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二篠の良風
西洋諸国は何故に八年の義務教育に
して︑良民となることを得るか︑向く
彼幽には二僚の災風あり︑其の一は耶
蘇の教法阿中に行はれ︑巳に皐校を卒
業したる後も︑生涯寺院に至りて説法
を聞かざることなし︒我が邦の如く巳
に卒業したる後は︑もはや少しも道徳
の識を川かざる群と川じからす︑其の
二は杜含の制裁弧きことなり︑元来我
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が邦人は融一佃人の逝徳の尚き背は多
けれども︑社命の公徳は︑阿剛人に比
すれば甚だ劣等なり︑其の上彼園は吐
含の制裁甚だ弧くして︑一人甚しきｆ
道徳を行へぱ吐含にて之を許さず︑こ
れ西園人が道徳風裕を維持する所以な
り︒︹泊翁先生訓︶︹明治二十八年︶
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○反抗心

の在り方だなどと簡単には割切れない︑思想の一般性からは時に反

家︑杜曾︑営事者等に反抗することが︑同時に進歩的であり︑将来

抗もあるべく︑特殊性に濁しては時には協調もあるべく︑事は複雑
なのである︒元来人間の反抗心というものは︑本能的であるが︑こ
れは聞家祉曾に謝して︑時に進歩を促す益もあり︑時に破壊をも導
く︒反抗心の善用とは︑剛家杜曾のため︑道義を守るといった立派
な動磯に出溌し︑その側的遂行のためには︑手段もまた立派な道を
選ぶ場合の如きである︒古来義士︑義人の行動などというものは︑
反抗心の蕃川のために長く称えられる︒手段としては時の法を犯し
た鮎から︑その制度に随て牙は犠性にもしているが︑動磯の立派な
ことから︑その反抗心が生きている︑これに反して︑反抗心が︑個
人の軍なる考えとか︑自分の馬する集国のためとか︑考えの相逮と
いったものの利害の動機とか︑恥なる名利のためとか︑反抗のため
の反抗といった反動的のものとかで︑然も手段も選ばないといった
ものに至っては︑照に反抗心の悪川そのものである︒
ところで今日一部の人々に共通する反抗心の賀状はどうであろう
か︑果して推歩的の街の下に利己的動磯であったり︑剛家︑民族の
愛を忘れて空理に去ったり︑自他の協洲を忘れて五に敵帆し合うよ
うな蛎薄さ等為の鮎はないであろうか︒顧みてお互に反抗心そのも
のを考えて見るべきであろうと思う︒

重ねて言う︒人間の反抗心は本性の一部である︒本性は決して無
覗してはならない︑よろしく善用してその意義を生かすべきである
意義を生かすとは︑天下の正義公道を貫徹するための止むなき反抗
を動機とし︑時の制度にも惇らない手段を以て行うところにある︒
そして自己的な名利や野心や︑階級意識や排他等灸に出嚢した反抗
心は︑破壌的な反抗心として︑最も恨むところでなければならな

い︒︵知己庵︶

終戦この方というものは︑各方面翠げて協調ということは釜く忘
れられて︑一にも二にも反抗に反抗の迩綾という風がある︑これは
敗戦の結果︑常時の指導者たちにもつ反感から川溌して︑剛家︑民
族︑博統︑雁史に封する反抗ともなり︑やがては政治に︑教育に︑
縛済に︑思想に︑階扱に︑親子にその他あらゆる方面に於て︑常悪
者に封して反抗し︑その反抗することが︑迩歩的であって︑同時に
新しい時代を作るべき娘も正しい這えの開拓であるかに考える傾が
ある︒そして縦令従来のものに立沢なもの︑後世に伴えねばならな
いものがあっても︑営事者が唱えるもの︑或は園家の博統的なもの
などを認めるとか︑それと協調するとかの精祁というものは︑何の
考慮するところもなく︑保守反動︑封建的思想の名の下に簡単に形
付け︑その快刀凱肺を断つの様は︑資に明快そのものである︒しか
し左様鴨耶純にこの図家杜曾の事が削切れるものであろうか︒
今日は雌典的溌達を遂げつ上ある月然科駆による影響もあって︑
道理一つで剛家杜曾のことを解決したがる傾向があるが︑閣家枇曾
の考えに恩想一般というものは一雁老えられるけれども︑他方また
これを超越する︑民族性︑須候風土︑それらが多年に立って窪み出
｜した歴史や偲統等冷種為な特殊性というものが作って来るのであっ
て︑営然にも複雑性をもつのである︒俗に︑﹁我為は木の股から生れ
たものではない﹂というが︑これの言葉の中には︑味うべき意味が
あるのであって︑思想一般の外に︑我々が背負う血の宿命ともいう
べきものをも暗示しているというのは︑自然科畢の封象のように︑
単一な定まった性質に分類される佃磯と異って︑複雑な心があり︑
様々に鍵化する性格があり︑多くの特質的なものがある人間諸封象
としては︑一プラス一はことばかりにはならず︑三にも四にも何と
一
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新日本建設と科畢的知識

深作安文

護生に一定の順序があり︑その経過に一貫の法則が働いて

いることが判る︒然らば︑凡百の事象は果して如何にして

蕊生し︑又︑果して如何にして経息するであろうか︒これ

が十杢な解輝芯説明は人間の有する必然的要求であって︑

叉︑何時に︑彼等の有する量とい特権でもあるのである︒

ために︑特に畢者は一つの事象と他のそれとの川に存する

人川は己れを問題とする動物であるという表現がある

察してそれを支配する法則を見出そうとする︒その同一・種

述蕊の異同や親疎によって︑該事象を或は賞鹸し︑或は槻

が即ち自然科畢である︒

類の自然的事象を一貫する原理の下に組織立てた知識篭系

が︑貸際︑単に己ればかりでなく︑形而上︑形而下︑何も
のでも︑荷くも己が開心を唆る限り︑それ等を問題とする

自然科畢は自然界の事象のありのま上を捻討するもので

動物が人間であるということが出来ると恩ふ︒こ上にもろ
これというも︑彼等罰儀他除の動物と全くその趣を異にし

一致しているのを常とする︒如何なる時斌如何なる所であ

あるから︑これを取扱って得られる知識は芯賛際の事象と

っても︑布くもその封象が同一の事賞︑同一の現象である

も無いのである︒従って弧この知識は決して自分一人に限

限り︑その成果は一致して少しの矛盾も恥亦︑少しの背反

られたものではない︒一人︑一時の所感や臆説は科畢的知

識の稲呼に仙ひしない︒まして偏兄︑猫断をやである︒科

畢的知識は普迦安常性をその第一義とする︒かの英図のフ

は︑確に素張らしい卓見であったのである︒さて︑若し︑

ランシス・ベーコンが︑四極の偶像の放棄を主張したの

に止まるのみであれば︑それは暇令︑人間の認識意欲を満

自然科畢が単に自然界の事象を解樺︑説明した理論的知識

（1）

ノ︑の科畢も起り︑又︑もるノ︑の哲畢も起るのである︒
て逮優ぐれた認識意欲を賦典せられているからである︒筆

者は︑これから砥しばらく︑科畢を限定して自然をその研
究封象とするもの︑即ち自然科望を意味するものとして論
歩を進めることとする︒蓋し︑自然科畢の護生・する理由
は︑これを二様に思惟することが出来る︒その一は︑自然

力のわれノーに封する暴威の解消と︑自然界に存する祁秘
に閲する解耀とであって︑その二は自然力のわれノーの澄
生活への唯川である︒自然界の事象の外槻は兄方によって
は砥如何にも複雑︑多岐であって︑その間には秩序も無く耐

法則も無いようであるが︑一度︑恩ひを潜めて︑細密にこ
れを稔討すれば詑時と所との如何を間はす︑それ等事象の

'

食住を始め︑交通諺産業︑通信︑運輸︑保健︑醤療等︑即

いことがあり得るのである︒然るところ︑それが彼等の衣

足させるにしても︑彼等の賞生活には何等の交渉も有しな

りするだけである︒物質の不滅とエネルギーの恒存とは︑

然法の働き方を愛へたり︑エネルギーの活動過程を改めた

造することも出来ない．彼等の篇し得るところは︑単に自

してしまふことは出来ない︒又︑自然界のエネルギーを創

この宇宙は一大秘密職ともいうべく︑今日まで︑人間の鴬

近世物理畢の取扱ったところの二大原則である︒思うに︑

したところは︑ホンに部分の扉を開いただけである︒それ

るものが形作られ誼そこにその責際的偵値が閥明せられる
のである︒筆者は往年証米国の注洋たる﹁ホドソン﹂河の

でさへ︑布くもわれノ︑が深くノ︑冥想の奥に沈めば︑自

ち庚く人生の具鰐的の面に雁用せられて︑いはゅろ文明な

つ高低︑大小の摩天楼の亘群を眺めて︑その壮槻に目を見

鯛れるのみである．この際︑彼等は榊聖な撮理に脆いてひ

然の大なる機構の中に窺はれる至遠論至妙の耐意の動きに

遊覧船の上から︑ニューヨーク市の遥かに天際にそ上りた

ことがある︒

張り︑心から芯自然科畢の威力の偉大さを痛感させられた

取組む場合に︑少くとも二の態度が取られると思う︒その

人間が自然科畢を武器として︑眼前に展開する自然界と

中には︑紗かならぬ迷謬が含まれている︒却って︑自然科

科畢が進むにつれて秘宗教の分野が狭ぱまるという考方の

力に封して︑恩はず感謝や識歎の蕊を放つであろう︒自然

たすら︑謙虚となり︑場合によっては︑限りなき祁智︑刺

一は征服の態度である︒彼等が険はしい山岳の中腹を掘抜

せられるのである︒

畢が進めば進むほど︑絶謝者の霊智融霊徳の無限性が槻取

一一

いて︑トンネルを通する時︑或は山川湖沼のた貸すまひ

凡そ自然科畢は道徳︑婆術︑宗教などと︑少からすその

や︑村落漢谷の形勢に︑根こそぎ︑改造工作を施して︑ダ
ムをこしらへる場合謎又訟或は飛行機に乗って自由︑自在

には︑多くは特殊性の存すろを見るのであるが︑これに反

趣向を異にする鮎がある︒これ等の直意義に於ける文化財

して︑自然科畢には︑前陳の如く訟豊かなる普通性の存す

に海秘宝遮陸を飛行く時︑意気ようやく場り︑その誇らし
僕隷となったというような征服意識がはっきりしてくる︒

では専らわれノ︑の情意が︑働くのであるが︑自然科皐で

ろを見るのである︒他の槻鮎からいえば︑これ等の文化財

い満足感は殆んどその頂鮎に達して︑自然界はわれ１１の

今日︑南極探臓に従事しつ上ある世界各閏の人達は誼思う

は︑主としてわれノ︑の知性が働くのである︒例えば︑孔

に南極征服の誇侍に燃えさかりつ上あるのであろう︒その
二は敬虚の態度である︒元来︑人間は自然法の働きを中止

（2）

到な稔討の下に︑新しい原理︑新しい法則が見出され︑そ

子の遁徳︑ラファエロの謹術︑淫迦︑クリストの宗教等の
る︒然るところ︑引力率の溌見者たるニュートンは︑今日

の結果︑先人の未知︑未聞の分野が︑つぎＡＩに附けて来

となり︑或は新しい事貸︑新しい現象が現れて︑これが周

の原水爆︑核兵器等については︑全然知るところがなかっ

るからである︒全く︑筆者の専門外のことであって︑甚だ

科皐の方法は︑多くは日に月により精密となり恥より正確

たのである︒道徳界︑塾術界︑宗教界等にあ２Ｌは︑特に

の︑いはゆる平和的共存への共僻的寄典が︑果して如何な

恐縮であるが︑われノーは今日︑原子力といふものＬ研究

卓越性の内には︑後人のどうしても企及び難いところがあ

認識するのであるが︑自然科皐界にあっては︑どのような

るものであるかは詞到底︑想像が許されないもの上ようで

惑れた情意が先験的に働いて︑善なり︑美なり謎聖なりを

りを捕捉し畢ることは︑到底︑出来るものでない︒この故

卓抜な知性の持主であっても︑自然界の至慨なり︑本質な

この問題が原水爆の上に一来つかった話だからである︒原水

﹁原子力の平和利川﹂が正常の形をとらない雌大の理由は

述ということが絶えず行はれるのであるが︑自然科畢界に

爆の溌験が禁止されない限り︑貝の解決はないと踏切って

ある︒わが原子物理皐界の高名な一人のヴェテランは︑

あっては︑むしろ敢然として先人未踏の魔女地に踏込ん

いられる︒

に︑それ等三界にあっては︑その創唱者の思想や伝仰の祖

で︑新溌見︑新護明をなすことが最も望ましいこと︑最も

一一一

自然科皐の護展には︑これに排はろ者の心椛の冥塾と溌

尊とぶべきことＡせられるのである︒先哲の定立した道徳
界︑塗術界︑宗教界に於ける善︑美︑聖の三者が︑抜本的

賞謄にせまって︑己が畢徒的使命の意識に立脚する燃える

は︑敢て宇宙の剛玄な祁秘面をあばき︑徹底的に大自然の

ばかりの意気の意味である︒かの﹁プラトーンは尊し︒亘

刺たる恋脚とが要請せられる︒これに挑はる券の心桃と

に自然科畢の無限の進展が行はれるのである︒孔子の仁︑

に覆へされてしまうことは先つ無いのであるが︑自然科皐

ラファエロの美︑樺迦の慈︑クリストの愛は︑いづれも永

理は更に尊し﹂と喝破する天にも届く家蝿である︒﹁野口

界の具に至っては︑むしろ︑それが常道なのである︒そこ

とんど無上︑絶封の力を以て臨むのであるが︑かような事

遠の生命を有して︑少くともこれが信奉者に封しては︑ほ

したから︑彼には通例耐専門畢者にあらざる機械的に働く

英世﹂の中に︑﹁寓事自分の頭で考へ︑自分の手で仕事を

数名の助手があれば足りていた︒三軍を掌上に進退するの

賞は︑自然科皐界にあっては︑通例︑見られないのであ
る︒これは他でない︒賢駄なり︑槻察なり︑その他の自然

（3）

、

人格の持主のあることを恩合はすべきである︒

質的生活を支配する︒中外の自然科畢者の中には︑崇高な

的精祁の働きが伴ふもの上やうである︒自然科畢は人の物

の態度である︒敦果的な科畢的努力は︑多くは崇高な科皐

人をして襟を正さしめる︒これが即ち筆者のいはゅろ征服

に彼の本領があったとある︒その痛烈なる精祁は恩はす︑

は彼の能ではない︒単身︑長駆して敵の本管を衝くところ

何人も明言し得ないのではあるまいか︒

との間には︑何等の繋がりもあるものでないとは︑荒し通

年額四十億ドルと云ふ︑恐らく世界史上空前の封外援助愛

出来るものである﹂と云ふ痛快な断定と︑同固の支出する

の流汗と︑一パーセントのインスピレーションとによって

ばれた米国のエディソンの︑﹁天才とは九十九パーセント

その生涯中︑大小二千有除の護明を成遂げて︑護明主と呼

人の人格内容の指導的の要素とならねばならぬと考える︒

られるであろう︒果して然らば︑例えば︑生活改善運動の

の生活が救はれて︑生き甲斐ある充賞した生き方が期待せ

老方を教へる︒その結果は勢ひ︑一部の人達の守奮︑倫安

猫創等の諸理念を授け︑叉︑彼等に端的︑果敢︑持久等の

である︒この知識たるや︑これが所有者に︑締密謎正確︑

炭労の退職手常争議は妥結し︑杵島炭坑争議が解決して同

第二波に入った︒日教組はこれから資力行使だと云うし︑

筆の時︵十一月八日︶において織鋼は第六波に入り︑全逓も

えるならば︑それはとんでもない間違いである︒今本文執

る人が多い︒然しこれを以て勢使攻勢が解決したものと考

秋季勢働攻勢も大したことなく峠を越したものと考えてい

圃繊︑炭努︑日通︑船員等のストが一応妥結したので︑

一謎我国勢使関係は冷たい戦争

北岡毒逸

勢働攻勢の吐含経済的意義

︵三二︑九︑二三︶︹特別含貝文畢坤士︺

昨今︑我が文政界で︑科畢技術教育の必要が叫ばれるの
は︑われノＩの注意に値ひする︒幸にそれが賃現せられる
暁には耐大事︑高校謎中畢誕小畢等のもろノ︑の畢校にあ
って︑教鞭を取る者の科皐的精淋が自づと養はれ︑彼等の

