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天地と人
か

ない︑人問の良心は天から受けたと云
ふことばないと云ふ︑此の識によると
善悪邪正は︑人川が吐愈交際の都合の
ために作ったと云ふ︒さるすると熱が
時を告げるのも内分の都合︑犬が吠へ
るのも自分の都合だといふ事になる︒
是は大愛に間違って居る︒天地の間に
含まれて居る物は︑自分の力ばかりで
はない︒生きるのも︑一日長生きがし
たいと思ってもいかない︑是等の事が
天地の制裁を受けて解るのに︑善悪邪
正ばかりが天地の制裁を受けないと云
ふ事は云へない︒此の流の人はまだ人
間の力で自由に迩徳を作ると云ふ事を
伝じて居る︑差は人川を我惟勝手に導
くと云ふもので︑鮫も人心に字を及ぼ

人間は善い事をしても天は閉まって
くれない︑天のする事は善もなく悪も

ﾛ

す事が多い︒︹泊翁先生訓︺
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○愛するに祇含は磯なすぎる

これほど悲しむ寺へきことはあるまい・

やれ全購連と農．林省開係︑政治家開係の汚職率件だとか︑また節
一相互の禰岡嬬臆事件等々︑大きな機い話だけでも︑この一︑二月
のうちに綾捲と明るい所に出て来た︑維職この方︑所が鍵り人は愛
っても︑涜の置砂と共にこの識い話は誰きないものか︒図民はいや
というほど祁経をマヒさせられたものの︑それでいてなおよくもこ
れほど出てくるものだと︑あきれるばかりである︒
尤も弧縦︑殺人︑詐欺等を初めとして︑不正なことはどれもこれ
も激禰の一途だが︑政府筋や︑銀行や︑組合︑含祇等のつきないそ
れら汚職事件というものは︑人心えの影騨もより多きく︑誠に困った
ものである︒若しもこのようなでたらめが止むことがないならば︑
凹民が政府を信用しなくなり︑銀行︑含職︑囲魁等々また然りで︑
要する他人に封して頼む心をぱ失って︑曾ての中園の民衆のように
自分の事は一切自分で守るほかはないと考えるようにならないとも
限らないことを恐れる︒
人間は先づ自分を信ずることはもちろんだが︑同時に他人を︑一
郷を︑祇含を︑やがては一国を信ずることが︑心持を正しくする根
本である︒ところが︑他を信じなくなって︑獅り目分だけを信ずる
こととなれば︑征含も囲家も︑それはやがては廻ってくる向分にも

は若しそれを拒むとか妨げるとか・一合れるならば︑暴力を以てもこれ

今日の汚職等を初めとして︑詐欺︑殺人︑狸盗等の一切の犯罪と
いうものは︑自分を絶封と考えて︑他を無瓶するところから出溌し
ている︑だから自分だけの慾望を追うこと︑これに全力を注ぎ︑或
に向うというもので︑決して自分以外の他人というものを考えよう
としないのである︒さらに今日は個人だけでなく同志結合の勢働組
合などという圃燈も︑細合自慨が一軍位となって︑た宮その組合自
盤ばかりが天下の全魁であるかのように︑そして他は仇でもあるか

という有様である︒
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に考えて行動し︑それ自身の浦足するようになる祇含が最もよいも
のであるかに考え︑自分以外のものがより不利である者があっても︑
それはその者自身で考えればよいので︑我灸の知ったことではない

ことである︒

この様に今日の悪の華の咲くところは皆同様に脚分あって他は認
いていない︑他は信川しない︑否催しいのは︑他人を仇肌している
ほどであるが︑これでは幽家祉含は九千両図民がそれぞれの向分を
追求し合う衝突けんか場であって︑何等共加の場をもたないことに
なるから︑図家献命の紐縦をさえ成さないことともなる︒事がこの
ようにあるのは︑一般が急に天から降り落ちた間由というものを勝
手と考えるほどにその泣理が判っていないことと︑彼の大戦争が敗
戦となって何か蕊切られたと考える気分のそれらの結ばれたもの
が︑大きな原因となっているのである︒だから今後の在り方は︑お
互に他人を祇衡を図家を信頼出来るつながりをもつように仕向ける

︹知己庵︶

最近政府では青年敦育に乗り出して︑主として愛凹心をもたせる
ように訓練せればと考えているらしいが︑教育によって迩班の上か
ら知らぜておくことはもちろん結椎ではあるが︑一方従際の生活を
通じて︑先づ政府のなすところ︑組合や念耽やを初めとして︑す誉へ
て他人のすることに信加がもてるように︑反刺にまじめなところを
焚物教育として見せることが是非必要である︑許しこれなくして︑
た営迩理の上でばかり誘いて見ても︑迩理というものは︑祇曾の狂
際面が︑それに反する有様であるならば︑決して生きないもので︑こ
の場合迩理は大方屈し勝ちである︒そして一部に徒な反抗者を出す
のが落ちといえる︒だから︑今日のように︑汚雅醜聞等を各方面から
一掃することが何よりの先決問題で︑それにより人川を︑汎称を︑幽
家を各間に信頼させるようにし︑自分中心の身勝手な自由から︑胤分
が自分であると同畔に︑祇含の脚分であり画家の一員の内分である
ことを知らしめるようにすることである︒この鮎から今日の幽家倣
念の姿は除りにも総なすぎることをなげかわしく思うものである︒

』

明治中期に於ける

道徳教育論宰

明治二十年前後となっては︑我が小中里の道徳教育は確

かりした根抵を有せず︑教育者はそれ﹄︑己が好むところ

に基づいて説を立て︑儒教に行かねば沸教に行き︑俳教に

行かねばクリスト教に行き︑若しクリスト教に行かねば︑

は︑唯︑無方針︑無定見に堕して︑徒らに一時を糊塗する

欧米の道徳哲畢に行き︑これ等四者の何れにも行かぬもの

我が国眼前の教育界に於いて有識層の人為の注意をひく

どのものは︑或は定期刊行物に︑或は著書に︑争ってその

倫安である︒こ上に於いて︑日本道徳の将来を念とするほ

深作安文
問題の一つは︑蓋し道徳教育問題である．一人の批評家は

閣の態度に出たのである︒

兇解を護表して︑いさ具か一国道徳の振興の槻鮎から︑救

のみであったのである︒いば貰心なき姑息であり︑無能の

これに開する人達の議論を批判して︑或は低調であるとい

道徳の大本がおのづと動揺を来し︑善悪︑正邪の判断の基

沓折衷の策を講するものがあったのである︒この間︑日本

剣となり︑第三としては︑余りに事態の念聴を危ぶんで新

には奮物破壊の運動が起り︑他方には新物移入の努力が員

ほとんど一切が愛革と激動との鮒渦の中に投込まれ︑一方

ても︑難有い︑畏ろしい︑不可思議な本尊がなければなら

のでなく︑主として感怖によるものであるから︑どうあっ

教主義と呼ぶものである︒氏は︑凡そ徳育は智識によるも

るのである︒然らば︑氏の見解は如何というに︑それは宗

主義と︑同じく西洋のクリスト教主義とへの闘心を意味す

にゴタマゼ主義とは︑中園の儒教主義と︑西洋の道徳哲皐

現今の︑コタマゼ主義は取るに足らないと断定された︒こ上

る︒氏はその著書︑﹁徳育方法案﹂に於いて︑道徳教育上︑

教育問題の解決案を公けにせられた一人に加藤弘之氏があ

常時︑堂育我が論堀一の正面に立って︑至緊至切の道徳

一一

ひ︑又︑或は常識的であるというのである︒筆者は今︑特
に明治中期に於ける道徳教育論争に閲する事賃を玩味して
その中から何等かの示唆を見出そうと思うのである︒いは
ゆる﹁温故知新﹂の一つである︒

準が確立されず︑園民を畢げて理論的にも︑はたまた︑賛

ぬと思惟し︑数ある宗教の中で︑特にクリスト教を第一位

何人も知る通り︑営時の日本は形而上の事︑形而下の事

部の先憂後架の士の反符を促したのである︒

際的にも︑生活の依擦を見失うこととなったのは︑特に一
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く︑他に我が祁道︑悌教︑儒教等を併せ用いようとされた

氏とても︑単にクリスト教のみを以って満足するものでな

の大部分を支配するものと見徹された篇めである︒勿論︑

西洋諸国に於いて甚大の勢力を有し︑諸国民の思想︑行動

のものとせられた︒これといふは︑氏は営時︑同教を以て

うと念願せられたのである︒かようにして︑氏が我が第二

一説を常時の我が教育界で主張して︑同界の迷夢を一掃しよ

議論の除地が存したのである︒結局︑氏は世に稀れなる新

氏の見解は如何にも奇抜であり︑放謄であって︑少からす

明は僅か二︑三人に過ぎぬと推定されたのである︒従って

疑義を挿まない樺にいかない︒又︑第一迩徳賞践の動機を

画民の道念に培うにクリスト教を以ってしようと恩立たれ

氏は昔から︑宗教が徳育上︑効果のあった所以は︑大卒

挽くに︑刺という外的椛威の賞罰を持込んでくるのは︑全

のである︒ついてはへ氏も亦或る意味で︑︑コタマゼ主義の

教加とか︑聖人とかいはれて︑非凡の智略があり︑徳望が

く榊統主義の立場に立つものであって︑畢読としてはほと

たのは︑荷くも良識の健全なる限り︑何人もこれに向って

あって︑救世の悲願の矯めに己が身命をなげうって悔いな

んど典型的の他律主義でなければならない︒更に老臆すべ

主張者であったのである︒

いものがあったからである︒これらの人達は︑或は天命を

る︒若しこれらの人達と小皐教師なり︑中畢教師なりとの

きは︑若しこの論にして賞行せらるれぱ︑我が小中翠の道

から砥その頭脳より湧いて出た教が︑一九九七︑八人の人

間に︑或は競争がおこり︑又︑或は反目︑衝突が起ること

受けたとか︑或は人類以上の刺︑仰であるとか︑叉︑或は

間の頭脳に感鯛して︑単に彼等の智識を附くというだけで

があれば︑その結果如何は何人もこれを想察するに難しと

徳教育の黄任者は︑岱然祁職︑僧侶︑牧師等である筈であ

なく︑感情の上にも亦働いたのである篇め︑その教が目盲

せないのである︒更に想起されることは︑我が教育界と宗

上帝の子であるとかいって︑一和不可思議の勢力を振った

ないものがあったのであると思惟せられた︒こ奥で特にわ

世界に及ぼす影響というものは︑賃に測り知ることが出来

人心に及ぼす影響は少くとも一国の指導層にあるものは︑

教界との間に混雑や不和の起来ることがあれば︑その世道

到底これを袖手傍槻することは出来ないであろう︒

れノ︑︑の注意すべきは︑氏の．九九七︑八人﹂とか︑﹁目

明﹂とか﹁目盲﹂とかいわる上ものであって︑例えば︑世

由って見るに︑加藤氏の見解の賞行憤仙に至っては︑荷

一一一

人中︑目明︑目盲︑牛凌であるとするけれども︑事賞︑そ

くも良識の所有者の疑念をそ上る外はないのである︒篇め

間では︑世の中は目明千人︑目盲千人といって︑都合二千

うではなく誕氏は二千人中︑目盲は一九九七︑八人で︑目

（2）

に我が教育界には小ならぬセンセーションを捲き起して︑
到である︒

蓋し︑氏の論旨は如何にも透徹し︑その論理は如何にも精

て︑其所に忽ち千波︑寓波を惹起した槻を露呈したのであ

に見る﹁宗︲一の一宇は︑一種︒皮肉な饗を護している︒何

氏はそれを理肇宗と呼ぶのである︒︵教育排惑︶思うにこ具

然らば訟氏の徳育方案は果して如何なるものぞというに

中には敢然︑正面から氏に向って反封の態度をとる者が現

る︒その代表者の一人に杉浦東剛氏がある︒杉浦氏は︑凡

て己まいからである︒氏はいかにも熱心に︑主張して︑道

となれば︑前述の通り︑氏は道徳教育上愁宗教主義を排し

はれて来た︒氏は宛も一石を我が教育界といふ池中に投じ

そ徳育方案を立するには︑過去の沿革と︑将来の結果とに

ば︑その効果を翠げることは出来るものでない︒然り︑凡

徳教育はどこまでも理皐の緒川と一致するものでなけれ

着目して篤すべきに︑根擦不確かの宗教を位し来るが如き
は︑徳育を軽んずる嫌なしとせぬと主張し︑今や欧洲にあ

そ一切の人事は物理の定川を離れるものでないという粘刑

のでなければ︑到底蕊世人を首肯させることは出来ないの

氏は︑今日という今日は︑理畢を依擦として︑道を教える

︑本逝徳方案﹂の上から見るに︑氏は耕時の小畢教育界の一

ものが現はれた︒それは山崎彦八氏である︒その将書︑﹁日

然るところ︑次ぎには︑加藤︒杉油剛氏の論に反封する
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っては︑すこぶる理畢が護展して︑それの取扱う原理腺則
が人の賞生活を支配し︑篇めにクリスト教はその勢力範圃

はこれを西洋各圃に比すれば︑宗教上の束縛が判合い少い

のであれば︑我が理畢宗は決して一人一佃の堅固な循仰に

を以って︑人の人たる道を教ゆくきである︒特に我が日本

依らないで︑幾多の畢者の協議によって成立さすべきもの

ととなった︒従って︑迩徳教育上︑宗教主義といふものは
訓怪力飢川も︑その他︑淋愛不可思議な事物も︑一たび理

断じて効果のあるものでないとなし︑力を極めて︑かの所

であるといふ︒のみならず耐氏はその主張は決して単に理

を制限せられたり︑その勢力そのものを失膝したりするこ

うな名僻智識と雌も︑簸早︑奇怪なる詑絡手段を以って︑

畢の照臓鏡に照らされて︑進退これ谷ってしまひ︑どのよ

のであるとなしたのである︒

流にのみ侃するものでなく︑人間の性怖にも亦研意するも

世人を砿着することが川来なくなると術諭して︑加藤氏の

である︒かのクリスト教の所謂造物主の如きは︑一片の空

人であったようである︒氏に従えば誠物理の原則を以って

四

想︑妄信の所産であって︑今日の理皐の力を以ってして

道徳の基本とする杉浦氏の税は極端に馳すろもの奥如くで

本尊説を粉砕し去ろうとせられたのである︒つづいて杉油

は︑氏これを誰明することは全く不可能であるとなした︒

／ の 、
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ある︒加藤氏は日本人の多くは無智︑蒙昧であれば︑宜し

のである︒

ある︒これら剛者はその立場が何れも小道を離れておるも

序と進歩に適合する方法を貸地に淡習し︑以って牢間不動

悪の標準の締粗に拘らす︑専ら員率に考察して︑日本の秩

然らば︑山崎氏の見解は如何というに︑氏はこれを鍛錬

のと兄ねばならない︒明治維新この方︑Ⅱ本人が倣米の智

の風俗︑習惟を牌堵する方策を兄出し︑これを日本人とい

に反して︑日本人は上智をそなへ︑上能の智識を有する以

識を取入れて︑その文明が少からず︑護展を遂げたのは︑

う民族と鋳鋳︑錬介するものである︒氏はこの主義の封象

く宗教を以って逆徳を教ゆくきであるとたし︑杉浦氏は之

無論︑加藤氏の知悉するところである︒この川本文明の護

たる道徳を分ちて︑牡含道徳と個人道徳の二つとする︒前

上の風俗︑智慣を鋳造する立場であって︑道徳の目的︑善

展を立誰する一事は︑日本人が伽教の荒誕無稽にして信ず

者は図家の存立に必斐なものであって︑一朝︑事あれば︑

主義と呼ぶのである︒それは日本人の今日に緊要なる道徳

るに足らぬことを認識したからである︒日本の文明が僅か

勤王の精祁となり︑敵愉の意志となり︑これに反して︑平

上︑理単の原則を道徳教育に迩川すべきであるとなすので

十ヶ年の川に長足の進歩を遂げたのは︑日本人が宗教とい

和の場合には画家風教の根基をなすものである︒後者は父

のとする︒結局︑前者は忠譜愛固一ピあって︑後者は五倫五

うものの迷謬を蝿つた篇である︒然るところ︑加藤氏は目

常と見るべく︑氏の見解には︑これという猫創性存せす︑

子︑兄弟︑姉妹を始め︑自他︑主従の開係上︑行うべきも

た︒例えば芯肉眼を以って兄れぱ︑自然現象の何たるやを

盲千人︑目明千人の論法を以って︑この事賞を抹殺し去っ
知り得るのに︑色眼鏡をかけて異色の事物を兄るが如き嫌

在来の忠孝道徳と儒教道徳の復涌に過ぎないのである︒

間界の壮含的事賞である︒前者は自然的﹁不可不﹂の研究

ことが出来る︒理畢は自然界の理法の翠であり︑道徳は人

も鋭いのである︒又︑杉浦氏の論は他の鮎から之を破する

は断じて適用すべきではない云堂と主張して︑論鋒如何に

に求めぬからであるとなすことは出来ない︒宗教主義を以

はす︑今なお不完一全の状態にあるのは︑それの原因を宗教

道徳教育と宗教との連繋を述べて︑徳育の進歩が知育に伴

た一人に西村正三郎氏がある︒氏はその著︑﹁徳育新諭﹂に

杉浦氏の理畢宗に共鳴して︑加藤氏の宗教主義に反封し

五

ひのあるのは遺憾である︒斯様な議論は奈鱈その他︑その

であって︑後者は倫理的﹁不可不﹂の事賞である︒氏の頭

って皐校の徳育を助くる一法となすことは敢えてこれを不

近傍の人民には通川し得ようけれども︑日本人そのものに

脳にはこれ等雨者の厘別がはっきりしていないと論定する
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合理のこと上いうべきでない．宗教に依って養はれたる良
心は謎そのま典之を道徳慨仙を有するものと兄ることが出
来るからである︒さればといって︑軍にこの一事を固執し
て皐校の徳育は宗教でなければ行はれるものでないといふ
べきではない︒畢校徳育の今なお不完全なろば︑猫り宗教
の論は峰理一没して︑論歩また正確である︒

の無能なる矯めであると断すべきでない云奄思うに︑こ
氏は更に思惟する︒余は必ずしも宗教をぱ畢校徳育のワ

上の人士は皆理畢の方法に従って︑人事の定則を立せんとするの

とすることは︑到底能くすべきにあらず︒何となれば︑小畢校長

岬曾に常り︑小畢校長たるべき者をして︑悉く宗教家たらしめん

たるべきものは︑大抵︑此の中等人士中より出ずる者なればな

り︒余等敢て例を遠きに求めず︒現に宗教的徳育を主張せる加藤

なすに足れり︒

君が︑自ら宗教を信ぜざることを明言するを以って︑その一読と

うな心地がする︒

と︒氏の加藤氏に謝する逆襲の弧烈さはスウと胸のすぐよ

︷ハ

それで恐らく︑加藤氏は西村氏から強く急所を衝かれて

クの外に駆逐しようとするものではない︒該徳育を助くる

夫れ徳育は知育の科程に異なり︑翠校長を以って其源と篤し︑管

ものに宗教の存することは明かなる事賃である︒この故に︑

理を以って其要具となし︑善良の畢校教化を作り︑頭善良の堅校

小さくない創痩をこしらへたであろう︒こ上に於て西村氏

ぶところである︒さればとて︑単にこの一事を根擦に︑

を信ずる心を捧げて徳育に専念するが如きは︑余の蛾も喜
布くも脚を信ずるの心あるものでなければ︑皐校徳育に苗

秩序を立て︑生徒をして徳育の空気に在りて︑自ら知らざらしむ

該徳育の源頭たるべき事校長にして︑貝に宗教を信じ︑刺

るべきでないとなすのは︑これ︑物事の一端を知って︑そ

に徳育の一方便に止るのみ︒然るに︑今や畢校の教科外に立つと

るを以って︑要訣となすにあらずや︒その修牙教授の如きは︑龍

は己が方案を蛮表するのである︒日く

の至僻を知らぬものでなければならぬ︒上述の如く諺宗教

しむべきや否や智者を侠たずして其不可たるを知るなり︒

之が是非の判決を剛ることあらば︑果して畢校の徳育を完全なら

ずることを免れず︒二極の元素︑生徒の輿論中に相闘ひ︑以って

れぱ︑畢校長が立てたろ畢校の教化は︑宗教家の教旨と抵梧を生

ことを忘れ︑之を以って宗教家の責なりと篇すに至らん︒然らざ

達すべしと鰯す︒氏の如んぱ︑勢ひ皐校長は己れに徳育の責ある

ころの人左蹴いて︑宗教の教旨を説かしめ︑以って徳育の月的を

に依って養はれた良心はそのま聖で道徳的慨仙を具えてい
る．刺なり伽なりの照随の前に︑一鮎︑疾しきところのな

い災心は道徳的にもまた敏感に働くに相違ない云烹恩ふ
に︑道徳教育と宗教との交渉に於いて︑我共の凝帆すべき

重鮎の一はこの逢りに存しはせぬであろうか︒かくして氏
は加藤氏に向って一矢を放つのである︒日く︑
現今智識の逃歩は︑隈々として停止する所を知らず︒牡曾中等以
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千言寓語も︑何らの反響を喚起せぬに相違ない︒果して然

