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日本弘道会創立130周年記念式典で式辞を述べる鈴木勲会長。来賓席は
右から近藤信司文部科学審議官、ドイツチュービンゲン大学教授アイゼ
ンホーファー・ハリム博士、安嶋弼修養団特別顧問の各氏。
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式典会場(学士会館）に全国から集まった参列者全景。

−蜜慰

弘之・中村正価らと相図り

礼・福沢諭吉・西周・加藤

茂樹先生は︑明治六年森有

川本弘道会の会祖・西村

会祖西村茂樹先生小伝

篤裁

日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
皇室を敬愛すること︑同法を守世界の形勢を察すること︑国家

信教は自由なること︑迷信は排

ること人類の将来をおもんぱかること
除すること

思考を合理的にすること︑怖操政治の道義性を高揚すること︑

を美しくすること経済の倫理性を強調すること
こと

1

学問を勉めること︑峨務を励む

教養を盤かにすること︑兄識を川然の美と恩沢を蝋屯するこ

財物を貧らないこと︑金銭に清と

養うことと︑資源の保存と開発を図るこ
唯なること
家庭の訓育を砿んずること︑近

一善一徳を積むこと︑非理非行の一般的関心を促すこと

親相親しむこと教育の適正を期すること︑逆義
に航しないこと
健康に留意すること︑天寿を期

すること報道言論の公正を求めること︑
て身を貫くこと

信義を以て交わること︑誠を以社会悪に対し仙諭を高めること
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社団法人日本弘道会創立百三十周年記念式典

式辞

会長鈴木勲

本会は︑明治九年︑西村茂樹先生が数名の同志とともに興した東京惰身学社を濫嶋とし︑本年は通算して百三十

年を迎えることになりました︒この記念すべき年に当たり︑本日ここに︑文部科学大臣はじめ御来賓をお迎えし︑

全国各地からの会員各位の御参会を得て︑本会創立百三十周年記念式典を挙行できますことは︑まことに欣快に堪

えないところであります︒御多用の中御臨席頂いた御来賓に御礼申しあげますとともに︑今川表彰を受けられる功
労者各位に改めてお祝いを申し上げます︒

さて︑西村先生が東京惰身学社を興された時代は︑新政府の基礎が定まらず︑不平士族の反乱や西南戦争の前夜

でもあり︑物情騒然たる中で︑独力を以て新しい国民道徳を樹立しようとされたのは非常な決意であったと思われ

ます︒先生は明治三十五年七十五歳を以て長逝されますが︑その志が必ずしも生前に達成されないことを覚悟し︑

臨終に際し︑﹁吾れ百年の後に知己を侯つ︑敢て今日達せざるを嘆かず﹂と︑望みを後枇に託されました︒

それからの百年は︑国運を堵した二度の大戦そして未曾有の敗戦という経験を挟んで︑正に波澗万丈︑恐らく西

村先生も予想せざりし一世紀でありました︒しかしその間︑Ｈ本弘道会は先生の志を胴ぎ︑道義立国の理想の一灯

を絶やすことなく守りぬいて今日に至っております︒その間︑創立百周年には第七代野口明会長による綱領の改正︑
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︾創立百十周年には第八代西村幸二郎会長による日本弘道会ビルの建設という偉業を達成し︑本会の精神的︑財政的一

一

︾基盤の確立に貢献されました︒また︑創立百二十周年には十年の歳月をかけて﹃日本弘道会百十年史﹄を刊行いた唖
助ｑｌｌＩＩ﹄目Ｆ田︑ＩＩＩＩ１可〃〃

グ

唖しました︒

一改めて今回は︑会祖没後百年を記念し︑遣された彪大な著述・論文・訳書などを十巻の﹃雌洲西村茂樹全集﹄と一

一して刊行することを企画し︑思文閣出版の協力を得て本年八月には第四巻までを刊行することができました︒これ一

一により会祖の学問と思想の真価が一層高く評価されるものと信じます︒また平成十年三月﹁心の教育を考える﹂を一

一テーマとして始めた﹁弘道シンポジウム﹂は︑昨年三月の﹁新しい社会ルールを求めて﹂まで毎年開催し︑道徳教一
一育の重要性や日本人の在り方生き方を広く訴えて参りました︒

一
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一また︑地方会員の努力により銚子支会が新たに加わり支会は十一となりましたが︑近く東北の地盛岡において新一
一たな支会の設立が予定されており︑支会活動の一層の充実発展が期待されます︒

一本日はこの記念式典において︑支会はじめ︑特別功労会員︑永年会員︑功労会員や団体を表彰してその労にお報一

一いすると共に︑ドイツの西村研究者ハネローレ・アイゼンホーファー・ハリム博士をお招きして記念講演と渡部昇一
︾一先生による特別講演会を予定しております︒両先生に改めて御礼申し上げます︒

皿これらの事業を通じて道義団体としての本会の歴史と伝統を明らかにし︑本会の存在を広く世に問うことといた唖
唖しております︒

最後になりましたが︑本会のこれまでの業績に対して︑このたび文部科学大臣から感謝状を頂きました︒これも一

一ひとえに︑これまでの先人と会員の努力の賜ものであり︑会員各位と共に御礼申し上げます︒

創立百三十周年を期に︑﹁人心を正しくし︑風俗を善くし︑国力を養い︑以て国威を発揚する﹂という道義立国一

一の理想の実現に向けて︑会員各位と共に一層の努力を続けるべく決意を新たにして︑式辞といたします︒

ｒ︑︑．︑ｉ⁝！︑︑︑︑！︑§！︑ミ！§︑！︑ミ！︑．︑︑！§ｉ⁝！︑︑ｉ⁝ｉ⁝！︑︑︑︑！︑︑︑ｉ⁝！⁝！⁝！ミｉ⁝！︑︑．ｉ⁝！⁝！ミ．！︑§！§︑！︑︑︑︑！§．！．§！§ｉ⁝一
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式辞

しげき

文部科学大臣伊吹文明

本日︑社団法人日本弘道会創立百三十周年記念式典が開催されますことを︑心よりお祝い申し上げます︒

社団法人日本弘道会は︑明治九年に西村茂樹博士により国民道徳の振興及び道義国家の建設を目指し創立されて

以来︑西村博士の精神を受け継ぎ︑一貫して道徳の振興と実践のため︑道徳研究会や講演会の開催などの活動を通

して︑日本の道徳の確立に取り組んでこられました︒関係の皆様のこれまでの長年にわたる御尽力に対し深く敬意
を表しますとともに︑心から感謝申し上げます︒

さて︑最近︑子どもが犠牲となり︑また加害者となる信じがたい事件の発生など︑社会全体の規範意識の低下︑

家族や地域についての価値観の変化などのため︑かつて考えられなかった社会秩序の混乱や︑温かくやさしく共生
する雰囲気が崩壊しつつあります︒

申すまでもなく︑社会は一人一人の人間から成り立っています︒安倍内閣が目指す﹁美しい国﹂を実現するため

には︑活力と優しさに満ちあふれ︑自由と自律の精神を大事にする人間を育てていくことが重要です︒そのために

私は︑これまで進められてきた心豊かで創造性に富んだ有為な人材を育むという︑いわば万国共通の普遍的な教育

の理念に加えて︑恥と共生の文化など︑日本が大切にしてきた伝統的社会規範の価値を︑もう一度見直すことが大
切であると考えます︒

このような認識に立ち︑教育基本法案の早期成立のため︑まさに教育の充実に真剣にお取り組みいただいている
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皆様方の格別の御理解を賜りたいと存じます︒

現行の教育基本法は︑制定以来︑半世紀以上が経過し︑東西冷戦の終結︑長寿社会の到来︑共生・地球環境の保

全など︑我が国をめぐる状況が大きく変化する中で︑道徳心や自律心︑公共の精神︑国際社会の平和と発展への寄

与などを︑一層重視することが求められています︒教育の根本を定める教育基本法を改正し︑これらの新しい時代

に求められる教育理念を明確にした上で︑叫民の共通理解を図りながら︑社会全体で教育改革を着実に進め︑我が
国の未来を切り棚く教育を推進してまいります︒

こうした中︑道義立国を掲げ︑道義の亜要性を訴え︑その実践杵及に努めてこられたⅢ本弘道会が︑創立而三１

（／ノ

周年を迎え︑その事業のますますの発展を期しておられることは︑誠に心強いことです︒Ⅲ本弘道会が︑今後とも︑

／ 局 、

我が国の道徳の振興のため一層の貢献をいただきますことを︑この機会にお願い巾し上げます︒

文部科学審議官近藤信司

枠恨誰沈

終わりに︑社団法人日本弘道会の今後ますますの御発展と本日御出席の皆様の一層の御活跳をお祈りし︑私のお
祝いの言葉とさせていただきます︒

窪

文部科学の

平成十八年十一川十一Ｈ

F露

祝辞アイゼンホーファー・ハリム

日本弘道会会長鈴木勲先生並びに会員の皆様︑おはようございます︒

会祖西村茂樹先生は︑百三十年前に日本の道徳の状況を憂慮され︑この名誉ある協会を創立されました︒今日は
この協会が西村茂樹先生の功績を偲び︑改めて創立を記念する日です︒

私は三十年ぐらい前に西村茂樹先生の理想︑思考方法︑道徳教育思想︑そしてそれを支える日本の歴史︑とくに

教育史に興味を持ち︑研究を始めました︒武士道ばかりでなく︑広く日本の思想と哲学に興味を持って︑これを研
究しました︒

今日は︑私にとりまして一番大切なＨです︒多年の念願がかない︑やっとＨ本弘道会の皆様とお会いできるから

です︒日本弘道会創立百三十周年記念式典にお招きいただいたことに心から感謝します︑この会が今後益々発展し︑
多大の成果を収める事を切に希望いたします︒
ありがとうございました︒そしておめでとう︒

︵ドイツ・チュービンゲン大学教授︶

（8）

ヤ

祝辞

揃

論争が行われるに至ります︒それは︑内村翁の予想の辿りでありました︒

育の腺点であったことは事実であります︒その後﹁教学聖旨﹂にも見られるように︑道徳の混乱が憂えられ︑徳育

われております︒﹁学問は身を立るの財本﹂などと︑功利的文言が見えるからでありますが︑しかしこれが近代教

﹁学制﹂は近代Ⅱ本教育史の金字塔であります︒判然とはしてはおりませんが︑その序文は福沢諭吉の筆ともい

ります︒

義の事に及ぶ者なし︒余心大に之を疑ひ︑消へらく︑此の如き教育は後来恐らく之に伴ふ弊害あらん﹂と述べてお

西村翁は︑明治五年の太政官布告﹁学制﹂の序文を読んで﹁其言ふ所専ら治産興業のみを主として︑一も忠孝仁

その所感の一端を申し述べたいと存じます︒

さて私は︑この席に臨むに当り︑西村翁の﹁日本道徳論﹂及び吉田熊次氏の解説を改めて通読致しました︒以下

じめ︑歴代の会長︑会員の皆様の御苦心︑御努力に心から敬意と感謝の意を表するものであります︒

Ｈ本弘道会創立百三十年の式典に当り︑その御盛会を心からお慶び叩し上げるとともに︑創立荷川村茂樹翁をは

鴫

﹁日本道徳論﹂を見て︑総理大阪の伊藤博文は︑明治新政を誹諦するものとして激昂したといわれますが︑それ

（9）

安

は恐らく伊藤の﹁洋癖﹂あるいは進歩主義に抵触したからでありましょう︒伊藤は道徳の混乱を社会の変化︑﹁世

変﹂に伴う︑やむを得ないものとして割り切っていたようであります︒かれは傑出した指導者でありますが︑その

後︑元田永学とも激しい道徳論争をしております︒ちなみに﹁日本道徳論﹂の講述された明治十九年は︑森有礼が
帝国大学令など四つの学校令を定めた年でもあります︒

次いで明治二十三年には︑十月七日に小学校令の全文改正が公布されて︑目的規定が明示され︑同月三十日には

教育勅語が下賜され︑翌十一月二十九日には大日本帝国憲法が施行されております︒もちろんこの三者は一体とし

て連動したのでありまして︑これによって明治新政は新たな節目を迎えたのであります︒

さて教育勅語には元来︑そうした題名がつけられていた訳ではありません︒内容から︑そう呼ばれたのでありま

す︒明治の指導者は︑いかなる﹁機軸﹂のもとに新しい日本を建設するかに苦心し︑その結論として教育勅語が下

賜になりましたが︑これは教育のみならず︑国政の基本でもありました︒そして教育勅語の根拠を﹁皇祖皇宗ノ遺

訓﹂に求めたことは︑憲法第一峰の天皇大権を﹁神勅﹂に基くとしたことと同様であります︒

なぜ教育勅語を必要としたかといえば︑日本の﹁国教﹂ともいうべきものは︑神道︑仏教︑儒教のいずれでもなく︑

西村翁の言葉によれば︑﹁道義の標準﹂あるいは﹁公共の教﹂が明確ではなかったからであります︒﹁大和魂﹂とい

う言葉がありますが︑これは元来︑﹁漢意﹂に対照される実務処理能力のことでありました︒しかし︑こうした﹁大

和魂﹂やまた本居宣長のいう﹁もののあはれ﹂を国政の機軸とすることはできません︒ここに日本精神史の特色と

短所があるといえます︒これを補足するために︑教育勅語や軍人勅諭が下賜され︑さらに武士道が重視されるに至っ
たのであります︒

すなわち西村翁は︑﹁日本道徳論﹂において今や武士道なるものが軽んぜられ︑忘失されていると慨いておりま

すが︑明治二十七年になると内村鑑三の﹁代表的日本人﹂が英文で書かれ︑そこに取り上げられている人物は西村

(10)

隆盛︑上杉膳山︑二宮尊徳︑中江藤樹︑日蓮でありました︒また明治三十二年には新渡戸稲造の﹁武士道﹂が英

文で書かれます︒この二つは︑キリスト者の眼に映った武士道でありますが︑西村翁を含むこの三人の著者は︑い

ずれも士族の出身であり︑その精神には﹁武士道﹂が通底しているのであります︒元々﹁武士道﹂は︑江戸時代の

三百年にわたり︑儒教を核として︑武士階層の中で熟成されたものでありますが︑明治中期という転換のときに当っ
て︑その普遍性が新たに認識されたのであります︒

さて明治期には︑四民平等の実現など社会に大変革がありました︒私どもは今これを実感することは困難であり

ますが︑ここ三︑四十年来の日本も︑民主主義や経済成長によって︑社会は大きな変動に見舞われました︒家族の

あり方︑男女の関係︑一雇傭の関係︑産業構造その他広く社会の根抵に変化が生じました︒道徳の足もとが変り︑今

それへの対応に迷っているのであります︒ここで私は︑西村翁が国民の品性を造るのに必要とされた勤勉︑節倹︑

剛毅︑忍耐︑信義︑進取︑愛国といった徳目に注目したいと思います︒それは明治三十八年芳賀矢一が日本人の国

民性として挙げた十項目に近いものでもあります︒いずれも︑武士道の眼目ともいうべく︑混乱した今日の灯明に

なるように思います︒ただこれらは主として男性の徳目でありますから︑問題は女性の徳目を今日どのように考え
るかでありましょう︒

以上︑西村翁を偲んでの私の所感の一端を申し上げた次第であります︒

︵修養団特別顧問・元東宮大夫︶

(11
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式典の部の司会進行役をつとめられた伊藤克巳監事
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日本弘道会創立百三十周年記念式典報告
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記念式典

二十八

§
識

平成十八年十一月十一日︵土︶︑社団法人日本弘道会創
一の学士会館において︑開催された︒

《

立百三十川年記念式典が︑千代川区神川錦町三

北は岩手︑西は佐賀︑島根と全国各地から参列された百
数名に及ぶ来賓︑会員が一堂に会して︑次の﹁式典次第﹂
前日までの晴天続きが朝から雨となる天候であったが︑

にしたがって記念式典が挙行された︒

に列をなした︒

＝

開場の九時三十分には晴れ晴れとした笑顔の参会者が受付
受付は︑来賓・受賞者と本会役員・特別会員・一般会員
の二つの受付を設け︑それぞれの参会者の対応に当たった
】

