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養源寺門前に立つ東京都史跡標識

︹表︺

都史跡安井息軒墓

都史跡西村茂樹墓

︹一異︺恥榊一二汁走蓉に朗一一一相八日

東京都教育委員

規格の改正で従来の標識が廃棄となり︑図

らずも恩師安井息軒と愛弟子泊翁の両豪が一

基に連記された奇縁に驚いた︒がそれだけで

はない︒土葬の関係でともに菩提寺でなかっ

た当寺内に偶然にも埋葬された︒世にも美し

い冥合であることである︒境内の銀杏の葉は

いま色づき初め爽やかな小春の夕日に映える

花尚岩の新標はカメラ子に両翁の不滅のいさ

をしを語りかけるかのようであった︒︵編︶
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九十周年一助感⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝野口明⁝③

巻頭言：：：九十周年⁝：⁝：：木下広居・：⑩

弘道会が創立されてから九十年たった︒ここらで反省する必要が

太宰府の菅廟に詣でて：．⁝泊翁先生遺詠⁝⑩

明治の思想家西村茂樹先生⁝海後宗臣⁝⑤

木下広居

あろう︒たいていの会が︑もっと短命だった︒これまで維持されて

ただ︑会の発展ということから見ると︑少し心細い感がある︒そ

崩壊期における西村泊翁：⁝小島茂男：．⑩

弘道会の永続と西村精神：⁝・小出孝三：︒⑮

西村茂樹博士の現代的意義⁝平塚益徳⁝⑪

れは︑会員数の増加が思わしくないばかりではない︒会祖の精神が︑

いつも思うこと・⁝：⁝：：⁝：入江相政⁝⑲

社会教化学院の思い出⁝⁝⁝一条秀美⁝㈱

だろう︒

来たのには理由がある︒狂信に動かされず︑中庸の道を歩んだから

るかどうか︑である︒

沢田源一・酒井健作・中野栄三郎

会員随想⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝：：：⁝⁝・⁝⑩

岩崎晶・藤本万治

伊藤武・中島幸太郎・椎名保弘

藤原楚水・中村孝也・春山治部左衛門

宇野哲人・島津忠軍︒相馬敏夫

九十周年の祝賀と回顧：⁝・⁝⁝⁝⁝︒：⁝⁝⑳

常に変化してやまない世間に対応して︑力強い指導性を発揮してい
九十年も続いた伝統の根源をなす指導精神を回顧すると共に︑現
というのは︑遺憾ながら︑油断していると足踏承をするだけで︑

代の諸問題と取り組む実力のあることを示さねばならぬ︒

﹁道徳教育の復興﹂﹁青少年のしつけ﹂﹁公衆道徳﹂の振興など︑

前進することを忘れるからだ︒

国民道徳の復興は将来の国民である青少年に呼びかけるのでなけ

かけ声ばかりで実践の伴なわないのは︑どうしたことか︒

川村宗嗣・古津千次郎

日本弘道会九十年の歩み⁝⁝︵編集部︶⁝㈱

弘道詩林⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝三好凌石選⁝㈱
弘 道 歌 壇 ： ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ： ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ； ： ⁝ ⁝ ・ 伽 職り
︑

である︒大人が︑年寄りが︑実践して見せる以外に方法はありえな

れば意味をなさぬ︒しかも︑﹁徳教は眼より入りて︑耳より入らず﹂

青少年は︑大人に対して︑深刻な不信を抱いている︒一番目立つ

弘道俳壇：⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝３
§

いではないか︒

大人の代表は政治家だが︑弘道会はかれらの堕落を跳躍台として躍

編集後記
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進せんとするのである︒︵本会理事︑専大教授︶
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九十周年所感

野口

を追慕するの念を新にすることは︑我々の感激するところ

我が弘道会が創立九十年を迎えて︑創立者西村茂樹先生

生の徒であることに喜びと誇りとを感じているのである︒

の遺影と遺文とによって睦気に先生を感じ取り︑そして先

九十年と云えば短い歳月ではない︒多くの会員は︑先生

二西村先生の遺徳

である︒先生を失ってすでに六十余年︑今や先生の悌を知

それにも拘らず︑先生に対する敬慕から先生に追随して来

道徳と云えば堅苦しいものと昔から相場は定っているが︑

一先輩の功績を偲ぶ

る者が無いのに今日まで伝統が守られたことは︑歴代の会

ているのである︒儒教で問題にする性の善悪は別にして

長以下役員︑及び全国支会の中堅幹部諸氏の︑愛情と努力

も人間には正しきもの︑善なるもの︑美しきものに対する

人間は種々の形でその人間性を満足させようとする︒その

との賜と思われる︒そうした功労者もすでに物故された方

方法は何でも結構であるが︑私達は先生の人格と思想とに

感受性︑今の語で云えば人間性があるからである︒従って

二の両氏の如きもすでに亡く︑今日の喜びを共にすること

魅力を覚えて︑敢て先生の遺風の下に集ったのである︒九

難な時代を苦心経営された人︑副会長下村寿一主事割田斧
のできないことは︑真に遺憾千万である︒私達はこうした

が多く︑例えば私が本会に入った戦後間もない頃︑あの困

人々の功績を偲び感謝の念を捧げるものである︒

（2）

明

ばなるまい︒

十年の歴史も詮じ詰めれば先生の遺徳によるものと云わね

三西村先生の真骨頂
先生が本会の前身である東京修身学社を創設されたのは

先生は心から道義を愛した人と云うべきであろう︒当時

の日本が置かれた国際情勢は今日とは大に異り︑西方諸国

の東方侵略の恐脅の中にあった︒先生の言説に国家主義的

の文明国の品位を期するもので︑それが国力ともなり︑国

色彩のあるのは全くこのためである︒先生の理想は寧ろ真

政治家乃至行政官であったと云える︒その先生が維新後明

生ほど合理性を強調した人はなかった︒今日代表的著作

洋の倫理学との︑長短補足を要旨としたものであった︒先

共通する真理であるべく︑具体的に云えば東洋の儒学と西

と云うのである︒従って主張される道義の内容も︑万国に

治政府に登用された時には︑学者的行政官と云うか︑行政

﹁日本道徳論﹂が今なお斯学の古典として生命を保ち︑そ

民の幸福ともなり︑引いては国際間の平和への基盤となる

官的学者と云うか︑何時の間にか学識者として・の風格を加

の他数々の遺著が斯界で尊重されるのも︑又私達が先生に

は藩政の枢機に当られた経験があったから︑すでに立派な

えておられた︒これは青年時代に漢洋二学を学ばれたこと

明治九年︑即ち先生四十九歳の時であった︒それ迄に先生

けられたからに違いない︒その後益々磨きがかかって︑学

が役に立ってはいるが︑壮年時代繁務の間にも︑勉学を続

同志の共鳴を求められたその毅然たる姿勢である︒福沢諭

てて野に下り︑官権富豪の力を借らずに︑独立独歩︑ただ

次に先生の特色としては︑前にも触れた如く︑名利を棄

共鳴するのも主として此の合理精神からである︒

ても学者としても一流の大家として遇せられた︒その学識

校長になり︑明治天皇の侍講まで仰付けられ︑教育者とし
と功績は買われて︑晩年には貴族院議員に勅選もされた︒

と云われるが︑先生もその姿勢︑教義及び運動に於て︑福

吉が﹁独立自尊﹂を標傍し︑﹁理と数と実﹂とを尊重した

沢と一脈相通ずるものがありはしないか︒福沢は実業に︑

にも拘らず︑一朝思うところあって︑公職の一さいを辞し

先生は道学に︑その志向する目標は異ったが︑共に明治の

て敢て野に下って︑日本国民の品性の向上に全心全霊を捧
た︑此の道義立国の理想と精神とは︑今もなお私達を感動

げられたのである︒かくの如く身を捨てて理想に辿進され

啓蒙運動に於ける二大警世家たるの観がある︒而して両者

生に感憤するのも亦此の点にもある︒

共にその根本は︑合理精神と在野主義であって︑私達が先

せしめずには置かない︒これこそ先生の真骨頂である︒

四西村先生の学風

（3）

のに対し反省を求め︑新しい視野から儒教の人道精神

私達は創立九十の寿を卒直に祝わして貰うが︑ただ祝う

徴がある︒本会は機会ある毎に友交団体と提携して︑

徳教育は地に墜ちた観があったが︑近時徐々に回復の

五︑道徳教育の復活に寄与する︒戦後の甚しい反動で︑道

をもっと開明してゆきたい︒

だけでは先生に対しても相済まないことはよく承知してい

その復興に協力したい︒

五会の将来

る︒それについて会は今後どう云う点に心を尽して行くべ

す限り之に努力することは当然のことである︒

六︑先生の遺著の発刊及び復刊を心掛ける︒本会財政の許

きか︑なるべく具体的に私見を列記して見たい︒

なすぎる︒今本部では毎月一回特志者集って先生の研

一︑先生の研究を進める︒私達会員としてまだ先生を知ら

で云えば赤字である︒幸に他の収入でどうやら補填が

七︑会員の増加を図る︒本会は会費も小額で雑誌経費だけ

できる実状故︑会員の増加は経済事情のためではな

L壬ノ

究会を催している︒その成果は逐次雑誌に発表する︒

く︑本会創立の使命のためである︒先生も道徳運動に

／ 4 、

二︑雑誌の内容に一層留意する︒先生の研究の外︑道義関
係の好資料を集めて本会の趣旨に寄与したい︒勿論文

は志を同うする者の多いことを重要視しておられた︒

八︑会の健全財政を守る︒会としては為したいことは沢山

章は平易に︑内容は高尚にして︑学者にも一般会員に

あるが︑財政は健全でなければならない︒本会が九十

も共に喜ばれるように努めたい︒
三︑私達自身の道義の理念を固め実践の気風を強めたい︒

年も続いたのは財政が健実に運営された事も一因であ

︵副会長︶

先生の時代と今日の内外の情勢とは異る︒従って極め

×

て小部分であるが修正した方が適切なところもある︒

×

る︒此の点特匡会員諸君の御諒解を願っておきたい︒

×

それが先生の合理主義と実証主義にも一致するものと
れたい︒

思
う畠︒
田心
／○そ
五 して何よりも道義は実践にあることを念とさ
四︑儒教の再認識に努める︒儒教の長短は先生も論じられ

〃︑

×

ている︒今日の社会に於ては多少の修正を要しようが
大局としては実に立派である︒理念も立派だが︑感化
力が強い︒此の東洋の賓典があまりに軽視されている

×

明治時代は日本の歴史にゑられなかった大きな変革と建

いうことではなく︑それを自からのものとして展開してい

ある︒何れの思想家であっても︑単なる西欧思想の輸入と

も消化して︑明治の思想を形成しようと努力していたので

多吋＆ ぺ郷'吋耶;ロミ 公耶灯、

2句平嶺興添遇fPd亀江火画

明治の思想家西村茂樹先堆

海後宗臣

設のときであって︑それが全国民に及んだことと︑今日ま

る︒しかし江戸時代までの思想の基盤と西欧思想をどのよ

の思想や学問で培われた頭脳をもって︑新しい西欧思想を

で百年の日本をつくりあげる土台となったことで特に注目

うに総合して明治の思想をつくりあげるかについて思索を

生が登場していたことは︑日本近代思想史上忘れることが

されなければならない︒この時代には近代的な制度や技術

できない︒将に明治九年に東京修身学社を創設して思想運

重ねた思想家については︑伝統と開明の問題に対決した業

ち何人かは注目されていたが︑多くは華やかな政治や建設

動の拠点としたことは︑今日の弘道会九十年の歴史をつく

を移入してこの国土に根をおろさせようとしたので︑外形

の後にかくされてしまっているので︑今日それらの人点と

にあらわれたことに力が注がれていた︒そのために多くの

思想についての著作や運動を見直す必要がある︒特に明治

る発端であったので︑これに注目しなければならない︒

らない︒このような明治の思想家の一人として西村茂樹先

前半期に活動した思想家は︑維新の変革を通して江戸時代

統としては特に敬意をもってこれを明らかにしなければな

日︒■ず

妻

思想家もいたのであるが︑それらの人々の業績は開化の諸

…

事象の背後に埋ってしまう有様であった︒勿論思想家のう

β芦､竜ハ

ＦＤ

︑１ノ

／︲︑

学校において︑主として儒学を修めたことはいうまでもな

てる家庭の環境で成長した︒多くの藩士子弟と同様に藩の

につとめ思想家として活動する才能をもち︑またこれを育

に生れたのであったが︑幼時より俊秀であったので︑学問

西村先生は文政十一年三月十二日江戸辰の口の佐倉藩邸

必要としていた諸書を編集出版するという文化的な事業に

い時代の学校で使用する教科用書の編集と共に︑その当時

しての活動の前半期というべきであろう︒編集課では新し

での仕事が始められることとなった︒これは明治思想家と

編集課長に任ぜられたが︑これから十年余にわたる文部省

学を教授したが︑明治六年十一月文部省五等出仕となり︑

ようとしたのであるが︑教科書を供給するという大きな仕

い︒西村家は槍術師範の家であったが︑時勢の変化に著目

事があった︒新しい日本をつくりあげる基礎ともなる小学

によって新制度を発足させ︑先ず小学校を全国に普及させ

学は本であるので︑これを学ばなければならないと教えら

あたったのである︒当時文部省においては明治五年の学制

れ︑洋学に努めることとなった︒初めは蘭学であったが︑

するという方針となっていた︒これから明治十年頃にかけ

校教科書はその多くが︑米欧諸国の教科書を翻訳して出版

した先生は洋砲術を学ぶ考えを立てて︑二十四歳のときに

英学を学ぶ必要を感じ︑手塚律蔵について英学も合せて学

LOノ

佐久間象山の門に入った︒このとき砲術は末であって︑洋

ぶこととなった︒このようにして広い教養を重ねて︑明治

ことで︑文部省はもとより︑民間でも多くの翻訳教科書が

ては︑文明開化の教科書は欧米教科書によって行うという

刊行されたのである︒西村先生がこうした教科書編集の事

維新後の生活に入ったが︑明治二年佐倉藩大参事となり︑
改造︑開拓事業︑士族授産のための殖産興業につとめた︒

よって深めた優れた学識をもった文化人の一人であったこ

業を行う文部省編集課長に任ぜられたのは︑先生が洋学に

後に印撫県権参事となった︒藩政の改革につとめ︑学校の

に慶応三年に出版した﹃万国史略﹄を校訂して改正版を刊

明治初年の洋学知識人として中央に登場していたのであっ

とを認めたためであることは言うまでもない︒西村先生は

明治五年にその職を退き︑佐倉において著作に従事し︑既

な著書となった︒この他にも訳書があり︑既に幕末から文

であった︒明六社は森有礼︑福沢諭吉︑中村正直︑西周な

て︑そのことは明治六年につくられた有名な明六社の同人

行したが︑これは明治初年における西洋歴史害として重要

心を桑ることができる︒

を開いたり︑明六雑誌を刊行したりした︒これらの人々の

ど当時の新しい思想家︑文化人によって組織され︑演説会

化的な活動に入っていたので︑西欧の文化に対する強い関

明治五年四月に上京して堀田邸寓に家塾を開いて漢学英

／ 穴 、

思想が発表されると多くの知識人が注目していたが︑西村

﹃経済要旨﹄は︑アメリカのウォーカルの原著によるもの

たものである︒また︑明治七年六月に文部省から出版した

である︒上下二巻より成り︑上巻は物価︑工価︑貧富︑財

先生もこれに寄稿して西洋の新知識を普及させ︑思想の啓

は小学校においても経済が科目として設けられていたが︑

本︑租税︑下巻は借貸︑分業等について述べてある︒当時

蒙に当っていた︒

既に述べた如く先生は﹃万国史略﹄を既に幕末において

で︑教育吉の翻訳にも関心をもっていたが︑明治八年にア

西村先生は文部省にあって教育のことに従事していたの

中学校師範学校においても経済学害を必要としていたので

刊行していたが︑その他に独乙人ウエルテルの西洋史書を

﹃歴史年表﹄二冊を英書の翻訳によって刊行している︒こ

メリカのヒロビゴリアスの原典を訳して﹃教育史﹄として

広く教科書としても使用された︒これも西村先生の経済観

れらをみると先生は西欧の歴史害に特に注目していたので

出版した︒これはわが国における西洋教育史の著作の最初

蘭訳より重訳して明治二年七月に訳了した︒これを明治八

あるが︑それは欧米を知るためにはその歴史から究めなけ

として注目されている︒教育史書を出版したのは︑教育の

念の普及が必須であるとした考え方によるものである︒

ればならないとする文化研究の本道に着目していたことを

理解にも歴史を必要とすると承た先生の思想によるもの

が﹃泰西史鑑﹄三十冊であった︒また︑明治三年九月には

示すのである︒世界史の展望を基本として西欧の知識も理

で︑ここにも一貫した思想家としての態度と着想とがみら

年より出版に著手し明治十四年に刊行を完成したが︑それ

解しなければならないとした文化についての見識には優れ

れる︒先生は教育の諸分野のうち徳育を重要視した︒これ

は文部省に入ったからということではなく︑儒学をもって

たものがあった︒しかし先生の著作活動は史書ばかりでは

学問の初めとしたということ︑またその背景としては家庭

なく︑経済害にも及んでいる︒これは先生が維新後藩の産

が緊要であったことにもよる︒しかし先生は富国の根本に

における徳教の主義などによるものがあったとみられる︒

は先生の生涯を通じての仕事が徳教についてのことであっ

なるのは︑国民の経済観念であるとみて︑経済をどのよう

先生は明治十年以前につとめた翻訳の事業の一つとして道

た点から当然のことである︒この徳教を重視する教育思想

に考えるかを問題とし︑その啓蒙にも努めたが︑経済書の

徳書の出版を着想した︒この頃西欧道徳者としてはアメリ

るが︑当時の日本にとって経済についての思想を培うこと

翻訳出版はこの基本思想から発したものである︒羅輝家中

業に注目し殖産の政策を立てたことからも知られるのであ

経済﹄明治六年刊はアメリカのハルッホールの原書にょっ

庁Ｉ
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る︒しかし原典の思想がキリスト教によるものであること

