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文部大臣メッセージ
日本弘道会が本年めでたく創立百周年を迎えられました
ことを心からお喜び申し上げます︒
本会は︑明治九年︑当時文部大丞であられた西村茂樹先
生が︑文明開化の流弊に走り日本古来の伝統を忘却した当
時の情勢を憂え︑国民道徳の振興を念願して創設され︑爾
来︑幾多の国家社会の混乱期をも乗り越え︑創始者の志を
受け継いで︑我が国道徳の昂揚に努めてこられました︒
明治の先覚者の治績に改めて感銘を覚えるとともに関係
各位の御努力に対し深く敬意を表する次第であります︒
今日我が国は︑国の内外において厳しい状況の下に世か
れておりますが︑こうした中にあって最も肝要なことは︑
先人の努力と業紘を継承しつつ︑未来を切り開く創造力に
富んだ日本人の育成であり︑これを担う教育の責務は極め
て重大であります︒

このため︑学校教育における教育指導の充実刷新はもと
より︑生涯にわたり日常の実践活動を通じて展開される社
会教育活動の充実発展を切に願うものであります︒
その意味において︑本会が今後とも事業活動を一層推進
され︑社会道義の昂揚と明るく健全な社会の建設にますま
す寄与されるよう祈念いたします︒
昭和五十一年十月三十日

文部大臣永井道雄
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日本弘道会創立百周年記念

式典竺溌蕊騨謹詩塁錨
日本弘道会の前身である﹁東京修身学社﹂が︑泊翁・西村茂樹先
生によって創設されましたのは︑明治九年︵一八七六︶三月であっ
てそれより数えて昭和五十一年︵一九七六︶は正に一○○年になり
ます︒この間︑明治十七年︵一八八四︶に﹁日本講道会﹂と改称さ
れさらに明治二十年︵一八八七︶に﹁日本弘道会﹂と改められて今
日に至っております︒機関誌たる﹁弘道﹂も︑時にその誌名が変わ

千葉県佐倉市長菊間健夫

来賓として臨席されたのは左記の通り

衆議院議員千葉三郎
元文部次官井手成三

日本馬術連盟理事長鈴木

・東京大学名誉教授古川哲史
第二代会長谷干城遺族谷元臣

芝中学・高校元校長今岡信一良

第一代副会長遺族南摩文綱
第五代会長遺族︒堀田正久

会場正面には大日章旗が掲げられ︑その左に会祖西村先生の肖像

会の進行は片山清一理事が担当
が掲げられた︒

｜︑開会の辞渡辺正勇主事

ノ

、

ることがありましたし︑時には発行の遅れることもありましたが︑

二︑君が代斉唱

連続して出版され︑昭和五十一年十月までに︑第八六四号を数える
ことになりました︒明治以降より今日までこのように長く続けられ

③菊間健夫③井手成三④鈴木一⑤古川哲史︑各先生の順︑

の来賓からそれぞれ祝辞をいただいた︒順序は①一千葉三郎

まず永井文部大臣よりのお祝いメッセージをご披露︑ついで上掲

五︑祝辞

四︑会長式辞︵﹁弘道﹂第八六五号に掲載︶

一分間黙祷︒

会祖西村先生をはじめ︑物故された会員各位の冥福を祈って︑

三︑黙祷

てきた道義団体は︑わが国近代史においては数少いものと考えます︒
そこで︑昭和五十一年十月三十日に︑その記念式典を開くことに
なり︑会場として東京都千代田区の東条会館が選ばれた︒当日は快
晴で気温は絶好であった︒

正午ごろから︑ぼつぼつと参会者が来場され︑会場にあてられた
三階の青柳の間に着席された︒永井道雄文相が臨席されて︑祝辞を
述べられる予定であったが︑当日議会の関係で止をなく欠席との由
が伝えられ︑文部省初中局審議官︑鈴木勲︵本会理事︶氏より︑メ
午後一時︑会場は︑ほぼ満席となった︒参会者は︑約百五十名

ッセージがとどけられた︒

rワ、

一○頁︺

ついで鶴岡術理事より︑各方面より寄せられた祝電を披露︒

その内容は本号に収載︹五

六︑記念講演江藤淳先生より

三○頁︺

︹

二−二四頁︺

﹁明治の日本人﹂と題して一時間余にわたる誰波を拝聴︒

七︑講談宝井馬琴師︹二五

八︑朗詠平山万佐子さん
西村茂樹先生の作られた﹁名所千鳥﹂﹁汽船にのりて神戸に赴き
ける時﹂の二つの和歌︑および﹁大宰府の菅廟に詣でて﹂の新体
この作品については︑渡辺主事より朗詠前に︑説明がおこなわ

二頁︺

式典終了後三十分たって祝宴がはじめられた︒司会は片山理事が

五歳︶今岡信一良先生の発唱で一同乾杯︑ついで主だった方交にお

当った︒まず会長の挨拶があった後︑参会老中の最高年齢者︵九十

祝いのことばをいただいた︒石門心学会の田辺肥洲理事︑日本道徳

教育学会の山田孝雄代表理事︑弘道会有田支会の金ケ江三郎雅綱支

会長︑元全国商等学校長会会長の西村三郎氏︑千葉県東部支会の石

橋香峰支会長︑東京教育大教授の大塚正八郎氏︑皇学館教授の新美

忠之氏︑日本郷友会刑理事長の寺崎隆治氏︑﹁おとずれ文庫﹂主宰

の池出忠好氏︑全国高校倫理社会研究会会長の岡本武男氏等其の他

盛会裡に終了したのはおよそ七時であった︒

多くの方々からお祝いのことばをいただいた︒

開会の辞

本会主事渡辺正勇

菊花の香る本日本会創立百周年記念式を開催致しましたところ︑

本月はとかく行事多端の折柄万障お繰合せの上︑来賓の諸先生︑会

員各位には遠く九州東北からもご参会下さいまして︑主催者と致し

ここに掲げました西村会祖の肖像は当時知名の高橋源吉画伯執筆

ましては誠に有難く厚く御礼申上ます︒

の油絵の写真であります︒西村会祖が日本最初の国民道徳高揚運動

の先覚者であったことはここで改めて申上げるまでもなく周知のこ

とでございます︒お手許の会誌弘道第八六四号は肌治十三年以来の
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詩の琵琶伴奏による朗詠

れた︒︹三一

九︑仕舞郷は井上基太郎さん地謡は高橋甫治さんと角当行
二頁︺がなされた︒

雄さんのお二人︑﹁高砂﹂を演ぜられたが︑何故に高砂が選ばれた
かについて︑渡辺主事より演奏前に説明︹三一

十︑閉式の辞木下広居副会長よりご挨拶をおこなった︒
終了後︑一同記念写真を撮影した︒なおこのプリントは東条会館

Ｉ

会長のご好意により︑参会者一同に無料で配布されることになった︒

日本弘道会創立百周年記念祝宴
於東条会館３Ｆ桧の間
昭和五十一年十月三十日午後四時

1

もので︑国会図書館の朝倉治彦司書に伺いましたところ︑わが国現
行の雑誌中号数並に誌名の異動はともかくとして︑股も古い歴史を
もつものであるとのことで一﹂ざいました︒ご同慶の至りに存じます︒

本誌に近いものを拾えば︑明治二十年創刊の中央公論︑同二十一年
創刊の日本及日本人であろうと思います︒

西村会祖の伝記は本会刊行の﹁泊翁西村茂樹伝﹂お手許の百年記
念出版の古川教授の﹁泊翁西村茂樹﹂を初めとして多くの学者︑関
シャイブリー教授が﹁日本における近代化の問題﹂の中で詔頁Ｅ日一

係者の著書がありますがわけても昭和佃年米国のハー︾ハード大学の

る﹁西村茂樹論﹂を世界の学界に公表して本会百周年の絶好の記念
となったことであります︒公的の会祖の顕彰としては昭和９年千駄
木養源寺の墓地が東京府の史跡に指定され︑条令の改正により昭和
如年奇しくも恩師の安井息軒と連名の標識が立ち︑墓前の説明板に
その偉業が永遠に語られており︑郷国千葉雌においては友納武人知
事の提唱で︑日蓮︑堀田正陸︑鈴木貫太郎などとともに﹁房総の先
れているのであります︒こうして会祉の生誕Ⅷ年︑没後別年を経た

覚﹂旭人の選に入り︑その肖像画が県庁並に県下の各学校に掲げら

を迎ええましたことにつきましてはただただ感謝感激の外はないの

会祖は明治弱年の総集会には病気のため南岸副会長に﹁会員諸君

であります︒

に告ぐ﹂と題して当年の国民道徳の衰退を痛憤会員の奮起を促す書

む者を称して智者とし︑正義公道を踏む者を迂澗固肥と畷笑してい

翰を寄せております︒それには﹁今日の社会を見るに私利私欲を営

であるが︑このことの成否は国の興廃に関する急務中の急務である︒

る︒かかる腐敗堕落の社会を救済することは長期に亘る至難の事業

然らばこの重大任務を果しうる者は一体誰であろうか︒その第一は

とすれば自らそれは定まるのである︒しかも本会の現況は会員一万

教育家︑次が道徳会である︒教育家の効果が在学生に限られている

である︒本会の使命とするところが国民道徳の拡張であり︑それが

有余を擁するわが国蝦大の迫徳会であるからその武任は狗に砿且大

国運の拡張であり︑ひいては本会の拡張となるのであるから会員諸

君は一致協力熱心雷発してこの大Ⅱ的を達成されるよう切望する﹂

と切々と訴えているのであります︒

たまたま本日は会祖が大いにお喜びの教育勅語ご下賜の錨年Ⅱの

も有難いことでございます︒これから式辞︑祝辞︑講演︑誰談︑朗

記念日に当っており︑さらに仏滅で諸事閑静の裡に運びえますこと

でございます︒どうか今Ⅲご参一列の諸先生︑会員各位には会柵の辿

詠︑高砂の仕舞等がございます︒時間の許す限りご歓談頂ければ幸

本会の会長は初代が西村会机︑二代が谷干城子︑三代が松江の松

今日︑国の内外にその令名を益々高めているのであります︒

路の酒井忠正伯︑七代が野Ⅱ現会便であります︒なかでも松平伯は

平直亮伯︑四代が徳川達孝伯︑五代が佐倉の堀旧正恒伯︑六代が姫

るべき加年後の川年記念式には全員のご参会をえまして尚らかにそ

れぞれの成果の万歳を三唱致したいものと存じます︒本日は誠に有

訓に応えられますよう微力の私達をご指導ご鞭捷下さいまして︑来

難うございました︒

会祖の門人でありまして︑泊翁伝の編さん委員長となり︑二千頁に
の建築︑自宅での研修会を開く等数左の貢献をされております︒こ

及ぶ上下二巻の大冊を自我で出版︑さらに大震災で焼失の本会会館
うして会長︑役職員︑会員各位のご尽力によって今日百年の佳き日
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日本弘道会百周年記念式典における祝辞
道義国家の建設を目ざして

云った︒私共も道義の世界観を樹立したい︒

を主張し当選して来ました︒

私は十二回の総選挙で何時も道義国家建設

てこの方殉を通じて︑西村先生の偉大さを

が平生敬愛している方之であります︒従っ

する野口先生︑州馬先生又渡辺先生は︑・私

知る邪は出来ませんでしたが︑これを畏敬

Ⅱであります︒私はもとより︑西村先生は

今川は︑弘逝会創立百年祭誠にめでたい

が︑蒋介石一人の力で多数を制した︑これ

る小国の民衆は必ず﹁否決﹂するでしょう

と思います︒Ⅱ本兵の枇雅を怒り悩んでい

声明は多数決の原理では受け入れられない

に︑﹁暴に報いるに徳をもってせよ﹂との

するならば︑かの台湾の蒋総統が終戦の時

多数決が民主主義の最大の特徴であると

鮫近高度経済が安定経済へと移り次第に

残念ながら結実しなかったのです︒

私ｎ身新民主主義開発協会を組織したが︑

たに束洋式民主主義の捌発について懇談し

について蒋介石先生と数回お目にかかり新

あるのではないでしょうか︒私はこの問題

れる︒西村先生の御主張も亦国家道義性に

云う宗教の心を加えて始めて一般に通用さ

欧米の民主主義には前提として﹁神﹂と

知り得たのであります︒只今野口先生から

が東洋的民主主義だと思います︒通徳の力

﹁人間性Ⅲ復﹂に立川りつつある時︑西村
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衆議院議員千葉三郎

