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天皇のラジオ放送
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う︒そういうことを考えると︑今更のように天皇のお力の偉大なこ
とを思わざるを得ない︒︵特別会員︑学習院長︶
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日本の皇室

一皇室永続の原因
日本に大和朝廷ができて以来二千年︑その間当初の皇室
が今日迄続いたことは︑厳然とした歴史的事実であって︑

世界史上まことに珍しい事例である︒然らば何がそうさせ
たか︒私は大正の末年から終戦前迄︑約二十年間宮内省に
勤めたので︑その頃此の問題を考えてみたことがある︒先
：つ第一に天命説とも云うべき︑天照大神が天孫環有杵尊を

下された時に﹁豊葦原瑞穂国は我が子孫の王たる可き地な
り﹂云炎の神勅が在る如く︑神の保護によると云う説は嘗
て限々引用されていた︒然し之は神話であって︑民族伝説
としては尊重すべきであるが︑今Ｈの科学時代には通用し
ない︒信仰も亦一つの力であるから︑日本神道が民族信仰

野口

う如き事件も発生している︒皇室は段々と政治圏外に置か

拾頭と共に実力は武家に移り︑天皇自らも遠島に配流と云

天皇が武力で平定し統一したことは確かであるが︑武家の

武力が皇室を守ったと云う見方である︒成程建国の時神武

云えない︒第二に考えられることは︑皇室の権力︑政治力︑

い時代は兎も角︑後に於ても神道信仰が皇室を守ったとは

たのではなく︑寧ろ基盤となったように思われる︒故に古

の姿をとったこともあるが︑その場合仏教は神道に屈服し

はしなかったか︒尤も仏教も神道と混和して︑我が国独特

入り︑皇室も之を尊重し︑宗教としては此の方が力があり

支えとなったかも知れない︒然し我国には早くから仏教が

を統一していた時代もあったとすれば︑その信仰も一つの

､

れ︑寧ろ却って邪魔物扱いを免れたとも見られる︒私は信
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明

仰も政治力も全然無力だったとは思わないが︑それらを以

れに値する資格が皇室自身にもあったと云ってよい︒私は

ら︑前に皇室を守ったのは国民であると云ったが︑他方そ

れども通覧して大きな失敗や悪政はなかったから︑国民の

て皇室永続の主因とは考えない︒私の見方は信仰でも皇室

怨嵯の的にはならなかった︒之は真に稀有なことで︑二千

い歴史の間には内紛もあったし失政もあったであろう︒け

我国の位置が温帯にあり︑自然の恵みを豊かに受け︑国民

卒直に云って日本の皇室は立派であったと信ずる︒勿論長

性が柔軟で情誼に厚いこと︑又海を囲らした島であるため

てあったからである︒私にはその伝統を作った要素を三つ

年に亘る皇室の伝統と云うか︑家風と云うか︑それが立派

である︒即ち日本の国民性がそうさせたと見るのである︒

に外国の侵略を免れたこと︑こうした条件によって同一民

自身の力てもなく︑国民が皇室を敬愛して守ったとするの

族が平穏な生活︑平和な生活を長く送り得たことが主たる

い位置︑之等の条件が其処に住む民族の性格を作った︒従

矢張り神道の性格に侯つこと多いと見ていた︒二は古く儒

いことに気がついていた︒そしてその由って来たる源は︑

奉仕して︑皇室内の生活が清らかで︑開放的で︑秘密の少

汚れを忌象︑清浄簡素潔白を尊ぶ宗風である︒私は皇室に

って強力な権力欲も︑深刻な思想も︑偉大な宗教も生まれ

教が入って︑その仁君思想が︑天皇の金科玉条として重視

考えることができる︒一は皇室の宗教である神道で︑その

なかったが︑穏健中正な思想と平静な感情の民族性を生ん

され︑天皇自身及びその側近もその感化を受けることが大

原因だと思う︒端的に云うならば風土のお蔭である︒此の

だと思う︒日本民族の歴史は︑その民族性を醸し出した風

きかった︒三には公卿の集団の存在を見落すことはできな

温和な気候︑豊かな産物︑美しい自然︑外敵を寄せつけな

土的条件をはずれては考え得ない︒私は皇室を守ったのは

い︒歴史を見ると皇室の蔭に隠れて勢威を張ったとか︑権

日本の国民性にあると見るのである︒

二皇室の御家風と公卿の集団

は︑他国の歴史に見るような残酷横暴な所謂暴君が出なか

人間の世代として止むを得ない現象である︒然し幸なこと

た︒私は宮内省に居たので︑公卿出身の同僚を少しく持つ

り︑皇室の非常時には必ず傑物が出て難局切抜けに奮闘し

ても離れず︑天皇が隠岐や︑佐渡に流されても随行者を送

にあろうが︑常に皇室と休戚を共にし︑皇室が式微になっ

云われたりするが︑一方良い面も多☆あった︒即ち功罪共

謀術教に長けて勢力を争ったとか︑栄耀栄華に耽ったとか

ったことで︑若しそうした暴君が在ったなら︑如何に温順

歴代の天皇の中には名君もあり凡君もあったであろう︒

な国民でも反抗せずには措かなかったであろう︒であるか

ノ
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るに︑皇室の伝統の美風の精神的要素は︑神道と仏教であ

の皇室に対する扶翼の功を指摘せざるを得ない︒之を要す

が公卿である︒私は少し賞め過ぎたようでもあるが︑公卿

と一心同体︑皇室と盛衰を共にし乍ら忠勤をぬきんでたの

を持っている︒それに皇室とは血縁も深いから︑全く皇室

た︒外見は静かで弱いように見えるが︑芯は案外強いもの

たが︑その伝統的な忠純の精神にはひそかに敬意を覚え

られたが︑よく国難に堪えられた︒之は憲法のお蔭で実質

に身につけられている︒不幸にして今次の戦争の苦を嘗め

皇は若くして摂政として修練を積まれ︑近代的教養を十分

とらしくなく︑国民に理解されることを期待する︒今上天

がうことができる︒私は何時の日にか︑天皇の真価がわざ

も豊かで︑そのことは残された多教の漢詩や御筆蹟でうか

が揃って優秀である如く︑御自身も御教養が深く︑人間味

に残された印象は淡く︑時には誤解さえある︒然し皇子方

ていたからである︒特に終戦の御裁断は︑御在位中最初に

的には政治責任は輔弼の臣に在ったことが︑内外共に認め

り︑補翼の功労者は公卿の集団であると云うのが私の見方
である︒

を見て︑君主自らも自己の権限に制限を附せられた︒即ち

裁政治の時代では無く︑明治廿二年には早くも憲法の制定

った政権が久し振りに皇室に戻った︒然し世界は最早や独

明治維新は王政復古と云われた如く︑多年武家の手に在

漸く成果を見せて︑学識高い近代的紳士として︑内外から

しい︒御趣味が長年御研鑑を積まれた生物学の御業績も︑

乗切られて︑国民の敬愛を受けて益々御健在なことは喜ば

共に忘れないところであろう︒幸にして此の大きな国難を

日本は救われたのである︒此の一事は国民の永久に感謝と

して最後の︑唯一の主権御行使の事例であり︑之によって

欽定憲法ではあるが立憲国となった︒ただ主権は天皇に在

家の為めにも祝福すべきことである︒

好感を以て見られることは︑天皇御自身の為めにも︑又国

三明治︑大正︑昭和

るとした憲法であったから︑法的には民主国とは云えない

な指導者が在って︑内治外交を始め諸事宜しきを得て︑日

教個の権限を附与されるに過ぎない︒斯くの如く前の憲法

は主権在民を明記し︑天皇は国家の象徴として︑形式的な

皇室の法的地位は憲法の定めるところである︒現行憲法

四皇室の将来

が︑政治の運営方法は民主国と大差は無かった︒之で日本
は近代国家の仲間入りをすると共に︑皇室自体も責任が軽

本の国勢は大きく伸長した︒次の大正天皇は御病身で御在

くなり︑却って安定性を加えた︒幸に明治天皇と云う偉大

位期間も短く︑殊に偉大な先帝の直後であったから︑国民
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日本の歴史を見ると︑前半は皇室は文化の中心的位置に在

