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○道徳に協力するもの
蓋し閣民の道徳を造らんとする
○○

には︑教育の外猶典りて力あるも
○○

○○

の三あり︑其の一は政治なり︑其
の二は法律友り︑其の三は風俗な
り︑此の三者協力して道徳を助く
るに非ざれば︑剛民の道徳は高崇
堅固となるとと能はざるなり︑今
日本邦の状態は︑此の三者果して
能く教育者と協同して︑圃民の道
徳を助けんとするか︑是余が疑ひ
なき能はざる所なり︑然れども直
接に徳育の事に任ずる者は︑世の
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○責任を自兇すること
先ごろ自衛隊の行取で︑落伍者に封し竹のムチで制裁を加えたと
か︑不幸疲勢の極から死看を出したとかいう問題で︑仙に非難きれ︑

の生徒と教師︑或はあらゆる職業に於ての主人と一雁人等々の川にあ

遂に指導者の何人かがその責伍を間はれたという邪件があった︒
ところで︑このような訓練とか教育とかいうことに剰して︑それ
に伴う制裁の問題が︑糊りこの自衛隊のことばかりではなく︑皐校
って問題が起って居ることは︑絡戦後の大をな特長になっている︒
終職後占領政策の流れを受競いで︑民主々義というものが︑図家
の基調となったため︑それが園民の物の考え方の中心となり︑それ
がために向由であるとか︑人権の奪亜であるとか︑平等であるとか
いうことが︑一般に弧く叫ばれ︑掌亜されることになったからであ
る︑このような考え方は︑人川祇曾にあって︑人間と人川の相互開
係を規定する上には︑碇に一段の進歩した考え方であって︑何人も
異議のある筈がなく︑誠に結構な事である︒

然しこの結構な考え方も︑絡職後十年徐に過ぎないとはいえ︑叫
ばれることの狸いのにも拘らず︑その震際の成絃は必ずしもよいと
は言えず︑あらゆる方面に兎角の問題を起している︑これは一磯全
髄どういう課であらうか︑部下とか︑弟子とか︑雇人とかいう側か
らの蕊としては︑上部に腸する人がその馴れた昔の考えから抜けき
らず︑依然奮い頭の持主であるので︑折角の新らしい考え方も︑側
滑に運ばないのだという︒それにも一理はあろう︒しかし主人側も
今日の考えの凹由を認め︑人権を掌正し︑平等の雄前に委せて︑蕊
が昔よりよく迩募ならば︑依然昔の考えに捕はれてばかり事に餅る
筈はない︑この側から言はせると︑新らしい考えでやると︑若い人
たちは︑我儲で勝手で訓練もせず︑技術の向上にも伽烹ず︑羽は低
下する一方であるので︑時に苦の考えが出る：⁝とれもまた訓沈の
ことのようである︒と考えていくと︑進歩した立派な考えも雨者の
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きである︒今日我が図に許されているＨ由は︑恢界の最もだといわ
れているが︑これを叫ぶに価すべく︑よろしく各側のそれ人〜の立
場に於て自畳の向上に努むくきである︒然らずんば︑民主々義は商
嶺の花で︑図民生活を乱すとも決して加える何物もないであろう︒

ると︑やは側畳が足りない︑弧制される軸がより多いことを恥づ．︑へ

さてそこで︑我が鰯の自由の程度と固民の自畳にはやふ一致しな
いものがある︑自由を制限した畔代より今日はその訓練に於て︑能
率に於て︑技術の向上竿々に於て低下する伽向がある︑そうだとす

ところで職後の︑由の本能は︑急激に商い程度に認められて︑幽
民一般の文化程度はこれに件はない憾みがある︑川らの幽民の程皮
に於て岡い取ったものではなく︑無馬にして輿えられたものだから
である︒欧米のより高い文化の固民は︑Ｈ由の中に内分の責任に封
する自畳が商い︒軍隊に於ても弧制によることなく︑陰日向はなく
各自の責任を果し︑各胤の責任で各脚制裁し合う︑事務でもその時
間中は︑蝿草もすわず︑私語もなく︑自分の責任を果す︑被使川人
一般︑他の注意によらず︑自らの職を自畳の上で値いするだけの働
きはするという︒だから我が国の脚由と同程度であるとき︑能率や
技術︑訓練等々は弧制時代より卿かの低下などはあり得ない︒

︒︑へきことではない︒

元来向山も半季も人権尊重も︑要するに人川に根弧い本能である
本能というものは誠に掌いもので︑これを生かすことは理想である
が︑といって同然に放任して匠いては害こそあれ益はないところか
ら︑その人川の文化の租度に雁じて︑本能の祥を少くして銃を多く
するた肋に︑本能の上に或和の制限を加えてゆくわけである︒だか
ら今日の考えを以て専制の昔を云々す書へきではなく︑常にその時代
昨代の文化に雁じて図民の自由も平等も人椛の掌並も許さるべきで
あり︑そして絶対の本能の自川などは︑永遠の皿想で︑容易にある

このような食い通いに成紘があがらない理由があるようである︒
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且楽しく︑各国の国力と住民の生活とを比較考察して︑自

ら愛国心の高まるを禁じ得なかった︒印度洋︑紅海の酷熱

も漸く凌ぎ得てスエズ港を出で地中海に入った時は全く救

ェノアで上陸︑スイスを横断してバーゼルに出で︑此虚で

はれた恩であった︒それよりイタリアらナポリに寄港しジ

僕は同行者三名の諸君と挟を分ち軍凋でストラスプルグに

着き荻原︑渡逢の胴君の出迎を受けて︑胴君の合宿所たる

に優遇せられたが︑香港より次第に猫逸人の乗客が増加し

も少なく食堂にありても中央のテーブルに席を典へられ大

志して同行せられたのである︒械涜港を川護した時には客

を僻し︑早稽田大望で教鞭を執って居られが猫逸に私費で

は東京の控訴院の判事であったが︑或事件の蔦めにその職

占領して居たので︑船中生活は資に気楽であった︒小山君

と︑外に京都帝園大肇醤皐部よりの留畢生と四人で一室を

元判事の小山洲君と︑高等票校以来の友人男爵松岡均平君

猫逸船のローン晩に便一来した︒同船者は乙竹岩造君の外に

であった︒ベルリンはパリに次ぐ大都含で凋逸の都といふ

畢地に選採したかは︑成るたけ欧洲の賃情を知らんがため

るものは少なくない︒何故に筆者は︑かくの如き場所を留

るカトリック寺院で︑その周逢には中世紀の面目を保持す

ほ残存して居た︒有名なるミュンスターは勿論醤市街にあ

るが︑醤市街には中世紀を恩ひ起さしむる古風のものがな

通用語であり誠家屋も道路も新市街は新しく且つ整って居

て新市街では樹連語が行はれて居るが︑沓市街では悌語が

猫逸に制一謎せられた猫逸帝悶直領地の首府であった︒従っ

ストラスプルグは現今は沸領であるが︑蒋悌戦争に依り

フラゥ・ゼーレ方に着いた︒

シンガポールよりは更に増加し︑ピナン港にては食堂が減

よりも寧ろ世界の都で︑凋逸の生活と人情の員相を知るに

潤逸は元来聯邦ともいふべき国柄で︑帝閣内には二十雛

るに便利であるストラスプルグを選んだのである︒

抗議を申込んで拒絶したなどのエピソードもあった︒海上

の潤立政府がある︒普通に猫逸といへぱ普固即ちプロイセ

住し︑蹄省の序に欧洲見物に行かるる宣教師夫妻を介して

〆

ぬかとの交渉を受けた︒僕等は大に憤慨して多年日本に在

員以上となったので僕等日本人は子供の食堂に移って呉れ

は不便である︒故に猫逸の小都含で︑悌蘭西の風俗をも知

は日露戦争の直前で︑我が園の欧洲航路は中絶したので︑

明治三十七年三月愈欧洲に留皐することとなった︒営時

能

生活略一ヶ月︑寄港毎に異国の風物に接して賞に珍らしく
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教育の制度の如きは聯邦毎に別登で猫逸帝国全鰐に共通す

稲し︑プロイセン国王がカイゼルを兼ねることとなった︒

争に始めて潤逸帝園が出来た時にその主椛者をカイゼルと

ン国を指すのであるが︑これは澗逸聯邦の一つで︑普悌戦

ア文皐が大皐教育に入り込んで以来初めはキヶロとか︑ア

紀には榊畢に従厨し文塾復興時代にラテン文畢及びギリシ

をなして居たのであろう︒元来大畢に於ける倫理畢は中世

し此の教授はカント研究に特殊の興味を有し︑特殊の研究

ルグで天文肇の教授がカント哲皐の講義を附いていた︒蓋

ル教授の近世倫理畢史︑ストラスブルグ大皐のチーグラー

リストテレスとかの研究に伴ひ︑修僻皐︑雄誹法などと共

教授の古代倫理皐史は筆者も夙に愛護者の一人であった︒

るものはない︒文部省も各聯邦別堂で︑猫逸共通の文部符

生は早くよりストラスブルグに勉畢に行った︒筆者も亦同

チーグラー教授には﹁吐含問題﹂などの小冊子もあり︑教

に﹁道徳﹂も講ぜられたのである︒爾来哲皐講座捲任者で特

大畢に入皐して各秘の講義を聴き油智などにも川席して度

育畢の著書もあるので︑これが筆者をストラスブルグに留

はない︒尤も世界戦争後には統一国家が出来︑所謂ワィマ

く大畢に於ける倫理など教育翠の研究の状況を硯察するこ

畢せしめた理由であった︒筆者はストラスブルグに三畢期

に倫理事に興味を有する教授は道徳の講義もし︑著書など

とに努めた︒而して先づ第一に驚いたことは猫逸大畢に於

除在里し︑その間チーグラー教授の倫理肇の講義も教育単

ル憲法は全猫逸に行ばれ︑教育制度もその内に規定される

ける倫理肇及び教育畢の不振といふことである︒而してこ

の講義も蕊講したが︑それは極めて簡単なものであった︒

も公にして世に知られて居る︒今へルリン大里のパウルゼン

れは猫逸否欧洲の大里に共通するものであったのである︒

カントの賛践理性批判︑判断力批判等の浪智の方が寧ろ有

やうになった︒ストラスブルグ地方だけは別で魁それ以前

潤逸大事には潤立の倫理肇講座はなかった︒倫理畢は︑哲

益に恩はれた︒叉基督教新教榊畢部のマィャー教授の倫理

より猫逸帝国の直属地で︑その大里も唯一の帝国大畢であ

皐講座捨任の教授が之を循常し︑夏叉は冬の畢期に一回位

翠の講義にも出席したので︑屡之同教授の自宅に招待され

者として我が図に炭く知られて居た︒ヰーン大畢のヨード

誰か営倫理畢を講するに過ぎない︒尤も﹁講義の自由﹂︵レ

て家庭生活について肇ぶ所があった︒︑ヘルリン大望に移る

教授︑リップス教授︵後ミュンヘン大畢教授︶等は倫理畢

ールフライ︿イト︶は所謂﹁大畢の自由﹂︵アカデーミッセ︒

際にもマイャー教授より紹介状を貰って行ったのでパウル

、 ‐ 空 ノ

るから︑校舎も立派であり︑教授にも有力な畢者を集めて

フライハイト︶の一部に厨して居るので大皐の教授は講義

r，、

居た︒殊に醤畢と数畢には群名な畢者があって我園の留望

の自由が異へられて居る︒その一例を筆ぐればストラスブ

〆

の哲畢演習であった︒同教授はカトリック獅畢者で中枇打

る指導を受けたが︑畢問上で敬服したのはポイムケル教授

かった︒勿論チーグラー教授の家庭にも出入りして懇切な

ゼン教授の家庭にも出入りすることが川来て益する所は多

が︑その席上で︑同校長はチーグラーは質際教育のことを

授の宅で徽地の師範翠校長と食卓を共にしたことがある

君の先生で日本人に封して特に親切な方である︒筆考も教

った経歴もあるが︑大畢では中等教育を眼中に近き︑初等

これは偏見で︑チーグラー教授はギムナジウムで教鞭を執

知らない︒僕の畢校に一度も来たことがない﹂と評した︒

タフィジヵ﹂︵形而上墨︶で︑ギリシア語のテキストを使川

畢の椎威者であった︒演習の題目はアリストテレスの﹁メ
し︑﹁アニご︵心理畢︶その他の用例を参照して一安語義を

は今へルリン大望に一望期間在畢してパウルゼン教授の教育

これ澗逸の教育皐が望問的研究に後れた原因である︒筆者

元来獅逸大望に於ける教育里は十九世紀の初め中等教員

単をも蕊講した︒叉ミュンヒ教授の教育望演習にも出て見

教育の研究を旨とせぬといふ事質を意味するものである︒

の質の低下を妨ぐ篇めに教員養成にも意を川うることなり

た︒その外にレーマン教授の講義も鑑いた︒レーマン教授

詮索する手際などは賃に感歎の外はなかった︒

閏家試駒の制度を設け︑その受駒資格として専門単の外に

教育を眼中に瞳いての薪害である︒↑ヘルリン大畢には︑筆

はギムナジウムの校長で︑ベルリン大畢の講師を袋ねて居

一人がこれを捨営し︑年に一同︵二皐期に一同︶教育畢の

者の在畢せる畢期に倫理畢の講義は一つもなかった︒簸後

共通試験科目として獅単と教育事とを課することとした︒

講義をする義務を負はせた︒カント全集の中に牧められて

にライプチヒ大畢に一望期在畢したが︑倫理事に閥する講

たが︑固家試駒委員の一人であるので装講者は非常に多か

居る教育畢はその講義筆記であると言はれて居る︒後へル

義としてはハィンッェ老教授の倫理問題波智があっただけ

それに雁じて大畢に於て哲畢と教育単とが共通科目として

バルトの如きは教育畢に特に興味を有し大畢附属の研究畢

である︒ハィンッエ教授は獅畢史家としては著名な畢者で

開講されるやうになった︒併し教育単には澗立の講座を匿

校を設けた例もあるがそれは極めて稀な例外で︑性かにエ

その立場は渦逸哲畢の正統派ではなく︑寧ろ英閏の功利畢

ン講師には﹁教師と教育﹂といふ好蕃もあるが︑共に中等

ール大畢のライン教授位のものである︒勿論︑師範畢校で

派の思想を持って居られたやうである︒ライプチヒ大畢に

った︒ミュンヒ教授には教職論といふ名著もあり︑レーマ

は初等教育の賞際に関する講義も行はれて居る︒ストラス

は有名なろヴント教授の賞聡心理事研究室があるが︑伺教

かず︑哲畢錠教育里という講座を世き哲皐の正教授の中の

ブル大畢のサンスクリットのロイマン教授は荻原︑渡挫附

（3）
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ると殆んど隔日位に教含詣をする︒奮教の寺院内には餓悔

に願うのである︒東大なる事項については箱の後方に俄悔

授は民族心理畢の外に倫理肇及び倫理翠及び論理肇の大著

僧が来て審判を典へるといふことである︒此の外牧師は時

りづ上その箱の内に入り︑犯せる罪過を告白して赦免を刺

教授の著書教育史は賦含的見地よりせる名著で︑叉その教

交信徒の家庭を訪問し︑家庭問題の解決にも指導を典へる

箱の設けもある︒これは市内の公衆電話箱の如き造りで渦

育教授原論は心理皐的教育畢書として良著である︒筆者は

といふことである︒これは大正年間に米国に渡るとき船中

もある︒教育に蹄しては営地のギムナジゥの校長で講師の

バルト教授の自宅にも招かれ・夫人とも食卓を共にしたが︑

人も居り︑叉教育皐専問家の零ハルト助教授も居た︒︑ハルト

夫人睦ハルト教授の面前で我が夫が除りに勉弧し過ぎると

ルネル氏の話であるが︑同氏は元来紳畢を修めたのである

で知り含つた今へルリン大畢の歴史肇の講師ドクト淋・ゥエ

が︑牧師の仕事は信徒の指導で︑その煩鍍に堪へ難く︑自

評して居た︒これバルト教授の著書が博引傍澄に富むが光
に於ける倫理畢及び教育肇の研究は皐間的に左程進歩して

ある︒元来欧洲の杜愈は中世紀の間に全く教愈本位のもの

分の性分に合はいので歴史科専攻に郷向したといふことで

彩を峡くことを指されたかの如く感じた︒執れにせよ澗逸
居るものとは恩はれなかった︒従って筆考の研究にも役立

となり︑教含を雛るることは吐含を離るることとなり︑全

つ所が多くなかった︒道徳教育の参考資料としては寧ろ澗

く孤澗の生活を管む外はないので︑教舎の生活規定が即ち

逸の家庭井に献含の賞箭が貴重のものであったと恩ふ︒

筆者はストラスブルグ滞在中フラゥ・ゼレが経管する日

に牡含生活も漸次愛更し︑政教が一分離したが杜含生活の間

道徳の標準となった︒近代に入りて新しき国家の勃興と共

に於ける宗教的勢力は依然として弧く︑沸剛西の如く数度

本人クラブともいふべきパンションを離れて︑潤逸人の間

の革命を経たる園家にありても女子の中等教育の如きは依

借をなし︑猫逸人の集まるパンションで食事を取り︑出来
るだけ澗逸人の間で生活することとした︒これ一つには渦

ある︒故に全然それより猫立せる道徳思想は一般祇含には

には依然として基督教の教義と妥協して居るのが大部分で

を取り一宗一派に侃することは許されて居ないが︑思想的

の文明聞家でも官公立の畢校にありては信教の自由の建前

然私立の宗教畢校が柴えて居る有様である︒現今では執れ

逸語の練習の篇めであり︑又出来るだけ猫逸人の人惰風俗
を理解せんが篇めであった︒

筆者は大望附近の新市街に下宿をして居たが︑やはり醤
醤教徒も異なる所はないが︑善教徒はその外にも教含に行

教徒が多かった．日曜日に教曾に詣でることは新教徒も
って駿悔をしたり︑御所をしたりする︒熱心なる信徒にな
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即ち家庭及び牡含の間に於いて自然に培養せられるのであ

