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︵昭訪・５・訓︶

ては︑会長としての二度目の式辞を申述べることは誠に光

昨年の第氾回総会に次いで︑本日ここに︑私にとりまし

せられ︑郷里熊本で︑旧お殿様や知事よりも上席で困ると︑

長を取られたと︑心から残念がったそうでございます︒

ました︒先生の徳を慕っていた長崎高商の生徒達は︑名校

浜高等商業学校︵現在の横浜国大︶の初代校長に︑就任され

第七十九回日本弘道会総会式辞

栄の至りに存じます︒

一つ話になった由でございます︒戦後︑東京経済大学理事

会長西村幸二郎

さて︑本日は︑私が極めて最近︑実に不思議と思われる
えにしから
ほど深い縁の糸に絡んだ経験を致しましたので︑その教育

てご逝去になったのでございます︒

ぱなし

教育界の多年の功により︑昭和Ⅳ年︑勲一等瑞宝章に叙

界に於ける師弟関係の床しい物語りを︑ご披露させて頂い

長や︑同学長にご就任の後︑昭和銅年４月︑享年帥才を以

今から凡そ五十年ほど前︑熊本生れの一人の極めて優れ

て︑式辞に代えたいと存じます︒

先生は稀れに見る人格高潔︑人情極めて厚い︑温い心の

られたため︑卒業生の中には︑社会人としても︑優秀な一

持主で︑尽きることなき愛情を以て︑学生の薫育に努め

先生は︑明治弘年︑当時の︑東京高商︵現在の一つ橋大学︶

流人物を多く輩出し︑生徒達も︑先生の稀れにみる人徳に

いう先生がいらっしゃいました︒

た教育者であり︑また学校経営者でもあった︑田尻常雄と

をご卒業後︑郷里の長崎高商に教鞭を取られ︑更に英独留

感化せられ︑誰れ一人として慕わない者とてないと︑称め

ほ

学の︑のち︑同校を長にご就任なさいました︒先生はもと

実は私の宅では︑以前から月一回必らず︑健康法の研究

こり︑目下折角進捗中とのことでございます︒

た呉

外交官志望だったほどあって︑同校は外国語熱心で︑国際

で︑卒業生達によって︑その胸像を建立せんとの計画が起

賛えられたお方でございました︒この度︑先生の徳を偲ん

ます︒

色豊かな︑特色ある名門枝として有名だったそうでござい
後︑文部省よりその才能を認められ︑大正辺年転じて横
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ふとした偶然の茶話がキッかけとなって︑それまではお互

会を開いておりますが︑先き頃︑その会員中の一老婦人と︑

れからご紹介する︑世にも美しい︑床しい物語りのことで

たのは︑この時の恩師を偲ぶ美しい集いと︑も一つは︑こ

実を申せば︑私が今日ここで︑皆様に特に申上げたかつ

ったのでございました︒しかも段々とお話を取り交わして

校長の︑た堂お一人遣された愛嬢の勝子さまでいらっしや

の一つでございますから︑そのおつもりでお聞き取り下さ

が一人だけ加わっておられたので︑以下はその方の懐旧談

したが︑ほかに学校創業時代の先輩である第一回の卒業生

で︑何れも第一線でご活躍の知名の方々ばかりでございま

この日お集りの方々は昭和六年横浜高商第五回の卒業生

つど

に全く知らなかったのが︑私達両人は不思議にも深い縁の

えにし

糸で結びつけられていたことが判ったのでございました︒

ございます︒

いるうちに︑私が中学時代︑西村家の名跡を継いだ以前の

と申しますのは︑実はそのご婦人は︑只今申上げた故田尻

ことにまで︑話がはづんだ結果︑思いもかけず︑田尻校長
一緒にポート部の選手として活躍︑しかも選手連の中でも

に面接して︑その希望を聞き︑又先生のご意見なども加え

業生の就職に関しては︑予め校長自ら︑一人ひとりの生徒

﹁枇浜高商では︑田尻校長のお人柄から云って︑毎年卒

いＯ

二人は︑無二の親友で︑家族ぐるみ︑親戚以上の交際をし

て︑実に数時間に亘って︑念入りに熱心にお話合いなさる

と︑私の長兄とは︑一つ橋高商時代のクラスメートであり︑

ていたほどの間柄であったことが判明して︑私達両人はそ

例になっていたそうです︑大体希望の就職先が定まると︑

校長よりの町寧な紹介状や︑推薦状の差し出しは申す迄も

の奇縁にピッくり仰天︑世の中は狭いものだと︑驚いた次
ところがそのうえ︑更に︑ごく最近になってから︑横浜

第でございます︒

高商同窓会の機関雑誌がふとしたことで媒介となって︑わ

して︑非常にご熱心に︑極力ご依頼︑ご斡旋なさるので実

ありませんが︑田尻校長は自らその希望先を歴訪なさいま

人も居られることが図らずも判ったのでございます︒私は︑

まな

が日本弘道会の関係者のうちに︑田尻校長の愛弟子が︑二

率も頗る高かったそうでございます︒﹂

先程申し上げた第一回卒業の方は︑昭和二年同校卒業と

業界にも人望極めて厚い有名な先生のこととて︑その成功

紹介しようと思いつき︑双方のご意向を伺いながら︑更に

同時に︑某一流銀行に入社されたのでありました︒ところ

二度ビックリ︑早速︑田尻校長ご遺族に︑このご両人をご
数名の同窓の方をも加えて︑つい即日ほど前︑拙宅で︑さ

が入社直後田尻校長は︑同氏が行内で割り当てられた受持

あつま

さやかな︑お集りを催したのでございました︒

（3）

のあまり︑心も和やかに︑晴々と澄み渡ったような気分に

に接する思いがいたし︑ほのぼのと心温まると共に︑喜び
など

地域のさる有力な事業家を︑予め親しくご訪問になって︑わ

そのほかの方々からも︑ありし日の名校長を偲んでの思

浸ったのでございました︒

自身をしてその預金を獲得せしめられたのでございました︒

い出の数々に︑時の移るのも打ち忘れて︑これこそ真に

されたのでございます︒そして後日︑本人を訪問させ︑彼

ざノ︑その教え子のために︑莫大な事業関係の預金を確約

これによって同氏は︑新入社員として入行早々︑期せず

ながら︑薄暮の迫る頃︑またの機会を約して挟を分ったの

﹁聖宴﹂なりと叫び︑盃を重ね︑いつまでも名残を惜しみ

かに考えたのであります︒

私は皆さんをお送りしたあと︑部屋に一戻ってた壁一人静

でございました︒

せいえん

して大功績を挙げることが出来︑将来の出世の礎を築かれ
切に︑心から感泣されたのでありました︒

た結果となり田尻校長のこの並々ならぬお心づかいとご親
同氏は永年の間︑胸の奥底深く抱いておられたこの時の
限りない感謝感激の念を︑この席で︑先生のただ一人の遺

暴力沙汰は︑一層増加しつつあるやに新聞も伝えまた︑卒

つらつら︑最近の世相を省承るに︑恩師に対する学生の

とが出来て︑気も晴だと︑どんなにお喜びになったことか︒

業に当って在校時代の恩師えの復讐的暴行の如きも︑近頃

児であられる勝子夫人に︑万腔の心をこめて捧げられるこ
また︑ご遺族の勝子夫人も︑亡き父君の隠されたご遺徳

は︑世人の神経も麻輝したのか︑日常茶飯事のように︑余

さ

の片鱗を︑今は功成り名遂げた白髪の愛弟子から親しく物

の頃︑わが教育界に果して田尻校長のような名校長が幾た

り珍らしからず﹁またか？﹂と顔をしかめるだけの今日こ

↓まな

なにかお嬉しかったことかと︑ご両人とも互に︑その奇遇

語りを聞かれて︑亡き父上の悌を偲ぶことが出来て︑どん

りありやと自問自答するに︑悲しいかな︑肯定しかねるの

え庭し

を如何ともし難かったのでございました︒

暫くして︑私は更に一歩進んで考え直してみました︒昨

の不思議さと︑縁の深さに︑手を握りあってお喜びになっ

今といえども︑若い世代の人々の間にも︑これに類した師

たのでございました︒

同席された後輩の方だも︑この美わしい物語りにすっか
は

り引きこまれて︑亡き恩師を偲ぶ誠心と︑謝恩の心が部室

弟関係の美談が随所に数多く行われているに拘らず︑別に

はあるまいかと︒凡そものごとは動あれば反動あり︑これ

取り立てて︑報道もされず世人の目にも触れずにいるので

一つぱいに充ち溢れ若かりし学生時代に思いを走せて︑感

ていた私や家内まで︑目の前に︑亡き田尻校長先生その人

無量の態︒傍にあって︑静かにこの麗わしい光景に見入っ
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ているのではないかと思われます︒大多数の国民の心の奥

自然の法則であります︒時勢は今や静かに少しづつ旋回し

に移すよう広く世に宣布すべき絶好の機会ではないでしょ

平素より主張するこうした道義の重要事項を︑速かに実践

想の流れを汲んで堅い結束を誓った弘道会員は勺奮起一番や

おい

底には︑老と若きとを問わず︑恩師を敬い︑謝恩の心を忘
うか︒

仰げば尊しわが師の恩

と世

夢中になって唱った︑あの歌のメロディーを．⁝．．

い出しました︒卒業式のあの楽しい日︑目を潤ませながら︑

うる

︲私はふと︑小学生時代の幼い日のことを︑なつかしく思

れない人間本来とも言うべき誠の心は未だ衰えず︑厳とし
わが弘道会が明治九年の創立以来百五年の永い年月の間

て潜んでいるのではないでしょうか︒

に浮沈を繰り返しながらも︑今に至るもなお連綿と持続さ

変転窮まりない社会の激流に樟さして荒浪を乗り越え︑時

ともしび

れているこの厳然たる事実こそは︑国民の心の底に道義心

か︒

の灯の未だ消え去っていない︑よい証拠ではないでしょう
みぎり

先般ローマ法王ヨハン・パウロ二世が来日の卿︑天皇陛

と

とし

教えの庭にもはやいく年

思えばいと疾しこの歳月

下に謁見された際︑一番最初の言葉が﹁私は日本が昔から
常に道義の国であることを︑大変尊敬しておるのでござい

互に睦桑し日頃の恩

今こそ別れめいざさらば

別る上後にもやょ忘るなょ

ます﹂とテレビで直接聞いて︑双手を挙げて喜んだのは︑

国民の道義心を重んずる態度と︑宗教心とは︑兵力に劣

私一人だけではなかっただろうと存じます︒

らず︑否それ以上に︑永遠に国を護る礎石であると︑私は
もと

一国の文教の盛衰如何が︑国家興廃の源であることは︑

信ずるのでございます︒

います︒わが世相の大勢が︑徐之に良き方向に回転しつ上

古今東西の何れの国を問わず︑歴史の証するところでござ
ありと︑世人も感じ始めた今日こそ︑われら西村会祖の思
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家運は書棚

然し淋しいことがないわけではない︒それは書棚に︑せめて百科
辞典の一種︑内外の古典のいくらか︑新刊書の少し位欲しいことだ︒
それに文学︑美術︑スポーツ等の趣味的なものが加われば先づ及第
である︒時点こういう家庭に行くと︑亭主も妻君も子供迄立派に見
える︒それは多分私の友人や後輩で︑書物を愛し読書の習慣を身に
つけた人々が︑多くは大成した事実を知っているからであろう︒
﹁家運は書棚から﹂というのが︑私の貧しい経験から生まれた生活

しノくない︒

今日マスコミの発達で︑書物を通さなくとも︑豊富な知識を吸収
できるし︑大に吸収すべきである︒然し古今東西の名著良書を静か
に読む時の感激と利益とは︑到底マスコミの及ぶところではない︒
将来と雛も読書の意義は少しも減じないであろう︒
私は嘗て教師をしたので︑多くの生徒を持って居り︑それらの家
庭に招かれることも時々ある︒すでに大学を出て十年以上の年輩故︑
それぞれ立派な家庭を持っている︒先づ感心することは家庭器具の
整備で︑冷蔵庫︑洗濯機は無論のこと︑ステレオ︑自家用車まで珍

格であり誇りである︒

読書週間と行事にちなんで寸感を述べる︒
若し端的に近代人の資格を挙げよと云はれるならば︑私は読書︑
スポーツ︑芸術の三者を数える︒若しそれを一つに絞れと求められ
るならば私は跨路なく読書を挙げる︒読書こそ教養ある近代人の資

本会第七代会長野口明

ら

ｄｆ４可

観の一つである︒ｌ昭和虹巾Ｉ︵﹃野口明文集﹄より︶
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私のすすめる一冊の名著

を説き︑下編は﹁上徳は徳とせず﹂に始ま

きは常の道にあらず﹂に始まり︑無為の道

るのであるが︑老子の言言まことに味わい

どうも西洋くさい感がしてならないからで

である︒理由は幅の広過ぎる言葉だけに︑

う言葉は︑私にはあまり好きになれないの

にしている︒結婚につきものの﹁愛﹂とい

結婚生活の門出にはなむけとして送ること

ときまって﹁慈﹂いつくし承という文字を︑

私は近頃結婚式で︑何か祝言を頼まれる

その時﹁慈﹂いつくし象の心さえお互に持

の起らぬという保証はないのであるから︑

ぴったりと来る︒長い夫婦生活には︑風波

を夫婦生活に当てはめて見ても︑まことに

世の銘言として書いたものであるが︑これ

しかし﹃老子﹄は国の為政者に対する警

ことに意味深長のものがあったと思われる︒

して居られる陛下に奉った父の心境は︑ま

である︒世界平和と国民の安泰を終生念願

の心以外にはないものと常に考えているも

西洋文明の行過ぎを癒やすには︑この東洋

ぜしめるものがある︒私は科学万能主義の

を専ら目指す西洋文明との対立を︑深く感

あるまいか︒そこには自然を征服すること

自然の中にこそ大宇宙の生命があるのでは

雲淡々水冷々﹂と詞っているが︑まさに大

もかえって醒めたり︑醒睡両是亦両否︑渓

たれどなお睡るが如し︑老子山中に睡れど

これを評した王陽明の詩に﹁人間白日醒め

鈴木一

ある︒我々は日本人であり︑東洋人である︒

っていれば︑風波は必ず征服出来るのであ

のである︒東洋の心の書﹁老子﹂を推す所

﹃老子﹄

する︒﹁いつくし承﹂慈愛︑慈悲︑慈善︑

東洋には誠にそのものずばりの言葉が存在

る︒慈の心を持っていさえすれば︑天は必

以である︒老子第三十三章に日く﹁死して

︵本会評議員元侍従次長︶

亡びざるものは寿し︵いのちながし︶﹂と︒

に東洋の精神ともいうべきものと思われる︒

慈恵の﹁慈﹂の文字こそ︑永遠に変らぬ夫

そ夫婦円満の秘訣というべきである︒

ず救ってくれるというのである︒﹁慈﹂こ
さて終戦内閣の父総理の机上に常に置い

ノ

、

深いものがある︒私には老子の哲学はまさ

ある︒

婦生活の原点でなければならぬと思うので

てあった老子一巻は︑上編﹁道の道とすべ

ために解釈のついた本を買った︒

学試験課目に漢文があるので︑その勉強の

入江徳郎

そこで思い出すのは﹃老子﹄第六十七章

﹃十八史略﹄をはじめて読んだのは︑旧

人間学の本﹃十八史略﹄

に﹁夫れ慈もって戦えば則ち勝ち︑もって
守れば則ち固し︑天将にこれを救わんとす︑

慈をもってこれを衛れぱなり﹂という一節
がある︒実はこれを一幅の書として私の父
がある︒時あたかも終戦の二年前ガダルカ

制の中学四年生の時である︒高等学校の入

貰太郎は︑七十七歳の折陛下に奉ったこと
ナル島は既に落ち︑敗戦の色濃くなった折

rワ、

ろいとは思っていなかったが︑﹃十八史略﹄

それまで中学で習う漢文はあまりおもし

つに人物が描きこまれて︑汲めど尽きぬ味

中心に書いたものだが︑その逸話の一つ一

て諺中国の太古から宋代までの歴史を逸話

の運命の変転は知られる通りである︒

書いた文だが︑それ以来十四年たち︑彼女

どうしてそんなにおもしろかったかとい

る︒さまざまな人間の理想︑欲望︑友情︑

うに思えた︒これは﹁人間学﹂の書でもあ

だが︑そのたびに前よりは深くわかったよ

及ぶという︒中学のころ以来︑何度か読ん

﹃十八史略﹄の注釈書は日本で数十冊に

き残しつつある﹂

ス・レーニン主義的十八史略″を必死で書

ていた

ので安心したが︑その文の末尾はこうなっ

さいわいひどい見通しの間違いもなかった

ではあるまいかとヒヤヒヤしながら読んだ︒

いまの目で読むと見当違いなおかしな文

は面白く︑むさぼるように読んだ︒受験の
がある︒

うと︑中国の歴史を粧る数多くの人物がこ

嫉妬︑正義︑邪悪︑愛憎や権謀術数︑権力

のころ列車で通学していたので︑車内で我

ためではなく︑読書の楽しみを感じた︒そ

の本に登場し︑躍動するからだ︒誠忠の臣

を忘れて読んでいたおぼえがある︒

あり︑勇猛の武人あり︑智謀の将あり︑一

である︒

富貴の争奪︑治乱興亡を描いて壮大な史書

四十五年︶毎日書いたが︑

る︒

︵本会特別会員ＴＳＢ

ニュース・キャスター︶

西村茂樹

至らぱ︑まず宜しとすべし︒

書︑届書及び自分の記憶を記録し得るに

ず︒作文は通常の書簡文︑官府への願

知育の中に於て︑特に大切なるは︑読
書︑習字︑算術の三科なり︒この三科中
読書は点のつきたる漢文︑西洋のほん訳
書︑政府の法律文をかなりに読みて読釈
するを得ば︑まずそれにて宜しとすべ
し︒読書に属して作文をなさざるべから

