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先生に於ける近代性は︑実に道理の尊重︑即ち理性主義︑即ち合
理精神に在る︒﹁真理の外に天地間一も完全無欠のものはない﹂︑
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ない﹂と云う語を想起する︒古今東西に通ずる道理︑之を間違なく

国立回会図苫館所蔵

﹁真理には︑宗門も︑学派も︑国境もない﹂と先生は喝破された︒

掴むこと︑そこに人生の幸福が宿り︑社会の幸福に通じ︑それが西

西村茂樹先生稿本類書目⁝⁝朝倉治彦⁝田

村門下の生きる指針であると信ずる︒︵副会長︶
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創立九十周年記念式について
本会創立九十周年記念式は︑菊花薫る十一月六日︵日︶午前十時

四十分より︑神田錦町学士会館二階の広間で開催︒出席者八十七
名ｏ渡辺主事の司会で開式︑会長代理野口副会長の式辞︑物故会員
感謝のための黙祷︑有田文部大臣の祝辞︵代理︶︑祝電披露︑功労
者への感謝状贈呈︑受賞者を代表して宇野哲人願間よりの謝辞︑文
林中学校音楽部員による西村会祖作﹁太宰府の菅廟に詣でて﹂の演
奏︑大久保利謙︑石川謙両先生の記念講演を経て︑午後零時半より
記念祝宴に移り︑野口副会長の挨拶︑修養団主幹蓮沼門三氏の音頭
で乾杯ｏ祝宴半に会員当間ふじ子さんによる沖維舞踊の披露と解説
があり︑デザートに入って長老永井博士︑支会を代表して伊藤東部
支会長︑社会教化学院修了者を代表して一条評議員︑特別会員の後
藤三郎氏︑シャイブリー教授の﹁西村茂樹論﹂を紹介の片山氏らの
テーブルスピーチ︑蓮沼門三氏の即吟﹁西村先生に捧げる歌﹂︑弘
道誌の漢詩選者三好凌石氏の詩吟朗詠などがあって︑全員和楽のう
ちに午後二時すぎ閉宴した︒

創立九十周年記念式
司会者あいさつ
︵渡辺︶本日は万障おくり合せの上︑宇野文部大臣代理を初め多数

ませんが︑時間が経ちましたのでこれから始めたいと思います︒

ご参会下さいまして誠に有難うございます︒まだ少しお見えになり

私︑主事の渡辺でございます︒

どうもこういうことには馴れないのに司会をやらなきゃならない

のでございますが︑大役と思って心配しておるようなわけでござい

ここに掲げてありますように︑九十周年を迎えて︑この晴れの式

ます︒

本会は明治九年にできたのでありますが︑当時︑いろいろな会が

を挙げるということは非常に喜ばしいわけでございます︒

できておって︑今残っておるというのは非常に少ないと言われてお

ります︒また︑当時できました︑東京修身学社というのは︑私がお

話する迄もなく︑社会教化︑道徳教化の団体で︑当時の﹁文明開

ことでは国家の将来が心配だというので︑同志数人と会を作って国

化﹂の熱に浮かされている為政者をはじめ︑教育方針が︑こういう

民の一人一人を立派な道義の国民にする︒これが国家繁栄の基であ

こう考えられまして西村先生は︑一大決意を以って一一の運動を始

る︒

これするのは︑手前味噌のようになるのでありますけれども︑時が

められたわけであります︒私どもがまだ研究が足らないので︑かれ

経てば経つほど西村先生の偉業が認められて来たということです︒

その一つは︑千葉県で十二人の偉人を選定しまして︑県庁に額が

お墓が昭和九年に東京都の史跡となっておりますが︑一昨年改め

掲げてあります︒

て指定されまして︑会誌の写真の通り︑恩師の安井息軒先生と一緒

岩波文庫の﹁日本道徳論﹂第皿版が幸にも去る八月出版になりま

に︑東京都の史跡として標識が立てられているということです︒

したので記念に差し上げるということになったのですが︑鹿鳴館の
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＝

った十二月︑一シ橋の帝大の講義室というのですから︑恐らくこの

国家の興隆も国民の幸福も︑乃至は世界の和平も︑これなくしては

げて経済︑軍備に関心を深くする時︑別に﹁道義立国﹂を唱えて︑

西村茂樹先生であります︒爾来九十年︒国民は数多の事実の中に︑

所期し得ざる所以を力説し︑晩生を啓蒙運動に捧げられたのは我が

ああいう風潮ではとてもいけないというので︑明治十九年も押し迫
辺であったのじやないか︒今日ここを偶然に選んだのでありますけ

多くの試錬銀苦を喫し︑内外の事情も明達の先生を以ってしても︑

れども︑八十年前の大演説会場でたまたま記念式をあげるというこ
とは奇縁と申しましょうか︒先生にとってもわれわれにとっても嬉

って今日に至ったのてあります︒これ︑幾多の先輩の努力の賜であ

この間︑先生を失って既に六十年なるに︑本会は先生の遺業を守

恐らくは予期せられざりしほどの変化を来たしたと思います︒

りますが︑遡っては先生の思想の合理性に実証性と︑また先生の徳

後ほど片山さんからお話になると思うのですが︑アメリカのハー

しいことであります︒

の事績について五十︒ヘージにも亘って紹介しておるという︒

バード大学のシャイブリー教授が︑世界の学界に向って︑西村先生

風との魅力に成るものであります︒

及び民族共栄の新時代の建設に微力を尽したく期するものでありま

れわれは先生の遺訓を体して︑国家姉位の向上︑民族文化の充突︑

いまや︑戦後の混乱を経て︑民心も何物かを求めんとする時︑わ

プリンストン大学で出版されておりますから︑明治百年の功労者だ
学者によって広く世界に紹介されておるということは︑先生の業絞

というばかりでなく︑むしろ日本で知られておらないのに︑外国の
が︑いかに偉大なものであるかということを証肌することになるか

昭和四十一年十一月六日日本弘道会会長酒井忠正

日本弘道会創立九十周年記念式典に当り︑一言御祝いの言葉を申

文部大臣祝辞︵宇野俊郎社会教育官代読︶

を代読させていただきます︒

文部大臣が止むを得ない差支えのためお伺いできませんので祝辞

す︒

く︑来賓諸賢の御鞭捷と会員諸君の御奮励とを希う次第でありま

ここに九十年の歩みを追懐し将来に向って一段と努力を誓いた

えませんＯ

本日は︑多数来賓各位︑及び会員諸君を迎えてまことに感激に堪

す︒

西村先生をはじめ歴代の会長︑副会長︑会員の方灸のおかげで以

と思うのでございます︒

って︑今日の九十年を迎えたのてありまして︑それに感謝すると同
この会をめでたく終りたいとこう考えておるのでございます︒よろ

時に︑これからの行事を通じまして皆様の衷心からのお喜びと共に
しくどうぞお願い致します︒︵拍手︶

酒井会長ご病気のために︑私︵野口副会長︶代読致します︒

会長式辞︵野口副会長代読︶
本日︑日本弘道会創立九十周年の記念の式典を行いますことは︑
本会の喜びとするところであります︒

願みればいまを去る百年前︑わが国が封建体制を捨てて︑国を挙
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し述べます︒

日本弘道会は明治九年︑わが国近代の先覚西村茂樹先生によって
創立されたものであります︒時あたかも︑開国進取の気風が国内に
高まっていた折でありましたが︑一方では徒らに欧米心酔の弊に流
この間に在って先生は︑時弊を憂え︑弘道会を興して︑民族精神

れ︑わが国固有の伝統精神を軽んずる風も見られました︒

の作興と︑国民道徳の昂揚に力を尽されたのであります︒爾来︑日
より︑活発な事業活動を続けられると共に︑激しい時勢の変動を乗

本弘道会は︑西村先生の偉徳を慕い︑遺業を継ぐ方だの一致協力に
り切って今日に至ったのであります︒

本会が創立以来︑九十年に亘り︑国民精神の振興︑社会道徳の昂
揚等に寄与された業績は極めて著しいものがあります︒ここに関係

の親和を深め︑会祖の精神を体して︑独自の事業活動を展開され︑

てやみません︒

道徳文化の興隆と︑明るく健全な社会建設に寄与されるよう念願し

昭和四十一年十一月六日文部大臣有田喜一

︵野口副会長︶多年本会のために御尽力いただきました会員の方

に︑感謝状を贈呈したいと思います︒

会員功労者感謝状贈呈

宇野哲人殿
石橋香峰殿
繁田慶次殿

会のため功績多大なる方々に︑感謝の意を表することのできますこ

本日ここに︑日本弘道会創立九十周年記念式を挙ぐるに当り︑本

祝辞︵野口副会長代読︶

今日︑社会︑文化等各般の進歩発展に伴い︑国民の経済生活は急

者の方女に深い敬意を表する次第であります︒

速に向上しつつある反面︑社会の一部において道義の頬廃︑青少年

とは︑衷心喜びに堪えないところであります︒

を続けましたことも︑思えば︑これらの方々の賜とも称すべきであ

〃入よく道を弘む︒道人を弘むるに非ず″本会が創立九十年の歩み

でありまして︑正しく本会の柱石と称すべきでございます︒古言に

期して︑献身的にご努力なされましたことは︑実に稀にみるところ

このご三名の会員は︑数十年に亘り終始一貫︑本会趣旨の達成を

の非行化等が︑後を絶たないこどはまことに憂慮怪堪えません︒こ
の際学校教育と相侠って社会教育の充実向上を図り︑道徳教育の強

化と青少年の健全育成に努めることは極めて肝要なことと信じま
す︒

力をお願い致したいと存じます︒このたび︑本会創立九十周年の記

るにこの多大なるご功績に対して︑その酬ゆると︾﹂ろは甚だ軽少で

りまして︑まことに崇敬感謝の念を禁じ得ない次第であります︒然

本会におかれましても︑特に国民道義の向上に︑なお一層のご尽
念式典が盛大に挙行されるに当り︑ご参集の皆様方には︑過去の歴

も︑ますます世の模範として︑この道のため︑折角ご健闘あらんこ

ございますが︑何卒意中の存するところをお受けとられ︑今後と

史を省み︑先人の輝かしい業績を偲んで感慨一入お深いものがあろ
会員各位におかれましては︑どうか本日を契機として︑更に相互

うと存じます︒
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とをお祈りして︑祝辞と感謝の言葉と致します︒

昭和四十一年十月六日日本弘道会会長酒井忠正

功労者紹介︵渡辺主事︶

そればかりでなくて︑前に弘道会には青年部︑婦人部というのが

か︑無くなってしまったのですが︑石橋さんは東部支会の中に青年

あったのでございますけれども︑それも時勢と共に：⁝・と言います

部を作りまして︑ごｎ分で青年部長となってしかも毎年研修旅行を

集しまして︑近く婦人部の結成も進んでおるわけでございます︒そ

統けておられるのです︒石橋さんの近くで三十余人の婦人会員を募

本会顧問の宇野先生は明治四十三年に外国留学を卒えてご帰朝に

こう思いまして︑四十年余りでございましたけれども相談の結果こ

ういうような訳で本会にとりましては模範とすべき方ではないか︒

・宇野哲人先生

なりましてから︑本会の講師として松平副会長邸でのご講演を初め

ういうことにいたした次第でございます︒

に豊岡︑木更津等の各地にお出になられ︑会誌の執筆などで︑本会
のために五十六年に亘りましてご尽力をいただきました︒本年はご

Ｏ繁田慶次氏

田におりましたので︑よく存じておるのてありますが︑秋田では会

お店を開いておられ︑ずっと五十年余の会員でございます︒私も秋

の弟さんでございますが︑やはり秋田に繁田園というお茶の大きな

繁田さんは︑例の有名な豊岡支会長で亡くなられた繁田武平さん

らんの通り九十二歳でございます︒非常にご壮健でご指導頂けます
ことは何よりの仕合せと存じます︒

前の八十周年記念式には︑六十年以上の方でございましたけれど

L ロ ノ

○石橋香峰氏

も︑いろいろ調べまして〃五十年以上〃ということに致しました

を招ぶとか︑あるいは研究発表をするとかしております︒その場合

に会場を提供するとか︑その費用を負担されるとか︑講師の斡旋を

員はそう多くはないのでありますけれども︑毎月例会を開いて講師

されるとかそういうことについてずっとご努力を続けていただいた

が︑石橋さんは四十年とちょっとで︑特例という形でございます︒
す︒それをずっと維持していくというのは︑会長さんはじめ幹部の

石橋さんは千葉県の東部支会の理事で五百人の会員を擁しておりま
方のご努力もありますけれども︑その大半は石橋さんによって続け

方でございます︒

普及達成に尽力された功績はまことに顕著であります︒よって本会

本会会員としてここに五十有余年︑その間終始一貫︑本会趣旨の

感謝状︵野口副会長代読︶

第でございます︒︵拍手︶

お三人はそういうようなことで今回感謝状を差し上げたという次

ておられる︒こう言っていいだろうと思います︒

私も全国を歩いても千葉県に五百人の会員を擁しているところが
ありますので︑大いに気をよくしているのでございます︒その基を
作っておられるのが石橋さんでございます︒