も︑原典のキリスト教を説いた部分は除外していた程であ

したＯまたウエイランドを翻訳した阿部泰蔵の﹃修身論﹄

って基礎としているので︑日本人の学習には適切でないと

行されていた︒先生はこのウエイランドの書は耶蘇教をも

力のウエイランドの倫理学吉が注目され︑その翻訳書も刊

学制実施後の地方教育の実情を視察して︑教育が民情から

﹃一記憶録﹄の中に詳細に記されている︒その際に明治五年

視察報告書を提出している︒これについては﹃往事録﹄や

毎年大書記官として地方を巡視し︑教育の実情についての

なり︑翌十年一月には文部大書記官に任ぜられた︒その頃

や地域民衆への負担が大きいこと︑一教則をもって都会地

離れていて︑実効があがっていないことや︑教育費の父兄

んでこれを翻訳して﹃求諸己斎講義修身部﹄として明治七

ど指摘した︒特に小学校の授業が智育に甚しく傾いていて

方の実情の差を顧みないで︑画一的強制をしていることな

は確かであるので︑先生はアメリカの上﹁一ツクの原著を選

年十月に著作して刊行した︒この言はモラル・サイエンス

っているものをみると︑教師が口授しているだけで︑生徒

徳育については殆んど考えていない︒また修身の授業を行

は徒らに坐して聞いているだけで実績か桑えていない︒ま

れに意見を加えて編集したものである︒このように欧米の

た何を教材として徳育を行うかについても確信がないまま

即ち道徳学という内容のもので︑それを訳出すると共にこ

の後明治十五年四月には﹃殿氏道徳学﹄を出版した︒これ

精神科学の分野︑特に倫理学に深い興味をもったので︑そ

ってから︑西欧道徳書の材料を加えて授業を進めなければ

毎日の教育が進められている︒修身によって道徳を教える

ならない︒この基本となる徳教の方針を巡視功程の中にも

場合にその内容は儒学によるべきであって︑この基本を培

える思想であったことが明らかにされる︒しかし先生の思

これらの著作によっても先生が徳教の思想を文明開化に加
想家としての独自の分野をつくりあげたのは︑道徳につい

記している︒これは実際の授業を視察した上での見解であ

は原典がウインスロオの道徳書となっているのであって︑

こに先生の真面目をみるのであるが︑明治十年頃までの翻

て実践的な諸活動を通じてのものであった︒われわれはそ

についての基本的立場がここに示され︑これで一貫したこ

るので︑その点で重視すべきであるが︑しかし先生の徳育

が︑その際に先生は編輯局長となった︒この頃文部省内に

明治十三年三月に文部省に新たに編輯局が設けられた

とは明治思想の一つとして重要な意味をもっている︒

訳書の刊行はその基礎を築いた著作であったと柔なければ
ならない︒

文部省にあった西村先生は︑明治九年二月に文部大亜と
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は明治五年以来の文教政策を改めなければならないとする

ったが︑その間に明治二十年﹃婦女鑑﹄を編集して宮内省

二十三年には貴族院議員に勅選された︒こうした要職にあ

のための教訓害として読まれたものである︒先生は道徳の

から出版した︒これは﹃幼学綱要﹄とならぶ教訓書として

根本は皇室において定められるのが正しいと考え︑明治二

動きがあらわれていた︒その発端は明治十二年夏に明治天

と諭示された︒文部省はこの聖旨を実現しなければならな

十二年には明倫院建設の建議をなして︑宮内省に全国諸学

皇のもとでまとめられた﹃教学聖旨﹄の文言であって︑こ

かったが︑西村編緬局長が︑これと同じ思想をもっている

校の道徳を統括するための機閃を設け︑将来は修身教科書

教科書を作る方針によったものであった︒しかし広く婦人

ことが知られていたので︑先生に依嘱して修身吉を編集し

を編集して全国の学校で使用させるようにして︑徳育の方

細集されたが︑皇后宮の内意によるもので︑華族女学校の

て刊行した︒これが﹃小学修身訓﹄二冊であって︑西村茂

の中で維新後知識に傾いた文教の方針を改めて︑仁義忠孝

樹選録となっていて︑全国に広く普及した︒この吉で先生

は実現しなかったが︑先生の徳教思想を知ることができ

策を文部省から宮内省に移すのかよいと考えていた︒これ

をもととした教学を樹立する方策をたてなければならない

は児童の修身教授を行うたいには︑先ず東西の嘉言︑即ち

集した︒それでこの道徳上の名言を生涯記憶してこれを基

れは日本弘道会となって明治二十年に創設されたが︑その

のは︑道徳を国民一人一人に徹底させる連動であった︒そ

西村先生の主要な小業で今日にまでその形を残している

うつ○

遊徳上重要な文章や句を暗記させなければならない︒その
後に一﹂れらの嘉言を解説するための実例話を加えて徳育の

範とすることができるとして︑大学中庸論語などからの名

先生の考は日本人の道徳を高め︑道徳の真理を講究するこ

発端は明治九年の東京修身学社であった︒修身学社以来の

実功をあげる方法をとることを明らかにして︑この書を編

句を集め︑それに和書と翻訳書からの名言を加えて総合さ

省関係の仕事に就くこととなり︑東宮殿下御教育御世話を

かる︑学問を勉め身体を強健にする︑家業を励み節倹を守

ふ︑皇室を尊び︑本国を大切にする︑国治を守り国益をは

にされている︒その要領をみると︑忠孝を重じ神明を敬

た﹁日本弘道会要領﹂や﹁日本弘道会大意﹂の中に明らか

とにあった︒この弘道会の主旨は明治二十三年に発表され

れた修身の基本教科書か成立し︑翻訳修身害の解説による
授業が改められるように改善か進められた︒

仰付げられ︑また明治二十一年から五年間は華族女学校の

明治十七年十月に宮内省出仕となったが︑これから宮内

校長となり︑明治十九年から三十三年まで宮中顧問官︑明治
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る︑家内和睦し同郷相助ける︑信義を守り慈善を行う︑人

﹃日本道徳論﹄によって裡付けられている︒この書は近代

は︑明治十九年に先生が大学講堂で行った講演をまとめた

日本の優れた道徳思想書であると共に︑先生の実践運動の

思想史に特記されねばならない︒このような運動の根本に

まない︑宗教を信ずる自由はあるが本国の害となる宗教は

の害をなさず非道の財を貧らない︑酒色に溺れず悪風に染
信じないという十箇条であって︑実践道徳の明確な設定と

Ｉ一

︵特別会員︑東大名誉教授︶

思想の土台を明らかにした著作である︒

子﹄イ﹄

して今日においても妥当である︒このような実践道徳を基
本として弘道会による運動が全国に展開され︑支部も設け

一三︑

上日

西村茂樹作歌

小山作之助作曲
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られて︑特異な倫理団体をつくりあげたことは︑明治国民

太宰府の菅廟

東京音楽学校教授

軒端に近き四王子山観音寺の鐘松を隔てて聞こゆ

尊くもあり哀しくもあり

恩賜御衣拝二余香一忠愛の誠肺腕に溢る

神の御前に額づけば心に通ふむかしの跡

朽ちぬは神の威徳にて魂をたる神殿影高し

星霜積りて一千年都府楼あれて通もなし

に

西村茂樹博士の現代的意義

白︑黒を黒と明確に表明することを陣かる者が極めて多い

現代わが国の思想界︑教育界における最大の弊は︑白を

とを率直に認めなければならないのである︒然しながら︑

の在り方には︑謙虚に反省すべき点が逆に少くなかったこ

てよかったと僻称するものではない︒特に昭和十一年以後

われわれはもとより戦前のわが国の教育がすべてにおい

平塚益徳

ことである︒その由って来る理由は決して単純でないが︑

たのである︒

無知であるか︑或は知っていても︑敢えて時代的風潮を意

ろげられたわが国の教育的な勢力のつみ重ねは︑客観的︑

国際比較の点で吟味した場合︑長所とし︑優れた面として

前述のごとく︑明治︑大正︑昭和の三代にわたってくりひ

界︑特に教育界には︑戦前のわが国の教育を全く間違った

る︒これらの諸点について︑筆者は既に他の機会に具体的

正しく評価さるべき点がこれまた決して僅少でないのであ

識し過ぎて︑結果的に時流に阿ねる言動に出ることが決し

ものと断じ︑戦前の教育の完全な否定によってのみ新しい

て少なくないのである︒例えば︑敗戦直後︑わが国の思想

民主主義の教育が成育してると強調するものが巷にあふれ

にせよ︑そうした長所に盲目でない筈の人為さえ︑酒宿た

にふれたこがあるので︑ここではくり返えさないが︑何れ

る︑戦後における反省でなくむしろ自虚的な風潮に︑押し

た︒戦後特にその初期における教科書には︑これが日本の
眼を疑いたくなるようなものすら出版され︑使用されてい

将来を担う小国民のために提供される教育内容かと︑わが
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坐のプつ○

流されたものが︑意外に多かったことは否定出来ないので

年末には加藤弘之に代って︑明治天皇の侍講として洋学を

御進講申上げる栄誉を与えられていることによっても明白

である︒事実われわれは︑西村の洋学を志すに至った根本

の動機が︑西洋砲術の技術の習得にあたって︑その本をた

づねて開学を経て英学の修業にまで進んだ経緯を知る時︑

西村茂樹の尊い生涯を願ぷて︑筆者の念頭に浮ぶ第一の
感想は︑西村が終始一貫︑時流に抗して︑常に自己が正し

されている思いがする︒そして洋学に対して彼の示したひ

明治維新における一連の先達の踏んだ道筋の一典型が明示

た向きな研鱗の跡をたどる時儒夫をして立たしめるおもむ

いと確信した中道の道に固く立ちつつ︑鋭く警世の言を発

きがあるのである︒文久二年の蘭吾﹃数限通論﹄の訳述に

し︑また自らの立場を貫いたという点である︒彼は驚くべ
一人の在るべき姿について洞察し︑同時代の人の言わんと

の公刊に至る一連の訳業は︑まさに明治啓蒙期における一

き広い視野に立って︑近代日本の形成者たるべき国民一人

先達の面目躍如たるを覚えしめられるのである︒彼の学的

﹃西洋教育史﹄の訳述︑さらに﹃輿地誌略﹄︵明治十年︶

第一︑彼は﹁学制﹂に示された教育の根本理念が﹁専ら

始まり有名な﹃万国史略﹂︵慶応三年︶を経て︑明治八年の

生を治め産を興すことのみを説い﹂て︑﹁全く仁義忠孝の

汎にわたり︑またそれらが決して単なる表明的な理解と紹

して言い得ないことを率直に表明し︑自らに備わった︑一

事を説かざる﹂ことを痛嘆して︑それが．方の極端に走
る﹂ものであり﹁恐くは其弊に堪へ難きものあらん﹂と警

介の業に止まっていなかったのである︒わが国における西

世の指導者たるに不可欠な盗質を遺憾なく発揮した︒

告している︒︵往事録︶︒不用意に彼のこの批判だけを読め

このように西村茂樹は洋学に対して深い理解をもちつつ

知るべきである︒

あらためて公刊している︒以てその学者的良心をうかがい

関心は︑歴史︑経済学︑教育史︑天文︑地理︑道徳学の広

ば︑彼はいわゆる守旧の徒︑時代の進展に盲目で︑ただ孔

しなかった西村は︑改一訂版﹃校正万国史略﹄を明治五年に

洋歴史の最初の訳述書であった前述の﹃万国史略﹄に満足

印象を与えるおそれがあるが︑事実は全く逆なのである︒

孟の教えの中にのみ人生の指標を仰ぐものであるかの如き
西村が洋学に対して驚くべき精進を重ね︑当代最高の達
礼の態惣な勧請を受け︑最有力な同人として参加し︑新文

而も彼は東洋の伝統を忘れなかった︒かくして彼において

識として仰がれていたことは︑明六社の結成に当って森有
化の啓蒙運動の第一線で活躍したこと︑さらに同じ明治六
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明治五年の﹃学制﹄に対する不満が生じたのはむしろ当然
なことであり︑明治六年文部省に出仕して編書課長に任ぜ
られてからは︑特に﹃日本歴史﹄︑﹃国語辞典﹄︑﹃日本百科

︑︑︑︑︑

である︒否︑それのみでない︒彼は本質的にも官僚的な立

場に組みし得ず︑云うならば国民主義的︑人民主義的な思

想を堅持していたのであった︒一時的ではあったが︑明治

︑︑︑︑︑︑︑︑

十四年一月︑時の文部卿河野敏鎌の﹁干渉過度なる﹂傾向

者として︑編輯局長を辞任し︵﹁往事録︲一︶︑また常に﹁官

を潔よしとせず︒﹁人民の自主に委任するの持論﹂の所有

辞書﹄の編纂等の計画を樹立し︑﹁大学での教授が多く洋
語でなされていたのを邦語でなしうる様適当な書を同じく

西村においては︑政治は常に﹁国家の利害と人民の休戚

員貴族の醜行﹂を痛烈に難じていたのである︒

編纂すること﹂等を根本方針として打出し︑教育立国の基
礎をかたく日本固有の文化のただ中におくことを忘れなか

て彼にあっては︑国家的干渉は極力戒むくきもので︑この

を常に併せ考える﹂べきものであった︵国家道徳論︶︒従っ

ったのである︒

周知のように西村は︑明治九年三月﹁東京修身学社﹂を

重が過大化することに警戒的であった︒

立場から彼は明治十九年以後の文教政策において国家的比

創設して行過ぎた欧化主義の波に立向ったが︑明治十三年
文部省の編輯局長に就任してからは︑徳育復興を根幹に︑

論﹄においても︑徳育問題は教育家自身が考究研磨すべき

いて明示されたが︑同年に同じく公刊された﹃日本教育

この考えは明治二十三年の﹃榎本文部大臣へ建言﹄にお

従来の一般的教科書に見出された単なる統案風を一掃する
ところでこうした方向に対し︑文明開化の鼓吹者の側か

ものだと主張している︒甚だ興味深く︑且つ注目に価する

に至ったのである︒

ら非難の声が出︑西村を目して文字通りの保守︑反動の学

ことを望むべきでないとした点である︒なお明治二十五年

ことは︑彼はその理由として︑わが国の教育家が権威に盲

に公刊された﹃教育談﹄において彼は︑教育勅語か形式

者と目する向も現れたが︑それらはすべて誤解にもとづく

その第一は明治七年に勃興した﹁民選議院設立﹂の運動

的︑儀礼的に取扱われて行く傾向に対して弊告を発し︑国

従する習癖がある故︑徳育の主義を政府によって決定する

に対し︑彼が強くこれを支持したことにおいて示されてい

ものなのであった︒事実西村は驚くべきほど近代的な国民

る︒まことに興味深いことに︑森有礼を先頭に明六社の同

主義と個人主義とを併用するにあり﹂と喝破している︒

家主義の極端化を特に戒めて︑﹁教育の完全なる者は国家

観︑政治観の所有者であったのである︒

論を唱えたのに対し︑西村は敢然として賛意を公にしたの

志達の多︽くがこの運動に否定的であり︑少くとも時期尚早
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四

大精神の流れに深く樟さしたものたることを思わせられる

この小論の最後に︑是非附言さるべき一事がある︒それ

のである︒この意味でまた彼が国民道徳の中心を皇室にお

は西村が全生涯を通じて︑意外な程実証的精神で一貫して

躍進する現代世界の教育情勢のさ中にあって︑筆者が一

の理由は︑フランスは言葉の本質的な意味で︑個性を尊重

いたことである︒福沢諭吉が近代精神の二大特性として実

いたことが︑決して排他的︑閉鎖的︑固晒な思想にもとづ

し︑科学性を重視し︑同時に国家を忘れていないからであ

験の精神と独立の精神とをあげたことは周知のことである

国の教育政策の根本基調として最も注目し︑敬意を表せざ

る︒一九五九年一月以来進行中のフランスの教育改革は︑

くものでなかったことを理解しうるのである︒

種々なる意味で世界各国から注目され且つ範とされている

住座臥の中に学問を学びとる﹂ことの要諦を掴んでいたこ

が西村も亦︑亡父芳郁の教えを受けて︑年少時代から﹁行

るを得ないのはフランスの打出しつつある方向である︒そ

よってかつて明示された日本教育の進路は︑フランスのそ

ものを極めて実際的ならしめたのである︒そしてまた︑彼

とは︑ただに彼自身の経世論の柔でなく︑国民道徳論その

が︑われわれにとって極めて興味深いことは︑西村茂樹に

前述のごとく西村は︑国家の隆盛を希いつつも人民の休

れと著しく類似しているのである︒

が欧米の道徳説中︑宗教的色彩のない著作を特に選んで訳
述したごとき︑宗教に対する若干の誤解を別にすれば極め

戚を忘れなかった︒夙に民選議員制に好意を示しつつも︑

そうした新しい政治体制の成否は︑結局は国民各自の道徳

ょもすから峯のこらしふきさわぎ
落葉とともに氷る山川

氷

あれはてしよさむの里を来て見れは
野中の松に夕風そ吹く

古郷松

泊翁先生遺詠

︵特別会員︑国立教育研究所長︶

て西村らしい行き方に徹したものである︒︵敬称略︶

る︒この意味から︑﹁修身学社﹂の創設をはじめ﹃小学修

的エネルギーの如何に依存することを明察していたのであ
身訓﹄の出版︑﹃婦女鑑﹄の編纂等の一連の努力は︑国民一

人一人の徳性の薫化こそ︑すべての始まりであり︑終りで
あるとの彼の固い信念の発露に他ならなかったのである︒

彼は徳育の方法については昔の儒者風の講義をとらずま
た徳育の教師たるものは須らく︑本邦の歴史︑支那の儒道
西洋の哲学に通じなくてはならぬと強調している︒こうし
た主張の背後にわれわれは︑西村がまた五ケ条の御誓文の
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一︑会の創設者

