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第七十八回日本弘道会総会式辞
本日第七十八回総会に当って︑不肖私が会長として︑式
実は︑私は初めてのことでもあり︑失敗しては大変だと

辞を申述べることは︑誠に光栄の至りに存じます︒

日本弘道会会長西村幸二郎

私は︑ことしの年頭に当って︑先づ︑その発行部数の増加

を目標として︑会員募集の︑一大キャン︒ヘーンを呼びかけ

たのでした︒皆様のご熱心な︑ご協力によって︑従来の千

して来たのであります︒幹部一同はこれに力を得て︑更に

八百名の会員が︑その後の退会者を差引き︑二千名を突破

一万名にもしようと︑一生懸命︑努力を続けているのであ

三千名︑五千名に︑ゆくノ＼は︑嘗て会の最盛時のように︑

ところろが︑ご承知のように︑去る五月十六日︑恰かも

思って︑多少その準備をしていたのでありました︒

いがけなく︑政府不信任案は通過し︑議会は解散されて︑

ります︒四つの少さな島に閉ぢこめられた国民の中には︑

突風が吹きまくったように︑わけのわからない政変で︑思
衆︑参両院同日選挙となり︑世の中は︑俄かに︑騒然とな

まだまだ︑真面目な考えを持った︑正しい︑しっかりした

ところが︑最近会員の卒直な声を親しく聞いて桑ると︑

青年が︑たくさん居られると信じておるのでごさいます︒

って参りました︒

私は思案の末予定を変更して︑本日は︑儀礼を一切やめ
髪﹄い

て︑文字通り︑歯に衣着せず︑卒直に︑日頃の考えや︑希

十人のうち七︑八名位は﹁弘道﹂の内容は難かし過ぎて︑

のためか︑或は忙がしいせいもありませうが︑全然ツン読

十分に理解出来ない︑との苦情がたくさんありました︒そ

か︑甚しいのは読まないうちに︑屑屋に売り飛ばしている

望の一端をも述べて︑皆様と共に︑本会将来の健全な︑運
既に皆様もお気付きかと存じますが︑近頃世相の激しい

営発展を期したいと思うのであります︒

変遷と次代を継ぐべき︑若い人々の︑思想の著しい変化の

との甚だ面白くない返事でございました︒

よく考えて染ると︑現代は既に夏目激石の小説ですら︑

ため︑過去百年の︑栄ある歴史に拘らず︑わが弘道会は︑

で︑構成されているのです︒われわれ明治生れの者は︑こ

う時代となっております︒人口の大部分が︑終戦後の人口

最早や古典に属して︑注釈害付きでないと︑解らないとい

今更︑言うまでもなく︑弘道会の最も大切な仕事は︑道

あります︒

衰退の一途を辿っているのではないかと︑心痛されるので

義昂揚のために︑雑誌﹁弘道﹂を発行することであります︒

ワ﹈

︑Ｉノ
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のことを深く考慮に入れなければならないと気がつきまし
た︒雑誌の内容において︑また︑文体において︑椛成その

世の中は恰かも︑円い球を︑坂の上から転がすように︑

湧いたように︑起って来たのであります︒

とげて︑一躍先進国に仲間入りし︑しかも︑各国からは︑

その中で︑わが国だけは︑敗戦国にも拘らず︑高度成長を

て︑世界は︑今や︑混沌とした状態に陥りつつあるのです︒

一言にして言えば︑時代の移り︑思想の変遷を十二分に

最も安定していると︑羨望されていたのに︑この度の政変

変転して︑止まるところを知らず︑情勢は日に日に悪化し

考えたうえ︑若い人々にも︑解り易く読んで貰える有益な

で︑今まで隠されていた内部のウミを一挙に吹き出して︑

が多々あると痛感したのであります︒

雑誌とすべきであると存じます︒書いても︑書いても︑少

全世界を驚ろかしたのでありました︒

他色々の点に細かい行き届いた︑配慮︑手心を加える必要

しも読まれなければ︑われらの努力は︑全く徒労に終って︑

につながる︑嘆かわしい不祥事件︑人命の尊厳を侵し︑日

昨今︑到る処に︑暴露︑摘発されつ上ある︑金銭︑財物

なんにもならないのであります︒
おも

取り︑ただ順びるということは︑絶休にしてはなりません︒

っているのではあるまいかと︑本気になって心配し︑﹁日

を蓋わしめる残虐︑非道の行為の桃行など︑人類は正に狂

本は︑いったい︑どうなるのか︑果して︑このままでいい

はた
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さればと申し︑時世に阿ねり︑徒らに若い人のご機嫌を

の高い︑品位風格を常に保ちながら︑しかも新旧二代に適

なかノ︑︑難かしいことでせうが︑創立以来の︑あの格調
するような︑昔の家庭に於ける︑所謂父母の﹁朕﹂のよう

のか﹂などと言う憂いの声が︑街頭にまで聞こえるように

しつけ

に︑日常の茶飯事から入って︑知らず知らずの間に︑商辿

なって来ました︒

き時が来たのだと感ぜられます︒

たのではないでせうか︒いょノ︑私達会員が︑恋い立つべ

これらのことは天がわれらに︑第二の好機を与えてくれ

な思想︑理念に導き入れるような配慮が︑却って終局の目
ちか承ち

的達成への捷径ではあるまいか︑と思うのであります︒

野口前会長の︑ご葬儀に際し︑同志的結束を固め︑積極
的︑前向きの姿勢に転じて︑本会の使命達成を厳かに誓い

︑︑

唯一の被爆国民として︑世界永遠の平和の大旗を高らか

にかざして︑出来るだけ立派な︑道義団体を築きあげて︑

合って︑着々と努力して参りました私達は︑これらの点に︑

深く反省する必要があることを︑今更ながら︑痛感したの

これを若い世代に引き継ぎ︑永遠の法燈を護持する如く︑

後世に伝え遺すことが︑現在の私達に課せられた︑最大の

︑︑︑︑︑

であります︒

丁度︑こんな時にたまノ︑今回の政変が︑突然︑降って

／ 旬 ､

使命︑責任ではないでせうか︒
︑︑

このように考えて参りまして私は︑会祖が百年に亘って
説述せられて来たご信念の﹁原点﹂に再び立ち帰ることこ

のでもなく︑影でもない︒判っきりと知ることも出来︑

れがわかるか︒こ上に秘訣がある︒

また把えることも出きるのである︒ではどうすれば︑そ

とごとく〃真理〃であって︑事実に合わないものは〃真

するのが一番よい方法である︒事実に合するものは︑こ

凡そ︑真理を知らうとするには︑これを〃事実〃に徴

私はお若い会員︑並びに新らしく入会された会員︑及び

ります︒では︑その﹁原点﹂とはいったい︑何でせうか︒

理〃ではない︒事実こそ真理を試めす測量器のようなも

そ︑この際最も緊急事であると︑確信するに至ったのであ

今後入会される方々のために︑煩をいとわず︑会祖の説か

のである︒

弾至精なものであって︑人間の精神と身体の構造が変ら

このような道徳の基礎は天理に合い︑人情に協い︑至

かな

れたところを次に要約させて頂きます︒
﹁わが国には︑古来︑倫理︑道義を説く教は数多くある

おしえ

が︑わが日本弘道会の採るべき教はその中で儒教︵実証

ｒＵ︒︒⑨励叩叩咽凹問閃圃側聞ⅢⅡ旧朋四Ｎ田口５月晒晒田切︑

ない限り︑その道理も決して変らないのである︒

⑭甲Ｆ印⑭⑯四︒艮旦︐０．ｑ・・ぞｆ１ｆ１ｆｆｌｉｆｔ４竹秒ザ・

閃︑品金品ｑ吋計

蕊Ｅ己口丘毎湧蕊羅戸

会祖ご在世中に絵はがき型とし︑要而には員口己ｃコぎぃ巨巾口三くの﹃叩の二

・一﹃↓のＰいざ庁ごと印刷して多数発行配布されたものである︒
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的︶と哲学︵合理的︶との二者を合せてその長を採り︑

短を捨て去るのであって︑〃天地の真理〃というのが即
ちこれである︒〃真理〃とは儒教でいう〃誠〃である︒

私︵会祖︶が日本道徳の基礎にせんとするものは︑この
〃真理〃であって︑凡そ真理の外には︑天地間に一つも
完全無欠なものはないのである︒二千年に亘る哲学も︑

五千巻に上る仏典も︑遠くこれには及ばない︒普通の男
女なれば誰れでも︑これを理解することも出来るし︑又
自からこれを守り行うことも出来るのである︒宗派もな
行することも出来るのである︒

ければ︑学派の別もない︒世界到る処どこへ往っても実

あわ

この〃真理〃と言うものは何ら形もなければ︑また音
もない︒かと言って︑夢や幻でもなく︑泡沫のやうなも

‑為挙も祭命令津畠凸晶一望噂零章←､‑n基画ロ

沙 詩 一 q 辱 L 霊 や

それなら︑こんな教をいったい︑何と名づけるかと言
〃人類の道″で

えば別に名のつけようがない︒た堂︑これを〃道〃と言
へばよかろう︒この道は︑〃天地の道
︑︑︑

あるから︑私︵会祖︶は深く︑これを信じて︑誓って死
いまで︑変えないと願うのである︒﹂

と極めて通俗的に︑平易かつ明瞭に︑説述︑喝破せら
れているのであります︒︵会祖の名著日本道徳論より︶

︑

︑︑︑︑

則であります︒擾乱混乱の時こそ︑却って泰然として﹁平

静の心﹂を保持して人間存在の根本理念に立ち戻るべきで

私は今︑こうした観点に立って︑わが弘道会創立以来の

あると確信致します︒

主義︑主張である︑天地宇宙を貫ぬく〃真理″〃誠の道〃

を堅く心の奥底に把握し︑右に侃せず左に片寄らず︑常に

中道を堂々と澗歩すべきであると思うのであります︒
しづ︑く

人生は二度と繰り返えされない︒また長くもありません︒

しかも︑一と淵までも︑いとおしむべき貴い人の命であり

以上︑この趣旨こそは︑現在︑わが弘道会の綱領にも︑

ます︒せめて一度は︑人の為め︑世のため︑国のため︑生

おしえ

その最後に︑﹁誠を以てわが身を貫ぬく﹂と力強く調いあ

仏人で︑ノストラダムスと言う有名な予言者の﹁人類の破

れりとするのは︑それこそ絵に画いた餅であり︑空念仏に

否︑口に筆に︑美辞︑麗句を連ねるだけで︑わがこと終

々と味うべきではないでせうか︒

き甲斐ある尊い仕事に精進することの︑喜び︑楽しみを泌

げており︑私は︑会祖の教が今日もなお︑太陽の如く︑光
り輝やいていると︑確信する次第でございます︒

滅﹂を予言した詩を取りあげて︑多くの学者や知名人の各

値あり︑実践を通じて︑人をしてその道に誘導してこそ︑

過ぎません︒百尺竿頭一歩を進めて︑実行に移してこそ価

私は先般ある有力な民間放送が十六世紀時代のユダヤ系

自の意見や︑詳しい説明のテレビ放送を見た時︑文字通り︑

近頃大衆の一部にも︑米︑ソ両強大国の︑大陸間弾道ミサ

美しく花咲かせ︑世倉に伝えゆくことは︑なんと意義あり

効果ありと言ふくく︑そしてこの貴い仕事を︑わが国土に

︑︑

強い恐怖の念を禁じ得ませんでした︒これと同じように︑

イルの進歩発達するにつれて︑人類が壊滅するのではない

楽しいことではございませんか︒

か︒︵昭弱・５．弱︶

この清く尊い道を誰りぬいて進んで行こうではありません

決意を堅めて︑力強く明るく︑元気に︑そしてまた楽しく︑

会員の皆さん″お互に真剣になって︑断乎︑不退転の

かとおびえる人もあるやに伝え聞きますが︑私は︑神が人
類の存在価値を認める以上は︑永遠の﹁時の流れ﹂といふ
ものが自づと解決してくれると︑堅く信じて︑疑わないの
であります︒

動あれば必らず反動あり︒これ宇宙自然の理法であり鉄
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民主主義思想は︑本来外国から入ってきた言葉デモクラ

