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弘道会との因縁

弘道会との因縁；．：⁝・⁝⁝．：．：⁝野口

日本講道会開会の演説⁝⁝：⁝：：西村

東京修身学社発会の演説．：⁝：⁝・西村

仏教に︑﹁人身受け難し︑今すでに受く︑仏法聞き難し︑今す

日本弘道会の改称に付き一言す︒：西村

野口明
でに聞く︑此身今生に向って度せずんぱ︑更に何の生に向ってか

創立三十年記念会式辞⁝：⁝⁝⁝・徳川

創立五十周年式々辞⁝⁝⁝・⁝：⁝徳川

此身を度せん﹂の語がある︒世に生物の種も︑又同種中の佃も無
数に多いから︑人間に生まれることも︑仏教に会うことも極めて

創立六十周年記念式を辞：：⁝⁝：徳川

創立八十周年式々辞：⁝⁝⁝⁝⁝・酒井

創立九十周年式々辞⁝．：．．︒⁝．：．⁝酒井

泊翁小伝㈲⁝⁝⁝⁝⁝：．．⁝⁝：⁝古川

（1）

稀であるＯ故に此の因縁を大切にして︑唯一の今生の間に︑仏法

による救いを得くしとする自戒である︒｜
因縁とは︑直接原因を因︑間接原因を縁と見てよい︒成育した
植物について云えば︑種子は因︑土壌︑光線︑温度︑湿気等は縁

弘道会との縁：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝野口

日本弘道会と私：︒：⁝⁝：．⁝：⁝⁝渡辺

死ぬのである︒

である︒すべての生物はかくの如く︑因縁の中に生まれ︑育ち︑｜
我々が今弘道会員であるのも因縁に依る︒何に感じたか︑誰に

創立百周年を迎えて：：⁝⁝・⁝⁝・石橋

本会創立百周年記念式案内

ビクトリア号と三笠⁝⁝⁝⁝．：⁝寺崎

弘道会で聞いた話から．⁝：⁝⁝⁝木下

松倉秋之助氏を惜しむ⁝⁝：⁝・⁝渡辺

誘われたか︒人各を異なるも︑又︑似た因縁もあろう︒因縁の中
には偶然の中にも必然の避遁も無しとは云えない︒私達は此の因
縁を尊び︑西村倫理より汲桑︑よく味わい︑納得得たるを採入れ︑