西村先生の哲学道徳論についての御言葉が

だと思う︒儒教二千年の中国固有の辿雅心

佐倉市長菊間健夫

今後共よろしくお願い致します︒

に付して御協力巾上げたいと存じますから

切な時機と存じますので私も皆さんの峨尾

先生の哲学と道義論を普及する事は最も大

ございましたが︑現代の政治には残念なが

法律は冷たい︑欧米の制度は覚りが無い︑

であゞると思う︒

発生したものであって︑今Ⅱ︑日本のマス

﹁法律の目的は法律を無くするに有り﹂と

西村泊翁先生と佐倉市

州象がない︒刑法の始祉イエリング博士も︑

主義のはき違いだと思います︒

巾を圧泊てても比主主義と云う︒正に民主

レでも﹁民主﹂と書いてある︒あんなに

処が︑ソ連や東ドイツはレストランやト

コミの云う平和的なものではありません︒

の民主主義は椛力者の枇暴を押える川的で

ら哲学も道義もありません︒たとえば欧米

「
目

本日ここに︑百年の長きにわたり︑野口

されまして︑いわば﹁西の長崎︑東の佐

お考えになりました︑印勝沼の干拓の事業

者と申しますか︑そういう立場にある時に

というのがございます︒当時の印蛎沼とい

した学問のまちでございます︒そういう意

うものは︑佐倉市を中心と致しまして︑非

倉﹂という中で︑全国から向学の士が駆集
味におきまして︑近代のいろいろな文明の

んとする会員のみなさま方が︑記念の式典
を迎えられました事につきまして︑心から

会長を中心とされきして︑二千人になんな

敬意を表すると共に︑感銘を覚える次第で

るかという事が︑それぞれの時代におきま

常な水害を与え︑これをいかにして排除す

して︑たいへん苦労された事でございます︒

韮礎を築かれた先覚者が︑多数輩出されて

ますと︑文教のまちづくりという考え方で

倉市を作る中で︑何を目標にするかと申し

おりまして︑私共が︑現在そして今後の佐

きょうは︑諸先輩の先生方が多いようで

ございます︒

ございますが︑特に西村先生が︑青年の時

ました工法を︑今︑印旅沼の干拓事業と致

先生が︑当時の責任者としてお考えになり

代を過ごされました地元という意味で︑ご

ご紹介されておりますので︑私は︑西村先

の偉大さにつきましては︑諸先生方が既に

えております︒西村先生のいろいろな業続

るのは︑いわば横糸でございまして︑その

えるならば︑現在︑私共が実際に行ってい

あるいはそういう思想の流れを縦糸にたと

います︒その思想の中で︑歴史の流れを︑

して︑いわば先生は︑思想家というの拳な

占めているのでございます︒それにおきま

飲象水と致しまして︑非常に重要な地位を

葉県の京葉工業地帯︑あるいは︑千葉県の

水路も完成されまして︑印膳沼の水は︑千

たその当時考えられました東京湾に注ぐ疏

しましてこれも現在に完成致しました︒ま

進めているわけでございます︒

生のいろいろな面が︑今︑なおかつ私共の

の進む道ではなかろうかと考えながら︑努

縦糸と横糸の流れ方に綾なすものが︑私共

まちづくりは︑いわば一つの思想がござ

地に非常に大きな影響を与えている︑とい

指名をちょうだい致したのではないかと考

う点を申し上げまして︑お祝いの言葉とさ

め︑当時の先覚者の学問のまちとしての思

意味におきまして︑やはり西村先生をはじ

力をしている次第でございます︒そういう

次第でございます︒

わりあいがあると︑私共は固く信じている

らず︑変革家・行政マンとして︑深くかか

せていただきたいと思います︒

実は︑私共の佐倉市は︑現在︑いわば房

想が︑今︑なおかつ︑私共の指針として生

さんになかなか思い出していただけないよ

の長島監督を引き合いに出さないと︑承な

お話しをしたのでございますが︑西村先生

先ほど︑前市長の堀田正久氏といろいろ

お伝えしたいと考えるわけでございます︒

きているという事を︑会員の翠なさま方に

います︒この心の問題というのは︑私共︑

政治の中で取り上げられている次第でござ

そういう思想の流れ︑あるいは心の問題が︑

しゃいましたけれども︑今日︑行政の中で︑

そういう事で︑先ほど︑千葉先生がおっ

でございます︒佐倉といいましても︑巨人

総の中心的な中で︑成田市に隣接をした市

におきましては︑当時の藩主の堀田正睦公

うな小さな市でございます︒しかし︑幕末

が︑当時の佐倉大参事としていわば総責任

やはり今後のまちづくり︑あるいはこれか

が学問のまちとして特に蘭学を非常に奨励

︵Ｏ
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ではなかろうかと考えている次第でござい

らの日本を支える砿要なポイントになるの

とを︑心から念願致しまして︑お祝いの言

て︑これかも世の巾を順秒ｂしていただくこ

したかいなあと思ったら矢張り︑一寸はい

九十九％の投票で成立したんですが今度落

うんですが︑全人民の投票にかけまして︑

子供は親を尊敬し︑且助ける義務を有する︒

残ったんですね︑第三章︑第三十七条二項︑

賛成五四七万︑反対五万︑この中に矢張り

っていたんですが︑二月十五日の人民投票

葉に代えさせていただきます︒

した︒

︐本日は︑ほん︑と門〆におめでル﹂うごぎ﹂いま

ます︒

どうぞ野口先生を中心とされまして︑会
員のみなさま方が︑百年の長きにわたって
守り続けて参りました灯をさらに大きくし

今日は︑私よりも︑御先輩の方々︑或い

私元為は︑厚生樹の役人でございまして態

私の拙ない話をお聞き願いたいと思います︒

務は︑名誉ある市民の義務である︑これに

常に大事にしておりまして︑祖国防衛の義

事にしております︒又愛国という事は︑非

殆んど国家︑国旗を憲法に書いて非常に大

弘道会の初心に還れ

にやっているかと思いました︒御承知の社

共産国家でも︑矢張り︑こういう事を旗印

は︑他の社会において先輩の方々が︑沢川

法を研究し︑いろんな憲法を読んで来たん

会主義といいますか︑共産主義国家では︑

いらっしゃいますのに私が名誉ある祝辞者

ですがキューバの憲法ですが︑ご承知の中

にやってる位でありまして︑我が国民はで

部事務次官という風に変わりましたので︑

禰で次の伊藤君が︑文部次官の途中で︑文

う風に思っております︒私が最後の文部次

おりますのでまあ︑可成の年誰であるとい

わりましたので︑私は︑その前に退官して

昭和二十四年に文部事務次官という風に変

やならないというのが旧憲法ですが？これ

憲法ですが子は親を敬い之を扶養しなけり

持って来ましたが︑その内面白いのは前の

議会丈議会機能丈停止しまして︑そのまま

今年まで持って来た訳です︒憲法の中で︑

が︑その時はかつての憲法を直さないで︑

やりまして︑まあ︑政権を担当した訳です

法でございますが︑カストロが共産革命を

いますか︑嬉しい事なんです︒国民挙げて

位五十年と︑世界的にも非常に珍しいと言

は︑私の関係大学でも︑今年は陛下の御在

ありまして︑何となく遠慮しておると︑実

っしゃいましたが︑民主主義の履き違えで

言いますと変な奴だと︑先程千葉先生がお

これをお祝いしたい︒三木内閣もまあ三木
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元文部次官井手成三

としてお呼び頂き恐縮であります︒私は︑

バ︑狂信的な共産主義者であるカストロ憲

央アメリカ︑カリブ海に浮んでいるキュー

反するものは︑重大な犯罪であるという風

介頂きました様に元文部次官というのは︑

若いといいましても︑実は︑今肩書を御紹

もう二十八年も前になって了いましたが︑

が今度の憲法では︑二月十五日だったと思

ね︑親奉行だとか︑国を大事にしなさいと

必らずしも︑若いとは思いませんでしたが︑

すね︑何だかそう云う風に言いますとです

前から見ますと大先輩ばかりと思いまして︑

／ 庁 ､

さんも色々云われておりますけれども︑国

徳者がないと国がもって行かないんです︒

し考えようによってはマスコミを悪くして

ないマス﹁一ミが悪いと思うんですよ︒しか

の考えが多いと思んですよ︑これが出てい

いるのは︑吾々じゃないかと思っておりま

で結束している訳です︒

す︒吾々がしっかりすれば︑マスコミだっ

どこも中心になるお方を大事にして︑それ
なけりやしょうがない︑マルキシズムで

なります︒

学校は︑いっこうにやらないから学生有

やっておりますが日本は有難い国なんです

て︑自分等の考えが判って貰えるんだと思

民的祝典としてやる︑官庁は午後は休桑に

志の我冷が集って陛下の御在位五十周年の
ね︒

が行きましたら︑私が三人目で︑名前が出

て︑先生方の賛成を得なさいというんで私

言っておると︑本来は学校でやるべきもの

だかワイワイ新聞沙汰になると困るからと

る︒ここで︑為政者がどうなろうが︑誰が

当に何も考えないで︑結束して行く処があ

結束するのに法律でなくて︑国民がもう本

が亡くなられて︑あとはもう︑目茶︑苦茶︑

の国では林彪がどうなったとか今度毛沢東

歴史上色んな藩に別れる︑割れる︒お隣り

の大学は非常に静かな大学ですけれども学

けど﹁社会悪に対し世論を高めること﹂私

﹁非理非行に屈しないこと﹂今の乙号です

と御座いますがその一シ前に︑甲号ですが

ないかな﹁報道言論の公正を求めること﹂

で︑この綱領は非常に結構な最後の句じゃ

マスミコを待っていてもしょうがないん

生方が言う事に対して︑新聞が遠慮してお

のか︑自分達でやりたい︑それに対して賛

っております︒

ておりましたが︑なかなか皆書ないんです

どうなろうが︑国民は動揺しない︒ここに

生の有志が︑こんな国の事を学校はやれん

行事をやりたいと学校へ行きましたら︑何

ね︒私の学校は非常に静かな︑所謂︑赤の

えば何かおかしい︑つまり︑左に寄った先

有難いお方があるにも拘らず言わない︑言

ではないかといったんですけれども︑従っ

を書くことが気になるようです︒私は賛成

少ない学校ですけれども︑それでも︑名前
というより︑大撰成だから︑お蔭で来月の

販売競争は猛烈です︒吾為の様な在野の者

新聞は販売政策ですから︑読売と朝川の

の方が悪いんじゃないだろうか︑マスコミ

分あとから書いてくれたと思んですが吾々

行きまして私は大賛成と書きましたから大

成の名前を書いてくれた人は少ない︒私が

は余り小さい事をいいませんもんですから

る︒

っている皇学節の新美先生をお願いして交

をやって下さるようで︑ここにおいでにな

それで怒られるんで︑所調︑総評というも

十一日に︑学校の中でさる有志が記念行事

渉しているのですが︑

まで︑文句を持って行ったら可笑しいと思

悪いと思んですよ︒みんな︑心の中では親

こすと厭だと︑これは︑実は︑マスコミが

う云う事で国民は全部吾をと同じ考えであ

う事にケチを付けるとどうも売れない︒そ

のがウワーッというもんですから︑そう云

々が法燈と申しますが︑道燈といったら良

生それ以後の代々の会長さん︑その他の方

な大事な事をなすって頂いた会祖の西村先

っております︒私は︑今日で百年︑この様

勇気がないと云いますか学校は問題を起

孝行は大事だと︑或いは国を大事にせにゃ

る︒ここにある綱領でございましたね︒こ
いかん︑天皇陛下って︑世界にない所謂高

（8）

たのであります︒矢張り︑吾冷はどうして

いか知りませんが︑それを継いで来て頂い
がします︒

日Ⅲ治時代より見ると百歩護った様な感じ

自由主義はいいと知っているんですから︑

民全休は脱の巾では忠君であり愛国であり︑

この会は︑幸いにして︑非常に立派な方

を経られた︑私たちゑんなで確かりと︑こ

えまして︑又野︑会長以下︑新らしい時代

なければいかんという事で︑今川百年を迎

これは放つとけないんで︑誰かが頑張ら

を以って祝辞と致します︒

発展することを私は望んでおります︒これ

た運動の中心になって︑ぐんぐん力を得て

なって頂き度いものです︒弘道会はこうし

さんも︑これをすなおに受ける様な時代に

これが遠慮なく発言出来る時代︑↓︑スコミ

も大事な事を必死になって頑張って行かな

々が中心で︑そして︑今日で百年をお迎え

れから頑張っ．て行こうではありませんか︒

ければいかん︒

になりましたこの会の前身であったと云う

そして︑唯小さくなっていないでⅡ本の国

国民を思う陛下のお思召

お話で御座いました東京修身学社発会の減
り︑日に開化の域に進む︒独り道徳の一宇

税を読みますと︑﹁王制維新以来百事杵挙

識ずる者甚衆からず︒スイスの名儒．ヘスタ

侃に在りて︑修徳の事に至りては︑これを

しと雛ども︑その教育する所率ね開知の一

すと︑私の父が千葉雌の出身であったとい五十年︑丁度︑この年が︑弘道会の百年と

拶をせねばならぬかという淵を考えてゑま天皇陛下のお話を巾上げて︑陛下は御在位

りました︒どういうわけで私がここで御挨いてございますので︑それにちなみまして︑

んですが﹁たって﹂という事で︑減塙に上すること︑国法を守ること﹂という事を書

私は︑ここに立つのは︑御速庖中上げたこの弘道会の綱領の第一に﹁皇室を敬愛

日本馬術連盟理事長鈴木

ロッジが円く︑才知の黙を養ひ長ずること

一歩を譲るに似たり︒方今学校の批Ⅱに多

は却て人の窯となることなり︒故に凡百学

う事と︑まあ︾︑その位の事で︑まあ︑西村いう事で御座いまして︑何か因縁がある様

ミ ジ ノ

に至りてはこれを封雌の時代に比ぶるに︑

問の根本は端正なる心志の田地に挿皐之を

先生のお話は︑良く間かして呉れましたのに思いますが私︑お側にお仕えして︑一番

でおやじの代理で︑川て来いという意味で感激である︑その任に耐えずというような

修養すべし﹄と︒

はないかと考えて出て参った次第です︒私感じを受けました事をお話中上げ度いと思

こういう大事な事を︑会祖がつとに目を
お付けになりまして︑東京修身学社をお興

と父とは似た所が一つ御座います︒います︒

私は︑侍従次畏を三年半ではございましたのようた青空娯誠に好天気でございまし

それは父は侍従良を八年余り致しました︒昭ゞ和二十五年の夏でございましたが今日

しになったわけであります︒

んでいないというか︑これを封述の時代に

がお務めを致しました︒て︑葉山の御川邸から︑舟に乗りまして︑

これによると現代はまあ︑旧時代より進
比ぶれば︑一歩諺ずるに似たりですが︑今

′q，

ら海草を引き上げまして︑それに着いてい

まあ二時間位先でドレッジといって海底か

或はお聞きとれになれないんじゃないかと

黙っておいでになるので︑私はもう一度︑

ていられるのであります︒

るであろうかという事を常にお感じになっ

に︑何時︑如何なる時でも︑国民がどうな

その当時の吾だの感覚から申しますと吾々

誠に恐催の至りであったのであります︒

いう事で︑

ますね﹂と︑すると︑未だ陛下は富士山の

は︑もう戦争はすんだ︒

﹁今日は︑実に素晴らしい天気で御座い

るヒドロゾアというのを陛下は︑御研究を
ドレッジにこれからお出掛けになろうとい

てから﹁今日の戦線はどうだね﹂というお

方を御覧になって︑おられまして暫らくし

熱心になすっていらっしゃいますが︑その
う時です︒そうしましたら葉山の海は︑全

言葉があったのであります︒戦線とは富士

んで来るという事は州いているけど︑吾々

博多の方にアメリカの飛行機が傷病兵を運

朝鮮動乱は始っているけれども︑九州︑

く鏡のような穏やかさで上空垣は雲一シな

山の向うの朝鮮半烏で︑今︑帆鮮動乱中で

ます︒そういう意味は︑吾だが釣に行きま

す︒﹂という事を御挨拶巾上げたんであり

先づ﹁今日は誠に好いお元気でございま

知って︑私は︑頭から冷水を被されたよう

陛下はお考えになっておられるという事を

で︑私の考えておることと全然違った事を︑

っておった昭和二十五年の事でした︒そこ

そして︑この戦線は︑段々釜山に近くな

年祭という事で何か符号するように感ずる

御在位五十年のお祝いと︑この弘道会の百

戴いている訳ですが誠に有難い事でして︑

ありまして︑こういう陛下を五十年吾有は

という事を身を以って感じておられたので

どうなるかという事は国民がいかになるか

告が入りましたら申上げますという事で引

だ御報告が入っておりませんので後刻御報

のであります︒

ったんであります︒そうではない︑戦線が

すとか︑ゴルフに出て行くとか︑朝になるゞ

な感じがしまして︑恐催し︑暫らくは︑何

い︒そして尚︑向うの伊豆半烏の上に南士
山がくっきりと︑出ておるのでございます︒

あったのであります︒

と何となく︑いい気持で︑今日は一つ大き

もお答え出来なかったんでありますが︑未

は︑もう戦争はすんだのだという感覚があ

陛下は富士山を眺めておいでになる︒私は︑

ルフでカップを取ってやろうとかそういう

なのを釣ってやろうとか︑今日は︑一つゴ
張り詰めたお気持が陛下にはお在りではな

き下ったような訳でございます︒このよう．

と思います︒

これを以って祝辞に代えさせて頂きたい

かろうかと︑今日は相模湾で何かいい標本

一週間前︑仙台では旧制第二商等学校刺立九十周年を記念する色左な行事が行なわ

東京大学名誉教授古川哲史

西村泊翁と西郷南洲

が獲れるんではなかろうかと︑このような
いでおいでになると︑私は想像しまして︑

いい天気であるからという事で︑心弾む思
先づ﹁今日は誠にいい天気で御座います﹂

という事を御挨拶申上げたんでございます︒
所が陛下は︑富士山の向うを御覧になって
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駅前の丸井というデパートで資料展が開か

れておりましたが︑その行事の一つとして
す︒いわゆる征韓論にも非常に同情してお

随所に南洲に対する弁護の言葉が出て来ま

鴫しておられた︒泊翁叢書を読ぷますと︑

﹁敬天愛人﹂は南洲の発明した語ではない

天愛人﹂という語で有名であります︒実は︑

を説いておられる︒そして西郷南洲は﹁敬

れておりましたが︑これは野口会長の拙か

それと共に土井晩翠先生の肖像画が掲げら

長の野口日本弘道会会長のもありました︒

写真が出ておりまして︑その中に第十代校

耐洲翁が生きておられたら︑或いは谷会災

館二代目の会長になったのですから︑もし

で西郷の軍隊と戦った谷干城が日本弘道会

なられたであろうとおもわれます︒熊本城

死ななかったならば︑日本弘道会の会員に

られます︒もし南洲が︑明治十年に城山で

私は久しく淡窓・南洲の二先生に親しんで

単なる偶然ではなかったでありましょう︒

﹁敬天﹂という思想で一致していたのは︑

のように︑淡窓︑南洲︑泊翁の三先生が

誰でも南洲翁を連想するにちがいない︒そ

のですが︑今日では﹁敬天愛人﹂といえば

その資料展の展示品の中に歴代校握のお

れておりました︒

れたものであります︒第二高等学校の九十

のであり︑日本弘道会創設百周年にさいし︑

来ましたが︑泊翁先生をも深く敬愛するも

西村茂樹全集全三巻の編さんにあたるとと

に先立って第二代目の会長になられたかも

もに︑転換期日本の大思想家として泊翁西

周年に対して日本弘道会は︑創立百周年に

附洲の粘神を伝えている有名な﹃南洲翁

知れません︒

いわなくてはなりません︒百年と申します

遮訓﹄を読みますと︑泊翁の粘神と寸分違

達したわけでありましておめでたいことと
と西郷南洲翁が鹿児島の城山で戦死されて

ことを何よりの光栄と思います︒

村茂樹先生を紹介する単行本を発行できた
とんど区別のつかない思想が両者にはあっ

わない文章がたくさん出て来ます︒どちら

それで鹿児島と山形県の鶴岡市では色均

がどちらを真似たのかわかりませんが︑ほ

な行事が催されるようであります︒．：この

から来年が百年であります︒

西郷隆盛という人と︑本会の創立者の西村

大分県の日田に成宜園という塾を開き︑

たように思います︒

いう人は︑若い頃から眼が非常に悪かった︒

三千人近い弟子を養成しました広瀬淡窓と

茂樹先生とは年代の違った人のように或い
はお考えの方もあろうかと思いますが︑一

西村先生も眼が悪く︑健康が勝れなかった

歳南洲の方が年上であるだけであります︒
しかも同じ東京に居たわけですから︑もし︑

いたところが︑思想の点でも両者には似た

点で淡窓泊翁の二先生は非常に似かよって
ところが多い︒淡窓先生は﹁敬天﹂をモッ

機会があれば相会うということもあり得た
は直接に会ったことはないのであります︒

トーとなさいましたが︑泊翁は﹁敬天愛民﹂

のですけれども︑しかし残念ながら︑二人
しかし泊翁先生は︑南洲の精神には深く共
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︹記念講演︺

