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弘道の徹底普及について

︵大杉謹一︶

綾々送って本含の目的理解︑含員の搬大に努めていただきたい︒本愈からも地方を巡凹行脚して徹底許及につとめる︒

を知ってもらうことができれば何より幸いである︒地方愈員は輪油策利川によって辿絡を密にすると川時に︑紹介者を

本含は御案内の通り︑本餅に莱含室を設けて公共の禰川に寄典することとした︒之によって炭く一般人にＨ本弘道命

から青年幹部を拓いて幹部研修称を開いては如何︒

たり園際的な脱野を庇め︑世界の動向を見極めて︑現資に立脚した日本人の行く手を指し示すことから姑めよう︒支含

弘通青年部は既に活動を附始した︒杢閏青年がわれらの通勤に参加するか否かは︑われらの目標如何にある︒さしあ

代化せねばならぬ︒本年度の目標は専ら方の靴に世いて早速之を賞行に移す︒

道蓮動はもつと時代感受を新たにし︑その主張資行において清新さを持たねばならぬ︒と同時に企書・組織をもつと近

弘道命が振う推わないは︑お万気になる︒しかし責はわれら自身にある︒特に本部の意莱ごみ如何にある︒第一に弘
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記念講演倉

より二人Ⅱ

前列向って右端長芥川才女先生

総含や場

西村精榊の新しさ

哲史

そうして︑﹁図民道徳を軍んずるの心薄く︑畢士論者を以て自ら任ずる者にても︑道徳を誇り或は之を愚弄する者あるに至

は普魯斯に頼り︑以て己が志望を遂げんと欲す﹂というごとき闘内分裂も国家滅亡の原因となりうることをなげいているが︑
いまやこの国内分裂もわれわれにとって他人事ではなくなっている︒

は羅馬人の如く甚だしからずと雌ども︑人々其意見を主張し︑協合一致して其固を守ることを知らず︑或は魯西亜に通じ︑或

次に﹃日本道徳論﹄は︑図家の滅亡が国民道徳の衰亡にもとづく旨を誘いたあとで﹁又波闘国の如きは︑其人心の腐敗せし

人でもあるのである︒

歴の兆を萌す﹂情勢に導かれたと﹃日本道徳論﹄は論じているが︑道徳の根擬を失って右往左往しているのはまた戦後の日本

によって日本中等以上の人士は道徳の根篠を失う結果となり︑﹁封建の時に比すれば人心其固結力を弛緩し︑民の道徳漸く額

王政維新の際に日本人は奮物を一洗したため︑それまで士人が尊奉して道徳の標準としていた儒道をも歴棄してしまい︑これ

第一︑この﹃論﹄が呼びかけられなくてはならなかった日本壮含の事情は︑現在と非常によく似ていた︒すなわち︑まず︑

西村精淋は︑明治十九年十二月に営時の帝固大望講義︷至でおこなわれた淡題の稿本たる﹃日本道徳論﹄において最も典型的
に
お
い
て
最
も
典
型
的
表現がなされていると考えられるが︑︲この﹃日本道徳論﹄を昭和のこんにち讃桑かえし了奉﹂驚くのは︑す
すく
くな
なく
くと
とも
もそ
その
の志
志
向するところはすこしも古くなっていない鮎である︒

川

る﹂というのも︑現在の世相と除り愛らない︒この結果︑﹁少年子弟は固より己か情欲を悉にすること爾一琶好そ道徳の捻束を
厭ふ者多きを以て︑肇士論者が道徳を軽侮するを聞きて大に喜び︑酒女相率ゐて軽薄の淵に沈む者甚だ多﹂いというのも︑七
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古

十年前のむかしぱなしばかりとはとうてい思われない︒
一一

いずれにせよ︑﹃日本遁徳論﹄が呼びかけられなくてはならなかった世相は除りに現在の世相と類似しており︑そこにこの

﹃論﹄が今でも古くさくばかり見えない一つの理由があるが︑しかしそのような世机にむかって泊翁遡人が提州した道徳方策

に至っては︑こんにちの多くの道徳論者にも見られない新しさをもっていたようにわたくしは思う︒

それはどういう鮎においてかというに︑道徳の教をひろめるのには畢含・協含がこれにあたるのが鮫良の方法で︑文部符に

のみこれをまかしておくべきで砿ないとす貞識でぁ為．﹃日藍婆凹にはこう警られているＩ﹁或人調ふ鷺驚の

事は文部行にて厚き注意あり︑諸星科の先に之を置きて深く之を講究せしむることなれば︑夫れにて事足ることにて︑別に私

立の畢含を要することなかるべしと︑此言大に然らず︑既に現今開け居る所の衛生︑醤畢︑化阜︑物理数畢法律等の如き
も︑亦皆文部行にて大に官校を附き教育する所の科目に非ざるはなし︑然るに何れも私の皐禽を附き︑各共翠術を搬張せんとＪ

わが国には修身道徳のことは政治的推力者のあずかるところで︑一般庶民は開盟︿すべきでないとするような偉統があった︒く

欲す︑何ぞ猫り道徳皇のみ私含を開くべからざるの理あらんや︒﹂２

ような教化者根性の産物であったと見られるが︑その教育勅語の護布せられる明治二十三年にさきだつ四年前に泊翁道人は修

政治的擢力者は教化者根性をいだき︑被治者は被教化根性から久しく脱け出さなかった︒教育勅語も︑善かれ悪しかれ︑右の

たのはもとより︑こんにちにおいてもなお示唆するところの多い見識ではないかと考えられる︒

身逝徳のことは文部省にのみにまかすべきでないとする見解を表明したのである︒これは︑常時としては破天荒の達見であっ

一一一

ここでわが園における修身教育の歴史を簡単にふりかえって承るに︑そもそもはフランスの畢制にもとづいていた︒しかし

フランスの修身教去ｎはカトリヅク的権威によりかかったものであったので︑そのままわが国に適用する︑わけにいかなかった︒

そこでフランスにおける宗教的椛城に代るものとしてわが剛で溌場したのは何であったかというに︑それは主として政論的椛

威であった︒天皇の名で川された教育勅語が図民道義の方向を指示し︑文部竹が闘定教科書を通じてその細目を規定したので

ある︒

しかし修身教育の根蝶は賃は︑そうした政治的椛威に求めらるべきではなかった︒しっかりし左一示教的椎威が存在しない以

上それは畢問的椛威というようなものが肩稗りするのが俄然のすじ桑ちであったｏそれを油翁道人はある提度須づいておら

れたらしい︒その軸をわたくしは何よりも偉いと思うが︑﹃日本道徳論﹄に勤勉︑節倫︑剛毅︑忍耐︑倫韮︑進取の菰に悔む

愛剛心嫌ん︑皇室を箪戴すの八徳のほかに智を﹁固民に肝要の徳﹂として翠げているのも︑右のような考えと机表裏している

てあろう︒﹃日本迩徳論﹄はこの判について︑﹁智は進んで大小の事業を成し︑退きて我一身を保つの徳にして︑人瀬が弱小

の替力を以て︑弧猛の野獣を制し︑山を鍵し海を煮︑其他天地間の寓物を以て︑誰く己が利川に供する者は︑此柳あるが篇め

なり︑智の功川賞に洪大なりと言ふくし﹂と説き︑智は右の八徳を離れて潤立しているのではなく︑八徳を通没しているので

を以て之を活川せざれば其賞功を牧むること能はず︑此八徳の如きは何れも悶民の美徳なれども︑薪し智を以て之を助けざる

、 J ノ

あって︑八徳を竪柱とすれば智は枇批にあたり︑八徳を魚鳥菜類にたとゆれば智は胸にあたるとし︑﹁いかなる徳行にても判

rQ，

ときは︑或は畑作となり︑或は矯激となり︑反て人を扱しｎら拝するの事なしとも言ひ靴し︑昔より迩徳を修むる群を指して

或は迂淵なりと言ひ︑或は間伽なりと言ひしは︑多くは共人逝徳の一冊に侍り︑少しも判を川ふることを知らざりしに由りて

此過ありしなり﹂と指摘している︒いちいちもつともな議論であるが︑この智を健全に養成するためにもいわゆる畢介︒協称

が必要になってくるのであらう︒わたくしは日本弘道命をはじめとする道徳運動の諸図鶴が右のような意味での西村結祁に立

I

ちかえり︑道徳問題をいっさいの政治的動きから隔絶せしめることが現下の緊急事であると考える︒

』

選塞︑外交・チ

判決
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阪本泉

四月二十三日と三十日の二回にわたって行なわれた選畢は
いわゆる地方選禦とよばれるものである︒この二つの選畢で

各都道府螺知事︑市町村長︑また都道府嬬含議員︑市町村含
議員が選出され︑今後四年間の地方行政の方向が一膳決定さ
れたわけである︒

こんどの選畢は自民︑腫曾という保守︑革新の二大政黛封
立が明確になってから簸初のものであるだけに︑その結果に
は大きな開心がよせられた︒しかし大多数の有椛者が選んだ

候補者は自民黛あるいは保守系の人為で︑杜含黛あるいは革
新系の人々は伸びはしたが︑一部の人々の諜想︑期待をかな
例えば注目の東京︑北海道︑大阪︑幅岡の四知事の場合︑

り裏切ったようだ︒

禰岡を除いてすべて保守系の勝利におわった︒禰岡の場合も
保守系の候補者がつい先年知事としてリコールを請求され︑
危うくその成立を苑れた本人であって染れば︑これは保守系
であったための落選か︑本人自身の不適格のせいであったか
にわかに判断しにくいところだ︒また東京の場合も︑祇倉糞

の有田候補は︑年は少しとりすぎているけれども︑前回の選

畢以後四年間にわたって根気よく運動を続けており︑綿評を

中心とする有力な組織票も固められていた︒一方保守系の東

張り出された人である上に︑畢者としてはともかく鵠協妓高

候補はあちらこちらともって廻つた候補者難の末︑やつと引

主とも判断できなかった︒こんな歌況でありながら︑たとえ

責任者としての賞綾からは︑必ずしも優れた政論的才能の持

岸首相はじめ自民黛線出動の雁援があったとはいえ︑かなり

の差をつけて東候補が勝った︒
大きな政黛二つが封立することになれば︑おのおのの勢力

が次第に接近してくることは鴬然の姿だろう︒地方選畢こと

に町愈や厘含にまで政黛をうちこむことの常︑不営は後に謡

︐るとして︑現賞にそうなっているのであれば︑地方選畢は妓

るのだから︑革新杜倉黛の進出がもう少し目畏ましくてもよ

初であっても︑二大政黛下の選畢は既に何回か行なわれてい

いのではなかろうか︒地方議曾でも三分の一の議席を確保し

たから︑これで重要議案も葬り去ることができると考えてい

ては︑負戦さを自ら慰めている猫よがりにすぎなかろう︒革

は増加しているだろう︒しかし選畢とは営選者の数が問題な

新票は伸びている︑と説く論者も少くない︒確かに得票総数

のであって︑比例代表制ででもないかぎり縄得票の多寡をそ

のまま取上げて論ずることはナンセンスであろう︒

そこで問題は︑何故牡含薫がそれほど伸びないかというこ

（4）
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疋しいと思い上っているＩ職曾蕊に濁してこうした感瞳を

らすべてが服しいだろう︒何らの反行もなく自分たちだけが

策が現賞的でないとかいろいろ論じられている︒恐らくそれ

とである︒この原因については黛の性格が不明確だとか︑政

ているものだ︒ただ政黛の利害によって住民の利害が大きく

ものから︑村や匠のものにいたるまで大きな流れに結びつい

よいともいえるだろう︒しかし賞際には︑政治は一画全僻の

×

祇含蕊訪中覗察圏は三月中園を訪問したが︑十三日に閉長

×

浅沼耐含黛書記長が中閣外政畢含で試みた演説は日本の国内

×

左右されないように︑ひたすら希望するばかりである︒

そうした改革に手をつけている時のほかは︑他の人々のそう

がしばしば弧調する赦愈改革ｌ多難の人套は︑向分自身が

で大きな反響をよび起した︒つまりその演説の一部に﹁米帝

多数の人々がもち︑それに反擁するのだろう︒革新派の人だ

の自民黛を中心とする保守浜の動きを︑そのまま肯定してい

した動きを白眼硯したり︑敵硯するものである︒ただし現在

この内容について︑自民蕊の而田幹事長は直ちに抗議的な

ｚやＯ

国主義について日中雨図人民は︑お互いに共同の敵と見なし
て闘わなければならないと思います！﹂とあったからであ

る人は僅かな少数に過ぎまい︒汚職︑買収︑内紛︑その他日
本の政論にまつわりがちなあらゆる悪徳が保守沢と開係深い
ことも既に周知のところだ︒この状態を長く続けていれば︑

た地方選畢や︑参議院選緊封策などの意味も含まれていたこ

電報をうつたと陣えられた︒もちろんこれには︑間近に迫っ

とは疑えない︒しかし浅沼書記長が師朝後最初の新川記者含

いとしても︑政治に無開心となるだろう︒こうした結果はど

見で︑﹁米帝園主義と米圃民とは別々のものだから︑米帝国

現在保守系を支持している人々は︑たとえ革新派に韓換しな

ろう︒

︑王義者が帝国主義と闘うのは常然のことで︑何の不思議もな

主義と闘うことは米園民と闘うことにはならない︒また吐含

うなるかｌ催か十数年前の維験を思い起して兇れぱ十分だ
最後窪地方議倉嵯婁で政蕊色をもちこむ問題ｌこれは確

い⁝⁝﹂と判ったような︑判らぬような涛明をしなければな

かに一面からいえばおかしい話だ︒例えば道をなおす︑皐校
の設備をよくする︑下水道を完備する︑このような国民の賞

にしていることがうかがわれる︒

らなかった鮎にも︑この電報を通じて現われた国内反響を気

浅沼書記長が直面目に米帝国主義と戦ゲ決意をもっている

だ︒これには何ら政黛イデオロギーの必要はない︒むしろ政

黛によって︑これらの問題の解決がおくらされるようなこと

のか︑具僻的にはどのようにしてアメリカ固民と切り雛され

際の日常生活の面倒を見るのが地方議含の大きな任務の一つ

になる場合さえあろう︒だから理論的には政黛色のない方が

ＦＤ

︑ノ

／Ｌ

貿易促進図の一人が︑同じく中園の要人に︑岸内閣は貿易再

肱含黛の訪中覗察国より一ヵ月程前にも︑ある日本の日中

のように︑一部の人々は海外に出てまで︑自分の図の内閣を

た米帝圃主義と戦うつもりなのか︑これらは一向にはっきり

すべて悪しざまに解樺し︑悪く宜仰するのだろうか︒内分だ

していない︒そこまで推察したくはないが︑いわば一種の場

帝闘主義という軸では︑アメリカの沖細占領がそうであっ

けは正しく︑政府が悪いので貿易ができないと信じているの

さかったので気づかない人も多かったと思うが︑どうしてこ

ても︑ソ連の少くとも南千鳥の占価も帝国主義と考えねばな

だろうか︒しかしこのように政府の悪口をいうことによって

附に反封していると話したと報道されていた︒この記事は小

るまい︒中園での話し合いだから︑アメリカだけを畢げたの

大向う目営ての褒言と考えられぬことはない︒

だというような浅沼書記長の涛明だったが︑それでは結局中

もしい根性がかくされているのではないだろうか︒これはた

中剛側の好意を買い︑自分の立場を有利にしようという︑さ

営り的な︑中図鑑衆の掲采を博そうとするあまりの︑いわば

園の意を迎える謹言だったと告白したにひとしいように思わ

口中国交回復に反封しているという中園側の護言をそのまま

この褒言はしだらくおくとしても︑同訪問圏は︑岸内閣が

しざまに罵ることは槙しむべきだろう︒これによって例えば

府を攻梁するのなら格別︑州手阿に川かけて行って白剛を悪

諸国に封しては︑超黛派外交とはいわないまでも︑閏内で政

このように外交上極めて微妙な立場にある︑これらの共壷

だ中園だけでなく︑ソ連における場介も同様である︒

れる︒いずれにせよ︑こうした褒言は︑牡愈黛を園内で護展

柵呑みにするばかりか︑むしろ積極的にその直資性を確言し

させる手助けには絶封になるまい︒

ているようだ︒新聞報逝だけによるのだから︑その正否はわ

倒閣の具にしようとか︑自分の立場を有利にしようとはかる
ことは卑劣である︒杜含黛が課想ほどに伸びない原因も案外

からないがｌ新細報遁臓まず絶謝に旅しいと確信してぃ為
が︑政治家は往々にして︑都合が悪くなると新聞の責任にな

こんなところにひそんでいよう︒

三〃の絡頃チベヅトに反乱が起ったらしいという報道が流

×××

すりつける習癖があるから︑一膳仮定の形にしておこうｌｌ
たかどうかを︑正式に間介せないのだろうかと不思議に思っ

何故政府は訪問国の蹄園後︑果してそのような褒言をしてき

れていたが︑四〃三日チ琴ヘットの活沸ダライ・ラマが︑イン

︑かはつ蛍内／した︒

ドに亡命してきたので︑その噂はいよいよ本物だということ

ている︒議含の符涛その他で︑岸首相︑藤山外相などいずれ
も国交回復に反封するような謹言はしたことがない︒もしそ
うならば︑政府は斌含裳に取消しを要求すべきだと考える︒
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チ尋ヘットは長い間イギリスの勢力範園であり︑インド樹立

に住民の多数を殺害するというのでは︑全く話が逆だといわ

ざるをえまい︒この叛乱についてダライラ↓︑が亡命先のイン

ドで蛮表した盤明文を︑中共は憾造だとか︑弧制的に書かさ

後はインドがその地位を鴨承する形をとっていた︒しかし一

九五○年中園人民解放軍が進駐して︑チベットも中園の一部

れたものだとか︑いっている︒しかしこれは本物のようだ︒

おくれた杜曾構造をもつチベットを改革するにしても︑ゆっ

を下して︑アメリカ軍の日本駐留は憲法違反であるという決

三月三十一日東京地裁の伊達裁判長は︑いわゆる砂川判決

れの国民に決定を任せたらどうだ︒

×××

よその風に自分たちの慨制を押しつける伽きが吸い︒それぞ

ハンガリー事件の時も同様だが︑どうも共産主義諸圃は︑

であることを確認させた︒そしてチ響ヘット人民の信仰および
風俗習慣を尊飯し︑ダライ・ラマや︒ハンチェン・ラマの固有
の地仕および職椛を維持することを約束した︒

しかしこうした約束がそのまま守られているならば︑こん

くりと住民の同意を求めながらやっていたら︑このような事

力の保持を禁止している︒この峰文がアメリカ軍駐留と開連

定を行なった︒いうまでもなく日本憲法第九峰はあらゆる戦

どのような反乱が起ることはないわけで︑また暇りに極度に

態にはならなかったろう︒中園全土におし接げられていると

ちに跳躍上告を行なったので︑いよいよ蚊商裁は非常に亜婆

違反かどうかが争黙である︒この判決に封して稔事局側は直

をもつかどうか︑あるいは駐留を認めた日米安保催約が憲法

いう例の人民公吐運動のように︑一畢に何らかの愛革策が弧
中園側からすれば︑あるいはいうに足りない程の改革であ

なしかも影響するところが極めて大きな問題に取組まざるを

行された紡果と兄ることができょう︒

ったかも知れない︒しかしそれは杜含組織の異るチベット人

蒋議期間の長びくのを避けるため涛護士の数を制限したこと

牡禽黛を始め進歩陣管は︑この判決を支持して︑岐高裁が

った︒

えないことになった︒しかし早晩取上げねばならぬ問題であ

民にとって︑非常に大きな礎革だったようである︒
大磯︑杜含組織が次第に近代的なものに進化してゆくのは
歴史的な必然であるが︑自分の勢力圏に入ったある吐含を︑
えおくれていても︑住民がそれで平和に︑満足して暮してい

弧制的に︑愈激に鍵革させる必要があるものかどうか︒たと

に反封し︑早くも反撃的な姿勢を示している︒

は疑いえない︒純粋に法律を燥文のままに︵一五頁につづく︶

伊達裁判長が直面目に考えてこうした判決を行なったこと

れば︑外部から手を加える必要はあるまい︒住民の間から改
別の話である︒このように改革を弧制して︑しかもそのため

革を要求する馨が出てくるとか︑徐々に改革してゆくのなら
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人種の品定め︑大統
領は新教徒︑シカゴ
の一世たち

