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○教は真理に求む
道徳の教は亘理を世界に求むくし︑
或は支那︑或は印度︑或は峨羅巴の一
周に侃すること勿れ︒道徳は小にして
は一身を修め︑中にしては一家一郷を
和睦し脳大にしては一図を保安流干す︑

陶民道徳の盛んなるは剛嘘んなろなり
逝徳の衰へたるは閏の表へたるなり︒
本含にて名くる所の道徳は智勇を兼
ねて言ふ︑或は迂間又は川仙を以て迩
徳なりと誤ること勿れ︑道徳は粘川の
如く︑畢術工葵は手足の如し︑人たる
新文明の畢術工塞を知らざれぱ︑身を
立て世を利すること能はす︑故に逝徳
は固より至重なれども︑文明の畢術工
塾も亦力めて之を修めざるべかす︑世
人の事理を論ずろや典もすれば一方に
偏し易し︑或は岡伽に伽し︑或は喋進
に走り︑或は商妙に失し或は卑近に陥

︹泊翁先生訓︶︵明治二十年九月︶

る︑本愈の如きは務めて中迩を守り︑
一逢に偏せざらんことを求むくし︒
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の本意を語っている︒

職後国民の一般的風潮として︑人心が兎角剰那的になって来たこ
とが著しい︒即ち長期の計霊をたてて︑ジックリと腰を据えて︑堅
変に一歩一歩を歩むことよりも︑眼前に次為と展開する︑その刺那
ｊｉ︑の奇を追って享梁的な生活をするようになって了った︒これは
敗戦によって前途に光明を失った圃民として︑或る黙止むを得ない
ことでもあったが︑今日としては︑これは政治︑撫涛︑文化等々の
力と相侠って︑是非共着々と改めることなくして︑圃民は再建の軌
逝に乗ることは出来ない︒
こ上に娯楽の面を見ても︑喪識︑競輪︑競蝿︑パチンコ︑クイズ︑
ジャズ︑マンボ等々のものが︑職後の特色となっている︑それらは
宏に投機的︑剃那的享楽的の傾向を物語るものである︒
更に出版界などを見ても︑業者は﹁ベスト︑セラー﹂なるものを
ねらって︑商魂を遥ましくしている傾向があるが︑そのねらいのよ
り所は︑現代人の此の剰那の享楽心を捕えてのことで︑決して本来
の使命である文化に菱することなどを問題にしてはいない︒某ベス
トセラー製造家？ヘテランはいう︑﹁単術書ならともかく︑然らざ
るものは︑員疑などは問う必要はない︑何んでも︑面白く讃めばよ
い﹂⁝⁝と︒これは正直な告白であって︑よくベストセラー製造家
そこでその﹁面白い﹂ということを械討して見ると︑それは﹁奇
矯﹂ということである︒人間が剃那の享楽に耽るとき︑やがてこれ
にも飽きあれにも飽きる︑そして段々と刺激の吸い︑アクドイ︑奇
矯えと移っていく︑この心理を捕えて︑﹁これでもか︑これでもか﹂
と︑業者は常に目先きの愛つた奇矯なことを見せびらかしていくと
ころに︑今日の出版界の動きがある︒一例を翠げると︑太陽の季
節︑爾葉集の謎︑人間の歴史︑孤凋の人︑桧山節考等︑数えると際
限はないがこのベストセラーの一連は皆奇矯を狙ったものである︑

ればなるまい︒︹知巳庵︶
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更に近頃はその子に有名人の親を語らせる︑それも某文豪の親を語
るに︑仲の悪るい兄弟に別々に寺かせるとか︑人間の裏詮狸いて掘
るとか︑伽した一面の考えから人間を糊るとか︑種肴のことが試み
られて居るが︑これらも皆業者が奇矯を打出すための商魂からのも
ので外の何物でもない︒また歌手や俳優等の蕊能人などに封するフ
ァンの狂気夢りなども︑剃那の享楽心理の一つの現象で︑決して健
全な蕊能鑑賞からの崇拝そのものではない︒
このように見てくると︑圃民の浮薄な享楽心は業者に利川され︑
業者の利川によって︑園民の心理は愈々益々剰那の享楽を狩り立て
られるという︑因は果となり︑果は因となって︑今日の風は止まる
ところがないというのが焚朕である︒そこで一部には︑ベストセラ
ーの害︑ベストセラーの映護というものは園民翠げて読まず︑また
見ないという運動を起せと叫ぶものがあるが︑こ入まで図民が間畳
することは︑業者の反省を促し︑世を健全にする上に大いに役立つ
ことではあるが︑これはこの渦巻の中では容易なことではない︒然
し必要なこととして努むくきではあろう︒
いうまでもなく︑畢術書は瞳を尊び︑文皐︑娯楽の害は健全なる
怖操を謎うことを川的として始めて文化に貢献することとなる︑そ
れを奇矯をとととして︑唯その時々の剰那に興ずることを以て国民
は足るとし︑又業者はそれを浦すことを目的とするようなところに
は︑いわゆる炭の人生というものはない︑人生は目的をもつ︑側的が
あって計蚕があり︑計謡があって努力粘進があることである︒剃那
Ｊ１︑の享楽で︑浮雲の如く︑一時の夢の如く︑とりとめのない唯の
衣食の生活ではそれは人生ではない︒敗戦によって一時前途の︑的
を暗黒にし︑貧窮しては考えが剰那の物磁的になったりしたのは︑
また止むを得ないが︑そる→Ｉ︑考えなければならない︒それにはた
管漫然と﹁百年河浦﹂を待つことなく︑政治や教育を始め︑あらゆ
る文化方面の指導者達が︑よろしく側己の責任として︑物質的にも
粘祁的にも圃民を改心し易くする逆を作ってやる指導と努力がなけ
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中江藤樹を偲ぶ

野口明

ら毎夜の如く彼の家を襲って危害を加えんとした時︑彼は

刷父の命を受けて武装して邸の内外を警戒し︑一味を退散

させて租父を護りおぼせたと云う話で︑之は門人等の編し

た︑藤樹先生年譜の元和六年の項に記されているから︑事

雨を預って京へ登る途次︑河原市︵今の新儀村安井川︶か

次は正直な馬子に開連する話︒加黄の一飛脚が金子試百

賞に近いかと思はれるｑその年は彼十三歳の頃に常る︒

中江藤樹には不思議に俸読めいた話が多い︒例えば

はんとして鞍の下から二百両入った財布を褒見し︑驚いて

ら馬をやとって榎木の宿に泊る︒馬子が家に蹄って馬を洗

一︑近江聖人偉説

彼と母との話︒彼は一人息子ではあったが︑加父の養子

／ ■ ぐ 、

として少年時代から租父の仕える四国の大洲で文武の教育

も知らぬので︑進退谷まって︑自殺を決心し︑遺言状を認

夜道を届ける︒一方飛脚は後で気がついたが賜子の家も名

として︑確金を典えんとする︒十五両をと云えば受け歩︑

める︒そこえ宿の戸を叩いて馬子が届けたので︑生命の税

を受けていた︒或る冬に︑母から覗父へ来た手紙に︑厳冬
手して見舞に蹄郷した︒然るに母は︑無断の婦打と知って

の水仕事であかぎれに悩むとあるに痛心して︑特故薬を入

一歩も家に入れず︑．且家を出たからには︑天晴れ立派

って︑それでは自分も苦しくて眠れないからと理と言葉を

十両︑五雨︑二雨︑一雨︑二歩としても受けず︑飛脚も困

議したので︑馬子も齢儀なく正規の駄賃に常る二百文を受

な人にならぬ内は途中で蹄るなと堅く云含めたのを忘れた

戒めた︒彼は母の理に服して去らんとする︒母はせっかく

と馬子の答は︑近村小川村に典右衛門と云う人あって夜毎

けて解決する︒飛脚は感に堪えず︑名を問ひ諺理由を問う

か︑母の難儀などは問題ではない︑含うことは出来ぬ﹂と
の志故と特故薬だけを受け︑路銀を典え︑折からの雪の中

は取るな砥無理非道はするなと常に語り給う︒今日の金子

講樺すろを聞いたことがある︒親や主人を大切に︑人の物

を蹄って行く我子の後姿を涙で見送ったと云う話で︑小説
や浪花節にもなったかと思う︒

も我が物に非ざる故取るべき理なしと心得しまでと答えて

次は少年時代の武勇体︒彼が大洲で測父の膝下にある頃
飢燦で耐父の所領の物情が険悪になったことがある︒巾に

蹄つたと云うのである︒

この話は更に護展して蕃山の入門の話となる︒飛脚が京

煽動者あって︑加父を欺いて討たんとしたのをⅢ父が槍で

謙したことがあった︒煽動者の一族が之を怨んで︑それか
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一村落教師で他国の士人を導く器でないと拒絶する．蕃山

付に藤樹を訪問して入門を懇請する︒然るに藤樹は自分は

た︒彼は膝を打って求むべき直の師ありとて︑直ちに小川

のが熊津蕃山︑恰も良師をたづねて京に来たところであっ

の宿で同宿の人に其の話をしているのを︑襖越しに聞いた

て技謹知識の軽蔑であった︒彼は虚飾を蛇賜の如く嫌い︑

落教師に＃んじ︑その説くところは徳と人格の尊亜︑而し

身一分を棄て上︑一人の年老いた母のために野に下り︑一村

も進歩した思想家であるとし︑その最大の美鮎は︑武士の

彼は先づ膝樹を以て︑嘗て日本の産んだ最も聖人らしい妓

かそうしたものを窺き得て興味深いものである︒

評判を何よりも避けた︒彼の外なる貧しさと単純さは︑内

は門前に端坐して動かざること二日︑遂に母堂の計らいに
講談や浪花節になっているかと思う︒

藤樹が屈して入門を許すと云う話である︒此の二つの話も

った︒彼は内なる人︑即ち心の王園の支配者なりと激賞し

一大王園があり︑その中にありて彼は完全なる支配者であ

なる豊かさと多様性とに封し全く比例を失していた︒彼に

藤樹については我々年配の者は︑少年時代から前記の陣

ている︒他の言葉で云えば蕊妓も良心的︑蚊も内面的の聖

二︑内村鑑三の藤樹観

たものである︒然し皐者としてよりも貴賎家としての偉さ︑

説風の話や︑我園陽明皐の先駆巻としての名はよく耳にし

内村氏は膝樹の畢問的経歴も解説し︑晩年の畢説は︑維

者なりと云う意である︒

いたようである︒少くも私にあってはその知識は甚だ漠然

即ち近江聖人の名の示す如き聖者的風格にや奥舷惑されて

なく︑よく時虚位によって探捧するの要を述べ︑畢風は大

の淵源第一とし︑謙遜無くしては人は凡てを欠くとした彼

謄で且つ新鮮なりと評している︒然かも彼は謙遜を以て徳

書の解鐸が自由で且つ渦創的で︑盲目的に信奉するのでは

ところが︑私は大分以前に︑内村鑑三箸代表的日本人︵浩

としたものであった︒

波文庫︶を二頑して以来闘心を深めたのである︒御承知の

き後凋文にも窪されたものである︒彼の愛函心と云うか︑

ピックアップして︑感激を吐露した快著で︑もと英文で書

西郷隆盛通上杉膳山︑二宮尊徳︑中江藤樹︑日蓮上人等を

現力によって紹介された藤樹の風格に私は深い感銘を斑え

り過ぎていると恩はないわけではないが︑氏の洞察力と表

た︒その後多少藤樹に開するものを読んで︑内村説が割切

内村氏の藤樹槻は私にとっても極めて新鮮な啓示であっ

の道徳鵠系を注目せよと云っている︒

日本人のプライドと云うか︑そうしたものの錘りと︑彼の

たことを感謝する︒

如く︑此の箸は内村氏が熱烈なクリスチャンであり乍ら︑

固牢ならざるクリスチャニズムと云うか︑人間的幅と云う

（2）

三︑藤樹の遣蹟
今から三年前︑私がお茶の水女子大単の職を退いた時に
附属高校のｒ四Ａの幹事寺井光雄氏が︑氏の郷量琵琶湖の
西岸今津に私を案内して慰労するとの提案に接した︒琵琶

らしく︑一鰐に荒雲とした気に浦ちている︒創建は大正の

初期︑森正隆知事に依るとのことだが︑藤樹の締祁にばか

具る大袈裟な︑そして索漠としたものは甚だ不調和であ

ると老主婦が出て本堂に入れてくれた︒堂内の右手には膝

初期の火災で再建したとのことで古趣は乏しい︒刺を通じ

更に行くと菩提寺の天台宗玉林寺がある︒此の寺も大正

︾︒Ｏ

面生活を逢った小川村の土を踏み︑今も残るときく膝樹書

樹の木像が祁ってある︒高さ三尺︑かみしも帯刀の坐像︑

湖の風色に接するのも楽しいが︑此の機愈に藤樹が所謂内
院の遺蹟に立って︑此の偉人を偲び得る好機含に悪まれる
こうちゃく

を幸として難有く其の招請を受けた︒

る︒蕃像を参照した篤賃風の素直な作で︑何となく膝樹の

京都の彫刻家の作とのことで︑之も大正以後の作冊であ

風貌を偲ばせてくれる︒童顔豊蚊で雌蒜︑引締つた屑目に

あど

昭和廿九年八川五Ⅱ︑湖凹を北上する江若繊迩のガソリ

生気がある︒主婦の談によると今は戦前と異って訪来る人

、 J ノ

ンカーで︑安曇騨に下車した︒此のあたりは︑比良山脈が
砂を押出したと兄えて︑湖西第一の平野である︒そして平

識きて︑その裏から迦って湖に注ぐ安埜川が︑長い川に土

ても舜澱もせすに﹁之か藤樹先生の像は﹂と云う位で︑敬︽

も稀であり︑たまに紳士などが自動車を乗りつけ︑拝概し

虎の念を示さぬ人が多いと既いた︒橘南難の東遊記に︑昔

野の員只中にあるのが青柳村で︑藤樹書院は字小川︵昔の

一士人が此の地を過ぎ︑先生の墓所を耕人に葬れたところ

小川村︶にある︒角田浩為歌客の紀行文によれば︑﹁一望
寓頃の平田︑水縦枇﹂とあるが︑農家あり樹林あり相営の

農夫は家に蹄って小紋の羽織を着して案内した記事があ

て行くと︑農夫は墓域の外に芽伏して待っていた︒さては

る︒通を教えてくれればよい︑さても丁寧な男かなと従っ

を流れて水の豊かさも見られた︒

畷を出て湖水の方へ同ひ更に右に曲ると膝樹紳吐があ

部落もある︒厳い稲川に送る水脈も多く︑漆んだ水が路側

る︒境内はかなり炭いが甚だ寂れていて︑此の顕は詣考も

ことを知ったと云う話である︒叉東遊記にはかって肥後の

衣服を改めたのは士人への樫ではなく︑先生への薩である

知人の談に︑某氏を訪問し︑その鐸が江州出身と聞いて先

稀れらしい︒た賞本殿の前のみは雑草の無いのが︑やＡ嬉
掃を奉仕する慣例が残っているからである︒然し壮司は公

生の話をしたところ︑空入りの時に父より貰って来たとて

しかったが︑それは毎月二十五日の命日に︑村の畢童が清
黄を以て僻せられない戦後の阿策で︑祉務所も無住である

rQ，

先生の害軸を出し︑之亦潅服に改め引きさがって拝したと
云うことも書いている︒今郷人にもか上る美風が残るかど
うかは知らないが︑此の頃の観光客や調査客の態度はぼ賞

聯褐蕊騨
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巽瞳

書院の落成を見たり而も

その八月には先生卒去せ

らる明治十三年村に大火

あり書院また類焼の厄に

遇ふ現書院は翌十五年の

り先生の祁位を安澄し今

再建にか上る中に洞堂あ

に祭を絶たず﹂とある︒

左手にある瓦茸の平屋で

書院の建物は門を入って

玄闘がある︒

向って右に寄って大きな

玄開の式蕊を上ると︑

嗣子常青の蕊位がある︒入側と講堂の右手は一段低くなっ

の額がか上っている︒入側の奥が＋製の講堂︑正面には光

玉林寺から叉数丁︑道の左手に藤樹書院がある︒溝を蓋

現はれなのであろうか︒何れにしても母堂の椛威は藤樹の

弓藤の老幹の傍を過ぎると︑藤樹古跡と彫った大きい石標

は左手に内玄開を持ち︑七聾の間は左壁に違棚と床の間と

橘南路の著東遊記巻之四﹁藤樹先生﹂の項に記きれてい

大鰐醤を模したと云はれる︒江戸末期の天明時代の様子は

現在の書院は前に記す如く明治十五年の再建であるが︑

を附した座敷になっている︒

た縦の七鍵︑左手は手前が六鍵︑奥が七鍵であり︑六裳の

格天皇下賜一催忠良筆徳本堂の額があり︑その下に膝樹と

操数七挫牛の入側で︑此庭の領主分部昌命公筆の藤樹書院

／
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想像に難くない︒

玉林寺の門前︑石の玉垣を園らして︑藤樹先生墓と母堂
の中江徳右衛門妻北河氏墓と︑かなり大きな同形の墓石が
並び︑右隅に先生の末子にして業を纏いだ常青先生墓があ
る︒傍に立つ高嶋郡教育倉の説明札によると︑﹁慶安元年
秋八月二十五日卯の刻︵朝の六時︶に先生死す︑隣里郷黛
老を扶け幼を携え悌泣枢を送り王林寺門前に葬る︒玉垣は

