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第七十四回総会に当り一言致します︒

とが︑先生との七十四年の隔りを感じさせないように思われま

に尊敬と愛とを覚えるのは︑先生の合理的な思想と明快な解説

会長式辞

明治九年︑本会の前身修身学社以来︑星霜を閲みすること正

くことは欣賀に堪えません︒又本会は今秋佳日を卜し本会創立

す︒先生の残後︑本会は泊翁叢書︑泊翁西村茂樹伝の二大著を

会祖西村先生が︑顕職を辞して在野の一学徒として︑新日本

百年の祝典を催し︑之を機会に先生の遺業にも新しい活気を醸

に百回︑此の記念すべき年の総会を︑各位と共に迎えるは︑ま

の精神文化の向上に︑生涯の最後を賭けられたことは御承知の

成したく︑今日附議する定款の全面的改正もその一準備であり

世に送りましたが︑今年は民間に於て全集的刊行があるやに聞

通りであります︒明治三十五年先生易賛の後は︑直参の先輩順

ます︒何卒御理解下さって︑今秋の大会に於ては︑各位と共に

ことに欣快に堪えないところであります︒

次継承し︑大正三年には社団法人の機構を整え︑又昭和初期に

喜びを共に致し度く念願する次第であります︒

社団法人日本弘道会長野口明

昭和五十一年五月三十Ⅱ

は此の会館を建造し︑今日我々は其等の恩恵に浴して居ります︒
然るに此の間︑我国の歩んだ路は平坦ならず︑嘗めた辛銀も亦
容易ならず︑興亡を賭けての大戦二回︑一は吉一は凶︑遂に敗
戦の屈辱まで味わったのであります︒今や本会に於ても︑先生
の馨一咳に接した者は皆無︑皆後参の輩であります︒然かも先生

︹巻頭言︺

東西文化の交流

ＩＩ

野口

○人類の文化は大別して自然科学と人文科学との産物である︒前者が広い
分野と多数の学者を持ち︑その偉大な成果は西洋に帰せしむべきことを
率直に認める︒

ｌ︲︲

○西洋文化の特色は︑精級な思考と︑現実の把握とにある︒ギリシャの哲
学には︑実証的な自然科学の芽も︑写実的な美術の芽も︑共に発見でき
るような気がする︒

○東洋文化には︑印度に仏教の如き精級な哲学︑支那に儒教の如き実際的
の倫理︑唐詩の如き最高級の文学がある︒然し事物の観察に冷静正確の
追求性がやＬ乏しい︒

○東西を大きく比較すると︑西洋は理論と事実との一致を求める執勧性に
富み︑東洋は高さ深さを尊ぶが︑理論と事実との一致に淡白であったよ
うに思われる︒すべては両者の自然と生活の事情から産れた性格である
シｈソ○

○岡倉天心は﹁東洋は一なり﹂と叫んだ︒今や﹁世界はこになりつ上あ
る︒両者は採長補短︑自然科学はすでに然り︑人文科学も段々に交流か

ら統一に向って進むであろう︒︵本会会長︶
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地方には有史以前から交通が行われていたことはギリシア

にし︑その東西に広い広い砂漠が展開している中央アジア

シルクロードだということであるが︑．︿ミール高原を真中

太古以来アジアとヨーロッパを結んだ東西交通路の雅称が

クロードを通って︑東に︑西にキャラバンが運んだものに

が中国の西安にはじまり︑地中海のローマに終るこの長い

させるところは︑ほかにはないかもしれない︒多くの人々

ある︒シルクロードほど人灸の旅心をそそり︑これを満足

こには様為の民族物産の往来輯湊する都市があり︑市場が

ローマのガラス器︑イランの銀器そしてガンダラの仏像︑

は不思議に美しいものが多い︒中国の錦繍︑昆掃の軟玉︑

旅路を辿ってゑたいと夢みるのも自然であろう︒またシル

生した釈迦によって興った仏教がインドから中央アジア︑

る︒今なおそれらの一つ一つには現われては消え︑消えて

えた国々のよき時代︑一麓わしき人々の思い出を物語ってい

あるが又経て来た国と人も数多いのである︒シルクロード

は現われたシルクロードのはかなく美しい歴史と文化の残

ギリシアの唐草︑それらはすべてシルクロードの東西に栄

は東は中国の西安から西はローマを結ぶ東西交易の一大幹

照がある︒正倉院の宝物はその思い出その残照の宝石箱で

ドによったのである︒そして︑仏教が生れ二千年たって日

宝物の道として因縁が極めて深いのである︒

線であり︑われら日本人にとっては仏教弘道の道︑正倉院

不思議はない︒さらにシルクロードは様灸の運命を担った

ある︒日本人がそのシルク戸−ドの賜物に魅了されたのに

本に仏教が伝来したのであるが︑その道程と時間も大変で

東アジアに野越え山越えて拡がったのも亦このシルクロー

からも証明されるというのである︒インドに前五世紀に誕

心の染が築き得る聖なる堂塔とが連続している︒同時にそ

大な遺跡と大自然の桑が創りうる壮大な景観と人間の信仰

馬敏夫

相

や中国の各地から出土する土器や玉が同じ系統であること

伯の連作百点余による﹁シルク・ロード﹂展が開かれた︒

先日東京の某百貨店でシルクロードを描いた平山郁夫画

八西村会祖の手記Ｖ

化

﹃シルクロードには幾多の歳月と風雨のみが遺しうる偉
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文

いろいろの人が賂舵の背に︑あるいは騎馬で︑あるいは自
分の脚で︑山を越え︑谷を渡り︑砂漠を横ぎり︑オアシス
で泊りを重ねて通りすぎていった路である︒玄芙のように
初めは身を隠して国を脱出し︑帰りには国師として迎えら
れた仏僧も︑ゴエスのようにモスレムに仮装して︑この道
を潜行し﹁カタイを求めて天国を得た﹂ジェスィット僧も

教︑文化︑芸術を西から東へ︑東から西へと運びつづけた

良でした﹄というのも至言であると思う︒

﹁文明のかよい路﹂でありその東の終着駅がわが日本の奈

さて日本弘道会文庫には西村会祖の直筆の書き物や口述

されたものが沢山にのこされているが︑その内に会祖が宗

教について次のように述べておられる手記もあるのである︒

道を説きに往った長春真人︑この道を疾駆して四方を征服

人細君︑チソギスカンに招かれて遠くアフガニスタンまで

以テ正教卜為シ他ノ宗門ヲ以テ邪教卜為シカヲ極メテ己ガ宗門ヲ扶

メー言セザルベカラザル所以ナリ︒凡ソ宗教家︿何レモ己ガ宗門ヲ

ヲ観ル事甚明カナラサル者アルガ如シ︒是余ガ世間ノ為メ宗教ノ為

﹃余ガ見ル所ニテハ世間ノ宗教家ダル者其宗教ノ事二付テ其前途

し︑サマルカンドの都を緑和瓦の大ドーム群で飾ったティ

ル時ハ宗教︿何レモ同様ニシテ正邪曲直ノ差別アル事ナシ︒其ノ中

植シ他ノ宗門ヲ破滅セン事ヲ務メサルハナシ︒余輩局外ヨリ之ヲ観

あった︒漢帝の命令で見知らぬ西域の王に嫁した薄命の美

ムール︑イスラム軍に奪われた国土を回復しようとして長

ナカルヘシ︒故二今此論二言う所ノ宗教︿専ラ仏教耶蘇教ノー教ヲ

猶微々タリ︒回教︿未ダ之ヲ奉ズル者ナク︑後来モ亦之ヲ信ズル者

仏教尤モ多ク行ハレ耶蘇教︿其行ハル︑︿近年ノ事ニシテ其ノ勢力

蘇教ニシテ回教之二次ギ仏教婆羅門教又之二次グ︒然ルー我国一天

ガ加キ甚シキ差異ヲ見ル事ナシ︒地球上二於テ股モ膿ナル宗教︿耶

二巧拙高低ノ別ハアルベキナレドモ決シテ甲ヲ正トシ乙ヲ邪トスル

安に流寓した．ヘルシァの王子も承なこの道を東に流れ西に

動いたことに変りはない︒その他ユーラシア各地の商人︑

工匠芸人兵士僧侶学者官吏から難民︑奴隷︑捕廟︑罪人ま

で二○○○年以上の間に︑どれたけの人がこのシルクロ
ードを通りすぎて︑自らの運命をきり開きあるいは途中で
落伍し︑あるいは砂漠の鬼と化したであろうか︒この﹁運
命の道﹂以外にそれらの事実を知るものはないが︑二十世

教ノ入リシ事ナク宗教卜言へ￥︿単二仏法ノミニテニ千年間全国二専

指ス者ニシテ其中仏教ヲ論スルノ言尤多シ・我邦︿往昔ヨリ他ノ宗

探ってみたいという人があっても決しておかしくないであ

紀後半の自分もこの道を辿って秘められた無数のドラマを

シガ政府ノカヲ以テ之ヲ撲滅シタルニ由り今之ヲ言ハズ︶然ルー近

トス︒仏教ヲ奉ズル者大二驚キカヲ極メテ之ヲ排撃シ耶蘇教ヲ以テ

年外国トノ交際開クルー乗ジ耶蘇教ノ徒人テ其宗教ヲ我邦二弘メン

行ノ権ヲ得タリ︒︵天文永禄ノ頃ヨリー時耶蘇教西国ノ辺二行ハレ

題した寄稿においてかいておられるのであるが﹃シルクロ

ろう﹄と江上波夫氏が﹁シルクロードと平山郁夫画伯﹂と
ードは単なる﹁絹の道﹂ではなく古来ユーラシア大陸の宗
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然レモ其名︿誰国ナリト雌モ其実︿護法ニシテ護法︿即チ護身ナル

或︿邪教卜称シ或︿外教卜称シ護国ノ名ヲ以テ之ヲ防禦セントス︒

議も思うように進まず継続審査とか云うことで見送られる

会となり︑莫大な歳入欠陥を補うための財政特例法案の審

−ド事件の究明という問題があるにせよ五十日も国会は休

行動をとる傾向に動いてはいるが︑戦前の軍部ではないが

守陣営も遂に瓦解し︑又野党は三木内閣に対し一応は共同

と力説する側も勿論ある︒このようなことをしていては保

ある︒又自民党内にも今三木退陣を求める理由つけがない

を打倒にふゑきるものの力がつよく動き出しているようで

情勢であり︑自民党では内部分裂の様相をこくし三木内閣

コトハ仏者モ亦自ラ之ヲ知しり︒耶蘇教ノ徒︿仏者ノ之ヲ防クニ関
セズ頻リニ其教ヲ本邦ニ弘メント欲シ種をノ方法ヲ試シテ少シモ衰
ヘズ邦人ニモ之ヲ信ズル者アリテ漸ミ国中二麗延スルノ勢ナリ﹂と
述べておられるのであるが会祖は宗教について﹁信教は自由なるこ
と︑迷信は打破すること﹂と説いておられることは衆知の通りであ
﹁其ノ名︿護国ナリト雌モ其実︿護法ニシテ護法ハ即チ護身ナルコ

るが昨今の日本の政局が国よりは党本位いな派閥本位によって動き
トハ仏者モ亦自ラ之ヲ知しり﹂

ったことではない︒人と人との間にも文化の交流は必要だ

の現状ではないかと思う︒文化の交流は国と国との間に限

るのである︒政党人は自らを省桑御互に切瑳琢磨して国家

東亜戦における二の舞を演じないことも限らないとおそれ

動している世界においての日本の立場は益々弱くなり︑大

いざとなれば足並みは乱れてくると思う︒その結果この激

と思う︒というのは人は御互に自分は常識があると思って

西村会祖は日本教育論再続と題して

本位の動きを主とし政治不信を解消してほしいものである︒

に該当せずと云うるや︑甚だ寒心せざるをえない政治

いるが夫々の教養の程度によって其の常識にも自然差が生

︿大抵自国ノミノ学問ヲ以テ限リトスル事ナク︑少ナクモ近隣ノー

二更二他国ノ学二通ズルハ甚シキ難事二非ズ︒故二西洋諸国ノ学者

シ且シ諸国ノ言語互二相類似セルヲ以テ既一二国ノ学二通ジタル後

ル事ナク大概︿同一系二出ヅル者ナリ︒此ノ如ク学問ノ祖先ヲ同ク

ノ流ヲ汲ミタル者ナレバ何レノ国ノ学問ニモ言語ニモ大ナル差異ア

種ナレバ其言語遺伝風俗習慣何レモ相類似シ且共二希臓羅馬ノ学問

国ハ大抵西羅馬滅亡ノ後二堀起シタル者ニシテ其人極く大抵亜利安

﹁元来西洋ノ学問卜云フモノハ希臓羅馬ヨリ起り︑現今ノ欧州諸

じてくる︒そして御互に相手の尻の赤いのを笑うことに
なるのである︒それゆえに御互に相手を他山の石として︑

文化の交流を行い自分の教養の程度を少しでも高めるのに
努力することこそ必要である︒終戦前の日本に於ては軍が
財界政界の頼りなき︑腐敗さをついて遂に軍部独裁の地位
を獲得し大東亜戦争に突入した︒然し軍にも下就上の動き
があった︒果して愛国というるかどうか疑わしいところも
あった︒そして戦に敗れ軍は勿論潰滅されてしまった︒今
の時局は保守党と革新という政党との対立があり︑ロッキ
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国ノ法律ト比較参照シテ其得失ヲ論究スルナリ︒哲学ノ如キモ先ヅ

