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｢弘道」900号までの主なる表紙一覧
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︵昭和五七年九

﹁弘道﹂第九百号記念号
次

十月号︶

２９１１ⅡⅡⅡ０Ⅱ■ＰＢＩ■且■ⅡⅡ０ⅡＩⅡＩｂ０ｒ■Ｄ０８９ｊ０ＩⅡⅡＩⅡ０８■■Ⅱ■ＩⅡⅡＤＤＩ■９■１１１１ⅡⅡⅡ■Ⅱ■■■１Ⅱ１日１１ⅡⅡ９■０ⅡＩⅡⅡⅡⅡ■■０９０１１ⅡⅡⅡ００■０６９３９ⅡⅡⅡｒＤｌＩ９ＢＪⅡⅡＩ■■００１９１１Ⅱ■６０■

−犯罪と現代思想・⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝：⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．：⁝⁝：：：上田敏⁝⁝燭一

００８日００日１日６０００２６８ＩＢｒｌ６６９ｒ６ＩＩ６６ＩｒＯＩＩＩ６８６６ＩⅡＩＩ０Ｉ９ｌＩＢ■１１Ⅱ１１ⅡＩＩｌＩｌＩⅡｌ■００１０１００１７１１１ⅡｌＩＩｌＩＯ■９１８１１ⅡＩ０ｌＢ０ＢＢ０８Ｉ１Ｉ０ｌ８２ＵＯ００９１９１Ⅱ１１Ⅱ９０９２２１ⅡⅡＩⅡＩＩＩ８０００ｐ１１１１１ｌ６Ｉ０ｔＵ２Ｂ１Ｊ１ⅡⅡⅡ１１Ⅱ１１８０８０■９０Ｉ１１１ＩｒＩｂ００■８１Ⅱ１１ⅡＩＩＩＢ９２ｑＩｌＯ

︹名士珠玉の論説集︺

・１１ⅡＩⅡＯＩＩⅡ１１Ⅱ１０１１ⅡＩＩＩＩｌⅡＩｌｌｌＩⅡＩⅡＩＩｌｌＩＩＩｌｌＩＩＩｌⅡＩⅡＩⅡⅡＩＩ８０９Ｉ８８ｔ６Ｉ１Ｊ■１４９１Ⅱ１１１ⅡⅡ１１Ⅱ１１１９日■９１ⅡＩＩ４１９２１０ＩＩⅡＩⅡＩ６ｔ６ＩＩｌＩⅡ１１Ⅱ１１１１Ⅱ１５９９０１１ⅡｌＩｌ０１ＩｊＩ１ＩｌｌⅡ１１８１ⅡＩＩＩＩ１１ｌｌＩⅡⅡⅡ１１ⅡⅡＩⅡ１ⅡＩⅡ６１０ｆ１８１ｊⅡＩⅡｌⅡＩⅡ１Ｆ６０８０冊４１４１１１１１．

一野口明先生の横顔⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝・⁝：⁝⁝：：⁝⁝：：：：：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝鈴木一⁝⁝鋤一

一酒井前会長を追慕す⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝・⁝⁝⁝：：⁝⁝：．：⁝野口明⁝⁝⑬一

一故徳川達孝伯を億ふ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：︒⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝：⁝奈良武次⁝⁝鰯一

一華族の典型伯爵松平直亮公⁝：⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝・⁝：⁝若槻礼次郎⁝⁝⑳一

一泊翁西村茂樹博士とは何人ぞ．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝⁝：⁝．：：⁝⁝：徳富蘇峰⁝⁝⑱一

ⅡｌⅡＩⅡⅡＩｒ００８０８１１０ｌＩⅡ１１Ⅱ０ⅡⅡＩⅡ１１Ⅱ１１Ⅱ０■Ｉ■０９８■Ｉ■１９０ⅡＩⅡＩⅡⅡⅡⅡｌⅡＩⅡⅡＩⅡＩⅡ９０■９■

︹歴代会長の面影集︺

西村泊翁先生の自筆書状⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝篠久頼彦：⁝⑯

﹁弘道﹂九○○号に憶う⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝：栗間久⁝⁝⑭

﹁弘道﹂第九○○号を祝福して⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝幅：石橋香峰⁝⁝⑬

︿激動する世紀を生きぬいて﹀

﹁弘道﹂九○○号の歩んだ道⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝片山清一⁝⁝⑦

﹁弘道﹂第九○○号を迎えるに当って⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝西村幸二郎⁝⁝㈱
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日本弘道会綱領
︵昭五一・一○・三○︶

︵汚才︶

主要歴

明治加年文部大書記官

同幻年華族女学校長
同弘年文学博士号

明治９年熊本鎮台司令官

同鴫年華族女学校長
同肥年農商務大臣

明治四年以来弱年間本会に尽力
大正巧年出雲育英会総裁
昭和過年帝室博物館顧問

大正ｎ年大正天皇侍従長

明治記年日本弘道会副会長

同的年お茶の水女子大
同如年日本弘道会副会

昭和肥年第二高等学校長

同妬年横綱審議会委員長
同詑年中央競馬会理事長

昭和皿年農林大臣

同６年海軍政務次官

昭和６年大日本農会々頭

昭和６年学習院評議会員

︵伯爵︶

正三位
勲一等

︵伯爵︶

動空軍寺

正三位

︵伯爵︶

勲一等

正二位

勲三等

正二位

︵伯爵︶

正二位
勲一等

︵子爵︶

勲一等

正三位

位階勲等

日本弘道会歴代会長一覧
氏名及生︵残︶年
︵泊翁︶

西村茂樹
文政︑生←明治弱喪

谷干城

残
︵だ才︶

天保８生←明治
︵簡堂︶

松平直亮
︵だ才︶

慶ゞ応元生←昭和お残
︵綱陵︶

徳川達孝
︵万才︶

慶応元生←昭和略残

堀田正恒

︵田才︶

明治認生←昭和訪段

酒井忠正

︵ね才︶

明治配生←昭和拓喪

動雪一竺可

正三位

（1）

代数

六代

1
で

第
二代

イーや

三 第

代

甲号︵個人道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守ること
信教は自由なること迷信は排除すること
思考を合理的にすること︑情操を美しく
すること
学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと金銭に清廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近親相親し
むこと
一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しな
いこと

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

1判

四 第

代

野口明

︵拠才︶

明治詔生←昭和誕残

長

乙号︵社会道徳︶
世界の形勢を察すること
国家人類の将来をおもんぱかること
政治の道義性を高揚すること
経済の倫理性を強調すること
自然の美と恩沢を尊重すること
資源の保存と開発を図ること
教育の適正を期すること
道義の一般的関心を促すこと
報道言論の公正を求めること
社会悪に対し世論を高めること
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一欧米最近の経済界・・⁝⁝：．⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：．：．⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝井上準之助⁝⁝⑬一

一自主自律の精神⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝：：：⁝・⁝中川善之助⁝︒：⑲一

一正名⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：：⁝：：．：：：⁝：：西晋一郎⁝⁝駒一

一文化国家建設について⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝・⁝：⁝・・：・・⁝⁝：大西良座⁝⁝⑫一

一修身教育に就いて．⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝字野哲人．⁝：例一

︹心に残る随筆集︺

一今の世が恐ろしい︒⁝︒：：⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝．．：：⁝⁝：入江相政⁝⁝㈹一

一菊花と国民性⁝⁝⁝⁝：：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝・⁝芳賀矢一⁝⁝鯛一

一気まぐれ日記⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝・・・・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・・⁝：⁝⁝渋沢秀雄：⁝・田一

天皇のラジオ放送⁝⁝．：．：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝麻生磯次⁝⁝例一

一片目だけでものを見てはならぬ⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：：⁝：⁝⁝⁝：石川謙⁝：・園一

一

二人の中国人⁝⁝：⁝⁝：：．⁝：⁝・⁝：⁝：：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︒：：⁝：．：⁝・・：⁝：堀賢次．：．：㈹一

勝負の十段階⁝・⁝⁝：：⁝・⁝：⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：：木村義雄⁝：．田一

︹西村会祖遺族による思い出草︺

一亡父の書斎：︒⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝︒：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝中条薩江⁝：︒

一

一こなた︑あなた・⁝．：．：⁝⁝⁝・⁝⁝：：：⁝・・⁝：．⁝：⁝：⁝⁝：：：⁝⁝：⁝⁝⁝：︒⁝⁝：神戸澄子．．⁝・㈱一

一失なわれた菜⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝：︒：．⁝⁝：⁝：：：⁝：．⁝⁝：：⁝⁝：：⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝・西村幸二郎⁝⁝

︹弘道歌壇一︺．：：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：：：：：⁝：⁝：：：⁝⁝・⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝：：：：：⁝古川哲史選⁝⁝㈲
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﹁弘道﹂第九○○号

を迎えるに当って
今回機関誌﹁弘道﹂は第九○○号を迎えることとな

本会を長

西村幸二郎

は︑卒直に言って︑その雑誌の発行号数がいくら多くて

効果を挙げているかどうかにあるのであって︑悲しい

も︑最も大切なことはこれが所期の目的を達成し︑その

思うに︑わが日本弘道会は西村茂樹先生が︑明治九年

繰り返えすのが歴史の示すところである︒

哉︑いつの世にあっても︑﹁百年河清を待つ﹂の嘆きを

り︑誠にお目出度くご同慶の至りである︒
︵一八七六︶﹁東京修身学社﹂を創立された時にその源を

他方本会が発行する雑誌に就ては︑明治十三年﹁修身

と醸し出す公害や︑ヘドロの垂れ流し︑さてはその損害

ンバランスとなり︑折角美しく花開いた物質文明も次々

進歩発達に比して︑その精神方面が著しく見劣りしてア

最近になっては世に言う所謂﹁物質文明﹂の華々しい

発し︑実に本年百有六年という業界稀れに見る永い歴史

学社叢説﹂と題するもの︵創刊号四六判・十八頁︶に始

を経て来たのである︒

って︑爾来軒余曲折を経て︑現在のように﹁弘道﹂とい

態となった結果︑この方面の先達学識者間に於てすら︑

訴訟などど︑社会混乱の跡仕末にほとほとお手挙げの状

物質文明そのものに歯止めをかけて︑精神方面への配慮

う二字だけののもに改められたのは明治三十六年七月発
ると彼れこれ一○四○号を数え︑恐らくこの業界にあっ

行の第一三五号からである︒従って初期時代の分を加え

うな暴行沙汰すら日常茶飯事と化し︑これに反比例し在

非行︑師弟間の暴行︑さては尊族間の目を蓋わしめるよ

つらノ︑最近の世相を見るに︑人命の軽視︑青少年の

転換の必要を叫ぶ声が昂まって来たかの感がする︒

結果を拝見しても︑本会の過去の永い輝やかしい足跡が

来の宗教や旧来の道義の如きは弊履のように捨てて顧み

この度この記念号発刊に際し︑皆様のご熱心な研究の

て他にその比を見ないのではないかと推察される︒

りを禁じ得ない︒

ず︑知れども括として恥じず︑わざと避けて通る風潮い

判っきりと辿られて︑大変嬉しく昔が偲ばれ︑喜びと誇
凡そ道義の昂揚宣布を目的とする道義団体というもの
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底不可能である︒誰れか真に志ある者が不退転の決意の

西村会祖の思想の流れを汲んで同志的結束を固め︑あ

よいよ甚だしく寒心に堪えないものがある︒

の眠れる﹁まごころ﹂を刺激し揺り動かし︑眼覚めさ

下に︑常に警鐘を乱打して時には高く︑時には緩く︑こ

よいんじよう

も奏で出で︑その声は次第に高く四方に響きを伝え︑一

ば︑沈潜していた﹁まごころ﹂は必ずや共鳴して自から

立たしめ︑時あって静かに沈思黙考させることが出来れ

もし幸に人々をしてその美しい天然のリズムに耳を歌

次々とバトンタッチして行かなければならない︒

の心の琴線を掻き鳴らして︑来るべき時代の若人たちに

か

せ︑思い起こす必要がある︒かくしてこの隠された不毛

く迄前向きの姿勢を維持せんとご霊前に誓ったわれら同
憂の士は︑世界唯一の被爆国民として人類のため﹁永遠
の平和﹂を唱えて一路逼進すべきは言うまでない︒と同
時にわれらは創立以来営々として努力して来た道義の昂
揚と宣伝をこそこの際従来に数倍してこれを推進し︑倦
まず継続しなければならない︒

︑︑︑︑

もともと人の心の奥底には︑生れながらににして︑天
地自然の﹁良心﹂と言うか︑憐れ承︑愛とも思われる︑

波は万波を生じ︑余韻鰯々︑どこ迄も消え去らないであ

ろう︒このためにこそ︑わが弘道会合貝は︑腕のしびれ

天より与えられた清く澄承亘った貴い﹁誠の心﹂が深く
蔵されている︒これこそ天地を貫ぬく﹁真理﹂であり︑

るほど警鐘を打ち鳴らして日頃の主張やその教えを説き

るまで︑恰かも活火山上に乱舞するように︑最近の世相

思えば世界到る処︑自然現像の変調から人事百般に至

意義があり︑価値が生まれる︒

続けなければならない︒絶えず続けて己まないことに︑

﹁まごころ﹂であり︑道義心の基礎をなすとも見倣され
るものである︒元来人は哀れにも弱く且つもろい︒愚か
にも健忘症である︒日頃は誰しもこの尊い珠玉を自らの
胸にたたゑこ桑ながらも︑思い出すこともない︒静かに
考えれば︑この珠玉こそ︑古今東西を問わず老若男女を

の乱れは甚だしい︒この際こそ︑まさに立つべき絶好の

機会である︒秘かに思えばこの世相の稀れに見る乱れこ

論ぜず︑永遠に変らない﹁真理﹂であり愚婦凡夫と雌も
よく理解し実行の出来る完全無欠のものであって︑会祖

そは天より与えられたものであるまいか︒今日心ある士

来に危倶の念を抱かない者とてあるまい︒鉄はあつい中一

進んでわれらが限りなく愛するわが民族︑国家国土の将

にして︑明日の世界危機を憂えない者はあるまい︒更に

も〃断じて死に至まで自からこれを説き︑自からこれを
護りぬき︑死後と錐も変らず″とまで極言されていたも
のに外ならない︒

勿論その完全な成果の実現は五年十年の短時日では到
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更に欲を言えば︑高きに失せず︑低俗に堕せず︑柔ら

かさの中に堅きを包蔵し︑文中おのずから高い理念に通

にこそ鍛えなけれならないのだ︒

ただここに最も留意すべきは世相の激変と︑新旧思想

より高きに至る︒威あって猛からず︑柔にして剛︒俗に

ずるあるものを含桑︑徐々に易きより難きに導き︑低き

手が届かず︑汗顔の至り︒古語に﹁乞う陳より始めよ﹂

かく申す筆者自身が未だ慣れないこととて︑この点に

言う〃千番に一番〃のかね合いが望まれる︒

︑︑︑︑

の断絶︑格差の甚しさである︒吾々は民主々義の下にあ
の方針は激石︑鴎外すら既に古典として難渋視する若き

く迄道義団体としての大道を歩んでいる︒﹁弘道﹂編集

らない︒徒らに高い理論を求め︑格調を重んずるあま

層の人々を相手としなければならない現実を忘れてはな
り︑難かしい文字や文章を使用して人々の理解度を妨げ

こと︒正にその通り︒前述来の妄語苦言申訳なし︒これ

との言葉がある︒﹁あなた自分で先づやりなさい﹂との

からは一層勉強して︑その域に達するよう十分に工夫を

ることは一考を要するのではあるまいか︒出来るだけ平

凝らそうと努力している今日この頃である︒
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易な文章を用い︑表現の仕方にも新鮮味を加え︑魅力あ
り︑わが身のためになり︑知らず識らずのうちに興味も

プ︒ ○

××××

湧き︑大衆にも愛せられるものにすることこそ肝要であ
敢えて迎合すべしと唱えるのではない︒衆に楯びょと

あした

朝に夕に輝やく銀雪を載いて︑遠く高く雲表に聾え立

つあの気高い姿の富士の高嶺も︑近く眺むれば︑棚びく

言うのでもない︒級密細心な心使いと配慮が最も必要な

雲の下に︑なだらかな長い斜線を画いて︑目路も遥かに

野があればこそではあるまいか︒︵昭和琉・９．８︶

洋々たる駿河湾に向って︑拡がってゆく緑の広い広い裾

めじ

のである︒読者の多くは﹁善い雑誌でためになるだろう
が難かし過ぎて読めない﹂と敬遠され勝ちである︒会費
どく

の滞納を催促すれば︑コレ幸いと退会を申し越される︒

折角読んで貰わなれぱならない雑誌がただ﹁つん読﹂に
終り︑紙屑として売り払われるのでは〃勿体ない〃仕事
にならない︒知名学者や識者の折角の苦心も水の泡︒徒

○

らに筆者だけの自己満足に終りかねず努力の徒労であ
る

﹁弘道﹂九○○号の歩んだ道

の﹁修身学社叢説﹂︵四六判一八頁︶の創刊

制となって減頁せざるを得なくなったが︑

︿激動する世紀を生きぬいて﹀

﹁弘道﹂九○○号の発行に寄せて

三分の一の頁数となったが︑それでも十

一冊を発行︒昭和二十年に入ると︑戦局

続刊した︒昭和十九年には︑平生の号の

百三年を経ていることになる︒だから毎年

行した︒

苛烈となり︑ようやく一・二月号の象発

号が出されたのは︑明治十三年︵一八八○︶

平均十冊ずつ出していたとしたら︑すでに

︿ジャーナリズム界では長久記録﹀

号をもって﹁弘道﹂の発行号数が九○○と

一○三○号になっているはずである︒しか

帥昭和二十年︵一九四五︶八月十五日︑終

なった︒一年に十冊ずつ出しても︑九十年

九六八︶の七

側現在出している﹁弘道﹂の第一号は︑明

由が考えられる︒

を受けなかったが︑昭二一年にはようや

けることになった︒幸にして本誌は追放

すべての出版物はＧ・Ｈ．Ｑの検閲を受

戦となり︑連合軍の占領行政がはじまり︑

○号出すのに十四年もかかったわけである︒

治二十五年五月号を意味する︒この時に

行したに過ぎなかった︒

く五冊︑翌二十二年にはわずか四冊を発

八月号であったから︑一○

というのは︑昭和三十五年の七月号から月

は﹁日本弘道叢記﹂と呼ばれていたので

になったが︑この年はわずか一六頁︒翌

⑥昭和二十三年からは年六回発行すること

あるが︑明治三十六年︵一九○三︶七月
から﹁弘道﹂と改称された︒しかし号数

から三二頁となった︒それが昭和三十五

年には八頁増して二四頁︒昭和二十五年

るが︑昭和四十七年五月以降は︑隔月発行

②関東大震災︵大正十二年九月︶には弘道

は前叢記を引きついでつけられた︒

さて九○○号というのは︑どの年に発行

⑥昭和四十七年五月以降︑弘道会の財政不

ようやく月刊誌となった︒

年までつづいて︑その年の七月号から︑
○月号は休刊となった︒

突入︑統制経済が強化され︑用紙が配給

⑥昭和十六年十二月より第二次世界大戦に

会の建物も焼失したので止むなく九︑一

る﹁東京修身学社﹂のできたのは︑明治九

された雑誌を第一号︵創刊号︶としたかで

となって︑年六回となったためである︒

の認可を得て︑毎月発刊されていたのであ

このようになったのには︑次のような理

し実際は九○○号なのである︒

四月であるから︑この時から計算すると︑

一

という年月がかかるはずである︒﹁弘道﹂が

一○月

清

刊誌として︑同年九月第三種郵便物として

八○○号を出したのは︑昭和四十三年︵一

本号︑すなわち昭和五十七年九

山

きまるわけである︒日本弘道会の前身であ
年︵一八七六︶であり︑その機関誌として
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片

I

としては明治以降の稀有のものと言えよう︒

それにしても九○○号というのは︑雑誌

し︑年六回となった︒

如意のため︑月刊誌をやめ︑隔月発行と

は最初から旬刊で発行され︑昭和九年五月

月まで続いたが︑六五号で止まった︒後者

り︑週刊になったりして︑明治三十四年四

八年四月創刊である︒前者は旬刊になった

と﹁教育時論﹂とがある︒いずれも明治十

のとしては﹁教育報知﹂︵日下部三之介主幹︶

なく廃刊となった︒

戦後一時復刊されたこともあったが︑まも

二月には︑四○○号を出している︒同誌は

五月に創刊され︑昭和十一年︵一九三六︶

演集﹂である︒明治三十三年︵一九○○︶

九○○号を出すことになったということは︑

このように通覧してみると︑﹁弘道﹂が

ここで明治以降出された雑誌を概観して

まで続いたので︑一七○○号を数えるに至

みよう︒明治になってから︑雑誌として最
初に出されたのは︑西村茂樹先生の﹃往事

てくると︑その目的が社会の要請にそぐわ

てくるものであるが︑年移り︑時局が変っ

要請に答えて︑一定の意図をもって現われ

凡そ雑誌が創刊されるのは︑その時代の

に過ぎなかった︒

の発布により廃刊とした︒わずか四十二号

る啓蒙雑誌であるが︑明治八年に新聞条例

吉︑西村茂樹らの明六社参加の人たちによ

いる唯一の総合雑誌である︒戦後に︵昭二

至ったが︑これが今日まで発行をつづけて

﹁中央公論﹂は戦時中に休刊の止むなきに

十年で廃刊︑それでも四五五号まで出した︒

﹁改造﹂が出されたが︑﹁改造﹂は昭和三

は﹁中央公論﹂︑大正八年︵一九一九︶には

ったものと思う︒大正三年︵一九一四︶に

十三年続いたので︑恐らく四○○号近くな

十八年一月創刊︑昭和三年三月に廃刊︒三

なのは︑博文館発行の﹁太陽﹂で︑明治二

をついで努力してきた歴代会長および関係

徳の致すところであると共に︑泊翁の遺志

をつづけてきたのは︑会祖西村泊翁のご遺

はいえ︑今日九○○号を発行するまで続刊

は休刊の止むなきに至ったことはあったと

た︒前述したように︑こうした中で︑時に

世界的にも︑国内的にも激動の時代であっ

十九世紀後半から現在までの一世紀は︑

珍らしいことであり︑驚くべきことである︒

教育ジャーナリズム界としては︑まことに

なくなったり︑時として政府当局からの圧

一︶岩波書店から出された﹁世界﹂は︑昭

あると思う︒

者ならびに会員各位の熱意の致すところで

明治時代に出された総合雑誌として有名

った︒

迫をうけて発行できなくなったりするもの

和五○年で三五○号を迎えたのだから︑現

あるとしている︒これは︑森有礼︑福沢諭

録﹄によると︑明治六年の﹁明六雑誌﹂で

である︒したがって︑雑誌は時代によって

在は恐らく四○○号以上に達していると思

︿誌名の変更七回︑不死鳥の如く﹀

﹁弘道﹂の誌名の変遷をたどって

いずれも短命で終ってしまうことが多いこ

明治時代に出された道徳教育関係雑誌と

﹁弘道﹂で通っているが︑その誌名にして

ったのではなかった︒現在では︑雑誌名は

それにしても決してスムーズに今日に至
して長続きしたのは﹁丁酉倫理会︑倫理講

尻ノＯ

雨後の符のように生れてくることもあるが︑

とは︑ジャーナリズムの歴史を見れば一目
明治時代に出た教育雑誌で長く続いたも

瞭然である︒

（8）

④﹁弘道会雑誌﹂ところが翌二十一年には︑

四頁となった︒

明治三十五年八月十八月西村泊翁先生

たＯ

が逝去され︑後任会長に谷干城が就任︒

の変遷を列記してふよう︒

日本の二字を取って﹁弘道会雑誌﹂と変え︑

を︑今日のように﹁弘道﹂と改めた︒明治

⑦﹁弘道﹂明治三十六年七月︑前記の誌名

も︑発行後七回も変更されたのである︒そ
①﹁修身学社叢説﹂明治九年︑西村会祖

を出した所︑政府の忌揮にふれ発行停止の

年六冊を発行︒明治二十二年七月第十一号

三十七年二月日露戦争がおこり︑戦中︑

は国民道徳の振興のために︑阪谷素︑丁野

処分をうけた︒海野景影の論文が︑当時問

で︑この誌名により続刊されてきている︒

戦後の国民の心得について指導し︑今日ま

遠影︑植松直久らと共に﹁東京修身学社﹂
を結成︒しかし会員の増加が思わしくなく︑

だと言われている︒

題になっていた条約改正問題にふれたため

︿暗い谷間と嵐をのり越えて﹀

﹁弘道﹂九○○冊︑その歩み

た︒そこで︑その年の四月︑四六判十八頁

⑤﹁日本弘道会叢記﹂明治二十二年十月に

明治十三年になり︑ようやく百余名に達し
の雑誌を創刊した︒そして明治十六年九月︑

なり︑雑誌名を上記の如く改め︑毎月一回

生がなくなられて一年後のことであった︒

第三十八号をもって終刊となった︒

それまで六回も誌名が変更されてきたが︑

﹁弘道﹂と改称されたのは︑会祖西村先
三年には二千名︑明治二十五年には三千名︑

それらを通じて︑会祖の生存中は︑一貫し

発行することとなった︒翌二十三年二月よ

地方支会数二十二となった︒

ている︒これについては︑﹁西村茂樹全集﹄

て会祖の主張︑論文︑講演などがのせられ

②﹁講道会叢説﹂西村会祖は︑この時代に

的として︑会の名称を﹁日本講道会﹂と改

⑥﹁日本弘道叢記﹂明治二十五年五月︑誌

第二巻に集録されているので︑ご覧いただ

の頃から会員数もしだいに増加︑明治二十

め︑明治十七年六月﹁講道会叢説﹂第一号

刊︑この号より︑今日までを数えて九○○

名を﹁日本弘道叢記﹂と改め︑第一号を創

きたい︒

り︑頁数を増加して︑四○頁となった︒こ

より二○頁となったが︑会勢が衰えて︑同

を発行することとなった︒明治十八年一月

号となるわけである︒翌二十六年には五○

いと考え︑国家社会に道を講ずることを目

年十二月より休刊の止むなきに至り︑明治

頁に増加︒会員数︑支会数ともに増加の一

おいては︑道徳教育は修身に止るべきでな

二十年十月まで発行が止まった︒

途をたどった︒明治二十七年には︑婦人の
ために﹁婦人弘道叢記﹂を︑棚橋絢子女史

会がもたれるようになると︑その講演筆記

どの講演も掲載されている︒毎月一回の例

また日本弘道会の役員︑顧問︑賛助者な

は︑﹁日本道徳論﹂を獅子乳して︑天下に

③﹁日本弘道会雑誌﹂明治十九年末︑会祖
道を弘める急務を力説︒明治二十年︑会の

ものせられている︒

のたどってきた編集の軌跡を一覧してみよ

以下︑会祖がなくなられて以後の﹁弘道﹂

を主任として創刊︒この年以降支会数は毎
二○と増え︑明治三十四年にはそ
の数百二十七となり︑会員数は一万を超え

年一○

名を﹁日本弘道会﹂と改め︑同年十一月に
﹁日本弘道会雑誌﹂を発行した︒同誌は今

までと違って菊判︵タテ塑叩ヨコ賜凹二十
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シ﹃ノ○

①日露戦争を中心とする特集
明治三十七年二月︑日露戦争がおこると︑

震災記念号﹂として発行︒

ため九月︑十月号は休刊︑十一月号を﹁大

をうけることになった︒また言論界︑出版

政下におかれ︑すべての出版物はその検閲

ので︑同年六月号を記念号とした︒祝賀会

うやく昭和二十一年内で五冊を発行し得た︒

で︑その処分をまぬがれた︒そのため︑よ

かし﹁弘道﹂は︑幸にも穏健中正との批判

界の追放がおこなわれることとなった︒し

に出席した若槻首相ほか貴紳たちの祝辞が

大正十五年は︑本会創立五十周年に当る

勘雲創立五十周年を記念して

月戦争が終ると﹁戦後国民の覚悟﹂を刊行︒

やっと四冊だけ発行︒

翌二十二年になると用紙不足が深刻化し︑

﹁戦時国民の心得﹂を発行︑翌三十八年八

また︑この頃出された︑国定小学修身書に

昭和二年二月号を﹁乾徳余芳﹂として特集︑

掲載された︒この年の末︑大正天皇崩御︑

昭和六年の満州事変を機に非常時局に入

徳の探究と普及のために努力を続けた︒昭

後の道徳の混乱を是正し︑新しい民主的道

発行︑その翌年から三十余頁となった︒戦

昭和二十四年より二十数頁となり年六回

⑨戦後道徳の振興に努力

にした︒

聖徳をしのんだ︒

対して︑弘道会の立場からする批判を公け
②﹃泊翁叢書﹄の刊行

った︒日本精神の強調︑国体明徴運動の強

和二十五年から︑戦後道徳の乱れは礼法の

⑥非常時局を迎えて

り第二集が刊行された︒明治四十四年に︑

翌年その第一集を出し︑明治四十五年に至

○○年記念号﹂を発行︒

化などに協力︒昭和十五年には﹁皇紀二六

明治四十一年より上記叢書の出版に着手︑

になった︒同年八月︑会祖の十年忌に当る

弘道は菊版となり︑表紙画が出されること

喪失にありとし︑礼法研究会を設けて︑新

時代に適する礼法を研究︑昭和二十七年に

⑦世界第二次大戦突入以降

明治四十五年七月末︑明治天皇が崩御さ

はしだいに日本に不利になってきた︒昭和

り︑いよいよ戦時体制が強化された︒戦局

七一七号より月刊誌となり︑毎月発行する

昭和十六年十二月八日太平洋戦争はじま

ので﹁会祖号﹂を特集︒

れたので︑九月号を﹁聖徳余光﹂として特

は従来の三分の一に頁を減じ︑辛じて十一

十八年用紙統制のため減頁︒昭和十九年に

こととなった︒そして同年九月より第三種

③明治天皇の崩御をめぐる特集

集し︑その聖徳を追慕した︒また九月のご

郵便物として認可を得られることとなった︒

﹁新しい礼法﹂という一言として公刊した︒

大葬に際して︑乃木大将殉死のため︑その

たので︑用紙不足︒一か年の休刊を命ぜら

冊を発行︑昭和二十年には決戦状態となっ

に当るので﹁弘道﹂はその祝賀記念号を発

昭和四十一年は︑日本弘道会創立九十周年

行した︒昭和四十三年七月号は︑弘道創刊

このようにして昭和三十五年七月号︑第

⑩月刊誌に復帰し八○○号記念号を刊行

なくなられたので﹁坤徳余芳﹂として特集︒

高徳を称揚した︒大正三年︑昭憲皇太后が

れた︵ただし一︑二月号だけ発行︶︒

戦争は終ったが︑日本全土は連合車の軍

⑧占領行政下の休刊

④関東大震災を中心に
大正六年に完成した洋館風の会館が︑大
正十二年九月一日の大震火災で焼失︒その
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⑪一特集題目を中心とする編集開始