享保六年京都江戸曾津姫路桑名等の同志の寄進になる云
さとある︒常青先生の胴は封馬に仕官して去ったから後
代の墓の無いのは判るとしても︑父君や先旭の墓が同域に

T■‐ー

場合極めて頴著である︒

無いのは︑郷黛徳化に開典した三人に封する特別の敬意の

f、：7す

が立ち︑その左手に倉︑その右手に門がある︒高嶋郡教育
倉の説明標を引用すると﹁藤樹先生講畢の所にして或は講
堂と稲す寛政八年︵先生没後一四八年︶光格天皇より徳本
堂の瀧を賜ろ先生二十七歳伊諜より小川村に蹄りて母に仕
ふる傍ら邸内に同所を建てられしが慶安元年二月に至りて

（4）

7

一

であるから今日でも

少の愛化はあるが大

ろ︒それによると多

で一に是れ皆身を修むるを以て本と篤す﹂の句に遭遇して

る︒藤樹十一歳の時大畢を謹んで﹁天子より庶人に到るま

彼の文武の修行は主として大洲に於て行はれたわけであ

洲に国替えとなったので聯秘父も彼を伴って移り鯵従って

た幸禰を感謝すると共に︑畢問の理想を心に銘記したと云

深く感動し︑大畢なる古書が体わっていてそれを讃むを得

鰐の規模は現屋程度
藤樹時代の盛況をほ

膝樹には幸なこと

の猫畢であったと云はれる︒年譜は二十一歳の時鹿女作大

且つ大洲の蒜風は武に侃していたので︑彼の請書研畢は夜

らしいがその仕事の内容は判らぬ︒その頃は戦飢の直後で

いろ︒彼は迩父の死後は一人前の武士として藩に出仕した

はれている︒十五歳の時剛父死し︑十八歳の時父が死んで

野想像することが出
来る︒

に門人の手に成った

四︑藤樹の生涯

簡潔であるが要を得

単なる手記であったかも知れない︒

藤樹は二十七歳の時致仕して江州に蹄つた︒その理由は

畢啓蒙を群すとあるが︑昔は箸と川版とを明別しないから

一般に母を養うためであるとし︑彼が主荊よりも母を重し

た﹁膝樹先生年譜﹂

す︑ 思 想 及 び 畢
ろ︒それによれば体記を詳にするのみならず

とした孝心を︑稀有のものとして賞讃するのが例である︒

なるものが残ってい

たい︒こ上では生涯の概容を紹介するにとどめる︒

すでに心中に萌した思想的疑念を︑全く自由の身になって

然し私はそれは全部の理由ではなく︑然かも主たる理由は

問の鍵遜をも窺い得るから︑志ある人は直接それを読まれ
膝樹の生れたのは賀に今から三百五十九年前の慶長十三
年で︑徳川幕府創建勿交の時であった︒父は農を業とし︑

ざるを心配したのではないかと思う︒又士一分と云っても後

持病となった略息の激しい護作があり︑武士の生活に堪え

世の如く代為の士分とは異り︑家名を汚す程でもないから

解決したいこと︑及びその前年に蹄省した蹄路︑後に彼の

父吉長が小川村に来て先生の非凡を認めⅨ父母を説得して

彼の決心を容易ならしめたと思う︒黙らざれぱ︑稀代の賢

測父は武士であるのは鍵であるが︑営時は士農の分が未だ

米子の任地に連れて行った︒澗父は米子の加藤家に仕えて

確立していなかった篤めではなかろうか︒彼九歳の時に加

藤百五十石を受ける武士であった︒翌年米子蕪は伊諜の大

（5）

母の評を蕊した彼の母が︑自己への孝養の篇めに一切を棄

仕までを孝経並に四書を中心とした朱子肇修業時代遮致仕

彼の思想の鍵遜として許通云はれることは︑幼少から致

年とすれば常時としては遅くはない︒

後三十二歳までの米子票完成時代︑三十三歳から三十七歳

て上蹄住する等を許すわけがないと恩はれるからである︒

一大勇猛心を起した︑即ち求道の志が致仕の員囚と見た

私は彼が︑思想的にすでに煩悶を昂えて居り︑その解決に

である︒

までの陽明皐模索時代︑及び晩年の陽明畢護悟時代の四期

彼は醤畢についても造詣深かったが案外早く寿命を経っ

い︒彼が蹄園するや直ちに京都に師を求めて易の研究を始
消息を物語るかと思う︒理由は兎も角︑爾来彼の思索生活

たことは＄彼の体を讃む務の共にする恨事である︒彼は度

めて︑宇宙槻人生槻の再吟味に着手したことも︲此の間の
は封建秩序から解放され︑彼の思想は深さと新鮮さとを段

安元年に母に先んじて逝いたが︑此の鮎では完全な孝子で

職を離れた彼は︑酒の小責をしたり︑刀を貢つた金で金

五︑藤樹私観

あり得なかった︒溝気は持病の端息と云はれる︒

凌と加えて行った︒

融をしたりして生活の萱としたと仰えられているのは興味

藤樹の人物性格業績を綿評して︑知行合一の聖者心深遠

とする見方がある︒彼の修皐の理想が︑立志の時から一貫

も幾分は安定したらしい︒

あることである︒然しやがて私塾を附くことによって生析
藤樹は三十歳にして結婚し︑爾来賢母と良妻の内助の内

なる思想家︑感化力ある教育者の三者の派然融合した人物

に平和にして勤勉な村落教師の生析が続いた︒門人も殖え

ところである︒聖人の箪稀が礎っているのも︑彼が彼の理

にとっては二義的であったことは︑多くの評者の一致する

に乗じて︑詩を賦すこともあった︒生活はかくの如く平倦

想を忠賞に賞賎したことを裏書している︒又彼の教育者と

して人間完成への賃践に掛けられ︑知識としての畢間は彼

であったが︑彼の畢問的活動は繁忙であったと兄られろ︒

毎夜遅くまで講畢が続き︑時には湖岸の名勝にも遊んで興

江州は京都に近いので︑彼は書球のよい御得意先であり︑

頭の下がることは＄員面目ではあるが愚鈍であった大野了

つた詩の︑何れも多︾数礎っているものを見ても判る︒殊に

とは流石である︒彼は王陽明の高弟王龍渓の語録を読み︑

佐なる青年が︑醤畢の教えを乞うたのを憐んで︑自ら鍔を

しての立派さも︑弟子に送った懇切丁寧な書簡や怖義の龍

叉新渡来の陽明全集をも入手している︒陽明全集の川版が

望んで醤茎と題する六冊六百頁の箸を作って︑これを講じ

今で云えば新刊書も工面してはつとめて入手したらしいこ

西暦一五七一年︑藤樹の入手は正保元年即ち西暦一六四四
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て韮に通ぜしめた事である︒彼は述懐して我れ了佐に於て

打立てるにあった︒彼は一雁その理想を達成している︒

直に教育的美談である︒彼は孝子であると共に慈師でもあ

る孝も謎天が先加を通して祝を生み︑税が子を生む如く︑

し︑毎朝天舜したと云はれる︒彼の思想上の特色と云はれ

れとする︒之を僻現する天に封して糸教的怖操を以て鐘祭

彼の宇宙槻は太虚を以てその本鰐とし︑寓物はその現は

ったことは︑彼が教育者の第一要件たる怖の人として非凡

いもので︑宇禰の原理そのものをさすかにさえ見える︒之

天の禽物を生成する働きは規子の関係に於て股も類著であ

を倫理的に兄ると飛えの忠︑その他悌︑恋︑僻︑義等すべ

彼は叉優れた思想家でもあった︒彼は我が園儒肇史上︑

家の兄方であり︑彼を以て妓初の反抗肇蒋とする読もあ

るとし︑祝への孝は天に封する締依とするのである︒のみ

る︒然し幕府の思想統制が政策として確立したのは︑寧ろ

ての人の道を孝に包含させていることが︑彼の箸﹁翁問答﹂

ならず︑彼の云う孝の概念は︑普通の概念よりは非常に魔

江戸の末期に近く︑彼の生きた一初期に於ては未だそこまで

に川ている︒此の定義を知らないと︑彼の孝の理論は判ら

の文教政策が朱子皐を御川里としたとするのが︑・一般の史

統制されていなかったのではないか︒林羅山と云う天才が

なしとしない︒﹁翁間群﹂は名蕃であり︑粋溌される鮎も多

ない︒然しその場合我為の常川概念は混乱させられる憾み

いが︑彼は晩年之が改訂を試み︑果さすして逝いているの

あって︑幕府に登川されて︑朱子票を標傍して︑それが幕
そして彼も妓一初は朱子皐に忠皆に川護したが︑思索生活に

る︒それには彼の亘剣な︑内面的に直塾な性格が根底を鴬

かくの如く彼の思想遍歴は大きな稗換の跡を慨めてい

そこに倫理の源泉があり︑倫理的生活の中にこそ人間の幸

を純粋な形で十分に護郷することと解していいかと思う︒

した︒今の言葉で云えば︑天賦の人川性に目兇めて︑それ

彼の晩年は陽明皐に啓護されて︑良知に致ることを主張

は惜しい・

している︒彼が武士階層を離れて脈郷したのも︑白由な立

紹介に於て甚だ簡略且つ不十分であることを御詫びしなけ

私は打畢者でも倫理畢者でも雌いので︑彼の恩想脈理の

耐と貝の快楽があると彼は主張している︒

儒畢を参酌して︑宇宙槻人生観を問め︑その上に倫理湖を

る︒彼は儒教を好み︑儒者を以て任じたが彼の貝の目標は

場で直理を探求したい一念からであったと私には思われ

朱子望の格法から脱川したのである︒

修熟するに従って疑念統川し︑妓後に陽明畢に杵渡されて

府政治に思想的支柱となりつ上あった側向は想像されろ︒

朱雅畢の格法から離脱した一恭岐初の人である︒徳川幕府

であったことを忠はせる︒

幾ど粘根を謀したが︑了佐もよく勉めたと云っているなど

Q
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然し彼が︑歯時に在って︑一介の民間畢者︑村落教師とし

たに過ぎない︒若し誤って居れば叱正を乞うものである︒

波文庫にもある︶その他を散見して︑彼に封する印象を得

れぱならない︒彼の評俸数種を謹み︑その著﹁翁問答﹂︵岩

己を措いて他に誰すことを善として絶讃せざるを得ぬこと

心情は︑何人も之を善と稲し得ず︑之を嫌悪するに反し︑

のものと断ぜしむるに至る程であるにか上はらす︑利己的

世の経験と共に︑主我的の色彩を加へ︑人間は本来利己的

のものにもせよ︑後天的牡含的のものにもせよ︑世智辛き

となり︑牡含がかく利己的の人に充たさる上に開はらず︑

て︑豊かならざる生活に於て新刊の書にも注意し︑澗皐澗

び感化は︑死後三百餓年を経た今日︑すでに過去のものと

それとは反封に︑己を措いて他の篤にすることを︑かくも

は︑抑如何かなる故であるか︑と問は貰︑之は人間の固有性

なったが︑彼の思想は我園の哲皐史上︑古典的清香を放っ

善しとし︑尊としとせざるを得ぬことは︑人間が︑その本

に基く︑というより外はないと愚考する・人間がかく利己的

ている︒徳川時代を通じて輩川した儒者の数は暇しいが︑

せしめた哲人的風格は雀だ珍重すべきである︒彼の人格及

猫創的思想家の先躯として︑彼の業績は不朽である︒彼の

ある︒恰も欲求を充たす事物が慨値を認めしめる如く︑人

来性として︑自己自身に封してそれを要求しているからで
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想︑猫自の思想篭系を作り上げ︑其の思想と生活とを一致

思想は今日に於ては素朴であり︑そのままの形で現代の思
想界に開典するとは見られないが︑彼が名利を棄てて信念

の仁心にも亦︑個値を認めるのである︒畢童人間は自己並

であって︑之に合すればこそ︑自己の仁心に︑随って他人

に自己の心怖に封して人間本来の要求を有するという外は

間の本性として自己自身に封して要求している所があるの

なぼ畢者の懇鑑として︑人を感憤させるものがある︒私は

の確立に︑すべてを放下して緋逃した皐的態度は︑今日も
彼の如き人物を畢界の先輩として持つことに︑民族的誇持

ない︒之は恰も瓜なら瓜が其の種子の中に瓜本来の要求乃

ものと解すれば︑人道がそれより生する所以も︑道なるも

天命之謂レ性︑率し性之譜し道︑とある性とは此の本性をさす

乃至杜含的欲求に封する高次の要求である︒中附の冒頭に

性ともいうべきもので︑普通に人間を動かしてゐる自然的

出で花が咲き賞が結ぱる上と同じい︒此の要求は人間の本

至動向を有していて︑其の要求乃至動向に合する様に芽が

を受えのろである︒︹本曾理事︶

画民道徳の立て直しＩ
人間性の自豊︵下︶

藤井種太

かく槻じ来るとき︑人間の欲求は︑それが本能的自然的

郎

布子の調う如く︑悪に趨くこと上なる︒故に椅子は性悪を

一初め利己的になり易いものが多く︑それ等の性に率へば︑

く単に性とのみいへぱ︑諸種の自然本能性があって︑生命欲

畢ばかりでなく︑倫理の根本が判ると愚考する︒中庸の如

く解してこそ儒畢の根本も明になるのでなからうか︒否儒

句は儒畢の根本を明にしたものと訓はれるが︑性を右の如

のが如何なるものであるかも判ると恩はれる︒中席の夫の

り来つたものであらうが︑人間性を具態的に示すものとし

意味する語としても通川することは︑クリスト教の教儀よ

あるから︑人間性を表はすぽ屋昌囚昌ごなる語が︑仁愛を

値を自兇する機能であって︑仁愛を善とし︑之に向う性で

の本質を表はす語である︒然るにその人間性は諸欲求の慨

中庸の性を表はすものとすれば新しい概念ではない︑人間

る語は︑東洋に於ては︑新語であるが︑之は蕊に言及した

旨①扇島富津．自白四日ごと呼ぱるべきである︒人間性な

ら︑此の本性は︑人間の人間たる所以のもの︑即人間性

て面白い︒畢党人間性は善を知り善に向うに至るものなる

べき側隙の心の如き自然性も確かに存する︒併しそれだけ

が故に︑人間性其物も善と謂ひ得る︒つまる所︑人間の本
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唱へた︒併し孟子が其の性善説に於て唱うろ仁の端という
では孟子の如く性善ということは出来ぬ︒悪質の性もある

然るに︑利己的欲求に心一杯の人為の中には︑この人間

からである︒されど孟荷二子も恥それ等の性を善とか悪と
間に存することを誤想しているのである︒私は恥此の機能

はるを好ます︑自畳より離れて人生を歩んでいるものも紗

性の自受に伽る上に至らす︑よし之に鯛ろ上とも︑之に開

質は仁共物であり︑仁即人である︒

こそ人川の本性であって︑それにより自然性の善悪が自兇

か言っていることは︑それ等の性の善悪を判する機能が人

せられ︑それが統制せられるに至るのだと噺する︒故に人

う語があるが︑折角人間性を有し乍ら諭之を護揮しないで

くは無い︒蓋し是れ動物同様の生活である︒人面獣心とい

動物同様であることは慨嘆に堪へぬ︒併し人間が人面を有

間が善を知り善に向うのは︑此の本性あるからであるとす
と言へぱ︑布子も首肯するであらう︒

れば︑人間はこの本性を兵弓るという意味に於て性善なり

があるが︑私は︑有ともいへい︑無ともいへい︑という様

でないのではなからうか︒狗子に沸性ありや︑という禰語

な六ケ敷い稗的解淫でなく︑素直に︑狗子に限らす︑如何

するだけでなく︑人間性を有する以上︑人面獣心とは同一

Ｌに動くのではなく︑所謂理非善悪を知って︑之を統制す

なるものにも悌性ありと肯定するものである︒それは︑寓

古来人間が寓物の霊長と謂はる上所以は︑其の自然本能

る所に存すると詔はいばなるまい︒所が︑其の統制は︑

性は他の動物と略側一であっても︑人間はその本能性のま

自然本能性以上のもの︑鼓にいう本性によるものであるか

ﾔ

う︒さり乍ら伽という発語の音は斑を意味すると聞く︒限

心なりとせば︑寓物拷沸性を有する︒物性即伽性といへよ

を以て他に識している．さきに言及した如く︑伽心部慈悲

る︒一刻も空気を吸はねば生活は出来ない︒寓物は各其性

垂男は米を食い︑牛乳を呑み︑難卵を食って生活してゐ

るにつれて︑その謡し様が異るからであって︑道徳の形は

らる上ものは雀だ多い︒是れ他に議すというその他者が異

ことを蜜現するに外ならぬ︒古来洋の東西に於て道徳とせ

に於て利己的欲求を抑雁すると共に︑他方に於て他に謡す

箪さを自兇するあまり︑自己を措いて他に議すため︑一方

道徳とは他なし︑人Ⅲ性の褒姉即是であって︑善のよさ

て道義の根本が自認せられ︑道が明かとなり︑徳の立て直

令悌性ありと屯︑受がなければ︑伽にはなれぬのである︒

異るが︑善を僻現するという緒川に於ては︑凡て同一であ

物拷其性とする所を以て他に貢献していろ︑即他に認して

人川の本性も同様に︑前に言った如く本性即仁なりとして

しも可能となる︒

も︑受がなければ人にはなれぬ︒所が人間の本性部人間性

であり︑夫婦瓦に誰すのが和であり︑朋友相謹すのが信で

る︒己を措いて親に識すのが孝であり︑兄弟に霊すのが友

いること︑濁り渇者に封する水のみではないからである︒

は畳を典へて仁を知らしめる所に其の特質を有する︒この

の秩序の篤にすれば︑ソクラテスの遵法となり耐孔子の行穫

あり︑荊悶に識すのが忠である︒我が岡並に中園の五倫の

獣心であっても︑人間性を有する以上︑獣ではない︒何時

となる︒未開園の奇異なる道徳︑例へば︑異民族を殺すを以

兇を典うろといふ意味に於て︑人Ⅲ性は寓物の性と異り︑

にても受を得る本性を有するからである︒そこで人Ⅲたる

て徳とする殺人の徳冒目︒嵐①や︑親を殺すを以て徳とす

徳はそれに外ならぬ︒同じ精祁を以て固家に議すとき︑そ

以上︑この自受を忘れてはならぬ︒孟子が︑鶏や犬を失へ

る９国︒昼①の如きも︑それぞれの吐禽の状態によりて民

狗子の性と異り︑一切の動物性と異っている︒そこで人面

けた放心とは︑此の蝿を失ふこと上解す尋へきでなからうか︑

ぱ直に捜し廻ろ人間が心心を失うても平気でいる︑ときめつ

善の中に叩吟していても︑一度其の自尭を取り直して︑其

失うことに外ならぬ︶故に人間は如何に利己的になり︑不

道徳と恩はれるであらう︒さり乍ら忠臣職の精榊は︑現代

維新以後には通川せぬ︒現代の青年には︑忠臣蔵は奇怪の

日本の忠と雌︑江戸時代の忠臣職に於ける識し方は︑明治

の謡し方は吐含の風害の愛化するにつれて愛化するが故に

族に謀し︑税に表すの逆であることには相違は無い︒尚そ

の人間性を溌揮せぱ︑即随時自己の欲求の償値をさへ問へ

の日本人には愚かのこと︑西洋人にも良くわかるのであ

︵孟子は仁心を失うことＡ言っているが︑宵は仁の自昂を

ぱ︑自畳は昭凌として明かである︒此の自兇ありて︑初め
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それが徳であることがわかるのである︒故に何れの国民道