かくて此の一回限りの生命をして︑悔なき︑幸せのものにし度い一

と思員ノ︒︵本会々長︶

隆 広 正 香 正 哲 忠 忠 達 達 達 茂 茂 茂
治居勇i糸列明史正正孝孝孝樹樹樹明

東京修身学社発会の演説
︵明治一三・三︶

茂樹︵述︶

る者甚衆からず︒夫れ道徳の教は樹木の根幹の如く︑知識

所率ね開知の一偏に在りて︑修徳の事に至りては之を講ず

譲るに似たり︒方今学校の設日に多しと雛も︑其教育する

道徳の一事に至りては︑之を封建の時代に比ぶるに一歩を

るに王政維新以来百事皆挙り︑日に開化の域に進む︒独り

年に至り社運将に隆盛に向はんとするの兆あり︑謹で按ず

つること堅固なるに由り︑能く維持して廃絶に及ばず︑今

運盛を加へずして会員日に稀なり︒然れども諸君の志を立

相与に道徳の旨を講究すること数年︑一昨年の頃に至り社

禍に遇ふや必せり︒茂樹が諸君の力を仮りて此会を起し上

固にせずして︑唯其快走迅馴を欲するときは︑破裂推壊の

友蒸気の機関を堅固にせざるべからず︒もし蒸気機関を堅

蒸気車蒸気船の如し︒其走蚊の力を強くせんと欲せば︑益

は深く意を用ふることを要せずと︒是大に謬れり︒仮へぱ

人日く方今の要は専ら民の知識を進むるに在り︒修徳の事

日に益曳汚下に趨き︑其禍言ふくからざる者あるべし︒或

荷も道徳の教を盛んにして之を鎮制せざる時は︑民の風俗

知識日に進む︒知識日に進めば軽薄牧滑の風日に行はる︒

過すべからざるなり︒夫れ外国との交際日に開くれば民の

育家にして其言ふ所此の如し︒世入決して軽女に此語を看

抵︒へ氏の法に依拠せざる者少し︒此の如き大儒此の如き教

技芸は樹木の枝葉の如し︒荷くも根幹無ければ枝葉何れの

趣意は︑世間の人をして陶朱狗頓の富を得せしめんとする

新法を創立したる大家にして︑方今欧米諸国の教育法は大

所にか着かん︒瑞士の名儒︒ヘスタロッジが日く︑才知の象

明治九年の春︑茂樹始めて修身の学社を興さんことを欲

を養ひ長ずることは却て人の害となることなり︒故に凡百

の親たる者をして慈親と為し︑人の子たる者をして孝子と

にも非ず︒極楽浄土に赴かしめんとするにもあらず︒唯人

て貞婦と為し︑人の兄弟たる者をして友兄順弟と為し︑士

為し︑人の臣たる者をして忠臣と為し︑人の婦たる者をし

瑞典の学士テグネルが日く︑知識の発達善を極むと雌も︑
二賢の言深く思はざるべからざるなり︒殊に︒へ氏は教育の

学問の根本は端正なる心志の田地に挿み之を修養すべしと︒

し之を諸君に謀る︒諸君幸に同意を賜ひ︑速に此会を創め

村

其心術不正なる時は︑猶賊巣の上に聖殿を建るが如しと︒

（2）

西

ふに諸君の大願も又必ず之に同じかるくし︒然れども人を

為さしめんとするに在り︒是茂樹が畢生の大願にして︑想

たる者をして善士と為し︑農工商たる者をして良農工商と

身に負かざるの人と為ることを得くし︒諸君術を勉めよ・

とを得ば︑上は天意に負かず︑中は本国に負かず︑下は吾

せぱ︑或は志願の一分を遂ぐることを得んか︑若し然るこ

答まず︑以て互に切瑳琢磨し︑積むに歳月の久しきを以て

浅学薄徳其過失素より甚多かるべし︒諸君幸に警戒忠告を

善くせんとする者は︑先づ自ら善くせざるべからず︒茂樹

︵明治一七・四︶

ベからざることを知るに至れり︒狗与亦盛なりと云ふくし︒

日本講道会開会の演説

本社の社員たる者︑宜しく益星修身の字を己が頭に戴き社

は之を大道といひ︑或は之を真理と云ふ︒形而上形而下を

修身は道徳より小にして道徳は天理より小なり︒天理は或

明治十七年四月同志諸友の議を以て東京修身学社を改称

て修身の事を言ふ者なきの有様なりき︒愚老道徳の地に墜

して百有余人の社友を得たり︒己にして朝廷教育令の改正

如し︒地学を以て言へぱ地球より大なる者なし︒学問を以

ぱ山城は日本の一分にして︑日本は又全地球の一分なるが

は天理中の一分にして︑修身は又道徳中の一分なり︒嘘へ

を発し︑修身の科を以て諸学科の最先とせり︒是固より本

て言へぱ天理より大なる者なし︵髪に言ふ所の道徳天理大

併せて之を包含する者にして︑宇宙間の最大物なり︒道徳

社の与りて力ある所に非ずと雌も︑社友たる者は皆其志の

し︑先初めに同志者三名を得たり︒阪谷素君︑丁野遠影君︑

行はれたるを喜ばざるはなかりしなり︒爾来修身の教全国

す︑読者字義に拘泥して本文の意を誤らざらんとを望む︶︒

柚松直久君是なり︒爾後同志の諸友日に増加し数年ならず

ちんとするを嘆き︑蕉鈍を量らず奮ひて此社を起さんと欲

して日本講道会と為し︑約規を更正し以て斯道を拡張せん

、ーノ

会とする者は抑何ぞや︒夫れ名に大小あり︑時に緩急あり︑

／へ

運の隆盛を図るべきに︑今卒然修身学社の名を更めて識道

述

り︑全国の学問大率開知の一方に傾き︑学士大夫口を絶ち

樹

とす︑回顧するに明治九年東京修身学社を開創せし時に方

茂

道等の文字は︑支那の儒道にて言ふ所と少しく其義を異に

、 J ノ

村

に行はれ︑山村海郷の野眠といへども︑亦修身の務めざる

r Q ，

西

廃を憂ひて︑之を極はんとするの念の采切にして︑大道の

初め修身学社を創立する時に当り︑愚老は惟修身道徳の領

身学社を改称して日本講道会と為したる所以なり︒

廃を極はんとせしと皇も異なることなし︒是本会に於て修

はんと欲す︒其の志は往年修身学社を創立して︑風俗の顔

とする者あり︑造化の法則を求めて教の基本とする者あり︑

守を以て教とする者あり︑己が教祖の遺言を以て教の韮本

夫れ道徳の教一に非ず︒進取を以て教とする者あり︑退

興廃の如きは未だ之を顧桑るに逗あらざりしなり︒修身道
の名を以てせし者は何ぞや︒修身は小なれども人身に親切

徳の額廃を極はんとするに道徳の名を以てせずして︑修身
にして︑道徳は差其大なれども人身に親切なること少しく

修身を説く者或は浅薄の学力を以て倣然自ら大とし︑或は

るに及ばざることとなれり︒唯惜むべき所の者は︑海内の

めて怠ることなければ︑修身の事は復た私学社の心を労す

して︑教育の官に在る者皆朝廷の盛意を奉じ孜々として勉

今日に至りては︑修身の教は朝廷の最も意を用ふる所に

るべからず︑仁義忠孝之を勉めざるべからず︑其他聖賢の

之に達することを得べき者なり︒故に酒掃応対之を為さ輿

着する所なき者に非ざるなり︒実理に拠り実行を践象以て

ども所謂真理と云ひ大道と云ふ者は︑虚無暇遠に鰐せて帰

邪を照し︑大道の秤を以て其軽重を量るに在るのみ︒然れ

非とせん︒惟真理を窮め大道に通じ︑真理の鏡を以て其正

りて己が教を修正せんとする者あり︑執れを是とし執れを

己が教義を主張して他教を排撃する者あり︑広く他教を採

僻随の見を立て他の教学を証り︑或は其身の品行修らずし

修身に及ぱざるを以てなり︒

て︑口にの拳聖賢の教を説くが如き︑往々愚老が之を見る

を離れて別に真理大道なる者あるに非ざるなり︒鳴呼真理

に真理大道は日用常知常行間に存する者にして︑常知常行

登見易からんや︒大道量到り易からんや︒偏僻なる者は之

訓謁を垂れし所の者は︑皆遵守せざるべからざるなり︒故

らず︑日本あることを知りて地球あることを知らざるの類

を知ること能はず︑頑晒なる者は之を知ること能はず︑噸

所なり︑此の如き者は皆大道に通ぜず︑真理に達せざるの

なり︒蓋し全地球を知らざれぱ一国を知ること能はず︑大

過にして︑轡へぱ山城あることを知りて日本あることを知

道を知らざれぱ修身を知ること能はず︒然れば今日大道を

惰なる者は之を知ること能はず︑濡微なる者は之を知るこ

んぱ真理を発見し大道に到達するも亦得難きことに非ざる

と能はず︒本会の前途猶甚遥なりと錐も︑善く勉強怠らず

べし︒是愚老が諸君と与に常に務むくきの本分なるべし︒

と雌も︑亦学問上の一大病と言はざる可からず︒愚老頑鈍
なりと雛も憂世の念自ら止むこと能はず︒同志の諸友と謀

知らざるの弊は︑往年修身を知らざりし弊と緩急の別あり

り︑大道を講究して真理を明かにし︑以て世の執迷者を救

（4）

ｌ

以て古代の学術に比すれば︑其進歩賜達せること一菅に三十

り天文︑地理︑・物理︑化学の類に至るまで︑今代の学術を

一言す︵明治二○・七︶

本会は明治九年の創立にして其初め東京修身学社と称し︑

日本弘道会の改称に付きて

其後明治十七年に至り日本講道会と改め︑今年に至り又日

たる者にして︑若し一国の上に就て之を言ふときは其国人

里なるのみならず︑此学術の進歩は世界全休の上より言ひ

西村茂樹︵述︶

本弘道会と改めたり︒此の如く数曳名称を易ふると雌も其

る者あり︑自ら開発する者は草木の生長するが如く其順序

自ら知識を開発する者あり︑他国に取りて其知識を開発す

主意は初より異なることなし︒唯漸々に規模を拡張せんと
するの意あるに過ぎず︒今日は改称以後第一の集会なれば︑

なし︒蓋し知力進化の説はダーウヰソに伽まるに非ず︒法

ては之を古今の事実に照すに其事明白にして復疑ふべき所

の説は︑余猶疑なきことを得ずと雌も︑智力進化の説に至

洲の学術之が為めに一変すと云へり︒其中に於て形体進化

英国の碩学ダーウヰン氏が動物進化論を唱へてより︑欧

三歩を進むるを常とす︒本邦の学術の如きは古より自ら開

徴候にして︑一動揺擾乱ある毎に或は一歩を進め︑或は二

に至ることあり︒然れども其動揺擾乱は学術の進歩するの

乱を生じて︑一時は東西をも黒白をも弁ずること能はざる

る者なれば︑之が為めに其国の学術にも人心にも大なる擾

或は他国より刺衝を受け︑或は他国を羨望するよりして来

少の動揺を生ずることを免がれず︒他国に取る者は其初め

、 レ ノ

世間の風にては祝辞を朗読する等のことあるべきなれども︑

国の碩学コント既に之を言ひ︑其他ラマルク等の大家も早

発する者は甚だ稀にして︑他国に取る者を甚だ多しとす︒

なしと雌も︑猶旧を去り新を行ふが為めに︑其学術界に多

く之を言たることは学者の知る所なり︒智力の進化は如何

往昔の仏教の如き儒教の如き︑天文暦数の如き医術の如き︑

極めて整斉なるを以て︑為めに其国の人心を擾乱すること

なる事実に於て之を視ることならば︑百般の人事に於て皆

祝辞もあまり実用に適せざる者なれば︑今珊か想説を述べ

視る可らざるはなしと雌も︑殊に諸学諸術の上に於て之を

書画文章の如き︑皆他国に取るに非ざる者なし︒

て祝辞に代ふること左の如し︒

視るを最も著明なりとす︒凡そ政治︑法律︑医術︑工芸ょ

r貝、

我邦の道徳学の如きは︑古より他国に取るに非ざるはな

識を養はんとするには其便利却て多し︒

し︒即ち他国の教を学ぶに非ざる者なし︒︵本邦固有の教

明治維新以来の学術は︑他国より刺衝すると他国を羨望
と勢力と甚だ強大にして︑之が為めに人心の擾動惑乱する

するとの二原因井び起れる者なれば︑其他国に取るの範囲

ありといふ説あれども︑余は之を信ぜず︶往昔の事は姑く

て欧米の道徳学の為めに我旧来の道徳学を破壊せられたる

之を論ぜず︑明治維新以来我邦の道徳界の状を観るに︑敢

余を以て之を見れば発明の拙晒なるは模倣の精妙なるに如

者に非ず︒維新の時の動乱と外国の文明の光とに舷して︑

る者なきを嘆じて︑他国に模倣するの利害を論ずる者多し︒

かず︒見る所狭院粗漏なる者は其学術も亦院狭粗漏なるこ

邦人自ら旧来の道徳を廃棄したる者にして︑唇へぱ両敵交

ことも亦前代に超越せり︒世の識者吾邦学術の自ら発明す

は支那朝鮮に取る者なるをや︒且本邦の如きは古代より模

とを免かれず︒況んや本邦固有の学術と称する者も亦多く

破り其武器を棄て敗走したる者なれば︑今日道徳の原野に

を見ざる内に其道徳の原野を棄てて退去し︑自ら其城廓を

戦して勝敗を決したる者に非ず︑我道徳軍は未だ敵の旗色

不可なりとするときは︑遂に学術進歩の期なくして止まん

るに比すれば其勇気大に称すべき者あり︒右の如く道徳の

LOノ

倣の例の承ありて開発の例あることなし︒若し模倣を以て

は敵もなく味方もなく惟空漠荒寒の地となり居る姿なり︒

ふの状にして︑耶蘇は尺土をも得んと欲し︑仏者は寸壌を

願染て宗教界を見れば耶蘇家と仏家と通に日本の土地を争

の桑︒

開発の模倣に勝れるは固より言ふを待たず︒余の如きも

原野は空漠無人の地となれるを以て︑後生少年が則を取ら

も失はざらんと欲し︑各智力を弾して攻守の略を試むるの

亦国人の自ら開発して学術の進歩を致さんことを願ひたれ

は支那朝鮮に模倣する者なれども︑今日は皆欧米の諸国に

んと欲するも循ふべきの途なし︒是日本道徳会の興さ堂る

ども︑到底達し難きの望なれば姑らく之を遇め︑他国に取

模倣する者なれば︑今単に模倣と言へぱ皆欧米に模倣する

べからざる所以なり︒然らば今日本邦の道徳は全く地に墜

誇れども︑是を道徳家︵殊に儒者︶が敵なきに自ら敗北す

者と知るべし︶自ら開発する者は先覚者の地位に立つを以

たるかと云ふに︑未だ甚しき破壊の状を現はさず︒︵旧時

最中なり︒世人脈もすれば今日の僧侶を以て無気力なりと

て︑栄誉は素より其国其身に湊まると雌も︑其学術の諸説

るを以て自ら満足せんと欲するなり︒然るに髪に奇とすべ

を博輯芳採せんとするに其便利宜しからず︒他国に取る者

に比すれば大に其度を低くしたれども︶然る所以の者は何

きは模倣の開発に勝れる一事あることなり︒︵往昔の模倣

は後進の地位に立つと雌も︑東西各異の説を蒐めて己が知

／ ハ 、

実に人類の万物に勝れたる所以にして︑吾僑が国民の道徳

善悪正邪を弁ずるの智あるに由るなり︒此良心を有せるは

ぞや︒人たる者は誰も皆天賦の良心なる者ありて︑自然に

て其功を奏するに足らず︑其能く功を奉すべき者は独り道

済より初めて天文︑地理︑物理︑化学︑算術等の諸学皆以

ば︑之を治するの薬は何物を用うべきか︑政治︑法律︑経

を可なりと言ふ者はあらざるくし︒若し之を不可なりとせ

前に言ひたる如く人類天賦の良心を本として道徳の教を

徳の学あるの翠なり︒

を振起せしめんとするも︑其頼る所は一に此良心の存する
にあるなり︒加ふるに旧来の道徳猶老人の脳底に留まり︑

新来の道徳︑少年達識者の目前に現ずる者あるを以て︑吾

の一方より考ふるときは︑本邦旧来の道徳の教は欧洲文明

立ると云ふときは︑其事極めて容易なる様なれども︑又他

の光輝に肱して既に退縮の状を現はし︑法律政治の学を為

悔が此空漠なる原野に道徳の果実を充満せしめんとするは︑
なり︒

決して望なきの事に非ず否十分に其功を奏すべきを信ずる

学を為す者は国家を保全するは理財のみにて事足れりと謂

ひ︑農工商を業とする者は是等の業の象を以て国を維持す

す者は︑専ら其学の糸を以て国家を治めんと欲し︑経済の

べしと云ひ︑少年子弟の如きは深き考案もなく偏に道徳の

方今開化の潮勢吾全国を蕩揺し︑是が為めに有為の少年
舎て末に趨り︑或は実を棄て華を取り︑道徳を賎承て文明

検束を厭ふよりして︑或は自由を唱へ或は福利を談じ︑蕩

来の仏教は其勢力大に衰へたりと雌も︑尚耶蘇教と雌雄を

Lイノ

才子︵或は少年ならざるも︶其守る所を知らず︑或は本を
世界に用なしとする者あり︒今試みに是等の才子に向ひて

争はんとするの観あり︒儒教の如きは国民の信用大に減じ

右軽燥浮薄の魔風に誘せられて自ら覚らず︑又更に眼を転

欺脈するも可なるか︑淫乱なるも可なるか︑親に不孝な

たりと雌も︑尚中年以上の士大夫の心に徹すること深し︒

人は虚言するも可なるか︑過酒泥酔するも可なるか︑伽

左の間を発せぱ如何︒

るも可なるか︑尊属の親は不慈にても可なるか︑卑屈の

此諸教の中に於て執れが正執れが邪を誠別して之を取捨せ

り︑共に隈をとして進んで吾人心を刺衝せんとす︒本邦古

親は不遜にても可なるか︑己を利して人を苦しましむる

ざるべからず︒此の如き社会の間に立ちて道徳の為めに根

じて他国より来れる道徳の教を見るに︑哲学あり耶蘇教あ

も可なるか︑風俗乱る坐も可なるか︑官吏私曲を為すも

礎を定め︑人心を正し邪説を逼め以て国基を葦固にせんと

なるか︑恥を知らざるも可なるか︑負慾なるも可なるか︑

可なるか︑本国に背きて敵国を助くるも可なるか︒

惰なるも可なるか︑残刻なるも可なるか︑信義なきも可

此の如き問を発せぱいかに道徳を軽んずる人なりとも之

／ 庁 、

る者にして︑東洋の学問を併せて之を考究すること能はざ

るなり︒近年支那の儒書印度の仏書を読む者ありと雌も︑

学問は皆自己が学ぶことを得る範囲の中に於て考究研磨す

能く其書を読む者は蓋し僅々数人にして其読む所の書も甚

欲す︒本会の自ら任ずる所亦大なりと言ふくし︒荷も会員
はざるべし︒本会微々たる一小会を以て此の如き大事を負

諸君の勉強と忍耐とに非ざれぱ決して其功を奏すること能
担せんと言ふは︑自ら其力を量らざるに似たれども︑現今

の訳文なれども︶を読めりｃ近年西洋の学問の東漸するに

して古来より能く支那の書を読み︑又能く印度の書︵支那

及び︑又能く洋書を読むことは支那の書を読むに異ならず︒

多からざるものの如し︒本邦自国の発明なしと雛も︑幸に

の教育を管轄し︑最も国民の道徳に注意すれども︑文部省

合を見ること能はざるべし︒︵但し政府文部省を置き全国

是に於て東西の道徳の教を並列し︑之を本邦の風俗人情習

せざれば︑全国中一も国民の道徳を維持高進する為めの会

の力の及ぶ所は在学の生徒に止まりて︑学校に入らざる者

国中未だ他に道徳会あるを聞かず︒若し本会にて之を負担

と巳に学校を出でたる者に対しては︑道徳の教化を為すこ
借今日吾弘道会に於て道徳の教を説かんとするには︑勢

は牛酪と撤欄油とに非らざれぱ調理すること能はずと︒安

油とを用ゐて之を調理す︒西洋の割烹家は皆謂へらく食物

へぱ食物を調理するが如し︒西洋の食物は多く牛酪と樋欄

ひ材を他国に取らざることを得ず︑他国に取るときは反て

んぞ知らん東洋の日本には味淋と醤油とを用ゐて食物を調

慣に照らして之を取捨するの益を収むることを得たり︒曹

左の利益を得くし︒︵前に述たる模倣の開発に勝れる一事

理するの方あることを︒道徳の教も亦此の如し︒本邦人は

と能はず︶

にも亦学術あり︒東洋の学術固より西洋の学術に及ぱと雛

ありと言へる条を参看すべし︶凡そ西洋に学術あれば東洋

は必ず其多きを信ずるなり︒然るに古来より東西各言語文

者あるべし︒縦令之に勝らざるも之と互に相発明すべき者

洋にて久しく力を用ゐたる所にして︑其中或は西洋に勝る

物となりたる上は︑其博大の学問を以て己が智識を広め己

は世界の長を採りて己が用に供するなり︒既に採りて己が

他国に取ると云へぱ其名美ならざるが如くなれども︑其実

今日東洋人の学問に大なる便利を得る所以なり︒故に材を

たる上にて︑更に西洋の道徳学を知ることを得るは︑実に

己に支那の儒道を初め諸子百家の学及び印度の仏学に通じ

章懸隔せるに由り︑西洋の人は東洋の書を読むこと能はず︑

︵一九・ヘージにつづく︶

が心霊を修め︑以て道徳の大成に至らんことは邦人の之を

も︑一二之と相出入する者なきに非ず︒殊に道徳の学は東

は主として道徳学を指す︶東洋に勝れりと言ふと雛も︑其

東洋の人は西洋の書を読むこと能はず︑西洋の学問︵髪に
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日本弘道会式典における会長祝辞

１１

明治九年に東京修身学社が創設されてから︑昭和五十一年の今日までで丁度百年になり︑本年十月に百周年記念式を開催することに

一女子の本領蝿瓢誇龍三輪田真佐子君

一演題未定睡獅鉢牢男爵牧野伸顕君

文学
博士
一質素生活協養会
員
中崎力造君

一会祖の希望を追述す名誉会貝南摩綱紀君

女子部評議員

別会
員 橋絢子君
一喜神を養ふく特し
棚

なったが︑ここに三十周年︑五十周年︑六十周年︑八十周年︑九十周年における代禽の会長の祝辞を転載することとする︒七十周年は
昭和二十一年の終戦直後のため式典を挙行しなかった︒

創立三十周年記念会概要
五月三日午前九時日本弘道会創立三十年記念会を︑東京浅草区御
を述べ︑創立以来三十年騒々として発達し︑尚大に発展の好機なる

創立三十年記念会式辞

日本弘道会は道徳を振興し国家の基礎を蓋固にせんが為めに起れ

り而して創立以来絃に三十年其の主旨本領は未だ曾て変改せずと雛

足る者あり

も今より既住を回顧すれば本会の沿革世運の変遷誠に深感を起すに

会祖西村泊翁先生徳高く学博く夙に世道に慨する所あり同志十余

rq，

蔵前片町東京高等工業学校に於て開会す︒理事発智庄平君開会の辞
を述べ︑会長伯爵徳川達孝君勅語捧読並に創立三十年記念会式辞を
朗読せられ︑副会長松平忠威君本会主旨及要領通読︑理事渡辺武助
君本会沿革大要を朗読︑次に会長伯爵徳川達孝君︑会祖西村先生頒
徳の辞を通読︑及功労者表彰式あり︒特別会員伯爵東郷平八郎君外
数名の祝詞︑及受賞者総代向後四郎左術門君の答辞あり︒十一時半
式を終り︑別室に於て午餐を呈せり︒

