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である︒

○親と子
人間というものは︑津山の交雑した祁先の血をうけて居るので︑
自然と核雑なものとなるから︑個人ｊ︑︑それ人︑の性質をもって生
れるものである︑そしてまた人間はそれぞれの育って来た時代の教
育とかその社命の風潮によって︑一生を支配され習悩づけられるこ
とも逃れないので︑たとえそれが親子であっても︑人情を超えて物
の考え方︑或は又淑方等に通いのあることはいう玄でもないが︑し
かしそれでいて︑人間としての共通鮎というものがあるという根本
的なものの外に︑国家園民としての親子に一貫して受けて来た教へ
とか︑風習とかいったものがあって︑そこに親として子として︑更
に他人までもが一貫した秩序淀保って来ることが出来るというもの
ところで今日の有様を見ると︑根本的な諸々の陳作はともかくと
して︑教えとか時代の風習とかいうものに︑職前と戦後とは殆んど
といってよいまでに︑一貫したものが断ち切られて了って︑一貫し
たものを見出し僻ない︑即ち峨前の教え︑風習といったものの悉く
が悪とされ存とされる考え方糎方となって了っては︑平行線で進む
より外致し方がなく︑どこまで行っても相合はさる鮎がない︑そこ

である︒

で他人はもとよりのこと︑それが親であり︑子であるにしてからが︑
老いと若き︑男と女それ人︑が雫︿｜フノ︲︑にあるより致し方がない誰

例えて言えば︑職前にあっては︑忠孝とか︑親の権威とか︑祁先
の崇奔︑家の尊亜︑男女の別とか︑分度とかいう和々の通という一
筋に貫いたものがあって︑親も子もこの同じ道を皐ぴ︑そして祇曾
もこれによって風をなして居たので︑親子それ卜︑の異った年代に
人となり︑異った立場に立ち︑性賀を異にして居て酷︑た宮の平行
ではなく︑その一貫した教や風の下に来ては線が合致せざるを得な
かったので︑季ひがあっても︑後にはその線でとにもかくにも牧ま

を失って了った︒

り︑秩序を保つことが出来たというものであるが︑今日は全くそれ

︑︑︑︑︑

今日は子供が親兄弟を特殺しにするということも決して稀ではな
いし︑また親がその子をもてあまして殺すといつたことも同様に頻
繁に行はれて居る︑その原川の多くは︑親が子に封して︑その行い

︑︑

が見て居られないので︑ロャカマシクなるとか︑子はまた子の世界
に封して全く理解し得ない親として邪魔物でた寅らないといつたこ
とからである︑もとより今日のァ﹂の急激な世の錘化であるから︑親
子の間の隔りは昔より一層性しいものかあるのは常然ではあるが︑

この風はた営隔りが多いからというだけのことではなく︑そのヨリ
︑︑︑
ドコロのものが全く異って居るという根本の逢いにあるのであって
更にこれをいえば︑親の批代︑子の枇代に確たる一貫した教えが通
って居ないがためである︑だから維に迩理の上でも合致しないので
最後の暴力によって︑争ひや不平不浦ごとを解決するということに
なる課である︒こ上に私たちは︑激育上から一日も早く幽家国民の
通というものを建てて︑それを明にすることが︑いかに永大である
かを訴えなければならないと思う︒
いうまでもなく︑世の菱革期には︑多かれ少なかれ︑新奮の争ひ
というものは免れないが︑しかも前時代には一貫した道があったの
︑︑︑︑︑
に︑新らしい時代には動かすべからざる何等の逆のよりどころがな
く︑百様百出︑各自の思うま入の間の逆︑弧いて言えば従来のもの
にたぱ反封し反抗することを以て逝のように考えて居る今の枇代と
あっては︑軍なる新奮の季ひなどといってはすまされない︒それで
は正に文字通り百年河浦を待つとも叩斐ないものというべきであろ
う︒ともすればヒニーマ︷一ズムが過剰に叫ばれつつ︑しかも事淀は
親子の非情︑文化が云々趣れっっ野謎そのものの家庭悲劇の続出を
見る︑こ上に職前戦後にも相迩ずるもののある新らしい逆の確立を
期して止まないものである︒︹知巳庵︶

縄評の春季攻勢を評す

営該企業が堪え得る事でなければならない︒従って要求は

各産業別︑各職別通或は各企業に依って差別のある筈であ

る︒庭が︑今度の赤季攻勢なるものは︑一全国的闘礎たる総

評に於て要求事項を定めて天下り式に之を各組合の要求と

今度の春季攻勢に封しては︑自民蕪も政府も︑一雁はっ

求とか︲峡損赤字の炭坑に無謀な要求をしている︒殊に炭

かどうか検討していない︒例へぱ公務員一率に二千回の増

北岡毒逸
きりした態度を示すと共に︑種だの調停案を出しているし

坑の要求などは企業は淡れ弊働者などは職場を失ってもい

したものである︒常該産業︑鴬該企業がその負捨に堪える

私織や炭坑の方でも努使共に弱腰であるから︑まあ大した

述する︒

叉勢働争議なるものは勢働者にとっても犠牲の多いもの

いのである︒敵は本能寺である︒本能寺が何であるかは後

であるから→なるべく之を避けようとし・員にやむを得な

事にはならすに済むものと私は思っている︒然も︑今度と
の政治的争議は︑努働争議の仮面を被った革命の諜備運動

限らず︲総評が︑杜命瀧や共産熱と手を携えてやるとの種
で︑定に悪礎のものと忠弓のでこの機含にその本質論を書

い時にのみ使用するものである︒出来れば偉家の賓刀とし

て使はずにしまっておくべきものである︒然るに今年度の

くこととした︒

一︑それは普通の努働零議ではない

せ︑杜禽を混乱せしめることを目的とするように見える︒

ものよりは争議を起し︑組合員に現状打破の気持を起さ

ある︒要求は通らぬものと定めているか︑要求の貫徹その

争議では初めから︑第一波第二波と争議の日取りを決めて

為勢働争議なるものは︑営該争議の樹事者たる勢働者の勢

との軸よりも敵は本能寺にある︒賃銀値上と云うが如きは

総評の春季攻勢なるものは普通の勢働争議ではない︒抑

ために他に手段のない時︑貝に巳むを得ない時に同盟罷業

働僚件の向上の篇めに一定の要求を提川し︑之を貫徹する

勢働者を結束せしめる篇めの手段にすぎない︒

総評なるものはその三分の二が公務員︑公共事業の職員

二︑春季攻勢ば戦後の二︑二六事件

等の手段に訴へる事を云う︒云う迄もなく事賃は資本家に
とっては管利の手段かも知れないが︑勢働者にとっては生

活の本擦である︒殊に現下の我園では稗職は容易ではな
い︒職場は大切である︒故にこそ要求は賞現出来さうな事︑
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である︒中央及び地方の政府の使用人であり．園民の下僕

戦後の二・二六事件を揃縫したら禰根は内攻する︒

でも僅かばかりの犠牲者の外は妥協だの調停だので︑との

三︑それは再軍備反封運動

である︒従ってその要求事項なるものは国民に封する要求
であり︑賞力行使と穂する業務の停展は園民に封する反逆

以上述べた所に依っても春季攻勢が普通の経済取引では

である︒それは何れの園でも許されないのを原則とする︒

のは目的を再軍備反封においている事は明瞭である︒例へ

占領軍は日本弱篭化の篇めに︑官公吏にさえも争議椎を保

ぱ函識は賃銀値上げを主張し︑勿論解雇職員には反封し乍

が脳各種の宣言やアジビラを見ていると脳との争議なるも

ら︑運賃値上げには反封しているので︑それは一般含計か

なく︑政治的性質の濃厚なものである事は略明瞭￥ある

だのと︑人を欺く言葉を使用しているが︑それが﹁業務の

勢で︑賞力行使と稲するものは︑一斉賜暇だの︑遵法闘争

らの補助の要求であり︑固より増税には反封であるから＄

みに公務員は争議権はないとととした︒故に今度の春季攻

正常なる運醤を阻害する﹂ものである限り︑凡て違法行篇

障したが︑二︑一ストで懲りて政策を鍵更し︑アメリカ並

で︑常然解雇される筈のものである︒

結局は軍事費削除の外はない︒それは初めから軍事費削減

の蔦めの要求であり︑再軍備反封の篤の争議なのである︒

ゞ公務員の資力行使とは︑奮い言葉で云へぱ天皇陛下の官
吏が︑新しい言葉で云へぱ国民の下僕が︑組織的に命令一

ケ理屈で︑再軍備さえ腰めれぱ賃銀が上るような事を云っ

ている︒それは︑賃銀引上げの目的が達成せらるれぱ勿論

民間企業の如き再軍備と何の開係のないものでも︑コヂッ

官の命に従って首相官邸を襲撃したと云う未曾有の不群事

よし︑それが失敗したら︒それは再軍備の篇めであると云

下︑図法を素るのである︒その性質は二十年前の二・二六

である︒二︑二六事件に封し政府は一雁国法を適用して反

を争う賦含黛共産黛を有利にし︑全国的に気勢を盛り上げ

直接には来るべき参議院の選畢で再軍備反封を標榛して票

事件と同じものである︒二︑二六事件は陛下の兵隊が＄上

乱将校は逆徒として之を庭罰した︒然し︑柵の根源を除か
なかった︒軍閥横暴の根底は軍部大臣を現役大中勝に限る

う理論と感情とを護展させようと云う魂謄である︒そして

事にある︒之に依りて極めて少数の軍人が結束すれば内閣

云う迄もなく穂評は祇含蕊と共に基地反鍔﹁アメリカ

て軍備を隆止削減しようと云うのである︒

暴の根底を除かなかったから︑軍部の思い上った妄想は益

よ蹄れ﹂の主張を続けているので︑米軍撤牧︑再軍備撤

を倒せる︑そして頑張れば軍人内閣が出来る︒との軍閥横
言叩じて︑遂に無謀の大東亜戦となった︒今回の春季攻勢

（2）

る事は︑米軍が南鮮を去った後間もなく北鮮軍が南鮮に来

本を去り︑日本に軍備もなければ︑共産軍が日本に来襲す

黛図の侵略の餌食にしようと云うのである︒アメリカが日

同︑と雨舞相握って日本を無軍備殖無抵抗の国とし︑共産

割減少すれば憤格は係になる︒輸出の減少は即ち必需品の

需品は︑輸入を一割減少すれば恢格は三割上る．輸入を二

生活を脅威する︒蓋し砂糖の例でもわかるように︑生活必

し唾特需の減少は既定の事賞だから輸出の減少は即ち阿民

立が出来なくなる︒アメリカはもう援助はして呉れない

い︒そこで政府の封抗策はデフレーション政策を弧化する

輸入の制限となって圃民生活を脅かすことは一鮎の疑も無

外に方法はない︒その結果は失業の洪水である︒今でさえ

外ないからアメリカも日本を援助するの鱗地は無い︒それ
は然も今側アメリカも東欧中厭の諸姻と援助してソ連を梁

七十両の完一全失業︑七両関の潜在失業は日本の杜脅に暗い

襲したのと同様である︒この場合日本は即ち無峰件降伏の

は︑被侵略団が或秘度の抵抗力を渡抑している間にのみ出

いが︲弊働攻勢に掛抗して輸川を促進するなど今の政府に

影を投げているので︑この上デフレを弧化さ虹ては堪らな

退することの出来ないと同様である︒他国の援助なるもの

ば︑それは別の侵略である︒もし共産黛圃の侵略のあった

成功したとしても︑少数組織勢働者の利益のために↓全勤労

許された手段はとの外にはない︒今日の如き無謀の争議は

来る事である︒被侵略園が降伏してしまった後に膳援すれ

受けて大東亜戦の数倍の戦帆を受けることは一鮎の疑も無

斯くの如く日本の図の基礎をゆるがせ︑折角緒についた

五︑澗根を断つ途︑その一︑勢働法改正

ぐものであゞる︒

階級︑殊にと肌から世に出ようとする若者に就職の途を塞

場合にアメリカが日本を雁援すれば︑日本は四方の爆華を

い︒

四︑春季攻勢は完全雇用への最大の障害
今政府は経済長期計誰を樹立してとの線に刷って我図経
済を進めようとしている︒その目標は経済自立と完全雇用

然らば封策は何か︑はっきり云へぼ捗例組合の改疋と共産

な無謀な政治的勢働争誰は之を根絶しなければなら漆い︒

蕊の非合法化である︒その一力でも略目的を達する︒その

経済自立を危くし．それを防ぐために大最失業を招くよう

的そのものに就ては何人も反封はない︒所が今細評のやっ

何れにも鯛れない施策は︑然も陸海軍大臣武官制を改める

にある︒政府の一計識が有蚊適切であるか否かに就ては︑

ているような争議をやれば︑繊迩運賃が上るか炭償が上

各種の意見があると思うが︑経湾自立と完全雇用と云う目

る︒税金が上る︒諸物慨が上って︑輪川が衰えて魁経済自
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する︒努働法の行きすぎた零議椛保護と共康蕊公認は彼等

事なしに二︑二六事件を虚分したの壁同様却って柵を内攻

るようにしなければならない︒我国勢働法が維管者の人事

含秩序︑企業秩序を破壊する悪質の従業員は之を解雇出来

上出来ないように出来ている．是等の法規を改正して︑壮

上述でも略明らかなように︑今ｎ本で︑努働者の現賞の

六︑禰根を断つ途︑その二︑共産糞非合法化

脈蝉したもので是が日本維湾の柵根である︒

権を縛って動きの取れないようにした事は職我国の経誉を

の力の基礎で︑之を淵存する事は鯛を将来に胎す︒

蓋し︑我国労働組合法は争議権に封し世界に比なき手厚
い保誰を典へているので︑勢働組合に封しては企業者は全

く歯が立たな陶殊に最近益糞巧妙になった勢働組合の部
に封しては絶大なる打華を典へる︒石炭含牡はその戦法に

分ストなるものは組合としては極めて軽微の犠牲で︑企業

るのは概ね共産蕊である︒彼等は眼中共産政椛の樹立をね

らっているので︑それが篇には百寓軍位で人を殺す事を尭

利益を無祝し︐日本の経済を混乱に陥れるような争議をや

悟している人達なのである︒春季闘争も︑再軍備反封も︑

封抗出来ず︑組合の前に綾為と降伏してしまった︒今春季
思う︒私は一部ストに封してはロックアウトを以って封抗

攻勢に封しても石炭業者は略降伏の外ないのではないかと
する事が出来ると思うが︑それが事賢上出来す︑弧いてそ

ない︒それは大東亜戦に数倍するものである︒との剛難を

ものである︒日本が共産化した場合の惨状は今更説く迄も

防止するには速かに共産裳を非合法化するにある︒是なく

基地反封も凡ては共産革命の達成と云う最高目的に連がる

難を大にする︒五︑一五℃や二︑二六事件に樹って根本的

れをやれば保安委員の引揚げと云う非合法な自滅の戦法に

し！職場の淡滅！と云うが如き事は勢働者として自殺

措澄を探らなかった事が遂に︑陛下の御考へを無硯して無

出る事も恐れられている︒保安要員の引揚げ！炭坑水浸
行篇であるが︑次に述べるが如く組合幹部の企固は日本の
共産化にあるので数十寓の石炭勢働者の職場を失うが如き
は眼中にない︒それに杜曾が混飢し︑努働者が世を呪へ
斯くの如き常規を逸した勢働組合に封しては平素より悪

もので︑との機に共康黛非合法化を行一勺ならば︑それは正

謀の戦を招いた様に︑今春季攻勢は共康黛の柵を暴露した

して少数の公務員を解雇したり恥安協したりすることは国

ぱ︑共産革命の時期到れりと彼等は大喜びなのである︒

質煽動者を解雇して組合の健全化を固らなければならな

に刑を稗じて耐となすものである︒︵一九五六︑三も

︵特別含貝︑国畢院大畢教授︶

い︒然るに現行勢働恭準法第三係は共産黛員の解雇を禁止
し︑現行努働組合法第七燦は努働組合の幹部の解雇は事賃
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×

の塵

国民の程度は地下に居て︑もるＩ偽︑の制
度或はその叫ぱるるところは天上に似るＩ
その陥りのあまりにも多いところに民主側
日本の今日の諸問題続出の因がある！
×

×

十九の小娘が親兄弟一家毒殺！尤も敢
て今日では稀らしくはないが︑よしそれが
何故であろうとも︑今日は親子も他人！
一家地安息所にはあらず？たぜアア⁝：．
と吐息するばかり！
×