明治の日本人
私はなぜ明治に関心をもつようになったか

東京工業大学教授江

藤淳

私は︑昭和の生れで︑明治時代を直接体験的に知っている人間で

れていた私どものごく近い過古︑例えば︑明治時代というような時

ありまして︑ついこの間まで︑私どもが︑非常に誇りを持って語ら

就中︑この雌史についての価値観の混乱がもっとも甚しいもので

ることになりまして︑大変にその評判が悪くなりました︒私は︑そ

代は︑第二次大戦という結論に至る序章であるといった扱いを受け

れについて︑戦争に負けると︑いろんなことがひつくり返るもんだ

先程︑どなたでございましたか︑西村茂樹先生のご業績について︑
介になっておられましたが︑私は今の私の経歴に御紹介のございま

に︑そのことについて深く思いを極めるということなしに︑過ぎて

なあと思っておりましたが戦後の混乱の中に成長している間に︑特

しまいました︒とろこが機会がありまして︑アメリカの大学で研究

したように︑昭和三十七年から三十九年まで二年間︑アメリカのプ
これが︑実は︑私をして︑明治に振り向かしめた体験談というよう

と教育にたずさわるようになったのであります︒そういたしました

は︑ドナルド・シャイブリー教授もおられますが︑私の参りました

所が︑非常に皮肉なことにアメリカの日本研究者たちが︑その中に

プリンストン大学にはシャイブリー氏と︑ハーバードで共に学んだ

日本が戦争に負けました時︑私は︑小学生から︑中学生になりか
けたんでありますが︑戦後︑私がだんだん︑中学から︑学校制度が

マリァス・ジャンセンという教授がおりまして︑今でもおられます

かった頃でございまして︑勿論︑初等教育は戦前の日本の教育を受

に考えられるのであります︒

リンストン大学という古い大学で教員生沼をしておりました︒

ハーバート大学のシャイブリー教授が論文を書いていることを御紹

になったかということから︑先ず申上げて魂たいと思います︒

した︒

上げになるか︑あるいは︑破壊されてしまうという形勢でございま

非常に︑世の中が混迷いたしまして︑すべての古い価値がゑんな棚

/へ

はないのでありますが︑何故︑私が明治時代に特に関心を抱くよう

御紹介賜りました江藤でございます︒

、＝ノ

変り新制商等学校になりまして︑大学へ行く頃は︑ご承知の通り︑
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述

がジャンセン教授は︑幕末から明治にかけての日本歴史を専攻した

る永井久一郎と云う名前で知られております︒この人は︑大変漢詩

ましたし︑プリンストン大学には︑文学者永井荷風のお父さんであ

町でありますが︑ニューヨークから車で︑一時間半位行った所にあ

プリンストンというのは︑ニッージャージーにある非常に静かな

の上手な人でありますがこの永井久一郎が若い頃学んでおります︒

方でありまして︑学位論文は﹁坂本竜馬と明治維新﹂という研究で
あります︒このジャンセン氏の所で︑御一緒に同じメンバーとして︑
で︑明治時代に対する評価が如何に高いかと云う事に改めて驚いた

仕事をするようになりまして︑私がアメリカの日本研究者たちの中

る町でございます︒

う町がありまして︑そこには︑元四信匡ｍご己ぐの﹃めどという大学がござ

一豆Ｉヨークとプリンストンとの間にニューグラスフィックとい

のであります︒

アメリカは︑その皮肉は︑大変個人的な所まで及んでおりまして

騰くと川時に歴史の皮肉を感じました︒

けれどもそもそもの背は︑これはラトガスのアメリカオランダ改革

います︒現在では︑ニュージャージーの州立大学になっております

派教会の学校でございまして︑ずうと古くから知られておられる有

実は︑ジャンセン教授は︑敗峨悩後︑川本に米国陸耶の情報将校と

名な宜教師がおりまして︑オランダで生れて︑アメリカに帰化して︑

して進駐して来られまして︑私はその頃疎附先の鎌倉におりました
っておりました︒その湘南中学校に︑ある日︑米軍のジープが乗り

もんですから︑藤沢にございます県立の湘南中学校と云う所にはい

の教育史︑特に英学の歴史をひもときますと︑このフル寺ヘッキは︑

長崎で英語を教え︑更に横浜で教え︑開成の大学南校といった所に

日本にやって来た︒このアメリカのプロテスタントの江教師︑Ⅲ治

数々関係いたしまして︑日本の肌治の教育界に非常に貢献した人で

つけて参りまして︑そして︑それまで使っておりました歴史の教科
りました︒その墨を引くように命じて行った二人の若い将校の一人

書のあそこの頁︑ここの頁に墨を引くように命じて行ったことがあ
がマリアス・ジャンセン教授であったのであります︒そんな事は︑

した学校が︑このラトラスでありましてこのラトガスにも大変多く

ありますが︑このフルベッキ︑つまり︑バーディクがですね︑出身

の日本人留学生が行っていることが大変身近なこととして感じられ

私は︑少しも知りませんで︑その後︑私は︑プリンストンに行きま
になってから大学に一展って︑専攻したのが︑日本の歴史であります︒

したところが︑そのマリアス・ジャンセン教授は︑実は︑召集解除

て参りました︒

後︑一七年経ってから︑私はこの身を以て知るような形になったの

的な評価の上からこの時代を商く評価しておられることを丁度敗戦

そうしてみますと︑私共が敗戦のショックの中で︑雌史の断絶を

リカの日本研究に至っていることも︑だんだんと判って参りました︒

がアメリカの知的社会に︑どんどん拡って参りまして︑今日のアメ

密接な人的交流が行われていた︒その時からこの日本に対する関心

そして明治時代の特に初期に︑この日本とアメリカの間で非常に

しかもその︑肌治直前幕末から︑明治に及んでの日本歴史というも

であります︒それ所じゃなくて︑アメリカの東部の大学は︑例えば︑

のを生涯の研究対象に選ばれ︑そして史学者としての客観的な実宅証

ハーバード大学には︑外相となった小村寿太郎や金子堅太郎が学び
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ー

当然の事として受け入れて参りましたけれども︑これではいけない

明治天皇の御誕生日としてお祝いした訳でありますが︑その明治時

り高くいつ迄も覚えていようと思っていた敗戦までの日本人が倖せ

代の人間が倖せだったのか︑そして︑その想い出を明治節として誇

そして︑アメリカ人が︑彼等の目で外側から捉え直している明治

のだという感じが大変強くなって参りました︒

というものを︑私どもは︑私どもの目で︑彼等の業績と自分たちの

これは︑私は︑別に極く然り気無くそれを書いた心算だったんで

なのか︑一体どうなんだろうということを書いたんであります︒

って了いましたけれども︑私は事ある毎にこの明治の復権を求める

すが︑実は︑私の穴戦布告でありまして︑それ以来もう十年以上経

業績を突き合せながら︑内側からもう一度︑捉え直して︑そしてこ
の断絶︑敗戦のショックから生じた精神的な断絶の現象︑あるいは

帰って参りましてから︑激石という個人だけではなく︑激石を生象︑

っていいような激石の文学を研究致して参りました︒アメリカから

目激石の文学︑勿論︑これは明治文化の一シの燦然たる文化︑とい

そういたしまして︑それで︑私︑元来︑比較文学的な見地から夏

たようであります︒

め︑左翼の諸君には︑至って悪名の高い人間に︑いつの間にかなっ

ような物を書き︑その機会があれば︑そういうことを口に出したた

空白の現象を埋めなければならないということを強く感じたのです︒

激石文学の研究とその時代的背景
私は︑元来︑英文学を学んだ人間でありまして︑現在︑私が職を
文学概論を講じております︒

奉じております場所︑は東京工業大学でございますが︑一般教育の
私の現在の研究者としての専門は比較文学でございます︒その他︑

時代を含む研究の方に私自身の展開をして参りました︒従いまして︑

激石によってある程度は精神的に定義付られたといってもいい明治

ご紹介にありましたように文芸批評をかれこれ二○年この方解説し
ておるのでありますが︑まあ︑日本へ帰って参りまして︑私が忘れ
二年少を振りで日本へ帰って参りまして︑たまたま朝日新聞から︑

仕事は未だ完成しておりませせんので二巻しか本にまとまっており

先程︑ご紹介の中で言及して頂きました﹁激石とその時代﹂という

もしませんけども昭和三十九年の東京オリンピックの一寸前に︑九
その年の文化の日の夕刊に掲載する学芸部の原稿を頼まれまして︑

あります︒私は激石が一︲こころ﹂という小説の中で非常に感動的な

そして︑私は︑そこに︑僅か五・六枚の短い文章でございましたけ
称で呼ばれているこの日は︑明治時代には天長節である︒つい数十

明治時代に対する一シの何といいますか︑告別の辞を述べているの

に関連づけて捉えてみよう︑そういう企てと申しますか試みなので

年前︑この二十何年か前までは︑これは︑明治節であったのである︑

を︑特にアメリカのプリンストン大学で︑これを読み直しました時

ませんが︑これは漁石という人と︑明治時代という時代とを有機的

ということを書きました︒そして︑十一月三日を文化の日という暖

でありますけれども︑異国の大学に奉職していて﹁こころ﹂を読み︑

に︑非常に何といいますか︑感銘深く︑何度読んだか判らない小説

れども︑現在文化の日という何だか判ったような判らないような名

を近代国家を建設した誇りに燃えていた明治時代の日本人︑それが

昧な概念で祝っている現在の日本人が倖せなのか︑それとも︑それ
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その﹁先生の遺言﹂というべき第三章の終りの方で︑明治天皇の崩
ます︒

代への愛惜の言葉というものを聯そこに見たように思ったのであり

した︒﹁こころ﹂この主人公の先生とだけ呼ばれて︑何という名前

妻が後を追われました︒非常に人の心を打った殉死事件がございま

りました︒これは随分変な表現だとお思いになるかと思いますが︑

いました自分の研究室からエレベーターに乗って︑地下三階まで参

様に捉えたのであろうかと思いまして︑私は︑図書館の三階にござ

そして︑その時︑世界は一体︑この日本の明治時代の終罵をどの

御された時のことが語られている︒それは︑非常に感動的な所であ

だか︑良く判らないこの中年の知識人は自分の罪︑これは︑実は︑

も︑プリンストンの大学図書館は非常に良く出来た図書館でござい

実は︑アメリカの大学図書館は︑何処でもそうでございますけれど

りまして︒明治天皇が崩御されますと︑ご承知の通り︑乃木大将夫

一種の彼の若い時に友達を裏切った罪でありますが︑無二の友人と︑

ます︒図書館の方が開架式で非常に借り出し易くなっております︒

ます︒文科系の教官の研究室は︑図書館の中に沢山設けられており

同時に同じ女性を愛する︑恋する様になり︑そして︑何とかして︑
その女性の愛を得たい為に︑自分の同級生︑Ｋというローマ字のイ

私が見に行ったのは︑明治天皇崩御の直後のロンドンタイムズな

地下に参りますと︑マイクロフィルムになりました過古の新聞等が

ニシアルでしか出て来ない︑そのＫに抜け駆けするような形で相手

んです︒それをマイクロコピイで読ふました︒明治天皇の御隠れに

非常に良く揃っておりまして︑地下の一部屋に参りますと︑マイク

これがだんだんこの先生という名前で呼ばれている人物の心に次第

の令嬢に婚約を求める︒このことをＫに後で告げて︑Ｋを驚かせる

に蝿って参りまして︑そして彼は︑その時幸福であるべき家庭を持

なった時の明治天皇を悼む記事が︑実に︑一頁に亘って長大なる文

と︑Ｋは自殺して了う︒この二人は先生と先生の奥さんというのは︑

ったにも拘らず︑少しも幸福感を得られぬままに悶為としている︒

が載っておりました︒これは勿論︑即○日・胃８ｑ①名○且の具旨

ロリーダーがずらりと並んでおりました︒

この人物が明治天皇の崩御と乃木夫妻の殉死を聞いて︑突然の長い

せんが非常に格調の高い文章で明治天皇のご事績を振り返り︑そし

弓︒ご・というタイムズの伝統的な書き方で将名記事ではございま

これは家庭を持つのでありますが︑その自分の精神的な裏切りが︑

気が付いた︒

て︑その間に日本が歩寒得た国の歩拳というものを︑イギリス人の

眠りから醒めたように︑自分は明治人間であったということに突然

自分は︑自分を罰する事すらできないような駄目な人間だけれど

日本に対して︑英国人が好意的であったのは︑その故かも知れませ

勿論︑当時︑日本は︑英国と同盟関係にございましたから︑この

目で︑非常に︑これを暖く捉えておりました︒

ことになっております︒明治の精神に殉じて死ぬことならできると

せば①ロ高言①昌昌の具である啓蒙という時代となる︒

んけれども︑それだけではなくて︑この明治という言葉を英語に訳

て︑遺書を書いて自分の所に訪ねて来る後輩にそれを託するという

も︑明治の人間として︑明治の精神に殉じて死ぬ事ができるといっ

の時淑石の作中人物の中に︑口を借りて激石がいおうとした明治時

思うようになりましたというその一節を読んでおりまして︑私はそ
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の︒荷胃のコョの三と呼ばれる時代を再現された君主は︑家庭的には

非常に不幸なお方であったという風に書いてありました︒

かし十二月七日になりますと︑真珠湾攻撃の映画を必らずやります︒

来た時代であります︒日米関係が大変良かったんでありますが︑し

メチャクチャになっちゃうという映画で︑途中までは︑いい気持な

んですけれども︑全部観ていると腹が立つ映画でございます︒未だ

初め日本が勝っておりまして︑その内︑アメリカが勝って︑日本は

にやっております︒そして︑必らず︑またかなりの古風な日本研究

どういうようなことかなと思いましたら︑お子様がたで早くお隠
いう︒そういうようなことについての言及でありました︒しかしそ

れになった方が非常に多くて︑大正天皇お一人がお残りになったと
のような御家庭というか︑皇室のお淋しさを顧みず︑非常に国の為︑

とができる︒公平に見ることができる筈の私の川僚の中などでも︑

者︑人間として非常に智的に洗練され︑物事に距離を置いて見るこ

ことだという風に非常に馬鹿にする人がいる︒そういう人々は︑乃

例えば︑神風特攻隊というものに対しては︑これは気狂いのやった

民の為に良く︑卒先して︑陛下が指導力を発揮されたということを
マシンに乗りまして︑三階からエレベーターで地下三階に降るだけ

大変詳しく報じておりました︒私は︑その時︑ｎ分がまるでタイム
で一九六○年代初めのアメリカから︑明治時代の日本に連れて行か

ります︒それで西洋人は︑殉死などということについては︑そうい

いう風にみておりまして︑大変心外な思いをする事があったんであ

う風にしか感じられないのかなあと思っておりましたが︑実は︑そ

木大将の殉死事件などというものも︑そういうものと同じであると

を持ちながら見たんであります︒そう致しました所が︑驚いたこと

事件がどのように報じられているかということを︑若干心配な気持

して明治四十五年一九一二年のイギリスの最高の知識人たちは乃木

うではないんで︑一九六○年代の一現象に過ぎなかったんでありま

れたような不思議な感覚に捉われたものであります︒岐後に︑私は︑

に︑これについても︑又︑タイムズの東京特派員は︑非常に厳粛な

その数日後の明治天皇の御大葬の日に起った乃木大将夫妻の殉死の

筆致でこれを受けておりました︒つまり︑この何といいますか︑乃

これは何といいますか旬四四ｏな︑非劇的な︑言葉の根源的な意味

大将の殉死について︑そのような受け取り方をしている︒非常に︑

におけるギリシヤ悲劇の悲劇というような意味での冒四◎な事件

木夫妻の行為については︑文化の伝統を異にする我為が失礼な事を
唯︑その壮烈な行為に対して︑粛然と襟を正すの象であるという

んのこととか︑噸笑的な言辞を聞きますと︑それに対して反証を呈

として︑非常に深い所で捉えている︒私は︑爾来︑そういう乃木さ

あれこれ申し述るべきではない︒

ことが書いてありました︒で私は︑アメリカに参りまして︑西暦で

方と︑あの頃の英国人の捉え方は︑随分違うなといいますと︑英国

別に︑感情的な議論は致しませんでしたけれども︑君たちの捉え

示することができるようになりました︒

申しますと︑一九六二年の秋の学期から︑アメリカに行ったんであ
りますが︑学生は勿論戦争前の学生でありますから︑戦争中の恨み

人に対しては︑何となくアメリカ人は弱うございますのでそれから

等はない︒アメリカは︑当時ケネディ大統領の時代で︑日本の総理
た時代で︑イクオール︑パートナーシップというような言葉が出て

大臣が池田さんでありまして︑池田・ケネディハネムーンといわれ
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ました︒これが私の明治再発見の転換点でございました︒それから︑

