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の意義

義が暖昧になった感もある︒
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文化井︑文化鰻頭とまで乱用させてほほ笑まさえするＯそれだけに真の意

日本では文明開化の成果と云ったようなことを本義とする︵広辞苑︶が︑

生産を本義とし︑文学芸術の成果にも用いる位に簡単に取扱っている︒

此の機に︑外国の辞書を少し開いて見た︒文化の語は︑耕作の技術︑

I

岩波の哲学事典によれば﹁文化とは自然を人間が開発した成果とし︑物
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質文化と精神文化との調和的発展を理想とするが︑及ばざること遠い﹂と
ある︒
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I
今日我国では︑特に精神文化の軽視が眼につく︒文化栄えて︑人の不安
不幸が旧態依然では何にもならぬ︒

I

文化の価値は精神文化︑特に道徳水準がその表徴となる︒人類全体︑一
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国︑一集団︑一家︑一個人についてもすべて同じである︒︵本会副会長︶
〈
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西村茂樹先生と令弟勝三氏

西村茂樹と勝三は七つちがいの兄弟であることはよく知

手塚竜麿

稀ではないが︑西村兄弟のぱわいはそうでなかった︒

例外でないと割切っている︒実際にそのような例は決して

旧時代の実業家にはたしかにひとつのタイプがあった︒

られている︒兄は辰の口の佐倉藩邸で︑弟は丸の内の佐野
藩邸で生れた江戸っ子である︒兄は学者︑弟は実業家とし

金づくりのためには血も涙もなく︑それでいて巨万の富を

のうちに数万の金をおしげもなく浪費するという気風があ

築くと大尽風をふかせ花柳のちまたで酒色にふけり︑一夜

て名をなしたので︑ふたりはまったくちが．つた性格の持主

として相容れなかったのではないかと思う人たちもあるよ
うだが︑事実はまったく反対で︑茂樹は少年時代から勝三

った︒実業家としては堅いことばかりもいっておられず︑

商談のため花街に足をむけねばならなかったであろうこと

をたいへん可愛いがり︑無分別の行動の多かった弟の面倒
をよくみてやったといわれる︒それは終生かわらなかった︒

も理解できる︒勝三といえども聖人君子ではなかったし︑

ことや︑身を処することきびしく︑公共のためには陰に陽

君子人﹂とたたえ︑武士道と商業道徳との調和をはかった

もいいと思うが︑勝三がなくなったとき新聞は﹁実業界の

だが︑羽目をはずすことはなかった︒茂樹の影響といって

実業家としてはそれなりのつきあいもあったにちがいないｏ

茂樹の学者︑翻訳者としての業績についてはまえに書い
たので︑ここでは勝三に焦点をしぼり︑その人となりにつ
いての片鱗を寸描し︑兄弟関係についても思うままを記し
てみたい︒普通世間では政治家や実業家は学者や教育家な
どとは人間的・性格的にウマがあわないもの︑したがって
仲がいいはずはなく︑それは血を分けた兄弟のぱあいでも

（2）

‐￨

に尽したことなどを特筆して報道している︒

して明治初年の社会福祉事業に寄与した︒この点で勝三は

る︒説明するまでもなく︑現在の東京の都養育院は江戸時

ガ︑ガラスなどの事業を起した先覚者であるが︑私はその

勝三はわが国ではじめて洋服裁縫︑製靴︑製革︑白レン

明治期におけるかくれた社会事業家であったといえる︒

代に松平楽翁公が非常災害時の費用や救貧事業にあてるた

なかでも製靴・製革事業をもっとも高く評価している︒そ

そのひとつのあらわれは養育院の事業に対する献身であ

めに拠出積立ていわゆる七分積金︵町入用費を三分に節減

れは︑養育院での院内授産や禄︵ろく︶を失った旧藩の子

いま日本人の日常生活に欠かすことが出来ないクッの製

して七分を積立てる︶によって明治五年に創立された総合
日をひかえて市内にいる居所不定の乞食浮浪者のかりこみ

法やその原料となっている皮革のなめし法は幕末から明治

弟のため︑いわゆる士族授産に役立てたからである︒

のための施設であったことは否定しないが︑それが動機と

の初年にかけて日本人の手ではどうにもならなかった︒や

的な社会の福祉施設である︒最初の意図はロシア皇太子来

なって近代的社会福祉施設として整備されていったことは

ためではなく︑洋式軍隊が組織されたので必要となった軍

むなく高価な外国の皮を買いいれていたが最初は一般人の

この事業をささえた基金は江戸市民がたくわえた共有金

靴をつくるためであった︒幸い日本にはケモノの皮が豊富

ら新たにつくられた営繕会議所︵のち東京会議所と改称︑

のカール・カツ︒ヘンは洋式調練にワラジぱきは不適当だか

和歌山ではじめられた︒旧和歌山藩の軍事教官︑ドイツ人

明治になってからの製革・製靴工業は相前後して東京と

kOノ

わが国の社会事業史上で高く一評価されている︒

のは渋沢栄一であり︑これに協力したのは西村勝三であっ

であるが︑明治になってこの基金の運営に最初から当った

会頭渋沢栄一︶に引継がれ︑のち東京府︑東京市の所管と

ら洋靴に改めるように進言した︒その結果故国からポーラ

が︑幕府の瓦解で着手にいたらなかった︒

なので外国から職人を呼びよせ製法を伝習させようとした

なって現在にいたったが︑そのようないきさつから府市時

ンド生れの洋式軽皮師アドルフ︒ルポスキーとドイツ人の

た︒幕府崩壊と共に七分積金は町会所︵まちがいしよ︶か

代を通じ生前まで渋沢は養育院長であった︒西村は渋沢の

靴づくりフリードリッヒ・ハイドケン︒ヘルがまねかれた︒

﹁南紀徳川史﹂によれば和歌山に西洋沓製法伝習所が開設

もとで副院長格として院の事業に尽力した︒その事業のひ
きとってクッづくりの技術を教えて独立させたり︑逆に工

されたのは明治四年である︒日本における洋靴製造の開基

とつとして︑院に収容中の少年たちを自分の製靴工場に引
場から養育院へ教師を派遣して院内授産の先鞭をつけたり
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であると書かれているが︑実は東京より一年おそい︒大阪

西村は三月十五日に創業したが︑その時雇入れた中国人

靴業者がいつの頃からか創始したことによるものであろう︒

の靴工は技術が未熟でものにはならなかった︒和歌山へ来

鎮台の需要を一手に収め紀州グッの名声を高めたが︑ドイ
ツ式製法はのち大阪に移って発展した︒

は承知しないで︑工場閉鎖後になって上京して築地に住み

はある日横浜へたずねた︒律義者だったルポスキーはすぐ

いる工場に技師としてまねかれていた︒これを知った西村

もの︑もう一つは弾直樹がアメリの革工チャールズ・ヘニ

西村の事業を助けた︒かれはのち警視庁所管の石川島監獄

ていたルポスキーはその後横浜の本牧で同国人が経営して

ンガーをやとってはじめたアメリカ式のものであった︒弾

所に製革場が設けられたとき囚人に製革法を修得させたが

東京には︑はじめ二つの源があった︒一つは西村勝三が

は幕政時代から関八州を中心とする十数カ国の皮革取締の

損失をまねき五年あまりで廃止された︒その後居留地で洋

明治三年に築地で中国人のクッづくりをやとってはじめた

あり着手は一年おくれていた︒

西村勝三が横浜でクッ店を開いていたオランダ人レマル

酒店をひらいたが明治三十年に六十四歳で病死した︒

特権を与えられたが︑事業開始は西村のすすめによってで
当時この種の工業は割にあわぬものとされていたが︑西

シャンに目をつけ礼を厚くして東京へまねいたのは明治六

村があえてこれに着手し︑のち弾にもすすめたのには理由
があった︒西村はかねて兵部省大輔大村益次郎にすすめら

この時から東京では本格的な欧州方式のクッづくりがはじ

められた︒レマルシャンは日本へきた靴工では第一級の技

年である︒弾のやとったヘニンガーより二年おそかったが︑

益をあげようということよりも︑この新しい企業の着手に

ていた︒レマルシャンはのち日本娘に入饗して帰化し開成

術者で機浜へくるまでは高知県に﹁履工﹂として雇用され

れながらためらっていたが︑その進言を大村の死後になっ

よって当時の最大問題であった士族授産と社会救済に役立

てうけいれたのは︑輸入品を排し︑国産靴を作り大いに国

てようと思ったからであった︒西村は佐倉藩出身の窮乏士

の靴﹂はレマルシャンをモデルにした小説で︑内容は事実

にもとづいてつくられている︒かれのもとからすぐれた日

学園の前身共立学校に学んだこともある︒高見順の﹁日本

本人靴工が出ているが︑西村が新しい企業をはじめるにあ

地入船町に靴工場を︑十月に製革工場を創業した︒金もう
ら着手していたであろう︒いま︑三月十五日がクッの日と

けのためなら大村のすすめをまつまでもなくもっと早くか

たり︑国際的視野から技能のすぐれた工人を発堀すること

族のうちから職人見習をえらび明治三年の三月十五日︑築

されているのは西村の創業日を長く記念するため皮革・製
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に努めこれを登用して厚遇したことは賞賛されてよい︒磯

は明治村に移築されている︒

の近くには彼が経営していたガラスエ場があったが︑いま

けは対照的にちがっていた︒︵日本英学史学会評議員︶

きてすごした兄弟でも死後のあつかいについての考え方だ

いをみとめた理由は不可能であるが︑一生を仲よく交って

葬されたということである︒同じ区内でこのような特別扱

火葬を嫌った茂樹だけは︑土葬の許されていた養源寺に埋

すべて佐倉藩の人々と共に本郷の麟祥院に葬られているが︑

収の﹁西村茂樹﹂の記述によれば︑西村家の祖先︑家族は

じられていた︒昭和女子大学の近代文学研究叢書︵六︶所

がんらい東京の朱引内︵旧十五区︶の寺院では土葬が禁

されたという︒

ていたが︑茂樹は火葬を嫌ったため︑駒込の養源寺に土葬

︵東洋大学の前身哲学館発祥の寺︶に葬られることになっ

である本郷竜田町の俗に﹁からたち寺﹂といわれる麟祥院

本人医師とでは診断がまちまちであった︒遺がいは菩提寺

なくなった︒死因についてはドイツの碩学ベルッと他の日

茂樹は勝三より五年はやく︑三十五年八月︑七十五歳で

村姓となったレマルシャンも東京で死んだ︒ルポスキーは
青山の外人墓地に︑磯村レマルシャンはやはり青山の一般
・勝三が築地で創業した製靴工場ははじめの伊勢勝を改め

墓地に葬られている︒

出身藩の佐倉と陸軍Ｑハッジにちなんで桜組とよんだが創
立の翌年︑向島須崎町に移り︑さらに明治三十六年には千
住に移った︒向島の桜組工場跡には西村勝三の石像︵はじ
め銅像・戦時中に供出︶をはじめ︑名工の頚碑がならんで
いた︒そのなかに﹁靴工列馬耳尚君之碑﹂という漢文で書
かれたものがあった︒三月十五日のクッの日にはいくつか
の碑のまえには花束などの供物がみられたが︑それは数年
前までのこと︒レマルシャソの碑のうしろには都清掃局の
し尿作業場ができたりして桜組跡地も臭気にみちた公害地
となったが︑いまではすべての記念碑がとり去られ土地も
買却されてあとかたもない︒

勝三は明治四十年一月︑七十二歳でなくなった︒死期が
招き死んだら解剖して医学上の参考にしてもらいたいと遺

迫っていることを自覚したかれは家族を遠ざけた主治医を

をいだいていた︒解剖の申し出は新聞紙上に大きく伝えら

言した︒盲腸周囲炎といってもガンではないかという疑念

たがおそらく火葬の上でのことであったであろう︒東海寺

れた︒葬儀は北品川の東海寺でおこなわれそこに埋葬され
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私の茶と禅
八その出合いと修行Ｖ