因となる︒

出孝三

問題である︒それには次の三つの事項が︑最も決定的な要

の事情もあろうが︑肝腎なのは内部の組織自体の生命力の

弘道会の永続と西村精神

日本弘道会がこのたび創立九十周年の記念の日を迎える
ことは︑まことに御同慶にたえない︒この種の会合が︑明

﹁千代に八千代に﹂というのが︑およそ生きとし生ける

の工夫と努力とは並々ならぬものがあったと推察される

にできぬ重要な問題である︑資金面についての歴代当時者

右のうち︑三は外面的物質的な要因であるが︑ゆるがせ

三︑会の組織と財政

ものの基本的な願いである︒組織体においても全く同様で

が︑今それを論ずる余裕も資料もないので︑ここにはその

二︑会の主義・主張・思想

ある︒成長の上の一つの﹁ふし﹂ともいうべきこの機会

めずらしい事例であり︑驚異的な記録ともいい得られる︒

に︑この長年持続の理由をかええりみ︑現状を反省し︑そ

なり︑運動の指導理論になっているので︑西村教学の究明

会祖︑西村茂樹翁の人物︑思想︑学問が会の基本精神と

一一

重要性を指摘するだけに止めたいと思う︒

およそ︑志を同うしたものが集って結成した私的団体に

に課せられている任務であろう︒

の生命力を充実させて将来の発展を期することは︑現会員

事実にてらしてみると︑この綿を九十年の継続は︑むしろ

治初年以来多く設立されながら暫時にして消滅していった

小

おいて︑その永続する理由はどこにあるであろうか︒外部
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は︑明治二十年のことであった︒時あたかも明治維新を経

もって国民道徳の基本とすることは︑不適当である︒ただ

くるし︑また教派の分裂や烈しい対立などがあり︑これを

教には人知の開けるにしたがい承服しがたいところが出て

道徳を説く教えに世教と世外教︵宗教︶とがあるが︑宗

めれぱよいであろうか︒

て旧道徳が力を失い︑西欧の文化の表面のはなやかさにま

西村翁の主著というべき﹁日本道徳論﹂の刊行されたの

により︑会の永続の秘密が明かになると思う︒

どわされて道徳が混乱した時代であった︒翁は憂国の情に

洋の哲学の中からこれをとるのが最も適当である︒しかし

しからぱ︑世教の中で何を用いるのがよいかＯ儒教と西

の教えの助けとすることは︑よいことである︒

その中の立派な言葉や善い行いなどは︑これをとって道徳

道徳の標準が定まらず︑今日に至っている︒このようにし

﹁王政維新以来全く公共の教えというものがなく︑国民

たえず︑次のようにいっている︒

ていては︑遠からず道徳は地におちるであろう︒道徳が地

これらとても︑長所のある反面︑短所もある︒

二︑進取の気風にとぼしい︒

一︑人体並びに心理に関する西欧科学の精密さがない︒

儒教の短所として彼は︑次の五つをあげている︒

におちては︑国の滅亡は必至となるであろう︒⁝⁝今日の
たもち︑あわせて国威を他国にかがやかすことをもって︑

三︑下級のものが不利をこうむるおそれがある︒

内外の状勢を見るとき︑全国の民力をあわせて国の独立を

は何をもって達成し得られるであろうか︒私はこれに答え

必須至急のつとめとしなければならない︒このような希望

およそ学問には︑理をもって師とするものと︑人をもっ

四︑男尊女卑である︒

て師とするものとがある︒翁によれば︑理を師とするもの

五︑古を是とし今を非とする風がある︒

国の品位を高め︑外国の軽侮と侵略を防ぎ︑独立国とし

て国民の智・徳・勇︑即ち道徳を高進するよりほかに方法

て生存し発展するための︑最も大切なものは︑国民の道徳

ある０人をもって師とするとは︑﹁教祖の一人の象を至善

が哲学で︑人をもって師とするのが︑儒・仏・基の三教で

憾ないと考え扇︒﹂雪川本道徳論﹂ｌ大意︑以下同じ︶

髄である︒

ようとするもの﹂をいうのである︒宗教の弊害や︑その幾

とし︑学問の目的はただその一人を推尊してこれに模倣し

至美の極としてその人の言行は細大ともに暇庇のないもの

の力であると翁は主張するのである︒これが西村精神の神

混乱した道徳をたてなおし︑国民の道徳の力を高めるに
は︑道徳の標準が確立されねばならない︒それをどこに求
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教にまさっている︒

その上に川ることかできず︑また愚夫愚婦もみなよくこれ

ものはない︒真理は三千年来の哲学も︑五千余巻の経文も

ることがでてくる︒したがって真理が至善であることは誰

であるから︑これが真理であるとするものが人によって異

あって︑人々の想像によってこれは真理であると定めるの

﹁しかし︑真理というものはもとより無形無臭のもので

を理解して実行できるものである︒﹂

多のこじつけは︑ここから生れる︒この意味で︑哲学は儒
しかし︑哲学にも欠点がある︒翁によれば次の四つであ
ヲ○○

一︑知識を重んじて実行がこれにともなわぬきらいがあ
ス︾Ｏ

二︑治心の術がないため︑不動の道心と実践の気塊に欠

真理であるとするものが︑あるいは誤謬であるかもわから

しも異論のないところであるが︑その各々のものが定めて

三︑ことさらに異説をたてて古人の説を排撃する︒

けるところがある︒

ない︒然るに真理はこのように無形無声ではあるが︑夢幻

するというような方法︒

言推度渋ｌ流水を見て必ずそ心源のあることを椎鐘

に︑これを補うものとして次の五つがある︒

真理を求める方法は︑この﹁事実に験する﹂方法のほか

い︒事実は真理を試桑る測量器である︒﹂

ことごとく真理であって︑事実に合わぬものは真理でな

を事実に求めなければならない︒事物の事実に合うものは

﹁およそ事物の真理を知ろうと欲するならば︑必ずこれ

次のようにいっている︒

ではその大切な方法とは︑何であろうか︒翁はつづけて

がある︒﹂

るものである︒これを了識把持するのに一つの大切な方法

泡影のものでなく︑確乎として了識し把持することのでき

四︑幾多の学派を生じ︑一学派に拠る時は︑かたよった
見方となる︒

両者がともに不完全であるとすれば︑それを集大成して
完全なものにしなければならない︒そのためには︑そのも

のさしとなるべき中心の主義とか一定の理念とかがなけ
ればならない︒翁はこれが天地の真理であるというのであ
ｚや○

四

﹁儒教と哲学との精粋をとってその粗雑を棄て︑その精

しないところを棄てる﹂というようにして得られる原理１

神をとって形迩を棄て︑一致に帰するところをとって一致

﹁私が日本の道徳の基礎としようとするものは即ちこの

１それが天地の真理である︒

真理であって︑真理の外には天地間に一も完全無欠という

１人

ワ﹄

︑ノ

宮ｒ●︑

るとき︑その中をとって真理とする方法︒例えば性善性悪

二︑折中法ｌ東西両端の論があってともに各灸一理あ

と詳細である︒道徳会の最後の目的としては︑次のように

の運営のしかた等︑具体的な道徳の実行について述べるこ

定めた︒一︑勤勉︑二︑節倹︑三︑剛毅︑四︑忍耐︑五︑

え︑本邦の国民の品性を造るのに次の八条をもって必要と

﹁⁝⁝私はそれで東西の学を折衷し︑古今の異同を考

述べている︒

三︑権衡法ｌ反対の意見かあってともに道理かあると

の両説の中間に真理があるとするがごときである︒

四︑良心判断法Ｉわが良心をもって直観的に判断する

き︑その軽重をはかってその重いものをとる方法︒

以上が﹁日本道徳論﹂の概要であるが︑その後の﹁日本

系の天皇を奉戴す︑是である︒﹂

信義︑六︑進取の気に富む︑七︑愛国心盛ん︑八︑万世一

がたい場合︑ひろく名家の言をたよりにその信じ得られる

するところは全く異るところがない︒

教育論﹂﹁道徳教育講話﹂等の著述を見ても︑その主旨と

五参聞繍疑法Ｉ道理に疑うべきものがあって決定し

方法︒

譲る方法︒

理も変ることがない︒このような教えを何と名づけるかと

この人類の精神と身体との構造の変化しない間は︑その道

﹁天理に合い︑人情にかない︑至醇至精なものであって︑

礎にするのであるが︑このようにして定めた道徳の基礎は

らず︑偏向せず︑よく中庸を得て常識的であり︑何人の理

かれていることがその特色である︒その学説は極端にはし

貴ばず︑実行を貴び︑経験を重んじ︑合理主義の精神に貫

を研究し摂取しているが︑神秘的なものや抽象的な論議を

実際的であることが直ちに感得される︒よく古今東西の学

あるが︑翁の学問の性質が︑極めて理性的であり︑かつ︑

以上西村精神をたずねてその学問の一端を概観したので

五

部分だけをとり︑信じられぬ部分はしばらくこれを後日に
このようにして真理を確認した上で︑主として現世の学

いうに︑別に名づけるべき名もないので︑ただ﹃道﹄とい

たる儒教と哲学の真理にかなうものをとって日本道徳の基

うのがよいであろう︒この道は︑天地の道︑人類の道であ

る︒自主性を失って道徳的に混乱し顔廃をつづけているこ

戦後二十年︑敗戦による精神的虚脱状態はまだ続いてい

性にもなるほどと納得同意し得られるものである︒

次いで翁は︑道徳学を実行する方法と順序︑道徳実践の

の二十年間は︑道徳的基準を喪失したと西村翁を深く憂慮

を動かすことはないであろう︒︲｜

るから︑自分は深くこれを信じて死に至るも誓って他に心

ための有志の団体たる道徳会の結成とその効用︑並びにそ
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せしめた明治初期の二十年と︑極めてよく似ているものが

まで十年の星霜を経たりといえども︑その効験は至って小

｜︲余は明治九年以来︑東京修身学社を開き︑今日に至る

ども従前は卿か慮るところありて道徳の主義をも明白に演

なれば︑或は学会の無益なることを疑う者あるべし︒然れ

べたることもなく︑同志相会するも唯空言に止まりて実行

ある︒この意味において︑西村教学の研究と体得とは︑今
国家がその肇国の精神に立ちかえることによって自らを

を試象たることなし︒今日以後はその方法を改め︑同志の

日特に必要である︒

的団体においても︑創立当初の精神をかえりみよくこれを

る所あるべし︒﹂

士と共に実行を励まんとすれば︑その効験は必ず旧日に異

浄化し︑生命力を新にすると同様に︑同志の結成による私
身に体する時︑会としての生命力を更新増加し︑今日の課

国民の道徳心を喚起せんと欲せしも︑余が学浅く才鈍なる

﹁去る明治九年の春︑始めて東京修身学社を興し︑以て

っている︒

また同著の緒言にその決意のほどを示して次のようにい

題に対処することができる︒わが国の内外の状勢も︑わが

弘道会の内外の状勢も︑当初の精神にもう一度立ちかえ
たらしめた基本精神を︑それぞれに反省し︑勉強し︑体得

をもって大いにその功を奏すること能わず︒爾来十年余︑

り︑日本国を日本国たらしめた基本精神︑弘道会を弘道会

ろうか︒

︵明治二十年︶に至らぱまさに官暇をもってこの学を唱

この学において講究省察するところ少からず︒よって明年

し︑実践すべき︑丁度︑その時機に︑現在あるのではなか
弘道会は︑いうまでもなく︑西村翁の学問究理の結論と

る︒改名の際の翁の演説の中には︑﹁かくの如く数々名称

行にある︒道徳の学において︑学理の上にのみ止まっては

あろうか︒西村精神︑西村教学の真骨頂は︑知行合一の実

まりて実行を試みたることなし﹂の憂慮を必要としないで

今日の弘道会は︑はたして﹁同志相会するも唯空言に止

え︑国民のために人道の方向を指導せんとすｏ﹂

して︑その畢生の事業として創設されたものである︒明治
九年に東京修身学社を創立し︑明治十七年に日本講道会と

を易うるといえども︑その主意は初より異ることなし︒た

無意義であることは︑翁が自らの言行において常に明示し

改名し︑更に明治二十年に日本弘道会と名を改めたのであ

いるが︑過去を反省してその飛躍的な発展を期したことは

︵特別会員︑・最高裁判所図書館長︶

だ漸々に規模を拡張せんとする意あるに過ぎず﹂といって

たところである︒

次のようにいっている︒

間違いない︒明治二十年刊行の前掲﹁日本道徳論﹂には︑
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現代の悩桑は︑社会を規制していた古いものがどんどん

霧

島茂男

ころで心身を磨いているのだという気位をもって勉強しよ

泊翁西村茂樹先生も︑時代こそ違え︑やはり︑徳川時代

うではないかと呼びかけることがある︒

る︒そのため︑結局どんなことをしても金や権力を得た方

し︑やがて明治の盛世に活躍されたのであって︑先生の歩

という一つの時代のその崩壊期に生きていろいろと苦闘

である︒先生の和洋折衷主義︑道義主義や理想主義につい

いる︒まさに乱世である︒戦後の国民はまず生きることに
考えないようである︒そこで世の中はますます複雑怪奇と

てはさておいて︑ここでは︑先生の道徳論の根底をなす儒

れわれの指針となるものを汲承とることができると思うの

なり︑われわれは時折︑思いもよらぬ人が思いもよらぬ人

面に焦点をあわせて述べたいと思うのである︒

教や蘭英学から体得された先生の現実主義︑合理主義的な

まれた道を歴史的にたどることによって︑現代に生きるわ

は︑十九世紀的なものの崩壊であると云われ︑この傾向は
とも︑理由がないわけではない︒時折︑私は学生たちに︑

手塚律蔵︵義弟は西周︶と相知り︑親友の木村軍太郎の言

佐久間象山︵妻の兄は勝海舟︶の門に入り︑西洋学師範の

安井息軒に儒学︵古学︶を︑大塚同庵に西洋砲術を学び︑

堀田侯に献言

しないで︑自分たちは現在︑学問教育の世界という高いと

世界的である︒大人の世界をゑて希望を失う青年のあるこ

と関係のあることを知って驚くことがある︒総じて今世紀

汲汲とし︑その余弊でいまだに生きて何をするかをあまり

が勝ちなのだというような百鬼夜行的な考え方が横行して

崩れて︑それに代るべき新しいものが出てこないとろにあ

小

一 ■ ■ ■ q ｰ ■ ■ ■ ■ 筈

崩壊期における西村泊翁

はじめに

蕊
垂

とかく刑法スレスレの段階で動いている大人の世界を気に
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が︑自信をもってその考えを表明されたのは嘉永六年︵一

