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︹巻頭言︺

野口明

一︑フランスの諺に﹁シャカン・ソン・グー﹂︵各人・彼の︒趣味︶の一

語がある︒﹁各人の趣味を尊重すべし﹂と云うような時に用いる︒私の

好きな一句︒

一一︑趣味と似た語に道楽がある︒名随筆家市島春城氏に﹁百道楽﹂の一篇

がある︒古書刀剣より酒色に到る迄︑百花練乱の趣を解説する︒告白し
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て﹁我未知のものあり︑又細別すれば無限ならん﹂と︒広い哉人心の遊

苑︒

三︑趣味と道楽には語感に差があり︑一方は鑑賞的︑精神的︑一方は耽溺
的︑物欲的である︒遊蕩人の代名詞に道楽者の用例は其の一である︒

四︑趣味道楽の世界を大観すると︑人心の世界地図を見る如くである︒山
覗く思いがする︒

岳︑沃野︑砂漠︑都会︑河川︑湖海︑氷洲等を︒棲む人々の心相情態を

一性は諒とするに足る︒健全性を標傍する保守自由政治が︑個人家族を毒
一し︑暴力犯罪に関連する賭け事や︑射倖心を刺戟する宝くじ公営に無関

1

一六︑社会道徳に無関心な政治は国民の不幸である︒国家の衰兆である︒

一心なのは何の故ぞ︒

一︵本会会長︶

7

／ 可 、

趣味・道徳

岳廻働三証錐ﾐ瀞謡ゞ＝I

一五︑共産政治では趣味にも拘束が有るらしいが︑ギャン︑フルに潔癖な道義
一
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される︒その時連吟をやったり︑またつとめ先でも︑秋の

趣味というもの

世の中には︑何が本業かわからないような人もある︒

文化祭に独吟をやったりするので︑捨ててしまったわけで

入江相政

もう故人になった友人に東大の中国文学の出身者がいた︒

書をよくし︑筆刻を試桑︑詩を賦し︑ラグビーや弓をたし

のたしなみというほどではなくなってしまった︒

はないが︑とにかくいつも急場しのぎの泥維で︑常日ごろ

まあまあ﹁たしな象﹂と言ってもよかろうかと思う︒

そういう点から言えば書を書くのと︑随筆を書くのとは︑

なんだ︒よくわれわれは﹁漢文もやる﹂といっては︑から
かったものだった︒

私はこの人のように多くはないが︑それでも︑いくつか

父もしょっちゅう書いていて︑私にも仕込もうという気が

害は︑小学校の頃︑学校でかなりきびしく仕込まれた︒

観世流の謡い︒これは︑昭和四年に東大を出たころから

の楽し桑を持っている︒

はじめたもので︑子供の頃から仕込まれたというのではな

をしたものだった︒

あったらしく︑それやこれやで︑かなり一生懸命に手習い

その頃はぷんな桔書で︑先生は︑顔真卿風の書を書く人

いが︑それでも戦争がはげしくなった時分が︑最高潮だっ
た︒謡いでもやらなくては︑あまりにひどい世の中だった

だった︒父は︑奨励の意味から︑書初めなどは︑ゑんな表

でも︑折角熱の上った時に︑空襲で東京は焦土となり︑

からでもあろう︒

見ても︑子供ながらあっぱれ︑というようなのもあったが︑

装してくれた︒年冬額や掛物が︑いくつかできた︒後年

ることになった︒当時の私には︑これがなんだか頼りなく

ところが︑中学に進んだら︑行書と草書ばかり書かされ

戦災で象んな焼いてしまった︒

先生もどこへ行ったかわからない︑というようなわけで︑

た︒

燃えあがって来た情熱は︑見事にたたきのめされてしまっ
在京官庁謡曲会というのがあって︑年に一度︑大会が催
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ろかったろうに︑こんなことがきっかけで︑害︑そのもの

草にしても︑うちでは槽書という風にしていたら︑おもし

て︑椿書のすがすがしさが忘れられなかった︒学校では行

芸はやらないが︑少し大袈裟にいえば︑ちょっと︑窯から

れがうまくあたった時のうれしさはなんともいえない︒陶

する時の手加減は︑気分次第のあてずつぽうなのだが︑そ

やっているのではないが︑濃く磨った墨に水を入れて薄く

った︒なぜといって︑日本の新しい墨は︑薄くすると﹁茶﹂

中国の古墨を手に入れてから︑この楽しさは一層強くな

取り出す時の気持に似たものかと思う︒

た︒ところが戦後︑四十才を越してから︑しばしば書く機

その後︑二十何年というもの︑書から全く離れてくらし

に対する興味が急に薄らいでしまった︒

会にめぐり合って︑だんだん深く立ち入ることになり︑今

の色の感じになってくるが︑中国の古い墨だと﹁藍﹂の味

墨色の楽し承のもう一つは︑鴬菱紙の系統のものだと︑

になるからである︒

では︑切っても切れない縁になってしまった︒

薄墨がにじんだり︑散ったりして︑そこに綾ができるし︑

私ゑたいな素人が書いて拳たってなにになる︑とも言え
る︒けれどもへ私は私なりの︑素人は素人なりの︑或る味

今年の日展に︑歌を散らした作品に︑特に﹁自詠﹂と書い

このごろの書道では︑他人の歌や句を︑かまわずに書く︒

も尽きるところを知らない︒

こんなことに思いをひそめていると︑楽しゑもよろこび

きないようなものを︑招き寄せることができる︒

具合︑たまり具合によって︑絵でなければちょっと表現で

一宇の漢字の意味に︑思いをひそめて書く︒墨のにじみ

つながるのである︒

よわせることになる︒これこそ全く︑窯出しのよろこびに

りするために︑自然に日本画の﹁たらしこみ﹂の命をただ

乾く途上において︑墨がたまったり︑またたまらなかった

碧水︵どうさ︶を引いた紙に書くと︑たっぷりした薄墨が︑

があってもいいはずだなどとも思うものだから︑どうして
も捨て切れないでいる︒

世には︑いろいな紙があり︑筆も墨もさまざまで︑こん
な味のものができたら︑どんなによかろうと︑いつもこの
ようなことを考えては立ち向う︒多くは事︑志にたがって︑

緑でもないものになってしまうのだけれど︑まれに︑全く
ごくまれには︑思いのままの︑あるいは︑ひょっとすると︑

心に描いていたもの以上に︑うまくまとまることも︑ない
ゞではない︒

墨というのも生き物で︑濡れているうちは︑かなり濃く
見えるのだけれど︑乾くとずっと薄くなってしまう︒とこ
ろが︑裏打ちをすると︑またいくらか濃くなる︒

別に︑プラス︑マイナスの計算をしながら︑そんなことを
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まほら

た札がついているのがあった︒わざわざことわるところに︑
の潮は

磯岩の大き真洞の根を噛ゑてゆたにも寄せく春

でもふさわしいものをと︑思ったからである︒今年は︑

潮がゆたかに寄せてくる︑水のその﹁たゆたい﹂に︑少し

というのを書きたくなったので︑墨流しの紙にした︒春の

普通は︑ひとの詩歌を︑かまわずに書き散らす︑今の世の
風潮が語られている︒

他人の作を書いても︑かまうまい︒たとえば︑この紙︑

この筆で︑斎藤茂吉の﹁のどあかきつばくらめ二つ梁にい
て﹂の歌を書かなければ︑どうしても世に訴えたいこの気

は動かず

秋の陽は耳の産毛の先にあり目をうるませて鹿

い︒けれども昔から︑絵でも書でも︑印だけが他人の作で

持は表現できない︒そういう心の動きもわからないではな

るような味に︑金とプラチナの泥や砂子をふってもらった︒

というのを書こうと思ったので︑太陽がきらきら輝いてい

あるべきものと思って︑ひそかに楽しんでいるだけのこと︒

そんなのはくだらないことと︑人笑わぱ笑え︑私はかく

ある︑と言われているのに︑印ばかりでなく︑肝腎の詩︑
歌︑句が︑他人の作というのは︑どういうものか︒

書の多くが︑もし自作の歌や句を書くのが︑むしろ通例
ということになっていたら︑どんなに楽しかろうか︒それ

歌で無ければ︑漢字一字の草体を︑いろいろに書いてぷ

に異を立ててもらいたい︒

を書くのなら︑正岡子規の句を書くのなら︑どうしてもそ

ている︒今年は﹁流﹂昨年は﹁露﹂︑これらの一宇は︑別

それ以上︑人に強いるつもりもなく異存のある人は︑大い

のことを︑ことわらなければならないように思われて仕方

と同時に︑私の抱いている常識としては︑もし万葉集の歌

がない︒たとえば︑唐の詩を書く場合は﹁録唐詩﹂とこと

はず︒

もう一つの楽し染は﹁随筆﹂︒これがまたなんともいえ

にだれのものでもあるまいから︑私が使ってもかまわない

しかしここに︑現代の書の世界の風潮をとやかく言う気

わるのが︑古来の慣習であり︑礼儀である︒

持もないし︑必要もない︒ただ私は︑自分の歌を自分で書

とは︑つきあうこともない︒

ない︒随筆と作文とを間違える人がよくあるが︑そんな人

三百字とかが︑たまらない︒

百字詰で五枚︒短かければ短かいほどよくて︑二百字とか︑

長いものは︑たるんでしまっていけない︒せいぜいが四

く︒その歌にふさわしい料紙と︑似合った散らしを考える
らない︒

のが楽しくてたまらない︒とても人の歌など書く気にはな
昨年は︑
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人間の書くものには︑ずいぶん余計な言葉や文字がある︒

紙数が尽きなんとして︑ほかの趣味には触れることがで

すっかり有頂天になってしまうｃ

れに﹁うつつ﹂を抜かしていると︑どんなにつとめの上で︑

きなくなったが︑私にとっての︑趣味の第一の効用は︑こ

要らないものを︑次から次に削っていって︑最後の最後に︑
どうしてもこれだけは無いと︑というぎりぎりのところに︑

持で生きていける︒この心の﹁ゆとり﹂が︑あすからの本

そしていつも︑あまりさし迫らない︑ほのぼのとした気

ぺんにふっ飛んでしまう︒

心をなやまし︑胸を痛めることがあってもそんなのはいっ

大切なものが残る︒

韻文では短歌や俳句にきわまった形があるが︑散文では
二百字︑三百字のものに︑最もこまやかな味と綾とがある︒
人間が起き出して︑世間が動いているうちは︑いけない︒

電話がかかる心配も無く︑来客訪問の気づかいもないよう

う︒勿論会社の勤めの身でありながら勤めに迷惑をかける

︹八頁下段よりつづく︺

︵特別会員侍従長︶

業の出来ばえをよくしてくれるというわけである︒

ら︑どうしても天然光のある時でなければならない︒だか

でもかまわないが︑書は︑墨色の濃淡を見きわめる必要か

な時刻︒それも随筆のほうは﹁色﹂に関係が無いから︑夜

ら︑季節によってもちがうが︑朝︑五時とか六時とかいう

である上は趣味もほどほどにすべきだと思うのである︒然

程に趣味に溺れてはならぬことは云う迄もない︒勤めの身

前の晩のうちに毛託を敷き︑硯︑筆︑料紙をととのえて

刻限が︑私の書き入れ時になる︒

ふけりうるのである︒最近古い著書であるが大本三代教主

し私は今は責任ある地位についていない︒趣味に遠慮なく

て読んだのであるが陶芸書画短歌のほか識物能楽等広く深

出口直日さんの﹁こころの帖﹂とい本を書架からとりだし

別に大して金がかかるでもなく相手が要るわけでもない︒

おく︒朝︑その部屋に踏桑入る時が︑なんともいえない︒

そして︑﹁どうもいかん﹂と思えば︑いさぎよくまるめ

本業である﹁つとめ﹂については︑ほめられたこともな

を出来るだけ楽しくくらし度いと希うのみてある︒︵五○︑

の趣味は自分相応であると思う︒この趣味を一層続け晩年

ある︒趣味も亦天分に支配されることを思えば︑現在の私

く趣味の豊富なことに驚き自分の趣味を貧弱に思ったので

てしまうし︑うまいけば︑悦に入る︒全くたわいもないこ

いが︑ほめられたってあたりまえ︒それほどうれしくもな

二一︑三︑スト権スト終焔の日︶︵本会監事︶

とである︒

いいとか︑歌がいくらか上達したようだとか︑言われれば︑

い︒それなのに︑今日の謡いはうまかったとか︑あの書は
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趣味と人
相馬敏夫

療に従事しておられる竹内大真という先生がいる︒先生は
いままでに﹁長寿の科学﹂﹁敬老の科学﹂﹁聖徳太子﹂﹁伝教

大師の生涯と業績﹂﹁いつまでも若く楽しく健康で生きる
奥義書﹂﹁美しく老いる﹂等いくたの書を出しておられる︒

今年の春まだ﹁快老訓﹂と題する本を発刊された︒﹁人間
はなぜ老化するか︑若きを保ち老化を防ぐことは誰もが心
がけ一つに簡単にできる︒著者は昭和三年以来老人生理学
心理学を研究してきた八十才現役説の提唱者である︒老化
に実際に役立つ老化防止の方法を懇切丁寧にかいた本だと