ビ︑更二進ミデ徳逸トカ法蘭西トカノ如キ近隣ノ法律ヲ学ビ以テ自

ノ言語ヲ学ビ︑西洋ノ文ヲ書キ︑西洋ノ詩ヲ作り︵詩ヲ作ル者︿未

云うモノ起リシガ是又従来ノ風習二依り専ラ西洋ノ文学ヲ読ミ西洋

う事ナシ︒此ノ如キ者ヲ名付ケテ漢学者卜云う︒又二十年来洋学ト

一天通ゼサルモ敢テ意ト為サズ︒西洋ノ文学卜学問トハ措テ之ヲ問

テ記セル所ノ事︿百科ノ学術ヲ兼ネテ之二通暁セント欲シ本邦ノ学

希臓ノ諸大家ノ説ヲ学ビ夫ヨリ自国ノ哲学ノ名家ノ説ヲ考究シ更二

ダ多カラズ︶西洋ノ歴史二通ジ西洋ノ学術ヲ研究セリ︒併シ西洋ノ

支那ノ政体法律礼儀制度ヲ考へ︑凡ソ支那域内ニアリ支那字ヲ以

三四国ニアリシ哲学ノ大家ノ説ヲ参照シ以テ自家ノ意見ヲ定ムルナ

学問ハ元来専門ヲ主トセルヲ以テ西洋学卜云う者︿和漢ノ学二異ニ

三ケ国ノ学二通ズルヲ常トス︒例へ︑︿英国人ガ法律学ヲ研究セント

リ︒其他ノ諸学科モ大抵是ノ如シ︒世人モ知ルガ加ク西洋ノ学問︿

シテ其中或︿真二専門ノ学術ヲ考究スル者アリ︒然しドモ其西洋

スルース先ヅ法律ノ祖先ナル羅馬法ヲ学ピ夫ヨリ自国ノ法律ヲ学

国ノ法律︿勿論古代ノ法律ヨリ近隣諸国ノ法律一天皆通暁セザル事

其高等ノ地位二至リテハ皆専門学ナルヲ以テ既二法律家ト云へ︵自

ルニ異ナル事ナシ︒此ノ如キ者ヲ名付ケテ洋学者卜云う︒又洋学者

ノ学ノミニ通ジテ和漢ノ学二通ゼサル事︿和漢学者ガ西洋学二於ケ

ノ中二英学者法蘭西学者徳逸学者等ノ区別アリ︒是二由テ見レバ日

ナシ︒哲学家卜云へ︵自国ノ諸大家ノ哲学︿言フニ及バズ古代ノ哲

シ︒故二西洋ノ学問︿法律学トカ哲学トカ文学トカ道徳学トカ学

学ヨクシテ著名ナル近国ノ哲学ノ大家ノ説︿皆之ヲ研究セザル事ナ

本一天国別ケノ学者︵国学者ト漢学者卜云フガ加キ︶アリテ学科

学問卜教育上執レガアリト考フル二学科別ノ学問︿国別ノ学問二

科ヲ以テ学問ノ区別ヲ立ツル者ニシテ徳逸学者法蘭西学者卜云フガ

勝ル者ナリト思ヘリ︒其故ハ往昔ト異ニシテ今日ハ総テノ学科皆博

ト云う力如キ︶国別ノ学者ナキガ如シ︒借此国別ノ学問ト学科別ノ

ハ学問ノ祖先ヲ異ニシ言語ヲ異ニセルヲ以テ他国ノ学問二通ズル事

別ノ学者ナキガ如ク︑西洋一天学科別ノ学者アリテ︵法律家哲学家

西洋ノ加ク容易ナラズ︒且東洋ノ学問ノ風ハ古来ヨリ学科ノ立テ方

ラン事ヲ欲セバ一国ノ学問二止一︑リテ他国ノ学問二通ゼザル時ハ

大精微ナラザレ︑ハ其道二通ジタリト云フベヵラズ︒荷モ博大精微ナ

如キ国ヲ以テ学問ノ区別ヲ立ツル者アル事ヲ間カズ︒本邦ノ学問ハ

西洋ノ如ク明白ナラズ︒是ヲ以テ本邦ノ学問ハ古来ヨリ国ヲ以テ区

大二之二異ナリ昔ヨク他国卜交通スル事稀ナルノミナラズ他国ト

別ヲ立ツルノ風アリ︒則チ国学者卜云へ︵日本ノ書物ヲ研究シ日

ズルノミニテハ精微ハ庶幾スベシト雛モ博大︿之ヲ望ム事能ハズ

︵其実︿一国ノ歴史ヲ読ミタルノミニテ︿細密ナル事︿得ベシト雛

其ノ目的ヲ達スル﹃一ト能ハズ︒例で︿歴史ノ如キ︿本邦ノ歴史二通

モ精密二治乱興廃ノ理二通ズル事︿能ハザルナリ︶︒支那ノ歴史二

本ノ文ヲ書キ日本ノ歌ヲ詠ジ日本ノ歴史ヲ読ミ日本ノ政体法律礼儀

テハ如何二我邦二必用ナル学問アリトモ之ヲ願ミル事ナシ・此ノ

之二通暁セント欲シ隣国ナル朝鮮支那ヨリシテ遠キ西洋ノ事二至リ

同様ナリ︒必ズ本邦支那西洋ノ歴史二通ジテ始メテ世界人類ノ既往

通ズルノミニテモ又同様ナリ︒西洋ノ歴史二通ズルノミニテモ是又

制度ノ考へ︑凡ソ日本国内二有ル所ノ事︿百科ノ学術ヲ兼ネテ尽ク

ノ文章ヲ書キ支那ノ詩ヲ作り支那ノ道徳ヲ講習シ支那ノ歴史二通ジ

如キ者ヲ名ケテ国学者卜云う︒漢学ト云へ︵支那ノ書ヲ読ミ︑支那
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ハ道徳学ノ根原ヲ知ル事能ハズ︒又支那ノ道徳学ヲ学ブ時ハ孔孟ノ

支那印度ヨリ伝来セル者ナレバ本邦ノ書籍ヲ研究シタルノミニテ

将来ノ予防ヲナス事ヲ得︒ヘシ︒又道徳学ノ如キハ本邦ノ道徳学ハ

ノ事迩ヲ知り以テ治国ノ鑑トスベク以テ交際ノ助ケトナスベク以テ

最貴ノ教ト為シ洋学者︿耶蘇教又︿哲学ヲ以テ最貴ノ教ト為ス︒神

ナリ︒則チ国学者︿神道ヲ以テ最貴ノ教卜為シ漢学者︿儒道ヲ以テ

国民ニシテ其道徳政治法律文学等ノ上二大ナル差異ヲ生ズルニ至ル

ナキモ其学問二偏頗アルョリシテ遂二其学説二偏脹ヲ生ジ同ジ日本

ルニ非ス︒然しドモ特二其一個ノミヲ尊重シ尽ク他教ヲ軽視スルハ

道尊貴ナラザルニ非ス︒儒道正大ナラザルニ非ズ︒哲学精微ナラザ

︿全ク之二反シ︑古代ヲ以テ野蛮卜為シ今代ヲ以テ文明卜為ス︒是

不可ナリ︒又和漢ノ学ヲ為ス者ハ常二古ヲ尊ビ今ヲ賎シム︒洋学者

ル事ニシテ︑印度ノ仏教欧州ノ哲学ニテ説ク所ノ事︿之ヲ知ル事ハ
ズ︒又欧州ノ道徳学ヲ学ブ時︿其説︿極メテ粘密ナリト錐モニ千年

道徳学一天通ズル事ヲ得尋へキモ天下ノ道理︿猶孔孟ノ言ノ外ニモァ

以前ノ東洋ノ道徳学ヲ知ル事能ハズ︒必ズ支那︑印度︑欧州ノ道徳

モ国学者ハ本邦ノ古文ヲ以テ至極ノ名文ナリトシ漢学者︿支那ノ文

ヲ以テ至極ノ名文ナリトシ洋学者ハ洋文ヲ以テ至極ノ名文ナリトシ

等︿各一理アル事ナレドモ又一概二論ジ難キ者アリ︒又文学ノ如キ

発見シ以テ一身ノ位格ク高クシ家国ノ康寧ヲ得ペシ︒独り此二学科

各己ガ知レル所ヲ主張シ︑知ラザル所ヲ蔑視ス︒其甚シキニ至リテ

学二通ジテ然ル後始メテ能ク此学ノ博大精微ヲ窮ムル事ヲ得︑是ノ

ノミナラズ其他ノ学科モ皆之二准ジテ知ルヘシ︒此ノ如ク学問ノ博

ハ国学者ハ仮名ノミヲ以テ文ヲ綴り︑全ク漢字ヲ廃セント欲シ洋学
者︿羅馬字ノミヲ以テ文ヲ綴り全ク和漢ノ字ヲ廃セント欲ス︒此ノ

如クニシテ然ル後二能ク今日万国交通ノ社会二立チテ道徳ノ真理ヲ

大精微ヲ得ントスルース国別ノ学問ニテハ恐クハ其目的ヲ達スル事
ヲ為サントスル時︿何時ニテモ諸国ノ学問二通ズル事ヲ得ベキ事ナ

ニ之ヲ哀メリ︒然しドモ国学者卜漢学者トハ多ク保守ノ見ヲ執ル者

如キハ共二偏見ノ極端二走リタル者ニシテ余僻繊二本邦文学ノ為メ

能ハザルベシ︒併シ国別ノ学問ヲ為シタル人ニテモ自ラ他国ノ学問
レドモ何故二カ国別ノ学問ヲ為シタル者︿他国ノ学問ヲ為ス事ヲ好

如ク成り来リタルハ本邦教育発達ノ自然ノ順序ナレドモ此侭二棄置

ル時ナレバ其偏見︿教育上二妨害ヲ為ス事少小ナラザル雲ヘシ︒此ノ

︿多ク改進ノ意見ヲ懐キ且シ現今大二世二用ヒラレ頗ル勢力ヲ得ダ

通ズル事ヲ願ハズ︵其中一ス一人ニテ和漢ノ学ヲ兼ネ又︿漢洋ノ学

ナレバ其ノ偏見二付キ甚シキ害ヲ為スニ至ラザルベシト錐モ洋学者

ヲ兼ヌル人モァレドモ其大数コーリ言う時︿本文ノ如シ︶借此ノ如ク

ヲ得ル事能ハザルヘシ︒故二之ヲ矯正セントスルーヌ今日以前ノ学

ク時︿学者社会二偏見ヲ懐ク者益増加シ国ノ教育ハ終二真正ノ方針

マズ︒国学者︿多ク支那西洋ノ学問ヲ兼ヌル事ヲ望マズ︒支那学者

国別ノ学問ヲ為シタル人ニテモ其心極メテ公平ニシテ己ガ知ラザル

ハ日本西洋ノ学二通ズル事ヲ好マス︒西洋学者︿日本支那ノ学問二

学問ニテモ善キ者ハ善シト言上精微ナル者︿精微ナリト見ル者アレ

テ学科別ノ学問トセン事ヲ望ムナリ︒云々﹂

者︿此侭二為シ置キ今日以後ノ学問ノ仕方ヲ改メ国別ノ学問ヲ止メ

と西村会祖はすでに明治二十三年に文化交流の要︑独り

ドモ其中一天一己ノ偏見ヲ懐キ己ガ学ビタル所ノ学問ヲ以テ最善ノ
︵宗教家大抵此ノ如キ偏見ヲ懐ケリ︶︒此ノ加キ人︿其本心一天偏頗

者ト心得学バサル所ノ学問ヲ以テ最劣ノ者卜心得ル者ナキニ非ズ
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よがりの考え方をいましめておられるのである︒

私の小学六年時代の読本には﹁近年は空中飛行機の発明
諸国に起れり︒空中の交通開始せられ又その軍事上に応用
せらるるも決して座上の空談にあらざらんとす︒人智の進
歩は際限なしと云ふくし﹂

と云うことが書いてあった︒私が大正末期に倫敦に在勤
したときの日記に﹁日本に議会があるが電気﹂があるかと
時為きかれる︒癌に障ること拶しい︒全く後進国民として
応待される話のすぐあとに必らず漸次西洋文化が入って行

については一層その必要を感ずる︒それは五十年前に倫敦

で感じたことであるが︑誤っていなかったと思う︒その当

時友人の内には日本は人海戦術でいく外ない︒それには量

その誤りであったことを教えていると思う︒殊に戦後人の

だ︒人口の多いことだと云う人もあったが五十年の歴史は

倍になった︒砂糖の消費は文化のハロメーターと云われた

朕なぞ無視されてしまった︒砂糖一人当りの消費は戦前の

い道徳を基盤とした文化の交流︑向上こそ日本の今後に特

が真に健全に文化が向上したといひうるであろうか︒正し

会祖が﹁学問ノ広狭ト智見﹂について﹁学問ノ界域狭随

に望ましいのである︒

ナル者︿其智見モ亦狭院ナリ０︵中略︶是皆己ガ専攻スル所

ノミヲ見テ他ヲ見ザルョリ起ル所ノ説ナリ﹂と説いておら

しても広く深い智見を持ち常に反省していやが上にも己の

るることが泊翁修養訓にのっているが︑国としても仙人と

日本弘道会文庫には前述のように西村会祖の親しく手記された

常識の向上文化の発達に努めねばならぬと思うのである︒

片山清一先生が︑今整理に当っておられるのであるが︑私はそ

ものが沢山ある︒

の内から﹁文化の交流﹂についての︑会祖の手記を紹介した方が

自分の考えを書くよりは有意義だと思ったので︑その手記を主と

︵本会監事︶︵五一︑五︑二○︶

してかきうつすことにしたのである︒その点御了承頂き度い︒

、 0 ノ

くであろうと云う︒米国では排斥すべき国民とたけは知っ
ていても︑どの位の大きさを持った国かどんな国柄である
かなぞ真に了解し居るものは蜜をたるものである︒︵中略︶