集した︒

八○○号となるので︑それまでの歩皐を特

華族女学校長の激務に従事しながらも︑筆

掲載されている︒文部省の役人になったり︑

い︒演説︑講演︑随筆︑詩歌など︑精力的

る︒艇学者では︑横井時敬︑画家では黒旧

罪と現代思想﹂という題側で文をのせてい

二五号︵明四三・一二︶に︑上田敏が﹁犯

などが執筆している︒珍らしいのは︑第二

また会祖の残後も︑未発表の記録が昭和三

大正時代になると︑東大総長だった山川

清輝が執筆していることである︒

を休める暇もない程に書きつづけている︒

十五年の﹃記憶録﹄にのせられるまで掲載

八○○号以降は︑時局に適切なテー一︑を

ようになった︒たとえば︑明治一○○年の

一︑仏教学者の加藤珊堂︑京都帝国大学総

選んで︑これを中核とする編集をおこなう

次に多いのは︑副会長となった南摩綱紀︑

長となった沢柳政太郎︑実業界の重鎮だっ

︵蘇峰︶国文学者として有名だった芳賀矢

健二郎︑早大総長の高田早苗︑徳富猪一郎

服部宇之吉︑吉田熊次︑下村寿一の諸先生

た渋沢栄一などが顔を列べている︒また大

されている︒

三一号︶学制発布一○○年︵八四○号︶日

である︒第三代の松平直亮︑第四代の徳川

再評価︵八○二号︶老人問題︵八二一︑八
本弘道会百年の歩翠︵八六三︑八六四号︶

達孝などの会長は︑式辞︑巻頭言︑随想な

︵大過・岨︶に﹁欧米最近の経済界﹂とい

蔵大臣であった井上準之助が︑三九一号

政治家の徳操︵八七九号︶青少年の非行化

どもかなり多く収載されている︒妓近の会

う文をのせている︒女性としては︑古くか

長では︑第七代の野口明先生は︑昭和四十
年五月以降の副会長の頃からしきりに執筆

らが︑婦人問題や女子教育を論じている︒

ら棚橋絢子︑つづいて鳩山春子︑吉岡弥生

教育学者としては︑吉田熊次︑春山作樹︑

され︑昭和四十六年五月に会長に就任され

留岡幸助などが顔を出しはじめる︒

るとともに︑巻頭言は︑野口会長一人で担
出された﹁野口明文集﹂︵昭和五十四年十

当されている︒これらの文は︑弘道会より

の言論界で活躍した人物は︑たいてい顔を

明治時代に出された弘道には︑明治時代

となく記している︒また西村茂樹先生の令

れる︒足立栗園は︑泊翁先生の物語を何回

家の三浦周行や︑内藤虎次郎︵湖南︶が現

、且』・ノ

︵八九一号︶といったような特集をおこな
った︒

昭和四十七年五月以降︑隔月毎の発行と

⑫再び年六回の発行となる︒
なったまま︑今日に至っている︒

﹁弘道﹂執筆陣の概観

︿明治・大正・昭和の著名人を網

出している︒たとえば嘉納治五郎︑三宅雄

の母堂︶が亡父の思出を数回にわたって掲

嬢であった中条霞︵よし︶江︵宮本百合子

昭和時代に入り︑その初年度には︑歴史

﹁弘道﹂九○○号までの目次だけを通覧し

二郎︑︵雪嶺︶井上円了︑加藤弘之︑菊地大

函維﹀

ても︑明治︑大正︑昭和の指導的人物が︑

麓︑大町桂月︑島田二郎︑中村正直︑井上

二月刊︶に集められている︒

椅羅︵きら︶星のように執筆している︒

哲次郎︑幸田露伴︑遠藤隆吉︑新渡戸稲造

明治十三年発行の﹁修身学社潅説﹂から

その中で創刊より︑明治三十五年の﹁日

載している︒またこの頃から︑今もなお長
本弘道叢記﹂まででは︑会祖の文が最も多

rlT，

寿を保っている清水寺貫主・大西良慶師が︑

中村孝也祖先を思う心昭虹・７

出されてきたのである︒時には経済的に行

て道徳教育の振興に努力して︑この弘道が

台に達したのである︒

綿としてつづけられ︑ついに九○○号の大

りすることもあこった︒しかし今日まで連

止の処置に会って︑休刊したり︑減頁した

きつまることもあったし︑政府から出版停

しきりと執筆をされ︑昭和十年代末まで続

おける西村泊翁

海後宗臣道徳教育史上に昭娼・７

送

麻生磯次天皇のラジオ放昭蛇・４

的意義

平塚益徳西村泊翁の現代昭虹・皿

いている︒西晋一郎︵広島文理大教授︶が
昭和十四年に﹁正名﹂という文をのせてい
昭和二十年代︑つまり世界第二次大戦後

るのも珍らしい︒

においては︑だいぶん顔ぶれが変ってきて︑

祖の止むに止まれぬ初志︑すなわち道徳の

このようになったのは︑何よりも西村会

振興なしには︑国家も社会も崩壊すること

珍らしいのは︑昭和四十六年三月に出し
﹁勝負の十段階﹂という文をのせているこ

た第八二六号に︑将棋名人の木村義雄が︑

次のような人たちが現れる︒

中川善之助自主自律の精神昭型・９
とである︒

て

けついできた代為の会長をはじめとする役

る堅い志に基くものであり︑またこれを受
てきたが︑詳細に調べると︑まだ多くの著

ある︒今日の若い世代から﹁弘道﹂は古い

道﹂をじっと黙って支持してくれたからで

を痛感してきた日本弘道会員が︑この﹁弘

る︒さらに一言付加すると︑道徳の重要性

員の尽力によって支えられてきたからであ

新しい時代の道徳を形造るために

かを︑ひしひしと感じる︒

生の道徳運動が大きな力をもっていたもの

名の士が文をのせている︒如何に︑西村先

こうして目についたものだけを拾いあげ

宇野哲人修身教育につい昭妬・３
・３

疑いなしと信じ︑道を天下に弘めようとす

山崎 延 吉 こ れ か ら の 進 み 昭
方

河野省三伝統の進展昭釦．︑
吉田熊吹八十周年を迎え昭釦・９
て

相馬 敏 夫 渋 沢 翁 と 弘 道 会 昭 如 ・ ７
入江 相 政 今 の 世 が 恐 ろ し 昭 如 ・ ８

徳というのは︑常に新しいものでありつつ

と評されることも多いと聞いているが︑道
一口に九○○号といってしまえば︑容易

同時に古いものなのである︒そういうこと

く﹁弘道﹂の今後の使命﹀

なようにも感ぜられるが︑明治十三年から

﹁弘道﹂はきびしい自己反省をしつつ︑新

を若い人たちにわかってもらえるように︑

い

見てはならぬ

渋沢秀雄気まぐれ日記昭如・加
石川誰片目だけで物を昭狐・３

となくおこり︑また関東大震災のような災
害があり︑政治の舞台も目まぐるしく変転

信じている︒︵本会理事目白女子短大教授︶

時代にふさわしい編集を進めていくことと

すでに百年余︑その間に大きな戦争が何回
識

してきた︒このような激動の中を︑一貫し

関屋 竜 吉 国 民 教 育 の 再 認 昭 虹 ・ ５
天野貞祐教育者を志して昭虹・５
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道徳の大本山と仰ぐ日本弘道会の会員にさせて頂いたの

恒︑六代酒井忠正の両閣下と︑七代野口明︑当八代西村幸

当時の会長は徳川達孝閣下で︑面識の会長は五代堀田正

石橋香

は︑二十四歳の大正十二年四月で︑祖父の親友でありもと

﹁弘道﹂第九○○号を祝福して

郡会議員であった青柳願次郎翁の紹介であった︒日く︑今
を知る極めて肝要条件だが︑青年の考えや方向を誤らせ勝

と改題刊行が前身で︑明治三十六年に至って︑現在の﹃弘

更に﹃講道会叢説﹄︑﹃日本弘道会雑誌﹄︑﹃日本弘道叢記﹄

会誌﹃弘道﹂は﹃修身学社叢説﹄として明治九年創刊し︑

二郎両先生の糸である︒

ちゆえ︑よく雑誌や出版物の吟味をせねばならない︒日本

はくだらぬ出版物雑誌等が思ひの外に多い︒読書は智や徳

弘道会の﹃弘道﹄は立派なものだ︒青年達は是非入会する

進展の為め慶祝すべき変遷の姿である︒

道﹄と改められ︑約八十年九百号と継続された訳で︑道義

昭和二十年はザラ紙数頁の二回限りとなり︑続く同二十一

紙の廃止︑十一︑十二合併号がザラ紙の十六頁︒敗戦後の

会誌﹃弘道﹂の変った点は︑昭和十九年一月号は色刷表

様にと云れたのはつい昨日のことの様に思はれるが︑五十
九年も前の昔のこととなった︒関東大震災の年で九︑十月
号は休刊したが︑大震災記念号が出版された︒当時頂いた
鍬き

いる︒私の祖父は渡辺致堂︑鎌形三木両師の門下生で︑儒

放処分となったが︑日本弘道会の桑は禁止を受けず︑道義

年もザラ紙判で五回の刊行︒多くの教化団体は進駐軍の追

ちどう

三六︑七七六号と記入した会員証は未だに大切に保持して
教本位の指導を受けた︒致堂は祖父の伯父であり︑当時の
新潟県の参事を勤めた鹿児島菊治と特に親交篤った関係で

月合併号のみザラ紙を使用︑表紙も色刷に改まり年六回の

は四回︑二十三年︑二十四年は六回づつ︑二十五年一月二

望されたが︑艇家の後継者故にとて辞退した︒為めに顕職

刊行となる︒これは戦禍の為めの耐乏生活の戦後が長期に

倫理の大本山格を誇る立場となったのである︒同二十二年

に就かず︑政治面にも関与せず︑只神儒仏に帰依する生涯

及んだ為めで︑道義指導の会誌であっても︑刊行は思う様

あり︑此の方から門下の俊秀と認められてか︑養子にと懇

であった為めか︑私の入会は非常に喜ばれたのである︒
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峰

会祖伯翁先生が︑両陛下への御進講︑宮中顧問官となら

れたのや︑小松宮様︑北白川宮様が各名誉会員になられた

にならず︑困難辛苦の経営であったと思う︒

こと︒更に事業奨励の思召による大正七年︑昭和八年︑同

侍従長入江相政先生を通じて︑昭和四十六年春特別会員

戦前︑私の入会当時は社会主義︑共産主義運動が拡張期

千葉三郎先生が︑弘道第八二七号を︑天皇陛下に献上され

十五年と三度も宮内省より御下賜金を拝戴したこと︒

大正七年に落成した弘道会館が︑同十二年九月一日の震災

で︑特高警察制度が定められる頃には︑道徳教育主眼の専

で焼失の災厄をうけ︑副会長徳川頼倫侯の南葵文庫を仮事

﹃拝啓大部夏らしくなって参りました︒いつもお変りな

たのに対し︑お礼を言ってほしいとのお言葉に基く書面は︑

問学校に準ずる︑一ヵ年修業の社会教化学院が創始された︒

務所にする等して︑不自由に耐ゆること十年に及び︑昭和

頂き難有厚く御礼申上ます︒大変お喜びにて御覧になり︑

く御活躍の御事大慶に存じます︒この度は﹃弘道﹄御献上

七年現在の会館が立派にに落成︑その三階が教化学院の教
室とされたが︑同十九年の大東亜戦争の拡大となるや︑空

栗間久

申し上げます︒︵千葉県・東部支会長︶

て見ました︒今後の発展を祈り︑弘道第九百号刊行を祝福

以上日本弘道会の従来の盛衰や会誌のこと等︑雑然と記し

具﹄と会誌により拝見致し有難い次第と思うものである︒

記憶にて驚き入りました︒くれぐれも御自愛祈ります︒敬

よくお礼を言ってほしいと仰有ました︒古いことをよく御

襲警報の発令も頻繁化し︑学院も廃止となった︒特別に感
激する点は次の数件である︒

戦勝国側より昭和二十一年の言論出版等の追放処分の無
かったこと︒

会誌が九百号に至るまでも長期に渉り続刊されたこと︒
皆会務に関係深き代々の役職員各位の御功績の為めである︒
また日本弘道会は︑わが皇室との関係が特別であった︒

﹁弘道﹂九○○号に憶う

﹃弘道﹄が九○○号を迎えるに当り︑心から祝福申し上げたいと存じます︒一口に九○○号と申しますが︑その閲
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には居られないものがあります︒これが︑一会員としての

としを頭の下がるものがあって︑より強く祝福し感謝せず

振りかえりますとき︑それこそ千釣の重みが感じられ︑ひ

致し︑更にその間に日本弘道会の尽して来た大きな功績を

して来た歳月の永さと︑その間の激しい世の変遷に思いを

う流行は︑今日のいわゆる流行の浮薄なものとは異質であ

行の面の考慮も必要ではないかということです︒芭蕉の言

うのです︒不易は不易として大切であるが︑芭蕉の言う流

はありませんが︑俳聖芭蕉の言っている不易流行の語を思

通じての気持でありましたが︑西村会長の第八十回総会式

んで来ました︒これはもちろん僻遠の地に居て﹃弘道﹄を

今一つ︑私は常を日本弘道会にいまひとつの積極さを望

るはずであります︒

さて︑そうした気持の上で︑私の平素感じている点の

私の正直な気持であります︒

一・二を︑卒直にここで述べさせていただきたいと存じま

辞を読んで︑強く共感を覚えている次第であります︒綱領

甲号の﹁財物を貧らないこと︑金銭に清廉なること﹂﹁家

す︒

もうかなり古いことになりましたが︑私ども松江支会総

われ︑また乙号の﹁政治の道義性を高揚すること︑経済の

の現状は︑あまりにもこれらの精神を忘れているように思

て交わること︑誠を以て貫くこと﹂等や今日の日本社会

誤りはなく立派だが︑表現の仕方にもっと新らしさを加え︑

倫理性を強調すること﹂﹁自然の美と恩沢を尊重すること︑

庭の訓育を重んずること︑近親相親しむこと﹂﹁信義を以

魅力あるものにしないと人がついて来てくれないでしょう

資源の保存と開発を図ること﹂﹁教育の適正を期すること︑

会の席に︑元松江市長石倉俊寛先生をお迎えしてお話を承

ねｏ﹂というお言葉でありました︒九十歳の老先生︑弘道

道義の一般的関心を促すこと﹂等々︑今日ほどこの精神の

ったことがあります︒その際先生は﹁弘道精神はもちろん

精神の普及に並々ならぬ御努力をお続けになったお方のお

昂揚と積極的実践の必要に迫られている時はないと存じま

言葉だけに︑心にずしりと響きました︒

実はその頃︑私も熱心に﹃弘道﹄の普及に努力して居り

しなければならぬと︑強く思いを新たにして居ります︒

す︒一会員として︑私は説くばかりではなく一つ一つ実践

︵島根県・松江支会幹事︶

ました︒かつての教え子等にすすめると一年ぐらいで辞退
よくわかりますが︑私ども学のない者にはどうも⁝⁝﹂と

を申し出るのが出るのです︒それがいずれも﹁善いことは
いった具合で︑若い層にはいささか敬遠された傾向があり
ます︒私は決してそうした傾向に迎合する気持で言うので
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西村泊翁先生の自筆書状

篠丸頼彦

にて東征大総督参謀より佐倉藩の動向について〃始終暖

重臣佐治三左衛門を随え東海道を下った︒三月︑途中静岡

ｌ戊辰戦乱期の一資料Ｉ
この小稿は慶応四年六月一日認の西村鼎︵西村茂樹先生の
くらなみ

幼名︶自筆の書状で︑京都に軟禁されていた本藩の佐倉藩

の京都妙心寺に着し幽閉の身となった︒随行は佐治と倉次

昧″との詰問をうけて引下り京都に向い︑三月廿九日本陣

の二名︒その後︑正倫の帰藩を歎願し︑七月に入って許さ

主堀田正倫に随行していた重臣の佐治三左衛門︑倉次甚太

れ︑同月廿一日領内の千葉登戸に着いた︒

夫の両名に宛てた書状である︒その内容は鼎が一足先に京
に東北の戦況を主として報じたものである︒以下︑鼎の行

左掲の書状は未だ京都滞在中の正倫の許にいた佐治・倉

師より江戸に帰着した慶応四年五月廿八日前後の江戸並び
動を経緯としてその前後の経過の概要を述べよう︒

ぜられた︒佐倉藩主正倫の留守中の二ヶ月間︑支藩に出向

されていたが︑同年十一月︑任終り本藩佐倉の年寄役を命

この時点での西村は支藩佐野の堀田藩主に附人として派遣

平野重久︑支藩の佐野堀田藩からは西村鼎が︵同じく︶名

の身ではあったが︑本藩の佐倉のためにも種々心を砕いて

次両名に西村鼎が留守中の天下の情勢を報じたものである︒

代として同年十一月廿五日上京の途についた︒ところが翌

いたあらわれと見られよう︒後︑翌二年八月佐倉藩大参事

慶応三年十月十五日徳川慶喜の大政奉還により朝廷より

四年一月三日鳥羽伏見の戦が起りいわゆる明治戊辰の戦乱

に任︑同四年七月の廃藩置県で佐倉藩政の任は終りその翌

諸侯に召集の令があったので佐倉藩では藩主の名代として

ったが前記のように五月末には江戸に帰った︒其の問一方︑

事に留まらざるを得なかったが五年二月任を辞し東京での

月︑茂樹と改名した︒然し事後の整理もあって印膳県権参

となった︒そこで京都にあった西村は平野と別れ京師に留

太夫が特使として京都に着き太政官に出頭したが歎願書は

文化活動に入った︒左に慶応四年六月朔日認の手紙の要点

佐倉藩では慶喜について哀訴のため同年二月晦日︑倉次甚
受理されない︒よって正倫は朝廷のお召もあり上京となり
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箱根山往来留二而︑漸五月廿八日江戸着仕候⁝⁝五月十

一翰拝呈仕候︵中略︶私儀去月廿九日御地発途︑中川井

於て天下の情報を如何に把握したかを伺い知るものである︒

を原文の形で︵句読返り点は筆者︶抄記しよう︒これは江戸に

倉江立帰申談罷越くれ候様申談候処︑近日御同役様之中︑

○帰発之節蒙レ命之件々︑串戸五左衛門江申談︑同人佐

崎金吾井岩滝大助より可二申上一候︒

○殿様御暇存外御延引一一相成︑御案し申上候︒乍レ併最

申上一与被二存申し居一候︒

官軍之威勢益隆盛二相成候由︒両総井江戸之兵︑箱嶺二

早此節︿御手続きも被し為し成候事与奉し察候︒呉々も御

御壱人江戸御屋敷為二御見廻一御出府之由二付︑其節可二

拠り︑弐三百人︑小田原も一時是に応し候而︑兵を挙候

五日上野一戦彰義隊苦戦終不し利︑四方江散去候︒夫方

得共︑忽ち江府より問罪の官軍引向ひ︑小田原一戦とも

節物騒に付御差支可レ有二御座一与奉レ存候︒

船二而︑御帰相成候様︑千万奉レ願候︒御陸行二而︿此

○江戸二而︿新聞紙数部発行︑右之内︑中外新聞同外編

不し及︑降伏謝罪︑却而官軍の先鋒となり脱走兵を撃ち
候由︒先当時江府近辺ニハ総督の兵︿少しも不二相見一候︒

両三度之戦争二而︑脱兵等箱根を去り︑伊豆の方に赴き

為二取斗一申候︒

最も正しき由二付︑右両部御留居江申談︑早食差上候様︑

猶委細申上度候得共︑道中方眼を病象︑認物甚六ヶ敷

江府二屯集の官軍︑以前五六千人と申事二御座候︒只々
奥州の諸藩会盟連合して大挙を企候様に御座候︒巳二去

く︑且両人も上京候間︑時情︿ず両人可二申上一候間⁝⁝
︒・・﹂

佐治三左衛門様〃

侍史

倉次甚太夫様

︵本会特別会員・佐倉市史編纂主任︶

六月朔日西村鼎

月十八日奥羽の諸藩会盟の兵︑棚倉ニ拠り先鋒は大田原
軍戦争不二相始一候由︒或は廿七八日頃︑東西の両軍白川

迄進ミ候由︒然に白川城︿官軍の先鋒是に拠り︑未た両
二而大戦︑東軍利を得て白川と口内︑虚実未二相分︽尤
奥州筋江︿官軍一昨日より日々出張二相成可レ申候︒越
後二ても屡戦争︑長岡︿去月廿四日官軍の為めに落城致
し候由︒肥前侯総野州鎮撫被し命︑御家来古河江出張致
し君侯︿未た御在府二御座候︒当時之様子に而は西軍の
威勢二屈伏仕候︒奥羽両州のみ未た屈伏の色無し之︑此
雌雄如何成行可し申哉︑難し斗奉レ存候︒尚委細之義ハ先
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｜｜歴代会長の面影集
泊翁西村茂樹博士とは何人ぞ

徳富蘇
︵昭和８．３四九

○号︶

て今更ら親しく泊翁を識ることの出来なかったとを悔いた︒

×

西村翁は佐倉藩士だ︒其の旧藩主は︑屡ぱ近世日本国民史

からの開国者を数うれば︑当時の大名中にては︑先づ第一

上に於て︑記者の筆に上りたる堀田正睦であった︒若し心

指を彼に屈せねばならぬ︒西村翁が其の藩臣として︑彼の

×

感化を享けたるどは︑必然の事だ︒

能はざる所以のものは分明だ︒翁は天分に鏡かであった︒

従って西村翁が︑頑固一天張りの道学者でなく︑又た然る

壮にして和漢洋の学を兼ね修めた︒而して資性重厚にして︑

容易に他に雷同しなかった︒同時に一個の学究として︑所

×

謂る象牙の塔に閉ぢ龍るどを屑としなかった︒

講し︑中年以降晩年には︑其の主唱せる日本弘道会の為め

中年期は明治政府に出仕し︑文部省に入り︑又た宮中に侍

の末期に於て︑堀田本藩佐倉︑及び支藩佐野の為めに尽し︑

翁の七十五年の生涯は︑之を三期に大別すれば︑徳川幕府

であった︒此れは君が其の先師に対する感謝︑報恩の一念

交︑教育︑学術その他あらゆる方面に向って︑其の意見を

而して其の間に於て︑翁は其の官職以外︑政治︑経済︑外

に尽捧した︒

村茂樹なる学者の名を知った︒中年は只だ−個の道学先生

開陳した︒然も其の所説が︑決して時の流行を造はず︑否

×

として︑遠くから眺めてゐたのみで︑遂に近づいて其人に

予は少年時代泰西史鑑と︑明六雑誌とによりて︑初めて西

×

に外ならなかったものであるとは︑固より云ふも愚かだ︒

たれども︑始終一貫その責に任じたるは︑伯爵松平直亮君

昭和八年一月に出版せられた︒而して幾多の編纂者はあり

年十二月︑日露戦争中に其議を定め︑爾来幾許の曲折を経︑

は︑泊翁長逝ｌ明治舟五年八月十八日ｌの翌々年明治舟七

の如きは︑恐らくは尤も入念の一であらう︒其の伝記編纂

頃ろ刊行せられたる伝記書中に於ては﹁泊翁西村茂樹伝﹂

瞬一︑泊翁とは何人ぞ

峰

接し︑其誇を聴くの機会を得なかった︒然も本書を一読し
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I

な往々之に逆行し︑その為めに彼れ一身の栄達にはや少か
らざる障磯を来たしたる程であった︒

︵一︶忠孝を重んずべし︒神明を敬ふくし︒

︵二︶皇室を尊ぶべし︒本国を大切にすべし︒

︵五︶家業を励むべし︒節倹を守るべし︒

︵四︶学問を勉くし︒身体を強健にすべし︒

︵三︶国法を守るべし︒国益を図るべし︒

本書は上下二巻︑菊判一千七百頁内外︑泊翁其人と与に︑

︵六︶家内和睦すべし︒同郷相助くくし︒

二︑不朽の人

を極めてゐる︒乃ち泊翁其人をして︑之を一読せしめても︑

凡有る問題に関する翁の意見を叙述するに於て︑周到懇切

︵七︶信義を守るべし︒慈善を行ふくし︒

︵十︶宗教を信ずるは自由なりと雌も︑本国の害となる

ず︒

︵九︶酒食に溺るべからず︒悪しき風俗に染まるべから

︵八︶人の害を為すべからず︒非道の財を貧るべからず︒

恐らくは快然として点頭するであらう︒
×

泊翁は一方には政治家的要素と︑他方には哲学者的要素と
を︑兼該してゐた︒而して更らに之を調節するに宗教的熱
誠を加味した︒されば翁は何れの方面に向うても︑必らず

以上は匹夫匹婦も能く之を解す可く︑大人君子も能く之を

べき宗教は信ずべからず︒

したるが為ぬに︑何れの方面にも︑偏長して其の力を伸ば

相応に成功す可き資格はあった︒但だ其の機関が斯く複雑
すことは︑出来なかった︒

幾し︒

し︒

国民が国を護るの精神は︑尊王愛国の四字より重きはな

更らに一転語を下して︑

の漢散崩解する者は︑其国滅亡す︒

如し：．民心の緊結蓋固なる者は︑其国健全にして︑民心

国は人身の如く︑有機体なりと言ふは︑洞に其理なるが

尚ほ翁は日く︑

×

行う能はざるもの︒所謂る実践道徳の要諦を得たるものに
×

日本弘道会は︑翁の畢生の事業であった︒翁は明治の初期
に︑既に修身学社を創設した︒それがやがて日本講道会と
なり︑遂ひに今日の日本弘道会が成立したのが︑明治二十
年九月︒而して日本弘道会要領を定めたのが︑明治二十三

×

年一月︑其の日本弘道会員諸君に告ぐるの文を公にしたる
が︑同年四月であった︒

翁の弘道会要領十条は︑
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と云ふが如き︑誠に現代に処するの良薬である︒乃ち翁の

︷ハロ言︶

次郎

︵明治・大正・昭和期の評論家︶

如きは︑不朽の人と云ふ可きかな・

華族の典型

ｌ
伯爵松平直亮公

若槻礼
︵昭和恥・３五八

余は常に皇室の藩扉にして国民の儀表と称せらる上華族
は︑品格高尚操行方正にして︑常に公益慈善のことに其力
を尽し︑一旦緩急あれば衆に先んじて難に赴くの勇気ある
者ならざるべからずと考へ居るものなるが故︑伯爵松平直
亮公は実に余の理想とする所に合致し︑典型的の華族なり
しと謂ふて︑何人も之に異議を挟む者は無かるべしと信ず︒
松平家は余の郷国たる出雲の旧藩主たりし家柄にして︑

余は明治十七年東京に来りたる初より公を知ると雌︑公に
接近するは新年の年賀又は旧藩祖の祭祁の時︑若くは郷党
の会合等の場合にして︑平日公に親炎したるにあらざるが
故に︑余の追憶談は親しく公又は公の側近者より聞かされ
又は教へられたるものにあらず︒唯遠く離れて見ながら余
の私かに敬服したる所を述ぶる次第なるを以て︑必ずしも
肯緊に当らざるべく︑予め諒恕を乞ふ所なり︒公は少壮の
時南摩綱紀先生に就き漢学を学ばれたり︑世間一般は素ょ