防止の秘訣書﹂と本の帯にかいてある︒私は一読したが誠
思った︒御本人自身すでに八二才でありながら実に壮者を
凌ぐ御元気さである︒そこでこの﹁快老訓﹂の出版を祝し
ておくればせではあったがこの十一月︑その集りをした︒

多数の名士が年を忘れたような健康さで出席された内に下

ー ー
＝
へ
、
一

生

私の中学の先輩に漢方医学も研究され保土ケ谷で一般診

）

町生れの百才の方もあった︒

先生は﹁快老訓﹂で老化防止の手段は色をある︒但しそ

の人の健康︑体質︑習慣︑趣好︑生活態度などにより一律

に定め難いが最大公約数を示すことは必しもむずかしくは

ないと述べて老化克服の対策並に方法として︑

第一は心に張りを持つこと

第二何事も億劫がらずまめまめしく行動すること

第三不精にならずお酒落を忘れぬよう身噌象をよくする

第四アタマの回転に努め脳の訓練を怠らず常に新しい知

識を求め新しい勉強をすること

○○○○○○○○

第五脳に対する栄養殊に酸素の供給を豊かにすること

を楽しませ心を飢えさせぬように努める

第六常に明日への希望を持ちつづけ趣味を豊富にして心

第七心を寛容に持ち感謝とユーモアを忘れぬこと

第八時々Ｈ己の老化の度合をテストすること

々出して見るのもよくまた十年︑二十年前に書いたも

要するに中学時代に習った数学の本英語の書物など時

の日記手紙写真などを現在の自己のそれと比較して見

のマンネリ化を破って常に新しさを求めることを心が

る︒要するに自己反省力の鈍磨しないよう進んで自己

けるようにすへきである︒

を挙げておられるのである︒以上あげられた八項目は大体

においてこれと云って特異なものでなく一般人として多少

留意さえすれば容易になしうるものであるが第六の趣味の
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！

で職を失ってから毎日の生活に手持ち無沙汰で困っている

よっても明らかである︒よく家の主人は趣味が全然ないの

同時に第一の人生の役人時代に終末をつげ第二の人生の財

早く宴会が終ればよいがと祈る許りであった︒然し敗戦と

で余興を求められるときなぞ言葉通り穴があれば入り度い︑

働くようになっても全く無趣味で︑歌一つ歌えず宴会なぞ

でなくよく学んだ方で従って無趣味であった︒学校を出て

が御宅の御主人は種灸と趣味が豊かであるからいいですね

界人としての生活が初まったのであるが︑戦後早煮の索莫

はよいと思うのである︒私は学生時代よく学びよく遊ぶ方

と奥さん同士の会話できかれることがあるが趣味のない旦

たる世の中に何か心のやすらぎを得たいという気持ちから

点はそれでも人によって種類程度等について異なると思う︒

那さんが職を失ってから毎日家でゴロゴロされていても奥

あの人は趣味に乏しいとかあの人は豊かだとか云われるに

さんとして困るであろうが御本人自身としても退屈される

の趣味生活の初まりとなった︒この俳句の趣味は其の後続

いて今日に至っているのであるがここ二十数年俳句雑誌へ

或る会社で催されていた俳句会に参加させて貰ったのが私

の毎月の投句も欠かしたことはない精勤振りである︒それ

であろうし竹内先生の訓えではないが心を楽しませること
と思う︒それ故に一生を楽しくくらし通すには何かかの趣

もなく心は日毎に飢えて明日への希望も失われていくもの
味をもつことは必要であり有意義なことと思うのである︒

頭でつくった句でなく自然の森羅万象を見てその感激を句

は一月でも怠れば折角の趣味と遠ざかることになると思う

にしてこそよいと云われるだけに句作によって常の生活が

からであってこの趣味があるからこそ私の生活は現在それ

ることを主体とする趣味もある︒又何かかの物件を蒐集す

豊かになる︒自分の生活を楽しくしてくれるのは何も他人

然し一口に趣味と云っても人によってその趣味は千差万別

ることを楽しむ趣味もあるし又物件を自ら作り出すことを

でなく︑自分そのものである︒自分が地位についている時

であり︑健康の程度体質の相異等によって支配されること

楽しみとする趣味もある︒又声を発してそのリズムを楽し

は周囲の人は何やかやと自分の機嫌をとってくれるがそれ

自然の観賞をすることとなり物の見方が自然と細かくなる︒

む趣味もあればそれを文字に託して楽しむ趣味もある︒趣

にいい気になっていては自分の一生は全く空なものになっ

なりに充実し楽しいと思うのである︒俳句をやっておると

味には実に千差万別あって人によってはあんなことが楽し

てしまい︑そのような環境に慣れ満足していた場合はその

が多いのであるが︑舞踊とか運動とかのように自分の体を

いのかと疑われるような趣味もあるのである︒然し私は人

動かすことを主体とする趣味もあれば人が体を動すのを見

が何と思っても自らがそれによって心が楽しく飢えなけれ
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句趣味の外に一時に日本舞踊南画書道ゴルフに凝ったこと

らすに肝要だと思うのである︒私は戦後あるときはこの俳

り体質なりに適応した趣味を求めることが一生を楽しくく

のレラックスとなった︒麻雀もやらない︑碁も将棋も出来

疲れ切ったときても随筆の椛想を練るのは私にとって一つ

くると随筆かきも一般の趣味と何等かわることなく仕事に

ない方が評判のよい随筆となったようであった︒ここまで

から筆をとるのであった︒そして書いてから余り手を加え

がある︒それに雑誌なぞから頼まれて随筆もかいた︒この

ない︒そしてゴルフもやらなくなった自分にとっては俳句

鎌倉からの往復の電車の内で頭で想を練っておいて︑それ

ような豊富な趣味生活が勤めを十分に果しながらやりえた

とともに完全な趣味となったのである︒ところが私が社長

地位を離れたとき一層寂しさを感ずることになるのである︒

ならば誠に幸福だと思いながら何れの趣味にもいそしんだ

をやめる最後の株主総会で一株主から﹁随筆なぞかいてい

それ故に出来るだけ早く職についている時に自分の健康な

のであるが好事魔多しと云うか遂に病に倒れてしまった︒

たから会社の成績が悪いのだ︒累積赤字を出してやめるこ

年不況を続けざるをえない︒一日も早く椛造改善を実行し

とになったその原因を反省する要がある﹂なぞと批判され

なくてはならぬと思って努力していたのであるがこの一株

結局過労であったのである︒それからは俳句を主として随

た現在でも︑日常の生活に手持ち無沙汰を感ずることはな

主を相手に最後に議論するのも不適当と思ったので笑って

筆を頼まれればかく︒気がむけば南画をかいて見る︒静物

く結構楽しいのである︒殊に俳句は別に体力を要するでも

相手になっていたのであるが私の退任後石油ショックに伴

はないが︑日本の精糖業の体質から云って現体制下では万

なく財力がなければ出来ない訳でもなくこれこそ貴賎貧富

た︒私は何も自分に十分に経営能力があると自負するので

を間はず自然を楽しむ心さえあれば何人にても出来ること

う狂乱物価で今迄の累積赤字は一掃され多額の積立金が出

た︒それに読書をしておれば晴耕雨読ではないが職を離れ

である︒私は少しも上達しないで全くお恥しい次第ではあ

をスケッチして見る程度の趣味生活に限定して今日に至っ

るが今後も句作を続けていき度いと思っている︒私が随筆

ような打撃を自分の会社許りでなく精糖業界全般に亘って

ごい原料高の製品安に見舞われ今迄に経験したことのない

初めの内は随筆を頼まれるとそれをかきおえる迄は気にな

うけるに至った︒一株主も私が随筆をかきすぎたために会

来る程の神風が吹いた︒然るに間もなく様相は一変し物す

って仕方なかったが段々と書き憤れるに従って書くことが

社の業績悪化を招いたのでないことが分ったであろうと思

を億劫がらずにかきうるようになったのも戦後のことで︑

面白くなり負担と感じなくなった︒随筆を頼まれるとまず

︹五頁下段へ︺

（8）

ほかの動物には笑いもなければ︑趣味もない︒まじめく
さって︑本能的衝動のままに動きまわるだけだ︒悲しくも︑
人間は自分で遊んだり︑楽しんだりすることができる︒

うれしくもないのではないか︒

そういうことができなくては︑淋しくて仕方がない︑とい
う人が多い︒

とくに年をとってから︑趣味のないのは困るものらしい︒

それは︑定年になったりして現役を離れ︑職業に従事する

ていう事件が多くなった︒飛行機の発着時間も︑自動車の

そこに行くと︑画をかいたり読書したり︑植木をいじっ

速度も制限されるわけだ︒

たりするのは︑人の迷惑にならないのではないか︒財産の

雅得は︑他人の損害を招くことにもなるが︑知識の漉得は

他人に損害を与えるものでなく︑かえって他人を喜こぱし︑

財産が過大になると︑本人は堕落しやすいし︑他人に不

世のためになることが多い︒

さて︑こんな理屈をこれるところを見ると︑無趣味な人

愉快を与え︑争いを招くもとになる︒

うものがない︒弁解したり︑多少は興味を持つこともある

間だな︑と思われそうだ︒当たった︒その通り︒趣味とい

など︑いいわけをする代りに︑無趣味を告白した方が気が

ついでに︑どうして趣味がないか︑一言︑説明しよう︒

楽だ︒

ームをやれば︑いつまでたっても負けてばかりいる︒これ

まず︑極端に不器用だ︒何をやっても︑上手にならん︒ゲ

必要がなくなると︑何となく生活の空虚を感ずるからだ︒

生活が充実しているときに幸福だ︑と思うなら︑レジャ

がいいのだ︒ただし︑これも︑人の迷惑にならないものな

的学科︑数︑物化学などと共に最低点をもらった．ｌ

音楽関係は︑すべてダメ︒小学校から音楽︑絵は他の理科

写真も︑山登り︑自転車も︑和歌も俳句も︑絵も彫刻も︒

普通の人ができることが︑ことごとくできない︒水泳も︑

では興味が持てないのも無理があるまい︒

ーが与えられた時︑隠退した時に趣味があった方がいい︑
にきまっている︒

らば︑の話だ︒人口が増加し︑交通機関がスピード化し︑

どこかウィンストン・チャーチルに似ているようだ︒

だから︑一般的にいうと︑趣味というものは︑あった方

習をア・︿−卜でやっていたら︑近所の人に殺された︑なん

住宅が集団化すると︑騒音公害が問題になる︒ピアノの練
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そして︑昔の学校は︑特に︑できない学科目だけ勉強さ
せる︑ほかのことは何もやらせない︑という頑固な教員が
いた︒それで︑学校の成績は﹁全身衰弱﹂ともいうべきも
のを︑もらっていた︒

だから︑趣味がないばかりか︑好きな学科もなかった︒

それが︑はたちの年まで続いた︒趣味など養われる環境で
はないのだった︒

趣味が発生するには︑いくらか︑余裕というものがなけ
ればならぬ︒余裕があれば︑遊んだり楽しんだりすること
もできる︒趣味のある人の生涯は︑豊かで︑奥ゆかしいも
のだ︒

それに反して︑休日には︑寝ころんで︑テレビを視聴す
るばかり︑退職したつきり︑何をしていいか分からず︑気
嫌が悪くなったりして︑家族に不愉快な思いをさせる人も
ある︒退職と共に︑人生の目的も︑生き甲斐も失ってしま
うからだろう︒

それは︑職業のほかに趣味がないことと︑職業に興味を
持っていないからでもあろう︒つまり︑職業が趣味と︑バ

自分のことをいって︑恐縮至極︒アパートのベランダに

植木鉢をならべて︑水をやる程度︒金魚も鯉も︑小鳥も︑

ぼんやりしているうちに︑大きくなり過ぎたり︑エサを忘

れたり︑で︑結局︑気の毒なことになるので︑動物を飼う
ぐらいだ︒

こともない︒たまに飛んで来る野鳥︑雀や鳩にエサをやる

では︑全くの無趣味か︑ときかれれば︑そうでもあるま

い︒しかし︑仕事と趣味が一致しているのだ︒講義したり

話しをしたりするのが楽しゑ︒また︑書くこと︒そのため

に︑あらゆる国灸の政治や︑政治家のことを調べる︒これ

が︑きりがない︒本は︑いくらでもある︒いくら読んでも︑

これですんだ︒もう本がない︑ということがない︒古本屋
高の可ものだ︒

に入いりこんで︑安い掘り出しものを手にいれる喜びは最

外国の本屋で買って来たもので︑まだ読恐きれないもの

が沢山残っている．ｌそれを読んで文章にまとめるのが

楽しゑだ︒こういうことが全く﹁公害﹂になる恐れもない︒

幸か不幸か︑若い頃︑病弱で︑運動も何もできないので

うか︒そうなら︑定年退職して退屈することもない︒赤ん

仕事︑勉強︑職業と趣味が一つになっていたらどうだろ

れば︑右翼思想家もいた︒皆︑使命感というか︑﹁大義﹂

知人は皆︑天下国家を論ずる者に限られ︑左翼革命家もお

た︒太平の逸民の書いたようなものは︑好きでなかった︒

乱読した︒それも︑経国済民の学に関係したものが多かっ

ぼうのように︑﹁笑わして頂戴﹂というような顔をして︑

ラバラになっているからでもあろう︒

人を訪問して︑人の仕事を邪魔することもあるまい︒

︹十七頁下段につづく︺

のために殉ずる︑といった人々の感化を受
けけ
たた
︒︒
ややは
江受
はり
り︑
︑
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泊翁小伝︵

