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創立八十周年を迎えて

いとする者である︒

曾加西村茂樹先生が︑明治九年三月同志数人と共に本曾を創立さ
れてから本年は八十周年を迎えたことである︒本曾は明治維新後初
めての道徳結杜であり︑この年は奇しくも︑また米閣に於ても彼の
﹁アドラー博士﹂によって︑初めて道徳結社が出来たのであって︑
世界に於ても︾記録さるべき結社である︒それが幸にも今日まで浦八
十年を兎にも角にも磯績させて来たことは︑本曾に開わる者にとっ
ては︑まづｊ︑慶びに堪へないと共に︑また多少の感慨なきを得な
蕊枯感漢は世の定めである︒今本曾の八十年間を顧みるならば︑
営然にもまたその歴史であって︑世相の時の流れにも左右されて或
は迎えられ︑或は無覗される時もあって︑その時々の開係者の努力
如何の外に盛衰は免れなかったが︑それにも拘らず今Ｈまで維持さ
れて来た主凶は思うに西村先生の説かるる本曾精岬のもつ永久性の
問題であり︑一はこの道に信念ある先人の奪い努力の賜でなければ
ならない︒｜そこでまづこの二つについて考えて見たい︒
善悪を判別し︑その善をば蔵電して資現に努力するという道義心
の力は人間の本性の大きな一つであって︑之を無脱しようとしても︑
全く人力で無硯し得るものではない︑だからこそ人間はよく家庭を
杜曾を︑図家をなして︑秩序を保ち︑混飢を整理することが出来る
というものである︒しかし世のことは複稚多岐であり︑時に主とな
り︑時に従となるものもあり︑一斗の時による利害の問題もあるの
で︑道義心の活川面に至っては︑決して単純簡明ではないことが多
い︑だから時の流れの鍵化によって︑一人の人が一定の説を固守す
る時は︑時に迩雁しないことの出来るのは常然である︒だから古来
一人の畢説が原則は別にして︑その枝葉末節の鮎で蕊枯盛衰のある
ことは免れない︒それは生命の一つの使命に限度のあることの諸明

の人の道である︒

でもある︒ところが本曾の精祁は全く之と異にし︑西村先生は何等
一定の固定した主義主張を決められたことなく︑原則として道義優
先︑道義第一才一読かれ︑時に試案は示されたけれども︑その本旨は
飽迄も探長柿短で︑正しい原則の護展を期す日新日進にあったので
ある︒ここに固定の読誇守るものに比して︑本曾精岬の永久性があ
る課である︒しかしこの事は︑一つの人間︑日本人︑そして世界の
一人として︑精紳主義による信念を基調とした護展であって︑唯の機
曾主義ではない︑この精禰をよく理解して︑後人が努力するとき︑
永久に亡びることばない筈で︑これが正に八十周年を迎え得た根本
であろうと思う︒何の奇も矯もない︑中正平凡の道︑これこそ永久

次には先人の努力である︒人間は時に利韓や名響や利欲に迷いも
する︒そこを超えて道義第一主義の信念を堅持し︑その指導に鏡い
一生を捧げることは︑言うべくして行うことは︑一般人のよくする
ところではない︒ところがこの橡の下の力もちをして︑よく果し︑
相偲え相受けての努力が︑今日のこの八十年の歴史となったことで
ある︒我が固の状態にも︑感表があって︑時に危機を経たことでは
あるが︑これらの人々が固い華礎をなして居たれぱこそ︑よく図家
もまた滅亡を逃れ得たともいえるものである︒思えば今日この八十
周年の喜びを迎え得たことは︑曾加の偉大な精岬が韮礎であること
はいうまでもないが︑また没にその精岬を侭しての先輩諸賢の努力
の賜として︑深く感謝の意を捧げなければならない︒
資にこの八十周年という年月は︑図家の多事多難な年の集積であ
って︑容易なものではなかった︑かれを思い是を思うとき︑この喜
びはまた曾祁の示された偉大なる精祁と︑先輩諸賢の努力に封して
の感謝である︒そして同時にまた我々が今日之をけ継いだ責任者と
して︑図家のため子孫によりよい立派なものにして像える努力の誓
器
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八十周年を迎へて

の考方が支配して居たのである︒か上る思想の護生と普及

とには深き根抵が存するので︑この鮎が解明せられざる限

り固民道徳の意義と慨値とが理解し得られないのである︒

ゼントル﹃︑ンシツプ

此の紳士の考方に従へぱ道徳とは英固の紳士道のことで︑

闘及英園植民地といふ限極せられたる地域に通用する人間

は英闘の紳士道といふべきで︑之を人間道と解するのは英

吉田
西村含加の道徳通勤の我函思想界に於ける最も大なる意

此の外に何の道徳があるかといふのであらう︒併し紳士道
義と特色は圃民道徳の提川にあると恩ふ︒図民道徳といふ

も其の本義は徳へ得ざるのみならず︑殆んど皐問的存在理

段に於いて﹁道徳翠は現今川本に於て何程大切なる者なる

依って護生したものである︒西村含加は日本道徳論の第一

閏民道徳てふ問題は明治時代といふ我が閏特殊の事情に

由さへも認められない︒従って剛民道徳は我が皐界に於い

道をも礎棄し別に岬儒池浦の教を立て以て之に代んとせり︑然るに

面目を改む︑是に由り従来士人が黛奉して道徳の標準とする所の儒

たものである︒口く﹁王政維新の初め︑藩物を一洗して誰く共

か﹂を論じ︲その中にて﹁国民道徳﹂といふ槻念を提出し

明治四十年筆者は厭洲留畢より蹄朝の際︑ロンドンより

此教逢に成立すること能はずして一旦溌棄せる儒道は復た起すべか

別の図となれり︒︹中略︶是を要するに封建の時代は儒道を以て公共

すこと能はず︑是に於て道徳の一事に至りては我邦は世界中一種特

○Ｏ

之を信仰すること極めて竿なるを以て︑共に人心固結の功力を現は

と能はず︑仰教は久しく下等の民の間に行はれ︑中等以上の人士は

するの勢ありしかども︑到底其説く所は常時人智開達の度に件ふこ

紳道と云ふ者は一畔政府にて大に之に助力し︑頗る隆盛に向はんと

時に比すれば人心其結力を弛緩し︑民の道徳漸く頒敗の兆を萌せり

○ＣＯ０

らず︑是に依り日本の中等以上の人士は道徳の根握を失ひ︑封建の

を交はす間に︑該紳士は筆者の身柄を知ってか知らないで

酔者で︑常に﹁我が英図﹂と呼ぶといふ噂の主であった︒

日本郵船禽吐ロンドン支店長として多年勤務し大の英国心

のであって剛によって机違のある筈がない︒と此の紳士は

洋の道徳とかの別があるであらうか︒道徳は人間共通のも

思議な論が流行して居るらしい︒道徳に日本の道徳とか西

か一佃の質問を盃した︒近頃日本には圃民道徳といふ不可

同船考の中に一人の日本紳士が居た︒船中のデッキで雑談

て遺憾と言はねばならぬ︒

ても直飢なる畢問的研究の封象とならざるの槻あろは極め

外悶語は兄常らない︒故に英語又は猫連語に之を直課して

道と解するのは畢問的見解ではあるまいか︒

次

成語は外図には殆んど見ざる所であって︑これに相賞する

能

たとひ西洋心酔者でなくとも我図の知識人の間にも略同様

（1〕
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の教となし︑政府人民皆之を以て標準となししも︑王政維新以来

たのである︒西洋に於ける道徳概念の護達も略同様の径路

をたどることが出来る︒

一般に西洋文化従って西洋思想の起元は希臓と中世にあ

全く公共の教といふ者なく︑国民道徳の標準定まらず︑以て今日に

りとせられる︒而して其の希臓文化といふのは西歴紀元前

０○○００○○

至れり︒︵中略︶此惟にて打棄世くときは猶日本閲の道徳の標準定ま

の時代の道徳思想はアテーネといふポリス闘家の間に培養

０Ｏ

久しからずして道徳地に墜つくし︒道徳地に陰るときは剛の危亡日

らずして︑此後何十年連綾するも計り難し︑︹中略︶此の如きときは

四・五世紀に於けるアテーネのそれを指すのであるが︑此

民族とは厳然と歴別し︑特に︒ヘルシャとかエヂ︒フトとは敵

るが︑北方のマケドニア人と南方のフィネシャ人とかの異

その中にもドーリア族とかエオリア族等幾多の小厘分があ

せられたるものである︒希蝋民族は所謂ヘレネ民族であり

を指して持つべきなりｏ﹂西村曾旭は進んで西洋諸剛の護展と興亡の
○００００Ｏ

事跡を略叙して︑﹁国民の智徳勇﹂即ち道徳の盛衰の肝要なる所以を
論んじて居るのである︒

凡そ文化には民族的特色を有すろは常例である︒故に英
文里とか︑俳剛西文畢とか︑猫逸文事とかの匡別がある︒

図として封技した︒しかも希臓民族は人間の人Ⅲたる所以

の理性を表現するもので・他の民族は鐙勇とか怖欲とかの

劣等なる性質を代表するものと老へた所より︑人間として

のみが人間道を示すものと考へた︒而して希臓人は﹁ポリ

の貝の俄仙︵道徳も含む︶を有しない︒アテーネ的エトス

スは人間を造ると老へた通り︑希服迩徳とは賞はアテネと

いふポリス︵都市閏家︶の這徳である︒微時アテネは文化

の中心で世界に於いて最も卓越せる国家と自負し︑之を人

は内乱と外攻とに依って滅亡したが希臆文化を人類最高の

Ⅲ道徳の規範と説いたのである︒その後希臓のポリス国家

ものとなす自負心を有せるヘレネ族は安心立命の根擦を主

槻の粘祁生活に求め︑漸く仙人主義と世界主義とが荻達し︑

人間共通の道徳といふ観念が護達したのである︒

ro−、

思想に開しても︑英国思想とか悌西思想とか凋逸思想とか
厘別せらるることは珍しくない︒画家は園民の政治集図で
ある限り︑その榊成要素は民族である以上は︑その民族の

生活即ち行篤に閲する善悪の憤値決定たる道徳に開して国
民的特色を有すべきは理の常然である．唯その固民が自己
の文化を以って優秀なるものとの自兇の高まると共に他の

民族も之に追従すべきものと考へ︑自画の道徳を以て人類
妓高のものとするに至って︑之を普迦的偵値規範となすに
至るのである︒例へぱ儒教は元来漢民族の間の道徳規範と
して渡生したものであるが＄支那が周時代に於いて大に盃

達し極東文化の中心と自負せる醜より︑他の民族を野鐙覗

し︑東夷西戎︲南鐙北秋などと穂して︑人間観しなかっ
た︒従て儒教は中華民族の道徳であって即ち人間たるもの
の遁徳となし︑儒教を以て一般人間迩を説くものと自負し

匙 竺 ノ

一

ポリスの衰亡と共にヘレネ民族は小亜細亜及びアフリカ
北岸に四散した︒その間に基督教と接鯛し紀元二・三世紀
唖にはアレキサンドリアは西洋文化の中心となり︑鍛高畢
府として宗教畢校が起った︒其の本科は基督教祁畢の研究
で︑所謂自由教科として三科︵文科︶と中世に於いて七教
科と四科︵理科︶は譲科となった︒これが護達せるのは中
世大望である︒その・目由教科とは主として︒フラトン時代に

アテネに護達したる皐科であったが︑基将教と希蝋思想と
が融合して︑所謂西洋思想の基盤が成立したのである︒尤
む韮得教は猫太教の改革せられたるものであるが︑猫太教

間に各国家の間に特殊の事怖と陣統とがあって各国特色あ

る文化を有して居るが︑西洋に共通すろものある所以は如

上の歴史的事情に依るのである︒

西洋に於ける近代文化の共通鮎は一面に於いては中世文

せられたる中世文化は潜在的勢力として残存することであ

化よりの解放であるが︑他面に於いては幾世紀の間に嬬養

る︒英国のゼントルマンシップの如きも中世紀に於ける騎

士道に淵源するものである︒中枇の騎士通に励むと共に教

で革新的思想の護生地はフランスである︒とれフランスは

含の擁誰を以って自己の職分と考へて居た︒西洋諸圃の中

中世文化の中心であるが︑哩接にはルイ王朝に封する反感

とゼシュィット教に封する反動に依る解放運動で其の最も

瓢著なるものは政教の●分離である︒教育を全然教禽より分

離する所より︑新しき閏民粘榊を建設する篇めに畢校教育

を図家の掌中に牧め其の中に修身科を正科として全図民に

て︑筆者が留畢せる一千世紀の初めにもなぼ私立皐校は公

授くるにある︒然るにとれを徹底するととは難事業であっ

立皐校よりも多かった︒後に大統領となった有名なる政治

家ブリアン氏は営時の文部大臣で政教分離案の成立に苦心

したことは筆者の親しく兄川した所である︒

我が国の文化は夙に印度及び支那の文化を擬取し︑その

都度思想問題が起ったのであるが︑長い歴史の間に自ら融

合調和して固民の道徳思想も略安定するに至った︒然るに

L O ノ

の起元は民族教で︐その加川エホバも猫太民族の守溌刺と
して崇拝せられる嵐の川であると言はれる︒筆者はベルリ
ン大皐に於いて比較宗教翠の大家プライデルラー教授の講

義を聴いたが︑同教授も猶太教の加榊はシナイ山の嵐の祁
格化されたものであると講じて居られた︒韮将教の枇界教
に護展するまで幾多の問題のありしととは使徒行仰史の中

にも我はれる所である︒基仔教が西欧を征服するまで定
睦幾多の異教徒迫害の苦難に通過したが︑西歴十世紀甑
より思想界は完全にカトリック教の支配下に鴎し︑世俗の
事項はカイゼルの手に委ねられ︑糖祁界の事は教含の配下
に蹄したのである︒かくして西洋思想の基盤が成立して聯
深く西洋文化に浸潤した︒元より近代国家の成立に開して
は︑反中世通勤も勃興し殖杜含的政治的革命が起り︑共の

／ の 、

明治維新の開園進取の国是に基き庚く西洋諸国の文化を輸
入せしより世界無比の思想問題が談生した︒とれ我が園に

国民道徳論の頴著に勃興せる所以である︒西村含覗は徳教
を世教と世外教とに分羊っ︑その利害長短を考査して国民遁

徳論を提唱し日木将来の徳教を確立せんとしたのである︒
ベルリン大畢のパウルゼン教授は道徳の基礎は人生槻を自
然主義︵ナトゥラリズムス︶と超自然主義︵シュプラナトゥ
ラリズム︶とに辰別し︐前者は希臓上代旭想の塞礎であり

後者を中世の基督教思想の基礎であると論断せろは全く西
村翁と兄解を等しくするものである︒而して翁は世教の中
に﹁儒教の外に叉西洋の哲畢あり﹂となし︑﹁儒教及び西洋

天地の公道に合するもので︑凡そ亘理を求むるもの即ちフ

イロソーフたるものの背反することを許されざるものであ

る︒然るに我が国の畢界思想界は未だか上る反省に到達せ

すして︑翁の志を胴ぐ畢徒の輩出せざりしは︑我が畢界の

妓大の不幸事とせざるを得ない︒翁は後年︑国家道徳論を

著はし︑其底に﹁余性年大に時事に感する所ありて︑公衆の篇め

に日本道徳論を演述し︑叉之を印刷して世に行へり︑常時閣民は大

抵深く欧米の畢術風俗に惑溺し︵中略︺或は白人種と婚して雑種の

人を造らんと欲し︑或は和漢の文字を暖して専ら羅馬文字を川ひん
と欲する者あるに至る︒是に由り余が説を聞く者皆奇異の想を篇し
或は頑固浅薄なりと謂ひて潮るあり︑或は施政の方針を妨ぐると謂

国民道徳とは其の悶民の特殊の道徳で人類一般の道徳と

ひて怒る者あり﹂と︒

い︒日本の園民道徳論は封建道徳の復古思想であるとか︑

別称のものであるとの誤解を有するものが今なぼ少くな

哲皐の一致せる緒榊を採り﹂即ち﹁天地の員理﹂を以って
世外教の中よりも員理に協ふ者を探りて異れる日本道徳の

し︑殆んど皐間的根底を有せざるものとの考は今なほ少く

忠孝一鮎張りで人道を願ざる時代錯誤の思想であると速断

我が国民道徳を建設せんと主唱せら奴たのである︒﹁但し

は固より之を探ると云へども︑宗教は元来未来世の事を主

する所は抽象的一般的概念論に非ずして国民の歴史と偉統

道なるものは作在しないのである︒唯図民道徳論の特色と

倫理里の本務の分類に相営するもので︑これ以外に一般人

﹁他国の人民を善くす﹂の五候目を筆げて居る︒これ一般

し﹂第三﹁我郷里を善くし﹂第四﹁我本圃を善くし﹂第五

する催目として第一﹁我身を善くし﹂第二﹁我が家を善く

ない︒然るに西村翁の日本道徳論第四段にて道徳肇を賃行

基礎と蔦すべし﹂﹁但し世外教の中よりも︑亘理に協ふ者

一一鍵識唾識鐸唾詑塞諦睦岬誕置趨弛迦雲準疏隷︾・渉屋却蓉諦

一ろとと多からず﹂﹁此の如くして定めたる所の道徳の基礎
は天理に合ひ︑人情に協ひ︑至醇至精なる者にして︑此人
類の精祁と身篭との構造を蕊ぜざる間は︑其の道理も鍵す
−嘩雄唯碓崖鍛詮搾榊窪牽型詰畷純荊誠雑蜘乱唾趣稚睦津蝿
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｜とを顧み︑叉園民生活の具鵠的要請に安営する道徳的評償
を論究せんとするのである︒筆者は東京大畢為生中ケー今ヘ
ル先生の教示に依り︑ヘーゲルの論文﹁誰か抽象的に思考

するか﹂といふ論文を讃んで大に啓溌せられる所があっ
た︒抽象論を事とする公式論は啓蒙思想に基く自然科畢思
以後︑獅逸理想主義者の定説となって居る所である︒唯理

想で人文科畢に安営せざるものであることは既に十九世紀

西村茂樹翁の回顧

◇歴史はく︐９返いす

︵一︶

}肥

時に常って︑慨然Ｈ本弘道念を起し︑その猫特の日本道徳

それがために︑風教の額腰︑思想界の大混乱を来たしたる

論を提げて︑他の多くの同志と共に︑日本糖祁の樹立︑我

教畢の振興を眼指して︑猛然として立上ったのは︑誠に瓢

著なる事賛で︑しかもその通勤が︑明治教育史上比熱なき

成功を取めるに至ったのも．近来まれに見る庭のものであ

ったが︑爾来指据維管約一批紀を雑たる大正︑昭和に至り

日本民族も漸く世界の水準に劣らざる文化園となることを

得て︑何人が見ても隠然東洋の盟主たる地位と資力とを捷

ち得たるものと認めらる上に至った︒然るに人間寓事好事

しまった︒而して維戦と同時に︑垂見は有史以来諺園内的

り︑我園民は漣一筆にして天上より奈落の底に突落されて

魔多く︑それがために︑一方に於ては︑一部の慢心者帝国

一恥窪率延誇葬岬諦岬嘩識岬軍癌鋒嘩い獅睡郵唾鶴鋤睡賑潅

︵三一︑八︑一○〆顧問・丈堅博士︶

主義者の擦頭を促がし来て︑遂に今日の敗戦を招く事とな

一一主義的賦含形態にありては図民各自の努力に依存せざるを

民迩徳作興に開する貴亜なる文献であって︑米園のアドラ
ー坤士の︑倫理運動の外に︑文明諸園にも類例を見ざる所
である︒函民道徳の作興は図民の全生活領域に州連するも
ので︑古代希臓に於けるポリス︑中世紀に於ける基督教含
の如き組織と勢力とを要するものであって︑現今の時勢に
於いては極めて困難な事業でなければならぬ︒今日の民主

最後に西村翁は道徳宮の必要を説き道徳教育上最も亜要

蕉物破却︑欧米移入・西洋模倣を我固の風是とした柑時脳

明治の先発者西村茂樹翁が︑嘗て明治の初年百事維新︑

。b，、

なる道徳作興の重要なる手段を詳細にして届る︒これは聞

のあるを迩憾となすべきである︒

想主義思想中にも紳話的信仰の残骸を全く脱却し得ざるも

津

を兄るととが出来る︒宗教的信仰の漸次侵害に迫られつ上
あるを恩へぱ国民道徳の新しき研究は愈急務となるであら
う︒かくして西村舎租の事績も益頴揚せらるべきである︒
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相

にも国際的にも未だ嘗て経験せざる無葱なる忍苦の生活を

一一凸

明治初年に於ける教皐運動の比類なき成功を遂げたにつ

きも亦︑今日までの庭では＄必らずしも五男日本剛民の忍

決して吾等の堪え得ざる庭ではなかった︒園際的冷遇の如

生の綻乏の如き可なり深刻なるものがあったが︑これらは

しめた事などもあり︑更に皐童のための修身教科書として

学︶侍講を召して﹁教畢大旨：｜は御親諭︑之を筆記刊行せ

陣うべき御事蹟も少なからず︒例えば明治十二年元田︵氷

最も深く憂慮されたのは職明治陛下で︑それについては︑

であるが︑就中常時の欧化心酔日本精紳の喪失についても

いては︑西村翁の外に語るべき多くの人のあることは勿論

ぶ能はざるほどのこともなかった︒吾壁は既に︑以上の忍

唯それ忍苦の生漸も︐その中の物費の不足︑例えば衣食

経験する事となったのである︒

苦耐乏生析には︑どうか斯弓か鮮無事に堪え得たものとい

﹃幼畢綱要﹄の起草を御下命とれを印刷に附して︑厳く之

を頒たれた事もあり︑又歴代の文部常局者に封しては︑随

於ける教畢確立運動に御加勢を賜はること妙なからすあら

時文教の大方針の御親授ある等．陰に陽に政府並に民川に

しかしながらもう一つ︑敗戦の結果として心民族的良識

う事が川来る︒

の喪失︑園内風裕の額陵︑一般的固民統洲生漸の随落等︑

それがために︑術時の教畢運動は若為成功︑明治五年八

せられたのは稲誠に注目に値する︒

吾等の眼前に現賞に見つ上あるに至っては︑吾等の到底忍
び符ざる所︲近来とれに封する痛憤唾嘆の麓しきりに各地

月顔布された問題の縦鐸皐制も︑その後幾多の批難攻撃を

各方面に於て︑叩かれるようになったのも梢然である︒殊

受けて︑漸次その外形内容を改むるに至り︑明治十四年の

部行の定めた教育制度が︑欧米の借り物ではなくなった︒

に妓近各地方の警察の手が動いて︑一斉に青年男女の愚連

教育上制度の是非は︑しばらく措き︑とも角もわが日本の

改正教青令及その附馬の教育綱領の州づる甑には︑漸く文

何とも言うべき語を知らす︑吾人は︑この際世の教育に脳

ぬ不良青年男女を捻畢しつ上あると聞いては︑吾等は賃に
教化に︑その局に常る各方面の人々はその力を借まず心一

土地の状況に応じた票童の身の丈けに合せた教育制度が布

除狩りを附姑︑各地方とも︑一畢に何十人何百人と歎知れ

つに結集して︑以上の悲しむべき風潮の阻止︑匡救に努力

かれる迄に︑護達したのは︑正に識謹里制の面目を一新した

それから数年を経て︑明治廿三年十月三十日を以て教育

ものと言はなければならぬ︒

すべきであると恩ふ︒此の時に営り︑吾人は︑明治の先兇
者たる西村翁淵年の功績︑その運動に職げたる彼れの熱と
力の結集を想ふや切なるものがある︒
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勅語が喚護され︑我教育の大本が盤石の如く確立されぃ因

遁徳を一碗いた︒而して川本弘通命を創立︑その機淵誌とし

難かしい理論よりも︑園民大衆に向って︑分かり易く賞践

唯それ今日の道義額腰の事態たるや︑その由来する所頗る

教皐の振興︑逝義昂揚運動の必要を術感する時となった︒

歴史はくり返いす︒昭和の今日に至り︑今や第二の日本

︵一二︶

羅することを得た所以であらう︒

たのみならず︑一方に於ては厳く一般大衆をその傘下に網

時の識者︑有力者を駈って︑彼れの運動の陣頭に立たしめ

に非凡の着眼というべく︑これ又彼れの道徳論が殖克く常

を設けて︑特に之を力説したるが如き︑餅時にあっては誠

場裡に立つに必要なる遊徳︑即ち今日の阿際道徳なる一項

る外に︑猫もう一つ今川以後のＨ本人が世界人として剛際

須なる徳目を掲げて︑Ｈ麦の蛎行資践に遺漏なきを期した

る川意の下に︑之を組織的に分類︑それ人︑その生活に必

を賃践にうつすに徴つては︑︲われらのＨ常生活を︑周倒な

川の中正不佃の大道を行かんとするにあった︒而してこれ

あらす︑要するに此の二者の長をとり︑短をすて上︑その

あらす︑叉徒に西洋の倫理思想に傾倒せんとするものにも

が如き東洋固有の精祁若くは逝徳を刷執せんとするものに

但し彼れの諭く資践道徳は︑彼れの一部の同志が唱弓ろ

の宣揚日本道徳の振興のために︑繊壁の陣を布いた︒

て﹁弘道倉雑誌一︵今日の﹁弘道﹂︶を溌行︑大に日本精榊

民道徳の擦るべき庭が︑明かに示されたのであるから︐以
上の教畢運動としては︑誠に光柴ある大詰に達したものと
いうことができる︒

唯︑それ︑との光柴ある大詰に達したのも︑明治陛下の
深き御思召による事は勿論だが通一つは此運動が次第に大
衆の間に振大され︑圃民迩徳︑ｎ本緒紳樹立に封する火の
如き要望が一般大衆の間から礎に起って来たからであって
それには心西村翁の名著﹃日本逝徳論﹄の如きは脳興って
力のあったものと認むろととができる︒
西村翁は一初め儒畢を修め︑蘭畢を肇ぶ︑佐久Ⅲ象山につ
いて︑兵皐を志したが︑維新也前大に感ずる所があって︑

に至り︑森有鵬と共に明六牡を起し︑その頃新智識を以て

蘭皐より英皐に卿じ︑しきりに州国論を旧いて奔走︑明治
世に鳴る人為と共に袖をつらねて︑文明開化の論陣を張っ
て︑明治文化の附蛮に努めたが︑元来彼れは熱心なる州化

論者ではあったものの︑森有確等とは︑その思想緒祁に於
て︐氷淡机容れざる所があって︑獣時の流弊たる欧米心僻
に封しては︑極力反封︒他の多くの同志と共に︑日本精祁
の確立︑圃民道徳の振興に閲する大通動を起し︑絡始一没

彼れが一代の心血をそ＆いた﹁日本道徳論﹂は︑此の時

その陣頭に立って︑不断の活動を綾けてきた︒

世に現はれたもので︑彼は此の書に於ては︑哲畢を説かず
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複雑多岐に渉り︑これが匡救はもとより容易ならざるもの

