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第六十六回総会式辞
本日第六十六回の総会に当り各位の御参会を謝します︒本会も今
年を以て創立九十二年会祖西村先生を送って六十六年になります︒

此の間に於ける我が国及び我が国を囲繰する世界の道程は極めて波
潤に富むものでありました︒従って今日内外の情勢は会創立当時と
は大に異るものがあります︒これ先生の明徹なる識見豊富なる東西
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の学殖及び政界財界より独立しての自由不覇の在野的態度の賜であ
ります︒

八道徳教育のヒントＶ

夏休みと子供のレジャー：⁝⁝・：・小谷野愛子⁝鰯

却説榊って今日を見る時真に自然科学の発達は急激であり川か人
間性の陶冶に先行した観があります︒我々の憂慮も此の不均衡にあ

﹁弘道﹂八百号を迎えて⁝⁝．：．：野口明．：⑮

石橋香峰伊藤武大島正義小出孝三

りますが然し我々としては徒らに綾季とか末世とか呼んで慨歎する
ことなく進んで人倫優先の警鐘を鳴らして人類文化の完美を期した

藤本万治古津千次郎三好凌石吉野中

田村寿長尾宗次萩原易治藤原楚水

後藤三郎斎藤喜門関屋竜吉川村宗伽

慶祝文苑⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝：⁝・的

いと思います︒即ち先生の遺訓に遵い合理的普遍的道義の実践と普
及に努め個人及び社会の幸福並びに世界平和の理想に資すべきであ

本会便り役員異動敬弔

第六十六回総会の記⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．：⁝⁝⁝・⁝⑳

ります︒本会は今後共一層先生の存在と思想とを宣揚し共感共鳴の
士を糾合し以て本会の素志達成に精励を期する次第であります︒

編集後記
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昭和四十三年五月二十六日

社団法人日本弘道会長酒井忠正
I

道徳教育史上における西村泊翁
ご宮よ

海後宗臣

の徳育論を立てて︑旧来の儒教道徳を排斥したのは福沢諭

は徳育についてであった︒徳育の近代化について自主独立

も重要な問題として論議され︑多様な意見が提起されたの

会と大日本教育会において徳育について演説したが︑これ

立唱したのは加藤弘之であった︒加藤は明治二十年に弘道

思想は内外にあったが︑この頃宗教で徳育を立てることを

宗教によって道徳教育を行ったならば効果があるとする

１１

吉であった︒明治十五年の﹃徳育如何﹄の小冊子や﹁儒教

を同年に﹃徳育方法案﹄として刊行した︒この中で加藤は

道徳を改めようとした︒

主義の成跡甚恐るべし﹂とした所論や︑﹁徳育余論﹂など

宗教主義の徳育論を主張したのであって︑当時加藤博士の

明治十年代の終りから明治二十年代にかけて教育界の最

に近代的な人倫を発展させようとした福沢の思想がよく示

上等社会は儒教︑下等社会は仏教があって道徳を維持して

宗教による徳育論として注目され︑さまざまな立場から批

育のためには社会全般の世論から作らなければならないが︑

きていた︒それが維新後はすべて西欧化し︑儒教や仏教は

判も加えられた︒この中で加藤はわが国では維新前までの

それには宗教の力をかりる必要があるとした︒日本では長

文明開化に害かあると言われて︑これらが力を失った︒今

に包羅して一一れを利用するという立場であった︒そして徳

い間下層人民は仏教によって道徳的な覚醒がなされてきて

諸外国の学校をゑるとキリスト教が土台となって学校の徳

されている︒福沢は周公孔子の支那の教も自主独立論の中

いたので︑この意味で宗教主義による徳育を行ない︑儒教

（2）

一 コ

た︒加藤自身は日本の学校でもキリスト教を基本として徳

育が行なわれている︒加藤はわが国においても諸外国と同

た徳育の方向を定める方策はどうあるべきかについて如何

に︑西村茂樹先生はどのような道徳論を発表したのか︒ま

このような徳育論か展開されていた明治二十年代の初頃

に考えて運動していたのであろうか︒その一つは明治十九

様に︑宗教を基礎として学校の徳育を行なうのがよいとし

ず︑仏教・神道・儒教など四種類の宗教教授を学校におい

育を行なうのがよいと考えていたが︑キリスト教に限ら

﹃婦女鑑﹄を出版したが︑西村先生はこの教訓書を明治十

ことはよく知られている︒また明治二十年には宮内省から

ことは著名なことで︑これが翌年刊行されて注目をうけた

年十二月に大学講義室において講じた日本道徳論であった

遣された宗教の教師が修身の時間の授業を担当するという

て行なうのがよいとした︒そしてこれら四つの教団から派
方法であった︒しかしこの宗教による徳育については︑宗

この他にも当時は多くの学者や思想家︑文教為政者によ

内意をうけて著作したものであったが︑これは華族女学校

ある︒婦女鑑は華族女学校の教科書とするように皇后の御

て︑宮内省の川版による二つの教訓書としたことも有名で

って徳育論が展開されていた︒杉浦重剛は理学宗を提唱し

の教科書であると共に︑婦人一般に対する教訓の書となっ

五年元田永手が主となって著作した﹃幼学綱要﹄とならべ

て︑自然界の理法は人間社会の人倫にもあてはめて考える

て︑その後も長くさまざまな形で複刻されて用いられた︒

学校にまでもちこまれることとなるとして批判された︒

ことができるとして︑自然法に根源をおく道徳説を述べ

また西村先生は明治二十一年には華族女学校長にも就任し

、 レ ノ

教家が学校に入ることとなり︑宗教間の争が起り︑それが

てられているので︑それを継承して基本としなければなら

た︒元田永手は国教諭において国の伝統によって道徳は立

この時代に西村先生は国民の道徳を天皇の御内旨と勅撰

て︑宮内省との関係を深くもつようになっていた︒

て明らかにすべきであるとし外国における帝王と宗教の主

ないとした︒この国としての教学は天皇か祖宗の数によっ

が管理するようにしなければならないとする思想であく診て︑

その方策を宮中願問官であった副島種臣や佐々木高行︑佐

道徳書によって行なうことを提唱した︒これは徳育を皇室

いての思想を表明して要路にあった重臣に示した︒また当

宰者とが一つであることなどを考え日本の道徳の根源につ
時文部大臣であった森有礼は︑近代倫理学の定説によるべ

に申入れて賛意を得たので︑副島・佐々木と西村先生が委

野常民などに語ったところ賛成であった︒それで三条実美

員となり︑西村先生が勅撰修身害の起稿をすることとし

きであるとし個人の良心や自他併存の思想を根本として徳
育問題は倫理学によってその方法が与えられると主張した︒

rq，

方宮内大臣は文教の府にある森文部大臣に連絡した︒森は

た︒この修身害は宮内省から出版することとなるので︑土

書を検定する︒第三には時々府下官公私の学校を巡視し

する︒第二に全国の大︑中︑小学校で使用する道徳の教科

年程の間に全国の諸学校で使用する徳育の教科書を撰著す

て︑徳育の方法の可否を視察する︑第四に一年に二回程府

るならば職を辞するという強硬な意見が出された︒そのた

る︒更に学士は一月に一回ほど御前に召されて道徳上の談

県の学校を巡回して︑其徳育の方法を視察する︒第五に五

め勅撰修身書編集のことは中止となった︒この修身書勅撰

話を聞召されることを願う︒西村先生はこのような明倫院

一部である︒もし自分がその任に堪えないということであ

の方策を立てたときの西村先生の思想は﹃往事録﹄に記さ

これに反対であって︑徳育のことは文部省が行なう文教の

れている︒その趣旨は維新以来教育は非常な進歩をした
教育の大きな欠点である︒ところがわが国には世界に類の

記している︒この道徳教育についての大詔を発せられるこ

国民の道徳教育は︑帝室において全く基礎を定められ﹂と

この建言の中で﹁仰ぎ願くぱ今日断然と大詔を発せられ

を設けることを主唱して建言していたのである︒

ない皇室があるので︑これを徳育の基本とし︑普通教育の

が︑徳育がその基礎を失って混乱している︒これは日本の

うち徳育のことは皇室において管理する︒そして知育と体
育とは文部省において行なうようにすれば︑徳育は発展し︑

皇室はますます尊栄を増すであろう︒このような思想で道
この修身吉勅撰の運動は中止となったが︑西村先生は︑

徳書勅撰を提案したのであった︒

明治二十二年二月に宮内大臣に面会して国民の徳育は皇室
において管理するという新しい方策を建言した︒これは先
生の建言稿のうちに残されているが︑その要旨は徳育振興

明らかにしていることと考えて注目したい︒︵詫鋤準奉授東︶

ないことである︒西村先生が徳育のことに努めた業績は多
いが︑この建言の要旨は先生の思想の根本にあったものを

とについての詳細は記されていない︒しかしこの建言が明
治二十二年であって︑教育勅語発布の前年ではあり︑二十
三年二月からの地方長官会議においても︑徳育の根本を天
皇に帰する考え方が示されていること︑その他元田永手が
これと同様な持論をもっていたことなどが︑教育勅語へ動
きをつくったことは疑い得ないことである︒それらを考え
合せると西村先生が徳育論議の盛んであった明治二十年頃
に表明された思想とそれから発した具体的な方策とは︑一
貫して道徳の根源を皇室に求めるものであった︒このこと
は教育勅語成立の歴史の中において特記されなければなら

のために宮内省に明倫院を開設して︑ここで道徳教育を徹
底させる仕事を進めなければならないとした︒この明倫院
には学士五人以上十人以下を任命し︑第一に聖旨を奉じて
本邦道徳の基礎を論定し︑これを実際に施すの方法を考究
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明治百年の教育と現代教育の問題