月なりき後三年にして始めて雑誌を発刊し梢世人に知られたれども

人を会合して一社を設け名けて修身学社と日ふ是れ実に明治九年三
︵イロハ順︶

七年に至り日本講道会と改称し先生推されて会長となり定期講減の

だ多しと日ふ可からず之に加ふるに世人歳を逐うて欧米の物質的文

外著訳刊行の挙あり雑誌も亦面目を改めたりと雌も会員の増加は未

社員は塞々として尚ほ数十人に過ぎず創業の眼難以て想見すべし十

井上哲次郎君

午後一時より左の講演会あり︑非常の盛会を以て午後五時散会せ
り︑演題及講師姓名左の如し︒
一日本弘道会記念会に際し所感を述ぶ

文学博士
協焚会員

趣等博士男爵加藤弘之君

一日本人の道義に於ける矛盾及理由

、 ヅ ノ

明を謡歌し軽挑浮華の風行はれて復た倫理綱常を顧みざるに至れり
こと三日以て大に世人を警醒したり是れ十九年十二月の事なり翌年

先生是に於て憂慮措かず大学講堂に於て道徳振興の必要を講演する

日本弘道会々長伯爵徳川達孝

創立五十周年記念式式辞

弦二初夏新緑ノ生気方二旺盛ナルノ季節ヲ以テ我日本弘道会創立

五十年記念ノ式典ヲ挙クルー方リ来賓並二会員諸賢ヲ一堂ノ中二迎

に及び又日本弘道会と改称し更に職員を置きて庶務を弁理し以て事
せらる上に際会し本会の主旨此れに因りて益々光彩を発揮し爾来会

業の進行と斯道の拡張とを図れり後数年にして幸に教育勅語の宣布

今ャ時運︿展禽トシテ日二月二進転シ世態ノ推移朝タヲ料ルヘカ

へ一言スルコトヲ得ルハ不肖ノ深ク欣幸トスル所ナリ︒

員日に月に増加し支会も亦漸次地方に設立せらる上に至れり三十五

ラス天ノー角荷クモ一波ノ動クァラハー澗随テ全局面二及上世界ノ

人心為二安定ヲ得ルコト難シ本立ツニアラサレハ道生セス古今ノ内

年八月先生莞去せられ会員皆泰山領れ梁木壊る上の感あり幸に子爵
る入に及び伯爵松平直亮君を推して会長となし事業益発展せり後全

谷干城君遺嘱に因りて会長の任に膳り以て事業を継承し其辞任せら

リ世界列国ノ史乗二徴スルニ皆其ノ軌ヲ一ニス固ヨリ我邦ノ如キ国

外ヲ通シ道徳ノ消長︿直一二国国運ノ盛衰二繋ル希臓然リ羅馬又然

認識セラルルノ秋二際会ス先生ノ五十年前二著眼セラレシ所是二至

ヲ倶ニスルモノ全国幾十百ヲ算スヘキアリ斯ノ種ノ潜勢力漸ク世二

タ立タサルモノァルニ是レ由ル幸ニシテ娩近教化団体ノ本会ト歩趣

上康福ヲ倶二シ得サルハ先生ノ教訓本会ノ要領ダル人生万端ノ本未

スヘキモノ多シ不安動揺頻繁一ラテ全世界二日一リ生民未夕安寧二憩

時代既二異ナリ五十年ノ前未タ想上到ラサリシ所ニシテ今応二憂慮

ト共二其ノ験愈著シク本立ツニアラサレハ道一トシテ生スヘカラス

御宇ハ明治ヨリ大正二入リテ既二十五年先生ノ著眼セラレシ所年

ノ狗二是ヲ以テナリ︒

ノ亦此二存スト決意セラレ畢生ノカヲ傾ケテ本会ヲ創立セラレシモ

チ国民生活ノ本ナリト確信シ︑先帝知遇ノ盛恩二報上奉ル所以ノモ

年ノ前明治九年ヲ以テ夙二眼ヲ此二著シ道徳ヲ養上治化ヲ補フハ即

興セシムルノ本︿固ヨリ此二在り我泊翁西村茂樹先生力今ヨリ五十

体縦トシテ存シ他ノ邦国卜同一ニ視ルヘカラスト雛モ更二国運ヲ振

伯爵の病を以て辞任せらる上や達孝謬って会員の推す所となり会長
の職に就きたり願ふに会祖の蕊去せられし以来本会の事業益進行し
胎謀と前両会長の継述焦心及び会員諸氏の忠実尽力とに因らずんぱ

会員益々増加し以て今日の隆盛を見るに至りし者は実に会祖の遺教
あらざるなり夫れ一喜一憂は人生遭遇の免れざる所なり今日より以
往三十年間の事を追想すれば当に愁然として憂へ欣然として喜ぶべ
べきに当りて其の志を挫折せず以て会運の隆昌を図るは是れ吾輩の

きものあり然れども其喜ぶべきに当りて其の心を塀怠せず其の憂ふ
会祖に報ひ而して本会に忠なる所以に非ずや今や国勢の伸張に会し
中外の交渉事物の応酬益々多端に赴き社会の変遷此の時より甚しき
はなく世道人心の為めに尚ほ杷憂を免れざる者あり願はくは会員諸
を弦に創立三十年記念会に当り所感を陳すること此の如し是れを式

氏益を本会の主旨を遵守し協心識力国家の為めに尽拝せられんこと
辞となす
明治四十一年五月三日
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テ大二光アリ卜謂フ可シ︒

力二旺ンナルノ時ヲ以テ我日本弘道会創立六十周年ノ記念式ヲ挙ク

緑ノ天緑ノ地木果︿実ヲ結上苗挟︿田二挿マル此ノ清新ナル生意

創立六十周年記念式式辞

ヲ一貫シ五十年ノ後尚能ク創立以来ノ精神ヲ関場シ孜々トシテ焼マ

然しトモ斯ノ種団体ノ中二在テ五十年ノ前二創立セラレ五十年間
サルコト本会ノ如キハ蓋シ未タ其ノ類ヲ見サル所ナリ殊二道心常二

願ミレハ本会力初メ修身学社ノ名ヲ以テ創立セラレタルハ明治九

ルハ本会前程ノ瑞祥ニ充ツルヲ想ハシメ殊二欣慶二勝へサル所ナリ︒

年ノ三月ニ在り正二今ヨリ六十年前ノ事二属ス後十七年四月日本弘

微ナリ易ク人心動モスレハ危キヲ加へ斯ノ道ヲ弘フスル所以ノモノ

道会卜改メ尋テニ十年九月今ノ名二改ム併世逆ノ進展時相ノ推移二

往々ニシテ隆替アルヲ免力レス不安動揺愈滋クシテ人心ヲ安定セシ
ムルノ急愈切ナルモノアリ本会ノ邦家比人二負う所更一二段ノ亜キ

明治天皇ノ侍講ダル栄任ヲ辞シテ野二下り地方ヲ遍歴シテ大二同

来ヲ慮ラレ乃チ

二心酔スルノ観アリ創立者ダル故西村茂樹先生慨然トシテ邦家ノ将

︿欧米ノ文物ヲ採ルー是レ急ナルノ際二在り往往ニシテ外来ノ文華

階へ道ヲ識スルョリ進ソテ道ヲ弘ムルニ至リシヵ加シ本会創立ノ際

ヲ加ヘタリト調う可シ此レ登大二祝スヘキニァラスャ不肖是ノ時二
当テ尚乏シキヲ本会ノ会長二承クルハ不尚ノ深ク光栄トスル所ナリ
是ヲ以テ深ク責務ノ亜キヲ感シ日夜憂勤此ノ使命ヲ完フスル所以ヲ
念フコト切ナリ幸ニシテ会員諸彦ノ切碓琢磨ト輔導誘披トー依り同
孔夫子日ハク五十ニシテ天命ヲ知ルト昔人又云う人生五十功ナキ

ノ声都部遠近二響応スルノ時通本会創立ノ当初ヲ回顧スルニ世態時

志ヲ糾合シ本会︿乃チ創建セラレシナリ方今日本精神ヲ唱導シテ其

、 ‐ 上 士 ノ

心協力以テ重責ノ万一ヲ端サム﹁一トヲ期ス︒

ヘス既二天命ヲ知ル是レ大二五十年ヲ祝セムトスル所以ナリ併セテ

ヲ主トシ内ヲ忘ルヘカラサル旨ヲ呼号セラレシハ今日ノ世状二比シ

州固ヨリ同一視スヘキニアラス卜雌モ開国進取ノ国是ダル断シテ外

ヲ塊ツト今本会ャ正二知命ノ齢二達シ転タ功ナキヲ塊ツルノ感二堪
又功ノナキヲ棚シ是し斯ノ佳辰二方リ大二発密興起スル所アラムト

歴史︿繰返スト聞ク今乃チ六十周年ヲ迎へ暦数一周セントシテ世

テ一脈相似タルノ点ナキニァラス

スル所以ナリ糞クハ諸君卜共二益努力ヲ致才西村先生五十年前ノ教
民人ヲシテ共二本立テ道生スルノ慶ヒアラシメ以テ︑皇運ノ扶翼二

シ軍縮会議ノ拘束ヲ絶チ国際自尊ノ地位二立テ東亜ノ平和ヲ支持ス

局時態重ネテ相似ダル所アラントス蓋シ亦一奇ナリ国際聯盟ヲ脱退

訓ヲシテ更二愈光アラシメ進テ時世ノ要望二負クコトナク能ク邦家

ヲ陳へ以テ式辞トナス︒

ブルー其ノ差此ノ如ク是レ較著ナリ方今人皆自主ノカァッテ又他二

ス切要二応シテ各一部ノ長ヲ採ルヲ主トス六十年ノ前後ヲ以テ相比

ルノ主力者トナル宇内二採ル所︿昔日ノ如ク全面ノ模倣崇拝ニァラ

寄与シ︑聖恩ノ万一二酬ヰ奉ラムコトヲ開会二方リ珊力希望スル所
大正十五年五月十五日

日本弘道会長徳川達孝

微フノ雅量ヲ兼ヌヘキヲ知ル是二於テカ始メテ我西村先生ノ大粘神

rll1

世二効験アリ今後ノ我邦︿将二反省ノ根抵アル自主ノ文化ト平和ト

力夙二現代ノ文化二筋鉄トナラレシヲ観ルヘシ本会ノ本領今ャ愈々

力借越ノ感ナキヲ得サルモ誠二是レ本会弘道ノー端タリ仁二当テハ

聖賢ノ訓二基キ古来名君賢主ノ行ヒシ所二係ル今其ノ通ヲ追う︿叩

今夫レ善ヲ彰︿シ労ヲ謝シ修身ヲ奨メ修養二資スル︿何レモ古へ

道ノ為二致サレ有形無形ノ効果ヲシテ更二顕著ナラシメ天壌無窮ノ

糞クハ本記念式ヲ一大劃期トシテ諸君並二諸賢ノ自今益糞力ヲ弘

師二譲ラストノ微意亦此二存ス

ノ建設時代ヲ現出スルニ至ラントス本会六十年来ノ著眼ャ其レ偉ナ
リシト謂フ可シ

皇運ヲ扶翼シ奉り一層邦家ノ隆昌二寄与セラレンコトヲ乃チ是ヲ以

無形ノ効験既二此ノ如シ然しトモ有形ノ進展モ亦顕著ナルモノァ
ノ支部︿増設セラレ拡大セラレタリ会員︿年々増加ヲ示シ婦人部青

リ本会ノ会館︿建造セラレタリ社会教化学院ハ開設セラレタリ地方

昭和十一年六月十三日

テ式辞トナス

緊要なることには思ひ及ばず︑偶々道徳を云々する者も︑その説く

りとして︑徒に殖産興業ばかりを説き︑その基礎である道徳のより

蚊に明治維新当時を顧みますと︑新日本の国是は︑文明開化にあ

は︑本会にとって誠に慶びに堪へない所で御座います︒

に一同相会して︑日本弘道会創立八十周年の一記念式を挙げますこと

秋気は天高く澄承︑菊は今を盛りと匂ふこの好き季節の本日︑弦

創立八十周年式式辞

日本弘道会長伯爵徳川達孝

年部︿共二其ノ盛ヲ加ヘリ有形ノ進展ャ固ヨリ未タ無形ノ効験極メ
一二段ノ策進ヲ加フル所アラハ幸二シテ有形無形ノ両方面二於ケル

テ大ナルニハ比スヘカラサルモ過去ヲ願ミテ将来ヲ考ブルー今後更
本会ノ発暢ハ必ラスャ更二著シキモノアルヲ疑ハス皆是レ西村先生
ノ遺徳ト爾来六十年間終始一貫本会ノ為二尽捧セラレシ物故諸賢並
二功労者諸君ノ賜二外ナラス

夫レ本記念式ハ狗二本会ノー新紀元タリ是ヲ以テ記念事業︿乃チ
経営セラレ今後毎年五府県ヲ択ンテ其ノ管内二於ケル善行者ヲ表彰
馬県ノ善行者ヲ表彰スルコトトセリ創立以来五十年継続ノ会員ヲ腔

スルモノ其ノーナリ今回︿東京府︑神奈川県︑埼玉県︑千葉県及群
表スルノ其ノニナリ特別功労者二対シ感謝式ヲ行上服部副会長ヲ始

され︑国家の興隆は国民道徳の振興にありと︑道義第一主義の下に

ります︒この時に当って︑会祖西村先生には国家の前途を深く憂慮

立ち︑道徳の寄り所を考究すべく︑同志と共に修身学社を創立し︑

所は千差万別で︑国民はその是非進退に迷う状態に置かれたのであ

感謝式ヲ行上感謝状並二記念品ヲ呈スルモノ其ノ四ナリ其ノ他修身

メ三十三人二対シテ感謝状並二記念品ヲ呈スル︿其ノ三ナリ十箇年

作興部ヲ設置シ修身教育参考ヲ発刊スルヲ以テ其ノ五トナシ更二修

初めて国民の啓蒙運動を起されたのであります︒これ実に明治九年

以上勤続ノ本会役員職員及上之二準スル功労者二対シテモ亦同シク

養宝典及西村先生道徳問答ノ刊行頒布ヲ以テ其ノ六トナス何レモ記

三月でありまして今より八十年前のことで御座います︒

爾来日本弘道会と改称されましたけれども︑一貫してその趣旨を

念事業トシテ肌力今次記念式二意義アラシメ全会員卜共二其ノ慶ヲ
頒ツコトヲ得︿本会ノ幸上之二過キルモノナシ
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げて経済︑軍備に関心を深くする時︑別に﹁道義立国﹂を唱えて︑