た別荘として︑数寄屋風の三階建ての・建物が作られました︒

すきや

時に︑幕末多事の折から望楼と万一の場合の避難所を兼ね

ての奥御殿です︒好文亭の階下に四畳半の茶室何晒庵が設

かろうあん

是が好文亭で︑精確に言えば平屋建ての部分が避難所とし

けられました︒烈公は当時の武家の教養として茶︵石州流︶

を好まれたのでした︒好文亭は質素剛健な水戸武士にふさ

やくじまとこぱしら

わしい簡素な物ですが︑茶室も同様で︑ただ薩摩藩公から

と欲す︒或るひと日く︑肥しきこと之を如何︒子日く︑君

私の両親は共に東京下町の庶民層の人で︑無学でした︒

てくれる物だと感じ入りました︒茶室が狭い事︑天井が低

に坐禅をしなくとも坐禅と同じような落ちついた気持にし

これ

藤村庸軒展が私共の発起で東京の五島美術館で七月中開

子之に居らば何の肥しきことか之あらん﹂の文に本づきま

伊豆山善太郎一

きゅういお

贈られた屋久島産つつじの床柱が異彩を放って居るだけで

しかんへん

かれ︑八月初旬には例年通り学生と埼玉平林寺で坐禅をし

す︒此の茶室は晒しいが︑私という君子が居るなら肥しい

商人の父は謡曲を塔みましたが茶は知りませんでした︒母

い事︑渋い壁の色︑明る過ぎず暗過ぎもしない微妙な彩光︑

いや

たに因んで︑八月十九日の毎日新聞夕刊の﹁茶の間﹂欄に

事はあるものかと力んで居るのです︒処で私は此の茶室が

す︒何肥庵の名称は﹃論語﹄子竿篇の﹁子︑九夷に居らん

﹁庸軒の茶・平林の禅﹂という題で随筆を書きました︒さ

気に入り︑時々出かけて︑人無き時には暫くジッと坐って

に至っては皆目風流を心得ませんでした︒そういう家庭に

それらの条件がもたすすばらしい精神的効果です︒これは

お

ぞかし御覧下さった方々もあろうかと存じます︒絃に重ね

居ました︒茶室というものは不思議な力を持って居る︑特

育った私が茶に関心を抱くようになったのは︑大正震災後

昔の大茶人の驚嘆すべき創造と申すべきであります︒それ

りき

て私の茶と禅に関して筆を執らせて戴きます︒

文部省の勤めをやめて水戸中学の修身と英語の教諭に赴任

から数年経て昭和四年春に姫路の高等学校に転じた時︑私

てんじよ﹄う

したからです︒水戸には梅で有名な借楽園があり︑園の中

が下宿した禅寺にある茶室に三・八の日に通って︑婦人方

さんばち

心で仙波湖に臨んだ形勝の地に好文亭があります︒天保十

に庸軒流の茶を教えておられた村上先生に入門する事にな

なりあき

三年︵一八四二︶藩主烈公斉昭の発起で公園が出来ました

（6）

りました︒釜日︵稽古日︶を私が希望して日曜にしていた

集﹄という漢詩集が残後百余年に刊行されましたが︑これ

かに儒を以て任じて居た事が分るのであります︒﹃庸軒詩

ンヤリした役に立たぬ儒者と賛をして居るのを見ますと秘

とまび

だき︑姫路在住の九年間稽古致しました︒昭和十三年の春︑

は茶家として唯一の物です︒庸軒はまた大徳寺の藍渓らの

禅に参じました︒庸軒の茶風を窺うに足る最大の作は︑京

になりましたが︑水戸に庸軒流が無い為め稽古が途絶えた

都黒谷金戒光明寺境内西翁院の淀看の席で︑勾配急な総屋

不思議な因縁で再び水戸に転じ︑高等学校に奉職すること
のは真に遺憾でした︒終戦間際の水戸の空襲は厳しいもの

根裏︑天井迄塗り廻した室床︑道安囲︵手前畳と客畳を壁

むろどこどうあんがこい

さいおうよどみ

で︑好文亭も焼けました︒終戦後十年を過ぎて︑幸い国庫

で仕切った構造︶の三畳の茶室は︑山崎の利休好みの待庵

こんかい

の補助を得て好文亭は再建されましたが︑その折︑私は茶

︵国宝︶に次ぐ伯びた席で︑重要文化財に指定されて居ます︒

たいあん

道の関係で再建委員会の委員の一人に選ばれ一管の力を致

庸軒七十三歳の時の作です︒﹁わび﹂﹁さび﹂を忘れて華美

わ

す事が出来ましたのは︑何肥庵に刺激されて茶に志すに至

に隠者の孤高の精神︑殊に禅があります︒今や世界的に名

賛沢に奔る時︑茶は堕落致します︒﹁わび﹂﹁さび﹂の根本

わ

ところで庸軒流ですが︑それは利休の孫に当る陀び茶人

は利休の弟子で北野大茶湯にも参加し久田流の祖となった

い坐ますが京の大呉服商藤村家の養子になりました︒実父

からです︒鉄斎は若い時神官をした事もあります︒儒仏二

前の祖先の富岡以直が︑心学の祖石田梅岩の高弟であった

づけます︒抑も︑富岡家の家学は心学でした︒鉄斎の数代

文人画家の鉄斎が学者茶人庸珊を敬慕したのは当然とうな

L／ノ

った者として感無量なるものがあります︒

一六五八︶の高弟で︑宗旦の四天王の

そうたん

千宗旦︵一五七八

はない︒儒者じゃ﹂と言ったそうですが︑その学者画家・

を知られて居る京都の大画家故富岡鉄斎は﹁わしは画家で

人です︒庸肝は﹁茶人文盲﹂といはれる中にあって︑儒学

教の造詣も浅からぬようです︒此の宗教的道徳的基礎が鉄

ひさだ

一人藤村庸軒︵一六一三

一六九九︶の流儀であります︒

庸軒は近江源氏佐々木氏の臣久田宗栄の子で本名を政直と

を初め三宅亡羊に︑其の残後は更に山崎闇斎に学びました︒

斎の画格を高いものにして居るのです︒

？もんもう

で師道極めて厳その講義の間弟子一人として師の顔を仰ぎ

闇斎は大義名分を重んじた倫理至上主義者として著名な人

たんぱ

只今梅岩の心学に触れましたので心学に就いて一言致し

ます︒石田梅岩︵一六八五

一七四四︶名は勘平︑丹波の

のそのような厳師に師事した庸軒の心事は誠に尊いと存じ

見る者がなかったと伝えられて居ます︒数年自分より年少

農家の出ですが︑京の商家に奉公し四十二歳で主家を辞し︑

ダル

ます︒八十七歳の時の画像に﹁忙然老腐儒云々﹂即ちポ

／ 庁 、

の社会的地位の向上を図ったのです︒その出版は公儀のお

を得るに異らずと主張し︑町人に道を説いて徳性を養い其

著﹃都部問答﹄に於いて商人が正当の利を得るは武士が禄

世人に理解されず商人が卑しめられて居るのに奮起し︑主︑

主として町人の為めの道徳教化運動を始めました︒商業が

禅の公案に類する物もあるのです︒心学は庶民禅といって

ります︒併し心学には静坐︵坐禅︶修行もあり策間という

津々︑明治以後も色々の形で出版され世人に愛読されてお

しましょう︒いかにも﹃鳩翁道話﹄の如きは文学的で興味

事であります︒心学といいますと︑世人は多分道話を聯想

れは心学が一定の教理を持つものでないのでやむを得ない

仏教に深入りし時に神道を奉ずる者があり︑様々ですがこ

もよいかと思います︒此の事は残念乍ら世間に知られてを

きゅう

朱子学を学び︑性を知る為めに小栗了雲居士に就いて禅を

各めを覚悟の上行われました︒梅岩は独学で吉田神道及び
学び見性の体験を得ました︒その体験を基礎に神儒仏の何

りません︒殊に中沢道二を開祖とする参前舎は禅的色彩が

けんしょう

れにも片寄らず︑﹁一法ヲ捨テズ一法二泥マズ﹂老荘百家

比較的強く︑明治の舎主で道話の名手であり禅界には﹃坐

なづ

衆技まで取るべきものは取り上げて︑性を知り道義を向上︑

禅の捷径﹄の名著で知られて居る川尻宝琴︑その法嗣早野

ほつす

させようと努力を重ねたのです︒極めて寛容自由な実践的

柏蔭︑柏蔭の法嗣山田敬斎の諸先生皆禅者であります︒私

きん

態度であります︒六十歳で残する迄道の為め不自由な独身

の父は川尻門下で︑私は少年時代時折先生の道話を聞かさ

ちか桑ち

生活を続けました︒幸い手島堵庵の如き偉才が後継者とな

れ深く感銘しました︒私は大正六年高校二年生の時以来︑

てじまとあん

り︑布教組織が整い大いに発展しました︒堵庵の高弟中沢

りたいと思ったのです︒道話に用はなく︑禅を求めて入門

にちようまち

道二は江戸に下って道を広め︑町人は元より大名旗本迄門

した︒身心共に弱く厭世的だった私は︑何とかして強くな

家に近い下谷二長町の参前舎に出入し早野先生に参禅しま

した︒朱子学の用語﹁性﹂は一般に通じ難き為め堵庵の時

したのです︒六年前先輩山田氏の逝去の後︑参前舎に関係

どうに

下に加はる盛況を呈しました︒一時心学は全国に拡がりま

の称も堵庵以↑釆です︒心学は本心の学の意であります︒処

から専ら﹁本心﹂の称を用いるようになりました︒﹁心学﹂

す︒

︵参前舎主︶

するようになったのは︑右のような事情によるのでありま

で梅岩には形而上学的理論と共に社会批判的要素が強かっ
たのですが︑堵庵以来内省的個人修養的の性格が強まり︑

従って禅的とも言える性格が濃くなりました︒心学二百余
年の歴史を見ますと︑心学者は人により儒教に傾き或いは
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の向上

国だ︑話の前提が違うのだから︑相手方を納得させること

論義の相手を理解させ︑納得させるには︑共通の土俵︑

が出来ない︒

私は︑昔から︑次のようなことを先ず共通の土俵として

共通の前提が必要である︒

﹁人間は︑生物の一種属である﹂

認め合った上で︑議論をして来た︒

このことは︑誰も否認しない︒

そして﹁生物には︑種族繁栄︵自己保存自己充実も︑そ

の根底に含まれる︶の本能がある﹂このことも誰も異存が
ないと思われる︒

﹁承染ず﹂も︑﹁蝶々﹂も︑﹁犬﹂も﹁淵﹂も︑誰から

教えられ︑誰から命ぜられなくとも︑環境をよりよくし︑

ったことではない︑植物とて同じことだ︒

栄養をあさり︑雌雄の生殖細胞の合対を求める︒動物に限

人間も︑生物の一種属として︑この本能から︑離れられ

この本能達成に適合する︑この種族繁栄の本能充足に︑

ない︒

値であり︑善であり︑正義である︒

よりよく合致する︑奉仕するものが︑人類にとって︑有価

かな生活内容をもって︑子孫をふやしてゆく︒このことが︑

人間が文化︵物心両面にわたって︶を向上し︑よりゆた

人間生活のものさしは︑不変であると確信している︒

でたっても平行線だ︒たとえば︑政治問題で︑一方の人は︑

立場の違う人と論じ合う︒立場が違うのだから︑いつま

るだけである︒

方︑物の見方が︑時代と環境に応じて︑変ったかに思わせ

るものではないと私は確信している︒ただ︑そのあらわれ

しかし︑何が正しいかという本当のものさしは︑そう変

価値と見る風潮さえある︒

などとという昔の修身の徳目は︑色あせたというより︑逆

成程︑﹁親を大切にする﹂︑﹁純潔を守る﹂︑﹁質素に暮す﹂

当のところ︑自信がもてません﹂

のか︑何が立派なことなのか︑子供たちに教えるのに︑本

﹁世の中がすっかり︑変ってしまって︑何が正しいことな

田舎から︑小学校の校長先生が訪ねて来られた︒日く︑

井手成三

八人間生活のものさしＶ

化

アメリカは︑平和愛好国だ︒一方の人は︑中共は平和愛好
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文