私は考へる︑四面楚歌の日本︑五大州広しと雌もこれを
一歩と国力の基礎を固めねばならぬと考える﹂と所感をか

容る上の処なき日本︑単位たる価人の素質の改善に努め歩
いた︒そしてそれから五十年を経過した今日どうであろう
か︒飛行機の発達によって世界は全く極度に接近した︒又
テレビの発達によって世界のどこで起ったことでも直ちに
世界中に伝わるのである︒文化の交流は極めて容易に極め
て敏速に行われるようになった︒そして日本は堂々たる先
進国の有力な一員と自他共に許すようになった︒然し日本
国民の品格はどうであろうか︒最近の経済では物について
も量の時代よりは質の時代と云われるようになった︒人間

rワ、

西田哲学とヤスパース哲学との近さと遠さ

沼田滋夫

現代日本の代表的哲学者西田幾多郎と現代ドイツの実存

時には自分でもよく知らなかったが︑これが私の哲学の入

版が一九二年︵明治四十四年︶︑ヤスパースが自ら︑﹁その

来既に定まっていた﹂と後に言っている﹃善の研究﹄の出

の人が指摘し︑西田自身﹁私の思想傾向は﹃善の研究﹄以
主義の哲学者としてよく知られているカール・ヤス・︿−ス

１１

との間に立って︑私は次にこの二人の哲学の根本的立場を

口になった﹂と言っている﹃世界観の心理学﹂の出版が一

ドイツであるということになる︒

方は明治の後期であり︑他方は第一次世界大戦から戦後の

九一九年である︒両者の思想のそれぞれの発酵の時期が一

両者の間にあることが考えられるが︑更に追求してゆくと

をもつように見えながら︑両者が生き︑学問的活動をした

き︑しかも哲学的関心乃至立場に於てもかなり似た方向性

在の落着き処を求めるとでも言うべき︑自己自身に主体的

れるのは︑両哲学の根本的立場或は出発点が単に知識上の

西田哲学とヤス・︿−ス哲学との近似点としてまず感じら

一九四五︶︑ヤスパ
一九六九︶であり︑西田哲学の誕生を多く

われわれが自己を普通の意味で考察の対象とするという仕

るところにあることである︒自己存在の真理を求めるとは

に関わるとでも言うべき︑自己存在の真理を求めようとす

真理を求めるということでなく︑哲学する者自身の自己存

ース︵一八八一二

参考に記せば︑西田幾多郎︵一八七○

るこの相違︑これらのことがさし当り問題になる︒

西という伝統的な精神的風土の︑何かが決定的に違ってい

ころは何処であろうか︒一面に於て思想史的な同時代に生

にあることに気付く︒その近いものは何であり︑相違する

其処にはやはり︑いわば体質的とでも説うべき相違が根底

の立場を辿ってゆくと︑或る地点までは極めて近いものが

1

中心にして幾つかのことを考えて承ようと思う︒この二人

1

当時の︑日本とヨー戸シバという社会状況の違いと︑東と

二
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I

己とは実は自己とも呼ぶことの出来ない他者であり︑物の

理由は︑西洋哲学思想の歴史の流れの中の同じ時代に生き

相似の理由は何処に求められるかであるが︑大切な一つの

の中から生れた日本人であり︑西洋の土を踏んだことすら

方でその真理を問うということではない︒対象とされた自

ない︒しかし西田の︑石川県専門学校︵後に第四高等中学

た二人が︑その共通する思想の歴史的必然性をそれぞれに

ない自己︑言わば︑西田も時折言うように︑決して自分で

校︶の頃にまで糊って考えられる西洋哲学の勉強と研究は︑

引き受けつつ大筋においてはある共通する方向性をもった

それを見ることの出来ない目︑このような自己が問題にな

単なる新知識の吸収移入といった如き暇ごとではなかった︒

如くに外に見られたものである︒そうではなくて︑其処か

っているということである︒そしてこのような自己が問題

自己存在の根拠を求め自己を確立しようとする全人格的事

ことにあると考えられる︒確かに西田は日本の精神的風土

になるのは哲学することの関心が︑世界を向うに固定させ

業だったと言える︒そういう姿勢で彼は西洋哲学の流れを

かし自分自身は決して普通の意味では見られることのでき

て置いてこれを見ようとすることでなく︑見る自己を切り

ら世界を対象的に見るという働きも考えられところの︑し

込拳口として世界の真の存在に内から迫ろうとすることだ

てゆくこととなる︒それは近世西洋哲学思想の流れの必然

としての内から転換という意味を持つとともに︑その転換

自己のものとしつつ︑やがてそこを一つの方向へと超え出

の契機として西田における東洋的或るものがそこに同時に

でなく︑直接的な所与としての実在︑自らがそれであると
ころ所与を底へ底へと問い進むことであり︑西田流に言え

働くことになったということである︒他方ヤス︒ハースが近

と考えられるのである︒知識的に加工された実在を問うの

﹁実在と思惟との合一せる直覚的確実﹂が﹁出立点﹂だとい

の反省として成立してきた現代哲学の新しい方向を示す実

世初め以降の西洋哲学の主流の行き着いたところから︑そ

ば働くことが見ることであるような︑そういう追求である︒
うことである︒︵﹃善の研究﹄︶ヤスパースの場合を一つだけ

西田もヤスパーー︿もともに︑それを転換しそれに対立す

存主義を代表する一人であることは言うまでもない︒

引用すれば﹁哲学的思想の目的と意味は或る対象について
の知ではなくて︑むしろ存在意識の変革と事物に対する内

で言えば︑全世界︑全存在の確実性は︑それを対象として

るに至る近世初め以降の哲学思想の主流と言ったのは一口

的態度の変革である﹂︵﹁理性と実存﹄︶ということになる︒

二つの思想にそれぞれ突っ込んでゆくと相違点もだんだ

認識し思惟するこの人間主観によって確かめうると信ずる

ん見えてくるが︑大要としては︑右に挙げたことが両者の
立場の相似点の一つと考えられるのである︒それではこの
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義をも包み込むものとしてこういう流れを考えうるであろ

思惟態度の傾向のことである︒経験論も合理論も︑実証主

間の﹁知﹂を証人とする対象的真理確信の方向︑こういう

その思惟主観をも再び﹁知﹂の対象とするという形で︑一

一切の存在を思惟主観に対立せしめる対象的思惟であり︑

超克に向った点である︒存在に﹁知﹂が対立する思惟とは︑

主観客観の対立において真理を求める思惟方向の徹底的な

いった点が考えられるのである︒それは存在に知が対立し︑

う︒人間の行動の原理の求め方について言えば︑カントが

切が対象知の世界となる思惟である︒既に一九世紀の初頭

問の﹁知﹂に求めると言った思惟自体を根底から批判して

あの実践理性をとり出してくる思惟を頂点とする如き方向

にヘーゲルは主観と客観との対立の合一を︑或は存在と知

方向︑中世の信仰乃至恩寵の彼岸的確信に対して真理の確

のことである︒このような思惟の流れが現代に向ってどう

との合一を論じたが︑この思惟もまた対象論理へと陥って

実性の根拠を人間自身の﹁知﹂に求めるところの方向︑人

の中で知識成立の論理が問われ︑主観客観の相互限定の論

流れてくるかを今詳しく辿ろうとは思わないが︑その流れ

社会状況としての近代の問題化と軌を一つにしているもの

返す思惟が目について来る︒付け加えるならばこの動きは︑

次第に広まり︑近代哲学の歩んできた方向を根源的に問い

覚が一九世紀末から今世紀前半にかけて︑思想家達の間に

れのつぎ詰めが進む︒そして︑この流れの行き詰まりの自

いう意味で両者の哲学はともに新らしい存在論を根底に踏

存の真理を開明するとでも言うべき思惟なのである︒こう

として︑対象的にでなく自己の底へ底への方向において存

直接的所与としての存在を出発点とし︑此処を切り込み口

うのである︒これが先に言った︑自己自身であるところの

思惟方向の共通性が西田とヤスパースの間に見られるとい

処までも存在と知との合一の基盤の上に立とうとするこの

ゆく︒このような思惟方向をその根底に於て問い直し︑何

である︒このような地点において︑ヤスパースも西田もと

まえるものと言えると思う︒

理が追求され︑主観的意識の心理が追求される等︑この流

もに近代哲学の流れを根底から問い直し︑流れの転換を引

この意味での二つの哲学の共通性を証する言葉を少し宛

対象化せられたものである︑真の自覚は意志の体験そのも

き起す方向性をもったと考えることができる︒

引いておこう︒たとえば西田では︑﹁我々の自己は所謂自
右のような二人に共通する思想史的位置における相似た

のでなければならぬ︑即ち意志自由の自覚にあるのである︒

覚に於て真に自己を知るのではない︑単なる知的自己は尚
方向を示すところの特徴として︑真理の確実性の根拠を人
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とも働くことでなければならぬ︑見ることも聞くことも考

真の我は知る我ではなくして働く我である︑知るというこ

ののあるのも明らかであろう︒

もわれわれに気付かせるが︑前に述べた意味で共通するも

へることも我の働きである﹂︵﹃働くものから見るものへ﹄︶こ

意味で共通的な方向のあるのを認め得るのは確かであるが︑

こうして両哲学を比べると︑われわれは︑其の間に或る

の﹁真の我﹂の﹁真の自覚﹂は︑直ちに世界存在の自覚で
あり自己創造である︒﹁われわれの自己はポイエシス的に

もう少し両者の内に入ってゆくと︑その共通的と見える方

ではその相違とは何であり︑それは何処に帰着すると考え

向の中に実は重要な相違のあることに気付くことになる︒

である︒そしてそこに同時に歴史的世界の自己形成という
ものがあるのである︒︵﹃実践哲学序論﹄︶ヤス・︿−スの場合は

自覚するのであり︑それはわれわれの自己の存在であるの

こう言われる︒﹁私が私を客体たらしめるあらゆる瞬間に

な遠さであるとも考えられるのである︒共に世界史的現代

うるであろうか︒近い者同士の間の遠さとは反って決定的

を背負い︑或るところまで相似た方向性をもち乍ら︑しか

おいて︑同時に私自身はこの客体以上のものである︒即ち

もその間に存する明らかな相違とは何であろうか︒﹁哲学

私はこのような仕方で自己を客観化することのできるとこ
いての桑︑また私が客体である通りにのゑ︑私を捉えると

ろの存在者なのである︒．⁝：単に私が客体である限りにお

思想は共に宗教との親近性をもっている点も似ているので

とは知識の最高の統一である﹂と西田も言っている︒︵﹃哲

ある︒西田は最後の論文で︑哲学の問題というものも自己

学概論﹄︶相違点が追究されなければならない︒実は両者の

することはできない︒それは客体化された存在︵現存在︶で

の在所を問うところの宗教の問題から起ってくるのだ︵﹃場

する︒﹂︵﹃理性と実存﹄︶本来的存在者である私に私自身は達

はなくて︑私自身を客体化し創造する存在であるからであ

所的論理と宗教的世界観﹄︶と言い︑ヤスパースは自分の思惟

するならば︑私はそのことによって︑同時に私自身を喪失

る︒しかしその存在者から私は離れることのないよう自己

われわれに両者の近さと遠さを考えさせてくれるよい資

の立場を﹁哲学的信仰﹂とも平んでいる︒︵﹃哲学的信仰﹂︶

料の一つに︑両者それぞれのデカルト批判がある︒︵西田

の内的態度を変革してゆかねばならない︒﹁自己反省とは︑

るのである︒﹂︵﹃哲学﹂︶このような考え方がヤスパースのも

自らを実現するのでなくて︑自己創造として自らを実現す

﹃デカルト哲学について﹄一九四四年︶︵ヤスパース﹃デヵル卜と

自己の研究ではなくて自己との交わりであり︑認識として

のである︒右のような両者からの引用は自ら両者の相違を
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四

哲学﹄一九三七年︶しかも西田はヤス・︿−スのこの本を読ん

において自己自身を形成する世界であるという考えが底に

矛盾しつつ同一であり︑われわれの自己はそのような矛盾

たと考えるあたりは︑西田と距らないと思われるが︑ヤス

あるｃヤス・︿−スが︑デカルトの我は単に自己自身を考え

パースの自己存在である可能的実存とはそれでは何である

でヤスパース批判をしているのである︒二人のデカルト批

デカルトが例の方法的懐疑の末に﹃一ギトー・エルゴー・

かｃそれは自己の内の方向への超越において︑所謂内面的

判の近似と相違をよく考えてみると大要次のようなことは

スムに到達したこと︑このことは︑︵我思う︑故に︑思うて

世界の方向において︑現実世界を超え包むものとしての包

る︑思想という様式で存在する空虚な一点になってしまっ

いる我がある︶という如き推論でなくて︑言わば自己の内

越者即ち神に自らの根拠をもつものであることが示されて

少くとも明らかであると思う︒

における存在と思惟との合一点を語るものとして︑ここに

に根の深いものであるかに思い及ばざるをえない︒それは

われわれはここまで考えて来て二つの思惟の相違が如何

ノ︑る︒

新らしい哲学の出発点を求めたものと解し︑この限りにお
いてデカルトを評価するというところまでは両者は非常に

単なる頭の中の思惟の仕方などの問題では無論ない︒われ

近いということ︒西田は一︲われわれの自己が自己自身の根

己否定的自覚﹂と解し︑ヤスパースは﹁私は私が思惟する

底に返って新なる実在の把握を求めたデカルト哲学﹂﹁自

リスト教的伝統との相違を深く考えさせられるのである︒

われはやはり︑東洋的・仏教的伝統と西洋のギリシア的キ

︵横浜国立大学教授︶

こと︑私が否定することを︑私にかかわることによって自

泊翁先生詩集より

覚するのである﹂と解する︒しかし︑この先に進むと両者
は直ちにデカルトを批判し︑デカルトとの距離或は相違を
の哲学の根底の相分れるところが現れてくる︒西田は︑デ

表明する︒ここに両者のデカルト批判の相違を通して両者

遠鐘三更を報ず

万象一寂に帰す

筆を執って西史を訳す

灯火落ちて声有り

遠鐘報三更
万象帰一寂

執筆訳西史

灯火落有声

カルトがコギトー・エルゴー・スムと言語に出した時に︑

な主語的な方向に考えることとなり︑西田のものである否

実在即ち自己を外に基体的なものとしてアリストテレス的
定的自覚の途を踏み外してしまったと考える︒ここには西
田の自己否定こそが即ち自己肯定であり︑外と内とが全く
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１１
十四代目でございます︒大臣︑公卿も世襲