問題と同一視せられ得るのであり︑今日デモラシーの危機

何れにしても︑今日デモクラシーの問題は︑議会主義の

石井千明

シーｅ①日○ｏ国︒己の訳語で︑国家の最高権力が︑直接又

として論議せられるのは悉く議会主義の問題である︒

民主主義の再検討

は間接に成年の国民全体によって行使される政治形体をさ

ラシーの範嬉に入れている学者もいる︒而もこの場合この

君主国も︑大統領を元首とする民主共和国もともにデモク

国の象がこれに該当するが︑英国の如き議会制による立憲

集まって形成した団体である︒従って︑国家は此等各個人

なる多数個人が公共の幸福又は共同の利益を得んがために

彩をもち︑思想的に糸れぱ︑㈲国家は本来等しく独立自由

民主主義は本来︑自然法的︑個人主義的︑自由主義的色

且つ人民のための国家であると解するのである︒ロ次に国

存在するものではない︒即ち︑国家は人民の国家であり︑

義という言葉は︑ヘロドトスの時代以来︑国家の支配権力

総べての役人は︑人民の受託者又は公僕に過ぎない︒それ

は国家の仕事を行わしめるために種々な役人をつくるが︑

LOノ

すことはいうまでもない︒厳密な意味に於ては︑民主共和

中には︑ファシズム国家︑ソヴィエット国は加えない︒
汀自画︶であり︑デモス︵己①ョ○ｍ．人民︶と︑クラティア

家は本来等しく独立自由なる人民自身が集って構成したも

のために存在するものであり︑各個人が︑何者かのために

︵嵐国冒．権力︶の結合したものである︒はじめから主権

民主主義という語は︑ギリシャ語のデモクラチア︵ロの日○︲

在民の意味を有している言葉である︒民主主義について古

のである︒故に国家の権力は人民自身のものである︒故に

が︑特定の階級ではなく︑社会全体を構成する全員に︑合

故彼等は人民に対して責任があり︑人民は何時でもそれを

最高の権力は常に国民自身に存せねばならぬ︒それ故人民

法的に与えられている政治形態を示している﹂と述べてい

改革︑変換︑廃止することができる︒目第三に︑総べての

︵三○号目ロのｇｏｏ目ｇのの．：宮．国昌ｏ①︶のなかで︑﹁民主主

典的定義を下したプライスは︑その著﹁近代民主政治﹂

る︒このプライスの言葉は正しいと思われる︒

／ 戸 、

人間は等しく自由独立なるべきものであって︑本来何人に

勇士がこれを聖めたのであります︒それは私達の貧しい力を超

ともできません︒ここで戦ったところの生きている︑又死んだ

とは決して忘れることは出来ません︒寧ろ生きている私達こそ

長く記憶にもとどめないでしょう︒併し彼らがここで為したこ

私達がここで語ることを殆んど注意しないでありましょう︒又︑

えそれにつけ加えることも︑減ずることもできません︒世界は

きよ

も服従すべき性質のものではないのである︒従って吾々が
国家の意思に従うのは︑吾有のつくる団体の意思︑即ち吾
為の意思であるためである︒民主主義には上述の思想が内
在するのである︒古典的意義に於てかく表現せられるが︑

今日に於ては︑デモクラシーは︑自由平等の理念の意味に

この場で身を献ぐべきであります︒私達生きてあるものこそ︑

此処で戦った彼等が気高くおし進めてきた未完成の事業のため

私共が民主主義を考える時︑いつも念頭にうかぶのは︑

対し更に忠誠を増すべきであります︒私達はこれら戦死者の死

達は︑これ等名誉の戦死者が最後の全力を尽した忠誠の大義に

解せられている︒

一八六三年二月一九日︑アメリカ南北戦争激戦地ゲテス

の国は︑神の象守りの下に自由の新しい誕生をすべきでありま

を無駄死にしないことをここに堅く決意すべきであります︒こ

民主主義の原点として︑且つ世界の中で最も短かく︑最も

r7，

私達の前に残された大事業にその身を献ぐべきであります︒私

バーク戦残者慰霊祭でなされた︑大統領エブラハム・リン

優れた演説として今日まで言い伝えられている︒この演説

僅か二分間のリンカーンの言葉であるが︑この演説は︑

地上から滅ぼすべきではありません︒﹂

す︒そうして人民の︑人民による︑人民のための政治は︑この

カーンの短い演説である︒
﹁八十七年前に私達の先祖はこの大陸に新しい一つの国をつく
りました︒それは自由にはぐくまれ︑凡ての人は平等につくら

くはこのようにして献げられたあらゆる国が︑はたして永続し

今私達は︑一大内乱に従事しています︒それは︑この国︑若し

の後︑一八六五年三月四日には︑再び大統領の椅子に座り︑

れているという命題に対して献げられたものであります︒

得るか否かの試金石であります︒私達はその戦いの一大戦場に

強く人の心をうつ就任の演説を行った︒

信成訳︶

らのなしつつあるこの仕事を完成するために努力しよう﹂︵鵜飼

れらに正義をみる目を与えたれば︑確固として正義に立ち︑われ

﹁何人に対しても悪意をいだかず︑すべての人に愛をもち︑神わ

集まっています︒

私達は︑その国を生かさんとして︑その生命を献げた人為のた
めに︑その戦場の一部を献げようとして︑ここに来たのであり
ます︒私達がこのことをなすことは︑まことに至当であり適切
であります︒然し︑更により大なる意味に於ては︑この土地を
神に献げることはできません︒聖別することも︑神聖化するこ

、 0 ノ

には神の力なり︒録して﹃われ智者の智恵をほろぼし︑慧

き者の誉きを空しうせん﹄︵﹃一リント前書第一章一八節︶と述

と結んでいる︒

然し︑深い信念と︑高い理想をもって再び大統領になっ

べている︒神の御前には︑この世的にいかなる智慧者も︑

玖

たリンカーンであるが︑同年︑四月一四日︑ワシントンの

いない︒絶対者神の御前には︑いかなる人も一様に欠多い

いかなる学者も︑どれほどの論客も何の価値も認められて

かけ

フォード劇場で観劇中︑暴漢によって射撃され︑翌朝︑不

いない︒それ故に︑絶対者なる神の御言に従っていつも謙

みことぱ

罪人にすぎない︒人間は自分自身に誇るべき何物ももって

﹃幸

朽の名を残して惜しくも世を去ったのである︒

一八○九年二月一二日︑アメリカ・ケンタッキー州の貧
しい農家の子として︑丸太小屋で生まれたリンカーンは︑

﹁相互に心を同じうし︑高ぶりたる思いをなさず︑反っ

て卑きに附け︑なんじら己れを聡しとすな︒悪をもて悪に

虚な心になって︑互いに相愛し︑相援けなければならない︒

代手にすることのできたのは︑聖書とイソップ物語︑ロビ

報いず︑凡ての人のまえに善からんことを図り︑汝らの為

母を亡くし︑継母のよき指導をうけて育った︒彼が少年時
ンソンクルーソー︑それに簡単な米国史︑ワシントン伝位

し得るかぎり力めて凡ての人と相和らげ︒︵ロマ書一二章一

殆んど学校教育らしい教育をうけなかった︒九才の時︑生

といわれている︒聖書を繰り返し読染︑覚え︑凡て聖書に

六節︶︒パゥロのこの言葉は深く我々の心をうつ︒真の民主

な

きき︑独学をもってあらゆる事態に対処した︒然し︑その

主義が世界各国に普遍し︑何れの国の国民も常に最も好ま

あいやわ

言動は︑唯一の正しい相談相手の聖書に準拠し︑惇ること

つルー

なく︑ゲテスバークに於けるたった二分間の演説が︑学殖

いる言の実践の承にあると思う︒然しこれは言うべくして︑

しい在り方をもって生きるためには︑この聖書に録されて
ことぱ

深く︑名演説家の誉高い︑前国務長官でハーヴァト大学前
総長の︑エドワード・エベレットの二時間に亘る長広演説

と思う︒我を日をの生活にあって︑真の義しい在り方が奈

実に難かしいことである︒これこそ民主主義の原点である

ただ

より遥かに深い感銘を後世に残したのである︒

に於ける政治︑経済︑社会関係も複雑多岐に亘り︑如何に

難しいことである︒殊に今日のように︑国際関係も︑国内

辺に存するや否やを自から判断し︑認識することは極めて
キリスト教に於ける人間観は︑常に絶対者なる神の御前

対処し︑行動すべきかは︑人間の僅かな知識や︑とるに足

致堂え

に︑原罪を負える罪人としての象考えられる︒従って基督

らぬ智慧や︑限られた経験で律することは不可能に近い︒

教に於ては聖書の福音書にパウロが録しているように︑
ことばおる

﹁それ十字の言は亡ぶる者には愚かなれど︑救わるる我ら
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たる仇に食わせ︑渇きたる仇に飲ませ︑悪に勝たるること

を致し︑悪をもて悪に報いる事なく︑互いに相和ぎ︑飢え

斯る時に︑神の絶対的智慧︑絶対的力︑その絶対性に思い

ての人に対する真の民主主義の内容であると思う︒これが

あっては︑同様の訴えとして看取されると思う︒これが凡

された精神内容から発せられた言である点では現実社会に

ことも︑就れも︑己れ自身の経験内容を原点として考え出

えるとき︑﹁人に為られんと思う﹂ことも﹁己の欲せざる﹂

せ

なく︑善をもって悪に勝てと述べていることは深く我なの

やがて集団社会の中︑ついには︑一つの国家の中において︑

反復して読み︑反省して︑夫為の国の政策について味うべ
き言葉であると思う︒真の民主主義の実践は︑各人が︑或

﹁人民の人氏による︑人民のための政治︵⑦○ぐ①Ｈ日の日良

彦①顧○己一の︾ご号①思○宮①︾ざ埼昏①閉︵︶宮①︶の精神迄

は思想の違う各国人がかかる心境にまで到達しなければ実

びかかる原点に立って深く内省してはじめて︑正しい民主

所謂民主主義と云われる諸問題の目前処理より離れて︑再

発展するのではないかと思われる︒民主主義の再検討は︑
論語︵下︑顔淵第二一︶には﹁己れの欲せざる所を︑人に

現できないのではないかと思う︒

施す勿れ﹂とある︒同じく︵衛霊公第一五︶．言にして以

主義の姿を顕現し得るのではないかと思う︒

︵特別会員京浜急行顧問・京急興業相談役︶

って身を終うるまで之を行うべき有りや﹂と弟子の子貢が
問うたのに対し︑孔子は﹁其れ恕か﹂と答え︑さらに﹁己
れの欲せざる所を︑人に施す勿れ﹂と言っている︒右両章
ゆる

を通して︑孔子の言わんとするところは︑畢寛﹁恕﹂即ち
人を恕す心ではなかったかと思う︒吉川幸次郎博士は︑吸
せ

々孔子の仁は愛であると云われたことを思い出す︒
しか

聖書に︵パウロ書翰︶﹁なんじ人に為られんと思うごとく
人にも然せよ﹂︵動伝岸騨雲郵節︶とある︒この言は論語の
ことば

﹁己れの欲せざる所を人に施す勿れ﹂と同じ意味の言の表

積極的であると︒勿論キリスト教に於ては︑聖霊によって

裏ではないかと思う︒或人は言う︑基督教の言の方がより
与えられた言葉として理解される︒然し︑深くこの言を考
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ホイットマンの﹁民主主義の展望﹂