が︑続々と参会者がつめかけ受付も大忙しのいつときがし
ばらく続き若干の混乱がみられた︒

本日の晴れの受賞者をはじめ︑本会役員や特別会員︑支

§塗I

灘

V倶頁

剛

､
ノ

癖

̲･熟士一一

社政部分｜￨鳴団ケハゼ押田司部前始見会
会策科正州法ンリン政中文科にまえ関
教局学Iﾘj特人大ムホ策壮部学はるら係
育の省理別修学チ｜ハゥー科省、｜・れ者
課平生事倣養教ユフ促郎学の来liキ、も
長林派長｜川団授｜ア、生審近賓三式早
^iH学、、の、ビ1ア涯議藤の十典々
Ill吉習文￨H￨安財ン・イ学官信文分のと
記念式典において式辞を述べる鈴木勲会長

とき平成十八年十一川十一Ⅱ︵土︶

日本弘道会創立百三十周年記念式典次第

によって︑始められた︒

式典は定刻の十時三十分︑本会監事の伊藤克巳氏の司会

本正博級長袖佐︑宗近呼門職員もご到着になった︒

肇鐸感

二十八

十時三十分〜十一時四十分

ところ千代田区神田錦町三

学士会館三階二三○号室

司会伊藤克巳
一︑開式
一︑脚歌斉唱

一

一︑黙祷
一︑式辞社Ⅲ法人Ⅱ本弘道会会長鈴木勲

チュービンゲン大学教授ハリム博士殿

一︑祝辞雌謝謝群静郡近藤信司殿

財川法人修養川特別刷問安嶋棚殿

一︑文部科学大臣感謝状贈呈

一︑Ⅱ水弘道公感謝状州呈

一︑受賞者代表謝辞住友商事㈱名誉顧問秋山富一殿

会場の正Ⅲ中央には︑﹁創立面三十周年記念式典﹂の枇

一︑閉式

看板が揚げられ︑その下に国旗と日本弘道会旗が目に鮮や

いかにも弘道会に相応しい重厚な風格を漂わせている︒

かに映え︑蛸雁の左側に柵えられた松の盆戦のみどりは︑

まず司会者が来賓の紹介を次のように行った︒

主務官庁である文部科学省からはお忙しい中を︑文部科

か部局の方々︑はるばるドイツからは︑海外における西村

学審議官の近藤信司様︑生涯学習政策局長田中壮一郎様ほ

13

別会員︑Ｈ本各地の支会の方々︑一般会員も多数ご来席いた

事長のご出席をいただいていること︑また本会の役員・特

団体である財川法人修養川からは︑安鵬特別顧問︑Ｈ分理

茂樹研究で著名なアイゼンホーファー・ハリム博士︑友好

ら祝辞を頂戴した︵９ページ参照︶︒

ページ参照︶︒また︑財団法人修養団特別顧問安嶋揃様か

たアイゼンホーファー・ハリム博士に祝辞をいただいた︵８

ン大学教授で今回の百三十周年記念行事のために来日され

次に感謝状の剛呈に移る︒

次に司会者の合図によって﹁Ⅲ歌斉唱﹂︑引き続いて︑

文部科学大臣の代理としてご臨席いただいた文部科学省文

る道徳振興の活動に対し︑感謝状が贈呈されることになり︑

まず最初に文部科学大臣より︑日本弘道会の永年にわた

会祖西村茂樹先生をはじめ︑創立以来︑本会の発展にご尽

会長が感謝状の授与を受ける︒

部科学審議官近藤信司様から︑日本弘道会を代表して鈴木

会長から式辞が述べ

主催者である鈴木勲

の感謝状の贈呈があり︑鈴木会長が受賞者の席に歩み寄り

のあった三人の方︑古川哲史殿︑鎌田正殿︑飯塚一雄殿へ

まず︑﹁特別功労者﹂として︑本会のために特別に功績

一人ひとりに感謝状と記念品を手渡した︒︵受賞者のご功

られた︵４ページ参
昭小︶・

辞を文部科学省文部

大臣伊吹文明殿の祝

贈呈は︑直井田善悦殿外十一名の方々へ・代表して静岡県

道精神の普及に尽力された永年会員への感謝状と記念品の

年以上のひとは百二十周年記念式典の際受賞︶在籍し︑弘

伝統ある本会の会員として三十年以上四十年未満︵四十

績は弘道一○四川号九十二ページ参照︶

科学審議官近藤信司

続いて︑文部科学

様が代読︵６ページ

会員拡充に︑特にご尽力をいただいた会員拡充功労者と

の田内龍治様が受け取られた︒

イツ︑チュービンゲ

参照︶︒ついで︑ド

14)

だいており盛大な式典が行われることにお礼を叩し上げる︒

祷﹂を捧げる︒

力された多くの物故会員のご冥福をお祈りして︑御霊に﹁黙

鐸醗蕊率庸謬需珊Ｉ︒：がや嬢鶴霧

Ｌ︲ｒＰ︲胡

贈呈が行われた︒

ついで︑本会発展のために功績のあった方々に感謝状の

職
1
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して石川喜一
状が贈呈された︒

住商ビルマネージメント株式会社の二社に︑会長から感謝

事務局の事務

いている株式会社思文閣川版に︑それぞれ会長から感謝状

業である﹁西村茂樹全集﹂の発刊に格段のご協力をいただ

ただいている株式会社共立社印刷所と︑本会の歴史的な事

また永年にわたり本会機関誌﹁弘道﹂の発刊にご尽力い

殿外十五名と︑

に永年にわた

支会の事務・

り貢献された

四

名誉職間から次のように謝辞があった︒

ここで︑受賞者を代表して︑住友簡噸株式会社秋山揃一

が州呈された︒

して狩野冨吉

半務功労者と

わして二

ただいまご紹介いただきました秋山でございます︒

／ 1 「 一 、

殿外九名を合

僻越でございますが︑本Ⅱ表彰いただきました関係背

住友商事株式会社秋山富一名誉顧問
が贈呈され代

一川を代表いたしまして御挨拶と御礼を申し上げさせ

謝辞
表して島根支

ていただきます︒本ⅡはⅡ本弘進会創設百三卜川年記

（10ノ

名の方々に感

会の荒木光脱

念誠におめでとうございます︒心よりお慶びを申し上

謝状と記念品

れた︒

様が受け取ら

重な表彰を頂きましたことを我々受賞者といたしまし

振り返りますと︑私ども住友商事とこの弘道会の間

げます︒

係者一同を代表いたしましてあらためてお礼を申し上

ては本当に心から有り難いことと思っております︒関

げます︒おめでとうございます︒このよき日に大変丁

ご尽力いただいている住友商事株式会社雌設不動産本部と︑

次に︑年川を通じて︑日本弘道公ビルの管理︑運営に

功茨城支会長が受け取られた︒

支会など十一支会に対し感謝状が贈呈され︑代表して吉田

引き続いて︑本会躍進の基盤を形成し︑永年にわたり本

哲史理事・副会長、鎌田正理事、飯塚一雄松江支会顧問

会が推進する事業に全面的なご協力をいただいている島根

特別功労者として、鈴木会長から感謝状を手渡される右から古川

蕊

i

二十年ほど前

わり合いは約

先Ｈ︑機関誌﹁弘道﹂百三十周年記念号を発刊さ

ざいます︒

が寄稿され︑そしてまた大勢の皆様方がその中で今日

の日本の道徳の頼廃について心配され︑そして警告さ

れました︒私も拝読いたしましたが︑大勢の皆様方

前会長西村様

れ︑あるいは進言を行っておられます︒かような今日

でございます︒

が弘道会の経

を見ますにつけまして︑日本弘道会の存在の大きな意

そのときの

しっかりした

済的な基盤を

光栄に浴したわけでありますが︑これからも改めて弘

とを痛感する次第であります︒私どもは本日︑受賞の

味︑また意義︑役剖というものが続々大きいというこ

からビルの建

道会のために我々の微力を捧げていきたいと思いを新

いという思い

ました︒その

本Ⅱは本当にありがとうございました︒最後になり

設を決断され

折に︑私ども住友商事を共同パートナーといたしまし

ましたが︑鈴木会長様はじめ御臨席の皆様方︑くれぐ

たにしておる次第でございます︒

て選んでいただいたのが最初のきっかけでございます︒

﹁本日は︑皆様ご多用のところを多数お集まりいた

の伊藤克巳監事から次のような閉会の挨拶があった︒

記念式典のプログラムの全てが終了したところで︑司会

ついで︑祝電の披露があった︵的ページ参照︶︒

れも御健勝のほどをお祈りいたします︒そして︑日本

ざいます︒おそらく本日受賞された杵様方が私と同じ

あらためて嬉しくも思い︑また誇りに感ずる次第でご

やってきたことに対しまして︑僅かではございますが︑

日にかくも丁重なるお褒めの言葉を頂きますと︑我々

意仕事に当たって今日に至っております︒この慶びの

その後昭和六十年にビルが完成いたしまして︑それ

率蓮

蝋驚懸

以来︑今度は住友商事を運営・管理の担当として仕事

受賞者を代表して謝辞を述べる住友商事株式会
社秋山富一名誉顧問

とさせていただます︒どうもありがとうございました︒

鴬

気持ちで本日の日を迎えておられることと思うのでご

(16)
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弘道会の益々の発展を祈念致しまして私のお礼の言葉

i
；

を命ぜられた次第でございます︒私どもは極力誠心誠

■、t

醒琴

､

鞍

母Fと､…

鐘

︾識︾

…

露

孝○冷舜壷

＃

側:ｺﾙ?蕊感f増

鳥

鶴雛

…

爵藤蕊警顎舞擢息溌零謬蔑

蕊蕊

永年会員、支会活動関係受賞者

遮患…謬窪銅凸患懸

蕊羅

蔦蕊

百三十周年の式典を契機といたしまして︑さらに努力

！
篭
,

畢奄

畷

1，爾

だきまして︑記念式典がかくも嘘大に︑かつ整然と行

鱈f1必

する所存でございますので︑皆様のご支援ご協力を賜

1

りますよう︑お願い申し上げて︑閉会の挨拶といたし

ト剛'1￨淡人11イさ弘道魚

われましたことにつき︑感謝申し上げます︒内外の諸

f
識

情勢が混迷を深める中︑道義立国をかかげる日本弘

蝋

創立i:m‑i￨年記念式典

道会の役割が益々重要になるものと信じます︒この

学
I

鑑出餓¥1，群等寅噺』』聴誕封寂f呉輯;'鍬率

釧立i訳)A1年記念式典
撒職1#ム人'1本弧遊金

篭窺

ヘ

瀞

麺 乱

ず
,
,
灘

驚霧蕊
会員拡充、事務局活動等功労者の受賞者

し念ポⅡでに一Ill川特しり
た写に表会雄li:竹別、式以
･真わ彰場氏氏史表鈴典k
をけ背のを、氏彰木はの
服てを都'h飯、の会終と
影記二合心塚嫌古長了お
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幸よ手９︒﹂

診」砂

感謝状贈呈者芳名

一︑特別に功績のあった者︵三人︶

︵敬称略︶

●事務局功労者

狩野冨吉
渡逼一義
佐藤米吉

島根支会
佐倉支会
平川支会

四︑支

大八木正子

木更津支会

渡漫芳子

西谷

山口

藤木

若宗黒松
鍋政川本

浩

幹彦

尚志

秀治

干潟支会
安房支会

八千代支会

銚子支会

株式会社思文閣出版

株式会社共立社印刷所

田洲

木佐

金山近山

田淵

孝夫

直治

光二

晶司

敏夫

良和

由延

杉崎田本

野田支会
有田支会
茨城支会

住商ビルマネージメント株式会社

住友商事株式会社建設不動産本部

五︑関係団体

倫稔
子男敦

宗重好光
之一雄哉

大賀佐恰子

古川哲史鎌田正飯塚一雄
二︑永年会員︵十一人︶

員井田善悦畠山東太郎

笹本武雄石橋義弘

塩沢光利高田賢
田内龍治中村栄

三︑会員拡充功労者・事務功労者二十四人︶
・会員拡充功労者

石川喜一山崎隆司七海隆

18)

会

磯倉宮荒
畑次内木

一や一零号−＝=一一一一一輯.藤
腰

i・ 』

支会活動功労受賞者代表吉田功茨城支会長

住友商事秋山顧問

住商ビルマネージメント浜田取締役
為４

:､踊測騨

ヨ

蕊

領 3 .