は︑今や一人の異議を言う者はない︒しかし経戦以来我政

貝に日本を民主化せんとするならば︑その方法としては

ては吾等でも大いに異議がある︒

府及民間の指導者たちが︑とって来た民主化の方法に封し

までも此のま上には差措かれぬ︒もし此のま具で行くなら

アメリカ一逢倒であってはいけない︒叉漫然白紙にその筋

しかしいかに難かしぐとも︑現在のような状雁は︑いつ

があると信ずる︒

ば︑日本は遂に︑在るに甲斐なき東洋の一亡国となり経る

書を書いて︑之を日本園民に抑付けんとする者であっては

化を基礎とし︑とれをとわさすに︑その上に世界のいかな

日本の国土に︑すとやかな褒達を遂げて来た現在の日本文

矢張生きた日本国民を封象として︑多年の歴史を経て︑

猶更宜しくない︒

外に︑行くべき道はないことにならう︒

されば︑いかに難かしぐとも︑此際五男同胞は奮溌一番
いすととが︑今日の日本国民の最大急務であると信する︒

鼓に五号の力を結集して︑いかにもして此の額勢を盛り返
それは先づとの悲しむべき事態の因って来る所を仔細に検

者達のとった造方を見て居ろと︲日本の文化も教育も風俗

然るに経戦後民主化の方法として︑我政府及び民間指導

民主化とは言えない︒

徐ろに之を助長護達せしむるようなものでなくては︑頁の

る民主園にも劣らざるべき平和的民主糞義を柿えつけて︑

×

討することが先決問題だと恩はれる︒

さてその問題になると︑それは日本が無謀な戦争を仕掛

習慣も︐何もかも︑封建制度の齢弊に成ろもの聡又何を見

けて負けたからだと云うであらう︒そう言えばそれ迄だ︒

勿論それに相違ないが︑しかし何故に︑斯かる悪風潮を溌

を排斥するのを上策とし︑之を根こそぎ除き去って︑之に

ても軍国主義の温床︑若くはその残津であると稲して︑之

代るべきアメリカ式の民主麦義叉は制度を以てしたければ

生せしむるに至ったかについて︑仔細にこれを鮎検してく
前にも言える如く︑五男は敗戦の結果たる異常なる耐乏

ると︑必らすしも戦争に負けたからだとばかりは言えぬ︒
生活に謝しては聯既に試験湾で︑どうか斯弓か︑難場を切

日本の立直は出来ないものと速断︑それには最も屡交聯合

を断行し︑手の届く限り之をアメリカ一色に塗りつぶさず

治経湾杜倉生活の一切を畢げて︑法制上若くは施設の改展

軍やアメリカ政府の指令も加はって︑教育制度は勿論︑政

抜けて来たのである︒

次にポツダム宣言に擦る日本の民主化は︑如何というに
これは遺憾ながら及第とは言はれない︒

それは民主化が悪いのではない︒日本の民主化について
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て︑民心の解放と職新覗野の開拓とに直進した先兇者の一

人に幅淫諭吉氏がある︒氏が明治五年︑公けにせられた﹁畢

んぱ止まざらんとした︒

之を要するに︑終戦後の日本の杜含は︑政府及指導者が

問のす上め﹂には︑﹁天は人の上に人を造らす︑人の下に

主義者︑幸徳秋水の師である︒ルソーの見解には︑一種︑

たからしぼり出した秀句でなければならぬ︒兆民氏は吐称

マと見れば︑との言葉とそば＄一代の名優が︑そのはらわ

も自由は死なぬ﹂と叫んだのは︑若しこれを政治劇の一コ

垣退助氏が︑岐阜で一壮漢に襲はれるや︑﹁板垣は死んで

は自由主義の零ハイブルたる槻を呈した︒かの自由蕊総理板

﹁民約諜解﹂と題した︒との書は炭く世に行はれて︑一時

固のルソーである︒氏は彼の名著︑﹁民約諭﹂を抄課して

は中江兆民︵篤介︶氏である︒その和述するところは︑沸

人士の政治思想は自由主義であって︑これが代表的主張考

る︒明治六︑七年頃から十年前後にかけて︑我が図︐一部

る︒氏の逝徳教育の中心理念は﹁猫立自尊﹂の四手であ

十三年までの間に︑凡そ︑七十寓冊溌行せられたといばれ

もの︑肇術は賞用主義的のものである︒との書は同年から

賞益に開する畢術﹂の義である︒氏の思想は功利主義的の

近き賞畢なり﹂といっていろ︒と上に﹁賞皐﹂とは﹁賞利

相違ない︒また︑氏は﹁専ら勘むくきば︑人間普通日川に

った常時にあっては︑一称の啓示ともいふべきであったに

命題であって︑まだノー賞際︑士農工商のけじめの厳しか

人を造らずと云へり﹂とある︒これは醐人平等を道破する

民主化の方法を誤った篇めに︑何等の理由もなく︑吾等の
祁先が︑未だ嘗て経駒せざる動韓返いしの大愛化を被り︑
叉は古来世界のいかなる革命も之には及ばざるべき大愛動
を吾等の日常生活に於て経験せしめらるるに至った︒これ
で世の中が滅茶苦茶にならなければ︑何うかして居る︒

惟うに︑以上の事態に魔すべき緊急措世としては︑恰も
明治初年に於ける西洋崇拝欧米心岬に封する方策として︑
して起されたろが如く差営り民主化の行過ぎを是正し︑速

園民大衆の間から︑日本主義日本教畢の振興運動が猛然と
に方法の︾談れろを改め軍岡主義ならざる︑日本本来の平和

的︑道義的姿に立師らしむるととが第一である︒而してそ
の上に︑具に世界の如何なる民主閲にも劣らざるべき道義
的平和的なる民主為義を我日本の図土に樹立せんことを望
んでやまず︒︵完×評議員︶

﹁皐問のす蕊めから﹂

深作安文

教育勅語まで
︵一︶

明治維新の初顕︑一方ならず新日本建設の意欲を燃やし
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一

森有確氏は明治六年︑微時︑有数の新人たる禰瀧諭吉︑

矯激な議論がある︒

に貢献せられた︒氏は君主主義の立場から自由主護に反封

秀で︑伊藤博文氏を助けて︑帝国憲法並に皇室典範の制定

し︑主椛は至上であり︑絶封︑不可一分である︒主権在民論

場辰猪氏は︑明治十六年︑﹁天賦人擢論﹂を公けにして︑加

は不合瑚であると言切られた︒氏は晩年︑文相となられて

藤氏の園家主義を論駁し︑鴬時の畢界に寓丈の虹を吐かれ

｜西村茂樹．中村正直︑西周︑津田亘道︑加藤弘之等の諸氏

家庭の改良を目標としては︑男女同椛論を唱へ︑吐含の改

た︒われノ〜はこのあたりに︑新興民族の溌らつたる意気

筆者の一商在畢時代に澗察に見えられた︒向由黛所馬の馬

造を念願としては︑雁刀論を叫んで︑餅時の常識を存分に

を想察することが出来る︒国の特に興らんとするや︑その

﹁明六雑誌﹂を褒行し︑時代の兇鯉を促がされた︒森氏は

ゆさぶられた︒氏は明治十八年︑文相となられるや︑各皐

と語らって︑﹁明六杜﹂を創立し︑自らその砥長となって︑

校に兵式隙操を課して︑一には国民の生活規律の厳正を固

行手は洋乃へとして︑希望の光に満ちている︒

明治元年︑洩溌の五簡僚の御誓文には︑主隙性の豊かな

り︑また︑一にはⅧ図構成の要員として︑忠典の臣民の錬

賦米文物観察の途にのぼられた︒これに加へて︑前川の而

国際主義が我ひまつられる︒同四年︑岩倉具硯氏の一行は

成に努められた︒因に︑氏は明治八年︑静岡螺士族炭瀬常
子と婚するに常り︑派深諭吉氏を誰人として︑結婚契約誼

深氏の名菩をはじめ︑﹁世界国識﹂︑﹁西洋事情﹂︑﹁文明論

をつくり︑言行一致の模範的結婚式を聖げられた︒
︵一一︶

の進化論の浸透した国家主義を主張せられた︒また猫逸の

述の自由主義を反駁し︑猫逸のヘッヶルの唱へた生物畢上

のは欧化主義である︒一．たび恥との主義が雷践に移される

閏進取論の捧頭を促がした︒との論と思想的辿梁のあるも

杜﹂同人の遥ましい賞際運動等は︑相依り︑相助けて︑附

等︑西川氏の一︲百一新論﹂︑﹁利皐﹂等︑並に上述の﹁明六

之概略；一等︑中村正直氏の﹁西函立志篇﹂︑﹁西洋品行論一

プルンチリーの﹂悶家汎論﹂や︑ビーデルマンの﹁立憲政

や︑おのづと外尊内卑の風潮が現はれ︑何時しかそれが極

加藤弘之氏は︑明治十五年︑﹁人椛新説﹂を群はして・上

れた︒氏が一方に東京大望の綜理として︑後には組長とし

鰐起立史﹂を謹して︑同図の国家主義を我が園に紹介せら

端に堕して︑欧米文物の讃美は盲目的となり︑それの模倣

見失ひ︑経に軽浮な民族的弱軸を露呈することＡなった︒

は機械的となり︑己が自己検討を忘れ︑己が本直の生活を

て︑幾多の人材を啓培し︑他方に押皐︑倫理︑法律︑経済︑

｜祉禽等に開す多彩の研究に︑絶倫の精力を働かされた文功
一は︑いかにも素晴しい︒井上毅氏は経皐︑文室一つながら
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てローマ字を採川しようとするが如き魁蒋たまた︑外闘婦

英語を以て我が国語に代へようとするが如き︑国字を展し

の橋を以て自ら任じられた︒その任期充ちて締園するに臨

典かり︑その弟子中に通新渡戸稲造︑内村鑑三︑祥部金吾

み︑別れを惜んで︑腸松騨まで送って来た愛弟子等に向っ

氏等の秀才があった︒新渡戸氏は埴日米雨函を結ぶ精脚的

った行過ぎは︑いづれもこれが遺憾な護左である︒いはゆ

て職クラーク氏が護した﹁若人等ょ︑大志を懐け﹂の一語

人と婚して日本人極を改良しようとするが如き︑幾多の困
る排俳殴樺は︑この時を以て行は鯉︑儒教倫理は軽侮せら

且つ庚汎な倫理的理念を宣揚して︑これに接する巻の心怖

教の根軸となった理想主義は︑人道︑仲愛︑正装等の塁尚

﹁人はパンのみにて折くるものでない︒﹂そも／︑︑堆仔

る︒

は︑今間ぼ限りなき除薫を︑日本教青史の上に放ってい

は一の槻察がある︒口く︑件の川来事は一皮はげば︑併昨

鹿鳴館仮装舞踏命を以てその妓高頂に達した︒尤もこれに

を焔え理想の聖光に鯛れさせ︑従って術時蕊イエスの弟子

ある︒かような民族的な無思慮︑無分別は︑かの明治廿年︑

れて四書五雑は紙屑同様に取扱はれたのも︑またこの時で

て来る︒従って︑それを単に欧米心岬者群の狂態とのみ解

の伊藤内閣の至難とする係約改正といふ外交問題が現はれ

上で

ジェーンス門下の健気な若人達の︑熊本郊外︑花岡

涛と︐心蕊生活の州眼とを企てた着が少くない︒筆者はと

貯へ通永遠不磨の信仰の下に︑その慕来る求逝者の魂の救

を以て自ら任じた巻の内には︑胸に殉教者の悲壮な意気を

︵一二︶

し去ろは︑皮相の兄であると︒

早稽田の大川本文明協含の調査によるに稲明治時代とな
りて︑我が園に渡来して︑泰西文化の移入に寄典した外国

Ⅱ本人にして︑基督教主義の大軍教育に︑その全身︑全

山の照約を組起すのである︒

霊を打込んだ者を新島蕊氏とする︒氏は元治元年︑敢て閏

人は心少くとも四百人にのぼったそうである︒今︑特に教
氏は明治三年︑弘前東奥義塾に恥せられて教鞭を取り︑そ

育職宗教等の側に於て︑群聞した者を見るに︑米人イング

に入り︑特に新英蘭の清浄教徒の厳粛︑高潔な宗風に一師

禁を犯してまで渡米して︑アモスト大里及び他除の祁皐枝

のインスピレーションを感得し︑明治七年蹄刺し︑翌八年

スは明治四年魁熊本英望校に招がれて︑小崎弘道︑横井時
雄︑金森通倫︑浮川和民︑海老名弾正︑杵川維輝︑市陳礎

机剛寺の門前に同志杜を創立した︒その建皐の旨趣を見る

沸教のジエルサレムともいふべき京都に於ける禅宗の名刺

の門下に本田席で珍川播巳氏等を出し︑同米人ジェーン

ラーク氏は明治九年︑北海逝に於ける札幌農畢校の創設に

宏︑徳富猪一郎氏等のすぐれた基督者を陶冶し︑同米人ク
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くて︑教養あり︑知識あり︲品行ある人物の階層である︒

する︒凡そ一国を支持する者は魁断じて二三の英雄ではな

となり︑元気となり︑及び柱石となる人物を鋳鋳しようと

に通基督教を以て教育の基礎となし︑以て能く一国の精紳

ものがあった︒

が世迩人心を振作する上に力のあったことは︑測知れない

奮︑もるノ︑の分野に於ける立志陣中の人物を鋳冶して我

れ等を同胞圃民の前に示された︒との二名謹書が︑我が牡

﹁キァラクター﹂を議しては﹁西洋品行論一と題して︑こ

ルフ︒ヘルプ﹂を議しては﹁西国立志篇﹂と題し︑同人著

小石川江戸川町にあった篇め︑｜︲江戸川聖人﹂といばれた

に君子人の風格を術へ︑その明治六年︑建設した同人肺は

次は中村正直氏である︒氏は人と蔦り︑淵粋・敬虚︑夙

判を求められた︒その志や至って公明である︒今日︑見る

の意固を明にし︑また︑一には己が見解に封する聡者の批

から︑三日間に亘って︑己が抱懐をひれきし︑一には警世

ことに深憂に堪えす︑経に祁川一シ橘の大望講義宝の壇上

とれを軽硯する迄になったのである︒と上に於て︑氏はま

一

約言すれば︑一閏の良心ともいふべき人士達である云廷︒

川本弘道含含Ⅷ．西村茂樹氏の使命は他に存した︒氏は

以て氏の愛国的赤心を窺ふに足りる︒た貰惜むくきば樋
氏が右事業迩管のさ中に︑不幸心飛を雄て倒れたことであ

して︑典型的日本逝徳の磯系化を企てられた︒賞に﹁国民

明治廿年︑同含の成立を褒表し︑雑誌﹁弘通﹂を機開誌と

る︒既に本稿目の僚下に述べた通り︑欝時の我が国民の多

道徳﹂といふ術語は︑氏の初めて刑ひられたととろであ

る︒その門下に元良勇次郎︑中島力造︑大西呪・徳富猪一
日ふ︒新島氏は東洋的人物の精粋に︑泰西的人物の榊髄を

郎︵熊本英畢校より稗畢等︶の諸氏がある︒一人の評者は
加味した者であると︒

氏の頭脳内には︑孔子敦と基督教とが︑輝然一機をなし︑

ととろの一⁝日本道徳論一はその時の稿本である︒氏は至純

くは︑欧化主義の流弊に陥り︑倫理︑遡徳の如きはむしろ

前者のいはゆる﹁天﹂と︑後者のいはゆろゴッドとが︑同

至誠の性格を典へ︑単は和漢洋を兼ね︑その言と行とは︑

︵四︶

一不二のものとせられ︑敢えて︑﹁我は造物主あることを

は措かなかった︒筆者は︑我が華胃界で︑氏の理論並に賞

荷くもあらかじめ︑己が良識を準備する者を首肯させずに

て渡英し︑親しく同園人民の宗教を信じ︑紳士道を賞行し

践に向って︑最高度の尊信を擁ひ︑己が﹁修身︑斉家﹂に

董︑外山正一︑菊池大麓︑箕作至吾等の逸才の監督者とし

志操堅賞で画法に運ひ︑国富み人柴ゆるととを目撃し︑深

資するところ少くなかったのは︑元本含舎長伯爵松平直亮

信歩﹂と言明している︒氏は慶雁二年︑幕府の留畢生︑林

く感ずるところがあり︑読米︑同国のスマイルスの著書﹁セ

（12〕

氏であられたように御見受け申した︒
︵五︶

だし睡希れである︒これは通満腔︑これ誠遮揮身とれ熱︑

日本男児の抑へ難き至情のほどぱしりでなくて何である

の倫理的精進は魁自づと国粋主義出現の契機となった︒そ

はれない︒篇に我が指導層はこれが封策に窮し・我が思想

或は封立し︑或は衝突して︑それが何時︑止むべしとも胆

かようにして︑欧化︑図粋の二主義は︑到るところに︑

︾へノＯ

れはシッカリⅧ図と見詰め︑皇道を亜んじ︑図鰐を尊び︑

界はその依りどころに迷ひ聯一般民衆は︑ひたむきに畔流

上述の中村︑西村の雨先尭及びその線に於ける者の員剥

努めて本邦猫自の体統を高調して︑時弊を救はうとするも

く職従って︑特に我が教育界は︑あたかも五里霧中にさま

のである︒即ち明治十九年︑本居豊顛︑久米幹文︑その他

よう如くであったのである︒丁度︑その時である︒かの崇

とか︑人格の完成とかいふととは︑到底︑これを期待し難

である︒然るところ．今人の内︑好んで眼を欧米の書籍に

巌にして推重なる教育勅語が換獲して︑我が国民が明に己

を追ひ︑多数に附和するのみであって︑例へぱ人智の附護

さらす者は︑件の義と親とを軽んじ︑甚しきに至っては︑

の国畢者が結束して︑大八洲畢禽といふを創立し︑我が国

夫婦道を除いては︑世に道なしとキッパリ断言して蝉ら

つ道標を見つけた心地のしたのは︑

に立ちかへって︑その進路を認め︑ハッキリと眼前に霊立

の大道は君臣の義を第一となし脳父子の親がこれに次ぐの

ぬ︒かくては人を談り︑風を損ふばかりであると論じて︑

国粋主義者の賃際運動は魁明治廿一年頃となって︑ます

民道徳の要旨は鮮かとなり︑我が教育者はいふまでもなく

のである︒と上に於て︑我が国民教育の方針は定まり︑国

基を明にし︑世道の準則を掲げ︑人心の定法を教えられた

との勅語は︑我が国民教育の大本を示し︑国民道徳の根

営代の軽桃︑浮薄な雲霧を一掃して︑我が古道の光をして

ますその職烈さを加へた︒山岡徴太郎︑烏尾小揃太︑川合

通ねく斯固を照らさせようとせられた︒

清丸等の志士達は﹁日本固教大道牡﹂を興して﹁大道雑誌﹂

我が指導層もその営に依擦すべきものを知り︑一般民衆も

また︑何虚迄も聖斤を奉僻し＄団基を問うすることを誓っ

を盃刊し︑三宅雄二郎︑杉浦東剛脳志賀重昂︑井上同了等

たのである︒これを讐ふれば︑との聖訓は︑あたかも黒間

の諸豪は﹁政教牡﹂を建て︑﹁日本人﹂を機開誌となし︑い

づれも．口に筆に堂だと︑我が国︑固有の思想︑緒祁を力

奏たる暗夜を照らす大磁蕊のようなものであったのであ
る︒

説して︑一代の迷夢を醒まそうと努力せられた︒明治維新
とのかた︑民族的自晃の昂揚せられたる︑斯くの如きはけ

〔13〕

件の勅語は︑君主主義︑国家主義︑園粋主義等の主張を
それと雌も︑その美軸は必ずしもこれを斥けず︑一方に我

包播するは論なく︑功利主義︑自由主義︑理想主義︑等の
が国史の成跡を重んすると同時に︑他方に日本道徳の普通

受営性を有することを諭されたのである︒この故に︑それ

西村茂樹先生事蹟︵第同︶

礎んに縦流し︑横流して︑いかにも︲多岐複雑であった明

る︒しかし近頃しきりに思われるのは魁人の死にぎわの態

わたくしも何人かの人間の臨終に立ち含つたことがあ

勝部員長

治時代の思想や逝徳の流れを︑その正しき本流に引戻した

度様子である︒どうやって死のうか恥それが自分自身の問

人間死に方の問題

のである︒従って︑我が明治時代の思想史と道徳史とはと

は明治の初酬から︑勅語の喚褒した同廿三年に至るまで︑

の勅語を以て︑裁然︑一新紀元を割する︒これがとの勅語
今側︑われノＩは未だに︑同胞闘民の道徳教育の鰐系的

死に方をしたことを知って︑醐然襟を正す思いをしたこと

建長寺だかの管長級の老僻がいかにも乱れたみっともない

つか三輪川元道さんにお活を伺っていて︑鎌倉凹兇寺だか

本擦を所有するに至らない︒これが顧慮は職常然︑現代の

がある︒乃為坐祁も役に立たないことがある︒平常の生き

題として時折身近かなものに思えるようになってきた︒い

有識層に馬する者の耐避くまじき倫理的歴史的責務でなけ

方は︑裏返せば死に方如何の問題である︒生と死は一枚の

の本質的意義である︒

ればならぬ︒若し事情が許す左らぱ︑先づ昭和の明六杜の

なにも武士通にかぎらず職人生のことはすべて経止符をど

創立であろう︒現在の枇含科に向って︑従来の理想主義的

う打つかを考えていなけ鯉ぱならない︒鈴木正三は︑死と

みつけたり﹂とは佐賀錨島の葉がくれの言葉だが︑これは

理である︒同科には︑いは障一廉の事賞性は通その由来か

紙のゥラオモテである︒﹁武士道ということは︑死ぬことと

ら見て存するけれども．倫理︑道徳の賞鴨ともいふべき︑

いう字を一枚の紙に大書して壁に張り︑それを凝覗して坐

な倫理翠や修身科の掲げた意岡を期待するのは︑どうも無

理想に基づく営篤性に至っては︑責際乏しい憾みがある︒

っていたということである︒

人だったと思うのは︑次の一事をきいてからである︒永年

政界の大ダヌキといわれた故三木武吉もやはり一種の達

とれわれＩ︑が．本問題の取扱を以て︑眼前の有識層の良
識と︑怖熱と及び効果的賞践とに待つ所以である．
︵三一︑九︑三×特別含員・文筆博士︶
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るかネ﹂といい︑つづけて﹁賃は鳩山をいつどうやって剛

である︒牡含黛の西尾か誰かが︑﹁三木さん本望を達して浦

堂の隅に一人ポッネンと和服姿の三木が腰かけていたそう

の念願かなって鳩山が細理になった時︑人気のない議員食

る︒ただ惜しむらくは︑しばしば事︑志と違うの万ある︒

きる人は希である︒人はその志においては概心善良であ

ことがいえる︒しかし行篇においてそれを誰明し裏打ちで

る︒人は文章において︑言葉においてどんなにでも立派な

景仰してやまないのは︑その死にぎわの立派さの故にであ

近代教育の礎んなること︑口舌の徒のみ巷にあふれて︑退

足でしょう﹂というと三木は︑﹁僕が今何を考えているか分

めさせるか脳それを考えているんだ﹂といったそうであ

る︒

西村先生は明治三十五年八月十八日午後七時︑斑去され

いて鰍交萱行する人は少くなるのがその効果の如くであ

た︒これより先＄洗谷の赤十字病院に入って橋本綱常の診

る︒始めあって終りあるを知る︒これ達人の心境であって
えって小人閑居して坐祁をなすより以上の功能があるのか

政事の泥沼にもまれもまれて幾十年︑事上錬磨をつめばか

も知れない︒三木武吉老の臨終は静かなものだったらし

れ︑八〃十日退院して向島の自邸で通妓後の一週川を静か

にノ︑迫り来る死と封決されている︒先生はすべてを自兇

療をうけていたが︑すでに自分の命数つきたるを槻念せら

によれば︑蕊輝銀行勤務の時代から心一つの職に就くとき

い︒わたくしは︑小笠脈三九郎さんを維済家であると同時

には必ず僻表をまづ川意しておいたというのである︒これ

望の根本であるとすれば︑先生とそは貝の哲皐者である︒

され意識さ恥ておられる如くである︒自兇ということが哲

に逝徳家だと思うのである︒その仔細は心小笠原さんの話

は誰しも考えてみることはできるが︑なかなか賞行できな

いて確めるととができる︒

十四日危篤を徳えられ︑明治天皇よりブドー酒二ダース

死を見るとと蹄するが如くという云い方の賞際を先生にお

御下賜︑昭憲皇后より鮮魚五種御下賜︑翌十五日皇太子殿

いことである︒時には僻表をまづ預けておいて︑いつでも
にすべてを任して︑思うように仕事をさせて下さいといっ

僻めろといわれ具ぱ僻めますから︑その代り在職中は自分
たのだそうである︒出庭進退ほど傍目にやさしそうでいて

下より御菓子一箱を賜わる．十六日︑正三位勤一等に絃せ

家人に命じて紙をのべさせ︑仰臥のまま筆をとりて絶筆二

らる︒先生の意識は明瞭であったらしい︒その日＄午後二時

イザ自分の場合になるとむづかしいものはない︒

わたくしは西村茂樹先生の体をよんでいて常に打たれる

首を書かれた︒

のは︑その出虚進退の鮮やかさ心ととに脇維の立派さ︲美
しさである︒わたくしが西村先生を日本近代の偉人として
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又

失し︑昔の仰はない︒先生の葬儀はとの鱗群院で八月二十

カラタチ寺といったが︑惜しいことに今次大戦の空襲で焼

●

生固常事︑死亦常事⑮以二常身一虐二常事↓暗室無し雲︑

遁二遥人間へ．七十五年迩孜為求ソ道︑卿有し得意︑魂也何

である︒

がらはさらに千駄木の養源寺に埋葬された︒養源寺は臨湾

二日に行われたが︑との寺では土葬がきかないので猶なき

澄水無し波

之︑無し有二定所﹃上天下地︑自在澗歩︑

おられた︒しかし先生の悟達は儒教である︒宋畢である︒

先生は輝を決して否定されず︑樺の功徳はこれを認めて

わたくしは今これを馬していて︑恩はす眼頭の熱くなる

であろう︒先生の絶筆は︑偶としてみても面白いものであ

おもうに先生の如き立派な臨終は︑櫛僧においても稀な方

泊翁茂樹︑

のを禁することができない︒人間の到りうる心とれは極北

年その死ぬ時︵五十才︶には意識竿濁︑﹁苦しいノ︑１﹂と口

夏目激石は晩年の心境．﹁則天去私﹂に到ったが︑大正五

る︒

というべきであろう︒精紳は身篭に束縛されず通身鵠から
も乃

自由にｂそれこそ﹁自在淵歩﹂している．先生は﹁道徳教
ルと註せられたが︑まことに自己自身を支配すること︑か

セルフ・ニントロール

育講話﹂のなかにも︑克己を説いて﹁セルフ・コントロー

走ったそうである︒それがまた人間らしく︑激石らしかっ

もって蕊去したが︑三日前の六日に遺言状を口述筆記せし

ルで貫ぬいた人であった︒大正十一年七月九日︑六十才を

た︒森鴎外はその生涯を武士的克己のセルフ・コントロー

くの如く自在なる賞護を︑先生は身をもって示されてい
との賞護あるが故に︑わたくしは先生の文章︑先生の一

る︒

言一句をも︑千釣の重みでもって受けとることができるの

めた︒

﹁余︿少年ノ時ヨリ老死二至ルマデ一切秘密無ク交際

である︒

シタル友︿賀古鶴所君ナリココニ死二臨ンデ賀古君ノー

人生の事は棺を蓋うて一初めて定まるが︑先生の臨終は萱

龍鮎時というべく︑七十五年孜舞として道を求め︑いささ

威力ト雌一七此二反抗スル事ヲ得ズト信ズ余︿石見人森林

太郎トシテ死セントス墓︿森林郎墓ノホカ一宇モホル可

筆ヲ煩ハス死︿一切ヲ打切ル重大事件ナリ奈何ナル官椛

ラズ書く中村不折二依託シ宮内省陸軍ノ柴典︿絶封二取

か得るところありという先生の言は︑今になお後世のわれ

佐倉堀田藩の墓所は代々本郷の鱗群院である︒鱗群院

らの耳柴に鳴り響くのである︒

は支那風の寺院建築で︑春日局の墓があるので有名魁俗に

〔16）

｜リャメヲ請う手続︿ソレゾレアル今へシコ豚唯一ノ友二云
上礎スモノニシテ何人ノ容味モ許サズ﹂

翌七川附陛下よりブドー酒下賜︑八日撮政打より御兄舞品
下賜︑従三位に綾せられ︑鴎外は病床で羽織袴に威儀を正
してこれをお受けし︑翌九冊も腰のところに片手をあてて
肩を一寸あげた姿勢で袴をはいたまま息をひきとった︒