黙ってしまうという︑まあ︑やや︑涌快な経験をしたこともござい

て了いまた︒そして︑その次は︑実に﹁平将門﹂にまで逆戻り致し

ましたら︑くるりと身を翻して﹁元禄太平記﹂とかいうものになっ

度い︒それも月に一回であるけれども︑時間は︑一時間ないし一時

製作担当者の方為が︑私の所に来まして︑明治時代をテレビでやり

まして︑どういう事かなと思っておりましたら︑実は︑平将門だそ

私は︑自分のことだからといって︑全て理解すればいいものでは

そんなことを経まして︑日本へ帰って参りましてから︑事毎に明治

ありません︒勿論︑そこには︑人間の世界でありますから︑偉い人

間以上︑枠を取って第一チャンネルで所謂︑ゴールデンアワー︑七

うだという話が流れ始めました頃でありましたけれども︑ＮＨＫの

もいれば︑厭な奴もいるし︑美しい気高い行為もあれば︑順劣な非

やり度いかというと︑ドキュメンタリーとドラマというのを二シの

時半からの時間帯に乗せてやりたい︒しかし︑これは︑どんな形で

の復権といいますか︑明治を再評価し検討するようになりました︒

いうのは︑美化すれば幾らでも美化出来ますけれども︑又︑今日の

ができましたんでというんでございまして︑私はいつの間にか︑そ

てあるんです︒﹁何ですかこれは﹂といいましたら︑番組の青写真

私の喋った内容が刷り物になっておりまして︑そして︑十回に割っ

まして︑その次に︑もう一度︑会い度いといって来られた時には︑

ます︒そうした所が︑彼等は︑流石になかなか物馴れたものであり

いうようなことを初対面の人達に対して浩灸と捲し立てたのであり

やるといいですよ︒こういう人物を取り上げた方がいいですよ﹂と

て︑それは︑結構な事だから﹁是非おやりなさい︒こういうことを

て参りました︒私は︑相談にのるのだと思いまして︑大変再びまし

を作るような形でやり度い︒それについて相談にのって呉れといっ

元来融合し難いと考えられるジャンルを︑融合した新しいジャンル

常に醜悪な行為も数多あるのであります︒そして勿論明治の東京と
便利さに較べれば非常に生活環境の所で違いがあります︒
でありますが︑とにかくそういうようなことで全て引っくるめま
して︑自分たちの新鮮な気持で︑もう一度明治を見直して翠なけれ
ばいけないと思っておりました︒

ＮＨＫ放送と﹁明治の群像﹂
そして︑自分の著作︑或いは︑発言の機会を与えられた場所等で
そういう事をかなり繰り返してやって来たんでありますが︑有難い
事に︑昨年になりまして︑ＮＨＫがテレビの特集番組のシリーズで︑
ＮＨＫでは御承知の通り大河ドラマというのがございまして︑毎日

明治をやり度いということを私の所に申し出て来たんであります︒

曜日四五分間やっております︒私は何時になったら︑あれに明治が

二十年この方︑書いて参りました︒それから︑多少︑小説的な趣を

るものの作者に擬せられていた訳であります︒私は︑文芸評論は︑

まで下って参りましてあれは子母沢寛さんの小説を脚色したもので

のドラマとドキュメンタリーとを突き混たぜ新しいジャンルと称す

ありまして︑途中で主役が病気で変ったり致しました︒なかなか面

る﹂というのは︑山本権兵衛の伝記的な冒貯三六①なものですが︑

含んでいないこともない伝記のようなものは︑例えば﹁海は睡え

出て来るんだろうと固唾を呑んで見ていたんであります︒﹁勝海舟﹂

白く出来ております︒でこれから今度は︑明治になるのかなと思い
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いうのは一度も書いたことはないのであります︒私は︑勿論︑そん

そういうものは書いたことは︑ございますけれども︑芝居の脚本と

しいんであります︒

知れませんが︑歴史の知識は非常に薄弱でありまして︑大変嘆かわ

しても︑私が接する学生︑理工科の学生ですから特にそうなのかも

いますが視聴率が非常にいいんであります︒﹁大久保利通﹂で第一

所が︑先づ第一に︑これは手前味噌になりまして︑大変恐縮でござ

従って若い人達は見てくれないんじゃないかと思っておりました

なに︑芝居小屋に入り浸りするような質ではありません︒
にしましても︑大変な事になったと思いまして︑これを︑初め︑ま

演劇ということには大変昔から興味を持っておりましたが︑何れ
あ︑仕様がないんで︑まあ︑清水の舞台から飛び降りたような気持

トリオールのオリンピックがございまして︑夏期の特別番組があり

のドラマでは大河ドラマに次ぐ成績でございました︒そして︑モン

ました為に︑二ヶ月夏休みを置きまして︑六回目の﹁陸奥宗光﹂の

回目の時には︑一六・一％という数字が出まして︑これは︑ＮＨＫ

で致しました﹁星亨﹂でございまして︑第八回でありますが︑この

でやり始めたんであります︒早いもので昨日そのシリーズの九回目

次には︑これは︑十一月分でありますが恐らく︑十二月五日が投票

二％という高い視聴率が出て参りまして︑非常に多くの人左が見て

というのを︑八月の二十九日放送致しましたらこれが︑又︑一四・

の収録が終りました︒これは︑一昨日と昨日と二晩本放送と再放送

して︑もうＮＨＫでは︑そのことを予定しておりまして︑九回目の

日で選挙になりますんで︑放送の編成がガラッと変ります︒従いま

一％が九六万と云う風に大体計算されております︒

下さったという結果が出て来ました︒それで︑ＮＨＫの視聴率は︑

全国の放送でございますので︑この民放のサービス・エリーノの限

日英同盟というのは︑これは十二月九日に本放送致しまして︑それ
いうのは︑これはポーッマス条約のあれですけれども︑十二月二十

から十日に再放送する︒それから最後の十回目の﹁小村寿太郎﹂と

んでありますが︑ＮＨＫの場合には︑百万足らず︑九六万︑九六万

定されている所の視聴率︑視聴者というのは一％当り︑もっと低い

の一六・一倍乃至一四・二倍ということになりますと︑再放送を合

三日の木曜日に本放送致しまして︑二十四日が何か別の特集番組が
いるようであります︒もう︑そろそろこれは終りに近づいている訳

ございますので再放送は︑二十五日というような形にもう内定して

せますと︑実に一︑五○○万人以上の方たが︑常に︑この番組を見

います︒ＮＨＫの緬成の号の切言ｏ皇○国では教養番組になっている

あの番組は非常に娯楽的要素も多々ございますが︑教養番組でござ

とを突き合せて考ようというような気持になって下さっている︒

て下さっている︒それだけ少なくとも︑その時間は明治時代と現代

現しようという目的で作られた八○分のドラマというのを熱心に観

て下さっているｃつまり︑それらの人々が︑明治時代を︑忠実に再

であります︒

これをやって︑私は大変に心強い事実を幾つか発見致しました︒
何であるかと申しますと︑私はこの﹁明治の群像﹂というシリーズ
登であって︑若い人は︑こういうのは見向きもしないのではないか︑

を恐らく︑この一生懸命見て下さる方は︑私より年上︑ご年輩の方
現在の初等中等教育というのは︑いろんな問題を内包しているのは︑
御案内の通りでありまして︑特に歴史等も一時期程ではないにしま
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娯楽である筈と誤解している人がある位でございまして︑まあ︑そ

ているんでございます︒けれども解説委員の仲間たちには︑あれは

んでありますが︑併し︑私はＮＨＫの解説委員というのも委嘱され

る学校がございまして︑その感想文を送って来て下さった先生もご

るいは︑中国地方︑あっちこつちで︑そういうご鹸夙を頂いてい

れる学校が随分ある︒東京都内にもあるようでありまして︑京都あ

まして︑翌日感想文を書かせるという作業を宿題としてやっておら

テレビの約束ごとには妥協しないと︑そういうものでなければ私は

あむづかしい明治言葉をできるだけ再現しようとして︑余り現在の

そして︑その人をでも︑もっと若い中学生の中でも︑さぞこれはま

中では︑異例に多い年若い視聴者たちの満足を得ることかできて︑

が高年令化しているという批判があるんだそうでありますが︑その

ざいます︒そのように私はＮＨＫも︑ＮＨＫは︑とかく︑視聴者層

うだからこそ︑これだけの多くの人為が見て下っているのだろうと
思いますけれども︑これが明治を見直そうということをアメリカで
学んでおりました時に︑深い念願として日本に戻って参りました私
としては実に捕快の至りなんです︒更に嬉しい事は︑ＮＨＫには世
論調査所という研究所がございまして︑これは民放が誕を流して︑
そのデータを欲しがっているような実に綿密を極めた調査を各種の
うのは︑ＮＨＫはいろんな影響があって︵これは公表していないん

番組等について行っております︒例えば総理大臣の人気の指数とい

ようなことになりましたのは︑大変心強いことでありまして︑引い

書けないからというんでやっているんでありますが︑それが︑この

ては︑この日本弘進会の西村先生のこの粘神というようなものを受

変ったといわれておりますけれども︑確かに変ってはおりますが︑

け入れ得る素地が非常に未だ広く潜在していると︑日本人は変った

しているように私は思いますが︑これは大学の本分の他にこの一年

併し同時に変らない求心的な性格を保持しているということを︑示

間やらなければならない仕事で︑日に見えない時間が次々と消えて

行く様な仕事でございまして︑肉体的にも︑粘神的にも︑決して楽

ったというように現在私は︑満足して︑その終了を︑もう直ぐ年末

な仕事ではございませんでしたけれども︑この仕事を引受けてよか

に控えまして︑大変満された気持でおるのであります︒

さて︑私は今日︑ＮＨＫの別の用事がございまして︑実は︑三時

の家は︑市が谷の駅の直ぐそばでここから非常に近いんでございま

半までに家墜灰らなけりやならないことになっておるんですが︑私

、 ム ン ノ

ですが︶時をやっておりまして︑面白い結果が出ているようてあり

選挙の予測なども︑これはまあ︑各種新聞等のデータに較べます

ます︒

と︑ＮＨＫのは︑やはり粘度が高いというような事を誇っているよ
うでありますが︑これは番組の受け入れられ方の分析というのを︑
これはもう一番大事なことでありますから︑初中終やっております︒
満足度調査というのがございます︒

これを見ました時に︑私は何回目の放送であったか︑一寸記憶し
ておりませんのでございますけれども︑実に︑その高校生のですね︑
九○が︑精満足というのまで含めますと︑九○％が﹁明治の群像﹂
に満足している︒それから︑大学生の七五％が満足している︑とい
う︑その驚くべき嬉しい結果が出て参りました︒それのみならず︑
中学生でもですね︒先生方の中で非常に自覚のある先生が︑この頃
は出て来られたと承えまして︑中学生に宿題としてあの番組を見せ
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すので話が中途半端になりますんで︑もう三時半位までお話さして
頂き度いと思います︒

明治時代における進歩の概念
一体明治時代の始った時︑日本人が一番苦労したことは何である
か︒いろんな点で日本人は苦労したと思いますけれども私は二シの
点で︑精神的な価値観の問題に話を限定して考えて見ますと︑沢山
います︒一シは進歩という概念をどういう風に見付け出すかという

あると思いますけれども︑その中で特に二シの問題で苦労したと思

事であります︒

明治維新というのは︑単に王政復古といわれましたように維新が
実は復古であるという二重構造の性格を持っています︒確かにそれ
ますが︑例えば︑新井白石の﹁読史余論﹂という歴史書は︑一体︑

迄の日本人の歴史観というのは︑これはまあ︑議論の余地がござい
この循環的な歴史を叙述している心算なのか︑もっとリアルな現在
の歴史意識といわれているものに近いものを既に捉えていたのか︑

それにつきましては︑議論の余地がございますけれども︑私は少く
とも︑維新が復古であるという意識に関して申しますれば︑これは︑
丁度︑年が循ぐる︑季節が循環致しまして︑春夏秋冬︑又︑春夏秋

スタンシビリゼイション︑西洋文明を取り入れて︑日本を近代国家

開化﹂というのは︑西洋︑ウェスタナイゼイション︑ですねｃウェ

にする︒そうすると︑その近代国家にするという︑この予見からの

要請とそれから日本人が︑自分の政治体制の中での変革といいます

の中が進んで行くということはいいことなのだろうか︑悪いことな

か︑改革を試みた事実とどういうように妥協したら良いか︑一体世

のだろうか︒どっちなんだろうか︑というのは非常い深い価値観の

混乱を生んだろうと思うのです︒そういうような状態が︑続いてお

ります時に︑例えば福沢諭吉などという人は逸早く︑進歩というも

その説き方というのは︑その当時としては︑大変面白いんであり

のがあるんだと非常にはっきり説きました︒

まして大体︑福沢諭吉という人は︑蘭学をやり︑英学をやったり︑

洋学者でありますけれども︑豊前の中津藩では︑非常に伊藤仁斎の

儒学が盛んでありまして︑そして彼は普通世間の人が︑そう考えて

従いまして︑﹁学問のすすめ﹂という本︑たいへん平易で誰にで

いる以上に儒学の素養が深い人であります︒

も読めるものを読んで詮ますと︑儒学の概念で当時の日本人が非常

に身近に感じ肌に染み着いておった儒学の概念構成をそのまま利用

して﹁実学﹂と彼は呼んだ︒こは西村茂樹先生の実学とも連なる面

があるのかも知れませんが私はその辺良く勉強しておりません︒自

信がございませんけれども︑実学という概念を彼のいわゆる福沢文

ありますが︑それをはめ込んで行きまして︑そして︑構成して行く

学︑この場合の文学というのは儒学︑不急不用の形而上学のことで

新らしくなって来る一戻る︑こういうように螺旋形になってくるの

冬というふうにぐるぐる廻って行くテクニカルな時の捉え方ですね︒

の一番︑制度上の反映太政官制度という古い制度が復古して︑近代

理空論の世界でなく︑実という世界を尊重せねばならぬということ

論法を取りました︒この実学というもの︑その実という世界は︑空

でもなければ︑一直線になるのでもない︒ぐるぐる廻っている︑そ

たことを示す訳です︒それと同時に︑今度は合言葉として︑﹁文明

国家日本の司法制度として︑取り入れたというのは正に復古であっ
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は︑明治人の先ず知ったことであって︑実の世界というのは︑それ