質的向上が認められるに相違ない︒筆者はこ上で更に覗野
を庚げて︑単に畢校教育のみでなく︑家庭教育の面でも︑
勝た又︑祇含教育の面でも︑層一層︑自然科畢を高調して

如きも︑生活合理化論の如きも︑この極の意圃が︑先づそ

情ストの原因がなくなったかと思うと息つく暇なく年末手

庚く深く同胞の科畢的知識を牒培することを念願したいの

の前提とならねばならぬと伝ぜられろ︒約言すれば︑目下

︑︑︑︑︑︑

進行中の新日本の建設には︑科畢的知識といふものが︑各
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行使と︑十月中旬剛繊等公企芽の弾雁反封闘争︑炭労の

２︑十〃上旬以降の繊鋼︑全造船︑全日通の賃上岡手資力

の固民運動を展開する︒

となく妥結するとしても︑抑女紬評の労働攻勢なるものは

退職金闘争と歩訓を合せ第一波統一資力行使を決行する

徴要求のストが計書されている︒これ等のストは大したこ
佃奏の争議ではなくて雄大なる計蓋の一環である︒我剛現

︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑

時の総評と政府菱本家及び枇含との開係は︑米ソの冷たい

の国民運動の成果を︑努働基本権奪還︑最低賃金制狸得

３恥十一月上旬より開含溌定される臨時固含に封し︑前記

池︑︑︑︑︑

戦争の如く︑恒久的に相封峠抗争しているので仙為の争議

公務員制度改悪反封並びに賃金︑年末一時金漁額要求闘

︑︑︑︑

はその一事件に過ぎない︒我等は総評のスケデェール争議
なるものが︑何を目指しているのか︑この催ぐづぐづして

護展させる︒

この細評の根本方針は弾睡反封の政治通勤であって﹁こ

争と結びつけ︑弧力な園倉岡子を抑進め︑通常剛称へと

の弾雌反封闘争に鋭さと厚みを加えるため経済要求その他

おれば我阿政論維溶は何虚にもって行かれるのか︑はっき
ころによれば︑政府の努働政策もこの認識を峡いた行き儲

凡ゆる労働老の要求を獄み亜ねて闘争僻制を組む﹂と云う

り認識した上に封策を建てなければならない︒私の兄ると

の猛行を促したい︒

りぱったりの不徹底なものである︒私は直相を揃えて識者

︑池︑

︑︑︑芯︑︑

のがそのねらいであると云はれている︒更にその韮訓は受

協の除地のない階級闘争主義である︒五月川日の臨時大倉

細誹の争誰の巾で向公労の争議と民川の耕談とは性賛を
異にするのでこれを分けて述べる︒海員組合は全労系で︑

で決めた方針書の一節に云う﹁戦術目標を敵に最高の打梁

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑

思想的には細汗とは異なるが︑経済的の意義は似ているの

を典えることによって敵より大幅の譲歩を戦い取ることを

︑

でその争議も合せて論する︒

砧︑︑︑

考え︑賛審のある戦術行使のみが戦いの有効なる千段たり

得ると云う立場に立ち﹂﹁弾雌を加えて来ている敵は猫占

二︑総評の秋季攻勢計豊
先づ初めに納評の秋季攻勢の汁壷を処ろと︑細評は八月

登本︑政府であるから︑これと封沢するために彼等の源泉
︑︑︑地︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑八℃
になっている原材料︑輸送力を長期的に停めることを戦術
︑︑秘︑︑︑

︑︑︑︑

三日第九同定期大禽において基本方針を可決し︑八〃廿口

の亜鮎とする﹂と︒賃上げや経湾闘争は一手段で根本目的

︑︑︑︑︑︑

１︑九月は秋季︑年末闘争の準備期間とし︑岸鰐制をまき

戦術含議で左記の如き闘争の日程を決定した︒

は政治革命にあることがはっきりしている︒そしてその政

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

返してゆく政治怖勢の昂揚を剛ろために︑物慨引下げ︑

論革命の目標は本年一川の吐称瀧大介その他凡ゆる機禽に

︑︑

教育ヨーゴ︑脈水爆反掛︑韮地反封︑雌低賃金制推得等
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証︑述証述訟︑︑︑︑︑︑︑︑
見られたようにソ連その他共犀黛園の支持協力のもとに吐

て国法に封する迩法精祁を失わしめるものである︒政府は

諸君が大規模に反封デモをやっているが如きは︑国民をし

評系公務員組合に封し︑官臓を事務所に使川し︑反政府の

斯くの如き法規違反の結晶とも云うべき日教組その他の細

秘︑秘︑弘︑恥︑込秘︑︑

含主義︵永久猫裁︶政権を樹立するにある︑春季闘争！夏
る勢働攻勢は︑この雄大な大計書が完成せられるまで続く

期手常闘争ｉ秋期闘争Ｉ年末手常聞手Ｉと年中繰返えされ

掲示を官臓に掲げ︑勤務時間巾に組合変の徴牧︑その他の

の如き違法不法の圏謄を鹿分出来ない文部大臣ならその組

日教組は簸近文部大臣の展止を決議したと云う︒日教組

とは奇怪と云うの外はない︒

組合事務を行うことを寛容する等︑｜これを保護しているこ

ものである︒

三︑官公勢組の法秩序無覗
り︑組評の四分の三は園家公務員及び公企業僻の従業員等

紬評の勢働攻勢の背景が斯くの如き政治革命の企固であ

固民杢儲に奉仕すべき人変なることを思う時︑我等は法規

織は礎更する必要がある︒

第一に︑日教組その他公務員が政府を﹁敵﹂とし階級澗

め︑脊後勢力を見逃した故に邦却って軍部の反逆的勢力を

・一五・二・二六事件に苗り少数行篇者のみを罰するに留

づかに訓戒︑停職等の制裁を課するに留めている︒往年五

の現賢の違法行篤者を解雇し耐林野廃の争議に封してもわ

前記Ⅱ教組の外政府は闘税臆の争議に常り︑わづか数人

が大規模に違反せられているのに詞法規施行の任にある政
府が性だしく怠慢なるに驚かざるを得ない︒如何に彼等の

裁政椛樹立を目的とする運動に参加していることは︑﹁公

大にしたように︑公務員の大規模な革命的政治通勤に封し

行動が園法規に違反しているかを見るに︑

地方公務員法三六︶と云う規定に反し︑更に﹁剛民杢僻の

務員は政治活動をしてはならない﹂へ固家公務員法一○二

その革命通勤を激化する皮がある︒

斯かる微淵的の措世に留めることは却って彼等を刺戟して

第三に︑画識その他の公企業鵠の争議行篇に開してはこ

戒されるべきものである︵図公八二︑地公二九︶︒第二に・

れに参加したるものは穂て解雇すると云うのが公勢法︵一

奉仕群たるにふさわしくない非行のあったもの﹂として懲
公務員の争議行篇は法に禁止せられ︑これを共謀し計書し

七︑一八催︶の建前であるが遥闘徴職員の大部分が争議に

べきものに拘らす︵固公二○

参加した場合に︑その灸員を解雇することは事賓不可能で

一七︑地公六一ノ四︶耐五

十閏日教組の争議行篤に封しわづかに佐賀聯支部において

ある︒然し法は争議の開始を侯たすその謀議に参加した者

た者は三年以下の懲役若くは十寓回以下の罰金に虚せらる

四人が械畢されたに過ぎず︑然もこれに封して数禽の教員
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を総て解雇することになっているので︑謀議の過程におい
て労組の粋部を解雇すればおそらくは剛繊職員の百分の一
以下の解雁で︑多少の混乱はあっても争議を未然に防止し

若くは既然に抑歴することが出来るであろう︑然るに四十
葛の固繊労組の違法行篤に濁し十数人の解雇では彼等の闘
志を刺戟するに過ぎない︒上述の如く大東亜戦争の柵択は
五・一五︑二・二六事件に封する不徹底な虚瞳であったよ
うに︑将来日本に革命が起って階級凋裁政椛が樹立される

日があるとすれば芯その刑根は官公券組に封する政府の緩
慢な虎世にありと云われるであろう︒

四︑バランスを失した賃上げ運動
官公鍔組の争議行篇を去って民間のストに言及すると︑

って見るに左の如く繊鋼は平均賃銀よりは六割除造船は五

右の外に毎月約五千凶の食料巽が禽杜負捨となっている︒

割四分高くなっているし︑船員も五割高である︒問船員は

業種別賃銀比較慮和冊一年卒も

︹鋳働省毎月勤勢統計に依る︶

一・五四

碑薙︾鉦油咋当雌癖一一同上一比
率
○○％

徴鋼業二九︑四六五一

造船業二八︑二四二一一・六一

厩正一一二七︑九五三一・五三

右の統計は相常規模以上の工場︑餓山の統計で︑小規模

て如何に恵まれた状態にあるか堂分る︒況んやこれ等の産

るから︑今秋争議の封象になった事業が杢固の平均に比し

工場は大鵠その五判乃至六割の賃銀しか得ていないのであ

行篇であり謎文明図の共通原則であるから︑綿評がその背

争議を背景にして賃銀を上げると云うことは我画でも合法
後に如何なる思想と陰謀を持っていようとも︑手識行篤そ

業においては年糞の昇給と︑年二回の季末手常と云う外因

のであって︑退職手営に開し他産業との比較表を手元に持

云う鳴之に封し更に一割五分の値上げ要求を出している

る︒石炭業においては現在標準退職者の退職年金百寓回と

三千Ｍと云う大幅の賃銀の値上げを要求しているのであ

にあると云ってもよいのであるが︑それが更に月二千回︑

の二幣乃至数倍に及ぶのであるから芯現在既に特椛的地位

の肉僻勢働者にはない制度があって︑それがまた中小企業

のものを非難することは出来ない︒船員ストについても海

運業の如き我国の重要産業に優秀人材を集めるにはその待
遇傑件を向上することが必要であるから︑賃上げそのもの
は喜ぶべきことでなくてはならない︒只維済のこと峰ハラ
ンスを失すれば善も即ち悪となるのであるが︑我図今秋の
賃上げは二鮎において我国経済と調和を失していろ︒
第一に今週大手誌のあった産業は何づれもどちらかと云
えば賃銀の高い産業である︒労働行の毎川勤労着統計にょ
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たないが︑恵まれた地位にあることは略疑ない︒

今秋争議の第二のアンバランスは諭今や我国は国際貸借
改善の要請に沼うて輸出振興のためにコストの引下げを計
るべく失業と倒産の犠牲を桃ってデフレ政策弧行中である
が︑この時に徴り基幹旅業において賃銀価上げを計ること
は︑それが生産性の向上によって吸牧されない限り︑コス
ト高となる妄﹂とは容易に察知し得るところであって︑正に

固策と相反する方向に走るものと云わなければならない︒
更に海運業について見れば本年三月末現在筒償却未済四百

億を超え︑海運界は今や復麦赤字経誉の時代に入らんとす
る時この賃銀の負捲は大きい︒

我閏のように原料︑食料を外固に依存する閏において輸
出の︵海迩業は外旋を稼ぐ鮎において輸出と同様︶衰退は

園民生活諭国民経済には致命的打華であることは今更説く

利用も自由放任のままに只金融引締一本槍で景気の調節を

計らんとする傾向あることを憂えているのであるが稲今週

の秋季闘争は正に私の憂いが︑そのまま賞現した感があ

る︒政府が賃銀制に乗出すことは容易でもなく下手にやれ

ば弊害を伴うが私は大勢例組合が我閏勤努大衆の完全歴川

してやまない︒Ｑ九五七︑二︑八︶︵特別含員・経済畢博士︶

のため自省して賃銀引上げはこれを抑制されんことを希望

西村茂樹先生事蹟︵四︶

勝部員長

阿部伊勢守と水戸老公

嘉永六年六月六日の夕刻︑時の閣老阿部伊勢守つ鵬山侯︶

してデフレと云う犠牲の多い政策をとっているのに︑他方

流汗は肩衣を通すほどであった︒ことに伊勢守は︑肥浦の

水戸老公︵脊昭︶を訪ねた︒この日は暑気はなはだ弧く︑

は︑お城から退って蹄邸の途中︑駒込の水戸の下屋敷に︑

に於いて基幹席業の賃上げを兄ることは政策のアンバラン

までもない︒さればこそ金融常局は一般物償低落を目標と

ス甚だしく証その紡果は結局コスト高輸出減︑原料入手難

をぬらすことがあった︒

僻質で︑汗かきであったから︑ぢつと坐っていても汗が盤

伊勢守は︑今朝︑朝食をとったま上︑午飯もとらすに︑

脈料簡︑生旋減退︑失業︵輪川減退が或程度を超えれば食
料輸入難︑食料高となる︶︑一般物債騰貴となって勤努大衆

きな樹の繁った蔭の︑樹のところで︑お茶漬を川意して差

ここへ見えたということで︑早速耐水戸邸では︑庭先の大
私は今政府が長期経済計誉の樹立に街り雇川搬大政策を

上げた︒ちょうど向うに上野の忍岡から不忍池を兄晴らす

は失業と生活菱の騰黄の雨面からその鯛いを受けろ︒

その目途とし乍ら︑賃金及び物傭の騰童を抑えず︑姿金の
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おわれて魁連日︑不服不休といってい＆忙しさであった︒