一人稲軍敷の動詞の語尾にまでＳをつ

の気持を相手は敏感に悟った︒

らきた無知なオヤジと思ったのだ︒こ

人はアメリカへ来れば御主人様だぜ

﹁亡命者だからといってオレたち白

け︑﹁私は言う﹂の〃アイ・セイ〃を
アイセズと震一昔していた︒

その運韓手が人種の品定めについて

な白人がいるのだからな﹂

﹁オレたちの下には︑まだまだ下等

と来た︒そしていばって

アジア人のように苦労はしないさ﹂

リカ人のナチス嫌い︑共産糞嫌いは珍

彼はナチスと共産薫を罵倒した︒アメ

と言う︒

て話しはじめたのがキッカケだった︒

語ったのは︑私と第二世界大戦につい

しくないのだが︑運韓手君のは共に天

チー寺一生れの運韓手君によると︑ア

大前正臣
民族平等をうたうアメリカで黒人が

を戴かずというほどの激しさなので︑

人種の品定め

差別待遇されているのは天下周知の事

だ︒内人ｌアジア人Ｉ黒人の大まかな

メリカ牡含における人種の位はこう
彼はもとチェコで中流の商人だった

厘別のなかにも細別がおる︒まず一般

その理由をきいて染るとこうなのだ︒

人のなかにも人種によって幾つかの段

が︑ヒトラーが侵入したとき家を焼か

賞である︒しかし杜倉的に主流派の白

〃くれたのはチェコスロバキア生れのタ

階があることが判った︒それを教えて

一段と下る︒これはカリブ海諸島や中

の白人が最上位︒ス・へイン系となると

南米からきた白人で︑先租はス︒へイン

へ逃げてきた︒戦後︑チ〒ョに共産政

人だが︑インデアンとの混血が多く教

れ追放されたので命からがらアメリカ

殺されたというのだ︒

い英語で大馨でしやくった︒もつとも

えば東欧でも最も蕊達した文明国なの

いう気持が起きたようだ︒チ手ヲとい

などのときに他の傑件が全然同じでも

低いのがいる︒それは﹃一ダャ人︑就職

しかし同じ白人でもス︒へイン系より

アンチャン風︒

育程度も経済力も低くて一般に粗野で

権が樹立されると︑今度は兄弟たちが

クシー蓮韓手︒所はコロンビア大皐裏
の例の酒場でである︒

年のころ五十ばかりチョビひげを生
やした小がらな蓮韓手は︑ジャンバー

これを聞いたとき︑私の心のなかに

ニューヨークでは英語は通じさえすれ

だが︑営時の私にはロシアに近い田舎

ユダヤ人だと不利になる︒この歴史的

姿でウイスキーをあほり︑ナマリの弧

ばよいので︑その酒場の主人のマイケ

の一小国くらいにしか思えず︑そこか

なんだ﹃一イッはチテョの亡命者か︑と

ルなどはアイルランド生れのせいか︑
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］
【

えて異 議 を 申 し た て な か っ た ︒ と い う

日本人だという︒これについて私は敢

ア人のうちでは中国人がトップで次が

本人の品定めについて尋ねると︑アジ

いうことらしい︒そこで私の馬する日

分が最上位のグループに属していると

運韓手君の言いたかったことは︑自

うとそうでなく︑〃ホワイト〃の方で

ら︑〃カラード〃の方を使うのかとい

られているが︑日本人は有色人種だか

白と黒に随別されていることはよく知

書館など公共のありとあらゆる施設が

停車場の待合室︑ロッカー︑食堂︑映

えたい︒南部へ行くと︑汽車の車緬︑

含的に白人の仲間に入ることを書きそ

ラード︶に分け︑われわれ日本人は吐

場合︑白人︵ホワイト︶と有色人︵カ

たつとアメリカは黒人因になる危除が

黒人の繁殖力の旺盛なこと︑数十年も

と知って私はガク然とした︒教授は︑

い藤でこんなことを私にささやいた︒

を待っていたとき︑Ｓ教授は突然︑低

だ︒ホテルに撮るため地下徴騨で電車

たころ︑Ｓ教授と一日シカゴに遊ん

ャキ印はなかなか消えない︒

のは巾図人のアメリカ移民の歴史は古

もしかすると現在では︑この順位は

とんできて﹁このロッカーはカラード

を眺めた︒すると同行の門人の友人が

の黒人たちがケゲンそうな顔をして私

スーツケースをほおりこんだら︑周り

停車場に着いて傍にあったロッカーへ

ていた︒それに奴隷解放の父リンカン

という悪徳とは無淵係な人間に思われ

らも慕われ︑およそこの世の〃憎む〃

持ち︑明朗快活な性格で畢生のだれか

家のＳ教授は︑深い知識と高い教養を

Ｓ教授から聞いたことであった︒親日

ことではなく︑それをこともあらうに

私が驚いたのは黒人憎悪論を聞いた

あることを︑暗い暗い藤で説明した︒

教授の言う〃アレ〃が黒人のことだ

いんだ︒こいつは理屈じゃない﹂

﹁ボクたちはアレにはがまんできな

く︑到 る 所 に 住 糸 つ い て お り ︑ 職 業 的
ある︒

逆になっているかもしれない︒アメリ

川のだからダメだ﹂とどなったので︑

一三−オーリンズヘ旅行したとき︑

には高級な地位にはないが︑誠賞なの
で信用されているからだ︒とにかく日

に日本株が上昇しているからだ︒つい

カの中共愉悪と日本ブームで簸近急速

あわてて収川して︑白人専用のに入れ

なのだ︒私は人類の宿命の深淵をのぞ

を産んだイリノイ州の州立大畢の教授
それをマザマザと思い知らされた経

い︒

でながら迩稗手誰によるとインド人は

理屈を超えたものがある︒

蕊えたことがあった︒現地での感情は

本人は数も少く︑何といっても目立な

するそうだ︒

これでチェコ亡命者の波読は経った

駒を最後に記そう︒イリノイ大畢にい

きこんだ思いがしたのである︒

色が黒 い の で ア ジ ア 人 の う ち 下 位 に 馬

がアメリカで人種を大きく二大別する

r
Q、
、 レ ゾ

一●

ト教だが︑おのおの一つに数えて︲これ

ダヤ教を指す︒前の二つは同じキリス

ている︒この三大宗教は国教なみに扱

らを〃スリー・リリジョンズ〃といっ

の下馬評がやかましいが︑民主蕊の有
る︒頭脳は明せきで賞行力もありいま

われラジオやテレビで碗教放送ができ

力候補にケネディという上院議員がい

ィ議員には一つの大きな難色があるそ

から呼び盤が高いのだが︑このケネデ

大統領は新教徒
ここで例の酒場に辰って︑チマョ生

るが︑他の宗教は締出されている︒軍

られぬことだが︑彼がカトリック教徒

うだ︒それは日本人にはちょっと考え

い︒彼は﹁一般のｎ人は平等だ﹂と宣

ク︑ユダヤ教に限られているようだ︒

隊に配馬される牧師も新教︑カトリヅ

れの迩縛手君の拒張を反・︿クしてふた

言したが︑賞さいはそうではないよう

なぜカトリックが大統領になれぬか
というと︑賞に軍純な理由によるもの

クリス↓︑ス休暇に︑シカゴで〃餅つ

シカゴの一世たち

だということなのだ︑

だ︒たとえば彼に﹁それなら対は大統
と答えるであろう︒もし吐曾的地位が

領になれるか﹂と聞けば︑言下にノー

で︑アメリカの有椛者には新教徒が雁

き

倒的に多いためである︒清教徒が一三

人一世の杜含をのぞいた︒アメリカで

議員にでもなれないことはないが︑大

−イングランドを附拓して以来︑アメ

向上し政治的手腕が認められたら上院

リカの政治的支配層は体統的に新教徒

かもしれないが︑これは日系人が日系

も餅つきをするのかと不審に思われる

のアル＄︿イトをやったとき︑日本

いうのは彼がカトリヅク教徒だからで

統領にだけはなれそうもないのだ︒と

ちでもさらに中枢的主流を成している

が勢力を占め︑白人という主流派のう

畢に打って川ても徴選しないのだ︒そ

事賞がある︒カトリックでは大統領選

カトリック教徒は一人もいないという

ころにもうかがわれよう︒

メリカの吐含構造の複雑さはこんなと

れないが︑大統傾にはチト靴しい︒ア

手君は上院議員までにはなれるかもし

のだ︒こんなわけでチェコ生れの運縛

のだ○

い︑清酒を飲み餅をたべて新年を呪う

日系人は正川には先測代之の風智に従

杜含のために責る正月用の餅である︒

アメリカの歴代の大統領は新教徒で

ある︒

の前に大統領候補になるのも難しいよ

教﹂というと︑新教︑カトリック︑１

ついでながら︑アメリカで﹁三大宗

がシカ零コに二︑三軒あり︑私が働いた

つかないので︑商店から買う︒製造元

もちろん菩通の家庭では自分の家で

うだ︒

明年︑大統領選畢が行われるので︑

いまから共和︑民主雨裳の大統領候補

Cio)

の思い川のなかのⅡ本だけで結榊だ︒

そこはアメリカらしく太い体が上から

と表現してはまずいようだ︒なぜなら

ンコ〃と忙しい︒いや〃・ヘッタンコ〃

スを越すと人手を集めて連日〃・ヘッタ

だ︒元来が餅菓子屋さんで︑クリスマ

すると︑仕事仲間が全部一世の老人た

に乗って十分くらいの餅菓子屋へ川動

が円系人の持家の二階︒そこから巾電

となってしまった︒まず油つたところ

へ引きこむと付合う連巾はみな側系人

生と交際していたが︑一たん生活杜含

マス君も私も畢校にいる間は白人畢

るので︑英語はそれほど話せなくても

蕪そうと思えば日本人杜含の中で蕪せ

ても英語が除りしやくれない︒いや︑

り幕してきたので︑何十年滞米してい

の人たちは狭いⅡ本人壮介の中でばか

するには除りにも年を取り過ぎた︒こ

そうかといってアメリカ杜命へ同化

それを大切に抱き綾けよう︒こんな気

ぶら下 り ︑ そ れ を モ ー タ ー で 上 下 に 動

ち十名ぐらいいただろうか︒ほとんど

すむ︒Ⅲ系人机乎の商寅をやればよい

ルバイトに同行したわけである︒

この餅菓子屋はシカゴだけでなくク

五︑六十歳の人ばかりで︑四十代とみ

のだ︒餅典子雁の主人も日本人に礎る

所はそのうちで雄も大きい店だそう

リーブランドやデンバーなど遠くの都

られる女の人が一人いた︒これは餅の

含は資に鍵っていた︒これらの一世は

一週Ⅲばかり働いて湖察したこの耽

出す始末である︒

語の交渉となると︑マス満を引っぱり

菓子ばかり造ってきたので︑難しい英

持である︒

市からも注文取っており︑私の化事は

これ役である︒

ンドで計る︶というように︑箱に餅を

のサイトー商店へ五十ポンド︵餅をポ

日本帝剛を離れてから一度も故郷へ肺

天擾節が十一〃三日の時代に育ち︑大

かしてキネにしているからだＯ

その川 荷 で あ っ た ︒ ク リ ー ブ ラ ン ド 市

つめて宛名を書き︑トラックを呼んで

る︒ミシガン大里にいたころで︑祝友

のは︑ 金 が 足 ら な く な っ た か ら で あ

体いは違法行篇︒それを敢えてやった

れていなかったので︑この餅つきの乎

われわれ留畢生にはアルバイトは許さ

いまでは時効になっているだろうが

族炎だけではすまされぬ︒日本は︑昔

しれない︒それに要する蝋の腫金１

だ戦火の傷手から回復していないかも

る︒肺っても故郷にだれがいよう︒ま

し︑蹄剛する情熱はとっくに失せてい

に封する思慕と愛怖は深く弧い︒しか

つたことがないのだ︒それだけに︑水

みが親子で違うようになってくる︒親

本人なのである︒食事や生活様式の好

なるが︑親たちはいつまでたってもＨ

に同化して︑一人前のアメリカ聞民に

交際するので︑たちまちアメリカ吐含

だ︒二世や三世は畢校へ通って白人と

供たちとしっくりいかぬことのよう

この人たちの偶承の称の一つは︑子

護送するのだ︒

の二世の畢生マス君に頼みこぷ彼のァ
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たちは日本語をしやくるのを嫌う︒親

たちは英語を使うのをいやがり︑子供

亡霊が巣くっているようだ︒そしに少

かで何十年も住染ながら︑まだ明治の

極度に近代化されたアメリカ文明のな

が︑何れにしてもアチラ様の待遇は︑

ァを︿イトに専念する人々まで各種だ

アメリカ政府の丸ガカエ留畢生から

も愛らぬ愛情ほど︑外国人留畢生をと

れる︒忙しいせいかも知れない︒いつ

というか持続性に峡けている黙がみら

一見資に開放的で親切だが︑その直賞

ならぬ身は全くつらい︒アメリカ人は

ｚや○

が日本語で︑子が英語で語り合うとい

くなる仲間の数に心細さをて次第がら

こんなわけで︑一世たちが一世同志

う珍妙な風景が普通となる︒

全く千差寓別︒異郷︑然も勉弧せねば

アメリカ人の宗教
生活︑ヨーロッパ
世界の魅力

ますます小さく固まって感じないく︒

の交際を求めるのもむりがなかろうｏ

恒例の 餅 つ き が 始 ま る と 小 遣 銭 か せ ぎ
がてら に 餅 菓 子 屋 に 集 ま り そ こ を 杜 交
場とするのだ︒日本の田舎で家を建て

︽大久保昭教

アメリカの宗教函隙の一手仕事になっ

きほぐすものはないのだが︑その黙は

るとき︑地つきに近所の衆が集まって

の温かい匂が立ちこめる工場のなか

働くように︑シカ等﹁一の一世たちは餅米

遠く海を越えてやってくるアメリカ

一歩を印すると︑必ず例のステーショ

ないのに︑外函人留畢生が︑飛行場に

ている︒通知を溌めしておいた鐸でも

い出話に花を嘆かせるのだ︒食事の度

への留皐生は︑世界の隅灸から正に年

ン・ワゴンで椴迎に出て来ている宗教

アメリカ人の宗教生活

に︑一日の仕事が経って一ぱいやる度

間数菖にも及ぶといわれている︒〃笈

圏篭の係人の笑顔に先づぶつかる︒不

で︑餅をまるめ︑並べながら︑昔の思

に︑昔故郷で殿様だったような話が繰

をになうに柳行李〃と迄はいかなくと

の如く語りかける出迎えのその人は︑

安におののく若者に封し︑百年の知己

ある一世の老人のことが話題になっ

返される︒

未知への恐怖と憧れに満たされる︒

も︑母国を旅立ってくる人々の思いは

の家柄は士族じや︒向うも士族ならく

され︑断固としてはねつけた︒｜︲ワシ

ザ︶の色分けを輿え︑それによって︑

の外国人留畢生に︑数種の入国査護︵ビ

不思議な事に︑アメリカ政府は︑こ

る︒勿論︑無料奉仕だ︒

親切丁寧に骨身を惜しまずやって呉れ

荷物の迩搬から︑街の買物案内迄賞に

た︒娘を二世の男からお嫁さんに所望

れてやろう﹂と︒こんなのは極端で物笑

或る程度留皐生活上の約束が科せられ

やがて︑慣れぬ畢校生活が始まると
いになったが︑この人たちのうちには︑
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の郵便受に数十通の招待状が投げ込ま

五日制 の 最 後 の 金 唯 の 夕 刻 に は ︑ 自 分

内これ謡して呉れた人があった︒この

トンでは︑勤めを休んで︑三日間も案

ボートで島を周って呉れたし︑ワシン

で全部無料︑マイアミやでは︑モーター

それしか存在しないと考えており︑東

カ人は︑跡とは︑キリスト教に於ける

はいつもお互いを難行させる︒アメリ

に移るのが常だが︑この錐一間に︑私

て日唯の午前中は︑教含の確舜へ︒此

ピタリ横づけ︑盛大なる晩サＸそし

土唯の朝には︑宿舎の前に出迎の車が

話下さい﹂そして︑訪問を知らせれば

彼らは︑我々に封して︑その奉仕の代

ぬ心配を思わせる程であったが︑では

ら⁝⁝と︑東洋の貧乏畢徒には︑いら

何から何まで全部無料︑破産せぬかし

僻をつくって献身しているのである︒

く説法とは除り愛りない説き方だが︑

現賞的姿︑そして磯験︑我だがよくき

人間との結びつき︑愛の本質と︑その

ろうとする︒キリスト教の偉大さと︑

謂心の突破口を︑すざましい勢でつく

リスト教の偉大さを認めさせる篤の所

は︑驚く程の事賞である︒そして︑キ

子位いにしか考えていない人が多いの

の時が又大愛だ︒幾百人と云う参舜者

そうだとしたらどの様に説ききかせる

償として信仰を説くのであろうか︒又

洋における沸教すら︑キリストの一弟

が︑我為に握手を求め︑激働多言︒そ

のが中心となっていること︑即ち︑数

唯一つ異る鮎は︑個人の満足というも

で︑我々を淋しくさせぬ篇に︑奉仕関

の心使いは色々だが︑この週末の家庭

のだろうか︒この逢が︑アメリカ人の

人為は︑全部キリスト教の熱心な信者

れている︒日く︑﹁淋しいでしょう︒

是非明日︑私の家へいらつしやい︑ゆ
っくり手足を延ばして休まれることを

訪問は︑責に心温まるものだ︒又貧し

信仰生活上の考え方を知る大切な鍵で

願っています︒御都合良ければ︑お電

い留畢生のことだから︑旅行はしたい

はなかろうかと思う︒

バスを使い︑専らこのリストの人々の

つくり︑高速安侭なグレイハウンド・

の度毎に︑カリフォルニア米の握飯を

私は︑時を惜んで︑旅行をしたが︑そ

世話して呉れる人為のリストがある︒

と：．⁝アメリカ中何庭へいっても欺迎

の質問から︑可成り本質的な跡の問題

の教曾のメンバーか﹂といった前置き

る︒﹁あなたは︑新教か奮教か︑何虚

決って信仰の問題がサロンの話題とな

うことも御馳走だが︑食後の一時は︑

は︑平凡だし︑所謂その人の持前を味

食前の所りで始まってからの世間話

潅な質問が飛び川してくるのも至極鴬

しているか﹂という責に現賞的で︑無

から︑﹁貴方は︑あなたの宗教に満足

く本人の自由といった伽向である︒だ

為派の競責の様な形が現れ︑選捧は全

賞だと云うことである︒故に時に宗教

典えて呉れるか︑と云うことに賞に忠

多くの宗教のどれが一番自分に満足を

が︑金がない︑そんなこともあろうに

世話になって歩いた︒勿論何から何ま
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−

人のものには違いない︒然し︑儒仰を

さが今も心に残っている︒信仰は︑個

が︑いとも熱心であるのに︑その静か

仲畢多才︑政府の高級官吏だった人だ

ワシントンで世話になったＺ氏は︑

刑の守磁を仰える意志を持つ信仰考の

っている人だともいえよう︒偉大なる

は︑幸細をつかむつかみ方を︑よく知

様であり︑その意味では︑アメリカ人

価と素通りな階仰生活に紬ばれていく

は批判され︑その賞践活動が民衆の評

があるのだろうか︒されば︑之が教図

が然しや生活に喜べぬ信仰というもの

ーロッパは︑人類の心の故郷の一つと

メカニズ生活にとって恐らく永遠にヨ

るためであり︑チカノ︑した近代人の

命が︑其虐にまざノ︑と稗廻されてい

そして生き永らえてきた人間精祁の蓮

は︑ヨーロッパ価界の持つ奮い体統と

多くのＺノンを持っている︒︾全くそれ

には何の連開もない東洋人にさえ︑数

然だといえよう︒

仰える人の人格が︑結局妓後の成果を

成果は︑結極本人の直創さと︑徳の致
すところと思えば︑信仰の世界程︑個

しい︒なつかしい思い川の皐園を去っ

収める様な蕪がした時︑つく人︑体迩
ろうかと思った︒Ｚ氏は︑本職でない

人差から来る成果の明瞭なところはな

た私は︑約一ヶ年間︑専らアメリカ東部

織も生れると説いたＺ氏は︑もうそろ

込んだのが︑最早其庭には︑英固調の

河を下るクイン・エリザベス縦に乗り

アメリカの秋は︑シネラマの如く美

僻仰考が︑何十人か集って︑週一度仙

い︒何故なら︑仰導は︑全く裸の直賞

を中心に︑印象的な族をし︑ハドソン

なって行くことであろう︒

人の循仰を人左に護表する命合に招い

であり︑そこから牧師も︑教堂も︑組

者の人格が他人を左右するのではなか

て呉れたが︑此の動きは︑欧州でも大
愛礎んであった︒牧師が導く刺の世界

そろ夏族行の仕度をしているであろう

生活が︑急速に浮彫りされてくる︒今

人は時折︑過去に鮎ばれる時間を持

うことを克く思い知らされる︒快的な

か︒

迄アメリカ人の考え方と︑生祈の仕方

提となり︑個人の満足が亜大な意味を

つものだが︑そんな時︑地球上の平凡

一週間の船旅で︑大陸の一フランス領

ヨーロッパ世界の魅力

への道も大切だが︑然し信仰を求める
人倉のタドノ︑しい集含は︑何人にも
共通の感動と示唆を典えている様だ︒

持ち︑偏仰は︑この鮎から出溌してい

な一地帯であるるヨーロッ・︿ほど多く

に朝方︑寄港した時︑特徴あるベレー

いうものが︑如何に壮重なものかとい

るから︑生活に入る力となってはね返

の人々の話題に登る庭はないだろう︒

帽に︑︑ずさむにはいとも迩営な小歌

しか知らなかったものには︑賦州風と

ってくるのも常然であろう︒如何にも

一分家であるアメリカ人は勿論︑人祇的

その篤には︑人間の共通した欲求が前

日本人の生活態度との和似もあろう︒
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港湾労働者の群に︑各人さまざまな批

と共に︑無秩序の中に保ちつ上︑働く
全く筋の違った素朴で︑怖熱的な人冊

する︒アメリカ人のドライ型の親切と

も︑其虚には︑人間同志の亘責が州花

たとえ︑其庇には︑合理化された設

評をデッキからなげかけたものだが︑

見て批評することから懐しさに心休ま

備や︑便利な生活の楽しさはなくとも

の魂のふれあいがある︒

る気がした︒除りにも︑ｎ本の川合に

人告等しく人間生活の何かを︑もう一

一旦英閏本土に上陸してからは︑物を

似ているからである︒

ロンドンの晩秋は︑黒ずんで淋し

度思い廻らすことであろう︒

活を支えている建物や大自然︒如何に

い︒パリで夜更けにひねったシャワー

動く人︑物思う人︑そして人間の生
も︑それはメカニズムのアメリカとは

汀の家の粗末な︑︑ヘットに震えたフィレ

は︑水同様なものだった︒そして叉︑

私は︑かくて英国を始めとして︑フ

違うのだ︒

イタリーと︑人知れぬ貧しい書生の旅

デンマーク︑スウェーデン︑スゥイス︑

ストリァホテルの羽根ブトンの巾では

ニヤや︑ジュウタンが色彩すら放つア

然し︑其虚には︑黄金州カリフォル

ンツェの塞腹は辛かった︒

を萩けたのだが︑確かに人Ⅲ至るとこ

到底味えぬものがある︒商級な英閏製

ランス︑ドイツ︑ベルギー︑オランダ︑

ろに青山あるものだ︒隣接した狭そう

で生きつ堂けて行く︒

一朝一夕で出来たのではない︒醤い

体統の光が︑厳然と此の世界には誇を

持っている︒

英国の海の入口︑サウザンプトン港

の夕闇に浮彫された○．８口目閏日﹄︐

ロ巴︵大海の終着畔︶というネオンを︑

ッパ世界が︑人間中心の偉統に生き綾

私は︑一生忘れないであろう︒ヨーロ

け︑又私が︑人間の粘川に愛怖を持つ

︵七頁より︶

限りでは︒

立つものと思う︒しかし解樺は必ずし

通川してゆけば︑こうした解稗もなり

の時そのいずれを探るべきかという鮎

も唯一つとは限らぬ場合があろう︒こ

し止しい厳味でのＩで

になると︑あらゆる怖勢を判断した尚

峻の政論雌

決定しなければなるまい︒雌商裁の決

多数の固民を納得させる穏常な判決を

定がどうなるか諜断を許さないが︑大

の洋服を着て︑ウドンのかけをくらっ
どんな貧しい服装をしていても︑ど

な国家群のなかに︑数多くの鍵化と︑

んなホッタテ小屋に住んでいても︑人

ている日本とも︑又違っている︒

る︒東を訪ぬれば東︑北を訪ぬれば北

間の償値は︑それに依って︑少しも影

量りしれぬ人情のキビが躍動してい
に︑人間の陣統と蓮命とが︑東洋の青

響されないし︑人問の魂は︑一人々を

期待するものである︒

より来る︒訪ねるものも︑迎えるもの

年を心よく抱いてくれる︒友あり遠方
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元東城遺族含

鈴木仙松

長・現顧問

道義の昂揚に鑑み千葉螺
香取郡東庄町東城遺族含
概況に就て

韓もひみ

ひとりごあ

思惟るに︑吾が民族は経戦以来︑今日まで苦難の行路を歩

しじみ

倉の目的の重戦である様でありまして︑折々本含員百有除名

こもｆ

の皆さんと共に和曾し︑静座無言のうちに︑あれを恩ひ之れ

を顧る時︑寓感胸に迫るものが交窒のります︒
なか

こんりゆうおのをの

併し中でも恩ひ起せば昭和二十七年には︑吾が東城が全村

を塞げての嫌大なる︑あの追悼命やら慰霊碑建立の各巌湘な

る式を執り行はれ︑爾来︑年を歳々︑慰霊・法要等賞施せら

れたること全くに鄭重極染なく︑此れぞ戦痩者は勿論︑吾等

遺族に於ても此上なき慰めであり︑一日千秋の恩ひで待ち望

さはさりながら︑同年の四川には日本も自主澗立剛と成り

す︒

んで居った虚で︑これは誠に黍なく感謝する次第でございま

で矢ひ︑剰へ此の遺族は祁聖なる日だの︑重労働に耐え得な

筒ほ其の後に於て︑国際連合にも加盟せる我が日本国の将来

みましたが︑殊に杖とも柱とも頼む肉親の一人子を彼の戦争
い︑老人や幼児と其上に病骨の嫁︑即ち未亡人だけでは遺族

を考えます頃︑決して安易なものとは恩はれませず︒

いばら

従って吾々戦残者の遺族にも︑更にまた険しい荊練の道が

どんぞこ

として︑直に本復し難い心の痛手で︑物質的にも窮乏の呑底
に瑞ぎつつ︑苦悩と試練の中に叩吟せる人さえもありまし

綾くことでありましょうが︑私共全図八百寓の蓮族としては

あへうち

た︒けれども吾を遺族含員は今後悲哀なる︑食ふや食はずの

二百菖戦授者の諸蕊に膳える篇め此の後︑如何なる困苦にも
Ｏ

いと

ならんことに全力を詮し︑且つ冷たい戦争の絶滅を念じ︑永

○Ｏ

耐え忍ぶ決心を持ち︑今こそ貝に倫理感より生ずる﹁道義の

こた

生活難に陥りたくはありません︒

昂揚﹂品性の緬養︑文化の護展等に精進し︑最どぅ生活の向

○

○○○

とは言ふものの不幸にして︑若し曾員中で﹁疾病﹂と﹁老
○Ｏ
裏﹂並びに﹁貧困﹂この三つの厄難が同時に襲い来るとい

上安定を期待し以て本営に︑平和な租閏の再建と聞迩の隆凸

ＯＯ

ふ︑斯様な心身共に疲れ果つ境遇者が出来たとしたならば︑
劫潅添︶

く国土の安泰・民族の幸禰・繁柴を期する畳悟を持つべきだ

これこそ同病相憐れむの暖かい精祁で︑榔蚕鍔叶︵鑑

慰籍︵睡釜溌繁︶︑鋸湾︵池蕊︶の方法を開くことに努め︑そう

と斯様に存じます︒

因に︑卿か参考とも相成らばと︑心ついたまま次に本曾の

ちなみ

かやう

して生活の不安に劫かされない︑明るい暮し方の手段を固り
たい︑夫れが故に︑﹁含員お互の助け合い﹂とのことが︑本
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則