式は異っても︑徳行といばる具ものは︑何虚の間氏にも︑

一である︒だからこそ︑如何に剛民的特質があり︑其の形

民性を帯びて︑千差寓別であるが︑その粘紳に於ては拷同

ろ︒故に道徳の形は︑何れの因の道徳でも︑民族性や︑園

得ても︑此の自兇が深められなければ︑他方に於て︑追為

中畢生には之が一層明になる︒併し一方に於て之を自畏し

は池糞乍ら白斑し得る︒他に識すことの善も同様である︒

のである９幼児は兎も角も︑小畢生になれば︑利己の不善

に利己的になってゆく青年には︑人間性に封する反行が疎

杜含を知ると共に︑其の世智辛さに気附き︑成長と共に頓

徳の振起にも︑徳の精紳︑即徳たる所以のもの︑たる人Ⅲ

ら敢てするに至る︒所謂太陽族の如きは是であらう︒併し

かとなり︑時と場合によりては︑敢篤の意気を以て悪をす

かくて吾人は︑吾が剛民迩徳の仰建という問題︑随って

人Ⅲ性に心附かぬ一般の人為と雌︑心一杯利己的欲求を職

性の護抑︑即善の自昂が稲光づ以て必要である︒

よ︑と言ひたいのである︒但しそれは︑従来考へられたる

その辿徳教育の川題につきて︑先づ人Ⅲ性の自兇より始め

るだけ之を腰して人に知られざる様努むるを看れば︑善不

と帆適するを君れぱ︑尚又心巾に城する利己的欲求は川来

し乍らも︑表向には︑人の矯めとか︑杜含公共の篤めとか

答の自兇は拷無ではないのである︒此の自兇を疏にせしめ

如く︑抽象的なろ善悪の論説を知れというのでは猟く︑何
人も有する自己評佃の機能部良心を働かせて︑人間の欲求

併し善悪に封する自発を促し︑人Ⅲ性が利己的とは異ろ

並にその欲求を有する人川自身︑の善悪を端的に自畏せし

ものなることを気附かしむれば︑倫理はそれにて足るか︑と

ぬ様努むる吐称教育︑更に之を深むろ様努むる皐校教青は

く︑寄り附き愉いもの上如く粋くかも知れぬが︑吾人の意

逝義の立て直しの第一要件である︒

味する所は極めて卑近平凡なる︑併し乍ら人生の妓大切な

綱は営︑決してさうではない︒これからが倫理の六ケ敷い

め︑之によりて人間性の何たるかを知らしめよというので

る念所であると信ずる︒只慈悲仁愛を善と自兇し︑之に向

ある︒人間性とか︑自己の本性とか言へぱ︑岬の公案の如

うことが人間性と知れば︑巾府の言う通り︑性に率うのが

ものは徳行であるが︑善は他の篤に誰すことである以上︑

所であって︑華に徳行の門に入るのである︒善を鉢現する

る︒

善行を要求する︒所が人川の欲求は︑何れも利己的色彩を

と思うのみではなく︑行はなくてはならんのである︒善は

識さなければ善にはならぬ︒人の篤めに誰すには︑誰さん

道であって︑人道は自ら見えて来る︑道義も自ら明にな
私は︑人間が人間性を有していることを知らしめること
は︑前にも言及した如く︑小供にも可能であると備するも
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方に於て恥か上る色彩の欲求を抑唾し︑他方に於て︑善な

帯び︑之が達成は不善となるが故に︑善たるためには︑一

信を徹底するにあり︑とするものであるが︑今は之に立入

私は再び本にかへりて︑善悪の自畳を深化し︑人間性の確

の自畳より始めねばならぬ︑というのであって︑従来或は

以上論する所︑道義の樹立︑徳行の成就︑には先づ善悪

らぬ︒

ことでは無い︒されど之を達成して︑初めて道義の樹立と

る欲求を育成し耐之を成就せしめねばならぬ︒之は容易な
なる︒

いものであるから︑先づ具態的なる徳要り始めねばならぬ

に闇するもので︑中常決し難いものであり︑賞行には縁遠

という考とは相反するものである︒併し私は︑如何に具態

謂はる其如く︑善悪という様な抽象的なものは倫理の論議

を︑夫れぞれの封象に封し宜しきを得る様に︑帥諜す方法

だから道義の樹立には︑一方に於て︑親兄弟乃至杜曾固

を誤らぬ様に︑即義︵義者宜也︶を得る様にＩ孟子は仁に

ことは徳の精脚を逃し却て徳を無力ならしむると考うるも

的な徳を持って来ても︑之を自畳に侯つことなく注入する

家等に封し如何に認すべきか︑即如何に仁を鉢現すべきか

しなければならぬ．是れ即徳行の肇であって︑修身の題目

今日︑わが固のおかれた国際的地位というものは︑相富

勝部員長

西村茂樹先生事蹟︵その二︶

︵禰岡皐蕊大畢長︑文筆博士︺

のである︒大方の叱正を待つ︒Ｏ一二︑二︑一四︶

並べで義を説いたが︑両者の開係は明かでなかったⅡ考慮
であるが︑之には智を要し︑随って指導者の教に侯つこと
が多い︒併し道己に宜しきを得︑義が明かになっても︑そ
の賃行は容易ではない︒之が篤には︑他方に於て︑不善な
る欲求を抑塵克服して︑善なる欲求を助成する様諭自我全
礎の統制を行はねばならぬ︒二我の謝立とか︑克己とか︑
の六ヶ敷問題は其虚に存する︒蓋し道義樹立の最大難所で
ある︒之が突破には大なる賞行力を要する︒古来洋の東西
に於て︑智に並べて勇が二大徳として説かる上のは尤であ
せられて悪の具ともなることもある︒されど義を知り︑之

に外交問題がそこに集中してきているということを痛感さ

件というものをみても︑賞はそれが園内問題であると同時

厄介な状況であるといわなければならない︒問題の砂川事

を行うには不可峡である︒就中徳の賞行には義勇Ⅱ義に中

せられる︒自民蕊政府も祉含蕪も︑図民もやり方を誤れば

る︒併し智も勇も仁の鰐現即徳其物ではない︒之等は悪用

れる勇Ｉが切要であるが︑勇は何庭より来るかと問へぱ︑
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な状況に押しや２Ｌしまい︑袋小路に入って出るも入るも

岡際的な日本の政治的地位というものをとんでもない危険

園民の英知によるのであって︑たんなる感情的な興奮や百

利にみちびくものは︑わが闘の資力が充涜してくることと

隊のじゅうりんするところとなりかねないのである︒今や

ていると火の手は足元から起り︑たちまちにして外国の軍

は︑園内問題が同時に固際問題と結びついていて︑油断し

におけるソ連軍の介入とい上︑すべて今日の世界の出来事

スエズ問題とい上︑ポーランド事件といよ︑ハンガリー

喧嘩や︑興奮して歌を歌ったり︑雛明を何回くり返してみ

を納得させるにはこれ以外にないのである︒つかみあいの

の不利な状況から徐堂に解放してくれるのであって︑世界

剛民的折動による蓄祇された固力とのみが︑わが閏を現在

た態度と︑客観的︑理性的な判断と︑孜産として倦まない

位は微動だもしないのである︒きわめて冷静な︑落ちつい

姓一撲的な抵抗による暴力沙汰などで︑わが国の国際的地

まさに弘道倉の要領乙競に記すごとく︑﹃世界の形勢を察

ても︑そういうセンチメンタルな︑常規を逸した感情的な

できなくしてしまうかも知れないのである︒

すること﹂︑﹁闘家の勝来を噸ること﹂︑﹁政事の良否を湖る

子供ぽいやり方で︑世界巾が川本人を尊敬できるであろう

際法上の無智も手偉って︑重大な二つの不利な取り決めを

る武力の前にやむをえず結んだ安政の礁約は︑わが剛の岡

に著しく不利な催約であった︒黒船という歴倒的な優越せ

側米催約といえば︑幕末における安政峰約がやはり日本

ことになるだけであろう︒

狙っている別の世界勢力につけ込まれるキッカケを典える

か︒いよいよバカにされるのがオチであろう︒虎脱耽だと

こと﹂を︑私たち含員は怠ってはならないのである︒西村
先生にして在世ならば︑砂↑川問題にしても︑日ソ交渉にし

ても︑必ずや立って堂堂の正論を吐かれ︑識者の注意を正
しき中逝に向って喚起されたであろう︒先生は決して︑画
家の大事︑牡称の安危に開わることを白眼に見送ったり︑

鍬過されたりする人でなかった︒先生はつねに事に常り人
を迎うるに青眼であった︒まつ直ぐな方であられた︒

戦争に負けた後の日本の園際開係を決定的にしているも
のはいうまでなくサンフランシスコ係約であり︑さらに側

外法権を認めたこととである︒この二つがいかに国家にと

含んでいた．一つは開挽自主椎のないことと︑も一つは治

の想像できないものがあったにちがいない︒大正年間に中

ということのためにどんなに苦勢したか︑今日のわれわれ

って不利であるか︑に索がついた明治の日本は︑峰約改正

米両国の間における安全保障協定と通商係約である︒敗戦
それも無催件降伏という最悪最低の催件のもとにおける係
約であるから︑日本に著しく不利であるのも亦やむをえな
い︒この不利な歌況から脱して︑除凌にわが国の地位を有
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ぜい牛澗立幽にとどまるのであって︑とても澗立剛の総面

権もなく︑治外法権を認めていては︑日本は柿民地がせい

の峰約の不利をさしていったのである︒つまり︑開税自主

ーロッパの一筒の植民地でありました﹂といったのは︑こ

固の孫文がきて︑紳戸で演説して三十年前まで一︲日本もヨ

である︒伊藤博文のごときは︑イギリス公使パークスのた

るために︑明治の四十四年間︑血みどろの努力を傾けたの

が明流の教訓である︒安政僚約いらい︑ｎ本は猫立国とな

統一させて︑一鵠にまとまっていなければなるまい︒これ

得させることができる︒それも他図に封する時は︑園論は

の交際にあるべきことではない︒ひっきょう日本はアジア

鯉たことさえあるという︒これは封等につきあう外閣使臣

の弱小園︑野鐙園としてバカにされ極んぜられていたから

めに︑どなりつけられ︑ののしられ︑ばては靴で足蹴にさ

の繊鎖をはずして︑日本が貝に猫立画の隠面をそなえるた

にすぎない︒伊藤が曲をくいしばってそれに耐えてきたの

を保てないのである︒この意味では︑明治の日本は︑完一全

めの峰約の改正に成功したのは︑明治も移りに近づいてか

は︑ただ賞力を養って川本を世界寓圃と封等に立ちうる国

な猫立園ではなかった︒開税自主樵と治外法椎との︑二つ

らであった︒すなわち︑治外法椎の撤腔は明治三十二年︑

だけでない︒明治の日本人みなが︑それを心の内に直感し

家になさんという斬りがあったからである弓︒いな︑伊藤

開税自主椎の推得は︑明治四十四年のことである︒

右のことは何を意味するか︒催約の改正のためには︑闘

し同じ正論でも︑そ虹を吐くものの態度と立場によって︑

敗戦図の日本が世界に向って正論を吐くのはよい︒しか

秘めていたのである︒

力の充賞が必要候件だということである︒焼打事件をやっ
たり︑大隈外務大臣に爆弾をぶつけて足を一本ふつ飛ばし

相手の納得の仕方がちがう︒敗戦閏の日本は︑あくまでも

てみても︑外悶人が感心して︑峰約を更新してばくれない
のである︒明流三十二年の論外法椛の撤溌は︑日本が日清
テー︲ル

戦争に勝って︑その俄金の二億雨で銀本位制から金本位制

国力を充資し︑冷静に理知的な態度で︑通すべきスヂを通

すのがよい︒感怖に走って︑ムシロ族を振り廻してみても

になり︑軽工業による近代的機械生産を確立したという賞

係約の相手園は面白がって眺めているだけである︒われわ

蹟が物をいったからである︒また明治四十四年の開税自主

れ日本人はもつとお刑巧にならなければならない︒

た︒常時︑米国使節︿リスを相手に接画し︐た幕府の外園掛

さて︑安政係約の締結には︑西村先生は洗い開係があっ

椎の獲得にしても︑日露戦争に勝った日本に︑軽工業だけ

きたからである︒

でなく亜工業の生産も緒につき︑国力がどうやら充資して
国力が充賞した上で︑正論をはけば︑どんな弧大国も納
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は︑堀田正篤侯︵のちに正睦︶であり︑西村先生はその秘

おかれた状況を本営に知っていない岡目八目の傍評にすぎ

かない︒ああもできる︑こうもできると考えるのは︑その

ない︒岱事者にとっては︑そうせざるをえない︑そうする

書役をつとめていた︒安政四年︑先生二十九歳一﹂とであ
る︒

川催約が土姦になっている︒榊奈川惟約がたんなる和親催

むなく紬んだもので︑さきに阿部勢州の手でまとめた洲奈

となるが︑その一つの現れは襖川事件となって幕府にハネ

夷か佐幕附閏かの論︑騒然として志士︑浪人の横行しきり

安政の州凹係約は天下の物議をかもし︑こ奴より尊王擬

より外に方法がなかったという場合があるものである︒

約にとどまったのにあきたらず︑米幽は更に進んだ通商僚

安政峰約は米国細領事︿リスに扱引に辿られて幕府がや

約として安政の膝約を要求していた︒西村先生は堀田閤老

における曜殺事件である︒西村先生の記録によれば︑井伊

返ってくる︒寓延元年三月三日︑大老井伊直弼の撰田門外

﹁彼等はひっきょう利を欲するのみ︒しかす︑この際彼

のブレーン・トラストとしてこう考えた︒

の攻繋の的になった︒なんぞ計らん︑貝の州阿論考は︑堀

にすぎない︒それが開園論者のごとく兄なされて志士たち

つたく幕府の淵路者としてやむをえず安政係約を蜜行した

大老のごときは決して州圃論者でもなんでもなかった︒ま

る韮たり︒﹂

無謀︑彼等を準嬢せんとするが如きは︑却て我が国を談ま

川侯であり︑西村先生であった︒しかるに井伊直弼は︑そ

等と握手交欺せんには︑然ろを時勢に陪く事立にうとく︑

先生の着眼はつねに図際状勢のもとにおける日本のおか
れた地位ということを兄誤らなかった︒言胃３月の冨且

継嗣問題にからんで︑紀州の慶厭公を擁せんとする井伊大

かしまた他面よりみれば︑日米係約締結の功を︑堀川侯よ

の礁約締紡の翌日誠堀田侯の老中を罷菟した︒これは牌軍

みることが大切である︒宗教改一革者マルチン︒ルターは

国○言一︵われは今どこに立っているか？︶を︑自ら間うて

老がこれに反封していた堀川侯を斥けんためであった︒し

ここに立つ︒予はこうする以外に方法がない︶といった︒

国①儲①胃⑳薗届具旨○弓消８口ロ２８○房⑦吋乱の①．︵予は今

いていたであろう︒或いは更に︑礁約締紡の罪を州川侯に

り奪って︑大老ひとりこれを猫占しようとの底意もはたら

としたのでもあろう︒

負はせ︑これを罷免することにより朝廷に封する言いわけ

すべて人が窮境に立たされた時は︑自己の位世を正確に測
おのづから正しい方法は溌兄される︒一つの追いこまれた

しかるに世論は︑日米係約が京都の勅許をえられぬを理

定することが第一着手である︒この測定を誤らなければ︑
状況においては︑脱出の可能な方法︑最良の方法は一つし
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由として︑井伊大老の澗断専行をせめ︑これを違勅の罪に
問わんとした︒この事情は砥ちょうど今日︑砂川問題など
の基地問題において︑それら日米間の取り決めが固含の承
てる世論の根擦と︑寸法を同じくしている︒