遺言は偶ではないから俗なのは鴬り前である︒しかし鵬
外の臨維にはとの外になにも詩も歌もないようである︒さ
いきん川た小林勇﹃蝿牛庵訪問記﹄によれば︑幸田露伴は
鵬外を評して﹃おつそろしく川世したい根性の人だった︑
﹁森という男は蓄財の好きなやつさ・心は冷い〃だ︒﹂とい

っているが耐そういう側面もあったのかも知れない︒

﹁わが百年の後︑聖賢出でわが志をつぐべし︒われ憂うる

所なし﹂といって︑高砂の一曲を謡い従容として逝かれた

に此の事︑﹁泊翁西村茂樹鱒﹂には出ていない︒陣記細纂に

とは﹁泊翁叢書﹂の年譜に記載するところである︒しかる

参課された荊川主事に衝したが︑との間のいきさつは必し

あったが︑今となってはその賛否を明らめろすべもない︒

も明らかでない︒松平直亮伯の在世中に確めておくべきで

ており︑事賞無根とは思えないと云っておられる︒やはり

しかし割川主事もとの話は云い鱒えとしてしばしば耳にし

それに類したことが蜜在したのであろう︒

もし泊翁叢書年譜の記事を僻ずるとすれば︑先生脈維の

幽明まさに相分るる境にあって︑先生の直畏に百年後の透

ぐという︑との諜言はまことに意味の深いものといわなく

兄があざやかに浮んだのである︒聖賢川でて先生の志を機

であった︒明治三十二年一月十九日午後脳脳充血で蕊去し

てはならない︒その百年とは先生痩年より数えて百年であ

勝海舟も近代ｎ本の人物巾︑自兇の深い靴で一和の打人
たが︑岩本善治の記るす所によれば脳との日は大寒の入る

るか︑それとも先生の志を立てられた明流九年︑日本弘道

冗談をとばして閑談していた︒午後︑海舟は風呂に入り︑

前で天気崎朗︑七十六旗の海舟は意気雑んに沿本を相手に

少くとも先生は狸先生の痩後︑との道の一時衰えるとと

含護群の年より数えて百年であるか︒

た︒女中に汗を拭わせながら︑微笑して﹁今度は死ぬるぞ﹂

出てしばらくすると胸頭激痛をおぼえ︑悪汗しきりに流れ

の道︑懐に在る三十年﹂と松千春獄に初めて見出されたと

あるを溌感しておられたのでなかろうか︒枇井小楠は﹁と

業心ほとんど国家的といってもよいほどの規模の大きい日

には三十年のかくれた年月が必要である︒まして一つの事

き詠じている︒個人においてすら﹁道﹂のあらわる上まで

といい︑﹁湯をもってとい﹂と命じた︒湯がとない内に忽涛と
して倒れ魁そのまま永眠したのである︒

西村先生の議言
西村先生のまさに蕊ぜんとせらる曳時職左右を顧みて極
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本弘道含の事業にあっては︑との道のかくるＬとと百年は
止むをえないかも知れぬ︒

西村先生の眼力は賞に鋭い︒人は性交にして先生を︑た
んなる望者先生︑道畢者とみるかも知れぬ︒しかし明治戊
までの前牛生は︑小蒋といえ佐野藩の群政を一手にとりし

辰︑維新に際含したとき先生はまさに四十歳︒その四十歳
きり︑幕府の機密にも時には参議し︑内外多事の幕末の政

治外交に哩接間接に周旋していた︑一佃の政治家であった

レクテュアルな性格は見営らない︒もし弧いてあげるとす

れば︑勝︑山媒︑井上毅あたり幾らか先生と近い知的な性

︹お茶の水女子大畢教授︶

格の一端をみるととができょうか︒︵つづく︶

遺稿﹃記憶録﹄には︑幕末明治の政界の秘事を録し︑先生
のいわゆる早耳︑地獄耳︑情報通なるに舌をまくのであ

伸ばすこと︑ゆうに薩長の輩と伍しえたであろう︒未刊の

にしてもし俗事に野心あらぱ︑政治家としてもその駿足を

はじめ常時の政治家とも多方面に交渉をもっていた︒先生

ろは俊傑にあり︒先生はまさに時務に通じ︑三係︑岩倉を

を重ぬたのみで奮阿家︑塞措大と云ふに過ぎない︒私の八

も本年八十三歳長くもあり︑短かくもあり遮唯僅かに馬齢

村愈加に依って創立された以来八十年︑共間本含が我結榊

十年と云へば長い様だが一夜の夢とも云い得る︒本含が西

て共中に﹁八十路除りの夢を兄しかな﹂と述べられたが八

嘗て貝原益軒翁が八十歳を迎へた時︑三十一文字を詠じ

響私

藤玄智

る︒先生は︑今の畢者教育家のごとき﹁先生といわるろほ

は五六十年の間世柵で働いたと云ふだけで本含が八十年全

十三歳は生れた時から望校教育経了迄を引算すれば其結果

文明に寄典された成果は著しい︒顧れば其含末を汚した私

どの馬鹿﹂でない︒けれども叉︑政治屋になりきるほどの

先生は稀にみるインテレクテュアル︵知的︶た人であっ

席にある私が本含創立八十周年に封して特に慶賀の意を表

抑進めて来た成果は偉大と云はざるを得ない︒是奮員の末

直亮︑徳川達孝の二伯は勿論︑歴代の含長に依って本舎が

の兄さんたる本禽は︑西村愈澗以来私も知遇を蒙つた松平

部を吐愈に貢献された黙から見れば全くの弟分である︒其

た︒おそらく明治の代表的政治家．西郷︑木戸︑大久保︑

る︒

ゃ男になれない﹂という側面も︑この世にはあるのであ

馬鹿でもない︒まとと下世話にいう如く﹁馬鹿にならなき

のである︒先生はたんなる机上の請書子でない︒時務を知

訓

加

さらに伊藤︑大隈︑黒田とくらべても︒先生ほどのインテ
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心

−

だのに過ぎないので是が今教圏内に再び入れられたのは全

来今日迄終始一貫職日本固有の宗教であったのが一と度明

く祁道の復古である︒故に紳祇祁道の今日はアメリ力さん

して止まない次第である︒其お伽の微品として左の通り私

私の心響︑心の第一蕊は次の通りである︒Ｈ﹁員理必勝﹂

からそうされたと云う革命ではなくて一全くの復古であると

治政府に依って封宗教の政策上一時是を以て非宗教と呼ん

と云うこと︒即ち人が何と云はうが︑どうケチを付けよう

云へるのである︒是私が亘理必勝の確信を篭駒上是を弧く

の心響を披涯して本禽に贈呈する︒

が︑自分が冥加と確信する庭を提げて立てば必ず蚊後の勝

肖員理の貝の字はマコトの義に外ならないが是は叉道

利を占めると云ふととである︒有名な．・ヘルニクスやガリ

徳の方面からはマコト即ち誠と云はれ更に其意味を弧めて

した所以である︒

い鹿であろう︒それを私は特に鰐験したからである︒私の

レイの賃例を畢げる迄もなく量面目の人なら先づ異論ばな

専攻畢科は哲畢︑宗教肇であるが其研究に照して日本の刺

ので知識の方面からは︒具﹂であり︑迩徳の方面からは誠

至誠と秘して居る︒是は大昔より日本人が﹁赤き心﹂等の

又は至誠である︒故に江戸時代の畢者度含延俳上人ぱ﹁二

文字で云い現はし誠又は至誠の文字を使川するに至ったも

である︒然るに其明治以来維戦常時に至る迄園家の政策が

恩なき至誠は榊道の極意なり﹂︵祁苫秘仲間答︶と説き︑黒

は私が明治三十二年東京帝大を卒業以来今日迄の研究結果
祁杜信仰を宗教でないと言畢げして居ったため︑私の研究

住宗忠大人は﹁誠一つで四海兄弟﹂と教へた︒明治天皇の

道又は川吐信仰が一柾の宗教であると云う紡諭に達したの

た︒然るに終戦以来との政策が撤唆されて川吐循仰も沸教

護表が時為制肘を受けて困らせられたことも少なくなかっ

獄に投ぜられたが︑ガリレイは獄中で尚叫んだ︒﹁それでも

い︒嘗てガリレイが員理研究を妨げられてローマ法王から

誠が良心又は良識として働けば儒教の教へる﹁仁﹂悌教の

が人格であると云はれる要鮎であり︑其特色である︒此至

る︒是が諸生物や無機物の物格あるのみと云うに封して人

尊び道徳の方面からは至誠を提げて男往辿逃すべきであ

から是を略する︒要するに人間は知識の方面からは亘理を

尚地球は動く﹂と私も又祁牡信仰の公な抑認識が出来た時

説く﹁慈悲﹂基督教の力説する博愛即ち﹁信愛﹂ともなっ

数多き御製の中に誠を説示されたことは周知の事貸である

成程︑亘理は必ず勝つものだと礎験した︒経戦時の園・家の

た︒其時私は貝に思った︒それが亘理なのだから仕方がな

情勢を察するに憲法は改められ︑杜含相は革命色を呈した

て夫盈其特種の色を帯びて表現するに至るのである︒誠と

基督教等と同様に宗教圏内の存在として公認されるに至っ

が祁枇信仰と云う榊道は日本闘民が瓜だの蕊をあげた時以
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同様の趣である︒此至誠を捲って生死をも賭して怯まず亘

云う湛然たる一大湖の水が千河寓川となって流下し行くと

に蹄着するのである︒華に世界の恒久平和が資現する︒是

信愛である︒此四大川流は一つの貝源流に集めれば一至誠

ろのである︒此紳こそ仁恕であり︑慈悲であり耐博愛又は

は私の日常生活の自訓四則である︒依って左に是を一詩に

を私は一︲平和恒久﹂と呼び是を心響の第四項とする︒以上

理の必勝と相侯って一貫して進退するのが人格を有する人

間の特性である︒弦に私の第二の蕊が聞える︒それは至誠

取り纏めて弧詠して世かう︒

一貫の叫びがそれである︒日亘理必勝至誠一貫で坐作進退

亘理鍵名呼至誠︒仁慈信愛一源清︒

し日に側に新たにして叉刷に新たなる日常生活を展開する
虚に人生を楽しく送り暮さなければならない︒彼のキュー

︹特別含貝・文畢岬士︶

・人間安宅平和礎通常染自弧精進生腿

○仰せうけお茶作るわざ我が世まで二十九とせの錘りなき幸

○わが幸はみ園のお茶をつくりつつ二十九年を樫しことにして

○見かへれば二十九年と重ねたりみ園のお茶をつくりつくりて

○我が摘みし御園の茶の芽雲の上ささぐる日までつ上がなかれと

○親為の仕へまつりし御茶づくり我が牙に及ぶ畏かりけり

○代々につぎて末の末まで仕へなむ雲の上のそのお茶つくるわざ

○雲の上の園の茶摘むと家の子らはげむを見ればいともたのしき

繁田武平︵豊岡支含長︶

二十九年目の光柴に浴し感激してよめる

○昭和三年以来宮内臆より御料茶謹製方を仰せつけられ︑本年は

ｉｉｉ

レー夫妻の皐究者がラヂウムを護兄する研究に寝食を忘れ
日夜努力を致し遂にラヂウム護見迄に洲ぎつけたが彼等夫

妻は貧苦をものともせす︑倣衣粗食に甘んじて其元素の新
柵究に没弧した心地は其催也ちに彼等夫妻の極楽であり︑

た精祁状態を述べて愉快限りなきことを云い現はして﹁諸

浄土であった︒淫尊が六年苦行の結果浬梁の至境に到達し

天世人が五欲の肉僻的快楽に耽って喜んで居る等に較べれ
ば貝に類を見ざる妙楽の直境である︒﹂︵因果経︶と道破し

たものと極めてよく一致して居るものである︒ラヂゥム褒
見の資聡と云弓皐的な正しい亘理探究に力を致す其ことが

簸大の幸耐︑簸勝究境の安楽地と云ふととになる︒私は是
を呼んで﹁精進常楽﹂と稲し是を心響の第三項とする︒人
は賞に此天職に自弧精進する仕事の中に常に妙楽を味あふ

貝境に達せねばならぬ︒四一村一郷一図全世界の人類が拷
此様な精祁状態を以て互に相助け共に暮して行くことが出
来たならば是こそ全世界は平和の一大家族を完うするに至
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机の
Ｉ
！ｉ
×

﹁映倫﹂自ら治めることが出来ないのに
政府の統制云々には反抗する︑果してその
黄格ありや︑自分で自分を治むる者にのみ

自由あり！﹁太陽族﹂映謡製作者に敢て
言うものなり！
×

政黛幹部と﹁ダム﹂や溌竜所には兎角の

︑︑︑

ウワサあり︑電溌総裁に月除を費して︑後
か世のウワサを裏書するかのよう！

︑︑︑

口の悪いスッタ︑モンダの人事！何んだ
×

×

沖純や小笠原問題では花形のイワュル進
歩派連︑日ソ交渉ともなれば揃って獣すＩ
不思議の至り！﹁ソ連の主張は常然の常然﹂
と言う共産蕪の方がより正直である！
分別盛りの妻子ある僧侶が情婦との別れ

×

︑︑︑

︑︑︑

日くグレン隊︑臼く太陽族︑臼く桃色部

︑︑︑︑

にして此の如しＩまして衆生に於ておや！

に悪臓となって刺す！衆生を済度する者

︑

隊︑・・・⁝と咲く悪の華は正に現代の偉瀬！

た営頬梢の赴くま上の人生には逆なし︑逝

なき行路は淵路！道を皐べ︑肇んで知り
×

知って育てよ！
蹄馬の決定しない島々を占領して︑﹁理論
は無朋︑既得権﹂を云々し︑口に平和を言
う︑これが日ソ交渉に見せる彼等の腹！
これでは力のみあって外交はあり得ない！
これでは庭の批界平和は夢のまた夢！
×

日ソ交渉に見る自民窯の動き！国家を
思ふは侭看板で︑変は派閥雫ひの具に外な

らない？敗職図は政治家もその程度のも

の！嘆！
×

獅裁という佃人の枇暴は人の皆雄うとこ

×

いもの？．今日は既にその昨代になりつつ

ろ！だが組合とか圃挫のそれは暴でもよ
あるが！

祁先より︑そして恐らくは子孫までも悩
まされ︑また慨まさるるであらうところの
宿命の脆風︑九︒十月は一喜一憂！
×

中堅原爆の約四兆倍の威力ありと言はる

上大型随風！人間己が力を過大頑する勿

×

れ︑自然の力の前には︑人間の誇るものも
かくも微々たり！

×

世界の平和を愛好する剛民の公正と信義
に訴えて云々の下に新憲法は出来たが︑
今日各幽の動きを見るに︑果してその期待
がもてるや否や︑若しそれが頼めずとあれ
ばＴ憲法も常然愛らざるを得まじ夷！

早大生︑日米交換教授に反封して︑米教

授阻止の理に出づ！若しそれがソ聯の教
授ならばどうなんだといひたい！共産無

×

の晒按でやってるからである！

砂川問題最後の争ひに入るＩ基地拙張

の赴非は期諭あらんも︑話合にも雁ぜず︑
法に定めたところを行ふにも反封というこ

×

の事に大問題がある！これこそ凹家は滅
亡あるのみ！悪法もまた法であるからで

ある！

×

山口螺の或小畢校では︑副読本として修
身教科書を作る︒新しい枇の胎動期に︑こ
れが先鞭となるか︑はた無嬬となる？

明治維新日本に︑雁含教育闘慨の先駆を

なした日本弘泣含の八十周年！顧みて多
難︑勝来を望んでも多難！ただ泊翁先生

の除徳と含貝の固い信念のみがよく今日を
あらしめ︑そして蒋来をあらしむるもの美
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塵

ＩＩｌｌｌ

一八十周年の祝賀と回顧一

村先生と知り合ってゐられた開係と推
察される︒首時私は少年であったがｂ

父が該誌を保存してゐたので十二年位
の時請み︑先生の道徳論文に感侃した

演を行ひ︑また年一同含報をも綾刊し

○含租先生を築地邸に訪ふ

た︒

二十七年晩春頃であったか︑上京し

したので︑田舎の吾が周挫にも波及し

下に欧化主義の風潮若しく海内に禰漫

明治維新直後︑文明開化といふ名の

○書租先生の芳名を知ったのは

なったので︑若輩私恐るノ︑往訪した

そして其晩同町稽積屋族館にお泊りに

で・私は友人や先輩を誘ひ往聴した︒

私の住む小杉町久誰寺で講演されたの

ために来際され︑隣郡で近い淵係あり

明治二十五六年の頃本嬬婦負支含の

○書組先生にお目にか上ったのは

間に座右銘御抑奄を噸つた唯︑数日後

され︑そこへ数年後二三回伺ったとの

その年向島堤から奥まった寺島へ移居

有難さだけがいつまでも礎ってゐる︒

微笑され︑おのづから化育を感受する

したか記憶漠然としてゐるが心唯温顔

述べたか︑またどのような商活を拝承

こへ先生を往訪した︑どのような話を

建築であったように記憶されるが︑そ

た折に︑築地の事務所か邸宅か赤練瓦

たのであった︑海内果︑坤田賛︑寺林

庭︐快く引見され懇切に教訓を給わり

在京中にお持たせ下さった︑その五言

印象が深かったのである︒

清憲等 諸 先 輩 が 相 益 牡 と い ふ 文 化 圏 謄

との時に私入舎させて頂いた︒随員は

猫射水支称を設立するよう仰せられ瞳

六十除年の回顧片々

を紬成し︑郡内青壮年を網羅し︑新知

絶句は

片口安太郎

識を求めるのが目的で明治十年秋から

○射水支曹設立

多分指原安三さんであった筈︒

私は幼時から弱虫で多雲病で耐維質で

激溌不自制終始身後累十年記此
心除得一念字

相益吐談を溌刊した＄これは北陸に於

西村先生から懇雌されたので︑郡内

ける雑誌の噴矢である︒該誌に西村先

庚く先輩知己等に力説し︑明治二十七

生偶廷寄稿された︑海内さんは十年東
京日日新聞の禰知撰痴居士から懇請さ

れ︑︑この教訓を給わった芦︶とは︑感激

念り易い性格であった︑それを看破さ

感喜今に至る迄時祈誓索に懸け先生の

年紀元節を期して褒愈式を畢行し︑時
戦争が起ったので遥伽兵や慰問等走に

遺芳を欽仰しかつ自警反符してゐる︒

れて上京︑新聞記者として活躍された

誰力し︑地方名士を鵬し精紳作興の講

折各所で講演念を開催した︒恰も日清

また坤田さんは先きに大審院に奉職さ
れてゐたし︑寺林さんは内務行に奉職
されてゐたので漣との三人の誰かが西
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｢

り︑弟直喜さんは歌人で新年悔中御歌

大帝北陸巡幸の際駐兼された名家であ

さんは埴地方望族で︑明治十一年明治

二十四五年頃と恩ふ︒支愈長川村民井

支禽として最初は婦負支含で︑明治

○本懸下に魁ける支含分布

弘道稗を膿識する気風が進展し難い開

はこれに悪り事足ると信じてゐるため

迦されてゐる悌教王画で︑迩徳的通勤

天下周知の通り悌教特に瀞土員宗の普

に感喜してゐる次第でもある︒本螺は

惟況であることは槌私として心ひそか

ある︒いふまでも無く谷先生は武勲赫

のであらうことは舞楽に除りある唯で

するは誰が適任かと賢考深慮なさった

とは︑命覗先生が飛床に於て後事を托

谷干城先生を二代含長に推戴されたこ

を敬讃してゐる︒猶先生の遺言に依り

機を要約してゐろので殖座右に術へ時

軍需品磁器製作のため無断で包紙に充

に保存したが︑十九年秋大患中子供が

の前後数回東京を離れ地方で開催され

の頃彦根で一全剛総禽が附催された︑と

明治三十六年であったと忠ふ︑晩春

○彦根に鑓ける全国総曹

とが出来ると恩ふ︒

は芥干城迩稿二巻に依って窺ひ知るこ

ことであらう︒先生の深い造詣の一端

礎が問められたことは申すまでも無い

存する魔で︑との含長に頼り本含の基

にも参加されたことは老人級の記憶に

参加されたし︑三宅零徹さんのⅡ本人

見を有され︑陸鶏南さんの日本新聞に

廷であるが一面文事に政治に卓逸な識

係に立ってゐる内怖が然らしめるので
○二代含長谷先生を偲びて

詠進に入選された︑共に死去されて︑

た︒次は射水支含であるが聴含員次ぎ

愈祁先生明治三十五年一初秋︑七十五

無から弓か︒

ノーと死去され︑私も身逢多忙のため

の高齢を以て蕊去された︑痛悼事は生

支含の標札はどこかへ隠れてしまう

お世話出来ず心私一人含員にゐ袋って

の限り忘れ得ぬ腿である︒先生の将書

去って手許に残らぬので寂箕の感に堪

したが︑掴害倣へ寄贈し又子らが持ち

は読むと讃み得ぬとに拘わらす賭ひま

ゐるので中心巾瀧無いと思いつ比礎生
幾千も無くなった︒猫明治三十年頃氷
り︑同郡唯一の名門である陸川九左術

兄一回射水郡から分離して氷兄郡とな
門さん含長で︑氷見支含設立されたが

営したので︑惜しいことをしたと今も

る例があった︑土地良し瀬候良しで全

えない＄雑誌も修身杜以来のものと共

遺憾に堪へ難い︑唯一つ昭和八年岩波

図から百数十称員参集した︑谷含長御

幹部 逐 次 死 去 さ れ て 耐 永 統 し な か っ

たが︑数年前に粛藤一二さん中心とな

教育者としての西村茂樹と題された名

創刊の教育第一雛に︑吉川熊次仰士の

夫妻︑女婿建部迩吾博士等麦外名士の

が︑酒井さんが死去のために閉鎖され

しや弓と相談あり︑新川支禽成立した

た︒後ち中新川の酒井さんが支含設立

り復興され．年毎に総含の折には本部

文章は︑先生の御事業と畢風人格の大
から割旧先生と講師が遥廷出張される
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を参槻休憩した︒との間随意に先生の

