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○妓女のこと
余西図の歴史を剛るに︑絶て妓女の名を兄
ることなし︑言行録を翻るに絶て妓女の言行
を記したるものなし︑人名排雪を測るに︑絶
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て妓女の名を見ることなし︑蓋し其所業の暁

悪なるを以て︑是を正人の間に雑へざる者な

○子どもは見ている
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り︑此一事にても︑東幽文明の遥に西叫の文
明に及ばざることを知るべし︒今日本邦の士
羽子は皆西図の開化を巣び︑西凹の罪と云へ
ぼ︑善悪を論ぜず誌く湾を棄てて之に倣はぎ一
るはなし︒猫り蕎妾と恥妓との郡は︑支那︑

朝鮮の順風を里ぴて少しも之を改むるの意な
し︑縦令氾佑︑繊道金剛に布蔓すとも︑士甜
子の品行此の如く︑婦人の地位此の如くんぱ
決して文明剛と並び馳することは能はざるべ
し︑吾憐道徳を誰ずろ者︑如何んぞ嬬正の任
に歯らざるべけんや︒︵泊翁先生訓︶

の偉力を兄せているというものである︒だから没業家第一︑蕊能人

親となっているからのである︒そしてこの金故に驚くべき文質文明

る序列が出来るのは常然である︒その茎能人は誤梁の具ばかしでな

第二︑群謹士第三︑政治家鋪四︑畢者第五⁝⁝といった批簡の認め

金と享楽の世の中
我が図の古代にあっては椛力の筆頭はまづ公卿であった︒しかし

の︑何れも皆金につながるものである︒

く群謹士と共に多大な諮財の具︑政治家も畢者も金で左右出来るも

これは平安朝まで︑その後幕府時代ともなれば︑武家第一の時代で

ある︑それが明治維新になり︑欧米の物斑文明が職入されても戦雫

誰んでいるのは︑誠によいお弟子ぶりというものである︒恩え瞳明

終戦後この米閣を師匠にした我が国が︑殆んどそのま聖の序列に

の力によって図家が隆昌に赴いた靴が大きかったため︑依然として
を招来したことはこれまた明かなところだ︒

狸者は蒜に仕えたところでやはり貧乏はしていたが︑先生として愈

武人の権力は賓際には第一位であり︑その極端な結果が今岡の敗戦
ところが︑この敗戦で車人は消え去ったが︑それに代って著しく
進出して来たのが︑質莱家であり︑次では婆能人である︑今日の少

軍されていた︑そして町人たちは蔭ではともかく表面では決して商

かりではなく︑それらの一切を可能にも出来るほどの倖力があるも

ければ︑科駆の護達とか︑固民数とか餌土の大小とかいったものば

征服するものは︑駅なる車除の精鋭でもなければ︑道義の力でもな

者が多く︑明治時代のように﹁大阪︑大勝﹂などと答える者は全く
なくなった︒といっても政治家とて全く下落もせず︑図家の娘高機
閑に列するが︑雷際威張るのは役人の前ぐらいで︑選翠民や賓業家
の前では頭は上らない︑川端時代にも変莱家は頭を上げては来た
が︑しかし政治家の下で金儲けをするといったわけであり︑﹁地獄
の沙汰も金次第﹂などとはいわれても︑何となく祉曾の序列は高く
はなく︑江戸時代の町人といった感が抜けきらなかった︒
元来文質文叫というものは金の文明ともいうべく︑金さえあれば
殆んど出来ないことはないともいえる︑こうなると︑人間の欲望と
結び付いて最大の力となることは自然である︒今日図家を存世界を

どはあり御ないのではあるまいかと思う︒︵知己庵︶

うであろうか︒精神面をあまり踏みつけるところに嬉反の平和な

征曾の序列を高めてやろうというのである︒しかし依然として金麓
軍の考えに外ならない︒かくて金と亨梁に偏した文明のあり方はど

けて班ってやろうという叫びなのである︒堪者にもつと金を典えて

いている米図だが︑その堅者に封し︑賓莱家から︑もう少し力を分

家たちが叫び川した︒これはソ聯に人工衛星打ち上げの先を越され
たがためである︒金で世界各図の卓越した堅者詩我がものにして

ところで︑その米剛で近甑は没業家に少し遠慮してほしいと政治

るのは尤で︑それが金の前に封しては査隙は奴隷位しか迦川しない
風に慨かれているからである︒女質文明の中に庭している心なき者
が︑この愛隙の大きた力に捲かれるのはあわれ自然ではあろう︒

金を崇拝することになったというもの︑よって今日道鍵などが溌れ

剛がある︒昔の考えは精祁をより鯨菰したのに封して︑今Ｈはより

く雫汗慨されなかった一﹂とを似えば︑今は正しく天地の相雄一を来した

のは閥の富みそのものである︒卿よ今日世界に君臨する我が世の春

治時代となるまでは武士は食わねど高揚子で貧乏でも椛威があり︑

年に﹁狩来の希望﹂を尋ねると︑﹁美室ひばりとか力道山﹂と答える

の彼の米図を！その椛力は世界の共壷圏以外はほとんどの剛の金

道徳教育論批判︵その二︶
︵道徳教育と人生観・世界観︶

吉田

疎外し来つたのである︒

欧米の畢校教育に於いて修身科即ち道徳教授を正科に加

へて居るのはフランス一国と言ってよいと恩ふ︒しかもそ

の説は十八世紀の怖園革命時代に起り︑十九世紀末の第三

共和国の樹立と共に確定して今日に至って居ろ︒猫逸の畢

はない︒唯私立囲鵠の主張に依り随意科として修身科に近

校では法規に於いて宗教科を必修せしめて居るが論修身科

原分せられるが常である︒少くとも老生が大皐に於ける倫

き教科を設くることを許可せられて居る虚もあるが︑此ら

シウレ︶と稲せられる︒而してその内容は明治時代の我が

ウレ︶又は人世槻畢校︵レー琴ヘンスアンシャウウングス・

固の修身科と大同小異のものである心我国の固定修身害の

畢校は一般に世界槻畢校全ルトアンシャウウングス・シ

配するかが根本問題で︑前の見解を取るものは楽天槻であ

に価するか︑即ち人生は善が支配するか︑それとも悪が支
り︑後者を取るのは厭世観であるｑこれは哲畢上の問題で

料の一であったのである︒

編纂の際にもフランスの小畢校に行はるる修身書は参考安

人生槻・世界槻なる語は多くは哲畢上の用語とされて居

である︒人生槻・世界槻の問題は哲皐叉は宗教に馬するも
ので︑畢問的即ち科畢的研究の範剛外のものであると説く

の哲畢史を人生観の問題を中心として説いて居る︒↑ヘルリ

ろ︒エーナ大畢のオイッヶン教授は精祁生活を力説し西洋

外に倫理皐︑心理畢︑祇含畢等も抑畢に包容せられて居

明白であらう︒ス・ヘンサーの綜合押畢には﹁第一原理﹂の

も人生観は理知的研究即ち皐問的研究の封象たり得べきは

に﹁理性の限界内に於ける宗教﹂の諭著のあることを見て

を把握するのが人生槻世界槻となすのである︒かくては人

行案から生する生活経駒﹂を基礎とし︑全鰐として人生像

いて﹁世界槻の根抵は生である﹂と述べ︑﹁生についての

問題を組織的に論究せる大家であるが︑その箸の冒頭に於

ン大皐のデイルタイ教授は﹁世界槻の研究﹂に於いて此の

生観と世界槻とは同意義となるのである︒デイルタイ教授

る︒然るに従来の畢界にありては漠然たる概念の下に道徳

万イステスレーペ

に依って異なるのであるが謎認識の限界を力説せるカント

ものは少くない︒これは畢問即ち科畢に閲する見解の如何

もある︒シオ︒ヘンハウエル哲畢の如きは有名なる厭世主義

理翠講義に於いてはそうであった︒此の世︵人生︶は生活

オプテイズムペシミズム

人生槻︒世界槻の問題は倫理事に取扱はれるのは普通で

次

ある︒叉此の場合に於ける人生槻とは楽天機と厭世観とに

能

問題を論歩るの博統的弊風が多く行はれ︑畢問的確貸性を
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史に於ける世界槻の多様性を説き宗教的世界槻︑形而上事

験を研究する粘祁科畢を主張した︒デイルタイは西洋打畢

自然界を研究するが如く︑精確なる研究法に擦って生漸経

は十九世紀に護達せる自然科畢が精確なる研究法に基いて

世にありては超自然主義的人生槻が行はれて居る︒欧洲の

自然主義的人生観に依る道徳及び教育が行はれ︑厭洲の中

もあり集刷主義もある︒概言すれば希臓及び雑馬時代には

の論は道徳教育を徹底的に究明する上に極めて亜要なる槻

源泉とする復合鴨であるとするのである︒パウルゼン教授

黙と老へるのである︒

近代思想は希臓羅馬の上代文化と中世の基督教的文化とを

存することを論んじ﹁これらの類型はいづれも現賞認識と

的世界観文畢的世界観に匠分し︑叉その間に幾多の類型の
生の評悩と目的の定立を自己の内にもってゐる﹂と述べて

希臓上代の思想を代表するものはソクラテス・プラトン

であらう︒これは紀元前四・五世に於ける杢礎時代のアテ

ネ文化を背景とするものである︒希臓上代の耽命は希臓氏

ることを説いたのは資にパウルゼン教授である︒

居る︒而して人生槻と道徳及び教育と密接不離の開係にあ
パウルゼン教授はデイルタイ教授と共にベルリン大畢の

とする︒故に岡家は慨仙評俊の根本である︒而して都市国

家の人口は大方三十寓前後で︑アテネの全盛時代でも町村

族を指導階級とするポリス即ち都市悶家を人Ⅲ生活の中心

併合前の横演市の人口位のものである︒又その内にも奴隷

哲畢講座推任の正教授であり﹁禰皐概論﹂の外に﹁倫理蕊﹂

興味を有し︑幾多の研究を公にして居る︒其の禰皐説は所

及び﹁教育票﹂の著書もあり︑倫理及び教育に開して殊に
謂心物平行論で︑ヘヒネルの影響をも受けて居るが︑人生

三分の一内外に過ぎない︒アテネの指導椎は完↓全に向由民

若くは半奴隷は年数以上で市民椎を有する自由民は住民の
ナトウ︽リズムえスープラナトウラリズムス

ゼン教授に従へぱ人生観は自然主義と超自然主義とに雁別

観を以って倫理槻及び教育翠の基礎となして居る︒パウル

人生湖にありては︑現枇の生活を亜んじ現蛮の向然的生活

間たるの資格であった︒献含皐粁が陳始吐愈には︑トラバ

のエトスが支配し︑これを僻得することが都市市民即ち人

格言のある所以である︒ポリスには旭想にも習俗にも一定

て作られた︒これ希臓上代には−１闘家が市民を作る﹂といふ

に役立つものを慨仙ありとなし︑超自然主義の人生槻では

の手にあるので︑アテネの風押も思想も専ら自由民に依っ

現賞の自然的生活を超越せる世界に慨値の根源を世くので

ル・セルフ即ち蔀族我といふものがあって︑その仙人我の

される︒而して逝徳及び教育の性格は執れの人生槻に立つ

ある︒尤も胴考の中にも極端に一方に伽するものと胴者の

内容は種族我に外ならぬのと近似して居る︒ソクラテスの

かに依って全く異なって来ると言ふのである︒脚然主義の

中の執れかに亜きを世くかに依る随別があり︑又仙人主義

（2）

教の如きも諺かくの如き立場であれば極めてよく分るので
ある︒アテネは希臓民族の指導者となり︑同盟諸国の牛廿
を握るに至って︑愈々図民思想が弧烈となったのは自然の
勢である︒然るに紀元前四世紀唖より︑アテネの植民地の
間に護達せる自由思想即ちアテネ的エトスに合致せざる仙
人主義も輸入せられ︑道徳には一般的客槻規範ありとの説
に反して︑個人の成功を偏重し︑﹁佃人は亘理の尺度﹂であ

ると老へるソヒストが勃興した︒ソクラテスの一生の事業
は髭は此の如き思想の誤謬をアテネ人に向兇せしむるにあ
ったのである︒ソクラテスはデルヒイの榊殿に掲げられて

け︑毒薬自殺を宣告せらるろに至った︒尤もプラトンは小

亜細亜及び挨及に旅行して異函の文物思想に接して超自然

主義思想の影禅を受け︑その思想上にも深さと庶さとを加

へ多少の愛化を兄たように忠はれる︒

フラトンは其の大著ポリテイ﹁剛家諭に﹂於いて理想図

を一説いた︒これは理想の人生を望沈いたもので道徳規範を論

じたものである︒此のポリテイは羅句語でレパプリカと樺

され日本語では共和園と言うが蒋迩であるが︑パブリカと

は︑﹁公け︑レスとはもの﹂の錐で︑哩諜すれば﹁レパブ

Ｌフラトンの理想とする支伽打は秤畢老で︑その下に団

︑○・

リッヵ﹂とは﹁公共物﹂又は﹁公共僻﹂の意に外ならな

防を司る兵士と︑生庵を事とする臓災との二階級がある︒

支配者の徳は明押即ち叡知であり︑兵士の徳は勇筑︑庶民

の徳は節制とせられて居る︒此等の徳が行はる上怖態は公

正即ち正義で︑プラトンの理想剛である︒而して其の手本

はイデアの世界で︑理想の生活はそれの棋倣である︒元来

人間の魂の故郷はイデアの世界である︒然るに懸なる魂は

誤って地上に落ち身雛の中に入り︑捕はれとなったのであ

る︒けれど︑も人間の魂はイデアの世界を記憶して居り︑共

庭に遼蹄せんことを希求せざるものはない︒これプラトン

のアナムネシス︵追臆︶碗である︒かくの如きは畢諭と言

はんよりは寧ろ祁話と言ふくきであるが龍長く西洋の思想
界に痕跡を止め︑猫逸哲畢の理念︵イデア︶の循仰となつ

L O ノ

鵬る﹁汝白らを知れ﹂との桁言を力説し︑﹁自己の無知を
知れ﹂と戒しめるのは︑アテネ剛のエトスを自我の内容と
する慨仙意識の復活を企固せるものと解すべきである︒ソ
クラテスには右宿なる知徳合一流といふのがあるが︑これ
もアテネのエトスを自我内容とする︑由民を前提とする時
に容易に理解することが川来る︒要するに希膿上代の人生
槻は現世主義であり且つ闘家主義であり︑それが自由民の
間に徹底して居たのである・

フラトンはソクラテスの商弟で︑二十年間も師事したと

言はれる︒その道徳思想もソクラテスの税を継承して居た
に和達ない︒併し紀元前四世紀末の︒フラトン時代のアテネ

は画趣も変へ︑衆慰政治に価はされ︑噂侭する恩師ソクラ
テスも邪教を以て青年を惑はすとの理由にて人民裁判を受

戸 の 、

膿思想は何庭までもイデアの世界そのものよりも︑それの

もので︑超自然主義的世界観に馬するものであるが︑希

たものと思はれる︒イデアの世界は経験の世界を超越せる

談を読んで大に感激したが︑此の書はアテネ・スパルタと

主義となった︒老生は一高生徒時代に矢野龍湊氏の経園美

矢はいが︑古典時代の希臓思想と大に趣きを異にし︑佃人

た︒三者とも現賞生活を否定せざるのは依然希臓的たるを

エ︒ハミノンタスとか・ヘロピダスとかの英雄は戦時に於ける

共に有名なるポリスたるテー今への興亡史である︒その巾の

古典的希臓思想の代表者でソクラテス︑プラトンが平時に

を吐いたのである︒プラトンのイデアの世界は善のイディ

を指揮脈理とする絶封調和の生活といふに止まり︑その内

模罵なる現世生活を重んじ祇含的秩序に道徳的評償の規範

容に就いて具篭的規定はないのである︒紀元前三世紀以後

於ける希臓思想の典型的代表者であるのである︒

レネ文化を忘却したのでない︒羅馬人の如きもまた礎んに

した︒尤も彼等は鴬時世界に単越せるものと帰んじたろヘ

て希膿民族の人生観世界観も一愛し︑道徳観念もまた鍵化

支配を受けるが︑精祁生活の指導は筆げて羅馬法王の手に

王冠を薮くを潅とするに至った︒世裕的生活は封建飛主の

帝親ら飛将教信徒となるに及んで︑皇帝親ら羅賜法王より

闘もあり︑羅馬帝王ネロの残忍なる迫害も行はれたが︑皇

西欧に杵及する過程に於いては羅馬民族との間に幾多の諦

職洲の中世は基督教的世界観の時代である︒尤もそれが

の希臓は急速に愛化し︑ポリス国家は悉く衰亡し︑先づマ

アテネに留畢してヘレネ文化を習得することが流行した︒

掌握せられ︑法王は教含を通し賦洲国民の精榊生活を支配

〔 坐 ノ

ケドニアに征服せられ︑次に羅馬の属領となった︒かくし

羅旬文単なるものは︑賞にヘレネ時代の思想を体へたるも

したのである︒パウルゼン教授が中世を超自然主義的人生

のである︒有名なる羅旬文事者キケロは賞にその代表者で
ある︒

肇者オットウ︒ヰルマン教授が中世には基督教を離れては

槻時代と呼んだのはこれが矯めと忠はれる︒カトリック禰

人生が無いと論じ︑理想的祇禽を中世に取って壮愈的教育

ヘレネ時代に於ける希臓民族の世界槻は個人的主槻主義
ひ魁専ら仙人の主槻内に慰安と救済とを求めた︒小ソクラ

望を説いた︒カトリック教徒の兇地よりすれば尤も至極の

に鍵化した︒これポリスの衰亡に依ってエトスの主柱を失
ト派は三分してストア派︑土ピクロス︑新プラトン派とな

論とすべきであらう︒

中世の薙督教思想と希臓思想との混合と見ることが出来

欧洲の近世思想界は︑これを思想史の上より考察すれば

った︒ストア派は個人の理性の主槻的満足を人生の理想と
し︑エピクロス派は自己の快楽を以って人生の目的とし︑

新プラトン派は折衷主義を取って居るが紳秘的思想に傾い
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である︒