認を経ていないという理由のもとに︑政府の庭置をせめた
もし堀田侯にしてなお蕊閣にとどまっていたならば︑或

八十九新年

斗膝玄

斗膝玄

幸膝玄

紹持渡逢玄宗

百八鐘謹逢米毒︒暁風吹面頒新年︒

古今悠久流如是︒識向東方拝一天︒

次玄宗祁師之瑞韻敬答

先法後身過米毒︒遊行化導幾年昂

いは日米僚約締結の責任者の一人と目されて︑志人浪人の
攻撃の一目標となっていたかも知れない︒もしそうなれば

紫雲来往無生死︒精進如走安楽天︒

自然彩管丹青好︒碧落雪峯一初旭紅︒

除夜鐘馨殿歳維︒新年暇色現湖東︒

元旦詠不二山

公人気宇須如是︒不二清明高士風︒

雪獄元朝映碧室︒威容壮大自然雄︒

元旦詠富獄寄政客

西村先生の運命も︑井伊大老におけるブレーンたりし長野
主膳のごとき立場に追いこまれたかも分らない︒人間寓事
塞翁が馬というべきである︒９置く︺罵茶水大皐教授︶

新年漢詩往来加藤玄智

丁酉辰題燈小泉氏正
厳洲仙境管絃畷︒丹閥龍宮淀晩潮︒
百八燈光如玉燦︒剰看流影映波漂︒

人種嫌侃別︒同天戴一陽︒

日本入国際聯盟

山姉村笛映瞭奄淵織東湖不蕊潮︒

自由平等賞︒雲上洩亘光︒

次︑小泉大人之玉礎︑畢勢窟即事藤玄

白雪蓮峯衝碧落︒風吹雁列数行漂︒
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机の塵
﹁紳武以来の景気﹂などと︑新聞記者連
が言ひ出す︑兎角今日雄ひ者扱ひにされて
居る﹁利式天皇﹂も︑妙な所で復活する︑

×

何が何んだか判らない！
﹁祁武復活﹂ならば︑大多数が熱望して
いる紀元節の復活もと考えられるのだが︑
灘尾文相の言によると︑文部行としては︑
﹁祁武﹂は役立たない？

考えていないとのこと︑すると麦︲一の方には
×

少女歌手﹁ヒバリ﹂とやらに︑蝿酸をブ
ッヵヶた同年の少女があった︑心理皐者は
これはファンの裏返しのシットの現われだ
という︑然らばそのファンのほども狂者沙
×

汰！シットもまた狂者沙汰！
女優や歌手に狂気するは︑アプレの一現

象！これが商魂と結びついて︑役者を
﹁王者﹂にする︒図民のこの狂鋪が狂気を
×

生む！よくは老うべし！

Ｉ

×

アイクの教書を見ると︑物賀寓能と言わ
るる米国が大いに精祁を躯調している︑締
祁主義の日本が米図の後塵を拝し一Ｌ︑極端
な物賀主韮になったのに︑先方はこれだＩ
人瞳似は追いつかない！
祇癒蕪は︑階級政薫か図民政黛かで悩ん
でいるらしい︑これも政椎近しの皮算川が
あるからであろう？進歩は同争からと継
評のケシヵヶに雁じている限り︑政椎は遠
×

しと知る今へし！

積極財政とやらで︑政府溌算の枠を渡げ
て見ても︑各省はなほ不足を盛んに訴えて

×

居る︑慾はきりなし︑なかｊ︲︑不平という
ものは絶えないもの・

×

図は減税をするというが︑地方税は︑そ
して米も織道も上げるという︑一方立てば
一方立たず︑雨手に花のあり得ないことは
古来人の世の反理？
新畢期から︑巾畢に剣通が正科となるら
しい︑人間はパンのみにて完成するものに
非ず︑よろしく畢募と共に鍛えよ！
×

畢習院大の一畢生校規に徒はず映識﹁孤
獅の人Ｊに出演し︑退畢問題でゴタ人︑！
どちらにコロンでも得をするのは映誰含批

×

と本人１．こよなき宜惇となるから！

図喪的存在︑植物梁の牧野陣士九十四歳

で途に逝く！幾度か絶望を徳えられつつ

×

も頑張ったが︑これぞ獅畢大成の魂か！

×

米閏も形式的に軍縮をしたかと見れば幽
防饗は噂加の諜算︑ソ・英竿大固共に取締
は御題目だけ︑中近東へは武力で訴えて︑
未だ形清かず︒﹁各幽の信義頼みの我が憲
法空想化して武力は止烹ず﹂⁝⁝！

スターリンが︑ソ聯首脳の同一人によっ
て︑抹殺されたり︑賞讃されたり︑何が何

やら判らない！だが我々三者はどうでも

×

よいが︑蛾も困るのはその末端信者どもで
あらう︒椛力を伴うだけに︑就去に迷うだ
ろうと御想恢巾上げる！

判らないといえばまだある！中ソが仮

装敵固として居る日本を︑今度は中ソが日
本と親善を紡夢ことは抽工の利益である云

×

々・・⁝・と仰しやる︑このことである！

民族主蕊も結捗であるが︑一昨に︑無暗

に行過ぎるのは危戯！エジプトのナセル

大統領のなせるわざがそれ！排他と濁裁は
瓦の民族主義の精祁ではないからである︒
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︲
堅責性
藤本寓治
近頃︑大畢生の作った小説が映謹に
なって︑世評を浴びている︒一橋大畢
畢生の﹁逆光線﹂︑それに鼓近︑畢習院

生の﹁太陽の季節﹂︑お茶の水女子大

﹁孤凋の人﹂という映議になって問題

大畢生の小説﹁皇太子のいる教室﹂が

るが︑昔の﹁帝国文畢﹂︑﹁早稲田文畢﹂

野心作であることを弧く感じさせられ

て特別な時代感蝿を表現しようとする

たとか作者が畢生でありながら映霊に

ことである︒これは畢智院を背景にし

という賓在の人物をモデルに取材した

の畢生の作品に皇太子およびその畢友

私がここで問題とするのは︑畢智院一

大成は疑わしい︒｜

る︒それは谷崎潤一郎でさえ近作﹁鍵﹂

や三田文畢の若い寄稿者たちとちがっ

において性慾そのもののストリッ・フと

の問題だけではない︒私も畢生の指導

の立場にいる者としてこういう畢生の

出減したとかいう畢校のカンセリング

人たちが弧烈な内容と表出とを敢てす

は賞在の人物を人の迷惑も顧みないで

態度を好まないが︑蛙も問題とすべき

もいうべきローマンスグレーの人間像

るのも倣然かも知れないが︑西鶴など

を壷き出しているのであるから︑若い

に見るような深い人生は感じられな

目を惹こうとしているように見える︒

例のない特殊の世界を取材して世の注

扱った前者と方向を憂えて世間に他に

とは疑問である︒畢智院畢生は性を取

異えてもそれを訂正のしようもない︒

賞の記載とはちがって︑誤った印象を

喪という表川においては︑それを槻る
人にさまざまの印象を輿えるもので事

は軍なる人物評とはちがう︒小説や映

勝手にモデルにすることである︒これ

映蓋含杜はその菅利一偏の商魂からこ

況んやそのモデルとされた方が将来の

い︒従って文塾の作品として評するこ

でなっている︒こ奴らの作品の葵術的

れを製作しようとし︑作者自身も創作

気の毒である︒そ鯉が普通人であった

を記している︒前二者は性慾の曝露の

慨値については︑ある人はその自由奔

に一石二鳥をねらっているように見え

ら抗議を叩込むこともできようが︑皇

鮎において︑後者は皇太子をモデルと

放の青年作家らしいところを賞め︑他

る︒大事という研究教育の場にある畢

あり演出者である畢生の退翠勧告とま

の皐校を背景としている黙で︑作者で

し︑畢習院という皇室に閥係ある特殊

の人はその人生経験に乏しい稚気を戒

生としては前者とともに世Ⅲ的野心の

０

めている︒私はこ奴らの人がまだ畢窓

過ぎたもののように思う︒その蒋来の

太子の立場からでは側近の人も軽交し

ある若人たちという黙において甚だお

にあるという立場から︑古い話ではあ
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務に背くものとして安倍院長の助言勧

して常識を縦くものまた畢生として本

われて申すのではない︒それは図民と

に皇室の尊厳を犯すという奮槻念に促

ものである︒しかし︑私は戦前のよう

とすることに謝して私は慨りを感ずる

の象徴として仰ぐお方を勝手にモデル

孫が将来国民統合の象徴としてまた固

の毒に思うのである︒更に私どもの子

いう恨みに封しても私はまことにお気

の視愛感に動揺を典えてはならないと

く抗↓誌を出して皇太子にあつまる大衆

た︒そのときある中畢修身書の中に︑

て国定小事修身書の編修と中畢高校の
修身倫理の教科書の捻定に雷ってい

時︑私は文部省岡害監修官の職にあっ

る日︑日本の新聞を見て驚いた︒飴・

幕︑私はパリーに滞在していたが︑あ

て見よう︒一九三四年︵昭和九年︶の

を戦前に私が川愈つたケースと封照し

されるか不明である︒この戦後の情態

中畢高校︑大皐のどこで人格形成がな

る感が多い︒家庭説幼稚園︑小皐校︑

親切な指導を受けないで放任されてい

生徒︑畢生は自由自治の美名に解って

文部省としては教科書中の不敬にわた

淡字のあったことが溌兄されたから

司ではあの新聞記事の出た後︑歴史そ

新川に出た不敬の罪を陳謝すると︑上

に出頭して上司に締固の挨拶を述べ︑

陸すると家には立寄らず謎直ぐ文部省

卿をしていた︒翌年錦図して横演に上

りソルボン大畢やリセーや小畢校の参

いので︑毎日ルーブル博物館に通った

くの返事を待っていたが何の返事もな

進退伺いを川す始末で耐それからとか

であったろう︒私はすぐ電報と書簡で

を呼びかえすこともできず困ったこと

の他の械定教科書の中にも天皇の名に

告を岱然とすると川時に︑それは同じ

雁祁天皇という文字があって︑それが

衆開放であるかの如く考え︑貝の自由

一般の人も自由ということを戦後の民

思う︒ただ今日畢生ばかりでなく世Ⅲ

川に報導して大きな一三１スとして取

され︑それを知った教師が東京の大新

誤字をある中畢按の生徒によって溌兄

字のま聖松定湾としたのである︒その

任を持つべきもので︑誤字の多きに過

科書の誤字は著者と川版考において責

るようにと訓戒を受けて許された︒教

れないことになった︒以後十分注意す

雁仁天皇となっていたのに気ずかす誤

の意義を解せず︑自由が典えられたも

上げられたのである︒藤本監修官の退

ぎない限り文部省は校正係ではないか

畢窓の若者に封するカシセリングであ
り︑一般畢生に封する忠告でもあると

のの如く思い︑その歴史的俊値も知ら

職は兎かれないであろうと書いてあっ

ら︑械定出願者に校正を十分にするこ

一名地員したので︑その事件は追及さ

す︑公共の幅耐を顧みない極端に勝手

た︒海外出張中であるので文部省も私

る恐れのある鮎だけを訓喪する職員を

な振舞をする者が多いのである︒更に
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とを忠告すればよいのであるが︑その

て国民は個人として倉重さるべきこと代る新たなものも自主的に撮取淳化す

として腰乗され︑鰯民の道義資践の目考え良く履み行ってきたところのもの
標を失う怖態となってしまった︒すべを弊履のように葉てて顧みず︑これに

は説かれるが︑それが利己に走って公ることなく︑鵬呑みにするような閏民

誤字が天皇の名というので大きな問題

共の幅柾を念とすべきことは忘れられの性格に封し十分な反省を必要とする

となったのである︒後で聞いたことで
あるが︑その頃糠定教科書の誤字は一

れを 頂 い て 開 く と い う 嵯 さ え 行 わ れ

頭に掲載されている理由で︑毎時間そ

本人と同じく戦争によって非常に大きろと自然に国民の中に立たれる天皇で

ではあるまいか︒猫迎人も中園人も︑感を兇えたのである︒こうしてそるそ

猫自の図民的性格の然らしめるところろ一●ごあって︑これを聴いて非常な親近

て典えられたばかりでなく︑われわれがいかにも同然でわれわれの望むとこ

のは杜禽の革命的愛化を戦勝者によつ太子の語られた雁談が鋒喬放送された

を得ないことではあろうが︑そうなるの日に小泉︒岡田雨博士をお相手に皇

世界に移り鍵わるという怖態は︑やむ王室に封し極めて常識的︽﹄ある︒成人

るから︑すべてに自主性を失い垂く別英閣人はそうした極端なことがなく︑

くての面に一大改革が行われたのでありにも常識のない態度が礎念である︒

きた︒なるほど敗戦の結果へ吐禽のすわすかのように考える極端まで︑あま

りの心︑確義を重んする風などは殆んに祭り上げる極端から︑皇室に封して
ど見られなくなったような感さえして故意に下品な言葉をⅢいて人川性を表

ただ自己の自由を絶封のものとし︑他と考える︒
の自由を願みず︑他人に封する思いや天皇や皇太子に封して小︑こ肌を肺

宇護見すれば十回の謝確を護見者に要
も︑出版者は一寓回ゆすら紅たが︑事

求され︑この天皇の名の誤字の場合で
件護表後であるから断乎として斥けた
ということである︒そゅ頃から館世間
は次第に皇室のことに敏感となり︑都
電で皇居の前を通過するときは︑乗客
は皇居に向って敬澱させられ︑集含の
席で天皇という麓を附いたときは︑直
立不動の姿勢になり︑畢校では︑修身

た︒それが戦後においては教科書はす

な打準を一堂けたのであるが︑その猫自あり皇太子であられるよ弓になること

科の授業には︑教科書に教育勅語が巻

べてつ銀され︑修身科は停止され道徳

ということである︒湛は自分がよいと悲劇の主とする心ない見方をわれわれ

の性格を失わず自主性を碓守してい愚が貝の日本の姿であると考える︒孤立

︲ＴＩＩ

教育さえ一時畢校から姿を消し︑人格

形成の目標を全く失った感きえあっ
た︒そうして教育勅語は封建的のもの

〔20、）

上げ無悲郷鶴に着いた︒然るに川口某

に停船し︑細梯子を下し﹁クマ﹂を抱

走って来る諭玉有船長は其いぢらしさ

マは其船を迫ふて氷の上を一生懸命に

ろと︑船は氷を破って動き始めた筋﹁ク

来に術へたる峰火畢げ馳せ参じた群臣は白い歯を見せて笑ふ様に使分けられ
失望荘然の有様を凡て始めて笑ったのる︑盃喬は阿行の母音の下に波行を加

と云ふ礎妃の笑を求めて偏って敵の葵笑︑供はどっと笑う︑莞はぽ典むえ︒築

は無いが︑周の時代の帝王が︵ホージ︶現してある︒笑はおかしい︑咽は軽い

の頃十八史略を蕊んだ巾に明確の記憶笑には諏類が多くて︑漢字で其恰好を

ぱ一家はつきぬ笑に満足出来る︑少年天地間にも陽春花喰ふとあり︑人間の

可らざる笑の祁︑家庭にも幼児があれれは立腹の時は笑えないからである︒

ぽされたと云のがある︒罪な笑であつ︑；｜は豪傑型供笑爆笑町廷大笑の類︒

は密航者の故に法の裁きをうける身と

つながれたが︑幸に同怖者があって地

た．人の失敗を見て錨かに笑ふ如き梢イヒ︑︑﹂は陰険型︑﹁ウフフ︑﹂は吹

なり犬は抑ぴ追還された︒﹁クごは船

上のものと成ったと云ふ筋である︒以

之に近い悪質であ愚︒異り和子は日本出し型内誰話の時に出る﹁クックッ﹂

が気に入って︑度を燦火を揚げて群臣えて︑﹁アハ︑︑﹂﹁イヒ︑︑﹁ウフ︑

心偉心は人間斗りでなく︑﹁クごと主

の昔にやことなき方が憂欝性に惜まさは此下に入れる︑﹁エヘヘヘ﹂は追従型

を欺き︑遂に本物の敵襲来して園を亡︑﹂エヘヘ﹂オホ︑︑﹂と川る貝︿

人︑﹁クごと船長︑人畜相通すれば人

れた時︑何とか慰安の名案が無いかと﹁ゲラゲラ﹂の下品型もある︑﹁オホ

たが見付からなくて又た悲しい船航に

と人︑人と祁俳和通する筈︑五男が貝

詮じ詰た紡果︑公卿公達等相集り放屍︑︑﹂は差耽型︑背しの娘達は袖を口

中で純をかみ切って主人を探しに去っ

るが︑口に平和を叫んで反って闘争に

に人類平和の心になれば平和は賞現す

して笑ひ典ぜられたと云ふのがある︒可愛い姿である︒大磯口に馬する︒潮

する岡巻を作って御蝿に入れると吹川元に常て氏淑やかにオホ︑︑﹂とやる

ある︒話が元え展って戎大黒布袋は笑

絡始して居ては前途間ぼ間黒の洛戸で

婦と云ふのが今間ぼ存在する︒そこで微笑は目に廃し︑双肩を揺るは腹笑蕊

一膳一笑ひを概究する︑笑は他を批評抱腹絶倒は徐程おかしい場合︑顔面全

低級になると笑本笑誰笑草紙或は賓笑笑は鼻︑一笑に附すと云ふ加きもの︒

って動作のみで巧妙に笑を表現する︑

する場合もあるが大磯は平和明朗陽気鰐引締るのは理屈責に遇ふた時の姿之

の耐の刺︑壬生寺には無言の狂言があ

之れにつ野いて能楽に附随する狂言よ

なもので芽出度象徴とも云えよう︒それを苦笑と云ふ︑笑を持たぬ人は淋し
１１

り落語喜劇寓才に至る迄︑人生に縦く
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︵評議員・元愛媛大畢長︺