り華族社会に於ても盛に西洋文化の学修に勉めたる際︑公

こと以て知るべし︒公の一生を通じての思想信念の根底が

は熱心に儒道の習得に勉められたり︒着眼の尋常ならざる

何処となく漢儒の論ずる所のものと相通ずるものあるが如

きは︑全く淵源する所ありと謂はざるべからず︒公は其後

西村茂樹先生の教を受けられ︑大に其言動に敬服せられ︑

心を傾けて其所説を玩味せられたり︒余は西村先生を知ら

ず︑公より先生の伝記を頂戴したるも之を通読するに至ら

ざりしを以て︑先生の学説の如何なるものなるやも亦之を

頭脳を以て︑更に西洋文物を研究せられたるなるべしと思

知らず︑然れども察するに西村先生は漢学を以て殿へたる

はる上を以て︑西村先生の学説は東西文化の粋を取り集め

て大成したるものなるべし︑儒学の素養ある公が儒学の粋

に加ふるに西洋道徳の粋を以てして之を融合錬成したる西

村先生の教を受け︑諮然其心眼を広くし︑一身を挙げて之

に傾倒せられたるは物の自然と謂はざるべからず︒西村先

生の教は弘道会の趣旨にして︑弘道会の趣旨は西村先生の

せられたるもの︑公の性格と思想との如何なるものなるや

教なり︒公が弘道会を創設し一生を終るまで其発展に努力

を知るに於ても顕著なる証明なり︒

公の弘道会に関する尽力及功績は︑会員の能く承知し居

らる些所なるを以て︑余は絃に之を費せず︑但公は弘道会

を創設し弘道会道徳を世間に伝布することに勉められたる
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のみにあらず︑人に勧むるに当ては我自ら之を実践せざる
らず︒

け社会に出て上相当の職業に成功し居る者其数決して少か

る威厳を有せられたり︒余等時に公と談話を交ゆることあ

高位の勲章の授与を受け居らる塁の象ならず︑数回に渉り

公が国家及公益・事業の為め力を尽し功勲少からざりしは

べからずとの精神を以て公は夙に弘道会道徳を以て身を持

る場合︑城府を設けず︑極めて平民的に応接せられ︑人を

るが︑公は政治に付ては余り興味を有せられざりしが如し︒

藍綬褒章及其飾章の下賜を受けられたるに依り明なる所な

し︑謹直にして寛容の心を有し︑謙抑にして犯すべからざ

して自ら親し承の念を生ぜしめらる上も其間亦自ら畏敬の
念を生ぜざるを得ざらしめられたり︒

望を申出られたる為にあらざりしが如し︒而かも議場に於

ざる所にして︑貴族院議員に当選せられたるも進んで其希

せられたり︒元来競争して議員と為るが如きは公の好まれ

嘗て貴族院議員に当選せられたるも︑任期の央にて之を辞

られたり︒初め公は旧藩地の士民を以て開墾を為さしめ︑

遇せられたるも遂に其目的を達し︑広区域に渉て良田を得

に合はざりしを以て︑此方面に於て事績を挙げんとするの

て議員として取扱ふ所のものが複雑煩細にして︑公の風尚

公は北海道に於て開墾の事業を計画し︑種々の困難に遭

れたる旧藩士民の救済を為さんとせられたり︒但し旧藩士

に有りと考へられたるなるべし︒而かも其使命は弘道会の

念は公に於ては之れ無かりし︒恐らく公は自己の使命を別

処女地を倉変じて耕地と為すの象ならず︑之に依り職業に離

民の桑にては開墾の事思はしからず︑他の農耕に慣れたる

の莞去は実に弘道会の大不幸にして同時に国家の損失なり︒

事業を発展せしむるに在りと考へられたることと信ず︒公

者を使用せらる坐に至て始めて事業成功したるを以て︑公
の目的の一たる旧藩士民救済は之を遂げらる上こと能はざ

余は前段申述べたる通り︑公の周辺に親炎したるにあら

りしと雌も︑北海道に於て広区域の良田を迭成し︑北海拓
殖に一大貢献を為されたるは立派に華族の本分を尽された
公は出雲育英会を創設し旧群地の子弟にして貧困の為め

寛恕せられんことを望む︒︵元総理大臣︶

事が余が公に対し追敬の念に満たされ居るの証なりとして

あらざるは︑余の大に悦づる所なり︒唯追憶を為すこと其

ざるを以て︑余の追憶談が少しも公を偲ぶに役立つものに

高等の教育を受けること能はざる者に学資を給して︑大学

るものなり︒

其他専門の学校を卒業することを得せしめられたり︒又育
英会の寄宿舎を設け︑学生をして宿泊の費用を少くして勉
学の便を得せしむること坐せられたり︒公に頬て教育を受
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故徳川達孝伯を憶ふ

奈良武次

今迄にない親密な人だと噂することもあったそうです︒そ

れ程故伯は︑性質温厚篤実で︑徳望高く︑侍従職や武官府

の各職員から慕はれ敬はれた御方であり︑而もその半面に

は己を持すること謹厳方直で︑皇室に対する忠誠の志は厚

誠を尽して精励されました︒それ故︑両陛下よりの御信任

く又責任観念甚強く︑常侍奉仕の勤務には︑︑用意周到︑至

私が︑初めて故徳川達孝伯に︑御目に懸りましたのは︑

ります︒

も甚厚く︑実に得難き名侍従長であったと︑今も信じて居

︵昭和油・加五九三号︶

大正九年夏︑私が東宮武官長を拝命し︑当時日光御用邸に

宮内省入りの前︑貴族院議員として︑令名高かりし御方な

次長で居らせられました︑そして御身分が御身分であり︑

勇退され︑名誉ある爵香間砥候を拝命されました︒私が長

今上陛下の侍従長を御勤めなされましたが︑昭和二年の春

天皇崩御遊ばされ︑故伯は御大葬を済まされた後︑一時︑

斯様に君側の奉仕を︑御一緒に致すこと四年の後︑大正

れば︑私は故伯に面談するのは︑何となく億劫に考へたの

遺憾としましたが︑宮廷の御事情より生じた自然の結果で︑

く懇切な御庇護を受けた︑先輩の同僚と別れたことを深く

め︑御用邸に伺候した時であります︒その時故伯は︑侍従

御避暑中の︑両陛下に拝謁仰付けられ︑御礼を申上げるた

でした︒しかし︑御目に懸って見ると︑案に相違し︑意外

是れ又止むを得ないことだと存じました︒

に優さしい︑懇切鄭寧な︑誠に近づき易く親欺易き︑温厚
篤実な御方でありました︒此印象は︑私には永く忘れられ

宮中に於ても︑供奉のときも︑故伯の極めて懇切なる御引

しました︒この時故伯は︑既に侍従長で居らせられたので︑

其後私は︑大正十一年秋︑図らずも侍従武官長を拝命致

緩々優誌を拝する機会がありますので︑故伯は之を非常に

尚爵香間祇候は︑毎年一度︑陛下より陪食を仰付けられ︑

蕩の温容に接し︑懐旧談を承り︑常に愉快を覚へました︒

れました︒そして︑いつも能く武官府に立寄られ︑春風胎

奉伺され︑その尊皇の志厚く︑忠精の念深きを感じさせら

故伯は︑爾来廉ある毎に宮中に伺候され︑天機御機嫌を

廻しに依り︑私は︑いつも大した心配なく︑側近の御勤め

有難がり︑非常に名誉として悦んで居られました︒又︑大

ません︒

ます︒供奉中の宿屋でも︑大抵私は故伯の室で︑一緒に食

正天皇御時代の側近奉仕者一同は︑毎年一度︑皇太后陛下

を果すことが出来て︑どんなにか幸福に過ごしたのであり
事を致し︑宿屋の女中が時折︑今度の侍従長︑武官長は︑
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に拝謁仰付けられ︑且つ時々記念の会食を致しますので︑
故伯はいつも欠かさず出席されて︑一同を喜ばせました︒

又莞去されるまで三十五年の長い間︑日本弘道会長をな
されました︒申すまでもなく︑日本弘道会は歴史ある道徳

酒井前会長を追慕す

野口

明

○号︶

堀田さんの後を承けて︑酒井さんを御迎えしたのも︑つ

︵昭和妬・８八三

又故伯は宮廷御在職中より︑之を非常に重要視され︑常に

い数年前位に思っていたのに︑指折り数えて見ると早くも

団体で︑その会長たることは故伯には適任の御勤めであり

は︑故伯に待つもの多かったと存じます︒

尽力され居ることを腰承りました︑恐らく此会の維持発展

何時の間にか経済的には予期もしない恢復を見せたが︑同

なもので︑戦後の疲弊はどうなるかと心痛していたのに︑

十数年の昔になる︒其の間世情の変化は御承知の如く相当

時に物価も随分騰貴して︑会の運営にも種々苦心を要した︒﹄

多年健康を害し︑歩行渋滞を感じられ︑御外出の機会も
に懸る機会がありませんでしたが︑しかし︑雛て復健康を

少く︑諸会合にも欠席されるやうになり︑私は久しく御目

く

の暗影を蔵しているとは云え︑何とか弥縫して来ることが

できた︒その間に於ける本会の歩象は容易なものではなく︑

又世相人心の動向も︑どんなに崩れるかと案じたが︑幾多鐙

酒井さんには御心配をかけたかと思うが︑何時も明朗快活︑

に接し驚いたのであります︒誠に残念に堪へません︒目下
我が日本国は古今未曾有の重大難局に遭遇して居ります︑

回復されるものと信じて居りましたのに︑本年春突然計音

年齢等の関係上︑故伯が直接時局に貢献されることは出来

に指導していただけたことは有難いことであった︒酒井さ

んは大名の出で︑御経歴としては戦前の貴族院議員として

小事に拘泥せず︑よく我々の意見を聞いて下さって︑適当

国政に関与され︑台閣に列せられたこともあったが︑御性

ないと思へますも︑その心中には必ず此重大時局を大に憂

されたのは狗に遺憾に堪へません︒御遺族御近親に対して

がら︑遂に時局前途の展開を見るに及ばないで︑濫然莞去

については︑どう云う御関係であったか︑割合に古いこと

格は政治家的臭味の乏しい方であったようだ︒本会のこと

慮され︑上は︑皇室を始め︑下国家国民の安泰を祈られな

も深く御同情申上ぐる所であります︒私は故伯に就き語る

るようであった︒総会等の外︑盆暮の役員会にもよく出ら

も知って居られて︑本会の世話をすることは喜んで居られ

べき資格がないと思ひますが︑折角の御需めですから肌か
所感を述べ︑追慕景仰の誠意を表するのであります︒
︵大正天皇侍従武官長︶

に言語中枢を侵されたので︑どうすることもできなかった︒

や︑威張るところなどはなく︑我々と共に喜び︑共に憂う

れて︑何時も談笑を楽しまれ︑少しも殿様風の気六ケしさ

で︑宮中での交遊が多かったのである︒その後先生は弘道

特別参加を許された折︑私もかつて侍従次長であった関係

て居られた関係で︑側近在任者に正月や天長節︑地久節に

私は野口先生がかつての宮内庁に於て両陛下の侍従をし

こでも知遇を受けていたものである︒特に先生とのおつき

会の会長になられ︑私も弘道会の評議員ということで︑こ

ると云う風であった︒然るに数年前︑脳溢血の発作で︑殊
入院されたり転地されたりし︑時には渡辺主事や私も御見

地久節即ち皇后陛下の御誕生日三月六日には︑毎年側近

合の中で印象の深かった思い出は︑絵のことであろう︒

舞したが︑御健在の時のように御話を交すことはできなく︑

ないように御見受けしたのでへもう一度我々の会合にも出

もどかしいことであった︒御身体の方はあまり御不自由も

の微笑をたたえられてお声をかけて頂き︑当方からも色々

に並ぶ所を︑皇后様は一人一人の前にお立ちになって︑あ

とお話を申上げるのが例である︒その折野口先生はいつも

在任者二○名近くの者達が︑皇居新宮殿の一室に．の字型

で見ると︑あの微笑を湛えて屈托の無い︑淡白で癖の無い︑

ていただけるようにと︑淡い期待を持ちつづけたけれども︑

御風格が︑まことに懐しく眼に浮かぶのである︒戦後苦難

の飾り気の全くないお姿で︑何にかにと絵のお話が弾んで

結局それは不可能であった︒今静かに酒井さんの悌を偲ん

の多い時代に於て︑酒井さんの如き明朗な方が本会を率い

の心残りである︒︵本会評議員元侍従次長︶

画集出版の完成を見ずして逝かれたことも私には︑唯一つ

お落しであられたことであろう︒企画中といわれる先生の

話相手も遂にこの世を去られた︒皇后様もどんなにかお力

顔は︑今でもありありと目に浮んで来る︒皇后様の絵のお

あった︒その時の先生の何ともいわれぬ楽しさに溢れた横

りであるから︑先生とのお話はいかにも御満足の御様子で

堂についてお若い時から学ばれ︑まことに高いものがおあ

かわされていたようである︒皇后様も絵の御趣味は川合玉
︵本会第七代会長︶

られたのは︑種左の点で好かつたように思われるのである︒

野口明先生の横顔

鈴木
︵昭和認・加八八一一号︶

九月九日の青山斉場での壮厳なる御葬儀に参列して︑正
打たれたのである︒

面に飾られた先生の温顔︑人情味溢るる御写真に︑先づ心
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一名士珠玉の論説集
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的方面から論ぜられておる尋

近代露国文学の方面から云ふと例の有名なドスドエウスキ

ーの著書︑例へぱ﹁カラマゾフ兄弟﹂とか﹁罪と罰﹂とか

云ふ深刻な犯罪を材題として恰かも人間の心のどん底まで

を曝露したやうな凄絶なる物語を採り取って其議論を築き

勝利﹂﹁無罪者﹂などに於て人間の精神中に潜める兇暴性︑

上げておる︑又現在伊太利の詩人タンヌンチオの作﹁死の

又は自殺他殺の遺伝性などが︑悉く刑事人類学者の為に解

ておる犯罪の事の方が面白い趣味があるし︑又研究に値す

単に犯罪と云ふよりは宗教とか倫理とか文芸とかに関係し

事実だ︑従ってこれらの文学は如何にしてか上る犯罪が起

な所に心を注ぐ人に実に大なる利益を資らすのは明らかな

此等の近代の文学を精読すれば文学以外世道人心と云ふ妙

する者ばかりが読んで益のあると云ふやうなものではない︑

犯罪と現代思想

上田・敏

るのである︑が︑近来文芸と犯罪との関係を述べたものは

ったり︑又斯る犯罪は如何に処分したら宜いか︑又は犯罪

剖せられおる︑此等の著作は決して文学者又は文学を愛好

仏国︑伊太利などの刑事人類学者などの著書が可成りある

を撲滅するには如何なる方法を採るべきであるかなどの重

︵明治蝿・皿二二五号︶

に現はれてをる犯罪に就て論じたもの上やうにある︑

要なる暗示を与へるは疑ひもない︒眼を転じて

やうである︑而して此等の学者の材料は主として近代文芸
近代文芸と犯罪

ジャン︑これが主として材料となって研究されておる︑又

る仏国の大文学者ユーゴーの哀史の主人公なるジャンヴル

が︑此は正にこの一面を道破しておるのだ︑一たび東西古

が多い︑或仏国人は歴史を有せざる国民は幸なりと云ふた

とを見ると︑此又古代の文学及び歴史には頗る犯罪の記載

古代文学と犯罪

文芸上の価値は少いけれども同じ仏国の一般読者に歓迎さ

今の歴史を緒いて見ると先づ目に着くものは功業にあらず︑

の内︑仏国の文学から云ふて見たならば︑十九世紀に於け

れておるウジエーン︑ショーなどの小説︑降っては先年物

偉蹟に非ず︑実にこの犯罪だ︑文学で取扱ふ材題が犯罪の

多いと同じやうに歴史の事実も又比々として犯罪を含んで

故せしエミ︲ル︑ゾラの小説ｌ第二帝政下の家族の博物
芯ｌと云ふ小説ナナなどの主人公ばやばり一種の犯罪
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試桑に基督教の聖書を執り来って読んで見ると︑其中には

おる︑

なるが故に︑之を処罰し之を僧みて何等かの形式の下に人

異がある︑古代の人は犯罪は人間たるの道に背きたるもの

のに関しても古代人の考へと近代人の思想とは非常なる差

分法のあるべきは当然の事であるが︑抑もこの処分なるも

間社会を放逐すべきものだと考へて之を処分した︑然るに

有ゆる人間の行った事を網羅しておるが︑犯罪も又洩らさ

近代に至りては梢之に異った一種の思想が生れて来た︑即

ず書いてある︑其の桑ならず旧約全書の法典中には現代の
なるモーゼの律法なども実に完全に出来ておる︑法律の完

刑法中に見出すを得ざる所のもの迄之を網羅し︑かの有名

たもの︑伝染病患者だとしたらば之を憎桑悪んだ所が仕方

は人間社会の伝染病患者のやうなものである︑既に狂気し

ち犯罪者と云ふ者は謂は堂一種の狂犬に類似したもの︑又

がない︑寧ろ之を欄れんでやった方が至当である︑さりな

犯罪に対する観念

全は畢寛犯罪の多かった事を一面に於て示しておる︑

はれておるが︑聖書に於ても又は希臓の悲劇に於ても犯罪

かくの如く古代より犯罪は文学又は歴史の上に種左に取扱

る人間社会の為には甚だ迷惑至極の事であるし︑且つ社会

がら気狂や伝染病患者がウロノ︑しておるのは他の健全な

の一大不幸であるから社会の安全を保全する為にＩ即ち

に対しては僻一刀両断的な明快な判断ｌ善いとか悪いと

社会保護の為に犯罪者は之を健全な社会から隔離するの必

かＩを下して鐙る︑然るに近代になって来てばこの観念
之を奨励するのでも︑悪を憎まぬのでもない︑元より犯罪

が甚しく暖昧になり来つた︑勿論近代文学が犯罪に対して

犯罪者を処分するのである︑

の不幸の起るのを出来得るだけ防止したい︑と云ふ考から

即ち現代では悪人だから社会に害を与へるのでなく︑社会

要がある︑其には人間天然の恐怖心なるものを利用してこ

に害を与へるから悪人であると云ふ事になった︑昔の考へ

を是認するやうな事は毛頭ないには違いないが︑何にして

の情とを以て臨むやうになった︑仮令之に対して同情もせ

したのであるが︑近代は犯罪者に対して大なる同情と憐懲

は個人が本位の論であるが︑現代では社会を本位として考

も其態度が明瞭を欠いて来た︑其時の人は直蔵に之を裁断

支配せられ︑仕方なく之を犯さ堂るを得ざる径路に立ち到

へるやうになった︑か入る思想は最近百年ばかりの間に長

ず憐感もせぬにした所で︑其犯罪は人間が自然の因果律に
ったとやうに解釈しておる︑

足の進歩をしたのであるが︑其原因は何であるかと云ふに
云ふ迄もなく

犯罪の処分

社会の現象として既に犯罪がありとすれば︑何等か之が処
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自然科学の発達の為に一を理性を以て古来の総てのものを

之に対して批評判断を下すことなく服従しておったものを

の勃興である︑古来は唯一つの習慣々習として人間が何等

って村となる︒斯く階級のある都会と田舎と︑ザットどう

会であり︑段々之が小さくなって町となり︑更に小さくな

がある︒種々様為の物が多数に︑集って居る所が大きな都

京がある︒又都会の上にも都会があり︑田舎の下にも田舎

ひ顕はすことは一寸出来ない︒京に田舎があり︑田舎にも

都会風と田舎風とは︑何う違うかと云へぱ︑明らかに言

解剖し判断し︑批評し︑検薮し来るやうになった︑古へは

理性的判断

道徳と法律と宗教とは︑全く一致して皇も其間に差別がな

する︒必ずしも人の多い所が開けて居ると限らぬにしても︑

或る限りある国土では︑其中に最も多く人の集って居る所

違ふかと言へぱ︑開けて居る︑開けて居らぬと云ふて区別

間が批評の眼を投じて︑三者の形式が漸次に変化せられ︑

が都会である︒人が多い丈に多く知られ︒多く知られて居

を認めておった︑然るに近代に至りてはこの三者の間に人
終には理性を以て説明批評する事の出来ぬ宗教が権力を堕

し得るだけの機会が多い︒之は都会の著しい点である︒

るだけ人の能力が現はれて居る︒又都会は人の能力を伸ば

く︑一の習慣々習として人間が悉く之に服従し︑之に権威

の基礎と云ふ事に関しても種々の談論が出て来る事になっ

それで物の流行は︑すべて開けた都会から来る︒村で云

▲洋服流行の源泉

すに至ったのである︑従って宗教と道徳とも分離して道徳
たのである︒

といふのではなく︑之を同情し愛憐して気狂︑伝染病者を

へぱその村に近い町から流行が来り︑町はモッと大きな町

要するに犯罪に対しても近代の思想は唯犯罪者を嫌悪する
愈してやりたいと思ふと同じやうになったのは少くとも著

東京は人口二百五十万と云ふて居るが︑倫敦は六七百万の

此流行は他から来る︒何処かと云へぱそれは倫敦である︒

の着物は日本で随意に流行するが︑西洋の着物になると︑

の上で︑モット大きな都会が流行を造ることがある︒日本

即ち日本では東京が一番であっても︑流行になると︑世界

所では︑東京が最も大なる都会で︑流行の魁をして居る︒

から流行が来り︑寛に一国の首府に帰する︒我国では今の

︵大正２．ｍ二五九号︶

三宅雪嶺

しい現象と云はねばならぬ︒︵耽美派詩人・文博︶

都会風と田舎風

▲能力を伸ばす都会
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六七百万の人が集って居る︒而して洋服は此の倫敦が流行

人が集って居る︒数ばかりで云ふことも出来ぬが︑兎に角

と云ふが︑果してさうであるか︒田舎に往っても随分男女

になれば︑案外推察に止まる︒或は男女の間が素れて居る

都会の人は不品行の様な感じがする︒誰が何うといふこと

ふことは︑急に判断すべきものでない︒都にも悪いのがあ

の中心で︑欧羅巴大陸でも︑米国でも倫敦の流行を追ふて

り︑又田舎にも悪いのがある︒都にも善いのがあり︑又田

間の善くないのもある︒従ってどちらが品行が善いかと云

英国の先帝の時代からは︑プールと云ふ仕立屋から流行

居るのである︒

が及んで来る︒国家の上では是と競争する︑露国のやうな

舎にも善いのがある︒五分五分といふ可きである︒

次に都は賛沢で︑田舎は質撲であると云ふ︒併し案外都

▲都と田舎と何れが質撲

所でも︑着物になると︑多く此のプールに訓へる︑そこで
流行が世界に及ぶのである︑男の洋服が倫敦から流行する
即ち流行では都会が田舎よりも進んで居って︑此の都会か

の開けた方が賛沢でなく︑倹約をして居り︒箸りあるくは

に対して︑婦人の着物は仏蘭西の巴里から流行して居る︒

早晩開けた所のやうになって来るのである︒

ら段々周囲の地方に流行を及ぼして行く︒開けない田舎も

巴里である︒巴里人は箸って賛沢であると云ふが︑併し巴

却って田舎から来た者に多いことがある︒此の著しき例は

▲都人と地方人との品行

東京は都会の基礎が極く堅いといふ程でないから︑風俗

連中である︒

里人自らはさう箸って居らぬ︒箸るのは他国から来て遊ぶ

ふことになる︒開ける︑開けぬと云ふ所から言へば︑無論

是に於て都会風が必ず善いか︑田舎風が必ず悪いかと云
都会が先きに開けて居る︒併し何事でも利益には弊害が伴

ふ基礎のある所では︑都でありながら極く倹約である︑京

習慣もさう決った事はない︒が京都の如き︑千何百年とい

都で賛沢をするのは京都人でなく︑他国人である︑斯く観

って居る︒蝋燭は光を発すると共に自分の身体はだん人︑
縮んで往く︒都会は開けた利益があると共に何か損がある︒

察して見ると︑都会の人が賛沢で︑田舎の人が質撲といふ

都会の人は品行が悪い︑田舎はさうでない︑と云ふが︑之

には往かぬのである︒

のは︑確定することは出来ぬ︒田舎の人とても奮り得る所
へ行くと随分脊るのである故に此の判断も亦急に決める訳

それは何処にあるかと云へぱ︑其は人に依て達ふ︒或は

田舎は開けぬ損があるだけ︑何かの得がある︒

は当てにならぬ︒何を証拠にさういふのか︒唯何となく︑
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▲新手にして強味ある地方人

の出来ぬと云はれた河内国から楠正成のやうな者が出て︑

関八州を引受けて幕府を開き二百八十年ばかり治め関東が

徳川氏は三河に興り︑上杉︑武田︑北条氏の競争した後の

京都が再び栄えたが︑織田豊臣氏となって大阪が栄えた︒

全国の兵を千早に引受ける程であった︒足利の世となって

若し都が開けて往くだけ損をする︒田舎の方が開けぬだけ

都となった︒都である丈弱くなって︑中国の端の長州︑九

そこで都の開けたのを必ず悪く云ふことは出来ぬとして︑

得をすると云ふならば︑其証拠は何処にあるか︒之も明白

州の端の薩摩が起って来たのである︒どうも都は外の地方

前に着物の所で云ふた通り︑開けた方に応じやうとする

ほか

に言ひ難いが︑都の者は何処となく疲れて居るやうである︒

から羨まれるけれども︒羨まれて居る内にどん︐Ｉ︑弱って

あらて

田舎の方は新手で︑何処かに力が具はって居る強味がある︑

来て田舎の方に圧へつけられるのである︒

おさ

手である︒知識の点で都の人と田舎の人と比較するなら︑

品行や倹約では区別は出来難いが仕事となれば地方人が新

と︑都会風を真似ねばならぬ︒都会風に造るには神経質に

▲田骨都肉の人

なって心配になる︒而して年寄のやうな気になる︒菅原道

なく疲れて居る︒何を見ても珍らしくない︒あれも知り之

都の人が進んで居り又物事に馴れて居るが︑都の人は何と

ることは出来ぬ︒都で生れて都で死に︑永い間続いて都の

も知って居る︒知って居るが自分で力を出して思切ってや

真の語と云はれて居るが和魂漢才といふことがある︒日本

の魂で支那の才︑それを後人は和魂洋才と云ふ︒又士魂商

地方の人が集って来るからである︒都に於て新に事業を起

才武士の魂で商人の才といふものもある︒中には士魂士才

者が減って来て都が小さくなる︒此都が大きくなるのは各

の者である︒之は日本の承でなく外国も同様である︒

もズット小さい村其村の山奥で木を伐って居る人などは見

此の町︵川越︶は田舎の中でも都が上って居る︒之より

うであらう︒

骨に郡の肉又は皮ｌ田骨都肉︑田骨都皮とでもしたらど

とひ

に都の才︑田魂都才といふたらどうであらう︒或は田舎の

でんこんとさい

でなくてはならぬと云ふ人もある︒今之を転じて田舎の魂

し何程か成功した者があれば︑百人の中九十人までは田舎

▲京都ｌ鎌倉ｌ東京
日本は細長い土地で︑都となる中心は関東と京都とある︒

氏が関東に勢力を作り︑平家を亡ぼして︑関東に都が出来

曾て平安の都は盛であったが︑公卿が遊んで居る間に︑源
た︒鎌倉も源氏北条氏となり栄えて来ると弱くなり︑戦ひ
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は実に立派である︒其気力を有ち︑相当の技侭を備へて︑

た所活きノ︑として︑頭の中は空っぽかも知れぬが︑身体

の人はどしノ︑仕事をやり出す︑之はさういふ風に自然に

た所を見ると︑皆顕微鏡で見て居るのである︒それ故田舎

象が頭に入って来る︒此雄大な頭を以て都会のこせノ︑し

の通り︑お出でになったらば︑御迎へするより外はないと

である︑大陸的である︒大陸が必ず善く︑島国が必ず悪い

其点で川越附近は︑一体に日本国中で珍らしい平坦な地

▲有為なる地方人の奮起を望む

力を養って来て居るからである︒

都に出て来たならば︑都の人は何うする訳にも往かぬ︒唯
彼の為す侭にして置かねばならぬ︒

上杉謙信が織田信長に向って︑一つ田舎仕込の技価を示
さうと思ふがどうであるか︑と言ふと︑信長の方では︑仰
答へた︒田舎者程の充ち満ちた力を有って︑之に相当する

といふのではないが︑同じ島国でも大陸を見る如く広々と

い

都風の才が有ったならば︑都人を撫斬にすることが出来る︒

して居る︑果てしの無いのが如何にも大陸的で珍らしい︒

なでぎり

何処でも能く事業を成した人は︑骨は田舎で都の才を有っ

珍らしく見えねば効能は無い︒之が雄大な気象を養ふこと

ヶ小島は︑丁度田を越えて向ふに富士が見える︒若し自然

になるのであるから宜しいのである︒源頼朝が流された蛭

た人である︒

▲雄大なる精神

全英国を圧へつけたクロンウエルは田舎の人である︒露

した入間郡の方は︑広々した大陸的の方で何か益すること

と同時に都風に巻きこまれて都と共に素れて来るやうにな

がある︒併し交通の便で︑二時間も経てば都に出られる︑

界で何か気象を養ふものがあるならば︑此の川越を中心と

風であった︒今でも・ヘテルスブルクにピートルの持へた車

西亜のピートル大帝も田舎の人で︑皇帝となって後も田舎
や椅子がある︒皆自分で鋸や釣を以て作ったので︑工場ま

るのを見︑太陽が西山に没して︑空には星の輝くのを眺め

中の樵夫が唯一人居って︑朝は太陽が東に昇って夜の明け

といふ︑広炎とした心持を持って居るのである︒丁度山の

せられないで︑精神は全く田舎の風を脱せず︑天地我一人

でも遣って居る︒大事業をする者は都の煩はしい弊風に化

を頼むとの出来ない者がする︒当り前の事をすれば宜い︒

からするので︑大抵気力が弱いから悪い事をする自分の力

揮することが出来る︒悪いことをさするのは︑色々の事情

近く且つ模範的の田舎に居られるので︑田参魂都才を十分発

蔵野といふ雄大な気力を有って行かねばならぬ︒即ち都に

って来る︒昔源氏が気力を養った土地であるから︑十分武

っか

る︒別段詩人でなくても他から何等の制裁なしに雄大な気
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本当にのびノ︑してこせつかぬで居れば︑何も悪い事を考
のには︑