震
静
､
]
腰
癖

篭

炉■Xf

溌．盆，穂

議蕊懲迭

閥

群

思文閣出版社長田専務取締役

永年会員受賞者代表田内龍治氏(静岡県）

共立社印刷所春山社長

会員拡充功労者等代表荒木光哉氏

(19

文部科学省文部科学審議官
田中壮一郎

近藤信司

一般

③会員拡充功労者

県都都都

創立百三十周年記念式典出席者ご芳名

文部科学省生涯学習政策局長

来賓
文部科学省社会教育課長

平林正吉
山本昌博

文部科学省社会教育課
文部科学省社会教育課

安嶋掴

宗近美佐子

財団法人修養団顧問

国分正明

ハリム博士

八千代支会

島根支会
島根支会
島根支会
野田支会
野田支会
野田支会
平川支会

木更津支会

茨城支会

哲史
正

大賀佐恰子

高田賢

渡遇芳子
田内龍冶

光尚宗晶秀孝好直幹光隆
二志之司治夫浩雄治彦哉司

岡京京京

銚子支会

金若磯山宗近黒宮山松荒山
杉鍋畑崎政田川内本本木崎

静東東東
一雄

石橋義弘
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財団法人修養団理事長

チュービンゲン大学教授

記念講演講師

感謝状贈呈者
副会長・理事

仙特別に功績のあった者

京都

評議員

理事
②永年会員
東

飯鎌古
塚田川

例事務局功労者

安一房支会

島根支会
島根支会
島根支会
野田支会
佐倉支会
銚子支会
銚子支会
本会事務局
⑤支会活動

茨城支会長
島根支会長
有田支会長

野田事務局長
佐倉支会長
平川支会副会長
八千代支会長
安一房支会長

干潟支会長

銚子支会長

木更津支会幹事長

狩野冨吉

藤木敦

住友商事株式会社名誉顧問秋山富一

⑥関係団体

住商ビルマネ株式会社取締役業務部長浜田史雄

株式会社共立社印刷所春山宇平

安田豊作

古橋謙寿ｊ
石井恭雄別
斉藤哲夫く

塚本隆

伊藤嘉平

株式会社思文閣出版専務取締役長田岳士
一般関係

干潟支会幹事

支会関係者
干潟支会庶務
干潟支会庶務
平川支会理事

木佐由延
渡過一義
山口稔男
田測良和
佐藤米吉
西谷倫子
田洲敏夫

安一房支会顧問

平川支会理事

松本幹彦

鈴木亭
船橋卓
山本明

吉田功

石毛弘二

安一房支会幹事

銚子支会幹事

石渡敬

深川明

銚子支会庶務会計

酢谷伊知郎

佐倉支会理事

茨城支会幹事長

銚子支会庶務会計

戸辺好郎
筑紫静男
山口和徳
菅谷栄夫

佐倉支会理事
有田支会幹事

佐倉支会理事

山崎登
石橋実
古田責

佐藤金作

福原修
斉藤善作
白土四郎

八千代支会

東京都会員
東京都会員
岩手県会員
﹁弘道﹂執筆者

﹁西村茂樹研究論文﹂入選者

本会関係者

役員

会長
副会長
理事
″
″

西山芳郎
庄司臭明

大門隆
佐々木初朗

伊従寛
長野美香

篠大輔

伊藤克巳
高橋昭典
飯塚一雄
小野健知
糟谷正彦

監事
″

木屋野正勝

″

評議員

″

″

阪谷芳信

宮崎哲夫
藤下昌信
山崎隆司

堤佳子
今田年

高橋文博
中係高徳
佐藤茂夫
秦きぬ代

吉田功
今井淳
白鳥正

辻幸蔵

菅谷栄夫
多田建次

津英武

″
″
″
″

″

″

″

古川哲史

鈴木勲

″

﹁写真担当﹂

事務局職員

″

″

″

特別会員

″

秋山富一

生平幸立
尾田幸雄

鎌田正

木村治美
高坂節三

″

″

土田健次郎

″

″

中田和夫
松平直毒

古川清

″
″
″
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一

ます︒初めに記念講演の講師ハンネローネ・アイゼンホー樹研究ということでは我が国ではいろいろと出版物も出

ファー・ハリム先生のご紹介を申し上げます︒きょうお配ておりますが︑西欧の言葉で翻訳された例と申します

りいたしました創立三十周年記念式典のプログラムのアイと︑極めて数少なく︑また分量も少ないものでございます

ゼンホーファー・ハリム博上のプロフィールがございます︒が︑本格的な閥村研究が西欧で初めて川版されたのがこの

先生は一九五二年︵昭和二卜七年︶南ドイツ・ミュンヘン貝○百ョ旨冒ロ︲呼一①ご匡晶ヨ己麗く○一ごという書物でご

から支那学を研究なさいました︒その後︑ミュンヘン大学﹃国民訓﹄が初めて日本語からドイツ語に翻訳された害

の東アジア研究所にお勤めになっておられます︒物であると同時に︑ただ翻訳されただけでは一般の西洋の

一九九九年︵平成十一年︶︑六名の研究協力者ととも方々に理解されませんので︑それについて﹃国民訓﹄の誕

（23）

y
；

ハンネローネ・アイゼンホーファー． ハリム

ｑ︑︑心︒ｑ屯

宙
i

でお生まれになりました︒ミュンヘン大学で日本学︑それざいます︒

鵠釜鵠号器筈令鵠釜鵠暑缶祭釜筈釜

；

﹃ドイツの現代事情と西村茂樹﹂

⁝

f

尾田それではこれから記念講演に入らせていただきに六○百国言百国というご本を出版されました︒西村茂

鵠令祭筈釜筈祭裟祭筈÷鵠篭鵠を奈筈釜筈釜祭器筈釜禁令幾祭

生の背景を非常に綿密に解説しているわけでありまして︑

それ自体が西村茂樹研究として大変高く評価されるべきも

けでございます︒

なお︑先生は現在チューピンゲン大学の教授でございま

いておられます︒名前は﹁東西文化交流教室﹂でございま

すが︑その他にミュンヘンにおきましてご自分の教室を開

しかもそれに止まりません︒南ドイツのバーデン・ビュ

のであると思います︒

ルテンベルク州の首都であるシュトゥットガルトの南のほ

では︑先生に﹁ドイツの現代事情と西村茂樹﹂という題

献しておいでです︒

変創立の古い︑我が国で申しますと足利時代︑応仁の乱

でご講演いただきたいと思います︒先生︑よろしくお願い

す︒そこで東西の文化︑特に日本とドイツの文化交流に貢

の頃に創立したと言われる大学で︑有名な天文学者のケプ

いたします︒

うにチュービンゲン大学というのがありまして︑これは大

ラーであるとか︑宗教改革者のメランヒトンとか︑哲学者

教授資格請求論文︑いわゆるハビリタチオーンを提出さ

創立した西村茂樹先生は︑三年後の一八七六年︵明治九年︶

治六年︶に福沢諭吉︑森有礼︑西周などとともに明六社を

八リムごめんなさい︒これが最初の日本語の演説です

れました︒それが二○○一年︵平成十三年︶に出された大

に東京惰身学社を創立しました︒明六社が文明開化を目指

のヘーゲル︑シェリング︑詩人のヘルダーリン等々の有

部のご本でございます︒題名は﹃二号言巨国雲缶①言巨呂

したのに対し︑東京惰身学社は日本の道徳運動の先駆とな

︵笑︶︒日本弘道会の前身︑東京惰身学社︑一八七三年︵明

︑①言の六○旨①官旨目①言の﹃震邑①屋の邑遣三○国三日茜富国号﹃

りました︒この東京惰身学社は現在の日本弘道会の前身で

為の人物を輩出している名門大学でございますが︑ここに

三①管︲野屋︵﹃西村茂樹・明治時代の日本における﹁新しい﹂

西村茂樹の紹介という点で大変画期的な著作であると思う

西村茂樹先生は一八九七年︵明治三○年︶に﹃国民訓﹄

す︒

わけでございまして︑今回の創立百三十周年記念に記念講

の中で西村茂樹は日本人のための道徳を論じましたが︑こ

を刊行しました︒この本は私にも面白かったです︒この本

道徳の構想﹄︶というものでございます︒これは西欧での

演をお願いするのにふさわしい先生であると思っているわ

(24）

しょうか︒この思想は今も存在しているでしょうか︒また︑

のときの道徳はどのような思想に基づいたものでしたで

ます︒仕事において責任がなく︑日常生活において責任と

忍耐︑忠と孝とがしばしば忘れられがちなことが挙げられ

現代社会の問題は何ですか︒現代社会の問題として義理︑

義務がなく︑家庭において忠・孝・信がなければどうして

今日にも必要でしょうか︒

﹃国民訓﹄の根本的な道徳︑西洋の道徳の内容は何か︒

日本の歴史には︑従来から武士の道徳︑孔子の道徳︑そ

新の新しい時代の道徳は︑西洋哲学︑例えばドイツ︑米国︑

これは﹃日本道徳論﹄と﹃国民訓﹄の道徳です︒明治維

現代社会は二十一世紀に進展することができるでしょうか︒

して仏教の道徳︑神道の道徳がありましたが︑明治維新後

フランス︑イギリスの哲学者の哲学と日本の道徳を一緒に

忍耐︑節約︑集中︑愛国心とキリスト教の道徳です︒

にはこれらの道徳がほとんど忘れ去られました︒どうして

して新しい道徳としたもの﹃日本道徳論﹄にありますね︒

教育は家庭から始まります︒父母に道徳心が欠けていた

も新しい道徳教育が必要になりました︒西村先生はこのた
めに新しい道徳教育を創出したのです︒﹃国民訓﹄と﹃日

ば武士道の義理︑名分︑忠・孝・信・礼・義などを擁護し︑

はありません︒彼は西洋の道徳と日本の道徳の理想︑例え

しかし︑西村先生は従来の道徳と修身を排除したわけで

ら︑責任意識が欠けていては尊敬される人々になることが

ばなりません︒子供たちは将来社会の一員となる者ですか

できるでしょうか︒家庭は責任を教える最初の場でなけれ

もし父母に責任がなければどうして子供をしつけることが

ら︑どうして子供が信義のある人になれるでしょうか︒今︑

その結果を通して新しい日本の道徳と修身教育とを成り立

できません︒ですから︑子供たちは責任と義務と真心を学

本道徳論﹄はこの問題を論じています︒

たさせたのでした︒

して︑演説会やシンポジウムを開催したりして日本人のた

家庭にこの意識が欠けていれば︑国家にも尊敬を払うこと

家庭は国家に比べれば最も小さい共同体の単位ですから︑

ばなければなりません︒

めの道徳教育を試みています︒日本弘道会に今は感謝しま

ができません︒学校は子供たちにとって第二の教育の場で

日本弘道会は今日においても常にこの重要な問題を重視

す︒
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ません︒先生方は責任者ですから︑これを試みているでしょ

すから︑学校の先生もこの道徳の原則を知らなければなり

ドイツの社会には日本と同じような問題があります︒

した︒エシックスには仏教少し︑イスラム少し入っています︒

業後の職業ばかり教えているので︑尊敬の意味を忘れて自

大学にも道徳は必要ですが︑学生の多数は利己的で︑卒

がなくなってしまいました︒この問題は今の日本にもあり

子供たちは利己的な態度を増長させ︑忠・孝と尊敬の意味

かつて学校︑大学において道徳が教えられていないので︑

人々は一般に利己的ですから古い価値を忘れてしまいます︒

分の出世にぱかり興味があって責任を忘れています︒現代

ます︒いじめ︑援助交際︒ドイツの問題も同じです︒

うか︒答えはたぶんノーです︒

社会には出世があっても道徳がありません︒これが高ずる

ですが︑戦後には弱くなりました︒かえって利己的になり

戦前の共同意識はドイツにおいて戦争時代は強かったの

現代のドイツ社会はどうか︒戦後にドイツ社会は産業

ました︒人々は人間の価値を顧みず︑経済的な価値だけを

と和が保っていられません︒

の再建だけに興味を持ちました︒戦前の社会の理想を排し︑

今の社会は概して冷たい社会です︒老人や病人にも社会で

評価するので︑今︑ドイツ社会全体が貧しくなりました︒

社会では﹁豊かさ﹂が目的となりました︒しかし︑人間の

は生きる場所がなく︑自然に尊敬されなくなっています︒

歴史を忘れて︑将来にのみ思いを馳せました︒この新しい

価値はこの新しい時代の中で失われていきました︒人間は

老人のいる居間がない︒場所がない︒

子供たちもこの冷たい環境の中で探しても︑家庭におい

機械になりました︒新しい目的が自動車︑きれいな家︑旅
行︑あるいは高価な衣服となりました︒道徳はどうなりま

に外国からの労務者とともに新しい信仰も輸入されました︒

学校では︑キリストの道徳を教えていましたが︑戦後

を自覚すべきときです︒日本とドイツの長い歴史が持つ道

から︑今こそ日本とドイツが古典的な価値や古典的な道徳

題は国際化により日本とドイツの共通の問題となりました

てさえ安全を見つけることがほとんどできません︒この問

学校ではしばしばキリスト教の教えに代えて修身︑エシッ

徳と修身は今や新たに現代的な表現形式と内容として教え

したか︒

クス︵里三８︶というものの教え方を教えるようになりま
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られなければなりません︒人間や社会の価値を忘れた現代

一方︑日本では︑戦後教育勅語が廃止されてしまって︑

校教育に入ってしまったために︑道徳の混乱が起きたと思

道徳の面で教育基本法というのがむしろ中途半端な形で学

そして︑今︑道徳の価値がもっと必要ですから︑この価

います︒もしドイツの場合にキリスト教とかイスラム教と

の教育がそのまま存続することはできません︒

値を確かに教えることこそが父母と学校のこれからの課題

いう宗教的な教育から少し離れて︑むしろ西村茂樹の宗教

八リムキリスト教もカソリックとプロテスタントとあ

中に取り入れるという可能性はあるのでしょうか︒

から少し距離を置いた道徳観というものをドイツの教育の

であろうと考えます︒ありがとうございました︒︵拍手︶

尾田アイゼンホーファー・ハリム先生どうもありがと
うございました︒

ただいまのお話を伺いましてご質問等おありだと思いま

は面白いです︒沢山の信仰を教えますが︑仏教とイスラム

りまして︑今は学生が選べることができます︒エシックス

津今︑ドイツと日本が戦争の後︑道徳が乱れてしまっ

と神道とともに同じで︑信仰がないです︒教えるだけです︒

す︒ご質問のある方は挙手をお願いしたいと思います︒

たという共通の認識をお持ちのことに非常に感銘を受けま

思うのです︒それまではキリスト教徒としてすべての国民

と︑キリスト教のそれまでの学校教育ができなくなると

うことですが︑これは主にイスラム教徒ですね︒そうする

ドイツの場合は戦後外国人労働者が沢山入ってきたとい

村茂樹の道徳︑例えば﹃日本道徳論﹄に基づいてもいいで

な道徳にするかわからないので︑政府が考えています︒西

ぐらい道徳がないからドイツの社会は深刻です︒今︑どん

キリスト教の道徳︑哲学の道徳は論じていますが︑数十年

いのです︒今はインストゥルメントがない︒何の道徳か︒

を知らない︒これは難しいです︒新しい社会には道徳がな

新しいドイツの道徳について政府も論じています︒道徳

に教えることができたのが︑イスラム教徒が入ったことに

した ︒

よってキリスト教をある意味では強制的に教えることがで

すね︒

尾田要するに︑日本とドイツが共通の︑言うなれば道

きなくなってしまった︒そういう点で道徳の新しい基準を
作る上で問題があるかと思います︒
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ろと考えられた足跡というものが今後生きていくのではな

のときに西村茂樹先生が明治の初めに大変苦労していろい

徳の根拠をいろいろとこれから考えなければいけない︒そ

にアメリカのそういう考え方に対してはっきりした見解を

やはり全体をコントロールしなければいけない︒そのとき

いいけれど︑それが行き過ぎているのではないか︒道徳が

かにすることは重要だと思いますが︑経済を尊重するのは

持たなければいけないんじゃないかと思うのですが︑その

いかと︑そういうことではないだろうかと伺いました︒

伊従非常に先生のお話に感銘いたしました︒ドイツと

義になったわけです︒それで非常に大きな混乱があったと

義の影響を受けて︑戦後それがつぶれて自由主義︑個人主

の社会は︑今︑アメリカ風です︒経済はアメリカナイズさ

も強いわけです︒若いドイツ人は恥ずかしいです︒ドイツ

八リム戦後︑アメリカが強くなりました︒そして︑今

点について先生のお考えをお聞きしたいと思います︒

思います︒それは先生のご指摘のように︑幕末から明治維

れて︑道徳がないです︒サーフェイシャル︵表面的︶で︑

日本は同じように戦前から戦争中に強い国家主義︑民族主

新にかけて日本は同じようなことをやって︑西村先生がそ

考えがないのです︒

いので︑同じようにドイツも考えなくなってしまっている

く受けていて︑アメリカ自体があまり道徳のことを考えな

尾田要するに︑現在のドイツはアメリカの影響を大き

このところで新しい秩序を示されたと思うんです︒これは

先生がそういうことをはっきり言われまして感銘を受けま
した ︒

今︑混乱している一つの問題は経済主義︑功利主義とい

ツは︑戦前の強い国家主義︑民族主義の影響を受けたため

と思いますが︑予定の時間が迫っておりますので︑もしな

まだまだ先生のお話について伺いたいことも多々あるか

というお答えかと伺っております︒

に︑一戻りにくいのではないかと思うんです︒経済主義︑功

ければこれで先生の記念講演はおしまいにしたいと思いま

う部分が強くなってきているところです︒特に日本とドイ

利主義というのはアメリカの影響が強いと思うのです︒そ

す︒ハリム先生ありがとうございました︒︵拍手︶

︵ドイッチュービンゲン大学教授︶

の点︑どのようにお考えでしょうか︒

確かに人間の社会で︑殊に貧困の人達にとって経済を豊
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くすべてに及ぶことを望むものである︒

訳者尾田幸雄

ぼし︑いろいろな手段を川いて川民の風俗を改良し︑Ⅲ此の品性をつくりあげ︑その教化が広

また行についていえば︑先ず最初に我が身において道徳を行い︑それより推して他の人に及

精密の極地に到達させなければならないのである︒

それゆえに︑今Ｈ以降誌々この道を盛んにしようとするには︑益々その道理を研究考察して︑

きないでいる︒

深遠な領域に及べば︑昔から数多くの聖人賢者が輩出してもなおいまだにこれを尽すことがで

らいえば︑日常の衣食や起居動作といったありふれた平凡な事柄に過ぎない︒とはいえ︑その

とである︒道徳の原理は先Ⅱ来の演説において述べた通りであるが︒道徳の事柄は身近な処か

者に過ぎないというのがその答えである︒知とは道徳を知ることである︒行とは道徳を行うこ

が︑すでに学会を結成した以上︑主として行うべき仕事はなにかと問うならば︑知と行との二

︒Ｏ

道徳会を設立することによって得られる利益については︑これまですでに述べた通りである

第五段道徳会において主として行うべき仕事はなにか

同冊

こうしたⅡ的で学会を細織するに当たっては︑会員の中に川然に甲と乙の二価類の者が生ず
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一