談院法は︑紳士淑女を封象として出来て
居るのに︑相手の笈状は狐や狸だから︑本
が通ぜず︑騒ぎが起って困るとは︑議長の
×

歎き！これは糊り議院のみならんやだ！

といふ喪？が出るかとの興味から！こ

ところばかり穴を堀りたがる！何か失言

×

封建時代のように︑ソ聯は英雄崇奔の剛
だったが︑先般の共産無大官で︑﹁今後は
個人でなく︑組織の力﹂と改め︑絶封の英

はず︑今後も年中行事となることであらう

×

Ｉお盆・正月のごとく！

革新派といはる上人の説は︑一言にすれ
ば﹁戦前のことには悉く反抗﹂に誰くＩ
それは恰も親に反抗し出す十七八の思奔期

青年の如しＩ曾てマ元帥の日本人﹁十二
歳説﹂よりはや入成便？早く二十四︑五

×

歳に成長して︑多少物ごとが判るようにな
ってほしいもの！

日本綴済このところ少し叩訓となるや︑
ヒリッピンの賠償もかつての倍に︑またビ
ルマもセリ上る？弱みのあるとは言へ︑
足元を見らるること︑今唯昔も州の内も外

×

も同じ！人性とや言はんＩ

祉界一大単の数が多くとも︑商等畢校が

多くとも︑入畢難！脚由と平等︑教育の
機命均等・教育の普及のため？否優秀枝

×

の少いこと︑否々能力が天性平等ではない
こと︑よくは考へたし！

︑︑︑

︑︑︑︑

図のオキテのためには︑日常親も子も訴

へ出て賀に惑れるお風もソココ︑にあるＩ
こんなにまでにしてお図に議すこれぞ一和

の標語を云をしないこと！

の滅私奉公？この和の人をあまり戦時中

花は桜木人は武士！今は昔の腰語！

L、ノ

どこを堀ってもよいことまでも︑首相の

﹁死刑腹止諭﹂といふ叫びあり︑瑚想とし
て三シ兇も承知のところ︐．併し毎日の如
く良民の人権が無脱されて殺人相つぐ今日
の現状を見るとき︑制切れぬものがあると

の心は︑︒ハチンコ︑喪クジ︑競輪︑競馬に
通ずるもの！

でよいもの２

いふもの！何が何んでも生き延びさえす
れば悪人も人椎が掌璽される！殺され損

州夜の道案内の提齢は二三歩の先きがよ
く︑一里二里の先営では川に足りない！

の椎力者の考へ方で︑次々と歴史は書き改

雄スターリンも祁座から下ろされる？時

×

目的は向きを望むとも︑一歩一令々を読み一亜

縄評の券期闘争や上下火となるのは︑ど
うやら多少金が出ることによるらしい！
これでは﹁騒げば出る﹂考へは依然度理を失

×

て﹂ばかりでは定まらないわいＩ

められて行く！人間の憧価は﹁鮪を樋う

ねよとは先人の言︐．今にして思ふ！
×

命計械査院の不常と盃定したもの数百億
にも及ぶ？役人も今日の風の枠外ではな
いらしい１．そして努組の含計にも︑また
臓命蕪議員の収賄等々 ．かくて今日は他
を言う黄絡者はなく︑純反省の時と知れ！
１︐

〆 戸 、

￨机

先生をける︑なぐる
下村海南
寄稿を御約束した日も辿って来た︒

昨日は飛行機で富土箱根伊豆から大島
の噴火口上を郷うて七島めぐりを試み
た︒八丈島で字喜多秀家の墓参りをし
て鳥も通はい島諾へ流人となりし竹内

式部 井 上 正 戯 さ て は 小 金 井 小 次 郎 ︑ 総
島とコンビで名を責つた生島新五郎等

宝のガラス四十数枚をプチ割り︑府警

は校門を川て打を投げつけ教室や職員

を殺す︑そこへ宅へ辰って来た娘さん

どうかというと親切にしてくれた夫人

護士の私宅で︑平素何のうらみ関ない

は目に立ってきていろ︒白誰銀座の群

も殺す︒夫人を殺して大枚？千側かの

では松原署に捜査本部をおき︑逮捕を
江戸時代の流人から昭和の現代を引

つかったからだという︒残忍附沌は通

金を取った︑娘を殺したのはそれが見

はじめたということである︒

きくらべて見ようと思うた私の心持は

るを得ない︒

り越して只為その無智無謀にあきれざ

すつからケシ飛んでしまった︒私にと
べきものは無いと恩うている︒私は一

一僻とうした思潮はどうして起って

りてはこうした近頃の風潮ほど寒心す

心を傷めている︒選畢制度調査倉に開

方で小畢校の先生たちの組合行動にも

に酔弓た場合はかなり多い︒本人は死

ついての記事があったが︑蓮稗手の酒

立ち又雁援の政戦をつ堂けて来た画け

んでも怪我しても︑業自得であるが︑

来たのか︑前側の新聞に自動車事故に

に︒小畢校の先生自身の政治運動につ

係しているだけに︑又私自身が候補に

にし今夕一時間半足らずで羽田へかへ

糞そうした流人から︑今朝東京をあと
る吾身に引きくらべ何か一と筆をと思

は忍ぶくし傷いたり死んでしま弓乗客

何百寓回の車をコワシてしまう︑それ

こそ好いツラの皮である︑死ね切れる

いてはしばらくおき︑生徒に投票を弧
であるだけに︑その長い将来に思い及

ゆるというに至っては︑それが小畢校

ところが今朝新附をくりひろげると

ものでない全く浮ばれない︒そうした

い浮べつｋ眠りに落ちた︒

﹁先生をなぐる︑ける﹂という大きな

ぼし︑どうなる事かと思案にくれる︒

欧洲でも第一次に第二次に少年の不

きればてざるを得ない︒

て附けない︒これ叉その無智無謀にあ︑

も命がけであるだけに馬鹿ただしすぎ

事故に叉少壮年の蓮韓手が多い︒自分

兄川しの記事がある︒大阪府松原市の
卒業生は三人の先生を呼び出し︑なぐ

えている︒我国でも絡戦後の少年犯罪

良化が多くなり烈しくなった事をつた

×

る︑ける︑投げ飛ばす︑二週間の傷を

大織高校にて卒業式のあと十五六人の

負はせたのもある︒除興として生徒ら
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簸一初の封切と銘うって︑﹁チャタレー夫

人の感人﹂の上映のことがデカデカと

くしというのである︒

常盤線小金井騨に近く麓津大豊があ

問題はこれから多事多難の日本を背
負って立つべき先長い少年の前途であ

セーションを思い出させられたであろ

ったろう︒それが果してロングランに

うし︐またそれをねらったものでもあ

出た︒との名には誰れもが先年のセン

隣の待合でもつつましやかな畢徳のあ

なったかどうかは知らないが心それと

る︒一泊した私は校内でも道路でも︑

いさつをうけて胸が一杯になった︑目

る︒桟の内外はキレィに清掃されてい

ースを見るとそれが畢校である︒酒の

頭があつくなったうれしい記憶を持っ

る︒近時こうした記事を見ると心が暗

上でもない︑出合頭の出来事でもな

くなってくる︒大阪府下の上記のニュ

い︒白書シラフで多数が計霊的の腕力

同じころ週刊誌の中には︲さきに二審

持ち込まれているという︑あの繊謹小

とも有罪となり︑いまは最高裁判所に

ている︒

説のことのむしかえしをしたのもあっ

新聞の記事にはどうしても暗い記事

沙汰である︒しかも相手が先生であ

が車硯される︒明るい記事のニュース

た︒古いことだからよくも畳えてはい

Lイノ

る︒昔は三尺去って師の影を踏まずと
いった﹂今身近に先生をプチのめして

ヴアリューは軽い︑それだけに新聞の

ないが︑何段ぬきかの大大的なあの小

なぐ る の で あ る ︑ ケ ル の で あ る ︒ 無 茶

説の新聞庚告は︑その作品の塾術的な

記事を見ても絶望しない︒ア︑叉かと
事は手荒すぎた筆を下した次第である︒

手はこまねくが︑それにして今朝の記

ことの代りに︑むしろ性態描罵の鮎に

並きをおいて︑赤本と恩はせるような

うなことを弧調した︒刺戟的なもので

文句や︑護責禁止が近いとかいったよ

しかも連日のように出していた︒それ

いつも何事にも一言なくてはすまない

が護禁となり︑起訴となったとたんに

文化人というご連中は︑待ってました

鳥山喜一

ねらいは何？

︵三一︑三︑四朝×特別含員・法畢坤士︶

苦茶である︒
×

私は元目黒競馬場跡の東京商業畢校
につとめて居る︒畢徒には電車で老人
や婦人に坐席をゆづるよう︑又単校内
の庭草はとる︑廊下もガラス窓は清掃
する事にしている︒それは校の内外だ
けでない︑各自の私宅も門前の道路も

今年の始めごろだったか︑新聞庚告

○

事務庭にも同じ事である︒此の如くに

に製作園のフランスに先がけて︑世界

同じ事である︒卒業後職につけばその
して東京都をさらに日本をキレイにす

〆 向 、

な陰惨な稔閲制度への逆戻りになると

官憲の横暴だ︑獄硯してたら昔のよう

もくろまれたとかで︑それを州いた最

ぶり︑さては誤判とかを取扱うことが

察官のデッチ上げとか︑裁判官の低能

タネの映霊化が企てられ︑そこでは検

だろう︒しかしそこには話し合いの除

得よう︒だから一方に反溌も起ったの

理的な雁迫を相手に典えることはあり

とか何とかいわないまでも︑一種の心

たくしは知らないが︑それが憲法違反

とばかりに︑言論出版の自由の抑腰だ

稔察官への批難を浴びせかけた︒餓嬢

地もあろうし︲それによる理解も成り

への弾唾だと︑いきまく人人が現われ

立つことであろう︒

私︑︑

はまだまだ消えていない︒

というので︑ことにも制作表現の自由

高裁が﹁ちょっと待った﹂を申入れた

しているのを奇貨として︑援護でも惨

て︑問題化しているという新聞記事が

憲法が検閲をしてはならないと規定
虐で も ︑ 金 も う け に な る ん な ら と 通 勝

あった︒

ういう自由が許されていれば︑それだ

獄暴だとは虫がよすぎはしまいか︒そ

抑えられたからといって聯すぐ弾雁だ

込んで︑民衆は一般的に園の裁判への

映萱のもつ迫力は・弧い先入観を注ぎ

それが一つのフィクションだとしても

誤判というようなことの映識化は︑

ろしい破壊的なことはなかろう︒

せようとするんだとしたら︑こんな恐

が蒋通のととのように思わせるし思わ

は極めて稀の例であるのに︑もしそれ

扱いものがあろう︒もとより誤判など

に図の裁判を信じなくさせる影響力は

文化人連の謹援ともなれば︑一般大衆

とういう作品が上映され︑いわゆる

手なことをしておきながら︑そのテを

けそれに封する責任も反省も︑常然で

う︒ましてそれがとれから審理される

思いつくのは祇含科の問題である︒か

官憲への反抗ということで︑さらに

○

不信という︑狸い暗示を受けるだろ
事件への諜見となったら︑その結果が

いから怪しからんといきり立ち︑ただ
反抗さえすれば：．⁝というんでは筋が

さらに何を伴って来るだろうか︒商業

なかろうか︒おれのするようにさせな

通らないようだが︑それを通させよう

主義の映霊製作に自由があるとしても

案をさへ提出して物議を招いた︒文相

とするところに︑謎があるんではなか

ことだろう︒そうい︸勺人人の良識はど

の代るたんびに﹁××牡曾科﹂なんて

つて安藤文相は安藤祇含科といわれた

うはたらいたのだろうか︒最高裁の巾

いうものが出ては︑大臣が猫の目より

それには多くのアドヴァイサーもある

入がどういう性質のものか︒一向にわ

ろうか︒

○

これとは性質は違うが心このごろや一

はり最高裁に持ち込まれている事件を
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を冷静に考えず︑すぐ改悪とか反動と

どとろか必要なことと思われる︒それ

のままでいいかどうかの稔討は︑有害

それとは別に枇含科というものが︑今

不幸との上もないこととなる︒しかし

もかわり易い昨今︑日本の教育のため

ととなのである︒

話のあるのも︑いよいよもって面向い

史皐者の三笠宮をかついでいるという

が︑まるで背の錦のみ旗のように︑歴

不思議でならない︒またそういう人人

だと︑わめき立てる人人の多いのは︑

い︒それをそういうと反動が逆コース

には益とそあれ︑害などあるはずがな

うとしているものがある︒とのごろ評

を事あたらしく︑歴史の上に必らせよ

のなのだ︒ところがこんな奮式なこと

それは今はもう全く見捨てられてるも

忠臣逆賊槻なども︑その類型であり︑

うとする仕組が多かった︒皇幽史槻の

玉・悪玉に分けて︑大衆を引きつけよ

昔の演劇や稗史の類には︑人間を善

のは︑きまって歴史教育に閑係してい

ととろでとの吐含科が問題とされる

のある教員に捲併させるととは︑歴史

歴史科を猫立させて︑歴史授業の資力

なお前述のような賞情からいっても

いて来た︑日本共康黛の正しさ︑ソ連

悪玉槻をもって︑モスコウの指令で動

の歴史を説いたものだが︑古い善玉︒

判の﹁昭和史﹂はその名の通り︑昭和

︸︵ノＯ

かいって諺反抗する員意は何なのだる

る︒杜含科という教科には︑一般吐含︒

教育本来の而目を波擁するにも役立つ

それは雑然とした寄合世帯で︑布機的

という科目が︑一束になっているがへ

と．かつてのような皇剛中心主義の偏

ではない︒また歴史教育を猫立させる

どは︑教育の理念からも成り立つもの

だろう︒不迩枯な教員の地位の保誰な

たいな感じがする︒

本共康黛やソ連のご川の歴史教科書み

財閥の邪悪を取扱っている︒まるで川

の浦洲侵入の正義化に封照して・軍閥．

Ｈ本史・世界史・人文地理︒時事問題

ってるものではない︒それからとれは

に津然たる一僻をなすような組織にな

歴史ｉ羅史教育にほ︑いま催も毒っ

そんな善玉悪玉槻と共に︑主人持ち︑

かっているのもどうか︒正しい歴史家

見的な史槻が蔓って来ると課断してか

スポンサーつきの奉仕は︑絶封に拒否

では肺含科という免許状のために︑歴

は常然それを排撃している偏見という

されなければならない︒

蓮誉の上からの峡陥ではあるが︑現在
史の知識のないものでも︑との枠内に

の場合にも→あてはまることを忘れて

ことは︑また唯物史澗を誰持する人人

また﹁繭葉集の謎﹂という流行本が

○

あるために︑歴史を教授してるととも

はならない︒

しばしば見られる︒だから歴史科をひ
きぬいて猫立させたところで︑教育上
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でいるレプチャ人の先加が︑紀元前二

ある︒これはいまヒマラヤ山中に住ん

でしてやって来たんだと︒コソコソい

らフンドシや腰巻をつけ︑イレズミま

これが科畢の名に値するものかどう

じい意気込を示している︒

直向微塵にたたきわろうというすさま

う︒蒋者のいわゆる科畢的研究は稲畢

かは専門の皐者の批判におまかせしよ

間の上の政治的意園を排撃するという

ってた︒そんなことを大きな蕊でしゃ
あう︑へ夕すれば命にもかかわったか

べったり︑本に書いたら軽ひどい目に
らだ︒が著者はそういう民衆の藍に耳

となったのだから︑固文畢者が難解と
して持て綴してる寓葉集の歌などは︑

世紀にとの日本の地に移住して日本人

すべてとのレプチャ語で解樺できると

その言葉に反して︑妙な政治臭を帯び

そんなに雁迫されていたというととは

○

一人であったろうか︒

ているのが︑気になったのはわたくし

を傾けて感心していたそうだ︒

その序文の中で︑今まで畢校で左ら

事質かどうか︒わたくしなどは附成中

との書を見てふと連想したのが︑明

との蕃者のいうように南方渡来説が

語呂合せみたいに単語を並べて遮寓葉

う歴史も︑剛語も日本人というものは

畢校でその南方読の一人の沼田頓輔先

の歌を説明した著述である︒

皇国を中心とし︑皇室のおかげで成長

治時代の木村膝太郎による日本語︵人︶

その蕃書も讃んだものだった︒まあそ

生から︑お得意の新説を聞かされたり

いう本にまとめられたかと思うがｌで

ギリシア起源説ｌたしか日本上古史と

し︑幸禰に生きられて来たという園磯

にして敗戦後の民主主義は官製側本史

れはそれとして︑序文のつづきには幸

読で貫かれていたし︑またその言葉は
という意味のととをいい︑さらに園文

大陸系のウラルアルタイ語読であった

たもの＄わたくしも一二冊寄贈を受け
たような︑おぼろげな記憶があるＩ

シア論ｌこれは個人雑誌で護表してい

っぱいだから︑著者はここに日本語へ

であった︒特に後者にはとんな思い出

あり︑大正時代の星野健之助？のペル

針によって︑日本の古代史や日本語の

の科畢的メスを加えたのだといって

もある︒大正の始めのある日︑恩師白

いもかわらぬ闘綴説のコケやカビがい

起源を祁秘化し︑科畢のメスをあてる

る︒そうして本文でも﹁科望﹂という

鳥先生のお宅に伺ったとき︑先客に柳

を完全に吹きとばしたが︑図文畢はあ

のを︑わざと避けて来たものだとも罵

大ダンピラを大上段に構えて︑﹁非科畢

田国男先生が居られて︑たまたまこの

皐者はほんとうの科皐者でなく極ただ

っている︒しかしその時代の民衆は︑

的な﹂﹁衣冠束帯をつけた国語畢者﹂を

いわゆる圃鰐の精華を護輝する政治方

そんなことはウソだ︒日本人は南方か
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う︒それは先生を措いて他にはないか