教に離れ或は宗教の教義に反する道徳観念を有する者もあ

行はれ難い︒これ倫理肇の畢問的研究の振はざる遠因であ

欧洲にありても斌交上の作法としては宗教上の問題には

るが︑一般的には宗教を離れたる道徳概念には近づくこと

る︒西洋にありても理知的に護達せる佃人の中には或は宗

鯛れないこととなって居る︒筆者も家庭内においても友人

を好まないのである︒ライプチヒ大畢のバルト教授が長く

ると恩はれる︒

ばなかった︒唯一度チーグラー教授を訪問して皐問上の問

間にありても殆んど宗教特に宗派に開する話を総いたこと

載って居た︒概活すると新教の畢者は両方の分離は可能で

ふ小冊子が刊行せられ︑その内にチーグラー教授の意見も

にせよ宗教即ち推督教は猫逸に於いては社命上甚大なる潜

プチヒにて耳にした畢生間の評判であったのである︒執れ

逸理想主義の正統派に属せざるが篇であるとは筆者がライ

ト教授が倫理通勤に参加したり︑祇曹単に興味を有して獅

助教授に止められて正教授の椅子に着き得ないのは︑バル

あったと説き奮教翠者は︑宗教の韮礎なしに貝の道徳は成

在的勢力を有することは蒜過すべからざる事賞であると忠

題として質問したことがある︒その頃﹁宗教と道徳﹂とい

立せぬといふのである︒チーグラー教授の立場は︑同書の

猫迎の家庭及び枇称に於ける蜜践迩徳は一変宗教的茶礎

ふ︒

づけに依って居る課ではない︒その行動の智際よりすれば

内にも述べられて解た様に︑凡そ道徳思想の中に堅釦道徳
と柔かい道徳とある︒前者は男性的といふくく︑後者は女
為に存在し得るが︑後者よりすれば附者は不可分のものと

性的といふべきである︒前者よりすれば雨者は分離して別

ると同等の心術を以って澗逸人川に生活したが一度も非難

を受けたことはなかった︒筆者は剛内に於けると同じく︑

吾人の道徳規範と多く異なる所はない︒筆者は剛内に於け

が︑蓋し事賛に介する見解であらう︒而して一は理知的要

老人に封しては愈敬し︑他人の父母に封しても敬意を失は

せられるといふ解棒であった︒これは一稚の折衷論である

求に韮き他は感附的要求に茶いて届るのである︒従って前

スブルの下桁の主姉などは﹁あなたはカトリック信考と異

ならない﹂と褒めて呉れた︒又心易き畢生などと打ち明け

ざらんことを汗としたが︑何鹿でも好評であった︒ストラ

もので︑この韮督教愈が枇含の道徳上に弧き勢力を有する

粁は意識的根擦に立ち後者は無意識的根擦に依って居る︒

所以ではあるまいか︒故に厭洲に於ける道徳思想は理知的

不可知論的賞在論は信んじ得るが︑基将教祁皐の三位一僻

話をなし︑自然科畢の進化論に封する見解やスペンサーの

欧洲に於ける一般人の道徳思想は前者よりも後者に馬する

に陶冶せらるるよりも無意識的に陶冶せられるのである︒
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ても大鰐は同様であると告げた︒恐らくは猫逸の知識階級

は大人よりは一歩後れて雁行するのである︒筆者はストラ

にすることが許されない︒一同散歩に出る際にも未成年者

に大畢生の蚊一初一年乃至二年間は︑講義にも川肺せす︑聴

論や宇宙創造説には納得が出来ないと告口すると︑我等と

講料だけを納めて総講名簿に教授の器名だけを黄ふ者が多

スブルグにて焚語教授ロィマン教授一家と一緒に遠足した

一般に保守的である︒筆務の知る純附では大概我が剛のそ

い︒併し三年甑からは亘飢に研究に従事しドクトル試馳や

時に︑これを鰐聡したのである︒大畢に入皐すると念に自

れと異なる所なく︑主人の椛威は不動のものの様である︒

阿家試験に膳するのである︒フランス人は天才的で新しい

でも大方此の程度の思想を有するに過ぎないかと旭はれる

これは決して主人が横暴だといふ意味ではない︒﹁夫婦相

由が許され︑来客とも同勝し牡交界も川入りが出来る︒故

和す﹂ることは勿論で︑主婦はよく主人の意志を戒んする

であると譜はるるはかかる事情に依るのであらう︒猫逸の

渡明をするが︑これを賞用化して世に普及するのは猫逸人

のが残存して居るのではあるまいか︒凋逸人の家庭生活は

こと恰も我が園に於ける良家の主婦を恩ひ起さしめるもの

が︑彼等の潜在意識中には依然基仔教義と絶縁し得ざるも

があるのである︒ベルリン大畢在畢中にパウルゼン教授の

自分でコーヒーを作りパンだけ購入して置いて食事を終り

で四等車で来たなどと自慢話をして居た畢生もある︒朝は

ノー倫約で北潤逸のメクルン今へルビよりストラスプルグま

夕食はビール一杯とパンだけで済ますので一ヶ月百マーク

畢生は卒業後も努力勤勉を怠けない︒大畢生時代にもなか

に行き暫らく耳語して居た︒令嬢は同席中のハゥルゼン夫

恰も一同食卓に着いて居る時に女中がパゥルゼン令嬢の傍

以内で生活して居る者も居た︒又その畢費についても兄や

若い畢従も数名居り︑スプランが博士なども加はって居た︒

人と相談した︒夫人が更にハウルゼン教授と相談した︒そ

親戚の補助に依って居るものもあった︒但し畢生アル守ハル

自宅に招待されたことがある︒その席には教授と親交ある

ト﹂といふのである︒即ち﹁それはいかん﹂との一語であっ

の時の教授の返僻は極めて簡単で︑﹁ダス︒ケート︒ユヒ

卜のことは全く耳にしなかた︒

是等の畢生を介して潤逸の畢生図鰐の含合にも出席し︑中

あった︒併し又極めて貝面目で親切なのも少くなかった︒

下宿に間借りして居た畢生の中にも不品行な不勉弧なのも

澗逸の畢生の中にもピンからキリまである︒筆者の居た

た︒その用件といふのは令嬢が友人から芝居見物に誘はれ

ーネウルド公園に遠足した︒

たのであった︒翌日教授の御家族の方掩と我等一同はグュ

渦逸の青年は大肇に入事するまでは一人毎の待遇を受け
ない︒家庭に来客があって食事を共にする際にも食卓を共
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世の騎士の如き服装をして帯飢礎装の分隊長が抜飢してテ
ーブルをたたき︑シレンチウムへ静沸に︶と叫んでから合唱

に住んで居る︒近頃老衰で弱って居ると聞き︑目下就職し

て居るライン下流の舎杜から特に休暇を貰って見舞に来

た︒然るに過日の地方新聞で︑︑コーダに寓図倫理同盟の幹

も比較的に長じ︑よく話が合ふので時に親しく交り︑時掩

健康を客し︑再び大皐に戻って来たのである．従って年齢

Ｎ氏は一度主願して入隊し︑既に牌校となったが︑身僻の

内のＭ氏は歴史専攻で︑他の一人Ｎ氏は経済専攻であった︒

畢生も芽出度く卒業して︑同地を去ることとなった︒その

たが︑岐後の一蕊期間パンシオンで食卓を共にした二人の

親孝行であることであった︒ストラスブルグには三皐期居

れた所が︑Ｎ氏には兄が二人居り︑共にライプチヒ市の内

言って承知しない︒﹂然らば此の地方に親戚はないのかと尋

後の身で赤の他人の中に軍澗で入り込むことは好まないと

た奮来の知己も友達もあり︑茶飲み話も出来る︒然るに老

くことを欲するが︑母の方がそれを好まない︒倣地に居れ

た︒Ｎ君の答はかうだ︒﹁自分としては喜んで母を連れて行

連れて往かないで︑渦りたけ遠方に残して置くのかと問う

は例の如く日本的考へ方より︑愛君は何故に老母を任地に

知ることが出来たのである︒﹂それから世間話となり︑筆者

部禽があって︑日本からヨシダ教授も出席したといふ記事

したり︑ジョッキを傾けたりして夜を徹する有様も見た︒

食後にレストランに立寄ってコーヒーなどを一緒に飲ん

に住んで居ると言ふことである︒それでは何故に母上の同

を読んだ︒それで営地の大畢畢生課に往って貴下の居所を

だ︒愈今日限り挟を分つ時が来たので萱食は三人手を取り

居を勧めぬのかと追究しすると︑Ｎ君の言ふには当それも

又所謂メンゾールと稲する畢生の決闘の練智も見せて賛ら

合ってオラン︑ジェリー︵公悶︶に行き岡内を一巡して軍

母が好まぬのである︒母親も自分の息子と同居することは

つた︒筆者の雌も感動したのは或単生の友怖の厚いことと

ストランに腰を下して土産の葡萄酒を汲み交はした︒再び

楽隊の奏する雷梁などを耳にし乍らエルサス風の建物のレ

それを好む﹂といふのである︒要する親孝行や兄第愛に東

て置き︑時為兄第の者は訪問する方が御互も気楽で︑母も

や気苦労をせねばならぬ︒それよりも凋居させ召使を付け

り︑それからライプチヒ大皐に移って居ろと︑突然Ｎ君の

蕪梁であらう︒けれども嫁との同居となると却って気綾ね

来訪を受けた︒爾後一全く一音信を絶って居たので︑先づ如何

の外形を異にするに過ぎぬのである︒此話を蕊いて同感を

西の別があるのではないが︑杜含の俸統と風習の差は徳行

が涙で潤んで居た︒筆者は次の一事期を雲へルリン大畢で送

にして僕の現住所を知ったかと写れた︒その答はかうで

公鯛の入口に戻って蚊後の挨拶を交はした時は御五の眼底

あつた︒﹁賞は僕の故郷はライプチヒで︑現在老母は此虚
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る人でも之を賞行する人は必ずしも多くはあるまい︒Ｎ君

表する人は日本にも潤逸にも多いと恩ふ︒併し同感を表す

を施して居ることを知ったので芯筆者は態堂チューリヒに

ューリヒ大畢の講師の傍ら芯有志の子供を集めて逝徳教授

ストラスプルク滞在の時に︑フエルスター氏はスイスのチ

に我園の教育勅語の講演を試みたこともある︒前に記せる

ベルリンにては同含の講波命の肺上︑百除名の命衆の面前

含ひ︑猫逸の倫理運動の怖況などを知ることが川来た︒叉

を受けやヰーン大畢のヨードル教授などとも同氏の自宅で

中︑極めて懇切なる待遇を受け︑暫盈御茶の命などに招待

ルスター氏への紹介状を貰い︑それに依って雲へルリン滞在

教育の事情など望ぶ所が多かった︒特にベルリンの老フェ

際を参槻することは出来なかったが︑スイスに於ける道徳

行き︑自宅を訪問した︒時恰も夏期休暇中で道徳教授の賞

の親孝行は如何にして培養させたのであるか︒猫逸の畢校
には修身科の設はない︒宗教科は小皐校でも中畢校でも必
修科となって居る︒尤もプロイセンの文部省は屡為訓令を
褒して宗教科では逝徳教育に東きを置けと命じて居る．Ｎ
君の道徳心は何虎で︑また如何にして揃養せられたのであ
るか︒其虚に逝徳教育の問題があるのである︒

澗逸にも倫理教化運動といふ民間図綴がある︒これは宗
教及び哲皐を超越せる道徳を普及せんとする運動である︒
その起源は十九世紀末に北米合衆固に︑フェリウイス・ア
ドラーといふ人の創立にかかるものである︒それがスタン

識コーダに於ける倫理同盟の幹部称に川脂したのも老フェル

スター教授の糊誘に依ったのである︒その聯部愈にはアド

トン・コィト氏等に依りて英闘に陣はり︑澗迎にも渡った
ものである︒ベル大畢教授ギチッキー氏なども熱心で︑そ

ーラー氏も出席して諏尭討議が行はれた︒倫理教化通勤は

含合を附かれたことがある︒その席にはソルボン大皐の肱

ジョンソン氏の矯めに小命を催し︑数十名の皐者教育者の

鴬めに派遣した︒有名なる教育家フィッソン教授の自宅で

理運動支部よりジョンソン氏をフランスの修身教授覗察の

を試みて居た︒後︑・ハリに滞在巾︑英固よりロンドンの倫

況を参槻した︒その際には柿物の開花を題材として性教育

教授を試みて居る者もある︒筆者もベルリンで一度その賞

一時代の如く盛んではない︒尤も一二熱心家が課外に道徳

の含長となり︑倫理教化２１チッセ・クルッール︶と題
する雑誌を盃刊し所︑々に支部なども出来て︑一時は可成り
隆推であった︒ギチッキー教授の残後︑︑ヘルリンの天文蕊

長であったフェルスター教授が猫逸倫理教化通勤の含長と
なった︒我が閏で逝徳教育蕊の権威春として知られて居た
フリードリヒ・ヰルヘルム・フェルスター教授は賞にその
長男である︒アドラー氏の倫理同盟の部下で働いて居たが
思想に愛動を来しカトリックに稗向したのでその職を去っ
たが︑依然道徳教育に熱心で︑幾多の著書もある︒筆者が

<･8）

鍵が起っている︒

その常時は英圃の貨幣ポンドは︑今日のドルのように︑世

含畢井教育単の教授ドウルケーム榊士も出席して意見を述
べられた︒筆者は後日ロンドンにてジョンソン氏を倫理通

にかにつけてイギリスを通じて取引をしていた︒またそれ

勤事務所に訪問したが︑ジョンソン氏は既に牧師に就職し

まで︑長らくのⅢ︑日本の正貨のかなりな部分をイギリス

の決済はロンドンで行うというような調子で︑わが図もな

りながら課外に道徳教授を奨働し︑多くの参考書を公にし

道徳教授に熱心家もある︒グールド氏は地方覗皐の職にあ

に世いて︑いわゆる在外正貨という形で︑金を保有してい

界的な通貨であった︒日本が印度から綿を輸入しても︑そ

て居る︒併しこれは例外の事例に過ぎない︒欧米に於ける

たとのことにて不在であった︒英国にはグールド氏の如き

道徳教育は直接若くは間接に教含に影響されて居ることは

に鍵化が起ったのだから︑日本もそれに雁じた措世をとら

閣内にもいるノ︑と考え方の違った人がでて来て閣内不一

その護端が昭和六年である︒こういう事件が起きると︑

で︑行ってしまった︒

まで拙大し︑遂に太平洋戦争ひいては敗戦というところま

は不披大方針をとったが︑不幸にして︑それがⅡ華事愛に

またそれと時を川じくして猟洲事愛が起きている︒政府

なければならなくなったのである︒

たのであった︒いわば取引の秘玉ともいうイギリスの経済

の暮︑若槻内閣が倒れて︑．犬養内閣に愛つたが︑あ具いう

申すまでもなく︑昭和六年︵一九三一年︶という年は︑

ことが主な理由だから繭一膳大きな愛化は認められないと

薫の政策が行詰っての政鍵ではない︒鳩山氏の健康という

生活は大鍵な鍵化を起すものだ︒だが今度の場合は︑保守

こういう︑経済政策が行き誌つた場合の政愛では︑国民

ったのである︒

世界的に非常に大きな愛化のあった年だ︒同年の九月に

政愛だと誼国民生活がすっかり愛ってしまう︒

は英国は金免換の停止をやっているし︑東洋では満洲事

（9）

賞情であると恩はれる︒︵顧問・丈畢坤士︶

図民生活の見通し
松

いた金解禁政策が破れて︑犬養内閣の手で金の再禁止を行

梅

致ということになる︒そして︑常時の井上賊相の主張して

田

回政塗と生活政愛があって︑図民の生活が︑ころつと一

里上今

愛する場合と︑そうでない場合とがある︒例へぱ昭和六年

別

−
−
一
一

一

杢然違っているから︑その方而から来る政治のやり方が違

考えておいてい上︒だがしかし︑首相そのものＬ︑性格が

放される哩前まで︑彼自身そのことを知らなかったという

とを忠言したが︑彼は頑としてそれを聞入れなかった︒追

い§︒

経済政策をざっと探ぐって見よう︒彼の考は︑次のように

圏擬大政策と輸送力そこで︑まず石橋氏のいだいている

一一一

今度の政鍵で幽民生活は︑ある稗度愛わると考えておいて

相常のことはやるだろう︒一雁そう考えると︑その面から

る︒いまは︑病を得て休養しているが︑一度やり出したら

から︑自分一身のことに開しては︑えらく鈍感な男でもあ

い︒

ったものになって来ることは︑考えておかなければならな

一一

回首相の性格嶋山氏は︑坊つちやん育ちで︑周知のよう
に︑繭事は河野元農相にまかせ切りであった︒

というのは︑嶋山氏のよくいう口ぶりであった︒尤も健康

﹃河野君がい上ようにやってくれるから⁝⁝﹄

がすぐれていなかったから︑やむを御なかったが︑消極的

口完至雇川

㈹披大均衡政策

要約することができると思う︒

内一千億回の減税

だが︑打橘氏の場合はそうではない︒いまは瓶中だが川

であった︒

側韮坊主だけに相営なものである︒

まず剛と口から説明しよう︒園含に於ける宇川企書廃長

目自主外交

本一の経済通をもって自認している人であり︑賞行力は︑

その金額は危大なものであった︒一例を翠げれぱ耐﹃何

経戦後ＧＨＱからの要求はいるノーな面に及び︑しかも

インフレになるのは必至だというのでその要求をけった︒

彼は︑いまそんなに金を使えば︑政府の支出が多くなり︑

固民所得は七兆六千億回で前年度に比べて一二％増とい

て︐ほぼ均衡︒錨工業生産は前年度に比べて約二一％増︑

一八％弧の躍進︒図際牧支は州三︑四億ドル前後となっ

舟一年度は︑輸出は約廿四億八千閏ドルで前年に比して

官の説明によると

これは一例だが︑そういう事が積り積って︑とうＪ１追放

う高度の掻大になる見通し

というようなものである︒

十町歩という炭大な土地を解放して︑ゴルフ場を作れ﹄

になったのだ︒側近は︑しば／︑︲ある程度で妥協でするこ
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い うこ と は ︑ 頗
頗る
る疑
疑問
問で
である︒それは︑運輸愁織鋼︑電力