北の小川村に藤樹先生の遺構藤樹書院

に汽船を賃し︑琵琶湖上を汎渉し︑湖

を追ふて盛含裡に絡了した︑最後の日

顔と顔 が 眼 前 に 弄 素 と す る ︒ 日 程 は 順

れた︑一天雲影無く澄みきって湖上の

汽船で蹄り︑船上で懇親の酒韮が附か

ゐる︒話が横道へ外れたが︑小川から

眺求を糊められ︑今も書架に厳存して

が私の友人の友人であったので︑一本

全集を溌刊され︑その捨営者某文畢士

は含長時代に幾回か拝顔した︒その頃

ぼんやりとしてゐる︒徳川達孝先生に

りしてゐるが︑いつどとで拝顔したか

松平直亮先生の芳名は記憶にはっき

○思ひ出る名士の面影

の僻で登ってゐた＄そこへ倉長先生が

ゐた︒私ら五六人何気無しに靴や下駄

そして清だしく手向の花が供へられて

前は玉砂利を敷いて清掃されてゐた︒

礎あり︑廻りは花耐石の柵を設けも墓

命令の方糞を追想すると大方亡くなら

姿を追憶して胸躍る気分になる︒との

とした風格が︑躍如として今もその英

った︒三軍を叱吃された老将軍の蕊乎

吐朗為抑揚激越湖上を震動する慨があ

して倉長先生起って吟詩をされた︒音

眺め筆舌に識せぬ清興である︒酒削に

数回拝顔した蕊去された追悼雌に︑下

った︑副曾長としての徳川頼倫先生に

く拝顔し清談を交わしたのが岐後とな

か国含議事堂竣工の盛式の時︑食卓近

現されてゐる︒昭和十年であったらう

人と墨痕淋潤淵敦穆雅先生の風格が表

座右銘を御願ひせしに人能弘通非迩弘

を欽仰してゐる︒

御墓を参芽した︑墓は地上三尺程の土

先生は石段で下駄を脱がれ︑袴を許け

参拝されるので︑後方へ避けて覗くと

村海南先生のその徳風と聡明を詳述さ

るが︑記念として書院用の藤を描いた

この十年前に参拝したので二回目であ

ら柵を越して逃げたのであった︒私は

された︒そして私らは恐縮して後方か

私は戦争犠牲で斜陽族に陥ったが︑先

道不憂貧と謹厳に書いて下さった︒今

御揮奄をお願いせし虚︑牛切に君子憂

であるし︑その頃上京の際に座右銘の

少年時から聞かされ︑敬仰してゐたの

谷酋長先生は熊本篭城の英雄として

は三輪川員佐子さん︑棚橋絢子さん等

特に交り深く恩ひ出深い女子部の方で

事として貢献多かつた渡逢武助さん︑

んや︑池田謙蔵さん︑樋田魯一さん主

象深い︑怒軒の紳名あった信夫恕軒さ

姿に含津魂を秘めてゐられたことも印

長としての南摩綱記先生の温厚荘重な

れた︑涙の透る名文を追想される諺副含

れ華胃界無愛の人格者と哀惜し潅識さ

れ現存者有りや無しやの歎を溌するの

茶碗数個お頒け乞ひ保存し︑時麦茶を

生が今日を藤言し謁諭給はったような

み︒

られた俵玉砂利の上に坐られ︑敬虐な

石擢を額にして．書斎に懸けてゐる︑

頂いてゐるし︲猫先生の墨迩致良知の

感が伴ふので︑今も書斎に懸けて除芳

態度で低頭参拝される紳厳な姿に電蕊

猫その後ち滋賀際の事業として先生の

（24）

地方へ向って追想すると︑蛎内は別

走に至るの感深いものがある︒

た方迂猶健在の方掩も多いので悲喜交

倉員協賛倉員等の名士中既に物故され

を博聞してゐる︒その他名群含員特別

京近親の一女が三輪川皐園在皐中で噸

八十を越してゐられるとのことは︑在

刀自の令嗣が元通さん今も建在私同様

と拝顔した記憶が蘇へり来る︒三輪田

拙作を贈った︑後ち冊子を川版された

たし︑何かのお帆のために詩を諸はれ

るとと出来ぬ︒翁には総愈等で数同逢

東京に近い埼玉で繁川瀧義さんを忘れ

方は園畢に精通してゐられたらしい︒

らに岡部護さんを追想されるが︑この

しく︑晩年まで詩の贈答を続けた︒さ

家塾を附いて子弟教育に結逃されたら

る︒静岡では橋本孫一郎さん︑これは

つ禽加先生に酬ゆろもの無く︑事志と

屈指六十四年になるのであるが︑何一

の内の一人であるとのこと︑私は入命

入称六十年以上の方四人あり︑私もそ

信に依ると︑との創立八十周年に鴬り

も恩ひ川に耽って書きました︑猫御来

せ越されたが︑参考書は無いし︑幾日

割田先生から思ひ川を書き送れと仰

毎

塗︷田武

三代︒六十三年

︹術山聯長老竹員︶

感慨無量でもあります︒

いがとの位で御免豪ります︒

として牒外の方では山形の菊池秀言老

であった︒大正初頃北海道へ旅行し︑

の諺通りなので︑汗顔至極であり︑叉
肺途中聴原淵泉に一泊し︑翌朝騨で偶

違ふとと︑いはゆる命長ふして恥多し

通を辱ふした︑土方恕平さん︑佐藤信

せられた異彩を放つ堂為たる記念書冊

古さん︑千葉の櫓垣直右さん︑明治時

然翁に川逢ひ︑奇遇に五に驚きかつ喜

が︑それを拝見すると多くの名士が寄

代に本牒知事として知り合ってゐたの

んだ︒切符を質はる上のをそっと兄る
りした︒私は青の通し切符を持ってゐ

ｎ本弘道含創立八十川年を迎へると

ん︑また武干さん︑先考の遺志を遵奉

在に到達したものと老へる︒固迩︑南

職員諸氏の誠資なる御指導と︑多年に
わ潜る曾員の共鳴同調とがあって︑現

のこと︑狗に慶賀に堪へない︒歴代役

さん財閥でもあったのか身廻り豪華で

され誌上で支称記事を読む毎に敬服し

風競はす︑重大の時に在り︑層一層の

（25）

師はお目に懸らぬが︑晩年まで長く文

で︑本部で偶然逢って奇遇に驚いた忠
との方は丹波の隠れた名勝地瑠璃渓を

たが︑それをそっと隠して三等席に同

と赤切符を賀はれたので︑二度びっく

世間へ知らすために耐長い間貢獄され

乗して東京でお別れした︑その倣素さ

ひ出がある︒京都では竹内源太郎さん

た特志家で︑上洛の際往談したが︑十

あったが︑温順で詩を作られた藩詩を

てゐる︒その他長い間の恩ひ出限り無

に頭が下がった︒その息子義智庄干さ

贈答した西川太治郎さんの恩ひ州もあ

年以前蕊去された︒滋賀では小林正策

平

努力をのぞむ︒

本含の歴史は聯同時に︑支愈の記偉
でもある︒創立の歳月に雁じて︑それ

空言たらしむか猶名策たらしむるか︑

諸君の賞行いかんに唯だあり﹄と激励

を総いて満面喜色︑先生の理想賞現に

てゐたが︑翌日蹄宅し︲先生より委細

との日︑覗父瀧義は︑所用で上京し

されたのである︒

は固よりだが︑豊岡支含にとりては︑

人︑支含の記偉に長短の差違のあるの
まさしく六十三回の春秋を送迎してゐ

向って︑瞳ちに心血を傾けた︒

﹃私事を語らず﹄とは︑訪問の要訣

と謂はるる︒が︑弦に︑支愈の特殊事

いＯ

諜髭列畢するの僻越を許容して戴きた

認可

黒弧支曾認可明治二十七年三月十七日

嬰岡積善曾明治四十三五月設立

黒須銀行参一月設立

も以上は加父浦義の装意に華く︑殊に財幽

法人磐岡積蕃曾の設置は︑支曾の控済的基

めよ︑物質文明の裳毒を識れ︑憂ふべ

小畢校に於て﹃西洋心酔の迷妄より醒

身講話含に臨まれた︒雪間は黒須高等

義含及 び 地 方 有 志 者 の 関 総 の 共 催 の 修

予の 伯 父 蛮 智 庄 平 の 含 長 た る 黒 須 教 育

明治廿六年十二月︑西村茂樹先生は

青淵先生は︑特に﹁道徳銀行﹂と姉漉

たることを快諾され︑大正二年十月︑

永井利方術門氏の三大家は︑銀行職間

名した︒洗深築一男爵︑大谷嘉兵衛氏︑

信川組合は︑四十年五川黒須銀行と更

は︑大正七年︑豊岡支含と改稲︑黒須

組合として賞現した︒後に︑黒須支含

護智庄平は初代支曾長であったが︑入間

震ヶ開支曾明治川一年九月汁七日併設

入間翠友曾明治三十八年一月

して誰足し︑夜川の説明は︑黒須信川

書間の講演は︑日本弘通命黒須支含と

翌什七年︑西村先生の黒須に於ける

る︒人間なら︑還暦を超えるとと三年
である︒感慨無量である︒

支含の過去を一瞥して︑記念流の一

きは︑黒艦か？あらホ︑固民逝徳の

になられて贈賜されたのである︒西村

翁然としてこれに赴き︑その曾員たること

目的であったが︑営時の志ある青壮年は︑

開催︑曾報溌行︑奨畢蚕金制等が曾の主要

を細識しその曾頭に推された︒秋期識斌曾

した指導薫化の目的をもって︑入間翠友曾

郡六十四ヶ町村の青年壮年を打って一丸と

ので︑特一記すべき事業たるを失はない︒

揃展こそ︑まさに恐るべし︒一杯の水

て賞行したととは︑支含史にも特筆大

先生の﹁信用組合相助法案﹂を率先し

礎を永遠に華固ならしめんことを期したも

は煉原の火を遮り能はざるも︑三千蔦

文としたい︒

人畢っての注水は︑能く灼熱の猛火を
消すことができる﹄と︑痛論され︑そ

の通りである︒

にも銘記してあることは︑諸賢御承知

害すべきことで︑との鮎︑西村茂樹偉

幹事であった︒

る淵故畢曾の斎藤茂三郎氏は︑営時︑その

のものである︒塙保己一の遺跡を主管され

の夜︑拙宅に一泊︑郷邑の有志に信川

を誇とした︒支曾傍系の事業として︑異例

組合相助法草案を示して﹃との提案を
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亡父翠軒は二代支曾長︑大正十四年六月

豊岡大畢大正十四年十月

で︑これに報いんものと︑叔母園長は︑昭

精岬が﹃弘道﹄にあったことは明白なこと

五百名に達するが︑これら悶見保育の根木

和汁四年︑婦人部曾員五十名を勧誘したの

支曾例月常曾毎月一同開催
冊六年間の町長をやめて︑杜曾教育事業に
であった︒

支曾の直系︑傍系の事業は︑ほぼ︑略述

専心留意︑大正十四年十月より豊岡大畢を
開誰した︒三十回にわたる講座には︑粕芥

と良に想起した一事がある︒

した︒

大正九年の七剛のことであった︒

崎署堂︑新渡戸稲造︑穂積承遠︑阪弁芳郎︑

義三︑犬養木堂︑荒木貞夫︑徳富蘇峰︑尾
服部宇之吉︑三輪出元道︑山川健女郎︑斎

拙宅に︑松半哩亮伯侭の家扶がお兇

全文を掲載する︒

重にも既に表具済みのものであった諺

とのととで︑有難く頂戴したが︑御鄭

伯爵の御依託で参上しました﹄

卿岡支曾へ御側けするようにとの︑秘平

る︒西村先生の遥薩中に謹見したから︑

﹃この窒誹は︑西村泊翁先生の反筆であ

えになられた︒そして申さるろには︑

藤愛︑高良富子︑大妻コタカ︑吉岡蝿生︑

有馬良橘︑永田秀次郎︑小笠原長生︑菅原
兵治︑高岬兇昇︑河野省三︑金脈畳之助の

諸先生等︑営時︑閣家の第一線級の宜材傑
士を網羅した諸誰座が措常され︑その春秋
二季の曾期には︑闘郷青年男女の智蕊を充

たせしこと多大なものがあって︑その聴誰
は識者憧慢の的であったのである︒支曾毎
月常曾は二九年三月までに三百五個開曾し
た︒その後休曾してゐるが︑いづれ績開の

西村茂樹

信念についての質問には﹃弘道精碑を基準

故園長繁田くら子叔母は︑保育悶練誉の

行ブト︑物毒ヲ典ストノ三者ヲ以テ第一ト

人々互二信責ヲ以テ祖父ルヒ勤倹貯蓄ヲ

余︿今日地方ノ隆盛ヲ致サントスルハ︑

黒須支曾感謝ノ状ノ後二書ス

に置いてゐます﹄と答ふるを常とした︒塑

スベキ事ヲ信ジ︑各地ヲ巡回スル毎二此事

瞥岡保育園大正十五年三月開始

撫定である︒

岡保育園の在里・卒業の二者を合はせて千

上︑弘道曾ノ支曾一ブ起シ︑何レモ篤行勤倹

ヲ説カザルハナＺ各地ノ人々余ガ言ヲ用

ヲ以テ其ノ主眼トセルハ余ノ深ク喜ブ所ナ

ハ黒須支曾トス︒余ノ説ク所ハ各地皆同一

●

リ︑各支曾ノ中二於テ殊二功績ノ顕着ナル

ナルニ︑黒須ノミ此ノ如ク功績ノ蕊リシハ︑

蓋シ其人存スレバ其政翠ルノ理欺︒其人ハ

誰ゾ︑蕊田浦義翁也︒翁ハ久シク資莱ヲ以

ヲ其子武平子二譲り︑退隙シタルガ︑猶老後

テ郷里二束ンゼラレ︑年老タルヲ以テ家業

ノ除力ヲ以テ弘道曾相助法ヲ推営シ︑誠蛮

ヲ以テ其班ヲ勉メタリシヵ瀞ハ︑僅七ヵ年ニ

ー達シ︑途一一是ヲ本トシテニ十万回ノ銀行

シテ入社スル者数千人︑貯蓄金三蕊ノ多キ

ヲ起スニ至しり︒夫ノミナラズ︑土地ノ風

俗漸々二改マリ︑浪饗者ハ勤勉者トナリ︑

薄行者ハ篤資家二鍵ジタリト云ブニ至リテ

ハ︑益々其功ノ大ナルヲ兄ルナリ︒此甑︑

護智繁田ノー子ヨリ︑感謝状一王宜ヲ添ヘ

ルノミニテ︑尺寸ノ功アルニ非ズ︑安ンゾ

テ余二賜ラル︒余︿只古人ノ言ヲ淡述シダ

此一方二行ハレタルヲ開キ︑欣喜措ク事能

此榊賛二常ルー足ラン・然レドモ余ガ志ノ

ニモ之倣プ者アラン事↓フ希望ス︒

ハズ因テ感謝状二答へ︑併七テ︑他ノ支曾
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６

右西村泊翁先生虞筆
大正九年七月審定拝書

松平直亮圃

き姻戚の奇異なる自然の恭組の廻稗に

日で︑今から六拾除年前のことであ

村先生御在世中の明治廿七年五月廿七

る︒

ただ人︑驚歎するばかりである︒

端座して︑往事を回想すれば︑遊乎

代茂木佐干治︑十一代茂木七左術門︑

褒起人は︑五代茂木七郎右術門︑八

く︑識乏しｃととろざし︑先哲前賢を

として︑夢の如くである︒予や︑才薄
追へども道究まらす︒髪髪︑いたづら

平︑茂木催太隻郎︒一初代茂木啓三郎︑二

三代茂木房五郎︑茂木兵三郎︑茂木利

泊翁先生一の御貝筆中に﹁土宜﹂とあ・
るのは職左偉に﹃無し使レ失二其土宜一﹄

に向きを加ふろのみ︒任を三代支含長

である︒古来︑わが郷土一帯はｂ﹁狭山

十八代商梨兵左術門︑宮野三五郎︑門

とあって︑風土に適する作物を云ふの

の束責に負ふといへども︑心肝まく︑

倉肺太郎︑大塚保太郎︑中川仲右衛門︑

山下富三郎︑西祥吉三郎︑戸逢千代松︑

支含員諸士の寄託に副はぎらんととを
怖るるのである︒翼はくぱ先醒各位御

二正刑支含長が︑泊翁先生の膝下に携

指示︑支含員諸彦御鞭健あらんことを︒

茶の産地﹂として鳴る︒霞洞・翠軒の

たかと推測する︒﹁創立七年﹂とは明治

の諸氏で︑含員数は︑男女合せて四拾

郎︑小張兼吉︑矢部芳之助︑茂木林賊

贈したのは︑或ひは﹃狭山茶﹄であっ

︵昭和冊一年九月五日稿︺

新井千代八︑海老瀧左七郎︑影山春太

州三年で︑それは先生絡涛三五年の一

︹埼玉蝶豊岡支倉長︶

名であった︒

支禽事務所は︑茂木林職︑大塚保太

郎︑茂木佐平治︑山下富三郎︑野川醤

意を表すると共に︑其間常支愈のあゆ

本愈創立八十周年を迎へ︑謹んで祝

梁館で開含すろを例とされた︒

含を二︑六︑八︑︒一二の四同︑清水果

集含は賞初瀧集含を四月と十月に常

茂木林司

野田支含のあゆみ

二年前に書かれたものと想ふ︒
満義の父は瀧該︑浦該の父は満照諺

浦照の父は恒保︑恒保の先代を武兵術
と濡した︒武兵術は内室を入間郡大井
越市高階新河岸の索藤家より︑瀧該は

みを記すことは一全く意義ない事でない

茂木七郎右衛門︑を経て現在は二十八

愈長は︑五代茂木七郎右術門職六代

移って居る︒

内室を深谷市幡羅東方の高橋家より迎

と存じ其概略を記させて頂くとと上し

油含杜本店︑を経て現在は興風含館に

へた︒如今︑各営主の︑榊木光弘氏は

村苗間の榊木家より︑浦照は内室を川

豊岡支含員︑斎藤安右衛門氏は川越支

た︒

営支曾が創立せられたのは︑含租西

含員遥高橋文男氏︵梁仙堂病院長︶は
熊谷支曾員であって︑予は近き或は遠
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代高梨兵左衛門氏になって居るｃ

含員数は其後琳減あったが︑多い時
には支脅員を合せて一二○名程に達し
たが今は本含員男女合せて三十二名支

められてゐたため地方道徳教育上に及
ぼした影騨は蓋し識大であった事を疑
はない︒

併し第二次大戦中及び戦後は通物賛

総含は清水公園内にある桑築館を含

を止め︑弘道誌の購読に止まる有様と

要は痛感しつ上も︑細集含を附くこと

生活の多忙等のためⅨ道義心高揚の必

の縦乏物慨の昂騰︑通貨偵値の下落︑

場とし︑初めは︑毎年春秋二回男子部女

含員二十八名計六○名である︒

子部に分けて附曾されたが︑後男女合
につれ職春は五月つつじの好を競ふ時

する時勢となり叉交通が護達し侭文化

れ︑道徳の韮本に就ても幾多考究を要

もっともこれは︑戦後憲法が改めら

なった事は遺憾の次第である︒

秋は閣内の紅葉錦を織りなす十一月一

同で附くやうになり時勢が忙しくなる

同だけ附く様になった︒其都度愈加西

︵八年秋︶

明治天皇の御製を拝讃して

文畢坤士加藤玄智先生

︹九年春︶

世界の大勢に順雁し幽民の富に

文翠博士福本日南先生

努むくき刻下の急務

余興薩摩琵琶

文皇博士吉田静致先生

︹九年秋︶

現代杜曾と図民の斑悟

余興騰摩琵琶︑牧野錦光氏

︵一○年春︶

新か醤か

文畢士三輪川元道先生

余典薩座琵琶︑木佐覚氏

活動が礎になり︲ラヂオテレピの誹及
により中央名士の御話を居ながらに聞

村先生の御肯像軸を猫げ︑支称長の教

育に閑する勅語の御捧讃︑木含要領

東京高師教授中島信虎先生

︹十一年秋︶

最善と長命

誰師宗像逸郎先生

︵十一年春︶

余興講談︑花井生吉氏

没業家の責務

文翠士有馬防政先生

Ｑ○年秋︶

たと恩はれる︒

くことが出来る様になったためもあっ
鼓に本曾創立八十周年を迎へ︑祝意

甲ｂ乙競の朗読の後︑含務の報告議事等

本禽から派遣された講師先生の講演を

を表すると共に本含の益為活躍せらる

があって︑一同輩食を共にし︑午後は
聞き又除典に興じながら御茶を頂き相

上事を所りつ上併支愈のあゆみの概略
大正八年以後鴬支愈細含に於ける講

互の親睦に費すろを例とし︑傍聡者を
含員の知見を高め︑親睦をはかる上に

師及び除典師氏名並に油題を畢げれぱ

を述べさせて頂きました︒

大に碑益する虚があっただけでなく︑

次の通りである︒

加へて毎回七八十名の出席があって慰

含員は概ね営地方中堅層以上の方で占
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時代思潮鍵韓の傾向

余興薩摩琵琶︑須田綱義氏
︵十二年春︶

現代杜曾と人格の生活

文堅博士吉田静致先生
余興講談︑花井生吉氏
︵十二年秋︶

災後国民の畳悟三けんの歌

主事宗像逸郎先生
余興薩摩琵琶︑小島鶴村氏
東京商大教授有馬防政先生

︵十四年春︶

余典薩摩琵琶︑堀信光氏
内閣蛎託剛府種穂先生

︵十四年秋︶

倫敦遊時の回顧

余興誰談︑天野雄彦氏
︵十五年春︺

自由平等の虞義

文畢坤士吉出静致先生
余興講談︑加藤梁山氏
︵十五年秋︶

内閣嘱託図府種徳先生
余興薩睦琵琶︑立花浮氷氏
︵昭和二年春︶

弘法大師の道徳卿

全乗院住職池田隆完師
余興講談︑花井生吉氏
三輪田女畢校長三輪田元道先生

︵昭和三年秋︶

生活と幸泥
余興講談︑花井生吉氏
東大教授河津遅先生

︵昭和四年秋︶

金解禁と景気回復

余興講談︑天野雄彦氏
︵昭和五年秋︶

文翠博士吉出熊女先生
教育勅語の精紳について

余興誌談︑一龍粥貞山氏
東洋大里教授高島平三郎先生

︵昭和六年秋︶

日本閣民現時の急務

余興落語︑林家正蔵氏
︵昭和七年秋︶

政治翠博士五来欣造先生
最近欧州に於けるファシズムに
就て

落語︑三遊亭歌奴氏

余興浪花節︑木村松太郎氏

陸軍中将閣司伍七閣下

︵昭和八年秋︶

講談︑神田ろ山氏

余興落語︑春風亭柳好氏

︵昭和九年春︶

日本精紳に就て

文翠博士河野省三先生

加藤珊堂先生

︵昭和十年秋︶

日本文化の世界的使命

余興講談︑禰出山陽氏

︵昭和十一年秋︶

非常時日本より見た欧州の危機

下位春吉先生

余典落語︑春風亭抑橋氏

陸軍中将奥平後賊先生

︵昭和十三年春︶

我等の五大毘悟

余興浪曲︑木村若衛氏

︹十五年秋︶

三図同盟締結後に於ける園際情

海車中将和波聖一閣下

勢と大平洋問題

余典新講談︑一龍驚貞丈氏

︵十六年秋︶
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第二次世界大戦と日本

陸車中将凹王天延孝閣下
余興落語︑昔全学桃太郎氏
︵十七年秋︶

糎済畢陣士服部文四郎先生
此後統制経済はどう進むか

余興落語︑翁家きん蛎氏
︵野田支含幹事︺

八十周年の感懐

様に到る八十年始経塗らざる弘道精祁

第五代堀田正恒伯︑然して現含長酒井

三代松卒直亮伯︑第四代徳川達孝伯︑

の東部に厳存することは︑宵に我が日

数十名を有する道徳の囲鰐が︑千葉聯

来講せられたる聴谷坤士は︑念員五百

は︑あながち一片の御世僻では無いと

本の誇りである︑と稀讃されました事

恩ふのである︒

は︑いよノ︑︲全国に亘りて其共鳴者を
るに到ったのである︒

砿大し各地に有力なる支含の設立を見

只に口に筆に高速の理想を説いたり

畢術的の議論を岡はせて居ることを以

我が千葉豚東部支含は六十五年前︑

て誇りとしてはなるまい︑畢理望娩を

に徹し︑然して遂に修身癖家治園平天

さず︲小事たりとも善を篤すとの信惟

村先生に私叔し其教俵を捧じ︑先生に

愈設立の允許を祥︑西村先生の数度の

時の無迎熟主渡逢存軒先生が︑夙に西

臨場を諸ふて︑御講波を受け給はった

して貴き生命では無いか︒

下の大道に漸進してこそ園家の一員と

らんよりは︑常に小事たりとも悪をな

人能く迩存一弘む道の人を弘むるには

のである︒併して第二代谷干城勝軍を

説いて弘道なりと恩篇する道畢者流た

非ざるなり︑我が日本弘道念が西村茂

始め歴代の愈長はいづれも我が支含の

有った︑そして地方有志を叫合して支

樹先生によりて創設せられて弦に八十

随行して各地に出張講演せられた事も

年脳我が圃逝徳の圏僻として亜きをな

細禽に脇まれ秘しく訓示せらる上所が

高木泰三

すに到りたるもの上︑賞に先生の偉大

あったのである︒

ろによる所多きを忠ふ時︑又各位の多

継承して其亘義を余覚溌輝せらろ其有

到り支含さ貝五百数十名の方為は克く

治郎氏弟五代寺本篤次郎氏を経て今に

氏第三代布施蝿次郎氏第四代菅佐原源

そして第二代支倉長には紬鳩伊之吉

何に口に道義高揚を一説いたとて︑各自

民の態度が浮んで来るではないか︑如

オに耳を傾けたとき︑まざ人Ｉと非国

る勿れ︑一と度新聞に目を通し︑ラヂ

上落付きを取り戻して参ったと梁槻す

賞に荒陵共の物であった世の中も︑や

時代の相を見よ︑経戦裁に十有一年︑

なる人格の感化と理想の深淵なるによ

大なる不断の努力を感謝せすには居ら

員筆に本秤趣旨の達成に努力せられて

の心を洗い清めないことには杜愈悪は

ることは勿論ではあるが︑又克く之を

れ無いのである︒

居るのである︒過般本支命の講演倉に

第二代含長としての谷干城将軍︑第
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に倣ふなどＡ古めかしい言葉をかき川

て何にもなるまい︑上の好む所下之れ

減退しない︑如何に人為を鞭うつたと

はあるまいか︒

のは通少しく前人に封し恥かしい話で

今では有名無賃になって居るとか言ふ

努力によりて一時立派であった支含が

さる上むきがあるとか︑叉折角前人の

職及川直能師や有喜小畢校長大久保普

ふ︑支含は八王子町本立寺に世かれ︑住

はその人の紹介で入含されたものと思

含長をも兼ねて居られたから︑薄井翁

原豊穣といふ人は老人の甥に鴬り︑支

希くは日本弘道含各支愈の諸賢︑奮

になり︑時壁名士を鵬して有益な講淡

行氏等の熱心な幹部があって益女盛ん

人能く道を弘む︑道とは何ぞや心西

したくもなる︒

村先生は天地の亘理とれなり耐と説か

には現代の思想の善導と文化の向上に

起一恭各支含をより礎大に育て上脳一

命が附かれ︑まだ郡の教育念もなく弘

る誠は天の道なり之れに従ふは人の道

た︒沌井翁は勤倣力行家で畢徳もあり

道支含が唯一の遊徳教育の機開であっ

れてある︑直理とは儒教の所謂誠であ
なりと中庸に説明されてあるのはとれ

一には八十年の昔を偲び西村曾租先生

翁の糊誘で入命した者我村で二十除名

の努力に答へる所がありたいと蕊を大

も出来た程である︒明治三十年四月八

含員一人宣回宛醸金

た事もあった︒廿二年宇都宮支含が妓

で翁と共に八王子まで火事兄舞に行っ

して草畦ぱき手郷常で四里の道を徒歩

王子大火の際は

である︒勿糞不備︒︵東部支含長︶

祝日本弘道合創立
八十周年

にして各支含長各位に呼び掛くる次第

である︒

凡そ世上幾多の人為は︑自己一身の
利害によってのみ動いてゐる︑義如何
を省みるものは雀だ稀である︑だから
小人の手ひは絶いない︑三面記事はい
チンコ屋は盛り︑費春屋はのさばる︑

よノ︑賑かになる︲田舎の片隅にもパ

抑も弘道含の主旨秘之れを結雄だと

それは村に︑薄井礎恭といふ私のⅢ父

が入含したのは︑六十除年も前の事で

ゐるから︑私の生年と同じである︒私

弘道含の創立は︑明治九年と聞いて

立三十周年記念倉が開かれ︑その七月

となってゐる︒恰も四十一年は五月創

鯨によると︑五十一名外準含員廿一名

立は早い方であった︒四十一年度の名

支含中廿番目であるから︑営支倉の成

念が出来て四十一年には全図で七十七

豊初に成立し︑廿六年十一月認可で営支

言はないものは無い︑然した賢室念沸

と同齢の老人があってその人の紹介で

天野佐一郎

に終っては駄目である︒聞く庭によれ

入倉したのであった︒鴬時南多摩郡長

必要があるではあるまいか︒

か上る現状は図民全僻として反省する

る人はあっても地方によりては愛人硯

ば魁弘道含支含設立など奥馬力を掛け
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五日には八王子でも支愈の細命と講波
倉が開かれ︑含長徳川伯及平塚理事講
師池川評議員等が川席聡衆三百といふ

八十周年を同願して

八王子へ寄醐したから簸餅時市の綿務

へたので︑回顧談を少しく書いて兄た︒

今年は日本弘道称創立八十周年を迎

菅佐原源治郎

課長青木源軒君と謀り︑新含員を募り

称加西村先生が心明治の一初期世態の

礎禽であった魅其後私は大正九年から

本禽の雁援を得て︑支含の表迩挽回策

を創設して︑図民道徳の振興に寄典さ

樫薄に流れることを憂慮し︑修身望杜
れた︑夫から日本講逝倉となり︑更に

を講じ︑下位春吉氏に諸ふて講演念を
経った次第︑それでも刺立六十年記念

進んで日本弘逝含となり今日に及んで

附いた事もあったが遮力及ばす失敗に
禽には青木君と共に川席して︑功労感

ゐる︒

修身畢吐叢記として溌行︑同十七年六

機開雑誌の蛮行も明治十三年四月に

謝記念品として塔型世寒暖計を頂戴し
た心思ふに﹁人能弘道﹂で︑中心に其

人なけ れ ば 道 は 附 け ず 何 事 も 川 来 な

〃よりは講道叢記と改題し︑更に日本
弘道禽叢記と改め︑明治三十六年一月

いＯ

木盃登箇右︿覚殿ノ毒呂ヲ呪陥

より弘道と改題今日に及んでゐろＣ

含租西村先生は韓明治三十五年八月

なった︒

の小冊子とし︑隔月に護行することに

も︐翌二十一年三〃よりは十六ページ

不足のため休刊の巳むなきに至りたる

但し昭和二十年は戦争の激烈と物費

シ益上御長命卜御壮築トヲ所リ記念
トシテ呈上仕候

昭和二十五年四月三十日

日本弘道愈
鼓に蕪言を述べて︑八十年の偉業を祝
︵八王子支含代表︶

し魁将来の護展を斬ります︒

十八日蕊去せられ猶同年十一月に二代

目含長として谷干城子霞が就任した︒

明治三十八年八剛に唯谷含長が僻職し

て松平直亮伯が命長に就任︑同四十年

九月松平含長瀞職して徳川達孝伯が四

代目の命疫に就任された︑昭和十六年

二月徳川含長が苑去︑堀田正恒伯が含

長となり︑昭和二十六年堀田愈長が蕊

んでゐる︒

去酒井忠正伯が酋長に就任︑今日に及

事務所は明治二十六年京橋匠南鍋町

一丁目一恭地に煉瓦石造建物を災得し

之に移り︑大正三年に川田匠西小川町

二丁目一悉地に宅地四百拾坪及所在建

物三棟を買得︑枇圏法人組織とし之に

移卿せしが︑大正十二年雄災に通ひ一

時南葵文庫に避難︑事務所跡に平家四

十坪の仮建築を篤し執務した︑此建築

斐金参千回也は松平直亮伯個人の寄附

であった︑現在の愈館は昭和六年地鎮

行したのである︒

祭を施行︑同七年六月新築落成式を筆

総曾の鋪一同は明治二十八年四月京
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彦根中皐校講堂にて附禽︑第六同は東