平塚益徳

の考え方をもってきたのです︒そして︑ひとつひとつの大

学の区域を三十二の中学校の区域にし︑そのひとつひとつ

明治の学制の特色

わたくしは︑この計画の中に︑今日の大をきたした基本

日本の教育についての長所は︑何と云っても明治五年に

的な長所がにじみでていると思うのです︒なぜかと申しま

の中学校の区域を二百十の小学校の区域にするという学区

すと︑当時人口三千万人台のわが国に︑なんと小学校を五

制度を考えましたｏ

たが︑国民全部の者に学問をさせなければ︑これからの世

ります︒福沢諭吉先生などはその先達のひとりでありまし

万三千余校つくろうという計画なのです︒これは大したこ

いう基本的政策をたてたことです︒これは大した識見であ

の中はダメなんだということを鳴りもの入りでときあかし

学制というものを制定しまして︑教育でもって国を興すと

たわけでありますが︑国全体としても︑教育というものに

とです︒そして︑明治九年には︑二万八千の小学校があり

明かにされて来ております︒ないものから急にできたので

りました︒最近の研究で︑それがもっと沢山あったことが

す︒寺子屋が一番多くあったときは︑全国で二万五千もあ

ました︒このことは︑江戸時代から寺子屋があったからで

非常な重点をおいたのですＯ

この学制で世界の学界が注目している二つのことをここ
一つは︑明治五年八月にわたくしたちの先輩は︑全国を

で申しあげておきたいと思います︒

八つの大学の区域にわける計画をたてた︒これはフランス

（5）

識

はなく︑今まであったものをだんだん近代的にしていった

けるようなことを明治の初めからやったということです︒

学問をしろ︑学問をして能力さえあれば︑立派に社会的

これは手ぱなしの条件ではそういうことはいえませんが︑

もうひとつわたくしが申しあげたいのは︑さきの話から

な役割を果たせるポジションが与えられるというこの民主

一つの例として︑寺子屋の役割りがいかに大きかったかお

もおわかりと思いますが︑日本という国は明治の最初から

たてまえとしてはそうでした︒

教育でもって国を興すことを考えましたが︑この場合︑ま

きたのです︒イギリスなどは下層の人は最初から︒︿ブリッ

的な制度︑あるいは民主的なあり方は︑明治五年の時にで

わかりいただけると思います︒

ず国民初等教育をしっかりやろうとしたのです︒この点イ

でわが国の方がよっぽど民主的でした︒

クスクールにはいけないようにできているのです︒この点

二年くら

ンドなどは︑ついこの間まで︑小学校にいかない子どもが

日本の教育のよい点では︑また一九○五年

七十五％もありました︒こういう点において非常に大きな
特色をわが国はもっております︒

いまでの間における道徳教育がよかった︒この間外国の人

《．、ノ

江戸時代︑原則として商人の子弟は寺子屋︑武士の子弟
は藩校に入りました︒これは階級によって︑入学する学校

を満洲から追いはらったのが一九○五年です︒世界の人た

日本が世界から恐れられておりました白熊〃帝制ロシア〃

たちが︑日本をどういうふうにゑていたかといいますと︑

ちはそれこそなぜかという質問︑疑問をもちました︒そし

が違うわけで︑非民主的な二重組織であります︒これをな
ということを全国一律に制定しました︒こんな国は当時の

くしまして︑すべてのものが明治五年の時に小学校に入る

てＨ本を一生懸命勉強しました︒

その結果なぜ日本が帝制ロシアを追いはらうことができ

世界において︑スコットランドと日本だけです︒しかし︑
そのためには︑われわれの先輩たちのたいへんな研究があ

たかという理由として︑諸外国の人たちは︑二つ理由をあ

とです︒少なくとも明治三十八年から︑大正のはじめまで︑

最近ヨーロッパの人たち︑特にイギリスのかたがたは︑

ったのです︒・

日本の国民全体の道徳教育はしっかりしていたというのが︑

もう一つは︑道徳教育がしっかりしていたからだというこ

んなに発展したのはなぜだろうと真剣に考えております︒

げております︒一つは︑国民教育がしっかりしておること︑

そして︑彼等が発見した答えの一つが何かと申しますと︑

世界的な定評です︒この日本の道徳がしっかりしていると

日本が戦争であれだけ打ちのめされたにもかかわらず︑こ

日本という国は階層の区別なくゑんながとにかく学校にい

／ ハ 、

いうことはいうまでもなく︑教育勅語を中心とした道徳教

は教育勅語についておもしろい論文を書きました︒これは︑

勅語の精神は︑清朝のものよりはるかに前向きで︑世界に

清朝にも二つ教育勅語がありますので︑日本のものと比較

通ずる真蝿が打ち立てられている︒決してわが国の教育勅

研究したのです︒その結果︑わが国の明治二十三年の教育

一九○八年に世界で初めて︑道徳教育の国際会議かロン

語はウルトラではないのです︒このことをわたくしは学川

育です︒このことについて少し申しあげてみたいと思いま

ドンで開かれ︑日本の代表として出席しました方が菊地大

す︒

麓という先生です︒この先生が日本の道徳教育について報

の段階ですが︶確かにわが国の道徳教育の考え方︑方法は

昭和六年と十二年︑十六年へ︵これは戦争のひとつひとつ

学に特別に委嘱して研究させました︒その研究グループが︑

の日本の教育をどう民主化するかということを︑シカゴ大

府は︑もう日本が負けるのは時期の問題であり︑負けた後

となので申しあげておきますが︑昭和十九年にアメリカ政

日本の教育の長一助で︑もう一つこれは︑非常に大切なこ

です︒

もう一つは教育勅語のとり扱いが極端になってきたこと

は極端です︒

育勅語ではなまぬるいという思想か出てきたのです︒これ

問題はこの六年︑十二︑十六年になりますと︑むしろ教

的に断言しました︒

感激したとのことです︒

告したところ︑それを聞いておられた各国の人々が非常に
また︑一九五二年にわたくしは︑あんまりみなさんが道
うかを調べるため︑ひと夏︑助手をつれ︑上野の図書館で

徳教育がダメダ︑ダメダといいますので︑本当にダメかど
書庫にはいり︑明治の初めからのたくさんの道徳教育に関

こういう時期を一つの段階として︑いわゆる極端な軍国主

する著書をかたっぱしから読んでゑました︒その給果は︑

義の方向に向ったことは否定することはできません︒しか

で文部省の川したいわゆる国定の教科書が使えるといって

戦後昭和二十年の二月にその答申を出したのです︒この中

いるのです︒ただし条件として︑一つは︑暫定的な教科書

し︑昭和六年とトー年の間︑十二年と十六年の間︑あるい

として使えるということ︑もう一つは︑昭和十二年以前の

は十六年以後のすべてがそうかというとそういうことでは
っぱいあるわけです︒いわんや昭和六年以前のわが国の道

ないということです︒これは︑そうでないという論文がい

ものなら使えるというのです︒アメリカは実によく調べた
ものです︒

徳教育を考えると︑これはむしろ健全でした︒

またわたくしごとで失礼ですが︑昭和十五年にわたくし
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しかし︑このことでもわかるように︑昔の教科書は
ダメだという考えはまちがっているわけです︒
以上わたくしは日本の教育の長所について述べました︒
次に日本の教育の短所を述べて終わらせていただきます︒

このことについてですが︑施設病というのがあります︒

つくせりの近代科学の粋をつくして教育しても︑その子ど

学問的にも栄養的にも満足すべき状態を与えて︑いたれり

もは決して立派な人間にならない︒これを施設病と申しま

す︒どうして立派な人間にならないかというと︑どんなに

愛がないから性格的に欠陥児ができてしまうのです︒フラ

外的な環境をよくしても︑小さな子どもの育つとき︑親の

短所の第一は︑学校教育だけを教育の場と考える考え方

ンスの育児の大家は︑母親の乳房でもって子どもたちを愛

もっとも遅れている家庭教育
があまりにも多く現在のわが国の教育を毒していると思え

育することが大切だということをいっています︒ハダとハ

い︒

るのです︒この考え方は世界広しといえども日本が一番強

いうことは申しあげられませんが︑家庭教育について次の

時間がありませんのでこのそれぞれについてナゼ大事かと

それとマスコミと︑人間形成の場所は四つあるわけです︒

どもは︑世界は自分だけのためにあると思っている︒その

は不幸だ﹂といっています︒人間は欲望が多い︒とくに子

トは﹁小さい時に自分をおさえることを教わらなかった人

第二番目は︑自分をおさえる力を教えることです︒カン

感情が生れるのです︒

ダとがふれあって︑そこに人間としての基本的なあるべき

三つのことだけをお話したいと思います︒そして︑これか

子どもに自分をおさえることを教えなければならないので

ゞ教育の場所は︑実は家庭教育︑学校教育︑一般社会教育︑

ら申しあげることをわが国がしっかりやれば︑かならず日

す︒

︑︑︑︑︑

第三番目に大事なことは︑他人のことを考える人間をつ

本はよくなると断言してさしつかえないと思います︒
なぜなら︑これは学校教育では十分にできないことで︑

で︑儒教のことばでいいますと︑おもいやりということで

くることです︒人のことを考えるＯこれはいつくし象の心

第一は︑本当の人間の愛情を体験させることです︒この

す︒このおもいやりということは口でいってもダメなので

家庭ではじめてできることです︒

とです︒人間の愛の世界は家庭において始めてできるもの

場合はきびしい愛情で︑ネコかわいがりの愛情ではないこ

小さい時から人のことを考える空気の中に育つ︒また︑

す︒

です︒
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母親の挙措動作の中に他人のことを考える︒そしてそのこ

おろかなことかおわかりでしょう︒

に勉強したからもう沢山だ﹂というような考えは︑いかに

のだと思います︒だから︑学生時代﹁わたくしは︑おおい

会で︑一生を通じてさらに勉強して行く︒この考え方︑つ

高等学校で勉強した人が大学で︑大学で勉強した人が社

がらが学校で教えられなければならないというわけです︒

でも自分で考えて解決していくという︑この基本的なこと

要するに︑物を考えるというしつけを学校がやる︒いつ

とが︑以心伝心で子どもにつたわる︒その教育をするのが
わが国の家庭教育は学校教育にふりまわされている︒家庭

家庭なのです︒だから家風が大事なのです︒残念なことに︑
における本当の愛情︑本当のしつけが大事なのです︒

学校教育の本質
では学校の本質はなにかといいますと︑次の四つがあり
ます︒

よく消化して︑頭の中で考える︒それが︑自分自身の思想

まり本を読むだけでなく︑耳から入ってくる知識︑思想を

となるようにならなければいけない︒わが国の学校教育の

学校は社会ですが︑一般の社会と︑違う点は︑清められ
独学者と学校にはいった人と違う点は︑独学者は︑一つの

ことです︒

欠陥は︑このようにして一生を通じての学問がなされない

た社会・簡素化された︑そして雷︿ランスのとれた社会です︒

ことについては非常に深い技芸・知識を持っているかも知

らないことで︑もっとも大事なことはなにかといいますと︑

子どもを愛し︑教育を愛する人たちが︑もっともっと教育

なければいけない︒これからは︑心ざしのいい人︑本当に

この間佐藤総理にもお願いしましたが︑先生を大事にし

将来を決定する基本的な問題は先生の問題です︒

はいまさらいうまでもありません︒それよりも︑わが国の

現代教育の短所は︑道徳と先生の問題です︒道徳の問題

教師は労働者か

れませんが︑一般的教養がたりないとよくいわれます︒学
校というのは︑これは勉強したくないと思っても︑ある程
度勉強しなければ進級できない︒このことは結果において
バランスがとれるということになる︒

学校で勉強し︑学校で体験したことが︑学校だけにとどま

第四番目に︑今︑わが国において学校がやらなければな

らないで︑一生の基礎になる体験でなければならないとい

界に入ってくださるような国の措置︑要するに︑先生たち

メだというのが︑わたくしの持論です︒

を大事にする構えを︑国家百年の計としてやらなければダ

うことです︒

今の大学の理工学部で教えることは︑これから先︑だん
だん科学が進歩していけば︑本当に役立つのはわずかなも
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の発展の成否の鍵だと思い葦す︒

いしたい︒これがなおるか︑なおらないかは︑将来の日本

を持っているからです︒この考え方に徹底的な反省をお願

いっても今の先生の多くは︑教師ば労働者だという考え方

が︑なぜかといいますと︑一般の人たちもですが︑なんと

わたくしは︑今の先生たちに大きな不安を持っています

た思索の結果本を出します︒これは一ぐ○鼻です︒その意

してＦ−ｇ胃とは申しません︒哲学者が一生懸命勉強し

柵くこと自体が目的なのです︒いい絵ができることが結果
なのです︒こういう傑作をわたしたちは芝ご鼻と申しま

象なさんご承知のように︑立派な絵を描く画家は︑絵を

なければならない︒そして乏○鼻①門としての先生は︑自

わが国の先生方が︑われわれ日本人全体が︑芝○二肉閏で

味でなぜ先生が冒一︺︵二貝偏﹃というのかといいたい︒

Ｆ四一︺○員であり︑もう一つは乏○時です︒目ｋ三︺︵︶目はラテ

分たちの条件ではなく︑自分たちの子どもの発展を考える

労働ということばには二つの意味があります︒一つは
ン語のラポールからきています︒このラポールの意味は︑

べきです︒

とを︑心から子どもに託すことのできる先生が本当の先生

わたくしは︑よく申すのですが︑自分のできなかったこ

いやいやながら働くということです︒この人たちはまず何
を考えるかといいますと︑待遇の改善です︒いかにして働

ｚやＯ

かないで楽をして金を多くもらうかということをまず考え

んな理想的なことをいうなとおっしゃる先生たちがいるか

てくることを心から待ち︑願うのが真の先生なのです︒そ

だと考えます︒自分より一歩も二歩も進んでいく生徒の出

とばから出ています︒これは人間というのは本来働くもの

も知れませんが︑世界中で先生が︑自分たちは〃労働者だ〃

乏○烏というのは︑古代ゲルマン語のヴ〒一ルクというこ

いた君○烏はＦ号○員を労働と訳すなら︑これは勤労と

だという考え方です︒このヴエルクという考え方にもとづ

は働く目的が第一に考えられ︑働く条件はあとです︒もち

という人がおりますがとんでもないまちがいです︒急○号

︵本会評議員国立教育研究所長︶

あると確信してや承まん︒︵昨年九月於秋田支会記念講演要旨︶

ための厚生的なことを考えるということが︑将来の方向で

つくるために︑まず働き︑同時にその勤労の条件をつくる

われわれ国民全部が勤労者として︑勤労的なよき条件を

といっている国はないのです︒

ろんその条件は無視はしませんが︑まず第一に考えること

訳すべきです︒冒一︺○員が肉体労働で君○房が精神労働

は︑何のために働くかというと︑働いたその結果がどうい
うようになるかということなのです︒

（10）

暴力を追放せ
贈生ノ／︒

木下広居

そうではなくて文酬社金峰すべての人がｌその社

うことになってしまう︒

ヤングルの徒︵おきて︶は暴力だ︒強い者が正しい︑とい

Ｉロバ︲卜︒ケネディ錯殺に寄せてＩ

暴力とは何か︑法律に違反して肉体力を使うことだ︒だ

それなのに︑政府や警察は暴力だから︑それに対する

一つの︑共通の法律に従う︑という約束が成り立ってい

会で一番強い者でも︑一番弱い者といっしょに服従する

刀やピストルを持っている人間は法律に服従しない︑と

ア︵や○

いうのでは︑平和な秩序のある社会は成り立たない︒

だから︑誰でも︑いや︑すべての人々か共通の法律に服

従する︒その法律の中でも︑いちばん大事な︑イロハに当

相撲を取ろうと土俵に一人があがったら︑相手はライフ

るのが︑暴力を使わない︑ということだ︒

ル銃やピストルを持っていた︑というのでは約束違反だ︒

、入‑1ノ

から警察の力は合法的なものだから暴力ではない︒
﹁正当防衛﹂として暴力を使わざるをえない︑という︑ま

ちがった理くつをつけて︑暴力をふるう者が出ている︒こ
ういう暴力思想はもちろん︑暴力の行使は断乎として日本
それは暴力を使う者の弁解だが︑弁解にも何もなってい

の社会から追放する必要がある︒

現代の社会では︑暴力もそれに対する復讐もゆるされて

ない︒

いない︒そういう私闘や決闘や仇討をさせないで︑国家の
もし︑勝手に暴力をふるっていい︑ということになった

民主政治という言葉があるが︑それは︑鉄砲ダマ︵ブー

裁判所が︑公平な立場で裁くことになっている︒

ら︑それこそ︑弱肉強食の時代へ逆もどりすることだ︒ジ

rT1、

う約束で出来あがったものだ︒だから︑鉄砲や暴力を使う

レット︶を使わずに︑投票用紙︵バロット︶を使う︑とい

わけが分らない︑といわなければならぬｃ

それを頭から否定することが非難されないとすれば︑全く

ところで︑日本の社会での暴力はどうか︒まず︑国会を

見よ︒ほとんど毎年︑乱闘をくりかえして来たではないか︒

これを議長が見て︑見ないふりをしている︒そして︑半殺

民主政治は人民の意思によって行なわれるものであるが︑

者は︑約束違反者として厳罰になるのが当然だ︒

しの目に合う重傷者が出ても﹁治外法権﹂の特権があるか

のどとく︑司法権の介入をゆるさず︑しかも︑自分では処

も安全でない︒誰も信用できない社会だ︒

だから︑暴力や殺傷はいけない︒相手を非難したり批評

なものではないか︒

罰も取りしまりもしない︒国民に暴力を奨励しているよう

それを妨害するものが暴力だ︒そこでは人間の生命も財産

めるほかない︑というのが︑人間が大昔から考えて来たこ

するなら︑言論によって︑最後には多数の意思によって決

っている︒だいたい﹁多数﹂が暴力であるはずがない︒多

わからぬ理くつをつけて︑肉体的暴力で対抗するのだとい

こういう乱闘は︑与党の﹁多数の暴力﹂とやら︑わけの

つまり︑少数決や一人の独裁者が決定することは正しく

数の有力な言論も暴力か︒不合理な筋の通らぬ議論はやめ

とだ︒

ことだ︒無政府状態と混乱がいけない︒

ない︒暴力の強い方に勝たせるのは︑さらに悪い︑という

てもらいたい︒少数党で負けそうな側は︑暴力をふるって︑

多数与党を暴力で妨害していい︑という理論が成り立つと

人間を尊重し︑お互い人のいのちを大切にすることが道
徳の根本だ︒これは︑古今東西の倫理・道徳において変り

り︑社会党が多数党になって政椎をとった時︑同じように︑

思うか︒もし成り立つとすれば︑今の自民党が少数党にな

自民党たる少数党が暴力で︑あらゆる法案の通過を妨害す

そして︑各人の考えること︑意見として発表することは︑

はない︒

かけがえのない個人個人から出るもの︑人格の現われだか

ることが正しい︑ということになる︑が︑それでいいのか︒

ここで︑社会党だけを︑暴力を使うことで非難している

ら貴重である︒そこに言論の自由︑ということが意味を持

のではない︒かつて浅沼稲次郎氏を右翼の一少年が︑日比

理論は筋の通ったものでなければならぬ︒

だ︒道徳のもとは︑すべてのものをして︑その所を得しめ

定するのが暴力だ︒それは真正面から道徳を否定すること

谷公会堂で︑浅沼氏の演説中に刺殺した時はどうだった︒

ってくる︒これを︑いっぺんに抑えつけ︑その根本から否

ること︑まず人間を生かし︑その本性を発揮させることだ︒
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右翼のある人々は︑この少年を愛国者として讃美し︑神社