顧みればいまを去る百年前︑わが国が封建体制を捨てて︑国を挙

国家の興隆も国民の幸福も︑乃至は世界の和平も︑これなくしては

相受け相継いで今日に及び︑この慶びを迎えたのであります︒思へ
の精神を体して︑一意斯道の振興に尽力せられた幾多先輩方の賜で

ばこれは全く会祖西村先生の余徳でありますと同時に︑またよくそ

西村茂樹先生であります︒爾来九十年︒国民は数多の事実の中に︑

所期し得ざる所以を力設し︑晩生を啓蒙運動に捧げられたのは我が

多くの試錬銀苦を喫し︑内外の事情の明達の先生を以ってしても︑

ありまして︑今更に感謝に堪へない所で御座います︒本会が並に記
て尽力された功労者の方々を表彰致しますのも︑趣旨とする所は︑

念事業として西村茂樹先生語録を刊行し︑また六十年以上会員とし

恐らくは予期せられざりしほどの変化を来たしたと思います︒

って今日に至ったのであります︒これ︑幾多の先輩の努力の賜であ

この間︑先生を失って既に六十年なるに︑本会は先生の遺業を守

それら高恩の万一にも報じたいものとの微意に外ならないので御座

世に歴史は繰返すと申しますが︑終戦後の今日︑新日本建設下の

風との魅力に成るものであります︒

りますが︑遡っては先生の思想の合理性に実証性と︑また先生の徳

います︒

状態を観まするに︑道義は極に廃れ︑またその寄り所を失って徒に

及び民族共栄の新時代の建設に微力を尽したく期するものでありま

れわれは先生の遺訓を体して︑国家品位の向上︑民族文化の充実︑

いまや︑戦後の混乱を経て︑民心も何物かを求めんとする時︑わ

混乱を重ねつつあることは︑恰も明治維新早を西村先生によって本
かようにして往時を想ひ今日の現状を考へまする時︑私達この遺業

会が創立された当時と全く相似たるの感を禁じ得ないのであります︒
を継ぎます者として︑如何にその使命が重大であるかを痛感するば

昭和四十一年十一月六日

日本弘道会会長酒井忠正

来賓諸賢の御鞭捷と会員諸君の御蒋励とを希う次第であります︒

ここに九十年の歩象を追懐し将来に向って一段と努力を醤いたく︑

えません︒

本日は︑多数来賓各位︑及び会員諸君を迎えてまことに感激に堪

す︒

糞くは本日八十周年記念式を挙和て︑この慶びを共に致しますと

かりで御座います︒

同時に︑これを一大劃期として︑皆様方と今後一層の力を弘道の為
めに捧げ︑川かなりと国家の隆昌に寄与する所ありたいものと念じ
式辞と致します︒

社団法人日本弘道会を長酒井忠正

︑昭和三十一年十一月五日

創立九十周年記念式式辞︵野口副会長代読︶
本日︑日本弘道会創立九十周年の記念の式典を行いますことは︑
本会の喜びとするところであります︒

ノ

ＴＬ

︑Ｏ

︑

／１︑

翁小伝︵六︶
八日本弘道会の現在と将来Ｖ

さて︑昭和五○年代における日本弘道会の現状はどうで
会員数は︑昭和五一年七月現在で二二○○名だという︒

あろうか︒

但し︑そのうちに評議員二八名と特別会員の一二二名が含

哲史

五号から﹃弘道﹄と改称し︑今日に及んでいる︒だいたい

﹃日本弘道叢記﹄という名称であったが︑同年七月の一三

機関誌﹃弘道﹄は︑明治三六年六月の一三四号までは︑

明治三三年に﹃自識録﹄︑明治三六年に﹃続自識録﹄﹃儒門

明治二八年に﹃徳学講義﹄一○巻︑明治二九年に﹃国民訓﹂︑

第一輯︑明治四五年の﹃泊翁叢書﹄第二輯を中心として︑

月刊で通して来たが︑昭和四七年五

八月号をもって通算八六三

号を数える︒九○○号に達するまでには︑現在の隔月刊を

隔月刊となり︑昭和五一年七

つづける限り︑あと六年かかる見込みである︒

しかし︑この類の雑誌としては歴史が古く︑一年一○冊

の研究﹄︵寛克彦述︶︑昭和八年に﹃泊翁西村茂樹伝﹄二巻︑

大正三年に﹃時局と国民の覚悟﹄︑大正五年に﹃我が国体

昭和一六年に﹃弘道要義﹄︑昭和三一年に﹃西村茂樹先生語

録﹄などを次つぎに出版した︒また︑日本弘道会有志青年

わが国における比較的号数の多い雑誌を拾ってみれば︑昭

などがあった︒

出版以外の事業としては︑大正六年に旧弘道会館︵大正一

部より発行されたものに暴誌玉の御声﹂﹃泊翁西村先生﹄

刊行として計算すれば︑実に八六年分もある︒参考のため︑

講話﹄︑昭和三六年に﹃記憶録﹄などの泊翁著作のほか︑

精言﹄︑明治三八年に﹃往事録﹄︑昭和一三年に﹃道徳教育

はいろいろな出版活動をした︒明治四二年の﹃泊翁叢書﹄

﹃弘道﹄誌の定期刊行以外にも︑日本弘道会は︑以前に

に達している︒

﹃思想﹄は六二六号︑昭和二年創刊の﹃理想﹄は五一九号

正五年創刊の﹃哲学研究﹄は五三○号︑大正一○年創刊の

川

六月の八三八号から

まれる︒

古
和五一年八月号をもって︑明治二○年創刊の﹃中央公論﹄

は一○七三号︑明治三七年創刊の﹃新潮﹄は八五八号︑大
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泊

二年の震火災で焼失︶︑昭和七年に現弘道会館を落成せしめ︑

この会館には事務局のほか図書室も設けられ︑会員の閲覧
に供した時代もあった︒現在は︑一階の事務局と地下室の
会議室︑三階の書庫のほかは貸室として平凡社など数社に
地には数年前までアパートが建っていたが︑老朽して取り

利用されており︑会館の場所に隣接する一八○坪余の所有
はらわれ︑今は貸ガレージになっている︒会員のおさめる
会費のほかに収入源のない会の財政にこれらの寄与すると
ころは大きく︑これを用意した先覚者の明は永久に記憶さ

旧弘道会館を利用して︑大正二年には専門学校に準ず

社会道徳薯漕嘩豊

哲学及哲学思潮木学院幹事

社会学概論東京帝国大学助教授

東京帝国大学助教授

宗教学概論文学博士

心理学概論能率研究所長

法律及法律思潮内務宿諜傑局保安課長

社会教育概論文部省社会教育課長
社会事業概論内務有社会局保護課長

弁論法東洋大学教授

第二学期

新聞と文化東京帝国大学講師

文学博士

東京帝国大学教授

社会道徳唾風増感蕊
社会政策鋤榊莞鯉舞
社会教育史

社会事業史本学院幹事

犯罪間胆︵馨察と社会剛迦︶法学博士

東京帝国大学教授

経済学概論法学博士

釈放者保護巣鴨刑務所教務主任

青年教化東京市社会局社会教育課長
救貧及防貧前東京市社会局保護課長

児童保護東京府社会課嘱託

変態心理静察諦習所教授

第三学期

村田波田井津山OJ井田

野藤EB尾原野田藤山田

佐藤寛

小加怖小石J二戸加谷吉

労働問題内赫宥社会局労働課長 天 宅 敬

農業問題雫漕峰塁
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れなくてはなるまい︒

る社会教化学院を開設した︒その目的は﹁社会問題ノ一般
知識ヲ普及し︑社会教科事業に従事セントスル男女二︑必
要ナル知識ヲ習得セシメ︑且シ社会教育家社会事業家トシ
テ︑優秀ナル人格ヲ養成スル﹂ことに在り︑修業年限は夜
学一カ年で︑入学資格は中等学校︵男女︶卒業程度以上の
者︑もしくは社会教育および社会事業に従事する者であっ
た︒さいしょの募集人員は四○名で︑四月より七月までを
第一学期︑九月より十二月までを第二学期︑一月より三月
までを第三学期とし︑各学科は一週二時間づつで一学期の
期間に終了することになっていた︒第一学期から第三学期
第一学期

までの開講課目と講師の類ぶれは次のとおりであった︒

秀Iﾘ'1次範次陽貞玄恵熊

峡量雄郎宏茂進林樹享致

雄堂郎治郎一三智林次

次次

古真義太慧恵作静

哲

愛 雅

*武難池武松河谷春永吉

薙零嘩農石原

社会衛生修
婦人教化処女会中央部幹事増子懐永

休養問題と民衆娯楽文部省学芸官中田俊造

隣保事業今ヤナ学園長長谷川良信
姉東京帝麺大学付癖図書館髪和田万吉

児童感化事業中央社会事業協会主事杵淵義房
図書館管理法

政治及政治思潮内務省地方局財務課長田中広太郎

蕊凧諦社峰局塞矢吹慶輝

儒教概説竣夙窄嘩塁宇野哲人
宗教問題と社会問題

夏季には︑夏季講習会︵明治三九年以降︶︑夏季巡回講演

が催おされた︒大正一○年には八月一日より一○日まで十

た︒

日間︑夜間三時間宛︑左のプログラムで夏季講習会があっ
日本教育史
翠記竣凧漕峰製春山作樹
倫理学雪誕甲東京高等師範教授友枝高彦
国民道徳霊圭卵日文部省督学官森岡常蔵
︻科外講演︼

東洋文化史上より観たる朝鮮役︵四日︶

文学博士中村勝麻呂
国際聯盟に就て︵七日︶外務省参事官杉村陽太郎
夏季巡回講演は︑夏休みを利用して︑二県あるいは三県
にわたり︑弘道会関係者を講師として国民道徳の普及徹底
を計るとともに弘道会の主旨を宣伝しようとしたもので︑

昭和二年夏には山口県を吉田熊次博士︑茨城県を春山作樹

博士が講師となり出張している︒

女子のためには︑大正一○年以降日本弘道会女子無料夜

学部が設けられ︑大正一五年以降女子修養講座が開かれた︒

日本弘道会女子無料夜学部は婦人の徳性を酒養し︑兼ね

て簡易な学術技芸を授けるのを目的とし︑教科目は修身・

国語︵作文習字︶・算術・裁縫︑授業日は毎週火曜と木曜と

女子修養講座は︑毎月第二︑第四土曜の午後二時より同

の午後七時より二時間をあて︑修業期限は三カ月であった︒

四時半まで︑約一カ年約二四回の予定で開催されたもので︑

さいしょの講師は日本弘道会講師辻村靖子女史で︑講本は

目﹃論語﹄︑︒﹃源氏物語﹄となっていた︒明治年間より

毎月開催されていた男子の修養会にならったものと思われ
号は︑

るが︑明治四四年七月の修養会について︑﹃弘道﹄二三四

なれど講義の進行上殊に之を開く︑出席者十六名︑松平主幹伯︑

七月二日︵第一日曜︶修養会を開く︑毎年七八両月は休会の例

徳川伯︑名倉︑小林道彦︑寺本︑平塚︑小林正策︑石川二三造︑

にて午後一時より三時半に渉り︑上屋鳳州翁韓非子︵第九回︶五

草間︑小沢︑矢田︑上野︑石川小一郎︑岡崎︑足立︑伏見諸氏

議租鋤琴鋤必講延あり︑一章一句方今の時勢に尤も適切痛快を極

に就て泊翁先生の遺稿に付最も有益なる演説あり︑又泊翁先生

め︑聴者をして快哉を呼ぱしむ︑次に松平伯爵起て品性の陶冶

の治心十項を紹介せらる︑夫より随意談話に移り黄昏散会せり
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という報告の一記事を掲載している︒昭和一二年以降の国民

修養講座は︑右の修養会のあとを引きつぎ︑女子修養講座
に対する催しであったであろう︒

日本弘道会は︑また︑各地の災害・凶作に対する義損金

有功者表彰

要髄朗読理亦平塚碓鳩

祝辞各支会代表者および個人会員

ならびに会計決算の報告があった︒時すでに午時に達した

という次第で式があり︑ついで平塚理事より四三年度会務

副会長土方恕平

答辞会員総代山形県飽海支会

の震災にまで及んでいる︒日露戦争終結後の明治三九年に

の募集をおこない︑明治三九年の如きはサンフランシスコ
は旅順忠魂碑建設義惰金募集に協力し︑明治四四年には故

よび建議案数件を議了して︑午後七時散会︒

ので休憩にはいり︑午後一時より再開︑四四年度の予算お

その他︑昭和三年以降は善行者の表彰をおこない︑昭和

副会長南摩先生記念資金募集もおこなった︒﹂

づき︑なお出演申込糸があったが正午になったので休憩に

第二日目は午前九時間会︑一三人の会員による演説がつ

なお︑日本弘道会は明治二八年の第一回総菜会以来︑侮

一六年の第六次にまで及んだ︒

開会の辞会長伯爵徳川達孝

演会がおこなわれた︒

はいった︒午後一時より午後八時まで次のプログラムで講

なものであったらしい︒明治四四年の第一二回総会のごと

年総会を附いて現在に及んでいるが︑以前はなかなか盛大
き︑四月一日より始まり︑四月五日までつづいている︒

大義名分に就て評議員内田周平

弘道会諸君に望む協賛会瓜文学博士中島力造

孔夫子協賛会員文学博士服部宇之吉

第一日目の四月一日は︑天気陰暗︑北風寒くして膚を刺
したが︑午前九時までに︑会場の東京市飯田町五丁目国学

にある会祖先生墓所参拝︒午後は平塚理事が会員を案内し

第四日目︑午前中当時の本郷区駒込千駄木林町の養源寺

名を超え︑午後五時散会した︒

式を執行し︑そのあと会員懇親会があった︒来会者一五○

会祖西村泊翁先生祭典︑故副会長南摩羽峰先生などの年祭

第三日目は︑府下千駄ヶ谷町の評議員侯爵徳川頼倫邸で

院大学へ︑島根県松江支会長中村秀年︑会員清水広次を先
登に各地方代表者および個人会員が陸統として参集︒定刻
九時開会︑まず︑

開会の辞理邪平塚唯鳩

勅語捧読会長伯爵徳川達孝

戊申詔書捧読副会長子爵松平親信

式辞会長伯爵徳川達孝
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第五日目︑午後︑麻布区飯倉町徳川侯爵邸内の南葵文庫

て府下滝ノ川村西ヶ原農事試験所を巡覧した︒

右のような日程で総会を終わっているが︑明治四四年五

を観覧し︑日没時解散した︒
月の﹃弘道﹄二三○号には﹁第十二回総会決議要項﹂として︑
一本会の主旨を普及し︑事業の発展を図ること
一一新思潮に注意し︑危険なる注義を排除し穏健なる思想を養成
すること

三大義名分を明かにし︑我が国体を擁護するは本会創立以来の

に於て厳密なる注意をなすこと

ものあるが故に︑思想未熟なる青年男女にありては︑其監督者

以上のように︑かつての日の日本弘道会の事業は︑地味

の以上八項が広告されている︒

毎月一回雑誌﹁弘道﹂を発行し道徳の普及を期し︑

道徳の講究閲明を期す

﹁日本弘道会事業概要﹂として

ながら多方面に及んでいた︒それを︑﹃弘道﹂二三三号に

道徳講究

特に女子部を設け︑婦人会員の為めの講演を開き︑

斯道研究の資に供す

雑誌発行
女徳修養

護︑衛生等︑賢母良妻たるに必要なる講話を掲げ︑

本会雑誌﹁弘道﹂に於て女徳︑家政︑児童保育︑看

大方針なり︑其の主旨は本会の雑誌若くは講演に於て之を発
揮し︑正確なる古今の諸説を編集し︑以て忠孝の動かすべから

家庭教育の資料に供す

本会の必要又は地方の要求に応じ︑講師を派適し斯

常集会を開き︑道徳の講演及び講話をなす

道の興隆を謀る
道義講演

国民の精神修養に必要なる学術を講習す

道徳に関する諸般の事項を調査す

巡回講話

ざる所以を剛明し︑之を世に公にすること
四国民性を酒養し︑特に青年をして健全に発達せしむること
五文部当局の国民道徳振興に関する方法手段未だ十分ならず︑
し︑此の如きは聖旨普及の方針を誤る虞れあり︑宜しく実行方