近仙に於ける雌洲文明の瓢特な進歩は資に物質文明であ

り︑自然科皐の護達に締因する︒而して物質文明は幾多の

審毒を淡生せる所より︑中世に於ける精祁文化に封する思

慕の念は畢徒の間に消失し御なかった︒これ中世に於ける

華督教的思想の畢界の間にも永く礎存せる所以である︒基

将教も︑その教惟に於いて﹁人間本位の世界湖﹂即ちホモ

ツエレトリッセ︑ヱルトアンシヤウウングを一説けるのみな

らず誠近仙に於ける恭将教は現仙的枇称悪の撲滅に寄典せ

る功紘は挫大なるものがあるが︑そのドクマの中にはなほ

畢界の疋脆と一致せざるものあることは承認せらろべきで

あらう︒

佃人主義と共に誰達せる近代思想の特色は壮愈思想であ

る︒全く単猫孤立の人生は人間生活に全き満足を得ざるこ

は歴史上存在しなかったことは︑畢界に於ける通説であ

とは何人にも祥易に理解せらる典許りでなく︑か比ろ人生

る︒人川は枇称的生叛であるとは夙にアリストテレスの迩

破せる所であるが︑如何にして人類の祇含が成立せしかに

開して今日にありても定説はないと恩ふ︒近代の初頭に於

いて所謂腫含契約説が勃興し︑次第に皐界を風歴するに至

った︒進化論者の間には杜含生活は生物進化の過程に於い

て溌生せるものと説く︒筆者が大望在畢時代に聴講せし人
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動物なり﹂となし︑﹁固家に於て始めて人間の完全なる活

識に養何せざるを得ない︒彼は人間は天性よりして杜愈的

理想的人生と政論形態とに開しては︑アリストテレスの

か上る理想を褒生せしめなかったのである︒

なる以前に数ケ佃脆に談生せるものとなすのである︒勿論

動は附展せらろ上と共に︑悶家は責に共簸高善の賃現た

る︒人類は生物より進化せるものであるが︑それが人間と

類皐に於いては人類の起源を．師多元論﹂といふのであ

の研究に於いてもロビンソンクルーソ的仔布が存在せしこ

に蕪くものもありて︑↓全面的に同意する鐸ではないが︑ヘ

り﹂と説く︒此の説にはアリストテレスの形而上皐的侭読

かくの如きも暇読の城を脱せざるものであるが︑原始杜含
との誰擦は未だ無いと忠ふ︒執れにせよ︑人間は吐命的存

ーゲルが﹁現賞的なるものは理性的であり魁理性的なるも

在であり︑人間の生活は杜含的生活に外ならぬことは皐界
の定説と言はねばならぬ︒従って人生槻にあっても吐禽的

︑己展州である﹂となす︑猫断説とは同日に諭すべきでは

のは現賞的である﹂とか︑又﹁世界はロ︑コス︑即ち理性の

英国のホッブスはベーコンの経鹸主義を受けて人間を利

生活を前提すべきは自明の論理でなければならぬ︒

己的個人主義的存在と解した︒﹁寓人寓人に敵﹂といふの

の目的となす﹂が︑彼の幸禰即ち希蝋語のオイダイモニア

ない︒アリストテレスは﹁人間の行矯は袴幸禰を以て究極

とは感斑的快楽を指すのでなく﹁幸耐とは人川に特有なる
析勤の側瀧﹂即ち中厭を得たる活動を意味するのであら

が人Ⅲ同然の状態なるが佃人仙人が安灸なる生活を憐まん
絶封服従の約束をなし︑閏教を制定して腕災に之を信奉す

中席︑沸教の中道と共通のものがあると恩ふ︒︒ハウルゼン

弓︒これ彼の倫理説が中席主義と呼ばれる所以で︒儒教の

が矯めに絶封的椛力を有する専制洲主を立て︑その命令に

ア人マキア今へリーの淋主論は利己主義仙人主義を飛子の徳

教授はその倫理主義をエネルギズムと稲して川る︒これア

るの義務を課したと税くのである︒文裂復興時代のイタリ
にも迩川せるもので︑プラトンの獅人剛家︑儒教の王逝剛

づけしものと恩はれる︒執れにせよ︑アリストテレスは園

家とは反封のものである︒打人固家叉は王道固家は民︑王固

融合することは理論上不可能ではない︒儒教の政泊理論は

磯には君主制と貴族制と民主制との別ありとなし︑それぞ

ュレ︶の上に賞現する祈動をエネルガイャと言う所より名

徳治主義であり︑民本︑主義であると言はれるのもこれが篇

れ峰件次第にて理想的固家となし︑その形態を剖一的に規

リストテレス哲皇が形和︵アイドス︶即ち目的が賃料︵ヒ

めと恩ふ︒近代の立憲的君主制の如きも︑それを目的とす

定しない︒若しも君主その人が鼓も卓越せる有徳であり︑

家と共に向然主義的人生槻を韮盤とするものであるが︑和

るものである︒唯希蝋の上代及び漢民族の杜含組織は未だ
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剛氏の循頼と尊敬とが存する場合には君主閏は鼓も迩倣で

い︒これは︑むしろ遅過ぎた感さえある︒しかし証今から

岡内綴川の薬価ということは︑時の流れに帥雁するもの

でも︑遅くない︒

雌も迩柑であり︑聞災の多数が有徳薪である場合には災主

でなければならない︒従って︑常に修正されろということ

あり︑数人の有徳考が主椛を行使する場合には炎族政慨が

政罷は鮫も迩僧であるとはアリストテレスの闘家論であ

ろであるが︑ｎ本の政流の雷慨について兄ても︑日本の政

が本来の姿である︒修正するという意味は︑不動に近い根

治として︑その本源になるものの筏慨は︑厳として存在す

本的なものの存在があって︑それに附随して言い得るとこ

プラトンの識を批判して居るが理想の閏僻に附してはプーフ

る︒政治をのみ柚川して考えて兄ても︑その賓僻が︑政治

も存するのであるが︑アリストテレスは多くの鮎に就いて︑

トンの説を伽承して肝ろのである︒執れにせよ︑︑然的人

の指導力︑主力と兄る場合︑明治憲法における天皇主権の

る︒か上る見解は既にプラトンのポリテイア︵閏家諭︶に

生槻に立つ理想的閣家を茶本として函民の迩徳及び教育を

政治であり︑現行憲法の時となっては︑主椛在民の政治謎

新よりまず初められねばならない︒

する川本の推進主力も︑岡内僻制整備を促進する政治の一

ある︒政流は︑Ⅱ本進展の推進主力である︒宇禰時代に庭

即ち剛介中心政治であることは︑多言を要しないところで

規定せんとせるアリストテレスのポリテイア︵政治論︶の態
︵価問・文堪岬士︶

度は今日の畢界にも通川するものと忠ふのである︒

政治一新への道

出している︒又︑日本のみが︑〃宇宙時代〃に躍っている

ソ連の人工術星打上げ以来︑世界をあげて宇浦時代を現

要時に︑賃現しなかったこともある︒この賞現しなかった

れていたこともあった︒場合によっては︑必要なことが必

た︒或いは︑見方によっては︑少しどころでなく大きくず

かし︑いつも︑その賃現は少しづづ︑必要時とづれてい

塚本寿一

△政治の一新

ともいわれる︒それが︑たとえ︑灸枇界的なものであって

政治の一新認この主哨は︑今に初つたことではない︒し

も︑或いは謎Ⅱ本だけの盲儒的飢郷であっても︑日本の閣

ことの蓄誠が︑今日となって︑政治の弊となって現われて

○宇宙時代と日本

内的鰐制が︑新なる段階に入っていることは否定川来な
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h

いることも見過しては左らぬｃ日本の場合は︑口に政治の

いわゆる岸ブームの昂揚は︑金融引締めなどの経済的諸事

解散時機の決定にからむ岸首相の言動は︑いよいよ︑﹁ソ

をかせいだともいえる現状である︒

ッのなさ﹂過剰を生む程芳しくない︒加うるに︑一〃廿日

情の悪影響のために︑むしろ岸内閣にとって︑マイナス鮎

の根因がある︒細理大臣の権限が大きくなって︑その良い

一新が叫ばれて︑しかも賞現しなかったことが多いと云っ

鮎と︑悪い軸とが云々され出した時である︒良い鮎は助長

挑暁に至ってやつとまとまった昭和三十三年度細諜算案を

た方が迩樹かも知れない︒そこに︑日本の政治の蕉態依然

したいし︑悪い鮎は︑砿極的に︑除去したい念願は︑固民

めぐる黛内の動きは謎派閥的動きも開連して︑蕊内外にひ

びいたために︑世間には良い印象は典えていない︒それは

の一致した願望である︒

吉川内閣営時の吉田元首相のワンマン振りについての批

な職内外に︑いろいろと微妙な影響を及ぼす案件の虚理に

吉川元肯和が︑閣議の席でも︑或いは︑細諜算案のよう

何であるかといえば︑肯相としての決断にあるようだ︒

倣っても︑いつも︑ワンマン振りを溌揮して結末をつけて

は︑ある人は︑あの位のワンマン振りでなければならぬと

判は︑賛否和牛ぱしたともいえる︒重大なろ時局乗切りに
いい︑叉他の人は︑あれでは︑ワンマン過ぎる︒非雌︑王的

である︒吉川元首相はワンマン振りの行き過ぎを非難され

だともいった︒このように吉川元首相は︑総理大臣として
今︑一例として︑ここにとり上げたのも︑日本の政治で

たが︑岸首相は︑逆に︑総理大臣としての大きな権限の下

いたことが︑岸首相の態度とにらみ合せて考えられるから

は︑政治の一新に︑細理大臣が大きな役割を果す仕組にな

に︑その椛限行使を非難されるのでなくて輪﹁事勿れ主義﹂

の在り方に︑一つの課題を投げた︒

っているからである︒

岸首和は︑大きな決意をもって︑現職についたことは︑

△岸首相の場合

る言動に見ることが出来る︒しかし歴代首相中若く又戦前

と総溌算案決定のいきさつや叉圃愈に於て現在行われてい

が非難される段階にある︒その二つの大きな例が解散問題

その言動によって︑うなづけることであるが︑組閣一年を

な活動を期待したい︒

戦中誼戦後の政治を知る人として︑新しい政治への積極的

△国民として

過ぎた今日漸く︑批判の眼は︑岸首和に向って鋭く集中さ
れんとしている︒昨年断行された渡米︑二次にわたる東南
アジア訪問など芯目まぐろしいばかりの活躍をとげたが︑
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批判する心緋えである︒これに開連して︑思い出されるこ

今年は幸に︑解散︑総選畢の年である︒政治に興味を持

△国民参政の時

ここで︑剛民の立場から考えねばならぬことは︑政流を

とは︑マスコミ開係の重大責任である︒というのは一三１

なし嶋一栗を投じなければならない︒これが︑自己の積

たないものも︑衆議院の解散︑総選畢ともなれば︑いや雁

極的意思によって正しい栗となれば︑貝に清き一粟であ

ス本位にならざるを得ない立場から︑ものの一面が誇大に
れかしの報逝心理は︑平静に議案群議している圃愈の姿を

き一票といわれない︑大切な一栗が︑かくも︑︐正反対の結

る︒これが他動的に︑自己の意思でない投票となれば︑清

仰わる事蜜である︒図含の迩醤がいつも問題になる︒事あ

である︒平静に兄えても︑群議が員刺そのものであれば︑

眺めこれを世間に体えると︑﹁低調﹂という言葉を使い勝ち

道について旗重であると同時に︑図民としても︑良い鮎は

とも低調ということがあてはまる場合がある︒従って︑報

である︒政治の一新は︑この細理大臣の誠賞な職務遂行と

事新しく述べたのもここに︑改めて考え直して貰いたいの

定に通するということを巾し述べなければならない︒今更

言いふるされたことではあるが︑この一票が細理大臣決

果をあげることになる︒

助長し︑弊需はとり除くという政治に封して善意の心州り

Ⅱ本の現段階は︑これを行い得る態勢にあることを矯政者

固民の積極的な政治への開心によって完遂されると思う︒

が︑雰談振りに遥憾の軸があれば︑それが乱闘までゆかず

低調とはいえない︒その報道振りに反省考慮の除地はある

が必要であろう︒閏民として政治を兄る場合︑ややともす

今︑寒心にたえないことは︑政治への諦観である︒進歩

△諦観を戒しむ

も剛氏もともに認識してよいのではないか︒

れば︑悪い川をのみ兄て︑並要な窓義と力を持つ政治その
ものまでも︑嫌うような態度が兄受けられることは︑感備
ても︑心を新にして︑政治の成長に協力することが必要で

的には︑そうなることが不自然でない客槻的な怖勢であっ
ある︒悪をも大目に見よというのではない︒悪の除去には

ことを考えたい︒この意味では︑政治に封する考え方が︑

は︑常に反省と共に︑前進への気樺えによって完成される

諦概に通ずろものがあることを苦たしく思う︒これを誘導

徹底的であって欲しいが元も子もなくすような団民の態度
意味に解して欲しい︒これ︑政治の一新について剛民側の

するものは何か︒その一半は︑前述のマスコミ開係の責任︑

は︑日本の政治の進展のためとるべき態度ではないという
協力が必要である所以である︒
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一

であってほしい︒いわゆる裕言にいう建設的溌言の典型的

吐含各層の政治への護言の内奔分析︑批判に旗軍且つ大鵬

言論活動を期待したい︒しかもその評論は︑畢者を初め︑

政治の賞態を知ると思われる評論家の更に一段と積極的な

これと開連して︑指導肴をもって自認する人登の批判内容

普通の閏含に見られない態度に出ている︒祇含蕊は杢黛的

攻勢を細選畢に有利な態勢に持って行こうとするが故に︑

ことも鮒然のことである︒杜命黛は︑祇命蕪として︑野黛

解散蕪構えの今園禽の様和が砥特殊の姿を現川している

から云っても︑選畢場裡における内己の常選を目圃として

磯制の下に︑政府攻準の手をゆるめない︒議員川人の立場

努力している︒このそれ人〜の立場における興刺な姿が︑

なものであってほしい︒政治に郷する諦槻の枇行は︑亡剛
への道を歩一むに等しい︑望みたいことは批判は地につき︑

今冊の剛愈に如賞にあらわれている︒端的に言えば︑スタ

ンドプレイ︑個人的選畢随目宛のヂエスチュアーの中にも

徹底的でありたいことである︒

畢粁︑財界の人乏で︑政論に封する批判はあるが︑その

前悶御では︑二大政蕪封立時代の政黛の在り方として︑

選畢を意識しての動きとなる︒

人それぞれ︑立場の加違もあり︑政治にたづさわること

﹁共通の庇場﹂の話合いが︑机淵に頁面目にとり上げられ

これを要するに保守封革新の封立意識は︑総選畢を控え
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衝に常ることを誘われると逃げ辿る人がある︒