に比べると︑法的の性格は一変したが︑実質的の性格はさ

り︑後半も猶その余勢を保っていた︒日本の文化史は皇室

に焼付けられた皇室の業絃の方が︑より力強いであろう︒

時︑政府を代表して︑国体は変らずと陳弁努めた故金森徳

るかも知れないが︑実際的には二千年に亘って国民の心底

次郎氏の奮闘を思い出させる︒然し法律論としては国体は

無くしては考えられない︒日本古来の文化の保存育成は勿

して変らない︒此の問題は︑憲法改正が議会で審議された

が︑国家及び皇室にとっては︑皇室が国民の中心的存在で

変ったとする方が常識である︒天皇は主権者の名は失った

貢献した皇室であった︒学問︑芸術︑宗教等に於ける皇室

論のこと︑外来文化の摂取同化︑以てⅡ本の文化の発達に

の業績は実に大きかった︒かくの如く皇室と国民とは文化

ある実質の方が意義が深い︒私は戦後に於ても国民が皇室
に寄せる温い親和の情を嬉しく思う︒象徴と云う如き我左

を通じて深く結びついている︒その皇室を尊重し︑親し難

を覚えるのは我々国此の至情である︒憲法は一定の手統を

経れば改正ができるから︑将来に於ては︑象徴の二字を除

いて︑天皇の名を憲法から除くこともできる︒であるから

憲法は永久に不変だとして安心することはできない︒一番

たよりになるものは︑憲法では無くして国民感情である︒

過去に於て皇室を守ったのは国民性であった如く︑将来に

於ても皇室を守るものは国民性である︒それには同時に︑

皇室も過去に於て立派であった如く︑将来に於ても立派で

あっていただきたい︒皇室に生を享けられた方々は︑侭氏

から尊敬される資格を持っていただかねばならない︒私は

日本が一系の皇室を持ち得たことは︑圃土の生んだ国民性

と︑皇室の持つモラール︵倫理性︶に在ったと確信してい

←る︒此の二者は今後も長く日本の名誉ある伝統として統か

LOノ

には慣れない抽象的な概念は︑年数を経れば心に泌象てく

御製終戦
ｌ昭和二十年Ｉ
燥喋にたふれゆく民の上をおもひ
いぐさとめけり身はいかならむとも

ただたふれゆく民をおもひて

身はいかになるともいぐさとどめけり

と

海の外の陸に小島にのこる民の
上安かれとただいのるなり

んことを︑切に祈念する次第である︒︵剛会艮︶

／ 戸 、

日本国と皇室

迫水久常

を引見した︒陛下は︑部屋に入られると外国人に対する通

いという立前で︑玄関にお出迎えさえしないで居室で陛下

元帥は︑陛下にはお目にかかるが元首としての接遇はしな

カーサー元帥を米国大使館に訪問せれらた︒マッカーサー

昭和二十年九月︑今上陛下はみずから求められて︑マッ

私は次のような話を聞いたことがある︒

かっかと陛下のおそばに歩拳よって︑両手でしっかりと陛

通訳者が涙の中に通訳すると︑マッカーサー元帥は︑つ

たのである︒﹂

となきよう措置してほしいと思って︑その事をお願に来

の特別のとりはからいによって︑日本国民が餓死するこ

が欠乏して餓死者も出そうな状態であるが︑どうか米国

されても私には毛頭異存はない︒ただ︑現在日本は食糧

罫謝１曲閥︲︲︲︲襲・蝉︲︲皿︸

灘訓︾小数

常の礼儀として︑握手すべく手を差し伸べられた︒しかし

下の御手を握りしめて︑そこではじめて︑﹁陛下﹂とお呼

べて私が負う︒天皇たる地位も皇室の財産も如何に措置

マッカーサー元帥はこれを受けようとせずに︑冷然と陛下

った楢橋渡君から直接この天皇陛下との会見後︑マッカー

私は幣原内閣の内閣書記官長︵今の内閣官房長官︶であ

一一

びかけしたという︒

﹁今日は特別にお願いがあって来たのである︒今度の戦

陛下は︑そこで次のようなことを仰せられたという︒

を見おろしていた︒

争について責任を負うべきものがあるならば︑それはす

（6）
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＃

サー元帥が彼に次のような活をしたということを聞いてい
ブ︵︾○

﹁天皇陛下から会見の申込を受けたときに私︵マッカー

サー元帥をさす︶は︑それまで大臣や大将であった多く

真夜中︑宮中の防空壕内において行われた御仙会議におい

て︑天皇陛下が終戦の御聖断をお下しになったとき︑私が

その席末に居て︑陛下が︑自分自身はどうなってもかまわ

ないから︑ここで戦争をやめて︑日本国民を一人でも多く

がある︒私たちはもちろん声を上げて泣きながら︑陛下の

救いたいという趣旨の御言葉を賜るのを直接に承ったこと

自分は戦争に協力しなかったとかいろいろ陳弁したのと

とに尊くありがたく︑何か後光がさしているように感じた

御言葉を伺ったのであるが︑そのときの陛下のお姿はまこ

の人たちがやって来て︑自分は戦争に反対であったとか︑

同じく︑陛下ご自身が命乞いに来られるのだと思ったの

私は天皇陛下は︑通常の人間に比するといちじるしく高

のであった︒

い人格を持って勝られると思う︒それは利己心とか我欲と

一一一

で︑元首としての接遇はしないという立前で︑居室で引
見し︑従ってことさらに意識して握手を避けたのであっ
てることは出来ず︑また地位や財産にはあくまで執着す

か我執とかいうものをまったくおもちにならないというこ

た︒私は人間というものは結局︑自分の欲望は決して棄
るものだと思っていたのに︑陛下は︑地位も財産もいら

れたのは︑まったく歴代天皇の御徳の積み重ねによるもの

る︒私は天皇陛下が︑このような高い境涯の人格に達せら

神に近いものであることが否定されたものではないのであ

て天皇陛下のご人格が︑通常の人間を超絶したものであり︑

皇の宣言をなさったのであるが︑しかし︑そのことによっ

天皇陛下は︑自ら﹁自分は神でない﹂と︑いわゆる人間天

に属すると申しても決して誤りではないと信ずる︒終戦後

るならば︑天皇陛下のこの人格は人間を超越した神の分類

の当然の属性であり︑それが人と神の違う所以であるとす

とである︒マッカーサー元帥の定義のように︑我欲が人間

ない︒責任は一切自分が負う︒ただ国民だけは救ってほ
しいといわれるお言葉を聞いて︑私は正に驚嘆した︒こ
の陛下はＧＯＤ︵神︶ではなかろうか思った︒そしてそ
の崇高さに打たれて︑陛下を抱きしめたい衝動を感じた︒

このような陛下の人格に接し︑自分は︑日本皇室をあく
までもお守りしようと決心した︒﹂

このマッカーサー元帥の話は︑彼が帰国後いろいろな人
に話をしており︑その回想録にも若干の記載があるが︑私
は︑この話が私自身の体験と一致することを感ずるのであ
ｚ︾○

私の体験というのは︑終戦の際︑昭和二十年八月九日の
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戦のご聖断をお下しになった御前会議における陛下のご様

第二次世界大戦の敗戦によって︑ドイツは亡びたが日本

ご心配そうな︑おやつれになったお顔付にくらべて︑この

子がやきついて忘れることが出来ない︒そのときの陛下の

に外ならないと信ずるものである︒

は亡国一歩手前になりながらへ亡びることなく立直ること
が出来たのは︑まったく天皇陛下の御聖断によるものであ

とうに感慨無量であった︒

祝宴のときの陛下のお顔の︑何と晴々しいことよと︑ほん

のとおりであるということである︒私がつくづく思ったこ

および国民統合の象徴﹂と規定されているが︑まことにそ

そして︑私は思った︒それは新憲法には︑﹁天皇は国家

る︒しかして天皇陛下が︑この終戦の御聖断をお下しにな
ることが出来たのは︑まったく自己を打ち捨てて︑国民を
救うという神仏のそれに比すべき大慈悲心を陛下がおもち
になっていたことに基くものであるといわれなければなら

とは︑Ⅱ本国の運命は︑正に陛下のご機嫌によって象徴さ

かくて私は︑日本という国家が︑今日︑存在する所以の

ない︒

の悪いときであり︑陛下が御心安らかにあらせられるとき

れるということである︒陛下がご心配気なときは国の運命

ろうか︒

ご心配をおかけしないように行動するということではなか

は当然であるが︑それは象徴的にいうならば︑天皇陛下に

る以上︑国家の運命が良いように努力する立場にあること

は︑国の運命のよいときてある︒われわれは日本国民であ

ものは︑まったく︑天皇陛下のおかげであると言って決し
て誤りではないと信ずる︒すなわち︑今日の日本国の存在
の基礎はまったく天皇陛下に存するのである︒この意味に
おいて︑日本国という国家は︑天皇をはなれては考えられ
ない・
四

先般︑建国尼念日が制定されたが︑私はそのこと自身に

五

は︑たまたま私は国務大臣経済企画庁長官であったので陛

昭和三十六年四月二十九日の天皇陛下還暦の御誕生日に
下のお席に近くご祝宴に参列することが出来た︒天皇陛下

の紀元節と同じく二月十一日と定めらるべきものであると

ったが︑建国記念日が制定される以上その期Ｈは当然戦前

楽しそうに皇太子殿下︑常陸宮殿下︵当時義宮様︶と談笑

考えていた︒それは︑日本が︑まずポツダム宣言を受諾し︑

ついては︑必ずしも絶対に黙かあるべきものとも考えなか

されながら祝膳に向って居られたのを拝して︑秘は涙を禁

ついでミゾーリー艦上でこれを文書として交換し︑ボッタ

は︑非常にご機嫌うるわしく︑まったくお心安きご様子で︑

することが︑川来なかった︒私の険の一異には︑上褐した終

（8）

五ヅのキング

美忠之

英国のキング︵王︶は︑自由論の著者ミルによると︑はげ脈の

頭目ということになっている︒王を断頭台に送るのも一向に平
気であったわけである︒

こういう歴史をもつ英国人も︑今川では︑世界に五シのキン
グだけは残る︑トランプの四シのキングと英国王だ︑と誇らし
気に柵る︒

ム宣言の条件によって︑若干のⅢ占領軍がわが統治椎を制

限する立場を認めたが︑昭和二十五年サンフランシスコに

おいて講和条約が調印されて︑わが統治権が復円した経緯

をかえり見︑戦争終結の前後において︑Ｒ本国の人格は︑

まったく変更なく︑戦前と戦後とは同一の国家であること

が明かであるからであるｃ万一建国↓紀念Ⅲが︑何か明確な

歴史的考証なくして二月十一︑以外に定められたとすれば︑

それは︑戦前と戦後で日本国の人絡は異るということを証

明する以外何ものでもないといわなければならない︒した

がって建国一氾念川が二月十一日と定められたことは︑まこ

とに即の当然である︒すなわち︑Ｈ本国は︑皇室のご先祖

が国礎を定めたまい︑歴代天皇か次ゐに商大なる徳を秋象

、 L 〃 ノ

また︑巧皐な民心操縦術で世界制覇を夢みたナチスドイッの
ヒトラーも︑天皇の権威に相当するものが無いことを苦にし︑

のご人格によって︑︑本国は亡国の一歩手前で救われて︑

重ねて︑その上に今上陛下の崇尚なご人格が形成され︑こ

燈台下暗しとはいうものの︑戦後日本の言論界︑教育界は︑

皇室をいただくＨ本圃民に茨望を禁じ仰なかったという︒
あまりにも︑Ｈ本のＨ本たる根元的事実に眼をそむけているの

結局︑Ⅱ本国は皇室を離れては考えられないのである︒

︵参磯院熊貝︶

今日の繁栄を致したものということが川来ると私は思う︒

泊翁先生歌集より

春霞ふかくなりゆくあさなノｒ︑
いや遠さかるをつくはの山

春眺望

朝夕に妹か手なれのつくし難の
いともゆるみぬ春雨のそら

春雨

ではないか︒﹁天吸家﹂という用語も皇室には姓がないという
事実の意味を忘れたものであるし︑愛国を説くか忠君に及ばず
祖先への感謝を説くとしても敬神に至りつかなし︒

西洋の民主主義とか近代化とかいう概念の亡霊にとりつかれ
ている限り︑木末・先後・上下の宿命的な人倫は破壊せられ亡
国の道をたどることになる︒言論・教育に従事する者は︑今こ
そ川本の伝統に立ち帰って自らの迷を払うべきときである︒
︵本会評議員・文部省教科書調査官︶

rQ，

新

〆一一一

思出

馬敏夫

女子の学習院の方は皇女は塩原の御用邸涯︑一般の生徒は

徒が疎開していた日光金やホテルにおられたのである︒又

太子は日光御用邸に︑義宮は其の他の皇族と共に一般の生

には男の方の学習院の山梨院長が乗っておられた︒当時皇

れねばならぬと思ったのである︒初めの内は皇太子は前記

しい砿しい日本がこの若い皇太子によって是非築きあげら

の再興にあたってどんな地位につかれるのであろうか︒新

の心は一杯になってしまった︒一体この皇太子は敗戦日本

て会釈しておられたのであるが︑何ともいい得ぬ気分で私

したのであった︒皇太子は窓のところに停車中ずっと立っ

は九月に入ってからであったろうか︒其の当時少くとも県

塩原明賀屋におられたのである︒皇族としては李王一家が

のように日光御用邸においでになったのであるが︑戦争が

境までは御見送りするのが普通であったが︑其の時は宇都

おわれたが︑初めの内は日光輪王寺構内に︑終り頃には那

終戦当時私は県内のあちこちに御用邸のあった栃木県庁

須に移られたのである︒陛下は私が在任中一度も御用邸に

た︒私は日光のときも南間のときも時々御機嫌奉伺という

苛烈になるに従って日光湯元の南間ホテルに御移りになっ

一 一 〜 ハ ､ − へ 〆 − 、 〜 一 戸 、 〆 、 一 一 〆 シ … 戸 一 一

いるのは終戦後皇太子が帰京されるとのことである︒それ

に勤務していた関係で其の当時の皇室についていくつかの

相

いうことで︑私はそこで日光からの汽車をお迎えし御送り

々

宮のプラットフォームで知事一人が御見送りすればよいと

数

思い出がある︒私が防空服に身をかため上野発の汽車で宇

の

都宮に赴任したのは昭和十九年十一月であったが︑其の車

−〆一‐〆へ〆、ず〆､一、ごｰ、〆、〆F､‑〆ー

おいでにはならなかった︒今でも私の頭につよくのこって

(io‑)

‑ 〜 〆 − − −
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のを揃えなくてはならぬということで︑係の方も仲々苦労