都市議事堂にて附含︑第五目は滋賀際

三十年四月東京にて開含︒第参回は京

都府師範皐校にて開含︑第二同は明治

つ上あるのは︑誠によろこばしい次第

を有し︑全図有数の支含として活躍し

残ってゐろ︒今や富支倉は含員五百名

した其報告演説などはいまだに耳架に

其の賞現の喜びを促進されつ奥ある不

類の徳性陶冶の大道に筆舌を振ひ以て

講演に︑特に我が園風に印し更に至人

たにしますと共に︑本含が﹁弘道﹂に

ひを致し︑ひたすら景仰感謝の念を新

於て開含した︑今や倉を並ぬるとと五

あって︑昭和四年第一同を佐倉支倉で

又千葉際には支含聯合倉が組織して

弱鍔化を狙っての平和主義民主主義の

空前の大敗戦の結果︑先づ我が園の

断の努力に濁しまして敬虐感謝の誠意

である︒

十四回に及び︑年毎に盛大に護展する

て開含︑第三同は野田支曾で附催の筈

開曾︑昭和六年に第二同を東部支禽に

京斯文倉にて附含︑以後は大抵東京に

ことは慶賀に堪へざる次第である︒ま

しかる庭多血質を多分に持つ岡民は俄

行き過ぎ憲法を押しつけられました︒

批判の英畢に出づるを欲せす反って一脆

然脚下を兎角忘れ勝ちになり遂に静観

を捧げます︒

た本命の要領は︑含刷の作成したもの

るととは遺憾の次第である︒既往を追

なりしも︑そのま上になり陵絶してゐ

が如何に本含護展の鴬に貢献せられた

懐すれば︑歴代の曹長を始め先輩諸彦

はしき体統と現図情に印すべき憲法へ

張り歩くようなもので責にあさましく

は︑大人の衣服を子供が若て大道を威

の改善を改悪なりと反駁しつ上あるの

かを感謝せすんぱあらざるのである︒

鼓に八十周年を迎ふるに鴬り︑卿か
︹千葉牌東部支含顧問︶

卑見を述べたのである︒

四つの島に押すなノＩの大過剰人口

存ぜられます︒

の悪因念も手陣ひ︑遂に失業者の洪水

となり︑生活が頗る困難を来しました
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で︑我為含員虚生の指針ともなるべき
ものである︲乙瀧要領は︑明治三十四
年の作成である︑我為は縄含毎に之を
捧読して︑常に服暦したのである︒
識って我香取郡東部支含を顧れば︑

明治二十六年十二月日本弘道含第三十
三支含として認可され︑まだ六十四年
鮭である︐営時の支曾長は渡逢存軒先
生であった︑先生は自一分の恩師であっ

たから︑共営時自分は準含員として始
経含には出席したのである︒而して明

蔦に利己心が著しく増長して参り︑共

治三十三年に正式に本含に入命したの

存共柴の一源たる義務遂行の念慮を失

席
日本弘道倉創立八十周年に常り︑泊

山

翁先生の道義高揚の指導的大粘祁に忠

青

である︒渡逢先生が明治二十八年京都

感

市に附含せる本含第一同の細含に出席

偶

ひ椎利一逢倒に惰して参りました︒例

し生計を立てる事︑しかも恥かしき敗

かち得べきを忘れて徒らに勢をおしん

ものに協力する庭に幅祇増進の喜びを

れて︑公共の耐祇を物ともせざる放坪

飛弊の今一つとして自由の名に囚は

間はす菱を食べたいものであります︒

十三年で︑弘道念も大震災に逢い︒仮

私が日本弘道食に入含したのは大正

此道三十年

で酬多きを求め︑忌はしき名の賃金や

に情し敢て平然たる悪態であります︒

事務所を麻布飯倉片町徳川侯爵邸の南

戦覗図の建て直し中は少くとも貧富を

手営の償上げ闘争を年中行事として生

特に若人達に多く見受けられ閏家再建

葵文庫内に世かれた時であった︒爾来

へば労働者側としては進んで事業その

産の低減を将来し︑祇曾公衆の禰利を

の途上暗雲低迷の感を深くいたさせま

三十三年歴代の愈長主事諸先輩の御指

澗立Ｈ本の悶怖に即し︑しかも現仙界

は性交にして世人をまどはし︲かくて

自らの篇にせんとする湖念論の蛾眉

逝粘川の許及に奉仕致し度き念願にて

導を受け︑微力ながら牡禽教化に亦弘

く無篤に退任︑亦青年部幹事長に推さ

が︑微力のため何等貢献するところ無
すれば反封せんが鴬に反封して復古訓

れ三四年その地位を汚し︑青年部搬長

今日に至り︑此川術任委員を拝命した

なり封建的なりと白眼脱するのを大局

握蕊去に伴い︑後任含長に堀田伯爵就

の樵想を進めつ上ありし折柄︑徳川含
我が日本弘逝含におかれましては更

た時︑青年部を代表して私が呪僻を述

任せられ︑披僻念を華族禽伽で行はれ

べることになり︑新倉長は歴代の含長

に進んで混迷せる現代の統帥思想の分
新溌刺たる日出づる国のほとりを得た

固り度きものと老い︑呪僻の内にとの

き含遅の下に稜極的に青年部の描張を

中最も若き御人であったから︑この若
へ松江支含長︶

しと念願いたす次第であります︒

野の開拓に寓至の御努力を賜はり︑清

の見地から誠に遺憾に恩ひます︒

の大勢に適雁すべく改革善庭せんと欲

中村芳三

も犠牲にしがちではありませんか︒も
す︒

とより労資共調︑己れをつめって人の
捕さを知り︑持ちつ持たれる温怖に生
きねばなりません︒

総て固民は法の下に平等であると憲
法にあります︒無差別ではありますが
人には男女の性別．賢恩︑能不能︑年
齢︑自柵の弧弱︑共他極為の差異があ
り従って其の職一分能率に差別を来すの

は営然の齢結たる以上は︑受くる鹿の

収入に 厚 薄 を 来 す も 亦 俄 然 で あ り ま
す︒平等の名に囚はれて魁﹁貧乏人は姿

を食べよ﹂との言をとらへて厄鬼とな
り一大侮辱であると非難の罵謹をあび
せた人糞がありました︒入ろをはかっ
て出づるを制すで︑取入に雁じての暮
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郎

南雲親一郎

青年部員として適格者と言へるのは大

と記憶する︒青年部も既に老年部化し

坂本︑中村﹁正﹂東係等の諾氏であった

松野︑服部︑田中︑大島︑百瀬︑谷本︑

美︑江幡︑岩村爺矢田︑岡崎︑井筒︑

島谷︑景山︑草間脳鵡川稲高梨︑加賀

氏長逝後で︑高木︑寺本︑庚井︑割田︐

簿徳のため何事も恩ふに委せなかっ
た︒営時先輩部員には名幹事長海老原

ったことに自責を痛感すると同時に漸

跡除りにも小さく︑一初志に剛へ得なか

のため三十三年の過去を顧みてその足

端解除にもと忠って居るが︑微力苅徳

得たことを以て本愈に封する寅任の一

飯川受翁含員百五十名︶と改稲護足し

多数の協賛を得て︑青梅支含︵支含長

を始め︑市内商巾小の各校長共他有志

正刑議長︑各官臓の所量︑教育委員長

支含と鴬すべく計謹聴先づ現前市長︑

サンフランシスコ峰約で一雁凋立悶と

時である︒特に大戦後の園際的結末は

の頃に比して優るとも劣らない重大な

あったと恩ふが雛今日の時勢は寧ろそ

幾多憂慮すべき事態が見られたためで

維新後の思想混乱時代で国家の将来に

めて修身畢牡を起された明治一初年唖は

せていただくこととする︒

て本愈の護展と将来への期待を開陳さ

て

御協力を得て︑成木支曾︵酋長萩原文

脇︑谷本︑坂本︑中村﹁正﹂百瀬の五

塊に堪へい次第で︐八十川年記念晩を

しての形は成立ったものの︑目下日ソ

希望と御指導を要望し而して部員とも

氏位であった︒私の様な微力簿徳若が

通して反樹の微衷を述べて同士に感謝

交渉の成行き︑やがて中共との固交回

弘道書に期待する

長く幹事握の地位を汚し居ることは青

する︒筒今後も本含の御指導下に飯川

一念員六十数名︶を設世し通更に昭和
三十年四〃青悔市に合併を記念に青梅

年部の護展を阻害するととを恐れて引

支含長に協力︑妓後の御奉公を決意し

相謀り菰を計諾して見たが職私の微力

退し︑少壮有篤の大島正義氏︵現東京

復など︑前途に横たわる幾多の問題が

論が一部に今もって繰返されている朕

だ︑思想の面から見ても︑無防備の平和

園民の封外的無開心もあきれるばかり

の園内不統一は目に除ろものがあり︑

眼前に吃立している︒しかるに政治上

申すまでもなく︑附加西村先生が初

深悲なる感謝と祝意を述べ︑併せ

日本弘道曾創立八十周年記念に際し

第二群護士副含長︶と交代したのであ

て居るものである︒

︵青梅支含幹事︶

何借しからむ道のためには

身はたとい暑さまさにたおるとも

足跡小さく恥かしきかな

道の友となりて三十三年の

った聯その後評議員を承はって居るが︑

現住所が交通不便なため評議員倉にも
殆ど出席出来ず︑河に申謹なく思って
居る︒

此間疎開地成木に於て．木崎代議士
各小畢校長︑村含議員其他有志各位の
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態で︑国際情勢から見た力Ｑハランス
がどのような鮒係にあるかなどといふ
ととについても︑閣民の大多数が無開
心である︒すべて現貸から出護しない
議論は塞理室諭という外はないが︑果
して園家の将来について国民の間に確
たる自信と自立の気椛えが川来ている
かどうか︒殊に青年層のその日暮し的
な頼りなさは︑まことに歯がゆい次第
である︒

的に全闘青年層に働きかけて本含の使

更に今後は中央本部に於かれても稜極

般青年層の開心を引き寄せるため︑更

の意気を青年層に鼓舞する必要がある

的地位を確立させるのには︑自主猫立

直の民主主義を把握せしめ日本の閏際

第二に︑青年層を封象とする場合︑

先んじ天下の木鐸となる弧問な意志と

い︒要は倉員各自が躯ら率先して衆に

望するのみで事足れりとしてはならな

中央本部のみを頼ってこれを期待し要

第五に瞳かくわれわ肌はいたずらに

える︒

に一段の工夫と努力が必要であると考

と考えるが︑図隙間題︑憲法論︑闘防

高逃な理想を持ち︑とれを賞行に移さ

命達成に遮逃する様せられたし︒

問題︑経済問題︑恒久平和諭等に閲し
一大牒家通勤を柳回すべく杢固各地に

て︑至公至正な兄解を十分杵溌すべく

る︒︵山形牒心友含支含長︶

なくてはならない︒との鮎︑支含含員
の活動に待つべきものが多いと考え

松倉秋之助

創立八十年！

との間︑閏内にも＄いるノ＼な川来

ごとがあった︒所云左伽と呼ばれた開

された︒叉所以右翼と秘せられた図鰐

鰐が解散させられ︑その主義者が投獄

は取り没ぶされ︑その主義者は追放さ

れた︒かような弾雁のさ中にも︑弘道
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そこで此の際にわが川本弘道命が取
るべき態度と貸行すべき焦眉の急務に

たい︒

支含を設立し史に枝極的の活動を望み
第三に︑言うまでもなく迩義立圃の
大締祁は日本弘道倉の玉手桁であるが
今日の吐愈情勢に封し︑いたずらに抽
象的義論ばかりでなく念としての活動
に緒気流るごとく望みたい︒

第四に︑唯一の連絡宣陣機開は雑誌
弘道であるが．すべからく曾員を一初め

感

つき︑些か意見を巾述べてみたい︒

第一に日本弘道櫛は八十年の歴史
を持ち︑その過去における功績は総健
中正を以て園民の指標を垂れ木鐸とな
って来た︒殊に道義立固の建前から︑

闘民思想の諜導に寄典して来た鮎は自
他共にこれを教化圏鵠の長老というに
やぶさかでない︒その鮎に同気相寄る

体え︑多くの者が重大な共感を喚ぴ起

園民一般にわれわれ最も切賞な叫びを

おいても日本弘道含の支含を護足し︑

すだけの新鮮味を感得せしめ︑特に一

意味で絶大な期待をかけ昨年山形聯に

その護展に努力している次第である︒

所

ない︒員なるもの善なるもの美なるも

倉は︑どこからも又何等の干渉も受け

犯罪の激堀ば正に遺憾至極と言はざる

堪えざるところなるも︑特に青少年の

醜悪事賞の頻護を兇るは︑貝に慨嘆に

恩ひ出すま§

明治三十九年含員伊藤幅市氏の紹介に

私が日本弘道倉員となりましたのは

漬倉順二郎

今にして之れが︑救済善庭の方途を

依って入舎致しました︒以来含員の増

た︒之より雄に明治四十二年四月一日

加に努め支命設立することになりまし

むるものであります︒

ことに於てか我が弘逝命の存在は︑

催とのことで川席方御案内に接し脳

本舎の細含を京都市浦水の成就院に開

益糞極めて重要なる意義あり稲更に木

講ぜずんぱ︑悶家の前途を暗憎たらし

を得ません︒

のの在り方正に斯くの如くである︒昭
和三年︑川越支含認可地域吐含の枢軸
たる六十除名の愈員︑︑その職域を通
し︑機に臨み︑鍵に雁じて・弘道精耐
を高揚︒

過ぎし日を想い︑又洋為たる前途を

曾所定賢践道徳の昂揚遂行は︑との国

川席する旨御回杵巾上げましたところ

含員演倉潔氏命員伊藤耐市氏の三人共

民迩徳縦陥の救済矯正に︑至大なる影
響を典ふるものあるを確信いたすもの

日禽場に出席しました︒鴬時の含長松

族館に御割営あり職三十一日一泊翌一

本含よりの通知には三僚小橋の秋田屋
隆昌ならんことをお所りすると共に︑

今や八十周年記念に樹り本含の愈幸

であります︒

吾等命員たるもの一層隠忍自亜︑協力

り掴除興に老僧の琵琶を一曲池直に昔

の面影を偲ばしめられました︒中庭の

平伯爵殿の御臨席の下で細含を無事経

池逢に記念撮影の後︑京名物楽焼の茶

謡すべき事をお誓い致します︒

甚だ簡単ながら︑常支含を代表し所

碗に各自将名の興趣をつくして閉禽と

挺身︑以てこの崇商なろ蓮動に微力を

す︒︵祇島牒江名支首長︶

懐の一端を披漉してお祝といたしま

内野支倉創立総含には︑徳川含長代

なりました︒
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思う︒︵川越支含長︶

八十周年を祁す

振旗

に道徳の額麿甚しく︑各階層に渉りて

惟ふに戦後既に十一年魁未だに一般的

と感謝の意を表する次第であります︒

大なろものあろを恩ひ︑深甚なる敬意

舎的に貢献せられました功績は蓋し偉

として︑其の真使命を褒揮せられ︑杜

意を暗し︑維始一貫壮含道徳教育圏篭

顧るに︑本含は西村茂樹先生創立の

衷心より呪幅するものであります︒

日本弘道命創立以来弦に八十周年︑

弘

長の帆僻其他あり聴術支曾には岡書館

の菊という題の講演鳥居新潟聯教育含

閣下の呪僻︑新潟新聞社主筆小林存氏

理として講師足立栗園殿御臨席︑含長

んでした︒

に︑其有難大御心には涙なきを得ませ

に出向はれた︒私は自動車の護車の蔭

して宮内府より自動車で供物等ととも

事に奔走するようになったのでありま

諸賢の指導により︑望内外を究めて図

先生は蕉幕佐倉藩の州身で︑時の先晃

後︑印癖嬬椎参事となりましたが︑翌

年でありました︒明治四年腰群澄螺の

の附人となって任務に携はるとと十五

す︒そして嘉永三年には︑支蒲佐野侯

伊藤氏も着のみ着のま上︑土賊︑商品︑

附記二回の大災火に自分は勿論魁

新潟市に嬬園書館創立の折間本弘通

住宅︑工場等全焼で︑記録等何もあり

五年三月僻して上京︑深川に家熟を起

を併置致しました︒

禽副含長徳川頼倫閣下越後線通過せら

ません︒以上︵新潟螺長老含貝︶

り︑禰瀧諭吉・西州・中村正直・加藤弘

し砥六年八月には心森有確の護起によ

之・津田亘道・箕作秋坪等と共に明六杜

闘家諸制度の改新と共に︑西洋文物の

事しました︒思うに芯明治維新以来︑

を起して︑閏民の思想風裕の改良に従
今年は︑Ｈ本弘道称の創立八十周年

到来急激であったから︑とかく新奇を

菅谷徳次郎

西村茂樹先生を
偲び奉る

る上を聞き︑識道併ぴに木曾へも請願
して内野騨頭に三分間特別停車するこ
とが許可となり︑地元民衆の湖送迎に
徳川侯よりも御喜びの御言葉をいただ
きました︒

に相鴬するので︑禽誌弘道十月推を記

好む民衆の思想に投合し︑文明開化と

大正十二年四月廿九日木曾細含に維
身含員伊藤幅市氏と共に出肝︑細称の

念雌とするから︑川老にも入命箭時の

た︒嘗て斬髪令の布かれた時など諺﹁ザ

稲してこれを椴迎するようになりまし

の府上名刺交換の代りに各自起立住所

思出なり感想なりを執筆寄稿せよとの

議事その他寓端無事経了︑経って直曾

仰せでありましたから︑御言葉にあま

ンギリ頭をた上いてみれば文明開化の

三十日宮城舜槻を許され所定の服装で

えて奮感を披涯することに致しまし

氏名を告げ︑興趣州のうちに閉含︑翌

坂下門 よ り 各 宮 殿 を そ れ 人 ︑ 拝 観 し 経

さて︑日本弘道愈の創立と糖きまし

方に向ふものばかりでなく︑却って俗

になったのでありました︒これがよい

昔がする﹂といふ併読まで生ずるよう

せり︑常時の含長徳川達孝閣下は大正

て︑何より先に念頭に浮びますのは︑創

悪の方向に傾き︑思想の混飢風俗の悪

た︒

天皇の侍従長であらせられたので︑三

立者西村茂樹先生のことであります︒

り振天 府 皇 塗 殿 を 参 拝 半 破 門 よ り 蹄 宿

十日の靖国紳杜例祭には陛下の代舜と
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された所以賞にと上にあったのであり

なったのでありました︒明六牡の溌起

化を来して識者のひとしく憂うろ所と

が宇都宮にも支含を設けられ︑含長西

地の支含護起を兄るに至りました︒我

いよ︲／Ｉ旺盛となり︑東京本含の外各

わたりて世の識者次第になびき︑含勢

勢の挽回に努力奮闘せられたる妓偉大

すれば軽騒浮薄に流れんとする腫界情

月には︑大里講義宝に於て︑道徳に開

雑誌修身畢杜叢説を出し︑十九年十二

弘逝倉の前身であります︒十三年には

京修身畢牡を起しましたが︑これ賞に

を講究する目的を以て︑九年三月︑東

そこで西村先生は︑修身道徳のこと

なお話を耳にして深く感銘︑今に至る

の夜始めて先生の温容に接し︑御親切

の御懇話を拝総いたしました︒私はと

開かれまして︑多勢の含員と共に先生

その夜︑武職屋という料亭に座談命が

の時私は支障あり舜蕊不能でしたが＄

講演を拝鑑したことがありました︒そ

村先生の御出張をお願ひして一場の御

れば必づ事有り︑各性情慣熟する所に

邦勝て数ふ可からざる也︑然して園有

天の覆ふ所︑地の戦する所︑森羅閏

りました︒︵宇都宮市長老含員︶

間出と︑先生の如きは直にその人であ

なる人格者である︒古人云く︑五百年

ます︒

する大講淡含を開かれました︒先生の

もなほ折に柵れて記憶がよみがへり新

盛典

箕輪直

各種の激職に誰捧しながら︲一生国民

暗先生は早年より国事に奔走︑官海

に方今世を翠げて各諏刊行︑汁牛充棟︑

篇︐河とに呂鼎も雷ならざる也︑願ふ

聖賢の大通を鼓吹す︑所謂経国不朽の
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祁弘道含八十周紀

れたものだといひます︒

相ひ異る如き也︑我が弘道誌旗を文壇一

正さに八十周紀昇代を羽儀し︑録する

随て︑而て其の能を街ふ︑猫ぼ人諏の
先生はその後二十五年に貴族院議員

所論説講話より︑文詩雑録に至る迄で

ります︒

含員・宮中顧問官・華族女畢校長等の

に勅選され慰三十四年には文肇博士の

竜も邪曲淫蝿人心を蕊毒する者無し︑

盤を耳柴にするの恩あらしめるのであ

柴職に選任されていたのでありました

年︑七十五歳の御高齢を以て安らかに

望位を授典せられましたが．翌三十五

雄歴典雅各為肺肝を展べ︑情藻を述べ︑

迩徳の興隆民俗の改善に常られ︑動も

に建て後進を薫化する者此に年有り︑

が︑その間終始園民道徳の興隆倫理思

永眠せられました︒

これから弘道倉は道香薫溌道風吹き

に日本弘道念叢記を刊行されました︒

含と改稲し︑弘道倉雑誌を蛮行し︑更

十年には前の東京修身畢紅を日本弘逆

想の普及護達を固る考を持綾され︑二

進して同大書記官となり︑後又畢士院

この際先生には．文部行出仕から累

日本道徳論は︑この時の講本を補修さ

ノ

雌し或は之を制限し︑之を排斥し︑逃

て以て蛋物と篇す︑且つ烏跡の文字を

するの理ま有らざる漢文肇の如き︑脱

而も世の噴堂者流穆聖賢の瀧蕎を探究

通を絶つ者︑典りて而て弦に至る也︑

し︑迩義を鼓難する弘逝誌の如き殆ど

者︑暁星の如し︑此の間耕然頭角を瓢

誠に善く綱常を扶植し︑葬倫を辿びく

に投じ︑利を鈎ろを以て目的となす︑

概ね浮薄好俵︑或は奇焔を街ひむ時好

を頒典せらる︑弦に記念椛典を仰ぎ感

肱称典眼考の木鐸や︑僕や謬りて誌細

寓世に仰ろが如く︑其の旨趣の盛なる

を忠し聖賢の大逝を述作し︑而め諸を

へぱ孔孟二家異端横行の世に虚し︑身

れ︑狂澗将さに倒を回さんと欲す︑弾

活眼誘披武しきを以て︑仁義の教を垂

朝陽に鴫く君に非すや︑是れ賞に先達

猫り弘道八十周紀を迎ろ者．堂に篭鳳

所蔑し︑是の時に営りて︑魯城の絃諏

然て滑奏として畢世鄭蕊混濁底止する

日︑新曾館落成式と︑六十周年一記念が日比

であったようだ︒次で昭和十一年六月十三

は若槻細理大腕も出席されたりして賑やか

五日に︑上野自治曾館で行はれた︑この時

ので︑こ上で新築落成式と四十周年一記念式

年四月に﹁日本弘道曾館﹂が新築落成した

残念なことである︒

ような盛大なことは不可能であることは︑

るが︑併し敗戦日本の今日として︑過去の

今度の一記念曾は蜜に二十年ぶりのことであ

遂に奉行されないで了った︒かく忠へぼ︑

とても記念曾をするどころの話ではなく︑

るが︑これは昭和二十一年で︑敗戦の翌年︑

行はれた︒ところで︑七十周年記念曾であ

祝宴は︑大阪ピル内レインボー・グリルで

一般入場者が多く︑千除名に達した︑夜の

芥公曾堂で器げられた︒これは賛に廃大で

叉五十周年一記念曾は︑大正十五年五月十

した︒

た︒これは大正十二年の大震災で不幸焼失︒

道曾館の二つが最もなもので︑有名であっ

常時紳山で洋館といへぼ︑錦輝館と日本弘

を塞げた︑この西洋館は木骨であったが︑

しきは某字に代んと欲する者有り︑彼

訓の除り震盈を班やす妄言不立︒
︵茨城脈命員︶

共れ恩はざる乎︑所謂漢字は弦に数千

ＪＪ

歳︑我れ之を剛化し筋礁梁刑政此れより

登り恥仁義忠孝此に基く︲其の斤深遼

こＬに木曾創立八十周年を記念するに富

除白に

ひに斯の逝に雛みる有り︑研鐙之れ勉

りて︑過去の十年毎の記念式について回顧

四外の仰羨する所︑風来洋人も亦た大
むと云ふ︑定とに以ひ打るなり︑若し

して見ることとするご

大正三年現在の地を買って︑と上に大正七

次で四十周年の記念曾であるが︑これは

が︑記念曾の最初であったようである︒

校講堂で翠行された三十周年一記念祝賀曾

四月の五日に︑瀧草赦前の東京高等工業翠

記録によると︑｜記念曾は︑明治四十一年

之を排斥し之を制限せば︑則ち歴代の
文物典章何に縁りてか後昆に荊耀すろ
を得ん︑唾斯文の徳たる︵上︶天地祁明

を感勤し︑下も世を狐し︑時を湾へ︑

敦厚純正の気千寓世に傍碑す︑斯の道
世道人心に干繋有る証ゆ可らざる也︑
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賀日本弘道倉創立八十周年

午︹日立︶

へ凌石・越央子・斧二選︶

八十七聖寒蝉大森

︑日本弘道含創立八十周年記念帆典感懐

道之義而吹束︒一結高通︒非老筆如禄者︒不得此大作︒

八十五聖江東片口安︵富山︶

＠賀日本弘道曾創立八十周年述懐八首

○ＯＯ００○○○○○○００００○○００００○○

０００○○
民心天下先︒

樹徳流芳八十年︒師承脈脈畢風体︒大哉斯道貫今古︒振作

Ｅ︑︑︑殖℃℃℃℃︑込埴Ｅ︑○○００○○００Ｏ

開園鴻固普九埋︒文明東漸群時人︒中流砥性先生在︒人道

一巻新細道徳論︒東西今古遡淵源︒長思減善迩天意︒繊石

︑︑Ｅ︑︑砥＄︑ｎ℃殖︑＄︑○○○○００００Ｏ

○○○００
精華日又新︒

○００００
凝成日本魂．

皐徳盤高識見殊︒一生読道補鴻漠︒百千寓衆倍心服︒海内

００００○○００００ＯＯ００００Ｏ○００００Ｏ

０○○００
支流潤淫敷︒

００ＯＯ００００００○○００○○００００○○Ｏ

０００○○
徳業典天寛︒

破邪誰識此心丹︒不雌椛門野興官︒東海長着夫子在︒説然

００００００○○００００ＯＯ○○００○○○○Ｏ

○○○００
雁見道風興︒

温乎如王命相価︒師表無墜世所稲︒若使泊翁在今日︒腔然

○○００○○００○○○○○○００００００００Ｏ

０○○００
浅生多所思︒

古騨叢林調鳳姿︒淳淳受教壮年時︒星霜六十夢痕杏︒向髪

勿勾八十五星霜︒往事荘荘夢一場︒歴落山河除痩骨︒細蒋

００○○００○○○０○○００○○○○○○○○○

怖生一筋︒捕締相聯︒峡以自省︒感慨亦多︒

○００○○
身世付斜陽︒評日︒東翁批時親灸︒夢痕猫在︒敬慕之儒殊深︒一

＠賀日本弘道倉創立八十周年
九十一聖有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶

明六修身叉弘道︒泊翁創業志何高︒好将天意正流俗︒常養

０００００○○○○００○○○○Ｏ○ＯＯ００００
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○○００○○○○○○００○○○○００○○００○
泊翁先生醇乎儒︒明治聖代名孔彰︒博畢卓識徳也峻︒憂時
０○○○○○○００○○○○００○○○○○○ＯＯ