の州難な事怖もあるが︑さればとて︑傍棚稀として無支任

た︒剛蛾芯図愈封策委員煙の禽談の模様を兄ていると︑殆

んど封立状態を意識するようなことはない位に思われるこ

な言動は︑許されるべきではない・

藤山外机のように︑前にも例があるが⁝⁝貸際政治の中

ともあった︒ところが謎今図含直前又今国禽中は︑杜含黛

議員の中には︑﹁共通の庚場﹂についての話合いに閲して︑

心に飛込むことは︑非常な勇気を要することである︒しか
し︑この事責は︑政治への諦湖を打破るよき例として絶讃

批判が川て︑むしろ︑﹁封決の場﹂としての悶禽の様机が蝶

いであろう︒政治への開心を深めること︑細選畢という図

て︑再び弧く燃え上らんとしている．これは二大政黛封立

什となった︒

したい︒諦槻者は政治を悪評しつつ︑その政治に束縛され
る祉に減足して？生きている卑怯者といって茶し支えな
民参政の年を迎えて︑政治の資磯に鯛れよう︒この意味で

時代となって︑営然の筋道であったのだが︑鳩山内閣にお

下に杜禽黛がや上ともすれば︑気力を失い勝ちであったた

ける多数瀧の政権支配となって︑その後引続き保守政権の

も︑この通常園含の経過を詳細に見守るべきである︒

△今国含の特殊様相

ノ

めに︑保守薫の多数薫の意識が︑常然のことＡして圃民感
を仰ぐのみ︒

あったならばむしろ幸とすべきであり︑頭を垂れて御寛恕

られて来たし︑そのように信じて来たのであるが︑昔の人

家庭という意識はＨ本に没もすぐれたものであると教え

情の中に底流として流れていたためであらう．

る意識が吐含黛内に湧き起ったがためである︒かくて保守

が思っていた弧さは今Ⅱの生活意識に失われているのでは

ところが今阿称においては︑先づ選緊に突蕊しようとす
封革新封決の場として総選畢が大きく浮び上ってきた︑こ

れぱ併し無なく拾てもする︒それは極めて間然の勢である
から何もとがめ立てする事ではないのである︒

ても少しずつ歴史は人為を動かして行くのであるから︑い

の激動に遮って大鍵郷したことは確かである︒それでなく

つまでもおなじ意識が人川批禽を支配するものであろうな

どとは夢にも考えられない︒けれども︑鍵り方の大きい時

には蕪をつけて兄る必要がある︒何故ならば向分自身がそ

の渦中にあるばかりでなく脈動力ともなっている篠である
からである︒

忌輝なく言わせていただくならば︑現代におけるわが剛

賎しとし︑低いものを高いかと兄誤る︒その不兄識がわが

が浅いと興慨を識別する能力が至らないために災いものを

表現であって決して心底からそう思っているのではない︒

に違いない︒然しそれは除りに柑然なことのように慨れた

縦でも口を開けば家庭は大切だ︑砿要な場であると言う

の一般的な家庭価値の評償は低きに過ぎるといいたい︒

私のマイナスとなる場合には致しかたないとしても︑周閲

生を支脱する源泉の莱持になっていないのである︒われわ

別な考えを抱いている識ではなくて︑毎日の生活や長い人

言ではなかろうと思い深く憂えているものである︒

れの祇禽はいつかそのようになって来ているといっても過

に色々な結果を波及することになる場合にはただ過失であ
感しているのはそうした前提による事賞である︒否紡果で

るとか巾諜なかったとかでは満まないのである︒私が今捕

問題は価値の認め方にあるであろう︒知識が足りず維験

家という制度がかわり︑家族開係に韮く生祈感怖が時代

なかろうか︒私はそれを疑問に思っている︒

として念噸したい︒︹腹雄大梁教授︶

子

れが政論一新に通ずろ川難の建設的行動となることを剛災

=̲■名岸

あるように思われてならない現象なのである︒私の偏見で
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家庭生活の再評債

氏家

I
I
J
−

慨仙の商いものと恩えば大切にし︑価航の低いものと兄

‑‑‑1̲合

ざ

異鍵ｌこれば或は不常葱︑もしくは不穏蕨語として叱ら

われているものを活題にすれば私自身直接的な開係にある

一読左は幾つか数えることができるであろうが諺最近あら

蓮誉は家庭生活に大きな部分を占めるものであり充分重硯

の大きな疑問である︒裁縫・料理をはじめとして技術的な

家庭を封象とする教育は技術であると兄倣すことについて

ある︒しかしここで巾したいのはその角度からでなくて︑

らば家族は幸耐で謎家庭は回満に︑そして護展されるとい

して然るべきであるが︑それらの技術がよく訓練されるな

れるかも知れないがｌを取上げることが迩営かも知れな
い︒

鮫近私共家政票の教育開係に興っている者の耳目を驚か

である︒勿論教科の鍵史はこればかりでなく他にもある誰

って技術科という皐科の中に包含されることになった一事

を期する生活川榊械︑器具類が家庭に取入れられつつある

のではないのである︒今日所謂耐久消斐財として能率堺進

家庭は寸断された技術によって向上するという性質のも

うように保読されるであろうか︒

であるが︑女子のコースに家庭科の教育内容のうち技術的

せた報道は中畢の教育課程に︑家庭科という名稚が消え去

な面を取川して指導するという方針が示されてある︒裁縫
料理等家事的技術教育という説明も新川紙上に仰えられて

教育の大切な時期にあって望ましい生活態度と習慣を養

活態度がその成功度を決定するのである︒

はかることにはならないのである︒これを利川する人の生

か︒機械はその能力のみによって家庭生活の本来の護展を

が︑それによって常然生じた時間・労力の中からは果して
悉く家族の幸禰坤進に成功する力となっているであろう

一いる︒

技術教育を振興する必要は教師自ら認める所であり︑日
上最も肝要なことであるという鮎について毛頭異論を持つ

本をおこすのに科畢知識の啓蒙と技術の禰養は今日の状勢
ものではないのである︒さりながら家庭科は言うまでもな

っても切↑れぬ深い闘係のある場を謝象とする教科が偏向的

に扱われることになる雌も戦い原因は︑われわれの祇愈が

成する計蓋が考えられるに際し︑そのような人間形成に切

高等畢校・大畢と一麓性をもち溌達的に僻系づけられてい

持っている所の﹁家庭生活﹂についての評償の低さにある

く家庭生活を封象とするものである︒現に小畢校︒中畢校．

る畢科である︒今その第二段階において義務教育となって

教育計書に開して言いつのるようで恐れ入る次第である

ということを主張する所以はここにある︒

て中断されるかの観あり指導上憂慮にたえずまた少なから

が︑昨今旺んに論ぜられ新しく教科に取入れられた道徳教

いる必修教育課程から削除されることになれば︑教科とし

ぬ支障を来たすこと明内であって︑今後の方針に惑うので
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育についても︑家庭生活の再評憤は密接な開係を持つもの
である︒近来倫理的生活意識が薄らぎ心ある人糞を悩ませ
悲しませる現象が多くなっていることは確かであるが︑こ

れについても家庭の指導力の弱化を畢げなければならな
本来家庭は育成の場であり最も弧く最も直接的にそして

い・

自然に人間の準怖をするのである︒成長についても身近な
環境となり絶えざる維持力を護擁するのは家庭である筈で
ある︒それにもかかわらず道徳的に貧弱な現象が大きくな
って行くのは︑皐校・杜含の教育もさることながらそれに
先行する家庭の無力をわれわれは忘れてはならないのであ
る︒何故かくも家庭がおくれてしまったのであろうか︒私
は種交なる因子の中に大きく家庭生活の慨値を低く見過ぎ
ていることを取り上げようとしているものである︒家庭が
単なる方便の場となっている限りにおいてここで文化人と
しての秩序ある生活態度や習慣は養成されないであろう︒

それらが身につかず却って反封な生活態度が出来上ってか
ら︑教師がどんなに冊を折って取り替えさせようとしたり
改造に努力したりしても︑浪巽となる部分が少くないのは

にも成長しているに相違ないと信ずるのである︒その上で

皐校教育がこれにかえられるならばいよいよ望ましいよい

吐舎づくり図づくりとなることを期待し得るであろう︒

経滴はすべての基礎であって公私ともそのささえなしに

生きて行くことができないという認識はますます深められ

ているように思われる︒家計が茶の間の話題であり︑諸含

うなずくことができる︒

合のテーマであり︑畢省の教材であることを見ても容易く

然るに︑それほど重要な生活経済管易の場である家庭生

活が融その角度からでもつと商く評償されるべきであるの

に︑家計は金のこととして浮き上がっているのはどうであ

ろうか︒家庭における生活は鐙も直接的な経湾生活修練で

あり︑毎日一つとしてその智悩養成に開係しない行動はな

もしもその角度からでも箪覗されるならば︑先に道徳開

いのである︒

行くであろう︒そのような人の集りが日本の世つぎでなけ

係で述べたように極めて自然に経済力の弧い人間ができて

ればならない︒企業経管の権威者といわれるフェイオール

は企業を経管する原理を説き去り説き来って結論に日く︑

企業は維誉に賢い人を養成するのでなければ成功しない︒

のような望ましい人間というものは︑どこで養われるかと

それは所詮人間の問題である︒しかしよく考えてみればそ

少しもあやしむに足りないのである︒

家庭という生活の場を重要覗し︑大切にしたならば身に

いうにそれは賞に家庭において︑家庭教育の間につくられ

しみこみ︑手足について取り去ることのできない道徳的生
活態度が︑もっと大きくわれわれの中にも子どもたちの中
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一一三万

ろものであることに︑私は気づいたと述べている︒

波人惰性といわれる企業経誉においてさえ斯かる結論に
到達する︒ましてその他の物質的解粋のみで扱わないこと
になっている吐含の多くの要素が︑家庭で準備されるとい
う黙に盲いている人は無い筈と思う︒理詰に言う必要はな
いけれどもこれほど明らかなことであるのに紡果として今
日筒家庭に開すれば軽税して済むのは一僻どういう瀧なの
であろうか︒渡だしい場合には未だに家庭のことは女の問
題として一隅に追いやる風がある大なる時代錯誤ではある
がまだその線上に枕律している人がある︒男子である︒女

ろう︒

わざわいの素と兄られるものの一つに同椛即ち岡礎とい

う考え方があり得ろ︒

同礎同様の町においておのずから同椛であ与曾﹂とを否定

しないが︑同椛とは人間としての故にというのであって必

ずしも常に同礎である故とは限らない︒それぞれの通性を

忘却した場合峻女お互は不幸になる︒

その人Ⅲ依仙を褒姉する場として﹁家庭﹂が厳存する︒

要素を育成する所である︒

家庭は今まで述べたようにわれわれの吐禽が必要とする諾

家庭はそのための蚊迩雌良の場である︒その契機は女性

に具わる通性にある︒若干の例外を除いて育て心とその能

力は女性において男性よりも遥かにすぐれ完全に近く通雁

的であり安全である︒

している︒杜禽はこの人にこのことを託する事が鮫も効果

杜含が畢げて家庭生活に高い理想を持ち大きな期待と偏

望を寄せるならば︑ここに支務を椿鴬する婦人の地位は絶

封に低下すべきものではないと私は幾千度思いかえして問

偏念を新たにするものである︒︵日本女子大畢教授︶

（14〕

子にもある︒

男性と女性とに主題の行きがかりを生じて来たからそれ
に焦鮎を求めて一と先ず結ぶことにしよう︒或人為の言わ
れるように男女同権についての反省期に現在は立っている
のではなかろうか︒婦人がその地位の向上をはかる必要は
多一分にある︒兄方によれば叫びつづけて十年鮭︑一時より
むしろ今岡は悩み多き状態に立ち到っている感もあり︑︑決

して向上の一路を辿りつつありとすることはできない︒そ
の陳因は何庭にあるか︑何が妨寄しているのであろうかと
いえば到底催かな紙幅に識し得るものではないが︑女性自
身に原因を兄川さなければならない節が幾つもある︒
無自発があり︑はき違いがある︒はきちがいは無論男性
と剛方においての認識・理解の誤謬ということになるであ

1

机の塵
×

洲厚な者はとかく獣し勝ち︑冊した者は

蕊の高いもの！紀元の二月十一日は非科
畢的で︑また民主閏になったのに飛主剛を
意味する祁武紀元説は憲法上も疑識あり等
奄は︑数は少なくとも蕊は高い！
×

溌算を加す上から︑争いのあるものは棚
上げして御機雄をとり結ぶという政府！
その政府はまた向山繰業︑漁業問迦と平和
催約をからませられて︑ドッカの閏に悩ま

せられる！人間は人間だ！閣磯の如何

×

に開係なく︑イザというと同じような手に
出るものだ︑それはそれ︑これはこれとは
三シ兜も判ることなのに！

焚業家︑蕊能人︑群護士︑政論家︑畢者
といった批愈序列の米閣に﹁焚業家よ︑少

し小さくなれ﹂の稀起る！人口術払で先

×

て来た︑そして畢者の下位も︒ところで政
論家の優位はソ聯に似ても来た︑このあた
りなるほど中立ですな！

南極棚測は二十五年︑の祇界の行事︑私
事ではない︑されば日本が米・ソの友情を
郷た美事もあまりヒクッにならずともよい

！より心に印すは︑第一次越冬隊とカラ
フト犬との岱別だ！仙の中のことは裏に
は必ず哀話あり！これは成年だから言う
のではない！
×

東南アジア諸凹の民儒主義のｎ畳大いに
よしＩしかし一足飛びに全州民の文化の
度による効果の民主を義ではどうですかネ
！物にはすべて順序がある︑折角の潤立
×

だ︑まありゴタノ！︑しないで下さい︒

表面は一応仲面りが旧来たようなものの
卸毛Ｊ５ｌ■一

日本に封する剛民悪感傭が何かといえば飛
ひ世う！燕いキゾは蕪候の愛りⅡのよう
に英幽︑オーストラリヤ︑ヒリッピン︑イ
ンドネシヤ︑インド︑林刷等を数えきれな
×

い！全治は遥かならん！
平和々奇と告口に言わないものはない！

いとる︑一脇打︑職術︑等令．．⁝これでは

然るにそれには全く相反した焚行を伴った
言葉の何んと多いことか！日く闘争︑剛

を越されたことはよほど身にしみたか︑畢
者を今少し引上げたい腹からのこと！
敗戦図日本も︑お師匠さんにならって︑

×

焚業家蕊能人と献含序列のトップが大鍵似

平和なるものは︑悪徒の後仙を所る空念俳

×

兇器を携えた悪漢が︑首都を始め各地に

夜を日を旧没横行！これではウソにも安
眠商臥の凹とはいえまい！何の民主図ぞ

やあらんと偲募ばかり！これこそ革新派

！文化図ぞ！太古も否職幽時代もかく

×

がいうところの世相は正に逆行？ｌ

何事にも口角池を飛ばす理屈屋の先生方
にも︑理屈よりも焚行を云をする一蕊があ

る！それは迩徳教育である︒﹁遡徳は理

×

論ではなく繊行﹂だと︑ご尤屯︒ざらぱ問
う︑迩徳以外も︑的は杵焚行だと思うが︑
理好みの先生は日常皿諭のための皿諭が目
的で理をコネるのですか︒道徳もよき盃行
になる信念の基礎となるのが皿諭で釜く不
川とは思わないがネ！

