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○お喋りが多過ぎる
民主主議の今日では︑図民各自がそれぞれ主人であるから︑﹁何事
もあなたまかせ﹂であってはならない︒そこで自分たちが生きてゆ
くために︑直接︑間接に開係のある主なものについては︑術に讃ん
だり︑聞いたり︑見たり︑考えたりして︑及ばずながらも自分は自
分で物事を判断するだけの常識を養うという心掛けが大切である︒

即ち有名な誰それがこう言ったからとか︑何という人が新聞や雑誌
にこう書いていたとかで︑自分の考えをその人まかせにし︑それが
正しいものと鯉々に決めたりすべきではない︒ところが従来のこと
をすべて封建的のように言う新人を以て任ずろ人たちも︑案外この
考えがなく︑或る派︑或る熱︑或る人の従闘に甘んじて居るのが多
く︑目から判断することを怠って居る︒それでは昔家主さん︑主人︑
本質には何の鍵りもない︒

権力者などにまかせたのが︑今はその相手が違って来ただけの話で
また民主時代は︑お互が思うことを出し合って︑議を誰すという
ことも一つの特色であるが︑とはいっても︑今日は少し多癖すぎる
ことである︒なるほど前述のように︑今日は種々のことに開心をも
って︑自分を養わねばならないが︑それは自牙の考えをもつことが
目的で︑それを一々喋らねばならぬと考える必要はない︒何と人の
集りには︑無川と思われるほどに一言居士が多いことか︑また新附
で考えたというよりは︑或る指導者︑或る糞︑或る新聞批一評の受け

その他に無くもがなの投書が多いことか︑然もそれの多くは︑自分
責りである︑無用というのは即ちこのことである︒開放された婦人
たちも︑井戸逼曾議は過去のもので︑今は型が錘って﹁投書婦人﹂
となったが︑そのお喋りには何の塗りもない︒

殊に考えさせられるのは︑革新的指導者顔の人々の多癖ぶりであ
る︒かく言う人々には︑文士があり︑文婆評論家あり︑糎済堅重者あ
り︑史畢者あり︑政治翠者あり︑教育者あり︑日く何々と多方面で
はあるが︑その人たちの佃為を見ると︑自分の限界など守ることを
せず︑事あるごとに政治︑教育︑外交︑図防︑さては裁判の問題ま
でも指導的多癖を弄してやまない︒それは何と繭能で︑歪知の脚通
力をもつ絶封者にも等しい自任ぶりであろう︒た畔驚くのほかはな
い︒先般も種々の専門をもつ畢者の畢術曾議で︑小選翠随制とか︑
教育法案といったものに騨術曾議として雄明を出す出さないで零つ
たが︑どうやら﹁政治に亙らず﹂にやっと落着いたということであ
るが︑この重大問題に知らぬ顔して︑何んの畢術曾議ぞやと大いに
不平の人が多かったとか︒こんな風で何んのことにも口を出したが
る傾向は︑誠に剛つたもので︑人を誤らしめるものがある︒やはり
餅は餅屋と願って︑中心は飽くまでも自分を養うことにして貰いた
いものだ︒そして享門以外のことは︑た野自分のもつ常識にして戴
きたいものである︒

戦前の軍人が勅論に背いて︑政治に開心をもち︑思想︑教育︑糎
済その他にまで口を出したことがある︒今日では一﹂のことが︑厳し
く批判されて︑明にそれが剛を誤ったものと云々されることである
が︑果して今日はこの愚を端うことが出来るであろうか︑と疑問が
もたされる︒というのは︑なるほど今日軍部というものはないが︑
この一般図民の︑そして一部の指導者ぶる人々のその多癖ぶりの風
は︑それにとって代って︑結果は蔭軍部の誤りになりかねないもの
があるからである︒

思うに陶民の一人々々が︑徒に喋ることよりは︑自分の考えをし
っかりともつことである︑それでないと︑何かの力に軽々と一方的
に塵いて了うであろう︒そこには堅資な進歩を期することの出来な
い危脆がある︒内容の新奮とか︑左右とか︑主力の文武などの如何
は問うところではなく結果は同じだからである︒︹知巳庵︺
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産業革命の再来

開未代策

うに︑おそらく︑オートメイションの普及の結果殖今後の

界の最大の難問である努働問題の護生の種子さえまいたよ

経湾杜含生活の型を一愛してしまうであろうことも想像さ
れる︒

そこで私は︑いちおうアメリカにおこなわれつつある技

倍︑何百倍という生産能率があげられたのである︒との鍵

によってつくられていたものが通機械の力によって何十

のである︒すなわち脳機械の護明によってそれまでは手

〃くなることになるといっては︑多少きよくたんないいぶん

にかわってはたらくので︑いよいよもって脳人間がいらな

二次産業革命すなわちオートメーションは︑機械が人の鵬

らいたので︑人の手をはぶくことができたのであるが︑第

産業革命とは脳一七七○年から一八三○年のあいだ鳴

化が稲やがてフランスに︑そしてドイツにと怒涛のように

かもしれないが︑まあそういうことになるのである︒こと

一次産業革命時代の機械は︑人の手のかわりになってはた

おしよせて廻大な生産力となり贈経済的愛革をひきおと

にかんたんな例として錐詰工場についてみると︑機械が人

術の革新について︑かんたんではあるがふれてみたい︒第

すにいたったのである︒文明園における進歩は一日として

る︒これまでは蕊達した機械化といっていい︒ととろが︑

イギリスにまきおこされたところの産業上の大鍵動をいう

とどまるととのないのはいうまでもないが︑産業革命が経
済産業上に大愛動をおとしたこと峰歴史の流れに一大念

現在アメリカでつかわれているものは︑機械が自動的に皮

の手をわずらわさすに芯まず果物の皮をむいて雛につめ

滞を現川したという意味で．たしかに︑これは革命であっ

いのではないか︒もちろんこれは腿将来の問題ではあるが

つつあるオートメーションは唾第二次産業革命とよんでい

革命とよぶならば︑一九五○年ごろからアメリカに展開し

かりに︑とのイギリスにおとった産業革命を第一次産業

シヤ人が︑主人の意志を課知して仕事をするダイロスの彫

機械に生命があるようなものである︒そのむかし古代ギリ

いくのである︒これが︑いうところのオートメーション︑

るし．規格にあわないものも︑製造行程のあいだにはねて

をむいて錐につめるだけではなく︑腐っている果物ははね

かつて︑産業革命がたんなる技術のうえだけの革命にとど

れが目の前に賞在するにいたったのである︒まったく︑科

刻や︑ヘフアェックスの三脚の物語を書いたが︑いま︑そ

たｐ

まらないで脳経済上の大愛革となり脳さらに︑現代文明世

（1）

オートメーションは︑ひとり自動車工場ばかりではな

かいはじめたようである︒ガルフでは遮全工程の五百のコ

い︒石油の精製などにも︑ひじょうにひろく活用されてい

事の進歩というものはｂただただおどろくのほかはない︒

ントローラー・モーターで運穂する四百のパルプ︑千五百

現在︑アメリカでオートメーションを賃施している模範

ル・マシンとが︑相互に自動的に連結した四十二墓の機械

の計器︑八百の記録計の動きが︑コントロール室で自動的

っていたが︑最近には︑アメリカン・シナミド含祇でもつ

がすえつけられているが︑これに粗鋳造のエン・ジンブロ

に調整されているのであるが︑将来は︑石油精製の全行程

る︒ガルフ石油含牡︑サン石油禽杜などでは︑すでにつか

ックをいれると︑五百三十二の切削やドリルや研磨などの

を一人で管理できるように魁改善をはかっているというこ

工場として知られているものに︑例の有名なフォードの自

必要行程がつぎつぎとすすんでいって︑わずかに十四分三

動車工場がある︒そこには︑カッティング・マシンとドリ

十六秒のあいだにエンジンにすぐさまつかえるところのブ

とである︒

ころでは︑生産工程よりはむしろオフィスの事務上に活用

動化芯簡素化にも大いに活用されている︒いや耐現在のと

さて︑この方式は︑生産工程ばかりではなく︑事務の自

ロックができるのである︒とのでてきたブロックが︑コン
らに︑それが正しい位置におかれているかどうかを調整す

されている方がいちじるしい︒オフィス事務のオートメー

・ヘアの自動運搬装置でドリルエ場へとながれていくが砥さ

が職定位置におかれていないぱあいには︑あらかじめ格納

ションは遮大事業にも︑また中小企業にもつかえるところ

るために︑記憶装澄がつかわれるのである︒もしもそれ

の電子計算器が生産されている︒複雑な給輿計算︑保険事

る高速電子計算器のはたらきは︑すばらしいもののよう

務︑銀行の小切手虎理︑在庫統制などにももちいられてい

工作が開始されるのである︒このように︑機械が生きてい
るように︑人の手をつかうことなしに仕事をしていくので

されていたとおりに心自動的に︑正位置になおされてから

前には二千五百人でやっていたところの仕事が慾いまでは

され︑これを︑各通話主に自動的にふりわけ︑そのうえ自

おこなわれているそうだが︑これがいちいち自動的に記録

動的に料金の計算をおこない通さらに︑それぞれの請求書

だ︒ベル電話含壮では︑一日に何百寓という電話の通話が

べたところのフォードだけではなく︑クライスラーやジェ

二百五十人でやって︑しかも二倍の増産をしているという

ネラル・モータースなどの各含杜においても︑同様に使用

には必要な注意まで印刷されるという機械がつかわれてい

話である︒現在︑との方式を採用しているのは魁ととにの

されているのである︒

（2）

は︑ボタン一つおせば︐何列車のどこに室座旅があるとい

などは︑各出先事務所において列車を諜約する客に謝して

ニア繊道では︑座席の諜約取扱器を使用しているが︑これ

ろというのである︒また︑一言−１ヨーク市の︒ヘンシルヴァ

人には︑おもいもよらぬことである︒これからすれば︑最

れるテレビまで護達してしまった︒百年前いや数十年前の

れどとろではない︑蕊だけではなく姿までまのあたりみら

日はラジオの溌明によって解決されているではないか︒そ

うために音楽をきかせようといった︒それは︑すでに殖今

いうような煩雑なととをする必要もない︒同様なことは脳

オートメーションはおしすすめられなければならないとし

に︑封ソ経湾力の優位を維持するうえからも︲このような

進歩は必然的なものであるとしてこれに賛意を表し︑とく

これにひきかえて︑財界方面においては︑杜含の技術的

批判をこころみている︒

おいては大愈をもって砿オートメーションに封しきびしい

わしい分析をやりだしている︒また︑自動車製造の労組に

れぞれも事務生藤剛方面のオートメーションについて︑く

も︑眼前にせまる死活の問題であるから︑開係方面ではそ

る︒工場勢働者にとっても︑また下級の事務職員にとって

あげられて︑業者や労使の開係者の公鵜曾が開かれてい

アメリカでは心とのオートメーションの問題が図含にとり

画為命に報告したことはあまりにも有名であるが︑いま︑

ンが︑工場労働のうえにあらわれたいまわしい紡果を︑英

イギリスの産業革命後︑杜曾主義者のロ︾ハート・オウエ

なるまい︒

として融私たちの眼のまえにせまりつつあるとおもわねば

経段階の組立までのオートメーションも︑ただ時間の問題

うことがすぐにわかるので︑そのつど︑本壮に間合せると
航空曾祇でもすでに採用されている︒

このように︑事務的方面で能率をあげているととは職責
にめざましいものがあるが︑生産工程においては脳とれほ
ど完全に利川できるまでにはいたっていない︒現に職自動

車製造の工程でも︑なんとしても簸経工程の組立ての仕事
にいたるまで︑人手ひとつかりすに組立てられるという域
までに達してはいない︒これまでできるようになれば︑そ
れとそ︑人手はまったく不必要になってしまうのである︒
電子産業の組立工程では︑ある程度︑との鮎で成功をみた
とはいわれているが︑それでも一般的にいって︑最終段階
である組立には︑なお熟練工の力をかりなければならない
ので︑その完成までには︑相当の研究を要するだろうとい
われている︒

そうはいうものりととまで機械が高度化したからには
最後の段階にすすむことも︑そう遠い将来ではないであろ
う︒かつて︑ある牡含主義者がかんがえたことであるが勢
働者の各家庭に電話を敷設して︑つかれた勢働者をねぎら

（3）

さらに︑蒋来︑アメリカの勢働力が不足を感ずるという兄
もちろん︑賃際には︑多額の愛用を必要とするととろのと

透しからも︑オートメーションの必要性を主張している︒
の設備は︑そうやすやすとすすめられようとはかんがえら
れない︒財界においても︑オートメーションの採用は漸進
的であるから︑努働者の方でさわぐほど︑そう不安状態が
くるものではないといっているが髄それはひとえ噂機械
の高度化と一般化は時間の問題であって魁アメリカの科肇
研究の進度からすれば︑そう長い時間を要しないものとか
んがえなければなるまい︒おもうに︑オートメーションの

護達の結果として︑とれが杜愈榊造のうえにおよぼす影響
は︑速度において︑も︑範囲においても︑意外に高いもので

はあるまいか︒その紬果は︑すぐれた技術者や熟練工や事

れが大衆購買力をそれほど促進するもので似ないとは︑ア

との徹而の救済策としては︑努働時間の短縮︑有給休暇︑

メリカにおこなわれている一般の見方である︒

興ということがかんがえられるが魁恒久性はとぼしい︒

厚生施設の増加ということがあろう︒また︑公共事業の振

オートメーションは人を必要としないので︑工場立場に

おいて人口をかんがえる必要がなくなってくる︒そこで︑

地方経済への影響が大きい︒との方式は芯中小企業にも通

つきよくは︑大企業の猫占にすすみ︑中小企業は没落過程

用できるというものの聯費用の鮎で制約をうけるので︑け

れるものが多いとみなければならない︒

をとることになり︑ここからもまた心失業軍におくりこま

世界の距離が極度に短縮された今日︑との状態はアメリ

カのこととして封岸硯していることはできないのではない

とって脳函含の問題になっている︒わが園はアメリカとの

か︒すでにイギリスでも︑トラック含牡でストライキがお

務方面のエキスパートは︑いちお弓︑その身分は保護され
るであろうが︑一般の鍔働者や下級事務員の前途は︑まっ

︵経済畢惇士・特別倉員︶

題を提起して護者の開心を弓ながずしだいである︒

問題の火の粉をかぶるのではないか︒ことに漣一つの大問

とくくつな開係から︑意外にはやい機含に繭との歴史的難

たく︑あんたんたるものである︒火の手は隣家まで燃えう
つってきているというじつに息づまる状態である︒

生産力はいやがうえにも増大する︒これに反比例して勢働
買力が減る︒とのアン・バランスが出現したときは︑恐る

者は失業軍におくりこまれる︒製品は多くなって慰逆に購

べきときである︒まさ婿イギリス産業革命の情景そのま
まの再現である︒もっとも砥その生産の増加によって︑開
連産業の生産をうながすにはちがいないが︑それでもｂそ

（4）

'

机の塵

×

数で決めるのが民主政治下の法則！そ

最も困難なものＩ併し二者は車の雨輪の

自由は人の鐙も好むところ︑自律は人に

×

昭和初頭に﹁エロ小説﹂の主人公︑龍吉
の挿壷から︑﹁髄吉刈﹂といふオカッパ頭が
一時流行したが︑今日﹁旗太郎刈﹂といふ
×

のがヤクザ仲川に流行！これはアプレと

如し︑洲り自山のみ叫ぷなかれ！

れを認めないとすれば反民主的となる！
但し多数は良識としての立場からだから︑
もしそれが良識でない多数とあれば多数の
黄格なしＩＦ衆愚では民主制度には百害！
敢て今日の団含に呈す！

エロの小説﹁太陽の季節﹂の作者旗太郎兄

×

職後の思想が︑大分左に傾いたところ︑
これに封する右傾も遥々世に現はれて来る

×

！もし正・反・合で進むとしたなら︑や
がて中庸になる前提か！と糞ふ！

日教組はいわゆる従来の教育者籾念を否
定して︑普通の努働者になりたがる１．自
分たちに利益になるよう闘うにぱ都合がよ
かろうが︑ただそれだけでは教育の方は泣

！一利あれば必ず一謀あり！これがす

ペニシリン祇漸く現れ出して問題となる

×

？︑︑とい六つ舟もの！

平和は人の欲するところ︑﹁我﹂は人の飛

×

も張りたがるものＩ世界の入獄が自畳に

さんからのもの！本能は繰返し？
無知なものの凹曲には︑きまって本能が

×

悪川される！本能は善川されてこそ立汲

︑︑︑

﹁目に青葉山時烏初カツオ﹂とは︑よく
も言い得た今日この頃の莱分なり︑しかし
本年の心は﹁初カツオ﹂ならぬ﹁サケとマ
ス﹂といったところ？

×

を求めては生きる今日の人為のそれは︑中
毒忠者に似る業者よくも人の弱鮎を知るや

に出版のベストセラーがある！何か刺激

何事によらず異常事と見たものも︑馴れ
てゆくと何時しか常時となる！そこで﹁こ
れでもか︑これでもか﹂といよいよ奇矯な
ことを次々と出して御機嫌を収結ぶところ

×

尋へて科畢文化につきもの！手放しで讃美
するなかれＩよくは老う雪へし！

×

是非を超えて注目すべし！信念を失った
のが今日の人！信念なき人は偶像なり！

敢然と行ったという某校長の如きは︑その

容易ではない！この鮎紀元節・天長節を

時の風にた営歴くことはおやすいこと！
どんなに冷笑されても信念に生きることは

×

努めずして挽く平和のごときは︑これ正に
空念俳？

×

な目的に一致するもので︑〃悪用されては人
生を破滅させるものと知れ！

人権尊重から剣検事の誤りごとが屡問題

を起す世である！問題にされる方は勿論
留意すべきだが︑問題にする方も﹁君子危
営に近寄らず﹂の心掛けを要すべし︒しか
しこれは今の人は問題にせぬとは！
×

自分に不利なことは言うな！そして獣
否椛は典へると法にある！これでは裁判
︑︑︑

交通覗故・火災・弧雄・心中等々前古比
なく︑それらの織り成す砥含は不安また不
安！これは汎頓たる今日の祇曾思想の具

︑

官徐程の祁鋤力をもつか然らずんばサワラ

象化ともいうもの？
×

男川にタタリなしとゆくか！とかく成果
を塞げるには六つかしい組立でもあるね！
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貨殖博を蓋む
高田真治