監事二名

理事十七名
願問若干名

書記一名

事︑監事︑顧問は含員中から倉長が通常に之を推鮪

第七係含長刑含長は紹含に於て街員中より選翠を行ひ︑理

によらず理事に任ずるものとす

し書記は含長が任命する︒但し含長︑刑含長は推備

第五章統務及含識

第八係本愈の役員任期は武ケ年とする

義の昂揚︑品性の緬養と文化の進展に努め以て牡含

第九峰含長は含務を細理する

顧問は本倉の亜要事項につき脅長の緋問に雁ずる

刑含長は曾長を補佐し愈長事故ある時は称長に代っ

て含務を虚理する

に含計の監査に従事する書記は曾長の命を受け庶務

理事は含長と共に事業の執行を計る蛙事は含長の許

二︑生活保護を目的とする各種事業

第十燦曾議は総含と理事念とに分ち含長が議長となる

含計の事務に従事する

四︑開係各機開︑関機との連絡

之を決する

半数の同意を以て之を決し可否同数の場合は議長が

第十二催各曾議は過半数を以て成立し其の議事は出席者過

招集する

五︑其他本含の目的を達成する必要な事業

含長一名

第六係木曾に左の役員を置く

第四章役職員

第十一僚総含は毎年一回之を招集し理事曾は必要に雁じて

三︑杜含道義の昂揚と文化の向上を固る各種事業

一︑慰鍵祭・法要の貿施

第五峰本含は前僚の目的を達成する篇めに左の事業を行ふ

第三章事業

に寄典することを目的とする

的地位の向上と生活椎の確立を岡り平和日本の建設

第四僚本曾は遺族の相互扶助︑慰籍︑救済の途を開き︑道

第二章目的

組織する

第三催本含は東城地歴内に居住の戦争犠牲者の遺族を以て

第二膝本含の事務所は東城一公民館内に世く

第一篠本倉は東城遺族含と稀す

第一章総則

日

副曾長二名
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〆全

第十三膝倉長は簡易な事項叉は急を要する事項に就ては書
面を逢って賛否を求め含議に代る事が出来る

第六章含計
第十四膝本含の経費は左記により支群する
一︑含員の含費

二︑寄附金其他の牧入

第十五燦木曾の含計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月
三十一日に経る

期細倉に於て議決と報告承認をする

第十六係木曾の牧支は含計年度により決算し含務と共に定
第七章

第十七催本含則は総含に於て川席者過半数の同意かなけれ
ば鐙更することは川来ない︒
︵千葉螺東部支含副含長︶

テレビ・教化囲鰐

岡崎言市

がある︒以下二三の鮎を峯げて御参考に供し度いと恩ふ︒

一番注目に値するのは幼稚園などの幼児の指導︾方針であ

る︒勿論子供の親たちも畢校教育が子供のためになすべき一

稀亜要なことは子供が友人と仲よくやってゆくことを教える

ことだと信じて居る人が大部分であろう︒又相営著名な教育

家迄が﹁教育の任務は子供を利己的でなく︑他人のことも考

える人間に育て上げることだ﹂と言って居る︒夫等は唯善か

れ悪かれ現責の状態をありの侭に評したものに過ぎない︒我

等も亦テレビ幼稚園の諸先生が何れも邪心なくベストを森し

て子供達の指導に常って居ることを承知して居る︒しかし感

力と勇気とを自分のなかに兄出す能力を養なわせることが果

化力の弧い子供たちに他日猫りで生活し︑孤猫にⅢえる粘川

して現在のテレビ幼稚園︑其の他音楽蕊術技術等︑教育上か

スゼ○

ら凡て十分期待することが出来るか何うかを愛ふる者であ

間それ許りではない︒いくら幼児が周倒への順唯性が強い

からと云っても︑創造性や猫創性を必要とする職業を希望す

る者がないとはいへまい︒そして子供達がこの各自違った特

性を持って居ればこそ︑蒋来夫を祇含国家に何等かの貢隊を

することが出来るのではないか︒夫故に一面から云へば如何

をやめて︑﹁家の子供は間脳にあまりよく順雁し過ぎはせな

に友だちに受入れられているかということばかり気にするの

毎日朝晩閑ある毎にテレビを注意して観て居ると︑特に杜

いか﹂或はそれに依って却って本来の性愉迄没却するのでは

テレビを練る諸問題

含教育や畢枝教育の上から観て獄止することの出来ないもの
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〆

い川として是非御雅収りを伽い度い︒筆者が郷里炭品嬬三脈

そこで恩ひ出すのは六十年前の昔話であるが︑唯老後の思

ある︒全く私的の菜りではあるが仙界平和の賞現篇めに︑内

人からなる﹁世界平和アピール七人委員命﹂の如きがそれで

様だ︒例へば商級な所では︑茅東大綿長や湯川秀樹仲士等七

より︑何れも集圏活動に依って活躍する傾向が目立って来た

市の小翠校を未卒業の雛藤島螺の施一巾畢へ入単したのだ

う集閏活動を志して居る有志の闘総は他にいくつもあらう︒

外に向って色々の勧告を行ひアピールを綾けて居る︒こうい

ないかといふことも老へてゑるべきではなかろうか︒

破格な先生があった︒先生はもはや呉市の中畢校長を最維の

﹁戦争と失業反封をうたう闘民縄決起大倉﹂の如きも之であ

が︑愈々郷里小皐校を去る前妹尾耐松と云ふ小畢校には稀な
舞墓として逝去され今や幾年かになる︒その先生が鰐操時間

であると云ふな味であって︑簡単に云へぱ政治力が伴ふ課で

ない所が弱味である︒さらばと言って此等善なの集閣活動を

る︒しかし之等は何れも仙人として行動するよりも有利有効

特に援助し様という機淵がある鐸でもない︒そこで前大賊大

になると必ず小単校の北側にある喫山に登山させられた︒其
へられ︑樫山の預鮎に達するや︑遥に瀬戸内海を隔て些四閏

の都度忠臣樫山慈俊と之に開聯して兇烏高徳の拠樹の銘を教
の山衣を指して︑登山の趣味や山に開聯する史跡を識くと川

臣一万川筒登氏は素直に次の如く述べて居られる︒

居るのである︒

ある︒之が六十年後の今尚錘鍵として我等の鵬襲を去来して

くろう︒僻にこれは偉い人になるとか︑或は役職に就くとい
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
う風な意味でなく︑政治のあり方を蕊えていく原動力になれ

ものに自分は志して居る︒そういふ人為のグループを一つつ

二言に云へぱい聖政論Ｉ剛災閏家の篤勤の政論といふ

時に闘策としては何うしても漁業で固益を計らねばならぬ迩

之を要するに我等の噸ふ所は現在テレビが典へて勝る所を

ば事足るのである︒一人一人には和常りつぱな人がおるｏい

命に旅ることなど︑小翠枝未卒業の幼兄に教へられたもので

兎や角云はんとするのでない︒具僻的に云へば︑我庵はわれ

守薫を立派な政黛に少しでもしていこう︒︵換言すれば現在

そういう風にして今日の二大政黛であるわれわれの馬する保

ことをやることがい上とすれば固民の備頼を受けるだろうｏ

︑︑︑︑︑︑地︑

われの子供を周閲に順雁することの必要をわきまえさすと同
時に︑自分で物を考へ︑行動する椛利を大切にする子枇に育

上ことを考えておる人が︑ともすると一人一人︑ばらばらに
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
なって居る︒これをひとつ組織化して︑五十なり百の票数に
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
なればこれは︑私無規川米ないだろうと忠ふ︒そうして言ふ

て上げなければならぬことを力説せんとするものであるｏ
今日の教化団鰐はどうすべきか
近来兎角国民有志が佃人として国家国民の篇めに決起する
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の自民黛の後援政黛の役割を果し度しこういう運動を一つ
つぶれるかもしれませんが︑しかしつ墓さないような一応決

何れにしても今後政治︑経済︑吐含各方面に於いて龍門杜

意でやろう﹂全円淵三月瀧︶とある︒

の思想や行動を必要とすることが切責であるから龍門牡を基
本として寓事之を政黛的に組織化し様とするのが一万川氏の
ての護展性の篇めか︑或は愈員組織を出来る丈時代の風潮に

ねらいであろう︒のふならず︑龍門杜としては財闘法人とし

○○○○

順膳せしめる鴬めか︑個人含員の外に︑醜に妓も時代の要求
に通雁する集囲活動の可能なる倉杜含員もあり︑更にこの含

祇含員の蛎加を企蚕叩だと聞いて居る︒そんなことは兎も角
として今日迄教化圏燈として我が日本弘道曾も龍門吐と同じ
く相営古い歴史を持ち︑共同若くは同一の軌道を歩んで来た

ものであるから︑此の際我日本弘道含員に於かれても各自猛

反省して一万氏の主張に共鳴する所がなくてはならぬと恩
ふ︒

家と健康︵績冷︶

山田醇

確酸カルシュームとアルカロージス

去る冊一年の春︑西勝造氏著﹁病気よさょなら﹂を積んで

始めて法蓮草を煮て食すると眼や耳や血管や子宮等が犯され

謄石や腎臓結石の生ずる事を知る迄︑疎開以来特に多く煮て

て︑十一月に手術した篇に﹁家と健康﹂なる著述の出版が延

食せし結果︑昨年秋に左眼が我画の老人病なる円内陣となっ

煮た法蓮草とココアと紅茶にある無機の薩酸が︑鰐内で修

引になって本誌の請者から多数質問状を頂戴しました︒

酸カルシュームの結石を生ずる事は︑昨年十月縦の本誌に記

載しましたので︑健康生活に注意せらる鼻方々は断じて煮て

西醤畢では結核も癌も手術や注射をせずに︑比較的簡単に

食さぬよう希望します︒

院の眼科に親族のものに名醤がおりましたので手術をして︑

治療しておりますが︑眼は短時間に治療出来ぬので︑東大病

柿の葉の茶を連日一︑二○○瓦ほど飲んで︑経過は非常に良

柿の葉のお茶の御蔭と恩ひますが︑手術後二週間で退院し

効でしたが︑完全に同復せぬ内に大失敗をやりました︒

て︑以後連日洗眼に通っておりましたが非常によくなったの

である日︑日比谷の日活国際曾館の四階に︑ある含祇の軍役

を零れて二時間ほど用談をなし︑換気口のないガラス張りの

部屋の暖房が非常に暑く気分が悪くなったので︑十分に話を

せず婦宅しましたが︑其の晩から左眼の周園が甚しく鈍痛を

起し安眠出来ぬ状態でした︑翌日診察を受けた虚が祁経の故

障と云ふ事で︑全快が二︑三週間延びました︒

人間の鰐を科畢的に分析すると酸素が六五％で︑換気設備

C20)

更に又園織の切符きりが︑股の間に煉炭火を入れて防寒に

極めて効果的であり︑叉火災に安全です︒

んが︑五︑六年目に何鹿か犯さる上ものですＯ村松梢風氏の

しておりますが︑之れも甚しく不衛生な方法故︑何とか改善

のない部屋におると︑健康鰐の方には急には故障を生じませ

親族の孫さんのアルカロージスと丸ビル病に就いても昨年の

すべきです︒

一日分の必要垂が出ております︒ビタミンの部には︑ビＡ︑

食品分析表の本には︑必ず人間の生活に必要なる柴養素の

ビタミンＣと柿の葉の茶

十川雅に記載しましたが︑戦後の家には甚しく換気口のない

ものが多く︑特にアパートには我国の気候を無覗せる換気と
防潟の設備のないものが多く建築せられますが︑徹底的に注
私共は空気中より酸素をとって炭酸瓦斯をはき出し︑植物

ビタミンＣは

Ｂ︑励等は一日に僅かに一・三唾から多くて二庭迄ですが︑

意したいものです︒

が之れを吸って酸素をはき出すので︑健康を保持する事が川

女子が六○庭︑

男子が七○庭︑

来るのです︒之れが蔦に都市では街路樹を柚え︑公園を設く
るのです︒床の間に葉のある花いけをするのも幾一分か有益な

雄婦が一○○庭︑

となっております︒而してビａとビＣとは煮ると非常に消

授乳婦が一五○睡︑

尚又換気の悪い部屋で瓦斯ストーブをたいたり︑腰掛嘘に

事です︒

ると之れも五︑六年目に故障を起し︑子供等が布囲をかぶっ

失するので︑大部分の日本人が︑ビＣの多い野菜を生食せぬ

煉炭を使川する方が多くなりましたが︑矩鮭に煉炭を使川す

限り︑ビタミンＣの縦乏症を起しておりますが︑現在お誉者

の大部分が此の事柄に無淵心です︒

てねると三︑四零分間で人事不打になるので︑師方共完全なる

︑す︒

排気煙突を設備する事が肝要ですが︑一般には賞に不注意で

二︑歯牙愛性︵壊死︑蛎曲︶

一︑血待及毛細血待の病鍵

三︑曲雛の疾病︵出血︑弛緩︑姪痛︶

即ちビタミンＯが不足すると︑

卓子も盤から一尺となし︑中央部に一尺角の不燃焼材の火入

四︑開節及び骨路の愛化

岐近流行の腰掛雌と︑小さな場所に使川する一穴便所とは

れを設け︑炭火を入る坐・時は木次を︑電熱器を使用する時は

大・此十三年に私の考案したもので︑腰掛嘘は深さ一尺︑上の

石綿を入れて︑その上に半同形の金網をのせるように作ると
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六︑上皮組織の病鍾起り易し︵口腔︑腸に潰傷︶

五︑粘膜出血

等々殆んど菖病の原因となっておりますので︑毎日有色生

二八︑死を早む

七︑感染に封する抵抗力の減退

の葉の茶を少なくも毎Ⅱ六○○瓦以上飲川せぬと︑健康生活

野菜ジュースを七十匁以上食さぬならば︑西勝遥氏護明の柿

ｕ︑＆

の六月迄の分を作ると好都合です︒七月八月にも作れますが

毎年六月の中旬に九月迄の分を作って︑九月の中旬に翌年

茶は飲用せぬように切望します︒

しておりますので柿の木のある方之は是非共作成して蒋迩の

製造法は四勝造氏の専責ですが︑Ⅲ本人の健康の篇に盃表

効果がありました︒

院に入院中は︑朝食を唆して毎側柿茶を多逓に飲んで大礎に

タミンＣを利用しておりますので︑私自身も先頃東大眼科病

外国の醤望の雑誌を見ると︑飛気の諜防の桑が治療にもビ

含と西式健康愈館で取りついでおります︒

いので礎んに輸出しております︑東京では前競記載の西奨草

柿茶は西勝造氏の指導で︑四阿で作って外圃に柿の木がな

柿の葉の茶の作り方

爺軒も茶を多くのむと長寿は出来ぬと書き愛しております︒

すぎると安眠が出来ず︑胃や腸や腎臓を刺激するので︑貝原

しかもタンニン等悪い含有物があるので︑老年になって飲み

蒋通の茶にもビＣはありますが︑茶はアルカリ性が弧烈で

を保つ事は頗る困難です︒

八︑成長障碍及び謄亜減少
？

十／クロミニーの硬化︑鍵鷲︑開放又は消失︑軟化︑萎縮
一○︑腺の萎縮或は搬大︑刑腎の分泌減少

二︑ 甲 状 腺 の 異 常 分 泌
一二︑血液鍵性︵或る極の貧血と血色素減少︶
一三︑沈静及易激性︑血沈増多

一四︑牌︑肝︑腎︑胃︑腸等の亜量増加或は砿大
一五︑呼吸促辿︑心俸冗進
一六︑血雁充進
一七︑低血睡症

一八︑開節炎︑脚経病︑妬風︑リウマチ
一九︑姫娠時胎兇に悪影響を及ぼす︵例えば流産︶

二○︑鵠温上昇傾向
二一︑四肢恢冷症々状
二二︑浮腫の増悪
二三︑生殖力減退
二四︑︑内陣︑線内陣護生
二五︑アレルギー性素因
二六︑直性懐血病
二七︑早老を来たし
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此の時期は漁気が多いので乾燥が完全に出来難い事と九月の
葉がよく成熟しておるので味がよく出来ます︒
私の作り方は六月中旬に︑日光の投入せぬ室に新聞紙を三

枚敷いて︑その上になるべく晩生極の柿の葉を︑午後の二時
前後にとって五寸厚さ位にならべ︑更にその上に新聞紙をか
けておきます︒

而して正確に三日目︵二日目でなく叉四日目でもなく︶に
一枚づＬフキンで挨をふきとり︑十枚ほど重ねてまるめて之

れをなるべく細く︵巾一分以内に︶切ります︒同時に御飯む
つくわかします︒蚊後迄火力を弧くせぬとにがい茶が出来ま

しに水を入れて火にかけ︑火を出来うる限り弧くして湯をあ

準備が川来ましたならば︑むし器をおろして巾に前記の細

すので此の鮎特に注意するのが秘偉です︒
く切った柿の葉を一とつかみほど入れて︵厚さが約二寸位に︶

蓋をして︑時計を見て︑火にかけて正確に一分間牛経過した

ならば︑そのま些蓋だけとって︑三十秒間園扇で遠くから蒸
て︑更に一分間半むすと完了です︒之れを莫産かショウギの

気をあほぎ︑三十秒間経過したならば蓋をして火力に注意し
ようなもの其上にあけて︑全部むしきれたならば︑元の新聞

紙の上に庚げて新聞紙をかけて︑毎日一度かき廻すと一週間
か十日位で乾燥するので︑之れを縦に入れて保存するのです︒
下さい︒

乾燥不十分のものを入る具と必ず微が出来ますので注意して

飲み方は普通の茶を飲むのと同じですが︑ドビンに入れた

ま坐二時間牛たつと︑空気中の酸素の篇にビタミンが破壊さ

る皇ので︑ドビンに柿茶を入れて湯をさして十五分か二十分

経過したならば︑魔法瓶に入れて堅くおしをしておくのが安

全です︒最も西奨望愈に行くとホリェチレン製のアスコル瓶

と云ふ柿茶川の瓶があります︒六○○虻入りで病人や旅行川

で︑命吐や銀行等に通勤の方灸は︑是非お求めになって健康

長毒を心掛けて下さいＯ

■●●●●

最近安価なカフェーが潔山に出来て︑舟側でコーヒーが飲

めますが︑ココアと紅茶は絶僻に飲まぬようにして下さいＯ

許通のお茶より有毒です︒市内にその内柿茶を飲ませる所が

更に叉農村には︑各地で新生活通勤や︑築養料理の講習街

必ず出来ると思っております︒

おりますが︑一日も早く改善するようにして下さい︒

など相倣に雅んのようですが︑兎角美食と築餐とを混同して
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子どもの相談︵一︶

いものはあるまい︒子に封する親の愛
情がどのように深いものであるかを︑

いまさら述べる必要もないのであるが

たかどうかを話し合っており︑

﹁この子は八カ月でとれましたの

編集部から︑目次作成の都合上︑題

い︒﹂と自負する親に︑｜︲そんなこと﹂

に限ってそんなことをするはずがな

りする子どもが後を絶たず︑﹁家の子

り︑わき道にそれたり︑反抗し通した

などという言葉を耳にして︑このよう

わ︒お宅はよほどお上手だったのね︒﹂

だとれなくて︑ほんとに困っています

﹁まあ︑そうですか︒うちの子はま

よｏ﹂

名だけでも早く決めてほしいと催促さ

うだと思わざるをえなかった︒

な母親に育てられる子どもはかわいそ

親の期待に反して他人に迷惑をかけた

れ︑電話口で思いつくままに︑子ども

をしでかす子どもが生じているのが現

青木孝頼

の相談とお答えしておいたのであるが

賞の姿である︒

子をもつ父母たちに︑﹁教育相談﹂と

はしつけの相談﹂という意味であり︑

は﹁子どもについての教育相談あるい

あらゆ る 相 談 と も と れ そ う で あ る ︒ 皆

相談ともとれるし︑子どもについての

るおそれがあるようだ︒子ども同志の

質の問題も忘れることができないが︑

ことができる︒﹁生れつき﹂という素

きな原因として︑親の育て方をあげる

因が重なっているのであるが︑一稀大

二つの原因だけではなく︑数多くの原

現れるのかというと︑もちろん一つや

どうしてそのような問題の子どもが

である︒そのために︑できるだけ早い

く日本の母親に行きわたっているよう

せどころの一つであるという考えが康

育児の一技術であって︑母親の腕の蕊

なく︑﹁早くおしめが取れること﹂が

が︑梁をしたいという気持ちからでは

ば︑母親はそれだけ梁になるのである

確におしめが不用になるのが早けれ

今になってゑるとこの題名は誤解され

か一︲児童相談﹂といわれるものを紹介

その何倍もの比重をもって﹁育て方﹂

時期から大小便の﹁きびしいしつけ﹂

したいという意園であるから︑誤解な
きよう最初にお断りしておきたいと恩

ところが︑このしつけのきびしさが

功すると思われている︒

子どもの蒋来にどれほど悪い影響を典

を行いがちであり︑きびしくやれば成
つい最近にも電車の中で出含つた情

｜︲しつけ方﹂が重要覗きれなければな

子どもを持つ親として︑子どもがす

景であるが︑一歳生︲ぐらいの子どもづ

えているかということは︑ほとんど考

らない︒

くすくと順調に成育し︑将来壮含人と

れの二人の母親が︑おしめがもう取れ

舎畠〆○

してすぐれた人間となることを願わな
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は︑﹁日本人の残酷性は︑乳幼児期に