もっていくのがつれであった︒初めの内は大きさの同じも

の養魚場でとれた鯉か又県内の川でとって貰ったうなぎを

ことで御伺いしたのであるが︑そのような場合県営の小山

須に御滞在中の李王及王妃が急遼上京されることになり︑

た︒それがあの終戦の詔勅の下る前日の十四日︑当時︑那

た︒戦争中は使用される機会もなく錐をかげたままであっ

の当時県庁には貴賓室といって相当広い立派な部屋があっ

ら用意するようにとの連絡があったのである︒いそいで其

の部屋を久し振りにあけ掃除して御待ちうけ申し上げた︒

其の途中県庁に立寄られ御持参の御弁当で夕食をされるか

私は御食事のすんだ頃を象はらかって︑其の御部屋に御伺

したようであったが︑段々とそのようなことも川来なくな

れることも仲を困難な時とて︑かめに入れていつまでも楽

方へも時々はお届けしたのであるが︑其の当時鯉を手に入

いしたところ︑︑ハケッを持って出てこられた王妃に入口で

り︑ただ何匹かを集めて御届けするようになった︒義宮の

しんでおられるということをおききしたこともあった︒皇

ツを御渡し下さい︑と申し上げたところ︑王妃はいやよい

しないでいたために水洗がきかないのだと思い︑私にバケ

ですといって︑バケツを御渡しにならず結局御自分で御処

ぱったり出会したのである︒私は即座にトイレを長く使用

をおききした︒そして御自分達で調達された餌で︑鶏を何

とき御伺いしたとき入江侍従から皇女達の御質素な御生活
羽かかっておられるが今日もいままでにたまった卵を︑両

い間日本で療養しておられた︒御夫君と共に先年朝鮮に居

理になったのであった︒戦後︑其の王妃は平民になられ長

女の方には余り御機嫌伺いはしなかったのであるが︑ある

陛下に御送りになったのだと云う御話をおききし︑我知ら

は戦後もこのお二人には時々御会いするチャンスがあった

住を移されあの地で今は生活をしておられるのである︒私

ず涙を流してしまったのであった︒県として何の御世話も
川来ず誠に申訳ない︒何か御困りのことがあったら御遠慮

である︒そして時々あの当時のことを思い出し御両人の御

が︑仲々御両人とも立派な方だと今も敬意を表しているの

なく御申付け下さい︒出来るだけのことはいたしますと私
はただただ御詑びするだけであった︒私は在任中那須御用

という噂がとんできた︒私はそのようなことがほんとに起

元では近衛の兵隊が皇太子を擁して終戦反対の動きをする

終戦になった一両Ｈ中は殊に雌内もおちつかず︑日光湯

心中を御察しするのである︒

邸で管理人になかをくまなく見せて貰ったことがあるが︑

当時其の建物の中には東京から疎開された古文書類が沢山
ころが御寝室かとさえ思うほどであった︒今陛下は那須で

蔵置されていた︒御部屋なぞは全く御質素でこんな狭いと
はそこをそのまま御使いになっておられるのかと思う︒其
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内に警官は千人しかいない︒たとえ県内の治安をはかって

ったときにいかに処すべきかと種を考えたのであるが︑県

ぬが︑其の当時県内に四ヶ師団も駐屯し皇太子初め皇族方

る︒今から考えれば全く考えられないことであるかも知れ

せまい経験から判断しても国民と皇室との関係については

がおられたこととて何かと気をつかったのである︒私は知

側近の人々の動きに左右されることがあるのではないか︑

事在任中多少皇室との接触があったのであるが︑その短い

ったので︑ある日︑日光の御用邸に御伺いし万一そのよう

はない︒むしろそのすきに県内の治安が乱れては困ると思
なことがあっても県の方としては何も手をうつことは出来

この点は今後一層大切なことであると思う︒︵隙那︶

警官を全部その方にむけてこの反乱軍に対抗しても有効で

ませんから御了承おき下さいと事務官に申し上げたのであ

I
！

I

共に悠久なる者にして︑万一皇家に変動あらば︑即ち本国の

戴して衰うることなしと云へり︒況んや本邦の皇室は本国と

）

︾骨鋤い﹃Ｉフにｆ一

州諸国の帝王の如きは︑固より万世一系の家なく︑又其民に功する者に非ず︒広く天地の真理に荻き刷民の品性中我日本国民

を掲出して︑以て本会の旨趣の在る所を示さんとするなり︒欧を求めんとする者なり︒本会の如きは固より世の尊王家に雷同

一之を説くことを要せざれども︑或る学派に於ては此大事を忽略るを見る︒其弊隆一種あり︒其一は識見肥院にして世界の大な一
に附する者もありと聞けば︑世人の己に領会せるに管せず︑之ることを知らざる者なり︒其二は尊王の名を仮りて己れが名利

本居平田の両学士が精詳劃切に論じたることもあれば︑今喋灸のことなり︒然れども世の尊王を唱うる者にも亦多少の弊風あ

誠を尽すべきの道理と情義とを兼備えたる者なり︒是等の事はき者あるは人心浮薄の致す所にして︑簸も国の為めに憂うべき

いうことは︑誠に深き因縁にして︑我国民が此皇室に対して忠教の力を仮ることを須ひん︒近年民心の皇室を尊ぶことの薄

り以来二千五百余年︑此国の民と為りて一姓の天子を戴くとに帰向せしめば︑国の葦固安全求めずして自ら得くし︒何ぞ宗

一万国に対して誇るに足るべきは実に此一事なり︒我等の祖先よの如きは既に至貴至尊の皇室あり︒民心をして悉く此皇室

﹀しも他系を交へずと云うことは︑誠に世界無比にして︑邦人が崇するは蓋し民心をして其向う所を一定せしむるに在り︒本邦

一本邦の皇室の尊きことは古来より世人の皆知る所にして︑や︒夫民心の向う所一定すれば其国堅固にして︑民心の向う所
一今更申すも愚なことなれど︑神武創業以来皇位一系にして少一定せざれぱ其国堅固ならず︒西洋諸国の政府に於て宗教を尊

ｌＵ本道徳論よりＩ蛮動にして︑皇家の安泰な暑憾即ち本圃の安泰なる者に於てを

一皇室について

I

一細症誹ユ毎誕ｔ釦室口及倒雪訂錘ｕと婚い昨う回嶋皆蝉卦詞討尋か伸嵯割輝では苅叩岬三一ノ鐸皿癖蛭妙趣誌才
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︑１ノ

︐／１﹄

﹁皇室﹂と〃若

世代

大沢

にはしゑじ象としたひびきがあり︑それを読まれる時のご

づけられ︑荒れ果てた国土をご視察になっては復興に立ち

もみくちやにされながら〃飢え苦しんでいる国民〃を元気

も実り豊かになり︑やがて日本ははずぷがついたように急

上がる人々を激励された︒だんだんと街並みも揃い︑田畑

私は国会開会式のテレビ中継を見ていて︑一昨年夏︑那

〃戦後日本の歩み〃をご自身でつぶさに見てまわれたから

激に﹁復興﹂から﹁躍進﹂の時代へとはいった︒そうした

民の側もしやっちよこぱってしまうような傾向が出てきた︒

幸啓には徐々に﹁いかめしさ﹂が加えられ︑お迎えする国

ところが︑そうして世の中が落ち着くにつれて陛下の行

﹁お言葉﹂にも自然と〃実感〃がこもるのであろう︒

のように思い出した︒丁度その頃︑宮内記者会に籍を置い

陛下は︑その時にも﹁日本がこれほどめざましい復興を

ってもないチャンスに恵まれたのだった︒

ていた私は︑﹁終戦二十年﹂を機会に陛下にお目にかる願

須御用邸で陛下にお目にかかった時のことを︑きのうの事

様子は実に感慨深げだった︒

ることは︑深く多とするところであります﹂というお言葉

陛下は戦後の混乱時代︑進んで群衆の中にとびこまれ︑

だ︒

思っていたからであろう﹂と︑しみじ象おっしゃったもの

一新聞記蓄の個人的発言

第五十五特別国会の開会式が行なわれた三月十四日︑天

雄

〃

皇陛下のお元気なお姿がテレビに映った︒﹁：：：全国民が

紀

ヤ、

相協力して経済の発展と民生の安定のため努力を続けてい

水

ー、一一−ヘハーーハー一へ−、一茎〆
一一一一へ匙夕戸、〆
参一〜、〆

とげたのは︑国民がそれぞれ自分の力を出しつくし︑国を
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一〆ｰ〆竜一ヘヘヘー、グー、一一､〆〜ハー／ーヘハダヘダーヘヘーヘヅ

正直言って学生時代の私は︑皇室というものにまったく

えて桑ればいろいろな意味で大変な問題である︒こういう

とに戦後派はほとんどがそうではないだろうか︒これは考

理だし︑不自然だ︒どうにかして︑自然な形で︑国民全体

層に無理やり﹁尊敬すべきもの﹂と頭から教えこんでも無

が皇室を敬愛し︑節度を持って親しむような雰囲気ができ

ュースを担当する﹁宮内記者会﹂を受け持つよう上司から
言われた時には当惑した︒気が重かった︒要するに﹁肩か

ないものだろうか︒さしあたり私共の仕事から言えば︑紋

無関心だった︒新聞記者になり数年︑やがて皇室関係のニ

凝る﹂のだ︒そして皇室というもの︑象徴という言葉につ

もり﹂している︒一般国民がふだんお姿を拝見することな

奥深くお住いになられ︑制服警官が幾重にも囲んで﹁おま

﹃−−スが︑先に書いたように︑ストレートに流れて来ず︑

た手合いが出てくるのも︑もとはと言えば皇室の関係の二

同じように〃もてはやす〃手合いもずいぶん多い︒こうし

じて仕入れた知識をもとに︑皇室の方々を俳優を見るのと

〃無関心派〃が多数存在する一方︑女性週刊誌などを通

かし全く力足らず︑任を終った︒

切り型でない︑魅力的な記事を書くことだ︑と思った︒し

いてもあれこれ考えた︒

私は昔のことはよくわからない︒古い先輩は﹁国民との
接触という点では昔と今ではくらべものにならないさ﹂と

どまずあり得ない︒︵皇居内の勤労奉仕団の人たちへの御

言う︒たぶんそうだろう︒しかし現在でも天皇陛下は宮城

会釈は別だが︶︒﹁宮内記者会﹂に詰めている︑といったと

何とかして見てゑたい気持になる︒表現は悪いが︑読者の

﹁出歯亀﹂的な噌向に訴えてどうかと思うような記事も︑

紋切り型になってしまう反動だと思う︒人間︑隠されると

一方では出てくるわけだ︒こういう形で皇室と国民が﹁接

ころでとてものことおいそれと拝謁が許されるものではな
内庁当局〃お貸下げ″の写真と侍従などの話をもとに書く

い︒﹁天皇誕生日﹂の記事が毎年紙面を飾るが︑あれは宮
わけである︒どこの馬の骨ともわからぬ新聞記者などをめ

近﹂するのはこれまた不自然だ︒

知れないが︑天皇陛下に一度でもお目にかかってお言葉を

こんな言い方をしては弘道会の諸先生方に叱られるかも

ったにおそばに近寄せるわけにはいかない︑という考えか
が︑皇室と国民をつなぐ︒︿イブの役を果す︑大切な役目を

ような駆け出しの︑言葉の使い方もよくわきまえない者が

聞くと︑実に魅力的なお人柄だということがわかる︒私の

も知れない︒しかしこの〃馬の骨〃は口はばつたいようだ

きとした記事にはならない︒

ぶしつけなことを申し上げても︑じっとお考えになってか

持っている︒何かと言うと間接取材︑貸与写真では生き生
皇室に対して﹁無関心﹂と答える人がずいぶん多い︒こ
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れがだんだんと遠くなり︑ついには周囲の者が御意志とは