人類永遠の理想なのである︒いろいろの事物は︑このこと

．次方程式﹂式の考えに過ぎない︒肉親の縁を切る︑肉

値だ︑正しくないという判断がでるが︑そのような判断は

の判断がなされる︒

指導役となり︑自分の子供こそはないが︑村人全体の種族

親による有形無形の煩悩から超越して初めて︑村人のよき

に合致しているか否かによって︑正義か︑善か︑有価値か

ふ

電気に関する発明︑このことは︑人類に︑生活内容の充
実向上を与え︑この限りある地上に︑より多くの人間が増

観じ得るだろう︒

繁栄に資しているというに至たって︑はじめて︑有価値と

先ず︑一血縁集団︑一事業体集団︑一地域社会集団︑一

なかで︑最も効率的実証的に行われている︒

団︑そして︑現時点では︑国家という綜合的な民族集団の

集団︑会社工場等の事業体集団︑隣組町村等の地域社会集

この人類理想達成への営承は︑夫婦︑親子︑親戚の血縁

てゆくものが︑正であり︑善なのである︒

の地球上にふえてゆくことなのである︒このことに役立っ

く︑人類が全体として︑ゆたかな生活内容をもちつつ︑こ

人類の理想は︑ひとりだけの︑その子孫だけの繁栄でな

え︑ゆたかに暮らす条件をもたらした︒エヂソンは︑人類
の恩人である︒宇宙開発を可能にする一群の科学者達は︑
無限の未来を人類に開いた英雄である︒

釈迦の悟り︑キリストの愛が︑有価値であるが︑いずれ
も︑このものさしで︑はからるべきである︒
﹁親不孝﹂と﹁親孝行﹂︑﹁フリー・セックス﹂と﹁純潔﹂

何れが望ましいか︑このものさしで︑判断せられる○

一人の男が︑沢山の女と関係をもって︑多くの子供を産

ことだというような．次方程式﹂式の結論が見出される

国家内で︑全員が力を協わせて︑今日よりは明日︑明日よ

ませる︒これで︑種族繁栄の本能に合っているから︑良い

ものではない︒家庭も除くととのえないで︑多くの子供

りは明後日と︑より充実した人間生活内容の実現をめざす︑

あす

の養育にも眼がとどかない︒子供達は︑未熟粗野に生い立

いつつ︑相携えつつ︑その総和が︑一地域集団の︑一国家

あさつて

ち︑隣人︑集団社会の厄介者となる︒

すなわち︑文化を向上する︒お互いに︑他の集団と︑相競

昔︵今ではない︶坊さん︵真宗は別だが︶は︑村での知
識的な指導者であり︑村人の家庭のもめごとやら何やらの

これが現実の人類発展の姿である︒全人類の発展の姿で

の︑そして︑全人類の文化向上に結集されてゆくのである︒

もカトリックの神父は︑そうだ︒それでは︑子ができるわ

事業体︑地域社会︑国家︑特に具体的な国家における人間

ある︒全人類の全体の種族の繁栄だからといって︑家庭︑

みのう え

身上相談引受所の役を果たしていた．妻帯をしないｌ今
けはない︑種族繁栄の本能充足に反するではないか︑無価
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ソ連はソ連︑アメリカはアメリカ︑スイスはスイス︑印

認しての世界国家というような考え方は︑空理に過ぎない︒

の営桑を離れての︑若しかしたら︑具体的国家の役割を否

という個人主義︑自由主義︑資本主義︵これまた︑多くの

し︑生産財を私有し︑働いて得た所得は︑自己に帰属する

設が発達している国では︑国民が自由に考え︑自由に工夫

我が国を正しく見つめて︑何れの体制が︑我が国に適し

修正を加えつつ︶が︑適している国もあろう︒

なやり方で︑その国その国の国民全体の物心両面の向上を︑

ているか︑このことについては︑賢明な皆様の御判断に待

度は印度で︑それぞれの環境︑条件に応じて︑最も実動的
今日よりは明日︑明日よりは明後日と︑努めているのであ

︵特別会員愛知学院大学教授︶

ちたいと思う︒

下に大衆に働いてもらう︑頑張ってもらう︑場合によって

ばならぬが︑政治とか外交とかには道徳は適用されない︒

﹁政治と道徳は関係がない︒個人としては道徳を守らね

木下広居

道徳の復興︵二十五︶

政治は力か

る︒地球上のそれぞれの地域で︑ソ連丸︑アメリカ丸︑ス
イス丸︑印度丸は人類全体の文化向上の役割を果たそうと
しているＯ地球上のすべての国食の︑その地域における文
化の向上が総和として︑人類理想達成への実行である︒
国際連合機構も︑地球上のすべての国々が︑その国民が︑

お互いに情報を知識を︑力を供与し合うことにより︑全人
あり︑評価せられているのである︒

類の繁栄発展を希望し︑実現することに︑その存在意義が
尤大な人口を抱え︑教育が普及していない︑そして︑生
産施設が低い国︒そこに︑生産財を公有し︑エリート集団

は労働服務を強制する︑そして︑その配分は平等にする︒

が企画し決定した生産その他の国家計画があり︑その統制

全体主義︑統制主義︑ノルマ主義が基本体制︵もちろん︑

段を問わぬものだ﹂

国家的・政治的目的を達成すればいいのであって︑その手

る思想だ︒この物の考えに対して︑最も力強く反対して来

というのが︑日本で流行して来た︑否︑現に通用してい

時に応じて多くの修正を加えつつ︶であることが︑適して
国民の資質が勤勉であり︑教育が普及し︑高度の生産施

いる国もあるであろう︒
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に役立つことなら是認される︒君主も大臣も聖人君子を目

国から滅ぼされる︒覇道に限る︒君主は獅子であると共に︑

ざしてはならぬ︒王道を実践しようとしたら︑たちまち隣

たのが西村会祖だった︒

中国では修身斉家・治国平天下といった︒身を修めたも

七一︶フランスのナポレオン三世

ビスマルクは︑デンマーク︑オーストリア︑フランスを

国強兵の思想を日本に持ち帰ったことはいうまでもない︒

を減したドイツ帝国の国威に感激した日本の留学生が︑富

致していた︒︵一八七○

ちょうど明治維新︵一八六八︶がドイツ帝国の誕生と一

ずるい狐でなくてはならぬ︒

のが家をととのえ︑その同じ精神によって国家を治め世界
に平和をもたらすことが当然である︒身を修めることがで
きず︑斉家の能力なき者が︑政治家になるべきでない︑と
いうことだ︒

ヨーロッパでも︑古代ギリシャにおいて哲学者たちは道
の行なわれるところが国家でなくてはならぬ︑といった︒
ローマで栄えたストアの思想もそうだ︒理性の支配だ︒

ホーエンッォルレルン王家のためなら︑どんなことでもや

相手の戦争に勝って︑プロシャの中心のドイをつくった︒

った︒まず︑議会と衝突した︒議会の予算委員会が軍備拡

中世のキリスト教は神の法に従うものが政治であり政治

張に反対すると︑憲法を無視して勝手な支出をした︒ビス

家だ︒国王の支配は絶対のものでなく︑神法によって制限
され︑統制されたものであった︒イスラム教も同じ目標を

﹁議会は反抗し︑復讐して来るかも知れません︒その時︑

国王ウィルヘルム一世にいった︒

たのだ︒鉄血宰相のアダ名で呼ばれるようになった︒彼は

といった︒戦争によって︑すべては解決できる︑といっ

と血によるのでなければ何もできない﹂

﹁現代の問題は演説や多数決によって解決できない︒鉄

マルクは︑

持った︒

ところがルネッサンスになると︑中世の信仰と道徳の制
んじた︒政治は何ものにも制約されぬ権力の獲得と維持と

約から解放されて︑個人の慾望と能力を発揮することを重

許れるとした︒

拡大を目標とした︒この目的のためには︑いかなる手段も
その代表的人物はマキアベリーだ︒目的をを達成するた
めには手段を択ばず︒ウソ︑詐欺︑脅迫︑買収︑殺人︑泥

のない殺され方をしてはいけません︒勇敢に︑自分のやっ

陛下は︑フランス革命におけるルイ十六世のような意気地

たことが正しかったという信念をもって︑チャールズ一世

棒など︑何でも許される︑とした︒﹁目的は手段を神聖に
どんな凶悪なことでも︑非人道的なことでも︑国家権力

する﹂という思想だ︒

﹃ｌユ

ワ︼

︑Ｉノ

／１Ｎ

ド︵聾国庫︒ａ︲目冒目四切言の口冒︒民昏︶のように議会の弾

四兆円で東京都知事候補に買われた秦野章が同じことをい

佐藤を見れば分かる︒佐藤が﹁政治は力なり﹂といえば︑

して︑政策の勉強もしなければ演説もしない︒佐藤には投

何もできない︑ということだ︒議員は皆︑カネ集めに専念

カネがあれば政治目的を達することができる︒無ければ

っている︒

のように死んで頂きたい﹂その代り︑私もストラッフォー
劾を受けて殺される覚悟があります﹂といった︒
ック教を弾圧した︵︻巳日屍屍四日亘︶︒社会主義を唱える

票したくないのだが︑カネを貰わねば議席を維持できず︑

ビスマルクはフランスに味方するからといって︑カトリ

は︑すべて国賊︵幻①旨冨詐冒ｅだった︒

うことをきているのだ︑と異口同音にいっている有様だ︒

選挙にも勝てず︑次官にも大臣にもなれぬから︑佐藤のい

社会民主党を抑えつけ迫害した︒ビスマルクに反対する者
しかし︑弾圧も追放も効果がなかった︒

のちもいらず︑名もいらず︑カネもいらん﹂といった︒国

西郷隆盛は﹁正を踏んで怖るるなかれ﹂といった︒﹁い

カトリック教は中央党を作って勢力を伸ばし︑社会民主
マキアベリズムはヒトラーが出ると︑一層極端な動きを

党は第一党になってしまう︒

家と文明の目的は道が普ねく行なわれることだ︒

今の﹁政治屋﹂には自分と派閥の利益しかない︒党あっ

した︒八百万のユダヤ人を毒ガスで殺し︑その肉体を完全
利用して石ケンや毛布を造ったのだ︒マキァベリーによれ

て国家国民がない︒そういうことで誰が信頼するものか︒

﹁私ども日本人の︑一億人が皆佐藤首相を信頼しており

バス・ガールが︑

最近の新聞によると︑アメリカ人を乗せた遊覧寺ハスで︑

しかるに︑まだ︑国民をダマせるつもりらしい︒

ば︑政治目的を達するためには︑どんな手段でも許される
のだ︒

ところが︑最近の日本政界において﹁政治は力なり﹂と
いう言葉が大流行だ︒誰でも知っているように︑原敬の言
葉だ︒盛岡の原敬記念館の前には︑この文字を原敬が書い

といったそうだ︒それを伝え聞いた保利官房長官は首相

ます﹂

イド嬢に贈呈した︑という︒ｌ︲勲一等でもやるがいい︒

に話して︑いっしょに大喜びをした︒ブローチを買ってガ

この﹁力﹂とは何か︒腕力にあらず︑武力にあらず︑金

て石碑に彫ってある︒

を沢山当選させれば政権が取れる︑ということだ︒この戦

次の話題は︑こういうことだ︒佐藤首相が発表したこと

力のことにちがいない︒財界の援助によって自派の候補者
術を学んだ者に吉田茂︑その政治学校の生徒たる岸︑池田︑
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とがある︒

は︑科学技術庁長官時代に︑ド零コール大統領と会見したこ
ドゴールは︑あとで︑

﹁はじめてアジアの政治家らしい政治家と話して面白か

といった︑というのだ︒これも︑あやしいものだ︒ヘタ

った﹂

政府の腐敗と汚職を︑見ていて黙っているのが与党だろ

ごく少数かも知れぬ︒しかし︑

うか︒なるほど与党は三百議席以上を持っている︒野党は

﹁自ら︑かえりゑて直ぐんぱ千万人と雛も吾往かん﹂

といわれて来たではないか︒勝敗は問題にならぬ︒国民の

済︵食︶にあらず︑﹁信﹂の一宇だ︒民信なくんぱ立たず︒

今は論語にいうように︑急務は軍備︵兵︶にあらず︑経

不満と疑問と不信感を代弁する義務があるではないか︒

て︑どの新聞に出たのか︒証拠を見ないうちは︑ウソと断

な細工は︑しないがいい︒どういう記者にド・コールが話し
定するほかない︑のが常識だ︒

今日の政治は人民の信頼を失っている︒﹁信﹂を取りも

政は正なり︒腐敗と汚職をやめ︑信頼を回復することだ︒

どすのは大変な仕事だ︒まず︑国会における話し合いで国
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まだある︒ある社会党幹部が記者に話した︒
﹁我々は︑さきに行なわれた自民党総裁選挙に疑惑を持っ

国民の中の不満の一つが︑三島事件となって現われた︒

民が納得するようにしてもらいたい︒

とは思わない︒全く信用できないのだ︒ああいう手続は国

時代錯誤は問題だ︒

自衛隊を扇動してクーデターをやらせよう︑というような

ている︒縞麗な︑フェアプレーで総裁・首相が選らばれた

国会で︑内閣不信任案を提出して弾劾するわけにも行かず

民不在のものである︒しかし︑それかといって︑この次の

る﹂などほめて︑参議院に推薦したごときは無責任だ︒同

この楯の会会長三島由紀夫を首相が﹁国を守る気慨があ

何たるダラシ無さだ︒与党の総裁︵即ち首相︶選挙が信

じような考えらしい今東光︑石原慎太郎氏らは国会の本会

Ｉ﹂
用できないのなら︑不信任案を提出して攻撃するのが当然

︵本会理事専大教授︶

だ︒それが国民を代表する野党の任務ではないか︒そうい

器

議で三島との相異を弁明すべきだ︒

器

う演説が広く報道される︒それによって︑与党よりも野党

労

が信頼できる︑と思うなら︑民衆は次の総選挙で︑野党を
会議場は︑最も有効な選挙運動の会場だ︒

第一党にするだろう︒そういうことが可能なのだ︒議院本

壬

北ベトナムの現情と将来
ｌその経済・社会・軍事の情勢Ｉ

枯渇状態の経済戦力
政府内の左派に対して右派のまき返しを可能にした北ベトナムの
経済状態はどうであるかということを簡単に申し上げますと︑食極
たがって国民の厭戦気分がかなり盛り上っておりまして︑ちょっと