黄白間雑諭与レ銅

魚皮装貼香木鞘

へ〃〆Ｄ／咽ソ二
伝聞其国居二大嶋一

シ

シ

侃服可三以穣二妖凶毛

シテプヲ

百金伝入好事手

ヘテルノ

スト

でそれぞれ職分に励んでおります：⁝・﹂

スノ

渡辺正勇

ｌ聖徳太子︑意然マルコ鑑︲吾︑ココンブ乏暢守敬︑幽村会祖Ｉ

東西文化交流の先達を思う

｜育然の献物と筆奏
宋の照元年︵九八四︶わが留学僧商然は

次第に輝きをまして果は感に堪えぬ面持で

このような話が進むにつれて大宗の眼は

王年代記︑職貝令︑鄭注孝経︑孝経新義︑

ある︒後︑大臣に洩らしたことは︑

ノ

ツテヲ

ニシテサフルヲ一一

令厳不し許し伝．中国一

ノ

シ

ツテヲシノルヲ

LLOノ

金糸︑紅羅︑水晶軸の美点しく装釘された
鈴︑磐︑壷などの銅器十余種を太宗に献納︒

リワ

土壌沃焼風俗好

其先徐福詐二秦民一

﹁たかが小さな島夷であるというのに天
こと︒誠にもって羨しいことだ︒これが古の

子の位惟無窮︑役人も親子相伝であるとの

太宗は痛く喜んで宿舎を太平興国寺とし︑

紫衣を賜り法済大師の称号を与えるなど至

真の政道というものではあるまいか︒然る

にわが大宋はどうだ！朕は不敏ながら国

前朝貢献屡往来

出来ないので筆をもって対えた︒

れり尽せりの厚遇であった︒埼然は華語が

採レ薬流留卯童老
百工五種与レ之居
ツテ二
至レ今器玩皆精巧

﹁私の父は藤原真連と申し官は朝廷で五

政には随分と心を痛めているのに︒ぜひと

徐福行時書未し焚
○○○○○○○ス

○○○ク○○○ダ○ケ

ニスヲ
士人性盈工二詞藻毛

品職でございました︒わが日本には詩書易

ゼ

二欧陽修の日本刀歌

も日本のような体制に致したいものじゃ︲一

ます︒五穀は豊穣養蚕も盛んでございます︒

春秋礼記の五経を初め漢籍が数多くござい

クシテ

逸書百篇今尚存

海と山と四季折々の眺めも亦格別でござ

昆夷道遠不二復通一

挙レ世無三人識二古文や

ヲノー

︐力クメン

世伝切玉誰能窮
クヅ
宝乃近出日本国

先王大典蔵二夷貌一

二フル

銀が沢山に出て国民の税金には凡べてこれ

越買得二之槍海東一

います︒東の奥州には金︑西の別島には︑

を充てています︒天皇は一系相伝えて今六

〆 寸 の 、

シズルヲ

蒼波浩蕩無し通し津

○
○テ
０シ０
０ヲ
ムＯ
ヲシ
テ０
ニサ

ノ

令二人感激坐流彦沸
○ソランブニ
釧渋短刀何足し云・
欧陽修は今し方日本刀歌を書き終った様
であるが心なしか苦吟の色を漂わしている︒

主題の日本刀のことのほかは殆んど育然が
太宗に語った日本の国状を述べているので
あるが︑さすが宋代の文章家であり宰相で
あるだけに︑日本に秘蔵されているであろ
うところの逸書百篇について非常の関心が

数百年に亘る欧陽修以来の訪害悲願の達成

逸叢書であり︑楊守敬の留真譜であった︒

の結果刊行されたのが清国公使梨庶昌の古

殿なんざ純金ずくめで出来ているのですぞ︒

が一度も持出されてはいない︒国王の大宮

陸から商人でさえ行けないから多量の黄金

りで屋根も窓も純金なもんだから︑まぶし

くてまともになんぞ見られないと言うから

部屋交々の床が何と指二本幅の厚さの金張

な︒そればかりではない︒大粒のバラ色や

は日支両国文化交流の何よりの証左である︒

イタリーの水都ベニスで今評判の﹁百万

白の真珠や色兵の宝石が帯で掃く程あると

三マルコ・ポーロの百万屋敷

ポーロの大旅行談に耳を傾けている︒﹁ヂパ

屋敷﹂には今日も亦大勢の訪客がマルコ・

は尽せないし︑また誰かが正しく値踏した

としてもとても信用されないだろう︒この

言うから豪勢なもんさ︒その真相は筆舌で

宝の島のヂパングを伝え聞いたからこそ︑

ング︵日本国︶は何と言ったって素晴しい
中にある大きな島で︑住民の皮膚は白くて

世祖フビライが二度も強引に遠征︵文永︑

国だよ︒支那大陸から東千五百一︑イルの海

る︒それでいて勇敢でなかなか強いんだ︒

礼儀正しくしとやかで宗教は偶像崇拝であ

弘安の元志で二度も大敗︶を決行した理由

コロンブスが提督兼船長として九十名の

四コロンブスの新大陸発見

まあポーロ一代の遺恨事だったよ︒﹂

だが何分にも遠い海の向うだったからねｃ

きたくって行きたくって仕方がなかったの

そうそう君らの言う通りヂ・ハングには行

の一つはこれなんだよ実は︒⁝⁝

世界の最強を誇ったさすがの元の忽必烈
︵フビライ︶も一度ならず二度も大敗した

はいけない︒話はこれからだから﹂

んだからね︒大したもんだよ︒だが驚いて
何しろ世界最大の大帝国の都の大都に在
って世祖フビライの厚遇十七年間のはるか
東方の国だの見聞を面白おかしく︑しかも

乗組員を率いてサンタ・マリア号百トン︑

百万単位で吹きまくって︑話は弥を佳境に

ピンタ−号ニーニヤ号各六十トンの小帆前

ロス港を出帆したのが一四九二年八月三日

船でアジア︵日本︶に向ってス︒へインの︒︿

入って語るポーロ自らも眼を輝かし顔を紅
﹁ヂパングでは到る処で金が見つかるも

潮させて興奮の体である︒

のだから住民の誰でも大金持なんだね︒大

k上芸ノ

察せられるのである︒﹁どう考えても秦の
るに相違ない︒一目でもよい︑何としても

始皇帝の焚書以前の害経の完本が日本にあ
見たいものだ︒如何な日本の名刀でもわし
には無用のこと﹂と︑つぶやきながら遥か
のはかない望の溜息を続けるのであった︒

東方日本の空を見やって︑若しかしたらと
後年明末に至って正平板論語が銭曾の手
に帰し越えて清朝考証学の隆盛時に当って
山井鼎︑荻生観の七経孟子考文補遺︑根本遜

志の皇氏論語義疏︑太宰純の古文孝経孔伝
書館を驚かして︑日本訪害の気運が一段と

等のわが学者の校訂書が支那に渡り四庫全
促進されたのであった︒かくして金沢文庫︑

足利学校︑楓山文庫等の古書を丹念に探求

／ 1 4 、

島を発見したのが七十二日目の十月十二日

乗切ってサン・サル鴨ハドル諏雑垂鋤小溌之︶

であって︑船員の不満と大西洋の荒波とを

の余徳と大いに感謝して然るべきものと思

大に行われる︒これも一つにコロンブスの

来る七月四日には独立記念の二百年祭が盛

て簡にして要を得た︑しかも堂をたるこの

う五ケ条を教化連動の目標とざれた︒極め

郷里︑わが本国︑わが世界を善くするとい

百マイルの日本島が黄金︑真珠︑宝石等に

カネリからの返書に﹁アンチラから二千五

であるが︑その間にフロレンスの学者トス

ス・へイン女王イサベルの後援に基づくもの

研究と地球の円形説を信じての西航方針と

大快挙は固よりコロンブスの熱心な渡洋の

リコ島の発見も翌年のことである︒この一

主脳者会議で話題を賑わしているプエルト

底求め得られないものと︑一諦めにも似た夢

を越えて︑いかに慕い望んだとしても︑到

を観得した︒直接と間接と時と処との隔り

ポーロは金︑銀︑珊瑚の宝の島として日本

よる政治︑欧陽修は古典の秘庫︑マルコ・

れないのである︒これを太宗は真の古道に

あったとしても︑針小棒大の空言とは思わ

るように︑育然の筆奏に多少のお国自慢が

満然が太宗に献納した品目が明示してい

亦世界の文化史上に輝く偉縦と申しても過

村会祖の﹁和魂漢洋才﹂的の日本道徳論も

においての相違はともかくとして︑わが西

されたのである︒その規模と時と処と位と

魂漢才﹂的のお家芸を余すところなく発揮

まさに太子は日本人特有の文化統合の﹁和

とをもって国民指向の大方針を明示された︒

て日本独自の著作十七条の憲法と三経義疏

描想は世界の道徳思想史上両期的の方向を

富承宮殿寺院等は凡べて純金で飾られてい

のまた夢が︑突然眠のあたりに現れた鰯き

言ではないであろう︒

うが︑いかがなものであろうか︒

る程の富有な国であるが︑誰も行ってはい

もさることながら︑その環境と教養の上か

その昔聖徳太子は儒仏二教の長所を採っ

六東西文化融合の大使命

博愛事業研究で滞米五年﹁聖害之研究﹂

＄

午前二時であった︒今サンアフンの七ケ国

ない﹂と言うマルコ・ポーロの東方見聞録

ない興感を覚えるのである︒

ら︑はっきりと示す三者三様の反応に限り
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示したものであった︒

スの大航海決行に対して︑特に激励の辞の

そのままの国状を伝えるとともにコロンブ

狂﹁ヤソ﹂の危険人物との酷評さえ浴びた

誌や説教︑誰演等によって大いに活蹴︑気
会祖西村先生は明治の初頭における新学

五日本道徳論と十七条憲法

コロンブスは新世界発見という偉大な功

から﹁壮大な日本の天職は東洋の代表︑西

内村鑑三は憂国の至情や象難く世界的視野

あったことも忘れてはならないのである︒

制と欧米心酔の風潮によってわが国特有の

ることであり︑特に道徳の世界はアジアと

洋の先駆者となり︑東西の両文化を和合す

道義の低下を憂慮して︑これが維持高揚の
ために古今東西の道徳論を比較検討の結果︑

ンも富強を加えてやがて欧州の珊権を握る

儒教を基礎とし西洋哲学の長所を採って１

績によって公爵となったが︑やがてス︒へイ

こになるのである︒アメリカ新大陸が欧州

１﹁中庸﹂に言う﹁誠﹂が天地の公道真理

︵二十三頁へつづく︶

西洋との最善を支配できる日本を待ってい

中で英国が遂に独立して世界の強大国北ア

であることを確認︒わが身︑わが家︑わ弘

諸国の殖民地となって次第に繁栄して行く
メリカ合衆国となったことは周知のこと︒

／ 司 戸 ､

ー

翁小伝︵五︶
八日本弘道会の来歴とその経過Ｖ

日本弘道会の発足は︑すでに知ったとおり︑明治九年三

哲史

鎌吉が入社したので︑東京修身学社を創設し︑銀座二丁目

たのにはじまる︒ついで杉亨二︑那珂通高︑辻新次︑大井

翁が日本橋区呉服町相済社に会し︑道徳興起のことを謀っ

の学術は︑古来︑模倣の例の桑あって︑開発の例に乏しい︒

しば会の名称を変えても︑会の主意は変わらない︒わが国

し︑﹁弘道会の改称に付一言す﹂という演説をした︒しば

明治二○年九月一日︑日本講道会を改めて日本弘道会と

翌明治一○年春︑修身学社を貝の数は一二人になったの

非ざる者﹂はない︒古くはシナの害を読象︑インドの害を

のである︒わが国の道徳学も︑古来︑﹁他国の教を学ぶに

あって︑自分は﹁他国に取るを以て自ら満足せんと欲する﹂

明治二二年三月三一日︑栃木県宇都宮で講演をした︒こ

った︒

にしようとするものである．ｌそういう主旨の演説であ

に根礎を定め︑人心を正し︑邪説を遇め︑以て国基を輩固

選択をかさねて来たが︑本会はこの間に立って道徳のため

た︒すなわち︑儒教︑仏教︑ヤソ教︑哲学を学んで︑取捨

読み︑近年は洋書を読んで︑東西の道徳の教を料理して来

で︑東京修身学社規約を作り︑会場を神田区美土代町共学

し

幸福安全社楼上を借りて毎月一回あつまり︑修身の道を講

しかし︑発明の拙肥なるは模倣の精妙なるに如かないので

名であった︒

仁親王を名誉会員に推載した︒このときの会員数は三二八

川

究するようになった︒

月一九日︑備中人阪谷素︑土佐人丁野遠影︑植松直久と泊

古
社講堂に移した︒

明治一三年二月︑修身学社発会式をあげ︑四月に雑誌﹃修

明治一四年一月︑沼津修身学社を設置した︒地方分社の

身学社叢説﹄︵四六版一八︒ヘージ︶を発刊した︒

明治一七年一月には︑東京修身学社を日本講道会に改め

はじまりで︑三月には大津修身学社が設立された︒

た︒四月︑泊翁がその会長に︑南摩綱紀が副会長に選挙さ
れた︒また︑小松宮彰仁親王︑北白川能久親王︑有栖川織
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泊