慨世不暫忘︒乗西哲長窮物理︒補東儒峡扶綱常︒蛎行責践
０００○○○○００Ｏ︑Ｅ・も︑︑︑℃︑℃砥︑︑Ｅ
養其徳︒移風易裕附明光︒率先創設弘道命︒教化惟期園迩

有頑群
群︒
︒弘
弘道
道偏
偏祇佳気起︒文化燦然耀寓方︒評日︒起筆雄健︒

も︑砥︑℃︑℃Ｅ︑ＥＥ︑︑︑ⅢＬＥＥＥ℃︑︑
昌・先生易笠不復起︒後総有人成長良︒弘道乾乾妊不息︒
００○○○○Ｏ︑ＬＬＥ︑︑︑︑℃Ｅ℃︑Ⅲ芯３Ｅ
今鼓方届八十新︒同人相慶畢呪典︒此日秋深菊花香︒道通
︑︑︑︑Ｌ︑Ⅵ︑芯︑泊心︑︑︑Ｅ℃︑︑ＥＬ︑︑
雲集列盛儀︒含長呪餅意気揚︒名士諸彦記今昔︒交陳一呪意
︑ｈ︑Ｏ○００００○○○○○○○○○○００○○
感更長︒類歌賀詩亦堆案︒雛錘侍作金石蜂︒浦坐畢杯陶然
○００○○○○Ｏ︑Ｌ︑晒胞︑︑︑℃︑咽︑も︑
僻︒喜気横溢何洋洋︒八十七嬰吾耳此︒欣然賦詩代賀章︒
︑℃Ｅ︑︑︑︑︑ＥＥ︑心︑ⅢＵＥ︑芯︑︑︑︑近
古稗東方君子園︒劫除紛紛妖気横︒領土縮小人口密︒無頼
︑ｈ︑ＥＬ○○００ＯＯ００００○○○○︑℃℃︑
徒輩迄跳梁︒骨肉相食類毛族︒芭茸公行如食狼︒政界牛李
︑Ｅ︑ｂＥ︑︑Ｅ︑ＬＯ００○○００○○００ＯＯ
零名利︒猶似兄弟岡子惜︒如此世態不忍説︒前途荊疎猶註
○○○○○○○００○○００００︑︑︑︑︑︑心
荘︒除不在山不在水︒人怖反覆不可品︒新興宗教多弊責︒
︑恥︑︑︑︑︑０○○○○○○○○００００００Ｏ
籍名雁曇嫉化城︒巧捉人心貧典病︒研騰禁兇謀披張︒不知
０○○ ０ ０
０Ｏ
○○００００○○○○ＯＯ００ＯＯＯＯ
貝意在那逢︒欺憩征利惟是狂︒諸看古賢昌言在︒国家蒋興
員
Ｏ ０００００００○○○○
０○００００

︒︒景仰最深︒中州絞近義塵瓶︒論宗教弊蜜︒以明弘
稲高
高徳
徳而
而致
致呪
呪意意

ロ

人材見鰐塁︒塵網本無分貴賎︒世情未敢託醇醸︒爾来八十
○００００００００Ｏ

００００００ＯＯ００○○００００００００００Ｏ
星霜老︒後進何忘薫育勢︒評弓隣翁云︒里︿修身者畢批之名︒

泊翁所創︒篤弘通含前身︒明六者明治六年之略︒

︑Ｌ℃芯乃込℃︑ＥＥ℃︑Ｅ・︑ＯＯ○○○○○○０

００００Ｏ
嘩嘩耀東天︒

○○○○○
高風燦有光︒評日︒閑揚人道︒言辞淳淳︒筆致亦佳︒

百世之師是典章︒茂言垂範見綱常︒時難今日誰振鐸︒読徳

＠同一音移山寺島慶戸千葉︶

○○○ＯＯＯＯ○○００００○○○○○○○○００

＠同恵斎粂坂軍︵千葉︶

人間噸惰眠︒評弓雅醇可訓︒

０００００

百事偏期弘道全︒泊翁警世訓長蝉︒如何国運増多難︒受醒

℃Ｅ︑︑︑︑℃︑℃︑℃︑︑℃０○○○○○○○○

＠弘道八十年書感如山片岡佐仲竿︐葉︶

○ＯＯ○○
緒澗寓世偉︒評臼︒起承僻撲︒韓結浦高︒

肇業子弦八十年︒枕仁諭義則皇天︒泊翁夙欲満座俗︒畢徳

○００００００○○００００○○○○００００○○

＠吋雲石村川一雄︹横漬︶

○○○○○
昭同日川光︒評弓一結言其徳有光輝︒祁談練砂︒

維獅維擬脈徳長．能明大道柿綱常︒今迎八十年輔盛︒仰看

０○○ＯＯ００ＯＯ００○○００○○ＯＯ００○○

＠同石崖林服之助︵千葉︶

○○○○○
同人請勉肺︒評日︒意在言外︒三四切宏世態︒

報叫文章八十年︒蛎風脹併大功垂︒劫除誰又救時弊︒弘逆

○００００００００００００Ｏ︲○○○００○○○○

＠同岐龍唐灘鐙次郎︵横漬︶

０００ＯＯ
子今八十年︒評日︒前言大溢︒後言幽歩︒祇格各高︒

折裂山河世蓮涯︒憂若圃歩似臨淵︒先生長不滅清節︒弘道

０００○○
大道補金甑︒

頂門一針一千秋︒維興維正信悠悠︒閏迩元知有隆柊︒好胸

○○○○○○○００○○○○００００００○○００
−代鴻儒是泊翁︒誰知明折古今同︒誰持名教多動絞︒指導
０○○○○００○○００００００００○○○○○○

００ＯＯ００○○○○００ＯＯ００○○００○○Ｏ

＠同八十一里況堂：天野佐一郎︵東京︶

０００００○○ＯＯ○

人心有徳風︒至運巳移逢世鍵︒文場猶見補天功︒維管八十

景仰殊深︒

年来業︒大道長存宇市中︒評日︒三四意最敦厚．垂全濃凱切．

＠同濫山箕輪直︹茨城︶

○○○○○○○００００００００００ＯＯ００ＯＯ
鉛粟高標八十年︒響岬世併幾端篇︒清同琶水百詳底︒秀比
０００００００ＯＯ００○○００００００ＯＯＯＯ

八十九曳椛翁菅野三郎治︵祇島︶

偉功在︒天下脊思古聖賢︒評臼︒描酢粘錬︒能稚脈徳︒

宙山千似蹴︒弘道締祁言似繊︒済時僻句筆如様︒大名千載
０００○○００００Ｏ

＠賀創立八十周年

○Ｏ○００○○○○００００００００ＯＯ００００

０００ＯＯ
正義更期全︒評臼︒稗結剛健︒不焼紡祁︒可以弘斯迩︒

泊翁功業世長体︒弘遜干弦八十年︒百難不携猫自若︒日東

＠同八十聖長島亮平︵埼玉︶

０００００

弘道滋昌志気豪︒文章報闘壷知労︒八十年間功績杵︒仰看

○○○○○００００○○○○ＯＯ○○００○○ＯＯ

束壁一天高︒評弓畢徳之高︒輿東壁同光︒

＠同三首耕陽大塚規一︹千葉︶

○○○００○○００○○００ＯＯＯ○ＯＯ００００

年間教化全︒評弓経世教化︒其徳鈍然︒

高説惇惇揮一鞭︒遁存経世楽陶然︒後人欽仰先生徳︒八十

維無維明斯道全︒堂錐教皐耀先賢︒仰看遺業猶坤盛︒大訓

０○○ＯＯ００００００００００００○○００○○

０００ＯＯ
妓体八十年︒

０００００

講明聖畢欲期全︒経闘極民八十年︒自有徳承明徳在︒道光

００○○○○○○００００００００００○○００Ｏ
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︑賀日本弘道倉創立八十年一音

砿世碩人斯泊翁︒高才卓華徳謹隆︒唐虞慕化純而厚︒珠測

凌石三好寛

＠賀日本弘道倉創立八十周年

欲弘人道若先鞭︒木鐸振来八十年︒功絞説諭垂不朽︒後人

窮源坤且通︒挑眼古今論政道︒側身天地起儒風︒仰騰正脈
筒存此︒砺泳常懐薫育功︒

静甫内田稔︹茨城︶

︑ｂｂも︑℃℃ⅢＥｈ︑︑ｎ︑００００○○○○Ｏ

も耶晒晒述ＥＥｈも︑℃℃︑述０００００○○００

文章報国致精誠︒斯道恢弘徳益明︒含租有知今日盛︒満腔

創業経誉八十年︒憂時警世遇前賢︒謹言誇誇能弘道︒健筆

○００００

０００○○
成仰泊翁賢︒

職喜若篤箭︒評弓苦節鋳鰹︒餅旨深厚︒

堂堂欲柿天︒立教夙期文運礎︒等書多諭化功全︒泊翁皐徳

耽猫在︒鱗開垂名世永仰︒

東京都高一橋節雄

八十年をむかへていよよすごやかに道弘めつつ大八洲守る

茨城牌深作安文

＠同
坂本弘軒︵佐原︶
℃Ｅも︑︑脳込Ｌ心Ｅ℃Ｅ︑℃○００○○００○○

倫理開蒙八十年︒江湖斉仰徳風宣︒文壇今日光明在︒弘逝
０○○ＯＯ
粘華世永体︒評日︒一結高士之徳︒博子不朽者︒

＠同香城菅谷敏夫︵千葉︶

海覆へす嵐の中に日本丸航く路これと導きし対

大海に見えねども路ありて船航かす雌も安き最も近き路

千葉螺鵜野秀春

八十年のながき年月泊翁の教ひろめし努力とふとし

胴馬市菅野椛翁

教勅の消えにし今日を嘆かじなわが弘道のあらむかぎりは

教皐の基とならむ弘道の今日八十年をほぐぞめでたき

斯の道に蓋しし翁の力こそ世にありがたき人といふらめ

埼玉螺持田永三郎

麓蕊溌韮鯉塗鰯珊噸窓１
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０００○○００００○○００００○○００００００

堪嘆劫除人道額︒誰持名教倒澗回︒泊翁遺業今途礁︒八十

○００００
年間化俗来︒評日︒清雅︒所謂先生之風︒山高水長者︒

＠寄松賀日本弘道含八十周年二首

八十七聖寒蝉大森午︵日立︺

０００○○００００００００○０○○○○００００
０○○○○
娘費八十年︒

胃雪凌蒲蔚蔚然︒華来日月節遼堅︒仰著老幹抽雲外︒韻奏

仰看龍鱗摩碧室︒四時洗耳狐清風︒亭亭老幹持貞節．八十

ＯＯ○○○○００○０００○○○○００００ＯＯＯ

○ＯＯ００
年来十八公︒評弓詠松以賀︒気格剛健︒一結構想奇絶︒

＠寄石賀弘遁含創立八十周年

菜浦大塚柳吾︵横須賀︶

八十吾齢未︒猶齢六族長︒人生知有命︒維石毒無彊︒

○００００○○００○○○０００○○○○Ｏ

評日︒頚以石毒︒亦是吐馬自然︒

1

八十年の高き薫りや菊の花

八十年資りの秋を迎へけり

宇都宮市菅谷徳雁

豊の秋聖を祝ぐと人つどふ

星月夜坂東太郎はとこしへに

香に匂ふ八十年の閑の花

八十年を祝ふと共に弘道の遠つみ胆のめぐみをぞ思ふ

千葉螺菅佐原芳洲

弘道のまどゐたてにし泊翁のいさをた上へて祝ふ八十年
○

○

○︹半歌仙︶

弘道の八十年や菊の秋

道義源典涛齢八十路や秋の空
丹精の力菊に昇る名月

祁島暇
千葉蝶
千葉螺
栃木螺
千葉蝶

小山市

島木坂野

島

道のため生れし曾のさわりなく八十謙を迎ふ今日ぞうれしき

茨城螺慶野庄作

茨城螺内田静甫

幾とせぶりよホ句の郵便

雁の悼黒繕のやうに速ふ見えて

畑物の青き動きに冬日さす
夜を木枯の吹きすさむなり

辞はして聴かう尼の秘めごと

壇の浦墨の香りをふり捨てん

朝毎の願も易き百蔑遍
青葉のかげに消ゆる山道

ｲｺ蕪春秀椛

焦

うみの親の心のま上におひたちて八十年いはふ今日ぞめでたき
○

○

西村のおきな創めし弘道曾は八十年を迎へけるかな

徳の道たどるしるべと植ゑし木の茂みの蔭に憩ふうれしさ

千葉蝶林府之助

千葉脈坂本弘

気もかるく財布もかるき旅なれや
びた一文にならぬ生涯

こっそりと小窓覗けば月明り
物干竿に光る霧箱
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西村に茂れる大樹推がりて樹蔭に友と憩ふうれしさ

○

千葉蝶兼坂秀嶺

八十年を重ねて祝ふとの集に高き功績を仰ぐ今日かな

○

泊翁の弘めたひし教こそ人の心のしるべなりけり

○

この道に識すいさをはいや高く八十年超えてなほも蕊えむ

埼玉螺石川奈美子

人の道論してこ典に八十年なほ矯めゆかむ汚れゆく世を

．○

仰ぎ見る弘道曾のそのいさを代々擢がりて限りなかれとぞ

千葉蛎鈴木義之

静けさを馬の飼葉をほしがりて
路通狐みし翁偲ぱる

○

踏み迷ふこと多き世の道しるべ八十年を趣て朽つることもなく

花の宴詩も歌もなきねむたさや
霞む聡にかへる山鳥
◎

八東穂の稔り重たし製の秋千葉螺伊藤丘南

'I』逸林中鈴兼菅

一ｱｰｰ

雨名崖雨村･嶺翁

含員随筆集

聞いて東京に焼打事件が起つたのもか上る圃

げる事に外ならないのではあるまいか︒

食暖衣の肥満漢の弧要に屈服してやむなく捧

式に僅か二三日間に樺太千島から歯舞色丹ま

ちに中立催約を弊履の如く踏にじって火事泥

降伏調停の依頼から足下を見透かししかも忽

いう︒果してそうであろうか︒ソ連は日本の

されている︒更に世界の平和を提唱賓現に努

有の価土は相便さぬという事が世界的に公約

直ちに世界に宣明してほしいものである︒固

のだから我が図に於ても翠者はか上る研究を

領士椛のある事をソ連の翠者が公表している

最近樺太千島の地理的歴史的法的にソ連に

民感情が潜在していたからではなかろうか︒

で無血の占擦を敢えてし︑更に我友先人が永

かも日本にのみ冷酷であるＩいる事詮敢え

力してい患ソ連は自らの提唱に背いてｌし

今回の交渉は戦勝者と敗北者との談判だと

重光全椛の主張の榛に南千島は勿論北千島

年奪い血と汗と金とを以て築きあげた朝鮮遼

日ソ交渉に思う

樺太は元左我々の旭先が開拓していたのに徳

東の胴半島は勿論︑南浦洲さえその施設を奪

官黒田清隆は全島をあまねく覗察したという

の行動に出て悟として術じないのである︒今

今日迄同胞抑留という人道に叛いた言語道断

い︑居住者や武装解除者に暴行掠奪を加え︑

ものである︒

全権を初め全椛諸氏の御健闘を斬ってやまぬ

て世界に諸明するものではないか︒切に孟光

渡逢正勇

決のまＬ明治政府に持越され時の樺太開拓次

川幕府は北千島をロシアに譲り︑樺太は未解

が︑明治八年に至って千島と交換︑油に無念

回の交渉に於ても頑迷な金持的物持的根性か

ではないか︒だからこそポーッマスの日露戦

したら既に携鮎は失われていたともいわれる

る︒今一つは弧図日本の存在が︒ヘートル大帝

手段を省みないエゴに維始しているのであ

坂つたものは返さない︑というＩ一方的な

ら掴んだ物は離さない入った物は出さない︒

ねばならぬ衷情御諒承ありたし︒

暇もないのに敢えて重苦しい筆を俄かに取ら

法的開係等については研究も出来ないしその

ルタ協定からサンフランシスコ係約にわたる

田舎者の私には千島樺太の歴史的闇係︑ヤ

のである︒漁民から後に責情を聞いて諦島さ

至極ながら遂に全雛太を露幽に典えて了った

︵全島日本のものの半分︶南半分で領土の賠償

︵八月十日於皐鶴菓舎︑千葉牒曾員︶

民主主義と道徳
の貴重な土地は断じて守らねばならないので

しかし我々は我々の手であり足でもあるこ

ある︒重ねていう︒之を失うことは飢寒に悩

民主主義︵デモクラシイ号冒ｏｏ目ｏごと

力

やユＯ

以来の勢力南進の妨となるためでもあろう

役の講和談判で︑全権のウイッテ伯は樺太の
が済んだと手を拍って非常に喜んだというで
はないか︒今から百五十年の昔ロシヤの世界

を承けて門人間宮林蔵の責地踏査によって間

島か島かも分らなかったそれを伊能忠敬の旨

む病弱者が旭先の造隈である自らの手を自ら

は民本主義ともいはれ︑人民の意志によって

的地理畢者クルージェンシテルンでさえも牛

宮海峡として厳として世界地間の上に現在も

の足を我と断切って倣慢無法にしてしかも飽

鈴木仙松

明示されているのでも分ろう︒講和の成立を
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解淫であろう︒昔は杜曾・図家の支配権は︑貴

民の政治﹂といひしが︑これは最も適切なる

は︑これを﹁人民による︑人民の篇めの︑人

Ｑ︑八六四年時分︶リンカーンｅｐ８言︶

行はれる政治のことをいふ︒曾て米閣大統領

及び教育問池の疫施にしても亦この様な甚き

同組合並に農業共済組合の彼方︑此方に︑頻

斉に民主化的とて設立せられた︑あの農業協

省すべきだと恩はれる︒術ほ終戦後︑全図一

若しや錯畳を起した篇めか︑兎に角も大に反

原則を群へず本に之れを目畳しなかったのか

の自由意志の一作用に従ひ資現することを得て

るかな頁に然り︒而して理想の方向は︑吾等

出来るものだ︑と斯く皐者は説かる︑これ宜な

完成を岡り以て人格を生成護展し︑それ故に

究寛の目的で之を賞現し︑弛み︑そして人生の

この理想は賃・善︒美の理性により想像せる

のであって︑これに反するものは悪である︒

所謂民主主義の規範を示すことになるから︑

頻と護生しつつある不群事件や其他杜曾間迦
課題を輿えられる︒けれども考へると何れそ

舷に於てか︑蓋し吾人は道徳を掛象として漸

といふので︑この支配雛は一般人民に在ると
の主張が生じ来り︑古昔の今から凡そ二千四

れの如くであるらしい︒

族や金持に在った秘それでは不公平である

百年前ギリシヤの竪人ソクラテ員ｍｏ９ｇの巴

道徳を無硯する如きこともあるらしく︑特に

したりして︑相富に︑これの主義を履き運へ

り︑また崎形的な状態が出来たり︑或は擬装

れを輿えられたとて︑逆行的に矛盾があった

に至れるも︑大方の訓練もない虚へ不意にこ

虚が日本では︑最近に此の主義を唱えらる

その人の頃より︑この語原を護したといはれ

又はアリストテレスＧ国黒○且①巴ともいふ︑

ギリシヤの哲畢者アリストウトルＧ国︑８号︶

約百年を経て︹恰も今を去る二千三百年前︶

維持し︑結局杜曾を保護することとなる︒そ

うして元来道徳は杜曾の秩序を保ち︑治安を

日日巴巴といって︑自然科翠を超越す︒そ

する道を明かにする︑これを道徳︹モラル

家族︒社曾︒圃家・人類に封し︑貧賎・履行

凡そ︑人の世に庭するに常り︑即ち自己・

端ぐ杜曾に於ては成長しにくいものの様だ︒

て暴力は承知出来ない︑なお其の上生活難に

品性を高上するにある︒だから道義的であっ

−ソナリテイ隠刷○口四胃己の愈巌を認め︑

と尊敬に創まり︑人間性を尊重し人の人格輿

さて一暗民主主義の根本は人に封する信頼

筆者は勘考する次第である︒

とは︑本に好ましくないものだと︑この様に

あって︑決して道徳の奴隷となったりするこ

たる理解のための自主的なる姿に出づくきで

建性の奴隷的態度を捨て活溌で︑明朗︑接刺

容や従順の精岬にのみ捉はれず︑よろしく封

か︒だが併し思ひみれば︑ただ勇気のない寛

洋日本の民主主義を主張すべきではあるまい

を振り︑天下の大道を堂堂と淵歩し得る︑東

て︑すばらしい姿勢を現はし胸を張って大手

かも冷静︑虞刺に認識︑蜜行し︑これに依っ

①戴目①芹①︶正しく焼まい修義の必要性を︑し

ム冒日画ご諒日︶に因み︑謄儀ｇチケット

進を欲するため︑大に人道主義︹ヒュマニズ

が︑これを説き初めたとの風聞もあり︑其後

農地改革などに際しては︑堕落や行過ぎやら

の観念を良心︵コンスシインス８旨の９２８︶

こに於て吾々に本務の翻念を輿ふるの言こ

問題に開心を持ち︑全く痛感せざるを得なか

とは人生の理想︹イデァル匙①巳︶に近きも

と稲す︒価て︑良心は善悪の判定を命じ︑善

概暑を述べたが︑畢寛この民主主義嘘資に道

要するに之れまで︑民主主義と道徳に就て

最も古代的の文字である︒

其他いろいろのことで︑常時は誠に民主主義

ったが︑これらは詰り多くの人達が此の原理
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和︹ピース冨四︒巴に人々の職場に於て︑懸

協同の品位ある福祉を調和し︑また椛利︑義

意を持ち︑秩序ある圏瞭生活をも篤し︑しかも

重し合い︑そして恨重に共同し相互扶助の誠

徳をこそ基本とし之に重鮎を置き︑人格を尊

曾合の時︑日清戦争日露戦争の話をしますと

すので︑多少心弧く感じられます︑蕊業者の

私の友人で本年八十九歳で壮健の人も居りま

者常離で︑大自然の原則と考えて居ります︒

れます︒併ながら無常の世の中で生者必滅曾

友が追々此世を去って行くので心細く感じら

方︑客人へお茶の糊め方等に到るまで厳しく

規則正しくいわれ下駄のぬき方から衣服の着

私の少年時代には相営厳格のもので︑濫儀も

時代に雁じて収入れる事がよいと思ひます︒

育も家庭教育も明治時代の教育の方法を今の

ました︒今の青少雲年を指導するには︑畢校教

壮曾科の中に修牙や道徳の科目を加へて青少

教へられたのであります︒現今の皐校教育の

務に伴う責任を措い︑そうすることにより平

其時はまだ生れて居らぬので︑知らぬと謂ふ

の不良少年や陶模をして居った少年浮浪兄の

見畢した事がありましたが︑牧容の生徒は町

命で生業９１リング８﹈冒巴を勤しみ︑

情の心のない青少年を見受けます︑混雑して

教育をして居り︑其時の先生の話に生徒と起

年を教育したらよいと思ひます︒大正五年頃

胃○ｇ①昌己を岡り︑人生の目的︑それがた

居る鞭ハスや電車の内で︑乳見を背に幼兇の手

人が多いので︑私も年を取ったなあと思ひま

めに健全な知識と道徳を身につけ︑教養ある

居を共にし牙を以て善良の見童に直すのだそ

道説・勤倣で︑それぞれ額に汗を流し忠賓さ

人間たることに向って通推しながら研究・努

を譲らない畢生を見受けます︒列車の内で上

をひいてた主婦が乗り込んできても一向に席

は厳しく教へ︑叉農業養豚養鶏の仕事をして

うで︑小畢中畢の畢科を教へ︑殊に倫理道徳

方面委員︵民生委員︶の主催で少雲年感化院を

力し︑科畢と知識の組識的篭型の効果により

半身素裸で涼をいれて居る青年を見かけま

居り︑先生の指導には感服しました︒善良の

す︒借現今の吐曾を見ますと︑青少年の行動

維局︑論理に叶ふ愚民政治でない︑善い人民

す︒ラッシュアワーにバスや電車に乗る時︑

見童となって親に引取られて行くのが多数あ

が自分本位で他人の迷惑を一向に考へず︑同

政事の責行を︑大人気で而も素直に誠の民主

かけます︒夜中無燈の目韓車で走って居る人

人為をかきわけて我がちに乗り込む青年を見

ったそうです︒

はるる経済の自立と繁築︵プロス・ヘリティ

主義の成立で持ち行き︑そして我我人類︑将

もあります︒バスの車輔の内部の壁の一部に

を持って働くべきである︒なほ勤勢主義とい

来の反賞な幸禰員ツピネス冨豆国①め巴を

落書きしてあるのを見ましたが︑此等の行篤

明治三十三年頃私は横演の港座で始めて活

きたいものである︒︵千葉撫曾員︶

に末世の感じがあります︒明治時代には犯罪

で蔓延して牡曾に害毒を流して居ります︒正

た︑主として米国の映萱でありました︑其後

が︑説明が豊面より後れる事が度をありまし

くにつれ癖士蔓本に依って蔓詞を喋るのです

ので珍らしく︑又大鍵の人気でした︑書が動

動篤反︹映蓋︶を見ました︑動く宮反と詔ふ

も現今より僅少であり︑公徳も守られて居り

ヒロポン中毒者が都曾は勿論︑農村漁村ま

を戒める事を望みます︒

得て滑らか２ムース︑日○○夢︶に運んで行

同顧八十年

飯島忠男
私は本年八十歳になりましたが︑知人や朋
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トーキイ映蓋となり一段の進歩を見ましたが

二六事件が起りました︑反飢軍が山王ホテル

軍除開係の事件としては︑五一五事件や二

疲勢を感じます︑是は空気中の酸素が少くな

稀薄で歩行の際呼吸が困難となり︑上半身が

の石むろに泊りました︑五合以上では空気が

私は暴風雨に遇ひ天候の間復を待つ篇に七合

をつき一歩一歩と登って行くのであります︑

景漫蚕でしたが︑風俗上不良のものはありま

や日比谷に立こもり︑戦車が出動したり︑航

杜曾が質素になりました︒

せんでした︑現今問題になって居る太陽の季

空機が出動して反飢単は漸く鋲燃されました

一方活動群士が失職しました︑翌面は淡劇風

節や暴力教室の如き映謹は上映を禁止した方

が︑新僑喋附近は在郷箪人が出動して交通を

明治四十一年八月八日富士登山をしました

依って生を保ちながら生色さまで衰いざるも

露に晒されて士落ちわずかに二︑三の細根に

丈蝕の懸崖に宿れる閑を見るに︑根本は雨

大開幸吉

懸崖の蘭をみて

す︒︵横演・長老含貝︶

の悪と大陽の熱と光線の悪で成長するので

間接に恩恵を受けて居るのです︒草木も雨露

ればならぬと思ひます︒平素葛搬の事は直接

て水の箪き事もわかり水の恩忠に感謝しなけ

をあけて無汰水を使ひますが︑富士山に登っ

でまにあわせるのです︑平素私共は水道の栓

が愛いのです︑顔を洗ふにもコップ一杯の水

して飲料にするので非術の勢力です︒従て水

を背に負って運び︑屋根にあげ太陽熱で溶か

る事です︒叉石むろでは呑間に埋つた蕗年雪

ませんが︑調和のとれた空気の恩恵を感謝す

った開係です︑平素私共は空気を何とも思ひ

がよいと忠ひます︒

日本が一等図の時代は封外篤替は一兆は二

止め大鍵の騒動でした︒

東大震災が突護し︑同時に火災が起り︑横演

目○二銭でありましたが︑現在は三六○目と

大正十二年九月一日午前十一時五十八分開
は殊に握震で立って居られず︑電柱や樹木に

大正六年三月︑長岡古奈修善寺古奈湯ケ島

なり日本の貨幣偵格が惨落しました︒

へ妻と子供一名同伴︑家族的温泉旅行した事

つかまって驚いて居りました︑沿岸の道路は

川に階落し︑橋は河に落ち︑交通は止り︑電

がありました︑其時代の物佃は左記の通りで
現在の物償とは桁運ひなのには驚きますが︑

信電話汽車電燈は其機能を失ひ︑墜死者が道
様でした︒新附の護行も不能となり︑流言悲

路にころがって居り︑惨状見るに堪へざる有

語が暁に起り︑資に暗黒の杜曾となりまし

料︑一回橋本旅館茶代︑一同女中へ心附︑三

二十九回五十銭︑長岡橋本旅館十日間宿泊

其時代には普通の事でした︒

自衛組を紐識して︑木刀や日本刀を持って夜

十銭風呂番へ心付︑三十銭料理人へ心付︑八

た︒警察将の保安取締もあやしくなり︑各町

事や倒潰家屋のかたづけをやり︑又各町を巡

警をしました︒軍隊が出動して工兵は架橋工

館へ茶代︑三十銭女中へ心附︑

十五銭古奈本陣旅館中食︑五十銭古奈本陣旅
五十八銭三津海岸松涛館中食︑六十銭湯ケ

察して歩く様になって人心が漸く安心しまし
た︒羅災者は一夜にして乞食となり︑差営り
て︑税開の倉庫や製粉工場の倉庫は蕊はれま

頂上の浅間祁吐へ参詣の富士誌の連中が登っ

島湯本屋旅館中食︑

した︒此時代は一般に著修に流れて居りまし

て居りました︑六根清浄と海へながら金剛杖

住居被服食物に困って略零が諸所に起りまし

たが︑大震災直後は物資峡乏の開係もあって
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のあるに誰かこれを賞せざるを得ないであろ