れは日本の思想風土︑宗教風土にある関連ある精神と申しますか︑

うでありましたが︑日本人はこれを大変静かに受け入れました夕そ

うな考え方は︑モースの信奉しております生物学上の進化論に馴染

反神論的なもの︑八百万神というどんなものにも神が宿ると云うよ

では︑進歩する世界であって︑それを﹁文明開化﹂という合言葉で
胃○四のめいとかというものは︑どういうことかということは良く知

日本の美術︑中国の美術を世界に紹介した点で大変有名な人で︑岡

これは︑勿論︑アーネスト・フェノロサであります︒この人は︑

して︑非常に優れた後輩の一人を連れて参りました︒

スが参りまして︑その翌年の夏休みに︑モースは︑一旦帰国致しま

桑易いものであったからに違いないと思うのであります︒このモー

漠然と感じたことであった︒しかし︑この進歩とはどういうことか
らなかった︒

私は︑これは︑かなりはっきりと実証できるように考えておるの
時未だ東京帝国大学といわれておりました東京大学になったばかり

倉天心のまあ︑恩人と言われている人でありますが︑同時にフェノ

てあります︒明治十年に丁度西郷南洲が城川の露と消えた直後に当
の日本の唯一の官立大学に一人のアメリカ人のお雇い教師がやって

リカ特にアメリカで非常に良く読まれた人であります︒それと同時

ス・ヘンサーはイギリスの哲学者ですがイギリスよりドイツとアメ

ーバート・ス︒ヘンサーを紹介したことでありました︒

をそのダーウィニズムの観点から︑人間の歴史を見ようとした︑ハ

その︑ダーウィニズムを人類の歴史に適用したもの︑適用してこれ

参りました︒それは︑エドワードシルベスターモースという人であ
Ｃ唇固く○巨旨巳侭﹁進化論三諸﹂と題

ロサは︑また日本に非常に承要なものをもたらしました︒それは︑

この人が目言⑦の序︒Ｅ昂

ります︒これは大森の貝塚の発見者生物学者であります︒
する就任記念誰淡をいたしました︒

ました︒このモースは︑生物の世界ののぐ○一目︒旨進化を説いたので

これは︑ダーウィンの進化論を日本にもたらした最初の人であり
あります︒詰り︑天皇陛下のご研究対象のような素朴な動物が非常

ますが︑このス︒ヘンサーのの○．匡閃く︒一目○己目印目﹁社会進化論﹂

に明治初期の日本に対して︑思想的に大変な影響を与えた人であり

という木は︑ブェノロサが新しく︑東京大学の哲学のお雇い外人教

に進化いたしまして︑自然に淘汰され︑かつ生存競争を繰り返す内
たということを発生学的にあとづけたダーウィンの画期的な発見で

ス︑フェノロサという二人のアメリカ人によって①ぐ○旨９国という

授として赴任致しました時に持って来たものであります︒このモー

に溌適和となって生き残って︑遂に人間のような万物の霊長となれ
あります︒これはキリスト教の教義と正反対すなわち真向から対立

いうこと︑か︑はっ髪﹂りいたしました︒そこから宮．○四①ｍｍといン？も

概念が︑生物学の次元にも人類の歴史にも適用できる概念であると

するものでありましたので︑大変にヨーロッパの思想界に大打撃を
生物学者といたしまして︑このダーウィニズムというのを日本に非

先に進むとことはいいものだという考え方は︑日本人の中に定着

のは︑いいものだ︒

与えるんでありますが︑このモースはハーバード大学に学んだ若い

その時モースは︑日本人から反溌を受けやしないかと心配したよ

常に確信を持って唱道したのです︒
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れども︑それでもやはり進歩胃○四ののいという言葉は大統領候補が

件とかが起ったのでアメリカ人は少し神経衰弱気味でございますけ

す︒最近アメリカには︑ヴェトナム戦争とか︑ウォーターゲート事

胃○四ののｍというものを正直に信じている国民はないように思いま

したように思います︒私はアメリカ人と日本人ほど今でもその

さそうだと感じたのも︑明治人にとっての一つの試練でありまして︑

張りでやって行けるかということになりますと︑どうもそうではな

なると︑これは必ずしも︑そうは見えない︒しかしながら道徳一点

を遂げますというと︑道徳の方はどうなんであろうかということこ

という文章を残しておりますが︑それと岡時に﹁利学正宗﹂という

た陸奥宗光は︑仙台の監獄につながれております時に﹁面壁独語﹂

例えば﹁明治の群像﹂の六回目と七回目の主役になってもらいまし

日本人もやはり例えばこれはいろんな問題が出て参りましたけれ

が原書は冒吋○号ｇｏ二８号①甲一胃巨①ｍ具三○且い画己原哩爵号ご︾

翻訳をしております︒これはジェミニ・ベンサムの翻訳であります

何処かで︑胸を張って言わなければならいないことでございます︒
ども︑﹁東京から大阪まで︑八時間で行くよりも︑三時間一○分で

弓＄であります︒それを﹁利学﹂と訳しまして︑ベンサムのことを

行く方がいい﹂とか︑成田に空港ができたら成田から東京まで三○
○キロ出る変な乗り物で︑サーッとお客さんを連れて来なければい

彼は﹁賓子﹂と呼んでおります︒

これは丁度孔子とか孟子とかいう様ないい方で︑賓子日く何灸と

けない﹂と考えているのは︑これは胃○四のめいを信じているからで

ありまして︑この胃○四の賂という新し時代は︑いい時代であるべ

こうやっております︒これは福沢と同じ考え方でありまして儒学の

にほき換えて考えて行こうとする︒この利というものを何故考えな

きであるという考え方︑人類は時代を追うに従って良くなって行か

ければいけないか︒そうすることが国際社会に国を建てて︑そして︑

概念椛成をそのまま使いながら儒学の仁という概念を利というもの

日本に導入され︑日本人がそれを非常に深く受け入れた思想であっ

う考え方であって︑これは明治時代になって︑明治十年代から後に

その利をもって事を行っているイギリスとかあるいは︑ロシヤとか︑

なければならないという考え方は︑非常に明るい未来を望もうとい

たように思います︒従いまして︑この胃︒四のいめということに関し

る為には︑﹁利ということが何であるか﹂﹁人間は︑利によって何を

ドイツとか︑ブーフンスとか︑あるいはアメリカといった国と交際す

不安であると︑これは日本が国を閉じて︑その中で物を考えてい

行い何を行わないのであるか﹂ということを突き詰めておかないと

ましては︑一応今の言葉でいいますと︑ナショナル・コンセンサス
であります︒

みたいな国民の共通の認識みたいなものが有識層の間に生まれたの

明治時代における道徳の問題

の中に付け加えられた︑というよりも肺神的現実の中に付け加えら

ていいことだったのですが︑今や新しいコンテストが日本人の現実

ればよかった時代には︑その武士階級あるいは上層階級が考えなく

は非常にむつかしいことになっております︒そうしますと︑世の中

れただけではなくて︑日本人がこの社会のこの世の中で国際社会の

しかしながら︑もう一つ問題は︑道徳の問題になりますと︑これ
が進ぷますと︑物質面は進承ますが世の中が物質の面で胃○四①閉
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し貧相な谷干城になりまして誠に申し訳なかったんでございますけ

した俳優が急病で入院致しました為に︑代役が立った為に︑一寸少

れども︑鹿鳴館時代の欧化政策を非常に手厳しく批判されて︑伊藤

れは︑私のこのプログラムの巾では谷干城は︑少し予定しておりま

合には集団の利益ということを考えれば当然仙人の利益の問題が出

内閣は︑この為に辞職するというようなことがございました︒鹿鳴

中で︑サーバイブして行こう︑生存して行こうとすると︑利を︑国

て参ります︒陸奥宗光は︑まだたいして語学もできなかったのに︑

利国益を考えなければならなくなった︒国利国益を考えるという場

ウェブスターの辞書一冊を覚える位︑獄につながれている内に︑非

ここに私は幸Ⅲ露伴の若い頃に書いた詩をテキストを︑持って来

国民的な問題になって参ります︒

たんでありますが︑これは︑明治十九年鹿鳴館の峨擬の頃でありま

館の頃になりますと︑利なのか︑美なのかというこの二者択一は︑

ました︒そしてこの研蹟の跡はいわゆる陸奥外交に辿憾なく生され

す︒当時数え年二十歳の幸Ⅲ露伴は︑北海道の余市という小さな町

常な猛勉強をしたんであります︒陸奥は︑このベンサムの功利主義

ている様に思います︒何が際どい岡際関係の瀬戸際で川本にとって︑

的な哲学を利学と呼びまして︑この利学を大いに吸収しようと致し

最も利益あり︑そして後世の日本人にとって︑こうなげりやならな

で電信技師をしておりました︒

ああ美なるかな東洋州中開花の魁武権蕩尽して随習を去り

美なるかな日本

から成っております︒その上篇は︑

そこで彼は︑こういう詩を書いた︑これは上・中・下の三シの篇

いというような︑この︑いい結果を生むような解決をすべきである
か︑これは︑正に利学を学ばなければ到底︑旨く行かなかった筈で
に利ということを大きく深く考え︑取り上げなけりやならないとい

あります︒しかしながら︑外国に向って国利国祐を計らうという為
うのは︑これは︑大変結構なことでありますが内を順ゑると︑どう

し鉄道は砥の如く山間に枇わり石橋は虹の似く都上に難たり

文物を輸入して噛迎来る電線千里眺州を張り漁船一瞬屯背に鶴

紳士の商楼は雲を突きて舞え淑女は椛羅を風に向って耐えし

いうことになるか︑人間が我利我利亡者になって了って︑それだけ

伯林の麦酒奨醗を汲み巴里の華答瑞現を連らぬ医術の功妙神霊

で生きて行くとなると︑世の中は実に味気ないものになります︒西
ざいますけれども︑同時にキリスト教の伝統もありまして︑これを

洋社会には︑功利主義哲学もベンサムだけでなく他にもいろいろご

を極め微を閲き実を顕わして仲景を圧す法学明断人事を済い

ダーウイ︾ごベーコン

中和することができる︒しかし︑そうでない日本で︑一体その利だ

辺彊に満つ君見ずや唐土長安往古の栄を何ぞ今日我が邦の昌な

整厳詳密にして商帝を驚かす韓図索刺は市坊に溢れ駄因米根は

カソトソクワテス

けが︑この仁あるいは︑義に入れ替ってしまったらどうなるかとい

た欧化主義者達が見た日本︑日本は非常に栄えていいと︑ソクラテ

これは上篇で︑実は︑当時の為政者達が︑鹿鳴館時代を作ってい

るに若かん

う問題に︑逸早く着目されましたのが︑私は︑非常に浅学でござい
まして︑そのご業績をまだよく拝見しておりませんのですけれども︑
西村茂樹先生であったのであろうと思われるのであります︒そして︑
実に︑第二代の会長であられたという谷干城中将︑子爵などは︑こ
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スもカントもダーウィンも︑到る所︑どんな田舎に行ってもいるじ
出

願くは真人を尋ねて真理を知り弟ら口唱を行って蒼生を救わん

これは二十歳の幸田露伴が遥かな辺境の余市の地から東京の浮薄

ゃないかという風な︑非常に自己満足な考え方︑それに対して︑こ
旧

はならないという︑その決意を語った︑その露伴にとっては︑露伴

な栄華を望み見て︑その利に狂う人々を見て︑そして︑こうあって

れは︑表面でありますが︑その裏は中篇になっております︑これは︑
悲しいかな日本

の文学というものは詰り︑蒼生を救おうとするもの︑同胞︑民草を

ああ悲しいかな扶桑壷を生じて今将に朽ちんとす新醸の悪風
十分に有り古来の美俗一点も無し少年は昂をとして倣慢を喜び

救おうというナショナルな視点を持った文学でありました︒

甲乙陰語毒更に探し奇才の壮士は時に盗と化し妙齢の処女多く

道徳というものと︑進歩という概念とを結合して︑そして︑それを︑

心に︑非常に高まって参りまして︑明治二十年代に至って日本人は︑

こういうような考え方は︑明治二十年代になりますと︑日本人の

老者は壷をとして因循に甘んず夫婦は慾を共にするも情を共にせ

は淫を篭ぐ幾万の僧徒は茄麓に均しく酒肉を負ぼるに非ざれば

と逸早く考えるようになったのだろうと思います︒

空理空論ではなくて︑実の世界に生かして行かなければならない︑

ず兄弟は利を知るも親しむを知らず彼此健訟して恨を互に結び

四海の水濁り又蕩たり九道の途は岐れて行き難し君聞かずや晴

閑楽を負ぽり数百の論家は偲侭に同じ或は刺潮を演じ或は譜誰

代になりますと︑終息に向いまして法的な立場では︑教育勅語にな

明治の初めから︑二十年間の思想的な混乱というものが︑二十年

これは実情であります︒裏であります︒実際日本はこうなってい

いう概念と︑実学という概念と︑道徳という概念を如何に調和させ

ります︒そして︑もう一寸︑この広い範囲の有識層の間では進歩と

代の道徳凡て荒廃し後庭の花は散りて夢荘をたるを
るというのが露伴の認識であります︒そして︑下篇になりますと自

袋は鉄の如し貧生は此の中に杷憂を抱く請う見よ明治の新天地

として夢破れ易く夢は断続して醒めて愁多し灯火は豆の如く

ます内に非常に深い︑感銘を受けた次第であります︒大変時間の都

先生が︑このような風紀を更に早く先見されまして︑この運動を起

からくりになったのだろうと考えるのであります︒勿論︑西村茂樹

ながら︑国を造るか︑国民の精神を調和させるかという様な問題の

文物換発実に認とすべし又着よ明治の新天地道徳の領廃真に倖
くに足る人徳あって身以て立ち国道有れば運以て盛なり君聞

る行事にお招きを受けましてお話をさして頂きましたことを心から

合がございまして失礼致しましたが︑この一○○周年記念の意義有

風漸渥

分の決意が調ってありますｃ

かずや力有るも不徳にして乗王莞れ智あるも道無くして仏帝傾く
栄華の春尽きてああ錦繍温を去り落葉の秋来りてああ総纏冷に替

お祈り申上げまして御挨拶と致します︒︵文責ｌ在記者︶

お礼申し上げますと共に今後の一層の日本弘道会の御発展を心から

されたいということは︑私は︑今日︑諸先輩のお話を承わっており

月色苦くして孤城虫声微かなり日光寒くして辺塞の草芽細かなり

る哀しいかな不徳無道の限身を亡ぼし心を亡ぼし魔の牲となる
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︹講談︺

宝井馬琴

程と感ずるような会に︑ぜひ︑私は︑皆さんのお力で誘導をして頂

弟関係

１１１

明治維新の志士の

大衆もついて行ける﹁弘道﹂を！

うな考え方で︑大変︑わかりいいような︑わり難いような︑まあ︑

を使わなければ学者でないとか︑或いは知識人じゃないとかいうよ

き度いと思います︒それには︑存外︑この頃では︑むつかしい言葉

を戴きまして︑色を拝見したのでありますが︑なかなか︑短時間で

私︑講談を申上げるために︑弘道会から︑西村茂樹先生の厚い本
あれだけの立派な人のお話はでき得るものではないという事をお断

をとした言葉が耳から中へ這入らずに外廻りを︑ずうと通って行く

わかり難い方が多いんでございます︒余り聞いた事のないような空

ような感じがするんでございます︒

り申上げます︒すＩと読めば︑直ぐできるものだ位にお考えではな
かろうかと思いましたが︑決して︑そういうものではございません︒

万石に封じられ四分の一になった米沢へ行った時には︑一人も家来

関ヶ原の合戦の時に︑会津で百二十万石の上杉景勝が︑米沢三十

上杉景勝の領民安堵の施策

つ改めて︑お考え砲しを頂きたいのは学Ⅲ或いはまた立派な言葉と

意を表しておる者でございます︒今日お集まりの皆様方も︑ぜひ一

る﹂弘道会でございますが︑私は非常にご立派であると︑心から敬

しかし︑西村茂樹という方の弘道というもの︒これは﹁道を弘め

いうものは︑大衆は︑そう大して身にとめられません︒それ程︑頭

それをどうしたかというと︑全部の家来に苦しいだろうが︑給料を

ろん今まで通りの給料を支払えない事は判り切った事である︒では︑

半分にせいと申し渡した︒しかし半分にしても収入が四分の一であ

を浪人をさせないで︑六千人を︑そのまま連れて行っている︒もち

な人たちでありますが︑あとは少し︑馬鹿が揃っているんじゃない

の有るのは︑日本におりません︒今日お集まりのかたがたはご立派

い様なものでございまして︑もう少し︑判りいい︑何か︑あの本当

か︒内閣を初め︑全部役人の連中にもこの言葉を︑そのまま呈した

問も何も︑物を食わずにじっとしていて干し固まってしまうような

その時にどうしたかというと︑これは︑経済の問題ですから︑学

るから︑どうにもならない︒

の心というものを︑もっと判り易く︑手近に︑伝えるような︑会に
して頂いたらば︑大衆がタオルで鉢巻をしながら集まって来て︑成
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師