道徳調査

為に人心日に月に堕落腐敗に瀕し正路に就くを知らざる者多
法に就き︑当局者に建議し︑其注意を促すこと

臨時講習
図書印行

興風正俗

道徳に関する図書を蒐集し︑斯道研究の資に供す

道徳に関する書籍を臨時編纂刊行す

道徳上有益なる先哲の図書を印行す

徳風を振興し︑汚俗を矯正せんことを期す

六上中流者の箸修淫蕩侶徹等を戒め︑大に社会の制裁を作るこ

書籍編纂

と

に対し殊に本会の主旨を鼓吹し︑之を教化して︑其進路を誤ら

弘道文庫

支会設置

善行表彰

支会を各府県を通じ認許せし者既に百五十一個に及

善行者を表彰し︑其功績を顕揚す

七国民全体に向ひ︑道徳振興を図るは勿論なりと雌も︑下層の者
ざらしむること
与へ︑又出版物講演会等にありても︑まま不穏の説を流布する

八家庭の読ゑ物は父兄に於て穏健なるものを選みて其の子女に
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とまとめて示している︒これは︑会祖没後一○年を経た明

が意味していると思われる教育勅語は︑終戦とともにその

ところ︑じゅうぶんに応えていない︒﹁天皇陛下の勅語﹂

治四四年の段階でのことであったが︑その後の大正・昭和

精神は︑なお生かされ︑参考とさるべき価値をもっている︒

生命を失なったが︑﹁泊翁佳言﹂で紹介したような泊翁の

び津北海道︑台湾︑朝鮮にも各一個の設あり

の年代になっても︑これ以上の事業の拡大・展開はなかっ
たようで︑昭和五○年代の現在でも︑﹃弘道﹄誌の発行と︑

けてはならないのである︒︵本会評議員亜細亜大教授︶

したがって︑日本弘道会もいたずらに冬眠をむさぼりつづ

の会員総会と会祖墓所参拝がくりかえされているだけであ

或は攻撃し或は藷謡する者あらんことは勢の当に然るべき

可否を論ずる者なしと雌も︑若し後年勢力漸く増すときは︑

んや︒現今本会は社会に対して勢力尚微なれば未だ世人の

こと此の如し︒学者安んぞ奮発興励して事に従はざるべけ

を免かれざるくし︒本邦が学問考究の為めに大便利を得る

たるか又は固肥寡聞の学たるか︑口耳浅薄の学たることか

て其便利を乗るのみならず︑到底学問上に於て欧洲の奴隷

国に採るのみにて自得の工夫を欠くときは︑便利の地に居

を或る一部に局して普く世界に及ぼさ型るか︑又は博く他

為の如くして選択取捨の活川を欠くか︑又は取る所の学域

為すに難からざる所なり︑若し唯他を棋倣すること渡狼の

︵八・ヘージよりつづく︶

ときたま開催される本部・支会の講演会︑それに毎年一回
る︒昭和五一年の秋には日本弘道会創立一○○年記念の行
事が予定されているが︑久しい冬眠状態から脱出する機会
としたいものである︒﹃道徳教育講話﹄の終末に近く︑泊
﹁．：哲学の道理上から来るものでないと︑人心を服さする事は

翁は

しむる事は出来ぬ︑必らず遠からずさう云ふものが起るだらう

出来ない︑昔のような怪誕不稽な事では是からの人間を信じせ
と思ふ︒拙者杯は宗教に代りても代らぬでも構はい︒日本弘道
会は天皇陛下の勅語を実行するのであるが︑此会が百年も維持
すれば盛になると思ふ︒私のやうな老人は仕方がないが︑若い
人にやって貰って其若い人が年を取て︑又次の若い人の時代に
なって盛んになるだらうと恩ふ︒我国の教の永遠の事を考へる

という︑予言めいたことばをのこしている︒日本弘道会は︑

所なり︒其攻撃蓋誇に堪へて斯道を弘むるは諸君が奮勉の

と︑此事は深く御注意を凧はねばならぬ﹂

しかに会祖の期待にそむかなかったといえるであろう︒し

力に在るのみ︒諸君勉レ旅︒

創設されて以来﹁百年も維持﹂できたという意味では︑た
かし︑﹁盛になると思ふ﹂という会祖の期待には︑正直な
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i
i

に接した︒一週間前宮中での拝賀の時︑御

った︒その結果五月の総会で私は下村氏の

会いした直後であったから耳を疑う位であ

訪を受けた︒その用件の一つに︑元文部省

学に転任して間も無い頃︑下村寿一氏の来

昭和二十四年六月︑私がお茶の水女子大

確定してくれた︒それには亡くなる日迄凡

佃氏の私金と会の公金とを算出し︑帳尻を

利きの専門家二人を寄越され︑二日位で割

た︒経理の方も監事石坂泰三氏が東芝の腕

員が来て︑半日係りで開け方を捜してくれ

の主張が通って解決した︒そして老朽ァ・ハ

とがあった︒訴訟にまでなったが︑大体会

評議員及び渡辺主事以下職員の苦心と努力

問に取組まれた鶴岡理事︑弁護士大島正義

立退き問題があった︒之には進んで此の難

その後の主な事件としては︑アパートの

その年の五月の通常総会で私が選ばれた︒

日本弘道会との出会い

会長酒井氏もそれから間もなく脳症で︑

後を承けることになった︒

殊に言語障害で長い療養生活に入られた︒

忠正氏となった︒

昭和三十三年十月三十日︑庶務会計を一

た︒従って本会は新会長を迎えねばならず︑

に居た沢田源一氏と一緒に︑本会の理事に

帳面に公簿を整理してあった御蔭で︑割田

ートを取殴し︑現在は駐車場として︑ゆっ

理事間で種を協議し︑多少の経緯はあった

なって欲しいと云う要望があった︒下村氏

氏の清潔な人柄を改めて敬服した︒そして

で家族は無く︑本会のアパートの一室に寓

は大正八年︑私が学窓を出て文部省に入っ

金庫のこと︑経理のこと専門家の能力と勘

るよりも皆で後援するからとのことで遂に

た時の秘書課長︑沢田氏はその時配属され

くり恒久策を考える態勢にある︒

が︑結局昔と異なり︑他から大物を物色す

た専門学務局第二課の課長であった︒つま

のよさとには驚かされた︒その歳の暮迄︑

していた︒金庫は開かないし︑経理は判ら

り両氏は私の公生活第一歩の時からの恩人

翌年から後任の大杉氏に引渡した︒

私が毎日出勤して︑主事の代行をつとめ︑

が︑大杉氏亡くなって渡辺現主事を迎え︑

る︒︵本会を長︶

思う時︑身の引緊るを禁じ得ない次第であ

て大任を汚し︑今年は創立百年を迎えるを

顧れば因縁とは云いながら非徳の身を以

であり︑爾来長く兄事し又親交を受けた関

そして昭和四十年一月九日下村副会長の計

それからしばらくは本会も無事であった

ったが︑間も無く亡くなられ︑後任は酒井

社団法人日本弘道会なるものを此の時始め

係上︑承けざるを得なかった︒私としては

ぬし︑本当に当惑したが︑金庫製造元の職

そして昭和四十六年二月十七日に他界され

峰勇明

人で切盛りしていた主事割田斧二氏が︑脳

香正

溢血で急逝する椿事が発生した︒氏は独身

橋辺口

て知った位である︒会長は堀田正恒氏であ
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石渡野

がご講害初めにご進識の唐の杜佑の通典の

新会員を勧誘したからであろうか︑割田斧

の米国の占領政策によって︑学校における

った︒私は僻越とは思いながら︑﹁敗戦後

日本国民として必須の日本地理︑歴史の教

二主事から︑突然私に答辞をとの指名があ

出の種である︒博士が西村会祖の懇望で本

難解な﹁立Ｆの義﹂について本校と支会の

会幹事として勤務され︑千葉中五年間寮の

いた教育勅語の廃止︑半可通の民主を義の

科時間の削減︑国民道徳の根本理念として

例会で紹介の大役を仰せつかったのも思い

自修室で仰いだ特徴ある屍額﹁敬義寮﹂の

下さった木専安水秋田女師長とともに秋田

であった︒私を漢文科教員として椎臆して

友秋田銘醸の専務京野正樹農博が湯沢市の

長が能代山本支会長︑小出孝三評議員の親

会員を励ましてい︑また渡部文雄朴瀬小校

で京大で学位を採り特別会員として同地で

る﹂旨を申上げて責をふさぐ︒こえて昭和

高揚のため微力ながら努力を致す覚悟であ

会長初め︑諸先生のご指導に待って道義の

創立された遺命に応え︑本会の要領に則り︑

肌に心酔の結果国民道徳の衰退を深憂して

達は会祖西村先生が明治９年国民が西欧文

拙行等炎から︑識者は現下の国民道徳の低

筆者が周易通で名高い漢学者ｌ東京帝大

駅から千秋公園側の下宿先館岡養蔵氏宅へ

幹部をあげての支会結成︑とりわけ故川村

教授根本通明博士で木県刈和野の出身であ

一︑秋田で本会に入会

ご案内の途中和田喜八郎秋田師長が﹁君は

宗嗣秋田支会長が標示の﹁会祖西村茂樹先

弘年４月恥日市原郡鶴舞︵現市原市︶の市

おける本会の使命は極めて亜大である︒私

千葉だから日本弘道会に入会し給え﹂と命

生お手植﹂の松が千秋公園の八幡神社側に

て︑大島四郎校長︑加藤快天同校教諭︑石

原女子高校の校長室に大杉謹一主事を迎え

下を大いに心州している︒かかる状況下に

令とも勧めともつかぬお言葉から始まった

明治訓年加月から八十年を経た今日愈常磐

井清松︑鎗田寿長南︑浅沼四郎平三両中校

々たる大論文﹁中国古典解釈史・挑晋篇﹂

のである︒お恥しいことながら斯文会の委

の緑を加えているなど︑私の在秋十五年に

り︑教え子の加孤栄治北海道芸大教授が堂

員だった私には弘道会は未知無縁のものだ

及んだのも︑右の数々の秋田師範並びに会

私の本会の入会は忘れもしない昭和５年

ったのである︒思えば早くも四十七年の昔

祖との浅からぬ因縁があったからではある

４Ⅱ６日︑秋田県師範学校に赴任した当川

になる︒和田校長は曾ては清国政府からの

郡会員の支会結成を協議︒会長に私︑副会

長︑水上村収入役大田進等と長生︑市原両

三︑本会主事に就任

のであった︒今日の白葉支会の誕生である︒

長に大島校長︑評議員︑幹事等を決定した

招聡で成都師範学校長であられたというだ

昭和銅年５月幻日の本会第弱回通常総会

二︑白葉支会の結成

まいか︒

後日︑本校出身だけで京都帝大教授として

の酒井忠正会長の式辞中に私が五十名程の

を続けている秋田支会長だったのである︒

けあって漢学の造詣も深く毎月活発な例会

東洋史学で令名を調われた内藤虎次郎博士
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大杉両主事逝去後の三人目なので特に宜し

初の春山治部左衛門共立社社長に﹁割田

こにもお出ででない︒氏は奇特にも妃年に

丹塗の大鼓橋を渡って社務所へ伺ったがこ

昭和謁年３月１日も忘れえない日である︒

前日︑下村寿一副会長から﹁大杉死ス明日

つどいの広場を提供して︑彼等から信頼さ

﹁太宰府の菅廟に詣でて﹂と小山作之助東

木本満権禰宜に︑西村会祖ご自慢の新体詩

天満宮崇敬会を作って東南アジア留学生に

る︒この間︑鍋年７月に友納知事の提唱で

京音楽学校教授作曲の曲譜とを神前に奉納

く﹂と挨拶したら﹁そんなことを言う奴は

会祖が千葉県の十二偉人の選に入り山谷銚

三時来会サレタシ﹂との電報である︒大杉

野口明理事が﹁主事の後任を引請けて下さ

一画伯の肖像画が県庁正面ロビーに掲げら

になるので︑有田着の時刻と本社に今到着

方を願い︑今夜の有田支会の臨時総会が気

れている︒期待していたそれと金ヶ江氏の

らぬか︑酒井忠正会長︑繁田武平理事とも

れたこと︑同年４月木下一雄都教委長︑稲

の旨を金ヶ江氏に連絡方を依頼する︒手分

死なないよ﹂と笑いとばされる︒こうして

相談して決めたのだからぜひ﹂にとの仰せ

村坦元都文化財専委︑下村副会長らのご協

けまでして私を探しておられて︑博多駅か

主事には就任以来ご指導を頂いているのだ

である︒﹁晴天のへきれき﹂とは正にこの

力によって墓地養源寺の門前に﹁都史跡安

らかけつけられた金ヶ江氏服巻秘書と昇殿

連絡について伺えなかったのは残念だった︒

ことである︒私は閑地に居るものの茅屋が

井息軒墓同西村茂樹墓﹂と師弟肩を並べて

参拝して西村会祖の熱烈な崇敬を申上げ本

対して今後一段のご鞭健を願いたいのであ

あり︑通勤三時間では無理である︒大学で

の六尺材の標石が建立されたことは漢学の

早くも十二年になる︒依然たる微力不敏に

倫理を担当︑詩文をよくし︑画筆もとり︑

末弟としても喜びに堪えない︒本当に有難

ると死亡通知書をかいておられた下村氏と

日本サッカーの草分など︑多芸多才の大杉

会の発展をお祈りする︒名高い飛梅は花に

が︑それにしてもといぶかりながら参上す

主事の後任など身に余る大任で︑途方もな

いことであった︒

すまでもなく本社の祭神は菅原道真公で宇

間があるので大樟の樹下で記念の写真︒申

い見当違なことは乏しさを知る自分が一番

昭和別年１月酪日午後零時如分︑追分遅

四︑太宰府の菅廟に詣でて

﹁アパート泊りで四日でもよい︒会誌の

分っている積りである﹂とてお断りした︒

して全国的に親まれ︑わけても入学祈願で

終えたのであるが︑今も学問の神天神様と

して︑遠くこの配所において悲運の生涯を
支会長のお姿が見えない︒遅れたために︑

押すな押すなの盛況は周知のこと︑西村会

多天皇のご信任の極めて厚かったことが禍

ご案内下さるという太宰府の天満宮でお待

祖が偉人︑賢哲の中︑楠公︑赤穂義士への

れた日航ジャンボ機緬便で福岡空港に降り

今一人坊さんでも入れようと思っている﹂

ちかも知れないと博多駅へのタクシーの方

立つ︒お出迎え下さる金ヶ江三郎雅綱有田

とのこと︒死馬の骨を買うという故事もあ

向を途中からかえて同社に急ぐ︒菅公から

敬慕もさることながら︑特に菅公に対して

は出来るだけ手伝いもし相談にも与るが︑

るので︑家族とも相談して︑ついに本職が

三十八代目という西高辻信貞宮司のお宅へ︒

発行︑出納などで大したことはない︒初め

であった︒

見付かるまでお手伝いをすることにしたの
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会の西村茂樹全集の刊行︑百年記念行事︑