は︑尤もである︒﹂と述べてゐる︒班固

は今此庭に論及しないことにする︒︶

いと恩はれるのであるが︑これに就て

の篇は貨殖富厚を致した人為の列体で

先づ貨殖陣の内容を稔討するに砿と

が譲ったといふのは︑後漢の班固が漢
り︑その謎に

書を著はして司馬遷の陣を作るに徴

生旋面の救述が相半ばして居る︒との

あると共に︑天下の利と富との生市る

に謬れり︒大通を論ずれば︑黄老を光き

べた篇︑史記八書のこと併せ看るべ

鮎に就て貨殖陣は平準書均輪理財を述

﹁司馬遜の是非するところは︑航る聖人
にして六控を後にし︑遊侠を序すれば︑

史記の列体が伯夷仰に始まり貨殖体
に経ってゐるととは︑司馬遜に微意が

庭士を退けて姦雄を進め︑貨殖を述ぶれ

きものである︒︵明の陳仁錫は﹁平準

有ることと恩はれる︒伯夷叔脊は千古

はる上ところなり︒﹂

ば勢利を祭びて賎貧を葦づ︒此れ其の蔽

の義人である︒而して世併の利を好み
富を求めるのは︑古今の常情である︒

此庭には行略する︒︶

微僻と篇す所以のものに就いては︑今

述べてあるのは慰営ってゐるが脳その

字︶平準貨殖を作る︒侍微僻多し﹂と

利・を典すを好む︒故に子長︵司馬遜の

貨殖は相表裏するの文なり︒常時武帝
とあるのを指して訓ふのである︒即ち

朋者の州には雀だしい相違が有る︒然
るに司馬遜が此の卿考を封照的に肝一い

罪を贈ふて一身の安全を固ることが出

遥が貧乏であったが篇めに黄金を以て

如何なる貝意に本づくものであらう

来なかったことを悲しんで︑勢利富厚

て︑列偉の妓一初と簸後に載せたのはｂ

か︒これは単に漫然と順を逐ふて序列

貨殖列体の冒頭に老子の言を畢げて

﹁老子日く︑至治の極は︑隣国相望

を羨んで︑矯めに貨殖体を箸はしたと

み︑鶏狗の謹相聞え︑民各女共の食

したものではなく︑そとに司馬遜の微

失ってゐると恩はれるのである︒︵班固

遜が史記を著はした所以の大旨をも見

ある︒

明の董扮はこれを解して︑﹁遷は李陵

を甘しとしｂ其の服を美にし︑其の

調ふのであるが︑これは進の貨殖体を

の柵に遭うて極刑せられるに徴り心家

が史記の論述の僻裁を論じて︑大逝を

意が減されてゐると恩ふので︑との鮎

が貧しくて金を以て罪を贈ふととの出

するに至るまで唾相往来せず﹂と︒

僻に安んじ︑其の業を楽しみ︑老死

作った亘意を得てゐないばかりでなく

来な か っ た こ と に 感 じ て ︑ 貨 殖 体 を 作

し云為の評にしても︐正鵠を得てゐな

論すれば黄老を先きにして六経を後に

に就ていささか考察して見たい︒

ったのである．班固がこれを護ったの
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自然の化によって民を愚にせんとする

意味は同じであって︑老子の所謂無篤

今俸ふる老子の文章とは異同が有るが

これは老子弟八十章に見ゆるもので︑

雁してよく導くことであり︑其の次は

ことである︒其の次は︑民の噌欲に順

然に因り俗に従ってこれを良く用ふる

司馬遜は言ふ︒﹁最も善い政治は館自

然らば如何にすれば良いかといふに

ふを待たぬことである︒

者は無い︒況んや下層の民に於ては言

大人よりして皆貧を憂へ富を願はない

利の篇めに来るものである︒上は王侯

杜含に於ては魁か上る太古無篤の愚民

民の欲望の弧くなって来た近代文明の

を争って取ることである﹂と︒古の王

とであり︑最も下なるものは︑民と利

其の次は︑これを法を以て蕊蚕するこ

これを教へさとして行くことであり︑

富貴を願ふのは︑人怖の常然である︒

﹁貧夫は財に狗ふ︲一と指摘してゐる︒

とある︒伯夷像にも賢誼の言を引いて

所なり︒﹂︵里仁篇︶

所なり︒：．⁝貧と賎とは︑是れ人の悪む

﹁子日く︑富と資とは︑是れ人の欲する

論語にも埴

ものである︒

政策によって大衆の耳目を塗りつ藻す

者は︑民心を善導して各女その生に安

然しながら不正不義を篇し人を傷い壮

含を毒して己れの利益のみを貧って富

然しながら世が進み︑知が開け聡人

が如き政治は︑到底行はるべきもので

んぜしめた︒春秋の時代に至っては心

民を教へ塾へて生産を興し物資を通ぜ

したが

はない︒故に遷はか上る説を否定して

世は漸く鍵革し︑太公望管仲の如きは

我に於て浮雲の如し︒﹂︵論語述而篇︶

L ｲ ノ

ひん

﹁祁農以前はいざ知らす︑詩書に見ゅ

る尭舜以来のことを見るに︑民衆の噌

くきことである︒故に
築辱を知る︲一と︒財が有るに及んで礎

と篇すのである︒他人に十倍百倍する

貴をかち得るが如きものは︑最も恥づ

身は安逸に安んじ︑心は勢能の柴に誇

る︒淵が深くなって魚が集まり︑山が

を生じ︑財が無ければ鴎を腰するに至

﹁倉庫賞ちて濯節を知り︑衣食足りて

らんとするのが常情であって︑か上る

を致す者は︑これは尚ぶべきことであ

努力を篤し︑正常の手段によって富厚

しめて富弧を固った︒故に管仲は日く

俗習が民衆の間に浸潤することが既に

深く茂って獣が住むが如く︑上の者も

り︑更にその富力を以て世の蔦め人の

欲が開けて脳耳目は謹色の好きを極め

久しいので︑︐老子の如き美妙の論を以

で始めて自適の生を遂げる︒天下の人

富めば好んで徳を行ひ︑下の者も富ん

﹁子日く︑不義にして富み且つ貴きは︑

て戸毎に説いても︑大衆の利を好むの

篇めに謡すが如き者に至っては︑大い

んとし︑口は牛羊の美味を窮めんとし

心を化するととの出来るものではな

は︑紛交擾為として皆利の篇めに往き
一い﹂と言ふのである︒

〆 局 、

を戒しむるが篇めであることは言ふま

あったのは︵論語子竿篇︶︑前者の場合

きである︒孔子が利を言ふととの竿で

しても︑後者は大ひにとれを奨働すべ

利が有る︒前者は稲するに足りないに

にも私利私欲の利が有り︑公利公益の

に賞さねばならぬことである︒故に利

様である︒宗教界に於ても︑役員選畢

が商責人の投機事業と同一硯される有

てゐる者が多い賞状である︒翠校教育

的にしてあちこち掛け持ちで飛び廻っ

する風である︒教師も講義の報酬を日

なととに於てさへ︑畢校経誉を商責と

顛倒であらう︒畢問教育といふ精祁的

篇めに仕事をするといふととは秘本末

ひ始めた義理の涛といふととでもある

れは宋代の道皐者が特にやかましく言

か打算本位であろかの相違である︒こ

が︑小人の心である︒道義本位である

得になることなら何でもするといふの

なるか如何かを打算して見て︑自己に

の心であり︑唯だそれが自己に利益に．

したり篤さなかったりするのが脳君子

生産を興し経済の道に長するのは︑

見るのは︑苦毒しい限りではないか︒

に勢利を目的として季ひの生ずるのを

よい位である︒

本位に打算主義になってゐると調って

が︑現代の世相は心殆んど何事も利益

堂れ

でもあるまい︒

である︒唯だ所謂経済人とか貸業家と

新らしい時代では︑特に亜んべきとと

が賞は利心に本づいて篇されてゐると

貨殖体にも︑人為の外面の美しい行篤

み鴬して利己一鮎張りで物事を篇すの

に於て通各方面にか上る物質寓能主義

描罵して救述してある︒敗戦後の吾固

いふ人間心情の微妙なところを巧みに

も

卑しむべきことではない︒故に司馬遷

正営の手段によってかち得た富利は︑

自然の常傭である︒己れの努力により

然し富を好み利を求めるのは︑人間

かいばれる者の中に︑利害の打算をの
瓜の多いところに︑その弊を有るのが

の横溢してゐるととは︑敗戦といふ痛

は最も下︒

本富を上と篤し︑末富これに次ぎ︑姦富

て特にその傾向が扱い︒これは渦り賞

恨事に勝るとも劣らない被害の惨毒で

認められる︒敗戦後の吾園の現状に於

て然りである︒全てのことを金のため

業界に於てばかりではなく︑各界に於

と附言して居る︒所謂畢者とか文化人

仁義を語るは︑亦差づるに足る︒

巌虚奇士の行無くして長く貧賎︑好んで

と謂ひ︑更にこれに続けて︑

ある︒孔子は

にするといふ極端な物質主義に堕して

﹁子日く︑君子は義に職り︑小人は利に

と言った︒物事を篇すのに︑先づそれ

職る﹂︵論語︑里仁篇︶

目常てにする︒仕事に封して報酬が典

が正しい事か如何かを考へて︑事を蔦

来て︑物事を篇すのに︑すべて報酬を

へられるのは常然であらうが︑報酬の
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その貧賎は商人にも劣ることになって

と利を手ふが如きものであって芯而も

を切り費りして末利を競ふのは︑商人

も無くて︑徒らに高妙の論を鴬し畢間

れが優れた操守を持ち貴亜すべき徳行

をかせいだりして居る者であるが︑こ

ないで職他人から給料を貰ったり報酬

とか謂はれる者は︑自ら努働の苦をし

に畢げられて居り脳遷も

鍵富であって︑貨殖陣中の人物の第二

貨殖に長じて︑七十子の徒の中で最も

貨殖す︒﹂︵論語先進篇︶と譜ふが如く

︹子貢の名︶や命︹天食︶を受けずして

を以て推された者であるが︑孔子も﹁賜

貢は孔門俊才の中に在っても殊に聡明

本富は上と篇して居る︒孔子の高弟子

流の如き義利の涛を鴬す者ではなく砂

者は恥そんなことは仲交しない様だ︒

財を活かす所以である︒然し普通の富

郷って援助し後援するととが︑富者の

少くあるまい︒これらの矯めに私財を

様な事業も出来なくて悩んで居る庭も

事業を篇すにも経済が伴はなくて恩ふ

畢者が魁今の世には紗くない︒文化的

う︒金儲けが下手で貧苦に階ってゐる

使ふととが富者の心すべきことであら

るは︑子貢これが先後を篇すなり︒此れ

﹁夫れ孔子の名をして天下に希揚せしむ

如きも︑その一人であったのである︒

居する者が生するのである︒司馬進の

そこで縦穴といばす市井といばす︑窮

恥づくきととになる︒もつとも︑現代
の如き乱世︑特に敗戦後の吾悶の如き

所謂勢を得て益々彰はる奥者か︒﹂

言葉を引つくり返して言へぱ心布くも

恥づるに足りないのである︒司馬遜の

くて貧且つ賎であるのは︑必らすしも

︹論語︑泰伯篇︶であって︑邦に逆が無

道無くして富み且つ貴きば慰恥なり︒﹂

道有りて貧且つ賎なろば︑恥なり︑邦︑

使ふととが六ケ難しい﹂と言ったとい

なに六ケ難しいことではないが︑金を．

たかと恩ふが︑﹁金を儲けることはそん

ある︒故安川翁か大倉男の言葉であっ

の様にその富を善用して欲しいもので

を川ふろ者である︒世の富者も︑子貢

と稗して居る︒子貢の如きは︑良く富

曾圃藩は日く︑

鏡はねばならぬ所である︒即ち︑清の

陣と平準書とを併せ読んで進の深意を

って世を慨論したものではない︒貨殖

とながら︑遜は決して一己の私憤によ

あると︒遜の憤世は︑もとよりさるこ

って世を俄って貨殖体を薪はしたので

刑せられて自ら贈ふととが出来す︑よ

これによって論者は或は云ふ殖遜は

られる様な世相では︑孔子の所謂﹁邦

混乱状態・瓦鋪が帝鴫して玉珍が棄て

巌庭 奇 士 の 行 が 有 れ ば ︑ 長 く 貧 賎 で あ

ふととである︒勿論財を成すといふと

﹁常時の弊︑天子は民と利を霧ふ︒平準

とは︑そう簡単に川来ることではある
まいが︑それにも勝して財を活かして

っても︑差づるところは無いのであ
かくの如く司馬遜は︑後世の道畢者

︾つ ︒
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害は︹政府が米を買ひ上げて利を固る︶︑

上の政を護り︑貨殖僻は︑下︑の俗を護

炭塞ぐして然る後に松柏の後凋を知る︒

と謂ひ︑叉
翠世混濁して情士乃ち見はる︒

と云ふものの貝の償値を知らねばなら

る︒上下交為利を征る︒孟子列博に︑書
を腰して嘆ずる所以なり︒﹂︵瀧川坤士著

ぬ︒伯夷叔脊は︑孔夫子の推稲を待っ

あ上

の意に本づき其の志を篭ぐ者であるの

魂が願らかにされた︒司馬進も亦孔子

て名がますます彰はれ︑その千古の義

史記含注考護に引く︺

と︒司馬遷は孟子の陣を綾するに富っ
て︑先づ
﹁太史公日く︑余孟子の書を讃んで︑梁

室れ

﹄︽

ば︑その弊は図を亡ぼし家を壌り身を

るが︑利益打算の物質寓能主義となれ

る︒利は寓人の欲求する所のものであ

と述べて︑利を好むの弊を痛嘆して居

を好むの弊︑何を以てか異ならんや︒﹂

怨多しと︒天子より庶人に至るまで︑利

防ぐなり︒故に日く︑利に放りて行へぼ

・り︒夫子竿に利を言ふは︑常に其の源を

あらず︒日く︑瑳乎利は誠に剛の始めな

に至り︑未だ曾て書を霞して歎ぜずんぱ

の悪王何を以てか我が図を利せんと問ふ

上下交征利而園危美一

小出孝三

標題の一句は︑周知のように通孟子

の中の言葉である︒我が国の今日の病

に見営らないように思われる︒私は二

弊をこれ程適切に表現した言葉は︑他

宮尊徳が︑窮乏疲弊の常時の町村を指

導するに懲り︑との一句を引用してい

ある︒

るのを見て殊に感慨を深くするもので

尊徳の遺著一禽巻の中心日記と書翰

や町村の復興事業の賞施記録である︒

を除けば︑大部分は仕法書と稲する藩

る書類の中に記載されている︒藤曲村

右の一句は﹁藤曲村仕法書﹂と謂われ

の大凶荒飢僅後の小田原藩の救済中に

は駿州駿東郡にあり︑尊徳が天保七年

遍邑︵十一頁上段廿一行︺迩邑

古惇︹十一頁下段八行︶左惇
漠然︹十二頁上段二行︶疎然

頓拙︹十一頁中段十六行︶頓挫

同朋︹十一頁上段七行︶同明

宮原︵十頁下段九行︶富厚

韻子︹十頁上段十四行︶頼子

寄興︹九頁上段五行︺寄興

三四月擁所載︶正誤表

拙稿﹁伯夷仰を讃む﹂︵弘通︑昭和三十年

である︒︵文婆博士︺

課正
△
Ｏ
△
Ｏ
△
◎
△
Ｏ
△
Ｏ
△
◎
△
Ｏ
△
Ｏ

手がけた事業で︑彼の五十歳を少しく

喪ぽすに至るであらう︒此に於て貨殖

鯨と封照する伯夷偉の光苦が閃き出づ

超えた頃の︑活気もあり回熟もした頃

の業績の一つである︒

るのを見るのである︒伯夷体に孔子の
言を引いて︑
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に駆使されている︒彼としては孟子を

席・論語を始め害維易経の言葉が縦機

が津然と一縄どなって表現され︑単・

との仕法害の巾︲には︑刺儒沸の思想

とは魁シヴィルゼーションの言葉の如

風潮が︑次第に弧くなって行く︒文明

費的享楽的生活が人生の幸禰と考える

に楽しみも喜びもある筈のところ︑消

世界観がないから︑分析的局部的な知

通りである︒また深い人生観や正しい

前戦後言質集﹂などに暴露されている

者﹂や︑﹁全貌﹂誌所載の﹁望者先生戦

の多いとと魁近時本多顎彰氏の﹁指導

引剛 す る こ と は 極 め て 稀 で あ る が ｌ

イディオロギーに引摺られたり︑平和

識の僻系である科皐に屈服して︑或る

を標傍しながら闘争陳理を主張したり

た︒

く︑都市化であり︑消斐文明化であっ
利を雫って危機に陥った場合︲如何

して得たたるものも紗くない︒凡そ哲

彼は孟子は賃行の害というより談論の

して い 蔵 い Ｉ 次 の よ う に 云 っ て い

害であると見て元来あまり商くは評価

にしてこれを乗り越えるか︒尊徳は語

皐や宗教が科畢に従馬するに至っては

唯物論が幅をきかすに至ることは︑営

になるべき︑畢間も却って人為を﹁奪﹂

然である︒かくては世のため人のため

浦者の嬬春は︑日常川のあたりよく

以てこれを見れば︑智者は恋ふ︑爾者は

見るところである︒それでも以前は勤

しめることともなる︒

押者の徳はその智にある︒その柳を

の道に進ませて︑衰亡破滅の道を辿ら

国家のため︑郷土のために活用してこ

と倫との常然の報いとして富を致し︑

薪り︑貧者は羨む︑此煩悩を去らずんぱ

そ︑智者というべきでも現賞は多くの

る推誕を怠らぬために富柴を縦けてい

ろといった事例は︑乏しくなかった︒

叉富者として鴬すべき杜含公共に封す

私は嘗て﹁康業報国運動﹂の哨道され

や︑我意を合理づける庇那窟に浮身を
やつす場合があまりにも多い心皐者の

場合︑自家一身の利益のための悪智慧

村柄立直︑繁楽の道これなし﹂

するもの多し︑従者は素より窮す︑是を

窓にして身を富まし︑忽ち騎著に陥り窮

．﹁その人情今に離れ難し︑智者は利欲を

を繕いで云っている︒

る︒

：．⁝人に五常の道が出来て人界が開け︑

万事万端こと足るようになったが︑安梁
な生活が領くとそれに狂れ︑天下の財蜜
は作らなくとも出来るように前後錯畳を

生じ︑勤苦して耕したり五穀を植えたり
する梁しみより︑みのりを得て梁しむよ

うに成行き﹁維に自然と小人は仁を施し
︑て道を架しむより︑財を得て牙を楽しむ
孟子梁の恵王二見エテ日ク︑上下交々

方に流れ︑中古に及び︑

利ヲ征ツテ図危ウシ

た⁝⁝まととに彼のいう如く︑世の進

中にも時勢に迎合した節操のない入廷

と調う﹂ようなことになってしまっ
展と共に︑元来勤勢して生産すること
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﹁何程丹誠を蓋し候とも︑致し方これな