花の四月となる！桃の美しさは昔から

のものだが︑諦韮反抗の今日もこの美には
何ん癖はつけないらしい︑しかしこの花を
前にして︑はた後にして︑或は一家心中︑

或は月殺！さらにはやれ争議︑弧溢︑殺

の多いことよ！そしてこれは散る花のあ

人！チンピラの桃色遊戯等々の哀しい︑
騒々しいこの世相︑何んと昔にも掴してそ

われ以上である！
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一

副島民

子どもは見ている

△△△

貰って休養したいと思っていたところ

んで︑今日明日と妻にサーヴィスして

つたらすぐ床をとって貰い卵酒でもの

﹁今度はもう喧嘩はしない屯﹂と言っ

行けるわ胆﹂と言った︒すると⑩坊は

坊に﹁今度はおばあちやまのところに

た︒そこで夫人は﹁だってあの時はパ

の楽しい夢を無残にぶちこわしたのは

ったからよ﹂と言った︒確かにあの時

が玄開をはいるなり妻と子どもが浮き

た︒夫人の方でも︑何の支障もないと

りに支度していたのにね︒パパがおこ

思い込んでいただけに︑あてが外れて

パがいけなかったのよ・折角行くばか

夫人が或る日訟﹁今日はあたしギャフ

主人だった︒子どもも主人に不満を持
ち︑向分に味方してくれるはずだっ

せよという︒無論Ｆ氏は雄い顔になっ

ンとしちゃいました﹂と言う︒それは

ムッとした︒そこで言い合いになり︑

た︒ところが囲坊は﹁どっちもいけな

浮きとして︑沼津に行くから留守番を

先週の土曜のこと︑夫人は御主人を送

になり︑そんなら止めますといって︑

双方が興篭して言わずもがなの口喧嘩

近所で親しく行き来する公務員Ｆ氏

の貸家の母を訪ねようと思いたった︒

り出したあとで︑ふと久し振りに沼津

ら︑どうして﹂と挙れた︒﹁だって︑

いや﹂と意気込んで言った︒夫人は﹁あ

た︒田坊はその間︑一言も口をきかな

いや﹂と亜坊は宣言したのである︒﹁そ

けんかするんだもの︑二人ともいけな

沼津行きはおじゃんになってしまっ

つもりだった︒一晩ぐらい留守をして

た︒

いで︑雨親の争いをじっと見詰めてい

末っ子の小皐一年の配坊をつれて行く

ゆけるはずだ︒牛どんで早く締って来

も家は主人と上の子どもで結構やって

っていたのに︒全くギャフンとしまし

わ︑誰どもはわたしの味方とばかり思

れを蝿いてわたしはギョッとしました
めて︑二人は互いに反符していた︒Ｆ

た︒そして︑もううっかりしてはいら

それから一両日︑すでに興奮から冷．

ぐでき上り︑玄開にボストンバッグを

氏は我侭を言ってだだをこれたことを

れないという気持になりました﹂と夫

た皿坊は無論大喜びだった︒支度はす
涯き︑はいて行く靴も用意した︒今は

悪かったと思い︑夫人の方でも言いす

人は笑いながらではあったが︑しみじ

主人の師りを待つだけだった︒

て沼津行きの話が出て︑今度の土曜に

ぎを自豊した︒そこで夕食の時︑改め

みとこう述懐したのだった︒

Ｉ

一方主人のＦ氏は︑今日役所で少し

は行っていいことになった︒夫人はⅡ

面白くないことがあった︒それにかぜ

１１
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雄

気味で少し気分が悪かった︒そこで蹄
ﾛ

子どもにとっては母の愛情も父の弧

いばかりか︑逆に子ども達を道徳や愛

だのと言ったところで︑何の致果もな

ない人達が一音頭をとって道徳だの愛国

題になると一層ひどい︒ソ連が人工術

うなことをしている︒殊に国際間の問

した時のソ連の威張りようといったら

れてしまったのである︒暗一嘩胴成敗の

国からひき離すことにもなりかねな

全く大人げない︒そしてアメリカのあ

情も喧嘩によって︑ともに棒引きにさ
公平の原理が無垢なたくまない子ども

い︒ひとは子どもの眼をもつと恐れな

わてようも全く滑稽である︒それが軍

星の打上げに成功し︑アメリカが失敗

の理性に内在していた︒子どもの裁き

くていいだろうか︒

にあまりに幼稚な非常識に支配されて

映するからなのだろうが芯彼等が互い

備にすぐピンと響き︑世界の人気に反

大人たちは私子どもが大人を尊敬し

いるからに外ならない︒李某氏の李ラ

△△△

はまさしく洲の群判だったのである︒
△△△

に値しないことをしていながら尊敬せ

ないといって大騒ぎをしている︒尊敬

｜しばらく前に謎子どもの意見をきく
ラジオ放送を総いたことがある︒アナ

いる︒こうして柿えた人達と︑日本内

るだのと宣言し賞際にそれを賃行して

ウンサーが子ども達に︑誰を尊敬する

ち充っている︒おかしいことといえば

地で罪を犯して捕えられた犯罪者とを

イン設定などもその同類である︒それ

例えば恩給増額や紀元節復活に反封す

相互樺放しようなどと虫のいい提言を

を犯せばすぐ誰砲するだの︑ひつ揃え

るとすぐなぐりかからんばかりになっ

よということ自鰐がおかしいのだが︑

たり︑非園民呼ばわりをしたり︑また

に勝手に領海を擬げたり︑火事場泥棒

するなどもおかしなものだ︒このよう

世の中にはおかしいことがあまりに充

して子ども達は多く理工皐方面に興味

南極から犬が蹄れないとなると開係者

一か大きくなったらどんな人になりたい

を示していた︒アナウンサーが猫政治

の家に脅迫状が舞いこんだりすること

一かということをきいていた︒それに封

一家になりたい人はいないか︑政治家を
｜どう思うかと尋湛たのに封し︑子ども
一達は政治家は汚職をして不潔だからい

である︒これなど全く大人げないこと

のようにしてひとの領土をかすめとっ

やだと答えていた︒この答はあまりに

もつともこのようなことは日本だけ

を勝手にきめて寓人が迷惑する原水爆

もつとひどいのは公海に立入禁止随域

たり謎公海を操業禁止匠域にしたり芯

のことではなく世界中の人間が同じよ

だ︒

大まかではあるが︑如何にも子どもら
しい卒直さを持っている︒この聾に政
治家も含めて大人たちは耳を傾けねば
なるまい︒子ども達に何の尊敬も受け

〔17）

の賞騒をしたりする︒それに抗議を申
△△△

に︑その馬に弱さに＃んじているよう

良心によって正義に止まっているよう

私は日本がせめて世界の中で︑その

それはとんでもない誤算である︒

である︒私はそれを良心の故の弱さ︑

それにつけても思うのは日本の弱さ
正義の故の弱さであると思う︒それは

に斬って止まない︒物並と力の臓術に

込むと︑賞験は園家の義務だなどとう
のように振舞う有様は全く秀若無人で

そぶいている︒地球をまるでわがもの

争をしたが故の︑そして裁かれたが故

ってうごめくたあいなさを獄過するわ

戦争に負けたが故の弱さではなく︑戦
の弱さであると思う︒だから戦力を放

けにはゆかないが蕊まずその雌にかか

ほど無茶ではない︒子ども達の遊びに

棄した︑正義によって座心的に立直ら

らないことが肝要である︒しかしⅡ本

ある︒子ども達の戦争ごつこでもこれ
もちゃんとルールがあって︑それを犯

んとした︒この故の弱さなのだ︑だか

かかったものが幼ゞ稚な争いに夢中にな

は一切のルールが無力である︒無理が

す者は排斥される︒ところが園隙間で

とではない︒支配するのは良心でも正

との雌術にかかるならば︑ただではす

良心をかなぐり棄てて︑再び物量と力

か︑そこに量と力の競争の場に乗り出

一逢倒の有様がその一つではあるまい

の一つ︑さきにあげた子ども達の科皐

府が科畢振興の国策を立てたことがそ

るのではないかと私には思われる︒政

義でもなく物並と力︑いたむしろ無理

と力と量の潜勢力がある︒今の川本は

まないのだ︒Ⅲ木にはそれだけの智慧

そう︑バスに乗りおくれまいとの志向

人はすでにこの臓術にかかりかけてい

と暴力とである︒これはただ食慾なる

が兄られろ耐施術はすでに働きかけて

え違いをしてはならない︒もし日本が

野望でしかない︒そしてそれが勝てば

いるのだ︒剛内におけるいろいろの抗

奥心の力でその可能性を必死に抑えて

らアメリカもソ連も李某氏も決して考

それが正義である︒勝てば官軍︑貧く

いるではないか︒

通れば道理が引込むのである︒これら

れば賊である︒しかしこのようなこと

らない︒もし日本人がその気になるな

争も分裂も賛はこの鰯のもがきに外な

凡ては全く理性を持った大人のするこ

が人類の牌来を如何に危険にするか︑

等救いの希望はありえないということ

人類の未来はただ暗贈たるのみで︑何

もしⅡ本の無力の故だと思っていろと

は決して難事ではない︒日本の弱さを

らば自ら水爆や核兵器を作り出すこと

治の面目を取戻せ︒だから道徳教育を

韮を道徳を職想起せよ・正義によって政

眼を兄よ︒称の裁きをきけ︒良心と正

そこで私は言いたい︒幼き子どもの

もしこの状態が綾けられて行くならば

を︑ひとぴとは考えないのだろうか︒
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かし そ れ は 本 末 を 顛 倒 し て 荘 い け な

いるではないかと言うかもしれぬ︒し

始めたではないか︑愛画心を鼓吹して

手になってゐる︒王鐸は︑字を斑斯と

で︑↓全部で十巻︑その書は王鐸一人の

三百年ほど前に支那で刻せられたもの

との依頼をうけた︒この法帖ば今から

なかった︒それらがまた輩共川に勝る

超子昂など︑元人の害は一筆をもとら

書風を加味し︑極力鍵化を求めたが︑

造詣がふかく︑中年以後は宋の米帝の

で一日向分流の書をかいては︑一Ⅱま

い︒道徳を政治や政策に利川しようと

た淳化閣帖を脈するといふように経生

ゐたことは想像以上で︑晩年に至るま

り浦朝でもまた確部尚書に宮し︑卒し

皐士となったが︑順治年間に清朝に降

所以でもあったが︑淳化閣帖に力を川

であることを認識して︑ただその正し

これに刻意した︒

いひ︑明の天啓の進士で︑宙︑鵬部筒

さの故にその賃現を期するのでなけれ

て文安と諭せられた︒仲皐で︑詩や文

王錐の書幅はわが閏にも多く伽戦し

害に至り︑明末耐王のときには東開大

ばならぬ︒まず義しさを求めるところ

堆に長じ︑蓋をよくし稲山水試耐竹︑

てゐるが︑その書の雄大であり︑川筆

い︒道徳そのものが貝の力であり権威

に凡てのものはそれに従い来る︒その

椛石などを工にしたが︑書名︑特に商

いう気持が︑些かもあってはならな

絶封性が認識される時に大人は大人ら

の奔放である鮎は︑人の迩表に川で︑

槻者の魂を恋ふものがあり︑ことに行

く輩共胤とその名を海しくし︑筆力の

雄他さは︑輩共川よりははるかにすぐ

しく︑人川は人間らしくなり︑人瀬の
将来も明るくなるだろうし︑子どもの

め︑恐痕淋鴻として飛舞狂廻し︑巾に

下四盃する溌布の如く認姿態縦横を極

にも近いものがあり︑拾も巌頭より遜

草書の長峰幅などとなると︑長さ二丈

於ては好んで穂尖のきれた禿筆を川ゐ

店人の祁髄を得たといはれた︒行書に

は往毒班む能はざるものすら少︽く港
って翠ぴ︑中でも二王の書風に精熟し

閣帖中の二王その他の尺謄を臨書した

集刻せしもので︑その内雰には︑淳化

擬山園帖は︑主としてその行草書を

い・

その書一層雄雌さを加へた︒草書は淳

王鐸の書では小措が尤もすぐれ︑晋

れてゐた︒

ろう︒︵熊本大畢教技・特別称員︶

眼も刺の眼も︑はじめて和むことであ

名下虚士なし

藤原楚水

の害蹟から集字して碑に刻したものに

た︒行書は集王書聖教序唐代に王義之

化閣帖︵末の時代に刻した法帖︶によ
の手本を川版する店︶から擬山悶帖に

先日私はある法帖出版の害難︵習字
繰文︵よみ方︶をつけてくれるように
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などが書いてある︒二王の尺謄の臨書あれば乾隆版もあるらしいが︑我園へ
や︑杜詩であれば斌いかにあばれた書の体来の少ないのは何故であらうか︒
でも︑そのなかの数字がわかりさへす明清と二つの朝廷に仕へたといふ︑支
れぱ︑あとは原帖によってこれが所在那人の所謂﹁載臣体﹂中の人であるか

ものもあれぱ︑杜甫の詩や︑自作の詩詩もなかノ︑うまく︑詩集には明版も

かりではなく慾同じく該みにくい張瑞

である︒尤もこれはびとり王鐸の害ば

至って大流行を来してゐるのはまた妙

り︑その篇め王鐸の書の演みがたいの

ないものであることだけは︑事賃であ

るが︑王鐸自らの詩となると︑さうしの書幅が徳川時代から相岱多く渡来保

偉統破りの︑何かしらちがったところ

岡の書にしても︑また今の流行となり

の難読の王鐸の書風なるものが近来に

はいかんともしがたいのであるが︑ど

などに照らしてこれを読むこともできらたようであるから︒それにしてはそ

をもとめて封讃し︑または杜甫の詩集ら︑潔癖な日本人にその人柄が捜斥さ

た便宜がない︒勿論︑王鐸の自作の詩存せられてゐるのが解しがたい︒また

の傾向で︑雀だしいのになると︑一全く

がよろこばれるといふのが︑書鱒一近来

これが刺戟となって比較的稚健な書を

文字性を無脱した躍象とか︑前術派な

のある︑よく字鰐のわからぬ如きもの

とその詩集が見られない︒東洋文庫に元の朝廷に仕へて大官に至った人であ

にしても︑王鐸その人の詩集さへあれ武臣偉中の人といへぱ元の超子昂など
ば︑これも誼み得る鐸であるが︑生憎も︑末の宗室︵皇族︶でありながら︑

擬山園初集︵十七冊︶が減せられてゐるが︑この人の詩集は夙に我図へも陣
るが︑初集は崇祇十年丁丑︵岳当︶の来し︑今でもいくらでも見られる︒藤

かいてゐた人為までが︑何か形のちが

どといったものさへ現はれてゐる︒又

られてゐない︒この外では内閣文庫に上にのせずに下に低いて見たとか︒さ

刻で︑王鐸四十六歳までの詩しか牧め田東湖は趨子昂の書を習うには︑机の
零本が一冊︵三巻︶体ってゐるが︑こすればこれは載臣陣がたＡつたものか
の本には七言律詩の一部及び覗銘があと恩はれるが︑しかし蒲主の水戸家に

ようになった︒それには何かしらまた

を破って新らしいものを書かうとする

ないところから︑何とかして仰統の殻

ったものを書かねば一般のうけがよく

るのみで︑擬山園帖のものは五律であは趨子昂の大畢の直蹟が愛職せられて

その方の手本になるようなものがない

るから︑参考にならない︒その外︑東ゐたといふ事賢はどう解樺してよいも

１１︲Ｉ

と︑自分に新生面を附くことがむつか

Ｉ

京では公私同書館ともこれを兄がたくのか︒兎も角もその理由はよくわから

１１﹄Ⅱ

京大の固書館にもないらしい︒王鐸はないが︑王鐸の詩集が仰本の極めて少
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いふまでもなく文字は言語の符牒で

あたりを収入れようといふ如き要求が

しいといふところから︑王鐸や張瑞剛

草書について兄ても︑一手の形態が多

書の十七帖や︑津化開帖に牧めてある

を極め︑古来書聖といはれる王義之の

そのくづし方や︑形態に於て頗る複雑

のではなかった︒即ち革書の如きは︑

といっても︑今日の如く無軌道的なも

ものがあつて芯いくら鮎書を符略する

営時既に萌しかけてゐた狂草風の弊を

文を草書でかいてゐるが︑これなども

しく纏った書期的書諭を著はし︑その

書の大家が現はれて︑書譜といふ珍ら

たものであり融雫初店に孫過庭といふ草

統一し︑賞川に便せんとの目的に出で

書形の定立を兄なかった草書の形態を

１１１

あり︑書はまた文字そのものを美しく

引もどさんとせしものであり︑その意

ためて︑これを正しい草書への本道に

１１

書くのが本来の使命である︒即ち書の

の多いことは王義之その人がいかに創

きは数十式にも至ってゐる︒かく愛化

であるが︑しかしその打略慨の書と雌

造的才能に常んでゐたかを物語るもの

岡するところは王義之を中心とした草

一一

起ったものと忠はれる︒

まるべきものでなくてはならないこと

第一義は︑文字性を保持すること融涜

ことのできない書がありとすれば︑そ

である︒かりに文字性をなくした読む

しかしかうした希望や努力は︑張旭

法の復古にあったものと忠はれる︒

も尚ほその害は誠み得べきものであり

去られた︒張旭は世に脹顛といばれも

や懐素の川づるに及んで︑全く破壊し

れはもはや総か︑何か他のもので︑書

涜川を主とし︑これをいかに美しく書

の二人は書風こそちがへ︑全くそれま

懐素また狂をもって呼ばれた如く︑こ

戒ませるのが目的でもあって︑いば営
きあらばすかにその努力が排はれてゐ

とはいへないのであるが︑近来は小中

たものである︑いひ換ふれば︑そのね

単の児童にまでもかうした書を肇ぱせ
とに心外千蔦といはねばならぬ︒

その後︑陳陪の際に至って僻の将永

草書は狂草に至って妓早文字性を主と

の席捲にまかせるの外なかった︒即ち

どが川づるに至って︑草書界は全くそ

での草書とちがった狂草風のものを書

が出で︑員草千字文八百本を書いて江

き︑張旭の千字文や︑懐素の自救帖な

く︑兄た目に美しいように書くといふ

東の諸寺に布施したが︑これは功徳の

らひは貸川を主とした塞術害といった

ことが昔から行はれそれには筆誉の竹

した賞用書から離れて談むよりは寧ろ

鮎に世かれてあったのである︒

てゐる望校すらあるといふことはまこ
恩ふに各書僻のうちでも︑行書や草

略なども和常に行はれてゐるが︑それ

意味ではなく︑王義之時代に尚ほその

書となると︑必ずしも譜むばかりでな

にしてもそれにも仲統的な形僻といふ
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その上ひどい行華があるから︑その緋