よ−く︑考えなければいけないのが︑この弘道会でございますな︒

巾や手拭じゃ拭いちゃいけない︑肌で暖めなさい︒﹂こういう事を

実に︑人心の妙を極めている技術を掴んでいるんですなあ︒﹁雑

ております︒︑

事でないように︑やはり︑食べるだけは︑食べなければいけないん
なることか︒今の生活でも私は︑常にこれをいっているんですが︑

むつかしい事をいっているんじゃなくて︑肌で暖めなさい︒場所を

ですから︑食皐へ方はどうするか︒半分で我慢をするという事はどう

ということなんです︒そうすれば︑あらゆるものに対処する事がで

めればいいという事を︑こういうようなこの何か味のあるもの味の

指定していない処に味があるんですなあ︒何処で暖めても︑肌で暖

現在の国民が︑半分に今切り下げても︑そんな苦しい生活じゃない
きるのです︒それなのに生活だけは︑今より︑もう少し︑先へ行っ

返ったもんだと私どもは考えるんでございます︒

あるものというものが今の世の中に少なくなって来た︒実にあきれ

てという︒といったって︑これは︑勘定の合わない事は判っている
んですが︑勘定の合わない事を︑平気でいっているのが︑今の知識

佐久間象山と吉田松陰

人のような顔をしている人類に似た祇類の者ではないかと思ってお
かより劣っている者ですから︑人類と似たような者だといっている

ります︒そういう方を人間とは︑私思っておりません︒豚︑猫なん

あの−︑西村先生なんかも︑その当時の影響を受けておられる佐久

ついこの間でございますが︑信州の松代へ参りました︒それから︑

それからあの︑直江兼統という者が︑これを︑所領が三十万石だ

のです︒

のが︑所謂︑儒学︑朱子学というものでしたが︑オランダの本が読

間象山でございます︒徳川時代には︑学問としてやっておりました

め︑外国の空気が吸えるようになったら︑あれだけの進歩的な人に

から倍にすればいいだろう︑それで倍額を計りました︒で︑その時
出る時は︑必らず赤い腰巻をして︑野良作業をしなければいけない

一番の門人は佐久間象山でございました︒そういうような事を考え

なって了った︒江川太郎左術門の処へ大砲の鋳造を習いに行った第

に︑人心を収髄する術を心得ていたのが︑典民の娘が︑野良仕事に
という布令を出しました︒赤い物が門間や畑で︑ちらちらしている

て︑新しい意見つまり外国への留学生を募集するという案を建白を

と︑若い者は﹁おい︑あそこに娘が居るぞ︑こっちにも女の子が居

した所が幕府から腕まれた︒

私は︑つい今月の十九・二十日二日間萩へ参りました︒

とを拒んでいた︒そこへ飛び込んで来たのが︑吉田松陰であります︒

であります︒時の政治の権力者は︑ずぅ−と進歩して行くようなこ

う事の案には反対をしているというようなのがあの幕府の連中なん

外国と開国条約を結んでいながら︑外国の事情を調べに行くとい

るぞ﹂というんで︑勢い立って来るだろうというこの心理を利用て

スペインの牛だったら︑赤い物を見せると︑カーッとなって来る︑

いるものです︒

ああいうものを︑ちゃんと︑三百年も前に考えている︒
は︑亭主の足を洗え︒泥だらけの足を︑自分で︑洗うような事はい

それから農民が野良作業を終ってもどって来た時は︑必らず女房
けない︑足を洗った後では︑必らず肌で暖めなさい︑と布令を出し
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くるくる廻って見て参りましたが︑吉田松陰という人は︑実に偉

っていうのが︑﹁ああ︑先生顔が平らになりました﹂といった︒手

払った︒﹁何をするんだ﹂といって吉田松陰先生が怒ったら弥二郎

ずうと調べて見ましたが︑大原幽学いう人は私の生まれた家から︑

千葉県の方もいらっしゃると思うんですが︑大原幽学についても

大原幽学の弟子への戒め

と思います︒

という半でございます︒こういう雰囲気は︑私は是非とも︑欲しい

でありますが︑今の学校にこういうような雰囲気があるのかどうか

うない気合で︑思わず知らず吉田松陰先生も︑吹き出したという事

と払ったから︑顔が平になったわけです︒これが師弟間の何ともい

いうのは︑天然痘で︑デコボコの顔だった︒そこへ︑顔の泥を︒ハツ

伝っていた弟子が吹き出したそうです︒その時分の吉田松陰先生と

い人物だと思います︒吉田は靭学にあなた行ったらどうですか﹂と
いって︑象山に交渉したら象山は﹁わしは︑その徳川の親群である
いったので松陰は﹁私が行きましょう﹂といって︑あの下田の密航

真田の家に迷惑を掛けてはいけないからその勇気が出ないんだ﹂と
を企てたんです︒﹁危いじゃないか﹂といったら﹁御国に命を捧げ
る事は︑何でもない邪であるから︑私の命一つ位は﹂といって︑あ
そこへ飛び込んで行った︒つまり︑こういうような知排が︑徳川か
ら明治になり︑明治が大正になり︑大正から昭和になっても︑また
なったという事を感じます︒

戦争に負ける前からも︑負けてからも︑何かこういう心狩ちがなく

松下村塾での教育
あの松下村塾へ参りまして︑私はしゑじ象と考えましたのは︑あ

すから︑私は非常に興味を持っておりますが︑あの家は︑大道寺玄

家数にして︑一町とは離れていない所で生まれたのであります︒で

れは︑千葉県にも縁故がありますが大原幽学の学問所に非常に良く

て︑父親から勘当を受けて︑それから︑方有を廻りながら︑あれだ

けの学者になった︒まあ曇︑私どもの先輩だと思っておりますが︑学

群守という︑なかなか立派な家柄です︒十五︑六歳の時に人を斬っ

問について講釈をして歩いて︑日本中を皿っていたのですが︑後年

似ております︒それから︑それと良く似ているのが水戸光岡の隠居

八帖一間の松下村熟に︑これじゃ狭いというので︑十一帖ばかりの

あの千葉の長部に落ち着いたんでございます︒その関係で︑私も実

所で︑これ等は︑本当に今︑世の巾に知らせたいと思います︒あの

を合せながら造っております︒その中には︑先生︑いわゆる指導す

は調べて参りました︒大原記念館へ入った大変な泥棒があって︑あ

ものを続けて建てました︒これは︑全部の門下生と吉田松陰とが手
る人間と指導される人間と︑この相方の結ばれ方というのが︑この

れを打ち破って︑なんか遺品を何点か盗んだ奴がある︒で私は︑あ

来ないらしい︒で︑あそこに︑大原幽学の何かが大分足りなくなっ

﹁盗棒よ出よ︑粋めはせんから出て来い﹂と書いたんですが出て

る雑誌に書いた︒

本物になっている︒

品川弥二郎なんていうのには壁を塗らしている︒吉田松陰先生が
泥を挙げていて︑ウーンとやりながら︑バツとほうると︑受け損じ
て︑吉田松陰先生の顔に泥が打つ付かる・泥だらけの顔を︑ぶつと
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たというので私が調べて見ると実家の大道寺という人の書いた物が

ぬんだ︒だからそれを良く考えろ︑長生きをしても︑不倖せな奴が

れちやっているんだ︒松陰は﹁生まれて来たんだから︑何時かは死

居るぞ︒早く死んでも倖せな奴が居る︒だから人間は倖せな心持を

一つもありません︒それで私は︑自分の田舎の知り合いを全部手を

になった︒では︑﹁どうやったら倖せな生活を送れるようになりま

持つ︑これが一番大事だ﹂︒といったら︑幾らかわかったような顔

分けて尋ねまして︑やっと最近手に入れました︒

それは︑水戸光闘が大道寺玄蕃守へ対して出した礼状でして︑大

すか︒そんな人間にどうしてなれますかといったら︑﹁そんな事は

道寺が新年の送り物をしたのに対して光囲が礼状を出した︒その礼
状に大道寺玄群守というのがあって︑水戸光囲の署名がありますの

で︑又︑そういう風にずうと勉強して行った︒

一人の人間に対していう事は︑他の人間に対して言うこととは連

直ぐ判らんから︑これから勉強しろ﹂っていったそうですな︒それ

ったものになっている︒その人間によっていう事が違う︒その人に

を︑私は手に入れました︒ある機会に︑これを大原幽学館へ寄贈し

一の条件に︑第二番目は不義密通はやめる事︒如何に世の中が乱れ

も入門をして来る者に対して︑博打は一切やらない事というのが第

いか︒私は︑そんな事を︑しみじみと考えた訳でございます︒

よって受け方が違うのだから︑それを見極めて導くのが教育ではな

ようと考えておる訳でございますが︑あの大原幽学にいたしまして

ていたか︑この誓約をしなければ︑弟子にしないというのがあの時

私が歩いておりまして考えましたのが︑私の師匠です︒先代の宝

私の師匠の教訓と私の指導

代であった︒

勿論︑そのそばには︑飯岡の助五郎とか笹川の繁蔵とか︑ずうと
て︑大原幽学学問所と比べてみると同じ所だと感じます︒ですから︑

す︒で︑私が︑講釈を師匠から教わったのは一つしかございません︒

井馬琴というのも︑やはり︑松下村塾型の教育だったのだと思いま

頑張っておりました︒ああいうのを見ますと︑今度︑松下村塾を見
あの大度高楼の学校なぞ見ると︑﹁大きいが︑中味はくだらねえな

あとは︑全部自分でどうやればいいのかと云って聞きに行くと︑講

ぁ﹂というのが︑私どもの考え方でございますｃ

吉田松陰と品川弥二郎の問答

ざいます︒ですから︑この︑実際に見て廻ってそれを話をするのが

のは︑方々歩けばわかるんだ︒﹁歩け歩け﹂これが師匠の教えでご

釈は﹁足で作れ︒﹂たったこれだけでございます︒足で作るという

講釈だぞという事で私はそのひと言を未だに金科玉条の如くに心得

あの品川源蔵という奴は﹁どういう訳で人間は死ぬんですか﹂と
いって聞きに来た︒松陰は﹁お前は死ぬのは嫌いか﹂といったら︑

な︒人間というものは慌てちゃいかんぞ︒いいか忘れるなよ・下郎

﹁何とか旨い方法で︑一つ壇に立って話そう︒まあ︑そう慌てる

ております︒

﹁私は死ぬ位厭な事はありません﹂どういう訳で死ぬんだか教えて
貰い度いというわけ︒先生は﹁生まれて来たから死ぬんだ﹂という︒
これじゃ︑一寸品川弥二郎も判らなかったそうですな︒生まれて来
なけりや死ないんだったって︑私は生まれて来る心算はなくて生ま
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たった︑これだけしか教わっておりません︒講釈は足で作れ︒未だ

には絶対なるなよ・何時でも殿様でいろよ﹂こういうのです︒私は︑

てまごまごするのは下郎のやる事である︒

事は﹁百円か︑百二︑三十円出せば腹一杯になるんだから︑御馳走

は︑﹁殿様になれ︑下郎になるなよ﹂何時も家の弟子にいっている

殿様というのは︑自分で食べればいいんだというので百円とか百

をして呉れるからといって︑ニヤニャ笑って食べ度いような顔をし

お婆さんが︑生きていて︑これが︑今︑八十歳になっているんです

って︑食べられない事はないんだ︒どうしても行かなくちゃならな

五十円とか食べて︑一万円の御馳走でも驚くな︑そんなものは俺だ

に忘れない︒実は︑この間︑京都へ参りました︒知り合いの家へ参

がもう元気なもんで︑頭の毛も︑染めていなけりや︑歯が一本も義

りますとそこのお爺さんとお婆さんが︑お爺さんが亡くなりまして︑

歯がなくて︑もう︑かあＩとしていて︑まあ︑足が丈夫な事では︑

松下村塾を見まして︑やはり︑あそこから出て来たのが︑あの維新

い時は︑別だがそれに眼の色変えて︑こうやるなよそれは下郎だ

これは﹂と言ったら﹁死んだお爺ちゃんがなあ︑花は足で活けろ﹂

とをしみじみと感じました︒そして︑歴史の尊さというものを教え

改革の大業を成したのであり︑その源動力があそこからだというこ

驚くようなお婆さんですが︑それで私が︑久し振りで京都へ行って

といいなさった︒この話は︑非常に︑びっくりした言葉で﹁どうし

られます︒百年を迎えられた弘道会の歴史というものを振り返って

そういう風にして︑教えて参りました︒それであの吉田松陰先生の

たこれは﹂といったら﹁東山を歩いていたらちよいと見付かったん

見ると︑西村先生のような立派な予言者はなかなか出ないと思いま

ぞ﹂というのが︑私の教えでございますがまあ︑私の師匠の教えを

で折って来てさしたんや︒これがわしが足で活けた花よ﹂これは︑

す︒歴史を振り返ってご覧になると︑あそこでは︑ああやっとけば

ひょいと玄関を見ると︑ちよいとした草花が一本と︑ちよいとした

花にもある︒これはもうあらゆるものに通じる一つの哲理だろう︑

良かったなあと思う事が幾らでもある筈でございますから︑その教

ン ノ

枝が一本玄関にさしてある︒﹁お婆さん︑これは珍らしい︒何だい

一つは殿様でいろよ﹂これは︑実に未だに︑もう私は十年も二十年

あという事のないような行動を起こすという事が︑私は一番大切で

訓を身に付けて︑これから先に︑もう︑ああやっとけば良かったな

とし采じみその時考えた訳でございますが︑﹁卑しくなるな︒もう
もわからなかったのがそろそろわかって来た︒殿様でいる位むつか

その歴史に一生懸命で私も携っているので︑非常に倖せだと思い

は歴史よりないと思っております︒

そういうような訳で︑一番私が振り返ってみて︑参考になる学問

西郷隆盛と酒田藩

はないかと思っております︒

しい事はございません︒で私は︑家にも弟子が七︑八人おりますけ
れども︑全部そういうような形で︑今︑薫陶をしております︒はい
って来た弟子なんぞは︑﹁家の庭で草取りをしろ﹂で私はずうＩと
見て廻って︑雑草の一本もないようにして置くような奴でなければ︑
講釈で飯は喰えない︒

一年間じ−と見ている︑それで︑まあ︑どうにかなった奴だけを
名前を付けるというような事に考えておりますが︑それでもう一つ

rワq、

ますが︾西郷という人が生きておっても西村茂樹先生とぶつつかり
合ったらぱという話が︑先程も出ましたけれども︑これは︑実に立
派な人間だと思います︒あの大火のあった酒田の隣が鶴岡でござい
ます︒あそこなどは︑西郷の側らきによって︑朝敵の名もとらずに
一発の弾も撃っていない静けさをあの鶴岡ではやっております︒酒
田の殿様も偉かった︒どうして偉かったかというと︑東京へ青年が
めております︒勉強なら西郷の所へ行ってやれというので︑九州の

出たって堕落をするばかりだから︑東京へは一切出るなといって止
鹿児島まで行かしております︒まあ︑先程のお話にありましたよう
に︑開けた途端の所謂東京の良さ︑それから悪さ︑恐らく︑人間が
の殿様だ︒恐らく今年は︑西郷神社が鶴岡か酒田にできる筈でござ

