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野口先生！

弔辞

到頭︑永のお別れの言葉を申上げなければならない時が参りました︒まさか︑こんなに︑早く来ようとは︑夢に
も考えておりませんでした︒

先日︑病院に︑お見舞に伺いました節︑こんどの画集の何度目かの校正刷りをまとめて︑女婿であられる杉浦先

生が︑一枚︑一枚︑高くさしあげてお見せになった時︑先生は︑鼻の先からズリ落ちかけている眼鏡の上を越して︑

あのギョロリとした目をむいて︑ジーッと︑にら致つけながら︑﹁駄目だなアー︑田舎臭いシ﹂などと︑かなりに
手厳しい︒
︾︼

杉浦先生が﹁田舎臭いとは？﹂とお尋ねになると︑﹁色が濃すぎるのだよ︑色がⅡ君は長岡の田舎者だから︑
それがよく︑わからないのだョ！﹂と極めて辛錬︒

私がピッくりして︑杉浦先生はと見ると︑まるでほめられたかのように︑ニコニコ顔︒傍に腰かけておられた奥

さまも︑ただ黙って嬉しそうに笑っておられる︒先生は︑いかにも得意げに︑いつもの︑おやさしい︑慈愛のこも

った温顔にかえって︑歯を出してほくそ笑んでおられる︒私もつい︑誘いこまれて︑顔がほころんでくるのでした︒

︑︑

杉浦先生はこの時とばかり︑残りの校正刷りを︑後から︑あとから︑残らずご覧に入れられました︒一時間ほど

のあいだ︑先生は︑少しもお疲れのご様子もなく︑数枚のフリーパスをのぞいて︑結局︑凡て落第でございました︒
○○○

﹁これではいかん︒もう一度刷り直しをさせなさいよ︒活版屋もいい勉強になるんだょ﹂などと附け加えて︑いと
も厳しいご検閲は終りました︒
とこ

私は︑先生の︑あの時のお元気な御様子にすっかり嬉しくなり︑杉浦先生の︑時煮枕許の点滴を調節しながら

﹁床ずれも殆んど直って︑血圧も体温も調子がよい方に向いている﹂とのお話を伺い︑このご様子なら︑きっとご
全快なさるものと思いました︒

お蔭で︑ご一家団蕊の楽しいお仲間入りをして︑先生のご説明つきで︑たくさんの名画鑑賞という結果になった
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のでございます︒

こんな状態でしたから︑私は︑まだまだ︑これから何度もお目にかかって︑日本弘道会の将来の計画など︑ご相

かいぞえ

談が出来るものと思っていたのでありました︒先生のご胸中も︑恐らく︑そうであったろうと思うと︑胸がふさが
り︑ただ︑残念で残念でたまりません︒
ゆいどん

しかしながら︑去る六月三日︑本会の第七十七回総会のとき︑先生は病躯をおして︑杉浦先生ご介添の車椅子の

まま︑式辞を朗読され︑更に﹁これが遺言である！﹂とまで仰しやって︑そばでお止めするのも︑お聞き入れなく

一時間余に亘って︑ご決意を披涯なさいました︒言冬句冬凡てが︑先生の全生涯にわたるご経験と︑ご思索の
結晶であって︑私ども一同粛然として襟を正しました︒
それが図らずも︑お言葉通り︑ご遺言になろうとは︒．⁝：

お言葉の中で︑先生は．人の聖賢よりも︑万人の良識の士を持つ社会のほうが望ましい﹂との意味のことを仰

せになりました︒また︑﹁昨今の世相に鑑が象︑道義の高揚と︑教育の必要を第一義とし︑徒らに尚古に堕すること

日本弘道会は︑会祖︑西村茂樹先生が︑明治九年に創設された︑わが国最初の道義団体であります︒爾来︑明治

なく︑進んで世界永遠の平和を目標とすべきである﹂とわが弘道会今後の進路を︑ご明示されたのでございます︒

総会の式辞でのお言葉の数左にいたく感銘した私ども幹部一同は︑﹁誠を以て一身を貫かれた﹂先生のご遺志を

・大正・昭和の三代壱百年に亘って︑終始一貫︑国民道義の高揚につとめて参ったのであります︒

体して︑一致団結︑決意を新たにして︑前向きの姿勢を堅持し︑本会の使命達成に︑揮身の力を致す覚悟を︑ここ︑
ご霊前に︑︾厳かにお誓い申上げます︒

野口先生Ⅱ

どうぞ︑お心安らかに︑ご永眠下さい︒そして︑いついつまでも︑本会の将来の発展のため︑ご加護を賜わりま
昭和五十四年九月九日

すよう︑心よりお願い致しまして︑謹んで︑お別れの言葉と致します︒

社団法人日本弘道会副会長西村幸二郎

（3）

弔辞
野口明先生の御葬儀が営まれるに当り謹んで哀悼の意を捧げます︒

先生は犬山藩成瀬家に仕えて三百年に及ぶ野口家に人と為り暁星中学校を卒業後大正二年第二高等学校文科に入

学されました︒二高時代の野口先生は三好愛吉先生から終生に亘る深き感化を受け︑学業と野球部生活の両立に努

大正八年︑東京帝国大学法科大学を卒業後官途に志し文部省︑内務省︑宮内省において枢要な官職を歴任されわ

める一方︑正気会をひきい二高校風の刷新に力を尽されました︒その楓爽たる英姿は今に語り継がれております︒

先生が同窓生輩の輿望を担い︑帝室林野局管理部長から母校第二高等学校の校長に迎えられたのは︑恰も太平洋

けても関東大震災後の国土の復興や宮様方の御養育に精魂を傾けられました︒

戦争漸く閑の昭和十八年秋九月でありました︒
以来戦中戦後の二高の最も困難な時代を五年八か月に亘り︑母校の存続と伝統の保持に寝食を忘れて奔走され文

なりました︒この時の先生の一首が︑﹁大いなる浬梁の如く二高逝く友よ尚志の契り守らむ﹂であります︒

字通り心肝を砕かれたのであります︒然しながらかくの如くして先生の守り抜かれた二高は学制改革により廃校と
この三十一文字に先生は万餅の思いを篭めて仙台を去られました︒

新制大学の発足に際し先生は初代お茶の水女子大学長に就任され︑四年七ヶ月に亘り大学の運営に非常な努力を

傾け今日の大学教育の基礎を築かれました︒更に昭和三十七年から三年間に亘り白梅学園短期大学長として女子教

育の振興に力を尽されました︒
かくして先生の薫陶された幾多の俊秀才媛は社会の各方面において活躍しておられるところであります︒

その間にも先生は永く第二高等学校尚志同窓会会長として同窓会の発展に尽され︑更に同名誉会長として︑二高

の地下水脈の洋食たるを信じつつ︑最後までその行末に心を掛けられました︒昭和五十一年秋二高九十周年記念式

﹁東北の風土と人情とに恵まれて内面的厳しさと男性的温かさのある学校﹂それが二高であったと先生は回想さ

典において前述の和歌を披露され尚志の契りを切々と説かれたお姿は今なお眼前に髪髭たるを覚えるのであります︒
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先生は夙に禅門に参入し極観の道号を受け自己を律すること誠に厳しく内に靭い信念を秘めつつ温容春風の如く

れていますが︑この言葉はそのまま先生御自身のお姿の如く思われるのであります︒

接する者ひとしく敬慕せざるはなかったのであります︒私も二高の一年後輩として︑又先生の後をうけた同窓会会

晩年の先生は専ら画業三昧の生活を送られ︑昨年は大患を見事に切抜けられて珠玉の作品展を開かれるなど︑悠

長として終生に亘る心の繋りを得たことを幸せとする一人であります︒

々自適︑曾て三好先生に啓示された﹁静諦の高い境涯﹂を楽しまれるかに見えました︒その先生が三度目の御入院

をなされたことをお聞きし全快の一日も速かならんことを念じておりましたところ︑俄かに先生の計報に接し︑痛

惜に堪えません︒今先生の永訣に会し︑在りし日の温容を偲び愛惜ひとしお深いものがありますが︑我だの心の中

二高図南会東北大学漕艇部図南会代表小笠原清高

先生今や亡く︒然しながら先生の漕艇につき賜わりました御教
訓は永久に不滅のものであります︒今年も全日本大学選手権に優
勝いたし先生に喜んでいただきカレッヂスポーツの面目を発揮い
たしました︒これからも先輩も現役も先生の御教訓を深く心に体
し漕艇道に迩進致しますことを御誓ひいたすものでございます︒
先生どうぞ安らかにお眠り下さい︒左様なら

︹第一︺技術の科学的指導︹第二︺健康の管理︹第三︺勉学の精励

東北大学漕艇部が日本代表としてローマオリンピックに出場し
て以後の一時期悲境に低迷しましたが︑先生はその間毎年欠かさ
ず戸田コースに見えられこ高の伝統を継ぐ漕艇選手を激励されま
した︒先生は学生のスポーである以上全日本大学選手権優勝を最
高の名誉とされその優勝を喜こばれたのであります︒先生は平素
我々先輩に対しカレッヂスポーツの本来の面目につき御教訓を賜
わり先誰としての心得べき眼目につき次の三点を示されました︒

第二高等学校尚志同窓会会長黒川利雄

ここに心から先生の御逝去を悼み生前の御功績を偲び︑限りなき敬慕と感謝の念を捧げ弔辞といたします︒

に住む先生は︑我々の心から永遠に消えることがないでありましょう︒

昭和五十四年九月九日

弔辞

謹んで故野口明先生の御霊前に申上げます︒
我々二高図南会︑東北大学漕艇部図南会一同は先生の御逝去の報
に接し平素恩師と仰ぎ慈父ともお慕ひ申上げた先生を失った深い
／悲しみに閉されて居ります︒

東北大学漕艇部は松島湾に艇を浮べた二高ボート部の嫡流であ
ります︒野口先生は二高図南会︑東北北大学漕艇部に対し深い御
愛情と御理解を賜り去る八月二十五日行われた第六回全日本大学
漕艇選手権大会に於て優勝の報に接せられ深くお喜び下されて御
自身は重き病の床に於され筆を執ることも出来ない御容態の中に
在りながら八月二十七日杉浦昌也氏の代筆を以て東北大学漕艇部
長石田名香雄教授宛次の如き御祝の御葉書を寄せられました︒
この御便りに接し我友一同は感涙に咽んだ次第で御座います︒
すなわち﹁去る二十五日第六回全日本大学選手権大会に於て東北
大学クルーの健斗により優勝され誠に御芽出度御う座いました﹂
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弔辞

第一
二害
高等学校︑お
野口明先生︑第
お茶の水女子大学︑白梅学園短期大学の門下生の一人として︑先生の御霊前に謹んで私どものお別れ
の言葉を申上げます︒

昭和十
十八
八年
年︑
︑四
四十
十弐八歳にして第二高等学校に着任された先生は︑阿刀田前校長の鼓吹された雄大剛健の校風に︑先生の身に備わる

阿刀田校長︑田所美治︑石渡信太郎︑その他諸先輩の御推挙があったとはいえ︑先生御自身思ってもみられなかった二高校長への

清新︑塊爽の気風を加えられ︑第二高等学校の最後を堂々と飾られたのであります︒

御就任に当り︑先生は故三好愛吉先生のお写真を校長室正面に掲げ︑真の校長は三好先生︑御自身はその代役と謙遜されつつも︑多

くの教職員の先生方と心を協せ︑戦中︑戦後の銀難を極めた七年間︑その大きく暖かな羽交いの中に全二高生を庇い︑育くまれたの

戦争
戦
争末
末期
期︑︑二高生の北千島列島への出動がほぼ内定した折︑一身を顧染ずこれを阻止され︑また仙台空襲に際し︑身を挺して二高

0

ケッチの端書でお返事を下さるのが常でした︒
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であります︒

図書館の焼失を防がれたのは先生でありました︒

戦後は忍耐強く米軍司令部との交渉を繰返し︑北六番丁から三神峯校舎への移転を完了して︑二高を再建される一方︑進駐軍将兵

更にこの間︑先生は戦後の困難を冒し︑二高伝統の美風を守って︑土井晩翠︑阿刀田令造両先生の記念事業を美事に完成し︑恩師

の横暴に対しては断乎これを退けられるなど︑剛健なる御気象を遺憾なく発揮されました︒

ます︒

に対する礼節を全うされたのでありました︒第二高等学校長としての︑先生内心の御労苦は筆舌に尽し難いものがあったことと存じ

昭和二十五年学制改革と共に︑先生はお茶の水女子大学長︑また白梅学園短期大学長として幾多の才媛を育成されましたが︑両大

学において先生の説かれた道は︑先生が仙台にあって私どもに身をもって示された道と軌を一にしたと存じます︒

野口先生が仙台を離れられて後︑二高は学校制度から消滅し︑校舎︑校庭もなくなりましたが︑その後現在までの三十年という短

し

かからぬ歳月の間︑先生の温容と毅然たるお姿に接する者は︑二高校長此処にありと信じ︑誰一人母校二高が消滅したとは感じませ
ズ
ニ

先生もまた︑あの慈愛に満ちた眼降しを嘗ての生徒に公平に注がれ︑生徒からの手紙は洩れなく保存されると共に︑鮮かな水彩ス

ん
で

先生から直接の薫陶を受けなかった二高尚志会同窓生の間にも︑先生の暖いお人柄は大洋の潮が満ちて溢れるように惨み透り︑先
生を囲む人々の輪は年と共に拡がっていったのであります︒

一方︑先生は徒らに過ぎ去った二高の栄光を回顧することなく︑常に次の時代を支える青年達に︑学業とスポーツの両立を求め︑

先生が名投手として活躍された二高野球部及び五城倶楽部については云うまでもなく︑例えば戦後の東北大学漕艇部に対しても︑

心からの愛情と率直な苦言を惜しまれませんでした︒

この部は松島湾で生れた二高ボートの嫡流であるとして︑二十数年の間炎天の夏に戸田﹃−−スでの応援を続けられました︒その戦紙

振わざる時には︑﹁本当のことを言うのは非常に六ケしい事だ︒然しスポーツマンは率直で︑正直に本心を云わねばウソである﹂と

ート大会に二連覇した時︑先生はわざわざ病床からお祝いの言葉を口述され︑ポート部にお届け下さったのでした︒

前置きされて︑﹁東北大学ポート部の不振はすべて先輩の責任である﹂と叱陀されました︒そして︑今年八月末全日本大学選手権ボ

丁度この頃︑かねて計画中であった先生の画集も漸く完成しましたが︑御病中にも拘らず︑先生は画の色彩校正や解説執筆などを

無上の楽しみとされ︑八月末には﹁これでやっとできたね﹂と︑満面に微笑を湛えられました︒先生の生涯の代表作八十三点を︑御
至らぬ私どもの心を僅かに慰めるものであります︒

自身が選んで配列され︑序文︑解説も先生御自らというように︑すべて先生のお考えによる画集が︑先生の御生前に完成したことは︑

私どもの仰いだ先生の御生涯は端正にして︑仲秋の明月の如く清らかでありましたが︑先生御自身にはまた人生の一般と同様のお

しかし︑喜代子奥様との間に良き御子息︑令嬢に恵まれ︑最近頂いたお手紙には﹁老夫婦というものは君︑最高の幸福だよ﹂とあ

悲しみや︑御苦労もあったことと拝察致します︒
りました︒

このような先生を失われた奥様はじめ︑御遺族のお悲しみはまことに大きく︑時と共に深まるばかりと存じます︒心から哀悼の意

を表すると共に︑先生のお好きであった﹁人生は人が終日思うものより成る﹂という言葉を私どもの生涯の訓えとして進みたいと念
昭和五十四年九月九日

願し︑私どものお別れの言葉と致します︒

昭和十九年二高理科乙類四組卒業柴生田豊

昭和二十年二高理科乙類六組卒業吉川俊一
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弔辞
野口先生は偉大なる宗教家でありました︒

是は︑第二高等学校に入り︑其校風と︑仙台と申す天地自然の霊気と︑別しては校長三好愛吉先生の薫化が自然に致させ給ひしも

のと考へられます︒第二に先生は偉大なる芸術家でありました︒中学三年生から絵を画く事に心を用ひ︑神戸が生んだ鬼才金山平三
先生に師事されました︒

宗教に於ては仏教︑特に白隠禅師︑芸術に於ては自然︑良寛和尚を敬慕されました︒日本国中歩き廻り︑山川草木︑野の仏︑野の

碑︑京都奈良に遊びては仏像を画き︑天地自然之間誠に遁遥自適︑放砿自然︑敬慕に堪えぬ求道勉学の八拾四年の生涯でありました︒

御家庭に於かせられましても善良なる夫君であり︑慈愛に満てる父君であらせられました︒友情に厚く︑後であああれはああした

御考であったのかと思はず敬仰申上る心根︑更に後進を誘導するのに懇篤︑狗に人の師とは斯る御方かと感嘆に堪えぬものがありま

其の一つの実例と致しまして︑懐風草堂と申す人間のまことの道を語り合ふ会合があります︒先生は今より十有五︑六年前頃から

した︒

特別の御差支の無い限り殆ど毎月の例会に御参会︑率直の御意見を披雁したり︑或は特別に講話をして下さったり慈味溢れる教訓を

紛々落花下灰日憂怨情人生徒多事我唯惜春人

致して下さいました︒会員一同深い感銘を蒙り︑更に慈愛の篭る師父として敬慕申上げて参りました︒先生御自作の詩に

先生の色身は寂光浄土に帰還されましたけれども︑魂魂永久にうつせ象の世にわれらと倶に春を惜むの人として残らされ︑われら
を教へ導き給ひます︒

偉大なる宗教家︑偉大なる芸術家︑そして偉大なる人間の教師︑野口明先生に稽首礼拝し香住を捧げ奉ります︒
昭和五十四年九月九日

懐風草堂会員一同代表中野憲司
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野口明先生のありし日を偲んで
野口明先生の横顔