に動かされて蘭書を学び︑かくして和洋の学を修めた先生

な言辞を弄するいわゆる憂国の士や︑永く政治の実際から

現実を見ようともせずして感情的に開国通商を拒んで激越

の急務なり﹂︵性事録︶と主張され︑先生とは反対に世界の

蓑し︑﹁殖産興業︑以て富国強兵の基を開くべし︒是れ刻下

アメリ力

八五三︶先生廿六歳のときであって︑それは藩侯︵当時の

ニズヲ

伝︶というような状態の﹁堂上方等﹂︵翁伝︶に反対して先

離れて世の実情にうとく﹁正気の沙汰とは不し被し存﹂︵翁

タテマッリ

老中︶の堀田正陸の下問に応じて上呈した﹁亜墨利加使節
の書翰に付き意見書﹂﹁上二閣老福山侯一論二海防一﹂であろ

四月廿五日に︑井伊直弼が大老となり︑六月廿三Ⅱに堀田

進的な考えを表明され︑また国学者といわれ政治的な動き

う︒先生はこ差︲．において︑内政五ケ条として︑の挙人材

正陸が老中を免ぜられて正睦は専ら藩政に意を用いるよう

②開言路側抑著修③奮士気⑤強諸侯をあげ︑次に

れ︵建言稿︶︑また︑堀田侯に対し﹁外国貿易二付キ意見

とは会うことを避けられた︵翁伝︶︒安政五年︵一八五八︶

害﹂において︑鎖国撰夷とは反対に積極的に貿易を行うべ

の意をもふくめて︑藩治上の参考として﹁秋夢紀余﹂の害

になると︑先生の関心も佐倉藩政に向い︑同月に諸侯治国

も示す長野主膳︵井伊直弼の懐刀︶や尊王撰夷の頼三樹三郎

きことを説き﹁我より出候交易は︵中略︶六利有之候︵中略︶

を呈上し︑仁を本とし西洋学をも用うべき経世治国の要道

外政八ケ条として㈹鋳巨職︵砲︶⑧造戦艦③築砲台㈲

籾交易の趣意は専ら利益の為の承に無之﹂︵建言稿︶と述べ

を細論された︒藩主の進退に応じ︑現実を離れずに着実に

水戸浪士ら十七人に斬られ︑老中の安藤信正が老中筆頭と

翌刀延元年︵一八六○︶三月三日の雪の日に︑井伊大老は

、 堂 L ノ

拒海門⑤班守備⑥汰冗兵⑦富儲蓄⑧興農兵を脱か

ている︒これは正に︑のちに明治政府が行った海外交通貿

兵論を上呈した︒安政四年︵一八五七︶六月十七日に老中

なると︑彼は時勢収拾のため︑もともとそれは理論的に矛

蘭英学修業

努力を重ねる先生の態度がうかがわれる︒

易による富国強兵策ということになるのであるが︑安政二
年︵一八五五︶には堀田侯が老中に再任され︑然も老中首

筆頭の阿部正弘︵福山侯︶が死んで︑内外の要務が堀田侯

席となると︑先生は﹁上言時事論策﹂︵建言稿︶即ち富国強

の一身にあつまるようになると︑先生は﹁屈辱的ならざる

武合体論をうち出し︑一方︑京都では幕威不振を好機とし

盾し政令二途に出て政治的混乱におちいる危険性のある公

てヒステリカルな尊王撰夷論が横行し︑草葬の臣と称する

通商条約を締結し︑其間︑徐に我準備を急ぎ︑而して後︑

きのみ︒要するに弊政を改革して士気を鼓舞し︑民力を洞

我より進んで海外に進出し︑通商貿易大に国利を増収すべ

rワ11

時勢の変転

慶応元年︵一八六五︶二月二十五日に先生は本藩佐倉の

ものが天訣の名において暴力をふるい︑非合理的なものが
かさず﹁家に帰れば直ちに藩政を料理し﹂︵往事録︶という

複雑怪奇な乱世を支配したが︑先生はこれらの風潮に耳を

は征長機宜論を上呈し︑孝明天皇の御意志に反し︑幕政にさ

からい︑当時として不忠不義の長州に対し﹁是非とも御勝

表用人となり支藩佐野を離れたが幕府の長州再征に関して

利無之候ては︑上は朝廷に対し奉り︑下は御祖先に対せら

多忙のうちに︑先見の明をもって着実に計画的に西洋学に
志された︒即ち﹁此時︑世人︑洋学を悪む者多ぎを以て︑

しかし︑慶応二年一月廿一日には薩長連合が成立し︑そ

是を学ぶは尤も内密にせざるべからず︑其上︑辞書を始と

の七月廿日には将軍家茂が長州再征の指揮中に大坂城内で

れ︑御申訳無之と奉存候﹂︵建言稿︶と云って︑是非とも筋

である︒この頃︑先生は幕府のあらゆる施政に対し﹁惜哉

道を通すべきであると述べている︒

時勢既に後れて良結果を見る事能はず﹂︵往事録︶と︑単

をもって居れらた孝明天皇が崩御され︵舟六歳︶て翌三年十

死去し︵廿一歳︶︑ついで十二月廿五日には幕府に深い理解

﹁手塚先生に就て蘭英二国の学を学び初め﹂︵往事録︶たの

に情に溺れるということなく︑冷静な眼をもって時勢を見

して書類甚乏しく﹂︵往事録︶というような困難をもおして

通して居られたのである︒文久二年︵一八六二︶四月に先

重臣を集めてこの現実に反対して︑﹁忘恩の王臣となるより

三日には紀州藩は︑江戸赤坂の藩邸に御三家はじめ譜代の

全義の陪臣﹂となるべきことを諭告した︵翁伝︶︒これに対

月十四日には将軍慶喜によって大政が奉還されると十一月

でに︑資本主義的計算があった︒元治元年︵一八六四︶四

して先生の知性は︑次の如き判断を下れた︒﹁余熟灸考ふ

生は蘭書によって︑富国強兵の資料として地理物産から航

月三日に︑先生の佐野藩に︑日光祭礼奉行の幕命があった

るに︑将軍既に大政を朝廷に返上せらる︒其事情の如何は

海通商にまでわたる﹁数限通論﹂を著されたＯそこにはす

集し︵天狗党︶︑いかなる事を仕出すやも計り難しというこ

が︑閣老よう令達があり︑此節下野宇都宮に浪人多人数屯

し︑紀藩︑幕府の誌親を以て大に是を憤慨し︑幕府の為に

る事なるべし︒即ち薩長土諸藩士の謀計に出たる事なるべ

は其権勢を回復せんと欲す︒其志は嘉すべしと雌も︑其事

料り知るべからずといへども︑蓋し勢巳むを得ざるに出た

面して其趣意を聞き︑説くに道理を以てせば︑彼党是を解

を挙ぐること己に晩し︒況んや今日の形勢を視るに︑幕府

た︒﹁もし途中にて浪徒に出合いたらぱ︑余先づ其首魁に
せざるの理あらんや﹂︵往事録︶︒即ち困難に際会して︑道理

とであったが先生はこのことについて︑次のように云われ

をそのよりどころとされることが伺われるのである︒
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の力を以て海内を統駁せんことは︑到底能はざる事にし

廷が今日の挙措を見るに︑唯区々たる国内の事にのみ注目

を助け︑法蘭西は幕軍を助くる事ありと︒︵中略︶然るに朝

の広い角度から当時の現状を考えられた︒先生はこの頃の

て︑政権を朝廷に返還するは︑頗る其当を得たる事なるに

京坂地方滞在中に︑佐倉佐野の両藩のために尽力し︑やが

に寒心に堪へざる事なり云々﹂︵性事録︶というように内外

に対せらるる御取扱振︑井に薩長諸藩が徳川家をいかにせ

て佐野藩は︑閏四月中旬に恭順謹慎という程度で済み︑佐

して︑世界の大勢を知らざる者ならんか︒もし然らば︑実

んと心掛居るか︑是尤も考察すべき点に可し有し之候︵中略︶

この現実を前にして﹁但御政権御返上後︑朝廷が徳川家

是に対し一言の報答も不し致は︑御譜代の臣下たるの本分

ので︑先生自身は七月廿二日に帰藩された︒帰ってゑると

倉藩主の堀田正倫は︑閏四月十九日にその謹慎を解かれた

於てをや﹂︵往事録︶として︑きびしい現実を認められたが︑

に背くものなれば︑時勢の既に後れたるに関せず︑左に愚

生は︑将軍家がすでに恭順したのだから今さら討幕軍に抵

佐倉で佐幕か恭順かの両論が対立して不穏であったが︑先

言を申述候﹂︵建言稿︶と云って︑非常時局におけるその対
戊辰の現実

策を紀州藩に示された︒

抗してもそれは不忠不義になるのだという新しい恭順の理

由を説いて︑藩校である温故堂の諸生を中心とする佐幕論

戊辰︵慶応四年︶の現実は︑武力による一方的な非情な
非合理な方向に進まんとし︑このため︑国内相反目して︑

を無駄な暴論として抑えて主家を安泰に導かれた︒

佐倉藩では︑翌明治二年以降は︑新政府を遵奉した新し

政権の移行

かえって清朝のそれの如く欧米諸国の餌食になる恐れがあ

い藩政が行われた︒そして藩政として最大の難関であった

ったので︑先生は知人を介して岩倉具視卿に次の如く訴え
られた︒即ち﹁大総督宮東下以来︑徳川前将軍は伏罪し︑

に亡び︑王政維新となりたれば︑列藩も旧時の姿に安んぜ

江戸城は己に降りたりといへども︑猶ほ旧幕臣脱走の徒︑

ず︑必ず十分の改革を為し︵中略︶然れども急激の変革は︑

て執政となって藩政の改雛革を行った︒その趣旨は﹁藩政既

の連合あり︑若し力を以て是を征伐せんと欲するには︑数

却て良善の結果を収め難きものなれば︑同僚と議し﹂︵往事

戊辰戦役を切抜けた上級武士たちが︑そのまま横すべりし

万人の血を流し︑数十万の財を費さざるべからず︒たとひ

大鳥圭介︑福田七郎右衛門︑古屋作左衛門等︑或は野州或

遂に全く討滅し得るも︑敗者の憤怒の気は永く消滅するこ

録︶新政に協力して適宜な民政を行って行こうということ

は信州或は上総に走りて兵を挙げ︑加ふるに奥羽二十五藩

と能はざるべし︒況や此頃聞く所に依れば︑英吉利は官軍
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であったが謡この秋︵二年秋︶︑廃藩置県の議論がようやく

れたが︑その就任が﹁佐倉士民の幸福﹂︵往事録︶になるで

印膳県の権参事にという朝命をうけ︑一旦はこれを辞退さ

あろうと考え︑また明治新政府と佐倉士民との﹁調和の方

盛んに行われていることを聞き︑時代の重大な変転期と見

その内容は﹁凡天下を治むるに︑本あり末あり︒道は本

抜かれて﹁郡県議﹂を草してこれを集議院に上吾された︒

れた︒しかしこれは一時に柾げて就任されたことであり︑

る為め﹂﹁暫らく出でて職に就くべし﹂︵性事録︶と決心さ

富に利ありと雌も︑今急に之を挙行はんとするときは︑全

やがて︑﹁事務甚煩雑﹂﹁而も其間朝廷の地方を治むる

策を誰ずる﹂︵往事録︶ことを考え﹁佐倉土民の旧誼に酬ゆ

国人心再び動揺し︵中略︶然る後学校を建てて人材を育し︑

なり︑制度は末なり︒︵中略︶縦令郡県の制果して国の

礼儀を講じて風俗を敦くし︑貨幣を平かにして物価の騰貴

と欲し︑急劇の変化を図る傾向あり︒此の如きは国家の為

を待つの風あり︒又県令の多くも其成功を速かならしめん

願なり﹂︵建言稿︶というのである︒四年七月十四日に︑廃

大に可ならず︒而して全然余の本意に反す︒加之︑かか

意向を察するに︑旧藩士民を待遇すること︑殆ど降附の民

藩の勅諭かあり︑士族はその禄を失った︒そこで先生は

る所にあらざるなり﹂︵往事録︶として︑先生は翌五年二月

る俗吏の下に立ちて︑一に彼等の命を奉ずるは︑余の堪ふ

を防ぎ︵中略︶是れ某が至願のみに非ず︑実に天下万民の至

﹁華士族とも︑朝廷に罪あるにあらずして︑朝廷其衣食を

五代︑主家にして既に土地人民を朝廷に上りたる以上︵中

たところであるが︑先生は国民の教育がすべて国家の根底

政治の根本が道義であることは︑さきに先生の述べられ

私塾を開く

に県令河瀬秀治の手を経て辞表を提出された︒

奪はんとす﹂︵記憶録︶として士族授産の事を始められた︒

この年八月一日に︑砲術のことに詳しい先生は兵部省の

略︶再び官途に就き国家の功臣と共に湖翻すべき者に非

田の邸隅︵深川佐賀町︶に家塾を建﹂︵性事録︶てられた︒そ

であることを痛感されて︑この五月には﹁単身上京して堀

徴命をうけたが︑これに対し先生は﹁堀田家の臣たること

んの桑﹂︵性事録︶という隠士的な態度をとり︑当時として

してこの家塾は︑翌六年八月二日に築地の軽子橋畔にかま

ず﹂︵往事録︶とし﹁爾後は清世の逸民となりて太平を楽ま

った︒八月十五日に先生は名を茂樹と改めた︵四十四歳︶︒

辞すること頗る困難な朝命を固辞してこれを受けられなか

喜ばれ︑早速︑太政官より達せられた学制の序文を読黒︑

この年に先生は政府の文部省設立のことを聞いて大いに

えた居宅に移された︒先生の四十六歳のときである︒

この頃︑先生はすでに加藤弘之︑西周らと共に︑明治天
皇の侍講の列に加わっていたが︑十一月十三日にこんどは
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自然を説く道教が広く行われ︑そして最後には︑法律を厳

乱世に処する道は︑道家的ないしは法家的な方法による

重に行う法家の考えによる秦の始皇帝が天下を一統した︒

それがよく時勢を達観した新しい見解で︑先生が一方で主
張された富国強兵をはかるものであるとしてこれを歓迎さ

きない国柄においては︑また民主主義を国是とし︑国の経済

て行かなければ国民の高い生活をまかなって行くことがで

良好であるが国内資源に乏しいため世界各国と広く交わっ

期に活躍されたのであるが︑わが国のように地理的位世は

説きこれを実践され︑幕末維新の混乱期を指導し明治安定

蘭学から吸収された現実主義︑合理主義に基いた道徳流を

わが西村先生は︑幕末維新という乱世において︑儒学︑

べ髪号ものなのであろうか︒

れたが︑他方それが治産昌業のことをのみ主として︑全然
忠孝仁義のことにふれていないことを憂えられた︒そこで
この年︑福沢諭吉︑中村正直にはかり︑貴族議院を興さん
とし︑木戸参議を訪ねて︑有司専制を戒め︑士族の意見を
用うべきことを述べられた︵性事録︶︒しかしこのことは︑

木戸の退官などのために実現しなかっのである︒

明六社

が西欧の資本主義によって運営されている現状においては

明治六年の夏に︑森有礼は人を介して先生に面会を求
め︑アメリカにならい．社を結び︑一は学問の商進を謀

主義の線に沿って世界の信用を博し︑世界の国々と共に発

民主主義の一要素である合理主義︑感情の暴走を拒む合理

り︑一は道徳の模範を立てんと欲す﹂︵性事録︶とよびかけ

たが︑先生はこれに賛成し﹁因て両人相議し︑都下の名家

この際︑先生の思想の中にある道徳的ないし人道的な合理

展して行くことを考えるべきではないであろうか︒

に謀らんことを約す﹂︵性事録︶ということから︑福沢諭
吉︑中村正直︑加藤弘之︑津田真道︑西周︑箕作秋坪には

生きて貢献することになるであろう︒原始キリスト教が諺へ

主義を強く打出すことによって︑西村精神も現在に大きく

かって明六社を結成した︒かくして先生は森有礼と結ばれ
たのであるが︑このことが縁となり先生は明治六年十一月

︵特別会員︑順天堂大学教授︶

ればならないのではないであろうか︒

いて行くためには︑衆智を集めて常に世界化が行われなけ

となったように︑先生の精神も益々大をなして常に人を導

テロ︑パウロの二人によってヘレニズム化されて世界宗教

廿四日には文部省編善課長となり︑しだいに国家の組織の
上に立って全国的にその所信を広められ為に至るのである︒

結び
支那の春秋戦国の世には︑諸子百家が出て救世済民のた
めに大いに説をなしたが︑その中で孔子の儒教は一般には
行われず︑かえって︑乱世の現実をそのままに認めて無為
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社会教化学院の思い出

四月である︒この大正の年代は︑偉大

れたのは︑大正十二年︵一九二三年︶

日本弘道会社会教化学院が︑創立さ

の設立を︑決意されたものと︑私は想

家隆昌の観点に立って︑社会教化学院

弘道会は︑国民道徳の興隆と︑更に国

斯うした大正の混乱期に際し︑日本

一条秀美

なる明治と︑現代という今尚続いてい
る︑昭和との谷間にあって︑最も混乱

促された程で︑当時の国民道徳の類廃

誼﹄と喝破して︑国民の自覚と反省を

︵弘道会顧問︶は︑この大震災を﹃天

弘道会館も催災したが︑渋沢青淵先生

に︑関東一円を襲った大震災に︑わが

戸田貞三︑永井亨︑矢吹慶輝︑生江孝

講師には以上の四先生を始め︑松井茂

更に主事として谷山恵林先生を迎え︑

吉︑宇野哲人︑吉田静致の三博士を︑

学監に吉田熊次博士︑顧問に服部宇之

学院長に︑副学院長に徳川頼倫侯を︑

弘道会は︑時の会長徳川達孝伯を︑

像するのである︒

には︑まことに眼に余るものがあっ

之︑藤野恵︑杵淵義房︑相田良雄の各

した時代である︒この大正十二年九月

た︒

先生の外︑斯界の権威者十余名を網羅

マＱＯ

する︑堂々の陣を以て発足したのであ

私は戦時中︑関東州社会事業協会に

赴任し︑戦前戦後を通じて︑転々と疎

開していた為︑自分の所持する物は︑

殆ど焼失或は紛失して終った︒然るに

不思議にも︑社会教化学院の︑修行一証

書︑↓記念写真︑校友名簿︑講義の簿記

ｚ匂︒

等が︑疎開先で偶然発見されたのであ

これに依って︑学友諸賢の消息を存

知する為の連絡等に︑大いに役立った

が︑今当時の学院に於てなされた︑講

と思う︒それは日本弘道会が︑社会教

義の内容を抜粋して︑参考に供したい

と思うからである︒

化学院を創立した︑趣旨も明かになる

社会教化に就て︵杵淵先生述︶

日本弘道会が︑社会教化学院設立に

あたり社会の三大運営︵政治︑経済︑
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反社会状態︑又は社会生活上窮迫の状