三月︑日本弘道会に女子部を置いた︒飯田町五丁目皇典

講究所講堂に隔月集会することとし︑四月一二日同所では

れが︑泊翁の日本弘道会のために出張したはじめである︒
である︒

五月︑宇都宮支会が起こった︒これが日本弘道会第一支会

第一八︵市原︶支会︵上総国市原郡市東村︶同年二月二三日

第一七︵米沢︶支会︵羽前国米沢︶二五年一月一九日

第一六︵豊岡︶支会︵下総国豊田郡大花羽村︶同年二月一○日

第一五︵木更津︶支会︵上総国木更津︶同年八月一五日

第一四︵山田︶支会︵伊勢国度会郡山田町︶同年六月八日

第一三︵大須賀︶支会︵下総国香取郡大須賀︶同年五月五日

第一二︵佐原︶支会︵下総国香取郡佐原︶二四年三月三一日

第二︵宇佐︶支会︵豊前国宇佐郡四日市︶同年二月二日

第一○西駿支会︵駿河国志太郡焼津︶同年一○月二一日

第九︵三浦︶支会︵相模国三浦郡枇須賀︶同年一○月七日

第八︵東大戸︶支会︵下総国香取郡東大戸村︶同年九月二日

第七︵婦負︶支会︵越中国婦負郡東呉羽町︶同年七月二九日

第六︵中魚沼︶支会︵越後国中魚沼郡十日町︶同年六月一二日

第五︵香取︶支会︵下総国香取郡栗源村︶同年五月二○日

第四︵小田原︶支会︵相模国小田原︶同年四月二二日

第三︵匝瑳︶支会︵下総国匝瑳郡椛海村︶二三年四月八日

第二︵遠江︶支会︵遠江国城東郡高橋村︶同年二月一七日

第一︵宇都宮︶支会︵下野国宇都宮︶二二年六月二日

第二三支会までの設立を見た︒

支会は続ぞくふえ︑二二︑二三︑二四︑二五の四年間に

公表した︒

じめて会合した︒同月︑﹁弘道会員諸君に告ぐ﹂の一文を

二月一七日︑遠州城東郡日本弘道会第二支会発会式に
臨象︑講演をした︒一二月一五日︑﹁日本弘道会大意﹂を
刊行した︒この年︑日本弘道会員海野景彰が﹁外人に土地
所有権を与ふる可否﹂と題する一文を同会雑誌に寄せ︑出
版法によって発行禁止になった︒そこで誌名を﹃日本弘道
会叢記﹄と改め︑一○月その初編第一号を発刊した︒
明治二三年一月︑日本弘道会要領甲号一○条を定めた︒
皇室を尊ぶこと︑国法を守ること
良心に忠なること︑実行に勇なること
学問に勉めること︑健康を増進すること
考えを合理にすること︑情操を美しくすること
職業を励むこと︑国益を図ること

家内和睦すること︑隣人相助けること
信義を守ること︑秩序を重んずること
信教は自由なること︑迷信は打破すること
我国の悪習を断つこと︑美風は存すること
外国の美風を採ること︑悪習は排すること

以上がその一○条で︑同時に日本弘道会信者心得を定め
た︒
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第一三︵仙台︶支会︵陸前国仙台市︶同年一○月八日

第一二︵芳泉町︶支会︵羽前国南置賜郡芳泉町︶同年八月二六日

第二○︵京都︶支会︵山城国京都市︶同年六月七日

第一九︵黒沢︶支会︵陸中国和賀郡黒沢尻︶同年三月二九日

第四一︵徳島︶支会︵阿波国徳島︶同年三月一三日

第四○︵三島︶支会︵越後国三島郡与板︶同年三月七日

第三九︵射水︶支会︵越中国射水郡小杉町︶同年二月一○日

第三八︵上伊那︶支会︵信濃国上伊那郡︶同年二月三日

第三七︵田中︶支会︵下総国東葛野郡田中村︶二七年一月二○日

第四五︵松本︶支会︵信濃国東筑摩郡松本︶同年四月一日

第四四︵大桑︶支会︵下野国河内郡大桑︶同年四月一日

第四三︵有馬︶支会︵摂津国有馬郡三田村︶同年三月二三日

第四二︵黒須︶支会︵武蔵国高一麗郡黒須︶同年三月一七日

第二三︵篠井︶支会︵下野国河内郡篠井村︶同年一二月一七日

明治二五年二月には日本弘道会相助法︵一名︑信用組合法︶

設立案を発表し︑印刷物を全員に頒った︒

明治二六年にはさらに一三の支会が発足し︑支会数は計

第二八︵松江︶支会︵出雲国松江市︶同年九月一日

第二七︵芝根︶支会︵上野国佐波郡芝根村︶同年八月一四日

第二六︵小山︶支会︵下野国下都賀郡小山町︶同年四月一七日

第二五︵赤堀︶支会︵上野国佐位郡赤堀村︶同年三月一八日

第二四︵山梨︶支会︵甲斐国甲府市︶二六年二月一○日

第五三︵北蒲原︶支会︵越後国北蒲原郡水原町︶同年八月六日

第五二︵太宰府︶支会︵筑前国太宰府町︶同年七月三一日

第五一︵中津︶支会︵豊前国中津町︶同年七月二二日

第五○︵久留米︶支会︵筑前国久留米市︶同年七月七日

第四九︵福岡︶支会︵筑前国福岡市︶同年七月二日

第四八︵静岡︶支会︵駿河国静岡市︶同年六月一九日

第四七︵野田︶支会︵下総国東葛飾郡野田町︶同年六月一九日

第四六︵安積︶支会︵岩代国安穣郡︶同年五月一二日

第二九︵秩父︶支会︵武蔵野国秩父郡︶同年九月二日

第五四︵上妻下妻︶支会︵筑後国上妻郡福島町︶同年八月一三日

三六になった︒

第三○︵津田沼︶支会︵下総国千葉郡津田沼︶同年一○月一八日

第五五︵大阪︶支会︵大阪市︶同年八月二○日

第五七︵伊達︶支会︵岩城国伊達郡︶同年九月一五日

第三一︵吉川︶支会︵武蔵国北葛飾郡吉川村︶同年一○月二七日

第五八︵千代田︶支会︵上総国武射郡千代田村︶同年九月一五日

第五六︵佐賀︶支会︵肥前国佐賀市︶同年九月七日

第三四︵深谷︶支会︵武蔵国榛沢郡深谷︶同年二月一九日

第五九︵上水内︶支会︵信濃国上水内郡︶同年一○月八日

第三三︵香取東部︶支会︵下総国香取郡良文村︶同年二月一九日

第三五︵玉村︶支会︵上野国那波郡玉村︶同年二月二七日

第六○︵新潟︶支会︵越後国新潟市︶同年一○月八日

第三二︵芳賀︶支会︵下野国芳賀郡真岡町︶同年二月一九日

そして︑明治二七年の一年間には︑さらに二五の支会が

第六一︵吉田︶支会︵下総国香取郡吉田村︶同年一二月一二日

第三六︵南多摩︶支会︵武蔵国南多摩郡八王寺村︶同年二月二七日

ふえ︑計六一支会を数えるまでになった︒
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ついでに︑第六二支会以後をあげておけば︑以下のとお
りである︒
第六二︵印南︶支会︵添摩国印南郡︶二八年二月九日
第六三︵富士見︶支会︵信淡国諏訪郡富士見村︶同年二月二○日
第六四︵湯島︶支会︵但馬国城崎郡湯島︶同年三月四日

﹁二十年間に得たる所は︑七千八百人の本支会員と︑八十

一所の支会にして︑最初の志望の十分の一をも達すること

能はず﹂と言っている︒﹁最初の志望﹂というのは︑明治二

それ

三年四月の﹁弘道会員諸君に告ぐ﹂に見える︑﹁全国三千九
とて

百万の人を尽く本会の会員と為したきことなれども︑夫は

会員と為したき者﹂という﹁老生の望﹂がそれに当たると

辿も出来難き望なれば︑せめては全国人員の千分の一位は

第六六︵宇陀︶支会︵大和国宇陀郡松山町︶同年四月二七日

すれば︑三万九○○○人という数字になる︒その十分の一

第六五︵武射︶支会︵上総国武射郡︶同年四月二七日
第六七︵河湯︶支会︵河内国茨田郡四宮村︶同年五月二二日

は三九○○人であるから︑明治二九年の七八○○人は﹁最

支会の数は八六に達し︑同年末には遂に一○○の大台にの

しかも︑翌三○年四月︑東京で開かれた第二回総会では︑

いＯ

初の望﹂のちょうど倍になる︒けっして凡庸な数字ではな

第六八︵東山︶支会︵磐城国石川郡小平村︶同年六月一○日
第六九︵海上︶支会︵下総国海上郡旭町︶同年八月三日
第七○︵新城︶支会︵三河国南設楽郡新城町︶同年八月一○日
第七一︵栃尾︶支会︵越後国古志郡栃尾町︶同年九月七日
第七二︵豊和︶支会︵下総国匝瑳郡豊和村︶同年一○月一二日

列記すれば︑

ぼった︒第八一支会以後に成立した支会名と成立の時期を

第七三︵木浦︶支会︵越後国西頚城郡木油村︶同年一○月二六日
第七四︵母島︶支会︵小笠原母防︶二九年一月四日

第八六︵野辺地︶支会︵青森県上北郡︶″三月一八日
第八七︵氷見︶支会︵福島県氷見郡︶〃四月二七日
第八八︵横手︶支会︵秋田県平鹿郡︶〃五月二九日
第八九︵釜山浦︶支会︵朝鮮国釜山浦︶″六月二四日

第八五︵上吉田︶支会︵埼玉県秩父郡︶″三月一五日

第八三︵三阪︶支会︵福島県石川郡︶〃二月二八日
第八四︵川越︶支会︵埼玉県入間郡︶〃三月九日

第八二︵筑波︶支会︵茨城県筑波郡︶明治三○年二月二一日

第七五︵長沼︶支会︵信濃国上水内郡長沼村︶同年一月二日
第七六︵上水内︶支会︵信淡国上水内郡柳原村︶同年二月一日
第七七︵札苅︶支会︵北海道上磯郡札苅村︶同年三月十五日
第七八︵父島︶支会︵小笠原島父島︶同年三月十九日
第七九︵佐倉︶支会︵下総国佐倉︶同年四月七日
第八○︵徳田︶支会︵美作国大庭郡徳田村︶同年七月四日

第八一︵二本松︶支会︵岩代国安達郡二本松︶同年二月九日

この段階における支会の状況は﹃日本弘道会創立紀事﹄

にくわしく報告されているが︑泊翁は同害の巻末に記して

﹃
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第二三︵鳥取︶支会︵鳥取県鳥取市︶〃一二月二二日
第二四︵丹後︶支会︵京都府与謝郡︶三二年五月一六日

第二六︵名古屋︶支会︵愛知県名古屋市︶″五月一七日

第二五︵金沢︶支会︵石川県金沢市︶〃五月一七日

第二七︵員弁︶支会︵三重県員弁郡︶〃六月三日
第二八︵松戸︶支会︵千葉県東葛飾郡︶〃七月五日
第二九︵近江︶支会︵滋賀県犬上郡︶〃八月二一日

第一二○︵浦安︶支会︵千葉県東葛飾郡︶〃九月一三日

第九○︵東陽︶支会︵千葉県匝瑳郡︶〃六月二四日
第九一︵酒田︶支会︵山形県飽海郡︶〃七月六日
第九二︵新川︶支会︵富山県中新川郡︶″七月一二日
第九三︵福島︶支会︵福島県信夫郡︶〃七月二四日
第九四︵美禰︶支会︵山口県美禰郡︶〃七月三一日
第九五︵稲葉︶支会︵栃木県下都賀郡︶″八月二八日
第九六︵野上︶支会︵埼玉県秩父郡︶〃一○月二九日
第九七︵三田川︶支会︵埼玉県秩父郡︶″一二月二○日
第九八︵下伊那︶支会︵長野県下伊那郡︶″一二月二○日

第一二六︵飯能︶支会︵埼玉県入間郡︶三四年四月一三日

第一二一︵石須︶支会︵福島県石川郡︶三三年二月一七日

第九九︵味野︶支会︵岡山県児島郡︶〃一二月二八日
である︒しかし︑支会の開設はここですべてが終わったの

第一○○︵高田︶支会︵茨城県行方郡︶″一二月二八日

第一二二︵佐久︶支会︵長野県南佐久郡︶〃三月七日
第一二三︵臼田︶支会︵長野県南佐久郡︶〃三月一七日
第一二四︵瑞沢︶支会︵千葉県夷隅郡︶〃五月五日
第一二五︵黒岩︶支会︵岩手県和賀郡︶〃八月二七日

第一○一︵太東︶支会︵千葉県長生郡︶三一年二月一五日

ではない︒明治三一年以後においても︑

第一二七︵西郷︶支会︵山形県北村山郡︶〃一○月一日

第一三六︵豊浦︶支会︵千葉県香取郡︶〃七月一二日
第一三七︵岸和会︶支店︵大阪市泉南郡︶〃七月一八日

第一三五︵行徳︶支会︵千葉県東葛飾郡︶三七年三月一六日

第一三四︵松原︶支会︵茨城県多賀郡︶〃

第一三三︵磯原︶支会︵茨城県多賀郡︶〃

第一三二︵内野︶支会︵新潟県西蒲原郡︶三六年三月二日

第一三一︵前橋︶支会︵群馬県前橋市︶三五年一二月二二日

第一二九︵山倉︶支会︵千葉県香取郡︶〃七月一日
第一三○︵札幌︶支会︵北海道札幌区︶〃九月二七日

第一二八︵飛駒︶支会︵栃木県安蘇郡︶三五年三月五日

第一○二︵台中︶支会︵台湾台中県︶〃二月一五日
第一○三︵赤崎︶支会︵鳥取県東伯郡︶〃二月二六日
第一○四︵八木︶支会︵千葉県東葛飾郡︶〃五月一六日

第二二︵鶴岡︶支会︵山形県西田川郡︶〃一○月二六日

第一○五︵須賀︶支会︵千葉県匝瑳郡︶〃六月二八日
第一○六︵広島︶支会︵広島県広島市︶〃六月二八日
第一○七︵三宅︶支会︵兵庫県出石郡︶〃七月九日
第一○八︵鉾田︶支会︵茨城県鹿島郡︶〃八月二七日
第一○九︵秋田︶支会︵秋田県秋田市︶〃九月二○日
第二○︵霞ヶ関︶支会︵埼玉県入間郡︶〃九月二七日
第二一︵豊浦︶支会︵千葉県香取郡︶〃九月二七日
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︵広瀬︶支会︵山形県東田川郡︶四○年八月六日