違を示してやれば埴すぐ破れてしま

古いペルシャ語と新しい︒ヘルシャ語の

たｂ柳川先生はこんな寺︿力げたととは

星野 説 に 花 が 暁 い て い た の を 拝 聴 し

との日本の烏だったと︑改めて科畢の

この頃には日本語︵人︶の起源地は︑

だんだんに東進して来たことである︒

ァ︒そうして昭和にはヒマラヤ山中と

が︑明治のギリシアから大正の︒ヘルシ

が面向いのは日本語︵人︶の起源地

黒を出てから︑一年ほどたってからで

大畢の高等師範部の夜畢であった︒大

らない︒

と織悔の心地が多くて︑満足の心は起

るかも知れない︒その間のことを恩ふ

あらうから︑四十年を過ぎることにな

参一く︑た噂さへはにかみ勝ちの私は亘

はじめて諦義をしたのは私立の日本

ら︑是非おやりなさいという意味のこ

名において．いい出されないと︐誰れ

○○○

とをいわれた︒白鳥先生は笑ってはっ

ある︒夜間部であるから年長の畢生が

赤になってしどろもどろに講義をした

○００○○

きりした答をされなかったが︑そんな

がいえよう︒

言蕊のさきおう図に柴あれ︒

妄説 は じ き 消 え て し ま う と 思 っ て い ら
測したことがあった︒

れたのであったろうか︑とひそかに推

女子望習院に週三日講義に出ることに

畳えがある︒そのつぎの年の四月から

り︑野人鵬にならはない私で随分へま

程度である︒華族の加君が大部分であ

二年であったから︑大鵠今の高等畢校

なった︑女畢部の三年と︑高等科の一︑

るべきである︒Ｑ九五一︑三︑五︶

久松潜一

教壇生活の思出

︹特別含貝・前揃山大畢長︶

何をいうことも︑自由な国は讃えら

○
○○

ところで昭和のみ代の今日は︑レプ
チャ説となって現われた︒昔とは違っ
て新聞には何段ぬきという大慶告︒﹁安

田皐読﹂と銘をうち︑ベストセラーと

の頃︑作文の時間に斑作文とは自分の

長い間教壇に立って来た︒昨春還暦

Ｌにはき出すことであると言ったら︑

なことをしたであらう︒講義のはじめ

で東京大畢の教壊を退いたが︑びきつ

どっと笑はれてしまった︑はき川すと

ーということも︑恐らくほかの図には
たぐい稀なるとの園のありがたさであ

い聖いて私畢で誰張をつづけて居る︒な

宣体されている︒畢術書の今へストセラ

ろう︒しかも序文だけでもわかるよう

思って居ること︑感じたことをそのま

に︑ 票 間 以 上 の あ る 抱 負 も 明 か で あ

いふ言葉が野卑に感じられたであら
る０

ほ幾年かはとの状態がつ画けられるで

一
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しく︑その年の夏休みには殆どすべて

に批評を加へ︑その長所を特にとりあ

う︒たご作文に封しては一人一人丁寧

て居る︒女子畢習院の生徒からは私のいと思って居るが︑激育といふととが

り方があり︑反雁のあったことを感じのであって︑委しく書き記しておきた

であるが︑それ人〜に異なったうけとがら微力のすべてを諾して事に常つた

ないし︑また愛へることも出来ないのととが出来た︒これに封しては拙いな

いが︑一高の生徒からはなほ生ぬるいるかをしみ人︑感じたのである︒

態度は自由解放的にうけとられたらし如何にむつかしく︑また貴いことであ

げることにしたので︑案外喜ばれたら
の畢生と言っても一組二十人位であっ

と受けとられたやうに感じた︒しかし私は小畢校生徒に封しては︑一度郷
一尚も二年牛ほどでやめて︑東大に還里の小畢校の生徒に一年から六年まで

たから二組で四十人であった︒︶から二

返事を出すのに随分時間をとられたが

つたので︑・一高生を十分理解するまで一所に居る教室で一時間ほど話をした

度三度と暑中見舞の手紙が来て︑一為

には至らなかった︒経験があるだけであるが︑中里枝︑高

それからは外の皐校の講義もしたが等皐校︑大畢に封してはそれ人〜教靖一

十人といふ小人数であったのは名前を

兇え る と と の 不 得 意 な 私 に も 容 易 に 憂

大僻東大の教坤一が中心であったし︑女に立って居り︑また男性の畢校と女性

若い私には楽しみでもあった︒一組二

えられ︑一人一人の佃性をもよく知る

教育よりは研究の意議の方が先きにたら︑入畢式とか卒業式とかに川たり︑

畢校や高等皐校の生徒に封するよりはの畢校との何れの教坤一にも立って来た

しかし︑一年だけで＄一高に代るこ

ってゐたことは明らかである︒たご昭畢生の送迎含とか謝恩禽などにも出て
和二十一年の春から六年間にわたって居り︑大皐の場合は卒業論文の指導を

ことが出来たことは教育的にもよかっ

とになったので︑そのクラスにも離れ

東宮殿下の御教室の国語教育を分措すしたり︑就職の世話もして来たが︑就

畢問そのものが中心となって来たのでととになる︒との間︑常然のととなが

たが︑後に再び女子畢習院に講義をす

るととを仰せつけられたので︑新しく職の世話などをすると︑教室では気付

たと恩ふ︒

ることになったのも︑その時のよい旭

中畢校一年から︑高等皐校三年に至るかなかつた畢生の人間性が卒直に見え

す零へての過程を殆ど同一の畢生に封し︾たりして︑後淀まで忘れ難い思出とな

生徒と︑一高の生徒とでは随分和違が
あった︒私はどこの畢校の教輔一に立っ

て︑行ふといふ貴い磯駿を身につける言って居る︒

川のために外ならない︒女子畢脊院の

ても一本調子で除り態度や方法を愛へ
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のやうな態度で教育に徴って来たかに

一端をのべたが︑つぎに私はこの間群

私のたどって来た教壇生活の思出の

理想としては誠賃でありたいと思った

に矛盾したとともあったであらうが︑

り誠賢であり得たとは恩はないしそれ

る︒もとより自分が常に﹁まこと﹂であ

それを教育態度の中心においたのであ

て接すると︑畢生もこちらの心をくん

はよい場合もあったと恩ふ︒恩怖を以

私の恩怖主義は私の維鹸しただけで

とにかくそんな気持でやって来た︒

認めることもあってもよいとも恩ふ︒

書けない場合時間過ぎまで書くことも

が︑時間前に出すものもあるのであり

一一

ついて一言しておきたい︒私は人生態

のである︒私はこれ以外に心を向けよ

で︑却て自制することが多い︒ある場

うともしなかった︒誠賀を以て教境に

合に皐生運動の際︑畢生を虚分するこ

ても 常 に 誠 賞 で あ り た い と 思 っ て 居

けをより所として来た︒

立ち︑畢生に接してゆく︑た回それだ

度に於ても同様であるが︑教育に封し

一人に接する場合にも常に誠貸であり

とになり私の間文単科の畢生も停畢庭

る︒教坤庭たつ場合にも︑畢生の一人

それからとの誠賀を以て接するとと

心持があり︑また非常に反省の様子が

たいと願って来た︒教育の技術など顧

兄えるので︑教授命に解除の案を出し

分になった︒その後その翠生に接して

てもらった︒その畢生は迩刺ぶりが相一

兄ると︑家庭の事怖で早く卒業したい
を行った︒との事は長所とともに短所

信じて︑畢生の言をそのま具附いて事

淵目についた畢生であったので教授愈一

と開聯があるが︑私は恩情主義を以て

いふととをおいて来たし︒古来の文畢

にもなったと恩ふ︒ある場合には鮎が

畢生に接しようとした︒畢生の審意を

諭の柴訓にもこの﹁まとと﹂があると

甘すぎるととになったり︑ある場合に

みないで︑との鮎だけを信僚として来

シンセリチ

いふととを追求して来た︑﹁まとと﹂

でも未だ解除は早いとしてはっきり反
封された意見を川された人をもあっ

た︒私は文畢の根本にも﹁まとと﹂と

は直資︑誠賃に通するし

は放任に過ぎたりする︒試験の雌督の

れから卒業まで何等事なきを得た︒就

畢生も私の気持をよく察してくれてそ

とは富士谷御杖によると貝心の言語的

めさせる方がよいとは恩ふが︑なぼ書
き遅れてすぐに出さないものをもその

ィとも同一であると思って居る︒まと
現れとしての貝言であり︑行篤的現れ

ま上に待ってやることになる︒これは

職もしたので私も責任の解除される心

た︒どうにか苑してもらったが︑その

一慨になったのが︑﹁まとと﹂であるま

としての貝言であり︑直言と貝事との

ある意味では不公平になると恩はれる

場合など︑時川がくれば一斉に筆を止

ととが人間性の根本であると信じて︑
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I

持がした︒畢生の気風も戦前と戦後で
は異なって来た鮎もあり︑また男の畢
校と女の畢校とでは違ってゐる黙があ
る︒それによって種だの教育態度もあ
るのであらう︒

た図私は自分を反省して見ると睡誠

︹十七頁より︶

すると云われよう︒全図民の代表たるを忘れた私利的行篤であると

の非難を免れまい︒殊にその難行動の目的は究極政権の雄得に置か

れるのであるから︑その保守系たると革新系たるとに諭なく︑政椛

を自黛に握った場合も︑特に之を自黙の利益のために私する如きこ

の原則上厳にいましめらるべきである︒孔子も大道の世界を説い

とあらば︑公益優先にも反し︑全図民の篇めの政治という民主政治

総意によるに非ずして︑一難濁裁を企岡する如きは民主政治の根底

て︑﹁大道の行わる上や天下を公とす﹂と云っている︒殊に閥民の

いうこととで教壇に立ち畢生に接して

資であらうとすることと脳恩情主義と
来たばかりで︑それ以上に何の教育上

﹁友情﹂の結紳はかなぐり捨てられ︑而も政策によっての堂々たる

現在園曾に於ける各議員間の論雫の場面を見ると︑住々にして︑

を破壊するものであることを銘記すべきである︒

争いではなく︑徒らに個人攻撃に堕し︑喧嘩口論の場たるかの翻あ

の試見もなく過ごして来たやうに恩
ふ︒また私の念願としたことも︑十分

︑︑︑

︑︑︑

結果は遂に資力行使の如き醜態を演出するに至るのであり︑全国民
︑︑︑︑︑

るが如きは︑相互に−１個人箪重﹂の原則を忘れた態度であり︑その

には達せられたとは恩はない︒まこと
にはづかしい限りである︒教壇にたつ
ものの心持︑といふものは︑畢生には

であろう︒選畢に際しては自ら候補に立ち︑自己の政見を壷表し︑

を代表する議員の稗聖なる地位を自ら汚すものとのそしりを免れぬ

選翠権者に一公約して営選を勝ち得た園曾議員は︑常然自ら全閣民の

すぐ偉はるものであり心それだけ影響

する鮎は多い教育の責任の大きいこ

代表たるに足る人物を以て任じている人為であろう︒この様な人々

のみの集国である園曾に於いて︑民主主義的行動がとり得ないとす
れば︑その代表たる一般日本園民は勿論民主赴曾を建設する資格の

とをしみ人︑Ｉ感するのである︒
へ特別曾員・文皐博士︺

ないものということになるわけである︒今日日本の圃曾の動向につ

いては世界各国の注目する所である︒この意味でも議員たる人々の

︹元大東文化翠院教授︶

倫理的責任は甚だ重大であると云わねばならない︒
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一

政争問題の倫理的解決
Ｉ︵武治の倫理一

川村宗嗣

年層の指針となすには安営でないかに考えられる︒依って私は一

雁珠定の如くこの稿を綾けるつもりである︒

仰中道政治への段階．：⁝二大政黛野立の問題

糞︑日本杜曾黛︑日本共産糞等の政熱が結成され︑新憲法を審議す

合軍の占領下に於いて︑新たに日本自由黙︑日本進歩黙︑日本協同

昭和十五年︑軍閣主義の雌力によって解消した政熱は︑維戦後連
本誌昭和三十年七・八月雛に掲載された拙文﹁現下日本諸問題の

る函曾の篇めの男女平等普通選畢に於いては︑保守的性格の自由窯

倫理的解決﹂に開連して︑紙数の都合で雷時カットを徐儀なくさ
れた諸問題の中﹁努使問題の倫理的解決﹂は本年一・二月銃に掲

た︒翌二十二年︑新憲法施行直前の総選畢では︑日本牡曾蝋が第一

が第一難となり︑叉共産熱が初めて合法政黛として固曾に議席を得

黙となった︒壮曾主義政黛が内閣を組織したのは日本で初めてのこ

をとりあげ︑之に封し前来の如く日本画憲法に示されている民主
思想に照し︑我が脳現代の政治倫理を究明しようと思う︒

て︑最も保守性の眼い自由裳が最も長い期間政雄を握って来た︒最

とであった︒其の後保守系︑革新系ともに消長あり︑離合集散あっ

載された︒本稿はその後を承けて政黛間の政椎争奪に開する問題

この一・二月雛には弘逝倉の評議員であられる藤本繭治先生が︑

態が作られた︒この形態は英剛議曾のそれに坊うものとして兼ねて

成って自由民主難が結成され︑並に保守と革新の二大政無掛立の形

げられ︑政治と道徳が一如になっている﹂とし︑﹁われわれは現代

﹁道義賞践の目印﹂と題し︑﹁日本圃憲法には崇高な政治道徳が掲

本国憲法にわれわれの行動の目印を仰ぎ︑それを本とする教育基

て日本牡曾黛となったに封し︑保守系も亦民主熱と自由熱との合同

本法に逝徳教育の目標を求むくきであると思う﹂と論じ︑憲法と

から唱えられていた所であった︒然しながら雨者ともに熱内の結束

近政黛合同の気運が高まり︑革新系の杜曾黛左右雨派が再び統一し

教育基本法によって﹁図民の迩守すべき目標﹂を徳目や標語のよ

に雨薫の間でも兄弟かきにせめぐに念であって︑外そのあなどりを

未だ固からず︑其運誉も必ずしも回瀧とは云い難いようである︒殊

において最もすぐれた政治形態である民主政治に基いて定めた日

うな形で列記して居られる︒七・八月雛に載せられた私の日本画
が︑少しも言及して居られない所を見ると︑恐らく先生の御目に

憲法を基礎とした倫理噸に封しても御批判を仰ぎたかったと思う

として識者の間に難色を示されている︒更に保守系の政蹴は大隙に

防ぐ底の用意が十分できないことは︑日本の外交を弱膿化するもの

治資金などを篠って兎角問題を起し易く︑革新系の政黛は大鰐に於

於いて費木主義政策に立ち︑蚕本家側を背景としている開係上︑政

は鮒れなかったのであろう︒然し私は前にも述べたように︑戦後
の新しい時代の泣徳教育の目標を示す総めには︑やはり一の髄系

いて杜曾主義政策に立ち︑勢働組合側を背景としている開係上︑近

を立てた上でなくてはならぬと考えるものである︒然らずして単
に徳目とか標語を立札のように慢然と並べたのでは︑現代の青少

〔15〕

末の勢働零議の頻謹に指導的立場にあると見られている︒之等の事
象は世界の大勢の然らしめる所とは云え︑一方に於いて杜曾不安を
宋すことにもなり︑他方に於いて固曾に封する公正な園民の不信を