三日に浦賀へアメリカ船がやってきて以来斌封策の政務に

申しあげて︑その許しをうけ︑ｕちに手紙で︑老公に連絡

い︑と閣議で︑王張して︑一座のＭ意をえ︑これを牌軍家に

形勢念をつげた時も︑老公の意兄を諮詞しなくてはいけな

だから今度の米船の浦賀乗りこみの事件出来について︑

くなる︑ということを伊勢守はよく緋えていた︒

そうしてこの日は︑水戸老公に︑情勢を報告かたがた︑老

したのであった︒

駒込の高峯で芯涼しい風がよく通るのである︒伊勢守は︑

老公は︑阿部内閣における外交問題の職間であった︑先年

公の意兄を伺いにきたのである︒もう何年も前から︑水戸

通商の申入れがあった時も誼阿部内閣は閣議で︑おだやか

をつくすより外はあるまい︒みなの評議は︑余もⅢきたい

ては︑後で困ることになろう︒この場合において唾衆議

いであろう︒た賛し︑アメリカの図書を受けとってしまっ

老公の返事は︑﹁打挑いは︑今日となっては︑得策でな

にその巾入れを拒絶することに決め︑開老連署をもってオ

と思う︒御汰沙次第︑いつにても登場しよう﹂という意味

オランダのカピタン︵船長︶から︑固王の書簡で︑通信︑

ランダの剛務大臣に返翰を送ったことがある︒その畔一︑水

そこで今日の六日になって︑伊勢守は自分で駒込邸へ伺

戸老公は︑雅府が︑なぜ直ちに外聞船打挑令を奮行しない
の念先峰ですらある︒伊勢守は︑事︑外図船の庭世に開し

候したわけであった︒伊勢守が湯演をすませてしまった

の文面であった︒

ては︑現在のわが剛の図力・兵怖から考えて︑つねに徳利

か︑ときびしく黄めたものである︒老公は︑熱心な擬夷黛

腕をとってきたため︑老公とはいつも意兄が封立するので

いるせいか︑むっつりとして︑不機嫌にみえた︒伊勢守は

邸︑老公は縁側から下りて︑庭先へあらわれた︒緊張して

とることとし︑林大望頭︑浦斑奉行戸川伊豆守︑井戸石見

閣議で︑本日決ったとおり︑とにかく大統伽の剛書を受け

あった︒伊勢守は︑勇ましい披夷論者たちから︑優柔不断

というそしりを受けていることを︑自分でよく知ってい

守を造して︑九里演で・ヘルリと禽兄せしめる諜定であるこ

る︒しかし︑賀際に︑日本国の今の賞状を知っているだけ
に︑外因船打挑いを賞行するなどという冒随的な外交政策

とを︑老公に巾しあげた︒

て︑

り︑おこっているようにもみえる︒やがて並い口を附い

老公は︑返事をしない︒鍬って︑考えているようでもあ

はとても営面の女任ある地位にある自分としてば︑とる事
ができない︒しかし水戸老公の意兄に封しては︑いつもこ
れを尊飛し︑耳を傾けてきていた︒老公をおこらしてはい

けない︒老公を敵に迦しては︑幕閣の政治は回滑に動かな
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﹁先年来詑やかましくいってきた︑国防を厳にし︑大℃砲

を鋳造し︑軍艦を造ることが急務だというのは稲こういう
事の起らぬ内にという事ぢや︒今となっては熱打挑うはま

さきがけて散るてふことはもののふの

匂へる道の世にぞありける

又愁米船は十日本牧沖に入って測量をなし︑十二日に外

の雨人を遼して論黒船一件の一段落の報告を︑老公に仲え

海に去っていった︒阿部閣老は︑川路術門尉と筒井伊賀守

しめた︒その時︑老公が自ら鍛えた刀を︑川路左術門尉に

﹁外剛との交際は慾もとより好みません︒鎖圃は租法で

ずい︒しかし園書を受けとる事には︑反封ぢや・﹂
ございます︒しかし目前︑軍備不十一分にして誼戦うとも勝

立田川錦を浮ぶもみぢ葉も

典えて︑次の歌をそえた︒

になってやりますが︑他日芯軍備の整頓できました暁には

算はありません︒そこでしばらく彼が望みに雁じて︑相手

ちらすぱいかで人のめづべき

卯の花の散るともいかでほととぎす

又諭老公の子である因州侯に典えて

名をも雲井に上ると恩は営

︲﹁なるべく相手との交渉を遜延させて︑念ぎ駆怖を熱へ

断然たる虎置をとりたい所存にございます﹂

起すことを忘れてはならぬ︒﹂

営時の落首

あくまでも打挑うという態度を示して︑一般の志気を振い

老公は謎しまいに伊勢守を激働し︑鎧を贈ると云い出れ

﹁記憶録﹂にのせられてある︒われわれの知っている﹁太

浦賀の黒船騒ぎを弧した︑営時の落首で面白いものが︑

この話は︑西村茂樹が︑水戸老公の家来であった人から

平の眠りをさます蒸汽船たった四杯で夜もねられず﹂と少

た︒伊勢守は︑そうそうに辞去した︒

聞いて証﹁記憶録﹂に書きのこした逸話である︒その水戸

異国より進物に来る上喜撰八丈嶋︵縞︶は

たった四杯で夜もねられず

毛唐人などと茶にして上喜撰

し違うのがある︒

策したのに︑ロクノ︑御答えもなかった︒この度︑黒船浦

いては︑十年前より老公︑度冬公逢および執政方へも建

人は︑西村茂樹に向って︑こう語った︒﹁海防のことにつ

賀に来たとて︑急に御相談あっても︑もはや及ばぬ事で︑

すぎた挨拶
なり︒

鴬時市中に龍異人八丈嶋を借らんとの風説あるによりて

今更外になされ方もあるまいに︒﹂

水戸老公が伊勢守に輿えた鎧の吹きがへしに︑次の一首
をつけられた︒
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古への蒙古の時と阿部こべにちっとも
吹かい伊勢の守風
あめりかが来ても日本につつ︵筒︶がなし
ｎ本のかび︵華美︶を異国で洗い張り

安政の大地震
水戸老公は︑・ヘルリ来航のあと︑﹁海防恐存﹂と題した

意見書を草して幕府に呈出した︒主として﹁和すべからざ
ること﹂を八係にわたって論じたもので誼相かわらす弧硬
と保守蕪との二派が封立していて︑前蒋は藤川幽谷および

な擬夷諭で撒いてあった．一鴨︑水戸には︑藩内に革新難
その子東湖︑愈灘正志術らの率いる念進的な尊王擁夷派で
あり︑俗に天狗難とよばれていた︒後者は立原翠軒の率い
る保守的な佐幕派で︑書生蕪とよばれた．水戸老公︵脅昭︶

をかついでいたのは︑前者の尊嬢派で？主として藤田︑戸
川などの傑物が秘老公のプレーンであった︒しかるに安政
二年の江戸の大地麓で︑藤川・戸川の朋雄が雁死してから
は︑水戸老公の識見は必ずしも商逃でなくなり︑次第に低

調となり︑翫迷となり︑老いの一徹︑ただひたすらに嬢夷
を叫んでやまなかった︒︵それは︑今日の老人たちにしば
しば見受けられる︒わけもなき復古︑懐奮の逆コース的論
議よりはまだ増しではあったが︶︒

安政二年十川二日︑夜四ッ時︵午後十時︶謎西村茂樹は
江戸三番町の佐野藩邸で︑この大地震にあった︒ちょうど

風雨の至るような物音がして︑西北の方から地鳴りがし︑

もう寝床に入らうと思って謎便所に入ったところ︑忽ち大

第一の震動がやってきた︒つづいて第二の震動があり︑家

で使所を出てみろと︑家中の明りはきえ︑虞つくらで方角

屋の倒壊する一音が︑きこえ︑生きた心地はなかった︒急い

上は外へお出になりました﹂という︒で︑裏口から庭外に

が分らない︒大蕊で﹁母上﹂と呼ぶと︑妻の弊がして﹁母

飛び出してみると︑屋根や土蔵の崩れる土煙り砂ぼこりで

れなかったので︑家内に怪我人は一人も出なかった︒この

呼吸もできない︒幸いに奄家は菱形に曲がったけれど︑倒

とで聞けば︑吉原から火が出たという︒それから南方にも

時東北の方角に火の手が上って︑火事のもようである︒あ

火の手が上り︑やがて南北一鵠︑一里ばかりの間︑一面に

この夜は幸い風がなかったので︑火勢はそうひどくなか

火の海となってしまった︒

もり

ったが︑しかし火は拙がるばかりで防ぎようもない︒火に

あった家は︑塵つば一つ残さず焼いてしまったのである︒

堀田正類君は︑この夜︑・叔父の五郎君︑智七郎君と剣術

の稽古場にいたのが︑稽古場が潰肌て︑危いところを︑よ

うやく逃れ︑幸い怪我もなかった︒

佐野の藩邸から一町ばかりの庭に︑九段坂の馬場がある

︵今の端聞榊吐の鳥居と壮殿の附近︶・茂樹は︑一同を宰領

して︑この馬場に避難し︑地上に雲を敷き︑露天に幕を張
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一

地震はようやく牧まった︒

り︑夜も書も︑ここで十日除りを暮した︒その後も小震は
数十度︑折堂狸震あり︑七日目に大雨が降って︑それから

でいった︒

茂樹は︑その十数日の間︑火事装束をつけたまま︑蘇邸
の弊固に常２Ｌいた︒それで江戸中の被害状況をみること
はできなかったが︑叩く所によると︑蛾もひどかったのは
小石川︑小川町︑一橋門内外︑大手前︑八代河岸︑和田倉
門︑馬場先門外︑日比谷︑幸橋一帯であった︒本所︑深川
吉原は雄も死人の多かった所である︒一僻に山の手は地盤
が固く︑従って家屋の倒壊も少く︑火事も起らず︑ために
死人も少いぼうであった︒佐野藩の小川町の邸のあたりは
被需甚しく︑忽ちに杢邸崩壊し︑火事となり︑雅士の死す
るもの男女四十一人であった︒
友人の山路体六というものがあったが︑逃げそこねて梁
の下敷となって腕をはさまれ︑どうしても取ることができ
ない︒火は迫ってくる︒友人某が助けようとするが︑梁が
重くてビクとも動かない︒体六は﹁刀で腕を切り落してく
れ﹂と叫ぶ︒脇指を抜いて︑切ろうとしたが︑梁が邪肱に
なって︑切ることができない︒その内にいよいよ火が辿っ
てきて︑友人は自分が危くなってきた︒体六は︑もう駄目
だと知って︑その脇指を借りて︑自から咽喉を麓いて死ん
また永井半吾︑阿部儀助の雨士は︑家が両隣で隣接して
いたが芯どちらも同時に涜れ︑永井の家族は五人︑阿部の
方は三人︑どちらも腿しつぶされて一人も戸外に出ること
ができない︒近所の者が︑屋根に穴をあけて助け出そうと

︵一説に十禽人というが︑これは傭じがたい︶︒

するが︑中に子供の叫ぶ鐸がしきりに聞えていながら︑な
かなか助けることができない︒するうち︑火が燃えついて
結局︑みんな見殺しにしてしまった︒こういう悲惨な話は
江戸市中︑数えきれないほどあったわけである︒江戸全市
の死考三醐五千という説は鮫も興和に近いところであろう

この大震災で︑佐野藩邸は被害をうけたが︑全く渋れた
のは︑土蔵と家屋三棟とで︑あとは大破損をうけただけで

すんだ︒しかし大修繕を施さねばならない︒ところが材木
の相場︑職人の手間は︑たちまちはね上って︑以前の三倍
にもなっている︒もとより小蒋のことであるから除分の貯
金などありはしない︒他から併金しては︑返すあてがない
そこで同僚の青木伴次と和談した所が︑青木のいうに︑営
藩はこれまで領地に御川金を課したことがない︒今度の事
は︑非常の事で︑御用金をあてにするよりほかに手はある
まい︑という︒茂樹は篤路したが︑結局︑他に方法もない
ので︑下野に七千石︑上野に三千和︑近江に六千石ある領
地のうち︑下野︒上野には青木が川向いて︑其加金として
数千金を集めてきた︒仕方ないので茂樹も佐藤清左術門を

︵お茶水女子大単教授︶

つれて近江の堅田という所に赴き︑富民を諭して其加金を
献納するようにさせた︒かれらは秘甘んじて冥加金を出し
た︒金を出した者には︑褒美として︑苗字帯刀を許したり
賞賜を典えたりして︑結末をつけた︒お蔭で︑他から借金
せすに︑藩邸の修理をなし︑叉︑幕府から命ぜられた一橋
御門稀の公川も︑無事つとめることができたのである︒
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机の塵
×

︑︑︑︑

世紀の↓三１ス︑ソ連人工衛星をブッパ
す︒月の世界に旅行の足がかり・⁝・・など
と︑来ん日を待つのは︑お伽噺めいていて

×

よいが︑原子爆弾を今ハラマク通共とならぬ
ことを誰か保講する！

やれ軍事同盟︑やれ何為ブ画ツクなどと
味方と敵を作るのは︑撞の平和の逆に非ず
闘邦繭民等しくこれ総て愛惰で結べとは︑
ネールさんの政治理想は正に遠大で目先き
のことではない１さすがは﹁仰陀﹂を生
す零へて合掌する姿はその象徴か！

んだ剛の子孫の伸人Ｉネールが人に向って
×

×

評論家は言うＩ我が図の今日は﹁白痴の
文化﹂と︒名言である！或は狂人の如く︑
或は擬人の如く︑そしてまた妖怪の如く良
識には解し得ないところの︑ゲラノ︑︑と典
って跳ねて踊って戒んで︑夜を日をつぐ︑
正に気味が悪い！

一となる︑種々と機械類等の寅買に︑或は投

一稔りの秋を迎えて地方に経済的動き活溌

蚕に：．⁝と中央からの進出が集中するから
である︒かくして地方が近代化に一歩づ！︽

平等︑採鮎はマッピラという！なるほどこ
れでは修身教育には反対の筈Ｉ

泣くも笑うも年内除日数十日Ｉ去るもの
は去らしめよ！来んものに待つ！

×

畢もデコボコというもの！

だが︑この流感封策は祁武以来のま坐︑科

るらしい︑一方科畢は人工衛生成功と進ん

流感猛威を振う︑然もこれは世界的であ

×

自然科畢の進歩いよｊ︑進み︑粘祁文化
いよｊ︑退化Ｉこのアンバランスの人間世
界いよ﹄︑以て危肱に赴く！

×

反抗心というものは人間の本能の一つ！
これを利川して大衆を引張るのは策の上な
るもの！但しかくして一因一蝋李制になれ
ば︑その時はどうする１その時は粛正とお
出でなさる？

×

×

︑︑︑︑

×

ダマサレることを御川心⁝⁝！

浴することは誠によし︒しかし︑悪徳漢に

尤も修身教育︑勤務評定︑生産向上等も
敢てそのものに反封ではなく︑自民無政権
の褒案だから反封というにあるらしいＩ敵
は本能寺にあり︑それなら筋は判る！共産
政権下なら何んでもオーライ？

×

日教組は今後の教育案を出すＩ画く﹁文
部省﹂を匪止して﹁中央教育委員倉﹂を設
けること︒次で指示をクレムリンに仰ぐと
出たいところだが︑これは言外に含めてい
︾勺１．

×

壮含鴬近畿大命の中之姥公含堂に於ける
遊説には︑赤旗の林立を止めたとかＩこれ
も日教組と共に厘意は言外にという戦術か
に見えたり！

×

民主政流は陳情の政治ともいう︑岸首相
長野遊説に睡井津で﹁紺根にぱかり行かな
いで︑軽井津にも来て下さい﹂という陳怖
！この種のものまで入れると︑全図から集
る陳情で首都は山と化すだろう！

×

地上の生活では︑動物そのま上の醜い人
佃ども︑その人川が考え出した科畢の成果
それはとても人知の叩脈には役立つまい！
仙界不安の上塗り？
日教組﹁勤務評定﹂に反封して文部省に
坐り込みＩ勤務に伽けても勤めても人権は
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I