何しろ五百人のところでありますから︑香取郡全郡から他郡に豆
って︑雑誌を配るとか︑会員を勧誘するとか︑会費を集めるとか︑
それを毎年滞りなく統けておられる︒

r貝、

創立九十周年記念式を挙ぐるに当り︑記念品を贈呈して感謝の意を

おしまいになる︒大分傷んでおりますから﹁ちょっと拝見﹂と見ま

ツト論語でございます︒それを開けてしばらくごらんになってまた

私︑前座をいたしまして︑老師のお話を伺いました︒弘道会のおか

か︒非常にお話のお上手な方で木更津の時にご一緒になりました︒

新井石禅老師は明治の宗教界における傑僧とでも申しましょう

もご一緒になりました︒

付で私は車を降りたのです︒弘道会のおかげで私は︑珍しいお方に

みて︑そうして腹を決めるんです︒﹂︲という話を伺いながら四谷見

傷んだから⁝︒私は何事か問題がある時には必ずこの論語をあけて

すとずいぶん傷んでおる︒﹁これは六冊か七冊目です︒後は大分

表します︒

昭和四十一年十一月六日日本弘道会会長酒井忠正
︵渡辺︶では受賞者を代表して宇野先生に︑思い出のお話も入れま
して謝辞をいただきたいと思います︒

謝辞︵代表宇野哲人先生︶
今日は思いがけもなく︑けつこうな記念品などを頂戴いたしまし
私が弘道会に関係いたしましたのは︑先ほどちょっとご紹介がご

て恐縮の至りと存じます︒

その他︑東京都内でも何回かあるいはまた地方では埼玉県下︑あ

げで偉い方たのお供をしたことは有難いことであったと思います︒

は弘道会の道徳運動というのがなかなか盛んでございました︒今日

と二三カ所︵名前は忘れましたが︶参ったことがございます︒当時

ましてほどなく︑弘道会の方で﹁何か話をしろ﹂ということで当時
ですが︶のお宅で︑ちょうどこのくらいのご人数のお集りのところ

四谷の鮫橋にございました松平直亮伯︵当時は会長でいらしたよう

は熱意を以ってやっておられたわけでございます︒

といえども︑決して衰えたわけではございませんが︑非常に弘道会

ざいました通りに︑明治四十三年春の四月にドイツから帰って参り

で︑私のかねての考えをお話を申し上げたことが皮切りでございま

西村先生の御業績は皆さんご承知の通りでございますが︑この記

して︑それからば︑その当時弘道会は方為の村方講演に講師の出張
を命ぜられますので︑私はさっきの繁田さんのおじいさまと思いま

いうのはどういう状態であったかといいますと︑例の治外法権の問

ちょうど西村先生が弘道会を御創立遊ばされた頃の日本の情勢と

念雑誌に私の思い出を書いておきましたから︑ごらん下さいませ︒

題がまだ解決しておりません︒あの法律を外国と平等の条約を結ぶ

その時にはちょうど渋沢栄一先生がおいでになっておって︑私は

すが︑その頃に繁田さんのお宅にも一度伺ったことがございます︒

渋沢先生のお話を伺いながら︑お帰りがけに﹁どうせ東京まで帰る

前座を勤めたわけでございます︒何をお話したかは忘れましたが︑

んの案も陽の目を見ません︒

井上馨公爵の条約改正問題の時に︑国許で済済餐の中学二年生で

ためには大隈さんが片足を失われたようなわけで︑その前の井上さ

ございましたが︑反対運動というので︑帽子の徽章を外して︑そう

まして︑四谷見付まで参りました︒渋沢さんが車にお乗りになりま
すと︑し﹃ばらく膜目しておられましたが︑やがてポケットの内から

なら一緒に乗りましょう﹂とおっしゃったので︑お車に陪乗いたし

何かお出しになる︒見ますと︑矢野恒太先生のお作りになったボケ
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してデモをやったことがあります︒何やらさっぱり判らずにデモに
その当時の日本の指導者の考え方は何とかして外国に追いつき追

出た経験がございます︒

い越す︒これが明治時代の国是であったと存じます︒無論当時は日
本国家という形が︑ようやくできかかった当時でございますから︑
ようやく各藩の廃藩置県が成ってほどなくの時でございますから︑

〃日本の公文書を英語にする川という論がございました︒これは無

大変な時代ではあったわけでございますが︑あの当時の言論界は︑

コをこしらえて︑日本人は背が低く色はまずいし︑腰は曲ってい

論反対でそうはなりませんでした︒それから最も極端なのはアィノ
る︒だから西洋人みたいな体格にするには二三回アイノコを作った
れと法律を全部外国の真似をしてこしらえました︒

らああいうふうになるだろうと︑まじめに論議されております︒そ
民法など︾↑は︑私どもが昔の考えで象ますと︑明治時代の民法と

いえども︑日本の昔ながらの醇風美俗を破壊した点か少なからずご
れでもまだ︑今日の情勢よりはよほど明治時代の民法の方がよろし

ざいます︒それで私も苦しんだこともあるくらいでございます︒そ

ゅうございます︒

な連中がいろいろ言いますものですから︑奮然として醇風美俗を維

持しなくちゃならんと言って主張されたのが西村先生です︒なだ

他にも数名の方がおありになりますけれども︑西村先生はちゃんと

綱領の乙号はまたその後にお出しになったのですが︑あの綱領を

整然たる綱領を発表されました︒

教育に関する勅語は廃止されましたが︑私はあの教育勅語は今日

拝見して︑今日といえどもあの通りぜひやっていただきたい︒

といえども少しも差支えないものである︒ぜひまたあれをやりたい

勅語の

という念願であります︒

シ博愛衆二及ホシ学ヲ修メ業ヲ習上以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就

爾臣民父母ニ孝二兄弟二友二夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持

シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常二国憲ヲ重シ国法二遵上

一日一緩急アレハ義男公二奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ

というのはいつの世如何なる時代でも実に結構な教訓であります︒

われますが︑現在の憲法でも天皇は日本国の象徴であるから︑皇運

というのが民主主義の今日ではちと工合が悪いとの説があるかと思

ところで西村先生のお定めになった弘道会の綱領は正しく教育勅

は即ち日本国と同義と思えば別にこだわるにも及びますまい︒

するように︑皆様の御尽力をお願いしたいと思うのでございます︒

語の羽翼ともいうべきものと思います︒どうか先生のご趣旨の徹底

そういうような法律をこしらえて︑さて立派にできましたという
んで︑やっと治外法権が撤廃されることになりましたが︑そういう

私は︑もうおいぼれでいくらも活躍する余地はございませんが︑

まだお見受けするところ︑皆様︑しやいます︒どうぞ︑しっかりお

つき昔の思出を申上げてお礼の言葉に代えます０︵拍手︶

やり願います︒今日の記念の日に私は記念品を頂戴いたしましたに

、 G ノ

、

ような時で︑もう無くなりましたが日比谷公園の前の三井の大建築
が︑あれは鹿鳴館の跡でございますね︒

鹿鳴館の当時の有様はご存じの方が多いと思いますが︑薩摩屋敷
あすこで仮装舞踏会をやるというようなことで︑非常なハイカラ

の黒門でございましたね︒そして中には華族会館があったのです︒

rワ、

､

創

立九十周年記念講演

大久保利謙先生は元名古屋大学教授として日本の教育史を担当され︑目下立教大学で日本の近代政治史を講じておられ︑

又国会図書館の憲政漬料室にも勤めておられて学界でのご活躍はご賢知のことと存じます︒つい最近︑西村先生と論陣をは
す︒
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られた明六社同人西周の﹁西周全集﹂三巻を出版︒明治教育史についてのご研究では﹁日本の大学﹂などの大著がございま

久保利謙

涯やお仕事︑その他彪大な著書もその一端を拝見いたして

て若干勉強いたしておりまして︑したがって西村先生の生

に︑明治初期の政治とか思想︒そういうような問題につい

けでございます︒私は先ほどご紹介をいただきましたよう

ましたので︑もはや私が︑これ以上追加する余地もないわ

つ︑ご自身の体験を交えて西村先生の精神をお説きになり

さらに先ほどは宇野哲人先生から︑大変心のこもり︑か

明治の近代文化建設と西村茂樹先生

私は︑ただいまご紹介いただきました大久保でございま
す︒この弘道会の九十周年の記念すべき席にまかり出まし
いただくことは︑まことに光栄に存じております︒

て︑創立者の西村茂樹先生につきまして︑一言述べさせて
西村先生につきましては︑すでに会員の皆様方は︑その
ご精神なりお仕事なりについては十分ご承知のことであり
ます︒

大

いう機会に一言先生の遺徳を偲ぶ言葉を述べさせていただ

研究をしたというほどの知識は持っておりませんが︑こう

おり︑平素敬慕いたしております︒まだ︑先生については

者は︑おしなべてその学風はあまり専門的な細かな点を研

肩をならべて︑明六社を創立されております︒当時の洋学

おります福沢諭吉・西周・津田真道というような洋学者と

頭を持っておられます︒西村先生もやはりこの種の百科全

究するというより非常に広汎でいわゆる百科全書のような

西村先生は申す迄もなく︑明治初期の思想家︑或るいは

くことは︑まことに仕合に存じます︒

これには少々理由があるのであります︒西村先生が活動

書的なタイプの学者でありますが︑ただ先生は学問だけで

をはじめられた明治の初期はさきほど宇野先生のお話にあ

学者として第一流と申しますか︑代表的な御方でございま

おありになる︒それは単にその思想とか学問の内容だけで

ったような︑転換時代で︑世相も︑人心も動揺きわまりな

ところに他の先生方とちごうところがあります︒

はなくて︑とくにその人柄に特色があります︒すなわち単

い時代でありました︒このような状態で︑日本の民族精神

なくて︑それを︑非常な熱情を以て実践運動へ推進された

なる書斎の学者でなくて実践家であります︒これは先生生

す︒明治初期にはそういったえらい諸先生が︑数多くおら

来のものでありましよう︒自分のお考えを身を以って世に

か︑あるいは実際の国民の中に浸透して︑そして日本の近

というものを︑どういうふうに実際の中で生かしていく

れたのでございますが︑西村先生はその中で非常な特色が

弘めるというようなことに力をいれたい憂国家︑或るいは

かということに一生を捧げられた︒そういう意味において

代国家︑近代文化の建設を︑どういうふうに推進していく

有志家型の思想家でありました︒そしてこれこそ西村先生
そういうことから︑この弘道会を興されて︑ほとんど後

の真面目でありましょう︒

なる︑そういうところから︑後半生をこの弘道会の事業に

つきを重んじられまして実践を離れては単なる空理空論に

ります︒西村先生のお考えは学問・思想とその実践と結び

から単なる書斎の学者でもないというわけでございます︒

投入されまして国民教化の運動に力をいれられました︒こ

私どもは先生の実践家的の面に非常な共鳴を覚えるのであ

しかも︑また学者としても︑非常に広汎でありまして︑

ういう点において︑学者として西村先生は︑非常に特異な

た︑そういう点でも非常に特色のある方であります︒です

先生の著書・論文は非常に多いのであります︒儒学・神道

存在であるというように感じております︒

半生を自分の信ずる道を世に弘めるためにお尽しになっ

にも精通しておられました︒明治初期の思想界を代表して

はもちろんのこと︑ひろく西洋の学問︑とくに哲学・文学
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の近代文化の建設に対して西村先生がそれにどういう寄与

りますが︑たまたま只今は︑明治百年を迎えようとすると

そこで︑私は何から申し上げていいか実は迷ったのであ

日本が各国と対等となるためにはどうしても不平等条約の

は︑まだ条約上は完全な独立国ではなかったのですから︑

独立するか否かの大問題であります︒明治初期頃の日本

条約改正の大問題があり主した︒これは国家として本当に

代化もやはりこの線によってすすめられたのであります︒

改正が必要で︑これが最大の課題となりまして︑日本の近

きでありますので︑明治文化といいますか︑或るいは日本

から︑いささか先生のご功績をしのびたいと思います︒

をされたかというような点の感想を述べまして︑その方面

家の体制をつくらなければならず︑それには従来の日本の

こうなりますと︑どうしても世界の大勢に従って新しい国

成︒これはいろいろな角度から見なければなりませんが︑

い︒しかも非常に急ぐ必要がありましたので結局西洋化と

伝統なり学問だけでは到底いろいろな点において及ばな

日本における近代文化の成立︑或るいは明治文化の形

の封建社会の文化を近代化したものでありますが︑この日

いうところに帰着したのであります︒

だいたいにおきまして︑日本の近代文化というのは︑従来
本文化の近代化の大きな特色は︑西洋的︑或るいはヨーロ

い思想や文化の建設は︑何より外国から学ぶということに

れが日本のいわば宿命でありました︒従って︑当時の新し

これは︑あの当時の日本の置かれた状態であり︑またそ

ですから︑極端に言いますと日本文化の近代化とは即ち

集中したのであります︒西村先生もお若い頃一応そういっ

ッパ的というようなところにあります︒

とが近代化であるというふうに当時の人は考えておったの

文化の西洋化︑⁝⁝言葉をかえまする文化を西洋化するこ

た線を進んでおられるのであります︒

若い頃の西村先生は︑洋学に多大の関心を持ち︑開国論

で︑またそういうふうにみても宜しいようなものでありま
した︒明治初年の東京などで華々しく展開しましたいわゆ

の一人でありました︒それではどうして西村先生がはやく

開国論を唱え︑洋学に関心を持たれたのか・これにはやはり

を主張しております︒先生は幕末明治初期の代表的洋学者

どうしても西村先生の伝記を調べなければなりません︒先

る文明開化の世相がそれであります︒これも急速に近代化
したが︑それがあまり行き過ぎるといろいろの弊害が出て

して世界の文明に追いつくためには︑必要なことでありま
まいったのでありまして︑その点を西村先生が非常に心配

生は佐倉藩にお生れになったのですが︑この佐倉藩はいう

までもなく︑譜代の大藩で代を老中を出す名家である︒こ

されたのであります︒

しかし︑先ほど宇野先生も申されましたように︑当時は
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とに領地は江戸にも近い佐倉で︑江戸との交流は密接であ
りますし︑ことに西村先生が︑ようやく一人立ちにおなり
になった時の藩主は堀田正陸でありました︒
この正睦はすでに天保年間に一度老中となりましたが︑

老中阿部正弘の推薦でこの頃老中に再任され︑外国掛専務
となりましたから︑今日の外務大臣であります︒ハリスと
の折衝をして︑通商条約の調印の当面の責任者となりまし
たＯこの堀田侯は仙界の大勢に通じた開国論者であり︑西
そうした開明的な藩でありました︒

洋文化の愛好者でありました︒ですから佐倉藩というのは

思想形成にやはり大きな影響があったかと存じます︒

明治初期の思想家なり学者をみますと︑ほとんどが薩長

人以外である︒私は︑ですから︑明治維新は政治的には薩

長の討幕派が勝ったのであるけれども︑新しい文化なり思

で︑文化においては幕府側が勝ったのだと︑よく冗談まじ

想の建設においては︑むしろ幕府の功績が大きかったの

りに申しますが︑西村先生は出身からいいますと幕府側の

人でありまして︑撰夷論にはかなり批判的である︒そうい

を唱えておられ︑洋学を学ばれる︒そういうことが先生の

う立場におかれ︑しかも早くから海外情勢に通じて開国論

西洋文化と早くから接触する清一を開き︑お若い頃から蘭

なって︑実際政治にも与っておられます︒そうしまして︑

政改革に従事し︑それから︑明治以後は佐倉藩の大参事と

それから︑先生は︑早くから佐倉藩の支藩の佐野藩の藩

伝記によってわかるのであります︒

学︑西洋砲術に関心を持たしめたのです︒そして当時とし

大体︑廃藩置県頃までは︑むしろ学者としてよりも︑藩吏

西村先生が︑佐倉藩邸にお生れになったということは︑

ては危険思想といわれるぐらいな開国論を早くから提唱さ

の天職があることを自覚しておられたのでありましょう︒

れは薩長政治家に伍して︑政柄をとるよりも︑ほかに自己

しかし︑先生は政治家としてお進みにならなかった︒こ

あったのではないかと思います︒

いうような︑そういう有志家型の思想家たらしめた土台で

者たらしめずに︑実際に︑国民なり国家をどうするか︑と

こういう経歴がやはり︑西村先生をして単なる書斎の学

として実際政治の方で奔走しておったのであります︒

れておりました︒

それから︑先生は薩長にお生れにならずに佐倉藩にお生
れになった︒明治維新はご承知のように︑薩長が大体中心
となって作り上げたのでありますから薩長に生れますと︑

やはり薩長︑薩長と一点張りになりますけれども︑西村先
生は幕府に近い大藩にお生れになった︒そして︑江戸にお
って世界情勢や国内の大勢をまく見ておられる︒ですから
れを見ておられたのであります︒こういう点が西村先生の