読圭旨について

の﹃十八史略﹄をまた読ゑたいと思ってい

てきてくれる︒小閑を桑つけて︑何度目か

心に残る本は︑じぶんの書く文にまで出

﹁ｌとまれ︑中国はいまや︑〃マルク

ば暗愚の王ありといったぐあいで︑人物は

わたしが朝日新聞にいたころ︑﹃天声人

方で使臣あり︑怯儒の人物あり︑明君あれ
じつに多彩である︒

それらの人物がそれぞれ力をつくして︑

︵昭和三十八年

語﹄の執筆を担当することになって七年間
つい先日︑朝日文庫で戦後の﹃天声人語﹄

勝ち︑敗け︑望象をとげ︑挫折し︑あるい
はそこから這いあがり︑逆に栄光の座につ

から抜粋したものを出版することになり︑

どんなことを書いたか自分でも忘れてい

たＯ

わたしの分が第５巻︑６巻として発刊され

いた人物が転落に見舞われる︒

歴史でもあり︑人間の織りなす一大ドラ
マでもあって︑中学生のわたしはうなるよ

るので︑なつかしく手にとって読むと︑第

うにして読んだものだ︒この本のおかげで
中国に興味を持ち︑つづいて﹃唐詩選﹄を

す勢いの江青女史である︒この人について

当時︑文化大革命のヒロイン︑飛ぶ鳥落

に﹁江青批判﹂の一文があった︒

６巻の昭和四十二年一月二十七日のところ

﹃十八史略﹄は﹁古今歴代十八史略﹂の

愛読するようになった︒

﹃史記﹄以下の十七の正史に中心資料にし

略称で元の曾先之が選述した書である︒
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てお答え致します︒私は西洋のことは深く

その書は洋の東西にわたっての御質問とし

たいへんむづかしい問題でありますが︑

ものを孔子の卒後に編集したものであると

の弟子達が各をその聞くところを手録せし

たる質疑応答の書で︑孔子の存命中︑当時

又はその門人同志の間に於て取りかわされ

藤原楚水一

存じませぬが︑私自身の経験では西洋の害

せらているが︑中には魯の哀公や季康子︑

﹃論語﹄

では中村敬字の西国立志編に最も深い感銘

してあり︑これらの諸人の死は孔子の卒後

子服景伯など︑皆その註︵おくりな︶を害

セルフヘル◇フ

るが︑曾子は孔子の門人中でも最年少者で︑

であり︑また曾子の臨終の語も記されてい
その卒年は孔子の卒後数十年であることな
ど考えると︑論語の中には︑孔門七十子の
またの門人などの聞き伝えたことを記した
ところもなくはあるまい︒その点について
は中国に於てもいろいろと説があるが︑我

かくの如く﹃論語﹄そのものの成立には

研究を要する点もなくはないが﹃論語﹄が

ごとく精金美玉で︑今日に於て孔子の人と

孔子の言行録であり︑その一句一言がこと

なりを想望し︑その教訓に接することので

とに人類千古の宝典といってよいであろう︒

きるのはこの書が存するが為であり︑まこ

唯その書の成立が前記の如くであり︑孔子

いから︑他の一般の著述と異なり一定の順

その人が自ら筆をとって筆録せしものでな

序も系統もなく︑またその内容の教訓も︑

老練なる名医が患者の症状に応じて処方を

書き投薬するが如く︑そのことを質問した

で︑その近きところ︑偏せしところに応じ

門人や時人の個性に応じて答えられたもの

て教訓せしもので︑同じ質問でも質問者に

よってその答は皆ちがっている︒従って之

ながらも︑その著の﹃論語古義﹂に於ては︑

﹃論語﹄を尊んで宇宙第一の書であるとし

り︑当時の教訓や処世法をそのまま今日に

社会の情勢も今日とははるかに異なってお

を以て世を去った人である︒従って国家や

孔子は今より二千数百余年前︑七十三歳

宝ｏＯ

を読むにはまたそれだけの注意が必要であ

﹃論語﹄二十篇は同時に編集せられたもの

国の古いころの学者である伊藤仁斎など︑

でなく︑初めに上論十篇が編集せられ︑幾

の人格の偉大さに於て世界の三聖中にあり
であり︑世に処し人生をわたるについての

ても最も卓越し︑その教が現世的︑常識的
修養上︑他の及び難いもののあることは何

あろうという所見を出している︒

年かの後に下論十篇が続集せられたもので

しかし人情や真理にはかわるところのない

適用することは勿論できないことであるが︑

語の一言はこの孔子を取りまいた門人や︑

﹃論語﹄の一書でありましょう︒孔子はそ

次は何と言っても東洋に於ては孔子の

ります︒

くこの書によって方向づけられたお蔭であ

の修養を説くことに努力しましたことは全

業之日本社に入社しべ実業道徳論や青年へ

論を強く注入せられました︒私が後年︑実

で︑少年時代自主独立の道徳論や義務責任

英国のスマイルズの自助論を訳述せしもの

を受けました︒この書は明治四年の刊行︒

,

人も異論のないところでありましょう︒論

（9）

』

ている︒人は職業の如何を問わず︑その教

その教には今日も尚最高不動の権威が存し

ることによって孔子の教は充分に活かされ︑

ものであるから︑その語を応用し︑活用す

さらに似寄りの項目について検討せられる

ととし︑尚それにても満足しがたい時は︑

ることによって所要の問題の解決を得るこ

論語は云ふまでもなくこれを読むのが目

ようにと願ったものである︒

を守るということが他人の為ではなく︑ま

氏にその著があった︒不肖私もまた今より

界人に渋沢栄一翁があり︑ついで矢野恒太

極めて多く枚挙に逼がないが︑近くには財

﹃論語﹄についての著述は古来その数が

針を求め︑いつもポケットに収め︑．また之

ってしたのは︑読者が日常これに処世の指

ある︒私が題するにポケットなる文字をも

にもこれから離れないということが必要で

て価値のあるものであるから︑日常の生活

的ではなく︑これを実践期行してこそ初め

十五年ほど前に︑実業之日本社から﹃ポケッ

のである︒

を実践して貰いたいという意に外ならない

た自らその身をまもる所以でもある︒

この書を註釈するに当って心がけたことは︑

︿１﹄

︑ノ

ての価値がない︵二一六︶

らない︵二三三︶

一身を清くして世の為にはからざるは尊敬するに足

︵ウ︶

家を建てまたは買うについての第一の心得︵四四︶

上役に最も必要な注意は何か︵四三︶

︵オ︶

怨桑には何を以て報ゆべきか︵六九・二四九︶

親孝行とはどんなことか︵二六五︶

大体︑以上の如く﹃論語﹄全部にわたり

て問題索引を附した︒この書は一万部ほど

印刷した筈であるが︑売れたか否か︑その

後のことは之を知らない︒私には別に論語

について尚一冊全文を小裳で書いたものが

せし大冊子で︑蒙書は清朝の書家の呉大徴

あり︑その書は﹃蒙文対照論語読本﹄と題

で︑同じく裳書の﹃老子道徳経﹄を附録と

せしもので︑毛公鼎その他の全文をも附録

田神保町一の四一・三省堂第二ビル内省心

とせしものである︒︵発行所︶千代田区神

伊藤正徳氏の﹃軍閥興亡史﹄︵昭犯・文春

堀賢次

書房︵本会特別会員︶

伊藤正徳著﹃軍閥興亡史﹄︵第一巻︶

﹃水師営﹄

一身の安逸のみを希い社会に寄与するなきは人とし

︵イ︶

相手が悪い人でも礼を以て接したがよい︵一八八︶

安心立命とはどんなことか︵四八︶

︵ア︶

問題索引飛確嘩迩﹃麺一︶

ト論語﹄なる小冊子を訳述出版した︒私が
論語の一章一章の意味を誰にでもわかり易
いように説明することを主とし︑むづかし
一切之を避くると同時に︑いつ誰にもすぐ

い字句の詮索や深遠と思われる如き議論は
役立つようにと﹁問題索引﹂を巻末に附し
実践に便したことである︒即ち読者はこの
がある毎に︑先輩に物を聞くような気持で

言をいつもポケットに入れ何か問題や疑問
先づこの﹁問題索引﹂を見︑それによって
自分の必要とするところの項目を検出し︑
その下に注せる︒ヘージ数によって之が解答

の所在を求め︑その項の解説を解読せらる
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一日本人の立場から︑バランスのとれた史

新社刊︶は全３巻です︒明治建軍の始めか

を破って書きおろしたのが﹁連合艦隊の鼓

問題通です︒この大記者が︑敗戦後の沈黙

社社長に就任した人物で︑世界屈指の軍事

１／１︶も︑日本海の海戦︵明・詔・５／

８／鋤︶も︑そして二百三高地︵明・鍋．

師・８／錨︶も太子河の渡河戦︵明・諏・

の怨府となったが︑軍閥とは一体どんなも

います︒﹁太平洋戦争敗れて︑軍閥は国民

は︑この戦争の当時中学生でありますが︑

露戦争の叙述です︒明治翠年生まれの筆者

中で筆者が流身の熱情を傾けているのが日

ったのが︑この﹃軍閥興亡史﹄です︒この

に﹁陸﹂の側から帥年間の日本の戦史を語

宜しきを得て有終の美をなしたと結論する

であったが︑国民は国を挙げて戦い︑和戦

世界の賭けは︑日本に三分︑ロシアに七分

に決断した義戦であると云うのです︒当時

日本民族が︑延々七か月の外交交渉ののち

しかし筆者の主張は違うのです︒それは

栄光とは裏腹な存在に落ちました︒

︶も︑戦争と名がつく以上すべて民族の

はいわば海軍への鎮魂歌として︑﹁海﹂の

後﹂と﹁大海軍を想う﹂ですが︑この二著

ら︑太平洋戦争の敗戦まで約帥年の戦史を︑

観で叙述しています︒

その第一巻︑明治篇は特に優れているの

のか︒俗称は容易だが︑正解は一寸難しい︒

のです︒

側から国民に訴えたものでした︒そして次

陸軍全体を指すのか︑政治干与の幹部を云

青春前期のこの時期︑もっとも︑多感に︑

月間の平和交渉︵前記︶によって満州・朝

まず〃軍閥″について著者はこう云って

で推薦したいと思うのです︒

うのか︒下刺上の青年将校派閥を指すの

たことでありましょう︒それだけに〃戦

もっとも敏感に︑民族興亡の戦争を呼吸し

そして対ロシアの開戦については︑七か

か︒﹂と述べ︑軍閥とは﹁国家の国防組織の

史″とは云いながら︑人も世相も︑経済も

民を投入することを極力避けたことを述べ︑

り方﹂さえ誤らなければ﹁軍閥よく国を興

下では不可避的な産物﹂であり︑その﹁在

鮮からの撤兵を迫り︑成算のない戦争に国
対立する若い日本の姿が︑生き生きと活写

外交もいわば世界の大陸軍国ロシアに桔抗

日本が占領下にあった昭和翠年ｌ︑こ

年２月︑日本が朝鮮から後退しようとした

後退することも出来た筈だ︒だが︑明治説

から撤兵することも出来たし︑南仏印から

﹁太平洋戦争の直前︑日本は支那︵中国︶

次のような感懐を叙しています︒

し﹂︑またそれを誤るならば﹁軍閥よく国

されているのです︒

を亡ぼす﹂と走義しています︒そして誤っ
たものが太平洋戦争の結果であり︑誤らず
によく国を興したものが明治の軍閥である

れからは﹁石が浮かんで木の葉が沈むよ﹂

ら︑小学校の生徒と雛もそれを許さなかっ

︵２︶

この海軍記者は明治翠年︵一八八九年︶

と云ったのは菊池寛でありましたが︑日露

たであろう﹂

と主張しています︒

茨城県に生まれ︑大正２年慶大理財科卒後︑

た︒戦前の﹁聖戦﹂は侵略以上の何物でも

戦争の評価もまた敗戦とともに暴落しまし

の歳入は二億五千万円であったが︑ロシア

また筆者は論旨を進めて︑開戦時の日本

り︑ロンドン︑パリ︑ワシントンの特派員

なくなり︑仙台師団弓張嶺の大夜襲︵明．

私叔する福沢諭吉の興した時事新報社に入
を経て︑昭和３年編集局長︑戦後の妬年同
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はその十倍の二十億円︑兵力は日本の二十

日本記者と共に再び懇願すると︑乃木は

士道が許さぬ﹂そこでウオッシバーンは︑

後々まで恥を残すような写真は︑日本の武

本人に自信を回復させようと訴えていたの

筆者はあの敗戦後の暗麓な空気の中で︑日

です︒

︵本会特別会員グラフＮＨＫ編集長︶

自から卑下するものは︑卑しめられます︒

けである︒﹄

万人に対して二百万人︑しかも予備後備の

﹁それなら会見終了の後︑ステッセル将軍

以下に帯剣して貰って︑一同が友人として

にその戦争が勝算のとぼしいものであった
かを描出しています︒そして弓張嶺の大夜

に残っている旅順開城の写真はこれ一枚だ

列んだところを一枚だけ許そう﹂世の中

動員兵力は五百万人を超えると説き︑いか

襲の記録は一九○四年８月記日以降現在ま
は︑第一次大戦のタンネンベルヒ微減戦︵一

主張し︑第二次大戦後︑日露戦争とともに下

有のパーフェクト・バトゥルであることを

云うまでもなく日本海海戦は世界戦史未曾

記した﹃人生の短さについて﹄でこの中に

道徳論集二冊をとり上げたい︒一は表題に

から出版された茂手木元蔵氏訳のセネカの

では最近読んだものの中から昨秋岩波文庫

名著の数は枚挙にいとまがないが︑ここ

由を実例をあげつつ縦横に説いていかにも

さについて﹄も同じ主旨であるが︑その理

間を愛惜せよとの教えがある︒﹃人生の短

不可軽﹂﹁歳月不待人﹂のごとき表現で時

古来︑東洋では﹁光陰如箭﹂﹁一寸光陰

セネカ著﹃人生の短さについて﹄杉浦昌也

で破られていないこと︑太子河の渡河作戦
九一四年８／妬１羽︶に︑作戦構想の上で甚

大な影響を与えていること︵独軍のホフマ

落した乃木希典大将の評価については︑旅

ごとくなる︒

西洋的である︒その結論をまとめると次の

ン参謀ば太子河の観戦武官︶Ｉ︒そして

順を落としたのは主将乃木の人格の力であ

について﹂の計三篇が収められ︑もう一冊

哲学の流れを汲むローマの政治家である︒

元前五年生れ︑紀元六十五年没のストア派

簡単に応ずる︒時間は何でもないもののよ

れるように求めると︑頼まれた方はいとも

のである︒不思議なことに誰かが時間をく

を浪費することにより我禽が短くしている

結局人生は短いのではなく実はその多く

は他に﹁心の平静について﹂﹁幸福な人生
の﹃怒りについて﹄には他に﹁神慮につい

り︑旅順の戦功は乃木のものであることを
ています︒﹃︵旅順︶開城に関して秘められ

て﹂を収めている︒

強調して︑次のようなエピソードを紹介し
た美しい話が︑米国従軍記者スタンレイ・

︵略︶米国からは特に映画技師が特派され︑

えられる︒何よりも尊いものである時間が

うに求められ︑何でもないもののように与

セネカ︵ルキウス・アンナエウス︶は紀

乃木に対して其光栄ある場面の撮影許可を

いが︑警句的文体は有名である︒

したがってその著作は系統的哲学書ではな

ウオッシバーン君に依って記録されている︒

拒否し︑﹁それは敵将に対して無礼である︒

願い出た︒すると︑乃木は大喝一声それを
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っても時間は最も安価なもの︑あるいはほ