を中心と致しますところの経済戦力が︑枯渇しかけております︒し

んでもありません︒また左翼の考え方に反発するからそういうこと

おさえがたいような状態であります︒これは私の単なる想像でもな
を云っているわけでもありません︒

私も学者のはしくれといたしまして客観的に物ごとをゑるよう努
力しておりますので︑以下申し上げますこと︑また結論的に申し上
げましたことは︑労働党が出しておりますところの党の機関紙ニヤ
ンザンｚ言︒ｐ四二︑それから北ベトナム人民軍の機関紙でありま
また︑党の理論誌たるホクタプ国︒︒弓号︵漢字で書くと学習とな

すところのクワンドイニヤンザンＣ目己ｐｇｚ冨昌口画ごそれから
ります︶その他経済研究であるとか︑歴史研究であるとか︑彼らの

山下正雄

ていても︑長年ふておりますとかくしきれないところが沢山あ｜りま

公式文書をもとにしているのであります︒いかに宣伝を立て前とし

す︒それからまた彼等は自己批判というのが立て前でありますから

多少緩和した形であっても自己批判をいたします︒そういうものを

まず食糧生産ですが︑米を中心としまして︑年々不作でありまし

見ておりますと︑先のような結論に達するわけであります︒

た︒とても現地軍を養い︑二千万の国民を食わしていくことはでき

の五月に一回と︑二回とれます︒やはり秋の方が多くて全収穫量の

ません︒あそこの国は︑昨今二期作が大体普及しておりまして旧暦

三分の二とれます︒この二回でもってヘクタール当たり年五トン収

種したものは﹃労働英雄﹄にするとて︑大いにはつばをかけ努力を

かりでなく︑いろんな一︑ネージメントの問題とか営農資材の不足と

したんですけれども︑なかなかうまくいかない︒労働力の不足ば

か︑農民の抵抗ということでどうもうまくいっておりません︒海外

とどんどん出来ているといいますけれども︑国内で出しているとこ

放送では宣伝の意味で年五トン︑あるところでは年八トン︑九トン
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ろの前記の機関紙などを見ますと︑必ずしもそううまくいっている

んじゃない︑そんなものバカバカしくて買えるか︑ただじゃないの

考えられないようなことが横行している︒バケツの生産ができない

だから︑というわけです︒そういう農民の傾向であります︒じゃ︑

わけではない︒非常に苦慮しているようです︒特に七○年の食糧増
産計画については全力を挙げてやれ︑われわれの食糧需給はまだ不

農民は遊んでいるのかというとそうではありませんで︑農民は自分

表芸の方はさっぱりやらない︒これも困ったものだと嘆いておりま

いということになっているが︑これに全力を挙げている︒合作社の

は勝手にものを作っても良いのです︒作ったものは勝手に売って良

は中共でもソ連でも大体同じで︑合作社が保有する耕地面積の五％

野菜を作ったりしている︒これを日留地といっておりますが︑これ

の裏庭では夢中になってやっている︒鶏を飼ったり豚を飼ったり︑

安定だとはっきりいっております︒

さっき農民の抵抗ということを申し上げましたが︑なにせ︑統一
から︑ちょっとにらまれますと︑食糧の配給量がぐっと減ってくる︒

経営︑統一指導で︑しかも独裁的に合作社の管理局でやるわけです
農作業は点数制になっているわけですが︑その点数をつけるのは管
理局なのです︒その点数によって食糧が配給されるのです︒よく爆

すが︑そういう状態です︒したがって食糧自給の困難さというのは︑

弾がおっこって来て道路が破壊されたとかいうのでかり出されてい
けば︑働いているのですけれども︑それは︑点数から削除されるわ

非常にひどいものです︒

さらに︑これに輪をかけておりますのは︑男子労働力の不足です︒

けです︒お前は畑も田もやらなかったではないか︑道路工事はサー

なんといっても戦争をやっておりますから︑徴兵︑徴用で男子労働

ビスなんだ︒だから減るのは当り前だ︑というわけです︒中共です
らそういうことはやっておりません︒これではやり切れなくなるの

力の流失がひどく︑その点も大きな影響を与えております︒

ジャーなどというのは小学校三年程度の知識しかもっていないのが

なにしろ百数十戸程度の村の合作社のことですから︑そこのマネー

さっき申しました管理局でありますけれども︑管理局といっても︑

は当たり前でして︑自然さぼる︒たとえば収穫時には︑作業開始の

ない︒これは困ったものだと︑総理がみずから全国放送までしてい

らして︑稲は黄色くなっているのだけれども︑それを刈ろうとはし

さえできないものがある︒ときどき集めて研修をやっているが︑効

普通です︒したがって中央から次から次へと指示を与えても︑理解

合図に鐘︵カネ︶をならすのですが︑出てはくるけれども︑ぶらぶ

の機関紙はいつもいっています︒

ありません︒これも困ったものですが︑戦時下では早急に解決でき

果はなかなかあがらないそうです︒管理能力が低いのはいうまでも

る︒こういうことにならないよう各級幹部は指導を強化せよと︑党

またよく︑早魅︵かんばつ︶がございます︒ところが︑給水施設

するものですから︑事態は悪化する一方でした︒左派が優位に立つ

しかるに︑左派が農繁期にさえ学習などイデオロギーエ作を強行

るようなものではない︒だから農業は院路だらけとなっています︒

がこわれているところが少なくないし補修能力もない︒それなら運
河からバケツででも水をくんでこなければいけないのですが︑その
い用意しておいたらどうかと思うが︑これがない︒このように普通

バケツさえもないとことろが多い︒毎年のことですからバケツぐら
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てから短期間のうちに転落した原因はこういうところにあると考え
られます︒

職場に横行する無責任
それから動力を含めた工業ですが︑これはそういう食糧増産を支
援するためにあるという立て前になっております︒農機具︑例えば
給排水ポンプでありますとかカルチベーターでありますとか︑ある
いは農薬とかいろんなものがありますが︑そういうものを早急につ
くれ︑という立て前になっておるのであります︒ところがこれにも
また︑労働不安というものがあります︒都市住民の生活は非常に苦
める︑だけどわれわれも改善すべく努力しているのだと︑おまけが

しいということは党の機関紙で始終いっていることです︒それは認
ついておりますが︑非常に苦しいということは認めております︒し
コだけついていつの間にか消えてなくなるものがいっぱいいる︒そ

たがって工場の労働者は︑とかくアル掃くイトの方が忙しく︑朝ハン

れから︑工場にいても機械をいじくっている間に横流しするための
ものを作っている︒甚だしきに至っては無断欠勤するものが︑この
節続出しています︒

作業時間中よく学習といって集まっているけれども︑要するに一
休みするための場合が少なくない︒このような具合で労働規律の乱
脈にはほとほと閉口しているということを︑副総理であり政治局員
でもあるレー・ダイン・ギーが何回も党の理論誌の中で嘆くと同時
にこれではいかんとやかましくきめつけております︒
なぜそういうことをやるかというと︑先述のように食糧の配給が
不十分ですから︑それだけでは生きていかれません︒ヤミのものを

手に入れるには賃金だけでは足りないのです︒さらに︑北では疎開

いというので家族が田舎の方に行ったままで︑二軒世帯になってい

が十分にとかれていません︒いつまた北爆が再開されるかわからな

るものがかなりあります︒大体賃金が少ないのにいつまでも二軒世

帯でたまるかというのが︑一般の考え方のようであります︒昨今疎

さらに疎開工場というものもまだ残っておりまして品近北ベトナ

開解除の動きがあるのはそのためでしょう︒

ムに行った人たちもそういうところを見ておりますが︑労働条件は

ひどいようです︒山腹を利用して地下工場なども作っているようで

すが︑そういうところで働くのは容易でない︒栄菱が悪くて食べ物

もあまり食べていないような人間が︑そういう所でしぼられたので

はたまったものではない︒およそ工場の能率的運営となればインテ

いものです︒思想家出身の幹部で工業にはずぶの素人が威張ってい

リを活用せねばなりますまい︒しかるにこの国では彼らの地位は低

ます︒そうなると工場の技師たちも自然マジメにやりません︒万事

とになれば︑生産性はもちろん生産量もあがらないのが普通でしょ

形式的になって無責任がいたるところで横行している︒こういうこ

う︒農業支援などといってもろくなものはできない︒量もできなけ

ったが︑全部規格はずれで︑農民に支給したら三日ぐらいでこわれ

れば質も悪い︒このあいだ八○○万個近い農機具を中央の工場で作

問題になっている︒

てしまった︒労力と盗材の浪費といえましょう︒これもやかましい

それから︑中ソの援助でありますが︑これも本来ならレー・ダイ

ン・ギー副首相がいうように十分活用すべきでしょう︒この人は年

がら年中︑ソ連とか東欧とか中共をまわって援助物資をもらってく
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るわけです︒ところがそれをせっかくもってきても︑ハイフォンの

る部隊をたくさん作って︑優秀な将兵をそこへ集中し︑相手の神経

中枢に痛打を与える︒︵現に今年になりましてもあちこちで︑そう

いう攻撃をかけているといわれております︶全面戦争はやらず︑特

倉庫が不足で野積ゑになっている場合が少なくない︒それから荷役
そこらに置いておく︒雨も降れば風も吹くので中身のものがめちゃ

が乱暴ですから︑箱がこわれてしまう︒こわれてもかまわないから

の注意をはらってもらいたいといっています︒また特攻隊というの

んなことではいけないから各部隊長は秘密の厳守ということに一層

の弾薬集積所がどこにあるとか︑いろんなことをみんな口走る︒こ

ぐ白状してしまう︒なかには脱走して敵に投降し︑そして自分の方

て︑とかく秘密がもれてこまる︒たとえばけがをしてつかまるとす

さとられてはこまる︒ところが我々の部隊の中には等ハカものがおっ

そういうことをやるとなれば当然奇襲攻撃しかない︒敵に秘密を

攻でかせごうというわけです︒

た倉庫に入れておいても機械などの部品がすぐなくなってしまう︒

くちゃになってしまう︒そういうケースが非常に多い︒それからま
ドロポーがはいるのです︒こういう事態は中・ソもよく承知しおり
ます︒昨年︑ホー・チ・ミンの葬儀にコスイギンがやって来た際︑
ンも聞いて知っているから︑よく実状をゑて今後の参考にしたいと

なぜハイフォンを視察したかといいますと︑そういう話をコスイギ

ひや汗をかいたという趣旨のことを党の機関紙で告白しています︒

思ったからです︒その時にレー・ダイン・ギー副首相はお伴をして︑

います︒武器弾薬は社会主義諸国からの援助でもらっているけれど

は人数が少ないのだから︑隊員の訓練には全力をあげろともいって

そういうところにもってきて︑輸送の院路が多い︒道路は悪く︑

つまり俺の顔をどうしてくれるかということです︒

てもらわなければいけないといい︑また﹃原始的兵器﹄といえども

これを徹底的に利用せよといっているところから察せられます︒新

も︑足りないことは︑彼が︑この論文で一銃一弾といえども節約し

しい方針のもう一つの柱は兵力の温存ということです︒少々相手を

鉄道は半身不随です︒燃料も欠乏しているし︑車も少ない︒このよ
いけれどもちょっとやそっとでは回復しがたい状況に近くなってい

が低下していることです︒これの養成はそう簡単にできるものでは

が非常に苦にやんでいるのは︑第一線に立つ下級将校や下士官の質

は︑兵力の温存を考えるべきだといっております︒それに関連し彼

だから︑いまは新兵が多い︑再訓練して再び軍容を盛んにするまで

方では困る︒わが方は長年の戦争で優秀な将兵を多数失っているの

とすれば︑こっちにも死者が出るのは当り前ではないかという考え

をやめろ︑兵力の温存ということを考えろ︒相手に損害を与えよう

やっつけても︑わが方に損害が出るような状態であるとすれば戦闘

うな状態でありますので︑北の経済戦力というものは︑北爆こそな
るように思われます︒

戦力温存を旨とする軍の再編成
このような戦力でどういう戦争をしたらよいのかということをは
っきり打ち出したのが︑去年の十二月人民軍の二十五周年に当たり
ましてボー・グエン・ザップ大将が発表した論文です︒戦略の一大
転換と︲いうことができましょう︒その骨子は少数精鋭の特攻隊を中