う︒これ盆栽のそれに比して妙姿に異なるも
のがあるからである︒

剛は四君子の一として︑図香の敬椛を保ち
︵幽閑有図香︺古来文人器客の愛翫する所と
なる︑予も亦これを好み懸崖の閑を愛する︒

惟うに人の職務に富る幾星霜刻苦奮働其の
功を積むこと恰も多年寒暑に研かれたろかの

余生を還ることを得べきに若しこれに反し勢

懸崖の閑の如くならば︑必ずや老後屈托なき
苦を厭いてＨ前の椴梁に耽り︑彼の蝶峰崎蛤
の獄闘の花に戯れ従容快を貧るが如く︑あた

ら若齢若時を無意味に過すことあらば︑やが

も潟す能わざるに至るは火をみるよりも明か

て年老へぼ身疲れるに及んで周章狼狽如何と

を崖りつ上ある︑幸に身鵠頑健勇心蕩々無欲
作物を友としその偏りなきを親みこ宮奪徳翁
の聖訓に従い川夫野人の光築を思い︑閑に乗

じては古謹を縮きて聖竪に交わる晴耕雨讃以

て老後も時光を空しくせざるを心かけてい

げも︑涙の種となりぬるぞ︑いと口惜しきか

くま坐にまかせなば︑利の御幽と誠はれし︑

ぎりなる︑もしこの様をなほざりて︑成りゆ

我が日の本は懐くも︑今日を限りに亡幽の︑

ありて︑時しもあれや立ち直る︑新憲法の生

図の︑歴史は常にくりかへす︑弧さ力のある

憂目を見るは定かなり︒しかはあれども我が

さもあらぱあれ︑予は書蓋骨董を翫ふの趣

る︒

れ来て︑枇界に誇るうるはしき︑御国となら

荒みたる︑心を鎮め正しきに︑向はしむべき

て昔にも︑いや勝りたる力もて︑世の人々の

ふとけれ︒されば我等は国民の︑一人となり

く新しき︑民主函なる礎を︑築かれしこそた

む夫々の︑固き徒の建てられて︑其の名も油

味あり時に其の所蔵を出し観賞以て欝結を詩
以上予の老後を概観する時かの懸崖の閑の

ぶるも世の放縦に流る上智を恨むのである︒

危険を知らず︑其の生を梁むの概あるを自ら
はす次第である︒

畳るのである︒敢て平素辱知の士の一顧を煩

者を︑失ひしこそくやしけれ︒鳴呼唯きても

秋なる唱憂天何ぞ無情なる︑翁の如き指導

甲斐ぞなき︑我等力の足らずとも︑有らむ限
りのつとめもて︑君の遺しし志︑うけ継ぎも

弘むることわざを︑いそしみゆかむ願はくは︑

ちてとにかくに︑世の人々と語り合ひ︑逆を

今日奥津城に詣で来て︑限りもあらぬ思出に︑

草葉の蔭の彼方より︑祁の力を添へょかし︒

つつに返り享けよとぞ所る

ありし昔を偲募なり︒あはれ翁の御撫代︑う

見る君のおもかげ

鎮めます御墓に伏してをろがめばまぼろしに

反歌

の︑世のあぢきなき人為の︑心の荒み見るか

深く世の総め註の矯め︑いそしまれたる叩斐
もなく︑去ぬる年の職に︑敗れし後はなょ竹

も＋とせを重ねたり︒かへり見すれば在りま
しし︑長き年月明募に︑心を砕き身をいため︑

と思ふ川幅旅立たれにしその日より︑はや

いとほしや隙ゆく駒の脚早み︑昨日か今日

菅野三郎治

○木村新太郎翁十年祭

︵栃木嬬曾員︶

三十一年色香なしとや崖の蘭

１１

なるに︑はやくにこれに鋪つかずこＬに至っ

て過去を悔い現在をかこち徒らに他を羨むが
如きは是れ愚の骨頂といわざるを得ず︒

予は小堅に入るも大畢に里ぱず循吏として
官順に牙を委ね妾如として他事を意とせず︑

腰癖三昔朝に家を出て暮に儲り︑吟には三更
月を踏んで踊ることもあり︑如何なる劇務も
竜も苦とせず春風秋雨に飽くことがなかった
今や老齢閑居一畝の田園生活を楽んで余生

のはこれ誠に幸幅であった︒
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１１
１卜︲

○明治十七年

含員益々零加して機が熟したので︑三月

西村先生は波張案を提出︑含浸以下役員の

た事業としては︑講義︑減説︑著述︑雛課︑

制を設け︑更めて雑誌溌行の議を決し︑ま
く修身迩徳が教育の大本であることに耳を

の月曜として開含に決定︑また諸規則を定

○明治十八年

三百数十名に推した︒

同時に修身畢枇を日本誌通称と改称︑命員

含鍍説﹂と改題︑六月第一鑑を溌行す︑又

含計庶務の人員も決定︑ま塾に雑誌は﹁講逝

甫嘩綱紀先生︑講師群諜者十数名︑緬桝︑

ることを賜ひ︑念握西村茂樹先生︑副命是

めた︑小松︑北白川恥宮殿下に名器含員た

問答等とし︑東京の命合を毎月第一︑錐三

す︒これが本命機開誌の第一賑である︒

誌﹁修身畢祇推読﹂︵四六版十八瓦︶今と溌行

傾けて来た篇めである︒依て四月初めて雑

含員漸く榊加し︑百徐名に達す︑価間漸

○明治十三年

日本弘道含八十年暑史
○明治九年
三月西村茂樹先生は︑明治維新により王
政が復古し︑文明開化を目標にしたものの︑

幽民迩徳のことは全く顧みるところなきを
歎かれ︑一閏文明の埜礎は迩徳の振興にあ
るとの自畳を促すべく︑同志阪谷素︑丁野
遠影︑柿松直久等と共に修身畢祇を結ぷ︒

○明治十四年
この年江原素六の主唱で静岡蝶沼津修身
畢批を設立︑これが地方に設立の最初であ
︾︵﹀Ｏ

同志日に輔加せしため︑前年来の講義命
月曜に翠行と定めた︒

を祁田畢習院講堂にて毒第一土曜日︑第三

雑誌も約毎月二十頁となり︑西村先生毎

﹁心畢講義﹂八冊中二冊が出版を見る︒更

月執筆︑また先生が本命にて講義せられし

﹁論理筆﹂を講義さる◎

に加納治五郎氏は﹁利畢﹂鈴木唯一氏は

一
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これが日本弘通念の前身であって︑明治に

○明治十

於ける道徳圃慨の最初のものであった︒

◎

アｏ ｏ

同
0

○明治十五年
岐阜に修身畢肺分祇が創立された︒

○明治十六年

○明治十九年

I

○明治十一年

○明治十二年

この年九月第三十八冊を以て︑雑誌﹁修
身畢砥叢説﹂を絵刊した︒

｜

年

念員折々相命し︑ 辿徳振興について語

二ＩＪＩ４１１ｌ︲

4

同

１１

１１

筆隔月男女交互の講演あり︑又地方人の出

張繁くなる︒六月よりは西村先生﹁西画道

畢墓論﹂を連績講義さる︒

○明治二十五年

含貝三千名を数へ︑地方支含二十二個所

合法︹我が弘化元年︶ドイツに始まりて進

が設置された︑此の年西村先生は﹁信用組

一改称せんとし︑規約を定む︒って居たからである︒宇都宮に第一支含が

設立案﹂を護表され今に︑またこの年愈員名

歩一したものを研究され︑﹁日本弘逝含相助法

簿別川を初めて護行した︒五月を第一雛と

創設される︒慶刊後十月雑誌を﹁日本弘泣

して︑雑誌﹁日本弘道倉叢記﹂を﹁日本弘

た︒

になる︑麹町部含が壷合され︑盛大を致し

五十頁︑毎月十五日の市外の講演含も盛ん

含の基礎も定ることとな？に︒雑誌は毎月

へ進出目畳しく︑含員また五千名に及び︑

此の年支含全図三十六個所に及び︑地方

○明治二十六年

の募集をなすところがあった︒

創立十七年︑大いに活動を期す雪へく︑賓金

なって今日の雅数となって居るのである︒

道叢記﹂と改稲溌行︒此の雅数が第一雛と

同装行と改めた︑また総合李伍春季開催の識

○明治二十四年

れ︑含貝二千名に達した︒

一月本含要領甲雅を設定︑含勢も按張さ

子部は棚橋︑平尾雨女史の壷力による︑又

つ皇典講究所に講演を開くこととなる︑女

り賑かになった︑毎月男子女子共に二間づ

設け二十五名を任命︑雑誌も四十頁程とな

二月本命規約を改正︑現在の評議員制を

○明治二十三年

其の他が決定した︒

含叢記﹂と改稲し︑第一冊を護行︑毎月一

大畢講義室に同志念して︑﹁日本弘逝酋﹂とった︑僚約改正のため政府は祁経過敏にな

講堂に﹁日本迩徳論﹂を誰ぜらる︑又九月れた︑これは本含にあって空前のことであ

一月十一︑七︑二十六の二一日間一シ橋大畢可否﹂が政府の忌輝に鮒れ︑護行を禁止さ

ため︑専ら本含の儒めに力を入れられ︑＋海野景影氏の﹁外人に土地所有権を輿ふの

︽辞し西村先生宮中顧問官の閑職に就かれし七月雑誌第十一読を蓋行したるに︑念員

刊し︑これが同二十年十一月まで績く︑し

この頃含勢最も衰微の時代で︑雑誌も体○明治二十二年

。

西村先生隔月講演され︑雑誌には毎雅執

一
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○明治二十年
この年の十一月﹁日本弘道倉雑誌﹁と改
称して第一雛を溌行︑菊版二十四頁なり︑

常時日比谷祁宮教院内の事務所を︑京橋唾
築地一丁目一番地の西村先生邸に移す︒而
してこの年﹁講道念﹂を﹁日本弘通含﹂と

マタ０

改稲した︑これが今日の名和の第一歩であ

○明治二十一年
この年一月︑四月︑五月︑八月︑九月︑

通俗談話曾を開催す︒

五月雛より雑誌を非責品とす︒月々講議及

十一月の六肌を﹁弘道含雑誌﹂として蛮行

I

○明治二十七年

途を辿る︒

畢講義﹂をされた︒事務所を華族念館内鹿

又東北の秋田︑山形の二螺へ出張された︒

山︑鳥取︑島根︑贋島︑兵庫の各螺へ出張

隼二回縄含を東京に開く︑西村先生は岡

○明治三十年

鳴館に移した︒これまでは西村先生邸にあ
支含数壷百に達した︒

西村先生は華族曾館の常集含で毎月﹁徳

ったのである︒西村先生は本邸を府下寺島

て別に﹁婦人弘逝叢記﹂を棚橘絢子氏緬斡

に一迦間夏季講習称にて小畢校教員のため

支含規約改正さる︑西村先生は静岡牒下

○明治三十一年

村に移された︒そして又六月京橋南鍋町に
家屋を雌入︑こ上に事務所を移韓した︑な

主任で壷行することとなった︒通話倉も盛

り︑東京では四谷部含が盛大に溌命され

逝徳の講演をされた︒支曾数百十三とな

お女子部の接張を期し︑男子部とは凋立し

んに東京各睡に行はれ︑支愈も六十一とな

た︒

講演さる︑此の年十二月本含要領乙雅を壷

表し︑かくて甲︑乙の要領完結す︒東京に

に支含百二十五となる︒

総含を畢行︑本曾の規約が改正さる◎全図

○明治三十四年

西村先生摘床にあるため︑常務は専ら幹

る︒支含百二十七︑雑誌も内容充変し︑毎

事長に一任さる・西村先生文畢博士となら

月六十徐頁となる︒

○明治三十五年

八月十八日西村先生逝去さる◎二十二日

菩苔寺本郷麟群院に於て葬儀執行︑含葬者

澱水無波﹂︒﹁道遥人間七十五年︒孜々求

昨︑死亦術昨︒以常身虚常時︒時空無雲︑

数千に達した︒先生の鮮世二首︑﹁生固常
京都で第三何の総倉を開く︑西村先生は

地ｏ自在淵歩︒﹂と︒かくして先生七十五歳︑

逝︑珊有得爽︒魂也何之︑無有定所︒上天下

○明治三十二年

り︑講師の出張が繁くなった︒この年一年
にて命員千名︑支含二十有除設立︑西村先
生の講演は九州にまで及んだ︒

滋変︑祁井︑石川︑岐阜︑愛知の諸螺を巡

含員翠げて哀悼す︒此の年総含を休曾す︑

○明治二十八年

回︑又東北山形︑祁島の各蝶も巡講された

念勢愈々盛んにして︑含貝一寓二千名に達

この年初めて縄曾を京都に開いた︑支含
七十三を数ふ︒西村先生の母堂逝去︑西村

になる︒

僻を招じての遺言によってである︒

谷子城氏就任︑これ西村先生が松卒直亮伯

し︑支含百三十に及夢︑後任酋長には子藤

支含数百二十となり︑各支含の講演も盛ん

西村先生は︑滋賀︑兵廊︑愛知の諸曜を

○明治三十三年

先生は各地支曾に出張講演さる・

○明治二十九年
支含八十一に達し︑地方支含誌演含に出
張すること二十数回に及び︑含勢溌展の一
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この年は滋賀腿大津市に全図総含を開く

へ寄附した︒なほ戦争維結するや︑﹁戦後

て編輯され︑雑誌﹁弘道﹂と共に︑仙兵部

め︑﹁元気﹂の一書を出版すべえ委員によっ

員を設く︒泊翁叢書出版に着手す︒

規約一部改正され︑各府螺に含勢按張の委

校に開催︑縄含と共に四日間に亘る︒本含

月本含創立三十年記念含を東京高等工業畢

この年より雑誌弘通四六倍版となる︑五

○明治四十一年

雑誌﹁日本弘道叢記﹂新聞紙法に依る手績

幽民の畳悟﹂なる一書を誰行す︑十一月谷

１１１
西村先生惇記編纂の議決し︑委員が任命

をなし︑時事問題を論ずることが出来るこ

含握僻任︑松平面亮伯命長となり︑副含握

○明治三十六年

ととなった︒東北に飢餓があり︑ために義

された︒また戦時国民の元気を鼓舞するた

損余を募る︒この年事務所を麹町唾飯田町

松江藩主︺が新任された︒念の基礎を固

仙を賞され︑共に木杯を頂く︑また嘉海︑

せられ︑また東北五撫知事より東北凶作救

この年出征軍人慰問を東京府知事より賞

入る︒全図に講師派誰の一般の蒜に雁ずる

雑誌﹁弘逝﹂菊版となり︑表紙謡初めて

○明論四十四年

子僻本多灰虎氏が就任さる・

埼玉螺久喜支含等に出張さる︑財務監督に

含愈々盛含︑徳川酋長には山形念飽海支含︑

第十一回総含で規約一部改正︑夏季講習

○明治四十三年

版さる・

刑含長に就任された︒泊翁叢書節一巻が出

長松平忠威氏逝去︑よって子祷松平親信氏

月前副含長南陸綱紀先生逝去︑又九月別称

との年の第十川の総含は京都に附催︑四

○明治四十二年

に徳川達孝伯が就任された︒

くす今へく基金募集を始めた︒男子部︑女子

桑港に於ける溌災及東北救済の義措金を募

○明治三十九年

六ノー八に移稗した︑八月十八日には泊翁
先生記念祭を行ふ︑また副含長を二名とな

部︑毎月例含の講演倉を附く︑支含は蕊海︑

し︑南摩先生に加ふるに︑松卒直亮伯僻︵蕉

支那朝鮮にも及び︑百三十四となる︑雑誌

る︑八月迩徳夏季講習含を二週間東京に開

○明治四十年

百四十に及募︒．

く︑旋順忠魂碑建設義指余を募る︑支含は

を六月から今日の如く﹁弘道﹂と改題した︒

○明治三十七年
一︲職時図民の心得﹂を護行し︑日露開戦

に際し︑閏民の義勇奉公の精祁鼓舞に努め

八月蛎菜のため含長松平面亮伯酢任︑徳
川達孝伯含長︑副含長に松平忠威氏就任︑

た︑また﹁図定小畢修身書に封する意見﹂
を溌行︑剛書室を新たに設けて含員の閲覧

一具季講習含盛含︑この年全図に大水害あり
しため義損金を募る︒

に供したりした︒支曾百三十七となる︒

○明治三十八年

１１︒
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て︑雑誌を﹁含祇雅﹂として護行︑元含長

制度を設ける︒西村含祁十年忌を記念し
長に徳川頼倫侯就任︒

と圃民の畳語﹂の一書出版︑訣員中の副含

に参加したため︑仙兵慰問す︑また﹁時局

念式を翠行︑本命に調査部を設涯し委員を

御下賜︑四月含館落成式及創立四十周年記

宮内符より事業塘肋の思召で︑金壷千同

前刑念長松平親信子僻逝去︑大正天皇御

祭・を行ひ︑含館建築に若手殆んど成る︑常

努働問題等の運動漸く華々しくなったので

﹁本命の主張﹂此の年に制定︑砥曾主義

○大正十年

はる︒尼港殉難者弔慰金を募る︒

して披張を期す︑また講師の出張盛んに行

夏季講習含碓含︑全念に携張委員を派鐙

○大正九年

名に達した︒

各方面よりの出品三百像鮎︑衆籾者七百除

庭﹂に開し︑節二回徳育品展麓含を開催︑

月一︑この雨日︑﹁教化より見たる姉人と家

緬々と設立し︑一ヶ年に十像を数ふ︑十一

のとし︑各方面の畢者の講義あり︑支含

この年の夏季識脅含は︑図僻に開するも

○大正八年

大を致した︑地中海臓隊慰問金を募る︒

この年主力詮講極倉に世き︑中央地方に盛

艇く︑世界大戦で物償暴鵬のため命費訂正︑

谷干城氏逝去さる・

泊翁叢書第二稗出版︑明治天皇崩去︑徳川

即位式あり︑よって大磯記念擁を壷行した︑

○大正四年

含長奉悼表を捧呈す︒九洞の﹁弘通﹂を﹁聖

また第四皇子御降誕︑徳川首長は賀表を奉

○明治四十五年︹大正元年︶

徳除光﹂として特斡し︑明治大帝の聖徳を
呈したや

○大正六年

堂々たる逝徳雑誌となった︒

の賀表奉呈︑命員三閥を数ふ︑雑誌弘逝も

士の一徹我が固催の研究﹂を溌行︑立太子濯

前念長松卒直亮伯僻を砿問に委雌︑蒐坤

○大正五年

追慕し奉る︑泊翁叢書を︑天皇︑皇后︑皇
太后三陛下に奉献︑刑含長松平親信子僻酢
任︒

○大正二年
弘通含鮪建設の準怖委員が任命され︑含
館建築我募集に清手︑松卒直売伯邸の修養
含愈々盛含を致した︒

東北の凶作︑九州の災害への義損金を募

時洋鮪として異彩を放った︑駕含館が即ち

この年現在の地所に含館建築のため地鎮

る︑此の年現在の含館所在地を騰入︑三月

これである︒弘通三百洗護行︑開東風水審

○大正三年

には民法節三十四催により碓剛法人を丈祁

義梢金を募る︒

○大正七年

大臣より認可︑定款三十六陳成る︑この年
﹁坤徳除芳﹂として特韓︑世界第一次大戦

昭憲皇太后崩去︑その高徳を偲びて弘逝を
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の上に論じて正しい認識を促すところがあり︑この問題について︑弘通誌上に諸家の

本含も此の問題について講演含にまた雑誌記事を浦載した︑また米国排日移民の事あ

生二十五周年忌記念含を養源寺に催し︑漉

芳﹂として二月弘道嚢行︑十月には西村先

贋江主事就任︑日本共産薫事件事件勃装︑

は︑服部宇之吉坤士就任︑谷山主事辞任︑

定款の大改正があり︑妖員中の副酋長に

○昭和三年

﹁明治節記念雛﹂として特輯した︒

一月に明治節が制定されたので︑﹁弘道﹂を

祁酢あり︑泊翁先生迩鍋展覧倉逢開く︑十

参夫博士等の講演︑府知事︑市長その他の

津子僻︑松井茂陣士︑水野文部大臣︑三上

○大正十四年

閉欽した︒

った︒﹁風俗改善賞行事項﹂を制定した︒論遼掲げた︑又昨年の大震火災の慰問部を

○大正十一年
この年三月専門畢校に準ずる祇含教化畢

院を開き︑開院式を行った︒また道徳教育地方支含講師派遼規定中負捨なしに出張
に開する建議書を文部大臣に提出した︒物出来る制とした︑五月副含長徳川頼倫侯逝
憤騰貴甚しく︑ためにいるｊ︑の砥曾問題去︑哀悼雅を溌行した︒暇事務所を徳川副
が勃溌すると共に︑証含主義︑共産主義の含長の南葵文庫に置いたが︑松平直亮伯の
移った︒

運動が目につくようになった︒芳志で︑現在の地に催事務所を新築して引
○大正十二年

督を酢任︑矢野恒太︑禰島甲子三雨氏就任︑

本含も思想問題に力を注ぐ︑堀田伯財務監

諮議に吉田静致博士︑吉田熊夫博士︑宇野

○大正十五年︵昭和元年︶

哲人博士︑春山作樹博士就任︑御大典記念

この年定款を改正して営局に申請し認可

ったので︑やむなく﹁弘通﹂の九︑十月をに亘って︑第二十七回縄含及創立五十周年

があった︒開東大震災は未曾有のものであ五月十五︑十六︑十七︑十八日の四日問

査委員を嘱託︑十一月雛を御大典記念雛と

事業として︑全国善行者表彰を決議し︑調
●

休刊︑十一月瀧を﹁大震災記念雛﹂として祝賀命を上野自治館に畢行︑若槻総理大臣

す︒

行とした︑十二月には昨年に引続き一道二

祁谷主事逝去されたので︑その追悼銃を溌

この年本命支含連絡搬張部を新設︑また

○昭和四年

壷行した︒詔書の換壷︑首相の告諭等を誌も出席された︑六月﹁弘道﹂を記念雛とす
上に載せ︑聖旨奉髄を誓った︑慰問部も活年末に今日の含館の建築及事業黄金募集の

躍した︑本含は含館が焼失し書類も烏有に計壷を蕊表した︑女子修養講座を創立五十
蹄したので︑名簿作成その他に壷力した︒周年記念事業として開講した︒

○大正十三年○昭和二年

一月東宮御成婚の事あり︑誌上に奉祁の大正天皇の聖徳を偲びまつり︑﹁乾徳齢
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した︒

御大典記念事業の全図善行者の表彰を絶了

京都の華族曾館に於て表彰した︒之を以て

府二十聯︑七四廉下百六十四名の善行者を︑

惇記刊行委員の委蝿あり︑東京都努務者補

大推張があり︑支称十有除設立︑西村先生

記念雛を壷行︑この年山梨螺地方は含勢の

贈る︒﹁弘道﹂は含館落成式並功勢感謝式の

十三回忌に記念文蕊を募る︑弘通恩賜基金

京都より史蹟保存の認可あり︑西村先生三

慰問金を贈る︑この年西村先生の墓所が東

松平雨伯の古稀祝賀倉︑函館大火に際し︑

本粘祁に開する菱料蒐集に着手した︑徳川︑

本文筆士に委蝿して︑一ヶ年の計謹で︑﹁日

は賀表を捧呈した︒

を設定した︒第二皇子御降誕につき︑酋長

三日の命員談話倉を新設した︒

○昭和八年

導畢級講座を開講︑記念事業として毎月十

○昭和五年
松平伯の事業であった修養菅を本命の事
業に移符された︑この年市憩罷業があり︑

岡書館を飾る︑この年﹁非常時﹂の盤狐り

伯功努感謝記念は記念側書数百部眺入し︑

力行以て自他の幸禰を礎現すること﹂の答

総含の諮問案に﹁敬祁の信念に基き勤勉

○昭和十年

東京市長に感謝状を附る︑含勢拙張に閥す

なるに鑑み︑﹁非常時に直面して﹂なる一書

西村泊翁惇上下二巻上梓︑徳川︑松平雨

る調査念が設置され委員を委卿︑教育勅語

青年圏の霊力で辛うじて通輔し得たので︑

拠溌四十州年に相術するので︑記念大倉を

本念維持員を委卿︑楠公六百年に因み記念

申に基き︑含員悉く之が変行徹底方騨明︑

正刑含長祁迩︑粘祁作興詔書拠溌十周年記

を設け︑第一回は﹁図民作法﹂遼以てした︒

講演倉を催す︑この年より﹁弘通﹂に講座

を刊行して︑幽民の自畳を促すの賛とした

念大倉を催す︑十一月には宮内省より再度

催すと共に雑誌を記念瀧として髄行した︒

事業奨励の思召で︑金五千回の御下賜あ

○昭和六年
特別機闘の寄附金募集部を閉ぢ︑本命に

り︑皇太子殿下御降誕︑含長は賀表を捧呈

この年は本含創立六十周年に相鴬するの

○昭和十一年

引渡す︑青年部は泊翁含を開設して研究の

した︒

︹日本粘祁︺の難漸く勃興してきたので︑

五百雅記念雅として蕊行した︑この年世は

以上の含員︑各府螺知事推鳶の善行者表彰

行︑西村先生の﹁道徳問答﹂出版︑五十年

修身参考﹂を毎月蕊行︑含員の修養喪典義

の振興は小畢教育からとの趣旨から︑﹁小畢

で︑記念事業計議成る︑その一は図民逆徳

嵐の日本精祁を研究す︑︑へく︑春山博士︑坂

弘通新年雛は恰も五百雛に相術するので

○昭和九年

機闘とした︑含館︹現在含館︶建築のため
敷地の地鎮祭︑堀田伯︑松井茂︑高島平三
郎︑三輪田元道の諸氏諮議となる︒

○昭和七年
現在の含館の落成式︑徳川含長︑松卒顧
問の功勢感謝式畢行︑在浦婚士に慰問余を
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典理行︑八月記念銃溌行︒