斯く日本の中で︑都に近く田舎に生活する者は︑よい所

丈が︑決して良妻の唯一の資格ではないそれよりも精神上

神上の友達でなくてはならぬ︒女中でない︒台所の治めた

精神的要素を除いても︑差支ないでせうか︒妻は夫の精

に生れたのであるから︑大に奮発してどしノ︑偉い人の出

の友として︑夫と精神の深みに於て︑共鳴を感じて︑生涯

へなくても宜い︒

られることを望むのである︒モウ出られること呉思ふが其

調和を保って生活するといふ所に︑良妻の第一義はあるの

かた

歌ったものは︑ないといふことでありますが︑それは要す

は︑今日の詩に於けるやうな︑高尚な︑深い精神的な愛を

に於ける相互理解はない︒従って古人が愛を歌った文句に

ものであります︒さう云ふ男女の間に︑本当の精神の深み

居る︒併し昔の女子の生活は︑精神的には︑一般に低級な

でありますまいか︒西洋でも昔から︑夫婦の愛情を歌って

の予想が違ったら責は私より他の方にあると思ふのである︒
︵評論家﹁日本及び日本人﹂主宰者︶

⁝⁝埼玉県川越中学校での講演⁝⁝

良妻とは何ぞ

鳩山春子
︵大正８．８三二九号︶

其れに違ひない︒誰れが何と云っても︑良妻賢母といふこ

ります︒これは妻であるが︑婦人であるからといふことだ

て︑其の間の昔の夫妻に見られない幸福を感ずるからであ

に︑夫を能く了解して︑本当に其の精神上の好伴侶となっ

るに︑女子の教育が進んで︑精神の水準が高くなった為め

とは︑婦人の天職として間違ひないのであります︒それで

於て︑日本の夫たり妻たる者が果して何れ程︑

けで︑決して生ずべきものではないと思ひます︒此の点に

昔から良妻賢母と云ふことを申しますが︑婦人の天職は

あるのに︑案外︑妻であり︑母である人に︑確かな自覚の

精神上の深みに於て共鳴を感じ︑精神上の幸福を感じて

ない人が︑あるやうに思はれます︒一体︑良妻と云ふのは︑

何であるか︑夫の伴侶として生涯を共にする︑家庭を能く

たが︑残念ながら︑婦人の方は︑男子に較ぶれば︑余程低

居るのでありませうか︒今日は男子の方の教育は高くなっ

い︒肢のやうな状態がないではない︒夫婦は丁度︑川を隔

いつ見ても塵一つ落ちて居らぬ︑あの家は締りが良い︑台
所もきちんと整頓して居るといふ︑是れは結構なことで良

てた向ふを歩いて居るやうな有様であります︒どうしても

治めて︑料理も上手に出来る︑部屋も立派に掃除されて︑

妻の資格を作るものであります︒併しながら良妻といふも
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一体日本の家庭には︑物質的には未だ︑低い程度におる︒

りの台所は︑実験室のやうだと申されたが︑台所に学科の

文明の利器が多く︑家庭に入って来ねばならぬ︒独逸あた

婦人は︑一層高い教育を受け︑さうして学校を出た後も︑

ます︒精神上のことでありますが︑物質上にも︑いるノ︑

書物を読象︑精神を肥やさなければならぬと思ふのであり

から割合に楽の生活をして参りましたから︑物を余り大切

日本人は未だノ︑︑今日生活は困難であると云っても︑昔

る︒物理や化学などは︑台所の役に立つべきであります︒

応用が出来るやうに︑今後次第に︑家庭を改良すべきであ

て疲れて家庭に帰って︑さうして妻が食べさすものは何で

料理の上手なのと下手なのは上手に限る︒夫か一日働い

要求がありませう︒

あるか︑御飯は生煮え︑刺身は鋸で挽いたやうなものを出

は日本以上に生活が困難であるから︑なかノ︑物を呉れぬ︒

一つは日本人は︑惜気もなく物を呉れる為めである︑西洋

家庭に物を持って行きますと︑これは誰れに呉れるのかと︑

にしない︒外国に日本人が留学すると︑大層持てるのは︑

でも︑一番危険なのは︑腹が減ったときである︒夫が外で

すとなると︑実に不愉快である︒一体人間は︑腹が減って

働いて夕方一戻った時は精神も身体も疲れた上に腹が減って

洋では各自分の物︑人物との家庭の中でもやかましいが︑

貰ひ主を質す︒日本では其の家に持って行くのである︒西

居る時は︑野獣のやうになるものであります︒虎でも獅子

分である︒その時笑顔を以て迎へるべきは︑妻であります︒

日本はさうではない︒幾ら生活が苦しいといっても︑物を

殺気立って野獣に近い︑何か一つ叱れたら叱らうといふ気

鹿末にする︒一ヶ年も持たぬといはれた独逸は兎に角四ヶ

そ

に戻って来たかといふやうなことであれば決して心が和ぐ

夫が折角帰って来ても︑妻が怒ったやうな顔をして︑何し

るものは除々ない︒併し野の草で食べられものは検べて︑

年も持ったが︑彼の国人は︑どうして生きて居たか︑食べ

さうして︑空地があれば︑何処にも野菜を植ゑたりして︑

其の絵図を廻付して︑さう云ふものを︑採って食べて居た︒

に出されるものが︑今言ったやうなものであったら︑実に
失望の外はない︒故に料理の手際は必要なもので︑同じ価

ものでない︒腹の減った身体を運んで帰って来ても︑夕飯

の材料を使っても︑見た所も食べた味も︑結構だと賞美さ

尾などは溜めて置いて︑それを家蓄にやるとかいふ風に︑

食物の足しにした︒林檎を剥いた皮︑大根の頭︑人参の尻

決して捨てない︒日本では︑蜜柑の皮でも捨て放題︑汽車

れるものは︑妻としての働きであるに連ひない︒学校では
楽の一要素になるのでありますから︑若い時十分練習して

には遣された

どんな料理を習はれるか知らんが︑それは他日︑家庭の慰
置くべきである︒
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土瓶や茶碗が沢山あって︑之を持って帰る人がないＯ皆

欧米最近の経済界

井上準之助

なことはしない︒日本でも老人などで経済を考へた人には︑

何処かに棄却されるのでありますが︑西洋などでは︑そん
汽車で買った茶碗などを持って帰って︑風雅で面白いと云

︵大正皿・勉三九一号︶

は日本よりは多く耕し得る沃野がある︒又ス︒へインも渚せ

づ最も天恵の少ないといはれるイタリーの如きは其北部に

の天恵の乏しいといはれてゐる国々と比較して見ると︑先

弱で且つ︑面積の割合に耕し得る地所が非常に狭い︒外国

実に羨望に堪へなかった︒日本はか上る物質的には実に貧

浪々と湧き出づる石油坑ありといふ有様で︑吾煮日本人は

又そこには掘れども尽きざる石炭山鉄山があり︑そこには

が耕やされずに捨て坐あるといふやうな場所が幾らもある︒

無いのである︒それは世界何れの国に行っても千里の沃野

然しながら物質的に日本を見ると日本位天恵に乏しい国は

って恐らく此点に於ては天下に秀でたる国であらうと思ふ︒

吾々の家族制度といひ是れは吾々の最も誇りとする所であ

に天恵の薄い国であるといふ事である︒日本の国体といひ

国が狭くて人間が多過ぎるといふ事である︒第二には非常

日本を一歩踏み出して何人も一番に気附くことは日本は

って飲んで居る人があります︒物見遊山などに往って︑折
詰などを食べる︒東京などでは︑三分の一も食べないで︑

放って行く者が良くある︒百万石の米といっても︑粒が大
るのである︒

きいといふではない︒粒々の辛苦が重なって︑百万石にな
のこ

折詰の中の米も粒を辛苦の結果と思へぱ︑食べ止して捨
てることは︑勿体ない︒こ上が経済と思ふが︑多くの人は︑
放って仕舞ふ︒何物も︑役に立つものを打棄てることは︑

宜しくない︒婦人が此れも小さいことだ︑彼れも小さいこ
とだ︑しゑつたれのことはしないといって︑何事も大まか
たと

にして往ったらば︑仮ひ夫は︑相当に収入を得ても︑一生
貧乏で暮さねばならぬ︒墳細のことだといって︑粗末にし
ない︑塵積れば山となるとは︑それでありますから︑家事
を営むにも︑小事を忽にせぬやうに︑役に立つものは立て︑
又貯へて置くことが必要のことであります︒
︵共立女子職業学校創立者︶

た所として有名だがそこには豊富に鉱物が出るといふやう

然らば日本建国の基は何か﹁国土でなく人にある﹂とい

に日本とは比較出来ない程の天恵がある︒
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ふことが痛切に感ぜられる︒然し今後のことに考へ及ぶ時︑
一年六十万乃至七十万の人が増加しつ坐あるに︑この狭い

土地に現在でも多過ぎる人口が更にこの調子で増加すると
したならば︑如何に解決すべきかといふ事は日本から一歩
踏糸出した者が痛切に感ずる︒而してその解決の道も従来
唱へられた種灸の方法を考へると︑殆ど実効を挙げ得るも
のはない︒即ちこれ迄人口問題には何時でも海外移民とい
ふやうな問題が伴ったものだが︑今後日本の増加する人口
を海外に送り出して解決することは不可能だといふ事実を
るし外交上に於ても常に斯くの如き事にも努力しなければ

私は認めたのである︒換言すれば海外移民は非常に希望す

日本の人口増加の問題をこれによって解決することは不可

ならぬが︑其実行に於ては何うかといふと︑差迫ってゐる

送り出してから冊年を経過し︑この間屡を海外移民問題を

能であると感ぜられる︒過去の歴史を見ると布珪に移民を
聞くのであるが︑果して然らば今日幾何の日本人が外国に
住んで居るかといふ事を考へると︑僅かに七十万に過ぎな
い︒然し日本人は一年に七十万づ上殖えて行く︒舟年か上
って一年の人口増加を解決して行ったところで到底長い間
の問題を解決することは出来ない︒殊に欧洲大戦以来︑大
に考ふべきはインターナショナリズムの思想である︒

欧洲大戦によって世界人民が互に国境を持つてゐること
のために非常な苦しみを経験したので︑国境を排して世界

人類が相寄って世界を統一しやうといふ理想を持つ者が沢

山出来た︒その一部の実現噂へルサイ﹃一条約に規定されて

各国努力してゐる国際聯盟である︒即ち道義に基いて各国

の問題を片附けやうといふのがその主義であって一寸聞き

には世界の沃野に日本の勤勉な農民が迎へられるやうに考

へるが︑実際は非常に予想に反してゐる︒今日大戦争は終

隠したといふもの上ヨーロッパでは戦前より多くの常備軍

を持ってゐる︒リーグ・オブ・ネーションユニオンの総会

があって私も日本の代表者として五六月間行ったが︑世界

に︑自分の国の立場から総てに勝手な議論をして居る事が

有力家の名論卓説中にインターナショナリズムの美名の下

を以て満されて居ることは常であって︑其会の間にもそれ

容易に認められたが︑国と国との間の交渉は︑邪推猪疑心

った問題の解決には決して頼りにならぬといふ感じがする︒

が現はれて来て将来はいざ知らず今日に於て日本の此差迫

又永久平和のため大なる貢献をなすべきものとは信じてゐ

私は国際聯盟は尊敬する︒社会人類のために幸福を持参し

るが︑現状からいふと日本の今日の難問題を解決すること

日本の問題は日本人自らが解決しなければならぬ日本人

は至難と考へる︒

アメリカの労働者は貧しいながらも自動車を持って走廻っ

は余計に働いて不味い物を喰って苦しまなければならぬが︑

て居る者もある︒然るに︑日本ではさういふことが出来な
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盛にして国を富ますこと︑然しそれにはこの増加する人口

人口解決については勿論種々考案もあらう︒或は工業を

て四億円の余裕が出て公債を返し︑失業者も二百万乃至百

場なども秩序整然と見受けた︒イギリスでも財政を緊縮し

ってゐる︒ドイツなどは身体を練り精神を養ってゐる︒工

相当にあるが︑然し又有識階級には非常な真面目な風が起

このやうな社会の変動が甚しいので︑軽桃浮薄な状況も

一方社会変動のため失業者が激増し社会が不安の状態に陥

を如何に按配して解決して行くかが困難である︒イギリス

五十万人あったのが百万人位に減った︒︵平生は三十万乃

い︒それは今日のやうに各国が相対時して其国の国威を輝

はあれ程工業が盛んで︑あれ程富の程度が高いだけに︑工
業界に働いゐる労働者は千五百万人に達してゐる︒日本の

至五十万︶フランスも国の基礎をなしてゐる百姓は︑戦前

らんとするので︑政府は巨額の金をこの方面に注ぎ込んで

現状からいへぱ工業を盛んにするには資金が伴はない︒金

と同じく勤勉貯蓄心に富んでゐる︒フランスの復興は彼等

かし︑其国境内に生活せねばならぬといふ現状からいへぱ︑

が出来てもこの多い人口を按配するには他に方法を求めね

ゐる︒

ばならぬ︑北海道はいふに及ばず︑朝鮮台湾を開発するだ

も認められてゐる︒

農民の手によって着有なされるだらうとはアメリカ辺りで

この日本に生れたお互は止むを得ぬと思ふ︒

は賛沢論でドイツの如きは土地は非常に痩せてゐるが︑科

け開発せねばならぬ︒地味がどうの気候がどうのといふの

そこでヨーロッパの経済状態と日本の経済状態とは如何

るものである︒日本は大に緊張し︑経済界の恢復に全努力

て同一に乗り切ることが出来るか︑それを甚だ心配してゐ

恢復してゐるので︑わが日本が将来果して世界の波に乗っ

かくの如く欧米の経済界は︑日本で考へたよりも着実に

に違って居るかに就いて私の目撃した所ではヨーロッパは

学的に研究して今日では立派な沃野と化してゐる︒

大戦によって予想以外に苦しんでゐる︒その共通的の苦し

を傾注すべき時機である︒

︵山本権兵衛・浜口雄幸両内閣の大蔵大臣︶

ゑは戦時非常に多額の公債を募ったその利払に困惑してゐ
の三分の一以上に達してゐる︵九十何億の歳出中舟何億︶

ることである︒イギリスの如きは公債の利払ばかりで歳出
フランスは公債の利払の金が全然に取れない︒普通の年で
も公債の利払の如きは元金償却は元より到底利払が出来な
いから当分放置するより仕方がないと議会で決議した︒又
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正名
西晋一郎
︵昭和型・４五六三号︶

けたのではあらうが︑しかしその意は臣と民との別は本質

的のものではないとして︑一君の下直ちに万民としたので

ある︒恐らくこれで君臣の道は徹底するかと思はれる︒一

君とは万民残らずの生命の平等一味を一箇生身の上に具現

がある︒我が国の道は国民がよく知って日々実行しつ上あ

であるから却てよく目を開いて前後左右に気をつける必要

はい故障が起って居るときは蹟く恐がある︒履象慣れた路

れを君民同体といふは精を得ない︒君によって民が真実の

から言へぱ一人も洩れなく皆ひとしく同一君主を仰ぐ︒こ

を得ざるもの皇ないやうにといふのが一君万民である︒民

いでをる︒一人残さず君がこれを護持して︑一人もその所

にある︒一君によって万民が一国民としてその命脈をつな

する者をいふ︒万民の一人一人の生命がか坐って一君の上

る所であるから改めて言ふ必要は無いのではあるが︑皇厘

を得るので︑相互的ではない︒一体とか同体とか言ふは本

生命を得るので相互的ではない︒恰も親によって子は生命

履承慣れた路は気をつけずに歩桑勝ちである所から︑思

の差千里の謬を来さぬ用心が肝腎である︒一国が一国とし

て居ることが全く一君を奉ずる所にあることが明らでなけ

来軽重尊卑の別を没却し易い︒即今国民の一人一人が生き

て成立するにはその統一が出来ねばならぬし︑統一には如
何様に統一するかといふその様式があるわけである︒即ち

ればならぬ︒君主愛民の治教によって一人一人が生を保つ︒

始て臣民たるを全くする︒只君に養はれるだけではた堂の

らぬ︒只君主国とか言ふのでは真相を得ない︒事実として

国として国の体たる所︑その政は確たる政権が立たねばな

のであるが︑理に於て一に帰すべき所は無いのであらうか︒

を相けるものを臣とする︒政を相けるとは参政権といふ如

民である︒支那で臣と民と分けた意味の民である︒君の政

君主のこの心を体しこの治教を各自分相応に相けるので

我が国は君臣の道が立国の根幹をなして居て︑国があって

は種々の統一様式によって種々の国家とその政体とがある

然る後に君臣が出来たのでなく︑君臣の道で国が国を成し

至上尊として残す所無く之に委信する所として︑それのた

きとは全く違ふ︒国民の生命の平等一味の具現者として︑

めに生きる外なきものとして︑それの心を体をしそれの業

たのである︒その君臣の道とは支那でも言ふ所であったが︑

とせられて︑政に与かる意味は毛頭無かったやうに恩はれ

を相けることである︒凡そ職の無いものはいないが︑この

彼では臣と民との別が立って居て︑民とは只養はれるもの
る︒水戸の会沢は一君二民と言ったが︑支那の経書に本づ
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資するやうな各自の職業によって君の政を相けるのである

栄のためといふを以て尽さず︑君主の愛護する民の生活に

職は只各自衣食等生活のためとなさず︑又相互扶助共存共

い︒さもなければ私の収益となるので︑凡そ我が国に於て

上の正しい収益は国家の俸とその終局の意味に於て達はな

国家から直接に俸給を受けるもの堅みが臣ではない︒職業

国では臣たるに於ては官庁の臣も︑軍隊の臣も変りない︒

ってそこに代議士を送ることが民が国政に与かる唯一の道

から︑民にして臣にあらざるものは一人もない︒議会があ

ない︑会社工場の事務技術に至るまで国家設立の学校が養

の下に行はれるので︑独立に私として行はれるものは一も

人︑の道で奉公する職分である︒職分の分といふ意味を抜

成せるものである︒我が国に於て臣民としての業の外に出

如何なる職に従事して生を営むともその全部が君国の愛誰

きにして単に職業とのみすれば全然各自の私事となって仕

づる私事はない︒これが君臣の道の徹底である︒研究室の

ではないので︑実質的に言へぱすべての職業は君国にそれ

舞ふ︒

私の経営であるから国家の世話にならぬといふは︑考も大

それ故に私心を挿まずして真美の世界を開くことが出来る︒

臣︑画室の臣があり︑皆奉公を以て学問芸術に従事する︒

を保って孝となり︑よく君主愛民の政を相けて忠となり︑

供するものであるから︑家業の農耕に出精すれば︑よく家

に誤って居るが事実にも合はい︒

一家のことではあるが︑例せば農業は国民の衣食の資を

忠孝両全といふことは各自の職業の上にある︒職業を単に
す中に報酬も自からある︒その所謂報酬の宜しきを得しめ

只民のために生きる︑天下を家とし万民を子とすることに

を体してその業を相けることに臣民の意義は尽くされる︒

その根本を推し窮むれば至尊として一君を奉じ︑その志

るのが愛民の政である︒かくして農は田圃の匠である︒商

君主なる所以がある︒故に君臣の道を通さずに︑単に国家

報酬的に見るは低い見方であって︑君国に対する職分を尽

は天下の財を通じて君主愛民の政を相ける︒暴利を貧らず

万国皆然りであって︑我れに限ったことではない︒忠君で

のためといふことは我が国にはない︒国家のためといふは

忠孝の中に商売はその職業を全くする︒かくして商売は店

正直に商売をすれば家も栄えて孝となり︑君国に忠となる︒

頭の臣である︒また会社工場の臣もある︒職業の行はれる

国である︒忠君を抜きにして愛国の桑を説けば︑外国並で

とは元来君主の事であって︑臣民にその心を体する故に愛

あるから報国︑報国であるから愛国である︒国を愛するこ

政を行ふことが出来る︒臣とは必ずしも在朝といふに限ら

あって特に我が事ではない︒君主の千代万代を祝すること

処到る処それ︐心︑の臣があって︑それで君主もその愛民の

れぬ朝野の別は支那にあっては大事であったらうが︑我が
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の中に愛国が篭るので︑只の国歌ならばこれもまた外国並

ある︒支那では民のために君を立てるといふ思想があって︑

民本といふ思想は君臣の道の真正の意義をくらますものが

ふべきであるが︑それと相応じて民は只君のためにして己

であるといふ意味であって︑君を責むることは至れりとい

君は民のためにのゑあるとしたのは仁政が君主存在の生命

である︒名を正しくするには矢張﹁君が代﹂と言ふを至当
とする︒

国民といふ詞も国際的対外的のものであって︑若し内に

れるものとせられたやうである︒民と区別して臣は君に忠

れを忘れるべきであるといふ教が徹底しない︒民は只養は

在って国民が自から国民といふことを主眼として言へばこ
れもまた外国並である︒内に在っては臣民外のものは一人

なるべきものとせられた︒人の臣となっては君のために身

もない︒日本人が国旗と称してこれを尊ぶのは︑君主の国

を致すべしとは教へられたが︑民は同時に残らず臣である

を表草する旗としてのことであって︑国民自からの国を国
民が愛重する意味でない︒さもなければ国旗に対して﹁君

とはせられない︒我が国に於ては臣民といふ名を正くして

︵元・広島文理大教授文博︶

以上国体に関係したことについての私見であります︒

の体を得たものと思はれる︒

そのま上臣民の生活︑臣民の道の実行であって始て我が国

らこそ生活の正味実質であり︑殆ど全部であって︑これが

人の私事に属するといふことになり易い︒さうでなくこれ

験室で研究し書斎で文芸を書き︑画室で画くなどは全く個

民といふことが限られて︑農をなし商をなし工をなし︑実

め兵役に服し代議士の選挙をなすといふ如きことの承に臣

その意義を明確にすべきである︒さもなければ只租税を納

が代﹂を奉唱するわけがない︒君主こそ万民の一人一人の
生命の平等一味の具現者であって︑か坐る君を有たぬ国に
は真に君臣の道といふくきものは行はれない︒君主を奉す
るといふことを通さずして直ちに国民がその国を愛すると
いふことならば世界いづれの国でもさうでない処は無いの
で︑それでは国民の自愛であって︑我が国の体たる所は見
られぬ︒民主国の国民にこそ愛国︑祖国愛といふ詞がいか
にもふさわしい︒詞は我が国では心詞とつ堂けて︑心のあ
る所その通り詞に著はれ︑詞の発する所心の隠くされぬ所
がある︒古昔支那では天下の天下なりと言ったことがあっ
た︒支那では君臣の道が徹底して行はれなかったので︒若
し行はれたならばか上る詞が出る筈はない︒四千年の後に
民国となったといふも偶然でなく︑心底には民本であった
と見える︒民本と民主とは固より区別すべきではあるが︑
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自主自律の精神

中川善之助
︵昭和型・加六五二号︶

新らしい憲法と新らしい民法とは沢山の自由をわれわれ
に与えた︒憲法は家族生活について特に第二四条の規定を
おき︑個人の尊厳と両性の本質的平等とが︑家族生活規範

とも︑正当な離婚を自由ならしめるための担保のようなも

である︒隅から隅まで自由になった︑といってよいように

ところが︑例えば男十八︑女十六にならない人が婚姻し

見える︒

ようとしても許されない︑叔父と姪とが結婚することもで

きない︒未成年者を養子とするには家事審判所の許可を貰

わなければならない︒というような制限は︑まだ沢山ある︒

もつと大きなところでは︑いくら自由になっても窃盗の自

由なんていうものはありえない︒殺人の自由もない︒風俗

の自由制限は︑必らずしも法律で規定されているとは限ら

を乱すような言論にも出版にも自由はない︒しかもそれら

の根本原理だとした︒これは実に︑家族生活における総べ

ての人の自由を宣言したものだともいってよかろう︒この

自由なんていう原則が承認されたことには勿論ならない︒

ない︒姦通罪の刑罰規定がなくなったからといって︑姦通

たびの民法改正は︑ひたすらにこの原理を奉戴実現せんと
新民法では︑妻の無能力もなくなり︑妻の財産上にもっ

の人の世では︑どこにも存在しない︑ということにもな

だから︑一面からいえば︑絶対の自由などいうものは︑こ

したものに外ならない︒

ていた夫の財産管理権もなくなった︒妻は自由に自分の財

まり形の上からいえば︑絶対の自由などというものはない

のことである︒その一面というのは外形的の意である︒つ

しかしそれは︑特に私が断わった如く︑一面からいえば︑

る︒ゞ

産を使用したり︑処分したりできることになったわけであ
る︒婚姻や離婚に対する父母の同意権も廃止された︒戸主
婚姻や離婚を自由に自分で処理することができるようにな

ということである︒しかし自由というこは︑形よりもむし

の婚姻同意権も廃止されたから︑今や子は正しいと信ずる
った︒戸主権がなくなったから︑戸主の居所指定権もなく

私は今﹃外からの拘束を感じないで行動する心﹄と︑い

である︒この意味では︑自由はいくらでも完全でありうる︒

ろ心の問題である︒外からの拘束を感じないで行動する心

なり︑誰もが居住の自由を獲得した︒

離婚の際に︑配偶者の一方︵多くは妻︶が他方に向って
て︑夫婦の自由な協議が保障されたりするようになったこ

財産分与の請求をなしたり︑または子の擁護や親権につい
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つた︒しかしこれには少し説明を加え︑制限を附けなけれ

いうのも︑すべてこの諦観道徳の訓である︒

た︒婦の道は従うにありといい︑また女は三界に家なしと

かくの如き︑無智が諦観による自由が︑いかに拘束を心

ばならない︒何故かというに︑拘束を感じないという場合
に︑自由の精神とは区別されなければならぬ二つの場合が
あるからである︒

規律の下に生活する者にとって︑その規律から来る拘束を

それではいかなる精神が︑現実には少なからざる秩序の

でないことは明らかである︒

に感ずることがないとしても︑正しい意味においての自由

拘束を感じないで通る︒こうした人たちは︑自分の生活を

がない場会には︑どんな不自由な環境にあっても︑一向に

倒ではない︒人々が自から秩序の主人となることである︒

拘束と感じさせないで︑人を自由にするか︒答は決して面

その一つは無智である︒拘束を拘束と感ずるだけの智能

山の拘束があるのだけれども︑そうした拘束のない生活と

自由だと思っているのだが︑実は少しも自由ではない︒沢

から拘束されるという苦痛を脱することができるのである︒

を自分が守ろうとする精神の下にあって︑人は初めて他人

言葉を換えていえば︑秩序を押付けられるのではなく︑自

規律を自分の規律とすることである︒自分に不可欠の秩序

その二は︑無智ではないが︑すっかり諦らめている場合

るのである︒農山漁村に行けばその実例はいくらでもある︒

ために︑自分を規律すること︑これが﹃人民のための︑人

主自律の精神を保持することである︒自分の手で︑自分の

いうものをちっとも知らないから︑自分の不自由を自然普

である︒従前からの日本女性は大部分この中に入るといっ

通のそれ以外には生活のしようのない︑生活だと思ってい

てもよい︒彼女等は自由ということを知っている︒良いも

民による︑人民の政治﹄の○く⑦目日の目ざ埼昏①胃○亘の︑ご

家の秩序も︑親子の秩序も︑婚姻の秩序もゑな同じであ

牙①冨○宮①四且旦昏①胃○宮①．の真意である︒

諦らめ切っているのである︒古来の女子教育は専らこの諦

の手で自分たちのために自分を姦通に対して規整するとこ

る︒姦通罪の規定が外部から拘束されなくても︑自分たち

のだということも知り︑憧がれてもいる︒しかしそれを求

らめを女子に植付け︑諦らめることによって彼女等の苦痛

めようとはしない︒求めても決して得られるものでないと

を軽減しようとした︒そしてまた︑実際にも︑従来の女性

われわれは今まで︑凡ゆる秩序を上から押しつけられて

ろに自由人夫婦の自由がある︒

かったのである︒余りにも多い拘束の中にあって︑彼女等

来た︒今こそそれを自分の手に取戻さなければならない︒

は︑こうした諦観より外に自分の心境を平静にする道はな
は︑諦らめることによってのみ自由の幻覚を得たのであつ
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結婚を自分の結婚たらしめ︑家を自分の家たらしめ︑社会