心として軍を再編成することです︒小さいが装備のよい機動力のあ
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ありませんから︑当然正規戦は当分見送るということになる︒ゲリ

現実主義者の党主流としましては︑なんらかの形で戦争の終結とい

まで盛り上げるということは容易ならざることでしょう︒ですから

しているような印象を受けますが︑そうではないようです︒一九六

無条件で妥結したいと考えているわけでありません︒特に党内に有

ます︒ただ彼らとしましても決して敗戦主義者ではありませんので︑

うことを考えているのではないかと思われるふしがいろいろござい

ラ戦で時をかせごうということです︒

七年にアメリカが全力を挙げてサーチ．アンド・デストロイをやり

ゃ処置に窮しましょう︒しかしながら今後何年戦っても︑当初予想

力な左派があるわけですから︑主流派としてもゼロ回答されたんじ

日本の報道機関の解説記事をふますと︑彼等はゲリラ戦を本命と

ました時︑これをかわして相手に打撃を与えたのは誰かというと︑

したような勝利は容易に獲得できないということになりますと︑こ

当時駐南ベトナム車蝦高司令官でありましたグエン・チー・ダイン

まあ︑一寸断定的なことは申せまんが︑指導部は現実主義者だか

という大将であります︒ところが︑彼も六七年の戦闘におきまして

ら次第によれば話ができないこともないという点を忘れてはなりま

りかえつつある︑というのが現状かと思われます︒

﹁ゲリラ戦だけで戦争に勝てると思ったらとんでもない︒ゲリラは

れまた考えざるを得ない︒ひらたく云えば︑条件闘争という形に切

基本ではあるがあれだけの武力を持っているアメリカ軍をやっつけ

は︑条件闘争の話などできるものでありませんから︑もし話を進め

すまい︒しかしパリ会談でお互いに公式声明を交換しているようで

重傷をおってハノイまでつれて来たのですが︑遂にハノイの陸軍病

るためには︑それだけではダメだ︒どうしても通常戦において敵を

院で落命しております︒このダイン大将がどういう事をいったか︒

撃滅しなければいけない︒ゲリラ戦と通常戦とは平行して行なうべ

ク・トーがパリをたっとき記者団の﹁カンボジア事件があんなこと

るつもりなら︑秘密会談以外に方法はありますまい︒先日レー・ド

になったので︑ベトナムだけの終結は無理ではないか︑インドシナ

きものである︒ところが往左にしてゲリラ戦を主たる戦略であるか
が戦死する直前に書きました論文の中で指摘いたしております︒こ

はない︒ベトナムを先づ終結させる﹂こういう実にはっきりした答

というはぱで解決すべきではないか﹂という質問に対し︑﹁そうで

の如く考えているバカものがおるが︑まことに困ったものだ﹂と彼

てゲリラ戦だけを考えているわけではない︒ボー・グエン・ザップ

をしている︒これはハノイがインドシナ全域にわたる長期抗戦を無

れは党の軍事委員会でも認めていたわけです︒ですから彼らは決し

期限に続行する考えのないことをほのめかしたのではないかという

おります︒最近再三にわたりラオス停戦につき︒︿テト・ラオが申し

だってダインのあとを受けてやっているわけですから︑ゲリラ戦だ

入れていることも︑どうせできっこないと一蹴せずに︑なぜそんな

見方もでております︒その点は留意しなければならないかと考えて

断片的にいろいろ申しましたが︑結論を申しますと︑とにかく北

申し入れをするのか考えて桑る必要はありましょう︒︵評論家︶

結論だと思います︒

の方は︑長い戦争で疲労の色が濃い︒それから各方面におきまして

けでなく︑やはり通常の正規戦もやらなければいけないというのが

いろんな弱点を暴露しておりまして︑今後︑緒戦当初のような力に
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菊池文雄君について

菊池文雄

った桜の花は一宮の洞庭湖畔や房州への道

々で満喫出来たし︑今一つの雪景色も東北

親との再会はともかくとして︑最も見たか

旅行で︑眼の辺りに見︑手に取り口に入れ

四十年振りに母国を訪ねて故里の人之は

風潮︑家族制度の崩壊等の世相を遥かな異

義︑個人主義の浸透︑義務より権利優先の

偽ない心境であった︒懐しさがこゑあげて

の各地で温かくお世話下さった思い出を楽

た今︑北は北海道から南は九州に及ぶ巡遊

第二の故郷ブラジル・トメァスーに帰っ

て長年の渇を医することが出来た︒

くる羽田空港︒到着電報で一人や二人は出

好を競う江見のフラワー・センター︑不動

誕生寺︑瑞兆鯛の躍る妙の浦︑世界の花が

生地千葉県では初めて小湊の傑僧日蓮の

しむ日々である︒

子供らと万感を篭めての握手︒

橋︑犬吠崎灯台︑水郷佐原の偉人伊能忠敬

香取・鹿島両神宮︑大利根にかかる銚子大

の旧居などに車をとばし︑数日滞在の潮来

様で名高い成田山新勝寺︑﹁武運長久﹂の

れた滞在のことでもあり︑四十年の間夢に

予想外の寒さでしばらく休養かたがた矩

描いた名勝旧跡とばかり勿々に旅立つ︒肉

健入りしたが︑一陽の来復でもあり︑限ら

波︒再会の感激︑初めて見る一族の若者︑

かしくロビーに下り立つ︒忽ち多勢の人の

迎えて下さるであろうと入国手続きももど

抹の不安を懐いて祖国の地を踏んだことは

境に在って眼にし耳にしていた今浦島は一

どんな態度で迎えるだろうか︒戦後自由主

︵左より筆者︑千葉三郎氏夫人︑千葉三郎氏︑四堂肋ヨシ氏︶

祖国日本見たまま

四十二年ぶりに帰った

千葉三郎
菊池文雄君は千葉県の出身で昭和四年
私に先行してブラジルのアマゾン移民
団の一員として渡航した方です︒自ら
ピメンタ︵胡槻︶の耕作をしながらも
ともと素養のある人であるから国家試
験をうけて正式にブラジルの医師にな
った誠実無比な方です︒この度四十二
年ぶりに帰国し﹁祖国見たまま﹂の文
を私に寄せられましたので皆様に拝読
して戴きたいと渡辺さんにお願いした
次第です︒︵特別会員衆議院議員︶
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『

東北の旅ではいろは坂︑中禅寺湖︑華厳の

し︑十二橋︑霞ヶ浦︑土浦へも足をのばす︒

映画の名優岩田祐吉︑栗島すゑ子を思い出

では往年流行の﹁枯すすき﹂を口ずさみ︑

イタイイタイ病の阿賀野川を渡る︒

立ち寄り︑広々とした庄内の平野をすぎ︑

い︑そぞろ望郷の念にかられる︒本荘市に

では懐しいアマゾン産の元気な魚たちに会

のきかぬ寒風山に心を残し︑戸賀の水族館

スホテル︑尾崎記念館︑棒山荘等の招宴な

衛隊護衛艦に搭乗東京湾一周︑赤坂プリン

関西では五日市町を本拠に広島の平和公

十ほど見学︒人類の英知の極ともいうべき

旧友の招待で二日間駈け足で︒︿ビリオンを

訪日の楽しみの一つ日本万国博覧会行も

どの厚遇に感激︒

滝︑鬼怒川撒泉︑カメラに収めた会津鶴ヶ
城︑白虎隊の飯盛山︑トメァスーの昔を語

﹁宇宙船﹂にも米ソの激烈な対抗が感じら

科学岬によって急速に実現した﹁月の石﹂

の伝承美に感激の拝観︒伏見︑京都の夜景

水寺︑三十三間堂︑苔寺に香り高い平安朝

古都京都は二日間平安神宮︑金閣寺︑清

れた︒

暴挙を憤り︑厳島の大鳥居︑神技の錦帯橋︑

岩国城︑秋芳洞の天工の美等に眼を見張り

園︑加治山公園︑原爆資料館に惨状を偲び

僅かに三分間の関門トンネルをすぎて初の

りあかした喜多方︑白雪輝く磐梯山︑野口
頬張って四十年振りに童心に還った磐梯吾

英世博士の生地猪苗代湖畔︑一握りの雪を
妻スカイライン︑森の都の仙台︑日本三景

九州へ︒

別府の地獄巡りは大雨で︑初めてパチン

の松島等を維て︑帰りは国道を一路南下︑

勿来関吐︑原子炉の東海村等は車窓の一瞥

勝平野へ︒札幌は残念ながら割愛し︑駒ヶ

く調和した異国情緒の屋根の散見される十

マリモの阿寒の諸湖に案内され︑赤青のよ

広市を中心に伝説を秘めた湯気の立つ紋別︑

北海道は往きは飛行機で千歳へとび︑帯

る︒築城の巧妙精致にただ驚くの象︒雨の

姫ゆかりの壮厳華一鹿の姫路城は天主閣に上

と硫黄の香で一諦める︒日本の代表的名城千

が阿蘇の火口は爆発のおそれがあるとて煙

ばらしい︒壮大な九重高原では胸を張った

高崎山では猿公と対面︑山麓の水族館もす

数日間苦しんだのも楽しい思い出となる︒

見︑民族信仰の数々の奇抜な珍宝に苦笑︒

は叶わなかったが了仙寺でその一代絵巻を

田港では騒然たる幕末を思い︑お吉の墓参

れわに熟れたグミを喰べて昔を懐しみ︑下

に泊︒伊豆半島のサボテン園内では枝もた

史的遺跡の数食を鎌倉江の烏に訪ねて熱海

露坐の大仏を初めその昔の仏教美術や歴

も美しかった︒

丘の秀峰も車窓から仰ぎ見た︒波静かな津

太平洋の荒波に豪放な男性的爽快を満喫︒

石廊崎︑堂ケ島では奇岩怪石に打ち寄せる

コ店へ︒全部すった上親指に出来たマメで

軽海峡の四時間はアマゾン河航十余時間を

神戸ではポート・タワーに昇り船で港内を

で一気に千葉へ︒

常とする私には爽快この上なし︒ただ曇天

海外日系人大会では靖国神社参拝︑ＮＨ

へ︒宇治平等院では金拾円也を投じて大鐘

神高速道路により一挙予期しなかった奈良

帰伯期日決定後︑甥達の好意で東名︑名

一巡︒祖国を巣立った四十二年前の桟橋は

Ｋ放送センター見学︑新宮殿拝観︑海上日

と見廻わしたが全然分らぬ︒

青森から汽車︒窓からリンゴ畑︑津軽富

つ︑一生Ｑ

小雨で遠望の叶わなかったのが無念至極だ

士岩木山の雄姿を望み︑秋田では雨中展望
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今は人家に取り囲まれた小さな濁った猿

キの海は水浴を自重して散歩に止める︒ニ

を一巡︑名代のフラダンスも観賞︒ワイキ

キキのホテルに二泊︒観光タクシーで島内

七月十日夜︑羽田空港を発ちハワイワイ

く我に帰ったのであった︒この長期間各地

りを待ち兼ねの相つぐ結婚式を済まして漸

かり︑十八日に四女︑二十五日に次女と帰

十六日から早速呼出されて本業の診察にか

で家族の待つ我が家に着いたのが午前六時︒

沢の池に映る五重塔に万葉の昔を偲び︑興

での楽しい日なの思い出に感謝が一杯のこ

い○

福寺宝物館の仏像は上野の博物館︑美術館

ューヨークはＶＡＲＩＧ社員の案内で空港

んな長い紀行交りのお礼状となったことを

国宝の余韻に耳を傾け︑急流には佐を木︑

の名画彫刻と同様大きな感動だった︒束大

出発前四時間ほど見物︒

梶原の先陣を争う昔に思いをはせる︒

寺の大仏︑二月堂︑三月堂︑神鹿の春日神

社若草山の参詣など今はもう何も思い残

現地時間十四日午前四時息子等出迎えの

お許し願いたい︒終りに各位のご健康とご

ノ︑○

清勝を祈りつつ感謝感激に振える．ヘンをお

トメァスー波止場着︑思えば出発以来二

べレムに︒正午過ぎの便船で十五日朝三時

千葉先生ご配慮の国会議事堂の見学︑観

すことはない︒

Ｊ１
四日生涯の大旅行を無事終えて︑迎えの車

一隅を照ら

八朝の論 語会Ｖ

達は世界の驚異といわれる程︑めざましい

神の貧困︑人間の堕落によるところが多い︒

これは畢寛するに日本の教育の欠陥︑精

滅に転落しかねない危険性をはらんでいる︒

「 一 F 〜 一 一 一 〔

光バスによる歌舞伎座︑浅草三社祭の神輿︑

卿Ｉ１１

教育
随想

越川春樹

Ｐ︑Ｊｒｂ１Ｊｒ

ものがあるが︑その反面︑精神の荒廃︑道

いわれるが︑一歩誤れば繁栄と享楽から破

会︑各個の招宴︑遠路の送迎︑贈物︑賎別

義の頼廃もまた史上類例がないといっても

今日の日本の経済的繁栄︑科学技術の発

等々はひとえに旧知は勿論初対面の方々の

これを救うにはまず失われた自己を回復し

ひっきょう

私の筆舌では表わしえない一方ならぬお心

過言でないと思う︒﹁繁栄の中の没落﹂と
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吉原のおいらん道中︑赤坂ミカドの裸ショ
ウ︑キャバレー等の見物︑また東京タワー︑