理である︒シカゴ大畢の︿イエック教

ば無いＩこれば動かすべからざる冥

︲ｌ︲︲︲︐１１︲︲︲１１

ていた唖︑全園のめぼしい含吐工場を

に怠り︑困窮難雄に陥り申し候

逝﹂︵へ︽周○昌さの①匙８日ご︶と嶋破し

授は︑杜含主義への移行は﹁隷従への

しなどと自得いたし︑難きを憂えて易き
古語二日ク︑小人ハ小善ヲ以テ無益トナ

観察して廻つたことがあったが猫古く
とし︑自らも行い杜内にもその気風が

から何か私利を超えたモットーを杜是

ても︑そこから兎角に嫉み︑そねみ魁

が深い︒羨むそのことは悪くないにし

﹁貧者は羨む﹂の一言は心頗る含蓄

にしては︑室念伽に経るであろう︒

資本主義迩動﹂といい︑との要鮎を外

﹁生産性向上運動﹂といい︑また﹁新

する所以である︒﹁新生活運動﹂といい

吐含秩序の上から由たしい大事で︑富
者の側の特段の猛打と推識とを必要と

しも道徳的な裏付のなくなったことは

が損をする﹂の言葉の如く︑財産に必

混乱・インフレ・闇等のため﹁正直者

杜運が隆昌であった︒戦後は心吐倉の

義の定義は様たであるがも要するに市

はあり得ないとなすのである︒壮含主

て吐含主義にならねば︑労働者の幸禰

主義﹂への必然的な愛革である︒そし

がある︒所謂﹁賓本主義﹂から﹁吐含

いうと直ぐ﹁根本的愛革﹂を云うもの

いて必要であろう︒経済機椛のことを

ようなシステムの樹立確保が一方にお

祇園家としての経済政策により︑その

の時代においても同様のこと︑殊に耐

勤めればそれだけ験のあるととは何時

将来の資本家という鐸には行かずとも

違していることとて芯今日の勢働者が

営時と今日とは︑牡含経済の事椅も相

の弊を稗じ︑画のため村のために︑智

い員理である︒

は

以上の智者︒富者︒貧者のそれぞれ

小善を稜むととが正しい道であること

益として否定的な動きをするよりも︑

ロギーにとりつかれて今日の小菩を無

統計を掲げて資講していろ︒イディオ

懸隔は⑮却ってソ連において雀しいと

階級とそれに服する階級との牧入上の

質的な和違はない︒而も統制支配する

あって︑その鮎においては雨固間に本

賢際に経湾を支配するものは技術者で

ーナム坪士は︑米国でもソ連でも︑今

日鱈ロ借①国昌閃①く○旨陣○口ご︶の著者寺ハ

ている︒また﹁技術者革命﹂︵貴目胃

憎しみが生ずろ︒マルクシズムは憎悪

場を慶止して︑便格の自動調節作用に

者は智を出し︑富者は財を州し︐貧者

シテ篇サザルナリ﹂

の経済里である︒尊徳は貧者の心理を

代るに中央部からの一元的計書経済を

は力左出し合うところに＄復興州溌の

荻っているといったところは脳概して

同じ仕法害の他の箇所で︑次の如く云

行うものである︒市場が無ければ自由

何時の時代においても間違いのな

っている０
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道は開かれて行く︒最後に尊徳は次の

﹁故キヲ温ネテ新シキヲ知ル﹂と題し

っている︒

故道に積る木の葉をかぎ分けて天照岬の

てＥ

如く云って上来の文を結んでいる︒

足跡を見む

﹁然らば天理を承諾して賓事を行ひ︑施
一反のみのりを得やその半を喰ひ諺その

人の日などが設けられ︑人がいろいろ

に呪われるようになったのはまずめで

たいことである︒が老人に開してはい

古い時代では古老の経験が凡ての面

ろいろ複雑な問題がある︒

で指導原理としての力を持っていた︒

さんとする者は︑先づ一反歩切り開き︑

また﹁湯ノ盤銘二日ク︑荷モ日二新二︑

の経験が疑われ老人そのものが軽硯さ

椛威は経鹸より畢問へと移った︒老人

老人の椛威失墜の歴史に外ならない︒

榊があった︒しかし文化進展の歴史は

牛を護り︹註︑半というのは一つの形式

いにしへのしろきを思ひせんたくのかへ

古老の背後には祁先があり体統があり

まり﹁分度﹂を立てて﹁推譲﹂すること

すがへんも返すがへすも

日を二新二︑又日二新ナリ﹂と題して︑

を云ったもの︶︑十反切り開き︑十反のみ

上下交上利を征って閲の危き今日脳

として云ったまでで︑一部分の意味︒つ

のりを得︑その牛を喰ひ︑半童誰り︑百

尊徳の藤曲村仕法書の一文は殖私共に

れるようになったのは一全く時の勢であ

る︒しかも最近日本人の平均寿命が延

びたということは老人の数の増加を示

すものであって腿との事はすでに一つ

ながらも今年で誕生九年目を呪われた

新憲法はいろいろにけちをつけられ

し人手をとるしで若者の手足まといに

も困る︒病弱であれば自活能力はない

老に就いて

若者は言う︒縛換のテンポが急速に

の立派な吐含問題である︒

なす も の は 形 宵 に ﹁ 談 ﹂ の 一 宇 で あ

なる︒頑弧であればいろいろ干渉がま

副島民雄

︹最高裁判所岡書館別館長︶

︵三一・五・二○︶

多くの教訓と示唆とを典えている︒

反切開き︑百反のみのりを得︑その半を
喰ひ︑竿を護る︑世俗の諺に︑微塵も積
れば山となるとかや︑かくの如く一村︑

各々相互に護り助け合ひ︑大小貧富相和
する時は︑聖代に等し︑よくよく護憤し
て勤行致したきことに候﹂

尊徳の哲理は和合の哲理である︒和
合し︑融合し恥結び合うところに生成

る︒﹁護﹂の一宇こそ魁和合を生み︑人

が︑新憲法のおかげで人間尊重の風習

い老人は健康であっても病弱であって

なった今聴それに順雁するセンスのな

界を開踊する根本である︒尊徳は同じ

が生じ︑成人の日子どもの日母の日老

が行われる︒．そしてとの和合の契機を

仕法害の他の箇所でまた次のように云
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｜

安楽ではない︒牡含施設の振充によっ

いでは益女困る︒しかも時勢は決して

齢である︒とれが数多くあって減らな

いやがれる年齢は人をいやがらせる年

しく振舞って若者の進路を阻む︒人に

る賛否の論は図中をわき立たせてい

正︑修身科復活などの偶像再興をめぐ

民法改正︒家族制度復活︑教育制度改

ようやく政治問題化して︑憲法改正︑

いは烈しくなってゆく︒そしてそれは

むしろ老人の側に立って老人に話しか

ートにおまかせしよう︒私はことでは

い︒これらのことはその道のエキスパ

治論でもなければ壮含施設論でもな

私がととで言いたいことはしかし政

者は︑創始者陣達者としての父加の業

統と秩序が今日の繁築の基である︒若

れたのに外ならない︒父加の築いた陣

皐間知識は父租の経験の蓄積が組織さ

生活の存在の基は父加である︒今日の

ないものは何一つない︒子孫の生命と

る︒凡て今日あるもので父租に由来し

と︒しかし老人の側にも言い分はあ

きくが︑目下の段階には問題解決に封

とか老人醤翠の推進とかいろいろ蕊は

る︒老人の日とか其他養老施設の増弧

御馳走を食べすぎて死んだ話さえあ

だったら全くのおざなりにすぎない︒

にし喜びにしている︒しかしこれだけ

ちやほやされる︒老人はこれを楽しみ

り御馳走を食べさせたりして︑老人は

一日は面白いものを見せたり聞かせた

老人の日というのがあって︑その日

一︲老﹂は﹁若﹂の明日の姿であること

とうのは全く必然的である︒しかし

然である︒そこで﹁若﹂が一︲老﹂をい

濃厚な﹁老﹂を反接するととも全く自

に保有する﹁若﹂が﹁死﹂の可能性の

たない︒そして一︲生﹂の可能性を豊富

ない際だった封立であることは言をま

ある︒それは心棒え或いは思想の問題

に入る私自身に封する言いきかせでも

けたいと思う︒それはまたやがて老人

て︑父刷に孝養を謡すべきである︒且

績を認識しこれを尊びその恩義に感じ

するさしたる熱意は認められない︒し

る︒

つその遺風を守りこれを子孫に体うべ

かしこれらの事はもちろん無きにまさ

て速急に問題の解決をはかってほしい

きである︒そこでその賞をあげるため

ることであって弧多少なりとも謝立緩

い髭があり︑顔は鋤くちやで︑眼から

がこういっている︒いいか︑老人は白

で︿ムレットをして﹁口の悪い悪者め

セェクスピアは﹃ハムレット﹄の中

を決して忘れてはならぬ︒

﹁生﹂が﹁死﹂に封して妥協のでき

である︒

に上下随従の道徳を昂揚させることが

和の役割を果していることは否めな
いｃ
一一

急務中の急務であると︒

このようにして老と若︑沓と新の封
立はいろいろの面に露呈され︑その手
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1

かし老人は始めから老人ではない︒老

れは一膳は偏りのない事賞である︒し

思いきり残酷な言葉である︒しかしこ

とある︒﹂といわせていろ︒とれは賃に

く不足で︑膝節はこの上なく弱いもの

ば濃い琉泊色の脂を流す智慧は恐ろし

の出口と言いますが遮その域に達せら

に向っていともいぎんに﹁老年は人生

でに五十になるソクラテスはケパロス

させてソクラテスと封話させる︒齢す

の中でケパロスという高齢の人を登場

る︒世間では︑老年になると仕事の虎

いわれなきものであることを主張す

世間で言う老の惨さというものが全く

抜く威丈夫であって︑八十四歳の彼は

トー﹄のカトーはケパロスをはるかに一

く偏りであって︑老人は精榊の威大さ

る︑殆んど怖慾を失う︑死から殆んど

にはぐちをこぼしたりなげいたりする

においてまた老人でなくては味わえな

理ができなくなる遮肉鰐が一段と弱ま

を推進させた一人であったに違いな

しのぐものであると言う︒そして彼は

れた方に︑人生の旅路がどんなものか

い︒自ら好んで老いぼれたわけではな

者もあるが︑老年になったおかげで色

自分が老年に十分に充ち足りているこ

けわしく歩きにくいものか︑平坦で歩

い︒若者に︒︿トンを渡すべく宇浦の法

とを述べ﹁私は︑この世を︑自分の家

人も若い時にはやはりその時代を︑現

則に従って老い衰えたのである︒もつ

持になれる︒気にかかることはと言え

慾やそのようなものからすっかり脱け
出ることができて︑すっかり平静な気

からでなく︑あたかも旅の宿りからの

言う︒しかしカトーはこれら凡てが全

とも若きハムレットが憎悪をとめたの

うかあの世でその報いを受けるのでは

ば魁との世で何か不正はしなかったろ

離れていないというので惨めであると

は必ずしも老の衰えや醜さではない︒

ごとくに立ち去るのだ︒自然が我巽に

す︒﹂と尋ねる︒ケパロスは﹁大勢の中

むしろそのような老人が維駒にものを

がないといつも楽しく明るい殖とれが

ないかというととである︒不正の見え

ためであって︑決して永住するためで

旅宿を典えたのは通しばらく滞在する

き易いものか︑それを伺いたいもので

いわせて我侭に働かせる悪智に封して

老を養うというものだろうか︒﹂と答

はないのだから︒一生の老境はいわば

役としてその時代に生きその時代と封

である︒老人の経験がそのままおしな

え︑やがて称にお勤めをする時間だと

劇の終幕のようなものである︒その維

決し そ の 時 代 を 背 負 っ て 立 ち そ の 時 代

べて若者の嫌悪を買うはずのものでは

言って退くのである︒

幕の疲れを十分に見すぎた場合には逃

い楽しみを有することにおいて若者を

のである︒

さらにローマの哲人キケロの﹃大力

なく︑その償値は出し方の如何による
ギリシアの哲人プラトンは﹃聞家篇﹄

ノ
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'

れるのが営然だからである︒私があの
聖なる魂の含合と集りの中に入りこむ

その 日 は 何 と す ば ら し い 且 で は な い
かｏ﹂と語るのは全く淵達そのものであ
一一る︒

ケパロスとカトーの二人の経験はと
の謙遜なる反脊と悟淡なろ退避との故
に限りなき光輝をはなつのである︒と
の光の前には如何に狂したりとはいえ

℃

及ばすとも︑我寄に割営られた役割だ一一

けは果せるように努力したい︒かの謙

迅Ｅ︑

遜と括淡に至っては︑もし我麦がその
つもりになりさえすれば到達するのに

帆在米塚本松之助翁百歳之毒

八十七聖菅佐原芳洲

身のやしなへをつとめけるか那

足らぬとそみつるにまさるとと坐して

自戒

松にはつねに僻のすむら舞

も上とせの齢かさねしとの宿の

なぼあめつちとともに柴えよ

さして難事ではない︒それは徳性であ百歳をやすくすごせし君なれや
り徳性は修養によって達することがで
きるはずのものだからである︒もし我
為が謙遜と惜淡において老の身を庭す
ることができるとしたら若者は︑敬老
謝老は知らす︑せめて慰老の心を抱く
ほどに寛容になるであろう︒そして爾
除の事は自然にそれに続くであろう︒
︹三一・五・一四︺︵熊本大畢教授︶

○泊翁西村茂樹陣
上下二巻︹含員特債︺

金六百剛︵送料共︶

Ｉ
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かのハムレットも頭を下げることは必
定である︒もっとも誰でもがケパロス
やカトーほどの経験を持つほどに威大

つのである︒我諾は彼等の威大さには

かわらずあっさりとそれをおいて旅立

はあれほど自負した自らの知性にもか

居を止めて老の仕事へと退き︑カトー

らぬぱならぬ︒だからケパロスはなが

値と必然性とには限度があるととを悟

である︒人はその経験も存在もその贋

ことができなくてその憤値を失うもの

しその威大ささえも時の流れに抗する

たることはできないかもしれぬ︒しか

ＴＨＩ

●。

同三矢宮松︑同開屋龍吉︑同相津無︑千葉螺野田支含幹事茂木林

司︑山形螺心友含支首長南雲親一郎︑同支愈評議員倉林公任︑同

含幹事西山虎治︑富山螺新川支含顧問︑赤間徳毒︑同支含評議員

名取孝太郎︑同江口時次郎︑同佐藤武四郎︑同青山梅吉︑松江支

日本弘道含第五十四同定期総含の記
四月といふ季は︑昔から寒暖定めないとはいはるるものの︑率

た︒先づ酒井酋長の覗誹の朗読があり︑出席毒昌者に封し酒井含

森川藤佐久︑同城川範之︑同林重作の以上十七名の方々であっ

年は殊に念愛の徒しい年で︑東京地方で言えば︑四月一日の日曜
日は︑樫の花の誉の上に︑相常な大雪が降るかと思へぱ︑中旬に

長より記念品の賄呈をなし︑それより毒昌者を代表して︑開屋龍

もなると︑二十八度という七月の盛夏を恩はせるほどの酷暑が俄
かに到るといふ風である︒殊に日本海沿岸の秋田︑山形︑新潟︑

引続いて第五十四回の定期総曾に移った︒酒井首長先づ式群を

吉氏が答僻を述令へて式を終了した︒

るところがあった︒これより酒井念長議長席につき︑議事に入る︒

朗讃され︑之に封して倉員を代表して︑高橋節雄氏が答僻を述今へ

いふ狂ひ募りであったらしい︑人或は言う︑太陽黒鮎の矯めとか︑

富山︑石川ァ鳥取の諸地方の如きは︑三十度を超えた日もあると

うに異愛また異愛であっては︑気候に閲する限り︑従来の常識を

いて割田主事より説明するところがあった︒即本念定款第十三催

先づ初めに本曾定款一部改正の議案を含長より提案され︑之につ

原水爆のためとか．：⁝と︒然しその何故かは知らないが︑このよ

さてこの四月にあって︑本含第五十四回の定期網含は︑二十二

一鍵せしむるものとなったようである︒

その五ケ年川には物偵の鍵動もあり︑又今日の壮含状勢はより菰

あって︑昭和二十五年度から今日まで之を愛行して来ましたが︑

極的活動の要があるので︑之に伽へる偽めにも︑約二側五分の値

に﹁正含貝は念我一ヶ年金百武拾側を納めなければならない﹂と

って午前十時半集合︑故正副曹長︑並に物故念員方灸の年祭より

日に本曾々議室で開催することとなった︒幸にも此の日天候は上

始まった︒含議室正面に識め設けられた祭塊に向って︑酒井念長

い﹂と改めたい旨を述べ︑議長よりその賛否を諮ったところ︑一

上げをして﹁正含貝は含我年額百五拾回を納めなければならな

々気温も平術並という悪まれた日で何よりであった︒先づ例によ

の祭丈朗読︑全幽を代表して︑埼玉螺豊岡支曾長繁田武平氏の祭

は︑理事に一任することになり︑次の昭和三十年度決算の審議に

同之に賛成されたので︑可決承認を得た︑なほ之が手練について

丈朗讃があり︑次で祭主酒井含長の玉串奉糞遺族代表として︑堀
田正久氏夫人及故服部副含長辿族馬場淑子氏のそれぞれ玉串奉莫

１１

承認され︑事業報告の上︑無事議事も雑りを見たことであった︒

年度の諜算群議に移り︑これまた割田主事説明の上原案通り可決

入った︒割田主事より説明し一同之を承認︑それより昭和三十一

曾員一同を代表して︑下村副官長の濯拝に︑一同起立拝濯をして
それより祭域を撤去して︑直ちは本含役員功努者の毒昌覗賀式

年祭を総了したのである︒

に移った︒本年の毒昌者は︑特別曾員牧野貞亮︑同中山久四郎︑
︲１１１
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￨