に決す︑六月十三日日比谷公含堂で記念式

財物の善用に努むること﹂に決定︑この年

公私生活上本年度に於て主として︑昨間と

本含にて表彰せる全図の善行者の事紙と︑

図民修養講座は︑男子︑女子それ人︑毎

上哲次郎︑吉田熊次︑小柳司気太三博士講

祇含教化畢院にて︑修養講応を鮒講し︑井

明治徳行録とを併せて一冊として溌行す︑
月一回宛開講︑﹁現代の作法及疫智﹂市守謹

師となる︒定款を改正し副酋長二名となり

○昭和十二年

吾︑﹁孝輝︑徒然草﹂辻村端子︑﹁和歌の手ほ

吉田熊次坤士︑新に就係︑弘逝の講雁は山

皇紀二千六百年記念洗溌行︑紀元二千六

百年に際し宮内省より教化縫肋の思召にて

金壷肝固を下賜された︒この年教育勅語に

つき字句の修正鍵更の詮議等頻に世に行は

るるより︑適切なる措涯を誰ぜられたく︑

内務︑文部雨大臣に建議書を提出︑同じく

進言書を松平宮内大臣に提出した︑﹁小畢

甲子三財務監督逝去︑その追悼雛を溌行す︑

修身参考﹂との年を以て維刊となる︒祁島

第五次善行者表彰︑陸軍第一衛成病院に傷

描兵を慰問︑下郷僻平氏後任財務監督とな
湯爾和氏が来朝されたので︑東亜親善の一

綾掲載となる︒

逝去︑弘逝には吉田博士の日本教育講座連

十月本含の大功勢者元酋長顧問松卒直亮伯

る︑教育勅語喚溌五十周年記念雛を義行︑

に呈上す︑第四次全幽善行者表彰式畢行︑

約を旨とし︑貯訴報幽に迩進すること﹂に

松平顧問追悼雅溌行︑この年西村含祁︑

○昭和十六年

決った︑支那事愛中とて﹁現下に虚する図

理章三郎氏の﹁大丈夫史﹂掲載︑二月十八

日三十有五年首長として指導された徳川酋

松卒顧問の胸像製作さる︑弘通の講座︑亘
文部︑厚生の各大臣に建議す︑服部副含長

二千六百年を記念して︑﹁弘通要義﹂一巻を

誹議堀田正恒伯が四月選翠され就任︑紀元

長逝去︑その追悼雅装行︑後任酋長として

○昭和十五年

逝去︑その遮悼雛を壷行す︒

民生活改善徹底に開する建議案﹂を︑内務︑

事項は﹁時局に鑑み生活改善上特に消費節

陸軍第二衛成病院慰問︑この年の含員猫践

助にと︑西村先生著書及本含総斑等を同氏

東京大畢の東亜文化協議称に街長として

︒○昭和十四年

口察常淳士の﹁儒教講座﹂となる︒

どき︑手紙の書き方﹂山岡千珂子のそれぞ
れである︒西村先生の﹁道徳教育講話﹂と
の年より﹁弘逝﹂誌上に附録として掲載し
始まる︑．第二回善行者表彰式翠行︑書迩講

座維了︑家政講座弘道誌上に掲載す︑この
年の含員の愛践事項は﹁公私生活上和睦相
助を旨とし之を黄賎すること﹂に決す︑北
支事愛に直面し︑粘祁作興に交すべく︑そ
の文蕊を募った︑文部省の国民縮刷総動員
通勤に参加︑各地に講演す︑支那事愛出征
勝兵慰問余を募り︑常局を通じて順る︑﹁非
常時国民の心得﹂を出版す︒

○昭和十三年
北支事愛狩兵慰問仙兵品寄附に封し︑陸
海砿大臣より感謝状を贈られた︑陸軍第一
衛戊病院慰問︑この年の含員の愛嬢事項は
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上梓した︑第六次善行者表彰式畢行︑松卒︑

協議倉を毅化肌慨聯合含主催にて協議し︑

物賓を之に備えるため厳しい統制に入り︑

月附念す︒この年は政府が決職に向って全

用紙︑印刷等悉く軍開係のものに限ること

教化圃盤は一慨となって運動に努力す︒

大東蝿戦争愈冷進み︑悉くの物黄峡之し

蕊行したに過ぎず︑銃後も戦場と化し︑教

を命ぜられたので︑辛うじて二月擁を一冊

となり︑雑誌﹁弘迦﹂も向う一ヶ年の休刊

た潟︑統制となり︑教化連動＄雑誌を蕊行

八月十五日には無僚件降服となり︑以後の

化の事等も全く停止の止むなきに至った︒

○昭和十九年

徳川雨伯追悼官を護図寺に理行︑財務監督
矢野恒太氏辞任︑結城豊太郎氏後任として

するに紙︑印刷共に困難︑演説命も交通機

人心の不安勤遥︑世相の混乱はその極に達

就任さる◎十二月八日大東亜職争に入る︒

徳川前含長の胸像を建設す︑大戦争に直

挫蹴の混乱︑空襲其の他のため︑これもまた

した︒

○昭和十七年

面して一億一心総動員必勝の信念鼓舞に全

容易ではなく︑不自山となる︑本含の弘通

毎月の常集含は享ら職局の問題︑大戦争

この年財務監督に石坂泰三︑漉津敬三雨氏

肺曾教化畢院は腹止さるることとなった︒

養源寺に開いた︒又特殊畢校繋術のため︑

十五ｕの総含を含祁の法要と兼て形式的に

除く他のものは追放虚分を受けて了ったが

来た︑また従来の教化剛髄もその六︑七を

った︒この年やつと﹁弘逝﹂五冊が蕊行出

ので︑泣義の通勤も躯従不可能な状態とな

なくして溌行出来ず︑諸制大改一革となった

を失ったので︑雑誌も悉椎閲をうけ︑許可

いよいよ占領治下となって︑閣家の機能

○昭和二十一先︲

・も辛うじて二︑三十頁のものを︵従来の三

分のロ十一冊髄行した︒悉く決戦柵制の

た︑常集曾の談話念は昨局大戦争に緊張し
て大いに振ふ︑陸躯第一術戊病院に傷蛎兵

記事である︒こ上に幽策として術局の指示

方針を牧む︑講座も﹁鍛練講座﹂を以てし

を慰問す︒

と逝義の昂揚等を主とし︑含員に必勝の熟

が新任さる︒文部省教畢局諸梁振興協議念

もあり︑縄命も漉際に開き得ないので︑第四

怖いよｊ︑高潮︑地方支部も盛んに講演倉

の研究讃助成にて︑本倉に特別機関として

○昭和十八年

を開催︑第八次全幽葬行者表彰式︑この年

興亜迩徳研究倉を設涯した︒

本竹は幸にも淵雌中正の態度が認められて

の含員の愛践事項の目標を﹁大東亜戦下思

鍵等に雁じ整備事務を初めたが︑全く狩来

員死亡や︑住所の不明や︑鍵更︑境遇の念

禁止命令もなく存続出来た︒併し従来の含
辛うじて本含及び支含の講演官を開いた

○昭和二十年

想職完勝につきて留意すること﹂とした︒

宮城外苑整備勤努奉仕に役員以下東京存員
て減頁となる︒吉田熊次氏副含長任期浦了

の見術がつかなくなった︒刺立七十周年に

参加︒弘逝も川紙の統制配給いよノ︑減じ

尤も力を注いだのは興亜迩徳研究念で︑毎

１１︲︲ｌ︲ｌＩ

再選さ夢︒戦力輔弧のため︑幽民粘祁作興
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及三十五年以上の含員に感謝妖を贈る︒

ｆ

相街するのであるが︑式典は行はず功努者
含の設立を見る︒

定款の一部を改正す︑維職後初めて成木支

○昭和二十六年

この年﹁逝徳教育﹂特斡雅義行︑昨年以

ゞ要を菱源寺に行ひ︑記念講演官を催した︑

来約一ヶ年徐を費した﹁瀧法研究﹂は完結

世も漸く落着きを見るに至り︑﹁弘通﹂も

○昭和二十四年

この年昭和十九年文部省より研究費を得

二十数頁ながら年六回の護行が安定し︑内

病気擬養中の堀田首長三月逝去︑十一月酒

○昭和二十二年

て調査せる﹁興亜道徳の研究﹂も︑太平洋

ども活装になり︑本含の談話倉も復活して

容も整って来た︑そして各支命の講演念な

を見た︒八月十八日西村含祁の五十年忌法

で︑﹁日本国民性の反省﹂として︑弘道誌上

職争のため中止して居たが漸く完結したの

も曾員︑事業︑規約等々整備にかかり︑教

に溌表︑文部省にも報告した︒追々と本含

結果︑下村毒一氏常選就任︑吉田熊次氏は

酢任され︑臨時総曾を聞いて後任を選畢の

来た︒九月吉田副含長病気のため副含長を

特韓雅を溌行︒

習含盈三日間蕊明講堂に開く︒証含道徳の

この年幅島螺江名支倉が新設︑維職後第

○昭和二十七年

る・十二月講師七名を以て︑新瀧法溌表講

化の目標を討議し︑地方の支含の再建︑講

顧問となる︑又理事に津田源一︑野口明雨

井忠正氏含長に就任さる◎熊谷支含設立さ

の拙張に入ったが︑用紙の統制で︑この年

演官の復活を計る︑また新設の支曾︑含勢

○昭和二十五年

氏の就任を見る︑富山蝶に新川支曾新設︒

も﹁弘道﹂は三冊の溌行を辛うじて行ひ︑

新らしい幽家の方針について︑誌上に批判

追々と占領下ながら国家も落看いて来て

委員︑十名を委嘱徳川邸に毎月集含研究に

法を研究すぺく︑徳川義親氏を委員長に︑

﹁濯法研究含﹂を設け︑新らしい時代の鳩

示す︑この年戦後漉儀の凱れ被しきため︑

の追悼雛を護行す︒

埼玉癖飯能支含が新設された︒堀田前酋長

すべく︑委員を委嘱す︒山形螺に山形支含︑

を改訂して︑新らしい﹁修養喪典﹂を発行

と題して刊行された︒従来の﹁修養法典﹂

た濃法が︑第一公報征より﹁新らしい濯法﹂

四支含である︒また澱ての研究の完結を見

配給ながら︑この年から十六頁のもの年六

着手した︒この年十一月に︑新時代に雁ず

を始めた︒

回の雑誌溌行の見込がついた︒民主︑自由︑

署へく︑課て全面的に亘って定款改正審議中

﹁弘通﹂も三十有除頁となり溌展ぶりを

平和文化画家の建前から︑法律︑制度の鍵

の原案が臨時総含に於て可決︑これが即ち

○昭和二十三年

革が行はれるが︑本曾は自主改進の立場か

現行定款である︒

ｌ︲ＩＩ︲︲

千葉螺東部支含創立六十周年記念大含が

○昭和二十八年

ら此等を論じ︑或は解説と認識に力を注ぐ︒
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︲
あり︑酒井菅長出張さる︑開西地方の風水

を上梓︑含員に配布す︑下村訓首長再任さ

筈に封し義損金を噛る︑﹁改訂新修菱喪典﹂

ス︾︒

○昭和二十九年
この年同志の六副魁が︑迩義振興懇談曾
こととなった︒また遡義振興の一助にもと

を設け︑和々迩義振興につき研究討議する

となり︑十月全図の畢校︑剛書館︑公民鈍

○昭和三十一年
成木支含が護展して青梅支含新設︑下村
立八十周年に常るので︑記念行事を行う箸へ

副含長︑溌倉式に出張さる◎またこの年創
く︑理事倉にて協議し︑﹁西村茂樹先生語
録﹂を記念出版すること︑及び六十年以上
すること︑十一月既に八十周年記念式及祁

含員の長老功努者に感謝状並に記念口叩を呈

ｇ一十一年九月まで︶

賀曾を開くこと等が決定した︒

○泊翁西村茂樹徳
曾員特別頒償
透料共金六百園

すから︑御手数ながらよろしく御坂計ひを

ところは︑雑誌同様一括して御送り致しま

御了承をお願ひ致します︒また支含のある

こととならうと恩ひますので︑この鮎何卒

また手数も大鍵なので︑追煮とお塗りする

郵逢しなければなりませんが︑その料金も

の際お渡しするとして︑その他の方々には

しかして記念曾に出席された方には︑そ

であります︒

の慶びを共にするところあらんとする次第

員一同が以て八十周年を記念し︑同時にそ

で︑これをば全愈員に一部づ上頗布し︑念

信ずる一節を以てしたものでありますの

座右録として術ふるに適切な金玉の文字と

数の著書や講菰集の中から︑私達が虚生の

たものを細戦したものであって︑曾祁の多

上に﹁西村泊翁先生訓﹂として護表して来

した︑これは二十数年Ｅ且って﹁弘道﹂誌

﹁西村茂樹先生語録﹂の一書を上梓致しま

本曾創立八十周年記念事業の一として︑

西村茂樹先生語録について

I

お願して涯きます︒

一

一

一
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逝義振興について懸賞論文を募集すること

問題の倫理的解決﹂﹁図民のよる琴へ営倫理網

等を通じて趣旨溌表︑題は﹁現下日本の諸
領及その解読﹂の二題であった︒

○昭和三十年
迩義昂揚に閥する申合せを﹁道義六圃催﹂
で決定︑これ幸江縄理大臣︑文部大臣に建議

す︒また本含が課て募集中の道義却揚に棚

する懸寅論文群査成り︑入選作品を﹁弘
逝﹂に溌表︑所定の賞金を贈った︒津田・
野口雨理事再選︑この年山形螺心友含支念

雪己壷︒○

が設立され︑酒井含長はその溌表式に出張

』

一

弘道詩林

Ｉ

三好凌石選

＠
嶺Ｏ有
作Ｏ河
西Ｏ春
海
横
︶
｜ＯＯ
Ｏ遊
ＯＯ函
ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
ＯＯ
Ｏ︵
ＯＯ
Ｏ漬
ＯＯ
Ｏ
雲来霧散樹葱葱ｕ開祉人稀烏叫風︒恨望連山函嶺路︒玉墜
○００００
遺訓託秋迩︒評日︒筆致糎妙︒託字所謂喪龍鮎晴之鹿︒

＠勝道上人九十一聖有隣背谷徳次郎︵宇都宮︶
０００○０ＯＯ○○００ＯＯ○○○○○○ＯＯ００
勝道員成是上人︒行持十戒自清純︒慈雲慈雨輪王寺︒法深

０００○○
長需天地春︒評白︒談格清純︒

＠吟壇諸賢賜環堀之什賦以篤謝

石崖林服之助︹千葉︶
０００００００○○○○○○○○○○ＯＯＯ
野老増誇雌︒雅人既玉韮し賀言持溢美︒一巻子孫体︒

＠贈飯川香油先生女共瑞訓霞軒柵野英治早葉︶

評臼︒著筆撲茂︒雅容友愛之惜尤深︒

︑︑︑︑︑︑砥ＥＥＥ砥︑＄ＬＯ００００．０００Ｏ

多年身委望林中︒門下如雲世有功︒正惣先生老梁在ｏ談書
○００○○

三味致深衷︒評弓篤得境涯︒高情可慕︒

＠和香油先生述志嬬談耕陽大塚規一︵千葉︶

旭︑︑︑℃ＬＬ︑︑︑︑込込猫０○○００００○○

杏唖講道半生中︒教化能全有始維︒間諜群経窮瀧奥︒穆然
０○○○○
自有古賢風︒評日︒一結最有鼎江之力︒

五十齢年皐府中︒傾来瀧奥理其功︒先生蹄臥燕居日︒価兄

＠次飯川香浦教授述志識香城菅谷敏夫︵千葉︶
０００００００００Ｏ○ＯＯ○○００○○００○○

︲

○○００００ＯＯ００００○○００００００００Ｏ

０ＯＯＯＯ
詩書桑老年︒評白︒起筆不凡︒老除至楽︒亦存干此︒

澗幅無門只任天︒醤知多是赴黄泉︒回頭往事都如夢︒凋読

＠井橘納涼菱波寺田英一郎︹大阪︶

０００００○○○○Ｏ○ＯＯ００ＯＯ００○○００

○○０００
紅撫脂粉香︒評日︒刻謡入剛晩涼在水︒興在嬬委︒

雑還新街歌舞郷︒井橋蒸影水若註︒建涼群歩伴佳妓︒風沸

＠酬内川大人移山寺島慶一牟葉︶

０００００００ＯＯ００００○○００００００００

○ＯＯＯＯ
胸底百憂室︒評日︒超然子塵外︒

幾篇歌詠見清風．身在山光水彩中︒蒋暑三句不知暑︒想君

＠山煎夏日夏村田中和字葉︺

殖︑℃ＥＥＥＥＥＥＬ℃込込℃０００００○○Ｏ○

緑陰亭午臥山脈︒夢蝿茶煙夏日長︒青瞳白雲明似誰︒松風

＠中秋無月八十聖廉需小串清一︵横漬︶

０００００
雌動逢新涼︒評日︒詩情識意︒訓亦術涼︒

０００００００００００ＯＯ００００○０００００

○○○００
層陰看刈明︒評日︒景象芳涼︒一結有築力之妙︒

連日釜稼雨未哨︒今宵三五黒雲横︒願勝電梁快風力︒一掃

＠奈誉生悪粥兼坂重︹千葉︶

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

塗炭奈蒼生︒評弓歳費暴脹︒未見善政︒

△△△△△

官公歳斐亦堪驚︒一兆絶看橡算成︒篤政百般須節約︒劫除

＠何枚受雲石村田一雄︵横漬︶

△△△△△△△△△△△△△△△△△︲△△△△△△

潅畦不見調絃手︒百鬼夜行溺蕊酒︒劫後風怖猶耐看︒道光

＠丙巾重九横演斯文含長岡招遊以事謝之代東

△△△△△
日月何枚受︒評白︒日月篤明︒即逝光之明︒未徹之意︒

凌石三好寛

寺

０○○００

文章報固衷︒評弓雅健︒三四足以想見其風之高︒

＠偶成八十聖長島亮平易舌

｜
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｜

クノ

ノ

１１

スヲ

雁信州誠燈下談︒間来遊意猶難熟︒山妻勧我語感勲︒探勝浴後惟聞酔墨香︒讃︵のんくいのあいて︶︵よんどころ︶
︒ス
浴後惟聞酔墨香︒戯談更有し累二怖鵬毛狂歌豪飲輪二諸子や一
宜常満詩腹︒

ム

ム

弘道歌園

︑内梅堂使瑞堂︒讃︵道字いう︶

割田斧二選

１Ｊ

朝整行装蒋護時︒忽然興諜断遊思︒自噛老骨猶頑健︒此間猫占高楼一夜涼︒讃︵じよ
だヲ
んウ
︶ 一一ハウ
ゲうテ
猫占高楼一夜涼︒秋波下し皆酔二紅粧↓諸君遁御苦努様︑案
心事有誰知︒

八十七聖蒼蒜嬰

○金魚費松江市平井常浦

お上らかに天に同ひてほ上ゑめる君が姿の側向敢の花

一年の農事終りて身のかろく心やすきを秋祭りする

○千葉蛎渡遥正男

○宇都宮市菅谷徳雁

佳作

︵働き者の老妻を思ふ老夫の愛情︑正に生活のひとこま︶

稽刈は疲れぬ程にと日毎日毎老妻陳むるも一仕事にて

つか︽

︵街をゆく金魚屋の雄︑それは正に初夏のなつかしい象徴である︶

○千葉螺神谷韮太郎

金魚屋の責盤澄みて一初夏の明るき日ざしすがしかりけり

︵秋風の中↓と衣ふくらめて︑托鉢の尼僧ゆく︑もののあはれ畳ゅ︶

托鉢の衣架ませて秋風に身軽さ兇する尼法師かも

○尼僧東京都中村徐風

秀逸

Ｉｊｆ一ワ訓一懐〃−１卦一訓︒・砿ｒコー陥確助価助一乏下鯨仙︒︑Ｊ︑鴎Ⅲ産一計Ⅱさ︒ド

川筆在否騰︒

＠次敵

０００００００○０○○００００Ｏ
０００００００
偶展君書仔細讃︒ 奈何遊意絡難熟︒漫傾杯酒僻紅紺︒雅客
００Ｏ○Ｏ
無詩笑抱腹︒
０００○○○○○○００○○００Ｏ
００ＯＯ○○○
群 歌 狂 態 興 附 時 ︒ 欲洗塵腸有所思︒燕痩環肥侍清宴︒風流
○○００Ｏ
之美任人知︒

００○○Ｏ
詩人不出臓︒

ハデウニノヲ

Ｏ○００００００○０○○００○○
００○○○○Ｏ
書客速源親枝害︒ 山霊雁笑雅談疎︒三堂折簡雌招誘︒澗有
＠抱腹漫吟
ス

＠示二雅遊諸子一狂誹聯環僻六首瓢乎逆人
スユトシ

案内椎堂使珊党︒松章接待向二長岡や三歳織二得文珠智壬

デシテヲクヲ︿テテ｜｜

解興如レ泉湧川長︒護︵しぼりえて︶智︵ちえ︶

スノ

ノ

リノナル

酔興如し泉湧出長︒久振仲ソ羽各傾し鵬︒秀披引し満員無敵︒
ス

腰倒春秋翰墨場︒︵春秋書道誌名︶
し

雌倒春秋翰墨場・書生豪畢気揚揚︒武城猫有一一風流里希擁
嫌酒嫌唖是木弧︒専蒋二食気一災二商同聖呑平封手亦無し擁︒

ラモテ〃ジスヲノモシロ

酒嫌煙是木強︒讃︵酒ぎらいたばこぎらい︶
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○土新潟螺波多良介

秀逸○雑詠

弘道俳壇

大橋越央子選

夏山の青葉しむ目に光とも咲きの明るし山あぢさゐの花

○割田斧二
Ｊ
Ｊ

大石のくぼみの苔のむすあたりいつしかたまる土もとそあ
れ

○千葉螺向後重太郎

孫達の石蹴りしたる線の跡消す惜しみつ上夕べ庭掃く

乳飲児の歯見せて笑ふ秋の風

八朔や張りたる障子興白に

松江耽史

越徐丘春耽
路風南村史

○筆蹟佐倉市兼坂重嶺

顔容異るごとく人皆のくさぐさにかも水華のあと

○埼玉媒石川奈美子

家安にずいき干しあり夕近し

稽舟の渚に並ぶ夕かな

茅の輪抜け投げし麻の葉瀬にのりて

佳作

校門を川れぱすぐ野良琴野菊

愛陀羅に秋風揃陀に秋の蝿

蛎蛎の衰へ飛くり十三夜
読経すみ僧各交に秋の影

千葉春

千葉丘南

〔64）

湯あみしてそ貸ろ歩きの我が目には浴衣の色も涼しきごと
し

む考一わぜみ

○茨城媒蕗田一誠

新らしき殉闘の碑を兄あげたる上にして聞く昭瞭なけり

○養老園川越市小名木狂辰

○富士登山千葉螺金杉茂穂

新涼の灯を吊る舟の網打てる

新施設に除世楽しむ老人と共に塗らな事務長吾も

頂上をきわめし今は雲のみな足下になりて富士の雄だしさ

山壁の菖年雪や夏の雲

豆からの弾ける昔や赤靖蛤

たつぎをぱ孫子まかせにひれもすを経よみてまたふみ見て

香中伊鈴栗
川村･藤木間

越

○千葉牒岩佐貞蔵

くらす

人ありやなしや月夜のか障り船
鋤川の早瀬に向けて茅の輪立つ

堰あれば尺の岩魚の躍り越え

○埼玉螺大久根吐月

鰯雲の空の搬ごり秋めきて案山子人形遠近に立つ

山梅葉葉江

山

村

路

富青千千松

富

青梅徐風
長岡良介
千葉秀

奈美子

嶺

中島蕉雨︵栃木聯含員︶

復員の粁兵月に才む

○政界に浮上りたろ亡命者

世に選良の地金見らるる

○剛策に行詰りたる御代なれや

沼を狭しと海老述懐す

○雑法の前に後に突常り

悪逆検行道義頼匪

○園破れて舶来憲法の代となれり

○

月今脊旅嫁ぐ我子のいかにある
柔迩八段に昇段す

帆はるるととの亜なり望の〃

爽涼や銀鱗躍る沖いけす
秋暑し干せば這へ出す米の録
はせを葉の風にやぶれて秋めきぬ
おち栗のふれてかまきりいか２寺

風かをる川舎の道は心地よく

人

越央子
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紅葉のちらほら兄えて松林
古衣はる妻忙しや秋はるる
ケーブルカー雲海をよぎり蕊りけり

吐月
茂穂
狂辰

葉玉玉

城越

新凍や灯ゆろる銚子口
新涼や離れ座敷は瀧の昔
装地ハウス朝顔一卜鉢づつ飾る

︵十二月雅文苑原稿締切・十一月十日限︶

集の上一蝶渡りゆきにけり

利根川を堰きて坂東集ぞこれ

○

殉国の慰蕊碑高し秋祭

一

︲Ｉ １ １

千埼埼
茨川

金日牟ロ

○日本弘道倉創立八十周年
記念式並祝賀曾
一︑時日昭和三十一年十一月五日︵月︶
午後三時

一︑場所東京都蕊束厩上野公悶粘養軒
一︑ 記 念 式 酒 井 酋 長 式 僻 ︑ 文 部 大 臣 帆
僻︑宮内臆長官呪僻
一︑六十年以上含員功勢考表彰式
一︑呪賀要命︵午後五時︶禽巽不要

一︑記念講演吉田熊次・深作安文

○準備の都合もありますので︑御川欠

は十月三十一日までに御通知噸ひた
ほどお待ち申し上げます︒

く︑寓障御繰合せの上振って御来駕の

○臨時線含
一︑日時昭和三十一年十一月二十六日
︹月︶午後三時

一︑場所東京都千代田厘西柳川二ノー
日本弘道愈館
一︑議事愈長選畢︵任期満了改選︶
一︑記念講演倉

編輯だより

津誇獄率潔酔濯学灘李諏奉止
たが︑皆様にはお愛りもなく︑この新秋を迎
へられたことと存じます︒

その記念式と税賀曾を附くこととなりまし

○本倉も夏は専ら秋の活動に傭へての準術期
でありましたが︑いよｊ︲︑活動に入ることと
なりました︒先づ各地支含の講演命が一癖に
開かれるし︑本含も種々と催する予定です︒
○先づ本年は創立八十周年になりますので︑
別項含告のように︑来る十一月五日を期して

ります︒

た︒皆様多数の御出席を得て︑賑かにこの年
を記念し︑蒋来を期したいと思い室す︒又同
月下旬には臨時縄曾を開くことにもなって居

ます︒

○本雛は八十周年記念瀧と致しました︒誰先
生から官祁の精脚を偲び︑或は本含創立の明
治時代の泣徳浬動とその鍵遥等を回顧して頂
きました︒それから多数の長老含員︑支含代
表の人々等からも覗賀と回顧の楠をよせられ
て︑全く記念雛の名に雁しい充究したものと
なりました︒皆様方の御誰力を厚く感謝致し
○八十周年の記念に﹁西村茂樹先生語録﹂の
一冊を出版し︑全曾員に一部づつ贈呈するこ
とに致しました︒これは我々曾員にとって︑
錐右に備えて常に我々の生活の行手を導いて
くれる尊い喪典であるこを信じます︒

弘道壷債一冊金琴拾五園也

弘道衝入含手績

一ヶ年含費余百五拾側を梯込み入倉の手続

をとること︒含貝には雑誌弘通を無料配布

側封入の方に送付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

本含編斡部へ御相談を乞ふ︒

○本誌鹿告の件については︑

昭和三十一年十月一日壷行

東京都千代田涯西祁田二ノー

東京都千代田唾神田脚保町三ノ十

殿噸嘩割田斧二

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田睡祁田祁保町三ノ十

東京都千代田睡西祁田ニノー

印刷所東京禿言︶共立社印刷所

電話九段九番

銅錘掴日本弘道倉

振替口座東京皇宅番
日本出版協曾曾員番溌Ｂ一言完