‐ 一

｜随想
山崎犀二

祇含の落伍者である︒浮浪者の一部は

この部類に馬する︒非人部落にはそれ

うた輩で︑人形使いや祁楽獅子なども

ノＩ頭があって︑これを長吏法師︑後

微多または非人と呼ばれた︒非人は戸
籍に載っていない人為の謂である︒橘

大化の改新後大賓令の規定では︑貴

皮革業者を非人と腫別し︑稜多と呼ぶ

て皮を剥ぎ︑皮細工を醤む︑いわゆる

者︑坂の者︑散所等で︑死牛馬を培っ

業の護達に除程貢献したのである︒そ

が多くなった︒これらはわが園の手工

即ち雑工業に流れ込んで渡世するもの

代からは法師の姿をして大費令の靴戸

非人法師はもと浮浪の徒で︑平安時

弛秘芯︑龍︑砧

逸勢も罪あって戸籍から除かれ︑非人

にはちようりんぽうといっていた︒

族の 外 に 良 民 ・ 賎 民 の 腫 別 が あ り ︑ 賎

ようになった︒非人よりはいくらか上

うしていつしか下賎の仲間から逃れ︑

になった︒徳川時代になって︑河原の

民は官戸・家人・官奴郷・私奴岬・陵

級とみられていたものに隠亡・鉢屋．

一︑封建社書と市民祇曹

戸の五つに分れ︑この外に雑戸という

茶笑︵ちゃせん︶・とうないなどと呼

者もあった︒こうした浮浪者は京都に

られなくなって農村の空地に居を移す

生活する者もでき芯山間で生計が立て

これらのうち山間に定住の地を求めて

る者はおびただしい数に上っていた︒

奈良 時 代 以 後 で も 故 郷 を 離 れ て 浮 浪 す

たのである︒大賓令の規定にはないが

ばれた︒また奈良時代からもくぐつ︑

優の起原を意すもので︑河原乞食と呼

河原の者で遊塾をやる者は︑現今の俳

か俗法師とか稜多とか呼ばれていた︒

教の戒律を守らないので︑非人法師と

ったが︑これは僧侶でありながら︑伽

溌僧へろうそう︶と呼ばれるものもあ

内の掃除を捲常していたきよめまたは

ばれたものがある︒徳川時代には京都

その地位が昂り武士の上位になったも

なって︑主人の柴達と共に︑自ずから

れども家人のような賎民も鎌倉時代に

治維新後も差別待遇を受けてきた︒け

の輩だけはいつまでもとり礎されて明

︑︑︑︑

た︒雑戸は官に馬する雑工業者であっ

賎民とまではゆかない職業階級があっ

良民になってしまったが︑磯多︒隠亡

も深山集まって︑蛮茂の河原とか東山

い︑米閏に最一初移住した者は開溌のた

膳消えたが︑因襲はなかノーに拭い難

︑︑︑

︑︑︑

坂︑清水坂等に小屋掛して住つた︒河

うかれめのような下賎の徒があった︒
︑︑証

めに深山の黒人奴隷を買って連れてい

になり︑磯多のような賎民の名榊は一

明治四年に四民平等に扱われるよう

の︑もある︒

原の群︑坂の者︑散所の者といわれた

くぐつは遊謹を演じて食物の施典を乞

︑︑記︑

のが︑これらの人麦である︒要するに
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隣接して騎兵第一師図の兵誉があった

合軍に占領されて暫くの間︑私の宅に

皐を 妨 げ よ う と し て い る ︒ わ が 国 が 連

ても芯警察力を行使してまで黒人の入

今のように白黒共事制度が施かれてい

黒人とは列車・便所までも瞳別し︑昨

も︑今日まで黒人を蔑覗して︑白人と

のだが︑あの民主主義を誇る図でさえ

つた︒リンカーンはこれらを解放した

が弱かったので誠道徳は君臣父子夫婦

った︒春秋の世は未だ牡含連帯の観念

に輸入されてもそのままは行われなか

ある間だけであるから︑これがわが国

基本とした︒かれの忠は主徒の開係の

徳の上では孝︑政治道徳の上では忠を

やかな時代に建てられたから︑家族迩

の教は春秋戦国の封建制︒家族制の華

の教が道徳の基本になっている︒孔孟

影粋を受けているが︑なかんづく孔孟

わが図の道徳は悌教と儒教の大きな

地により︑政治的︑経済的叉は牡含的

人極︑信惟︑性別謎杜含的身分又は門

﹁すべて国民は法の下に平等であって

に民主主義に徹し︑その第十四係に

宣言の趣旨に従い立案されたものだけ

えられたという日本国憲法はポツダム

る定めであった︒連合軍司令部から典

同軸であった際は年長者を淵選者とす

議員の蓮筆法も投票の結果︑得票数が

定は︑封建的な色彩を帯びていたし︑

時代に制定された民法の家族制度の規

ので︑兵隊が毎日のように私の宅に遊

存するような考え方が弧かつた︒仁が

かなる特椛も件はない︒柴典の授典は

柴響誕勲章その他の柴典の授典は︑い

の他の貴族の制度は︑これを認めない

開係において︑差別されない︒華族そ

と人との間の徳と考えられているとこ

現にこれを有し︑又は牌来これを受け

その文字の組立てで示されるように人

というような特別の開係のものにのみ

びに来ていた︒そのうちの一人が︑米
わが園も少くとも奈良時代までは奴隷

固にも士農工商の差別があるといった
の勢働によって︑田畑を開墾したり農

ろをみると論吐含道徳が全然考えられ

る︒﹂と規定し︑これと矛府する華族

る者の一代に限り︑その効力を有す

耕を誉んでいた︒現在通存している岐
古の戸籍を見ると︑一戸百人にも及ぶ

は︑卑賎薪が尊炎者に服事することに

日本国憲法施行と同時に改腰された︒

令︑民法の家族制度に開する規定は︑

なかった課ではない︒僻教の道徳で
より︑年少者が年長老に従うことによ

大家族があったことが判るが︑この大

り秩序を立てようとした︒儒教で尊重

また経戦後に公布された一公職選畢法で

部分 は 家 奴 ︵ や つ こ ︶ で あ っ た ︒ 家 奴
ったが︑事賃上の夫婦もでき︑従って

は正式に結婚することは認められなか

された濫もこの秩序である︒一初期の法

は︑得票数が同じであるときは︑くじ

︑︑

は畢童潅から来ているのである︒明治
た︒

子供ができて大家族の一員になってい
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』

ときは︑第一は配偶者︑第二ば直系卑

前の民法では︑扶養義務者が数人ある

で定めることになっている︒また改正

尊重して然るべきではあるまいか︒

いかも知れないし︑直系倉厩はもつと

幼序の道徳は必ずしも排斥すべきでな

家庭内での秩序の上からは︑儒教の握

る︒火・水・風・雨・雷などもわが国

平洋沿岸の民族に多いといわれてい

い・ということだ︒太陽を祁る風習は太

では祁られてきた︒農耕図であるから

屈︑第三は直系尊馬︑第四は戸主とい
では︑﹁扶養すべき者の順序について︑

界の現象に封する驚畏の念が宗教循仰

日月星辰︑風雨雷鳴等の天象︑同然

津彦命︵しなながつむのみこと︶︑級

二︑神

営事者間に協議が調わないとき︑又は

の萌芽だといわれるだけあって耐未開

長戸逢命︵しなながとべのみこと︶を

うように定められていたが猫改正民法

協議 を す る こ と が で き な い と き は 魁 家

時代にはこれらのものが刺として肥ら

宮の別宮には風宮があって輔共に級長

の内宮の別宮には風日所宮があり︑外

庭裁判所が︑これを定める﹂と規定し

れた︒︒ヘルシア地方では天空清澄で日

風・雨などとは開係が多い︒伊勢紳宮

賓情主義であって弧必ずしも直系尊鴎

たものである︒大和の奮官幣大吐龍田

肥ってある︒雨祁共に風の人格化され

ないし︑長上尊亜の規定といっては刑

に︑子の親に封する責任は亜くみてい

養育宥誰する黄任を亜くみている荊合

中園では毎年黄河の水が氾濫するので

一部ではわにや猫を川として肥つた︒

ものとみて太陽を洲とし︑同地の他の

太陽とナイル河の氾濫とを開係のある

を斬るために行うものに稗化した︒へ

ものであるが︑後にはこれが五穀豊穣

て風需をなからしめるために行わ肌た

月星辰をよく兄ることができるから︑

法第二百峠に︑﹁自己又︿配偶者ノ直系

これを天のなすわざとして一肥つた︒わ

の山の雷だというが︑奮闘幣中牡貝清

プライ人の林エホや︿は賞はシナイ地方

に封する直系卑馬の扶養責任を重くし

尊属 ヲ 殺 シ タ ル 者 ︿ 死 刑 又 ︿ 無 期 懲 役

が国の天照大榊は太陽の信仰から生れ

田榊杜の祭祁天火明命︵あまのぽあか

これらを刺とし︑エジプトの一部では

二庭ス﹂という一般殺人よりは重い規

た榊であり︑天皇はその御子孫という

りのみこと︶や︑奮官幣大牡賀茂別雷

ていない︒大鵬からいうと︑親が子を

定が戦前のまま残されているに過ぎな

ことになり︑皇位を天津日嗣と申上げ

祁祇の祭祁別雷紳も恐らくは雷を人格

は毎年行われる︒岐初は風祁をなだめ

い︒人格平等の立場からいえばより早

た︒月夜見尊は月を人格化して肥つた

化したものであろう︒死雲即ち耐先の

紳祇もこの雨祁を肥り︑龍川の風刺祭

く生れたという理由だけでは特に尊重

もので︑月を祁ろ風習は農耕民族に多

記︑

すべき理由にはならないであらうが融
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家と健康

別なく泣き綾け︑小児科の大家数名の

七川下旬から腺Ｎ不明の病状で謹夜の

美鳴奪という問い邪悪の岬とを封立さ

川を魂のはたらきの上から和魂︵に

来診を乞ふて効なくほどほど途方にく

雲を洲として祁ることは︑わが閏だけ

ぎみたま︶と荒魂︵あらみたま︶とし

れておりましたが︑たまたま家内の同

せ︑明善の耐が闇邪の赫をため直すか

和魂を幸魂︵さきみたま︶と奇魂︵く

窓の兄である小児科醤岡部環氏の来診

に行われることではなく︑鍛一初は死人

山田醇

しみたま︶とに分っている︒そして伊

または追放する榊話がある︒これは満

いる︒前者は山上の龍肺︑後者は渓谷

勢祁悔の別祁荒祭宮は天照大川の荒魂

しく署いので抵抗力の弱い子供が暑さ

を乞うて︑はじめて家が悪いために逃

を畏怖して祁つたものであろうが︑文

の龍刑であって共に雨を宰ろ刺である

を肥り︑Ⅱ読荒御魂宵はⅡ譲奪の荒魂

にまけて消化不良を起し︑一柾のヒス

大正三年の二吋始めて生れた子供が

が︑大和の沓官幣大吐丹生川上利吐

としている例がある︒即ち熱川澗宮は

を肥ってある︒わが図では物僻を祭川

テリー病状で︑涼しい鹿に卿地すれば

州やシベリアで偏仰されたシヤーマン

︵吉野川の上流︶の祭祁の一にもなっ

よいとの診断の結果︑その頃親族の経

化が進むと共に祁先尊重の精祁から榊

ている︒京都の貴船澗吐の祭刷も間霊

草薙洲飢を︑石上榊宮は布都御魂飢を

教に似通ったところがある︒

榊である︒︒ヘルシアではオルムヅトと

肥ってある︒併しこれは刺そのものよ

ずかに三週Ⅲで一全快したことがありま

管しておった円光ホテルに稗地してわ

として肥るようになったものである︒

いう善と明の榊と︑アリマンという悪

りも︑これを所持していた人を剣を通

わが園では天を祁らないが︑雨を宰ろ

と間黒の榊を宇宙間の二元力祁として

に︑こうした祁牡がここ一世紀ぐらい

して肥る趣旨ではあるまいか︒要する

苦心の結果入手した小さいが新しい立

此の家は肇校を卒業して六ヶ月間も

一鋤鍵祁誕塙舞鋤娠搾恥椎鋤辛誕岬奉呑

肥り︑常にこの二跡が闘争していると

の後に︑剛民の上にどんなかたちで精

派な家で︑その頃の私の建築知識では

した︒

考えていた︒わが国でも八十柾津日祁
︵やそまがつひのかみ︶という悪邪利

と併せ考えてみたい︒

榊の糧となるであろうか︑仰教の信仰

とても健康住宅と思っておりましたの

と祁直日祁︵かむなおびのかみ︶とい

︹東京女畢館大畢講師︶

う善直の祁とを封立させているし︑天
照大祁という明かるい正善の耐と︑素
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1

一

の家と比較してみて︑家の向きと開口

と漂度計とを求めて︑熱心に親族知友

に心うたれ︑早速溌高最低寒一暖計数個

岡部氏の︑家が悪いと云ふ一言には大

に︑営時若年無妻三十何厳かの開業醤

にうる虚がありました︒＃

界十五ヶ園の知人の家を歴訪して非常

一次大戦後の好機宮を利則して︑全世

住宅を見畢する必要があると思ひ︑第

ものですから齢一膳参考に欧米諸国の

候と習慣と材料によって決定せらる上

して大に自信を得ましたが︑此の直管

を詳細に研究して︑新しい試みを資行

工して︑居住者と共に新築の家の可否

私の狸く主張する直管賞斐精算法で施

数の中小住宅を設計してその大部分は

アドロフ・シェラーと総葉書の交換が

時猫逸話の教師のマニラに居る長男の

しております︒

沢の出るほど感謝せられて心から恐縮

の賞際方面に鰐験を有する方だからは

肴から大愛に喜ばれました︒特に建築

でしかも立派に施工州来るので︑依頼

賢費続雛法によると極めて安慨で丈夫

と軒の出等の開係で︑私の家が甚しく
住宅建築は銀行含吐等に比して工蟹

動機で欧米に多数の知己を得︑これ等

幸なことに明治州六年畢習院在畢営

は小額で利益は倣かでその上甚しくト

の人燕には前以て住宅の覗察と生活状

暑いことを確認しました︒

ラブルが多いので︑我剛に建てらる上

況の見畢に便宜を輿えらる上よう依頼

昭和四年に始めて﹁家を建てる人の

ず︑その頃本格的に住宅建築に没頭す

建築の大多数は住宅蚕あるにも拘ら

﹁保健住宅﹂等数種のものを公表しま

﹁住宅建築の賢際﹂を執筆し︑次いて

鴬に﹂と云ふ小冊子に過去廿年間の鰐
期以上の便宜と好遇を受け︑衣食住に

駒の概要を溌表し︑更に研究せる結果
開することは勿論︑生活黄やら税金や

したが︑総て戦災の鴬に原版が焼失し

状を出しておきましたので︑廿年間も

と痛感しましたので︑一生を犠牲にし

ましたので目下過去の僻験を纏めて家

文通せし舟六人の家庭を泊り廻って課

ても闘民の幸禰のために吐含奉仕のつ

ら︑或いは冠婚葬祭等一切の事柄を恩

と健康と云ふ題目で執筆しておりま

で︑これでは図民保健上憂慮すべきだ

もりで︑いかにせば保健的な住宅を作

ふ存分見川することを得て︑今日でも

る専 門 の 技 術 家 が ほ と ん ど な い 状 態

りうるか︑しかも世界的に天災の多い

深く感謝しております︒

方だも大鍾に讃んで下さったので工

戦前﹁住宅建築の賞際﹂は専門家の

す︒

我図で丈夫で便利で安く且つ立派に施

れに此の見聞を参酌して溌谷に小住宅

婦朝早廷従来の研究を基礎とし︑そ

約十年間苦心してほ資その大要を得ま

を設け謎更に工夫し改善して全国に多

工出来るかといふ問題解決のために︑

したが︑然し古今東西を間はず家は気
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の僻種の気候を無硯して建てらる上の