稿ご持参の古川哲史評議員を交えて話は本

について関係官庁との打合わせで上京の市

評議員と私に感激をもって語られたのは

佐倉での行事にも及んだ︒市に泊翁西村茂

長は市会議員で同対策委員会会長真野真道

﹃﹁健康法﹂寄贈のお礼に元住友金属鉱業専

樹伝等を呈上し︑市長は特別会員としての

た︒西村氏にお伝えしたところ即刻ご快諾っ

務浮旧孝家氏と同道西村邸を訪問した︒京

は七言絶句の菅公︑拝北野洞有作︑太宰府

中に満腔の同情を寄せているのである︒木

都の氏の家と私の家はすぐ近くで︑画家に

ご協力を快諾されたのであった︒

氏︑渡貫博孝社教課長と来会︒たまたま原

本氏もこれに感激︑祭神の刊行書や社側の

なった私の兄とは幼な友達で︑西村氏が今

四十九年没後七十四年に当り︑会祖当年の

したそのお礼で︑たまたまお出の古川哲史

古香庵で神酒︑独特の山菜料理を頂くなど

日西村会祖の養係となっていて︑しかも今

和魂瀧洋才の学徳の偉大さは周知のことな

本会の役員会の折︑持参された同書を郵送

異例の歓待に浴したのも︑偏に菅公会祖の

年本会創立百周年に当るのだということが

がら︑二三の前記に明かなようにこれらの

が︑十六歳の時すでに﹁読寛平遺戒﹂の文

両公が一千年を隔てての感応冥加の致すと

分ったのである︒この奇縁は全く西村会祖

奇遇奇縁は﹁天地を自在に淵歩される﹂会

等に悲憤懐慨の感懐が溢れているのである

ころとただただ一同感無欣であった︒特に

冥利の黙契によるものとしか考えられない︒

元日清飼料常務加藤嘉三郎氏が本会の趣
旨に賛成して終身会員として入会された︒

本年本会の釧立百周年︑西村会祖生誕百

本会の創立百川年に当ってのこととて︒

微力ながら私も何等か本会のお役に立てば

ることに驚くのである︒︵本会主事︶

祖冥灸の神慮ともいうべきものの実証であ

小山作之助作曲

西村茂樹作歌

太宰︐府の菅廟に詣でて

恩賜御衣拝二余香一

星砺積りて一千年
部府楼あれて通もなし
朽ちぬは神の威徳にて
娩々たる神殿影高し
神の御前に額づけば
心に通ふむかしの跡

忠愛の誠肺脈に溢る
尊くもあり哀しくもあり
軒端に近き四王子山
観音寺の鐘松を隔てて間こゆ
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五︑加藤嘉三郎氏入会

がら声高に訴えられたのであった︒︑

幸と思ってのことである﹄と眼を輝かしな

は今年５月理日飛鳥山での竜門社の総会に

去る７月迦日のことである︒氏と私の出会

六︑菊間佐倉市長のご協力
去る５月ｒ日千葉県東部支会総会からの

始まる︒吉岡良信前竜門社事務局長にご寄
稿の本誌第川︵別年４月︶号と氏のご希望

長を訪問︒市長は会柵の出身地だけに関心

帰途︑河野安喜氏と同道︑菊間健夫佐倉市
が深く神田で求めていたという﹁泊翁西村

て﹂を差上げるとたまたま隣の席におられ
た氏が西村氏の同書をしげしげとご覧にな

先生﹂を示されて今後の顕彰方についてご

で西村幸二郎監事の﹁他脹法と長寿につい

り︑﹃非売品とあるが︑何とかならないだろ

った待望のこの快挙が創立百年記念にまた

協力ありたいという︒今日まで果しえなか
一つ加わったのであった︒こえて８月４日

うか︒高齢の私はこの問題について特に関

今回同市に建設される国立民俗歴史博物館

心を持ち今日の講演が柳田誠二郎氏の﹁論
めに︑来会したのである﹄というのであっ

語と静座﹂という健康問題なので拝聴のた

￨

創立百周年を
一
一

迎えて

石橋香峰

導され︑やがて教育勅語換発の気運に続か

弊風に感染を患いて︑道徳啓発の大義を唱

会祖は古来の道義を失墜︑良風美俗を破り︑

国の上層部が西洋思想に心酔傾向の頃︑

今思ひ出される︒

は︑弘道以外に見当らぬ﹄と云はれた事が

郎翁の紹介による︒﹃青年の読む可き雑誌

入会は大正十二年の春で︑近隣の青柳瀬次

慶祝すべき偉業と称讃せねばならぬ︒私の

歴史は我が国精神面の一大誇として︑真に

旨を崩さず︑道義啓発に尽力された百年の

関係せし各先輩の協力で︑会祖の創立主

堀田正恒︑酒井忠正各会長に及ぶ︒

く継承して谷干城︑松平直亮︑徳川達孝︑

眼として日本弘道会を創設され︑これをよ

西村茂樹会祖が道義高揚︑国礎強固を主

I

有難い勅語も廃されて早くも三十年︑日

れたと有難く思うのである︒

の不足により︑誤った問題が数多く現われ︑

本列島改造策は言葉の象で︑今や精神浄化

演となり︑最初は会員の菅谷信夫氏︑二席

各小学校長等で︑数多い祝辞の披露後︑講

匝瑳︑栗源の各支会長︑郡内東部町村長︑

原税務所長︑小峰小見川警察分所長︑佐原︑

渡辺支会長︑三席随員の磯部武者五郎氏︑

結果を所々に見受けられる︒

最近報報道面は︑国の権力と主導の座に

れ︑会員外を含めての聴衆八百名の盛会で

最後会祖は﹃道徳の話﹄と題し大獅子Ⅲさ

長い間の歪が秋染重なり︑日本列島改悪の

あった前歴者が逮捕され︑県知事や町村級

東部支会の記念集会

あったと云ふ︒

迄が汚職事件を問われる世相等々︑眼を押
さえる様な事件︑実に嘆かはしい次第︑早
く立派な姿にと思ふものである︒

西村会祖の主旨に深く共鳴された渡辺操︑

施支会長の次代菅佐原源治郎支会長の時で

会を︑小見川農学校講堂に催す︒絵鳩︑布

昭和十七年四月五日創立五十周年式典の総

堀田正恒会長︑広江万治郎主事を迎へて︑

絵鳩伊之吉︑布施亀次郎の三氏は明治廿六

東部支会の創立

設置願を申請︑その十九日附を以て第三十

年十一月︑会員約五十名の総代として支会

り︑広江主事は﹃大東亜戦争と国民結神の

ある︒表彰や物故会員追悼式後講演会に移

の頃なれば︑前日東京を出発途中一泊︑午

田部西雲寺に開く︒寺本支部長の後六代目

田斧二主事を迎えて︑昭和二七年四月四日

六十周年記念総会は︑酒井忠正会長︑割

刷新﹄と題し︑吉田静致博士は﹃大東亜戦

三番目の支会として認可され︑同廿七年八

前十時半人力車で到着となると云ふ︒総会

高木泰三氏の時である︒会員数は四百名︒

月廿六日小見徳星寺に創立発会式を行った︒

最初は役員の選任で︑初代支会長渡辺操︑

物故会員も九十八名︑この追悼回向を西雲

銘を深めた︒

副支会長絵鳩伊之吉︑幹事平野太十郎︑熱

寺良肇貫主導師として済ませ︑各遺族に日

争と肇国の理念﹄と題し二百名の聴衆は感

田格︑宮崎清太郎︑宮野昌平︑主計大八木

牌表装軸九十八本を贈った︒酒井会長︑割

宮中顧問官であった会祖は︑小見川警察分

佐助︑布旅亀次郎と決定支会発足となった︒

署全員の警護で会場到着と聞く︒交通不便

当日の来賓は太田香取郡長代理︑大久保佐
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へ 戸

後より八十周年行事に移る︒特に野口明会

十五日西雲寺に附く︒午前中総会を終り午

八十周年記念総会は︑昭和四十七年十月

であった︒

の懸念もあったが百二十八名の参集で盛会

田主事の祝辞訓話等を拝聴した︒天候不安

兼務の有様︑為めに集会の成紙は従前とは

故︑多くは送迎自動車を持つ大企業工場へ

が︑股村も耕作経営のみでは生活安定困難

呈尽力に酬いた︒会員数は四百五十余人だ

への感謝状へは野口会長揮墓の大色紙を贈

辞を享けた︒物故会員の追悼法要︑功労者

長︑渡辺正勇主事の臨場を頂き︑祝辞や訓

うのである︒

厳観︑奉仕糖神の向上に寄与発落の資と思

を推薦せしは︑孝道の振起奨励︑貞節の尊

よく仕へた掛巣徳次郎︑応後和明等の諸氏

に︑金親とめ︑更に永島豊を︑義僕として

同十五年五月十五日菅佐原とく︑亦渡辺く

節婦としては昭和三年四月廿二日池谷むめ︑

の所で前田子之助を︑親孝行の範として︑

松倉秋之助氏を惜しむ

育委員長等十五名︑会員も四十九名の計六

化は策された︒歴史地理と修身を教育面か

月敗れ︑無条件降伏し︑ここに日本の弱態

世界列国を敵とした戦争も昭和二十年八

教育勅語を忘れぬ様に

十四名なるは先づ盛会と見ねばならぬ訳で

ら停止を受け︑新憲法も勝者の側から押し

十年の長期に亘り︑多数の者から忘れられ

して畔らぬ人道の根源たる教育勅語を︑三

つつある状態︒為めに親に反抗するあり︑

付けられ︑古今に通じて謬らず︑中外に施

例として続行︒第二は同三十六年三月二十

兄弟朋友の不和︑学習勤労に精励を欠き︑

特殊事項としては︑昭和四十四年十月十九

は同四十二年七月什六日婦人部を結成︑そ

家の美風は程遠い︒明治大正の老人方々は

奉仕の念は薄く︑浄智啓発を欠き︑修身斉

として︑教育勅語を忘れぬ様︑日本弘道会

導師を自任︑昭和の後継者に﹃真理﹄の教

の三月六日野口副会長︑渡辺主事臨席発会
いては︑累代会長は皆此の支会総会へ足蹟

をお願い申す次第である︒丙辰八月二日稿

創立百周年を記念に︑後代の為め御骨折り

︵千葉鼎束部支会長︶

孝行︑節婦︑義僕の顕彰で︑古くは谷閣下
兵術を︑昭和十七年四月五日堀田閣下臨場

臨場の上明治州八年三月什二日︑高木三郎

を残されて居る︒第五は支会の誇りとする︑

式を挙げた︒第四は三代会長松平閣下を除

Ⅱ大杉主小を迎へての青年部の創立︒第三

日集会以来は︑教育勅語捧読と要領提嶋を

支会の特殊事項

ある︒

に止めたので︑町長︑教育委員長︑社会教

大いに異なる︒来賓も開催地附近のみ招待

渡辺正勇
本会評議員︑川越支会長の松倉秋之助
氏は去る八月十六日老衰のためご逝去︒
行年七十九歳︒葬儀は十八日午前八時自
宅で執行︒私は人権擁護関係代表の北村
博学氏に次いで本会の弔辞を捧げ生前の
ご尽力に深謝︒先日︑玉稿﹁ことだま﹂
をご送付されたばかりなのにこれが絶筆
となろうとは夢にも思い及ばぬことであ
った︒先年総会のことでお伺いしたとこ
ろ氏は屋敷内の矢場で稽古中であった︒
弓道半解の私は︑四十年前朝鮮平壌牡丹
台の弓場に掲げた額﹁観徳﹂射侯︑正鵠︑
・いだ事が思い出される︒氏は弓道によっ

君子之争などと古語を並べてご指導を仰
て心身の鍛練を秋み︑さらに座禅までさ
れて事件弁謹の公正を志向された︒この
透徹した弘道精神には敬服の外はない︒
氏は老後の望ましい生活は血の通った者
の温かい人情から生れる世話を強調され
た︒氏が父︵慶三郎︶子二代に亘る川越
名門の弁護士︑支会長であられただけに
本会並に支会︑川越地区に惜しい方であ

った︒︵本会主塀︶
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会祖西村先生は︑廃刀に反対されたそうだ︒これは何度も聴いた

けではないっ戦争がなくなることを︑どこの国の哲学者も宗教家も

芸術家も楯じていないのだＩ﹂とある︒

それは︑戦争は悪であるが︑なくなりそうもない︑という悲観論

めてくるかも知れないから︑ということになる︒これは宿命論だ︒

だ︒それなら︑昔ながらの軍備競争をやろう︒いつ外国の軍隊が攻

人間というものは戦争を続けて亡びる運命だ︑と眺めている︒戦争

人を殺すことを塔まざるものあらぱ︑すなわち天下の民︑皆首をひ

いまだ人を殺すことを塔︵たしな︶まざる者はあらざるなり︒もし

二千年前︑孟子は︑︵梁恵王章句上︶﹁今天下の人牧﹁支配者︶︑

をやめさせようとしても無理だ︑という︒

く厳しく生きなければならぬ︒武士の魂たる日本刀を腰にしていれ

きて之を望まん︒まことにかくのごとくならば︑民の之に帰するこ

ことだが︑武士道精神を失わないため︑にちがいない︒人間は正し

あらゆる困難や障害を克服し︑のり越えなければならぬ︒それには︑

と︑なお︑水の低くきにつきて柿然たるがごとし︒誰かよくこれを

ば︑いつでも堕落と戦う姿勢ができている︒生きるということは︑
常に良を磨きすまし︑心の賊を切りすてる必要がある︒ウソをつか

ふせがん﹂といった︒

ビスマルク以上のビスマルク主義者といわれた︒

ベルリン大学の歴史学教授トライチヶだ︒軍国主義を唱える点では︑

戦争讃美の哲学を主張した者が現われた︒最も有名なのがドイツは

これは徹底した不戦であり︑人命尊重主義だが︑これと正反対に

類が︑そういう支配者に憧れて︑やってくるだろう︑という︒

人を殺したくない︒戦争はしないという支配者が出れば︑世界人

ず︑誠心誠意︑義務に忠実であり︑その純粋さを欠き︑不正を為し
たと自覚した場合︑直ちに責任を負って謝罪することだ︒田中角栄
は︑﹁男は度胸︑女は愛きょう︑一度や二度監獄に行かなければ男
になれんよ︑と札束をポケットに突っこんだ﹂といわれている︒神
州清潔の民は︑どこに行ったのか︒