の千文や脚紘帖などを塁んだもので通

たであらう︒良寛の草書なども︑懐素

併金の目的を達する鐸には行かなかっ

いくら窮状を訴へても先方には通ぜず

の大家でも︑草書でかいた手紙では芯

韮くその通りで︑躯田鵬驚ほどの草書

状は槽でかきとやらいふのがあるが︑

なったのである︒川柳に︑鵬粛も借金

潅賞を主とした套術書としての存在と

る︒又殿版の方はどうかといふと︑手

ゐる如き人には兄られないことであ

活川した護擦で︑唯だ書物を死職して

書きこんであるのは︑翁がこの字典を

なく漢字の索引で︑これをこくめいに

ってゐる︒部首といふのはいふまでも

口に一為部首を翁自らの手で記入にな

価あって︑それにはその書の毎冊の小

外に︑日常使川に供したものが別に一

とへぱ康牒字典にしても殿版の善本の

研究にも頗る努力せしものＬ如く︑た

れたのでなく︑その根抵をなす文字の

網羅し︑殆んど専門家でなくては蕪が

践など︑堆近の清人のものまでも之を

のより蘇粥題賊︑退唯題峨誠清俵開題

魂公︑晦庵通西山謡慨山等宋元人のも

元答の三題賊以下︑姑漢題跳︑止請寵

も及び︑書の題峨開係では宛丘穆沸海︑

から︑銭泳の履閣叢話の如きものまで

尼を始めてとして︑歴代の金石の著鋒

帖研究についても︑肱陽修の集古錐餓

通槍といった如きものまでもある︑碑

の蒙文論語であるとか︑ことには説文

るものが多く︑隷篇であるとか︑異大徴

い翁の牧蔵書としては珍らしく恩はる

１１

文雄にでもたよらないと淡解に苫むこ

垢ひとつつかす︑まあたらしい本の如

さきごろ犬養木堂翁の職書の一部の

本の方は︑平素これを見て染み抵愛玩

く︑きれいになってゐる︒これはこの

の外芯書蓋に開するものも頗る多く︑

でをも︑責によく集められてゐた︒こ

つかずまた讃みもしないようなものま

一一一Ｆ

とがある︒

寅立があったとのことで︑近ごろの古

これまた専門家ばだしといったところ
漢製叢書も九十六種本が二麺あって

木鍛翁の書は︑近くは清朝の張廉卿

が鄭重に取扱れてゐるのである︒

兄たものだけでもなかノＩの数で︑一

一つは貸川に仏し︑一は愛玩本となっ

を肇ぴ︑測っては北銚の張猛龍碑に及

せることを示すもので︑それだけ書物

さ﹂れを蕊げがたいが︑それらの蔵書

てゐたらしく恩はれた︒私の店頭で見

んでゐることば︑その書を一兄すれば

のが多↓く現はれてゐる︒その巾で私の

を通じても︑翁の書道への造詣のほど

たものには︑この外︑詳氏錬鼎款識︑

誰にもわかることであるが︑翁は史に

本屋店頭には︑木堂蓄蔵の印記あるも

が窺はれる︒翁はあの忙しい政治生活

彼古粥錬鼎葬器款識など謡専門家でな

までに及んでゐるらしく忠はれた︒

の冊にあって︑班に法帖の勉弧をやら
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しては︑昭和七年ごろ﹁木搬誹鵬﹂︵三

翁の作冊を纏めて兇ろ価批なものと

すら少なくない︒

と︑榊品︑逸品をもって稲すべきもの

きるが︑その中のできのよいのになる

頗る多く︑到唯にこれを兄ることがで

害きあらはしてゐる︒その遺墨がまた

一層それを弧い筆力と荊蝿とをもって

う︒唯だ私どもの憂ふるところは︑何

的な動きにも何かの意味があるであら

れた如く︑戦後わが閏におこった前術

通じて︑いろいろと面向い作品が兄ら

界に新らしい機迩が動き︑宋元明清を

その後これが一つの稗機となって書道

代にあらはれたことが無意味でなく︑

定するものではない︒前に狂草鶴が府

しかし私は前術的なものを頭から否

兄て狂である噸であるとのみいふのは

て来源のないものはない︑単にこれを

帖の二王の害が土豪であり︑一筆とし

鐸の唯書にして恥また川じく︑淳化開

たらざるはないといふことである︒王

その牒雨旋風の勢もまた字交川意の作

草と雌も筆に規矩に入らざるはなく︑

くにも兄ゆろが︑詮じつむればその狂

したところでは甚だしく顛快なるが如

ならぬのは彼らの狂草なるものも一兇

は二王の草書があり︑懐素の千文︑自

冊︶ と 題 し て 出 版 せ ら れ た も の が あ

救帖等の題の存することを忘れてはな

らの研究も︑根祇もなしに︑いきなり

郎宙打柱記をかくには榊書をもってし

らない︒即ち古来の病家はみな二王に

る︒内奔は韻文井小品︑遮嬰雑稲︑木

於て努力になり︑且つすぐれてゐたか

たが︑その榊諜がまた庶代第一といば

熟し︑孫過庭に熟し︑旭素に糖詣し︑

が良寛にしてもまた︑その書の根抵に

を窺ふことができろ︒古語にも橘下に

れた如く︑それほど彼の書逝への習練

面に書を解するものの言ではない︒わ

虎士なしとある如く翁の名詫にしても

は深かったのである︒即ちその狂草に

の根抵の上にたって自らの佃性を褒揮

さうした蕪本的な習練を経たる後︑そ

新らしい傾向に投するの無謀と鞭まと

唯だ無篤放言の結果得られたものでは

も︑この深い根抵があったれぱこそ一

せるものに外ならないのである︒それ

唯誹稲の三部となってゐるが︑これ

なく︑それには右の如き深い研究と努

仙を風動するほどのことができたので

である︒張旭の如き狂草の大家でも︑

力とが排はれてゐるのであって︑この

あり︑懐素にしてもまた同じく︑庭に

にへ墨戯風のもので名を成さうとする

だけの基礎的習練もなく︑根抵もなし

などを兄ても︑翁がいかにこの方面に

鮎︑今日流行の前衛的の人糞の大に反

芭蕉寓株をうえてこれに害して翠んだ

などといふことは無謀も篭だしいとい

椅すべきものがあらうと恩ふのであ

果に外ならない︒特にまた注意せねば

といはれる如く︑久しい側の習練の紡

る︒

四
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はねばならぬ︒況やこれをもって小中
沙汰と申すの外はない︒聞くところに

畢生に試むるなどといふことは論外の
よれば︑明治時代の書の大家であった
日下部鴫鶴なども︑晩年しばらくの間

ものである︒︵特別菅員︶

ミサイル︵飛行兵器︶

時代のわが国防

が現われ︑これこそ最維兵器と思いの

外︑今度またＩＣＢＭなどという︑途

には際限はないのだろうか︑戦争は絶

方もないものが出来て来た︒一僻兵器

滅し得ないものだろうか︒

篇めに盛に渇筆を川ゐて怪奇なる文字

書家の多くが︑その害に雅致を添える

は何故であったかといふと︑常時既に

が︑暫らくにしてそれをやめた︒それ

川していかにも痩健らしい書をかいた

は縁切りだといって︑新聞雑誌に長論

ど︑もう無意味だ︑もうこれで戦争と

してわが園では早くも︑日本の軍備な

を餐動せしめるのに充分であった︒そ

とは︑貝に晴天の露震で︑世界の耳目

兵器︵ＩＣＢ班︶の成功を盃表したこ

ソ連が人工術星を飛ばし︑大陸弾道

の上にも︑その他にも戦う道を求める︒

く上なるかも知れないが︑人はなおそ

い︒兵器が猛烈になれば︑戦争はしに

れが人の道徳心に影響するとは限らな

革を来すのは鴬然であるが︑しかしそ

猛烈になれば︑戦略や戦術に︑一大愛

して︑人の心にあるからである︒兵器が

ば戦争の原因が︑兵器にあるにあらず

然り戦争は絶滅し得ない詞何となれ

をかいて得意とする傾向があったので

文を掲げて居る人さえあると聞くが︑

高橋節雄

若しも翁の如き大家がさうした愛態的

果してその通りに考えてよいのであろ

吹東兼を川ゐ︑わざと文字にかすれを

って︑正しい書道は地を桃ふに至るで．

な害をかくとなると︑これが流行とな

心した鴬であったといはれる︒今日︑

る殺傷力を溌揚するようになった時に

昔火薬が護明され︑弓箭に数千傭す

し︑電波によって︑時奏刻糞に怖報を

工衛星で成層圏外から︑地球面を査察

考える︒これが今日の現状である︒人

したり︑甘言を以てする宣偉方法さえ

日下部翁のとられた如き態度は一般に

った人も多かったかも知れない︒然る

もうこれで戦争はおしまいになると思

し得ないなどと室想し︑またＩＣＢ皿

仲えしめれば︑どこにも一物をも隠蔽

うか︒

身命を賭して求める︒金銭を播き散ら

あらうと菜づき︑自分としては飽まで

望み得ないとしても︑せめては畢校に

に戦争は融責際その後却って益女職烈

も員面目なものを害かいばならぬと決

於て書遁の教育にたすさはってゐる人

になって来た︒今や原爆に綾いて水爆

こそは︑完全に敵を一方的に︑致命的

糞だけにでもかうした配慮が望ましい
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に奇襲し得る︑蛾粘鋭の兵器なりとさ

人工衛星や︑ＩＣＢ皿の土豪を造らせ

佃連行され︑ソ連は彼等を鞭雛して︑

Ｂ皿である︒

るにそこへ突然顔を出したのが︑ＩＣ

に幡って居る闘争本能を絶滅せしめる

なかったのは勿論で︑目下米ソ雨固の

水素爆弾を刺めた︒米がこれを見逃さ

造を急ぎ︑次でまだ米の持って居ない

大戦後ソは︑米にならって脈爆の製

ろ︒ＩＣＢＭを以てすれば︑ソ連領か

ロで︑米では己に完成したといわれ

なお賞験中である︒後者は射程三千キ

は巳に成功したと誰表し︑米では目下

のもある︒前者は射程八千キロで︑ソ

中距離弾道兵器︵ＩＥＢ皿︶というも

大陸弾道兵器︵ＩＣＢＭ︶と共に︑

え考えて居る人もあるかも知れないが

ことＬは別であって︑歴史が最もよく

持つ原水爆は︑共に相営な数に上って

それはまだ早呑込みである︒科皐の進

これを誇明して居る︒人工術星や︑Ｉ

居るに相違ない︒そして敵に先んじて

た︒

ＣＢＭは︑恐ろしい兵器ではあるが︑

るが︑米はまだその兵器が出来上らな￥

ら米本土を直接に爆蕊することが出来

わずして敗けたのだ︒日米安保惟約な
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歩ほ人を驚かすけれども︑人心の奥底

それが現われたからといって︑戦争絶

ることが妓も望ましいけれども︑敵弾

奇襲的に投込んで︑一方的に勝利を得

第二次大戦中︑猫逸はロケットの研

縁になるという課には行かない︒

今日︑それは殆ど絶望であって︑戦争

が図での騒ぎである︒ＩＣＢ皿の射程

ど打やってしまえというのが︑最近わ

いらしい︒こ上に於てか︑〃米は早や戦

は原水爆を繭急速に大量に敵地に投込

を阻止する兵器が︑まだ溌明されない

砲を工夫して︑ロンドンを爆撃した︒

む戦争となり︑敵味方は勿諭︑巾立無

が︑八千キロに達したのは︑事賢であ

究に先鞭をつけ︑Ｖ１︑Ｖ２の長距離
これを見た米のルーズ琴へルトは︑これ

闇係の第三閏をも加えて︑枇界の人類

する兵器は︑一鮎或はそれに近いとこ

は大鍵だ︑ぼんやりして居ると︑辿合

ろに秘射弾を集中させることは︑理論

剛はヒットラーにやられてしまうと︑

この故に原水爆は︑持って届なけれ

上不可能であって︑今日妓商の技術を

ろう︑しかしこういう長大な射程を有

ばならないけれども︑使うことの出来

以てしても︑その散布界即ち命中公算

を一全滅せしめる紬果になってしまう︒

た時には︑ヒットラー巳に世に亡く︑

はた営脱合いの︑恐怖均衡時代を現出

ないという︑厄介な兵器になり︑世界

かの腺子爆弾を造らせたが︑川来上っ
固らずもそれがわが日本画民の頭上に

誤差半径を︑射程の○・五％以下に詰

群議を排し︑七千億回の宜斐を投じて

投じられた︒猫迎のＶ２群の技師達は

して︑辛くも平和を糊塗して居る︒黙

︑ヒットラー亡ぶと共に︑ソ連に弧

I

ると︑半裡二百米︑深さ五十米の地が

一州を︑砂↑中十五米の深さで爆溌させ

また米の貸験によれば龍メガトン水爆

地に命巾させることは先ず兇来たい︒

けても︑これを正確に敵のミサイル唯

になる︒故にメガトン水爆を弾頭に着

て四十キロの公算誤差は免れないこと

八千キロの射程ならば︑先方に着弾し

めろことば︑川来ないのであるから︑

カ所︑一所毎に十五護射装世を設ける

けんとして居る︒英には己に東岸に四

ル︑ＩＲＢ班の基地を︑阿肱各地に設

弾頭を布する︑生旋速度の早いミサイ

小さい︑ＩＣＢ皿に優るとも劣らない

に封し︑この精度の高い︑飛行秒時の

ロとされて居る︒米は今ソのＩＣＢ皿

命中公算誤差半径も小さく︑約十五キ

三千キロである秘射程が小さいため︑

よい︑スイスは川兵上侵略の償値の少

りないのである︒スイスの例を兄るが

力は︑今川の自術隊程度のものでは足

して解なければならないので︑その兵

佼略に堆えるに充分な︑資兵力を保有

く稲中立を維持するためには︑弧剛の

居るわが園には︑世界の風常が仲為理

えで耐太平洋北部の枢要地軸に立って

けれども︑それは飛んでもない考へ違

平和な裁梁そうなことのように聞える

こ上に於てソは︑欧洲の中央に核兵

ことに決まった︒長鞭馬腹に及ばす︑

器を持込まない地帯を造るとか︑その

掘れるというが︑この位の穴を幾つも

に堅固に出来て居るからである︒即ち

れば誰射装世は︑極めて小さく凡非術

他色為な巧僻を用いて︑自由陣管伸展

争は先ずないのだから︑原水爆以外の

ない錨綜した山固であるけれども︑仙

如何に巧な奇襲に州ても︑敵に基地を

の妨害をしようとたくらんで居るが︑

兵器しか持たない小固の恥術は︑もは

地上に附けたところで︑敵のＩＣＢ皿

残す以上︑敵は必ず反華に川て来るの

わが図に封しては︑それが所謂平和派

や無川ではないかと︑よくいう人があ

土保全のため︑閏民併が兵となり︑青

である︒しかしソのＩＣＢ皿は随一分う

る︒しかし現資は決してそうではな

ソはたじたじである︑呪んや米の長射

るさいから︑米はこれに封し︑必勝の

には﹁ミサイル装世など服にも設ける

を通じての中立の呼掛けとなり︑露汁

い︒先年米軍が韓国から撤兵し︑韓国

程兵器も︑完成早や近きに於ておや︒

策に川でて︑向由陣管を安心させなけ

と︑どんなひどい目に合わされるかわ

にはもう米兵を世かないことを宣言す

陣地を壊すことにはならない︑何とな

ればならない︑それが西欧に於ける︑

からないぞ﹂というような︑凄んだ宣

るや否や︑あの朝鮮動乱が起り︑双方

大国が恐怖の封時をして居れば︑戦

場に通って居る︒

年はⅢ登銃を府にして︑向宅から練兵

ＩＲＢ皿の基地配備である︒

偉になって居る︒中立というと︑誠に

ＩＲＢ皿の射程は稲前に述べた如く
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とも︑あらゆる通常兵器を用いて五年