年は大鍵に膨脹したが︑今年もこの調子で行くかどうかと

だということである︒全く長官のいう如く︑闘民経済は昨

生産は上らず︑却ってインフレが早く来るかも知れない︒

うのなら己を得ない︒早くそういった手を打たなければ︑

はふえない︒その篇めに︑閣織運賃の値上げが必要だとい

するとか︑まずこの問題に手をつけなければこれ以上生産

四

の三基幹産業
業が
がも
もう
う能
能力
力一・ハイということろに来ているか
らである︒

値が少し下ったといわれているが︑何といっても弧い相場

圃物債は幾分上げ歩調それから︑こ上に来て織鋼の巾中

︑︑︑︑

筆者は昨年秋東北地方を旅行をしたが︑岩手勝の各騨に
は︑木炭とかんらん︵Ⅱキャ↓へシ︶が畔の上屋に物凄く

った︒去年の二倍以上である︒

蚊も高かったときには市中ヤミ値は九寓回からの唱えであ

出る値段︶が四葛六千回であるのに︑十一月の上旬ごろ︑

十九ミリ棒繊のトン徴り価格は建値へ１大メーカーから

である︒

稜まれているのを見た︒現在の織迩施設では︑もうこれ
以上運び切れないのである︒

これでは︑いくら農家が木炭を生産しても︑何にもならな
い︒生産地には物が滞貨として山と積まれ︑治費地には品

繊什の工場を建てると︑繊骨の値段がその半分を占めてし

不足という価向がある︒このま上にしておいたら︑この雌
向はます︐Ｉ︑激しくなるばかりだろう︒抽象論ではお分り

るわけではない︒船舶を初め︑機械類の輸出激輔と︑設備

まう︒しかも︑寅買契約してもオイソレと冊物が回って来

にならないと思うから︑一シ賞例を引いてお話しよう︒

筆者がこの冬煉炭おこし川のザク炭という下級木炭を炭

投資旺確のためその方に織釧がもっていかれてしまってい

屋から買ったが︑一住五百Ｍであった︒試みに昨年どの
くらいしていたか調べて兄たところが︑同じものが三百

るのである︒

のは︑水力資源だといわれている︒戦後只見川︑佐久間な

また日本ではなけなしの費源のうち︑最も恵まれている

七十岡であった︒

ないためなのだ︒現在固織の騨頭には恐らく︑百五十寓ト

つかない︒電力が少くて打次窒素などは︑農家の所要最だ

どが綾だと附護されたが︑経済の伸長率にはとうてい追い

このように︑三割五分も値下りしているのは輸送力の足り
ンを越す滞貨があると思う︒固繊運送力はわが固の全輸送

け︑手に入らない有様だ︒

力の六割だといわれている︒︵海上輸送力は三割︑自動車輸

送力は一割︶から︑貨車数をふやし︑あるところは複線に

〔11〕
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こういう事情だから︑この三つのあい路はできるだけ早
く打開のみちを講じなければならない︒

幸い今度の石橋内閣の政策を見ると︑一般倉計よりも︑
財政投融資の面で︑相常これ等の施策に重鮎を世いている
から︑充分の意のあることは察せられるが︑要は早くこれ

一購笠槻涯職蝿擬驚鴻淵畷棚舗

年次物俊指数

一いる︒

︵注

昭和廿五年六月汁四日基準薮指数は各一月の

昭和川年一月一五○・四
同川一年一月一五六︒七
同州二年一月一七二・二
央のもの︶

は困る︒何よりも早く︑あい路の打開に打ち込んでもらい

推大政策で物をうんと作れば︑いくら設備などに金をつ

度い・

かっても︑インフレにはならない︒そうして仕事を接げて

にも職を輿えることができるというのが︑石橋構想だ︒

行くことによって︑一初めて七十繭ないし百寓という失業者

た障擬大政策を賞行してから︑賞際に物が出て来る間に

時間のズレがあるから論その間物償の騰貴ということはあ

あるようだし︑園織運賃︑ガソリン等次第に値上げになる

り得ると思う︒現に消斐者米債も上げようという意糊は

から︑物債は︑やＬ上向くと思う︒
五

しては︑一千億回の減税をあげなければならない︒これは

回仁徳以来の減税それから園民生活に大きく響く問題と

何も石橋内閣の護案ではない︒鳩山内閣三大公約の一つで

今年の物償は昨年に比して約一割上っているが︑これは
主として生産財の値上りによるもので︑二年続きの豊作で

あったのだ︒

問に答えるべく︑その調査倉が案をねっていた︒しかし

昨年八月臨時税制調査含なるものができ︑鳩山内閣の諮

米を中心とする消費材の方の値上りが割合に少なかった︒
これが︑物憤指数が上ったと︑騒がれながらも︑責際に生
活苦を深刻に感じなかった理由だと思う︒

内閣に答申するという順序になってしまったのである︒

それができ上ったときは逮もう内閣が鐙っていて︑石橋

響いて来たのではなかろうか？石橋内閣はインフレ内閣

今度の減税は仁徳以来の減税といわれるだけあって︑われ

しかし︑こ上に来て漸く消費財の方にも︑その値上りが

だという人がある︒筆者は必ずしも︑そうは思は底いが︑

ノＩ

の生活に及ぼす影響も責に大きい︒

その本尊がまだ施策もしないうちから︑物憤が上るようで

〔12〕
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尤もいままで謎何回か減税が行はれていたが大抵それは

う必要はない︒こっちの物も買ってもらはなければならな

引をするのに︑アメリカと協調は必要だが︑何も鼻息を伺

いし︑むこうのものでも安いものがあれば︑どしノ︑買う

基礎控除の引上げなどで低所得者に封する減税措置であ
った︒

欝図から百鰯回までのクラスーの税金ほ︑改正の度に掻

演説を聞いても︑一種の作文のように思える︒国民生活に

充などいろＩくｌな問頭がある︒が︑岸首相代理の施政方針

その他のことは︑住宅五十寓戸建設︑吐含保障制度の披

というのが彼の主張だ︒

きざりを食っていたのである︒従って︑いまではこれ等の

影響のある主な部分は前掲の四項目であろう︒

I

従って耐脅の中堅層︑例えば禽職の部課長級１年職五十

今度の改革はこういう層を狙ったということも︑特長の一

昭和丁酉三月寄諸畢生賀卒業

藤玄畢人

︵涯済評論家・特別含員︶

階級の税金は戦前の四︑五倍にもなっているそうである︒

しかし︑年牧州寓回クラスへⅡボーナスも含めて月二蔦

つだ︒

五千回クラス︶に封しても︑大きな減税になっている︒

○口本青年之理想

千五百回の税金を天引されていたが︑今年は三千二百五十

例へぱ夫婦と子供三人の五人家族の場合では︑いままで六

八柴芙蓉白雪繊︒威容難胃太清懸︒

畢人祁気霊峰象︒明深天員又浩然︒

回と約半分ですみ︑マルマル減税の恩恵をうける州三年度
には二千三百九十回と︑六割から税金が安くなるのであ

い︒

る︒だから︑この鮎は大助かりだといわなければならな

○基督聖誕祭烏水素爆弾賞験慨言

虎狼争覇梁風浪︒残害良民負正陽︒

それから︑妓後にもう一つ特長がある︒それは自主外交
だ︒吉田内閣のときは︑アメリカに大いに気がねした︒尤

水素弾飛猶巧涛．太平洋化死次洋︒

小心大謄信而疑︒人世指針婦七解︒

○虚生訓

もそうしなければ立って行かなかったのかも知れない︒鳩
とされている中共貿易と取組むだろう︒戦前は何といって

単間所詮何有異︒直言偉賞最良師︒

山内閣でソ連との和平が成立し︑石橋内閣では︑最も困難
も︑支那満洲で日本の貿易の六割を占めていた︒隣国と取

（13）

L d

×

の塵
×

この上なし︑思うにこれはかくして︑図民
を飽きｊ︑︑させて︑閣家細維の鍵革を期す
ためとも見ゆ！

英クリスマス島の水爆焚峨そのものは問
題だが︑これは止めさせる手段に船舶での
坐り込み話がある︑何かと言えばすぐ坐り
込みとは︑正に争議で疑えた馬鹿の一つお

ぼえ！環境教育の賜？

所の何と軽きことよ１−面今日ほど不自

はないとしていること︒人に求めることは

×

厳︑我に求めることは寛また寛！これで

よいのか︒

昔は畢校の先生は子枇の帥として脚らを
慎んだが︑今日は自ら﹁我等もまた一勢伽
者﹂と宣言し︑口から耳に陣える一放送業

者を以て任じて居る！鳩森小畢校の吸境

×

が問題になって︑訓盗の粘果は︑そこの湖
泉マークのお容から︑そこの先生の旋紙が
続々とあがってくるとか！

国家の機開国家の事務を勝手に放棄し︑
自分の利益の主張に費し︑国民に迷惑をか

けるＩこれが堂々白塞横行！宮公勢に
許されぬストがこれ！尤もストではなく
疫力行使だそうであるが！これでは集圃

×

専制横暴で︑恐るべきご時勢かな︒

×

専制横暴には︑かって個人的英雄獅裁者
あり︑僧兵のそれもあり︑陸海軍のそれも
あったが︑前のこれらを追っぱらったと思
ったら︑後から﹁努連﹂という貴族︑猫裁︑
横暴者が御入来では︑何時にな室﹂も助か
らないのは︑一般庶民？

花は咲き浦ちて目を楽しませる︑然るに
人の世の我が世を稲えるの春は︑神つに待
つとち容易に至らず！かくして人生は逢
にもののあわれのみ深く感ずるか！

●

教育環境の不良化が問題になって︑何と
かせればと騒ぎ出す︑孟母三漣の教訓は数
更に温故知新を思え！

千年前のこと︑匠理は永遠に動かず！今

維戦後の徳月︑自由︑平等︑人権尊重︑
平和等々説く所の何と艇くして︑行はるる

催令ぱ言はん！パンパンゴッコ︑ドロ

由に︑不平等に︑人権軽覗に︑平和ならざ
る時代は稀とも言えば言えるわい！

×

ポーゴッコ︑チョーエキゴッ．︑ワイロゴ
ッコ︑争議等コッコ︑サッジンゴッコ︑早退
ゴッコ等々それぞれの子供の遊びにその環

今日の弊寄は︑かくあるべしの論は相手
に言うべきもので︑自分に言うべきことで

×

かつてナグラレたフクシューに︑卒業を
前にその先生をナグッタ中畢生よ︑人権の
尊重は知ってるようだが︑自分の責任につ
いては知るや否や！

×

となす美！

×

境が判る！敏感な子供たちは環境の影響
を有舞に賓護してくれる！何を今頃やつ

と心づくことか︒§

丈畢の名の下に︑モデルに勝手に使はれ
て︑人権は犯され︑又風俗は乱される︑彼
の自由の名の下に︑我は不自由にされ︑圃
結して多数の名の下に横暴され︑平和の名
の下にも︑闘争また闘争等々⁝⁝以て如何

×

そのままだからだ！何もひとり築校の周

青少年の桃色遊戯︑殺人︑弧盗︑ツマミ
食ひ︑放火︑横領︑詐欺等々杜曾の常時とも
化す︑思えばこれも一般大人の祇念環境が
遥環境ばかりのことではない︑悉く恨まん︒
×

兎角維戦後は季節も異鍵がちだが︑それ
はそれは正確にやってくるのは勢働争議！
園はどうあろうと︑他人はどうであろうと︑
た蜜自分達だけ我儲勝手にというのは無法
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全国婦人含議を前に
して
ｌ指導する人される人ｌ