慮されていない︒あるアメリカの畢者
れているようであるＯこのことが︑

が︑まあまあこれでよいのだ︒﹂と思わ

たれており︑﹁完全な育て方ではない

が連綾して訪れた由である︒・

た育児相談の方は次から次へと和談者

ところが︑こと身隈に閲しては病気

が︑日本では開業しても生計をたてる

を肇んで︑卒業後︑州業するのである

の心理肇専攻畢生の多くは臨床心理翠

カあたりでは普通のことであり︑大畢︑

であれ︑けがであれ︑親たちの開心は

臨床心理畢者へ︑ということはアメリ

ひじように深く︑ほんのちょっとした

﹁日本では緒祁の病気は新興宗教でな

ことができないのである︒ある人は

﹁教育相談﹂﹁児童相談﹂が日本で低

身礎の病気は醤者へ︑精祁の病気は

うけた 大 小 便 の き び し い し つ け が 原 因
である︒﹂と論文に書いている︒この説

ことでも醤者の診断︒治療をうける傾

が正しいとは思われないが︑誤ったし

これはほんの一例に過ぎないのだが

向があり︑ことに都市では︑数寓︑数

おそうとするのだ﹂と云っているが︑

調な最大の原因であろう︒

子どもの教育しつけの上で誤った方法

それはごく一部の例としても︑大部分

つけ方であることだけは︑はっきり認

が一般にとられている例はいくらでも

千の人口に謝して一人の小児科の醤者

の親は︑粘榊の癒気に無開心だと考え

めなければならない︒

はよくても︑その子どもには通してい

数えることができる︒また方法として

が開業してじゅうぶんやって行けるほ

るのが受欝であろう︒また︑醤者の所

どであるｏいわゆる育児相談にしても

育相談の専門家には金を挑わないこと

で金を排うのは鴬りまえのことで︑教

が常りまえだということもあろう︒斐

醤者の推餅する問題と思われるものに

ない場合が多いのであって︑
﹁うそをついてはいけない︒﹂

筆者の友人で︑教育相談の専門家の

ついては開心が高いＯ

親から度々そういわれることによって

話であるが︑四年程前の土唯側の午後

に鯛れておくと︑一件の相談料︵一同

川の話のついでに︑教育相談料のこと

ということは営然なことではあっても
かえって﹁うそをつく﹂子どもになる

したが︑半日の間に僅か三名の父母が

あるデパートで無料の教育相談を捨常

いえるが︑他方では︑﹁放っておいて

に育てることは容易なことではないと

で宣陣したがほとんど親たちの開心を

告し︑営日も度々デパートの店内放送

和談しただけで︑前もって新川にも諜

ている︒無料で行っている例も少なく

いのか︒﹂といわれた経験を筆者は持っ

現在の相場であって︑﹁散髪代より安

ではない︶が百ｕ

このように考えると︑子どもを順調

ことさえあるのである︒

も子は育つ︒﹂といわれている︒そして

引かなかった︒ところが醤者の捨常し

三百凶ぐらいが

この考え方がすべての親に共通して持
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て相談にのり︑一件の時間が延一○時

であり︑問題によっては何回も篭綾し

通一ないし二時間は一回の和談に必要

ない︒しかも相談に要する時間は︑杵

きるということを忘れてはならない︒

づかない鮎を︑専門家が容易に護見で

ることができるのであり︑親たちの気

将来起りそうな問題を見出し︑諜防す

でも︑教育相談をうけることによって

は直接その治療にあたるのが︑教育和

治療・きょう正の指導を典え︑あるい

以上のような事項について︑診断し

６︑その他

﹄ク○

大杉謹一

ばしば夫婦喧嘩がある︑或は喧嘩が絶

るとはいいきれません︒時々またはし

いうだけでは︑まだ離婚にまで立ち至

す︒しかし躯に夫婦間が不和であると

であります︒つまり夫婦不和の問題で

相談の中でも一恭多いのが離婚問顧一

離婚

離婚・嫁しゅうと

し一川

うに机談が行われるのかを紹介したい

以下に︑具鰐例を示しながら︑どのよ

談・兇童相談のしごとであるが︑次競

もなどの問題︶

５︑言語障需︵言葉が不自由な子ど

もの問題など︶

Ⅲ以上ということは珍しくないのであ

州談事項の分類は一定していないが

︾︒Ｏ

おおよそ次のような事項をあげること

このように︑教育相談に無開心な親

普通の子どもの相談事項

ができる︒

うものが︑どんな問題をとり扱い︑ど

１︑生活指導︑しつけ一般の問題

たちに︑教育和談とか児童析談とかい
のようなことをやるのか︑をこれから

２︑皐智指導︑勉弧に開する問題
３︑進畢・選職などの通性相談

紹介したいと思う︒

和縦の封象となる子どもを︑まず大

４︑知能稔在︑性格検査など
機開への協力・指導など︶

５︑その他︵教職者の相談・開係諾

きく二つに歴別して︑普通の誰ども
︵特別な問題を持たない子ども︶と︑

１︑知的不適雁︵知能護達がおくれ

問題のある子どもの相談事項

何か問題を持つ子どもとに分ける︒問
ると思われやすいのであるが︑普通の

４︑身篭的不適膳︵身鵠障害の子ど

るなどの問題︶

３︑情緒的不適雁︵護作的に胤暴す

いといった問題︶

２︑︲祉含的不通雁︵友だちと遊べな

ている問題など︶

題を持つ子どもだけが相談の封象にな
子どもの場合でも︑教育相談を利川す
る面がひじように多いのであり︑けつ
きよくすべての子どもが︑相淡の封象
また健康診断が病気の諜防︑早期護

となるといえる︒

見に役立つように︑問題のない子ども
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ら︑かえって夫婦間が一層弧間になる

依りけりで︑世にいう痴話喧嘩程度な

えないといっても︑その喧嘩も性質に
うところまでゆくと︑互に反溌し合っ

夫婦が五に敵意をもって僧ゑ合うとい

とする意志がなくなります︒すなわち

申立は全図とも女からのが雁倒的に多

妻の不貞が翠げられていますｃしかも

夫からも性格の机違︑尊馬との小和︑

立場に世かれている妻の椛利を守る意

いところを兄ると︑原伽は川の側にあ

それでは夫婦間の刺傑はどういう原

味で洲停に巾立てるからでしょう︒協

てとうてい共同生活は成り立たなくな

り口霧いをする程度であると︑︑三たそ

川から起るのでしょうか︒そしてそれ

て浦足なものでなく︑むしろ不利な事

議離婿にしてもそれは決して妻にとっ

場合もあり︑もし喧嘩がお互に自分の

れによってお正の理解が商まり︑お万

がどうしても離婚しなければならない

が多いというのは︑近年次第に調停へ

るとしか思われません︒これは乍利な

に態度が一致して来て結婚生活の迩雁

というのはどういったわけのものでし

巾立てる率が多くなっているところを

ります︒

性を商める場介もあります︒つまり不

ょうかこれについては先ず多くの離婚

立場を︑王張して他を攻梨し介う︑つま

一致が喧嘩によって一致できるような

脈囚をしらべて承る必要があります︒

まるというものです︑この程度のもの

態勢に な れ ば ︑ か え っ て 結 び つ き が 深

凡てもわかるでしょう︒

山形だけについて見ても︑蛾近年平均

は二人の間の協議離僻の方が多くて︑

のいいなりで︑苦しくてもそのいいな

夫のいいなり︑しゅうと・しゅうとめ

すと︑妓早夫婦喧嘩をする除裕もなく

夫の不貞・虐待は︑いずれも亭主開

最近の統計によりますと︑杢聞の結

離婚は千二百齢件ですが︑そのうち家

餅について兄ると︑結僻十組のうち一

るか不一致の紡果破局にいたるかとい

なものかという鮎で︑一致の方向をと

庭裁判所の訓停へ巾立てられたものは

そこで問題は夫婦間の刺榛︵喧嘩︶

は多く新婚常一初に見られます︒

うことになります︒絶えざる喧嘩・口

かも知れませんが︑それにはとうてい

りに絶掛服従しておれば或はおさまる

しゅうとの嫁いじめです︒こうなりま

論の果て︑夫婦間に共通軸がなくなり

平均二百除件しかありません︒今その

堪えられないので︑特に戦後妻の向兇

内の粘果ですし︑韓馬との不和は多く

協力的 で な く む し ろ 感 情 的 に 机 手 を 敵

調停離僻について原因を兇ますと︑妻

が離好を選ぶようになったものと考え

の一が破綻を米している︒しかし離婚

硯して敵封的となり︑やがて左に無開

からは夫の不貞︑虐待︑遺棄︑経湾破

られます︒性格の机違というのは︑妻

組は離僻になっています︒つまり十分

心つまりどうでもよいという風になる

綻︑奪馬の不和︑性格の相違が多く︑

が︑建設的なものか︑それとも破壊的

と︑もはや夫婦開係をつづけてゆこう
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く︑家風に合わないという鮎もその中

夫からいうと必ずしもそればかりでな

からいうと夫婦間の性格の相違であり

育料なりを請求し︑または夫婦協力し

る扱害賠償として慰謝料なり子供の養

子供の庭置を考え︑精榊的苦痛に封す

い場合があります︒離僻と決心すれば

考えると︑なかなか離婚に踏み切れな

語道断であります︒この場合も妻から

談にやってまいりました︒まことに言

も子供といっしょに這棄されたのが相

ような例があります︒三年間も七年間

出をし︑生活費を一文も逢って来ない

の報告によると︑ペンギンさえ︑砂涜

離婚の理由になります︒南極越冬隊員

をクチバシで集めて丸い巣にし︑オス︑

や岩壁などエサのとり易い場所に小石

て得た分の財産分興を請求することが

取って渡してあげますし︑催促して取

家庭裁判所が中間にはいってお金を受

できます︒調停でそれがきまりますと

にカモフラージしていると見られま
す︒それは妻から申立てる場合よりも
夫から申立てる場合の方が断然多いこ
とからも察せられます︒つまり夫は妻
を一方的に家風に合わないといって離
婚しようとします︒それはただ自分の
めの考えがその巾に多分にふくめられ

ひどいのがあります︒なぐる・蹴る︒

全く人非人の夫であります︒ずいぶん

夫の虐待は︑亭主開白どころでなく

す︒結婚してから六ヶ月経っても夫が

性の不満が原因になることもありま

です︒ふらちな夫は．ヘソギソに恥じな

メスが交代で卵を抱いているとのこと

ているとしか思えません︒かようなわ

肉鰐開係を結ばないという理由で︑不

り立ててもあげます︒

けで︑結婚は男女二人の共同生活であ

傷つけるなど︑刑事事件で訴えてもよ

考えだけでなく︑しゅうと・しゅうと

るといいながら︑依然として家本位の

いと思われる残酷なのもあります︒し

うと相談に来た妻があります︒これは

能者ではないかと考え離幡を申立てよ
もなく働らかされるとか︑御飯も篠為

繕的なのかそれとも妻を嫌って自然と

くてはなりません︒

考え方に夫の方がとどまっているから

かし単になぐる︑けるだけでなく︑農

です︒

家では牛馬同然にこき使い︑渡るひま

像しています︒そうでなくても夫婦回

川てゆくように仕向けたものかとも想

夫の不貞は︑夫が他に女をつくる︑

食べられない︑お産の時に篠な扱いを

それも特定の女をもつ場合で︑いわゆ

る妾であります︒つまり男の姦通で

受けないなどもこの虐待にはいりま
遺棄の中には︑経湾破綻の結果もあ

の申立段階になりますと︑ほとんど性

ということは大切な要件であり︑離婚

流の要素として性開係が常に一致する

す︒これは妻を侮辱するも甚だしい行

りましょうが︑他に女をこしらえて家

す︒

婚の理由になりますが︑もとより丁仙

篤と申せます︒したがって妻からは離
があったり︑離婚後の生活不安などを
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開係は断たれています︒

離婚の診断に︑幸禰度のテストを雁
あります︒

も妥協できぬとなると困難なケースで

妥協するかできればよいが︑どうして

三︑どの程度の愛情を示すか︑また

二︑五に信頼しているか

一︑二人の興味や活動が一致するか

健康である︵病気︶︑皆家に相談しすぎ

ない︑家をきれいにしない︑非常に不

夫から見た場合妻が︑身なりがだらし

であります︒賃際に械査した結果は︑

な鮎は相互の一致度と不一致度の測定

常に不一致の多いのは夫婦生活が破綻

一致度については︑しばしば不一致︑

見︑趣味や思想などもあり︑性生活の

とがあるか︑子供の教育についての意

しょに映書・散歩・訪問に出かけるこ

更に一致する場合については︑いっ

る態度

人生槻︑家族の他のものに封す

テーブル・↓︑ナー︑平素の習慣︑

四︑金銭︑レクリ︸−−ション︑宗教︑

用することができます︒その鮫も亜要

る︑家事が下手︑夫の仕事に無開心︑．

しかけているもの︑殆んど一致という

い︑子供や家の事に無開心︑いっしょ

の女に気がある︑気短か︑口やかまし

が畢げ ら れ ︑ 妻 か ら 見 た 場 合 夫 が ︑ 他

進ませなければなりません︒そうでな

は双方努力して満足し一致する方向へ

多くては致し方ないことで︑その場合

ですが︒結僻してから不浦・不一致が

右は既婚者についてのテストの一例

で︑相手に愛化を望むことはな

例思想上︑㈲習慣上︑㈱その他

質︑パーソナリティーの特賀上︑

七︑㈹身礎上︑容貌上︑㈲知能︑気

六︑相手と気持がしっくりいってい

いやなことはないか

五︑相手のする事で何か嫌いなこと

いるか

料理が 下 手 ︑ ぜ い た く ︑ す ぐ 気 を 悪 く

のは安定している方です︒

相手の示す愛情だけで満足して

する︑虚柴心が弧い︑わがまま︑など

に外出することを好まない︑食事にお

くてこんなことが原因で絶えず不和が

そこで結婚前に相互の性格その他を

子の親権者をどちらかにきめてからで

離婚は二人の間に子があると︑その

ているとのことです︒

果︑七○％は結婚生活の幸禰に成功し

アメリカの結婚相談では︑テストの結

いか︵つまり鍵えてほしい鮎︶

しらべて︑幸幅な生活にはいれるかど

なります︒

あると︑だんだん危機が近づくことに

るか

くれる︵踊りがおそい︶︑金にけちけち

している︑収入不足︑気骨がよい︵男
らしくない︶︑卒直に物事を話してく
の賛成しかねる友達がある︵悪友︶︑嫉

れない︵秘密がある︶︑愛晴がない︒私

妬心が 弧 い ︑ 私 を 信 頼 し な い ︵ 疑 い 深

うかを諜測するテストもあります︒そ
の一例を示しますと︑

い︶など畢げられます︒

この不一致も︑どちらかが折れるか
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｜

ないと協議離婚でも届を受付けてもら

新しい家族開係は親子中心の家族か

いえ︑いざ結婚して見ると︑やはり尊

それとも戦後結婚は自由になったとは

必ずしも槻察が正しくなかったためか

だ自分たちだけの一存できめたため︑

す︒これは双方とも若さの至りで︑た

ら夫婦中心の家族へ鍵つたことで︑こ

嫁しゅうと

らなければ家庭裁判所できめてもらう

れは前近代型の家族制度から近代型の

厨つまりしゅうと・しゅうとめとの系

えず︑若し子の親椛者が協議でまとま

ことになります０時には監督者をきめ

愛怖開係へ鍵つた軸であります︒しか

若いものの考えにも行き過ぎはあり

ることもある︒結婚の時妻が夫の氏に

ましょうが︑年寄りの側にも︑どうも

なったのならば離婚によって妻は貸家

また結婚の形式も︑前近代型では多

累が断ち切れないで︑あとからとやか

く仲人粘僻で︑家握や仲人の意見が狸

固陥な黙がありはしないか︒お万によ

し農村家庭は今だに前近代型の家族制

つまり篭母にいじめられて可哀そうだ

を夫の許に腔いて来たが︑どうも後妻

なっています︒ところが離婚を兇ます

く支伽し︑近代型では鍾愛開係が多く

て互に他の立場を考えてこれを生かし

く反行してみる必要があります︒そし

くいわれてもつれてくるためで︑思想

から母が引取りたいというのなら︑あ

と兄合鮎婚と錘愛結婚とでは︑やはり

てやり︑佃性をのばしていくようにし

度にしばられ︑一世帯営りの人員も平

とからでも子の引取りを家庭裁判所へ

兄合紡僻の方が率が商いのは︑とかく

協力による秩序をうちたてたいもので

の氏に師ります︒子供の氏はそのまま

巾立てることもできます︒勿論離婚し

性格もしらべず︑愛怖などよそにして

夫の氏を名乗りますが︑あとで母の氏

て大の許に鰹いて来ても或は妻が辿れ

す︒

る結果と察せられます︒

て来ても︑子にとっては父であり母で

家と家との鮎婚が多いからであり︑鍾

新民法では嫁の座は以前よりもずっ

と枇称的慣習との間に柑術なズレがあ

あることは一生愛りないですから︑相

愛鮎僻ならば大層うまくゆくかという

と安定したものになっているのですが

のものが多数になっています︒

五扶養の義務があることは常然です︒

と︑これまた案外に離婚が多いので

依然として嫁が家族から仲間はずし的

均して多く︑世代も三世代税・子・孫

ただ賞際問題として夫婦別れした時は

す︒特に鍾愛結婚では互に十分理解し

存在になり︑主導椎がいつまでもしゅ

になりたいものは十五歳になったら子

養育料等の形でそれが行われるという

た上で紬僻したと思われるのに︑相五

うと・しゅうとめにあるということは

供が氏の鍵更許可を申請します︒子供

わけです︒

に不貞や性格の相異があるのは皮肉で
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ノ

か︒農村の小皐校の女生徒に質問した

凋立させてはやれないものでしょう

その子供の生活費なり小遣雄なりでも

若夫婦二人だけの部屋を典え︑二人と

果してどんなものでしょうか︒せめて

せようとしないで︑自分たちの若かっ

ょう︒それを無理に年寄の瓶持に合わ

いものには若いものの蕪持もありまし

のが取りつくすきがなくなります︒若

ん︒年寄が気むずかしくては︑若いも

とユーモアを解さなくてはなりませ

これまでの奴隷状態に堪え切れなくな

これから自派してゆこうとするのは︑

す︒三人の子を世いて来ても雛蛸して

うてい僻家に落つけないことになりま

く︑案外簡単です︒だから嫁さんはと

らでも鍵えられるとおもっているらし

のものが嫌がります︒しかしここは単

ところ︑将来結婚するのには農家のお

てやって下さい︒また年寄がお嫁さん

なる法律相談だけでなく︑一般の身上

た時のことも少しは考えて︑大目に兄

封であったというのは︑大いに老うべ

を︑はれものにでもさわるように遠慮

嫁にゆ く の は 嫌 や で す と 杵 え た 数 が 絶
きことです︒年寄は︑もつと若いもの

がちなのもいけません︒そんなに気を

和談と川じようなものも叩いてあげま

ものでありません︒ユーモアという言

いては︑とうていいっしょに暮らせる

顔をしましょう︒それを一々気にして

人間ですから誰もいやな時にはいやな

まえばそれですむことも多いのです︒

るのでしょうか︒ハハア︑と笑ってし

人に気に入られているとでも考えてい

入らぬなら︑自分の言葉はいつでも他

言葉といいますが︑他人の言葉か索に

を立てないことです︒賛り言葉に買い

つまらぬことやちょっとしたことに腹

家ではとかく親孝行もので︑妻はいく

どこまでも離さないのならいいが︑農

気持を聞くのですが︑夫が妻に同情し

出て来ます︒その時は先ず第一に夫の

す︒たいてい離鮮したいということで

いるからで︑弱い立場にあるからで

んが多いというのは︑ほんとに困って

あさんと嫁が仲の悪い場合です︒嫁さ

淡に来るのがありますが︑それはおば

す︒巾にはしゅうとが思いあまって机

に来るのは︑嫁さんに限られていま

嫁しゅうと開係で家庭裁判所へ和談

ともできます︒

判所で受付けて通常に庇理してゆくこ

階もあります︒こうした申立も家庭裁

家庭調塾︑夫婦調整という手を打つ段

かり限りませんから︑そうした際には

ば︑必ずしも破滅の過税をたどるとば

こにケース・ワーク的取扱をしてゆけ

問題︑養子と養父母淵係にしても︑そ

夫婦不和の問題にしても︑その他和紙

下さい・嫁しゅうと開係ばかりでなく

ゆきますから︑どうか遠噸なく訪ねて

すし︑ケース・ワークとして庭畦して

家庭裁判所へ来ることは︑たいてい

たちをいたわってやりたいものです︒

つかうのは年寄のノイロゼーです︒

ったからです︒

薪いも の も ま た 自 分 勝 手 ば か り い わ ず

葉があります︒わたくしたちは︑もつ
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西村精紳研究書の記

大略右のような冒頭の謹言で︑これを受け

とい差つ︑と︑

日本道徳論では︑さしあたり儒教を中心と

して行こうというのであるが︑これは今日果

て︑

古川哲史氏が︑本年一︑二月瀧に寄稿さ

去る二月十二日︑本含館で催された研究菅

の鮎は甚だ疑わしい・

常時の事情と︑それに卯雁した蓋言という

して日本人の一般的な開心を呼び起すか︑こ

はいわゆる歴史的興味にすぎないのである︒

鮎で︑興味はあるが⁝︒：︑畢生たちにとって

れた論文﹁日本弘道倉に期待する﹂中︑西村

ては物足りないとの趣旨につき述べられ︑東

の記事を︑あとでまとめたもので︑記憶をた

京大畢では倫理単の畢生の演習に翁の﹁日本

ないか︑それが今後の弘道含の指導精神とし

野口理事から最初に護言があり︑西村翁

迩徳論﹂を五︑六年前からつかったこと︑氏

翁の道徳的立場につき儒教主義に偏してはい

をもう一度はっきりと認識して︑その精祁を

いことと思いますが︑悪しからず︒︹大杉︶

活かすことに何らかのヒントを得たいと考え

唯畢生時代和辻哲郎教授から同様一アキストと

どり概略を記しましたから︑不十分の鮎が多

て今晩の研究曾を催した旨を述べられ︑更に

して指導を受けたことなど物語られた︒

営時は維新後新しい日本ができて明治憲法の

野口理事純粋の倫理墨とちがって︑園民

しい皐問も採入れることを読墜Ｌおられるか

古川氏西村翁は勿論儒教以外に西洋の新

のです︒

野口理事徳川時代の梁者は儒教で育った

時代はすでに半世紀以上も経過しているが︑

い︒しかし明浦三十一年頃の﹁道徳教育講話﹂

ら︑儒教だけで他はいらぬとはいっていな

を見ると︑修芽教授の方法として︑論語の外

道徳という︑もつと賓際的なことを説いたも

大畢︑中庸︑孟子の三書を配合したともいわ

時代となるその前夜に書かれた西村翁の日本

古川氏常時に於てこういう壷言があった

のでしょうね︒

鮎と︑又今日のような時勢に営時と共通した

れている・

道徳論は︑今日敗戦後の日本に時代の愛化こ
第一に合理性に富んでいること︒

ものがあることで︑そこに興味があります︒

そあれ︑何ものか教えられるものがある︒
第二︑プラクチカル︵震際的︺であること

．一つは︑営時国民は道徳の根携を失ってし

れたから︑方向としては︑現代としても決し

そういう時代詮背景にああいう蕊言が行わ

を建言された︒そういういきさつで︑翁の論

心配されて︑宮中に明倫院を設立されること

封立があってまとまらない︒それを西村翁が

教圃魁でもやれない︑畢者の間にもそれぞれ

標準が定まらず︑文部省でもやれないし︑宗

ない︒古川氏のいわれた通り︑禰時は道徳の

下村副曹長その黙は︑今日はもう通用し

この特色は︑やはり今日にもその性格として

まって︑方向に迷ったこと︒
二︑園内が分裂して統一がなかった︒

は大いに畢募号へ営鮎があると思う︒

そういう美鮎から︑翁が今生きておられた
れをさぐり出して︑現代に虚してゆく日本弘

て意義を失っていない︒しかし︑それではど

この二つの鮎は今と共通である︒

道含の心がまえとしたい︒何といっても今か

ういう黙に道義の採るべきところを見出すか

ら︑どういう事を主張されるだろうかと︑そ

らは遠い過去の人なので︑西村倫理塁は今日

も現代に活かし方があろうと思う︒
から見て批判される黙もあろうかと思う︒
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古川氏日本の修身教育は初めフランスか
ら輸入された︑フランス流であった︒