ってしまう︒財産を守ることには害沓であ

無形で眼に見えないので人々はそれを見失

初めて人生の問題にとりかかるのは﹁生涯

務から解放される人生の終点近くになって

迅速﹂という言葉を想起する︒退職して雑

目標を染るとむしろ仏教の﹁生死事大無常

●

で人は永久に生きられるかのどとくである︒

かけて学べ﹂というセネカのすすめからす

︵本会特別会員東大講師︶

ると︑時すでに遅しではなかろうかと考え

させられる︒

﹃衣服哲学﹄とか﹃衣裳哲学﹄といわれて

サータス﹄︵鯉員︒﹃印い

﹃白い︶は邦訳では

トーマス・カーライルの﹃サートウ・リ

ているので主としてこれに基き本書の梗概

出版︵研究社︶され幸にも私は一本を珍蔵し

行われた﹃衣服哲学﹄の講演速記が残存し

ｌｉ

﹃サートー・リサータス﹄︵﹃衣裳哲学﹄︶大島久太郎一

とんど無価値と評価される︒その様はまる
もしも各人の生きた過去の年数と同様未来
の年数も分って︑残り少ないことを知れば
残りの年月日を惜しむことであろう︒

どんなに慌てることであろう︒どんなにか
ではその大切にした時間を何にふり向け

はどんな時間も自分自身のためにだけ用い︑

いう︒そのような偉大な人物すなわち賢者

生涯をかけて学ぶべきは死ぬことであると

ち﹁生涯かけて学ぶこと﹂である︒そして

頃日本の承ではなく英語国民の間でも読ま

く読まれたものである︒どういうものか近

は昭和初頭までカーライルの諸作は相当広

銘したのは外にない︒明治中葉から大正或

いる︒人生行路の案内書としてこれほど感

博物館︶を訪れた︒道路沿いで殺風景な四

にチェルシーのカーライルの旧居︵いわゆる

友銀行のロンドン支店員として渡英の機会

短篇を読んで以来のことである︒その後住

年の頃激石の﹁カーライル博物館﹂という

るのかというと﹁良く生きること﹂すなわ

毎日を最後の一日と決める︒このような人

しいことに悉く絶版となり古本市でもさっ

れなくなった︒邦訳は５．６種あったが惜

︵？︶案であった︒しかし鶏犬の声は防げ

天に近く人に遠ざかって執筆に専念する名

カーライルは大の音嫌いで何とか音を避け
年期の煩悶時代に一読讃歎︑それ以来反読

ても寺院の鐘︑汽笛︑下界の騒音などどこ

張りにして真上から光線をとる仕組である︒

鋤数回に及び崇敬以上に傾倒された︒その

る︒この書は新渡戸稲造博士︵旧一高校長・

新渡戸博士が大正７年軽井沢の夏期大学で

東京女子大初代学長・国際連盟事務次長︶は青

私がカーーブイルの名を知ったのは中学４

は明日を望むこともなく恐れることもない︒

である︒壁を二重にし窓無しで天井を硝子

角な４階建である︒変ったのは４階の書斎

を紹介したいと思う︒

この心境はまた﹁心の平櫛について﹂の中

いと読むことができないのは残念至極であ

ぱり見掛けない︒だから図書館でも行かな

セネカによると限られた人生を人として

でも求められている︒

最も本質的な問題に向ける努力をしなけれ
ばならない︒彼の説得力のある文章は時間
の大切さを切為と訴えてくるのである︒時
を惜しむ東洋の格言は人間の絶えざる勉学
・努力を促して来たのであるが︑セネヵの
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となくしのび寄るほか夏は暑いし冬は寒く︑

している︒

を要因として書いたものではないかと推測

は小説風ながら﹃サートー・リサータス﹄

終考えていた︒大賢は市に隠れるというが︑

ろの洋服を身につけ煙草を吹かしながら始

る︒

さしもの倣岸な彼も遂に棒を折ったのであ

ンが初めてカーライルを訪問したとき二人

副題は﹁トイフェルスドレック先生の伝記

本書の題名は﹃サートー・リサータス﹄

頃学問が段々専門化して井戸の底から天を

大学を新設する計画があった︒ところが近

であろうか︒﹂﹁当時﹃ありもしない市﹄に

著を胸に秘めながら黙々と思索していたの

情ないものはない︒当時は﹃衣服哲学﹄の大

知られないのはまだしも誤解曲解される程

はキッチエンの炉辺で煙草をくゆらせなが

︑と田心相と︵Ｈ写①ご庁臼丘○官昌○コ⑫呉困①月

覗くような状態にある︒そこで政府は﹃万

サートー・リサータス抄

ら二時間の無言の対坐をつづけ﹁今晩ほど

日呂巨い身命︒ことなっている︒題名の由来は

それから一八四四年︑月哩日詩人テニソ

素晴らしい夜はなかった﹂と握手して別れ

﹁リサータス﹂は仕立直しということで

はっきりしないが﹁サートー﹂は仕立屋︑

年スコットランド生れ︑胃弱で澗媛持︑老

内容は３巻から成り独乙のトイフェルスド

﹁つぎはぎの仕立屋﹂という意味らしい︒

た︒ただジャン・ポール︵実はリヒター︶に

以外のあらゆる学問を綜合することとなっ

このようにカーライルは偏屈で一七九五

たという︒

有学﹄講座を設けトイ先生が担当して専門

噸髪も髭も剃らず﹁チェルシーの賢人﹂と

レック︵鬼の糞︶先生１以下トイ先生と略称

整理し順序を立てて世に紹介するというこ

など銭がかかって仕様がない︒一層鋳型に

などは要るものではない︒新王が即位する

可笑しかったか︒ジャン・ポールが﹁国王

○﹁トイ先生は滅多に笑わぬ人であっ

たｏ﹂︵第３章思い出︶

呼ばれながら時の首相ヂスレリーの斡旋に

も順序もない︒そこでカーライルが遺稿を

ｌの衣服に関する遺稿が残っているが秩序

でなく老らくの恋をしたり精神的苦悩の連

第１巻

とになっている︒

師歳の大往生を遂げた︒家庭の事情も円満

よる勲章や年金を断り一八八一年２月５日

会った時だけ大笑いをした︒何がそんなに

ー・リサータス﹄は彼の人生遍歴の記録で︑

入れて王様︵ｐ鷺Ｉ冒応邑〆冒巴を作る方が

トランで逢った︒学生達が一杯機嫌で談論

であろう︒銘々の精神が衣服に象徴令︒言︲

○﹁野蛮人でも衣服を着ているが何故

かったのである︒﹂︵第４章特徴︶

造作がなくていい︒﹂といったのが可笑し

私はよく思うのであるが激石の胃弱︑潔

風発の最中︑先生は矢庭にビールの﹃一ツプ

り品性なりが表わされるからである︒﹂﹁衣

８煙こされており衣服によってその性質な

○﹁最初トイ先生には学生町の安レス

ある︒

第１巻は社会批評で興味津含たるものが

続で一生孤高の人として過した︒﹃サート
悩みもあれば慰めもあり恋愛観︑宗教観︑

国家観︑社会批評等をいわば哲学放談とい
ってもよかろう︒

癖︑家庭事情︑学位拒否等々同じく孤高の

を消してしまった︒﹂﹁先生は小柄でぼろぽ

を挙げて﹁貧民万才﹂と叫んで︑スッと姿

●

これは私見ながら激石の﹁我輩は猫である﹂

人としてカーライルによく似通っている︒
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から荒恥心が起るのみでなく個性が出てく

を着るから自分だけ着ないと恥しい︒そこ

海軍も一種の衣服じゃないか﹂﹁皆が衣服

った︒今日の国防１国の帽ｌなどという陸

本能が発達して何もかも衣服になってしま

装飾のためである︒⁝：︒この馬鹿げた装飾

服の第一の目的は保温や品位のためでなく

一種の力によるものである﹂とのようであ

悟りを開くものではない︒何か自分以外の

想の集結といわれる︒結局﹁理屈や哲学で

９章の﹁永遠の肯定﹂はカーライルの全思

に到達するまでの巡歴の記録である︒特に

って﹁永遠の肯定﹂︵里の国の烏昌晶滞四︶

頓着の中心﹂︵？︒可の︒国且畠のＨのロ︒①︶を通

ることが出来ない︒慾をゼロにすれば分子

をとられているから無限︵目昌邑に達す

の物質︑名誉︑富といったものばかりに気

ロにして割れば答は無限大になる︒皆分子

の方を減らせば分配が殖える︒もし慾をゼ

ってその値を大きくすることが出来る︒慾

子を増すことよりも分母を減ずることによ

は只一つであっても直ちに無限となる︒お

前の要求をゼロにせよ︒そうすれば世界全

る○

○﹁ふとある考が心に浮んだ︒﹃貴様

る︒⁝⁝こんな風だと遂に吾々を﹃衣服﹄

にしてしまいはしないか︒魂を失って衣服

９章永遠の肯定︶

体がお前のものになるというものだ﹂︵第

○﹁汝に一番近い義務を行え︒そうす

は何が怖いのか︒何で世の中を逃げ隠れる
か︒貴様に勇気がないのか︒自由な男子と

てくる︒ただこのロ①胃の鼻が何かを見出す

れば次に行うべき義務が自ら明らかになっ

ようにうろつき廻るのか︒死？死が怖いの
して地獄さえも足下に踏みつける勇気がな

のに困難する場合が多い︒しかしその瞬間

衣服の世界︶

○﹁これは変な話だが例えば独乙皇帝

いのか︒よし死だろうが地獄だろうが何で

だけになることは実に恐ろしい︒﹂︵第５章

の即位式の一記事を読む際こんなことを想像

も来い︒男らしく対決しよう﹄という気持

近い義務を行えばそれでよい︒⁝：．それを

する︒この森厳な場所で魔術師が棒を揮る︒

迷って向うを見ると同時にこちらも見る︒

すると参列の貴顕紳淑の衣服がすうつと脱

○﹁慾の山はどこまで行っても切りが

一つ身体にそう色為な義務があるものでは

に於て何が一番差迫っているか︑その最も
ない︒無限の慾望を無限に満すということ

ない︒皿洗も便所掃除もする︒それがその

げてしまう︒皇帝陛下御自身さえ生れたま

は出来るものではない︒さすれば結局慾を

まらぬように思い勝だがそれが即ち理想に

時の義務だ︒現実の問題になると何でもつ
なり川で割れば１となる︒例えば︑人が︑

さな仕事をする︑そこに汝の理想がある︒確

達する径路である︒このつまらぬ汚ない小

分母と分子の関係だ︒川を皿で割れば︑と
の物を欲するならば川なくてはならない︒

禁ずるのと同じことになる︒それは宛かも

になったｏ﹂︵第７章永遠の否定︶

まの赤裸で突立っていられる︒こう想像す
ると何だか泣きたくもなるしまた吹き出し
たくもなる︒美衣美服や勲章が何だ︒ただ
五官の迷いに過ぎず真に価値あるものの評
価が出来ぬままに迷っている︒﹂︵第９章

同じ物を川人が望むとするならば割当はそ

アダム主義︶

れだけ減るばかりだ︒人生という分数は分

第２巻
第２巻は憂悶時代の﹁永遠の否定﹂︵弓胃

かにこれは自分の義務だと思って行え︒信
国の苦い昌侭Ｚ︒︶から奮起して立直りの﹁無
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第２巻にはいろいろな珠玉が残っている

果しているのが︑この﹃二宮翁夜話﹄であ

最も簡単な入門書乃至解説書としての役を

でないと︑通読することさえ困難である︒

らはあまりにも湛大で︑少数の篤志研究家

は汝の中にある︒事情のために実行が出来

が割愛する︒第３巻は評論ないし随想の類

る︒著者福住正兄は︑報徳の四大人の一人

い︒﹂︵同前︶

ぬとよくいわれる︒しかしその事情そのも

で傾聴すべきものが多いがこれも省略する

じ愛し自由を得よ︒︒⁝・・理想を妨げるもの

のを理想化してしまえばよい︒汝の内に妨

といわれる直門中の逸材である︒翁の常に

については︑門下生中の随一である︒

側近にあって親しくその指導を受けたこと

﹃夜話﹄という書名について︑著者は次

のように言っている．ｌ﹁私は不肖の上

られているが︑少年金次郎の模範的な生活

二宮尊徳の名は明治以来既によく世に知

その惨害は大きく餓死者も出る有様であっ

保四年七年の凶作磯謹は特に有名である︒

きい︒徳川末期には天候の異変が多く︑天

ではなく︑実地の指導者で︑その実績は大

聖地日光神領の復興に従事した︒言論の士

を尽し︑後には幕府の直臣となって当時の

常の説話であり︑而も文を飾らぬありのま

右の如く︑心の置けぬ弟子達に対する日

語訳による︶

夜話と名づけたのです︒﹂︵佐点井典比古現代

教訓で︑こまごまとした話ばかりですから︑

議論ではなく︑夜間打解けた折の私達への

でした︒私が聞いたのは︑そういう重大な

ちと対話された堂々たる論議は聞けません

小出孝三

︵大阪府会員公認会計士︶

のは遺憾である︒

も構うものではない︒それらを同じ理想を

げるものさえなければ如何なる事情も境遇
作る材料に使えば事情の差などは問題でな

福住正兄著﹃二宮翁夜話﹄

者の一面が強調される反面︑学者として政

たが︑尊徳の関係した藩にては救済が行届

に身分が低かったので︑翁が諸藩の家老た

治家としての偉大さは︑却って忘れられて

き︑却って物資を送って近隣の村々を救っ

まの筆記であるから︑この本は貴いのであ

この本は︑｜一宮尊徳の説話を筆録したも

いる傾きがある︒せいぜい貧窮の中に刻苦

た例もあった︒記録によれば小田原藩内だ

のである︒

一般であるように見える︒

るものである︒日常の具体的問題について

読承難くて真理が十分伝わらない催れがあ

た論議とかは︑理論が勝って情味に欠け︑

る︒元来体系の整った論文とか︑堂々とし

書翰︑日誌となって遣っている︒これら原

彼の思想と実績は︑一万巻余の仕法書︑

けでも四万人余が救助された︒

して一家を成した篤農家といった評価が︑

後に江戸幕府屈指の名老中と調われた小
士に抜擢されて農村建直しを行ったのを手

六巻の浩潮な図書となっている︒然しこれ

本は印刷刊行され︑﹃二宮尊徳全集﹄三十

田原藩の藩主︑大久保忠真に見出されて武

始めに︑北関東の諸藩の藩主・家老の顧問の

の卑近な教訓の場合の方が︑却ってその場
立場において藩政の改革や農村の刷新に力
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学者商人の学問を誰の段﹂の二つがもっと