夜久正雄一

Ｉ

ていま︑儒教も仏教もその本土において消滅したが︑日本人の心の

仏教や儒教を消化するのに︑日本人は何百年もかけている︒そし

れではない︒そこに問題がありはしないか︒

念的のイデオロギーとしてのそれであって︑思想・精神としてのそ

古川哲史博士から﹁民主主義﹂についての特集をやるから︑何か

中には生きている︒こうなるまでに︑日本人は大変な苦労をしてい

目﹁民主主義﹂のいのち

﹃民主主義の展望﹄についてなら︑書かせてもらいますと︑お答え

書いてゑないか︑と求められた時︑すぐ︑標題の︑ホイットマンの

るので︑﹁民主主義﹂はじめ欧米思想にも︑われわれは祖先と同じ

それには多少︑わけもあって︑﹁民主主義﹂って︑いったい何の

理とされる﹁主権在民﹂の思想なども︑欧米の歴史と経験との中か

皮相で楽天的だということになってしまう︒﹁民主主義﹂の根本原

あり︑あまりにも楽天的であるが︑これはつまり受入れ側の思想が

いように思われる︒いまの﹁民主主義﹂の理解はあまりにも皮相で

ように︑血と汗と涙との幾歳月をつ象重ねて対応するほか︑道が無

したのである︒

ことを言うのか︑私にはよくわからないのである︒辞書を引くと︑
﹁民主主義︒ａ①ｇｏｏ国昌︶語源は︑ギリシャ語号日︒︒国爵で︑

例えば﹃広辞苑﹄には︑まず︑
壁

︵人民︶と訂目色︵権力︶とを結合したもの︒﹂とある︒

こんなことは︑誰にでもわかっていることだが︑大事なことは︑

から押し付けて染ても意味がない︒

ら生れてきたもので︑それと異る歴史と経験とを持つ日本人に︑頭

号目○

﹁民主主義﹂が︑英米語のデモクラシーという言葉の翻訳語である
ということである︒言葉にはそれぞれいのちがあって︑ある民族が

ところで︑思想というものは︑﹁人﹂と切り離して考えることは

︑︑︑

その言葉にこめてきた歴史︑経験というものがある︒英米人にとっ

マルクシスズムでも︑それぞれその思想を実現した人と切り離すこ

できない︒仏教思想でも儒教思想でもキリスト教でも科学思想でも︑

とはできない︒そこで﹁人の言葉﹂が問題となる︒﹁経典﹂という

て︑デモクラシーという言葉は︑彼らの政治的な信念をあらわす言
いう外国語の翻訳語にすぎない︒私が︑よくわからない︑と言った

葉である︒ところが︑それは︑日本人にとっては︑デモクラシーと

した人物は誰なのか︒﹁民主主義﹂の釈迦︑孔子︑キリストは誰な

では︑﹁民主主義﹂の﹁経典﹂は何なのか︒﹁民主主義﹂を実践

ものがあって︑それによって思想を知ることができるのである︒
︑︑︑

のは︑この︑デモクラシーという言葉のいのちがわからない︑と言
ったのである︒﹁民主主義﹂︑﹁民主主義﹂というが︑それはただ慨
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のか︒誰の言葉と行為とを研究したら﹁民主主義﹂を知ることがで

ンから﹁民主主義﹂を学んだのである︒

で︑リンカンのものも読んでみた︒つまり︑リンカンやホイットマ

同時に︑非常な愛国者であるということでもあり︑二人とも詩人で

あるということでもあった︒しかも彼らの言葉には︑日本の偉大な

人物に通うものが脈左と流れていることがわかる︒政治のやり方と
︑︑

か制度の上でだけでは理解できない︑デモクラシーの本旨︑そのい

のちとでも言ったものを︑彼らが表現していることがわかったので

ホイットマソはこう言っている︒

ある︒

海外の諸国に

いデモクラシーを定義するものを

新世界！ｌこのなぞをとき︑アメリカを定義し︑そのたくまし

よし︑それならば︑ぼくの詩をおくる︑

諸君が求めているという︒

その中に諸君の求めたものがある︒︵拙訳︶

自負に満ちた大胆な発言であるが︑これをまずイギリスの文壇が

︑

そして第一に感じたことは︑彼らは思想家だということであった︒

きるのか︒少くとも︑それくらいの用意がされなければ︑﹁民主主
義﹂を思想として論ずることはできまい︒要するに︑誰の﹁民主主

ス︾︒

義﹂を問題とするのか︑決めてかからねばなるまい︑と思うのであ

ロホイットマンの﹁民主主義﹂
ふりかえってみると︑私などは︑戦争が終った時︑敗戦の悲しみ
は悲し承として︑戦争による生命の危険と︑軍人の独裁的権力の重
圧下とから解放されてほっとした一面のあったことをおぼえている︒
︑︑︑

いのちが助ったという解放感に︑アメリカの宣伝する﹁平和主義﹂
と﹁民主主義﹂とが結びついたのである︒﹁平和主義﹂というのは
〃戦争が無い川ということであり︑﹁民主主義﹂というのは︑〃憲
兵を怖れないでいい〃ということであった︒大方の人もそのような
感想だったろうと思う︒つづいて米軍の占領による軍政が施行され
て︑﹁民主主義﹂が強制されてから︑様子は大分変ったが︑はじめ
は右のようなことだった︒

認め︑つづいてアメリカが認め︑遂に今Ⅱ︑ホイットマンは︑デモ

たまたま私は戦前から︑アメリカを代表する詩人のＷ・ホイット
マンの詩を読んでいたので︑アメリカのデモクラシーというのは︑

に日本に大きな影響を与えたのである︒ホイットマンは︑たしかに︑

アメリカのデモクラシーを弧歌した詩人ということができる︒しか

クラシーの詩人として世界的評価を得ている︒と同時に欧米ならび

し︑その調歌とは︑表面のことであって︑その裏面には︑痛烈な反

アメリカ国民の理想であり建国の理念であるということを知ってい
ます︑という具合にはゆかないことは知っていた︒そこで︑戦争が

た︒だから洋服を脱ぎかえるように︑今日から﹁民主主義﹂でゆき
終った時︑敗けた相手の精神をもっとよく知って︑これを学ばなけ

省を伴っていたのである︒

それが︑本文の標題にあげた﹃民主主義の展望﹄ｅ①日○日農︒

ればならないと思って︑ホイットマンの詩を読皐つづけたのである︒
ホイットマンは︑デモクラシーの体現者を︑リンヵンに見ていたの
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目印国︑︾属国・︶なのである︒これは︑﹁イギリスの思想家トマス・

の一つ一つは措くとして︑その根本にある︑個人主義と愛国心との

の道徳が︑アメリカにおいても︑﹃愛国心﹄という古代の道徳に

﹁絶えず拡大しあらゆるものを強奪していく︑現代の﹃個人主義﹂

関係についての深い憂いをあげておこう︒

ラシーの現状を考えれば考えるほど︑彼はカーライルに同感するよ

も匹敵するものとなって︑国家全体に対する熱烈で無我無中の愛

︵一八六七︶に対する反発から出発したものである︒だが︑デモク

カーライルのデモクラシー批判﹃ナイアガラの逆落し︑それから？﹄

うになっていた︒﹂︵アメリカ古典文庫５﹃ウォルト・ホイット↓︑ン﹄

というような事態を招いてしまっては︑いけないのではなかろう

情に手厳しく影響を与え︑おそらくは徹底的に押えつけてしまう

一八七一年というから︑明治四年︑いまから百十年ほぼ前の文庫

亀井俊介氏の解説から︶というものである︒

利するところがあり︑がっちりと手を組んでいくということ︑そ

か？わたし自身としてはこの二つがやがて融合しあって相互に

﹁わたしはいうのだ︑われわれ﹃新世界﹄の民主主義なるものは

とを信じて疑わない︒しかし現在では云々﹂︵同前︶

してそこからより大きな︑第三のものが︑生れるだろうというこ

である︒その中に彼はこう言っている︒

なるほど民衆を泥沼から引き上げたという点においては︑物質的

トマンに︑﹁民主主義﹂の定義ばかりでなく︑その反省をも学ばな

いところには︑向上も発展もない︒﹁民主主義﹂を調歌したホイッ

主義﹂に対する痛烈な反省のとぼしいことである︒深刻な反省のな

番悲しいことは︑日本の政治家に︑ホイットマンのような︑﹁民主

これなども︑日本の戦後の思想状況にそっくりである︒そして︑一

な発展・生産という面においては︑またある種のひどく欺隔的で
うわくだけの通俗的な知性の進歩という面においては大きな成功
を収めえたかも知れないが︑また︑一方では︑その社会的な諸側
面︑つまり偉大な宗教的道徳的文学的ないし審美的な成果という
ことになると︑ほぼ完全な失敗に終ったというのが現状なのだと︒
われわれは前例のないくらい大またで進軍して︑とても巨大な支
配権をうち建てて︑古代王国をも追い抜き︑アレキサンダーの︑

ことはつまるところ︑彼が詩の中で唱いあげた﹁アメリカ人ワル

そして思ったことは︑ホイットマンの﹁民主主義﹂を学ぶという

ければならない︑と︑つくづく考えた︒

しているのだが︑実はむだな背伸びをしているだけだ︒﹂︵鵜木韮

あるいは大ローマ帝国のおごりを極めた支配力をも凌駕しようと

ト・ホイット↓︑ン﹂に相対して︑まず︑日本人われとして日本の国

た︒そして︑できるならば︑ホイットマンのように大胆に自由に︑

家の思想と伝統とを深くかえりみることである︑ということであっ

治郎氏訳︶

彼が︑一方で︑アメリカの世界制覇を予言したことを思いあわせる

うことであった︒︵亜細亜大学教授教養部長︶

うことは︑﹁民主主義﹂の口まねをすることでは決してない︑とい

日本文化の理想の調歌と現実の反省とをうたいたい︒彼を学ぶとい

と︑繁栄のかげにある魂の退廃について︑どんな憂いを持ったかに
ところで︑こうした彼の言葉は戦後の日本︑殊に最近の日本にも

気づくのである︒

そっくりあてはまるように思われてならない︒いまその細目の指摘
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｜日本国憲法と民主主義鶴