哲史

授せしめた︒これより泊翁も︑三先生の教授を受けたが︑

海保漁村︵通称章之助︑処士︶の三儒を鵬して藩の子弟を教

一︶

泊翁西村茂樹は芳郁の長子で︑文政二年︵一八二八︶

一七歳のとき︑はじめて藩につかえ︑広間平番となった

学をもって世に立とうと決心し︑日夜勉励した︒

たところ︑大いに称賛せられた︒これによって発奮し︑文

三月一二日︑江戸辰の口に生まれた︒幼名を平太郎といい︑

まさひろ

で︑弘化三年︵一八四六︶丙午の春︑

が︑春のころ眼病を発し︑いっこうに癒えなかった︒それ

少小噌書史少小書史を喉み
所侍目力快侍む所は目力の快なり

学校を興し︑藩士の子弟を教育した︒これを成徳学院とい
の学校を建てた︒その規模は小さかったが︑学科は藩地の

不伯残築晦残薬の晦きを柏れず

課詞徹長宵課訓して長宵を徹し

○歳のとき本藩に帰り︑成徳学院にはいった︒はじめは読

解経見奥義経を解して奥義を見

何患蝿頭細何ぞ患えん蝿頭の細

繕写禿毛穎禿毛の穎をも繕写す

う︒天保八年になって︑江戸の藩邸にもこれを模して文武
学校同様に備わっていた︒泊翁は︑八歳のころは支藩佐野

この学校で藩の儒家渋井達徳︵太室の孫︶︑菱川泉蔵︵秦嶺の

くらおそ

侯の邸にいたので藩学にはいることができなかったが︑一

藩政の大改革を行ない︑その居城下総佐倉において文武の

佐倉藩では︑藩主備中守正篤侯が︑天保四年︵一八三三︶︑

は三月一二日とする︒︲

※﹃泊翁西村茂樹伝﹄には三月一三日とあるが︑戸籍や養源寺墓

一六歳のとき︑﹃昭宣公基経論﹄を草して安井先生に示し

野石窓︵通称予介︑掛川藩儒︶︑安井息軒︵通称仲平︑妖肥藩儒︶︑

孫︶︑八木藷園等の教授を受けたが︑天保一四年︑藩より海

−
￨
のち鼎と改め︑さらに茂樹と改めた︒

泊翁の生立ち

川

書・習字を︑ついで槍剣の術および馬術を学んだ︒数年間
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古

章編断復綴︲章編断ってまた綴る

びのように堅い釘がささっている感じであった︒岩の下の

もうとしても︑ひと重ねのおおいを隔てているような感じ

ところが両眼がポーッとしてうすくなり︑本を開いて読

れで︑何ものにも妨げられることはなかったのであるｃ

狂志凌青冥狂志青冥を凌ぎ
鋭意積磨砺鋭意磨砺を積む

電光が消え︑紫色の角のある石が空しく砕けたと同様に︑

読史透紙背史を読んで紙背に透る
誓破十万巻誓って破る十万巻

登知禦肘禍あに型肘の禍を知らんや

︑︑

しく移って︑流水の逝くよりも速く︑回顧すれば発病以来

ぼう室い

すでに四年になった︒腕をさすっていきどおり︑なげくほ

︑︑

であった︒すなわち︑眼がいささか視力を失い︑眼にくさ

双眼苦階味双眼暗昧に苦しみ

はし象によって喰われるていたらくであった︒歳月はせわ

もはや眼はその光を失い︑書燈にはくものすが張り︑本箱

せいちゅう

開巻時相対巻を附いて時に相対すれど

如隔一層鴎一層の鰯を隔つる如し
︑えい

身鏡梢将昏身鏡やや昏れんとし
てい

かはない︒

がんてい

首を挙げて天地創造の神に問う︒汝はどうして悪賢いマ

眼釘堅如鉄眼釘堅きこと鉄の如し
④■①●■︒︒写巳■巳■■●●■●︒●■■●◆■︒︒●●●●●︑①■■■︑■●■色●●吾︒●■骨

か︒天はすでに自分に才を与えた︒自分はどうして自分を

ネをするか︒聞くところによると︑汝はすぐれた才能を妬

愚昧にすることができよう︒ああ︑自分は幼少から病気が

という︑一段にはじまる長篇の﹁眼病詩﹂をよんで僅かに

ちで︑あらゆることをあきらめた中に︑ただ読書の噌好だ

の権をにぎっていて︑どうして才智の生ずるのを禁ずるの

びがくらいのもものともしなかった︒はげた毛のさきをも

徹夜しても害を読み︑夜明けになって消えのこりのともし

けはのこして︑これによって名を立てようとこころざした︒

むというが︑それには理由があるかも知れない︒汝は活殺

清写し︑蝿の小さな頭をも苦もなく見分けた︒それで︑経

ところが汝は︑わたしのたの糸とする視力を奪った︒その

ゑずからを慰めた︒この一篇の大意は︑年少にして経害や

害を読んでその奥深い意味をさぐり︑史書を読んで文章の

ため自分は羽をなくした烏のように困ってしまった︒

史書を読むことをたのし桑︑視力の強いのを侍象にした︒

の書を読破することを誓い︑なめし皮のとじめがきれると

歳月は人を待たないから︑なすべきときにつとめはげまな

古人は後輩を戒めて︑なまけて事をしないのを警告した︒

奥底にある真実の意味を見透すことができた︒そして多く
また綴じなおすというぐあいで︑頻繁に閲読をくりかえし
た︒青天を凌ぐ狂志をいだきつとめて勉励をかさねた︒そ
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にあり︑丁寧ないましめをしている︒自分はこれを読んで

くてはならない︑というのである︒この種のことばは無数

富貴の者はたたりをまぬかれないのである︒

のように鬼神は常に富貴の家をうかがい視るもので︑古来︑

東波は山林の気から生じる化け物の耀魅をふせいだが︑そ

月を捉えようとして水中にはいって死んだ︒そして宋の蘇

或は飢や寒さをおこし︑そうでなければ病気にしてしま

いよいよひとり悲しみ︑汝にあやまられたのを恨むのであ

う︒才ある者には福を出しおし承︑才のない者には利益を

る︒かつて命と才とは昔から兼ねそなえがたいということ
ても︑なげくだけではどうともならないのであるが︑ただ

を聞いたが︑昔からそれは本当にそうなのか︒そうであっ

して名声と官位をほしいままにするという結果になる︒自

与える︒そのために凡庸の者はでたらめになり︑飽衣暖食

分︵造物主︶はすでにこの権を掌にしている︒それが大きな

汝の心は公正を欠き︑人をもてあそんでいるようなところ
へ出かけて訴えた︒

がある︒それで自分は︑汝の罪を告発すべく天帝のところ

ころが自分は結局︑自分の秘法をなくしたので︑やむを得

調合にほかならず︑貧乏神の学んで到るところである︒と

うにした︒それでも︑病を早くなおしたいと思うなら︑ほ

ず汝に眼疾を与え︑汝の力をじゅうぶんに出しきれないよ

造物主は手を拍って笑い︑おまえはどうしてよく考えな
えにはまだわからない︒顔回は年少にして聖人となるのを

おさないのか︒すべて︑物は過度を忌むが︑この理がおま
伯れ︑孔明も適齢に達せずして王者となるのを催れた︒そ

いうままになり︑時代の移り変わりにそのまま順応するの

である︒そして︑こせこせしないで生涯を終わるなら︑或

こさきを折るにまさる方法はない︒すなわち︑多くの人の

人李陵が旬奴にくだったのを弁護して宮刑に処せられた︒

は眼疾がなおるかも知れない︒そう造物主が忠告したのに

の他の才俊の徒についても︑ありありとその点をしるすこ

漢の子雲は罪せられんことを恐れて閣下に身を投じて瀕死

対してわたしは一笑してお礼を言い︑わたしはあなたの戒

とができる︒魯の左丘明は盲目となり︑前漢の司馬遷は友

の重傷を負い︑漢の質誼は長沙の地で鵜という烏に逢って

は守りかねる︒しかし︑かりにわたしが盲目になってしま

のため人に納れらず︑ついには殺されるハメになった︒

長寿のできない旨を知らされた︒後漢の禰衡はその性剛倣

て造物主の非を鳴らすが︑造物主は冷然として古来富貴の

いらい四年を経てなお快方に向かわない苦痛を天帝に訴え

ｌだいだい以上のような意味の詩と思われるが︑発病

ったら︑暗黒の世界に我慢ができないであろう︒

うため南海を渡り︑水に墜ちて死んだ︒唐の柳子厚は王叔

碗の玩籍も終りぎわをまっとうせず︑唐の王勃は父を見舞
文の事件に連座して不遇の身となり︑唐の李太白は酔って
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者はたたりをまぬかれない道理を説き︑この道理のゆえに

は泊翁竹馬の友人で︑のちに蘭学の手ほどきもしてくれた︒

の小林虎太郎︑信州上田人の八木錬之助などのほか︑泊翁

泊翁が木村から蘭学を学んだのにも︑象山の影響があっ

と同じ佐倉人の斎藤弥一左衛門︑木村軍太郎もいた︒木村

ほこさきを折り︑人のいうままになり︑時代の移り変わり

た︒すなわち︑泊翁が象山の門にはいると︑象山は﹁砲術

才に恵まれた泊翁にも眼疾を与えてその力をじゅうぶんに

にそのまま順応してこせこせしない生涯を終われとすすめ
たので︑泊翁は一笑してそれをことわり︑かりに自分が盲

発揮できないようにしたといい︑もし病の治癒を願うなら

目になったら︑暗黒の世界に我慢はできないであろう︒と

して洋学を学べ﹂とけしかけた︒泊翁の志は撰夷護国にあ

書を学んだ︒それにくらべるときみはまだ若い︒志をおこ

歳︶の春になってほぼ癒えたので︑聖道にはいってもっぱ

は盲目の悲運に陥ることはなく︑嘉永二年︵一八四九︑一三

について行けなかったが︑再思熟考したあげく︑思いなお

る﹂と思った︒それで︑最初は右の象山のすすめにすなお

洋書は読むに及ばない︒道徳政事は東洋の教が西洋にまさ

ったので︑﹁西洋砲術を習得すればそれでじゅうぶんで︑

は末で︑洋学が本である︒ぼくは三二歳のときはじめて蘭

言い放って一篇を終わっているが︑さいわいにして︑泊翁

一八歳のときからつとめた近習職を解くように藩に願った

ら学問に従事したいと父に乞うた︒父はそれを許し︑まず

○日︑三月一二日服除し︑家督を継いで体一二○石を賜わ

三年︵一八五六︶正月︑父は病残した︒喪に服すること五

預兼帯となった︒このときの佐野藩主は堀田摂津守正衡で︑

を命ぜられ︑旗奉行次席用人︑側用人︑小姓頭︑朱印武器

嘉永六年︵二六歳︶二月︑藩命をもって支藩佐野藩の付人

して木村に蘭書の句読を学ぶことにした︒

った︒母と弟妹とを養う責任を負うたので︑出学の念を断

年齢は六○に近かった︒ところが世子左京亮正修が早く世

が︑用人某に妨げられてそのことを果たさないうち︑安政

ち︑同年六月藩学温故堂の都講となった︒

に入り︑西洋砲術を学び︑翌年六月には佐久間象山の門に

しかし︑温故堂の都講となるにさきだって大塚同庵の門

れを藩士松山大吾がにくんでたおそうとはかったが︑松山

士田内良作にも藩侯の老に乗ずる不義な行動があった︒そ

つとめた藩士村山長義に不正があって職を奪われ︑また藩

一二歳の若年であった︒そういうところに︑かつて藩老を

を去ったので︑継嗣となるべき者は正修の子正頚で︑まだ

はいった︒このころ象山の居宅は江戸木挽町に在り︑一五

も尋常人とはいえなかった︒このような状態をそのまま放

｜学修の苦心︲｜

○人ばかりの門人がいた︒勝麟太郎をはじめ︑越後長岡人
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置するなら︑一藩の紛擾が起こりそうな形勢であったので︑