私にとっては﹁商人の道を間の段﹂と﹁或

︵付記︶ｌ﹃二宮翁夜話﹄は︑以前は岩波

承感じさせられている︒

も興味深い︒前段においては︑ｌ商人は

の情況︑発言者の心の鼓動︑層の温もりま

文庫などで入手し易かったが︑今は少し

れば︑一銭軽しというべきに非ず︒是をか

勘定くわしくして︑今日の渡世を致す者な

でが直接感ぜられて︑真理に近付き得るも
のである︒この書中には和歌道歌︑聖経仏

六大倉山研究所内一円融合会において︑

く困難である︒横浜市港北区太尾町七○

る︑と基本的な商人道に言及している︒

お金を大切にして富を得ることが肝要であ

天下の入舎なりｌと説いている︒商人は

さねて富をなすは商人の道なり︒富の主は

典等も豊富に引用され︑独特の解釈が施さ

︵本会評議員日本文化大教授︶

現代語訳が販売されている︒

れ︑読物としても面白い︒私が此の本を手
にしてから既に五十余年を経過しているが︑

今以って新鮮な感銘を受けている︒﹁生涯
の図書﹂とはこのような図書かと︑しみじ

この基本は︑後段の項になると大きく展

見られるが︑中にいくつかは現代にもその

封建社会に根ざした特異な道徳倫理が多く

て何を以て立つべきや︒商人の買利も天下

が如しＩ︒またＩ天下万民産業なくし

小谷隆一

石田梅岩は石門心学の祖である︒一七二

かりを欲心にて道なしと云い︑商人をにく

御免の禄なり︒それを汝ひとり売買の利ば

石田梅岩著﹃都部問答﹄

九年︑京都の車屋町御池上ルところにおい

まま通じる︑見事な倫理観が展開されてお

同じ︒買利なくぱ士の禄なくしてつかふる

開をしてゆく．ｌ商人の貿利は士の禄に

て︑初めて講席を開き庶民に道を説いたが︑

り︑道学者としての梅岩の偉大さを知るこ

んで断絶せんとす︒何を以て商人ばかりを

江戸時代末期にかけて石門心学を信奉する

しかし商人を訓戒することも手きびしい︒

社会の繁栄につながるものと断定している︒

賎め嫌うことぞやＩと︑商人の存在こそ
る︒そして当時は︑士農工商という厳然と

梅岩の教義の基本は︑正直と勤倹とであ

とが出来る︒

作が﹃都部問答﹄である︒四部にわかれ︑

した階級差別があったが︑その最下位の町

その梅岩が一七三九年に著した最初の著

人々の数は︑急激に増加していった︒

それぞれ門弟との問答型式で書かれている︒

人の立場に深い理解を示し︑いわば封建経

﹃都祁問答﹄の中には︑親子関係や神仏

ながらも︑商人は不正をしてはいけないと

る︑そのような説は誤りであるとはねつけ

をしてそれに答えている︒まず巷間つたわ

い︑というのはどういうことかという設問

商人と昇風とは︑まつ直であっては立たな

岩波文庫で一○○頁余りの小冊子である︒

済からの脱却を町人たちに説得したのであ

に関わる項など十数項目にわかれているが︑

るＯ

時代の背景は︑江戸中期将軍吉宗の頃で
きたが︑燭熟した封建社会のまっただ中で

あり︑ようやく幕政の疲弊が目立ち始めて
あった︒したがって︑梅岩の説くところも
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警鐘をならしている︒

このような梅岩の教義の頂点になるのは

次の言葉である．ｌまことの商人憾先も

要なものはないのではなかろうか︒常に深

この言葉ほど現代に通じ︑また現代に必

嘘で固めた部分的党派的利益の代弁者ども

高級官僚は以ての外であるし︑出発点から

行政はうまく国民を欺すことだと公言する

政治に通ずるとして警戒される所以である︒

による今日の民主政治は衆愚政治︑無責任

い感銘をうけるのである︒
︵本会評議員イセト紙工㈱社長︶
０

︵注︶梅岩は古くは︑梅巌となっているが︑

恩田杢は吉凶について贈り物は一切受け

取らないと宣言した︒諸役人への賄賂は無

用にせよと命じた︒清廉潔白であることは

政治家の最大の資質である︒﹁井戸塀﹂と

家老恩田杢という人物が︑主命をうけて率

る︒江戸時代中期宝暦年間︑信州松代藩の

﹃日暮硯﹄︵ひぐらしすずり︶という本があ

の一読を勧め︑日本の政治はどうあるべき

改めて政治家とよばれる諸公に﹃日暮硯﹄

府は行財政改革を重要政治課題としている︒

るに及ばないとも思うが︑時あたかも︑政

多くの人々に読まれた本で︑今更︑紹介す

信に陥るのは当然とも言えようし︑民衆は

政治家のいかに多いことか︒民衆が政治不

金で肥った政治家︑利権を漁ってうごめく

井戸塀氏が少くはなかった︒今日︑汚れた

け︑という意味である︒明治の政治家には

産を注ぎ込んで後に残ったのは井戸と塀だ

新美忠之

・現在は当用漢字で岩がつかわれている︒

０

のは人をだまして其座をすます︒是を一列

立ち︑我も立つことを思うなり︒まぎれも

にいうべきにばあらずＩ

﹃日暮硯﹄

先垂範︑よく衆人の信頼を得て︑疲弊し切

か︑政治家にどれ程の覚悟が必要かを味得

いうことばがある︒生涯の政治活動に全財

った藩財政立て直しの難事業をやり遂げた

真の指導者の出現を渇望しているとも解す

ｌ政治家必読の一書１

事実談を記録した本である︒主人公の名に

してもらい度い︒

ころ︑反古の裏に書きつけて伝うるものな

暮し︑硯に向い︑ここかしこ聞き覚えしと

であった何某上人の直話に﹁感歎の余り日

本人が書いた本ではない︒恩田杢の帰依僧

にその公約を破って平然としている︒もと

選挙で一麓々しい公約を掲げるがいとも簡単

今日忘れ去られていることか︒議員諸公は

当然の事であるのにこの当然の事がいかに

大本︑政治の前提条件と考えた一人である︒

恩田杢は嘘をつかないことを民心収撹の

いる︒民衆は貧しきを思えず均しからざる

あれば喜んで負担した農民の姿も描かれて

上で事を処理している︒納得のいく年貢で

るが︑恩田杢は民百姓の納得と信頼関係の

政治は権力にかかわる現象と説かれてい

べきであろう︒

因んで﹁杢政談﹂とも呼ばれるが︑恩田杢

り︒馬場正方﹂と書かれている︒恩田杢の

もと本人の能力を超えた公約を掲げるのは︑

封建の世と今日とでは百事に隔りがある

を憂えるのである︒

実録本である︒

自らを欺き選挙民に嘘をつくわざである︒

言行に感銘し︑永く後代に伝えようとした
本書は戦前︑岩波文庫に収められかなり
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のは当然であるが華人の誠は時代を超えて本である︒

に真実は決して存在を失うものではないの

世間に発表せられずに了るとしても︒其為

は之れ丈けの事に満足して紙黙を守らねば

かんもく

る︑此発見は千古不磨である︑余は今の処

である︑余は此点に於て真実の発見者であ

共感を生拳出す︒﹃日暮硯﹄はそのような︵本会評議員日本文化大教授︶

定本﹃平出修集﹄︵昭和四○・六春秋社︶古川清彦

ならぬ︒﹂とあるのを読むと平出修の信念

細説すれば﹁新派和歌評論﹂・短歌・評

と苦悩が伺われるのである︒そして︑それ

潟県に生まれ︑明治法律専門学校を卒業後

〃﹁よろしい︒要之威信のない判決だと云

たのが本書である︒

弁誰士となり︑同時に﹁明星﹂同人として

るが圧巻は大逆事件で︑﹁畜生道﹂﹁計画﹂

論・小説・大逆事件の項川が主なものであ

﹁俺は判決の威信を蔑視した第一の人で

うことになる︒司法権の堕落だ﹂︵中略︶

ひらいでしゆう

活雌した︒﹁明星﹂廃刊後は﹁スバル﹂を

﹁逆徒﹂︵以上小説︶のほか﹁大逆事件意見

著者平出修は明治十一年︵一八七八︶新

発行し︑明治四十三年に大逆事件を弁護し

の誤謬﹂﹁近代思潮小観﹂﹁思想発表の自山

書﹂﹁断片六編︵雑記帳から︶﹂﹁無政府主義

する︒

黒雌子という・ヘンネームで﹃新派和歌評論﹄

露花と号して与謝野寛の新詩社に加わり︑

に﹁余は此訴訟法の認めた大趣旨に基いて︑

抄が見られる︒﹁大逆事件意見書﹂の末尾

水・管野須賀子らの獄中書翰や被告の手記

の弁護﹂が収められ︑資料としては幸徳秋

木の友人としての役割も興味深いものがあ

る際︑これは必読の文献であろう︒石川啄

派の占める位置や大逆事件の影響を考察す

近代日本の文覗史の上で﹁明星﹂﹁スバル﹂

以上﹃平出修集﹄の大要を紹介したが︑

ある﹂″宗柾鐸弐号却酎諏喫陽﹂︶

を刊行したのは明治三十年代のことで︑

記録以外に真実を発見したのである︒而し

る︒ちな象に修の御子息平出彬氏は御健在

︵東京都文京区本郷１１釦１４︶である︒

︵東京都会員昭和女子大教授︶
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は小説﹁逆徒﹂の末尾の左の文章とも照応

のほか小説を執筆したが︑大正三年︵一九

た︒そのころから︑それまでの短歌・評論

﹁スバル﹂の文学運動は明治四十年代であ

て大審院判官諸公は遂に余の発見せし真実

を論ず﹂﹁発売禁止に就て﹂﹁ある不敬事件

った︒大逆事件に材料をとった﹁畜生道﹂

を明確に看取するを得なかったのである︒

一四︶三十六歳で死去した︒

﹁計画﹂﹁逆徒﹂等の小説がある︒生前小

あきら

説集﹃畜生道﹄︑亡くなった後に﹃平出修

下し︑事実を確定した︑けれどもそれは彼

彼等は国家の権力行使の機関として判決を
等の認定した事実に過ぎないのである︑之

遺稿﹄が出版されたが︑いずれも絶版にな
説・評論に未発表の大逆事件資料を加えて︑

が為に絶対の真実は或は誤り伝えられて︑

ったので︑没後五十年を機会に︑短歌・小
文学から法律にわたる平出修の業績を収め

す

治について︑終章首相の演説︑あとがき

終りに私は読書によって︑貴い人生の毎

ｌ１等として結ばれております︒

私たち日本人は日日が幸福感に満ちた生

略︶﹁そのほかにより適切なものがありは

版などの活動を続けてまいりました︒︵中

平和︑幸福実現の願いに立って︑研究︑出

大切であり﹂また︑﹁書物が信じられない

それ故庭﹁書物を信じて学ぶことが如何に

なまれ続いていることと深く感じられます︒

しております︒またそこに凡ての生活も営

﹃私の夢・日本の夢・劃世紀の日本﹄長谷川惣平

活だと世界各国からみとめられております

しないかと考えたのです︒そこで︑一つ︑

日毎時間を与えられており︑それを大切に

った水準が大きな力だと信じられます︒

て三十周年記念事業の一つとしてはどうか

れを書物としてまとめ発表することをもっ

知育と徳育

と言うべからず︒

て︑読書︑習字︑算術︑地理︑歴史︑物
理︑化学︑博物︑生理︑図画の類なり︒
全体の学科は皆必要欠くべからざるもの
なり︒ただ徳育この本末軽重を審にし︑
常に徳育を本とし︑知育を末とし何程知
育の学科に長ずるも︑徳育の点において
欠点ある者は︑これを善く学問したる者

知育は人の知識を拡むるの学問にし

西村茂樹

す︒︵埼玉県会員埼玉とぎわ新聞編集︶

書物を私は座右の書として愛唱しておりま

補記﹃ＰＨＰ・道をひらく﹄﹃続編﹄の

参考といたします︒

そうした私のささやかな心構えを記してご

﹃私の夢・日本の夢・虹世紀の日本﹄︵松

と考え︑所員の人びとにもはかったところ

智力は甚だ残念なことだ﹂と思うのです︒

下幸之助著・ＰＨＰ研究所発行︶をおすすめ

賛成を得︑研究︑検討を重ねた結果できあ

いまから三十年後の二十一世紀初頭におけ

したいと思います︒﹁まえがき﹂に﹁終戦

る日本のあるべき姿というものを描き︑こ

が︑その原点は明治以来国民が皆教育によ
そうした点を深く考えることが国力の繁

直後の物心ともに荒廃︑混迷した世の姿を

がったものが︑この﹃私の夢・日本の夢・

栄につづいていることだと思います︒

見︑また自分もその渦中にあって悩み︑苦

型世紀の日本﹄です︒

なお内容の日次は七章にわけられて各章

しんだ中から︑このままではいけない︒何
とかしてもっと好ましい世の中にしていく

れた点は一般の人びとに親める著作であろ

ごとに極めて平易な対話の方式にまとめら
うと感じました︒この本の目次は次の通り

道を見出したいと考えたのです︒そして︑

一つの研究所を創設し︑これに過去︑現在︑

そのような研究・運動を進めていくために

である︒

第一章経済について︑第二章企業経営

まえがき︑序章西暦二○一○年の日本︑

未来にわたる人間共通の願いともいうべき

について︑第三章教育︑宗教について︑

物心一如の平和亀２９︶︑幸福︵冒弓鴨︶︑
繁栄令︒

第四章国土と社会について︑第五章政

ｏのご︶の頭文字をとってＰＨＰ研

ささやかではありますが︑世と人の繁栄︑

究所と名づけたわけです︒以来三十年間︑
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宇田道隆著﹃寺田寅彦﹄

古来偉人の伝記は数多く世の中に出たが︑

Ｉｉ１

篠塚繁

国土社刊︵世界伝記文庫シリーズの巧︶

て平俗な言葉が使われている︒

おられる通りだと私も思う︒

③本書における最後の方に﹁晩年の人間寅

らの日常生活の中でのさまざまな彼の言

彦と人生観﹂の節においては病に伏し乍

動にふれておられるか︑そのいづれの一

つをとっても我々の胸をえぐる様なもの

⑤最後に寅彦の葬儀の日の模様︑特に友人

ばかりである︒

がら︑その反面文学︵俳句︑和歌︑連歌︑

代表として霊前に向って述べられた安倍

⑧これだけの大物理学者・科学者でありな
随筆等を︶︑芸術︵絵画︑音楽等︶全般

つ惜涙のとどまることなく長灸とつづく

能成の告別の辞は寅彦の生涯を賞讃し且

その中で本書の特長につき読者の参考にな

に亘りこれ程卓絶した科学上の仮説︑新

病床の著者︵宇田道隆先生︶を見舞労を

︵註︶私は本年六月某日︑私の友人と二人で

個所は極めて印象的であるｐ

る点を若干申上げておく︒

①伝記に綴られる一人の偉人の本当の姿を

説さては芸術的創作を沢山残したという

の両面に惨透していわゆる寅彦特有の創

執念とその胴眼が自然現象と人間生活と

よししげ

依枯晶反なく描き出すことは著者として

人は外には一寸考えられない︒科学する

また共に土佐生れであるから︑自分が直

００○○

田寅彦の数多の愛弟子の中の一人であり︑

狗に至難なわざである︒本書の著者は寺

接知り得たことを書き綴ればそれで充分

ないものがある︒若し彼が永生きをして

造的世界を形成した功績は筆紙に尽くせ

︵本会評議員俳壇選者︶

に異常なる感銘を受けたのであった︒

ま︐Ｉ︑﹃寺田寅彦﹄であった︒その内容

訪ねたさい︑私に特に剛られた一本がた

の様に私などは簡単に考えるのであるが︑

い︒それは著者が﹁あとがき﹂にかいて

おれば文化勲章を授与されたにに違いな

本書の著者宇田道隆氏はこれだけで甘ん
ぜず︑寅彦師の書き残したものや語った
たものは勿論のこと︑更には寅彦研究家

ま︑友人福井静夫氏︵東大卒︑造船学界の

渡辺正広著﹃素晴らしき国日本﹄寺崎隆治

言葉や︑家族︑友人︑弟子︑知人の書い
多数の人の書いたものを極力広範に読み︑

以て自己の偏見に捉われず寅彦の正しい

私は︑かねてから︑将来の日本を背負う

き国日本﹄を紹介され︑これを熟読し︑大

世界的権威︶から渡辺正広氏著﹃素晴らし

姿を坊桃させるために大変苦労を嘗めら

は︑ないかとさがしておりました︒たまた

若人に︑国際的視野から見て︑何か良い本

れ︑極めて良心的な内容となっている︒

は少年少女でも読んでわかる様につとめ

②内容が良心的であるばかりでなく︑用語
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て︑日本についての研究が盛んになり︑昭