鈴木一
九月九日の青山斉場での壮厳なる御葬儀に参列して︑正

旧友・知己・子弟一

の飾り気の全くないお姿で︑何にかにと絵のお話が弾んで

かわされていたようである︒皇后様も絵の御趣味は川合玉

堂についてお若い時から学ばれ︑まことに高いものがおあ

りであるから︑先生とのお話はいかにも御満足の御様子で

あった︒その時の先生の何ともいわれぬ楽しさに溢れた横

話相手も遂にこの世を去られた︒皇后様もどんなにかお力

顔は︑今でもありありと目に浮んで来る︒皇后様の絵のお

お落しであられたことであろう︒企画中といわれる先生の

画集出版の完成を見ずして逝かれたことも︑私には唯一つ

の心残りである︒︵評議員元侍従次長︶

あたたかさ
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面に飾られた先生の温顔︑人情味溢るる御写真に︑先づ心
打たれたのである︒

私は野口先生がかつての宮内庁に於て両陛下の侍従をし
て居られた関係で︑側近在任者に正月や天長節︑地久節に
特別参加を許された折︑私もかつて侍従次長であった関係
で︑宮中での交遊が多かったのである︒その後先生は弘道

入江

野口明さんには︑素朴な美しさがあった︒

は今にも京都に着く︒野口秘書官はこの時熟睡︒大臣は気

瀬田川を渡り︑逢坂山︑東山のトンネルをくぐって︑汽車

った︒大臣が京都へ出張︒一木さんは謹厳なる能吏である︒

文部省から宮内省に来られ︑一木宮内大臣の秘書官にな

政

会の会長になられ︑私も弘道会の評議員ということで︑こ
こでも知遇を受けていたものである︒特に先生とのおつき
合の中で印象の深かった思い出は︑絵のことであろう︒

地久節即ち皇后陛下の御誕生日三月六日には︑毎年側近
在任者二○名近くの者達が︑皇居新宮殿の一室に．の字型
に並ぶ所を︑皇后様は一人一人の前にお立ちになって︑あ
の微笑をたたえられてお声をかけて頂き︑当方からも色々
とお話を申上げるのが例である︒その折野口先生はいつも

相

が気でない︒そしてついに﹁もうすぐ京都﹂と言って︑野
口さんをゆりおこした︒

満州事変のころ︑幣原外務大臣が拝謁奏上︒そういう時
侍従は︑明治宮殿の御学問所というお部屋の裏にひかえて
いて︑大臣が御前を下ってくると︑休所まで案内すること
になっている︒野口侍従は椅子に腰かけてひかえているう
ちに︑熟睡︒ふと目をさます︒あたりはあまりにも静かで
ある︒拝謁はすんでしまったらしい︒休所へ行って外相に
あやまる︒幣原さんは﹁どうもつまらないことを長灸と申
し上げまして﹂と︑とりなした︑と︒
野口さんは後年﹁幣原さんは︑人に恥をかかせない立派
な人︒僕が寝込んでしまったのは︑政治上の機微を耳にし
てはいけないと思ったからである﹂と︒

戦後間もなく︑呉竹寮の一室でのこと︒野口さんは侍従
ので︑その日も来ておられた︒一人の侍医がそこにいたｏ

の時︑初代の事務官として︑呉竹寮に勤務したことがある

野口さんとこの侍医とは初対面︒野口さんは﹁君は二高
︵旧制︑仙台︶じゃあないか？﹂侍医﹁二高です﹂︒そうし

たら野口さん﹁そうだろう︑君のそのきたないようなとこ
ろは︑どうもこ高だろうと思った﹂と︒侍医︑笑いながら
﹁僕︑ちっともきたなかありません﹂と︒

先輩後輩の関係は別として︑ともに侍従だったのは︑多
分一年か二年の縁︒でも︑あのし承じゑとしたあたたかさ

を︑忘れることはできない︒

︵特別会員侍従長︶

絵 に も あ ら わ れ て い る ゆ た か な 心 ︑ それをわれわれは今︑

失ってしまったのである︒

偉大な教育者

木下一雄

野口明先生と親しくお話をする機会に恵まれるようにな

ったのは︑昭和二十五年初夏︑先生がお茶の水女子大学開

設に当り︑初代の学長として︑その任にお就きになって以

来のことであった︒それから三十年の歳月を経た︒たまた

ま︑わたくしも同時に︑新制大学としての東京学芸大学の

学長に任ぜられたので︑おたがいに開学当時の仕事の関係

から︑おのずと︑いろいろのお話や︑ご相談をお願いする
一緒になった︒

機会が︑数多くあった︒さまざまの会議にも︑しばしばで

先生のお人柄に接すると︑わたくしはいつも心などむ感

じがした︒先生はシナの古典でいうところの﹁君子﹂その

ものを象徴するご人格であった︒高風︑清雅︑そして篤実

な先生は︑現代におけるまことに真実な教育者として︑多

教導されて今日に至ったのである︒

年にわたり︑数だの子弟を︑身をもって︑いとも力強く︑
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昭和四十年五月︑先生には日本弘道会の主宰としてご就

るばかりか︑お茶の水大学々長として東京に転住されてか

もお心にかけられ︑時々御自製の絵はがきでお見舞い下さ

療養所まで︑お心入りの書籍を携えてお見舞い下さいまし

らの昭和二十七年五月五日︑御多忙の中を︑遠く東村山の

た︒永い療養期間中︑家族は別として︑戦後未だ交通の便

任︑先生が西村茂樹先生の後を嗣がれるようになったこと
しかるに今や︑人間破滅の八十年代を想起する秋に当り︑

も悪い遠いところまで︑わざわざお見舞い下さることは容

は︑まさに神の啓示によるものであったろう︒

先生すでに天に在り︑日本の教育は︑ひとつの偉いなる推

私が奇蹟的に健康を回復して第二の人生をあゆゑ︑近年︑

ろであります︒先生はそういう方でありました︒

易のことではありません︒この感激は終生忘れ得ないとこ

進の力を失ったものといってよい︒
︵特別会員元東京学芸大学長︶

兄として尊敬する野口先生

うになり︑おすすめもあって︑北鎌倉の円覚寺の朝比奈宗

引退後︑葉山に移り住んでからは︑最も親しく往来するよ

お人柄がよくあらわれているの糸か︑全く素人の域を脱し

の人格を尊敬し︑模範として来ました︒殊に︑その画には︑

非常に親し承を感じ︑兄の様に思うと共に︑ひそかに︑そ

たまたま趣味を同じくし︑性格的に似たところもあるのか︑

私は四十余年の昔︑宮内省で御一緒に仕事をして以来︑

筑波大附属病院に入院された折︑三月三日付で私あてに下

日足らずの八月二十五日に遷化されましたが︑先生が再度

れませんでした︒その朝比奈老師も︑先生に先立つこと旬

で︑仏教については極めて造詣深く︑常に心の修業を怠ら

なく︑この日曜説教の始まった頃から参画しておられた由

先生は︑かねて︑朝比奈老師と親交があり︑終戦後間も

とにし︑その帰りには時々拙宅へもおいでいただきました︒

寛素彦

ておられ︑たまらなく好きなので︑いつも壁間に掲げ︑ま

さったお手紙の一部をここに御披露して先生を偲びたいと

源老師の︑毎月第一第三日曜の説教の場でお目にかかるこ

先生が宮内省を去って︑二高校長となられてからも︑時

のうちにお目にかかれそうな予感致しついつい延引せり︒

﹁︵前略︶円覚寺老師には幾度か御手紙をと思いつつ︑そ

存じます︒

た︑いただいた御自筆の絵はがきは︑悉く愛蔵しています︒

をお便りをいただいたのですが︑昭和二十三年夏以来︑私
が︑︲再起不能と見られる病床に岬吟すること足かけ七年に

及び︑その間︑官途を辞するの己むなきに到った折︑いつ
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御ついでの節︑よろしく御とりなしを乞う︒此の二十年位︑

老師の片言より幾度か開眼せられし思あり︒︵中略︶兎も
角も老生晩年の修得は︑殆んど老師法話︑もう一つは︑原
始仏教と申すか︑根本仏教と申すか︑釈迦の初期の教説︑

追悼・野口明先生

扇畑忠雄

る︑色即是空空即是色︑此の表裏一体の真実︑空の実在性︑

且つ中国好みに脱線せしところある如し︒般若心経におけ

徒を引率して各地の軍需工場に赴いたが︑中でも群馬県渋

よりも勤労動員で工場に出かけることが多かった︒私も生

先生が来任された︒戦争末期のことで︑学校は教室の授業

は阿刀田令造先生であったが︑そのご勇退のあとに野口明

私が旧制二高教授として赴任した昭和十七年当時の校長

その偉力︑釈迦も空︑仏教も空︑般若波羅蜜も空︑然かも

より与えられし心地する︒禅は立派なるも︑やや人為的︑

苦集滅道︵十二因縁八正道︶のスッキリした人生観の大綱

大自然は空の力︑空の実在性とその偉力によりて︑万物が

舎にあてたから︑豊富な湯と周囲の美しい風物は勤労に疲

い出される︒近くの伊香保温泉の旅館を一軒借り切って宿

れた一同の心をなぐさめてくれた︒そんな時︑野口校長が

川の関東電化という工場での動員生活はいまでも鮮かに思

と諦観し居り︑今も一層此の点を痛感しつつ︑正に終らん

たびたび視察に来訪されたが︑伊香保や渋川はもとより前

大自然と同化してゆく︑それを取持つのが自然科学︒此の

とする八十三才の寿命を回顧し︑仏法に出会ひ︑未熟なが

橋あたりまでお伴して歩きまわり︑戦時下ながら文学や美

事実を確認させられます︒老生はかねてより﹃人生は孤独﹄

らも開眼せられ︑割合に恵まれし八十三年の生涯に感謝し

二高卒業生による歓迎︒︿−ティが催されたが︑それが先生

年十月仙台市美術館で行われ︑その十月二十四日同会場で

先生の油画︑水彩画約三十点を並べた個展が昭和五十三

的な印象となっている︒

口先生といえば︑この頃のお姿が私にとってもっとも具体

術の話を交わすことができたのは大きな喜びであった︒野

うる心境に在ることを吐露しておきたいと思います︒︵後
野口会長が︑先般の日本弘道会総会に︑病躯を押して出

略︶﹂

席され︑解説に一時間近くの熱弁を揮われたこともこれで
御理解いただけることと存じます︒

野口先生は︑人の命の正体︑値打ち︑その活かし方を悟

り得た方でありました︒︵元・侍従︶

の現身︵うつしみ︶に接した最後の日であった︒たびたび
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である︒

よって︑私のつたない短歌を色紙二枚にしたためお届けし

ので︑何かお慰めになるものをという卒業生有志の依頼に

ことしになって︑ご容態がすぐれず床に臥されたままな

の病気を克服されながら︑なお元気そうなご様子であった︒

時私は上州渋川の関東電化に勤労奉仕の生徒と共に居った

任感の強さには衿を正さざるを得ませんでした︒丁度その

おかしての大活躍の結果であったことを後に知り先生の責

館が戦禍をのがれ無事に残ったことは先生の御自ら猛火を

たと思います︒ことにもあの仙台大空襲の夜︑学校の図書

りまして︑先生の校長としての御心労も一入のことであっ

先生には又︑美術愛好者としての御一面があり︑絵画に

のでした︒

たところ︑たいへん喜ばれて最後まで枕頭に置かれたそう

君と共にありし思ひぞよ拳がへる北六番丁また三神峯の

空の下七つ森青きみちのくに恋ひ給ふ君の心をおもふ

とくに金山平三画伯に傾倒しておられたようです︒画伯は

おける御才能はすでに素人の域を脱しておられましたが︑

前の歌は︑仙台から北の方に見える七つ森の風景を好ん

ておりましたが野口先生も教職をはなれてからは毎年のよ

山形県三瀬海岸に滞在し日本海の晩秋の荒波を好んで描い

校舎

で︑いつもなつかしがって居られたお気持を詠んだもの︒

、 エ J ノ

さんぜ

後の歌は︑二高の北六番丁の校舎が空襲で焼失し︑郊外の

里はこの海岸に程近い鶴岡ですので︑いつもお邪魔してお

うに画伯と御一緒に絵筆をおとりになるのでした︒私の郷

の家をお宿にして下さることもしばしばありました︒青年

二人と親しくさせていただきました︒画伯の御逝去後は私

のことを詠んだもの︒九月九日︑青山葬儀場における告別
式では︑花にかこまれた先生の遺影の前に︑哀傷の思いの

三神峯︵象かみね︶に移って︑共にいろいろ苦労した日々

尽きることがなかった︒︵東北大学名誉教授︶

の日にはスポーツマンであられた先生は御高令になられて

も実にお元気で絵の道具を肩にかけられ質素なお身なりで

写生に歩かれるあの堂為たるお姿が今に私の心に残って居

に続く客間ではなく︑お茶の間の食卓の一角に腰かけてお

野口先生のこと

ります︒一度退院なされた五十四年五月︑私は家内と共に

られ︑私共をそこへ招じ入れて下さいました︒お顔の色が

御自宅へお見舞いに伺いましたが︑その日はいつもの書斎
野口先生には私の二高在職中︵昭和十八年から五年間︶

笹原儀三郎
大変お世話になりました︒当時は大平洋戦争の真只中であ

rlQ，

一緒に食べよう﹂と先生日頃からのお気に入りの鍋焼うど

した私共を︑何度もお引きとめになり﹁どうしても今日は

色灸とお話をされ︑三十分位で失礼しようと思っておりま

勝れずお目にもお疲れの様子がありましたが︑御機嫌よく

その後嗣ぎがなかったのだから︑こんなに永く続いた校長

に至る迄︑先生は私どもにとって変らざる二高校長であり︑

若々しいお姿の記憶は未だ眼底から離れない︒爾来︑今日

るが︑毎朝︑外記丁から堀爽として正門に入って来られる

先生というのも他にあまり例がないであろう︒

常冬私が不思議としていたことの一つは︑二高で直接

んを奥様に御注文させて︑先生︑奥様︑それに杉浦先生の

の︑阿刀田校長門下の世代の方々の間にも︑何時の間にか

先生の薫陶を受けた年代の者は当然として︑それより先輩

奥様と私共二人と︑五人揃ってあつノ︑の鍋を汗をふきふ
き頂戴しました︒そのいつもの家族的なおもてなしを特に

価を聞くことであった︒

熱烈な野口ファンが殖えてゆき︑至る所で先生への高い評

楽しく愉快にいただきましたが︑その二ヶ月後御逝去の報
に接した時︑その日のテーブルの思出が私にはただ涙︑た

さは実にここにあったのであろう︒

に遊ぶ風格を随時︑随処で窺うことができた︒先生の非凡

など少しも見せられなかった︒むしろ︑悠食として別天地

その天賦を不断に錬磨されながら︑肩肘張った修行者振り

先生は天授の資質豊かなお生れであったばかりでなく︑

してゆく秘密はいったい何処にあったのであろう︒

それであればある程︑年とともに野口先生を慕う方々の増

まれて︑小細工など弄する方でなかったのは勿論であるが︑

先生御自身︑何の街いもなく︑真率に御自身の生涯を歩

とする人々の輪の大きさに驚かされた︒

お問合せや︑御予約が寄せられ︑今さらながら先生を中心

やその他の学校関係でない多方面の方灸から︑実に沢山の

さらに︑先生の画集発刊のことが始められてから︑二高

だ涙︒先生︑とうとうお別れすることになりました︒お別

︵元二高教授︑鶴岡市在住︶

ただ涙と弔電を打ったのでありました︒︵昭誕・９．羽記︶

れすることになりました︒私はすぐ先生の御逝去にただ涙︑

野口明先生

柴生田豊
野口先生が亡くなられて三週間︑未だそれが本当のこと
でも懐かしい先生にお目にかかれるような気持がしてなら

という実感が湧かず︑六番丁のお宅をお訪ねすれば︑何時

ぬ︒

先生が二高に御着任になったのは三十数年前のことであ
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いても︑またその画業においても︑偉大なるアマチュアの