泊翁講座
現
代

訳

初版および訂正二版では
﹁導士﹂となっている︒

る︒

訂正三版の﹁講師﹂を採

虚言︵きょげん︶
過酒︵かしゅ︶

淫侠︵いんいつ︶

盆怒︵ふんど・ふんぬ︶

く︶

貧欲︵どんよく・たんよ

倣慢︵ごうまん︶
誠信︵せいしん︶
公平︵こうへい︶

剛毅︵ごうき︶

堅忍︵けんにん︶

仁慈︵じんじ︶

︵１︶

るであろう︒甲は自ら進んで国民を教化しようとつとめる者である︵これを講師と称する︶︑乙

は学会の趣旨に賛同し︑直接間接に道徳を広く弘めることに貢献する者である︵たんに会員と

称する︶︒このように二種類に分類された会員の中で︑甲の会員は教化の事業に専念するのは勿

論であるが︑それには先ず我が身を修めることを第一としなければならない︒いわゆる﹁その

身を正さずして︑いかにして人を正すか﹂という道理であって︑仏教・キリスト教においても︑

教化を任務とする者は我が身を持することにおいて厳正でないものはない︒

︵２︶︵３︶

それゆえに本会の講師となる者は次の六戒を守らなくてはならないのである︒

︵４︶︵５︶

六戒とはなにか︒︵こうそをついてはならない︒︵二︶酒を飲み過ぎてはならない︒︵三︶度
︵６︶

︵７︶

を越えて欲望にふけってはならない︒︵四︶過度に怒ってはならない︒︵五︶欲深くあってはな

らない︒︵六︶おごりたかぶり︑人を見下してはならない︒以上である︒

︵８︶えこひいき︵９︶︵叩︶

またこれに五善を加えればさらによい︒

︵Ⅲ︶︵肥︶

︵二誠実であること︒︵二︶片寄らず依枯晶眉をしないこと︒︵三︶我慢強いこと︒︵四︶意

志が強く物事に屈しないこと︒︵五︶いつくしみ深いこと・以上である︒

ただしこの五善は専ら世の人を教化する観点から述べたものであって︑広く人の行うべき美

徳をいうときにはなおこのほかに数多くあるであろう︒乙の会員には直接に教化の責任はない

とはいっても︑すでに道徳の実践を我が身に担った以上は︑六戒五善もまたよく守らなければ
ならないのである︒

道徳会において︑国民を教化しようとする場合には︑次の五つの要点がある︒

その一は︑妄論︑すなわち根拠のないでたらめな論説を打破することである︒
その二は︑卑しい風俗を正すことである︒
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その三は︑ 危害から身を守る方法を立てることである︒
その四は︑ 善い行いを勧めることである︒
その五は︑ 国民の品性を造ることである︒

第一妄論を打破すること

画え〆︑

道徳を弘めるのに第一に着手しなければならないのは妄論を打破することである︒妄論が真

理を包み隠すのは︑雲と霧が太陽を包み隠すのと同様であって︑妄論の雲霧を快り開かなければ︑

かたくな

決して太陽の真理の光輝を見ることはできない︒妄論には次の五種類がある︒
００︒◎︒︒︒◎００︒◎○．
その一は︑愚かで文字の読めない者の妄論である︒これは妄論の中で最も劣るものであって︑

当人がすでに愚かで文字が読めない以上︑自分が良いと思う論説を頑に守りこれを変えること

おの

を知らないから︑その迷いを覚ますのは甚だ困難である︒これらの者はその誤りを告げてみて

も受け入れることができないから︑別途に知識を得る方法を考えて自ずから自分の無知を悟ら
せるのがよいであろう︒
◎︒０００︒Ｏ◎００Ｏ

その二は︑宗教を迷信する者の妄論である︒これはたいていその一の種類と混り合い︑愚か

で文字の読めない者が宗教を迷信し︑宗教を迷信する者は愚かで文字の読めない者であるのが

常である︒しかしながら︑少々の学問や知識があっても宗教を迷信する者もまた無いわけでは

ない︒愚かで文字の読めない者は何事によらず根拠のないでたらめを論じ立てるけれども︑宗

００○︒０００００．◎︒︒◎

教を迷信する者には宗教に関してだけ妄論を発するものの︑その他の事に関しては甚だ聡明な
者もいる︒

その三は︑自分を過信することによる妄論である︒これは多少の学問があって自分でも確り
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⑬

担板漢︵たんばんかん︶

板を担ぐ男︒その板に遮

ことから︑ものの一面だ

られて一方しか見えない

ことわり

した一つの考えを立てたような気になっている者で︑その学力は狭くて広く物事の理に達せず︑

古人がすでにその非なることを知って論説しているのに︑その論説を見聞していないので自説
たぐい

の間違いを悟らず︑また自説の他にもより勝れた説があるのに自分がそれを知らないために︑

なおさら自説をよいとする類である︒この種の妄論を発する者の多くは田舎に居住し︑その交

際範囲は甚だ狭くその交際相手も自分より知識が低い者だけに限られているため︑自然に自分

を信ずる度合が過度となって︑このような妄論を発することになるのである︒
０．︒︒︒○◎︒︒○︒◎︒◎Ｏ◎︒︒︒◎◎
その四は︑自分が学んだことだけを信ずることによる妄論である︒これは国学︑漢学︑宗教

などは勿論︑その他一技一芸の仕事の場合でも自分が学んで知り得たことだけが究極の真理を

具えていて他の学問に優っていると信じ込んで発する根拠の無い見解や︑宗教家がその教祖の

事跡だけを信じて発する根拠の無い見解などで︑いずれも真理にはほど遠いものでないものは

ない︒国学は我が国の昔の儀式・法制などの規定や習慣などを知るのに必要な学問であり︑漢

学は東洋道徳を成り立たしめた学問であるから︑いうまでもなく極めて貴いものであって︑そ

の教義はこの上もなく正しく公平である︒宗教も今日ではその全体をそのまま採用するわけに

はいかないが︑宗教の中には採用すべき優れた道理もまた少くない︒それゆえ︑これらの学問

はいうまでもなく学習しなければならない学問ではあるが︑ただ自分が学んだものだけに拘泥

するならば根拠の無い見解を発することになるのである︑たとえどれ程よい学問であっても︑
たんばんかん︵喝︶

ただそれだけを信じ込んで他の学問に精通せず︵少しばかりその一端を窺い知っただけで︑精

通したなどといってはならない︶︑禅家のいわゆる担板漢となるときは︑その学問そのものが

道理を知るのに役立たないばかりでなく︑却って偏見を助長するだけである︒
︒◎︒◎◎︒００００︒︒︒◎
その五は︑文明を過信することによる妄論である︒これは今日高度の知識を具えている者の
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け見て大局が見えない人
葬︺い﹄７︒

﹃荘子﹄︹外禰︺秋水篇第

郡郷︵かんたん︶の歩み

人の歩き方が上品なのを

十七による︒趨の郡郵の

妄論であって︑政府の高官や学士の名誉を得た人でもまた免れることのできない者もいる︒そ

れゆえ︑この種の妄論は最も道理に近く︑最も多くの人々を間違った方向に導くものであるから︑

くら

とくに深く考察してこれを看破らなければならない︒この妄論の中にも数種類の別がある︒

その一は︑自分自身で西洋諸国を巡り歩き︑その盛大さを観てこれに目を晦まされ︑判断選

択の力を失い︑一にも二にもことごとく西洋を真似ようとする者である︒

その二は︑西洋の書物を読み︑事物を観て︑その理論の精密さに驚き︑和漢の学問や道理は

一つもこれに及ぶものはないとして︵このような人はたいていは和漢の学問に通じていない︶
げんわく

ただひたすらこれに拘泥し︑ひたすら西洋の説だけを信奉する者である︒このような者は心か
ら舷惑されて妄論を発する者である︒

その三は︑西洋に留学したことも︑西洋の書物を読んだこともなく︑一︑二の翻訳書を読み︑

また世間の人々のおおげさな西洋讃美を聞いてひたすら西洋の真似をしようとする者であって︑
このような人は︑耳より舷惑されて妄論を発する者である︒

そもそも西洋人は︑学問︑知識︑気力︑知恵と技術の巧みなことにおいて︑東洋人より勝れ

ているに違いない︒しかしながら︑道徳︑風俗︑習慣︑生計においては︑東洋の方が西洋より

も勝れているものもまた少くない︒東洋人である以上︑できるだけその長所を養い育てて︑益々

かんたんあゆ

その長所を表に示すべきであるのに︑自分に長所のあることを顧みず︑ことごとくそれを捨て
︵Ｍ︶

去ってなにからなにまで西洋人の振舞を真似しようとする者は︑まるで荘子のいう﹁郡郵の歩

み﹂に学ぶ者のように︑ついには這って帰国しなければならなくなってしまうのである︒

およそ世間で行われている妄論の数は計り知れないほど多いが︑その帰するところこの五種
類に過ぎない︒
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見て燕の寿陵からやって
来た者が真似しようとし
たが︑熟達しないうちに

帰国することになり︑故
国の歩き方をも忘れてし
まい︑ついに這って帰っ
たという故事︒みだりに

自分の本分を捨てて他を

になるたとえ︒

さて妄論を論破するとはいっても︑妄論を吐く人に向って一々これを論破せよというわけで

はない︒これは実際にはとても難しいことであって︑もし敢て実行しようとすれば︑弁舌と時

間を労費するばかりでなく︑一向に成功しないこともある︒ただ本会の会員たる者は心の中で

それが妄論であることを看破って︑よい機会があれば言葉を用いるなり︑他の方法を用いるな
りして︑その妄論を破り滅ぼすように努めなければならない︒

第二卑しい風俗を正すこと

国民の風俗という者は︑古代に聖人や賢者が出現してこのような風俗を定めたものではない︒

国民の人情︑習慣などによって自然に定まったものであるから︑それゆえ︑時代が開けるにつ

れて︑次第次第にこれを改善してゆくのが先覚者の義務である︒まさしく風俗の力は極めて強

く盛んであって︑場合によっては政府の法律でもこれに及ばないこともある︒それゆえに国民

の風俗全体が壊れてしまえば︑一人や二人の賢者が出現してこれを改め直そうとしても不可能
︵胴︶

であって︑ついには自分もまたこの風俗に混り合うか︑または社会の外に排出されて終るので

ある︒これこそミルのいう多数の圧制であって︑その力はむしろ政治の圧制に勝ることもある︒

それ故︑祖国のために忠義を尽くそうとする者は︑風俗を正すことに力を用いなくてはなら
ないのである︒

私は東京の人であるから︑全国の風俗を知ることは出来ない︒差当たり東京の風俗の中で正

さなければならない点を数箇条挙げて示すことにする︒他の地方の人はこれに倣ってそれぞれ
の地方の風俗を正すことを希望するものである︒
いまその篠目を挙げれば︑
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真似れば︑両方ともだめ

ざ彦邑の冒画二三三︵扇ｏの

想家・経済学者

〜扇認︶イギリスの思
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一三二コの言ゴー︵一割①司ｆｊ
−ｍ の︶

︵一鈎割一ｆ 一ｍ的⑭︶

その一は︑我が子を頼り寄り掛かることである︒

我が国の民間に一般に行われている風俗に自分の子どもを頼り寄り掛かるというのがある︒

この風俗が中国や朝鮮からの伝来か我が国固有の風俗かは知らないが︑いずれにしても東洋の

風俗の中で愚かなものである︒一般に農工商に限らず︑一家の主人たる者は四十歳五十歳にな

ると家事一切を我が子にまかせ︑我が身は隠居と称して︑自分の余った資金に頼ったり︑我が

︵肥︶

子の扶養を受けたりして自分の一生を安楽の内に終わろうとする者が極めて多い︒これは当人

の怠け心に由来するものではあるが︑結局は風俗がそうさせているものである︒

︵Ⅳ︶︵肥︶

西洋諸国では帝王大臣以下庶民にいたるまで一切隠居という風習はない︒ドイツの皇帝は
けんたい

八十歳を超えてもなお政務をみそなわし︑ビスマルクやグラッドストーンのように︑いずれも

七十歳を超えて多忙極まる職務を遂行し︑いささかも倦怠の色を見せない︒これは当人の生来

の強健さに由るものではあろうが︑一つにはその国に隠居という風習がないことに由るもので

あろう︒その他欧米諸国に一般の風俗では︑人々それぞれが一生涯かけて職務に勉め励み︑年

老いれば我が子のために学費と就業の資本とを分相応に給与し︑自分は自ら努力して蓄えた貯

金によって︑生涯の幸福を賄おうとするものであって︑我が国におけるように年老いれば子ど
もから扶養されるのが当然と思う者はいないのである︒

人生七十歳八十歳まで生きるとするならば︑四十歳五十歳はまだ壮年というべきである︒そ

うであるのに︑早々と自分から今までのことはすべて忘れ果てたかのように我が子の扶養を受

けるときは︑人生の半分を徒食に甘んずる人となることであって︑身一つを養う点でも︑楽し

︵岨︶

く生きる点でも︑また一国の経済という点でもこの上ない損失である︒

また東京市中の下層社会にいたっては︑女子を掛り子と称して遊芸を習わせ︑妾や芸妓のよ
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皇帝在位期間

④巴謄０イツ

○三○く○二四扇ヨ画﹃ｅ六
︵一ｍ一ｍ〜一

の政治家
一三二国目一両葛四三⑦冨邑
里︒︒⑦︵一鈎○④ｌ〃一⑭④︑︶

イギリスの政治家︒

⑲親が老後に頼りとして寄

(
剛

り掛かる子︒

剛余 潤 ︵ よ じ ゅ ん ︶ 御 零 れ
︵おこぼれ︶のこと︒

おこぼ︵鋤︶

うな卑しい生業を営ませ︑その御零れにあずかって老後の生計を立てようとする者が多い︒実
に嘆かわしい限りである︒

どうにかしてこの我が子を頼り寄り掛かるという風習は速に廃絶したいものである︒

しかしながら︑我が国においてこの風習の廃絶が難しいのは︑父と子とが同居する風習があ

るからである︒一家同居というのは中国の後代になってから貴ばれた風習であるが︑その実は

なんの役にも立たず︑前途有為の才知のはたらきある少年子弟を束縛する害があって少しも世

のためにならない︒それゆえ︑今日我が子に頼り掛かる風習を止めようとするには︑先ず同居

の風習を止め︑我が子がすでに成長し︑学業が達成されたときは︑その能力に応じて資本を与

えて別居させ︑その父母たる者は決してその子の扶養を受けないように心掛けなければならな
いのである︒

解説

道徳の理論を説いた第一段から第三段までの論述︑道徳を実行する方法を道徳会の設立に求

めた第四段を受けて︑第五段では道徳会の具体的な実行項目を挙げている︒

その一に挙げられている妄論の打破では︑五種類の妄論を区別している︒①無知文盲者の妄

論②宗教を迷信する者の妄論③自己を過信する者の妄論④専門知識を偏信する者の妄論
⑤西洋文明を過信する者の妄論︒

これらの妄論に対して︑一つ一つ反論を加えることによって弁舌と時間とを労費するよりも︑

本会の会員としてはそれが妄論であることを看破して︑好機を捉えてそれを打破する方策を講

ずるべきであるとしているのである︒︵本会理事・お茶の水女子大学名誉教授︶
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第百四回通常総会講話会

