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心術言論の正邪

無学にして正直なる者は其

の存する者ありて其意見に邪

知識は甚だ低しと雌も︑天真

は国家の良民と為ることを得

曲の処なし︒善く之を導く時

くし︒学問ある者にして其学

問もし悪しき時は︑是が為に

邪見を養成し︑其心術言論大

庭省一理に戻る者あり︒世人之

を看破するの明なく︑此くの

て己が徳を敗り︑大にして国

如き人の言愉を信じ︑小にし

ざるべからざるなり︒

家を誤ることあり︒深く案ぜ

︹巻頭言物心両面の豊かさが肝要

相馬

敏夫

今日は終戦記念日だ︒私は終戦当時栃木県で県政の任にあったのであるが
今思い出すのはその年の幕の県会で進駐軍の司政官の下︑多数の男女中学生
の傍聴を意識しつつ﹃敗戦の惨めさこの際県民が放心状態︑前途暗潅︑向暴
自棄という状態をいつ迄も続けたら新日本の建設は到底出来ない︒﹁ああ堂☆
の輸送船︑さらば祖国よ栄えあれ︑遥かに拝む宮城の︑空に誓ったその決意﹂

と歌って死んで行った若人に対しては何とも申訳ない気がする︒私は占領
軍下にあっても飽く迄も我々は日本人だ︒我々は何としても復興に挺身しな
ければならぬとの自覚と決意の下各自がそれぞれその仕事に精進することこ

そが新日本建設の一歩であると私は思う云皇と大宰春台の産語や経済録を
引用して県民に訴えた︒戦後二十四年日本の経済は何人の予想にも反して高
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度に成長した︒たしかに物質生活は豊かになった︒然し精神生活の豊かさは
どうであろうか︒殊に若年層の︑己本位は寒心に堪えない︒これは他ならぬ

︵院事明治製緋社長︶

︵八︑一五︶

面のバランスのとれた豊かさの達成に今こそ努力しなければならぬと思う︒
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人心荒廃の結果である︒若人のみを非難するのはあたらない︒私共は物心両

皿

本物と偽者

わたしの人生観

本物とにせもの上 くＪ

諸橋轍次

し中身まで本当の金ではない︒それを金のように見せよう︑

葉でもよろしいが︑それが本当の人間の心の中から出た言

えてみますと︑先ず︑言葉があります︒私どもはどんな言

では︑偽物にはどんなものがあるか︑それをいろいろ考

というところに問題があるわけでありますＯ

ます︒本物でないものは偽者で︑たとえば︑どんなに美し

世の中には︑本物でないものがずいぶん多いように思い
くても造花は造花で本物ではない︒ススキ一本でもいいか

中で一番心を打たれるのは︑小学校の児童などのお話です︒

ろな方々が祝辞や訓辞を述べる場面に出会いますが︑その

す︒また︑果物のメロンなども︑この頃はいつでも出来て

これは何の飾りけもないが︑そこに本当の心から出て来る

葉が欲しいものです︒よく︑学校の卒業式などで︑いろい

おりますが︑その味わいは︑その出来るべき季節に︑自然

言葉があるから︑非常に感動させられるのです︒言葉の上

ら︑自然に生えた本物のほうが美しい︒そこで︑そういう

にできたものに及ぶべくもありません︒やはり︑偽者は本

自然のものを床の間に活けて︑眺めるというわけでありま

物に及ばないのであります︒

ぱな人々でありましょうが︑どう考えても理窟にならない

国会などは︑一国の選良の集っている所ですから︑皆りっ

特に︑いやな︑一番きらいなものは︑弁解の言葉です︒

で︑あまり飾りの多いのはどうもおもしろくありません︒

自体は必ずしも悪いものではありません︒ブリキ板一枚よ

それからメッキですがメッキというものは本来そのもの
りは︑その上に金メッキすれば美しくなるからです︒しか

（2）

合点のいかないことを︑酒々と述べているものがいるｏ弁
解している人は︑いずれ心中でいろいろ苦心して弁じてい
るのでしょうが︑聞いている私どもは︑ただ気の毒になっ
て来ます︒

では︑どうしたならば本物になれるか︑そこを考えてみ

もの最も嫌うところであります︒
たいと思います︒

私の家では︑正月に親類の子供たちがよく集まります︒

本物になるには

毒がっていますが︑まさに︑その通りであります︒中には

孟子は﹁遁辞はその窮するところを知る﹂といって気の
また﹁免かれて恥なし﹂というような弁解者もおります︒

せんから︑正月の晴着といっても︑お互いに着るものなど︑

その時など︑どうせ豊かな生活をしているわけではありま

譲り受けたりすることがあるらしいのです︒そこで︑ある

なんとか︑その時︑その場さえ過ぎれば︑もう恥がないと
いう人たちで︑こういう言葉はみんな本物ではありません︒

年下の一人の子供が︑帽子も上着も靴も︑承んな人から貰

れも偽者の部類です︒同様︑宗教家の中にも︑さっぱり本

があるように︑街うタイプの人たちも少くありません︒そ

ずしもそうでないさほど学問もないものを︑いかにも学殖

れと自分との軽重をまちがえてはいけないよ﹂と教えてお

ぎない︒つまり添え物であって︑自分のものではない︒そ

産も勿論大切だが︑これは自分の上につけているものに過

このわが身とはどっちが貴いかを考えるがよい︒名誉も財

老子は﹁名︑すなわち名誉と︑貨︑すなわち財産などと︑

の子にお菓子を一つ余計にあげました︒

いいことをいってくれたものだ﹂と非常によろこんで︑そ

だ︒中身は僕のものだよ﹂と応酬しました︒私は﹁ああ︑

うになったが︑最後に﹁だけれども︑この身体は僕のもの

いかとからかったのです︒それで本人は︑ちょっと泣きそ

﹁なんだ︑お前の帽子も上着も靴も︑ぷんな貰い物じゃな

ったものを身につけて来ました︒それを見た年上の子供が︑

それがまた行動ということになると︑なお甚しい︒表面は
猫なで声をしておりながら︑心の中ではとげとげしいこと
を考えている︒こういう輩は全くの偽善者です︒﹁面従背
否﹂というのは︑面と向ってはいかにも従順にやっている
といってよいでしょう︒

ようだが︑外にいくと背く者で︑これなど肢もいやな偽者
また︑自分の才能や名誉を街い飾って︑偉くもないもの
を偉く見せようとしている偽者もおります︒今日︑学者の

当の信仰を持たず︑しかも︑それを信仰のあるように見せ

ります︒この考えが徹してくれば︑私のいう本物になるこ

中には立派な学者もたくさんおりますけれども︑中には必

かけている人もないではありません︒こういうのは︑私ど
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とができるのであります︒

それからもう一つ︑工夫があります︒それは独りを慎し
む︑ということです︒人間はややもすると︑悪に流れるこ

今日︑知者といったらどんな人灸が考えられましょうか︒

とかさまざまなことがあって︑いかにも知識の多いのに︑

私どもはラジオやテレビを見ておりますと︑クイズとか何

て来るかも知れません︒それから︑物知りではないが︑す

いわゆる物知りで︑何でも知っている人という答えが︑出

べて物事をよく処理する︑万事手ぎわょく取り運ぶ能力を

実は驚いております︒そこで一般に知者とは何かと聞けば︑

本多光太郎さんは鉄鋼の偉い学者ですが︑若い頃︑勉強

とがありますから︑それを防ぐために︑自分ひとりを慎し

して帰りがおそくなる︒それで大学の門番が﹁どうも︑毎

また学問知識の深い人など︑勿論知者でありますが︑今日

持った人︑これも確かに知者ですし︑世渡りの巧みな人︑

む修業が︑非常に大切になってくるのであります︒

日おそくては︑門を閉じるのに困りますから︑特別のはか

感銘しました︒これは本多さんさえ︑だまっておれば︑塀

れを知ってくれない﹂などという不平を持つ人為が各所に

から知って貰わないと困ります︒﹁どうも今の課長は︑お

と答えました︒人間は社会生活をしているのですから︑他

すると子路は︑知者とは人をして己れを知らしめるもの︑

て︑知者とは何ぞ︑という問題を出したことがあります︒

これは昔の話ですが︑ある時孔子は︑三人の門人を集め

自分を知る人ではないかと︑考えてゑたのであります︒

の世の中で一番必要な知者というものをあげれば︑私は︑

らいで塀を乗り越えるのを黙認しますから︑どうぞ︑そう
して帰って下さい﹂といった︒ところが本多さんは﹁それ
はそうかも知れないが︑せっかく門があるからには︑わし
は猫や犬なんかじゃないから門から出たいものだ︒塀を乗
り越えることだけは︑させてくれるな﹂といったというこ
とであります︒

を乗り越えても︑誰も知らないのですが︑本多さんにはど

一つの知者たるの資格に相違ありません︒だから子路の答

多い世の中ですから︑人をして己れを知らしめることは︑

私は最近︑この話を聞いてまことに味のある話だなと︑

うしても︑それができない︒そこが尊いと思うのです︒こ

それには人の長短を知り︑才能を知って︑適所にこれを使

人間は多くの人間を相手にして社会生活をするのだから︑

次に︑子貢は︑﹁知者とは人を知るもの﹂と答えました︒

もりっぱなものです︒

れがすなわち︑昔の人のいう﹁独りを慎しむ﹂﹁自ら欺く
ことなかれ﹂ということで︑これに徹していけば︑私の望
む︑本物になることができようかと︑思うわけであります︒

自分を知る人がほしい
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が︑今にも私の鉄砲で射たれようとしているのを知らない︒

嘆息していると︑その屋敷の家のほうから﹁こらこら︑そ

何と万物は愚かなことよ﹂と荘子は一大発見したつもりで︑

こにいるのは誰だ︑お前はなぜ︑人の屋敷に黙って入って

わなければならない︒だから︑人を知るものが知者だとい
最後に︑顔回が﹁知者とは己れを知るものである﹂と答

う子貢の答は︑さらに正しいのです︒

えました︒孔子はひじょうに満足し︑卓をたたいて喜んだ

来たか﹂と︑特められたというのであります︒

ですが︑世の中のことはだいたい︑そういうもので︑そこ

ているが︑現実の己れの愚かさを知らなかった︑というの

つまり︑荘子は︑ほかの者の愚かさを噸けることを知っ

ということであります︒これは実にその通りで︑西洋の哲
は︑まだ知者の域だが︑自分を知るものはそれ以上だ︑と

学者も﹁汝自身を知れ﹂といい︑また︑老子も人を知るの
いって︑﹁人を知るものは知なり︑自らを知るものは明な

をお互い反省したいものであります︒

︵特別会員東教大名誉教授︑文博︶

り﹂と賞めています︒考えて見ると︑人間はどうも岡目八
目で︑人のことはよくわかるのですが︑自分のことは案外

文武両道に秀でた清河八郎が母を慰めるために伊勢参宮を中心

回天の尊皇倒幕運動一番のりを自他ともに許す熱血の志士︑

西遊草一

上に止った︒そら来たぞと︑荘子がその屋敷の垣根を飛び

に京都︑宮島︑琴平︑江戸︑日光など七ヶ月に亘る紀行を克明
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分らないものであります︒