然らば日本関憲法では之を如何に見ているかを考えて見よう︒

倒閣含議員と政黛・⁝：政黛の存在意識の問題

﹁日本閥民は︑正富に選翠された閣曾に於ける代表を通じて行動し﹂

新憲法は前文の冒頭に

日渋くして充分なことは言えないが︑典野黛共に閣曾の運醤に於い

抱く所以でもあろう︒然し二大政黛封立の形態になって以来︑未だ

とい里︑第四十三催には

あり︑壮曾主義は平等にこだわって自由を無覗し︑悪平等に陥る弊

る︒然るに資本主義は自由に重きを置いて︑不平等に堕する峡陥が

吐曾主義の攻撃の形に於いて世紀を兎ねて闘われて来た事象であ

憲法の本旨とする所でない筈である︒一人一人の議員が各冷全図民

従ってその選出された議員が裳を結んで政権を争奪する如きは本来

努者側とかに価して代表するものでないことは明らかな所である︒

あって︑一地方若しくは一部の人為の利益︑例えば資本家側とか勤

と定めてある通り︑各個の剛曾議員は﹁全閣民を代表する﹂もので

︑︑︑︑︑︑︑︑
﹁雨議院は全国民を代表する選畢された議員でこれを組織する﹂

て互に幾分慎重さが加えようとしているかに見えることは喜ぶべき

がある︒而もこの雨主義とも自由と云い︑平等と云っても経済的に

を代表しつ上︑衆智を集めて全閥民の利益の篇めに閣民主権を代行

傾向と云われよう︒蓋し保守系革新系の掛立は︑資本主義に封する

から︑吐曾生活の上から元より之を無硯するわけには行かない︒然

資現されるのでなくては意義がないとする現貿獅に立つものである

することが︑その本来の使命とすべきものであると云わねばなら

ぬ︒少くとも之が憲法の立前であることは憲法の文面上議論の詮地

しながら就れも専ら物質の量にのみ重きを置いて考えられている所

がないであろう︒然しながら数百人の議員が曾合して個魚耶燭な意

に問題がある︒西諺にも﹁人はパンのみによって活くるものに非ず﹂

といわれている︒有限な物質界に於いては平等は術に自由の犠牲に

を作って︑その中で一雁意見をまとめ︑他の政黛との間に更に意見

ことは事賢上困難である︒そこで大階意見の相似寄った人々が政糞

を交えるという方法が︑閣曾に於ける前からの悩脅であった︒閥禽

見をた型かわして居ったのでは︑時日がか上るのみで決諭に達する

幸幅観の反省がなければならぬと信ずる︒かくて初めて望み得る自

としてその異る意見のいづれによるかは︑議員の多数決の方法が一

よらねば得られないものである︒この両者を調和するものは﹁友愛﹂

由にも平等にも又物質にも精岬にも偏らぬ︑中和を得た︑愛に浦ち

般にとられている︹第五十六催第二項︶︒従って多数の議員を擁する

の精禰であり︑人道主義であり︑更にその根底において物質偏重の

であろう︒このような牡曾を責現する篇めの中道の政治こそ︑正し

の議を自黛の主張によって左右し得ることになる︒而も新憲法は図

政黛は閣曾に於いて擾位を占め︑過牛数を占める場合は殆んど閥曾

た︑争いのない杜曾こそ︑丘に民主主義の精紳に添うものというべき

き民主主義の政治と謂わるべきである︒保守革新の二大政糞の封立

曾中心主義の政治方式菱とっているので︑﹁園擢の最高機関﹂とさ

の形態も一方的偏執に焔ることを防ぎつ典︑漸進的にこの中道政治
を責現するための便宜的段階と見るべきものと信ずるものである︒
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である︒従って之を構成する議員の一人一人の責任の大なることは

使する内閣の長たる納理大匝は図曾議員の中から図曾の議決で指名

れ︑﹁唯一の立法機開一でもある︵第四十一峠︶︒その上行政権を行

れては国民全瞭の代表たる責務に反することになる︒選畢に於いて

種の私益である︒常に閣民全般の一公益をして優先せしめることを忘

ことは一雁認められよう︒然しそれは間民の一部の利益であり︑一

貝が各自の親近する縁故深き階暦或は地域の利益の篇めに主張する

人が果して閥民全儲の代表たるに値するや否やを考え︑誠蛮有能な

も政黛を中心にと云われているが︑民主倫理の上からは︑候補者個

する︵第六十七係︶等︑閥曾の地位は藩憲法の時代とは格段の相異

との御主旨が絃に初めて達せられる段取りになった識であり︑その

に全図民の利益を代表して自己の意見を主張している筈であるから

次に多数決の方法に就いて野あるが︑議員一人一人がすべて同様

人物を本位に運ぶことが正しいと云わねばなるまい︒

云うまでもないのである︒五ヵ係の御誓文の﹁蕗機公論に決すべし﹂

目標は全闘民が﹁各其志を遂げ﹂﹁健康にして文化的な生活﹂を篇

全員が一致した意見に到ることが理想である︒之が矯めには充分議

し得る吐曾の資現にあろう︒﹁図民の一人でもその志を得ぬ者あら
ぱ︑これ我が罪なり﹂との責任感が寄佃の議員の畳悟でなければな

員の討論をつくす努力がなされねばならぬ︒然し均しく全闘民の利

るまいと似う︒

側政黛の政争と多数決⁝⁝私黛化の弊の問題

一致し得ないときは止むを得ず多数の意見を以て決をとるわけであ

益の篇めという共同目的を以てする議論であっても︑各人の所見が

るが︑その場合少数者の意見に濁しても充分餓重した扱をされねば

上述の如く閥曾議員は一人一人が全剛民の代表とされているので
に出づるものと云わねばならぬ︒従ってその政黛は常にその政策に

ある︒之が数佃の政燕に組織されていることは︑剛曾蓮醤上の便蹴

て討論が研究される関曾に於いて︑多数熱が少数糞の反濁意見に濁

ともすれば罵麗をあげて多数熱の謹表を妨需せんとする如き行動が

しては充分の輔重を排わない傾向が往なにして見られ︑叉少数黙は

ならない︒之が﹁個人載重﹂の所以である︒然るに政黛を単位とし

難は政椛争奪が韮で︑政策は付けたり﹂と言評した政治家があったが

よって結ばれねばならぬことはいうまでもない︒明治時代には﹁政
皮肉の言と見るべき︾﹂とは論を侯たない︒而も甲政黛の政策は蚕本

更に政黛政派が︑その政策を中心として結集するのでなくして︑

感情や情愛などからボス的勢力を中心として離合集散すると思われ

見られる︒之等は民主倫理に反するものであること言を侯たない︒

本家或は勤勢者は均しく日本剛民の熊成分子である以上︑甲政難の

る事資も屡疋見られる︒かくの如きは全く自己の私的地位を得んと

主義的であり︑主として資本家側を背景とし︑乙政黛の政策は杜曾

議員は資本家側のみの利益を代表し︑乙政無の議員は勤勢者側の利

のであり︑政戦献金を名目とする汚職邪件の如きは主として鐘に護

する野望に出づるものであって︑公黛たるべき政黛を私黛化するも

主義的であり︑主として勤勢者側を背景とすると云っても︑その蚕

益のみを代表すると考えることは明らかに誤りである︒甲乙雨黛に

︵十四頁へつ堂く︺

蹄する議員共に岡民全燈の利益を代表するものであることを忘れて
はならぬ︒その選畢地撫に就いて︑も同様である︒闘曾に於いて︑談

（17）

大杉謹一

大橋乙羽の生涯と作品四

一︑女の運命

﹃霜夜のむし﹄にしても︑﹃慌囚﹄にして

も︑結末はいづれも譜礎ない未亡人の運命

痴居士︑第七編に中村花痩︑第八編に田山

渡部乙勿︑第五編に山田美妙︑第六編に樫

若者に一潅します︒

たように俄かにわれと笑顔をつくって

い︑たちまち悲しみ︑何事か思い出し

悪口も一度ねかせ心容赦はならぬ﹂と

ノ︑ノ︑．忽ち怒りの蕊をあげ︑﹁今の

くって手出しもせす︑袖口を叉もびり

にかざしかけると︑女はた野笑顔をつ

杖のさきに古草畦を結びつけ︑女の頭

て上︑いたづらざかり悪るざかり︑竹

て見ねエか︑わいノ︑ワア﹂と藍を立

し狂人が居るワ︑みんな来ておこらし

きちがい

との女のあたりを取巻いて︑﹁アレア

ともなくつどい来る村の小童五人六人

わらんべ

て︑茜色の横雲が彩るに︑いづくより

あかれ

とかくするうちに雨もまったくは鯉

大笑をいたします︒

の飛ぶさへおかしきか︑腹をか上えて

ることもあれば︑笑うわノ︲１．風に砂

む眼も恐ろしく︑天に叫びて黒髪むし

を閉じ︑下唇を前歯にかみしめ︑にら

くように︑物云うかと思えば︑忽ち口

やがてにっこり笑って袖口をかみ裂

花袋らの短篇小説をあつめて出しておりま
すが︑つづいて第九編に渡部乙羽の作品十

一篇をまとめてのせています︒この中の
﹁捨扇﹂と﹁京屋娘﹂をここで問題にして

其三

みたいとおもいます︒

舞墓は東京の郊外︵営時の︶紅葉の
名所は瀧の川であります︒時は秋も寂
ま
しよう藍
ぴて掛茶屋の床凡に客足も稀れな日の

さ

かく文畢はこうしたところを寓しいだそう

ことです︒二十二三歳の若者一人︑小

であります︒娘心の可憐さがいじらしいぽ
かりに鍵喋れたと思うとたんに︑運命はあ

と苦心しているようでもありますが︑明治

首をかたむけながら橋の上にた上すん

まりにも妻の身の上に苛酷であります︒と

の文畢には︑家庭小説としては︑﹃不如蹄﹄

で不動の瀧の白糸を眺めて︑うっとり

たをやめ

妊涯

の顔をつくづくと見ては︑たちまち笑

か上り︑何となく凄味のある娘︑若者

すごみ

ないのに︑顔は青ざめ髪は乱れて頬に

見ると．みなりはさまでいやしくも

をしておりました︒

かけぬ十七八の美人がと土に雨やどり

へなる洞の中にはいりますと︑思いも

雨の一しきり︑あれシとあわて上かた

と景色に見とれている折から︑紅葉の

にしても﹃己が罪﹄にしても︑家庭悲劇の
主人公がすべて妻であり︑母である婦人の

二︑捨扇

気の毒な宿命でありました︒

さて今回紹介いたします﹃捨扇﹄になり
ますと︑悲劇は更にもつともつと深刻にな
ります︒

坤文館溌行の﹁明治文庫﹂は︑第一編に
巌谷漣山人︑第二編に川上眉山︑庇津柳浪︑
江見水蔭︑第四編に幸田露件︑田山花袋︑

嵯峨の屋︑石橋思案︑江見水蔭︑第三編に

一
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浅草平右術門町の横通りに︑金田小

ぷち

層に叱かられておつッよ︑サアサ斑来

八郎その母お槙︑主人は四五年前に中

ｉｌ︲

駈け出します︒﹁それおとシた﹂︐︑こ

い白来い﹂と︑小犬を駈けさせ走り行

後家になって枠小八郎二十三になろを

巷がれ

症という長わづらいで亡くなったあと

まき

どもらはいちはやく逃げだすを︑いづ
く

若者は気がついたように︑お婆さん

力にし︑娘のお園まだ十二三歳の花も

うに︑生れからの狂人でもあるまいに

今はハャ大方賛いつくして︑娘に踊三

亡夫が在世の頃蓄えておいた財産は

しておりました︒

ナ︑そしてアレハとの近所の者でもあ

味線でも習わしたらと︑隣町に住む師

うか︑しかしあの年の若さにかあいそ

きちがい

狂気のお方かね﹂︑﹁⁝⁝﹂︑﹁うむ︑そ

に向って﹁お園さんと云うのは︑あの

香も無いのを︑若木の行末を楽しみに

Ｃ

くまでもとあと追いかけ︑走れば木の
根につまづきたおれ︑衣したたか汚し
たばかりか︑下駄の鼻緒をぷシつりと
切らして︑それを片手に引シつかみ︑

よろめく足は片ちんば︑追い行く姿は

るのか﹂︑﹁⁝⁝﹂︑﹁何じや︑お前の娘

匠の許へ︑初めのうちはいやがるのを

木立にかくれて︑行方知れずなりにけ

だ︑そうかそれば気の毒な事だが︑一

母親自ら三味線持って︑朝な夕なの送

をかけ︑雅茶一シを川しますに︑婦人

足を向けて︑緋毛布をかけた床凡に腰

と︑若者が熱心に懇望すると︑婦人も

るじやなし耐早く語シて剛かしてくれ﹂

らしくもない︑云ッたとて何も恥にな

の上とこの頃の塞合︲定めないのは珍

のお園はとかくわがま上でお稽古さへ

しては嵐面目に勤めておりますが︑妹

役所の書記となり︑僅かな川給を始末

小八郎は或る人のす上めで︑浅草歴

其三

と急ぎます︒

り︑三味線をか上えさして師匠の宅へ

熱心でないという有様︒母が機嫌をと

す︒

のみめかたちの何となく床しく︑昔は
尖し
．おちぶけ
由緒ある人の零落たものかとあやしま

いなみはて︑﹁幸い客も少ない故︑いざ

をんな

ませ︒眺望はと上がようございます﹂

ながめ

﹁た掛けなさいませ︑お掛けなさい

Ｏ

と︑まだ四十前後の掛茶屋の婦人が︑

かくさす話して間かしてくれ︑人の身

隅どうしてあんなになシたのだ︑まア

り

愛嬬のよい呼び蕊に︑若者はとなたへ

り迎い耐﹁園や為だ﹂と可愛がっていま

れ︑この女の一代川かばやと︑あいそ

おはなし申しましょう﹂と︑語ろはお

ひげつと

よぐ話をかけなどしておりますと︑最

ほよそ次のような哀れな物語でありま

其二

した︒

前逃げて行った童子の一人が飛んで来
て︑﹁お婆さんノー︑とちのお園さん
がね︑そこの萎畠を荒らしたシて︑大

ハ印︶

︑︒ノ

イー︷

〆Ｉ︑

拓ぽこ

ふと萌した感心をぱ︑われとわが幼稚

１１

今日は小八郎の友人梅津通次が家へ

の二字に打消しては見ますものの脳夜

梅津通次の父は名を唾毒といって︐

日本物産含杜の役員︑先年最愛の妻を

亡くしてからは︑枠通次を堅気にさせ

よ

訪ねて来ました︒母は娘のお園に常盤

半に枕をそばだて上は︑またその事を
綴しき人を兄てしより︑うつ比に物ぞ

たいと︑わざと筋違いの厨役所に勤め

で︑逓次お園はめでたく︑結婚しまし

間もなく常盤津の師匠文字情が媒灼

らの媒灼あろを便よしと喜び︑枠の朋

思われて︑安き心もとなくなります︒

ば

津のお温習をす比めます︒母のもてな

思い展に︑まどろむ夢にありノ︑と︑

さらい

しはもとより意味ありげに見えますｃ

其四
その後︑小八郎に留守居をたのんで

より深くなりまさり瞳日に日に迷いの

さてもその後︑二人の燕はＨ見の宴

へまいります︒

母娘︑それに悔灘が連れ立って新柳亭

道に分け入り︑とにつけかくにつけ︑

傾いて︑物事も更に手につかす︑たま

逢いたさ見たさは胸一杯︑心はそれに

其五

其六

世のほどのはかなく脳花を見れども面

さか逢えば逢うにつけ︑まＬならぬ浮

小八郎に妹同道来てくれたまへという

一と月あまりを送るま上に︑娘心の切

向からず︑月はもとよりかくるが習い

今宵は悔淫迩次の宅でお月見の宴︑

は涯雫すぐる砿から︑それ紅よ内粉よ

なさを母も兄もさとり︑眉をひそめつ

に︑す上まい枠を母がさとして︑娘に

打語らうととも多かったですが聯母は

くる王

と︑ようやくしたくもできて︑一人一来

ぎます︒

もとよりわが娘可愛さに︑通次の男振

の腕車二輔を仕立て上︑梅次の宅へ急

聞取り︑小八郎にも打明けて︑どうし

り娘の好いたも尤もと︑お園が所存を
たものかと思案のあげく︑師匠の文字

其七
識てふものを唄の文句や踊の身振に

清さんをたづねて娘の縁談をたのみま

もじ

知りそめても︑まととの燕の一初峰入

きよ

り︑お園はその夜の迩次の言の葉に︑
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原富男

自分以外のものがあることを考え

それらとのつながりによって
自分自身が

現にこのようにあることが

ささえられてある

ｌ

わたくしどもの眼に見︑耳に聞き手に鯛れて知る限りの

もの蝋ひっくるめて一切この世にある物事は︑例外なく互

いに支え合ってある︑相待的である︒

愛の灯
ひそやかに愛の灯を

のようなのが形との世に現にある物事のありかたではなか

くしはない︑わたくしがなければあなたもない︒およそこ

あなたとわたくし︑あれととれ︑あなたがなければわた

そねみのあらしに

わが心のうちにともそうではないか
うらみにくしみ

も可じように︑いつどことも通じて秘らない一定の貝など

およそこの世では︑ひとにも自分に

吹き消されがちではあろうけれども

言いかえると時Ⅲとま間のわくのなかにある現象は︑どこ

ろうか︒してみると

ひそやかに愛の灯を

までおしていっても︑相待的である︒高いから低い︑匿い

ともすれば

わが心のうちにともそうではないか

い︑のであって︑絶封に大きいものもなければ絶封に小さ

から狭い︑長いから短い︑堅いから軟い︑大きいから小さ

べると大きい︑大きいといってももっと大きいものにくら

いものもない︒小さいといってももっと小さいものにくら

やわらか

あるとは思えなくなる︒﹁いつどこに﹂という限りの一切︑

ときじなき

ほのかにもせよ
愛の灯を

大なことに考えられていることについても＄また同様であ

べると小さい︒生と死︑是非善悪︑こういったふつうは重

たれに知ってもらおうとではなしに
いつでもどこでも

〔21〕

る︒Ｈ常よくある議論を例にとってみよう︒
わたしとあなたと議論する︒もしあなたがわたしに勝てばわ
たしはあなたに勝たないのである︒けれどもそれで︑あなた
がはたして是でありわたしがはたして非であろうか︒もしあ
たしが今あなたに勝てばあなたはわたしに勝たないのである︒
けれどもそれで︑わたしかはたＬて是であり・あなたがはたし