あまりに多く流行して︑大部分が日本

たが︑戦後は米図風の新格式のものが

宅には保健的なものが津山に出来まし

は喜んでおりました︒従って戦前の住

楽園書としては空前の責行きで出版牡

必要なるかは常識あるものは悉く知っ

酸素が六五％で︑人磯に如何に酸素が

ます︒人川の僻を化畢的に分析すると

頭捕に閉口するものが非常に多くあり

ものや︑換気設怖が不完全の篤に冬季

経過して押入れの漁気に苦しんでおる

に逃しく不注意の篇に︑新築後数年も

りますが︑日倣りと通風と換気と防漂

に話されましたが︑酸素が不足すると

電熱器で湯をわかさせたのだと逝去前

の空気を換莱せしめて︑暖房は小さな

は病室で火鉢を使川させす迩岱に室内

肺炎の子供を一人も殺さなかった原因

十年間に今日の注射薬の川来ぬ時代に

児科の岡部博士と云ふ名醤が︑開業四

戦後逝去せられましたが︑前述の小

て一巡してみて術感した事は︑我国ほ

欧米十五ケ函を約二年の歳月を喪し

内で暖房に火鉢や煉炭を使別すると一

冬季室内に酸素は不足します︒特に室

ておるが︑換気の悪い部屋を締切ると

これも換気が悪いので酸素の不足と炭

丸ビル病なるものが護生しましたが耐

のです︒丸ビルが出来て五︑六年目に

中毒症状を起しアルカローヂスになる

す︒

で剛民の健康が蓬しく憂慮せられま

ど気候の悪い園はないようです︑鰍洲

層雀しく︑その上有毒なる一酸化炭素

はまく乾燥甚しく︑その上地震︑雷︑

も多くなるので︑激筋アパートの如き

戦前秩父セメントの初代吐長が︑工

酸瓦斯の中毒です︒

とは全く反封に夏は暑く撫気多く︑冬

業クラブの事務室で維日執務するとど

うも頭が痛むと云ふので︑壮長の机の

メントは吸水性が非常に多いので東と

横の窓の合せめに細い針金で換気のス

は大に注意せられたいものです︒叉セ
北と西側の押入れの壁は二軍にして︑

して我画に建てる家は︑絶鰐に南向き
となし庇を迩営に出して夏の日光が室

我国では上と下とに防火的換気口を設

の中央に小形の扇瓜器を外に向って取

リットを設け︑廊下側の洲入口の欄間

豪風︑火事︑泥棒が多いので︑結論と

内に投入せぬようにして︑通風︑換気

け︑特に床下の通風換気を完全にして

りつけ︑壮長の机の上にスヰッチを設

防標に建築的注意をせすして保健住宅

する事が絶磯必一要です︒明治以前に建

よいと云はれた事があります︒

けて一と冬賞行した虚が大鍵に工合が

床下の地盤は家の周閲の地盤より高く
築せろ杢剛の農家を多数見ましたが︑

戦後住宅不足の鴬に識筋コンクリー
トのアパートが津山に出来ましたが︑

細て防撫に注意しております︒

を作る事は不可能です︒

間取りだけは洲営によく研究されてお
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る畢者が﹁その図にいったらその青年

ても敢て過言ではあるまい︒西洋のあ

ラスは寒暑は透すが空気は流通しませ

をみよ︑その固の碓衰が知られる﹂と

最近ガラスの家が大流行ですが︑ガ
んからコンクリートの家では特に注意

いりその家庭にいったらその青年をみ

言われたが︑これを縮めて﹁その螺に

一番有効なることにも注意して︑不必

よ﹂ともいわれるであろう︒今日の青

すべく︑又防音︑防暑︑防塞には壁が

要に大 き な ガ ラ ス 窓 を 設 け ぬ こ と が 特

少年はやがてその家その際その悶家を

が論一面青年望級には何らの裏附がな

意の足りないのが妓大原因と思われる

いのと斐用の乏しいのが他の原因とも

が青年畢級に入肇しても通常な指導者

なっている︒中皐を卒業した勤労青年

さへないのが現状がある︒のみならず

なしを特に美食と柴養食とを随別して

一に保健住宅に住み︑合理的な食生活

一です︑健康な生活をするには先づ第

れが特に農漁山村に於て多くみられる

博な生活に陥るのではなかろうか︑そ

野放的に自由生活にはいると︑もう放

て家庭の人となり吐曾の一員となり池

ある畢校時代のことで︑一たび卒業し

いるのだが︑それは生徒であり畢生で

わが図の青年は勤勉であるといわれて

堆大の注意を挑わればならない︒由来

樵成するのであるから︑その教養には

勧めても入皐する蕪にならない青年も

向があるばかりか︑青年国の役員らが

進んで入事するものが少なくなった傾

は数年前から自由制がとられたので︑

である︒もと義務的であった青年皐級

い︒これを救う方法はいるノ︑あろう

講師に熱意もなく生徒も身につかな

ても一つの誰明書さへ典えられない︒

や作文それに賓業に開する講話を総い

冬の夜長にまさに堪えて︑卵盤や習字

柴養素の極めて少ない白米飯やうどん

のである︒東北のある山村から生まれ

人間の幸耐は何と云っても健康が第

に我圃の住宅に肝要です︒

を節食して︑更に心身一如の精脚修養

た青年望級はこの弊害から脱却しよう

少から歩あるようである︒これでは皐

︹特に農漁山村に封して︶

的に普及したがその成績は除り香しく

飯田博一
戦後特に青少年の犯罪が多い・新聞

ない︒それは政府が青少年に封する熱

が︑地方では町村合併から行政匡域が

般近吐含教汽が盛んに唱えられる

が︑亘先きに裏附を典えることが専一

況してや卒業読書をやである︒随って

が肝要と思います︒︵評議員︺

とする熱意に燃えた青年たちの至誠か

級の振わないのも無理がない︒

勤勢青年の教養ｌ公
民館活動に期待する

ら盛りあがったものであり︑爾来全国

報道の半ばは彼等の反道徳行篤と謂つ
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助役や教委の館長萩任であるから︑主

い︒館の内容亦然りで多くは単校長や

随のみ の 青 年 を 集 め る 一 室 も 有 た な

いるところが寧ろ多い状態で︑その地

腐朽して役立たない沓役場を利川して

い︒公民館といっても名ばかりで殆ど

が︑徒に麓のみ高くてその賞が伴わな

気運がめぐってきたことは喜ばしい

厳くなるにつれ︑公民館が建設される

の一語に諾きるとおもう︒家庭がこの

ねばならぬ一事は﹁注意して放任せよ﹂

る︒これら若い者の教養で尤も留意せ

ものはない︒．又恐るべきも青少年であ

あったと叩いている︒青少年ほど尊い

が︑戦後ドイツの興隆した最大原因で

の墓所は琴へルリンに通すると叫んだの

の振興に立ちあがり︑婦人連がわれら

ろ︒第一次大戦後ドイツの青年が道義

れている︒賢治の生地花巻下根子なる

しく同大皐を硯察して齢朝した清水畢

はこの詩全部を語調しているとは︑親

都ワルシャワ大畢の畢生ミコライ青年

語にも識され︑遠くはポーランドの竹

の詩は英・猫・伽・蘇語をはじめ中華

﹁雨ニモマケズ﹂の詩である︒今やこ

ら勤努青年に勧めたいのは宮津賢治の

唄うのもわるくはないが︑特に私は彼

桃でも知っている古い歌新しい歌を

﹃雨ニモマケズの詩﹄

彼れは永遠に生きていろ︒

八歳の若い生涯を終えたのであるが︑

指導として堅い堅い循念の下に︑三十

とになっている︒彼れ擬治は農村の一

し︑教育映蓋として灰く許及されるこ

塾協曾ではこの詩を中心に映書を完成

治自筆の剛碑がある︒蚊近シナリオ文

地人協含跡と︑花巻商農校庭に建つ暖

召院教授の話で︑殆ど全世界に体えら

青少年を向上させていくには青年畢級

気持になり公民館職員が彼らの心理を

吐含教育特に一公民餅就中青年教養とな

の振興を考えねばならぬが︑その第一

事も書記も名義ばかりと聞かされては

ると殆ど顧みもしない︒斐川なども形

係作としては先ず義務制に改ゞめ十七歳

知って誘披善導するならば︑地方の護

ばかりでお茶を湖ごしている状態では

︵中畢卒業年令︶から概ね五街年間即

いささかアキレル外ない︒町村の淵川

その郷の青少年は決して向上しない︒

ち二十二歳前後まで修業させ︑教授時

展は群しいものがあるであろう︒さて

今や農漁山村の二・三男は競って都称

数の如きは地方の責儲に雁じて任意制

渚も畢校教育には柳か誠意を示すが︑

に出向いてゆき︑家業に従事する長男

を採り︑いつでも青年の集まる時即ち

風ニモマヶズ

雨ニモマヶズ

青年畢級の開講日であるという概念で
きである︒

進み︑五箇年後には修業誰書を典うべ

僻来農漁山村の支柱となり︑増廃も減
牧も彼らの働きいかんにあるのである

坊は少数ではあるがこれら勤労青年が

から︑地方の護展には大きな淵係があ

I

I
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サウイフモノーー

クニモサレズ

ホメラレモセズ

る農漁山村の青年が︑自己流の譜でも

鍬を肩にし鎌を手にして野良に往来す

はたしかに先畳の士である︒朝に夕に

｜雪ニモ夏ノ署サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ
ワタクシハナリタイ．

一同も推敵されない害放しのものであ

この詩は彼が死後褒兄されたもので

導は公民館活動に期待すべく︑青年に

無軌道には陥るまい︒そして青年の指

ズ﹂を口ずさんでいるならば︑決して

主綴を以て自ら任じ︑吐禽建匝しの意

先輩青年を任川し︑館長は吐含教育の

るらしいが︑その詩は頗るやさしく小

である︒他膜僻を持ち括淡無慾簡素生

は青年の指導者がふさわしいのである

なんでもよいから︑この﹁雨ニモマケ

慾ハナク
イカ

決シテ順ラズ

イッモシヅカニワラッテヰル
一日二玄米四合卜

味噌卜少シノ野菜ヲタ今ヘァラュルコトヲ

活を送り︑無我の境涯を貫き見聞を庚

も自ら活気づきその成績が畢ろであろ

気込みで青年を指導するならば︑青年

から︑主事は須らくその地域に於ける

ソシテワスレズ

めて記憶につとめ︑杜舎相互に親切に

う︒ここに不敏自ら端らず私の微衷を

であろう︒されどその内容は豊富宏大

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

交り同怖心に活き殴響褒堆から超脱せ

披涯し︑敢て政府並に農漁山村の常局

畢五・六年の鬼童なら容易に読みうる

小サナ萱ブキノ小屋ニキテ

よとの宏遠な哲理と説いている︒﹁ジ

考に望み︑青年諦荊の反行と燕起を促

ヨクミキキシワ︑カリ

ジブンヲカンヂヤウニ入レズニ

東二病気ノコドモアレバ

ブンヲカンヂャウニ入レズ一こなど超

し謎公民館職員諸君の一考をを煩わす

南二死ニサウナ人アレバ

行ツテソノ稲ノ束ヲ負上

西ニッカレタ母アレバ

行ツテ肴シテャリ

人間の態度をいえるなど恥除りに理想

次第である︒多罪為奄

界ぜんたいが幸幅にならないうちは仙

われていてはどうにもなるまい︒﹁世

︲Ｉ

︹千葉蝶東庄町青年畢級講師︶

的で蜜際から遠ざかっているや弓に兄

ヒデリノトキハナミダヲ︑一ノガシ

工術星時代にあっては飛鳥園根性に捉

受けられるも︑オートメーション︑人

行ツテコワガラナクテモイイトイヒ
北ニヶンクワヤソショウガアレ簿ハ

サムサノナッハオロオロアルキ

人の幸禰はあり得ない﹂と喝破した彼

ッマラナイカラヤメロトイヒ

ミンナニデクノボウトヨバレ

￨
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1

古言を探る
人に教えるということは︑教える人にと

○教うるは翠ぶの半ば︒

っても︑牛分は自分も畢募ものなのである
即ち教えることによって︑どこがむつかし
いか︑またその意味の奥を極めるの助けに
なるからである︒教える人は︑自分がお商
くとまって︑﹁人に教えてやる﹂などと夢
すれば︑その者は決して自分の進歩を期す

思う雪へきではない︒若しそんな心があると
るア﹂とは出来ないし︑教えらるる者も不幸

である︒自他共に筆ぶというつ上ましさが
○葬濫錦りの醤者話︒

教育の本質であろう︑

葬式の蹄りなどに︑よく死んだ人に封し
て︑こうすればよかった︑ああすればよか
った︑などと︑或は又鰐者の誰を呼べばよ
かったとか︑手髄をどうすればよかった竿
と︑言うて踊らぬ愚痴を出すもの︑これが
人情の常というものである︒しかし後悔は
先営に立たずで︑これは言うとも効なきも
ののことを言うたのである︒
○白鷺は塵土の織れを禁ぜず︒

白鷲はきたない土の上に件っていても︑

自らは汚れることがないから︑汚れを問題
にしない︒正しいものは境遇によって悪に
染まって鍵化することはないというのであ
う︵︾Ｏ

○早飯・早糞・早走り︒
我が四武士教育の三川︑武士たる者は︑

何呼何が劫礎するかも知れないので︑日附
生活にあって︑何昨も敏捷に事に虚するよ
う教えたもの︑今日術生上から言えばよく
はあるまいが︑しかし心の用意の鮎から心
すぎへきことである︒

○舎を道傍に作れば三年にして成らず︒

逝ばたに家を建てて︑往来の人に一々相
談していれば︑世の人というものは︑めい
Ｊ１︑勝手な意見詮述べるから︑いつまでた

時代にあって心すべきことである︒

聖人は衆生の善悪を見て︑我が心の師と

○聖人に師なし︒

なし︑蝿即ち聖人となるものとか︑故に昔よ

は衆人の行いを見て︑取る寺へきを採り拾て

り聖人に帥なしとはいうなりと︒即ち聖人

良知と側主性にある︒

べきを描てて︑自ら目分の行を正すという

以前にしたことを忘れなければ︑その経

○前部の忘れざるは後事の師なり︒

職は︑後に行うことの手本となるものだ︒

過すことなく︑心に銘じて再び同一の練り・

即ち経験というものを漫然と迎えて漫然と

に拘らず経鹸は尊いもの！

返えしをせず生かすときは︑そのよしあし

あの辛い蕊を食う虫は︑他にどんな甘い

○雲の虫は菱で死ぬ︒

草があっても︑それを食うとはしないで︑

ってもまとまるものではない︑昔後漢の世
に珊宗が濯楽を制定しようとして︑歴史家

分の性格で身につけた職業というものは︑

夢を食うことをやめないもの︑人間も︑自

他にどんなよい仕事があろうとも︑絶生緬

の班間に相談した時︑畢者を集めて論議さ
れに対して荊宗が反封して言った言葉であ

に例えたものである︒

けて決して移ることを知らないということ

せたうえで制定することを進言したが︑こ

る︒衆知は尊ぶべきだが︑徒らに頼む今へき

ことも忘れてはならない︒今日民主々義の

ではなく︑より頼るべきは良知良能である
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年が十五鎧也の借用護文を書くことに