先生の清らかで美しい御生涯を顧承て︑先生は教育にお

先生の御返事がありました︒戦後の日本経済の急激な復興

ジオ放送の件を申し上げたところ﹁君もそう思うか﹂と︑

日︑谷中の沢木道場で︑先生にお目にかかった時︑そのラ

学生同志や師弟間の心の触れ合いや切瑳琢磨が︑非常に少

然しその新しい大学や高校では︑旧制高校時代にあった

た︒

学と高校の新設は日本人の教育水準を大きく向上させまし

は世界の奇蹟と云われて居ります︒そして︑又︑数々の大

生涯を一筋に貫かれたと申上げても失礼ではないように私

には思われる︒︵医師・仙台在住︶
故野口明先生の遣された夢を想う

樋口浩三

いと切嵯琢磨が︑如何によいものであったかは︑旧制高校

なくなったのではないでしょうか︒青春時代の心の触れ合

に懐しんで居ります︒

出身者や旧軍の幹部養成学校を体験された人食は異口同音

klOノ

去る九月六日︵木︶夜︑徳久芝高校長他三名の大先輩に
お供して︑四谷駅近くの故野口先生宅を弔問いたしました︒

中山氏による国際大学構想が︑発表されて居ります︒私は︑

の流通大学︑トヨタの豊田工業大学︑更には興銀元頭取の

それかあらぬか︑松下政経塾の設立やダイエー中内功氏

白い菊の花や百合の花に囲まれた︑野口先生の温容あふれ
る遺影は︑今にもやさしく語りかけんばかりの表情であり

故野口先生のお言葉を借りて﹁青春時代の本当の切碓琢磨

ました︒

成城大学の西山教授は︑﹁本当に︑おやさしい顔をして

あります︒二十一世紀の日本の課題はいろいろありましょ

と心の触れ合いが出来る高校・大学の出現の夢を追う者で

うが︑旧制高校の良さを十分組承入れた大学の設立は︑故

居らっしやる﹂と︒つぶやきとも思えるような言葉で野口
故野口先生に直接私が︑お会いしたのは僅か二度ほどで

先生夫人に語られて居りました︒

すが︑先生が最後の旧制二高の校長として︑三○年以上も

野口先生の夢でなかったろうかと想うのであります︒
つの

︵ＫＫ電通国際広告製作局︶

前に︑ラジオ放送を通して﹁旧制高校の廃止に反対﹂され
て居たのを思い出します︒その中で︑﹁高校の廃止は角を
八年経った或る

矯めて︑牛を殺すの類でなかろうか﹂と︑云われたのが︑

非常に強く印象に残りました︒その後七

／ イ ー 、

野口明会長のご逝去を悼んで
弘道会﹁旧要領﹂改正を

日本弘道会役員

私は昭和四十九年六月︑故石坂泰三さんの後を承けて︑

長は深く感ずるところあり︑直に自案を徹回改めて別案を

ずも賛否両論に分れて論争が交わされることとなった︒会

断行された野口先生を偲ぶ

日本弘道会監事の職に就き現在五年を経た︒勿論役員中最

作ることとして︑役員一同の承諾を得た上突然私にそのお

西村幸二
新参であり︑先任には俊敏老練な相馬監事がおられたので︑

手伝を命ぜられた︒先生は新に急激な変革をさけ漸進的な

改正にとどめて旧要領の如く甲・乙に分けることに決意さ

宇一句まで徹底的に検討した︒会長の用意周到で綿密な構

その後二年︑昭和五十一年になって野口会長は目まぐる

想や︑該博極まる意見︑深奥な見識など拝聴しながら︑時

などを学士会館にかつぎこんでまる二日に亘って綱領の一

改正することを決意され︑同年十月三十日の創立百年記念

れたようだ︒私達二人は漢和大辞典や広辞苑さては参考書

式を期して発表しようと︑早くから各委員の提案を求めら

には愚見をも述べて︑どうやら草案を作りあげることが出

しく激変した時世に適するよう︑従来行われて来た本会の

れた︒末席を汚していた私もまた一文を草して忌悼のない

来た︒野口会長は後日．﹂の案は私としても満足の行く感

乙号の区別を廃し︑徳目を半減して十ケ条に一括したもの

この一同の案をもととして︑会長は今までの要領の甲号

ることにした﹂と﹁新綱領制定の経緯﹂なるご手記にも害

ので︑私の試案は時期的には尚早なりと思い︑之を廃棄す

がしたし︑弘道会調も残り︑会員の理解も得易いと思った

︑︑

を第一草案として吾々に示された︒ところが︑これが図ら

○

意見を差出した︒

主義主張目的を述べた﹁要領﹂なるものを︑大英断を以て

会務に就ては別に所見を述べることもなかった︒

郎

イー今

ハｂ

︑１ノ

／ｌ︑

き残しておられる︒因に先生がここに時期尚早と言われた
のは︑その第一草案の中に旧要領の甲・乙号を一つにまと
めようとの案をこの度は思い止めて元通り甲・乙二つを存
たことを指すのであってこの後段の構想が去る六月三日の

置するとされたことと︑今一つは世界連邦加盟を唱えられ
総会に於ける先生最後の式辞に於て﹁更に百尺竿頭一歩を

に心血を注がれたのは実に日本弘道会の地味な永い年月を

しい経歴にも拘らず︑先生の八十年に亘る人生に於て︑真

るいやな難事業中の︑最も効果の現われにくい仕事であっ

費して︑なお且︑現代人がややもすれば避けて通らうとす

綱領の改正に当っても極めて用意周到に本会の遠い将来

たと知って︑心の底から頭の下る思いがしたのである︒

への存続を慮いつつ︑道義顔廃の甚しい昨今の世相を嘆き︑

︑︑︑

進め人類最大の不幸たる戦争絶滅のためにも速かに世界連

あくまで教育︑道義を第一義とすべきであると叫びながら

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

邦の結成に情熱を燃やすべし﹂とまで絶叫されたものに外

も︑道義の宣伝は実行を迫るにありと敢然立って︑ややも

すれば空疎に陥り易い︑良いことづくめの抽象的な徳目だ

ならないと思はれる︒
同案は委員会で字句を一訂正の後評議員会にも附議︑席上

けの羅列は避け︑そのときの時点に於て最も肝要と認めら

︑︑︑︑︑

﹁過大の要求は寧ろ避けて入会し易いようにした﹂と弁明

表現の字句が弱過るぢやないかなど︑お小言も頂戴したが

た︒

れる項目を重点的に取りあげる方針を厳然として一貫され

して原案可決︑予定通り十月三十日の百年祭記念式典に発

て﹁象徴天皇﹂の語を明記してあり︑役員の一部では私も

特に注目されたのは︑わが憲法には早くも国民統合とし

私はもともと︑会祖西村茂樹先生の四男西村謙吉の名跡

表された︒これが現在の所謂﹁綱領甲号・乙号﹂である︒

を他家より入って受けついだ者︵血縁関係なし︶であるの

は一般庶民にはややもすれば解りにくく大衆には泥まない

含めて本会の新綱領にも採用方を主張したに拘らず︑先生

思われる不思議な糸に引きづられている間に︑私は野口会

目にもなった︒こうした度重なる運命の操つる深い縁とも

られ︑更に﹁要領﹂の改正という大役まで手伝わされる羽

戟するような語をさけて細心級密な神経を使っておられた︒

された揚句﹁敬愛﹂すると殊更に現代の若い人為の心を刺

要領の﹁皇室を尊ぶ﹂という言葉すらも︑あれこれと勘案

とて最後まで肯じられなかったことである︒の象ならず旧

なじ

で︑早くから評議員に迎えられ︑後監事の重職にも就かせ

長が如何に優れた立派な人格者であり︑教育者であり︑そ

反面新綱領には積極的に︑汚職が騒がれ︑嘗ての高官が議

○○

○○

れこそ往くとして可ならざるはない︑一言にして稀れに見

政壇上で道義の責任を追及糾明されているような現下の嘆

あや

る偉い方であるかを窺い知った︒そしてその数多い輝やか
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文字を挿入して︑却って効果をあげんと試みられたようで

ない︑金銭に清廉などと当然にして平易︑民衆に耳なれた

済の倫理性﹂を高らかに叫び︑加うるにわざと財物を貧ら

かわしい社会情勢に鑑みて︑卒直に﹁政治の道義性﹂﹁経

いとも素直に︑慈父とも仰ぎ師とも尊敬し︑俗に言う全く

少しの幡りもなく︑また心の隅に何らの抵抗すら感ぜず︑

が︑先生のあの老成振りに慣れたのか或は魅了されたのか︑

に於て︑禅の修業の結果が醸し出す雰囲気にもよるだろう

じを抱いていたが︑暫らく経つと知らず識らず︑凡ゆる点

た︒にも拘らず私はいつも数ヶ年︑年長の兄貴といった感

むさぼ

ある︒或はまた行き過ぎた自然破壊を警めるためには︑と

かも

くに﹁その恩沢を尊重し資源の保存と開発を図る﹂などと

が弘道会の仕事に活力を与え︑終始奉仕に徹した努力を傾

が一身を郷って︑ややもすれば衰退の道を辿ろうとするわ

たが︑このようにして親しく先生に接している間に︑先生

天寿﹂を重用事項中に取りあげ︑更に本会創立以来の中心

倒され︑変転極まりない世相に応じて改革を断行しつつも

頭が上らなくなって了った︒私は極めて短い時日ではあっ

思想とも思われる﹁誠心﹂を﹁誠を以て身を貫く﹂と極め

良く会を指導してその進路を誤らなかった尊い姿を顧承る

否定を肯定に︑消極を積極に転換して︑巧糸に知的表現を

て烈しい語であらわして全項目を締め括くってこれを強調

用いてその目的を達成せんとつとめられ︑最後に﹁健康と

するなど︑字句の配列︑用語の撰択︑語葉︵類別して集め

時︑本会が将来たとえ世界の趨勢に押し流されて︑どんな

が﹁私も出かけますよ﹂とてご一緒に門を出たが︑見れば

嘗てある日私は先生のご私宅をお訪ねして帰る時︑先生

の中興の祖であったと堅く信ずるに至ったのである︒

に変遷しようとも︑わが野口明先生こそ︑真に日本弘道会

た語集のこと︶の取扱などに先生の級密さ慎重さがよく窺
われた︒

乎不動の信念を持っておられたようだ︒日常生活に於ても

先生は外柔内剛で︑心の底には何ものにも侵されない確
自ら持すること極めて謹厳質素︑無欲括淡︑他人に対して

なく結んだ縮緬の兵児帯に薄よごれた手拭をブラ下げて︑

裾の乱れた普段着の下から白い肌着をチラつかせ︑ダラシ

チビッた下駄ぱきのまま︑まるで二高の野球選手時代の応

は温容にして謙虚︒常に辺幅を飾らず︑瓢食乎として︑そ

援団長でもあるような格好で人通り多い街頭を悠々と潤歩

の画業でも判るように天地自然と共に遊ぶ趣があった︒あ
のギョロリとした綱眼の奥底には溢れる笑を湛えて︑やさ

拝見して︑ふと寒山拾得の古画を見る思いがした︒

＊

され︑その無頓着というか︑世俗を超越して惜然たる姿を

しい慈父の感があり︑常に人を引きつけいつ迄も忘れられ
実を言うと私と会長とは僅か数ヶ月の差で同い年であっ

ない香気ある風格のお人柄であった︒
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註唐時代の伝説的な存在だと言われ︑脱俗的な人物で文殊普
寒山寺とも由縁あり︑禅画の好題材︒

賢の再来とも言われていた︒例の﹁楓橋夜泊﹂の詩で有名な

と言うのは︑私が西村姓をついだ時︑会祖の未亡人千賀
子刀自から引き出物として︑松平春岳公の会祖宛の漢詩の
軸と共に︑西村家伝来の狩野法眼洞春筆の寒山拾得の二幅
対を贈呈された︒私は今日に至るも家宝として大切に所蔵
し︑毎年正月ともなれば床に懸けて泌々と眺め娯しむのを
例としているが︑赤茶けた古色蒼然たる掛軸に画かれた二
聖者の︑一は片脚をあげて踊るかのように瓢々乎とした笑
顔で手に持った長い紙に詩文でも書こうとする姿︑他は竹
瀞を持ちながら水に映った月を指して何かを説きさとすよ
いるこの二尊者の慈愛に充ち溢れたえも言われぬ笑顔を︑

うな姿を思い浮べた︒そして私の腺の裏に焼きつけられて

私は今もなお︑その瞬間の先生が眼の前にチラついて懐

先生のお顔にも発見して思わず強く心を打たれた︒

しさが泌煮と心の底に湧いてきて忘れられない︒先生が私
に残してゆかれたわが慈父とも思われるこのイメージは恐
︵本会副会長︶ｌ昭弘・ｍｌ

らく私の生きている限り消え去らないであろう︒合掌︒

弔電・弔詞︵順不同︶

秋田県秋田支会長高橋弥太郎殿
山形県山形心友会長伊藤直介殿

富山県富山支会長高田秀夫殿

埼玉県川越支会長北村博学殿
同
深谷市長谷川惣平殿

千葉県野田支会長茂木啓三郎殿
同
野田支会幹事戸部好郎殿

同東
橋川
香仁
峰殿
殿
同
睦部
沢支
支会
会長
長石小

島根県松江支会長中村芳二郎殿
愛
媛県今治支会長大沢春一殿

佐賀県有田支会長金ヶ江三郎雅綱殿
佐賀県有田町深川製磁社会深川明殿

沖細県沖細県支会長渡名喜守定殿
同
幹事金城幸信殿

本会評議員鈴木一殿
同
西
村
直
殿
同
小
出
孝
三
殿
同
荒
井
元
吉
殿
同
新
美
忠
之
殿
同
生
殿
本会
特平
別会幸
員斎立
藤喜
門殿
同
山
本
哲
生
殿
同
水
野
敏
夫
殿
東
京
都
会
員
桑
原
善
作
同
清
塚
十
三
郎
殿殿
同
向
井
昌
治
殿
同
上
草
頴
殿
同
柏
木
揮
夫
殿
同
松
下
て
い
殿

同理事原口徳正殿

千葉県東部支会長

静寛院宮奉賛会長徳川宗敬殿
京急Ｕ・Ｓ・Ａ社長石井千明殿
弔句

はかなしと雌蝉のなく落陣かな石橋香峰
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野口先生を悼む

木下広居

て︑撤回された︒これには関係者一同が意

先生は何ごともなかったかのような顔をし

外な気持になったものだ︒

先生は争いが嫌いだった︒しかし︑深く

なかった︒かつて︑弘道会も創立百年を迎室を尊敬しすぎた﹂といったことがある︒

先生は︑自説を固執されるようなことはとがなかった︒終戦後︑ある神道家が﹁皇

えるのだから明治初年調の古くさい要領を先生に限って︑そういう流行に動かされる

日本の武士らしい人も︑そうだったのだ︒考えて︑大事なことは変えられるようなこ

でもあった︒そして︑道元︑エアーソンの

先生は教育家だった︒旧制二高として最

研究家であった︒しかし︑それまでは内務

口先生も苦心して改正案を出された︒とこり︑弘道会の前途は︑間違いないのではな

書き直したらどうだという意見が出て︑野方ではなかった︒先生の指導精神を仰ぐ限

後の校長であり︑お茶の水大学の初代学長

省︑文部省にもおつとめになった︒その間︑

Ｉ野口芋村著・旅と画Ｉ

相馬敏夫

野口さんを偲びて

しくないから︑と現状維持の説が出ると︑

るが︑やはり︑あんまり変えると弘道会らかろうか︒︵本会顧問︶

最も大きな悲劇は過激派の爆弾によって愛
先生は質素な生活に徹底し︑ワーズワー

嬢を失なわれたことではなかったか︒

スのいった﹁生活は簡素で理想は高く
された︒金銭については綿密に︑どういう

︵三昌邑昌侭画且ご瞥旨口蚕己巴﹂を実践

なかったにちがいない︒というより︑カネ

職につかれた時も︑汚職は決してゆるされ

私が弘道会に関係をもつようになったのせず単に道徳団体で由緒ある歴史をもって

は昭和三十九年五月のことである︒すでにいるということで御依頼に応じたのであっ

のことについて話をすることも嫌われた︒
ある時︑元首相田中角栄氏のことについて︑

その当時会長は酒井忠正さんであった︒私あったか何れにせよ暑さを感ずる日であっ

はある日副会長をしておられた下村寿一さたが東条会館で役員の顔合せ会があり始め

十五年近くの月日がすぎさったのである︑た︒そして間もなく六月であったか七月で

んから渋沢さんが監事をしておられたがなて会長始め幹部の方壷に御目にかかり御挨

為が︑﹁そんな下品癒話はｌ﹂といって
の大政治家大ピットや︑その次男の小ピッ

制止されたことがある︒イギリス十八世紀

との御話を受け︑その内容も余りおききも明治製糖の社長の地位にありその経営に何

くなられたのでそのあとをやってくれぬか拶したことを思い出すのである︒然し私は

土地ころがし︑買収などに触れたことがあ

に見ていた︑と伝えられるのと同じだった︒

トがカネのことを︑靴についたドロのよう
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を御引受けしたと云っても全く名ばかりで

かと苦労を要する時でもあったので︑監事

あるが︑これも一般の監査役と同様銀行預

なかったかと云わるれぱ全く汗顔の至りで

私は監事をしていて︑それを今まで知ら

村﹂として数年前刊行されたのを読まして

た随筆を一纏めにし﹁随筆旅と画・野口芋

団法人報公会の機関誌﹁報公﹂に寄稿され

であるが︑私はこの単行本によって初めて

本に出てくる土地はその大部分が曾遊の地

年一回の総会の前に一応関係帳簿を見せて

それは兎も角として野口さんは一般人が到

種々と啓発されたことが多い︒﹁梅原︑林

深くするのである︒私にとってもこの単行

かったのか︑監事としての私は出席もした

である︒この六月三日の第七十七回の総会

底思いも及ばないほど高潔の方であったの

両画伯の作は対象に対する敬戻さよりも自

頂いても︵特に吉野山四八頁︶その感を

こともなかったのであった︒ところが昭和

己過信の作為の多い点が私の自然観︑芸術

すましていたためであったのによる訳で︑

四十年一月に下村さんが︑昭和四十六年二

に病躯をおして死を既に予想されながら出

金帳と勘定元帳との残高照合をする程度で

月に酒井会長がなくなられ︑昭和四十六年

席され式辞を述べられその内で﹁近頃余は

頂き総会提出書類の作成に御相談させて頂

五月に野口さんが会長に就任せられるるや

観を喜ばせないのである﹂︵二○三頁︶︑

く程度で︑弘道会の役員会合なぞ殆んどな

野口さんは弘道会の経営に身をもって当ら

聖人尭舜一人を尊重する時代は去り君子万
﹁最後に一言したきことは道義の本質は個

島に次ぐ内海での大島︑一つの経りを持つ

人者と思う﹂︵二○○頁︶︑﹁小豆島は淡路

ものはない︑私は大観こそ富士画家の第一

﹁私の見た範囲では横山大観の富士に勝る

人の時代なることを唱道す﹂といわれ更に
人の内心に存す︑その実践の感激こそ道義

独立王国の観を持っている︑依然として瀬

である︒私は今度野口さんがなくなられて

れるようになり文字通り粉骨砕心されたの

の報酬は会長として全く零も同然であった

に関心を持つ人の生命なり﹂と述べられた

から始めて承知したのであるが弘道会から
のである︒

戸内海観光では欠かし得ない名島小豆島で

ある﹂︵一九四頁︶︑．つの御断りしてお

﹁弘道会の品位と信用との貢献﹂された第
一人者だと思い益々敬意を表する次第であ

のであるが︑私は野口さんこそ式辞にある

私が弘道会に関係した頃は家賃収入程度
で経営はいわば火の車であったが野口さん

る環境となり︑駐車場などにその敷地を貸

館の隣りにあったポロ家屋も取りこわし得

と思うが何事もおろそかにしない︑いい加

野口さんは凡帳面というと誤解されるか

少のずれがある︑大体は共通するが︑何分

って一般の探勝眼と画人の製作眼とには多

対照︑調和等が良くなければならない︑従

にならないで︑対象相互の組合せ︑釣合い︑

与利用し収入を得られることになり道徳団

と病床につかれるまで生前毎月開催された

減なことですましてはおけない性格の方だ

の一かは共通しない︑そこが面白いところ

きたいことは景色はただ美しいだけでは画

体としての弘道会も多少は経営にゆとりを

役員会に私は出席する度に感じていたので

としてこの愚稿を一読して下されば幸甚で

ヲ︵︾Ｏ

生じてきたのであった︒然し野口さんのふ

あるが︑それは数年前に野口さんが予て財

が会長になられ数年たってからは︑弘道会

ところには何の影響もなかったのである︒
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る﹂︵二九頁︶︑﹁明治村の功績の一つは