へん参考になりました︒最近諸外国におい
目世界各国に比べ日本のすぐれている事項

する次第であります︒

ているように思われますので敢ておすすめ

国民

７︑清潔ずきで︑礼儀正しく︑親切で正直な

６︑すぐれた頭脳を持つ勤勉な国民

５︑高度の教育が完全に普及している国

４︑世界一治安のよい国

３︑高度な経済力を持つ安定した国

２︑あらゆる自由を享受している国

画

１︑階級制度の全くないデモクヲティークな

和五十四年︑ハーバード大学教授エズラ．
ンバーワン﹄が米・日においてベスト・セ

Ｆ・ボーゲル博士著﹃ジャパン・アズ・ナ
ラーになりましたがあまりにも日本を賞め
すぎていて︑くすぐったく思っていました︒

ところが昨年二月出版された渡辺正広氏の
﹃素晴らしき国日本﹄は︑日本のすぐれた

点と欠陥を極めてわかり易くすらすらとし

８︐つつしまやかで素晴らしい女性のいる国
９︑各国から注目され研究されている国

た口語体で︑適切な内外の実例をあげ︑解
明しており︑若人達には︑もちろん︑父母︑

叩︑伝統を保持しつつ欧米の文化を巧象に採

１︑日本語２︑外来語３︑和歌４︑俳句

５︑音６︑色７︑着物８︑住居

喝︑スポーツ皿︑趣味

９︑茶道︑︑華道皿︑香道理︑香道

国これからの日本人として心掛けるべき事項

理学の必要

１︑自国の歴史文化に対し哲学︑心理学︑倫

２︑物事を積極的に肯定的に考えること

３︑国際的に通用する日本人になること

話せるようになること

４︑少なくとも︑一つ位の外国語をりつばに

５︑自分の仕事︑自分の国に誇りを持つこと

九︵電話○三

二○八

○一八一︶

一四ｌ

６︑最も大切なことは皇室を尊敬すること

ｆ︑

︐
注発行所︑東京都新宿区大久保三

洋販出版株式会社

︵本会特別会員︶

○定価八八○円送料二○○円︒

が﹃望郷の歌﹄第四巻が﹃誰のために﹄と

鈴木恭二
石光真情という人が秘かに綴り造した手

﹃ある諜報者の手記﹄

⑲日本民族の単純性と複雑性

同マルクス主義を信奉する若人達に対する解明

○世界に雄飛しつつある日本の若人達の現状

り入れている国

先生︑一般人にとっても非常に役立つ本と
思います︒

著者は京都大学政治学部の出身で語学力
︵特に英語︶は超抜群で︑昭和二十七年か

ら今日まで︑三十年間︑洋書販出事業に携
り愛国者であります︒本年六十六歳︒仕事

わられており︑国際出版界の第一人者であ

国の実情に通暁されている文化人︵現在洋販

に整理されており︑一連の読物であります︒

各左別々の題名がついていますが︑年代別

がら毎年二回ぐらい︑欧米各国を歴訪︑各

故人︵社団法人ＡＢＣ協会専務理事︶ｌが苦心

りますが︑最近中央公論社の中公文庫から

先年毎日出版文化賞を受賞されたものであ

記を同氏の没後︑子息の石光真人氏ｌ既に

﹃城下の人﹄第二巻が﹃砿野の花﹄第三巻

整理編集されました︒四巻に分れ第一巻が

日本の青少年のため言れたのが本書で︑そ
の項目は次の通りで︑詳しい説明が加えら

出版Ｋ・Ｋ社長︶であり︑そういう立場から

れており︑日本弘道会の理念に全く合致し
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後同氏は当時の国際関係︑特にロシヤの極

となって日清戦争に従軍されました︒凱旋

年学校に入り陸軍士官学校を経て陸軍将校

風連や西南の役を目のあたりに見︑陸軍幼

石光真清氏は明治元年熊本に生れ幼時神

巻の中に凝縮さているように思われます︒

の防衛と興隆に真剣であったかが︑この四

あります︒その当時の日本人が如何に祖国

の興隆を願って諜報集収に専念されたので

で辛酸の日日を送り︑ひたすらに祖国日本

洗濯屋や写真屋になる等々︑露満国境地域

に入り︑ある時は苦力となり︑又ある時は

に間はれることとなったのである︒わけて

した立場から西博士の﹃東洋倫理﹄が︑世

を具体的に考えようとするのである︒こう

へ︑人生を統一する原理は何かということ

の︑混迷を招くだけになるではないかと憂

人生は相対主義に陥ちいり︑・生活の︑世相

は仏教哲理だということになり︑かくては

考え方か︑俺の生活原理は西洋哲学だ︑彼

人の道があることになり︑しかも君は儒の

新たに発刊されました︒

東に対する野心に並々ならぬ関心を抱きロ

私は第一巻を読承始めると魅せられる如く

博士の学問のすべてが表明されている︑と

の表明なのである︒注目すべき労作であり︑

の原理を明らめようとする博士の根本志向

その第一章﹁学の概念について﹂は︑人生

シヤ語を学ぶ等ロシヤ研究に熱中し︑つい

︵東京都会員味の素監査役︶

諸賢のの御一読をおすすめ致します︒

忽ち四巻を読了しました︒

エヒチェンスクに留学されました︒これが

に参謀本部の了解の下にシベリヤのブラゴ

きっかけとなって運命のおもむくまま︑特
別任務につく事となり︑ある時は馬賊の群

東洋にて学というときは︑どこまでも実

申してよい︒

の小西重直︑倫理学の西晋一郎の三博士で

碩学があった︒哲学の西田幾多郎︑教育学

といって︑姓に﹁西﹂の字を帯びる三人の

昭和期の前半︑わが思想界には﹁三西﹂

の生きた人間は︑その人生をバラバラの原

て縦割りに判然と区分けするときは︑具体

西洋哲学と︑これをそれぞれの原理に即し

想は︑儒教は儒教︑仏教は仏教︑西洋哲学は

すのであるが︑西晋一郎博士の円熟した思

一般に東洋倫理といえば︑儒教倫理をさ

せられるやという︑実行上︑処世上の切実

済世安民は如何︑人倫はいかにして正しく

真理としてではなく︑畢寛︑安心は如何︑

備を必ずしも必要としない︒真理のための

という意味であって︑理論的構造の完結整

実の人生問題を︑現実の立場から攻究する︑

森田康之助

ある︒その共通した立場は︑いづれも横文

理に拠って︑バラバラに構成するというこ

なる要求から︑人生至当の問題を︑人生を

﹃東洋倫理﹄

字を縦書きに直しただけの︑云はぱ輸入紹

全くせんがために究明しようとするのであ

西晋一郎博士著

学であって︑ただの理論に了るものではな

介の学にとどまることを︑いさぎよしとせ

よってそれぞれ異るが如く︑百人寄れば百

とになるのであって︑人の顔かたちが人に

い︒実学とは宗教︑道徳や政治経済等の現

直そうとするに在ったのである︒

ず︑専攻の学をわが日本の立場に於て考え
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る︒真理それ自体は有益でも有害でもない︒

ねて終戦後は岩波書店はこれを絶版にした︒

大学では︑西博士の学問は全く顧られてい

斉藤喜門

︵国立国会図書館専門調査員︶

ない︒

﹃碑﹄

いしぶみ

と厚く︑人格学問を景慕した︒今日の広島

広島文理科大学の卒業生は︑博士を敬うこ

ところで実学ともいうべき東洋の学では︑

ただ真理である︒

人生の見地から︑人生に資すべき真理の知

識を得ようとするのであるから︑そこに
﹁教﹂というものが立てられ︑これを学ぶ

の職員である薄田純一郎氏である︒氏の話

専門学校一年生であり︑現在︑広島テレビ

かくて﹁教﹂と﹁学﹂とは東洋では一体

ということが即ち﹁学﹂なのである︒

六月︶刊

しによれば︑この追跡に半年を要し︑結局

広島テレビ放送編ポプラ社︵昭和四十五年

書名だけではどんな内容の本かわからな

シナリオ作家松山善三氏が放送台本にまと

わかつたは二百二十六人であった︒これを

一元となり︑道徳と政治・経済とは本来一

いであろう︒また︑この書を知っている方も

致すべきもの︑ということになるというの
が︑この﹁学の概念について﹂の章の要旨

あまりないかも知れない︒それなのに私が

めたが︑まとめ方は古代伝承の役を果たし

ているのが︑﹃東洋倫理﹄一巻なのである︒

名著の第一としてここに推薦するのは︑何

であり︑こうした考え方のもとに叙述され

度読んでも涙なくしては読めないからであ

の語部の役を女優杉村春子ただ−人とし︑

た﹁語部﹂の方法をとっている︒出演はそ

かたりぺ

真理のために真理を求めるというのは︑

る︒これは広島県立二中の一年生三百二十

であるが︑それはただ西洋流の︑しかも中

遠くギリシャに発する西洋近代の学の理想

ー一︑ン・ドキュメントとして国内はもとよ

放送されたのは昭和四十四年十月︑ヒュ

モノローグで語られる︒

手で被爆︑全滅していく様子を克明に追っ

り海外でも反響を呼び︑芸術祭優秀賞をは

二名と四人の先生が︑昭和二十年八月六日︑

た記録である︒必ずしも名文ではない︒が︑

るに至った︒その内容は︑少年たちがその

じめ︑イタリア特別賞など︑数々の賞を得

爆心地から五百メートルしかない本川の土

なりとして︑他の学の概念を非とすること

そこには︑わずか十二歳の少年たちを中心

ない︒この一つの学の概念だけをひとり真
それ自体︑既に偏せりというべく︑他民族︑

とし︑彼らと彼らをめぐる親たちの生と死

世を除いた古代と近代との学の概念にすぎ

己民族的︑自己歴史的なものを︑真ならず

たが︑やがて力尽きて次庵に擁れていく︒

うじて即死をまぬがれた者は脱出をはかっ

朝︑家を出かけ︑整列点呼中に被爆︑かろ

他歴史的なるものを我にとりて真とし︑自

の軌跡が余すところなく描かれている︒

六名全滅の追跡をしたのは︑当時広島工業

広島二中一年生と引率の先生計三百二十

と思うのは︑自他内外の顛倒にほかならぬ︑

この書の初版は昭和九年︑累次版をかさ

と博士は論ずるのである︒
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ようやく家に辿り着いた者もほどなく友の

はいついつまでも語り継いでいかなくて

文はなかろうと思う︒また︑原爆の体験

﹃王義之﹄

義之にとってその作品が花であるなら︑

を自らの生きざまとした人である︒

書の造形美の根拠を論文でとき︑書の生命

﹃王義之﹂は書の芸術を作品で立証し︑

吉川忠夫著

はならない︒そういう意味でこの一書を

後を追い︑そして最後の一人が六日目の十
一日朝︑家族に看取られながら息を引き取
るというその全滅の過程である︒松山氏は
ん︑親の感情も一切入れない手法をとった︒

この事実を事実だけに止め︑作者はもちろ

りと悲しみが感じとられる︒次にその一例

淡友と語るその中にむしろ名状しがたい憤

くれ

二十六キロ離れた呉市から夜道を歩き

を示そう︒

通してこられた渋江茂樹君のお母さんは

︵本会特別会貝お茶の水女子大教授︶

おすすめする︒

丹治思郷

信じ︑その作品は義之にとって魂であった

この王義之を追って︑時代背景をとき︑

のであろう︒

家族︑交友を語り︑更には義之の代表作︑

楽しく読む人のためにも︑深く問題を追求

剛亭について︑最も新らしい論説を添え︑
この著書は︑義之の根の部面を誰にも︑

その生活はそのまま根であろう︒

容をもっている︒

しようとする人のためにも極めて豊富な内

りのお子さんの遺体を発見しました︒

わかる文体で書き︑一つ一つの生きざまを︑

午前五時︑川土手で息をひきとったばか
﹁長男の顔は赤く焼けてはれ︑指も焼け

の右軍術夫人が筆陣図の後に題す︒の一節

先に私は︑岡本素泉編著﹁書法︑害論集﹂

王右車︵王義之︶である︒張は工夫が第一︑

もないのは張有道︵張芝︶︑鍾元常︵鍾謡︶︑

わざかと象まがわれ︑人間にはまねしよう

塵肩吾の﹁書品論﹂を引用して︑神のなせる︑

この著書中︑王義之の害について︑梁の

事実に最も近い書簡文をもとにして掘り下

で︑﹁千金︑その人にあらざれば伝ふるこ

天然はそれにつぐ︒ありとあらゆる衣吊に

げているところに特色がある︒

ただれて死んでおりました︒

わたしのつく寸前に息をひきとったの
いてなくて︑朝日にきらりと光っていま

となかれ︑﹂永和十二年四月十二日書︒と

害し︑草聖とたたえられた︒錘は天然が第

でしょう︑ほおを流れた涙か︑まだかわ
した︒川土手に着いたとき︑まだ五人生

﹁筆勢論﹂の冒頭に﹁夫れ害は玄妙なり︑

一︑工夫はそれにつぐ︒その妙は許昌の碑︑

しょうげんじよう

きていたのですが︑見る間に四人が死に︑

通人君子にあらざるよりは得てこれを述ぶ
べからず﹂︑と書き残しているのを読んだ︒

邦時代の尺順に発揮しつくされている︒王

ちようゆうどう

一人は兵隊がたんかにのせてどこかに連

これ程まで︑害を大事にした王義之であ

れていきました︒﹂

どんな説明よりも︑このドキュメント

る︒義之は︑書は芸術至高のものであると

の工夫は張におよばないが天然はまさり︑

封︸よう

うことが名文の条件なら︑これほどの名

手法が人の心を打つ︒人の心を打つとい
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天然は錘におよばないが工夫はまさってい
ては︑梁の虞締﹁論書表﹂に︑天然と工夫︑と