︑℃

︑ｎ

Ｅ℃︑殖

℃Ｅ

℃ｈ

︑℃

Ｌ℃

あり非でもある︒かれはわれによってかれであり︒われは

︑芯

か鯉によってわれである︒かれを否定することはわれの支
ＥＥ

えを否定することである︒かれの立場を認めないならば︑

われの立場は成り立たない︒是は非により非は是による︒

﹁科皐的﹂と言われる主張も心時と場合がちがうにつれ

て︑偏見であることが明らかにされ輪あとになってばから

しいことに思われてくる︒そういうことがじつは意外に多

い︒堂だと︑しかもこまごまと︑いちおうごもつともなりく

て非で↑電ろうか︒それともそのぎやくであろうか︒それとも

また︑どちらも是でありどちらも非であろうか︒いったい︑

も芯

つは組み立てる︒けれどもそういう結細なりくつを組み立

︑︑

それはどうしてきめる︒わたしもあなたもともにわからない

てさせている基盤となって現にはたらいている心理にとだ

わたくしどもは職ときに一切のきづなを断ちきり自分ひ

う非難を受けなければならないであろう︒

うな科皐的⁝・・・：・は︑ついに偏見のうえに成り立つ芯とい

ことばのひびきだけにいい気になっているならば︑そのよ

多いのではなかろうか︒にもかかわらず﹁科皐的﹂という

めに︑みずからが知らないでいる場合が︑じつはいかにも

た化相であり︑その激情があまりにも弧く原始的であるた

立てが︑軍にすき・きらい・うらみといった激傭の護展し

︑︑℃

というのならば︑ひとにはなおさらわからない︒では︑だれ

わりがありひずみがあると︑そういう精細なりくつの組み

℃Ｅ

︑︑

にきめさせる︒もＬあなたがわのひとにきめさせるとしたら
︑︑

すでに過なたがわだからだめである︒わたしがわのひとにき
めさせるとしたら︑すでにわたしがわだからやはりだめであ
のないものはどうか︒それはともにできない相談である︒そ

る︒ではわたしとあなたと雨方に同じあるいは全然かかわり
︑︑

れではどだい︑わたしもあなたもひともともにわからない︑

Ｅ℃℃︑

ということになる︒いったいどうしたらいいのか︒
ＥＥ

℃Ｅｎ︑

われからみるとひとはかれである︒けれどもひとからみ

Ｅ℃︑︑

るとわれもまたかれである︒あれと言いこれと言っても︑

とりになりたい︑と切にこいねがうことがある︒しかしそ

れはかなわぬねがいである︒たとえどのようにつとめたと

みなお互いつとのことである︒だから︑物事は一様にみな

乃
︑︑Ｅ
あれでありとれである︒是と言い非と言うのも︑また同様
泳肥

ころで脳いやつとめればつとめるほど魁それこそ思わず知

︒︑込

である︒かれは是でもあり非でもある︒われもまた是でも
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℃芯

℃Ｅ℃

らずの間に︑いつか自分以外のひとにかかずらい︑気がつ

永施幅評兼御津椎吐↓嘩塞唖唾嘩癖喧毒嘩潅叶迄岬唾建恥

ようなひとについても同じでなければならない︒もしそう

Ｅ

いてみて︑われながらおどろくほど敏感にそれらのひとぴ
とにかかわりをもちたがっている自分を見いだす︒そして

でないとするならば︑わたくしがとのようなことを書き印

Ⅲいむ︑

何をするにも何を言うにも︑それらのひとぴとに︑気がね

んから考えられない︒つまりひとをあいてにすることなど

刷にまでしてひとに讃んでもらおうなどというとと建て

︑︑．℃Ｌ

というほどでないまでも︑とにかく何かそれらのひとぴと

あり得ない︒

の思惑︵おもわく︶をおしはかり用意する︒このことは程

度の差こそあれ誰も例外なく経験しているであろう︒それ

一般的に言うと︑とういう意味での﹁場所﹂は無限の段

﹁わたくしどもは例外なく自分以外のひとぴとを自分と同

︑︑ｎ℃

だからこのことが軍大である︒というのは︑との事賃が︑

﹁人間﹂の場から無限にかさなりひろがっている︒それだ

階をもってひろがる︒夫婦・たやと︒きょうだいという

らである︒

じようなものと思いこんでいること﹂を︑澄示しているか

﹁人Ⅲ﹂は︑つまるととろ︑とのように思いこみ考えてい

蝋ののつ蔵が︐合いＩ﹁人測﹂を考えているのである．

他のそれらとともに厨する同じ﹁場﹂における佃の保持護

あるｐそしてとの﹁場﹂杢柵をまた一つの澗自の佃として

をみな同じ心で望みそれにむか弓具慨的な努力があるので

オーケストラのように渦自の州の保持渡展と全搬の訓和と

にしっくりわかり合うことができている︒そこにたとえば

からこそ︑それぞれ自分らしい生活を僻み︑また考え互い

る﹁わたくし﹂が現にこのようにある﹁場所﹂である︒お

展と全磯の調和とを望む︒このように﹁場﹂をかさね搬大

してみると︑わたくしどもは自分をも入れて同じような

よそものがあるためにはそれがある場所がなければなら

して︑ついに世界的から進んで宇愉的な大オーケストラの

こうして﹁わたくし﹂が生きているのはそういう﹁場所﹂

び入れたい︒・それには︑わたくしどもが現雷の生活感怖を

でるリズムのなかに現資さながらのわが生活をそのまま運

︑︑

ぬ︒とのようなことは今さら言うまでのことではない︑誰

大調和にまで

が現にあることを誼示している︒だから﹁人間﹂と﹁わた

もって現に馬している﹁場﹂の調和が︑現賞の問題として

との現賢をもってゆきたい︒大字流のかな

のなかに現にこのように生きているのである︒ぎやくに︑

でもわかっている︒﹁わたくし﹂は﹁人間﹂という﹁場所﹂

くし﹂とは互いにひるがえし合ってそれぞれ現にとのよう
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は︑どうしても先行しなければならない︒もちろんつぎの

そこで．この一父子︲一という﹁人間−１﹁人倫﹂が時間

うなありかたではない︒わたくしどもの先人鴨長明がたと

は一つふろに幾人かいっしょにはいっている︑といったよ

欲に時と所とに雁する具僻的な方途をみいだすことができ

あって︑一︲いかに生きるべきか﹂という解決可能の賞存意

のつまりの﹁場﹂Ｉ﹁人間﹂Ｉ﹁人倫﹂一般の藤かに

このようにして︑わたくしども佃や別弓の賞存は︑とど

っていることは言うまでもない︒

て︑もっとも身近かの開係から世界的の開係にまでつなが

室間にわたって︑無限にひろがる波紋のように︑ひろがっ

わたくしどもがそういう﹁場﹂つまり﹁人間︲一のなかに

﹁場﹂の調和に参加する一つの佃として︒

いるのは︑たとえて言うと︑海のなかに島がある︒あるい

えているように︑流れに浮ぶ無数の泡のようにしてある︒

︑ｂ

流れは無始から無絡に流れてある︒つねに現存する元本で

るのである︒

に例外なく他とともにある︒そしてなんらかの意味で他と

このようにみてきてわかるように︑わたくしどもは互い

ある︒泡は浮んではまた消えてゆく︒時間室間のなか︑い
つどとかにかある存在である︒

それはつまりこういうことである︒

いに並びつけられてある︒つまり決して一方的でなく互い

同じ﹁場﹂のなかに他とともに互いに五分と五分の支え合

のありかたである︒そしてこの世界の限りあるもののなかに

限りないもののなかに限りあるものがある︒それがこの世界

ように︑あくまでも互いに相待的である︒﹁人倫﹂のなか

に支え支えられてある︒わたくしどものありかたは︑この

にあって相待的である︒絶封的のひとなどというものはど

限りないものか︑まんべんなく︑あらわれている︒

いう﹁人間﹂︵﹁人倫﹂と言いかえることができる︶のなか

これを︒もっとも手近かに例を︑とるならば︑﹁父子﹂と

つながるひとつの言ったりしたりすることには︑常住の善

こをさがしてもない︒したがって殖そういう互いに相待に

もないかわりに不断の悪もない︒いくら自分で﹁自分は絶

ＥＬ

で相待につながれながら佃弓別ミに資存する父と子は︑そ
るとき︑その賞存が正営に支えられ︑その存在債値をもち

くない﹂とする常のあいてに支えられている︒たとえ正し

濁に正しい﹂などとりきんでみたところで耐それは﹁正し

︑︑

れぞれその﹁人間−１﹁人倫﹂︵その和待鯛係︶藍講示す

くする﹂ときに︑はじめて父も子もそれぞれの賃存が正樹

いにしても︑その場の時間と空間に制約されているので︑

得る︒なんのことばない︒﹁父は父らしくし通子は子らし
に支えられ︑その存在償値をもち得る︑生きがひがある︒
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℃︑

決して絶謝ではない︒ひっくりかえしてみると︑そっくり
いに苦努する︒﹁どうしたらいいかわからない﹂悩みがし

そのままそのぎやくもまた成り立つ︒それだけにひとは互

︑︑℃

弘Ｌ

的である︒﹁悪をするな﹂という場合についても同様であ一

いものｌわるいことをえらび好むもので峰なく．いかな

ろ︒ところで︑たんびとも︑いかなる意味にもせよ︑わる

︑℃︑︑︑ｎ℃︑

る意味にもせよ︑つねに﹁よりいい﹂ことを望んでやまな

︑︑︑Ｅも

ょっちゅうつきまとう︒はやい話が︑とかくわたくしども
心︑

い︒そこで脳わたくしはあえて言う︑わたくしども相待的

いてば︑絶謝的善ｌ絶識的正蔵どというものはあり得意

そういうわけで︑わたくしどもがおこない得る限りにお

い︒そういうのが人に共通な一般意欲である︒

︑︑

は︑ひとがおのれに同じであることをよるとび職おのれと
﹁悪い﹂という場合などの善悪の良否︑さらにおしひろげ

な人間生活においては︑

ちがうことをきらう︒あのひとは﹁善い﹂がとのひとは

て正邪に鮒する心理的の判断Ｉ思いこみ峰正直のとこ
︑

ろ︑およそこんなところに根をおろしているらしい︒おの
れに同じであることを欲し︑ちがうととを欲しないのは︑

きめようとしても︑つまりはできない相談である︒だから問

︑︑︑

どちらが善いとか悪いとかｌ正しいとか正しくないとか壷

︑︑．や

題はその相待あるいは矛盾封立をいかに︑いかにして調和す

おのれば衆人にぬけでているから衆人はみなおのれに従え

の問題である︒

るかにある︒そＬてそれは要するに﹁愛﹂の問題である︒﹁仁﹂

とする思いあがりの心理につながる︒そしてそれはそうで
ないことをそうだときめてかかることであるｐ言うまでも

よとにもたてにも︑つまり時空にわたってひろがり無限に

展する︒ということは︑つねに新しく相待する矛盾封立が

と︒そしてこの一調和﹂ｌ﹃愛﹂ｌ﹁仁﹂ば無限に伸

現賃塗いかに生きるか︒これが現に生きている粥のｌ

ありかたにさからう︑すくなくともすなおではない︒

なく誤りである︒とのような思いあがりは︑およそ物事の

わたくしどもにとっての問題である︒そしてこれ以外に問

しどもの世界のありかたである︒そしてとのようにわたく

うことである︒そしてこのようなのがとの現にあるわたく

しが言うことすら︑もう互いに相待し封立し矛盾してある

伸展する︑すなわち蕗事寓物が生成護展してやまぬ︑とい

と蝋異論は旗い︑けれど蝋その善の内窯ｌ現費に責磯さ

物事の一方でしかあり得ないのである︒

題はない︒よしあったにしても︑それは観念論的のもので

れ現衝にとの身にせまって慨値を感ずる善は︑どこまでも

しかない︒いつばんに﹁善であれ﹂ということにはなんぴ

個別的である︒時間室間と佃別的な現賃に制約されて佃別

（25）

のわく睦現にある相待ｌ濁立ｌ矛盾の調和が伸展す

駒くをば＊しｌとりかえ愚と︑そればくずれ去る︒時空

た時室内での約束と仮定のうえにある︒だからその時空の

い﹂こと﹁わるい﹂ことはあり得るが︑それはただ限られ

ただし︑なんぴとにとっても同じように︑いわゆる﹁い

それからはずれないようにと心がけながら︑互いにその開

航に通いに並行ずるｌそいとげようとするＩとにかく

しども瓦いに相封するものは︑一般者をなかにおいて︑そ

るもの互いに自畳されてゆく︒現にこのようにあるわたく

つどこでも職それぞれの相待を包む一般者によって相封す

ところで現にこのようにあるもの互いの相待開係は︑い

ってその存在が支えられている現賞のわたくしどもに開す
る限り︑すべてのととは池いつどとにとい弓ととであっ

しかしながら︑つねに自分以外のひととの比較封照によ

分自身がそのあいてとともに包まれてそのなかにある︑と

相封するもの互いが互いを包む一般者のなかにある︑とい

ととで．般者をなかにおいて﹂ということは︑じつは

℃Ｅ

る勢いにおされて︑いやおうなしに︑はずされて順次に新

て︑はじめて現賞的になり心じっさいに力をもち得る︒﹁い

白蕊することが︑すなわち一般巻に合致するｌ蝿係が成

ＥＥ

係をくりひろげてゆく︒

つどこに﹂となるまえの祉界でば﹃いい﹂﹁わるい﹂Ｉ

ＬＬ

しくなってゆく︒

価値の問題はあり得ない︒じっさいにわが身にせまってく

ついかなるところでも必ず他とともにある自分自身を知る

り立つｌ互いに話がわかることである．このように︒い

ことから溌する貸行の原動力となるのが﹁仁﹂の徳である︒

うことでなければならぬ︒だからこのように︑一般者に自

︑も

る﹁いい﹂﹁わるい﹂は︑ただ現にこのようにある相待の

世界ｌこの世にだけ︑くりひろげられてある︒個別的で

自分がしたいと思うことはひともまたしたかろうと思い︑

和がある︒護展がある︒︹東京教育大畢教授・文畢鯨士︶

る﹁愛﹂である︒それが擬充するところに調和がある︒平

が生成護展する原動力はわたくしどもそれぞれのうちにあ

その通りにする︒要するに﹁愛﹂の問題である︒寓事寓物

自分がいやだと思うことはひともまたいやだろうと思って

砥Ｅ

晒述

相待的であって債値は憤値であり得る︒したがって価値は

固定しない︒ところが︑とかく固定したがる︒そして問定
した善悪になすんで安易に流れる︒その悪とするところを

非難することは知っていても︑すでに善としていろととろ
を批判することはおっくうになる︒ことにゆきつまりがあ
って︑いわゆる﹁世なおし﹂の意欲が体統のマンネリズム
に封する反抗となってあらわれる︒
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島次郎