荘子の書に︑ある男︵荘子自身︶が鉄砲をかついで猟に

越えて行くと︑烏は木の上から何かをじっと見つめている︒

に記したもの︒細訳者小山松勝一郎氏は真熱篤学の酒田西高教

東洋文庫皿平凡社発行定価四○○円

印刷所であり広くおすすめする次第である︒︵渡︶

中に知名の芹沢︑河崎氏らと肩を並べている︒共立社は会誌の

推称のこの夏休みに携行すべき良友としての高校生向き十冊の

教授の賊︑本川酒田古文書同好会長の推賄︑毎日紙︒︵７．鴫︶

諭︑本会々員︒恩師須田古竜の造託を果されたもの︒斎藤明大

烏の目の先をよく見ると︑そこにはカマキリがおり︑その

知らない︒その烏が又カマキリを捕えることは知っている

とに専念しているが︑今にも自分が烏に捕えられることを

捕えられることを知らない︒そのカマキリはセミを捕るこ

セミは木陰を楽しむことは知っているが︑今にカマキリに

た︒﹁ああ︑万物は詮な愚かなもので︑己れを知らない︒

ジイジイ鳴いて木陰を楽しんでいる︒そこで荘子は嘆息し

カマキリがまたセミをじっとねらっていた︒セミは無心に

いくと︑大きな烏が飛んで来て︑そこにある屋敷内の木の

紹新
介書

道徳の復興︵十七︶

中国の風土と歴史

木下広居
一︑中国を見直す必要

わが国では国民道徳が見失われたとか︑学校でも家庭で
も︑秩序とか礼儀もなくなった︒と嘆いている人が多い︒

が生まれるにちがいない︒まず︑何よりも破壊することが

大事だ．というのが学生運動の基調になっている︒ｌこ

そして︑こういうことを主張する学生たちが︑自分で考

れでいいのかＯ

えたのではなくて︑大部分は人の口まねをしているらしい︒

共産主義の思想を普及させ︑日本に左翼革命を起こすこと

ることだ︒今日のようになるのも︑無理はない︒

をもって︑一生涯の使命としているような老教授も沢山い

しかし︑この共産主義にも︑いろんな種類がある︒もと

は︑といえば︑マルクスやレーニンの主唱したものだが︑

ところで︑日本の学生や青年の間で︑一番流行している

震源地からいうと︑ロシアのものと中国のものとがある︒

のは中国産のものらしい︒大学の門に毛沢東の大きな写真

を掲げてあったり︑使っている言葉が︑ほとんど﹁毛沢東

だ︒ソ連の共産党がマルクスレーニンを修正して︑資本主

だし︑人種も似ている︒その上青年たちは﹁純粋﹂が好き

ソ連よりも中共に親しみを持つ︒漢字を使うことが共通

語録﹂そのままの文句であるのを見ても分かる︒

の中国に︑その根源を求めていたことは確かだ︒孔孟の教

ところで︑日本の国民道徳は︑その大きな部分が︑お隣り
えというものが日本化されて武士道とも義理ともなった︒

先生たちを︑つるし上げしている大学が普通になって来た︒

まで自由主義資本主義を打倒し︑世界に共産革命を起こさ

う︒資本主義帝国主義との﹁共存﹂なんて︑堕落だ︒あく

ない︑と中共がいえば﹁その通りだ﹂と日本の革命家はい

義を取り入れたのは︑ゆるせないという︒修正主義がいけ

とくに︑大学を破壊し︑それを拠点にして現在の国家を破

ねばならぬ︑といえば︑日本の青年に訴える力がある︑と

ところが︑教育熱心な母親を息子が︑たたき殺したとか

三尺さがって師の影を踏まずといわれた︒

壊しよう︒破壊したあとからは新しい︑少しはましなもの
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いうわけだ︒

しかし︑こういう思想は正しいだろうか︒これを基準に
して︑日本に革命を起こしていいのか？それは︑確かに︑

ん坊だ︒

界で生まれる四人の赤ん坊のうち︑一人は必ず中国人の赤

国土の広さはソ連やカナダには及ばないがアメリカ以上

ム︑ラオス︑ビルマ︑ブータン︑ネ・ハール︑インド︑パキ

スタン︑アフガニスタンなどと接している︒日本︑フィリ

だ︒そして︑陸つづきの国境でソ連︑外蒙︑朝鮮︑ベトナ

ピン︑インドネシア︑タイワンは海で︑つながっている︒

がす効果があった︒議会制民主主義も︑国会議員たちも︑

選挙の腐敗も︑黒い霧も︑革命的学生︑青年たちの弾劾を

今まであった大学や学問の仕方や︑教育一般に︑反省を促

受けて︑ゆすぶられたことは事実だ︒ただ︑それは攻撃し︑

民兵が一千万から二千万いるらしい︒要するに︑アメリカ

兵力は三百万だ︒治安隊が︑別に百万いる︑このほかに

やソ連に次いで第三の強国であることに︑まちがいはないＯ

批一評する点において有効であったが︑建設の面では弱くな
の青写真がないのではないか︒

ベトナム戦争など︑局地戦争には皆︑何かの形で参加して

そして︑第二次大戦後︑朝鮮戦争︑インドに対する侵入︑

Lイノ

かったか︒破壊したあとに︑どういうものを再建するか︑

そして︑この思想が︑主としてお隣りの中国から輸入さ

しかし︑中国が将来︑どういう手を打って来るか︑それ

いることを注意せねばならぬ︒

れていることに注意しなければならぬ︒何でも︑その淵源
に遡らなければ︑本質をつかむことはできない︒やや︑手

だろう︒北京に外交使節を派遣している国々でも︑中国は

が分からない︒というよりは中国ほど分からない国もない

おくれのようだが︑中国のことを研究する必要がある︒そ
いかに現在の中国に関係しているかが問題である︒

中国が孤立していたのは地形にも原因がある︒束の方は

も立てにくいのだ︒

することができない︒だから︑将来の動向についての予想

分からん︑という︒中国はどうなっているかを直接に調査

れは︑中国の歴史を研究するだけではなくて︑その過去が

二︑国土と人民
世界のどこの新聞でも︑毎日といっていいぐらいに中国
の記事が第一而にでている︒まず中国は世界で一番人口の

る︒その中には世界鹸高のヒマラヤ合白日堅昌

太平洋で限られる︒南方と南西は多くの山脈に囲まれてい

西方にはゴピ︵の○臣︶砂漠その他で囲まれている︒

︶もある︒

多い国だからだ︒インドは人口が多いので︑餓死者も沢山
から八億の間というが︑正確には分からない︒とにかく世

壮ることで有名だが︑その二倍の人口が中国にいる︒七億

／ 庁 、

リカのジャーナリスト︑マーク・ゲイン︵冒画鼻⑦ミロ︶が毛

沢東を訪問したら︑彼の書架には中国の古典と歴史︑それ

このような自然的国境の中に中国の文明が発展して来た︒

西洋文明の淵源をなすギリシャ人が︑まだ文字を知らない

つまり︑産業革命の初期におけるヨーロッ︒︿の社会と経済

にマルクスとレーニンの著書しかなかった︑といっている︒

想と感覚の持主が︑ヨーロッ︒︿より広い地域で絶対的な支

二十世紀が七十年代になった今日でも︑こういう古い思

評した︒変北した現代を知らない︑ということか︒

めしか知らないレーニンの眼を通して世界を見ている︑と

しか知らなかった十九世紀のマルクスと︑二十世紀のはじ

野蛮人だった時代に︑中国では高度の文明が発展していたＯ
が同じなのだ︒︵東夷︑北秋︑南蛮︑西戎︶

だから︑中国では︑野蛮人という言葉と外国人という言葉
昔から中国は世界の中心で︑領域は無限に広く︑物は何
い︒地大物博︑中国の制度は︑絶対に外国の干渉で変えるこ

でも豊富だから︑外国から輸入しなければならぬものはな
とはない︒外国人を軽蔑し︑嫌うクセは︑現在の中共政府

四分の一の生死が決定されるのだ︒ｌそればかりではな

い︒キューバ︑南アメリカ︑東南アジア︑インドネシア︑

配者だ︒この毛沢東の言葉によって︑地球上に住む人間の

インド︑︒︿キスタン︑アフリカなどに起こっている革命運

にも伝えられている︒そして︑秘密主義なところは共産主

これまでどれだけ失敗し︑どんな犠牲者を出したか秘密に

は鉄のカーテンで︑へだてられている︒宇宙ロケットも︑

中心の世界革命運動の一環であることは疑いもない︒

動を指導し援助している︒日本の革命的学生運動も︑中国

義国に共通点でもある︒中国の場合は竹のカーテン︑ソ連

方が成功したのではないか︒

カ︑ソ連︑イギリス︑フランスに次いで第五番目だ︒水爆

中国は第三勢力といわれるが︑原爆の開発では︑アメリ

三︑中国の生活

する︒だから協力する者も少なく︑アメリカの公開主義の
秘密の多い共産国の中でも一番分からない︒マルクスの
になって革命を起こすことになっている︒ところが︑中国

理論によると︑プロレタリアート︵卑○庁国吋冨計︶が原動力

では農民が立ちあがって蜂起し︑都市を取りまいて工場労

を持っているし︑東京︑台北︑言一ラ︑サイ畿コン︑一夏−

この原爆を作る中国が農業国家であることを注意しなけ

デリーその他に打ちこめる大陸間弾導弾を保有している︒

ればならぬ︒実際︑中国人民の八十五％は農民だ︒しかも

働者や資本家を屈服させる︑という︒だからモスクワとも
二十二年間も内乱をやっているうちに︑外国に取りかこ

孤立している︒

まれてはいたし︑知的にも物質的にも孤立していた︒アメ
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アメリカやロシアとちがって︑極端に集約的な農業だ︒多

飼っていたものだが︑政府から︑﹁犬猫に貴重な食物をや

てしまったのだ︒中国は何千年間も︑犬を肉用動物として

ら日没までだ︑日没後一時間だけはローソクをつける︒そ

ほとんどの村には電気がない︒それで︑一日は日の出か

っと低くなる︒アメリカ人は二五五八ドルだ︒

高の者も蝦低者も入っているから︑農民の平均年収は︑も

国民一人当りの収入は年に一○○ドル︑これは収入の最

害をする雀も全部たべてしまって︑いないようだ︒

って濃徴するな﹂という︑おふれが出ている．ｌ穀物に

くは原始的なスキ︑クワによって菜園を耕作するように小
規模なものだ︒

化学肥料は輸入する部分も入れて一エーカーに十二ポン
ド︑日本で使う化学肥料の十分の一だ︒豚や水牛の糞︑と
くに人糞で補わねばならぬから中国の村は鼻をつままなけ
れば歩けない程の臭さだ︒

中国人の食物は米︑サツマイモ︑キビ︑アワ︑モロコシ︑

のあとはまっくらになる︒︵理州専大教授︶

ら墓側に建立の高田真治博士撰文の墓一碑の幕が七歳の曾孫立田

界の諸士が護国寺本堂において午後三時から法要執行︒四時か

純子︑越美奈子両嬢の手によって除かれ︑次いで開眼読経︒五

士を初め︑高田︑阿部両博士︑令息武氏ら十余名の方灸から謹

時から月光殿で﹁博士を偲ぶ会﹂が催され︑漢学の長老宇野博

厳そのものの博士とは別な面の逸祇が和やかに披露された︒博

士は本会副会長として昭和三年から昭和十四年七月十一日ご逝

去まで十二年間講演︑執筆等多大の貢献をされた︒本会から渡
辺主事が出席︒
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ダイズ
ズ︑
︑カ
カブ
ブ︑
︑キキ
ムャベツ︑大麦︑小麦︑落花生などだ︒魚

◇本会だより◇服部博士法要除幕式

l

七月十一日服部宇之吉博士の三十年忌に当り恩師を慕う漢学

l

物や
や豚
豚肉
肉︑
︑牛
牛古肉などは正月は別として裕福な人たちに
の乾物
しか縁がなかった︒

これまで農民の多くは︑生きている間は︑腹をへらして
いた︑といえる︒餓死しない︑という程度だった︒毛沢東
の革命以来︑衣類と同じように食物も配給制になったので
餓死する者はなくなった︒しかし︑前よりも善くなった︑

カの栄養学会は︑一四五ポンドの二十五才のアメリカ人な

というだけで︑一日に二千カロリーぐらいらしい︒アメリ
ら二九○○カロリー必要だ︑としている︒

普通の村では土を乾かしたレンガを積み重ね︑それにワ
ラ屋根をふいている︒洗椛は近一助の小川でやり︑女たちが

石の上でダダく︑入口には︑赤い紙に﹁毛沢東万歳！﹂﹁ア
メリカ帝国主義打倒！﹂と書いてある︒

犬や猫がほとんど見当らない︒内乱や磯蝕の時に︑たべ

l

の意図されたことを把握するために︑何よりもたいせつな
﹁日本弘道会﹂という本会の名称は︑明治二十年︵一八

には︑ご存じであろうと思われるが︑ここでは西村先生の

ことである︒長い間︑弘道会の会員をしておられる方の中

しかしその前身である﹁東京修身学社﹂は︑すでに十一年

があれば︑ご一訂正をお示し願う次第である︒

著述や演説を通して︑改名のいわれを探って見たい︒誤り

西村先生が東京修身学社を創設したのは︑明治九年四月

八修身は道徳の本Ｖ

｜︑東京修身学社の創設

前の明治九年︵一八七六︶の四月七日に創立されていたの
である︒その修身学社が明治十七年四月改名して﹁日本講
道会﹂と改称されたのである︒何故に︑西村先生は︑同じ結