平和主義国民主権基本的人権の根幹をなす

民主主義は日本国憲法の基本原理である

権利義務は保障されていたが︑その保障は

相違がある︒明治憲法においても︑臣民の

七条︵勤労の権利義務勤労条件の基準児童

第二十六条︵教育を受ける権利︶︑第二十

酷使の禁止︶︑第二十八条勤労者の団結権

・団体交渉権其他団体行動権等がこれに属

する︒就中第二十五条は︑すべて国民は健

する︒国はすべての生活部面について︑社

康で文化的最低限度の生活を営む権利を有

会福祉︑及び公衆衛生の向上とその増進に

努めなければならないと規定し︑国民の生

行政権・司法権に対する保障にとどまり︑

椎利及び自由の保障にはいわゆる法律の留

ることができた︒たとえば言論の自由を制

法律を制定して臣民の自由や権利を制限す

にいう給付請求権を認めたものではなく︑

生活を営むことを法的に請求し得る一般的

て︑国家に対して直接に人間たるに値する

しかしながら国民が二十五条を根拠とし

約した戦前における新聞紙法や出版法のご

低限度の生活を営永得るよう社会政策的立

憲法は国家に対して国民が健康で文化的最

児童福祉法︑生活保護法など︒この場合何

ることができる︒たとえば厚生年金保険法︑

て︑個々の国民が始めてその権利を主張す

なされた場合において︑その法律に基づい

二十五条に基づいて︑社会政策的立法が

法に努力すべき寅務を課している︒

いては︑権利及び自由を本来法律の範囲内

いる自由権についてもその条項を拡大補充

そして日本国憲法は︑明治憲法に欠けて

祉という立場より制約をしている︒

におけるものとするのではなく︑公共の福

とく︒これに反して日本国憲法第三条にお

に必要であると考える場合には︑いつでも

存権国の社会保障的義務を認めている︒

原理である︒民主主義は元来国家の主権が
運用される立場で︑その始め古代ギリシア
の都市国家に行われ︑近世になって絶対的
要求し︑ここに市民的自由︑いわゆる国民

専制君主制の国家権力の統制からの解放を

明治維新により幕府の封建的体制は廃絶

の基本的人権が確立されるに至った︒

され︑明治憲法により統治権の総撹者たる
天皇の地位が確立された︒︵大日本憲法第
一条・第四条︶

日本国憲法は国民主権の原理を採り︵第
感情から天皇制の伝統を維持し︑両者の調

したばかりでなく︑いわゆる生存権的基本

生大臣の合目的的裁量に委ねられており︑

が最低限度の生活であるかの認定判断は厚

権︵社会的基本権︶を宣言し︑権利及び自
由の保障を質量共に充実した︒生存的基本

天皇の地位を確立した︒︵第一条︶

主権の所在による相違から明治憲法第二

︵国民の生存権・国の社会保障的義務︶︑

権はワイマール憲法に由来し︑第二十五条

その判断の当・不当の問題について政府の
権利及義務との間には︑質量ともに著しい

和を図るため︑日本国民統合の象徴として

一条後段︶天皇制を排したが︑同時に国民

保が伴っていた︒国家は︑その目的のため

立法権に対する保障ではない︒換言すれば︑

衛

人民にあり︑国政が人民の意思に基づいて

岡

章臣民権利義務と日本国憲法第三章国民の
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I

政治責任が問われることとなり︑ただちに

命かぎるやまひをもちて尋さびしもよ
妹にかそかに添寝をしつつ

の自由は近代憲法において民主主義の基礎

ある︒たとえば︑言論出版その他思想表現

をなすものであるから︑強く保障さるべき

違法の問題を生ずることはない︒たとえば

ものであるが絶対的に自由というべきもの

ある︒自由及び幸福追求に対する国民の権

これは下積みのメッキ職人の貧しい生活

利については︑公共の福祉に反しない限り︑

を営みながら結核のため施療病院で二十三

最近わたしの親友某が交通事故による外

食量管理法違反事件についての昭和二十三

傷のため入院し︑手厚い看護・治療を受け

年最高裁判所判決は︑やみ米の購入運搬に

できない︒従ってや糸米の購入運搬は憲法

とする︒但し公共の福祉を理由とする制限

立法その他の国政の上で最大の尊重を必要

ではなく︑公共の福祉による制限を受ける

二十五条によって保障されている生存権の

て快方に赴いたが︑老人医療のため治療費

よって処罰された被告人が配給米だけでは︑

行使であり︑それを処罰する全法は違憲で

支払の要はなく︑もしこれが戦前なれば莫

のである︒なお言論出版その他思想表現の

も真に必要やむを得ない場合に限るべきも

ことは︑憲法第十三条の明示するところで

あると主張して争ったが︑最高裁判所はこ

大な治療費は自己負担とならざるを得ない︒

歳余で死去した歌人松倉米吉氏の悲しみに

の主張を斥けて国家は国民一般に対して︑

しているＯ

それを思って︑右の友人はその恵沢を感謝

満ちた歌である︒︵大岡信氏折をのうた︶

概括的に健康で文化的な最低限度の生活を

健康で文化的妓低限度の生活を営むことは

営み得るよう国政を運用すべき責務を負担

然るに一部に民主主義憲法を非難する向

これを禁じているが︵二十一条二項︶︑事

自由については行政権による事前の検閲は

しこれを国政上の任務としたのであるけれ

五条︶処罰され︑又それが他人の名誉を殿

どに該当する場合においては︵刑法百七十

損したときは損害賠償義務を負うものなる

後国書・淡劇・映画等が狼せつ物頒布罪な

国民の大部分が中産階級意識を有し︑安穏

ことは当然である︒

がある︒現行憲法の下でも︑いまだ社会福

な生活を享受している事実はあたかも吾人

良い伝統を保持し︑民主主義のルールより

ども︑個々の国民に対して具体現実的にか

障に対する政治的義務を充分果たすよう︑

の恩恵を識らないように徒らに民主主義を

が陽光の下で空気を呼吸しておりながらそ

逸脱することなく︑ｎ由と議会制民主主義

限度の生活が保障され︑世論調査によれば︑

国民は不断の努力をなすべき旨を力説して

非難するのは思わざること甚だしいもので

と平和の擁護に努力することが肝要と考え

祉社会保障は充分とは言いがたいが︑最低

いる︒憲法二十五条は此種の規定をもたな

ある︒もし民主主義に何らかの欠陥がある

憲法十二条前段に依れば国が生存権の保

かった明治憲法と比較すると本条の重要な

とすれば︑それは民主主義の本質に基づく

かる義務を有するのではないと述べている︒

最低限度の生活を営む権利を保障されな

プ④︒

︵本会理事・東京家裁調停員︶

これを要するに吾人は良識を高め日本の

かった戦前︑社会の一部に悲惨な生活があ

ものでなく︑その処理方法を誤ったもので

意味を知ることが出来る︒

ったことは周知の通りである︒
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日本の感性
ｌわびということＩ

森田康之助
厩につなげるあの馬にうち乗り︑一番に

び︑〃さび川とよぶ理念がある︒この

に特色づけるものとして︑〃わび川とよ

日本文化を︑さらには日本思想を顕著

り︑わび住まいのその中にあって︑その

ざ鎌倉﹂というときがその生き甲斐であ

ある︒不遇零落の常世ではあるが︑﹁い

慨は︑これを片時も忘れてはいないので

馳せて着到につかんずるという原たる気

〃わび″について︑これこれしかじかと

時節の到来をひたすら待ちわびていたの

木の床柱︑素朴な土のにおいも豊かに︑

形恰好は不揃いの茶碗︑ここに〃わび〃

こうした境地に溺れ︑こうした境地に長

を求め︑〃さび〃を愛好する人の心は︑

くたゆとうことをぱ好んで求めようとし

に訪れてくるであろう次の困難に耐え︑

ているのではなく︑ゆくりなくもわが身

次の躍進流動の機会に備えてこれをひた

すら待つ︑ピンと張りつめた緊張の心で

謡曲﹁鉢の木﹂が室町期に作られてか

あるのである︒

ら今日まで︑この曲が長い生命をもちつ

心でもなければ︑虚無のあきらめでもな

のも︑〃わび〃とはすなわち浬梁寂静の

づけ︑好んで上減されてきているという
このように見てくると︑落塊沈愉のそ

く︑次の気力充溢した活動の時の到来を

︑︑

概念的に規定することはむずかしいけれ

である︒

のただ中にありつつも︑その不運不幸に

れわれ日本人の心に︑ピタリとするもの

待ちわびるという︑そうした心意気がわ

︑︑

ども︑謡曲﹁鉢の木﹂のシテ︑佐野源左

挫けることなく︑時節を得てこれを縦ね

術門常世に見る生き方を通して理解する

返すばかりの気力の充足は︑これをいさ

ばならぬ︒

を︑感じとっていたからのことでなけれ

︑︑

観阿弥作と伝へるこの﹁鉢の木﹂は︑

さかも忘れることのない︑張りつめた一

途さをそこに感じとることができるであ

ことができるように思われる︒

かこつ常世である︒彼は雪路に行きくれ

上野の国佐野のわたりに落塊沈愉の身を
た一人の旅僧に一夜を乞われる︒常世は

ろう︒

足を取っては身につけ︑銃ぴたりとはい

いでくるならば︑ちぎれたりともあの具

身でありながら︑いざ鎌倉という御大事

くさし入り︑きたなげなる網代天井に黒

明り障子からは明るい外の光がやわらか

にはわずかに塗りのこしの小窓︑小窓の

三畳敷をもなお広しとする茶室︑塗壁

合がよい︒空を仰ぐばかりの大輪の︑緋

ちに︑幽玄な味あいをただよわせる黒百

の小枝が︑しっとりとした落ちつきのう

ずかに花は一輪︑それも朝日に匂う山桜

茶室に花が生けられる︒狭き一室にわ

疲れた旅僧をもてなすにも事欠く窮迫の

え︑この薙刀をばかき抱き︑痩せたりとも
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心のいう句となる︒内をつねに勤め

つける︑これが邦楽の習練なのである︒

もふさわしい一瞬を︑息を殺して狙いを

するのである︒その静寂を衝き破るに最

ざるものは︑ならざる故に私意にか

内をつねに勤め物に応ずれば︑その

である︒豪壮絢燭さよりも身たけも高か

もけざやかな牡丹であってはならないの
らず︑野分にそよぐ枯れた苅萱の一もと

なのである︒それは的確な間を︑その一

は︑ひたすらに音を待ち〃わび″るもの

こういう意味に於て邦楽にうちこむ人

この内を常に勤めてやまざるその心︑

けてするなり︒

これ即ち佐野源左衛門常世が心であり︑

は︑茶釜の湯のたぎる松風に乗って︑狭
き茶室ながらにその空間は︑限りなくも

瞬を措いては他にあり得ないその一瞬を

幸一

広い天地自然にまで拡大し︑来し方行く

茶に酒われる心でもある︒これがとりも

ばち

末はすべて︑この一瞬に凝結せしめられ

捉え︑接を入れるのである︒そのときそ

邦楽は間の音楽だといわれる︒打楽器

ての胸に通じ︑聴衆の心は演奏者と一味

緊張をはら桑︑演奏者の心は聴衆のすべ

がいささかも謬らぬときは︑舞台は漂然

一瞬の音の真実を追求して︑間のとり方

主

する所以にほかならないのである︒一瞬

なるのであり︑つまり︑音の真実を追求

の嬢さばきは陸離たる光荘を放つことと

ばち

なおさず〃わび″でなければならぬ︒
■一一

るのである︒花は一輪だけがよい︒一輪

の花はすべてを生かしもし︑殺しもす
る︒一は全にほかならない︒こうした妙

こうした〃わび″の心︑これまた邦楽

でも絃楽器でも︑そこには常に張りつめ

に於て最も大切とする心でもある︒

にじり口から茶室に入った客の眼を︑

た〃しじま″の緊張の連続がある︒音は

である︒

境を現出せしめるのが三畳敷の茶室なの

まず射るのは床の花である︒床の花に視

余韻を追い︑余韻はやがて静寂に帰す
ま〃を衝き破るのが鼓である︒太鼓であ

る︒こうした音の真空状態︑この〃しじ

鯛尖とがおのづと開き︑遠からず近から

かたの勝負であると云ってよい︒凱尖と

凱の試合もまたこれと同じ︒間のとり

同心︑座にいて座を忘れるに至るのであ

の人の生に於て体験した時間空間のすべ

線を投じた客はこのとき︑それまでにそ
てが︑挙げてこの花の一点に集約せしめ

る︒琵琶や三味線の擁である︒この〃し

．ま

られるを覚える︒同時にまたこの逆に︑

じま″の破り方︑その呼吸のとり方をい

ま

紫電一閃︑直ちに相手を倒しうる︑そう

宝○０

この一瞬に於て客の意識下に眠れる経験

ささかでも誤るときは︑いかにも﹁間が

でとる﹁間合い﹂は︑相手から逃避し︑

ず︑互に間をはかりあうのである︒そこ

ぽち

は眼を醒まし︑これまで体験し来たれる

ぬけ﹂て聞こえてくるのであり︑それで

ためのものではない︒相手の虚に乗じて

相手から遠ざかり︑身の安全をはかるが

垂

すべての場所︑すべての過去︑想いやら

は﹁間にあわぬ﹂こととなるのである︒

室

れるかぎりのすべての未来が︑この一瞬

音の余韻がまさに消失して真空に帰しよ
うとする︑その静寂の一瞬を捉えようと

ま

の﹁あか冊子﹂はこうした一瞬を句作の

にその頭念を馳せめぐるのである︒土芳
上に捉えて︑次のように言っている︒
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然るが故にこの﹁間合い﹂は虚にして実︑