出て行けば︑悪さだけ学んで来るであろうといったのが︑あの撫岡

恩田木工の逸事

佐久間象山の出る以前の真田の藩の苦しい窮状を救ったのが恩田

木工というあの侍であります︒この侍などは︑もう今一番世の中に

出さなければと私は思っておりますのは︑藩制の大改革を任命を受

けた時に︑私のやる事に否やをいう者が殿様初め親類から藩中︑重

いう証文をくれ︑わしに若し︑間違いがあれば何時打ち首になって

役にあるかないかそれでもやれというなら必らず否やをいわないと

でございます︒

も構わないという証文を出すがどうだといったのが︑この恩田木工

日本弘道会への私の提言

一番いい判り幼い話は犬が西向きや尾は東向く︑ちゃんと理屈に

奴がある︒犬が西を向いたのに尾が南を向いた︑どういう訳だとい

合ったような︑こういう判りいい事で︑この頃の野郎は反対をする

それからもう一つ︑この靖国神社の境内に立っておりまする大村

ったケシを曲げた時だという奴があるけれども︑そういうひねくれ

います︒その時の縁故を忘れずに︒

益次郎︑あれは上野の戦争に湯島の台から大砲をぶつ放して︑松閣

いったらば︑それは逆うって云う若い奴がある︒段を聞いて行った

兄貴は俺より年が上ってこの位はっきりしたことはねえだろうと

た奴は判らんでもいいと思う︒

かも大村益次郎の眼は上野の山をじっと見ているのだと思って︑あ

ら︑うちの姉さんが俺より若けぇ亭主を持った︒だけど姉さんの亭

んまりと笑った姿があの尽︑招．魂社︵靖国神社︶に立っているＣし

寺にぶつかって︑パーツと火を吹いた時に︑双眼鏡を手にして︑に

の銅像を見上げてると︑百年前が︑ちゃんと想い出されるというよ

主だから︑兄さんと呼んでいるが︑俺よりり年下だ︒理屈をこれれ

理屈をこれさせないような弘道を︑この弘道会で是非︑卒先をして︑

ば︑何時まで経っても︑是非ないものであるから︑余り若い者には

うなのが歴史ではないかと思っております︒

それから︑あの上野の山に立っている西郷さんの銅像など三千数

あ成程よく判ったよというような弘道に︑一つ言葉で先づ現わして

百人の人の寄付によってできている︒その中に鶴岡の人達が︑千何
百人入っているという事も︑やはり調べて見ると出て来ると︑歴史

︹文責ｌ在記者︺

頂き度いという半をお願いをして私の話を終らして頂きます︒
ては︑だんだんと世の中に出てくるのです︒

などというものは︑消す事の出来ないような隠れている事が︑やが
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西村茂樹作
忠愛の誠肺川に溢る

︵百周年記念式典で朗詠︶

泊翁先生詩歌
一︑名所千鳥

墨田川すみなれぬれど友千鳥尊くもあり哀しくもあり
ゆきかふ舟にたちゐさだめず軒端に近き四王子山
観音寺の鐘松を隔てて間こゆ

一︑汽船にのりて神戸に赴きける時︵東京音楽学校教授小山作之助作曲︶

波のよる伊豆の島々はゃ過ぎて．一︑太宰府
遠つあふ象の洋ちなつきぬ酸雨縦風事唖レ悲延潮州無一復召遮期﹃

シムノニスルノヅ

ー︑太宰府の菅廟に詣でて可レ憐聖意悔砥日︑巳是忠魂辞し世時︒

ヨリモテヲス二

星霜積りて一千年︐一︑辞世二首

｜解説本会主事渡辺正勇

朗詠の平山万佐子さん︑仕舞の井上基太

洲賢次五十年史編さん主査︑同山岡知博古

郎︑高橋甫治︑角当行雄の三氏はＮＨＫの

典芸能番組班のチーフディレクターのご高

詩人であられる西村会祖は崇敬する数十

配によるものであります︒

人に及ぶ英雄偉人の漢詩和歌を残されてお

は同情悲憤の涙に咽ぶものがありまして北

ります︒わけても不遇忠愛の菅公に対して

いるのであります︒新体詩﹁太宰府の菅廟

野︑太宰府の両天満宮に特に詩を献納して

に詣でて﹂は︑持論の長短句と詩歌併用の

会祖会心の作であるばかりでなく︑小山作

之助東京音楽学校教授の作曲とともに神前
生固常事︑死亦常事︑以二常身一処二常事や

まして本会百周年に当り誠に感無堂のもの

公の冥々の感応を立証されたものと思われ

正に一千余年を隔てての感激の菅公会祖両

宮司からの祝電が披露されましたがこれは

出の金ヶ江三郎雅綱右旧支会焚のご案内で

一月沖細への途中︑遠路はるばるここにお

都府楼あれて通もなし

晴空無し雲︑洲水無し波︒

これを神前に捧げたのであります︒さきほ

に奉納されているのであります︒私も昨年

朽ちぬは神の威徳にて

遁二遥人間﹁七十五年︑

ど菅公三十八代の西高辻信貞太宰府天満宮

クシ

鈍々たる神殿影高し

トシテメテヲ力リル
孜々求レ道︑叩有し得駕︒

スルコト二

神の御前に額づけば

魂也何之︑無し有二定所﹃

クニカククル

心に通ふむかしの跡

ニス

上天下地︑︑在淵歩︒

ノスヲ

恩賜御衣拝二余香一
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ます︒

ながら吟︷詠が割愛されましたことを申添え

のがこれであります︒時間の都合から残念

て紙をのべさせて大悟の心境をものされた

ら動ずることもなく従容として家人に命じ

月十六日刻左と迫っている死期に対して何

がございます︒辞世の詩は明治三十五年八

をかけての読書講学が出来ぬところから謡

病にかかりまして数年間殆んど失明で生涯

家芸でありたまたま十七才の頃から重い眼

な母の背中で聞かされたほどの西村家のお

目されたということであります︒謡の好き

上に正座し︑梅若流の高砂を謡い納めて膜

した︒その臨終の際家人の手を借りて床の

は実に意味深長のものがあるように思われ

砂を演じられたことを推測りますと︑私に

おられたのに︑今はの際に当って敢えて高

ありますが︑講学上からか︑これを秘して

自らの手でされる程の愛好者であったので

許をえておられます︒清書の謡曲の製本は

時随一の聞えのある勢又五郎に師事して免

しましたのはこういう訳からであります︒

と思うのであります︒高砂を特にお願い致

に私は会祖強調の﹁大丈夫﹂像をつくづく

さ﹂を加えておられるのであります︒ここ

身を以って日本武士独特の﹁大往生の美し

のでありますが︑会祖はさらに一歩進めて

も魂もそうして思想もの名言を思い出した

かも美しくなければならない︒顔貝も服装

のソ連館に展示のチェホフの﹁人間は何も

たのではありますまいか︒今︑私は万国博

て幽玄にして荘厳な﹁老木に花﹂を咲かせ

は桜木人は武士﹂の﹁死際﹂を棺舞台とし

国土安穏の祈りをこめて︑日本の誇る﹁花

高の﹁高砂の翁﹂となりすまして聖寿万才︑

恐らく人間修業の極致とも申すべき能最

てならないのであります︒

渡辺広志

田孝雄山本哲生山口友吉山口寿恵
渡辺薫渡辺誠渡辺正男渡辺誠之

忠峰島旭雄向井昌治武藤コマ山

越松太郎堀田正久松下貞子水沢利

三郎沼田滋夫野口明野口元能戸
英三春山宇平古川哲史麓保孝藤
崎信助古田実堀賢次堀内熊男堀

本寿一土田健次郎鶴岡衛寺崎隆治
東条卯作戸田史郎南摩文綱中里良
男中野栄三郎中台清吉永嶋良治
長島精司新美忠之西村幸二郎西村

商田賢田口良三橘喬千葉三郎塚

清水虎雄鈴木勲鈴木一相馬敏夫
田辺留蔵田中亭宝井馬琴高橋昌郎

を藩士某に習い︑さらに梅若六郎の師で当

会祖のご逝去は十八日午後七時でありま

百周年記念式典出席者︵順序不同︶

荒井元吉青柳嘉忠安藤良久子今岡
信一良井手成三池田忠好伊藤友信
石黒ミナ石橋香峰石田喜平入谷幸

二稲葉茂岩崎晶伊豆山善太郎上
草頴内田ちよ内田やす枝梅崎光生
江角俊一江藤淳岡本武男大久保利
謙大島正義大塚正八郎大沼知子
大木善平小山宙丸金ヶ江三郎雅綱
河原ちとせ加藤嘉三郎加藤一雄片
岡とみ片山清一菊間健夫北之園期

範木下広居栗原精夫桑原善作小
出孝三小泉仰小島茂男小林栄一郎
小池与市酒井健作笹川義孝笹森真
次郎下中直也篠丸頼彦嶋田晋吾
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日本弘道会創立百周年記念祝宴
とき昭和五十一年十月三十日午後四時

ところ東条会館３Ｆ桧の間

あいさつ
会長野口明

の音頭

︵九十五歳の翁︶

今岡信一良

甚だどうも借越でありますが︑私が乾杯の音頭を取らして頂く事

になりましたが只今御紹介の中にありましたように︑私本年九十五

会祖西村先生の︑私は記憶がどうも︑はっきりしませんけれども︑

戯と︑二ヶ月十四日になります︒

講演を聞いた事は確実であります︒中学の一年か二年︑明治二十八︑

の松江ですが︑松江の中学校へおいでを頂いてお話を伺ったという

九年頃じゃないかと思います︒その時に︑西村先生が私共の島根県

いなかったんでありますが︑今日︑この会に出席さしてⅨいて︑お

事だけは確実であります︒お話の内容やお顔なども︑実は︑覚えて

ている内に︑西村先生というお方が︑どういうお方であったという

写真を拝見し︑お写真を拝見しただけでなく︑皆さんのお話を伺っ

いかんと思いますので︑まだこれから来賓の方の簡単に︑何かお言
葉を頂く方があるんであろうと思んでありますが︑その時はどうぞ

はり御臨席下さって居るように私は感じましたので︑この西村先生

事が非常に良く判りました︒今日の会には西村先生自身が実は︑や

これは︑やはり︑百年という段階に乗りますとですね︑王のホー

い西村先生に対して︑改めて心からの敬意を表し︑そして︑その先

に対して︑本当に私は今日初めて︑お目にかかれたような︑その偉

ます︒乾杯︒

の健康を祝して︑又︑この会の発展を祈って乾杯を致し度いと思い

生の遺志を継いで︑この会をお作りになっている皆さん︑会員諸君

ムランが百本になると︑一つの区切りになるようなもので︑私共と

当に有難う御座いました︒

皆さん良く聞えるように御静粛に願いたいと思います︒今日は︑本

くなりましてす象ませんが︑私が余り長くお話をしては︑かえって︑

私共としても︑非常に嬉しく思います︒段々伸びまして︑大変遅

杯

致しましても︑何ともいえない感慨を︑そこで深める感じが致しま
す︒

殊に今日は︑何れも明治調でして︑やはり西村先生の事を想えば西

村先生のお力をやはり︑我々受けたような感じが致します︒どうか
今後共︑会の方は勿論︑応援の方をもどうぞ本会の為によろしく御
協力御援助を頂き度いと思います︒どうぞよろしくお願い致します︒
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乾

弘道歌壇
井上学麿選

ひとちよこ

市原市加藤巳之

本なり

運勢と思へど残る未練かも夜半の寝覚めのひと時の悔

運勢と易くは言はじうつそ身の腰かむ恩ひ今宵眠らず

市原市竹下せつ

新しき年ほぐ心うすれるか︵れゐて︶一猪口の屠蘇子ら

くすのゑ

父母祖父母娘も幼児も碑となりし実家の墓前に立ちつ

ぼろし

うから承な士に還りて応えなし香華手向けつ追うはま

に強ひらる

初日影溢るる庭におり立ちて昔かはらぬわが家を見る

現世のこだわり捨てて兄見舞う吾も老いたり兄も老い

久にして兄を見舞へば涙もて又来よと云ふ声も老いた

消ゆる

応えなき碑に語りつ上ささげたる香華は雨に打たれて一

門松を立つる習も忘らへて荒象ゆく世に老ゆる寂しさ

千葉県・石橋佐寿
亡き妻の葬儀の今日は豪雨なり難渋冒して来り弔する
出棺となる頃にして雨止染て祖先の墓へと我家離れぬ
妻を呼ぶ五十九年も夢となり︵と油え︶独り身となるこ

たり

爺婆と呼び合ふ事終り只静かなる毎日に居り

癒ゆる日はいつの日ならむ長病致の兄と対へぱただに

むか

おや子孫彦の一族揃ひしを妻︵が︶なき老の︵全日︶身と

とのさびしさ

献血に応ずる身体横たへて戸外の木の芽豊けきを見る

お馴染の庭師たく染に鉄入れ庭木に春を呼び起しをり

川越市小名木狂辰

吐く煙たれこむ雲と紛れつつ鉛の天に染染てゆくらし

暖かき茶の間に今朝は鴬の初音をきＬてやいちなどめ

かなしき

一しきり空焦がしたる芝焼に利根の川土手黒々と浮く

はなりけり

野焼はや果てて静けし大利根の土手黒々と夕光に映ゆ

り︵分捕り帆子和やか︶

同宇津木一直

素早くも乗りこみ席を占めし人の直ぐ開きしはマンガ
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鯵

千葉県野平英一

井上手階
かしこさ

何ひとつ役にも立たぬ者をして生きしめたまふことの

はてもなき象いづたたへて生きてゆくほかに道なし老

暑ければ冬も楽しと思へども︵うこと知り︶春ぞ待たる
Ｌ寒きあしたは

この老いの身を

いよいょに身の揺てどころなきごとしいかにせょとか

せむ

数へどし八十七になりぬれば役に立たぬもことわりと

べき

ことごとに失敗をのみ繰り返す今のわが身を何といふ

いらくの身は

ひよどりの猛き声して飛び交へる動き激しも雪の朝は

埼玉県相沢正直
安らかに正しく生きむ伝へ米し世の諺をかたく守りて
苦は楽の種てふ如く苫し象に堪へて勤めし後の楽しさ

同鷲宮蔦人

恩田大人の長寿を祝ひて

○

川越市小名木教吉

弘道俳壇篠塚しげる選

＠大初日米寿に挑む体盤か

しているかの如くである︒

評八十八才といふ尚齢に挑む立派なからだをもった作者が
今年も亦初Ⅱに向つていよノ︑健康と幸柵を祈るのであ
る︒大初日の季賠は心岬く体蝦かな作者そのものを象徴

○着ぶくれて昼帥支度の古女房

○何事もみ仏任せ今朝の春
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わが仰ぐ大人芯なくことしはも︵年迎へ︶よはひ九十と

なるぞ目出たき
ならひて

授かりしわが身を守り生きぬかむよはひ九十の大人に

茨城鼎田口筏雄

親と子と孫とならびて御社に仕ふる家も珍しきかな
日本弘道会百周年を記念して
ける

○○

古きもの今に生かして変らぬは我が弘遊の道にぞあり

○○

人の道教えて今も変らぬは茂れる樹々の恵象なりけり

ん

西方の億土の村に茂りにし樹々こそとはに香をぞ留め

寸

○気疲れの一と日明け暮れ寒の雨
塵外に生きて健康春を待つ

献血に投げ出す身体木の芽吹く

千葉県鈴木きよ女
︑春光に活気あふる漁港かな

﹁冬ぬくし﹂の感じが賑っている︒

評老人ゆえに席ゆずられた作者の心持は﹁冬ぬくし﹂であ
ると同時に︑このなごやかな風景を見ている今ハスの中の
ほかの人達の気持も更には？ハスの中全体の雰囲気も又

○病床に友の賀状のなつかしぐ

○退院の日どりもきまり春を待つ

○氷透き冬眠の亀のぞかるる

啓塾の目雛やさしき墓

選吟者

病後とて墓参もならず春彼岸

○春光を蹴って登校の赤い靴

大霞ぼろんノ︑と野点琴

評由来﹁春光﹂といふ季語の感じを真に生かすことは至難
のわざと詔われているが︑この句は活気あふる坐漁港全
体の光般を率直大胆に拙破した点に成功した原因がある︒

○定休日心うつるに春矩健

鳥曇旅にしあれば人恋し

幣振れば春光幣に地鎮祭

装いし顔たしかむる初鏡

○松七日すぎて一人のパンを焼く

初売の福引券に夢託す島根県原田志津子

衆議院議員床次徳二

す石門心学会理班長古田紹欽

日本弘道会創立百周年記念式を祝し今後の御発展を祈りま

垣繕ふ造化忙しきただ中に

古利根の春江濁して鮫をあぐる

︑老故に席ゆづられて冬ぬくし

ｌ

祝電披露一︵敬称略︶
創立百周年記念式典の御盛会をお祝い申上げ益をの御発展

会祖西村先生一世紀の盛業をお祝い申上げます

御盛会を祝し御発展を祈る秋田支会長高橋弥太郎

百周年を祝し弘道精神の発展を祈る

秋田県能代支会長渡部文雄

をお祈り致します太宰府天満宮宮司西高辻信貞
日本弘道会創立百周年記念式典を心からお祝い申上げます
現下の状況に鑑み道徳振興のため一層の御尽力を願います
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一金壱万円也
一金壱万円也