教化とは︑自然的状態︑未成熟状態︑

点をおいて発足したことに大きな意義

教化︶の一つである︑教化の部門に重

精確︑皐な等しく感嘆敬服したが︑僅

れたが︑各先生の講義も︑実に該博で

立の意義と︑院生の自覚と奮起を促さ

生は社会教化の講義を通して︑学院設

以上が講義内容の一部であるが︑先

範多岐に亘る作業なのである︵以下略︶︒

陥を除去し︑矯正補填する等極めて広

いるものに︑我邦朝野の人々が︑余り

がら︑学院閉鎖の大きな要因を作して

とであるが︑私は経営難もさることな

政難にあることは︑何人も推察するこ

断するに到った要因は︑勿論経営の財

して︑僅か七年にして︑その事業を中

に到らしめる︒誠に難事に等しい作業

勿体なく︑開院後︑僅か七ヶ年にして︑

かに十七名のみの聴講とは︑余りにも

ている︑背景をなしていると思うので

であることが︑直接間接に影響を与え

にも道徳観念︑又は道徳教育に無関心

がある︒

なるに︑適応する資質と能力を有する

態にある人々を化して︑社会の成員に

である︒

まことに道徳の精神こそ︑国民の正

ある︒

林先生は︑病の為急逝され︑その後任

この間運営の衝に当られた︑谷山恵

その実践と経験によって︑自然必然的

ここにあったように思われる︒

閉鎖するの止むなきに到った要因も︑

しかも人として社会の成員たるに︑

は︑先づ道徳を具備し︑又職業に従事

成されるのである︒

に︑健全にして多幸な国家社会が︑形

しい文化生活に照応する根幹であり︑

する能力をも︑会得せしめねばならな

として広江万次郎先生が就任された

○Ｏ

適応する資質と能力を有せしむる為に

い︒若し人として道徳を具えなければ

社会教化学院は︑この七年の間に一

が︑広江先生も亦間もなく他界される

五○名の修了生を輩出しているが︑そ

社会成員の資格がなく︑又職業に従事

この難局に際して︑徳川学院長︑松

の大半は社会教化及び社会福祉事業関

等︑悲報が相ついで至った︒
平直亮伯︑徳川頼倫侯等学院の首脳は︑

係に︑従事していたが︑戦後全くその

する能力に欠けている時は︑社会に受
人はこの道徳と︑職業能力の二つを

社会教化学院の運営について︑多大の

容されない︒

苦心をなされた様に︑灰聞したが︑遂

の手許に保存されてあった︑唯一の学

消息が判明せず︑去る四十年五月︑私

ることが︑可能なのである︒如斯個々

に昭和五年十二月を以て︑惜しくも閉

具備するに於て︑始めて社会の成員た
の人々を教化すると共に︑又社会の進

友名簿を頼りに︑調査連絡の結果︑潮

鎖されるに到った︒

日本弘道会が︑社会教化学院を創立

運を阻害する︑・社会的疾患たる︑醜悪

なる風俗習慣︑若しくは社会制度の欠
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又は参与して︑郷土の指導者として重

教化事業若しくは社会福祉事業を経営

十三氏の内六氏は︑各食郷里に於て︑

く十三氏の消息を知ることが出来た︒

の後の消息を︑お伝えしたいと思う︒

ここに十五名の婦人終了生に就て︑そ

の消息と活躍ぶりを御報告したので︑

道誌上に学友の男子十二氏に就て︑そ

さて去る昭和三十九年九月号の︑弘

学院の業績を︑声高らかに讃えると共

十周を迎えるにあたり︑わが社会教化

賀に堪えない︒今や日本弘道会創立九

精進していることは︑邦家の為にも慶

に︑その根本使命たる﹁教化﹂に専念

の濁流を下鰍しつつ超然として心静か

に今は亡き学院長徳川達孝伯を始め︑

この十五名の婦人は︑既に在学中婦

諸先生の方々に感謝の意を捧げて︑謹

を除く︶は︑東都にあって︑これ又社

て︑保育園を経営し︑或は貧困家庭の

人矯風運動に︑又は自ら寺坊を開放し

きをなして居られる︒又他の六氏︵私

等︑まことに感慨無量である︒

︵本会評議員︶

んでその御冥福を祈るものである︒

る等︑寧ろ男性を凌ぐ程の婦人が︑そ
の大半を占めていた︒従って修了後︑

灯火のもと

真野の萩原

むらさきの露そ乱るる

乗る駒を早めて行けば

野萩

世のうさを誰にかたらん

壁にうつる我影ならて

閑居灯

泊翁先生歌集より

児童を対象とする︑特殊教育に専念す

会福祉事業の為に︑献身しておられる

而して唯一つ遺憾に堪えないこと
社会教化学院の学友が︑この九十周年

単身シンガポールに渡って︑日本婦人

は︑日本弘道会創立九十周年に際し︑
一記念式を機として︑一堂に会して旧交

然るに︑去る三十九年の調査に依っ

の矯風運動に挺身した三輪まさの氏

て︑十五名の修了生の中︑現存する修

を温め︑学院の母胎である﹃日本弘道

た︑田中新次郎氏が︑去る昭和四十年

了生は︑三浦かつ糸氏唯一人であるこ

等︑頗る異色の人倉が︑多かった様で

二月二日︑郷里鳥取市に於て他界され

とが分った︒三浦氏は今尚豊錬として

会の為に︑有意義な奉仕活動を展開し

たことである︒同氏の逝去に際し︑生

ある︒

前の功により︑従六位勲六等を贈られ

非行婦人の矯風指導に︑献身しておら

たい︒﹄と発起して︑愉しゑにしてい

たが︑学院出身者として︑唯一人の叙

れる︒

た学友は︑既に老境の人であるが︑世

かつて社会教化学院で︑薫陶をうけ

勲の栄光に浴した人であり︑又生前藍
綬褒章も︑受賞されたが︑これも学友
中唯一人の受賞者でもあった︒
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単なる報告に過ぎないのだもの︒﹁庭

歌とはいえない︒なぜといってそれは

声﹂

限られた紙数で︑﹁歌とはなんぞや﹂

のハギが美しく咲きました﹂︑そんなこ

い つ も思う

を説こうなどと︑そんな大それたこと

とをいわれてみたって︑﹁ああさようで

入江

を考えているわけではない︒だからこ

すか﹂とでも答えるより仕様がない︒

たのし︑美し︑そういう主観的な形容

悲しい﹂︑これも報告だし︑あまりにも

﹁夏が過ぎて秋になった︒虫の声が

さない︒

詞の一切をとりのぞいてゑたらどうだ

あたりまえのことである︒︿詠む人にさ

聞くものとしてはなんの感興ももよお

ろう︒もしそうしたら歌がどんなによ

え感動が無いのに︑どうして相手の感

まずその一つ︒

くなるか︒

動をふるいおこすことができよう︒し

皆さんの歌の中から︑悲し︑うれし︑

れから述べようというのは︑たった二

政

つのことだけ︒

相

かしひょっとすると本人は︑結構感動

しているかもしれない︒しみじみと秋

の趣を味わっているのででもあろう︒

けれども︑こんなことは︑千二百年来︑

一体何人の人が歌にしたことだろう︒

いわばもう詠みふるされてしまったこ

とｏそんなものをいまさらとりあげて

うひとつ︑虫の声が悲しい︑という﹁悲

みたってしょうがあるまい︒それにも

しい﹂がいけない︒自分の主観をこう

まで人に押しつけるものではない︒ど

はお勝手だが︑これ以上損なことはな

うしても押しつけたいというならそれ

人間とは土台あまのじゃくなもの︑

いＯ

﹁悲しい﹂︑﹁どうだ悲しかろうが﹂と

﹁そんなことで悲しがってるのか︑お

強く迫られると︑﹁大したことない﹂︑

センチ﹂などといわれてしまう︒﹁悲し

い﹂かどうか︑そんなことは相手にま

﹁夏が過ぎて秋になった︒虫が鳴い

かせなければならないＯ

い︒けれども﹁虫の声が悲しい﹂とま

ている﹂︒こんなのももとより歌ではな

、 些 写 ノ

と

﹁庭にハギの花が咲いた︒なんと美
しいことか﹂ただそれだけではつまり

rワq，
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手にとるように見えた︒私は感じたま

荒れた山肌に︑ジグザグの登山道まで

るべく多くを洗いおとして︑最後の最

こと︑目にはいったこと︑そのうちな

芸術とは省略である︒心にうかんだ

もう一つは︒

使ってはいけないｃ

まに﹁富士のきたない肌﹂を書いた︒

後までのこった︑これが命︑というと

ころをとらえたと思った︒赤っ茶けた

は︑歌には一切要らないかというと︑

その頃東京の新聞に︑週一回︑随筆を

ころのものだけを浮き上らせなければ

できめつけられるよりはいい気持であ

そうではない︒それを云わなければど

頼まれていたので︑その原稿を送っ

ならない︒

か新聞とかいうものに︑心の底から軽

いたのは生れてはじめて︒マスコミと

た︒だれかになおされた︒こんなに驚

シュアワーの東京駅か新宿のように︑

が︑多くの歌は材料が多過ぎる︒ラッ

く︒自分のことは棚にあげての話だ

岡目八目︑ひとのあらはよく目につ

それではこういう主観的な形容詞

うなっているのかわからない場合︑そ

ら﹁富士山のきれいな肌﹂となってい

た︒二︑三日して印刷されたのを見た

ス︾○

ているものを︑美しいとは思わない︑

れにもう一つ︑普通は美しいときまっ

ではあるが︒

というような場合である︒まれなこと

蔑の念をいだいたのはこの時︒

﹁白玉の歯にしゑ透る秋の夜の酒は

とになっている︒それなのにそば近く

普通︑富士山はきれいな山というこ

い︒主人と客が互に足をひっぱり合

まじさ︒どれが主人か客かわからな

神祇釈教恋無常がはちあわせするすさ

しづかに飲むべかりけり﹂︒この﹁しづ

ルは大ジョッキからガブ飲みするとこ

かに﹂は無ければ意味がない︒生ビー

うのだから︑特に書く意味もあるので︑

寄ったら肌がきたなく荒れていたとい

ちらと目移り︑読む人はなんの感興も

かに﹂飲めばこそたましいもこもる︒

それがきれいなのなら︑わざわざ書く

ろに命があり秋の夜の日本酒は﹁しづ
これは歌の例ではないが︑今からで

う︒焦点が二つも三つもあって︑ちら

はもう七︑八年にもなろうか︑全日空

ことなのに︒

がものはないし︑書くのははずかしい

れたので参加して︑東京から一時間︑

込んで︑試乗の会をもよおした︒誘わ

たない﹂というのだから意味もあるの

同じこと︒きれいなはずの富士が﹁き

以上は随筆の話だが︑この点は歌と

ばらしいものになるだろうに︒

れを会得なさったら︑弘道の歌壇もす

ろんたくさんあるが︑すべての方がこ

このいきさつの分っている方ももち

おぼえず︑ただ困惑するだけである︒

がヴァイヵウントという飛行機を買い

富士山を一廻りしてきた︒夏のことで

で︑きれいなのなら︑そんな形容詞を

︵特別会員︑歌壇選者︑侍従︶

雪はなく︑北斎の赤富士は︑ここのと
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する勅語が発布されたが︑先生の倫理

を示された点である︒その後教育に関

祈る︒︵本会顧問東大名誉教授︶

なるものあり︒同憂の諸君一層奮起を

我が会の活躍を期待すること一層痛切

っている︒敗戦後勅語は高閣に束ねら

綱領は勅語の羽翼となって長く光を放

西村茂樹先生を偲ぶ

先生は文政十一年のご出生で︑明治

追憶
性を増した訳である︒

れたが︑先生の倫理綱領は愈その重要

十三年の春︑四年間の外国留学を卒え

の半ばに生れ出た私などに較べると格

島津忠重

て帰朝後のことで︑当時の会長徳川達

私が弘道会に参上したのは︑明治四
明治の初期には朝野挙げて祖国の振

孝伯︑副会長は松平直亮伯であったと

宇野哲人

さんがため︑各種法律を制定せしが︑

興を志し︑先づ不平等条約の改訂を為

などが主張せられ︑混血による人種改

を英語にするという論や︑漢字廃止論

強に追いつきたいとの一念から公文吉

った︒それのみならず︑何とかして列

なからず︑識者の非難を受けたのであ

近県の各地の支部に幾回か参ったこと

石禅師の前座を勤めたことなど︑其他

は渋沢子爵の前座を︑木更津では新井

い出されます︒その後繁田さんの所で

で︑今尚ほ其時のことがありありと思

の発達という講演を致したのが最初

誕頃までは先生は大いに国家道徳とい

私の生誕前後頃即ち大正天皇のご生

いてはお話もうがう機会はあった︒

ことに就いても時折そのご人格等に就

年弘道会とは深い関係もあり︑先生の

第であるが私の義兄松平直亮がその晩

に遺憾であり且つ残念に思っている次

師事する機会が出来なかったことは誠

段の年代的な開きがある︒私は先生に

良論という極端な論議までも行なはれ

ので︑我が会も各地の支部に講師を多

があります︒当時は時勢が宜しかった

思う︒四谷の松平伯の御邸で義の観念

た︒そこで︑猛然として起った国粋論

所謂古来の淳風美俗を無視する点も少

者の反擬は実に目ざましいものであっ

うことを中心に尽されたことが多かっ

であった︒先生の業績は徒らに暴論を

の進歩は戦前を凌ぐけれども︑精神的

現在の我国は周知の如く︑物質文明

導を命ぜられた頃からは益皇室中心の

省ご用掛に任ぜられ︑大正天皇のご輔

たように私は感じているが︑後に宮内

く派遣したのです︒

攻撃するのみで無く国民道徳の基準た

方面の退廃は言語に絶するものあり︑

た︒我が会祖西村先生は実に其の随一

る倫理綱領を制定して︑国民に向う所

ＱＵ

ーエ

︑︑ノ

／︲︑

専らその為に尽して来られたように感

考慮も深まり︑弘道会時代となっては
の動きを止むるものである︒

西村茂樹先生のごめい福を祈りつつ筆

ここに偉大なりし︑徳望高かかった

ある︒私は会祖遺稿﹁記憶録﹂の﹁維

あることは泊翁西村茂樹伝に明らかで

の人間形成に大きな力をもった一人で

人岩倉具視公について西村先生が﹁維

新の功臣﹂という項において功臣の一

が初めて言葉をかわしたのは明治十一

新以後度々朝廷で顔を見たことはある

よくその真実の事状を知る人女の言と

く衆知のことだったといった方が最も

して来られたことに就いては前述の如

また︑博士が日本弘道会のために尽

々が忠誠を誓い時には面をおかして苦

が鴻業を大成されたのも其の側近の人

ことをつくづく知ったのである︒大帝

実に一方ならざる御苦労を重ねられた

読んで明治大帝が明治の治世について

私は最近渡辺茂雄著﹁明治天皇﹂を

他から動かされることはない︒十分に

て滅多に笑わない︒しっかりしていて

とがむくきでない︒公はおちついてい

なことは豪傑の常であってこれで公を

を好物とする者が多い︒然しこのよう

川氏を亡ぼした︒それで世の人々は公

更︑大いに朝廷のために力をつくし徳

罪に問われたが後時勢を察し意見を変

年五月である︒公は初め徳川氏を助け

認むくきで︑私なども戦前から多年に

言を申し上げ天皇の専ら君主として人

相馬敏夫

九十周年を迎えて

︵特別会員︶

じている︒

先生は私の知っている限りに於ては
実に立派な方でまれに見る頭脳の持主
で偉大な人物だったと思うが︑今日か
ら見ると私自身の年令などから推して
も割りに早世せられた惜しい学者の一