所にはいったとき大風雨が来るような音がして︑第一の震

番町佐野の藩邸にいた︒夜一○時︑まさに寝ようとして便

安政二年一○月二日の大地震のときには︑泊翁は江戸三

家中の燈火は消え︑方角がわからなかった︒泊翁は声をあ

泊翁は下林東馬︑青木伴次の二藩老と協力して村山を藩の

げて母を呼んだ︒妻の声がして︑母はすでに屋外に出たと

動︑第二の大震動がつづいた︒泊翁は急いで便所を出たが︑

同年六月︑異国船四膿が相模国浦賀に渡来した︒アメリ

いう︒家は菱形に曲がったが︑顛覆しなかったので︑さい

下邸に銅し︑田内を宗藩の城地佐倉に送り︑これによって

カの軍艦で︑大統領からの使者が乗っていた︒泊翁は自分

わい家内には一人の怪我人も出なかった︒このとき東北の

藩中無事であった︒

の眼で軍艦を見︑また上陸した兵士の隊伍︑兵器の整備し

藩邸より一町ほど脇に九段坂の馬場があった︒泊翁は主

たさまを見て︑西洋兵学の識訳書を読んで想像していたと

備を講究できないことがわかった︒それで泊翁は単身ヨー

を奉じて馬場に避難せしめた︒そのあいだにも小震があり

侯の近臣に命じて正頒侯およびその養母︑兄弟以下の家族

ば︑吉原町の出火であった︒

ロッ︒︿に渡航して兵学兵器の術を学ぼうと決心し︑幕府へ

方向に火光が天を照らしているのが望まれた︒あとで聞け

の願書を草して佐倉藩老渋井平左衛門達徳にその進達を乞

降り︑その後はようやく震気がおさまった︒

その後も日々数一○回の小震かつづいた︒七日目に大雨が

おりであると思った︒それにくらべるとわが国の兵制・兵

うた︒吉田松陰が海外渡航を企てて捕えられたのはその翌

器は迂拙で︑オランダ渡来の書籍くらいではじゅうぶん武

年であるから︑海外渡航の機運が少しづつ動き出していた

まち倒壊し︑ところどころから火が起こって︑藩士の死ぬ

本藩の小川町邸のあたりは震力が最も強く︑全邸がたち

誼論するところがあった︒泊翁は遺憾やるかたなかったが︑

もの男女四一人にのぼった︒江戸中の死者は︑正確な数は

のであろう︒しかし渋井は泊翁の熱願を認めず︑かえって

これを許さざりしは︑初より先見あっての事には非ざるべ

あとになって考えれば無謀な計画であったから︑﹁藩老の

安政六年︵一八五四︑二七歳︶一○月︑正衡侯は病残し︑

総裁︶に任じた︒翌三年一○月一七日には外国事務専任と

正篤侯を老中となし︑老中上座を与え︑勝手掛︵会計事務

大地震があった七日目の一○月九日︑幕府は本藩主堀田

わからないが︑三万五○○○という説が最も多かった︒

嫡孫正頗が一三歳で遺領を相続した︒泊翁は正衡侯の遺托

した︒

きも︑却て時宜に協へる者﹂と反省された︒

を受け︑孤児を奉じて小藩佐野の事務に心を砕いた︒
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多事となったので︑老輩にして政務に経験のある正篤侯を

ることが多かったが︑こんどの大震に遇って内外いよいよ

大事を決断することができなかった︒それで正弘は苦慮す

時の老中首座は阿部正弘であったが︑将軍家定は庸愚で︑

五月六日京都を発し︑中山道を経て二一日江戸に着いた︒

泊翁は病気のためなお三旬ばかり京都に滞在していたが︑

置いて国内の鎮圧に当たろうとする所存のようであった︒

した︒国家多難のさい︑老中では威権が軽いので︑大老を

このとき︑外国との談判はいよいよ困難を加え︑また世

を処理する方針であったが︑外国事務を専任するに及んで

この大任に就いた正篤侯は︑謀臣を設けずに独力で大政

老を免ぜられた︒これは︑将軍家定に公子がなく︑継嗣の

る︒ところがその翌日︑正睦侯と松平伊賀守が︑突然︑閣

守に命じて仮条約に調印せしめた︒いわゆる安政条約であ

大老老中が相談して︑六月一九日︑井上信濃守・岩瀬肥後

界の形勢はとうてい通信通商の拒絶を許さなかったので︑

政務多端をきわめ︑泊翁ほか三人を選んで秘密の文書を掌

ス︾○

引きだして自分の上座に据え︑責任を分担さしたわけであ

らしめた︒

喜︶を立てようとする側であったので︑紀伊宰相︵慶福︶

論が大いに起こったが︑正睦侯や松平伊州は一橋卿︵慶

都の公卿は時勢を知らず︑また政理にも通じていなかった︒

することになり︑泊翁が従士の貝に加わった︒しかし︑京

が︑将軍家定の内室の名を避けて正睦と改めた︶侯が上京

してその允許を受けようとして正睦︵はじめ正篤といった

の勅誌関係者をはじめ︑京都に意を通じて関東に不利を謀

九月三日︑老中間部下総守は江戸を発して上京し︑こんど

都留守居鵜飼吉左衛門父子が主謀者であるという噂があり︑

列藩に勅誌を下してその意を告げた︒このことは水戸の京

では幕府が勝手に仮条約を結んだことを怒り︑三家および

ンスと︑つぎつぎに幕府は通商条約を結んだ︒八月︑京都

klOノ

しかも︑安政四年六月一七日︑阿部正弘は病残したので︑
内外の大事は皆正篤侯の一身にあつまることになったが︑

し︑仮条約を布告した翌日に正睦侯を免じたのは︑条約締

を立てようとする井伊大老と対立したからであった︒しか

結をもって堀田の責に帰し︑朝廷に言いわけをしたのだと

これよりさき︑安政三年七月一九日︑アメリカの軍艦が豆
込んでおり︑アメリカ大統領の国書を持参していた︒︿リ

一八日イギリスと︑八月一八日オランダと︑九月三日フラ

いう︒その真偽はわからないが︑七月の二日ロシアと︑

州下田に入港した︒総領事のタゥンゼント・︿リスが乗り
スは大いに世界の形勢と日本のとるべき方策を論じ︑聞く

安政五年四月五日︑正睦侯は京都を発し︑二○日江戸に

まさよし

者は皆耳を傾けた︒そこで幕府は開国のことを朝廷に奏請

着いた︒このあと三日の二三日︑幕府は井伊直弼を大老と

／ 司 戸 、

'

った嫌疑のある者を捕えて江戸に送った︒これが世にいう

︹十頁よりつづく︺

泊翁の欧学志望は年来の懸案であったが︑はじめは眼病に

一︶の夏︑手塚律蔵の門にはいって蘭学と英学を学んだ︒

できたはずだが︑革命のための勉強が大切といって︑やめ

てた︒シベリアに流刑になっても︑狩猟をやろうと思えば

に加担して死刑になって以来︑革命のために︑いのちを棄

レーニンといえば︑兄がアレキザンダー三世暗殺の陰謀

るのも嫌いだった︒勉強に忙しかったからだ︒

ケネディは野球というような︑悠長な遊びはやるのも観

趣味や遊びのない人が多かった︒

安政の大獄の翌年三月三日︑雪天の朝︑井伊大老は桜田

安政の大獄である︒

門外に水戸浪士等一七人に襲われて死んだ︒そのように世

妨げられ︑ついで父の死によって家を継いでからは俗務多

いって断念している︒吉田松陰だって︑時間つぶしの趣味

た︒チェス︵西洋しょうぎ︶も︑勉強の時間がおしい︑と

情の変転は目まぐるしかったが︑泊翁は文久六年︵一八六

の勤務でいよいよ暇を得ることができなかった︒しかしそ

端でその暇が得られず︑佐野藩の付人となってからは日々

謄写して後日の準備とした︒その後︑佐野藩の勤務でも一

それによって日本を世界一の道義国家にするのが使命だ︑

ーニン主義︑田中角栄が代表する腐敗政治に対する戦いだ︒

ファシズム︵ヒトラー︑ムッソリーニ︶︑マルクス・レ

はなかったろう︒

と月に六日の休暇が得られるようになったので︑休日には

と思っている︒そのための勉強が︑趣味というべきだろう︒

の志は少しも止むことがなく︑寸暇があれば西洋の辞書を

手塚先生に就いて蘭英二国の学を学びはじめた︒先生の宅

それが楽しくて︑眠むる時間が惜しくて仕方がないのだか

︵本会副会長創価大教授︶

は本郷元町に在り︑休日ごとに三番町の藩邸より通学して

合局−０

風雨寒暑怠らなかった︒しかし家に帰ればすぐ藩政を料理
し︑簿書に従事しなくてはならかつたので︑学問に専心す
いので内密に学修するほかはなく︑また辞書・書籍にも乏

ることはできなかった︒その上︑世に洋学をにくむ者が多

︵本会評縦員亜細亜大教授︶．

しく︑無益の努力をしなくてはならなかった︒

イーー

序ｉ

︑Ｊ／

／１︑

︹時事偶感︺

﹁スト権を
戦いとれ﹂
について

１１

１

き重大な問題に立っているのだと思う︒国

かくして従業員の生活程度は上昇︑それが

従業員もその家族も少からずいたのである︒

てよいのかと心の内の心配をかくしえない

消費増を呼び好況を促し続ける大きな素因

際的には平和を唱え緊張緩和を望象ながら
な物の考え方は今こそ反省すべきではない

となっていった︒私は住宅問題の解決には

国内的には闘争とか戦いとれとかいうよう
かと思う︒戦後小さな企業の経営責任者と

今の世相では益々努力すべきだと思うので

はローンによって住宅を手にし︑その返還

あるが多くの従業員は経済の高度成長の時

の側にも落度があったが今の組合の在り方

財源はこれから貰う賃金アップや賞与に期

に及ばすながら努力した︒然し其の間我々
には行きすぎてしまったところがあるとい

ついても同様であった︒・そしていい悪いは

待しえた︒家具なぞの取得︑海外への旅に

なった自分は戦前の労働搾取の考え方是正

さき頃﹁スト権回復を支持する会﹂︵仮

わざるをえない︒この傾向は何も自分の関

相馬敏夫
称︶というところから﹁基本的人権の確立

日本に於ては一般的になったと思う︒ここ

に定着してしまったのである︒一方経営者

別にしてこのような生活態度が従業員の心

係する小さな規模について許りでなく今の
までしなければ労働者の利益獲得は出来な

の経過と現状︑ストライキの自由を回復す
るために﹂と題する二つの小冊子を送って

の度合を段々とつよくし結局自転車操業と

側としては資産の取崩しは勿論︑借金経営

をめざして三十年﹂また﹁スト権問題︑そ

きた︒そしてこの会に参加してくれるか︑

いと云うかも知れぬが︑いきすぎれば却っ

た︒勿論このような事態は高い賞与や賃金

批判される事態までに追いこまれるに至っ

て労働者が不幸を招くのである︒

私はさきの好況も今の不況もすべて賞与

の支払だけによって招かれたものではない

や賃金アップの在り方に少なからず基因す

官公労働者のスト権問題やこの会について
意見をきかしてくれという手紙を貰った︒

ると思うのである︒というのは経済の高度

私は早速意見をそえて参加するつもりはな
ったが︑﹁スト権剥奪は占領政策の遺物だ

いと回答した︒小冊子を全部は通読しなか

や消費者の動きによって思うに任かせない︒

が︑企業合理化も製品価格の引上げも組合

現在は悪くても将来の見透しが明るければ

成長に伴って組合は毎年高い賞与や賃金ア

は借入れも困難になる︒また多くの企業は

借入れも出来るが︑見当がつかない状況で

ップを要求した︒経営者はこのようなベー
将来はどうなるかと心配を抱きながらも蓄

戦後覇権主義の現われではないが人件饗吸

スアップが続いた場合果たして企業経営の

る︒日本の現状は占領政錐がどうであった

や賃金アップの要求に応じた︒高い物価に

積の取崩しは勿論借入金に依存し高い賞与

こういう考え方はどうかと思ったからであ
かなぞと云っておるべき時でなく今後日本

収のため新しい事業を種々と企画し︑多角

から清算すべきだ﹂という記事が気になり

が生きていくにはどうあるべきかと全面的

あえぎながらも闘争のあと︑こんなに貰っ

に新しい観点に立って真剣に思いを致すべ
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ックや石油ショックがなかったにしても企