ユダヤ人はケネディの選挙区ニューヨークに一番多いから︑

ルのユダヤ人を憎んでいるアラブ系の移民サーハンだった︒

ケネディはアラブを攻撃した︒それを怨んでいたのだ︒

を造って祭れ︑とまでいったではないか︒また︑同じよう
なことをする者があれば︑いくらでも弁護に立つといった

人口の十分の一以上が黒で︑増加率が白人より高い︒もう

そのほか︑最も大変なのが白と黒の争いだ︒アメリカの

左翼の暴力はいけないが︑右翼の暴力は善いとか︑個人

来たる夏の暴動に備えて白人の婦人まで射撃の練習をして

法曹も現われた︒

的暴力は悪だが︑集団的暴力は善だ︑という理論は成立し

る︒イギリス本国と戦争して独立したのも︑この武装した

各人が武器を持っていなければならぬ︑と昔から思ってい

そして︑アメリカでは︑自分たちの自由な国を衛るには︑

いるのだ︒

全学連三派の暴力も非難しなくてはならぬ︒言論・結社

ない︒

ところで︑アメリカのロバート・ケネディが暗殺された

・印刷・デモの自由を利用して運動すべきだ︒

二条には︑

植民地人の組織した民兵だ︒それで︑アメリカ憲法修正第

今度の事件で︑武器の通信販売を制限しよう︑とする意

と規定してある︒

り︑武器を保蔵し︑武装する権利を奪われることはない﹂

﹁規律ある民兵は自由の国家の安全のためには必要であ

ことから︑これで日本人も暴力的になりやしないか︑と心

連の暴力も世界の学生運動に影響しているようだ︒

配してる川きがあるようだ．ｌそんなことはあるまい．
むし々暴力では︑こっちの方が先輩かも知れない︒全学
それで︑今さら日本としては︑アメリカの暴力から感化
を受けることもあるまい︒アメリカは︑東から西へと発展

とにかく︑日本とは事情が全然ちがうが︑民主政治・議

見も出ているが︑この憲法がある以上︑むずかしい︒

会政治を維持するには︑どこの国でも暴力を禁止する必要

になるのも仕方がない︒あの広いところでは︑警察の手が

して来た国だ︒西部はピストルが徒︵おきて︶だ︒暴力的
及ばない︒自衛するほかない︒だから今日でも︑二千万人

いに反省しなければならぬと思う︒

︵本会理事専大教授︶

を奪うことを何とも思わない習慣が日本にあることは︑大

がある︒とくに︑暴力︑とくに政治的理由で︑人間の生命

何しろ︑世界各国から移民が集まって来ている︒世界の

が一億の銃を持っている︑といわれている︒

どこかで争いが起これば︑それがアメリカに来ている移民
の問でのケンカになる︒ケネディを殺したのが︑イスラエ

（13）

学校植林の成果をかえりみて

Ⅱ

１１

４１Ｊｌ１

五十嵐徳雄

ｌくくく４

１．ｂＯｐ０

I

Ｊｉ

とおして豊かな人間性をもとめてひたすら努力し︑三年連

育の一環としての学校植林の事業を引き継ぎ︑学佼植林を

私は︑霊山町立石田小学校長としての三か年間︑学校教

ある︒ここに石田小学校の学校植林のうた︑植林かぞえう

るこどもになって来たと父兄たちもよろこんでいるようで

ごとに前進しているように思う︒進んで働き︑きまりを守

る︒また︑生物を愛護するという態度も︑植林を通じて年

思う︒このことは作文や標語などにも端的にあらわれてい

続全国特選︑ついに模範校という最高の栄誉に輝くその受

はじめに

賞の感激は終生のなつかしい思い出として残るものと思う︒

▽石田小学校植林の歌

たの一節を紹介してゑよう︒

今︑石田を去って静かにふりかえってみて︑最もつよく感
ずることは何といっても石田の学校植林は︑教育の中への

ぼくもわたしも手をとって

い小鳥が呼んでるホーイホイ

松の若木を植えましょう

うねうねつづく山食に

位置づけが︑実に無理なく︑ごく自然に行われたというこ
とである︒

山に生れ︑山陰言った子どもたちは︑ともすれば山村の

ぼくもわたしも手をとって

日希望僅明かるくホーイホイ

る学校植林のおかげ一帳﹄︑石田の子どもたちは︑自然を愛し︑

美しさや樹木の恩恵を忘れがちになるものだが︑長年に亘
植物への関心が高まり︑勤労の尊さや協力の大切なことな

未釆と結ぶ石田小
学校植林そだてましょう

ど植林の重要性を子どもたちの心の中に植えつけたように
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全面下刈作業を実施している︒全員が参加するのは︑この

二回だけだが植林に関連した諸活動が活発に行われている

▽植林かぞえうた

一つとや︑人々いつも協力し︑学校林を育てましょう

ことに大きな意義があると思う︒

単に大地に木を植え︑下刈をするだけでなく︑作文教育

②植林学習ということ

る︒

学力向上に大いに役立っていることも見逃せない事実であ

や植林地の植物採集︑昆虫採集などをとおして︑子どもの

活着調査︑生育調査︑土質︑霜害調査︑それに巣箱つくり

こども会︑クラブ活動︑児童会活動などをとおして巡視︑

二つとや︑ふだんの努力が実を結ぶ︑下刈りつる切り真
剣に

今︑静かに三年間をふりかえって︑学校柚林の成果と思

三つとや︑みどりは宝だ松や杉︑しっかり根をはるあ

の姿︵以下略︶
われること︑石田小学校の学校植林の特長と思われること
などを思いつくままに二︑三あげてゑたい︒

①親子植林ということ

へ︑あるいは︑理科教育の土台としての動植物の飼育栽培

などをとおして︑多面的に学習の場として生かしているこ

石田小学校の植林は前にも述べたように︑児童の精神面︑
まず︑第一に植林作業は︑五六年生がＰＴＡの協力を得て︑

川年以上の全児童が参加して︑児童のひとりびとりが植

身体面に無理にならぬように計画されていたということ︒

物を愛育するその心を育てるのに大きく役立っている︒特

▽｜人一鉢栽培

に菊の鉢栽培は見事なもの︒ふくよかな香りを校舎の内外

とも大きな特色である︒

まといの中で︑しかも親と子のあたたかい結びつきによっ

間に二Ⅱ州がさかれているだけである︒石田小学校という

にただよわせたあの風情は︑石田小を訪れた人の心に強く

実施しているが︑その作業のためには︑植林と下刈と一年

いわば親子植林ということだろうか︒

残ったであろう︒

て︑血の通った愛情のあふれる柚林活動が行われている︒

実際例をのべるならば︑地ごしらえは三月植林地のある
けに五︑六年全員と親たちの協力によって九時頃から午後

学枝林に架設された巣箱にどんな小鳥が利用しているかを

り展覧会を開いている︒学校のまわりや家の近くの樹木や

五月の愛鳥週間にちなんで︑四年以上全員で巣箱をつく

▽巣箱展のことｌ愛鳥運動

二時頃までに終了する︒七月の下刈も同じく五︑六年生全

坂の上地区のＰＴＡの奉仕作業で実施され︑四月の植えつ

員とＰＴＡの協力によって新植栽地とこれまでの柿付地の
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たしかめるのも楽し象の一つだった︒緑につつまれた私た