亘る﹁弘道﹂の愛読者の一人であり︑

人であったと追憶する︒

その頃から私自身は国旗会や国旗掲揚

部大書記官であったが︑そのとき自分

い︒自分が公にあったときは自分が文

らずいよいよ人間形成の途に精進され

の要具にして百年後の治乱は実に今Ｈ

は公に﹁教育は国家の人材を造る第一

大臣の器をそなえていると云ってよ

た結果である︒そして弘道会の会祖西

の教育如何に存す︒然るに今日の教育

らの忠言によく耳をかし常に反省を怠

村先生も亦大帝の側近にあって﹁主と

は唯欧米の知育一方の柔を採りて徳育

間としての成長をねがい︑天皇はこれ

の丸に関する団体の名誉会長を勤めて

り︑その名誉会長として有力な国旗日

して泰西の歴史を講じ又東西の道義を

として認めらるるに至り国旗協会とな

来ているものにとっては﹁弘道﹂は最

説き尚毎年御講書始に進講﹂され天皇

推進協議会︑又最近ではその会が法人

そかに考慮している︒

も関心深い定期刊行物ではないかとひ

（32）

育したる人民は後年恐くは日本国の用

の如何を願ゑず︒此のごとくして教
日本は敗戦によって正道に戻りうると

されてしまったと思うのである︒私は

か︒私は会祖が心配された以上に悪化

として実業青年の育成と商業道徳の高

記者としてその編輯にたずさわり︑主

思う︒当時私は雑誌﹁実業之日本﹂の

田武平氏というがあった︒この人は埼

て政府の一省是を管理し以て国民を教

玉県豊岡の繁田園という著名な狭山茶

をなさざるくし︒夫れ国家の費用を以

と云わざるを得ない︒私は第一次大戦

の本舗で︑明治天皇も演習御統監の際︑

いた︒その頃同誌の熱心なる読者に繁

後まもなく英国に三年勤務する機会を

その家にお立寄りになったほどの名家

揚とに︑及ばずながらも微力を尽して

べき国民を造ること能はず︒朝廷亦教

知識を増すに止まりて国家の用をなす

て︑あるところで講演したとき﹁英国

得たのであるが︑その後日本にかえっ

である国民道徳の頬廃は誠に甚だしい

育の事を文部の一省に放榔して顧み

で︑社会教育について深い関心をもた

思ったのであるが︑政治︑経済の基本

ず︒恐くは計の得たるものに非ざら

は今後下り坂を辿っていくと思う﹂と

育す︒然るに其教育の法たる一個人の

ん︒願くぱ公深く考ふる所あれ﹂と進

に赴き一夕の懇話を試みたことがあっ

れる家柄であり︑私も惹かれてその家

話も弘道会のことに及んだ︒これが私

本弘道会の初期以来の会員で︑自然談

のお話などを承ったがこの翁が即ち日

お健在で︑翁からも社会道徳について

当時︑繁田家には先代の満義翁がな

た︒

のべたのであるが︑今日の日本の在り

く﹂といたく寒心せざるを得ないので

方をつくづく見て﹁日本はどこへい
ある︒弘道会九十周年を迎え維新の要

日に更に会談することになった︒とこ

ろがその前日十一日に大久保内務卿が

言したところ公はうなづかれ五月十二

清水谷で凶徒の匁にたをれた︒朝廷は

日本弘道会と私

︵監事︑明糖社長︶

を痛切に感ずるのである︒

にならず自分も亦十分に意見を述べる

大いにおどろき公は遂に自分をお呼び

のべておられるのである︒私はこの度

機会を失ってしまった﹂ということを

私が日本弘道会に交渉をもったのは

平氏︑その二代目の武平氏とも交友の

田家とは長らく親交を続け︑先代の武

のはじめであったかと思う︒爾来︑繁

と弘道会との交渉をもつに至った抑も

ちの弘道会を結成されて以来ここに九

関係にあり︑私の勤め先の本社へも︑

藤原楚水

十周年を迎えることになったのである

えていないが︑たぶん明治の末期かと

随分とふるいことで︑たしかにはおぼ

の目的を以て民間団体東京修身学社の

明治九年会祖西村先生が国民道徳昂揚

が︑日本の現状は果してどうであろう

（33）

懇意に願ったのは割田斧二氏であっ

氏であったかと記憶するが︑私の特に

長は徳川達孝伯で︑主事は広江万次郎

た︒私が弘道会の会員となった頃の会

また私の逗子の自宅にも来訪をうけ

を陳列展観に供したが︑名器揃いでい

博物館に寄贈になり︑同館に於てこれ

であろう︒その遺愛の品は挙げて国立

ョンにかけては恐らく日本一であった

家としても知られた古陶器のコレクシ

創業者として著名であるが︑また愛陶

は橋梁学者としても謡また横河橋梁の

あるといってよくはあるまいか︒

れなどもまた一つの弘道精神の発顧で

まれたのでもあったのである︒即ちこ

救国の使命

︵特別会員︑文博︶

ではあったが︑和歌をよくし︑人柄も

た︒この人はややどもりで︑とつべん

〃中村孝也

歴史は凡そ三十年毎に一変するとい

づれも数万︑数十万︑或は数百万とも

われている︒それには相当の理由が存

篤実で︑よく人の世話をせられた︒あ

の目をみはらしめた︒同時にまた下枝

在するのであるが︑これを定規︵じよ

いうべきものが無慮数百点に及び人々

夫人の手写にかかる源氏物語五十四帖

うぎ︶として推し測るならば︑明治九

る時︑私はこの人の依願で︑さる人を

せられた︒その後それとは別に刀自は

も寄贈になり︑これも同時に展観に供

その第一は創立のころから日露戦争頃

の変化を乗り越えて来たことになる︒

私の関係のある三省堂に採用したこと
があったが︑この人物は今は某県の図
書館長となっているということであ
る︒また同氏の依嘱により私は拙文を

カに売ることになっていた品を刀自に

の歳月を重ねるあいだに︑三たび世運

見せたところ︑刀自はその品を借りう

かけ声のなかで西洋文化を取り入れる

までの約三十年間であり︑文明開化の

年の創立よりこのかた︑本会は九十年

お邪魔をし︑会の総会などにも出席し

けて博物館をたづね︑係の専門家に鑑

れたが︑この品はさる骨董商がアメリ

会祖の墓参にも参加した︒或年の墓参

定して貰い︑これをその画商から何倍

ことに熱中し︑富国強兵の旗じるしの

金冬心の画梅の幅を博物館に寄贈せら

の際︑未知の老婦人からその自家用の

下で︑近代国家の建設を推し進めた時

もあり︑また出京の際には弘道会にも

自動車に同乗するようにすすめられ︑

かの代金を払って買取り寄附したので

であった︒その第二は日露戦争のころ

折々弘道誌上に掲載させて頂いたこと

私はその御厚意を受けた︒あとでその

ら南画をよくせられたが︑同時にまた

あるとのことであった︒即ち刀自は自

から第二次世界大戦に踏みこんだ頃ま

かった︒この人は横河民輔氏の未亡人

かかる名画の海外へ流出せることを惜

老婦人が横河下枝女史であることがわ
で︑母は棚橋絢子女史である︒横河氏
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ざん苦労したあげく︑未曾有の敗北に

り︑戦争が思うようにならないでさん

から現在に至るまでの約三十年間であ

は︑第二次世界大戦に踏みこんだころ

神が鼓吹せられた時であった︒その三

なり︑軍国主義が強化せられ︑日本精

での約三十年間であり︑国運が盛んに

生の凍然たる意気は︑今日また救国の

的を以て︑本会を創立せられた西村先

ども︑当時における国民道徳振興の目

その内容は当然ちがうはずであるけれ

とは︑一世紀に近い時代差があるから︑

国民は︑真に危いかな︒今は明治九年

った︒前途に高迩なる理念を有せざる

く︑正に不滅の光を放つものと言うべ

結果であって︑時流を正しきに導くべ

会祖の意を踏襲︑弘道精神を道守せる

言へ︑又歴代当局者の人格識見︑よく

に会祖西村翁の徳の然らしむる所とは

然として弘道の真面目を発揮せる︑一

亦文学の名に恥づるもの多き裡に︑毅

老生︑曾って身を印刷業に投じた際

きである︒

陥って亡国の一歩手前まで押しつめら

同業先輩の〃印刷は文化の先駆〃と誇

称するを聞き︑私かに克く其の真に徹

すべしと確信し︑爾来四十年︑文教に

引受けぬことを信条としたが︑その間

害ありと思料されるものは︑一つも

と救養の向上とを︑基調として一貫今

弘道会九十年の歩みは︑道徳の昂揚

た職業冥利︑幸に大過なく今Ⅲ迄奉仕

春山治部左衛門

九十周年に寄せる

使命を果して下さるであろう︒回顧の
念に堪えない︒︵特別会員︑文博︶

れ︑辛うじて起ちあがってどうやら大
地に足を踏みしめることができるよう
になった時である︒そして今や次の転
換期にさしかかっている︒
このように起︵た︶ったり崩れたりす

り沈んだりして来た日本国民の思想界

し得たのは衷心感謝に堪へざるとこ

る世界的大潮流の大浪の中で︑浮いた
は︑またその時々に移り変って来た︒

となすべきである︒

日に及ぶ︒誠に貴重な存在であり︑偉

刊誌の如き︑多くは隈雑の文を競い︑

会の永遠の発展を祈る次第である︒

捧げるとともに︑邦家のため日本弘道

ろ︑九十周年一記念に方り︑満腔の賀を

いつか三十年に渉った︒私に与へられ

明治時代には曲りなりにも明白な理念

図らずも弘道誌の印刷をお諸けして︑

を仰いで前進したのであったが︑大正
ら世界の一等国民に成りすまし︑独善

一億総白痴化連動を展開するかの観︑

殊に現在の世相下︑巷間に溢れる週

主義になって大東亜制圧を唱え︑その

のがあり︑文学の面について観るも︑

正に浅薄な世相に迎合楯びるに似たも

時代には案外な成功に浮かされて︑自

夢の破れた昭和時代の後半には︑卑屈

︵本会評議員︑共立社禽長︶

と混迷とによろめくものを生ずるに至

︑︒

ＦＤ

︑Ｉノ

／０︑

来︑谷干城︑松平直亮︑徳川達孝︑堀

明治二十年に日本弘道会と改称し︑爾

感謝の念に堪へないと共に︑現代世相

発展のために貢献されたかを回想し︑

会長を初め先輩諸先生が︑如何に本会

舷に本会九十周年を迎えて︑歴代の

思っている︒

田正恒︑酒井忠正と︑各会長の下に今

徳団体の最初のものであった︒その後

日に到って居るのは︑この目まぐるし

に対して︑新しい感奮の念を感ずる次

九十周年を迎えて

私共千葉県東部支会においては︑こ

い時に誠に偉観と言わねばならない︒

て︑明治二十六年に存軒渡辺操先生が

の中央における日本弘道会に呼応し

伊藤武
本年は︑日本弘道会の九十周年を迎
言われ︑この一世紀の年間に︑日本の

九十周年所感

︵本会評議員︑千葉県東部支会長︶

第である︒

えることになった︒近時︑明治百年と
進んできた跡を回顧して︑これ等を基

の会員を擁して今日に到ったが︑其の

創立したのに始まる︒その後︑五百名
間︑会祖西村先生も︑幾度か足跡を当

る︑更に一層の躍進を希望する声が多

地に印されて︑今日に到るまで先生の

礎として︑つぎの来るべき時代におけ
いが︑わが弘道会が︑その事蹟におい

西村茂樹先生が日本弘道会を御創立

中島幸太郎

て︑それに近い九十年の年月を維持し

面影︑言行と︑直接に多くの人が印象

激の深い次第であります︒先生には明

てきたことについても︑また同様の感

治九年新日本の建国に当りまして国民

になってから本年九十周年を迎えまし

かくの如く我が支会の設立は︑中央

道徳の緊要なるを提唱せられ東京修身

づけられ︑先生の感化により当地方の

の本会の創立とは約十年遅れている

学社を組織せられ後日本弘道会と改称

慨が多い︒明治九年に︑会祖西村先生

のことは全く顧象るところがなかった

明開化を目標にしたものの︑国民道徳

で︑もとより︑佐倉藩の影響もあるこ

が︑殆んど同時代の影響を受けたもの

た事は斯会の盛事である計りでなく感

ことを歎かれ︑一国文明の基礎は道徳

せられたのでありますが︑弘道の要領

風教のために尽力した先輩が多い︒

の振興にあるとの自覚を促すために同

際し︑往時と同様に︑中央と呼応して︑

とと思うが︑今日︑本会の九十周年に

べき所を示されたのであります︑此要

甲号乙号を制定されて日本道徳のある

は︑明治維新により王政が復古し︑文

に修身学社を結成したのが即ち日本弘

志阪谷素︑丁野遠影︑植松直久等と共

日本の道徳建設のために努力したいと

道会の前身であって︑明治における道
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に発表せらるる諸先生の御講話は本会

理解は今も昔も変らないのでありま

のでありまして︑真理に対する真人の

の生活に極めて皮相な見方をして居る

所であります︒最近の思潮は国家国民

道義は衰退の一途であり深憂に堪えぬ

る次第であります︒終戦以来日本人の

座右の銘として朝夕一章宛謹読して居

が発刊せられたが本書の如きは吾人の

尚先に八十周年に当りて西村先生語録

念を示されたものと考へて居ります︒

まして時代を超越して国民としての信

領は今尚会員の服暦して居る所であり

思います︒︵豊岡支会長︶

らんことを祈念して祝辞に代へたいと

まして本会の益々発展と社会人心の革

せん︒更に弘道会百周年を不日に望染

周年を記念する事業でなければなりま

会を創立せられた所以であり弘道九十

であります︒之こそ西村泊翁先生が本

刷新国民道徳の振興に努力したいもの

道会は弘道の精神を鼓吹し国民教育の

文化の弊今日より甚だしきはなく吾弘

の将来は寒心すべきであります︒物質

す︒之が育成を疎略にするならば国家

担う国家の最も重要な要素でありま

れて居りません︒青少年は次代日本を

であります︒即ち生を愉しむ事︑生を

人の道であります︒是れが生命の法則

らぬ天の道であり︑是れを誠にするは

す︒此の道こそ人生に於て履まねばな

らぬ平々畑万たる道義の道であ↓りま

りました︒億兆尽く仲よく通らねばな

識を修めて世に出でねばならぬ壁であ

大学は世に出づる門なりで徳を修め常

村先生である︒此の壁は孔子様の云う

窮状を観じこの壁を打ち破られたる西

苦難の壁に突き当りて岬吟する国民の

し事を追想されます︒道義の頚廃せる

しを計られたる偉大なる先覚者であり

忍びず此所に道を教え世道人心の立直

して人生を正しく送るかという事は大

営む事︑生を長らえる事です︒如何に

切な事であります︒浬梁経に︑死ある

が故に此生尊しと説れてをります︒又

結成された事は明治維新の諸政改革に

明治九年西村先生は東京修身学社を

の尊い生命を意義ある人生として送ら

悔するも及ばずと説れてをります︒此

椎名保弘

九十周年を迎えて

す︒先生の語録を始めとして弘道誌上

す︒最近誤りたる自己中心の主義が社

創立以来一貫した弘道の精神でありま
会の各部面に露呈して居る状況であり
まして自己の満足の桑を計りて他の迷
感ずるのであります︒官民等しく一億

依り混乱その極に達し人心の不安と衣

循環して尽ず︒此生空しく過ぎなば後

善悪の因果影の形に随うが如く三世を

総反省を要する時代にあると思いま

食住の不安等により道徳の類廃見るに

惑は慮ることなく餓鬼の道は如斯かと

す︒特に青少年の教育については知を

ねばなりません︒悪意の為に人に迷惑

教ゆるに急にして心を養うことが成さ
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かけると人も亦た道理に倖つた事を言

是れは道理に倖った言葉を人に持ち

故言惇而出者亦惇而入

て後悔するも及びません︒此所に道徳

うと大学に説いてあります︒又論語に

をかけたり人を怨み人より怨みを受け
及宗教の必要があり︑是によりて安心

に進歩発展した面は多々ある事は何人

も是認せざるを得ないが︑精神面に於

社会面に就いては九十年以前のそれ

ては果して如何なものであろうか︒

と比して大差なく︑加之︑交通禍や智

は調於言敏於行とあります︒即ち言う

能犯の激増︑青少年犯罪の連続等︑憂

る事︑心を愉しくする事︑生き長らえ

事は易すぐ︑行う事は難いから言う事

立命があります︒人生とはものを愛す

は緩やかに行う事は速やかにやれと税

○Ｏ

理学・社会学・法医学等々日進月歩で

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

慮に堪えない︒学問的には教育学・心

︑ｖ︑︑

の生きている楽しみを知りて苦しみを

れています︒即ち行いは本で言葉が末

る事進歩する事であります︒列子は人

であると言う事であります︒実行せぬ

あるかも知れないが︑徳育そのものに

此の通りでしょう︒白楽天は弘弁禅師

ついては如何︑日々の政治欄を読んで

知らぬと説いてあります︒大覚の人は

ものは知らぬに等しいのであります︒

弦に日本弘道会の九十週年を祝福す

あれ将来の日本に期待して︑次代の全

も民主政治未だしの観あり︑何はとも

︑︑︑︑︑︑︑

に︑仏法とは何か︒禅師云ふ勧善懲悪

ると共に西村先生の優れたる御遺徳を

人格的教養の育成と申しましょうか左

是なり︒白楽天三歳の童児是れ知る︒

禅師云う童児知ると誰も大人是れを行

顕彰致し心より敬意を表し上げます︒

右に片寄らぬ人間形成教育に識者は深

謂うが︑九十年とは十年が九つ経過し

十年とは一年が十︑一口に九十年と

西村茂樹先生は︑学問識見時流に抜

藤本寓治

会祖西村茂樹先生と
学校の道徳教育

い処︒︵東京都会員︶

周年を祝福するに当って心を新にした

甚の留意あって然るくしと︑弘道九十

︑︑︑︑︑︑

はずと喝破せられました︒然らば道徳

︵新川支会副支会長︶

祝創立九十周年

とは何か︒人として履み行なわねばな
らぬ理法と是れを実地に現はす行為で
己の良心ないし社会的規範を以て律し

あります︒即ち自己の行為又品性を自

いて道と徳を実行する事を勧めてをり

なければ九十にはならないＯ九十年以

岩崎晶

ます︒此の故に道徳を理解させて道徳

前の日本を回顧し︑現在の日本を鎧か

であります︒又老子は惜憎虚無学を説

何事も是れに準じて正しく善行する事

的情意を潤養する事が今日最も必要な

○○○００

る事を痛感致します︒又孔子様が此
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とを聞いて大いに喜ばれた︒また五年