多い︒かくして無理が尚じてニクソンショ

企業とて其の経営は思うに任かせぬ場合か

至ったのもそこに原因がある︒然し新しい

は何かと疑うような定款を多く見受けるに

経営に走った︒そして一体この企業の本体

とも大切である︒云うは易く行うは六かし

と云うが︑入るを計って出ずるを制するこ

小さくなれと私の友人は先人に教えられた

れに人間不遇になったら出来るだけ縮まれ︑

って急速に行うべきことが肝要である︒そ

よって︑自主的にボディーの改善を思い切

思えば直接その企業に関係しているものに

と云うのである︒違法ストの強行によって

会提出して健全な労使関係の確立を期する

急に結論をまとめ行政上の改革及法案を国

と必要な改正︑四以上につき出来るだけ早

の方途検討︑白労働関係法規の全面的検討

五現業の経営のあり方及当事者能力の強化

旨を尊重︑その内容の具現化検討ロ三公社

係閣僚協議会専門委員懇談会の意見書の趣

業の実態は脆弱になっていたのである︒企

いが経済の原則に即しない限り企業安定︑

業活動の実体を無視した批判は日本経済の

業側としても反省を要する点はあるが︑企

は不当とかいうような企業批判もある︒企

ある︒政︑財︑官こそ何れも反省を要する

公企業についても私企業についても同じで

く時でなく︑不況と闘う時である︒それは

日本経済の確立ははかられない︒御互に聞

この上は国会で十分に論議をつくし何れに

に移すことになったことは誠に幸いである︒

相手方を威圧することなく論議を国会の場

業にもっと課税を重くせよとか製品値上り

発展を阻害しひいては国民生活に不利を招

が︑官労協の人灸にもストについてこの際

すべきであって公労協のスト権を単に認め
んがために経営形態の変更を求むるのは筋

につながるのかその点に重点をおいて論議

スト権を認めることが国民全体の福祉増進

態を変更するのが望ましいのか︑公労協の

き度いのは国民全体の福祉のために経営形

とを望むのである︒ただここに一言してお

生活が確保される方途がつくり出されるこ

も偏することなく国民全体の均衡のとれた

くのである︒それは兎も角として企業の実

︹追記︺この時事偶感は十月の中頃にか
いたものであるが不幸にも十一月廿五日か

大いに反省して貰い度いと思うのである︒

ら公労協ストが行われ政府・自民党と社会

は自己防衛のため消費よりは貯蓄へと走っ
た︒延び率は下の階級ほど大きいといわれ

党・公労協が全面対決の段階に入ってしま

態悪化によって将来に不安を感じた従業員

される大きな原因となっていたのである︒

った︒そして政府は事態の重大性に鑑み一

るが︑この消費減退が今日の不況の醸し出
私は現在の不況原因は複合的でありその

の安定を計って消費を回復させることが先

定した︒この基本方針は﹁法を守ることは

本権問題等に関する政府の基本方針﹂を決

の解明が一般国民に徹底的になされること

祉のためにも不幸なことであると云うこと

が違うと思うことである︒公労協のスト権

決であると思うのである︒政府の累次の対

民主主義の国家の根幹を成すものであり本

日の臨時閣議で﹁三公社五現業等の労働基

策も企業安定に役立たなければ効果は薄く

必須の前提となる﹂とし㈲公共企業体等関

問題の解決にはこのことを確認することが

二︑七︶︵本会監事︶

が当面の課題と思うのである︒︵五○︑一

が現在認められていないことは一般国民福

不況脱出もほど遠い︒然しこの不況原因が

克服には種々の対策が必要であるが︑企業

多く構造に基き広軌が狭軌に変ったのだと
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．｜現代の世相

ひんしゆく

は擢整を買っている︒曾て東洋の君子国といわれた日本の面影︑今

つつある︒これが根源は︑マッカーサーの押し付け憲法︑教育勅語

何処にかあるといいたい︒しかも革命勢力は国民各層に惨透拡大し

や日本歴史教育の廃止︑教育基本法︑労働三法等にあるとはいえ︑

戦後日本人が日本人としての自覚︑反省を欠き︑その優れた歴史伝

ロも蓮とかえ

統を軽んじ︑日本人としての個性︑主体性︑誇りを失なってしまっ
たからである︒

二元に反れ︵元元︶

現在の日本人が︑真の日本人に立帰るためには前述の日本国憲法︑

第二次世界大戦後既に三十年を経過したが︑国際情勢は混沌とし
ており︑ベトナムにおいてはパリ平和協定が撰欄され︑タイ︑マレ

教育基本法︑労働三法等をわが国の歴史伝統に基づいた自主的なも

る必要があるが︑現在の法律下においても︑教育者︑政治家︑学者︑

のに改正することが根本であり︑これは︑今後根強く国民にＰＲす

ーも赤化されようとしており︑わが国と一衣帯水の韓国と北鮮の対
協定は成立したが︑アラブ諸国とイスラエルの対立は根強く︑ソ・

宗教家︑父兄︑国民︑マスコミがその気になれば改善できないこと

立は激化しつつある︒中東においてはエジプト︑イスラエルの停戦
米の軍拡︑核保有国の核実験と相侯って世界平和の到来は前途遼遠

作家の司馬遼太郎先生は︑﹁どの歴史時代の精神も三十年以上は

はない︒

代である︒

である︒英国のトインビー博士がいえるように︑世界は正に戦国時

戦後日本に氾濫した共産主義もやがて衰滅するであろう︒昭和二十

続き難いように︑やがて終焔期を迎えざるを得ない﹂というている︒

げたが︑昭和四十八年末の石油ショックにより︑その実態は単に加

からず終焔の日を迎えるに違いない︒

四年十月一日以来二十六年間︑中共を支配している毛沢東思想も遠

一方わが国内情勢を観るに︑戦後︑経済面はめざましい発展を遂
工貿易国︑資源小国に過ぎなかったことを暴露し︑目下︑インフレ︑

日本は︑建国以来本年で二六三五年になる︒古い時代のこととて

物価抑制︑不況対策に狂奔中である︒精神面に至ってはその低下甚
だしく︑道徳︑宗教︑哲学など︑何一つ心の拠りどころを持たず︑

年数に多少の誤差のあることは当然であるが︑二千数百年の間︑日

エゴイズム

物事を深く考えず︑自由︑自己主義が横行︑マイホーム︑亨楽型︑

本民族は万世一系の天皇と共に高い理想︵三種の神器︑知・仁・勇︶

名も知られない小さな島国が一躍その存在を世界に知られるように

の下に存続してきた国柄である︒明治維新の開国後僅か百年の間に︑

インスタント型となり︑権利や琴ヘースアップを主張するが︑義務心︑

奉仕心を欠き︑外国人からはエコノミツクアーニルといわれ︑過激
派グループの内外における兇悪行為や海外旅行者の女漁り︑不行儀
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一 〜 、 〆 、 〜

なったのは皇室を中心として全国民が一致団結︑全力を結集し︑あ
らゆる方面に其の主体性を発揚したからである︒現在の混乱せる内
外情勢に対処し︑これを建て直すには︑日本人が本然の婆︑即ち原
点に帰る以外にないと思う︒

︵般若心経︶

鈴木賞太郎海軍大将︵終戦時の総理大臣︶

色即是空︒空即是色︒

常に徳を修め智を磨き日常のことを学問と心得よ︒︵奉公十則︶

徳富蘇峯先生は終戦後︑日本の現状を嘆き次のように蕃告された︒

四元元の数例

﹁日本にも国宝が多い︒併し如何なる国宝にも換へ難き国宝は我

支那の後漢書﹁班固伝﹂に﹁元元﹂の字句がある︒これは﹁根本
に立ち帰れ﹂の語原である︒神皇正統記の著者として知られている

京都︑日光がある為めでもない︒真の値打ちは皇室其の物を日本に

が皇室である︒日本の値打ちは富士の山ある為めでもなければ奈良︑

北畠親房著八巻に︑﹁元元入二元初﹃本本任二本心一﹂の語がある︒こ
おさむ

れも﹁元に帰れ﹂の意である︒

塚田功陸軍大将︵陸軍大学校長︑参謀次長︑南方総軍参謀長︑第

にし︑皇室打倒などを叫ぶものは己れ自らを害し︑傷け狐ふもので

敬愛の王室は崩壊し爾来政権の交代頻繁で政治は安定しない︒﹂現

ンスでは十八世紀末大革命がおこり︑ルイ十六世夫妻が殺され国民

かへ

持っているからである︒然るに此の皇室を粗末にし此の皇室を邪魔

たづ

に﹁始めを原ねて本に報い︑元を元として︑もとに反る︒これを原

にも短見であり笑止千万である︒十七世紀半ばに英国に叛乱が起り

自殺的行為である︒これに気付かないのは余りにも無知であり余り

十一軍司令官等歴任︑中支にて昭和十八年戦死︶の遺稿﹁原元録﹂
元という﹂とある︒

先哲は皆︑道は近きにあることを教えている︒数例を挙げよう︒

チャールス一世を殺したが︑クロムウエルがでて王室を回復︑フラ

孟子日はく﹁道は近きにあり︒しかるにこれを遠きに求む︒事は

である︒

在世界には大別して次の政体︵国体︶があるが︑理想的政体は第三

三道は近きにあり

易きにあり︒しかるにこれを難きに求む︒人さその親を親とし︑

白人倫︑道徳国家︵日︑英︑蘭︑丁抹︑瑞典︑白︑日本は天皇

︒全体主義的統制主義国家︵ソ連・中共︶

Ｓ個人主義的自由主義国家︵米・仏︶

その長を長とせば天下平らかなり﹂︵吉田松陰愛読の孟子の語︶

心王陽明

人灸各有二定盤針↓万化根原津在し心ｃ

水は生活の根源であるが︑その恩恵に気がつかない︒皇室はわが国

れ君民一体︑今日に及んでいる理想的国家である︒太陽や︑空気︑

特に日本は建国の肇めより︑天皇が民の心を心として政治が行わ

制︑他は王室︶

却笑従前顛倒見︒枝食葉を外頭尋︒

探し春戴益
帰来試把二梅梢一着︒春在二枝頭一己十分︒

尽日尋し春不レ見レ春︒杖梨踏破幾重雲︒

照廠脚下︒︵禅僧用語︶
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存立の根源であるが︑このことが現在の日本国民から閑却されてい

り入れ︑天皇御自ら紫哀殿において宣布されたものであり︑その

各国の情勢に立脚し︑原案を練り上げ更に明治天皇のご意見を採

この勅諭は明治天皇が西南の役を経て陸海軍の制度が次第にかた

軍人勅諭

歎すると共に敬服せざるを得ない︒

当時の憂国の士が︑如何に優れた識見︑哲学を持三Ｌいたかに驚

るのは残念至極である︒

日本の民主主義は民本主義である︒西洋の民主主義は独裁者の専
横︑迫害に対し民衆が自由︑権利を要求し︑これを勝ちとったもの
である︒米国の民主為義はリンカーンの﹁人民の︑人民に依る︑人

まってきた明治十四年一月四日に︑陸海軍人に賜った訓えである︒

民の為の政治﹂︵弓胃○○ぐ①昌日⑦昌○寓言胃○色①︾ご牙①胃︒豆①︾

さ﹃号①胃○廷①︶である︒日本の民主々義について去る九月二十二

軍人は政治に拘らず本分に迦進するよう次の五ケ条を示された︒

︾○○

日︑天皇陛下は外国記者団の質問に対し︑次のとおり答えられてい

一︑軍人は信義を重んずべし

一︑軍人は武勇を尚ぶべし

一︑軍人は礼儀を正くすべし

．︑軍人は忠節を尽すを本分とすべし

わが国の旧憲法は明治天皇の五ケ条の御誓文に基づいていました︒

﹁日本の民主々義の基盤は明治時代の初期にさかのぼるものです︒

私はこの五ケ条が日本の民主主義の基盤であったと信じていま

一︑軍人は質素を旨とすべし

﹁忠節﹂は天皇のため日本国︑社会のため︑或は現在奉職している

士道の真髄を簡潔にとりまとめお諭しになられたものであって︑

右の五ケ条は凡そ七百年の間わが国の武士が鍛えに鍛えた日本武

と仰せられている︒

挙りて之を悦びなん︒朕一人の樺の承ならんやｏ﹂

よろこび

ひて此道を守り行ひ︑国に報ゆるの務を尽さば︑日本国の蒼生︑

は人倫の常経なり︒行ひ易く守り易し︒汝軍人︑能く朕が訓に遵

き︒心たに誠あれば︑何事も成るものぞかし︒況してや此五ケ条

如何なる嘉言も善行も皆︑うはくの装飾にて何の用にかは立つべ

神にして︑一の誠心は︑又五ケ条の精神なり︒心誠ならざれぱ︑

行はんには︑一の誠心こそ大切なれ︒抑と此の五ケ条は軍人の精

左ごえる

右の五ケ条は軍人たらんもの暫くも忽にすべからず︒さて之を

す﹂と︒

一︑広く会議を興し万機公論に決すべし

︵注︶五ケ条の御誓文︵明治元年四月六日︶
一︑上下心を一にして盛に経論を行ふくし

一︑官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ人心をして倦まざらしめ
んことを要す
一︑旧来の随習を破り天地の公道に基くべし
一︑知識を世界に求め大に皇基を振起すべし

我国未曾有の変革を為さんとし朕朗を以て衆に先んじ天地神明
に誓い大に斯国是を定め万民保全の道を立んとす衆亦此旨趣に基
き協力努力せよ﹂

このご誓文は︑勝海舟︑橋本左内︑横井小楠︑吉田松陰︑坂本
竜馬︑由利公正︑木戸孝允等の俊英が日本古来の伝統歴史と世界
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仕事に全力を尽すことと解釈し︑また﹁武勇﹂とは職務を遂行する
いたという︒