明治維新の成立に対しても︑一応客観的な立場で冷静にこ

八

１入

ベ

︑１ノ

／Ｉ︑

そういう点からも︑彼等とは一線を画しておったのではな

ありました薩摩藩の森有礼が帰朝して︑早々西村先生を訪

それによりますと︑明治六年に︑アメリカの代理公使で

料となっております︒

明治四年には︑廃藩となりますが︑その後は書斎に帰っ

ねて一つの提案をいたしました︒森は外交官でしたが︑文

いかと思います︒

て学問の方に専念するというふうな気持にもなっておられ

化問題︑教育問題に熱心でありました︒つらつら思うに日

ところで︑廃藩になりまして維新政府の建設が軌道に乗

う︑︑︿ラである︒しかし︑外国の学者はゑな集ってソサイエ

本の当時の学者は柔な孤立しておる︒学者思想家がみな︒︑く

たようであります︒

ると一旦地方に散っていた学者︑新しい思想家たちが桑な
東京に集まるというような状態で︑こんどは︑そういう人

って有意義な新文化の啓蒙運動を始めたい︒

ティというものを作っておる︒日本でもそういうものを作

生がいろいろな論文を書いておられます︒

が発足したのでございます︒そして〃明六雑誌〃に西村先

加藤弘之︑西周など第一流の立派な顔触れが揃って明六社

て︑全く西村先生の奔走によって︑福沢諭吉︑中村正直︑

ですが︑西村先生を訪ねて諮られ西村先生がすぐ賛成され

も通ぜず︑先輩の木戸孝允参議のはからいだろうと思うの

す︒森は長い間外国に行っておりましたから日本の事情に

いう人の紹介によってまず西村先生に相談されたわけで

そういうアイデアを森有礼が抱きまして︑横山孫一郎と

たちも︑とにかく薩長の専制政府ではあっても︑これを盛
り立てていくより他に︑日本国家を築く方法がないわけで
すから︑明治政府とは一線を画しながら側面からこれに協
力するというような体制ができたわけであります︒

このようにして︑西村先生はいよいよ思想的な活躍をお
始めになるのですが︑そのキッカケとなったのは言うまて
もなく︑明六社であります︒この明六社は明治初期の啓蒙
思想家の団体︑あるいは啓蒙運動のセンター︑その第一着
手というような有名なものでありまして︑ここに集まった
のは当時︑文字通り第一流の洋学者︑そういう人たちでご

宇野先生のお話にありましたように︑むしろ西洋かぶれが

ちょうどその頃は文明開化の時代でありまして︑先ほど

この明六社の起りにつきましては︑後に︑石川先生がお

ざいます︒

話になります西村先生の自叙伝の﹃往事録﹂という書物が

時期であります︒

問で︑新しい日本の文化を築こうというようなことがその

行き過ぎになりそうな時期で︑すべて西洋風の思想なり学

ありますが︑あの中に西村先生が︑想い出として書いてお
られる︒これが今日では︑明六社の創立に関する貴重な資
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これは︑中心の文部省が定めた方針でありまして︑そし

おはじめになるところのキッカケとなるものであります︒

事録﹄にも書いてございますが︑後の日本弘道会の運動を

というふうにお気づきになったのであります︒これが﹃往

そいう点において先生の考え方は福沢先生などとかなりニ

て明治五年には︑﹁学制﹂︑日本最初の大規模な全国の学校

したが︑この﹁学制﹂の趣旨を一般に徹底するために︑

体系を定めた学校法の﹁学制﹂というものを発布いたしま

ュアンスが違います︒

な危機の中から出発して西洋の事情や国際情勢にも通じて

明主義者であります︒お二人とも同じように幕末の国家的

は実学主義の開明派であり︑西村先生はいわば精神的の開

わけですが︑ともに︑やはり開明派であります︒福沢先生

そこで福沢・西村の両先生は非常に対照的なものになる

﹁学制の被仰出書﹂と呼んでいます太政官の布告︑つまり

政府が公然と出しました最初の文化宣言のようなものでご
ざいます︒

やはりああいう内容が非常に重要であったのでございまし

その趣旨はまことに立派なもので︑あの当時としては︑

ょう︒新時代の学問なり︑文化なりの基盤は何かと言う

つまり︑将来の問題に対して答が二つ出たので︑福沢流

めていっていいか︑という川越にとりくまれたわけです︒

の答と西村流の答が二つ出たわけであります︒どっちが当

おられて︑それを今後日本の進路にどういうふうにあては

必要に役立つ︑いわゆる功利的な合理主義の立場︑この功

を得ておったのかということになりますが︑福沢先生のお

と︑いわゆる西洋流の実学であって︑学問は従来のような

利主義の立場の学問が必要である︑という考え方でありま

儒教の教へであってはならない︒つまり人為の実際生活の

す︒これはまさしく福沢先生の﹁学問のすすめ﹂の学問論

るという︑いわゆる〃立身出世主義〃であります︒もっと

申しますと︑福沢流の考えも必要であるし︑西村流の考え

ことが非常に︑興味があると思うのであります︒客観的に

わたくしは︑そういう二つの答案があの時に出たという

考えも立派であるし︑西村先生のお考えも立派である︒

もこれは︑今日︑いうような立身出世主義とは︑かなりと

伝統をどういうふうに導くかという二つの答案が大体同じ

も必要であるが︑このような二つの答案が︑つまり日本の

すべての国民が学問をやって身を立て産を作るべきであ

であります︒

違った意味のものでありますが︑学問は身を立て財をつく

その二つの問題が出たという点に︑いろいろ研究すべき

時期に出ているということがまず興味があるのです︒

るためのものということを︑政府︵文部省︶が堂々と国民
に諭したわけであります︒

それを西村先生がごらんになって﹁これではいけない﹂
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道徳があるというところに着眼されたのであります︒

れも決して全然排撃はされないけれども︑その本にやはり

学的な面を強調されたのが福沢先生ですが︑西村先生もこ

の面が重要な問題であったのであります︒実際に役立つ実

ことがあろうかと思います︒当時の日本においてこの二つ

が︑西村先生は決してそういう保守派ではなくて︑日本の

守派ではない︒元田永学は儒教主義で純乎たる保守派です

ますと西村先生は決して古くさい修身道徳を説くような保

論でありますが︑これは著名な書物であります︒これを見

ところで︑西村先生が︑結論的に出されたのは日本道徳

を作ろうというお考えです︒これは先生多年の思索の総決

新しい日本の道徳︑つまり世界の中における日本の新道徳

道徳⁝と言っても︑従来の儒教そのままの復活ではない︒

という一社をおこし︑ついで我が身を修めることから︑す

算でありまして︑まず世界の道徳を世教︵現世道徳︶と世

そして明治九年に同憂の人士に呼びかけて東京修身学社

に道を弘めるところのこの弘道会へと発展せしめられたの

すんで積極的に道を識ずる日本講道会に改め︑さらに全国

して︑日本の近代文化建設に二つの見方が出てまいったわ

やりになる︒福沢・西村というお二人が出られて︑こう

を総合集成すべきであるとしておられます︒つまりこれら

て哲学・儒道の何れにも偏せず︑その他仏教・耶蘇教など

り﹂と︑日本の世教道徳の内容を論じ︑そうして結論とし

し︑結論として﹁世教を用ふるを以て適当すへきに似た

世教に拠るべきか︑世外教に拠るべきか﹂という問題を出

外教︵宗教︶に大別して︑それから﹁現今本邦の道徳学は

けとなります︒この二つの見方はいかにも相反するのです

福沢先生の方は慶応義塾をつくって教育の方で大いにお

であります︒

が︑これは最後の結論において決して互に矛盾するもので

の如何なる道徳とも矛盾しないような新しいものを作ろう

という︑なかなか慾ばつたお考えなのですが︑何でもひろ

を打って一丸として日本の道徳を新しく建設しよう︒世界

く採り入れようというような︑まことに至れり尽せりの道

はないと思います︒結論においては一致するわけですけれ
の情勢から非常に急がなければならなかった︒これを一日

ども︑とにかくさっき述べたように︑日本の近代化は四囲
も早くしなければ外国から干渉なり︑いろいろな圧力が加

的総合でなくこれらをコンデンスして新しい日本の国民道

というようなふうに考えておられるのは︑たんなる機械

このように︑何でも採り入れて︑幅広く総てを総合する︑

徳論でございます︒

て福沢先生はむしろ実利主義の道徳を説かれ︑西村先生は

には確乎とした国民道徳が必要でありまして︑これに対し

わる︒それを切り抜けて早く国家としての独立をするため

精神主義をお説きになったのであります︒
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徳を創造しようとする構想でありましてやこれは新日本の
形成期において︑やはり大切なことでありました︒それを
西村先生がおやりになったわけですが︑戦後の今日におい
てはこの西村先生の構想をどういう形で現代化するかとい
うところにむしろ問題があるわけです︒

今年は弘道会が九十周年を迎えたのであります︒これは

大変お日出たいことでありますが︑今日の弘道会の任務

未の小募は栄︑米の中間に一を加えて枝葉の生茂ることを一

現わしています︒方位では西南︑時では午後二時︑月では六

月となっています︒説文は未は味なり︒六月滋味なり︒：⁝．

木の枝葉を重ねるに象るとあります︒かく丁も未もどちらも

草木が繁茂する意味です︒従って天下の万物がそれぞれ所を

一年になります︒一代を一世三十年とすれば四代の初まりで

えて生を発展して強大となる運勢です︒本年本会は創立九十

が着女進行中です︒西村会祖は国民精神作興の大功労者の一随

す︒明治維新百年を記念する数灸の意義ある盛大な行事計画

一と申しても過言ではありません︒かかる好機に際会した私

は︑今日から凡そ九十年前に︑創設者西村先生が構想され
た雄大な国民道徳論をいかに現代の日本において展開せし

達は一致協力躍進に躍進を致したいものです︒

そういう意味で明治文化の建設の中で︑西村先生の果さ

沖縄の舞

四つ竹のリズムにのりてゆるやかに舞ふ

沖細のことぶきの舞

美しき花の冠ゆたかなるくちなし
色の舞ごろもにて

おほるかに悠揚として舞ひすすむ金解の
かげに白菊の花

孝也

めることにあるかと存じます︒

もあると存じますが︑今日は時間もありません︒後に石川

れた役割は非常に大きいのであります︒まだ論ずべき問題

で私はこれぐらいで失礼いたします︒

先生からなお有益なお話を承ることができると思いますの

ぴ

本年の干支
てい

本年の干支は丁︵ひのと︶未︵ひつじ︶です・丁の字は小
募では小︑人は草木の枝葉︑Ｉは茎や幹の形で草や木が繁茂
．をつ︑もん

する姿︒物事の盛んな事を意味しているのです︒説文には夏
を壮丁というのもこの意味です︒

時万物丁実といい︑万物皆強大と注しております︒青年男子
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創

立九十周年記念講演

石川謙先生は︑お茶の水大学名誉教授・日本大学教授として︑また教育振興・精神文化研究のため指導的な活躍をされて

おられ︑学界に大きな功績を残されておられます︒そのなかでも﹁石門心学史の研究﹂で学士院恩賜賞を︑﹁古往来﹂の研
られます０

ひかれて︑研究の手をのばした︒もちろん︑これらの問題

Ⅲ本数青史という分野の中でもとくに近世Ｉ徳川

て近代初期に及んだ場合のあったのは︑当然であるが︑何

と関連して︑さかのぼって上世・中世に手をのばし︑下っ

て︑その中でも︑寺小屋と寺小屋でつかった教科書︑︵往

から︑わたくしは著書・論文においても︑講演にしても︑

といっても焦点は徳川時代に限られていた︒そんなところ

徳川時代の教育以外には︑決して題目を選んだことがな

来もの︶︑心学など︑いわゆる庶民教育史に焦点をすえて︑

三十ヵ年ほどをかけた︒ところがこの二十年ほどは︑昌平
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究で学士院賞を受けられ近くに唯﹁近世教育に於ける近代化の傾図ｌ会津藩教育を例としてｌの大著を出され妥嬉

西村先生の往事録を読む

謙

坂学問所のような武士教育機関の構造とその進歩とに心を

川

時代の教育にだけ五十年の年月を費してしまった︒そうし

わたくしが手がけている研究の分野はいたってせまい︒

石

い︒このたび弘道会創立九十周年の祝典が行なわれるに当
って︑その記念講演会に出席して︑西村茂樹先生の偉大な
事業の一端に触れてお話しするにあたっても︑明治六年︑

いわゆる明六社結成の事業やそれ以後につづいて︑先生が
力をお入れになったお仕事について語る自信もなければ用
意もない︒幸に︑わたくしの尊敬する大久保利謙先生が明
六社の事業やその後における先生の活動についてご講演な
さるので︑それ以前の先生のご活動についてお話をいたす
次第である︒

を︑味って見ようと思う︒
一一

安政の開港条約は︑先生がその旧主︑佐倉藩主堀田正篤

の政策を助けるブレーンの一人として︑その衝にあたられ

た事件で︑二百五十年間にわたる鎖国政策を改めて︑国際

社会の荒海の中に仲間入りして︑そこにわが日本が立ち上

がろうとする姿勢をかまえた事件で︑国史上︑まれに見る

大事件であった︒しかもこの事件は︑ときの老中堀田正篤

生ご自身にとって︑全身の知識と勇気と誠心とを傾倒せら

られたのであって︑藩主のブレーンとして施策せられた先

が︑﹁外国事務専任﹂として全権と全責任を担って立ち上

いが︑たまたま弘道会でお開きになっている月例研究会へ

れた大事業であった︒安政二年十月に﹁外国事務専任﹂と

わたくしは︑西村先生についてとくに研究したことがな
出席させていただくのがご縁となって︑はじめに﹃↓泥憶

十月に米国の総領事︒ヘルリが江戸に来て︑開港を迫った︒

して老中の要職についた正篤であったが︑こえて同四年に

動きと︑それに対処してお歩きになった先生の歩みとに接

わが国の将来の発展と運命の開拓とを開国によって開拓し

録﹄︵日本弘道会発行︶を通読し︑つづいて﹃往事録﹄︵日

して︑かぎりない尊敬の念が湧いたところから︑その一端

ようとした正篤は︑安政四年三月に上京して朝廷の了解を

本弘道会発行︶を読ませていただく機会を得ました︒この

を申し述べさせていただくことにした︒﹃記憶録﹄や﹃往

とりつけようとして︑西村先生等を伴って京都に上った︒

一身にゆだねられた︒この時期のまっただなか︑安政三年

事録﹄に見える自序伝の中で︑とくに取り出して話題にす

︵この頃正篤は名を正睦と改めた︶︒ところが京都の公卿た

は︑首座老中の阿部正弘が亡くなって︑天下の大権が正篤

るのは︑安政年間の開港条約の締結と︑もう一つ︑明治四

ちは︑日本の実力も実情も知らず︑英・米・仏などによって

二つの︑自序伝を拝読して︑先生のご活動になった時勢の

て︑この二つの︑わが国の歴史の上で特筆すべき大事件の

年に行なわれた廃藩置県という大きな社会改革とであっ

とし︑われ一人強しと考えて︑開港を拒絶して︑孤立する

支配せられた世界の情勢にも無知であって︑われ一人尊し

進行中に︑先生の識見と実践力とがどのように働いたか
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して︑油をそそいで火を燃えあがらせたのが︑水戸藩の徳