﹁わけへだて﹂ということがまったくない︒Ｅｍｐｅｒｒ

き〃国民というわけなのだろう︒右翼とか左翼とかもない︒

ないことを興味本位に書きたてる出版物も目につく︒これ

しないでもない︒一方では皇室間係の出来事の︑あること

近ごろ︑またそういう変な空気が漂い始めたような気が

程遠い雲の上へ押し上げてしまったのだろう︒

Ｏｒとしての〃大きさ川という４のが感じられた︒お目に

いきまいて︑四囲の情勢をそういうことを吉かせない方向

が行き過ぎると皇室尊敬の念の篤い人は﹁けしからん﹂と

陛下にとっては大臣も一介の新聞記者も等しく〃愛すべ

ら︑きわめて適切に︑やさしく受け答えして下さった︒

かかることができたのはそれ一度だけだったが︑それだけ

に引っぱって行こうとする︒そしてそういう動きが強くな

で私はすっかり〃好きになった〃わけだ︒

そういうことにならないよう︑我々報道にたずさわる者

りすぎると︑穏健中正な物の言い方をしている方面までが

にも大きな責任があるとも思う︒すべて事勿れ主義ではう

﹁好きになった﹂などという言葉を使うと﹁おそれ多い﹂

あっていいと思うからだ︑つまり﹁好き﹂とか﹁親しむ﹂

まくない︑という事だ︒私自身これまで皇室に対しての個

とか﹁不敬だ﹂とか怒る向きもあるかも知れない︒しかし

とかいう︑感情をまじえたしっかりした紳みたいなものが

人的な考えを明らかにするのには或種の﹁ためらい﹂があ

ていノ＼だろう︒

生まれてもいいように思う︒あえて乱暴な言いかたをすれ

った︒どういう表現を川いてもきっとどこかの陣営から何

制約を受けかねなくなり︑果ては言論統制にまでつながっ

ば︑陛下が現在のように．︿トヵーや供奉車でガッチリ囲ま

とか突っつかれるのがオチだからだ︒片方からは﹁良くぞ

私はあえてそう書いた︒なぜなら天皇陛下と我々日本国民

れてスッと通りすぎて行く〃お出まし〃ばかりでなく︑街

言った﹂とほめられるようなことを書けば︑かならずもう

とは︑もっともっと〃人間的な〃触れ合いみたいなものが

中をお気軽に散歩されるような具合にはならないかなと願

片方からは﹁偏見﹂とけなされる︒だから今まで︑私の思

っているのだが︒

そんなことをしたら馴れ馴れしくなって︑皇室尊敬の念

ようとしなった︒報道人ばかりでなく︑これはあらゆる分

慮深い同業者たちはこの種の〃個人的見解〃を明らかにし

野で働く青年達にあてはまることだ︒﹁無関心﹂を装って

が薄れるという考え方があるとすれば︑それは全く馬鹿気
を抱く者が︑今よりずっと多くなろう︒大昔は皇室と国民

いるのが波風立てず︑いちばん都合が良かったのだ︒

た心配だ︒かえって父親に対するような親し象と尊敬の念
との距離はもっとぐんと近いものだったのではないか︒そ
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けれどもそうした態度をとり続けていては皇室と我々若
い世代とはますます疎遠になってしまう︒そうなると〃古
い世代〃の人たちは行末を心配のあまり︑また以前のよう

﹁震災より無残だ﹂

Ｉ元侍従長などのお話Ｉ

﹁被災地を一巡なさって︑帰途︑確か湯島を通りすぎたあたりだ

元侍従長藤田尚徳氏の話︒

を張りめぐら

に皇室と国民との間に厚い〃菊のカーテン

当時は︑何もかもきれいに焼けてしまっていた︒大きな建て物が少

﹃大正十二年の関東大震災のときは︑ウ↓︑で市中を回ったが︑あの

ったと思う︒陛下は︑沈痛な面持ちでぽっつり︑こうおっしゃった

し︑神聖にしておかすべからざるものとして肥り上げてし
まう恐れもある︒

イギリスでもオランダでも王室は国民に尊敬され︑愛さ
れている︒和気あいあいたる交歓風景がよく一三−スとし

の場合は︑はるかに無残な感じだ︒コンクリートの残がいなどが残

なかったせいだろうが︑それほどむごく感じなかった︒しかし今度

は︑生命がかかっていたといっても過言ではないのである︒
︵読光新聞﹁昭和史の天皇⑲﹂から︶

ミングよく視察したり︑声明を出す︒しかしこの場合の陛下のそれ

す場所とてない荒野だった︒いまどきの政治家は災害かあるとタイ

実際に︑空襲でもあったら︑東京は〃もはや高地なし〃身をかく

いまだかってなかった﹂︒

話がかかって来て﹃きょうはたいへん結構でした︒ご苦労さま﹄と
いった︒宮相が警衛のお礼の電話を即日かけてくるなんてことは︑

﹁陛下が宮城へお帰えりになってから間もなく︑松平宮相から電

元警視総監坂信弥氏の話︒

居へ帰ったとき︑一同ほんとうにホッと胸をなでおろしたものです﹂

﹁幸いなことに︑お出かけの間︑警報はついに鳴らなかった︒皇

元侍従武官吉橋戎二氏の話︒

になった﹂︒

だったが︑聞いていて陛下のそのお言葉の抑揚に︑私は胸いっぱい

っているし︑一段と胸が州む︒悲惨だれ侍従長／︑これで東京もと
うとう焦土になったね﹄感想めいたことは車中でのこのお言葉だけ

て我々の目にもはいってくる︒豊かな人間味が溢れている︒
﹁うまくやっているんだなあ﹂とうらやましくなる︒他人

︵神奈川県会員︶

×

（16）

の所 臆 良 く 見 え る せ い も あ ろ う が Ｉ ︑
現在の日本を動かしている人は大部分が戦前派であり︑

我々〃戦後派〃の行動を気づかわしげに見つめ︑バンドを
渡す前にどうにかしておいてやらなければ︑と考えている
ようだ︒それが往々にして行き過ぎ︑若い世代の発言に耳
をかすどころか︑無理矢理﹁右へならへ﹂させようとする