小一説では毒司代に困った鶴彦という青

誰人のしわざでありましょうか︒これ

八十回也がはいっていました︒どこの

ルヤアーメン﹂とこれだけ書いて九百

前のもの︑そして確俵作法以前の世界

なっていますが︑Ａさんは事情を話し

すられたか落したかしらないが︑と

を感じて︑﹁いいなあ﹂と思ったので

は宅の子供が教含で叩いてきた話で

にかくこうしたなくなりかたはあと味

す︒もう一つ話させて下さい︒

て明日二倍の代侭を排うことを約し住

がよくない︒師宅後も翌日病院に行っ

す︒私はしみじみと人間吐含の規約以

だお醤者さまの卵で仕事の忙しいわり

てからも︑あちこちさがしてみたがつ

所氏名を告げて出て来たのでした︒

に財布の中はいつもふくらんでいると

いに出てこない︒竿ぱあきらめかけて

１
擢法漫語

坂本貞

いうわけにはまいりませんでした︒こ

中にその紙入れがはいっているではあ

稽法以前のもの

の日も千回札一枚はいった紙入をポケ
ットにほおりこんで家を出たのでし

りませんか︒いそいで取り出してみま

︹︽レルヤアーメン︺Ａさんはま

た︒その夕方数寄屋橘のところを通っ

いで奥様連を喜ばせるようになりまし

などにその家の庖丁だの小刀だのを研

牧師と相談の末︑仕事先での休憩時間

なるような事をしたいというので︑皿

まではいかなくとも何か人さまの篇に

工さんがありました︒或時牡含奉仕と

のさる教命にいた顕︑信者の一人に大

︹大工さんと砥石︺田牧師が西園

た時︑ひどく空腹を受えましたからお

こう書いてありました︒﹁数寄屋橋の

すと中に一枚の紙片がはいっていて︑

いた翌奏日の夕方︑自宅の郵便受函の

毒司やにとびこんで︑てつか巻を一皿
平げたあと新生を一本ゆっくりとくゆ

に交番に届けようかと思いましたが︑

それでは手綾きがややこしくなりま

ところでこれを拾いましたので︑すぐ

ケットに手を入れましたら︑今朝たし

す︒名刺によって御住所もわかってい

て恰ど七年たった秋のある日︑その大

らして︑さて支挑いをすませようとポ
かに入れた筈の紙入れがないのです︒

ますから直接お届けすることにしまし

工さんがヒョッコリ訪ねてまいりまし

た︒和愛らず一佃の砥石を手提の中に

︑牧師が東京に在住するようになっ

参することを忘れませんでした︒

からだ中をなでまわしてもない︒どう

た︒あなたに心苦しい思いをおさせし

た︒日曜日の樫舜の時も勿論砥石を持

したのでしょう︒あたりには知った顔

ないため足代だけいただきます︒︿し

一

もない︑弱りました︒康経時報の連載
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画誌や漢楚軍談などの中に路に﹁落ち

くなりました︒小畢生の頃に讃んだ三

ついて︑かた時も忘れることが出来な

以上の二つの話は私の心の底にしみ

のでありました︒

入れて︒牧師さんは感激を新たにした

てくれました︒何ともありがたいこと

グングン引っぱって南口まで連れてき

とお子様が心配なさいますものね﹂と

いらつしやい︒若しお怪我でもなさる

通いなれていますから安心してついて

とかえって危険ですよ︒私はこの道を

ギュッとつかまえ︑﹁グズグズなさる

いきなり傘の中にはいってきて右腕を

﹁凡べて心性は内で︑身柵の動静硯

ります︒

には次のような意味のことが述べてあ

しとしないのであります︒例えば士道

ませんが︑参考となるふしは決して少

これを直ちに今日に生かすことは出来

時の支配階級たる武士でありますから

の維持にあり︑封象とするところは営

は元来一つであって決して別為のもの

たろを拾はす︑夜︑戸を鎖さす﹂とい

ではない︒故に外︑威儀正しければ内

聡の物にまじわろは外であるが謎内外

そしておもいやりに充ちた蕊昔は︑あ

でありました︒テキパキとした所作︑

したが︑よい政治のもとで高い逆義心

れから数ケ月経た今日まだ耳底に残っ

う言いかたで世の泰平を表現していま

ったら︑さぞ住みよい︑うるわしい世

が養はれ︑深い宗教心が育てられてい

毎日の新聞にドギッイ記事の載って

源であるということが出来ましょう︑

して落ちつき︑群を低くし調子を違え

がある︒先ず話そうと思ったら蕪を下

である号また﹁話し方の膿というもの

あれば内も必ず同様に乱れているもの

その徳は正しく︑もし外に乱ろる庭が

いない事のないこのごろ︑以上のよう

ず言を静かに言うべきである︒早口で

てをります︒側隠の心は潅俵作法の根

いるということは嬉しい限りではあり

そちらに参りますから御一緒に︑と言

江戸時代の儒者の中には武士の濯儀

稽法教育の今昔

な鮎は昔も今も鍵りがないようであり

になって雛が労れてしまう﹂このよう

く︑細麦と話しつづける際には終の頃

ある︒叉高蕊では人を驚かすだけでな

は威儀も峡け傍の人にききわけ抑くも

な事賞が祇禽のどこかの隅に行はれて

の中になることでありましょう︒

︹或日の出来事︺小雨の降るたそ
がれ時でした︒僅か一停留所なので雷ハ

スに乗ることもあるまいと︑新柄畔の
南口に向って歩きました︒併しはじめ
ての道なので少糞不安になってすぐ側

はれるままについてまいりました︒描

作法について懇切丁寧に説いている人

ませんか︒

断の箇庭にさしかかるたび︑立ちどま

があります︒勿論その精祁は封建制度

を行くお嬢さんに尋ねましたら︑私も

ってしまう私を見かねたのでしょう︒
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言あり︑喪祭の言あり︑冠婚の言あり

って異る︒即ち朝廷の言あり︑平居の

ます︒ご言語の種類も場所と時とによ

今日の濯法書と少しも愛りがないよう

とありますが︑以上の食事作法などは

ると虚潅になるから︑よくよく注意し

みすぎろと凋善に陥り易く︑形に偏す

のが貝の確俵作法であり︑精榊を重く

益軒の武訓にもなかなか詳細に確法

素行・益軒のように稽法教育というよ

丈は所謂武家故賃の大家でありまして

同じ武家潅法でも新井ｎ打や伊勢貞

し︑これを如何に導いて行くか︑それ

の鴨儀作法の上に︑具僻的にどう表現

る心だの貝だのといふものを民主吐含

しかし︑至高至純の精祁だの崇高な

文に述べられているのであります︒

飲食の鴨については﹁凡そ飲食する

うな立場はとっていないように見えま

を説いています︒

なければならぬというようなことが序

に恩はれます︒

賓客の言あり︑軍族の言あり云為﹂曜
法では時︒庭・位の事を申しますがこ

のに階が正しくなければ威儀が峡け

は現在問題となっている迩徳教育の取

れもその例でありましょう︒

る︒飲食の席に臨んでは先ず容貌を正

す︒

を汚してはならぬ︒その他舌うちした

を垂らしたり︑骨をちらしたりして膳

ろ食べちらしたり魚肉を食べるのに汁

一品だけ食べてはならぬ︒またいろい

なに美味で上等なものだからとてそれ

肩や背の容をよくよく注意せよ︑どん

な︑四方を見まわすな︑箸を持つ形︑

なす精刺面と︑それを堆盤とする形式

た盤法書の多くは︑鵬俵作法の根抵を

布に教育に開係を持つ人為の手になっ

するものが多いようです︒ところが流

か︑これこれの仕方とかいう形式に闇

が︑大磯大同小異で︑何為の心得と

れに類する躯行本も川版されました

に確法ものが幾種類も川ましたし︑そ

天風飛錫去・締素断愁腸︒離合浮雲戯︒

避渡擬玄宗禅師還能州紬持寺別院膝玄

す︒︵東京家政皐暁読師︺

扱いと相侯って大いに研究されなけれ
ばならないものと考えるのでありま
さて最近になりまして雑誌の附録等

り昔をたてて吸ったり︑二寸も箸の先

面とを併せ説いているのであります︒

常明員月光．

孤暴智瑛祁師大本山細持寺縦董賀碩

仰加柑仰法・待師輝側東・紫雲蕊下衆︒

椴喜仰祁風︒
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し︑左右を考え︑長者が箸を取るのを

をぬらすのは小人のわざで君子のすべ

例えば至商至純の緒川とこれに韮づい

みてから食べはじめる︒大口に食べる

き事ではない﹂等奄小笠原流の教え

た所作方法と︑この二つの合磯したも

〜Ｉ〜〜〜︑１１

では箸の先は五分以上ぬらさぬように
一

I

一

源氏物語の家庭葛藤︵二︶

大杉謹一
おたぎ

も絶えてしまいましたので︑弘徽殿の
女御などは︑﹁死後までも人の気をゆ
るくさせる御礎愛ぶり﹂と︑嫉妬の心
を波立たせます︒無理もないことです

子の牌来のことを考慰されて︑第一の

年立太子のことがありました︒帝の思一
召は第二の皇子におありでしたが︑皇

皇子を東寓にお立てになったので︑そ

の母の弘徽股の女御は︑やつと安心し

です︒まずこの鮎は父として置明な庭

ました︒これで相統人がきまったわけ

側はなく︑若宮様の将来のことなどを

世であったとおもいます︒

一同正軍盤蕊離
考えて︑つらい忠いに暮れます︒帝は

一飼主灘灘輔銭
へ勅使が兄えて︑三位を賜られる︒女

亡き妻への限りない悲しみに︑玄宗皇

の皇子をお立てになるのは順徹である

二夫人と順位もあることで︑第一夫人

もちろん姪率いっても第一夫人証第

とも名のらなかったことが︑帝の心獲

帝と腸炎妃の感を物語る白楽天の握恨

ます︒歴朝にもそのためしがあること

お読みになったとあるのが妓初で︑そ

七歳の御時皇太子として始めて孝維を

の後たえず行われ︑近くは孝明天皇︑
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御に机淵する位で︑御存命の日に女御
りであるらしい︒こんなことが謎また

歌を口ずさみ︑

と︑永久の愛を誓った思い出にふけっ

です︒

ますと︑重ねてむつかしいことが起り

といえましょう︒これが逆にでもなり

後宮の反感をあふります︒しかし︑心
ある人は︑故人の御容姿の美しかった

ておられるのに︑弘徽殿の女御は︑わ

天に在っては比翼の鳥
地に生れては連理の枝

い櫓むことのできなかったお方である

こと︑性格のやわらかさなど︑とうて
と︑今になって更衣の人となりをなつ

ざとその御殿で青楽の合奏などをさせ

れて︑御皐問をおはじめになります︒

｜儲局岸一蕊擢鮮

かしまれる︒﹁なくてぞ人は感しかり

ている．帝の愛怖が去ってしまったこ

すから︒

わが図では︑第五十五代文徳天皇が

霞月脚一雌諦綿騨釧

それに元来負けずぎらいの性質なので

とで︑たまらない気持なのでしょう︒

ける﹂とは︑こうした場合のことでし
ょう︒

一間一紬篭溌鯉
事も次堂に行われます︒帝は涙の朝夕
を迎えて︑女御や更衣を召されること

I

｜明治天皇まで及んでおります︒皇太子殿の女御の嫉妬は自然皇子の方にうつ
一のときもあり︑天子のときもありましるのです︒
世間では︑皇子のことをひおの霜とい

｜｜聯噸蕊無鯉聯難雛蝋錨噸難唯か

！⁝⁝菱償紫閏駐糊灘繊
の大臣には︑帝の妹である内親王との
間に娘︵葵の上︶があり︑初めから源

一間撫舞睡窯織蹄灘鮭盤遡

る︒たまたま御息所によく似た方だと姫君の方が四つ年上のため︑年下の少
いって︑先の帝の内親王をお迎えにな年との結婚で恥らっておいでです︒帝
るようすすめるものがあって︑きついは皇子をお傍から離したくないので︑
女御のおいでになることを蕪にした母源氏の君はゆっくりと姫の家におるこ
后の反封をおし切り︑帝の御懇望で御ともできず︑たえず藤壷の祥と接して
入内になる︒藤龍の女御と巾します︒いる間に︑宮を錘しくおもうようにな

く︑母の更衣にそっくりだというのでなくなっています︒御所の宿直が五︑

帝は︑皇子をつれてしばしば藤壷のります︒元服後には源氏はもはや藤壷
御殿をおとづれます︒女御はお年も若の御殿の緋癖の中へは入れていただけ
皇子はよくなつきます︒すると弧弘徽六日綾いて︑二︑三日大臣家へお蹄り

に港ろ︒そのときは大臣家では大層な

かしづき騒ぎです︒

母の更衣の︑元の桐壷を源氏の宿直

所にし融更衣の家は立派に改築して︑

二峰の院といいます︒源氏はこのよう

な気に入った家に自分の理想通りの妻

１︑ノ︑Ｆ１︑︲１︑Ｊ１︑ｒｌ︑ｊｊ︑Ｊ１︑ｊｌｊＩ１ｆ︑ＩＪＮＪＩ１ｆ︑ＪＩｈＩｒ■︑ｊ︑ｊｉ１２１︑Ｊ１︑ｊⅡ︑ノ１Ｊ

っていました︒

と募すことができたらと︑いつもおも

０︑ｌ・ｋｊｆ︑

○泊翁西村茂樹徳

上下二巻

曾負割引顔俊

金六百回︵〒共︶

一
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歳晩漫筆記者
畔の流れというものは︑永遠で︑元来少し
も留ることもなければ︑また何らの厄切りも
ないが︑そうした時に封して︑人間は気候の
鍵化だとか︑或は太陽の自縛の時川だとか︑
蕊にして︑勝手に時だとか︑日だとか︑月だ

或はまた月の盈ち峡けだとかいつたもの遊土
とか︑四季だとか︑年だなどと︑一つの唾切

﹁来ん年は﹂と深く自ら期するためには︑そ

うした愚痴に思いを致すことは︑やがては

の過去のよきにつけ︑あしきにつけての思出

には存︑夏︑秋︑冬の四つを一通り経って来
て︑これから以後はまたその四季を繰り返そ

が土蕊となって︑始めてその意然が生れてく

ち人生は自ら最善と信ずることを︑自分が出

るというもので︑決して無意味ではない︒即

うという時であるし︑何とか斌分を一新する
︑︑︑︑

ために一服したいといった疲れも感ずる︑こ
と思うからである︒ところでこの年の蕪の一

る唾切りに来て一服しては︑心脈かにその伽

来るだけの努力の下に進んで行く︑そして或

聖らでちよいとというのに手頃な極切り時だ

ことは︑過ぎ末し一年の同級そのものではあ

ても︑常に浦足がなく︑心に何物かを求め︑

心貧しきものは幸なりで︑どんな塊過にい

の連続に外ならない︒

の行程が﹁人生﹂である︒即ち回顧と︑前進

また元気で妓善の前進をつ萱ける︑この繰返

うして明日は︑来月は︑来年はと心に期して

分の足跡を職みて︑剛らの判断で批判し︑そ

服であるが︑誰もが共通の思いをする第一の
るまいか︒即ち我が一身のこと︑家庭の諏々

種々のこと︑などが今更に心に浮んで来て︑

の出来事︑それから征含の︑幽家の︑世界の

のであるが︑これも我為人間の勝手に一年と

りをつける︑今や昭和三十二年も総るという

思返されることである︒勿論その思いなるも
その人々の職業とか︑或は人々のそれ人︑の

然も自分の力に雁じての分も知る雪へきである

の努力の至らざるを︑経済の苦悩を︑或は一

が︑とにかくこの年の暮に至って︑或は自分

ろうが︑回顧するそのものに相逮はなくや一
きにつけ︑常然に浮んで来るのがまづ過去そ

び遡らず﹂とか︑．：⁝等々︑種々の言葉で言

﹁死んだ子の年を数える﹂とか︑﹁青年再

のだとも言えよう︒しかしその牛面には︑そ

ところで︑単なる﹁せん﹂ない愚痴というも

れる︒

訓を典えるものと年の瀬にして年の瀬が思わ

が︑これらの年の瀬の回顧こそ人生によき教

恐らくは人それ人１１の回顧が皆あろうと思う

家の不幸な出来事を︑世の中の不義不正をと

雁一年の決算期に際して︑よきにつけ︑あし

考え方などによって︑内容は千差両別ではあ

のは︑老若男女︑個人Ｉ︑のそれ人︑︑の境遇

いうものを唾切ったところからいうわけであ
うつＯ

宇宙の生命ともいうべき時の流れ︑それに
︑︑︑︑︑

虚するに人間の個々のものは︑必滅の運命を
︑︑

もつところから︑時の流れと共にノベッマク
︑︑︑

ナシに永遠の時の流れと行動を共にすること
は出来ない︒一プクする休息が必要であり︑

し︑気分の韓換もなくてはなるまいし︑また

のものというものだといえる︒

反省して見るためにも︑自然唾切は必要であ

われるように︑過ぎ去ったものは再び戻るこ

一つｊ︑の整理もつけてゆかねばならない

る︑だからそのために生れて来るのがこの時

とはない︒従って過ぎたことを恩出して見た

こ坐に歳の幕を迎えて︑我々は特にこの一

︑︑

を唾切るということになるのである︒

年という唾切りの事を捕切に感ずる︑気候的
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弘道詩林
三好凌石選
八十八要塞蝉大森午︵日立︶