ことができると信じきっていた︒この国際情勢の無知に対

れほど幕府の力が衰えて︑公卿達を囲む二︑三の藩や浪人

本の国論をまつ二つに分けて︑騒がしく論議されたが︑そ

ものらしい︒ここにおいて開港論と撰夷論との争いが︑日

を世継にしようとした一橋派の人賓を退けた政策から来た

どもの世論か拾頭した時勢の変化を物語る証拠であった︒

川斉昭や高知藩の山内容堂であって︑ひそかに上書して開
態度からきた結果であると主張して︑断然撰夷の国策をと

港の方向に傾いた幕府の態度を︑勇気のない︑ひきょうな

うず巻きの︑つぎからつぎへとまき起った混乱が︑とうて

い収拾することのできない状況にまで落ち入ってしまっ

安政の大獄︑井伊直弼の暗殺といったような︑動・反動の

た︒そうしたうずの中にあって︑元治元年には︑将軍家茂

るべきであると申し出た︒水戸や高知の実力で︑国際的情
知らなかった無謀な上書であったが︑そのほうが当時の公

勢に逆行することのできるものでない︑ということさえも
卿達を動かすのに都合がよかった︒それほど朝廷の側近者

て︑征夷大将軍の役目がら︑幕府に撰夷の実行を迫った︒

て︑横浜開港の取り消しと︑それからひき起るであろう欧

将軍はとうてい実行のできそうもない京都側の要求を入れ

の上京を機会として︑せっかく開港した横浜港を閉鎖し

できなかった︒正睦が失望して江戸へ帰ってきたときに

せっかくの努力も︑京都の世論を開港に導きよせることが
は︑井伊直弼が大老に新任せられて老中を指揮する権限を

とになった︒西村先生はこの国内の情勢を︑無知と無責任

米諸国との争いを︑武力に訴えて解決する勅命を奉じるこ

は︑わが国の実力にも国際情勢にも暗かったので︑正睦の

握っていた︒年が変っていよいよ︑安政の仮条約に調印し

葉を︑そのまま水戸藩の学者達が持ち出してきて︑いまの

うのは︑﹃春秋左氏伝﹄に見える遠い昔の中国で使った言

たものとして︑するどく批判している︒尊皇撰夷などとい

と︑そうしてきよう一日の安泰とを願うひきょうさから来

たのであったが︑その調印こそ正睦の責任において行なわ
れたのであった︒ところが︑調印した翌くる日には︑正睦
それの象でなく幕府の役人として最も有能であった川路左

は︑突然老中の席を追われて佐倉に塾居する身となった︒

術門尉にしても岩瀬肥後守にしても︑開港条約の締結に努

であるとし︑﹁真に愚のいたり﹂であるとした︒が︑幕府

も幕府で︑﹁征夷将軍﹂という役目が﹁全世界の強国を攻

時勢にあてはめた﹁時世を弁ぜず︑彼我を知らざる﹂主張

伐する﹂役目と考えて︑引き受けることのできぬものをひ

力した人々は︑いっさい︑役目から遠ざけられてしまっ
たからではなくて︑むしろ家茂を和歌山から迎えて将軍の

た︒このことは必ずしも直弼が開港反対の立場に立ってい
後継ぎにしようとした内政上の政策に反対して︑一橋慶喜
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都側も京都側なら︑幕府も幕府であると嘆いている︒一

き受けた︒古今の時世の変化をあまりにも知らなすぎる京
出ている︒

行かん﹂という先生の人生への歩承が︑くっきりと浮かび

に公言することができなかったものか︑﹁撰夷の勅命をう

信ずる開港政策こそ公明正大なものであると︑堂々と天下

うけたという意味で︑かるく満足を覚えて︑その任務に精

あったから︑活動する舞台は縮まったものの︑父祖の業を

った︒佐野藩は佐倉藩の支藩で︑僅か一万六千石の小藩で

西村先生は祖父や父の後をうけて︑佐野藩の付家老とな

体︑幕府はなぜこんな勅命をいただいたのか︑堂灸とわが

を受けて︑いたずらに一日の安きを願ったものか︑西にも

けて皇も国家のためにその可否を論ぜず﹂いたずらに勅命

併せて三百五十石をいただく身となった︒しかし籍を佐倉

進した︒ところが︑明治元年十一月になって︑本藩佐倉の

正睦の上書によると︑今日の国際的情勢からみて︑日本

藩に移したといっても︑佐野藩主堀田正頚の希望によっ

東にも正論を正諭として宣言するほどの勇気のなかったこ

ひとりが鎖国を唱え鎖国を実行しうる時勢ではない︒むし

て︑佐野藩の重要な政務にも参与することになったので︑胡

年寄役に抜擢せられて︑役高二百五十石を賜わり︑本俸と

ろ彼の要求を入れて開港にふゑきり︑彼の文明を取り入れ

った︒あくる明治二年六月になって︑藩籍奉還の大勢が出

結局︑佐倉・佐野の二つの藩の重職を引き受けたわけであ

とを悲しんでおられる︒

ながらわが国力を養って︑やがてこの世界的情勢の中で︑

なければならないことになるにちがいない︒この情勢を肱

︑Ｉノ

く

日本の立場を築き上げていかなければならない︑という主

て︑佐倉の領地も人民も︑ともに朝廷に召し上げられて︑

堀田正倫が佐倉藩知事に任命せられた︒この事件によっ

正倫は知事として政務を司るにすぎなくなった︒が︑この

来上って︑府・藩・県の三治一致の制度が出来上り︑藩主

的な当時のわが国の情勢からいうと︑この正睦の開港論は

そのまま維新以前において主張した形である︒しかし保守
京都に入れられなかっただけでなく︑有力な諸藩のうちに

方向に国の政策が向うとすれば︑やがて佐倉藩士と称する

意がみえる︒つまり明治維新以後における日本の歩みを︑

も反対があり︑また幕府官僚の中にも少なからぬ抵抗があ
う︒にもかかわらず︑こうした上書を京都へ上言した正睦

にえがいて︑藩知事の下で大参事となった西村先生は︑明

いわゆる家中の武士集団は︑禄をはなれて自活の途を講じ

の識見と︑正睦の上言を助けてこれを支持した西村先生の

治二年秋の霧雨のために利根川が氾濫して︑城下町の或る

って︑容易に実行することのできない情勢であったであろ

識見とは︑尊敬さるべきであって︑﹁千万人といへども我

れにしても︑これだけの土地を分け与えて︑大量な失業者

は︑わずかに一戸当り五反歩を与えたにすぎなかったＯそ

群に対して︑ともかくも生活の根底を与えたのは先生の識

れた︒ところで佐倉藩士千二百戸に対して︑七百町歩で

これに対処するために︑氾濫による損害を過去五ヶ年に亘

見と︑勇気とのいたすところで︑他の藩には見ることので

町内には︑濁流が軒下までひたすという悲惨な災害を蒙っ

って調査させた︒調査の結果︑印膳沼の氾濫による損害

きない大事業であった︒とはいうものの︑一戸当り五反歩

た︒そこで︑新しく出来た藩︵藩籍奉還後の佐倉藩︶は︑

もおよび︑更に︑佐倉藩以外の土地をも加えると︑年々三

が︑年々平均︑藩にとって四千石︑人民にとって六千石に

余の農地では︑一家を支持する収穫にはたらないので︑新

たので︑その新領地からも︑ちょうどこれに相当する五反

石を︑旧佐倉藩の領地に近接する場所におきかえてもらっ

領地︑それは明治二年になって東北地方にあった領地四万

万石におよぶことがはっきりした︒そこで︑新しく藩が繁
栄するためには︑印膳沼の水をひいて︑おだやかに海にぶ
ちびく堀割り︵運河︶を作り上げなければならない︑とい

れたが︑それは廃藩置県によって︑土地は藩知事の自由に

歩づつを追加して︑一戸一町歩づつに増加しようと試染ら

うので︑先生はこの堀割りの事業に要する費用を計算させ
た︒そこで新政府に願い出て︑藩札二十万円を発行する許

して分与せられた土地︵五反歩︶も︑まもなく売り払って

処分することができなくなって︑実現をみなかった︒こう

たところが︑およそ十八万六千円を要することがわかっ
可をとりつけようとしたが︑事のなる以前に明治四年の廃

にはたたなかったらしい︒中にはもらった土地を同協社と

しまった士族が多くて︑実際にかれらの生活を保障する役

藩置県が行なわれて︑この計画は坐折してしまった︒それ
にしても︑新しい社会的環境の下涯おいて︑藩領を含む広

ると考えられて︑とりあえず︑藩有地ならびに荒蕪地を調

とにあるが︑それにはかれらに農地を与えるのが近道であ

して︑藩士救済の事業は︑かれらに生活の安定を与えるこ

と予見した先生は︑藩士救済の事業に目をつけられた︒そ

かつたにちがいないけれども︑世の趨勢を早く見通して︑

によって︑実際に生産を確保し︑生活を安定しえた者は少

どの業をおこした一群もあった︒もちろん︑この分与事業

た︑分け与えられた土地を足場にして牧牛︑造靴︑織物な

茶を生産して外国に輸出するほどになった例もある︒ま

百五十町歩にあまる広大な土地をもち︑年殉三千貫余のお

いう名によって協同にとりあつかい︑明治末期になって︑

い地域の農地開発を考えられた雄大な識見が窺われる︒廃

べて︑七百町歩余を得たので︑これを藩士たちに分与し

藩置県の大号令がでる以前から︑当然出るにちがいない︑

た︒この計画の進行中に︑果して廃藩置県の大改革が行わ
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に︑先生の識見と︑士族たちへの思いやりの暖かさとがあ

政府の命令を待つことなしに士族授産の手をうったところ

一貫した原則があったのである︒

無意味な︑有害なものとせられた先生の行動と識見との︑

ら遊離した目の働き︑目を見はることのない︑足の動きを

記念式終了のあいさつ

1

えていられるのですが︑米国ではハー手ハート大学のシャイブリー教

いてありますように︑先生の道徳論の中心は﹁宇宙の真理﹂を︑つ

授がこれを認めて太鼓判を捺しているのです︒一覧にも会誌にも書

話がありましたように︑明治百年の功労者として︑立派な学徳を備

将来の地歩をつくり出そうとせられた考え方と︑農地分配

まり言い換えれば﹁人間の心の誠﹂を突現するのが西村先生のお考

やがて明治百年を迎えるのでございますが︑先生は百年後の期待

えてあります︒

ということを大きく考えられまして︑拡張時代・整理時代・大成時

けれども﹁百年後には︑必ず立派な人が出て来てこの弘道会のわれ

代と︑こう分けております︒その年限ははっきりさせておりません

のである︒何かひけ目を感じているようなふうにも感ぜられたので

るこの弘道会というものは︑いままでは︑とかく堅苦しい窮屈なも

こういうことを言っておられます︒今日︑世界的に紹介されてい

われの意志を継ぐだろうから︑私が死んでも悔ゆるところはない﹂

つも現実を踏まえて理想を追う身構えにあった︒足もとか

り︑目の向うところがつま先の向うところと一致しなけれ

者精神の表と裏との関係にあったとも考えられる︒つま

容易ならしめようとした現実本位の識見とは︑ともに開開

れのある新失業群をなくして︑新政府の新政策への前進を

位の考え方と︑明治の新制度に対して︑騒乱の元となる恐

開いてこの国を国際競争場裡にたたせようとされた国家本

した先生の人生観︑社会観があった︒つまり︑四方の窓を

によって失業群を救おうとせられた構案との間には︑一貫

せられた︑新時代進行に向っての︑消極的な樵想であっ

まして︑有雑き幸せと思っております︒石川︑大久保両先生からお

︵渡辺︶長時間に亘りました記念式も有意義の間に終ることができ

１１

らわれている︒

考えてみると︑安政の仮条約を結んで開港国へ向おうと
した進歩的な︑積極的な政策と︑明治四年の廃藩置県に当
面して︑まづ士族の生活を保障しようと努められた先生の
考案との間には︑大きな開きがあるようにも見える︒前者
は国際的な動きの中で︑日本が歩るくべき道を前向きに開
こうとされた積極的な政策であり︑後者は佐倉藩千二百戸

×

た︒しかし︑前にもふれたように︑開港によって日本国の

の新しい失業群に対して︑まづ生活の安定を確保しようと

×

ばならない︑という先生の一生を通じての生活態度は︑い
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×

ありますが今やわれわれは大手を振って︑世界のどこへ行っても
１

〃西村先
先生
生の
の門
門人
人で
であ
ある
る〃
川と
とい
いう
うこ
ことと
でで
歓歓
迎迎
↑される時代が来るので

象取りの上時間の許す限りご歓談の程お願い申上ます︒そして何か

これからささやかな祝宴ではございますが意のあるところをお汲

開宴

そればかりでなくて︑一九六○年にフランスのベルトワン文相が

とご指導頂ければ幸でございます︒野口副会長からご挨拶がござい

はないかと︑こういうふうに思っております︒

教育改革を実行しまして︑科学を重視し言語を尊重し児童の個性を

ます︒

野口明

覚者であるか︒われわれはどんなに勉強しても︑西村先生には及ば

先生にお願いしたのでございますが︑先生も八十五歳のご高齢でご

ます︒本会創立八十周年記念会には団長で八十四歳であられた二木

︵渡辺︶友交団体修養団主幹の蓮沼先生に乾杯の音頭をお願い致し

乾杯

た︒︵拍手︶

はゆっくりしていただければ有難い次第です︒有難うございまし

ますが︑余興やテーブルスピーチもあると思いますので︑御暇の方

の点は申訳ありませんが︑何卒不悪御許し下さい︒之から開宴致し

感謝に堪えません︒せっかく御招きしながら︑御席次等万事不行届

本日は日曜にも拘らず︑来賓並びに会員各位多数御集りいただき

開宴の挨拶

見定めるという︑立派な教育案が出て世界で注目しているそうであ
その改革意見と西村先生のお考えと全く同じであるということを

ります︒

平塚博士が証明されておられます︒こうなってくると︑単なる日本
ているものである︒こう考えてもいいじゃないかと思います︒

の学者でなくして︑世界の教育思想の上に︑永久不滅の輝きを持っ
それから︑石川先生から先ほど授産のことでお話がありましたけ
れども︑明治二十五年に信用組合を弘道会に設置して︑豊岡支会な
どは模範的な実績を挙げておるのであります︒