ソは妓近頓に︑太平洋方面に於ける

来訪したのは︑この誹議の研究のため

戦部握令ハーク氏が︑わざわざわが閲に

圃防計壷であると思う︒昨年米海軍作

閏称に要求されて届る︒

化と埜旋のための瓦額の批川が︑目下

潜水艦兵力を輔強し︑ウラジオストッ

わが剛は鰭二次大戦に謡百隻の米淋艦

剛防といえば︑陸上軍と早介鮎する

も戦った︒悪雌は使川し得る限りの兵

に取巻かれて︑途に降服した．川本は

であったらしく︑このＰ２Ｖ機の国産

恢して居る．歯難色丹を便して︑なお

今この淋艦に封して︑寓一全の策を立て

のが日本人の通弊である︒現代日本の

にピーター大帝鱈の閉鎖をも行った︒

Ⅱ夜爪を勝いて居る猛薙がある︒米の

剛防は︑航察兵力がその中核であるこ

クにその中心を世いて勝る︑そのため

戦略海案軍が来援するまで︑自力を以

なければならない︒米は誘導弾で︑そ

る︒不信因の兵隊が︑無断で竹島を占

て剛土を維持するだけの川意を持って

の西岸を脅やかすソ満僻が雀だこわ

とを忘れてはならない︒

器を 以 て ︑ 敵 の 虚 に 乗 ぜ ん と し て 居

鵬なければ︑ｎ本は世ぐにも没されて

い︒この時に徴ってわが図で探川せん

一居るような気がしてならないというの
一が日本剛民誰もの持つ感怖である︒し

活を危殆に陥れんとする︑無道の敵を

に燃蝦し︑わが海を荒らして︑剛氏生

味である︒この機を以て敵潜を徹底的

Ｑ一月一日猫︶︵特別命員︶

剛進るものただミサイル兵器

敵来る裳より来る海ゆ来る

しまうのである︒

かるところこのミサイル時代に入って

とするのが︑封潜ミサイルの芯ジェッ

から︑これこそⅡ本の自術に縦くこと

戯減し湿吋時に米の西海岸に接近せん

それはその通りであるが︑しかし何

の川来ない兵器であって︑しかも米剛

とするこの敵を︑わが哨戒水城に肌止

ト爆梁機Ｐ２Ｖである︒Ｐはパトロー

一つも︑このⅡ本の持つ兵器の御蔭を家ら

せんとするものであって︑これによっ

んだかまだ︑米剛の御川係をつとめて

一なければならないような大切↓なものが

てⅡ米安保峰約に於ける︑わが地位を
イル時代に於ける︑日本を主鵠とする

正からしめるのは勿論猫これこそミサ

ル︑Ｖは製造命吐名︑２は第二批の意

一設定されることになった︒それは他で
一率嘩諦野維稲韮捕嘩翻坪畔酬塞郡延し
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古言を探る

欲には日見えずとか︑また盗人錦あるこ
とを見て︑人あることを見ずとか︒今日の

いも出来るであろう︒．

る場合に即雁できることが望ましく︑また

人間の智恵は物事に岡輔滑脱で︑あらゆ

とを欲す

○智は回ならんことを欲し行は方ならんこ

なる欲に捕えられて︑人を見ず︑肺命を見

行いは︑方正で漉議にかなっていることが

種奄の犯罪などを見ても︑た堂自分の一途

△無き名ぞと人には言ひてありぬくし心

である︒我あって人あるを知らぬ考えが身

ず︑まして天知る︑地知るなどは夢思わず

○﹁心の問わぱ如何に答えん﹂

の間は蛍如何に特へん・⁝：という歌が後避

を誤らすのである︒昔寮の図の某が︑衣冠

ではなく︑時と場合によっては︑それに合せ

する時︑﹁人が大勢居たのに︑何んで金を

をつかんで持ち蹄つた︑役人が捕えて尋問

をつけて市に行き︑金を頁る者の店から金

きかないとか︑悪智は符悪の本質ではない︑

っては必ずしも良心に訴えての答えばかり

集にあるが︑人間誰しも普通祇命生活にあ

望ましい︑⁝⁝ということである︒融通の

た答えもすることがある︒しかし我が良心

白楽天が八月十五日の夜︑長安の都で︑

○二千里の外故人の心

︾ＣＯ

行いというものは︑方正が本来のものであ

こともなるまい：︒⁝との意で︑ここに迩徳

に反問されたなら︑まさか低り言ですます

つかんだのか﹂と言うと︑その男は﹁金を

禁中に宿直し︑江陵の友を偲んだという詩

の根元である良心の尊いことを言ったもの

だけだった﹂と答えたという話がある︒

句より出たもので︑我が図でも源氏物語を

取る時は人が見えなかった︑見えたのは金

である︒

○﹁書は言を識さず︑言は意を識さず﹂

竪無うして人を呼びよせ︑居ながら渡世

い所にいる友人は今どうしているだろうと

初め︑稚令のものに使用されているが︑﹁逢

○﹁崖なくして人を呼ぶ﹂

丈に書いたのでは︑口で言うほどに詳し

その人のうえを偲ぶ意である︒

その言葉も思っていることを言い霊すこと

く述べることは出来ないもの！といって
は出来ないものというのである︒今日は言

の種とぞなりにける⁝⁝とある︒徳ある人
ので︑敢て霊を出して︑宜惇︑庇告して︑

の周園には︑自然に人が慕い寄って来るも

難めるに及ばないということで︑人間の徳

って智識を得ているのであるが︑その何れ

も意を霊し得ないことを知り︑表面的に読

論が盛んであって︑多くの人令はそれによ

の逆で︑徳を身につけるより︑宜仰で人を

を稲えたことである︒然るに今日は殊にそ
寄せることが何と流行して居ることである

考え自ら畳ることを怠っては︑とんだ間述

す寺へきではない︒それらを離れて向らよく

み流し︑聞きながして︑事を知ったなどと

︾︵／○

きんつか

○﹁金を鶴む者は人を見ず﹂
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｜源氏物語の家庭葛藤︵四︶

大杉謹一
平安時代の婚姻

一源氏一睡樫塾鮭延麺吋酬挑ハ鋤
の時で︑妻が四つ年上であります︒後

このことは︑やがて夫が自分よりは
年下の妻を得たいという欲求となり︑

制度をつくりあげることとなる︒

ことである︒ただし後の時代になると

一美僅応蝿騨睡

い︑七つ下の明石の姫君をしたうこと

源氏は八つ年下の紫の上を可愛くおも
となる︒これは︑とかく年上の妻は姉

しばられて︑大きな拘束を受ける︒そ

妻はいちじるしく︑家したがって夫に

親たちと前通り住まっており醒夫はそ

間忠溌灘蓬溌

って妻も自由である︒

れにくらべると︑王朝時代は女したが

様型の妻であって︑貞淑な良妻ではあ
っても︑夫から見れば何んとなく物足
りないので︑別に人形型︵弱者型︶の
自分で自由になる妻を持ちたくなる心
理からでしょう︒

いつきのみや

好中宮︶が二十二歳で女御として入内

一王藤欣励訓緋織澱

にして藤壷中宮︵義理の母︶との間に

〔29）

の冷泉院も十三歳の時︑索宮︵後の秋
します︒その時すでに第一夫人︵弘徽

度︒そのため源氏は十七の頃︑空蝉︵人

こへ通う︒源氏の場合は︑御所の宿直
が多くて︑妻のもとへは時麦蹄る程

殿の女御︑頭中胸の娘︶は十四歳で︑

女の家に楼むか︑または通ってゆく︒

家で堵取りの式を翠げ︑その後は男は

九歳の女のもとへ通い︑二十四歳の未

妻︶夕顔︵他に男がある︶いづれも十

いれも年上であり︑源氏の子夕霧は十

男が家を新しく造って︑それから妻を

女は生家を離れないで︑相儲期冊の後

二戯で頭中将の娘雲井の雁十四歳と錘
愛開係にはいっている︒

亡人六峰の御息所と情を通じ︑十九歳

御子︵冷泉︶を生む始末となり︑二十

と通じて罪を負い︑須磨に移されるこ

歳で異母兄朱雀の后臓月夜︵六の君︶

そこに移す︒

｜謝恥羅蕊講

三間一頚瞬織篤
ろしているが︑正倉院につたわる奈良

心として行われ︑夫婦は同棲する︒前

ととなる︒

者は古い頃からの母系制の名残りとも

見られ︑後者は父権的家父長制の家族

ったものもあれば︑十三歳で母となっ

時代の戸籍には︑十二歳で人の妾とな

I
たものもあり︑平安時代にかけ細じて
一夫よりは年上の妻が多い︒

I

との間に御子夕霧をも
次第であります︒

二十六の時で︑葵の上は

の大きくなったものであるとかいわれる

三つ見の魂百までとか︑或は人間は子供

○

出産の時死去される︒六催の御息所の

が︑その一つに人より勝ちたいとか︑催れた

うけたのは︑源氏二十

生霊の故の物の怪といっているが︑つ

いとか︑名器心とかいったものは︑人間す
べてに共通していて︑然も死ぬまで失われ

まりは夫が本妻がありながら︑多くの
女性を愛人︑情人に持って︑たえず浮

ない︑否生きかわり︑死にかわり永続して
とか︑慾とか︑努力させるとかの原動力が

止まないものだ︑これには物の進歩を促す
あって︑誠によいところがあるが︑それと

本政府の全溌算を超えるといえば︑耗済的

剛力の誇りになる︑だが鞄迄も彼の餓鯉大

勝の気分そのものには間逢いはない︒

ところでそのもとｊ︑︑を調べて見ると︑

米ソ開国の王屋︑鍵屋と争っては見ても製

作の砿本人は同じドイツ人だとか︒日下地

球を何輔しつつ︑﹁ヤア暫らく︑お互に御

元気で何より﹂と蕊をかけ合って居る有様

だとか︒こうなると︑敵と味方と別れてい

るようなものの︑元を洗えば宇宙圏では兄

をそれ７ぐ１地球上で浦足させて堅Ｌめでた

弟分至って仲よし︒それでお山の大勝熱分

くはある︑一つの茶番劇？
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気を繰り返しているため︑その苦悩の
つもりというほかはない︒

催窪溌誕賊

て︑この世の醜さもよって起る囚となる︒

べて人間固有の性格である︒子供は端えな

善は同時に悪を兼ねる︑こうしたものがす

蹄瑛祭現Vfft
一精而1'fill王献
誠明虎明誠加詠

同時に一面徒らな競争とか争いとかを誘っ

やはり同様のなやみで︑葵の上が亡き

i
￨
綴
謡

氏の愛を一身に家っていたとはいえ︑

あと本妻になおったようなものの︵源

昨年の秋以来ソ辿で節一︑第二の人工術

m 玄

い︑そして端うべしか︒

坐を打上げた︑ついで小型一雛を米幽でも
ーｊ︑と驚異の日で︑口をポカンと開けて打

打上げる︒そして世界中の人附はアレョ

た玉屋︑鍵屋の花火のそれの今日版で︑こ

眺めている︒これまで川開きに打上げられ
れを見るのと同じ興味に外ならない︒だが

１１

今日版のこの花火は︑一本上げる我川が日

。。趣。。膝

氏二十二︑紫の上十四︶子供のないの
が王に傷で︑やがて源氏が明石の上を
入れるようなはめになっては︑葵の上
との宿命を︑逆に自分が荷わなくては
ならなくなり︑四十三歳の時物の怪で
亡くなるまで︑たえず夫の浮気に苦し
められ通しなのである︒まことに女の
柿世と申すより︑蕨ぐさめようもない

職驚幾充

弘道詩林
三好凌石選

︑花曇九土一重右隣脊谷徳次郎︵宇都宮︶

○○○○○００○○ＯＯ００ＯＯ○０○○００ＯＯ
０００Ｏ

陽赤四月腿曇天︒雲去雲来遊日挫︒愛着名花粒美庵︒晴光

曇宇抽出︒不知其嬬誠︒哀哉︒一読不畳暗涙交腿︒

紬伽彩震︒評日︒此詩益翁之詩識也︒怖腫誰撃︒流礁間然︒側従

＠大槻書伯原三八十九聖塞蝉大森午︹日立︶

０○○ＯＯＯ○ＯＯ００００○０００００００００
○ＯＯＯＯ
千秋壷聖名︒評日︒老筆粘錬︒迩腿一句︒詠得至妙︒

技奪天工姉漉成︒経瞥意匠迩存誠︒大洲筆法脱凡格︒通一塊

︑目噸八十七聖江東片︑安︵術山︶

黄籍今術暁︒文字不可峡︒良書正須刊︒諸君瓜教批︒間友
○００００００００︲○００Ｏ

○ＯＯ○○００００○○○○○○００００００○
我右被害癖．好文過子餐︒断餐生難保︒醐目柳以概︒兇孫
０００００○○○○００○○○○００００ＯＯＯ
笑我癖︒和話一剛蕊︒常梁仙巾趣︒三味心川安︒何偏悪書
○ＯＯ００○○ＯＯ○○○０ＯＯＯＯＯＯ００
蝦︒素俗肺肝ま︒願葬悪害去︒良書充蕊丸︒焚坑非上策︒
○○００００ＯＯ００○○ＯＯ○○００○○○○
足︒械諜之架︒能義其毒︒