が出来ておらねば融錫合によっては︑教師の埼一上に於ける

も︑誤りがないと恩ふ︒若し畢校に於いて﹁徳育の空気﹂

ころは︑貸際家の所信として一かどの尊敬に値すると見る

なる示唆を汲取ることの出来るのは遥決して紗少でないと

われノ＼はこの日本道徳教育史の一コマから︑相営︑適切

く謂はれなしと断言することは出来ぬと恩はれる︒従って

調﹂であるといひ︑或は﹁常識的である﹂というのは︑全

が道徳教育問題に開する人達の議論を批判して︑或は﹁低

と︒これは蓋し確かと問題の核心に鯛れろ見解でなければ

らば︑何人がこの空気を作るべきか︒又︑果して如何なる

見なければならない︒古への識者は︑﹁畢世謹舟中大望を

これに由ってこれを見れば私今日︑或批評家が︑眼前の我

方法の下にこの空気を作るべきか︒思うにこの二鮎こそは

講す﹂ることを以って︑心なき業とせられた︒それから丁

撚弄せられ畢つたのは笑止千蔦のことであったのである︒

道徳教育の責任者の胸に手をあて上考うべき東鮎であると

がいともあざやかに喚溌して︑我が道徳教育の大本は︑宛

度二三年の年月を閲して︑明治廿三年十月舟日︑教育勅語

ならぬ︒特にその﹁徳育の空気﹂といふものを高調すると

いはねばならない︒今日︑我が教育界に於て︑渦り吐含科

もＨ星の如く鮮明となり︑一切のゴウノＩ︵倣交︶たる議
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のみが逝徳教育の教科たるべきでなく︑皐校に於ける全科

茄は︑とうとう︑雲散霧消してしまった︒蓋し︑この聖訓

の有するいみじき論得力の前には︑布くも日本的良識を準

が該教科であるべきであるという議論は︑自ずと西村氏の
上来︑述べ去り︑述べ米つたところによって︑恐らく︑

見解と合致して来るかに恩はれる︒

読者は︑明治中期の我が教育界が︑道徳教育に開して︑如

られろ︒ｇ三︑四︑一○×文畢輝士・特別念員︶

備するものは︑頭を下げざるを得ないからであったと信ぜ

刺であったかといふことを理解せられたことと恩ふ︒結局

中小企業の金融難

代策

何に直筆であり︑如何に深刻であり︑叉︑如何に有効︑溌
我が教育界の健全性の縦横無凝の活躍であって︑その内容
は大率豊富且つ緊切である︒然るところ︑この事象をば徒
に悲観するものが崖頭して︑例えば︑能勢某は︑﹁徳育鎮

中小企業の金融難の問題はいまに始ったことではないが

定論﹂と題する小冊子を公けにし︑我が教育界の静読を将
来しようと企てたが︑それが却って︑薪上︑更に油を加へ

その原因はどこに存するかといえば︑だれも知っていると

未

ること具なり︑同書は﹁徳育騒擾論﹂といふ汚名の下に︑

開

る︒その政策のうちで︑もっとも著しい影響をもたらした

大きな影響をもたらしたことは︑ぬぐいえないものがあ

に存するものとがある︒とくに︑戦時中の封策が︑これに

うり中小企業それ自鵠のもっている内部的なものと︑外部

に経誉者の人物にしても︑また事業内容にしても知識が乏

要件であるのに︑大銀行においては平常の交渉が薄いため

である︒とくに︑中小企業に封する金融は封入信用が重大

ものである︒そこで︑銀行としては小口貸付を好まないの

金額の多少にかかわらず論調査愛用には大して相違のない

業所統計調在﹂によれば︑製造業においては従業員二百人

もので︑昭和二十九年度︵七月一日現在︶総理府溌表の﹁事

からぬことである︒ゆえに︑今日からみれば雨戦時中の政

で︑しかも信川度の高い大企業の金融をえらぶのは︑無理

企業に封する金融をさけて︑融資額の比例上調在押ろ極少

も増して手間取るのである︒そこで銀行側としては︑中小

ろがない︑いなむしろ︑新しい取引のぱあいは︑大企業に

調査のうえでは︑大企業に封しての金融と少しも異るとこ

しいところから︑厳重な調査を必要とする︒したがって︑

ものは︑なんといっても︑金融機開の統合であるといって
よいであろう︒これは︑戦時中やむをえなかった措置では
あるが︑金融機開の弱少化という結果を生んだ︒

未満の事業所が全鵠の九九・四％︑商業においては従業員

中小企業のわが国産業構造内における比亜は︑唾倒的な

三十人末流の事業所が全鵠の九九︒六％であって︑じつに

策は失敗であったといわねばならぬ︒

地方と密接な附係をたもっており︑地方産業者の資態にも

ではなく︑資材の仙給をしたうえに︑技術の指導までおこ

設備資金さえ貸典したものもあった︒ひとり︑金融面だけ

た．問屋はメイカーの迩稗姿金の面倒をみるばかりでなく

下請業者の金融を面倒をみるだけの力を十分にもってい

企業に依存していたのである︒戦前においては︑親工場は

れていた︒その紡果︑金融の面においても︑中小企業は大

のであって︑また諺問屋と企業者とも緊密な開係がたもた

業と中小企業︵とくに下請︶との開係はきわめて密接なも

ひるがえって︑戦前の応業事附についてみるのに︑大企

驚嘆すべき数字である︒このように中小企業が多数に散在
しているのに逆行して︑ひとり金融機開のみは大規模化が
進められ︑ここに︑いわゆる破行的現象が川現する結果と
なった︒

昭和二十五年の銀行数は七十六行に集約されたが︑戦前
﹁九年﹂には五百九十七行をかぞえたのである︒このように

通暁し︑経管者の信用程度もよく知悉していたので︑中小

なっていた︒ぱあいによっては︑事業上の登金のみではな

多数の地方銀行が散在していた常時は︑銀行はそれぞれの

のである︒いうまでもなく︑銀行融資にあたっては︑その

企業方面に封しても︑比較的容易に融資することがあった
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最近の金融情勢は︑刻糞金請りとなる一方であって︑都

な中．小企業の金融難の原因をもなしているのである︒

には︑このように緊密な開係におかれていたのであるが戦

く︑吉凶に開する斐川さえも貸興していたのである︒戦前
後︑いちはやく財閥解僻が弧行され︑大企業は四分五裂の

椛造はまつたく次嬢に蹄してしまった︒のみならず︑これ

小企業方面に封しては︑従来よりは︑一層冷淡な態度をと

ために︑一般銀行は優良企業には進んで融資をするが︑中

として︑選別融費をする傾向が弧まってきている︒これが

市銀行などは相営に資金の窮屈をつげているが︑その紡果

にインフレィションも手偉って︑ｎ本経済の底は浅瀬と化

っている︒都市銀行としては︑どうしても︑前途の兄通し

状態となり︑明流時代以来築かれてきたわが国経済の韮本

してしまったのである︒これらのために︑大企業と中小企
は︑子工場の資金面をみることが困難になり︑問屋もまた

して︑融賛しつつある現状である︒そこで︑これら都市銀

食料品︑電気材料器共︑輸送用設備等の工業や商吐に集中

の明い︑そして資金需要の弧い繊維︑化肇︑金厩︑繊鋼︑

メィヵーに封する戦前のような金融的な綱を︑たち切らざ

地方の中小企業の金融面に影響をおよぼす結果となり︑多

業との従来の緊密な開係も破られるにいたった︒親工場

るをえなくなった︒それでなくても急迫をつげている中小
企業者が︑従来の親子開係を中断されてしまったのであ

くの銀行では︑中小企業の危隙性をも考慰して︑大きな歩

行の不足一分が︑自然に︑地方銀行へ押し出されてゆくので

る︒ここにおいて︑中小企業者は登金の調達面で︑銀行に
封する依存度が︑にわかに高まったのである︒その裏には

は金融機開から︑半ば閉出しをされているかたちであるが

稜を要求するという始末である︒このように︑中小企業者

そのうえ︑親企業が下請代金を握期の手形によって支挑い

大企業が下請業者に封して手形支挑をすることが︑一般化
したという事賞がある︒これらは︑中小企業金融における
戦前戦後の大きな利達職であって︑戦後の金融の一特色と

融難に直面するにいたったのである︒さらに︑戦後におけ

う結果を生み︑かれら企業者はいよいよも２し︑深刻な金

銀行の大規模化は︑巾小企業に封して門戸を閉鎖するとい

在︑ゴール︒レートが良好なために︑危随性を多分にふく

庫や相互銀行は︑比較的資金にゆとりをもっているが︑現

はいかなる態度をとっているかを検討してみよう︒信用金

それでは︑中小企業を封象として成立している金融機開

に追いつめられつつあるといってもよい︒

の引延ばし策に出ているので︑中小企業はいよいよ袋小路

る中小企業の金融方式の縛換が︑一面︑中小企業向の貸出

んでいる中小企業者に融資するよりも︑確賞にして︑しか

もいうべきものである︒ところが︑先きにも示したとうり

資金の比率を高めてはいるものＱこれがまた︑逆に弱小
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銀行ならびに信川金庫等は︑好景気の狼にのった地元産業

すしもそういうものばかりではなく冠地方銀行や地方相互

とみて︑その方でさかんにかせいでいる︒もつとも︑必ら

も短期で運川のできるコールでかせいだ方が︑より得策だ

まれた一蕗三千三百五十二億Ｍに封して︑賞綾は二蕗二千

決定したものとおもわれる︒現に︑三十一年度常一初に見込

が意外に大きな額に達したことが︑基本的な金融の動向を

は︑ぴとり政府賓金の揚超だけではない︑産業資金の需要

さらに︑四月以降もつづくものとみられている︒金融逼迫

百五十七億回の揚超がある︒三月にも四百億回と見込まれ

七百億側ほどにのぼり︑これが主として︑金融機閑への要

の賛金需要が活溌なために︑それらの優良な企業に封して

求となっている︒これがために︑災川金融機開も面大な焼

選別融登をしつつあることは事資であるが︑そのことはま
た︑弱総企業を閉川しする紡果となって︑中小企業の多く

のである︒その紡果は︑必然的に︑中小企業者のうえに︑

川榊加となって︑じつに︑一山一千二百億Ｍに達している

が︑金融戦線に顕を川しえない始末となっている而も︑ひ

弧い雁力が加わってきたことは︑あまりにも川内である︒

じように多いと察せられる︒

中小企業臆の﹁三十一年度の中小企業の経醤調秀﹂が三

ぱあいにも︑少しの修碓もなしに︑あてはまるのである︒

い者から︑負推を肩稗わりさせられるという原則は︑この

もないことである︒何時の時代においても︑弱い者が︑弧

寄せされてきたことは︑ここにいちいち前例を蕊げるまで

金融遜辿期には︑つねに︑その亜雁が中小企業側にシワ

川十八川に護表されたが︑この洲究によれば一般の好景気
は祁柑にみられるのであるが︑巾小企柴の金繰りは︑必ら
すしもその影響をうけていないとしている︒三十年度に比
べて︑三十一年にいたって良くなったというものは︑わず
に恥小賓業は︑この部門には零細企業が多くふくまれてい

の愛更も必要とされない︒このようにして︑中小企業はま

じつさい︑この原則は︑現在の経済機桃においても︑少し

かに︑製造業の二三％︑卸費業の二三％にすぎない︒とく
るのであるが︑そのらち金繰りが良いと報告しているもの

︵維済堅陣士◇特別命員︶

つねに新しい問題といわざるをえないのである︒

であるが︑この問題こそ︑まことに古くして︑そしてまた

以上︑中小企業の金融難の問題をとらえて︑略述したの

ったく浮ぶ瀬がないのである︒

は︑わずかに一二％にすぎない︒これにひきかえて︑金繰
りが悪くなったと答えているものは︑製造︑卸︑小吏の各
部門とも︑三○％近くを占めている状態である︒
へｊ年に入ってからは︑一般的に︑金融の引締伽向が一層

はげしくなりつつある︒これには︑いうまでもなく︑一月
における政府の費金揚超一千四百九億剛︑二月における九
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I

米国の
象

塚本毒一

さて詞スケジュールであるが︑この選び方にしても︑ワ

シントンとか垂ニュョークとか或いはボストン︑シカ寺．な

どに比較的に長期に滞在するよりも︑たとえ一週川でも︑

十日でも全米の重要都市或いは︑農村を硯察して辿った方

△百聞一見に如かずの賓感

からニュョーク︑ボストン︑アル︑︿二−つ一ユョーク州・

えた︒そこで︑北部シヤトルからワシントンに入り秘そこ

がアメリカを理解する上に役立つであろうということを考
昨年十月中旬から本年一月下旬に屍図するまで約百日に
亘る米国覗察は︑筆者にとって古諺にいうように︑全く百

シカコ・セントルィス︑ミヅリー︵コロンビヤ︶︑など︑東

膳の所在地︶︑零ハッフアロー︵ナイャガラ爆布︶デトロイト︒

を彼地に馳せ︑時に彼此封比して考察すべき問題に富面し

谷︑画サンゼルス︑ラスベガス︑フー零ハーダム︑グランド．

部猫北部を廻り︑次いで︑引績き西部の桑港︑ヨセミテ諮

聞は一見に如かすの感慨を深くさせた︑婦固後魁遥に思い
た時︑一段とその有意義であった賞感にひたるのである︒

して見た︒その上︑一雁メモをしてまとめておいた︒これ

過去に綴駒した種為なる日米問題についての疑問を想い出

ことが出護前に察せられたので︑出褒直前︑沈思・膜想迅

帆察︑海上にわづかに見える米戦艦の礎骸を目のあたりに

桑港︑ホノルルを経由し︑ホノルルでは︑丘珠湾内を詳に

研究所を見畢︑ワシントンに再び戻り︑蹄途もワシントン︑

皿︒Ｖ・Ａ︵電源附褒のダム施設︶︑ノックスビルの原子力

キャニオンを覗察︑南部に入り︑ダラス︑一三オルリンズ

を米圃における全旅行程中融時にとり出しては︑疑問の再

することが出来た︑後段に述べる︑〃米国の印象〃は︑賃

彼の地に渡ってからいだく疑問は︑日本において︑米国

生に努力し︑さらに︑これに着米後の新なる疑問を附加し

にこの旅程を︑土日曜の米画の習慣による休暇をも自ら返

を経て︑再び東部に廻り︑北上してノックスビルに立寄り

綾けた︒疑問をいだくことは︑自己の智識啓護の原動力と

上して完遂したいわゆる〃飛びあるき〃により受けた印象

の土をふますに︑心に浮んだ疑問とは︑大いなる差のある

も考えていたからである︒この素志は︑今日となっては︑

の概略である︑全日程を飛行機によることとしたことも︑

ここで稲附記しておきたいことは︑このスケヂュール作

この匿い地域の旅行を可能としてくれた原因とも思う︒

この考え方が短かい滞米期間に拘らず︑最大の効果をあげ
得た原因と思っている︒

△全米をめぐって
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印

一

そのものの﹁ヒモ付警戒﹂による無開心さにあきれた場合

で︑筆者の思う通りの憐想によったもので︑至るところ︑

ながら︑園務省のヒモ付的束縛もなく︑極めて自由な立場

成に富って︑今回の渡米が米国務行の招跨によるとはいい

行する一二ヨーク子の態度にも窺えた︑交通信雅は全然無

随所に見受けられた︑これは一二ヨーク市街の所見で蕊歩

つある︒アメリカ人の経済的利振追及の椎化のような姿も

化を讃えるかの如く秘全米あげて和やかに生産は前進しつ

ともいえる︑豊富な資源を利川する他面︑機械文明の高度

った調子に見受けられた︑かく心は旅しいのである︑経済

脱されている︑﹁赤信雅など︑待っていられるか！﹂と言

民間人の好意あふるる待遇に感激し︑逆に︑むしろ国務省
もあった位である︒

△米国の繁築

△大統領選翠観の一片

幸いなことに四年目に一度の大統仙選畢を見ることが出

的利益追及のために⁝Ｉ︒

来た︑大統領選畢は︑選畢民としての椛利を中央政治の上

シャトルに米本土着の第一歩を印して︑まづ︑自動車の

持で一杯だった︒飛行機上から見たネオンサインの美しさ

に反映させる唯一のチャンスともいえる︒選畢運動は極め

洪水︑道路の良いこと︑炭大なる国土などなど珍らしい気

さをとり戻すと︑そこに︑米国の繁柴がクローズアップさ

も亦格別と感に入っている︒赤毛布振りも︑間もなく冷静

日本で︑物餐の節約を多年に亘り︑耳にタコの出来る位

の勝利を認め︑選畢戦中の毒舌のやりとりに経止符を打ち

て選畢は経ったが︑スティブンソンは常夜直ちに︑アイク

アイゼン︿ウアーの勝利︑スティプンソンの敗北となっ

て地味だがテレビを通じての大統領候袖の選畢演説は︑立

聞かされ︑自らも口にしていたことを想起しつつ︑アメリ

自らフェアー・プレーのモデルだと自書自識のていだった

派に戸別訪問の役割を果していた︒

カのあの現状を見ては︑富める園アメリカの感をいよいよ

一方︑勝者アイクを擁する共和裳東部は︑刻糞入る勝利の

な消斐の国アメリカ﹂の印象は︑深く刻印された︒

近に感じた一二例をあげると︑ワイシャツなどクリニング

って︑参集︑勝利の喜びに酔っていた︑アイク勝利の裏に

報に︑黛員の夫人︑令嬢まで夜含に出席するように着かざ

った一つの要素であったとの蕊も耳にした︒選筆戦に伴う

常に夫のそばにより添う夫人の愛嬬ある態度が選畢戦に勝

に出しても︑一寸した買物しても︑その包紙をふんだんに
惜まされ勝ちの日本とは︑まるで比較にならない・

使うこと︑新聞紙の分量の多いことなど︑用紙事情に常に

深くするのであった︒例をあげれば︑いろいろあるが︑身

れてきた︑米国民の生活の一端に鯛れても︑そこに﹁大き

一

大きな消登の園アメリカは︑同時に︑﹁大きな生産の園﹂
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デリケートな大衆感怖で︑これも見逃せぬ蕊ともいえろ︒