︵八柱︶支会︵千莱県東葛飾郡︶〃八月三○日

︵生駒︶支会︵奈良県生駒郡︶〃五月五日

︵奈良︶支会︵奈良県奈良市︶三九年三月二○日

数の記入はないが︑

というように続ぞく結成されている︒その後も︑もはや号

川越支会︵埼玉県川越市大工町︶

北蒲原支会︵新潟県新発田市︶

南部支会︵千葉県香取郡干潟町︶

大曲支会︵秋田県大曲市︶

会津支会︵福島県会津市若松町︶

長生支会︵千葉県長生郡鶴枝村︶

安房支会︵千葉県館山市北条町︶

安蘇支会︵栃木県佐野市︶

同年一○月二五日

昭和三年六月二六日

昭和二年一月一八日

大正一四年八月一五日

大正二年一二月七日

同年二月二一日

大正九年二月七日

同年七月四日

結城町支会︵茨城県結城郡結城町︶大正二年三月一○日

桐生支会︵群馬県桐生市︶明治四五年七月九日

飯能支会︵埼玉県飯能市飯能︶明治三四年四月一三日
久喜支会︵埼玉県南埼玉郡久喜町︶同年三月一二日

近江支会︵滋賀県大津市︶同年八月二一日

名古屋支会︵愛知県名古屋市︶明治三二年五月一七日

青梅支会︵東京都青梅市︶

千葉支会︵千葉県千葉市︶

北駒北部支会︵山梨県北巨摩郡︶

北駒南部支会︵山梨県北巨摩郡︶

峡西支会︵山梨県中巨摩郡︶

峡東支会︵山梨県山梨市︶

峡南支会︵山梨県南巨摩郡身延町︶

庵原支会︵静岡県庵原郡庵原村︶

浦和支会︵埼玉県浦和市高砂町︶

昭和二四年二月一三日

昭和二三年三月七日

昭和九年一月二○日

同年四月一三日
同年一○月一九日
同年一○月一九日

昭和八年四月一三日

同年七月三日

昭和六年六月六日

同年七月二一日

昭和四年三月二日

荏原支会︵東京都世田谷区世田谷︶同三年七月三日

新川支会︵富山県上︑中︑新川郡︶

昭和三○年三月七日

昭和二七年二月二日

行鹿支会︵茨城県行方郡麻生町︶

熊谷支会︵埼玉県熊谷市︶同六年二月二日

江名支会︵福島県磐城市江名︶

同年三月七日

昭和五年四月一日

中村支会︵福島県相馬市中村町︶同七年二月六日

山形支会︵山形県山形市︶

同年一○月三○日

白河支会︵禰烏県白河市︶同年四月二六日

山形県心友会支会︵山形県全県︶

小川支会︵埼玉県比企郡小川町︶

︵九十九里︶支会︵千葉県山武郡︶〃九月二日
などの設立が報告されていて︑通算すると一四二会が明治
四○年九月までに設立された計算になるが︑創立八五周年
記念に発行された﹃日本弘道会を貝名簿﹄︵昭和三六年七月

八王子支会︵東京都八王子市︶同年九月二五日

昭和三四年四月二六日

村山支会︵山形県東村山郡︶

平支会︵福島県平市︶同年一二月一○日

白葉支会︵千葉県市原郡南総町︶

一日現在︶には︑明治三二年以降の分としては︑

忍支会︵埼玉県行田市忍︶大正八年一月三○日
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新島支会︵千葉県佐原市新島︶同年八月一日

西貝支会︵静岡県磐田市西貝塚︶昭和三五年二月一五日

福島県福島支会︑原ノ町支会︑平支会︑会津支会

群馬県前橋支会︑桐生支会

栃木県宇都宮支会

○五四名︑特別会員が九二名︑合計二一四六名である︒い

年七月一日現在の会員数はどれほどあったか︒正会員が二

では︑三九ばかりの支会を﹁主なもの﹂とする昭和三六

山と見たててよいであろう︒

との一四○ばかりの支会は再び煙をはく見込承のない死火

すなわち現在活動中のものを意味していると考えられ︑あ

い︒この﹁主な支会﹂とは︑支会として実体を備えたもの︑

の三九支会︵内︑結成準備中三︶があげられているに過ぎな

広島県広島支会
佐賀県有田支会

島根県松江支会︑浜田支会

愛媛県今治支会

三重県三重支会︵結成準備中︶

山梨県峡西支会
富山県新川支会
大阪府大阪支会
京都府京都支会
奈良県宇陀支会

愛知県名古屋支会

秋田県秋田支会︑能代山本支会

山形県山形支会︑心友会支会︑米沢支会

函館支会︵北海道函館市︶同年八月九日
また︑昭和三九年以降に登録された支会に

能代山本支会昭和四四年二月三日

有田支会昭和三九年三月一日
浜田支会昭和四六年七月一日

広島支会同八月二一日
今治支会同八月二五日
など︑計四一支会の認可が報ぜられている︒この四一支会
の中の名古屋支会は第二六号︑近江支会は第二九号︑
飯能支会は第一二六号としてすでに紹介済承であるから︑

この三支会を除いた三八支会をさきの一四二支会に加える
と︑計一八○支会となる︒があり︑これをも加えれば計一

八五支会となるが︑これらの中には活動を停止して有名無
実になったものも少なくないはずで︑昭和四六年一○月現
在の﹃日本弘道会一覧﹄には︑﹁主な支会﹂として

神奈川県横浜支会
埼玉県深谷支会︑豊岡支会︑飯能支会︑熊谷支会︑川
越支会︑湘和支会

千葉県東部支会︑野田支会︑佐倉支会︑三和支会︵結
成準備中︶︑千葉支会︑白葉支会︑平川支会︵結
成準備中︶

茨城県行鹿支会
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ま︑支会員の数をのぞく本会員の数の推移を明治二七年︑

四

三名︵有栖川宮︑小松宮︑北白川宮︶

においてくらべてみると︑

明治三○年︑明治三五年︑明治四○年︑大正五年の五時点
明治二七年名誉会員
二五六九名︑女子特別会員

一二六名計二七三四名

特別会員ｌ︲三二名︑男子会員

名︑女子会員
四一名︑男
三六二

一○名︑女子会員

二五

三六名︑男

八名︑女子会員

一名︵小松宮︶︑特別会員

六八九三名︑女子特別会員

一名︵小松宮︶特別会員

六三一五名︑女子特別会員

明治三○年名誉会員
子会員

名︑計六六三七名
子会員

三名︵谷干城︑南摩綱紀︑松平直亮︶

四二二名計四一二四

︵十五頁よりつづく︶

る﹂と断言するのである︒﹁我れ日本の柱とならん︒我れ日本の眼

目とならん︒我れ日本の大船とならん﹂と獅子乳した熱血の日蓮に

また﹁新しい科学と旧き知恵と︑さらにアジアと西洋の思想とを

傾倒しての事でもあるが︒

統合することが日本の任務である﹂とポール・リシャールも﹁日本

はユネスコ憲章の﹁神聖な義務﹂を忠実に果しているのである︒﹁東

の子等に告ぐ﹂の中で奇しくも咽破しているのである︒事実︑日本

方の聖者﹂﹁東海の君子国﹂との古語は空言ではないことを確認する

一千年のその昔に出たわが名僧荷然の一語が物心両面の世界文化

とともに︑われわれの責務の重大さを痛感する︒

て長い間神秘の生命体として緑の地球を底流して千百億の人為に限

促進の原動力となろうとは夢にも予想出来ぬことであった︒こうし

りない幸福と繁栄とをもたらしていることは正に﹁幸う言霊﹂の加

護によるものと今さらながら雌くとともに︑数多くの世界的文化の

欧陽修︑梨庶昌︑楊守敬︑西村会祖に本年あたかも本会の創立百周

先達の中から特に聖徳太子︑漸然︑マルコ・ポーロ︑コロンブス︑

劫初より造り営む殿堂にわれも黄金の釘一つ打つ

年︑奇しくもアメリカ合衆国建国二百年記念に当り︑晶子の

を高らかに朗詠して満腔の感謝と敬意を捧げたい︒︵本会主事︶
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明治三五年名誉会員

一名︑計七一九一名
明治四○年名誉会員

一

三六六六名︑計三

六一名︵東郷平八郎︑乃木希典など︶︑協賛会員

三二名︑会員

二名︵松平直亮︑東郷平八郎︶︑特別会員

六名︵中肪力造︑井上哲次邸など︶︑会員

特別会員

七四六名

大正五年名誉会員

六八名︑協賛会員
名

というように︑明治三五年の七一九一名をピークに一進一

三
￨
差

退している︒昭和三六年一月現在の二一四六名という数は
えでは昭和三六年の日本弘道会は明治二○年代のむかしに

明治二七年の二七三四名にいちばん近いから︑会員数のう
もどったと見てよいであろう︒︵本会評議員亜細亜大教授︶

W

祖父は七十五歳の時︑仮装して︑おばあ

間だった︒また︑政治家だった︒

さんたちを驚ろかした︒そんなことをする︑

この人ほど大きな財産を作った人もないｃ
によると︑社会のおかげで出来た財産だ︒

しかも︑それを全部寄付してしまった︒彼
それを︑あずかって来ただけだ︒しまいに

いやなことがあっても笑いとばしてしまう︒

ぢいさんは彼にきまっていた︒楽観的で︑

精神でも肉体でも︑暗いところから︑ひな

は︑皆︑社会に返すのが当り前︑とした︒

三億五千万ドルを文化と平和のために寄付

ものではないか︒

たに移ることだ︒これが財産よりも貴重な

ル︑三千の図書館︑大学︑教育施設︑研究

した︒ハーグの平和宮︑カーネギー・ホー

週二ドルの工員から︑大会社の社長︑ア

バーンズのいったことだ︒

しろ︑というのが︑スコットランドの詩人

ことが嫌いだった︒良心に恥じないように

所︑人類愛と世界平和のために︒

メリヵーの金持に︒いつも辛抱強く︑思い

はずかしいことを考えたり︑したりする

やりがあり︑陽気で︑生活を楽しみ︑人か
ら何かしてもらうと感謝するが︑自分のこ

卑怯なことはしない︒しかし︑不正なこ

る︒

その代り︑人のから物をもらったり世話

になったりしない︒勤勉に働く︒自分のか

せいだ物で生活する︒だから︑子供には技

術を教える︒子供の時︑靴の修繕を習って

まず︑どこで生まれたか︑が大事だ︒ラ

おいたのが︑ありがたかった︒

スキン勇二ｍ五国︶はいったことがある︒

﹁エディぞハラ︵圏旨冨品岳の子供は︑

だから︑スコットランドのダンファーム

皆︑お城の感化を受ける﹂︒

ライン︵ロロ具①門昌一旨①︶には︑スコットラ

ンドのウェストミンスターというべき教会

堂がある︒これは一○七○年の建立︒また︑

ルース︵犀宮︒の︶と人民代表ウォレス︵弓

大修道院と宮殿がある︒塔がある︒国王ブ

邑色の︶の墓がある︒海を見わたす古い都で

は子供が詩とロマンスを空気のように呼吸

にはいるように︑関税を撤廃しろ︑という

する︒小麦の値段を下げて︑安いパンが手

彼は︑輝かしい人類社会の曙を待ち望ん

て︑へつらうようなことを一切やらない︒

間じゃないか︒権力者︑金持に︑頭を下げ

階級というものを許せない︒皆︑平等な人

も︑集会で流説した︒

ために派遣された︒父親も︑おぢさんたち

われる︒町に暴動が起こり騎兵隊が警戒の

母方の祖父ほどの雄弁家はなかったとい

運動が起こった︒

でいた︒その精神は︑いよいよ明るくなっ

権力者や特権階級を監視し︑不正を攻撃す

とを見たら︑決して黙まっていない︒特権

て行った︒思想界の指導者︑著作家︑講演

とは決して考えなかった︒

者︑労働者の友であり︑あらゆる階級の仲
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ぢさんの尋へクリー・モリソンが︑禁止され

夜中に戸をたたく音に目をさますと︑お

る﹂と父は美しい声で唱っていた︒

人でも大地の賜物を手に入れることができ

とができる︒働きさえすれば︑どんな貧乏

そぐところ︑人間は皆人間らしく生きるこ

す︒出てって下さい−﹂と叫んだ︒そして︑

子をアレガニー河に投げこんだ方がましで

か︒そんなことをさせるくらいなら︑あの

品な人たちを相手に物売りをさせるんです

して二人の息子を両うでに抱いて︑﹁世の

次の瞬間︑涙を流して︑すすりないた︒そ

ている集会を開いたというので投獄された︑

アメリカに渡るには二○ポンドのカネが

という︒カーネギーは︑集会の権利を主張
したために投獄された人を︑おぢに持った

ンの保証でカネが出来︑一八四八年五月十

ぬことが沢山あります︒いつも︑正しいこ

中には︑私たちにとって︑しなければなら

必要だった︒おぢさんのローダー・モリソ

とをしていれば︑ためになる人︑名誉あり

ことを︑この上もない誇りとしていた︒

七日に︑父は四十三︑母は三十三︑カーネ

尊敬される人にもなれるのです︒怠けてい

皆が自由に憧れていた︒アメリカ共和国
を讃美し︑人民を圧迫する国王や貴族を殺
リカへＯ

るのは不名誉です︒しかし︑下等な人間の

ギーは学校というものと縁を切って︑アメ

仲間入りをするくらいなら︑二人の息子と

な行為だ︑と思っていた︒

アメリカではピッッバークだが︑母は靴

してやろう︑それが国家のためだ︒英雄的

の仕事︑父はテーブルかけの行商︒金持の

いっしょに死のうとしたのだ○

しかし︑法律は︑人民の代表が作ったも
のだから尊重しなければならぬと考えた︒

た者は幸福だった︒母は看護婦︑料理人︑

子供よりも︑正直で貧乏している家に育っ

供の模範︑指導者︑相談相手︑友だちだっ

とで一杯だった︒ウォルタースコットは詩

あったろうか︒名誉︑独立︑自尊というこ

品な卑屈な︑ごまかしい︑頼りない︑乱暴

い︑といったが︑母の眼もそうだった︒下

人バーンズほどいい眼を持っていた人はな
近所の人で困ったことがあると相談に来た︒

のだった︒こういう父母に育てられたので︑

な話は︑すべて母の英雄的な魂に無縁のも

母は忙しかった︒しかし賢く︑親切で︑

た︒

養育係︑先生で聖人を兼ねていた︒父は子

カーネギーの育った家ほど誇り高き家が

神だった︒

道義的に正しいことしかしない︑という精

家業はダマスク製造で︑テーブルかけだ
った︒これが︑手動でなく︑スティームを
けなくなった︒仕方がないから︑母親が靴

力！ネギーは十三になった︒ホーガンお

動力にすることに変ると︑父は︑ついて行
下の店を出した︒十歳の時から力！不ギー

ちさんの弟が彼に行商をさせようとした︒

兄弟も尊敬される人格者にならないわけが

分かった︒

ない︒父も︑精神的貴族だった︒誰にでも

は店の使い走りをした︒貧乏というものが

ネになる︑といった︒その時︑母は縫物を

好かれる聖人だった︒

港に行ってカゴを持って物売りをすればカ

のけた︒﹁何ですって︒この子に︑あんな下

していたが︑飛びあがって︑彼の顔を押し

織機その他の家具を売ってアメリカに移
住することになった︒﹁西部に行くんだＯ自

手織り仕事では生活ができないので︑父

由がある︒ミズーリの巨大な流れが海にそ
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なるまで働いた︒しかし︑一週に一ドル二