願ってやまないのである︒成日の日︒

る堅賞性が国民の間に養われるように

る伽向を改め小朋を員賞とし常迩とす

われわれに存する極端より極端に︑走

は道義の立場より非難するとともに︑

る︒併外界のみを見ないで足下反省の

世界槻に立つ日本の現在の姿と見られ

くなったのが︑酉の一蕊に夢さめ︑新

軍備撤腰図際平和と方向聴換し︑明る

て梁破され︑自固の資力が兄えたので

軸張りの頑固な岩戸も原子爆弾によっ

ぴ叫んだとある︑日本が長い間建武一

の雌高峰と云へよう︒若し不幸にも祁

く兄られ︑或は相思の間柄なれば微笑

即ち以心徳心なので母子の場合にも多

ならすとも微笑を用って之れに雁へる︑

甘い刺激が丙に甘受されたならば迦葉

の目と兄合せた時︑甲より授けた軽い

現ばれる現象で︑唯今でも甲の目と乙

を典へて︑迦葉の知晃が甘受した時に

は鐸尊の知畳が迦葉の知受に軽い刺激

来始めての芽出・度新年である︒之れに

盟も達成し恩赦も行はれる等盈経戦己

の抑留者も久廷聯関の職を得︑阿迩加

謄山の麓東林寺門前の石橋上の出来事

ふは如何と云ふのがある︒虎渓三笑は

らす︒孟子には五十歩を以て百歩を笑

けて笑うであろう︑所謂大蕊佃耳に入

道とか倫常の逆なぞを云へぱ拷顔を背

トカ﹂を出航せんとする︑乗組人の中に

丸は千廿五名の抑留者を載せて﹁ナホ

年暮朝日新聞の記事に︑其要領は興安

いようだが以心博心の資話がある︑昨

さは以心陣心の失敗に外ならぬ︒くど

おかしくも無くて他に笑を典える困難

え叱られ雄はろ上ことになる︒自分が

手が雁じなかったならば以心偉心に成

因んで喜の表現とでも云ふ可き笑を拾

今尚ほ澗水涼走と流れ︑行容をして懐

聞いて大に笑ふが︑下士の笑う程のも

ふことも芽川度春の慰みであろう︒祁

古の情をおこさしめる︒叉た樺尊が霊

呼ぶ牝犬を棄てざるを得なかった︑﹁ク

川口某が居て︑三年愛撫した一グごと

る︑更に猫笑に堕して和手に反感を典

代に在っては群臣天の安河原に脅し︑

山倉上に金波羅花を枯つた時︑大迦葉

らないで︑聾の如く唖の如き状態に陥

長嶋の烏を集め手拍子高だと歌ひ︑﹁ウ

がにつこと笑ったのが拍華微笑と云っ

のでなくぱ直の道では無いとある︒即

ズメ﹂命は起って踊ると太祁少し岩戸

今の杜含で云は野大衆に向って先王の

切賃さを忘られてはと淵故知新的に笑

束

大西良慶

耐

を開ひて窺はれた時︑群衆の顔が白く

マ﹂は主と離れて暫し船を見上げて届

（21）

を語る︒醤ひ鹿では老子に下士は道を

門

て以心偉心の悌法相承と体える︒これ

q

一
一

日蘇淵係も回復し奮臓には千廿五名

笑
兄えたので︑あら面白ヤノ〜ャと喜

I

い文畢にも各様の物語日記随筆詩歌俳

貧乏世帯の家族は暗黒の生活に居るかい︑看軸を異にして物を批判すること

極となる︑有稿な隣家の生活に比べてえて見る︑物に喜び怒り定まる樺は無

ら︑何かの機含に群集は理非なく閣紡は楢らない︑粥に不平不流の人は何に

句川柳︑何れにも笑を持たぬものはな

に内証している不平不満が爆渡したれに向ふても喜の世界ともなり悲みの

力で押て行か弓とする耐全く平素精祁封しても喜び得ない︑月雪花人と人何

かろう︒徒然草には机併笑話がある︒

他の動物にも喜怒哀楽の感情のある限

何一として同じものは無い︑この差別すればする程気に入らぬ人がある︑和

形︒賛を云は貸地上は寓物差別の縮圃世界ともなる︑家庭に在っても親切に

り鼻を鴫し尾をふる程度で表現が不完

に感情が喜怒哀梁して罪を造る︑若し手が必ずしも悪いのではなく自分が嫌

全で︑直ちに人間に了解は困難だが︑

其仲間には通する笑︑馬も笑ひ犬も笑

一つの白逝がある︑この道は天地自然は如何に心誰しをなされても母人の僻

は自から融和する︑此護兄の迩藤に唯縮するが︑明治の賢婦人税川敦子さん

寓物の上に平等性を詔むるならば感怖ひなので悪く見える︒度為引例して恐

う︑鳥羽僻正は此の笑を識いた︑鬼の
笑瀧猿の笑は御承知の通り︒意志の表
千鍵醐化の技能を護姉するが︑相手を

現︑由がある人Ⅲ男女︑時と塵に膝じ
害ぱし猟足せしめ相五の平和剛測をた

地間に存在を許さるるものは特平等性だなりと人はいふらん﹂敦子さんは鴬
なのである︒佃各其性能形態を異にすの心を沈め︑淑やかさを保ちつＬ﹁沸に

地は一切を平等に城せる︒此平等の天下されと差川されたのを兄れぱ︑﹁鬼婆

ろの篤めに差別あるもの比如くに感ぜも似たる心と知らずして﹂と書て御見

の大通︑古今東西愛ることなき貸相で悪の念止ます︑或時私が下の句を作り
日月は平等に照し風雨は平和に降り︑ました︑あなたは欲人上の句をつけて

修養と云ひ︑朕と呼ぶのは結祁の平静

もつ吐交人ほど笑の心境が必要であろ

を失はず喜び持ち︑感謝の心榊へで古

られ︑此誤解に立って天を怨み榊を排せになると鬼婆糞と承知の豪のものも
ることにもなるが認一度此大逝に活眼間味の岩戸を附けて光明の世界に川

う︒それには先づ第一係件として常に

人も人心一日も喜祁なかろ可らずと述

を開けば大小分に雁じて恵淫平等に典て耐敦子さんに絡生を托して欺喜の一

平静を保ち喜の心を失ふてはならぬ︑

べている︒喜の世界とは知識感怖の上

喜の人生槻世界槻が出来る︒徐ろに考慧は知慧でありながら病的なので︑知

へら肌て居ることが理解され︑其虚に生を送られたとの事である︒凡人の知

一の模様で物賃文化の喜は特権階級の享
有に蹄し︑一般的でないのみならず︑
｜｜時によっては寧ろ反封に羨望と怨恨の

（23）

開黒の月が太陽の光りをうけて明朗と

了と反行警戒怠らないで精進すると︑

痴心より来るが故に︑修業者は痴心未

と呼び︑世の罪悪の護生は此病毒菌の

我慢我愛と数えて其根本の懸痴を批明

き︑自我の性能を分析して︑我痴我見

熟字 し 貧 欲 と 眼 悪 と 愚 痴 を 三 毒 と も 書

毒が陪味性を露呈しているので愚痴と

の上にｆを被せてあるのは︑自我の病

一日を全ふするにある︒今日が完一全に

でも良いと言はれた︑人間の直償は其

子さえ時を得ざれぱ門番でも火見廻り

のは此境界を篇したのであろう︒孔夫

と述べられ︑彼の漁焚問答と題するも

げて枕とする生活でも楽は其巾に在る

︲て笑っている︒聖人は水を飲み肱を曲

・読書人が書中自から啓く七賓識と云つ

に努力する鹿が楽地である︒古の貧乏

べき因縁構成の姿であるから各其職域

る︒︵特別含員・清水寺管長︶

出度い人生を享ることになるのであ

其庭に笑が浮び上り︑喜禰が到来し芽

の心に蹄り楽しき一日を完成すれば︑

盲動から来る悲劇︑幸いに心気一韓喜

措て行列示威蓮動座込等さ全く痴心の

た︒今日は闘争大流行︑正しい業務を

らぬ︑私は窃かに馬脚君に敬意を表し

農村婦人の動き

なる如く︑懸痴なりし吾心が聖智の光

のでもなければ︑絹物が上等で木綿物

と眼界が改まり︑黄金貴くて銅銭賎い

理解される︒一度平等槻の智恵が働く

有り得ないなれば︑園民己ぺの完成が

でなかろうか︒一部の完成が全部の完
成で一部の完成無くして全部の完成は

に未来の極楽浄土のみでは同じ皮算川

ない仕事にとまどって来たが︑お蔭で

改善部を捨営して婦人含員と共に慣れ

鮪が設けられて以来昨年の春迄︑生活

坂本貞

が下等と云ふ課はない︒政治家の威風

第一歩で其延長が閏家の完成︒獄て槻

農村の生活様式やそこに住む婦人達の

の皮算用と云ふ︑今日の修業を説かす

堂舞たる賓業家の華美の生活振︑謹能

を一生懸命に演じて居る中に馬の脚に

劇の機含があった︑一座の役者各共役

勤まらないで来日の事斗り語るのを狸

人の湧上る人気何れも結構であると同

たように思います︒そしてしみ人︑考

気持もその動きなどもよほど了解出来

に照されて喜の世界が見え︑古聖が吾

時に︑農家の泥にまみれて働き︑労務

なって居る役者もある︑若し其役者が

えさせられた事は︑都含の役人が農村

身こそ地獄一定の棲家と嘆ぜし次第も

者の風雨に曝されて居る姿も奪い︑高

おれは人間だ︑畜生の直似をするとは

︹結婚改善︺

い枝に嘆く花︑地に沼て香ふ花何れも

の生活改善の机上プランなど立ててみ

１１

昭和二十七年の初夏の頃︑町に公民

美しく是非すべきではない︒皆其然ろ

人格の無澗だと云って居ては芝居にな

（24）

たところで︑それは恐らく見常外れの部落のようでありました︒普及員の案

のではないかということでありまし奥行十間にあまる椛えの母家のほかに

のを︑今回は料理は全部折詰にし酒も

の手偉いの婦人たちが三日も四日もか

り片付けたりするだけでも︑六︒七人

雑砕馳帳銅錘塗岬爆酎癖窪睡確岬岬挫一

た︒そして現在のところ事賃がそれを倉庫・肥料舎などが幾棟か並んだ家で
物語っているのではないでしょうか︒した︒俗に﹁あかがね御殿﹂と呼ばれ

二合瓶一本ということにしたのですか

事が多く労して功なき結果に経り易い内に従って訪れたのは︑間口十五間牛心

一例を結婚改善にとってみましょう︒た銅葺の別棟は戦時中取こわしたとの

らすべての手数が符けて農繁期のこの

上りきっていなければならなかったも

五町歩の田

つい岐近の話ですがこの町の農村部こと︑そして現在でも四

これこそ改善結婚のお蔭だと開係者一

時でも式を翠げることが川来たわけで

洞食に飽きないと不満な手あいがどこ

二日も三日もその家に入りぴつたて︑
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落︵北開東︶の奮家で三男に嫁を迎え畑を作っている様子︑成程この程度の
るについて峰﹁是非改善結婚の方式家が改善結婚に乗り出してくれ上ぱ︑
で行こうというので︑いまその方法を中農︑貧農は忽ち右えならえをするで

ようということになり生した︒

同大いに喜びもし今後更に宜体に努め

こんな訓子にゆけば生活改善の賀は

どいうものは容易に更えられないもの

しき︑人心の改め難き︑農村の風脅な

着為と畢ろのでありますが︑因習の久

下旬︑農家はこれから六川のはじめに其の制限と︑披露宴の簡素化との一ろ
かけて猫の手も借りたいほどの繁忙期を取りあげてその枠を取りきめ一同大

いのでした︒帆儀不刷俵にか上わらす

でした︒紬局飲み地りない食べ足りな

研究している一一つ協力しようではなあろうと大いに意を吸うしたのであり
いかと︑農業改良普及員︵婦人︶からました︒
話をもちかけられました︒それこそ望話合いの脈には岱家の主婦の外に︑
むところと婦人称役員を二︑三誘って剛方の媒灼人をはじめ徴部落の婦人倉
急遮出かけることになったのが五剛の役員をも加えました︒そこで嫁入り道

に入るのです︒図迩をバスで四キロ︑いに張り切って糊日を待ったわけであ
通りぬけますと眼前に一面の沃野が展さて帆言は寓事﹃︿ムースに行き︑一

と知ったのは︑それから間もないこと

その あ と は 雑 木 林 の 小 裡 を 二 キ ロ ほ ど り ま す ︒
けましたが︑そこに散在する農家のた番心配になった酒宴も程よくきりあげ

の部落にもあって︑﹁以前飲ませてあ

︑ｌｑｊｌＩＩＩＩ４

典すまいから察してもまことに裕禰なられてまず人︑︲大成功でありました︒

I

数日間詰めていなければならないので

斐川をかけ︑勝手元手陣いの婦人達が

切られない限り︑高慨な酒代に多額の

のです︒この因果開係がどこかで断ち

ろじゃないか﹂と飲む権利を主張する

のがしてはならないのです．若妻念の

でばあっても︑進行している事賞を見

住む婦人たちの自主的な努力で徐為に

うとばかりは考えられず反って其庭に

は不可能かと言いますと︑必ずしもそ

︹若妻書︺それでは農村の生活改善

とに次のような研究をつ野けました︒

家を含場にあて具︑菩及員の指導のも

利川して川に一・二個都合のつき易い

お嫁さん達は農閑期の部落の休み日を

含の誕生となったのだそうです︒この

合っていたのがやっとまとまって若妻

も数日後二次曾を催し飲めや歌えの騒

なって一睡断行したこの家の改善結婿

こうして婦人倉の指導者連が中心に

ではありますが︑紡局は農村婦人の﹁め

良普及員︵婦人︶の指導によったもの

記してみましょう︒これは始め農業改

活動などはよい例で︑その中の一つを

ったのは家計節の記帳で︑それという

記帳﹂でありましたが︑中でも困難だ

時間の調在﹂﹁僻或測定﹂﹁家計簿の

即ち最初の年には︑﹁農繁期の生活

す︒

ぎを演じて︑やつと結末を告げたので

愈合も至って少いため︑自然飲む機愈

みれば農村には娯楽機開は無し修養の

盛大に行はれているようです︒考えて

支度は益魚化やかに︑披露の宴は一層

のように恩はれていて︑何一つ慰安も

いる︒言は蝉ｊ労働力﹂としての存在

銭にも不自由がちでた営獣堂と働いて

か上えて︑男姑には気がねをし︑小遣

大謄農家の嫁というものは︑幼児を

る人が数名宛︑各部落に手仰いに行く

や勤め人の主婦で婦人含員になってい

ようです︒農繁期托兇所には町の商家

で︑これは部落民から大いに喜ばれた

二年目には﹁農繁期托児所の附設﹂

のも農家の経済はすべて雨親が掌握し

をねらうことになるのでしょう︒恐ら

娯楽もない毎日を過しているのが普通

ことになっています︒

ているため︑嫁の立場からそれの公開

くそれは都曾地で見られる何凌パーテ

のようです︒この生活を明るく楽しい

であると言えましょう︒

ィーとか何とかのレセプションとか言

ものにし︑自分の子供の教育の事も考

ざめ﹂による生活改善の一つの行き方

ったのと︑まあ似よった意味を持つの

え︑部落の生活水準を高めることなど

二年綾きの豊作景気の中では嫁入り

ありました︒

でありましょうか︒こう解して私はち

についても研究したいと︑よりノ︑話

合理さが今更の如く痛感された結果︑

さて家計鯨の記帳によって支出の不

りません︒

を求めるのは除程骨が折れたに違いあ

ょっと匙を投げたかたちでをります︒
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三年目には農業維掛と相侯って﹁消斐

したら︑結論はたちどころに出るので

と一緒になってこれを研究して行きま

仕事が蒋暮いっぱいかＬらないと片付

っと困難かもしれません︒第一農村の

化するということは︑北開束ではちょ

︹その他︺新奮二度のお正月を一本

ますか私は深い期待をかけています︒

若妻含は今後どのように延びて行き

はありますまいか︒

経済の改良﹂に乗り出す事になり︑ま
ず自分たちのグループを中心にして漸
次部落の事業計謀を立て次堂に賞施す
ること上なりました︒
最一初に取り上げたのは日用品の協同