した距離でなければならないのである︒

いるのである︒

た感性の上に培われ︑

である︒長い日本文化

一一一

実にして虚︑換言すればこれ﹁鉢の木﹂
ばち

の佐野源左衛門が心であり︑太鼓を前に

ま

将来の日本文化は︑
した間のとり方こう︑

さるべく︑誤っても

四年︑新富座に於て市制素乱を糾弾す

1

一−

一

一

へ

‐

一

して構えた縦の心であり︑茶室に生ける
〃わび〃とよぶのである︒

一輪の花の心でもある︒これを称して

たるみ

も

こうした心は︑遠くわが万葉びと以来
いは

の日本の心でもある

る春になりにけるかも尭酸整竺

石ぱしる垂水の上のさ蕨の萌え出づ

民主政治の持病野口明
東京都議会の腐敗は今に始まったこ
とでなく遠く︑明治時代からその傾向
があった︒会祖西村先生も︑明治三十

に︑市政の腐敗は政党員を議員に選挙

へ

︑Ｉノ
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ー

一

〜
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〆

一

一

一

一

一

一

垂水の上に萌え出でてきたさ蕨とい

いめ

う︑その一点の上︑一瞬のうちに春とい
う季節の訪れを感じとるのであり︑

にぞ見つる妹がすがたを産一一一︶

秋の夜の霧たちわたりおほ上しく夢

おもかげ

は︑夜霧というひとつの事象そのものの

上に︑直ちにいとしき人の悌を偲ぶの

る獅子肌をされた︒その内容を見る

る潔癖な主張は︑今日では実行不能に

ー

一

ー

一

一

である︒詩人は己が眼に出逢う現在の一

瞬に於て春という季節を︑或いは恋いし

するに因すと迄極言されている︒かか
見えるが︑よく考えると先生の診断は
戦後は特に︑本来公党であるべき政

正しいと思われてならない︒

1

き人の具体の人間像を思いうかべること
ができるのである︒時間でいえば一瞬︑

物でいえば個物︑そうした一瞬や個物に
できる︒これがわが万葉びとの感性なの

於て全的なものを把捉し体感することが

I

〜

一

一

一
一
一
一

ー

ー

〜

一

言

一

〜 〜 一 一 、

一
一
一
q
一
一
一
一
一
…
一
ー
シ
ー
ー
ハ
一
一
一

西郷南洲が亡くなったのは明治十年九月二十四日︑郷里

のは嘉永七年︵一八五四︶︑二十八歳のときであった︒そ

しかし︑南洲が鹿児島を出て︑初めて江戸の土を踏んだ

泊翁・西村茂樹と南洲・西郷隆盛

哲史

鹿児島の城山においてであった︒従って残後一○○年は昭

明治維新が実現した前後から征韓論に敗れて明治六年鹿児

の後︑かなり頻繁に鹿児島と江戸ないし京都のあいだを往

島へ引きあげるまでが︑割合ながく東京に定住した時期に

復するようになるが︑東京に定住した時期はそう長くない︒

他方︑西村泊翁の亡くなったのは明治三十五年八月十八

和五十二年のことで︑その年の秋日本の各地において記念

日のことで︑従って残後一○○年の記念行事があるのは今

した期間が長く︑東京帰住が本格的になったのは明治五年

であったが︑十歳ごろからは佐倉や佐野などの藩地で募ら

泊翁は江戸の藩邸で生まれたので︑その点では江戸っ子

あたろう︒

西郷南洲の残後一○○年が一昨年であり︑西村泊翁の残

九月以降であった︒従って泊翁が南洲と同じ東京に住んだ

時期はほんのわずかで︑むしろ行違いの場合が多かったと

っと後輩であったと思いたくなるかも知れない︒しかし︑

見てよい︒そのためか︑両者は生前会ったことは一度もな

﹁西郷隆盛︑江藤新平︑横井平四郎︑大村益二郎︑広沢兵

かった︒泊翁は﹃記憶録﹄の﹁︵廿一︶維新の功臣﹂の中で︑

十年︵一八二七︶︑泊翁は文政十一年の生まれであった︒

は︑一つ違いでも先輩は後輩を﹁クン﹂もしくは敬称抜き

助のごときは︑余何れも其面を識らず﹂と言っている︒

しかし︑泊翁は南洲の言動にはつねに注目していた︒そ
し

れでもし泊翁が鹿児島人であったら南洲を﹁サン﹂付けで

の証拠に︑﹃泊翁厄言﹄第一冊の﹁︵廿一︶事の成敗﹂にお

で呼び︑後輩は先輩を﹁サン﹂付けで呼ぶ習慣がある︒そ

すなわち︑たった一つ違いであったに過ぎない︒鹿児島に

実際は︑両者の生まれたのはほとんど同じで︑南洲は文政

後一○○年が二十三年あとだとすると︑泊翁は南洲よりず

昭和七十七年がそれにあたる︒

から二十三年あと︑昭和の時代がこのまま続くと仮定して

の行事があった︒

川

呼んだと思うが︑両者はほとんど同輩であったのである︒
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古

﹁野蛮の境界を脱して文明の域に入らんとするは︑今日

戦争における南洲の敗北を哀れんですらいるが垂

在上者が専ら尽力する所なり︒其意決して悪しきに非ず︑

いて︑﹁明治十年西郷隆盛の叛するや︑其兵士謡て日く勝
てば官軍︑負ければ賊よ﹂といったのは︑﹁凡そ事に善悪

然れども野蛮の賎しむべきは︑衣食家屋の粗肥なるに在

き衣食家屋の美一腿なるに在らずして︑道徳礼儀の換然た

らずして︑道徳礼儀の備はらざるに在り︑文明の貴ぶべ

となる﹂理に﹁通ぜる者といふくし﹂とし︑﹁︵州九︶功臣

忠臣﹂において︑維新の際の薩長等の藩士は功臣ではあっ

なし︑成就すれば悪事も善となり︑成就せざれぱ善事も悪

たが︑忠臣ではなかった︒その証拠に︑．且志を失う時

めて道徳礼儀の完備を誰ずるを宜しとすべし﹂

るに在り︑然らば世の文明の民たらんと欲する者は︑務

という﹃泊翁厄言﹄第一冊の﹁︵四十七︶本末先後﹂におけ

は︑恨を政府に報ぜんと欲して或は謀叛し︑或は民権を主
の謀叛︑大隈重信︑板垣退助の民党首弧たるが如き皆是﹂

張して政府に反抗﹂した︑﹁西隆盛︑江藤新平︑前原一誠

の壮厳︑衣服の美一臆︑外観の浮華を言ふには非ず︒世人

﹁文明とは道の普く行はる上を賛称せる言にして︑宮室

る一段は︑なんと

の唱ふる所︑何が文明やら︑何が野蛮やら︑些とも分ら

また︑﹃泊翁厄言﹄第三典の﹁︵二十︶謀反有二種﹂では︑

である︑と論じている︒

がふつうの形であるが︑椎臣の所為をにくゑ︑その椎臣を

謀反とはその君家あるいは政府を顛覆破壊しようとするの

ぬぞ﹂

という﹃南洲遺訓﹄の一段と似ていることか︒泊翁の文明

ち

除くために起こす場合もある︒この反乱は権臣のために起
こったのであるから︑官軍は椛臣のためにその身を棄てた

初めより明治十四︑五年までのあいだに起草されたものら

なおもむきがあるが︑﹃泊翁厄言﹄第一冊は︑明治維新の

しい︒﹃南洲遺訓﹄は︑明治三年以降荘内侯の公子酒井忠

観がそのまま南洲の文明観となってくり返されているよう

すなわち︑西南の乱は権臣対謀叛家の抗争であったとい

篤︑忠宝をはじめ多数の藩士がたびたび鹿児島に出かけ︑

た︑と見ている︒

う認識であるから︑この乱の直接的原因となった﹁明治七

わけであり︑﹁明治十年西南の乱の如きも亦此類﹂であっ

年西郷隆盛以下諸人の征韓諭の如き﹂も︑﹁当時は失敗に

をあつめて一書となし︑これを同志に頒ったのに由来する︒

親しく南洲のおしえを乞い︑荘内に帰ってその聞くところ

そして明治二十二年︑南洲の賊名が解かれ︑あまつさえ贈

わか

とを知る﹂︵﹃国家道徳論﹄︶というのが泊翁の見解であった︒

帰したれども︑今日に至りて見れば︑其妄論に非ざりしこ
そのように︑泊翁は南洲などの征韓論に同情を寄せ︑西南
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位の恩典があった機会に﹃南洲翁遺訓﹄と名づけて印行し︑

る者は無かるべきなり﹂

﹁万民の上に位する者︑己れを慎み︑品行を正しく︑語

と説いている︒これらは︑

り︑下民其の勤労を気の毒に思ふ様ならでは︑政令は行

著を戒め︑節倹を努め︑職事に勤務して人民の標準とな

て全国を巡回せしめ︑広く有志者に頒布した︒これより南

翌二十三年四月︑忠篤侯は旧藩士六名に命じてこれを携え

言﹄第一冊の起草よりあとのことである︒従って︑泊翁は

はれ難し︒然るに草創の始に立ちながら︑家屋を飾り︑

洲遺訓が天下に知られるようになったが︑これは﹃泊翁盾

衣服を文り︑美妾を抱へ︑蓄財を謀りなぱ︑維新の功業

は逐げられ間敷也：．⁝﹂

かざ

かはないが︑泊翁には︑また︑
も起

南洲遺訓を知らずして右のような発言をしたと判断するほ

きへん

欺編シテ巨利ヲ獲

いることが明らかである︒泊翁の詩は︑人をだまして莫大

という﹃南洲遺訓﹄の一章とその煉慨の情をひとしくして

欺編獲巨利
天地ハハナハダ寛弘

詣訣シテ好官ヲ得

てんゆ

天地太寛弘

諮誤得好官

ころが天地ははなはだ心がゆるやかで広く︑この種の悪が

な利益をえ︑こびへつらって好い官位につく者がある︒と

こうこつかんい

があるが︑両者の志向に隔りはなかったであろう︒

うほどの意味で︑南洲よりも冷静に客観しているおもむき

しこく︑ずるい男をも別段とがめずに見のがしておくとい

コノ較滑漢ヲ容ル

容此絞猪漢

﹁近年顕官貴族の中其内行修まらずして識者の暖笑と為

という漢詩の作があり︑明治八年三月の明六社演説では

に収録されて公表されているから︑南洲の目にふれた可能

ことに明治八年三月の明六社演説は︑間もなく明六雑誌

性が強い︒南洲は明治七年十二月十一日︑在京の大山弥助

る者あり︑⁝⁝官員貴族の内行遂に修まらざるときは︑

称すること能ざるべし︑⁝⁝吾傍偏に願ふ︑高官貴族の

・仮令国富桑兵強く雄を海外に奮ふと雄も︑猶文明の国と

共福沢の右に出候もの有し之間敷と奉レ存候︒何卒珍書丈

に目を覚し申候︒先年より諸賢の海防策過分に御座候へ

﹁福沢著述の書難し有御礼申上候︒篤と拝読仕候処︑実

︵のちの陸軍将大山巌︶へ宛てて

んことを︑民の師勢を脂る者之を尊敬し︑之を親愛し風

けは御恵投奉レ願候﹂

て其行を改め︑言て天下の則と為り行て天下の法と為ら

輩深く修身は治国の本たることを知り︑今より緬然とし

は︑量独り其身の栄のみならん︑国の幸も亦之より大な

俗随て改まり礼儀随て正しく︑文明の光四隣に輝くとき
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たから︑福沢著述に注目しなかったはずはない︒大山の恵

と書いている︒福沢諭吉も明六社における翁の同人であっ

的に一身同体ともいえるこの佐倉の西村とサッマの西郷を︑

両者が全くの同胞であった事態と奇しくも一致する︒精神

ムラで︑姓もほぼ同義である︒これは︑精神的・思想的に

へ

︿

﹀人には脊の高い人もあり︑低い人もある︒身体の丈夫な者も︑
へあり病身な者もあり︑力の強い人︑弱い人︑形の小さい人︑大︺

一きい人もある︒力の弱い人は強い人を羨み︑多病な人は無病の一

﹀人を羨むけれども︑是はどうしても小さい人は大きくなる事は﹀

一

．︑ｊ︑く・〜︐ｊ︑！︲く．︐︒ｊ︑くくく電々や︑・ノ︑く︒︑．︐︑＃︑く〜・７−

身体の勝劣西村茂樹﹀

︵本会理事︶

もし今日に在らしめたら何を思い何を叫ぶであろうか︒

投した﹁珍書﹂の中に泊翁著述︑少なくとも明六雑誌があ
ったと想像するのは少しも不自然でないであろう︒

それで︑わたしは南洲は思想的に泊翁に負うところが大
きかったと推理する︒

むろん︑泊翁が南洲の感化を受けた而もあったろう︒泊
翁は﹁敬天愛民﹂という語をのこしているが︑これは南洲
の﹁敬天愛人﹂にもとづくと考えられる︒南洲の﹁敬天愛
人﹂は中村正直の﹁敬天愛人﹂にもとづいているが︑中村