主観論も多数揃うと客観的力になるのであ

かしい︒日本の風景は皆で守らねば危い︑

観論はできないで︑主観論であるからむづ

ある﹂︵一三四頁︶︑﹁風景は公害の如く客

だがタレが問題︑むしろ諏訪の幌︑木曾の

らと思っている﹂︵七七頁︶︑﹁長野は蕎麦

たことのない周山あたりをぶらついて見た

けて好きな各所を再訪しそしていまだ行っ

とが何よりも有難い︒今年も何とか都合つ

る程度︑しかしこの二句を聞いて︑これは

は実業人に暗いのでただ臓気に名を記憶す

だけの運︑歌かなし人又かなし実朝忌私

二句を紹介された︒水中花人には人にある

であり作者としても非凡であったとて次の

とって極めて興味ある記事である︒今総選

もあるが︑官界でも財界でも働いた自分に

句集も見度いと思った﹂とかき始めた一文

に私の頭にのこった叙述であり︑その人柄

唯者ではない︑是非もっと氏を知りたいし

が偲ばれるのであるが︑その外に裸馬先生

にかかる事が多い︒それだけに野口さんが

挙の最中であるが︑日本の現状は何かと気

い﹂︵三六頁︶などは︑﹁旅と画﹂一読後特

財であることを明示したことである︒こう

と題し︵二六六頁︶︑﹁昨年の夏︑鎌倉の円

つぐみ︑伊那の蜂の子︑野沢の菜が有難

いう風に多数の各種の明治建築が集められ

覚寺の説教で︑朝比奈宗源老師が半年前に

︵本会監事︶

偲ばれてならないのである︒

でなく︑実は時代精神をよく現出する文化

るとわれわれ入村者は明治精神の発散に圧

八十八の高齢で亡くなった財界の長老の一

でしたか︒遅ればせながらお見舞申しあげ
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建築というものが︑単なる実用本位の施設

倒される︒明治村に移築されたがためにあ

人菅礼之助氏のことに触れ︑其角の研究家

折ロ中︽

昭認・９１

わや廃設を免がれしの承ならず重要文化財

古

濠州で野口先生の計を知って

に改めて指定されたものさえ数件あるのも
功績の一つであろう﹂︵一二七頁︶︑﹁私は

京都に憧れる一人である︑住んで住桑心地
よいか悪いかは知らないが時を遊びに行く
のにこれ程よい地はない︑ただ有名な祇園

ます︒風のたよりでは︑東京の今年の夏は

ところで日本の暑い夏をいかがおすごし

想はつきません︒

は春を迎えたばかりですが︑気候ではこち

口会長のご様子を案じていました︒せめて

かなり暑苦しかったようですが︑病床の野

七月一日にオーストラリアのブリスベー

いものがある︒春と秋はともに結構︑人お

らの冬は日本の春にあたり︑春は日本の初

小生のオーストラリア滞在中だけでも保っ

祭や大文字の時の炎暑は流石の私も再遊の

のおのの好みによる︒私は秋行った方が多

夏で日中はぎらぎら日光が照りつけていま

ンに到着して以来︑早くも七十日余を経過

いが好象からすれば春を第一とする︒桜も

ていただきたいと念じておりましたところ

しました︒その間にこちらの冬が過ぎ︑今

柳も菜の花も新緑も京都らしい景物である︒

に快適でしたが︑これから先どうなるか子

す︒今までは夏の軽井沢に似ていてまこと

るが大したことはなく雪景などには棄て難

そして日は永くて時間をたっぷり使えるこ

気を失わされる︒冬は底冷えするといわれ

川

日新聞によって九月三日ご逝去の由を知り

商社関係の方面から回してもらっている朝

野口会長のご遺言は日本弘道会の活動をも

たことを厳粛に受けとらざるを得ません︒

に自分に代り得る会長人物の物色にかから

先生は︑ご自身の病重しと悟ると︑すぐ

あった︒

野口先生のご人格よりほとばしったもので

かっておったならば︑先生もその人に会長

れたようである︒その際︑適切な人が見つ

つと活溌にするようにというところに帰結
申しました通り現在の日本弘道会はおとな

の職をゆずり︑心安らかにご静養できたの

すると小生は思います︒佐倉での講演でも

た︒憶いおこせば日本弘道会の総会で異常

し過ぎるようです︒亡き野口会長のご冥福

かも知れなかったが︑そう人は見つからな

日の夜で︑お葬式告別式が済んだあとでし
ともいうべき長いお話を承ったのは六月三

を祈ると共に日本弘道会関係者ご一同の奮

悟然としました︒朝日を読んだのが九月九

日のことでありましたから︑ちょうどそれ

ことが含まれている︑と私は考える︒

のあるところを拾ってぷると︑次のような

この式辞をよく読みなおして︑先生の意

となったのであった︒

意をいだかれ︑それが総会の式辞という形

も︑最後まで会長として会を指導される決

とになったのである︒そして病をおしてで

るまで︑日本弘道会のことを心痛されるこ

かった︒そのために先生は︑死の瞬間に至

起を期待してや承ません︒

昭別・９．︐１

︵本会理事亜細亜大教授︶

より三カ月あとに生涯を閉じられたことに
なります︒あのとき文字通りのご遺言とし
て承ったのですが︑まさにその通りになっ

野口明先生の﹁人間信頼﹂
八日本弘道会総会式辞を再読してＶ

片山清一

野口明先生がおなくなりになった︑とい思うが︑その日の近いことを痛感された上
う報らせを︑弘道会からいただいた時は︑のお言葉であったものと考えられる︒

の素志は︑日本弘道会の伝統であり︑いつ

の時代においても変るべきものではない︒

①西村泊翁先生の意図された﹁道義立国﹂

②しかし西村会祖の生きた明治前期と︑二

いよいよ﹁その時がきたのか﹂と感じた︒野口先生は︑いつごろから︑ご自分の死
弘道会総会の席上︑重態の病躯を車椅子でらくかなり前から︑その準備をはじめられ

十世紀後半の現代との間には︑大きな相違

というのは︑本年六月三日に開かれた日本期を予期されたかは伺うべくもないが︑恐

いことを︑だれしも感じておられたことと本弘道会の前途についてのご配慮は︑すで

のは当然のことである︒おそらく会祖が今

があって︑道義再建の方途も異なってくる

ご臨席になった折︑すでにご最期の日が近たのではないかと考えられる︒少くとも日
思うが︑わたしもその一人であった︒先生に数年前からはじめられていたようである︒

日に生きておられれば︑同感されたものと

ご自身も︑あの席で﹁遺言﹂と申されたこ会長という職責上から当然のことと言える
とは︑ご列席のどなたもお聞きになったとかも知れないが︑このようなご心配は実は
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か煩悶された結果到達した結論は︑次のよ

野口先生は︑この問題をどう解釈してよい

うしてこのような進歩を生み出したのか︒

か︒日本の政治は貧困だといわれるのにど

る︒一体これをもたらしたものは何である

る人でも想像だにできなかった大変化であ

がある︒恐らく西村先生の如き先見の明あ

格段の差があって︑文字通り﹁隔世の感﹂

の今日に至るまでの社会状況との間には︑

正期︑そして昭和前期の社会状況と︑戦後

③野口先生の経験されてきた明治後期︑大

考えられる︒

強調される︒明治時代はよかった︑敗戦前

動範囲へと拡大して行かねばならない︑と

のような狭い道義運動から︑もっと広い活

その立場から︑日本弘道会の活動も今まで

の力の中に新活路を求むくし﹂と断言され︑

を示唆される︒﹁今や一人の力よりも複数

社会︑理想の世界の建設の可能であること

人類全体の向上によって︑はじめて理想の

は卓越した政治家の出現を期待するよりも

た野口先生は︑一握りの聖人君子︑もしく

④このような人間信頼の哲学をもつに至っ

断ぜざるを得﹂ない︑ということである︒

結局は永遠に進化して止まざる生物なりと

辞を引用すれば﹁人類は宿業を持ちつつも︑

たのである︒

成しようとするものであることを明言され

に努力し︑これを通して上掲の大目的を達

まず人心を治め︑道義の高揚をはかること

しようと念願するものであるが︑何よりも

にも強い関心をもち︑これらの向上に貢献

い︒日本弘道会は︑政治にも経済にも外交

もなく︑如何なる改革も砂上の楼閣に等し

間の内心を治めることなくして︑何の改善

ということを力をこめて申されている︒人

は個人の内心に存す﹂

て止まざる意欲が然らしめたものであると

ということである︒つまり︑人類の進歩し

の進むべき道ではない︒﹁常に新鮮に︑内

れてこない︒そしてそれはまた日本弘道会

の気風に浸っていては︑日本の前途は開か

の日本はしっかりしていた︑といった尚古

貫かれている式辞であるということである︒

野口先生の強烈な人間信頼の情熱をもって

示したものであるが︑これを約言すると︑

和五十四年度総会式辞を︑私なりの解釈を

以上︑野口先生のご遺言ともいうべき昭

﹁最後に一言したきことは︑道義の本質

化と文明を憧慢する世界人心の大波動﹂だ︒

うなものであった︒それは︑すなわち﹁文

観である︒

される︒いわば野口先生の人間信頼の世界

た時もあった︒また人と人との憎悪︑国と

大きな天災もおこり︑悪疫の椙けつを極め

またエネルギー問題にと関心をもつべしと

は活動をひろめて平和運動に︑人口問題に︑

⑤野口先生は︑日本弘道会は今後において

示される︒

を信頼して︑互に助け合い︑支え合って︑

間︑そしてそれは人類というすべての人間

人である︒これらの好悪をのりこえて︑人

な人間であり︑人間としての良心をもった

れない人もいることであろう︒しかしぷん︲

べき人物もいる︒また感情的には好きにな

世の中には︑たしかに悪人もあるし︑憎む

国との衝突︑そして多くの人が殺される戦

されるが︑それらの事に東奔西走する街頭

外の現実を正視して正邪を分析すべし﹂と

争も数限りなく起ってきた︒だが人間はこ

運動を意味するものではない︒式辞の終で

世界史をひもといてみると︑その中には

れらの障害をのりこえて︑今日の人類社会

よい世界をつくるために生きていこうでは

を築いてきたものであった︒野口先生の式
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ないか︒そうしない限り︑地上から不幸の

強靭な人間信頼のご信念が秘められていた

御縁で︑もう二十年になろうとしている︒

いうことであった︒それ以来の弘道会との

の夕暮﹂という即詠もある︒﹁常読一書﹂

にも来つるものかな出雲なる宍道の湖の秋

恐縮のほかはない︒その中には︑﹁はるか

いた︒今思うと筆墨ともに粗末なもので︑

その間にお願いして色紙を数枚書いて頂

のだと信じる︒その意味で︑この式辞は正

︵本会理事目白学園女子短大教授︶

生のご遺言﹂そのものであると考える︒

に先生が奇しくも申されたように﹁野口先

絶える時がないのではないか︒

こういった心境が︑野口先生の晩年のご
心境であったのではないか︑と考えられる︒

平素︑その温容に接していると︑心の和ご
むことを感じたのであるが︑その心底には

と﹁人生ハ人が終日思ふものより成る﹂と

いる︒客間の八畳を空けて床の間に先生か

活の一面に触れて心うたれたことを覚えて

が余りにチビていたので︑先生の質素な生

う髪ブラシを後に届けてもらったが︑それ

られたのである︒むらくも荘に忘れたとい

終ると︑私の家を見たいと官舎に移って来

り︑先生のお宿もここにとったが︑総会が

委の学事課長で︑むらくも荘も所管してお

会場はむらくも荘であった︒私は当時県教

道会松江支会の総会に講演のためであり︑

十五年秋で︑一週間ほどの滞在であった︒弘

野口先生が松江に来られたのは︑昭和三

わけである︒詳しいお話ではなく︑ともか

私はこの時初めて弘道会の話をおききした

の一言が我が家では折に触れて話に出る︒

に指導されたという︒今でもその時の先生

茶の出し方とかいろいろのことをていねい

も妻の簡単な手料理の方をよろこばれ︑お

なしもできなかったが︑仕出しのものより

た︒妻も身重であったので︑十分なおもて

んで︑悠食と過しておられることが多かっ

とでもなく︑何か物を書いたり︑書物を読

訪から帰られると︑別に画を描くというこ

の部屋に旅装を解かれた先生は︑市内の探

私のことを心配されてのことであった︒こ

うと言って下さったものである︒無一物の

に接していると︑何時までもこのままでお

もう先生の声をきくことができない︒先生

仰がなければならないことも多くあるのに︑

ほかにも︑また人生の岐路に当って指導を

にお別れすることになってしまった︒その

が︑遂にそれがまだ見つからぬ中に︑先生

教文社版のエマーソン選集を求めて読んだ

この語句の出典に興味をもちながら︑日本

て︑先生の傾倒のほどを知ることができた︒

偵論を訳出して掲載されているのを拝見し

その後︑﹁弘道﹂誌上で︑エマーソンの報

けで︑エマーソンを再び読むことになった︒

ンの語を録したものという︒これがきっか

られたもの︑﹁人生ハ．：⁝﹂は︑エマーソ

郎先生の愛用されたものを先生が譲り受け

松江の野口先生

いう二枚は︑それ以来︑机の上に掲げて自

ら頂いた山水の一幅を掛けてお迎えした︒

くよい会だから会員になっておき給え︑と

戒としてきた︒﹁常読一書﹂は︑藤井種太

この軸は︑赴任の挨拶に伺った時︑これか

鈴木勲

らは床の間のある家に住むこともあるだろ
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られるように思われ︑何時でもお話がきけ
味を求めていくものとなるだろう︒

に︑千一マーソンのこの一語も︑生涯その意

︵本会理事文部省官房審議官︶

ると思って過ぎてしまった︒誠に迂潤で︑

無念の思いにかられる︒先生の温容ととも

野口明先生を惜しむ

五月九日佐倉の西村会祖の旧宅﹁修静居﹂

因縁話だ﹂と喜ばれた︒

跡の記念碑と浅井画伯銅像の除幕式が菊間

た︒この晴の式場に︑いかに病気のためと

市長や青柳氏らの献身的な努力で進められ

は申しながら参列もならずやむなく︑西村

の画趣を﹂プリントして喜ばれた︒秋田の

日秋田支会廻りに﹁旅と画﹂から﹁十和田

一級で日本一﹂との折紙をつけられた︒先

和田湖は﹁湖水と渓流と樹木の三幅対が皆

先生は十和田に滞在十余度に及んで︑十

案内で訪れた︒今回刊行の画集に晩翠の尚

が流されている岡城吐を後藤竹田市助役の

先日晩翠作詞滝廉太郎作曲の﹁荒城の月﹂

って広瀬川や青葉城が懐しいものであった︒

同窓生なので私も同窓生気取りで校歌を歌

井晩翠︑高山樗牛両教授の文名を慕っての

された︒金ヶ江有田支会長の同販売会社代

をご覧になり︑有田支会で感銘深い講演を

稿された︒稿料は固く辞退すると必ず添書

だから苦労するよと洩らされたが喜んで寄

巻頭言は五百字に研究構想を結集するの

ことはどんなにか心残りであられたことか︒

副会長代読の﹁あいさつ﹂となって了った

老農石川理紀之助翁は今尊徳と仰がれる篤

像画がある︒これを活用されたならば︑は

表取締役専務は画集五部を申込み︑ご逝去

渡辺正勇

農家で歌詠みとしても有名である︒翁の紹

からずも先生の遺徳によって観光価値が一

に際しては丁重な弔意をよせ︑さらに野口

たところ先生のかかれた家紋の鬼蔦を刻む

先生景慕の佐倉藩士浅井忠画伯は十八世

先生は先年有田町の老舗深川製磁の工場

されていた︒

介や長期の在秋からか︑役員会の席上で私

段と高めら用るのではと進言した︒

﹁我が家の歴史﹂を頂いた︒初代犬山藩御

ねらひ打つ子らのちまたの雪つぶて

はその半切の直筆

在野出の最高峰と仰がれた︒私のお送りし

代官野口清右衛門から先生まで十一代が略

れた︒家紋について喜代子夫人にお尋ねし

た戸籍謄本に画伯が東京の西村会祖宅に一

記されている︒家系の尊重は孝子の快挙で

家の家紋入り花瓶一対を謹製霊前に供えら

仙台の二高は先生の母校で学校長をされ

年余寄留とあり︑さらに本会創立百周年記

紀一流の風景画家フォンタネージの高弟で

た︒今回の先生の葬儀には二高同窓会尚志

念式に︑本会応接室の会祖の肖像画が同藩

もある︒

外れがちなる世にこそありけれ

会が中心となり鈴木文部省官房審議官︵本

の高橋源吉画伯の執筆との私の紹介で︑﹁と

その労作﹁春耕﹂﹁収穫﹂が重文となるなど

会理事︶女婿の杉浦医博を初め恩師を慕う

もに初めて知った︒私にとって誠に嬉しい

を先生から頂いた︒今秘蔵の一つである︒

熱情溢れる至情が数多くの供花にその一端

去る十月十二日有田支会訪問の折︑金ヶ

が伺われた︒二高は私の長兄大田信之が土
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極力固辞したが結局﹁弘道﹂の悪筆を残す