×

傾向も見られる︒これは危険な事と言わねばならない︒

×

⁝蝿

っていつから恋愛にとりかかる︑とい

さりくれば

今とちがって私の育った頃は︑幼稚

れにいいといわれる幼稚園に︑あふれ

子供はなにがなにやら分るまいし︑そ

ったり︑卒業式に立ち合ったりはしま

って︑大学の入学試験の日についてい

れば︑髭の生えたような子供につきそ

ぶん近い計算で進むらしい︒さもなけ

その通りではなくても︑それにだい

うようなことなのだろう︒

るほどの子供が押し寄せれば︑やっぱ

あれはおよそ馬鹿げているが︑一堂ける

園にはいる時から試験なんかなかった︒

り試験でもするしか仕様がないだろう︒

入れようとする︒そのためにはどの大

おそろしさ︒自分の子供を一流会社に

いものはなかったろう︒けれども昔の

の親だって子供の教育に心をくだかな

﹁人の親の心は闇にあらねども﹂︑昔

いＯ

学︑どの高校︑どの中小校︑どの幼稚

親には﹁たしなゑ﹂もあったし︑﹁悲し

今の世の﹁敬育マごというものの

園と逆算する︒さらにそのためにはい

いあきらめ﹂のようなものもあった︒

相

政

たか知らないが︑ほかの医大にはいっ

う人がいた︒その人がその後どうなっ

七年目に東大の医学部にはいったとい

は昔はなかったろう︒私の時代にも︑

らんがために十年浪人したりするもの

いが︑このごろのように︑東大にはい

親がやるのか子供がやるのかしらな

の子供の大成をこいねがったＯ

も三流でも我慢して︑別な道を通って

一流の学校にはいれなければ︑二流で

子のためを思わないではなくても︑

江

なかったか︒

て︑早く社会に出たほうが仕合せでは

［l／ノ

春
つ産む︑だからいつ結婚する︑したが

／ 1 句 、

蕊

入

1J

らしくなり入試が近づくにつれて︑入

き入ると同時に︑このごろ少しずつ春

回落ちたという話︑私はその執念に驚

最近聞いたこの東大の入学試験を十

いよいよ最後の一枚︑これがいけなけ

目もいやなできにおわってしまった︒

送ってくることがある︒一枚目も二枚

向をこらした紙を︑三枚なら三枚だけ

とができるのだが︑依頼主から特別趣

しておこうと思えばいつでもやめるこ

験の場合は︑我慢も妥協もあったもの

慢すればなんのこともないが︑入学試

をかくことにはなっても︑それさえ我

も経たないうちに︑あきれるほどの恥

れている︒その時も意に満たず︑一年

私の書にはまだ妥協の余地がのこさ

ごとではないような気になっている︒

その人は一体どんな気持でこのごろ

うだけのことである︒

我慢や妥協の余地のある私の書の場

ではない︒冷厳にくだされる裁断に従

合でも︑もう紙はこれっきり︑という

れば︑先方に頼んで︑何千円もする紙
こちらでそれを求めなければならない︒

を︑また送ってもらうか︑金を出して
けちなような話だが︑私は相当さし迫

の毎日を送っているか︒どんな心をい

私は人に頼まれるままによく言を楽

だいて試験場へ行くのか︒
しむのだが︑いつ・へんにすらつと︑思

土壇場に追い込まれた時の気持は︑決

ないが︑まあまあ今の自分としてはこ

風流の世界としては︑やるせないまで

はこの種のことはいくらでもあろうが︑

してさわやかなものではない︒人生に

った気持になる︒

れ以上は欲というものだろうと︑その

三枚目も必ずしもいいできとはいえ

うような字が書ける日もあるし︑どう
によるものか︑そんなことはとうてい

しても書けない日もある︒それがなに
分らないが︑とにかくそういう日があ

の悲しさである︒

よくてきていると思うのがないではな

五年ほど前に書いたものでも︑まあ

る時の私自身を思うと︑あれの何百倍︑

つ︑深く呼吸して︑息をととのえてい

の紙をくりひろげて︑それを見つめつ

人︒今ごろどうしているだろう︒最後

十遍目か十一遍目かに東大を受ける

三枚をくらべて︑まずまずこれかとい

仕方がないから︑五枚も六枚も書いて

いが︑半年︑一年しか経っていないの

何千倍の追い込まれた気持︑ぬきさし

うのを送る︒

るのである︒

染る︒そしてやっと気に入ったのがで

に︑あきれて見るに堪えないようなの

紙がもったいないようにも思うが︑

きることもあるが︑大抵はその日はや

があるのは︑きっと今書いたののよう

ならない気持︑それを思うと︑全く関

まにやってゑると︑すぐできてしまっ

係のない私まで気が狂いそうになって

めてしまう︒あくる朝︑ちょっとのひ

のものだろう︒

な︑万やむを得ずに自ら妥協した場合
そういう場合は︑まあこれぐらいに

たりする︒
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ノ︑ス︾○

ている︒その時︑採否をきめた物産の

これは決して空しい豪語ではなくなっ

った︒それから四十余年経ってゑると︑

なくなったということである︒

よかろう︒中共はもとより台湾にもい

ということは東京に︑といい換えても

日本に来ているといわれる︒日本に︑

中華料理のすぐれた料理人はぶんな

らなければならないのだろう︒私はい

重役はことごとく鬼籍に入ったろうが︑

たことを悔いる時があるだろう﹂と云

つも思う︑こういうことをかまわずに

一体︑どうしてそんなに東大にはい

云い放つために自分は東大へはいった
いるだろう︒

それらの霊はきっと今それを後悔して

それとは逆のような話だが︑日本の

のかもしれない︑と︒東大以外の学校

サントリーのダルマで事足りるものを︑

甘口もから口もあったものではない︒

国である︒﹁特級﹂の札さえあれば︑

ことだろう︑それは味の素を使うか使

で︑いろいろ詮索したら︑なんという

どういうところがちがうのかというの

とはあって︑さすがにうまいと思った︒

ってシナ料理を食った︒本場だけのこ

食通といわれる人が︑その昔香港に行

がいたろうが︑なにも東大出身者のぷ

ジョニ黒を飲もうとする︒もちろん高

日本︑ことに現代日本はラベルの天

川身者だったら︑こんなことをいうと
負け惜しみでといわれるおそれがある

んながみんなすぐれているという﹁わ

いだけのことはあって︑ジョニ黒のほ

からである︒

け﹂もないし﹁はず﹂もない︒あんな

うがうまいにきまっているが︑あれだ

東大にはどんな時代にもすぐれた人

のが東大出身か︑と思うのもいるし︑

はシナ料理だからというので一切使わ

日本の中華料理屋は︑とにかくこれ

わないかのちがいによるものだった︒

慶応や早稲田の出身者にも︑さらには

なかったのに︑香港ではふんだんにふ

いずくんぞ種あらんや﹂という中国古

りかけていたのだという︒﹁王侯相将

るような話である︒

典の言葉があるが︑それを思い出させ

味の素を耳かきに二杯入れると︑二

らか味の素の宣伝のようでもあるが︑
それをかたく信じている人は多いし︑

とにかく今日の日本人は︑ラベルとか

ると特級になるといわれている︒いく

級酒は一級酒の味になる︒一級に入れ

プｏＯ

けの値段の差があるかどうか疑問であ

中学も出ないような人にも︑東大がさ
つちよこ立ちしてもかなわない人がい
くらでもいる︒

いま大会社の社長を長くしている人
た︒筆一記試験では通ったが︑体格検査

各等級の格差は︑大体それくらいのも

看板とか︑そういうものに気をとられ

が︑若い頃三井物産の入社試験を受け
で不採用ときまった︒その人は﹁物産

のに過ぎないらしい︒

話がどこかへ迷い込んでしまったが︑

は後年︑この私を採用しておかなかつ
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過ぎはしまいか︒

につながるところが多いから︑いい学

それを知って私は軍人に云った︒あ

校を出ていても︑あんまり延びない人

なた方はなんとおかしな世界に住んで

いるかいないかは︑やっぱり相当の影

けれどもそれかといって︑大学を出て

ち続けられたのである︒

の夜の︑いい味があるのに︑春でなけ

いるのか︒二十三︑四の時の能力差が︑

十台におさめた成績順位がそのまま持

れば︑秋でなければとけしきばみ︑は

四十︑五十まで︑そのままの順位でへ

冬の朝には冬の朝の︑夏の夜には夏

ては秋もいけない︑いいのは春だけと︑

て順序が決められていたかというと︑

よってならべられていた︒なにによっ

人が︑大将から少尉までずっと序列に

ものがあって︑将校以上のすべての軍

と︒陸軍にも海軍にも停年名簿という

その昔︑日本に軍隊のあった時のこ

一評価に絶対の信頼を買うというのはど

大体目をつぶって︑士官学校の教官の

あろう︒そういうさまざまの条件には

於てすぱらしい功名手柄を立てる人も

る︒平時向きの人もあろうし︑野戦に

終えて社会に出て︑あらゆる経験をす

あがると思っているのか︒学生時代を

るからなのかもしれない︒

別するほうが万人の納得する状態にな

な︑ごく機械的なことで容れ物から区

い︒だからどこの出身か︑というよう

そうそう優劣のつけられるものではな

どんどん延びていく人もあるようだ︒

もいるし︑それほどの学歴はなくても

命がけの争いをするがものはない︒

なんのことはない陸軍のほうでいえば︑

うしたものか︑と︒
こんなことを云っている﹄うちに︑日

こと梶なってくる︒酒でいえば︑明治．

だとするとつまりはラベルで決める

ひとつには人間の能力というものは︑

響があるらしい︒

士官学校の成緬順というわけである︒

なってもやはり一流を決めているわけ

大正の一流の醸造元は昭和四十二年に

陸軍大学にはいってそれを出ると︑何

った︒そして静かに考えてゑると︑こ

いことになってくる︒

で︑これでは軍人の停年名簿を笑えな

本から軍隊というものが消えてなくな

の世界だけのことではなく︑役人の世

ういうおかしなことは︑あながち武官

つか上のクラスの中に割り込むことに
なって︑その時ちょっと順序が狂うが︑

人かを追い抜くことになり︑一つか二

あとは大体そのままで進む︒中将から

こういうこと・をやっているから︑い

つになっても名門校というものは混み

合って仕様のないことになる︒一方で

のである︒

十人に一人とか五十人に一人とかの試

界でも同じようなことが行われている
実業界というところは︑役人ほどの

大将に進級の時に︑ふるいおとされる
手直しが行なわれるが︑中将に進級す

どかではない︒死ぬか生きるかの商買

もの︑抜擢されるものと︑いくらかの
るまでは︑主ず大体が二十台︑乃至三
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なった︒

の学校にはいり︑それをまた卒業しな

だれに文句のいいようもない︒天を仰

勝負の世界はきびしいとはいわれて

カニは甲羅に似せて穴を掘る︑とは

ければならないというのも妙である︒

験が行なわれているのに︑他方では門

すべての人間が同じ能力を持ってい

文芸作品の優劣を決める秤のような

も︑こういう点からいえばいっそすが

るとする前提もおかしいし︑同じ程度

ものがあったら面白かろう︑というこ

すがしいものである︒ほとんど勝って

甲羅に似せて掘ればいいものを︑教育

昔からいわれていること︒人間だって

いで身の不運をかこつだけのこと︑そ

とを芥川竜之介がなにかに書いていた︒

いた相撲に敗けても︑敗けは敗け︒花

↓︑マにひっぱたかれ︑教育ママにつき

れ以上のいざこざは起らない︒

小説や詩歌︑絵画の世界では︑どっち

道を引揚げていくうしろ姿に涙をそそ

そわれて試験を受けに行く人のことを

こともできないという︒

がすぐれているかということが︑ごく

いうもの︒厄介なのはさっきからたび

ぐ人は多くても︑あきらめはつこうと

前雀羅︑校庭に鳴く閑古鳥をどうする

なっても問題は絶えない︒ある人のが

よ︑あなたはあなたのためにしている

思うと胸がせまる︒満天下の教育ママ

のか︒
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小数の人にしか分らないから︑いつに

たび説き去り説ききたったような︑勝
一体日本の人口が多過ぎる︒そして

負以外の世界である︒

戦前はなんとなく節度があって︑小学

いＯそこまではまだいい︒自分のはあ
まりに高踏的で衆愚には理解されない

︵特別会員︑侍従︶

ああ︑また︑入学試験の春がくる︒

よく売れて︑自分のはちっとも売れな

のだ︑と慰めることもできる︒けれど

でやめるもの︑中学までいくもの︒大

のか︑あなたの子供のためにしている

い︒あれよあれよといううちに︑あれ

もあの人が芸術院賞で自分はそうでな

な道をねらって専門学校を選ぶもの︒

学を志すものがあるかと思えば︑特殊
こういうことでなんとか妥協もついて

は芸術院会員になったのに︑自分のと
ころには院賞すらこない︒こうなって

なければ夜も日も明けぬということに

いたようだったのに︑戦後に大学を出

相撲なんかだと事は簡単である︒立

なったものだから︑このごろのような

くるとおだやかでなくなってくる︒

っていようと︑一瞬でも早く倒れるか︑

ち上ってからたとえどんなに攻勢を取

をすれば滑稽な模様が描かれることに

悲惨なことにもなり︑冷やかな云い方

土俵の外に出れば敗けときまっている︒

榊

○千葉県菅谷喜一

に貼る

＠大南三日続きて向ひ風月次会にゆく道きびし

○同同

○同菅谷義太郎

︑健やかに去年の菊見し亡き母のカラー写真をアル︑︑ハム

をののかく

○いたつきの便りもなくて同級の友のはふりの知らせに

○同同

入江相政選

き競ふ

︑八十路越す老いの三人も中にゐて振りあたらしき歌よ

１１

しけり

︑草も木も花の盛りと夢にみてこころ笑ましく目をさま

○同同
Ｃ同同

＠日を経つつ椎の大木に残る雪を昼館の煙青くよこぎる

○同松川清

樹

︑千葉のあがた先賢としていつきつる神とし仰ぐ西村茂

とし

︑橿原のうねびの松の堀狐と今Ｈのこの日をことほぐご

○司司
○同同

︑繁田字野石橋先輩のうつしゑをわが見て老いをしゑじ
采と億ふ

○同加藤巳之
炉にをり

かたち

︑破璃戸うつ吹雪の音のいやましてふけしづむ夜を友と

○同同

︑天然の鏡の如き形相して凍れる池のいや美しき
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弘道歌壇

○同同
︑ど近し
同

︑みはるかす冬田の果てに上総嶺のうすらかすみて春ほ

○同

︑きをぞ恩ふ

︑あたたかく雨ふる夜半に目ざめつ つ晴るる明日の芽ぶ

○同司
むこと

○同同
○同同
○同同
○同同
院を

がむ

○入江相政

○朝早くＨの丸たててわれひとりくに万歳とみなみをろ

○建国記念日秋田県武藤喜七

＠こころからうからやからも喜くり春立つ今日のわが退

明るき

○おのづからひらけば見ゆる目となりし老の心はいつも

かな

○何もかも今は見ゆれぱなや悪なくいつも明るきわが心

しき

○よろこべる人々の顔見ゆる目となりて退院するはうれ

I
たり

大きなる花三つ持ちて牡丹花は床のこの隈かがやかせ
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︑わが願ひここにありしか山里にかそけく生きて歌よま

○埼玉県鷲宮蔦人
○見ゆる目となりしよろこびもつ我のひと日ひと日は楽

しかりけり

○同同

︑明け烏鳴く声きけば病棟の近くの木立生ひ茂るらし

○同相沢正道

﹄

︑よくなりし我が老の目に兄ゆるものゑな珍しくまた美
しき
I

︑︑︑︑︑︑︑

明
明治
治遺
遺構
構吐吐
猶猶
存存
． ．︑新春偶成

突突功
功臣
臣鼎
鼎位
位尊
尊︒
︒五雲繰秒一塊一朝畷↓

０○Ｏ
Ｏ
○Ｃ○
Ｏ○
ＯＯ
緬懐謹
腿尺瀧
遼一一龍駕
一 ：熟漸〆毒沸︶
弘道詩林三好凌石選緬唾槌沢
．
○０
０○○畷
○○

己○○００００
︐
＠丁
丁未未
新年
新
作年作瑞気洋洋天地存．
︑︑︑︑︑︑堀︑

騨堂大石嘉米太郎︵千葉︶枕渓勝田啓治︵千葉︶︑︑︑翠蝉形崎精治︵横漬︶悔鶴撫俸被影蒋

︑賀日本弘道曾創立九十年＠歳晩偶成

膳伽海勢稀世昏︒前途鋼一殿一旦悠悠戟嘩弧牛朱﹄禰﹄稀隔﹄江遥看一漁村︒

擬溌議磯議識胤溌鍾群§

ＣｏＣｏ︒︒︒︑新年口占員珠湾上水連し天︒

評日︒願し功頒レ徳・興感自深︒居諸忽巳年云表︒

○○○○○０○
＠喜佳節復善賦法住猶能言朱し味．牝秘川羽生長七郎︵千葉︶米蘇
尚有雲風雲費
︒︒払祷ｏ小侵痕太郵︵横漬︶白霊幸画一紅衣珪鰯雲嬉嬉葵蜘軒評北和雫雲表瀞
復
節○
一○
意○
欣然︑迎吟新迭﹄奮更何求．琳耐学誹牌二餅響↓＠丁未新春偶成
︒迎
○佳
０○