けれどもがまんして歩く

歩くたびにいたい

ふもとに大きな松の木がみえる

むらさきの岩がきれいだ

霊山がみえる

そのうちいたいのも忘れた

ちのまわりが小鳥の楽園となることを夢みながら︑学習に
励んでいる子どもたちの姿は実にたのもしい限りだ︒
▽学校文集﹁山は育つ﹂

はやくあんなに大きくなれ

山の木が育つように︑子どもたちの心が育つことを願っ
の学校植林に対する考えかた︑子どもの成長のようすがう

て︑毎年︑学校文集﹁山は育つ﹂を編集している︒子ども

と︑つぶやいた︒

畠ノ０

かがえてうれしい︒文集の中から作品を一つひろって糸ょ

▽善行表彰のこと

草をにぎり鎌をうごかす

のが児童会の代表委員会に出され︑そこですいせんされた

ることにしてきた︒学級からすいせんされた二︑三名のも

毎月一回︑全校朝の会のとき︑善行者を校長から表彰す

松のしんを切らないように

k−LOノ

下刈り五年鈴木幸子
雑草になんか負けないで育て

名は毎月廊下に掲示され子どもたちの励ゑになっている︒

ものが表彰されることになる︒善行表彰をうけた児童の氏

③地域や家庭にも好影響

と︑いいながら

かまをふるうたびにあせが流れる

一つである︒子どもたちが植えた松の苗木が大きく成長す

一般家庭の植林意欲を刺戟したことも見逃せない事実の

つらいけれどがまんして刈る

しょっぱい汗だ
下の方から谷風が吹いて

石田合同所有林の造林事業も一段と前進しつつあることも

の農家一○○％が植林に参加している︒地域の官行造林も

風はつめたい水のようなものだ

たしかである︒また︑学校植林をとおして︑町当局はいう

るようすをゑて各家庭の造林熱がもりあがり︑今では部落

いい気持ちだ

までもなく︑ＰＴＡ︑教師︑児童の接触の機会も多くなっ

わたしのあせをさらっていく

足がいたい

／ イ ハ 、

として生かすために登山道に沿った樹木に正しい名札をつ

の霊山を観光地としてばかりでなく︑さらに科学研究の場

けることになった︒たまたま元福島大学教授小林勝先生が

たため教育に対する理解と熱意か高まり︑学校の教育環境
かである︒私の在任三か年の問にもプールの建設をはじめ︑

らびに霊山町教委の理解ある配慮と先生方や児童たちの協

献身的に指導して下さることになったので︑本県治山課な

整備にも積極的な協力が得られるようになったこともたし
特殊学級の設置︑町立幼稚園の併設など数えればきりがな

むすび

つかしい思い出のひとつである︒

四季折り折りの霊山の風情と共に忘れることのできないな

力を得て二百二十余枚の名札をとりつけることができた︒

いほど町当局︑ＰＴＡ︑管理会等から物心両面の協力がい
かに大きかったかが︑今さらのように思い起される︒

④木原営林大和事業財団から賞状

緑化活動に終着駅はない︒石田小にあやかって︑上川崎

学校植林の努力が認められ︑木原営林大和堺業財団から
弘道会副会長︶野口明先生から県庁の知事室で伝達をうけ

賞状と金一封︵拾万円︶を贈られた︒財団の評議員︵日本

の子どもの心にも︑緑の若木をすくすくと育てていきた
いＯ

学校ならびに植林地を親しくご視察になり霊山神社を参拝
私どもにいろいろと激励のことばを賜ったことは忘れられ
その賞金は︑子どもたちの情操教育の一助にも役立てた

ばらしく︑また校庭の一隅には︑今を去る五十年の昔︑当

である︒この校庭からみる残雪の安達太良連峰の眺めはす

ところにあり︑かつて和紙の生産地として知られたところ

ここ上川崎の小学校は東北本線安達駅の東方四粁ほどの

いということから︑福島大学教授蜂谷剛先生の指導により

ぬことどもである︒

校庭にりっぱな小鳥小舎をつくることにした︒子どもたち

時の若い大森清寿先生が植えられたという吉野桜十数本が︑

●●●

が小鳥楽園のまわりに集って楽んでいることであろう︒

在りし日の恩師が何かを物語っているような気がする︒

私が本校に赴任早々︑父兄から贈られた桜の苗木を県の

今順漫と咲きほこっている︒その名も師恩桜と名付けられ

木ケヤキと共に校庭の一隅に明治百年を記念して︑先生方

わが郷士の山︑霊山は建武の昔北畠顕家卿の居城として
も観光地としても知られたところである︒ここはまた︑植

⑤霊山の樹木に名札

物の分布上からみても種類が豊富で植物の宝庫とされてい

と共に植樹をしたきょうこの頃である︒

︵福島県会員安達町立上川崎小学校長前︑石田小学校長︶

る︒ここは石田小学校の植林地からよく眺められる場所に
あり︑ふるさとの山としての心のよりどころでもある︒こ

〆

﹃１４

７︲

︑１ノ

〆Ｉと

経歴
の

泥や砂

r

今は書くことがちょっと思いつかない︒そ

﹁石ブームだから﹂とのことてあったが︑

て︑お役に立つことは害けそうもない︒

うにということであるご自分の専門からみ

恩師の渡辺正勇先生から何か寄稿するよ

が現実の社会生活に少しは役立つこともあ

ちに語ってくれるものがあるはずで︑それ

石や砂や泥は︑それぞれ︑声なき声で私た

てきる︒こういう見方が許されるとすれば︑

であり︑砂であり︑泥であるということが

て旅立つ旅人の瞬間の姿が︑実際に見る石

者でも︑犯罪捜索に協力したことになる機

近年は︑いろいろな事件で︑私のような

︸ｏＣ

×××

れで︑ブームてない石より小さい砂や泥に
関係した経験談を主にして綴って象ようと

××××

石といえば︑かたくて大きい︒岩といえ

に関係あると思われる石や砂や泥の鑑定を

会がたまにある︒これは︑その筋から事件

田心昌／Ｏ

ば更に大きな山の石を思いだす︒一方︑砂

があり︑故郷もある︒私は自分でそう思い︑

同じもので︑しかも︑それぞれに生したち

なにちがう石も砂も泥も︑もとをただせば

のあたりから運ばれたものかを見当つける

ラックからこぼれた砂利が︑どこの川のど

砂利トラックの事故に関係して︑砂利ト

×××

たのまれるからである︒

他人にも話すことがある︒無生物の代表と

ことは︑東京の場合はそんなにむづかしい

ってみても粒の感じがないくらいだ︒こん

といえば小さい粒で︑泥になると指でこす

される︒これらの自然物でさえ︑見方によ

ことではない︒ぴたり当ったこともある︒

×××××

っては︑生まれ故郷と生いたちを秘めてい

砂になると︑かなりやっかいだ︒不可能

るのだから生きてい・今といってもよいかも

しれない︒ただ能動的梶自分から動けない

い︒それは︑砂は石と同じ故郷をもってい

なことが多いといった方がよいかもしれな

るといっても︑大きなちがいがあるからで

だげである︒つまり︑そのものの存在する
互作用によって︑安定する方向を目指して

あるｃ石は鉱物の集ったものだから︑石の

旧然環境である場涯おいて︑他のものと交
変化していくのだから︑生れた家を出発し
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隆
景

部

渡

それが海へ出て海流か沿岸流に乗って漂着

私はＸ線で調べてゑた︒そうしたら︑ト

プ○Ｃ

ノ﹁一とは全くちがうものであった︒しかし

顔は石の故郷を示すことが多い︒例えば︑

砂の種類と混じり方で︑本州なら北上山

した︑と︒

眼で見たこと以上には分らなかった︒

特徴がないので︑どこからきた泥かは︑肉

田舎で︑田中さんといえば︑あの部落の出

地のどの川のあたりと見当がつく︒しかし

た︒結果からゑると︑問腿の解決には何の

ならどのあたりという程陛しかいえなかっ

本州ならどのあたりとどのあたり︑北海道

るのは︑こんなに小さくとも粘土鉱物とい

じがないくらい小さい︒Ｘ線で調べてわか

身とわかる︒田舎のＡさんの顔を見れば︑

何家の人という生家がわかるといった方が

ってもらった︒北海道まで集った︒しかし

実際調べたことがないので︑砂をとって送

そのままになってしまったので︑話はお

はいえないが︑石の顔から何家とわかれば︑

もっと確かである︒すべての石がそうだと

の石が何村の出身︑つまりどの川の上流か

何村の出身とわかるはずだ︒石の顔に︑そ

役にもたたない失敗の巻である︒

××××××

つうの泥をつくっている粘土鉱物は四種類

う結品した鉱物だからである︒しかし︑ふ

くらいだから︑この粘士鉱物があるから︑

泥になると︑もっとその故郷のつきとめ

泥粒というと︑指ですってみても粒の感

中流かという見当のつくものがあればしめ

しまいである︒｜﹂れも失敗の巻である︒

たものである︒しかし何村出身といえる決
めてになる顔の石がないと︑どうにもなら
ない︒

どこの土だとは仲をあてられない︒

先ごろ︑東京の郊外で︑類似の火災が何

ることがむづかしくなる︒

先年︑東北地方の三陸海岸に死体が深着

××××××

細かい黄色な土で︑小さいので水に入れて

中国大陸に黄土という士がある︒非常に

もなかなか底に沈まない︒黄河や黄海の色

×××××
て︑そ一﹂に泥がついていた︒その着物と泥

件か起ったそうである︒その一つの火元と

からみて︑失火とは考えにくい︒放火かも

いう土があるが︑これは︑氷河が流れなが

はこの黄土のためである︒外国にはレスと

した︒法医学的所見では殺人事件の可能性

しれないという疑睦かある︒この泥がど一﹂

ノコに似ている︒それでトノコを手に入れ

色からゑると︑大工さんがよくつかうト

分布する︒農耕など集団生活に適する土で

レスは軽い土で︑地球上の中緯度地方に

中国大陸の黄土も同じでき方のようである︒

粉が西風に吹き飛ばされて積った士である︒

ら川岸の岩石を削ってつくられた細かい岩

からきたのか︒これに答えることができれ

思われるものに︑外出着らしい着物があっ

〃があるという︒地下足袋に砂があり︑プラ
ンクトンを調べたが︑ど︾﹂から来たか不明

で︑砂で何とかならないか︑という話であ
ス︾Ｏ

砂を送ってもらった︒どこの海岸にもあ

て︑比べてぶた・顕微鏡で見ても同じなの

雲ば︑というわけであ一るＯ

私の推理はこうである︒地下足袋と︑少

か︑ちがうのか︑わからないとのことであ

る砂のようにも忠えるが︑少しちがうとこ

し︑角ばった砂は︑海岸よりは少しはなれ

ろもある︒

た川岸の作業現場が第一地点ではないか︑

（19）

るから︑一万年から三十万年くらい前のも

レスは氷河時代の氷河でできたものであ

る地方にはレスのところが多い︒

あるらしく︑人類文化の発祥の地といわれ

て︑ひとりでに放射線を出してくずれて年

ると︑ナトリウム⑱はこのときを零才にし

いう放射性元素が粘土鉱物の結晶の中へ入

いく︒そのとき︑運よく︑ナトリウム知と

て︑安定な構造をもつ粘土鉱物に成長して

という環境のもとで︑しだいに性質をかえ

に積もる︒そう考える以外に考えようがな

上空にまい上って洋上に達してから︑海底

令になるはずである︒これが砂嵐となって

岩石ができた年令がそのまま粘土鉱物の年

で化学的に粘土鉱物がこわれにくく︑その

では岩石が細塵になっても︑水が少ないの

大西洋では二億年くらいのものが多く︑

いようだ︒

ののようである︒だから︑氷河時代の寒い

む粘土鉱物の年令をはかることができる︒

を重ねていく︒このため︑ナトリウムを含

気候の自然環境を洞窟の中などで堪えしの
てから土着して緊落をつくるようになった

んだ先史民が︑一万年以後︑気候が回復し

では二億年くらいの年令のものが多い︒私

その資料を桑ると︑大西洋の深海底の泥

×××××

すべてのものには︑故郷があり︑生いた

×××××××

およその故郷の見当づけができるのである︒

示すものと思われる︒地質学的には︑その

る︒これらは︑それぞれの故郷のちがいを

の近くで七千万年前のものが測定されてい

かし厚い黄土はなくとも︑西から東に吹か

には意外なことであった︒それは陸上の泥

四億年のものもあるが︑太平洋ではハワイ

れて︑中国大陸の黄土の塵が日本にも雨と

の粘土鉱物が海底に積もると︑海底で安定

石や砂や泥の顔には︑大地の変貌の過程

ちがあって︑現在の顔かたちになっている︒

この測定は大変むづかしいので︑日本では

共に降ってくることはあり得ることである︒

な粘土鉱物に組みかえが行なわれていくは

とき︑低い河岸の平地か︑レスの積った平

ともある︒

裏日本の黄い雪の正体が黄土だとされたこ

ずだと考えられるのに︑二億年前にできた

然科学はその秘密をさぐろうとしているが︑

が奥深いところまで刻み込まれている︒自

まだできないが︑米国ではやられている︒

近年わかった事実から泥の故郷が考えら

後の新しい泥の層の中にあるからである︒

粘土鉱物は︑数万年前︑つまり氷河時代以

をみつけてのぞいた程度で︑部屋がいくつ

まだ表の戸をあけて︑一つ二つの部屋の鍵

このレスまたは黄土は日本にはない︒し

れるものに︑もっと雄大なスケールの話が
の泥は︑川から海へ運ばれるものよりは︑

氷河時代にできた粘土鉱物であるとすれば︑

題として残されているといえよう︒

︵東京都会員東京教大助教授︶
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地が選ばれる可能性が大きにちがいない︒

ある︒それは︑太平洋や大西洋などの海底

数万年より古いはずがない︒

ここで大陸のレス︑黄土を思い出す︒黄

あるか︑中に何があるかは︑これからの問

空から降ってきて︑海面におち︑ゆっくり

では︑どうして二億年前の粘土鉱物が海

塵万丈︑砂嵐である︒陸上の乾燥した地域

底にあるのだろうか︒

それは泥も生きもののように︑陸上の岩

という説である︒

沈んで深海底にとどいたものが多いらしい︑

が砕けてできた粘土が︑海・へいくと︑海水

〆

ブラジルの日本人

まで楽隠居が出来るものと考えまして︑強

五月三Ⅱ丁度三カ年Ⅱに川本の土をふ承

物︑魚肉類はもちろん︑加工品も日本人の

Ｈ本人ののぞむものならば︑新鮮な野菜果

りましたが︑少くともサン︒︿ウロ州内では

永住者の大きななやみは食料だと聞いて居

じさえします︒然るに今Ⅱの渡航者の多く

せる実に住み心地のよい所で天国と云う感

がなく︑アフリカの黒人も大手をふって暮

め︑移民の間に感情からも上下蛋賎の差別

中核であるポルトガル人が移入者であるた

らなって居ると申しても過言でなく︑その

元来ブラジルの立国の方針が国外移民か

ったからです︒

ましてかねての願いが叶ったのに云い知れ

ん︒時折川本に居る様な錯覚を起すことが

商店に行けば︑手に入らぬものは有りませ

引に永住椎を申請して狸得しました︒外国

ぬ嬉しさを感じました︒がさてそれからわ

大舘竜祥

づか数Ⅱのうちに小さいながらもとにかく

は農業以外の人が多く︑初期の移住者と違

気温が三十度湿度が七十と云うのだから汗

きもをつぶし︑まだ五月と云うのに室内で

が満喫出来るのは︑抑誰のおかげであろう

ラジルで日本の食料品の九十九・︿１セント

さて本題に入りまして︑日本の裏側のブ

愁にかられて帰国する人が可なりあるとの

という事で︑誠実や怖熱に乏しく︑結局郷

様ですが︑いきなり楽な仕事で高給を望む

につけた人々で︑敬育程度は申し分がない

﹃て︑多くは大学出かそれに近い教育を身

ある位です︒

が流れて実に不愉快で︑こんな一﹂とで日本

かと考へてみますと︑七十年前から次々と

ことで現地では後継者の問題で相等に憂慮

地震と云うものに驚かされ︑火事の警鐘に

のこの夏が無事に過せるだろうかと少々心

移住して行った艇業移此諸君の血と脂の結

して居るとのことであります︒

晶だと云う事を云いきかされて思わず頭が

と申すのは今から四年前︑夫婦とも同じ

なかったならば︑今Ｈ繁栄のサン・︿ウロ市

下りました︒この人々の永住の蛾難辛苦が

細くなってきました︒

病院で療養中にサン・︿ウロ市の長女から養

まで二人が出かけたのです︒

さきなので︑渡りに船と早速着の盈茄のま

一生に一度は行ってぷたいと思っていた矢

ようにとの勧めがありました︒かねてから

人にブラジル人から非常に信頼され︑親し

日本人の力なのであります︒こうして日本

す︒魚肉野菜果物の生産と加工はまったく

生命の危機に立たされると云われて居りま

に活躍している何百万の市民も一朝にして

兄弟同志か猫額の土地を争って芋の子を洗

様なせせこましい所でお互が︑村人同志が︑

なく続いているのを見るとどうして日本の

サンパウロ市の郊外でも未開の原野が果し

て居る土地が日本の二十三倍も有るのです︒

広さであり︑隣の州も同様で︑人の生活し

サン・ハウロ州だけで大体日本と同じ位の

生には︑蚊適地と思うからぜひ波伯される

行って匙まずと地震も台風も火事も洪水

まれて居るのも︑北は北海道から南は沖細

う様な日夜を送らねばならぬかと実に不思
迄日本全国の淳朴な農村から志をたてて勇

議に思われてなりません︒︵時別会員︶

日本の春と秋ばかりで老人の静養には本当

躍渡航した人柄の良い意志の強い人為であ

もなく一年中四月五月か九︑十月︑つまり
に願ったりかなったりで︑私どもも百歳位
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〔道徳教育のヒント〕4

夏休みと子供のレジャー

小 谷 野 愛 子

夏休象を間近かにひかえた子供たちは︑

夏休蕊のすごし方をどのように考えて迎え
入れようとしているか︑参考のために︑昨
年の夏のすごし方について私の学校の三年
生を対象として調査した︒その結果は︑次
の通り︒