孔子の﹁道に志し︑徳に拠り︑仁に依り︑

会の熱弁を以って最後を飾られた︒まこと

先生はいかにも落付いた淡彩の画集と総

｜︑開式の辞

に奮起を心に誓ったのであった︒

こととなって了った︒その芳名録には先生

一︑弔詞弔電㈱

一︑読経

江支会長は私にも署名を求められた︒私は

も達筆で世教理教の四字が記されていた︒

言っても過言ではあるまい︒﹁人間は何もか

芸に遊ぶ﹂という理想像を地で行かれたと

野口群礁醗鐸ょ︐

また五十年四月十八日︑日本弘道会員諸氏

も美しくなければならない︒顔貌と服装も

日本弘道会副会長西村幸二郎

二高尚志同窓会長黒川利雄

しい思い出もあった︒

魂も思想も﹂とソ連の文豪チェホフはい象

と懇談す︑遅春静夜銘深し︑会長野口と懐
先生は会祖千賀夫人の墓を湯島の西村家

じくも喝破したが私は﹁臨終も﹂と付加え

二高卒業生代表柴生田豊

菩提寺の麟祥院から千駄木養源寺の会祖の

の文教名所記に京都の堀川塾が初代の伊藤

が心なの私にもひしノ︑と迫ってくる︒先

見︑あの心温まる二高尚志会の師弟愛など

二高同窓会代表小笠原清高

日本弘道会理事渡辺正男

お茶の水女子大学長井上茂

一︑読経焼香親族一同

仁斎以来七代連綿として二百数十年に及ん

生は内にあってはよき子︑夫︑父であり︑

最近秋田や九州で先生の遺徳をこの眼で

たい︒

で世界に類例のない盛況と江戸時代の旧習

あられた︒先生の推薦によって乏しきを本

外にあっては良吏︑よき師︑よき指導者で

思うに会誌の﹁古義堂訪問記﹂や﹁旅と画﹂

墓側に並置を提案︑二年後実施と決定した︒

をよそに代禽の夫妻の位牌が同格に洞堂に

一︑挨拶

並列されている事とに痛く感激されている

かった事を思うと今さらながら惜しまれて

一︑葬儀終了

ならない︒絵心のない私が思いもよらぬ画

一︑一般告別式

生問題等に深く立ち入ってご指導を仰がな

会におき多年先生の身近にありながら︑人

ら︑目下の国状に鑑み︑本会の現況と今後

生は病躯を押して杉浦医博付添で車椅子か

についてのおぼつかない筆致ご容赦ありた

一︑挨拶親族代表野口一郎

六月三日の第七十七回本会通常総会に先

ところからの着想ではあるまいか︒

の方針︑会員の覚悟等について四十分に亘

く︑今はただ本会への温厚院観道日明居士

一一同見送

｜ご遺骨午后三時二○分出発

告別式次第午后二時より

ってご講演︒最後に本会綱領の実践に精進

のご冥加とご冥福とをお祈するのみである︒
︵本会主事︶

し本会の品位と信用とに貢献されたいと訴
えられ︑さらにこれが或は遺言となるかも
知れないと付加えられ一同感激︑とも人︑
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野口会長を
法華経寿量品中に﹁衆我滅度を見て︑舎
利を供養し威く皆恋慕を懐いて︑渇仰の心
を生ず﹂と︒

雑誌﹁弘道﹂の先生の巻頭言︑平生の言
たが︑うかうかと一時の感慨に止め︑今遼

語を読象︑聞き︑示唆されることが多かっ
に長逝に遭い︑再び相見みゆる機会絶無と
なり︑巻頭言を読みなおし︑感慨新たなる
ものがあり︑生前︑より多く︑聞き︑訓え
られたならば良かったと︑今に於て︑悔を
百年に残す思があり︑恋慕を懐いて︑先生
先生は︑謹厳・寡黙の君子人であったと

を偲ぶ︒

云はれる一木宮内大臣の秘書官となり︑侍
従に任ぜられ︑転じて旧制二高校長︑更に
お茶水女子大学学長に就任せられるなど︑

一聯の経歴が示すように至誠・清廉の人な
らでは︑到底任を果たすことは不可能であ
︾ｏ○

先生は読書家で︑文筆に長じ︑又夙に禅
学を学ひ参禅をなし︑しばしば大法輪に執

るに至る︒

刊行会を設立し︑一千部を近日刊行頒布す

病床にあった先生は企劃を聞き︑親しく

作品の選択にあたるなど︑こよなく欣ばれ

たが︑これは企劃者の先生への最後の賎け

鶴岡衛

し︑画風は圭角なく︑温和にして︑雅致が

筆︑洋画も学び︑其の技法は玄人の域に達

らぬ新宿御苑にて写生をなすなど︑教養深

って各地の写生に赴き︑又自宅より程遠か

濃やかにして清涼掬すべき思があり︑企劃

角軽薄の現世相に於て︑旧師弟の情愛狗に

去る者は疎く旧縁も忘れ勝ちで︑人情兎

く︑かく言えば隠士と思はれるが︑さにあ

本年四月筑波大学附属病院で再度の大手

車椅子に座して悲痛極りない式辞を語られ︑

たが︑六月三日七十七回総会には病を押し
なった式辞に於て︑其一班を知るに足りる︒

列席者をして断腸の思を感ぜしめ︑右は遺

術を受け退院後︑暫時自宅にて静養せられ

大患後と雌も︑既に自己の天命を識り︑生

訓として︑本会の現在及将来の指針として

道義の昂揚・政治倫理の確立に努められ︑

死を達観せられたものの如く︑理事会には

遷流の理は如何ともなし難く︑九月三日他

現代最高医学の治療を受けられたが無常

銘記すべきである︒

東大名誉教授平川文学博士︶に屡々来聴・

界せられ︑生身は潰壊しても︑国の繁栄を

けんげ

質疑をなし︑或は自己の見解を呈するなど

期する精神は冥灸の裡に本会の存続する限
鍵に先生が二高校長在職中︑薫陶を受け
た当時の青春溌刺の高校生は今や不惑に達
し︑社会の各分野の中枢に於て︑活動して

︵本会理事︶

り会の業績をみそなはすものと信ずる︒

仏教教理の瀧蓄を知ることができる︒

れた︒又大本山増上寺内の仏典講座︵講師

欠かさず︑其他屡を来会︑関係者を督励さ

内に秘めたる積極的強い意思の力は遺言と

らず︑弘道会祖西村先生の偉業を継承して︑

者各位に対して敬意を表する︒

あり︑老来閑暇あれば︑単身カンバスを持

であり︑御供養である︒

ぶ

おられるが︑右諸賢が今回先生自作の画集
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偲

ない頃︑先生のお招きを以って二高教授を

拝命した︒生徒間の先生に対する信頼と尊

野口先生に最初にお目にかかったのは︑

余生を十分に絵を描き度いと思うから﹂と︒

引退された時述懐して云われた︒﹁折角の

ころが大きかった︒先生は白梅短大学長を

後三神峰に校舎移転の後であるが︑占領軍

い突差の行動に依るものであった︒また戦

図書館の焼残ったのは先生の危険を顧みな

野口明先生

敬は絶大なものであった︒数灸の逸話が語

戦時中︑文部省においてであった︒その頃

長女の土田夫人御不幸の後は︑殊に絵筆三

小出孝三
先生は第二高等学校長として腰を上京して

の防衛︑それは遂に力及ばず焼失したが︑

られていた︒仙台空襲に際しての母校校舎

会議や打合せをしておられた︒国民服にゲ

の兵隊数名が生徒の名誉あるトロフィや優

勝牌等を持出そうとした時︑多くの者が気

味の生活のように見受けられた︒
これはあまり人の云わぬことであるが︑

ートルを着け︑肩から雑嚢を下げておられ
た︒私の部屋には油絵を趣味とする者が多

門近くまで追いかけて行ってこれを取一戻し

を呑まれて何の抗議もできぬところを︑校

の修行をされたことを知り︑この機鋒は禅

たのは先生であった︒後に先生が若い頃禅

の言葉のとおり︑絵と同様に角のない素直
な気品のある文章であった︒論説も記事も

に依るものと了解した︒また往年二高野球

先生は非常な名文家であった︒文は人なり

技術的な話より︑画家の心理や心境︑更に

た︒論理の鋭さや烈しい感情の吐露はない

珠玉の名編で︑一幅の絵を見る感じであっ

かったせいか︑公務が済むとよく立寄って

は行動や人格の批評にまで至り︑少からず

部のピッチャーとして活躍して名声の高か

絵の話をして行かれた︒作品については︑

驚いたことであった︒

が︑美があり︑温かさがあった︒

級生一同は﹁二高を落ちて美術学校に入れ

が︑二高入学試験合格の報に暁星中学の同

人の域を脱していた︒後に聴いた話である

校長としての責任感は非常なものであった︒

いわれた阿刀田令造氏の後を受けて︑二高

先生は天性の教育者であった︒大校長と

た︒その頃﹁独乙国民に告ぐ﹂のフイヒテ

いた︒これには先生は随分と肝胆を砕かれ

やがて先生はお茶の水女子大学長に任命

嘆いておられたことが記憶に残っている︒

当時旧制高校の存続問題が日程に上って

経の賜物かとも考えた︒

ったことを知り︑その時身に着けた運動神

ば天下の大画伯になろうものを﹂と落胆し

た︒﹁自分の一番気楽な時は︑出張中の期

ある時筆者に打明けて云われたことがあっ

にスタンドプレーの保身巧者であることを

を気取っていた某有名高校の校長が︑案外

先生は周知のように洋画を趣味とし︑素

たとのことである︒先生の絵は穏和で円満

れ緊張が高まった︒仙台に着く時分には下

間であった︒帰途汽車が仙台に近づくにつ
胆に自から力が入り︑気力が張った﹂と︒

で︑奇矯激烈なところはなかった︒金山平
かった︒安井曾太郎の傑作﹁Ｔ先生︵玉虫

私事に亘って恐縮であるが︑私は戦後間も

三画伯に師事し︑極端な新傾向は好まれな
元二高校長︶の像﹂は先生の斡旋に依ると
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の奥﹂と﹁陸奥﹂の意味を兼ねるものであ

ちのく会﹂であった︒蓋しこの名は︑﹁道

開催は月一回︑会場は先生宅︑名称は﹁み

会人の有志と協議して読書会を始められた︒

先生は早速に二高卒業の大学生及び若手社

ケ原跡に急造された公務員住宅であった︒

され︑東京に移られた︒最初の住居は戸山

誠に家族ぐるみの熱心な﹁教育一家﹂であ

配慮は全く無用﹂と先生は云っておられた︒

喜び楽しみにしているのだから︑そのよう

とを申上げると︑﹁家族の者も皆この会を

御家族も大へんなことと恐縮した︒そのこ

そうであった︒会場の世話から︑この接待︑

これまた楽しいものであった︒先生も嬉し

ず︑先生が生涯を掛けて蒔かれた種は︑国

残念でならない︒独りみちのく会のみなら

たが︑実現にまで至らずに終ったことは︑

に感謝同窓会を開こうとの議が度々出てい

年海外に長く勤務した者の帰還などを機会

の中堅というより幹部になりつつある︒近

若干の交替変化はあったが︑今は多く各界

と人類を支える大樹に育つことを信じて疑

日本弘道会といふ社団法人の創立は極め

年七月十日であったが︑その数日前だった

篠塚しげる

わない︒︵本会評議員︶

られた︒

長い年月の間にみちのく会食員の間にも

った︒会場は大塚のお茶の水大学長公舎︑

麹町の御自宅と変り︑その間普請等のため

野口先生の想ひ出

っただけであった︒研究は論語から始めら

ほんの数回会員の会場持ち回りのことがあ
れた︒論語は先生の生涯の座右の書であり︑
といっておられた︒次いでプラトンの饗宴︑

て古く日本精神の作興に地道で真虐な啓蒙

難問の挑戦には常に論語を縦いて対応した
老子︑バイブル︑正法眼蔵等灸と︑一人で

の上で識り合ひの野口宗光さん︵俳号根水

の職場︵茅場町証券会館内︶にわざ／︑御

草︶が兄上の野口明さんと同道の上当時私

と思う︒越央子さんも私も︑以前から俳句
は︑私のかねてより敬仰の的であった大蔵

の︑昭和四十三年六月に弘道俳壇の選者大

ところが人の世のえにしは不可思議なも

勇気が出る筈がなかったからである︒野口

らいっても俳歴からみても大橋さんを継ぐ

た︒私は一瞬恐縮し且つ当惑した︒年齢か

出になり兄上の明さんをご紹介かた人︑私

橋八郎さん︵俳号越央子︶が逝去された跡

明さんは当時弘道会の副会長の重責にあら

はいたが︑まさか本会の特別会員に推薦さ

六時頃から二︑三時間の研究の後は﹁直

れたのであるが︑私は弟さんからきいてう

の弘道俳壇選者受諾を求められたのであっ

会﹂となり︑稲荷ずしや海苔巻等の若者好

目を私が継ぐこととなった︒私が正式に本

れるとは夢想だもしなかった︒

省大先輩の相馬敏夫さんから聞いて知って

運動に立派な実績を積み重ねつ上あること

は到底読みこなし得ぬ内外古今の文化的巨
峰を対象とした︒綿を約二十年を経過︑最
後は西田哲学であった︒当時はまだ録音の
装置はなく︑せめて先生の毎回最後の取纏
めだけでも録音に残し得ていたらと︑悔ま

みの夜食を以って労を楠って下さった︒先

会から特別会員推薦の辞令を戴いたのは同

れてならない︒

生の制作中の絵などを拝見しつつの歓談は︑
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す︒﹂と申し上げ一礼をした︒

暑い日であった︒しかし僅かに十分そこ

すノ︑その立派なご経歴は承知していたせ
いか︑初対面であり乍らもその謹直な人と

たあとには清風自ら到るといったすがノ︑︑

ノ︑の短かい出合ではあったが︑お別れし

ち︑奥さまが持って来られた認め印を捺し

﹁これで会の財政も︑ようやく安定したね︒

て下さって︑

実はいま︑二高の教え子たちがわたしの画

ありノ︑と汲みとることが出来た︒私がご

為りと︑深く高い識見を言葉の端しを之に

集の出版を計画して呉れているけれども︑

みておられた野口明さんはきびしい面持を

りは会長として多大の功績を残された︑ま

野口明先生はその後昭和四十六年五月よ

野口会長が亡くなられる四ヶ月ほど前︑

とお疲れもみせずに微笑をたたえられた︒

の当面のスケジュールだよｏ﹂

この出版と︑弘道会のこれからのことが私

しさが残るのみであった︒

和らげて﹁あなたは大橋さんとはご同郷の

だノ︑生きて居ていただきたい方であった︒

返事に戸迷っている様子をしばらく無言で

由何かのご縁と思います︒よろしくお願い

こちらから足を運んで親灸すべき方であっ

しんしや

します︒﹂と申された一言に︑私ははたと

た︒不徳の私を庶幾くは御ゆるし賜らんこ

修静居跡の記念碑除幕式の模様をご報告に

◇千葉県佐倉市宮小路の西村会祖旧宅・

四月三十日のことだった︒

迷ひからさめ﹁ではお引受致しましょう︒

とを︒︵特別会員・弘道俳壇選者︶

十四日のことだった︒この前お会いした時

伺ったのは︑それから二週間ほどした五月

にくらべるとずっと血色も良く︑見違える

八十四才のお年で︑二年の間に二回も大

おからだに障りはせぬかと気遣いながら

て︑大変なバイタリティだとひそかに舌を
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大橋先達の跡を汚さぬ様一生懸命つとめま