ぐか

る︑と書き︑芸術としての書の成立につい

り現在に至る迄︑私の心にどれだけ︑和ら

清塚＋三郎

ぎと安らぎと︑そして又勇気を与えてくれ

﹃幽翁﹄
この書物は︑住友関係諸会社の内部で配

やわ

相対立する概念でありながら︑天然と工夫

られている︑伊庭貞剛翁の全風格を伝えて

はまったく相対立する概念である︒しかし
の両者が十分にそなわっており︑しかもそ

た事か︑全く筆舌に尽し難いものがござい

ます︒

いる伝記なようのものです︒

た昭和十五年頃には︑関西では住友財閥を

今では知りませんが︑私が住友へ入社し

の両者がほどよく融合され︑ひとつの調和
唐︑張の書断は︑王義之の書を﹁造化が

呼ぶのに︑皆さん︑住友さん︑住友さんと

に住友グループ各社の手で昨今︑再含刊さ

に達するとき︑芸術としての書が成立する︒

霊が発したのでなければ︑いかにしてこの

申しておりました︒これは住友家代をの徳

れたとも聞いてをります︒

弘道会を貝には住友有縁の人禽も多いよ

別子銅山閉山の機に︑住友不動産を中心

ばれた事もございます︒

前会長野口先生にこの書を進呈︑大層喜

ような最高峰をきわめられようか﹂︑と述

もありましょうが︑伊庭さんの御人格の力

本当の書は︑技の極と︑自然の理と︑人

べている︒

が大いに与っているものと思はれます︒

し︑多分お持ちかと存じますので︑拝借の

間の霊即ち真実心とが三元一体となって融

御終駕の地︑近江石山の別業を﹁活機園﹄

幽翁とは伊庭さんの晩年の号で︑又隠棲︑

和し調和したところから生れ︑いきぶくも

西村茂樹作

枝たかきならの葉蔭の夕月をふき
出す風そいと上す上しき

晩風凍

さなきたに涼しきものを玉川のさ
生れの上にやとる月かけ

河夏月

花ちりしにはのわか桐露しけゑひ
かりこほる奥夏の夜の月

樹陰夏月

夏をうたう

︵東京都会員東京人材銀行相談員︶

上御眼をお通し下されば幸甚でございます︒

敗戦後の混乱期︑元住友鉱業監査役︑足

た︒

には到頭お目にかかる事が出来ませんでし

さんの手に成り刊行されましたが︑戦争中

この書物は︑初め昭和六年︑西川正治郎

と命名なされてをりました︒

更に王義之のなまの人間を素裸にしたと

のであるように思われる︒

も思われる誓墓文があげられている︒
﹁不幸にして義之は幼くして父上を失い︑

た︑母上︑兄上のいつくし糸のおかげて．：

立哲夫さんの御奔走により︑昭和二十七年

その庭訓をうけることがかないませんでし
．：﹂感極まり︑身の引きしまる思いの一文

再刊され︑漸く私も手に載く事が出事まし
た︒

である︒

︵東京都会員書家︶

この﹃幽翁﹄の一冊が︑戦後の荒廃期よ
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ｌｌ武藤．マ

視二其所一以︑観二共所一曲︑察二其所一安︑

ては

人鴛痩哉人駕厘哉︵為政第二︶

言動にはこの句に依よると誤は少いと思う︒

この本いかがとのこと

論語は孔子の言で封建思想であるとかと非

の句は︑現在も常に活用している︒他人の

している大作である︒︵作者馬琴はこの作

難して現代人らしさを袴街することは︑と

◎招かない客．：⁝うちの玄関先に大きな買

ｌさる縄に︑浜略惟信乃が事をの象︑

◎古事記のこと：⁝．

らない︒

に二十八年間を閲している︶︒

子雅が一匹︒うちには以前から猫がいるの

Ⅱも吾が身ひとつの秋の暮︑心悲しくも

思は胸にむすぽれて︑伏房ごもりに夏の

物袋がおいてあった︒中に乳離れのしない
でもう充分︒憤然とはしたが当の子猫君は

がらは招かれない客であることもある︒招

◎自分が大好きな木︑役立つ本としても他

が吾が家の一員になるらしい︒

二十日程になった︒招かない客ではあった

も出来ない︒先輩とも馴れてじゃれ合って

して眠っている︒これから捨猫にすること

た︒そして後年論語を尭日第二十迄読み了

句である︒暗記の賜かと常に感心させられ

章句が出る︒流れるが如く其場に応じた章

校長訓話の時は必ずといってよい位論語の

◎校長荻原忠作先生のこと⁝：︑

もたれて届り．ｌ︵巻三︶

て見つ︑又起きて承つ︑しばしふょぎに

うつ蝉の︑なく音立てきる腰扉風︑伏し

れは︑我が心︑湘洲の烏ぞ︑今こそは︑

八千矛の︑神の命︑いえ草の︑女にしあ

ければ致方なし︒

の大事な価値がある︒その価値が読み得な

かと力む旨もあるが神話伝統は神話として

現には心を打たれる︒神話は歴史でないと

とのことであるが無衣無包︑天真噸漫な表

稗田阿礼が詞する旧辞を安万呂が撰録した

ふしど

無邪気に乳を求めている︒無心に頭を投出

かれてよし︒招かれなくてもよし︒図書紹

︵福島県会員︶

千鳥にあらめ︑後は和烏にあらんを云為

○Ｏ○○○

介ではない︒

ったのは荻原校長のおかげである︒︵暗記

茶の象友達︑老後の再婚ぼけない老人

﹁あきらめ﹂と希望死んでも命がある話

木村健一著上手な年のとり方
ｌ老後を生きる知恵Ｉ

目次︵二五八頁︶
すばらしき老後前向き人生

加藤善三郎

は出来なかったがｏ︶只他人の行為に対し

◎巌窟王とか南総里見八犬伝などは息つく
やつふさ

間が惜しい位に熱中したことを想出す︒洲
けの

ならぬ犬の八一房から犬山道節帯刀忠与︑犬

塚信乃戊孝︑犬坂毛野︑犬飼見八︑犬川荘
佐︑犬江親兵衛︑犬村大角︑犬田文吾の八
犬士に史実を在の人物をちらつかせ空想架
い︒孔孟の訓を基盤として社会人心を善導

空の構想脚色︑読者を引付けずにはおかな
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￨

老後の幸福感︑生きがい老人クラブ活

の桂をうまく立てれば語呂的にも﹁四合せ﹂

﹁仕合せには四つの桂がいる︒この四つ

辞の中に︑同校生の図書館利用率が︑お隣

村茂樹伝及明治の精神等の著書あり︶の開会の

大名誉教授︑西村会祖の研究家として︑泊翁西

となる︒

とを想い出します︒白く

ヨーロッパの老人福祉国の反省

動上手な年のとり方
︵附録︶ヨーロッパ老人福祉国を訪ねて︒

かに下廻って僅かに釦％に過ぎず〃毎日一

十年で三千︑一生涯百年かかっても︑やっ

冊づつ読むと仮定しても︑一年で約三百冊︑

二︑健康な人病弱な人

の底にのこった︒そう言はれてみると当り

義主張︑思想の変遷の跡を辿ってのお話を

田一良博士の記念講演もあり︑弘道会の主

著書を展示した︒また東北大名誉教授︑石

燃えるにまかせて︑﹁芸文の花﹂という寮

白状するが︑私は高校時代︑青春の血汐

とわかった︒

総数伽冊︑平均一ヶ年詑冊︑一ヶ月３冊だ

録が手許にあるので︑これを検べて承ると︑

月から師才の今日まで︑約二十二年間の記

で紛失しているが︑幸にして︑昭和弘年９

家へ帰るとすぐさま︑古い分は戦災か何か

古川先生のお話に興味をそそられた私は︑

勝手な読書歴を作っていたのである︒

きであったため︑中学の頃から自分なりに

実は︑私は若い時から読書が何よりも好

ような思いがしたのであった︒

私は何か心の隅のどこかで︑虚をつかれた

まえのことでまことにごもつとであるが︑

と三万冊に過ぎない川との面白いお話が耳

︵終身会員︶

四︑仕事のある人退屈な人﹂

三︑妻子︑友人のある人孤独な人

一︑金銭的に安定した人貧乏な人

せ︶な人

幸福︵仕合せ︶な人不幸︵不仕合

りの国際キリスト教大学のそれに比し︑遥

○著者は明治虹年生︑昭和５年青森師範専攻
部卒︒元﹁キング﹂編長長︒現在︑月刊誌
﹁老壮の友﹂編集長︒

○本書発行所㈱大和文庫○本書の定価
七五○円

本書をおす坐めするに当り︑著者が昭和
弱年廻月釦日ＮＨＫの早朝ラジオ放送﹁人

︵岩波書店発行・四五○円︶山口友吉

生読本﹂に於いて仕合せ論を放送されたこ

﹃菜根謹﹂
アレキシス・カレル著

﹃人間ｌこの未知なるもの﹄西村幸二郎
つい先日五日間にわたって︑亜細亜大学

聞いて碑益せられるところ頗る多かった︒

歌の歌詞とメロディーに︑すっかり魅了せ

〆●︑

図書館の主催で︑﹁泊翁西村茂樹と明六社

その節︑主催者側の同校教授であり︑また

︑ノ

の同人たち﹂︵犯頁参照︶という題でその著

弘道会の理事でもある古川哲史博士︵束

ひえき

その他遺品数十点と共に全集並びに数多い

書が陳列され︑当会も会祖の肖像画や絶筆
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り！﹂の一句に言葉の綾とは知りながらも

られ︑殊にその最後の﹁万巻の害は庫に在

にのぼる﹁古典の名著﹂を探るばかりでは︑

しかし︑こうした昔からいつも誰もの口

何れ劣らめ有益な名著ばかり数限りない︒

として︑汗牛充棟もた堂ならず︑一木一草︑

国にも既に昭和過年桜沢如一箸で︑無双原理講

年にして早くも十八ヶ国に祇訳され︵わが

版郡頁で手頃の本である︒原著は出版後数

一九八○・一○発行︵定価一五○○円︶の菊

部昇一︵上智大学教授︶訳・三笠書房より

００Ｏ○

現実的に虜にされてしまって︑今から考え

ひょっとすると︑折角の肩の凝らないため

つかり構想を変え︑眼を転じて︑現時点に

し過ぎやしないかと思った︒そこで私はす

間″そのものを︑その神秘性をも含め〃肉

反復熟読すべしとされ︑著者カレルが〃人

信念を与え︑所謂﹁座右の書﹂として常に

生に対して︑新らしい希望と勇気と力強い

究所で発行︶数百万に上る読者に改めて人

あや

るとお恥かしい限りだが﹁ヨッシ︑俺も一

の錯夏読翠物としてのご注文には少々堅苦

うに愚にもつかないことを思い立って︑爾

立って︑現代または将来に及ぶ広い視野と

体と精神制との双方に亘って︑高度の科学

とりこ

るか試めしてやろうⅢ﹂とまるで子供のよ

生のうち︑いったい何冊の本が読桑こなせ

来好きな道とて︑社会人となっても︑飽き

展望のもとに︑〃名著″と称し得るものを

な結果を余すところなく披歴したものであ

的実証を基として研究した広汎極まる貴重

︒︒︒

もせず習慣のように︑今日まで記録を続け

捜し出して︑これを〃永遠の古典″と共に

ところが近頃になっては︑最早余命幾ば

変り種一冊をさし加えたら面白くはないか

ここでちょっと原著者の経歴を見てみま

しょう︒

フランスに生れ長じてデイジョン及びリヨ

匙一､ノノ

てきたのである︒

と考えた︒すると偶然にも去る二月私が長
い間かって潮やく読み終ったばかりの一冊

てくる︑いつまで読書力が続くことやら覚

の本に眼が止まった︒改めて二読︑三読し

くもなく︑老化現象はだんだんひどくなっ
束ない︒たとえ今後百才まで生き延びても︑

てみて︑これこそ私の目指す﹁現代版の名

原著者カレル合日且この強い儲認ｌ

︾ｏＯ

月三冊位のノロノ︑運転では間尺に合はな

著﹂と称してもよい本であるとの確信を得

ましやく

い︒中途でパンクしたらそれまでのこと︒

乞食︶は一八七三年︵明治６．６．詔生︶

○００００

全く無意味で馬鹿げたことだと後悔してい

たので︑ここに皆さまにお奨めすることと

大学で医学の学位を取得︑二ヶ年死体解剖

ン大学に学び︑一九○○年︵明治患リヨン
く
それは︑かの有名なノーベル生理学・医学

明翌転じてシカゴ大学のハル生理学研究

助手を働いて研究︑犯才の時︵一九○五年

したのである︒
Ｊ

○

る矢先き︑こんど当会編輯部からわざノ︑
﹁名著﹂と銘打って︑各自の長い読書歴か

しいといってきた︒ここに言うところの所

賞を受賞した大科学者アレキシス・カレル

ら一冊を選び出して皆さんにお奨めして欲
謂﹁名著﹂とは恐らく倫理道義に関連する

箸の﹃人間ｌこの未知なるも２の一冊

○Ｏ

もので︑言わば古典的名著を指すのであら

ェラー医学研究所に招かれ同処で種々の見

所に勤務︒次いでニューヨークのロックフ
に外ならない︒

原著は一九三五年に書かれたもので︑渡

う︒だとすれば︑古今東西の古典の森に足
を踏み入れさえすれば︑聖書や倫語を初め

rワQ、

ー等ヘル生理学医学賞を授けられ世界的な大

縫合と内臓移植の新方法″開発によってノ

事な業績をあげ︑六年後一九二一年〃血管

なくてはならないのであるが︑私は多くの

するに臆︑われらの知識が綜合的で簡潔で

ある︒このたくさんの情報を役立てようと

○私は時には生理学者︑衛生学者︑医師や

対に必要なのである︒

葉で書くこともあるが︑本書はほとんど一

ってやった問題を︑ほんの数行の短かい言

教育者︑経済学者や社会学者が何年もかか

字一句が一人の科学者の長年にわたった研

科学者が一生もかかってようやく得た知識
〃人間″に関するデータの凡てと知識の全

を︑誰れでもすぐわかるように取りまとめ︑

科学者となった︒
彼はその後一九一二年︵明治妬︶卵の中に

部を︑この一冊の小さな本の中に盛りこも

三十四年の永い間︑ガラス器の中で生かし

自然科学︵物質文明︶なのだと言っても過言

○凡そ︑西洋文明と言へぱ︑取りも直さず

うとしてこれを書いたのである︒

り過ぎているのだ︒現代文明そのものが今

持つ科学的な美しさに酔いしれて無中にな

○現代の人間は自力では動けない物質の

結晶に外ならないものが多いのである︒

の解明のために一生涯かけたような労苦の

勿れ一九四六年︵昭和３︵彼の死後︶まで

ひな

いる雛からその心臓組織を取り出し︑驚く

究︑労苦︑忍耐︑時にはたった一つの問題

ておくことに成功したのであった︒かくて

でないその西洋文明が︑到頭人類始って以

や退廃しつつあるのだから︑今のままの方

○○

﹁肉体から切り離された組織を生体外で培

来の空前の大文明を築きあげたのだが︑彼

向で文明の進歩を続けていってはならない

し︑またそういうことはもう出来ないので

○○○○

養して長年月︑生かしておく﹂生物界の劃

等はいったい〃人間〃というものが︑どんな

近になって︑やうやくその文明が実は崩壊

０Ｏ○

期的な一大発見を成し遂げ世界を驚嘆させ

ものだかを十分知らなかったがために︑最

の本の︑ほ輿ご推察がつくと思うが︑私は

の危機に瀕しているのだという恐ろしい事

は︑星の世界の法則ほどにもわかっていな

○人麦は自分たちの体と心に関すること

こうした著者の経歴だけからみても︑こ

○○○

たのであった︒

更に次に︑大科学者たる著者カレルが︑ど

になって︑恐怖に満ちて書いたのが即ちこ

実を感じ始めてきたのだ︒そのために不安
の本に外ならないのである︒

すら︑気もついていないのだ︒また自然の

則に自分自身が支配されているという事実

いし︑他方また十分知りもしない自然の法

○○

んな目的でこの本を書いたか︑また︑いっ
ころを︑あちこち拾い集め︑継ぎ合せて順

○〃人間〃というもの自身について︑総合

法則を破れば必ず罰を受けるということに

あゞる︒

たいどんな内容なのかを︑彼自身の語ると
序もなく次にご紹介させて頂く︒

な分野のデータをまとめて︑人間の調和の

的に知らうとするためには科学のいるノ＼

著者はかく語るのである

的︑化学的生理的なメカニズムを︑力強い

とれた行動と思想の底に隠されている肉体

や︑人間同士のことや︑また自分のからだ

も全然気づかない︒だからこそ人々は宇宙

○私は哲学者ではない︒た堂の科学者で
の情報があまりにも多過ぎて︑却ってそれ

あるが︑われわれは現在では︑人間に関して

キビキビしたタッチで描写されることが絶

の器官や心についての必然的な諸関係を十

をうまく使いこなせないで困っているので

（30）

近来急激な世相の変遷︑思想の激変のた

め世界情勢も刻々に激動変化しつつある︒

いるのである︒．・・・：

人為の価値観も激しく変っている︒今後も

分に学ぱなけれ︑ばならないのである︒〃人

ある︒

と著者はその序文の最後に結んでいるので

の極めて一端をご紹介するだけに止めたが︑

以上私は本書の訳者と著者の二つの序文

につれ︑いよノ︑激しく︑︑まぐるしく変

時代の進むに従って各種の学問の進歩発展

○○

るということは疑う余地もない事実である︒

間〃は凡てのもの︵生物︶よりも優れてい
もし人間が退化するようなことがあれば︑

これを以てしても︑本書が現代の名著と称

転を繰り返えすであらうことは予想に難く

失せてしまうだろう︒こうしたことを防ぎ

ない︒私はこうした定めなき激変の世相に

文化の美しさも自然界の壮大ささえも消え

しうることがほ壁ご納得頂けたかと思うの

於てこそ︑このような異色とも思われ︑ま

た劃期的とさへ感じられるこの現代的名著

○○

とめるためにこそこの本を書いたのである︒

でここで一応槻筆することとした︒
Ｊ
く

○われわれはいまや自分たちの文明の弱
点に気づき始めてきたのである︒だからこ

ので理ある︒

を皆さまにお奨め出来たことを光栄に思う

終りに︑優れた科学者であるが故に︑物

あと残した三百頁にも及ぶ本文そのもの

質文明の限りない無闇矢鱈な進歩発達︒こ

そ私はこの本で︑現代人に関する科学的な

には今までの科学文明に対し︑物質より精

は︑実に詳細を極めた貴い価値あるもので

神︵霊界をも含め︶への剛度の方向転換と

のままゆけば地球の破滅︑人類の滅亡まで

データ全部を提供して承なさんの判断に任

私はこの本を毎日子供を育て︑人間を形

も︑引きおこしかねない近頃の世界的核競

あることは言うまでもない︒しかもその底

成し︑指導する仕事をしている人達に捧げ

かということまでが明かに示唆されている

更に従来の文明を如何に改革してゆくべき

せると言っているのである︒

る︒また︑学校の教師︑衛生学者︑医師牧

○○

師︑社会奉仕家︑大学教授︑裁判官︑陸軍

争への不安と恐怖︒他方︑これに反して緒

し自戒し︑遠い未来への方向づけを強く叫

科学文明に対してその非を認めて警告を発

感ずるのである︒

書の一字一句の裏に惨み出ていると︑私は

みなど著者の心情が︑九頁︑八章に亘る本

神文明の甚しい遅れえの苛立ちと嘆き悲し

いＦゆ

ことが観取されるのである︒

また︑た堂単にわれわれの心と体につい

び且つ現代文明の行きづまりを勇猛心を以

しかも本書は﹁人間とは果たして何なの

導者たちにも捧げる︒

将校︑技師︑経済人︑政治家︑産業界の指

てのすべてを知りたいというだけの普通の

かを語り︑人間の科学的分析総合を経たあ

私は著者ほどの大科学者が自から現代の

人々にも︑結局男性にも女性にも︑すべて

て馴扶︵えぐり出すこと︶していることに︑

と︑新たに創造される精神を強調して︑最

○○

の人灸にこの本を捧げるのである︒

限りない敬意を表し︑この本が﹁現代版の

後に人間復興を弧歌して︑その条件﹂を述

てきけっ

○要するに本書は科学的観察によって明

じるのである︒

名著﹂であると推奨することに︑喜びを感

○○Ｏ

かにされた人間に関する事実を少しも飾ら

︒︒○○○○○○

ずにそのまま︑すべての人に提供し捧げて
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ベ︑警世的︑先覚者としての著者カレルの︑
またが