霞ヶ関ビル︑三十九階の貿易センター︑浜
眼下の小田原箱根間のロープウマーイ︑芦の

離宮公園等の新名所︑さては︑天下の険を
湖の縦断︑箱根神社︑同関所跡︑湯河原の
温泉︑修善寺廻り等︒

四十年夢に描き続けた祖国の数々の名勝
旧跡をこの眼で予想にもまして確かめえた

す

尽しの賜であって︑ただ感謝感激の外はな

喜び︑部落を挙げての歓迎会︑特別の同窓

ｰ ダ シ
ー
ﾜ
一

一 〆

人間が真に人間らしくなるためには︑なん

人間が人間らしくならなければならない︒

論語を読んでいる時間などない︒そこで生

研究会だ出張だ⁝⁝でとても生徒と一緒に

る︒そして意味が少しづつわかってくると

できるということがわかってきたようであ

たが︑それこそ︑論語の﹁学びて時にこれ

うに朗々と声高らかに素読するようになっ

し出してきた︒この頃は立板に水を流すよ

面白味がでてきたと見え本気になって勉強

この朝の論語会は︑古典クラブの五十名

って勉強することにした︒

徒と相談して始業前一時間早く学校に集ま

柔が

といっても人の道を学ばなければならない︒
﹁玉琢かざれば器をなさず︒人学ぱざれぱ
道を知らず﹂である︒

を習う亦︑説ぱしからずや﹂で︑学習のよ

語を勉強するのがとても楽しい︒論語はい

余りの生徒が集まるのであるが︑朝七時の

くつになって読んでも感激を覚える書物で

その道を学ぶには何を学んだらよいか︒

あるが︑多忙な生活の中で子供達と朗々と

いてばかり教えているので︑自分でむずか

定刻には︑きちんと集まって素読を中心に

あり︑人類の永遠に伝えるべき古典が極め

論語を素読していると︑何だか自分自身が

しいことを苦しんでかみくだいてゆく力に

これにはいろいろあると思うが︑私はやは

この夏は生徒の希望で夏季論語講座を開

ろこびがわかってきたようである︒

て豊富にある︒その中でも﹁論語﹂などは

蘇生するような喜びを感じてならない︒生

乏しくなってきている︒漫画やテレビのよ

る︒私は朝のひととき︑生徒達と真剣に論

﹁宇宙第一の書﹂といわれ︑何千年来︑脈

徒達にも始めは漢文の初歩から教えてゆこ

時折講義してゆくというやり方でやってい

々として生きている古典中の古典で︑これ

うかとも思ったが︑昔の人々が︑七︑八歳

り古典を学ばなければならぬと思う︒その

こそ﹁真﹂にして﹁新﹂なる聖典である︒

で読んだことを思うと︑今の子供達が読め

点︑東洋には古来︑精神の宝庫が限りなく

を知らず﹂でこのような聖典があっても︑

ないはずがないと思って︑始めから漢文の

ると思って︑私の学校に古典クラブをつく

い人達に与えることが一番大事なことであ

テキストを渡したときは︑生徒はこれが読

るが︑最初︑漢文でギッシリ書かれている

テキストは私が学校で印刷したものであ

はなれない︒青少年達は︑小中高大学と十

でたっても学に志したひとり立ちの人間に

ってゆく喜びを与えてやらなければいつま

て︑そこから自分自身で真理の泉を汲みと

かしい厚い手ごたえのある本を読みくだい

人間向上はあり得ないと思う︒むしろむず

の本をさけるようはで決して学問の進歩︑

うなものばかり好んで漢字の多い本や大部

今日の教育はなんでもやさしくかみくだ

をつけたようである︒

素読をやった︒生徒はこの講座で大部自信

これを学び且つ教えなければ宝の持ちぐさ

催して毎日午前中︑徹底的に論語の講義と

れで何にもならない︒私は今日の精神の貧

原文でぶっつけ本番で教えることにした︒

り早朝に集まって論語を勉強することにし

めるかといったような顔をしていたが︑私

六年も学校生活していても受験勉強︑受験

﹁至道ありと雌も学ぱざれぱその善なる

困の世に︑論語のような精神的滋護物を若

た︒これを﹁朝の論語会﹂といっている︒

てドンドン読めるようになり︑案外やれば

が親切に教えてゆくと︑回を重ねるにつれ
何しろ︑私は朝︑学校が始まってしまう

と︑お客は来る︑電話はかかる︑会議だ︑
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って勉強が嫌いになり︑学ぶことの喜び楽

勉強で機械的勉強を強いられる結果︑かえ

じている︒毎月の定例日には百名近くのＰ

三カ年講義してきたが二︑三年は論語を講

る︒最初は佐藤一斎先生の﹁言志四録﹂を

いるのであるが︑校長生活の最も楽しいこ

尽の妙味を感じながら共に学び且つ講じて

にしているようである︒私自身も古典に不

方はこの教養学級に来るのを唯一の楽しゑ

との一つである︒︵千葉県会員船橋市立

し象を教えられないことは不幸なことであ

に論語を勉強をしているが︑この頃は古典

ＴＡのお母さん︑お父さんが集まって真剣

論語は巻頭から学問の喜び楽しさを教え

二宮中学校長︶

ると思う︒

の味わいがわかってきたと見えてお母さん

露︾鍛一︾︾

騨襲

の素地を培っていくわけです︒

渡部弘

十一︑十二月の園芸

ているが︑今の青少年の精神的空疎︑無内

ある︒

容は学問することの喜びを知らないためで
この﹁朝の論語会﹂をはじめて三年余り
になるが︑これをやることによって生徒が
見違えるように立派になってきたことは本
当によろこばしく思っている︒この生徒達
て学校の模範になっている︒

は学校の成績もよく︑生活︑行動面におい
すべては心掛けの問題で︑論語を学ぶこ

朝露が薄霜にかわり︑野山のモミジや庭

とによって心の姿勢が正しくなると︑凡て
がよくなってくるものである︒こういう生

秋花だんの草花はひと霜浴びると葉先や

一︑冬の花だんづくり

花が真黒になって枯れてしまいます︒東京

のキクも一段と美しく︑秋の終りをいろど
かの間で︑やがて雪便りを聞くころには︑

する︒子供は何といっても純真であるので
正しい教えをもって正しく導けば︑正しく

ってしまいます︒

いよいよ寒波がおとずれ︑秋のムードを奪

徒を見ていると︑本当に将来頼もしい気が

てしみじみと感じさせられるものがある︒

冬枯れの庭は一抹のさゑしさをおぼえま

前作の関係で植えつけの遅れたチューリ

後始末と冬花だんの植え込みを行ないます︒

育ってくれることをこの朝の論語会を通じ
又︑私は生徒ばかりでなく︑ＰＴＡには教

で︑新しい根を伸ばし︑来春の成長のため

すが︑植物はほどよい土の冷えと湿りの中

の強い寒さがあり︑この時期が秋花だんの

いる︒が︑これはもう六年間もつづいてい

地方では十一月中Ｉ下旬に薄氷がはるほど

ってくれます︒しかしおだやかな日和もつ

蕊蕊

養学級というものを開設して古典を教えて
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識離畿

驚鎧篭

からでも翌春の花は見られます︒

ツプや↓︿イセンなどは︑十二月にはいって

モモ︑ウメなどの果樹類︑レンギョウ︑サ

くか︑春三

四月が適期です︒カキ︑クリ︑

ら二月下旬に︑寒地や雪国ではそれより早

できます︒暖地では落葉期の十一月下旬か

す︒一般に薄霜がおりはじめるとあわてて

柱や寒さの害を防ぐために砿よけが必要で

てますが︑とくに暖い地方を除いては︑霜

︒︿ンジーやデージーなどは露地で苗を育

抜きとったあとは︑落葉やゴミなどをき

などの花木類は︑長い年月同じ場所で育て

クラ︑ユキヤナギ︑コデマリ︑フジ︑バラ

早くから暖かく保護すると︑逆に寒さに対

霜よけを作りにかかるものですが︑あまり

れいに集めて焼き︑堆肥や牛糞などを主体
こんでおくと︑根づきがよく報柱の被害も

に施してよく耕します︒堆肥を充分にしき

する抵抗力が衰えて凍害をうけることが多

も寒さに耐えるので︑今後かなり使われる

るものはありませんが︑オオバユキノシタ

冬花だんの草花としては︿ボタンにまさ

し︑堀り上げた土と混ぜながら︑穴へ埋め

入れ︑さらに化学肥料などを元肥として施

く堀り︑それに堆肥や牛糞などの有機質を

植え穴は根株の大きさに応じて︑広く深

北風や乾きを防ぐ効果が大きいものです︒

片屋根式のもので︑雪や鮪をはじめ︑寒い

て︑南側からは陽光がさし込むようにした

三回は軽い霜にあわせて

てゆくので︑最初の植え方が肝心です︒

ものと思います︒暖地では早まきの．ハンジ

いて沈むことを計算に入れて︑高めに土を

戻すようにし︑長い川に堆肥や土が落ちつ

くあるので︑二

防げます︒

ーやビオラなどもよく︑寒雪中でもどんどん

を張るだけでも相当の効果があります︒ま

花だんや広い苗床などでは︑全休に寒冷紗

ふつの霜よけはヨシズや炭俵などを用い

から閥よけを作るほうが安全です︒

咲いてくれます︒

はじめから高く土盛りしてその上の部分か

盛っておきます︒水はけの悪い場所では︑

ハポタンには丸葉と縮み葉との系統があ
りますが︑寒地では丸葉のほうが寒さに強

多目にしたほうが見映えがあります︒中央

し︑全体として白色よりは赤色系のものを

接ぎ口がかくれるように土を盛り上げます︒

を十分に与えて土が落ちついてから︑再び

げ︑接ぎ口がかくれる程度の深さにし︑水

苗木類は植えつけるときに根を十分に拡

いものです︒新柱の被害を防ぐには堆肥な

れて︑寒さや乾きのために枯れる場合が多

のの被害よりも︑霜柱に根株がもち上げら

火川灰土壌のような軽い土では霜そのも

を立てておくだけでも効果があります︒

た︑苗床のあちこちに葉のついた笹竹など

をやや高く周囲を低く︑冠部の面は凸凹の

どに根張りをよくしておくことが理想です︒

ら所定の深さに堀り下げて植えつけます︒

ないようによく揃え︑株間をギッシリ詰め

ランスを考え︑植えるときは枝をやや深く

なお︑いずれの樹木でも根と地上部とのバ

いようです︒花だんに植えるときは色別に

ひきたちます︒

て地面が見えないように植え込めば︑一層

乾きを防ぐ効果があらわれます︒

などを敷いておくと︑保柵を高めることや

また︑地面の株間にもモミガラや切りワラ

三︑霜よけのつくり方

切っておくと︑根づきや生育が順調です︒

二︑庭木の植えつけと植えかえ
落葉樹は葉が落ちたら植えかえることが
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四︑小型温室とフレームでの
手入れ
温室やフレームをお持ちの人は︑これか
らがたのしゑの多い季節です︒プリムラ︑