その内わけ︵各県︶｜その内わけ︵都内︶

旅行した延人員畑一外出した延人員︑

名所・公園灼デ︒︿−卜皿

温泉略遊園地・公園鋤

１

６

プラモデル肥

へすいかわり５一

加

地域別子供会に参

し﹁−−ドをきノ︑恥

模型作り喧

一花火大会６

色水やごっこ８

おつかい詑

−芦癖鉾体操会函一

一すもう大会４

︵流行歌が多い︶

ピアノをひく哩

ー
２

卜ラン・フ・ゲーム

工作つくり．虹

水あび詑

犬小鳥のせわ８

金魚のせわ略

石戦争のたぐい喝

草花のせわ過
怪獣ごっこ略

ままごと２
きせかし１
おえかき６

ごろごろする

兄弟げんか︑

︵調査対象は文京区金富小３年生記名︶

なお本校６年記名にも︑同じ調査をし

していたが︑更に次のものが加えられる︒

た︒その結果︑大体３年生と似た傾向を示

（22）

登山

海水浴２志︵雷篭嵯
キャン︒フー見学５

魚つり９映画館８

ドライ課フ︑︵交通博物館等︶

ドライ等フ８

岨︶親戚．知人宅咽

親戚知人宅︵胆︶｜一朝縁は除く︶

︵極鈍

家にいる時

水でっぽう
ポール投げ

￨

1
蝿
喚

家の中でのすごし方一屋外でのすごし方
１
１１
自転車のり

ＴＶをゑる妬

︵マンガが多い︶

本読み弱

191812

デ遊!そ

●︲ｉｌｌ︲

家の中でのすごし方一屋外でのすごし方

にいる時
ｌ家ｌ
ｌｌ
ナイター見物ｕ

つりぽり巧
卓球︵旅行先含︶肥

ポートのりＭ

ハンドベース５

テニス︽０

野球８

︐プロレス言﹂つこｑ︾

実験する６
︲しよ弓／当ぐＱ﹀

店ばん１
ししゅう８

オルガンひき﹂８

ているか︒３年生と６年生はそのほとんど

外出しない日は︑誰とどのようにすごし

その機会がだんだんうすれてきていて︑子

き性格が形成されていくのであるけれども

て生活のルールを体得し︑人間としてのよ

遊園地のジェットコースター・コーヒ

楽しんできく︒

グループサウンズを大人も子供も共に

ャーを楽しむという傾向が強い︒例えば︑

の全盛期でもあり︑大人も子供も共にレジ

消費文化全盛期である今日は︑大衆文化

い程大衆をつかむことが出来るからである︒

は︑文化の低俗化ともいえる︒低ければ低

世界の距離が近い︒従って︑文化の大衆化

みると︑生一活水準が低い程︑大人と子供の

更に上流︑中流︑下流社会という断層から

る国では︑その区別がつかなくなっている︒

がはっきりしているが大きく変わりつつあ

歴史の古い国家では︑大人と子供の世界

味と関心を示している︒

また︑開放的になったＳＥＸに早くから興

ではなく・グロテスクな怪獣にむけられる︒

供のファンタジＩは美しく清らかなものへ

が家の中で兄弟・姉妹．または一人家の中
で遊んでいる︒

友達と一緒に遊ばない理由は
友達も外出が多く︑入れちがいになる︒
家がせまくて友達と遊べない︒

友達と遊ぶ場所がない︒
公園は遠い︒

近くに広場が少ない︒

外は暑いので出たくない︒
そして︑長︲い夏休皐をたいくつして︑学

また︑夏休みがもっとほしいと願う時は︑

校が待ちどおしくなるとも云う︒

田園生活を満喫し帰京したくない時︒
朝ね︑ほうのくせがついてしまった時︒

宿題がのこっていて困る時︒
休みぐせがついて︑ぼけてきた時︒

以上の調査から︑子供たちは︑大人の作
ったレジャー産業ブームの波に乗って︑家

青年一︑ンガ・青春マンガが季刊６種︑

カップに乗り︑おとなも楽しむ︒

四種類も新たに出版され︑ニミックを中

月刊６種・隔週刊３種・週刊４種と合計

こともあって︑友を求めようとする意欲が

族のひごのもとに︑ぬくぬくと育っている

て︑子供の世界の楽しさ︑きびしさにょっ

桑られない︒子供同志ですごすことによっ
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｜

レースあみ６
ビーズあみ４
これで︑長い夏休象の如日間を殆どの児
童か旅行等で外出していることが分った︒

皿旧以上３
外出なし０

さらに３年生の外出日数を調べて黙ると︑

釦日以上︑
加日以上配
誰とどこへ出かけているのかは︑

家族と一緒Ｉ旅行︵温泉・海・川等︶

母と〃Ｉテパート・親戚等
父と〃Ｉ映画・ナイタ！つり・山等
兄姉と〃Ｉ遊園地・見学・ブール等
伯叔父母〃−１．汐和ル・ボート・キャ

知人クーー野坤・卓球等
祖父母〃Ｉ温泉・親戚・買物等一

1

受験勉強に勝つために︑精神的な孤独

庭もない︒

新聞は︑日刊紙よりスポーツ紙の方が

心としたものが急速廷のびてきている︒

はるかに上まわった売れゆきを示してい

このように︑子供と大人の区別が分けに

めるすなおな心が失なわれてきている︒

になり︑生存競争のはげしさから友を求

これらの傾向は︑ＴＶ文化時代の産物と

る︒

もいえる︒なぜこのような傾向に急速に傾

になう子供が成長している現状を改めて考

くくなっているなかで︑次の時代の日本を

大切なものを学びとっていくようにさせた

子供同志の遊びの中から︑人間としての

巽え︺わ︑と妻ｃ︑

いていったのであろうか︒その一つに︑
ＴＶのマス﹁一ミの影響を受けて︑消費

文化が急速にのびていった︒

多くの大人は︑精神的なものより経済

子供の自立の場をうばいとるようなことは︑

自分の不安から大学入試にまで付添って︑

いと思います︒

大人の社会が分業になり︑更に細分化

慎むべきではないでしょうか︒また︑消費

的な方へ心をうばわれている︒

されてきているなどのことから︑科学が

文化に目がくらんで︑心豊かな人間性を見

先行して人間性が失われてきているので
はないでしょうか︒

失わぬようにありたいものです︒ことに子

︵東京都会員金富小学校教諭︶

つくづく感じます︒

ら︑子供たちを指導しなければなならいと

した欠陥を鋭く洞察し︑広く大きい視野か

供たちの教育にたずさわる者は今日のこう

また子供の立場からは︑

ＴＶ文化の影響を受けて︑大人の社会
を早くから知る︒

戦後ＳＥＸが開放的になり︑刺激的な
言語や︑ポスターが町の所々でゑられる︒

交通戦争で︑外遊びが益々危険になっ
て善﹄ているＯ

家屋が密集し建物は高層化して広場が
団地・アパートが多く部屋数も少なく

ない︒

Ｉ

大原幽学︵毛宅

一全◇の

子供仕込心得⑨

一︑子供︑人の悪しき話などする時は

家内中あいさつせずに知らぬ振りして

時はその子必ずあなほり︵人の悪口を

居るがよし︒その話をもつともに聞く

｜︑家の内に︑金銭などとり散らして

いう︶におち入るべし︒

一︑人に呼ばれたる時は︑必ず返事を

置くは甚だ悪し︒

よくさせる様にすべし︒又︑人に何事

に移すべし︒子供のずる〃Ｉ＼なるは︑

か頼まる︲︽時は︑しりを軽くして子供

皆自分がずるノく︑なるが故なり︒

一︑家内中朝早く起き︑夜は早く休む

くし︒毎夜々々︑翌日の仕事割の相談

しむく︑雪語手○

をなし︑子供をして常に是を見︑聞か

一︑教へる事にも︑極めて念を入れて

教ふくし︒何事も一旦に教へたがるは

るがよし︒

よろしからず︒心懸け居て︑追々にす
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１１

｢弘道八百号｣を迎えて
く会員よりの祝辞＞

､

謬蕊講蕊

︑︲ノ︑Ｊ／︑１ノ

＋ね中︐左

／ｌＬ．／１廼〆ＩＬ

上上上

盛況の婦人部は本誌から独立，明治27年10月発刊の第1号
明治36年7月｢弘道」名で創刊の第135号
明治25年5月発行「日本弘逆会叢記」第1号(800号の第1巻)は本誌と殆ど同形
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は︑他に類例の無いことで︑これに努力せ

一世紀近い間其の伝統を維持してきたこと

を出して以来︑迂余曲折はあったが︑延々

こそ︑今後も永久に人の道であると思う︒

た根本であると思う︒この中正︑平凡の道

これが正に会誌八○○号迄発展持続して来

であろうが︑明治という時代を知らない人

回想し︑その意味のあることも能く判るの

言葉を通じて﹁速くなった明治﹂を懐しく

て生きて来た人達には﹁明治百年﹂という

代﹂としての明治の空気を直接肌身に感じ

達にとっては﹁明治百年﹂といっても︑そ

本誌は八○○号の後に︑いづれ一○○○号
本会の精神が︑以上の原則をよく勘考して︑

の意味のあるところが︑ピンと来ないかも

られて来た︑会祖並びに各時代の先輩諸氏

又西村会祖の指導を理解して︑益々努力す

を出すことを期待して居るが︑根本である

思えば︑ｕ本弘道会の創立当初は︑会祖

を想起して︑誠に感慨が深いことである︒

西村先生が維新前後の我が国民の現状を熟

知れない︒殊に第二次世界大戦終結後に生

って来た人達であるから︑この事を求める

よって生じた︑新時代の空気を呼吸して育

を享けた人達は︑戦後のさまざまな変革に

ることが必要である︒︵五︑二一︶

明治百年の道誌

︵本会評議員東部支会長︶

視し︑国民の拠るべきところを熟考して︑

前年十一月﹁日本道徳論﹂を世に発表した
時代である︒而して其の後八○○号に到る
まで本会の活動と共に成長してきたものは︑

しかしながら︑不思議な事には︑時代が

のは少し無理な注文かも知れない︒

どのように変ろうとも︑日本人の多くが︑

神詣をする︒年々歳々年が新まるたびに︑

今もって神前結婚を行い︑子供が生れたら

が盛んに世間に言いはやされて︑明治天皇

いことを物語っている︒

お日本人には敬神崇祖の念が失われていな

季に従ってお祭り騒ぎをするところ︑今な

治という時代が︑大正︑昭和と五十数年を

とこ一つで︑四十五年間で終ったはずの明

歩一歩︑着実に近代国家への道を歩んで来

欧米先進国の優れた文化を吸収しながら一

間つづけて来た封建制度をかなぐり捨て︑
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その立脚せる本会の精神によるものと思う︒

抑冬西村先生は︑何等一定の固定した主
義主張を決められたことはなく︑原則とし
て道義優先︑道義第一を説かれ︑時に試案

発展を期待する︒所謂日新日進の主義であ

った歴史的事項についての回想が︑さまさ

の御治績︑あるいは明治という時代が背負

霜夜の玉砂利を蹄象しめて初詣をする︒時

ったのである︒ここに本会精神の永久性が

経過した今頃になって︑なぜ再び回想され

たのであるけれども︑第二次世界大戦に敗

わが国は︑明治という時期を画して長い

この精神をよく理解して︑後人が努力する

唯の機会主義というものではない︒本会が

ようとしているのであろうか？︑．﹁良い時

まな形式で行われつつある︒

とき︑今後も永久に亡びる一﹂とばない筈で︑

義による信念を基調とした発展であって︑

日本人︑そして世界の一人として︑精神主

ある訳である︒しかしこの事ば一の人間︑

に相当するので︑﹁明治百年﹂と言う言葉

義
〃明治維新以来昭和四十三年は︑恰度百年

正

は示されたけれども︑其の本旨は飽迄も他

島

の長を採り︑又他の短を補ひ正しい原則の

大

生活は目ざましく向上したに違いはなかっ

れた跡のＨ本が︑そのもつ能力の大部分を

抜きにされてしまった︒今なお気が付かな

の占領政策にまどわされて︑日本精神は骨

国破れて山河あり︒敗戦後すっかり米国

間が多く居るうち︑日本精神が全くすたれ

る︒この秋に当って︑いまだ明治時代の人

の民族は︑今やその誇りを失わんとしてい

去っていないうちに正気を振作して︑国家

経済復興に振り向けた結果︑たしかに物質

いのは誠になげかわしい次第である︒

二にわが家を善くし︑第三にわが郷里を善

日本人は︑第一に︑わが身を善くし︑第

人は多く老人ばかり︑悲感の極に達した︒

きではないか︑しかるに過川の総会に集る

し︑大いに鞭打って弘道精神を叩き込むべ

を再興すべきではないか？︑青少年を糾合

たけれども︑それと引き換えに︑日本人の
れる︒例えば︑世界に類例のない国家の歴

伝統と精神を喪失してしまったように思わ

くし︑第四にわが本国を善くし︑第五に他

﹁青年起つ可し須らく雷起すべし︒正気を

史と︑明治人にはあった日本人としての国

﹁天の道﹂﹁誠﹂﹁天地の真理﹂であると解

得ない︒

振作して国家を興すべし﹂と調歌せざるを

国の人氏を善くす︒この五道の精神こそ
かれた泊翁先生の教は︑今頃どこえ行って

われる︒

しまったであろうか︒舶来思想を好むⅢ本

民的伽覚を︑どこかに忘れ去ったように思
そのような意味あいから︑いまここに︑

秋田支会の回顧

秋田支会に就いては私の記臆をたどって
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︵本会評議員東京家庭裁判所参調会堂長︶
人は︑親を忘れ︑家を忘れ︑国を忘れての
は実力行使で資本家を圧し︑学生は学校当