出前に工場へ︑中食の時間を除いて︑暗く

ちに起きて︑くらやみで朝食をとり︑日の

息子も見習工になった︒父子は冬︑暗いう

はスコットランド人の綿織物工場に勤め︑

なった時︑最初にしたことは︑大佐の記念

って堕落することもなかった︒彼が金持に

本を読んでいたので︑下級な人間とつきあ

も︑かえることはできない宝だった︒いい

きた︒読書の趣味︑これは何百万のカネに

のエッセイ︑シ︸一クスピアを読むことがで

アメリカの歴史︑マコーレーの論文︑ラム

でも投資できる資金を持っていたこと︒世

た︒そのためには︑借金しないこと︑いつ

に世の中のためになる仕事に拡張して行っ

から鋼鉄に︑鉄橋にと進んだ︒そして︑常

カーネギーは電報局から鉄道会社に︑鉄

した図書館の前に﹁西・ヘンシルベニァ自由

碑を建てることだった︒カレガニーに寄付

︵巨堅︿の旨︒冒侭言雷一︺のぐ昌汗異︶を心

の中に役立つ︑最高品質のものを作ること

世界中廷作ったのだ︒

ため︑家族のために働いた︑と思って嬉し

○セントもらった時ほど︑自分は世の中の

数百万ドルを手に

図書館の創設者ジェームズ・アンダーソン

ドする報酬を与えた︒彼がスコットランド

入れた時よりも︒

かったことばない．
夜学にかよって複式簿記を習ったが︑ス

大佐に捧ぐ︒この図書館を労働少年のため︑

に行って留守にしている時にストが起たこ

次には電報配達人になった︒家食を皆覚

少年の一人だった彼は︑知識と想像力の貴

ネギーが感謝の想い出と共に建てた︒労働

でした︒この記念碑はアンドリュー・カー

めて話をした︒気楽に面白いことをいって

とがあった︒彼は帰って来て︑労働者を集

労働者に対しては︑会社の利益にスライ

コットランドでは︑どこの親も子供に勉強

なく︑図書貸出しという高貴な仕事を自分

土曜日午後に開いた︒本を提供しただけで

掛けた︒値段とか利益は︑その次の問題︒

た︒どこの村にも学校を作ったのは︑スコ

を教えていた︒階級の上下に関係なく教え

えた︒そこの住人の顔を記憶するのに懸命

重な宝を開いて頂き︑これまで向上するこ

ットランドが一番早いのではないか︒

になった︒往来で顔見知りの人に電報を渡

とができた︒

ｍ君︒罰牙︶︵本会副会長︶龍蝿

︵四画冒匡ａ侭画且国客弓ご己医品︐言Ｃａ

彼の思想は崇高で︑生活は簡素だった︒

れない行いと親切と愛﹂というのがある︒

いいところは︑小さい︑かくれた︑記憶さ

ワーズワースの詩に︑﹁善人の生涯が一番

笑わした︒それで問題は解決した︒

して喜こばれた︒引き続いて︑電信手にな

実は︑父を含めて五人の織物職人が郷里
文庫を作ったことがある︒貴族の先祖がい

にいた頃︑家にある本を持ち寄って︑巡回
ここに大きな福音が来た︒カンダーソン

を持った方が︑どんなに名誉なことだろう︒

るなどよりも︑図書館を作って職人の先祖

った︒

子供たちに貸し出した︒次の土曜日は前の
本を返して︑次の本を借りてくるのだ︒そ

は新しい図書館をス﹁一ツトランドをはじめ︑

父はスコットランドで最初の図書館を︑彼

大佐という人が四百冊の本を土曜日の午後

の事務を大佐がやっていた︒そのおかげで
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１１１

｜庭の花木︵十四︶

して最も多く栽培されています︒花屋のな

くつまって咲き木も小形ですので切花用と

花穂の長さは二○

て旗弁︑翼弁︑舟弁との区別がつきません︒

ユウがあり︑花は藤色です︒花は八重化し

五○個で非常に密につきますが︑あまり

二五ｍで︑花数は四五

かではシラフジのことをシロカピタン︑紫
色のヤマフジをムラサキカピタンと呼んで

○クチベニフジつぼみのときは紅色で

大きくはありません︒

薄く両面にやや毛がある点︑また花穂が非

で呼ばれています︒つるは右巻きで︑葉が

く三○

は外弁よりも色が挫くなります︒花穂は長

Ｏイッサイフジ花は紅紫色を帯び内弁

フジ︵藤︶

います︒カピタンは﹁甲比丹﹂または﹁花
美短﹂の字をあてはめています︒

フジはマメ科のつる性花木で︑ウィスタ

九○叩にもなり︑花期が

種子を乾かないように砂の中で貯蔵し︑翌

これを台木にすることもあります︒実生は

います︒あるいは野生種をさし木でふやし︑

種の実生三年株︑または山掘りのものを使

一般に接ぎ木でふやします︒台木は野生

②繁殖と苗づくり

四○ｍにもなります︒接木して二

の部分は淡紅色になります︒

リア︵乏再日置︷一○吋弓巨国含ロ︒．︶とも呼ば

常に長く︑三○

年余りで商さ一ｍぐらいに育ち︑大鉢作り

すが︑咲くと花先にだけ紅色が残り︑ほか

れ︑各国で親しまれています︒アジア東部

少しおくれて五月になる点などがヤマフジ

には好適な品種です︒

Ｏフジ本種のフジまたはノダフジの名

のなかの二種類は日本に自生しています︒

および北アメリカに六種類ほど自生し︑そ

に花色の変わったものが多く︑貴重な園芸
品種もあります︒

Ｏシロバナフジシロカピタンより花穂
がはるかに長く︑性質も強健で紫色ととも
に植込みによく使われています︒

○アケボノフジ花色は白に帯紅色で︑

ｏアカバナフジホンベニフジが代表的

の苗は翌春発芽前に一五ｍ間隔に移植し︑

春三月中旬ごろ一○ｍ間隔にまきます︒こ

ちょうど曙色になります︒

です︒花は紫紅色の淡い色で︑内弁が外弁

九州の山野に自生しています︒つるは左巻
きで太く︑伸び方は少ないほうです︒花は

ぐらいに切り︑これを二○ｍぐらいの間隔

発芽前に︑太さ一ｍぐらいのつるを二○ｍ

三年目の春に台木にします︒さし木は春の

三五ｍに
なり︑比較的細長くなります︒多花性で美

より濃く咲きます︒花穂は三○

︵総状花序︶は短かく二○叩程度です︒ヤ

しく︑樹勢は強健です︒

ｏヤマザキフジ代表品種としてコクリ

マフジの変種に白花があり︑シラフジと呼

紫色︑やや大形で密生して咲きます︒花穂

Ｏヤマフジ本州中部以南︑関西︑四国︑

①種類・品種

栽︑切花用として多く栽培されています︒

にフジ花の名所があり︑一般には庭木︑盆

しても古くから知られています︒全国各地

と異なります︒花は紫色ですが︑この変種

弘

茶席のいけ花として︑また万葉集の歌題と

部

ばれて園芸的にも使われています︒花が多
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渡

にさします︒

接ぎ木の適期は三月下旬

四月中旬ごろ

で︑台木は二月ごろに掘り取り︑細根を出
させるように仮植しておきます︒高接ぎの

三

かなり高いところですｃとくに日当りのわ

芽数を減らします︒なお肥料としては油粕

四月に主枝だけを残して短かく刈込み︑

にする場合は棚を作って植えつけます︒す

るい場所は花つきがよくありません︒庭木

古木になって花つきがわるくなったら︑

ぐに観賞できるよう相当な古木を植えれば

す︒

やリン酸分の多い化成肥料を施してやりま

よいのですが︑手に入らない場合は若木を
使います︒若木は上部の芽を一本伸ばし︑

一ｍぐらいの高さ

翌春これを三○ｍぐらいに切り込んで︑こ

方法は︑台木を五○ｍ
に切り︑そこに二

○フジハムシ五月下旬ごろ葉を食害し

③病虫害の防ぎ方

三芽をつけた穂木を切

り接ぎします︒台木と穂木の太さがちがう

れからも一本だけ伸ばして幹を作りますｃ

ので︑両側の形成層を合わせることは困難

あり︑その一つの原因としてせん定に問題

生して葉を食害します︒防除は前と同じ︒

も呼ばれています︒四月下旬から幼虫が発

○マイマイガ幼虫はプラン﹃一ケムシと

一︑五○○倍液を

があります︒やたらに枝を切ると細かいつ

冬に卵塊を採取して焼却します︒

ですから︑片側だけをよく合わせます︒し

ックス乳剤の一︑○○○

ます︒これはマラソン乳剤やディープテレ

るがたくさん出て︑葉ばかり茂ってしまい

庭木にしたフジ棚の手入れで大切なこと

ます︒翌年に咲く花芽は︑今年花のついた

○フジノコナカイガラムシすす病を併

散布して駆除します︒

さらに乾燥防止のために戦︒︿ラフィンをか

枝や︑それから伸びた太く短かい枝につき

発して害がひどいものです︒夏季にジメー

って︑さっぱり花が咲かないということが

ぐらいの細いものが多いので割り接ぎをし

ますから︑これを大切に育てます︒枝のせ

トエト剤の散布が効果的です︒

はせん定と刈込承です︒フジが葉ばかり茂

ます︒また関東の安行では棒切れに接ぎ木

けておきます︒

四ｍの部分

するタコ接ぎを行っています︒これは高接

ん定は六月上旬までか︑花芽ができてつる

っかりと動かないように持ちながら︑これ

ぎに用いた根株の上の太さ三

が伸びなくなった十月以降に︑伸びすぎた

フジハムシやマイマイカと同じように駆除

をビニールテープで結ぶとでき上がりです︒

を三○ｍぐらいに棒状に切ります︒この棒

つるを切り除く程度でよいのです︒五

なおさし木台に接ぐ場合は︑台木が一ｍ

の上部へ目的の枝を三芽接ぎ︑下の部分へ

します︒

︵特別会員筑波大学講師農林学系︶

Ｏマメコガネ夏に葉を食害しますので︑

はヤマフジの根を三本ほど接ぐ方法が行な

月に早めに枝をせん定するのは日照と通風
六月に切

六

われています︒

を整枝することもあります︒

った枝から発生したつるで伸びすぎたもの

めです︒なお九月に入ったら五

をよくし︑花芽をつける枝を充実させるた

⑧栽培管理の要点
フジの適地はよく日が当たり︑地下水が

（28）

弘道
俳壇

しく思い出される︒

○嫁が君まげば別の穴あけて
︑朝日かげ滴たる早苗束ねをり

篠塚しげる選

同秋葉貞女

評上五から中七にかけての叙法は新鮮である︒

○初詣神信ずるにあらねども

＠東雲や初漁の唄鴎より

同鈴木きよ女

同野平英一

ノ︑としてくる︒初漁の目出度い仕草が眼前に浮かぶ︒

評原句の﹁詩﹂は﹁皿﹂とした方が鴎の鳴く声が生き

○初詣車窓の富士に衿正す

○初髪の匂ひほのかに朝茶くむ

○か皇り灯に太古を偲ぶ初詣

○紅の初日に映ゆる村静か

︑濃きうすき新線に生る風うまし

生まれる風はまた格別に香ぐわしくうまい︒

評濃き新緑とうすき新緑とが美しく織りなす新尚の彩に

○退官の署長主催や初句会

同田村隆村

同角田洋圃

○追羽子の孫になじめぬ紅の下駄

○初髪の匂ひて老の若やげる

○春耕を左右にバスはためらはず

○香のこもる一室梅の活け初め

○旧交を温むる賀状読み返す

同宮崎秋峰子

○手袋に咳くぬくもりのうつり居り

生したところがよい︒

評束ねる早苗から滴る水を水といわずに朝日が滴ると写

千葉県加藤刀水

庭に笹鳴が来てさえづる︒先住の人々が奥床しくなつか

評屋敷壮の蕊洞がまだそのま上になっている︒そんなお

︑笹鳴や屋敷杜なる藁洞

祝ふ屠蘇だけは毎年の家例なのでどうしても廃める気に
はなれぬ︒旧家で律義なある家庭が想像される︒

評生活の簡素化が叫ばれる世の中とはなったが︑元日を

︑簡素化の世なれど屠蘇は家例なり

千葉県石橋香峰

鎌

︑青天に触れては光る羽子を突く

ｌ︲
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！

○顧みて悔なき今日の初日記
○山峡の晴れて初鶏聞く十戸
○年立つや社頭明るき禰宜の顔
○寒明けや藻の間に透きし銀鱗
ひまご

○曾孫つれ朝の散歩にす承れ咲く
○十薬の生えひろがりし墓をがむ

同田村春風

島根県原田志津子

○香焚きて春曙の写経かな

小金井市藤沢清三郎

選者吟

Ｉ

評写経は早朝に起きて行ふのが通例ときいている︒この
句は春の明け方の写経である︒端座して香を焚いて筆を
とる心境は敬虚的且爽やかなものと察するに難くない︒

○春夕べ写経の筆を洗ひけり
○拓本を机辺に重ね日脚伸ぶ
○春雷やちひさき枢目送す

凪鮎あるじのぞけば起直り