用意から着席まで

食卓稽法

一一

近来テーブルマナー目号房自国旨ご閏

ということが世間の人為の注意をひく
ようになり︑高等畢校や大皐では砿卒
業を前にして︑﹁食物﹂の溌習を兼ねて

含食をしたりⅨレストランに行って脳

その道の人から話をきいたりしていま
す︒こういう鮒向は︑年主同まって来
るようでありますが︑これは
一︑洋食が礎く行き渡って来たこと︒

二︑洋食に封する一般の親しみが増して
来たこと︒

三︑慶弔を始め椴迎・透別・懇親等︑杜
交に洋食を川いることが多くなった

飲食の順序や方法も砥和食とは大いに

ます︒この場介は︐夜の命食ですから︑

それ相営の服装をするのが常識であり

でしょう︒

ならばイブニングドレスを著るととろ

燕尾服︑略式にしてもタキシド︑婦人

ちがったところがありますからⅨこれ
から世の中に出るものにとっては︑テ
ーブルマナーは一つの大切な常識とい
えましょう︒

もちろんこういう格式ばったことは

服装さて食卓鴨法の第一は︑まず

含合でも︑大てい紺か黒の背庚︵三つ

だんだん膝って来て︑今では鯛際的の

服装をととのえ︑手足を清潔にするこ

し含食の招待状には︑蒋通︑服装につ

揃い︶で間に合うそうであります︒但

一一

とであります︒これはどうｒワ場合に

いて記してありますから︑それに従え

なかろう〃等といって猫むやみに潅服

ばよいので駁〃丁寧にすればまちがい

を持ち出したりしますと心却って﹁感

一そうとの鮎が扱調されます︒

平和惟約成立後︑始めてわが国の在

も大切なことですが︑楽しい食卓には

外事務所ｌ今の大使館・公使館の前身

なります︒

囚みに妻の公式の禽食なら︑男はモ

勲無確﹂の護りをうけるようなことに

ーニングコート︑女はアフターヌーン

ともいうべきものｌが︑欧米の各地に
近く赴任することになっていた某氏が

設けられたとき︑その事務所長として
偶女首相官邸で︑内外人を交えて催さ

ニングの略装として︑一時礎に行われ

を着ますが︑男のモーニング姿は︑欧

たブラックジャケト︵ぐ＄８国旨白Ｃ

米でもとく少くなったそうです︒モー
たという事件がありました︒これにつ

ｌ鶏の上衣に縞のズボンー職︑今職

というので︑念に所長をやめさせられ
いては︑楢時も様々の議論がありまし

れた公式の夕食命に︑背慶で川席した

四︑外人との接鯛が築くなったこと︒

たが︑ともかくも︑公式の含食には︑

︶﹂し﹂Ｏ

洋食は用具もちがい︑獄立もちがい魁

等の理由によると思われます︒それに
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)
1
1

式にはランナー角屋口唇胃細長い布︑

九世紀頃からと思われます︒今でも略

幼いときからの族となっていますが︑洋食

食事の前に手を洗うことは︑わが園でも

とはいうものの︑場合によっては︑

除り見られないという話です︒

テーブルクロースの一種︶や殖ドイリ

ら出溌したもので︑食卓の汚れたり︑

墾遷テーブルクロースは︑賞用か

ならないものとなっています︒

もありますが︑正式の食卓にはなくて

ーｅ○号小型の皿敷︶をつかうとと

ではパンを始め・直接手に持つ︑所謂﹁フ

いま寸雲︒

テーブルクロース食卓には普通︑の

四

自然こういうことが重んじられるのかと思

ィンガーブッド﹂建邑鴨吋ざ＆が多いので

燕尾服に身を固めなければならないこ
ともありましょう︒その場合は黒の上
衣︑白のドレスベスト︑硬いドレスシ
ャッに︑白の蝶ネクタイ︑シルクハッ
ト︑リボン付パンプス︵エナメル革靴︶

といったように︑至鰐として整った服

リンネルのテーブルクロースを掛け︑

に川いられたりしました︒今日洋食に

清潔しかしどういう服装にも︑通

今では木棉のよい布がたくさんできて

ネル固旨臼﹈は亜麻で織った布です︒

きな音のたたないようにします︒リン

うなものを敷いて︑食器を世くとき大

一皿毎に手を洗った︑テーブルクロー

みでたべていましたから︑食事の際は

らのことで︑その前は︑肉など手づか

われだしたのは十七世紀にはいってか

に供されたり︑汚れた手指を拭くため
端が三十糎程下に垂れ下がるようにし

なくてならないフォークが︑一般に使

傷ついたりしないように︑保誰の目的

のような日常着についても同じことで

ます︒クロースの下にはフラネルのよ

装をす る 必 要 が あ り ま す ︒ と れ は 背 庚
あります︒

じて大切なのは清潔ということであり

スの︑自分の席の部分で拭いたといい

一一一

ます︒カフス・カラー・ワイシャツ等

ますｃ儲時は﹁手に脂がついたり魁汚

れたりしたとき︑口でなめたり︑上衣

とになっています︒

古い時代には︑テーブルクロースと

ルクロースで拭くのが一番上品；

でこすったりしてはいけない︒テーブ

いますが︑正式にはリンネルというこ

いうものはありませんでした︒これが

は︑純白Ｑ折目の正しいものを用い
同じことで︑食卓でわざわざ︿ンカチ

川いられ始めたのは︑フランスではル

ましょう︒︿ンカチや靴下についても
を取り出す人はありませんが︑何かの

イー世聴英園ではアングロサクソン時

ところが︑とのテーブルクロースは

だと

はずみで︑それが人の目に鯛れ︑趣味

代だといいますから︑凡そ八世紀から

なっていたのであります︒
りません︒

や性格の批判の封象にならないとも限
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上に︑シル等ハー︵銀器︶がさん然と輝

なりました︒事賢︑純白なクロースの

だんだんその意味が塗って︑装飾品と

でしょうが︑今はほとんど椅子の前に

乾杯なりも︑椅子の左にたってするの

が魔ければ︑テーブルスピーチなり︑

その左に立つというのが普通で聯場唯

です︒︶との場合．男子は課め自分たち

です︒席次は男女交互にするのが原則

℃述

き︑透きとうるようなグラスが順序よ
立ってします︒

︷へ

席の世話をしなければなりません︒

の席を承知しておいて︑食堂が附かれ
ると︑相手の婦人を案内し︑着席・離

く列くられている光景は︒見るからに

姿勢さて椅子にかけたら︑姿勢を

椅子はなぜ左側にたち︑左側から川
入りするかということについてはっき

じであります︒若しめいめいが︑勝手

の左から出入することは︑どの剛も同

れ︑枇話をする婦人が指示されること

含食の際などには︑課めカードを渡さ

ることになっています︒それで正式の
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快いものです︒

それに装飾化したクロースには︑だ

は︑左と右とでは︑右を上にするのが

りしたことはわかりませんが︑欧米で
一般で︑客の勝次も︑主婦の右が主客︑

んだんぜいたくなものが現れ︑今は浮
たレストランなどには︑格子紬のもの

織︵ダマスク︶が好まれています︒ま

の右を上とし︑左を下とする瀞わしが

左が次客というようにしています︒こ

ておく場合が多いのですが砺腕をのば
して︑人の前に世いてあるバタとか︑

パス食卓には軽く乎頚を机にかけ

が︑よく似た戒めです︒

正しくします︒食事の際︑一番醜いと
してきらわれるのは︑背を回くし︑前
に屈かかって物をたべることです︒わ
が閏でもからだを屈げ︑うつむいてた
べるのを︑〃犬喰〃といって笑います

が︑これらは︑﹁お茶﹂とか︑書食とか

ここにも開係があるような蕪もしま

や耐淡い柔かな色のものも見られます
だけに使われ︑正式には矢張白となっ

す︒

調味科とかをとるものではありませ
トランでは︑ウェーター︵給仕人︶が

ています︒

手助け椅子にかけたら︑冊と食卓
椅子のかけ方食卓に着くのには︑椅

い﹂︽己示

ん︒これはわが剛でも﹁袖越し﹂とか
﹁膳越し﹂とかいう雌と似ていますが
この場合は﹁そのバタをまわして下さ

との間隔を一○籾内外にします︒レス

子を後ろに引いて︑左側から腰をかけ

すが︑欧米では男子が女子の世話をす

椅子を引いたり職押したりしてくれま

の側から川入したら︑混凱を免れない

掛であります︒騨別含員・評議員︶

って頼みます︒すると近くのものがそ
れをとって順に渡してくれます︒これ
は過ちの起るのを防ぐ上にも︑人に卒
快を感ぜしめないためにも︑大切な心

でしょう︒なお椅子からたった場合は

もあります︒︵大ていば自席の隣の婦人

の己回のの計寄①ご口洋①︑︶とい

ます︒立つときも左側に出ます︒椅子

五

一大原幽畢先生の事跡ロ

遠藤如水
曾ては金皿無峡と誇り︑壮界の五大孤図と
自負した吾閣も這般の大東亜戦争で脆くも︑
一敗地にまみれ︑世界の四等図と卑下するよ
或る先輩が﹁事を破るは得意の日に在り﹂

﹄７になった︒

﹁幅と見しは災の存ずる研︑災と見しは脂

と誠めてあり︑叉或畢者は︒

の伏する所︑命きわむくからざるが人生であ
る﹂と読いて居る︒

凡て物事を坂極めたり︑新らしき施設をな

すときには道友︹幽翠先生は自分の門弟を道

友と秘した︶の協議を経て資施した︑其協議

一︑頭集曾議ｌこれば最高幹部曾で二︑三

機開は大膿次の様であった︒

の主膳部曾議である︒

一︑小前夜曾議ｌこれは今日の役員曾︑執
行委員曾に該営する︒

﹃中前夜ｌこれば代表者曾議で今日の委
員曾に該富する︒

言大前夜ｌこれは全鵜曾議で︑今日の所
謂綱曾である︒

○土地の交換分合

幽畢先生の農事改良事業中︑特筆大雪すべ

き事は耕地整理と宅地移稗と云ふ劃期的の大

︵標高四十米︶の地にある日野祁吐という鋲

事業である︒元来長部村の人々は小高い丘陵

に密集して居た︑その篇︑日照が十分でなく

守の杜を中心に︑集国部落の形で狭いま地上

は数戸で︑大部分は坂下の日野脚杜の麓まで

叉飲料水を得ることが困難で︑井戸の在る家

地からの距離は遠く︑毎日急坂を上下し︑耕

水を汲みに行かなければならなかった︑又耕

地︑符理︑肥料や牧獲物の運搬に不便が多く

決する前の夜に曾議を召集するので名づけた

畑が︑あち︑こちに分散して勢力の無駄が非

然かも︑その耕地たるや︑大少さま人︑の田

ものである︒又︑曾議のときの心得として曾

で巧みに之を運誉した︒前夜というのは事を

以上の四極の機開に諮り︑時に雁じ機に臨ん

逸した行篤が無かったか︑得意慢心の過程は

私共は吾図の過去の行動には柳か︑常規を
無かったであらうかを反省しつ上︑叉一面勇

の農村計劃によって各農家の田︑畑︑宅地︑

山林等を含めた土地一切の綜合集幽化を企壷

常に多かった︑幽畢先生は此黙に着眼し︑彼
て曾議させた︒

席議定という幅物をつくり曾合の時之浄掲げ

或る高僧が︑人が虞に協力一致するには同

敢に古来の偉人傑士に里ぶ必要があらう︒

行︑同戒︑同見と穂して︑同じ行ひ︑同じ戒

理が資施され︑それに伴って漸次宅地の移韓

の交換分合から始められ同十二年には耕地整

天保十一年︹西暦一︑八四○年︶先づ土地

し遂にそれを賞行した︒

曾議中酒の酔人無用の事︑並にむだ口︑幕

が行われた︒之等の改革は多大の勢費のか上

○倉席議定

あって始めて協力融和が出来るものだと教へ

ひかず︑差出口︑穴さがし︑同門の外他人の

ることでもあるので︑奮慣になづむ農民達に

め︑同じ見解に立つと云ふ︑此三つの作用が
て居るが︑大原幽畢先生は夙に此鮎を認識し

よくよく味ひ聞知すべき事︑其の外道友の誓

は︑たとえ結果がよくなることがわかって届

噂無用の事︑時に一人謹言すれば一統静まり
約︑きっと相守るべきは勿論に候・

て蜜際に雁川したものであらう︒

○含議制度
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移韓を断行するに富って︑齢程周到な計劃を

ある︑幽畢先生は土地交換︑耕地整理︑家屋

和気あいあいの中に此大事業を貰逢したので

先生を信頼する村人達は誰一人の異論もなく

されたと思ふと︑質に驚嘆の外はない︑幽畢

く︑全く一浪人の力によって︑此大改革がな

を富時官の背景や財力補助金一つある課でな

てもなかなか責現が困難なものである︒それ

とし畦畔を正しくして高低を平らにし道路︑

幽畢先生の耕地整理の雇劃は普通一反歩前後

いので五坪乃至三坪位が雑然としてあった︑

少な形状不定の耕地︑大きいので百坪︑小さ

地で︑中央に東西の水路があり︑其西側に狭

所は常時は現在よりも︑もつと幅の狭い谷合

八石の耕地一町六反歩の整理を断行した︑場

先生腫先つ遠藤良左ヱ門の所有地である︑字

かつた天保十二年︵西暦一︑八四一年︶幽翠

土地の交換分合と耕地整理の同意が成立した

一同柳か異議申しません︑之れで一晩の中に

後俺が勝手に虚分するが異議はないだろうな

畢先生は︑それでは確かに貰へ受けたぞ︑以

あれば全部差上げますと答へた︑そこで︑幽

する識でもあるまいと︑一同が先生御入用と

ひ出したが︑まさか俺達の土地を責って逐電

じ切って居る門弟共健先生が面白い事を云

呉れられるかなあと見廻した︑幽畢先生を信

御前達の土地を貰いたくなった︑どうだ俺に

と協議して土地の等級︑地味の催劣︑耕作者

認である︒そこで幽畢先生は門人の重たつ者

で小さいのは百坪︑極大きいのは四百五拾坪
水路を改良した︑用排水路は一尺

立て相談したようであるが︑此相談は一夜に
御互が相手に損を掛けはせぬかと︑心配しつ

農道に沿って耕地の周園をめぐっている︑水

して決定したという︑なんでも此相談の録途
上︑語り合って齢つたといばれている︑事を

源は蕊地面に近い上段︑帯水府から海出して

三尺位で

なすに如何に中心指導者の人物が︑ものをい

田に客土法を没施されたり︑叉朝草刈りをや

来るのを用いた︑先生は此耕地整理された水

幽畢先生が或日︑門弟を集め面白い話を持

土地の綜合的交換分合整理について行われ

○住宅の分散移韓

議左の裡に一大成果を収めたものである︒

に雁川したから事は誠に順調に運び所謂和気

んことを希い︑論語の教への忠恕の道を資際

益を考へ︑自己の便否よりも他人の便利なら

受けた門弟共は自己の利益よりも︑他人の利

蹄せしめたがるものだが︑幽皐先生の教へを

的く迄人手に渡さず︑どこ迄も自己の所有に

地に非常なる愛着心を持ち先旭伴来の土地は

配分したものである︑元来農家と云ふ者は土

よりの距離等を勘案して最も公平に各農家に

られる︑幽畢先生の農家設計はこの一帯が樹

って堆肥を坤窪して施したので︑従来反営り

うかという事を此事によって痛切に感じさせ
枝状谷の狭い谷を成している地帯に則して大

三︑凹俵位しか牧穫なかったものを六俵

ふに富り面白い逸話が仰わって居るから一つ

幽畢先生が土地の交換分合や耕地整理を行

ので二毛作を奨励した︒

叉耕地整理によって用排水が完全に出来た

八俵も取れる美田に化した︒

鵬上記の様な農家設計の下に土地を集幽化し
た︒

○耕地整理
農地改良の基盤は耕地の整理を断行し︑瀧
排水を良くして二毛作を励行するにある︑そ

ち出した︑日く︑今度︑俺は感ずる所あって

書いて見よう︒

耕地整理に着手した︑この村の田畑は﹁高低

こで幽畢先生は土地の交換分合が出来ると︑

髄狭一様でなく畦畔は斜曲︑迂同︑紛糾甚し﹂
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うに住居を構えることであった︒今までの密