明治四年野にあって︑文部省設立のこ

いなる力を致された点である︒先生は

に当って︑日本国民の道義の昂揚に大

は︑先生が世相の大いに変転する時期

のであった︒特に景仰しておかないの

の上に遺された業績は︑実に偉大なも

って︑その七十余年のご生涯で︑教学

んで︑人格徳望一世に秀でたお方であ

て︑﹁口授﹂とともに書籍︵テキスト︶

ら発行し︑従来の﹁修身口授﹂を改め

ら﹁小学修身訓﹂を編輯して文部省か

﹁文部省第四年報﹂に載せると共に自

﹁文部省教育雑誌﹂に発表し︑かつ

論ず﹂と題する論文を書いて︑これを

が到来した︒先生は﹁修身の教授法を

となられ︑やや先生の志を伸ばす機会

局が設置されたとき︑先生はその局長

三十三年になって教育課程の中に教科

育の空虚を批判するに及んで漸く昭和

府は修身に手をつけず︑世論が道徳教

の代案を求められたにかかわらず︑政

は実施された︒戦後は司令部より修身

るまで四十二年にわたって国定修身書

令部の指令により︑修身科の停止を見

り︑昭和二十年十二月連合国軍峨高司

昭和十六年に小学校は国民学校に改ま

に偏する風潮から︑自立して国民固有

当られたが︑先生は︑当時の欧米文明

されて編雪課長となり︑編輯のことに

られた︒翌六年先生は︑文部省に川仕

の教えを軽んじていたことを甚だ憂え

の教科書もその種類が多くなり︑採用

著作されるに至った︒その後︑各教科

践期行を期する修身教科書かぞくぞく

まり︑その趣を体して徳性を涌養し実

が漠発され︑わが国の教育の目標が定

明治二十三年﹁教育に関する勅語﹂

る︒社会教育とともに学校における道

おいての立ち直りが遅いのは残念であ

経済成長に比べて学校教育の精神面に

新日本建設の教育が叫ばれて二十年︑

ける期待もまだ薄いようである︒戦後

間像﹂の答申案ができたが︑現場にお

る︒なお高等学校にも﹁期待される人

ず︑その成果が疑われている現状であ

った︒しかし︑学校ではまだ熱が入ら

の道徳を維持しようとされたが︑文明

に当って弊害を生ずるようになった︒

徳教育振興の祖であった西村先生の遺

と並んで﹁道徳の時間﹂を設けるに至

開化の波に押されて意の如くならなか

そこで︑小学校教科書の国定を要望す

を合わせ用いてこれを読ませることを

った︒そこで先生は東京修身学社︵後

る世論か高まって来て︑遂に明治三十

志を体して奮起すべき時である︒

奨励された︒

に日本講道会︑更に日本弘道会と改称︶

七年から政府は国定制度をとることに

ところがあるのを称賛されたが︑道徳

を創設し︑卒先して人心風俗の改善に

教師用書・児童用言から成っていた︒

踏象切ったのである︒小学校修身書は

頒布された﹁学制﹂が︑時勢に応ずる

乗り出されたのである︒明治十三年文

︵特別会員︑元文部省編修課長︶

部省に編書課︑雛訳課を合わせて編輯
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会員随想

随想
沢田源一
湖って九十年︑明治初期のことどもを想
像し乍ら︑近頃想うことの一つ二つを︒

扇らず

で強いブレーキをかけないと︑危険が足下

同ぜず

に迫っていることが心配されるのである︒

世論というものがある︒そしてそれは仲
々有力である︒・ヘンは剣より強いというこ

とは勿論︑今日だけのことではないと思う
が︑今日様々な形のマスコミの力が︑所謂
世論形成の原動力になっていることは否め
ない︒同志の会合や︑クラブの雑談の間に
ないが︑世論の大勢を生んでいるのは二︑

も︑世論の一部を生みだすことはないでも

ろうか︒紅衛兵の行動などを引合に出すの

三の大新聞の記事である︒そして大多数の

現在の世相は余りに馬り過ぎていないだ
は少々見当ちがいかとも思うが︑我国でも

愚劣な催物にも見物が殺到する︒観光の
旅には無理な日程でも危い乗物でも何とな

国民はこの威力に同調してしまうのである︒

が︑あったことは記憶している人が多いと

戦時風景に︑ゴルフ姿の人が殴られたり︑

思う︒賛沢はやめましょうという言葉が通

み止まることは仲を六ケ敷くなる︒流行と

く皆それについて行くのである︒一人踏

婦人の長い袖が斬られたりした不穏なこと

用したのである︒非常時態勢の当時と今日

まことに他愛もない︑くゑしやすい人種で

しに皆真似をする︒動員する側から見れば
ある︒一等国だという以上︑も少し自重し

あらば自分に適するか否かも︑おかまいな

ている多数の同胞の居る事実を否定できな

雷同を慎みたいものである︒大勢に抗して

の平和繁栄の日本とでは大きく違ってはい

い同じ日本に︑おとぎぱなしの宮殿に似た

世を救った西村会祖を学びたいものである︒

るけれども︑災害に苦しみ︑衣食に事欠い

ように豪華に飾られたビルが︑方々に現は

︵理事︑東京女学館長︶

れ︑美酒佳肴が氾濫し︑否無駄使いされて
いる︸﹂と︑このままでいいだろうか︒箸拶

浮華の眼に余るものがあるが︑何かの方法

支会便り

中野栄三郎

野田支会は︑明治二十七年十月二十四日

茂木翁を支会長に会員五十余名で発足した︒

翁は熱心な弘道精神の共鳴者で自ら生前弘

以後春秋二回例会を開き支会長は教育勅

道院という戒名を作っておいた程です︒

語︑日本弘道会要領の朗読をなし続いて本

に移り一日を歓談の内に送るのが例であっ

会派遣の講師講演があって︑午餐の後余興

た︒参会するもの百名内外︑婦人の出席も

多く有意義な会合であった︒二代支会長茂

弘道精神の普及に尽力されたのであったが︑

木氏︑三代支会長高梨氏共に本会の発展︑

になり︑昭和十六年十一月開催の例会を最

大東亜戦争の勃発に依て例会の開催も困難

後に暫く活動を中止し唯雑誌弘道の配布購

ます︒昭和三十六年不省四代支会長を御預

読に止まるに至った事は遺憾の次第であり

りする事となったが微力何等の御尽しもな

し得ず︑漫然今日に至って居る事は誠に汗

の一端を御報告申し上げます︒

顔の至りに堪えません︒以上野田支会歴史

︵野田支会長︶
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世相を凝視して

高等教育を受けた所謂インテリ層に多いよ

おり︑注意をすれば脹れたりする︒特に︑

いうことで︑国民休日になったので驚いて

九月十五日︑今日は初めての敬老の日と

す︒老齢者の方から言えば︑若い階層に尊

るところに何か問題がありそうに思われま

なのでしょうが︑それが国民休暇につなが

若い人の方から老齢者を敬するという意味

いるところです︒敬老の日というからには

ある︒これは明かに道徳を無視した現代世

うに見受けられることは︑まことに遺憾で

州を如実に表わしているものではなかろう

酒井健作
近頃の青少年には夢がなく︑個人的剰那

か︒かかる時︑西村茂樹先生の御主張がひ

的享楽的であると言う︒明治・大正時代に
は小学校から大臣・大将を目指して激励さ

てみても︑締一腿に草をむしって︑掃いて

努力はできないものである︒庭掃除に例え

いてはない︒人は誰でも目的がなければ︑

又︑青少年の非行がよく問迦になるが︑敗

が︑何と言っても先決問題であると思う︒

いが︑幼時から道話をもって教え込むこと

ろうか︒元田永手先生の幼学綱要序ではな

が︑これは一に修身科の廃止が間辿でなか

もとになり勝ちです︒その点は大に反省を

戦後︑道徳の顔廃が目に余るものがある

しひしと身に迫るものがある︒

おけば︑禅味豊かで︑すがすがしい気持が

を批判的な目で見る傾向も適当に調整され

要しましょう︒長い人世の体験から若い層

一部に非難もあるが︑確かに額ける点もな

れてきた︒この事は︑立身出世主義として

する︒絶えずそうしておきたいことは万人

など︑或いは自己鍛錬の場のないことが︑

戦に伴う現実として︑社会悪や希望の消滅

い気持ちで見守ってやる心がまえが大切だ

と兎角頑固になって若い層に煙たがられる

る態度が望ましいと思います︒老齢になる

います︒尊敬されるだけでなく︑親しまれ

共通の感じであるが︑多忙であったり︑身

敬されるような生活態度が必要なことと思

体の調子が悪かったりすると︑手入れをし

ね雷ばなりますまい︒そして若い人々を温か
一つの原因であると思う︒

と思います︒然しそれにつけても現代の教

ようと思いつつも︑そのままになってしも

兎角絶えず道徳論を振り鰯せぱ頭は古い

日或夫人が述懐していましたが﹁宅の孫が

育体制にも大きな問題があるようです︒先

かざ

うことが多い︒然し︑特に気の張る人がや

である︒よろしく古人の良きは採り︑現代

と言うが︑何と言っても﹁徳は百行の本﹂

幼稚園に行っているのですが︑お父さん有

ってくることとなれば︑そんなことは言っ

人の短所唯できるだけ矯正してゆくことが

ておれない︒嫌でも来訪の直前までに︑一
応清掃してしもうものである︒要するに︑

難う︒お母さん有難う︒御休みなさいとい

と云う話で︒幼稚園の先生としては︑その

うにも教えられてないらしいんですのよ﹂

すが︑お爺さんやお婆さんには何というよ

うように先生に教えられているらしいので

当面の急務であらねばならない︒

支会通信
川村宗嗣

︵富山県支会長︑高岡高校長︶

物は気の持ち方一つである︒

従来︑女子は塔みとして︑特に言われな
くても︑朝は早く起き︑掃除や洗濯や食事
の準備はされたものだが︑近頃は人にもよ
ろうが︑嫁でも娘でも遅く起きても平気で
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方は所謂家庭教育の範囲と考えられてのこ
とでしょう︒然し現実には今のお父さんで

明治を近寄せたい

の思想から鹿鳴館時代を過ぎて﹁教育勅語﹂

の喚発となり日清日露の戦勝時代を経過し

であり母である老人に対して︑幼児の模範

ろいたことが二つある︒明治の末︑修学旅

関東震災の翌年︑久し振りで上京して鷲

右あり左あり政治面でも自民・社会・共産

じている一こまもあるではないだろうか︒

したものの国民思想はよりどころなさを感

は米国の属国化を味わされ︑完全に独立は

て昭和となり太平洋戦争に大敗を喫し一時

となるような態度をとっている人は少いの

生が﹁東京は半年の間にでもとてつもなく

行で初めて上京した際引卒の地歴専攻の先

古津千次郎

ではないでしょうか︒私は去る三月に満七

変化する﹂といわれたことはその後上京の

あり︑お母さんである若い人達は︑その父

十六歳に達していますが︑縁あって私立の

の上京では意味のちがった変化に驚かされ

都度思い出すことであったが︑大正十三年

仁踊に欧米心酔の現れ︒現時の情勢は明

滅に導くもの︒．︿・︿・ママ語類の横行︑唄

の猛威は如何︒科学の進歩は一面人類を自

に迷う︒ロケットの月旅行もよいが原水爆

女子高等学校講師として社会科を担当して

公明等等各党あって国民はその何れが何か

三十分近い道を徒歩で出校し︑熱心に教育

十数年になります︒幸に昨今健康で︑毎日

に建ったバラックのトタン屋根に青竹の林

治の鹿鳴館時代再現の感がある︒日本には

た︒一つは大震災の惨害︑一つは焼け跡
立︒この二︑三年前科学雑誌に紹介され

の御感想はどうだろうか︒弘道精神の発揚

日本の伝統がある︒地下の会祖西村先生

に当って居ります︒特に社会問題や世界の
新聞︑雑誌などに注意して︑若い人達に敗

ていた米国のラジオの記事を鵜呑みに理科

情勢などについては︑毎日ラジオ︑テレビ
けない努力をしているつもりですが︑若い

は一層痛切なものがあり全国民が弘道会を

が︑実物は見たこともなかった︒この時の

研究主任の立場で学校新聞に書いたのだ

理解し︑この発展を計ることこそ日本の安

つ元気に日々を送って居ります︒それにつ

上京ではじめてラジオを見︑愛宕山の放

衣かぶせた表現の期待される人間像よりも

定と発展の基であると極言してもよい︒糖

人達に親しまれるようにあり度いと念じつ
けても今の﹁倫理社会﹂の教科書には多分

の︵殆どが鉱石受信機︶アンテナである︒

直裁簡明の﹁教育勅語﹂の再現によって国

送局も見学した︒この青竹の林立はラジオ
その後各地に放送局が出来︑今では全国津

り﹁日本を弱体化する指導﹂を無上の指導

民思想を善導することこそ喫緊の要事であ

にもの足りなさを感じます︒今度弘道会秋
ることになりました︒私は弘道会に入会し

々浦々山間僻地でもラジオはもとよりテレ

田支会の会長匡推薦され己むなく御受けす
て十数年になりますが︑弘道会のあり方も

ビが見られる︒明治の者は想像も出来ない

精神として挙を服応することは絶対排撃す

科学の時代となったものだがこの変化は科

べきもの︑遠くなった﹁教育勅語﹂時代の明

に輝く伝統にあまんじては居れないように

治をも一度近寄せ度い︒︵松江支会幹事︶

曲り角に来ているように感じられます︒単
思われます︒可然御指導下さるよう希望致

表現出来ないものがあると思う︒維新当時

学のみに非ずで思想方面の変化は文字では

します︒︵秋田支会長︶
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年

歩み

の

本会の機関誌は明治十三年四月発刊の﹁修身学社叢脱﹂に始まり

である︒

その後﹁講道会叢記﹂︑﹁弘道会雑誌﹂︑同二十五年﹁日本弘道叢記﹂

同三十六年七月﹁弘道﹂と改称︑今川実に第七十五巻︑第七百八十
四号と続いている︒

朗報二つ

一︑全国の識者から要望されていた西村先生の岩波文庫本﹁日本道

徳論﹂第十刷が今年八月二十日出版された︒思えば明治の初年︑西

欧の開国進取︑治産興業に心酔していた伊藤新内閣は欧米崇拝の度

して先生は揃憤やるかたなく︑遂に明治十九年もおし詰った十二月

を一段と加えて︑いわゆる﹁鹿鳴館時代﹂を出現させた︒これに対

一橋の帝国大学講義室において三日間にわたり︑国民道徳確立の至

い込翠て満身の力を尽して﹂の大演説を行ったのである︒日本道徳

情からほどばしり出た﹁Ｈ木国民の為め︑日本固民各人の為めと思

明治における国民道徳の率先垂範者であられた西村先生の東西古

論は︑この演説の集録である︒

くも時を同うじうして明治九年にフエリックス・アドラー博士によ

今の祈理を帰納された理路雑然たる本論とともに︑米国でも︑奇し

された︒京都で生れ京都で育った米国ハー等ハード大学のシャィブリ

今一つの朗報がつい先ごろ︑津田塾大学の叶川清一氏からもたら

人の歩みをふり返ることは誠に意義深いといわなければならない︒

な文献と言われるものである︒明治百年を迎え︑こうした東西の先

の具体例は︑日本道徳論とならんで世界の道徳思想史にも稀な黄重

り一三Ｉヨーク市倫理教化協会が創立され︑この会の道徳振興運動

を善くし︑第四にわが本国をよくし︑第五に他国の人民を善くす︒

会長は第一代西村茂樹博士︑第二代谷干城子︑第三代松平直亮伯

九十年の今日に及んでいるのである︒

十五年先生の没後︑歴代の会長役職員会員の精進努力によって連綿

以後︑明治十九年日本講道会︑同二十年日本弘道会と改称︑同三

世界の道徳思想史の上に画期的の方向を示したのである︒

という極めて簡易にして遺漏なく︑しかも堂々たる五ケ条を掲げて

第一にわが身を善くし︑第二にわが家を善くし︑第三にわが郷里

然らばその大綱とはいかなるものであるか︒

地の真理﹂として日木道徳の基礎と定めたのであった︒

の原理であって︑いわゆる儒教の﹁天の補一﹂すなわち﹁誠﹂を﹁天

その基くところは儒教と西洋哲学の長所を採って樹立した新道徳

半生を捧げているのである︒

しかも先生は﹁死して後己む﹂の一大決意をもってこの運動に全

﹁東京修身学社﹂を起したのがそもそもの始まりであった︒

九年三月阪谷朗臆ら同志数人と相謀って︑国民道徳確立のために︑

て軽挑浮薄の風が国民の間に没延している実状を見るに忍びず︑同

﹁文明開化﹂に心酔してわが国固有の良風美俗が次第に影をひそめ

明治五年西欧の新主義に基く学制頒布以来︑世をあげて西欧の

に明治九年西村茂樹博士が創立した社会教化の団体である︒

日本弘道会は︑道徳の真理を飛究して回民の道徳を商場するため

十

第四代徳川達孝伯︑第五代堀田正恒伯︑第六代酒井忠正氏︵現在︶
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九

Ｉ教授が︑昨一九六五年に︒プリンストン大学で出版した﹁日本人の
近代化に対する態度の変遷﹂Ｑ一言哩畠旨冒二庵砿のシ三一二︹一の砿昏冥

冨○号﹃冒爵三○二五四六頁中に︑四九頁五項目︵①徳川官僚から明

治的近代人へ︑②保守主義者としての西村︑③進歩主義者としての
西村︑③進歩的徳川為政者の世界観︑⑤近代日本のための道徳︶に
亘って泊翁西村茂樹伝︑泊翁叢書︑日本道徳論︑記憶録︑往事録等
を精究研考して﹁ニシムラシゲキ﹂先生の偉業を世界の学界に大炎
的に紹介したことである︒先生は明治における国民精神作興の第一
人者であられるのに︑少数の日本道徳論の研究家を除いては︑わが
日本においてとかく認識されなかったが︑その真価がこうして海外
において高く評価されていることは︑喜びに堪えぬ所である︒以上
の二言がはからずも国の内外において本会九十周年の絶好の記念と
なったことは︑先生の事績が既に世界の道徳思想史の上に不朽の地
歩を占めていた事を物語るものであろう︒