覚が果して充分であるか︑どうか︒果して良心的に信念を

第一に小︑中学の先生も︑学識教養及び教育家としての自

以て生徒を指導してゐられるかどうか︑自由を誤解して生

を自分の社会たらしめねばならない︒
︵戦後新民法の権威者︶

徒を放任してはゐないか︒大に反省すべき点があるかと思
阜局ノ○

第二に学科について考へる︒現在︑社会科は主として善

るものである︒然しながら社会科は一般社会︑日本史︑世

修身教育に就いて

宇野哲人

界史︑人文地理︑時事問題の五項に分かれて居り︑一人の

良なる市民を養成するを以て目的とし︑戦前の修身科に代

終戦から六年︑悪夢の様な世相も少しづ上落ちつきを見

教師でこれを教へることが出来る人は恐らく一人もあるま

︵昭和妬・３六六一号︶

って行はれてゐる事実は︑国家再建のことを思ふとき︑実

せては来たものの︑近来の凶悪な犯罪が︑多く青少年によ

めて無理の話である︒特に実際の授業を見ると︑相当上手

い︒これで戦前の修身公民科の代りとするといふのは︑極

思へぱ今の十六︑七から二十四︑五の青少年は︑実に不

にやってゐる所でも︑生徒をこざかしくし︑ダイジェスト

に寒心に耐へないのである︒

式智識を得しめるに過ぎない︒これで生徒のしつけができ

︑︑︑

できず︑或は物資の欠乏︑或は親子離散などの苦悩を受け︑

幸な人達である︒小︑中学でまともの教育を受くることも

戦前には教育の基準として教育勅語があった︒忠孝を目

るとは思はれない︒

一常識からは思ひもよらぬ無軌道ぶりを発揮するのは︑寧

終戦と共に物心両方面に極端な解放に遇ったものだから︑

くなり︑小学卒業生にして孝の字を知る者なしといふ有様

標とした︒今は憲法が改まり勅語をやめ︑教育の基準が無

となった︒社会科が相当うまく運営されても︑教育の基準

これではならぬといふので︑天野文相の修身の提唱とな

ろ当然かとも思はれる︒

ったものと思はれるが︑その趣旨には何人も異存のあるべ

なき今日その結果は推して知るべきの象︒尤も教育基準法

といふ法律はあるにはあるが︒

き筈もない︒如何なる方法を以てするかが問題である︒
その方法を論ずる前に︑まづ現在の実情を一見しよう︒
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一体︑教育といふものは︑あらゆる学科が修身でないも
のはない︒理化学の実験では少しの不注意︑寸分のごまか
しを許さぬ︒算数は思考の順序と計算の精密とを要求する︒

体操音楽は心身の鍛錬と情操の清浄とを目標とする︒国語
漢文歴史地理其他いづれも広い意味での修身でないものは
ない︒然し嘗て凡てを綜合して修身科を設けてあったのは︑

文化国家建設について

大西良慶

︵昭和認・２七○二号︶

文化国家は文化人に由ってのみ建設される︒文化人とは

但し戦前の修身科の運営が極めて拙劣であったので︑当

多数を占めた場合︑其国家の行動は当然非文化的と成る︒

よって行われるが︑文化人の与論よりも非文化人の与論が

智識道徳兼備の民衆でなければならぬ︒国の政治は与論に

時既に修身科無用論もあり︑生徒は実際修身の時間には辞

決して無意義ではなかった︒

書を引いたり︑小説を読んだりしたものであった︒こんど

る自覚を期待する訳である︒国民の智識に教養なく道徳な

国の運命を決定する民衆殊に将来性を持つ青年層の絶大な

を以て之に代へることを再確認した︑と伝へられるが︑果

修身科の問題が起ると︑反対論が盛んとなり︑逆に社会科

か有得ない︒国民に智識のみを教えて道徳を説かざれば悪

ぐれば︑其智識は悪智識であり︑智識なき道徳は愚直でし

修身科を設けて︑適切な運営をすることが最も望ましい

してうまく行くかどうか︒

は不可分のもので︑国の平和は自己の幸福︑自己の平和は

は現実に甘受して居るので思ひやらる坐︒如是自己と国家

国の幸福なれば本末終始の理として国家の幸福は自己の是

国家に堕することは︑軍国精神の承を強調した結果を我々

改正して歴史地理を分出し︑社会科は専ら公民︑一般社会︑

正より出発せねばならぬ︒太古の専政時代は︑王よ何をか

けれども︑社会科で修身を運営するといふなら︑社会科を
時事問題に止め︑社会生活に於ける個人の権利と義務に重

云わん仁義あるの拳と罪を王者一人に帰せしめたが︑今日

は国民全体の義務であり権利でもある︒試桑に今時教養の

を達成することができるかと思ふ︒

角度から眺めると︑例へぱ原子︑水素︑人工衛星等科学知

点を置いたならば︑幾分か今の弊を改めて修身教育の目的
教師の再教育︑一般社会生活の安定︑国際関係の問題等

教育者は之を損害窮りなき人類殺傷の具に用ゆる危険があ

識を専らとする国家は人類の利益を目的として居るが︑被

々いづれも修身教育の問題に︑それぞれ関係があるが︑今
は暫くこれを措く︒︵中国哲学者・東方文化学院長︶
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療と其後に来るものの手当が足りなく︑次から次えと切捨

応急の手術はあざやかにやりながら︑由って来る病根の治

歩は驚嘆に価し︑而かもヤレ盲腸ヤレ癌の切開胃の切断と

摂収して逆に生命を縮めるではなかろうか︒我国医療の進

るではないか︒滋養栄養と利益を説くが︑聴き手は過度に

するのも︑父母の在す故郷祖先墳墓の地を忘れぬ誠心︒然

最後の覚悟を宣言したのであった︒我々が常に母国を口に

上げたもの︑祖先を辱しめず︑父母を辱しめてはならない

の源平合戦の時知盛が桓武天皇の後胤とは由々敷も名乗り

する処は歴史を国民教育から奪ったことを遺憾とする︒彼

訳︑斯る次第であるから一応所伝のまＬで良い︑言わんと

論拠に相違があっても勝利者たる米国の記述が通説となる

を子孫に語らぬことは何たる事か︒

るに誇る可き歴史を持たない外国を真似て︑二千年の国家

て行き︒民衆も盲目的に新薬と早期の治療を求めて新聞の
三悪追放を国民に訴へた︒言は狗に可なれども実行する者

広告薬を漁り副作用に悩む有様︒政治面に於ても岸首相は
は誰ぞ︒売買法実施は目前に迫って来る此従業者を如何に
するのか︑其方法を確立せずして号令斗りでは私娼の方向

なき人間を象徴した図像がある︒人間の道を離れ悪知識を

子は有力なる他に依存せんとする柔弱精神の発露と見らる

女性は勇ましく独立自活を心頭にかけての体度であり︑男

として往く︒明治維新の袖腕ニイタルをほめるでは無く︑

今日の我国文化人は︑必須条件として先づ体度︑男女各

働して自己満足の為めに他に損害苦痛を与える悪魔で︑此

上・男子青年の厭世自殺は︑薄弱なる依存心の失敗より来

分に応じて姿勢風采を整えること︒此頃街頭所見によれば︑

群像行動を百鬼横行と云ふ︒三悪追放も実行出来得ねば同

る︑身心一如の姿を理解すべきだ︒次に環境について考ふ

転換する丈けのことにしかならない︒のみならず病毒は良

じ批評を招くことであろう︒次には再建途上に在る日本文

可きことは夜毎のラジオを通して聴く家庭劇は大体夫婦晴一

家に侵入したり︑悪者の為めに悲劇が増加する結果を如何

化人は︑祖国の歴史を誇りとすべきである︒歴史は勝利者

嘩か親子争ひ︑新旧思想の衝突が其筋害である︒之を聴て

々活歩するに比し男子は頭髪櫛目正しく香油を用い︑楚々

の記録なれば論断正鵠を得ているか否は寧ろ無理な注文で︑

面白く笑ひ興ずるのは少年子女と母親︑之れが如何なる感

青年女子は蓬頭乱髪︑時には男装の者さえ見受けられ︑堂

文字なき神代の物語りは更なり︑日韓日支の関係より降っ

化を与えるか︑映画もや上見直して来たが良い感化には程

に救済するのか︑いづこも同じちぐはぐ斗りの世と思える︒

て南北朝の事蹟︑又は明治維新に当って勤王佐幕の立場を

支那の昔に牛首人身蛇首人身とか︑牛頭馬頭と云って道徳

異にして居ては記述一致しない︒世界戦争にしても日米の
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る︒斯くては智能の発達と世間ずれと共に無軌道振ははげ

物の中でも秩序行儀なく心の欲する侭を自由とし権利とす

遠い︑バーのオールナイトは禁制と聞くが︑行楽の場所乗

善処を要請する︒

得ない︒義を見て為ざるは勇なきなり現当局者の一大決意

ぶ︑大声浬耳に入らざる現社会層に対し義憤を感ぜざるを

良き手段を用いねばなるまい︒青年処世の門出は何として

して尚お道徳修身を強いて悪いだろうか︑応病与薬今少し

闘して五十七人送検された如き周知の事件がある︒如是に

生を喚出して暴行脅迫したり︑某工高生が他の高校生と決

法廷に是非を争ふたり︑某学校の悪生徒等の気に入らぬ先

て居られる如く反省を要する︒況んや学長を蹴足にかけて

内原先生も朝日紙上に学生運動と大学の自治について語っ

ーに参加するのは興味半分の事だろうが︑前の東大総長矢

り︑学生の動きを一瞥すると︑最高学府の生徒等がメーデ

では無い︒流行の各種労働争議交通関係者のストライキよ

開されることになる︒実を云わぱ賞罰の無いものには功能

御が出出来ない︑そこで先覚者によって教育道徳宗教を展

るから当然制度法律となるが其基因たる内在悪に対して調

る︒夫は無智な人間我欲の強き者は他を苦しめ社会を毒す

之を説いて古今東西を通じ幾多の宗教あることを示してい

のの実体なので︑道徳教育の困難さはここにある︒歴史は

も脳裡にうけ入れ難いのが人間本来の野性的非文化的なも

らない︒古の教育を叩込桑と云い強制と潮けるが叩込んで

けいれ︑教ゆるに二三を以てすれば受教の脳裡に何物も残

申迄もなく教ゆるに十を持てせぱ被教育者は其二三を受

しく︑終に行うて恥なきに至っては文化国家の建設どころ

も輝かしい芽出度学校卒業であるにも係らず︑国家試験を

い天罰とか神禍なぞと言うてもそれは既に宗教の領域にな

っている︒宗教には天とか神とか賞罰権を持つ司配者を信

が稀薄で道徳は行為を裁判して賞罰することが無い︒たと

した事か︒専門の学芸さえ是の如くであれば︑教養を受け

じ服従する他律的のものと︑因果法を信じて自律するもの

︒︿スせねば通用せず︑会社採用試験もむづかしいとは何と

ない道徳の面に於て全々空虚であることは是非ない次第︑

戦後の家庭に朕の足りなかった為めでもあろうが︑肝心修

の方に這入る︒信仰は絶体的のもので信心決定すれば水火

と二つあって︑自から為せる禍は免れ得ないと云うは自律

の不幸のみでない︑此責任は為政者にある訳︒民間心ある

業の道場たる学校に道徳修身を説かず習わざれぱ本人終生

は一例で︑他の大小も之に準ずべきである︒但髪に信仰必

も恐れず死も辞せざる程のもの︑彼の天草廿六聖人の如き

しも正しからず宗教然り︑若し迷言に堕すれば弊害甚敷が

者は之を憂いても施すに術なく︑歴代の文相が道徳教育を
提案せんとすれば一類の者は声を暗一くして時代逆行だと叫
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道とも正覚とも云うは此正智見を要求しているからである︒

故に之を判断すべく︑正しき知識を必要とする︒仏教が悟
正しき信仰は自から持律生活となり︑道律生活となり︑社
会の平和文化国家の実現を次第するが︑現在流行的信仰が
果して正きや否は問題である︒若し人あって法治国家は法
律で事足ると思うならば誤りである︒法律は僅に証拠の確
実なるものにのみ適用されるので︑此間の闘争が衆団的と
なり︑犯罪は残認性を帯び︑・罪蹟隠匿巧妙に行わるるる時
一偏の法文では救われない︒此非文化の汚点は皆内在悪の

の生活状態を回顧せば全く喉元忘れたに外ならない︒環境

智者の先見

︵西村先生語録より︶

会祖西村茂樹

天下の禍は一朝一夕に起るものに非ず︑必ず山て来る所の

漸あり︑其の初めは其の兆甚だ微にして︑智者に非ざれぱ之

を知ること能はず︑席入は皆普をとして夢中に在るが如し︑

も︑世には紺人常に多数にして智者の言を解せず︑却て之を

智者は国を憂ひ︑其の散なるに及んで之を防がんと欲すれど

の危害顕著なるに至り︑附人亦之を知り︑初めて大に鴬きて

潮笑して迂遠と為し固肥と為す︒然るに時勢日に迫り︑国家

救済の道を求む︒庸人にも智愚の高低あり︑其の少しく高き
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露出で︑大体は財政難生活難に在るらしい︒併し終戦直後
に勝てば楽土となり︑負くれば苦土となる道理を認識達観
すれば到る処青山あり︑往く処として可ならざる無し︒彼
寒稽古土用稽古を見よ︑尤も忌避する極寒極暑を択んで特

其の国家に及ぶに非ざれぱ之を知ること能はず︑此の如きは︑

かるることを得くし︒其の劣等なる者に至りては︑危害全く

覚に亡国と為り了るなり︒初め知者の告戒する時に当りて︑

者は︑早く知りて早く之が備へを為すを以て或は猶危難を免

に帰することを語って居る︒立志伝中の人に楽々と遊び暮

別の訓練することを︑即ち環境に苦楽あるのではなく心構
して捷得た者はない︒困難こそ汝を珠にする︑国家の為に

善く防護するときは︑力を用ふること少くして功を為すこと

造物者の意も亦料るべからざる所以なり︒︵明治三十四年︶

して︑席入は常に甚だ多し︑是国家の乱亡多き所以にして︑

と或は十分ならず︒然れども何れの国も智者は常に甚だ少く

病既に深きを以て︑力を労すること多くして︑功を収むるこ

多し︒脂人︵智識の較々優等なる︶の大に驚く時に至りては︑

先づ以て道義に徹すべき事を切に希うて止まない︒
︵清水寺貫主日本仏教界の最長老︶

鎌

唾に残る随筆集
菊花と国民性

芳賀矢一

ムなどいって︑日本人を写したものもある︒西洋人には桜

見て居るが︑西洋人は菊といへぱ直ちに日本と合点する︒

といふよりも菊の方が分り易い︒日本人は桜の方を国花と

一一

これは恐れ多いことであるが︑菊花が帝室の御紋章であ

るからで︑我灸が梅や閲よりも菊花を見て親しくおもふの

はやはり其の為である︒何となく貴い上品な花のやうにお

もふのもそのた為である︒今では春は観梅の御宴︑秋には

菊花の咲くのは日本の最も好い時節である︒春秋の争ひ

︵大正２．皿二六○号︶

といふことは古くから言ふが︑澄渡った秋の晴朗な日和は

き渡って居る︒

観菊の御宴︑我が国の大事な年中行事で︑西洋各国にも響

菊は元来日本固有の植物では無い︒もと支那から伝来し

日と御治定になったのは喜ばしい︒

ったのである︒今上天皇陛下の天長節もやはり十月三十一

章を聯想して︑天長節の菊花の栄はめでたい物の表象にな

月三日で丁度菊花の其盛んな時に当ったから︑皇室の御紋

て桜花と併び立つことが出来る︒殊に先帝の天長節が十一

飾られるが︑我等の庭園は菊花を以て彩られる︒こ坐に於

我が国一年中の最も快い時節である︒自然の野山は紅葉に

たものである︒キクといふのも字音の侭である︒丁度梅や
蘭が漢字音で日本語になって居るのと同様である︒万葉集
には梅を詠んだ歌は可なりあるが︑菊を詠んだのは一首も
無い︒併し梅や蘭はまだ何処となく支那人風が脱けない趣
があるのに︑菊といへぱ誰も日本を聯想する︒支那の文人
画でいふ四君子の中でこれが最もよく日本化したものであ
る︒勿論日本にも自然生の野菊はあり︑カハラョモギとい
ふ長い名もあったが︑支那の菊が日本に輸入せられ︑培養

であるのに︑菊花はこれを兼術して居る︒しかも其の香が

菊の花は香が高い︒花が美しいものは香が少いのが普通

一一一

たのであらう︒支那から来た時よりも︑段々立派になって︑

誠に上品な香である︒又その枝葉も荘重であって︑枝葉に

せられるに就いて︑簡単なキクといふ名に圧されて仕舞っ

いて居る︒西洋人の書いた小説にもマダム︑クリサンセモ

今では世界の植物学者の学名にもやはり日本といふ事が附
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ノ︑としてやはらか象がある︒これが日本人の好む所であ

分っていたかいなかったか︑とにかく新聞にはただ新型爆

八月六日は原爆記念日︒あの頃は原子爆弾ということは

いる︒

る︒梅の樹のやうな嵯栂たる枝ぶりなどは日本人には気に

になったということは︑当局がいくらひたかくしにしても︑

弾として報道されただけだったが︑実に容易ならざる事態

まで其の香が行き渡ってゐる︒さうして全体としてはしな

入らぬ︒菅とか︑萩とか︑葛とかなよ竹とか︑日本は昔か

のかその朝に限ってうまい具合にはいらなかった︒部下の

要があって︑自転車に空気を入れようとした︒どうしたも

していた︒そしてあの朝七時過ぎに︑本部に連絡に行く必

私の若き同僚の一人は︑当時陸軍小尉として広島に勤務

われわれ国民には自然に分ってきたものだった︒

ら昂々風に耐へぬといふ風姿を愛するのである︒その辺か
ら見ても日本人噌存には合ふ花である︒牡丹は富貴の花と
いって︑貧家には相応しないが︑菊花は富貴の庭にも︑賎
が垣根にも︑到る処として佳ならざるなしといふ趣のある
もうれしい︒

駄目だった︒そういうわけでまあ一服しようというので︑

下士官が︑わたしがやってゑましようといったが︑それも

近頃培養の盛んなダリヤは花色は中々うつくしい︒けれ
ども香が少しも無い︒香の無いのはまだしも︑その枝や葉

ておおわれた︒間髪を入れずに名状すべからざることが起

たほかの一人しいっしょに︑三人の人は全身を毛布によっ

官は横にあった毛布をパーツとかぶせてくれた︒居あわせ

その直後のこと︑ただならざる光が目を射た︒その下士

部屋の中にはいった︒

に︑少しも荘重の趣が無い︒あれは花ばかりを見る花で︑

花だけむしり取って︑花瓶にいけて見る花である︒西洋式
の飾花にする花である︒花畠で︑日本の秋の天気と併せて︑
見る花で無い︒又床の間に活て見る花でも無い︒
︵国文学者・文博︶

った︒木造のその建物はどこかへふっとんでしまった︒毛

布には針の山のようにガラスの破片がささった︒

さっきの﹁ただならざる光﹂がピカであり︑建物が吹き

千米︑本部というのはまさに爆心にあったそうだから︑も

今の世が恐ろしい

入江相政

し自転車に首尾よく空気がはいっていたら︑間違いなく慰

飛んだのがいわゆるドンである︒そこは爆心からわずかに

戦いがおわってからまる二十年︒そういうことで近ごろ

︵昭和如・９七七二号︶

なにかというといろいろの回顧談が新聞雑誌をにぎわして
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それこそ全身が針の山︑放射能や爆風をもろに浴びて︑そ

霊祭の対象になっていたろうし︑部下の機転が無かったら

あった︒生まれて四十年︑大根が主食であることはこの時

い醤油で煮たのが五つ切れ︑それが主食でもあり副食でも

のくりかえし︒またよく出たのは輪切りにした大根を︑薄

死なない時にはどんなことをしても死なないし︑死ぬ時

れだけでも生きてはいられなかったろう︒

あの頃は︑広島や長崎には︑向う百年間︑一本の草も生

しいひもじさから抜け出そうとしたのは︑太平洋戦争のは

来るだけ自らの手でなにかをつくり出して︑配給だけの悲

のやんばちで︑何を食っていたか︑よくも覚えないが︑出

原爆が落ちたのはもう日本の断末魔︑あの頃はもうやけ

はじめて覚えたものである︒

えはしないといわれた︒幸にそんなこともなく︑しばらく

じまるより少し前の頃からだったろう︒

にはいくらもがいても助からないのである︒

も住糸︑見違えるような繁栄をつづけているらしい︒

行って翠ないが︑テレビなどで見ると︑草木も生えれば人

一体﹁不拡大方針﹂とか言われてはいても︑事実はあれ

よあれよという間に拡大を重ねてきた︒それにつれて当然

二十年前には︑原爆の地に草一本生えないとされても︑

それを別に不思議とも思わないようなものだった︒それと

た︒

のことながら食い物は見る見る影をひそめて行ってしまっ

自分も食べたいし︑妻や子供にも食べさせたい︒もう青

いうのが原爆地は沙汰の限りとしても︑奈良︑京都︑金沢︑
原爆地で無くとも︑どこもかしこも見わたす限りの焼野原︒

々とひろがる芝生を眺めて楽しんでいる時期ではなかった

松江というような︑ごく僅かな都市をのぞけば︑あながち
それこそ草のひとつも生えていないといってもいいような

な吸い取られてしまったカサカサの土の肌が出てきた︒鍬

桑んなはがしてしまった︒芝の根に抱かれて︑養分を象ん

から︑丹精してほかの草一本も生えさせてなかった芝生を

草木が無いばかりか︑家も無ければ食い物もなくて︑六

ものだった︒

私はどうしても末は死ぬことになると思った︒死ななけ

無斎林子平の新手のようになっていた︒

これは肥料っ気の無いところに生えてくれるのはサツマ

りなりにも畑ができた︒

で掘ったりスコップでやわらかくしたりして︑とにかく曲

よそういうことになるまでは生きていなければならない︒

イモの沖細という品種くらいなもの︒それにもう味は二の

ればおさまりがつかないだろうとも思った︒しかしいよい
役所の飯はトウモロコシの粉を湯でといてかきまわした

次三の次だから︑やたらにかさの大きなものに限るという

︑︑

もの︑サツマイモの蔓のはいった薄い味噌汁︑そんなもの
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ので︑それといっしょに塩原へお移りになった︒そのよう

十九年の夏から内親王さま方は︑女子学習院が疎開した

しょに無くなってしまう︑と︒オン・ザ・ロックのウイス

とめられた︒石を無くすのはいいが︑そうすると畑もいっ

をなんとかして取りのけようとした︒そしたら塩原の人に

が一杯つまっている︒東京の習慣で︑私は神経質にこの石

にして空き屋になった呉竹寮のお庭の芝生︑これは牛込の

キーのように︑なるほど言われて桑れば︑ほとんどが石で︑

わけだったから︑選ばれたのは当然この沖純︒

私の家のよりずっと広かったから︑このほうは仲間といっ

その中にバラバラとふりかけたように士がまざっている︒

まさかそれほどでもないが︑関東ロームという東京の土に

しょに桑んなはがしてカボチャを植えた︒
そしてまた内親王さまのいらっしゃる塩原の御用邸でも︑

それにあの山のふもとの農村へ行って頼めば︑内親王さま

にはまだ東京から便があるごとにいくらかの野菜が来たし︑

それに青い菜の葉︒これだけで内親王お三方がひもじい目

れるものはきまっている︒蕎麦とトウモロコシと馬鈴薯と︑

寒さの早く来る所のことでもあるし︑こんなところで作

くらべればまさにそんなものだった︒

と︑お供の食べる野菜ぐらい買うことができた︒けれども

を見ずにおすませになれるとは思わなかったが︑まあまあ

なんとかして野菜を作らなければならなかった︒十九年頃

ものか︑本当に不安なものだったｐ

戦局の行く末を考えると︑それもはたしていつまでつづく

戦いは敗れてしまった︒

これをおこして畑にした︒こんなことを続けているうちに︑

ありとあらゆる所の︑芝があれば芝をはがし︑土があれば

私としてはこんな風にして御所や御用邸︑自分のうちと

これでも無いよりはましだろうというわけだった︒

アメリカはきっと鉄橋を爆撃するのだろうと思った︒そ
うすれば汽車の連絡は無くなるし︑自動車で東京から物を
運ぶこともできなくなるわけである︒そういうことになっ
た場合︑はたして山のふもとの農村をあてにしていいもの

た︒内親王さま方もずいぶん働いてくださった︒かなり広

裏のお庭の斜面の芝草をはがしてそれを畑にすることにし

塩原の御用邸の中に畑を作るほかに道はない︒すなわち

して︑なんとかして食糧を放出してもらおうという根胆で

国民を戒めるのと全く同時に︑かえす匁でＧＨＱをもおど

おどしたのはつまりは政治というものだろう︒内に向って

人飢死するだろうと警告した︒九人に一人は飢えて死ぬと

敗れた後はなお一層悲惨だった︒幣原総理大臣は一千万

々とした畑ができるにはできたが︑牛込の私の家の庭以上

もあったろう︒しかしアメリカは食糧の心配などはしてく

かどうか疑問だと思った︒ではどうすればいいか︒

にこれはまたひどいやせ士である︒その上に火山の頃の石
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れなかった︒

だった︒すべての物に先立つのは食糧であった︒これが人

臣として︑日本の食糧危機を如何にして打開すべきか︑恐

その中にこのころの思い出が書いてある︒氏は当時農林大

ン粉を節約してパンを焼けといっておききにならない︒そ

そのころ陛下は豆かすやらふすまやらを入れて︑メリケ

︑︑︑

らくは最も心痛していた人だったろう︒ところが如何に要

と半揚米とを交ぜたのを軽く一碗︒こういうのがその頃の

の結果︑こげ茶色のパンができあがった︒欣然としてそれ
︑︑︑︑︑︑
を召し上っていた︒昼はうどんかすいとん︑そして夜は麦

の世の姿なのである︒

請しても一粒の麦の放出もしてはもらえなかった︒農林大

松村謙三氏の﹁三代回顧録﹂というのが最近出版された︒

臣として天皇陛下に拝謁した際︑この憂悶について奏上し

一体︑主食だろうが副食だろうが︑陛下お一方分ぐらい︑

陛下の主食だった︒副食物も除なものはあがらなかった︒

しにならなかった︒これなら国民に合わせる顔があるとい

どんな工夫もあったわけだったろうが︑それを絶対にお許

た︒そしたら陛下は事も無げに﹁それなら私の持っている
をもらって国民の窮乏を救ったらどうか﹂とおっしゃった

宝物をみんなアメリカにやってしまおう︒その代りに食糧
そうだ︒松村農相は早速幣原総理にこのことを告げた︒総

ったが︑度重なる放出はだんだんに日本国中にしみ透って

だ︒それから食糧の放出が続いた︒はじめは焼け石に水だ

のお宝物なんかいただくわけにはいかない︑といったそう

ているのか︒では早速本国から食糧を取り寄せよう︒陛下

理は︑そうまで陛下はご心配になっているのだということ
をマッカーサーに訴えた︒彼はそんなにまでお考えになっ

る︒はずかしい話だが︑私はそのカラーの写真を手から離

切ったハムはジェラティンにおおわれててらてら光ってい

スやトマトにマヨネーズ・ソースがかかっている︒大きく

表紙にサラダの写真が出ていた︒カリー・フラワーやレタ

でしばらくしたら︑アメリカの雑誌ライフが来た︒その裏

君臣ともにフラフラのヒョロヒョロだった︒戦争がすん

うものだけしかお摂りにならなかったからである︒

きた︒そうなればこれが呼び水にもなって︑日本の物も出

すことができなかった︒ああ世の中にはこんなものがあっ

ことである︒

ったら食べられるのだろうと思った︒私の三十九歳の時の

どの食欲を呼びさまされたのである︒こんなものいつにな

たつけと︑忘れ果てていた物からじっとしていられないほ

るようになってきた︒

昭和二十一年の初夏の頃︑千葉の巡幸の打合わせの時国
鉄の人に︑いつになったら車輔はととのいますか︒車輔が
ったら︑車軸の復興もなにもすべて食糧ですょという答え

今のままでは︑日本は復興しないじゃありませんか︑とい
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戦争がすんで半年経ったのに︑一年経ったのに︑食い物
の無いことは同じだった︒牛込の家の焼けたあとの壕舎に
住んで︑食べ物ばかり作った︒朝︑四時ごろに起きて︑早
春のからっ風に吹かれながらカボチャの穴を掘った︒八時
になるとあるいて出勤︑四十五分かかって役所に着いた︒

その頃の役所はこまったことばかり︑笑うようなことはひ
とつもなかった︒けれども毎日笑って暮した︒やけ気味だ
ったかそれとも頭の一角がおかされていたか︒

二十一年になったらカボチャがたくさんとれた︒親孝行
も︑恩師のところへ行く時も︑防空服を着てカボチャをひ

がよくもよくも立ちゆくものだが︑一千万の人口と︑おの

員ノ○

ぼりさんの何百万を加えれば︑あたりまえのことなのだろ

食い物が出廻らなければ国鉄の車輔もできませんよ︑と

たり︑ハイウェイがいたるところに通じたり︑その上︑名

言われたことを今にしてしゑじみ思いだす︒新幹線ができ

古屋へ行くのにも飛行機を使ったり活気があるといえば活

気があるので︑外国人も舌を巻いている︒一敗地にまみれ

行けども行けども焼け野原︑あれから二十年︒二十年︑二

昔︑という時間が︑こんなにも大きな仕事をしてくれよう

テレビから頼まれて︑戦後早々のことをしゃべるために

とは思わなかった︒

これから録画に行く︒テレビでもラジオでも︑なんの準備

もしたことはない︒だから今日も出たとこ勝負︒そのほう

るかも分らないのに︑下ごしらえしようもない︒

が話の生きがいいし︑それに第一︑相手がなにを聞いてく

もうそろそろ迎えの車がくるだろうという今︑ただなん
て染ただけである︒

ということもなく頭を去来したことを︑ここに書きつづけ

︵現侍従長︶

なんでもあり︑なんでもできる今の世が恐ろしい︒

／『＝ィ、

とつかかえて行けばすべて足りた︒私が家内と二人でつく
ったカボチャだもの︑甘味というようなものは別になかっ

た︒ただ大きくはできていて︑やっぱりカボチャにはちが
いなかった︒順々に食べて減ってはきたが︑すっかり収穫
を終った時︑今まで人にあげたり食べたりしたのを足して
計算したら百六十五個になった︒これで家中飢えず︑浮世
の義理も足したわけだった︒