＠次江東詩聖寄懐韻

○００００○○○○００００００○○００○０ＯＯ

東海肇開原子源︒一朝鮎火作名村︒抱来和戦雨般感︒要是

旋乾復稗坤．原僻二首︒評日︒著意清新︒韻有高致︒

＠歳除感懐九十二聖有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︺
○Ｏ○○○ＯＯ００ＯＯ○○○○○○００００００

昭和丁四歳云嘩︒百八鯨音盤得酸︒九十二年身豊蝶︒白頭

＠観菊有感八十六聖江東片口安︵甜山︶

＠川家袋菊恵粥兼坂軍︵千葉︶

寓樹皆黄落︒寂実故園情︒只存離畔菊︒際逸博高名︒

︑︑︑︑証祁迅︑︑︑○００００００○○Ｏ

＠竹隠亭鑑琵琶武城岩崎庚治︹枇涜︶

︑︑地︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ⅵ芯◎○○○○００００

縛軸絃絃信手弾︒峨峨曲調自川浦︒恰如念雨掠樵過︒坐兇

＠題化石花筒佐藤蕊明︵東京︶

○○○００
幽玄無限情︒評日︒自琵琶行得来．鼓鋳可見︒

０○○ＯＯ００○○○○００○○００００Ｏ

樫雲洞主人松林氏所蔵也︶評日︒著筆朴素︒自有佳致︒

元是山中木︒化石至今体︒虚心花的喋︒挿在雅人前︒花筒老

◎答肥田豊請詞契雲石村川一雄︵横涜︶

浦田職種帯秋黄︒山屋主人

似霜︒農事功成家事徳︒兇孫

０００ＯＯ○○ＯＯＯＯ００００００００○○ＯＯ

◎人工術星害感蓬州桑原毅作︵庇脇︶

○００○○
続膝蔚呈癖︒評日︒輔結浦勤︒喜筑自溢︒

人造術星飛在天︒隈暖科畢登徒然︒何柑探討川宮殿︒資現

０００○○○○００００００００００○○００ＯＯ

︑次香城詞契戒弘粁坂本弘︵干莱︶

０○○ＯＯ
雁無待百年︒評日︒新意奇想︒溌耐玩味︒．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑恥︑℃０Ｏ○○○００○○

○○○○○
汽艇幾腔連︒評日︒閑迩之致．是佳境可想︒

刀江秋暁水滑滑︒網筈鯉魚銀色鮮︒遥看薦汀同神去︒棚光

︑焚清翁米毒夏村川中和三郎︵千葉︶

︑︑︑︑︑恥︑℃︑Ｅ︑Ⅵ︑℃０００００○○ＯＯＯ

○○○○０
国蕊喜色回︒評白︒佳気謁然︒結語亦佳︒

夙楽三醗似古賢︒齢跨米寿藤清薙︒近親献寿掛杯酒︒浦坐

︑談大正五百家絶句霞軒鵜野英治︵千葉︶

聖時大正有詩風︒韻格鋳鰹文通隆︒一巻縦雌聯玉瑛︒後人

０○○Ｏ○○○○○○○○○○○○０○○００○○
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○ＯＯＯＯ
今問塊徒餐︒評白︒隣翁塑雛︒詩思浦高︒自有知分之旨︒

０００００○○００ＯＯＯＯＯＯ００００○０○○

清秋気味浦山河︒間封東雛感奈何︒翠葉金英霜下傑︒瑞光

○○０○○
侃向紫辰多︒評日︒二一蒲疎．三四質疫︒見有羅閥之感．

＠記念嘉贈所感九十四聖如雪鹿野庄作︹茨城︶
○ＯＯ○○Ｏ○○○００００００００００００Ｏ○

三十五年公職弱︒執鞭教導鍋清衷．高年記念既嘉贈︒喜兄

光築騨望隆・愈職激員米毒以上胤潜記念︶評日︒高齢徳風︒最堪欽仰．

○００ＯＯ◆

＠丁酉十月十四日奉新穀参内

香城菅谷敏夫︵千葉︶
︑︑地記℃︑屯︑︑玉℃記︑おＯ００００ＯＯ００

○○○○○
天顔舜玉音︒評日︒著筆端正︒深衷自著︒

上苑秋光霜未侵︒参差宮闘瑞雲深︒微臣何幸奉新穀︒腿尺

＠呈恩人高田旗一翁水石構江勝美︶横漬︶

○○○○○ＯＯ００Ｏ○○○００００○○○○○○

○○○○○
沈沈楼外天丁酉十月全一Ｈ作於下関海撰評臼︒情景逼直︒

世乱流雛二十年︒何園再含海開逢︒淑談勢燭興無霊︒秋夜

I

００○０Ｏ

寓億謹林功︒評弓雅健．輔結亦有識見之高︒

◎悼蘇峯先生安心居士椎名保弘︵富山︶

◎賀凌石先生古稀毒次其嬬韻

古稀呈毒類︒高詠玉成新︒倦厭心中賊︒欣君忘老球︒

○００００
史筆憶高風︒評日︒流芳千載︒高風可欽︒

１１

騒壇脅仰是詩豪︒懇凡農昏揮健室︒今迂古稀身振健︒才華

格調玉蕊高︒林石崖

宏僻博堅古今雄．徳望仰看山斗崇︒知是三朝先畳士︒千秋

詞華文藻格殊豪︒鼎破脱座抑他奄︒桃李浦川争献蒜︒瑞雲

先生七峡気途豪︒孤往悠然抑健牽︒楼外風林枯葉落︒漂然

酌酒吟詩意気豪︒酔中乗興叉揮竜︒同門密献古稀毒︒徳比

柁雅揚風志気豪︒吟懐落落掃秋墓︒聯珠綴玉正溌在︒詩掩

０００００○○○○○○００○○００○○００００ 喚護徳風高︒唐津岐龍
書名談更高︒箕輪盤山
◎褒据鉄韻↑
︑賀凌石大人古稀毒八十三翁加藤玄智 蓬莱山色高︒栗原秀波
遥看雪峰高︒枇江水禰
才誠超群詩須豪︒硯池雲湧掃霜筆︒先生七十身剛健︒東壁

杢文也誰高︒九十二翁菅谷有隣

飛朔飛刻︑一噸人工衛星光︑又一噸⁝⁝︒飛在荘洩布埋的

︑飛朔︵新詩一端︶凌和寛

蕊鍵僻蕊高︒原四首別訓将士一首︒志村巻打

成層間外而煙煤︒吃自卿了︑那挫放了︑那挫脇了︑典無数

謙宴詩成興倍豪︒古稀石嬰僻揮竜︒篇中旬何聯珠玉︒鶏色
淋滴気祇間︒

三恩只自蓋︒

蝿識攻書到白頭︒惜陰隙俳未曾休︒毒辰七十身雌健︒不報

＠丁酉十二月十一日誕辰七十自述凌石

註云︒亡彼也︒的之也︒放至也︒馬附也︒没有無有也︒

際的宇宙旅行的賞現熟知了︑波布他年付夢惣的悠悠︒

周行弾丸黒子的坤球︑這是同郷周期一日数十川︒那這避無

的遊塁手光雀︒

河鋒誰敵気迩豪︒興到賦詩時捧奄︒遥飢古稀張呪宴︒秋天

仰兄詳星高︒二首八十八翁大森塞蝉
指雅揚瓜湖海象︒珠光剣菰遜秋奄︒納窓珊色蔚無際︒座漢

玲琉獄雪間︒八十六翁片口江東

鼓吹吟垣意気豪︒閲詩懇到把朱毒︒退齢七十堪凌壮︒風格

白髪吟翁詩騰豪︒居然城郭掃霜筆︒人生七十尋常事︒惟望

超群一段高︒八十三翁天野況堂

夙鳴天下此詩豪︒吟骨峻帽輝健牽．欽仰古稀凌壮者︒玲琉

百年仙毒高︒寺島移山
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秀逸

弘道歌園
割田斧二選

○松江市干井常情

反抗期の孫とは知れど憤り抗ふ時の何かさびしき
︹没生活のひとこま︑若い者と老人の感情︑肉身にとって何か割
切れぬものがあるもの︑率直な表現︶

○長岡市波多良介

︹橘の上に見る初霜の朝の何となくすがしさがある︶

軒小杉

富山聯片口江東

旭影まだいでやらぬあつま野の五雲棚引く暁の空
○織譲聴蝿

附けゆく世にして聞くもうとましき凶悪犯罪数の知れずと

宮さまのお手植の松と諸共に清くも察れ小杉保育所

○千葉牒縦坂秀識
○佐原市坂木弘軒

夜の帥の蜜ひそめたる庭の塗に員内に匂ふ夕顔の花

○千葉蝶祢谷韮太郎

月次の今側の歌曾は司禽者と摘む身もあばれ川でゆくを我

○常山牒斎膝一二
○千葉螺渡挫正功

天かける星の一つは外剛の人の工みと州く枇なりけり

磯馴松生へる岬に君立ちて小春の入日しばしたゆとう

○奥多摩より移りて東京都中村徐瓜

奥多摩の流れ見かへり奥多摩の山見返へりつ去りゆくを吾

○茨城螺蕗川一誠

流行歌聴きゐる孫ら口説きてはラジオをニュースに切換え
にけり

○千葉牒石橋香峰

土間に積む籾摺俵の山見ては老いたる母も笑顔なりけり

○川越市小名木狂辰

（32）

それとしも道には見えぬ一初新の白く目に顎つ板橋の上

○千葉蝶鵬野秀赤
老いぬれどいとすごやかにはらからと十和田の景色兇ろぞ
うれしき
︹素朴に作者の楽しさをいっている︑常識的なものも調子の上で
超えたものを出している︺

○教子逝くとに
宇都宮市背谷徳唯
わ

秋風にさそはれてゆく永遠の族わが教子よ間路安かれ

︹恐らく相営の年輩の教子であろうか︑距離を世いて感情を述べ
ているが︑哀悼の意はこもっている︶

佳作

○御題雲茨城牒箕輪直

￨

静養の閑日月や菊に住み

病癒えし日麦をゆたかに菊主

千葉螺金杉茂穂

誕生の呪ひと柚ゑし柿の木のその子二年の秋に賞をもつ
○

老眼鏡かけて夜長の灯を下げし
いも英のからぴて吹かれ秋の暮

厳しさや大霜照らす朝の月

竹の露陽にきらめきてこぽれけり

千葉牒渡逢豊秋

びんがしの室耀きて海昇る初日美しも犬吠岬は
○

埼玉螺大久根吐月

誘はれし九州旅行断りて孫の祝ひと新盤敷く
○

富士が嶺の笠雲被たる小春哉
米俵ゆたかにつみて冬こもり

秋の川流れ澄みつつ底石のきらめく上を崎蛤飛び交ふ

句にふけり歌に親しみ冬こもり

割旧斧二

千葉蝶春

千葉蝶丘

越後良介

」

１１１１

一
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付

南

髄峰軒勇洗誠辰剛

○

ｌｉｉｉ

こぼれ豆拾ふ農婦の指大し
喜びをわかつと菊の宴かな

秋耕やかくしやくとして古稀の主

石地職立つあたりももと革紅葉

妻と子におくれし我に年︲は行く

秋深し妻と苦楽の五十年
色烏や日和続きの開拓地

妻が柿ゑし菊を手向けて墓参かな
◇

○一・二月雅文苑締切一月十日限

遊園に冬芙を作る一ところ
菊人形見ず蛤を買って蹄る

ｌ︲ｉ１１

央秀否息弘正如一狂ti二

塾ひて楓もみづる一枝の造花めきたり汽車の中に見る

弘道俳壇大橋越央子選

◇雑一詠・
秀逸
鴫キキと一椀の茶を暖ろなる掻江市原田碧明子
コスモスに雨の明るき夕かな千葉腺鈴木春村
球根に深交と土︲かけにけり富山豚高橋澄子
借りもなく病むこともなく年募れぬ千紫牒渡逢豊秋
行く年やいささかも悔なかりけり千葉豚金杉茂穂

佳作

病みてより親しき友や月の秋松江碧明子
窯元を尋ねもしたり秋日和

倉葉原葉玉城越玉

1

越佐千佐千埼茨川埼

1

志を感謝す︒

○新川支曹報告

に全五百側也を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

に於て︑本曾より明治大皐教授経済塁博士開

半より︑篤山螺中新川郡立山町五百石小皐校

榊山螺新川支含では︑十月十二日午後二時

△千葉標東部支含講演書十一月十日︵日︶

未代策先生︑本部主事割田先生を迎えて︑常

△飯島氏芳志長老倉員飯島忠男氏は︑本含

午後二時より︑東庄町石出小畢校講堂に於て

本含だより
△新川支倉講演雪富山螺新川支含に於ては

千葉聯東部支含秋季綱合並に講演倉を開き︑

明治大挙の出身で閥博士燕知であったので︑

十月十二日︹土︶立山町公民館講堂に於て︑

講師として︑本曾特別含員︑経済評論家前田

支含講演念を開催︑本命より講師として糎済

梅松氏出張され﹁枇界の情勢と日本紙群の前

定刻支倉長訣席のため成瀬副酋長代って支

れ︑此の日は特に盛曾と髭展を所る意味の電

ついて居られても︑何かと熱心に指導督剛さ

其の後依然病気静養中で欠席されたが︑床に

た︒然し支愈の創設者斎藤二一支愈長には︑

にも馴染み深く︑誠になごやかな含合であっ

含地元の希望で二凹目の御出でなので︑含貝

偶然にも地元の立山町長小泉美代一氏が︑

単博士開未代策先生出張され﹁動く経済赴含﹂

何かにつけて好都合であり︑又闘坤士も常支

支含の総含並に講演曾を開催した︒

と題して講演された︒割田主事の挨拶もあり

途﹂と題し講演さる◎盛衝であった︒

○千葉螺東部支曾報告

支含だより

盛曾であった︒

△倉員談話書本命の十月含貝談話倉は︑十
月二十一一日︹火︺午後四時より本曾々誰室に

防止の封策について﹂の講演を聴き︑雑って

於て開催︑元司法大臣岩村通世先生の﹁再犯
各自意見の交換をなし︑夕食を共にして散念

倉を開催︑支含長高木泰三︑副支曾長鈴木仙

荷長席につき︑支含の総官を開いた︑支曾長

と多年に及び︑功努者であった︒氏は心理畢
者であり殊に薩業能率の権威者であり︑かつ

それより引績いて講演念に入る︒先づ割田

たが︑支命長衛藤二一︑副支含長成瀬京二雨

主事は挨拶として︑禰支含各位の御誰力を謝

氏を浦場一致再任するところがあった︒

散官︑猫来年春季は刺代地厩に一﹂講演倉を開

諸諏の昨覗談研究談に花を咲かせ︑午後三時

し︑今日証含各方面の迩義頚陸の洗妖を述令へ

十一月十日石出小畢校にて開催の事に選定し

催の議定である︒

命務について懇談︑秋季の総含並に識波含は

報をよせられたことであった︒

松︑理事野平香峰︑岩田正直︑伊藤武︑評議

九月二十九日東庄町立立花飴にて支含役員

△上野陽一氏逝去特別含貝産業能率大祭校

員寺本正雄︑渡遥保治郎︑吉川蝿吉郎︑背谷

した︒

長上野陽一氏は︑十月十五日心臓マヒのため

敏夫︑大塚規一︑飯田寅治郎︑星野千代吉氏

り浦場異議なく承認︑次に役員の改選に移っ

挨拶の後︑石倉幹事より牧支の決算報告があ

逝去︑享年七十三或︑氏は本官に誰力するこ

等参集︑支念展より支含の事業につき報告︑

ては人事院人事術にも任ぜられたことがあ
り︑俳教の信仰にも鯖い人であった︒謹んで
哀悼す︒

△河野博士芳志特別含員河野省三坤士には
本含に封し金壷肝式百同也を寄附さる︑御芳
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￨
￨