イスラム社会と
どう付き合うか

川会これから︑術話会に入らせていただきます︒拙帥
の紹介を会長からお川いいたします︒

会長それでは︑私から古川先生のご紹介をいたします︒
お配りしてある資料の中にプロフィールが書いてございま

います

スラムの仙界とどう付き合うか﹂というテーマですが︑私

ムという社会は一切全く知りませんでした︒もちろん︑本

は外務省に約三十八年おりましたが︑八六年から八九年ま

り︑われわれが今一爵関心がありながら︑あまりよくわかっ

で読んだり雑誌で見たことはありますけれども︑イスラム

マニア︑アイルランドの大使をなされまして︑最近まで宮

ていないイスラムの問題について︑お話をうかがうことに

の社会というのは︑やはり︑その巾に入って実際に体験し

で︑約二年半オマーンという川に在勤するまでは︑イスラ

いたしました︒占川さんは︑韓川の川内事情にも非常に詳

イスラム世界とは何か

た人でなければ全くわからない社会だと思います︒

たのではと思います︒今Ⅱはそういうご経歴の巾で︑やは

占川ご紹介をいただきました占川でございます︒﹁イ

ます︒︵拍手︶

Ｈへの糧にしたいと思いますので︑よろしくお願いいたし

古川さんから一時間ぐらいお話を伺って︑われわれの明

清

内庁の東宮大夫をおつとめになり︑いろいろご苫労があっ

すが︑外務竹に人竹されまして︑オマーン大仙︑及びルー

川

しい力なんですけれども︑今ちょうどイラクの川迦もあり
ますし︑われわれも何となく知りたいというような状況で

ございますので︑全くいいテーマを選んでいただいたと思
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古

したがいまして︑これから私がお話しするのは︑学者の

の一がイスラム教徒というになりますが︑そのイスラム教

です︒それではイスラムとは何か︒それはアッラーを信じ︑

ネシアで一億八千万人います︒二番目はパキスタンで

世界で最大のイスラム教徒を抱えている国はインド

徒の過半数は︑アジアに居ます︒

それに帰依することです︒ではアッラーとは何か︒これは︑

一億三千万︒三番目はバングラディシュで一億二千万がイ

お話じゃありません︒外交官としての体験的なイスラム論

アッラーという名前の神ではなくて︑アッラーというのは

戦前インドは現在のパキスタン︑バングラディシュを加

スラム教徒です︒

英語では言①という定冠詞がありますが︑アラビア語で

えた地域でしたが︑戦後にイスラム教地域とヒンズー教地

神そのものなんです︒

は巴となります︒神はイラーフ︒アル・イラーフが縮ま

域に分かれてそれぞれ独立しました︒その時インドの中に

続いてトルコが六千万︒イランも六千万のイスラム人口

リムがいます︒

になっています︒ヒンズー教の国インドにはこれ程のムス

取り残されたイスラム教徒は人口が増え今では一億一千万

りましてアッラー︒アッラーというのは︑神そのものなの
です ︒

それでは︑イスラム世界に生きている神アッラーとは︑
どういう神かと言いますと︑これは一切の創造主なのです︒

宇宙は全部アッラーが作った︒そして現実においてもアッ

ません︒アラブとしてはようやく七番目にエジプトがやっ

を持っていますが︑トルコもイランもアラブの国ではあり

われわれ人間も︑全てアッラーにコントロールされてい

ラーが宇宙全体を支配していると言うのです︒

て︑アッラーは全部われわれを見ている︒だから︑お前たち︑

アは二千万という具合です︒

てまいりまして五千万︒イスラム教が興ったサウジアラビ

更に西欧社会︑ョ−ロッパの中にも六百万のイスラム

油断するな︒しっかり教えを守れ︒こういうことなのです︒

しかし人間は︑アッラーを見ることはできない︒アッラー

な社会問題になってきております︒アメリカにおいては

教徒がおります︒フランスなどでは︑イスラム人口が大変

アッラーを信じている人をムスリムと言いますが現在全

八百万︒アメリカのユダヤ人人口が六百万ですから︑それ

は見えないのです︒イスラムは偶像崇拝を禁じています︒

世界に十二億いるといわれています︒全世界の人口の五分
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イスラムの人名にも旧約聖書や新約聖書の名前が入って

旧約聖書の創世記︑申命記︑詩篇︒新約聖書の福音書など

います︒たとえばイブラヒムという名前が非常に多いので

はコーランと同様にイスラムの聖典になっているのです︒

歴史を振り返りますと︑今でこそアラブ諸国が何となく

すがこれはアブラハムです︒またムーサという名前はモー

を上回る八百万の人口が︑アメリカのイスラム社会を形成

遅れている面があると言われておりますが︑ョ−ロッパ社

ゼです︒それから︑イーサはイエス︒コーランの中にもマ

しているわけです︒

会が中世の暗黒時代であえいでいる時アラブではイスラム

リアとかイエス・キリストがよく出てくるんです︒

文化が花開いていました︒

世界にはいろいろな宗教がありますが︑イスラムがほ

例えば︑アルコールという言葉はアラビア語です︒われ
われがギリシャやローマ時代の古典を原文で読めるのは︑

かの宗教と非常に違う点があります︒イスラム教は心だけ

ルしようとしています︒イランでは︑聖職者でなければ︑

それらがアレキサンドリアの図書館で大事に保存されてい

ルネッサンスの到来で西欧文明が主導権をとりましたが

トップにつけない体制を作っています︒たしかに宗教は発

じゃない︒生活全般︒ひいては政治や経済までコントロー

天文学においても哲学においても︑文学においても︑イス

に特化し相互に寛容さが求められています︒コーランを読

生的には祭政一致でした︒しかし現在では宗教は心の世界

たからです︒

ラム社会が西欧を上回った時期があったわけです︒それで

みますと︑相続︑結婚観︑離婚︑セックスまでの教えが入っ

はイスラムとは何ぞや︒私の定義の結論を申しあげましょ

ています︒

したがいまして︑コーランを読んでみましても︑私ども

う︒それは︑﹃非常に暑い赤道の近くの砂漠地帯の極めて

が般若心経を読むときのような深遠な哲学的な感動を覚え

厳しい自然環境の中で︑ユダヤ教とキリスト教を下敷きに
して作られたあの世志向の非常に強い一神教﹄であります︒

まることはありません︒

それでは︑どういう状況でイスラム教が生まれたので

これが︑体験的な私の経験から結論付けたイスラム教の定

今ではユダヤとイスラムは︑大変な斗争をくり広げてい

しょうか︒七世紀にメッカで誕生したのですがこれを作り

義でございます︒

ます︒水と油︒殺し合いをやっています︒しかしながら︑
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ム家という名門な家柄に生まれました︒しかし︑父親は早

誕生しました︒当時は︑部族社会でございまして︑ハーシ

上げたのは︑モハメッドです︒彼は五百七十年頃メッカに

するのです︒たった七十人の手下を連れてメディナという︑

でも︑結局︑彼は迫害に耐えかねまして︑メッカから逃亡

の中でも何人かは彼のもとに︑はせ参じて忠誠を誓います︒

でも︑少数の一団は彼を信じて︑彼の周りに集まり一族

当時の情勢では︑三百キロ離れていたら︑もう手が出な

くに旅先で亡くなり︑母親は彼が幼少の頃に亡くなって︑

いうのは︑そもそもラクダ通商の中心地でございまして︑

い安全地帯であります︒そこで八年ほどおりまして︑勢力

約三百キロ離れたところに逃げて行きます︒

モハメドは二十歳ぐらいから商人としてある店につとめ︑

伯父さんとかお祖父さんに育ててもらいました︒メッカと

その店の主人の未亡人にほれられちゃいます︒彼が二十五

まいったのが︑六三○年であります︒

を拡大し︑千名ぐらいの軍隊を引き連れてメッカに戻って

バ神殿に侵入し︑そこにあった三百六十体の偶像をことご

それで︑カーバ神殿︒一番の偶像信仰の中心であるカー

歳のときに︑なんと十五歳も年上の女性に求婚されまして︑

姉様女房をもらいます︒しかし︑大変に幸せな結婚になり
まして︑子供も三人ぐらいもうけます︒

門前町になっていてカーバという神殿があり︑今でもイス

めい想を始めます︒当時︑メッカは商業の中心地ですから︑

のです︒近くに洞窟があったのですが︑そこにこもって︑

の一種です︒偶像禁止は基本的なイスラムの教えなのです︒

アでボイコットを受ける事件が発生しました︒漫画も偶像

事が大変な非難を浴び︑デンマークの産物はサウジアラビ

去年︑モハメッドの顔を漫画的に描いたデンマークの記

とく粉砕して︑アッラーへの帰依を訴えたのです︒

ラムの神殿になっているんですが︑そこに数百体の神様の

モスクの中に入りますと︑仏教のように飾りは何もない

ところが︑結婚生活十五年のとき︑突如︑彼は変身する

偶像が立ち並んでいました︒町では酒は飲む︒バクチはや

神の啓示と言う宗教体験を受けた彼は︑この腐敗した

だけちょっとへこんでいる︒象徴的に壁がへこんでいる︒

のほうに頭を向けてお祈りをする必要があるので壁がそこ

んです︒全くの空間があるだけです︒モスクでは︑メッカ

メッカに挑戦を挑みます偶像をを捨てアッラーを信じよと

それだけでございまして︑あとは何の飾りもありません︒

るという歓楽状況がメッカで行われていたのです︒

いう訳ですが反発を食らい大変な迫害を受けるんです︒
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戦前でございますけれども︑よくお嬢ちゃんは人形を
持っていました︒イスラムの国の税関でお人形を取り上げ

スンナとシーア

お定まりでありますが︑これだけのリーダーが亡くなり

続のゴタゴタが今日まで深い影を落としています︒これが︑

ますと︑当然︑跡目相続の問題が生じました︒この跡目相

られたことがありました︒偶像と思われたのでしょう︒
イスラム世界の中では︑肖像画は発達しませんでした︒﹂

はモハメッドの娘ファティーマの夫であり︑しかも︑モハ

者が一人いたんです︒その人物は︑アリーといいます︒彼

実は彼が六三二年に死んだときに︑後継者として有力な

今日のシーア派とスンニ派の対立であります︒

これも偶像禁止の影響と思います︒アッラーは描いてはい
けない︒像を造ってもいけないのです︒

ります︒その二年後の六三二年に︑最愛の最後の奥さん︑

宗教権力のみならず︑政治的な権力も手に入れることにな

メッドのいとこでもあった︒血はつながっていた︒そして

さて︑モハメッドはメッカを占領いたしますと︑当然︑

アイーシャという奥さんの膝枕で亡くなったといわれてい

娘の亭主︒後継者としては︑申し分ない訳です︒

ところが︑この彼をどういうわけか︑最後の妻のアイー

ます︒最初の︑彼の最大の理解者であったハディージャと
いう奥さんは逃亡生活の最中に亡くなって︑前後に大体十

六三二年の彼の死はアラビア半島で起きた小さなローカ

モハメッドの義父です︒これが︑最初のカリフ︒カリフと

第一の後継者はアイーシャのお父さんのバクル︒つまり︑

シャが嫌った︒そのため最初の後継者になれませんでした︒

ル・ニュースでしかありませんでした︒どうして︑これが

いうのは︑後継者ということです︒これは︑四代まで続き

人ぐらいの奥さんがいたといわれています︒

今日世界宗教になり︑現在十二億の民の心を捉えているの

ます︒

かと思われたが︑また︑アイーシャの拒否権で︑二代目は

バクルは数年後に死にます︒二代目に︑今度こそアリー

かというのは一つの謎でございます︒イスラムの急速な拡

どの学者もきちんと解明しておりません︒いずれにしても︑

また別のワイフのお父さん︑ウマールが後継者になります︒

張と伝播の原動力は何だったのか︑これについてはまだ︑

ここからイスラムは始まっているのです︒

彼は十年後に暗殺されます︒
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たと考えています︒

その人たちがシーア派です︒シーアというのは︑シーア．

三代目と思ったら︑今度もまたアイーシャの反対でア
リーにはお鉢は回らず︑やはり︑モハメッドの娘婿ですけ

アリー﹁アリーの一派﹂という意味で若干︑侮蔑的な言い

一つのスンナ︒これはオーソドックスに正統派という意味

れども︑ウマイア家のウスマーンというのが三代目の後継

ここでようやくアリーが四代目のカリフになります︒そ

です︒全世界の十二億のイスラムの教徒の九割までがスン

方ですがこれが縮まって﹁シーア﹂になったのです︒もう

のときは︑モハメドが死んで二十二年も時が経っていまし

ナ︒スンニと言ったり︑スンナと言ったりしますが︑これ

者です︒これも︑殺されるのです︒

た︒ところが︑在位たったの五年で︑第三代カリフ・ウス

が正統派︒たった一割しかシーア派はいません︒それで︑

普通はシーア派というのは︑日陰者みたいな扱いになって

マーンの一族に殺されてしまうのです︒

それで︑全ての権力はウマイャ一族にいきまして︑彼等

いることが多いのです︒シーア派は礼拝の仕方も唱える文

ところが︑このシーア派が一○○％という国があります︒

シリアのダマスカスに移りました︒そこに︑サラセンの最

しかしアリーを支持する人達は根強く残り︑ウマイア家

全世界で一割しかいない︒だけど︑ある国では一○○％︒

章も少しちがいます︒

に対する抵抗勢力として対立関係にありましたが︑このア

初の王朝ウマイヤ王国ができるのです︒

リーの息子︑フセインがわずか二百名ぐらいで移動中ウマ

は一○○％がシーア派です︒イランの隣の︑いま問題のイ

ラク︒ここは六割がシーア派です︒だから︑そこで大きな

しかも︑その数六千万です︒それがイランです︒イランで

ところでその二百人が全滅してしまいます︒六八○年のこ

枠を取られていますから︑ほかの国のシーア派は一割どこ

イア一族と戦斗になりました︒ところが︑カルバラという

とでした︒

彼を信奉する信徒達︑アリーを信奉する信徒達はモハメッ

員殺され殉教したとの記念日の行事がありまして︑その日

シーア派にはフセインが二百人の軍勢でカルバラーで全

ろか︑数％となってしまいます︒

ドの血はアリーにつながっている︒アリーこそ本当の後継

がイスラム暦の一月の十日でして︑これがアーシューラー

アリーも殺され息子のフセインも殺されました︒しかし

者であると考えました︒彼等はアリーもフセインも殉教し
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といいます︒シーア教徒は町に繰り出しまして︑刀とか鎖

セルフサービスで自分でやりなさい︒なるべく現地の人に

の小さな部屋にお茶の用意して︑コーヒーでも紅茶でも︑

でも︑ラマダンは一日中絶食しているわけではありませ

で自分の体を全部叩くんです︑裸になって︒血が流れます︒

有するという︑凄まじいものです︒そういうふうに︑シー

んので︑日が落ちたら食べていいのです︒それから︑食べ

見えないように飲みなさいということになります︒

ア派のほうは一種独特のセレモニーがあります︒シーア派

始めて︑夜中中騒ぎますから︑日が上がった途端に皆眠く

それで︑皆殺しになったフセイン及び一族の殉教体験を共

には精神的にも欲求不満や神秘性が瀧っており︑どちらか

て仕様がないんです︒

ありません︒最高の宗教指導者の仕事です︒暗夜を見つめ

す︒いつ終わるかも大事︒それを決めるのは天文学者では

ラマダンがいつ始まるかというのは︑大事なことなんで

というと精神的なもの表の形よりも内面を追究するという
面が強いのです︒

このためでしょうか自爆テロは︑どちらかというとシー
ア派のほうが多い感じがします︒

月の影があるからまだ︑ラマダンは始まらない︑或いは何

し上げますといろいろ特色があります︒まず一年が寸詰り

さてイスラムの世界は生活の面でどういうものかと申

ラー︒つまり︑神に向き合う回数の多いことです︒一日五

更に︑ムスリムの生活を支えているのは︑毎日毎日アッ

そのため︑国々のラマダンの始まりがバラバラなります︒

も見えないから始まったとなります︒

なんです︒三百六十五日ではありません︒十一日少ない

回の礼拝があります︒立ったり︑座ったり︑イスラムのお

イスラムの社会生活

三百五十四日なのです︒太陰暦だからです︒新月から新月

祈りは大変忙しいのです︒

てはいけない︒飲んじゃいけないんです︒水も飲めないん

ますから︑そうしたら︑どこでもいいから︑お祈りを始め

時間だぞ﹂という呼びかけを︑スピーカーでワンワンやり

もいいんです︒アザーンといいまして︑﹁今からお祈りの

普通は︑モスクで礼拝しますがモスクでなくてもどこで

までが一ヵ月︒だから︑ラマダン︑断食月のときは大使館

です︒唾すら飲んではいけない︒だから︑そのときだけは

も大変です︒現地の人が太陽があがった途端に︑何も食べ

現地の人にお茶当番をやらせないんです︒日本人だけ︑別
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るのです︒