の反響を呼び︑今次大戦後︑西独首相アデナウァーは自室に掲げて

正しい日本の歴史︑日本人のあり方を教えないところにある︒

今日︑日本人の道徳心が著しく低下しているのは各学校において

ための学業︑技能︑芸道等に精進することと解釈すれば︑今日全国
明治時代の外交や︑三井・三菱などの貿易商社が世界各国の信用

民に適用し何等差支えなきものと認められる︒

確立することは国家興隆の根本である︒特に世界各国から尊敬され

文教を作興し︑智能を開発し︑人格を磨き︑剛健なる国民精神を

︵西郷南洲︶

思想が台頭︑満州事変以後は軍人でありながら政治に関与し︑支那

る嘘をいわない道義を重んずる礼儀正しい日本人を養成することが

政治の大本は文を興し武を振い農︵産業︶を励ますの三つにあり

事変︑仏印進駐など国際信義に倖る行動が多くなり︑世界から孤立︑

を博したのは︑この武士道精神︑特に礼儀正しく︑信義を重んじ︑

遂に第二次大戦に突入誠敗北を喫するに至ったことは︑大いに反省

る自衛隊を憲法違反と称し︑その解散を主張しているが︑これは自

肝要である︒また日本国内の全体主義者達は日本の独立と安全を守

嘘をいわず約束を果したからである︒第一次世界大戦以後は︑成金

すべきである︒日露戦争後︑新渡戸稲造博士によって世界に紹介さ

太平洋における漁業の締め出し︑北鮮のわが漁船に対する不法攻撃

行機︑調査船︑漁船団の傍若無人の行動︑日本海︑オホーツク海︑

くことを知らねばならない︒現在︑日本周辺におけるソ連艦艇︑飛

ら墓穴を堀り︑光輝あるわが国を外国に引渡し︑自由なき圧政に泣

れた﹁武士道﹂は︑各国に多大の感銘を与えたのであった︒
教育勅語
二十三年十月三十日︑明治天皇の思召により発布され︑日本人とし

教育勅語は明治二十二年二月十一日発布の帝国憲法についで︑翌
て守るべき道徳の基本︵君に忠に︑父母に孝︑兄弟に友︑夫婦相和︑

に優先︑軍事は政治の命令に従うべきことは︑当然であるが﹁自ら

などは日本の防衛力不足に乗ずるものである︒もちろん政治は軍事

の国は自ら守る﹂の気概と所要の軍事力を整えなければ︑外交に迫

朋友相信︑恭倹︑博愛︑修業︑智能啓発︑徳器成就︑公益︑国憲国
後に﹁斯ノ道ハ実二我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶二遵守

西歴史の明証するところである︒また産業を振興し国民を富ませ福

力はなく︑各国からは軽べつされ遂に滅亡の道に進むことは古今東

法の尊重︑有事義勇奉公︶を明示されたものである︒天皇はその最
スヘキ所︑之ヲ古今二通シテ謬ラス︑之ヲ中外二施シテ倖ラス︑朕

あることは今も昔も変りはない︒いかにして内外︑情勢に対処し調

以上のように︑政治の大本が文教を振興し︑富国︑強兵を図るに

祉を増進することは︑今日の政治の急務となっている︒

爾臣民卜倶二挙々服贋シテ︑成其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ﹂とお
述べになり御自ら国民の先頭に立って実行せらるるご決意を明らか
の目標が明確でないことをご珍念になられ︑侍講元田永手に命じ起

の意志どおり行動させるかが大切である︒大東亜戦争は軍部の政治

和のとれた形にするか︑軍事力をして政治政略の一部門とし政治家

にされた︒蓋し前年帝国大学に行幸された明治天皇には︑大学教育

で︑英・仏・独・漢の四ヶ国語に翻訳して世界各国に知られ︑多大

草させたという︒本勅語は明治四十年から四十二年にかけ︑文部省
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で終戦となったことを忘れてはならない︒

を許し︑これを野放しとしたところに問題があり︑天皇陛下の聖断

を集め構想を練り︑漸く原稿を書き上げ︑出版の段階になったとき

全部をストーブのたきつけとし焼いてしまった︒カーライルは一生

友人がきてその原稿を借りてゆき︑翌朝︑女中の不注意によりその

現代の多くの人々は働きもせず︑公共企業体教職員などが平気で

らなかった︒しかし間もなく彼は翻然として悟り︑更に勇気を振い

焼かれので失望落胆︑十日間というもの荘然自失︑食事も咽をとお

のど

の仕事として十数年間心血を注いで完成したその原稿が一夜にして

違法ストを行ない︑ベースアップ︑スト権︑週休二日制などを要求

である︒カーライルは﹁何でもよいから深い所へ入れ︑深い所には

起し全霊を打込桑︑書き直したのが今日残っているフランス革命史

四自らの使命に生命を燃焼させよう

し︑マイホーム︑エゴ思想が汎濫し︑凶悪犯罪が横行し︑あたら青

悉く音楽がある﹂といわれている︒

春を無目的無意義に過ごすことは甚だ残念なことである︒

すべて仕事に取り組むものには︑以上のような情熱︑生命の燃焼

去る九月︑逝去した板画の大家で文化勲章を受けた棟方志功は︑

今次大戦の沖細決戦の最後に︑自決を前にして海軍最高指揮官大

を消耗し人生の目的使命に対する情熱に欠けているように思われる︒

が肝要である︒現代の日本には余りにもインスタント的︑金儲け的︑

組め︒文壇に立って赤職を万世に翻さんと欲せぱ︑主として思想を

田実少将︵死後中将︶が島田沖細県知事以下県民の殉国壮烈な行動

﹁精一杯努力すれば神は必ず助ける﹂との信念で︑魂のはいった多

酒養せざるべからず︒思想が心の中に熟し︑腹に満ちた上は直に筆

を海軍次官あてに詳報︑﹁沖細県民カク戦ヘリ︒県民二対シ後世特

迎合的︑人気的の書物︑雑誌︑音楽等が氾濫し︑斗争にエネルギー

を押って其の思うところを叙し柿然醗雨の如く勃然大波の海にそそ

のやりとりをするような維新の志士の如き烈しい精神で文学にとり

ぐの勢なかるくからず︒文字の美︑章句の法などは︑次の次の其の

日肱をとして沖細県民︑日本人の胸を打つものがある︒

別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ﹂と結んだ情熱至誠に燃えた電文は︑今

くの傑作を遺している︒明治の文豪夏目激石は﹁死ぬか生きるか命

次に考うべきである﹂といわれ︑佐久間艇長の遺書を礼賛された︒

教育の任に当たるものの気概︑吉田松陰先生の孟子嘉言抄に﹁君

岡潔博士は﹁数学は生命の燃焼によって作る﹂といわれた︒岡博士
と肝胆相照らした吉川英治は﹁生命か燃えさかる人を描こうとして︑

し︑兄弟故なきは一の楽しみなり︒仰いで天に恥ぢざるは其の二の

子に三楽あり︒而して天下に王たるものは与り存せず︒父母共に存

し﹂といわれ︑徳富蘇峯は﹁文学とは︑自分の頭の中にある思想︑

やし︑松下村塾の門下生に高杉晋作︑久坂玄瑞︑木戸孝允︑伊藤博

而して天下に王たるは与り存せず﹂とある︒先生は育英に情熱を燃

楽しみなり︒天下の英才を得てこれを教育するは三つの楽しみなり︒

こと

士は﹁汝の今立てる所を深く掘り下げよ︒そこには必ず泉湧くべ

大きな目標に大きな情熱を以て努力をしろ﹂といわれ︑高山樗牛博

真実をそのまま文章に表わすことである︒文章の巧拙の如きは問う

文︑井上馨︑山県有朋︑品川弥二郎等︑明治維新の功臣︑元勲が輩

ところに非ず﹂と教えた︒イギリスの文豪カーライルがフランス革
命史を著作するに当たり︑十数年かかって歴史的研究を重ね︑資料
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出している︒教育者の人格︑識見︑情熱がいかに教育に大影響を及
か三十才︒教育の任に当たるものは︑自分の全智全霊を生徒学生に

ぼすかの適例といえよう︒松陰先生は安政大獄で処刑されたが年僅
傾注︑その精神を将来に生かすの気概を以て教育に当るべきである
と思う︒今日︑日教組の革命連動に狂奔する先生と雲泥の差がある︒
非理法初天

これは楠正成が菊水の旗印のほかに︑旗印として用いた字句と伝
えらる︒即ち非は理に勝たず︑理は法に勝たず︑法は柚に勝たず︑
という著書に解明されている︒平泉澄博士の調査によれば︑佐渡ヶ

枕は天に勝たずという意味で︑滝川政次郎博士の﹁非理法枕天考﹂
島の真野山皇陵記の初めに﹁心天枕法理非﹂の字句があり︑これは
非理法枕天の源流を考えるに足る肢も古い文献であろうとのことで
想として修養に努めたことは確かなことである︒

ある︒何れにしても古代の日本人が︑天とか神をおそれ︑それを理
和の精神

したが

思索の結果︑作りだしたもので先人の教え︑魂︑血液が豚をとして

流れている︒また言外に深い訓えが潜んでおり︑味えば味うほど味

がある︒今日︑市中には汗牛充棟もただならないほど沢山の書籍雑

している︒

誌がでている︒マスコミは毎日を々真偽不明の雑言的ニュースを流

西独やイギリスでは︑子供にテレビを制限している︒ロンドンの

イートン・カレッジや大学では︑古典︑特にギリシャ語︑その歴史

歴史︑文芸︑科学等について先人の造されたよい古典を読み︑そ

哲学を教えている︒

の教訓を採り︑将来に発展させること︑即ち論語の﹁温レ故而知し

に敗れたから今までのものはすべて悪い︑間違いだったということ

新﹂は現代の日本人にとって極めて大切なことであると思う︒戦争

は非常な誤りで︑祖先が何千年もかかって築き上げたよき伝統︑歴

史︑宝物をすべてを捨て去ることとなるのである︒松陰先生日はく︑

子のことなり﹂と︒誠に味うべき言葉である︒古典には︑歴史︑文

﹁人古今に通ぜず聖賢を師とせざるは即ち郡夫のみ︒読書尚友は君

芸︑科学等多々あるが︑元元を理解するに適する古典は︑次のよう

聖徳太子は今より一三八二年前︑十七ケ条より成る憲法を制定さ

あげつら

なものがある︒

さと

れその第一条に﹁和を以て貴しと為し逆ふことなきを宗と為せ︒人
たが

本年九月三十日から十月十四日まで天皇︑皇后両陛下の言﹂訪米に

知日外人

︵西洋︶聖書︑ソクラテスの著書

︵東洋︶大学︑中庸︑論語︑孟子︑般若心経

弘道館記述義︑言志四録︑南洲過訓

事実︑啓発録︑誰孟剖記︑士規七則︑端献遺言︑何傷録︑

︵日本︶古事記︑日本書紀︑風土記︑万葉集︑神皇正統記︑中朝

皆党あり︒亦達れる者少し︒是を以て或は君父に順はずして︑また

隣里に違ふ︒然れども上和ぎ︑下睦びて事を論ふときは即ち事理
自ら通ふ︒何事か成らざらむ﹂と示されている︒

家庭はもちろん国会においても︑外交においても和の精神こそ問
題解決の根本であろう︒

五古典の尊重
古典︑古語はわれわれの祖先︑世界の聖賢が多年の経験︑修業︑
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関連し︑米国民の日本皇室研究と日本研究熱は急に高まり︑日米親
せる知日外人が沢山おる︒次に挙げるものはその一例である︒

善は空前の盛り上りを見せることと確信する︒今日まで日本を研究
︵米国︶大統領テオドラ・ルーズベルト︵日露戦争時︶
昭和三年没︶

グリッフイス博士︵天皇︑橋本左内等に関する著書あり︑

グルー大使︵開戦時駐日大使︑天皇制支持︶

主張︶

︵英国︶ピゴット陸軍少将︵元駐日武官︑本間雅晴中将の無罪を

り︑昭和十二年京都で没︶

ポンソンピー博士︵日本史︑皇室︑神道に関する著者あ
ラフヵジオ・ハーン︵小泉八雲︶

六むすび
以上︑原点に帰れと題し︑私の心にあるものを記した︒
別に新らしいことはなく︑すべて読者の知っていることばかりで
あるが︑現代の日本人特に戦後の教育を受けたものは︑戦前の日本
人とは全く別人のようになりつつある︒皇室︑両親︑先生等に対す
る尊敬心︑礼儀作法はおろそかであり︑国家・社会に対する奉仕の
精神は薄らぎ︑平気で嘘をつき︑殺人︑ギャング的残虐行為を平気
つつある︒戦後三十年︑内外情勢の現実と将来に思いを致すとき︑