道会﹂となったのであるが︑さらに明治二十年に﹁日本弘
社を二回も改名されたのであろうか︒この改名の理由を明
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﹁日本弘道会﹂の設立とその目的

一

会祖西村先生の思想とその発展

清

らかにすることは︑日本弘道会の目的を理解し︑西村先生

山

八七︶七月に︑西村泊翁先生自身でつけられたものである︒

はじめに

片

しかし︑ここに二つの問題があった︒その一つは︑会の

運営にはお金がいるが︑その金を当時の富豪から援助して

として﹁東京修身学社﹂の創立を企てられたものである︒

出されたことが︑社の創立を企てる動機になったのである︒

この当時のお金持は品行の乱れているものが大部分である

もらいたくない︑ということであった︒というのは︑先生は

七日である︒その頃は︑先生は文部省の編修局に勤務され

明治五年八月︑学制頒布がなされた時には︑先生はまだ

ていたのであるが︑学制発布以来の教育に大きな欠陥を見

野にあった︒学制頒布に際して出された太政官布告は︑西

﹁今にきっと何か弊害が起るに違いない﹂と考えられた︒

道徳についてはふれていないことに︑大きい疑川をもち︑

いかない︒東西逆徳を融合して︑時勢に適する新道徳を打

治という新時代には儒教道徳だけで充分だというわけには

もって基準の道徳としてよいか︑という問題であった︒明

何としてもできない︑ということであった︒その二は何を

にあるのに︑それが乱れている人からお金を受けることは︑

そこで︑その翌年後期文部省につとめることになって︑

ち立てることが望ましいけれども︑それは︑ほんとうの高

と考えたからである︒先生の意図するところが︑修身道徳

何とか逆徳の向上のために尽したいと考えたが︑何しろ細

村先生も賛成を惜しまない立派なものであった︒しかし治

集にたずさわる一局長に過ぎなかったので︑自分の考える

ようなものがそれをやるというわけにもいかない︒結局の

才卓識の人にとっても︑難迦であろう︒となると︑自分の

産興業を主とする知育一辺倒になっていること︑そのため

所がなかなか実行に移せなかった︒その上︑当時︑大久保

この仕事をすすめる他はないと考えたのであった︒

ところ︑先生は︑自分の信じる所に従って独力をもって︑

利通ら一行は欧米視察の旅から帰ったばかりで︑向うの文
いうわけで︑道徳のことはもちろん︑日本ということをあ

化に目がくら象︑何でもかでも欧米模倣︑先進国追随とと

こうして修身学社が創立されることになったが︑第一回

会合をもったが︑参加するもの極めて少なく︑明治十年春

会合に集まった者︑先牛一を含めて︑わずか四名︑毎月一回

﹁これより上下の風俗︑軽薄浮華に流れ︑押術を尊んで篤行を

になっても十二名の会員に過ぎなかった︒先生は文部省の

のちに﹁日本弘道会創立紀事﹂を書いて︑その中で

まり考えようとしなかった︒この当時のことを西村先生は︑

後にし︑法律を以て道徳に代へんとし︑廉潔にして貧賎なる者を

たが︑明治十三年春になって︑やっと三十二名になるとい

役人であったので地方を巡回しては︑会員の増加をはかっ

う有様であった︒このことは︑一方から考えると︑それほ

侮り︑負冒にして富貴なる者を貴ぶの風となれり︒︶

いと考えた西村先生は︑まず身を修めることが急務である

と評されている︒何とかしなければ︑日本の前途はあぶな
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ど社会は文明開化の風に浮かされて︑道徳について関心を

その当時の日本にとって何よりもたいせつなことは︑修身

しかし教学大旨︑つづいて改正教育令と示された今日︑

と信じておられたのであろう︒

につけた先生は︑修身は斉家・治国・平天下の根源である

道徳のことであると考えていた︒恐らく儒教精神を深く身

先生は︑この年﹁修身学社叢説﹂を発刊し︑また会員に

もたなかった︑ということを物語るものである︒

ちては破滅あるのみである︒人間が人間らしい人間になる

激励の演説をおこなった︒﹁人智は進んでも道徳が地に落

評される︒

修身の教えはすでに歩象はじめていた︒先生は次のように

今日に至りては︑修身の教は朝廷の最も意を用うる所にして︑

ことが何よりもたいせつである︒このことが自分の念願と

教育の官に在る者︑皆朝廷の盛意を奉じて︑孜々として勉めて怠

するところであるが︑しかし人を善くするためには︑先ず
けば︑いつかはこの念願の一部でも実現できると考える﹂

自分を善くしなければならない︒こうして努力を続けてい

しかし西村先生は︑これで満足であるとして道徳振興の

ることとなれり︒

ることなければ︑修身の事は︑また私学社の心を労するに及ばざ

かった︒先生の道徳振興の努力が直接に効を奏したとは言

先生のこうした努力は︑決して徒労に終ったわけではな

といった主旨のものであった︒

えないが︑少くとも間接的に大きな力になったことは否定

いよいよ︑もつと大きな目標に向って進んで行かねばなら

ないことを気づいたのであった︒明治十七年三月︑東京修

仕事を打ち切られたわけではなかった︒先生は︑これから

大旨﹂を示され徳育のたいせつなことを強調され︑さらに

にその自覚に立ってなされたことであった︒次のように日

身学社の名を改めて︑﹁日本講道会﹂とされたのは︑まさ

できない︒すなわち明治十二年に至り︑明治天皇が﹁教学
明治十三年暮に至って︑日本教育令が改正され﹁修身﹂が︑

ここでいう大道というのは︑天理といってもよいし︑真

いうことについては少しも考える余裕がなかった次第である︒

狩り立てられたのであるが︑そういう時には大道をどうするかと

の衰えたことばかり心配して何とかこれを救いたいという一念に

はじめ修身学社を創立した時分には︑わたしは︑ただ修身道徳

本講道会開会の挨拶において述べられた︵口語訳︶︒

すべての学科のトップの地位におかれ︑道徳の首位原則が
打ち立てられたのであった︒先生は︑素志成れりと喜ばれ
たことであろう︒

二︑日本講道会への発展
八大道を講究する急務Ｖ

西村先生は︑明治九年に東京修身学社を創立された頃は︑
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理といってもよいのであるが︑修身や道徳よりも上位の概

国の教を最高と考えるものもいる︑といった状況であった︒

日本伝来の道徳が基準だと論じる者があるかと思えば︑外

この当時の日本講道会は︑会員は三百二十八人と記され

ている︒当初四人で出発した時から比べると大発展という

○○○Ｏ

べきである︒そして毎日二回にわたり会を開いて︑講演や

念として把握される︒
○○○○
形而下を併せてこれを包含するものにして︑字雨間の最大物なり心

修身は道徳より小にして︑道徳は天理より小なり︒⁝⁝形而上︑

山城は日本の一分にして︑日本は又地球の一分なるが如し︒地学

道徳は天理中の一分にして︑修身は大道徳中の一なり︒たとえば︑

二十年七月に﹁日本弘道会﹂と改めることとなった︒この

このようにして︑日本講道会になってから三年後の明治

八国民道徳の普及振興を目ざしてＶ

三︑再改称して﹁日本弘道会﹂成立

神津専三郎︑阿部弘蔵らが指名されている︒

有名な講師としては︑中江篤介︑嘉納治五郎︑伊沢修二︑

討議会を催したようである︒

を以ていえば︑地球より大なるものなし︑学問を以ていえば天理
より大なるものなし︵後略︶︒

このような大道を知らないということが︑現下の一大病
弊である︒修身を教えてはいても︑大道を知らないで︑し
が乱れていて修身の教を説くものが︑どんなに害毒を流す

かも大きい顔をして恥じない者が如何に多いことか︑品行
ことかＯこれからの仕事は︑修身を教えることよりも︑﹁大

ス︾○

第一回総会の席上︑西村先生は︑次のように演説されてい

られる︒

のために改称したのであると説明されているように受け受

これによると︑初志は貫いているのであるが︑会の発展

次︑規模を拡張せんとするの意あるに過ぎず﹂

称をかえるといえども︑その主意は初めより異ることなし︒唯漸

に至り︑また﹁日本弘道会﹂と改めたり︒かくの如くたびたび名

と称し︑その後明治十七年に至り︑﹁日本諸道会﹂と改め︑今年

﹁本会は︑明治九年の創立にして︑その初め﹁東京修身学社﹂

道を講究して︑真理を明らかにしへ以て世の執迷者を救う
こと﹂である︒ここに﹁誰道会﹂という名称に改めた理由
がある︒

思うに︑明治十七年六月鹿鳴館が日比谷に完成し︑その
第一回慈善舞踊会が開かれたのは︑日本講道会と改められ
てから三か月後のことであって︑時の大きい問題となった
のであったｏしかも一方では道徳教育がさわがれていたが︑

儒教か︑仏教か︑それとも基督教︑のいずれに基準をおく
べきかについて︑教育者も途方に暮れている状況であった︒
あるものは進歩主義をとり︑他のものは保守の立場をとる︒
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しかしこの時の演説を通じて︑西村先生の考えておられ
たことは︑次の二つにまとめられる︒

㈲道徳︵大道︶を講究することもたいせつであるが︑
これをひろく社会に普及する︵道を弘める︶ことが急務で
ある︒

日本講道会は大道を明らかにすることにあった︒だが︑

それでは一部有識の人士に限定されることになる︒今日の
つの正しい道徳を立てることは至難の仕事であるが︑それ

ように道徳上の異説が紛為としている世の中にあって︑一

ロ文部省のやっている道徳教育︵修身︶は学校教育に

だけに止まっているわけにいかない︒
限られていて社会に及んでいない︒

ところが学校に入らない者や学校を卒業した者に対して
道徳教育をする道がない︒それを本会が負担して︑﹁国民
の道徳﹂﹁社会の道徳﹂を高めていく必要がある︒

西村先生は︑つとに学校の道徳教育に着眼されていたの
であるが︑文部省の修身科改善によって一応その目的を達
したものの︑それだけでは国家社会の道徳を振興するわけ
にはいかないとの判断から︑ついに社会教育としての道徳

この日本道徳論によって得た自信をもって︑日本全国に

すでに日本道徳論の緒言において︑来年︵明治二○年︶

大道を弘めたいと決意されていたのであろう︒

になったら︑﹁広くこの学を唱え︑国民のため人道の方向

を指導せんとす﹂と述べられていたのである︒その決意が

﹁日本弘道会﹂の設立によって実現しようとされたのであ︒

ろう︒︵理事目白学園女子短大教務部長︶

一億一木下広居著﹁現代首長論﹂

ｌリーダーの資質と条件ｌ

ここでいう首長というのは︑簸高の地位にある指導者のこと

である︒主として一国の大統領とか首相といった人物について
の資質と条件をとりあげ︑そのあるべき理想像を画こうとした
試拳である︒その例として出されているのは︑英国のロイド・

ジョージとチャーチル︑それにアメリカのケネディの三人であ
る︒とりあげ方は︑伝記体でなく︑雄弁としてのロイド・ジョ

ージ︑救国の英雄としてのチャーチル︑勇ましい生涯をおくっ
たケネディといった形である︒

著者は言うまでもなく本会の理事であって︑現職は専修大学
教授︒また政治評論家として周知されている︒文はまことに明

のように首長の役割が重要となった時代は過去にはなかったで

快︑思う所をズ簿ハズ寺︿述べているので︑痛快の感がする︒現代

あろうが︑その意味で︑この書かこの時機に出現したことは︑

教育に着眼され﹁日本弘道会﹂の設立となったのであるｏ

思うに︑西村先生は︑その前年の十二月︑帝国大学の講義

まことに有意義である︒

︵Ｂ６判二七四頁六五○円︑教育出版ＫＫ刊︶

室で﹁日本道徳論﹂を講義され︑国民の進むべき道をはっ
きりと打ち出されていたのである︒
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特集｢敬老の日」に寄せて