いう朝夕自分の居宅から田畑が眺められるよ

たのは住宅の分散移稗であった︑幽畢先生の

ではなくて之を運用する人物の如何によると

や︑組織や︑制度ばかりで其成績の聖るもの

即ち政息む﹂とある︒之は要するに政は宣博

あり其人存すれば即ち政畢り︑其人亡ければ

結言中席にも文武の政は︑布きて方策に

心印軍陣輝現代︒色身如賞説梁津︒

寒風飛錫桂霜晶︒誉宿忘茎掌有鱗︒

農業控誉の改善︑合理化と櫛しても別段奇

八十七夷菅佐原芳洲

東の空にか蝉やきに計理

図のためつくせし動あらわれて

今井雌彦先生銚子市名響市民に
推薦せられたるをよるこびて

なほもかさぬん米毒白寿を

弼高き喜の毒を呪ふ君なれや

林石涯翁の喜寿を税す

七とせとして猟や柴えけむ

むかしより稀といわれし齢をぱ

高木蕉風翁の喜寄を税す

大元長迦在︒繭化一本員︒
信愛人心費︒平和暢達因︒

西宮市甲山上新築平和塔落慶頚

藤玄畢里

居制を疎居制に改革したのである︑先生は土

想天外の妙法は無い︑欧米先進図の様式を他

きを知る︑叉新説を聞いては虞資性を椎討し

寄八十八翁渡漫玄宗
賀主恭敬弾師之高徳

地の分合整理を行ふ前に︑村全膿の住居の分
で日営りのよい飲料水の良好な場所を選定し

山の石とすることは結構だが︑大陸の農法を

いう意であらう︒

て宅地とした︑そして先生は舷に二戸づ野一

散移樽の計書を樹立し︑田地を前に梢高い所

つ上︑一組にしたのは︑おそらく易の原理に従

組として相隣接させ家屋を移韓させた︒二戸

﹁淵故知新﹂といふ言葉もあれば﹁新は頁﹂

あろう︒

図土狭山な吾閣に直接攻入れることは困難で

であらうと思われる︒一戸では不事の事鍵災

なりという言葉もある︑ものを習うことを稽

い︑陰陽相補い相助け合って生活させるため

ることを心配して︑この様にしたとのことで

厄の時に困り︑三戸では一戸仲間はずれにな

とかによらず︑先生のいふ︑﹁長部村全部が親

其頁なるものを収入れる︑之れが糎誉の改善

典にある︒だから古典や︑古聖に翠ぴ新らし

古という︒稽という字は考量の意を含むと字

一戚である﹂という考えの下にやったようであ

であり︑合理化である︑維戦⁝⁝特に農革後

ある︒然も此二戸は親戚開係とか元の隣同志

る︑之によって村人達は︑耕作︑管理︑肥料

憾がある︑聖農大原幽畢先生の趣世済民の一

人心兎角︑巧利主義に傾き︑瞳資性に乏しき

端を御紹介申上げ︑聯か世道人心の作興に資

や牧獲物の運搬に︑遠距離を然かも急坂を往
から田畑の作物を眺め︑耕作管理に深い注意

したいと念ずる次第であります︒︵完︶

復する勢力と時間が省かれ︑朝夕自分の居宅
を梯うことが出来︑肥料よりも主人の足跡が
最も有効になり︑更に下水塵芥などの利用ま

で出来て作物が一段と塀牧される榛になつ
た︒
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○道徳図僻懇談含の記
三月七日︵水︶午後二時から︑上大崎の参
議員議長公邸で︑鋪七回の道徳閲盤懇談衝
を開いた︒懇談含としては︑課て徳道教育
振興の立場から︑現在の小・中・高等畢校
の検定教科書の諸問題を検討することにし
て︑小委員倉を以て研究中であるので︑此
の日はその参考にとて︑田中文部省事務次
官の出席を得て︑これまでの検定教科書の
検定並びに溌行︑配給︑或は各皐校に於け
る採用の変状の説明を聴き︑次で教科書問
題が種々の問題を生じて来て︑即ち定価が
高過ぎること︑輔畢の場合教科書が異って
居て困ること︑教科書の種類の多過ぎるこ
と︑一畢校に於ける採川教科書の鍵動が多
く︑兄弟にて同一教科書の使川出来ぬこと
の多いこと︑徒らに改定の多いこと︑械定
教科書に拠りの多いこと︑溌行所の貢込み
戦術から︑師々と生ずる弊審除去等々の錦

に雁じて︑今回の図含に提出することとな
った教科書法案の改正の内容に閥する説明
などを穂くところがあった︒これに封し質
問や意見の溌表竿も活溌に行はれて午後四
時半に散念した︒
かく田中文部次官からの説明を聴いたの
で︑課ての小委員含案と︑更に第八回を来
る三月二十三日︵金︶午後二時参院議長公邸
で細含を附いて︑彼此の意見を持ち寄り︑

愈々樹日懇談倉としての教科書問題に閲す
る意見を収纏め︑これを常局に提出するこ
とを約した︒此の日河井弼八氏︵報徳祇︶は
琴↓議院開念中とて一畔中坐︑明石照男氏︹龍

田主事が出席した︒

門施︺病気妖席︑下村本含副酋長が︵小委員
長︶坐長の下に議事が進められた︒術本命
よりは下村副官長︑津田︑野口雨理事︑割

○道徳圏鍔懇談舎弟八回記事
三月二十三日︹金︶午後二時より︑上大崎
の参一議員議長公邸で︑道徳圃慨の教科書問
題についての意見を喉纏めるため︑節八回
の懇談含を開いた︑河井蝿八氏︵報徳赴︶参
議院の開係で峡席︑明石照男氏︵龍門祇︶が
坐長となり︑下村毒一氏︵日本弘道念︶小委
員長として︑これまでに各刷挫の意見の中
から有力なものを拾って之を項口書きにし
た五項目の案を示し︑まづそれについて検
討する旨を述べられる︑それは教科書の向
上完備を期するため︑常時洋の東西古今を
問わず教科書を訓盃して研究する機開を充
蜜することとか︑検定の公正を期するとか
人文科畢については︑特にその委員倉の選
衡に留意して︑単なる一撃説・意見といふ
ものに捕はれずに行うとか︑或は教科書の
監修とか編集とかいうことに責任をもたせ
て︑単なる代作︑名前貸しの弊を除き︑そ
の責任を持たせるとか︑教科書の採挫にっ

あった︒

いては︑情愛をさけるがため︑それを採用
した理由を明かにさせて︑錘過報告命等迩
常な方法を講じさせるという五つのもので

より一名宛︶これまでの意見を参一考にして

そこでこれについて諸氏からの意見が出
て︑前書きを初め全慨に亘って一膳それら
の意見を取捨訂正するところがあった︑こ
れを以て此の日の継含を一睡打切って︑そ
れより小委員含に移った︑そして下村委員
長を中心にして︑委員の諸氏より︵一画燈

一々稔討し約一時間の後ともかく具磯的に
委員含案を作成したのである︒よってこれ
詮ば委員含の案として次回の縄含にかけ︑
なお納含でこの案遼検討して︑教科書に封

する決定した意見書を作成することとし

が︑逝徳剛鵠としては︑必ずしもその改一訂

た︒またその碓定した六剛磯の教科書問題
に封する意見書の取扱方については︑総曾
にはかり︑何等かの迩翫の方法を講ずるこ
とをも約したことである︒次回総含の日収
は︑委員官の希望としてなるべく四月上旬
を希望して午後五時散念した︒
教科書問題については︑その改正案が今
岡の議含に提出され︑群議さる入筈である

を難航をつ堂けたことである︒

案の是非とか︑政治とかに開係なく︑濁自
の迩徳の立場から意見を出すこととて︑巾
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弘道詩林
＠翠密荘新年雅含偶興

三好凌石選

八十七望寒蝉大森午︵日立︶
弘Ｅ︑︑︑ｎ℃ｂＥ心砥℃︑ＥｎＥ︑︑℃ＥＯＯ
此地稲水城ｃ境在扶桑東︒有荘日翠瀞︒爽鐙望不窮︒幽絶
○○○００○○Ｏ○○○００○○○○○○００Ｏ
無俗塵︒洗耳堀掻風︒日喧柳未練︒春浅花木紅︒層層海楼
○００○０００○０ＯＯ○○○○○○○○００○
百尺鐸葎奉︒楼下水典桑港通︒東漠泌無涯︒暁看映旭日︒
○○○○００００００００○○００○○００○○
寓頃漆金波︒波間躍魚随︒決皆望天外︒雲際横健鵠︒誰識
○○○○○００００００○○○○００○○００Ｏ
治洲趣︒我晃胸襟滞︒同首西望高鐸嶺︒翠群如笑来入室︒
００００○○○○○○００○○︑︑︑咽︑︑︑︑ｂ
山色水光映髪眉︒椅潤吟訣何堪潔︒﹄維時昭和丙申厳︒一月
︑Ｅ︑︑℃︑︑咽︑咽︑ｂｂ︑︑︑００Ｏ○○○Ｏ
識日是吉辰︒我欲暢雅懐︒和楽相共親︒荒替喜色溢︒湾湾
○○○００００００○○００ＯＯ００００○○○
十齢人︒浴後酌芳醇︒優遊半日間︒把墓凝沈思︒或詠和歌
○○○○○○○○○○○︒○ＣＯ○○００００Ｏ
妙入榊︒傾杯耽冥捜︒或裁俳句清且新︒酒附佳興湧︒金雄
○○○○○○○○○００○○○○○○００○○Ｏ
又玉振︒落筆雲煙起︒張顛護性員︒大小米鮎山︒露頂荷葉
○○○００○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ
鮫︒淋潤溌墨痕︒書喪誰絶倫︒君看壁上山水荊浩筆︒村怖

野趣風俗淳︒薦塗薬届舟︒柳陰垂釣諭︒叉看届額侃墳蔦仙

○００００１Ｅ︑ｂ︑︑︑沿込︑︑○○○○００○○

０００○○○○００○○○○００○○Ｏ︑︑︑︑
境︒墨跡如此稀代珍︒雲中鶏犬馨︒桃源誰避案︒雌無蒜竹
○ｈ︑︑℃ＥＯ○○○○○○Ｏ○○○００○○
梁︒満堂別成春︒馬齢八十七︒醗顔雷如銀︒風骨耀子鶴︒
○○○○ＯＯ○○○○００○○００○○００○．

雅背夕陽多︒錦途膜色蒼然蕊︒評日︒此荊長短錯綜︒起結癖

悔花近作郡︒賦詩香諦裏︒酔除吟更頻︒老来曾無斯快事︒
Ｏ○○○○○○○○○○○００００００○○○○Ｏ
洗霊胸中寓創塵︒玉山欲額餐吟肩︒陶然猶擬一尭民︒不知
○Ｏ○○○００○○Ｏ○Ｏ

整︒奇思警語︒馳駆自在︒前叙水荘結構︒幽遼閑雅︒中間寓吟朋騒

客相娯之朕︒秀叙有丹青可賞者︒而韓筆叙逸興之不霊︒而収筆子自
己忘機之境︒末二句除韻悠揚︒居然老大家祁到之筆︒

＠述感八十五聖江東片口安︹富山︶

○○○○０○○○○００○○００○○○○００Ｏ
劫後紀綱乱︒忍論世道流︒廟謀陥窮境︒政局立迷津︒誰治
○○○○０Ｏ○００○○○○○○００○

辞雅健︒一唱三嘆︒最見風人之気概︒

千秋業︒今無一等人︒如何君子園︒猶未見経総︒評臼︒措

＠梅花九十里有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︺

春入梅梢破玉英︒幽香譲郁著新鴬︒詔光琢出員清絶︒博得

○○○００００００○○００○○○０００○○○○

○○○ＯＯ
花魁第一名︒評日︒三四清新︒花抑可欽︒

＠賀某入弊察大畢校越南岡田九術︵武生︶

残燈夢断一謹鐘︒寒逼害窓深雪封︒擢措光柴遥負笈︒稜稜

○００○○○○○○００○○ＯＯ○○００○○○○

＠清明濯山箕輪直︵茨城︶

０００００
志気耐厳冬︒評日︒詞意槻敦︒音節蛎然︒足以剛其志︒

もＥ℃︑咽︑︑ＬＩＬ︑Ｅ︑ｂＯ○○ＯＯ○○○○

菖晴喧促我越詔光︒一路春風杖履忙︒蕊到流鴬謹己滑︒酒帝

＠新柳悪驚兼坂承早葉︶

○００００
軽腿菜花香︒評白︒詩情謹意︒吐厨自然︒

も︑℃旭芯︑︑︑︑ＬＥ︑︑ＬＯ○○○○○○○○

０００００
佳人姻郷姿︒評日︒一結有致︒

垂柳垂楊流水涯夕鶴黄寓穫叉千蒜︒垢晴自有倣春色︒也似

溌曾席上賦此以賀一畦小久保謙一︵横演︶

＠鎌倉八幡宮大日本武徳含弓道部

○○○○○○○○○００Ｏ○○○○○○○○○︒○○

穿揚憂道含祁園︒尚看梅花王骨存︒意気相投雄且壮︒堂堂

○○○○○
武徳塵群論︒評白︒知人論道之言︒脚有除惰︒
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＠早春岱山椎名保弘︹富山︶

厭灘雲霧琴蕊鐸蒸毒曹
＠探芹莱浦大塚柳吾︹横須賀︶
着眼清徹︒亦是俳人之吐馬︒

珍曲濁流裏︒探芹露向緋︒黄昏藍己流︒木履洗泥蹄︒評日

＠春聾八十聖長島亮平︵埼玉︶

｜一一浄殿盃騎湧︒北窓ん掛鵬︒愛野畔惇跡︒鰐櫓晩呼鰐ｑ評白

＠次其自毒韻移山寺島慶一︵千蕃

知君積徳瀧共身︒吟興悠悠老更振︒家運愈隆除慶在︒笑迎

○○○○○○○○○○○００○○○○○○００○○

︑同霞軒鵜野英治早葉︶

０○○Ｏ○
七十七齢春︒

℃ＬもＥＬＥＬ殖︑ＬＥ℃℃℃○００○○○０○○

修畢謙虚自護身︒老来吟詠益振振︒齢蹟喜毒如仙客︒芝子

＠賀布崖翁七十七毒蓬莱間宮雄露琶

０○○○○
闘孫暖似春︒

○○○００○○００００○○○○○○００○○○○

０００ＯＯ
環雄酒浦脇︒

豊燦高齢毒益昌︒詩才徳操正券芳︒吟花詠月除情在︒喜看

︑賀高木蕉風翁七十七香城菅谷敏夫︵千葉︶

川情自適︒

︑や姻漉︑︑︑︑︑︑︑烏訓別︒迦千ｏ選

桃青遺響意深通︒楓詠偏能見正風︒十七字中感玄妙︒好蒋

蒼生唱鄭風︒

誤図投尤大是室︒山河板蕩恨無窮︒緬思安石今何在︒忍鍵︲

＠次高田鞘軒先生嬬韻凌石三石寛

○○○００
自作老成人︒

風流儒雅棟天員︒弘道多年徳有隣︒七十七齢康且健︒江湖

○○○○○○○Ｏ○○○○○００００００００００

＠同原二耕陽大塚規戸千葉︶

０００００
高雅是斯翁︒

昭然文徳自成風︒吟詠千篇筆更工︒七十七齢身益健．仰欽

０○○○○○○殖迅１℃︑︑℃○００００○０○○

＠同石崖林府之助︹千葉︺

佳句擬斯翁︒原二

０○○○Ｏ

︑牡︑芯︑︑︑Ｅ℃︑魁Ｅ上℃○○○○○○○００

凧識噸津舗螺職韓端閥名利軍︒政塗
＠追憶鴫原翁八十九里抹翁菅野三郎治︵祁島︶
才智超倫識更明︒維管事業出丹誠︒斯翁積善除慶在︒後商
知雁畢族築︒評日．措語使焚︒便異雅昨︒

＠賀石崖翁七十七次其自毒雷

八十一聖況堂天野佐︹東京︶
斯翁豊燦老除身︒塁徳墜高須益振︒堪賀耐群開毒域︒今年
七十七齢春︒評臼︒喪詞温雅︒皆稲其徳︒二不評︒

＠賀石崖翁毒九十四聖如雪慶野庄作︵茨城︶
風流儒雅人︒

翌傑常誇狸健身︒古稀加七楽天員︒児孫続膝頒翁毒︒便是
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割田斧二選

○弓道家某君に寄せて富山螺片口江東

弘道歌園
秀逸

へ正義のひとすじに共鳴する作者の調べが弧く現はる︶

○封花佐倉市兼坂秀裁

ひとすじの正しきと上ろ矢に寄せて的をつらぬく力たふと
き

Ｌ

いたつらに花めづる身にあらねども咲きの盛りは心みだろ
︵下句によくその心を表現し得て花の美を言へり︶

．○鴬新潟螺波多良介
︹をしひろめたる鴬の鐸にその状況手にとる如し︶

さらでだに梅さくのべののどけきををしひろめたる鴬の蕊

佳作

○松江市平井常清

○節令宇都宮市菅谷徳雁

二本の松に登りゐて植木屋の時たま交す鐸のどかなり

はも

やらはむと室しくも豆撒くなかれと上るのうちに住まむ鬼

○折にふれて千葉聯菅谷義太郎
弘道の歌園を請みて歎かはし老いの友垣数のへりたる

○

家の子にもふませぬ庭の初雲を黙姉犬諏創惹縛一

○東京都中村・徐風

芥室に高く昇れる凧幾つ我が子のものを手をかざし見ろ

○秋田市樫田洋子

○林石崖翁の害毒をほぎて千葉螺柵野秀春

結梗色の遠山越えてあざやかに光曳きつつグライダーの飛
ぶ

なごみたる家の柴えに若返り唐うたうたひ常若にこそ

○同祁島市菅野椿翁
老の身は園の費ぞ後の世に正しき道を踏み示してむ
○同千葉螺渡遥豊秋

○入里川越市小名木狂辰

弘道にその名知られし林翁害毒を迎へてまととめでたし

○富山騨椎名保弘

入皐の間近になれば末の子も痕巻の紐を一人にてしめぬ

荒れはてし野をも山をも拝まなむとのまごとろに花も賞も

○貯金新潟媒土田朝男
と︽七・

今の世のあたいにもます尊さよ昔の貯金わずか港るとも

○千葉螺金杉茂穂

水郷の夜は静かなり雨︒晴れて蛙聴く雲そとここに聞く
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○燕千葉嬬岩佐貞燕
去年来にし嶋忘虹ずつばくらの我が家に幸を願ふか今日も