で行ない︑日本人としての特長を失ない︑国籍不明の日本人となり
ここら辺りで日本人︑特に将来の日本を担う青年は翻然として開眼︑

︵特別会員日本郷友連盟副理事長元海軍大佐︶

原点に立帰ってもらいたい︒

高松宮殿下に拝謁の栄に浴して一

金ケ江三郎雅綱

九月十二日渡辺正勇主事︑寺崎隆治特別会員両氏の御伴を致
し︑高輪の高松宮御殿に伺候︒木戸宮家事務官の御案内で︑親
しく高松宮殿下に拝謁︒身に余る光栄と恐催感激︒殿下には昭
和九年六月二十六日佐賀県有田深川製磁株式会社工場御視察御
見学の為︵佐世保軍港に軍艦で御入港︶更に昭和二十三年九月
十八日︑佐賀県下水害地御視察の際︑会社に御成り遊ばされた
︵当時秋は会社取締役工場長︶当時を追懐し︑今︑現に御健勝
の御姿を拝して感極まった次第で御座います︒此度の参殿は︑
先に江田島の海上自衛隊から記念品作製の依頼を受け︑江田島
自衛隊に小生再度取材︒緑の芝生の中に逮つ赤い煉瓦造りの美
しい建物が特に印象的であった︒これは明治二十六年特別に注
文した煉瓦をイギリスから軍艦で運んで建てた由緒あるもの
で︑当時海軍兵学校生徒館として︑皇族方を初め提督士官の方
々が教育を受けられた建物であって︑現在は幹部候補生学校と
して使用されていることを承り︑昔時を偲び感無量︒この記念
すべき本館に古畷山を配して︑飾皿︵陶磁器淫製作致しました︒
︵現在江田島自衛隊に製造納品中︶この飾皿を︑殿下に献上の
為︑参上致したのであった︒殿下には陶磁器に就いて種を御造
詣の深い御下問があり︑渡辺主事からは日本弘道会の趣旨︑西
本会祖が多年明治照憲両陛下の親任が厚く東宮︵大正天皇︶の
御教育御世話を仰付かつたこと︑海軍砲術学校での殿下につい
て当時教官だった私の次兄大田実から承ったこと︑精神文化研
究所へ御成の折山田孝雄博士が帝王学について進講されたこと
等申上げて御殿を退りまし・た︒渡辺︑寺崎両氏の御厚意に感謝

致します︒︵有田支会長深川製磁専務︶
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古文書に残る上総女一房の法悦

藤刀

に基ずいたものである︒そのために︑箱入

娘とか︑深窓育ちなどといって︑只温順で

世間知らずの女性が︑江戸時代から明治の

の一つとさえ考えられていた程であ一る︒こ

頃迄︑否ごく最近まで︑お嫁選びの好条件

などといわれる言葉の中にも︑はっきりそ

りに︑﹁女のくせに﹂とか︑﹁女だてらに﹂

立場におかれていたことは︑現代でも時折

とが肝要とされていて︑常に男尊女卑の︑

女各杢が︑その性別による分際を︑守るこ

な男性中心の思想が︑浸み渡っていて︑男

一般民衆の社会にも︑それ相応に︑不合理

た江戸時代には︑武家社会は勿論のこと︑

あるが︑武士が気雌に︑この世を治めてい

現代の私たちは︑男女がお互いに同権で

くことなどは︑成るべくこれを避けさせて︑

た︒しかし︑それに反して女性の知識を磨

せるために︑主従の道も説かれたのであっ

るべきものとし︑男性である家長に服従さ

し﹂と教えられた︒又︑女性は常に家に居

﹁嫁して夫に従い﹂︑﹁老いて子に従うべ

れ︑﹁三従﹂といって﹁生れて父に従い﹂

性は常に従順であることがその本分とせら

衆教化の基盤とされた︑江戸時代には︑女

由来するものであって︑その儒教を以て民

の思想は︑元来︑中国から伝わった儒教に

由とされたのであった︒こうした男尊女卑

修錬との伝統が永く承けつがれ︑実践せら

当時の女性は︑こうした家庭での教養と

う﹁良妻型﹂に峡けられたのであった︒

家庭を守り用なき外出はつつしむ︑世にい

類を縫い繕ろい︑育児拭き掃除等に努め︑

励み︑夫や勇姑によく仕え︑食物を作り衣

がやがて他家に嫁して︑その家禽の職業を

各の家相応の教養と修錬をつ詮重ね︑それ

りに依って朝早く起き夜遅く迄仰ぐ中に各

しての生活環境の中で︑その家々のしきた

の者は各左の家庭において︑両親を中心と

するものもあったが︑それ等を除く大部分

読皐書き︑算盤の初歩や裁縫の稽古などを

娘などの一部には︑寺子屋や私塾へ通って︑

うした女性の教育は︑富裕な農家︑商家の

れが窺がえるし︑又︑出産の場合について

女性はむしろ無学で︑世間しらずで︑純真

の不妊症であることは︑離婚の正当なる理

も︑一般の人が︑男児の出生をひたすら念

ったのである︒これは︑前述のように︑男

であることだけを良しとする社会情勢にあ

これに反し︑若し︑女児ばかりつぎつぎに

しむくからず﹂という江戸幕府の施政方針

段であって︑所謂︑﹁依らしむくく︑知ら

性である家長に従順であるべく仕向ける手

ことが自分の使命と一諦めたのであった︒江

考えて一旦女性と生まれた以上︑そうある

戸時代は︑一般に男子専制の世であったが︑

産んだ場合には︑その女性は女腹だなどと

くる数多くの忍苦を︑自からの美徳とまで

れたので︑嫁いで後わが身にふりかかって

を得るわけで︑特別に喜ばれたのであった︒

願しており︑男児の誕生は︑一家の後継者

一︑江戸時代の庶民の妻の座

水

軽蔑され︑又︑﹁子なき者は去る﹂で女性
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加

いったのであった︒

めて率直にこれを受け入れる体制が出来て

女性はこうした長い間の慣習によって︑極

どして︑辛うじてその目的を達する方法し

神職か山伏などの家に逃げこんで頼むかな

しようとするには︑並をならぬ勇気と決断

男子独裁の社会環境にあって︑それを決行

かなかったのである︒それも以上のような

従って一度︑夫婦生活の破綻︑つまり離

力が必要であるし︑女性の身としては容易

婚の場面にさし当るや︑男性︵夫︶の権利
のみ強く︑それに反して︑女性︵妻︶の権
ならぬことであった︒

二︑東慶寺の由来と寺法

利は兎角蔑しるにされがちであった︒即ち
男性︵夫︶は何等の理由も言わずに︑自由
勝手に︑その上︑一方的に離婚する権利を
認めているのに対し︑女性︵妻︶は︑たと

駈込翠寺として名高いのは︑東慶寺であ

もこの寺の始めであった︒それ以来この寺

には吉野朝の頃には︑後醍醐天皇の皇女用

ので別名︑松ヶ岡御所と称せられ︑近世の

堂尼が入って第五世の住職とならせられた

の後に徳川方の軍に捕えられたが︑家康の

始めに至っては豊臣秀頼の娘が︑大阪落城

命令で女性なる故一命は助けられて当寺の

第二十世を継がせられたのであった︒これ

八歳であったというが︑家康はわざわざ自

が天秀法泰尼といわれる方で︑その時僅か

認められ︑遂には夫婦対等の離婚は︑認め

男性︵夫︶が優位に立って追出し離婚まで

いう考えが次第にゆき亘って行って︑常に︑

られず︑又︑人道の上からも許されないと

して離婚を求めることは法の上からも認め

夫や︑冷酷な皇や姑の虐待に堪えかねて︑

時に︑当時も兎角ありがちであった不法な

の女︶が︑亡き夫︑時宗の菩提を弔うと同

時宗の後室である覚山至道禅尼︵安達義景

︵一二八五年︶時の執権職であった︑北条

宗のお寺で︑始めは尼寺であって弘安八年

この寺は鎌倉市大船町松ヶ岡にある臨済

げたのでこれをきいた家康もそのけなげな

れにすぎる望承はございません﹂と申し上

永く続く事でございましたら妾にとってこ

せん︒只附山からの寺法が断絶しないで末

でございますので特別何の望牽もございま

ろにいわれたのに対し天秀尼は︑﹁尼の事

事があったら心おきなく仰せられよ﹂と徐

分の面前に彼女を呼んで︑﹁何か所望する

ないという程迄になったのであった︒それ

ブ︒○

故に江戸時代は︑大抵の場合に女性︵妻︶

言葉に同情してか︑﹁その方の望みにまかせ

え正当な理由があっても︑男性︵夫︶に対

は︑自分の身に迫る苦悩を宿命と諦めて泣

るぞ﹂と返答せられて︑昔からの寺領永百

に千五百石とせられた︒︶その上寺法も永

もうこの上は死を選ぶより外に途はないと︑

く継続するよう併せて許されたのであった︒

十二貫三百八十文を改めて寄附せられ︑︵後

って︑﹁三従の道を立つれ共︑夫邪見にし

しかし当時八歳であったという天秀尼が果

ひとり悩む多くの女性を救うためにこの寺

ねて︑自分で離婚を決行しようとする時に

て愛情絶ゆる薄命の婦女を救わん﹂との大

を所謂︑女性擁護の道場としたいと思い立

は︑﹁駈け込み﹂︑又は︑﹁走り込桑﹂等と

願を立てられて︑自分の子息である執権貞

してこれだけ立派な返答をしかも家康の面

ったのである︒若し重なる忍従にも堪えか

いって︑女性︵妻︶自身が寺院に駈けこん

時に命じて︑その勅許を仰がしめたのが抑

寝入りにして︑その犠牲となるのが常であ

でその慈悲にすがるか︑又は︑武家或いは
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景が︑武士専制の江戸時代であり︑武士以