明治天皇の御治績︑御足跡を通じて﹁明治﹂

局に︑授業料値上の反対運動を敢えてし︑

振る舞い︑気違いじみたあの騒ぎ︑労働者

明治天皇の五箇条の御響文︑教育勅語︑

管理権を学生によこせと実力行使によって

はないであろう︒

そして明治憲法を通じて︑戦後の国情を観

強要する︒白昼強盗は横行する︒犯罪者の

を回想することは︑決して無意味なことで

るとき︑全く天を仰いで嘆息せざるを得な

大体を書きましょう︒明治三十年六月に会

年令は益を少年部まで低下して来る︒過去
の明治百年は︑開国から敗戦までたどって

祖西村先生が秋田市に来られ︑秋田支会が

明治天皇は︑軍と政治は車の両輪のごと

いのであるＯ

来たが︑今後の百年は一体全体どうなるこ

成立した由で︑その際に千秋公園本丸に松

し互に侵すべからずと仰せ出された︒

しかるに昭和の御代になって︑軍はつい

の目で日本の勤行をねらっている︒腰抜け

とでしょうか︒周国の国々は︑鵜の目︑鷹

学校長を支会長に頂き︑日露戦争時代には

に政治を侵してしまった︒そのために︑日
軍なき跡︑今度は学生が政治を侵さんと
なることであろうか︒

している︒これで果して日本の将来はどう

悲しいかな建国三千年来築き上げた日東

本は没れてしまった︒

'三丁可

って繁って居ります︒繭来歴代の秋田師範

I
￨
Ⅲ

を記念に植えられましたのが︑今大木とな

宗
になりつつある日本人の変り果てて来た様

村
想を見つめて居る︒

川

塚益徳先生と主事の渡辺先生とを迎えて大

まずまずの盛会であった事は仕合せでした︒

講演会を開き︑二百名ほどの聴衆を得て︑

今後は皆様の御協力により︑新しい会員を

︵秋田支会長︶

募り︑漸次発展を致すことと存じます︒

時弊に思う

小出孝三

した︒毎月西村会祖の命日の十八日に例会

られました︒私はこの頃入会さして頂きま

喜八郎氏は支会長として支会の復興に努め

氏が秋田に来られ︑当時の師範学校長和田

の国民のあり方などにつき懇々とお話され︑

員だけの座談会となり︑吉田先生は敗戦後

の発表があり︑公開講演会は中止し︑支会

て居りました処︑その日の正午に終戦詔書

先生が参られ︑午後↑時に開会の予定をし

大講演会を開く計画で︑本部から吉田熊次

がかくの如くなれば︑小にしてば他国の軽

八外を尊び内を賎むこれなり︒国民の品性

の六柔弱︑その七利を見て義を忘る︑その

その三浮薄︑その四遊侠︑その五怠怖︑そ

せしめるものは︑その一著修︑その二軽燥︑

﹁国民の品性を不良にしてその国を腐敗

にいっているＯ

中で︑．国の安否﹂と題して︑次のよう

社会に支会の存在を認められました︒その

を開き︑当地の識者に御願いして有益なお

涙の会合に終りました︒終戦後の苦難時代

侮を受け︑大廷してはその国を削弱侵奪せ

遺族の慰問︑後援︑授産などに大に活躍さ

話を聞き︑昭和六年頃には本部から服部宇

廷妹尾馬之助氏が支会長となり自ら会誌の

西村茂樹翁は︑松平直亮編泊翁修養訓の

之吉先生がお出になり︑県立図書館で支会

配布などのご苦労までなされたと承り感謝

られる︒﹂

て来ました︒昭和二十年八月十五日には︑

主催の講演会が開かれましたが︑その際の

致しております︒その後も順々に会場を換

後も毎月例会を開き会員各自の研鑑に努め

先生の謹厳な行儀のよいお態度は今でも目

えて隔月位に例会を開いて今日に至って居

なかった様ですが︑昭和四年頃に繁田武平

に浮びます︒その頃秋田の先賢︑植林功労

りますが︑昨年の九月三十日に本部から平

れた様です︒大正時代にはあまり活動され

者︑産業功労者︑孝子節婦などを顕彰し︑

られるの感が深い︒全休としても︑はたま

まことに今日の時弊を予見して戒めてお
或は墓前︑遺跡などに標木を建てたりして︑
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な病弊の指摘は︑他に見られないのではな

たその一ゐの項目についても︑これ程適格

大きな我に立って︑各自その分を尽すこと

に執することなく︑天地一体・万物同根の

それが誰にでも自然に実行できるような国

をもって第一義としたのであった︒そして

時弊のよって来るところは何処にあるか︒

いかと思う︒

慨世先憂の勇士
西村茂樹翁

統の中から磨き上げられて来た道である︒

は何か︒わが国本来の道である︒歴史と伝

浩々と輸入せられたが︑これに処を与えて

た︒明治の時代となり西欧の思想・学問が

いたのである︒儒教・仏教は一﹂の道を扶け

のあることをも知らず︑後楽の意味が何で

行楽園だと思い︑その隣りに真の﹁後楽園﹂

楽園﹂を遊園地︑娯楽園と考え︑後楽園は

今の世の多くの人の中には小石川の﹁後

後藤三

敗戦の虚脱と占領軍の政策により︑わが国

の教訓を樹立しようとしたのが西村翁の学

時宜にかなった今日の道を明かにし︑国民

の道が︑わが国の根本において確立されて

風は廃棄せられた︒代って異国の国風が︑

結局︑本が立っていないからである︒木と

あたかもわが国の主たる道の如くに上下に

題して︑次のようにいっている︒けだし時

む﹂から出たもので︑水戸光圏がその心も

愛に先立って変え︑天下の楽に後れて楽し

後楽の語は文正公の岳陽楼記に﹁天下の

いか︒

あるかをも知らずにいる人が多いのではな

弊に対処するに際しての︑最も良きいまし

今の歴史が紐明している︒﹁上下こもごも

が争闘と混乱と腐敗に陥ることは︑内外古

ども︑勇気なきときま遂渥知仁の働を為す

の如き︑仁の如きはこの上もなき美徳なれ

以て率いざれぱ何事も成ること能わず︑知

勇は心の力なり︑およそ道を行うには魂を

平を楽しむことができる︒我が西村翁の如

その先憂に依って後の人々は苦難を免れ泰

ちを現わすためにその庭園に命名したもの

利をとって国危し﹂との孟子の言葉は︑人

きもたしかに明治の先愛の士の一人であっ

﹁⁝⁝知は心の能にして仁は心の徳なり︑

めの言葉といい得よう︒

西村翁は︑前掲害の中で︑﹁知仁勇﹂と

問である︒

浸透した︒それは日本国憲法の前文を見れ
ば明かである︒それは人間の卑近な欲心に
適合するので︑伝播は連かであった︒

個人の物質的肉体的な欲望は︑人間も生
物の一つである以上︑必要ではあるが︑そ

間社会径おける古今の真理である︒人間の

こと泥わず︑勇なき所の仁知は一身を治む

れを第一義としたのでは︑人間の共同生活

英知は︑﹁利を以って利とせず︑義を以っ

又国家の用詮為す一︶と能わず︒﹂

るに足るべきも社会を利すること能わず︑

東京修身学社を起し︑十七年︵五十七歳︶

翁は明治九年︵四十九歳︶時勢に慨して

・た︒

いつの世にも先愛の士は必要なもので︑

と思われる︒

て利とする﹂とか︑﹁人の禽獣に異る所以

︵本会評議員峨高裁判所図書館長︶

︵四三・五・三○︶

は道徳怪あり﹂とかいって︑第一義とすべ
たものである︒それらの教えは︑小さな我

きものが個我を超えて実在することを教え
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郎

九年︵五十九歳︶十二月朝野の諸士を大学

四月修身学社を改めて日本講道会とし︑十

は横行し︑人を欺く者を知者といい︑上官

ことであった︒ついに風俗は顔廃し︑賄賂

き船︑くつわなき馬のようで︑甚だ危うい

二十年頃まで教育の方針が定まらず︑舵な

ら段々わかって来た︒治心のことが心にわ

も本当には解らなかった︒しかし四十位か

欲も強い︒それ故に本来の面目と云うもの

かって︑先ずこれなら動かないだろうと思

を校一訂して日本道徳論と名づけて諸知人に

う所に至るには五十以上でなければならぬ

講義室に集めて道徳論を講説し︑翌年これ

に取入るを才子というに至った︒明治二十

勅語の御趣旨に叶うか一定した考がなく︑

う事は知らなかった︒また先生もそういう

順ち︑二十年︵六十歳︶九月日本講道会を

修身教科書は沢山出たが編纂に定見がない︒

んだが信念というものが起らない︒晩年に

事は教えてくれなかった︒哲学の書物も読

になればこの上は動かない︒﹂

智育をすれば徳育も出来るものと思ってい

なって再び儒道に戻り道を信ずることがで

と思う︒そして唯今の如き年︵七十一歳︶

るに暇あらず︑ついに会員一万余名︑支部

爾後老躯を提げて各地を遊説して席の暖ま

る︒それで人々西洋の富と箸りに目が舷翠︑

は定まったものの︑如何なる教育をすれば

会百三十余に及んだ︒この間時勢について

良心は曇って利欲のゑに心を奪われ︑つい

三年に教育勅語が下賜せられ︑徳育の基礎

上書すること数十回︑三十四年︵七十四歳︶

きた︒道はこういうものであるという信念

講談会を東京各区に設けて修身の道を説き︑

六月経延を私弟に開いて修養会と称した︒

に道徳を軽視し︑これをこのままに放置す

の工夫をし︑少しく自得したように思い︑

が固まった︒即ち若い年から心を定める事

改めて日本弘道会とし︑十二月始めて通俗

著書には道徳・教育に関するもの二十種の

れば︑百年の後には如何になり行くか︑日

などは自分に考えて見ると︑三十以下は無

道徳教育論の中にはこういっている︒﹁私

い︒もっと早く自得する工夫はないか︑よ

むつかしいものなのだろうかいささか心細

ければできないことになる︒それほど道は
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﹁若い時は漢学をしたが道を信ずるとい

外天文・地理・歴史・経済に関するものも

ようになった︒これは七十年来自分の経験

今は天地に塊じない︒寝るにもよく眠れる
これはそのまま今の世にも当てはまるの

育は暗黒となった︒明治五年の学制では殖

き師の世に出ることである︒翁も﹁先生も

それでは真に道を説くのには七十を越えな

蹄えない﹂のは七十になってからである︒

孔子でさえ﹁心の欲する所に従って矩を

で︑決して諸君を欺かない﹂といっている︒
であるという所以である︒

ではないか︒先憂の士は何時の世にも必要

チ︒○

本の前途は深憂に堪えない︑というのであ

い︒三十五年八月十八日七十五歳を以て逝

少くない︒その憂国の熱情真に敬服の外な
去された︒

翁慨世の情を述べていう︑明治維新の教
育は︑武士教育を廃すると共に︑武士教育

産興業が主眼で︑智を開き才芸に長じ︑金

が付かなかった︒この間はまだ血気が強く︑

我夢中であった︒三十台でもまだ心の始末

それなら翁の道の自得はどうであったか︒

をためて自分の生活を豊かにすることを主

中の多分を占める徳育をも廃したので︑教

眼とし︑智育に偏して徳育を欠いた︒雨後

'
｢

もっと早めたいものである︒

教えてくれなかった﹂といっている︒よき

そのまま犯罪に結びついて︑昔よりも犯罪

から︑経済的な進歩︑政治的機構の発達が

むしろ退歩しているのではあるまいか︒だ

に大きな貢献があったろうと思うし︑現に

○○号には目に見えなくても︑日本の社会

て大きな湖をなすことができる︒弘道の八

社会の道徳性の顔廃は目に余るものがあ

貢献しつつある︒

り︑﹁弘道﹂のますます必婆になったこと

この後も永く統いて世の洗剤になることを

しむべきことだが︑こういう世の中だから︑

ｌ発展しなければならないことｌは悲

の明ばんや晒粉では何のぎきめもないかも

︑︑

こんな汚濁した世の流れには少しぐらい

〆︾Ｏ

び起こし︑現代の新たな恐怖となりつつあ

になっている︒また文化の発展が公害を呼

はますます大がかりにそして悪らつで巧妙

師︑よき書の多く世に出でて人々の自得を

︵特別会員立大講師文博︶

進んで世の洗剤に

斎藤喜門

その流れに身を投ずるしかないように感じ

責務は益々重大

︵特別会員お茶の水女大講師︶

祈って止まない︒

る︒とても五年・十年とその明ばんや晒粉

ころであきらめて︑孤高を保つか︑日分も

しれない︒それを思うと︑いいかげんのと

たということはほんとうは喜ぶべきことか

を投ずることなんかできない︒しかし︑そ

この﹁弘道﹂がこの号で八○○号を重ね
どうか私は考えさせられた︒こう思うこと

れさえしなかったら︑世の汚濁はますます

うことであるなら︑これはまことに悲しむ

があるが︑大道すたれて﹁弘道﹂ありとい

これだけ︑会祖の精神が受け継がれ︑何度

中にどれだけ尽くしたかを考える前にまず

も続けられて来たことは驚異である︒世の

こんなときに︑この﹁弘道﹂が八○○号

れてから九十年︑国民道徳の大綱は何等の

徳の本義を開明され︑弘道の大柿を掲げら

していなかった時代に︑西村先生が国民道

明治維新後我が国教学の指針が未だ確立

︑︑

はまことに素直さのない感じ方のようでは

べきことである︒

かの大きな戦争の中をもくぐり抜けて来た

関屋竜吉

ところが世の中はまさにそういう状態に

を去る二十三年に至る今日︑尚多数の教員

変革を見ていない筈であるのに︑終戦の日

ひどくなる︒

ある︒この弘道会が西村先生によって始め

ことは︑しかもそれが政府でなく︑民間の

﹁大道すたれて仁義あり﹂ということば

あ愚がＩ︒

られ︑そして﹁弘道﹂が出版されてからす

中に続けられて来たことは目を鬼よらずに

教育から道徳科を閉め出し︑軍国主義とつ

及び之を尻押しする一部教育学者等が学校

でに七十年以上経過しているのであるが︑

わき水であれば︑いかにわずかでもやが

いられない︒

ものがある︒しかし道徳性の発展進歩は︑

それから今日までの文化の発達は驚くべき
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ながるとして愛国心の教養迄も否定する涯
至っては︑良識ある国民の等しく了解に苦
しむところであるＣ