で寓事を解決し様とする計蓋が見へ川

生析の原理と云い︑何となく法律ただ

然だ︒ここで新生活の法式と云い農村

的に革新料理されて来るのも元より営

で其新憲法に則って人為の生活が根本

とは許さない︒新法の精祁がコウだァ

は︑如何しても新しい法律がソンナこ

家庭内の︑かかる悪習慣を一掃するに

云ふまでもない︒そこで新憲法に依る

も皆新憲法の精科とは矛盾することは

には存在して居った︒斯の如きは何れ

などと指導者は一向法律の立場から家

加藤玄智

すらそれを金科王係として鵬仰すべき

（15）

して来︑指導する者もされる者もひた

毎年四月始めには杢悶姉人含指導者

庭を洗源して親子開係を一新し様垂す
るのも尤な手段だと云はなければなら

過ぎの弊害に悩まされる様になって来

ものの様に感じ取り︑それに依って経

ものの様に速断され︑野の仕事が経っ

も何となく他人行儀と云う嫌な面が現

た︒親子開係はコソッパク︑夫婦開係

等の含合が東京に開かれ︑年袋好成績

て据風呂に入って痕に就くことにして

はれて来て居ろ︒是れは全く以前述べ

ない︒然し一利一審は見かれない鹿で

昭和二十年の終戦逮是に縦いて新憲法

も家人の一番殿りでなくては嫁は其

た通り法律寓能で家庭の事迄是れを以

戦後今日迄動いて来た賞欣であること

の溌布主椛在民と云う新方向に側本は

ドロノ︑したヌルマ風呂にも入られな

てスッカリ片付て仕舞とする唯の除弊

を塞げて居る様だが︑婦人の位世の向

富面した︒奮物破壊は︑かかる危機に

いと云う始末だ︒一家の維桝にしても

だと云はなければならない︒日本は法

斯様に法律一難張りで家庭の内事迄根

は付きもので零ハンダリズムと恩はるる

親や夫の命令には絶封服従と云う蒋慣

治国だから園が人民を治めて行くには

も周知の事賞である︒農村生活にして

節のこ と 迄 平 気 で や ら れ た ︒ 思 想 の 自

は無上命令として家庭内にノサ雫ハッテ

上身心二面の教育上︑狗に燕ぱしい極

由平等 ︑ 婦 人 の 参 政 椛 と 猫 立 夫 婦 の 新

居った︒子供に封する親権は女の子等

コソギ割切って仕舞とする鹿に現今行

開係︑ 嫁 姑 の 位 世 の 愛 化 等 ︑ 走 馬 燈 を

て居る︒軌道を通って進まなければな

憲法を始め幾多の法律に依って宣かれ

も従来は税や夫の椛力禽能で若い嫁の

見る様に急テンポで進行した︒此中に

を物品扱いにして是をお金に巷ても良

みです︒然し私は望劉の感を此好機を

も幾多新味を持った長所も存して居

いと云う人身賓買の緬習さへ僻遠の地

如きは雁女と同様に待遇されてなしい

る︒何と云っても憲法は図家の根本法

以て述べたいと思う︒云ふまでもなく

『
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いにしてくれと云ふ︒だん人︑様子を

の事だ︑此老婆の若夫婦は老母を遇す

に煎餅二枚しかなければ家長が良い様

ることアヵの他人よりも甚だしく食膳

らない︒そうでなければ公明正大な政

クなるのである︒是れは極めて卑近な

を共にせず本営の冷飯の鴬てがいぶち

に是れを分って二つのものを三つにし

庭的メンーハーを皆それで律して仕舞は

風呂の如きも若夫婦と其子供何人かが

治は行はれない︒闘家の統治は法的単

うと云うことになれば飛んでもない錯

現はすものである︒此雨者の調和と云

法律単位と迩徳単位との雨方の相違を

入った後でなければ老婆は汚いと云っ

家を出て他に住居することになれば遂

誤と云はなければならない︒何となれ

うよりも寧ろ道徳曜位に重きを過いて

て入浴させないとの事だ︒それが聞け

聞くと共老婦人は若し一と度若夫婦の

ば︑民衆を律する図家は法律単位で行

長幼の序等を考へて行く庭に家庭の淳

ば其主人と老母との開係は血の薬がつ

て喰くさせると云うのが家庭の良風で

くべきだらうが︑家庭は法治図である

風美俗が確り上って来るのである︒そ

た︑ほんとうの親子だと云ふことだ︒

位で︑進むべきは勿論だ︒然しそれだ

以上法の規定を遵法すべきは勿論だが

れを何でもかんでも法律一鮎張りで割

何とコソッパィ家庭だ︑是れでも法律

に其家から放逐されて仕舞うと云う肥

寧ろ道徳単位で行くべきものであると

には鯛れないかも知れないが︑道徳的

あった︒道徳単位で行くからさうなる

云うことを忘れてはならない︒まだ経

が存して居ると老へられる︒此弊風の

切って仕舞うと云う庭に今日の弊風

に老へれば零と云はなければならな

からと云って此法律単位の尺度を家庭

戦前であったが配給だ為と八釜しかっ

のがある︒遂此間も聞いたことだが︑

向う虚滑だとして停止すべからざるも

い︒此虚にも法律単位でのみ家庭を裁

れがあるから雇う方も雇はれる方も非

た時子供は年齢に依って飴玉の配給数

かうとする庭に︑如何に不倫な道徳が

のである︒法律単位で行けばそう行か

が違ふ︒女中が配給所から何人か子供

が︑其補いに知合の老婆を雇って来て

或東京の勤人の家庭で奥さんを喪つた

ないから家庭内の空気が自らコソッパ

の年齢に依って配給菓子を貰って来て

生するか贋分る︒結幡にしてもさうだ︒

して居る通り親子兄弟夫婦等一切の家

是れは誰ソレの分と云ってそれ人︑其

で通う距離の家の人で住み込になる窪

便利は得たが︑只其老婆は五六分汽車

内に其侭持ち込み︑闘家の法律が規定

儀分けて仕舞った庭︑年の多い方の子

る︒一は生理的面で︑他は精祁的面で

私は恩ふ︒人間の紡僻には二方面があ

常な不便を忍んで通勤でやって居ると

供は︑其菓子の数が少ないので不平顔

にいかなく︑暑くても寒くても是非通

をして居る︒それが昔なら五人の子供

︲ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｊｌｌｌｊｌｆｌＩ
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穴の契りを以て結癖生活の大国回に達

ことがある︒

高尾は惚れなんだ﹂とは最もよく此亘

ノカミ︑陸奥のおカミの若殿に何故に

述べで此虚に至ると私の脳裡に往来す

両人唯異僻︒心月一同天︒比翼而述

理を道破して居る︒男が好くて金持ち

ンとクララ夫人との結僻のことであ

るものは有名な賦洲の喬梁家シューマ

すると云ふことになる︑是れは誰しも

｜｜あると云へる︒生理的結婚は人間ばか

人間の結婚に於ては其生理面に封して

と云ふだけでの結婚は生理的結婚で︑

る︒此音楽家夫婦は共に音楽の天才で

望む庵であるが︑そこに人間と云ふ特

心と心の結び付きを意味する精祁的結

物的結僻である︒それだけなら他動物

あって若い時から其妙技を以て交際し

りでなく他の動物にも是れがあって生

以て云い現はそう︒或は叉同心異僻と

婚がある︒私は是れを一心異擢の語を

にもあるのであって︑犬結婚であり︑

て居る中に何時か相思の間となった︒

物単上種の保存をする︒其黙は人間も

も云へよう︑肉鶴は暇に夫婦二つに分

猫結婚である︒精祁面道徳面を無硯し

時来たって結婚期に入り︑クララは

○

れて居っても心が一つに結び付いて居

たら人間の人間たる結婚はなくなって

理︒妙和無極絃︒

る庭に請祁的な結婚が成り立つのであ

仕舞う︒鼓に人間を取扱う限りに於て

と申出した︒然る虎父はどうしてもそ

其父に乞ふてシューマンと結婚したい

祇な生き者の結婚の直意義が存する︒

る︒是れなくして何庭に人間らしい結

の家庭内に締祁面︑道徳面の尊重され

同様だ︒然し人間には其結嬬に締洲的

ら始まって精淋的︑道徳的結合が年と

婚が成 り 立 つ の か ︑ 先 づ 生 理 的 結 合 か

なければならない所以が分る︒故に私

れを許してくれない︒二人は如何とも

方面︑ 叉 は 道 徳 的 方 面 が 厳 と し て 存 し

共に次第に完成し来たる虚に於て他の

は若い男女の結婚を祝して左の拙詩を

侶︒琴遜妙和時︒

動物に見ることの出来ない人間らしい

贈って参考に供し以て人間は其結婿が

さしおいて︑ひたすら精榊的結婚を以

することが出来す︑生理的結婚を先づ

正義依親愛︒一誠除醐疑︒昭酬心契

結婚面が展開されて来る・所謂﹁手鍋

生理的であるばかりでなく精榊的道徳

て交際して居った︒何年か時が経った

それで女が惚れるなら奥州仙豪のムッ

さげても﹂と云ふ結婚者同志の心と心

後︑父も︑さう頑張り切れず逢舞此相

俗謡ではあるが︑﹁男が好うて金持ちで

の結び付きが現はれ高砂の爺さん婆さ

べきことを弧調し新郎新婦を澗禰した

的になることに於て一生の幸を雄得す

て居ることを忘れてはならない．即ち

んの共白髪の理想となり︑遂に借老同

（17〕
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に承諾を典えた︒河に目出度い事︑又

忠の間柄に天下晴れての夫婦たること

に喧偉して居る山内一望と其良妻との

は謹見する︒斯様に考へて来ると我園

を利川してピアノを弾いて居ると云う

すぐ様墓所で皿洗い︑奥さんは其寸暇

るべきである︒斯く老へると若い夫婦

どちらが良いのだらうか間はずして知

を指導する人叉される人共に大いに自

如き所謂夫婦協力家庭と一豊夫妻との

の悲しさ君の御前で乗馬に依って武勤

あることを溌見する︒あの場合貧乏士
を護揮することが出来ない危機に臨ん

うか︒︵昭︑三一︑三一己︵文筆博士︶

己批判をやって反省すべきではなから

開係が矢張美はしい精榊的夫婦開係で

って居るのを理由に親の承諾はなくて

だ時一望の妻女は結婚鴬時から賞家の

奥床しい人間性に基いた美談だと恩は

も法律的に結婚可能と噸いて夫婦とな

親に貰って来た金子を其侭夫に呈して

れるが︑若し此両人が既に成年期に入

って仕舞ったら如何か︒そこに生理的

新生活運動と人間の
幸禰

名馬購入の費用にすることを奨あた︒
つことが出来て夫妻相擁して喜んだ︒

其虚で一豊は希望通り武士の面目を保

間の人 間 ら し い 本 性 に 基 く 精 榊 的 結 婚
はなくなって仕舞う︒それでもよいの

動物的 人 性 は 見 る こ と が 州 来 様 が ︑ 人

か︑動堂もすれば基本人椛等と若い人

のである︒クララとシューマンとの結

とが出来るのか大いに考へさせられる

動物に非ずして人間なりと主張するこ

はれて︑それでもどのツラ下げて我は

て唯動物に共通な生理的結蛎のみが行

の本性に基く結婚の蒲川面は扮てられ

て居る虚に其美くしい家庭が現はれて

精榊結婚に依って夫婦開係が出来上っ

と分れて居っても其心は一なりと云ふ

い︒一豊夫婦の場合の様に肉瀞は夫婦

な家庭には平和の春風は吹いて来な

の様にツンとしていたら如何か︑そん

買ったら︑よからうと常世風の奥さん

用を許さない︒夫は借金でもして馬を

あるけれども︑同じような意味の生活

リは生活改善などと馬鹿にする傾向が

になるようである︒都奮人特にインテ

何か新らしい善事をしたような気持ち

は︑こういう言葉を口にするだけでも

っている︒律義な正直な農村人の多く

生活通勤という言葉はいいひびきをも

数年前いわれた生折改善︑最近の新

石坂養平

婚に見 る が 如 き 美 は し い 締 刺 面 が 幕 末

来るのである︒今日の様に夫婦協力等

吐際若し妻女が此金は私の所有夫の使

王陽明里派の漢詩人梁川星厳と其令夫

文化という言葉を持ち出すと︑流更で

為の中にも叫ばれて居る今日︑其人椛

人紅蘭女史との結婚に於ても形を異に

と唱へて夫は忙しい曾腫から師宅して

１１

して其内容の似通って居るものを我為
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ある︒

と︑合理化の趣旨に反することは誰の

雁に金をかけることの不合理であるこ

あまりに寂しい供物をもっておし通す

するというのは礎というものである︒

亜津吾平飛準碓極蝿砂施斗潜蝿帽韮画一

もないと見えて可なり飛びつくようで

眼にも明かである︒しかし資産内容の

うな後味のわるいことも起ってくる︒

今日でも新生活通勤で員先にとりあ

いずれにせよ︑あまり細かい小さいワ｜

非常に違っている家︑または紅含的地

クを規定して一律にしようとするの

位のちがっている人を︑生祈改善事項
の形式的一律化によってしばりつけよ

かけないこと︶であり︑つぎにとりあ

うとすることが却って不合理であろ

げられるのは冠婿葬祭の簡略化︵金を

の改良であって︑保健衛生に留意し火

げられるのは嘉所の設備改善︑かまど

て不合理を招来する結果に陥る︒

一暗生活改善乃至新生活運動を生活

は︑生活の合理化を固ろうとして却っ

の合理化通勤と兄たときに︑それにど

う︒例えば或る地匝で婚礁の場合に花
棟三○鮎戸棚二○鮎鏡牽一○鮎その他

嫁の支度を一○○鮎とをさえ︑箪笥一

何為一○何為五鮎としてこれを守れと

る︒後者は何人にも異存のあろうはず
がなく︑やろうと決心すれば必ずやれ

災防止に役立たせるということであ

ることであり︑ある程度既に質行に移

れだけの価値があるだろうか︒産業の

合理化︵新しく生旅性向上ともいわれ

したとして︑守りたくとも守りにくい
人が出てくる︒守れないことの分って

されているが︑前者は必ずしもその主
旨に皆が一から十まで賛同しているわ

る︶は工場設備を改善して能率をあげ

からすべの工場設備に妥岱するといえ

うねらいである︒科畢的知性的だ︒だ

それによりて生庵賛を低廉にするとい

冠婚葬祭の愛川がかかりすぎたから

︑家の婚磯にはこれを破らなくてはな

る︒ところが︑人問の生活なるものは

いる人でも反封する必要もあるまいと

今後節約しようということは︑別の言

らないとい弓ことはつらい︒また葬式

科畢的知識的だけのものでなく︑感情

思い︑主旨には賛成しておいて︑賛際

葉でいえば生活愛の合理的支川という

の場合に花輪一封というようにきめ方

けではあるまい︒

ことになろうけれども蕊この合理的︑

的趣味的要素を含んでいる︒われわれ

の知性が合理的と決し︑日常生活の指

をするとすれば︑折角他所から贈って

標としてとりあげても芯われわれの感

来たものを霊前に供えては不可ないこ
とになろう︒のみならず︑親の葬式を

く思われながら︑よく考えて見ると合
鮎の行かぬことが︑すぐなくない︒冠

例とすれば︑子として或る程度荘厳に

合理化ということが一唯もっともらし

婚葬祭を極端にはでにやる︑身分不相

( 19）
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とがある︒またわれわれの知性が理論

を固ろうとするものであるならば︑合

生活の合理化を通じて人間の幸の増加

面では一応の故果をあげうるが︑術も

な面ばかりのものであるならば︑その

りにくいが︑とにかくこれまでの生活

る︒一言に幸耐といっても簡単には分

けることが︑ほんとうの生活改善にな

幅に役立つ面へ︑積極的な面へなり向

たいと思う人も招待しない︑従来の慣

婚潅の費川を節約するために︑招待し

るものが出てくることがある︒例えば

もののひとつ︑例えば冗費といわれる

なければならぬ︒不合理とされている

不合理とされているものを徐討して見

理化をさまたげているもの︑すなわち

不合理といえるが︑この不合理をなく

ある︒早い話が︑競倫に耽けることは

でも大に意味があり進歩があるわけで

して人間の幸禰を持ち川しているだけ

改善運動の軽覗閑却していた稜極面と

情趣味がこれを嫌って受けつけないこ

よ賞行の段になると︑行動の障害とな

的に正しいときめた事柄でも︑いよい

︑

ものが果して冗費であったかどうか．

とは各自の自主性にまかせるがよい︒

奨働すべきである︒しかしそういうこ

ならないであろう︒節約はよい︑大に

れば︑その婚礎はほんとうの婚磯には

何かしら充たされぬものを感ずるとす

いう式典につらなった客も︑主人側も

は一雁それでよからうけれども︑そう

伴うならばロマンスでもいい︒賓利の

成り立つ︒あそびと言葉に悪い語感が

い意味の︶の二要素または二側面から

る︒凡そ人間の生活は責利とあそび︵匿

のが案外人間の幸禰︑隣保相助の精祁
に叶っていたということも考えられ

いう人︶のまなこには冗斐と映じたも

合理主義者︵やたらに理屈ぽいことを

慰安の方法があるか︒

ないであろう︒これに封してどういう

その人にとっては人生は寂しくてなら

削がれた娯楽に代るものがなくては︑

ただそういう禁止手段だけをとって︑

ないようにする外はあるまい︒しかし

節度がどうしても守りえない人は︑券

するには︑節度を守ることであろう︒

︑︑︑

しのぎ程度のものに切りつめる︒それ

まかせても逸脱せぬ良識をもつことが

とりがなくなり︑人生をさくばくたる

外にあそびがなければ人生に潤いとゆ

その合理化が︑ただ軍に冗費を節約し

新生活運動が生活の合理化に始経し

と分ったすれば︑それを人間生活の幸

冗費といわれるものが冗費に違いない

ものと化するであろう︒検討の結果︑

ち︑過去のつまらぬ慣習︵みえ︑総面︶

れにはいろいろな場合がある︒すなわ

化が非常にむずかしいといっても︑そ

人間の生活が合理化されない︑合理

を買わない︑否競輪場へ足を踏み入れ

ばならない・

ほんとうの生活合理化の根底でなけれ

て貯蓄噌狸を固るというような消極的
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智を破って料理のようなものも全くお