と上で一先づ休憩して霊食にすることにした︒

午後一時表玄闘で一同記念撮影をなし︑引績いて総含記念の講
演含に移った︒本日は本含副含長下村毒一先生が﹁靖国祁祇の問
題について﹂と題しお話下さることである︒維職後靖函祁証も一
般の祁征・俳閣と等しく︑宗教法人法の制約を受けることとなっ

封し︑この維日の勢を心より感謝しこの記事を雑ることにする︒

︵一九五五︑四・三○︶

家政︹家事︺員ウス・ケェピング冨口の①︲冨ｇご巴や家計︹活

家政一言

鈴木仙松

計︺︹リビィング与旨巴については︑何づれかと言えば︑一家

．０．

ぬとあっては︑この面だけでも容易ではなく︑漸く靖園祁施の糎

餐用二十億とも言はれてゐるが︑祁牡自盤が之を支出せねばなら

の主婦たるものが︑最も此れに霞りがあり︑また開心を持つべき

たが︑今日なほ約二百両柱＄祭り込み出来ない欣態にあり︑その

管維持のことが問題になり︑すでに政治問題ともなって︑自民黛

で︑順ひて此れは家計簿と密接なる掛り合を有し到底︑それこそ

○Ｏ

証曾黛共に︑それぞれ靖園祁証法案の作成を急いで居るわけであ

其虚で︑昔から﹁家の生計は主婦で持つ﹂とまで言はれるけれ

くらし

は雛るることの出来ないものでもあると︑斯様に考えられる︒

りのこと一般国民の道義的問題としても︑欝然何とか解決せねば

ども︑何の道まづ以て該溌算︹生活設計︶を立てたうえ︑次から色

（18）

るが︑この靖国祁壮の問題は︑遺族の人々の感情の上からは素よ
ならぬ重大な問題であるのである︒下村先生には靖図祁証につい

々と之れによって支出すべきで︑今更に勿論︑物を頁ふ時は能く

︑︑

ての歴史から現下の変状を述べられ︑之が改革に封する私案等を

考究し蒜してのち︑必要に迫られ所詔︑買上手︹有利︶に購入し︑

る限り見合はせることです︒何となれば収入を財源と孫想して︑

寓一これが溌算超過の場合︑他の購買溌定の購求品など︑出来得

︑︑

示された︒後各自意見の交換をなし︑午後三時牛維了した︒

次で選定の如く︑本郷駒込林町の養源寺に︑西村先生の墓参を

ノ

なし︑第五十四回の定期紹曾の無事絡了を報告し︑本堂で法要を

折角編成した識算なのに︑これ以上の欲望による支挑は︑謂はる

ことを憂５るからである︒一賎︑家政上より用度︹入用の財︶を観

る箸修的となり︑いつしか悲しさの破産原因を招来するであろう

行った︒戦災を受けてこ入に十年︑養源寺も漸くその復興を見る
に至ったことは何よりである︒次で夜は半蔵門の東僚含館に於け

る時︑それは控済全コノミイ①８口○日己を度外覗することは

る総含懇親首である︒酒井含長遅刻されたので︑下村副酋長より
挨拶があり︑例によって河原丈敏氏の和歌朗詠︑高橋節雄氏の謡

出来ない︒然る故に︑経済の原則は﹁入るを計って出づるを制す﹂

さ

曲︹勧進帳︶高田虞治博士の詩吟其の他の除興があって︑午後九

︵以下二十四頁へつ堂く︶

と云ふ課なのだ︒

た行事もこれで滞りなく経へて誠に何よりであった︒出席各位に

時閉含した︒朝の十時より全くの維日であり︑ギッシリと詰まっ

I

ｌｊ
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明るい家庭

︲Ｉ１１ｉ仙！！

氏家毒子

︲！！

手で諸所に示されています︒

それはほんとうの事に違いありませ

ん︒暗い家庭のこどもよりも明るい家

庭のこどもが不良化するのであったと

したならば家庭維管は根底からくつが

のか︑否どうすれば明るくなりどうす

ん︒一僻何が明るい家庭でどれが暗い

然しそれだけで問題は終っていませ

えってしまいます︒明るい家庭によい

て決まるのではないでしょうか︒中に

まるのではなくて内面的な要素によっ

あかるさを好むのは大多数ではない

入れば存外明快な住居であり脳つき合

槻ではなくて内面的な要素によって決

かと思います︒道の行きずりに眺める

子が成長する筈です︒

住宅にしても電車の中に見る知らない

れば眠くなるのか私はその前に仔立す

請うところの咽易い家庭ｌそこか

人為の顔にしても︑明るい感蝿を誘い

とすれば明るさ暗さは受ける感じの

を示される場合が少なくありません︒

ずられるのは憂うつになります︒明る

みではなくてその持ち味ということに

ってみればまるで反封だったと言うほ
ど見かけによらぬ明朗な人であること

さと暗らさはどこで岐れるのでしょう

め家族が締祁態度のよい人たちで︑仲

ら非行少年は出ないＩとは胴親ばじ

るものです︒

か︒家屋でいえば一種の家相というも

では判断の正確を期し得ないという課

がそうありたいと私かに願い且努力し

いる生活の場に違いない︒そして誰も

よく理解と協力で平和な空気を保って

なるのでしょうか︒味ですから外から

近頃非行少年の問題が取上げられて

でしょうか︒

感をうけませんし︑人でいえば表情で

おります︒少年が不良化するのは家庭
に原因があると見て一！明るい家庭に正

でも直ぐ暗くなります︒好ましい明る

明と晴とは裏おもて︑明るいつもり

んだり︑眼を閉じたりしているとむし

しいこども﹂といったような文字の見

さを保つにも暗くならないように支え

ている筈のものと思います︒

ろ暗い気持に誘われます︒

える立札が職補導に営っている警察の

しょうか︑いくら美人でも笑いを惜し

玄開や︑窓がないような様相は明るい

の︑立派な建築であっても問い亜厚な

川されるのは快よく︑暗い痢持に引き

明暗二相

蕊
けれどもほんとうの明と晴とは表面
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'

問題を取上げてみようと思います︒

な気がして私は道具立ての例からとの

具があるのじやないでしょうか︒そん

るにも何かそなえておく必要のある道

家庭の食卓にも時間的のズレがあり時

の安心がありまた多忙のために︑つい

族の生活を保障してやっているからと

一家の資本主︑こうして充一分働いて家

成長

人の心の奥庭にあるよろこびは自己

為みんなの顔を見ればそれぞれ事なく

てしまっています︒また嬰児は目に見

ぴをわが子の成長に封する願いにかけ一

家庭では親が自分たちのすべての悦一

の成長ではないでしょうか︒

やっているようだから︑結鱗わが家は

の準備が間に合わないのを嬉しがって

えて大きくなりますし︑子供たちも親

光度計

家庭に欲しいものは光度計です︒宝

しと見ても差支ないなどと御安泰の境

でもいるかのような︑脊丈にのびて大

うまく行っている︒自分の成功のしる
地におられるかも知れませんが︑光度

きくなります︒

の中は程よい光度が保たれていなけれ
婦の主観だけでは正確を保し難い︒こ

何虚を指しているのでしょうか︒

計はそんな場合に針がピクピク動いて

ば不快になります︒程よい明るさは主
の頃街のカフェーでは洞窟スタイルが

が必要です︒

の設備には不向です︒眼に快適な明度

えないでしょうが家族が長く住むため

が好まれるのを直ちに不健康だとは言

も︑他の部室はうす暗くうすくまった

かと書をあざむくほどに光っていて

出来易いもの︑客間や雁接間があかあ

らし得ませんし︑まして後側には陰が

中に燈をかかげても隅の方は容易に照

暗さは隅から猿がります︒宝のまん

らし気な眼の輝き︑ほんとうに旺んな一

とかｌわがものに猿っ鳶のその誇

れるとか︑鉄で紙を切ることができた

で堵ｌ例えば一段上から飛び降り巳

なに嬉しいか︑あの何か一つ小さい事

しこども自身成長して行くことがどん

月を東ね年を数えているのです︒しか

に息つく間もなくまた胸つまる思いで

その追いかけられる忙がしさと幸幅

流行して一寸入った時には小暗い間の

けれど照明でいう例えばルックスの

物のように家族が置き忘れられている

力を感じます︒

中を見るような具合です︒ああした風

如き尺度をととに持ち出すつもりはあ

いひそやかな思いや︑粗末な行動が潟

事賞は家庭を明るぐする鍵の在虚を示

誰もが成長をよろこんでいるという

かも知れません︒光りが足りないとつ
地の微生物のように震生するかも知れ

りません︒私が求めるのは生活の光度
しょうか︒いいえどうして猫どうして

ません︒

計です︒そういう道具は必要がないで

これが一番測りにくいのです︒主人は
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あうとと稲ととには他人や他家との比

き理解をもって伸びよ伸びよと奨働し

家族めいめいの方向を大切にしてよ

唆しているように思われます︒

1
較は暫時とり入れないことにします︒

その人なりその子なりの逆があること
を信じましょう︒

兄と妹︒姉と弟の比較もいけませ
ん︒何故兄の如くでなければいけない
か︑妹より劣っていては恥か︑こんな
疑問は暗影をつくる役に立つばかりで
しょう︒

成長をたのしむのは前進の姿です︒

家中誰をみても前え！前え！と歩
いている︑恰度日禁が太陽に向って咲
きほこるようにという家族生活には一

杯に陽が街っているに違いありませ
ん︒

子供たちがそれぞれ成長しても︑こ
の前進は止りません︒何故なら老いた
る父も母も熱心に自己の成長を求めつ
づけているからです︒老いも亦成長と

いえないでしょうか︒永久の若さを周か調整し得ないことになります︒私は

園にみなぎらせる生活技術の持主であそれを警戒するのです︒こうした喰い一

ることは人生の光明そのものです︒違いは時として生き方に水と油のよう
な性質をあらわしますから︒水といつ
債値と満足
家庭はいつも共感・共鳴で管まれるても食酢とサラダ油ならば上手にかき

とは限りません︒一人一人の成長につまぜることによって美味なソースをつ

て行きます︒牡命日における職業や専門ぜる物が必要ですし長く放澄すると分

れて経験も違い性格傾向も色濃くなつくる調理法がありますが魁それとて交

やそして責任を異にしますから立場に離してしまいます︒分離は陰影のはじ

おいて可なりの距離も出て来るにきままりでしょう︒
家族がお互に助け合う小さな働きや

それがおなじようにあれと思ったら分け合うささやかな心やりに幼い日か

ってい︑ます︒

却って窮屈で悩ましくなることでしよら流足と感謝を持つように建設された

う︒しかし︑欲しいものは慨値感と減家庭に育つ人は幸一柵だと思います︒家
の中の明るさは燭光の大きさではなく

何に債値を見出すか︑何を章垂し何てローソクの灯かげにも感得する高い

足感の一致です︒

を軽硯するか通どういうことを浦足に値打によるでしょうから︒

もしもその評償に大愛な差があり根本値打といえば家庭生活の明るさをつ

思い︑いかなる程度で気が滴むのか︒財布

的な相異があるとすると家の中は明るくる要素に財布の力のあることを否定

さを保ち得ないでしょう︒する鐸には行きません︒今日の経済牡

ｌ︲−

極めて燕っぺらな表面的な受協でし命に生きるには誰がお金を不要という

１１
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一

そこでいつも問題になり刺戟となる

でしょう︒

のは財布です︒財布の大きさです︒一

雁財布は大きければ結雛なように思い
ますが果してそうでしょうか︒もしも
大きければいいとするならばどんな大
きさが可能でしょうか︒標準でしょう
か︒そこに新たな問題が起ります︒

財布は生きています︒たしかに生き
ものです︒大きさはそれによって決定

かしいのではありますまいか︒簡単に
なりを無硯する窪に行きませんから︒

考えれば絶封量の制限なり峰件の制限

固苦しい面だけで生命がのびて行か

ふさわしいものであれば何でもいいの

す︒ことに取上げる遊びはその家庭に

ないことは確かです︒家庭にあそびを
必要な道具と主張するのはその故で

の方法ということになります︒これは

です︒狸ち家族共同でなどと枠づける

とすればもう一つの手としては消喪

いえませんし︑望なしとすること︑も徴

必ずしも限界黙に来ているという事は

無理はしない方がいい︒ただし不公ゞ

必要はないと思います︒

家族には財布の内容をはっきりと照

を得ないのです︒

が何をするという篇に誰為にシワ寄せ

平や不平等はいけません︒ですから誰

喝︾峠録︾榊峰例悔壁吋錯榊窪蝿奉押一

らし出して把握して貰い限りある財
布を充分効率化するようにみんなで大
事にすることが現代的な方法と私は言

消費生活に開連しない普通教科はない

は経済槻も和徴に啓褒されています︒

展示の中に︑老夫婦がブランコに乗っ

いたいものです︒先醜﹁人間家族﹂の

です︒ことに特色のある遊びを持って

うな家の遊びも捨てないでほしいもの

といっても除り大きな間違いではあり

ていたのがありました︒文春の口糟嘉

今日の教育を一堂けつつあるとども達

いたいのです︒

ますまい︒

財布をみんなの協力で生かして行こ

の人の心にポッと明りをともす力があ

員にも出ていましたが︑あれは見る程

ＩＩ

庭のブランコ・今都倉地にそんなも

った事と思います︒

うとするならば家庭生活は本質的に明

隅■

るさを保つことができると信じます︒

あそび
︒︑１Ⅱ
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するのではないでしょうか︒

言うまでもなく経済はすべての茶盤
ですからその力の大きいことは明るい
生活を確立させる筈ですが︑力を褒擁
させるには家族全員の共同作業によら
なければなりません︒

時代は既に硝子張りを常態とするよ
うになっています︒ガラス張りは明る
いに違いないのですが家計に開しては
その効果Ⅷパーセントのものがありま
す︒現段階においては所得する総額の
面のみで財布を大きくすることはむつ

１１ＪＩ

1

のは
は望
望む
むく
べくもないでしょう︒それよ
りも
も仮
仮例
例芯芯望めたにしても父母がブラ
り
ンコ
に乗
乗つ
っていたら︐われわれの家庭
︒に

ンコを設けるととのできない庭の狭さ

紅含
含は
は何
何と
と見るのでしょうか︒頭に来
杜
たかと思うかも知れません︒私はブラ
よりもブランコを忘れてしまうととの
方が心配になって来ました︒
ユーモア・歌