が豊富ともいえる︒日本で喧しくいわれている基地の問題

本人は︑この鮎︑恵まれているともいえるし︑国際的知識

軍を迎えていると思っている人﹃べが多い︑従って︑封日感

又アィクが超黛派的な人物であるとの見方に立つ人凌があ

荷は︑おぼろげな日本認識の知識に基づくものではあるが

にしても︑沖紬の問題にしても︑一般アメリカ大衆の耳に

又原水爆賞験禁止に封する開心の度合は︑日本で見る米

は入っていない︒安保礁約にしても︑日本は喜んで米駐留

剛の態度とは︑相岱の隔たりがある︑民主蕊のステイブン

平均して良い︑それも︑米大陸の東部と西部とではその開

の要素でもあろう︒

ソンがこの題目を唱えたので︑共和黛と封立的政見のよう

ったことは聯これ又︑アイクの人気を分析する場合の一つ

に兄られたが︑この問題はハンガリー問題が起らなかった

カリフォルニヤ州を中心に在留邦人も多かったという歴史

心の度が異なる︑西部は︑ｎ本にも近いし︑戦前を通じて

は努働者に封する賃銀開係の不流から労働組合がうるさい

的偉統もあるので︑段ちがいに開心が深い︑又排日的空気

ら︑恐らく︑民主髄共和雨堂︽を越した超蕪的政策となった

の有力な原因になったし︑又政策的に云えば︑原水爆賞験

が︑一般には︑このようなことはない︑議員に立候補した

洲第一主義に立っていることは︑否めない事賞であるが︑

ラヂオで取扱われることは一全く稀である︒米図の報道は厭

識するならば︑経戦前後からの経緯に絡んで︑雨者の話合

ぱならぬ運命にあることは多言を要しない︒この事賢を認

日米開係は︑何と云っても︑協調して世界に樺ささ

rlワ．、

かも知れない︒この意味で︑ハンガリー問題はアイク再選
埜止の動きを逆流させたともいえろ︑ソ連の感度に封する

ような場合︑排日的な言動をすると却って落選するという︑

もって他は推して知るべきである︑これに反して︑東部は

疑惑は︑いろいろの面において︑米図の態度を澗経過敏に
させている︑原水爆宵験の問題も︑﹁ソ連がやめない限り

事怖を注意しているに過ぎない︑日本としてば︑日本の貝

知日的人物；・官民ともに：︒以外︑商寅上の淵係から日本の

△封日情報の不足

：⁝・﹂と相封的な問題として残っている︒

滞米中痛感したことであるが︑日本に闇する情報の受け

全鰐的に兄て︑米国人は国際問題に封する認識が極めて薄

いを必要とすることが多い︒それが今日まで︑雨図ともに

△

賞の姿をより積極的に知らせる必要がある︒

いと云ってよい︑これに反して︑日本の報道機開位︑国際

その話合いの段階において︑奥歯にもののばさまつた態の

入れ態勢が特定の人に限られている事賞である︒一般新剛

問題を重覗し︑よく紙面にのせている国はないと思う︒日

、 圭 一 』

日米開係を︑より一層協調的に推移させるためには︑これ

案件がないとはいえない︑かく考えてくると︑これからの

容についても︑時の進糠につれて︑改善の必要に辿られる

ものが多かったようである︒一例をあげれば︑協定した内

必要である︒

が現状である︒従ってまづこの偏見を相互にとり去る心が

に新なる偏見が生れるという不幸なる事態が生じているの

封米偏見が生れる囚がある︒又これが重なって︑偏見の上

の下に運動が展附される段階になかなかならない︒そこに

い︑その具僻的な方法論の一つとしては︑常に話合うこと

らの不満の底流を除去する手段が講ぜられなければならな

この柵兄除去の上に大きな役削を減ずるものの一つに︑

マス◆コムミ雪一ケーションの在り方が問題となる︒怖報

△米の中央政治と世論

交換の徹底化である︒

である︑吐を判って交渉を紋けることである︒﹁華に誠意
を敢て捉唱したい︒

世論の園アメリカとよくいわれろ︒この鮎についても︑華

ある交渉の耀綾﹂が日米淵係是正の唯一の方策であること
△わだかまる偏見の清算期

世論政論と州の政論に淵辿する仙術政治を二つに分けて考

これら誠意ある交渉の縦綻の前提傑件として︑日米雨剛
民の間にわだかまる伽兄の清算をあげなければならない︒

考の短い僻雌ではあるが︑中央の政論に州池あるいわゆる

米閣川にとっては︑日本についての怖報不足のために︑ｎ
ず︑固務符︑聞防倣局の一方的考えのみによって︑封日政

切れないフシがあるということである耐中央の政治に世論

いて︑時期的に兄て︑術に世術が敏感に作川するとは言い

中央の政治と仙術の開係については︑その影郷の鮎にお

える必要があると感じた︒

策の米剛の動向が決定されているところに︑誤算がある場

が反映する大きなチャンスは︑四年目に︑一ｕ来る大統伽

本にいろいろの不平不測があるにかかわらす︑これを知ら

しかも︑その方針なり︑内容が︑米阿の大衆と︑日本の大

合がある︑一方日本は事細かに︑米国の事怖が紹介され︑

ば︑前大統領が立候袖しても︑落選の憂目を見ることにな

選畢の場合である︒四年間の施政が大衆の無に入らなけれ

衆の考え方の直接の接個でないところに︑日本側としては
大きな偏見が生ずる源がある︒その大きな例として︑感じ

こととなる︒従って︑これを型から云えば︑大統伽選畢に

淵選した候補者は︑大続飯在任中︑四年川は︑剛民から︑

る︑厳格なる闘民の癖判が︑大統領選畢を通じて行われる

の動きは︑米園内においても慾日本と同様反封通勤が存在

紙委任状をもらったような形で︑充分の施政を行うことに

とられたのが︑前述した原水爆賞験禁止の動きである︒こ
するが︑共に手をとり合って︑米大衆と日本図民との握手

﹃１人

つＪ

︑ノ

／Ｌ

は︑次の大統領選畢の時という心排えである︒

なり︑米園民もこれを営然のことのように考え︑その批判
△川政治の重要性
米図民にとって︑最も重要な政治と認識しているのは州

西村茂樹先生事蹟︵その三︶

メリカの使節︒ヘリーが浦賀にやってきた時の江戸市中の狼

西村先生は﹃往事録﹄のなかに︑嘉永六年︵一八五二︶ア

部

この意味において峰世論の政治といい得る︑日常生活に

狽ぶりを︑目にみえるように記していられる︒その書き出

の政治である︑直接の生治に開運するものであるからだ︑
不便を感じたものは︑直ちに︑解消させる方針をとる︒こ

・ヘリーの来航に狼狽した幕府は︑右の外に︑臨時の念椿え

これを﹁お固めの四家ｉ一
上総含津藩とよん
だ
安房忍藩

相模彦根藩・川越藩

形式的には整えていた︒西村先生の記録によれば︑

これより先き︑幕府はそれでも東京湾の海防警備の鰐制を︑

来りしよりすこぶる狼狽せる様子なり︑⁝⁝

へも何事をも告げずして過ぎゆきしに︑この度弊然として軍艦の

が政府へ内奏報道することありしが︑政府は深く意とせず︑列藩

したる趣なり︒一階︑この事は︑二三年以前よりオランダ圃王わ

北アメリカ合衆閣の船にて︑かの剛の大統領より本邦へ使節差越

○此年六月三日︑異国船四膿︑相模図浦賀に渡来す︒この船は︑

肌は︑正に世論の反映なのである︒一例をあげれば︑橘︑

︹慶雁大畢教授︑産経編輯次長︶

はこの難の認識を誤っていないか︒︹絡︶

領中心に自由に行われているのが責傭のようだ載日本画民

の政治によって左右され︑固際政治を含む中央政治は大統

こと噂営然の筋道である︒米国民の政治上の不満は︑州

これは︑州選出の議員を通して︑中央政治への進言となる

涌はまづないといえる︒しかし︑全然ないとはいえないが

州中心の政論がうまく行われていれば︑図民の政治上の不

繕する︒州の政論が世論に敏感である一例である︒従って

その団民の蕊をきき愁叉聞くまでもなく直ちに︑これを改

しま︑こうであ︒

長

道路が破壊され︑幽民の生活に不便を感じているとすれば

貢

として他の諸藩にも警備の追加を命じた︒その配置は︑次

大森羽田墓場極平大膳大夫︵長州︶

の如くである︒
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勝

ぜ

本牧細川越中守︵熊本︶
品川御殿山・品川海岸松平越前守︵祁井︶

芝高輪挫酒井雅楽頭︵姫路︶
佃島︒繊砲洲松平阿波守︵徳島︶

深川逢立花左近勝監︵柳河︶
演御殿松平讃岐守︵商松︶・繊砲方
ところで︑一般の武家はどうであったか︒
⁝⁝在江戸の武家は︑平日それぞれ心掛はありたれども︑今︑目
前に敵艦の来りたることにて︑いつ戦争の起るも知れざることゆ
え︑幕府の旗本より︑諸藩の士に至るまで︑念に出陣の用意に取
掛り︑その混雑いはん方なし⁝⁝

しかし︑賞際には︑その川意というのも︑ないのも同然で
あった︒

⁝⁝市民はただ迩逃の計をなすのみにて︑家財妻子を舟車に載せ
近郷の蝦寄に立遇くもの引きもきらず︒

これは︑今次大戦の経期における活われわれの疎開さわぎ
の僻戯を想起すれば︑足りるであろう︒昭和十九年から二
十年にかけて︑東京の市民が︑近郊や近嫉に︑争って家財

遊具や妻子を疎附させるのに苦労した事資を︑われわれも
後世子孫のために︑忘れないうちに書きとめておくべきで
なかろうか︒そうして︑今次大戦の末期には︑図土防衛の

任に常るその軍隊すら︑装備が不足して︑高射砲は弾丸を
節約して︑敵のＢ調が飛来しても︑なかなか射とうとせす

兵隊は︑銃も剣も足りずに木剣をさげていた事資を︑忘

れてはなるまい︒充分に川意して掛つた筈の大東亜戦争す

ら末期の状況は︑みじめなものであった︒まして︑徳川二

としては丸腰同様の無装備にひとしかった嘉永術時のあわ

百年の平和主義で︑国際的に孤立していた日本の近代画家

て方を︑笑うことはできない︒﹃往事鋒﹄にいわく

⁝⁝武家も久しき太平にて︑武術弛み︑そのうち相鵬に武術の整

ひたるもあれども︑大ていはその準術はなはだ薄く︑狼狽を極め

たる者はなはだ多し︒叉その武術の整ひたりといふものも︑その

は︑その勝敗の数はなはだ畳東なき者多し︒

陣法兵器等︑概して潅法を用ひ︑今日︑外風の利群堅陣に封して

雑府は︑ペリーの来た三日より五日目の︑八日に︑水戸の

索昭に命じて一日おきに登城することを命じ︑外交の事の

和談に興らせた︒また・ヘリーの軍艦が禽一︑東京湾に侵入

してきた時には︑火消に早半鐘を鳴らすよう手配し︑江戸

の十軒の火消屋敷が次だと牛鐘をならすと同時に︑武家は

火事装束で登城するか︒または定めの持場為糞につくよう

にとの︑達しをした︒こうなると︑市中は一層の動揺不安

てなかった︑というのである︒

に陥り︑今夜にも戦争が起るかと︑市民一同︑安き心地と

右の状況は︑昭和二十年の六︑七月の頃︑アメリカ軍が

千葉螺九十九里演に上陸するか︑又は耐奈川聯︑相模溝に

上陸するとか︑さまざまの情報乱れ飛び︑東京都民が不安
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に階っていた時のことを想い起こさせるのである︒
ところが・ヘリーは︑九日に︑浦賀奉行戸田伊豆守︑井戸

石見守の二人に封し︑大統領の固書を渡すと︑土一日には

碇をあげて︑軍艦四隻そろって︑サッサと引きあげてしま
った︒日本のあわてぶりなど︑尻目にかけて聯諜定の行動

をすすめ︑一年後の返容を約束すれば︑あとはゆっくり待
つだけである︒アメリカ側には︑十分の川意があった︒さ

いきん︑イギリスのヂョージ・サンゾム卿の庚菅９国昌

反省しておらず︑またアメリカやソ連や中共についても︑

希望的観測にのみ経始しているところに︑日本の園の歩み

さて︑この︒ヘリー来航の混乱時に際して︑西村先生は︑

の危つかしさが感じられるのである︒

その主需の堀川侯より︑一︲今日の事愛に虚するの逆﹂を問

⁝．：今︑佐野藩の士わづかに百人除︑その中に老人あり幼者あ

わ鯉た︒先生︑篠えて同く︑

は如何ともすること能はず︒然れども︑もし城門の守備にても命

り︑薦一︑外剛と兵端を開くことある吟は︑この一群の力を以て

ぜぢるる時は︑或は是によりて一時の防守を鰐すこと諸碍くし︒

に必ずこれらの考察はあることならん︒ただ今日の虚にては︑藩

然れども亦必ず一三蕪を連合せざれぱ︑兵力足らず︒けだし幕府

力に雁ぜる兵器糧食を備へ︑以て公命を待つのほか別に方策ある
事なし︒

本も読んだであろうが︑他の方法によっても︑日本の賞情

雨者を撰ばざるべからざることを心に感ぜり︒

を連合して一燈となすか︑叉は敷小藩を腰して一大藩を作るかの

○余は此の時︑初めて小藩の図家に利益なきことを知り︑数小藩

さらに先生は自ら思うよう︒

は調べていたであろう︒常時の日本の国防力の程度などは

右の鰐験によって︑先生は早くから︑附図の止むをえざ

といっている︒

還膳藩置嬬の方向の進まざるをえない日本吐含の進路を︑

ることと︑藩を解消して畢園一致の鰐制︑すなわち藩籍奉

私は思う︒西村先生にして今日の日本の状況を前にせら

喚ぎ常てていられたようである︒

利の根本原因はこれであった︒今次大戦における日本の敗

の政治家とか指導的立場にある者が︑日本の賞総を研究し

て︑現在の日本の危機もまた賞にここにある︒今日の日本

北の根本原因もまたここに求められねばならない︒マてうし

法の教うろ所である︒日清︑日露の雨役における日本の勝

敵を知り︑己を知れば︑百戦あやふからず︑とは孫子兵

見抜いていたに違いない︒

は︑日本の事情を可能なかぎり調在してきたに違いない・

十冊の書物をえて︑これを読破したといっている︒︒ヘリー

とのできる日本の事をかいた書物を集めさせたところ︑四

うろために︑糟時ロンドンとニューヨークで手に入れるこ

ーは︑日本への渡航を命ぜられた時︑川本に閲する知識を

言○烏匡胃の８昌遥︵世界史における日本︶を読むに︑︒ヘリ

一

一
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とはとうてい一国の軍備の能くしえない事であり︑どうし

らく先生もまた︑現在の世界の情勢にては︑国防というこ

れれたならば︑いかなる案を提出されるだろうかと︒おそ

された西村先生には︑おそらく思い常るフシのある共通の

必要がある︒この問題は︑幕末における小藩の政治で苦勢

る小国存立の僚件如何︑という問題にしぼって考えてみる

ろ︒日本のごとき小国にとっては︑現代の世界政治におけ

テーマであるに違いない︒帳

ても固際連合の力をかりて︑集圏安全保障の方向に進むの
が︑世界の各国の共通にとるべき態勢であると︑判断され

の地位のごとく謎とうていそれ一団では芯固防を全うしえ

まして日本のごとき小固は誼ちょうど幕末における小藩

いなかった大藩にとっては︑催件の異るものがあって︑そ

また同じ大藩といっても加賀や仙嘉のごとき地の利をえて

ごとき大藩と︑そうでない小蒲とでは︑立場がちがうし︑

幕末における各藩の動向といっても︑薩︒長・土・肥の

ない︒しかしながら諺国連軍に依存するからには︑日本自

れぞれに動き方は︑複雑であったであろう︒ただどの藩に

たであろう︒

身もまたその義務をおわねばならない︒園際連合に加盟し

が生き残ると同時に︑日本園全礎の存立すべき道を︑何と

まっては︑自藩もまた在りえないのであるから︑自分の藩

ことであり︑そのためには︑この日本圃杢僻がつぶれてし

とっても︑共通の問題は︑いかにして生き残るか恥という

﹀ハノＯ

たからには諺その一員としての義務を引受け︑図辿軍に雁
分の寄典をなすのは︑常然であると恩推せられたである
しかしながら叉︑過日のハンガリー事件のごとき報道を

るであろう︒しかし原水爆の危険にさらされている現代文

界のどこの図とても︑まず自分の園が生き残ることを考え

現在の世界政治についても︑同様のことがいえよう︒世

かして渡見することにかかっていたであろう︒

しきりに閏連軍の援助を訴えているのに︑ついに固連はこ

ンガリーの民衆が蜂起して︑ソ連の大軍を相手に苦戦し︑

前にして︑西村先生はいかに恩推せられたであろうか︒︿

れに介入することをさけ魁ハンガリーの民衆の血の絶叫を

アメリカやソ連や中共などの大固の政治と︑ポーランド︑

ここに今日における世界政治の複雑さがある︒それは︑

ならない︒そうして︑地球全瞭︑世界人類一全鵠の運命につ

世界人類全鰐が無事に生き残ることも︑考え併せなければ

球全篭が滅びてしまうかも知れない︒というのであるから︑

明のもとでは︑世界戦争によってまかりまちがえばこの地

ハンガリー︑オーストリア︑チェコなど小固の政治との︑

いては︑なんといっても世界政治の現賞の鍵を握っている

も見殺しにしてしまったのである︒

同日に談ずべからざる僚件の差異というものがあるのであ
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出来る園が︑潤立画というならば︑今の世界政治において

立場も︑微妙なる所以である︒﹁猫立固﹂という場合でも︑

立ち︑高見の見物というわけにはいかない︒今日の日本の

のである︒しかし小藩も亦︑知らぬ顔して︑争いの坪外に

ちょうど幕府と薩挺勢力とが川本の迩命を左右した如きも

のは︑アメリカとソ連に代表される大園である︒これらは

な︽らないのである︒ｇづく︶

い︒と同時に徒らに事柄の決定を延ばして時機を失しても

所である︒再軍備の問題は槙頭に捻討しなければならな

れないのである︒まことに兵は園の大事︑安危のかかわる

ー事件は教えている︒園連軍は必ずしも直ちに出動してく

倒民を塗炭の苦しみに陥れる危除のあることを︑ハンガリ

示している︒小国の政治家が未熟で︑ひとたび事を誤ると

用ｉｆ

今日ではその意味が複雑である︒自分のしたい事を自由に
は︑そんな国はありえない︒ソ連とアメリカは世界で比較
的わがままを通しうる大園であるが︑それでも世界の世論
小園の動向に全く逆うわけにゆくまい︒いなむしろ大国ほ

ど︑小園の世話をして経済的・軍事的に援助し︑これを味
方にひきつけねばならないのであるから︑小国の存在を無
税できないのである︒だから︑大団といい小園というのも
相互に利川し利川される側係にあるので︑その鮎では相封
的の開係にある︒小悶存立の催件は︑幕末明泊の甑の世界
状勢にくらべれば︑今日はずっと好稗してきているといっ
ていい︒アフリカの黄金海岸はかつての黒人奴隷の買入れ

市場であった︒それが今はガーナ猫立国として扱われる時
代である︒セイロンの代表が国連で大演説をし︑喝采を沖
する時代である︒むしろやりにくくなったのは大国の立場
で︑一世紀前の世界の列弧のような︑植民地主義の時代は
去ったのである︒

しかし︑小国の立場も困難なことは︑ハンガリー事件が

昭和三年以来宮内臓より御料茶謹製方を仰せつけ

文亭繁川武干

られ本年は浦三十年の光柴に浴し感激してよめる
昭和丁酉五月

我家のほまれ三十とせ積りけり御料製茶に仕へまつりて

今年また菊の御園に家の子と御茶摘みまつるよき日は来る

作りまつる供御の新茶をつつがなく奉る日を榊に所りて

祝だも笑み給ふらん今年また御茶作れと長き仰せ

今年また御料製茶の仰せ受けて喜ぶ児等を見るも楽しき

︵日本弘道倉豊岡支含長︶
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I

机の塵
×

︑︑︑

目に青葉山時鳥努働祭！初鯉とシャレた
のは江戸時代のことで︑今日は努働祭がと︲

って愛つたといえるＩ戦後の歳事記には
×

つ祁凹の悪口を言ったり言われて喜ぶの

×

は︑日本の文化人というものが批界にある
ばかり！

自己を否定する者は自殺あるのみ︑自幽

×

を否定する者は幽籍を移すあるのみ︑その
何ゞれもしないで︑た資悪口を言って居る者
のこのいわゆる文化人なるものは﹁要粘刷
鑑定﹂Ｉ

︑︑︑

教科書柿定が厳しくなって︑不合桁にな
ったいわゆる進歩的畢者なるもの︑政略的

れよ！

を口宜に︑大いにムクレるＩ自己盲信で
理の客籾耐出来ない者こそあわれ！畢問
とは迩理の客糊化である！よくは考えら
×

︑︑︑

進歩的評論家として一時飛ぶ烏を落した

︑︑

弧盗殺人犯人の犯行理由﹁遊ぶ金がほし
かったから﹂とは︑蔑古不磨の憲法催丈の

如しＩ自己の人権はかくも尊く︑他人の

×

人権は︑遊ぷ余よりも卑しとは︑あまりに
なさけなき他人の人椛なるかな！

原水爆査騨禁止で特使を出したりした

︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑

が︑どこの函でも﹁よどざんす﹂とは言はな

×

い！互に虚あらばと祁手をネラッテると
あってはネー人間の道義が座れて︑人智の
み進んでは困ったものを考え出したものＩ
偉大なものが出来ると︑何も彼も第一に催
略の武器にしたがるとわ！