私はすこぶる食欲が旺盛である︒今でも食べようと思え
はと思って自分でひかえている︒しかしなんにしてもこの

ばいくらでも食べられる︒けれども老来︑そんなに食べて

ウにはエビのフライがあり︑カツレツがある︒鰻屋も寿司

ごろは賛沢すぎる︒街中どこをあるいてもショーウインド
屋も軒なみで客寄せに大わらわである︒あんなに沢山の店

LDLノ

気まぐれ日記

渋沢秀雄
︵昭和如・９七七三号︶

気のむいた日だけの日記赤とんぼ渋亭
数年前に私はこんな句を作った︒もう何十年も前から︑
ない場合は︑数十日も数ヵ月もつけずにいたりする︒

気のむいた日だけ日記をつけているからである︒気の向か
日記といえば私は旧制中学の四︑五年生時分を思いだす︒

明治四十一︑二︑三年ごろだ︒湯島聖堂は現在の位置に同
じような姿︵大正の震災後に復元されたと思う︶で建って
おり︑その隣りの︑いま東京医科歯科大学のあるあたりに︑

赤レンガ二階建ての東京高等師範学校付属中学校がそびえ
ていた︒それが私の母校である︒

第二学期のおわるのが十二月二十三︑四日だったろう

たてけい

などを記した下に︑こまかい竪罫が引いてあり︑そこへ記

事を書きこむようになっていた︒そして罫の下の欄外には

その日︑その日の季節にちなんだ随筆や小説の一節や俳句︑

和歌︑詩などが引用してある︒そして一応の文学少年だっ

日記をさがして買うのだった︒

た私は︑自分の好きな作家の文章や詩のたくさん出ている

買ったとたんに日記がつけたくてウズウズしてくる︒し

かし当時の当用日記には補足のページなどなかったので︑

日がきた︒むかしは学校の式に出席してから︑担任の先生

正月元日になるまではつけることが出来ない︒いよいよ元

宅する︒さて待望の日記を開く︒罫のなかに小さな・ヘン字

や近親の家へ年始まわりをする︒そして夜になってから帰

で︑その日のことを出来るだけ要約して書く︒書き切れな

くなって︑記事が一行半ぐらい罫のそとにハミだす︒

一月二日も然り︒一月三日又然り︒四日になると記事が

どは罫が空白のまま一︑二行あまってくる︒そして一月七

罫のそとにハミださなくなる︒五日︑六日になると︑こん

日ごろに学校がはじまると︑とたんに記事も短かくなって

﹁本日別に記すことなし﹂の十文字におわり︑﹁大体昨日と

か？最後の試験がすむと全身に解放感を味わいながら︑
正月をふくむ冬休みの到来に胸を踊らせてお茶の水橋をわ

同じ﹂の七字にへってしまう︒

ろではない︒夏休象になっても︑友人と旅行したり遊んだ

づく︒四月の休暇がきても︑花や烏にうかれて︑日記どこ

それから私の日記は毎日のように﹁空白連載小説﹂がつ

たり︑駿が台下におりて︑神保町の三省堂へゆく︒店には
いろいろな当用日記が山積してある︒

当時の当用日記は︵今でも大体同じような形式だが︶一
年三百六十五日を毎日一・ヘージづつに等分し︑月日や曜日
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がきて︑いよいよ明日から学校がはじまるという前日︑さ

り多忙をきわめる︒日記は依然﹁空白連載小説﹂だ︒九月
ぎる︒

微妙な一重アンスを味うには人間的考察も生活経験も若す

か緑かと︑極端から極端に走りたがる︒ハーフ・トーンの

しかねない︒堕落しないまでも︑理想や信念が見失われる︒

殻に閉じこもりがちだ︒といって妥協に走りすぎれば堕落

から

あまり潔癖な人は実社会の仕事に向かない︒孤高という

すがに気がとがめたと見え︑﹁今年もまた夏休みが終わる
どと書いてある︒

宿題はまだ出来ていない︒オーシイックの声が淋しい﹂な
それからまた︑また空白の連続である︒しかし十二月の
声を聞くと︑少年にも少年の感慨が湧くらしい︒最初から

突するのも危険だし︑停車と最徐行ばかりでは目的地に着

出すことは困難だ︒車の運転にたとえるなら︑ムャミに衝

けない︒ある意味で人生の面白さは︑この中間色の活用に

複雑多岐の人生行路に︑いつも適度のハーフ・トーンを見

﹁今年も︑ついに十二月がきてしまった︒無為の一年が後

﹁ああⅡ﹂などとエクスクラメーション入りではじまる︒

悔されてならない︒僕はどうしてこう意志の弱い男なのだ

毎日日記をつけてゆける人はえらい︒しかし私のように

あるのかもしれない︒

当用日一記はいくら空白だらけでも︑ほかに使い道がない︒

LOCノ

ろう！﹂

三日坊主も百回くりかえせば三百日坊主だ︒私はこうして

意思が弱い人間でも︑気の向いた日だけなら永続きする︒

︵随筆家︶

こうして私は毎年日記帳をムダにするうち︑私なりに理屈

片目だけでものを見てはならぬ

貧しいところに繁栄はない︑というのが今日︑国を評価

︵昭和虹・３七七三号︶

石川謙

気まぐれ日記というハーフ・トーンを発見した︒

を考えた︒一体日記などというものは︑つけたい日もあれ
もある︒それを当用日記は毎日一・ヘージずつに均分してい

ばつけたくない日もある︒記事の多い日もあれば少ない日
る︒こんな不合理︑不公平な編集はない︒それ以来︑私は
当用日記のかわりに竪罫のノート・ブックを買い︑気の向
いた日だけ日記をつけることにした︒細く長く消えなんと
しながら続いている︒

か︵﹂をイサギョシとする︒思想でも左か右か︑神か悪魔

する一般人の常識になっているかのように見える︒しかし

若いときは﹁オール・オァ・ナッシング︵すべてか無
かと割り切らなければ承知しない︒色彩でも白か黒か︒赤

／ 戸 、 、

繁栄ということはできまい︒人々がその個有の才能を生育

を伸ばすこともできず貧しさにあえいでいるようでは国の

作り方︑あり方が国の一隅に偏在して︑国民の大部分が志

富める国が繁栄している国とは︑必ずしも言えまい︒富の

いは南と北は分割されたかも知れない︒

が︑日本の場合でも︑もしもあの戦争があと半年も延びた

の結果︑朝鮮も南と北にわかれ︑ドイツも東西に分離した

その国にとってはまことに悲惨なことである︒大東亜戦争

るが︑一つの国が南北にわかれて戦っているということは︑

そういうことを考えると︑昭和二十年の八月十五日に︑

とすると︑大へんな混乱に陥いったであろうと思う︒ある

天皇が戦争終結の放送をなされたのは︑大へん有難いこと

させ︑働かせることができて︑それぞれの範囲と段階とで
というべきではあるまいか︒人々が持って生れた能力をの

であって︑その御英断に対して︑心から感謝申し上げたい

志を達することのできる国こそ︑ほんとうに繁栄している

では︑国の繁栄にはならない︒近世の後期から近代の初期

びのぴど伸ばすといっても︑むや象・やたらに伸ばすだけ

のである︒

へ伸ばした人を﹁人材﹂と呼んだのであった︒だからこそ

者があって︑天皇の放送を妨害しようとしたとうかがって

と称して︑全土が焼野原になるまで降参しないと豪語する

いということである︒当時日本の軍隊の中には︑焦土戦術

しかしその時の放送は必ずしも円滑に行われたのではな

へかけて﹁人材﹂教育という言葉が流行したが︑人為の持

人々も明るい気持で︑自分々々の生活を営むことができ︑

いる︒幸いに事無きを得たが︑もしそうでなかったら日本

って生れた能力を世のため国家の繁栄のために必要な方向

れた国国を忘れた人は︑富糸の桑を追求して﹁繁栄を﹂見

社会も国家も︑ぞんぶんに繁栄することができた︒人を忘

思わざるを得ない︒︵元・学習院長︶

ことを考えると︑今更のように天皇のお力の偉大なことを

は収拾のつかない状態になったであろうと思う︒そういう
︵元・石門心学会理事長︶

麻生磯次
︵昭和掘・４七八七号︶

Ｉ

失ってしまうにちがいない︒

天皇のラジオ放送

﹄

現在世界の注目をあつめているのは︑ベトナム問題であ
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勝負の十段階

木村義雄
︵昭和妬・３八二六号︶

人生将棋
昨晩︑ひょいとテレビをのぞいたら歌謡
曲の時間で︑美空ひばりの歌う新曲﹃人生

通りである︒事実また私どもの携わる将棋
の棋道という真理の鏡に照らしてみれば︑

私が︑この﹃勝負の十段階﹄を発見した

棋は必らず勝つ︒負け将棋も挽回してまた

有体に云うと︑それからの私は︑勝ち将

のは︑八段になってからだった︒

の形に添う如く︑一つの道につながるもの

駒の運びも︑人間の歩みも︑しょせんは影

勝つ︒勝つ将棋を勝ち︑負け将棋も勝つか

するわけではない︒事実をそのまま述べて︑

ら︑ぐんぐん成績は上る一方だった︒自慢

と︑私は観じている︒

そこで︑承なさんが︑人生将棋の実戦に
か︑どうしたら強くなれるか︑それをこれ

かげであることを︑皆さんに知って頂きた

すべては︑﹃勝負の十段階﹄を発見したお

臨んで︑勝ち抜くためにはどうしたらよい
から私の体験を通してお話したい︒

私は︑生まれつき歌というものが苦が手

ことはあり得ない︒究極のそこへ到達する

がなければ︑一挙に大勝利︑大敗北という

どんな勝負にしろ︑双方の力に格段の差

それをこれから皆さんに御披露したい︒

ひとり胸に秘めて誰にも明かさなかった︒

対照して頂くために︑各段階の項目だけ挙

まず競初に︑勝ちと負けの道程を︑比較

しかし私は︑現役に在る間は︑この事を

で唄えない︑覚えられない︑からっきしの

までには︑それぞれの起伏道中があり︑段

かったまでなのである︒

音痴だが︑不思議にこの歌だけは一ぺんで

階があるはずだ︒

勝負の十段階

おぼえた︒唄もうまかったが︑歌の文句が

将棋﹄というのを聞いた︒

気に入ったからだろう︒

一手違いで負けになる

指であやつる将棋の駒も

というのが本当かも知れない︒計算づくで

というものを割り出した︒いや︑発見した︑

敗北への五段階︑合せて﹃勝負の十段階﹂

第五段階ｌ﹁勝利﹂︒

第三段階ｌ﹁勝勢﹂︒第四段階ｌ﹁必勝﹂︒

げて染よう︒

油断すまいぞこの世の中は

出来上ったものではないからだ︒いろんな

○敗北への五段階はｌ︑

この観点に立って私は︑勝利への五段階︑

つらい勝負のつらい勝負の

対局のあの場面︑この場面︑あの一手︑こ

苛烈な勝負の世界は︑将棋に限らず人間

の数々︑これらのものが結集して︑はっき

以上各段階の比較対照は︑後の話に関連

第五段階ｌ﹁敗北﹂︒

第三段階ｌ﹁敗勢﹂︒第四段階Ｉ﹁必敗﹂︒

第一段階ｌ﹁不利﹂︒第二段階ｌ﹁頬勢﹂︒

第一段階Ｉ﹁有利﹂︒第二段階ｌ﹁優勢﹂︒

○勝利への五段階はｌ︑

くり返えし

の一生︑どこへでもついてまわる︒この意

である︒

りとこういう形となって現われたものなの

の一手血のにじむような体験から得た教訓

味からすれば︑人生即将棋は︑まさにその

Ｆｏ

ＦＤ

︑０ノ

／Ｉ︑

たい︒

をもつものであるから︑心に留めておかれ

てつまづく︒実例は︑皆さん身辺にもいく

形勢がよくなったとたんに︑有頂天になっ

は行かない︒喜びすぎてふるえがくる︒い

スラスラ運びそうなものだ︒が実際はそう

なってはおられない︒油断なく気を配り︑

うちはまだどうなるかわからない︒冷静に︑

相手が︑よろめきながらも両手をあげない

した一手が︑大悪手︑大ポカだったりする︒

くつかある手のうちから︑よりによって指

さらに全力を傾けて行くうちに︑どうやら

だから﹁優勢﹂ぐらいで︑いい気持ちに

らでもあるはずだ︒

勝利への五段階
欲張っても︑相手を押しのけて勝手な行動

将棋は︑彼れ一手︑我れ一手だ︒いくら
は出来ない︒苦労して︑すこしずつすこし

めながら︑確信のついたところで最後の仕

上げに取りかかる︒こうして初めて︑第五

綿密に︑正確に︑一手一手の行く手を見究

段階の﹁勝利﹂を掌中に収めることが出来

勝ち筋が見えてくる︒第三段階の﹁勝勢﹂

占めた︒ここまでくればもう大丈夫︒こ

ずつ︑局面を﹁有利﹂に導く︒これが第一

の将棋はおれの物︒と︑楽観したスキを突

るのである︒

まで漕ぎつけたわけだ︒

局面がすこし﹁有利﹂になったからと云

かれて形勢逆転︒この実例も数知れない︒

段階である︒

って︑油断はできない︒ちょっとでも気を

将棋の好きな皆さんの中からも︑よく勝ち
普通当り前のことで︑勝ち将棋を勝てるよ

将棋を負けたという声を聞く︒が︑それが

にお気づきであろう︒勝局といえども楽観

まで一貫して全力傾到の連続だということ

振返ってみると︑第一段階から第五段階

て︑逆に﹁不利﹂になる︒築き上げた﹁利﹂

ゆるめたら忽ち相手にその﹁利﹂を奪われ

て︑行手が展け︑局面は大分よくなった︒

をゆるさずである︒

を生かして︑ベストを尽す︒その甲斐あっ

うになれば︑それはもう名人の境地と云っ

つどこで引つくり返えるかわからない︒こ

﹁勝勢﹂を裏返えば﹁敗勢﹂である︒い

標を打ち建てて︑それを目当てに︑弱い自

も同じ人間であるから︑行く手に五つの道

心の動揺を禁じ得ないのが普通である︒私

人間︑誰しも︑良いにつけ︑悪いにつけ︑

﹁優勢﹂である︒これが第二段階︒

れが勝負というものの実相なのだ︒身にし

一歩一歩這い上ってきたのである︒

分の心を鞭打ち励ましながら︑嘘しい道を

てよい︒

っ込み思案とはまるで違う︒心が臆しては

ほど出来た人だ︒もちろんこの態度は︑引

承てそれがわかれば︑戦いはいよいよこれ

だが︑まだまだ︑と︑ここでいっそう心

なんにもならない︒チャンスがあれば︑果

からだ︑と覚悟を新らたに必死の努力を続

を引き締めて︑坐り直すくらいの人は︑よ

断決行︑この大勇猛心を内に秘めた盤石の

はようやく第四段階の﹁必勝﹂まで到達す

けるはずである︒それが報いられて︑局面

よりも︑日の目を見ない場所︑逆境に立た

ばかり限らない︒むしろ︑日の当たる場所

世の中のことは︑すべて︑順調に運ぶと

敗北への五段階

んな仕事でも︑事業でも︑形勢がよくなっ

﹁必勝﹂だから︑あとは目をつむっても︑

るＯ

態度を指すのである︒しかし︑実際は︑ど
てから︑さらにそれを発展させるのは︑容
易なことではない︒ところが︑人間自分の
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される場合が多いのではあるまいか︒その
ためにもぜひ︑﹃敗北への五段階﹄を知っ

き︾無理な手を指す︒﹁必敗﹂に転落だ︒

こうなるともう︑いよいよあがってしま
う︒何も見えなくなる︒第四段階をとび越

よう︒私も︑別段悪い手を指した覚えがな

振返えって︑皆さんと共によく考えて染

えて第五段階へ︑﹁敗北﹂ヘと自分からま

ておきたい︒

形勢やや﹁不利﹂となる︒だが︑まだ第一

いのに︑形勢を損じて︑﹁不利﹂を招くこ

つしぐらに躍り込む︒

段階だ︒そう思って心を落着け︑最の善手

ともしばしばあった︒だが私は︑相手が大

話を将棋に一戻そう︒

を見つけ出せればよい︒ところが︑心機動

敵強敵なら︑このくらいの苦境に追いこま

駒組が進んで︑どこで悪るくしたのか︑

この結果︑忽ち﹁頼勢﹂に落ちこんでしま

れるのは当り前のことと覚悟してかかった︒

揺︑思いつきの手が浮ぶ︒ぱっととびつく︒

属ノＯ

勝ちと負けは︑それぞれの段階で︑表裏を

たとえどんな苦境に追いこまれようとも︑

なして通じ合っている︒こう悟ってからは︑

焦りというものが無くなった︒

﹁木村は︑負け将棋になってもなかなか

だった︒

負けない︒﹂と云われたのも︑そのおかげ

表裏の理

十二月八日︑真珠湾攻撃の大戦果があが

毎日新聞の記者が︑私の寝込みを襲って

った朝のことである︒

なにか？姿勢を低くして︑そこへ精神を

ればならない︒食い止めるための最善手は

でに心機が静まる︒そこで立ち直るにはど

それまでには立直れる︒そう思うとひとり

ある︒敗北はその先だ︒道中はまだ長い︒

この先に頼勢がある︒敗勢がある︒必敗も

すよｏ﹂

勝ちと云ったら新聞に書く︒国民が喜びま

がったら︑日本の勝ちでしょう︒先生が︑

の目で見てどうですか︒こんな大戦果があ

﹁先生は不敗の名人と云われる方だ︒そ

きた︒

集中しなければならない︒それなのに﹁頼

うしたらいいか︑冷静に反省してみる︒ど

だからおどろかない︒また負けてはいない︒

勢﹂を一挙に挽回しようと考える︒考える

こに自分の悪い手があったか︑突きとめる︒

この第二段階で︑なんとか食い止めなけ

ことはよいが︑これは出来ない相談なのだ︒

こうして︑いつでもその局面での最善手を

みかけてきたものである︒

それはもうたいへんな意気込みで︑たた

いよいよ焦る︒ふっと目うつりの手が浮ぶ︒

なしである︒私は︑負けの中に︑勝ちにつ

一口にいえば︑敗局といえども悲観の要

たしかに私も︑あの時の大戦果にはびっ

すでに第三段階だ︒だがまだ絶望という

しかしながら︑一手であれだけの大戦果

発見したものである︒

わけではない︒ほんの僅かでも立ち直る手

ながる一本の命綱︑それが確かにあること

は︑正直にそのことを述べた︒

をあげた将棋は︑残念ながら無かった︒私

﹁敗勢﹂にとびこんでしまう︒

うっかり手を出す︒これをやると一ぺんに

を見つけたい︒でなければ︑じっと辛抱し

すれば︑﹃敗北への五段階﹄はその裏だ︒

を信じていた︒﹃勝到への五段階﹄を表と

頭に浮べてみた︒

て︑持ちこたえられるだけ持ちこたえるべ

くりした︒自分の過去の重大棋戦を次為に

きだ︒それなのに︑夢中になって乾坤一て
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対日本の勝ちですね︒書いてもいいです

﹁そうですか︒えらいものでしょう︒絶

最後のどたん場で︑﹁勝利﹂が﹁敗北﹂に

﹁必勝﹂の一畏腫は﹁必敗﹂が待っている︒

だことは︑皆さんもすでにご承知の通りで

それから︑だんだん﹁敗北﹂への道を歩ん

わりがあるかも知れない︒しかし︑なにも

った代償のあまりにも大きすぎる点で︑拘

これを一つの教訓として受取るには支払

ある︒

っているが︑裏を返えせぱ﹁頚勢﹂だ︒

日本は︑真珠湾の大戦果で﹁優勢﹂を誇

﹃表裏の理﹄というものである︒

引つくり返えるかも知れないのだ︒これが

ね︒﹂

気の早いこと︑目の前に紙と鉛筆を持ち
出した︒私は︑その手を抑えて︑﹁まァ︑

のつもりで覚悟をきめてかからないと︑今

今まさに︑日本は苦戦の真最中だとね︒そ

て残る︒そしてこれは︑純理の示す﹃表一異

るべきだ︒純理は︑いつの世にも確固とし

ではない︒これは︑一つの純理として受取

なければ役に立たない︑というわけのもの

戦争の話だから忘れたほうがいい︒戦争で

に大変なことになるだろうと︑これは実際

の理﹄である︒この教訓は大いに学んでも

﹁だから︑書くならこう書いて下さい︒

この戦いは﹁有利﹂をとび越して︑﹁優

に本当のことなんだから︑正直にそう書い

と︑それから私の﹃勝負の十段階﹄につ

もうすこし聞いて下さい︒﹂

勢﹂のところまできている︒すこし賞めす

下さい︒そして︑国民の大奮起をうながす

いて説きはじめた︒

まァそうとしておいて︑﹃勝利への五段階榊一

ぎかも知れないが︑これだけの大戦果だ︒

そこでひとつ︑日本の現在の世相を﹃表

その時の私の話はこれで終った︒だが︑

裏の理﹄の鏡にうつして染よう︒日本は︑

らいたいと思う︒

﹁必勝﹂がある︒﹁勝利﹂はその先だ︒道

新聞には︑一言も載らなかった︒そうだろ

見張るほどのめざましい復興ぶりだ︒誰も︑

敗戦から見事に立ち直った︒世界中が目を

秋ですよ︒たった今ね︒﹂

中はまだまだ長い︒そしていよいよ嘘しく

って書けやしない︒

う︒あの大戦果のすぐ後だ︒書けといった

から見れば︑この先にまだ﹁勝勢﹂がある︒

のは︑容易なことでない︒勝ち将棋を勝ち

﹁真珠湾を忘れるな︒﹂を合言葉に︑大

の局面にまで持ちこんでいる︒真珠湾の大

や世界の経済戦争に︑﹁有利﹂から﹁優勢﹂

予測しなかったほどの高度成長をとげ︑今
苦戦だといって︑警鐘を乱打した︒そして︑

相手のアメリカはどうだった．︒

なるばかりだ︒残された三段階を物にする
抜くことの難かしさは私が一番よく知って
﹃表裏の理﹄というものがつきまとってい

過なく進めば﹁優勢﹂から﹁勝勢﹂へと持

戦果にも劣らない躍進ぶりだ︒このまま大

いる︒なぜ難かしいか︒そこにはつねに︑

戦時体勢をうち堅めた︒

国民の常時体勢を切り替えてまたたく間に

押し一戻された︒次は互格の形勢になった︒

っているうちに︑﹁優勢﹂から﹁有利﹂に

日本は︑有頂天になって︑提灯行列をや

は︑﹁優勢﹂の裏は﹁頼勢﹂︑﹁勝勢﹂の裏は

訓を思い出してもらいたい︒﹃表裏の理﹄

ちことは必至である︒がここで真珠湾の教

﹃表裏の理﹄とは何か︒

るからである︒

から見れば︑﹁有利﹂の裏は﹁不利﹂︒﹁優

勝敗はいつも表と一曇︑﹃勝負の十段階﹄

勢﹂の裏は﹁頬勢﹂︒﹁勝勢﹂の裏は﹁敗勢﹂︒
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は疑いない︒

立ち回ったならば︑前途に光明の輝くこと

中と悟って︑諸事引締め︑全力を傾到して

が︑今ここで︑この状態を大苦戦の真っ最

﹁敗勢﹂に通じることを教えている︒日本

として私も︑なんらかの意味でお役に立ち

にいわして頂くのである︒要は︑一日本人

稿を頼まれたので︑この機会にあえて率直

載らなかった︒このたびは︑幸い本誌に寄

私の話は︑真珠湾の時は︑新聞に一行も

のだ︒成すべきことは山ほどある︒緊急事

とはいわない︒しかし今は大苦戦の最中な

浮かれようだ︒レジャーも海外旅行も悪い

湧き新らたな発見があろうかと思う︒そし

直して欲しい︒そこから︑新らたな興味が

の十段階﹄を︑ここでも一度振返えって見

裏の理﹄から出発したものである︒﹃勝負

さて私の掲げる﹃勝負の十段階﹄も︑﹃表

たいとの念願からに他ならない︒私の意の

態が迫っている︒有頂天になって騒ぎまわ

て︑これを直接実戦将棋に用いるもよし︑

それなのに現実はどうか︒レジャーだ︒

っている場合ではない︒物価は上りっぱな

またあなたの実社会︑実生活の人生将棋に

あるところを汲んで頂ければ幸いである︒

し︑生活は見かけは華やかだが︑内情はど

頭を悩ますことが多い︒これを読んでま一
だまだ荒波の人生に﹁活﹂の入れかたが一

不蝿館畷郡碓嵯錘睡碓鐸睡睡惇嘩酷四で一

は︑ただただ頭が下るの拳である︒三一二
一句何れも実社会︑実生活の人生将棋に一
活用すべき名言であると感じた︒

ど︑興味津々と尽きないものがあった︒一
最後に現在の経済成長など︑わが国の一
直面している世間一般︑華やかそうな表一
面と似げもなく︑その一枚裏は恐怖とも一
思はれる大苦戦の真最中であるとの苦言一

の応対︒そして﹁表裏の理﹂の解説な一

八段になってからの発見であるとまで自一
称され︑貴い対局の体験を通じての﹁勝一
負の十段階の進め方﹂には一を私の魂の一
底に刻象つけられていった︒
真珠湾攻盤の大戦果の日の新聞記者と一

まって行くのを禁じえなかった︒名人が一

正直︑不審の念を抱いた︒
ところが冒頭から終りまで片唾をのん一
で一気に読み終った︒読み進むほどに襟一
を正し厳粛の気に充ち溢れ︑緊張度の商一

私は本誌によって︑木村名人が既に十一
年程前に本文を﹁弘道﹂にご披露なされ︸
たことを初めて知った︒道義団体と畑違一
いの将棋と︑どんな関係があるのかと︑一

︹付記︺

ヘジヘーヘー…〜戸一戸一一一一一一一〆、"〜〆−ヘダヘハー、"〜〆堵一唱〆、鐸毎一一や−−ヘハーーハ竺〆、〆、ゴーへ〆‑‑,〜〆、〆−ヘーーハー戸一"〜〆、＝−−−へツヘー､蕊ハ・グヘダヘヅ〜戸シ〜〆、〆ヘー、一‐ヘーーハー、一〜ハーハー

︵西村幸二郎︶一

足りないと痛感した次第である︒
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海外旅行だと︑提灯行列旗行列にひとしい

うか︒高度成長とはいえ︑蔭には公害問題

いる︒︵十四世将棋名人︶

果を期待して頂いて間違いない︑と信じて

活用されるならば更によし︒大いにその効

外に目を向ければ︑日本の進出を抑えこ

が山積している︒

いる︒日本が︑局面をここまでリードする

もうとして︑商品ボイコットもはじまって
には︑かなり無理な手を指しているのでは
ないか︒現局面の﹁優勢﹂は相手のミスに
付いて反省し︑立直ってきたらどうするか︒

乗じた幸運ではないのか︒相手がそこに気
こう考えてくると︑日本は今大苦戦の最中
というのも︑あながちいい過ぎではない︒
ということがおわかりであろう︒

鯵

二人の中国人

堀賢次
︵昭和⑰・８八三九号︶

人との交際は不思議なもので︑十年つきあってもさっぱ
り印象に残らない人もあれば︑偶々一日か二日を共に過し

Ｓさんは航空会社の社員で三十八歳というが小柄なせいか

二十四︑五歳にしか見えない︒眉目清秀という表現がぴっ

たりの人で︑切れ長な牌の輝きが強く︑青磁のような皮唐

をしていた︒こんな中国人を見ていると︑東洋人の美的な

優性をまざまざと見せつけられる想いがした︒終戦の直後

慶応大学に一年在学したというが︑日本語は全くダメ︒Ａ

さんの通訳に頼るしかない︒

と︑これは日本語で答えた︒

ともかく夕飯の時間である︒何か食べたいものはと言う

ここに書く︑二人の中国人がそうである︒

ただけで︑いつまでも忘れ難い印象を留める人もある︒

﹁とろろ︑むぎめしｌ﹂

家内は八百屋へ︑長男は米屋へ走っていった︒一寸した

中国人といっても︑大陸や台湾の人ではない︒一人は香
港︑一人はシンガポールの人である︒仮りに香港の人をＳ

れて来た︒Ａさんは戦後ずっと日本にいる人で︑放送のこ

を訪れた︒Ｓさんには先輩に当る同じ中国人のＡさんが連

香港のＳさんは︑先年︑旧暦十五夜の夕刻︑突如私の家

公の気質が︑中国の南方人に非常によく似ていると言った︒

漢字は日本も中国も同じだからだとも言う︒そして︑主人

は日本留学のお蔭でかなり楽だという︒仮名さえ覚えれば︑

の﹁坊ちゃん﹂を見せた︒日本語は話せないが︑読むこと

Ｓさんは︑飛行機の中で之を読んで来たといって︑激石

旋風である︒

とで何度もお世話になった方である︒Ａさんは流暢な日本

台所で摺子木の音が聞こえはじめると︑Ｓさんは話を止

さん︑シンガポールの人をＫさんとする︒

語で︑Ｓ君が日本人の家庭を見たいというから︑一晩泊め

めて耳を傾けた︒

すりこぎ

てやってもらえませんかと言う︒羽田に出迎えて︑直行し

港にいらっしゃいますの？と聞くと︑指を四本出して︑

三杯おかわりをした︒家内がお愛想のつもりで︑奥様は香

とろろ汁に海苔を振りかけた夕飯は︑Ｓさんを喜ばせた︒

はしないが︑﹁日本人の家庭﹂などと言われると︑まるで

如として現われたり消えたりするので︑こちらも別に驚き

桑んな元気ですと答えた︒

何しろ突然である︒Ａさんは風のような人で︑いつも突

て来たという︒

私が代表的日本人に擬せられたようで︑まことに面映ゆい︒
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︑︑