西洋では︑逝徳教育は宗教的権威に本づけ
ている︒日本では︑最初政治的権威が道徳的

権威を基礎づけることになった︒明治以後は

に︒

文部省が迩徳の基礎づけをしたというよう

古川氏日本迩徳論は必ずしも固肥ではな
い・ねらっている方向は新しい・合理主義で

知識を非常に重んじている︒そして疫践的で
↑の︾勺Ｏ

下村副曹長佐久間象山なども非常に進取
野口理事こ上らで一つ︑支含の方からお

的であった︒

慨などが迩徳的椛威を基礎づけるのがよい・

むしろ畢問的︵畢界など︶又は逝徳的教化剛

された︒私はその時の先生のお顔をおぼえて

時明治二十年西村先生が豊岡に宋られて講演

が自分の生れた噸本命に入念し︑私の七歳の

繁田武平氏︵豊岡支命展︶先代︵祁父︶

話はありませんか︒

弘通念のねらいは︑正にその鮎にある︒そ

います︒豊岡に泊られて︑同志を集められた

政治的権威に本づけるのは結局よくない︒

い︒西村翁は文部省などの権威に頼るべきで

れで道徳圃慨がもつと活溌にやってもらいた

相助組合というものをす上められたが︑これ

原氏近思録を主として向分の思想を形而

す︒儒門精言を中心として・

野口理事西村儒畢について原さんどうで

どもそれである・

ことで︑いろいろ企てられた︒茶業の奨励な

下村副酋長維新後︑士族への授産という

は日本で創始されたものである︒

ないといっている︒

下村副含長畢界や教化剛磯でやっても必
ず封立が起ると思う︒明治初年の明倫院の考
え方を今日に活かす方法はないか︒

野口理事今日は擢威を皇室におくよりも
固民におくことになった︒権威は天皇でも文
の考えたものに基づけるということで︑同志

儒門精言は︑西村先生の思想を過去のもの

上畢的に基礎づけようどした︒

に托して述べようとしたものである︒

道徳教育は統一しない方がよい︒生活︑変︑

野口理事つまり弘逝官のモットー︵綱領︶

賎に基礎をおく︒

の変行がいいわけですね︒思想的には議論は

い︒

大いにいいが︑政治的に結びつけてはいけな

若人に霞す

弓ゴ①

や六

￥ハ

１１

￥ハ

の２月ご丙鼻Ｐ

国ｇｏ宮の国①再Ｐで壱目の具

弓﹈︺呉日①ｍｐｍ望○ロ問い同異①甘冒①閉目

里ご詳一﹈一内の①︒剖口の口①○感○コ四

伊①四吋ロョー胃鼻庁ゴ①冨吋①巴ご塑尉①﹄

く諒芦旨国号いず吋○麹具

弓○旦四固

シ叶い○ご四目の呉詞①の①胃︒ゴ司里さ雪の豆己

津国○国ぐＯ望動胸の８号の﹈戸ぐ①昌帝百℃四国のｍの

代継ぎのゑこに答へまつれよ

あるがままに外聞ぶりを兄聞きして

加藤玄初

皇儲御成婚記念︑海外覗察派遣の

、

器

部大臣でもない・圃民の中の秀れた多勢の人

大杉西村翁は︑しきりに﹁辻徳含の宏行﹂

が集まって︑いろいろの意見を出しては如何
ということを力説された︒弘道倉の使命もそ
こにあると思う︒

美
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I
I

器

第五十七同定期
縄含の記
五月三日︑憲法記念日︑八十有除年の歴史
を飾る第五十七個定期縄曾が︑本管々鋪で午

前十時に開幕︒竿頭高く掲げられた国旗は今
朝の好天気にめぐまれて綴りはためき︑各地
から馳せ参ずる曾員例年よりも遥かに多く︑

場内にあふれたりとは︑ちと大げさか︒

新たに施設せられた蟹光燈下︑照明完備の含

年祭
総含開命に先だち︑酒井含長は祭餅を述べ
られて︑﹁昭和も︑はや三十四年を誕過した
今日は︑正に新しき世界創造の時代で︑図の
内外に封する施策その宜しきを得るや否やが
一画生存の方向をも決する重大な岐路に立っ
ている﹂鮎を力説せられ︑﹁この時に富り︑

幸いに含祁のいわゆる同志同朋が一堂に倉し
その遺訓を奉じて遺徳振興の造に励んでいる
ことはまことに心弧い限りであり︑これぞ歴
代先賢の露にこたえる所以である﹂旨をお述
ついで支曾長代表の祭丈は︑繁田豊岡支含

べになった︒

長︒一音吐朗々︑熱誠あふれた剣道の猛者でこ

りません︒

の熱血精祁に膳へ︑在天の英魂を慰さねばな

護あらんことを︒

糞はくば在天各位︑簸蕊を垂れて本曾を加

そあれ︒

Ｒ前文略︺現下の世相を籾まするに︑道

全図支含代表者

昭和三十四年五月三日

義は蕊はんとし思想は堅箕に向い︑我が園仰
統の瞳糖祁漸く奮に復せんとして居ります︒

埼玉螺豊岡支含長繁田武平敬白

明治の初期に曾祇西村先生愛凹の至情抑へ難

くコ言も仁義忠孝の教に及ばざるは此れ図

毒昌祇賀式

て国民道徳維持振興に努力せられたのであり

演に文筆に席暖たまる事なく︑全図を馳駆し

る﹂事を強調せられ︑﹁殊に現代の青年層を

得ておかなければならぬ段階にはいってい

その中で時に本命が︑﹁後進に良き承繕者を

毒昌覗賀式は含長の覗詩に始まる︒曾長は

を創立し︑身を挺して一世の畳醒に任じ︑講

本を養ふの道にあらず﹂として︑日本弘通念

ました︒しかし大聾は仰耳に入らず︑常路の

如何に方向づけるかは難率中の難事﹂であり

大官は怒って罷免するに至る︒されど先生任
を去る事弊履を拾つるが如く︑幽家百年の長

の意気で常らなければならぬ﹂こと達畢げ︑

それについては今日の先篭含員が﹁自ら青年

毒昌者各位が本命の先達として御活躍下さる

計の偽めに通を明らかにせられたのでありま

ようお願して﹂毒昌の祁誹とせられる旨を述

した︒爾来八十四年歴代正副含長始め先輩含

徳圃鐙の重鎮として威望を加へ︑今日の総含

貝諸賢︑感奮して先生の遺志をつぎ︑常に泣

べられた次第である︒

同渡遥保治郎氏

千葉螺東部支曾鈴木仙松氏

理事津田源一氏

本年の毒昌者は左の六名である︒

る︒

津田理事︑毒昌者を代表して管誹を述べら

を迎ふるに至りました︒往時を追想すれば恰
然渦を浮雲へて英魂の阿護を信ぜざるを得ぬの

﹁迩義再建の曙光漸くきざせるの時︑吾等

であります︒﹂

曾員一同含加の遺訓を迩守し︑泌含教化の重
常るもの︑亦勇を鼓して曾迩を伸展し︑曾祁

任を果たさねばなりません︒支曾潅掛の任に
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島根蝶松江支含柏木寛一郎氏

委細説明︑念員より希望︑忠言等有益な謹言

度の新事業計壷と連開しで選算の活用につき

として二回にわたり長期間利用の申入れが

所からは︑家庭裁判所調査官研究所の分室

同岩田正直氏

あり︑東京在住教育家千葉撫人念も催され

耐山螺新川支含小善正氏

そのものが︑祇含のお役に立つことが先決

た︒われらは先ず輿えて然る後である︒倉

一︑弘道精祁の近代化について

報告内容の概要

があって︑満場和気舗々抑に之を諒承した︒

網書

問題である︒

員のための宿泊室新設︒

六︑本館及附馬建物︹西祁田ア・ハート︶に含

二︑弘道精祁の徹底普及について
イ︑軍なる倉員だけの曾合にとどまらず︑

紹曾は午前十一時より開曾︑曾長は式餅の

中で︑﹁申すまでもなく本含は︑明治九年含

支曾が中心となって含員外の祇曾︹婦

道は近きにあり︑まず手近かなところから

に思いを致されて︑道徳の震行圃艦たる本含

はじめよう︒本官は地方曾貝の利便と連絡に

祁西村茂樹翁が営時の世相に鑑み日本の蒋束

でなく︑時の宜しきに雁じた各種の催

人・青年層︶に呼びかける︒講演だけ

創設に力を霊されたのに始まっておるのであ

のため︑本命館と附煽建物︵アパート︶に若

蚕する目的で︑倉員並に御家族及その紹介者

干の術泊室詮設け︑極めて安値に御利用願う

こととした︒紹曾には早速御利用下さった方

本有館の入口に向って︑右は﹁耐図法人日

である︒

だいて︑術泊しっ入弘道の研修街を開く計謹

同時に今後は支命から青年幹部を送っていた

盈がある︒これは弘道一家の焚践である︒と

弘通含青年部﹂と大看板を掲げた︒いよい

綿含出席者芳名

本弘遡含﹂とあるが︑此の度ぴ左に﹁日本

四︑青年部の活動について

ハ︑本命ができるだけの援助をする︒

婦人圃磯︑青年倉等と連合州催も妙︒

ロ︑右については︑蝶杜命教育課︑その他

し等を行う︒

りますが︑爾来笈に八十有除年連綿として今
日に至り︑世迩人心の木鐸としてまいったこ
とは御同様快心の至りでありまして︑全幽支

曾の活動等︑それぞれその地域において牡愈
の信頼に十分こたえ︑徳おのづから民風の刷

新に黄しておられますことは感謝のほかりあ
今日は更に弘通街が時代の推進力となるた

ません︒

時が来た︒

よ背水の陣で青年部の活動に全力を繋げる

野．口明

め︑含員全職が打って一丸となってその企萱

酒井忠正下村毒一
津田源一馬場淑子

高木泰三

山口毒恵子

地階含談室を一般のために開放して︑命談

五︑本館内に集含室新設

和波豊一

旋行に一段の工夫努力を要することと存じま
す﹂と︑本曾今後の方向づけに大なる示唆を
典えられたのであった︒

大鳥きみゑ繁田武平

ついで議事に移り︑大杉主事より三十三年

ス念︑婦人念︑同郷命︑町内衝等︑公共の

懇談倉︑歓送︑迎合︑畢含︑研究称︑クラ

度決算︑三十四年度諜算の報告︑及び事業報

高篠彦平
賑献に寄興することとした︒既に最高裁判

高橋節雄勝部瞳長
鈴木仙松大典正義

告あり︑その内容に閲しては︑もっぱら今年
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川島次郎藤井種太郎岩田正直
渡遜保治郎渡遜正勇新美忠之

井筒訓策大石良郷井筒辰男

長谷川惣平︐中山久四郎西村一郎

第一︑祇含主義民主々義を探勝しながら︑多

け離れている︒

い︒英図の賑祇画家の政治原理とはおよそか

が︑中共におも泡︑共産薫と何ら愛りがな

と考える︒

しいので︑自分の考を卒直に申上げてみたい

げども外その侮を防ぐというが︑甚だけしか

国へ行ってさらけ出している︒兄弟慨にせめ

うことは︑仙界共通の原則であるが︑園内の

ではないか︑外交は政争の災に供するなとい

と︑中共こそソと組んで日本を敵覗している

中華料理の材料ぐらい︑廿栗とうるしぐら

て周恩来に含い︑取りきめて来たというのは

らん︒日中闘係のよくない責は中共側にある

政治的争いは図↓内でやる曇へきもので︑之を外

に際し議事妨寄をやったり︑牛歩戦術を以て

ているが︑帝国主義はソ聯︑共産主義側にこ

次にアメリカは日中共同の敵だなどといっ

のでこの鮎をよく知らんといけない︒

限をもち︑議長の命令は之を尊重する︒議含

ない・英国の議含などでは︑議長は維封の椛

議長妨害をやる︒これでは議含政治は行われ

砥含黛を気嫌いする理由は︑

い︒それで日本政府は中共を敵税しているの

岡崎毒市白井波菊地席一

数決の原理を掌垂しない︒図含において裁決

日本の壮含蕪は︑砥含主義を標袴している

藤本繭治宮尾佑吾高階順治
山崎犀二小高雌吉西村瀧徹
飯島忠男前津四郎岸田三治
宮本芳郎大杉謹一北田伊典

呪髄

ゴセイカイヲシクス﹂
ニイガタケンイトウフクー

記念講演書

そあれ︑今日のアメリカには通用しない・

おいて︑明かに領土はいらないと宣言してい

チャーチル︑ルーズベルトは太平洋憲章に

政治を災いするものは︑その責牡含黛にあ

た︒然るにソ聯自身はどうであるか︑樺太で

寺ｏＯ

第二︑努働運動についていうと︑たえず敵封

も千島でもハポマイでもクナシリ︑エトロフ

総含維了後謹食︑午後一時より例年の通り

開係︑戦争態度でのぞむ︒英国の勢働運動史

まで侵略している︒しかも中立像約をホゴに

記念講演官︒

時事通信祇々長長谷川才次先生

を見ると︑マルクスの原理はすでに常時の英

して︒公平に見てソ聯こそ帝国主義である︒

図の事情には合わず︑いわんや百年後の今日
の日本に︑過ぎ去ったマルクス主義の公式論

ある︒

帝図主義とは躯図が弱国をやっつけることで

﹁最近の図際情勢﹂・

んで拝聴︒その内容は︑凡そ左の通りであっ

を二時間にわたって熱演︑倉員一同固唾を呑

雪ヘースアップで︑ストライキにストライキ・

だけで通用するものでない︒ベースアップ︑

た︒

らみ合せて︑戦後の日本の事情を委しくお話

配しておられると思うので︑世界の情勢とに

第三に︑外交であるが︑浅沼氏が中共へ行つ

い︒組合の言いなりとは下池上も甚だしい・

これは同盟罷業権の権利の濫用にしかすぎな

世界の屋根であるチベットを制しようとして

唾はどうか︒ミサイル基地の戦略的見地から

中共もチベットを見ればわかる︒軍隊の弛

﹁今日︑本含の方々も御同様図の前途を心

し︑今のま生で果してよいかどうか甚だ疑わ
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共産黛封策は︑共産糞の正盤を見秘めるこ

っている︒

境を中共の地剛に塗りかえられているのを怒

いる︒中共こそ帝図主義である︒インドは北

は︑力闘係で︑弧ければ出るし︑あぶなけれ

前進︑二歩後退といっている︒彼らの戦術

引っ込んでいるではないか︒レーニンは一歩

事件も︑蔓潜水通へアメリカが艦隊を送れば

かはこれが何よりの蓋擦である︒馬加・余門

邦断を図民に行きわたらせることに閥して︑

して公正な意見が紙上に見られるか︒正しい

について︑新聞の責任は大きい︑しかるに果

吐含を尊重し民主を義を育成指導啓蒙する

は︑かく記している私の聞いた範個において

大略以上のような論旨であった︒勿論これ

とにある︒彼等は力ずくでゆく︒浅沼氏は低

ベルリン問題でアイゼンハワーは一歩も引

ば引っ込む︒

官僚出身の政治家はＰＲが下手である︒

外にない︒

姿勢で共産蕪になめられている︒封策は力以

いい︑賠償は一つも取らない︒中共と結んで

兵をいたわり︑仇に報いるに徳を以てせよと

空論︑紙上兵を談ずるものである︒一蝋の外

一︑外交上︑中立政策は成立しない︒机上の

さて日本のこれからの行く逝であるが︑

く︑私からいわせれば︑世界の公正な判断︑

際的立場をはっきりさせてくれたばかりでな

て率直であり︑今日︑日本の置かれている幽

素考えていることと全然一致していて︑極め

の内容の判街であるが︑私が及ばずながら平

蕊海を見放すことは幽際信義にもとるも荘だ

交は︑その図の立地僚件︑つまり地理がもと

正義がいづれに存するかは明々白々である︒

かないといっている︒

しい︒八月八日ソ聯は中立陳約を無肌して日

で政策を決定する︒東西雨陣管の中にはさま

蒋介石は今度の日本の敗戦に際し︑徒手竹

本に宣戦を布告した︒その言い分は︑ポツダ

れて︑日本は戦略的に見てもアメリカを味方
られてしまう︒

にせざるを得ない・丸腰ではソ聯︑中共にや

大切であるばかりでなく︑世界の平和焚現

﹁目．由と寛容の縮祁は図↓内の秩序と平和に

ム宣言を蹴飛ばしたというが︑日本にそんな
の東郷外相は﹁封ソ外交の旋相﹂を書き残し

事盃はない︒全くのデッチアゲである︒常時

平和運動﹂

に通ずることを思い︑正義にもとづく炭の

最近の漁業間醒題にしてもソ聯とは力闘係以

をやろうとしている︒それについてマッカー

ト︑涯済面からしてアメリカはアジヤの開溌

的イデオロギーを他に押しつけて︑力を以て

これが本含のモットーであり︑利己的な猫裁

ているが︑笈に慨慨したものである︒

二︑中共鷺易は︑日本焚易の他か三パーセン

外にない︒弱いと見れば押してくるベルリン

仙界を制雌しようなどとは︑何の世界平和ぞ︒

民族各自の向山と獅立を尊亜し︑幽際川の共

らぬ︒一方的な宣惇にのみのるのは愚かな幽

この際︑階級職争は︑やめるべきである︑

い↓旬Ｏ

サー大使は日本の技術を採り入れようとして

間醒題にしても同様︑西ベルリンから英米は引

っ込めという︒ベルリンは東西陣醤の見本市

それは百年前のマルクス理論にしか過ぎな

民というほかはない︒正義の前には噺乎とし

ショーウインドーである︒月二闘人宛が東か
ら西へ逃げてくる︒香港もそうだが︑中共か

い︒今日は︑分配の争でなく︑生産性の向上

日本人は︑もつと叡智を働かせなくてはな

らどしどし逃げ込んで︑今は八○繭の人口が

をめがけている︒

存共柴がどうして不可能だというのか︒

三百繭近くになっている︒どこの政治がよい
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て己れを屈げてはならぬ︒

曾租墓参
講演維了後は︑含祇の墓参︑法要︑文京唾
本郷林町の養源寺に詣でる︒参ずるものいつ
になく多数︒含覗の蕊安かれと折る︒

墓参者芳名

津田源一勝部員長繁田武平

酒井忠正下村蒜一野口明

菊地庸一飯島忠男和波豊一
鈴木仙松藤井種太郎宮尾佑吾
大石良郷井筒辰外山口毒悪子
大杉護一北田伊典

懇親曹

井筒辰夫

高橋節雄
藤本寓治
菊地庸一

大島きみゑ

井筒調策
勝部貢長

木曾
り
１
１便１
宿泊室の開店状況

石田崎
良三犀

志懇親倉︒

渡遜正勇氏の雨氏を訪問して歓談専ら支含の
溌︑まことに慌快城まりない朝ぼらけであっ
た︒

リピンで戦死されて御遺骨もどうかと御心痛

やがて鈴木さんのお話から︑御長男がフィ

石川識繁田武平鈴木仙松

の趣き伺い︑私は全くいたたまらない心地︒

﹁それではこの足で直ぐにも今度建設された

安谷白雲山口毒恵子飯島忠男

千鳥ケ淵職残者墓苑︹無名戦士のお墓︶にお

津田源一大杉謹一北田伊典
河原丈敏和波豊一前浬四郎

酒井忠正下村毒一野口明

活動と本含の狩来に閲し︑遠慮のない談論風

納含維了の翌早朝︑私は宿舎に鈴木仙松氏

を厚く御濯申上げます︒

いづれも御ゆっくりとお泊りいただいたこと

新設立千葉螺市原の支含長波鎧正男氏の方々

二泊︑同じく千葉媒東部支含の渡遡保治郎氏

の毒昌者千葉螺東部支含の毒昌者鈴木仙松氏

総含を期して早速開業︑総曾前夜から今年

大岸山

出席者芳名

夜は六時半から︑半裁門前の東僚含館で有

I

宇都宮丈裁藤井種太郎渡遥正勇
長谷川満七郎宮尾佑吾大島正義

詣りしましょう︒私が御案内します﹂という

に︑三人立ちどころに一致︑自動車を駈って

先ず端国利証へ︑壮前のお茶屋で名物のダン

ゴと明後日端午の節句のお柏餅ほおばり︑徒

歩千鳥ケ淵に向う︒胴陛下の御座所である御

文庫淀お堀りのかなたに邦し︑新たに眠る無

手向けの草花を鈴木さんの手にお渡しして︑

名戦残者の墓苑︑近くの婦人台の心づくしの

御令息の御世骨永わに眠ります墓苑にぬかづ

ご一心に所るばかりでした︒

く︒鈴木仙松氏の御心境やいかにと︑私はた

青年幹部研修書の開催

弘道書青年郡の新企書

命員描泊室を活用し︑支含より青年指導の

年︶一︑二名宛上京︑数日滞在︑相互切嵯琢

幹部含員︹三十代︑四十歳前後の有馬な青耽

含名は︑追って考えるとして︑やがて本命

磨の研修念を開催したい︒

に溌表する︒

活動の中枢機開としたい︒震行は後日誌上

名士揃い︒研修内容は︑国際情勢の分析︑

講師は︑財界︒外交関係その他天下一品の

幽内事情の解明︑竿々より︑日本の行手

︵時来︶を見極めて︑青年の指導原理を究
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）

郷治二

勢を論じ︑世界を語り︑青年の進むべき本道

そうして私は︑専ら含員中の青批年層と時

か０

の悪戦苦闘の段階を経て︑あくまでも前進し

たいのです︒

ｉ
ｉＪ
支含だより

千葉癖東部支曹報告

昭和三十四年四Ⅱ十一一日山川町田部西巽寺

昨附含支命長より命務に就ての報告の後副支

粘舎に於て春季純含並に荊演含附催午前十一

愈長より本年庇の支含珠算に付説Ⅲ全員異議

研修官にはパンフレットを使用し︑之を一

パンフレットを通じて

ける支含その周遥に伸展させようではない

青年幹部研修含は︑かくて地方各地域にお

を見極めたいのです︒

明し︑卒先陣頭に立つ気概と識見とを得る

﹄

にあり︒安施の暁には奮起一番御参加を乞
﹄ハノ︒

東京御案内計書一
描泊室を利川して︑曾貝及び御家族︑又は
御紹介者の東求見物に御案内︒

皇居拝糊︑東京タワー︑東京港︑羽田空港
その他御希望次蛎︒

なく之を了承それより極めて簡素なる謡食を

般に普及徹底させる︒本含出版︑廉償版とし
祁類︑題名等追って褒表︒

できれば無料頒布としたいが︒

共にし時事談に興しました︒

支含巡濃行脚につき御願

いうまでもなく︑雑誌﹁弘通﹂の記事巾
二︑国際情勢の検討

に誌搾せられ後山形家庭裁判所首肥洲在悔と

堆を紹介先生は多年教育大畢数授として育英

支含の総含の際︑本含からお伺しているの
は恒例でしたが︑その都度何かと御めいわく

一︑弘通粘祁の究明

すので︑職員出張については寓事本含負描︑

三︑時局の解明

午後一時︑祁命支含長より識師大杉倣一先

をおかけするのは忍びがたいことでもありま

讃我で参上いたします︒何卒その鮎お類軽に

今後克く本含の進展に心命を棒くるとの御決

聴によって日本弘遡含主事に御就任に成られ

逝により評議員含及臨時総称の満場一致の推

りましたが此の度弘通命前主事制田さんの急

して数年を忠批に其職務に努力せられつ入あ
等︑参考となる寄稿・論説など之を活用する

四︑海外事情

尚︑納含の際だけでなく︑支含結成︑計識

ことを忘れずに︒

ねがいます︒

相談の幹部倉などにもお知らせいただきた

意をうけたまわりましたので本日御多忙巾を

婦人向としては︑特に家庭講座・少年講応
も利用してゆきたい︒

い︒或は本部から随時押しかけでお伺する

かも知れませんが︑接待その他御無用と御

大杉先生は一畔二十分より三時三十分まで

御出張を御願ひ巾したのであります︒

長時間に豆り先生の教育者としての御努力と

更に小生は︑小生の毎雅の巻頭言を中心に弘

地方巡機行脚は︑もっぱら﹁草鮭ばきに︑手

正は勿論のこと欺迎︑以て切碓琢磨粒々辛苦

がら︑何卒御批判︑御検討を乞う︒質問︑叱

道精祁の徹底を期したいこと山々であります

排箭﹂これが含池西村先生の弘泣普及のモッ

諒承下さい︒

トーでした︒
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高木支含長御宅大杉書

養老渓谷大杉書

服致しました︒

説や卸

分指示さる坐やう望むとの槙重なる態度に敬
午後三時四十分閉含︑因みに秋季の講演念
は笹川公民館にて開催の選定であります猫本
村沼初め近憐の命員各位の御識力を多謝致し