真意を端的に吐露しているのである︒

この現代と将来に跨る名著のご研究を熱

望して巳まないのである︒
︵本会灸長︶

われ︑これはひとえに︑朝夕給仕せる弟子

情が流露していたことが︑これによって覗

﹃二宮翁夜話﹄は福住正兄の著述である

の筆録なればこそと謂ひ得るのである︒

がこの書もまた歓異抄の如く︑平素親しく

でなく︑彼を考え︑此を思ひながら︑たま

立場で異なり︑これが選定は必ずしも容易

何が名著であるかは読む者のそれぞれの

獄にも︑おちてさぶらはくこそ︑すかされ

になるべかりける身が念仏をまうして︑地

らふ︒そのゆへは自余の行をはげゑて︑仏

におちたりとも︑さらに後悔すべからすさ

然聖人にすかされまひらせ念仏して︑地獄

福住翁は正に二宮門下中の面授の弟子であ

のあたり︑雰錆たらしめる思ひを抱かしめ︑

機会多ければこそ︑読む者をして︑翁を目

く︑昼夜其の教を聞き報徳の真髄を究める

をもみ︑何れの出張にも︑随はざることな

鶴岡衛

たま架上の一冊を取れば﹃二宮翁夜話﹄で

る︒︵夜話自賊︶

福住正兄著﹃二宮翁夜話﹄

あった︒﹃二宮翁夜話﹄を偲ぶについて︑

たてまつりてといふ後悔もさふらめ︑いづ

具の片付︑茶飯の給仕︑夜は肩を打ち︑腰

翁の身辺に随従することを得て︑朝暮︑夜

同巧異曲の感がある﹃歎異抄﹄について少

れの行も︑をよびがたき身なれば︑とても

こと数日︑予が兄大沢精一︑翁に随て入浴

年正月翁おのが家に︵福住方︶入浴せらる上

いま有名な湯船の薯を述べる︒﹁嘉永五

し述べる︒

す︒翁湯桁にいまして諭して日く﹁夫世の

地獄は一定すみかぞかし︒﹂

先師法然聖人と親鴬聖人との間では︑呼

﹃歎異抄﹄は親鴬聖人晩年の弟子唯円が

吸がぴったり一致して︑寸皇の間隙もなか

なはだ浅し︑膝に満たずと罵るが如し：．⁝

湯船の中に立ちて︑湯を肩に掛けて湯船は

で給仕した面授の弟子である︒歎異抄は唯

よきひと︵親篭聖人︶のおほせをかぶりて︑

選述したもので︑唯円は朝暮︑聖人の身辺

信ずるほかに別の子細なきなり﹂と帰依し

まで利を貧り︑不足を唱ふるは大人のこの

﹃歎異抄﹄の一節に﹁親鴬にをきては︑

の過なり︒能此過を知りて屈まぱ︑湯忽ち

是湯船の浅きにあらずして︑己が屈まざる

中汝等如き富者にし皆足るを知らず︑飽く

た堂念仏して︑弥陀にたすけられまいらす

て︑いささかの疑ひなく︑耳の底に留るも

ったが︑これを承って︑唯円もまた﹁た望

くしと︑よきひとのおほせをかぶりて信ず

のは故親瀞聖人の御物語のおもむきの承で

に求むる事をせん︒世間富者の不足を唱る

肩に満ちておのづから十分ならん︒何ぞ他

円の耳に留る師︑親鴬聖人御物語の趣旨に

るほかに別の子細なきなり︒念仏はまこと

三代の師弟の間に︑共通した豊かな宗教感

ある︒法然聖人・親驚聖人・そして唯円と

念仏して弥陀にたすけられまひらすべしと

に浄土にむまる上たれにてや︑はんくるら

外ならない︒

ん︒総じてもて存知せざるなり︒たとひ法
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何ぞ異らん︒：：：此湯船の湯の如し︑是を

手にて己の方に掻けば湯我方に来るが如く
なれど︑皆向ふの方へ流れ帰るなり︒是を
くなれども︑又我方へ流れ帰る︒少し押せ

て︑国史とすべき者に非ず︑全編総て帝王

本邦の国史は唯帝王紀と称すべき者にし

国史

する者は︑漢文に非ざれぱ︑著述を為さ壁

従ひ︑本国の文は益々哀へ︑世の学士と称

元和以来学士張出し︑漢文の精妙に赴くに

始めとして詔勅及び奏状の類皆漢文を用ふ︑

の道を論ずると能はず︑故に古来六国史を

西村茂樹

は少し帰り︑強く押せば強く帰る︒是天理

の御歴代を以て大綱とし︑其中に掲ぐる事

｜読史と読書
︵西村茂樹全集第一巻より︶

なり︒夫仁と云︑我と云ふは向へ押す時の

迩は︑皆朝廷に管係するどの承にして︑民

向ふ方に押すときは湯向ふの方へ行くか如

となる︒慎まざるべけんやｐ古語に己れ克

名なり︒我方へ掻く時は不仁となり︑不義

今両著を比較して︑思ひ央ばにすぎるも

然らざるを得ざるＥなれども︑亦甚欠失多

を記する者なし︑蒜し博統帝国の歴史卿ら

生の利害得失︑及び今日生活の源なる耕農
工作通商等の始より其沿革廃衰等は一も之

べんとするに︑其字音字義同じからずして︑

然に漢文を以て本邦の事をし︑本邦言を述

学ぶは極めて難きＥにて︑青年の士が漢学

強たるを免かれず︑凡そ本邦人にて漢文を

せる者の如し︑此の如き労苦を以て学びた

を為すに︑其歳月の半分は漢文を学ぶに我

て大同小異なり︑是を本邦の国史に比すれ
日本史は史記に擬して之を作り︑遥に古代

非ずや︑

慢の風を一変せば︑堂文人たる者の大功に

して︑之を国文に用台︑以て古来の脈弱緩

窒砿あり世の学者もし漢文を学ぶの力を移

を記せんとするときは︑上に言ふが如きの

る所の漢文なれども︑是を以て本邦の事物

ば︑蓋し其宜きを得たる者の如し︑水府の

世家あり︑列博あり漢書以下皆其体に倣ひ

通語︑渋井大室の国史︑順山陽の外史の類︶

のがある︒乞う読者幸ひに秋爽の候﹃二宮

以て事を叙し言を述べんとするに︑党に牽

行文に至りては全く其順序を顛倒す︒是を

るに至る︑︵中井竹山の逸史︑中井履軒の

翁夜話﹄一冊を懐にして翁の旧蹟を訪ねて︑

を主とすれども︑史記の如きは︑八書あり

き者と云ふくし︑支那の歴史も固より帝王

て︑礼に帰れば︑天下仁に帰す︒﹂

遺徳を偲ばれんことを︒：
翁誕生地という標識あり︑尊徳記念館︒

一︑小田急電鉄栢山駅下車︒

一︑小田原報徳二宮神社小田原城地域内︒
一︑日光今市報徳二宮神社並に如来寺︒

報徳訓

の六国史に勝りたれとも︑害中に志を閥き

父母の根元は天地の令命に在り︑
身体の根元は父母の生育に在り︑

是を以て古今の治乱廃興を叙し︑道徳政事

本邦の仮字文は文気廃弱文勢緩慢にして︑

仮字文

拘泥せるを以て頗る暇班ききＥ能はず︑

も

群舞封嘩霊誌や恥諏詫勤諾稲又大義名分の論に

父母の富貴は祖先の勤功に在り︑

子孫の相続は夫婦の丹精に在り︑

子孫の富貴は自己の勤労に在り︑

吾身の富貴は父母の積善に在り︑

︵本会理事︶

．：⁝年々歳灸報徳を忘る可からず︒
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いしづえ

千葉県田村春風

〃

けな

の如くに直して採る︒ともかくも稲はよく育ちて花を

．︵評︶原句は﹁稲の花日和を願うばかりなり﹂であったが右

＠稲の花象のりの日和祈るのみ

栃木県渡辺清香

一○ 子 ど も の 日 父 な き あ と の 母 健 げ
母の日や母と筆塚詣でけり
池の辺の紫陽花美事水鏡

一源であり︑その汗は洞に尊いものと言はねばならぬ︒

りに加筆して採る︒何といっても勤労は国の栄える根

︵評︶原句は﹁勤労の汗は尊し国の栄﹂であったが︑右の通

︑勤労は国の礎汗尊と︑

篠塚しげる選
つけ初めた︒こんごは唯よき日和がつづいてゆたかな

Ｊ畷稔りの暇鳴よう祈る吋鴨膜Ｉ

○木の芽風可もなく不可もなき暮し
山の幸海の幸あり聖五月

再びはもどらぬ清水手に掬う

花菖蒲めぐる泉の流れいて

千葉県林東洲

︑竹の皮露を弾きて脱ぎにけり

いう力強い表現によってよく描かれている︒

．︵評︶皮を脱ぐ若竹の頼もしい成長ぶりが﹁露を弾きて﹂と

千葉県鈴木きよ女

○桐の花散るや喪の家門閉ざす

︑空の旅東風に連立つ若夫婦

いえぬすがすがしさを感ぜしめる︒

︵評︶東風と言い︑又若夫婦と言い︑この空の旅はなんとも

○垣の房ゆだねし白藤陽に肢し
山裾に躍る平和の鯉のぼり
睡蓮や夕陽包拳て早や眠る
夏草に埋もる古碑を判読す

千葉県小川愛山

○小夜更けて母縫ひあげし浴衣かな
さくらんぽかくれんぽの鬼ひそゑ居り
明け放ち新居は留守や竹の秋
一望の太東岬梅雨晴る上
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弘道俳壇

第七十
︵報告︶

日本弘道会

例によって玄関前での記念撮影︒文京区千

数々に時のたつのを忘れるほど︒このあと

駄木の養源寺の会祖墓所に詣でての総会報

告並びに法要など︑予定の日程を無事終了

昭和五十五年度決算報告

して午後四時和気撫食のうちに解散した︒

事業収入一七︑六四六︑○○○円

会費収入一︑七六六︑四○○円

収入計二九︑一二八︑一○二円

その他の収入九︑八○五︑七○二円

収入合計五一︑三一○︑二九円

前期繰越収支差額二二︑○九二︑○一七円

管理費一六︑二○三︑一八○円

事業費五︑四六二︑○九四円

支出計二三︑二一四︑一九○円

その他の支出一︑五四八︑九一六円

次期繰越収支差額二八︑○九五︑九二九円

２︑評議員四名を委嘱したこと︒但し内
は新任︵砺年３月釦日理事会︶他の三名︑

剰余金合計二三︑四八八︑二七二円

次期繰越増減差額△四︑六○七︑六五七円

資産総額四二︑四八五︑五○九円
負債総額四︑五三○︑四一二円

︵五十五年度末現在資産負債︶

鈴木一氏・荒井元吉氏・茂木啓三郎氏は任

懇談会では貴重な意見︑熱意溢れる卓説の

以上で総会を終り︑昼食をとりながらの

ったこと︒

期満了により総会前の評議員会で重任を願

一名︑京都商工会議長副会頭・小谷隆一氏

員会︶

監事に選任したこと︒︵弱年︑月溌日評議

１︑京浜急行顧問・石井千明氏を新たに

った０

さらに議長から次の二件につき報告を行

西村会が詳細に説明︑全員了承︒

年度事業計画の件

二︑昭和五十五年度事業報告並に五十六

決︒

渡辺事務局長が重点的に説明原案通り可

予算の件

｜︑昭和五十五年度決算並に五十六年度

と議事に入り次の案件を審議した︒

ついで会長の式辞朗読︵二頁参照︶のあ

回通常総会

五月三十一日︵日︶午前十一時から第七
十九回通常総会を本会会議室で開催︒出席
式を挙行し︑次の通り加藤嘉三郎氏ら五名

者二十三名︒議事に先だち恒例により寿昌
の方左に西村会長から祝辞のあと記念杯を
贈呈︒寿昌者を代表して加藤氏の新規会員

た︒

増募の体験談などをまじえての謝辞があっ

昭和五十六年度

年齢役職本籍

寿昌記念杯贈呈者芳名

終身会員神奈川県

加藤嘉三郎殿七十九歳

一伊藤政殿七十九歳
山形県心友会顧問山形県

林隆悌殿七十二歳

東部支会評議員千葉県
鈴木良治殿七十二歳
平川支会々員千葉県
田中延治殿七十一歳
白葉支会幹事千葉県
−１
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九

正味財産合計額三七︑九五五︑○九七円

昭和五十六年度予算報告

事業収入一九︑五八○︑○○○円
︵年会費一︑五○○円に改訂︶

会費収入二︑八○○︑○○○円
その他の収入三︑二○○︑○○○円

第七十九回総会で

寿昌杯を受けて
寿昌杯を拝受して加藤嘉三郎

加藤嘉三郎

林隆悌

者を得ました次第で︑今後共本会の発展の

第七十九回総会において百余年の歴史を

長寿については諸説︑諸文献もあります

常な光栄と存じて感謝致しております︒私

りますが目立った点は﹁命は食にあり﹂と

はその後の養父の日常生活をよく知ってお

した時は既に米寿に達しておりました︒私

です︒

前期繰越収支差額二八︑○九五︑九二九円

有する日本弘道会の寿昌杯を受けましたこ

の天寿を全うした人で私が加藤家に入りま

が︑私の養父︵旧岡崎銀行頭取︶は九十八歳

ため新規会員の准得に微力を尽し度い念願

収入合計五三︑六七五︑九二九円

とは本年満七十九歳になりました小生にと

収入計二五︑五八○︑○○○円

事業費六︑七四○︑○○○円

りまして真にくしき符合と申すべく︑又非

管理費二○︑一二○︑○○○円
その他の支出八三○︑○○○円
支出計二七︑六九○︑○○○円

に西村会長から﹁健康法と長寿について﹂の

が当会に入会致しましたのは昭和五十年頃

支出合計五三︑六七五︑九二九円

次期繰越収支差額二五︑九八五︑九二九円

めの如き白身のさしみ︑ヒレのステーキ︑

称し︑栄養価値のあるもの例えば鯛︑ひら
の同級生の案内でお宅に御伺い致しました

の米飯をとり︑朝には腹がへってたまらぬ

鰻が好物で夜食にはこれらの菜で極く小量

小冊子を贈って頂いたのが御縁の始りです︒

処︑計らずも会長は同じ京都中京の生れで︑

それで一日御礼芳々近隣に住む旧住友マン

次号愈号︶予告

老人医学の権威である朝日生命の佐灸博

︵中食は大体パン食でした︶

熟と朝鮮人参を長くとっておりました︒

な友達であり︑その関係から兄の画を友人

士によれば人間の寿命の長短は本体性Ｉ遺

位で自ら牛乳入りの粥をこしらえ玉子の半

知己に多数お世話下さった事が判りました︒

伝Ｉに半分は原因するとのことです︒幸に

私の亡兄で︑土田麦曜と等しく舞妓図で有

十月には新聞週間がおこなわれます

それで私も御芳志に酬ゆる為早速本会の終

名な日本画家板倉星光と幼稚園時代から幼

ので︑それを契機に↓︑スコミがいか

身会員となり︑商大︑高商等同学の友人を

特集名マスコミの道徳的使命

することとした︒

私の実父は七十六歳︑母は九十二歳の寿で

なる道徳的使命をもつべきかを検討

主として勧誘して今日迄約七十余名の入会
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浜医大の某医博によれば統計的にゑて現在