ゆるくノ︑漕げば従きくる花藻かな
梅雨払ふ夫婦かたゑに朝点前

（30）

評お墓のあたりにこんもりと茂りひろがっている十薬が
案外欝陶しく感じられないのは︑あの十薬が発する独特
の匂いが墓地の雰囲気にふさわしいからであろう︒

小出孝三︑石橋香峰︑平塚益徳︑古川哲史︑中島登喜治︑東条卯作︑

嘱託が説明︑特に本会百年記念行事について議長からも説明︒今年

｜｜︑会計報告ｌ昭和五十年度決算︑五十一年度予算について渡辺

新美忠之︑松平直国︑松倉秋之助の評議員十五氏の再任の件を報告︒

度から会費を正会員年額八○○円を千円に︑終身会蜜七千円以上を

本会第七十四回通常総会記
幸にも五月暗の五月三十日︵日︶午前十一時三十分から本会第七

三︑事業報告ｌ昭和五十年度の事業︑五十一年度の事業計画につ

一万円以上に増額することに決定の件も︒

講演会三月十三日午後二時から本会を議室において開催︒講師

いて渡辺主事から重点的に説明︒

一時間半に亘る大熱演を拝聴︒在中華人民共和国参事官として三年

の宗像善俊地域振興整備公団総務部長から﹁日本と中国﹂と題して

半に及ぶご在勤中︑中国奥地の生々しい現況を親しくご踏査の上︑

となり︑石橋香峰氏の野口明会長︑木下広居副会長再任の発議があ
馬敏夫監事︑野口︑木下︑片山︑西村幸二郎︑大島正義︑大野緑一郎︑

り満場の賛成で決定︒さらに任期満了の木下︑片山清一両理事︑相

一︑役員改選ｌ任期満了の会長︑副会長の選挙は井手成三氏が議長

会長の式辞後議事に入り次の案件を審議︒

呈︑氏は叙勲の賀宴のところをおくり合せされてご来会の上謝辞︒

野芳子氏ら九名に祝辞並に朱塗の記念杯を代表の岩淵悦太郎氏に贈

十四回通常総会を本館会議室において開催︒野口会長から寿昌の引

−
￨

国際的視野からの結論であるだけに多大の感興を呼び終了後も多く

長で元海軍大佐沖細海友会長の渡名喜守定氏に交渉されたいとのこ

会長の就任を懇請した︒氏は支会の運営には自ら当るので︑会社を

支会中会員の多いところは石橋香峰支会長の熱意もあって千葉県

力されるとのことで何よりであった︒

五月二十七日の海軍戦没者慰霊祭の折に呼びかけて支会の充実に尽

とであった︒同夜渡名喜氏の招待があって支会長を快諾され︑来る

の質疑で賑わった︒由来︑日中両国は一衣滞水︑同文同種と言われ
る密接な関係にありながら︑批林︑批孔︑覇権問題︑走資派︑文革
派等を何れ一つをとっても認識不足のわれわれにとって︑特に日中
平和条約の交渉を控えての折柄実に有意義であった︒

東部支会が四百余名︑斎藤強松江市長が支会長︑沢村暁之助氏︑か理

一月十六日夜佐斑県有田支会の臨時総会か︑沖細国

事長の松江支会が第三代の会長松平直充伯の元城下でもあって二百

支会の活動
際海洋博の閉会式に渡辺が招待されたのを機会に︑深川社長を初め

出したことがある︒会祖は中条結一郎霞江︵会祖の次女︶夫妻の本

人の会員をもって活発な行事を展開されている︒それにつけて思い

会員の多い深川製滋販売会社特別室で開催された︒金ヶ江三郎雅綱
に西村会祖訳の﹁海防要論﹂と小林虎三郎︵金ヶ江氏の姻戚︑山本

有田支会長に請われて皇室と西村会祖との深い関係について︑さら

﹁本会は日本国民の道徳振興という希望を持つ会で︑前途は甚だ

会入会を大いに喜ばれて書面を送っている︒

遠い︒其の成功は老生一代というより百年の後を期待して徐友に進

行して一歩も退かぬ覚悟である﹂と︒それぞれ各地城の先覚者であ

て本会の発展の為に一層のご協力を賜るようお願い中上げる︒

られる各位に百年記念のこの際︑会祖の遺されたこの大抱負を体し

五十一年度の事業としては従来のものに加えて本会は今年が創立

、qJ−Lノ

有三作﹁米百俵﹂の主人公︶訳の﹁舞海試説﹂ｌこの原著作者はオラ

ンダの砲術の権威エンゲルベルッである︒いわば砲術による海国防
衛の虎の巻で︑当時の先覚者佐久間象山が推称したばかりでなく︑
江川坦庵築造の品川台場は本書の秘法によったものでいかに珍重書
であったかがうかがえよう︒ｌについて説明︒

金ヶ江氏は同社の専務取締役で敬神の念篤く︑西村会祖が最も崇

十月三十日︵土︶．︵教育勅語御下賜記念の日︶午後十二時半から午

百年に当るので︑その祝賀の記念行事を計画している︒記念式典は

敬された菅公を祁る太宰府の天洲宮の参拝に遠路のところ御案内の
労を取られる︒木本満椎禰宜から︑昇殿参拝︑菅公に関する刊行書

樹﹂伝一巻を刊行の予定である︒

刊行︑さらに﹁今︑会誌に連載中の古川哲史評議員の﹁泊翁西村茂

めて﹁泊翁西村茂樹﹂全集全三巻として京都の思文閣でこの七月に

訓︑性事録︑記憶録︑道徳教育講話︵正統︶の単行本を一巻にまと

会誌の九・十月号を三倍大の記念特集とする︒泊翁誰書二巻に国民

後四時東条会館において開催の予定である︒確定次第会誌に発表︒

を頂くなど︑ともに感謝の外はない︒会祖の誇る新体詩﹁太宰府の
ご満足もさこそと思いながら神前に奉納した︒

菅麿に詣でて﹂と東京音楽学校教授小川作之助作仙の曲譜を両公の
懇談の際︑本会の創立百年を記念して一段と支会の発展と会員の
増募について申合されたことであった︒

沖縄支会長決定一月十九日支会長の浦崎純氏没後の空席を︑か
ねてからご配慮中入院の金城幸信氏を琉球大学病院にお見舞して支

rO1、

定款変更現行定款の全面改正につき野口議長から提案︒本会は
大正三年社団法人として認可を受けて以来六十三年間に︑さしたる
変更もなく経過していたが︑本年本会創立百周年に当って︑時代の
進運にそうよう変更すべきであるとの議が起り
を得た要領甲号︑乙号は重要であるだけに別に掲げる︒

１本会活動の目標として西村会祖が熟考の上作成︑簡にして要
２第八条及び第九条の特別機関は有名無実である︒

るＯ

３第十七条及第二十七条の財務監督の名称は不明瞭な役名であ
等の理由でこれらの条文を削除し︑この変更から生ずる改むべきと
ころの現行定款五十一条のうち︑九ケ条を削除︑三ケ条を合併︑二
十一ケ条を一部変更で︑合計三十三ケ条の約七割を変更し他の三割
十八ケ条を旧定款のままとする大改定の趣旨について詳細に説明︑
して原案通り可決︒午後一時二十分議事終了︒昼食︒例によって自

評議員会の慎重審議を経ていることを報告の結果全員異議なく諒承
己紹介︒それぞれ憂国の至情と本会発展策について熱弁を振われた
玄関で記念撮影︒有志十余名は千駄木養源寺の会祖ｌ宗徳院殿弘

のであるが紙面の都合で割愛したので御諒承願いたい︒

お花を供える︒墓側の都教育委員会設置の史跡標識が永遠に会祖の

道泊翁大居士の法要の後南摩綱紀初代副会長筆の西村泊翁先生墓に
偉業を語りかけているように︑本会百年の存続は一にその余徳の致
の会祖の恩師安井息軒の碑前にも参詣する頃弔魂の小雨が催したの

すところと心から感謝の誠を捧げてご冥福をお祈りする︒当寺境内

︵渡︶

であった︒この往復に会員内田正二氏が昨年同様車の奉仕をされた︒

支会通信

有田支会

︵有田支会長金ヶ江三郎雅綱︶

昭和五十一年一月十六日本会主事渡辺正男先生が沖細海洋博閉会
式に御参列の途次有田を訪ねられたよき機会に支部会を午後七時深
川製磁株式会社特別室に開催しました︒会員二十名参集し支会長開
会の挨拶を述べ先づ国旗に敬意を表して拝礼し先生の御講話を頂き
ました︒﹁皇室と会祖先生に就いて﹂の御講話を拝聴︒一同感銘を
深くし引つづき懇談会に移り茶菓を共にし先生を中心に意見を交換
し盛会裡に閉会しました︒先生の御厚意を深く感謝し︑会の発展と
先生の御健勝と御活躍を祈ってやみません︒

千葉県東部支会

役員会玉集会所に於て四月十一日開催した︒参加者石橋香峰︑
内山藤太郎︑宇井隆︑飯田寅次郎︑宮崎米作︑穂野誠︑菅谷治兵衛︑
遠藤でう︑野平富佐子等で︑支会総会を五月十六日開催の件を主題
に︑次期役員に関する件︑会員死亡の時は︑当該区域の評議員が︑
会長名の弔辞を以て会葬の件等を協議︑宴会懇談を重ねて散会した︒
通常総会支会の総会を五月十六日︑木の香新らしく漂う小見川
町阿玉台青年館に開く︒晴天は昨日迄︑折悪しく予報通りの曇り後
雨で︑田畑には滋雨なるも︑集会は少数であった︒会務と会計報告
に続き︑会員勧誘をして物故者のあとの補充を依頼した︒講演は例
により石橋支会長の勅語捧読︑内山副会長の要領提唱︑菅谷評議員
の開会挨拶︑講師紹介︑主事の渡辺正勇先生には︑会祖の日本弘道
会創立︑示来今日百年を迎へる大要︑道義高揚と身心の健康と長寿
への練成の緊要なことを熱演され︑会員一同に肝銘を深めた︒
役員改選は満場一致異議なく︑支会長に石橋香峰重任︑副会長
に内山藤太郎留任五選と決定︑監事及評議員も全員留任となる︒閉
会は午後四時︒当日の茶菓は遠藤芳雄︑菅谷治兵衛両氏の寄贈︒接
待役奉仕の菅谷夫人に感謝致す次第である︒︵東部支会報︶
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︽云生巨

Ｉ
Ｉ
二二四六︑ ○四二円

昭和五○年度決算報告
公益事業部収入
一五︑四九○︑ 六六八円
一七︑七三六︑ 七一○円

収益事業部収入
収入合計

公益事業部支出四五五︑七一九円
収益事業部支出一三︑四○五︑六七三円

差引剰余金合計三︑八七五︑三一八円

支出合計一三︑八六一︑三九二円

×

×

昭和五十一年寿昌記念杯贈
呈者︵敬称略︶

引野芳子︵刃︶松江支会幹事
小池済︵朔︶白葉支会評議員
城山庄造︵羽︶新川支会副支会長

野津鮫︵︑︶松江支会理事
高田秀男︵︑︶新川支会理事

特別会員

高井富︵︑︶松江支会理事
北村博学宛︶川越支会幹事
栗間久︵刊︶松江支会理事

岩淵悦太郎︵和︶

ｌ

本会便り
本昭和五十一年度から左記の通り会
費を評議員会で決定致しましたので︑

正会員年額一千円

御諒承の程を︒

負債総額二︑九一○︑六六一円

晴の叙勲︵敬称略︶

幸です︒

ますので︑ご納入の際御利用願えれば

なお郵便振替用紙を会誌に同封致し

終身会費一万円以上

総収入額三一︑五六○︑五二四円
総支出額三一︑五六○︑五二四円
対前年度増七︑三五二︑八六○円

昭和五一年度予算報告

資本合計額二一︑八一七︑四二九円

資産総額二四︑七二八︑○九○円

︹五一年三月末日現在︺

×

福島埼島富島富千島
島根玉根山根山葉根

勲五等双光旭日章︵４．羽︶

千葉県文化財専門委員として文化財の保

特別会員篠丸頼彦沌才千葉

護に貢献︒佐倉市史編さん主任︒佐倉藩史

れた︒

の研究家︒西村会祖について本誌に寄稿さ

ご寄附

一金参千円也神戸光子殿︵会祖法要︶

一金参千円也西村竜徹殿

一金参千円也小池済殿

一金参千円也北村博学殿

一金弐千円也宮島優殿

定価金一七○円年一︑○○○円

昭和五十一年六月二十五日印刷

昭和五十一年六月三十日発行
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正しい憲法︒正しい解釈

−１１︲１．肥ｌｈＩ︲ｒトー名画■■■■圃画■・罰１１︲ｌ︲ドト＃淵１吋洲釧矧操耐箇拶も麗堀︐︐１訓司Ｆ腿駿似悔一

い

私が現行憲法を認めないのは︑感情論や︑イデオロギーの立場からではない・生来︑
筋の通らぬごまかしが嫌いだからである︒本書を拝見し︑その意味でいろいろ教わると
ころが多かった︒著者は新憲法成立当時の法制局第一部長として前後のいきさつを冷静
に︑しかも誰にもわかるように淡々と報告説明しており︑批判の言葉は少ないが︑事実
は何よりも強い︒この書を読んでなお現行憲法をそのまま肯定しようとする者はまずあ

正 い し 解 釈 の確立を／

私たちが特に知りたいと思う天皇制︑脚衛
隊︑端川神社︑教科杵検定︑公務貝ストの
問題などもろもろの憲法問題が解脱されて
いる︒﹁困った悲法・困った解釈﹂はやや専
川水向けに︑﹁血しい憩法．正しい解釈﹂は
だれにでもわかるように鱒かれている︒

困った憲法
困った解釈

るまい︒︵福田恒存氏評︶

正しい憲法の実現を／
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