野口会長のお側に仕えて

渡辺薫
の何時もの明るい一言一言顔に救われて︑

手術をうけられたというのに︑この恢復の

りするぐらいだった︒

ようにお元気に見受けられてむしろびっく

会に提出する書類の決裁をいただくために︑

やっとのことだった︒あらためてみなをす

本当ですかと︑声を落して申し上げるのが

一瞬︑私はわが耳をうたがったが︑会長

麹町六番町の野口会長のお宅にお伺いした

◇ちかく開かれる日本弘道会第七七回の総

時のことである︒

早さ︒さすが二高の学生時代︑野球部の投
も︑結局︑持参した書類のこまかな数字の

手でキャプテンとして鍛えられた丈けあっ

と︑さすがに面やつれが目立って見えた︒

術をされたばかりの会長は思いのほかお元

て吹きとばしてしまわれるに違いないと思

巻いて驚嘆︑これならば最悪の病魔もやが

その二週間ほど前に︑二回目の勝眺大手
気で︑床のうえに起き上がって迎えて下さ

説明に︑約一時間ほどかけてしまったが︑

はれた︒

ったが︑私の顔をご覧になるなり無造作に

時々はポイントをついた質問をなされたの

その間︑会長は一つ一つ領づかれながら︑
﹁ガンなのだよ：⁝・俺はｏ﹂

おっしゃったＯ

r
●
1
ﾄョ

げる説明を一枚づつ丹念に万年筆で書き込

かけると︑その写真のうらに︑私が申し上

はその六日ほどまえのことだった︒

段取り打合せのため︑お宅にお伺いしたの

◇いよいよ近づいた六月三日の総会当日の

かれそうなご機嫌ぶりだった︒

を入れながら︑私は︑この日から丁度一週

ご逝去﹄の悲報を急きょ関係各方面に電話

なってしまった︒﹃今朝七時四十分・会長

よく晴れ上ったが︑私どもには最悪の日と

除幕式の下手なスナップを十数枚お目に

まれて︑いかにも楽しそうだった︒前々か

てねえと前置きしながら︑総会当日には女

どうもすっかり足腰が弱くなってしまっ

たがなかった︒

べて︑廻すダイヤルの文字盤が霞んでしか

にお見舞したときの故人の面影を思い浮か

間まえに鶴岡理事のお供をして板橋の病院

らの︑会長の懸案の一つが立派に実現され
たことへのご満足感を素直にあらわして下

とにしたこと︑車椅子を会場に準備してお

婿の杉浦医博に介添として同行して貰うこ

から﹃茂樹﹄とかえられたか︑そのわけが

﹁会長さん︑西村会祖が何故お名前を﹃鼎﹄

指図があり︑その車椅子の置き場所とか︑

日出席した会員全部に配ること︑などのお

くこと︑会長の式辞を別にコピーしてその

﹁いまはもう︑画集の出来あがるのだけが

令弟宗光氏の承さを夫人が︑

って︑

さったのがうれしくて︑つい私も調子に乗

今度判ったような気がしました︒確かに森

総会式場でご自分がお座りになる席次など

からではないでせうか﹂

﹃象どり﹄が一入すばらしく繁って見えた

った︒長さにして一五○センチもあったそ

たお心遣いにただ恐縮せずにはいられなか

手にして︑私はその分厚い感触と行き届い

だったそうである︒私にとって︑これが最

で︑会長はその色をこの上なくおよろこび

に咲いたのを持って来て下さったとのこと

知友の清塚十三郎氏が︑わざわざわざ高原

私にはひどく物淋しかった︒聞けば会長の

と投げ入れられてあったのも︑このときの

し草・お承なえしなど秋の草花がひっそり

ふと目をうつすと︑枕元の花瓶に︑松む

ぢっと見守っていた︒

鶴岡理事と私は︑しばらくの間おし黙って︑

った横顔と点滴のすべり落ちる動きとを︑

長は昏食と眠っておられた︒その衰弱しき

と小声で言はれたそばのベッドの上で︑会

心の支えになっているようです︒﹂

あの時︑会長の病室に付添っておられた

の都・佐倉のまちの﹃承どり﹄からとった

のことまで︑有り合せの用菱に図示された

かなえ

ものに間違いありません︒ことに今度碑を

しげき

建てた会祖の旧宅のまわりは︑今でも豊か

が︑このようなこまごましたお心配りは初

な緑の木立ちにかこまれた静かな屋敷町で︑

﹁これは杉浦に浄書して貰っておいたよ︒﹂

めてのことだった︒

と一気に申し上げると︑会長は破顔一笑な

の巻紙をしっかりとふところに抱いて玄関

と仰って手渡された奉書がきの総会式辞を

明治四年七月︑俗塵をさけて江戸からこの

さって︑

を辞しながら︑総会の当日車椅子に乗られ

地に移り住んだ会祖の目には︑その樹々の

﹁そんなにいい環境のところかね︒是非︑

られたものだった︒

た会長のお姿を想像して︑ふと︑不安にか

と︑カラー写真の樹の色をもう一遍眺めな

◇九月三日の月曜日は︑久しぶりに朝から

一度行って見たいなあ︒﹂

をしながら︑まるで明日にでも出かけて行
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後のお別れになってしまった︒

お通夜は︑この夜︑国電・四谷駅にほど
れた︒祭壇には︑両陛下からの祭祁料と︑

近い心法寺本堂で︑しめやかにとり行なは
勲二等の勲章・勲記などがかざられ︑あり
し日の端正な遺影が︑あとからあとから焼
香に続く弔問客に︑眼鏡の奥から温かいま
なざしで応えておられるかの如くだった︒

永い間の献身的なご看護で︑さぞかしお
疲れだったであろう喜代子未亡人が︑大き
な悲しみを秘められて︑その一人一人に丁
重に返礼をしておられるお姿が印象的で︑
ただただ悲しいひとときだった︒

大勢の人いきれの式場から︑独り︑回廊
にそっと抜け出ると︑珍らしくも高く澄翠
照りはえて︑その月のまわりに不思議と夜

きった夜空に︑折から十三夜の月が美しく
ちぎ

目にも白く見える繭形の断れ雲が三つ︑ふ
にいぼとけ

わりと浮んだ風情は︑あたかも︑この日の
新仏の生前の秀でた画情をたたえるかのよ
うな︑まことに静寂な心法寺の中庭だった︒

五年にわたり︑ひたすら尊敬しつづけて
お仕えした野口会長は︑とうとう手のとど

︵本会事務局長︶

かない高いところに逝ってしまわれたのだ︒

を捧げられた︒次いで︑日本弘道会副会長

生の悌を髪髭とせしめる委曲を尽した弔辞

野口明会長の葬儀・告別式
野口明会長の葬儀・告別式は︑九月九日

西村幸二郎氏は︑生前の先生に語りかける

午後二時から︑青山葬儀所で行われた︒心
の下でしめやかな中に荘重で心の篭った式

配された天気も持ち直し︑鰯雲の浮ぶ秋空

の遺志を体し︑一致団結して弘道会の運営

に当る決意を披漉された︒最後に︑教え子

が如く︑﹁誠を以て一身を貫かれた﹂先生

の遺影が恰かも語りかけるかの如く微笑ま

となった︒祭壇中央には︑先生お気に入り
れ︑両陛下のお花︑お菓子︑供物料が捧げ

は︑先生の教育者としての偉大な側面を伝

を代表して仙台から参列された柴生田豊氏

して参会者の胸をうった︒全国から寄せら

えつつ︑深い敬慕の真率な表現は︑側をと

られ︑畏くも侍従として傍近くお仕えした
先生に対するお心辿の程が偲ばれた︒自然

れた弔電は多数︑そのうち親友の住谷悦治

の花を愛され切花は生前好まれなかった先
は清楚にしてふくよかな気品に満ち︑図南

生ではあるが︑白菊一色で埋められた祭壇

た︒指名焼香では西村副会長と渡辺主事が

二高関係者︑お茶の水女子大学︑白梅学園︑

本会を代表して行った︒弔問者は︑弘道会︑

氏︑笹原儀三郎氏らからの数通が披露され
業生などの林立する名札が人目を惹いた︒

会︑五城クラブ︑教え子の第二高等学校卒
本会からは︑西村副会長︑渡辺主事︑片山︑

は︑入江相政︑有光次郎︑小林行雄︑井上

道友︑知人︑教え子など︑千名近く︑中に

鶴岡︑鈴木の各理事︑相馬監事が参列した︒ 文部省︑宮内庁︑警視庁の関係者︑先生の
心となってお世話し︑司会は︑日本鋼管総

式は弘道会︑第二高等学校尚志同窓会が中

︵本会理事鈴木勲・記︶

永の別れを惜しむ人が続いた︒

務部長砂金俊夫氏がつとめた︒弔辞は三本︒ 茂︑国島文彦︑中野憲司の諸氏の姿も見え︑
最初に︑第二高等学校尚志同窓会会長黒川
利雄氏が︑旧制高校最後の校長としての先
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野口明会長のご長逝を追悼して

会員ほか

のであった︒其の日以来︑未熟な私を︑息

子か弟のように御指導下された御恩は︑言

葉では言い尽す事が出来ない︒台北高校出

身の私を︑先生宅の月一回の二高出身者の

本弘道会えの入会を︑お勧め下されし御愛

集りである﹃承ちのく会﹄えの参加︑又日

氏家寿子
しみに堪えぬ次第でございます︒そして︑

長先生の御昇天の報に︑まことに驚き︑悲

いと高き永遠の指導者を仰ぐ

﹃弘道﹄は︑人に対する深い愛を秘め︑

静かに︑温かく︑しかも厳に人生を清めつ

雄香寺︑実常楠仙老師上京の節︑先生宅に

蓉科の私の山荘にて︑拙き私の手作りの

情は︑終生忘れる事は出来ない︒

謹而御霊とこしなえに安らかに在せと祈

ての会食の折り︑興乗られて白線時代の二

あらためて長年に亘る御恩に感謝し︑御高

会長野口明先生は︑まさにその代表者偉

り上げ︑御遺訓を忘却せず示された道を辿

高生のように手拭を腰に下げられたり︑襟

つ時世の道標を示し続けている高業である

大なる先達であられました︒先生のあの温

る私共会員に︑高きよりの御支えを賜わり

首にかけられたりしたお姿︑又東大最後の

休みに︑御友人と木曾寝覚床の禅寺に御滞

湯豆腐を大層お喜びになられたお姿︑平戸︑

容︑慈眼そして心豊かなお言葉に接します

ますよう︑伏して沼もて希うものでござい

徳を心から讃仰いたします︒

度に︑無上の安堵を覚え︑胸底にしみ入る

ます︒︵日本女子大学名誉教授︶

と信じるものであります︒

数々の訓をいただきました︒私はこの度会

在中︑町の蕎麦屋の美人の処に﹃木曾節﹄

ていたお姿︒又浅草にお供せし節﹃梅園﹄

平林寺境内にての一心不乱に画板に向はれ

偉大なる野口先生を偲ぶ

積重遠先生ごそっくりの御風格なのに驚い

にて汁粉を食しつＬ︑御幼少時代の墨田川

語られし御童顔︒一日御案内せし野火止︑

を習いに︑毎日通ったとの若き日の想出を

た︒丁度新設の女子高校に長女︵今や三十

清塚十三郎
今︑私は数年前に先生より頂載せし︑先

才を過ぎ二児の母親︶がお世話になる事に

思えば︑先生との初対面は︑新装なれる

くも八月廿六日御他界︶の御紹介によるも

なり︑懇意なりし副校長の荒井さん︵奇し

の如く私の脳裡に︑数多くの先生との触れ

くりの想出を語られしお姿︒等冬走馬燈

を綴っている︒

生御愛用のパーカーの万年筆にて︑此の文

白梅学園の学長室であった︒私は先生が穂
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からの生涯を︑一市井人として先生の御遺

にあがりし時︑賜はりし御造言︒私はこれ

時︑岡田実暦先生御編集の四人のアメリカ

事である︒私は大正五年一高文科一年生の

ｇ

合いの風景が︑去来︑万感無量︒日が経つ
志体現を誓うものである︒

の一つのエマソンの右論文には深い感銘を

作家の随筆を同先生から学んだが︑其の中

につれ︑先生の偉大なる風光が私の心の中

︵東京人材銀行相談員︶

で︑大鐘の響きの余韻の如く波打っている︒

最後に︑八月二十二日御病床に御見舞い

とする考えは仏教の﹁無所得﹂にも通ずる

受けた︒善を行う事それ自体が報償である

画伯の門下と承わるが︑優に専門家の腕を

したのが最後になった︒先生は故金山平三

ソンの思想には多分に東洋的要素があり︑

居士の禅に接しられたそうであるが︑エマ

野口先生の懐い出

おおはざま

ものと言えよう︒先生は禅を修めた二高の

野口先生に初めて拝眉したのは今から十

それ故先生も共鳴された事と思う︒私は先

三好愛吉校長に私淑され︑且つ故大峡秀栄

年以上も前の事である︒教化関係の会合の

持ってをられた︒若し画家になられたなら

伊豆山格堂

折には違いないが︑どこであったかは忘れ

合の折先生にお礼を申し上げたのであった︒

生の新訳に接して嬉しくなり︑心学会の会

も含め先生の遺文集も出て欲しいと思う︒

先生の画集が出版されると聞くが︑右の訳

やはり一流の作家になられた事であろう︒

亦実に立派なもので︑鋭利な眼で見られた

会場で求めた先生の随筆﹃旅と画﹄はこれ

印象に残った︒其の後先生は日本教育史の

自然や文物に対する観察は我冷の蒙を啓く

を失い痛嘆に堪えない︒謹しんで御冥福を

穏やかな裡に強い骨を秘めた偉大な明治人

のであるが︑其のいかにも狐爽たる様子が
故石川謙博士を中心に創立された石門心学

事多大である︒尚︑私として忘れらない事

た︒ちょっと御挨拶しただけでお別れした

会の評議員になられ︑私も同じ役位の席末

﹁コン︒ヘンセイション﹂の訳を掲げられた

は︑先生が嘗て﹁弘道﹄誌上にエマソンの

釈宗活老師の禅堂では私の方が先輩で︑

時にいろんなことを話しあったり︑私に

続けられた︒

ってしまったが︑野口さんは絶えず修行を

西山松之助

祈る︒︵心学参前舎前舎主︶

を汚したのであったが︑その会合に屡を御

禁じ得なかった︒更に昨年は銀座近くの画

などもした︒ところが︑私は禅から遠ざか

野口さんが入門された頃はいろいろお世話

極観居士追悼

出席下された先生と同席する光栄を得︑先
生と簡単ながら言葉を交わす事が出来た︒

顧承て嬉しく思う次第である︒其の後京王
デパートを会場にして先生の画作展が開か

廊に於いて再び先生の作品展に接し︑今更

れた事があり︑先生の優れた才能に驚嘆を

乍ら驚嘆を新たにした︒其の折先生に拝眉
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を描いたり茶杓を削ったりするようになっ

質問されてこまったりしたこともある︒絵

と思った︒ただ一つ︑私が明代万暦の百子

法を懇切に話してきかされ︑有難いことだ

された︒こんな悲しいことはない︒

ない︒そのかけがえのない極観居士が遷化

こんな有難いことはとても望めるものでは

りです︒︵東京教育大学名誉教授︶

い︒ひたすら︑御冥福をおいのりするばか

どうか極観さん︑やすらかにお眠り下さ

は︑墨がいいとほめて下さった︒

昭和五十年二月六日︑極観居士とある備

図という名墨を惜しげもなく使うことだけ

中和紙五枚のこの手紙は︑その後日為の警

一度もほめられたことがない︒そして︑た
いへん適切に悪いところを指摘して直して

策として︑私は今もこれを大事にしている︒

てから︑時に見てもらいに行った︒何時も

はこういうことだと思った︒

道義の大先達であり︑一面絵を描くこと

会長となっては︑同年十一月十四日の秋季

部創立発会式に︑同四十六年五月七代目の

石橋香峰

手紙が届いた︒﹁御所望に対し敢て愚感を

の堪能であった先生は︑宿洞の為め加療中

周年式典等︑前後通算四度来臨あり︑祝辞

総会に︑同四十七年十月十五日の創立八十

野口先生長逝と思ひ出

くれた︒その都度私は︑教えるということ
一時私は︑まるで絵や茶杓に熱中し︑そ
の作品を陶裳会という展覧会に出品した︒
そうして野口さんに卒直な批判をと願った︒

認む︒少しく卒直に過ぎ辛錬の点は禅友の

って了った︒

の九月三日急変御他界︑御愁傷なこととな

因縁に特別に深く︑会祖は明治二十七年八

其の事業進展を期待中︑病魔の為めの御逝

及ぶ︒長期に亘り御苦労を頂き︑いよノ︑

ｂ
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会が終ってすぐ野口さんから親展の毛筆の

一︑二︑三︑四︑五と五ケ条にわたり徹底

好意と解し給えかし﹂と前書きがあって︑

月︑発会式に来臨︑徳川会長は明治四十一

副会長以来会の重責にあること＋五年に

そうして最後に︑﹁以上甚だ礼を失した

年九月に︑堀田会長は昭和十七年四月創立

冥福をお祈りするばかりである︒

去は誠に残念なこととなり︑た壁謹んで御

や御講話を拝聴した︒

り︒お互の交誼は御世辞では済まされず︒

五十周年式に︑酒井会長は同二十七年四月

わが東部支会は代々の日本弘道会長との

老生は之を以て真の友情と信ず︒﹃愚人に

創立六十周年式に来臨され祝福の挨拶を頂

的に私の欠点を詳細に書いて下さった︒

常に自戒とするところ也︒敬具﹂とあった︒

賞せらるるは塊なり︒日蓮﹄此一言は老生

し︑介添二人によって臨席され︑修身斎家

総会には︑責任感一徹の先生には病躯を押

今年六月の評議員会と︑第七十七回通常
野口先生に於ては理事当時の同四十年三

いているＯ

月十四日の春季総会に︑副会長としての同

いい気になって拙作を出品した恥を思い
鄭重な礼状を出し︑かつ恥の搬悔に伺った︒

知り︑冷汗三斗の思いであった︒私は早速

四十二年三月五日の春季総会翌六日の婦人

治国平天下のもと︑道義を高めることに努
お会いした時には︑その欠点修正の再出発

E

力しも日本弘道会を名実共に益を輝かせてめる時期だと提唱され︑これが一般の協力

にゆき野口明先生がわたしより︑入門順が

一戻ると︑久しぶりに暇を頂いて両忘禅協会

あとであるということで接心会には警策を

ほしい主旨を申されたことは︑今では先生により︑会の綱領実践を期して︑品位高揚

握ったわたしが極観居士の肩をうつような

役割になっていた︒接心の帰りなど︑布団

最後の言葉となった︒を待つと︑将来を配慮した式辞を頂く︒思

をかついで四谷のお宅へ帰られる先生とよ

総会の席上では︑会祖西村先生の道義高えば先生最後の総会式辞であり︑亦会員に
揚運動開始から︑会の百余年に亘っての重対する遺言ともなった訳である︒

く放談した︒放参役の気易さで︑先生の暖

要経歴を述べられ︑時代は万人の君子を求︵千葉県・東部支会長︶

宮内省勤務のころとその後の先生

たしなど勿論︑若僧だった︒

かい人間味に接することの幸せを得た︒わ

戦後︑葛飾野高校長︑東村山高校長︑小

松川高校長と校長を拝命するたびに︑先生

徳久鉄ゞ郎
野口明事務官は︑極観居士と︑禅の会でがあった︒野口先生が呉竹寮にはいられた

って︑お祝いに絵を贈って下さった︒一枚

は︑﹁無尽さん︑大じな仕事だから﹂と言

は大原女の小品︑柿が入日に映えているも

が︑野口先生を思うとき︑これを出来るか

kOイノ

ごくかん

はおよびしていた︒釈宗活老師に参じて︑のは︑多分昭和十三年の直前であったろう
岳父の篠田治策博士は︑法学博士号は朝佐賀師範で同窓であるというので︑お訪ね

つつ玖

両忘禅協会の会員であったから︒と思う︒塘女史︵呉竹寮女官︶と私の母が

へ頂きに上った︒新宿御苑は私も懐しかっ

の︒一枚は大額の新宿御苑︑これは︑お宅

た︒すれちがいの人生の仏縁による師とい

鮮と満州国境の間島問題の権威によって授するようにすすめられていたが︑つい︑宮

うべきだろうか︒︵特別会員芝高校長︶

与されていた︒したがって︑朝鮮総督府管仕えの暇なしでその機会がなく︑従って野
下でのお仕事が多く︑私が宮内省に勤務し口先生とゆっくり話をするチャンスはなか

産れたものは生き︑生けるものは死すと

ぎり延したいと念じていた︒この六月三日

野口明先生を偲ぶ

いうことは︑この世のきびしい鉄則である

小島茂男

初める時には︑李王職長官であった︒李王った︒
殿下御夫妻の外遊のお供の事務官に野口明昭和十六年︑戦地から帰って︑李王邸に
先生の若いころが写真に見える︒私は︑昭
和十三年に東京の李王邸の長官室で篠田長
官に面接を受け︑長官室と廊下を距てたお
て︑武官と同居した︑時を長官室に呼ばれ