購入と改良カマドの稜立金で︑三年後
にはこの部落のどの家の墓所にも改ゞ良

カマドが築かれることになっていま

ってもいられますまい︒それに農村中

きませんから︑落ちついて新正川を刷
心の市や町は二度宛の歳募と・止川の大

寅川しが川来て好都合でしょうから︑

従って婦人たちも弧いてこの問題をと
晴着披礁の感深い成人式については

りあげようとばしていません︒

や手を打っていますがあまり効果のあ

何とか改善したいものと︑あれやこれ

いのではありますまいか︒

樫：坐

﹁弘道﹂第六五巻第六九五暁

﹁大畢問答﹂の正誤

頁段行正誤

週中田一プッパラッパ貝

下３まさか︒まさか︑

皿上４ええ︒え︑

下皿大教授大畢教授

妬上皿大畢だって大畢は

上由そ海７い淳７のは︒そ源りい湊７のは︑

お上皿てれ︑て︑

以上
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す︒協同購入の利益金では集含所の備
品を整え︑食生涌改善の篤の料理の講
時も賃施して︑托兇所と並んで農家の

習をしたり︑今年の田柿時には共同炊
婦人の職迎するところとなったと言い
ます︒やがて部落の敬老含や︑姑を慰
める集りも催されて︑嫁と姑とが楽し
い時を過したのでありました︒

がらない現状です︒これも都含の人た

農村での婦人に開する問題は﹁嫁と
姑との和合を如何にして計るか﹂﹁農

たところでどうなりましょう︒やはり

ちが蕊を枯らして農村に呼びかけてみ
部落内部の人だの自受に侯つぼかはな

家の娘は農家に嫁ぐことを嫌うが︑こ
となっていますから︑若妻倉が婦人含

れをどう扱うべきか﹂などがその束鮎

一

1

自衛権問題の倫理的解決
ｌ︽国際の倫塵︾

川村宗桐
本誌昭和三十年七・八月銃に掲載された拙文﹂現下日本の諸
問題の倫理的解決﹂に開通して︑常時紙数の都合でカットを齢

術隊を整備する鴬めには憲法改正を必要とすると思考し︑且現

在の憲法は占領車により押付けられた憲法であるから︑猫立国

となった今日︑常然之を改一訂すべしとする立場から︑同時に憲

法改正護議に必要な三分の二の議席を輿黛に得んとする篇めに

小選翠腫制案を通過せしめようとし︑野黛は之を不利とする篇

めに之に反掛せんとする事情とからんで︑一層この論争は複雑

性を加えて来た︒日本憲法が連合車の占領下に成立した事は事

賓であり︑Ｈ常時の政府は迎合軍司令官の命令下に動く性質の

の倫理的解決﹂は︑今年になって相次いて追越された︒第一の

論議決定したものであって︑通合堆が直接に図曾を雌迫し亜制

園憲法は圃民の意志を代表する圃曾が三ケ月齢の日子を費して

ものであったことも疑う齢地がないであろう︒然しながら日本

論文は象徴としての天皇に閲する図民倫理と韮本的人権を中心

して決定せしめたものでないことも現質である︒此の鮎を混清

儀なくされた諸問題の中﹁努使問勉の倫理的解決﹂﹁政季問題

とする牡曾倫理であり︑第二の論文は特に勢使間に就いての吐

した抑付け憲法論は断じて正矯を得たものとは認め難い︒若し

圃曾では先に憲法調査曾法案に開迎して奥野薫間に重大な論

存在であったということになろう︒勿論猫立以後の今日︑園内

員などの数名の人為のみが連合軍の威武に屈しなかった国士的

するならば︑常時最後までこの憲法の成立に反封した共産熱議

雷時の閣曾議員が連合鯉の腿迫により巳むなく屈服したものと

曾倫理であり︑第三の論文は議曾を場としての政治倫理に就い
て述べたものであった︒今回は戦争と圃家の自衛権に開する園

争が行われた︒いうまでもなくその表面に現われた中心問題は

の事情に適合しない傑項も出て来ることは考えられる︒之等の

状勢も︑国際的環境も大いに鍵つたのであるから現在の剛内外

際倫理に就いて考えて見ようと思うＱ

第九係戦争放棄の傑項を改腔しようと企岡する政府典黛と之を

謹溌媛鵠藩溌い職遡態熊鯛劉澱噛一一

鮎に就いて慎重に審議の上通常の時期に之を政むくしと主張す

改嵯すべからずとする革新系野黛の反封にあって︑昨年三月八
日の参議院の溌算委員曾に於ける鳩山首相の答涛に﹁憲法の成
文は自衛隊をもつことに合致しない﹂と謹言して︑野黛に憲法

ろことは事理に合せざる暴論であり︑日本間民自らを蔑覗する

↑軽刷との攻墜の機を輿え︑首相は直ちに﹁合致しない疑があっ

たが︑自衛除法が図曾を通過した以上︑憲法に反するとは恩わ

ものと言わざるを得ない︒殊に常時の衆議院附帯決議にもある

︲Ｉ︲Ｉ︲︲︲︲ＩｌｌｌＩｌｌｌｌｌトーｌｌｌｌｌ｜

なとと苦しい訂正をしたが︑結局政府及び輿黛は我が園の目

一
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﹁基本的人様を魚重し︑民主的図家機構を確立し︑文化間家

如く︑．

の戦争を駅逐せんとする高遠なる理想を達成するために健闘

として閣民の道義的水準を玲揚し︑進んで地球の表面より一切

と誓った日本閣民が︑獅立後数年ならずして軽々にその民主的

を翠げて絶大なる努力をなさなければならない﹂
図家建設の華本的理想に背反するような愛革を加えることは︑

い︒よって私は前述のような閣内の政治的動きとは別に︑日本

閣民の名聯にかけて鴬すべからざ︾っ仕儀であること論を侠つま
・剛憲法に規定する戦乎放棄係項と之に開通して現在の自術除峨

ろうか詮械討して見ようと思う︒

唖の問題が圃際倫理的に凡て果して如何なる意義を右するで為

安保傑約と自衛隊の問題︑

仙阿際開係の理想と現蜜ｌ

日本の敗戦によってその彪大な武力を悉く壊滅或は解隠され︑

いや鵬なく武装なき日本が資現された︒而もポツダム宣言にもぅ
うこ︒こり登可争一叉映して定められたのが新憲法の﹁戦手の放棄︲

か堂われるように︑術畔の迩合堪各側は日本の祁車伽を好まなか

１
１１

の惟項であった︵第九催︶︒臼く

戸一召蟻唖謡熱溌鰐織訟髭
一

I
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I

︲Ｉ
いとも限らないことをおそれた占領軍は︑日本政府をして警察諜
備隊を設け︑間接侵略に備えしめ︑次いでサンフランシスコ講和
係約護効し︑占領軍撤退に常り︑日本に自衛力なきを危臓とし︑

日米安全保障係約を結び︑差富り米軍一部をそのま上駐屯せしめ
て日本の防備に富ると共に︑日本自身に或程度の自衛の兵力を持
つことをす上め︑Ⅱつその整術訓練等に援助を約した︒百本政府
はこの方針によって警察藤術像を保安隊に改編し︑更に自衛除と

して陸海空の兵力を術え直接侵略をも防ぐ騰制をとり︑漸次之
一を榊眼しようとしているのである︒

絃に於いて︑閣内でも一方にはこのような再車術は︑憲法の規
は獅立閣家として自術の兵力を持つは営然の事と主張して︑必要

定に反し︑平和主巽を破るものとして眼い反掛論あり︑及他方に
ならば憲法を改訂すべしと唱える者があり︑賛否附諭が閥曾に於
いても一般図民の間に於いても闘わされ︑現下の重大問題となっ
ているのである︒

図戦争と国際倫理ｌ
戦争放棄の基磐理論の問題
人類の歴史は戦争の歴史だとも云われている︒殊に近代の戦争
は多くは資本主義を背景とする植民地の獲得︑争奪或は之に開運
したものであった︒所謂帝図主義とは之を指して呼んだものであ
る︒十九世紀末から二回のヘーグ傑約によって︑閣際間の紛争を
平和的に虚理しようという努力が試みられたに拘らず︑第一次世
界大戦が勃護した︒戦後六十三ケ固の加盟する不戦峠約︹ケロッ

ク鞭フリャン傑約︶が締結され︑戦争の放棄を約しただ耐も第二

次世界大戦の起るのを防ぎ得なかった︒之は如何なる理由であろ

うか︒ヘーグ催約でも︑闘家の名署及び閣家の死活的利益に開す

ト・アーギュメントであるという考えが拾てられなかった︒不戦

る場合が留保された︒従って︑闘際紛争に於ては武力が結局ラス

係約の場合に於いても閣際法上の戦争は放棄されたとしても﹁自

衛権﹂は留保されているとの解繰によって︑剛隙間の問題に就い

ては︑武力干渉と海武力による威嚇が画家の利益の擁護の手段

として認められて届つた︒従って各図はその単伽を捨てるに至ら

ず︑屡と大図間に軍備縮少の協定が試みられたが︑充分な効果を
である︒

翠げ得ず︑自衛戦争が集積して第二次大戦に突入するに至ったの

こういう剛隙間の考え方は︑剛家主雛を以て至上とし︑風家の

上にその主椛を最後的に制約する力を認めない主椛思想によるも

のであって︑側内にたとえれば︑完全な佃人主義である︒自己の

自由のみを主張して︑他の個人の利益或は公共の砺祇を考慮にい

い︒民主主義の閣内では各個人の自由を或程度制限して︑他の個

れぬと同様の理論になる︒之では農事資上平和な杜曾を誉まれな

人の平等を認め︑私益は公益の篇めに粥に優先の地位を譲り︑之

を保障する篇めに画家主権によって裁判︑警察等の制度を設け︑

各個人の黄力による解決を防いでいるのである︒園隙間に於いて

もそのような各図家を単位とし︑之を連合した権威を櫛成し︑之

によって各図の主権を規制する組織を作らなければ︑枇界から戦

争を根絶する事は出来ないという考えが起って来て居る︒之が所

一

一

（30〕

謂世界連邦の思想である︒こ上では各国が自衛の篇めにでも兵力
を保持することなく︑人類杜曾の正義と秩序を維持する矯めに共
同の警察力としてのみ武力の存在を許されることにならなければ
ならないことになる︒日本の新憲法に於ける﹁戦争の放棄﹂はこ
のような理想的な間隙杜禽を想定しての規定と云わねばならぬ︒

前文にも
﹁日本幽民は︑恒久の平和を念願し︑人間相互の開係を支配す

戦争放棄僚項改陵の問題

⑧園連理想の破綻と自衛Ｉ

上述のような剛際倫理卿を韮礎として︑第二次大戦後に溌足し

には︑﹁大小各図の同維に開する信念を改めて確認し一層大きな

○Ｏ

たのが剛際迩合の機椛であった︒その基本法である間際連合憲章

◎◎０○○

︑︑

自由の中で杜禽的進歩と生活水準の向上﹂を促進するために︑﹁寛

○Ｏ︑︑で︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

容を賞行し︑且つ善良な隣人として互に平和に生活﹂し︑﹁共同

った︹前文︶︒そして﹁剛際の平和及び安全の維持を害する臆ある﹂

の利益の場合を除く外は武力を用いなどことを約束したのであ

る崇高な理想を深く自礎するのであって︑平和を愛する諸図民
の公正と信義に信猟して︑われわれの安全と生存とを保持しよ

群と米国を中心とする自由園群との間の封立は益疋深刻となり︑

葡安の状態に入ろを得ている︒然し爾来ソ蓮を中心とする共産図

世界大戦の危磯一歩前まで進んだが︑兎も角も休戦協定成立し︑

助する米英側の所謂図述難との間にいよｊ︑封立を深め︑第三次

毒単の南鮮侵入により︑之を援助するソ連中共側と︑韓剛箪を援

るソ速の拒否擁行使によって部内の協力膿勢が保たれず︑北鮮共

き平和の世界を賀現し得るかに見えたが︑安全保障理事曾に於け

圃際連合はこのようにして世界の大部分の閏を包容して戦争な

二係︶としている︒

海・陸軍を川いて示威︑封銚その他の行動をとるを得る︹第四十

えることが出来︵第四十一係︶︒なほ不充分な場合は︑加盟図の室．

其の他︶︒それで解決の出来ない場合は︑共同の外交的制裁を加

閏際紛争は︑まず平和的な手段により解決すること︹第三十三係

うと決意した︒われ等は平和を維持し︑専制と隷従︑雌迫と偏
狭を地上から永遠に除去しようと努めている図際杜曾において
名響ある地位を占めたいと思う﹂

﹁いづれの圃家も自剛のことのみに専念して仙図を無硯しては

という︑又

ならないのであって︑政治道徳の法則は普逓的なものでありこ

普遍的な政治道徳

の法則に従うことは︑自図の主椛を維持し︑他圃と封等の開係
に立とうとする各図の責務であると循ずる︒﹂

ともいっている︒新憲法は国際倫理としても

の法則に従って︑自由︑平等︑友愛の精洲によって︑人類全魁の
一服靴の中に自由里耐吐を見出そうとしているものと認められる︒

｜戦争放棄の峠規はこのような陶際倫理剛の上に立つものであるこ
一とを充分に認識しなければならぬと信ずる︒

各閣の軍肺は益之披大され︑原爆に次いで水爆の競争となり︑今
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後一と度び大戦勃謹せぱ︑人類は絶滅するに至るだろうと︑全世
界は最大の恐怖に包まれている現状である︒

こういう世界状勢の中に於いて︑日本は日米安全保障傑約に基
﹁攻撃的な脅威となり︑叉は閉際連合憲章の目的及び原則に従

いて

って︑平和と安全を蛸韮すること以外に用いらるべき単術をも
つことを常に避けつＬ︑直接及び間接の侵略に封する自国の防
衛のため洞蛎的に自ら責任を負う﹂

目的を以て︑米閣の援助を受けて自術隊を建設しつ上あるのであ
る︒この措置は主潅図として﹁固有の目術潅﹂に基くものとされ

のような閣際間に鴎して︑無防備の中立によって画家の安全を保

交の面に於いて世界の緊張掛立を和げ︑虞に兵備を要せざる理想

改正するに止むろ程度に限定さるべきものと思考する︒而して外

信ずる︒自衛除勢整備の篇めに必要ならば︑その第二項を迩営に

捨て去る如き改一訂は日本図民の名響にかけて篇すべからざる所と

合し︑崇高なる鴎際倫理の指示する所である︒この基本的方針を

ようとする第九係第一項に掲げる平和主義は図迦謹章の理想にも

得ないことであろう︒然しながら図際杜曾より戦争を無からしめ

に憲法の規定に背及する疑いありとすれば︑その改訂も亦巳むを

ているのも誠に己むを得ざる責情と云わざるを得ない︒之が馬め

法の戦争放棄の規定にも拘ら和兵自術瞭制の整術を除儀なくされ

とうとする如きは事賞上不可能と云わねばなるまい︒我が閏が憲

一

」

の画際杜曾を責現する篇めにあらゆる積極的努力を誌すべきもの

と信ずる︒︵元大東文化畢院敦授︶

○泊翁西村茂樹博上下二巻

曾員特別頒債六○○回

へ塗料共︺
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従って憲法の戦争放棄の規定の範閣内に於いて行われているもの
と解される課であるが︑将来間際連合に加盟資現の場合は︑その
圭錘早に基く集幽的安全保障の責任上︑図際の平和及び安全維持の
篇めに︑警察軍たる任務を持つべきことが溌想される︒

そこで之が矯めに憲法を改正すべきや否やの間迦であるが︑日
本憲法第九膝の規定は上述の如き理想的闘際開係を基として平和
主義の倫理に立つものであるが︑現下の閣際情勢はそのような理
想的状態より相営な距離があり︑箪縮を唱えられながら︑大図間
つ上あり︑特にソ連を中核とする共産陣誉と︑アメリカを中核と

に於ける原水爆乃至誘導弾等の新兵器競争が益誇︑露骨に進められ

してその均衡の上に僅かに平和を求めんとしている有様であるこ

する自由陣誉の野立が容易に緩和されそうもなく︑各力を背景と
とは︑あだかも第一次大戦後の或時期にも類するものがある︒こ

I

大橋乙羽の生涯と作ロ鴎

その談話の耳ざわりよさ︒見れば身装も︑

間わるｋに答え︑語ろを聞けば︑なかｊ︑

目に憤れた帝頭の質素な様子とちがい︑意

なり

踊り清元の師匠に透る月日は早く︑はや−

れもｊ︑と見習い︑お師匠榛ｊ︑と頼みに

はなし

年も過ぎた頃には︑近虚隣りの娘シ子︑わ

さ︒何んといってよいものやら︑どぎまぎ

染みわたるように畳え︑初繊のこわ人︑し

し

気な素振にぞシとして︑間わる︑事も牙に

お師匠さんといばれるのは︑葵名延定︑

のぴさほ

来る者が多くなりました︒

本名は菱屋お定とて︑今年三十一二︑まだ

ろな蕊梅次郎の肩を排たれるに︑何んとし

するのをお師匠さんも悟られてか︑いろい

大杉謹一
今岡は前の明治文庫にも出ていますが︑

しいのは雨夜の影法師︑こやつまだ年若な

どことなく匂やかな姥樫︒それに此の頃怪

てこの場を抜けよう︒こんな恥かしい目を

ひしやきだ

明治二十三年謂寅新聞に護表した小説﹃京

癖に蕊人風のなまめかしさ︒書は清元の群

と︑待つにもその人は来ず︑話はいやまし

するのなら︑いシそ早く迎いが来ればよい

うぜ・賑巨くら

屋娘﹄を見ることにいたします︒裕禰な呉
服屋の一人娘お香が︑立派な養子鹿三郎を

いうてもよい男︒それがどうして雨夜の影

進み行き︑師匠のお定価りへ立つ間の極り

れに交ってひとしく習えば︑まづお弟子と

しゆら

から涜元の師匠にだまされて︑望みのない

法師︑きても怪しや︒．⁝：
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未来の夫と定められながら︑ふとした機禽
男に初縦を感じはしたものの︑寅春一歩手