素志大成への期待
﹁全国到る所に支会を設けて同志を糾合して︑人心を正し︑風俗
を善くし︑国力を養い︑国威を輝かす﹂という本会の目的達成への
過程を西村先生は﹁拡張︑整理︑大成﹂の三期に分けていられるが
その大成の期限についての予言はない︒が﹁国民道徳振興の任に当
る者はわが弘道会をおいては恐らく他にはなかろう﹂と常に陣頭に

りに︲もよく似た世相と言われる今日︑たまたまこの九十周年に際会

したわれらは無上の栄光と非常の奇縁とに感激すると共にわれらの

責務がいかに重且大なるものであるかを痛感する︒われらは深謀遠

慮の会祖西村先生について不断の研究を積承︑その素志貫徹のため

に全国の同志と共に一層の奮起を誓うものである︒

会祖西村茂樹先生小伝

一九○二︶は和漢洋の学に

西村茂樹先生︵文政十一年一二月十二日生︵戸籍により訂正︶︑明治

三十五年八月十八日逝去︶︵一八二八

精通し︑清廉忠誠の資質と文武兼備の器識を以て幕末には佐倉藩主

治政府に在っては侍講︑文部大言一記官︑同編輯局長︑華族女学校長

外国閣老堀田正睦公の開国に参画︑藤の執政として治績をあげ︑明

宮中顧問官︑貴族院議員等を歴任︑また明六社同人︑東京学士会院

会員︑東洋学会長︑東京市公民会名与会員として︑政治︑教育︑経

済︑宗教︑哲学︑道徳︑文学︑天文︑史学︑軍事等に及ぶ三十余の

著書︑中央地方に於ける講演によって一世を警醒したの糸でなく︑

世道の額廃人心の軽薄を深く憂うるの余り︑これが矯正を己が任務

は大詔の公布を建白して教育勅語喚発の気運を醸成する傍︑明治九

となし︑或は婦女鑑の勅撰を︑或は徳育管理の明倫院の設立を︑或

年﹁東京修身学社﹂今日の﹁日本弘道会﹂の前身を創立して国民の

年改めて︵都条令の改正により︶都史跡の標識が文京区千駄木養源

たのであった︒その墓地は昭和九年東京都の史跡となり︑昭和四十

幸福と皇国の繁栄のために国民道徳高揚運動に全生涯の大半を捧げ

はない︒わが百年の後には必ず本会に聖賢が出てわが志を継ぐであ

立って全会員を鼓舞激励され︑臨終に際しても﹁予は何等憂うる所
ろう﹂と百年の後に非常の期待をかけていられるのである︒

︵渡辺︶

寺の門前に立ち︑墓前の説明板がその偉業を永遠に物語っている︒

やがて一百年を迎えようとしている今日︑しかも混迷の当年に余
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碩畢名門紹二泊曇室︵諺文教並に九十年︒英才

﹁山剖司個州三鮒凌石選︾嘩葬雨蝿酔罪確噴たる盛︑同香城菅谷敏夫︵千葉︶銅鋤確峠祁罪︾
︑賀二弘道書創立九十年一＠同

八十一翁竹陰春秋九十道迩隆︒蹄嘩酔搾睦拙準鐸岬醐唯準
八十鰐繍︵千葉︶長尾宗次︵松江︶三朝今日明二謡蕊名舗の全きを︒

創立今迎九十年︒演し世干し今九十年︒赫突移風易俗功︒︑同

一斐然文物幾喬遷︒一誠教化筒依然︒︵課︶碩畢の名門泊翁を紹ぐ︒秀波栗原精夫︵横漬︶

泊請鍾繍堪二＃離騨嘘蔵聯灘職．蓬繍羅奄

同朋共憶育英事︒

︵課︶創立今迎ぅ九十年︒斐一誠教化尚依然たり︒後人静古中村静子︵逗子︶弘道精榊桃李芳︒

明教千秋偉績博︒︵課︶世を済う今に九十年︒＠同

八土藤噸︵千葉︶偉哉傘蜘紳二蕊噸一︵千葉︶溌癖蝿灘卵︑恥継呼憶幾描郵︒弘

｜蝋撫繍螺︾郁噸︑恥撫御難瀧潅弘道雑識譲幡哩蝦や︵鱈翁糾癖厘輔熊誰
＠同

文教長看開護逓︒

一冊立而来九十年︒教畢堂堂菖世誇︒︵謡蓋華酔壱維鑑潅搾嘩嘘松涛小島員太郎︵横漬︶
人能弘レ道節逮堅︒道統惇承九十歳︒弘道洋洋として遺徳在り︑曾従三弘道倉二群賢毛
泊翁遺業長相綴︒晒然長照放二精華毛星霜九十世長えに陣ぅ︒屈し指創成九十年︒

噴噴盛名天下惇︒︵鐘に癖誌喝鋤斡賀筆準睡電︑同松堂中村柴次︵逗子︶四恩雨露興し天全︒

︵侭年珊唾河都窪率琳嘩牽鋤儒癖聴癖率諏吋鐸匪畦馴文教干し並九十年︒︵課︶曾て弘道の群賢を倉し

いよノ︑堅し︒泊翁の遺業精華を放つ︒英才済演出二群賢記てより︒指を屈すれば創成
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Ｉ
全し︒

九十年︒文教長えに看る開
護の逓きを︒四恩雨露天と

︑同
健亭日高篤賞︵千葉︶
想昔慈親垂訓長︒
手播二弘道一説二倫常毛

仰脂九十歳華好︒
文字換然遺業昌︒
︵課︶想う昔慈親垂訓の長き
を︒手に弘道を綴いて倫常
を説く︒仰ぎ鵬る九十歳華
の好きを︒文字換然︑遺業
昌んなりＯ

志山中津倉治郎︵千葉︶春秋九十仰二高名毛

憶起泊翁金玉篇︒

畑乎大道興し天全︒

移風易俗功何大︒
憶起泊翁金玉篇︒

の功︒

里は東西に渉って論自ら徹
し◎教は儒葎に因って其衷
を折す︒煙埠たり九十年華
耀き︒讃仰偏えに思う不朽

︵課︶一世の碩人斯れ泊翁︒
夙に能く道を弘めて仁風を
鼓す○回天の誇策本源在り
経国の文章創業陸んなり︒

讃仰偏思不朽功︒

煤煙九十年華耀︒

教因二儒樺一折二其衷毛

畢渉二東西一明自徹︒

経国文一軍創業隆︒

同天蓋策本源在︒

夙能弘レ道鼓二仁風毛

一世碩人斯泊翁︒

︑同凌石三好寛

一貫の締榊は更に遷らず︒

篇︒嫡乎たる大道天と全し
民意を高揚して皇極を賛し

︵課︶憶い起す泊翁金玉の

高二揚民一意一賛一皇極毛

弘道孜孜九十年︒︵課︶誰か能く道を弘めて梨
明を啓く︒文化浸騒︑業巳
文一章報国志増堅︒に成る︒欽仰す泊翁遺徳の

一貫精祁不二更遷毛

移山寺島慶一︵千葉︶

︑同聯環鵠三首

を仰ぐ︒

大いなるを︒春秋九十高名

泊翁偉業人長仰︒
鴻志振振寓古厚︒
一章報国志ますます堅し◎泊

︵課︶弘道孜孜︑九十年︒交

孜孜弘レ道九十年︒十字卒用

翁の偉業は人長えに仰ぐ︑一貫精祁不二更遷壬
鴻志振振︑寓古に博う︒

︵課︶一貫の精群は更に漣ら
ず︒孜孜道を弘むること九

仰見尭風舜雨天︒

︑同
菱
彼寺
寺田
田英
英一
一郎
郎︵
︵布
布施
施︶
︶劫静国運日加盛︒
菱彼
一世儒家言説雄Ｑ
閲来九十度春風︒

︑
＠同

天協和策を立て土執れか能
く宣ふるぞ︒風を移し俗を

文化
展展
業巳
︒成︒易ゆ功何んぞ大いなるｏ憶
文
化隈隈
業成巳
欽
仰泊泊
遺大徳
欽仰
翁翁
遺徳
︒大 ︒ い 起 す 泊 翁 金 玉 の 篇 ︒

誰能弘道啓二梨明毛

雲石村
村田
田一
一雄
雄︵
︵横
横漬
漬︶︶︵課︶仰ぎ見る尭風舜雨の

鞭を着く︑是れ泊翁︒

治文教
教多
多難
難の
の際
際︒
︒創創
めめ
てて
先先 協 和 立 レ 策 執 能 宣 ︒

はじ

︵
︶一
一世世
言雄
説な
雄りな
︵課
課︶
のの
儒儒
家家
言説
︒りｏ舜雨の天︒
閲
し来
来る
る九
九十
十度度
閲し
のの
春春
風風
Ｏ︒
明 明仰見尭風舜雨天︒

明治
教教
多難
︒際︒十年︒劫除園連日にますま
明
治文文
多際難
＠同
着二二
鞭是一
泊翁︒す盛んなり︒仰ぎ見る尭風
創着
先先
鞭一
泊是
翁︒
涼堂加瀬勝太郎︵千葉︶ 創
創立今妓九十年︒
経営努力畢二先賢↓

揚風捻雅功何大︒
欽仰泊翁遺業博︒
︵課︶創立今妓に九十年Ｏ経
誉努力先賢を畢ぷ︒揚風柁
雅︑功何んぞ大いなる・欽
仰す泊翁遺業の像わるを︒

＠同
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九十周年を祝ひてＩ

○鎌倉市馬場淑子
三代のみ世にわたりて国のためよのため道を弘む会かな
九ととせのさかえめでたき弘道の百のことほぎ待つぞ嬉
しき

菊もみぢ錦かがよふ秋の日に心ゆたけく祝う九十周年

○秋田県桜田洋子

明日のため強くはげめとさとしつつ我が明日に何か希む
と云はむ

消極をやむなしとする生き方のよしあしは知らずわれは
つらぬく︑

時の世の流れにうときわが日ごろ平凡に住みて己れを保
つ

ｌ

川越市小名木狂辰

時世すでにわれを残して先にありおくれてはただ身のし
づかなる
○

千葉喋加藤己之

神ながらの糸ち九十年を一と筋に踏み越え弘道のいや栄
尊し
○

渡る日の光りの如く輝やきて極まり知らぬ弘道九十年の
道

国境越えて弘ごる弘道の九十路寿ほぐ秋晴れの空

弘道の大き教へは海こえて青雲遠き大陸に及くり

秋空の光りの如く和糸合ふ開祖の教へ今にして億ふ

千葉雌鵬野秀春

弘道の開祖の教えうけつぎて我等ひたふるに努め励まな
○

泊翁の教広めて年久につとめ励みし人そとふとき

九十とせの長き年月怠らすけふの祝ひにあふそうれしき

○

鰐実

誉ある人らつとひて泊翁の御魂も今日は天翻るらむ

し

創むるはやすきやうには思へとも百とせ近き努力たふと
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弘道歌壇

たゆ柔なく道を弘めて九十年そのいさほしはたれか及は

進むべき道を教へて日本の人ら桑ちびくふゑぞたふとき

一

天高く秋山はれて道もよく

隣あり孤ならず秋の道の友

この道を行くこと念ず豊の秋

﹃弘道﹄を見る影清し夜長の灯

﹃弘道﹄は夜長の友たり永き年

一

〆﹂

川越市小名木狂辰

︵到着順︶

九十年の長き年月経し今も世をみちびけり道を教へて

○埼玉県相沢正直

む

力あるかぎりつくさむ世のために人のふむべき道を守り

増

九十周年記念Ｉ
松江栗間歌史

九十年神なからのゑち豊の秋

九十年培ひし白菊尚さかり

千葉県石橋香峰白寿来て弘道豊蝶文化の日

一
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国のため道弘め来し九十年を迎へて祝ふ今日の目出たさ

弘道

○

弘道の九十年や菊の秋
礎として道は一すぢ天高し
○

○

俳

編集後記
菊花香る十一月六日東京神田の学士会飢
で本会創立九十周年記念式をあげます︒一

口に九十年と申しましても実に長い年月で
す︒三十年を一代とすれば三代を終って四
に会勢の消憂はありましても迎綿として九

代目となる訳であります︒時の推移ととも
十年の今日に及んだことは文化史上の蹄異
的の存在であります︒誠に喜びに堪えませ
ん︒それは道義による国家国民の平和幸掘
をという﹁宇宙真理﹂の大目桃に向って会
祖以来の先輩諸贋が一致協力しての苦心努
ねばなりません︒どうか当日はこの記念誌

力の賜でありましてここに深く思いを致さ
の会長さん達のおもかげを偲び︑会祖の真
情溢れる﹁太宰府の菅凧に詣でて﹂の歌を

皆様のご厚情に深く感謝致します︒

祝と思い出で豊富な特集号となりました

や地方の代表の方公からおよせ頂いた慶

会では創立九十年式典の当日︑御出恥の

十円︶の再刊をお知らせしましたが︑本

徳論﹂︵岩波文庫・青版三六八・定価五

◇なお前号で︑会祖西村先生の﹁日本道

おります︒わが国における学術的国民道

方友にお配りして︑記念といたす所存で

◇本号は十一︑十二月の合併号と致しま
した︒本年は丙午の年廻のためでもない

唾Ｔ

徳論の簸初の書物として︑その重要性は

でしょうが︑各自の適度のお楽みはとも

唖洞野生卸

かくとして︑レジャーブームの行き過ぎ

曲羽田曲げ〃金▼

御必読を是非お願い申しあげます︒︵編︶

展も

月日と共にいや期しております︒皆様の

工宅〃ｚｕ夕具い

渡辺正勇

東京都千代田区西神田二ノー

東京都千代田区神田神保町三ノ十

２Ｋ町ｆＺくいｆ易くＸｇ２Ｋ２ｆ爵Ｋ叫箇爵Ｋｙｆ︑準くｙｒ︑全Ｋ７ｆ︑空く耐ず︑＆

︑剛ｆ副く〃里

振替口座東京豊三番

電話剛○○○九番

銅躍姻日本弘道会

東京都千代田区西神田二ノー

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山治部左術門

編集兼
発行人

昭和四十一年十一月一日発行

昭和四十一年十月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円

や公害︑交通禍︑青少年非行の悪質化︑

◇思い出の昭和四十一年も残り少なくな

Ｔ噛幻ｒ込分ｒ噛幻ｖ︑幻ｒ迩々鷺唾今ｒ遇〃鷺這夕置ｕ〃■追夕侭地釘聾唖々関晒

知能犯等々か昨年より琳加していると言
われます︒これは目前の自己の享楽に理
性が暗んで︑身内に宿る他人を思いやる
日本国民として共存共栄という大眼目の

尊い心と自主自立という根性が見失われ
自覚が薄れているからてはないでしょう
か︒今更ながら会祖の当年のご奮闘が偲
誠を捧げてお国のお役に立ちたいものて

ばれてなりません︒私達は何とか応分の

◇本号は九十周年記念の特集号としまし

って参りました︒﹁流れて早き月日なり

す︒

た︒この道の権威であられる海後︑平塚両

にはますノく︑ご自愛の上よいお年をお迎

けり﹂の感を深く致します︒どうか各位

幸です︒

それ人︑の節でとも人︑にお祝い頂けたら

先生を初め諸先生のご研究で逝徳思想界の

えされますようお祈り申上ます︒

当年の先駆者であられた会祖の縦械無尽の
ご活躍の一端がうかがわれ︑又長老の会員

ｙ情・︲︲
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きな意味をもち︑またその理解のための基礎的条件とな
ると思われるようなテーマをえらんだ︒編集は日本歴史
学会／四六判上製函入／昭和狐年︑月現在既刊十四冊︒

日本歴史のすぐれた研究成果を︑広く読書界へ公開する画期的叢書／︐

日本歴

︒●二℃ｂ寺●一タ

本大系は︑予約者にのゑ頒布し︑分売はいたしません︒た
だし全船冊を時代別・専門別に九組に分割いたしました︒
このなかから自由に選択して一組単位にも申込みができ
ます︒毎月２冊ずつ配本中／全妬冊特価総計一巻会ご円

朝日賞受賞に輝く︑世紀の大出版︒体系的に網羅した国史研究の根本史料／

園

人物叢書蕊燕灘舗葬識

I

雲

ーｉＩＩｉＩＩｌＩｌＩ

ｒす

１Ｉ
１Ｉ
ノ

ユー｜フシア文化史選書織測蝋職聯燕雛繍職﹄

世界史の盲点と未開拓の分野を取り上げ︑ユーラシア文化史像を画く選害／︑八全鵡冊Ｖ

１１

郷土考古学叢書議識桝識難壌

各都道府県を単位とした重宝な考古学風土記︒絶賛の新企画／︑八各府県別Ｖ

書

出版総目録送呈

唐川弘文爾

増新
補訂

1
池

東京都文京区本郷7丁目2番8号／振替東京244番

h