りわからない︒その上お祝いの持参もありません︒アラブ

アメリカで人に呼ばれると︑すぐサンキュー・カードと

ではお祝いとかお礼の仕方が難しいのです︒

具としても便利です︒中近東の飛行場に行くと︑乗客がグ

いうのを出すのが礼儀です︒アラブで礼状を書きますと︑

紋種は︑石ころだらけの砂漠でお祈りするときに使う道

ルグルッと巻いた小さな紋種を小脇に抱える姿に良く出会

もう一編呼んでちょうだいということになる︒昔︑ある大

した︒﹁それは素晴らしい刀だな﹂とこちらの大臣が一言

向こうの大臣が宝石をちりばめた短い刀を腰につけていま

臣のお供で中近東を訪問したことがあります︒ある国で︑

います︒

それから︑コーランを紐解きますと︑いま男女平等の時
代にいかがかなというところが︑いくつかあります︒

例えば︑﹁女は畑のようなものだ︒好きなように耕すが
﹁いうことを聞かない女は︑よく諭せ︒それでも聞かない

きましたら︑女の人だけ︒全部入ったなと思ったら︑部屋

ところで結婚式に話を戻しますが︑ワイフが披露宴に行

言ったら︑その日の夕方︑もう届いていました︒

ときには︑叩け﹂︒これも大変です︒アフガンで原理主義

のカギを閉めちゃうらしいんです︒そうなると皆チャルド

よい﹂︒解釈によっては︑大変な言葉となります︒それから︑

者のタリバンが政権を取りましたときに︑女性を学校から

という真っ黒い上っ張りを外す︒男がいないのですから︒

そうすると︑クリスチャン・ディオールだとか︑パリ仕込

締め出しました︒女性は学校に行く必要はないと言うわけ
です ︒

私がオマーン大使をしている時︑ある大臣の息子さんが

フのは翌日の夜です︒男と女は違うんですね︒男は男だけ

りが違うんです︒いずれもホテルでやる︒私のは昼︑ワイ

通きたのです︒私宛と私のワイフ宛︒開けてみたら︑日取

十本ぐらいの金の鎖を首から垂らして︑重そうに歩いてい

かアラブの人は金の鎖が大好きなんです︒人によっちゃ︑

るものだけ持っていくがよいと書いてあります︒そのため

それから︑コーランには離婚されるときには︑身につけ

です︒

みのブティックのキンキラキンの本物の衣裳が現れるそう

の披露宴︒女は女だけの披露宴︒私が昼出かけたら︑第一︑

る人もいたそうです︒

結婚しました︒結婚披露宴の案内がきたんです︒なんと二

花嫁がいないのです︒どんな奥さんをもらったか︑さつば
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だそうです︒アラブの世界では男が差別を受けている言う

その上女性の披露宴には花婿が花嫁と共に挨拶にいくん

は︑嫁さんをもらうのもイスラムの世界では大変なんです︒

ないんです︒何人もあてがわれる︒あの世では︒この世で

人もあてがわれる︒﹂とコーランは述べています︒一人じゃ

お酌に回ってくる︒このお酒はいくら飲んでも頭が痛くな

また﹁金糸まばゆい寝床で手足をのばせば︑小姓たちが

す︒金がなければ︑お嫁さんも手に入らない︒

嫁さんをもらうときは嫁さんの親にお金を払うのが普通で

べきかもしれません︒

さらに︑肉についてももちろん豚はだめなんですが︑食
べられる動物も特別の呪文を唱えてから喉をかき切りまし
て︑血を全部抜いた肉しか食べてはいけないのです︒

ることはない︒﹂と書いてあります︒あの世には酒がある

んです︒この世じゃ︑酒を飲んではいけないというのがイ

天国と自爆テロ

最後にイスラム世界で非常に特徴的なのは︑先ほど申し

そして︑そこには涼しい瞳をした妻が何人もいる︒豪華

スラムの一般概念ですが︑あの世に行ったら︑それがある

でありますね︒これは官能の世界です︒千夜一夜の世界で

上げましたが︑﹁あの世志向﹂が非常に強いことです︒独

は少ない︒水はない︒したがって︑どうしても︑この世よ

す︒去年七月七日にロンドンで地下鉄テロがありました︒

んです︒いくら飲んでも頭が痛くならない二日酔いしない

りあの世という気持ちが︑出てくるのは自然の流れです︒

実行犯は四人︑パキスタン人︒あの四人は事件の前どうし

立達成はアラブの望みでした︒もともとイスラムが興った

ところで︑イスラムの天国観は︑ものすごく官能的でびっ

たか︒みんなモスクに行き︑相手のない結婚式のセレモニー

酒です︒

くりします︒コーランに何回も出てきますが︑天国の描写

をしたそうです︒お嫁さんはいない︒

ところは生活が非常に厳しいところです︒暑い上に食べ物

は﹁せんせんと川が流れている﹂で始まります︒水のない

ド︑即ち聖戦に身を投じ命を失うことです︒そして何が聖

けば︑嫁さんはいるんですね︒天国に行く特急切符はジハー

これから爆破をする︒命はなくなる︒しかしあの世へ行

ところですから︑川が流れているという文章だけで︑イメー
ジ的に︑これは天国なんです︒水が流れている︒青いんだ︑
緑なんだと皆想像します︒

﹁閃々と川が流れている︒その楽園の中で清浄な妻を何
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英国は英国国教に変更しろと迫った︒しかし︑頑強にそ

七百年も戦い抜いたか︒それは宗教があったからです︒そ

最近︑ハマスの自爆テロ実行者のリクルートのやり方が

れを拒否しました︒それで︑アイデンティティーを持ちつ

戦かは聖職者達が決め︑マインドコントロールするところ

明らかになりました︒﹁お前が自爆すれば︑お前のみなら

つ︑アイルランド語というものを話し︑それで︑彼らの団

れは︑カソリックなんです︒カソリックを信じました︒

ずお前の親戚七十人も天国へ行ける︒しかも︑お前は天国

結は独立まで七百年も崩れませんでした︒

に問題があります︒

にいったら︑アッラーに会えるんだ﹂︒と言ってマインド

な変化が起こりました︒私のワイフはカソリックです︒ダ

私はダブリンに二年ちょっとしかいませんでしたが大き

四人のロンドンテロの実行犯達は貧乏で職業もなく学歴

ブリンに着いて︑日曜日に教会に行ったら満員ではみ出て

コントロールをしているのだそうです︒

も高くない︒パキスタンやバングラからロンドンに移住し

アイルランドは︑いまＩＴ国家です︒あそこの国は夏涼

いたそうです︒それがたった二年で教会はがらがらになっ

それじゃ︑それではどうすれば︑テロを防ぐ解決策にな

しく︑冬暖かいんです︒真冬にゴルフができるくらいです︒

ても︑いい生活は待っていない︒それで︑心理的にも不安

るか︒自爆テロをどうやったら防げるか︒私の結論を申し

夏︑七月に私は赴任しましたけれども︑大使公邸に弱い暖

たのです︒なぜだ︒アイルランドが豊かになったからです︒

上げましょう︒最大の方策は彼らを︑そしてイスラム社会

房が入っていた︒ＩＴ産業というのは︑温度管理が非常に

定になってるところをつかまえられてマインドコントロー

全体を豊かにするということです︒要するに︑失うべきも

デリケートですね︒アイルランドは一年を通じて︑ほとん

たった二年で︒

のを大きくする︒今は失うべきものが何もない︒だから︑

ど温度の上下が変わりませんから︑非常に設備投資がしや

ルされて︑自爆テロに及ぶ︒こういう構図になっている︒

あの世志向に走り︑コーランに書いてある天国に行こうと

日本のＮＥＣも︑あそこで大きな工場を持っています︒

すい︒

私の最後の赴任地は︑アイルランドでした︒七百年も英

そういうわけでアイルランドはＩＴ産業の一大基地になり

いうことになるのです︒

国に支配されました︒苦しみの連続でした︒なぜ︑彼らが
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ました︒水もいい︒それから︑国民の教育制度も高いので

す︒世界中のＩＴ産業が集まっている︒現在もブームが続
いているそうです︒

そのたの人々は︑教会に来なくなってしまったのです︒

神学校に行く人も少なくなった︒神父さんの供給が減っ
ちゃったんです︒だから︑最近は︑アフリカの黒人の神父
さんなんかも時々いるようです︒豊かになれば神様は要ら
なくなるのです︒早く豊かにしてあげたら︑自爆テロはな

それから︑イスラムの宗教は先ほど申し上げました通り︑

くなると確信します︒

生活全般︑政治も経済も刑法までもコントロールしていま
す︒

併し今や︑宗教というのは心の問題です︒したがって︑

イスラムを早く現代宗教に転化させる︒イスラムを心に特
化させ︑政治や経済から切り離し他の宗教との寛容さも確
保することが重要と思います︒

最後に自爆テロなどのイスラムの問題についてはイスラ
エルをめぐる中東和平が一日も早く実現することが重要と

思います︒中東和平交渉が頓挫していることが廻り廻って
自爆テロリスト達に実行への意欲をかき立てていることは
否定できないと思います︒

︵本会理事︶

吾々も新幹線のゴミ箱封鎖から早く解放されたいと思い
ます︒

ご静聴ありがとうございました︒
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ついているが無人である︒正面に

ていないドアを開けて入る︒灯りが

ひっそりと立っている︒鍵のかかっ

を訪ねた︒元箱根の町外れ︑丘陵に

研修旅行で︑﹁パール・下中記念節﹂

私の関係しているグループの箱根

となって同年秋︑パール博士を日本

た︒平凡社の下中弥三郎社長が中心

して発売され︑ベストセラーとなっ

に︑﹃パール博士の日本無罪論﹄と

年四月二十八日︑独立回復と何時

禁じられていた︒それか昭和二十七

は﹁パール判決書﹂の内容公開が

筆で書かれた東条英機︑松井石根ら

勲一等瑞宝章の賞状や絞首刑直前に

の修養施設の一角に﹁パール・下中

兄弟の契りを結ぶ︒そして下巾財川

社長とパール博士は意気投合し︑義

それにしても︑与党政治家︑外務

いう︑経済的事情もあるのだろうか︒

ル記念館の維持が常設を許さないと

どと異なり︑訪れる人が少ない・パ

る仕組みである︒箱根関所博物鮒な

わせて︑地元の管理者に錐を附かせ

し込むと︑記念館到着予定時刻に合

５２６１５６８８︶に参観を申

東京の﹁下中記念財団﹂︵電話０３

この記念館は普段閉館されており︑

七人連署も陳列されている︒

内部には︑﹁裕仁﹂と署名された

記念館﹂を作ったのである︒

パール博士と記念館を作った下中弥
日本の敗戦後︑勝者によって極東

三郎氏の胸像が飾られている︒

来日したパール博士は各地で開

き責任官庁が︑極東軍事裁判史観の

省︑文科省など国家の尊厳を守るべ

もどかしい︒

呪縛から未だに逃れていない現実が
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軍事裁判が開かれ︑﹁侵略戦争﹂の
責任が問われて︑東催英機ら七人が
て有罪判決を下された︒十一人の連

絞首刑︒その他多くがＡ級戦犯とし

のパール判事だけが︑この裁判は国

合国判事中︑ただ一人︑インド代表

という事後法で裁く︑法治社会の鉄

かれた講演会で︑アジア侵略の張本

に招待した︒

則を踏みにじった復讐裁判である︑

際法に違反し︑﹁平和に対する罪﹂

として︑被告人全員を無罪とする意

きない︑と覚醒を促している︒下中

屈・退廃に流されていくのを座視で

人は欧米であり︑日本人が極東軍事

しかし︑サンフランシスコ講和

裁判によって︑罪悪感を背負って卑

条約で独立を回復するまで︑日本で

見害を提出した︒

パール博士の記念館

津英武

毎朝手にする新聞が地獄絵のような

をせせら笑って編す詐欺漢の横行︒

母︑続発する児童の自殺︑老いの人

幼子への虐待︑おのれの子を殺す

円と印刷されているが一円のお釣り

出版者﹀で三部作である︒一冊五百

もしろ地理学会﹀︑発行所は︿青春

分と売れているらしい︒編者は︿お

的に見て広い？狭い？﹂﹁伊能忠

国境とは？﹂﹁日本の国土は︑世界

リカの民族紛争を生んだ罪つくりな

リア人﹀と言わないのは？﹂﹁アフ

オフにするのが健康によい︒そんな

こんなときは︑頭を一度スイッチ

カナで書く？﹂﹁中東ってどこから

﹁なぜ︑韓国の地名でソウルはカタ

﹁海はいったいどこの国のものか﹂

さな国にわかれている？﹂﹁オース

どこまでのこと？﹂﹁なぜ中米は小
トリア人が自分のことを︿オースト

きに見つけたのが本書である︒

二○○五年七月に第一川で

六も仙んでいる︒

た知恵かも知れない︒

の類を捲るのも私たちのちょっとし

思考が行き詰まったときなど︑本書

憂慮がかさなって気が惨いだとき︑

のひかれる記事が並んでいる︒

は二つの国歌があるのか？﹂など気

がイランになった？﹂﹁なぜタイに

らの小見出しも﹁どうしてペルシャ

ふつうの菩応ですぐ手に入る︒こち

帳︶で二○○六年Ｉ月が第一川だ︒

三Ⅲめは︹世界で一番ふしぎな地図

図帳︺で二○○六年六川が第一川︒

節二冊は︹世界で一番気になる地

一Ⅱだけで二Ⅳ

へえ−と思うこんな小兄川しが第

一から環六を剛かないのは？﹂

か？﹂﹁雌七︑環八はあるのに︑環

敬以前にはどんな地図を使っていた

第一Ⅱの小見川しを書き川してみ

がきた︒

うのは筆者だけではないだろう︒
よ注つお

胸

Ⅲの中を︑予想だにしなかったと思
政治家に対策案とその実行を期待
しても思慮の浅さばかりが眼につき︑

思想家・論客に救いを求めても附靴
摩するような幣仙の仰が登場しても︑

当竺鵠

二○○六年九月で卜五川である︒他
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極推の感を免れない︒仮に一川を肌