であります︒

わるさわが牙でわが封を持てあますくらい

京屋は︑奥羽中剛に手脱ぐ商い︑先代か

字の長畑符をくゆらせば︑二十二三の若者

お定は長火鉢の横座に坐を構えて︑朱羅

う琴せる

がその向う側に膝をくづして坐っているの

ら堅気との一評測を受けて︑江湖の信用いと

したアプレ娘の記録めいて︑術語︑不自然な

前で目が畳めるという︑いかにも時代離れ

が︑影法師の梅次郎という男であります︒

めでたく︑日に噸し柴えていましたが︑主

︵中︶

ところがありますが︑こうした我侭娘の様

痩駄のさ承柔和な美形一人︑これは堀留町

人金兵備がふとした病気で亡くなってから

今日は店の都合が悪いのか︑いつもの丁

き︑大旦那よりの家名を落すまいと︑大風
ごうとしより
呂敷を肯負って立つほどの唾の者︒老人も

やせ詩ず

子を寓したところが︑一脹彼の作品として

の呉服屋︑京屋の一人娘︒年は十七︑人並
秀れて鋳塞＄姿もが〆たる蕊︑この頃この

今は支配人の蕃兵術がまめｊ︑しく立ち働

︹上︶

京屋娘

家庭小説の一面でありましょう︒

頃こＬへ清元の稽古に通っています︒

稚長根︑時間を過ぎても迎いに来ず︑どう

ります︒

居らねばとかく家の締りはつかぬものであ

そ

根が深須諸御紳燈のふちｊ︑と募らす蕊
うを右に折れて︑三尺に恥足らぬ露路︒そ

しかけられて︑乙女気のモヂノ︑しながら

した事じやと待っていますと︑梅次郎に話

妓新道︒見楽と愛想の二軒Ⅱの︑花屋とい
こに清元の師匠というば︑元は柳橋の流行

ばやり

シ子︑今となってはこの露路に引シ込んで

Q

さて主人金兵備の在世の頃から︑娘のお

寄席も好きになり︑好む衣裳に金銀厭わ

っていたわりますれば︑芝居も好きにな︲り

がどうするの︑こうするのと︑お手玉に取

あられ︑あられもない人に思いをかけて︑

とシイ明方の夢見悪しきに︑降らず涙の王

利かず︑夜は人より早く癌ね︑うつらｊ︑

い乳母に富りわるく︑御飯も食べず︑口も

うば

香に定めて置いた夫がありました︒名を石

ず︒花見遊山には女中の四五人も連れ︑日

よせ

井歴三郎といい︑今年二十二の若盛り︒一

毎ｊ︑の賛深三味︒いわば今日のアプレ娘

ばかり苦勢しても︑嬉しいものは初縦の頃

我が身の上に比べて見れば︑恐ろしいやら
雁いやら︑向うの人の心も知らず︑こちら

こ−つ

りのない巾着旦那の類いではない︒二十一

寸あの妓に好かれそうな男振り︑なれど締

であります︒鹿三郎はそれが気に食わねど

師匠の延定は︑頼まれもせぬ事の師匠ぶ

冠かだち

く家も出られず︑ことに知る人の思わくも

塵三郎は︑面白くなく日を透っておりま

も習えないと︑お香のねだりに母御は延定

お嫁さんになると三味線も習えぬ︑清元

ずるぱかり︒眉をひそめて一家に住めば︑

きん友い

の秋︑商業畢校を卒業して︑或る商曾の顧

まだ同余した中でもないので︑しみＩ︑と

ほかりごと

︾﹄

問役に撰ばれ︑眼は資際の懸引に慣れ︑腰

意見もせず︑云えばいつも母御の気色を損

って︑まだ色づかぬ初紅葉に︑思わぬ霜の

差んちやく

物利用の謀︑方寸に秘め置くほどなれば︑
他人の霊娠︾継ぐ義子如きは好まねども︑

いつになく親子の間に針の縮謹圭てまし

媒するとは︑さてＩ︑世の中は怖いもの︒

ひとつね

京屋とは縁家の間柄にもあり︑娘は鋳鍵よ
た︒

されば金兵術の病中から︑引き綾いて京

に通わして︑好き次第の謹を仕つけますれ

ありますので︑暫く様子をうかがっており

親の懲想に従ったのです︒

であります︒

く素直の性質なので︑せめてもの頼みに︑

屋にぱかり握泊りはすれど︑まだ婚潅の式

ば︑娘心の塗りやすさ︑たとえば春慣れぬ
嫉鍵にひとしく︑樫の色香に惚々して︑此

とくい

慶三郎の資の妹のお粂と申しますのは︑

くあ

いよｊ︑明朝出立ときまりました︒

塵三郎が気の入りの棟梁キー供にさせて︑

とうり浜う

よく和らげようとの下心です︒

ましたが︑支配人の善兵術が三人の中の好

すが︑一旦此家の養子となっては︑軽々し

え部屋の別れｊ︑︒母御の心怨めしけれど

も塞げず︑妹といい兄と呼ばれて︑握るさ

旦那にす坐めて仙塁行︒代替りの花主廻り

くないのを諺梓様に悟りまして︑俄かに若
あ漣

の花ならぱと思うたのも︑今日となっては

はほんの名ばかり︑資は若旦那に日光・松

からだ

母には母の苦勢があった︑まだ肩あげも愛

昔の事︒海某の姻郷な姿︑これにもまた心

島を見物させ︑その雷守に三人の中を具合
あだ

弓つとり

らしいお香が身膿にさわりはせぬかと︑い

ぬ露に濡れることもあります︒

うつり︑羽がた敷いて快惚としては︑思わ

いくっ

つくしむ親の心には︑何歳になっても小供
室二と

のようにあつかうは︑これも虞の一つであ
りましよ津７︒

年並ならぬ識を知りそめて︑人知れぬ苦勢

されば︑お香も仇めかしい歌の文句に︑

娘の我惟は︑母御の甘口から起るもので

を我れから求め︑踊りの牙振りに仕打ち慣
す

京屋の後家は旦那に死なれてからこのかた

れて︑通らぬ思いに眼ねて見ては︑罪もな

Ｌほ

は︑娘ばかりを一層に可愛がり︑それお香
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今年十七歳の美人︒その兄の気性に似て︑

今朝は少シとも顔を見せませんよ︒お粂さ

﹁オャほんにお香はどうしましたろう︑

Ｌじゃァありませんか︒ｉ｜

ね︒お母さん︑妾が行かなくシたヅて︑い

﹁アラあんなこと︑いやな気の早いの

畢文にはげみ宗教を信じておりますので︑

ん︑仰りさま一寸呼んで来て下さいな︒兄
さんがモウお立ちなさるからシて︒お準ち

寸でもおいでな︑ホンとうにお母さんに世

ち

自然見識も高く︑行末は天晴の女皐士にな

やんで困るよ︑吃度恥かしがっているに連

ヅと何かいうと︑すぐ泣くんだもの困るじ

たんだろう︒泣いたりなんぞして︑妾がチ

﹁お香さん︑兄さんが立つとこですから

ゃないか︒そんな泣き顔なんぞ見せちゃ︑

もみ

るでしょうと︑畢校でも一評判の娘でありま

話を焼かせる子だよ︒オヤこの子はどうし

﹁よくないから迎えに来るんですよ︒一

す︒明日は兄の仙窒へ出立する日とて︑見

いない︒﹂⁝：お粂はお香の居間へゆき︑

ますが︑お香の気性とは思わしからぬ仲な

一寸見透シて下さいシて︑おシ母さんがそ

詮つと

透りのため泊りがけで京屋へまいっており
がら︑お粂もなかｊ︑如才なく︑一心閣事

かえシて兄さんの気に障るから︑モウ御挨

拶をしなくシてもいいよ︒ホンとうに云う

うおシしやいましたよ︒﹂お香は一寸あとを

ことを聞かない子だよ︒﹂これも云い棄てて

に行きわたり︑その上淡白な性質ですから

﹁オヤそう︑兄さんはまだお立ちになら

振り向き︑

ないの︒﹂と云ったきり︑お化粧更らにやめ

な子にかまわないで：：：﹂︒鹿三郎は俄か

﹁お香は恥かしいのだから︑嵯三郎あん

めてオャと驚く︑

た様子で︑耕の間から時計を出し︑一寸眺

塵三郎のそばへ来ますと︑鹿三郎は待かね
﹁妾はね︑お師匠さんと梅ちゃんに︑芝

る気もありません︒

後家のお涜も殊のほか可愛がっておりま
︑す︒

一夜あく釦ぱ︑いつもより二時間も早く

手代丁稚は出立の準備でいそがしく立ち働

居へ通れてシてもらう約束しましたから︑

ゆか

いています︒

縁りない人の去るさえ名残り惜しいもの

それで大屑せわしないの︒﹂お粂はグッと瓶

のにこｊ︑笑う擢雌顔に気を奪われて︑口

に眼の色を塗えましたが︑見れぽ妹のお粂

しゃく

なのに︑現在夫と定められた鴎三郎が︑今

にさわりましたが︑さあらいていで︑

﹁そうでございますか︑それじゃあお忙
つ〃︑仰争

はや奥羽へ族立とうとしているのに︑お香
は一間に龍って︑お化粧に気を索われ︑家

がしいでしょう︑折角お化粧遊ぱせ︒﹂言葉

すぞ︒﹂

﹁道中気をおつけよ︑い上か棟梁頼みま

す︒みんな留守を猟むよ・﹂

﹁それじゃァお母さん行シてまいりま

まで出た厭味も呑み込んで︑勇ましく

を残して立とうとするところへ︑嫁端を走
シて来た後家お漬︑

内の者へは顔を少しも見せず︒それに引き

︲

かえお粂は︑兄の事何かと心をくばり世話

﹁お香や︑兄さんがお立ちになるのに何

する気立ての嬉しさ︒鹿三郎はこらえかね

誇一しておいでだえ︒いやな人だよ︑お前恥
かしいと思ってだろうね︒﹂

て母に向い︑﹁おヅ母さん︑お香はどうし

１１

ました︒﹂母は俄かに心付いたように︑一寸

府憶§ｒｌ
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と泣いています︒母がそのわけを問うに︑

は課を聞いてこれも驚きます︒この日から

くや

思ったけれども︑家にいては女中たちと打

﹁さようなら御機嫌よるしう︒﹂

やっとの事で口を開けば︑﹁おシ母さん口惜

やがてお粂お花の二人にさそわれて︑最

清元の稽古を断り︑築地にいる米図婦人コ

忠な

見れば黒塗りの車三銅︑余る一輔は善兵

しくって︑モーチッとで人を慰みものに⁝

寄の教曾にまいり︑聖番を讃み讃美歌をう

た︒

ールト︑ヒング嬢に就いて洋畢を修めまし

室じ

ち交って世間の噂珊しには得意であるけれ

あか淑

ど︑この畢識のある姫方とは言葉を交えも

ステ６０シヨン

術が停車場まで見透るのです︒茜色の雲が

．：﹂あとは問えども答もしません︒翌日母

たうに︑間もなく耳元近くお香の腸を貰い

なゐ博らしたが

ほらわた

く麓﹃妻ある者よ爾曹その夫に服うべし︒

わけ

されず︑じれったさに怨めしく思います︒

りん

迫を東から西に流れて︑上野の森に烏の菅

○

哨勇ましく︑しばらく風鈴の響︑チリン

く
︹下︺

手代の話によると︑お定と梅次郎はその

お香は︑慶三郎が旅立ってから︑いや塀

後大喧嘩をして︑今は梅次郎の行術も知れ

したが

しにつのる懲︒しかしまだ初辱睡の事ゆゑ︑

の行に由て服わん︒そは爾曹の恐煙を以て

若し教に服わざる夫あらぱ︑教に由らず妻

かたち

梅次郎の顔容の麗わしいのに惚れ込んだま

ないよし︒お香は今日となって自分の軽卒

でで︑気立ての善し悪しを知ってまででは

とれというのです︒まさに責春の一歩手前

れたかたちです︒今日でいえば明かに男を
はなし

の参考にはなりましようか︒

として︑時代ぱなれしておりますが︑何か

に感ぜられるのですが︑アプレ娘の反省記

どうも結末のところが少なからず不自然

いるという筋書︒

課の文ながｊ︑と認め︑夫の齢宅を待って

わけ

を悲しく思い︑一間の中に閉じ篭って︑言

いひ

潔き行をなすと見るに因りてなり︒爾曹の
装飾は髪を癖み鐘を錨また衣を着るが如き

ないから︑いづれは末めでたい糠ではあり

外面の装飾に非らず︒た野心の内の隠れた
くづ
る人則ち壌
ることなき柔和活溌な詮塞響以

ません︒まこと梅次郎の様子は︑一寸見た
ところ蕊人肌の垢ぬけした鮎は︑なかｊ︑

て装飾とすべし﹄この章句がお香の胸に一

たぐひ

店の者などの類ではないが︑ただ外歩くに

句一苦︒その夜は深く反省いたします︒

翌日の夕暮︑師匠の延定からの使いがあ

こは

さえ乙に気取って色男を鼻にかけ︑誰の麓

って︑最寄の待合茶屋へ参りますと︑師匠

いる

色やな︑妙な口の利きぶり︑これで女の子

はいないで︑怪訂な男の方︒オットだまさ

果してその後︑慶三郎の生家の振舞に呼

です︒お杏はさすがに怨めしく︑黒塗の東

け僻ん

す︒

に好かれるとは︑世の中も榛冷でありま

ばれ︑お粂の皐校朋友の令嬢お花へ十七八

下駄塵を蹴立て︑家に撮って母親には物も

きとかた

旗︺に雪い︑その談話を聞くに及び︑初め

云わず︑自分の部屋に通ってたださめ人︑

あづま

は自分の牙の上を富てこすられるかと気を

ども鑓ち

まわし︑負け惜しみの気性に腹立たしくは
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弘道詩林
三好凌石選

加州︺髭挿如銀︒回憶性事︒潅若一夢︒久歩官途︒怖＃酸

＠米毒自焚四言古八十八聖大森︑午︵日立︶
○○０○○○○００○○○○００００００○○
初峨出海︒天下衿春︒畑霞溌需︒草木欣欣︒鳶魚有趣︒雨
０ＯＯＯＯ００○○００００○○００００００
露無偏︒梅花漸綻︒柳僚蒋伸︒野翁翌錬︒茅屋迎新︒桑年
○００○○○︑︑︑︑︑芯︑︑︑︑℃︑︑︑恥
一喚一架︒孫萱曾孫︒内外冊人︒膝下嬉嬉︒藷然和親︒鼓

述︑︑︑︑︑︑︑︑００○○００００○○○○
辛︒竜無益世︒深葱瓦全︒搾材保毒︒徒爾延年︒昨非今是︒
︑︑︑︑︑︑恥︑︑︑︑︑００○○０．０００︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ｏ○ＯＯ○○
附小宴︒倶掛酒頻︒毒杯献酬︒僻附興錬︒裁詩擁志︒胸襟
○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
聯座︒雅客姉竜︒山水娼娼︒墨痕淋滴︒丹崖芳蹴︒白雲出
︑︑︑︑︑︑︑︑迅︑︑︑︑００○○００００
伽︒赤松臨淵︒蝿淋池畔︒慨難雲逢︒淋気佳気︒蔚焼毒逓︒
００○○ＯＯＯＯ○○ＯＯＯ○００ＯＯ００Ｏ
身在塵境︒凡骨欲仙︒寓感縛深︒人生有眼︒汲汲雛醜︒何
○ＯＯＯＯ○○００○○００００○○ＯＯＯＯ
必擁身︒悠悠天地︒機外忘貧︒安分梁道︒情静養洲︒始生

○００００Ｏ

然︒慶喪何堆︒結末悠々以下数言︒妓是妙悟︒

娯老︒以聞別天︒評日︒起筆雄健︒開春自毒︒楽迩延年︒情事調

＠昭和丁酉元旦作九十五望如雲慶野庄作︹茨城︶
○○○００００００○０○○００００Ｏ○００○○

０○○○○
期成叉五年︒評日︒自得祁趣︒必常勝期願之年︒

剛他粘澗老亦杢︒雪眉祁髪恰如仙︒元朝早向皇城舜︒百歳

＠丁酉新年作九十二聖有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶
○００ＯＯ００○○○○００００○○○○００ＯＯ