つまり︑日本の地方産業を振興するには︑信用組合をやらなきゃ
ならな
ない
いと
とい
いう
うの
ので
で︑
︑報
報徳徳
会会
︑︑ドイツの学者の意見を参考にしまし
て︑組合法を作っております︒

こういうのは︑一つの例でありますけれども︑いかに先生が各方

ないのですけれども︑これから大いに西村先生を勉強し︑皆様とと

覧の通りのご元気で国の内外に於て活躍され隆をたる発展を遂げて

L

面にわたって実際的な手腕を持っておられ︑後世にのこるべき大先

いと思います︒まことに有難うご︑さいました︒︵拍手︶

︵渡辺︶本日︑この会のために沖純舞踊をして下さる当間さんを御

おられます︒まことに意義深いご縁でございます︒

もに︑大いにこの濁っている世の中を浄化する運動に迩進いたした
五分ばかりお休象をいただいて次の部屋で祝宴に移りたいと思い
ます︒
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祝辞

ぼれます︒どうか対立闘争の暗黒世界を︑

られる御姿を拝する今日︑私も嬉し涙がこ

家族や友人から笑われて来ましたが︑今日

照合一体の楽園たらしめ下さるよう懇願し

私は幼少の折から判別力が無く︑いつも
では更にこれがこうじて︑孫の顔を忘れて
叱られたり︑ネクタイの結び方をまちがえ

天照大神の天壌無窮の神勅と神武天皇の

ます︒

と再三再四督促され︑其真情に感激して

に語られたことを書いて送って下さい﹂

日本に於ける最高の人格者であられる西

生を一筋道に歩象続けて六十年になります︒

のでありました︒愚か者の一つ覚えで︑只一

﹁修養団旗あげの歌﹂を朗話して発団した

太郎校長始め諸先生並びに全校生徒の前で

日に︵青山師範学校三年生の時︶︑滝沢菊

私は明治三十九年二月十一日紀元節の佳

す︒そして大和民族の使命たる一人も争う

宇の誓願を翼賛し奉り得ることを信じま

時︑必ず万国の敬愛と信用を得て︑八紘為

米諸民族に勝るよう︑青少年を咲け下さる

て︑親切の点に於て︑勤勉の点に於て︑欧

村大人の足あとを踏んで︑正直の点に於

範の光たらしめられるでしょう︒皆様は西

世一系の御皇室の如く︑弘道会を永遠に垂

世界一家の大詔とを奉戴される皆様は︑万

拙文を綴って差上げます︒

村茂樹先生は︑名利の欲念無く︑大臣の栄

者なく︑一人も怠る者なく総向上・総幸福

る﹂とたしなめられる実状であります︒

たりして︑息子から﹁小学校の児童にも劣

私は八十五歳の老骨でありますから席

職に勧められても断乎として拒否し︑一世

日本弘道会創立九十周年
祝賀大会に出席して

上で用意のないままに御指名を受けたの

紀に亘って献身敢闘されましたことは︑人

修養団創立者蓮沼門三

で︑申し上げたことを既に忘れて居りま

弘道会の渡辺正勇先生から﹁大会の折

す︒そこで申し上げないことを書いた

只今隣席の明治製糖︵株︶社長相馬敏夫様

う長弁をひかえます︒

箸をとってゆるゆる御馳走を風味されるよ

うに︑配膳も整ったようでありますから︑

いろはかるたに﹁花より団子﹂とあるよ

の喜びを恵まるる吉辰を待望します︒

り︑申し上げたことを書き落したりした

の中に生きて居られます︒

爵に超えた天爵を恵まれて永遠に万人の・魂

で︑縮まんとする心を伸ばしていただき︑

私のような愚か者も常に大人の光を仰い

かも知れませんが︑かすかな記憶をたど
って︑急いで書き綴った次第であります︒

私は渡辺先生から乾杯の音頭をとれと勧

倒れんとする肉体を蒲起させていただきま

五歳の同齢者に比べて若く見えるのは︑卵

められた時︑此席上に於ては自分が一番高

西村大人の遺志を継承されて永い間尽さ

つと思います︒

の殻と霊柑の皮を食べて居るのが素因の一

と話し合ったことでありますが︑私が八十

たが︑後刻承れば︑私の常に敬仰して居る

れた宇野先生を初め︑野口副会長︑渡辺先

した︒謹んで御礼を申し上げます︒

九十二歳の宇野哲人先生が私のすぐ前に居

生並びに幹部各位が︑念々相続刻々精進せ

齢であると思って立ち上ったのでありまし

られたことがわかりました︒
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十七歳を初め奉り︑天寿を全うされたの
西村茂樹大人の英霊に捧げて

て一言つけ加えました︒︵拍手︶

を負うて居られるのですから︑御参考とし

寿以て日本の大道を世界に弘むべき大使命・

徳と為すべからず︒或は公私相戻って相害

智の働あらざれぱ私徳私智を拡げて公智公

智或は聡明の大智と云うも可なり︒聡明叡

に私智或は工夫の小智と云うも可なり︒公

神武天皇が百二十七︑歳景行天皇が百三
は︑生命のある食物即ち自然食を摂取され

することあるべし︒徳は智に依り智は徳に

からざるなり︒有徳の善人必ずしも善を為

両つながら術わらざれば世の文明は期すべ

依り無智の徳義は無徳に均しきなり︑智徳

とはに生くらむ世を照らしつつ

さず︑無徳の悪人必ずしも悪を為さず︒往

よ︒此善人して此大悪事を行うは何ぞや︑

時ヨーロッ・︿の﹁・へルセキゥション﹂を見

病気は平癒すると教えられて︑私も実行し

水三倍加えて一日一回飲めば︑たいていの

本道徳の標準全く亡失したりと嘆じて将来

て公智公徳の必要なる所以を論じ︑或は日

明治初期の先覚者は或は智徳の弁を説い

云うべし︑云灸と説いている︒まことに思

ことなし︑世のために堀も恐るべき妖怪と

あらしめなぱ︑何等の大悪事をも為さざる

きなり︑愚人に権力を附して之を信ずる所

特別会員永井亨

私の道徳観

○さきがけて道のいぐさに九十年

正しき道を弘むるき承は

○あまかけり国かけりつつ日の本の

たからと承って居ります︒其時節に成熟す
る物︑住む土地にある物を食べて居れば無
病︑無争︑無貧の三無の楽園が開けると思
卵一個を食用酢一合に入れ︑三十五時間

います︒

から四十時間放置すれば卵の殻のカルシ﹃−

１ムが悉くとけます︒とけずに残った部分
を取除き︑とけたカルシューム液と︑とけ

て居ります︒みかんの皮も一口中に一個食

慮分別即ち社会良識を欠いた徳義は無道徳

私徳の足らざるに非ず︑聡明の智恵に乏し

べます︒ビタミンＣが一番多く含んでいる

た︒左にその要旨を紹述して見よう︒

日本が無道徳国に堕せんことを憂えてい

ずに残った卵汁をかきまぜて︑小盃一杯に

ので︑高価な滋養薬を用いる以上に︑安価

道徳論﹂︶の説いた道徳論によれば︑道徳

の働を私智と名ずけ︑人事の軽重大小を分

教等︶を以て道徳を維持せざるものなきに

学︑儒教等︶或は世外教︵キリスト教︑仏

次に西村茂樹︵明治十九年講述︵﹁日本
略﹂︶の説いた智徳の弁によれば︑心の内

の一事至りては我邦は一種特別の国とな

に均しいと云わざるを得ないであろう︒

日本一の栄養学の権威と言われる川島四

に属するものを私徳と云い︑外物に接して

り︑世界何れの国においても或は世教︵哲

先ず福沢諭吉︵明治八年著﹁文明諭之概

郎博士が修養団の一室を事務所として︑全

を公徳と云う︒物の理を究めて之に応ずる

人間の交際上︵社会上の意︶に見わるる側

でききめがある様です︒

で︑私はいつも食養生を学んでいます︒先

国に亘って栄養の妙道を教えて居られるの

で︑未だ病気されたことがないそうです︒

我国独り道徳の標準となるものを亡失した

生は七十三歳なるも五十代に見える若さ

と場所とを察するの例を公智と名ずく︒故

別し軽小を後にして重大を先にしその時節
九十周年の祝賀会に御参集の皆様は︑長

の竺

岸屍Ｊ

︑１ノ

〆Ｉ︑

れぱなり︒此侭にて打棄て置くときはなお

想が公卿藩閥の手によって王政復古の思想

った︒いいかえれば既匡本国において疑惑

明と︑自国において虚飾化されていた封建

の目を以て迎えられていた資本主義物質文

されば明治時代に渡来した外国人も日本

にすりかえられたのとよく似ている︒

るようになった︒況んや日清︑日露︑第一

主義精神文化とを調和すれば足れりと考え

日本国の道徳の標準定まらずして此後何十

んよりは寧ろ無道徳であると戒告し︑或は

人を評して或は彼等の多くは不道徳といわ

年連続するやも計り難し︒二十年の後を想
像すれば実に憂慮に堪えざるものあり云々

並列されるや人心極度に弛緩し︑第二次大

次世界大戦に連勝して一等国乃至五大国に

と嘆じている︒まことに我国は今や世界に

日本人の道徳の標準にはいかにしても解し

戦庭惨敗するや意気極端に阻喪し︑道義的

比類なき無道徳国に堕し去らんとしている

れは何故であろうか︒

がたいものがあると警告している︒一体そ

然らば西村茂樹は何れ庭道徳の標準を求

のではないかと虞れるものである︒

うもの是なり云々と︒此の如きは既に明治

所の誠庭して中庸に﹁誠者天之道也﹂とい

日く天下の真理是なり︑真理は儒道に言う

れるが︑さて外部の行動に現われる公徳又

もののあわれを解する伝統によっても知ら

民族に勝るとも劣るものでないことは古来

的感情︑情緒︑情操廷おいては他の何れの

社会福祉には及んでいない︒例えば社会の

く︑社会保障乃至社会保険に限られて一般

見れば︑必ずしも福祉社会の建設ではな

家建設の運動である︒しかるにその内容を

した一つの運動がある︒それは即ち福祉国

とはいえ終戦後復興の気運に乗じて登場

新日本の建設など全く忘却されるに至った︒

五年﹁三条ノ教則﹂にいわゆる﹁天理人

は社会道徳については甚だしく後れ︑事物

基礎単位である家庭の福祉︑社会の活動単

われわれ日本民族は心の内に属する道徳

道﹂の思想に肝胎し︑当時の識者の間に共

の是非曲直へ或は理否善悪を判断すべき標

位である職場の福祉︑一般公衆の福祉には

め︑基礎を置かんとしているかと云えば︑

通した思想であったから︑井上毅︑元田永

る道徳の標準を欠き︑社会規範としての道

準を欠き︑一言以てすれば社会生活を律す

二施シテ惇ラス﹂という天下の真理︵恭

き事実であろう︒畢寛これ明治維新以来西

徳そのものを欠如していることは争いがた

祉の根底Ｅ横たわる社会道徳については何

及んでいない︒そればかりでなく︑社会福

︑︑︑︑︑℃

も之を踏襲して﹁古今二通シテ謬ラス中外

手の起草にかかる明治二十三年の教育勅語

倹︑博愛を以てする公衆道徳︑智徳並進に

は一切顧みられていない︒かくては福祉国

徳︑公衆福祉を裏ずける公衆道徳について

る家庭道徳︑職場福祉を裏ずける職場道
ったと同時に︑東方君子国と呼ばれた長夢

等触れていない︒例えば家庭福祉を裏ずけ

から醒めやらずして東洋の精神文化に配す

あろう︒

家建設の運動も遂にその実を失うに至るで

め︑精神文化は木国に置き忘れて顧皐なか

るに西洋の物質文明を以てすれば新日本の

洋の物質文明を受け入れてその模倣に努

本の封建道徳の復活なりとしたのである︒

藩閥︑軍閥︑官僚︶は之を曲解して忠孝一

建設は完成するかの如く錯覚するようにな

依る公益思想︑遵法精神等らに道徳の基

それは恰かも将軍慶喜の大政奉還上奏文か

礎を築かんとしたのに︑文教当局者︵実は

ら五箇条御誓文へと貫かれた明治維新の思
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ず︑一家を挙げて責任を分ち協力し合い︑

めに貯蓄を行い得ても︑それだけでは足ら

て節約を計り︑老後子孫のため又他人のた

かに勤勉努力して労働に従い︑分度を守っ

節倹︑推譲︶の処世訓を造しているが︑い

嘗て二宮尊徳は﹁勤︑倹︑譲﹂︵勤労︑

会福祉でなく︑社会福祉を裏ずけるものは

しも福祉社会でなく︑社会保障必ずしも社

去らんとする虞れあること日福祉国家必ず

やわが国は世界に比類なき無道徳国に堕し

徳とはおのずから別筒の問題であって︑今

に伴われた徳義であること口不道徳と無道

であり︑一言にしていえば思慮分別の良識

し︑夫々一世紀に近い歩翠を致してきまし

が︑本会が今九十周年の祝賀会を催すに際

会の明治十六年より︑十年遅れて居ります

す︒丁度支会の創立は明治二十六年で︑本

私は千葉県東郡支会長を致して居りま

祝辞

家庭の和合一致を計らなければ遂にその目

社会道徳であって二者表裏を成して不可分

先生は︑御承知の通り佐倉藩士でありま

た︒誠に感慨の深い次第であります︒西村

東部支会長伊藤武

的を達成することが出来ないであろう︒今

であることが明かにされたであろう︒

然らば何故に社会道徳又は公徳がわが国

日の急務は旧家族制度に代わる新家庭制皮
を打ち立て家庭秩序の再建に心を致すべき

養を怠ったことにあろうと考える︒この点

ました︒教育に熱心で︑藩の子弟に洋学︑

きな玄関をもった家が最近まで残っており

に名君であり︑私の近くに当時の燕の領地

については古来シナ民族が社会あるを知っ

明に︑対処するような気風を養いました︒

軍学︑蘭学等を夫々修養させ︑当時の新文

す︒この佐倉藩の当時の藩主正睦公は︑誠

し合い︑職場秩序の再建に意を用いなけれ

て国家あるを知らなかったのに鑑み︑今や

それで明治となり︑各方面に活動する名士

に発達しなかったといえば︑明治︑大正︑

ば遂に産業企業の繁栄は期し得られないで

中共政府がひたすら国家観念の潤養に全力

が夫々出たものですが︑たとえば現在でも

であろう︒此の如きは職場についてもその

あろう︒社会公衆の広場について見ても同

を尽しているのと正反対であろう︒今やわ

順天堂大学による佐藤家の如き︑医学の発

があ一りましたが︑藩主が領内をそれぞれ巡

じ理であり︑道路︑乗物︑集会その他何れ

が国は社会意識の酒養︑社会道徳の普及︑

昭和の三代を通じてわが国民は国家あるを

の場においても共通の利益︑共同の目的を

社会福祉の発展に全力を注ぐべきであろう

理を異にするものでなく︑いかに利潤を商

意識してその下に責任協力の体制を整えれ

おいて儒学は勿論︑蘭英学等汎く修業した

展もあります︒西村先生もまた︑佐倉藩に

視し︑名主は藩主をお迎えするために︑大

ばおのずから︑社会秩序の再建︑社会生活

と思う︒社会意識は社会道徳の前提であ

︵旧大学令第一条︶に努めて社会意識の酒

の幸福をもたらすであろう︒かく説き去り

り︑社会道徳は社会福祉の基盤であり︑三

ては︑全く先生の努力によるものでありま

ものであります︒その後︑会の経営につい

知って社会あるを知らず︑国家観念の潤養

論じ来れば日道徳は社会生活を律する規準

既に説明した如くである︒︵拍手︶

者は表一異一体を成して結ばれていることは

の利益︑共同の目的の下に責任を分ち協力

であり︑標準であり︑是非曲直を判断すべ

め賃金を昂め得ても労資何れの階級も共通

き規準であり︑理否善悪を識別すべき標準
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えて︑先生の根底を養った修養及行動の事