戦後の世の中では，老人が軽視されるようになった。しかし

老人は，人生経験を豊富にもつ人生導師である。そういう責任
を果たす人間でありたいと，老人は常に念願している。だが，

そういう念願をかなえてやる世の中でないことを老人たちは悲
しく思っている。

すばらし

心は花のまつ盛り

老後

千葉県八日市場市下出羽に住む﹁諸田つ

村

で︑私がその生活の一端を紹介したので︑

紙を賀ったり︑訪ねて来る人もおります︒

﹁おかげで︑たくさんの未知の方からお手

やのさんを訪ねたときは満百歳だったから

遠い九州から︑長寿杖を送ってくれた人も

り︑お話したりして来たが︑つやのさんは

今年は満百二歳である︒たった独り暮しだ

た﹂

ありました︒テレビにも︑映画にも出まし

百歳になって親しい友ができ

と大よろこびだった︒

つやのさんが︑近況をよんだ句である︒

恥かしい百の老婆に文が来る
の商齢者学級用の教材映画﹁第三の人生﹂

と呼ぶとよろこぶ︒心が若々しいのである︒

のが好きでない︒今でも﹁諸田のおくさま﹂

つやのさんは﹁おばあさん﹂と呼ばれる

私は︑この春︑八日市場の老人クラブを

てひろく知られるようになった︒

にも登場して︑今や﹁川柳ばあさん﹂とし

最近は度々テレビにも登場し︑また︑東映

つやのさんの川柳はなかなか名句が多く︑

おられる︒

をつくって︑まことに楽しい生活を送って

が︑たいへん元気で︑相変らず趣味の川柳

ご記憶の方もおられよう︒私が一昨年︑つ

るごとに︑つやのさんの生活ぶりを番いた

でくれ︑話も大いにはずんだ︒私は機会あ

を再訪した︒つやのさんは非常によろこん

訪ねたついでに︑二年ぶりで︑つやのさん

木

百二歳の川柳ばあさん

ご

やのさん﹂といえば︑本誌の昨年一月号

健

卦

︑１ノ

︑

ＦＤ
司止

／

八十六歳のボーイフレンドと交わした都女

おこし︑炊事︑掃除︒それから小猫を相手

﹁なす﹂﹁ねりま大根﹂﹁ほうれん草﹂

秋なすはよしてねりまのほうれん草

菜よゑこ染川柳にこんなのがある︒

が浮べば食事中でも︑すぐ筆をとって書き

﹁秋なすは嫁に食わせるなというほど︑

の三つを詠み入れた句だが︑つやのさんは︑

に食事︒食卓にはいつも硯と紙をおき︑句
つける︒お天気がよければ庭に出て︑畠の

小さくとも味がよいでしよ︒人間も味がよ

へもろうた手紙がつやのよい返事胸の動

手入れもする︒来客の殆んどは川柳仲間で︑

くなくちゃだめ︒ねりまは寝る︑ほうれん

逸にこんなのがある︒

へ情こもったお手紙見れば飛んでいきた

話がはずむ︒亡くなった夫の恩給扶助料が

草は惚れる︑にかけたの︒味がよいから惚

惇がとまらない︵ボーイフレンドより︶

い主のそば︵つやのさんのお返えし︶
ることがない︒

﹁これはお正月に︑お参りしたときの句

お飾りの割れ間へのぞくえびの腰

加わった深い美しさといえそうだ︒

昔はさぞ美人であったろう︒それに年輪の

とまた笑う︒その笑顔が何とも美しい︒

れる︑惚れるから寝るんでしよ︒ホッホホ﹂

生活費の全部である︒貧しいがたいくつす

最近︑少し脚が痛むというが︑町の﹁お

つやのさんの心境である︒

狭くとも心はひろい陀住居

へ山川へだてて恋した歌をあばいて世に
出す週刊誌︵ボーイフレンド︶

へ文のやりとり世間に知れてわたしや恥
かしでもうれし︵つやのさん︶

もと川柳会﹂だけは欠かさず出席して︑仲
﹁川柳や︑都灸逸は︑品のよいいる気と

間と句作にふけっている︒

なの︒ちょっといる気がありすぎるかしら

と大笑いになった︒これが百二歳のつや

：：・・﹂

ユーモアがなければだめ︒だから︑余り若
い人には向きませんね﹂

のさんの心情なのである︒その水安しさ︑

という︒では︑おいろ気のある近作は︑

とたずねると︑さっそく︑こんな句を披露

膝まくらさせて二号はよくねだり

前向︑き人生

秘訣が潜んでいるようだ︒

その若灸しさ︑ここにつやのさんの長寿の
待つ人があれば風にもだまされる

してくれた︒

かぼちゃでも色づきや人が抱いてくれ

老いらくの恋はこたつで熱くなり

つやのさんは︑かぼちゃ作りが上手で︑

それをまた︑人に呉れるのが楽し承なので

つやのさんの百歳のときの句である︒そ

ある︒﹁人に呉れる﹂と﹁抱いてくれ﹂と
を︑かけたのだという︒つやのさんの︑野

L‐LOノ

つやのさんの心のうちは︑まさに︑花の
まっさかりといえよう︒だから︑つやのさ
ん宛に来る手紙にも︑ずいぶん︑艶っぽい
またうれしいのである︒

のがあるようだ︒つやのさんには︑それが
﹁何しろ︑わたしの名前が︑つやのでし
よ︑戦時中︑兵隊さんに慰問文を出したら︑

その兵隊さんから︑やがて帰迷のあかつき
には︑ぜひ結婚してくれと︑プロポーズさ
れたんですよ︒そのとき︑わたしは八十の
お婆さんで⁝⁝ホホホ﹂と笑う︒

いる気とユーモア
つやのさんは︑相も変らぬ六畳一間幕し︒

毎朝︑ひとりで雨戸をくり︑消し炭で火を

／ 可 ハ 、

ミニスカート︑ズロース忘れてさあ大変
と詠んだので︑またまた大笑いとなった︒

れから二年たった今日︑

つやのよいしわだと老婆おだてられ

その頭の回転の速さ︑これも日頃の訓練
﹁あたまだけは︑まだ︑ぼけないようで

のたまものであろう︒

老いらくの恋は話で夜がしらゑ
と詠んでいる︒二年間の心境の進歩がう
かがえよう︒進歩といえば︑つやのさんの

北欧の老人

さて私は今年︑三月から四月中旬にかけ

て︑ヨーロッパの十ヵ国をまわり︑特に北

という︒つやのさんの物を見つめる目は

実ぶり︑老人ホームなどの施設の豪華さは︑

の先進国だけに︑医療制度や年金制度の充

来た︒これらの国々はいずれも︑社会保障

いろいろお話もきいて︑私なりに勉強して

欧の老人福祉の実情を視察し︑関係者から

すれば必らず﹁それはどういうこと？﹂と

鋭く︑句にする頭の冴え︑そして心は︑そ

︒・・・：﹂

質問する︒そしてすぐ即席川柳によむので

の名の如く︑常食につややかで︑明るいの

知識慾はきわめて旺盛である︒英語を耳に

ある︒

しかし︑そこに居住する老人たちが︑い

ただただ羨ましいかぎりであった︒

ことはない︒常に前向きであり︑楽しみを

せいだけではなく︑彼等の生活に何かが欠

いこれはどうしたことか︑平均年齢が高い

その日幕しをしている様子を見て︑いった

かにも淋しげで︑無気力で︑ただぼんやり

ニスカートって何か﹂と聞くので︑ミ二は

ろこび生き甲斐を育て上げているのである︒

自らが作り出している︒そして︑生きるよ

ちっとも考えない︒だから孤独感になやむ

つやのさんは︑病気︑死に対する不安は

である︒

進まない見合いにゆれるイヤリング
色気ない年でアイラブューを知り

小さいという意味︒だから膝上三寸という︑

というぐあい︒私が再訪のときも︑﹁ミ

今の若い人がよく穿いている短かいスカー

﹁腹を立ててはいけません︒人と争った

理者もいちように︑﹁彼等は映画も見ます︒

か︑と質問した︒するとどこのホームの管

また︑彼等はどんな楽しゑを持っているの

それで管理者に︑彼等の生きがいは何か︑

けているのではないか︑と考えさせられた︒

りすることは大嫌いです︒人さまに迷惑を

に語った︒

つやのさんは︑その生活信条を次のよう

トのことですよと答えると︑つやのさんは︑

ミニスカート転んだときがさあ大変

さっそく︑こんな句を一詠んだ︒

﹁おくさん︑ゑんな︑下穿きをつけてい

かけないようにしています︒それには慾を

って来て︑劇を見せたり︑ダンスを教えた

音楽も聞かせます︒老人の慰問奉仕団がや

るから大丈夫ですよ﹂

出さないことです︒もうなんでも人に呉れ

りします︒夏にはバスを連ねてドライブに

﹁あら︑そんなじゃまつ気なものを﹂

つやのさんのこの言葉を︑私は深い感動

数食を誇らかにあげはするが︑老人たちが

も連れていきます﹂といった与える慰安の

てやります︒それが︑とても好きなんです﹂

からお祈りして辞去したのであった︒

を以て胸に収め︑そのご長寿ご健康を︑心

﹁じゃ︑おくさんは穿いていないの﹂

﹁やまとなでしこは︑そんなもの︑穿き

といって︑さっそく︑

ませんよ﹂

詔Ｉ上

ワー

︑１ノ

／Ｉ︑

自らつくり出している楽しぷ︑生きがいに

きさえ感ぜられた︒わざわざやって来て︑

いであろう︒とすれば︑六畳一間の貧しい

きるよろこびを作り出そうという意欲︑そ

生活をしながらも﹁狭くとも心はひろい陀

の努力のないところに︑幸福感は生れ出な

とパンは与えられても︑話かけられない老

い︑明るい気持で︑自らの楽しみを作り出

び住居﹂と︽詠み︑百二歳の今日なお水をし

いさえ受けた︒私は︑そこに︑豪華な住居
人の淋しさ︑自ら喜びを作り出すすべを持

している諸田つやのさんのような︑前向き

自分の部屋にも訪ねてほしいと︑つよい誘

たぬ老人の無為感というものを︑しみじみ

ついては︑ついに納得のいく説明が得られ

と感じさせられたのであった︒彼等の老後

なかった︒

﹁あなたは︑今︑何をしているか︑幸福

の生活をこそ︑まさに︑すばらしき老後︑

またある老人ホームで私が訪ねた老人は︑

か﹂と尋ねると︑﹁おお︑昔がなつかしい﹂

ば幸福なのだろうかｌこれが︑どこの施

らそう思うのである︒︵都会員日本老壮

といってよいのではなかろうか︒私は心か

いつまでも私の手を握って放さなかった︒

と答えた︒また︑ある老人ホームでは︑訪

設を見ても︑それが豪華であればあるほど︑

福祉協会常務老壮の友編集長︶

問を受けない他の部屋の老人たちが︑廊下

どんなに物質の充足はあっても︑自ら生

始終私の頭をはなれない思いであった︒

めていた︒その目にはむしろ嫉妬のかがや

を受けて︑お礼と所感︵五十音順︶

ってのことよ﹂とよく両親から聞かされて

来たものだ︒これもやっぱり仏の御慈悲あ

居りました︒つまり仏の慈悲がある以上粗

十九年の怠慢に打ち過ぎましたつぐないを

衣粗食何の憂うる事があるものかとの意で
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まで出て来て︑いかにも羨ましそうに見つ