０○○○Ｏ
猶霧雨露仁︒評日︒筆極質直︒意極穣安︒

無始無維宇宙員︒天功不誰奮雅新︒吾生百蒜猫除八︒頑健

江湖歴誰幾辛酸︒老骨稜稜気未簿︒途奮迎新身益健︒何憂

００○○００○○Ｏ○○○００○○○○００ＯＯＯ

○○○○Ｏ
渉履世途難︒評白︒豪気凌壮︒所以保毒︒仙訣可仰︒

︑丁酉歳朝詠燈八十六里江東片口安︹富巴

０○○○○００○○００○○○○○○○○○○００

０００○○
惟有一燈知︒評弓典雅︒得度題之意︒直拝慨然︒

夜深同憶少年時︒浄凡明窓叉倣雌︒三代興亡典誰語︒千秋

＠丁酉新年所感八十一聖廉粥小申清一︵刺奈川︺
︑︑︑︑︑︑私︑︑Ｅ芯︑Ⅵ︑○００Ｏ○００○○
翠松雄影映春衣︒孫子迎年封暇雌︒怖報昨体俸火動︒電波
○○○○○○○００００○○○○○○００○○○○

不容易︒坤球侃望閲光輝︒評臼︒風懐布致︒政零之言︒

○○○○○ＯＯ○○Ｏ

今度染詫飛︒可憐紛糾立岐路︒只伯喧意雛戦機︒誰識風雲

＠丁酉新正即事八十二聖禿堂青柳千万吉︹群馬︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○００００００
我迎八十二回赤︒闘象照照瑞色新︒漉落襟懐如舞月︒峻嶋
０００○○︑Ⅵ︑︑︑︑︑私︑︑︑︑︑︑００００

清禰足明家天寵一間民︒評日︒三四峻爽︒五六安懸︒

０００００○○００Ｏ

風骨似仙身︒嫁好巳了維無累︒財賓縦除巳兎貧︒自適優溝

＠丁西元旦作水石横江勝美︹横涜︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０００○０００ＯＯ

巌蒲減地峡朝嘩︒来有児童贈野鴬︒恰恰嬬詫春信好︒年頭

０○○○○
先蝿我心情︒評日︒券蕊有識︒谷祁清徹︒

＠丁酉新年偶成移山寺島慶一︹千葉︶

０○○○○００Ｏ○００００○○○○００○○００

０ＯＯ○○
期更到仙齢︒評日︒著筆平淡︒訟亦索活︒

鏡中愁宕髪黒星︒放改乾坤気有露︒老境縦雌不佳境︒古稀

＠新年所感濫山箕輪直︹茨城︶

○○○００Ｏ○○○○○００００○○００○○○○

○ＯＯ○Ｏ
惟看古梅春︒評日︒碑孫無篤︒全篇之骨髄︒気是談清︒

悦吾疎性遇住辰︒除隊無篤感更新︒世事荘荘夢難群︒清標

＠洗硯題詩武城岩崎庚治︵横漬︶
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一

殖︑︑︑︑︑︑︑︑孔︑︑︑℃○○○○００００︵消

○００○○

古墨香幽手自研︒間珂凍筆潤吟茎︒但欣花気迎春動︒書味
詩情薬晩年︒評弓自花気潤吟美得束︒一結有興味︒

＠丁酉新年蓬莱間宮雄︵藤津︺

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○００００００Ｏ○

千門禽戸又逢春︒翠竹青松淑気新︒鴬語綿鐙嬬欲妬︒悔花
○００○○
無悲入嘉辰︒評白︒梅撒成春︒以供老禰︒韻致亦佳︒

＠同石崖林庸之助︵千葉︶

瑞気開天地︒柴門旭施紅︒．欣然掛柏酒︒七十八春風︒評日︒

０００ＯＯ○○○○○○００００００００Ｏ
淡雅之至︒可以莱課︒

＠老後偶吟恵驚霧坂頭︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑述︑︑︑証０００ＯＯ００００

○００００
頑健梁風流︒評臼︒著意穣常︒筆致泊然︒

迎来七十九春秋︒先卜豊概入僻弧︒喜得図交訓整好︒老躯

＠新年所感霞軒柵野英治︵千葉︶

︑︑︑︑︑．︑︑︑芯︑︑︑︑︑○○００○○００Ｏ

戦後勿忙苦節全︒閏交巳整入新年︒白頭偏喜此身健︒七十
○ＯＯ００
七齢吟骨堅．評臼︒一鋪阿成．吟骨自清︒

＠途兇慶留皐美固八十二聖況堂天野佐一郎累京︶
地︑︑︑︑︑︑︑︑Ｅ︑︑︑︑０００００○○００

錦来室港事勿忙︒又向鵬程寓里朔︒須見美邦文物盛︒但欣
０００００
留畢有築光︒評昌︒老翁撤娯之情．溢干桁鐙之間︒

＠探梅雲石村田一雄︵横漬︶

０○○○○○○Ｏ○○○○○○○○○００○○００

○○○００

堅泳激石阻清流︒蕊埼寒巌刺鼻頭︒鴬擬梅梢飛有影︒蔀逢

玉雪放香幽︒評臼︒詩気滴高︒自役吟情︒？

＠次坂本弘軒詩駒香城菅谷敏夫︹千葉︶
雲自筑峰起︒刀江晩景雄︒欲躯炎暑去︒雨過水郷中︒評白︒

○ＯＯ○０００○○○○００○○００○○Ｏ

晩景宛然︒爽快可喜︒

＠湖月撰雅曾即興弘軒坂本弘︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑恥︑︑︑︑０００００００００

波山迎我望悠悠︒吟友来登湖月楼︒一酔詩成倶訂約︒明年

○００○○
重賞月明秋︒評日︒避興不誰︒風韻可荊︒

＠芙孫義郎夏村田中和︵千葉︶

三十三年経一生︒粗豪求義不求名︒幽魂去世今何在︒老涙

︑︑︑︑兎︑︑孔︑︑︑︑︑︑０００○○○○○○

○ＯＯ○○
堪恩鞠育情︒評日︒惜辞庭奉︒悲嘆無限︒

＠旭旗翻瓢乎道人

層氷砿雪東雲屯︒凌雌排雌壮畢奪︒上陸功成甫極地︒欺呼

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△
戒仰旭族翻︒

０○○○○００○○Ｏ

悔花鞭著先︒白首垂垂今己老︒浮生駒駒只宜眠︒典君久共

＠答凌石老兄兄懐次摘奉呈竹雨土屋久泰︵東京︶
０００００００００○○○○ＯＯ○○００Ｏ○ＯＯ
夢裡干草風月天︒病中亦自領間椎︒醗掛竹葉杯停幾︒難訪
○００００００００○○００○○００００ＯＯ００

人聴明之語︒悪書日︒奮臓途上倒蹟︒且雁風邪︒頃日殆癒︒詩莫

吟峨梁︒覚就王慮論後前︒評臼︒老筆精錬︒訓格亦高︒一結詩

懸惰︒乃得詩二篇以賄︒高懐放砿病除天︒正得息機機外天︒

健骨宜誇痩子鶴︒早春猶惜被梅先︒吟遊屡有資間活︒俗事

曾無妨快眠︒贈我理据鹸韻在︒白頭幾荊一燈前︒霊韻︒﹄

郊術路凍滑於苔︒顛蹟翻身脚不推︒筋骨張騰凌壮気︒髪毛

披飢沸軽挨︒出門扶老常携杖︒在坐消憂莫郷杯．願篇斯文

増自愛︒想君胸臆貯遼魂︒凌石寛
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弘道歌園
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秀逸
○

割田斧二選
束京都中村徐風

一初鶏は津糞浦麦に高鳴けど夢さめやらぬ人の多くして
○

千葉螺石橘香峰

︵偶意憂幽の情︑酉年の本年こそはと糞ふを︶

とほつおやのみたまにまづは燈をさ奥げて今朝の筆雪初めか
な

松江市平井常清

︵崇祁の高士︑筆初めの心も滴々し︶

炭火

篇山脈片口江東

︵しん︐Ｉ︑と降る雪の夜の懐蒋︑さもあるべく︑なつかし︶

雪の夜の炭火に寄りて恩ひ居り隔てなかりし友のことばを
○

山高をかぶりて族へ出で立ちし明治のみ代の速くなりゆく

宇都宮市菅谷徳雁

︵活躍した自分の時代︑それも年々と遥かになってゆく︑﹃感なき
を得ない︺

佳作
○

新たなる望みゑがきて迎へけり昭和三十二年の春を

○ともしび千葉牒鵜野秀春

世の人のこ具ろのやみをてらすらむ高野の奥の法のともし

ぴ

○億抑留者同胞千葉螺兼坂秀嶺

○秋田市撰田洋子

一夜だに旅寝の夢は物憂きに遠きみ室をいかに詫ぶらむ

○燈長岡市波多良介

ふくらみしまろき手かざす童らのかこむ焚火のあかノ︑︲と
もゆ

火

汽車にしもおりのりしげき人かげをさやにてらせり畔の燈

○川越市小名木狂辰

松過ぎて仕事はじめも落着けり日向に供入念に編む

○新年口占千葉牒坂本弘軒

古稀の春迎へて吾の悟りけり八十路の坂は此所ぞ麓と

○埼玉螺大久根吐月
○燈長岡市土川朝男

夜は十時過ぐれど吾子の勉弧に母も並ぴて針をゆるめず

○内田義太郎大人に千葉螺金杉茂穂

世の中の進むにつれて恩ふ哉娠火なくぱわざわい多きを

しき

村のため世のためつくして詮生をぱ歌にしたしむ翁ぞゆか

○埼玉螺石川奈美子

花ゆゑに訪ねし人の絶ゆるとも文の林の奥や尋ねむ
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○

○

千葉螺渡挫豊秋

割田斧二

新玉の年の始めの宮参り所ろは秋のみのりなりけり
ひと

１１︐１

大橋越央子選

出︑Ｊｈｌｆ︑ｊｆ︑ノヴ︑Ｊｒｈｌｒ︑１″．︑ＪｆＬｊ４︑Ｐ

他人の子の育つに連しかって兄し日と今側の間は恩ふこと
もなく

ＩＩ

〃１１

弘道俳塘

立山は雪こめている一初明り

祁農の幅をか貰げし家の春︵長男賓蕊︶
初稽古自潮の笑をこぼしつつ全十五才となる︶

萎ふむや日も傾ける姐畠

寒川の澄むや猿府く微の上千葉丘南

葉裏にも動く誉や塞梼
冬ざれの近きに金魚跳り居り秋岡泰峯

書初やこの通歩む数十年

若水を恵方みて汲む舟住居

初鶏やしづかに明ける養老園川越狂辰

綻びし梅一輪や冬の川千葉秀嶺

鍬鎌を飾りて一初灯献じけり

灯を献じ一初荷茶園に土間に立つ．千葉香峰

とけとけてあはれほそりし垂氷枇越後良介

鰻掻く入江は今日も寒凪げり千葉弘軒
一初春の障子に秘の影さし来茨城静前
山色の改りゆく一初日の出千葉茂穂
一初鶏や祁棚の鐙のと賛く梁千葉春村

越央子

除夜の銃かぞ︑へつつ子らねむりけり埼玉奈美子

初日の川八砿棚雲をおしひらき埼玉吐剛
○

牡蛎舟に東劇の礎の届きけり

行く年の牡蛎舟繋り築地川

次競詩林︑歌園︑俳埼一原稿は通三月十日締切
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秀逸雑詠
海苔干して磯の日輪古ぴけり松江市
冬蓄萩の一輪ざしの久しけれ松江市
除夜の鐘聴き経りたる主われ富山豚
薦枯れてあらはになりぬ盤の穴千葉嬬

梅もどき寂しき庭を明るくす秋田市
佳作

人麿の角の古逝革肪ゆる・松江
脈簿のこのごろ正し日脚のぶⅢ
西風に湖荒るろ椿かな

カナリヤを飼うて新居や宝の花

冬の夜や古人の心温ぬくく松江 碧 明 子
法の通遠く深しも冬の夜
しんＪ１と破璃戸打つ夜の粉雪哉

員刺てふことの美し寒燈下

越路
帳とぢて除夜となる鐘聞きいたり富山

峯南路子史

難螺M

史

束伊香原栗
耽

本含だより
り
Ｏ

含合同の年内納めの衝を附き︑和々協議せ

△西村先生語録本倉八十周年記念出版の

○除白に

して︑既に相常数の人々が入曾されました︒

命の支命を設立す言へく︑芳々準術中でありま

命貝波遜正男氏の御識力で︑同地に日本弘辿

千葉螺市原郡南縄町の市原高等畢校教諭の

△渡過氏活躍千葉螺市原郡市細町の命員波

含貝に溌迭せり︒

陽春の候には︑その希望が識現することと期

﹁西村茂樹先生語録﹂は︑十二月中に大牛を

遜正男氏は︑同町に本命支含を設立す署へく︑

待して居ります︒

△菅野氏芳志祁島支含刑支含長蒋野三郎端

△倉長再選臨時絶命に於て酒井命握が再選

△管野氏逝去祁烏支祢刑支命提群野三郎治

誰力されつつあり︑その焚現を期待す︒

△小笠原氏芳志特別念員小笠服長生氏は︑

藤加島支含長が逝去後︑同支倉の主柱であっ

氏は十二月二十四日逝去さる︑哀悼︒氏は伊

たりして︑今日は既に消滅して了ったことで

あったこともありますが︑先輩方が逝去され

元来同地には︑かつて市原支含というのが

目也を寄附さる︑御芳惰を感謝す︒

氏は米毒を迎へられた記念に︑本愈に金参︾肝

されたので︑その薙記を奔脳維了せり︒

金五百岡也を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

たのに誠に廼念である︑教育界に身を投じて

渡挫さんは︑東京高師の出身︑曾ては秋岡

△六国贈懇談倉十二月十七日へ月︺午後二

△相選氏逝去評議員相深州氏は容脳三十一

螺師範畢校の教諭として︑同地で誰力された

あります︒

日逝去︑誰んで哀悼す︑氏は徳耐蘇唯氏門下

方でしたが︑戦時中市原に韓任されたので

したが︑今岡このことあるは︑誠に何よりで

議し︑決定せり︒

で︑教育評論家として知られ︑弘道誌上にも

八歳の高齢であった︒

△請願書提出先般来六川棚に於て群議中で

すが︑今日肺命の迩義が豪へた現妖を蕊臓さ

数十年︑人絡者として知られた人︑享年八十

あった﹁雄図記念日設定﹂に開する件は︑い

年七十七歳であった︒

艇︑︑執筆されたのは御承知の遡りである︒享

を附き︑建図祭制定に開する請願害の案を群

よノ︑結論を郷たので︑祉話人河井蝿八氏の

たことです︒同地の有力な方脅の御賛成を得

れ︑激育者の立場から︑敢然と旭ち上がられ

時牛より日本弘逆含に於て批義六側髄懇談衝

手を以て︑十二月二十日池常識命召集の日︑

△松倉氏の芳志川越支命長松な秋之助氏

△理事倉十二月二十五日午後五時半より︑

書﹂を提出せり︒

群附さる︑御芳怖を感謝す︒

迎えられたの詮記念に︑本命に金壷肝側也を

は︑父荊前支念長松倉慶三郎氏の七十七歳を

する次館であります︒

となられることを︑と上に御報告秀々お願ひ

て︑一人でも多数の命員を得て︑有力な支含

衆参雨院議長宛建幽記念日設定に闇する請願

祁畑祁保町菊水に於て本念理事命︑編職委員
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I

命日生ロ

謹んで新年の御脱詞を申上
げます
昭和三十二年元旦

壮図法人日本弘道倉
一金参肝回也︵寄附︶

禰島市菅野三郎治
一金五百回也︵参︶

静岡勝小笠原長生
一金宣肝回也︵多︶

川越市松倉秋之助

編輯だより
○こ上に昭和三十二年の第一雛︑一・二月誰
げます︒

を緬桝致しました︒まづ新奔の御挨拶を巾上
○本年は日ソ友好︑剛連加入等が成って︑維
職後孤凋の日本が国際的舞姦に益場するよう
になった錐一年です︒多少肩身が庇くなつた
感がないではありません︒しかしこのような
事を除り過大に評償すべきではなく︑我々は
むしろ自己の信念を正しく築きあげることに

の顔をして出て見たところで︑何ということ

全努力を傾けるのに︑大きな意義を感ず誉へき
です︒このことなくして︑閥際場榔に一人前
のある筈がありません︒

○まづ我々は人間性に基いて︑相敵税する心
持を捨てて︑相封する者がお互に歩み寄る尋へ

きです︑そこにのみ教育も政治も反理に近づ
くことが出来ます︒また共通のより大きいも
ののためには︑小我を捨てて大我に就くべき
です︒これを忘れて︑物質的小我にばかりお
互が執するときは︑全く九千繭人が︑バラ今ハ
ラとなり︑餓鬼道横行で何の意読もありませ
ん︑よく＄Ｉ︑考うべきではありますまいか︒
○こ上に恩を致すとき︑我々杜称教育の使命
も黄に重大なものがあると思います︒御指導
御協力を願うばかりです︒

１１

弘道責債一冊金参拾五固也

弘道称入倉手続

一ケ年含費余百五拾同を排込み入念の手続

をとること︒含貝には雑誌弘道を無料配布

間封入の方に蓬付す︒

する外に諏々の特典あり︑規則書は郵券拾

本含編韓部へ御相談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

昭和三十二年二月一日壷行

割田斧二

東京都千代田厘西祁田ニノー

東京都千代田唾祁田祁保町三ノ十

褒行乗
編斡人

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田腿祁田祁保町三ノ十

印刷所東京垂一豆共立牡印刷所

東京都千代田唾西祁田ニノー

銅蔀鱈日本弘道倉

通話九段九番

振替口座東京皇宅番
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