付武官室に李王世子殿下教育係の机をいれ
て教育問題について御高説を拝聴する機会

／ の 房 、

とき︑この鉄則の現実をひしひしと実感し

の朝日の夕刊で︑先生の御逝去を拝見した

されたとおききしたが︑去る九月三日︵月︶

の弘道会の総会には︑御病気をおして出席

は︑歴史とは何かについて学生に読ませ考

︵たいじん︶的な︑所謂︑無為にして化す

和やかなムードに包んでおられたが︑大人

適切な御発言をされて︑研究会を研究的に

れたのではないかと思われる︒先生は時に

と軽く応えられるので私もその言葉を信じ

見舞いを述べても同君は﹁心配は要らぬ﹂

かったと想像される︒同君の病気について

同君は外柔内剛︑恐らく病と戦っても強

生の敬愛の的となられた︒

もって二高をはじめ数々の学校に奉職し学

ら十数年前のことであるから︑野口先生が

道会の建物におうかがいしたのは︑いまか

事実の底に流れて今なお人を動かしている

譜代藩士の鎮霊の史実を掘りおこし︑歴史

し︑また自分では︑戊辰の役における関東

がらも変らぬ態度を持しておられたことで

遭われたときも驚きと悲しみを内に蔵しな

警務部長土田氏夫人︶が爆薬による奇禍に

えさせ︑歴史を通じて医者のたまごを教育

るというような存在でおいでになった︒私

た︒

友人の片山清一理事の勧誘で︑やはり友

弘道会に来任されてから間もないことであ

具体的なものを求めて研究をつづけていた

して︑君を鎌倉に招いで語りあったが︑愚

ある︒私は義憤やる方なき同君の心境を察

であった︒この研究会の結果は︑特に一冊

のはげしい御意見などもあって仲狗さかん

と思っている︒御冥福をお祈りする次第で

風貌に接したが︑全く惜しい先生を失った

その後︑何度か総会でお目にかかって御

う人生観に徹しておられたと思った︒

きものを多く感じた︒君は恐らく天命に従

痴を一切語らぬ淡麦たる態度に私は学ぶべ

また想い起すのは先年愛娘︵当時警視庁

ったと思われる︒この頃には︑週に一回︑

わけであるが︑この方面から何かお役に立

ていた︒

夕刻から︑現代に対する研究会が開かれて

ちたいと︑ささやかな発言をしていた︒

人の真岡元秀校長と一緒に西神田の日本弘

野口先生を中心に︑木下広居教授︵副会長︶

に纏められたわけではないが︑渡辺主事な

ある︒︵特別会員文学博士︶

時代を越えて真理を追求し︑道を求める人

って徒らに古きに泥まず︑新しきを追わず︑

同君は今日の混濁を極める社会の中に在

どを通じて︑弘道会の実践活動にプラスさ

追想

道会はまさにその人を得たと信じて喜んで

い思想と人格を具えておられたと思う︒弘

であった︒今日の社会を指導するに相応し
たまたま私も同年代の友人として同君に接

ない︒

いた︒いまその人を失い︑哀惜の情に堪え

水野敏雄
野口明君逝去の報に接したとき私はまさ

ろの官職に就かれたが特に教育界における

する機会に恵まれた︒その後同君はいろい

︵特別会員元島根大学々長︶

かと思っていたので青年時代からの知己を

足跡をたづねれば︑独特の香り高い風格を

突如失った哀悼と寂寡の感に打たれた︒野
口君が大学卒業後文部省に入られたとき︑
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いかにも痛盈しいので︑あるいは御遺言に

思はざりき去る九月四日の新聞紙上にて野

ことを︑こよなく感謝致しておりましたが︑

の意味のメンシェンヶンネルであられたと

ある︒この愛句でも判るように︑先生は真

追悼野口会長先生

先生はかつて︑シャヵン・ソン・グとい

なるのも知れないと暗然たるものがあった︒

今にして思えば︑去る六月三日の通常総

うフランスの諺が好きだと言われたことが

会に病躯を車椅子で︑付添はれながら会場

口会長先生の計を知り︑あの総会時を追想

岩瀬滋
にご出席下されました︒そのご様相は実に

でございます︒弘道会館での記念写真撮影

して転た哀悼︑痛惜の情感に打たれた次第

リーさんよう﹂に立寄って承た︒昨年五月︑

れて束劇横丁の録座大野ビル一階﹁ギャラ

での或る会議に出席の途次︑懐しさに駆ら

九月四日午後︑築地の国立がんセンター

田噌ワ︒

いといなされずに︑式辞に加えて︑更に敷

悲壮とさえ感じましたが︑お疲れをも︑お

れたあの情景を想起するにつけ︑鳴呼︑無

の会場である︒折良くそのときの女子事務

先生の御誕生Ⅱを中心に催された絵画個展

がすんでから車中でお手をあげながら去ら
常なるかな︒只唯︑ご冥福を祈念するのみ

銘と感激とを禁じ得ませんでした︒

でございます︒︵白葉支会々員︶

術・力説されましたあのご熱情に一入の肝
願りみれば︑野口先生が会長にご就任以

先生の油彩・水彩等の画業に筆者が接し

あった︒

よう回想して︑共為に先生を偲んだことで

パーティでのことやら何やら昨日のことの

員が居合せて応待してくれ︑オープニング

来殆んど通常総会には出席させていただき︑

その都度ご讐咳に接することの出来ました

野口会長とのえにし

桑原善作
る六月三日の第七十七回通常総会における

そして最も強烈な印象を受けたのが︑去

後の総会席上︑手持ちの八枚一組の記念絵

ないのではないかと思ったので早速その直

して瞳目させられた︒会員諸兄も余り識ら

たのは︑実はこのとが初めてであった︒そ

四十分余にわたる警世のお言葉であった︒

ところ︑﹁いやあ︑そんなことはやめてく

葉書を回覧に供したいとそっと耳打ちした

一咳に接していた︒

のものではなかろうか︒

先生の遺影︵和装︶としてはおそらく最後

これが遺言だとおっしゃったので︑筆者は

﹁弘道﹂八八○号巻頭に野口先生の右に

初めてお目にかかったのは地方暮しを切

遺言なさる人ほど永生きされるなどと申し

先生と隣合せた筆者の小影も載っている︒

上げて現住本郷に居を構えた翌年︑昭和四

あげた次第ではあったが︑おやつれの貌が

れ﹂とのこと︒先生は一面含蓋のお人柄で
十二年の総会時で︑以来年に一度は必ず書
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もあることを覚って今更のように感じ入ったものである︒︵都終身会員︶

野口前会長を偲ぶ

岩崎晶

たのである︒

学長としてさまざまな場で接してくださっ

ともすれば︑女高師校長は︑近よりがた

い形を要求しがちであったが︑学長という

肩書きにもかかわらず︑野口先生は温容を

先生に年賀状を差し上げると︑一人一人

で降りて来ては話しかけられるのであった︒

もってきさくな態度で︑私たちのところま

将に言行一致の聖者の域に到達されたお

たる感があったのであります︒

方︑即ち︑禅の哲理精神にも合致されたも

故野口先生の追憶といたしましては東京
一家言に常日頃より多大なる敬服の念をい

大学の大先輩として︑私はその一挙一動︑

のとも謂えましょう︒

されたお方でした︒﹁弘道誌﹂巻頭言には︑

全く文字通りの礼義智信を身を以て具現

実くば︑幽明境を異にしたりとは錐も︑

風格︑厳父︑慈父の如き思いがありました︒

しての語り口︑悟りを開き切った大禅師の

大言壮語は絶対になされず︑寧ろ諏訪と

いな直筆の絵入りの賀状のお返しに接する

末の賀状のことを忘れかけるころ︑ていね

あった︒先生のお返しは遅かった︒一月も

けでもなかろうに︑御返事をくださるので

附属の先生まで名と顔を知っておられるわ

だいておりました次第でございます︒

我邦の前途を憂慮された至言・警句を毎回

天上界の蓮台上に静座して下界を碑院し︑

先生が去られるとき︑仙台の青葉城吐に

部でほしい数を申し込むようにとの事であ

ある枝垂桜の苗を学校に寄贈するので︑各

のである︒これは大変なお返しだと思った︒

︵都終身会員ＮＨＫ旧友会会員︶

とを乞い奉る次第であります︒合掌

吾等未熟の輩を叱姥︑鞭漣︑激励あらんこ

の様に吐露せられて我等の羅針盤として警
錘を乱打されたのであります︒

殊に病を押しての最期の総会ご出席に際
しましては︑その席上実に肺脈を決るが如
き切をたるお話には淘に青天の震震にも似

った︒それから約三十年︑大学椛内のあち

こちに立派に生長した枝垂桜が︑春がめぐ

らずで︑野口先生も逝かれた︒当時の大学

枝垂桜の思い出

り来るごとに︑見事な花を咲かせている︒

職員の大方も去られた︒そのころの若僧の

年を歳為花相似たり︑歳為年々人同じか
して発足したのであるが︑野口先生はその

幾人かが︑先生と結びつけてこれを賞して

斎藤喜門
野口先生がお茶の水女子大学・東京女子

て︑昭和二十七年︑東京女高師が廃止され

初代学長として赴任されたのである︒そし

いるだけである︒

和二十四年五月三十一日であった︒この年︑

るまで︑短い期間ではあるが︑私たちには︑

高等師範学校長として赴任されたのが︑昭
東京女高師が念願かなって︑新制の大学と
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特に樹形もよく整って生長したのが︑講
堂のわきにある︒せめてこれ一本でも︑百
年二百年とにおってほしいものである︒初

代学長のお心を心として咲きほこってほし
︵特別会貝お茶の水女子大学講師︶

いものである︒

野口明会長の永逝を悼む

新美忠之

日先生は副会長︑会長に在任十四年五か

○○○

これを時代の進運に対応するように進歩発

月︑会祖西村先生創設の弘道会精神を体し︑

展せられたこと︒

○○Ｏ

口会祖西村先生の道徳は第一︑合理的︑

○○○

第二︑実証的︵自然の事実に合致︶第三︑

人となり功績逸話などについて思い出を語

白昭和五十一年十月三十日弘道会創立百

○○○○Ｏ○

に区分し個人道徳と社会道徳の目標を明確

○ＯＯ

されたこと︒

筆者が日本弘道会の総会などで野口明氏

る資格がない︒その方面については適任の

周年に当たり︑定款を改訂され︑弘道会綱

実効的︵実現的︶であることを平易に解明

と席を共にしたのは数会に過ぎず︑伊勢に

方冷による文章を期待してやまない︒哀悼

領を甲号︵個人道徳︶と乙号︵社会道徳︶

○○○○

勤務するようになってからはすっかり御無

の意を表すること価而如件︒︵本会評議員︶

Ｏ○

沙汰に過ぎてしまった︒したがって︑氏の

に示されたこと︒

ご逝去︵八十四才︶されたのであります︒

与え︑七月中旬入院︵勝脱ガン︶九月三日

野口明会長の遺徳を顕彰す

四道徳の徳目では正直︑努力︑忍耐が普

私は昭和四十六年五月先生が日本弘道会

コミ等︑社会各界に活動するものは正義に

遍的であり重要であることを強調されたこ

為長に就任以来︑八年間特別会員としてご

先生の尊敬せる孔子のことばに﹁死而後巳﹂

立脚し真勇を発揮すべきこと︒

寺崎隆治
指導︑ご恩顧を賜わったものでありますが︑

というのがありますが先生は正に身をもっ

○Ｏ

身につけさせるため家庭教育を一層重視す

○Ｏ○○

㈲家庭︑学校︑社会教育のうち人間性を

○０Ｏ

国政治︑経済︑教育︑外交︑宗教︑一︑ス

し﹂○

先生は人格高潔︑識見高く心から会祖西村

てこれを実践されたのであります︒

先生は偉大なる哲学者︑教育家︑道徳実

ししてのちやむ

茂樹先生を景仰され︑弘道会事業に全智全
霊を捧げ弘道会発展のため偉大な貢献をさ

㈲国民道徳と国際道徳共存の重要性を説

○○００○○○○

る必要あると強調︒

ることを強調︒

き独善︑浅慮を戒しめ︑国際的信用を高め

や︑弘道会総会の式辞︑機関誌弘道の巻頭
言及びその記事等によく現われております

践者であり︑その理念︑思想は日女の言行

が私が特に感銘した点をあげますれば︑

には病を押し車椅子に女婿杉浦昌也医学博
士の付添にて︑ご出席悲痛な決意と熱意を

れました︒本年六月三日の第七十七回総会

もって式辞を述べられ一同に大きな感動を
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○○

伽日本及び東洋︑西洋の古典を研究し外
国のすぐれた哲学思想を採り入れることを

であると提唱︒

以上は私の感じた野口会長の抱懐せる理

は生前無視同様に蔑ろにしたタマシイだけ

となる︒それが死なぬ先に活性化していれ

導者野口会長を喪ったことを非常に残念に

私達は現下内外重大時機にすぐれたる指

ばまだしも︑そうでないと全面的に死滅同

伽東西文化の交流を強調︑東洋文化は仏

だからこそ︑生存中に話し合ってみたいと

念︑思想の一端にすぎません︒

教︑儒教のように理想は高遠であるが事実

思うと共に︑その遺された偉業︑遺徳を継

るが︑さすがは会祖泊翁︑生前既にこの事

思う次第である︒体験上このように確信す

強調し︑古典と著名人を紹介︒
○○○○○○Ｏ

の観察が浅いこと︑西洋文化は理論と事実

承発展させ︑日本及び世界人類のため貢献

挨拶に立たれた︒気息奄奄︑出にくい声を

治医の付添う痛痛しい車椅子姿の故会長が

があって会長式辞代読の後︑病躯を押し主

昭和五四年六月三日弘道会第七七回総会

しきりに思うことは︑故人があの世へ旅立

る機会が無かった︒今︑幽明境を異にして︑

ことばかりだったので︑私には直接お話す

は専ら故人が日頃噌まれた絵画や展示会の

の会話は故人と旧教え児の間だけで︑話題

泊翁の展墓に際し︑偶然私は往路のタクシ

とされる︒見逃すわけにはいかぬことは︑

なければならず︑死ねばあの世にゆくもの

民の道に崇めし

尭舜の遠き斯の道いや弘く君子万

き承霊とはに安かれ

弘道の守護の神と鎮もりし雄雄し

まもり

の象魂は雲かくりましい

弘道に偉き功績を樹てられし大人

いさを

市原市加藤巳之

野口会長の御霊に捧げまつる

ナル・スブド・ブラザフッド会員︶

おられる︒︵千葉県会員インターナショ

ーション︵通じ合い︶が可能の域に達して

在天のミタマは立派に現世とのコミュニケ

ありと認め︑修養の極致で自得され︑現に

仏など思いもよらぬ仕儀となるであろう︒

然となる︒そうなると遺族の願もよそに成

の一致を追求に急と指摘︒
○○○○○○

する次第であります︒︵特別会員︶

し︑もって先生のご高恩に報いたいと念願

日君子万人時代︑即ち︑すべての人が道

徳を身につけ︑りっぱな国家︑世界となる
時代の到来を待望︑理想は世界連邦の結成

振絞った四○分間の叫びはただ悲痛︑強く

つ前に︑たとえ一回だけでもよかったから︑

日野誠

打たれた聴衆はシーンと静まり返ってしま

生死の一大事について語り合えたら︑とい

追悼

った︒この事から三個月後︑突然の計報は

ーに故会長と乗合わせたことである︒後に

この世では大いに役立った頭も心も作用も

人間は必ず死ぬ︒どうしても一度は死な

うことである︒

も先にもたった一回︑それもほんの数分間︑

ろ共消滅するという事実である︒残るもの

思い起こすのは昨五三年総会当日︑会祖

全く寝耳に水だった︒哀悼の極象である︒

あっという間の出来事だったのが︑車内で
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野口先生を偲ぶ
本哲生