圭汀白白
無欲と心の平安とを

先日渡辺主事さんから長寿法とか処世観

ございましょう︒子供の時から私はこうい

いたしたいと思っております︒

というようなものをとのお話でございまし

りました︒賛沢でない生活は余り無理をし

迄賛沢という事とは縁の遠い生活をして参

たので誠に雑駁なものですが一言述べさせ
私は一向宗の寺の次男坊に産れ︑しかも

ないで手に入れることが出来ます︒利慾に

此度寿昌の御祝辞並に記念の木盃を頂戴

八月児で其の上生後八ヵ月頃に淡尾の大震

激しい人よりは気楽な生活が出来ます︒出

いたしまして誠に有難う存じます︒三十年

い次第でございます︒ただこの先少しでも

たことがありませぬので︑何ともお恥かし

災に遭いまして衣食に窮した家庭の中で発

う考え方で育てられましたお蔭で幸に今日

弘道会の本旨を知友に御伝えし︑私もせめ

育不充分な赤子が﹁よくもこれまで育って

ていただきます︒

て百歳まではいきのびて多少ながら過去七

位の会員でありますが︑何一つ会につくし

大舘竜祥

杯

仙慾の強い人よりも平静な日々が送れます︒

三年三月二十九日生れということになって

く御礼申し上げるのみです︒私は明治二十

く清き心で︑喜びに満たされております︒

とでも云えるのでしょうか︒毎日ただ楽し

致して居ります︒これがいわば私の健康法

より︑去る五月五日の祭礼に際し︑旧藩主

カ得ル所アリ︒魂ャ何一三クヤ︑定マル所

ルコト七十五年︑孜々トシテ逆ヲ求メテ肌

が私の念頭を離れません︒﹁人間ヲ遁遥ス

︑︑︑︑

各種各様の利慾から超然とは行きませんで

たところから︑先般当地秋田神社の恒例に

居りますので︑数え年で八十歳になりまし

かることが人間の心は勿論生理的生活に平

﹁神前に鳩杖うくる秋田社の

佐竹家から鳩の杖を頂きました︒

それにつけても会祖西村先生の謝世の辞

この心のやきもき︑すなわち焦燥から遠ざ

もやきもきしないでくらすことが出来ます︒

安をもたらすので従って工夫せずとも業病

イヅク

にかからず︑長寿を保ち得るのではないか

たが其の時分煙草を一日に七︑八十本位ふ

く心臓が強いから長生きすると言われまし

化部に参り︑神前で神想観という行を致し︑

毎朝五時に家を出て︑当地の生長の家の教

など頂いても杖などにすがる状態ではなく︑

というのが当日の即興でした︒然し鳩の杖

ます︒道徳にしても︑国家にしても︑真の

会も︑日本川家も革新の時期に当って居り

って居ります︒それにつけても︑Ⅱ本弘道

先生のような心境で死に対したいものと思

まで生きられるのか見当もつきませんが︑

﹁晴空雲無ク︑諏水波無シ﹂と︑私も何時

アルナシ︒上天下地自在二澗歩ス﹂又日く

かしていたのがたたりましてここ七年程前

読経と合せて約一時間︑それから散歩をし

人世観︑世界観が確立しないでは存在し得

庭の日照りに花吹雪して︒﹂

から一言チン中赤で心臓をいため今は其の

て︑七時前後に宅に帰り︑朝食の上︑敬愛

と思います︒私は二十年前には医者からよ

医恢に没頭しております︒やっぱり︑つま

高校に出勤︑教鞭をとって居ります︒この

法にしても︑其の軌は一であると思います︒

ないと信じます︒会の綱領にしても国の憲

かない病気に取りつかれましたが︑今から

る思いで︑楽しい一時です︒去る三月三日

朝の行事は誠にすがすがしく︑心の洗われ

らぬ煙草にこったばかりにとりかへしのつ

一生懸命養生をして是非百歳まで生きる考

して会に臨まれ︑冥助を垂れ給わんことを

会祖西村先生の英霊︑上天下地Ⅲ在に淵歩

でも遅くはないと存じまして煙草を止めて

の朝は︑雪がしとしとと降り︑一屑心持よ

しました︒まことに面映ゆい次第汗顔恐縮

謹啓寿昌杯西村幸二郎君より正に拝受致

御礼一言

ません︒それだけ風邪もひかず︑故障もな

小谷藤二郎

切に望むものであります︒︵秋田支会長︶

く感じられました︒

神愛につつむが如く︑春の雪降る︒﹂

﹁朝まだき︑人なき街を一人往けば︑

えでございます︒そして又来年四月にブラ
をお伝え申します︒︵特別会員︶

ジルへ参りますので又あちらの変った御話

西村先生の心境に達したい

こういう行事は昨年の正月の初めからで︑

かったわけで︑まことに幸福だったと感謝

只今では五百Ⅱを越え一日も休んでは居り

此度寿昌杯を頂きまして誠に恐縮に存じ

川村宗胴
ます︒何ら功労のない私です︒ただただ厚

（19）

五月の初め連休を利用して妻と共に京都

一怒一老

う長命でした︒いわば俗に言う﹁ながいき

の社寺巡りにと出かけたのであった︒妻は

いて申し上げるほどのことはありません︒

さてご下命の原稿は言不尽意文不尽言で

の種﹂とでも申しましようか︑現在平素の

すでに何回か京都見物をしているのである

の至りです︒役員の皆様方に恐催之由よろ

現世相に就ては感慨多食なれどもよくする

心掛として実行していることは﹁歩く﹂こ

が私は殆んどしていない︒案内役をしてく

相馬敏夫

処に非ず何卒御勘弁の程お願い致します︒

の普及で足にたよることがだんだん少くな

とであります︒今日交通機関︑殊に自動車

私の父も祖母も八十余歳︒兄も七十六とい

京都支会再興記念講演会は来る六月二十一

ところをさけるために参観に特に許可を要

れる京都の友人の配慮で連休の人出の多い

しくご鳳声の程願い上げます︒

日午後二時京大の柴田実教授の﹁会祖西村

って歩く力が次第に弱まっているのが一般

るとそうと許りもいかない︒それである日

でもあちこち見て廻るのが四︑五日にもな

国宝第一号の弥勅菩薩半伽思惟像で有名な

するところを主としたのである︒然しそれ

と信じております︒家から駅まで二十五分

広隆寺を朝早く訪れたのである︒そのとき

起っている様であります︒私が健康に恵ま

の道も大抵は歩いて行きます︒その為に脚

れているのも歩くことを統けているからだ

です︒それで﹁歩け歩け﹂の運動が方々に

茂樹先生と日本道徳論﹂と決定致しました︒

何卒御西下被下度其節万継可申上候︒匁々
拝具︵京都府終身会員︶

適切な歩行による健康法

島野采治

力も衰えず︑身体の調子も好く日々楽しく

たまたま養源寺の会祖西村茂樹先生の墓参

東京に転任してから本郷区の史跡巡りで︑

野田支会総会で講演を拝聴した時であり︑

ます︒食物は毎日鶏卵︑牛乳は欠かさずと

環境や高齢の体調等も考えて注意しており

わることは交通事情からも危険ですので︑

健康法であります︒ただ処かまわず歩きま

過しております︒強いて言えばこれが私の

て貰ったのだとのことであった︒仲を味の

守人の云うには鹿王院の吹田独秀師にかい

あれはだれがかいたのかと聞いたところ看

少﹂とかいてあった︒それで私は看守人に

日本弘道会の名を知ったのは大正の初め︑

をしたなど︑こんなところにご縁があった

っております︒今後は一日でも長く楽しい
もつけの幸と念願している次第であります︒

頂く年になった︒これからいくら頑張って

て来た訳ではないが齢七十に達し寿昌杯を

ある文句である︒私は今迄この教えに従っ

が目についた︒それには﹁一怒一老一笑一

のかも知れません︒渡辺主事のご紹介で入

余生を送り︑弘道五善の一つでも果せれば

看守人のボックスの壁にかかっていた色紙

て知名の先生方のご高見を伺うことが出来

会させて頂き︑以来講演や会誌弘道によっ
て誠に幸だと思っております︒

全く不可能なことであるがこの教えを体し

も今迄の年の半分も生きながらへることは

︵白葉支会終身会員︶

今回はからずも寿昌杯のご贈呈に預り感
ます︒私には取立てて格別長寿健康法につ

謝すると共に恐縮に存じている次第であり
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てこれからの晩年を出来るだけ楽しいもの

にして思えば当時の豊岡支会の会員は三︑

会として父とともに参加したのである︒今

村岡両氏の紹介に依り会員の末席に列する

ません︒戦後混迷渦中に︑郷士の先誰南雲

繁田先生の道徳と経済に対し経済と文学を

の根埜として︑現在に至り私はろくろく唯

して弘道精神の遵奉実践を心友会統御運営

心友会幹部として︑南雲村岡会長等と協力

の直接御指導を受け︑在職中は西義一︑沢

太郎将軍︑当時士気溌刺たる石原莞爾将軍

が幼年学校士官学校時代には海軍の佐藤鉄

老齢に達したのであります︒回顧すれば我

志向︑春秋二季に渋沢栄一︑大川平三郎︑

カン

田茂︑山下奉文︑板垣征四郎各将軍の幕僚

ため大いに貢献した︒

壁岡大学と名づけて三日間開識して地方の

之吉︑深作安文など稀に見る大人物を招き︑

助︑粕谷義三︑荒木少将︵後大将︶︑服部宇

斎藤実︑水野練太郎︑犬養木堂︑加藤政之

ことを得ましてから︑我が社団法人山形県

として十分に寿命を全うし度いと思うので

四十名だったが全盛時代でもあった︒私は

︵監事明治製糠社長︶

ある︒︵昭和四四︑六︑二︶

道徳︑今昔の感

田代東三郎
私は明治三十一年生れだが本当の物心が
ついたのは明治末期から大正の始めにかけ
ての頃である︒其の頃政界では政友会︑財

として親身の御蕪陶に浴しましたが︑私の

このたび韮徳微力の不肖にまで貴重なる

︵山形県心友会理事︶

んことを期するものであります︒

覚︑信念に透徹して我が肉体の生涯を終ら

今凹の御優遇を機として︑更に反省︑自

ります︒

精神に帰納されるものと確信するものであ

永年公私生活に於ける心の紐はすべて弘道

今や道徳に於ても隔世の感の余りにも大
の医学部が大ストライキの口火をきり︑ほ

きいのに鷲ろく︒仁術であるべき簸尚学府
こり高き角帽は︑ゲバルトの角棒に変わる︒

このような激動の時代に︑たまたま本会
の寿昌杯の贈呈に預ったので︑いよいよ七
十二歳の青年の闘志を燃やして弘道精神高
いる次第である︒︵挫岡支会終身会員︶

揚の同志を一人でも多くしたいと念脈して

微力を傾けて報国のために

寿昌杯の賄呈御祝詞を恭うしましたことは︑

新閃栄作

これは皆我が町における弘道精神の発露な

身に余る光栄と存じ︑狗に感激感謝に堪え

r
ワ1
、
、
主 ノ

界では渋沢先生の意気がかかった三井三菱
の全盛時であったと云えるだろう︒渋沢先
生は論語とそろばんであり︑大川平三郎先
つきない両先生の教を身につけたものであ

オシヘ

生は経済と理論との調和で︑私はくめども

大川先生の教えをそのまま我が郷土に入

るＯ

れたのは当時の町長として町政二十六年の
故先代繁田武平先生である︒親父満義翁は
中島重蔵︑浅見文蔵氏等とともに︑黒須銀行
︵今の埼玉銀行︶を起し︑渋沢先生から遊徳