︑︑菱城︑寺田瑛一郡︵布施︶︑新年口占

○○○○○○○
一酔揮彦皇多二雅趣一
○○○○○○○

灘雛鯨灘蝿霞鵜蕊織︑懲蕊三雲Ⅱ
＠病後有作

箕溌麓唖ｉ蕊撫磁蕊乾坤織蕊哩惟膜訊擁護職

畔鍔神碗塞︾識幸岬蓋岬二儒岬一癖諏坤癖一細羅酔﹄癌蝿淋癖一諦濡癖︾純朴﹄睡

評日︒自有二風韻三結頗妙︒入鹿池遥開二一村一評臼︒浦逸可し訓ｏ足三以トー有年一評日︒前雅健︒後清純︒

怜峡一牌雲奏伽課◎訂明治肘竺︑︑伽呼溶炉癖溌幣祷無燕蚕碑搾好
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︑︑︑︑︑︑︑
＠丙午歳晩
悠然酌酒賦一新詩ご凌石
静古中村静子︵逗さ称廊曙即塗婚︾曙．静古

︑
︑︑︑︑︑︑○○○○○○Ｏ
光陰如﹄矢年蒋﹄逝︒好鳥端し花興自佳．凌石
︑
︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
柵椅一書窓一億二故郷一幽境超然無二俗累↓松堂
○○○○○○○○○○○○○○

世将多難嘆亦切．吟窓細酌意相請辱一秀城
○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
清談一笑堀齢長．春寒料蛸老栴開︒凌石
評日︒平淡右致︒風定時弾池水隈︒松堂
○○○○○○○
翠時稲本正太︵葉川︶城嘩唾唾弘巳碕秀岐

＠感懐

酔︾搾陰耐叶弘醍睡州言語歴一帯封し︽﹂︾恥

按酔弛緋一帳砂緋蕊州嬉癖蝿彦稚榊呼馴融癖

上七絶聯句排次依﹄韻洗﹄硯揮﹄皇先一笑︒翠晦

＠丁未正月十五日松涛叩蛎叩嘘伯窪蛎．松堂
書屋浩然吟吐小柴肘蛸叫噸椛無二端哩秀波

○
○○○○○○○○○○○○○
老梅花影月玲瀧︒翠時誰能賞詠酒杯前︒﹂松涛

Ｉ１１

︑依凌石雅伯踏見﹄寄吟韻
首尾吟以供二一築一奉レ

乞二咽政一同人
○○○○○○○
窮裏有﹄通刺自知
○○○○○○○
死中存し活事多奇．
○○○○○○Ｏ
寓力紛乱生民笑．
○○○○○○Ｏ
正是同人姉鰍時．﹂
○○○○○○○
正是同人妨献時．
○○○○○○○
動中還有二静中恰弐
○○○○○○○
鵬機雲外川車底︒
○○○○○○○

︑次二安岡詞宗見レ示新年

把陸筆悠悠柵按﹄詩．﹂

凌石党

偶成端誠一敬賀二七十毒一

古稀稚﹄毒正宜﹄春︒

巻寄随吟愛道雁彦新︒

剛健能持報国身．
歳首稗思蓮伯玉︒
＠丁未新年作

○○○○○○○
Ｃ○○○○○○

始聴二鴬群一興不﹄窮．静古＠丁未新年偶成

吟情酔格占二長春一

我輿老梅倶訓﹄健︒

鳥迩附し池Ⅱ夕親．

欲﹄追二柳諌一志途新︒

酌し酒賦﹄詩春気暖．凌石安岡正篤︵東京︶

○
○○○○○○︑︑︑︑○○○
酔蝕身在一一五雲中ご松涛七十生涯叉値﹄春︒
○
○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
春光照﹄水悪風吹︒翠鴫素心徒塊瓦全身．
○○○○○○○○○○○○○○
柵坐二寒窓一竹影移︒松涛老来漸兇入︾一佳境一
︑
︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

高趣雅鵬書院静︒静古伯玉知し非日日新．

︑又
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毒川幅海歳華新︒
日月錐懸瑞色均︒

娘喜全家皆噸幅健︒

︑寸徴漫言

九如唱起草堂春．

乾川混沌似二飛脈一

︑説猫疎瓢乎道人
△△△△△△△
弾二該直筆一説猶疎︒
△△△△△△△
派閥紛紛権未吟除︒
△△△△△△△
革命反情那避在︒
△△△△△△△

＠次安岡正鰐氏見寄首
尾吟瑞韻時事所感

不﹄見光風審月時︒一

△△△△△△△
篤﹄政誰思有二四知可
△△△△△△△
醜聞紋絞事哨奇．
△△△△△△△
堪﹄嘆黒霧迷濠甚︒
△△△△△△△

△△△△△△ △
不し見光風満月時．

△△△△△△△
乾坤暗涯欠二安恰一
△△△△△△△
欲謀二浄化一果何日．
△△△△△△△

１１

︑記事幅峡︒詩林失し期︒

白眼堪﹄吟調諭詩︒

尚所二曲諒↓
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I

明治天皇昭憲皇后の西村会祖御信任
明治十七年十月補二宮内省三等出仕一︵勅任︶文学御用掛被仰付︒

りしにより︑此恩命を賜はりたるなるべし︒夕刻に至り︑御殿に

同十八年四月再び皇后宮の召に応じて御園内御茶屋に参上

御帰りあり︒余輩亦従ひて退散す︒

添へたり︒此日召に応じて出頭したる者は近衛忠卿︑正親町実徳︑

す︒此時は昨年と異にして桜花満開して︑其風景更に一段の美を

久我建通︑元田永字︑高崎正風及び余にして︑外漣文学御用掛の

翌日文部省御用掛兼勤被仰付︒：：：去年川田剛氏入りて文学御用

属官伊東祐命をも御次の間へ召されたり︒近衛︑正親町︑久我は

掛となり︑此度余又是に任ぜらる︒川田氏は維新の時の勤王家の
履歴の編纂を命ぜられ︑余は往年宮内省にて編修ありし︑幼学綱

りしを以て︑八時頃花影を履みて御帰殿になりたり︒高崎以下典

要の補遺として︑婦女の美蹟を編纂する事を命ぜられたり︒依て

侍掌侍等御歌を上ること昨年のことし︒皇后宮の御賢徳あらせら

ことは昨年と替ることなく︑何れも棟催感泣せり︒今夕は月夜な

此年十一月余例の通り宮内省に出勤せしに︑皇后大夫香川敬三

るることは国民の皆知る所にして︑余のごときも侍講たること十

皆皇后宮の御親戚にして其他は昨年の者共なり︒御待遇の厚き

氏余に詔ふ︒今日午後三時御園内の御茶屋にて皇后宮より召さ

年許︑其御一両行に就きて感服したること甚多し︒昨年及び今夕の

属僚坂田伝蔵︑山田安栄︑加部厳夫等を督して其書を編修し︑書

せられ候間︑参上すべしと︒余依て其の刻限に至り御園に参上せ

成りて是を婦女鑑と名づく︒⁝⁝

しに︑同時に召したる者は副島種臣︑谷干城︑元田永手︑高崎正

くし︒

御召のごときも其旧故を厚遇し給ふの思召実に有難きことといふ

明治十八年十一月︑明宮殿下御教育御世話可申上旨︑徳大寺侍

の菊花︵巳に残菊となれり︶を所こ御覧あり︒畢て仙錦閣に御入
あり︒余等五人御後に従ひて御亭に入りしに︑己に酒肴の御設あ

の両老明宮殿下の御輔導に任せられ︑高辻修長︑勘解由小路資

従長を以て御直命を蒙る︒是より先き中山従一位︑嵯峨正二位

風及び余の五人なり︒己にして皇后宮御園に御出あり︒御園内

ち︑最後には

法に適当せざる者あり︒余が此命を蒙りたるは時勢に適当するの

の御世活は︑皆旧時の宮中の式に依れるものにして︑現時の教育

生の二人︑御読書御手習の御世話をなし来れり︒然れとも此人奄

り︒余等五人に是を賜はりぬ︒御供の典侍掌侍等各配膳し酌に立
皇后宮御手自ら酌を賜ふに至る︒余輩五人惇恐して措く処を知

御教育法を申上くるの思召に出たるものなり︒︵往事録より︶

らず︒其間種どの御談話あり︒又典侍掌侍をして歌を献ぜしむ︒
副島高崎は詠歌あり︒余も詩歌ありしが今其稿を失へり︒差し副

を為すにより︑谷は皇后宮の創立し給ひし華族女学校の校長た

島と元田と余とは嘗て侍講を勤めしにより︑高崎は御歌の御添削
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神明宮社務一肋︑参会者二十名

作って見ても仕方がないと思う︒無理は禁

く︒杉を松の様に作っても又妻松を杉の様に

ければならぬ︒本人の素質を見て育てて行

いるが︑其の言葉が気に入らぬ︒人育でな

現代用語で人間作りとか人作りとか言って

き将来性をもつ国はソ連の方針である︒そ

平塚博士は証明されている︒今一つ恐るべ

すでにこのような教育を明示されていたと

素晴らしい方法をとっている︒西村会祖が

福な世界を作り出す能力をもたせるという

第五回麻績青年部中堅研修会の記

午後七時部会長石橋香峯の開会の挨拶︑

工業に振りむけていることである︒目下日

れは商罪教育の山削を教員養成に︑三剖を

十一月二十九日三十日一泊二日︑於天津

支会長代理内山藤太郎︑日本弘道会要領の

Ⅱ先の労金に舷惑されて子供の朕をおろそ

物である︒青少年の非行化︑家庭の主婦が

かも国語の時間の少ない所に種為の禍根が

本の義務教育の在り方たるや科目が多くし

読訓︑岡野清信宮司の御話︑三三九度の盃

渡辺主事の御話ｌ弘道会会祖の偉大な

かにしている等現代の映像を語った︒

とは上の盃で三度︑中の盃で三度︑下の盃
で三度飲む︒則ち九度になる︒子供の族︑

だ世界的の西村会祖の遺志を体得して県国

あるように思われる︒とにかく本賠が生ん

民の奮起に役立ちたいものであると︒感激

る人物論︑又会祖西村先生の恩師安井息粁
寺境内に埋葬され︑御影石の東京都史跡標

も知らぬ程であった︒参拝見学乞川︒

裡に終了︒朕等の質疑応答に夜のふけるの

先生と奇縁にも︑偶然にも同じ千駄木養源
識に連塙で表示されている︒ハー騨ハード大

誠証寺たぬき塚︑与三郎墓︑東京観音︑

市原市八幡の飯香岡八幡宮︑木更津市

学のシャイブリー教授が部厚い﹁西村茂樹
論﹂でその偉績を世界に一昨年紹介してい

那古観音︑小湊誕生寺︑妙の油︑一の

る事など︒次に現今の教育問題に移り︑所

銀杏散る八幡宮の大鳥居

宮玉前神社︒

帖苦き日洩れ淋しき狐塚

調教育民主化の徹底ｌ柵鐙の適性を存分

の模範と言われている︒算数国語に重点を

前提である︒︑フランスに於てはこの点世界

冬凪の海見ておわす観世音

与三の基冬陽班に香煙る

に伸ばすことが仙人家庭国家の発展幸福の

おいて十年の義務教育を終わる迄に特に担

︵内山藤太郎・東部支会副支会災︶

那古寺古き御堂や木の葉散る

任を数人のグループとして周到な観察指導
によって児童の適性を見極めるｌ学歴はな
くとも一人々々が自信と誇りを以て社会に
出るいわばテレビのおはなはんの明るい幸
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｜会員だより