全畢連なるものは︑原水爆禁止運動とし
て︑一日授業のストをやるとか︑今日この
図には原水爆禁止を拒むものは誰もない筈
だが︑やるならば︑ソ聯か英米え行ってや

×

ってくれ！でなくば課が判らない！

法治風では法を犯した者は虚分される︑﹃へ

×

きだ！それなのに︑スト椎のない者がス
トをやった責任を問うならば︑図蛾は第三
波スト︑友好圃慨は同情ストだとか︑これ
では何をか言はむや︑クーデターだから！

日本剛憲法を守れ！やれ改正しろ⁝⁝

というのもイデオロギーの争いのこと！
憲法は図の基本法だ︑イデオロギーの巾し
子ではない筈︑政蝋のそれを超越せよ！
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赤旗の努働祭が加えらるくし︒

︑︑︑︑︑︑

自衛隊員のサギ︑ドロポウ等為の犯罪者
の率は︑百人中の六人齢とかで︑他に比し
て決して多くはないというが︑事は自衛隊
のこと︑厳格な試鹸の上での人々である！
誠になさけないことで︑祉間並では決して
自催になることではない！
×

某大皐教授︑いやらしい左曲りのツムジ曲
り今や︑某一書店のみしか原柚が壷れなく

汚職といえば農林開係を筆頭にその後を

噺えず︑そしてまたその関係刷槻に！維

︑︑

なったとか！オゴル平氏は久しからず！

︑︑︑

職によって信頼出来なくなったのが人間と

諸行は無常︑衆愚とあまりナメ給うな！
我等にも多少の是非批判眼はあり！

×

ツタリするばかりＩ

︑︑︑

る！我等はた貰目をパチクリ︑雁をツネ

︑︑︑︑

中共え乗りこんだ日本爪含蕪代表州ょ︑
その共同謀明を誠むと︑対等が日本の政椛
を推常しているらしい鮎斑を我等に起させ

×

はいえ︑その組織機椎の鮎はどうか︑そし
て監督者たちの責任加念やいかにと間いた
なぐる！
×

来朝中のソ聯某作家をして︑あれやこれ
やと招き合って︑何か彼の祁幽の事を引っ
ぱり出そうとするが︑﹁ノーコメント﹂で
あると︒誰だって自幽の悪口を言ったり言
われたりするのを好むものはない︒た営一

1

妙智力

もりを指したので︑即ち観世昔の本性

したものであって︑その槻音精祁が︑

来誰でも有ってゐる所の槻昔精耐を指

︒Ｏ

たる砥員理のことなのでありますが︑

ところから︑遥かに降った菩薩と現れ

やうとも︑よくこれに打勝ってゆく︒

起る力を以て︑如何なる困難が嬬婆し

る智慧を渡姉し︑然うしてその側より

り︑啓溌せられて員理を悟る所の妙な

それで以て所有ものを救済しやうとす

といふのである︒即ち此の場合に於て

外界にある所の客観的観音の誘導によ

﹁衆生肘厄を被りて︑無最の苦身に

る︑その所作をさして妙智の智といふ

は︑槻音たる我が︑人間たる我を救ふ

それはあまりに大に︑あまりに高くし

通らんに︑棚音の妙柳力は︑能く世間

のであります︒さてそれなら何うして

小笠原長生

の苦を救ふ﹂といふ句があります︒此

其の救済の念願を遂げるかといふこと

と云ひ力と云ふも︑執れも袴自分自身

と云ふ面向い現象を呈するので︑妙智

て︑到底普通の人間の概念に入り難い

の妙智力の三字は︑資に大切な文字で

それは大慈悲︒大智慧︒大勇猛の力を

で︑槻昔我に合し︑我槻音に合し︑両

の極致は︑必ず斯くあるべき鋳のもの

あらゆる

詮じ詰めると︑槻昔経はおろか五十稚

縦構自在に鋤かして︑これを賞現す
ります︒以上を概括して見ると︑妙獅

より荻するのであります︒恩ふに信仰
力の三字には︑籾世音の本性も︑菩薩

帆昔維の偶の中に︑

齢もある同菩薩に開する経文の意義は

る︒これを細稲して力といふたのであ

近い程なものであります︒然うして夫

能はす︒大水も溺らす能はす︒悪魔も

者一となって︑菱に始めて大火も焼く
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われわれ

凡て此の三字に悉きてゐると申しても
れは雷に槻世晋に就いてのみでなく信

と現れた理由も︑衆生済度の緒紳も機

障碍する能はす．夜叉も仇なす能はざ

者自身にあてはめても亦此上もない重

工作もその全部が含まれてゐるのであ

に雁じ︑時に臨んで自在に身を鍵する

ぬ︒

る︑大威力が褒揮されるのである︒

観世言の本願とせられる所は︑大乗

○○

ります︒更に此の三字を︑信者自身に

要な語であることを忘れてはなりませ
そこで先づ観世昔と此の三字との開

的のものでなくてはならない︒大乗的

○

とあるその観音は︑此の際に於ては︑

信者の念願とする所は我と共に他をも

あてはめて申しますと︑観音の妙智力

妙とは︑言葉にも言い顎はすことが

救ひ︑共に倶に正しい受りに到達する

係より述べることに致します︒

出来ず︑筆にも書き甑はすことが出来

心の中にある観音︑言ひ換へると︑本

主観的のものと昂るべきで︑即ち我が

○○︒○

ない︒と云ふ不可思議の意義を有する

！

私は拙い乍ら槻世音について次の歌

ましたか︑同く﹁図の力は信仰にあり﹂

で御座います︒ジョンソンは何と申し

和と幸祁とを街現せんとするにあるの

を楽土と海化し︑以て至人熱の亘の平

即ち画家の理想的向上を期待し全世界

ことを望み史に進んでは︑闘土の成俳

として歴史にその名をうたわれる︒先

おいて興先かけるということは︑名響

見でも登山でも︑その他凡てのことに

由で︑特別扱いにされた︒護明でも溌

は︑ただ頃先に生れたというだけの理

あるものである︒員先に生れた男の子

あるということは︑いろいろな便益が

降について叔父が注意したところによ

兄に行くことになったが︑ランチの乗

港した時︑蛎内を兄せるというので︑

が︑海軍軍人の叔父の乗った軍艦が入

正しいかどうかはっきりしないことだ

これは子どもの醜に聞いた話なので

である︒

ある︒これは階段の昇降の場合もＭ様

を開けて女が降りるのを助けるためで

を詠みました︒

ことはない︒外固にも﹁レディー・フ

を尊ぶ思想は古より今に至るまで揺ぐ
ァースト﹂という言葉があって︑女を

時には興先に降りるのがエチケットだ

ると︑乗る時には後から乗り︑降りる

と思っている︒命などで話をする場合
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いたづらに無我かこつとも

先立たせることをエチケットに適うこ

には子ども心に︑少しおかしいと思っ

もろ人

ところが︑いつでも先でさえあれぱ

たが︑その理由は聞きそこねた︒これ

なにかせむ大悲の御手にすがれ

いいかといえば斌そうでない場合があ

によるものだろうと旭弓︒

もさきの自動の場合とＭじような理由

ということであった︒これを聞いた時

︵特別念員︶

る︒エチケットの員諦は︑先と後の微

拙の人の多くは先後のエチケットを
自動車の乗り降りの場合︑乗る時は

に話させることをする︒克員をうつす

でも︑長のつく人や重きをなす人に先

知らないで︑ただ先でさえあればいい
女を先に乗せ︑男が後で乗る︒けれど

過言ではあるまい︒

妙な開係を知ることにありと言っても

る︒先と後との開係は麓に微妙であ

とにしている︒

先と後の倫理

副島民雄
﹁お先きに﹂という挨拶の言葉があ

いう意味で︑和手を尊敬することをあ

がへり下って和手に優先椎を典えると

も降りる時は男が先に降りて︑女は後

る︒州手を先にするというのは︑自分

らわすことである︒﹁先んすれば人を

から降りる︒それは男が先に降りて扉

場合でも︑︑主賓や長のつく人を先に坐

制す﹂という格言があるように︑先で
I

ならぬはずである︒篤直の場合では他

る︒けれどもこれは賞は逆でなければ

らせてから他の人が席につくことをす

坐って本式にやるのである︒私は全く駿尾

よいよ謡う段になると︑役をきめ︑舞窒に

て自分の浅慮を恥入るばかりであった︒い

に歩いても生きた気持はしないだろ

歩く相手を送り狼と思ったのでは︑先

ことを示すということである︒後から

と先に歩いた︒それは相手を信頼する

う︒後の座を占めること︑追う立場に

を赴くことになるのである︒

立つということはまた有利な立場に身

戦争中我為は︑よく行列をさせられ

侍が殺気立っていた︑少しでも行列を

た︒営時は寓事ものが乏しかったので

乱す者があると︑はげしく非難された︒

だよ︒﹂と︒一番後に出て一番先に引込むの

貫先に出て︑引込む時は最後に引込むもの

に上って前列に並んで謡うのだ︒出る時は

注意された︒﹁君︑かけ出しは虞先に舞蔓

からついて行った︒ところが私は教授から

坐れば間遠いはあるまいと思って︑一番後

に附する思いで︑一番後に行って一恭後に

の人が特肪についた後で︑主賓や長を
呼ぶことにすると︑これらの人を長く
待たせないことになるので︑この方が
エチケットに適うことになるのであ
る︒員打は後から出るといわれるよう
に︑かけ出しは先に出て︑いわゆる前

は︑最も重きをなす人のすることであって

それだけに行列のエチケットが訓練さ

座をつとめるのである︒相撲でも描綱

私は知らぬこととはいいながら︑最も重き

れたはずであった︒絡戦すでに十年︑

は後から出る︒これらの例は先をでな

ろ︒注意されて私は赤面し︑それこそ穴が

行列することが殆んどなくなった今︑

く後を尊ぶ場合である︒〃
これに開連して私には今でもなお一人で

あったら︑はいって消えてなくなりたいと

をなす人のすることをしようとしたのであ↑

赤面する想い出がある︒それは私が大畢を

さえ思ったほどであった︒しかしこのよう

くなってきた︒が戦争中の緊迫感がな

んだのか︑行列を乱して割込む人が多

をせねばならぬ︒が人糞の気持がたる

汽車に乗る時だけは相蕊らす長い行列

出たての頃︑謡を習い始めていくらも錘た

いでいた謡の大事なエチケットを教えられ

に注意されたおかげで私は︑今まで知らな

から︑富時畢士曾の中に松風曾という謡曾

るとともに︑先と後の微妙な開係を知るこ

ない時のことである︒上手になりたい一心
があるのに入曾した︒ところがはじめて出

とができたのである︒

或る時私が東京雛のホームで汽車を

少くなった︒

くなったせいか︑それをとがめる人も
めて含つた二人が︑狭い山道を行く時

待っていると︑一人の男が私の後には

或る武塾ものを読んでいると︑はじ

てみると︑メンバーは凡てお歴々ばかりで

私のようなかけ出しは一人もいない︒いず
る︒おまけに大畢で教わった主任教授が地

に︑一人が相手に背を向けてすたすた

れも相富に稽古を積んだ人たちばかりであ
頭格である︒私はすっかり恐縮してしまつ
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つかないで私と並んで立った︒一列に
並ぶことになっているのに︑これはお
かしなことをするものだ︑この私が見
えないのかしらんと︑私は内心瀞かで
なかった︒すると私のすぐ前の人が前
につめた︑とすばやく私の桃の男がそ

の隙間にはいりこんで私の前に立っ
た︒傍若無人とはまさしくこの事だろ
うと私は思った︒またこれはよく女の
人に見ることだが︑行列しているとこ
ろに知人に倉うと︑その人を自分の前
に入れてやるということをする︒それ

それは自分の後の者凡てに密接につな

妙さを感じとるだけのセンスにめざめ

日本人が今一度この先と後の開係の微

ることが必要であり︑それを賞生活に

がるものなのである︒行列における先

生かすことが必要である︒しかしこの

後開係の公共性に無知な一人がいたた

ようなセンスの縦如は決して根の浅い

我だが持つ﹁人﹂とか﹁人Ⅲ﹂とか

めに後の者が思わぬ迷惑を蒙るのであ

という文字が示すように︑我を人間は

ものではないように思われる︒

私はつくづくＨ本人の健忘癖を礎念

る︒もし自分の肺を韮誰るならば自分は

に思う︒戦争中あの窮迫の時を何とか

行列の岐後に付くべきである︒

して乗切ろうとして努力して作った生
とかして生かしたいものだ思ったけれ

折上の禅拙を︑平和になった今日に何
ども︑戦争がすむと人糞はいち早く戦

くもったいないと思う︒行列に封して

の苦難を無駄に経らせてしまっては全

手中のことを忘れはててしまった︒あ

謙譲の美徳を稜擁したつもりであろ

は自分の勝を相手に護ったのだから︑

う︒もつとも自分は自分で納得した上

抱いていたあの酷しい意識は︑もしこ

するのである︒日本人が大国民として

批含秩序を奪取する意識にまで︑護展

れが平和吐含に描充されるとなると︑

でしたことだろうからそれでいいかも
しれない︒けれどもその篇に︑自分た
一つずつ順番がさがることになるので

ちには何の親しみもない後の人凡てが

更生することができるか否かは︑この

︵熊本大畢教授︑特別念員︶

のはこのことである︒︵一三一︑五︑七︶

充いに帆り合って共同に存立している
ものであり︑人と人とのⅢにおいて生
存しているものである︒それは開係的
存在者である︒もし我だがこの事脅に
驚きめざめるならば︑開係の倫理への
自受というものが︑人間の生存に如何
に本質的で︑従って亜要なものである
かということが理解さ虹るょうになる
と思われる︒そしてこの理解が深まれ
ば︑開係構成の主総である人そのもの
の尊厳の認識にまで到達することがで
きるはずである︒そこで逆にいって︑
このような人Ⅲ箪戒の意識のないこと
が︑開係認識の峡如を招来するもとと
なるのである︒根が浅くないと言った

ある︒こうなると行列の中の自分の肝

ような縛同を篤しうるか否かに懸って
いると私は思う︒しかしこの鴬には︑

は自分のものであるように見えて賞は
もはや自分のものではないのである︒
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新緑漫語記者

ある︒

かつて維戦になった頃︑勝った連合園軍の司令官が﹁日本人は文
化的には十二歳の国民だ﹂と言ったとか︒これはもちろん彼等が職
︑︑
勝幽としての優越感を以て︑敗戦図に封しブッダものであるから︑
﹁何を失騰な﹂などと青筋をたてて怒ってみたり︑口惜しがったり
する必要はないことであって︑た堂よろしく自分のことは自分で考
えてみて︑彼等の言うことが間塗って居れば聞き流せばよいし︑ま
たもしそれに相違ないと考えるならば︑努力するの外はないことで

︑︑︑

そこで私たちは︑自分たちをよく考えてみようではないか︒なる
ほど私たちは︑十有除年に及ぶ事愛や戦争を経たので︑営然に進む
べきものが止つたもののあることも事変だし︑また悲しいかな敗職
のうきめをみたために︑何かと逆戻したことが多々あることも争え
ないことだ︒こうした鮎からして︑私たちは彼の戦勝幽民にくらべ
てみては︑いるｊｉ︑の鮎から輔祁年齢がや入未熟なところがあるこ

︑︑︑

とは認めなければなるまい︒けれども畢問︑教育︑迩義などといっ
た鮎から︑必ずしも十二族の少年だとは自らは考えられない︒尤も
あの敗戦直後の混乱の一時のあわれな様は︑これは標準にはならな
いことだから︑それはともかくとして︑このみじめな敗職図が︑何
の力もないにもか上わらず︑世界のどこの図で地︑東洋に於ける我
が幽民というものを︑まさか心の巾から﹁十二歳﹂の閏だとは︑ま
さかに彼等だって思っては居るまいと思う︒
た画その中で画民の一員として︑或は又証含の一員としての心掛
け︑その行ひというものについては︑これは他図が言う言わないに
開係なく︑自分胤身で考えて見るべきことだろうと思う︒それは公
別とか或は人々の多く集合するような所には︑﹁芝生に入らないよ
うにしましょう﹂とか︑﹁紙屑をちらさぬよう﹂とか︑やれ﹁通を
きれいにしましょう﹂とか﹁草花を愛しましょう﹂︑﹁樹木をいため
ぬよう﹂︑﹁便所を清潔にしましょう﹂の︑﹁くだものをとらぬよう﹂

は困った子供ではある︒

だとか﹁花を折らぬよう﹂など数えあげれば際限ないほど立札が立
っているがこれは小畢生たちえの立札程度のもので︑どうしても大
人に向ってのものだとは考えられない︑ところが︑これが中々行は
れないばかりではなく︑それを守らない者は決して子供ばかりでは
なく︑大方は大人たちなのであること蓮思うと︑どうもこの立札は
大人たちえの注意のためと見るより外はない︒その大人たちは︑そ
れが自分の庭であるとすれば︑必ず子供たちに封して︑その立札の
注意以上のことをやかましく子供たちに言うであるうにと思うと
き︑何んだかその大人のための立札だとは一寸失鵬であるとはいう
ものの︑別に小供さんえとのことわり書きがないし諺大人たちが子
供さんえの注意ともならず︑自ら大人が平蕪でそれらの注意を無澗
しているところを見ると︑立札の注意は︑どうも大人のためのもの
といわざるを得ない︒とすればこの大人は或はこれこそ十二歳とい
ったところではあるまいか︒
先般のメーデーの時など︑集合研の祁宮外苑を初めとして︑至る
ところ紙屑の山だったという︒彼らは自ら革新派を以て任じている
人々の集剛であるにも拘らず︑このような場合の有様は︑何等彼等
が保守として鯉蔑する人々たちと少しも逆つたところはない︑とす
るとこの鮎では同じ十二歳の子枇として坂扱わるべきであって︑ど
んなに自ら進歩派を云冬するとも︑笠際の人間生活の上では︑共通
のた賢の人であることはなさけない︒
今日の大人は︑見たり聞いたりで︑理屈でも言わせると何の彼の
という︒そして一つぱしの大人顔であるが︑その大人たちが︑山え
行けば︑高山植物を︑樹木李超作物を荒す︑里では芝生を︑花を荒し
通路や公園や便所等を識す︑これではいわゆる大人子供であって︑
た営躯の大きい十二歳の少年といったところ︑誠に恥づかしいこと
である︒事こ坐に至っては︑正腫正銘の﹁十二歳魂﹂が変蓋するこ
とになる︒この十二歳の子供は︑今日の六︑三三︑四の教育でも
容易に大人にならない持病らしいとあっては︑どうもなおさらこれ
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姉人文化講産二︶
日本の婦人文化の
進んだ道