のである︒私は繁田先生を師と仰ぎ日夜道

銀行として推称されたのも想い出である︒

徳を広く普ねく社会につたえる為の︑弘道

p4

改憲問題に関する

日本弘道会の態度について

川村宗嗣

国家統治の大権は朕が之を祖宗に承けて之

を子孫に伝うる所なり︒朕及朕が子孫は将

らざるべし﹂と仰せられてある︒

来此の憲法の条章に循い之を行うことを葱

この﹁国の根本になっているもの﹂を除

外して日本の憲法問題を云々することは間

違いといわねばなるまい︒私は今日の日本

弘道会が如何なる態度で改憲運動に参加し

ていられるのか︑その真相は知らされてい

一先生の論文の﹁日本国憲法の精神に合致

生の予言と現代﹂と題する本会理事片山清

ったことは︑歴史的に深い理由があるから

て二千五百余年にわたって動揺してこなか

にも﹁わが国は万世一系の天皇をいただい

先生のあげられた西村先生の国是の第一

して居られ︑各自が案を持ちよって討論す

とがある︒同氏自身も憲法改正私案を発表

ンバーである里見岸雄氏の講演を聞いたこ

そこで改憲問題だが︑私は改憲団体のメ

である︒

する﹂との小見出しに目がついて大いに驚

である︒今後︑西洋の政治︑経済︑法律︑

一致な態度で早急に改憲問題が解決される

れる余地が無いと信ずる︒

この問題を第一に置かれることは疑いを容

いて︑早速全文を拝読した︒なぜ驚いたか

教育等を採用するのは結構なことであるが︑

ないが︑西村先生をして今日にあらしめば︑

と言うと︑日本弘道会は︑現行の﹁日本国

国の根本となっているものを損傷するよう

私は今年七月号の弘道誌に﹁会祖西村先

っている団体であると信じているからであ

憲法﹂を改廃すべしとする国民運動に加わ

べきであると云って居られたが︑こんな不

る︒

現在は護憲を旗標にしている左翼の改正反

義憲法に改めることを堅く願望しながら︑

可能性はあり得ないと信ずる︒内心社会主
明治憲法の第一条に﹁大日本帝国は万世

対派に対抗して︑改正派は団結して運動を

ｚ︾Ｏ

なことがあってはならないと云って居られ

ずしも私が心配した様なものでないことが

一系の天皇之を統治す﹂と規定されてある︒

進めなければ立遅れになる菱が大きい︒こ

しかし読んで行く中に︑先生の論旨が必
一応了解された︒ただ先生が日本国憲法の

また明治天皇の大日本帝国憲法発布の勅

の際断じて旧憲法復元論一本に絞る必要が

語にも﹁絃に大憲を制定し朕が率由する所
を示し︑朕が後嗣及臣民及臣民の子孫たる

あると信ずる︒

それより間題な点は︑西村先生の国是の第
一点の天皇制の問題に就ては﹁さておいて﹂

者をして︑永遠に循行する所を知らしむ︒

精神との言葉が穏当を欠くかに思われるが︑

として︑之を除外して論じておられること

（22）

、

第一︑日本国憲法には第九十六条に憲法

日本国憲法制定当時︑最も反対したのは

憲法ではない︒

ぱならないとするのが現在の左翼連中の腹

は︑﹁憲法を銃剣によって抑しつけるなら

きていると見る以上は一般の改憲論者のい

出来ないのである︒だから日本国憲法を生

はこの憲法の第九十六条でも改めることは

即ち基本的人権︑戦争放棄︑主権在民など

の憲法︑法令及び詔勅を排除する﹂とある︒

基くものである︒われらは之に反する一切

ない︒日教組の天皇排撃の左翼教育を継続

るような行動をとっても取締られる恐れは

し︑その名誉を傷け︑その尊厳を失わしめ

たのである︒天皇のことを如何に悪口雑言

非常に運動し易いということが判明して来

れているうちに︑現行憲法の下では左翼が

たそうである︒ところがこの憲法が実施さ

メリカの植民地になる外はない﹂と反対し

意志を持っていません﹂と言明し︑政府は

議会に於て﹁今のところ︑憲法を改正する

る今日︑日本の国政を代表する佐藤首相は

よって占領が解除されて既に十七八年にな

語ったそうである︒然るに日米講和条約に

に彼らはその憲法から免れるであろう﹂と

勝手にゆだねられるようになるとその瞬間

の軍隊が撤退し︑かつ日本人が彼等自身の

Ｈ本に新志法を押しつけたマッカーサー

は︑﹁第九条の軍備を持たない国家は独立

共産党であった︒首領の野坂参三氏の如き

である︒

の前文には全く之を空文化する一節が用意

国ではない︒第九条を実行すれば日本はア

の改正の手続きをきめてはいるが︑同憲法
されているのである︒即ち﹁これは人類普

ば︑その銃剣が存する限り存続するが︑そ

うような改正の出来る余地がないのである︒

遍の原理であり︑この憲法はかかる原理に

そこで一旦日本国憲法を無効とし︑大日本

改憲間迦をとりあげられてはいるが︑左翼

の連中は前述のような理由で改志をいそご

憲法改正に熱意を示していない︒民川でも

うとはしないし︑改憲を唱える左翼の方で

するにも便利である︒こんなよい悲法を今
たりしては尚更こまる︒この窓法に基ずく

も︑或は旧懸法の復元を唱え或は別に新志

改正してはならないし︑帝国憲法に復元し
左翼教育によって日教組の教育を受けて卒

法案を作成すべしと論じ︑国論として一定

のがあるならばその後に改める外致し方は
ないのである︒

業し︑成人式を経て左翼の支持者となる青

帝国憲法を復元した上で︑更に改むくきも

日本凶憲法の無効論には︑戦時国際法で

年が毎年百二十万乃至百八十万はある︒昭

しない状態にある︒占領軍が撤退し︑占領

を課せられている︒然るに日本国憲法は米

和四十五年には革新派の選挙の得票数は保

占領軍司令官は占領地の現行法尊重の義務
軍司令部が日本政府に押付けた案であるか

以後に於いても︑マッカーサーが云うよう

に﹁その瞬間から﹂新憲法から脱出しよう

が終決し︑日本国民の勝手にゆだねられた
置きさえすれば︑天皇制を廃止し︑社会主

という外はないと思う︒その間に左翼の新

とはしていないのである︒全く国民の怠慢

下に於いて毎年日教組の左翼教育を施して
義窓法案に国民の過半数の養成を得る時が

守派を越えて絶対多数となる︒即ち現憲法

日本は独立国ではない︒独立国でない者は

来る︒その時まで現行憲法を温存しなけれ

ら︑法理上当然無効であるとするのである︒

憲法を制定する権利も盗格も無い筈である︒

またこういうことも云えよう︒被占領中の

従ってこの点から見ても日本国憲法は合法
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状態に陥っていることは広く知られている

鎖する騒ぎまで起し︑全く革命前夜の様な

ゲバ棒を振って革命演習を行い︑学校を封

序は甚だしく崩壊され︑大学生の大部分は

め︑日教組の赤化教育により︑日本の旧秩

憲法を利用して着々日本の赤化計画をすす

動に献身されるに違いないと私は確信する

本帝国憲法の復元を率先提唱︑その実現運

村先生は今日の状勢に対して︑必ずや大日

ない﹂といましめて居られるのである︒西

ものを損傷するようなことがあってはなら

用するにしても︑﹁国の根本となっている

に︑西洋の政治︑経済︑法律︑教育等を採

﹁国是﹂の項に於ては︑最初にあげたよう

である︒日本弘道会の指導に当られる諸先

を得ない︒事態は決して怠慢を許さないの

をあげて実現に迩進すべきものと云わざる

日本弘道会として第一にとりあげて︑全力

この問題こそが現在最緊要の問題であり︑

用意を蔵して居られるものかわからないが︑

も﹂と云って居られるが︑果して如何なる

教授は﹁第一の天皇制の問題はさておいて

この状景に於いて︑会祖西村先生が今日

である︒︵四四︑七︑二二︶

生の大いなる反省を要望せざるを得ないの

所である︒

る日本弘道会たるもの︑何を措いても憲法

ものである︒従って西村先生の遺志を奉ず

︵秋田支会長元大東文化教授︶

に居られたならば︑果して如何に行動せら

復元運動に没頭すべきものと考える︒片山

れるであろうか︒片山教授の示された明治

三十年の西村先生の﹁統国家道徳論﹂の

一八新しい家庭教育Ｖ

横田佐代次

四年からは︑巨人の星︑魔法使いサ

リー︑鉄腕アトム︑月影兵庫︑キーハンタ

三

に見ても︑共通してわかるからではないで

ド一︑ン︑ミステリーゾーン︑ウルトラ↓︑ン

ー︑さすけ︑怪奇劇場︑怪奇大作戦︑ガー
二年のときは︑ひょっこりひょうた

ど︑その種類も多く︑さらにスポーツ︑プ

などのドラマやマンガ︑怪奇もの︑ＰＦな

ロレス︑突撃ドリフターズや体あたり五五

マとうたおう︑などが高率︲を示していま
す︒

ん島︑デズニーランド︑ボンボン・ヘン︑↓︑

一

しょうか︒

非常に高いのです︒これらは︑父母と一緒

テレビと子ども②
３テレビの影響
小学生は︑主としてどんな番組を見るの
でしょうか︒その影響はどんな形であらわ

一ばん多いのは︑子ども向きを含めたニ

れるのでしょうか︒

ュースであり︑つぎはナイターの視聴率が

（24）

ゞ号のようなドタバタものまで︑多種多様に

のような歴史ものから︑小説を映画化した

劇もの︶あるいは﹁天と地と﹂﹁大奥物語﹂

︵歌やおどりをおりこんで︑一本とした演

注意して指導することが必要となってきま

それには︑彼らの知的領域をひろげて︑

す︒

のえることです︒ここでもまた︑一三−ス

生活内容を高めるように︑家庭環境をとと

や︑特派員の報道映画︑あるいは歴史もの

人生物語りなど︑ほとんど親と同じ番組を
中学の後半から高校生たちは︑知識領域

う時間をとることです︒

科学ものなどを︑親が一緒に見て︑話し合

気ながに時間をかけて︑ヒントを与えま

てきているので︑少年時代の番組では満足
できません︒

もひろまり︑抽象的論理的思考も高くなっ

みています︒

エネルギーを発散させるものをえらんでい

六年の高学年になると︑銭形平次や

わたり︑彼らの退しい想像力に訴えたり︑

ます︒

五

︾雫唯

天と地とのような歴史物語りにも興味がわ
一垂員津も坪耐詐恥評濡需樺謂趣︾

一一つ誇詞池叩ラマも︑好んで見るようにな

現在︑テレビはわれわれの日常生活に深

の性格

４テレビからうける子ども

る機会をひとりでにつかむことができます︒

現 実 の 社 会 問 題 を え が い た 小 説 の 映 画 化 ︑ すと︑次第に自信がつき︑勉強にも転換す

的な番組へと︑関心が移りかわります︒す

あるいは︑時事間池︑政治問題から︑学術
なわち︑おとなの社会の価値や人生間池と

三シャボン玉ホリーデー︑歌の祭典︑歌の
一グランプリ︑ザ・タイガースの青い鳥やシ
ーシーシー︑ピンキーとキラーズの涙の季

結びついたものに心を向けてくるのです︒

くはいりこ象︑茶の間に定着して︑なくて

に中学生までの子どもたちは︑文字の読め

軽いバラエティは︑勉強のあいまのいこい

もちろんマンガやユーモアを含んだ落語︑

節などは︑女の子の視聴率が高いのです︒

しかし︑少年期の一般的傾向は︑冒険も
一の︑西部劇︑時代ものなどの活劇とくに英

二時間がもっ

はならない生活必需品となりました︒とく
視聴時間も平日では︑一

程度に視聴するぱあいもあります︒

じて︑社会をのぞきこんでいましたから︑

ない幼い時から︑テレビのスクリーンを通

れて︑スリルやサン・ヘンス︵不安や疑惑を

雄的主人公やスー・ハーマンなどに心をひか

とも多く︑高学年に進むにしたがって︑平

その影群をうけて︑新しい思考様式や行動

いだかせ︑つぎへの期待をもたせている方

しかし︑子どもによっては︑中学や高校

均的には減少しています︒

生になっても︑学習意欲が乏しく︑マンガ

これまで心理学︑教育学︑社会学︑精神医

合と同じです︒

法︶に興味をもってくるのは︑マンガの場
ここで注意しなければならないのは︑少

などの次元の低い映画だけを見ている者も

学などの立場から︑いろいろと調査をし研

したがって︑テレビの影響については︑

年たちがおとなの番組についても︑非常に

準や生活内容がおくれているのですから︑

ないわけではありません︒これらは知的水

様式の性格ができています︒

です︒たとえば︑コメディやバラエティ

大きな関心と興味をもっているということ
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あるアメリカの学者は﹁人間の思考と行