命開催に常り常西雲寺住職及野卒香峯田村隆
御維醗を活し山形に於ける家庭裁判に於て籾

力を捧げて漸進的に面目を一新して行く上に

弘道命主事として重き任務の日々を献身的努

ら支念結成の命を開催︒懸命議員選畢の直後

高等畢校に大杉主事をお迎して午前十時半か

四月二十六日市原郡南総町鶴舞の市原第二

白葉支書だより

察せる仙相を基調として極めて通裕的に家庭
に於ける道徳緊要の所以を説示せられました

は各命員皆様の希望と意見とを遠慮なく開陳

でもあり︑農繁期を控えての折でもあったが

熱誠に一同感激致しました猫先生は今後日本

して下され弘道誌にしても改善す可き虚は充

支含設立についての経過を報告︑次いで含則

熱意ある同志の酋合であった︒先ず渡逢から

を審議︒曾名は命員が市原郡外にも多いので

蓄市原支命復活の意も含めて︵本年一︑二月

十九で︑方位では西に鴬るのでｌ蕊︵九十

雛割閏さんの思出に︶白葉とするｌ白は九

九里︶西に亘る千葉中部の意と﹁明き溌琶直

営誠﹂の祁ながらの大和心を象徴して︒支含

長に渡遥を副支含長に大島四郎氏︹市原二高

校長︶を選出︒含畏から役員をそれ人︑お願

する︒

へ維身脅員︑令耐就長︶︵長柄町長︶︵錨舞郵便局長︶

評競員石井浦松柴崎盛惇高石概見

︵鞭一松村長︶︵噸峰栖賜晴計寝課迦と︶

中村正治野口端允

︵卒二一中皐校長︶︵市原二商激識︶︵硫聡 霊藩︶

幹事浅沼四郎加藤快天竹下虎爾

︵長南中畢校長︶

鎗田毒

︵螺出納長︶

願問鎌田博

大杉主事は﹁今日に於ける弘通念の使命の

重大な事と今後の方針﹂等について大熱舞を

かりの祇杯をあげ書食を共にしながら腹蔵な

振われ多大の感銘を輿えられる︒維って心ば

一︑含誌の内容が大に改善されて感謝に耐

き意見を交換︒

えないが更に一歩を進めて婦人部︑青年部

f4()）

騨識;；
ます︒︵支念長高木泰一己

蕊蕊蕊

鶏
＃
節華

を弘化する上からもそれ人︑に向く平易に
してしかも興味ある記事がほしい︒

二︑綱領を新時代にふさわしいセンスと平

所りします︒御濯まで合掌再拝︒

二十一日金ヶ江三郎

れ︑特に﹁有田町の深川製磁株式含征社歴﹂

っいで五月五日︑新入曾員九名御紹介下さ

高橋節雄氏特別含員︑四月十七日御来訪

を御悪迭下さいました︒新含貝はいづれも同

含友だより

Ｉ川
誉藩主松卒直亮伯︹第三代本命々長︶以来二

易な語句に改めて重苦しいとか堅苦しいと
か言った感じを取去２

までの含員と加えて多数の含貝を迎え︑まこ

臓の方々と拝察いたします︒佐賀螺にはこれ

一ほしい︒

三︑表紙の目次は削って出来れば美しい色

さいました︒元海軍少狩︒東京都武識野市境

十除年本曾に御開係︑度々国防論を御寄抽下

﹁京葉工業地帯と千葉蝶﹂について御誹浪下

下鍵在住︑前雅に紹介した掌中日本史年表を

大野作太郎氏念員愛媛螺北宇和郡日吉村

す︒

ット﹂商含に輸出を開始した︒

明端三十三年三月英幽バーミングハム﹁ワ

劉聯西松浦郡有田町に創業した︒

陶磁器製造並びにその販寅を目的として佐

々仰統を受け継ぎ深川忠次仙人経管を以て

明流二十七年一月寛文元年元職二年以来代

牡歴

深川製磁株式曾斌職歴

左に牡歴︑光柴録を掲載させていただきま

とに力扱い限りであります︒

ずりの霊か︑篤垣などとしてはなど︒

さる筈であった鎌田顧問が九州出張の柴田知

御注文下さいましたので︑早速本誌印刷所主

かねてから多大の御高配を頂いてい︑本日は

泌の代行の事で御臨席をえなかった鞭は加に

一四一六に御在住︒

残念であった︒なお川崎製織干葉工場の見畢

も喜ばれましたし︑一つでも含員の御使蹴を

赤山氏に地話して御送りしました︒赤山さん

四月二十一日の御書翰には︑

度々御手紙を下さいまして有難うございます

金ケ江三郎氏曾員︑佐賀螺有田町巾の原

せらる︒慶帆︒

田部長右衛門氏称貝︑島根蝋知事に柑迩

得られましたら本命の喜びでもあります︒

について御斡旋下さるとの事であるので何れ
折を見て計識したいと思う︒

支含結成に封して本命を代表して大杉主蛎
と石井評議員から多大の御芳志を寄せられた
事は感謝の至であった︒

三時すぎ散曾︒聯立公園養老渓谷に大杉主

事を御案内︒たまｊ︑騨頭では魚釣大命維了
式の最中であったが早速この夕刻の新緑滴る

欧州の代理店としてロンドンパリーハンブ

朋浦三十七年八月前記﹁ワット﹂商含を全

ルグブラッセルミラノ等に副代理店を設け

﹁歌陶に入江先生を御迎へになり︑入江先

輸出の振興を計った︒

生は昭和二十四年五月︑拙者勤務の有田深

し卿りに︑下稔分の時と二何程拝眉の柴を

ルイス寓国大坤覧含に出品渡航︒

明治三十七年九月社長深川忠夫米幽セント

川製磁株式含耐に︑辱くも聖駕を迎へ奉り

消流の絶景を色紙に鴬生され︑天然ガスの湧
く岩風呂に浸りながら本含の透展等について

ゆっくり御高見を拝聴しえた事は何よりの幸
であった︒︵三四・五・五於皐鶴菓舎︶

す︒乍末筆諸先生方の御健康と御活躍を御

得た事もあり︑御懐しくも又有難く存じま
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来御料御食器並びに御陪食用御食器を製造

明治四十三年四月宮内省御用達を拝命し爾

し上納の柴を辱うす︒

明治四十四年一月蚕本金一五○︑○○○同
の株式含杜に細織を改めた︒

大正五年九月海軍指定工場により洋食器を
大正七年迄納品した︒

大正十年四月日本郵船株式念祇大阪商船株
式含祉に船零用食器を昭和七年迄納舶した

昭和三年御大典︵御即位式︶に際し京
都御所大饗宴御料磁器一切北に天盃調進の
命を受ける︒

に曾額した︒

昭和二十三年三月賛本金八○○○︑○○○
同に増額した︒

昭和二十四年六月炎本金二○︑○○○︑○
○○側に卿額した︒

昭和二十六年一月昭和二十二年六月米軍中
央聯買局より洋食器の溌注を受けてゐたが
昭和二十六年一月に至り更にデイナセット
を主磯とした納品を縞け今日に至る︒

○○側に増額した︒

昭和二十八年一月賛本金を五○︑○○○︑○

昭和三十四年一月宮内臆より御成嬬川磁器
西暦千九百年俳図巴里蔑図博覧街︒

調進上納す︒

伏見宮博恭王殿下より産業上の功紙を表彰

昭和五年職長深川忠次日本産業協曾長

同千九百四年米圃シカゴ大博覧含

一︑大正五年肥築地方陸軍大演習の棚り

光第録

その他園内受賞は数百におょ幕︒

図産品代表として献上︒

同千九百二十八年英国皇太子御来朝の折全

覧合

同千九百十五年巴奈馬運河開通記念寓図博

同千九百十一年伊太利菖図博覧曾

博覧含

同千九百九年米園アラスカューコン太平洋

さる・現職長深川進欧米税察︒

昭和六年二月深川進証長に就任す︒
出張所を東京︑禰岡︑佐賀︑佐世保︑長崎
熊本に設ける︒

昭和十二年七月海軍指定工場に指定され臆
艇装備用特種和食器普通和食器を製造す︒

昭和十二年九月商工省より技術保存指定工
場の指定をうける︒

昭和十七年六月海車監督工場に指定され艦
艇装備用特種食器兵食器を納品した︒

昭和二十年六月賛本金二○○︑○○○同

大元帥陛下より松浦侍従御差遣の柴を賜る

一︑大正七年北白川宮成久王殿下営社へ御

成り

御成り

一︑大正七年東伏見宮依仁親王殿下常征へ

一︑大正八年十一月十二日山階宮武彦王殿

下常祇へ御成り

同妃雨殿下徽牡へ御成り

一︑大正九年十一月二十八日梨本官守正王

一︑大正十二年二一月十八日伏見宮博恭王殿

下積祇へ御成り

へ御成り

一︑大正十三年十月久遡宮邦彦王殿下常杜

一︑大正十五年海江町侍従御差迩の楽を賜

ヲ︒

一︑大正十五年李王根殿下常祇へ御成り

京都御饗宴御料磁器一切及天盃調進の御下

一︑昭和三年御大典に際し御大職使長官より

命を蓑り上納し奉る

牡へ御成り

一︑昭和五年四月束伏見宮大妃周子殿下岱

殿下常祇へ御成り

一︑昭和九年六月二十六日高松宮宣仁親王

一︑昭和十九年出光侍従御差遼の柴を賜る

一︑昭和十六年四月四日朝香宮鳩彦王殿下
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縄含に鴬りまして一方ならぬ御懇情を恭うし

日来度々快談︒縄含後お便りあり︑﹁冠省︑

一︑昭和二十三年九月高松宮宣仁親王殿下

有難く厚く御瀧巾上げます︒今後の経管方針

鴬壮へ御成り

営枇へ御成り天皇陛下におかせられまし

河に心弧い次第です︒御健闘をお祈り致しま

二年

拝具

文亭茶人

第三十二年目の供御製茶の仰せを賜りて

埼王聯豊岡文含長繁田武平

昭和叶四己亥五月一日

︵識泳︶

家の幸供御の製茶の仰せうけ年を戒ねて三十

りまつりて

東宮の婚儀ことぼくこの春に供御の製茶の仰

三十二の年は獄りぬこの赤も供御の抑茶を造

内の上︑参拝が出来ましたことは︑何とも

り下りぬ

々抑厄介に相成り︑殊に端幽脚肺と千鳥ヶ

難有︑鼓に厚く抑職を巾上ます︒

らず草きつとめ

は若葉香りて

家の子等供御の製茶にいそしめるわが門遜に

雲の上の御別の御茶を摘むわれにつかれは知

敬具

御蔭様にて昨夜七時頃無事蹄宅致しました

昭和三十四年五月五日

ので︑不取敢右御禰まで御挨拶巾述ます︒

洲の無名職残者蕊苑まで御誰力により御案

﹁識杵︑此度本部細念には︑数日に亘り糠

まことに御苦努様でした︒総念後のお便り

鈴木仙松氏千葉聯東部副支含長︑先日は

す︒﹂

ては昭和二十四年五月二十三日親しく微減
工場へ御巡幸遊ばされ常工場並に従業員の
作業を天蝿賜う
子殿下常祇へ御成り

一︑昭和二十六年十一月二日秩父宮妃勢津
一〃昭和二十七年八月三十日三笠宮崇仁親
王殿下常祇へ御成り

一︑昭和三十一年四月一日義宮正仁親王殿
下鴬壮へ御成り

一︑昭和三十二年四月十日清宮貴子内親王
殿下常枇へ御成り

本含には九州地方に若干の含員がござい亥
すが︑支曾はまだございません︒私はその内

明治十六年明治天皇繁田本家に行幸

繁田家の光第

繁田家並びに繁田醤油株式曾牡年譜

を寄せられました︒繁田家の光柴︑一門の

因みに繁田さんより︐

繁田武平氏埼王螺豊岡支含長︑本曾には

鈴木仙松

す︒九州へは数回参っております︒私の息子

き有難い極みであります︒五月四日のお便り

近くでもありますので︑度々御来含をいただ

機含をつくってそれらへお何したいと思いま
娘たち四人は︑皆九州の血をついでおります

策響︑畢げてこの年譜にあります︒

拝啓︑昨日は御就任早々始めての納念開催

拓成

同四十二年竹田宮恒久王殿下繁田本家に
一安堵被遊候事と拝察いたします︒今後の
大方針御護展敬服いたし候︒右御挨拶迄︒

大正五年久迩宮邦彦王殿下同

に際し︑念員多数来含︑芽出度胸事維了︑

には︑

し︑長男は目下門司に在住します︒金ケ江さ
の現状及蒋束につき︑共々に語り合い度いも

ん︑何卒御雌在で︒必ずお目にか上り︑日本

御祇の御繁柴を航ります︒

のです︒

渡逼正勇氏千葉螺市原郡南総町平職︑先
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昭和十一年久迩宮正子女王殿下
久迩宮朝子女王殿下
繁田西山荘にお成

同十六年朝香宮字彦王殿下同
同二十 三 年 三 笠 宮 崇 仁 殿 下 同
同二十四年高松宮宜仁殿下豊岡保育剛に
お成

青年部霊憤の歌

高橋節雄

一︑縄含の玄開にして仰見る大き表札﹃日本
弘通念青年部﹄

二︑新しく板を削りて大らかに墨痕淋滴人を
驚かす

げられしこの大表札

三︑曾の前逢思ひ思ひて総含を機に︑突如掲
四︑青年を措きて︑何弘むべき菅の中心︑こ

一門の築審

明治二十一年溌智庄平黄綬褒章受領

五︑我含に宿老多し曾て皆含負ひて立ちし︑

年部に幸あれ

八︑風薫る緑の春に奮ひ起っ意気肌んなる青

部の飛躍唯に吾が待つ

七︑ロケット競ふ︑進歩一途の宇宙時代青年

て道に誰らむ

六︑表札高く︑掲げられたり若人を愛に迎へ

青年部員

れと表はすたふとき表札

同三十九年繁田浦義緑綬褒章同
大正十一年繁田翠軒藍綬褒章同

昭和四年繁田千代天皇賜盃同
同二十六年繁田正一紺綬褒章同
同二十八年繁田くら藍綬褒章同
御料茶謹製昭和三年より今日迄三十一年間
繁田園にて謹製奉仕
﹁前略︑過日総含の節には色々秋極的な御

高橋節雄氏よりのお便り

高話拝聴仕︑深く感銘致しました︒何分宜
敷御願申上ます︒就中青年部の事には心最

千鳥ヶ淵戦没者墓苑に
お詣り下さい

去三月二十八日︑東京九段靖図祁祇の向っ

て左︑皇居裏千鳥ヶ淵に厚生省引揚援護局の

企登で題名の通り︑いわゆる無名戦没者の墓

が設けられ︑その竣工並に追悼式が畢行され

本含開係では︑山形螺心友曾が墓苑奉仕含

天皇皇后雨陛下も御参拝になられました︒

特別念員として参加せられ︑酋長南雲親一郎

氏︵本倉山形支含長︶が参列されました︒今

次大戦で海外各方面の戦域に残された職残者

通り︒

の遺骨を納めたもので︑地域別遺骨薮は左の

地域歴分迩骨数

マングレ１

一四○︹１︶

ラングーン一一四︵躯︺

ミツチナ七○︵１︶

ラシオ一︵１︶

アキヤブ︒二六︵０︶

ニノイデム九一二一︹０︶

パ−モ四八︵１︶

ましたが拙いものではありますが︑弘逝の

も動き︑即夜別紙のような腰折を書いて見
片隅に載せていた蛍けば仕合と存じます︒

魚ｅは︑氏名判明のもの内薮︒

計一︑三五一︵錨︶

イン︾ハール三○︵０︺

御自愛偏に願上度︒草︑

五月七日高橋節雄
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支曾めぐり

支含長︑鈴木仙松氏が副支含長︑石橋氏が含

り御澱を述べる︒高木泰三氏が最長老として

うお考えなど︑いろいろと承り︑かつての日

持よくできればそれに越したことはないとい

な鮎︑又家族みんなのものが生活を楽しく気

露戦争の勇士︑金鶏勤章の柴審ある老戦士︑

計主任をなさっておられる︒弘道詩林でおな
じみの菅谷繁夫氏︹雅香城︶小見川町の小堀

コタッをはさんで支含の様子何やかやと伺い

今ここに在りといった︑カイゼル髪の胎軍と

第一の旅

は私の上京畢生時代︵東京︶附厨小畢の先生

兆三氏など︑長老組いづれも御健在︒小堀氏

念の溌展は支含の活動にまつ由をお話したつ

気持のよど一時間像の短族で小見川に着いた

ある︒残りの桃も村々のあちこちに遠く近く

至るところに見受けられて︑頼もしい限りで

に︑お孫さんそのお嫁さん方大家族で︑おじ

い御世話をおかけしました︒高木さん御夫婦

ですが︑一寸町には旅館もありませんし︑つ

含めぐりには御厄介をおかけしない方針なの

御世話になることになりました︒なる尋へく支

夜は支含長高木さんの御宅へ招かれて一泊

極みでした︒

和な家庭がまのあたりに拝見できてうれしい

拶してそれぞれ自韓車で出て行かれます︒平

さんおばあさんに︑いってまいりますと御挨

勤めに出られるので︑ちゃんと離れのおじい

お嫁さんも息子さんもそのお嫁さんも︑お

した︒

翌朝私は︑お宅の様子を煙い水彩に寓しま

た︒

そんな話などゆっくりして早くやすみまし

し︑ひとの模範になってゆく心がけ︒

貝ががっちりと組んで︑間ら家庭逢明るく

念貝はふやすばかりが能でない︑現在の含

室した︒

四月十二日︑かねてからの御約束で︑千葉
東京郊外の自宅を出溌︑四分寺︑お茶水で乗

の話も出る︒線は異なものである︒

をしておられた方で︑およそ五十年前の常時

螺香取郡の東部支含総衝へ出席のため︑早朝
換え︑千葉騨着︑成田まわり銚子行汽車で十

支含の方々には︑特に本含に封する御希望

講師として初めて参ってから︑浦九年除たっ

もりであるが︑いよいよ以て本命の使命達成

昭和二十五年三月二十五日弘通倉の講演に

一時三十五分小見川騨に清く・

た今日である︒その頃はまだ戦後のこととて

に勇猛心を起す決意が私にも礎り上った次節

などこちらからお聞きしたい旨を語り︑弘通

く心せわしかったが︑千葉の騨でもどこで地

食紐事情はもとより人心も藩つかず︑何とな

である︒

ら︑支含の役員石橋香峰氏と東庄町の助役五

いさんおばあさんお二人は離れの御屋敷にお

人々の出入りは多いが︑今や復興日本の姿は

で霊食︑それからタクシーで含場の山田町田

十嵐丑松氏が心よく出迎えられ︑近くの料亭

住い︑家族一同仲陸じいお暮しです︒湯殿か

四月二十六日︑早朝出護︑千葉から五井を

第この族

とは︑高木支含長のもらされた御言葉です︒

こうして居れば︑天下泰平だ︒

部西雲寺︹天台宗︶へ︑早速一時からの講演

旋館も及ばない立派なもの︒お年寄りの高木

ら洗面︑洗濯︑お嘉所︑近代的な冠化設備は

先年一夜の宿を御提供下され︑御欺待を受

さん御夫婦は︑若い者の気持を汲んで進歩的

念にのぞむ︒午前中縄愈のあとである︒

けた渡逢保治郎氏に哲らく募りでお目にか坐
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一

待合せて三・四十分行程︑誉城下町鶴舞下車

経て小湊線上総牛久に着く︒これより今ハスを

り︑溌含という段取りとなった次第︒含則︑

いうわけで︑渡遥氏を中心に同志同朋が相寄

心であると同時に︑日本弘逆衡の趣旨普及に

第で︑永久に家賓として子々孫冷に仰えたい

族一同に示し且知人に披露いたしたる様な次

先は取り急ぎ飢筆を以て御厚濯

申し上ぐる

一段の努力をつ堂けたい心であります︒

あります︒

と同時にＨ本弘滋愈の普及盈計りたい心算で

柏木寛一郎

松江市奥谷町一六四の六

五月十四日

とにかく青年部の新結成が試金石であること

は雨者意見の一致するところ︒前進する以外

大凡十二時間は弘遡弘通で明け募れましたが

前途如何われら何を鴬す雪へきかで︑この日は

支曾長渡遥氏と同宿︑言を義すれば弘通曾の

柑夜は少々離れた名勝養老渓谷に車を馳せ

喜んだ次第であります︒

くこととして︑私は何よりも新支愈の設立を

役員等決定の趣は︑別に支念だよりをいただ

すぐ前の市原節二高等畢校︹鴬高女︶に設け

られた日本弘通官市原支含々場を訪う︒支含

新護足の篇かねてより大活躍の渡遥正勇氏
︵同校奮校長︶すでに登場︑いろいろと斡旋

中︒私はこれまで書信を通じて互に含務を打
合せ連絡していたばかりの間柄であるが︑初
劉面と同時に年来奮知の仲となる︒これまこ
とに弘泣含精祁の貫徹一途で以心惇心のうれ