生田花世
人間はいろいろ知りたいと思う心を

いろ︒樹齢千年にはなるまいが︑少く

の風雨︑雪霜にも耐えて枝をひろげて

老松が二三本そそり立って︑春夏秋冬

いろいろの貝や︑蟹や︑魚が一杯いた

来ていて︑川口であったろう︒そして

れている︶上代はここまで海が入って

天気さえよければ水逢に降りていって

の女こちらの高垂に住む上代の女は︑

貝を︑藻を︑蟹を︑魚を採り集めたと

ろう︒そしてむこうの高肇に住む上代

がある︒五六年前この大穴の上に︑松

とも七八百年はへていろと思う︒とこ

茸のように︑或は菅笠をひろげておい

思われろ︒

ろが︑この松樹の下に上代人の住居跡

たように︑屋根作りして﹁和器時代の

甑は映蓋が助けてくれる︒三年位前に

古代のことを考える想像の心をこの

背の事を探求するのは老古里者なの

住居跡﹂という札が立てられた︒

った何人かの人が洞浦に入ったところ

見た映書に︵題は忘れた︶俄附にであ

持つ︒今日のことを厩く知りたい︑昔

だが︑私は日本の古代を考えて見るの

字と︑欺︑貝︑魚その他の避の藩書を

考古畢者がいて︑洲洲内の雌の古代文

がすきで︑考古翠の本を度掩蔽み漁
の﹁石器時代の住居跡﹂に行って︑し

る︒そういう傾向なので︑この代糞木

つ︒︵酬脳の力の弱いものは例外︶女性

も勿論この慾望を持つものとおもって

のこ と を 多 く 知 り た い と 思 う 心 を 持

私は現在の私を恭鮎として﹁日本婦人

そこに立って︑まづ思うのは︑ここ

住んで︑獣を凋の矢で射て取り︑これ

す︒くわしい事は略すが︑山の地方に

兄て︑古代人の生活と憩愛とを諮り川
に明かに︑女性が何人かいて耐食事の

を食べて命をつないでいた祁脇の中の

づかに昔を思うのが好ましい︒

いと思う．出来るだけ︑難解でなく︑

仕度︑その他のことをしたろうと思う

若者が︑仲川の悪者に追われて速く走

文化の進んだ逝﹂について述べて見た
又︑川来るだけ退屈されないような論

事だ︒

思う︒

いる︒まんなかの凹みはまづ水がたた

いた︒若者を見つけて自分達の住んで

水の地方心女たちは貝や藻を探って

り︑水の地方え来る︒

述の方法を取りながら述べて行こうと

えられていた︵今は家が建てつらねら

この高豪の西の方が又高豪になって

私は東京の織谷に住んでいるのだが

○

近くの代為木諺一初蕊の高姦のはづれに
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！

＝

うとした︒そんなやり方はいけないと

いところいいところとむさぼり食べよ

を出した︒若者は手づかみにして︑い

人間の作り得る年表のはじまりは紀元

しらべて見たら︑開巻第一・ヘージに︑

てあった﹁世界歴史年表﹂をひらいて

この映書を見たあとで︑いつか買っ

西南アジアがもう青銅器時代に入って

来たと考えてもいいようだ︒何故なら

している︒この一行が︑銅器をもって

天日槍が日本え従者をひきつれて露化

て来た商勾麗人へ北鮮︶︑新羅人・百湾

いって謎娘はひろい木の葉に配分だけ

前︵キリスト誕生の年︑第一年︑その

ける︒

のせてやった︒若者はここではこうす

トに︑﹁エジプト暦﹂作らるとあり︑こ

前のこと︶四千二百四十一年︑エジプ

いるところえつれてくる︒そこで食事

るらしいと納得して︑おとなしく配分

を主食としていて殻をすてて各所に堆

の頃謎北ヨーロッパ︑まだ貝塚時代︵貝

彫の締巧さにおどろいた︶

器のいくつかを見た︒その形︑その浮

伽で︑支那上代の﹁股﹂の青銅の大食

︵去年︑私は東京︑青山の根津美術

いたというからだ︒

西暦紀元前︑二十五年に新羅の王子

入︵中鮮︶らしいのである︒

だけ食べる︒水の地方の人たちは︑山
ころの文化にむかっていた︒この映壷

の地方の人たちより早く︑今日いうと

すでに金属時代に入っていたとあっ

高くしていたのがのこる︶エジプトは

という人で︑︵紀元二八五︶外に治工︑

日本人に知らしたのは︑﹁百済﹂の王仁

論語十巻︑千字文一巻をもって来て

︵今さわがしいスエズの北西︶の事ら

期に入ったともあった︒

た︒二千七百年には西南アジアが青銅

は西洋殖もしくぱイランーイラク地方
しかったが︑それは前にのべた私の近

日本に刺武天皇即位の事のあったの

くの代為木初蕊の高嘉えもって来ても
ふさわしい話である︒

歴史にしない人もあるが︶紀元前六百

と妻が主人が死ぬと家来が︵男女とも

日本の古代生活の鍾風では夫が死ぬ

あった︒彼はこの銅刀をかりうけて︑

特に若者のおどろいたのは銅の武器で

そして︑導入したのは︑日本海をこえ

器︵刀︶がはじまりらしい︒次は食器

日本え銅器の入ったのは︑やはり武

生命も重んじられなかった︒文化どこ

た︒女性の生活は至って簡単で︑その

これについて生きながら地下に葬られ

一一

六十年であり︑悌教のはじまり樺迦の

誕泊︑呉服師もつれて来た︒

接した．茄子︵？︶大根︵？︶野菜のい

生れたのが五百六十年とされている︒

は︵この頃︑これは俸説だといって︑

ろいろ︑それをこの水の地方の人為は

山の地方の若者は︑︸初めてのものに

食べた︒彼も食べたらおいしかった︒

山えかえり︑自分を追った敵をやつつ
１１１
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I

が水の地方のやじりとなっていて川土

州の和田峠附近にしか龍しない黒耀石一

していることだ︒︵安川徳太郎薪︑﹁人

百済から︑織工・縫工が来て教えた︒

地方の女たちが︑海水から蝿を製造す

間の歴史﹂より︶そして︑後には海の

ろではなかった︒ところが鵬光がさし

知っていたらしく︑天照大榊が︑機を

とも織るという手仕事はもつと前から
織っていたところへ︑素蓋雄命が汚物

る術をへこれを教えたのが蝿釜明川︶

あやはどり︑くれはどりのこと︶もっ

にわ︶を造らせて︑人馬にかえた︒︵キ

を投げこんだ︵古事記︶という事があ

憂え自家川とし︑又︑山川の人為に闘

の獄議によって︑殉死を腰し心土偶︵は

リストが生れて三年めのこと︶女性も

る︒百滴の細工はやや粘巧な織り方を

た︒それは垂仁天皇の御宇に野兄桁禰

亦この文化に浴した︒これらの土偶は

桝廷川として女たちに教え織らしめた

聴釜明澗を祇るところは太平洋側の

った︒

物餅にゆけばそれが見られる︒しかし

後︑日本の各所から出土したので︑仰
のであろう︒

空腹が文化を誘導したと云うが︑ま

各所にあり︑仙牽で絶っている︒噸の

ったくである︒これを食べて︑毒であ

美しく向いのを造り出して︑喜んだ上

商寅ということも︑物至父換の形で

Ｈ本の文化は︑高勾歴︑新羅︑百済︑

古代から行われた︒それを女性も行っ

めに︑命を失ったものも多いことであ

るか︑ないか︑毒草︑毒茸︑毒魚のた

任那︑つまり朝鮮からの渡来によって

はその頃の人智相営の留意があったら

ろう︒これは食べてもいい︑これは食

はたのしい︒

しい・・体読だといわれる日本刺代の記

た︒その一例をいえば︑人間に必要な

べない方がいいと輔次から次に体へて

代の女たち﹁あま﹂の事を想像するの

事の中に︵古事記︶に︑ちゃんと鍔療

う︶滑海藻︵あらめという︶海菜︵も

含水炭素を耐古代人は﹁海藻﹂︵めとい

来て︑叉︑他の地方のうまいもの︑食

亦大陸の指導下ですすんだ︒

にわたる事があり︑貝や薬︑草が傷の

はという︶からとった︒これらのもの

べられるものを持ってくる事のために

みちびかれて居り︑上代の女性文化も

老人を野山にすてその飢死するのにま
︵焼徐山のこと︶

かしたことはすっと後までつづいた︒

老人のことはいい加減にされたらし

手営につかわれ︑これにあたったのは

を向分も食べ︑山の地方の人為と物堂

人間はたゆまず︑努力している︒女性

いが︑病人や︑けが人についての虚世

被服は太古にはすぐ手に入る兎や淵

交換して︑烏歎を手に入れた︒この事

多く女性であった︒

の毛皮をはいで︑かわかしてまとった
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I
の澄蝶としていいのは︑日本では︑帽
￨

らしい︒しかし︑前にも述べたように
1

もこの食糧問題にいつも参加して来て
だ︒

君が行け長くなりぬ山葬ね
迎へか行かむ侍ちにか侍たむ
かくばかり識ひつつあらすぱ高山の

一一いま母いへ︑古代人は柴養不良のため

毒命が 短 か っ た ︒ 男 性 は 五 十 代 ︑ 女 性

磐根しまきて死なましものを

七八三︶この頃には日

歌

ことによって好配を求めあった智裕︶

垣︵夜あつまり寄った若い男女が歌う

でも亦︑純日本風の性の記録である︒

ひたすらに生き︑ひたすらに燕しそ

して死んだ︒

一一一

日本に俳教が渡来し︑精別文化を促

二十九代︶即位後十三年の十月︑百済

したのは︑記録では︑欽明天皇︵人皇
ありつつも君をぱ侍たむうち廃く

直面した心理である︒そしてその頃の

という痛苦痛恨の心情は︑ひたすらに

は四十代位でまいったらしい︵藤原時
代のこと︶と専問家はいっている︒

藤原時代の前︑奈良朝時代といへば
人皇三十三代︑推古天皇︵女帝︶から
︵西暦五九三

の聖明王︑仰経諭を獄す︵一説に七年

というのが始まりで餅次は敏達天皇︵人

わが黒髪に霜のおくまでに

善信尼還るとある︒へ西暦五九○︶推古

皇三十代︶即位後十八年︑十月︑新羅︑

こんな風に夫への順雁を歌いあげてい

天皇へ人皇三十三代︶即位後六年に高

る︒私たちは日本上代の女心を︑この

幽葉集の長歌には︑伽教渡来前の諸
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五十代桓武天皇までがそうであって︑
本は︑支那の﹁階﹂﹁唐﹂﹁朱﹂の文化

を吸牧しつづけた︒衣食住各般にわた
って︑大陸文化がそれまでの瀞一風をあ

この奈良朝︑藤原時代のことが︑﹁醐

地方の陣承小話がいくつかうたわれて

九五︶

勾一睡から僧慧聴が渡来している︒︵五

皇三十二代︶の即位後三年に百済より

だ︒この書にのっている一恭古い時代

葉集﹂という歌の本でうかがわれるの

いる︒その中に直間の手古奈のことが

紀元前五百六十年印露度に起った樺迦

伽像を戯すとある︒次に崇峻天皇︵人

のものは︑仁徳天皇︵人皇十六代︶の

に求愛され︑どうしていいか分らなく

美しい娘であったために︑多くの若者

やさしい︑美しい心である︒

妃磐之媛の歌である︵西暦三一三︶こ

の教えが︑約千五百五十年のちに︑ぞ

磐之媛皇后の歌で味うことが川来る︒

の甑にはまだ日本へ伽教は入っていな

る︵柿本人麿の歌︶これも日本上代の

なって︑井に投身したというのであ

文化の中につれ来んだと兄なしていい

くぞく︑日本へ浸透し末り︑東洋精紳

らためていった︒

かったので︑女性が愛怖の問題でひど

おのづからの女心であったｐ常陸の歌

く苦しんで︑ただ︑ひたすらに苦しん

I

であろう︒有徳救世の人︑善信尼のよ

律︵大化令︶は確定し︑戸籍がつくら

ろいろの含︵え︶に就いた︒一方︑法

れる︒

よるもので︑常時の文化をしらしてく

ろ正倉院の御物の大半は皇后の寄進に

女人を罪多しとする俳教の説︑女人

うに女性の身でもって︑百済へ渡って

を卑しとする漢望の説が︑それまでの

道も存続す︶となり︑日本人の上下の

びのびとしていた日本の女性の原始的

れ︑古代の祭政一致が︑俳政一致︵祁
心があらたまっていった︒この悌教の

とと思われる︒

功は偉大であった︒しかし︑女性にと

いる︒多分俳法習得のためにいったこ
寓葉集の前半は悌教の影響のないの

女性は苦しくなると︑昔のように︑

な明るさを失なはしめたという事も云

ひたすらに苦痛に直面せす︑出家して

っては功とともに不利もあった︒

皇子が︑深く蹄依して︑銅像の製作が

でいくつかのこっている︒﹁竹取物語﹂

ころに出た物語︵今の小説︶が今日ま

が目につくし︑巾半以下はその影響が

はじまっている︒皇子は憲法十七係を

尼となった︒逃避の道がひらけたわけ

川かかっている︒推古天皇の撤政厩戸

書い て ︑ 諸 臣 謎 諸 民 に 制 定 し た ︒ ︵ 六

である．塔之媛皇后も俳教渡来後に︑

前にのべた﹁寓葉集﹂の上期と同じ

﹁藩窪物語﹂﹁伊勢物語﹂﹁字津保物

蕊去されたが︑︵聖徳太子と申す︶この

皇子は好明天皇の二十九年二丹五日

る道なのである︒尼となった人の多く

の自由をとりかえし︑安心の生涯に入

らいえば︑浮世を厭離することは︑心

かもしれない︒もつとも︑信仰の方か

育てたところ︑世にも見かけぬ美しい

子供がなかったので我子として大切に

に女の子のいるのを抱いて家にかえり

ぬきまるという老人が︑本光る竹の中

﹁竹取物語﹂は竹薮の中に入ったさ
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える︒

○四︶﹁和ヲ以テ間シトス﹂︵その冒頭

方の弘法によって︑伽教が日本に大に

は病者︑貧者のために救ひの仕事をは

姫となった︒﹁かぐや姫﹂と名づけて︑

語﹂などである︒

ひろまった︒物部氏の大反封を押し切↓

じめた︒それはそれで︑人生えの積極

生を享けていたら︑出家し尼となった

って了って︑ついに怖教は図法とまで

性をもて︒沸教熱心の女性には聖武天

の垂叩︶

全固に及んだ︒︵圃分寺︑園一分尼寺︶法

ろ︑王︑皇族︑有力者の子︑何人もが

妙齢をまち︑よき婿をとおもつたとこ

成り ︑ 沸 像 の 鋳 造 ︑ 寺 院 の 建 立 は 日 本

皇の后があった︒この皇后は仁慈の心

求愛にあつまった︒かぐや姫はこれら

隆寺︑奈良の大悌︑北では中尊寺︑前

をいたわり︑貧者を救わ曇れた︒現存す

をもって︑悌教を諸人に及ぼし︑病人

諸臣︑諸民は寺院にあつまって︑い

１１

後し相ついで出来上った︒

｜

っている︒営時の貴人の娘たちのあこ

姿がいくつも並んで出てくる︒俳教信唯

がれは女官となり︑更に帝の愛をうけ

琴を妙に弾くことを肇んでいた︒俊陰

空洞︵うっぽ︶の中に住んだ︒たまた

たいという事にあった︒娘の父母は出

一の求愛者に難題を出した︒何れも失敗

ま弾いていた琴の昔が︑行幸の帝の御

世の方法として︑娘や妹を宮廷や貴人

の道だ︒文化的となって︑消極的とな

美しいときいて︑帝からお召しがあ

の邸におくりこんだ︒これも亦﹁源氏

仰の中での安心感を得ようとした女性

った﹁私は〃の世界のものです︒月え

た︒俊陰の未亡人もよく琴をひいたの

感に入り恥召し出されて厚く待遇され

物語﹂のここかしこにはっきり描かれ

の子の仲光は母とともに︑家が破按し

蹄らなくてはなりませぬ﹂といってこ

で︑御宴の時恩寵にあづかり︑故人で

ている︒

て住めなくなったので記北山の大木の

とわり︑ついに︑八月十五夜︑月から

ある俊陰も中納言をおくられたという

り︑さんざんの事となった︒

の迎へがあつて昇天した︑帝の臣たち

物語で︑中に仲光その他十数人の感し

して病気になったり︑逃げて出家した

といううちに姿は消えて了った︒

﹁階﹂﹁唐﹂﹁宋﹂の文化を吸収して

一うが︑これが︑上代の女性に読まれた︒

一あって︑日本だけのものではないとい

宇治十帖では︑賞子ならぬ子︑壷あ失

主人公光源氏の五十除歳の生涯を彩り

なものといろいろに書きわけられて︑

もの︑不純なもの︑旗軍なもの︑軽薄

情が︑複雑なもの︑皮肉なもの︑純な

﹁源氏物語﹂となると︑男女川の愛

稽春けばかがる我が手をこよひもか

歌の一つを左にかかぐ︒

で分るのである︒やさしいその熱情の

の事が︑寓葉集の﹁東歌︵あづまうた︶

文化におくれたがつよさを保った︒こ

人為を上品にしたが弱くした︒下層は

弧靭さをもちつづけた︒つまり文化は

に︑庶民は︑へ女も︶日本上代の粗撲さ

の文弱︑華美に流れた宮廷人とは反封

作者は源順という人であろうか︒︵延

︵今日も園文皐の第一課である︶

懸と求道をのべている︒全巻に渡って

殿のわく子が取りて嘆かむ

︾ｃｏ．

た美姫あて︵蛍︶の宵というのが出てい

が引止めようとしたが︑あれよあれよ
こういう美女昇天の話は︑伽典の中

﹁字津保物語﹂は﹁竹取物語﹂と﹁源

俳教的人生槻︑叉︑生き方が色漉く出

にもあり︑世界の諸国の偉説の中にも

氏物語﹂との中間で川現したもの︒主

ているのである︒苦しいと出家する︑

喜時代の人︶はっきりとは分らない︒

人公藤原俊陰は十六歳で晴え渡ろうと

悲しいと尼となるという逃避の女性の

︹註︒わく子は若旦那ということ︶

十何年めに飾って来た︒その時には︑

して嵐に出あい︑流されて波斯え行き
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司
一

１

二︑銀の尊重

とと思われます︒

うになったのは︑せいぜい二三百年来のこ

りますから︑この三つが揃って使われるよ

川島次即

シルバ︲Ｉナイフ及びフ諭︲ク

食享稽法⑳

｜︑シルバＩ

ここにシルバーというのは︑洋食卓に輝
く銀色のナイフと︑フォークと︑スプーン

純白なテーブルクロースの上に︑顔が富
ークが︑一靴の曇りもないグラスと共に︑

る程に磨き上げたスプーンやナイフ︑フォ

整然とおかれている岡は︑浦潔そのものと
いった感じで︑食慾をそそるに十分です

器か︑宮廷若しくは斑族の家に賓瓶される

貴重なものに過ぎなかったのです︒それで

いということになって︑﹁彼は銀のスプー

銀器を持っているといえば︑その家柄がよ

ンを口にくわえて生まれて来た﹂等という

諺も行われるようになりました︒それで今

一般に喜ばれています︒曾てロンドンで聞

でも嫁入道具のウェディンク・シルバーは

いた話ですが︑あちらには今もなお銀に封

する信仰が残っており︑新凡の夜︑ひそか

て外に川て︑誰にも燕づかれないように︑

にシルバーＱシルリングの銀貨︶を握っ

挙汗一開いて〃に斬れば︑金持になると言っ

ている人もあるそうです︒今ではナイフも
フォークも︑スプーンも︑純銀で作ったも

の風習を仰えているのであります︒

のはありませんが︑輝く銀色に︑古ながら

よって形もちがい︑大きさもちがいますが︑

さてナイフも︑フォークも︑その用途に

三︑ナイフとフオクの形
に於ける銀愈重の風潮であります︒欧州で
は古くから銀が盆ばれ︑紀元前には金より

が︑洋食卓に於ける銀器には︑それ以上の
兎要な意味が含まれています︒それは厭州

もずっと価の高いこともありましたし︑ア

けば最も大きく︑中型はデガート川︑小型

フは別にミート・ナイフともいい︑魚肉に

はフルーツ川であります︒テーブル︒ナイ

（31〕

｜他蝿榊嘩封献墜計韮唖や五噸に坤燈悔崖が
砂柵入れとかいう他の銀器︹サービス・シ
ーか紳洲や叫蝿鋤紺唾注詮軸猫鋤球溶一旦馴睦

今は︑なくてならない食器となっていて︑

属ロ爵四目句○烏といえば︑食事を意味す

評畷諦姑獅暗や雌

るようになっています︒
しかしこれらが食器として︑一般に川い

一畿郵峰越嫡津唾帳挺鞄

に直接口をつけ︹わが図の汁や吸物のよう

銀を採掘したのが本だともいわれていま

最も多く使われるのはテーブルＱナイフと
テーブル・フォークで︑サービス川のを除

に︶︑ナイフは食卓に一つだけ出しておい

テネの繁楽はギリシャ人が附近の砿山から

て︑それをみんなで使っていました︒それ

す︒銀は後年米大陸の溌兄と共に︑南北ア
メリカから盛にはいっては来ましたが︑そ
れでも始めの内は︑銀器といえば教曾の聖
にブォークが工夫され︑伊大利から仰闘西
や英幽に仰わっていったのは十七世紀であ