刺殺し︑そのうえ︑首を登山ナイフで切り

年生が︑級長に対する劣等感から︑それを

最近︑あるミッションスクールの高校一

社会人としての生活態度がやしなわれて︑

には︑家庭において︑学校において︑近代

は事実です︒しかし︑少年期︑青年期まで

究されてきました︒

動に与える影響の大きさは︑やがて文明そ

野ばん性や原始的な心はなくなって︑社会

から︑殺しています︒どちらの親も社会的

長発達のプロセスにおいて︑テレビのしげ

個人の生い立ちによるものですが︑その成

できないで︑社会的不適応を起すことは︑

的適応ができなければなりません︒それが

落した事件がありました︒

それからまた︑ある国立の大学生が弟に

のものも変化するであろう﹂と述べ︑人間
性への影響を︑活字文化すなわち読書と比
較しています︒

には知名人です︒このほかにも︑列車の爆

対する劣等感や親の愛情についてのひがみ

合わせて理解することができ︑わからない

です︒

きをまったく無視することはできないこと

﹁読書は︑われわれ個人の能力や関心に

ところは時間をかけて考え︑あるいは︑他

このところ青少年たちの間で残酷な問題が

発や連続ピストル魔などの事件をはじめ︑

５テレビの効果

テレビは︑子どもの心理的世界をひろげ︑

ある人は︑その原因の一つに︑テレビの

多発しています︒

のものと比べて吟味することができる︒﹂

ところがテレビは︑映像や情報が見る者の

影響をあげています︒テレビに出てくるス

思考力や速さに関係なく︑現われてすぐ消
えていく︒疑問を感じたり︑立ち止って考

心を豊かにするだけでなく︑彼らの心的構

した︒すなわち︑感覚的機能や運動機能を

造をも変化させていることは先にも言いま

ーパーマンや怪獣が何の思いやりもなく︑

面が︑あまりにも多いのに心が痛みます︒

人を切って捨てたり︑殺したりしている画

えようとした時には︑すでに映像は消えて
このように︑テレビによって得た知識や

つぎのものが映っている︒

す︒その意欲がはげしく︑純粋であるだけ︑

空想をほしいままにして成長しているので

たえずはたらかせて︑つねに知識を求め︑

りと幼児に対して︑進歩的役割を果たして

ある著名な映画監督は﹁怪獣番組は︑わ
いる﹂とか﹁怪獣の映画の中のグロテスク

情報は︑断片的︑非論理的であるために︑

感覚的にものをとらえて︑論理的思考力の

なものは︑子どもにとって︑特別な影響は

もは︑人類の原始時代ですから︑野ぱんな

もっとも︑系統発生学からみれば︑子ど

となりにプラスするかを考えていただかな

をどのように利用して︑子どもの生活や人

さて︑このように影響力の大きいテレビ

ちに実行に移すことができるのです︒

同一化を強く︑知ったこと見たことを︑直

なるほど︑最近の青年層が︑大学でゲバ

乏しい性格ができる﹂と説明しています︒

棒を振い︑狂信的イデオロギーに酔いしれ︑ ない﹂と言っておりますが︑はたしてそう

わめて単純な︑二者択一的にとらえて行動

ければなりません︒ともすれば︑わたした

でしょうか︒

する性格を﹁テレビッ子﹂とまったく関係

ことをこの承︑残酷性もひそんでいること

﹁是か非か体制か﹂﹁反体制か﹂というき

ないとはいいきれません︒
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ちおとなは︑テレビの悪い一面だけを心配
が︑より大切なことは︑テレビの長所を︑

らしました︒しかし︑現実の社会では︑個

や生き甲斐が生まれて︑社会の発展をもた

ここにわたくしたちの生活に希望や張り

たがいのコミュニケーションが活溌になり︑

じ部屋で同じ番組を見ることによって︑お

う効果も︑けっして少なくないのです︒同

たために︑家族問の親しゑや心のかよい合

テレビが︑わたしたちの茶の間に定着し

しつけや教育に利用して︑その欠点を補う

人のはてしない欲望の満足は不可能なこと

自由な気分にひたることができます︒

てきます︒

ことです︒たとえば︑子どもの興味や早い

で︑それに耐え忍ぶための訓練︑とくに抑

して︑禁止の傾向を強くおし進めがちです

動きの場面での︑かわり身の速さなどの中

が必要になります︒

制機能の発達を助成するための︑生活節度

ことに︑子どもたちは︑話し方の技術や

ができます︒

で︑頭をはたらかせて見る習仙も養うこと

ところで︑テレビは人川のやりたいこと

反抗期を割合はやく卒業して︑じようだん

深めてきます︒それですから︑中学生頃の

けて︑﹁ああしたい﹂﹁こうもしたい﹂と

どもも︑おとなも︑いろいろなしげきをう

人間がこの世に生活しているかぎり︑子

できます︒これはボクシングでもサッカー

って︑やっているような気持になることが

いますと︑自分の好きなチームと一緒にな

せん︒そのとき︑テレビの野球放送を見て

素朴な上﹃−１言一ズムの精神を商めること

るい笑いや上州なユーモアを解し︑彼らの

て︑こどもの感性体験を豊かにしたり︑明

このほかよい番組を鍬賞することによっ

になると共に︑両親への同一化や一体感を

テレビの効来で大きいのは︑子どもおと

います︒たとえば︑野球が好きでやりたい

を代行してくれるはたらきや機能をもって

広い知識を得て︑親への呼びかけが気らく

なを含めて︑欲求不満の代行性をあげるこ

が︑場所も道具もないし︑チームも作れま

の欲望が湧いてきます︒とくに現在の社会

きな力をもっています︒

とができます︒これはⅡに見えないだけ大

やユーモアなどを言い合うこともできます︒

のように経済が豊かになってくると︑欲し

ができます︒

あとに︑それが余韻となって︑なんとなく

わたくしたちが︑よい映画や芝居を見た

でも同じことで︑現実の生活では︑満たす
てくれます︒

ことのできない空想的なことをも︑代行し

しかし︑個人の生活には︑それぞれ経済

い物がかぎりなく出てきます︒

いても︑ほのぼのとしたものが残ることの

ると同じように︑テレビの優れた映像にお

心ゆたかになり︑晴ればれとした精神にな
がれたときの挫折感も︑番組によっては︑

また︑失敗したときの悲しゑや打ちひし

らゆる欲望のすべてを満たすことはできま

それを補倣の役割を果します︒

的能力に限度があるので︑しげきされたあ
せん︒この満足できないところに欲求不満

の心性に大きなかかわりをもっていること

それですから︑テレビの効果は︑見る人

︵東京都会典東教大付商坂戸商校災代

効果もまた忘れてはなりません︒︵未完︶

が生まれてきます︒不満を解消するために
努力して︑やがて満足をかちとることがで

を理解しなければなりません︒

理︶

きたとしても︑さらに新しい欲望が発生し

（27）

九月をかざる花
トレニア

寺

サルビヤ・マリーコールド

渡部

弘

できます︒日当たりさえよければ︑屋上で

いません︒霜が降りるまで楽しめる草花と

もコンクリートのテラスのところでもかま

ての花ベゴニア︵ベゴニアセン・○やコリウ

して︑キク・テランセラをはじめ︑鉢仕立

スなどが格好な材料です︒九月にはいると

茜の色づいたキクやテランセラが売り出さ

を︑その回りにやや低い小ギクを配し︑プ

れるので︑中心にはやや草丈の高い中ギク

ましよう︒即席ながら見事な花だんが出来

チ取りにテランセラを色別に植え込んで象

風が襲来し︑花作りには秋の長雨とともにえるのがよろしいと考えます︒

次に秋花だん向きの草花をあげその特徴

あがります︒

を述べてみます︒

サルビアは原産地のブラジルでは︑半潅

一︑サルビア

度差が大きくなるにつれて︑花色は鮮明にません︒耐寒性をつけるには︑早目に種ま

っています︒花の色は緋紅︑濃紫︑白など

ために︑春に播いて秋に枯れる一年草とな

木状となる宿根草ですが︑日本では冬寒い

台風や長雨の影響で︑丹精の草花が倒さ宿根草の株分けは︑お彼岸から十月上旬

ような緋紅色の花で︑芽生の緑にはえて咲

がありますが︑もっとも美しいのは燃える

と呼んでいるくらいです︒

外国でもサルビアのことを呼自再野鴨

きほこる様子は︑実にあざやかなものです︒

れたり︑病気がついたりしますので︑予めころが適期です︒春早く咲くアルメリァ・

毎年のように強風をうけやすい花だんでは︑もこの時期に株分けをいたします︒

には竹の支柱を立てるのが安全です︒なお︑じめ︑ガー雲へラ・シャスターデージーなど

根元には敷きワラをして︑草丈の高い草花シバザクラ・プリムラポリァンサなどをは

花を美しく咲かせます︒苗に育てておく必要があります︒

なり︑ダリアやバラなども新芽が育ち︑秋きをして︑十月下旬ころまでには相当に大

ス・ケイトウ・ハゲイトウなどは昼夜の温芽がわるく︑寒さがくるまで苗がよく育ち

りもどしてまいります︒サルビア・コスモえに播き終ることが大切です︒遅れると発

彩を失った庭の草花も︑そろそろ元気をとソセンヵ︑キンギョソゥなどは︑お彼岸ま

夕は快い初秋を感じます︒暑さのために生ますので秋まきのパンジー︑デージー︑キ

嫌われます︒しかし︑秋風が立ちはじめ朝中旬を過ぎると日々温度の低下が目立ち

二百十日を過ぎるころから︑しきりに台倭性のサルビアやマリーゴールドなどを植

トレニアやテランセラを寄

草丈の低いトレニァやテランセラ︑または今からでも秋の即席花だんを作ることが
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せ植えにした秋花だん

おもな品種としては・倭性早咲きのセントで休むことなく咲き続けるので︑花だんや

葬岬諦雌準蓉維塞赴濫︾多

吟味翻年岬却海一

沢山実り︑こぼれたものは翌年春に自然に

ジョンズＺノイアーと高性のポンフアィア鉢植えには格好な種類です︒とくに病害が
とがあります︒セントジョンズファイアー少なく作りやすい長所があります︒大きぐ

発芽します︒

二回摘心をして多くの枝を出させ︑全や黄色の花を無数に咲かせます︒アフリカ

六

午後九時二十二分慢性胃炎に肺炎を併

執筆等に多年ご尽力の氏は八月十六日

本会評議員︑熊谷支会代表として講演

敬弔石坂蓋平氏

ｌ

○１．１︒

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

のほうは七月ころにはかなり咲きますので分けるとフレンチ↓︑リーゴールドとアプリ
夏花だんや鉢植えにも適します︒ポンファカンマリー守コールドの二種があります︒フ

イアーは草丈が六○皿くらいになり花穂もレンチ種は草丈が二○聖別後の腰性種で︑
一

りつばですが台風のときに傷翠やすいので︑多くの枝を出して大株になり︑オレンヂ色

体を低く咲かせるように作ることが理想でン種は商性で花も大輪ですので︑花だんよ

サルビアは十五度Ｃ以上にならないと発多いようです︒

す︒りはむしろ切花用として利用される場合が

芽しないので︑露地では四月中旬以降に播種まきや苗育てはサルビアに準じて行い
アを作って失敗するのは︑発芽時の温度不月ころが見頃です︒早まきをすると五

位︒衆議院議員四期︑県公安委員長︑

発ｎ宅でご逝去︒八十三歳︒同Ⅱ正四

熊谷名誉市民埼玉繊維工業社長等国家

社会への寄与多大︒四十年勲二等瑞宝

章︒二十九日午後一時三十分から同市

市民体育館において盛大に市葬執行︒

本会から渡辺主事が弔問焼香︒
吋圭

一
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きます︒発芽適柵は二五度前後で︑サルビます︒花は短Ⅱ条件でよく咲き九月から十

三︑トレニア

二一扇くらが出来る便利な諏類です︒

三枚のころ一度仮ん用には種まきを六月末まで遅らせること

足か苗床の乾燥のためですから︑よく注窓月の小苗のうちから開花しますが︑秋花だ
してください︒本葉二

植し︑六月になって苗が一二

いになったとき花だんに植えつけます︒摘
心は活着後に行います︒

晩咲きの品種でも八月には咲きはじめ︑トレニァは青紫色の盾状の可愛らしい花
秋が深まるにつれて色がさえ︑十月には蚊を沢山つける一年草で︑むらがって咲いて
三○ｍくらいで︑こんもりと茂
リパンジーのように分枝しながら地面を這