初夏の候貴曾益令御隆盛の段邦家の億慶賀

奔柊
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に道はないのである︒︵大杉︺

市原二高の加藤快天氏︑その他の諸氏も見え

至極に存じます︒次に小生事頑健︑日本弘滋

※

しさ︒ただちに麦倉設立︑本曾活躍︑弘通普

及︑曾員按大の抱負やら︑苦心の維過など話

灘千葉師範肇校長豊田潔先生の思い出など語

含の趣旨の普及と含貝の榊募に心を砕いて居

喜昌者御蔭歌

る間に本含維身命員石井清松氏来場︑﹁自分

やがて常地中梁校長浅沼四郎氏︑鎗田毒氏

は識きず︒

は批含の大祭を卒業した︒祇含の安定は先ず

ますから御安心下さい・

にも御案内を賜り深謝して居りましたのに︑

籾五月三日には総含開催については御郷亜

生産から﹂と︑図づくりの熱意を示され︑日
すがに人生の荒波詮抜手を切って突破せられ

本の現妖及滞来に封する意見の開陳など︑さ

本日は松江支曾を通じて小生の如きものに格

衷心から御濯叩しのべます︒本日は直ちに家

き記念杯並に覗詞を御恵贈下さいました段︑

別なる御詮議に基き小生の毒昌を祁幅して頂

た眠者かなと感歎するうちに開含︒

常地には早くから市原支倉があり含貝も多
数で隆昌を極めた時代もあったが︑その後自
然消滅の形︒よって今回新たに溌足しようと

※

弘道詩林

︲
三好凌石選

＠松島雑詠節録九十巽寒岬大森午︵日き

八百島秘風迭涼︒碧適嵐影映波光︒川明客夢不堪浄︒想起

○○○○○○○○○○○００○○Ｏ○○○○○○○
○００○○
間勝感更長︒

Ｏ○○○○○Ｏ○○○○○○○○○○○○○○○○
松島奇無島不松︒鱈頭傭仰蕊疎鐘︒端厳寺裏倣遺像︒千古

○○○００
英雄猫眼龍︒評日︒前首詩思清遠︒後期語有菰籍︒

＠暮春所見八十三聖廉爾小串清一︵横漬︶

○Ｏ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

狂風吹散落花粉︒野雀飢飛欺燕群︒昨日高歌慾泥解︒今朝

０○○００

＠先君五十年忌辰賦箕遥州桑脈毅作︵竹原︶

○○○００Ｏ○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○
維雛悌影前︒評日．巌親之情最深︒

忌値先君五十年︒紅花碧草感頻牽︒洪恩間極奈難報︒涙落

＠人生八十三聖蓬莱間宮雄︹藤津︶

○○○○○００○○○○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑
守拙只甘貧︒評日︒起筆峻抜︒浩嘆何堪︒

千思寓慮一風塵︒道徳衰額奈此民︒生計銀難行路嘘︒内頭

＠選畢戦悪粥縦坂重︵千葉︶

○○○○○○○○○００○○○○○○○○○○○○

涛論縦描戦正酬︒読来虎覗自耽耽︒選災侭得適材士︒政界

＠波亭槻蓮磯山箕輪世︵茨城︶

浄如臨碧源︒評日︒迩材催紗︒俊趣可味︒

○○○○○００○○○○○○Ｏ○○○○○○○○○

不染暁蒼蒼︒評日︒浦徹や除憩向悠悠︒

○・○○○○

通花維剛怖新版︒白瑳紅沌放異香︒鶏葉風揺波影が︒汚泥

＠埠頭送別秀波栗脈粘夫︵枝演︶

０○○○○○○００○○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑
寓里志遼新︒評日︒惜別託情︒友誼之厚可見︒

落花風送達遊人︒不奈離愁寂真演︒海外雄飛雁在近︒鵬程

＠賀慶野如雪翁長寿石崖林府之助︵千葉︶

九十七齢如雪翁︒性愉塘泊玉玲琉︒長生有訣能垂範︒百毒

○○○○○○○００○○ＯＯ○○○○○○○○○○

＠迭孫史郎入大畢移山寺島慶一︹千葉︶

○○○○○
雁迎弧健身︒評日︒婚泊二字︒義気之訣︒雪翁所以握保毒︒

志畢元知多苦難︒壮心負笈出家山︒蟹窓雪案能持己︒公試

○○０Ｏ○○○○○○○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑

＠小庵西側有老松周囲七尺震軒柵野英治︵千葉︶

︑︑︑︑︑
先過第一開︒評日︒剛志之語︒以期大成︒

１日１．

（47）

夢兇約疎分︒席上分訓得文

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○００○○

花群東風寓維蕪︒堤則不兄杖梨群︒忽逢車上大呼零︒秀若
○○０００
批人絶耳聞︒評日︒所見入誌︒従杜詩得来︒弧意亦妙︒

＠束惣成僻奉類八十七聖江東片口安︹柑山︶
○○○Ｏ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
四月撰花節︒青宮慶事稲︒御溝春水暖︒凧闘瑞霞蒸︒乾徳
○○○００○○○○○○００○○○○○
挺承統︒坤儀尚可雁︒仰膿現嘉兆︒獄色ト龍興ｃ評日︒前

︑奉賀皇儲成婚恭賦弘軒坂本弘︵佐原︶

聯研麗︒後聯温雅︒以顔皇家之瑞︒︐

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒○０００○○○○Ｏ

太子良縁慶事成︒春風鳳闘瑞雲明︒扶桑仰看江山歴︒寓姓

＠賀長孫新僻八十四聖況堂天野佐︵東京︶

○○○○○
相和寓歳蕊︒評日︒表慶徐情︒溢子筆端︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ○Ｏ○○○

○○○○○
瓜欧永綿綿︒評日︒喜気洋洋︒家禰可想︒

Ｉ

1
'

掻孫淑女締良縁︒皐徳兼修相共全︒自是家門嘉柵足︒須期

１１

柿

』

△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△△△
△△△△△△△△

０００○○○○

○○○００○○

秋亦艶︒雲石詩人群起望室迷︒巻石

○○○

○○○Ｏ

村橋祁白暁寒凄︒廉粥礎柳平蕪月巳阿︒豊斎紅柿有怖

○○○００００

＠勘ゞ吻吟賦小集七絶聯句其一

△△△△△
玉 石 竜 同 焚 ︒ 仙 客 日弓
︒東西徳
徳図
図︒
︒妖
妖気
気吐
吐呑
呑︒
︒統
統一
一未
未就
就︒
︒良
良簿
簿執
執論
論︒

東西合議主張分︒畜策三年未解紛︒怪底人間悪児戯︒誰憂

△△△△△△△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△
△△△△△△△△

乎道人
＠主張一分瓢乎道瓢人

春闘秋季幾局季︒営任教組峡公平︒野人唾棄田夫笑︒評定

○○○○００○○○０○○○０○○００００○○Ｏ

△△△△△
須知子弟情︒道人日弓
． 流 言 抗策
策︒
︒底
底事
事不
不平
平︒
︒能
能知
知本
本分
分︒
︒勿
勿課
課諸
諸生
生︒

護護松涛二百年︒札龍百尺欲摩天︒租先手植猶堪憶︒勤節

○００○○
貞容世永博︒評日︒渉筆有韻︒敬祁之旨亦深︒

＠還暦偶成幽香北原薫需恩

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０○○ＯＯ００○○

野老笑迎還暦年︒鏡中驚看髪髭逢︒無篤無策惟雌我︒月夕
○００○○
花農賦数篇︒評日︒三四超俗︒風懐自高︒

＠悼割田主事香城菅谷敏夫︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○００○○○０Ｏ○

○○○○○
痛哀無限情︒評日︒哀吾痛切．使人断腸︒

＠蓬州飛家尊桑原貞太郎校長先生五十年忌辰敬糞

○○○○○○○

○○○○○○○

○壬戊十〃十二日鶴巻温泉柏梁隈聯句

育英多載在陶鈎︒一去吉山五十春︒日映薦鮭花雌涙︒想飛

捗姑感殊頻︒凌而寛

租述先賢克肋精︒文章常見寸心誠︒駿墓一夜俄体計︒腸断

＠悼坂本佐原市長香浦飯田正典︹︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０○○○○Ｏ○００

○○○○○
楼中寓恨長︒評日．語重情深︒可想其篤人︒

市訓多年功業場︒厚生利用稜明光︒一朝指館去何庭︒白玉

＠題湧水十明翁胸像次韻節録寒蝉

街杯賦詩思悠悠︒中村松堂庭上秋深桂香浮︒中村青玉

○○○○○００

○○○○○○○

山隔塵宣境・目幽︒小島松涛爽気都似銀河遊︒岩崎武城

杏林希翻是明翁︒欲救群盲意気雄︒教育多年功量紗︒倣然

○００○○○○○○○○○○Ｏ○００○○○○○○

○００００○○

○○○００○○

○００００
胸像仰遺風︒評日︒極醇極虞︒筆致精錬︒不見次談之痕︒

雁行叫月樹帯秋︒栗原秀城一談一笑人埼棲︒凌石

鵬育場中潤出群︒英才卓筆気凌雲︒理財常守体家篇︒働志

○哀挽綾録凌布寛

＠営地近来蓮宗稲治病偶起奮感有作恐不成語

○○○００○○００○○００○○○○Ｏ○○○○○

○○○○○
先生病篤時︒評日︒蝉翁友誼之厚︒感慨何堆︒風木之嘆更新︒

苦痛訴醤醤巨施︒枕頭嶋首衆讃眉︒讃経慰蒋幾臨宅︒芳石

人皆突︒鱗閤長銘第一動︒

能勢報国勤︒聖火僅僅哀楽響︒銀章燦燦玉花薫︒雄魂不返

闘志激青春︒柴審夙畢輝光遍︒聖旨亜蒙賞賜新︒堪惜柑場

騨頭稿族失慈親︒鵠育経生致恢身︒淡泊蕊情工戯語︒雄豪

＠名流展偶感次韻干側漁者

＠寸 識 漫 言

△△△△
人間溺濁流道人日︒鳳翁鬼炎︒誇怪街奇︒撞名州俗︒翰堪淋滴︒

難再兇︒庭圏雁識有斯人︒平沼氏萱堂︒稿征露之師而墜死

溶筆詣厩坐搾鰐︒琴譲昼程牢︿罪擬︒塀畷琴擬登諦蚕︒狼譲

＠峡公平廉粛内
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１１
弘道歌壇？の己入江相政選

秀逸○秋田市撰田洋子
小さき石水底にありて水の流れそこのみ響き立てて過ぎゆ
く

ひつたりと汽車とまり切りしづかなりしばらく雪をつもら
︵材料もいいし︑扱い方もすぐれている︶

せてゐる

○霞佐倉市雅坂秀嶺

○静岡蝦北原薫風

立ちこむる霞の中につづきたる道ゆく人の麓ばかり町ゆ

す

山仕事かたづきしかば今宵はもとろろ汁作りて振舞はむと

○病閑片口江東

○忘る越後波多良介

こやりゐのこのつれづれに讃み進む柳川剛男の炭焼日記

○千葉蛎渡挫蝋秋

いかなればかくはなりしかわれながらおどろくばかりもの
忘れする

大内山紫の雲棚引きて日本の園に朝は米にけり

○川越市小名木狂辰

初風呂に背を流し合ふ老夫婦お炎のあとをいたはり除ける

○埼玉豚大久根乳首山

自衛隊募集のビラに件つ青年またその次もその次の人も

○千葉牒金杉茂穂

一初春の日ざしぬくとき縁先に仔猫たはむれ飽くことを知らず

○春謡松江市干井常清

一畑の山よりかけて意宇の湖嫁島あたり綴たなびく

○入江相政

江戸城の本丸あとのわが官舎蚊帳に鯉むれば頬白聴くも

（49）

佳作○髪房閣花畑千葉螺石橘佐寿
山裾 の 段 々 畑 花 確 り 黒 潮 躍 る き さ ら ぎ の 江 見

○千葉螺並木文比古

ールに出づ

御手洗は洞れたるままに寒椿老いし祁主の姿は見えず

皇居めぐる騒音悉く地下に入れ御国らしさの静寂もがな

○東京中村徐風

○千葉螺菅谷義太郎

春雨の降りつづきたる水郷に日日あげ鮒を釣る人の来る

○水郷佐原市坂本弘軒

苗代を先づ一鍬とためらはで入ればつめたし春早くして

菅谷喜一

嫁とともに老いししうとめ気負ひつつ今日細なひのコンク

○同
−
一
､

｜Ｉ

俳壇に大き名をとどめてうつし世を紳さりませる君が上を

弘道歌壇︹その己思ふ
同同

九重の松のみどりに色添へて竹の園生は永久に柴えむ

○皇太子殿下御結婚を流して茨城内田静甫
秀逢○
秋田市樫田洋子海の外にもひびきわたらむ聞民の御典を呪ふよろこびの謹
砂の上にみじかき松葉露もつとみとめて我は歩みすぎゆく○同
千葉螺渡塗豊

佳作○
り

松江市平井常清○選畢

川越市小名木狂辰

春風に浮かれ気味なる心をぱ引き締めななむ若きはらから

巷塵の落ちつく野路をゆく時に書間知らざりし匂ひを保て○青年の風潮を矯めて佐原市坂本弘軒
○

○

り聾が

東京中村徐風○

入江相政

寺小屋に父が用ゐし古硯くぼめるすりあとを撫でてかなし晩春の街にむなしくひびくなり﹁お願ひ巾す﹂といふ金切
む

富山螺片口江東るなり

春寒く寝膝しりスボン背に固く老を知る身の夜ごと淋しき表れながらなほ雲ひくくわだかまる伊豆の山さして烏かへ
○

○

佐倉市兼坂秀嶺

撤草の萌え出づる庭の石のべにゆらりゆらりとかげろふのた
てり

○天皇陛下の御誕生日千葉嬬菅谷義太郎

今年生の庭の若竹露おびて朝目涼しき夏のこのごろ

○高漬虚子

鵜野秀春

御誕生の呪ぎを受けさす六ところに君がみ柴えの見ゆる今日
かな

一一Ｉ
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弘道俳壇

ＩＩ

日伸びしと猫り事言ひ糸紡ぐ

大橋越央子選何をとる小舟ぞ二三春の川茨城内川禰市

春風に心を乗せて試歩の杖

松江原田碧明子軒に坤挿鱈庫韮需準地舞卵鈍佐原市坂本弘軒

秀逸

娩舟浅瀬探瀬と色鍵り

松江栗間秋史大沸に若葉明るく雨上る千葉金杉茂穂

文苑締切
六月末日

１１

松江脈川裂明子御陵の松にかくれて春の〃
花篭見るため京に途中下車

○

川越小名木狂辰藤棚の下川柚女ら萱前とる千葉渡逢豊秋

︲越央子

癖峰︐捌恥諏峨吟峡筆睡蝿蝿神恒心哩雌恥稚稚原獅廊緬密輸

アド 等 ︿ ル ン 歪 染 懸 り て 街 遅 日

水淵む踏めば崩るる崖の砂
椿焚いて有難合鮎法話聞く
職を得て住宅を得て夜話の春

佳作
宮品の鳥居の沖の浅捌とり

廻廊につる燈能や春の汐

松江栗間戦史

牛乳くばりほめて去りたる牡丹かな

寓烏のおしやもじ便り花馬僻木
朝の刻告ぐるチャイムや柿若葉
近江路は水ばかりなり莱祉椛雨
梅雨雲の垂れてゆ上しや大井川

埼玉細田如流

静岡北脈薫風

博物館涼し手摺の大理石
流れ寄る芹浮べて水温む
春水に映りて長き枕かな
春風や使ひ馴れたる鍬極く
着膨れてよくころぶ子や母やさし
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うさぎのよめ入り峠︵童話︶

遠い遠い︑お山とお山の間に︑一つ

寛鷲

﹁は︑はあん︑うさぎさんのおよめ

と︑たすけじいさんは思って︑にっ

入りだな﹂

こりしました︒そこで︑峠の道の︑は

しの方へよって︑うさぎたちのぎよう

た︒

れつの︑じゃまをしないようにしまし

ピョン﹂︲ピョコナ︑ピョン︑ピョコナ

ていました︒なぜ︑そういうのかと︑

うさぎのよめ入り峠という名前がつい

らず︑うさぎのよめ入り峠に︑きてい

しばを︑かつている中に︑知らず︑知

ある日のこと︑たすけじいさんが︑

けじいさんは︑にこにこわらいながら

たりしながら︑やってきました︒たす

り︑・ヘチャ︑・ヘチャ︑おしゃべりをし

うさぎたちは︑はねたり︑おどった

わたくしは︑その峠のお茶やのおばあ

手をふって︑

およめさんと︑おむこさんうさぎに︑

す︒

いさんに︑手をふって︑あいさつしま

と︑いいました︒うさぎたちも︑おじ

﹁やあ︑おめでとよ︑おめでとよ﹂

でいると︑遠くの方から︑こちらの方

﹁それはなあ﹂と︑白い頭をふって

お話をしてくれたのが︑このお話なの
です︒

した︒くまや︑おさるさんまで出てき

ピョン︑ピョコナ︑ピョン︑ピョコナ

て︑おじいさんのそばで︑

﹁やあ︑おめでとよ︑おめでとよ︲｜

ピョン︑ピョコナ︑ピョン︑ピョコナ

と︑まねをして︑手をふりました︒う

今日はめでたい︑およめ入り
見ると︑どうでしょう︒たくさんのう

さぎたちは︑大よろこびでした︒

さんのうさぎが︑すんでいて︑およめ

さぎたちが︑およめさんと︑おむこさ

いくのです︒

ところで︑この山奥に︑たすけぢい

んうさぎのうしろから︑ピョン︑ピョ

うさぎたちの︑ぎようれつが︑すぎ

さんという名の︑なさけ深いおじいさ

ン︑ぞろぞろと︑つづいてきます︒

入りには︑かならず︑この峠を通って

この山には︑むかし︑むかし︑たく

へ︑楽しそうな歌謹が︑きこえてきま

ました︒峠で︑こしを︑おろして休ん

りあって︑すんでいました︒

ばりで︑いじ悪なおじいさんが︑とな

坂篇

さんに︑きいてみますと︑

の小さな峠がありました︒この峠は︑

向畠
んと︑よくすけじいさんという︑よく
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I

てしまうと︑たすけじいさんは︑また
しごとにかかり︑もう︑そのことは︑
わすれてしまいました︒

それから︑二週間ほど︑たったでし
ょうか︑ある朝早く︑まだ︑たすけじ
いさんが︑ねむっていると︑トントン︑

トントン ︑ と ︑ 戸 を た た く 音 が し ま
す︒たすけじいさんは︑目をこすり︑

こすり︑今ごろ︑だれがきたのだろう
と︑戸をあけて染ると︑おどろきまし
た︑いつかの︑二ひきのうさぎと︑た
くさんのお友だちが︑三墓の手押車に
向い大きな︑つきたての︑おもちを︑

いっぱい入れて︑入口のところに立っ
ておりました︒

﹁このまえは︑やさしいお祝いの︑

した︒

こびで︑うさぎたちに︑お鵬をいいま

およめ入りの日から︑今日まで︑何日

けれども︑一つだけ︑うっかりして︑

ので︑そうさな︑十日目ぐらいだと︑

たっているか︑わすれてしまいました

の日から︑十五日目に︑祝ってくれた

この山のうさぎたちは︑およめ入り
人の家へ︑つきたてのおもちをもって

よくすけじいさんは︑よし︑わしも

答えました︒

いく︑ならわしになっていました︒で

ました︒けれども︑ぎようれつは︑な

ら晩まで︑こしをおろして︑まってい

一つ︑おもちを︑たくさんもらってや

たすけじいさんは︑さっそく︑おと

かなか通りません︒そこで︑ある日︑

ろうと思い︑さっそく︑毎日のように

なりの︑よくすけじいさんのところへ

ぶりぶり︑はらをたてて︑もう︑これ

るさんの家にも︑きっと︑おもちが︑

いって︑いっしょに︑おもちをたべま

っきりで峠にくるのは止め︑うそをつ

すから︑いつかの︑くまさんや︑おさ

しょうと︑まねきました︒よくすけじ

いた︑たすけのやつを︑こらしめてや

うさぎのよめ入り峠にいっては︑朝か

いさんは︑これを知って︑大そう︑う

とどいているでしょう︒

らやましく思い︑たすけじいさんが︑

こからか︑

るのだと考えて︑こしをあげると︑ど

ピョン︑ピョコナ︑ピョン︑ピヨコナ

出あったお話を︑ねほり︑はほり︑き

た﹂と︑二ひきのうさぎが︑巾しまし

は全部︑つつまず話しました︒うさぎ

人がよいものですから︑思い川すこと

こそ︑まちにまった︑あのうさぎのよ

と︽歌養がしてきます︒ややや︑これ

きました︒たすけじいさんは︑大そう

た︒そうして︑つんできたおもちを︑

のよめ入り峠で︑およめ入りぎようれ

おことば を ︑ あ り が と う ご ざ い ま し

さっさと︑おじいさんの山小やの中に

つにあったこと︑その時︑

まに︑向いおもちの山ができました︒

と︑いったことなどを︑話しました︒

﹁やあ︑おめでとよ︑おめでとよ﹂

そうでした︒くつの︑およめさんとお

大よろこびです︒ゑると︑ほんとうに

めいりだなと︑よくすけじいさんは︑

はこびこゑました︒承るみる中に︑ど
たすけじいさんは︑にこにこ︑大よる
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ピョン︑ピョコナ︑ピョン︑ピョコナ

を︑うしろにつれて︑おどりながら歩

むこさんうさぎが︑たくさんの友だち

いさんのところへ︑もらいにいきまし

すので︑のりも︑きな粉も︑たすけじ

せん︒けれども︑ねが︑けちんぼうで

ん︒のりも︑かつてこなくてはなりま

きな粉も︑かつてこなくてはなりませ

と考えなおし︑その日は︑はらがたつ

たありません︒今一日︑まってみよう

りぷりおこっていました︒でも︑しか

た︒よくすけじいさんは︑一日中︑ぷ

こうして︑とうとう︑十日目がきま

日⁝⁝︑この日も︑やはり︑何のおと

り同じでした︒そしてまた︑その次の

そして︑よく日⁝⁝この日も︑やは

よくすけじいさんは︑たすけじいさ

した︒今日こそば︑うさぎたちが︑お

いていきます︒

今日はめでたい︑およめ入り
たＯ

のを︑おさえてねむりました︒

ピョン︑ピョコナ︑ピョン︑ピョコナ

んが話したように︑道のはしの方によ

となりの︑たすけじいさんのところへ

は︑とうとう︑かんしやくをおこして

どなりこ染にいきました︒たすけじい

さたもありません︒よくすけじいさん

のどを︑くうくうならしてまっていま

さんは︑よくすけじいさんを︑やさし

もちをどっさり・⁝・・こう思うと︑よく

した︒もう︑お日さまは︑束の空へ上

けて︑にこにこ笑いました︒やがて︑
﹁やあ︑おめでとょ︑おめでとよ﹂

りました︒よくすけじいさんは︑戸口

すけじいさんは︑朝早くからおきて︑

と︑申しました︒うさぎたちも︑うれ

ぎようれつが︑近づいてきましたので

しそうに︑あいさつしました︒ぎよう

ない︑今少し︑まって︑ふたらよい︒

くなだめ︑自分は︑決してうそはつか

といいました︒それで︑よくすけじい

の方へ耳をすまして︑じっと︑もの昔

さんは︑すこし︑気げんをなおして︑

をきいています︒けれども︑きこえる
ものは︑ささをふるわす風の昔ばかり

もう︑一︑二日まつことにしました︒

れつが︑行きすぎるか︑すぎない中に

さんが︑おきたのでしょう︑雨戸をあ

ぎは︑やってきませんでした︒

よくすけじいさんは︑しょうゆの入

けれども︑いつもと同じように︑うさ
ん︒よくすけじいさんは︑太陽が︑ま

った︑お皿や︑もちをやくあ承や︑ぎ

ける一昔がします︒鍵です︒うんとも︑

上にあがるまで︑まっていましたＯけ

な粉などを︑庭先へ︑ほうり出してし

すんとも︑うさぎの婆がいたしませ

やがて︑しばらくすると︑たすけじい

よくすけじいさんは︑さっさと家にか
えり︑それから︑十日目を︑首を長く
して︑まちました︒一日一日が︑一年
ぐらいに思えました︒

やがて︑九日目になりますと︑よく

れども︑うさぎたちは︑きませんでし

すげじいさんは︑おさらに︑おしょう
でも︑おもちをやいて︑たべられるよ

ゆを入れ︑あゑをょういして︑すぐに
うにして︑まっていました︒そうそう
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方へ︑出かけていきました・おのれ︑