I

ークがあります︒魚肉に鐘のものを使う

は別にフィッシュナイフ︑フィッシュフォ

にたべられる程

え︑ナイフは同うへ押すようにして︑一口

人差指を上にかけ︑肉の一端をしっかり押

持ち方は︑肉を切る場合であれば︑雨方共

っているグラスの飲み物をこぼさないとも

に動かすと︑肱が隣の人に贈れ︑右手に持

少い︒それにフォークを左手に持って頻繁

に切ります︒こ

その凸面に物を載

い方にも現れて︑英閣でフォークはいつも

また英米の詞憧の相違は︑ブォークの使

限らない︒﹂といっています︒

て︑厚く銀鍍金をしたものを使います︒し

と︑味を損するとか︑刀が錆びるとかいっ

かし今では必ずしも魚肉用を唾別しませ
の時肱を張ると

せるのに謝して︑

隣の人のじゃま
になります︒

います︒これにつ

いても一米人は

米図では凹面を使

﹁例えば︑つぶし

切った肉をた

手のフォークに

た馬鈴署とか︑ラ

べるのには︑左

ます︒たべてし

ンピースとかい獲り

イスとか︑グリー

刺して口に運び

一口分位に切り

まったら︑また

たべるのはむづかしい︒少くも相営の熟練

の背の方にのせて

がいる︒しかも︑それを左の手ですること

ものを︑フォーク

れは英図を始め︑欧州の閣々の習わしで︑

になると︑どうしても失策が起り易い︒﹂と

ナイフ︑フォー

がよいと主張している人もいます︒しかし
を使います︒

鋭い刀はついていませんが︑わけても魚肉

ナイフは川におき︑プォークを右手に持ち

米図では最初に幾切れかに切っておいて︑

なお食卓に用意されるナイフは︑どれも

ただビフテキに使うナイフだけは例外で︑

いうのです︒

四︑ナイフとフォークの持ち方

があります︒一米人は︑﹁誰でも右手の方

す︒この二つの違った方法には︑夫々理屈

にナイプ︑フォークを雨手に持ち︑フォー

張には無開係に︑英国の人には︑昔ながら

しかし︑こうした賞用本位の考え方や主

かえて︑一切ずつたべるのが普通だそうで

ナイフ︑フォークを使うには︑普通︑ナ

１１

がよく利くから︑器用に物が扱えて過ちも

刀が鋭利になっています︒

用は鈍く︑形も心持小さくなっています︒

クは︑ずつと朋手に持っています︒但しこ

魚肉用のがでているときは︑もちろんそれ

大小二種位にして︑どれにも間に合わせる

ん︒中には外人で︑ナイフ︑フォークは︑

１１

イフを右︑フォークを左に持ちます︒その
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クは型の如く背面を保って︑ 行儀よく食事

理が残っていても︑八字形になっていれば︑

すんだことを現します︒ですから︑まだ料

クを使う方が自然だと思われます︒しかし

Ｉ

をしています︒

も聞きました︒

本物の印度では︑咽方使っているという話

七︑ナイフ

から蝋を掬い取ったり︑バク入れのバタを

ナイブは食物を切る外に︑卓上の蝋入れ・

自分のパン川に坂つたり︑測ったパンにバ

ガノ

ークが正しいと言われています︒叫控零前わ

の食卓には︑洲味料は出ませんが︑蝿だけ

は例外で︑各自の好みに唯じて︑蛎鋪を通

蝿を掬うのには︑もちろん新しいナイフ

常に加減することが許されています︒

でなければなりませんが︑この際卿をこぼ

わしでは︑若し過って蝿を散らしたら︑直

すのは禁忌になっています︒ロンドンの習

ぐに摘み取って︑肩越しに三度後ろへ投げ

パンも︑識ハクナイフがついていればそれ︑

るということがあるそうです︒

せん︒バタはパン川の右の方に渥きます

なければ︑どのナイフを使ってもかまいま
ジャーが乗り込みましたが︑彼等はデッキ
で煮たきをし︑木の葉にライスとカレーを

いたりすることは何れも悪趣味です︒

けたり︑始めにパン一面にバクを塗ってお

が︑パンを持っていって︑じかにハクをつ

載せ︑五本の指でかきまぜてたくていまし

はなりません︒

ナイフはどういう場合でも︑口に入れて

た︒これはフォークの工夫される以前の一
形だったのですが︑この賭からも︑フォー

が剛の欧州迎いの船には︑シンガポールや
コロンボから︑たくさんのデッキパッセン

グを塗ったりするのに使いま傘︒元来正式

方を同時に使いますが︑

フォークだけで使うよう

ークで間に合う場合は︑

雨手揃っていても︑フォ

ます︒米閣では︑たとえ

時に一方だけの事もあり

ナイブとブォークは︑大ていの場合︑胴

六︑フオーク

蒲仕は皿をひいてしまいます︒

五︑食事中 と食後
食事の途中で︑
パンをたべたり︑

飲み物を飲んだり
するときは︑皿の
上に︑ナイフは刀
を内に向けて右に
フォークは凸面を
上にして八字形に
槌きます︒ナイフ

にといっています︒この
場合は︑柔かなものは︑

常然フォークを職にして

一 三

はスプーンを使う虚が多いのですが︑フォ

Ｉ・ライスは︑わが剛で

切るのです︒因みにカレ

＝r一

三毛

とフォークの先き
を少し交叉させる
こともあります︒

ナイフとフォークの柄を食卓につけて︑八

ん︒

字形に遥くことは︑今は殆んど行われませ
料理をたべてしまったら︑ナイフとフォ

ークは井べて︑皿の上に置きます︒この時
はフォークは凹面を上にします︒川の上の一

位置は︑米間では梢斜に︑英閣では中央に
縦にするそうです︒このナイフ︑フォーク
の置き方は︑一つのサインになるので︑八

字形は食事中を意味し︑井くるのは食事の

〈33）
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や峰麺

・・一方には櫓えた所がある筈だ︑そしてその所の正反封の交換もある

本年は世間で﹁ドライ﹂の天候だなどというが︑昨年の秋から引う︑言う所の反動である︑片寄るところの反動が恐ろしい︑どうや
つづいての頑固片意地なお天蝋がつ置き︑今年になっても︑雲らしらこの天候が始まろうとして居る︑四月の十九日からそれらしい雨
い雲︑雨らしい雨もなく︑中央気象蔓が設けられてこの方珍らしいが降り出したからである︒天気諜報では︑気象の配置はすっかり梅一一
ひでりの記録を作ったともいわれる︒お天気は誠に結構なことのよ雨だなどと惇える︑本含の節五十五回の定期縄含は四月二十一日の
うではあるが︑さて人間の生活も除り天候に片寄られては︑必ずし日曜日と決定したが︑古来の暦にはない所の時ならぬ梅雨期という
も結構とは言はれない︑空莱の極端な乾燥に︑やれ風邪が流行して課であった︒
閉口するとか︑また火事が多くて困る︑全図で市街の大火がしきり四月の二十日前日夜まで雨であったので︑総含日も雨とあきらめ
に僻えられるといった課である︒東京などでは︑一日五十除件の火ていたところ︑明くれば晴天である︒これもドライ天候？にして
事という日があり︑﹁火事はお江戸の花﹂などと古風な﹁だぢやれ﹂もこの晴天は本含にとっては幸であった︒例によって午前十時過
を言っては居られない︑大戦争後の往宅難︑苦しい中から年々建てぎ︑第五十五回の定期縄含は︑本含々館含議室で開かれることと
られてゆく住宅の薮を︑焼かれてゆく数が上回るとあっては︑これなった︒第一行事は︑故正副首長並に物故曾員の年祭である︒酒井
は誠に悲劇である︒さらにはまた井戸水や水道の渇水で到るところ含長の祭瀞の朗読についで︑同含長の祭王としての玉串奉糞︑遺族
悲鴫をあげる︒東京などでは水量に制限が加えられ︑一日二時間の代表の馬場淑子氏の玉串奉糞︑全図支曾長代表繁田武平氏の玉串奉
給水といった地睡も出来るし︑この水の不足が常扶蓋力の不足とな箕︑全含員代表下村毒一氏の玉串奉糞があって年祭を雑了した︒
り︑これも大口筋では休電日が設けられる︑それから琴を初め作物第二行事は本含役員︑功勢者里菅白祇賀式である︒酒井倉長の醜
の被害等々数えれば際限はない︑こんな有様だから︑兎角物事はす僻朗読があり︑絡って割田︑主事より本年度の毒昌者の報告があつ

−倍︾拙︾峠諦︾銅挙で誇調や鑑嘩坤畑如喉陣揃釦嬬雨郁鐸維症唖奄維塞鋤咋率鋤雷鵡漆癖舞順法筆 奉御衡函施雑鑑塞奄権唾華龍衝誌
照井隆善︑山形螺心友曾支含役員伊藤撚五衛門の六氏であった︒常
維職後は︑人の心もずいぷん鍵って︑不規則に︑気まぐれになつ日の出席者武藤伊之助︑三好凌石雨氏に封し︑酒井倉長より含員の
て来たが︑天候もそれに準じて来・たものか︑従来の暦が通用しない拍手裡に記念品の贈呈があり︑受賞者を代表して︑三好凌石氏の答

でとは狂って来たようで︑梅が寒中に咲いたり︑春になって雲が降それからいよｊ︑絶曾である︒先づ酒井酋長は式鮮を朗讃されて

ことが多く︑暖冬異鍵なども屡く冬とか寒中とかいう感じも今ま跡があって式を閉ぢた︒・

ったり︑夏に綿入りが欲しい日があったりする︒僻に戦争に敗けて今日の世相を憂照本含の活動を雪つ・に︑これに封し含貝を代表し
祁様も狂つ今にのだろうとか︑やれ原水爆の影靭だとか︑太陽の黒鮎〃て千葉螺の命員渡遥正男氏の馨酢があって︑含貝としての決意を述
の開係だとか等餐︑あたかも新宗教の信仰の如く︑これらが信じられくられた︒引つ宮いて︑酒井倉長議長の下に︑昭和三十一年度の決

一一︲︲−︲︲！︲１１−︲１１１１ｌ︲
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算審議に入り︑割田主事説明の後異議なく承認となり︑次に昭和三
十二年度の諜算案の群議をなし︑大島正義氏の地方人講師派謎を一
層盛んにして貰い︑鼓算の中で此の黙充分御考慮の上︑運用して頂
きたいとの希望が述言へられて︑これも一同異議なく承認された︒昭
和三十一年度の事業報告は︑印刷物を配布して︑時間の闘係上説明
を省略して議事を雑了し︑謹食を共にして休憩した︒
午後一時玄開で一同記念撮影をなし︑つ宮いて第四の行事の総含
記念の講演倉に移った︒講師は文部省初等中等局長内藤警三郎氏で︑
﹁日本教員組合の動向﹂と題して話された︒御承知のように︑維職
後は占領図の命によって︑諸般の大革命が断行されたが︑その中で
教育制度の如きは︑その妓なものの一つであった︑いわゆる六︑三︑
三︑四の制度︑教育内容の革命︑文部省が文教に封する権限の弱慨
化等々がそれである︒同時に一方には他の詣図慨の如く︑教員の組
合組織が認められ︑勢伽細合として礎足した︒その後公務員細合と
なったが︑この剛髄の在り方が︑叩なる経済闘争ではなく︑政沿︑
人事の面と︑教育内容に立入って︑研究閲慨の性桁を有つという三
つの面を掌中に握って︑その紙済の偉大な力と人の数の力で︑教育
に州する一切の支配力を布っに至った︒こ上に今Ｈの教育を語る上
には︑是非ともこの日数綱を検討することなしには不可能という欣
態にあるので︑この問題は今日の菰大問題である課である︒彼等は
二十数名の幽含議員を出し︑教員の人事椎を一手にし︑左州向の教
育内容を弧引に打出し︑変力行使もやり︑羅済闘争もする︑文部省
には何らの力もない・変に今日のところ︑天上天下唯我濁掌の存在
である︒近頃日教組を脱した教組も出来たが︑日教組をして︑経済
闘争の組合化することが必要で︑それがためには︑常局も経済面に
は常に留意し︑温い心を以て彼等の面倒を見てやるようにすること
が必要であるという￥雑って数氏から質問があり︑懇談的に種々と
午後三時半からは︑本郷駒込林町養源寺に有志参集︑含加西村先

話して一二時講演を総了した︒

生の法要をなし︑墓前に瓢いて鋪五十五回の定期総含維了を告げる
と共に︑含祁の御冥祁を祈った︒養源寺も職祇を蒙つたが︑その後
住恥の努力により本年漸く一睡の復興を見たことは何よりである︒
午後六時よりは︑牛職門の東催含館で︑縄含記念の懇親倉であ
る︒陽春四月といえば︑何かと含合も多くて︑誰彼皆忙しいことで
あるが︑それにも係らず懇親官は仲々賑かである︑東催含館も新館
増築中であり︑この日結婚式も二十数組に及募有様で︑混雑を極め
ていた︒デザートコー↓︿に入２Ｌ︑酒井含長の挨拶︑二木謙三博士
の挨拶があって︑除興に移り︑河原丈敏︑高橋節雄︑大島正義夫妻
等より︑詩吟︑和朕朗詠︑謡曲︑竿々があり︑午後八時半和気緬々
裡に散命した︒かくして第五十五回の定期総合の諸行事も滞りなく
雑了したことであるが︑命員各位には︑御多忙の虚を︑朝の十時よ
り夜の八時牛まで︑引続いての忙しい行事にお努め頂いて感謝に堪
えない︑謹んで感謝の意を表する次錐である︒
思えば批含の塊状は︑反抗と伽向を土豪として︑混乱に汎乱をつ
堂けている︒いつの時か︑心静かに自分を思い︑自幽を思い︑中逝
の腫理に心を致すようになることであろう︑我々は不動の信念蓮固
くもち︑忍耐弧く︑あせらずにこの我冬の通勤をつ管け︑その紡果
をば鋪を握くして見詰めることが緊要のようである︒折角命貝皆様
方の御指導と御誰力詮斯づて︑この第五十五回定期紬含記事を結ぶ
こととする︒ｇ九五七︑四︑三○︺
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大橋乙羽の生涯と作品兄︺

大杉謹一

た︒とはいうものの長坊の塀は忘られず︒

は辛らく︑長太郎は一Ⅲ見たし︑ハテこれ

たが︑こちらから縁を切った主様に逢うに

とになれば︑後妻はどうやら邪魔者と案じ

相談に︑清助を家督にして︑後見を選ぶこ

ドリ︑そこここと門札に側をそ叉ぐ︑幸兵

路はいそいそと下弁蔑年町の入口で腕車を

家の内儀が︑天王寺の墓参をすまして︑蹄

稚を供にして︑いでたち立派な三十前の町

凋れながらに心を花の寒菊一枝︑殊勝ら
さ
しく提
げさせ︑小納戸の股引擁からげた丁

しお

ばどうしたものか︒

つ

そのうち清助という︑まだ頑是ない前妻の
いくつしうと
忘れ錘弄と︑六十幾歳の姑御とをあとに鍵
して夫はあっけなし妬んでしまいます︒

ておりましたが︑姑御も嫁を頼りにしてく

あとには親類縁者が寄集り︑跡Ⅱ相綾の

幸兵術の父御は︑死の間際に幸兵術を枕

れますので︑脆きは女子の心とて︑いっそ

おもひ川へ第二Ⅲ︶

其下
元に呼び寄せ︑﹁級みというは︑わが亡き

見えぬかと覗み込みますと︑路次の曲り角

術という名はないか︑江戸臆という陰銃は

の麓がして︑﹁長坊遊びに行くのか﹂とい

くる友

跡︑其方嫁をも麓うて一人並み︑ょも江戸

深切にいたしますれば︑老母は手を合して

う諾キッカケに︑﹁お宅はこＬか﹂と走り

おなご

幸の家名を堕すまいぞ﹂との通言︒枠の挨

野川の紅葉は今が恰度見頃との一評判︒雑彫

拝みますのを︑﹁アレ勿髄ないお母様︒瀧

せぬか︒﹂﹁おうノ︑それがよかろう﹂と︑

寄りましたが︑﹁いやノ︑幸兵衛さんは気

のぞ

拶も殊勝なのに︑喪心の眼をふさいだこと

にたてた破れ障子の穴から︑聞きなれた男

に︑いぶせきあばら屋がありまして︑入口

おと

でしたが︑離職の善六という者︑大日一那の

に鶴でもお連れ遊ぱして︑御遊山なされま

る小襖の繕の由縁あるにつけても︑又もや

清助もろとも遊山に出して︑嫁は濁り眺め

病妃後はテッキリ魔王の浮世と︑幸兵備を
女房はそれをさとりはしたものの︑夫の

て︑去った女房が何しに来たかと腹を立て

丈のお方だから︑なまじいお尋ね申したと

そ上のかして堕落させます︒

潟に悪しかれと思う心は露ほどもなく︑長

長太郎の行術を案じ︑折節そここことさぐ

ぷず室恥かり

坊を可愛がっておりますので︑夫も今まで

って見ましたが︑少しも手がかりがありま

られるは必定なれど︑どうぞして逢う工夫
せん︒

むつこと

女房に苦努をかけたことを﹁あァ悪かつた︑
か和

女房堪忍して﹂と︑川に凍る夜の睦語に出

ほどづきん

うち

はあるまいか﹂と︑解きかけた頭巾の紐を

ふと

その後水天宮の縁日で︑不岡見かけた蔑

のと︑丁稚を往還に待たせて置き︑裏手へ

結び直し︑兎も角も家内の様子を見ようも

こく

燈費は︑まさしく前の夫で︑まさにわなな

おもて

く男の兄は︑月にも花にも忘れかねていた

し覗きますと︑薄一暗い納戸のうち︑雨戸を

廻り牙を潜めて︑壁の落ちた骨の隙からさ

どでしたのに︑一酷短慮の親父殿が︑
なるほま
芝

を残して︑好ともせぬ竹に接木の仇花咲か

生木へ一斧︒断られた梅は一人の小兄に夫

て︑漸く下谷蔑年町というをつきとめまし

長太郎でしたので︑丁稚にあとをつけさせ

つ芝

せ︑油町の大物問屋松葉陸といへぼ︑町内
ものもち

誰知らぬ者もない豪商の後妻となりまし
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ったかと︑われを忘れて覗き込みますの

ま︑笑って御随よ︑おうノ︑お腹は好うな

さらノ︑と︑旭日さす向側に行きか上りま

も︑地賊眉毛に笑いを見せ︑草履に脊させ

ひさし

を仕切る畦一頭に︑たしか長太郎が書いた

半ば繰って廟のむこうへ繊倒しにし︑長屋
と思われる反故貼の手跡︑拙からぬいろは

かアないか﹂と問えば︑春風わたる笑い顔

を︑それとは露知らぬ親子の者︒﹁長坊塞

長が傍に走り寄り﹁お前は好い兇だ︑ヨウ

すのを︑四五粁過ごして振戻った内儀は︑

ほど喉り

文字は︑夫が暇にあかしてわが兇に教えた

こおど

マア宅を父さんに聞いてくれた﹂と︑白銅

ラち

四五枚掴んで謬れば︑長太郎は雀躍りし︑

さんにコレを貰った︑魁いって﹂と盤へ投

芯さげわざ

して︑﹁いえノ︑ちつとも塞かアないよ︑

突き雷り︑﹁御免なさい﹂と行こうとする

て︑﹁ゴレ長坊︑いつも云うこと忘れたか︑

げ出し父に見せますに︑幸兵術は赫と腹立

あたいひあたり

情の技か︑賭しやと眼を拭って筒よく見ま

引返してウソと戸を明け﹁父さん今のおば

のを︑内儀はしっかり袖をおさへ︑コレ

はづみたたず

でいるよ﹂と︑駈け出す機曾に才む内儀へ

父さん私は日向のいいところへ行って遊ん

の仕度はまだなのでしょう︒かような貧し

坊ちやん︑こ上いらに江戸屋というお家は

あさげ

平鍋が火のない上に載せてあるのは︑朝餐

すと︑瓶れかかった七輪に︑色怪しげの行

い間にも︑親子の行儀は正しくて︑長太郎

人にお銭を貰ういわれはない︒その銭欲し

零落れても本町江戸屋の枠︑通りか坐りの

くわつ

は鍋の蓋に載せた薩摩芋を脆いて摘みます

ないか﹂と問われて︑長太郎はその顔一寸

幸向ユハ

と︑幸兵備も手を出してそれを取りますの

あし

を︑内儀は見るに見兼ねましたが︑口出し

そんなさもしい心があるなら乞食に

なれ︑物貰いになれ︑えＬ袖乞いにでもな

いか
﹁父さんこ上いらに江戸屋という宅がある

一卜日見て︑また門口の障子に手をかけ︑

かえ﹂と川くを︑幸兵術は心常りと︑窓の

のは入りませんと投げ返せ﹂と︑励ます鶴

ってしまえ

と口

のならぬ他人の今︒長坊妾を見畳えてか︑

穴から戸外を見通し︑﹁お上江戸屋という

したものぞ︑妾がお傍にいたならば︑破れ

逢いませんよ︒お前さんもどんな御川事か

零落を苦にして郭ねる人には面Ⅱないとて

ら︑名を代えてこの町内に住んでいますが

﹁コノ生意筑な乞食め﹂と︑拳を振揚げ撲

げ出せば丁稚は怒って長太郎が襟髪つかみ

らぬから返すのだ﹂と地上へぐわらりと投

出し︑﹁おばさん返す︑銭を返す︑え型川

銭を掴んで踊り出で︑内儀の前へ胸を突き

のかけ酷に︑﹁あい﹂と雛鳥が返誹聴く︑．

ざァ早くお返し︑そんなも

母やはここにおりますぞと︑云いたさ︑入

のはこの近所にはございませんが︑もしも

たながらも古袷︑洗って張って鋤をもつけ

知らないが︑わざノ︑恥か上せにおいでに

うとするを︑内儀は﹁これシ﹂と抱止めま

話もて

りたさ︑抱きたさ︑壁一軍何の造作はない

木町におりました江戸屋幸兵術という男な

垢を落してさっぱりと︑仕立て直して着せ

ならずとも︑逢わぬがましでありましょう

︵四十五頁へつ堂く︺

︑︑︑

にならぬ世や︒え上あれあのおなりはどう

けれど︑義理の襖は鍛柵よりもまだｊ︑催

ようもの︒それにまたｊ︑可哀そうなは︑

ぜ﹂と︑案の外な言葉に︑内儀は驚き挨拶

こぶしうだ

い

この寒空に長坊までが︑尻切り布子に破れ

もなく駈け出しますと︑知らぬが仰の長坊

おち獄れ

まあ顔の気高さは父さんにそっくりそのま

締神︑風邪をひかぬか病気はせぬか︑アノ

〔37）

故言を探る
○君子は和して同ぜず︑小人は同じて和せず
立派な人というものは︑小事に封して︑徒らに人と争うことなく
ために自分の見識というものは飽くまでもそれを持って失うところ