押蕃雌︒諭書能養詳︒沿然抗大概︒評日︒似瑚非咽︒︑蹴亦

︑早梅九十六史如雲慶野庄作︵茨城︶

南枝胸綻胴三枝︒鍍郁清香撰鼻米︒凌糊闇雲堆来一苦︒孤標

○００００○○ＯＯ○○ＯＯ○○００○○００００

０００○○
侃占百花魁︒評日︒雅促︒詩人愛梅之怖︒全在此廿八字巾︒

＠新春害懐八士一夏況堂天野佐︹東京︶

八十三年戊戊春︒形骸向老又迎新︒詩成禰句懸誰間︒師友

○○○Ｏ○○○○○００○○ＯＯ○○○○○○○○

○○○○○

雲塞有幾人︒評日︒詔簡而怖深︒師友寂翼之感︒其典誰同︒

＠呈膝山外机八十二聖雁術小申清一︹横涜︶

０○○００００ＯＯ００ＯＯ○○○０○○００ＯＯ

○○○○○
丹青繕事工︒評日︒談致自佳︒除事之架可想︒

名遂功成財界雄︒翻然姦閣仰商風︒折衝迎策勿忙柳︒別有

＠詠樟八十三聖亮翁長烏亮平︵埼玉︶

工Ｔ︑地︑︑︑︑恥︑詑︑︑︑︑芯︑℃︑︑兎︑︑

︑猫︑池︑
先君遺愛長︒評臼︒浦淳︒至孝之情︒流干桁畢之川︒

浴後携蹄一樹樟︒幹枝繁茂糠荒蕪︒邸前飽万風光好︒欽仰

＠偶成八十一聖鶴水商地七郎︵千葉︶

︑花︑︑︑︑︑︑℃恥︑︑︑︑０○○００００００

○○○ＯＯ
柵自惚瓢全︒評日︒諭書三昧︒亦常知有仙訣︒

八句加一養心川．弘道耕来六十年︒仙得祇害三味境︒無能

打巌林脂之助︵干莱︶

＠変貝塚逃右術門翁夫妻米蒜

八十八齢斯州翁︒慨歌蝿舞興雌窮︒哨来天保九如詠︒墾燦

０００○○００００００００○○００○○００００

＠何右辛水石枇江勝美︵横芭

○００００
雁期百詳朋︒評日︒蕃筆蝿妙︒存筑洋洋︒

○００００ＯＯ００○○００○０○○○○００Ｏ○

○○○００
於吾何有辛︒評日︒粘思鈍錐︒逝出浦錬︒向遡超然︒

併史生涯埋緊塵︒執能被拙保清淳︒希求之Ⅲ知雁近︒祥脆

＠即事移山寺島慶一早葉︶

○○○ＯＯ００○○○○００○○００００００００

○○○○Ｏ
職橋聴背怖︒評日︒勤健︒詩思亦浦絶︒

昨喜暖冬衣帯鞭︒今遡上巳峨来一生︒朝来俄万雪初降︒想得

＠二〃十一日偶感蓬州桑原毅作︵慶島︶

戦災難忘是天雌︒喪父亡兄愁恨多︒岡村十年潅若夢︒忍懐

０Ｏ○○○○○００Ｏ○○○○○ＯＯ○○００００

○○○００
佳節紀元秋︒評日︒恢絶無枇︒揃恨何堪︒
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I

一

＠横漬開港百年祭書感武城岸崎康治︵横演︺

０００００００ＯＯＯＯ００○○○○００００００
億昔姻汀苫屋疎︒鴎波涯涯一漁村︒百年交易今増盛︒船舶

０ＯＯＯＯ
常看幅湊繁︒評弓祭事錆塞互額之金︒不若一詩之惇不朽︒

＠霞間漢槻棲恵痛飛坂軍早葉︶

︑砧︑記砧︑︑迅迅恥︑︑︑︑０００００００○○

遠入霞山翠岳間︒撰花寓樹烏雛閑︒清流激石漢橋路Ｑ遊展

＠賀飯田香浦先生八峡弘軒坂本弘字葉︶

○００○○
道遥未識還︒評日︒浦麗︒気絡亦佳︒

０○○００００００００００００００ＣＯ００○○

＠春分日展墓秀波栗原精夫︵椛涜︶

室懸碧落荘︒評弓篭維之至︒詩意自深︒

○Ｏ○○○

酔別紅僅羅袖香︒江山歴歴翠雲長．欄干渦侍思君切︒片月

○○○○○Ｏ○００００○○○○００○○○○○○

＠碧落荘蓬莱間宮雄羅津︶

○ＯＯ○○
長留天性員︒評臼︒葱籍有致︒徐韻錦鯉︒

老手驚看妙技新︒刀痕印影自通榊︒雅醇不一哲能華古︒銚刻

○○○○○００Ｏ○○○００００００００００００

香城菅谷敏夫︵千葉︶

＠謝鈴木東翠翁見贈其印譜

０○○○○
衣襟舜大室︒評日︒平坦之語︒枯来得句︒感謝自至︒

六十除年一夢中︒草堂迎戯老増雄︒長生有訣是天禰︒虚整

℃︑︑︑︑︑︑乱︑︑︑︑︑︑○００００ＯＯ○○

＠新年雑感岳堂林宗治︵富８

０００００
潤把酒杯頻︒評臼︒情景具到︒下戸不能味此境︒

窒林玉樹沸挨塵︒飛雪紛紛春未春︒戸隙風寒人語少︒防寒

○ＯＯ００００００００ＯＯ００００００００ＯＯ

＠雲中澗酌松堂中村築次︹逗否

０００００
桃紅浦玉堂︒評日︒語極撲茂︒意趣満勤︒

馳鰐多年文墨場︒稜稜気怜倣秋霜︒杖朝今日江南地︒李白

｜

１Ｊ

野寺春分花外村︒石塔苔滑潟雲昏︒香煙寂冥魂長在︒惟万

○○００○○００○○○○００○○００○○○０Ｏ

＠悼三浦英蘭女史霞軒鵜野英治早葉︶

○○○○○
青松掩墓門︒評臼︒措誹穣安︒担懐目深︒

︑︑︑︑︑恥︑︑︑芯述私︑︑○００ＯＯ○○○○

○○○○○
遺墨恩恢然︒評日．哀惜之情至．不堪卒液︒

温容高雅塾林賢︒酒掃猫能貞節全︒計報俄偉恨無限︒披槻

意︒偏感石生恩︒化繊成金庭︒雌黄文字奪︒評日・感恩至情︒

＠聡雨懐竹雨凌石雨詞伯岐龍唐瀧総次郎︵横演︺
︑︑︑亜迅秘狛︑芯℃︑証︑︑記︑℃℃︑︑○○
五更鑑塞雨︒鮎滴繰梅軒︒郊外人猫寂︒林前燭自昏︒畢頭
○Ｏ○○○○○００○○○○００００○○００Ｏ
懐往事．歌枕役吟魂︒筆弄龍蛇影︒詩留瓦喋痕︒坐懐竹翁
○○○○○○○００○○００○○Ｏ

＠春日書懐巻石志村武夫︵横漬︶

溢成此句︒銅韻清高︒筆弄一聯筆力潜宕可訓︒

○Ｏ○００○○○○００○○Ｏ︑︑︑恥︑︑︑︑︑
此生知命役吟魂︒塊我無功多過痕︒常食閑眠弄杯酒︒自規
︑韮秘︑私○○００○○○○○○Ｏ○○○○○００

早起歩花園︒依稀礎月山陰藩︒標泌白雲林外屯︒隔世情深
○００００○○○○Ｏ
猶引夢︒撫然不忍向誰諭︒評弓三四Ⅲ戒︒要︿所見︒訓致玉

＠悼菅谷有隣翁凌石寛

振︒不落浮稗︒一結亦自有知其分之意︒

去侍王楼中︒

詞才卓爾有隣翁︒塾苑常看徳望隆︒九十三年天毒了︒吟魂

長留絶命篇︒

玉稿寄来旬日前︒一朝病革赴黄泉︒薦知商詠経成識︒造物

＠答塞蝉詞長次其見寄瑞試
弄僻珂禿奄︒

我本樗材無所用︒深山曾誤世身高︒傷時欲拭風塵眼︒何忍
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弘道歌園
割田斧二選

｜秀逸○宇都宮市菅谷徳雁
打上げし人工術星成ると聞けど犬の犠牲の悲しかりけり

す︶

︹成功の裏には諸々の職牲があるもの︑動物にまで及び純怖また
胸を打つ︒因に作帝は九十三歳︑これが絶錐となる︑謹んで哀悼

○松江市平井附浦

放射能に汚されも鵬らむ恐れつつ刺に供ふと榊洗へる
︵文化を汚すこの郷敵︑仙に光洲す︑敬祁の念のほども恩わる︒
あ上きよめんかな︶

○東京都巾村徐風

︹平明ながら作粁の赤の日永の心怯を表塊し栂たり︺

番犬の欠仲につられ吾もまた貝似てしまへり赤のⅡ永き

○爾山聯片口江東

こやりゐに聞く鴬ののどかにて存立つけふを老友の来し
︹赤といえば篭も忘れずに鴫き出し︑冬施りから老友もやって来
る︑何となく蝋分も明るくなる︶

七十路の老妻ながら我家の疏莱一手に畑作りして

佳作○千葉嬬菅谷義太郎

○映誉明治天皇と日撚戦手

千葉牒鵬野秀春

かげた

五十とせのむかしを偲ぶ映書こそ人の心をひきしむるらめ

○茨城蝶蕗佃誠

○高根翁の米寿千葉雌金杉茂穂

雪解けに袋の落ちて九亜の葉の光瓢ちぬ夕陽さしつつ

て

楽しみのいやまさるらん孫子みな世に顎つ大人の米毒重ね

○青年佐原市坂本弘軒

○窓長岡市波多良介

青年のたぎるが如き情熱に開けゆく世よ噸もしくして

○佐倉市兼坂秀領

聖とも川とも仰ぐ人も川でてふみ讃む窓ぞ奪とかりける

○川越市小名木狂辰

悩み多き親の心は子のしらすせがまるる身の胸のせつなき

宜仰カー春雨の中を今川も来て伎細む手を休ませもする

○耐山牒商橘澄子
○千葉蝶布橘香峰

ひな祭近づくま上に亡き母のかたみの人形床にかざりい

○埼玉蝶大久根吐月

棚曳きし雲突きぬけて紺色に筑波嶺尚し春の暁

○長岡市土川朝男

夜もすがら雨戸をゆする風絶えで老の枕は落着のなく

酒煙革も出来うるかぎりつ上しまな大工の業を日にはげみ
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］

つつ

○篇山螺林宗治

友ありて十二の銚子傾けし若き日を隷ふ胃のいたみつつ

はぐれんに夕月色を得そめつつ

青瀧が朔ち翠群の影澄める
春の唄妻と歌へば春ならし

沈丁の香の吹き寄する風に向く

ネオン灯く遅日の街の喫茶店

松江碧明子

徐秀弘香良Ill二春狂一如

蒋のつく名に負ふ大和釣柿の賜ぴし偲びつ篭ろうまさよ

山越

央

猿の椛悶む人等や園うらら

時雨灯に廃合の一室謡称

戯

○旭川市高石雅顛
○千葉螺渡逢豊秋

四月八日花の下にて郷斌御祁幸する賑ひのよき

海の果冬雲積みて幕れんとす
人なみに年や惜める悔ある身

積み蕊のくされ一初めたり蕗の苔

母の部屋に納村すみし除寒かな

徐鉢の草芽ぐみ寒明けにけり

春訴や細立ちとなる鶏一群

春の室大き輪をかくとび一羽

若水や先づ東天に合掌す

影黒き大悌殿やお水取

瓜花によろめきながら萎を踏む
弧東風や姿ふむ人のぼふかむり
○

早春や芦の湖に浮く倒さ富士

庵あり春重深き中に在り

○次雅文苑原柚五月十日締切

初烏の灯消え伊豆山の春の川
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子風揃軒峰介ノj村辰誠流
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松江秋
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越京葉原葉後玉葉越城玉