夕飯がすむと銭湯に行きたいという︒お風呂はうちにも

べたが︑きびしく首を参った．ｌ東京の経済成長は見た

翌朝︑東京を案内しようというと︑Ｓさんは微笑を浮か

いと︑大真面目で感心しています︒ｌ

くありません︒植民地なら︑いやという程見ていますから︒

湧いていますょと言うがＳさんはきかない︒仕様がないの
で二人に私の浴衣を着せ︑タオルと石鹸を持たせると︑Ａ

そして︑まっすぐ羽田へ車を飛ばした︒

︑︑

さんは日本手拭いにしてほしいという︒下駄を二人に履か
せて表へ出た︒ＡさんがＳさんに何か講釈をしている︒手
ものだと教えている︒Ｓさんは一々肯いて︑素直に従った︒

うなず・

拭いは肩から︑こう掛けて︑下駄をカラカラ鳴らして歩く

シンガポールで音楽院を経営しているＫさんは︑東京に

ぐ

Ｋさんも︑先年の秋に来た︒

︑︑︑りく

Ｋさんは六十八歳︑色は黒いが顔も躯も丸盈として精気

三日間滞在する費用を︑五年間かかって貯めて来たという︒

二足の下駄を取られてしまったので︑こちらはサンダルを
引き摺って風呂屋ののれんを潜った︒
ゆぶね

湯槽に入ると︑八百屋の青木さんがタオルを頭にのせて

ｌ昭和十五年六月十四日︒Ｋさんばこの道を︑国民政

いう︒三十年前は見えたというのである︒

シーが飛行場を抜けて国道にかかると︑富士が見えないと

た︒まず︑新橋にとったホテルへ案内するのである︒タク

Ａさんと二人で羽田に迎えた︒羽田からタクシーに乗っ

偲ばせる風貌が出来上るかも知れない︒

あごひげ

浪花節を吃っていた︒Ｓさんはそれを見ると︑慌てて手拭

・グラスをはずして頗髭を生やしたら︑三国史の古英雄を

に満ちている︒髪は黒いし︑声は明るく太いし︑そのサン・

三人で外へ出た︒宵闇の中に︑今ではもう珍しくなった

いを頭にのせた︒

歩いている︒

祭り嚇子が聞えている︒Ｓさんは︑雛子のリズムに乗って
日曜のせいか大通りは車が少ない︒排気ガスもいつもの
程ではない︒Ｓさんが立ちどまったので︑ふと道の向う側
︑︑

を見た︒先刻の八百屋が背中を見せて立ちはだかっている︒

しの乗用車に乗って通過した︒後方には中国大使館︑陸軍

府︵南京政府︶答礼使節︑陳公博大使とともに︑宮中差廻

Ａさんを振り返った．Ａさんが笑いながら通訳する．Ｉ

い︒行きましょうと︑Ｓさんの肩を突つくと︑何か言って

の群衆からはわき立つような万歳の声と日の丸の小旗１１︒

頭と後尾には︑憲兵隊のサイド・カーが走っていた︒沿道

省︑海軍省︑外務省︑内務省の車が一列に連なり︑列の先

︑︑

ながと始めている︒えらい所を見せたなと思ったが仕方な

もう終わるのかと見ていると︑四︑五歩移動してまたなが

日本の立小便は衛生的だ︑一ヶ所でやらないからクサクな
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この日︑雲一つない晴天の下に︑くっきりと富士の一麗容が

ない︒きけば︑そのライターは昔︑注精衛主席が亡命先の

フランスから︑Ｋさんのために買って来てくれた記念の品

だという︒私にはピンと来た︒隣にいたビートルズ風な青

望まれたという︒

Ｋさんの滞在は三日間である︒これからホテルで日程の

し︑五分でいいから面会の時間をとってほしいと交渉した︒

早速︑私が卓上電話をかけた︒Ｋさんの来日の目的を話

た︒

人は軍人だが︑借行社にきくと将軍達は既に物故されてい

その相手は新聞人が二人︑商社の社長が三人︑あとの三

本人に挨拶に来たのである︒旧開を叙しに来たのである︒

さて︑Ｋさんの来日の目的は南京政府時代に合作した日

ロボーしないと︑注先生が仰有った！

た︒ｌＮＯ！盗ったのは日本人じゃない！日本人はド

りの外人客をじろりとにらみ廻して︑虎のような声で吠え

しい︒ここにいたあいつだとＡさんが言うと︑Ｋさんは周

まわ

年が見えない︒やられたと思った︒Ａさんもそう思ったら

︑︑︑

打ち合わせをしたいと言うと︑日本語ではっきりと答える︒

ｌ私憾宮中へ行きます︲
宮中！私はびっくりした︒宮城のことですかと問い返
すと︑

Ｉそうです．天皇陛下にご挨拶しなければなりません．
運転手がふきだした︒Ａさんが慌てて︑もうその必要は
ないのだと言うと︑Ｋさんはまた日本語で私に言う︒

ｌお目にかかれなければ︑記帳をさせて戴きます︒
Ａさんがそれを遮って︑靖国神社に変更させた︒Ｋさん

ｌ私︑靖国神社で昇殿して参拝しますが︑社務所へ幾

所が驚いた︒一人としてＫさんの来訪を迎えてくれる人が

は澄ましていう︒

靖国神社では︑事情を話して昇殿させてもらった︒勿論

らお払いしたらよいでしょう︒使節団の時は五百円でした︒

ＩＫさんはいま︑何をしておられ童すか．私憾忙しい︑

いないのである︒呆れてくうが立った︒

あります時間がない︒そんな中国人は会ったこともない︒

会議が二つあります︒これから︑通産省との打ち合わせが

は神前に膜黙合掌して︑日本流に拍手を打った︒そして小

五百円ですむ筈がないが︑Ｋさんには黙っていた︒Ｋさん

ホテルに落ちついて︑ロビーに三人で伽俳をのゑに行っ

声で︑ここには日本人の友人が五人祭られていると言った︒

れつき

知らない︑忘れた！

いずれも歴とした知名士ばかりである︒

た︒Ｋさんは上気嫌で︑ホテルの親切なことを話した︒暫

ｌ忙しいことば分っている︒だから一ヵ月前︑手紙を

︑︑︑

をさっきの卓に置き忘れて来たという︒すぐ引き返したが︑

く話をして︑さてエレベーターに乗ろうとするとライター
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出している︒私がいま何をしていようと︑要らぬお節介で
はないか︒私は貧しい︒だから旅費を作るのに五年もかか
った︒しかし︑私は金を貰いに来たのではない︒憐れみを

乞いに来たのでもない︒ただ︑旧闇を叙しに来たのだ︒そ
れに︑わずか︑五分間の時間が割けないというのか︒戦争

朝臣の洋服会祖西村茂樹

維新の初︑朝臣の朝廷上の平服は︑公卿は多く烏帽子直垂

にして︑士族より昇りて朝臣となりたる者は︑大抵羽織袴に

あの時︑﹁同生共死﹂という言葉で︑その辛さに耐えたで

人も沢山死んだが私の同志も多く死んだ︒だが︑私たちは

皆洋人の古着を買ひて是を着たり︒又洋服には︑外套と上衣

未だ一人も洋服を裁縫する者あらず︒故に勅奏官の人にても︑

は如何なる時に着用するものなるかを知らず︑且つ本邦にも

来たり︒然れども其頃は︑如何なる洋服はいかなる人体︑又

なりといふを以て︑勅奏官人の内にて︑是を着する入往々出

両刀を帯びたり︒其後洋服の便利よくして︑且つ文明国の服

はないか︒日本は敗れた︒南京政府も敗れた︒しかし私た

との別あるをしらず︑洋人の古き外至を上衣なりと心得︑是

中︑私たちは日本人と合作して一緒に大陸で戦った︒日本

ちの盟約は亡んではいない筈だ︒盟友が遠い国からやって

短胴服と槻衣とを着けず︑胸を打披き胸毛を露はし︑其上に

何なりしか︑定めて可笑しかりしことならん︒又或官人は︑

の忠告により︑鷲きて急に是を買ひて著たりしが︑其状の如

接せんとする時︑襟飾を用ふることをしらず︑前夜に至り人

を着て得々参内する者あり︒或官人は横浜にて︑外国人に応

来たのに︑冷たく突き放すのが日本人の道義なのか？あ
あ︑この腰ぬけの日本人！
Ｋさんは︑激烈な口調でこう言う⁝⁝と︑思った︒しか
し︑Ｋさんは一言も発しなかった︒一瞬︑額に浮かんだ青
筋がきえると︑大きく見開いた瞳孔に哀し象と苦渋の色が
溢れはじめ︑きりりと結んだ盾の端から︑わずかに日本語

の旭将軍の事など思ひ出られぬ︒右は枢密顧問官某君の話な

洋服の上衣一枚を着して朝謁したることありしといふ︒古昔

り︒又侍従職は︑聖上の御側を雛るべからざる事といふより︑

が洩れた︒

此頃は行幸の節は︑御馬車の御後︵通常の馬車にては︑馬丁

の立つ処︶に華登りて供奉をせり︒浅草本願寺にて地方官会

ｌ昔︑中国にあった悪いもの峰みんな日本に来た！
︵グラフＮＨＫ編集長︶

Ｋさんは翌朝︑シンガポールへ発った︒

に立ちたりしが︑途中にて屡巽墜落せんとして︑甚難儀なり

議の開会式の時などは︑侍従弐人︑大礼服着用にて︑右の処

しと侍従某氏は語られたり︒︵遺著﹁記憶録﹂より︶
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謡遺族による思い出草
亡父の書斎

中峰霞江
︵昭和９．１五○○号︶

築地にあった父の書斎は︑八畳位の落着いた部屋であっ
た︒︵註・氾頁の写真ご参照︶

に之憾正真正銘の古備前物だ﹄Ｉと云ったＬと流石に

その置物は︑ずつと向島の書斎へ迄︑飾られてあった︒

満足らしい笑みが︑柔和な両頬に漂ったのだった︑

ほの

机は﹁これはわしの商売道具だから︑大きばりにきばつ

たのだ﹂と云って何んでも︑私の小さい時︑灰かに覚えて

ゐる樺か︑なにかの小さい机と︑紫檀の大きい机と︑更へ

られたのを覚えてゐる︒それは私のまだ十歳にも︑充たな

い頃の事だったらうか︒その新しい机の上には︑緑色の羅

紗が敷かれ右に硯︑墨︑筆立と云ふ風に置かれてあった︒

特に︑この築地の書斎も︑向島のと同じ様に︑すっかり

はめ込桑に本箱が取り付けられ︑上方は地袋︑下方は硝子

処丈残して︑左方に腫黒柿の

百味箪笥の様に︑柚出し

の多い用箪笥︑梨子地の古い紋所の付いた小箱︑紫檀の小

棚の中に洋書が積まれてあった︒かうして︑僅か父の座る

落春色静曳節歩閑庭雲過半池白山毒一窓青﹂と云ふ様な句

机などが所狭き迄︑父を囲んでゐた︒

床の間が三尺︑青ずんだ砂壁で︑掛物は自作のｌ﹁花
が認められてあるのや︑之は堀田の殿様−１くがゐ様が大

恰度︑私が十四五歳の頃︑従妹の女の子︑二人が孤児と

って貰ったさうだ︒

は当時横浜に住んでゐた弟︑西村勝三から︑この洋燈を買

んなに助かるか有難い事だＩ﹂かう云って︑喜こんだ父

﹁これは︑わしには一番の賛沢物だ︑然しこのお蔭で︑ど

時︑最新式であったランプを使ってゐた︒

迄は︑必らず読書してゐた︑従って燈火については︑其当

若い時から︑眼病に躍ってゐた父は︑それでも午後九時

変画がお上手で御自身お書きになったのを︑御頂戴になっ
たんだよ﹂と︑祖母から聞かされた︒何んでも︑緑青を使
った四条丸山派の画ださうだ︒

幼い私の目にも︑中倉立派に見へる︑半切物だった︒そ
の外︑大塩平八郎の書翰なども︑折々掛かへられた︒

置物は古備前の布袋様ｌ﹁これはわしが銀座の古道具
やから掘出したが︑布袋と云へぱ︑大抵袋を持って︑座っ

てゐるのが多い．ｌ之憾立ってゐる丈珍らしい︒真物か
どうか古物家に見せたが﹃先生砿巾慰お目が高いＩ篭か
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と共に薫育した︒一人が琴子と云ひ︑一人が登勢子と云っ

なったのを︑憐れんだ父は︑その二人を家庭に入れて︑私

幼い時から︑この手伝ひに馴れた私は︑名所図絵の画面

﹁又大分残ったなＩウンよしＩ︑﹂かう云って慈顔に笑

に傾くのに驚いた事も屡々だった︒

を見たり︑或時は思はず︑読み耽って︑大切な陽かげの西

象をた皇ない父の前に﹁明日からばｌ﹂と︑己れの怠り

た︒

この二人と共に︑父はその多忙な公務の余暇︑毎夜九時

八十六歳迄健康だった祖母は︑好んで朝顔を仕立てた︒

を悔む事も度々だった︒

現在の谷子爵夫人︑中原綾子夫人の実母であった︒

迄づ上︑その書斎で復習︑又は予習を講じた︒高等小学を
終り私は華族女学校へ︑従妹たちは築地に創設された高等

その葉が書物の雌害を防ぐと云ふので︑山積される書籍の
︾フら

何事にも︑人を労する事の大嫌ひであった父は︑その書

又夏休中の私の日課であった︒父は又︑本の綴じ締の切れ

裡から︑去年の古葉を捨てては︑取替ヘノ︑するのがこれ

女学校へ通学した︒

百味箪笥の様なｌに細鐙しい必要品を入

れてあったｌ爪切銚︑帳とじ︑耳かき︑とくさで譜へた

斎の用箪笥

老年迄︑健脚であった父は︑長い夏休象の間︑この多く

り直しさへされた︒

て︑自身擦って﹃これでいけなければ︑医者だがｌ﹂か

の書籍を︑朝夕土蔵の中に出入して整理され︑書籍に関し

たのを自身︑針を取っては修理され︑糊の乾いたのは︑張

う云ってば︑削ってゐた事も一再ではなかったｌ︑然し

爪擦り紙やすりｌ之憾折々入歯の護議が障るとｌ云っ

幸ひ︑歯医者を頼む迄の事もなくすんでゐた︒

築地の書斎には父の噌好と不似合な中庭があった︒舟板

ては︑全く他力を借りなかった︒

でも先住の叔父の好ゑで小さいながら︑石燈篭︑飛石︑下

堺縁側から漸やく二間位ほかない︑間隔に廻らされ︑それ

細心な父は︑この小抽出しの一つに︑ほご紙を締一腿に細

して︑如何ほど大著述の原稿を書く時でも︑決して書類の

み卜○

十畳と三畳の次の間を控へて︑二階を建て増したのであつ

向島に移ってからの父の書斎は︑築地のより畳数も多く︑

草ものなど一寸風情はあった︒

く切って︑﹁かんぜより﹂の材料さへ作っておいた︒かう
取り散らされたのを見た事はなかった︒

庭木の小さいのには︑折々鉄を持って枯れ枝を切り︑接
木や挿木さへした︒

暑中休暇になると︑父は又︑書籍の録干をして︑朝顔の
葉を中に入れて︑壷害を予防した︒
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新築の二間を書斎に︑在来の方には藤椅子を置き︑真冬

のを買って﹁これは綿ネルで御座います︑舶来ものでは御

して︽更に医師と計って他の同質のｌ柄あひのちがふも

向島の家には柿の木が多かった︒

れなかったのだった︒

を欺くに似たこの行為に対し母子共に仏前に謝さずにゐら

ろこんだｌを誉へそれが父の為であるとぱいへ正しき父

直にそれを着﹁舶来でなくても暖かいｌ結構為ごとよ

座い霞せんから御安心遊ばしてｌ﹂．かう聞くと父砿素

の寒い時でも︑夕食後のしばしをこ上に憩ふならはしだっ
た︒

生来︑風を引き易い父ではあったが︑決して柔弱に身を
持たなかった︒

雲ふる︑隅田の河風身にしむ朝︑ほんとうの紙障子だけ

きざはしは父も好きであった︒

の書斎に手あぶりのあんかｌそれさへ︑自身桜炭のおこ
ったのを火鉢から取ってＩ私たちが何といっても聞かず

て︑それを折らうとした︒何しろ中々古木なので︑その枝

星をつけておいた私は︑大きな竹悼の先を割ったのを持っ

或年の秋の朝︑もう真赤にうれてゐる︑それに︑兼て目

にＩそれを持ってば朝なＩ︑二階の書斎に上るのであっ
た︑﹁お父さま折角かうして私がお供をして上りますのに
のは冬休拳の間の事だった︒

だん人︑高く成る物音に驚いた父は二階からめづらしく

も太く中を折れなかった︒
高い声で各めた︒

kbOノ

Ｉどうかそのあんかを持たせて下さいまし﹂かういった
﹁ウソ︑よしノ︑︒こんな事位丁度い上運動なんだ︑かま

ふなノ︑﹂柔和な語調ではあるがかういったが最期︒決し

﹁誰だシ﹂此声に驚いた私は樟を捨て逃げようとした︒

﹁アラ︑お父さまなの︑それぢやあこんなに逃げないでも

﹁何だ！霞江なのかＩ﹂

かった︒

て前言を副さない父の顔を仰いで︑其あとに従ふより外な

しかも父は冬に成ると必ず風を引きいつもそれが重病の

其頃流行した法界節の流しの声が閲へたｌとおもふ

向島の土手に花が咲き競ふ︑或春の事であった︒

母も此話しに願を解いたｌ

よかったのね﹂莞爾として見下す父Ｉ

父は又︑舶来品を身に付ける事を好まなかった︒
誘因に成るのであった︒

深く憂ひた母は医師に計って純毛の下着を着せる事にし

と︑二階の書斎から何かいふ父の声が聞へた﹁オャッ﹂と

た﹁何だこれば︑毛織だなＩ舶来ものなんぞわしば着
を曲げない父の気質をしり抜いてゐる母は直にそれを撤回

るにば及ばないＩ﹂かういひ出したが最期︑決して自己

／ ハ ヘ 、

聞耳を立てたが︑かなり隔たってゐるのではっきりしな
父の書斎へ駈上るともう法界節の音も遠く父は例の通り

い

机に面してゐた︒

て墓所に額いた︑幽明相隔てＬから既に三十有余年の今︑

去らんとして猶後ろ髪ひかる上思ひの私だった︒去る者は

いつもおもふのである︒

日々に疎しとは親と子の間には用ゐられない言葉であると

は朱引内ゆゑ最早土葬は出来ない︑只火葬の承だと語った︒

明治三十二三年の頃︑何かの話の序に父は本郷の麟祥院

﹁ウム︑若い者があんな事で生活してゐる﹂

私は末子で父に添ふ年の︑誰れよりも短かいものを︑百年

﹁今Ｉお声がしたの憾何で御座い童したの？﹂
﹁見るとまだ若い︑屈強な男だ︑それで一言訓戒したが効
能があったかどうかな﹂

しく︑﹁人は何事にも将来を慮るといふことを忘れてはな

後の話は聞くも胸痛むと歎くと︑父はいつものように優さ

らないのだ﹂と例を引いて慈愛のこもる声で慰められた︒

かうして︑たそがれのしばしを︑父と共に其静寂さの裡
に浸りつ入︑やがて雨戸を繰り終って下りるのが毎夕の日

そこで私は火葬は是非やめたい天にも地にも代へ難い人を

此父と別れて嫁し去った私︑かの源氏物語りにあらはれ

った︒父はそれから父祖の墳墓に遠くなく同宗で土葬の出

只一抹の姻と見なすことが出来ようかと︑悲しんだのであ

課でつた︒

た槙木桂の君より更に切なるものがなくてなんであろう

うＩ

風光が気に入ったが廃頼の甚しいので之を止め︑養源寺に

来る処をと捜し求めるうち︑青雲寺の明快でしかも閑雅な
我はとつきぬ父母おきて

うつせ染の世のならはしとすべをなゑ

例し静寂と発展とは相容れないものを︑如実に示してゐる

墓地を購ったのであった︒しかし今日では此処も年数に比

うな食物を好んだ︒

九十九﹂だといった︑酒は少しも用ゐないが酒客の悦ぶや

ず飯一口を残し︑これが即ち﹁毎餐一口を減じ生き得たり

は命のある間は国家に尽すのだからといって︑毎食時︑必

父は病気は自然が治すので医薬が之を療すのではない余

のは︑何とも味気ない心持にさせられるのである︒

︵西村会祖次女建築設計家・精一郎氏夫人︶

こなた︑あなた

神戸澄子
︵昭和皿・７五四二号︶

去る十八日に月は変はれど父の命日に好まれた花を捧げ
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った時︑東京では当時非常に珍しかった生田流事曲の名手

父は音楽に就てもある考を持ってゐた︒華族女学校に居

台へ行ったのみであった︒

た︒父が催し物に出向いたのは︑私の知ってゐる限り此舞

時問いと満足さうに見物されたのは誠にうれしいことだっ

させた︒昭憲皇太后が御琴に御堪能であらせられるので行

しかも︑名歌を抽き出して私に静かに詠じさせて聞くのが

に至るまでの歌人の和歌の内︑父の記憶されないような︑

父が病気に催って快方に向ふ頃︑万葉時代から明治時代

高野茂氏を熊本から招いて教授に当らせ︑又従来の淫座な

啓の折はいつも生徒の中から選抜したものに御前演奏をさ

和歌の染となった︒一首を読象上げると深く之を味はひ情

常だった︑始めは詩のみであったが︑後︑之れをやめ専ら

琴歌に代へて高崎正風翁等の作歌に新たに作曲させて用ゐ

やうに琴を台へのせ椅子によらせて弾かせたのであった︒

園から移植した牡丹が去年にもまして豊艶に咲き誇るのを

五月末の空がよく晴れた午後︑其の前年︑四シ木の吉野

﹁又歌を間かうよ﹂と言った︒

景を偲んで聞くのを楽し拳とした︑後年病気で臥床すると

せしめた︒又弾琴の姿勢を調のへる為め︑現今の演奏会の
父は壮年の頃︑寸暇を得て茎︑筆案︑横笛︑小鼓等を学

ことがあって其容疑者の出るのを憐んで︑爾来小鼓を手に

上洛中保管を托した藩邸の宝蔵内で如何なる故か紛失した

と斯様に歩むのは︑ほんとうに一年の内数ふる計りであっ

見ようと︑父は珍らしく庭に下り立った︒木蔭をあちこち

んだが︑ある年藩主より拝領した︑つ上じ胴の小鼓が父の

しないといふことであった︒謡曲はかなり長く学ばれたさ

はれる緑の色や匂ひにひかれて︑父は大きい松の下にある

た︑繁り合ふ若葉の枝々の間を縫って︑袖も染まるかと思

うであるが︑後︑私を名人梅若実翁に入門させてからは自
けるのを楽みとした︒雪降りしきる夜など燈火をあかく掲

書を丸善から持参したと︑もって来た︒父は静かに其の・ヘ

床凡に腰をおろした︑其の時取次ぎの者が訓へておいた洋

身が清又五郎や弥三郎に習った折のことなど思ひ出話に耽
げて﹁鉢木﹂などを連吟した時の嬉しさうな父の顔は何年

ゐるのである︒

︵西村会祖三女慶大法学部長・寅次郎氏夫人︶

話を傍にいる私に話して時の移るのを忘れたのを記憶して

ージを繰りながら欧洲に於ける宗教家︑道徳家︑聖者等の

経っても忘れ得ぬ面影である︒

私が梅若舞台の観能に赴く時︑父は折有一処に出かけた
のであった︒其頃は日本座敷の畳の上に其日だけ一畳毎に
父は梅若翁を始め其他知人等が挨拶に見えられるのを楽し

高さ四五寸位の低い木枠を組んで舞台正面を常連席とした︑

げに迎へ︑始終莞爾としてフロックコートの膝も崩さず長
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黒光りした艶やかな木目生地に︑黄色く輝やいた金泥で︑

会祖の美事な筆蹟で︑﹁座不有初鮮克有終﹂との八文字が

一行に書かれてありました︒裏にはたしか﹁泊翁道人茂樹

書﹂とだけ︑同じく金泥で署名してあったと記憶します︒

今から六十五年前︑明治四十四の春︑私は中学三年を終

くてたまらなくなりました︒しかもそれが︑亡くなられた

私は︑金文字で書かれた美しい菜を初めて手にして︑嬉し

失なわれた菜

西村幸二郎

えた十七歳の時︑会祖西村茂樹先生の四男謙吉さんが︑先

お祖父さんに当る偉い方が︑ご自分で書かれたのだと聞か

それ迄は菜などと言うものは使ったこともなかった少年の

生のご令弟西村勝三氏の養嗣子となられ︑後別家して亡く

されて︑いよいよ世にも珍らしいと喜んだのでした︒

︵昭和別・加八六四号︶

なられたが︑廃家のままになっていたその跡を再興するた

しかし中学三年卒業程度の私には︑こんな難かしい漢文

の出典は五経の一つである詩経の﹁大雅蕩篇﹂と言うので

カンで︑さっぱり解りませんでした︒ところがこれが︑そ

を読むことも出来ず︑文意も勿論何のことだか︑チンプン

京都花園の第五中学校︵後の三中︶から︑東京の麻布中

を名乗ったのであります︒

め︑京都田中家からから入って︑複雑な手統を経て西村姓

学四年に転校した私は︑当時既に老境に入っておられた会

あり︑

すくな

つづくものは少ない﹂

﹁物事は初めのないものはないが︑それがよく最後まで

と読むのだと教えられ︑その意味は

克く終り有ること鮮し﹂

よ

﹁初め有らざること陳く

な

祖の未亡人とご一緒に二人で︑芝田町にあった会祖の三女
澄子さん︵次女霞江さんは中条百合子の母︶の婚家先の︑
ととなりました︒

慶応大学法学部長︑神戸寅次郎教授のお宅の隣りに住むこ
転校した麻中へ四月の新学期から通学し始めて間もない
頃︑あの有名な校長︑江原素六先生の格調の高い︑一回一

ていた私は︑ある日︑はしなくも千賀子未亡人から︑南国

るが︑それが終りまで全うして︑有終の美をなすものは

﹁人は誰でも︑何事も初めは兎も角手をつけてやって見

とか更に又

産の銘木黒檀で作られた︑長さ一五・六センチ︑幅三セン

少い﹂

回読み切りと言ってもよいような修身の名講義に魅せられ

チ位の︑薄く削った美しい板の采を一葉貰い受けました︒
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共に︑焼失したのかとも思われ︑今尚残念でなりません︒

の御位牌や︑和田英作画伯筆の大きな先代の肖像画などと

時︑ゆくりなくも︑失われた菜の﹁克く終り有る鮮し﹂の

に立って︑静かに過ぎ越したわが足跡を振り返えって見た

坂を登りつめて感慨無量でした︒私は一息ついた峠の頂上

えたのであります︒長い人生の旅路を辿り︑やっと八十の

か六十五年の歳月を経て︑昨年俗に言う﹁傘寿の賀﹂を迎

さん

翻って私自身は︑爾来世の波風にもまれながら︑いつし

ひるがえ

今でも眼前に浮ぶのであります︒

あの美しい金文字の色艶や︑書かれた詩の語句に至る迄も︑

しかしその印象が余りにも強かったためか︑菜の形から︑

と言うことでもあると説明されて︑世の中のことを全く知
うな

らなかったうぶな私は﹁成程︑物事はそんなものかなァ﹂

この詩句は云う迄もなく︑人生行路の一指針であり︑人

と額ずくのでした︒

間の弱点への訓戒でもありましょう︒

私は得意になって︑次禽と読んでゆく本に︑この菜を挿
しはさんで︑毎日のように眺めていたため︑この語句は︑

文字通り私の﹁座右の銘﹂ともなって︑次第に厳粛味を加
私は会祖のご逝去︵明三十五年︑七十五才︶後に養子と

えて︑心の奥底に重々しく沈潜して行きました︒
なったこととて︑勿論その書一咳に接したこともなく︑祖父

語を思い起こしたのでした︒

く知らず︑その後になって︑未亡人や其他から語り聞かさ

とが︑殆んど中道にして挫折し︑俗に言う﹁尻切れとんぼ﹂

小は趣味︑噌好︑遊びの末に至るまで諸事万端︑大抵のこ

つらつら顧みると︑大は人生の目的から︑学問︑修養︑

けいがい

が一体どんな方であったか︑又そのお仕事に関しても詳し
れて︑漸やく少しづつ知識を得た程度でありました︒こん

いか︑人生は二度来らず︑時既に遅く︑今からではもう︑

てならないのであります︒しかも困ったことに年取ったせ

欠如と努力の不足等による結果ではなかったかと悔やまれ

のくせに面倒臭さがり屋︑更に度重なる病弱による気力の

思うに性来の意志薄弱︑加ふるに移り気で無精者︑凝り性

あの乗の語句は終に吾を欺かなかったと悟ったのでした︒

になって︑﹁終り﹂を全うし得なかったことばかり多く︑

な私が︑いの一番に出喰わしたこの菜の詩句は︑なぜか亡
れたかのように思われ︑強く且深く印象づけられ︑六十数

き祖父の会祖から︑直接言葉をかけられて︑親しく教訓さ

ところが︑この大切な乗は︑私が社会へ出てから勤務の

年を経た今日︑尚︑忘れられないのであります︒

関係上︑内外各地を転々としているうちに︑いつの間にか

やり直しはきかないと思うと︑﹁座右の銘﹂にまでしたこ

紛失して了いました︒或は終戦直前︑家族引き連れての満
て荷物が全焼した際︑養子縁組に就て譲り渡された︑先代

州赴任に当って︑下関の埠頭倉庫で︑敵機の焼夷弾を受け
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﹁終り﹂に別れを告げ度いものと︑頗る虫のいい望柔を抱