大局からしては世に協調して行く︒併し協調するとはいえ︑それが
がないから︑軽々しく人々と需勤して︑糎薄な行動詮することをし
ない︑これが即ち正しい人生の在り方というものである︒ところが
うものがなく︑ふわｊｔ︑して居るから︑何かの率に逢うとすぐと所

凡愚となると︑全くこの逆で︑悲しいことに一人々々己の見識とい

しそれでいて︑どこまでもその需同で一貫するかとなると︑何か恥

同する︒それは恰も火事場の野次鳩そのものの如くにである︒しか
詮するとなると︑右へ左へで守コターｊ︑し︑少しも協調することが出

は︑何等頼みになるものではない︑今日起る種々の事件などを見て

来ない︑だから雷同してはくれるものの︑凡愚の小人というもの

詮欺くことがない︒

居ると︑この小人の行動が何んと多いことであろう︑誠に故言は人

絵戦後我が図の税などというものは︑今までは想像も出来なかっ

○とり道あれば抜道あり

た程の苛酷なもので︑まるで極端な言い方をすれば︑税のために動
くようなものである︑ところでこの苛酷な税を一方で厳しく取立て

として︑これまたこれまでに曾てなかったほどの抜逝だらけである︑

るかと思えば︑他方には不正の使途︑やれツマミ食︑横領等を初め

り︑要するに世はイタチごつとか︒

︑︑︑

祁武以来の殺人的税のあるところ︑また祁武以来の不正な大抜迩あ

○勢を以て交る者は勢傾けば即ち絶ゆ
富や権力の座にある者には︑兎角人間は交りを求めたがって︑我
も我もと先を争って出入する︑それは集る者も︑寄せる者も相共に
我が馬めに利用し合う事から生ずるもの即ち勢を以て交るのであ

る︒だから一度その封象である権勢がなくなれば︑それは縁の切れ
れ日で絶えて了うものである︒これは一般に人州性の通弊である︑こ
れを打破して逝の交りをするのが君子の交り︒ここに至ることを︑
標に人間は努む言へきもの︒道義の腹れたる今日の世相を槻るとき殊
に此の感の深いものがある︒
○あの麓で岬糊賜くらうか時烏

ったり信じたりす︑︑へきかわ︒

時鳥の彼の雛を附けば︑ものあわれにも兇ゅるものを︑何んとそ
れには似もつかぬ毛虫やとかげ等々︑他の鳥たちの食いもしないも
のを食って生きているとは︑さてもさても見かけにはよらぬもので
ある︑彼の流行歌手たちはもとより︑あらゆる蕊能人︑いや一般の
人間というものは︑何れも兎角見かけによらぬもので︑その行いや
性質など容易に判るものではないのが人川である︒ゆめ軽率に割切

間というものは始末の悪いものという︑︑へきである︒

○遊びに師なし
酒色を初め種々の遊興などというものは︑師匠について塁ばなく
とも︑自然に畳えて行う︒今日青少年などの不良化などには甚だし
いものがあるが︑これは津山の金をかけて︑骨折って︑教育した結
果ではない︑それでいて師を持って教育したより効果絶封とは︑人

○治人はあれど治法無し
天下国家を治めるにその人はあろう︑併し天下図家を治める法と
いうものはない︑法なる唯のは︑結局のところ︑人によって活用さ
れ生きるものだからである︑だから掌む尋へきは人である︑即ち立派

な人であって︑決して単なる法そのものではない︑道というもの
も︑その人がよくこれを弘めるのであって︑逆そのものが人間に弘
めるものではないというに等し蝿﹁人多営人の中にも人はなし人
となせ人人となれ人﹂で︑立派な人それは笈に世の喪である
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二著書消息
○随筆﹁黄塵抄﹂の出版に就て
﹁黄塵抄﹂は一九四一年四月より一九四四年九月迄︑筆者が北支

正し︑時局に鑑み卯か中日文化の交流に寄典せんが矯め起草したも

山東省炎荘中興炭砿に参事として赴任して居た常時の記録を加筆訂

のである︒

の誕管であったが︑一九四三年の初頭から日華合排の経管に鍵つた

ことは︑何より確な事変であるから︑其の趣管振も決して戦捷図の

それの如きものではなく︑殊に筆者が樵徴した領域は砿人に封する

幅︑施設であったから︑彼等から寧ろ慈父の如く慕はれこそすれ︑

く︒若し其の遺跡の数鮎でも翠げよと稀めらるれば恐らく今日でも

決して敬遠される様な畳えすら微塵だになかったことを告白して瞳

一砿人主婦含館五棟︑中興小畢校堀築校舎数棟︑並に大講堂︑移

左の数鮎を明示することが出来る︒

拡柳樹一両本等がある︒
尚常時中興小畢校長であった岳徳劉氏︑畢務係長をやって呉れた

中興炭砿は人も知る如く民圃二十五年李鴻章に依って初めて採屈

孟弘毅氏︑常時峰蝶義務教育委員命専任委員張立綱氏︑其他腹心の

句集﹁渦雲﹂について

岡一九五七年五月岡崎諦市

しき除涙雨の如きを畳ゆるのみである︒

諸氏︑今果して何虚に何うして居るや︒常時を回職すると唯なつか

された良質なる粘結炭の砿山で︑赴任常時ですら半農半砿の砿人二
は今日も尚続いて居ることであらう︒

繭五千人以上が働いて居た北支有数の大砿山の一であった︒恐らく

いそ

赴任常時筆者は年歯既に五十を越えて居たので
﹁年すでに五十路こえたる我乍ら
今より蓋る人生の旅﹂

なる一首を残して任地へ出溌したのを記臆して居る︒歳華流水︑

ます︒

句集﹁渦雲﹂は︑本命特別命員堀田正久氏が︑多年の努作を世に
間はれたものであります︒著者堀剛氏は︑本命の堀田前愈長の長子
で︑東大卒業後太平洋戦争にも参加され︑後久しく剛蛎生活に入
り︑また敗職後は︑蛾も苛酷な迩命に辿遇されたのでありますが︑
これらの幾韓鍵を経て︑人生の上に深い諦籾の雌琶を見る著者のこ
の句集は︑讃む人の上に等しく切々の感動が迫って参るものがあり

禰を斬った事である︒苑輔年七十にして術風雲に首して時恨を救っ

そこで更に想起するのは除州に行く途中で︑苑聯の墓に参拝して冥

枇態も幾度か鍵つた︒筆者も今婚に七十の歳を迎へんとして居る︒

て居る︒筆者も折角北支有数の大砿山に奉職し乍ら︑今日迄何の記

申込先千葉媒佐倉市厚生園明知保子

こ上に著者が闘痛生活を雑り︑証含に活蹄さる上門出の記念にと
出版された句集﹁渦雲﹂である︒本命と開係深い方とて︑愈員諸沼
の是非御愛讃のほどをお願ひ致します︒
溌償金武百参拾側︵本含でも御仙話致します︺

録すら残す所なくして七十の歳を迎へんとして居る︒若し此の侭現
がする︒本書の成るは全く此の様な紡祁的動機からでもあったこと

世を去ることにもなると︑誠に弛蛎の螺に封して巾課がない様な気

中興炭砿は筆者の赴任常時は北支開壷含祇の依蝿に依る三井砿山

を附言して涯く︒
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弘道詩林三好凌石選
＠賀姪孫含深龍新鮮

八十八盟寒蝉大森午︹日立︶

花灯照上合椴床︒代蕪盈錐酒亦杏︒好是薫風畢杯庭︒良縁

○００００００００００００００Ｏ○００○○００
○○◎００
喜蒋恥鴬篭︒評臼︒満蝿︒佳好良三字︒総作古語以賀︒

嘉辰亜五児童日︒壮他唯所五僻全︒働志須能軍訓練︒厳師

＠五〃五日九十一重右隣群谷徳次郎︵宇都宮︶
０００○○００○○○○○○００○○００００○○
○○○○○
善友皐先賢︒評臼︒詩思槻純︒覗規餅以銘心︒

＠雨中残花八十一聖廉斎小申清一︹横涜︶

園林寂実惹清愁︒飢黙飛花不少留︒煙雨濠濠春欲識︒海業

八十六聖江東片口安︵富山︶

附仰乾坤感慨深︒青燈雨漉夜沈沈︒齢踏八十健凌牡︒一剣

○○○○○００ＯＯ○○○○ＯＯ００ＯＯ○○○○

○○○００
難忘報国枕︒評日︒筆力通勤︒感慨之深︒尤堪吟訓︒

＠次韻海上雲鵬大人詩香城菅谷敏夫︵千葉︶

延毒不疑懇鶴年︒粛除吟輔愛林泉︒先生養老清風殿︒瑞気

○○○○○○○００○○○０○○○○○○○○００

＠賀新婚九十五聖如雲慶野庄作︵茨城︶

○○○００
気菰別有天︒評日︒一結作者工夫之虚︒筆有精采︒

○○○００００００Ｏ○○○○○ＯＯ○○００００

０００Ｏ○
九度捧盈盈︒評日︒佳語成句︒可概其慶︒

花顔紅粉磯装成︒海流高唯瑞色明︒借老百年華燭典︒三三

＠自毒古稀武城岩崎庚論︵描芭

地︑︑︑︑迅迅︑︑︑︑迅述︑○００００００○○

○○○００
童顔鶴髪人︒評日︒吟筆温雅︒無些街異之語︒

七十年華迂誕辰︒草堂州宴酒千巡︒僻来朗唱南山曲︒眉毒

＠奉賀塩谷節山先生八峡毒霊軒鵬野英治︹千葉︶
︑︑︑︑︑述︑︑︑迅砧︑︑︑０○○００００○○

維文維武博名藍︒振鐸多年脚青英︒仰看毒康天所賜︒満門

＠賀飾山先生杖朝毒弘軒坂本弘︵干葉︶

○００○○
桃李有光柴︒評臼︒雅健可諏．

０ＯＯ○０００００○○００○○ＯＯ００００Ｏ○

○○○００
好典酒詩親︒評日︒二一術逸︒三四温安︒可以見徳風︒

皐流三代徳風伸︒器識文章亦白員︒八峡退齢猫豊鍵︒平生

＠礁杜鵬悪癖飛坂亜︵千茜

︑︑︑︑︑︑︑兇︑芯︑︑︑︑○００○○００○○

○○○Ｏ○・

春去夏来新線滋︒竹窓午静雨如蒜︒鵬雛裂吊不知麗︒寓溌

＠束神奈川騨前災後封策紛糾職誰騒然

心怖欲付誰︒評日︒景象剛迩︒韻致亦佳︒

閏街除燈午濠濠︒十載辛勢一瞬室︒奴輩貧埜争寸土︒金川

巻石志村武夫︵横漬︶
０○○００Ｏ○００００○○○０００○○ＯＯ００

○○○００
騨畔夕陽紅︒評日︒零寸土三字詩中之眼目︒貧狼漢何其多︒
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○００００○○○○○○○○○○ＯＯＯ○００○○

○○○○○
汝艶半含蓋︒評臼︒一片清愁在那鐙．淡遠︒爵致亦佳︒

＠再訪南都有感水石概江勝美︹横演︶

雨惨瓜凄稗害門︒千年孤影夢猫存︒誰知俳画荒涼極︒花柳

０００００００○○００ＯＯ○○○○００００００

○○○○○
室看赤色集︒評日．群意恰然︒気餓清俊︒荒溌之朕如籾︒

＠一初夏雑詠鵬山箕輪世︵茨城︶

︑恥迅︑︑︑︑恥︑︑︑︑恥︑○００００○○○○
０○○○Ｏ

桑柘村嘘麓姉忙︒雌搾閣開浦韮蛎︒・愁紅恨紫無人訪︒杏子

欲肥悔子黄︒評日惜泰之情至︒

＠寄懐前海軍主計中僻刑部潮帆大人在東都

I

＠誼十河泰隆老師見附般若多心維賦此以篤謝

夕陽澗寺僻蹄院︒花樹柴川春浦庭︒欲悟沸陀三諦妙︒山痴

越南岡田九術︹武生︶
○○○○○００○○００○○００○○○○○○００
○○○００
禰坐讃心維︒評日︒淡然泊然・自見無碍三昧之境︒

＠焚芳洲翁八十八毒原三耕陽大塚規一︵千葉︶

○○○Ｏ○○○ＯＯ○○００ＯＯ００．０ＯＯ００Ｏ
○○○００
長詠草堆赤︒評臼︒浦致之語︒共徳可慕︒

治村有道徳篇郷︒嘉遮猫宥養性員︒好典悔花同気格︒毒康

＠似丸山荊夏村川巾和︹千葉︶

莫逆深交四十年︒同心相憶奮塵縁︒偏山細野雲潅棚ｂ喜得

○００○○○○ＯＯ○○ＯＯ００００００００○○
０００○○
平安雁備体︒評日︒一結最見腫情溌露︒

＠八僻湖畔槻機石崖林席之助︵千葉︶

紅雲蕊難関株撰︒八慨湖挫赤色明︒杯裏花光分外好僻怖

○○○○○○○○○○○○○○○ＯＯ００００００

○○○ＯＯ
無限是吟怖︒評日︒花裏畔吟︒語椎豪爽︒似宋人吐鵬︒

＠花後書懐分甜得皮菱披寺川英一郎︵大阪︶

吟怖誰恨九赤祖︒穀雨新崎吟什蘇︒除却鵬花欲燃外︒残紅

○○○○○ＯＯＯＯ○○００○○００○○○○００
○ＯＯ○○
片影入宥無︒評日︒傭思無限︒

＠初夏作飛川樋口脳景京︶

︑︑℃述︑︑Ⅲ︑︑述詠︑Ⅵ︑０○○○○００○○

裳花落識緑陰新︒梁上遼剛燕語頻︒噸歩中庭間駐杖︒清風
○○○ＯＯ
狐朔挑衣塵︒評日︒川意自適︒

＠展墓荒張幸吉︹茨城︶

○００○○○○○○○○００○○○○○○○○○○

○○○○○
杏煙恨未消︒評臼︒懐側中惰︒

花落春風夢影遥︒青山緑樹午雲婁︒通年四十糟糠婦︒薄暮
︲Ｉ

＠春日郊行偶吟松陰力根恭司︵千苫

○００ＯＯ００○○○○００○○○○○○○○○○

０○○００
行楽望中迷︒評日︒景致情趣︒閑雅幽新︒異有詩思︒

春郊日暖草萎萎︒村帰耕桑緑一畦︒萎浪菜花随庭好︒行吟

○山粛即事泰山高橋禿直牟葉︶

記︑︑︑記︑︑︑︑ＥＯ○○○○○○○○Ｏ

平畑︒和気謂然︒

咳孫臥吾側︒一笑自礁然︒閑典山妻語︒一家和楽全︒評弓

＠口占九十二聖有隣背谷徳次郎︵宇都宮︶

夫子昨今無悲不︒ま来署往夢悠悠︒相思寄附長生薬︒一酌

０００○○○○００○○００○○００○○○○○○

○００○○
希蹴忘百憂︒評日︒詞華浦雅︒坑惰流露︒此詩落胤於翁之所州銘
酒迩装中独者︒謹領之除︒吟興欲飛︒余平生典紅友交善晩酌三杯︒
微群忘憂︒感慨之枕︒其可言淀︒

＠宿
宿湯
湯原
原櫛
燕閑旅戯似珊堂悔索附君瓢乎逝人
△
△△
△△
△△△△△
△△
△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△
抱裾避難来︒

岬眠駒駒斯如宙
間．枕上頻妨赤夢催︒底事珊錐無頼荘︒梅堂

凌石三好寛

町描書痴書箱文偏額文日醐則即賦奉呈

０○

＠訪柿川諏吉氏子大磯商龍寺山麓之居湖楯間

輔看鼎鼎新︒

寓則無逢宇満員︒逢源窮理即迩刺︒森羅都頓天行健︒科肇

＠丁酉四月十一日重訪景州氏別業擢談賦呈

往杖亜来東海春︒君能遼客語相親︒江湖誰嘆知喬少︒翰畢
倶欣益友新︒月上花軒明王鏡︒松臨苔刷動龍鱗︒酒剛鼎坐
縦談笑︒若許清娯登譲人︒

(震41）

弘道歌園
割田斧二選

○東京都中村徐風

｜｜秀逢

チューリップ柚ゑ世き逝きし亡き妻にその花手向け香焼く
吾は
︵形見の思出の花を捧げる亡妻への情切にしてゅかし︶

○富山蝶片口江東
家持も仰ぎた上へし立山やいまにたふとく榊寂ぴにけり

ふとし

言の葉のそれにもまして目くぱせにわが子咲くる母の目た

○鱈谷温大人の八十の賀に千葉嬬鵜野秀春

日の本の生ける賛と仰がれてけふの呪ひにあふぞともしき

○佐倉市兼坂秀嶺
○佐原市坂本弘軒

世はすでに夏と杉ろを榛名山春におくれて金衣公子なく

○深谷市石川奈美子

単界にあまたの子弟導きて今日杖朝の大人ぞめでたき

○千葉牒打橘香峰

春雨ょ心して降れ四方の花今やさかりと恩ふばかりに

値のはれる耕転機ゆゑ丁寧に使へとさとす我は老いたり

○川越市小名木狂辰
○埼玉螺大久根吐〃

端園の夫に陰膳十除歳据ゑつつ家名もち来しか人

古郷の礎の香りの海苔の味友と賞でたり懐しくして

塗りたての畦にま深く水張りて五反の田柿明日に迫れる

一本の樫によせてその昔吉野の盛り偲ぶ翁かも

○千葉螺渡遜正勇
○北海道高石雅祇
○千葉燃渡逢豊秋

喚きさかるつ上じや藤のまじりつ型青葉がくれに鯉のぼり
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︵寓葉時代より今に祁さ夢立山の勇姿︑殊に郷土の人にとっては

○松江市平井常清

一一の信仰にも似る愛情を素朴に純化す︶

鴬のほしいま上なりし裏山に夜更けては一つふくろふなく
も
︵裏山に謎の間は鴬の明朗な聾︑夜はものさびしくもふくろふの
蕊と︑世も明暗かくのごとく︑人生もまた然るくし︶