集の楽なものですが︶私も多少の経験があ

論﹂再版の事を承り︑本屋にたづねました

冠省先日当支会での御話で﹁日本道徳

−信川村宗伽

ただ︑会員に若い者が少いようで残念で

るだけによく判ります︒

す︒今こそ弘道会の活躍の機と思われます

るつもりです︒従米弘道会の内容性格等を

十部を注文してあります︒支会々員に分け

敬服に堪えぬものを感じます︒直ちに更に

拝見致しましたが︑その先見︑博識等誠に

が︑来ていませんので特にとりよせて早速
︵札幌市会員︶

ので先生の御自愛を祈って止みません︒

一記念式典を祝って

岩崎晶

介した公告の記事を載せて頂いたら︑各支

で五十円の小冊である一﹂となども率直に紹

十月号にも一寸記覗がありますが︑岩波本

したので乾天の慈雨の感があります︒弘道
踊︶口︵フル﹁−−スの山海の珍味︶と至れ

説明する資料のなきに苦しんで居った処で

り尽せりで︑さぞかし西村翁も地下で後輩

会員の教本として広まることと存じます︒

前略学士会館に於ける弘道九十周年記念

です︒私も昨夏朴れて以来︑矢張り充分で

共のなごやかな会合と会の発展とを喜んで

で御手数でも差当り二三十部支会に備え度

又入会に際して特別会員のような制度が

ないので本年も無為に過しましたがまだフ

おられたことと思います︒尚渡辺主事の司

く存じます︒御送り願います︒記念式典の

祝賀会は実に盛大且つ内容充実︑耳︵諸先

ァイトは失っておりません︒明年は頑張り

行︑秋の好日を心おきなく交歓いたしまし

会により会は流れるが如くにスムーズに進

日は参一会させて頂きます︒十月二十九日夕

ため定めし御忙しい事と存じます︒私も当

生並に先雑の有益なる感想︑お話︶目︵舞

ます︒そのつもりでもう一度断食をやるつ

た︒日本のモラル向上のため︑益を幹部諸

でも普及の御手伝いをいたしたいと思うの

もりです︒酔生夢死はいやですよ︒

贋は男性辿進の意気高らかなものありと信

︵東京部会員︶

の御苦心のほども御察し申し上げ︑大いに

し大そう感銘を覚えました︒御準備︑運営

拝啓先般は九十周年記念式典に参列致

二信

﹁本会案内書﹂と︑﹁入会申込用紙﹂の事

本日弘道拝受いたしました︒何時も考え

じます︒右先は厚く御礼申し上ぐる次第で

二信
ることですが︑内容が非常に庶民的でしか

ございす︒

ゑなみならい御苦心のあることを感謝いた
さずにおられません︒例え頁数の少ないも

ｌ菊蕪る日Ｉ敬白

も有益な記事が選択されており︑編集上な

ありましたらその旨御連絡下さい︒いくら

って頂き度いと思います︒

れと入会の申込害がありましたら︑若干送

会員を説得するに好都合と思うのです︒そ

っては如何ですか︒私のような浅学の者が

弘道会の趣意を分り易く書いたものを作

石崎敦士

− 企 ユ ー

のでも︵否︑かえって頁数の多いものは編
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信

会の次の例会に報告︑新会員を募り度いと

敬意を表します︒有難う存じました︒当支

上げます︒

り︑誠に光栄の程厚く恐縮ながら御礼申し

申致しました小生の書状を御掲載なされあ

立されている者と思っています︒この方々

真実に触れていないから﹂と思います︒擁

行きつまっています︒﹁それは人生の蛍い

名簿を作らねばならぬのですが︑出来れば

がなやみです︒つまり当支会に属する会員

員Ｅなっている人が誰々だかわからぬこと

し︑或は誘われて集まる人の中︑正式に会

ます︒

同質の真熱誠実の充実を感ぜしめられてい

を感じ取られます︒社会党の成田那記長と

鋭気には何か畏る可き︑明るき︑﹁明日性﹂

一︑近来の御編韓は頓に迫力加り︑その

次に弘道誌愛読者として申し上げます︒

文化的︑趣味的︑レジャー的︑オシャレ的︑

彼等は商業主義と結んだ﹁商品的随稚﹂Ｉ

随筆どころの川越ではないと思われます︒

とになります︒文芸春秋の随筆︑サンケイ

きれて脚掲載厚なればｌこれは人変なこ

加除して付き度いと思って居ります︒木部

よって会員名簿を作り︑従来の動静により

あります︒心ある人︑又近頃の心ある若い

えらる可き一番の気つげ薬︑又滋喪剤でも

の大家により不可欠の覚醒剤︑軍嫡人に与

一︑﹁弘道﹂誌は学界予後術の﹁将官級﹂

かし難い真実な記事記述であるからです︒

業的な非俗的な︑忠高的な︑助言的な︑動

﹁純粋に人生的﹂な﹁辿汽的真実﹂︑非商

に少しづつ随筆的回想一紀的氾事を御願いな

土台になる現在名簿を御手許でまとめて頂

思っております︒ただ平常の集会に通知を

ければ幸甚に存じます︒支会の方でそれに

での覗務御多忙の＃は亜々御察し致します

の言には︑売名も虚飾も追随も無い筈で

た方︑卒業した方︑錬成し老成された方々

﹁精心の綿で﹂と思います︒社会を超越し

卒﹁弘道会員﹂と言う﹁日本の良識家の結

これこそ今の社会に無い︑失われている

集﹂その中の指導者の方有大家の方々

められる﹁清水﹂の加きものでしょう︒何

﹁娯楽的随筆﹂に過ぎません︒こちらは︑

﹁日本道徳論﹂が出ました事は何よりの

が何卒御協力御願い申し上げ度く存じます︒

方々にも新鮮な心の糧となり︑誰からも求

分けることにします︒式典の際に頂いた一

強みです︒支会に差当り十数部とりよせて
覧も余分がありましたら頂戴致し備え置き

の御一人ずつの﹁記述﹂何にても﹁炎いそ

ナンセンスの吟はようやく了ったと思われ

これこそ〃右往左傾︑顛倒混乱の仙に川

か︒

す︒正に春秋の筆とでも言う可きでしょう

り度いと相談していますが︑或は明治維新

度く存じます︒支会として記念植樹などや

の人生体験よりの御氾述﹂を︑御願いなさ
﹁清水﹂﹁名水﹂は何にもまして万人に求

ます︒これからは真実の上に向って進む良

れて御掲救下さいます様御祈り致します︒

められるものです︒﹁弘道﹂誌は商業誌と

七深く病元を突き︑﹁物も言えぬと言った︲一

木下広届先生の州切な小揃文︑誠に︑一

識の時が始まると思っています︒
誌もクアイのないもの︑写真版丈のもので︑

して行く﹂事と確信しています︒各種週刊

異った次元に於て自ずと﹁読者も急速に増

而年記念と兼ねた方がよいかとも考え︑樹
種なども考慮して居ります︒十一月十日
︵秋田支会長︶

弘道に望む田中俊夫
拝復︑弘道十月号拝受︑同誌︲叩︑先般具
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当日老生︵七十六歳︶は︑朝六時半に家

載の﹁大栄町広報﹂をお送り致します︒お

今の項目になり統の一字を冠しました︶掲

けてます続郷土史話︵初め郷土史話と題し

を出て二粁程の田舎道を徒歩にて雫ハス停留

ひまの節御覧願えれば幸甚です︒

感慨です︒商業主義等の誌上では見る事の
出来ぬ赫為突をたる筆です︒︵該博な御学

場迄急ぎ十四粁の成田まで京成電車に乗り

だき有難く幾重にも御礼申し上げます︒

らでは見る事が出来ぬと思っています︒他

問の上のこと︶この様な文も﹁弘道﹂誌な

換え︑今度は国電にて水道橋下車︑度灸お

な時に切望していると思っています︒

ってい︑一般人士も亦これをこそ︑この様

大家のみの能くなし得るところのものと思

ーした上での発言は︑﹁弘道﹂誌︑将官級

立﹂以上に︑物に患わされず︑物をマスタ

もあり︑通俗的と言う可きでしょう︒﹁中

が︑罵倒的で︑又油断のならぬ一方的言辞

﹁商業放送の〃時事放談〃﹂も仲々です

繁田武平先生は既に亡く本郡新島支会長の

永年御厚誼をいただいておりました埼玉の

きました︒無論知り合いの方は一人もなく

で︑あの光栄ある会場に参列させていただ

道を聞き︑まちがいもなくわかりましたの

部お出かけとのことで会場の学士会館への

らしく隣の宿舎でおききしますと︑もう全

したが︑もう会場にお出かけのためお留守

訪ねしたことのある御会本部をおとづれま

で同境内の霊宝殿︵郷土博物館︶に旧佐倉

好大僧正貌下の知遇を受けておりましたの

所蔵しておりましたが︑宗吾霊堂貫主故三

は故人︶から寄贈されて昭和三十七年頃迄

表装の新品︶を同氏の令息︵元小学校長今

祖泊翁先生の御真筆の額面﹁清輝﹂を︵未

があったでしょうか︒その遺品であった会

故金岡仙之助氏︵遠縁︶等外十名位は会員

に貴会支部があり︑元県会議員等を勤めた

猶明治三十一年頃私の村︵元は大須賀村︶

の方々も然りと思っています︒

一︑泊翁先生の御説御学問の講義を連載

れから四︑五年たって親交のあった埼玉県

藩関係のため表装して寄進致しました︒そ

豊岡の故繁田武平先生の御紹介で貴会の会

高安先生もお見えなく親交ある同支部の坂
栄光の表彰を受けられた繁田氏の弟さんと

員となり今日に及んでおりますが︑老生が

本弘氏も見えなく寂しく感じました︒然し
いうお方が兄さんにソックリのお姿が目に

ら︑無論貴会に御寄贈申し上げたであった

もう五六年早く貴会の会員になっておった

なされる由ご期待申し上げています︒会員

とまりました︒九十二歳という御高齢の宇
敬服致した︒これからも生ある限り︵故西

野博士のお元気なお姿やそのお話には全く

皆然りと思っています︒

右とりとめなく思うまま書きしるしまし
た︒何卒御判読の上御海容下さいませ︒
︵松江市会員︶

記念式典に列席して

間の道を一層心懸け︑又長生きして己の道

誠に有り難うございました︒

料の品々を寄進いたしました︒

宗吾霊堂にはその後今年迄四五回郷土史

ろうにと今でも遺憾に思っております︒

をも正したいと思いますので宜しく御指導

村会祖先生の御遺訓︶を体し︑善の道︑人
先日は新参の会員にも不拘︑御蔭様にて

金岡正男
目出度き九十年記念式並に先生はじめ高名

願います︒老生が足かけ九年間毎号害き続

昭和四十一年十一月八Ｈ︵千葉県会員︶

の貴紳淑女と共に祝宴にも列せさせていた
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記念典式を終って