○貯金長岡市土田盛一

師の君の教へ守りてまなび子も黄金つむ世となるがうれし
き

○千葉螺石橘香峰

十年の昔と戦忘られて田舎の町もネオンともりね

○埼玉蝶大久根吐月

肋え立ちし赤き芽愛し背薬に除けの杭打つ庭園の隅

○旭川高石雅誠

日碓りは軒のつ野らもしづくしてえぞが鳥にも春は来向ふ

○荊川斧二
Ｊ
Ｊ

大橋越央子選

軒内にゆらりと舞ひぬ春の雲

佳作

牛乳の未だ屈かざり春深雪
大栂の下枝折れし余寒かな

柴拾ふ女居る墓地春寒し

葉を垂れて部屋の石楠花寒に堪え

鴨追えば雪にこぼせる梅嫌

桁つ比きお歯黒の母ふと億ふ

このごろの孤澗たのしく水雌

雲おろす屋根に湧きつぐ雁の列

一頭が臥て侍が臥て豚長閑

獅子一剛新緑に陽はたゆたへり

赤陰の磯の匂ひくる鹿馬の水

古い宿場寂ぴたり木瓜の花
草庵の窓の日ざしや竹の秋

一抹の雲にも春の名残りかな
針仕事更けて余寒の炭をつぐ

新解けの川添道や猫柳

原田碧明子
小名木狂辰

栗間耽史
香川越路

Ⅱ唯の雲降ろしゐる公吏かな

畔越ゆる水泡立ちて春浅し

体来の畠の姿踏む公休日

勤行の鐘赫もりて縦かおる
大海の波昔包むかすみかな

松江碧明子

松江耽史

千葉丘市

茨城静

の
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越

松春吐茂狂

路

f
f
l
i

門村･月租1辰

門川に猫柳だけ暮れ残る

石橘香峰

千川松滑松
葉越江川江
牒市市市市

山

山葉玉葉越

金魚屋の責り謹今に鐘るなく懐しきものを拾ふがに剛く

てすりむり

富

術千埼千川

秀逢○雑詠
一山中の暦日に鰯を塞ぎ
一ただやかに雪消す夜の雨に

一春雲の大き雪片しづか
飛棟の梅咲き川でし退
日脚伸ぶ押寅のまた今日も

来院な酸け

離れへの雪に十能の火をこぼし千葉香峰

ほんのりと朝飼の煙や春の雪東京徐風
変を踏む畑より揚る雲雀かな千葉秀嶺

子の植えし沈丁花をあげにけり埼玉奈美子

鴬に越路の山も春めきぬ長岡良介
石崖翁の喜毒

ひ心もすの雨に萌えけり名草の芽富山袋山

貝塚の史蹟の郷に梅暁きい千葉豊秋

衣食足りて媛節を知る喜毒の春頑島椿翁

○越央子

：︵五・六月雅詩・歌・句締切五月十五日︺

鳩に豆やる参詣の人
茶屋者と見えて蹴出しが緋縮緬
手を取り交し園を散歩す
頭上にて施回をする米軍機
池の表に張れる初氷
鳴く木兎に月は益思冴ゆるらん
木の間淋しく一人行くなり

宮居静に灯る燈明︲

脚元は︑這り勝なる雨上り

はつと一音してはぜる藤の箕

一と本の花をさしたる祁酒徳利
明け行く野遥は霞立ちこむ
萎踏むは兄弟と見え語りつ上
そるｊ︑嫁をもらふ年頃
篤員手に思ひの胸を焦しけり
いつ晴れるやら知れぬ雲行
絶間なく冬の風うつ妻折戸
軒の氷柱の雫滴営ｊ︑
朝日さす庭子供等の遊び所
犬の力らに引づられ居る
村をはなれ川は静に流れけり
美濃と近江の国境にて
窓先に外山の月が美しく

長閑麗か極楽の春

浮世をぱ知らぬ具して案山子立つ
石を投りて過ぐる族人
すぐそこに見えて田舎の路遠く
火の見櫓が村の境介
馬つなぐ所とてなき花の山
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路舵見る眼を稗すれば木麦芽ぐむ
ちんばんぢい頭を撫でて日向ぽと

１１１⁝Ｉ

歌仙ｒの巻
昭和三十年十月一日起
雲中奄双美
間宮霞軒
霞双

全三十一年二月十三日浦尾

荒磯や下り来るｒに浪飛沫
松瓜吹ける秋烏山
茸取り月の出る迄さまよいて
一家図棄架しくもある
向ふ地の見晴しがよき夏座軒
︲瓦の屋根に雲の峰立つ
山門を遥か離れた御本堂

美軒美軒美軒美

美軒美軒美軒美軒美好美軒美粁美軒美軒軒美軒美軒美軒美軒美軒

本含だより

の夫人八百子刀自には八十有除歳の高齢を以

︹寮︶は子供の悪戯にて約三十齢坪︑九室を焼

△附屡建物の火災三月二日夜本命附属建物

△石川奈美子氏芳志・埼玉螺含員石川奈美子

書問題につき︑協議せり︒本含よりは︑下村

公邸で午後二時より開き︑識て審議中の教科

三月二十三日︵金︶午後二時より︑参議院議長

△道徳園鰐懇談倉第八同道徳圃盤懇談合は

失︑迩憾のことである︒

て昨年十二月二十七日逝去︒謹んで哀悼す︒
刀自は含員たること五十徐年︑本含々員中の

△幅島支倉の陣容成る禰島支含長伊藤仁吉

氏は︑亡父の御命日にとて︑金百式拾圃也を

長老であった︒

氏が逝去されてから︑同支含では陣容塾術中

△須田氏芳志飯能支含代表須田韮作氏は本

刑ソ︒

副官長︑津田︑野口雨理事︑割田主事出席せ

含に金壷肝同也を寄附さる・御芳情を感謝す︒

△江名支酋講演倉三月二日︹余︶午後一時よ

り︑頑島螺磐城市江名支曾に於て︑同町公民

寄附さる・御芳情を感謝す︒

て︑いよｊ︑支含の活躍に向って進むことと

師として特別脅貝前田梅松氏出張され︑﹁日

館に赤季縄含並に講波倉を開き︑本曾より講

であったが︑此のほど祁島岡書館長桑原著作

なった︒何よりである︒

氏が支含長に推され︑同時に幹事も一新され

△正井氏逝去松江支倉の長老︑功努者正井

て小委員で研究中の教科書問題につき︑文部

道徳圃磯懇談倉を参議院議長公邸に開き︑課

氏は︑去る二月一日午前五時三十分に︑九十

術松江支愈の至笠であった顧問正井儀之丞

支含だより

年に及ぶ長老であった︒

常局の意見を参考にするため︑田中文部次官

一歳の長講を以て逝去されました︒餅支称と

本経済の見通し﹂なる題下で講演され︑盛含

△石坂財務監督築任石奴本含財務監督は︑

末贋事務官の出勝を得て聴取せり︑本含より

して楚に親に別れた様な気が致します︒然し

俵之丞氏は︑二月一日逝去︒享年九十一歳︒

経済圃燈連合酋長となった︒慶賀︒

は下村副酋長︑津田︑野口雨理事︑割田主事

△道徳園贈集曾三月七日︹水︶午後二時より

△丸山鶴吉氏逝く︐特別愈貝丸山概吉氏は︑

く郷土人の追慕の的となりませう︒葬儀の常

永い生涯に残されました偉大なる足跡は︑長

であった︒なお割田主事も同行せり︒

二月二十日逝去︒享年七十二歳︒二月二十三

等出席す︒

の功努者であり︑本命に曾員たること五十徐

日青山斎場で告別式畢行︒謹んで弔意を表す

△高城忍支酋長逝去埼玉螺忍支酋長高城駿

中央本部含議に蓮るため上京中なりしため︑

日は︑青山支含長が螺の退公連理事長として

謹んで哀悼す︑氏は道義に志篤く︑松江支含

氏は替帆総蝋︑宮城媒知事等に歴任されたが

は曾て女子教育界に塞力され︑奈良聯に在職

氏は︑三月七日逝去さる・謹んで哀悼す︒氏
中より引績いて本含に識力されしを︑惜しみ

ます︒日本弘道首よりは︑最高の功努者とし

年長幹事が代理として弔詞を捧げたのであり

Ｏ松江支曾報告

等を以て協従誰力されたが︑誠に哀悼に堪へ

夙に牡念教育に志深く︑本愈のため唾を講波

ない︒

て除りあり︒

﹃・●刈川︲Ｉ帆﹄ＮＭＩ︲０刺Ｉ︲§４服脚ｆもＡＩ偶巾︒Ｅ

△伊露刀自逝去元禰島支含長散伊藤武毒氏
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￨

に支含として弔詞を透って正井翁を追慕する

子︑知己︑故蕉者数百名に及びました︑こ入

え︑退職公迩︑弘通含員︑教育開係者︑教え

を呈しました︒曾葬者は各界の名士の顔も見

ても鄭垂なる澱を以て之を遇し︑霊前に供物

て窺前に多額の香蚕をおくられ︑常支含とし

はれます︑そして師の君の立てられました弘

ば︑よき人と伽も束よと招きなすったとも思

十一歳の長寿を保たれましたことを見ますれ

せて十数人を数ふほどの家運の隆昌を見︑九

の材を以て世につくされ︑孫さん玄孫さん合

たものであり交す︑また三令息それ︐卜︑傑出

しかし今や先生は所謂功成り名を途げられ

より経済講演衝を開催した︒本含よりは御多

民館運管審議委員倉と共催にて一般の希望に

って進行し︑引続き同二時三十分より江名公

庶務含計の報告︑協議︑閉含の酢の順序によ

催し︑開含の餅︑君が代香唱︑支含長挨拶︑

き江名公民館に於て︑昭和三十年度綱含を開

富支含は三月二日午後一時より新築間もな

○幅島騨江名支含報告

支酋の報告とします︒なほ翁の令息義人氏は

道の動の柱の動く世はありますまい・

われら一筋に弘通の綱領に従ひ迩義民主幽

済評論家前田梅松先生から﹁日本経済の見通

先づ弘道倉について継ぐお話があり︑次に経

用中にも拘らず割田主事殿が御臨席下され︑

本含のため献身的に壷さるることとなりまし
た︑氏は元陸軍中時にて︑師剛長︑司令官等

家の建設に迩進することを誓ってやみません

○千葉騨東部支曾報告

を典へ︑同五時散命した︒

の椎めて有益なり講淡は聴衆に多大なる感銘

演があった︑平易にしてしかもユーモア交り

し﹄とい演題の下に二時間以上に亘って御講

の重職にありましたが︑目下は金融界で松江

正井先生の御逝去を悼みて

日本弘道念松江支含長代理平井術浦

昭和三十一年二月三日

を表します︒

鼓に全員一同を代表し謹しんで哀悼の誠意

の頚も安んじられたことと恩ひます︒

に重きをなす人でありまして︑正井翁の在天

Ｏ弔詞
日本弘遡念松江支含顧問故正井儀之丞先生
は教育を以てその天職とせられまして︑没我

○師の君のつくし給ひし弘道の勤の柱動く世

につき協議し︑一︑総曾講演念は四月八日午

議員十名曾合︑主として本年度春季縄含の件

て支含役員管開催︑菅佐原願間初め︑理事評

三月十一日午前十一時より高木支含長宅に

あらめや

なくとく逝きし君

みならず︑人迩の練成高揚を主眼とする弘逝

○和歌の浦磯部の松の枯れにけり下かげたの

前縄含︑午後講演倉︑二︑場所は奮山倉地唾

○よき人と桃も束よとまねきますか思ひがけ

精祁は︑邦家基盤の狸化剤たるべしとの信念

むわれら残して

献身祇含有用の人材を育成され︑しかも本螺

のもとに︑本支曾長として挺身誘導に努力粘

斯界の先達たる令響を博されました︒しかの

進され︑今は顧問として愈々助長の温き手を

派誰方を申請することとし︑謹食を共にして

第一山倉小皐校と決定し︑直ちに本含に講師

懇談をかさね︑午後三時散含致しました︑猶秋

しかるらん

季の総含は府馬地厘に於て開催の溌定です︒

○み桃の位にませばいかばかり蓮さく図たの

でたかるらん

○蓮の垂のぼりくだれる水の昔鳥の鐸などめ

延ばされましたこと前後二十有九年に及びま
忽潟として長逝せられましたことは︑境に哀

したのに︑此の度病臓の浸すところとなり︑

悼の至りであります︒

（40）

｜︲曾矧１１
日本弘道含第五十四同定期総含

謂鱈だより

１１

１

○こ坐に陽春四月を迎へる戸﹂ととなりまし

て︑何となく世もうるさくなって参ります︒

た︑花は笑ひ烏は歌うというこの時ともなれ

殊に維職後というものは︑何事もやれ闘争︑

などといふ螺などとは正に祉は反封そのもの

やれ反抗ということで︑いうところの﹁平和﹂

ば︑人間もまた自然と活動し出しますことと

日本弘道含館
○祭事︵午前十時︶

一職日時昭和三十一年四月二十二日︵旦
一︑場所東京都千代田厘西祁田二ノー

口本含故正副含長並に物故倉員年祭
︵曾長・麦曹長代表祭文・曾長・遺族・曾

○毒昌祝賀式︵午前十時半︶

員代表玉串奉重︶

です︒闘愈といひ︑救育問題︑外交問題︑努
働争議︑竿々少しうるさすぎます︑も少し冷
静になって︑よき国家の復興のためにジック
リした歩みを紬けたいものです︒

○本命はこ上に創立八十周年を迎へることと

なり室したことは御同慶の至りです︒但しこ
の喜びは糠々の都合から︑今秋になって何等

かの意を表したいものと今のところ澱定して
居ります︒

一弘︲這冒便︲１斗脇劉制御

弘道曾入含手績

一ヶ年曾費金百威拾回を擁込み入曾の手績

をとること︒含員には雑誌弘道を無料配布

目封入の方に還付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌麿告の件については︑

昭和三十一年四月一日髄行

割田斧二

東京都千代田Ｅ西紳田二ノー

東京都千代田睡脚田紳保町三ノ十

嚢行粂
編輯人

東京都千代田腿祁田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

は︑来る四月二十二日︵日︶に決定し主した︒

○念告の如く︑本年の第五十四回の定期縄酋

印刷所︵東京垂ご共立牡印刷所

振替口座東京皇玉番
日本出版協曾曾員番溌Ｂ二四莞

電話九段九番

諦蔀煙日本弘道曾

東京都千代田腿西紳田ニノー

何かと御多川のこととは存じますが︑振って

梼様方の御出席をお持ち致して居ります︒
○本雛には北岡教授の春季闘争問題︑下村博
士や鳥山先生︑久松輝士等の畔事に因む名随
錐を飾りました︑また青年誹座も勝部先生の
ものを終り︑新に原坤士の諦座が議場致しま
した︑御期待願ひます︒

、

口本命役員並に功勢考毒昌祝賀式
︹曹長祝誹・記念品贈呈・謙昌者代表容酢︶

︑戸に厚ｌノ

／言上と匙

○定
曾曾
︵︹
午前
○
定期
期綿綿
午十一時︶
口含長式餅
口昭和三十年度決算報告
口昭和三十一年度諜算報告
口昭和三十年度事業報告

◇霊食︵蝉営を呈す︶

︹文京随駒込林町
刈養
養源寺
寺︶

◇記念撮影︵午後一時︶
◇記念講演︵午後一時半︶
後三
三時半︶
＠泊翁先生墓参︵︵
午午後

一宮
︹後
午後六時︶
＠総曾記念懇親書︹
午

作子策郎

︵千代一
田田厘牛撒門・東係曾館・曾蜜
式両側
園︶︵申込四月二十日まで︶

昭和三十一年四月
月 牡幽法人日本弘道曾

右 の 次 第 で 州催
似 致しますから︑命員各
位の振て御来称 お 待 ち 巾 上 げ ま す ︒

︲Ｉ︲︲ｌ︲

一金参百回也昼
︵寄附︶東京都坂本流次郎
一 余 誠 而 川 也︵
︵ 多︶参井簡訓莱
一金百舌凹也︹
？︶埼玉螺石川奈美子
一金萱肝回也︵
︵多︶飯能市須田甚作

を
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古来の伝統と美しい慣習と

東京都千代田区神田小川町1の10第一公報社内

を尊重し︑しかも今日の実

新しい礼法刊行 会

情を十分考えた新しい﹁礼

発行並びに申込所

法要項﹂が必要であるとい

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声でありました︒

今回︑日本弘道会礼法研究

調査委員会は︑全く新たな

構想のもとに︑新礼法要項

を調査︑発表致し戎した︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二ヵ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

等の意見も求め︑完備した

ものたらしめており戎す︒

頒価1部に付65円（日本弘道会々員に限りI部に付遥料共55円）
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日本弘道会礼法研究調査委員会

新 し い 職 法