︿の力でやったのでないから︑自分の力で直す訳にいかぬ︒先天︵

へ出来ない︒身体は多くは先天的のものである︒生れた後に自分吋

︾的の事は仕方がない︒身体の健康だとか病身だとか云ふのは︑﹀

一風吹に置けば早くなくなる︒人間も夫と同じ事で︑不養生をすへ

÷ ノ

、

正直も明六社の同人であった︒︑

して承ると︑南洲は明六社同人に教えられたところが多
翁と会談する機会があったら︑期せずして両者は意気投合

︽吹きに極くのと︑大変違う︒灰の中に填めて侭けば長く保つが︺

︾是も先天ではあるけれども︑是は摂生の仕方で少しは善くなる一
︿のです︒昔の人は之を聯へて炭火を灰の中に填めて置くのと風一

大であったが︑もし明治十年に敗死せずして生きのび︑泊

して百年の知己になったのではなかったか︑そして南洲は︑

進んで泊翁の道徳運動に共鳴し︑それに加担したかも知れ

︸
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︵道徳教育講座︶

︵併し十分の内三四分位は人間の力で回復出来ます︒

﹀目持てるやうになる︒身体の勝劣は先づ先天でございますが︑﹀

﹀是も先天であるが少しは増せる︒二十貫持てる力が二十一三貫一

︸れぱ早く死ぬ︒養生をすれば長く活きると申しました︒此道理︿
︿で養生をすれば先天を補ふ事が出来ます︒夫から力量の強弱は﹀

席に就いても不思議はない︒

城が日本弘道会第二代会長であったのだから︑南洲がこの

明治十年の熊本城の攻防戦で西郷軍の相手となった谷干

も知れない︒

ない︒あるいは︑日本弘道会第二代の会長を引きうけたか

︵一
︵
﹀
それに︑西村は西のムラ︑西郷も西のサト︑つまり西の

rワ1、

私の提言

限りの力を捧げたい︒

というような人びとがかなりに多いようで

ような方がたなのであろう︒それは少数で

ある︒本会の大多数は︑恐らくそういった

るはずである︒適切な起爆剤さえあれば大

あろうとも︑核としての力はそなわってい

在︑あの当時の考えはなお不変である︒本

から善がある︒しかし善悪のけじめは︑社

世には善があるから悪があり︑悪がある

きな偉力となりえよう︒

入会後間もない頃のことだった︒﹁新た

一二月︶に掲載

稿はあれを基盤において執筆した︒それは

日野誠
一号︵昭和五二年二月

な生命と題した私の投稿が﹁弘道﹂第八七
された︒それは会の使命と今後への期待を

昭和五四年二月二七日間催の社団法人

述べたものだったが︑それから三年目の現
日本弘道会臨時総会は︑弘道会にとり極め

ら︑泊翁は﹃自識録﹄第二○章に﹁人類が

場合も少なくはないであろう︒しかしなが

はない︒一目瞭然というわけにはいかない

現代は激動の時代である︒人心の頚廃も

会状況の複雑化につれて︑必ずしも容易で

亦甚だしい︒もし︑泊翁が在世ならば︑何

善悪正邪を知るは︑天賦の良知の力﹂と︑

活かしたいという切実な念願からである︒

の会長に推された西村幸二郎氏の述べられ

新たな事態を迎えていたからである︒後任

と思われるだろうか︒世界的にも情報が渦

断定されている︒泊翁の面目をうかがうに

会祖泊翁の精神︑思想を何とかして今日に

た抱負に︑それを十分にうかがうことがで

巻いており社会は情報社会と呼ばれている︒

て︑われわれも思いをここにいたすべきで

足るところであろう︒現代に生きる者とし

て重大であり意義深いものだった︒それは

きる︒弘道会の百年を越える歴史は長い︒

手に入れることができるとされていて︑社

情報を握る者は権力を持てるとされ利益も

前会長野口明氏逝去後の新会長選出という

一新によって新たな時代に適応した運営を

そして任務はいよいよ重い︒従って気分の

席を汚しているに過ぎぬ︒故野口会長訣別

私は無力無名の老書生で︑ただ会員の末

れる︒たとえ数は少なくても︑心に明るい

が恒心を失なったわけではなさそうに思わ

きがなくなって来た︒とはいうものの大衆

けるすべはない︒そのせいか人間には落着

のは人の常ともいえよう︒それ故に︑有識

とにかすかな存在だからである︒欲に弱い

たりし勝ちのものである︒道心とは︑まこ

物に手を出したり取ってはならぬ物を取っ

わち良心は銭り易い︒手を出してはならぬ

今日ほど希望される時はない︒

の絶叫は今日もなお耳を離れないが︑その

灯をともす者もある︒善を尊び︑美を求め︑

多くの場合︑欲にからむと人の良知すな

折の言葉の通り︑現代は一人の英傑の力よ

真理にあこがれ︑聖なるものに心を洗う︑

はあるまいか︒

りも︑むしろ大衆の力がものをいう時代で

会への影響が強烈である︒しかもこれを避

ある︒その大衆の一人として︑私は出来る
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者だったはずの人物が案外なスキャンダル

とすれば︑いちいちのコトバから︑それに

うにと希望したい︒何はともあれ︑あたた

軽く胸襟を開いて話し合うことのできるよ

以上が私の提言である︒これについては

一ハ

かしてゆきたいものである︒

るような運動を起こして︑泊翁の精神を活

の活動に活を入れ︑時勢の動向に対処でき

このような試みを踏み台にして︑弘道会

である︒

かに育ててゆくように︑ということが大切

潜む活力を引出さなければならないである

議の場をつくって衆知を集める︑という方

も実行できることがある︒私案では研究討

もしも︑やる気になれば今日只今からで

五

を絞ろうではないか︒

すればよいか︒会員一同力を合わせて知恵

それでは︑そのような作業をどのように

氏ノＯ

に身を滅ぼしている︒このようなことが今
の世の実態になっている︒残念としかいい
ようがない︒

泊翁には︑こういう世の中に適切な遺訓
が少なくはない︒けれども︑残念ながら十
まだまだである︒

分な研究がまだである︒活用の工夫なども
われわれは会員たる以上︑会祖に対する

すことである︒それは研究討議の会合とし

議の場として︑月に一回ぐらい集まりを催

れども学問だけの世界に留まらず︑道徳の

上に︑それにふさわしい大人格だった︒け

大学の総長にと擬されるほどの碩学だった

いう人の人物である︒その当時︑東京帝国

その第一として挙げたいことは︑泊翁と

若干の理由がある︒

ではあるまいか︒会祖がこの世におられな

て︑一切の無駄を省くこと︑誰かの独演と

なおもっと具体的にいうならば︑研究討

策である︒

いということは事実であっても︑在天の霊

かお説教めいたことなどを無用とすること

めに会祖の緒神・思想の活用を工夫すべき

責任があるはずである︒この責任を果すた

は厳然として存在される︒決して死物では
泊翁には造された著作がたくさんある︒

に話題をきめることである︒話題は泊翁の

である︒最も重要なことは︑集まりの度毎

瀧奥を極め洋学に造詣の深かった泊翁にと

だった︒儒教は孔子の教えである︒儒学の

ない︒

ひとつひとつの事柄について︑その観念を

なく︑それぞれの意見や見解︑感想などを

著作中から求め出席者は老若男女などの別

教であり︑しかも孔子の人物には傾倒した

って︑最も魅力ある人物は孔子︑教えは儒

その道徳振興の拠り所になったのは儒教

実践と普及にその生涯を捧げた︒

なったものである︒すべてについて必ず経

現わすことやものがコトバを通して著述と

ただし︑最初はあまり大げさにしたり︑

自由に発言する︑としたらどうであろうか︒

今日の時代では︑孔子といい︑儒学︑儒

結果だったのであろう︒

ノチがある︒何れも人間生存上の原動力と

ほんとうに志ある人たちの集いとして︑気

肩がこったりすることのないように配慮し︑

験の裏付があるはずであり︑コトバにはイ

それ故に︑泊翁の精神を現代に活かそう

して作用しうるものである︒
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四

うである︒唯物論的な左よりの主義主張を

通用しないものとする人が少なくはないよ

教といえば︑カビ臭い時代後れの今日には

語﹄をひもといてみた︒最初に﹁まえがき﹂

けて心血を注いだという吉川氏の﹃注釈論

と思うままに︑完成に九年間もの年月をか

にしてもそれだけでの速断は軽卒に過ぎる

に新らしい解明の光があてられているとい

研究成果もあって︑﹁論語﹂全篇には次第

って研究が続けられている︒古代言語学の

する風潮が依然としてある︒しかしながら

るものを旧弊な右よりの古臭いものと蔑視

に読んだ吉川氏の所見には頭が下がるばか

鮮な現代文だった︒興味をそそられるまま

ある︒微に入り細に及んだ行文は平明・新

を読んだ︒この上もない親切丁寧な解説で

まされ且つ読んで来た﹁論語﹂のことであ

うのは︑少年の日の素読からはじまって読

いようのない感懐を禁じえなかった︒とい

以上のことがらを通して︑私は何ともい

う現在の状況だそうである︒

新しい進歩的なものと渇仰し︑これに反す

を見る眼を新たにすべきである︒この主張

ではない︒たとえ簡潔・雄勤でも文語体の

い︒しかし︑泊翁の著作も︑もはや現代文

もちろん︑﹁論語﹂ほどの古代語ではな

るからだった︒

事実は必ずしもそうではない︒今こそ泊翁

りだった︒引用して糸よう︒

︿中国の歴史を通じ︑﹁論語﹂ほどひろ

には根拠がある︒

先頃物故された中国学者吉川幸次郎氏を

い︒

く人人によって読まれた書は︑他にな

の上もなく好学だった上に当代に比類のな

例として引くことにしよう︒吉川氏は︑こ

文章である︒難字難語も少なくはない︒泊

に伝え易くするためには︑読み易く判り易

翁の真意に解明の新しい光をあて︑広く世

︵中略︶

て以来︑もっとも多く読まれた中国の

日本人が中国の書物を読むようになっ

い中国文学の碩学だった︒中国の言葉を正
を中国学の第一歩とされていた︒驚嘆に値

確に発音し︑中国の文章を正確に読むこと

そうする措置の一方法として︑共同研究

ことではあるまいか︒私はそのような運び

というような形をとることは︑最も容易な

い用語文章に改める必要があると思われる︒

され中心とされた徳川時代では︑一そ

国の書物を読むことが︑学問の正統と
うそうであった︒状態は︑漢字文化の

書は︑やはりこれであった︒ことに中

者梅原猛によれば︑吉川氏は孔子と杜甫を

及ぶ他の極東の諸地域︑すなわち︑朝

することは︑その生涯を通じてこの信条を

最も偉大な人物とした︒それは︑両者は何

鮮やヴェトナムでも︑ほぼおなじであ

忠実に実践されたということである︒哲学

れも明噺な理性の持主で︑それをもって世

まれて来た⁝：︒﹂この書物は︑二千年前の

一︲かく中国でも日本でも︑常にひろく読

今吾員︶

︵東京都会員︑佐倉藩友会会員︑スブド

に至ることを希望したい︒

界と人間を認識しただけではなく︑人知の
これを見た私は︑これは︑わが泊翁を指

ったと思われる︒﹀

しての所評かと思い惑うほどだった︒しか

古代語で書かれ︑今日でも多くの学者によ

限界をも心得ていたからであるという︒

し︑これは新聞紙上の記事だったので︑何
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第七十八回通常総会記

日本弘道会

勲氏と鶴岡衛氏の両氏が重任したこと︒

現会長は野口明・前会長の補欠として昨

幸立氏が重任したこと︒︵五月二十五日評

｜︑会長選任の件

七十八回通常総会を本会会議室で開催︒出

六月一日がその残任期間満了日となるが会

年十一月二十七日選任されたところ︑本年

五月二十五日︵日︶午前十一時半から第
席者三十四名︒議事に先だって恒例により

議員会︶

二︑昭和五十四年度決算並に五十五年度

同し決議決定した︒西村幸二郎氏もこれを

氏・鶴岡衛氏・生平幸立氏は任期満了によ

事会︶で他の四名︑大久保利謙氏・鈴木勲

一名︑西村幸雄氏は新任︵三月十三日の理

三日筋脱ガンにより逝去︒また本年二月二

と︒即ち野口明第七代会長が五十四年九月

４︐期中に役員の大きな異動があったこ

る重任である︒

西村議長から︑五十五年度予算は積極方針

通り全員異議なく了承した︒なお︑とくに

ど︑何れも本会にとってかけがえのない功

期療養を機に老齢勇退を決意辞任されるな

よる左腕骨折という不慮の災害のための長

また︑渡辺正勇主事が昨年十月交通事故に

が前々からの勝眺炎悪化のため辞任され︑

さらに五十四年五月には木下広居副会長

ため逝去された︒

十四日には相馬敏夫理事が胆菅しゅようの

１︑理事二名任期満了改選の結果︑鈴木

った︒

ついで議長から次の諸件につき報告を行

了承を得た︒

渡辺事務局長が詳細に説明︑夫を全員の

年度事業計画の件

三︑昭和五十四年度事業報告並に五十五

に基づいて編成した旨の補足説明があった︒

渡辺事務局長が重点的に説明︑夫々原案

予算の件

承諾︑盛大な拍手のうちに重任が決定した︒

３︑評議員五名を委嘱したこと︒但し内

２︑監事一名任期満了改選の結果︑生平

寿昌式を挙行︑次の通り伊藤直介氏ら九名

員石橋香峰氏より現会長西村幸二郎氏の重

︵五月二十五日の評議員会︶

の方々に西村会長から祝辞のあと記念杯を

任を望む旨の発議があって︑全員これに賛

つみに ○

贈呈︒寿昌者を代表して伊藤氏の謝辞があ

昭和五十五年度寿昌記念杯贈
呈者御芳名転五・梅二錘

御芳名年齢役職本籍
伊藤 直 介 帥 山 形 県 心 友 会 副 山 形
会長

小林栄一郎方東京正会員東京
冬木 寛 右 門 布 睦 沢 支 会 幹 事 千 葉
慨岡 重 彦 汚 白 葉 支 会 評 議 員 千 葉

川谷貞保沼松江支会幹事島根
山野正雄沼松江支会幹事島根
山口 義 次 別 平 川 支 会 副 会 長 千 葉
菅谷 敏 夫 河 東 部 支 会 正 会 員 千 葉
金ケ江三郎雅網︑有田支会長佐賀
ついで会長の総会式辞朗読︵二頁参照︶
のあと議事に入り次の案件を霧議した︒
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労者四氏が相ついで退任・逝去されたこと