また︑西村会祖は︑日清戦争のあと︑中国から領土を取ってはな

ビスマルクは︑軍備を拡張して戦争に勝てば︑ドイツは世界一の

らぬ︑といわれた︒帝国主義・軍国主義に反対だったのだ︒

昭和五十一年六月二十一日の朝日新聞によると︑作家の石坂洋次

する外ない︒そのためには︑ジャーナリスト︑議員・学者たちも買

収した︒力は権利だ︒ビスマルクのいうことは皇帝の命令だ︒日本

強国になる︑と考えた︒議会が軍事予算を否決すれば︑議会を無視

よりも破壊が︑信頼よりもだまし合いの方が性に合っているのでは

イチケは︑

の伊藤博文は﹁自分は東洋の美公︵ビスマルク︶﹂といった︒トラ

郎氏が﹁老らくの記﹂の第十三回が出ている．それにば︑﹁ｌ動

ないだろうか︒イギリス︑フランス︑中国︑ソ連︑アメリカなどが

植物を殺して食べつづけている人間には︑平和よりも戦争が︑建設

原爆を保有しているのは︑特に︑それらの国々の国民性が残虐なわ
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﹁国家として巌高の義務は権力を維持するにある︒そのために使
われる︑あらゆる手段は正当化される︒ス・︿イもウソも買収も︒自

分は絶対にウソをいったことがない︑などいうのは坊主道徳にすぎ

ない．ｌそれで︑世界から戦争を追放しようとす為の峰︑難意味
であるの象ならず︑深刻な道徳否定だ︒もし戦争がなくなるならば︑

人間精神の美しさがなくなってしまう︒平和が続けば人間は利己主
義者になる︒残酷な戦争という妙薬が必要だ︒愛国の極は戦死であ
り︑それによって人間は神聖化される︒その犠牲があることによっ
て︑政党や議会や階級の争いもなくなる︒永久平和の理想は不正で
あり︑不道徳であり︑不可能を説くものだ︒永久平和を説く本は狂

ベトナム戦争は︑ベトナム人の民族的独立を妨害したとこブっに起

こった︒アメリカは共産主義勢力が勢力を伸ばす一﹂とを恐れて︑五

○万の兵を出し︑あらゆる兵器を使って住民を殺し︑都市と自然を

はソ連や中共から援助を受けるための看板だったのではないか︒

破壊したが︑その目的を達することはできなかった︒﹁共産主義﹂

アメリカは前世紀の末から︑帝国主義的に勢力を伸ばしはじめた︒

キュー簿ハにはじまるス︒へインとの戦争は︑ス・へイン領フィリピンに

も波及した︒一八九九︵明治三十二︶年の二月︑フィリピン人はア

メリカが自分たちに独立を認めないことを知ると︑エミリオ・アギ

ナルド将軍の指導のもとに武装蜂起した︒この年の末に表面上は鎮

政府を弾劾した︒有名な心理学者のウィリアム・ジェームズは︑ア

これに対してアメリカでは︑反帝国主義同盟が出来︑多くの人が

定されたが︑ゲリラ戦は︑それから三年も続いた︒

と自己犠牲だ︒国家が道徳的人格のように行動せねばならぬ︑とい

気の害だ︒軍隊は武装した国民であり︑最も大切なことは戦う喜び
う理論ほど間違ったものはない︒ドイツの強い軍備が世界平和を維

メリカは︑この世において最も神聖なものを破壊しようとしている︒

メリカの派過した七万の兵は︑全く不名誉で野蛮なことをした︒ア

出ていない︒ジェームスが戦争についての論文︵﹁戦争に代る道義

か︑を考えた︒この問題については︑今日もまだ︑明らかな解答が

った︒彼は︑どうすれば︑暴力と戦争を︑やめさせることができる

指導する責任があると称して︑あらゆる蛮行を敢てしている︑とい

な政府を作ろうとしているのだ︒それに対して︑白人は有色人種を

なって︑自分たちの法律を作り︑自分たちの理想を目標にして自由

フィリピン人は長い間︑ス︒へインの奴隷だったが︑一人前の人間に

持する唯一の手段だ︒ただ︑人口が増加すれば︑祖国はドイツ人に
を選ばねばならぬ︒第三の選択はない︒﹂

とって狭すぎることになる︒ドイツは世界制珊か減亡かのいずれか
こういう軍国主義的思想がヒトラーに伝えられた︒彼はユダヤ人
とロシヤ人を根絶して︑一千年間︑ドイツ民族の生活圏を確保しよ
うとした︒

こういう民族的利己主義と︑他民族虐殺に運命をかけるような思
想は日本人に無縁であるべきだ︒例外的人物だけが︑夢想すること
だった︒

った︶それから二十年以上たった一九三二年の七月三十日︑︵ヒト

的な活動﹂︶を出版したのは一九一○年だが︑︵この年に彼は亡くな

ラーがヒンデンブルグ大統領から首相に任命されたのは一九三三年

幕末の開国論者横井小楠は︑明治二年︑六○歳の時︑暗殺された

といった︒

が︑﹁なんぞ富国といい︑強兵といわん︑大義を四海に布かんのみ﹂
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フロイトに対して長い手紙を書いた︒それは︑﹁人間には攻撃的な

ズにいわせると︑攻撃性というものは︑正しく使えば︑社会に必要

ことで︑非現実な空想ということになりそうだ︒ところがジェーム

そうすると︑世界平和や世界的な軍備撤廃などは人間性に反する

場のようになるだろう︒

本能と憎しゑと破壊の衝動がある︒そのために︑歴史がはじまって

一月三十日︶ヒトラーが政権を取る数カ月前︑アインシュタインは

以来︑ずっと戦争の脅威にさらされている︒この戦争の脅威から︑

る︒つまり︑暴力的なことをどこまでもやろう︑とする本能がある︒

間は自然的に与えられた性質として︑攻撃的な動物だ︑と認めてい

あり︑慎重に制御でき︑批評することもできる︒若い者は︑オリン

間のすることであり︑操作し︑統制できるものだ︒戦争には動機が

うに︑絶対的に避けられぬもの︑と考えるのは無意味だ︒戦争は人

のから︑社会に役立つものに転化することだ︒戦争を台風や波のよ

ジェームズの主張するのは︑暴力的本能を純化して︑破壊的なも

するものでなければならぬ︒︲

戦闘的精神と誇りは︑いかなる困苦欠乏にも耐え︑心中の賊に挑戦

れは︑いかなる困難にも︑打ちのめされたくない性質というべきだ︒

なものだ︒攻曜性は肉体的なものに限ると考えるべきではない︒そ

これに対するフロイトの答えは一九三二年九月に書いたが︑﹁人

人類を救い出すことができるだろうか﹂というのだった︒
間の攻撃的衝動を避ける方法はない﹂といった︒

こういう悲観的なフロイトの考えに対して︑ジェームズは︑もっ

そして︑普通の動物ではなく︑狂暴性において︑人間ほど甚だしい

ピックのスポーツで猛烈な競争がある︒武道の試合をさせる︒公害

と希望的観測をしている︒彼は﹁戦争に代る道義的な活動﹂で︑人

に特色がある︒これはほかの動物にないことだ︒

る．しかも︑それに憾戦争に伴う残虐性と堕落がない︒ｌこうい

防止︑太陽光線からエネルギーを取る研究で攻撃的本能を満足させ

ものは見当らない︒同類のものを食いものにしたり殺したりする点
彼によると︑歴史は戦争で一杯︑非戦闘員でも︑商売人も歴史家

会祖が蘭学の外に英語を初めたのが謁才あでった︒多忙な藩

西村会祖の外国語修業

う意見はどうだろう︒︵本会副会長創価大教授︶

も坊さんも︑戦争を理想化した︒彼らは戦争を﹁神が正義をもって
裁く法廷﹂であるとした︒

ジェームズは︑攻撃的衝動を︑人間性と関係のない純粋の悪だと
像力をかきたて︑平凡きわまる︑自暴自棄になりそうな︑つまらな

通学︒書物がないので筆写する︑発音が分らな︑いので米国に漂

務の中で月六日の休日を利用して２粁余の手塚律蔵の又新塾に

して排斥すべきではない︒組織的暴力というべき戦争は︑人間の想
い生活を吹きとばしてくれ︑生きがいを与えるものだ︒戦争におい

ど命がけの修業だった︒︵渡︶

塚は暗討にあい︑会祖は漢学の恩師安井息軒から破門されるな

流した漁師靴りの中浜万二郎にも就く︒当時撫夷論が盛んで手

て勇気と大胆さと気慨が養われる︒そういうものがなければ︑人類
社会は腐・て︑だらしなくなるにちがいない︒人間は︑意気地なく︑
気のぬけたようなものになる︒坊さんと教師と消費組合と慈善事業︑
産業だけになり︑社会全体が女性化してしまう︒人類は家畜の飼育
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Ｉ

れたデッキには金物のマークが埋めてあり

な油絵がかけてありその前方には十五ヶの

病室には絶命したときの光景を描いた大き

花輪が捧げられていた︒艦内は全く昔のま

話になったことに対し︑謝意を表すること

仏国戦艦レドタブルに横付し激斗中︑仏艦

内くまなく視察︑ネルソンの奮戦状況特に

③艦長ホイットロック少佐の案内で艦

いう芸者を愛していたのと同じであると英

評価したものと思う︒山本元帥が千代子と

蓋し国難を救った偉大な勲功と至純の愛を

がネルソンに対しては極めて寛大である︒

情事関係には非常にやかましい国柄である

祖国のため義務を果たしたことを神に感謝

ション︵米国のネルソンファンのマッヵシ

ころにネルソン博物館とネルソン・コレク

４
ビクトリ号から五○ヤード離れたと
く
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ビクトリ号と三笠
ハヨーロヅパ瞥見記Ｖ