られるのですが︑佐倉藩の時代の先生を考

ているのは︑私の支会の経営を通じて感じ

取の気分の無い︑かた苦しい感じを持たれ

印象として︑何か回顧趣味に堕し︑積極進

な影響があったものと思います︒弘道会の

すが︑佐倉藩の当時の学問︑教育に︑大き

した︑恩師の宇野哲人︑永井亨両先生を拝

名であります︒本日この式典に出席されま

学友の消息が判明している者︑僅かに十四

の学院の修了生も︑今や既に老遠の人で︑

御存知の方は︑極めて少いと存じます︒こ

の関係者の中でも︑社会教化学院のことを

百五十余名でありましたが︑現在の弘道会

であります︒

その箸﹃教育勅語讃仰﹄が︑公刊さるる由

る︑漢学の至宗ともいうべき碩学で︑近く

思っておられましたが︑同氏は本邦に於け

今日の式典に参列出来ないことを︑残念に

りに会談したのでありますが︑所要の為︑

正章氏は︑二三日前に上京され︑二十年ぶ

って︑社会教化︑社会福祉事業等に献身奉

如斯社会教化学院の出身者は︑各地にあ

又今日の式典に︑私共校友三名が出席さ

えませんが︑これはまことに社会教化学院

仕いたしておりますことは︑真に慶賀に堪

姿し得て︑誠に感慨無量で御座います︒

せて頂きましたが︑田村済氏は︑あけぼの

を︑この際お考えを願いたい︒鼓に九十周
年のお祝いに当り︑佐倉藩のことを申上げ

機械工業会社の社長の重責にあって︑民生
委員並に保護司として︑地方公共の為に奉

て︑各位の御批判と御意見を承りたいと存
謹んで︑お祝い申上げます︒︵拍手︶

仕されており︑又塩脇菊松氏は︑永く小学

今日︑日本弘道会創立九十年の式典に際

蕪陶の賜でございます︒

じます︒

社会教化学院の思い出

﹁人づくり﹂の為に︑更腫一層の御活躍と

し︑この日を契機として︑日本弘道会が︑

態度の変遷﹂○言邑唱辰﹈芦冒邑の唾のＰ昌冒．

大学出版部から﹁日本人の近代化に対する

一九六五年すなわち昨年︑プリン↓︿トン

特別会員片山清一

ｌその進歩的な考え方を中心にｌ

田心相心

一外人の見た西村先生の

御発展を祈るものであります︒︵拍手︶

校長を歴任し︑今は日本医師会共済組合事

せられた︑小栗賢護氏は︑名古屋市に於

務局長をしておられます︒又只今祝電を寄

社会教化学院の学友を代表して︑ひとこ

て︑釈放者保護事業︑自啓会を経営︒土屋

評議員一条秀美
と感想を述べさせて頂きます︒教化学院は

に於て猪鼻寅雄︑加藤等︑三浦かつ桑氏

政一氏は︑京都に在って︑部落解放運動に

松平直亮伯は︑会祖西村先生が︑明治九年

等︑それぞれ社会福祉及び非行婦人の矯正

終始一貫献身されております︒この外東京

東京修身学社を創設された時と︑同じよう

指導等に尽捧されており︑山形県には︑最

れましたが︑当時の会長徳川達孝伯︑並に

なお考えで︑社会教化学院を創立されたの

の為に奉仕されておられます︒

林寺秀忍氏︑広島県には平山真静氏が郷士

大正十二年に創設され︑昭和五年に閉鎖さ

ではないかと推察するのであります︒学院

又伊勢市の皇学館大学教授である︒津下

は僅か八年の存社でありましたし︑この八
年の間に︑学院を出た修了生も︑亦僅かに
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文が加わったものであります︒鹸近︑日本

が︑それに丸川真男︑加藤周一の二氏の論

の人たちによって書かれたものであります

主として英米人の学者で︑だいたい中年層

判五四六頁の本が出されました︒これは︑

段切目ｃ罵空己冨︒︹一国三Ｎ畠○コというＢ６

いない論文にも目を通しておられるようで

しい次第でありますが︑私など全く見ても

語に堪能な方だと思います︒まことに恥か

ひろく読んでおられるようで︑よほど日本

すべて︑さらに西村先生に関する研究書を

措一会で出された西村先生の著書はほとんど

じません︒しかし驚いたことには︑日本弘

ことはわかっていますが︑詳しいことは存

一西村先生は儒学者であり︑儒教をもっ

介申し上げます︒

指摘しています︒そのいくつかの点を御紹

の進歩的な面を見逃してはならないことを

保守的な面のみを強調する結果︑西村先生

るが如きは︑その典型的な表現であるとし

の評論雑誌にもよく顔を出している英人の
あります︒

て︑私たち日本人も教えられる所のものが

本の近代化についての深い研究でありまし

筆されています︒これらは︑いずれも︑日

それにハーバート・パッシンさんなどが執

ますが︑今日は簡単に読みました印象につ

道﹂に書かせていただくつもりにしており

しました︒詳しいことは︑いずれ会誌﹁弘

すぐれた西村先生研究書であると感心いた

この論文を一読いたしまして︑まことに

る孝悌のみをもってしては︑新しい近代国

ておられます︒とくに儒教道徳の中心であ

はいくつかの欠点をもっていることをあげ

摘されておりますように︑近代道徳として

たわけでなく︑﹁日本道徳論﹂において指

れましたが︑儒教道徳のすべてを肯定され

て摘一徳教育の根幹とすべきであると主張さ

しかしシヤイブリー教授は︑このような

ています︒

ンセンさん︑ロバート．Ｎ・ベラーさん︑

Ｒ・Ｐ・ドーアさん︑米人のＭ・Ｂ・ジヤ

多大なものがあります︒

通常︑今までの明治思想史の上では︑西

家たり得ないことに気づかれていました︒

わたしは︑一か月程前にこの本を手に入

いて御披露申し上げたいと存じます︒

道徳としては不充分であって︑それに加う

孝悌とは家族道徳であって︑大きい国家の

れまして︑目次を通覧いたしましたとこ

り扱われています︒シャイブリー教授もそ

ことを申されています︒これは一つの大き

るに正義とか︑忠誠とか言った徳の必要な

村先生は︑保守主義に立つ思想家として取

の点を素直に肯定しています︒たとえば

と題するドナルド．．Ｈ・シャイブリーさん

﹁日本人の武勇の精神を培うのに役立って

ろ︑はからずも︑その中に﹁西村茂樹論﹂

の論文を見つけました︒同書の一九三頁よ

きたものは︑封建制度と切腹と仇討と帯刀

い着眼点と思われます︒

であります︒これには副題がつけられてい

り二四一頁まで四十九頁にわたるの大論文

とに大きい関心をもたれ︑そのためには文

明開化を幾分犠牲にされてもよいとさえお

二次に︑西村先生は︑富国強兵というこ

考えになったようであります︒さきほどあ

とであった︒だが今日ではこれらのものは
ことである︒中にも明治九年の廃刀令は︑

て．冊学者のみた近代化についての考え

政治上の一大失策であった︒﹂と述べてい

みんななくなった︒これは最も慨嘆すべき
シヤイブリーさんは︑現在アメリカのハ

方﹂とされています︒

ーバード大学の先生をされている方である
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く︑他国と平和と親善を保持するためのも

を乱したりするためにあるべきものではな

た︒軍備は他国を侵略したり︑他国の平和

に設けらるべきであると信じておられまし

西村先生でありますが︑軍備は自衛のため

れほど強兵策ということに熱意をもたれた

ることを憂えられたのでありましよう︒そ

本人が文明開化のため尚武の精神を喪失す

げました封建制度の温存ということも︾日

四第四に西村先生の社会政策上の考え方

とを感ぜずにはおられません︒

桑まして︑西村先生の眼光の鋭どかつたこ

の点は︑今日の日本の進歩に思いを致して

沢諭吉と考え方を等しくしていました︒こ

信じておられました︒その点については福

ある程度犠牲にしても致し方がないとさえ

ました︒したがってそのためには︑農業を

道は︑日本の工業化にあると信じておられ

に達するために︑日本のとるべき唯一つの

人口︑この中で西洋なみの経済的なレベル

われるべきものだと信じられていたことで

ことではなく︑過去との連続の上におこな

生は︑進歩ということは︑過去と断絶する

のてあります︒一口に申しますと︑西村先

﹁進歩﹂についての思想を形造っていたも

す︒そして︑そうした経歴は︑西村先生の

をしたのは当然のことであったとしていま

藩政治家だった人として︑そうした考え方

おいて藩政をあづかり︑堀田正陸に仕えた

否定しておりません︒しかしすでに幕末に

の全体的な思想は︑保守的であったことは

シャイブリー教授は︑西村先生の思想が

のであるべきだと考えておられました︒

あります︒明治維新直後の日本は︑今次大
西村先生は︑政府の富商保護政策に大き

る連りを捨て去って︑全く白紙で出発す

戦後の日本と同じように︑過去とのあらゆ

であります︒

な不満を感じておられました︒明治二十七

てした︒そうした中で︑西村先生は︑若い

る︑百事一新の思想の象なぎっていた時代

超国家主義や侵略主義と誤用されたことを

をとることによって︑貧富の差がいよいよ

年に書いたものによると︑このような政紫

す︒西村先生御存命中の明治前期はまだ日

三第三に︑西村先生の富国策でありま

になったものと申さねばなりません︒

まことに進歩的な考えだと思われます︒

ておられます︒明治二十七年ごろとしては

にして適切な処置をとるべきであると申し

や共産主義の運動が起るのではないか︑今

大きくなって︑そのためにやがて社会主義

意味でへ明治以前と以後とを結ぶ大きい役

知っていた知識人でありました︒そういう

村先生は︑日本の過去のよいものをもよく

方ないものを感じたに違いありません︒西

指導者のやる新しがり政策をみて憤悶やる

きっと慨かれたことであろうと申しておら
れます︒今日の日本の軍備のことを考える

指摘されて︑もしも西村先生御存命ならば

ならば︑先生はまことに先見の明がおあり

本は農業国であって︑富国の法といっても

を取りあげて︑シャイブリー教授の研究を

以上︑西村先生の進歩的な思想の面だけ

のあり方︑考え方にも︑多くの教えるもの

てまたそのことは︑現代日本のわたしたち

割を果した人と言わねばなりません︒そし

農業を盛んにすることより他に︑考えよう
﹁農は国の本である﹂という農本主義の思

がなかった当時であります︒したがって
想が支配的な時代でした︒しかし西村先生

御紹介いたしましたが︑同教授も西村先生

があると信じます︒︵拍手︶

は︑この狭い日本︑しかも増加しつづける
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1

づかさ

魚千葉県坂本弘軒

埼玉県鷲宮葛人

同菅谷義太郎

︑小春日のお昼は近く隣家に浅黄の煙厨よりたつ
○わが祖先桓武平氏の千葉家より出でしと祖父に聞きに
けるかも
○魚の歌千首詠まむと思ひしに五百首余りに止りにけり

＠初漁を神の御前に捧ぐれぱ頭もたげて躍る金鮒

千葉県加藤己之

に浮く鴨

入江相政

さいはてのシベリアの原ゆ飛びこしともへばかなしも堀

りて︹◎印秀逸○印佳作︺

○地区毎に若きらも皆励みをり体育の日の競技めざして
○孫の世話妻に頓て若きらと吾は野良に来今日も稲刈る
○九十年の長き年月日の本の道弘め来しゑふ桑たふとき
︑うかららとわれ耕すも父祖よりの自作地のみは今も守

埼玉県相沢正直

千葉県奉菅谷喜一
○萩薄団子供へつつ新家にうから揃ひて十五夜まつる

れしき

︑空晴れて今朝は冷たく麦まきし畑にも白く初霜の見ゆ
︑貧しくも日日を楽しく勤みて心ゆたかに暮すかれかな
○族らもみな喜びぬ戦ひに召されて逝きし吾子の叙勲を
○老妻に仕へて嫁のきめやかに家事いそしむを見ればう

聞きい

＠脱穀を終へし稲わらつるす夜にふくろふの声かすかに

＠秋の日のぬくき田畦を運ぶ稲のカサヵサと鳴る音のし

る

同松川清

＠柿の実のたわわになれる峡の家に夕づく光紅く纏はる
︑秋かくも思ふぱかりの朝冷に庭のコスモス花盛りなり
︑そよ風に寺の銀杏の黄葉ちる見事な散華しばし象とる

・おほにへ

︑うら枯れし蓮の破れ葉に氷雨する音のかそげき夜のわ
がねや
＠人もいひわれにも老いの目立ちきて年立つ今日のなに
かさがしも

護る

LOlノ

入江相政選

︑明治天皇の大嘗祭に仕へたるうまし里かも稔り豊けき
︑豊年の秋の祭につかへむと日ざしゆたげき参道をゆく
︑われら老夫婦身のすこやかさよろこびて夜明を待ちて
出づる稲刈り
︑六十五歳の老躯ひっさげ祖先よりの一町五反の稲田を