グー■ﾛP

東千佐千越埼干川茨埼

老子日く大道溌れて仁義ありと今日の世のこと説くがにも
あり

大橋越央子選

／

金細香原栗

弘道俳壇
◇雑一詠

秀逸
松箱に春の塵ゆく虚空かな

網たぐる男一人に湖余塞
賃餅屋かつぐ寵の炎叱く
明日植うる芋諏選るや春の雷

春雪や灯早き港街

夕風の立ちて客去る壮丹かな

佳作

花杉や日輪濁る谷の室

I

千埼蹴松松
葉玉山江江
牒豚牒市市

i

杉田川恩間
茂如越耐秋

穂流路子史
史
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一河Ｕ

猫によく現われる︑これは車内という祇含は

あるなし︑常識のあるなしなどというものが

縮剛である︒そして人間の気風や性格教養の

地車や汽車の中は︑いうまでもなく征含の

となさけなくなって来る︒今日の祇含では

るのであろうことが想像され︑これが人川か

べ︑将無くらべで︑われこそ．・・・：とやってい

共通の目的に向って︑このように︑腕力くら

に目に感じないものの︑車の入口というこの

ては︑車内のように狭くないので︑これほど

ば︑その他様々なものに関係があ２Ｌ︑一般

川来るものもあれば︑外部から襲う力もあれ

で出来るものもあれば︑政治や無済によって

作ってゆかなればならない︒それには心掛け

いうものを一をそれに適したように︑お瓦が

生きる舞肇の祇含というものの種々の催件と

が︑しかしこれ溌生かしてゆくには︑我々の

．⁝・・等々を身につけることが先づ必要である

川の在り方︑人間というもの︑通というもの

狭いし︑︑的とするところも︑その中での生

迩徳者とか紳士とか︑いわゆる逆を並んじ︑

化するためには︑まづ各僚件の繋術を考えな

若しそれこの人々がそれぞれの生活にあっ

無意味になって了う︒

汽車などで︑乗車時間が来るまでは準列し

近を踏んで鼎る者は術に馬鹿を見る⁝⁝とい

ければなるまい︒

一三Ⅱ

て待たせるが︑いよｊ︑時間が近づいて来る

われるが︑この汽車・職車に乗り降りの仙界

て言えば︑特急︑僻この車のように︑乗車券

雑記帳

と︑それ人︑の車の入口の諜定のところで︑

てこの風は︑批に封する信念とか︑教誌とか

で見ると︑全くそうだと思わせられる︑そし

を持っている券には︑その人数だけは必ず肺

︑︑︑

活も同じであるからであろう︒

それ︐が１の人数に唾切って待たせ︑一列を励

が川意されて居るなら︑何等腕力や智慧や機

の者が乗車口まで誘導する場合には︑その制

イて連れのために場を占擦しようとする︒係

り︑然もｎ分の持物を二ケ所三ケ所と今ハラマ

歎かわしい炊態にあるのは術然である︒だが

人ではない︑とすれば今日幽家︑肺含がこの

場合に見る人をたちであって︑その他の別な

する近所隣の人奄であり︑また乗車や車内の

この画家汎含を作っている人々は︑日附接

いったものから人々が救われて︑何とか生活

あるが︑一般人川生活もこれと同様に貧苦と

い行動が強要されずとも出来るというもので

われば︑誰でも容易に一般のものも人間らし

同じである︒若しこのような一つの僚件が備

席だけしか乗車出来ないとなればこれもまた

敏さなどを活川する必要がない︑堆車でも座

例えば汽車や電車の乗り降りの場合につい

行させて磁くものの︑いざ入車となると︑文字

言って見ても︑班際日々の生活に落伍するか

︑

︑︑︑

油りなだれを打って列も乱れ勝ち︑全くシュ

ら︑窮して宗旨替えするのが自然であろう︒

︑︑

ラ場と化す︒入ってからも場のよい所を探す

止する梁も開かぱこそで騒ぎはするが︑まだ

これが人間の折角身につけた種々なものを腕

出来るようになること︑これなどは車の座席

︑︑︑

卜︑よいけれども︑燦によってはホームのと

いた人間性の木地に近いものであるにしても

ために︑人を押したり突いたり︑蹴飛ばした

ころまでは誘導するが︑その後は自由に任せ

人間は段々向上すべきで︑原始に還るべきも

︑

るところがある︑この場合などと来たら前も

のよようなもので︑先づ人川の腕力とか悪才

悪知競争のシュラ場から救われ︑人の批を路

︑︑︲︑

のではないとすれば︑考えねばならない︒

る︒何のためにそれまで列を作っていたのか

人間の雄活は複雑なもので︑基本的には人

後ろもあったものではなく︑腕力次第であ

（35〕

者

一

司

のの分を取って証くのである︒それも別に頼

ないで窓を勝手に開閉するとか︑自分の飲食

ませる一つの大きな僚件となるであろう︒

いるといった風に︑何鹿の誰やら知らない人

物の残骸を整理しないといった無作法な人も

だのに︑どんな人だかをよく知ることが出来

つちに席を占めた者たちが思いｊ︑にやって
いるので︑重復したり︑又次の騨に乗り込む

るといったものだ︒

まれてやっているのではないから︑あっちこ

環境︑運不運といったものにも支配されるか

人の分の占蝶の場合もあったりである︒二等

もとより人間は︑生来の能不能︑賢愚︑性

らして︑仲々一様にはいかない︑そこで政治

蕊理してこれ式は許さないが︑三等だとこの

車の場合だと︑件っている人がある時は︑

のを知らぬかに狸癌入りするものや︑二人位

者で前に件つた人に老人や子供連などのある

格の睡別身盤の弧弱等をもっているし︑境遇︑

的に相互扶助の紫を誰ずるとか︑或は各自が

整理は出来ないので他人に迷惑をかけている

外はないが︑とにかく救貧ということは︑一

えない行である︒また大きな荷物を持った人

ことである︒単に利己友情で︑庇く他人を考

いる中にひとところ一三一寸の間でもあれば︑

している者がいるかと思えば︑ピッタリして

坐を送れば一人は腰のか１るのに︑悠灸と坐

また港車の中の風景も仲令に面白い︑若い

慈愛の蒲祁を鍵場するとかの途を誰ずるより
般が正しい通を行うことの出来る素地として

が或る騨で下車する場合など︑スバャくこ・

心ある人︑いわゆる紳士淑女外の一般人に︑

来ることだけは是非共望みたい︒でないと︑

しかし一般が嵐面目に働ければ最低生活が出

足ることを知る心掛けも必要になって来るが

言う寺へくして仲々簡軍ではないので︑各人の

程度にも時代による鍵化はあるしするから︑

っていても︑よりよい席を望んだり︑生活の

能を有っ人間のことであるから︑座席が決ま

自分の作っている近くに坐っている誰彼に行

生活でもこの種の者はザラにある︒或はまた

栽の働きには感心する︑これを揺げての砥含

人の席を占めるコンタンなのがある︑この智

なく︑この親切らしい行動によって下車した

あるかに見えるが︑何の闘係がある課では

を下してやる︑人から見れば下車の人と開係

三人を掻きのけて︑窓を開けて親切らしく荷

坐らない者がある︑立った者はまた坐ること

ば次で降りますとか︑或は結権ですといって

で見苦しい︑更に折角立って席を譲ってやれ

譲る情に待つべきで︑弧要する権利はないの

かの態度の者もあるが︑これらは勿論他人が

を見廻し︑開けろと言わんばかりに弧要する

人には営然腰をかけるものときめて︑︑その逢

込んで来る心臓の者もいるし︑老姉人或は婦

無言で手を入れて開けようとし更にお尻で割

︑︑︑︑

必要のようである︑しかし競走心や慾望の本

等しく人生の族︑汽車の族に人間らしく行動

く先きを聞いて︑なる今へく手前の騨で下車す

以上は大ザッパな鮎からの話であるが︑更

る人と約束して︑開係をつけて髄く者がい

である︒さように人の世は誠に住み難い︑騒

者が坐ったりする︑エチケットを知らない者

も出来ずにバツの悪いこと︑そのうちに若い

︑︑

︑︑︑︑

させることは容易ではない︒

る︒用意周到︑こんな者も何と祇曾に多いこ

がし過ぎる汚な過ぎる︑何んとならないかと

とであろう︒また向い合って坐っている者に
靴のま坐こちらの坐の上に足をノッケるとか

切に思う︒．

の多い汽車の中で︑そここｔ坐にオーバーと
か︑書籍とかあるだけで︑空席がある場合は

咳を床上に吐くとか︑他人の意向もき典もし

に細い鮎に立入って見ると︑作っている人

少くない︒これはまだ見えない旅の仲間のも

〔36〕

本含だより

長孫藤一二氏は灘て病気静菱中であったが︑

△薪藤氏逝去本命評議員︑富山螺新川女酋

支愈畏より昨秋納含後に於ける含勢に就て報

縄称並に講演念を開催︑午前十一時より純含︑

添動をしたいと期して居る︒

△青梅支曾講演倉二月四日午後一時牛から

り三十三年度諜算に付説明一同の賛成を得て

告及希望事項に就て御話しの後︑副支含長よ

力されしところ多大なるものがあった︒二十

青梅市第一小畢校講堂にて青梅支含と教育指

三月二十七日逝去された︒氏は多年教育界に

可決︑次で含貝の画問及希望等ありて十二時

三月三十日東庄町祁代小梁校に於て支命奔季

導含と共催にて︑講演官を開き︑丈畢坤士藤

れ︑枇含教育に貢献された高徳の人で︑木曾

活躍された常地の元老で︑新川支含を再興さ

○千葉螺東部支曾報告

井極太郎氏出張され︑﹁道徳の本質とその自

十分閉含︑謹食を共にして懇談︑午後一時より

七日仰通院に於て告別式を行ふ︒本命より州

畳﹂なる題下に講演された︒

のため誰力されるところ多大なる功勢者であ

誰演含州含本命主率割田先生︑昨局に於ける

田主事が参列弔意を表せり︒

△濯法刊行倉昭和二十六年以来︑本命祇法

った︒識んで哀悼し弔意を表す︒

本命の旨命につき詑肌︑次で本命特派座礁大

研究委員命にて細集した﹁新らしい職法﹂の

講演命を三月三十日に東庄町祁代小畢校に州

△東部支含講演倉千葉螺東部支含は︑赤季

聴誠に牌潅せらる呉所が多々御座いました︑

蹄刺されました︒蝶議八代先生の澗察談遼拝

次で七ケ月Ｅ皿り南北米川奈旅行を雑へ過日

られ一大光明を含衆に典へ被下されました︑

現下我画の政局の動向を尤も具磯的に説示せ

△成瀬副支酋長逝去富山螺新川支含刑支含

午後五時十分川命致しました︑因みに本誰減

支含だより

教授塚本毒一先生︑政局を解剖するを迦され

書は︑爾来京橋の新らしい職法刊行念の手に
よって蕊行されて来たが︑本年二月岡命溌行

を日本弘逝念にて引総ぐこととなり︑本命で

退成瀬章二氏には︑三月七日逝去︒氏は多年

催し︑本含より講師として慶雁大畢教授塚本

称開催に際しましては術地腿誹談員渡遜保浦

今後溌行することとなれり︒

教育界に飛力されし人で︑新川支含のために

に講演さる︑盛含なりき︒Ⅷ

郎沼及飯田︑里野雨先生の多大の御配慮を感

蒜一氏出張され︑﹁政局を解剖する﹂の題下

△役員協議いよｊ︑年度末を迎えて︑三十

定です︒

謝いたします︑猫秋季の講演命は小見川の球

で恥意を表す︒

△菅谷氏逝去宇都宮長老含貝菅谷徳次郎氏

の諜算の編成等多忙を極めているが︑一二月下

旬を期して︑三十三年度の研究事業について

二年度の決算はもとよりのこと︑三十三年度

△大給氏逝去特別含員︑評議員大給近孝氏

し︑迩義瓶腰の今日に准して意義あらしめる

協議を重ね︑具概的にその事業の件を審議

は︑三月十日逝去︑氏は弘道詩林の熱心な作

んで哀悼す︒氏は約五十年に亘って本命に誰

者であった︑享年九十三歳︑謹んで哀悼す︒

功努多大なりしを︒誠に哀悼に堪えず︑識ん

￨

元子僻は三月二十五日逝去︒享年八十歳︒謹

〔37〕
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︑許衡︑元の河内の人︒字は率︐仲︒世祁のとき博は幽子祭酒︒程朱の蕊をうけつぐ︒畢者の間で蒋蒲先生と稀し︒に︒

ふ︒理は天より川で︑天は理より川づ︒口く︑天即理なり謡あれば一時にしてあるなり︑本より先後なし︒

○あるひと問ふ︑心謎性誕天は一理なり︑いかん︒許魯粛同く︑すなはちこれ一以てこれを撞く左り︒また問

なし︒

ものは至有の中に寓して︑以て目華して指し敷き麦からす愁然りしかろして天下の事を畢げて︑理あらざること

○また白く︑天下の理︑至脱の中︑至賞なろものありて存す︒至無の中︑至有なろものありて存す︒それ理なる

稽を以て言ふ︒稼穂は以て性となすべからず︑故に日くと日はずして愛にと日ふ︒とある︒

一﹂﹄一

り︒稼穂ひとり徳一と以て言ふは︑土は五行を兼ねて正位なく成性なくして︑その生の徳︑稼稲より盛んなるはなし︑故に稼

てまたあがるなり︑曲直とは︑曲りてまた直ぐなるなり︑従革とは︑従ひてまた革るなり︑稼穂とは︑稼きてまた穂るな

す︒潤下炎上曲直従革は︑性を以て言ふなり︒稼稿は徳を以て言ふなり︑澗下とは︑潤ひてまたくだるなり︑炎上とは︑炎

走が瀧ほあらたまたれ誼とりいれ

も微なり︑一となす︑火は漸く箸はる二となす︑木は形笠なり︑三となす︑金は燈固し︑四となす︑土は質大なり︑五とな

かた

ぅるほ亀え

土を生ず︒唐の孔氏口く︑両物形を成す︑微著を以て漸となす︒五行の先後もまた徴著を以て次をなす︒五行の盤︑水は肢

茶惇に︑．⁝：水火木金土なるものは五行の生ずる席なり︒天一水を生じ︑地二火を生じ︑天三木を生じ︑地四金を生じ︑天五

稼稿は廿を作す︑⁝：．︒とある︒

に炎上と口ひ︑木に曲直と白ひ︑金に従革と口ひ︑土は愛に稼稿す︒澗下は賊を作す︑曲直は酸を作す︑従革は辛を作す︑

＠審経︑周書洪範に︑：：：一に五行︒一に日く水︑二に日く火︑三に臼く木︑四に日く余︑五に日く士︒水に潤下と日ひ︑火

ここ江

ひ︑木を把りきたり錆して金となして川ふれば︑すなはちこの理なし︒

とか

理あり︒人もしこれを川ひて︑また他の理に着き順へぱ始めて得らる︒もし金を把りきたり削りて木となして川

つしたが

はすなはち書燈の道理あり︒水の潤下︑水の炎上︑金の従革︑木の曲直︑土の稼稽︑こすくて性ありへすべて

２
６

口く︑枯稿を論ぜす愁他は本来すべて道理あり︑因りて案上の花瓶を指せば︑すなはち花瓶の道理あり︑書燈に

1
1
師

ー

こうち
○伊川日く︑徳は得なり︑すべからくこれ賃に這の裏に到りて始めて得くし︒

○また日く︑これを中に存すろを徳となし︑外に護すろを行となす︒徳の成りて︑その兄るべきものは行なり︒

○晦蓄臼く︑これを中に存するを理と詔ひ︑これを心に得ろを徳と詔ふ︒行事に護見すろを百行となす︒

○陳北漠日く︑道と徳とはこれ判然たる二物ならず．逝はこれ公共のもの︒徳はこれ賛に身に御られてわが有す
るところとなるものなり︒

○あるひと問ふ︑性中に仁義鵬智を具ふ︑道徳は如何︒陳潜窒日く︑この四つのものを行へぱ︑すなはち道とな

いんうん

る︑この四つのものを得れば︑すなはち徳となる︒

４
６

○伊川臼く︑天地の大徳を生と日ふ︒天地細細︑寓物化隊︒生これを性と譜ふ︒寓物の生意妓も槻るべし︒これ

は元は善の長なり︒これ洲ふところの仁なり︒また川く︑仁にあらざれぱ以て天地を兄るなし︒

て白く︑すなはち事あらんと欲す︑いかんと︒悪伯口く︑吾かつてこれを梁くり︒忠信の事なれば可なり︑然らざれば必ず

︑左伸昭十二に︑南加枚してこれを雑す︑坤圭王生一壬定ゆくに遇ふ︑白く︑黄裳元吉︑以一Ｌ大吉となすと︒子服悪仙に示し

敗れん︒外弧く内温なるは︑忠なり︑和以て貞を率いるは︑信なり︑故に臼く茜裳元古と︑黄は巾の色なり︑裳は下の飾な

り︑元は善の是なり︒巾忠ならざれば︑その色を得ず︑下共ならざれぱ︑その飾を得ず︑調善ならざれば︑その枕を得ず︑

外門侶和するを忠となす︒事を率いるに信を以てするを共となす︑三徳を供養するを善となす︒：．⁝︒とある︒⑨

○晦篭日く︑天地は物を生ずるを以て心となすものなり︒しかうして人物の生ずる︑また各曳かの天地の心を得

て以て心となすものなり︒故に心の徳を語れば︑その総撒貫通︑術はらざるところなしといへども︑一言以てこ
れを蔽へぱ︑日く仁なるのみ︒

かなら

にリ

レ糊一言
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○また臼く︑仁はこれ根︑愛はこれ前なり︒すなはち苗を喚ぴて根をなすべからす︒しかりしかうして這簡苗ば

I
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n
』

却って定ずこれかの根よりきたる︒
"侭

粘門緒言

○あるひと仁を問ふ︑伊川口く︑これは諸公のみづからこれを恩ふに在り砥聖賢の仁を言ふところの虚を︑類衆

してこれを観て︑鵠認しいだしきたる︑孟子日く詮側隠の心は仁なりと︑後人つひに愛を以て仁となす︑愛はお

５
６

のづからこれ情なり謎仁はおのづからこれ性なり謎あに専ら愛を以て仁となすべけんや熟孟子言ふ︑側隠の心は

仁の端なりと︑すでに仁の端と日へぱ︑すなはちこれを仁と謂ふくからず説退之言ふ︑沖く愛するこれを仁と詔

ふと︑非なり融仁者はもとより博く愛す︑しかれどもすなはち博愛を以て仁となせば不可なり︒

となる︒宋の元豊中︑昌蕊伯を過封され︑世人は韓昌蕊と稲する︒

⑮韓退之のこと︒退之は字︑名は愈︑誰は丈公︒唐の郡州南陽の人︒六経百家において趣ぜざるなく︑後世の宗とするところ

６
６

○
ふ︑
︑↑
仁義僻川動静はいかん︒晦稚日く︑仁はもとより僻たり訟義はもとより川たり︒しかれども仁義は各曳
○問
問ふ
動静あり︒

７
６

８
６

○問ふ︑仁義潅智︑名を立つろにまた意義あるや否や︒日く︑仁を説いてはすなはち慈愛の意思あり︑菱を説い

か

てはすなはち剛果の意思あり︑馨音気象︑自然にかくのごとし︒黄直卿云ふ︑六維中もっぱら仁を言ふものは四

端を包ぬ︒仁義を言ひて潅智を言はざるは融仁は礎を包れ︑義は智を包ぬればなり︒
⑥意味の意︒

⑬黄幹︑字は直卿︒宋の悶螺の人︒朱子の厚い信頼をうけた︒霊は文術︑世人は勉斎先生と和した︒

９
６

○また白く︑仁はただこれ一箇の揮然たる天理なり︒義の字は一横刺一利双のごとく机似たり︒およそ事物前に到

れぱすなはち雨分し去る︑胸中許多の努女擾女も︑ここに到れば一香に割断し了る︒君子は義もって質となし︑

おらは

義もって上となす︒義として食らはす︑義として乗らざるなり︒義を精しくして榊に入り︑以て用を致すなり︒

これはこれ義十分精熱して︑用すなはち見るるなり︒礎は節文なり︒智は含職分別を主とし︑知受ありて︑通用

一

金日生ロ
一︑Ⅱ時昭和三十三年四川二十日︵︑︶
一︑場所東京都千代川価西川川二ノー

日本弘道称館
口祭事︵午前十時︶
○本禽故正副含長並物故倉員年祭
へ縛長・支曾長代表祭文・曹長・辿族・曾
員代理玉郎奉血○

口毒昌祝賀式︹午前十昨半︺
木禽役貝並に功勢者蒜昌脱殻式
口定期綿曹︹午前十一時︶

︵曹長祇誹︑一記念品贈呈︑毒昌者代表答僻︶

○含煙式僻
○昭和三十二年度決坤報告
○昭和三十三年度溌卯報告
○昭和三十二年度事業報告
口書一食排常を呈す︵正午︶

口記念撮影︹零時半︺

口記念講演︹午後一昨︺

英剛より蹄りて前駐英大使西非彦先生
○泊翁先生墓参︹午後三味牛︺
︹文京庇本郷林町・斐源寺︶

口総書記念懇親書︵午後六時半︶
︵千
︵
千心代田随牛破門東僻曾館・曾費参百側︶

ます︒

右の
のよ
ように州催致します︒何卒命員各
位の
の振
娠て御参愈のほどをお賊い巾上げ

斌閣法人日本弘道倉

昭和一三 十 三 年 四 月

｜

弘這賓債一冊金参拾五回也

い装いに改まって︑大戦を回顧の茶飲話にす

過ぐれぱ熱さを芯る﹂の例で︑一雄諸小新し

側封入の方に送付す︒

する外に和々の特典あり︑規則書は郵券拾

をとること︒愈員には雑誌弘通を無料配布

一ケ年衡饗余百五拾側を桃込み入念の手綱

弘道倉入含手続

る落浩きにありますが︑さてその内容に至っ

○本誌庇告の件については︑

本脅編韓部へ御相談を乞ふ︒

昭和三十三年四月一日蕊行

割田斧二

東京都千代川腿西紳岡二ノー

東京都千代田庇祁田祁保町三ノ十

溌行兼
細職人

印刷所東京宛言︶共立杜印刷所

束取都千代田腿抑田祁保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門
の根本を菱う薬や︑益生等々で他旗へと向う

振替口座東京皇定番
日本出版協含含員番読Ｂ一画兄

噛話九段九番

銅諏哩日本弘道含

東京都千代田随西神田二ノー

す︒

度︑本誌もこの線に添ってゆきたいと思いま

思いますが︑命員方折角の御指導を賜はり

な仕事の一つ︑これが私達の使命であろうと

ことに努むくきでしょう︒この地味な根本的

○こう考えて見ると︑今後は心の治癒︑物小

す︒

は心と心が完全に癒えていないということで

けて居るだけですが︑それというのも︑根本

勢蚕に難々︑何から何まで側争に闘争をつ賢

す︒剛内問題も︑政治に︑紳桝に︑教育に︑

りません︒ために外交に苦勢して居ることで

大職常時の心のキズは︑ほんとうに癒えて居

がなおって居りません︒例えば図際開係では

く切傷は大分よくなったが︑内臓の方は荊熱

ては︑何一つとして︑その解決に兄透しはな

○維職後十右四年日ともなると︑大分﹁川元

月銃を細稗致し室した︒

｜○こ上に唖砺蓉睡謹凹新年度鋪一狭の三・四

￨｜

○日本弘道書第五十六回定期線曹

I

一

一

日本弘道会礼法研究調査委員会

古来の伝統と美しい慣習と

を尊重し︑しかも今日の実

吐闇法人日本弘道含

情を十分考えた新しい﹁礼

発行並びに申込所

法要項﹂が必要であるとい

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声であり或した︒

今回︑日本弘道会礼法研究

調査委員会は︑全く新たな

構想のもとに︑新礼法要項

を調査︑発表致し戎した︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二カ年の歳

東京都千代田区西神田二ノー
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