l堂

−

くてできない場合︑営人に不合理であ

に囚われて脱却できない場合︑金がな

していた文化よりも︑少しでも高い文

該地匡並にその住人が︑これまで固有

拙宅の西方︑齢り遠くないところに

拓墨

披露山といふ一つの墓地がある︒その

藤原楚水

ることのできない場合がある︒そして

たことょ︑という反省がでてくる︒醤

てつぺんのところに晩年の尾崎悌堂翁

ることの感得乃至反省のできない場合

妓後の場合が蛾も重大な場合であり︑

がってくる︒競輪に耽った人の如きは

生活改善︑新生折建設の意欲が盛り上

が風雲闇を築いて住んでゐた︒富士こ

とつまらぬ生活文化に愛著を感じてい

生訴の合理化ができるもできないも聯

そ見えね︑近くは州模灘を一昨の下に

化を吸牧できたときには誼自分達は何

あげてこの場合にかかっているといっ
であろう︒

過去の生活を顧みて馬鹿為をしくなる

感得反省はできても意志薄弱で賞行す

ても過言ではないであろう︒しからぱ

その人のもっていた文化よりも﹁少し

い文化﹂というのは︑そこに行われ︑

て貰うのが良策と考える︒ここで﹁高

いた文化よりも︑高い文化をとり入れ

価なり営人なりに封して︑従来もって

な良策はないであろう︒私は︑徴該地

仙人が考えても︑ぴたりと来るよう

ったような無遠慮︑しかもなかなか行

冗費ははぶけ論何でももぎとれ︑とい

幸禰がどうなろうが一切構わぬような

生活改善乃至新生活運動には冠人間の

圭鵬だＩを築くにある．これまでの

ながら清潔な明るい生活︑ｌ︲それが

生活にこびりついていた折を洗い落し

とめて新らしい生活文化を吸牧し︑奮

ろえ︑その住民のひとりひとりが︑つ

新生活運動は地随の住人が足並をそ

見ると︑これらの書籍は単なる飾り物

ころどころに赤線が引かれてあったに

たのであるが︑どの英文の原書にもと

は翁の死後に初めてこれを見せて貰っ

の群籍をギッチリとつめてあった︒私

長廊の左右はすべて書棚と篤し︑和漢

つなぐに延為虹の如き握廊をもってし

上和洋折衷の二軒の家をたて︑こ虹を

を利川して上と下とに州常距離を隔て

子第一の景勝の地で︑翁はそこの傾斜

おさめ︑遠くは房細の辿山を眺むる逗
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どうしたらよいか︒

では﹁少しばかり﹂という形容詞が大

ばかり高い﹂という意味である︒ここ

われなかった無遠慮が目だった︒新生

と思はれる︒

ではなく︑こくめいに読破されたもの

○○○

しいのはいうまでもないけれども︑そ

切なのである︒うんと高い文化の望ま

れを忘れていたのである︒︹評議員︶

活運動は︑牛ぱ幸耐論なのである︒そ

００Ｏ

れは早急にはできない相談である︒営

ノ

行

としては徒歩または馬上で拙宅の前な

翁はまたよく海岸を散歩したり︒時

一定の散歩をと心懸けてはゐるが︑今

また逗子にゐる時なども︑せめて毎日

電車などを多く利用することになる︒

と場所との距離が遠過ぎなどしてシイ

れ︑左方下に晶子と署名がしてある︒

で︑それが二行に肉ぽその文字で書か

美男におばす夏の木立かな

いてゐられた︒痩せて鶴の如くであっ

プラットホームを右へ左へと静かに歩

チョットも停止することなく︑いつも

翁は停車場で汽車や電車を待つ間も︑

て見たところが砂漬ばかりで一向に興

て歩いてはをられない︒また海岸に出

がはげしく金ナカノーゆっくり安心し

かれ︑町中の道路は脚勅その他の往来

四隅をつけるが誠また助手でもあれば

て紙を吹きあげて定着しかねた︒糊で

ない日であったが︑どこからか風が来

一尺除足りない︒また天気もよく風の

思ってゐたが︑イザ紙をあてＬみると

私はむろん蓋仙紙一枚の長さで足ると

は

かまくらやみぼとけなれと鐸迦牟尼

どをも通られた︒晩年までスキーにも

では散歩に通した川圃道には砂利がし

たが︑や具そりみに直立した姿勢は老

心懸けながらもシイ出無性になる︒思

味がない︒ソンな理由から散歩廷だと

ンポ︵心を綿にしてその上を油紙でつ

これは数枚の畜仙紙と︑墨壷と︑タ

と二枚だけ︑それも一枚は世間で資っ

おくりたいと考えてゐたのだが︑やつ

は十数枚も拓して田舎の友人などにも

きをしてやっと叩いた︒↓初めの擦定で
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行き︑今コルフも梁まれたようであるが︑

供のときよく父親から︑背をまげるな︑

よかったがそれもできず芯私はやむな

気づい た ︒ ソ シ テ 惨 堂 翁 の 長 森 で 健 康

上み︑その上からまた布でつ氏んだ坊

く桃えてゐた水筒の水をふくんで務吹

であったことも︑またこれだなと思っ

主頭のやうなもの︶一つを携えて目的

といふ一つの方法である︒

案の末︑近ごろ案出したのが拓墨散歩

年になってもくづれなかった︒私は子

まつす ぐ に 歩 け と 注 意 せ ら れ て ゐ た

た︒ある醤者はまた健康法としては歩

が︑後果してこれが健康法の第一だと

るくのが一恭よいと教へてくれた︒僻

一つは手製の墨壷に綿を入れ︑自分に

てゐる印刷用の印泥風のものを使ひ︑

墨をすっていれたものを使ひ︑その優

の場所に行き︑目指す鐘の銘や︑歌碑
私はその手始めとして鎌倉に行き︑．長

これは除り成功しなかった︒︑

劣を試みたまでのもので︑拓もわるく

堂翁もまたこれを賞行してゐられたの

谷の大沸のうしろにある典謝野晶子の

などの文字をうつしとることである︒

歌碑の拓を試みた︒歌は誰も知る例の

そこで私もいろいろと歩ろくことを
考えてゐるが︑東京に出ろと除りに乗

であらう︒

物が便利な矯めと︑川たしをする場所

I

つぎに序ながら同じ境内にある金子もまたなかノ︑よくできてゐた︒また
薫園の歌碑をも叩いて兄た︒この方も先年水郷の琳瑛閣で︑栗田某といふ水
晶子の歌碑と同じく湛仙紙では長さが戸の手拓の墨本三千枚を内容を見ずに

一尺ほど足らぬ上に︑幅がひろく全紙一括して一緒に手に入れたことがあ

を必要とした︒その碑には︑る︒三千通の中にはむろん近代のもの
寺だのかねのさやけく唱りひびきや︑つまらぬものも少なくなかったが
かまくら山に秋かせのたつこれだけのものを全図にわたって拓し
とあり︑昭和七年十一月金子薫園た労力は並大抵のことではなかったで
と刻してあつ︑た︒書もまた本人の自あらう︒中には宇治橘断碑や︑多賀城

筆であらう︒薫園の歌碑に隣して長興碑などふるいものもまざってゐたが︑
専斎の類徳碑がたってゐた︒撰文者は多胡郡碑など著名なものは抜かれてゐ
東大皮膚科の土肥慶蔵博士︵鵠軒︶︑害た︒また先年私は仙豪にある林子平碑

者は一高の渦文の教授を長くやつてゐの拓本を手に入れたが︑この碑の建設
た管虎雄氏で︑一稼の風格をもった書者は営時の内務川伊藤仲文で︑碑文の
であるが︑何分にも非常な宜碑ではああとの方に博文の記が一緒に刻されて
り︑一人ではとても拓し得べきものでゐる︒その記するところによれば︑明
もなかったから︑これはやむなく断念治士一年己卯十一月︑伊藤は奥勿巡脱
した︒これで一日の拓墨行を経り︑拓の命を奉じて仙蔓を過ぎた︒そのとき
したものは不出来ではあったが散歩の林子平の墓をとうたところ︑その墓は

目的は充分に達することができた︒荒裡野草の間にあって︑しかも石があ
嘩
私はかつてどこかで島崎藤村の小諸らく︑その上︑文字が小さく︑苔むし

城城の詩碑の拓本を手に入れたが︑書て殆んど緋じがたいほどであったｐ印

記してある︒これによって知らる上如

世に表著せんとするものである云煮と

しその体を以てし︑その卓行偉節を後

に貞石を樹て勅するに索藤維馨の撰せ

慕ひ︑その連渡せんことを借み冠ここ

を得んや︒余は即ち子干の人と篇りを

せること此の如くなる︒量に深慨なき

未だ百年ならずしてその墓那己に荒腰

の士である︒然るにその死を距ること

の憂ひに先だちて憂ふるところの豪傑

出でなかった︒子平の如きは貝に天下

を言ふものが出でたが皆子平の範悶を

なかった︒その後時勢が一愛して海防

禁鋼してその抱負を展ぶるを得せしめ

察せず︑目するに狂妄を以てし︑絡身

とせし先憂の士であるが︑廟堂は之を

の諸害を著はし︑大に天下を瞥醒せん

攻守の策を講じて海園兵談︑三閏通覧

の際に於て︑夙に海外の形勢を察し︑

海防の何事たるを知らない天明︑寛政

ち子平の如きは︑天下無事︑上下括照︑

l

く︑碑に刻せし文は仙墓の儒者索雌竹
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故言を探る
○磯徳の士は蹴世に疏んぜらろ
︑︑︑

︑︑

迩徳の腰れた世には︑迩徳家は幣にケムた

がれ︑ジャマものにされる︒一般の者は︑是
が︑その流れというものは︑多くは利とか︑

非なく世の風にすぐと染み流れて行くものだ
猪とか︑遊びとかいうように低きにつくもの
だ︑ところが︑逆を信ずる者は︑逆に照らし
い︒低きに流る上者たちも人性としての通義

て行動するので︑乱世でもそれには深まらな

百千年を生きるものの加くにその一念を持つ
ものである︒この心は人間性の宗教や滋徳に

中にあることを思うべきである︒

念である︒しかし世が乱れて来ると︑人心が

図のことと︑すべてこれは愛の心から出る所

この世の中は績墜Ｌゆくのである︑一身︑一

局は人間が作ったもので︑洲が作ったもので

出来ない場合がある︒法規というものも︑結

時によって或は道理を以てしても勝つことの

一度法規となれば︑画家の権力をもつため

理はなし︒

○理を破る法はあれども︑法を破る

今日ｊ︑のことにぱかり限られて来て︑千載

で︑迩理を破るものがないではないが︑それ

ない以上︑必ずしも絶封のものではないの

拘る一つのもので︑これを相享け相総いで︑

の憂を懐くことが極めて少くなるものであ

が改正されぬ限り︑理に合はぬ場合でも︑そ

る︒新宗教などが今日の利寄に走り︑現世一

鮎張りになるのも今日の人心を迦へるそのた

れゆえに法規を破ることは出来ない︑没際問

らない︒人間に完全がない以上︑人間の仕事

ことのないよう研究して改められなければな

値がある課ではなく︑術に正しい逝理を破る

しだからといって︑法規そのものが永久の価

題として理も力には勝つことは出来ぬ︒しか

めである︒

○中府はそれ至れるか︑民よくする
無きや久し・
であろうか︒どうも一般の者たちは︑久しき

中正というものは︑般商の逝徳というもの
に亙って仲々それが焚行出来ないで︑何れに

う鮎から法は亜んず寺へ堂だがその法の前には

に完全のある筈がない︑幽家秩序の維持とい

れに照して永久に改めらるべきである︒

常にその基礎である逝理が尊重され︑法はそ
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心はあって︑逝ならぬ郡をやって居ることは
︑︑

判るので︑猶を信ずる人が居ては何んとなく
し︑近よらず︑無澗しようとする︑かくて飢

か片許って了うものである︒特に今日などは

ケムたいこととなる︒そこで見て見ぬふりを
世では一般から恐れられ︑邪臓者扱にされる

その傾向が盤しく盛んに書いたり喋ったりす
る者たちの多くは︑殆んどが片寄って居る︑

て今日のこの乱世にその人幾何かある！

ほどの人こそ磯徳者ということになる︒果し

やかでもある︑そして中正のことは︑何んと

凡て物ごとは︑片寄るものには力があり︑華

る︒そこで奇を好み︑新を追い︑名を欲する

×

○生年百に減たす︑常に千載の憂を
懐く

という人間性から︑最も尊い中正に甘んじら

×

人間は今日の進歩した欝畢の下でも︑大半
しも今日のことばかりでなく︑常に蒋来のこ

れなくなるのであろうが︑反理は常に平凡の

なく地味で︑平凡に似て力がないように見え

と︑千年の後のことまでも︑ただによかれと

は百歳の毒は困難である︑それで居て︑必ず

あれこれと心配苦勢して︑恰もそれは自分が

×

L卜戸

如何にして心の窓を開くべきか

菊地庸一

現資環境である︑宗族︑畢校︑杜曾への批判に向けて︑理屈を言

うか懐疑に階るか︑又は正義感より︑現資の破壊に暴進するか︑

又は素直に︑砺親教師先輩などの指導の下に︑沈着に︑自己の立

るなど︑人生の岐路に在る時代は様々である︒

場に立って︑着々と努力精進して︑一路向上の大道を歩みつ野け

とではなくて︑↑この時代が自分の内省的生活において一歩を進め

をぱ︑鈴木大拙博士は︑この年頃に︑畢問の研究に志を立てたこ

皐者の研究の典型として︑川巾寛一博士外六人の現役大畢教授の

も陥り易い︑暴風時代︑危捻時代︑矛盾撞着の時代である︒弦に

な理想に燃ゆる年頃で︑丘の善にも入り︑叉は反封に極端な悪に

五才より二十才頃までの青年期は直理の探究に入り始めた︑純巨

世界の心理畢者の多年の質護的研究の結論によっても︑十四︑

人としての霊性の動きを感ずる時代である︑と解すべきであると

執筆になる利昭三十年如月護行の︑心理畢要説なる書物をひもと

聖人︑孔子が論語の中で︑我十有五にして墨に志す︑その意味

つは母胎から出て来た誕生で︑一つは生活に入る誕生である︑后

せられ︑ルソーもエミールの中で︑人に陸一同の誕生がある︒一

ざる現資の不喪焦燥にかられ︑日々の新聞紙には︑内面的生活の

背年期は︑未来への希望があれば︑それだけ︑顧みて︑漁され

ｋいる︒

云々とあり︑其の他内外の椛威ある畢者も大同小異の厘分を立て

知的生添時代︵７８１ｕ皿︶勝岬生活時代全円年期︶と厄分した︑

斗遥生活時代︵誕生后３才まで︶想傑生活時代︵４才１７才８才︶

くならば︑ピューラー嗣昌行﹃・○は︑興味の年齢的推移から︑

一にしている︒

者は十五才頃より始まる︑と東西の先哲の道破する所は其の軌を
思うに︑幼時期や見童期までは︑精岬の中核たる霊的なるもの
を内包しつＬも︑心の作用が主として︑感畳的で︑客観的外界に
向って働くが︑思春期の中堅︑高校生の年頃になると︑樽じて︑

生との腫理探究のスタート︑ラインに立ち︑やがては︑明徳を明

自己の主測的内面の盤的作用が狸く働き始めて︑宇宙と世界と人

浅い時代の若い人々の自殺までも引き起す場合が杜曾面に少くな

竪の教に虞に耳を傾けたわけでもなく︑深く自己の生活に反省し

しかし未だ出護鮎に立ったばかりであって︑鹿く東西古今の聖

だ︒世田谷器の調べでは中間考査を前に紳経衰弱気味となってい

自殺を岡り︑近くの病院で手蛍を加えたが︑三十日夜十一時頃死

︹一六︶︑撰町高校二年Ｂ組は二十九日夜自宅で睡眠薬を飲んでん

用賀町一ノ六七︑海上保安臆管理課長太巻光吉さん長女美紀さん

い︒昭和三一年五月三十一日の朝日︵夕刊︶には︑東京都世田谷唾

にして︑至善に止り︑民に親しむ︑の大畢の道にも志し得るので

て︑英知を味得したのでもなく︑而も自分は己に一人前の大人に

ある︒．

なつたかの如くに燭断して︑唯純粋の生一本の精紳をぱ︑自分の
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1

たものと報ぜられている︒其の他筆者の手許に在る︑この種の痛
ましい堺件の資料は少くないが︑演者は毎日の新聞に注目せらろ
あさみどりすみわたりたる大空の︑厳きをおのがこ典ろともか

一れぱ自ら明瞭であろう︒
な

との明治天皇の御製を寛克彦博士は︑謹解してすみわたりたる大

一室が外部に在ると云うのば自然科畢上の見方である︒各自を超越
して外に有ると云うのは問題ではないが︑同時に各自銘銘の中に
莱成績不良︑或は操行不良或は斗腿の病気に悩まされた者が︑一

宿って勝るのであると述べて居られる︒青少年期までは︑或は畢

界そのものが︑有限な親といふ人格を通してそれ自艦を見るので

それ故に人格は世界の自己限定の通路である︒それなしに世界

ある︒

は自己を見ることが出来ない﹂とは資に天地の腫理を道破せる言

葉である︒科畢も哲皐も宗教も奨術も道徳も︑その貢なるものは

自己が一腿たる︑か上る大宇宙との開辿に於ける価値ある佃性に

青年期には煩悶が多い筈である︒否︑臨人皆平等に︑何んぞ煩

よる秩序づけと言うべきである︒

生ける現笠である︒されど前進にはレールのあることを︒即ち煩

悶なからんやである︒進歩の前には癖論法的矛盾に突き樹るのが

んと欲する者は︑自己の偏猟に慨する︒先兼長上の言に耳話傾け

悶より解腕して︑兵の尚山︑ｌ衝動に非ざる︑Ｉの天地に飛躍せ

トの山上の垂訓は︑此の間の事情を説いて︑人に胸炎されてい

古来の聖礎の椛威の前に︑誰虎にひざまづくべきである︒キリス

求めよ︑然らば典えられん︒韓ねよ︑さらば兄川さん︒門諸叩

﹀つＯ

け︑さらば開かれん︒すべて求むる者は僻︑たずぬる者は兄いだ

衝動的自己たる小我を否定して︑天地の創造者を求めて︑とに

し︑門をたたく者は開かる上なり︒Ｑタイ︑七の七︑八︶

つながる自己たる大我の肯定の護兇である︒

私の英語教師としてのさ比やかな慨験より︑極くありふれた卑

近な例であるが英語の成績の除り良くなかった一生徒が︑教師先

輩の言を素直にきいて︑心の窓が開かれ︑著しく成績の向上した

１１

資例をありのま坐に述べる︒
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度︑崇荷な露的生命に目兜して有馬の人材となった例は幾何とな
く見出される︒近くは駆習院大駆長︑安部能成先生等の落第調本
近時流行の民主主義は︑封建的なるものの反動として︑横の平