／ ハ ィ 、

弘 道 歌 壇

一

一

新涼や紅つけそめし臭木の実
天高し城のベンチに母と子と
秋風や明治の御座所古るま上に
街空の遠明りして虫時雨
花石蕗や唐鐘青き天倫寺

質草を抱へ蛎蝶の行方見る
老の坂仲よく越えて端居かな
隠居所は老の極楽障子貼る
甚六に生まれし因果麦を蒔く

大橋越央子選

松江市栗間歌史

− −

川越市小名木狂辰

夕鴎に明日の日和もさだまらぬ

秋立つや灰色雲も往来して

秋晴や一異磐梯へバス続く

野良やめて祝ふ勤労感謝の日

勤労の身に心地よき青田風

顕彰碑映ゆる湖畔に風薫る

小湊にて

時雨るるや日蓮ゆかりの妙の浦
○

古寺巡礼斑鳩の野は柿の秋

打晴れて大和国原塔の秋

千葉県金杉茂穂

埼玉県鷲宮葛人

佐原市坂本弘軒

千葉県石橋香峰

越央子

ｌ
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壇
俳
弘道

る︒八月︑佐原市新島支会結成発会︒西村

会祖の墓修理を行なう︒記憶録出版︒

昭和三十六年

七月︑創立八十五周年を記念して日本弘

二月︑﹁新しい礼法﹂の発行を︑新しい

では国旗の尊重︑教育の正常化︑国会の正

道会会員名簿を発行︒特別活動として木部

にわたり芝の日本女子会館にて新しい礼法

会長臨時総会にて重任さる︒

常化の三点を中心に活動した︒十一月酒井

礼法刊行会より引継ぐ︒八月十五

十七川

昭和三十三年

日本弘道会九十年略史霊黙騨毒
昭和三十一年
三月︑子どもの失火により付属寮火災︑

九室を焼失︒四月︑旧成木支会が発展し青

講習会を開催︒十月下村副会長重任さる︒

梅支会発足︑下村副会長出席さる・同月総

会にて会費年額百弐拾円を百五拾円に改

十二月主事割田斧二氏脳溢血で急逝︑同月

二月︑主事大杉謹一氏狭心症のため急

昭和三十八年

設置する︒十一月横浜支会結成さる・

を弐百五拾円に改一訂︒九月︑国旗掲揚柱を

六月の第六十回総会で会費年額百五拾円

千葉県東部支会で麻績青年部会を新設︒

昭和三十七年

・文部大臣に提出︒さらに修身科特設と教

一訂︒教科書制定改善に関する意見書を総理

大杉謹一氏が後任主事に就任さる・

職課程に倫理学を必須科目として加えるよ

弘道七○八号︵一・二月号︶に故割田主

昭和三十四年

九四号︵九・十月号︶を記念号とし︑八十

事追悼録を記救︒二月︑西村精神研究会を

う陳情した︒創立八十周年を記念し弘道六
年略史を掲載︑十一月臨時総会で酒井会長

開催︑会祖の直系西村一郎氏より絶筆の寄
した白葉支会結成会開催︑大杉主事出席︒

七四九号︵四・五月号︶を故大杉主事追悼

逝︒四月後任主事に渡辺正勇氏就任︒弘道

跡に指定さる・七月顧問吉田熊次氏逝去︒

四月︑西村会祖の墓地︵養源寺︶都の史

昭和三十九年

録とする︒﹁新しい礼法﹂再改一訂版を刊行︒

弘道七一二号︵九・十月号︶より︑お茶の

なり九月より第三種郵便物として認可さ

弘道は七一七号︵七月号︶より月刊誌と

昭和三十五年

遺稿﹁記憶録﹂を掲載する︒

水大学教授勝部真長氏に依嘱し西村会祖の

贈を受く︒四月旧市原︑長生支会を主体と

重任︒西村先生語録を記念として出版︒

昭和三十二年
四月︑割田斧二主事を理事に再選する︒
昭和女子大学刊行の﹁近代文学研究叢書﹂

第六巻に西村会祖について研究が収録さ
る・弘道六九七号︵三・四号︶より︑木年
度事業の一つとして︑原富男博士による西
村会祖の﹁儒門精言﹂︵泊翁全書第一集︶
の書き下し文と略註を掲載する︒
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千葉県にて﹁房総の先覚者﹂出版覇十二偉
人の一人として西村会祖が記載され︑十月
有田支会結成︑渡辺主事出席︒

県庁に肖像画が掲げられた︒十一月佐賀県

昭和四十年
一月︑下村寿一副会長急逝さる・弘道七

六九号︵五月号︶を故下村副会長追悼特集
推選︒同月西村会祖と安井息軒︵会祖の師︶

として発行︒五月︑野口明理事を副会長に

九十周年記念演奏について︵渡辺主事あいさつ︶

西村先生は今︑ＮＨＫの人気番組の源義経やさきの赤穂浪士にもいたく同情されて

いますが︑誠忠の臣︑学問の神としての菅原道真公には特に敬慕の念を抱いていられ

にあけくれ︑やがて晴れの召還の恩命が下った時には菅公は巳になくなられた後であ

たようでありますｏ無実の罪によって遠く流された彼地に於て︑唯︑君を思うの一念

ったという悲運に心から同情されて︑先生は拝北野詞︑太宰府︑菅公等の漢詩に︑

又︑読寛平遺誠の一文に悲憤の涙を流しておられます︒この新体詩もそうであります

が伺われるのです︒今一つ︑先生は三十一文字の和歌は極めて精妙であるが︑あらゆ

が︑作曲までして天満宮にお供えしたことでもいか仁敬慕の念が深いものであったか

に一歩を進め世界的のものにしようとのお考がありました︒その革新の意味をこめて

る事物を現代語を以て自由に詠みえないうらゑがあるので日本の詩歌を改善して︑更

お詠みになったその一つがこの歌であろうかと思います︒これから演奏される方は文

林中学三一年の諸君で小暮︑高木両先生のご指導によるものであります︒ではお願い
致します︒

九十周年記念演奏者氏名︵文京区立文林中学音楽部︶

︵敬称略︶

指導教諭小暮登喜二高木昭代
生徒︵一年生︶桜井美子馬場孝枝清水京子岡田奈保美石田三紀子荒木京

子内田里枝子大塚久子小池咲子小野きよみ木村葉子山口久江小柳恵

美石原栄子芝山裕子猪村道代森下万里子柳沢永子
︵二年生︶吉田修子君島彰村田豊隆福井晴江
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の都史跡指定標識が養源寺門前に︑墓側に
説明板が設置された︒弘道七七三号︵十月
号︶を会祖顕彰特集として発行︒

昭和四十一年
二月︑故下村副会長の追憶会を︑石門心
学会︑大日本女子社会教育会と共催︑野口
席︒四月会費年額弐百五拾円を参百円に改

副会長︑渡辺主事が弘道会代表として出
訂︒十一月︑創立九十周年を祝し学士会館
にて記念式を挙行︑﹁日本道徳論﹂︵岩波文

利謙両教授の記念講演後祝宴を催す︒

庫︶を当日参会者に贈呈︑石川謙・大久保

ヘヘーーヘへ,､ヘヘヘーーヘヘヘヘーーヘヘーヘーヘーヘーヘヘ〜、ヘヘヘ〜 、へ〜‐

国立国会図書館所蔵
西村茂樹先生稿本類
書目
特別会員朝倉治彦
国立国会図書館に所蔵されている西村茂
樹先生の稿本類八十六点は︑昭和十一年六

三冊八二七

徳学講義︵巻七・八・九︶

△徳学講義八冊八二七
明治三十四年刊本の校正本

一五六

一八八

一冊八二七

一六七

一五八

一七三

埋永黒氏道徳学一冊八二七

顕利参氏道徳学

米国亜知巴耳亜歴山得著︑日本西村茂

道学大意訳稿一冊八二七

樹蔭畝講解

谷蔽氏洛日克一冊八二七 二二
倍因氏洛日克一冊八二七 二四

一三五

西村茂樹重訳

前者︑典古士都昆多原著︑留斯訳解︑

谷蔽氏洛日克入門

実在理学訳解一冊八二七
一○九

女子宝訓一冊八二七 一○五
△儒門精言三冊八二七 一二
海防新諭一冊八二七 二五
理学門答一冊八二七 一三○
格物示蒙一冊八二七 一三二
順序論一冊八二七１一八一
格勅革力道徳学五冊八二七

月十五日・同年九月三日︑十五年十月十日
の三回に亘って︑伯爵松平直亮氏より旧帝

二九

表紙一天右二書ヲ記スノミナレド︑巻

道徳理学一冊八二七
ゼオルジユーム

国図書館に寄贈されたもので︑その略目録

中左ノモノァリ・

宇宙学前輯米国約翰希斯克著

道徳学米国吟巴多段斯婁著

二七

一五二

一三三

英国若脈日果沫著︑日本西村茂樹訳

道義学叙言一冊八二七

は次の如くである︒書名の下の数字は︑冊
数︑及び図吾館の請求番号である︒﹃泊翁

福氏道徳学講義

演知学米利幹維永孫著

一冊八二七

百科新編巻七一洛日克

社会学訳稿一冊八二七

﹁西国道徳哲学講義稿﹂

亜勅山得便著︑西村茂樹訳

二一二

一二三

英国大闘斯去亜的著︒内題﹁性理及道

斯去亜的性理学一冊八二七

馬氏読本一冊八二七

一二五

後者︑米国但以利坤威編︑日本西村茂

一五一

アレキサソテルペーソ

心学及道学一冊八二七
股斯婁氏道徳学
ヒユーウエル

櫨寧氏道徳学稿本一冊八二七
吟芥氏道徳学︵第二篇︶

休物爾氏徳学一冊八二七

一○三

樹訳

前者の内題

聖語録

叢書﹄︵二冊︶所収のものは書名の上に○

一二四

西国道学纂諭一冊八二七 一三四

一二七

印を附した︒単行本には△を附した︒

社会学講義一冊八二七

一五四

△求諸己斎講義一冊八二七
修治学︵第二篇︶一冊八二七

一五七

△心学講義︵巻二︶一冊八二七 一五五
徳学︵巻九・十︶一冊八二七
○国家道徳論︵巻上・下︶

一八六

三冊八二七 一六○

道徳問答一冊八二七

○続国家道徳論
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学要略﹂

心理学講義一冊八二七
扉題﹁可吉氏心象学摘訳﹂

一四四

一六六
一七二

一七一

一冊八二七

英国心学一冊八二七
希穀氏人心学訳稿

査永斯蒲勤著

人学訳稿一冊八二七

一四五

一二一

一冊八二七

査永斯蒲勤氏要須理学

宇宙哲学一冊八二七
米国裏希斯克著

百代通訳稿︵三・五欠︶
ウエインネ

七冊八二七

一六八

一二二

和蘭奇羅凝俺府学頭衰怒著︑大日本江
戸後学西村鼎重器訳
シユルケン

荷蘭歩隊甲必丹謬爾堅著︑大日本佐倉

三兵用法一冊八二七
藩後学西村鼎訳

一三六

和蘭国蘇利南砲隊蒋玉永亥厄が白而都

防海要論三冊八二七

一七八

著︑大日本江戸府後学西村鼎重器訳

兵学典故一冊八二七

威敦塁歩隊甲必丹見白永著︑和蘭王府

二○

兵校伯羅勿永訳

字書原稿一冊八二七

二三

米利幹賓西佳尼大博士顕利吟都何命

耕農要術二冊八二七

一七六

二六

字書原稿二冊八二七

一二○

新旧約書地名人名

△往事録四冊八二七

一二六

一五○
一○七

一五三

一冊八二七

文明公御在職中御事通間合手続

地名一冊八二七

一冊八二七

陸軍字葉一冊八二七 一七五
英専字典一冊八二七 一二八

哲学語堂稿一冊八二七 一八○

哲学語解一冊八二七

日本北総佐倉処士西村茂樹蔭畝訳

万国通史一冊八二七
イムマウイルラルド

米利堅合衆国以馬維が錬著︑日本北総
西村茂樹訳

一四九

米国以馬維泣多著︑日本西村茂樹訳

万国通史一冊八二七

一四八
一六三

合衆国約翰安徳孫著︑日本西村茂樹訳

合衆国史一冊八二七
数限通論八冊八二七

和蘭特冨府学校教授蒲成弗著︑大日本
江戸後学西村鼎重器訳

一八四

一六一

記憶録︵草稿︶一冊八二七

往事録三冊八二七

一八三

○自識録稿一冊八二七 一六四
○統自識録一冊八二七 一六五

一七○

一四三

統自識録︵草稿︶一冊八二七

随見随筆七冊八二七

偶筆三冊八二七

一八二

一六九
一七九

○泊翁危言三冊八二七 一四七
言論叢十五冊八二七 一五九

古語叢三冊八二七
雑録十六冊八二七

表紙﹁日耳塁史稿﹂

雑記一冊八二七

泰西尺度量衡等雑記

一七七

一二九

一冊八二七

緒言録録一冊八二七

白亜墨利加使節ノ書翰二付キ意見害

名言録一冊八二七 一七四
○建言稿三冊八二七 一四六

上二閣老福山侯一論二海防一書

外国貿易二付意見書

幕府二外国行ヲ願う書

目安政三年九月上言時事論策

征長機宜稿

安政四年十月上言
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明治元年輔相岩倉公へ上書

紀藩へ差出シタル答害

外国条約改正ノ義二付意見害

条約改正ノ義二付キ建言

榎本文部大臣へ建白草案

政体通論︵訳︶

伽英国憲法ノ主要ナル原理

社会学︵耶利箪孫箸︑西村訳︶

畝訳︶

道徳学︵亜勅山得使著︑西村茂樹蔭

人の問に答ふ

五倫説

伽香取郡東部支会開会演説

言語論︵東京学士会院ノ用菱ヲ用︶

四勅語東行

日本弘道会定款

諸種控︵講演ナド︶

白教育一家言

郡県議

民選議院設立ノ義二付建言
巡視功程附録
白松方大蔵大臣へ建言
土方宮内大臣へ建言

男女言行の比較

信心の義を諭す

条約改正二付建言
榎本文部大臣へ建言

学士会院改革ノ見込︵東京学士会院

貞丈雑記抄その他一二ノ小抄録

閏安斎随筆抄

道徳史

自得録

㈹チャンバー氏ボリチカルエコノミイ

師範学校二関スル意見

田日本弘道会本領

ノ用菱ヲ用フ︶

再を条約改正ノ義二付建言
松方総理大臣へ建言

教育一家言
千葉医学校演説

自省録

原稿断片

見聞雑録

奥羽人二告グ

白人種説
土地所有権開掘権

一○三

渡辺大蔵大臣二呈スル啓︑同答書
伊藤総理大臣へ建言

雑綴二五冊八二七

富貴説

萩苑日抄を︵村瀬緒亭著︶

雑感

㈹道徳談数条︵演説目次︶

白石紳書抄

道徳の主義

欧洲戦国策抄

日ギゾー文明史抄

安斎随筆抄

西国学術語林

圃恰里斯氏文明論講義

呂新吾語録抜害

白日本書紀抜害

経済学史抄

㈹士説
高尚ノ説

ロ海防二関スル建言
謹誇律新聞条例二付建言

国政ノ主意

指導者卜行為者

道徳演説︵明治二十五年北越遊行ノ

闘京都総集会演説︵明治二十八年五月︶

上渡辺大蔵大臣啓

四代ノ人物

内地雑居土地所有権ノ義二付建議
大蔵大臣二差出シタル書面ノ草稿
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時︶