それ等は悉く長押か壁にかける飾額

書いては消し︑消しては立て直す設

としてでも常に家族みんなの眼の前に

いつつ山越え谷をわたる力を自ら生み

計園であってもいい︑計算書きであっ

それと共に歌がほしい︒即興詩人で

出すことができるでしょう︒焦ら立つ

てもいい︑賞現の順に従って筋をひい

あるならば生活のよろこびもたのしみ

時に思いなやむ時にふと口吟む旋律は

て行く一随表であってもいい猫そして

かかげられるよ弓にしたいものです︒

どんなに新らしい勇気を湧き立たせる

そのために努力している貯金の積木で

も︑否為苦しみそのものも歌にして唄

時には家中うたったらどうでしょう︒

かわかりません︒ましてよろこばしい

にうなづき合う目標鮎︑早く︑コールに

﹁あれね﹂﹁あれね﹂と瓦に指さし瓦

あってもいいのです︒

到着したいものと糊し合う内テープ︒

そのいみじき合唱は一切の悪臓を近す
ない希望の灯をかき立てる力となりま

来た夢です︒それはどんなに大きくな

た夢がありました︒二人でいつも見て

夫婦は結婚の時に二人つ切りで誓っ

展開させて呉れるでしょう︒

それはどんなに生き効いのある毎日を

けさせない力があります︒そして限り

ゆめは五臓の疲れと︑心理皐は今日

す︒

の支那の奥地博遁に奉仕する夫に添う
屋根裏の部屋から古着を取出して更生
する場合に気取って一︲さ︑これからパ

リに流行服を買いに行きましよ﹂と身

夢は希望です︒家庭を明るくする道

そんな風に教えるでしょうか︒

うか︒

って来たでしょうか職行くものでしょ

づくろいして梯子をのぼったというこ

と思いますが︑より高くより繁築をと

子どもたちは各自に見続ける夢があ

具です︒家族の見る夢はいろいろある

ります︒夢はまた夢を生んで行くでし

ます︒ユーモアは誰が持っていてもい

希弓ためには極く手近かなものもあり

いのです︒ことに主婦は︑母は家の中

長い長い蒋来にかける大きなものもあ
ります︒

を明るくする中心人物なのですから軽

とを︑女史が母の思出に書いておられ

言雪

て家計をやりくり苦心しておられた時

パール・バック女史のお母さんが昔

止

妙なユーモリストでありたいものと思
います︒
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｜

それらは時に話し合うのも楽しいし
そっと術くんでいるのをいとしんで上
げるのも亦梁しいととです︒夢は大切
なともし火です︒

あやまってかき消すととのないよう
に︒埋めてしまうととのないように︒

健康二相

が多過ぎるかの獅があります︒おびえ
・ヘニシリンガいけないとか︑ショッ

てしまうばかりです︒§

クがあるとかなわないとか︑ノイロー
ゼじやないか︑ついにはダローゼだと
か迷い果てない気もします︒

自分を大切にし自ら守り自ら立つ人

身鰐の健康と︑精祁の健康脳との二

康とそばすべての明るさの光源です︒

い灯が競うごとくかがやけばわれわれ

ると思います︒家庭秘家庭の窓に明る

たちによって家庭の明るさが堅持され

つは賞は一つであるに相違ないと思い

ます︒

の壮含は常夜燈に守られることになり

それにしてもいのちのいとなみ︑健

ます︒どちらか一相だけで完全を期し
けれども除り平凡な事なのでつい見

消されないと確信して五に照らし合う

もし火を手に手に︑どんな嵐にも吹き

心から望ましい牡含は︑みんながと

落し て い る の じ や な い で し ょ う か ︒ 解

所だと私は言いたいのです︒またお互

得ませんから︒

り過ぎて殖口にしたり文字にしたり過

のともし火に照らされる明るさがほん

ざいます︒︵日本女子大肇教授︶

明るい家庭をたたえ望むところでご

とうの明色だと言いたいのです︒

ぎてその場その場に活用されない遺憾
二吋︾軸︾崎雪鐸坐宗需毎劃牽鍋唖華厳燕

しよう︒近頃は諜防醤畢を超えて常識
一醤皐でしょうか︑いささか知識の注入

︵十八頁よりつづく︶

畢党︑こは虚世上︑いと簡単の榛だが

︒Ｏ

堂よ

﹁賞行﹂は頗る易くないので︑決して軍な

る高い理想や︑夢の物語︑或は傍ひでもな

く︑此黙相営に信念と勇気が篭つた︑意志

の握さを要する︒だから此れぞ呉呉も肝腎

な其れの賓行を忘れてはならぬ事柄だと斯

く恩ふ︒依って奔修を戒め︑而も純潔なる

の昂揚を悟り︑やがて寛裕のある幸福な身

ゆとり

勤倹貯蓄を●弱行し︑衣食を安定させ︑道義

分で︑正しく現世に生きようとする即ち生

筒ほ領く︑折から左に人間界﹁最低限度

き甲斐のある人生行路を歩みましょう︒

て︑所懐を試ると︒

の生活﹂を重鮎的の基本とする意味に於

生くる︵健康で︶に足る貴あり水あり

Ｏ

しかも住︵すまひ︶は質素・衛生︒

薪あり

①

衣服は箸らず寒暑を凌ぐ

これこそ賃の極楽・安土︒

︵元東城婦人含・顧問︶
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Ｉ帆
︵一一︶

原富男

一青年講座一
一

１１１

毒の矢を抜く

八百メートル一競走

久しぶりに大畢の封抗競技を見た︒わたくしはまだ自分

の子供が小畢校へ通っていた頃通たまに自分の子供が出場

する運動倉に︑いそがしい日のその時間をみはからって︑

ほとんどまったくと言ってもいいほどに興奮などおぼえな

わが子のかけつぶりを見に行ったものだ︒ほかの競技には

いのだが︑どういうものか︑競走にだけは異常に興奮し事

い打ちこんでいる姿に︑胸はせまり眼はくらみ︑涙さえと

後にいたく疲勢をおぼえるほどである︒わが子の精いっぱ

がってな気持と解鐸したのは︑わたくしという早くから澗

わたくしは解鐸を憂えた︒さきに親というもののてまえ

ったく通りすがりの見物である︒

して走っている営人となんの開係もあるわけではない︒ま

典講をおぼえたのである︒課期して見たわけでもなく︑ま

ているその姿に︑かつてわが子に感じたとまったく同様な

血気の若者が必死の力をしぼりつくし︑まつしぐらに走っ

ととろが︑きょう久しぶりに見た八百メートル競走で︑

がってな気持ちわ反省してきたつもりでいた︒

わが子のためとばかり思いこんで︑親というもののてまえ

ないありさまである︒それをわたしはｂきょうの日まで︑

みあげてきて︑いつしゅんではあるが自分ながら手におえ

くる︒傷ついた男は﹁おれを射たものは誰か︑どういう階

毒の矢に射ぬかれた男がいる︒その友が外科醤を呼んで

1

級のものか︑みなりはどのようか︑矢の大きさは℃毒の種
類は砥⁝⁝︒﹂と問い縦けて止まぬ︒そしてついに︑これら
のことがみんなはっきりするまでは矢を抜いてはならぬ︑

とがんばる︒言うとおりにしておいたのでは︑まちがいな
くとの男は死んでしまう︒
︑ｈ︑Ｅ

俳陀は理論的な︑あるいは哲皐的な問題に答えるまえに
悩み多い人類を．とにかく救おうとした︒単なる好奇心か
らくる問題に答えるよりは耐ます毒矢を抜いてやろうとい
うのである︒

罪の苦悩や肉磯的な怖欲にとらわれたものの考えかたに
人為はどのように傷つけられていることか︒人はまずこの
ような毒矢をわれとわが手で抜きとらなければならない︒
そのくふうが大切ではなかろうか︒
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リ

とは倒れてしまってもかまわぬ職といった姿に投げだして

のひたむきな姿を︑あのひたむきに走る︑走りおわったあ

り立ちの︑そしてそれゆえにあまりにも一本気な人生行路

だこの一筋のまことにつながってきた︑と言えば言えるか

のためだかわからない︒しいて言えば脳無才無能にしてた

たくし自身が今まで人生行路を走ってきた姿である︒なん

は︑いかにも若女しく︑と言えばいいようだが心むしろお

恵まれるときがくるかも知れないと無意識にあまく考え

がれたかったのかも知れない︒とうしていさえすれば今に

ただまつしぐらに走ることによって︑不安の苦痛からの

のみちではなかったのである︒

も知れない︒いまさらかこっても池けっしていわゆる出世

となげないものであろう︒しかしそれが通自分Ｑ精いつ

ていたのかも知れない︒しかしいわゆる恵まれるときなど

もうわたくしぐらいの年頃にとっては︑あの場合の興奮

兄せつけられたための興奪だ︑と思いかえすのである︒

ぱいの︑いささかのてらいもうそもゆるさす︑ほとんどま

いくら待ったとて︑もうきそうもない︒恵まれるときなど

︑１＄︑︑

ったく腕一本睡一本のおい立ちのゆえ隔あらゆる好意も
︑︑︑︑

した︑そして︑とのとしまで︑いわゆる人生苦のなげきも

悪意もことごとくとらえてみずからをくんだつする機含と

てくるほどに︑必死なまじめくさった何十年間を続けてひ

気がついてみると︑いまさらながらわが身がふびんになっ

歳の市の焔等スよろしくといったかっとうである︒イスに

なものではなかろうか︒大部分の人は釣皮にぶらさがって

人生行路は魁たとえばとみ合った電車にのっているよう

電車にのる

はなかろう︒

というものは︑特別にある時期を蓋してあるはずのもので

一忘れてきた心その一本気な姿を︑はしなくも︑しかもそれ
とさとらすに︑見せつけられたものであってみれば︑無理

た走りに走ってきたもの︑とつくすぐ思いかえし︑そして

もない職涙あってしかるべきだ︑とわれながら思う︒そう

外地での大患以来ほとほと倒れそうになっている自分の姿
あの八百メートル競争に耐なんのことばない恥ただ決勝

常然腰かける権利を持っている︒しかしつぎのすいた車を

か︒電車にのる人は誰でもひとしく電車賃を梯っている︒

﹁イス﹂についても樋またまさにこのとおりではなかろう

腰かけている人はその何分の一か︒祇含におけるいわゆる

級にむかって︑ひた走りに走る若者の︑なんのかけひき

待たず急いでとのとみ合った電車にのって行こうとする限

を見かえし思いかえしたことであった︒

もなく︑全身全雲を打ちとんだ姿は︑そっくりそのままわ
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ればならない︒人生には﹁とのつぎのすいた車﹂はない︒

りとの﹁腰かけ﹂の椛利を主張するととを止めて立たなけ

ば心までもいらいらさせる︒やっと愁いや魁ほとんどまつ

まわっているので脳疲れといっしょになって︑ややもすれ

のほかは数人にすぎない︒持病の胃酸過多は心食事どきを

したことであろう︒それですばやく︑その席を占領した︒

りて行った︒わたくしは職やれやれ職と思った︒にやっと

い︑

わずかにひとより長が生きするととによって︑幾分かとの

たくめずらしくも職わたくしのまんまえのひとが立ってお

それでもさいわいはある︒このうえもなくこみ合った電

いつもは︑こうした場合︑ひとの席をねらうあさましさを

私Ｌ

主張の放棄を緩和できるぐらいのものであろう︒

車にのり合わせて︑これではとても腰かけるととなど思い

見すかされるような気がして猶わたくしは埴たいてい︑と

きわめてからでないと通その席にむかってモーションを起

芯︑

もよらぬ︑とはじめからあきらめてぶらさがっていると︑
︑︑

自分のまんまえに腰かけていたひとが︑すぐつぎの騨でお
砥︑

のあいた席にむかって腰かけようとするものがないのを見

︑︑

ととろで︑さてどのひとがつぎの畔でおりるひとか職と

さないのである︒しかし心きょうは別である︒

電車はでた︒いまさきまでのいらいらした心持ちは︑一

愛してなごやかである︒ゆうゆうと窓のそとをながめてや
である︒

った︒とたん︑いまの僻はｂわたくしのおりる鵬だったの

このような電車人生槻は︑もうずいぶんまえから感じて

った︒大塚からのって蹄ろ︑ときのこと魁だいぶ疲れてい

もうずいぶんむかしのことになるが︑こういうことがあ

やくくだり坂になると︑との疲れをおぼえる︒そうとう長

そうとうとたえる︒人生も若く元気のうちはいいが︑よう

ない︒元気のときはそうでもないが︑疲れているときは︑

の腰かけのひとがほどなくおりてくれれば︑なんのことは
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りてしまう︑とい一勺ような場合がある︒

見さだめて︑ちょうどそのまえに立つことは︑わたくしの
迅︑

るひとの顔をよみとることに妙を得ているひともある︑と

︑込

みならず︑なんぴとにもむずかしい︒もっともすわってい

どっちみち脳維黙までのっていれば心かならず席はあく

いうことではあるが︒

にきっている︒が︑絡鮎では自分もまたおりなければなら

た︒もちろん新宿までは︑どの電車だって室席のないのが

い時間のっていると職かならす︑どこかにあく席があると

︑︑

いたことである︒さいわいに︑なんの菜なしに立ったまえ

ふつうである︒のりかえて︑さて見わたしたところ︑一つ

ない︒

もあいてない︒しかし立っているのは︑蓮わるくわたくし

￨

ない︒また事賃あっていいことでもあろう︒けれども︑せ

いう見方も︑あるいは統計的にみたら︑あることかも知れ

ひとに求めずわが意のままにふるまう

日ぐれとなれば巣にかえる

おなかがすぐと木をつつき

さが清きものは柴え

さが濁れるものは辱められろ

瞳こ
て
矛
とた盾

むかしシナは楚の園に盾と矛を責ろ商人があった︒かれ

︹ツオ・クィピン︶

っかくあいた席が︑酒飲みや赤子のいたあとで︑汚物のた
めに腰かけられないような場合もある︒

わたくしは殖しかし心との室席を考えなくなった︒わた
くしは︑電車はかならず釣皮にぶらさがるもの︑とかんね
んするようになった︒腰かけていても立っていても︑同様
に行くところへ行くことができる＄とすなおに考えるよう
になった︒腰かけて慾やれやれと思うまでには︑さいわい
されていないまでのこと︑立ってはいるけれども︑とにか
う︑いささかのおちつきは︑もてるようになった︒そうだ

らっしやい︒この盾をつきとおしたら︑おめにはか

わたしの盾は堅固も堅固︑どんな鋭い矛でも持って

はその盾を自慢して言う︒

ずいぶん長い間︑立ちつくしてきたのだから︑もうなれも

からない︒

く自分の志す行路にのっていることだけは︑たしかだとい

した︑腰かけすとも︑たえられよう︒

わたしの矛は鋭利とのうえなし︑どんな堅固な盾で

こんどはその矛をとりあげ

も持ってらっしやい︒かならずつきとおしてみせ

同等の乗車券を持っていても︑老若男女にかかわらす脳
えられることはない︒そ恥が電車内におこなわれている通

る︒

特別のあわれみによるほかは︑ふさがっている席が入れか
則である︒世のおきてである︒

の男が言った︒

とそり身になる︒その鼻さきにぬっと顔をつきだし︑一人

南の山に烏がいる

してみな︒

じゃあ︑おまえさんの矛でおまさんの盾をつきとお

きつつきの歌
みずから名づけて﹁きつつき﹂という
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内幽

ｌ︲と︒商人はだまってしまった︒

不死の薬
不死の薬だと言って楚王に獄上するものがあった︒

へ引っこしてくらしを立てなおそうとした︒あるひとが︑
立ちませんよ︒

それや池だめですぜ湛越の因では心とてもくらしは

と親切に教えてくれた︒

す︒けれども越の園では︑みんなはだしで歩いてい

あさのくつは︑はく人があってこそ︒役に立つので

﹁なぜですか︒﹂と夫婦の問いかえしに︑ある人は答えた︒

ます︒絹は帽子に作ってこそ︑よい布なのです︒け

れます︒

とのお蕊をめしあがると︑いつまでも死なすにいら
けらいたちはその薬を宮中へ持参した︒門衛の前を通ると

そんなもの一切いらない所へ行ったのでは︑くらし

ん︒おまえさんがた殖せっかくよい手塾をもっても

れども越の園では︑みんな帽子などかぶっていませ

何だと問われた︒
不死の薬でございます︒

て楚王はおとった︒門術を死刑にすると言ってきかない︒

やにわに門衛は猫その薬をうばって飲んでしまった︒聞い

など立ちませんよ︒

むかし商という閏の王は笛を聞くことが好きであった︒
おおぜいの人がいっしょに吹く笛の音がことに好きであっ
た︒なにがしという楽人は︑もともと笛が吹けなかった︒
けれどもおおぜいのなかにまじっていると︑吹くようなま
れをしていると弧わからない︒それで︑ほかの人為と同じ
ように給料をもらっていた︒
王が死んで王はかわった︒親王もまた笛が好きであっ
た︒けれども合奏はきらいで心猫奏だけをよろこんだ︒も
うごまかせないにげるよりほかに手がなかった︒

笛を吹く

王のまえに引きだされた門衛は言った︒

わたくしはもう不死の薬を飲んでしまったのでござ
います︒王さまがわたくしをお殺しになっても︑わ
たくしは死にません︒もしわたくしをお殺しになっ
ではございませんでしょう︒

て︑わたくしが死んでしまったら︑あれは不死の蕊
聞いて王は門術をゆるした︒

あさのくつ
むかしシナは郷の園に殖あさのくつをじょうずに作る職

人がいた︒その妻は絹をじようすに織った︒夫婦は越の園
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せとものを運ぶ馬子
むかし一人の馬子が町で仕入れたせとものを馬につんで
蹄ってきた︒ちょうどおひる頃︑一軒の茶屋によってご飯
をたべた︒馬の背の荷がずれているのを見て︑店の人は
荷が歩れてますぜ心はやいととなおしなさいよ︒
と忠告した︒

まあまああとで︒あと半みち足らずのとと︑大事
ないさ︒

かれはご飯をたべおわったが樋すとしも気にかけるようす
がない︒五六丁きたととろで行きあった人がまた︑﹁見なよ
荷がずれてるぞ︑はやくなおしな︒﹂と注意してくれた︒
事ないととよ・

まあまあ︑あとで︒あと十丁そこそとのみちさ︑大
あいかわらす︑意にもとめずかれは馬をいそがせた︒また
四五丁して︑荷はいよいよすりさがってきた︒みちぱたの
老人は見てどなるように言ってくれた︒

まあまああとで︑もうあと五六丁がととだ︒心配

おい︑はやく荷をおろしな・そしてつけなおせ︑見
ろ︑まるですりさがってしまっているじゃないか︒
おっとちてとわれてしまうぞ︒
それでもなお
ない︒

といつこう手をかけようとしない︒

しばらくして坂にさしかかった︒おんな子供がたくさん

見ていて︑いっせいに︑わめきたてた︒

って落ちそうよ︑落ちればこわれっちまうでしょう︒

はやく鉢や椀や皿をおろしなさいよ︒荷がすりさが

まあまああとで︑もうすぐだ：⁝・・
言いおわらないさきに荷はくらからすべりおちた︒ガチャ
ン魁せとものの音が地上でした︒みんなとわれてしまっ

た︒馬もつまずいて横だおしになってしまった︒

岩流島

吉川英治の﹁宮本武蔵﹂の主人公は︑どこか奇型的なと
ころがある︒知り合ったそもそものはじめからせり合った
とどのつまりが岩流島のはたし合いである︒作者は読者を
引きすって︑武蔵のがわにより多くの好意を持たせる︒そ
の場の描篇からもとの好意は作者の作篤としか思えない︒
かき色かなきんのはち巻きをひたいに傷つけずみごとに
きりおとし＄その技量のほどを確信し勝利の誇りににっこ
りといった岩流とと佐掩木小次郎︒
くちびるをうすくして齢裕もなく殺気だったままの形相
︵ぎようそう︶すさまじく︑とびおりざま力まかせにたた
きおろし心あいての死を確認して魁こっそり姿を消した宮

いったい︑どっちが勝ったのか︒

本武職とと新菟武職︵しんめん︒たけぞう︶︒

︹昭和一三︑四︑ここ︹評議員︑文筆淳士︶
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｜刷獅撒稽法漫藷
斌