シクラメン︑シネラリアなどの鉢花をはじ
シランなど︑住居ではなかなかむつかしい

め︑観葉植物︑サボテン︑アザレァ︑クン

ろまで土に鉢ごと埋め込んで自然の寒さに

ヤシンスなどを鉢植えにしておき︑一月こ

村幹事長は現下わが国に於ける道徳教育振

理事司会上京中の斎藤強支会長に代って沢

松江市社協会長佐次芳市氏等臨席定刻古津

民生協会長・全国民生協副会長高橋重聡氏

あわせてから︑温室やフレームに入れると

パンジー︑デージー︑チ﹃−１リップ︑ヒ

花芽や茎葉が急速に伸びて︑早い時期から

性を訴えた開会の挨拶︑会務︑会計報告︑

興の緊要なることを強調し︑弘道会の重要

い縁故についてのお話後︑講演に移る︑

渡辺主事の会祖西村茂樹先生と松江との深

長く花を楽しむことができます︒

五︑腐葉土のつくり方

その中に水をかけながら腐らせます︒米の

いて約二時間に亘り熱演︑最後にロンドン

崇拝・愛国心の涌養或は老人福祉施設につ

ニラ・ソ連・ヨーロッパ諸国に於ける祖先

講師高橋重聡氏は最近ご視察の沖維・マ

がとどきます︒暖地では無加温でも﹁一モや

トギ汁や米ヌカ︑鶏糞などを混ぜると醗酵

落ち葉は早めに集め︑穴を堀って堆積し︑

ビニールをかける程度で保温できますが︑

に二

が早く︑肥料分もよく吸着します︒春まで

栽培も︑温室やフレームでは容易に手入れ

実﹃地では電熱のケーブルやヒーターなどで

けて保温することが安全です︒低温性の植

リ︑クヌギ︑ケヤキなど厚手の樹種がよく︑

きます︒腐葉土としてよいのは︑カシ︑ク

葉土ができて︑春から夏には使うことがで

てもこれを克服してゆくこと﹂の三ケ条で

は生まれてから死ぬまで︑運はつきまとっ

﹁１神仏を信ずる︒２平和な家庭︒３人間

三回ぽど切り返しておくと良質の腐

加温し︑さらにコモなどを二重︑三重にか

一五度以上が理想です︒

五度位いてよいのですが︑高

百歳学研究所長シーザー氏の長寿の秘訣

温性のは一○

反省すべきことを痛感︑講演は松江市寿会

結ばれた︒一同深く感銘し︑わが国として

室に於て座談会を開催︒渡辺主事から西村

連合会との共催で盛会であった︒閉会後別

にくいので感心しません︒

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

針葉樹︑イチョウなどは油分が多くて腐り

物は夜間三

日中晴れている時は︑内部が三○度以上
にもなりますから︑温室は換気窓を開け︑

フレームでは障子を開けて風を通し︑外気

会祖名著の岩波文庫の﹁日本道徳論﹂︑特

松江支会総会並に講演会

｜支会だより一

れると内部がムレて︑植物が軟弱に育ち病

十一月二十日午後一時半より市立松寿園

散解︒︵松江支会報︶

などもあり︑一同今後の発展を誓って夕刻

こともたいせつです︒暖い日に風通しを忘

に馴れさせ︑寒さに対する抵抗性をつける

気も出やすいものです︒水やりは午前中に

て日本弘道会主事渡辺正勇氏︑講師島根県

に於て本年度松江支会総会開催︒来賓とし

った解釈﹂︵時事通信社刊三○○円︶の紹介

別会員井手成三氏の新著﹁困った憲法・困

見くらべながら水やりの量を加減します︒

すませ夕刻には乾き気味になるよう天候と

（26）

弘道詩林
三好凌石選

評日︒雅健︒結最有二千鈎之力む＠金閣寺
︑遥二遠藤判事一
耕陽大塚規一︵千葉︶

羽生長七郎︵千葉︶古郡↓厩夕陽連
︑槻二源語劇一︑︑
︑績
︑川︑
︑
︑
司直多年刀水遅．
緑樹陰陰雲影奇︒

・・︒︒︒︒
○○秀
○波
○栗
○原
○精
○夫︵横漬︶照ふ仰慕似二祁伽・
坐Ｃ
憶ｏ
名園
石○
好．
光氏浮生怨登窮︒ｏ一ｏ
ｏｏ︒︒○Ｃｏ
︒泉︒
朝奉﹄命遥辞去︒
○○○○○○○
将軍営日試﹄茶時︒
回二首天涯一思槍然．評日︒筆得二佳趣↓吟賞自適︒
○○○○○○○

艶情知是思雁﹄通．０．．︒・・・

中
悲○
壮○
．評日︒雅醇︒三四惜別情殊深︒︑夏日偶成
○宮
○苦
○悶
○殊○

︑湖山晩景

静古中村静古︵逗子︶

金風楓爽小西湖．

水上遥看有二浴撮一

○○○○○○○
○○○○○○Ｏ

嵐気欲﹄濃天漠漠︒

評日︒三四豪宕︒筆致亦佳︒

遠密秋色日蒋﹄肺︒

︑述懐

雲石村田一雄︵横漬︶

︑孟蘭盆害感

評日︒雄健︒感慨稗深︒

不﹄奈嵯舵宿志虚︒

錬石佐藤良蔵︵横漬︶

落飾恰然風雪中︒︑登岳

評日︒微言痛徹︒艶思梅可
レ想・松堂中村栄次︵遅子︶
城八代義昌︵千葉︶

︑観二寓博開場式一同人︑︑︑︑︑︑︑︑松︑
︑清
︑︒
窓︑
雨︑
歌︑
緑池

○○○○○○○
性事辛酸意稗疎．
○○○○○○○
功名一郷惜二店諸一
○○○○○○○
如今尚憶雄岡夢．
○○○○○○○︾

暁霧篭﹄天太秒荘．
○○○○○○○
含﹄笑蓮花画丑兎︒一
寓
圃
旗
翻
三
月
天
︒
︑
︑
︑
︑
︑
︑
︑
群
峯
列
岳
遠
低
昂．ｏＣｏｏＯＯｏ
Ｏ○○○○○○
Ｏ○○○○○○

東西正得調和年．・・
︒看
︒紅
︒職
起上
僑．
二Ｃ
欄干
．
山０
厳︒忽
Ｃ一
Ｏ涼
Ｏ似
Ｃ﹄
Ｏ水Ｃ

善隣友誼感何耐︒・寓・
︒
○洋︒
里・
金波
湧︒
二大
↓ 微風忽動一簾蛭．
○○○○○○○
評日︒三四超妙︒最兇二涼味毛
千里丘陵生二碧煙玉評日︒剛健︒可以吟諦︒
＠庚戊中秋無月
翠峰杉崎精治︵機漬︶

評日︒着筆沈着︒面目躍如︒︑謝二敬老記念既一

︑初秋偶感同人

一聾長笛引二郷愁↓評日︒着筆温雅︒韻致亦佳︒評日︒措辞禰酒︒吟情可レ想︒

評日︒措辞剛健︒筆意亦譜︒

︑︑︑︑︑︑︑
○○苔
○石
○鳥
○居
○菊
○造︵茅ヶ崎︶詠齢恥や呼趣学︒揮騨捧読侭跡酔／ 不議二青春一志尚堅︒
︑︑︑︑︑︑︑
柳牒垂陸岸繋一一孤舟髪
一蝶・
︒吹
・陰
・涼
・酒
︒不
０﹄
．空．
研・
精・
志・
愈・
堅・
︒・
崖樹
．
故郷忘却一年年︒
○○○○○○○
○○○○○○Ｏ
寂
寛江村有﹄酒不．敬○
︒賀
︒︒
︒惟・
・月
・影
・︒
老・
欣・
迎○
今日
恨・
今・
宵︒
無二
半生嵯欧都如夢︒
○○○○○○○
○○○○○○○
日
暮蟹飛人己散．・
・謝︒
︒淵︒
・杯・
︒興○
柴・
光感
億︒
二天
↓・
呼﹄
揮︒
陸筆
何・
窮．
願望一妻山一億二墓因
○○○○○○○
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︑︑︑︑︑︑︑

芳洲新家孝︵津︶雲石・松堂・秀坂・錬石．翠峰切切悲秋絡緯鳴．

祁︑
庭獅
坐︑
月光︑
清︒
︑鈴鹿嶺︑席上戯作︑祇二後援曾報護刊一︑︑︑
︑

︑︑︑︑︑︑
古・
石．
等六
人△
︑︑
︑夜
︑︑
︑風
○○
○Ｃ
Ｏ
群︑峯
重狸水悠悠︒静△
・凌△
△
△︑一
西
梧○葉
落Ｏ．

評日幽致訓然︒風韻自佳︒

雲抱彦石欝隣的．栂琴催嬢巳闘牛儲年．Ｏｏｏｏｏｏｏ
︑︑︑︑︑︑
積︑翠
遥連雁白凌影
．
雁
碧室横︒
﹄雪幽
秀壁評
︒苛遥
錬壌伽看
咽塚動
蟻正陣
峰燕︒
○○○○○○
鈴○鹿
嶺
頭
遥
放
吟
眼
︒
タ
カ
／
︽
ナ
○○○○○○
諦﹄
古．
沸垂
提議
派量
癌蹄△
殿御△
耐睡△
︑多△
賀花秀岐
風○評煙
漠漠一岸天
秋
︒
△
△
△獅△
日︒景象秀抜︒篇出超妙︒﹄人︒評日︒表二得誌名↓清新可レ見・顎蛾娠一個疹噴舵︒

一期
二健
闘一
向﹄
人誇竺
︑衣掛荘︑庚戎九月念日松駒︑観二烏遥山心中劇一△△欲△
△
△
△
△

竹陰長尾宗次○︵
松江︶荘聯句秀波豊彊電記吠蛎塘︒
○○○○ＣＯ

○○○○○○○
白
雲標紗赤来開．雨静山色韓悠悠松堂呼傑櫛和本癖舜扇雫操捻一力倍加

○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○
嵐
気 遥 晴 樹 影 閑 壇○
羽
晩蹄南陥頭秀坂葬枕か庭筆跡預唖黙：梨道人
○○○○○○

衣掛山荘宜﹄詔﹄健︒人賞二秋光一酔二江棲↓錬石誰麗律毒帥難癖琉職噸零零肇氏
○○○○○○○
○○○○○○○
仙
遊引﹄肌不陸知﹄還︒鮫月照人噺雲流．静古瀧儲酢岬時鍔叫一達蝿翻唖一叱畷

世人瞳若只唖然︒

評日︒起筆軽快︒吟一意自適︒擬毒↓奏津識幽︒雲石評日︒着一意不凡︑快適穿レ情︒噴喝無能無環軽．

︑庚戊六月念一日・・ＣｏＣｏ・

吟客献酬酒一場︒雲石・・・︒・・・

浩然吟吐小集聯句此夕膳吟知﹄散二窮愁凌石＠燈火可陸親
雲
石
録
日
恥錯問無能無策者︒ⅧⅢ︒
︑燈火可﹄親
○○○○○○○
︑奪二客船一・同人
静古一晴一雨未﹄生﹄涼︒△△△△△△△
○○○○○○○
○○○○○○○

掠二銃丸一号奪二客船﹃
残花韻郁放二幽香一静古秩色迩酎葉戸聾．酢酔雲飛騨毒雪△△
△△△△△

○○○○○○○

内海浪牧覇旅全．

航程絶美秒二潮煙弐
竹窓坐臥涼味長．松堂山庭賃静引二吟情﹃燈○
火○
欲○
﹄○
親○
曾○二○吟友可△
△△△△△△
○○○○○○○
警官忽射痘二兇賊↓
満坐納涼傾二一隅↓錬石撫膨必講琴一元一禅．誇癖神業融琳簿△△△△△△△

詩賦︲翰墨可﹄争﹄光︒凌石評日︒浦逸︒吟訓亦佳︒＠秋思錬石多︒伏乞投二寄玉作宅

日 ︒近
侭 趣来
︒ 交吟
情 自壇
見 ︒ 寂翼︒空林落葉之感
鶴
夢妻涼夏欲霜秀波癖蕊癖癖郵詠砥↓評◎
○○○○○○○
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︸