掃に団家のため一層の努力を期したい旨を要

我々は深き信念を以てこの時との際弊風の一

比して我が国では四百九十九で︑枇界の不思

数でも︑俳図十四︑英図十六︑米図八十等に

生三繭数千名で教授は八百名であり︑大畢の

き届く︑日本では明治大畢に例をとれば︑畢

情勢に就て巧に間愈を利川せられて熱心に示

羅済の前途と題され︑尤も平易に現下の世界

輝済評論家前田梅松先生の慨界の情勢と日本

含主旨並に使命につき御話下され︑次で講師

教せられ︑念衆に多大の感銘を奥へられ︑一

もあるが︑所感を述べられ︑弘通念の目的の

議の一つになっているが︑教授がどうにも不

望した︒代って小泉立山町長は本含の含員で

在り方について説かれ︑この地に於て愈々本

の庇川に於て数痔川の座談倉に臨まれ︑熱心

夜川石出砿長並に青年達の恕諦に依り︑布舎

しました︒猫雨先生には石出へ御宿泊下され

に教示被下ましたことは誠に感謝に堪へませ

時川牛に豆る御講演に幾多の新智識を受得致

ん︒謹んで雨先生に封し御職巾上ますと同時

足であると述寺へ︑次で自ら問題になっている

の者は皆我帥なり﹂等々と説くところ︑誠に

に︑石川地砿の岩田先生並に石川庇長及来念

修身科のことにふれ︑先づ﹁修身的な先生を

昔はこの地球も平面で動かないものと考え

であるが︑何れも地方の有力者であり︑教員

有益な講演であった︒常日の出席者六十除名

各位に深怯の敬意を表します︒猫本支称は現

命粘祁の装展を願うところがあった︒雑って

た時もあったが︑それが丸くて動くものと考

の塊職の人々もあり︑﹁今日のお話を多くの

入った︒

えられて来た︑経済の問題も同じように︑百

教育者にも聞いてもらいたかったとの雛もあ

開坤士の﹁動く経済祇含を見る﹂との講演に

二十年この方動く輝済ということが考えられ

養成することが大切である﹂とし︑﹁我以外

て来た課である︒マルクスが蚕本主義必滅を

支愈貝五百汁名程でありますが︑各地砿より

の巾し込みが御座いますので来年度には六百

った︒かくして誰演は約一時間牛に及び︑午
後四時牛絡つた︒

唱えたが︑今日朕として存在して居るという
のも︑動く経沸で︑餐本主義も絶えず愛化し

とし︑次で祁済界に於ける我が閏の現朕から

開き︑支命長より支称の罪業等につき報告あ

町石出小畢校に開催︒午前十一時より総曾を

十一月十日支含秋季紬竹並に講演念を東庄

氏等が集った︒常日は講師の鈴木秋川保誰洲

船木︑河村︑蝿谷︑寺川︑萩原︑三浦︑平樺

十三日の午後一時より︑三浦氏宅に︑加藤︑

術支称に於ては︑勤努感謝の日︑十一月二

Ｏ秋田支含報告

名の支命員を得られますこと上信じます︒

︑米英竿に於ける税や努働者︑耐含施設︑失

り︑副支命長袖足説明の後︑含計係野平理事

○千葉騨東部支曾報告

業問題等に及び︑又米図では人民のための人

より決算報告を行ひ︑支称握刑支倉長改迩の

て行くことが考えられて居ないからであろう

民賓本主義であるから︑祇含問題は比岐的に

件を附議︑現支含長刑支含長再任に決定︑猶

察所長が念川にて不参のため︑時局柄今日問

畢我は二繭側であったものが︑今日では一千

い︑午後四時散宙した︒

題の逝徳教育について各間意見を交換し合

起らないことや英闘では三十年前の大畢生の

して閉含︑霊食を共にして懇談︑午届一時十

︵平津︶

来年の春季総含は祁代地雁に於て開催を溌定
分再含︑講演念を開倉本衝主事割田先生の本

前側もか坐る︑主として竹立でなく私立大畢
ても一人で五人の畢生を婚樹するのだから行

であるが︑政府は六割以上補助し︑教授にし

〔35）

儒門精言

８
４

そな

つらなつづ

その畢問は︑朱子を宗とし︑韓伶間が侭畢の禁を設けて善類をふさいでし室ってからのち︑正畢がふたたび明らかになった

注⑬宋の浦城の人︒名は徳秀︑字は景元︑のち景希と改めた︒慶元のときの進士︑常は集知政事︒西山は世の尊称︑識は文忠︒

なり︑故に無極にして太極と日ふなり︒

原に出づるは︑これ寓物の統鵠は一太極なるなり︒太極は形あり器あるの物にあらす︑ただこれ理の至れるもの

なり︑仁義磯智信はすなはち五行なり︒寓物おのおの一理を具ふるは︑これ物物一大種なるなり︑蕗理同じく一

なる︒寓物寓事︑みな此に原く︒人と物とこれを得れば性となる︒性はすなはち太極なり︑仁義はすなはち陰陽

もとづ

極はすなわち寓理統含の名︒理あればすなわち気あり︑分れて二となれば陰陽となる︑分れて五となれば五行と

○員西山日く︑寓物はおのおの一理を其え︑寓事は同じく一原より川づ︒いわゆる薦物の一原とは太極なり︒太

なる︒

雨箇の気となり︑裏面で動くものはこれ陽︑静かなるものはこれ陰︒また分れて五蕪となり︑また散じて蕗物と

○また日く︑寓物四時五行は︑ただこれかの太極中よりきたる︒太極はただこれ一筒の蕪のみ︒池４通き分れて

てきたのではなかろうか︒

而上畢的の考えかたにも憧れて抽象的になってきた表現にとっては︑通という呼び名は︑じっはもう︑しっくりしなくなっ

下のみち︹つまり人の通︶をより多くきわめ︑より蝿く説き湖めなければならぬという立場にたっている一方︑ようやく形

◎０

うなることを恐れていたらしいが︑ここでは︑ようやく抽象化し概念化してきているのではなかろうか︒というのは︑形而

る表現を︑さきには︑﹁あるがまま﹂という具鐙性をできるだけ呼び名そのものにとどめておこうとする努力のもとに︑そ

ころはあるが︑形而上の通を形而下のみちと唾別するための用意が︑うかがわれないでもない︒それで︑形而上の﹁ただひ
○○
とつほんとうにあってすべてのもののもととなるもの﹂を﹁そうい属狗ものである﹂と︑できるだけはっきりあらわそうとす

０Ｏ

特にその畢統の将徴を︑ここに︑こめて中といい︑また︑誠といっているについては︑ときになおいくらかごたごたしたと

注⑰趨宋以後︑儒家の糸譜中のものが︑ほとんどまったく同じものでありながら︑﹁道﹂とはいわず︑太極・太一・太玄といい︑

四

９

のは︑この人の力である︑という︒群には西川甲乙猫︑大畢祈義などがある︒

ｉ
○陳北漢
日く︑太極の極至となす所以は︑この理の至巾至正︑張精至粋︑至祁至妙︑至れり識せり︑以てまた加

ふくからざるを言うなり︒故に弧ひて名づけて極と同ふ︒

相儒じあうなかであった︒

注⑲末の龍渓の人︒我は淳︑字は安川︒北洩は畢者なかまの愈称︒械審の範隅が非備にひろく︑よく韮抑の鍵に油じ︑朱子とは

わづすな唯こ

○朱元晦日く︑鬼祁はただこれ燕のみ︑屈伸往来するものは気なり︒天地の川︑気にあらざるなし︑人の気と天

きみ

地の気と︑事に州接して︑間断することなし︒人みづから兇す︑人の心縦かに動けば︑必ず気に達し︑便ち這の

い

屈伸往来するものと和感通す︒卜篭の知の如きみなこれ︑心おのづからこの物あり︑ただ作の心のうえのこと︑

かな

縄かに動けば必ず雁すと説ふなり︒

ことしばら

○また白く︑鬼榊死生の理は︑定らず仙裕の兄るところの加からず︒しかれどもまたその事昭昭︑理を以て推す

ぺからざるものあり︑これらの庵は且く理禽を要することなし︒
○また白く︑天地よりこれを言へぱ︑ただこれ一簡の気のみ︑一身よりこれを言へぱ︑我の気は︑すなはち耐先
の気︒またただこれ一簡の気のみ︑綴かに感じ必ず雁する所以なり︒

○また白く謡理は天の僻にして︑命は理の川なり︒性はこれ人の受るところにして︑情はこれ性の川なり︒

○伊川日く︑性の善なろを稲して︑これを道と謂ふ︒通と性とは一なり︒性の善かくの加きを以ての故にこれを

はたら

性善と譜ふｂ性の木はこれを命と謂ひ︑性のおのづからしかろものこれを天と謂ひ︑性の形あるものこれを心と

調ひ︑性の動きあるものによってこれを情と詔ふ︒およそこの数者はみな一なり︒聖人は事に囚りて以て名を刑

粘言

主士﹄

五

す︒故に同じからざることかくの如くにして︑のちの皐者︑文に随ひて義を析き︑奇異の論を求めて︑聖人の意
冊

門

門

粘
言

ごと

一．一／

一章︑

○伊川臼く︑道は未だ始めより天人の篤あるにあらす︑ただ天に在りてはすなはち天道となし︑地に在りてはす

︑朱子のこと︑⑨は︑したがって朱子の弟子であるが︑だれであるがよくわからない︒

７も︑また気の鴬なり︒元晦日く︑Ｔもとよりしかり︑性はすなはち命の理なるのみ︒

しわざ

に馬し︑一郡は理に馬すと︒某を以てこれを槻れぱ︑雨諏はみな気に馬するが似し︑蓋し智愚賢不肯怖濁偏正

３
５

○問ふ︑先生は命に附諏ありと説く︑一和はこれ貧富貴賎死生寿天︑一和はこれ情濁侃正智愚賢不肯︑﹂極は気

声ひ

り一

⑳値は世に値うあたる値︑遇も同じ︒値遇一ならずとは︑枇にでるでかたがいろいろだ︑というほどの意︒

あ

く凶︑蝿折︑二に白く疾︑三に日く憂︑四に日く貧︑五に白く悪︑六に日く弱︒﹂とある︒

口く康寧︑四に日く好むところの徳︹好むところは徳禰のみち︶︑五に日く考絡命︵天命をおこたること︺・六種︑一に日

注⑳害洪範に﹁次九︑白く︑籾ふるに至耐を用ひ威すに六極を用ふ︒﹂とあり︑また﹁九に五耐一に日く蒜︑二に白く富︑三に

怨かおど

受くるところにして融陰陽こもごも運り︑集差ひとしからす︑ここを以て五禰六極︑仙遇一ならざるなり︒

○朱元晦日く︑性は蕗物の原にして︑索莫にはすなはち情濁あり︑ここを以て聖憩の異あり︒命は寓物の同じく

もと

いまだ言い易すからざるなり︒

齢ぐ珊皿

り︑行は同じくして報は異る︑なほ命と語ひがたし︑遇と語へぱ可なり︒菊と遇と︑性と命と︑切に近し︑なぼ

い

し︑人とたぴすれば己は千たぴす︑かくの如くにして至らざるものは︑なほ牡を罪しがたし︑気と語へぱ可な

いい

に縦なし︒道義はすなはち命と言ふくからす︒これ我に在るものを求むろなり︒入ひとたびすれば己は百たび

するものあり︒その富貴なろは︑すなはち幸いにして含へるなり︒求めて得ざることあれば︑これ求むるは得る

Ｏ横渠日く︑富貴貧賎は︑みな命なり︒いま人あり︑均しく勤苦をなして︑富貴なろものあり︑身を経へて窮餓

○また日く︑天に在ろを命と日ひ︑人に在るを性と日ふ︒貴賎毒天は命なり︑仁義確智もまた命なり︒

を去ること遠し︒

緋

日本弘道会礼法研究調査委員会
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東京都千代田区神田小川町1の10第一公報社内

古来の伝統と美しい慣習と

新しい礼法刊行会

を尊重し︑しかも今日の実

発行並びに申込所

情を十分考えた新しい﹁礼

法要項﹂が必要であるとい

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声であり戎した︒

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︑発表致し弐した︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二カ年の歳

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ます︒

頒価1部に付65円（日本弘道会々員に限りI部に付送料共55円）
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金日牛ロ
一金壷肝式百回也雰附︶

埼玉螺河野省三

一金五百回也９︺
械憤市飯島忠男

○ところが本年は︑その一般的なものの感慨
以外に︑極めて特異なものがあります︒世の
迩義額鹿ぶりです︒すなわち︑農林︑通瀧︑

全勝蓮︑防衛膳︑闘戯︑やれ寅春等々の⁝⁝
限りない汚職︑さては詐欺︑横彼︑弧盗︑殺
人︑暴力等々の百鬼謹夜行︑川逝弾ロケット
人工術型等の成功という二十世紀の誇りさえ

前蹄弘通第七両城中︑印刷所整版の不注意

同時に起ったといった恐ろしいものづくしの

人獅は前古にない︑地鯉︑術︑火事︑竿々が

で︑世は翠げてⅢるい面より暗い面ばかり︑

世界人類の不安と恐怖を輔すぱかりという風

で︑二十一頁と二十二頁が入れ遠ひになりま

○お断り

した︒お詫び致します︒

う︒各位のよき御越年を祈ります︒

来ん年を期して昭和三十二年を送りましょ

生くるのみであります︒

も弧い信念を以て︑通を信じ︑通を正すべく

しかし私たちは︑この世に虚して︑飽くまで

なく︑一時的のことで慨くべきことですが︑

感です︒これは必ずしも毎年の古来の惑では

○編輯だより
○こ上に弘通歳末雛を編韓致しました︒さす
がに年末を迎えては︑顧みて︽感無量なるもの

があります︒その中で﹁光陰矢の如し﹂の感
これは私達の祁先たちから引績いて︑殆んど
の誰もが︑この年の瀬に際して繰返しノー︑感

じて来たことでありまＬて︑恐らくは未来永
久に引縫がれてゆくであろうところの︑人川
の本能に基く感慨でもありましょうか︒そし・

Ｉ弘道責債一冊金参拾五回也

弘道含入曾手綴

一ヶ年曾我金百五拾園を梯込み入念の手績

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

する外に称々の特典あり︑規則書は郵券折

目封入の方に送付す︒

本曾編韓部へ御相談を乞ふ︒

○本誌麿告の件については︑

昭和三十二年十二月一日護行

割田斧二

東京都千代田砥西祁田二ノー

東京都千代田睡紳田祁保町三ノ十

磯行兼
編輯人

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田腿祁田祁保町三ノ十

印刷所東京完言共立牡印刷所

東京都千代田厘西祁田二ノー

識蔀廻日本弘道倉

電話九段九番

振替口座東京二毛番
日本出版協曾含員番雛Ｂ一西完

｜

て私たち個々としても毎年々々を繰返して末
たこというのが︑また偏りのない感慨です︒

I