弥爾氏洛日克撮要

利知塁氏洛日克︵訳︶

泊翁存稿一冊八二七

拙稿︵西遊前後稿ナド︶

一八五

一四二

一四一

三河国各地演説稿︵明治二十八年五
太洋州

一冊八二七

月︶

日記十六冊八二七

一○八

一○六

九明治十六年広島山口学事巡視日記

八明治十五年徳島県愛媛県巡視日記

七明治十年第二大学区巡視日記

五慶応三年上京日記
六明治元年二月至明治五年三月

四文久四年正月至慶応三年四月

三安政五年上京日記

二嘉永七年八月至安政三年九月

一嘉永三年四月至嘉永四年十二月

徳学大意

安斎随筆抄録一冊八二七

文字︑ナド︶

冒雑事︵日本弘道会支会約規︑日本ノ

三家政論

国政論略

来遊ノ大意︵明治二十二年四月︶

テグ

㈲雑録︵内題﹁古言評﹂︶
︹諸書抄録︺

名言録︵英国維廉別格輯︶
少年宝訳稿
求諸己斎用字法
㈲随見随筆

○難肋集︵家集︶一冊八二七

十一明治二十六年一月至十月

十明治二十五年三月至十二月

一六二

分門集句一冊八二七 一八七
佐倉風土記一冊八二七 二八

㈲詣苔抄録

○東奥紀行一冊八二七

十二明治二十六年十月至二十七年七月
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的︹雑控︺︵中二・﹁国民道徳論﹂アリ︶

急雑筆︵抄録︶

両毛瀞草︑︵文稿中ノト同内容︶遊豆

十三明治二十七年八月至三十年四月

一三七
小草︑杉田村観梅記︑画烏鎌倉遊記︑

十四明治三十年五月至三十一年四月

詩文稿︵詩之集︶一冊八二七

条約改正二付キ建言

与人論外冠書︑送小柴善卿之松前序︑

日︹諸書抄録︺

目雑言︵抄録︑演説草稿︶

祖述論︑ナド

十六明治三十三年五月至三十五年二月

十五明治三十一年五月至三十三年五月

亜伯奇倫比道徳学

一三九

○撲堂小稿︵詩集︶一冊八二七ｌ↓一三八

近世哲学
法問西字ナド

天保十三年至弘化四年

○文稿︵詩文集︶一冊八二七

一四○

×

治心録

南遊小草︑両毛遊草ヲ含
辛丑至戊申

○撲堂詩稿一冊八二七

×

目凡塵
因話録︵唐趨鱗︶

西国道徳学講義

○詩稿︵丁未︑戊申︶

×

目人間交際
黄金思想︵訳︶

×

︵敬称略︶

I
一金壱千円也関屋竜吉・

一金壱千円也田村清

一金弐千円也蓮沼門三
一金弐千円也村田一雄
一金弐千円也小川正史
一金壱千円也三好凌石

一金参千円也西村幸二郎

一金五千円也山口寿恵

一金壱万円也春山治部左衛門

一金壱万円也豊岡支会長中島幸太郎

ご芳志︵九十周年記念式典︶

告

一金壱千円也神戸光子
一金壱千円也堀江芳子
一金壱千円也一条秀美
一金壱千円也津下正章
一金壱千円也猪鼻寅雄
一金壱千円也塩脇菊松

黙祷のことば
︵九十周年記念式において・
渡辺主事︶
今日の栄ある九十年の殿堂に満身の力を
こめて黄金の釘を打ち込んで下さった西村

閉宴

会祖を初め物故役職員会員に心から感謝の

す︒お手許の会誌の写真によって歴代の会

意を捧げて冥福をお祈り致し度いと存じま

の西村会祖のお墓に向いておりますのでそ

長︑副会長の悌を偲びながら︑なお養源寺

のままの位置で一分間の黙祷をお願い致し

年一寸ノ○

ます世界的に顕彰されますことはご同慶

に堪えぬ所でありますが︑これとともに

つたない司会で言﹂ざいまして何かと不われわれもいｖよいよ研究に研究を重ねま

行届の点が多食あったろうと存じますがして同志同好の者として一致協力致しま

皆様方のお蔭によりめでたく終了する事して趣旨の普及会員の増加更に進んでは

が出来ましたことは有難き仕合わせに存旧来の青年部婦人部を再興結成︑講演会

じます︒幸い小春日和にも恵まれまして研究会等の開催もご指導ご鞭健を頂きま

遠く北は秋田山形仙台︑西は鳥取からのして︑この九十年記念を一段と意義あら

祈り致しまして閉会と致します︒本日は

ご参会もございましてかかる盛会となりしめたく︑各位のご多幸とご健闘とをお
ました事も感激の外ありません︒

先般来のお話の通り会祖の遺業がます本当に有難うございました︒
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会

一ビール参打平凡社

｜

晴の叙勲賜杯者芳名︵敬称略・土月三日︶
毎日新聞社最高顧問ＩＯＣ委員仏国スポーツ勲章昭和記年勲一等瑞宝章

文化功労者特別会員高石真五郎配歳千葉

友好団体の記念式典

に於て竜門社創立八十周年記念式典が催さ

竜門社十一月十二日午後飛鳥山暖依村荘

の司会で開式︒酒井理事長の式辞後︑物故

れた︒本会から渡辺主事が参列︒吉岡理事

功労者に感謝の黙祷を捧げる︒同会顧問の

同特別会員久松潜一池愛知

東大名与教授日本学士院会員万葉集・日本文学評論史研究で学士院賞を受賞

宇野博士︑同諸井秩父セメント社長から青

を終了︒斎藤太郎氏の﹁謡曲頚竜門社八十

淵翁追慕の情をこめての祝辞があって式典

昭和細年勲二等瑞宝章

勲一等瑞宝章特別会員島津忠重帥東京育英事業

同可川北禎一︑東京元興銀頭取

周年﹂︑堀埜豊一氷見市長の詩吟︑一竜斎貞

丈師作﹁渋沢栄この講談などの余興の

勲二等旭日重光章副会長野口明別東京元お茶の水女子大学長

同特別会員藤井種太郎副東京元学芸大学長

後︑盛会裡に終了︒参会者は二百五十名で

千二百名︒

興があって盛況裡に五時半終了︒参会者約

って閉会︒講談︑吹奏楽︑合唱舞踊等の余

辞︑団員代表の決意表明・宣言決議等があ

感謝状贈呈︑首相文相倉田後援会長の祝

は思えぬ元気な本団創立者蓮沼主幹の挨拶

が代斉唱︑秩父宮妃のお言葉︑八十五歳と

開会の挨拶︑黙祷︑六十年の経過報告︑君

副会長︑渡辺主事が出席︒十二時半開会︒

えして日本青年会館で開催︒本会から野口

十一月二十七日午後︑秩父宮妃殿下をお迎

修養団創立六十周年記念全国団員大会は

あった︒

勲二等瑞宝章評議員藤本万治銘東京元愛媛大学長

同特別会員水野敏雄沼島根島根大学長
銀杯一組近江支会長平田貫一銘滋賀元皇学館大学長
可１１１九十周年記念会出席者︵順序不同︶

宇野俊郎蓮沼門三吉岡良信高田平一直岡元秀小島茂男平野誠塩原康
人鎌田星男田村清小川正史田村寿大久保利謙斎藤鍍郎野口明沢田
源一木下広居相馬敏夫宇野哲人伊藤武小出孝三中条国男中村孝也
藤本万治和波豊一石橋香峰春山治部左衛門西村幸二郎一条秀美永井亨
関屋竜吉石川謙植田捷雄塚本寿一三好凌石藤井種太郎馬場淑子片山
清一山本哲生武井正弘後藤三郎倉持豊三郎岩崎晶白井演岩瀬滋渡
辺広志島野昭太郎当間ふじ子蓮元啓文堀江芳子浦崎純繁田慶次高階
順治簸所顕文石黒ミナ繁田四郎田代東三郎斎藤安右衛門石田喜平村
田一雄山口寿恵湯浅晃一今関耕一上里美須丸鶴岡正之近藤国男栗原
精夫塩脇菊松西村竜徹金岡正男入江孝一郎加藤周三堀内熊男城山庄

確
塗芳謹濯為隆蕊鐙鍵蹴蕊垂己駒碓川
原ちとせ内田やす枝
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謹賀新年
翻掴日本弘道会

会長理事酒井忠正
副会長理事野口明
理覗沢田源一
理事木下広居
主事理蛎渡辺正勇

監事石坂泰三
監事相馬敏夫
編集部木下広居
評議員新美忠之

渡辺正勇

編集後記
明けましておめでとうございます︒本
年の干支丁未は万物生を発展の述勢です
ので︑明治における国民紬神作典の第一

からも︑本会創立九十一年の栄ある伝統

ません︒

祝宴のテーブルスピーチは録音が出来ま
せんのでご寄稲をお馴致しました︒ご迷
惑とは存じましたが誤なく正確にお伝え
出来ますので本誌としては感謝の外あり

ましたＯ

◇国会図謝館所蔵の西村会柵の関係図譜
が朝倉司書のご好意によって掲載出来ま
したので一屑本号が意義深いものとなり

人者であられる西村会机の素願達成の上
をいやが上にもご発揚あらん事を祈上ま

︑グロ定則汀込︑存ク電０行己︑ガザ︑■ざ︑

〆延■

甘い

ご趣捕正込身甘凹斤刃町毎Ｋ町〃基ｕ〃４画

凸℃

民泊

Ｒ︾〃金■〃い▼

渡辺正勇

企画必ＬＴ

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

勺︑誠ヂ誼︐〆＆︑イく丸々息︑狸夕︑０鐸匹︑

グ登騨牟延︑句夕︑〃■︑ダダ電Ｕ忽亀〃〆︑９

甲︑〃

振替口座東京里二七番

髄話捌○○○九番

諦謝掴日本弘道会

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

印刷人春山治部左衛門

編集兼
発行人

昭和四十二年一月一日発行

昭和四十一年十二月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円

ａｒ︑幻ｒ︑角廿迅旬守竜聾ｒ延々Ｔ迅貞ｒ蝿幻甘也

したＯ

﹁指定﹂︑委員の下に﹁会﹂の字が落ちま

◇訂正前号史跡標識の両年月日の下に

す︒

◇九十周年記念氏にご披露の通り文化功
労者の商禰︑久松︑瑞一の島津︑川北の
四緋別会貝︑旭一・の野口副会長その他の

硝氏が叙勲賜杯の恩命に浴しました︒心
からお腿びを巾化主す︒

◇本場は↓・﹁川合併で本会創立九十周
年記念式の糾難号と致しましたのでご諒
承の浬願ｋます︒

します︒

◇前号記念誌一覧等の印刷に当り︑共立
社の春山社挺のご尽力で︑昼夜兼行で間
に合せてⅨいたような訳ですので︑この
事をご披鱒申上げて感謝のしるしといた
◇記念式雌に祝宴は小春日和に恵まれて
感謝感激で一杯です︒ただ馴れぬ司会を
申訳なく思っておりますが︑当日の盛況
をお伝えしようと進行のままにのせまし
た︒大久保先生の識演は校閲を仰ぎ︑石
川先生のは改めて執筆されたものです︒

再刊／全別冊

わが国最大の百科史料全書／︑

神宮司庁蔵版

■予約募集要項■

予約者にのみ頒布︵予約金不哩︶

予約申込期限Ｉ把年６吋抑日
発行開始Ｉ把年４月より征月一冊ずつ刊行
全巻完結１蛎年９Ⅱ予定
体裁・印刷ＩＢ５判変剛／ｋ製曜牢製本・
二噸函人／本文オフセット印刷
予約方法１余巻又は左肥の組別単位予約
予約特価 一冊七︑○○○円諏評や字寧

二八○︑○○○川

︵全巻特価総合計三五○︑○○○Ｈ︶

一時払︵前金︶

■全巻予約者には総目録・索引
︵ ｜○
︑○○
︶無
を代
無進
代呈
進呈
総Ｈ録・索洲一冊を含む︵｜︑
ペ○
ーペ
ジー
︶ジを
恥いたします︒

左肥のなかから１組単位の予約申込ふができます︒

●諭︲詞訂斗一︲１１鋤軸卿釧遡到掴刷

天部・歳時部一冊／地部三冊／神祇部四冊／宗教部四冊／
方技部一冊

■藷２緬声十三柵雪ｌ鋳鵬欝飾恥言画働・州

帝王部一冊／官位部三冊／封献部一冊／政治部四冊／法仰
部三冊／外交部一冊

ロ第３組︵千三柵︶ｌ柵綱篇織施﹁︑ＣＯ側
■第４組︵五冊︶

特価合計三五︑○○○円

文学部三冊／遊戯部一冊／器川部二冊／服飾部一冊／楽群
部二冊
冊／
／居
居処
処部
部一
一冊／礼式部二冊／飲食部一冊

｜

予約募集開始／︑

〆

■明細内容見本送呈／はがきで御請求下さい

I

一︑小中村清矩︑大槻文彦︑黒川真頼︑佐藤誠突ら川冶吟代の代炎

り訳９０１イｊ令１１

的歴史・岡文学者を編集委員とし︑明治十二年から大旺宝年
に至る前後三十近年の年月を興して完成した仙紀の犬蛎巣︒
一︑全巻一千巻︑冊数五十冊︑部門を天部︑歳時部︑地部︑神祇
部︑帝王部︑宵位部︑吋雑部︑政治部︑法律部︑胤貨部︑称
箭部︑外交部︑兵事部︑武技部︑方技部︑宗撒部︑文学部︑
礼式部︑楽舞部︑人部︑姓名部︑施業部︑服飾部︑飲食部︑
居処部︑器用部︑遊戯邦︑動物部︑植物部︑金価部の・竜十部
に分ち︑収める項目数は二万余項︑歴史︑文学︑宗教︑経
済︑地理︑動植物︑芸能等日本文化に関する全史料淀項目別
に網羅する︑わが国最大の百科史料全書である︒
一︑各項Ⅱは関係史料を︑その起原︑制度︑内容に従って編年順
こ勘ｆ︑毛の渦革を一Ｈの下に理解させると災に︑必典とす
る史料狩倣連に検出させ石や
一︑収酌為史料は個史︑Ｈ記︑記録︑物語︑説話など︑その他古
代から江・僻時代末期に至る諸典籍︑文辞を網縦ｌ︑中には今
日すでに逸糾となった史料をも含んで︑Ｈ木古文化川究者の
必甥欠く曇へからざ る史料集である
同