○千葉螺金杉茂穂

いとけなき孫の笑顔に見入るとき心にか比る雲一つなく
︹その愛情我が子にも婚す孫︑然も幼児の笑顔や利にも通ずる︑

祁父の心情た宮にすがし︑言ひふるされても壷くせず︶

○母の目宇都宮市菅谷徳雁
一一佳作

！

兄ゆ

○混血児を割田斧二
弘道俳壇

１１

敗戦の落し子よその迩命をわれとわが知るほどに育ちて

秀逸
かたまりて釜の墓あり姿の丘

浮ぶなる灯の中の花の城

大橋越央子選

逢へぱ出る愚痴もあれこれ遠蛙

引き入れし水満ち足りぬ杜若千葉丘南
遥しき幹描へて池の膝

山藤や憩へぱ低き水の昔千葉頭雄

日光の郷かしきよ椎若葉

花樗川柿の笠に散りにけり千葉秀徹

チラホラと茶摘の歌を剛く日かな

行く春や日蝕を兇る水鏡千葉杏峰

代掻きのヱンヂンの喬五凡時

落陽に掌を合せ居る田打かな茨城静市

潮騒の遠くになりて場雲俺千葉春村

抱き上げし子の頬に鯛れ石鹸玉埼玉如洗

卒業の子に鎌を頁ひ砥石まで埼玉止月

牡丹見に来て石楠花の苗を買ふ

春雨にぬれてよき友来りけり千葉秀直

金魚うり若葉の影に店をはる埼玉奈美子

○越央子
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武賊野や行乎行手に蝶生ろ

山裡の愈女細し藤の花

松江

松江耽史

雑鍬M
明

開拓の小屋の庭より揚雲雀
佳作
蔑切や濁りがちなる意宇の湖
松蝉やか上るところに聖母像

睡蓮にそりたる石の橋二つ
遠くより花の城見て戻りしと

十菜の花の十字の直白妙

×

牡丹園門を出づれぱ養蛙

１１１

○七・八月雅文苑原稿締切︑七月十五日限り

I

大捧芽吹く松江は濠の町

行春の松風妙に川照寺
越狂

（

舞ひ上る白蝶室に光りつつ
熱はかる窓を胡蝶の過りたり

I

！

鈴伊小ル]im
王白
ﾌ仁了

村南辰子史

了

辰

千千川松松
葉葉越江江
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本含だより
△理事言昭和三十一年度決算︑同一三︲二年

度の溌算審議の理事念を︑四月十日︑養生堂
含儲にて開催せり︒

△東部支曾講演倉四月十四日︹日︺千葉螺
東部支含にては︑小見川町南小畢校に春季講
演倉を開き︑無済畢柳士開未代策先生出張さ
れ︑﹁科畢と撫済﹂の題下に講演さる・なお
毒の脱賀含を催せり︒

夜は元支命長︑現猟問の菅佐原派治郎氏の米

△評議員含四月十七日午後五時牛より︑虎
の門晩翠軒に於て本含評議員念を附き︑昭和
三十一年度決算︑昭和三十二年度溌算案の群

議をなし︑三十一年度の事業報告及割田主事
迦事征期施了について︑改迩等をなせり︒

△菅佐原氏芳志千葉蝶蒋佐原秀夫氏は︑祁
父東部支含職間稗佐原派治郎氏の米寿を記念
して︑本命に金壷肝川也を芥附さる︑御芳怖
を感謝す︒

△西村・神戸雨氏の芳志特別含員西村幸二
郎︑念員祁戸光子剛氏は︑本命第五十五四定
期縄含の年祭に西村氏余壷肝回也︑祁戸氏全
参百脚也をそれ人︑供物として供へられた︑

本支含赤季総含並に講演含及支含職問群佐原

四月十四日︑小見川町立南小畢校に於て︑

△馬場氏芳志含貝馬場淑子氏は縄含の年祭

源治郎翁八十八毒刷賀含を開催し室した︒午

例年のこの御芳情を感謝す︒ゞ
の供物として金五百回也を寄附さる︑御芳情

し︑副支含長本年度支含予算に就いて説明︑

前十一時縄含を開き︑含務に就て報告蓬な

異議なく之を了承し︑次で理事及含員の希望

を感謝す︒

曾に金壷肝側也を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

て休憩︑この川支官の先輩飯田僻一氏︹前上

等の州仲ありて正午倉を剛ぢ︑謹食を共にし

△藤原氏の芳志特別含員藤原銀次郎氏は︑本

△第五十五回定期縄曾本含第五十五念定期

レットにより説肌したのに対し︑憧疑雁然等

符大教授︶より︑青年に望むと題するパンフ

縄含は︑愈告の如く︑四月二十一日本命の竹
事雑了せり︒

田主事及講師開先生の含場に来着あって御休

があり︑ついで正午には本含より御出砿の制

館に州催︑諜定の油り︹縄念の記事参照︶無

△三輪田︑横河雨氏の米妻顧問三輪田元通

に再開︑来賓及含貝芳席︑支含顧問蒲佐原源

憩中でありますので︑予定に依り零時四十分

氏は︑本年米蒜を迎えられたので︑五月三輪
田畢刷にては︑校祁腫佐子女史の銅像除雑式

二︑記念品鯛呈︑三︑特に本命より記念品贈

治郎翁米寿祇賀式を畢行︑一︑支含長の式誹︑

と共に︑米寿祝賀念を催せり︑又女子部評議
たので︑近くその米寿脱賀含を催さるる由︑

員︑特別含員横河下枝子氏も米毒を迎えられ

田博一氏の祝誹︑六︑倉員縄代稚谷全仲氏祇

呈︑四つ日本弘通命握帆僻︑五︑友人網代飯

酢︑七︑翁の然酢︑これで式を閉ぢ︑次で零

雨氏共慶奨に堪えない︒

名の人々たちは︑本命の斡旋で各自の作詩を

り本含趣旨と世相につき御託があり︑次で講

時五十分より講演命に移り︑主事荊川先堆よ

△詩作交換弘通詩林詞友で八十歳以上の八

毒者の多いことは︑稀に見るところである︒

輿へられました︒次で三時五十分より席を改

かも懇切に説示せられ︑聴衆に多大の感銘を

題ドに︑約二時間に亙って最も平易にしてし

師経済畢坤士開未代策先生は︑科畢と経済の

押奄して交換し合へり︑弘通詩林詞友には長

支含だより
○千葉騨東部支含報告

〔44）

めて︑背佐原翁の祝宴に移り︑翁の繭歳を三
︹三十七頁より︶

ろを︑ようやく遁れて家へ戻る︒幸兵術は

かふ

すと︑長太郎は雌曙今畷の爪にも揮ろとこ

因に菅佐原翁は︑本金鳥貝に列してより鼓

唱して五時散含致しました︒

に六十年︑支含の幹事︑刷支曾長︑支含長と

か

戸の蔭に身を潜め︑忍びながらも見透る妻
が心切を胸に拝んで︑舞面には鬼のような
男の意気地︒これも浮世と歯を切む時︑﹁父

して不断の努力を捧げられまして︑今日六百
人の念員を有する大支含に育てあげ下された

．えら

大功努者であります︒然も健康なる心身は猫

坊はお山の大将様だシｏ︲一

いかが

さん返した﹂﹁それは大出来︑豪いぞノ︑︑

◇
モのとき

およれが常時の心中は如何︒忘らる典わが

○天皇生誕佳節

藤玄畢嬰

天開迎生誕︒子来衆庶民︒椴麓呼蕗族︒

献蒜蚊化辰︒

○南極氷海剛宗谷丸

船修不進雪牢洋︒坐脆立亡貝極光︒

所得心無所得︒荘糞氷海大祁休︒

一ノー一

徒食を欲せず︑堂々として公益に世務に識推
して居られますことは︑誠に喜ばしき事に存
じます︒

和亡去平和死︒反行虎狼芥職人︒

○晩奔瀞獄

不二雪峯術太清︒晶乎岐潔本昭明︒

〔45〕

身につらき報いあらぱ︑つれなき人も物や

Ml

Ｏ秋田支含報告

以上で︑連載の本摘を絶了いたしました︒

工
睡
JLb

格物伽据芯火新︒可憐邪脱眼晴塵︒人

at

瓜無誰無逢際︒浩気在人名至誠

打

光

思はん︒︹おもひ川︑終︶

に附く︑河村︑西田︑船木︑監谷︑裡田︑矢旧︑

長いこと御礎いただいて恐縮でした︒

五月四日午後二畔より支含例含を三浦氏宅
三浦︑平雛の満氏が集る︑昭和三十一年庇の

決算報告︑本命より照井師へ附呈された蒜昌
の記念砧を披蕗の後︑元陸蛎大佐八代氏から

易畢についてのお話があった︑同氏はかつて
巾埋で易畢を梁び︑今日なおその研究を続け
ている方で︑周易︑五行易について解説し︑
あり五時散命した︒︵平津︶

｣

大に益するところがあった︑総て斐疑雁答が

○

たってある︑と考えているのである︒

門精言五
＠儒や

○０

０Ｏ

い︒しかし春のつぎは夏︑夏のつぎは秋︑秋のつぎは冬︑冬がすぎるとまた春がくる︑とそのようにあるのは﹁常﹂であ

い︒韓非子の解維の要領はつぎのようである︒たとえば春は﹁常﹂ではない︑同様に夏も秋も冬もそれぞれ﹁常﹂ではな

は重大である︒韓非子のなかでは︑老子の︑道可道・非常道の﹁常﹂を解程しているが︑ここの意味はその惇承とみてい

にしたがっ一ｉ一愛る︑それが﹁常遡﹂である︒という意味の一節を承けている︒ここでのつれ﹁恒﹂あるいは﹁常︲この意味

○Ｏ

う︒だからつれへ恒︶で行きつまらない︒つれとは固定してしまうことではな蝿固定してしまえばつれではない︑ただ時

○○

この一節は︑近思録の迩燈類では︑同じく伊川の﹁いまここにあるとの世界のありかたは維ればまた始まるという型に従

⑨⑩ともに︑いまの哲畢用語におきかえると︑﹁限界﹂である︒

○また臼く︑動静端なく陰陽始なし．道を知るものにあらざれぱ︑執かよくこ奴を識らん︒

封しかたｌわれわれの感畳知畳にあらわれるかあらわれたによって︑それぞれの呼びかたがある︒﹂という意味であろう︒

城し①はや尻⑩たれし

謂泣﹂の泣注④⑤参照︒︶である︒分化以後形而下について言うと︑形盤・主宰・功用・妙用︑性情など見かた︒考えかた・

⑧ここは︑いまの哲畢的な言いかたで言うと︑﹁分化以前︑Ｉ未分化つまり︑全磯ｌ形而上に印して言うときは道今一陰一陽之

や鬼祁においてをや﹂乾卦の主である五美を指して大人といい︑その大徳庚業をたたえたことばである︒

合し︑天に先だちて天に通はず︑天に後れて天の時を奉ず︒天にすらかつ述はず︒しかうして況んや人においてをや︑況ん

も渉

⑦易︑乾卦の文言仰の語︒﹁それ大人は︑天地とその徳を合し︑日月とその明を合し︑四時とその序を合し︑鬼測とその吉凶を

ことを主としていた︒晩年になって易惇や春秋惇などを書いた︒徴時の人灸は伊川先生と呼んでいた︒おくり名は正公︒

⑥伊川は雛︑名は願︑字は正叔︑宋︑洛陽の人︒程頴の弟︑兄とともに周敦頃に皐夢︒ふだんから誠を本にし︑理をきわめる

と謂ひ︑性情を以てしてこれを乾と譜ふ︒

③

これを天と譜ひ︑主宰を以てしてこれを帝と謂ひ︑功用を以てしてこれを鬼祁と謂ひ︑妙川を以てしてこれを刺

れ天は専らこれを言へぱ道なり︑天にすらかつ違はず︑といふこれなり︒分ってこれを言へぱ︑形鰐を以てして

たが⑦

程伊川臼く︑乾は天准り︒天は乾の形僻︑乾は天の性情︒乾は健なり︑雌にして息むなき︑これを乾と謂ふ︒そ

9
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⑥⑬⑫⑪

る︒つまり﹁およそいまここにあるものの即自的なありかた﹂をいうのである︒

○また日く︑陰陽を難ろれぱ道なし︒陰陽は気なり︑形而下なり︒道は太虚なり︑形而上なり︒

○Ｏ

⑪いまのことばで︑なんと言ったら︑その仰承するところの意味を適確に言い表わし得るか︑きわめてむずかしい︒が︑とに
かく知毘・感畳の封象になる限界内では個別を越えた一般的共通的なもの・

物を離れては︑考えられない︒だから︑﹁ここの意味は﹁陰陽を難るれば遁なし﹂とつ一ながる︒

⑫﹁太﹂はとどのつまりを意味する︒虚はもと物があったがいまはもうなくなっているあと︒だから︑虚は︑そのもとあった

⑬⑭この一節は︑まえの注︹④⑤︶にでている易の繋鮮惇上第三章．陰一陽︑之謂道﹂を解読したものとみていい︒その意

︐する形而下っ蚕︐眼で見耳で鰐選手で脳か心で感し思い知り考える︒ｌあれとかこれとか言うことができて一つ一つ腿

○００Ｏ

味を︑いまのことばで言うと︑つぎのようであろう︒一陰一陽は︑陰と陽がふえたりへったり︑あるいはのぴたりちぢんだ

別できるもの︑なんのことはなにいまここにこのようにある現象をいうのである︒現象は例外なく陰と陽とお互いに支え

あう︹相待︶型にはめこまれてある︒そしてそれがわれわれの感疑・知兇の封象となっているこの世界である︒このような

Ｏ○○Ｏ

ちこれとかれがお互にかれでありこれであるように限りない支えあいにおいてそのようにあるそつくりたのまま︑それはも

○○○Ｃ

相待が限りなく続いてあるこの世界が︑まあいわば全慨として︑このようにある︒それを逝という︒一陰一陽する︑すなわ

⑬

う形而下の現象の限界をこえたｌ一つ一つの形をこえた︑つまり形而上である︑それを道という︒

た贋

○明
明道
道日
日く
く︑︑
皿性を論じて気を論ぜざれぱ術はらす︑気を論じて性を論ぜざれぱ明らかならす︒これを二つにすれ
ぱ是しからず︒

にかしら身魁的なもののように︑うけとれる︒きわめて言うと︑性は形而上的で︑気は形而下的である︒性は︑いまのこと

⑮性についてはいろいろの解読をともなった閣語課があるが︑ここでの気は︑性に封して︑マテリァル︑Ｉコルポリァルで︑な

みあっている︒どっちか一方だけでは︑人の愛存は考えられない・

るポシピリテイにすぎない︒現疫に存在する人の権造は︑このように︑どこまでも︑形而下的のものと形而上的のものと含

にアピリテイにおきかえてゆく現変のつまり身髄的・なはたらきになるものであろう︒だからこういう銃がなければ性は単な

ばでてっとり早く言うと︑所典としての無限のポシピリテイをいうのであって︑猟は︑この一般的なポシピリテイを個別的

儒門精言六

儒門精言七
⑯
⑰
⑥
⑲
っ
つ
し

一画︽提

○また白く簸中は天下の大本︑天地の間︑亭女徽食︑直上直下の正理なり︒川づればこれならず湿ただ敬みて夫

ふことなきはもつとも識せり︒

⑯中庸のはじめに︑﹁喜怒哀楽のいまだ装せざる︑これを中と謂ふ︒溌してみな節に中る︑これを和と謂ふ︒中は︑天下の大

あだかい

本なり︑和は︑天下の達遊なり︒中和を致して︑天地位し︑繭物育す︒﹂とある︒そめ朱注に﹁喜怒哀楽は傭なり︒そのいま
れい

だ裟せざるは︑すなはち性なり︒伽符するところなし︑故にこれを中と詔ふ︒護してみな節に中るは︑怖の正しきなり︒花

の髄なり︒過迩は︑性に術ふの訓にして︑天下古今の共に山るところ︑近の川なり︒⁝⁝致すとは推してこれを枕むるなり︒

したがいひ

展︹そむきもどる︶するところなし︑故にこれを和と洲ふ︒大本は︑天命の性なり︒天下の理は︑みな︑これより出づ︒逆

ことなくして︑その守り失はれざるに至れば︑その中を極めて天地は位す︒猫を謹むによりてこれを精しくし︑以一﹂物に雁

くは

位すとはその所に安んずるなり︒青すとはその生を途ぐるなり︒戒雌によってこれを約し︑以て至静の巾︑少しも偏椅する

さぴうゆ

一鐙︒吾の心正しければ︑天地の心もまた正し︒吾の菜順なれば︑天地の気もまた順ほなり︒⁝⁝﹂とある︒

すなぼ

ずるところ少しも差謬なくして通くとして然らざるなきに至れば︑その和を趣めて繭物育す︒蓋し天地醐物は︑本より我の

ちつばくむちん⑳＠すでそな

⑱上下にわたって︒

⑰亭とは高くそびえるさま︒溌疋はうまく合うさま︒
⑲護現する︒

ノ

○また日く︑鬼鬼
諦祁は造化の通なり︒

⑳さかんなさま︒

⑳沖漠は無心でしずかなこと︑無朕はなんのきざしもないこと︒

0

○ 伊 川 日 く ︑ 沖漠無朕︑寓象森然として己に具はる︒いまだ雁ぜざるもこれ先ならず︑己に雁するもこれ後なら
‑
氷
：

金日生ロ
一金壷肝叫也︵寄附︶千葉牒菅佐原秀夫

一金壷肝側也︵多︶東京都西村幸二郎
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ｏ編韓だより

弘道責債

一冊金参拾五国也一

Ｉｉ

弘道含入含手績

一ケ年含費余百五拾回を排込み入念の手績

○いわゆる青葉若葉に匂う初夏のすがすが︲う
い時を迎えました︒一ケ年の巾で︑秋と共に
一稀間然の美しい畔であり︑また祇動の好季

をとること︒曾貝には雑誌弘通を無料配布
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東京都千代田睡西祁田ニノー
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１１

本曾編斡部へ御相談を乞ふ︒

○本誌炭告の件については︑

岡封入の方に送付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

でもあります︒

闘争と称して︑労働側争の時です︑これは自

○活動といえば︑この四︑五ともなれば︑春期

一金 五 百 回 也 ︹ 多 ︺ 東 京 都 馬 場 淑 子

一金 参 百 叫 也 ︵ 多 累 ヶ 崎 市 榊 戸 光 子
一金萱肝叫也︵多︺東京都藤原銀次郎

然の季節よりも正脈にやって参ります︑本年
も凹蛾の狂力行使を誰頭に︑純評傘下の和合

○

荊田主事の理事の任期は四月三十Ｈ
員称にて敢任することとなれり︒

を以て洲了のところ︑四〃十七Ⅱ評誰

一︑理事亜任主事割田斧二

が一癖にやりました︑そして少しは成長した
かと思ったのに︑彼等の今叫のやり方を見る
に︑依然小児荊忠群らしく︑徒らに凹民に迷
惑をかける以外︑何等の見るべきものがない
のは悲しいことです︒他の敗戦幽たちは︑そ
の復興のため︑努賛︑仰民心を一つに︑徒に
各脚の掴得だけを考えず︑剛家の立場から反

剣な活動をして居ることを聞くとき︑これで
いう一言に識きると恩ひます︑汚職もそれ︑

は怖けない︑剛を繋げて置剣味が足りないと
紅含の諸悪もまたそれです︒

のため切に祈ります︒

○本雛には深作︑開︑塚本︑勝部の諸先生の
論文︑小笠原︑副島諸先生の随筆等賑かです
又本雅から三回に亘って花田生枇先生を煩け
して﹁姉人講座﹂がつ置くことになりまし
た︒御味読を願ひます︒皆様の御自愛を幽家

一

日本弘道会礼法研究調査委員会

夫

岬古来の伝統と美しい慣習と

B6版・30頁頒価1部に付05円〔日本弘道会々員に限りI部に付遥料共CO円）

ｌ

一を尊重し︑しかも今日の実

東京都千代田区神田小川町1の10第一公報社内

一情を十分考えた新しい﹁礼

新しい礼法刊行 会

法要項﹂が必要であるとい

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声でありました︒

今回︑日本弘道会礼法研究

一調査委員会は︑全く新たな

一構想のもとに︑新礼法要項

一を調査︑発表致し戎した︒

手本委員会は︑各界代表者を

手もって構成し︑二カ年の歳

一月を費して完成され︑内容

一については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

一等の意見も求め︑完備した

一ものたらしめております︒

発行並びに申込所
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