の川版もある程である︒

等閥係だけに着眼する傾向があるが︑組先の人間精岬が創造した
ない︒星雲のこんとんより︑冷却し︑分裂して︑太陽系となり︑

文化遺産Ｉ系統愛達が︑佃僻護達の基をなすことを忘るべきでは
無機物より有機物に︑鍍物ｌ植物ｌ動物ｌ人間へとの宇宙の悠久
の進化の過程として︑親子の︑世代より世代への創造の過程に在
る小宇宙たるの自己たることをぱ︑胸に手を常て︑擁に顧みる︑
敬虚なる気持がなくては︑駆徒たるに侭しないではなかろうか︒

務崇理作沖士は︑その著︑場所の論理翠の中で云う︒﹁親の子に
封する愛をとほして︑世界の自己創造の形が現れる︒親が子を艇
侭件に愛することの底は親にもわからない︒それは彼を越えた世

l

I

その常時私の皐校は二畢期制で︑九月末通信簿を渡し︑英語科成

るのが常だからである︒

上者は失敗も成功も︑年小者よりも︑より多くの英知を備えてい

中に居ることを知ると同時に︑自己の霊の扉は︑正しくして︑偏

ず︑幸幅の青い鳥は︑外界の山野にはおらないで︑結局は自己の

人生の岐路に立つ青年時代は︑最も頁刺な時期でなければなら

績は︑謹解３︑話し方３︑作文５︑聴取３であった︒然るに第二
皐期中の翌年一月に︑英語資力検定試験を全生徒に施行した所︑

｜郵轄岬嘩藷蓉鋤蛙童プー池﹄幸雄鋤硫続繊醸極畦醍部︑少醸鑑鍛醸
く思い︑その崇情を聞いて見た所︑夏休中に︑伺叛生二人で︑一

の﹂興理であることを銘一記することが︑人生を誤ずに︑幸禰に透る

独し得る︑長上の継威によって︑開かれるのが︑恥東西古今の不滅

日頃無口で而も意志が非常に亜固であり︑私が英語の授業中に︑

によっても︑英語の資力はついたと保護して差支えない︒同君は

お察し致します︒更に町も腺も図も諸君の今日を覗耐すると共に

は固より御雨親を始め御親戚の方や恩師の方の御心中もさこそと

諸君！心から今日のお喜びを申上ます︒諸君の御喜び御浦足

渡遜正男

成人諸君をお流して

道である︒

年生のリーダーを︑自ら誹書を引き︑英文法の参考書をぱ︑恰も
たので︑元ホームルームの先輩に︑夏休中︑拾同位指導を受け︑

誹書の如くに︑その都度ｊ︑調べ︑虎の巻は出版されていなかっ
休中の勉弧時間は主として︑之がために費され︑その后六ケ月の
勉狸努力によって︑前述の試醗に合格した︒その后三翠年のとき
英︑語橡定試験には一級に合格し︑叉同皇年で毎日新聞牡と立教
大畢英語部主催の東京都下高等畢枚の英語癖論大曾で︑同大里教

古来の歴史の偉人の中の多くの人達で︑幼小時は畢業成績の不良

大なる希望と期待をかけて椴迎しているのであります︒先年皇

師の二名の米人と立大教授の審判の下に︑第四位に入堂したこと

くれた︒

だった先例をクラス一同に話して激励したことをよく畳えてゐて

ずにこやかな御眼指をお向け遊される御浦足の御有様に参列者一

太子殿下の御成年式の加冠の儀の最中雨陛下特に皇后様が絶え

同が深く心を打たれたとの事でありますが︑私は今それを心に恩

その后同君のホームルーム二年時代の措任の先生に御尋ねした
所︑志を同じうする者は互に一致して勉弧すべきであるとのお話

浮べて諸君の御雨親もかくこそと眼頭が熱くなるのを畳えるもの

●一一

であります︒

を聞き早速これを賓行に移し一人の同志を得て一緒に勉弧を始め
たとのことである︒︹この一人は早稽田大畢に首尾よく入畢した︶

一帳暗鳴噌言葉に耳侭け鳥徒順さが必要な所以である．年

一
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E＝ヨ

古来わが園では元服と言って江戸時代には男子は十五六才にな
ると大人の服を着大人の髪を結い冠をかぶり幼名をやめて質名を

四

働きうる人である事を意味するのであります︒

男女を氏族や宗派の新曾員とする篇厳格な行事や訓練をやってい

現にアジアの或所では入曾式冒昌島○国とでも言いますか成人の

てその成功談や立志談をして成人の幸先を脱つたのであります︒

前の人間と言えるのだというのでありましょう︒恐らく諸君の大

家庭を持つ邪の三ヶの係件が伽って︹之に及第して︶始めて一人

事︑職業人として濁立の生計を醤む邪︑よい相手を選んで平和な

る︒﹂と言った事があります︒要は知識や技能の修業鍛錬を絶える

の人間と言われるには第一が畢問︑第二が就職︑第三が結婚であ

アメリカの大統領ウィルソンは﹁人生行路に於ける所謂一人前

る所があるとい上ます︒之で私は考えるのでありますが︑この記

つけたのであります︒その烏帽子親︵名付親︶には知名の人を迎え

念すべき成人式の前後に閏で何か一定期間の行を通しての心牙修

多数は之から一年後或は五六年の間に職に就き︑そして結婚に進

戦後十年日本始まって以来の祁武景気と言います︒造船所は外

五

世の荒波をも乗切る畳悟が出来ているものと信じて疑いません︒

ます︒しかし諸君はすでに之が準術におさｊ︑怠りなくいかなる

を定め生涯の幸不幸を左右する重大な韓機に立っているのであり

黄金時代に常面しているのであります︒同時に諸君の生涯の運命

む者と思われます︒諸君は本営に輝やかしい人生の門出︑人生の

練の催を持ってくれたら幸だと思います︒
｜一一

いうまでもなく﹁成人﹂とは浦二十才になった青年を指すので
すが燈一記の冠義には

﹁之を成人とするは将に以て成人の薩を責めんとすればなり︒

成人の澱を責むとは勝に人の子たり人の弟たり︑人の価たり︑人
の人とすればなり︒勝に四行を人に責めんとす︒その稽重んぜざ
るべけんや︒故に孝弟忠順の行立ちて後以て人たるべし︒以て人

図を含めて向う三ヶ年の注文があり︑その屯数は綿紡化繊の臓出

要するに冠稽は成人を祝隔し成人たるの自畳を促し成人として

たるべくして後︑以て人を治むくし︒﹂とあります︒

す︒わが船舶は今や日章旗を七つの海に翻えしており捕鯨船剛は

南氷洋上で剛際的の手腕を振っています︒之はほんの一例であっ

量と共に英姻をしのいで世界第一と言われる事は喜ばしい限りで

であり︑主君に濁しては忠誠の臣であり︑就曾に於ては誰虎で長

て各界の盛況は諸澗と同様皆成長の途上にあります︒しかも日本

の行動ｌ家庭にあっては親思いの子であり︑友愛に浦ちた兄弟
上を敬い︑人とよく協調して行く者であることをい要求するのであ

科畢の高水準と日本人の催秀さを以て世界に活躍しているのであ

脇の⁝
チャし
ンスて
と言誌
うべ縛
きで鳶
あり⁝
ますい
︒ ⁝脅手⁝峰鵬一

ります︒従って冠薩は冠婚葬祭の四潅の一として重大な儀式であ
る課であります︒つまり成人とは家庭杜曾画家に於て善良で有能
な個人であるばかりでなく︑更にその指導と革新にまで積極的に
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吟

ー

画

︲た男振︒中為縁日如きに霊室捗龍議して︑

大橋乙刑の生涯と作品︹八︺霊二銭玲鐸麓を唾信管すような
大杉謹一秘銅狂鵡斡唾確唾瀞毒嘩燕︾︾錯睦癖崎

づ

が︑長太郎とて八歳になる子もある身で︑
この鍍溌は何んたる醗渉の準壌しでありま

みとめ

さ

しよう︒女房には行末見留がつかいとて︑

幸の目標があって︑世感りの頃には大判小

の手一つに子供の養育︑さりとては詮りな
今の境慰︒その革財布とても膳とした江戸

去り状書かぬに先方から縁断ってくれ︑男

明治二十五年﹃文畢世界﹄第十として乙勿綿も色大分に槌めて︑端折った折目の雛に

なんど

庵主人著ということになっています︒これ坐挨の痕が縞目を曳き︑縁の断れた紺小倉

判山吹の花を包みはしたものの︑肺甲斐な

おもひ川この男が牙を崩した辻占か︒裾裏の納戸木
は三十旗の男一疋が︑家内に棄てられた男の男帯に︑ぐるノーと木綿紐をからみ清げ

い今の旦那の手に渡って︑昔ならば乞巧へ

かわ

か︑これも世に云う自業自得︑仕方がない

とまたいつもの一膳飯で芋大根に暖まろう

今︑それより早く関燈を責り上げて︑長坊

ては︑又々ふシと気が塗り︑昔は昔︑今は

ひね

ぽう口惜い限りと思うでありましょう︒

噸だうつわ

あじるし

の意地を通すという筋で︑一寸風鍵りな趣たは︑軍代物の革財布︑鹿革に江戸幸の目標

もやらぬ錘一文二文の器とするとは︑なん

さほし尖
もりぼこりあとひへり差こん

向であります︒﹃己が罪﹄にも似通うた鮎があるは︑たしか木町にその名を知られた江
ありますが︑およれの心中については︑こ戸屋の掛坂袋︑むかしは名高い巻諦とて︑

考えれば考えるほど︑世の中はつまらぬ

︲のれん

こじ鐘

の小説の中には一切書かれておりません︒紺地白貫の長暖簾︑初日の出の威勢は飛ぶ

あァ面白くないわいと︑妙に心を捻って見
げいせいうつ上

あ形るし

それは最後の文章に︑﹁忘らる呉我牙につ烏も落さんばかりの繁昌であったのも︑こ

ちやくちやと姦ましい茶屋の女中が透り提

かし

らき報いあらぱつれなき人も物や恩はん﹂の頃の旦那殿が︑さる傾城に現をぬかして
とあるので︑想像してみるより外はないで仲の雌か夜撰に春は諸烏の嘩炉床しと︑・へ
しよう︒

いかだ

其上灯に︑わが牙の影の長きを誇り︑大杯の色

と呼び謹澗らして︑そこに御座る坊ちゃん

聖

﹁お子供衆のお慰み︑一つ貝うてもお蕊酒に散る花を筏として︑呑めや唄えの寛澗
おし

ほととぎすか

達に︑﹁樽御輿にお菖燈は附物じゃ︑一つ

いるノ︑もの

燈御所祷になります︒さァさァ召して下さ遊び︑月に畷く杜鵬の一麓に千雨を賭けて

します︒人の出盛も過去って︑遥々解散に．

ひけ

は食えぬか﹂と︑縁日の景気をじシと見渡

手を出す者もないので︑﹁えＬ夜食も旨く

﹁それいくらじゃ﹂と素見ばかり︑買うと

ひやかし

買うて下さいませ﹂とす上めはしますが︑
しぼり

りまぜ︒品は種々お代は一銭︑品物の高下今一藍と室眺むれども︑見る間に唖になっ
はお望み次第︑召しませｊ︑﹂と︑豆絞のたとやら・
かぶり
手拭吉原冠
にした︑まだ一二十歳ばかりの男毒蕊切って目が畳めても鍔匪の祭︒蔦燈
一疋︒水天宮の縁日に星と雌めく識躍の腰︽を壷ってその日の緋邸を立てるのも︑身か

野の癖影にその顔見れば︑眼鼻立の謎としら出た錦でずから︑自分は何とも思わない
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1

一

近づいています︒

このまいのは長太郎はどうしておるぞと
輝萩を見ると︑牙震いしながら植木屋の前

商いもこれ切りかと唾挙ながら四辻の角に

人足も追々蝉らになりましたので︑もう

ってやるよ﹂と︑大きそうなのキー指しなが

ダざをこれる甘育ち︒内儀は﹁おうｊ︑買

ら︑﹁いくら？﹂と問うに︑蕗燈費は案の

外な珍客ににこｊ︑して︑﹁はいｊ︑極く
ない

かぽかたち

立止まり︑まぐれの客を待つうちに︑むこ
うから来る婦人を見ますと︑お寄涯涯帳に

極くお安くねがいまして十五銭︑こっちの

二三人通れて縁日歩きもするところだが︑

﹁風が弧くて眼が痛い﹂と︑ひとりどちし

滴︒拭わんともせずそのま上顔をそむけて

方で十銭でござい︒﹁そんならそれを﹂と

頭を包み︑左さけふかい日ばかりの︑容貌は

ならぬ白銅に露添えて落したは内儀が涙一

銭取出して蔑燈費に渡す刺那︒不思議や畔

ますと︑﹁母アちゃん待って﹂と︑うしろか

よし

ちっともわかりませんが︑由緒ある家の内
むそじ
鰐と見えて︑六十路あまりの老瑳の手を取

に立ち︑株の花に暫し気をとられている無
き
心さ︑あれも昔の江戸屋の孫ならば︑供の
肝腎の親父がかように零蓉れてはそれもな

り︑かい卜︑しく︑いたわり歩いてまい︲り

ら乳母に負われた五つ六つの男の見が︑聡

て行過ぎましたが︑振返りまた振返り︑﹁可

か

かｊ︑︒

わしも最早三十の坂を越し︑とても出世

愛い兇じゃ﹂と長太郎の頭を撫で︑わが子

一つ午︽

の望みはないが︑せめては伸長太郎を浦足

も可愛く呼び立てますので︑内儀は一足踏

長太郎は何の鋪もつかず︑客のついたの

かしら

な者に仕立て型やり︑家を再興させたいぽ

みと峰まり︑﹁癌ん疫﹂と愛して一同どつ

の跡を迫うて行きました︒

旭ね

かりに︑記念のためと木町の店に下げてあ

と打笑います︒繭燈寅はそのむつまじさが

︲を喜ばしそうに︑﹁父さん早く蹄う﹂とい

もゆぼん

つた古暖簾をあの子の嬬祥の裏に雑いつけ

と引寄せ︑﹁おり寒いか長坊︑ほんに可愛

うらやましく︑寒さにふるう長太郎をぐっ

うと︑父は内儀のあとを見透り︑﹁長坊お

い︒

内儀さんに撫でられたな︒お前のお母も今

夢の間にもその事を忘れさせぬ我がはから

いなア︒﹂﹁父さん癌むい︒﹂﹁えＬ弱虫だな

のお内儀さんのように心切者であったが︑

つか

モウすぐ蹄るから︑お前醐燈ｊ︑と鯛れて

お旭父さんが邪樫で⁝⁝は典氏ァ好い客が

かぶ

そのところへ︑襟首冷たい冬の風に︑﹁ホ

くんな︒﹂﹁あいよ︑それじや父さんわたし

よ二かしら

とう

ウまい︑父さん早く踊ろう﹂と︑わななき

が鵬れるよ︑お蕊燈お蕗燈！﹂と︑可愛ら

あって仕合せだった︒サアこれから飯屋へ

とう

ながら父御の腰へすがりつく長太郎を︑﹁お

寄って早く家へ踊って震ようよ﹂と︑親も

其中

い

う好い児だ﹂と頭を撫で︑﹁長坊モチット

しい口元をして︑勇ましそうに鯛れ立てま

勇み子も勇み︑語り合うて家路をもどりま

す︒

ろち

辛抱しろ︑その代り褒美にはこれを春って

﹁坊ちゃんアレを御覧なさい﹂と︑背に風

すと︑一足行った乳母がこれキー聞きつけ︑

ふっと月をつけ︑﹁アレ買うて﹂と︑また

車をいじくって余念ない見をゆすぶれば︑

あご・

やるぞよ﹂と︑五厘銅貨を坂出だし︑服も
に駈け出す早さ︒﹁ソレ稗ぶな﹂と添口す

ころ

て芋屋を教えますと︑﹁あい﹂と勇ましげ
るも溢る上愛の有難や︒
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がんだ一室は︑慶雁のむかし長者鑑にも載