人生の深奥から出てくるような発言と吃立︑

うな気持にさせられたものです︒とくに︑

したのは︑今から十年近い前であり︑日本

暖かさとやさしさを湛えた眼︑これは誰し

野口先生に︑私が初めてお目にか入りま
弘道会の会議室だったと憶えております︒

本会第七十七回通常総会記

幸にも当日は五月暗に恵まれて会長式辞

を片山理事が代読︒次いで医博杉浦昌也東

京養育院付属病院診療第一部長︑木村正己

労働省労働衛生研究所主任研究官の両女妬

介添でご高令の病躯を押してご臨席の野口

会合で︑先生からよく思い出話を聴くこ

申すべき一大決意を詳々と説かれ︑最後に

覚悟等について約四十分に亘って悲壮とも

会長は本会の現状今後の方針と会員各位の

とがありましたが︑皇室のお話は︑とくに

も感じたことでありましょう︒

の教育思想を研究しており︑資料や文献の

これが遺言となるかも知れないと付言され

その頃︑私は︑学徒として︑西村茂樹翁
探索で日本弘道会に出入して︑渡辺理事に

感銘深く聴かせて頂いたものです︒

強会を開く話が出て︑実現しました際︑私

理事の先生達から︑西村茂樹翁について勉

しておりました︒そのうち︑日本弘道会の

の道徳低下を︑時にはきつく︑時には静か

と思います︒一政治家の行為の低さ︑社会

のは︑国民の道義心の高揚ではなかったか

いま推察して︑野口先生の胸中にあった

木下広居氏が副会長︑理事を持病のため

｜︑副会長選任の件

議事に入り左の案件を審議︒

一同捕く感銘共感を深くしたのであった︒

お世話になったり︑蔵書室に閉じ篭ったり

も参加が許され︑そこで野口先生と接した

西村幸二郎氏が最も適任であるとの提案が

から西村会祖の養孫で多年監事であられる

辞任の後任の選に入り︑石橋東部支会長
大きな先生を失った思いです︒日本弘道

に︑よく語っておられました︒

会会長として︑いつまでも健在で︑国民に

から挨拶があった︒︵渡︶︵弘・６．３︶

あり︒満場一致をもって同氏を選任︒同氏

のが最初でした︒勉強会では︑若輩の私に
ておりますが︑先生は︑終始真剣にじっと

多く発表の機会を与えて下さって︑感謝し

きたかったと思うと︑た壁残念です︒

道義の鐘を鳴らし︑我右にご教示をいた賃

一金壱千円也

一金壱千円也

一金壱万円也

秋庭健吉殿︵同︶

今井千代田郎殿︵同︶

田中恵美子殿︵京都市︶

ご寄付

そして︑ひと言ノ＼か承しめるように︑私

︵特別会員日大助教授︶

先生のご冥福を祈ります︒

聞かれていたのが印象深く残っております︒

見を申されたのを憶えております︒

特別会員にさせて頂いたり︑機間誌﹁弘
道﹂の編集手伝い等をで︑野口先生に親し
びに︑大きな風格を感じ︑また︑慈父のよ

く近づかせて頂きましたが︑お会いするた
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山

日本弘道会百周年を迎えて

会長野

の国力は︑一見実利実力なきに見えても︑実は大義大効をもたらす所以を閏明した識見は︑当時とし

当然であるが︑その綜合力の上に道徳の品格を加うべきを力説したのは先生であった︒真の文化︑真

とするに当っては︑教育︑学問︑産業︑軍事等︑実利実益の分野を重視して︑その充実を急いだのは

日本が明治維新により︑内︑封建制を脱し︑外︑開国に進出して︑新日本建設の大事業に逼進せん

ても学問と教育とに関係ある公職に在ったが︑その地位を捨てて在野一介の学者に戻り︑本会を根拠
に道徳運動に後半生を献げられたのである︒

労と経験とを積まれたので︑云わば己に完成した円熟人であったと思われる︒そして明治新政府に於

居られた︒其の閲歴を見ると︑若くして藩学に学び︑出でて砲術兵学にも及び︑又蘭英二語も学び︑
一方藩公に認められて︑佐倉本藩・佐野支藩の藩政にも関与された︑又藩公が幕府の枢機に関与した
ので︑雌握の一員に加えられたこともある︒斯くの如く先生は︑学問と政治と両面に於て一通りの苦

者中では先輩格で︑明治九年の本会創立当時には︑すでに四十九歳︑即ち天命を知るの年配に達して

る︒然るに先生は明治三十五年に早くも他界され︑享年は七十五歳であった︒故に先生は明治啓蒙学

明治九年︑会祖西村先生が︑同志数名と共に︑東東修身学社を結成し︑数年後に日本講道会と改
称︑十一年目の明治二十年に今日の日本弘道会の名称に改めて︑今年は正に通算百年に当るのであ

明

ては清新にして高逼な達見であった︒その中には深い人生観︑文化観︑政治観が秘められている︒又
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口

先生が此の理想を抱いて︑敢然として無位の在野一学徒に帰られたことにも︑道徳が︑人為の産物な

らず︑況や官制品に非ず︑深い自然の理の産物なりとする先生胸中の哲学からであろう︒

先生の学風についての私見を一言すれば︑第一に合理的︵理知性︶︑第二に実証的︵自然の事実に合

うこと︶︑第三に実効的︵現世現実的︶等が思われる︒先生と私達の間には七十余年の間隔があるが︑

るの感を得る位である︒先生の所論に国家意識の強きを問題にする人あれば︑前世紀に於ける西欧列

明治前半の世相から来る実効的要素を修正すれば︑意外に新鮮な親近感を覚えて︑我亦先生の門下た

強の東洋侵略の跡を見れば︑此の愛国性が明治人全体の共感であり︑又ファイトの源泉であることも
判るであろう︒所論所説の合理的なことは生来の頭脳︑視野の広汎なことは中年の政治経験の賜であ
ると見たい︒

私は時々思うが︑先生が我々と同時代に生き︑満洲事変︑支那事変︑大東亜戦争等に当面されたと

すれば如何に対処されたかの問題である︒慨嘆︑切歯拒腕︑憤死︑或は阻止︑緩和等だ︒勿論抵抗奮
闘されたであろうが︑大勢を阻止され得たであろうとは云いきれない︒何となれば︑一民族の道徳水

準の向上には︑多くの苦い経験と︑相当の年月を要すると思われるからである︒又戦争の承ならず︑

近代の科学の進歩︑即ち航空︑テレビ︑月訪問等も︑先生は夢想さえされなかったであろう︒斯くの
如く人類の将来は如何に変化するか︑全く端悦すべからずである︒人類の生活の様相も之に伴って変

化し又複雑化する︒従ってその調整役の道徳にも修正が要請される︒然し道徳そのものは人間性が変

らぬ限り︑社会生活が存続する限り︑無用にならず寧ろ一層重要性を増し︑その研究と探究の必要性

も増すであろう︒即ち本会の存在理由は一層強固になるべきである︒此の度会祖並に後継先輩の御蔭

で一百年の吉辰を迎えたことは︑往年の隆盛は無いにしても︑それだけの意義と価値はあると思う︒

我々は宿縁の心を新にし︑凡情を傾け︑先生の鴻図に添うべく努力を期さなければならないのである︒

一
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日本弘道会創立百周年記念式式辞

会長野口

本会は明治九年︑西村茂樹先生創立の東京修身学社を濫傷とし︑明治二十年日本弘道会と改称し
てより連綿八十九年︑通算百年にして今年を迎えたのであります︒

先生は明治初頭︑新日本建設の大業に当り︑実利実功明かなる学術︑産業︑軍備等ほのかに︑道

徳の本義実益を説き︑之無くば真の文明無く︑真の国力無き所以を闘明されたのであります︒当時

としては高い文化観︑政治観を秘めた達見であります︒更に先生は政府の栄位高職を辞して︑一介

の在野学徒として︑国民の道徳水準の向上の為めに︑言論執筆に努力を注がれたのであります︒此
の捨身の行動にも深い道徳観﹁人生観が潜むものと思われます︒

本会は申す迄もなく︑先生の遺業を継承するものであります︒並に先生の学風を窺うならば︑合

理性と実証性とを基本性格とし︑従って実効性即ち現実的効果を所期するのであります︒本会は長

い間に先生の浩翰な著書を世に送りましたが︑其の代表的論文﹁日本道徳論﹂は夙に岩波文庫に採

録されて居り︑又本年は先生の全集が京都の思文閣によって翻刻増補の上再刊されたことは︑真に
喜ばしいことであります︒

（46）

明

先生の本会での活躍は二十余年間︑先生の易賓は明治三十五年であり︑実に七十数年の昔になり

ます︒その後日露の大戦以下国内外の禍乱紛擾の程は︑各位御承知の通りであります︒学問の進歩

は可とするも︑政治の葛藤に利用されて︑その凶戎が此の地球を脅し︑我邦も亦敗戦に泣いたので

あります︒其の間に於ける本会先輩の苦心は︑出版事業に実績を挙げ︑又会館を建設して我々の為

めにも活動の根拠を残され︑御蔭を以て微力乍ら一穂の法燈消すこと無く守り抜くことを得ました︒

之全く先生の学徳と︑先輩等の周慮によるもので︑私は改めて其の霊に対し敬慕と感謝の念を捧げ
たいと思います℃

識って今我々を含めての人類の将来地球の未来を思う時には端悦すべからざる様相に不安を覚え

ます︒然し乍らそれは如何に複雑であり破格であろうとも︑其の中に厳として理の存在することを

疑いませんｏ先生は日本道徳論の中で日く﹁真理の外に天地間一も完全無欠なものは無い︑道徳の

基礎にすべきものは此の真理である︒真理は誰もが理解し遂行し得るものである﹂と喝破して居ら

れます︒我々にとっても最後の信頼は先生の此の一語であり︑又最後の保証は万物を支配する真理

であります︒人存し社会ある以上理無きところ無く︑其の理をその真理を探求することが︑即ち道

徳の出発点であり︑理の実践に努むることが︑道徳の帰着点であります︒乃ち本会の存在理由も亦

此処に在るわけで︑我々は今日芽出度き百年を記念すると共に︑此の一点を明識して︑自らを正し︑

社団法人日本弘道会会長野口明

同志を求め︑又友交団体と手を携えて︑自己及び社会の道徳的向上の為めに誠梱を尽すべきであり
ます︒之を以て式辞と致します︒
昭和五十一年十月三十日
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｜野口明先生著述
随筆﹁旅と画﹂野口芋村著昭五○・七・一
この著は野口先生が財団法人報公会の機関誌﹁報公﹂に掲載され
た随筆を︑同会でまとめて出版されたもので︑主として先生の旅の
思出と画を通しての人生観を述べられた随筆集である︒

﹁野口明画集﹂二高尚志会刊
この画集は︑先生の教え子たちが︑是非先生の画を所望されるの
で先生ご生前中にお願いして︑先生の快心の作品を蒐集して一本と
月の刊行である︒

し︑二高尚志会が刊行することになったもので︑昭和五十四年十一

﹁野口明先生文集﹂日本弘道会刊
野口明先生がへ昭和四十年五月に本会副会長に就任され︑さらに
昭和四十六年五月に会長になられた以後︑本会機関誌﹁弘道﹂に掲
載された巻頭言式辞およびその他の文集を集めて一本としたもので︑
先生の日本弘道会ご指導の跡を示すものとして当会より発行するこ
となった︒発行は昭和五十四年十二月下旬の予定︒

編集後記

﹁日本弘道会綱領﹂︵甲・乙二

号︶の新作製を断行された︒こ

第七代会長野口明先生が︑数うしたお骨折が本となられたの

年前から宿洞にかかられていたか︑その後病を得られ︑数回に

七時四十分に︑にわかに病勢がが︑一進一退の病状が続いた︒

が︑昭和五十四年九月三日午前わたり入院︑治療を受けられた

悪化されて永眠されました︒先しかし先生は︑片時も会務を

にご就任になったが︑当時病床でに病勢重篤と診察された本年

生は昭和四十年五月本会副会長念頭から離されたことなく︑す

にあった第六代酒井忠正会長の六月三日の定例総会に病を冒し

六年間にわたり︑事実上会長述べられてのであった︒その後

お仕事を代行︒てご出席になり︑最後の式辞を

の責任をおとりになった︒昭和二か月たって遂に帰らない人と

四十六年二月酒井会長が死去さなられたのであった︒

会において会長に選出された︒八八二号を︑先生の追悼号とし

れるや︑同年五月の本会定例総ここに本会機関誌﹁弘道﹂第

先生は会長に就任されるや︑本て編集した︒ご葬儀に捧げられ

けられ︑経営の正常化と本会のれた友人・知己および先生の子

−会の発展のため運身の努力を傾た式辞をはじめ︑ご生前中交ら

目的遂行に尽捧された︒昭和五弟の方套からいただいた哀悼の

十一年には︑本会創立百周年を詞をかかげさせていただいた︒

百年間の発展に思を致され﹁日に深く謝する次第である︒

迎えるに当り︑先生は︑今後のここＥ﹂寄稿いただいた方食

本弘道会定款﹂の改正ならびに︵Ｓ・Ｋ︶
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︵昭五一・一○・三○︶

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶

乙号︵社会道徳︶

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
むこと
一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しな
いこと
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
くこと
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

合云生巨

日本弘道会臨時総会

日時昭和五十四年十一月二十七日

定款第二十九条により左の通り本会臨時
総会を開催いたします︒

︵火︶午前十一時三十分
場所東京都千代田区西神田三ノーノ六
日本弘道会会議室

２役員選任の件

議題１会長選挙の件
昭和五十四年九月三日野口会長逝去に伴
なう会長の選挙並びに役員の選任をいたし
ます︒何卒ご臨席賜りたくご通知申し上げ
ます︒なおご出席の向は十一月二十四日ま
でにご連絡ねがいます︒

本会便り
会費入金のご案内方法変更のお知
らせ︒

にいたします︒何卒ご諒承ねがいます︒

会員の皆様からお送りいただきま
した会費の領収書は︑従来︑お−人
お一人に郵便でお送りしておりまし
たが︑来年一月からは︑本誌に掲載
することで代えさせていただくこと

支会だより︹東部支会︺

入梅の六月十一日支会の錐いを︑玉集会所に開
催した︒朝からの雨にも熱意ある会員の参集が
意外に多くて嬉しく感激であった︒例によって
西村会祖の要領提読︑教育勅語の捧読︑続いて

のである︒

零！；

事業と計理の報告︑役告役員の選出を行う︒支
会長に石橋香峰︑副支会炎に内山藤太郎︑監小
に芋井隆︑永嶋良治︑評議員に鈴木遁世︑菅谷
敏夫︑菅谷治兵術︑林隆悌︑穂野誠︑飯田寅次
郎︑宮崎米作︑替谷健治︑青年部長山Ⅲ勝治郎︑
婦人部長遠藤里う︑幹耶細野と志︑洩野あや︑
田さだ︑小堀志ん︑高野つる︑宇井勝枝︑野平
伊・
富佐子を選任︒移動研修の件を協議︒席上日本
弘道会よりの︑字井隆︑菅谷治兵衛︑宇井勝枝
に対する栄典の寿昌杯を伝達した︒尚︑意見の
交換と歓談の小嘆を催して楽しい錐いを終った

定価金一七○Ⅲ年一︑○○○円

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和五十四年十月二十五日印刷
昭和五十四年十月三十一日発行

編集兼
発行人

東京都千代田図神旧神保町三ノ十

東京都千代田区神側神保町三ノ十

印刷人春山宇平

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区西神田三ノーノ六

合一ｌ

発行所蝿岨日本弘道会
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郵便番号一○一

Ｉ

四六版二○八頁定価一︑○○○円〒一六○円

儒教の理念によって西洋哲学を包承こみ︑日本独自の道徳原理を確
立︑維新転換期をユニークな思想で啓蒙し指導した泊翁・西村茂樹
の生涯を︑倫理思想史の権威者古川教授が円熟した筆でゑごとに描
く︒日本弘道会創立一○○周年記念出版︒

Ａ六判一二八頁定価四○○円〒一二○円

著者が四回にわたる海外旅行中に︑思わず詩心をそそられた各地そ
れぞれの情趣を︑ゑごとに描いた旅行詠︒近来︑と象にその数を増
した海外旅行者の参考にも供せる歌集︒

小学校から大学までの教育機関︑また塾・家庭が抱え
ている複雑な問題点を︑教育者として五十年に及ぶ著
者の眼識をとおして語っている本書は︑教育関係者ば
かりでなく︑学校へ通う子女を持つ家庭人への適切な
アプローチとなっている︒それは〃ゆとり″と〃背伸
び″の教育の谷間にいる人たちへの呼びかけである︒

●新書版二一二頁六八○円〒一二○円

○頁六八○円〒

二○円

嘱 記

｢

中教審会長・教育課程審議会会長として今日のさまざ
まな教育問題に直面している著者が︑教育荒廃への歯
止めとして答申を出した新しい教育課程と︑そこに盛
り込まれた学校改革の方向を︑審議会での裏話などを
交えた対談・随想によって探求している本書は︑明日
への教育に関心ある人の熟読に値いするものである︒

●新書版二
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転換期日本の大思想家
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高村象平著できるまで
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