１１

坂本貞

近頃﹁大法輪﹂誌上で坐輝のことや

健康上にもよい影響をもたらすであろ

ろうし職姿勢を正し呼吸を整える結果

然人からも尊敬されるようになるであ

健康と呼吸の活などを讃みとれを確法

う︒試みに鵬法の坐った姿勢を坐輝に

濃法と健康

と比較してみて興味深く兇えたのであ

較べてみると︑結加鉄坐の代りに左右
の足の指先を少し重ねてその上に腰を

る︒﹁姿勢を整えて下腹に全身の亜心を

避けば呼吸が整い生気は躍動し思想は

施行の際鵬法を正科として加えなかっ

たととに遺憾の意を表するものであ

る︒

さて日本文化史︵辻善之助著︶による

と︑世に小笠原流濫式とよばれている

ものは百丈清規︵しんぎ︶に基いたも

のだという︒即ち信州の太守であった

小笠原貞宗が開善寺創建の際︑禰僧清

拙を請じて開山第一世とし︑その口授

に韮いて寺の行儀を作ったといい贈清

拙の口授は百丈清規に依ったと仰えら
どの虚に自然におとすこと︑静かに鼻

落すこと︑雨手を雨股の上におくとと

たちは子供の姿勢を丁寧に指導しない

で呼吸することは共通である︒そして

規というととは周知のことであり︑ま

正しくなり威徳が放射されて他から尊

のだろう﹂と言っているのでそれは礎

なお確法では敬潅するにも歩くにも物

た清拙澄は元固禰州の人で我が鎌倉時

れる︒百丈懐海禅師が唐代屈指の大輝

一法を修得した人の日常の坐作進退や物

を取扱うにも呼吸に合はせてする︒つ

の違いぐらいであり斌眼を前方三尺ほ

州の取扱いや人との雁待の上について

敬される︵中略︶どうして日教組の先生

も同じことが言えると思う︒例えば弘

ックリ呼吸に合うのである︒大法輪の

まり坐作進退・物品の進撤︒凡べてビ

代の末期執権北傑高時に迎えられて建

つまり僧の集園生活のおきてを百丈清

●●●

師であり︑その手に成ったという清規

道倉編纂の鵬法や小笠原流澱式の．﹁動

筆者は現在の教育が姿勢を指導してい

という鵬法儀式の著書がありこれを後

る︒そして貞宗には﹁祁仰孔方修身論﹂

作の基本練習﹂を減んだ上︑いつもそ

ないこととを指摘しているが︑若しも

長寺にをつたこともよく知られてい

の心持で起ったり坐ったり擢をしたり

熱心に盤法を取りあげさえすれば容易

して仰えよ﹂とのお言葉を賜はったと

醍醐天皇に奉ったところ﹁長く家法と

お茶を運んだりすれば︑態度も立派に

にこれが賞現するわけで︑新教育制度

落ちつきも傭はって過ちも少くなり自

ｌ︲
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I

一人の史官が﹁うまいことを思いつき

まかせて下さい﹁というので︑他に名

ました︒なに︑造作もないことですよ

案もなかったからとにかく一任するこ

｜誹壷︾７匪却唾誌壷鍵鋤塞唯喰痔恥窪鋤奉華衿趣↑鍵垂諏牽津唯寺岐奉奉涯

てをり︑その間時勢に順雁して小笠原忠家は﹁心憂きととにも逢ひぬるもの

しかった︒更けゆくにつれて月は岐為これはそれよりも二百年あまりさか

にほの見えるかんぱせは一段とうろは鍾愛の破滅をもたらした物語である︒

いは殊のほかあでやか鳴灯台の火影人しれず憲をささやいた平安朝貴族の

房の許に通っていた︒その夜のよそおかしらないという︒青い御難のかげに

藤原忠家の若い頃︑よにも美しい女女房を訪れないのでその後どうなった

ないのかもしれない︒ろとともあるまい﹂と気をとり直して
尾篭なことなどひた走りに走って蹄宅し芯それつきり

にとそ菅原の大臣︑御心のままにまつ

うじて残したまま退席したので︑﹁それ

大臣にお任せ申しますよとの一言を辛

もたまらない︑今日のところは寓事右

つまでたっても止まらないので﹁どう

急に手はふるえ︑こみあげる笑いはい

高やかにならして侍りけるに﹂時平は

差し出した︒が︑それと同時に﹁いと

はずよろけたトタンに︑ああ何としたたちが︑せめて一日だけ是非右大臣の

せた︒﹁まあ﹂と小さく叫んだ女房が恩平の押す横車に手をやいた道亘派の人

のばして女房の肩にかけぐいと引きよていたところ．何かの事件について時

敷居にのぼって月光を仰いだが︑とのる︒
風光を共に愛でようとしてか︑片手を政廃では左右大臣相並んで政務をみ

愛嬬とも言えようか︒そうかといって

政敵の口を封じたなどは時にとっての

けであろうが︑との奇策が効を奏して

いたと見えてそれをうまく利用したわ

りごち給ひけれ﹂とこれは大鏡に見え

︒●●

文挟にはさんで恭しく時平公の御前に

と冴え魁庭の面をわたる風さえ趣が深のぼった延喜のはじめ︑藤原時平と菅

さてその日になった︒史官は書類を

とにした︒

流礎式もずいぶん蕊遷したことであるかな︑世にありても何かせん﹂と幻滅
うが︑少くともその基本動作などに坐のあまり出家遁世を思ったが﹁いやい
禅と共通鮎の見出されるのに不思議はや女房が過失を犯したからとて出家す

いので忠家は堪えかねて御簾をかかげ原道亘との封立していた頃の話であ

ことであろう﹁いと高く鳴してけり﹂みで虚理させたいものと︑その手段に

大鏡の作者も貴人の御前での放屍を決

ている︒時平の笑上戸は世間に通って

と宇治拾遺物語に書いてある︒さてもつき額をあつめて凝議した︒そのうち
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拾遺物語にもある︶藤原公季がわらは

●●●

やみの治療の篇に祥賞上人という僧の

●●

して是認しているわけではな︐く﹁いら

許を訪れた︒営時は加持所赫によって

米川古稀翁の心境をはかりまつり

てよめる長歌並反歌

られない現象であってみれば︑﹁蓋﹂ぱ

なはなしではあるがｂこれも日常避け

放屍のことなど口にするさえ無作法

慰申上げ度うございます﹂という返事

る︶を食べていますので︑今日は御遠

のため醤師の言葉に従って野蒜︵のび

故である︒申込みに封して﹁只今風病

おもほゆ︑水ぬるみ淵瀬々々に鯉鮒のうづ

に魚くづの上る音きこえ︑陽の照れば川し

雨降れば潟ししのぱゆ︑水まして小溝為た

秋田螺川村宗嗣

かりしてもをられない︒自他共にそれ

であった︒野蒜はラッキョウやニンニ

●●

なく振舞ひてければ﹂とエチケットの

病気を治すととが一般に行はれていた

についての虚理の心得を子供のうちに

クのように臭気の弧いものであるから

●●

いない︒

上で一膳の批判を下すことを忘れては

咲けておきたいものである︒﹁嫁の屍は

それを食べるといきは勿論身鵠まで臭
のである︒これは営時のエチケットで

も可愛げがないＯ﹁ごめんなさい﹂ぐら

いって常事者が何くはね顔しているの

リと笑うなどは禁物である︒さればと

戦陣に臨む武士が兜に香をたきとめた

堵みとしてみられよう︒それにしても

は︑単なるぜいたくではなく趣味とか

平安貴族が衣裳に香をたきこめたの

空か︑空と水とにわが心一つにとけて︑行

５きの動きにひとみをぱ定めてあれば水か

の青草の柔きしとねに腰おろし︑まづ一ぶ

軽く︑めざして急ぐ水遥には︑われまち顔

士の小舟の釣り日より︑手なれの竿も身も

むと立ち出づる︑外面は風もなぎさこぐ海

と日︑などかあだにぞ過すべき︑いざ釣せ

まくが見ゆ︑七十路の老も物かは︑けふ一

五臓六脈をかけめぐる﹂とは嫁のみで

くなるので貴人に逢うことを僻退した

す︒そこで同席した人は他人の失敗を

みは大切であろう︒

あったろうが殖今日と雌も同じたしな

●●

なく多くの女性のつつしみ深さを表は
塞吹く風ときき流して︑そしらぬ顔で

い言う裳けをしておくのが常識であろ

というのは何というゆかしい心がけで

ひて物思ひもなし︒

釣り糸をたれてしあればわが心こ上にたら

く雲の中にかくる呉魚のむれはも︒

くと吹く煙︑はらひも果てず垂る上糸の︑

う︒ あ く び ︑ く し や み ︑ せ き ︑ な ど す

あったろう︒︵念員︶

●●●

いることが唯一の救いとなろう︒クス

べて同様に考えられようか︒
今昔物語によると︑︵同じととが宇治
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食卓稽法回
ナプキンの扱い方

＝ 二 一

ﾘ
i

ます︒食器のならべ方は︑めいめいの席の前

要な食器を取り揃えて︑順よくならべておき

いて︑ナプキンリングにはめておくことがあ

にたたみます︒家庭では︑ナプキンを丸く巻

テルやレストランでは︑ナプキンを色だの形

はそれを手前にして︑皿の上に置きます︒ホ

ります︒これは一同毎に洗濯する手数を省く

に位置皿弓回匡①国鼻のを置き︑癖その右にナ

に︑あおむけにならべておきます︒フォーク

で︑夕食には新しいのを出しますが︑それを

ためでありますが︑長い航海の船等でも同様

イフ︑左にフォーク︑スプーンはナイフの右

ナイフ及びフォークを置きます︒但し崎鮭蛎料

リングにはめておいて︑次の日の朝と書はそ

の左にはパン皿︑位置皿の向うにはデザート

理につかうオイスター・ブォークは︑右であ

れで間に合わせたりします︒

ナイ？もうオークも︑外側から順に使って

ります︒

を膝にかける人があ

それに﹁キン﹂という小さいことを表す言葉

はナップ︹ラテン語ではマップ︶から出て︑

りますが︑これは近頃の

クも︑用途によって形がちがい︑大きさがち

い歴史を持っているのであ︐ります︒ナプキン

事です︒これに封してナプキンは相富に古

ナプキンという言葉わが図でも食事に布
がっています︒それに魚肉用のナイフ︑フォ

いふくことになっていますが︑ナイフもフォー

ークは︑特に銀めっきをして︑鐘の酸化を防

ぎ︑魚肉の味を損じないようになっていま
す︒

はフランス語ではテーブル︒クロースの意味

がついてできたものだといわれます︒ナップ

ですが︑これはローマ時代には︑食物を手づ

ナイフの向うにはグラスをならべます︒洋
理の種類に雁じて︑それに合うものが用いら

かみでたべ︑汚れた手は︑クロースの自分の

食に飲み物はつきものですが︑飲み物は︑料
れ︑グラスはまた飲み物によって︑形や大き

近頃はナプキンの外にセルピエット︵叉は

す︒

サービエット︶という言葉も使われます︒こ

前のところで拭いた風習の名残りと思われま
位置皿にはナプキンを載せます︒ナプキン

います︒

は︑前には左側に置きましたか︑今は大てい

の方が品がよいと言っている人もあります︒

さや色を異にし︑一面食卓の飾りともなって

四角に折り︑輪を左︑文字や模様のあるもの

（34）

川島次郎
テーブル・セッチング洋食卓には溌め必

一 ＝

これは英語のサービスと同じ語源でありま

いうのが常識のようになっています︒ところ

つ折りにし︑輪の方を手前にして膝に置くと

とがありました︒十七世紀の半ば頃に︑英図

とが︑料理長の資格の一つだと考えられたこ

も︑曾ってばナプキンを色色の形にたたむこ

ではチャールズ二世の治世でしたが︑ジャイ

が伊太利では︑胸に掛ける方が正式だそうで

ふきん

これは多分マカＥ一や︑スパヶッティ等の料

に︑二十六種の折り方孝一教えたという話が僻

ルス︒ローブという謹術家が︑王室の料理長

が︑これは布巾の連想からなまったものと思

同じ風習が残っているということも聞きまし

理の開係もあろうと思われます︒俳蘭西にも

す︒わが国にはナフキンという人があります

︐われます︒

ナプキンの使い方ナプキンはその起りか

いうことよりも︑こういう席での一つの塔み

これたハンカチが汚れているとかいないとか

限り︑自分のハンカチ等はとり出しません︒

う︒食卓についたときは︑特別の必要がない

拭うというのが︑第一の使みちになりましょ

プキンを三角にしてその間に入れ︑三隅を巻

ばったり︑滑り落ちる心配のあるものは︑ナ

キンの間に入れて膝に置きますが︑多少かさ

扇とか︑手に持っていた小さなものは︑ナプ

に使われることがあります︒普通手袋とか︑

なおナプキンは︑膝の物を包んでおくため

直ぐにナプキンをとって膝に掛けたりするこ

んが︑このこととも開通して︑食卓につくと

入で説明してあったのを記憶しています︒

ことがありましたが︑ずい分津山の形が︑繕

いう単行本が眼についたので︑買って蹄つた

っていたら︑偶然〃ナプキンのたたみ方〃と

わっています︒先年ロンドンの古本屋をあさ

となっているのであります︒

き込んでおきます︒食卓に持ち物を出すこと

ンは最初の料理が運ばれたときに︑取り上げ

とは︑不作法の一つになっています︑ナプキ

た︒

次にナプキンの重要な役目とされているの

は︑化粧品入︵パーティ・ケース︺以外は許

ら言えば苫フィンガーポールで洗った指先を

は︑グラスで︑水なり︑酒なりを飲むときに

されないことになっています︒

ずっと前には︑ナプキンはひろげて︑一方

使ってよいと言っている人もあります︒

とれないものだから︑便宜自分のハンカチを

ことです︒但し口紅は︑洗濯してもなかなか

じを輿えますが︑蒲わが図では結婚披露宴に

をかけた純白のナプキンは︑それ自身快い感

護達しました︒しっかり糊を付け︑アイロン

キンは︑また食卓を美しくする装飾としても

ナプキンのたたみ方賞用に始まったナプ

ん︒乾杯のために椅子から立つとか︑テープ

後に席を離れるまで︑食卓の上に戻しませ

のであります︒

なくこわしてしまうのを惜しむ意味もあった

ら来たものでしょうが︑ナプキンの蕊術を心

の動作にならうとかいうのは︑食事の品位か

るものだとか︑主人の合間を持つとか︑主賓

今は家庭では一々こうした手数をかけませ

は︑ナプキンの端で壱できるなら裏の方で︑

の隅をチョッキのボタン穴にと胸と膝とをお

は新郎・新婦のナプキンは鶴鞄︒媒灼人は結

層キー拭い︑あとに汚れの残らないようにする

お涙りよ岸７にせよといったものでした︒しかし

って︑特別の形にたたんだりします︒西洋で

び︑一般来賓は末旋というように︑縁起を脱

︹三十八頁へつ賞く︶

ナプキンは一たんとって膝にかけたら︑最

ナプキンをエプロンの代用にはしません︑二

今日我が間では︑子供か老人ででもない限り
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大杉謹一

大橋乙羽の生涯と作品印
添えがき
私は四月二十三日米津へまいりました
︵本稿所荻の分をお目にかけました︒

ので︑騨前一昔弱屋に立寄り︑弘道四冊

その折︑大橋佐太郎︵乙羽︶が渡部春

八郎は重態であります︒

うので︑小八郎を見舞にまいりました︒小

宴維って九時頃︑迩弐の外に三四人の来

た︒

宴が新大橋のたもと菖千楼で開かれまし

日ならず彼の地に赴くというので︑遥別の

により︑肥前長崎支店の役員に任ぜられ︑

梅津通次の父正義は︑日本物琵曾杜の命

其十三

と下女のお六ばかり︒気がねもいらぬ女同
よ

よつ淫

士︑何んでもないはなしをするにも︑笑つ
て腹を捻る面白さ︒

其十
今宵は飯田町中坂世縫積荷の縁日︑通次
にお園が詣でます︒

其十一

常盤津の師匠文字清のところへお園がた
づねてまいります︒

事に金田小八郎は︑肺斌衝という病に確

さて月も花も命あっての物種︑ふとした

かせ出す︒しばらくして宴了り︑通次が濁

同酒を過して銘冷の隠し塗︑またも花を咲

をまた呼び寄せて︑爪弾の沈み調子に︑一

しんみりとした小酒宴に︑先刻呼んだ塗奴

客だけ残りまして︑酒を改め肴をえらみ︑

り︑半年ほど前から療養中でしたが︑日頃

り居残って曾計しておりますと︑以前の謹

其十二

いってお見せ頂き︑弘道を引績をお送

虚弱の身とて快気の模様も見えず︑日に日

奴小松というのがなまめかしい一崖に橡側

子様へ姉上︶宛の葉書が見つかったと
りする約束をして蹄りました︒さて今

に衰え行くぽかり︑母は心痛一方でなく︑

え︑敷左の憂目をしのんでいますが︑今日

死別れた母健寄る遥ない拾小舟の鶴を絶

杖とも頼み柱とも便り切った枠小八郎に

其十四

年も盛りの十八九︑お園とは稽古朋輩︒

っしょに新柳亭へ行った折出あった蕊奴︒

この小松というのは︑いつぞやお園とい

つめびき

回は前稿の績営であります︒

娘お園にも相談して大里病院へ入院させ看

はいさんし友う

その年も暮れて︑お園十八才の春を迎え

の障子を開けてはいってまいります︒

其九
夫婦仲むつまじく︑父御の正義は一人留守

護につくしますが︑傾きかけた家の容易く

て上ご

居して︑辞退する嫁に夫通次を伴わせ︑場

立直らぬと同然︑やつと露命をつなぐばか

正義は曾牡の用事で急に長崎へ行くとい

喜んでおりました︒

遥去らず看病しますので︑小八郎もいたく

も梅津から暫時のひまをもらって︑兄の枕

母の切なさ︑常人の心細さ︒そこでお園

脂ⅢノＯ

末ながらも本所二シ目の通りをぶらＪ︑と
まじい様は︑春の海のようにおだやかであ

散歩させるまでの心づかい︑梅津一家の睦

ります︒

人数の少い家内は︑ことのほか心やすい
ものとて︑梅津家では主人は役所へ出仕︑

親御の正義も曾壮へつとめて︑あとはお園
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口に一時間も立たしておいて︑それで留守