こ上下谷葛年町の裏長屋に︑壁落ち柱ゆ

﹁あァまだ鰻やしないよ﹂﹁そうか︑今す

だ︒時雨れねばいいが︑長坊もう痘たかえ﹂

いな︑モウ十一月の末だから︑そうした筈

泣きます︒揃左術門は傍からせき立て︑﹁サ

可愛や﹂と抱き締めては︑袖を噛んで暖り

られ︑て母の膝下へ這って来るのを︑﹁おう

ねてどシと泣くに︑長太郎は熟睡の夢を破

忍び泣きに眼をはらした女房が︑こらえか

しぐ

せられた江戸屋幸兵術の三代目︑いわゆる

ぐ猫火鉢を入れてやるぞ﹂と︑程経てわが
ねいりぽな

こども

子の顔をのぞいてみると︑いつしか︑すや

したたい

ｊ︑熟睡花︒ホンに小見は慾も罪もないも

わざ

その日Ｊ１︑の業にする︑いぶせい世帯であ

の食に飽けぱ眠るのが何よりだ︒そう云う
蕊

ころ

己もどうやら眠くなったが︑そるｊ︑癌仕
あたりひ
度しようか﹂と︑四豊片付け燈を吹きけし
倖のそばに添疲して︑﹁おい長坊︑父さん

もいっしょに癌たぞ︒これｊ︑布関から樽

ァ翌朝までドリャ極梁の夢でも見ようか︑

あすのあさ

げ川ているよ︑ねついたらどうしても起き
からだ
やせん︒おや長坊の身膿の温いこと︒あ上

鬼やら蛇やらの老爺もポッと角を折って︑

じやおやじつの

﹄﹂

うまァ邪見に鬼々しく児を振捨て典蹄られ
ましよう﹂と︑手をさし伸ばす娘を見やり

﹁えＬ弱虫共﹂と︑力一杯娘を引くと︑﹁ど

男親の附物︑渡して蹄れｒと引取れば︑ま
た泣き叫ぶ長太郎に眼もかけぬ捌左術門︒

父さんのお里みなれば暇をやる︒長太郎は

ひ室

くに︑幸兵術は見かねて︑﹁コレおよれ︑お

うよ﹂と手を引く時︑小見は乳を放して泣

ァおよれ︑厭かれた家に長居は無用︒荷物
はあとから返してもらおう︒行こうよ行こ

帳面を唐榛で書く旦那殿が︑梓の果てなる
牙の置きどころ︑一山百文の確華捗派工を

あかづさど

ガタピシと直ぐには開かぬ上網戸に一音さ

ります︒

あ

は

せて︑﹁父さん開けて﹂と泣出しそうに呼
こども

たど

ぶ小児の麓に︑幸兵術は貼りかけた細工物
かど

を投出して門の戸をがらりと開けてやり︑

﹁おう長坊か︑どんなに寒かったろう︒関
ん

炭屋の婆さんはまだ癌ずにおったか心そう
かそれはよかった︒火もおこして待ってい

ャ窓から月光が射してござる︒﹂

つ詮さ

たからすぐに閣淡をそれへくべて︑さアさ

ヨレ幸兵衛殿︑その子はこちらへ渡すが
いいぞ︒どうせ蓋育は男の子では出来ま

立派に仕立て︑見せる﹂﹁おうその舌の根

い﹂と︑潮り云うを川尻を上げてじシとに
らみ︑﹁蕊誇れても江戸屋幸兵術この子を

そこへ女房の父親蝿左術門が︑改まって

るシ﹂と︑せき立追い立て合乗車からＩ︑

の干かぬうち︑袖乞いなぞに川さぬがいい
ぞ︒娘行けｊ︑︑え上雄苓の足は気が操もめ
こにおりますか︑だまっておられては閉口﹂

劇であります︶

と競ったことでした︒︹さてこのあとが悲

かば

娘を離縁するぞと押しかけて来ます︒﹁抑
せなくとも善は急がせ申そうため︑早速娘

く聴く掛取の蕗︒

の花に現をぬかして二三年の遊び綾け︒と
うＪ︑牙代左前になっては︑耳元にうるさ

﹄つつ上

江戸屋幸兵備︑もとはといえば三十前の
くるわ
生青い顔をして︑酒に本心を腐らし︑北電
あ

ァ早く寝るがいい︑父さんもこれをしまう

と一所に握るんだ︒坊はいい児だ︑また明
こ鷺

日もドンと商費して︑旨い物を買ってやろ

すあきない
たもと

うよ﹂と︑寒さに凍える耐手を側にあて︑息

シ取り出して火桶へ投込み︑紙より薄い煎

吹きかける長太郎の狭から︑削淡を三シ四

孝一頂戴に参った︒これさ幸兵衛殿︑娘はど
と︑次の間のふすまがらりと開けますと︑

餅布関を敷いてやると︑長太郎は眼をこす
りながら︑﹁父さん寝るよ﹂﹁あアお震よ︑
かいまき

そりゃ掻巻もかけてやる︒今夜は馬鹿に寒
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弘道詩林
三好凌石選

＠赤韮八十八聖寒岬大森午︵日立︶

杯塞養痛痩如仙︒薬後一杯催酔眠︒紙帳夢醒不堪溌︒悠然

０００○○００００００００００００００Ｏ○００
○００○○
望獄雪窓前︒評臼︒輔結浦筑徹骨︒

︑雪崎望立山八十六聖江東片口安︹箭山︶

○○○ＱＯ００○○００○○○○００ＯＯ００ＯＯ
○Ｏ○００
奪雲揺児Ⅲ︒評日︒吟魂飛勤︒令人在仙境︒

古木荊森鴨陣間︒夕陽放舞鮮群山︒娩説立獄千秋雪︒雌川

＠棚花九十二聖有隣菅谷徳次郎︵宇都宙︶

脚︑紅紅醐菜州︒吟坊誰又訪赤来︒年年花旅人何在︒建約

○○○００００ＯＯ○○００００００００Ｏ○○○

０００００
清遊定浅口︒評日︒Ｈ劉希夷之句著想来︒新味自佳︒

＠偶成九十派聖如雲慶野庄作︵茨城︶

一介仙翁九五赤︒他殿又湖円弧新︒袴言冗保百年謀︒貧Ⅱ

○○○００００００○○○○○○００００○○○○

０ＯＯ００
吟花避野人︒評白︒吐蝿︑然︒豪健通人︒

︑柴川明府兄賊岐衣干牒下百歳以上商齢者有感

移山寺腸慶一︵千葉︶

長生秘訣蚕心身︒甲子先迎百毒春︒明府欣看人瑞在︒恩怖

０００○○ＯＯ○○０︐０○○００○○○○○○○○

＠赤日川家悪癖鞭坂菰つ下葉︶

○○○○○
今Ⅱ賜衣巾︒

叩舞川悶革似煙︒百花湖漫妬奔天︒孤村州遼風光好︒茅屋

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０００００００００

○００○○
数家殿午畑︒評白︒浦閑有致︒

＠寄小川清癖先生緋陽大塚規六千葉︶

０００○○００００００００ＯＯ○０○○００○Ｏ

○○○００
打岸和吟蕊︒評日︒豪宕可諏︒

商人隠凡養幽情︒似椅向鱈春Ⅱ明︒職職海風吹不断．波涛

＠賊佐藤松翠翁八十二聖況堂天野佐一郎景も

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○０○０○○ＯＯ

０００００
意気見情員︒評臼︒平淡之中︒白見腫惰︒

夫妻七十七年春．昨夏無端少一人︒猫保高齢附毒域︒老来

＠望湘江蓬莱間宮雄︵藤津︶

湘江如練紗明波︒涯涯漁舟起棟歌︒孤島依稀円鴎散︒遥万

０○○ＯＯ○○００００○○００００００○○○○

＠調常盤川瀧山奨怖直︵茨城︶

○００００
雪徹夕陽多︒評日︒浦蝿如識︑

００
ｏ○
ｎ ００００００００ＯＯ００○○○０００
○
００
００○

○ＯＯＯＯ
天︒
︒評日︒詩無溌揮︒風韻尚佳︒
吹度水城天

洞臨
臨湖
湖畔
畔調
調渉蒼鰯︒想兇遺功尚赫然︒浦苑梅花領榊意︒陪香

＠池
酌酌
分 分馴押員雲石村川一雄︹横演︶
＠
池上
上晩晩

＠春
一一八十二盟亮翁長島亮平︵埼舌
＠
春衆衆

︑︑
︑︑
︑︑
︑ ︑︑︑︑︑︑︑︑○○○００００００
︑
︑︑
︑︑︑
喚︒︒
一肺舟城酒愈作賓．晩来波肋机倣笑︒僻万
飛柳
柳堤
堤遜
挫避
避僻僻
喚
○
０００Ｏ○
花川
川剛
剛影
彩新
新︒
︒評
評日
日︒ 浦撒陶然︒
花

︑︑
︑︑
︑︑︑︑︑︑ｍ︑︑︑︑芯芯︑︑︑００
︑
︑︑
︑︑︑︑︑
春
︒︒日欲三竿府烏奇︒蹄起洗顔餐己了︒迩遥
秤塞
塞料
料蛸
蛸睡
睡醒
醒逓逓
０
Ｕ０ ０００
Ｏ
曳
曳杖
杖梁
梁無
無派
派︒
︒評
評日
日︒
︒温雅︒投稿凡不可附返鮎迭恨名筆

＠旗
話奮
＠
旗亭亭
話奮武城端崎庚流︵横波︶

＠賀芳洲翁八十八毒石崖林雁之助早葉︶

︑︑
︑︑
︑︑︑︑︑︑池︑︑○００００Ｏ○○○
︑
︑︑
︑︑︑︑︑
握
井井
僻僻
︒︒
一放亭無復併塵侯︒清職談笑興何極︒剛僻
握手
手州
州逢
逢酒酒
○
ＵＯ
ＯＯ ０ ０
陶
陶然
然夜
夜巳
巳深
深︒
︒評
評白
白︒
︒淡然泊然︒内在此川︒

一
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」

○○００○○○○○○○○○○○○００○○○○Ｏ
０００○○
成仰徳馨隆︒評日︒稲其徳而雅︒頚其毒而優︒

知君志操老増雄︒施表長徳文化功︒八十八齢剛且健︒世人

＠池上晩酌分韻得員巻石志村武夫︹横漬︶

℃池Ｐ︑︑︑︑︑︑︑︑証︑℃０ＯＯ００００００

膳脈月影組風塵︒池畔桃紅柳維新︒坐総野禽諜最好︒陶然
○００００
酌酒領三春︒評白︒烏蕊篤肴︒一酔陶然︒塵外至架︒

＠次菅谷香城詞契落韻弘軒坂本弘︹千葉︶

℃私記︑証誼記︑︑︑︑礼︑︑︑︑芯︑︑︑︑︑迅

江村十里又迎春︒雨岸丘岡草色新︒四海同風波不起︒和平
︑︑︑記︑
正見自由民︒評臼︒語浅意深︒

如山片岡佐仲早葉︶
祇憂参狩巷嬢平︒腰戸妙癖祁穀評︒誰識浦附お戯厭︒吹迦
︑私亜︑︑

七十一年春︒評弓風月圃薬有梁︒

＠悼求光前外相霞軒鵜野英治︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑︑礼︑記︑︑︑０００ＯＯ○○ＯＯ

０００○○
徳望有徐光︒評日︒語極虞華︒意極棲側︒

多年外務策紫堂︒正兄維紬功績長︒計報俄体堪痛惜︒知君

＠丁酉新年夏村田中和︵千葉︶

︑︑︑地︑︑︑︑地︑︑︑︑︑○００︑○００○○

春秋七十八同過︒緑除無功感慨多︒只喜年年松竹緑︒兇孫
０００○○
続膝唱高歌︒評日︒平淡︒亦有情致︒

＠偶抽蚊龍唐深懇次郎︹横演︶

○００００００○○Ｏ︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑０Ｏ

蛾訓電此珪酔破唖閏塞嘩砿毛噛動名姶酔聡軽荊海情︒遺経
欽古聖︒白髪塊群英︒身間幾妻葛︒皐侍猫未成︒評弓措
＠歩凌石詞伯見寄似景州氏招飲席上即賦蕉韻

餅平允︒照膳有法︒風談可訓︒

八十八盟寒蝉大森午︵日立︺

○００○○００００００○○○
○００ＯＯＯ○
高一瀧山燕二月春︒古暦鴬従悔外噸和親︒内頭青眼間談久︒

一味一臨吟興新︒日出林梢雲出賊︒月生波際水生鱗︒厚情
０００○○００○○００Ｏ

ＯＯ００○０００○○００００○○００Ｏ○００Ｏ

＠丁酉三月十日宮本景州氏別業招飲席上賦呈

投轄誰無感︒恰似十年知己人︒評弓造語洗錬︒最見雅醇︒

用其昇陣所書詩談凌石三好寛

高麗山頭別業春︒悔花黄烏自相親︒交怖巳勝十年善︒吟興

偏宜一夕新︒鮮膳玲琉香澗玉︒深杯激瀧酒生鱗︒酔除援筆

＠大磯懐古篇景州氏作

題聯句︒莫是風流濫宕人︒

瑛樹玲琉高麗山︒若光遺雄杏難筆︒蓮峰秀帯千秋雪︒東海

遥連百里鱈︒艶妓篤誰流線髪ｂ名僧何意駐愁顔︒一香佳話

一佳詠︒心迩長存天地間︒砦光者高腿蹄化人名

練紗撰雲騨路錘︒群松奏訟欝参天︒山髭翠擁暇粧坂︒霧善

一同首︒惟看漁家蜜屋煙︒呑空者法師之名︑首大淀三千風︒

香浮花水川︒崇雪風流庵尚在︒呑室衣鉢世長偉︒淘綾磯上

高麗山城何在哉︒捻浪閣畔野業開︒煙篭遠島帆光潅︒潮打

奇縦罷影回︒統監功動猫夢幻︒英雄覇気亦風峡︒夕陽下嶺

天塞廓︒松箱長令感慨催︒

＠戯似釧堂君瓢乎道人

芳醇引浦腹便使︒一酔終能食午眠︒昨夜肴君塞能巧︒州歌

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△
経舞興如泉︒
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弘道歌園
秀逸

割田斧二選

○千葉嬬脊谷義太郎

老いぼけし母と礎らで言弧くいさめまししを悔いて涙す
︵親子の情あはれともよく言ひ得たり︑老いては子に従ふ︑しか
し子は子なり︑言はる坐も︑言ふも共にまた涙あり︶

○茨城腺蕗田一人
トラン︒フに興する子等の手ふにもつれを裁く母の忙しも
親の裁きにてけりがつくか︑子供らの打興ずる遊びの様躍如︶

Ｉ

○深谷市石川奈美子

○扱本よし子女史に長岡市波多良介︑

我が庭の座を埋めて目に満し掃くには惜しき今朝の初雪

坂のへの松の若木をよしと見て末たのもしとたれしもおも

兄らしき盲畢生の手をとりて坂上りゆく女生徒に逢ふ

はむ

○松江市平井常清
○秋田市撰田洋子

庭を掃く群の一音ものどかにて障子明るく日光みちつつ

千葉腺林服之助

○菅佐原芳洲翁の米寿を覗いて

○千葉豚坂本弘聯

玉黄金山と被みても得がたきは亜ねし翁の齢なりけり

○下総和橘安

咲く怖の竹垣越の一枝に蹄く龍の忍び齢にて

○千葉牌培佐血破

米姿をつくるくらしは孫の代といつしかなりて八十年迎へ
ね

かたくなの心願みて老わ虹は法の正道日疑にいそしむ

○川越市小名木狂辰
○埼玉厩大久根吐月

はねあげてハスゆくこＬの雪解道車掌落着く乗降者なく

Loｲノ

︹勝負も本能︑そしてまた正を言ひ︑不正を言うも本能︑ついに

○宇都宮市菅谷徳雁

佳作

驚の春の初音と略くなべにはや咲きそめし悔が香をきく

○宙山牒片︑江東

盆椛の花さく室の朝の茶に泊翁夫子をしのぶすがしさ

○尾上柴舟坤士を悼む千葉螺鵬野秀赤

ひれもすを柴戸閉して能ろ身のあだに憂ふる花の悌

道のためつとめはげみてこ上だくの教ひろめし翁ぞ識しき

○佐倉市兼坂秀嶺
○青梅市中村徐風

進畢に合格の子を園みつつ今脊のうからた貰になごみて

〆 の 句 一 、

！

鍵されし子等の育ちて亡き祝の墓に額く姿いぢらし

○富士蓋山千葉牌金杉茂穂

落葉松の森に晴き交ふ鴬の雛聞く涼し夏の妓中を

○目黒紀子女史に新潟豚土川朝兜
人並に向きみめしてあるものを目黒の妹といかでいふらむ

○東京都布黒梢

はは

大雪にも節分詣映かざりし亡母ますころのなつかしきかな

偉読は黄金左一埋めて山眠る

佳作

塞″や人の愛語の美しく

はるかなる森の一つ灯雪止みし

ひとすじの水のそ上げり沼凍てて

暖かき冬の大雨でありにけり

塞製うちて鼠を叱る母

向き木瓜暁かしめて韮ゆるむなし

雛の宴恩はい客の来りけり

附けぶる修道院の柳かな

幼な兇の溺れし沙汰や水淵む

旅持た子の離れたる蓬かな

千葉嫌石橋香峰

松江甥明子

富山越

千葉丘

千葉海

越狂辰

路

○千葉螺渡逢豊秋

存雪の朱棚にしづれ淵懇し

一ろ織ノ足
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家人袴花見にゆきて礎れろはた良老われと猫のみにして