直筆の油・水彩画三点を陳列供覧し︑それ

て書かれた絶筆の軸物一巻及び野口前会長

昭和五十四年度決算報告

︵渡辺︶

ぞれ出席会員に大きな感銘をあたえた︒

⁝⁝などの報告があった︒

なお︑渡辺正男氏は改めて会の相談役を
のためご尽力なさることとなった旨併せ報

委嘱︑専ら地方支会との連絡指導その他会
告があり︑議事を終った︒

︵うち当期増加額︶

︵二︑二二︑○○五円︶

︵五十四年度末現在資産・負債︶

資産総額三八︑○七七︑○六三円

正味財産合計額三四︑八九五︑七一八円

負債総額三︑一八一︑三四五円

事業収入一七︑三一○︑○○○円

昭和五十五年度予算報告

らの意見発表ｌ

事業収入一七︑三五六︑○○○円

会費収入一︑八四○︑○○○円

︵公益法人会計基準々拠︶

先づ会長の指名により︑渡辺正勇氏が当

その他の収入六︑二五五︑八四七円

会費収入一︑三六○︑○○○円

総会終了後の懇談会ｌ昼食をとりなが

会の主事として永年在勤中の想い出話しを

前期繰越収支差額

収入計二一︑四一○︑○○○円

その他の収入二︑二六○︑○○○円

︵年会費一︑○○○円︶

収入合計四二︑二六一︑二七三円④

一七︑二八九︑四二六円

前期繰越収支差額

収入計二四︑九七一︑八四七円

・藤田三郎・慨岡術・小池与市・伊藤直介

皮切りに︑岩崎晶・寺崎隆治・加藤嘉三郎
などの各氏から熱意溢れる名論卓説が続出
した︒︵これらの内容は残念ながら紙面の

収入合計四三︑五○二︑○一七円

支出合計四三︑五○二︑○一七円

一三︑四六二︑○一七円

次期繰越収支差額

支出計一二︑○四○︑○○○円

管理費一四︑二八○︑○○○円
その他の支出五八○︑○○○円

二二︑○九二︑○一七円

事業費六︑一八○︑○○○円

都合で割愛︒ちなみに︑今回より全員の自
己紹介を取やめ希望者の承の発言にとどめ

その他の支出四︑六二八︑三九一円

事業費三︑七六五︑七三四円
管理費二︑七七五︑二一二円

二二︑○九二︑○一七円︒

次期繰越収支差額

支出計二○︑一六九︑二五六円⑧

ることとした︶このあと︑例によって玄関
の養源寺での会祖法要に参加し︑今日の総

前で記念撮影︒有志十六名が文京区千駄木
会終了の報告をかねて本会発展の決意をお
誓いし︑午後四時和気掘々のうちに解散し

︵⑧ｌ⑧︶

△一︑六六三︑一二四円○

次期繰越増減差額

なお︑この日の総会会場には特に西村会

た︒

祖の胸像︵半身像・高さ六○センチ︶を正

︵◎ＩＣ︶

剰余金合計二○︑四二八︑八九三円⑧

面に飾り︑会祖が蕊去二日前病床に仰臥し
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弘道会総会の所感寺崎隆治
西村会長の挨拶にあった﹁まこと﹂の緒神発揚と︑機関誌﹁弘道﹂

を若い方灸に読まれ易いように工夫することは︑全く同感でありま
す︒

現下の国内情勢をみますと︑汚職が横行︑政治は腐敗し︑青少年
このときに当たり︑私達は弘道会創立の原点である﹁まこと﹂の

の非行や︑銀行強盗︑殺人が頻発︑道義は全く地に堕ちております︒

なお

ぞや︒旅子は﹁心に願りゑて縮くんぱ千万人と雌も符︑往かん﹂︵浩

体得と︑その実践が最も大切であると思います︒﹁まこと﹂とは何

ご勅諭を貫くものは一つの﹁まこと﹂であると申され︑心﹁まこと﹂

然の気︶といわれました︒明治天皇が明治十五年一月軍人に賜った

いと諭されました︒﹁まこと﹂は︑若い方々に理解されにくいこと

ならざれぱどんなよいことばも︑行いもみなうわくの飾りにすぎな

あると思います︒

ばと思われますのでもっとわかり易く実例をあげて解説する必要が

次に機関誌﹁弘道﹂はその内容が高迦にすぎて明治大正時代に生
れた人にはわかりますが若い世代の方には仲を理解しにくいと思い
ます︒これをわかり易く表現することが大切であると思います︒
国際出版界の第一人者であり︑﹁素晴らしき国日本﹂﹁日本国憲法
について﹂﹁承んなの教育勅語﹂︵何れも洋販出版株式会社から刊行︶

の著者渡辺正広氏は若いものに親しみ易く理解され易い語体をも
って書いておられ︑各本とも数版を重ね若い人達にも大へん好評を
博しております︒参考にされたらよいと思います︒

今後弘道会としては︑若い屑の会員をとり入れることと︑機関誌

次ぎに最近アフガニスタン︑イーブン問題及び北方領土に対するソ

﹁弘道﹂を読象易いものにすることが急務であると感じます︒

連兵力の進駐などに関連し︑わが国民の間に防衛問題が論議される

世界戦史研究の権威者である新見政一氏︵元海軍中将︶の研究に

ようになりました︒

よると︑第一次・第二次世界大戦後︑ドイツは︑傍若無人の行動を

とっておりましたが︑その初期において英・仏・米などが抗議行動

をとらなかったため︑ドイツをのさぱらせ遂に世界大戦になってし

リカ・中東などにおいて侵略的行動をとっております︒自由陣営は

まったといわれております︒現在ソ連は国力の勃興期にあり︑アフ

オリンピック不参加などもその一つと思います︒尤もソ連の国力

もっと積極的に抗議行動をとった方がよいと思います︒

アメリカに接近しつつあります︒私の見解では︑古来︑海軍力の強

は軍事力︵核兵器・陸軍力︶においてアメリカを凌駕し︑海軍力は

ダルを多く獲得する国の国力は大きいようであります︒今後おそる

大な国は世界を支配したようであります︒またオリンピックで金メ

日本は軍事力は貧弱であり︑軍事大国になどなる必要はありませ

べき国はソ連であると思います︒

の粋を結集した向衛隊を保持することが急務であると思います︒

んが︑月分の国は自分で守るという愛国心の高揚と少数精鋭科学力

なお前会長﹁野口明文集﹂中特に印象深く︑感銘をもって読んだ

私利私欲のない﹁まこと﹂に徹した偉大な人であったと思います︒

記事は鈴木賞太郎︵元海軍大将︑侍従長︶の思い出でありました︒

︵特別会員︶
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総会に初参加して服部忠三
第七八回通常総会が去る五月二五日︵日︶日本弘道会地階会議室

会議は︑二時三○分予定時刻きっかり開会︵さすが日本弘道会

で開催され初めて参加させて頂きました︒

した︒

と感心︶され一二時四○分迄の一時間一○分に亘り熱心に開かれま

菩提寺は︑文京区千駄木五

て頂きましたｃ

三八

三養源寺というお寺で会祖の

墓碑は大変立派なものでした︒ただ残念なことにこの石碑をどなた

が建立したのか︑そして石材店の名も詳かでないそうです︒ご存じ

それから今ひとつ総会の会場で缶ビールをのんでいた人がおられ

の方がおられましたら︑日本弘道会の事務局迄ご一報の程を︒

私は初めて出席したものでどなたにも面識がなかったのですが︑

ました︒大変残念なことです︒

﹁いけない﹂と思い乍らも相槌を打っておりましたところ︑勇気あ

会議が懇談に移ってから隣りの方より話しかけられて︑心の中では

る一先輩が注意して下さいました︒見ると︑それが缶ビールの人で

渡辺事務局長さんの司会で︑前の野口会長の絵画や西村会祖の胸

した︒﹁有難うございました﹂と思いつつ熱心にお話しをして下さ

像について詳細なご説明を頂いた後寿昌式が行われ︑日本弘道会の
れました︒

発展に寄与された九名の方々に西村会長さんより寿昌一記念杯が贈ら

その後は︑どなたの話も熱心に聞かせて頂きました︒

ところがどうでしょう︑せっかく私に注意して下さった立派な勇

っていた方に﹁申し訳ない﹂と云う気持で一杯でした︒

気あるその先輩が︑今度は他の方のお話し中に隣りの方と．ヘチャク

受賞者を代表してご挨拶なされた山形県心友会の伊藤さんは八○
かも弘道会の精神にのっとり大変意欲的に会員募集や弘道会思想の

歳になられるそうですが︑大変若々しく︑しっかりとした態度でし
普及徹底にご尽力なされておられるご様子を聞きまして私は感銘い

チャとおしゃべりを始めたのにはいささかあきれました︒

私はよほど勇気をもって注意をしようと思いましたが︑初めて参

たしました︒

加した私が︑しかも一度注意を受けた身が云っては角が立つと思っ

続いて会長式辞︒これが︑またご立派で野口前会長の後を受けて
新会長に就任なされました西村幸二郎会長の日本弘道会運営に対す

されど行うは難し﹂とは名言なり︒︵佐倉支会幹事︶

ものと思いましてこれで．ヘンをおきます︒けだし﹁言うはやすし︑

もっともっと書きたいのですが意のあるところ︑おわかり頂ける

てじっと我慢をいたしました︒

どうか新会長︑第一回目の総会でのべられました抱負をもって会

る熱意には敬服の一言につきます︒

の発展にご努力賜わりますよう︑心からお願いするものであります︒
議事は全て満場一致で承認されまして︑昼食をいただき︑その席

で数名の方々より意見がのべられました︒そのあと︑玄関前で記念
事務局から⁝⁝総会などの公けの会合には︑アルコール類の持ち
撮 影 を し て か ら ︑ 希 望 者 で 会 祖 西 村 茂 樹 先 生 の お 墓 参 り に 参 加 さ せ 一 一 込桑を堅くお断わりします︒
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古川哲史選

のり

承かど

天平の大き帝のしのぱるる大仏殿の前の広庭
おとど

いけがき

古えの宇治の大臣のぬかづきし阿弥陀如来はおおらかに
しじま

坐す︵平等院︶生垣をめぐれば見えつ応仁のいぐさを避

けし静寂の世界︵銀閣寺︶

ほのぐらきみ堂の中は千体の観音菩薩の金色に満つ︵三
十三間堂︶

千葉県市原市加藤己之

あこ

登りきし山路に榛芽吹きゐて鴬の声谷より間こゆ
や

新春を迎ふる支度にわが部屋の畳替へする吾子いとほし

郊外にささやかなる墓地もとめ得て病ひがちなる老いも

新春に華やぐ孫に連れられて宮詣でする老いは楽しも
安らぐ

千葉県山田町石橋佐寿
ずも若芽吹き出づ

留守の間に枝刈り尽くされしマルバチシャのおもひかけ

寺二首︶

この高き佐貫観音より見おろせば房総豆相の眺め雄大

︵安房国莫越山神社︶

由緒ある工匠の神おがまんと新緑したたる山路のぼりい

僧

んか︵奈良公園︶

二月堂はいま水取りのときにして群れいる鹿も春待つら

白鳳のほとけの法を受けつぎて薬師如来の慈悲説かす

かな︵薬師寺二首︶

白鳳のゑほとけいますここの寺そびゆる塔もたのもしき

春雨のまだ肌寒く白砂を踏糸ゆく道に夢殿の見ゆ

二首︶

千年の莞をぬらす雨に立ち塔建立の古えを聞く︵法隆寺

︵宝塚劇場にて︶

日本いま栄ゆるときか絢欄の舞台に満ちて乙女ら踊る

宮崎市壷井秀生

＝

東大寺南大門は罪ぴとを通さざるごと両仁王立つ︵東大
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弘道歌壇