南米一有名な欧洲風の美しい街と聞いてい

のなり︒すべて寄合は礼儀正しく物は争

一︑人は一言にて敵となり︑味方となるも

ふ心なければえせ中は有間敷事︒

ましたが︑其の通りで実に快い所でした︒

がまた日本汽船の行き届いた待遇と設備で

乱し人を損させ身を亡ぼすものなり︒箸

一︑上下によらず箸るものは︑天下国家を

石橋香峰

ているのには誠に日本人としてはほこらし

沢山の外人客がうれしそうに航海を享楽し

昭和十八年十一月一口発行の﹃素行﹄よ

得事︒

一神仏を尊敬して︑信の感地する事を可心

き事︒

一︑武勇を顕はし︑日本一の大剛に成るべ

血の涙を流し候はでは︑成就仕る間敷事︒

一︑何事を存じ立ち候ても︑骨髄に徹し︑

の門︒

﹂︑親を量び孝行を尽すべし︒忠臣は孝子

義理なき者は臆病なり︒

る者は慾深し︒慾深き者は義理を知らず︑

拝啓九十周年式典に列席出来︑席上に

︵職別会員︶

古津千次郎

老士物語箇条覚書

く思いました︒では又後便で︒三月九日

て会員功労者として感謝状の熊与を率け身
に余る光栄と難有御礼申しあげます︒殊に
宇野哲人先生繁田慶次先生と共々写真を撮
る等は夢にも考えませんでした︒翌Ｈ常陸
太田市天神様へ足を伸ばして佐竹氏ゆかり

先年︑鍋胎諭訓﹁葉隠全雄﹂の帆録者︑

のお寺佐竹寺へ参詣国指定の重要文化財観

脈記の小冊子を恵与された︒佐伐の古写本

音堂を見て帰りました︒そして我が家の仏
十一月十七日は︑私を会員に勧めて呉れま

を印刷に附して頒布せられたものであるが︑

朝鮮京城の中村郁一氏より葉隠全集と共に

した青柳弥喜夫氏の曾祖父砿次郎翁の祥月

この物語は二百七条よりなり︑葉隠の成立

壇に供へて先祖の霊に報告しました︒この

命日なれば訪問してこの光栄を報告する考

間に尊重されたものらしい︒この物語を私

県立埼玉図書館長奉職中で浦和在住︒この

誌を剛ってきた︒私は第二次大戦中は埼玉

蝦近︑原田克孝学兄から前記の﹁素行﹂

ハリＯ

一人の机巾に慨くのはあまりに勿体ない︒

た伝家称道されて葉隠同様に佐賀藩の士人

以後に心ある当時の鍋島藩士がものされ︑

︵千葉県東部支会理聯︶

えであります︒右御厚礼まで︒

ブラジル便り

大館竜祥

れを視て感無地のものがあると同時に︑現

素行誌を手にしていなかったので︑今回こ

時の思潮に照してこの精神の再認識を念願

高揚することを得れば幸甚である︒

敷候云はで叶はざる事は︑面をやはらげ

一︑我より上の人には理窟らしき儀を申間

抜き害して︑道友と共に吟味し葉隠精神を

時事その他いろいろ沢山有難う存じました︒

し︑日本精神の高揚を祈るや切︒

日本も春めいて来たことでしょう︒週刊
先月は大阪商船の南米航路就航船ぶらじる

事︒

て︑吟をしづめて気に障らざる様に可申

︵松江支会幹事︶

アイレスを見学して来ました︒ブエノスは

丸を利用しましてアルゼンチンのブエノス

ｎｏ

ーＯＬ

︑●ノ

／０１

新入会員芳名

〃

楠原信一

西村幸二郎

渡辺正勇
″

″
〃
〃

〃
〃

三好凌石
″

三橋金次郎

倉林栄子
中山諏吉

佐原雁一
小堀志ん
遠藤里う
蓑輪郷子
千葉忠治
玉造ゑい

石野八百治

鵬下佐七
今井美房
千葉蝿胤

内田光之助

庫川勝男
月岡文雄
阿曾福寿
入江邦次
実川勝治
松戸節三

小山田勝保

箕輪勉
川村光二
関保雄

葉 京 島 葉 形

宇井静

時崎哲四郎

葛見保

人見義治
人見正五
渡辺治司
高木桑つ
円藤良栄

斎藤茂
渡辺恵

野口謹繭
烏海一郎
渡辺常吉
実原志げ
池谷せい
秋葉よね
栖原武義

河名益太郎

黒川金治

松川清

佐久間晋
落合栄治
鈴木信彦
鈴木博明
滝ｎ広Ⅵ
中田右内

周 清 香 静 正 清 香 秀
作 信 峰 雄 列 徳 I 峰 夫

昭和四十年十月以降

千葉中村浦
〃

渡辺広志
渡辺正男

〃鈴木貞一
″白井健蔵
〃

〃

〃仁茂田馨
〃小泉正夫
吉野中

″商橘甲四郎

″滝口松蔵

〃片岡要
〃・末統雅進

攻郁吉岡惣夫
東京永野常蔵
京都 川 原 佐 介
隔岡松崎光男
大阪 西 面 博 志
崎玉佐野紀善
神奈川大沢忠蔵

〃稲本正太

″

長谷川惣平

渡辺正男
″
″
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菅

石

宮

渡

加

石

岡

堀

本

葉

山

束京志賀十郎
埼玉河田寛一

〃楠本幸次郎

東京 市 毛 正 子
〃柿本血一

千葉三橋寛

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

千 束 福 千 山

石 吉 渡 菅 吉 緑 日 吉 倉
〃〃〃〃〃〃橋野〃〃〃〃辺佐野川〃〃条〃〃下野林〃

香 正 秀 四 秀 熊 松
原

峰 中 魂 ・ 夫 中 郎 美 江 中 任

壱
千
能
雷
・
，
､
､

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

田〃〃〃〃〃〃〃・〃野〃〃橘忠〃〃〃辺崎・締〃〃佐〃〃
原

△委辻口

１１１

鉦二

お繰合せの上ご参会の程願上げます︒

右の通り開催︵会我不要︶致しますので

文京区千駄木養源寺

会祖法要午後二時

昼食懇談

役員改選共の他

昭和四十二年度事業計測

昭和四十一年度堺業報告

昭和四十二年度予算

一議題昭和山十一年度決算

本館会議室︵灘識縫製療鴨迦

｜場所千代田区山神田三ノーノ六

︵寿臥祝御︶

総公午前十一時三十分

評議員会午前十時

五月二十八Ⅱ︵︑︶

一．日時昭和山十二年

日本弘道会第六十五回定期総会

会

編集後記一

の建白︑﹁蝋案を尊ぶ﹂との本会要伽もそ

◇山村公州は侍餓︑東南︵大正天皇︶ご
補導︑雅欣女学校︵女子学習院︶狸など
を雁征︑明治犬皇︑昭憲皇后の明治の功
服としてのご侭征は極めて厚く︑会机の
皇室を道徳教育の根元とする明倫院設世
のよって米る所は深いものがあります︒
◇本土玉砕から終戦への至難な転換を御
身に換えてのご聖断を紹介の当岬鈴木内

閣の書記官長であられた迫水参議院議
邸内のご苦労︑大沢元宮内庁記者︑侍従︑

貝︑麻生学粁院挺︑相賜暁聯の戦時ご川
部握であられた野口副会長︑新美評議︑
の里衆槻︑入江侍従の随筆など杵木号を
飾るもの︒

の外ありません︒

◇去る三川六︑皇爪様のご誕生Ⅱに石橘
香峰氏のご尽力で千葉以東部支会に全卿
にさきがけて婦人部が再興されましたＣ
野︑副会災は参役をやめて渡辺主邪と脇
脈感激の挨拶を致しました︒本当に頼も
しい限りであって︑切にノ︑今後のご発
展を祈り上げます︒やがて天津小淡にも
岡野満信氏のご尽力で︑また︑いわき市
にもお川佐中氏のお竹折りで︑それ人︑
三十余名の婦人部が結成されます︒感謝
◇会員各位の本会に対する建設的のご意

兇やお便りが九十年記念のために掲栽が
おくれておりました︒ご砿爪の秘を︒今

後も忌剛のない感想︑随筆などどし︐Ｉ︑

お符せ下さいますよう僻にお凧い数Ｌま
す︒桜花のほこるぶこの︑各位のご雌勝
を祈り上げます︒なお本号をお見知りの
方にお附かせの上本会の趣胃を一人でも
多くお弘め︑ければと存じます︒︵編︶

弘道売価一冊金四十円
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わが国最大の百科史料集／︑

神宮司庁蔵版

回予約募集要項■

予約者にのゑ頒布
予約募集締切Ｉ型年６月犯日
発行開始Ｉ他年４月より毎月一冊ずつ刊行
全巻完結Ｉ始年９月予定
体裁・印刷ＩＢ５判変型／二重函入堅牢製本
本文オフセット印刷
予約方法Ｉ全巻又は左記の組別単位予約§
予約特価 一冊七︑○○○円

二八○︑○○○円

︵全巻合計三五○︑○○○円︶

一時払︵前金︶

■全巻予約者に総索引無代進呈いたします︒

刑話(813）9151（代）

再刊／全剣別
冊
︲１１

東京都文京区本郷7‑2‑8

予約募集開始／︑

Ｕ第１組︵十三冊︶ １

左記のなかから１組単位の予約申込ができます︒出番い

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

●
罵２
稿組︐︵鳥
つ︶
トー言職ジーＩ１Ｊ︲ｌ︲︲︲ＩＩ
■第
十恩
三冊

１１冊／楽舞

帝王部一冊／官位部三冊／封禄部一冊／政治部四冊／法律
部三冊／外交部一冊
■第３組︵十三冊︶

文学部三冊／遊戯部一冊／器用部二冊／服飾部一
部二冊／居処部一冊／礼式部二冊／飲食部一冊

−１
ユ４
在戸組
１ｆ︵
ｐ且五
﹁盲
吉朴
Ｕノ
■
第
冊
︶
１１︲
一／
冊泉
／但
泉貨部・称量部一冊／兵事部一冊／武技部一冊
産業部二冊
一六
﹁﹄
︑ｍ
■第５組︵
冊
︶町ノーｌ︲︲１１１１︲︲︲ｌｌｌｌｌｌ１１１ｌＩ︲１１．１１１１１

■総索引︵一冊︶

人
二冊
冊／
／姓
姓名名
入部二
初部一冊／動物部一冊／植物部・金石部二冊

■明細内容見本送呈／はがきで御請求下さい

振替口座東京244番

吉川弘交館

｜

一︑小中村清矩︑大槻文彦︑黒川真頼︑佐藤誠実ら明治時代の代表

的歴史・国文学者を編集委員とし︑明治十二年から大正三年
に至る前後三十五年の年月を要して完成した世紀の大事業︒
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︑官位部︑封禄部︑政治部︑法律部︑泉貨部︑称
量部︑外交部︑兵事部︑武技部︑方技部︑宗教部︑文学部︑
礼式部︑楽舞部︑人部︑姓名部︑産業部︑服飾部︑飲食部︑
居処部︑器用部︑遊戯部︑動物部︑柿物部︑金石部の三十部
に分ち︑収める項目数は二万余項︑歴史︑文学︑宗教︑経
済︑芸能等日本文化史に関する全史料を項目別に網羅する︑
わが国雄大の百科史料集である︒
一︑各項円は関係史料を︑その起原︑制度︑内容に従って編年順
に掲げ︑その沿革を一目の下に理解させると共に︑必要とす
る史料を敏速に検出させる︒
一︑収める史料は国史︑日記︑記録︑物語︑説話など︑その他古
代から江戸時代末期に至る諸典籍︑文書を網羅し︑中には今
日すでに逸書となった史料をも含んで︑日本古文化研究者の
必要欠くべからざる史料集である︒
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