いっそ竹林の七賢を決め込もうと

遅きに失したと思える︒

しても院緒の才があるわけも無く︑
俗世間のしがらみも切れず悶々とす

I'!')がくる（世界で一番
おもしろい地図帳）

﹁宇宙から見える国境線がある？﹂

定iiiioonで一nのお

思いで書店を覗き歩きをしていたと

るばかりだ︒

教書案内

宮崎哲夫

あまつち

大き日はこの天地に一つにていまこそのぼれ吾を照
らして

という歌が書かれた色紙二枚を貼り合わして成った一
占心

そして︑書画帖﹃秋光帖﹄には︑佐々木信綱の

ましらほによき風みてて月の夜をよすがらこゆる洞
伊藤嘉夫の

庭のうみ

しら檀へのおち葉はすみて底さむき山の清水にわが
手をひたす

秋風のおと聞く時はいにしへの聖のごとく我は寂し

斉藤茂吉の

土岐善麿の

いくとせの園のあやまちを身におひてつぐなふ年の

はしろくさきたり

春いまださわがしからぬそらのいるにこぶしのはな

橋本徳寿の

れしものなし

二本ほど枯穂のまシにたちのこるす易きを切りて枯

長谷川銀作の

新たなるくし

む

であったが︑それから半世紀以上たった数年前の一月︑

わたりぬ

鴬ひとつ蹄きしばかりと思ひしに春のめざめは空を

斉藤茂吉の

ふけにけり

松風に時雨のあめやまじるらしさわがしくして小夜

題する書画帖一冊を贈られた︒短冊は︑島木赤彦の

Ｉ氏の遺品として短冊二点︑書軸一点︑﹃秋光帖﹄と

功績のあったＩ氏が亡くなられたのは一九九三年八月

東急傘下の諸会社で長年社長・副社長を歴任して

古川哲史編

かざりなき忠の心のあらはるシたシかひの代に吾も
という歌の書かれた計三点︒

御民ぞ

書軸は︑茂吉の

（50）

弘道歌壇

こよひは鳴かず寝にけらしも﹂という歌と︑どっちに

繕と︑万葉集巻八の﹁ゆふされば小倉の山に鳴く鹿は

もふが︑やはり出来ない相談といふものであろうかと

余計債値があるかといふことを考へてもらいたいとお

いね

住詫るみちのくなれどかんこ烏

などの歌や︑小宮豊隆︵蓬里雨︶の
という句などが書かれていて︑豪華絢燭︑目をあざむ

心し︑

言っている︒私はこの一文を読んでさすが茂吉だと感

くばかりである︒これによって貧しかった私の書画収
集は︑にわかに見ごたえのあるものになったが︑それ

最上川逆白波のたつまでにふぶく夕べとなりにける

につけても思いだされるのは︑茂吉の随筆集﹃痴人の
随筆﹄にある﹁歌の原稿料﹂という一文である︒

といふ茂吉の一首あって太平洋戦争における日本の敗

かも

した竹内栖鳳の日本画﹁夏鹿﹂は十万か十一万で売ら

み出すために日本はたたかいに負けたのだ︒

北もむくいられた︒もっと素直にいえばこの一首を生

この一文の中で︑文部省美術展覧会︵文展︶に出品

れたというが︑短歌一首の稿料は高くて一首二円︵当

かも知れないが：．⁝︒

とも私は思っている︒余りおだやかないい方ではない

そう

時︶で︑それより安いのが普通である︒一首二円とし
ても︑十万円にするには五万首作らなくてはならない︒

Ｉ氏から贈られた短冊の一枚に︑茂吉の

しかし︑五万首は日本広しといえども︑まだ誰も作っ

かぎりなき忠の心のあらはるシたシかひの代に吾も
御民で

たことはない︒大本教の出口王仁三郎は一夜に三百首
れでも一年千首として︑十年に一万首︒五万首作るの

一首にちがいないが︑不幸にして太平洋戦争は﹁かぎ

という一首がある︒まだ戦勢の衰えていない時期の

作ったというが︑庇のようなものばかりであった︒そ

てゆけないから︑せめて短歌一首の稿料を五円にあげ

それで︑﹁たたかひの代に吾も御民ぞ﹂と胸を張るわ

りなき忠の心の﹂あらわれたたかいとはいえなかった︒

には実に五十年かかる︒しかし︑これでは歌人は生き
てほしい︒こんな注文をするのは人聞きが悪い︒黙っ

秋風のおと聞く時はいにしへの聖のごとく我は寂し

けにいかなかったが︑いま﹃秋光帖﹄に書かれている

ていた方が奥ゆかしいということで誰も言わないと嘆
﹁併し同じ鹿を材料としたもので︑栖鳳画伯の鹿の

き︑
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ある︒

という一首に面して︑私は粛然として声を呑む思いで
雑誌﹃弘道﹄の短歌欄は会員のためにあることは︑

編者たる私もむろん承知しているが︑短歌が日本人全
そこで前々の号では︑武士道で名高い﹃葉隠﹄に出て

体のものであるのは︑これまた言うまでもなかろう︒
くる短歌︵和歌︶を紹介し始めたばかりであるが︑今
号にはひとまずそれを中断して近・現代の日本を代表
する歌人の作品を紹介することにした︒この念願を生
であろうが︑それをする余地は余りなくなった感じが

かすには︑毎号の例である現会員の作品を紹介すべき

ところで︑わたしの現在生活しているナースイング

する︒

るための工事が始まり︑そのため一時部屋換えをしな

ホームひまわり板橋では︑現在居住者の模様を改善す
ければならず︑今までの部屋にあった荷物を一時他に

移すことになり︑そのために見るも無残な混乱を余儀
になったものが多く︑いくら探しても出て来ない︒そ

なくされ︑元の部屋にあった現会員の歌稿が行方不明

れで︑今までに出稿された絵鳩毅︑松村早苗︑広田
五一︑椛田信吾・英子夫妻など共に次号に掲載する旨

を申しあげておく︒
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のうぜんか

水害の出雲に傷みし凌雷花
すべ

山越の叶はい出雲梅雨太し

奥出雲石原みちを

豊島区川崎鋸南

中野区小牧幸雄

川崎市小林三郎

◎閉されて越ゆ術のなき梅雨篭

釣舟の向き揃へたる鴬日和
浮雲や湖になだるる薄原
◎八月や喜毒に近づく誕生日
眼一黒に八月六日のきのこ雲

死なざりし歳月長し敗戦日

うらな

︒詫びる事多き九段や終戦日
ぼら

鯖とぶや今年の漁を占へり

崩れんとする波頭鯛の群
あさ

◎どん欲に川面漁るや去ぬ燕

日語るや舷しくありぬ鰯雲

時政の墓域質朴稲の花

◎反射炉の宙に残暑の雲高し
みずすまし

練馬区柴田孤岩

杉並区加藤志偶夫

武蔵野市三枝武双

向日葵の日に向く顔のゆるがざる

水馬水の魔力に身を細む

◎食細く身削る思ひ敗戦忌

ドア

多摩市嶋津黄猿

角帯の締めたしかむる踊りの夜

秋の雷走り回転扉乱射

◎爽やかに太極拳の切る大気

参拝の是非に雨降る終戦日

ね

よみがえる思いに宵を秋刀魚焼く

佐倉市櫛部正直

◎風の盆瀬音に和せる胡弓の音

長老の招待席や運動会

大田区鏑木雲州

かなかなの声奪ひたる造成地

◎指先に流石の年季踊り笠
なび

秋立つや風音座く桧枝岐
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弘道 俳 壇

河内朝生編

ぜんまいの葉ずれ秋立つ奥会津

横浜市尾俣セツ子

◎稲の花雨に目指せる尾瀬の奥

山鳩と川の音聞く敗戦日
朝市に大南瓜の孫と座す
◎東京の垣に花咲く若荷得し

横浜市藤田芙美子
下駄投げて明日占へる浜の秋
真珠玉涼しく女客来たる

世田谷区新里昭子

◎湯上りを聴き分く宵の虫時雨
チユベローズ

うなじた

月下美人に姉を偲べる夜の深き
山百合の花数多く項垂る
︒下り鮎四万十川に砂利光る

中野区石川良子

鎌倉市三隅田海堂

風立てる旅荘に酌める温め酒

山荘に鳩吹く孫の頬の艶
◎誰彼と語る他郷や秋の風
霊峰に吹き上ぐ風の苔原

慧日和空の青さに入れし竿
◎八月の海燦々と白帆抱く

いで

縄文の土偶出し里蕎麦の花

島裏の夕日の入江鯛跳くり

横浜市鈴木利雄

町田市斎藤高康

◎くらくらと八月の日の道遥か

恐山いたこの道の落し文

松戸市坂井保也

船橋市林謙治郎

白南風や敷ける漁網の大間崎

◎海鳴や盆の過ぎたる島の畑

秋立つや風を纏へる崖の松

慧釣りの兄弟黙し競ひけり

◎八月の風紋粗き大砂丘
青薄近藤勇の陣屋跡
しにせこく

八月や故郷へ発てる貨車長し

足立区五十嵐とみ子

◎江戸前の老舗の酷や薫の秋

秋の雨旧宮邸のアールデコ

秋の蚊の寄る宮邸の雨の軒

◎秋の蚊を病める日暮の破璃に聞く

横浜市安田のぶ子

妻ひとり眼に追ふ小さき送り舟
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病み抜ける暗き眼くぼや敗戦忌

八王子市松木昌子

◎艶めきて片足浮ける茄子の馬
とつた

レリーフの青年鶏る夏館

夏芝や白きオブジェ突と誉つ
◎カーテンの白き紗に透け晩夏光

横浜市武田伸昭
かにかくにめぐる思ひや走馬燈

茜さす日の移るひや裟日和
◎秋海巣枯山水に咲きにけり

品川区山名加寿雄
楕色のカンナすらりと群れ立てり
篇走る満ちくる潮にあふられて

◎走馬燈なぞらへ偲ぶ昭和の世

船橋市湯浅康右

旭市渡辺文雄

越栗の荷に篭められし丹波の香

栗山の山霊醒ます杖の音

◎夕闇の揺らげる峡のくつわむし
編者吟

むしこまど

鈍豆に山の日すべる火口原

蝿にうだつの影や虫篭窓

朝比奈の風に海の香とりかぶと

編集所感
石原みちを氏の台風禍豪雨に交通途絶の災害に気
の充実に感謝︒

概の三句不順な天候にめげぬ諸家の欠吟なき俳壇

次回の作品提出期限平成旧年１月別日

やまかたち

台風の近づく裏の山容

ｈ因七ｌ悶八Ｉ芙天剛同番号

一工茜ｌＲ穴船橋市緑台一Ｉ−Ｔ−ｌｇ一河内朝生
くに

篇釣るや思ひ思ひの舟の向き

松戸市中川弘喜

◎走馬燈まことに故郷の闇深し

炎帝に炉灰作りの手の齢
さるすべり

秋海巣顔あげさせて問ひにけり
◎台風に樹相低めし百日紅
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︾︾

︻反響︼
﹃勤勉﹄や﹁愛国心﹄の復活を
●日本弘道会が創立１３０周年記念式典と講演会
平成十八年十一月二十一日発行の﹃内外教育﹄より

内外教育
日本教育新聞
毎川新聞

川し︑川治政府の文部官僚として修身教科書の編さんに従事︒鍔

一八七六年︵明治九年︶に同会の前身の東攻惰身学舎を設立等

し︑一八八七年︵同二十年︶には代表的著作﹁日本道徳論﹂器

を刊行した︒西村は儒教思想を﹁本邦道徳﹂の根幹とし︑西等

洋哲学の要素も加味しながら︑儒教思想の近代的な再編成を︾

目指した︒西村が提案した道徳立国論の構想は︑近代日本の等
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禽

と特別拙油会をそれぞれ開

で創立百三十周年記念式典

東京都千代川区の学士会館

Ｑ︶の検閲でも同会の機関誌は﹁穏健中正の内容﹂︵同会要器

可を受けた︒太平洋戦争敗戦後︑連合国耶総司令部︵ＧＨ︾

Ｈ本弘道会は︑一九一四年︵大正三年︶に社団法人の認窯

学事典﹂から︶︒︾秀５
に対して表彰を行うととも

現在︑十一の地方支部を持ち︑会員数は全国で千七百九十三毒

覧︶であるとして続刊が認められ︑組織も存続した︒同会は窯

︾︾

︾恥

夕ｑ

言Ｉ

に︑近藤信司文化庁長官︵文

人︒役員や特別会員には旧文部省関係者や大学関係者が名を︾

鈴木会長は︑記念式典冒頭の式辞の中で︑日清︑日露戦争

会長に文科大臣感謝状

えする︒

連ねる︒以下︑十一日の記念式典と特別誰演会の様子をお伝一

部科学審議官を兼務︶から
文部科学大臣感謝状が同会
に渡された︒

西村茂樹は︑福沢諭吉ら
と共に啓蒙︵けいもう︶的
思想団体の明六社創立に参

q℃､､､自宅■も､,b▼b毛■巳もも由もbbb､

れた教育勅語もその延長線上にあるといわれる︵平凡社刊﹁哲帯剛

いた︒記念式典では功労者

︾元文化庁長官︶は十一Ⅲ︑

岬﹄

︾創設した道徳振興団体の社団法人日本弘道会︵会長・鈴木勲

筈明治期の道徳思想家︑西村茂樹︵一八二八〜一九○二︶が

文教政策の基本となり︑一八九○年︵同二十三年︶に発布さ等
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後の叫隆と︑その後の太平洋戦争敗戦といったわが国の近現

う一度見直すことが大切だ﹂と述べ︑国会で審議中の教育基

の文化など日本が大切にしてきた伝統的社会規範の川値をも

続いて祝辞を述べた元文化庁長官の安嶋楠財団法人修養団

本法改正案の早期成立に向けて参加者の理解を求めた︒

特別顧問は︑西村茂樹が﹁日本道徳論﹂の中で︑国民の品性

た一世紀だった﹂と述べた︒同会長は﹁創立百三十周年を機
に︑︵西村が提唱した︶﹃人心を正しくし︑風俗を良くし︑国

芳託÷て託そ一室で宕考誌きぞさ宗一云宝孟竜苛詞吉云云で孟毒云云舌

代の歴史を振り返り︑﹁恐らく西村茂樹先生が想像もしなかっ

力を養い︑もって国威を発揚する﹄という道義立国の理想の

毅︵ごうき︶﹂﹁忍耐﹂﹁進収﹂﹁愛川﹂などを挙げたと紹介︒

をつくるのに必要な徳日として武上道の﹁勤勉﹂﹁節倹﹂﹁川

るとして安嶋氏は︑﹁家族の在り方︑男女の関係︑一雇用の関

係︑その他広く社会の根底に変化が生じ︑道徳の足元が変わ

り︑対応に︵今も︶迷っている﹂と述べ︑閥村の掲げた他川

その後︑近藤文化庁促官がⅡ本弘道公に対し︑﹁社会教育

の今川的な有効性を強洲した︒

の振肌に多大の貢献をした﹂として文部科学大臣感謝状を鈴
木会長に手渡した︒

また︑同会の感謝状が西村茂樹研究者の古川哲史氏ら計

三十八人に︑鈴木会長から渡された︒

ドイツにも共通する現代の病理

記念識演では︑ドイツ・チュービンゲン大学教授のアイゼ

ンホーファー・ハリム仲ｋが﹁ドイツの現代事情と西村茂樹﹂

（57）

い﹂と参加荷に呼び掛けた︒

I'llH性重を作さすII指囲

実現に向け︑会員各位と共に努力を続ける決意を新たにした

叫
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と教たや極る「hとを内るす
あ生

共の〃造て間規し呪がと雰
司育、‑／創め人と優実mる

川氏によると︑同書が刊行された明治中期は﹁四氏平等など

瓢，畦戦は雁雛

社会の大変革があり︑社会的に混乱した時期だった﹂という︒

え 並 く 心 い を あ に 美 k 壊 優

次に伊吹文川文科相の祝僻を近膝文化庁長官が代読した︒

に旭はLて精満たすそ。がか

その中で伊吹文科相は子供をめぐる覗件の続発を受け︑﹁社

川lのくﾞ具て神ちめ弓のmjく

その状況は︑ちょうど戦後の昭和三十〜四十年代に日本人

文部科学大臣感謝状を受ける鈴木会長

が経済成長と共に経験した社会の価値観の変化とよく似てい

念共を要育のにる脂棚気温

の変化のため︑かって考えられなかった社会秩序の混乱や︑

零

会全体の規範意識の低下︑家族や地域についての価値観など
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︾一︾