軒はどうしたのだ︒亭主が厨つたのに︑門

わ︒﹁おい園︑無潅な阿魔︑此家には置け

き︑﹁あれシ﹂という時︑丸髭解けて大わら

こ陽
酔うたにまかせて小髪を桃えば︑お園は驚

いびき

はその一周忌︑菩提所である谷中無明院へ

居の役がすむと思うか︒無潅極まる︑しシ

腿み︑戸外へ出そうとひしめけば︑お園は

うち

おまいりに来ました︒これまでの家では猫
ものいり

り住みには手騰いばかりでなく︑賛費が多

ぬ︑あア出て行け﹂と︑袖をむんずと引つ

お園は一向沈着きばらい︑﹁はい︑それを

つかおもて

いので本所林町に移りましたが︑こ上はい

失敬﹂と︑眼の色鍵えて詰め寄る始末︑

一生懸命︑泣いて拒めど力及ばず︑あや戸

ぶせきわび住い︑家賃の取立てにもいろい

の方に追い出だされ弓今更妾を厭いての沙

すや

わらわあ

存じませんのは︑重々妄が悪うございまし

汰か﹂と︑格子にすがって泣き沈む︒

わたし

た︒モウ近所でもお疎みなさいましたのに

ろと言謹をいうて蹄ｊ始末︒

お園も以前のようには往き来できず︑通

もいいじゃアありませんか︒﹂﹁あシ何んだ

そんなに大きい麓をお出しなさらなくって

ものがあります︒お閲が母の許へ飾って来

更けたのに︑戸扉をほとｊ︑と打ちた上く

と隈そ

本所林町のお園が賛家︑夜もはやいたく

は怪しからんｐなぜ大きな礎をして悪い︒

した母が︑﹁お剛そりゃアくやしいだろうが

主人がよそから儲って来て︑部屋まで這入

遅く齢つたから大きい麓をするなと︑これ

其十七

奴買いなどする様子︒

次も自然疎遠になるばかりか︑この頃は蕊

其十五
お閏は残春の雌月夜に︑夫の蹄りのおそ
いのをうらんでおります︒気が狂いそうで

麓が悪い︒さア聞こう﹂と膝を進めるのを

る頃でもあったなら︑通次位に負けておる

もうちつと辛抱おしよ﹂うちも小八郎が居

たのです︒お脚は泣いています︒そうと察

お園は検目でじろりと見やり︑﹁ほ上ナニも

事はないが︑何んといっても此の通りの始

っても︑今の高野は何だ︒オイ何で大きな

そんなにお怒りならなくっても︑いいじア

末︑今更彼家をよして︑他家へ嫁入すると

す︒

ありませんか︒今夜ばかり他家へいらしつ

しても︑貨家がこんなでは貰い人もないだ

かえり

ましたが︑次第に夜も更けわたるにつけ︑

たように︑ホンに度為宅をおあけなさりま

ろう︒よお園︑そりゃァ妾だシて泣くほど

其十六

戸叩く風に幾たびかじらされては︑痕苦し

せんものですから︑お待受けもうしてお

おこ

い夜半の夢に︑性根疲れてとろｊ︑とまど

りませんのは悪うございました︒ほ上上︑

お園は夫の蹄宅を︑今かｊ︑と待ってい

ろむ折しも︑忽ち高く呼ぶ麓に︑おどろき

雪号

ほか

畳めて枕遜を兇やると︑物をも云わず長火

はなくっても︑自分から気がついてよすだ

時の事だろうから︑そのうちにはお前が雫一

うち

わたし

ろうだから︑モちつと辛抱するがよい︒ほ

くやしいが︑通次の浮気するのも若気の一

こ

鉢の傍へに座って︑さも不平気にお閏の顔

知らぬ顔をしますのを︑迩次よくよく見か

どうせ今夜もお踊りがないと思って︑質は
縮すんでしまいました﹂と︑下を向いて素

ほか

をじっと見つめている通次︒﹁オイ水を呉れ

ねたか︑﹁な︑な︑何んと云いおった﹂と︑

あすこ

コリヤ水﹂と︑眼を光らしてなじり問う︒
存分に酒を呑んでのあげくである︒﹁今の高
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かぜ

やす

１１
んにね−お園︑人は貧乏にはならないものお風邪めさぬようにお疎みなさいよ︒﹂﹁あ
一つち
たつしや
だ︒賓家が悪くなったシて︑女房までが邪アお前も壮健で⁝⁝︑ほＬＬ輝確でもする
樫にされるか﹂と︑親子互に手を取りかわようだ︑お園いいかえ︑そ箔可ｊ〜ほんに妾

三一十五頁よりつづく︶

ルスピーチをするとか︑またはダンスのた一

一時も蝕計に留めて置きたいが︑そこはそにでもいられる事になろうものならいつそ

﹁たまさかお前に逢ったんだから︑妾もな心配じゃアないからね︒妾もお前と一所

内にし︑軽くたたんでテーブルの上に置き

汚れが目にたつようだったら︑汚れた方を

ソは椅子の上におきます︒最後には︑若し

めに席を離れるとかいう場合には︑ナプキ｜

れ⁝⁝それにお前こんな夜更けに来たのだうれしいけれど︑だが通次も赤ん坊でも出

ます︒始めのようにきちんとたたむのは︑

わたＬ

し口惜し混袖にはら﹄︑︒もそう思うてはおるけれど︑なかノ︑大抵

もの︑せめて今夜だけも泊めてやりたいと来たなら︑そういつまでも今のようでもな

｜｜融溝﹄鐘吐に趣稚雑麺喝睡軒韮︑諦醸誌唾

ています︒ナプキンの標準的の大きさは︑

亜麻を織ったリネンですが︑木絹も使われ

ナプキンの大きさナプキンは正式には

一一ます︒

ころだが︑断りなしに泊っては︑かえってかろうからね︒妾も透ってでも行きたいと
こっちの落度になり︑向うへはますｊ︑理ころだが︑この勝鍔では却ってお前の気が
のつく道理︑の諺りお園妾の云う事聞き容れ引けるだろう︒それ１︑そこはあぶないよ
て︑機嫌よく蹄ってくれ︒辛抱すると云う購郷が腐っていから気をおつけよ﹂と︑何
のはこ上の事だよ︒ょ︑お前齢ってくれ﹂かにつけて子の案じられるのは︑親心のつ

と︑母は泣きながら頼むように言聞かすのねであります︒
いながら︑﹁ほんとにお母さん︑妾が悪うご影の微かになるまであと見還りましたが︑

で︑お園も漸くわが非を畳り︑涙を袖に拭母は門口に立ち出でて︑瀧夜ながら娘の
つかわたし
ふしど

︹つ賢ァく︶

外図にも相富出ているようであります︒

が︑これは我が国で生毒し始めたもので︑

や喫茶には︑紙ナプキンが用いられます

のものを用います︒が︑近頃は簡単な食事

す︒この中正餐には︑二七吋または二四吋

一三吋︑二四吋︑二七吋の正方形で副ありま

馴れた髪を掻きあげて︑立とうとすると母はいります︒︵っ資く︶

ざいました︒そんなら今夜は蹄ります﹂とやがて物思わしげに︑戸をとざして臥房へ
親は︑﹁お園髪が大層見苦しいから︑一寸
くしま き

櫛巻にしてやりましょう﹂と︑立って娘の
うしろにまわり︑手早く髪を結い了ると︑

さァ出来ましたよ︒そんなら宜しくお詫を
してね︑よいか﹂と娘をいたわると﹁左様
ならぼお母さん︑大分夜も更けましたから
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弘道詩林
三好凌石選

＠題富獄一八十七聖寒蝉大森午︹日立︶

○○○○○００○○○○○○○○○○○○Ｏ
評日︒雄揮︒返虚入揮︒積健篤雄︒引用司空同廿四品之語以評︒

果日照雲海︒荘巌誰得描︒天風芙獄頂︒悦惚若聞詔︒

＠寄懐前文相樫村乾堂先生

八十玉里江東片口安︹富山︶
○○○○○○○○．○○０○○○○００○○００Ｏ
夙績隈公志︒稽門同輩超︒立朝如在野︒下野不忘朝︒欲就
○○０○○○○○○００○○○○○○○
雅︒白雲初時︒幽鳥相逐︒

百年計︒経成一世標︒誰知棟梁器︒守節未曾嬬︒評臼︒典

＠賜藍綬褒章喜賦八十聖小串廉粛︹横漬︶

利用厚生輪此身︒寸功無更可誇人︒記園優類賜藍綬︒老樹

○００００○○○○００○○○○Ｏ○Ｏ○Ｏ○○○

○○○○Ｏ
花開八十春︒評日︒勤健︒天地典立︒祁化仮同︒

＠述懐耕陽大塚規一︵千葉︶

℃︑０︑︑︑︑︑︑Ｅ砥℃︑晒○○○○○００○○
坐臥家山意曇如︒誰言倣褐計猶疎．月明窟竹飾金後︒風静
○○０○○Ｅ︑︑︑︑︑︑︑Ｅ︑︑︑ｂ︑︑砥︑Ｅ
庭梅綴玉初︒案上間聞寄来信︒枕頭好伴讃残害︒不知名利

＠正中山法華経寺霞軒鵜野英治︵千葉︶

℃︑︑︑・恥ｂＬＥ︑︑
是何物︒祇合南軒畢姦魚︒評日︒瓶密︒意象欲出︒

心正︑Ｕ殖︑ⅡＥ・ｂ芯Ⅶ︑℃述○○○○０○○００

○○○○Ｏ
塞琴談衆生︒評日．高古︒汎彼浩劫．省然空縦．

祇樹森森翠色清︒塔堂餐鹿野嶋鴫︒千秋欽仰耐師徳︒法鼓

老人相見髪添霜︒話到奮朋同故郷︒一夕興深職不謡︒坐中

＠老人含席上作八十一聖況堂天野佐一郎︵東京︶
もじｂ︑ⅡＥＥ︑Ｅ正℃ＥもＬＯ○○○○○○００

︲ｉｌｌｌ

○○○○○
吾是最年長︒評日︒委曲︒杏蛎流玉︒悠悠花香︒

ｌ︲︲ＩｉＩＩ

＠即事九十一里有隣菅谷徳次郎︵宇都ｇ

驚楓俄頃岡鴫雷︒天地昏冥妖気催︒忽看後園修竹外︒斜陽

ｏ○○○○○○○○００ＯＯ○○○○○○００○○

○○○○○
映出碧山来︒評日︒焚塊︒忽逢幽人︒如見道心︒

濯山箕輪直︹茨城︶

＠寄家孫遊翠子千葉農業大望

Ｅ砥℃ｎ℃ｎＬ芯℃ＥＥ＄︑℃○○○○○○○○○

○○○○○

青診抱志遠家郷︒畿雪柴冠名字香︒勿倣都門軽薄子︒須知

画本在農桑︒評弓典雅︒玉壷買春︒賞雨茄屋︒

＠四月三日口占移山寺島慶一︵千葉︶

︑誼︑＄Ⅶ︑︑︑正牡晒︑︑︑○○○○○○○○○

節近清明雨不乾︒恩詩人椅碧欄干︒東風底事無靭頼︒猫勤

＠賀某氏結婚九十四聖如琴座野庄作︵茨城︶

０○○○○
樫花逢蛸寒︒評白︒沈浩︒脆巾潤歩︒時聞鴫凝︒

℃Ｌ︑℃℃︑︑ＥＥ︑︑Ｅ︑︑○○○○○００００

○ＯＯ○○
同契百年晴︒評白︒蒲腿．祁存常黄︒始鯉黄金．

花顔紅粉膿装成︒燭映金昇珊色明︒賀客満堂淑不極︒唱随

＠新築移居作原三雲石村田一雄︵横漬︶

︑ＥＩＥ︑ｈＥ殖Ⅲ芯︑Ｌ︑ｈＯ００○○００○○

○○○○○
慈萱甘小成︒評臼︒沖淡︒潤之悪風︒准祢在衣︒

猫向硯田町筆耕︒久招剛笑信服名︒不求功利典柴達︒常侍

＠賀林石崖翁七十七毒次韻

香城菅谷敏夫︵千葉︶
℃もも芯︑︑℃誼ロ１Ⅲ町︑℃○○○００○○○○

怖雅養直兼保身︒一門昌蓮益振振︒崖翁剛健不知老︒歯徳

＠宿鵬川旅館恵祷兼坂重︵千葉︶

○○○○○
洋洋喜毒春︒評日︒砿迩︒執不有古︒南山峨峨︒

︑︑︑︑︑Ｅ︑︑︑Ｅも︑︑ＬＯ○○○○００○○

鵬川面海月光明︒歌枕砺窓聡櫓蕊︒一夢忽醒天欲暁︒起看
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Ｏ○○○Ｏ
漁艇蹴波行︒評日︒流動︒超超祁明︒返返冥冥︒

＠悼孫義郎夏村田中和︹千葉︶

Ｅ︑︑℃︑︑︑ＥＥＥ咽晒述Ｅ○○○００００○○
三十三年了一生︒粗豪負気不求名︒濫然去世遊何庭︒極目

○００○○
蒼荘天色明︒評日︒含蓄︒悠悠空塵︒忽忽海握︒

．＠賀海上雲鵬翁喜寿石崖林庸之助︵千葉︶

○○○ＯＯ○○○○００○○○○○○○○○○○○
○ＯＯ○○
毒色入新篇︒評日︒精祁︒明騎絶底︒苛花初胎︒

光風群月自陶然︒教化長看志節至︒七十七齢身益健︒南山

＠謡曲含即事一畦小久保謙一︵横演︶

Ｅｈ︑︑℃ｎ︑︑︑ｈＥももＥＥＬも︑︑︑℃ＯＯ

僚友求閑含草堂︒雅謡数曲興洋洋︒晴篭潤出望春色︒花外
○００○○
鴬蝉相和長︒評白︒形容︒如覚水影︒如富陽春︒

＠偶吟八十聖長島亮平︹埼玉︶

○００○○００００００００○○００○○Ｏ

凌石三好寛

＠寒蝉子歌再次寒蝉詞長東湖先生百年祭糞詩韻以贈

吾友蝉里健子彪︒潅如雛菊微霜秋︒八十七齢凌壮者︒奇気

蕊落沖斗牛︒単博識高才俊逸︒手総標朕不少休︒吟骨陵蝿

留︒石門塗翠寒瀬激︒欲洗聖衣倣公侯︒金樫洞畔夜投宿︒

髭如雪︒下筆淋潤風格通︒﹄憶昔吟遊昇仙峡︒馳車排雲轍屡

酌酒肯敷院典劉︒仙蛾入夢驚酔塊︒山螺投轄作詩囚︒東道

主人風流子︒詩歌含友相唱酬︒龍子門下一材幹註云龍子︒

海上胤平養女後綴者也典鋪日夕楽忘憂︒寓金弛買奇勝地︒碧

也甲府市長穂此畢︒蹄途招遼謙高模︒此時我始典君識︒肝

嶺不津鳥自柔︒倫篤外人所買取︒仙境諺無償可響註云讐償

代英傑大西郷︒牡同一瀕擁靴琳︒惨英城山絶命詞．世人偉

愉身遊甲州︒蹄来妻李泣且怒︒任他謎責付欧欧︒﹄君不見絶

君携三印悉探勝︒莫是牒治阻迩簿︒官私狼狽捜索念︒薦知

謄相照話窮愁︒金川明府内務警察雨部長︒官印託君任荏優︒

＠偶感八十九聖椛翁菅野三郎治︵禰島︶

評日︒豪放︒槻花匪禁︒呑吐大荒︒

不知民主国︒苛税筒堪聞︒世態多驚異︒慨然看凱雲︒

誰知擬理費商量︒養性惟須保健康．無病息災人所願．虚心

○○○００００○○００００○○○○００○○○Ｏ

有作者琴石生子世︒排蕊本事罷喧鰍︒君又崇俳信行篤︒観

唱車琳球︒蝉嬰篤慨文士桂月篤員作︒論駁紛紛似反姿︒時

音智力足光猷︒我父病篤君致祷︒徹宵三日懇情周︒君曾歴

０Ｏ○００
便見是仙方︒評日︒自然︒倶迩適性︒着手成春︒

＠繰陰請書豊斎肥田寅松︵横漬︶

Ⅲ︑︑︑芯︑︑︑︑ＥＥ︑℃︑○○○○○００００

幾沈浮︒天勝美職能養毒︒酔吟高興何油油︒﹄

慨然憂園惟包差︒鳴呼蝉乎蝉乎蝉有五徳君以競︒人海荘潅

不痩︒締朝雌招山盤笑︒嘉遮伴鶴同清修︒時世一愛事難測︒

仕数明府︒桂冠去慕元丹丘︒遠官満州不知老︒煙霞作癖癖

謹窓尭凡静如輝︒物外除生不要銭︒潤愛山居閑日月︒維陰

＠梅園暖酒菱妓寺田英一郎︹大坂︶

○００００
深虚枕書眠︒評日︒超詣︒如滞白雲︒清風倶蹄︒

︑︑︑もも︑︑︑︑ｎ＄ｂＥ︑○○○００００００

０００○○
略鴬僻裏蕊︒評臼︒清苛︒可人如玉．歩展尋幽︒

雪裡尋梅坐古亭︒春風脈脹満園馨︒隙逢暖酒耽吟興︒隔樹
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弘道歌園
割田斧二選