思うに彼等の所期するところは国民教育
国民道徳から国民の二字を抹消し︑之に代
えて彼等の理想とする社会主義社会建設の
理想を盛り込まんとするものであって︑而

占いよき時代の
弘道会界隈

田村寿

あり︑その前三崎町涯は松岡康毅先生を囲

んで今日の一︑ンモス化する素因を作った︒

西小川町に支那留学生会館がそびえ︑蒋介

石首席はじめ王夢伯画伯等にも因縁が深い

学監は馬伯援氏だった︒その前側に数学で

名高い上野清氏の東京中学があり︑先に松

国の将来を担うべき青少年が日々の教育を

いる公務員である之等の人々の手によって︑

れは大正五年五月五日のことだった○明治

八から神田西小川町二の一へ移転した︒こ

樹先生ゴ他界後だ︒西村邸は飯田町六の一

民精神を作興せよの御名言は今尚お光錐を

風雪を凌いだのは誇るべきだ︒故先生の国

田となり︑新ビルも普請され−世紀近くの

会館は昭和七年七月二一日区劃整理後西神

穂積陳重︑同重遠諸氏の名講演があった︒

に伺ったのはその頃で渋沢栄一翁や阪谷男︑

見文平翁の順天中学があった○日本弘道会

受けつつあることを思うとき転々寒心に堪

末から大正にかけて︑今日堂々たる専修大

○日本弘道会を知って七十年になる︒茂

えないものがある︒由来我が国では子弟の

長で︑健在の人口問題の権威永井亨︑名講

学は木造で奥まったビル︑阪谷芳郎男が校

もわれわれの差出す税金によって衣食して

我々は一﹂の重大な危機に当って一面国家が

︵特別会員都国連理事︶

教育を学校に一任して顧桑ない風習がある︒

義の小林丑三郎儲博士たちが中心だった︒

放つ不磨の三十棒だ︒

多数の学究がインキ瓶をぶらさげて昼夜通

らに法曹界の木内伝之助邸が門戸を張って

ことを希望すると同時に︑国民は子弟の訓

いた○現在の川がやっと竣工し江戸川の分

物質文明進歩のお蔭で︑生活様式が非常

厳然たる態度を以て教学の本質を解明する

が︑それにつけても過去九十年に亘ってわ

岐となり︑九段下如橋の川岸に翻訳家の椎

に便利程なった事は誠に有難いが︑ただ観

八百号に寄せて

が国民の道義発揚に努力しつづけられた弘

田安之助氏と文部省図書官久世誠一学士と

光やレジャーのブームで人間が快楽の追求

学した︒西村本邸ワキ道に跡見玉枝画伯が

道会が︑この記念すべき年を更に発展の契

がいた○堀留橋注いまないがそのソバに寺

塾をもたれ︑隣地に理博寺尾寿邸︑そのう

機として︑広く西村先生の精神の普及に格

子屋の名残りで堀留小学校があった○西小

とるべきであることを痛感するものである

段の力を払われん一一とを祈ってやまない次

に夜も日も明けない反面に︑人心の道義わ

育については︑先づ其の責任を家庭に於て

第である︒︵特別会員大日本女子社会教

川町辺は東京の大火の本場で西小川小学が

竹陰長尾宗次八十二聖

育会理事長︶
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けても我国固有の国民道徳が日に日にすた

な政治︑外交︑経済社会等匡関する知識

いました︒私は今年満八十歳の老齢で︑五

細工致しましたので︑すっかり疲れてしま

月五日には公園本丸の秋田神社で旧藩主の

の紹介︒

佐竹さんから悩例の鳩の杖を頂きました︒

れて来た今日︑独り﹁弘道﹂が毅然として

要するに﹁弘道﹂紙面の一大進展を祈り

⑰道徳宗教に関する大家の通俗織演連救︒

ましたので︑関係の方々から一一れでは鳩の

私の工場茨島から一里ほどの道を歩いて来

その精神を貫き脈々九十年︑世道人心の維

︵松江支会員︶

八郎潟の農事試験場での御用品や︑市内の

杖も恥をかくねと鴬ろかれたほどでした︒

御宿所のグランドホテルの整備などは︑せ

昭和二十八年秋田市から︑同三十八年県

がれが今一生懸命やって居ります︒

から文化賞を頂き︑今また両陛下の御調度

外の者は読まれないもめとし︑殊に漢文

か苫けとの御活でしたが︑今度全国植樹祭

私が古い会員だというので旦氾念号に何

のご教訓のお蔭と深く感謝しておる次第で

祖西村先生の﹁良心に忠︑職業を励む﹂等

一生の名誉でありまして︑これも偏えに会

萩原易治

弘道精神を
仕事の上に

上げます︒

持に捧げた姿は︑あたかも泥中一本の白蓮︑

或は群雀に呼びかける鶴の一声の感︑私は
衷心本記念号に祝意を表し︑併せて役員各
位及編集諸賢に対し︑衷心感謝する次第で
す︒御言葉に甘え拙老かねての所感を箇条
害致し一梁に供します︒

目漢詩の読方並びに難解の語句に註釈の附
加︒漢詩作法の苔籍名及発行所紹介説明

軽視の今日淡詩は愈々以て縁遠くなった

で秋田にお出になられる両陛下御用の椅子

品製作のご下命のありましたことは︑私の

様に一般は思っている様であるが︑最近

や︑卓子などの製作を依頼されて︑一生懸

は言う迄もなく︑昔から漢詩は作詩者以

奇妙に漢詩に関心の兆があるやに実感さ

いのでした︒県庁で使われる椅子や卓子の

命仕事にかかって居りまして︑中々書けな

︒人口に膳灸する古今の名詩︑名歌︵新体

営林局から依頼の方は︑仁別の森林公園内

方は︑カバーをかけるので割合楽でしたが︑

は天下に誇る﹁秋田杉﹂の本県の遺憾は申

然両陛下の行幸啓が中止となりましたこと

五月十六日の十勝沖の大地震のために突

あります︒

﹄○
はし漢詩勃興を祈るもので︑す

れるので此際凌石詩宗一段の御尽力を煩

詩も含む︶名俳句︑名言を選択されて次

ただただ無念の涙に咽ぶの外なかったので

︵秋田支会員木工場主︶

すまでもなく︑精魂を傾けて仕上げた私も

ありました︒

の博物館に御出の際両陛下が御坐りになる
の木地が出るよう淫しましたので︑用材の

との事で︑特に私の発案で秋田杉とブナ材

口仏典中の名句の簡単な解釈︑例えば随処

選択にも非常に苦心をし︑それに永久の記

ぎ次ぎに紹介する︒

作主︒賓主歴然など︑よく侃額にあるが

念品ともなるのですから︑命がけて入念に

意味不明で困る︒

四哲学の早わかり︑其他常識人として必要
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弘道会の思ひ出

長の下村寿一氏など︑他の書道会などに於

武平の術氏とは親交があった︒その他副会

員では狭山の繁田満義︑息子の武平︑二代

いづれとも辱交の栄を得た︒中でも旧い会

た徳川達孝︑松平直亮︑堀田正恒伯︑など︑

茂樹書﹂という小額がかかっている︒先生

姿である︒その左側に︑﹁弘道七十三老人

を包んでまだ生きておられるような晩年の

像が仰がれる︒温厚にして内二堅固な道念

ている︒先生は︑職を文部省に奉ぜられ︑

の遺業は長く弘道会を通して後世に伝わっ

初めて修身教科書を編纂され︑また教科書

七十五年の生涯は弘道をもって一貫し︑そ

こともあった︒しかし回顧すればこの人々

二君の時代には私も折々拙文を依頼された

藤原楚水
雑誌﹁弘道﹂の創刊が明治二十年という

もおほかたは既に道山に帰られて再びお目

てお目にかかる機会があり︑主事の割田斧
ことであるから︑それは私の八歳の時であ

にかかることもできないことはいかにもさ

ように仰ぎ︑弘道に奉仕する心を励まされ

修︑検定に当った者として︑先生を開祖の

昭和十三年まで同省において国定修身書編

り爾来八十年の星霜を経てをり随分と長い

検定の端緒を開かれた︒私は大正八年から

ことである︒九州の片田舎に生れた私は関

してはつぎつぎと新人が登場して先人の跡

ている︒明治九年東京修身学社を先生が創

びしい限りである︒しかし弘道そのものと
をつがれて日本弘道会の使命の達成へと努

設され︑日本弘道会が始まってから︑昭和

西大学に学び︑更に明治大学に転じて之を
編輯に携った︒この雑誌は実業青年の養成

力せられている姿を拝して心強く思うので

卒業した後︑実業之日本社に入社してその
と商業道徳の商揚とをその念願として明治

の変遷は大きく︑従って弘道の起伏も一様

二十年第二次大戦終結まで︑わが国民道義

ではなかった︒明治二十二年憲法発布︑翌

年教育勅語が出されて斯道が安定したが︑

大正の第一次大戦以後また国民思想の安定

性を欠き︑戸一れに対して国体明徴︑皇国の

道︑日本精神の昂揚の声が高まって来た︒

第二次大戦に敗れて後は︑連合国軍最高司
東京西神田日本弘道会館の応接室に入る

日本歴史︑地理の停止の指令が発せられて︑

神道についての指令か出され︑次いで修身︑

令部の日本教育制度の管理をはじめ︑国家
と︑正面に︑会祖西村泊翁先生の白讃の肖

藤本万治

弘道起伏九十年

︵特別会員文博横浜国立大学講師︶

ｈソ孝圭１しぃ全員ノ○

ある︒感想といへぱ先づこんなところであ

の殆ど創刊間もない頃に入社し昭和三年ま

三十年に創刊せられたものであり︑私はそ
で二十余年間それに執筆した︒今日では同
誌は純実業雑誌︑経済雑誌となっているが︑

私どもの頃は社会教育︑就中︑商業道徳に
重点を置き人格を説き修養を論じたもので
あり︑その中頃から新渡戸稲造博士にも引
続き執筆をお願ひした︒そうした雑誌の編
接触の機会が多く日本弘道会の人々とも樹

輯者であった私は自然宗教家とも学者とも
懇意を願った︒従ってこの会の中心であっ
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修身科を廃止するに至った︒しかし︑その