のゑその存在が認められたのであり︑又つ

外の者は悉くが彼等の繁栄に役立っために

条で述べたようにこの事象を生んだ時代背

ら足かけ二年位で︶寺内で定められた寺法

けて加えた男尊女卑の思想は︑これと併行

︵後には足掛け三年又最後になると二年か

に従って剃髪して︵後には有髪の艦で︶尼

になっており︑こうして女性は三年の間

十一年に東慶寺を再建した︶や時の東慶寺

僧生活をつづける事によって︑自分の望み

前で述べられただろうか︑おそらくこれは

住職であった法清尼等が後ろ立てとなって

養母であった徳川千姫︵家康の孫娘で寛永

測される︒こうした事によって開山以来の

篤と謀られた上の返答ではなかったかと推

当時の女性の生き方のいかに厳しく且つ冷

いた時代であった事を思い合せて考える時︑

のみ存していたにすぎない状態におかれて

して女性はすべて男性の存在利益のために

三︑上総女房の法悦

通り離婚する事が出来たということである︒

寺法が一段と強化確認されて第二十二世玉

附東度寺文書︵原文︶

の念を起さざるを得ないのである︒恐らく

酷なものであったかに︑誰しも憤志と同情

迄縁切り寺としての特権を維持せられて︑

淵尼が元文二年︵一七三七︶五月退院する
その間夫婦間の苦難に端えぐ数多くの女性

この文書を初めて拝見したのは︑私が県

としての宿命と悟って隠忍自重し統けた彼

男性の横暴勇姑の虐待など大抵の迫害は女

の史料︵近世古文書︶の蒐集を手伝ってい
せられていた本文をふとよんでいるうちに︑

た頃の事で編纂室で史料上総編にすでにの

が慈悲の法衣に包まれて救われたのであっ
然し︑その半面こうした慈悲の法悦にも

でたとえ下駄一つでも門内に投げ入れれば

一度離婚を決意した女性が寺内に駈けこん

る如く東慶寺は別名松ヶ岡御所ともいわれ︑

にて結び鎌倉にてほどき﹂などの川柳のあ

﹁還俗をする弟子をもつ松ヶ岡﹂﹁出雲

これ等は何れもこの事件についてとられた

婚成立に付名主の差出した引取状である︒

条Ⅱの清書であり︑次のは駈入女とよの離

あり︑次のは駈入女とよの件に付下された

内容は始めのは︑駈入女くにへの尋問書で

とを今もはっきり覚えている︒この文書の

れていた旅立ちを女性の身としては更に至

険悪︑社会の不安など男性でさえ難事とさ

とは事違い︑交通機関も殆んどなく道路の

うと心を定めても最近の奔放な女性の家出

い余って幾夜を一人泣き明した事か︑又こ

煩悶や襖悩を重ね︑神に祈り仏を念じ︑思

ち至ったわけで︑弦に至る迄には人知れぬ

災 一 ン ノ

た︒

遇う事も出来ず空しく男性の横暴にひれ伏

たまたま︑そこで右文書の解読をなされて

いう一大決心を取らざるを得ない羽目に立

よ度重なれば遂には切れて︑﹃駈込み﹂と

それで松ヶ岡︵東慶寺︶役人の支配下に入

手続きの記録であってこれだけ読んだだけ

いかに強靭な勘忍袋の持主であったにもせ

おられた︑鶴岡永太郎︵元首相の故吉田茂

女達も人間である限りそこには限度があり︑

してこれが女と生れた宿命と諦めてあたら

氏と東大同期生︶という方にお訊ねしたこ

﹁駈入女﹂云云の語句に疑問を持ちまして︑

人あった事か計りしれぬことであったろう︒

貴とい一生を寂しく終っていった女性が幾

った事になってたとえ夫であっても︑主人

では特別に哀歓も湧かないのであるが︑前

難の事であったに違いない︒それを敢えて
であっても指一本ふれる事はできない定法

rワq､

決行した彼女達の勇猛心こそは︑昔ある修

候え共市五郎儀親類内之者二て先祖之ため

候儀無相違候間当り障り之無構有鉢二可申

衛其外之もの共之勤めにより松ヶ岡え駈込

只今二至り心二不応と斗り申候て︿全茂兵

一市五郎儀︑祖母え当り悪敷と申儀は如何

二候故万事不足いたし候様︑親類共井下代
成候処相性悪敷候哉兎角連添候儀心二不応︑

之儀いつ頃何様之子細二て致打郷候哉去月

様成儀をいたし候哉且其方をも致打榔候由

茂兵衛など申すすめ候二付市五郎と夫婦二
殊更祖母え不孝二も有之︑其方をも打榔い

飢えたる羅利にその身を投げ与えんとした
時の心境にも通ずるものがあった事と思わ

たし候故︑秀離縁致度兼て承りおよび候事

行者があらゆる難行苦行の末に道を求めて

れる︒こうした金剛不壊の大決意があった

有之二付物参りえの序で二松ヶ岡え駈込候

源右衛門枠共より与八家督相続致し候えば

二申立段︑奉行所を欺候申分不届之至り二

は決て不相成儀二候・然るを其方一存之様

連候ハハ渡海もいたし候事故其方二存二て

中其方松ヶ岡役人え差出候書付二ては不相

の世に自己の真実を仏縁によって立証し︑

ればこそ︑あらゆる自由の束縛された封建

か︒そして第二の人生を胸に浮べながら自

血筋不絶二付先達て地頭より与八養子二市

候︑是又誰誰を共二連れ何方え罷越候節何

分候間婁可申趣︑一其方儀松ヶ岡え駈込候

が家路を急いた時の気持ちは恐らく想像に

五郎を申付候事二候えば先祖え血筋相続い

方より渡海致候と申儀有鉢二可申聞右之趣

節其方壱人市野野村を出候事二候哉人をも

絶するものがあったに違いない︒願うにこ

たし候儀を存候ハバ幾重にも泳え寄寄密二

て与八家は源右術門叔父相続いたし候上︿

の事は実に大正の聖代に女性解放を絶叫し

陳〆候て成共熟縁可致処︑無其儀最初より

由申立候え共︑市五郎儀は源右衛門次男二

て社会の耳目を餐動させた彼の平塚市川両

市五郎と夫婦二成候俵︑心二不応旨申之候

た時の彼等の法悦はいかばかりであった事

女史の壮挙に先駆した出来事であり︑延い

かたらひく致間敷処一旦婚礼も相調候上心

え共左候ハバ外より何程申勤メ候共夫婦之

上総女房の意気を鎌倉山の暁に鳴り響かせ

ては現代女性の繁栄にも力ある示唆と教訓

以下二文書略す

戊五月

︵白葉支会長︶

令吟味二付不包有鉢之儀可申聞事︒

て︿幾遍も相尋候上︑奉行所え召出厳敷可

相尋二付有然二可申聞若相違成儀申二おゐ

とを残されたわけであると私は思う︒

二不応と申儀難立︑然二おゐてハ先祖之為
二候間親類共其外下代茂兵衛任申旨二市五
侭之至候︒前書之通其方申立難之趣︑市五

郎と夫婦二相成候由申旨甚不都合成申分我

︹東慶寺文書︵写︶︺

上総国市野野村

︑市野野村駈入女くにへ尋書

し候ハハ前書察度之通り一応も二応も諌言
をも致︑それニても不相用候ハハ源右衛門

郎儀祖母えも当り悪敷其方をも打郷等いた

孫右衛門等え申聞異見可為致処其儀も無之

与八養子市五郎女房くにえ尋書
たる儀無之旨︑市五郎吟味之上申立候間其

市五郎儀︑其方と夫婦相差て常鉢に替り
旨相尋処︑初発より市五郎儀其方心二不応
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寒泉麓保孝選

偶成玉蘭坂元梅雨子

大輪含雨紫陽花肥屋南窓分外嘉十尺眼前隣園壁
莫遮寸翠是我家

観然高隻寺棲東客殿復興映碧室雲外自誇千畳閣

乙卯七月光博寺客殿落成有感牧泉小久保義松

春秋猶富朱顔在

森厳堂宇君渓遥祁孔諦孫三百年新仰窺然夫子像
永欽草爾仲尼賢求仁行義千古貫好事修文菖古博
世凱時危誰耐慨如今須講魯論篇

乙卯秋日湯島聖堂孔子銅像建立仰而有作

刻下乾坤雲霜躯慕吟松柏樫山一章

投文呑涙立斜陽逝水忽忽三十霜身世瓢緬遺我恨
邦家隆替断吾腸低頭浮薄憂塵俗裂皆烈情思戦場

八月十五日大戦降服正三十年害懐

清夏翠煙篭四選喜逢茅屋落成縁掛楯容膝晦翁筆
掲室出師忠武篇葛巻堆書室涌架幾株庭樹漫遮橡
祇今回想侍親日海獄慈恩仰臭天

乙卯夏日景晦腹成有感寒泉麓保孝

俳光燦燦苑王宮

潮風一陣疎簾動

舜握鷲見舜司

佳殺入餓奉汰鱗

錬石佐藤良砿

漫聴蝉聾叢樹裡

苔石鳥居菊造

ＪＩＴ；
弘
道
詩
林
夏日偶成

竹林仔立仰蒼宵

淋潤 流 汗 臥 松 風 漠 漠 白 雲 半 睡 中
遠路訪墜親

幾度 天 涯 望 白 雲 今 朝 遠 路 訪 墜 親
歳月 無 想 白 髪 新 美 味 調 葵 呈 玉 筒
人生 百 行 無 如 孝 此 志 堅 持 慕 古 人
三州半田泊望月楼
今夜傾杯臥海棲

省庵元木城作

無主室庭枯葉堆天奪斯人何寂箕

貫山江角俊一

一喜一憂何耐窺草木凝肱迎四季

雲石村田一雄

天地先知黄落秋一穂青燈詩欲就

鮎黙漁
漁舟
舟燈
燈火
火浮
浮長天明月蒋清幽
秋日偶成

風聾鶴涙大江頭
流離孤客奈郷愁
無題

只今紅葉篇誰期

人生大道在綱維
奥鳥居大人

秋風如戯証歌哀

東雛清蓋馬誰開
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第七十三回通常総会記

日本弘道会
ＩＩＩｌｌＩ １１

同歌集︵泊翁叢書第一輯︶︑西村氏略系︑先

︹横浜支会長内定︺漢詩と書道の同好の

生の戸籍等を出品︒

士の集りである横浜支会では本会漢詩の選

者であられた三好凌石支会長の没後村田一

額は︑二四︑二○七︑六六四円で前年度予算

昭和五十年度予算額は総収入並びに支出

実を結び︑加藤藤治が藤組社長・仲村正和

ることとなり︑之を機会に村田氏の熱意が

をお引受になり︑横浜同人のご指導をされ

任難であった︒昨年麓寒泉博士が漢詩選者

雄氏の一方ならぬご高配にもかかわらず後

中田武男氏らセ氏︵前号に掲載︶に野口会

額に比し八︑一二七︑二七一円増である︒な

氏らの協力によって鳥居菊造相模鉄道相談

二一円︒

長から祝辞後記念杯を贈呈︒稲村坦元氏が

お会費は昭和五十年度も前年度通り正会員

六月一日︵日︶午前十一時半から第七十

謝辞︒会長の式辞後議事に入り次の諸件を

八百円︑終身会員前納金七千円以上に据置

三回本会総会を本会会議室で開催︒寿昌の

諒承︒

たｏ︶

支会にとり借しみても余りあることであっ

十一日八十六才をもって逝去されたことは

の任を内諾された︒︵惜しくも昨年十月三

役が木更津出身ということもあって支会長

室において開催︒講師は駐仏日本大使館一

︹講演会︺講演会を七月十三日本会を議

報告は︑渡辺主事から重点的に説明︒

三︑事業報告ｌ昭和四十九年度の事業

くことに決定した︒

一︑役員改選ｌ任期満了の野口明︑渡
員を再任した︒

辺正勇各理事並に西村直︑荒井元吉各評議

二︑会計報告ｌ前年度決算︑今年度予
算について渡辺嘱託が説明︒

﹁フランスより見たる最近の欧洲の政情﹂

支会の総会並に講演会が開催された︒例に

千葉県山田町府馬の愛宕神社々務所に東部

︹東部支会総会講演会︺三月十六日午後
と題して現地の生の政情を親しく承りえた

よって石橋香峰支会長の教育勅語捧読︑本

等書記官として四年間ご滞在の水町治先生︒

八六一円計一三︑六四三︑九二五円︒支出決

三三八︑○六四円収益事業部一三︑三○五︑

ことは何よりであった︒

昭和四十九年度収入決算額は公益事業部

算額は公益事業部一︑六五四︑二五九円収益

と各位の協力によって全国一の当支会に感

会要領の提読︒渡辺は﹁石橋支会長の熱意

謝し︑次に西村会祖が明治妬年発表した日

︹佐倉支会文学展︺十月下旬佐倉市制二
十周年記念事業として市役所において開催

⁝：．本法は政府案の信用組合法と二宮報徳

本最初の信用組合ｌ弘道会相助法について

支会等の活動情況について略説すれば︑

の佐倉文学展に︑西村泊翁先生の﹁初夏遊

二︑二六二円︒両事業部損失金合計八八八︑

三三七円であった︒三月三十一日現在の総

吉野謁延元陵﹂の書一軸︑泊翁先生詩集︑

事業部一二︑八七八︑○○三円計一四︑五三

四八三︑七九一円資本合計額一七︑九四二︑

資産額二○︑四二五︑九○二円負債総額二︑
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社とドイツで好評のシュルッェ︑ライファ
事業に努力研究すべきである︒

ていた・現状に鑑みて大いに会員の増加や

共事業なので︑道徳的結合の本会々員の実

国語勤勉努力質実剛健等わが国民の世界に

動を偲びわが国が温帯に位置し︑一民族一

寺崎特別会員靖国祭神の一死殉国の偉

イゼン両氏の説を参考して立案したもので

施を特に期待してのことであった︒かくし

稀なる特質を十二分に発揚するよう強調す

金貸式でなく国利民福のための経済的共同

て之を実施して優秀な成績をあげていたの

北方四島は勿論︑全千島の返還運動を大々

能戸特別会員アッッ島の忠霊に応えて

る︒

ることは本会百年記念の意義ある使命であ

が推進中の沖縄学徒への寄贈図書は日本経

あった︒なお支会長の希望によって目下私

が西に岩清水組合︑東に黒須︑小田原等で

済紙や文部広報の紹介で皿万冊にも及び世

和五十年十二月四日︒七十五才︒昭和四
十九年四月より入院加療されていたが︑
病勢あらたまり︑上記日に腎臓ガンにて

○中薗昌一氏︵事務局書記︶ご死去︑昭

○和波豊一氏︵評議員︶ご死去︑昭和五
十年一月二日︒海軍中将︒多年本支会の
講演等でご活躍︒健康法に留意︑全国の
長寿者を慰問︑前年は九十才の高令で五
度目の富士登山を楽しむなど実に精力的
な張りのあるご生涯であった︒

敬弔

あって閉会︒︵渡︶

石橋東部支会長他多数の熱烈なご意見が

されたい︒

岩崎氏知名の士を迎え大講演会を開催

的に推進すべき時である︒

﹁新しい郷土精神と教育﹂と題して多年教

の善意の衰えていないことを説明︒次いで

育界にご尽力された拠才の高令の鈴木保司
四︑自己紹介１１会議を終って時間の関

先生の獅子肌で深い感銘を与えた︒

野口会長式辞でも述べたように各位の

係で昼食しながら意見発表Ｉ・

を推 進 し た い ︒

協力によって百年記念行事は意義ある企画

木下副会長目下の日本の政界は国民の
り真剣に明清でありたいものであるが︑国

不信を買っている︒選挙に当っては文字通
民の関心が低調なのは遺憾である︒

古川評議員本会の最盛期ともいうべき
明治瓢年には支会数川︑会員数一万を数え

する︒

死亡された︒台湾・鹿児島の教育界に長
年勤続され︑貢献すること多大︒弘道会
には︑過去十年間にわたり︑事務局に勤
務され︑会の経理会計を担当し︑会の発
展に尽されること多大なるものがあった︒
お葬式は十二月五日︑豊島区西巣鴨の法
浄寺にて執り行われた︒ご冥福をお祈り

編集後記

ある百年としたいものである︒︵編︶

今五十年を送るに当って︑クリーン三木
内閣の発足で政治経済の画期的脱皮を期待
したのだが世で言うように激動のまま終っ
て了った︒今こそ原点に帰って時局を静観
奮起の時︑本会も白寿を送るに当って意義
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べく木辞典を購入した︒

▼会社員・四十二才
期侍辿りの素蛸らしさ︒

︻諸橋轍次博士の名著︼

論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の菩宿が世人の要望に応え︑漢学

の瀧蓄と人生の体験とを融合して
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稿を練り世に問う論語の名講義︒
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ら碑文︑書体︑漢語形成におよぶ

に生れた博言の記︑李白の詩文か

に輝く﹃大漢和辞典﹄編纂の余暇
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老子の講義

中国語もかなり豊寓に入
っていたのは予想外︒流
布です︒

▼主婦・三十才

このように優れた文化適
れて幸わせです︒

四六判・上製定価六五○円

として軽妙に語る名著︒

漢和﹄の著者が古今の漢籍を典拠

まつわる史実や伝説について﹃大

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

ね自分の余技にも活用す

長男大学令絡の祝いを兼

▼公務員・四十六才

︵読者の声から︶

備え下さい
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