○削川斧二

城廓下誰もおんなじ淵泉の丹前

歩貝りる

ＩＩＩＩＩＩＩ ｉｊｌ︲Ｉ
大橋越央子選

川千富扱

弘道俳壇
Ｏ雑一詠

脈川碧明羊

芽柳に耕牛つなぎ舟仕度

奔暁や厨の青のはづみ居る
香川越路

子地蔵を遠巻きにして野火す型む

土手焼くや煙草の火借り男去る
小名木狂辰

伊藤丘南

越葉山江
市嬬嬬市

南

村

南極の湖測成れょｎ噸中尉恩へぱ我らが布志久しき〃

秀逢
火一 川 の 昼 若 き 影 を 踏 み
雪の戸を打てばやみたる蓮

陽炎の立つや小磯の空
職ひ き て 除 生 の 変 を 踏 む

川

｜

｜細紺割謝御伽せかけ不足借り歩く

や

大橘越央子

瓜峰
誠甫月

合格の知らせ来りし裡餅
笠山の残雪を背に障子張る
三ヶ日侍たで鐘を織り始む
陽炎や師子甘藷出す穴あたり
目に映ゆる物袴たのし春の旅
わきいづろ清水のあたり根芹つむ
見はるかす富士も筑波も霞みけり

一静 吐徐香

葉茂測
潟良介
葉秀嶺
葉弘軒

王 梅 葉

城城

玉奈美子

○次雛詩林・歌園・俳域原柿締切五月十日限

老の身の春風にあるい染しさよ

晦寒し猫間障子をあぐるのみ

○

潮来の灯映りて春の島眠る
春風に軒ぱの脇の香りけり

Ｉ

︵

一

○

ｌ

○文苑の陳稿は︑なるべく期日までにお透り下さい︒少々遅れて

も︑なるべく都合して︑苦心して掲げることにして居りますが︑

選者の方に︑追加々々で特別にお願ひしてのことを御察し願ひま
す︒

○陳稿はなるべく丁寧に︑わかり易く書いて頂きます︑色紙や短

冊を書くのではありませんので︑賞用にとお考えをお願ひ致しま
す︒

○葉書を原稿になさることは結樵ですが︑中には一枚のハガキに

種類の異った丈苑をお還りになる方があるのですが︑選者の先生

お願ひ申上げます︒

方に別々に還ってお願ひするのに不便ですので︑なるべく別々に

○時によって必要な場合︑返稿を御希望の方がある際は︑返偏料

︵八間切手︺をお添え下さい︒︒

○近殴段々と出詠者が多くなって参りまして︑喜んで居ります︒

振って係としては御投稿をお願ひして居ります︒

（39〕
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埼 千 千 新 千 茨 茨 埼 青 千

支含だより
△酒井曹長理事長就任酒井本含を長は︑今
回中央競馬含理事長に就任さる・

△石坂氏毒碑建立本含評議員石坂養平氏の
毒碑が︑熊谷市に建立された︑石坂氏が地方
文化に貢献されたことを徳として︑熊谷市の
有志によって建てられたもの︑これで石坂氏
の碑は同市に二つ建てられた課である︒

△菅佐原氏の米毒千葉聯東部支含元含長︑
現顧問菅佐原源治郎氏は︑浦八十八歳詮迎え

長より曾務の報告をなし︑次で本年の春季網
含の件につき協議し︑一︑命期を四月十四日
二︑含場を小見川町南小畢校︑特別講師を本

部より派遣を諸ふこと︑三︑乗れて支含顧問
のことを決定︒それより謹食を共にし︑時事

管佐原源治郎氏の八十八燕の禰喪式を行ふ等

人程幸頑な者は無いと信じます︒
我が櫛佐原翁は健康で長命で然も四六時中

証含公益の篤めに誰津せられつつあることは

河に稀に見る人格者と巾すべきでありましよ

翁は先きには貝塚史蹟の保存念に︑又今日

・員ノｏ

の小見川高等畢校の設濫︑良文村誌の編纂︑
又平良丈公事蹟の願頚︑郷土利祇の昇格竿幾

ます︑そして又香取郡治︑良文村治に開して

多の難開を排して効蹟を収められたのであり

談等に花を咲かせ︑二時三十分散念した︒
なほ支含理事野牢番峰氏は︑過日香取郡︲

事であります︒而して翁は叉絶えず風教の改
善に︑思想の善導に身を以て範を示され︑明

も数多の名審職に推畢せられ︑克く本分を全
うせられました事は︑今更巾上るまでもない

聯合民生委員長に推理された︒祇含事業の鴬
又三月十日︑顧問菅佐原派治郎氏宅で行は

め益々努力あらんことを期待す︒

酢を呈した︒

れた米毒祇賀進に際し︑高木支含長は左の祝

支部幹事に推され︑次で支愈副支含長よ派ソ支

られたので︑三月十日米寿税賀含を行はれ

﹁鼓に本日の佳辰を卜し︑我が菅佐原芳洲
翁米毒祝賀の錘を催され︑不肯又共席末に列

不断の努力を捧げられました功緬は永久に浦

含長に歴任して︑六十除年幽民逝徳の進展に

治三十三年日本弘道念に含貝として千葉孫東

た︒慶賀︒

じます︒

するの光柴を得ましたことは︑誠に欣幸に存

がありますが︑我が芳洲翁は変に其人である

の如く決定せり︒含貝各位の振て御来含を切

其昔我が照民の平均年齢は五十歳位であっ
たと巾しますが︑昨年の厚生省の統計に依り
ますと︑今や我が国民の平均年齢は六十五歳

すがや健康で長命で然も世の中の篇めになる

凡そ人生の幸禰は見方により様々でありま

日本弘道菅千葉螺東部支曾長高木泰三

昭和三十二年三月十日

す︒

盃を献じ︑翁の千年の毒を所る次第でありま

鼓に翁の米寿税賀含に前り︑恭しく寓年の

と信じます︒鳴呼偉大なる芳洲翁の存在は︑

論語に君子は徳を以て行いと偽すという語

えません︒

除りとなって居ります︑即ち年齢が十五年除
り延びたということであります︒然しながら
何虚の土地え参一りましても八十歳を超えて楢

理事︑吉川︑大塚︑菅谷︑渡遥︑飯田︑寺本

男子は少ないのであります︒

弧健な者は数える程しかありません︑中にも

の各評議員が参集した︒午前十一時高木支含

含役員懇話念を開催し︑野卒︑伊藤︑宮崎各

拘に我等幽民の誇りであると存じます︒

△定期縛曾本含第五十五回定期綱含は含告
望する次第である︒

支含だより
Ｏ千葉螺東部支曾報告

〆
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l
l
l

二月二十四日︑八都地厘寓年槙に於て︑支

、

I

儒門精言

泊翁全書

第一集

原富男

この本は明治三十六年九月三十日の護行で漣言うまでもなく西村茂樹先生の編集にかかる︒同

年七月づけの内田周平氏の賊につぎのように書いてある︒

儒門精言は︑泊翁西村先生の集輯して︑間を加ふる所なり︒先生は蕊間該陣︑東西の書に通

す︒かつてしばしば人に語りて日く︑︑今の世の畢者は︑文を箸はし論を立つるに︑つねに泰

西名家の語を援引して︑漢土先儒の格言︑往女彼に勝るものあろを知らす︑要するに漢書を

讃まざるの致すところ︑あに惜しむべからざらんや︑と．これ先生のこの翠ある所以か︒先

生つとに斯道の額展を菱ひ︑慨然として廻澗の志あり︑弘道倉を創設し鰯みづからこれを統

率し討官の暇に四方に奔走し芯鼓舞奨働すること︑三十年一日の如し︒終に致仕して力をこ

こに専らにするに至る︒出てはすなはち壇に登りて講読し︑居りてはすなはち梧に確りて撰

述し︑孜女汲上︑老の将に至らんとすろを知らず︒故にその輯著して書を成すもの︑無腹六

十除極︑洋上乎として道徳の淵海なり︒而してこの書はその糖瀧なりと云う︒⁝：⁝⁝・原本

は三巻なり︑今合して一となすは︑装釘に便するなり︒︵原文は漢文︶

道鰐類以下十九類にわたる目次は︑近思録の道僻獅以下十四類のそれに準じて︑按配されたよ

橘門粘言

門

緒

言

﹁弘道﹂細集部の依嘱により︑書きくだし文にし︑いささか注を施してみた︒

排異端類巻十三排異端瀬雑識類槻聖賢類巻十四

一一

居官類名節類義命類馨戒類巻十二警戒類

治僻類巻八鹿事類政事類巻十政事類治法類巻九

教畢類家道類巻六家逝類出虚類巻七接物類

克己類巻五克己熱致知類推三致知麺・教皐類巻十一

篤畢類立志類心性類存養類巻四存養狐

目次
近思録儒門緒言道搬類巻一道慨類篤畢類巻二

うである︒

勝

①名は敦匝︒宋︑迩州の人︒

や

儒門精言
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始めをたづねて終りにかへる︑故に死生の説を知ると︒大なるかな易や︑これその至れるなり︒

⑥

天の道を立つ︑日く陰と陽︑地の道を立つ︑日く柔と剛︑人の道を立つ︑日く仁と義と︒また日く

⑤

合し︑鬼祁とその吉凶を合す︒君子はこれを修めて吉︑小人はこれに惇りて凶なり︒故に日く︑

を主とし︑人極を立つ︒故に聖人は天地とその徳を合し︑日月とその明を合し︑四時とその序を

褒して知る︒五性感動して︑善悪分れ︑禽事出づ︒聖人これを定むるに中正仁義を以てして︑聯

の一・

物を化成す︒醐物生生して︑愛化弱りなし︒ただ人は︑その秀を得て股も雛︑形すでに生じ私利

す︒無極の質︑二五の精︑妙合して凝る︒乾迩は男を成し︑坤道は女を成す︒二気交感して︑繭

は一陰陽なり︒陰陽は一太極なり︒太極は本より無極なり︒五行の生するや︑各女その性を一に

れて︑雨儀立つ︒陽鍵じ陰合して︑水・火・木・金・土を生ず︒五気順布して︑四時行く︒五行

して陰を生す︒静かなること極ってまた動く︒一動一静︑互いにその根となり︑陰に分れ陽に分

○周廉漠の日く鵡無極にして太極なり︒太極動いて陽を生ず︒動くこと種って識かなり︑静かに

①

道謄類
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字は茂叔︒太極剛説と通
審を著して︑末の理畢の
開測となる︒二程子︹程
明道・程伊川の兄弟︶は
その弟子︒その居所によ
って搬漢と雛した︒通番
の原名は易加といい︑朱
子が注を書いて一巻にな
っている︒太枇側説とい
っしょになって︑太極・
陰陽・五行が遡磯の原で

であると解説している︒
②天と地︒
こと︒

③春・夏・秋・冬の四季の
④仁・義・澱・知・信をい
尻ノ Ｏ

⑤易の説卦博第二章の語
⑥易の繋酢徳上策四章の語

儒門精言

一ＬＩｏ

スルヅフ０ｒ

に︑一陰一陽之柵し世︑と

た道なり︑逝もまた器なり︒ただ道を得て在ること︑今と後と己と人とに繁らす︒

かかは

したぶ

過ぎず︒形而上を道といひ︑㈲形而下を器という︒すぺからくかくの如き説に箸くくし︒器もま

大事を説く︒而してただ誠の椋ふくからざることかくの如きかと日ふ︒徹上徹下︑かくの如きに

を溌揮し出す︑識せりと譜うぺし︒故に榊その上に在すが如く︑その左右に在すが如く︑大小の

ふ則ちこれを道と謂ひ︑道を修むる則ちこれを教と謂ふ︒孟子はその中に去いて︑また浩然の気

ｂ

ちこれを道と謂ひ︑その用は則ちこれを耐と謂ふ︒その人に命する則ちこれを性と謂ひ︑性に率

②い量③
①⑤
っ

○程明道日く︑蓋し上天の載は蕊藍もなく臭もなし︒その鰐は則ちこれを易と謂い︑その理は則

儒①門
精言四
こと
｜①明道は雛︑名は頚︑字は

伯淳︒末︑洛陽の人︒弟
頗とともに周教頭に畢募
その塁間思想は老沸の間
に出入しているが︑その
根本は六羅の締祁にある
定性書を著し︑太極岡読
と裏表となって︑いわゆ
る聖人の肇の奥義を附い

ている︒

②中脳の鋪十六章のなかの
③多少︒

④⑤易の繋餅仰上の第三章
あり︒同じく第十二章に

ナルフヲ卜

而下者訓二之器印とある︒

〆

ノニヨリ・ナルフ・ヲｇｒヨリ

畏故形而上者洲二之世﹃形

である︑認識の封象Ｌ﹂な

一陰一陽する︑すなわち
器︑今のことばでいう現
象である︑形而下の仙界
る枇界である︒そうして
そのようにあること全催
が猶である︒全磯は認識
の封象にはならない︒事

さねたうえで飛躍して悟

賞︑Ｉ現象の認識を積みか
るほかにてのない︑Ｉ形よ
りうえ︑形を越えた︑Ｉ形

るのである︒

而上のものである︒だか
ら存在するものは例外な
く形而下と形而上とにわ
たってある︑と考えてい
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日本弘道含第五十五回定期総含
一日時昭和三十二年四月冊一円︵側︶
一場所東京都千代川随阿榊川二ノー
Ｈ本弘通称館

︑祭瀞︹午前十時︺

○本命故正副称長並に物故称員年祭

＠喜昌祇賀式︹午前十畔牛︶

︹曾長︑支曾長代表祭文︑禽長︑迩族︑獅
員代表王出奉糞︶

○本命役員並に功弊群赤岡帆賀式

︑定期綿含︵午前十一時︺

︹曾長祁僻Ｊ記念脳贈呈︑癖昌者代表稗緋︶

○介催式僻
○昭和三十一年度決坤報告
○昭和三十二年度諜算報告
○昭和三十一年度事業報告
口笠食︵沖犠を呈す︶︵正午︶
口記念撮影︵午後一時︶
口記念講波︹午後一時半︶
︵文京岡本郷駒込林町・泰源寺︶

＠泊翁先生墓参︵午蔭一蒔牛︶
⑤総曾記念懇親書︵午後六時半︺
︵千代田随半職門東峠曾館・
曾我金武百間︶

右のように附催致します︒命Ｈ且各位の
振て御出府のほどお待ち巾上げます︒

牡幽法人ｎ本弘逝倉

昭和三十二年四月

Ｏ編輯だより

の本雅から禍戦する一︲一ととし︑これを一審に

○陽群四月のよき季節を迎えまして︑こ上に
昭和三十二年度の一狭である弘通三・四Ⅱ雛
をお送りすることに致します︒
○昨年度は本命刺立八十川年という記念すべ
き年であったので︑倉員皆様方の御協力を得
て雌かに氾念式を班げ︑多年の歴史を顧み︑
同時に牌来を期したことですが︑本年度はそ
の後を享けて︑心を新たにしての錐一歩です︑
大いに御折導を苑う次節です︒
○終峨後の諸蛎一新によって育った新らしい
●刀︑それは脈にそれ以前のものと一線を引い
たものでした︒しかしそれにはよいものもあ
りますが︑何しろ反抗的なもので︑とかく排水
のものを悉く無祁するかの行過ぎが多かった
のですが︑徐々ながら反竹的なものが唯れて
くるかにあります︒私迂飽くまでも巾迩に腫
恥のあることを信ずる春にとって︑中正への
反劣の要を望みつつ近を弘めたいものです︒
○本年庇の本業の一つとして︑泊翁先堆細桝
の﹁附門粘言﹂を詳くだしにすべく︑東京教育
大畢教授丈皐仰北原耐男先生を蚊はし︑弘通

す︒

縄める錐一歩と致し寮した︒此の課は猫に迩
義の梓尭桝めたものですが︑原瀧丈なので︑
今日の時代を書きくだしにして︑一般の人為
の識詳の便に供したいとの微意からでありま

弘道責債一冊金参拾五回也

弘泣含入念手続

一ヶ年曾我金百五拾側を排込み入念の手続

をとること︒命員には雑誌弘通を無料配布

側封入の方に送付す︒

する外に籾々の特典あり︑規則寺は郵券拍

○本誌礎告の件については︑

本曾細脚部へ御相談を乞ふ︒

昭和三十二年四月一日蕊行

東京都千代田厄西祁田ニノ一

東京都千代田腿祁田祁保町三ノ十

癖蹄嘩割凪斧二

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

印刷所東京元言︶共立牡印刷所

東京都千代田腿西祁田ニノー

識蔀蝿日本弘道倉

通話九段九番

振替口座東京皇宅番
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日本弘道会礼法研究調査委員会

新 し い 鰐 法
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古来の伝統と美しい慣習と

東京都千代田区神田小川町1の10第一公報社内

を尊重し︑しかも今日の実

新しい礼法刊行 会

情を十分考えた新しい﹁礼

発行並びに申込所

法要項﹂が必要であるとい

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声であり蜜した︒

今回︑日本弘道会礼法研究

調査委員会は︑全く新たな

構想のもとに︑新礼法要項

を調査︑発表致し戎した︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二ヵ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

等の意見も求め︑完備した

ものたらしめており雲す︒
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