コーヒー

予報は雨信玄公の遺烈かや日射しあまねし富士登山道

ブリスベーン市西宮照子
空港の爽竹桃もさびしげに君を見送るブリスベーンの夏

ス︾０

印は選者の手を入れた部分であることはいつもの通りであ

って山脇ではないと思うので﹁山路の様﹂となおした︒Ｉ

鴬の声谷にひびかふ﹂であったが︑芽吹いているのは裸であ

加藤氏の第一首目の原作は﹁登りきし榛の山路芽吹きゐて

ままがよかったかも知れない︒

あった︒﹁塔の﹂を﹁塔も﹂となおしたが︑あるいは原作の

のゑほとけいます寺に来てそびゆる塔のたのもしきかな﹂で

率して修学旅行をした際の作品で︑第四首目の原作は﹁白鳳

立高校の校長職にあった︒今回の詠草も現任の高校生徒を引

新人のうち壷井氏は宮崎市在住の教育家で︑数年前まで公

が︑本号には新人数氏が登場して選者をよるこばした９

い︒それに︑出︽詠者が毎号固定するのもどうかと思っていた

ないが︑出詠者が少ないので︑現実はなかなかそうならな

寸評本誌は隔月刊であるから︑毎号短歌欄があっても不思議は

鹿児島県高山町宮里兼子

めでたまふ爽竹桃の花もまた悲しむらんか君が帰国を

五秒

六十階をいつきにのぼる身じろきをするひまもなし三十
かれんなるタンポポの群れふと見たり小田急線の土手の
草むら

幼らの夏の休みを夢桑つつとうもろこしを植う雲低き日
に

千葉県山田町宇津木一直
峡の田に春日穏しも代掻きのエンジンの音鳴りつづくな

敬遠も軽く流しぬ年かさのわれにはわれの生き方がある

か

選者詠
三日目にやうやく見えし白き富士なかばは雲になほかく
れたり

雲多き天にはあれど日の射して風もなどゑぬ湖畔の宿は
常連の今年は見えぬ寂しさやコーヒー・ショップに消す
小半時

帰る日の乏しき時間を割きて来ぬヒナに稀なるイワャの
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評原句は﹁今はの御著﹂とあったが﹁おんまへに﹂はご霊

︑行く春や遺著となりしをおんまへに

東京都文京区桑原小汀子

○むらさきの雫に濡れて藤く堂る

○新茶の香一人の刻は亡母と汲む

○ふり返る門に母の瞳別れ霜

○飲み足りて児の瞳輝く柿若葉

評誇張が却って作者の主観をきわ立たせている︒秀句︒

＠神木の年輪暑さを近づけず

千葉県山田町鈴木きよ女

篠塚しげる選

を﹂としていた堂く︒上梓を見ない前に亡くなった友を悼

前にと解するのが適当であるから︑中七を﹁遺著となりし
む心持がよく伝ってくる︒

○新緑の山をぬきんで送電塔
○山里や春日遅々と雲遊ぶ

あるじ

す

○おとなへぱ春野の如き大人なりし

うし

○主亡き蒐書に紙魚の棲糸残り

千葉県山田町田村隆郡

︑大安の一語に遇かれ菊根分
るし︒

評上五︑中七の叙し方巧承︒特に﹁懸かれ﹂という措辞よ

○摘草や晩婚の髪たらしつ上

○東風強く上棟の旗色交差

同石橋香峰

摘草やのびたる髭も気にかけず

なごし

︑春雨や足すくらせて莫越山
やづこ

評莫越山という固有名詞からくるひ堂きがよい︒

同田村春風

○葉桜の八鶴湖に浮ぶ堂小し

○恥や三本杉の奥深く

︑立てば帆の見ゆる二階や朝の虹

けな

評心の隅盈まではれ人︑とする美しい佳句︒

○子供の日父無きあとの母健げ

○盆栽の潅水終えて夕涼し
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弘道俳壇

︿云生ロ

●特別会員推薦
電池相談役︶

岡田辰三氏理博︑京大名誉教授︵日本

寛素彦氏町村議会議員共済会監事
︵元・宮内大臣官房庶務課長︑
克彦氏の長男︶

里見惇氏作家︵文化勲章受章者・日
本芸術院会員︶

杉浦昌也氏医博・東京都養育院附属病
院副院長

東園基文氏宮内庁掌典長︵仙台・伊達
正宗の後蒲︶

●﹁いしずえ預金﹂ご寄付者芳名

金参拾万円也西村幸二郎殿︵四葉会名誉

会長︶︵東京都︶

金拾万円也住友不動産㈱殿︵東京都︶
金五万円也財団法人覚誉会︵京都市︶

勘五万円也古岩井佳勝殿︵東京都︶

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶
金壱万円也吉永善亮殿︵富山県上市町︶
金壱万円也中久保耕太郎殿︵京都市︶
金壱万円也田口良三殿︵埼玉県狭山市︶

金参千円也神戸光子殿︵神奈川県茅ヶ

金五千円也匿名氏殿︵東京都︶
崎市︶

いしずえ預金累計額金百四拾万参千参百
円也
③１四葉会⁝⁝未婚男女の修養会で︑西村会

長夫人がこの会の会長︒今回︑西村会長の重
任祝として四葉会から贈呈をうけられたもの
を﹁いしずえ預金﹂にご寄付︒
⑮２覚誉会・・・⁝京都第一流の縮緬問屋・京お
召しの卸業・先代八代仁兵衛氏が私財五億円
と土地・建物を投じ①酔風善俗の社会のため
②科学技術振興のため︑これを支援する目的
で組織された財団法人︒当主美門氏が当会の
趣旨に賛同されてご寄付︒︵当会特別会員・
岡田辰三博士は︑この会の常務理事︶
︵墾昭雨五五年四亜岸和敬称略︶

◎会費領収報告

ただきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせてい
２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終月です︒
︹東京都︺

○岡野靖︵弱／３︶○上田稔︵弱／３︶
○高橋新平︵弱／３︶○大塚惟謙︵砧／３︶
○大木善郎︵弱／３︶○川村洋代︵弱／３︶
○竹内寿佐︵弱／３︶○田中実︵卵／３︶
○相良亨︵弱／３︶○夜久正雄︵卵／３︶
○綾小路有恒︵髄／３︶○光谷英彦︵弱／３︶
○尾賀虎之助︵弱／３︶○木野雅司︵弱／３︶
○木村ひとし︵弱／３︶○愛波剛介︵記／３︶
○高安規玖次︵弱／３︶○戸田政秀︵記／５︶

古谷喜代次︵弱／３︶山田孝雄︵弱／３︶
住友不動産㈱︵弱／４︶︵以上一○○○円︶

漁清寿︵師／３︶○塩沢光利︵弱／３︶
秋山正三︵弱／ｍ︶鈴木文夫︵記／３︶

松下貞子︵髄／３︶大貫粛︵弱／３︶

鈴木恭二︵弱／３︶小野田聖也︵弱／︑︶
岡田良太郎︵弱／皿︶小川基次︵弱／５︶

︹千葉県︺

︑︵以上二○○○円︶

○角田研一︵弱／３︶○木内健次郎︵弱／３︶

○斎藤英一︵弱／３︶大野政治︵弱／３︶

○加瀬松五郎︵弱／３︶○椎名恒蔵︵卵／３︶
加藤実之吉︵弱／３︶桜井うら︵弱／３︶
○園原悦子︵弱／３︶○小出行雄︵弱／５︶
池田竹夫︵弱／３︶︵以上一○○○円︶

筒井七三男︵弱／３︶︵三○○○円︶

︹神奈川県︺

︵以上二○○○円︶

阿部静代︵弱／３︶田中寿︵弱／︑︶

︵以上一○○○円︶

藤田三郎︵弱／４︶武田恒三︵閃／３︶
○松崎久︵弱／３︶○宍戸金二郎︵弱／３︶

田中丁一︵弱／３︶︵三○○○円︶

︹埼玉県︺

︹茨城県︺

︵以上二○○○円︶

柳瀬有禅︵弱／３︶○神沢有三︵訂／３︶

○中里良男︵弱／４︶○梶村昇︵記／３︶
大賀寛二︵弱／３︶高瀬忠寿︵弱／９︶
方山正夫︵弱／３︶浮田孝家︵弱／３︶
向井昌治︵弱／３︶有政孝英︵弱／蛇︶

︹栃木県︺

鈴木信雄︵記／３︶︵二○○○円︶

︵以上一○○○円︶

鉄重弘道︵弱／３︶大木好親︵弱／３︶

日野誠︵弱／９︶村重嘉勝︵弱／３︶
内田正二︵弱／３︶高田賢︵弱／３︶
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田中勝子︵弱／３︶︵一○○○円︶
水沢利忠︵釦／４︶︵五○○○円︶

︹群馬県︺
︹山梨県︺

︵以上一○○○円︶

山本千代子︵記／４︶堀内熊男︵記／３︶
︹静岡県︺

○白石行雄︵髄／３︶︵一○○○円︶
︹愛知県︺
︹秋田県︺

○竹内佐一︵弱／３︶︵一○○○円︶

渡部文雄︵弱／３︶平沢四子男︵弱／３︶
山田角助︵弱／３︶工藤ミヨ︵弱／４︶
︵以上一○○○円︶
︹宮城県︺

五十嵐茂太郎︵弱／血︶︵一五○○円︶
米沢茂美︵弱／３︶︵一○○○円︶

︹福島県︺
︹富山県︺

○須垣久作︵開／５︶○中条みす堂︵髄／３︶
高田秀男︵髄／３︶︵以上一○○○円︶
︹京都府︺

中久保緋太郎︵弱／３︶︵二○○○円︶
○上田善一郎︵弱／３︶○中尾忠雄︵記／３︶

︵以上一○○○円︶

○由本洋太郎︵弱／３︶重城良一︵弱／３︶
角田米一郎︵髄／４︶深田敏彦︵弱／３︶
︹大阪府︺

︵以上一○○○円︶

○中尾忠雄︵弱／３︶山内義雄︵鮎／４︶
︹兵庫県︺

︵以上一○○○円︶

○川上隆︵髄／３︶○森元保雄︵弱／３︶
田中修平︵弱／３︶甲斐清一︵弱／唾︶

︹島根県︺

○岡田穂積︵卵／３︶○渡辺晴夫︵卵／３︶
○鮪島秋則︵髄／３︶○渡辺憲一︵弱／３︶
○小草匠︵弱／３︶︵以上一○○○円︶
富高憲晃︵弱／３︶︵二○○○円︶

︹宮崎県︺

︹鹿児島県︺

○古川三男︵髄／３︶○窪田勝二︵髄／３︶
○下飛田勇︵弱／３︶︵以上一○○○円︶

会員だより

静岡県清水市白石行雄
﹁エネルギー問題特集﹂﹁信頼の回復特集﹂

あると思います︒

など何れも小冊子の中に諸問題の倫理︑研
究文︑エッセイ︑紀行文︑哲学など卓見・
指針が凝縮されていて一読︑再読の価値が

千葉県八日市場市桜井うら

神奈川県相模原市松崎久

昭和十五年︑亡夫桜井常次︵香取郡豊里
小学校長︶死去後引続き私が﹁弘道﹂を購
読させて頂き︑毎号感銘に打たれて居りま
す︒知人に﹁弘道﹂をお上げしてお薦めす
るのですが近頃は教職員上りの方にも仲を
理解されません︒舷に﹁いしずえ預金﹂と
して壱万円送金いたします︒ご受納下さい︒
エネルギー特集︑面白く拝読しました︒
省エネは現下の最大の課題ですが︑原子力
と地熱以外に未だみるべきものがないのは
残念です︒時宜を得たテーマの採り上げか

千葉県勝浦市吉野英夫

たに敬意を表します︒

寒さ暑さにいといなく御努力にかんしや
しております︒立ぱな記事ばかりで大変た
めになります︒郵便の来るのを楽し蕊に鶴

東京都世谷川区岩崎品

首しております︒

今回の弘道会総会に展示されました前・
野川会握の絵画八浅草寺Ｖは立派な作品で︑
正に先生が画家として盛名を馳せられる名
手なりしことを如実に具現したものとして

編集後記

脱帽いたしました︒

昭和二十二年五月三日︑日本国憲法が発布さ
れて以後︑わが国は民主国家となった︒しかし
この三十三年間に︑日本の民主主義はどれ程成
長したであろうか︒本号はその再検討を試みる
特錐とした︒石井︑夜久の両先生に王稲をいた
だいた︒会員各位の民主主義への関心の尚まら

んことを︒︵Ｓ・Ｋ︶

定価金一七○円年︑一○○○円
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野口明文集
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鐸許一︑○︒︒円

第七代日本弘道会長・侍従職・最後の旧制第二高等学校
長・初代お茶の水女子大学長など多彩な経歴の野口明先
生が︑主として本会機関誌﹁弘道﹂に執筆された警世の
論説・人生観・芸術論を集めて一本としたもの︒

教育︑政治家の徳操など七○篇︶

一︑弘道人言︵君子万人の時代︑両陛下の御渡欧︑男子の

中生活の思い出︑美術教育随想など二○篇︶

二︑先哲思慕︵エマーソンの報償論︑中江藤樹を偲ぶ︑宮

三先生︑鈴木貫太郎さんの想出など一五篇︶

三︑先人追慕︵土井晩翠先生のご書信︑近くで見た金山平

この画集は︑文人画家として高く評価されていた野口明
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めしたい︒
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