いたゆりかご式寝台︑海戦時の大きな帆︑

まで長官公室︑大砲︑弾丸︑ネルソンの用

︵弾痕あり︶火薬庫︑拷問室︵犯行者を取り

・六米位で椅子︑テーブルもそれに合わせ

長の説明により︑ネルソンは小柄で身長一

寺崎隆

︵弾量一二ポンド乃至三二ポンド︶当時の

二一六二トンの帆船︑大砲一○二門を装怖

調べる部屋︶等整然として残っている︒艦
去る五月外務術︑防術庁各国大使館︑並

マといいネルソンの二号︶とネルソンの肖

ンが情熱を燃やしたハミルトン夫人全ン

③特にⅡを引くのは長官公室にネルソ

て作ってあることを知った︒

っており一八○五年のトラファルガー海戦

て取扱われ現役艦長以下三○名の乗員が乗
以後一七一年を経た今日ドック内に︑りつ

乗員八五○名︑現在英国海軍の現役艦とし

ーッマスにあるトラフアルガー海戦の記念

独︑仏︑西端︑伊太利を旅行した︒亜点は

艦ビクトリ号の現状視察と昨年私の団体

と各国の現情︵政治︑経済︑軍事情勢︶を

マスト上の狙梁兵から四○ヤードの距離で

英国は﹁ジェントルマン﹂の国でモラル︑

像画が壁に並べてかけてあることだった︒

見てくる私的旅行であった︒もとより日数

左肩を打たれ病室に運ばれ三時間後ビクト

に輝いている︒

ばに保存整備されており︑造り立てのよう

の関係で深い研究はできなかったがその概

リ艦長ハーデイ大佐から大勝の報告をきき

一︑ビクトリ号の現状

しつつ息をひきとったたときの有様を詳細

号は実は五代目のもので一七七八年竣工︑

①現在ポーッマス軍港にあるビクトリ

にきき深い感銘に打たれた︒ネルソンの姥

国海軍士官が話していた︒

参考になれば幸いである︒

要を述べると次のとおりである︒何らかの

が四回にわたり西独を訪問し︑非常にお世

︵社団法人日本郷友連盟︶の会員三七○名

ロンドンから急行で一時間四十分ほどのポ

びに現地駐在外交官の御協力を得て英︑西

治

Ｌ︼

等沢山の記念品が陳列してありビクトリ︑

ハミルトン夫人に関する文献︑手紙︑勲章

ルガー海戦の．︿ノラマをはじめネルソン︑

Ｉ夫人が寄贈︶が相並んでおり︑トラファ

塔上に五・一八米の堀爽たるネルソンの大

工一八四一年に完成した︑高さ五十六米の

の勝利とその戦死を記念して一八二九年着

場がある︒ネルソンのトラファルガー海戦

ロンドン市の略中心にトラファルガー広

．・ヘンハーゲンの海戦で独断丁抹艦隊を破

ル海戦で額に重傷を負い︑一八○一年四月

で右腕を喪い︑一七九八年八月有名なナイ

偉功をたて︑同年七月カナリア諸島攻略戦

一七九七年二月セント・ビンセント海戦で

七月のコルシカ島攻略戦のとき右眼を喪い

約二一○回の戦斗に従事諺特に一七九四年

るＯ

ネルソン研究者に絶好の資料を提供してい

かな広場で毎日何十万という各国の人々が

銅像が立っている︒ロンドン中で一番賑や

ら二十九才まで英国留学の七年間を主とし

ソンの母港であり︑東郷元帥も二十三才か

⑥ポーッマスは昔からの大軍港でネル

いものの参観人が年を減少するという︒

横須賀の三笠の参観人は年間十万以下で若

たがり年間五十万人以上にのぼるという︒

の感がある︒有名なセント・ポール寺院に

が︑今や全くその影を柔ないのと比べ今昔

曹長の銅像があって国民に親しまれていた

今次大戦前には須田町に広瀬中佐と杉野兵

その絵葉書を売っていないところはない︒

中の絵はがき店︑飛行場︑停車場の売店で

ここを訪れ︑無言の感銘を受けているｃ市

が下がる︒

は少しも衰えず︑そのファイトには全く頭

ンは独眼となり片腕となったが︑その斗志

争の激戦期間は僅か四年にすぎず︑ネルソ

の戦法であり猛烈果敢を極めた︒大東亜戦

船であったため戦斗は常に横付け斬り込承

死した︒当時の海戦は砲戦距離が短かく帆

大海戦で仏ス・へインの連合艦隊を破り戦

り一八○五年十月二十一日トラファルガー

⑤参観者は英国人のほか世界各国にま

てこの地でビクトリ︑ウースター︑ハンプ

はりっぱな枢に収められたネルソンの遺体

東郷も十六歳にして薩英戦争を皮切りに

が安置され参拝者が絶えない︒戴冠式で有
名なウエストミンスター寺院には帯剣全勲

︵実施訓練︶帰国後は殆んど艦長として朝

宮古︑函舘海戦に参加︑七年間英国に留学

ンの感化を受けたことをよく知ることがで
きた︒

章をつけた正装姿のネルソンの像が飾って

シャー号で実地訓練を受け︑非常にネルソ

⑦東郷元帥のメダル︑肖像画︑三笠の

鮮︑支那沿岸︑揚子江︵漢口まで日本海軍

ンの文献が沢山陣列してあり︑正門入口の

ある︒世界で最大の大英博物舘にはネルソ

として初めて遡江︶ハワイ︑等に行動︑日

艦長に寄贈したところ非常に感謝された︒

事務員にきいたらすぐ案内してくれた︒︵正

文鎮等をポーッマス軍港司令官︑ビクトリ
在日英国大使官の武官室には署名入りの東

清戦争には国際法に基づき支那兵の乗船し

鎖︑黄海海戦に苦戦し︑日本海を戦に敵前

し︑黄海海戦で大勝日露戦争には旅順口封

た英国商船高陸号を撃沈知勇を世界に癖か

門入口の右側五十米ほどのところにある︶

ネルソンは十二歳のときから戦死の四十
○○○○○○○○○Ｏ○
七歳まで三十五年間連続海上勤務︑この間︑

三︑ネルソンと東郷

郷元帥の写真がかけてあり若い女性秘書は
よく知っている︒

トラファルガー海戦︑日本海を戦について
二︑ロンドンとネルソン
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猛撃を加え大勝を博した︒

一八○度の方向変換を断行︑敵艦隊に近迫
地一異長山列島︵旅順沖︶に引揚げ︑旗艦三

沈︑溺者を救助し意気揚禽として艦隊根拠

三巡洋艦と交戦︑リューリック号一隻を撃

有し米国とは運命共同体であり︑ちょっと

お一二○万トンの艦艇︑十八万人の陸軍を

統は古く底力︑哲学を持っており︑今日な

ない︒世界的視野に立ち情報も深く正確で

やそっとのインフレにへこたれるものでは

両提督の共通点は艦隊の実務に精通︑実

とばでもあるかと暫らく立っていたが何の

笠の東郷に報告を終わり︑何かおほめのこ

一番早かった︒来年はエリザ層ヘス女王戴冠

ある︒スエズ運河再開の情報︑掃海対莱も

ファイテングスピリットの枕化であったこ

ことばもなかったとのことである︒このこ

四︑ネルソソも東郷も国の危急を救い世

．︿で敢も安定︑充実しており︑対ソ第一線

⑧西独の政治︑経済︑軍事はヨーロッ

艦隊を派巡しその咲儀を祝うべきである︒

式二十五周年式典を開催するという︒自衛

界の歴史を変革した大偉人である︒その名

に立つ意気込と実力を準備している︒東西

将から私が直接きいた話である︒

とは当時連合艦隊参謀であった清河純一中

戦の経験に富み︑しかも何十年間を通じ︑

とである︒

東郷が英国に留学したのは一八七一年で

ただネルソンは女に対し情熱的で二十九歳

は世界中の人が知っている︒然るに現在︑

ドイツの統一は当分見込なしとの判断から

トラファルガー海戦後六十六年ののちであ

のとき未亡人ファニイと結婚したがファニ

日本においては東郷の名はタブーであり︑

ボンに永久施設を建設中︒日独伊軍事同盟

時の日本の信義に深く敬意を払っている︒

人が少なくなりつつあるのは現在の日本で

ら通常軍備の充実に重点をおきＮＡＴＯを

世界経済の推進に努力︑また岐近核耶仙か

を堅持しながら対米英協調︑ソ連との親善︑

、 ゼ ユ ノ

る︒従ってネルソンの影響は極めて強い︒

イは温良︑貞淑︑陰気でネルソンンのはげ

う︒日本の国の安全と繁栄の根源は日本の

高学生に東郷平八郎と呼ぶものがあるとい

えること以外にない︒三笠を参観する若い

美風伝統と正しい歴史を若い世代の人に教

とうごうだいら

ン艦長として一七九三年︵三十五歳のと

しい気性と合わずネルソンは戦艦アガメノ
き︶ナポリに入港︑同地の英国大使ハミル
気性にすっかり意気投合二人の情交はネル

は無理はない︒戦前には神旧の須川町に広

仙仏はド︒コール以来︑自主独立の粘神

トンの夫人に辿いその濃艶な容姿と情熱的
ソンが独眼︑片腕の醜い姿となっても変ら

経済は安定︑男子は二○歳から五○歳まで

皆兵的の努力は見習わなければならない︒

⑥西瑞の永久中立に対する軍備︑国民

めるという国粋主義国である︒

は総予算の一七％︒来年から英語教育をや

脱退しておりながらこれに協力︑軍備予算
親しまれていたが今やその面影は全くない︒

五︑英︑独︑仏︑西瑞︑伊瞥見所感

瀬中佐と杉野兵曹長の銅像があり︑国民に

東郷にはネルソンのような情事はなかった

①各国とも国家主義︑国益第一主義で

ずネルソンは息を引きとるとき︑その後事

が︑ファイトの旺盛であったことは枚挙に

あり世界連邦などいうことは夢のまたその

をビクトリ艦長ハーデイ大佐に託している︒

暇がない︒明治三十七年八月十四日上村艦

夢に等しい︒

⑧英国は老いたりと雌もその雌史︑伝

隊が蔚山沖において国民待望のウラジオ艦
隊のロシア︑リューリック︑クロンボイの

rQ11

に返還する︒そのときの表情はいかにも悲

所持の機関銃︑小銃等を五○歳になると国

％二十四時間で六○万人の動員完了︒自宅

兵役義務を持ち︑軍備予算は総予算の三○

現在︑日本の防衛駐在官はロンドン︑ボン︑

制圧することとなり︑結果は重大である︒

海空軍基地はここに進出しソ連は地中海を

かりである︒伊太利が共産化すればソ連の

本近海におけるソ連艦艇飛行機漁船調査船

る︒特に最近︑日本の漁業の締めだし︑日

自主防衛力充実の必要があることと痛感す

日本もいつまでも日米安保に依存しないで

の行動は目に余るものがある︒

︵ナポリにはＮＡＴＯ司令部がある︶

に大切にしている︒ロンドンのネルソン︑

その国のため貢献した人々や記念物を非常

⑧各国とも自国の歴史伝統を尊重し︑

パリ︑ベオグラード︵ユーゴースラピア︶

⑦ヨーロッ︒︿からみたソ連の世界政策︒

にある︒ぜひローマにもおく必要がある︒

しそうであるという︒

⑥伊太利はヨーロッ・︿で政治︑経済︑

の総選挙には米︑西独︑ローマ法王のテコ

治安︑軍備が最も不安定な国である︒今度

↓︑ルクス主義︑兵力をもって威圧し︑西欧

欧︵ワルシャワ条約国︶に対しては厳しい

ニ世︑ガルバルジ︑カブール︑ミヶランジ

リアム・テル︵伝説︶ローマのエマヌエル

フォッシュ元帥︑ドゴール︑スイスのウィ

リのナポレオン︑ルイ十四世︑ジョッフル︑

ン︑チャーチル︑ボンのベートーベン︑パ

︵自由陣営︶諸国に対しては中立化政策を

ウェリントン︑グラッドストン︑二一１−ト

王等の関係もあり共産党を閣内に入れるこ

とっている︒伊︑仏の共産党に対しては頗

歴史的建造物はもちろん一般市民の住宅

ソ連は米国を仮想敵国としている︒但し一

とはできないことであるが︑閣外協力︵下

る寛大︒ソ連は米中その他各国と直接戦争

は道路幅が広く街路樹と大きな公園が沢山

も三百年以上経っているものが多い︒市内

入れで︑キリスト教民主党は三八・八％を

ない情勢である︒道義は退廃し政府の高官

院議長のポストを与えた︶を求めざるを得

することは避け︑その強大なる軍事力︑政

あり︑大へんきれいである︒各国の無名戦

るので対米緊張緩和政策をとっている︒東

や役人が公然と賄路をとり︑汚職が横行し︑

治力を背景としてアフリカ︑中東︑インド

九六○年以来ソ中の対立抗争が激化してい

治安が悪く旅行者の被害が続出しインフレ

洋︑極東等浸透できる弱点に橋頭塗をつく

士の墓︵日本の靖国神社に相当︶には花輪

ＮＡＴＯの機密保持︑対米︑西独︑ローマ法

で経済が悪化し金持はスイスに予金をして

り世界を制覇しようとしている︒毛沢東後

や灯火が絶えない︒

獲得したが共産党は三四・一形に躍進した︒

いる︒今日の伊太利を救うものは強力なる
○○○○○００○○○○○○
指導者の出現と政界の清浄化であるがそれ

の中共︑チトー後のユーゴー・スラビアは

道義心を失ないつつあることを笑いエコノ

その反面日本人には哲学なく︑歴史伝統︑

ェ︑ボン︒ヘイ遺跡等々その一例である︒

ができない︒﹁伊太利よどこえゆく﹂の感が

を西欧に光と極東に向けているところをみ

最も狙われている︒現在粥の陸海空軍兵力

ミックアニマルと軽べつしている︒

０００Ｏ

しい鋼領︑政策を打ちだしているが伊太利

深い︒伊太利共産党は全く自由主義国に等

の情勢変化によりどうでるかわからない︒

ると当面の重点はヨーロッパにあるが今後

︵特別会員元海軍大佐︶

はない︒然し現状では共産党が増大するぱ

をはじめ各国の有識者でこれを信ずるもの
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日本弘道会創立百周年記念式典ご案内
西村茂樹先生が︑明治九年︵一八七六︶三月︑わが国における道徳振興の重要性を
められて今日に至りましたが︑本年は創立まさに百年となりました︒この百年間にお

痛感され﹁東京修身学社﹂を創設︑その後﹁日本講道会﹂﹁日本弘道会﹂と名称が改
ける世相の移り変りは︑まことに激しいものがありましたが︑一貫して日本の道徳向
上のために努力して参りました︒現代の内外の情勢は今まで以上に道徳高揚の急務を
本会は︑創立百周年を迎え︑左記のように式典を挙行し︑会祖の志を受けつぎ︑い

感じさせます︒

五二一︶

っそう斯道のために尽力しつづけたいと存じます︒会員各位には︑ご出席下さいます
よう︑ご案内申し上げます︒

記

東篠会館︵電話ｌ東京︵船︶二六五

一︑日時昭和五十一年十月三十日︵士︶午後一時
二︑場所東京都千代田区麹町一丁目四
・地下鉄有楽町線麹町駅︵麹町口︶
・都バス半蔵門又は麹町二丁目

記念講演﹁明治の日本人﹂墓尿工業大学教授江藤淳先生

三︑日程受付開始︵一二・○○︶開会︵一三・○○︶

講談宝井馬琴師

六時

詩歌の朗詠︑舞踊その他

賀宴午後四時

社団法人日本弘道会

会長野口明

なことを仰せられたと思う︒

アメリカロッキード社の贈賄事件は日本
を初め世界に大きな衝撃を与えている︒若
し西村先生がご在世ならば恐らく次のよう

イヲ

﹁世間で喜ぶ快楽というのは金を溜め富
貴を得︑酒色を貧り︑長生して楽しむこと
である︒今日賄賂が公行したり︑博突をや
ったり︑詐欺をするなどは皆世間でいう快
楽を得ようとしてのことで︑無学文盲の者
でも出来ることである︒こういう人が段々
増えて来れば国は終に衰亡の外はない︒人
を助け世を救って世間から信頼され︑尊敬
されればそれが富貴長寿への道である︒従

ニシテミキハテニキノ

って真の快楽幸福というものは﹁食二疏食一
８︑ヲゲテヲトスヲ
リノー
飲レ水曲レ肱而枕し之︒楽亦在二其中一実︒不

義而富且貴於レ我如二浮雲一﹂心境に在る
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日田郡教育会編

に﹃記憶録﹄﹃往事録﹄﹃道徳教育講話﹄﹃国民訓﹄を三巻目とし︑全三巻︑西村茂樹全集として発刊する︒

西村茂樹は幕末期に儒教を身につけ︑明治に入って西洋の哲学を学び︑儒教の道徳理念によって西洋
哲学を包みこみ︑日本独自の道徳原理を確立しようとした明治時代のユニークな思想家であり︑またそ
の原理をもとに︑日本弘道会を創立し︑国民教化活動に成功したすぐれた徳育の実践家であった︒彼の
思想は︑近代と封建の要素の混在した明治の歴史的土壌に根をはる豊かな明治的個性をもつだけでなく︑
儒教の理念がどのような意味をもって近代に生きるのかという問題を提起する︒その意味で︑彼の思想
は明治の思想︑道徳の解明には欠かせない対象といわねばならない︒今回の再刊では﹃泊翁叢書﹄二巻

■定価二七︑○○○円■特価二五︑○○○円︵十月末迄︶

■鶏日本弘道会編／菊判・総頁三︑一九○頁・上製本

田

徳川後期の当時において︑独自の個性教育により︑近世の一大思想家・教育家として︑夙に名高い広
日本教育史上︑不朽の足跡を残した教育家︑広瀬瀬淡窓は近代教育理念と軌を一にする︑個性尊重︑
淡窓の全貌を伝える本書は︑郷土の大分県日田郡能力開発をめざす教育理念を持って幾多の俊秀を
教育会が大正末編纂︑今日なお淡窓研究の必備資輩出した︒本書は古川教授が偉人淡窓翁を多面的
料書︒これを増補修正し新たに書簡集をも加えてにとらえ︑その業績を解明した多年の研究成果の
再刊︑混迷する教育界にとって示唆深き必読の書︒好書である︒
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