ない︒これから死に至るまでの︑短かい余生を如何にして

くようになりました︒そしてこん度こそは︑あの失われた

心豊かに生きるかを考えたのです︒その結果︑数ケ条の項

ところが八十路を乗り越え人生の胸突き八丁に眼を転じ

菜の﹁克く終り有る鮮し﹂との悔を再び繰り返えさないよ

の語句から来る圧力とも言ったものを強く感じ︑時には自

て﹁余生幾ばくもなし﹂と言う言葉が︑ひしひしと実感と

目を掲げて︑之が実行を企て然る後︑心安らかに人生の

なって胸に迫り︑そればかりを真釧に考えるようになった

など︑かれこれと決意したのであります︒

うに努力しよう︒又従来の悔をも︑少しでも取り戻し度い

した︒

のに︑吾ながら驚ろき︑長い過去を回想して悔んだ心を︑

分に対する憤りをさえ覚えるほど︑老いの胸を痛めるので

この極めて短かい余生によって︑少しでも慰め︑救う術も

以上私は最近八十路の峠を越すに当って︑会祖が遣され

日本弘道会の創立百周年に相当し︑奇しくも︑その記念祝

耽ったのでありました︒ところが︑たまたま︑本年はわが

た一葉の乗の詩句をふと想起して︑そこはかとなく感慨に

思えば︑私には最後にただ一つ大切な﹁終り﹂がまだ残

のでした︒

がなと考え乗の﹁克く終り有る鮮し﹂の戒語に思い至った

されている︒神の定め給うた何人と雌も避け得ない︑この

ぬ不思議な繋がりを感ずると共に︑祖父が︑菜による戒訓

への私の怠慢を︑改めて警めて下さったのではあるまいか︒

典にもめぐり会えることとなったのは︑祖先との眼に見え

かくて︑先に失われた乗はここに再び発見されたとも思い

﹁人生の終り﹂ｌ死ｌが︑大きな口を開けて待っている︒

母より生命を授けられ︑誰も同じように︑何一つ考えるこ

なされるのであります︒

人は生に﹁始って﹂死に﹁終る﹂不思議な宿命によって父
ともなく︑裸一貫でこの世に生れ出て︑人生を﹁始める﹂︒

えたいと思います︒

私は今回の日本弘道会の百周年に当って︑次のように考

生れた後は︑夫々の運命に弄ばれながら︑苦楽様炎の一生
を過ごして︑逃れられない死に辿りつき︑色とりどりの生

本会の会祖︑泊翁・西村茂樹先生が︑明治の蕊明期にあ

を﹁終る﹂のである︒死に臨んでの思いは︑千差万別であ
ろう︒この必ずやって来る最後の人生の﹁終り﹂こそ︑こ

﹁東京修身学社﹂を設立して︑巷に獅子呪せられたのは︑

って︑逸速く倫理道徳の必要性を高らかに唱え︑明治九年

よ

れを﹁克き終り﹂たらしめて︑有終の美をおさめることが︑

これこそ正しく本会の﹁始め﹂を築かれた訳であります︒

私に残されたただ一つの機会でもあり︑又そうすることが
人として大切なことではないだろうか︒今からでも遅くは
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を乗り越え︑ここに百年と言う稀に見る目出度い祝典を盛

爾来その後の継承者達の尽力によって︑よく一世紀の年月

いて︑﹁克く終り有り得た﹂のであって︑真に﹁有終の美﹂

大に挙行することが出来たことは︑同詩句の警めを守りぬ
をかち得たと言うべく︑会祖も地下にあって︑あの美涛を

（旧・東京府下南葛飾郡寺島村一現・墨田区東向島町一に

撫しながら︑さぞお喜びのことと想像するのであります︒

更に又︑この百周年を期して︑改めて昨今の憂うべき世
備えんとすることは︑これぞ再び新時代に︑本会の第二回

相に鑑桑て︑会の定款や綱領に改訂を加え︑将来の躍進に
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の﹁始め﹂としての一歩を踏桑出したと見るべきではない

在ったご自邸二階の一室）

でせうか︑今後は徒らに消極的に︑無事平穏の桑を願って
炎たる闘志を今日に生かして︑積極的に世道人心を導いて

曇如たることなく︑あくまで会祖の精神を躍らせ︑あの烈
こそ︑本会としてこたび﹁克く終り有らしめ﹂﹁有終の美﹂
︵西村会祖養孫現・本会会長︶

を結び得るのではないでしょうか︒

西村泊翁先生が常に執筆・読書に耽けられた書斎

かんぱ

千葉県石橋香峰
︑︑︑永

︵評︶これといったけれん味は全く無く︑真実を真実として

○紫蘇の葉に包桑しお結び芳しき
素直に描いたことがこの句を成功させた所以である︒そ
れにしても包んだものが海苔とかおぼろ昆布とかであっ
たなら平凡な句となったであらう︒紫蘇の葉というので
ひが

俄然面白くうつくしい佳品となった︒

風鈴のよき音に僻桑心消ゆ
朝風に風鈴の音機嫌よし
風鈴に朝の静座の余念なく

千葉県鈴木とよ女
○山菜の色あざやかに膳涼し︲
にもまさる美味であり︑すがノ︑しく涼しい︒

千葉県田村春風

○秋立つや覧に風のまじる音

のは︑上シつらの写生ではなく作者の澄み切った心の奥

︵評︶党を落つる水の音に風の音がまじってきこえるといふ

底で捉へた逸品である︒

碧天に灯台白し今朝の秋

秋めくや雲さまざまに変りゆき

寝覚めよき児等のたはむる秋の蚊帳

千葉県田村隆村

︵評︶祭の句としては珍して面白い︒笛を吹いている本人は

○男前見せて祭の笛を吹く

た箕一心に心をこめて笛を吹くことで胸がいっぱいの筈

だから︑自分の男前を見せびらかさうなどとは恐らく考

えても見ないであらう︒しかし第三者たる作者がその様

ス︾ｏ

に思へたと叙したのである︒微笑ましく面白い一句であ

幽谷の水を集めて滝白し

空蝉や古寺に由緒の一本松

千葉県飯田前堤

○箱庭の樹盈をゆさぶり初嵐

には始めでの出合である︒恐らくこの作者のみの独創の

︵評︶箱庭の樹々をゆさぶる初嵐のこの様な句には不肖選者

LJ.oノ

篠塚しげる選

︵評︶つ上しまやかなお膳は山海の珍味を蒐めた如何なる膳

空蝉や子等は巣立ちて遠く住む
野球戦汗の手に抱く優賞旗
農衣脱脱ぐ土間に落ちたるいぼむしり

／庁の、

弘道俳壇

一本の道どこまでも稲の花

栃木県渡辺清香

耳奥に残る玉音終戦日

移りゆく秋雲心あるごとし

城山に城なく萩の花盛り

作品と言ってよいであらう︒

蝉時雨五臓六脈にしみる美酒

千葉県青柳弥生

月光を掬すすべなき破れ芭蕉

きく

袖通すとき亡父匂ふ秋裕

ちち

露野秒々月つ上ノ︑とあげにけり

くようｊｆ１

地蔵盆供御は芋の子芋の葉に

くこ

蝿や帰錫の僧に燈高し

選者近詠

一朝の栄華なりけり牽牛花

けんぎうか

雲の峰牛の姿に現れし

木犀の香に安住の庭を掃く

千葉県加藤刀水
○此の路を行くは我のみ虫しぐれ
感ずる︒

︵評︶﹁我の象﹂と言い切ったところに作者の昂ぶりを強く

棲永古りし門に白梅昏れ残る

東京都逆瀬川傘火

豪邸の池巡らして咲くあやめ
○玉の汗削る加くに拭いけり
︵評︶﹁削る如くに﹂の措辞が宴に新鮮で面白い︒

千葉県佐藤三千子
青き藻の灯火に映ゆる金魚かな
夕立や両手頭に子等急ぐ
ちち

千葉県野平英一

迎火を早目に焚きて亡父を待つ

盆僧の両袖広く廊渡る
江下る燕は水面すれノ︑に

孟宗竹の筏の児等は皆裸
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宮崎市壷井秀生

庭石に趣を休むるトンボゐて羽脈の影のあざやかに透
く

埼玉県相沢正直

墓地を買ひ墓石も刻み八十のわれ弥陀来迎をまつも寂
しや

わが宮の寛保の治水碑またの名は刀称上流以南修治告

史蹟とし広く知らるも鷲の宮の境内かざる寛保治水碑

治水碑と呼びて伝へぬわが宮に毛利侯寄進の石燈台壱

成の碑

見ゆ

埼玉県鷲宮葛人

韮

すべては

年ふるも朽ちず残れりたましひをこめて仕上げし事の

し残せば
みち

霊魂の不滅を悟りおこたらず仕へ奉らむゑたま祭りに

よい

簡天儀の解説あわれ刊本の﹁賛語﹂に洩れてひそと残
れり

満天の星きらめきて双渓の瀬音さやけし梅園の村

市原市加藤己之

古稀の夏遠く来たりて親しみぬ初対面なるマヌカン・

す

ーロッパの日を

日なか歩き日なか休みて老いの身をいたわりにつつヨ

めに今日も

ひそと立てり小便小僧華一艶なるグラン・プラスをしり

ビスにも

五月雨の晴間を飾る紫陽花に狭きわが家の径狭めらる

早天の続きしあとに雨ふりて咽ぶばかりに泥土の臭ひ

選者詠

夜々に太陽・ぐる惑星の軌道たしかめしここ梅園の庭

テイコ・プラーエ日毎親しき名となりぬ梅園学にえに

つ

胸鳴りぬ西片町の古書店に稿本﹁賛語﹂ありと聞きつ

ふるさとの村はあらかた川植終え梅雨の晴間に双子散

古ﾉ￨￨哲史選

菖蒲咲く池の汀に夕映えのうつらふ中に今しわれ立つ
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弘道歌壇

キヤナル

革底の痛拳気づかい運河沿ひの石だた承みち今日も歩
詮つ
↓︑ヌカン・ビス︵小便小僧︶は︑ヘルギーの首都ブラッセ

ルの繁華街グラン・プラスの片隅に立って今も小便を
たらしつづけている六○センチ足らずのブロンズ像︒

とで︑彼も日本の近代化に貢献した徳川末期の科学者・思想家

一六○一年喪のデン一︑−クの天文学者︒地球は静止して大陽が

であった︒﹃賛語﹄はその代表作の一つ︒テイコ・ブラーエは

一日に一回西廻りにまわり︑その太陽の周囲を惑星が一年に一

回東廻りにまわり︑恒星は地球の周囲をまわっているという天

体観を持っていた︒梅園の天体説もこれと同一であったが︑梅

園はテイコの天体観を知っていたのか︑偶然に一致したのかは

あきらかでない︒第五首目︑原作は﹁簡天儀名は高かれどその

選者寸感

八月十五日の昼成田空港を出発︑二カ月間にわたるヨーロッ

ふみは﹃賛語﹄離れてひそと残れり﹂で︑名高い簡天儀を解説

した﹃賛語﹄の﹁庫儀第五﹂という節が刊本から脱落したまま

パ周遊の旅に出た︒弘道歌壇の歌稿四通を持参したのでオラン
ダのライデン市の宿舎で選をすることになった︒オランダは日
本が開国し近代化の道を踏み出すに際してたいへん貢献した国

ょっと解しにくいと思う︒それで意味がわかるように直したが

多くの人に読まれないでいるのを歎くのが原作の意図だが︑ち

加藤氏の第一首目﹁続きしあとに雨ふりて﹂は原作では﹁続

作者には不満かも知れない︒

で︑現在私の泊っているインター・ナショナルセンターの二︑

信道が勉学に通った家がそのまま残っている︒ライデン大学の

きし後の雨にして﹂︒余り違わないが︑まわりくどくない表現

三軒隣りには︑かつてフィッセリング先生が住み︑西周︑津田
図書館や国立民俗学博物館にはシーポルトが日本から持ち帰っ

るが︑﹁寂しや﹂はなんとか出来ないものか︒弥陀来迎をまた

をねらった︒第五首目は前にも同じような作があったと記憶す

れるのだから有難いとか︑かたじけないとかの境地になれない

た書籍や動植物の図譜などが豊富に所蔵せられている︒民俗学
リック氏はかつての駐日本オランダ大使の令息で︑日本のこと

博物館には日本の部もあり︑現在の部長Ｗ・Ｒ・ヴァン・グー

ものか︒

小生の四首は旅行中の試作で未定稿︒オランダやベルギーで

×××

にくわしい︒今年中に館長に昇任するらしいが︑ヴァン・グー

は水をし象こませる必要から石だたみ道が多く︑靴底の痛みが

リッグ氏のほかライデン大学には日本学の専門家が多く︑揃っ
に滞在したあと西ドイツ︑南フランス︑ス︒へイン︑ポルトガル

て日本語が上手である︒わたしはあと一週間ばかりライデン市

早いようである︒

ところで︑初めの壷井氏の歌稿に見える梅園は三浦梅園のこ

を歴訪するが︑さいわい今のところ元気でいる︒
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合云生ロ
鯵﹁いしずえ預金﹂ご寄付者芳名
金弐万円也戸辺好郎殿︵千葉県︶
金壱万円也永松孝信殿︵東京都︶

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶

◎会費領収報告
︵麹解和銅拝ｗ朋鉦卵敬称略︶

東部支会

○藤沢武助︵記−３︶○高木積善︵記−３︶

○岡田秀夫︵銘−３︶○菅谷暗二郎︵鴎−３︶

○並木一二︵記−３︶○荒原良善︵昭三３︶

○越川与兵術︵記−３︶○高橋克忠︵詔−３︶

○高木利雄︵記−３︶○菅谷光雄︵記−３︶

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

ご都合で必要の向は︑ハガキでご請求下
さればお送りいたします︒
２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数は会費最終月です︒

○野平てい︵記−３︶○高根栄一︵弱−３︶

○菅谷万蔵︵記三３︶○菅谷さか︵詔−３︶

○佐藤吉保︵昭一３︶○安原茂︵記−３︶

○岩立博︵詔−３︶○岩立義男︵記三３︶

︹東京都︺

平野章一︵記三ｍ︶鮒持恭子︵師一哩︶

○奥村貞子︵詔−７︶清水文平︵弱三１︶

○菅佐原伊右衛門︵昭三３︶

○宇井栄二︵記−３︶○森田信行︵昭一３︶

○青柳よし︵銘−３︶○穴沢宗一郎︵記−３︶

吉原須美子︵記−９︶○松本孝二︵昭三９︶

○鈴木義高︵記−３︶○柴田寛一郎︵銘−３︶

渡辺誠︵記−３︶三シ橋愛子︵切言９︶
︵以上一︑五○○円︶

○林信行︵詔−３︶○宇津木良之︵昭一３︶

○宮崎勇︵記−３︶○高木喜兵衛︵昭一３︶

田中実︵記三４︶︵三︑○○○円︶

○宮崎操︵記−３︶︵以上一︑五○○・︶

︹神奈川県︺

山室忠臣︵師一ｕ︶︵二︑五○○円︶

○宇都宮美房︵記−７︶︵一︑五○○円︶

睦沢支会

︹秋田県︺

佐藤賢治︵昭一３︶︵三︑○○○円︶

古田寿記︵調−９︶丸山良夫︵調三８︶
林芳雄︵昭一８︶︵以上三︑○○○円︶

︹栃木県︺

蔵前荘一︵記一ｕ︶︵一︑五○○円︶

︹鹿児島県︺

宮川佳久︵師−９︶︵一︑五○○円︶

塩田泰克︵帥−６︶︵四︑五○○円︶

︹千葉県︺

渡辺梅子︵弱−７︶︵三︑○○○円︶
○寺崎太一郎︵昭一９︶千葉保次︵記−３︶
︵以上一︑五○○円︶
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金六千円也丸山徳三郎殿︵神奈川県︶

､

｜敬
敬弔
弔一
会の発展にご貢献された氏は︑去る六月二

中条国男氏評議員として長年に亘り本
十八日急逝された︒行年八十二歳︒氏は現
在の弘道会会館の設計を担当された故中条
精一郎氏のご令息で第一級の建築設計家と

会長より今回の改葬法要挙行に当っての経
に法要が行なはれ︑終って各自焼香︒この

緯について挨拶があったのち︑本堂で厳か
頃より朝来降り続いていた雨もぴたりとや
に移り︑今回新しく建設された根府川石の

んで︑まさに会祖日和︒引きつづき墓前祭
墓誌︵横師叩︑︑縦の逸品︶もクッキリと

西村会祖ご夫妻のご戒名宗徳院殿弘道泊

翁大居士貞松院殿堅操寿栄大姉を浮き
これで千賀夫人も漸く五十八年振りで宿

出していた︒

（左方に墓誌が見える）

してご活躍されていた︒突然の赴報に接し
痛恨のかぎりで︑謹んでご冥福をお祈りい
たします︒

願を果たされたことに思いをいたして一同
量︒
︒記
記念
念写
写真
真撮
撮影
影のの后后
感無量
︑︑上野・池の端
て懇談会に移り︑しばし懐

湖畔﹁東天紅﹂に席を改め
旧︑追憶談に花を咲かせ和
気あいあいのうちに午後三

なお︑この席上西村会長

時散会した︒
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︵なお︑ご遺族は千葉県佐倉市井野一三七五

住いです︒︶

ノ十︑志津グリーンヒルＢ棟二○一号にお

西村会祖千賀夫人改葬法要記
文京区麟祥院墓地内の西村会祖千賀夫人
のご遺骨を会祖の墓所養源寺に改葬の事は︑
ましたが︑このたび漸く実現するにいたり︑

故野口前会長当時からの懸案となっており

人の結婚式のようだと述べ

られ︑故人を偲んで懐かし

が今回の改葬は恰かも御両

さに喜びを新たにしておら

その法要を時節がら極く内輪に執り行ない
この日九月八日は恰も夫人千賀様の五十

ました︒

八年目の祥月ご命日にあたり︑文京区・養

つ︽に○

れたのは極めて印象的であ
一時当会関係者並びにご遺族が参集︒西村

源寺に於て︑朝から小雨の降る中を午前十

右はこのたび建設された会祖・西村茂樹先生
並びにご令室の墓誌。
左は東京都指定史跡の会祖・西村泊翁先牛墓。

会員だより

東京都岩崎晶

によるもので︑岡崎の守護神竜城神社にち

宮遺訓碑は岡崎石材工芸研究所のデザイン

ただき︑九月九日に伝達されました︒本支

坂田道太殿から七月十九日付で感謝状をい

田県保護更生協会に寄附されて︑法務大臣

会の名誉であり︑その御高志を敬服申し上

な象頭部に双竜を彫象︑寿万年と云われる
大亀の台上に建っている︒そしてこの碑の

げると共に心より慶賀いたします︒

弘道誌第八百九十九号所載﹁私の信条﹂

各氏各様夫禽のご所見誠に典深く拝見しま

文字が当・日本弘道会第四代会長徳川達孝

に生なましさすらあるではないか︒まるで

だった︒筆勢︑墨色共に鮮かに映えて︑妙

ぽく︑ルビ用細罫のない桝目ばかりのもの

までが興趣深いものだった︒罫の色が赤っ

そのような原稿なのである︒使用の原稿紙

おられない︒講演講話の類に至るまでが︑

のものである︒一点一画もゆるがせにして

に︑きちんと書かれていた︒正に凡帳面そ

筆で一宇一宇丁寧克明に原稿紙の桝目の中

自筆原稿類を拝見させて戴いた︒それは毛

先般日本弘道会所蔵の泊翁御自身による

佐倉市日野誠

︵秋田県・能代支会長︶

した︒就中︑冒頭里見諒氏の﹁無信条﹂な

横浜市藤田三郎

が判然としなかったのですが︑西村会長さ

私は銀行会社の考課状を見ても貸借関係

︵﹁弘道﹂抑号﹃東照宮の遺訓に学ぶの追記﹄として︶

ない︒︵特別会員︶

当会として真にくしき因縁と云はねばなら

伯︵田安家︶の筆になるものであることは︑

る言は実に﹁禅の公案﹂の如くにして︑亦
画で轡えれば﹁瓢箪を以て鮪を取るの図﹂

を思い出させました︒雷電の光春風を斬る
の感ありでした︒
︑︑︑︑

今は巷間の綜合誌は概ね十月号は九月十日

んの﹁信条ぱなし﹂を読んでいくらか判る

次にささやかなる提案をいたします︒昨
に発売されており︑早きものは二ヶ月前に

はすばらしいお父さんにはぐくまれ︑その

発刊される類のものもあります︒

弘道誌の月号は何時も見まする毎に︑少

らるる由誠にうらやましい次第であります︒

遺訓を守られて社会奉仕に毎日を送ってお

ようになりました︒それにしても会長さん

だ月遅れ雑誌の感ありです︒逐次番号があ

○００Ｏ○

りますからして寧ろ月号は割愛しては如何

これが弘道七・八月号を読んだ私の感想で

︑︑℃

かと存じます︒その方がすっきりして爽や

書かれた直後と云ってもよいフレッシュな

たび退任を機会に更生保護事業運営資金と

会長として活躍しておられましたが︑この

いだ︑秋田県山本郡八森町の保護更生婦人

きりする︒正に篭嘆である︒

だけでも︑泊翁という人物の非凡さがはっ

克明なものなど作らぬであらう︒この一事

のメモ用草稿などには︑こんなに丁寧且つ

った︒通例︑普通の人物ならば︑講演など

印象である︒とにもかくにも︑私は頭が下

して多額の金額︵拾万円︶を︑財団法人秋

本会々員である工藤ミヨさんは永年のあ

能代市渡部文雄

す︒

上げた処です︒︶

かであります︒︵この事は研究会の席上にても申し

舷に会員諸賢の大方のご賛同を得たく︑

︵終身会員︶

禿筆を撫しましたる次第でございます︒

描浜市加藤嘉三郎
岡崎城前に昭和十一年建立せられた東照
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﹁弘道﹂勉強会のご案内
︑月調日︵金︶午後４時釦分１６時

第九回勉強会
３月３日︵木︶午後４時１５時鋤分

日本弘道会の﹃綱領について﹄

司会者西村会長

日本弘道会ニュース

国立国会図書館で

﹁名称西欧学術の追求﹂

個人文庫展開催

幕末から明治初期にかけて︑西欧学

術の追求の面で優れた事績を挙げた先

催されます︒

覚者八人の個人文庫展が左記により開

八人の中には当会会祖・西村茂樹先

式﹂い︒

生も含まれております︒是非ご参観下

皿月塑日から︑月釦日まで︒

とき

毎日午前︑時から午後５時まで︒

東京都千代田区永田町１１ｍｌｌ

ところ

︵電話刑

二三四一︶

国立国会図書館六階講堂

展示賃料

西村茂樹︑渡辺華山︑畠山義成︑鮫

圭介・篇太郎の各旧蔵文庫のなかから︑

島尚信︑塩田三郎︑白井光太郎︑伊藤

展示される︒

それぞれ特色ある資料︑約一二○点を
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第六回勉強会

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

皆様の多数ご参加をお待ちしていま

＊好評の﹁弘道﹂勉強会をつづけます︒

費は不要です︒

○その他；・軽食の用意があります︒会

し込染下さい︒

○申込先⁝本会事務局に葉書または電
話で期日一日前までにお申

○会場．：西神田・日本弘道会本館会
議室

て﹄をテーマとします︒

＊来春は手初めに本会の﹃綱領につい

○

︵最終回︶

司会者西村会長
第七回勉強会
午後４時１５時訓分

弼年１月鋤日︵木︶

司会者西村会長

日本弘道会の﹃綱領について﹄
第八回勉強会
２月Ⅳ日︵木︶午後４時１５時訓分

日本弘道会の﹃綱領について﹄

司会者西村会長

す

￨

編集後記
○東京では︑月１日の中秋の名月を珍らし

うべく︑歴代の会長︑役職員並びに会員の
と胸に伝はって参ります︒

方々の努力して来られた息吹きがひしひし

く堪能することが出来て︑そのあと二・三

全部に目を通したうえで﹁目次﹂にある通
り︑掲載文を四つのジャンルに分類しそれ

○本号の編集方法は︑先づ七十二冊の合本

秋が深まって参りました︒

日快晴の日が続いたかと思うと︑めっきり
○本号は丁度九○○号にあたりますので︑
これを記念して特別号を特集いたしました︒

の時代を生きぬいて来たことは︑わが国文

役員・顧問

会長

慨岡

理事片山

石井

鈴木一

茂木啓三郎

荒井元吉

小谷隆一

大久保利謙
士旧健次郎

入江徳郎
西村幸雄
大鳥正義

評議員︵イ員順︶

監事

顧問

西村幸二郎

古川哲史

鈴木勲

︵耶務局焚︶

渡辺蕪

生平幸立

文昌孝庶現辰正忠呑
平也繁三￨刊吉三久之峰

l

四三一七

郵便番号一○一

振替口座東京四

魁話︵二六こ○○○九番

発行所謝姻日本弘道会

東京都千代田区西神旧三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代川区神川神保町三ノー○

発行人西村幸二郎

細集人片山油一

昭和五七年十月一五日発行年会饗一︑五○○門

昭和五七年十月一○日印刷定価二五○円

大杉篠小松谷岡堀新石
槻浦塚出平「IIH旧美橋

本誌が明治・大正・昭和三代にわたる激動

化史上特筆さるべきもので︑本会の創立
者・西村茂樹先生の偉大な事絞として今更
らの如くに追慕の念を深くいたします︒

○〃巻頭の言葉″で西村現会長が説いてお
られるように﹁雑誌発行号数の多い丈けが
能ではなく︑最も大切なことはそれが所期
の目的を果しているかどうか﹂にあるので
あって︑この辺で一つ九○○号の足跡を振
りかえって見て︑それが︑これからの﹁弘
道﹂編集の指針ともなれば⁝⁝と考えたわ

おねがいします︒︵渡辺薫︶

お示しを体して︑教与ジャーナリズム界の
最長記録保持者としての栄光を損じぬよう
この特集を機として弘道精神の一層の近代
化を意図しながら︑編集室一同更にさらに
努力精進する決意を固くしている次第︑今
後とも会員各位の一層のご支援︑ご鞭錘を

．：﹂と口癖のように申された野口前会長の

ぞれの代表的文章を抽出しました︒どれも
これも名諭︑卓説︑佳篇ばかりなのでその
取捨選択に大いに苦心したことはご想像い
ただけると思いますが︑限りある紙巾の制
約上如何によいものであっても長文のもの
は最初から涙をのんで割愛︒原則として三
頁以下の字数のものに絞ることに割り切ら
ざるを得ませんでした︒このようにして桃
別した結果のものは︑ご覧の通り何れも金
中のまた鐸々たる名篇ばかりと自負してお
りますが︑今回の企画の意図したところを
お汲み取りいただければ幸いです︒
○現下︑汗牛充棟もただならない出版文化
の中にあって︑これからの本誌の編集は会
員層の巾も広いこととて仲々六ケしいもの
がありますが﹁内容は高く︑文章は平易に

けです︒

○これまでの既刊会誌の冊数は公称九○○
冊︑ただし実数は一︑○四○冊︒この合本

七十二冊Ｉ初号大の﹁弘道﹂の金文字が
プレスされたクロス張りの巾広い背表紙
ｌが編集室の書架にずらりと並んだとこ
ろは将に圧巻で︑過去三代にわたる︑どの
年代のものを繕いて見ても︑その年輪の重
みは一号一号が文字通り生きた教化史と言

干 満
明術一

0

ー三一

里 一

徳
教

明治の精神

目次

価︶

送料
二五○円

−

Ａ５判一六○頁頒価一︑○○○円

・性格・その周辺︶

目白学園女子短大教授・日本道徳教育学会理事・日本弘
道会理事の著者が多年の教育実践の経験から︑現代の道
徳教育の意義・性格・歴史を通して︑学校道徳教育の方
針・計画・指導について詳細に述べられた︑教育現場の
ための必携の書！

作︒

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︑元田永学等の記録を通して︑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

送料
二五○円

徳の時間﹂ の計画・指導
作り方︑﹁﹁道徳の時間﹂

計画︶

教育の目標 ・学校道徳教

の案今育道意
評の道の徳

片山清一著

育

目白学園女子短大教授
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文学博士古川哲史箸四六版一九三頁頒価一︑五○○円
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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︑元田永手覚書︑一夫一婦論者としての元田永手
四︑明治末期の若い精神︑魚住影雄と和辻哲郎
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