特別会員

終身会員

大塚正八郎

一金壱万円也
一金壱万円也

大沼商店社長 大 沼 一 雄
前佐倉市長 堀 田 正 久
徳持幼稚園理事長 山 口 寿 恵
山口寿恵

一金壱万円也

金ヶ江三郎雅綱

富山県魚津支会会長城山庄造
百年の功を仰がむ百年の計を立てなむ今日の佳き日に
川越支会幹事北村博学
百周年を迎へて凧に守り統けよ道の灯を

千葉県東部支会長石橋香峰

一金五千円也

一金五千円也

新川支会理事

特別会員

川越支会幹事

小林栄一郎

神戸光子
高田秀男

小名木教吉

思文閣出版部

菊間健夫
渡辺誠之

三木唾一郎

終身会員

有田支会長

佐倉市長

一金六千円也

終身会員

一金壱万円也

一金五千円也

一金五千円也

評議員

西村直

終身会員

能戸英三
石黒ミナ

大沢春一

おとづれ文庫主宰 池田忠好
中台清吉
北村博学

終身会員

今治支会長

川越支会幹耶

終身会員

特別会員

一金参千円也

一金参千円也

一金参千円也

東条会館会長

白葉支会顧問

白葉支会員

一金壱千円也

一金参千円也

一記念写真八拾六葉

束条卯作

小池済
石門心学会
鎌田博

一金参千円也

一金参千円也

一金参千円也

一金参千円也

一金参千円也

一金五千円也

一金五千円也

一金五千円也

百周年記念式典の御盛会を祝す同南部支会長小林慶一
御盛会を祝し御発展を祈る千葉県睦沢支会長小川仁
創立百年お目出度うございます京都支会長石橋雅義
記念式典の御盛会を祝し益々御発展を祈ります

松江支会長斎藤強
栄ある今日の式典に対し会祖先生の御遺徳御遺訓を拝し奉
り今後益々の御発展を祈る
佐賀県有田支会長金ヶ江三郎雅綱

創立百年の大会を祝し今後の御発展と御盛会を祈る

中野栄三郎

︵敬称略︶

沖細支会長渡名喜守定

野田支会長

日白学園理事長

評議員

卒︲凡社教育産業センター社長 作 田 徹 也
東 条 会 館 会 長 東条卯作
共立社印刷社長 春 山 宇 平
荒井元吉
床次徳二

百周年記念へのご芳志
一金五万円也
一金参万円也
一金弐万円也
一金弐万円也
一金弐万円也
一金壱万円也
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台湾訪光記ｌ人間の信義Ｉ

清塚十三郎

丁度昨年十一月末︑満六十歳に達した折Ⅲ中学川窓会焚小村補
先稚より︑台湾のⅢ母校鋤間旅行の企てあるにつき︑参加しない
る機会を得た︒

かとのお誘いをうけ年末年始にかけ︑約川十年振りに台湾を訪れ

私は大正五年︑台湾台哨の地に生を受け︑以来小学小学四年
迄︑その地に育くまれ︑ついで旧制台北高校時代を台北に過した
所調︑湾産と称される人種である︒

に︑台湾の近代史が始まり︑一六六一年︑明の遺臣︑鄭成功が占

か二十三年︒一六八三年消朝時代︑ついで明治二十八年より︑日

伽︑明朝は小国本土で完全に滅亡︒台湾の地は鄭三代の統論が伽

本統治時代︑行政の中心は完全に台北の地に移り︑台南の地は歴

史的風土となり︑さらに第二次大戦の終了と共に︑奇しくも蒋政

権が中国本土より米り中華此国台湾術となり︑政権の本拠は台

北︑台湾肴政府は台巾に侭かれ︑台南の地は︑幸いにも政治の激

変の波の膨群を受ける聯︑妓小限度で︑日本の古郡︑奈良京都の

鄭成功が孔子廟を建没教化に務めた遺産は台胴の風土に︑浦朝

如き立場に慨かれたように思われる︒

く定蒜しておる蕊を︑今Ｍの母校訪問で泌々と感じた︒

時代︑日本時代にも強く染みつき︑又クリスト教文化も川じく深

母校訪問

十二月二十九日午前八時台北駅より急行宵花号に乗車︒一路︑

蓬莱烏と言われる烏を南下︑白鷺や水牛の遊ぶ農村風景を窓外に

大学時代夏休に一度帰特して以来の訪光で︑しかも館二次大戦

眺め︑北川帰線を超え︑午後二時︑台南薪︒現地の元台南一巾同

称するのは︑日本人専用で極く限られた一部の有力者の台湾人子

現在省立台南第二向級中学である︒元欠Ⅱ本時代には小学校と

私共の母校︑元台南州立第一小学校︵大正三年五月制立︶は︑

張会長の御案内で母校を訪問︒

窓会長張氏一行の出迎えを受け︑ホテルに旅装を解くなり︑瓶に

を挟巽歴史の大波に洗われ今は他国の地︑誠に感無錐︒到底言葉
帰国後︑お年侭労浬︑野︑先生を跡光した折︑一鞭しるせとの御

では言い現わせないものが数多くあった︒

話を受け︑非才未修行の身を符りみず︑混沌たる世帆の巾で少し
でもお役にたてば幸甚と筆を執る次第︒

あんぴん

校教育も︑元一巾はⅡ本人川︑ただ政策上︑学乍数の約一判の有

弟が共学してをり︑一般の台湾人子弟は公学校で教育され︑中学

台南と言う処
一六二四年九月︑オランダ東印度会社が台南の西郊安平の地

力者の子弟を公学校卒業者からも入学させてをり︑一般台湾人子

に︑ゼーランジャ城を築きバタビャ総督の指揮下に︑日本時代生

群と称した高砂族を支配し︑フォルモサとその地を命名した時
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序

弟は元二中へ︒︵逆に極く少数の日本人子弟が入学︶夫故︑日本

るので︑ジワッと私の涙が溢れだし︑呆然と付むばかり︒

優勝旗等と共に︑日本時代のアル︑ハムや文集などが陳列されてお

一体︑これは如何なる事か︒

時代の終駕と共に︑一︑二中の名称の入れ替えが行われたのは︑

日本敗戦後︑数多くの脂導者的立場の台湾人達が︑蒋政権下

に︑政治犯として︑知日派として︑処刑されるという大嵐の中を

じが︑素直に受取られる︒女学校教育についても同じ︒

台湾の人々にとっては︑何か長い間の賄雲を追い払ったという感

潜りぬけ今此処に存在する日本人校長方の写真︑その他の品々・

○○

籾︑校川に到るや︑私の面前には五十年前の赤煉凡の校舎が昔

一体︑これはどう言う事か︒

そのままの姿で立ってをり︑懐しさの余り涙が出る︒更に驚く可

き事は︑出迎えに出られた羅校長以下教員諸氏の歓迎の応待ぶ

Ｏ

中華民国初代校是︑つづく歴代校長現雑校長方の兜気とその偉
○○○○○

り︒応接室に通され︑おしぼり︑茶菓の接待︒ついで雑校長の美

に学んだ︑台湾の同窓生方の必気と愛情︒これだ︒これだ︒と心

大な人間性︒又私共と川じ小学時代を︑台瀦人の世界を離れて共

れ︑手を握りながら︑お父様が育った元の中学は校庭もそのま

ームに台湾庶民の中に一人で立っていた時︑隣に鉄兜を被った工

日十二月三十日初嘉義の街を訪れる為汽車に乗るべく駅のホ

庶民の中の話

れ︑校門を後にした︒

中深く額きながら︑礼拝︒眼が真赤のまま︑羅校長以下に見送ら

○○○○

しい音楽のようなる北京蒲での御挨拶︒全く現台哨第二間級小学
の御人格の高さに又新に涙が出る︒

出身の先輩の如く私共を扱われる︒雑校長の慈父の如き柵顔︑そ
又︑一行の中に私の高校の先輩でもあった物故せる妹尾先輩の
お嬢様が亡き父の育った学校と台南の地を子として眺めたいと一

ま︑又現在の我々︑中国の教職にある者も亦学生も︑決してあな

シイ川本研で﹁どちら迄﹂とⅢいかけると︑顔をクシャクシャに

事川婆の六十戯年輩の人が︑側が物言いた熱な顔なのにつられ︑

行に参加しておる事情を聞かれ︑雑校長は︑わざわざ傍に招か

たのお父様の育った中学の歴史を傷けてはいないので︑一つ誇り

して台中迄と杵え︑ついで彼は﹁私の親方は○○さん︒三十年前

に思って慾しい旨の御話には全く頭が下がり︑私の胸中は大きな
消風が通り抜けた感じであった︒

人沢山使っている︒親方のおかげ﹂とたどたどしい忘れかけた日

日本へ帰られて以来音信不通︒私親方のおかげ︑今大工の仕事で

の礼をされるので︑感激しつつ︑次いで記念室に案内された処︑

たもの︑今も立派﹂と︒私は今も彼の顔を忘れる事が出来ない︒

本語で語り︑ホームの鉄骨を撫でながら﹁これ︑日本人の建設し

夫より校内を案内され︑その途中でも︑学生猪君が我之に挙手
一同絶句︒壁間に︑日本時代︑初代校長︑広江万次郎先生︵大正

嘉義駅でおりる時︑握手して別れた︒私は︑今回の旅行の今一つ

口車巾その人とは坐恥が離れていたため物言う機もなく私は

三年五月ｌ昭和二年三月︶以下六代の日本人校長の写真︑つづい
て︑巾華比国初代校炎以下前校長迄のお写真が︑ズラッと掲げて
あるではありませんか︒又さらに現学生猪君の独たトロフィー︑
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とりあげた︒受話機の向うで陳さんのハヅム声︒直ちに出迎えを

の重要な仕事である陳安生・陳梁材親子宅宛公衆電話の受話機を

しみをる由︒又隣家の呂家の八十五歳の老婆が現われ︑私の記憶

う︑泉水︑築山︑石燈篭等を一切昔のまま︒現住の方︑記念に楽

に︑裏庭に︑父が故郷越後長岡への望郷の念で造ったのであろ

にある若かりし美しき容姿そのまま︒肩を抱き合い再会を喜ぶ︒

うけ︑陳家一族の門をくぐり皆様に初の対面の挨拶︒戦争終結
後︑母が今は亡き母が︑清塚家先祖伝来の阿弥陀如来を引揚げ時

私の亡き父・母又呂家陳家等々隣人の消息に話し尽きず︒

ついで史家に案内され︑丁度正午すぎ︑台南名産のビーフン︑

に持ち帰る事が不可能なため陳家に予けて以来三十二年と言う因

主そ

嬬姐神の神魚と言われるボラを御馳走になる︒壁間の高き処に︑

縁の陳家︒陳家正廟の祭壇に︑陳家祭神・御先祖御位牌と共に︑
祭られている阿弥陀如来様を礼拝した時︑遠く明治の時代に︑越

ツと直感したがやはり︑史さんが学んだ末広公学校の米田校長さ

孫文︑蒋総統の写真︒次に日本時代の官服姿の日本人の写真︒ハ

んの写真であった︒史さんの話では教え子が皆で旅費を持ち︑数

後長岡の地より亡父と共にこの台湾の地に移り来った如来様を礼

年前台南の地に御招きした由︒私は中国民族の庶民の血の中に︑

拝した時︒戦争終罵以来三十二年陳家一族が誠意そのままにお守
りしつづけて下さった御恩︒ただただ陳家一族の一点の竺りなき

が︑実は私共親子が大層世話になった林虎三と言う方が日本引揚

館貝の杜振輝なる方より︑私は日本時代の台南師範出身である

と称された明延平郡王洞を参拝︒境内にある民族文物館を拝見︑

四隣人だった人々と別れ私は鄭成功を祭る日本時代開元神社

脈々と流れる恩愛悠久の暖かい心に胸迫る思いであった︒

晴天白日の御心に御礼を申しあげて合掌するのみ︒
淡々と喜ばれる陳安生老︑御長男陳梁材さん︵彦根高商卒︶方
だただ中国民族の偉大さに涙湧柁であった︒

御一族の御見送りを受け︑如来様を胸に抱き︑車中ただ一人︒た

白如来様を台南のホテルの自室に安置心の重荷をおろした感

の眼に涙を浮べての依頼をうけ︑心うたれ即座に快諾︒杜氏の依

以来連絡がないので︑御帰国の上はなんとかお探し下されたいと

じの翌日日本式で言えば大晦は三十一日の朝︑十時すぎ一人で︑
わが産れて育った台南の街路を歩いて過去の記憶を辿りつつ︑生

葉をかけたが︑言葉通ぜず︑困惑の果︑一諦めて門前を離れようと

が産れ︑弟が産れた家が︒はやる心を抑えつつ︑門前に立って言

の中に再発見心満たされ合掌︒この旅を無事終了︒現在の私は︑

行場を飛びたち︑私は日本に戻って来た︒多くの朋友を蓬莱の島

阿弥陀如来様を胸間に抱きしめ︑観光日本民族の拝めく台北飛

結び

頼実現に努力せればと思っている︒

家︒今ありやなしやと心中心を踊らせてその方角へ足を向けた︒
妙不思議に小路の角を曲った処︑周囲尽く新しいマンション形

する時︑折も折︑六十歳前後の老人が通りかかり︑私を見て﹁清

れさようなら︒感謝するのが人の道︒﹄︵都会員東京人材銀行相談員︶

人間とは︒との思いに深く沈潜している︒現在の心境は︑﹃日々こ

式に変化した中に︑約百年経過した南支那式家屋︒私が産れ︑妹

った思い︒あとは頓々拍子︒家の内に案内された処︑私の面前

塚さん﹂と声をかけてくる︒﹁私︑史ですよ﹂と︒地獄で仏に会
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今云生ロ

日本弘道会第七十五回通常総会
日時昭和五十二年五月二十九日︵日︶

御霊肝︶

午前十一時三十分︵寿昌式︶

場所本 館 会 議 室
︵掘滝水蝿癖唖口論鈴ス軸封

議題
五十一年度事業報告五十二年度事

１昭和五十一年度決算五十二年予算
業計画

昼食懇談︵会費不要︶記念写真

２理事任期満了に伴う改選の件

其他
午後二時養源寺において会祖西村先生の
法要墓参
今年本会は明治九年東京修身学社として
発足以来百一年に当りますので︑本会の発
展向上等について各位の忌陣のないご意見
を承れたら幸と存じます︒何卒お繰合せの
上ご参会ありたく︑なお準備の都合上参会
の向は五月二十日までにお知らせ願います︒

日本弘道会綱領
︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守ること
信教は自由なること︑迷信は排除すること
思考を合理的にすること︑情操を美しくす

ること

学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近親相親しむ
一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しない

こと
こと

こと

健康に留意すること︑天寿を期すること
信義を以て交わること︑誠を以て身を貫く

乙号︵社会道徳︶
世界の形勢を察すること︑

国家人類の将来をおもんぱかること
政治の道義性を高揚すること
経済の倫理性を強調すること
自然の美と恩沢を尊重すること
資源の保存と開発を図ること
教育の適正を期すること
道義の一般的関心を促すこと
報道言論の公正を求めること
社会悪に対し世論を高めること

｜偏隼後降一
本号を一・二月号合併の本会創立百周年
記念式の特集と致しましたがおくれまして
恐縮です︒

記念式並に祝宴は幸にも小春日和に恵ま
れまして感謝感激で一杯です︒記念式の盛

況はご不参の会員の方をもご想像頂けると
思いますが︑祝宴の際のテーブルスピーチ
のそれぞれの思出や本会発展のためのご懇
情を録音することが出来ませんでしたので︑
お伝へすることの出来ないのを残念に思っ
ております︒ご諒承の程を︒

本年の丁巳︵ひのとみ︶は万物生々発展
の運勢と申しますので本会百一年の伝統を
益を発揮されますよう祈り上げます︒
本年の巳年の巳は蛇の象形文字で︑蛇は音
楽︑弁舌︑利殖︑延命︑水利等多方面に亘っ
て福徳を授け給うという弁天様のお使だとの
昔から根強い信仰があり︑たまたま本年の干
支丁巳︵ひのとみ︶の運勢は諸事生々発展の
年であるといいますから︑私共会員はそれぞ
れの職場地域において本会百年の商く美しい
伝統を発揮してこれを立証致したいものであ

ります︒︵渡︶

｜定価金一七○円年一︑○○○円
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全三巻

■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

古川哲史著

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

日田郡教育会編

Ａ５判・定価一︑三○○円

韓淡窓全集全三拳広瀬淡窓全一柵
Ａ５判・定価二二︑○○○円

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侍って幾多の俊秀を
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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