うさぎたちをゑつけに︑よめ入り峠の

じいさんは︑だれもおきださない中に

うして︑あくる日の朝早く︑よくすけ

だと︑青くなって︑おこりました︒こ

いさんを︑ひどいめにあわせてやるの

なごろしにして︑それから︑たすけじ

まい︑まず︑うさぎどもを︑かまで承

かまをふりふり︑こちらへやってくる

ろしい顔をした︑よくすけじいさんが

ました︒すると︑向うの方から︑おそ

くりして︑手押車を止め︑たちどまり

にしらせました︒うさぎたちは︑びっ

−ツーチ︑となきながら︑うさぎたち

とりごとをききつけてツーッーチ︑シ

よくすけじいさんの︑おそろしい︑ひ

じいさんが︑そうしてしまったのだと

とんど︑だれにも見つけられない小道

そうして︑うさぎたちは︑今では︑ほ

通ることがなくなってしまいました︒

さぎたちは︑うさぎのよめ入り峠を︑

した︒

ながら︑もらうことが︑出きませんで

で︑たくさんのおもちを︑目の前に染

た︒

お茶やのおばあさんが︑いっていまし

Ｊ１

を通るという話です︒これもよくすけ

こんなことがあってから︑もう︑う

うさぎじるにしてくれる︑その方が︑

ではありませんか︒よくすけじいさん
の方も︑うさぎたちを︑ぶつけまし

おや︑おや：⁝︒︑これは︑いけませ

ずつと ︑ と く な こ と だ ︑ と 思 い ま し

んＯ⁝．：こんなことなら︑今︑一日ま

た︑みると手押車に︑いっぱいの白い

じいさんのところへ︑おもちをたくさ

てばよかったと︑よくすけじいさんは

た︒ところが︑その日は︑ちょうど︑

ん︑運んでくる日でした︒三蔓の手押

おもち︑︒⁝：ｏ

車に︑いっぱいの白いおもち︒うさぎ

こうかいしましたが︑まにあいませ

十五日目で︑うさぎたちが︑よくすけ

ったら・許：︒

たちは︑何も知りません︒もし︑出合

のですが︑うさぎたちは︑あわてふた

ん︒でも︑すぐさま︑にこにこと笑顔
をつくり︑かまを︑やぶの中にすてた
めいて︑おもちを入れた車を︑また︑

よくすけじいさんは︑ドサドサ︑ガ
ごいけんまくです︒まもなく︑よくす

ように︑にげかえっていきました︒

もときた道へと押しながら︑ころがる

サガサと︑やぶをふみわけて︑ものす

たちが︑一つの道で︑ぶつかろうとし

よくすけじいさんは︑こういうわけ

けじいさんと︑おもちを蓮墓︑うさぎ
ていましたＯその時︑一羽の山がらが
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飛鳥の俳寺

長野寂

の手によって構成されたものであるこ

高いものに愛りない・

の接する法隆寺は謹術作品として薫り

再建論︑非再建論は別として︑吾々

ｚ︾Ｏ

とに違いない︒聖徳太子は﹁あつく三

日本人の願いで︑日本の地に︑日本人

賛を敬え﹂と十七催の憲法の中に教え

在普門院の敷地に遺跡あり︶この寺が

隣に斑鳩寺を建立した︒︵この寺は現

伽教を支持し︑斑鳩に居を雄え︑その

は間違いない︒従って百済の様式の原

建築はその様式によって造られたこと

大陸建築が百済から輸入され︑伽藍

いが石が

にうたれる︒この感動は﹁謹術えの無

すぐれた葵術品に接すると深い感動
限感﹂とでも云ってよかろう︑接する

今の法隆寺は西院と東院に分れてい

系統に馬する︒

薬師如来の後背の銘によると︑太子と

る︑西院が雛鈷以来の寺域で︑東院は
太子の住居斑鳩宮の跡である︒西院の

流は梁にあったと考えられるので梁の

推古帝が六○七年に川明帝のためにこ

平面配世は︑先ず南大門を入り︑次に

る︒又法隆寺金堂の束ノ間にある本尊

即ち﹁無始無経﹂始めを知らぬ経りを

の像とこの寺を建てたと記してあるが

法隆寺の前身であろうと考えられてい

感じぬ感 動 で あ る ︒ 私 は 飛 鳥 の 御 寺 法

その建立時期は現在の畢説ではつまび

人々が意識の上にたたぬ感動である︒

面があるのかも知れぬが︑何時でも﹁無

隆寺を訪ねる時人間の持つ懐古的な一

曲る︒中門を入り廻廊に剛まれた中に

中門ありそこから廻廊左右にのび後に
現存の建物について︵金堂︑塔︑廻

らかでないようである︒

法隆寺は英明な聖徳太子の願いをこ

がある︒廻廊は金堂と塔との後方で曲

右に金堂左に五重塔があり︑奥に講堂

限感﹂に心うたれる︒

すすめられて来た︒然し建物は創建常

廊︶明治以来里者の研究で細部調在が

り右に鐘楼︑左経に接し更に後方にの

めて︑干三百年の昔に︑祁話に名高い

たものであると云う﹁再建論﹂と創建

時のものでなく焼失後間もなく再建し

畝傍︑香久︑耳成の三山にかこまれた
飛鳥の一角に建立された︒風雪を凌ぎ

造りでどっしりとした荘重明快な安定

二重の石塘一上に立ち五間四面の入母屋

何と云っても法隆寺の中心は金堂で

び直角に折れ講堂に綴く︒

だ明確な結論が出ない状態である︒岐

論﹂の説が封立したま上その後のいま

常時そのま上のものだとする﹁非再建

この時代は日本国家形成の第一段階

を持ち︑おちついて眺めればながめる

け合つ︲ている︒

年ふりた美しい造形が大和の自然にと

で︑優れた大陸文化の擬取時代で︑す

近はや坐再建説の方が有利のようであ
べての造形は模倣をまぬかれないが︑
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当識雛豚届
同上五重塔

美しさ︒この金堂には世界に誇る壁書

デザインはエンタシス︵胴張︶を持つ

悲を包んだ伽藍の美は無限に無限に存

れ得ぬ印象であろう︒御悌の清浄な慈

廊の柱のリズミカルな存在もけして忘

素をなしている︒中門のまとまり︑廻

く軽快でこの二つが賞に美しい寺の要

があったが昭和二十三年不幸焼失した

在せよかしと斬る︒

堂は低い姿勢で重量感に満ち︑塔は高

ことはかえすがえすも残念である︒金

筒法隆寺には後世に建立した美しい

わしく天平の面影の濃い八角回堂であ

音を安置する﹁夢殿﹂はその名にふさ

伽藍が数々現存するその中でも救世観

寺院構成に重要な意味を持つもので俳

ある︒五重塔︵卒塔婆︶は金堂と共に

すつＩぼ

えて荘重な中にも軽快さを持つ構成で

堂と封稲的な五重の塔は高く空にそび

ほど感興が湧く︒細部の梁︑組物など

法隆寺金堂・

謹
鑑

は後世と愛る豪快な構成である︒柱の

↓

蕊
J

陀の舎利骨を奉職する建物である︒金

る︒

法隆寺にほど近い郷に常代の様式を

残す法起寺︑法輪寺の塔の姿も美しい

姿をとどめその昔を偲ぶことが出来

プー勾○
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刑

儒門精言
⑬責任を負う︒

う

くだ

○また白く︑一賃あきらかなれば︑菖虎みな砕く︒
もと

四一

○また白く︑大世界は享けず︑かへつて小践小径を占領せんことを要む︒大人︵の︒と︶は徹さず︑かへつて小

おぼよ

児の態をなさんことを要む︒惜しむべし︒

○また白く︑望者に大奉そ四様あり︒一は蕊の路を知るといへども︑情を窓にし慾を縦にして︑あへてなさず︒

一は
はそ
症にしてかつ難きを畏れてなさず︒一は求めてその路を得ず︒一はいまだ路を知らずして承づからよ
一
その
の事
事大大

く知ると謂ふ︒
︵鋤︶

かれ

○また
た日
日く
く︑
︑雨
畢者はすべからくこれ川地を打蝿して海潔にすべし︒ し か る の ち に 他 を し て 奮 蛮 し て 植 立 せ し む ︒
もし川地が海潔ならざれぱ奮護柿立するを得ず︒
⑲整理する︑瞳理する︒

○また白く︑道
程に塞がる︒人もってゑずからこれを私し︑身と道と相入れずｏ入よく退歩して自符すれ
道は
は天
天地地
ぱ︑自然にして相入る︒

○また白く︑人は天地の間に生れて人となる︒為つからまさに人道を識すべし︒畢者の塁をなす所以は︑人たら
んことを畢ぷの糸︒ためにするあるにあらず︒

︵鋤︶

○また白く︑票問はすべからく是非を論じ放駒を論ぜざるべし︒皆子の孟子に先んじて心を動かざるがごとき︑
その蚊は孟子に先んず︒しかれども畢竜は告子は是ならざるなり︒

あや

⑩瓶子の公孫丑の第二に﹁公孫丑間うて白く︑夫子に海の卿相を加へ︑通を行ふことを得ば︑これによって霧王たりといへど

も異しまず︑かくのことければ心を動かすや否や︒孟子日く︑否︑我四十にして心を動かさず︒白く︑かくのごとければ︑夫
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子は孟黄を過ぐること遠し︒日く︑こ難からず︑告子は我に先きだちて心を動かさず︒﹂とある︒この﹁告子︒：：．﹂の朱注に

﹁孟子
子言
言ふ
ふと
とこ
ころ
ろは
は︑︑
告告
子子
はは
いい
まま
だだ
︾道を知ることをなさず︒すなわちよく我に先んじて心を動かさず︒すなはちこれはまた雌
しとなすに足らず︑となり﹂とある︒

ていぜい︵虹︶

○朱晦庵臼く︑事なければ静坐し︑事あれば雁酬す︒随時に随虚す︑自己身心の遜咽にあらざるなし︒ただ常に

ゑづから提漸し︑ともに倶に往かず︒すなはちこれ工夫なり︒事物の来る︑あに漠然として雁ぜざるをもって是
となさんや︒
⑪提翠に同じ︒ふるいおこす︒振作する︒

へ蛇︶

（59〕

○また白く︑単をなすは︑正に水をのぼる船を携えるがどとし︑一嵩も放緩すべからず︒

○呉草慮日く︑格物は昂夢の開︑試意は人概の開︒賞悟を格となし︑賞践を城となす︒物すでに格れぱ︑夢を剛

して兇となす︒しからざれぱ昂時に徴るといへどもまた夢なり︒意すでに減なれば︑獣を仰じて人となす︒しか
らざれぱ人薬に列してもまた獣なり︒

⑫元︑撫州崇仁の人︒名は澄︑字は幼惰︒至大のはじめ閏子監司業となる︒弟子千数百人という︒弟子と問柊するほか暇があ

ると書を著してｒ信易・書・春秋・潅記それぞれに宴言がある︒畢問が度く︑老荘太玄趣︑楽律︑八陳圃︑また郭瑛の葬書

などにまで及んでいる︒草屋に住っていたので︑程矩夫が題して草臓といった︒よって草腫先生と稲したという︒

○胡敬震白く︑理を窮むるは一端にあらず︑得るところ一虚にあらす︒あるひは請書上にありてこれを得︑ある

ひは講諭上にありてこれを得︑あるひは恩海上にありてこれを得︒あるひは行事上にありてこれを得︒請書して

これを得
得る
る多
多し
しと
とい
いへ
へど
ども
も︑
︑華
講諭してこれを縛るもっとも速かなり︑恩脅してこれを得るもっとも深く︑行事に

四

てこれを得るもっとも賞なり︒

儒門精言

二二

新入含者芳名
︵昭和二十五年︶﹁綾き﹂

都府騨名新入酋者名紹介者

富山聯束耀英俊斎藤一二

同飯野六次同

葉

︵その二︶

女川義
和田英
岩内良
横橋

毛塚三代

吉田利
林
静

︵昭和二十六年︶
埼祁同同秋千茨同同煽同富同千

茨城聯海老根径司自身申出

島根螺岡谷徳一青山庸

蝶

大野信貞

間宮雄太郎

宮崎武雄
石田一治
蝿谷祁光
八島昇天
寺田築治

川崎五兵術

森盛五郎
近藤正夫

小川庄之助
礁田喜三松

嬬 螺 螺 螺 蝶 螺 蝶 蝶

同箕輪直内田稔
埼玉螺清水武雄高篠彦平
東京都梅津隼人大杉謹一

埼玉聯山崎まつ子高根せん子

群馬螺戸矢喜久二自身申出

同高根 せ ん 子 北 田 伊 典

新潟螺鈴木文泰睦村彬成
扇山蝶酒井健作斎藤一二

同新舗八重子同
同丸山庄次郎同
同上谷秀之助同
同石黒菊次郎同

同水野頴照同

同高島清三郎同

治保一正一

同
同

同

同情水・義一
同小名木教吉
千葉螺高木仁

同八木金作
同山田良肇
同江崎宗達

同鈴木美代治

佐藤恒二 同 精 鳩 坤
同愛川勤
同

同

同翁長林直

埼玉螺藤野要次郎

同菅谷健夫

千葉蝶菅井寅

秋田螺照井隆善

東京都内野淑

山梨蝶吉田納子

埼玉螺諸井益次郎

同寺本義平
同林辰雄
岩 田 正 直 同細野邦胤
伊藤武 同木田勝男
落藤一二 同 高 野 度
同宮崎忠雄
樋口一郎 同林英治
同加藤清志
同

同

繁輪直
佐藤恒二
同

妹尾馬之助
同

加藤玄智
北田伊典
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同同千同同

玉濡田葉城鳥山葉

藤石同野妹自太北同管
同同渡同同同同同寺同同同野同同
佐

本 坂 平 尾 身
田 田 遥平
本
原

正義香霞申秀価驚驚正香

夫 卒 峰 助 出 穂 典 郎 郎 雄 峰

同祇埼秋同同同埼島埼同同富佐同同同同同同千同同島秋

高柳竹三郎

二典松

埼玉螺桑田垂良

羽烏安雄
漉津英佼
丸山八郎
古橋公治
押山一雄

一伊仙

治平出

同森田森磯
同西津順造
同松倉秋之助
同橋本輝三郎

西深一五郎
石黒善太郎
森川茂佐久

浦水美暗
森岡卒六
江森知治

柿沼一

石井弘

青木龍之輔

青木孫七
背木孝雄
大熊五郎

奈良原泰作

高橋欣

南良原勘作
南良原嘉一

田部井一郎
石井伊三郎

知養*

樫田洋子
星野賓行
片山義雄

岩瀬りん子

同長谷川時二

同田口正三
同田中奥志
同高橋文男
同鴇田甚吉

同菊地維

同胴田百太郎

同雁田市郎

同長谷川忠常

同野挫久毒
同山下光男
同篠津フミ子
同武井勝子
同高橋義雄
同山川高長

同石原浦

同小林馨一郎
同飯塚とみ子
同風間とり子

西津六郎

森 坂 活 藤 田 木

吉野虎二

笹本新哩
鈴木藤雄

鳶
叩 難嘉一峰側 ：
門出助吉騰郎二郎松庸葡
同栗原宮子

r6i1

鈴木けい子

幅Ⅲ廉
松本審柄
岡本是徳

小幡ヒサ子

黒田漁作
石坂長久
棚津慶治
有津寛子
岡村一郎

進藤護
尾崎良作
尾崎新一
高田富砿
蝿原由治

津繭次

永山敬柴

牒 都 蝶 聯 聯

典
郎
平
平

術倉田
坂

佐々木茂丸

1 孫 媒 聯 嬬 牒 螺 聯 牒 螺 螺 螺
島 玉 田 玉 根 玉 山 賀 葉 根 田

同太目妹同同同小青藤同同驚瀬同同同同同同鈴同同青妹

清身尾一名
木 山 野 藤 戸 木
治

同同同同同同同同同同同同同石同同同同同同長松同同北

養 惣 塵 伊

同同同同同同同同同同同同同埼束同同嵩埼千同同同同同

玉 京 山 玉 葉

同同同同同同同同同同同同江石復同同謝息北鈴同同同同同

野本先吉
末延一二三
久保田家弘

荒井四郎

松倉秋之助
小名木教吉
同
同

同

仁

石坂菱李

橋本康一
同

同

新井敬次郎
同

蝋田浦・兵衛
早川七右衛門

大津武平
同

江尻藤次郎

金成茂男
金成新一郎

金成徳治
加津高五郎
加津喜三郎

加津保太・郎

金成丈平
余成正秋

金井一禰
草野弘平

黒川健

黒川喜一郎
小松敬次郎

酒井徳次郎

近藤貴
小松梅輿
坂本腫一郎

佐藤勇

佐藤友蝿
坂本英夫
佐藤鶴松
佐藤正雄

佐藤徳太郎

佐藤長一

佐藤良江

抜本長太郎

坂本義信
佐川一貞

披本喜代松

佐藤庄之助

奴本茂

佐藤柴次
城本奥一
佐藤牛三

数本孝一郎
酒井源之助

佐野憲一

白土徳兵衛

奴本捨吉
坂本菊治

竹俣七之助

白土禰松
鈴木致一
鈴木軍論
鈴木省三
田村勝男

高岡友

戸田漁次郎

中田武雄
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長島作左衛門

宝
壬
今

口

弘

栗原利三郎

同
同
同

渡

上杉憲勝
松本明治
藤

松倉秋之助

伊同同同同
同同振同同同

金井淑太郎

小山辰吉

禰島螺阿部省三
荒木源治
石川由松

大塚哲太郎

末延春江
江田徳澄
山田勝利

大河内要三

祇島螺木村ふさ子
埼玉蟻明石編次郎

同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同

同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同何何同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同伺同同同、同同同同同同同同

中田靖男
中田善三郎

永崎亮孝
新妻長職
比佐義雄
古山宗司郎

穂積豊秋

星春治
村山辰次郎

吉田春男
吉田允信
四家敬幸
四家清吉
四家春記
吉原典卒

吉原喜
吉田勝彦

篤谷太重
小暮儀平

平

開口太寓吉

根岸正吉
若松明雄
服烏茂雄

鈴木茂

三間庇三郎

江黒梅義
増田一郎
松倉道子
新井倉萩
松浦其治
斎藤輝次

大橋はる子

岩間久子
島根螺平井良

同松林俊

埼玉螺中川赤
増田席淑
石川一由

同

高篠彦平

長谷川惣平

之

松倉秋之助

岩間久子

同田嶋英治
同開口忠治
同堀田恵一
嵩山螺西加穣小梁校
同毛利隆司
同碓井豊政

同鹿熊垂次郎
同上市小畢校

同土肥丈作
埼玉螺森田武
同岸仲次郎

同青木勝
同新井清

中︲山やす子

祁島螺金成元介

埼玉聯橋本粂茂
鈴木英海
飯野昌八

同

石坂菱卒
江森知治

藷藤一二

同

同

伺

同

同

同

松倉慶三郎

同

江森知治

同

太術左術門

同

石坂養平

大河内要三
松倉秋之助
松倉慶三郎

佐々木政夫

高橋菊燕

松倉秋之助

伺

同

同

岡

松倉つる子
府瀬川岩治

仲千彦

大熊せん子

石川新平
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佑

小暮虎之助

助

治 済

木崎川浬

江森森太郎
高田松太郎

秋

知 常

英 貞 仙

卒

船橋幸太郎

倉

森 井

同

同同同同同同同同同

松岡同同同同同同同同同同同
同同同同江同率

鈴岩砂梅

田田

西梁喜梁

同同同同同同同同同同同同同｜可同同同同
同同同同

中中

埼玉聯倉上源次郎

同同同同同IP1同側同同同同同同同同同伺同

同同同同同

次郎

同 同 同 同 同 石 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
坂

養

雄作渉鮒畠

作出子典吉郎吉

石田まさ子

岡本一夫
丸山護雄

原唯則
粥藤克

海野の夢子

市川数丸

国身閏閏葉里桑

同
同
同
同

松倉慶三郎
松倉秋之助
太浦左衛門

須田省一郎

須田武弄
須田武雄
須田康光
須田庇文
野口正元

須田浩一

新井重郎
岩井柴助

山川浩

加藤百太郎

中野一萩

横手新平
横手喜亜
山川財治

高橋蕪

山川高平
須田友雄

甚申輝伊教喜教

菅谷甚平

石毛利一

和田喜代司

石金長四郎

細田正卒
高野縮吉
北村博皐
榊原光作
須田甚作
皆川縮久
黒川他雄
同

同

松倉秋之助

松倉慶三郎
太清左衛門
同

同

同

市雲親一郎
松倉慶三郎
津田てう子
中里喜三郎
同
司

太浦左衛門
津田てう子

牒都

岩城信夫

安柴慶

帯津工十郎

金成幸一郎
磯部とよ子

中里廉

瀧口寓識
柴田義廊

津田まさ子

坂本千治
吉田牧平
振震丈男
大瀧和夫
安野重道
武田接照

螺 螺 騨 螺 庶 螺

高橋修孝

鈴木虎

三好蝿太郎
佐々木文燕

聯 媒

︵昭和二十七年︶

玉 島
玉 島 玉 形 島 玉

諸井ふみ子
石川君代子

宮岡米子
石山編松
高野善高

倉上茂八郎
大津子之作

禰島重雄
市川嘉門
飯塚重正

日野響
日野庸夫
金井正雄
白土宗平

吉田厚

吉田豊吉
白土畳治
玉田一郎
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埼同同禰同同同同同同
埼禰同同同同埼山同同同福埼

保

吉 門 出 、 治 助 子 典 二 変 郎
治

鳶 巾 山 笹 久 伊 章
教

葉
玉
山

螺
螺

螺
懸

螺

螺

玉
島
玉

埼同同同娠同同同同同同同同同同同同埼同同同富埼同千

小同同太復同同同同同同同同蝿松同岩北同同同成森同渡

木 清 活 原 倉 問 田 瀬 田 遥
名

同同同同同同同同同同同同同同同同同埼東同同同同同同

王京・

同同同同同同同同同同同同同同同同同須自繁北小中小同

釦１１１燭

Ⅱ
一金壷千参百六拾回也︵寄附︶

１１

弘道責慣一冊金参拾五園也

弘滋曾入含手績

一ケ年念独余百五拾側を排込み入倉の手紺

をとること︒含員には雑誌弘泣を無料配布

間封入の方に送付す︒

〆
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