社の参拝を制限し︑また省令をもって卿ら

院は教育勅語の失効を議決し︑文部省は神

ともいうべき世相を呈するに至った︒参議

日本政府は自主性を失い︑国民は虚脱状態

の処世訓にしている︒約言すると﹁モトを

露戦争大勝後の当時の状衆を思い出して私

喜寿が近くなった今でも時々思い出して日

面白いユーモア満点の教えを受けたことを

を忘れるな﹂という今迄聞いたことのない

稲田先生︵故人︶から﹁君方はホゾ︵腰︶

私が小学校を卒業する時︑農業科担任の

へ等の〃古を汲んで〃私の〃心を洗う″道

から王政復古︑明沿大帝や先誰諸賢の御教

教へ願いたし精神修養の道場として太古

いと思うが︑幸いに何かにあらぱ出典をお

古而洗レ心﹄をつくり︵支那の古典にもな

もって道徳の時間を学校に特設してこれを

昭和となった今日此頃の日本を考へて承た

忘れるな﹂ということである︒明治が大正︑

発展をはかり︑日本国のいや栄えに栄え︑

吾々弘道会員は明治百年を右懲義に本会の

我が国をいよいよ隆盛にするものと信ずる︒

ものであり︑今後もこの精神の普及発揚は

﹃弘道精神﹄がこの私の訓詞と一致する

奨励するに至った︒なお石門心学会︑報徳

い︒〃明治百年″だなどといってのんきで

○○

へソ

後︑次第に尚まった世論の批判に省みて︑

場である︒

道徳教育の振興策を講じ︑遂に再び省令を

社︑修養団︑ＭＲＡ運動︑道義再建運動︑

いてよいだろうか︒今の日本人はモトを忘

谷干城︑松平直苑︑徳川達孝⁝：・堀田正恒︑

れは先達となって今の世のうつりをたて直

などとあまく考えてはおられまい︒明治生

しようではないか︒︵松江支会紳事︶

国此全体が幸福に生活出来るよう奮起一番

○Ｏ○

が︑日本弘道会は︑西村先生の後を受けて

道徳教育研究会などが道義振興に活躍した

現酒井忠正等の会長および甫摩綱紀︑徳川

してもらいたい︒私の頭からは教育勅語が

、 ン 0 ノ

れている人が多くはないか︒時代のズレだ

順惟︑服部宇之吉⁝⁝吉田熊次︑下村寿一︑

薫風や祖国に厳とこの一路

大棟繁り茂りて花芳し

弘道の八百号を祝ふ夏

松江栗間歌史

祝﹁弘道﹂八○○号

現野口明等の副会長と引き継がれて︑時に

りない教へだと思う︒〃弘道精神川の徹底

離れない︒この精神は古今を通じてあやま

先生の教訓を生かし私が勝手に訓詞﹃汲レ

亭洗心庵とした︒これは冒頭に書いた恩師

材百六十年前の煤竹等使用︶茶室名も汲古

いのが自慢で︵その一例は四百年前の直槽

場として楽しんでいる︒簡素なものだが古

和敬清板の茶道綻神の毎日五分間の私の道

私は昨年﹁老後の道楽﹂で茶室を建てた︒

普及はⅡ本立て血しの大妙薬と信じている︒

消長はあったが︑一すじに弘道の燈を向く
掲げて開け行く枇を賊らし出そうとしてい

る︒︵本会評瀧員元愛媛大学長︶

弘道精神と日本国
古津千次郎

rqワ、

詩林の想い出

ス吾妻艦﹂卜云ウ歌卜踊リガ全国津々浦々

アズマ

さたた︒享年八十有三︒曾って日本銀行の

迄流行シダ時デアル︒汝イデ旧制中学一二

シカ

局長を勤められて︑青匡翁門下の詠社︵詩

年時代ノ日露戦争デァッタ︒然シナガラ戦

マーア

会︶の同人で︑漢詩作法の著書かある︒多

勝ノ引キ出物︑台湾︑朝鮮︑満州ノ利権モ

一プモノ

年弘道詩林に尽力された︒弘道第六六二号

ノ通リデアル︒但シ報難汝ヲ玉ニストノ諺

ソノ後漸次失イ︑更二日米戦ノ結果︿現状

コトワザ

ものでその間の作者には︑加藤玄智︑大森

以下第七九八に至る詩林は余の選に係る

ル︒次に私ガ旧制千葉中学一二年生ノ頃︑

通り私ハワガ国ノ将来二期待スルモノデァ

一二好凌石

寒蝉・片口江東・慶野如雪・菅谷有隣の諸

明治大帝ガ習志野ノ砲兵射撃学校ノ演習ニ

ナラシノ

コ再

氏は何れも九十歳以上の御高齢で他界され

御州ノ節︑同級生数名卜陛下ノ御馬車ヲ路

キウ

近来︑漢詩を作る人が少なくなって︑当

せた方で詩余の逸話があるが︑他日に譲る

た︒殊に寒蝉・江東翁は最も詩壇に名を馳

Ｐハ

シウチョー

食住︑習性ナドヲ詳細二話サレタノデァツ

ハナ

︿我々参観者二対シテ土人ノ日常生活︑衣

コレヲ土人語二訳シテ聞カセ︑更二女教師

ヤク

名一二場ノ訓話ヲサレタ︒引率ノ女教師ハ

ジヨウ〆

引率サレタ台湾ノ﹁生蕃﹂酋長ノー行十数

インソッ

更二山県元帥︿一人ノ若キ日本人女教師ニ

馬車上ノ山県元帥ノ英姿モ見ル事ガ出来タ︒

日︿日曜日デアッタ︒当日馬上ノ乃木大将︑

バ

上二御迎エシ尊顔ヲ拝シダ時デアル︒﹁一ノ

ソソ

こととする︒︵四三・六・五記︶

ヘイ

月一日発行︑弘道三・四月号︵六六一号︶

詩林は塞々たる有様である︒昭和廿六年四
まで︑奥無声氏が選者を担当していたが︑

︵特別会員検浜支会長︶

明治ノ回想

吉野
弘道精神二生キル会員各位︿其ノ年齢︑

私︿最後二今日第二ノ明治ヲワガ国二待

タＯ

モヤス

望スルノハ無理ダロウカト反問シタイ︒或

︵千葉県会員元学校衛生技師︶

ハ其レ︿老人ノ冷水二過ギナイダロゥカ卜︒
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偶々病に羅ったので︑芸文社︵漢詩雑誌︶

主幹士屋竹雨氏が余をその後任に推薦され
た︒余は承諾の旨を答えて︑その厚意を謝
して無声氏に報じた︒無声氏の返書に︑
﹃尊書拝見︑小子病気は其後益悪化致居候

間︑それを待つ余裕なく︑早急を要し候

智識︑経歴︑職業︿異ルトモ一貫シダ西村

﹃一トナ

送置候へば︑其積にて御尽力被レ下度此

精神ノ後継者デアル事一天相違ナイ︒特ニ
ノデアル事モ相違ナカロウ︒私ガ国家卜云

明治生レノ会員一天無限ノ生気ヲ与ヘルモ

アタ

で︑知己庵と号して︑巻頭言に︑縦横の論

シナノ

ー二年ノ頃﹁日清談判破裂シテ品川乗り出

ウ事ヲ初メテ心二柿エ付ケラレタノハ尋常
堂ロ

いた︒奥無声氏は昭和廿六年六月十日逝去

陣を張って︑会祖の弘道精神を鼓吹されて

︿ぬシ

とあった︒この時の主事は歌人割田斧二氏

をＯ

御返事は早速御認め御送り被レ下度候草

間︑此際是非共取急ぎ着手致度弘道へと

中

Ｉｌ
Ｉ１１ｌ

祝詩東京都岩崎
よわい

﹁弘道誌﹂連綿として続く舷に八百号
︑︑︑︑︑

鶴は千年︑亀は万年の齢を重ねると調う
たいまつ

いよいよ﹁弘道誌﹂はとこしなえに不変
弥栄え増して松明の巨火のそれの如く
行末永く︑日本の進む道を照らすならん

賀弘道刊行八百回山口県田中周芳
弘道刊行八百篇涌培国本正名宣
泊翁垂訓懸衡蕊億兆世承国礎全

弘道八百号を祝し奉りて・
埼玉県相沢正直
ももとせ

罪ふみ

国民はこぞりて共にたぐひなきわが日の本の道を弘めむ
桑教へを守りて老いし今もなお家業いそしむ我は楽しき

千葉県加藤己之

天地にゑちこそ渡れ弘道の八百号の生れし喜び
人の世にきえぬ灯を掲げつつ弘道八百号は生れて
新し

憶ふ

千葉県松川清

先覚の象宣伝へし弘道の八百号は古く新し
人の世につけし灯は三代の御代を透して光り輝く
限りなく広まりゆきし弘道の大き教へを今にして

かへし一詠む

茂樹大人のさゑだれの歌なつかしみいくたびかわれくり

む

日の本のよそにはあらじ八百号重ねし弘道を今した皇へ

弘道八百号つ堂け来たりしそのかみの世々の人々のいさ
をし億ふ

千葉県加藤刀水

弘道特集見入れば夜の明け易く
帰省子にやさしく渡す弘道誌
弘道を胸に恥かし昼寝ざめ
朝顔の縁に縦く弘道誌
緑蔭の洩れ日に映えし弘道誌

（39）

弘道文苑ｌ弘道八百号を祝してＩ

もも

八百号となるは目出たき百年に近き年月道を弘めて
ゑふふ

百八たび号を重ねて人びとを導き給ふ弘道たふとき

臼

世と共に移りて変る月ごとに給はる弘道を読むは楽しも

日日

第六十六回通常総会の記
五月二十六日幸に雨は免れたが︑若し下り坂との天気予報がなか
ったら山形︑福島から参会の方もあり︑近来にない盛会だったに︒

役員改選ｌ沢田理事︑中島登書治評議員を初め任期満了の役員

定刻開会︒酒井会長病気のため野口副会長が式辞の後議事怪入る︒

もに新規格によって銅板となること︑本年度としてば七︑八月号が八

百号となるのを記念特集とする︒また今年は明治維新百年に当るの

で西村会祖の顕彰を強化したい︒たまたま大保久利謙氏のご高配で

⁝後藤三郎博士から支会活動について質問があった︒之に対して︑

弘文館の人物叢書匡会祖伝が入れられた事は絶好の記念である︒：．

もつ活動を続けており︑特に秋田では川村支会長に協力して昨年九

会員五百人を擁している千葉県東部︑松江︑秋田の三支会は伝統を

程協力して交通安全運動︵七九九号︶を進めてい︑明治三十年六月

月九十周年を記念して平塚博士の大講演会を開催︵別記︶︑また県

一

は全員再任︒同じく昭和十九年以来財務雌督としてご尽力の石坂本

知名の方女なので思想混迷の折柄平素の抱負︑各自の使命︑本会発

昼食後︑縮木光教参議員の祝電を披露︒自己鵜介ｌ皆それぞれ

町に︑会津若松に日下熊江氏が尽力中である︒

かなか盛である︒新支会の結成については白岩小野高校長が小野新

六日西村会祖が千秋公園本丸に植えられた松に標木を立てるなどな

三氏は万国博覧会会長庭専念のため顧問に推薦︑更に新評議員を特
別会員石橋雅義︵前金沢大学長︶︑同大久保利謙︵元名古屋大学教授︶︑

同藤本哲︵全国相互銀行協会専務理事︶の三氏に委嘱のことを報告︒

決算予算ｌ昨年度決算︑本年度予算について巾薗書記が説明．
収益事業部四︑二一三︑五三円︑計六︑二五三︑八七六円︑支出

される︒大館竜祥氏は本月サン・ハウロから三年振のご帰国なので移

展のための種々のご意見が短時間の中に情熱を傾けて要領よく発表

昭和四十二年度収入決算額は公益事業部二︑○四○︑八二三門︑
決算額は公益事業部一︑六三八︑七○四円︑収益事業部四︑一八三︑

民の現況について特にお話をお願いする︵別記︶︒更に女婿の花城清

六七一円計五︑八二二︑三七五円で総体の剰余金四三一︑五○一円

和氏が同地の支会結成に努力されるので感謝に堪えない︒二時すぎ

は一○一です︒

住所表示が変更になった方は︑新住所を旧住所と郵便
番号を附紀してお知らせ下さい︒なお本会の郵便番号

﹁住所変更﹂通知お願い

玄関前で撮影︑有志は養源寺での法要と会祖の墓前に参詣する︒︵渡︶

であった︒三月三十一日の現在の総体の資産二三︑六三七︑九九一
昭和四十三年度予算については総体の収入並に支出額五︑四八二︑

円︑負債六四四︑五八二円剰余金三︑五三○︑二五円である︒
○○○円で前年度予算より二○七︑○○○円増で︑支出は前年度に
野田支会長中野栄三郎︑山形県心友会幹事伊藤武の両氏から資金

比し雑誌費の一四一︑○○○円増以外はさしたる変りはないと︒
運営について建設的の我重な発言があった︒

渡辺主事から事業報告ｌ印刷でご報告に代えます漣昨舘都
の教育委員会で立てました西村会祖墓前の説明文が修正されるとと
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本会便り
◇役員異動︵於総会報告︶

顧問推薦︵五月二十六日︶
石坂泰三氏は昭和十九年以来財務監督
としてご尽力下さいましたが今回任期満
了に際し経団連会長などとともに辞任し
て日本万国博覧会々長に専念されますと
のことで顧問をお願い致しました︒
評議員委嘱︵同日︶

石橋雅義氏︵前金沢大学長︑京大名誉教

長︶

授︑西村会祖の遠縁に当る方で京都支会
大久保利謙氏︵前名古屋大学教授︶

事︶

藤本哲氏︵全国相互銀行協会専務理

◇ご芳志
一金壱千円也︵会祖法要︶神戸光子殿
︵茅ヶ崎市︶

︵在サンパウロ︶

一金壱千円也山口寿恵殿
︵東京都大田区︶
一金参千円也花城清和殿
◇敬弔

本会の長老として多年ご尽力下さいま
した四氏のご逝去に対して追慕と哀悼の
I

ｆｂｌＩ︲

迎えたいものです︒

◇本会が九十年︒本号が八百号︒時に隆

ることは明治百年の文化史上に特筆され

替はあったとしても連綿今日に及んでい

︲︒．術７︐・縁︐

日日
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編集兼
発行人

昭和四十三年七月一日発行

昭和四十三年六月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円
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のご協力方お願い申し上げます︒︵綿︶

深く感謝致しております︒今後とも一層

念号となりました︒各位のご尚配の賜と

選者の諒解の上全部掲赦︶で充実した記

支会代表の方炎の思い出や祝詞︵文苑も

た︒海後先生を初め諸先生︑長老の会員

◇本号は八百号記念として特集致しまし

展を誓うのみであります︒

諸士の努力に深謝するとともに今後の発

西村会祖の偉績とそれをうけついだ先賢

￨

１．１．１１︲．●．︑１︐︲︐︲︲・︲１．．・・

０

て然るべきものと思います︒今更ながら

〃魁０

Ｉ︲

沖細︑千島︑樺太もこの日を一日も早く

渦を沸勝させすすり泣く声も聞かれた︒

日の丸を掲ぐ﹂の復帰第一電は感激の琳

長官から﹁返還式を完了︒父島の空高く

盛大に挙行︒印象的だった佐藤総理とジ
ョンソン米国大使の握手︑特に田中総務

谷公会堂にお迎えして﹁小笠原返迷を祝
う国民のつどい﹂︵小笠原協会主催︶を

六月二十六日皇太子同妃両殿下を日比

編集後記

特別会員元福岡学芸大学長

藤井種太郎氏銘歳︵娼・６・翠︶

Ｊ

総裁

大橋八郎氏艶歳︵娼・６．４︶
特別会員俳句選者前日本電々公社

山形県支会長

村岡善太郎氏氾歳︵娼・４．週︶

島津忠重氏副歳︵娼・４．９︶
特別会員元公爵島津興業会長

意を捧げご冥福をお祈り致します︒

1

予価

二○︑○○○円

森有礼全集全三冊
内容目次

昭和三十九年九月︑文部省年報復刻発行の後︑近代教育史の分析に不可欠と考へられる森有礼についての完全
な資料集の必要性を痛感し︑四十年五月︑多年森有礼の研究にしたがって来られた大久保利謙先生にお願いした
ところ快諾をいただくことができました︒ついで斯界の先生方︑及び森家御遺族の御協力を得て︑今年五月頃全
三巻として発売の運びとなりましたことを御報告致します︒周知の通り木村匡編﹁森先生伝﹂は古書価二万数千
円の高値を記録し極めて入手困難であります︒その上書翰解読に誤りも多く今回は特にこれら資料の正確を期す
るとともに新資料及び関係資料も加えて編纂されたもので森有礼資料の決定版と申しても過言ではないと存じま
す︒第一巻は現に印刷完了第二・三巻は四月中完了の予定となっておりますが両三年の日時を費して皆様の御手
許に本全集をお送りできることになりましたことを深く感謝申し上げる次第であります︒何とぞ御期待下さい︒

第一巻政治法制︵約二十五点︶・外交︵約二十点︶・学問宗教文化︵約十八点︶・教育︵約四十点︶
教育二︵演説︶︵約五十点︶

第二巻紀行︑日記︵約二点︶・書翰︵約百六十点︶・伝記資料一︵約二十数点︶・伝記資料二︵遭難
関係記録約二十数点︶・雑纂一関係資料︵約三十数点︶・雑纂二︵評論追憶約四十数点︶

第二七年報︺

第三巻英文関係資料︑その他約十点

文部省年報︹第一年報

既刊三六冊定価ｉ十五万一千九百門︵残部若干有︶宣文堂書店出版部

古本買入最高評価の上譲り受けます︒地方出張も致し表す．

宣文堂書店

電話大塚一地哩一二圭狐一一一却塞

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号
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