丈は二○

も美しくなります︒いると波紫色の日かとくに目立ちます︒草
二︑マリーゴールド

マリーゴールドは夏から秋編が降りるまうように拡がります︒春四月下旬から五月

l
蚕

千葉県八木幹男
︑明日は散る花へ城吐の風静か
評散らんとする花に風も心あるかのように︒

︑子も無くて蝉鳴く窓を見て病めり

評﹁幸福の貝を並べて﹂を﹁貝々卓に﹂と直して採る︒

○幸福の貝々卓に初鰹

下五の表現が新鮮である︒

評﹁病めば孤独﹂を﹁ひとり病象﹂と直して採る︒中七︑

＠ひとり病ゑ実梅の落ちる音と居る

ひびくだけであろう︒

の声は健康で子持ちの人に比べればただ蒸し暑く憂欝に

評子供を持たぬ人︑しかも病気にかかっている人の聞く蝉

篠塚しげる選

評﹁・ヘンがつまづく﹂までは平凡であるが﹁指よごす﹂の

○春愁や．ヘンがつまづき指よごす

下五が据えられたので一句が活をとしてきた︒

○春風へ吹く口笛の軽き曲

○業終へて拭けば夕焼映す斧

同八代義昌

○ネクタイも命得し如風薫る

︑夏めくや寛の工夫未完成

うとする意欲が見えてほほえましい︒

評措辞に推敵不足のうらゑはあるが︑庭に涼趣をとり込ま

○笛の音は麻惜む人か盆の月

○母となる妻には浴衣少し派手

○其の妙技子にも譲れぬ接木かな

○送り火や跡ふり返りふり返り

同加藤刀水

＠耕牛を叱れど鞭は軽やかに

思いやりがごく素直に出ている︒

評﹁噸鳴れど﹂を﹁叱りて﹂と直して採る︒耕牛に対する

評﹁天蓋に藤被て語らふ老い同志﹂と直して採る︒何かし

○藤天蓋下に語らふ老い同志

もつひびきからくるのであろう︒

らこの老人同志は尊く美しい︒それは天蓋という仏語の

○牛耕を誇れる老いの今日も田へ

︲Ｉ
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弘道 俳 壇

一

○池の面に棒の落花つづきをり
○たそがれて蛍の闇と変りゆく
○朝涼し参道人の気配なく
○蝉鳴いて無住の寺の庭広く
○腹切の席いて芦原風さわぐ

松江市白名遥々
︑案立ててこれからといふ新茶飲む
評新茶を季題とした句としては新鮮で面白い︒

いる︒蚊喰烏の季語の選定も結椎︒

篠塚しげる

評﹁つばくろや歩遊橋を渡り初め﹂とすること︒

○歩道橋つばくろ迅し渡り初め

○電車着く時刻駅長水を打つ

あめつちにかく微なる音蓮ひらく

高きより山百合匂ふ観世音

老人の心訓

一︑老人で一番さびしい事はする仕事のない事である︒

生活のできない事である︒

一︑老人で一番象じめな半は肢体不自由のため人間らしい

一︑老人で一番悲しい事は敬して遠ざけられる事である︒

一︑老人で一番みにくい半は過去にしが承つく事である︒
自覚する事である︒

一︑老人で一恭楽しい事はまだ社会に役立つ事ができると

一︑老人で一番美しい事は若い者の邪魔にならないよう︑

若い者のためになるよう陰の力をつくす事である︒

︵新福尚武著﹁心の老化１６﹂より︶

一︑老人で一番尊い事は死を忘れぬ事である︒

｜

○くづれたるつつじ緑に押されつつ
評﹁緑に押されつつ﹂のところを推敵すればもっと而白い
叙勲︵旭Ⅱ章︶の栄を賜りし友の風にて

句となる︒

○雲南の旭に匂ふ大郷悶
○御仏の顔に若葉の陽のやさし
○山裾は大闇白百合だけ残す
○ふるさとの山の親しさ山つつじ
○峯降りて若葉蔽へる水車小屋

川越市小名木狂辰

○図書館は人稀なりし中卯月

評かくし女の世川を仰る日常の生活のさまがよく詠まれて

︑かくし女の日の目見られぬ蚊喰烏

I

ｎｏ

ィ上

︑ノ

／Ｌ

○千葉県加藤巳之

︑友を待つ楽しさに居る夏の夜を遠稲妻の光りてやまず

くる

＠盆前の取りかたづけに亡き妻の常着を見れば胸せまり

○同菅谷義太郎

臭ひする

︑手も足も田渋に赫く染まりきて濡れし野良着も田の

を建つ

︑梅雨長く重くしだれし紫陽花に晴れ間見かけて支へ木

ぬく

＠稲株のひまに交りて咲き出でし沢潟の花を惜しみつつ

︑青芦のそよぎとなって川風の渡る岸辺を薩切の席く

＠盆踊り踊れぬ老いは寺庭の灯隔てしかげに見てをり

入江相政選

︑亡き妻の世に在りし日は郵便の投函までもゆだねしも
のを

○そのか承は八万石とうたはれし三郡にわたる広き青田
や

○同菅谷喜一

○いや高き神の稜威に氏子らの真心凝りて成れる新宮

○木の香り豊けき宮の遷座式あぐる祝詞の声もさやかに

○同並木文蔵

○同族の承祖ら眠る奥津城の門建かへぬ梅雨のはれ間に

さはやか

○蜘味の巣にかかれる胡蝶あはれ深し解き放ちやれば心

○川越市小名木狂辰

○新しき位牌の前に年金の証書を献じ冥福を祈る

○埼玉県鷲宮葛人

○夏されば虫を除けむと新しく建てしわが家も網戸つく

○同相沢正直
りぬ

︑ひたすらに老は悲しもかしづきて若くて逝きし吾娘を
思へぱ

入江相政

○虫よけの網戸より入る風涼し夜の田圃には蛙の鳴きて

か

たぎちゆく山川の瀬の際にしてをののく羊歯の緑けざや
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弘道歌壇

新入会員芳名︵昭和四十三年八月以降︶

入会者紹介者

畔蒜豊〃
佐藤敏夫〃
高橋操〃

千葉県渡辺昇司酒井久平
″
″

″

″

平山

菅沢利夫〃
″明
〃
斎木和〃

″

″

″

″

″

″

″

斎木久弥〃
平山勇一郎〃
平山峰子〃
高橋進〃
秋山喜代〃
宇井隻平〃
神奈川県川上信次三好凌石
相沢次郎〃

″

堀部俊作〃

中久保幸太郎〃

京都府西村総左衛門西村幸二郎

東京都安藤幸輔渡辺正勇
″
″

″

深山三男〃

積田義男渡辺正勇

千葉県石毛実内山藤太郎
鈴木為四郎石橋香峰
久保田精一〃
″

″

″

福島県宗像徳弥〃
酒井健三日下熊江
″

郭盛治〃

東京都小原正義中薗昌一

″

編集後記
−

さったこと︑﹁おが﹂では週刊誌を︑土産
の桃をどうぞとの親切に引換え︑入れ代
りの二三歳の男児が両親︑老婆三人に跨
るくり返しの反転運動︑次灸と与えるミ
ルクやジュースに閉口︒下車の際詫びは

しましたが︒

◇秋風とともに交通戦争の語が一段とや
かましく響きます︒各位には勿論孫さん
たちの事故のないようご留意の程を︒本
号は諸橋博士の玉稿を初め敬老の特集と
しました︒時局多難の折柄本会の使命は
益と重大です︒お国のため会勢の拡張︑
会員の増加に一層のご協力の程お願い申

４℃〃典寸

凸ｖ

ＡＴ〃Ｑｖ

色孜ＵＱＤ〃Ｑｎ句困凡ａＱＬ●■且守昼︑守ＱＢＵｎＡロａ︑タＱａｅ負あけ負△ｅ軍凸ぴこ＆ウ

弘道売価一冊金四十円

▲薄々４寸

し上げます︒︵渡︶
の＆︑

昭和四十四年八月二十五日印刷

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和四十四年九月一日発行

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

識槻峨渡辺正勇
印刷人春山宇平

東京都千代田区西神田三ノーノ六

〃魁︑″画︑夕々︑刀

画︑々〃︑

〃区︑

″亀刃

ｇ︑

〃亀Ｕ〃

︑母ウ里画

態︑

グ﹄もダ西︑︒〃生Ｔ〃ｚ︑△〃公司〃５︐４〃いも

ぽ︑ｇ

仏︑

郵便番号一○一

ぜ︑凸″︒

振替口座東京四三毛番

電話︵実一︶○○○九番

諦鮒咽日本弘道会

などにふれ︑その多忙の所︑小畑知事︵出

張︶藤肥厚生部長︑伊藤教育長︑二三の
小中高校長にもお会いして本会へのご協
力をお願いしたのでした︒
◇なかなか思うように切符が買えない旅
でした︒﹁鳥海﹂の寝台上段を未知の桜
井商店の畑津氏が進んで中段に換えて下

◇両陛下のお出を控えてのこととて西村
会祖と皇室との深縁︑現下の険悪な世相

ました︒

◇八月末に佐竹公を祭る秋田神社での秋
田支会例会と秋田師範昭和一四卒三十年
祭ｌ物故師友の慰霊と懇親ｌの恩師招待
でそれぞれ出席︒明治維新の際奥羽諸藩
の動揺をよそに佐竹公は率先勤王の旗を
掲げました︒秋田の風土の中には心温ま
る美しいものを温存しているものと思い

しよ員ノ︒

九月十五日は敬老の日︒若い者に負け
られるかと力んでは見ても﹁織がよる⁝
頭は禿げる︑毛は白くなる﹂六歌仙の詞
はそのままズバリなのですからどうしよ
うもありません︒しかし鏡に写る姿がど
うであろうと六十年七十年の年輪は徒に
出来たものではない筈です︒世阿弥は︑
﹁老人のものまね︵表現︶はこの道の大
事﹂といい︑又﹁老木に花が咲いた﹂形
とよくも道破していますがその名実一致
の理想像は﹁福徳円満﹂の翁の面ではな
かろうかと思い廻しているこの頃です︒
木村編集長の川柳ばあさんもその一面で

−

ご挨拶ｌ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨ｌ
弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試み目下第三十四年報
まで進行いたしておりますが︑幸いに江湖の好評をえまして︑
全号複刻の完結をめざして鋭意努力いたしております︒
さて︑このほど斯界の要望によりまして︑右の企画を一そう
充実させ︑永続的な事業とすべく︑﹁近代日本教育資料叢書﹂
人物篇・史料篇の刊行を計画し︑監修者として︑石川謙︑大久
保利謙︑海後宗臣の権威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試みることに踏承きりました︒
その手はじめとしまして︑既に予告申しあげ︑各位からも久
しく待望されております﹃森有穏全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と象に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑み︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育
制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中
央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑
このため研究上の不便をかこつ面も少なからず見受けられて参
りましたＯ弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
人の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒
複刻全号二十九冊︑また別巻として全目録と解題をとりそろ
え︑復刻出版する次第でありますｏ第一回配本は既に三月発売︒
第二回配本は印刷の都合上延引致しましたが︑ようやく九月発
売となりました︒全目録と解題は十一月頃の予定で準備中であ
りますＯ何とぞ弊店の微意をお掬みとり下さいまして︑今回の
複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒
昭和四十四年七月二十日

監修

大久保利謙

石川謙
海後宗臣

史料篇

近代日本教育資料叢書趣鋤需

大日本教育会雑誌

自明治十六年十一月 全 三 十 巻 解 題 共
至明治二十九年十月

頒価十二万円分売不可

耗柵姉唾銅第一巻至第十四巻全十四冊頒価五万六千円

十五締醤繍

全十六冊頒価六万四千円

昭和四十四年九月
第十五巻至第三十巻解題共

第二回配本

文部省第一年報Ｉ篭一千四年報

頒価二十一万一千百円

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号

鎮宣文堂書店

出版部

電話︷拳一一︸圭狐一一一却塞

振替東京一三二六○一番