これ迄の食後の果実数へりて代る補萄の庭に色付く

三重県新家たかし

年毎にかしましく鳴く蝉の声今年は︵何か︶数の減りた
︵り︶るごとし

火の国のふる里出で坐十九年の異郷の土地に逝きし君は
も

んぬ︶

時折に故郷の話懐しく語りし君は世を早うしぬ︵早世を去

酒呑めばかならず五木の子守唄歌ひてやがて泣きし君は

千葉県加藤巳之
朝の日の雌よふ径に転びゐて栗の円ら実露に光れる

突然に伝へ聞きたる君の計にただ呆然と吾はうなだる

も

きをり

日本万国博覧会閉幕

埼玉県相沢正直

運命に虐げられし君の墓今も敵く声聞ゆる如し

る︶

目のあたり君の而形浮ぶ時その生涯は吾を泣かしむ︵す

同菅谷義太郎

くさぐさの催しありて万博のまつりの広場賑しきかな

外国の人も知るらむ美しく平和なる国わが日の本を

外国ゆ来し人人も語り居りわが言の葉を覚えしと見ゆ

血圧の最低下げむと折為は蒲麦などたべて食を減らしつ

後の代に語り伝へむ人人とら目に見耳にも聞きし万博

千葉県竹下せつ

米寿をぱ︵我米寿︶ことほぐ歌碑を建てむとて金を集むる

医薬をぱ止めたる故か近頃は病まざる日日の統く楽しさ

の水ゆく

あしたにも露と消えなん老いの身︵影︶をさだかに映し秋

つかまりて漸く立ちし喜びを見よとや孫の手ぶり足ぶり

耳遠く陥たりをれぱうかららの陸める様を見れば寂しも

川向うの村の祭りの笛の音を籾摺りをへて︵し︶風呂にき

井上学麿選

心労の障り有るらし暑き日の昼寝の時の長き日もあり
人もあるらし
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弘道歌壇

去る四月病死せる夫翠を偲びて

東京堀埋草

政治より野球がよしという程に今の政治は出鱈目にして

この次は政治放送する為に野球はこれで止めますといふ

大内氏日く﹁空胴化せる日本国憲法﹂

たもてり︵輸血︶

憲法はなきには非ず美辞麗句大有りなれど行はれずけり

たまはりし血の尊さよ死期近きつまの︵生︶命を幾日︵か︶

世の人の情で今日も生き続ぐと謝しつつ良人は死を悟り

無理をして作りし法は守られず行はれぬこと必定にして

憲法を守らぬ者の筆頭は政府らよりも護憲派にして

つややけき豊年早生の新穀を︵家︶案じて逝きし︵亡︶夫に

ささぐる

これこそは公害中の公害を知る人なきぞ公害のもと

守られず﹁空洞化﹂せる憲法は国の乱れの根源にして

ゐし

て聴く

海峡を見下す家に登り来てながめながむる潮の往き来を

井上字麿

罪穂放ひ浄めて根源に立返るより外なかりけり

長生して家守れと︵い︶ふ霊媒の︵亡︶夫の言葉は涙し︵も︶

埼玉県鷲宮葛人
へだてなく教へ育てむ人人の子供らは桑な国の子なれば

大君が桑そなはしけむ島山と見れば灼し馴れしけしきも

帰郷

側きて今日も暮しぬ老妻と育ちゆくわが孫楽しみにして

常燈の鼻に登りて瀬戸内の潮の往き来を見るがともしさ

苦し象も亦楽しゑも共にして妻と暮らせりわれ五十年を
力ある限り励まむ老れどもわれ若きらに負けじと思ひて

初孫にミルク含ませそのままに飲み足りもしてすやすや

わが家のうちとは荒れに荒れたれどわがいへはなほわが

るらむ

わが家は荒れに荒れたりあばらやは雨も漏るらむ月も洩

あらた

古稀越えし今もたゆまず家族らと共に働くことの楽しさ

寝入る

ろしさ

いかづちの瀬戸のいはむら潮騒ぎ流るるおとの聞きのよ

横になり新聞を読む父の癖真似て絵本を吾子は寝てみる

いへにして

川越市小名木狂辰

あこがれし都の如くわが里も変れりガスにまた水道に

戦前に手放せし畑暴騰し廻りて見れば借家建ち初む

（30）

︑鍬を拭く日暮れの草の冷やかに

千葉県加藤刀水

評﹁持て余す枝柿混み合ふ砥車なか﹂というふうに直し

○枝柿を持てるに電車こ象あひし

りあふ﹂という措辞のゆえであろう︒

のとした親しさが心に伝わってくる︒それは﹁落ちて寄

評山道のしづけさ︑さびしさの中にもなんとなくほのぼ

○山栗のおちて寄りあふ径に遇ふ

ある︒晩秋の日ぐれ時の農夫の実感があふれている︒

のであろう︒そのときふと草が冷たく感じたというので

評その辺の草をちぎって鍬にくっついた土をぬぐいとる

篠塚しげる選

て採る︒持っている枝柿が人にふれて落ちないように苦
心してかばっている姿が目にうつるようだ︒

○大工らの繋音光る秋普請
○尋ね来し友も老いたり小春縁

かけて︒

評老いた者同志がお互いに慰め合いながら小春の縁に腰

虫よ鳴くな吾れ寝たきりの斗病者

垣越えて潜翠し南瓜大きかり

門前に柿の万燈並びけり

川越市小名木狂辰

︑病みついて老いの仕事と秋蚕飼ふ

評どのような病気かは知らぬが病身のしかも老いの身で
あわれがある︒

千葉県八木幹男

秋蚕を畑ふ仕覗は大変な重荷であろう︒私垂の故に一用

○診察の順まつ団扇また拾ふ

○高楼の影拾ひ行く残暑かな

○狭山路に顧客迎へて草ひばり

︑清らかに生きたし今日の月仰ぐ

んでいたことであろう︒

評月も亦作者の心境と同じように鈍のようにきれいに澄

評出稼ぎの人達の感懐さこそと偲ばれる︒

○故郷は遠し飯場のちちろ虫

○果てしなき刈田筑波の天澄めり

同八代義昌
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弘道 俳 壇

○草庵も秋定まりぬ一葉より
りい﹂．葉落ちて天下の秋を知る︲一という名言がある

評右のように添削して採る︒．葉落ちて草庵の秋定ま
がそれとは趣を異にした別の面白さがこの句にはある︒

○笛の音は採惜む人か夏の月
○これも亦浮世の塵の月の雲
築山に母の手を曳く月見哉
秋深くなるや茄子の料理味

縄文文化の花・火炎土器

この火炎土器は今から三十五年前︑昭和十年もおしつま

った十二月三十一日の午後︑信渋川沿岸馬高遺跡の源助畑
から関原郵便局長︑近藤篤三郎氏が堀り当てたものであ

か︑いかに氏が土器に没頭されていたかが知られよう︒事

る︒大晦日だというのに︑執念というか︑懸かれたという

実新潟県長岡市関原が火炎土器の故里・宝庫と呼ばれてい
るとは言え︑父勘治郎氏の石器時代遺跡探渉日記に﹁此日

曇天にして箱寒し︒篤三郎：⁝・実に珍物稀有のものを出

す﹂とある通り︑父祖の一族縁故者をあげての苦心努力の
集積が地下数千年の眠からこの豪華な深鉢を呼び起して科

一見して赤女と燃え盛る灼熱の炎が渦を巻いて舞い上る

学芸術の進歩を誇る現代人の眼を見張らせたのであった︒

荘厳神秘の様相から火炎土器の名が生れた︒神前対供の祭

器であろうと言うが民族最高の文化遺産であることは何人

その神秘を凝集し︑つきつけた凄皐︒私はかつてこんなに

も異論はないであろう︒岡本太郎画伯は﹁人間生命の根源

い︑この間の日本万国博覧会にも日本原始文化の花として

圧倒的な美観にぶつかったことはなかった﹂と驚嘆されて

陳列されたのである︒これに関しての詳細は自ら﹁発掘人

（32）

秋知らぬ松にも蔦の紅葉哉︑

近詠篠塚しげる

留守のまもきれいに掃かれ神の庭
神迎ふ八手花あぐつ上ましく
山茶花の日向疲れの紅槌せて

障子の日裾に残れる炉を開く
ひたすらに愚直に生きて木の葉髪
月の菊芝を裾に目覚めをり
夜半に聴く時雨うれしき齢︵よわひ︶とも

﹁古代の追跡﹂︵講談社刊︑四八○円︶を参照されたい︒︵渡辺︶

夫﹂と呼び﹁シャベルの哲学﹂をモットーに五十年の研究
を続けておられる長岡市立博物館の中村孝三郎氏の近著

｜

晴れの文化功労者︵十一月四日︶

麻生磯次氏私歳千葉特別会員
氏は国文学の研究に従事し俳諸︑国学
を初め︑江戸文学の多方面にわたってす

ぐれた功績をあげられた︒主な著書は
﹁江戸文学と支那文学﹂で中国文学との

比較︑江戸文学の性格を明にし︑さら
に正確な注釈により江戸文学の普及を図
られたことも高く評価されている︒本年
八月学習院長をやめられたが﹁人生はい
つスタートを切ってもおそすぎることは
ない﹂と野心の﹁松尾芭蕉の人間像﹂を
極めたいと大いに張切っておられる︒

時局講演会
十一月十四日土午後一時半から愛知学
院大学教授井手成三先生を迎えて﹁現行
憲法についての諸問題﹂を本会を議室に
於いて開催︒新憲法制定の当時法制局第
二部長として折衝され︑近著﹁困った憲
法・困った解釈﹂に詳述されておられる
だけに︑目下教科書裁判を初め︑憲法論
議のやかましい折柄一時間四十分に亘っ
て熱演され︑一同に深い興感を与え︑終
って質疑後散会︒本講演は二月号に掲載
の予定︒

新入会員芳名︵敬称略︶

昭和四十四年四月以降

府県名入会者紹介者

島根県山根虎之助沢村暁之助

″

荒川アサノ広江勝太郎

編集後記

″諏訪喜伴〃

な生活を意味するように︑唯︑安直で風変

ひところ口を開けば文化国家という︒
しかし文化住宅の文化が日常の簡易便利

とのような気がしてならない︒私のひが

りな新鮮味のあるものと理解してのこ
みであろうか︒前にふれたが︵本誌剛
号︶今から千二百年の昔︑世界初の私設
公開図書館に石上宅胴が芸︵うん︶亭と
命名したことである︒芸の意は伝と同義
で雑草をとり除いて耕作地を作ることｌ
天人妙合の開拓が本義Ｉ︵英語のｏ屋冒︲

のである︒

Ｈ①も栽培︑文化の意︶で︑さらに一歩
を進めて精神鍛錬の読書の道場名とした
ところに日本文化育成への大先覚者とし
て無限の深意を認めないではいられない
山紫水明︑白砂青松等々の美しい日本
の気候風士から培われた敬神︑崇祖︑勇

武︑仁愛等鐙ｌ味︑深さ︑明るさ︑わ
び︑ゆとりをもついわば﹁刀とさくら﹂
の花も実もある祖先のすばらしい遺産を
うけついだ我盈は今日の経済大国を誇る
現状に対して︑この豪華な深鉢をながめ
るにつけても︑とくに反省すべきゆとり
をもちたいものである︒ことに東と西︑
南と北のかけはしと自他ともに許された

晶予の歌︑

日本の栄光と責任において︒私はやはり

へ

い■炉

劫初よりつくりいとなむ殿堂にわれも
黄金の釘一つ打つ
を口ずさまずにはいられないのである︒
公害︑交通禍︑添加食品・天候異変等
のたどたどしい本年もやがてお別れであ
る︒本号はささやかながら文化の日に因
んでの特集である︒それぞれの含蓄ある
玉稿に深謝するとともに︑会員各位には
切にご健勝で︑こよなき同好同志のため
に︑よきお年を迎えられますようお祈り

するものである︒︵渡︶

弘道売価一冊金五十円
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全３巻解題鈴木貞雄定価一二︑○○○円

監修譲保課近代日本教育資料叢書鋤需
史料篇二

解題上沼八郎

らないかといった教育の課題を考える時︑目を通すべき文献である︒

大日本教育会雑誌

解題大久保利謙

︵明治八年︶︵明治四十五年︶

第五十四年報
︵大正元年︶︵大正十五年︶

第四十年報

予約募集

二九六︑一○○円

明治完結全師冊

全３冊予価三五︑○○○円

全鋤冊一一九︑○○○円発売中
解題１冊一︑○○○円近日発売

本の教育史の貴重な史料である︒同時に︑教育が誰のために︑何のために︑どういう方向で行なわれなければな

が︑この運動は戦後生活綴方運動として︑花開いていくのである︒激動期の中で模索されたこの実践記録は︑日

てではなく︑具体的な現実の中に躍動するために︑ささやかな努力がつ象重ねられていった︒戦争で途絶はした

教育が中央に指向するだけでなく︑あくまで東北という環境に息づくために︑また教育が抽象的な観念を通し

社は︑やがて雑誌﹁北方教育﹂を発行する︒昭和五年の創刊から︑十六号昭和十一年まで続いた︒

やかな教育運動は︑日本の近代教育史の中に大きな足跡を残した︒秋田県の豆腐屋の二階から出発した北方教育

雑誌﹁北方教育﹂の完全な復刻でお送りする︒昭和初期︑東北地方の教師たちを中心にして起こされた︑ささ

育
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