なさけ

秀逸
○東京都中村徐風
留守ながら燕出入ると戸は閉めず人の情をとの家に見る
︵人の温い情けは身にしむるもの︑作者もまたその人︺

○門弟の計報に宇都宮市菅谷徳雁
ながらへぱ悲しみもあり教へ子の我に先立つ今日にも逢ひ
ぬ

１１

○埼玉際石川奈美子一

いにしへの班がたりもなつかしく深谷にのこる忠則の塚

○川越市小名木狂辰一
たる

子の問ふに返事つまれるその母はミシン踏む足のろくなり一

○新樹新潟豚波多良介

埼玉腺大久根吐月

このごろは花みなちりて葉樫のながめまたよし越の山交
○

新世帯心ばかりの雛段にせまき坐敷の豊かになりね

○大竹知事を讃二﹄幅島市菅野椛翁

あなたふと民主のおきてにあがた守るか営みをぞまづ示さ

れますを．

〈41）

︹長命のなげき︑あはれまた情味深し︺

○藤若葉松江市干井常清
里発と垂れ下りたる膝若葉庇ものめきたり昏れせまりつつ
︵化物の正盤見たり：：：ひとときの夕暮の風景に作者の感あり︶

佳作

○府雲峡旭川市高石雅誠

そ上り立つ岩の連ろ層雲峡瀧の音た営龍りて消えず

○千葉牌菅谷義太郎

戦に係はりにける吾子五人みな蹄りけり祁斬らむを

○千葉牒石橘香峰
○茨城牒蕗川谷風

茄代に此の灘のいやまして夜毎日毎に苗育ちつつ

○千葉聯兼坂秀嶺
○富山牒片口江東

前庭は脚脇それノー晩き満ちぬ腰かけて見る縁側の先

忘られて残る雪かと見るばかり卯の花暁けり小野の山里
さくら暁く野道蹄れぱ夕闇に備後三郎のいにしへ恩ほゆ

○栃木市太平山にて割田斧二

開東平野雨晴れゆくか赤麻沼のそれと光りて目の果に得ぬ

○中山法華寺五重塔千葉撫鵬野秀春
そ上りたつ五重塔は木の間より仰ぎ見るだにとふとかりけ

１１

︲１１︐

I

弘道俳壇

秀逸○雑詠
馬鈴薯の花に雲湧く開拓地
見失ふ一初蝶の白淡かりし
春蘭の花一つ上げ句碑の前
日脚伸ぶ族蕊人が今日もまた
掃立や子供あやして税吏去る

佳作
城下りて皆緑蔭の人となる
睡蓮の花の四方の浮葉かな

雪折れの枝ぶらさがり若葉燃ゅ

短夜や手すりの下は寛宇の湖
梅雨時間開拓小屋は物干せり
若鮎のつらなり上る君逝けり
孟宗の雪折れ聞きし夜もあらん
青葉道かたまり過ぎぬ脊板の娘
初蝶の消えしに符てる花圃の人

騨りの一つに心すましをり

大橋越央子選

栗間歌史

原田碧明子

香川越路
内側静市
小名木狂辰

松江耽史
富山越路
松江碧明子
間

小魚逐ふ子に門川の水温む東京徐風

あかつきの庭に辛夷の花白し

新維や早瀬に躍る魚白し

一音もなく燕葉落つや池の中千葉丘南

萎笛を吹くは盲の子なりけり川越狂辰

法華宗の辻説法や若葉蔭茨城一人
姿打ちの挨黄ろく月昇る千葉春村

桑を食む春蚕の一昔雨に似て千葉香峰

早乙女に拷花散る山田かな千葉秀嶺

凍害のなかりし安賭果樹の村一幅島椿翁

春の漁畿烏賊ほかくさ人︑なり富山松の門
あひる一羽連れをはなれて春の川埼玉吐月

次雅文塾原稿締切は七月十五日

老ひねれば老に安んじ更衣

春蝉や境内深き目畳寺

一もとの盆梅に添ひ幅毒草埼玉奈美子

○越央子
一ｒｒ

○一全︲周年記念雛原稿は八月十五日締切︵記念雛原稿朱書のこと︶
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越城山江江

茨城静

I

落花舞ふ池心の夕べ風絶えず

春愁や棚に渓りのヴァイオリン
長病みの窓あけさせて春惜しむ

一１Ｊ

I

川茨富松松

１１

本含だより

虎の門晩翠軒に於て評議員念を附き昭和三十
年度決算︑昭和三十一年度溌算案の群議︑定

︑

款一部鍵更の件事業報告等につき協議し︑原
案を決定せり︒

△須田氏退院飯能支含代表須田按作氏は︑
課て日本署大第一病院に入院中であったが︑
四月十九日退院する︒慶賀︒

△第五十四回定期縛曾四月二十二日︹日︺

影︑記念誹演倉︑泊翁先生蕊参︑東催愈鮪に

含を附き︑年祭︑毒昌祇賀式︑総曾︑記念撮

本含館にて︑午前十時より第五十四回定期細

△理事倉四月七日︹土︶午後六時より養生

於ける懇親含等識定の通り畢行︒午後八昨半

散含せり︒なお本日の記念講演官には︑副含

長下村毒一先生の﹁端国利証の問題について﹂

△茂木氏の芳志野田支含幹事茂木林司氏は

古稀の記念にと本含の養金に余壷肝脚也を寄

△六国贈懇談倉逝徳六閲鰹懇談倉は︑五月

附さる◎御芳志を感謝す︒

九日午後二時より参議院含館で開．かれ︑修身

倫理を皐校に於ける凋立科目にすべきこと︑

又その倫理の内容の研究問題につき懇談︑小

委員によご﹂研究することを決め︑午後五時

散含︑本含よりは下村訓含長︑津田理事︑割

田主事出席せり︒

支曾だより

れ︑﹁新らしい祇含道義﹂の題下に講演さる・

師として特別含貝評議員藤本寓治氏出張さ

△六氏の芳志第五十四回の定期縄含に常り

八歳︑謹んで弔意を表す︒︲

重役今村繁三氏は四月十九日逝去︑享年七十

▽割剥凱剥割到特別含貝︑汽車製造株式愈施

愈の運管に付て謀るところあり︑次で副支含

含︑支含長より含務に就いて報告を兼ね︑支

町第一山倉小畢校に開催︑午前十一時縄含開

四月八日︑支含春季縄曾並に講演含を山田

○千葉騨東部支含報告

△青梅支曾溌含式四月十三日午後三時より

という講演があった︒︐

東京都青梅支含護含式を青梅市公民鮪に翠げ

る所異議なく之を了承︑次で含員の希望及意

見の開陳あって二時十分謹食︑休憩︑午後一

長より本年度の諜定事業及溌算につき説明す

壷肝回︶念員馬場淑子氏及特別称員牧野貞亮

含の酢を述寄へ︑講師前愛嫁大畢長藤本繭治先

生は︑新らしい臓含迩義と題され︑二時間像

時より講演菅︑開含山倉地睡評議員穴深氏開

いた︒御芳情に封し感謝の意を表す︒

氏︹それ人︑全五百圃︶倉員長谷川浦七郎氏

特別命員西村幸二郎氏︹余壷肝目︶含員測戸

本含よりは酒井含長差支のため︑下村副含量
出席され︑覗僻を朗読さる◎なお青梅支含は

落成木支含が護展解消したもので︑含貝約百

五十名に達し︑勝来が蝿望される次節であ
テつ︒

︹余壷肝同︶とそれ人︑年祭の霊前にお供孤

光子氏︹金参百回︶特別念員関屋龍吉氏︹金

部支含に於ては講演含今錘開き︑本含よりは講

△東部支曾講演書四月八日︹日︺千葉螺東

の他につき協議せり︒

三十一年度諜算細成︑更に五十四回の縄曾そ

堂含館に於て理事倉を聞き︑三十年度決算及

提出して善虚方逢要望することにした︒

月三日︑六刷盤代表が嶋山首相︑清瀬文相に

き教科書制度改善に開する意見害今と決定︑四

り参一議院議長公邸で︑迩徳六圃隈懇談含一と開

△道徳国贈懇談富四月二日︹月︶午後二時よ

I ￨￨

△評議員曾四月十七日︵火︶午後五時より
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I
i

演下され︑吾等虚生の逆に指針を奥へられま

に豆りて懇切に時代人心の趨向に就いて御講

二時中村氏の司含により附含侭議長に成木支

田主事を御迎へして謹含式並に総合開催午後

ことは逝のため誠に慶びに堪へない所で御座

立され鼓にその装含式を翠げるに至りました

しましたが幸にも図民の努力によりまして各

御承知のように維職以来既に十ケ年を経過致

存じます︒

約を群議し二三の質議雁答の後異議無く可決

方面に着冬とその復興を見つ上ありますこと

いまして心よりお呪ひの言葉を叩上げたいと

綾て支含長以下役員の公選を行い支含曇に飯

ある迩徳の方面について之を淑ますとき奮き

含長萩原氏を選任先づ成木支含を青梅支含と

た︑営日は折からの風雨なりしにも開らず︑

田畳翁氏副支曾長に武藤伊之助氏．名妖員

ものは徒に棄てられたにも拘らず何等の新ら

したことは︑一同の感謝する所であります︒

熱心なる含員各位が多数御来曾下されました

を選任飯田支含長より就任の挨拶あり次で下

しい通も生れずそれがために各人が勝手にそ

改称の件附議異議無く可決議長より只今より

ことを多謝致します︑猫秋の総含並に講演肯

村副酋長立ちて酒井含長の覗餅︵左記︶を代

青梅支含として蓋足すると宣言総含に移行規

は府馬地唾に於て開含の溌定であります︒

讃せられ更に三四紫掲載の迩徳開係六閲燈の

う信ずる所によって行動しつ坐ある有様であ

お話被下まして︑三時五十分閉含を告げまし

千葉螺東部支含長高木泰三︹雅蕉風︑別粧

調五研究巾合せ等に付詳細の説明あり遡義興

ります即ち老若男女親子等の間にありましも

次で本含主事割田先生の本含の主旨に就いて

香樹園︶喜寺雅錘を四月二十二日に︑松友吟

揚のため青梅支含員の奮闘を要望せられ綾て

是非善悪が全く相反して其所には一貫する何

物もなく唯々混乱に混乱を重ねつ上あるの状

は慶びに堪へません然しながら凹家の基礎で

柾同人主含の下に︑香樹園俳譜吟場に於て開

割田主事の熱烈にして而も有益なる講話を傾

Ｏ

催︑獄日は蝶内各俳坑より七十四名出席せら

支含長の案内にて同町海安寺の枝垂撰を鑑賞

へない所でありまして一日も早く今後に虚す

態は国家の前途を恩ひますとき誠に寒心に堪

聴午後四時感激裡に総含を閉ぢそれより飯田
同樹の樹齢は定かならざるも一抱いのもの二

を流感するものであります︒

るの逆を確立することの極めて重大なること

○成木支曾報告

れ︑翁の毒を祇禰して午後四後散衝した︒

昭和三十年十一月二十一日野州久七需英窯

ふよりは一種の州籾であって下村割田雨先生

本より成り亭亭数丈枝は池水に達し美籾と言

我が日本弘逝含は明治九年西村茂樹先生に

蹄迩萩原支含長出迎へ獣臓を捧げ二十三日の

の御記憶に通ることと信じます︑それより青

まで既に八十年を経過致しましたその主旨と

よって創立されましたものでありまして今日
した︒

はしい惇統を守りつ入之を袖ふに世界各国の

する所は迩義第一主義の立場に立ち画家の美

撰花今を盛りと咲き競ふ此の佳き日に我が日

長所を以てし飽くまでも一方に偏することな

わ

本弘通含青梅支曾が同志の御霊力によって談

酒井含長祁酢

梅隣に御見送り一路平安を所り御別れ致しま

蕊儀にも葬原支含長参列弔花料を供へて焼香
冥福を斬り蓮族を御慰めして退出す︒

昭和三十一年三月十七日成木村忠誕塔の祭
典執行に際し萩原支含長参一列香花料を捧げ恭
しく濃拝す︒

Ｏ青梅支霊報告
四月十三日青梅市公民舘に下洞副酋長と割
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く中正の滋を置理として日に新らたに日に進
むことを目的とするものであります︒

幸にも此の紡祁に共鴫され曾ての成木麦倉が
蕊展して鼓に青梅支含の溌含を見るに至りま
したことは本含にとって正に百両の味方とも
言ふくく︑逆のため誠に意を弧くする次第で
御座います︒

典くは青梅支含が皆様の御誰力によって今
後益々盛大となって迩義再健のため力弧を指
針となられますことを所りお脱ひの言葉と致
昭和三十一年四月十三日

します︒

蝿日本弘通念長酒井忠正
割田主事挨拶要旨

村先生には画家の前途を心配されて西洋の文

げての風となった妖態にありましたそこで西

りなく切抜けねばならないと思ひます国家の

時でありまして私たちはよろしく西村先生の

であります思えば今日こそ道義振興の重大な

韮礎として迩徳を尊正することその新らしい

昔を偲び先斑者の通を辿ってこの混迷期を誤

逆徳の建設には民族のよい伸統を士墓として

明は誠に結構であるがこれは一朝一夕に出来

を興すことでありましてそれがためには日本

礎を忘れてはならない基礎は即ち図民が迩徳

それを成長させるに祉界の長所を採るという

たものではない圃民は表面ばかり見てその基

古来の美鮎を土蕊にしてこれを成長させるた

でこれがまた本含の主旨とするところであり

に伽することなく中泣に腫理を求めること竿

ますどうか折角皆様の御指導によってこの蒲

考え方それからまた粘川物庇左に右にと一方

たのでありました︒

めに西洋の長所を採って袖うこと坐しなけれ

ところがそれから八十年を輝る今日の朕態を

ともなられますようお願ひ巾上げて御挨拶と

梅支含が益々御護展になられて術地方の光明

ばならないと叫ばれて同志と本含を設立され

見ると御承知のように逝義が全く鹿れて民主

に慶びに堪へません御誰力頂きました開係者

あります︒然もその考えの土蕊は物事を一切

に通ぜすといった風から混乱朕態にあるので

に振舞ひ親の考へは子に迩ぜず子の考へは親

致します以上

闘家文化閏家という標語のもとに呼び脚閥を
顧みることなしに否むしろ日本古来のものに

の皆様方に封して厚く感謝の意を表します︒

物質的から考えるという片寄ったものであっ

に珍奇なものを遡ってそこに炭那があるよう

西村先生が日本弘逝愈を刺立されました明治

て歴史などもこの立場からす今へてを書き更め

は一切反抗して勝手に自由と権利の主張の下

九年頃というものは明治維新から間もない頃

るというようなことを先端の指導がして居る

成木支念が護展して本日こ上に東京都下最有

とていわゆる文明開化に心が酔って了って欧

有様で歴史は繰り返すとも叩しますが明治維

力の脊椎支含として誕生致しましたことは誠

どは考えることなく唯殖龍工業一鮎張りが目
的であり然も日本仰来のものは悉く描て去り

があって等しく迩韮の危機時代とも申すべき

新後と今日の朕態とは誠に一脈相迩ずるもの

米の物庇文肌に一も二もなく感心して逝徳な

てあちらのことばかりに熱中するのが剛を翠
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命日牛ロ
第五十四回の定期総称に於てや川席
至愈員の賛成を得て︑昭和三十一年度

祷韓だより

○節五十四回の定期総含も無事に終る︑その

弘道責債一冊金参拾五回也

弘通含入念手続

一ヶ年含費余百五拾側を梯込み入含の手続

大要は別頂の通りであります︒この総念に於

て︑昭和三十一年度から︑命我が百五十側に

割田斧二

東京都千代田匿西抑田二ノー

昭和三十一年六月一日霞行

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑

間封入の方に塗付す︒

ＩＪ

する外に祁餐の特典あり︑規則評は郵券拾

をとること︒含員には雑誌弘逝を無料配布

の活動に備えてのことです︒

これは一は現在の物偵に雁じ︑一は今後一脈

改められました︒御了承をお願ひ致します︒

することとなれり︒よって直ちに餅局

○本年は本含創立八十周年になりますので︑

より本命定款弟十三係を左の如く訂正
にその手練をなせり︒

雑誌﹁弘通﹂の来る十月雛を以てその記念雛

と致します︒含告に内容を掲げてあります︒

ｏ第十三傑
正禽貝は︑曾費年額金百五拾回を納めなけ

振て御投稿をお願ひ致します︒

○本年は内治︑外交共に重大なものがあって

しょう︒殊に園内の諸問題の如きは︑職後十

図民はお瓦に槙垂な態度を以て善虚す雲へきで

ればならない︒
︵現在︶正曾員は含我一ヶ年金両式拾側を納
めなければならない︒

金宣千側也︹寄附︶東京郡西村幸二郎

東京都千代田鹿神田祁保町三ノ十

溌行余
編輯人

東京都千代田湛紳田稗保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

印刷所︵東京空言共立牡印刷所

ことを自分でよく考えて見る必要に迫られて

の是非について︑常然争いも生ずると恩はれ

振替口座東京皇這番
日本出版協曾含員番雛Ｂ一西兄

電話九段九番

諦諏幅日本弘道倉

東京都千代田湛西紳田ニノー

を所り︑編斡だよりと致します︒

○青葉若葉に匂うこの好季節に各位の御自愛

分のことは自分で考えるべきでしょう︒

れまでの考えから︑よろしくぬけ出して︑自

ますが︑しかし私たちは︑あなたまかせのこ

来たようです︒こ上には職後改革されたちの

年に及んで︑漸く反省の時期となり︑自分の

金参百凹也︹多︶茅ヶ崎市祁戸光子

金宣千回也︵多︶東京都開屋龍吉
金五百凹也︹多︶東京都馬場淑子
金五百回也︵多︺東京都牧野貞亮
金宣千回也︹多︶東京都長谷川清七郎

金登千叫也？︶野田市茂木林司

式﹂い０

弘道の十月暁を︑本曾創立八十周年の一記念
暁に致しますので︑漢詩・短歌・俳句・及感
想等の原稿を募集致します︒振て雁募して下
さい︒締切は八月十五日までですパなほ︑こ
れらの原稿には﹁記念読原稿﹂と朱書して下

︲ｌ︲

一