あるので系統としては長寿の筋である︒横

本国建設のため微力を尽し寿昌に報い度く

則り伝統ある日本精神を再興し住みよい日

週間誌的にならない様切望して︑伝教大師

感皆無と云い度い世相の中で︑﹃弘道﹄が

が多く︑只自分本位で社会人としての連帯

︵美智子妃殿下の祖父母︶もこれを越えられ

る︒現に渋沢栄一翁︑正田貞一郎御夫妻

ＰＴＡ会長︑郡Ｐ会長︑郡市子ども会育成

帰還︑中隊長︑聯隊副官を経て終戦︑翌年

度応召中学校の配属将校︑間もなく聯隊に

間静養し居りましたが戦局苛烈となり︑再

て希望を述べ︑謝辞とと感謝の言葉と致し

事を切望して︑愚者の思い付を開陳しまし

の一燈辺隅を照らすの気持で編集されます

思って居ります︒

なかった︒私は一応傘寿に辿りついたので

会長︑郡市社会教育連協会長︑県社会教育

練って私事︑日支事変に従軍受傷し数年

八十台迄の生存者は多いが九十台になると

養父の如き九十八歳の長寿は望むべくはな

連協会長等を経験致しましたが︑常に機関

グント落ちる︒九十二︑三歳が峠の様であ

いとしても尚先人︑先輩︑医学者等の長寿

紙﹃弘道﹄の内容を頭に置いて会を運営し

居ります︑重ねて編集に当られました先生

むべき道すら定らず日常生活の中でも無気

会でも教育の危機と云れた様に︑自分の進

口座番号四三七八七一七

日本弘道会普通預金口

○三菱銀行神保町支店

口座番号四三六︑八六○

日本弘道会普通預金口

○住友銀行神田支店

記

利用下さい︒

ご寄付金のお振込は左記ご便宜のところをご

｜お願い−

金参千円也中沢三郎殿︵東京都︶

︵勲六旭日章受章記念︶

金五千円也藤原義明殿︵能代市︶

︵名古屋愛知紡績株社長︶

金参万円也和田乙彦殿︵西宮市︶

金八万円也匿名氏殿︵東氷都︶

鯵ご寄付者芳名

今云・生ロ

ます︒︵千葉県東部支会評議員︶

辛寿の祝寿が出来れば望外の幸せであり︑

て参りました︒

法にも心掛け︑自重自愛して米寿をこして
人生業を優等で卒業したものと云えるでし

方に対しまして︑謹んで敬謝の念を捧げる

幸にして来月末にて任期も終ろうとして

最後に百七歳の天寿を全うしたといわれ

よ尻ノ○

る天海大僧正の長寿歌を御紹介しておきま

ものであります︒

又明日の事をも考えない人が多い様に感じ

現代人は成人青年を間はず過去を考えず︑

居ります︒

の言葉も聞きますが︑世相の反映と思って

又会員宅に配本時に時折内容が難解だと

す︒

食細うして心広かれ︵川越喜多院にて︶

気長く︑勤めはかたく︑色うすく
︵終身会員元日清飼料常務︶

寿昌杯を拝受して林隆悌
の総会に於いて寿昌杯下賜の栄誉を受け︑

力︑無責任︑無感動︑無関心︑無作法の者

ます︒一昨年ですか︑高知での日教組の大

感激の極で今までの行動に対し反省し︑今

無為無策︑横着者の私︑此の度の弘道会

後に処し度く思います︒そして弘道精神に
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福沢先生の実学に学ぶ

石井千明

うとされていた︒当時東京中の大名屋敷で空家になっているとこ

明治維新の先覚者にして︑慶応義塾の創設者福沢諭吉先生の名所ではないと考えられたので︑しかるべきところに塾を移転しよ

に助力を求めたり︑岩倉具視公に会ったり︑八方手をつくして東

よいよその屋敷を手に入れるために︑先生自身知人の佐野常民氏

地で︑海浜の眺望もよし︑塾には適当と衆議一決﹂したので︑い

たところ︑たまたま﹁芝の三田にある︑島原藩の中屋敷が高燥の

著﹃福翁自伝﹄を知る人は多いことと思う︒しかし明治初年︵慶
○

ろが所をにあったので︑塾生をつかって方を空家さがしに廻らせ

０○○

応四年︶大政奉還の時に当たって︑慶応義塾のため︑旧島原藩の
中屋敷一万四千坪の官有地︵三田の現在の慶応大学の所在地︶払
○○○００○○○○○○○○ＯＯ○
下げの最初の人が︑福沢先生であったことを知る人は︑塾員以外

先生は︑慶応四年︑塾を芝新銭座に移し︑次第に増加する塾生

げる命令書を出さしめる様にし︑﹁地所一万何千坪は拝借︑建物六

京府に頼承︑その島原藩の屋敷を上地させて︑福沢先生に貸し下

は蓋し稀ではないかと思う︒

に対し︑新しい時代に処するに必要な洋学を教え︑同年五月十五

ベルリン・アカデミーの大講堂において有名な﹁ドイツ国民に告

ットリープ・フィヒテが︑一八○七年八月敗戦のベルリンに帰り︑

なかったことは余りにも有名な話である︒かの哲学者ヨハン・ゴ

払い下げて之を有益に利用すべきことを諸方に説いて廻った︒や

命ぜられるかも分らないことを慮って︑未利用大名屋敷を民間に

りの借用地︵地租も︑借地料もなし︶であるので︑いつ立退きを

四年の春﹂であった︒その後先生は︑慶応義塾の土地が東京府よ

屋幾棟の代価六百何十円を納めて︑いよいよ塾を移したのが明治

百何十坪は一坪は一円の割合にて︑いわゆる大名の御殿二棟︑長

日には︑上野彰義隊の砲声の聞こえる中にも︑﹁学問は一日も休

ぐ﹂という世紀的講演を行なったのにも比すべき記念すべきこと

むことは出来ぬ﹂と︑ウェーランドの経済学書の講義をやめられ

と思う︒只︑福沢先生の場合は常に︑経済学書を講じ︑子弟を︑

指導育成したにとどまらず︑これを実践窮行し︑所謂︑実学の模

げるという噂が聞こえて来た︒先生は時を移さず色を手配をして︑

がて政府に於いて市中の貸し下げ地を借地人又は縁故者に払い下

出来ず︑上納金受け取りの書式も出来ない﹂でいる時︑正式の受

京府に代理の者を差し向け︑﹁未だ出願者は一人もなく︑帳簿も

と思う︒

福翁自伝によれば︑その前年︵慶応三年︶ひどい熱病にかかっ

その発令の日を鶴首して待ち︑いよいよ発令と決定した翌朝︑東

範を示されたことであって︑我々の大いに学ばねばならぬところ

｜

想

随
た先生は︑新銭座の地所が湿地であって︑あまり健康上好ましい

︑１ノ
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学の数を合わせたよりも多くなったといわれる日本のいずれの大

する所以は日本国土があってはじめて可能である︒その国土を如

学に於ても︑正規の課程をもって行なわれていないということは︑

何にすべきかという根本的な研究討議が︑戦後西欧先進諸国の大

福翁自伝には︑﹁その後地所代価領収の本証書も下りて︑いよ

如何にも日本の大学教育の後進性を示しているものではないかと

け取りは後日のことにしてや払い下げ代金を払い︑その仮領収書

いよ私の私有地となり︑地券面︑本邸のほかに付属の町地面を合

を受け取って一応払い下げの形式をととのえた︒

一して一万三千何百坪︑本邸の方は千坪につき価十五円︑町地の方

思う︒

と学生の間の紛糾や争いをいつまでもつづける場所ではなかろう︒

大学は︑授業料の値上げ問題をめぐって︑学校理事者と教授陣

一は割合に高く︑両様共算して五百何十円とは︑ほとんど無代価と
一申してよろしい﹂と記されている︒

一今考えると︑明治初年︑洋学の指導者であり︑文明開化の先覚

一見をも
もっ
って
てかかる実務をかくも速かに実行し︑未利用地活用に先

未利用大名屋敷をいち早く払い下げ︑当時としては劃期的な考え

団体の行動隊の如き態度をとる場所でもなかろうと思う︒

又︑学生自身が政治団体の様相をして学問を放榔して︑恰も政治

一 鞭 をつ け た
たことに対して我奏はただただ敬服の外はない︒もし先
一 生 が︑ 今 日
日この世にあられたならば︑わが国の大学にも︑必ずや

した故智に学ぶべきではないか︒

方をもって︑新しい時代の教育の場として三田に慶応義塾を創設

一
にし
してて
一者
者に
︑︑教育者であった先生が︑今日の明敏な実業家以上の先

一 不 動産 学 科 の 創 設 が 見 ら れ ︑ 私 立 大 学 の 財 政 的 基 礎 造 り に つ い て

︵本会監燕京急ＵＳＡ社長︶

ｌ﹃新文明﹄一九六七・一二月号よりｌ

明治百年を迎えるに当たり︑我有は改めて百年前に福沢先生が

一も多くの示
示唆を与えられたことと思う︒すでに欧米先進諸国の著
一名
名な
な大
大学
学で
では殆んどすべての大学に不動産学科が設置されている︒
その教
教科
科課程は種鱗べあるが︑例えば︒ヘン シルバニア大学の如き
は︑産業立 地に関する妓新の学問であるウォルター・アイサード
又 ︑測量学大意や︑広告学等を含ませてい るものもある︒又︑首

教授の提唱 している地域科学等を取り入れて い る も の さ え あ る ︒
都ワシ ン ト ンにあるアメリカン大学では経営学科の中に不動産学
科 を 包 含 させている︵以上はほんの一例をあげたに過ぎない︶︒

日本の何れの大学に於いても未だ不動産に関する教科課
一 然 る に︑
︑日
一程は勿論
論の
のこと︑特殊問題としても︑不動産に関する講座の如き
一ものの存在 するということは寡聞にして聞かない︒日本国が存在
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◎会費領収報告
霊噸舞賄出敬称略︶
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

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︺

久武雅夫︵弱／廻︶斎藤義男︵弱／皿︶
青山つや︵弱／３︶︵以上一︑○○○円︶
○逆瀬川洋一郎︵駒／６︶
○市川忠次︵印／６︶○猪瀬弁一郎︵印／６︶

古岩井佳勝︵駒／３︶中村八郎︵印／３︶
︵以上二︑○○○円︶

星崎英雄︵駒／３︶︵二︑五○○円︶

︹埼玉県︺

小久保義松︵師／７×三︑○○○円︶

森田静舎︵弱／３︶︵一︑○○○円︶
○志垣熊雄︵印／︑︶︵二︑○○○円︶

︹千葉県︺

長谷川惣平︵帥／３︶︵三︑○○○円︶

山本三四男︵弱／３︶︵一︑○○○円︶
白葉支会

近藤国男︵町／３︶︵一︑五○○円︶

高田賢治郎︵駒／６︶︵二︑○○○円︶

大木善朗︵町／４︶︵以上一︑五○○円︶

塩沢光利︵印／６︶木村武夫︵町／６︶

○前沢芳丸︵印／６︶○稲垣金三郎︵印／６︶

○高木忠雄︵町／７︶︵以上一︑五○○円︶

○木内要︵罰／３︶○菅谷弘︵印／３︶

○石田武雄︵印／７︶○平野真司︵師／７︶

○川上源樹︵師／３︶○菅井庄衛︵印／３︶

○平野秀子︵町／７︶○岩立恵二︵師／７︶

○絵島重雄︵訂／３︶○諏訪次郎︵印／３︶

東部支会

内村三郎︵訂／５︶︵二︑五○○円︶

○前沢正美︵印／６︶○長戸元三郎︵町／６︶

鶴見憲︵町／９︶︵三︑○○○円︶

佐倉支会

○神崎勝己︵釘／３︶○平野昭雄︵町／３︶

︹神奈川県︺

吉田忠一︵弱／３︶岡常吉︵弱／３︶

︵以上一︑五○○円︶

︵四八︑○○○円︶

小川仁外ごクラブ分︵弱／３︶

睦沢支会

加藤一雄︵弱／３︶︵以上一︑○○○円︶

○塩田泰克︵町／６︶○大田邦夫︵釘／６︶

︵以上一︑五○○円︶

○尾沢修治︵印／６︶和田耕一︵町／６︶

︹山梨県︺

︹長野県︺

風間久四郎︵卵／３︶︵二︑○○○円︶

︹福島県︺

○宮原栄吉︵師／６︶︵一︑五○○円︶

︹秋田県︺

永田慶信︵師／３︶︵一︑○○○円︶

藤原義明︵駒／３︶︵一︑五○○円︶

︹山形県︺

︹富山県︺

佐藤作五郎︵記／３︶︵二︑○○○円︶

安田太三郎︵印／７︶︵三︑○○○円︶

佐野健三︵弱／３︶︵一︑○○○円︶

︹京都府︺

小森義峰︵弱／６︶︵一︑四○○円︶

松下進︵弱／３︶︵一︑○○○円︶

︹大阪府︺

福井秀一︵印／哩︶︵一︑五○○円︶

／６︶

深田次男︵弱／３︶︵三︑○○○円︶

︹兵庫県︺

︵以上一︑五○○円︶

○和田乙彦︵駒／６︶○和田久迩子︵

︹鳥取県︺

︹福岡県︺

高取貞雄︵印／３︶︵三︑五○○円︶
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美濃本卯一︵町／６︶︵一︑五○○円︶

茂樹肖像画や明治天皇下賜の花瓶など︵い

をはじめ︑数点の掛軸など︑そのほか︑西村

る必要もあるが︑何よりも︑そういう経験をも

生の問にそういう木に出会うためには︑多読す

本号は︑こうした意図によって︑会員や学識

つ人の導きを受けることが︑近道である︒

石田教授の記念講演会では︑西村会長・

ぜひ読んでほしいと念願される良書一冊をご推

も深く感銘され︑また広く世の中の人びとにも︑

経験者が︑今日まで読んだ本のうちで︑ご向身

鶴岡理事・渡辺事務局長をはじめ弘道会関

四三一七

郵便番号一○一

振替口座東京四

電話︵二六こ○○○九番

発行所蝿掴日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

発行人西村幸二郎

編集人片山渚一

昭和五六年八月一五日発行年一︑五○○円

昭和五六年八月一○日印刷定価二五○円

承いただくことを期待する︒︵Ｓ・Ｋ︶

会員各位には︑ぜひ︑この中の一審でもお読

いる︒

ただいた︒いずれも深い感銘をもって書かれて

幸にして多くの方がたから︑良謹をご提示い

集した︒

題して﹁私がすすめる一冊の塙著﹂として編

薦していただいた︒

といっても過言ではない︒

そういう親友をもつ人は︑ほんとに幸運の人

える友人には︑めったに遭遇しない︒

ものである︒しかし︑その中で一生の間つき合

人間が生きている間には多くの他人に出会う

編集後記

えた︒︵亜細亜大・毛利和弘記︶

焦点として講話がなされ〃多大の感銘を与

中心人物として西村茂樹がはたした役割を

のようにかかわってきたか︑また明六社の

盛況裡に︑西村会祖が明治精神の形成にど

係者多数及び亜大学生聴講者約二五○名の

かりで飾られ︑好評をはくした︒

づれも弘道会より借用︶大変貴重なものば

平尾安治︵詔／８︶︵三︑○○○円︶
︹沖縄県︺

沖純支会金城幸信以下一四名分︵記／３︶
︵一四︑○○○円︶

日本弘道会一一ユース

亜細亜大学図書館での展示会開催

﹁明六社の同人たち
ｌ西村茂樹を中心としてｌ﹂

去る６月晦日︵月︶ｌ訓日︵土︶にわた
り︑日本弘道会の協力を得て﹁明六社の同
て展示会が亜細亜大学図書館において開催

人たちｌ西村茂樹を中心としてｌ﹂と題し
された︒また会期中の遮日には︑東北大名
誉教授・現東海大学教授の石田一良氏によ
る﹁明六社の同人たち﹂と題する講演会が

それと同じように︑生涯の間を通して︑した
しめるような良番には︑なかなか出会えないも

開催された︒

展示会には︑西村茂樹の他福沢諭吉・森

のである︒何回読んでも︑飽くことなく教えら

と述べているが︑良書も同じである︒短かい人

の法には百千万劫も遭遇し難いものである﹂

仏教の開経偽の中に﹁無上の甚深にして徴妙

多くはない︒

れる本というものが︑万巻の書の中でも︑そう

右礼・西周・中村正直・加藤弘之らの遺品︑

遺墨︵真筆︶として﹃絶筆の辞世二首﹄﹃講

遺著が展示され︑特に西村茂樹に関しては︑

二字︑また自から手書きされた﹃蘭語辞典﹄

話要項メモ﹄﹃日本弘道会要領﹄﹃弘道﹄の

作︒

目次

送料
二五○円

出発点となった﹃明治の精神﹄を解明しようとした野心

洲︑西村茂樹︑元田永手等の記録を通して︑現代文化の

東京大学名誉教授・亜細亜大学教授の古川博士が西郷南

文学博士古川哲史箸四六版一九三頁頒価一︑五○○円

明治の精神

一︑敬天愛人︑西南戦争異聞
二︑批判家としての西村茂樹︑西村茂樹と維新の人物
三︑元田永学覚書︑一夫一婦論者としての元田永手
四︑明治末期の若い精神ｌ魚住影雄と和辻哲郎
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第七代日本弘道会長・野口明先生がご生前﹁門外不

︵写真一四葉︶送料込み

鞭日本弘道会

出﹂として秘蔵された古書〃政宗公御名語集″にま
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