リム博士は専門が日本学

と越して所論を述べた︒ハ

とした︒

じめや援助交際を挙げ︑こうした問題は日独共通の悩みだ︑

述べた︒また同博士は︑青少年の病理現象として具体的にい

ため制定されたという今日の一般的な解釈に対して︑﹁教育

講演した︒渡部氏は戦後の教育基本法は教育勅語を否定する

その後特別講演会が開かれ︑渡部昇一上智大学名誉教授が

と中国学で︑西村茂樹の道
徳教育思想を欧州に紹介し

ハリム博士は︑西村が提

た︒

と︑教育勅語が存在したため︑教基法は制定時︑徳目を書き

基本法は教育勅語と車の両輪だった﹂と述べた︒同氏による

の排除決議と失効確認決議をそれぞれ可決したのは一九四八

込む必要がなかったのだという︒事実︑衆参両院が教育勅語

唱した﹁忍耐︑節約︑集中︑

凹洋の道徳から輸入しよう

愛国心など﹂は︑﹁西村が
としたもの﹂だと述べた︒
同博士によると︑日本には

ただ︑渡部教授によると︑法律ではない教育勅語を廃止す

年六月で︑教基法公布︵四七年三月︶の一年三カ月後︒

る権限を国会は持たないはずだという︒同教授は﹁教基法は

従来︑武士の道徳︑孔子の
道徳︑仏教の道徳があった

した︒

︵矢内忠Ⅱ教育ジャーナリスト︶

﹃道義立国へ決意新たに﹄

●日本弘道会創立百三十周年で記念行事

強調︒ドイツ社会でもそれは共通した課題だとして︑﹁人々

立訊周年記念行事がⅡ日︑東京・神田の学士会館で開かれ︑

日本弘道会︵鈴木勲会長︑設立時は﹁東京惰身学社﹂︶の創

明治９年に新しい国民道徳の確立を目指して結成された㈹

平成十八年十一月二十日燭発行の﹃日本教育新聞﹄より

は利己的になり︑古い価値を忘れた︒家庭︑学校︑大学で道

忍耐︑忠孝が忘れられがちだ﹂として︑道徳教育の必要性を

一方︑ハリム博士は﹁経済優先の現代社会では︑責任︑義務︑

出した﹂という︒

洋の道徳と︶融合させ︑新しい日本の道徳と修身教育を生み

考え︑﹁例えば武士道の義理︑名分︑忠︑考︑信︑礼儀などを︵西

そこで西村は西洋とＨ本の道徳の思想を融合させることを

改正しなくてもよく︑教育勅語を復活させればよい﹂と主帳

鞍

が︑明治維新後︑これらの道徳が忘れ去られ︑新しい道徳教

ー

育が必要になったのだという︒

潔諜

徳が教えられず︑子供たちは利己的な態度を増長させた﹂と

（58）

き＝号ぞ託そ詩意胃蓋ﾓﾓ器苓そを望昌署毒筈÷を4号

＝ − こ 『 ＝ ニ ニ ー ■

蓋令釜祭器ﾓﾐ祭筈釜差器誤蕎祭器釜話祭蕎筈釜筈器筈そ差苓そ釜雲を砦祭器雲窪4

ももら■もも画画面も凸面■もも印画bも■
七 G ℃ ｡ ， ■ ■ 、 己 ら 、 ､ 、 ■ も も ■ も ､ も も ■

ももも｡､bも､町bもむ､bbbbbcbbq,勺も､句も､℃､■bC
巳色も■も、町■もLLL宅も

ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ー ニ ー ニ ニ こ ＝ 二 二

唯一︾

功労者の表彰や講演会が行
われた︒

同会は明治の思想家︑西
村茂樹を開祖とする日本で
最も占い道徳振興団体︒﹁Ⅲ

本道徳諭﹂を著し︑国民道
徳の実践に生涯を捧げた西

運動を展開してきた︒

村の精神を受け継ぎ︑国民

記念行事で︑鈴木会長は

﹃日本弘道会﹄が創立剛周年記念式典

平成十八年十一月十六日附の﹃毎日新聞夕刊﹄より

●道徳の意義強調

鐸︽

、はの京治あり西都周II
愉l凡iが術のる方欧内年本

#蔽職M議鮮：

m村始身思国に追でを弘
や氏ま学想づ警随｜州記道

在の川際情勢やいじめの問題が深割化している風潮に触れ︑

﹁このような時代だからこそ道義の高揚や教育の万全が一層

求められる﹂と同会の存在意義を強調した︒

︻手塚さや香︼

Ｐ−ｂ

ｐ−ｂ
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学校Ｍ審館協議会会長で元文化庁長官の鈴木勲会長は︑現

迩徳の怠義を新たにしていた︒

のり祉家く鐘のか念会

鵠そそき令奈烏餐も筈祭祭令
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﹁川内外の情勢が混迷を深め

る小︑道茂立川を掲げ︑決

葱を新たに渦動を進めたい﹂とあいさつした︒

描淡会では︑海外におけるⅣ村川先の鮒一人背のハネロー
レ・アイゼルホーファー・ハリム岬卜︵ドイツ・チュービン

ゲン人学教授︶が﹁現代社会は︑責任︑義務︑忍Ⅲ︑忠と孝
が忘れられがちで︑Ⅱ本もドイツも事情は同じ︒特に︑責任
と義務の川発点である家庭教育を見直すことが必要ではない
か﹂と提案した︒

記念行事の後︑識減した渡部昇一・上智大学名誉教授は﹁明
治期︑いかなる宗教とも相反せず︑しかも︑どの宗教にも適応
できる道徳を打ち出した教育勅語の精神を︑今こそ見直して︑
世界に向かって堂々と説くことが必要ではないか﹂と呼び掛けた︒
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特別功労

感謝状を受けて

ご挨拶に代えて

哲史

小生は明治四十五年︵千九一二年︶五月八日鹿児島に生

の至りであります︒

このよき日に私は功労者として特別な表彰を受け︑光栄

す︒

日本弘道会百三十年記念の日を謹んでお祝い申し上げま

川

日に至り︑西村泊翁のお仕事を勉強しておりますが︑他に

大分県日田市の威宣園広瀬淡窓︑佐賀の国学葉隠研究会︑

郷里鹿児島の西郷南洲顕彰につとめておりますが︑弘道会

員は大分︑佐賀︑鹿児島など一人だけという実情で︑淋し

い限りであります︒明治一○年に亡くなった西郷南洲と明

う方があるかも知れませんが︑実は一年だけ南洲が年上で︑

治二五年亡くなられた会祖西村泊翁は余り関係はないと思

殆ど同年と見て良いでありましょう︒

しかも西郷は賊将として明治一○年に亡くなりました

が︑道徳的精神は全く同一で︑南洲があとまで生きていた

ら弘道会二代目の会長をつとめていたかも知れません︒二

代目会長の谷干城は西郷軍が囲んだ熊本城の主将でありま

りました︒

した︒しかし精神は全く同一で︑敵も味方もない二人であ

では最後に官軍と西郷軍が勝敗を争った熊本県の田原坂

の曲を唄って日本精神の真髄を偲びたいと思います︒

田原坂

一︑雨は降るふる人馬は濡れる

越すに越されぬ田原坂

忠正氏の時に入会し︑七代野口明︑八代西村幸次郎︑九代
現在の鈴木勲会長の下に副会長をつとめているわけであり

二︑右手に血刀︑左手に手綱

ゆでゆんで
ますが︑野口会長の時から弘道誌の短歌欄の編者として今
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古

まれましたので九四歳で︑来年の五月八日九五歳となりま
。

日本弘道会との関係を申し上げますと︑六代目会長酒井

す

馬上豊かな美少年

三︑西郷隆盛話せる男
︵本会副会長理事・東京大学名誉教授︶

特別感謝状を拝受して鎌田正
本年十一月十一日︑わが日本弘道会創立百三十周年記念

れるものである︶と言い︑孟子もまた︑﹁声聞︑実︵実質︶

に過ぐるは︑君子これを恥づ﹂と述べているのは︑傾聴す
べき蔵言である︒

本会が創立百三十周年の記念事業として﹃淵西村茂樹全

集﹄を刊行し︑未刊の論説を発掘しておりますが︑それら

を拝読して益々痛感してやまないことは︑泊翁の驚くべき

博覧強記と︑これを活用する警世憂国の思想の豊かなこと

であり︑また先生の生涯の行跡が孔子に相通ずるものが多
いことである︒

孔子は﹁われ十有五にして学に志す﹂と言い︑七十四歳

式典が学士会館において極めて厳粛かつ盛大に挙行されま
したことは︑淘に同慶に耐えず︑その式場において︑鈴木

で没しているが︑泊翁も十六歳で文学に志し︑七十五歳で

献もなく︑特に近年は九十歳を越える高齢にて其の責務を

今日に至っておりますが︑本会の活動としてはさしたる貢

五月には本会評議員︑同十二年五月以降は理事を命ぜらて

て入会以後︑三十年余の歳月が経過し︑その間︑平成九年

回顧すれば︑故渡辺正勇先生のご配慮にて特別会員とし

説を述べ︑道徳の振興に精進されている︒孔子は魯の顕官

を博読して知識をひろめ︑それを基盤として経世憂国の論

治人を二大眼目としているが︑泊翁もまた古今東西の典籍

道は一もって之を貫く﹂と言って︑仁の実現を求め︑修己．

序を重んじる礼を実践すべきことを説き︑あるいは﹁吾が

以ってす﹂と言い︑古今の書を博読して知識をひろめ︑秩

没している︒孔子は﹁博く文を学び︑これを約するに礼を

会長よりご鄭重なる特別感謝状を授与され︑身に過ぎる光

果たし得ざるに︑斯かる光栄に浴しましたことは︑汗顔の

を退官後︑十余年間も遊歴して諸侯に説きまわり乱世の救

栄と衷心より謝意を表する次第であります︒

至り︑佃泥の情に耐えない次第であります︒

済に努力されたが︑泊翁もまたその退官後は没年に至まで︑

なじつ

思えば︑老子の思想を継承鼓吹した荘周は︑﹁名は実の

栖々孜々として諸方を巡行して時弊を正す講説を行ってい

ひん

賓なり﹂︵Ⅱ名声はそれに価する実質があってこそ与えら

61

る︒

孔子は万世の師表として世界的に景仰されているが︑わ
が泊翁もまた絶世の師表として仰慕すべであるまいか︒

﹁人能く道を弘む﹂を会名とし︑泊翁を会祖として仰ぐ
われわれ日本弘道会が︑泊翁の心を心とし︑その使命に向
かって発展活動すべきことを心から期待して筆を掴く︒
︵本会理事・東京教育大学名誉教授︶

更なる活躍を願って飯塚一雄
先般挙行の荘重な記念式典の際には︑身に余る特別賞の
栄に浴し︑ご高配の数々にも接しまして恐縮致し︑島根の
受賞諸士と共に感激し︑更なる活躍を語り合いながら帰路
に着きました︒

早速にも御礼申しあぐべきところ︑嫡孫の結婚その他何

申し上げます︒

彼と取り込みましたので遅延いたしました点︑深くお詫び

有難うございました︒
︵島根支会顧問︶
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受賞者・参会者のことば
弘道会創立百三十周年記念式典が盛大に行われましたこ

私も﹁会員拡充功労者﹂として感謝状を授興していただ

とまことにおめでとうございました︒

本日記念品ともども拝領いたしましたが︑お手数煩わし

きまことにありがたく光栄に存じております︒
恐縮に存じます︒

岩手支会設立についての準備は佐々木初朗先生を中心に

進めておりますがこれにつきましてもよろしくご指導賜り
ますようお願い申し上げます︒

敬具

岩手県盛岡市石川喜一

とりあえず御礼かたがた拝領を報告申し上げます︒
時節柄ご自愛を願い上げます︒

平成十八年十一月十二日
日本弘道会

会長鈴木勲様

この度日本弘道会創立百三十周年の式典が盛大に行われ
たことを心よりお慶び申しあげます︒

先般弘道会より式典への出席への御案内状を戴きました

が妻病気のため欠席いたしました所昨日運送会社を通じ

﹁弘道﹂百三十年記念号とともにシンポジューム記録並に

感謝状︵記念品を添えて︶御恵送下され厚く御礼申し上ぐ

道徳心の極度に退廃した昨今﹁弘道会﹂の存在は暗夜の

る次第であります︒

一燈に価するものと信じております︒

鈴木会長様はじめ皆様の御健勝︑御活躍をお祈り致し

秋田県山本郡畠山東太郎

つシ取り敢えず御礼まで一筆申し上げます︒

十一月十三日
日本弘道会

会長鈴木勲様

冠省過日は日本弘道会創立百三十周年記念式典に参列

また︑この慶事に際し︑不肖私も感謝状拝受の栄に浴し

させて頂き格調高く意義深い催しに感激致しました︒

淘に光栄にぞんじました︒心から御礼申し上げます︒

島根支会の先輩各位のご指導並びに会員の皆様方のご支

援により業務に携わらさせて頂いてはおりますものの︑万

ますが︑ご一局配に感謝し有難く頂戴させて頂きました︒

事に不行き届きでございますので︑佃泥たるものがござい

鈴木会長様の式辞を拝聴しながらこれを機に︑支会の発
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展にいささかなりとも貢献できるよう職務の遂行に励みた
いと︑改めて意を固めた次第でございます︒

また︑個人と致しましては︑日常生活におきまして︑弘
道精神の実践︑就中国民としての道徳的実践に励むべく︑

自己修養に努めたいとの思いを新たにいたしているところ
でございます︒

丁度今机上にあります﹃西村茂樹全集第二巻﹄の﹃道徳
講義第六冊﹄の中に︑﹁凡ソ道徳ノ学ハ︑是ヲ身二行フニ

至リテ初メテ之ヲ道徳ト云ウベシ﹂とあることを力に︑実
ハ最モ修養ヲ必要トス﹂とあり︑浅学の身には︑真の実践

選に精進したいと考えます︒しかし︑続いての記述に﹁行
実行は遠き道程でございますが︑これからの第一の目標に

据えて︑修養に努め︑遅々たりとも確かな実践に励む所存
なにとぞ一層のご指導を賜りますようお願い申し上げま

でございます︒

末筆ながら︑この度の記念行事の開催にご尽力になり︑

す︒

お世話になりました事務局の皆様方に︑宜しくお伝え賜り
ますようお願い申し上げます︒

暦の立冬とともに︑宍道湖を渡る朝夕の風が厳しさを増
して参りました︒

会長様には︑くれぐれもご自愛賜り︑ご健勝にてご活躍
を賜りますようお祈り申し上げ︑粗辞でございますが御礼

までにて失礼致します︒

平成十八年十一月十五日

会長鈴木勲先生

日本弘道会

敬具

島根支会副会長藤木敦

この度は弘道会百三十年を迎えられ盛大な記念式典を挙

行されました由心よりお喜び申し上げます︒

私のような若輩が表彰して戴きまして恐縮致して居りま

す︒ありがとうございました︒

私事で恐縮でございますが少々体調を悪くして居りまし

て式典の参加することを遠慮させて戴きました︒

昨日︵十一月十一旦賞状と記念品を戴きました︒心よ
り御礼申し上げます︒

かしこ

弘道会の末長き御繁栄をお祈り申し上げまして筆をおか
せて戴きます︒

ありがとうございました︒

日本弘道会御中

千葉県香取郡大八木正子

立冬も過ぎ朝晩は冷え々々としてまいりました︒さて此の
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経営教育コンサルタントとして四十有余年︑企業︑官公

有難く厚く御礼申し上げます︒

庁︑自治体の幹部研修を参画実施してまいりました︒各種

度は百三十周年記念式典にお招き頂きましたがあいにく健
た所︑式典の記念品の数々をお送り頂きましてまことに有

康を害して入院中となりました為︑失礼をしてしまいまし

て御礼申し上げます︒私事ながら父雅義︵千葉県出身︑京

現場教育も道義立脚を規範に推進できたことも一会員とし

おります︒

長としてお世話になり昭和四十九年寿昌記念杯を頂戴して

都大学名誉教授︑金沢大学二代目学長︶生前中は京都支会

す︒弘道会の益々のご発展を心より念じ上げます︒

東京都練馬区塩沢光利

御礼まで

難うございました︒立派な感謝状まで頂き恐縮して居りま

㈱日本弘道会様

二代にわたり会祖西村先生の御尊徳の一端に触れさせて

頂いた御縁を改めて感謝申し上げたいと存じます︒最近の

ンキビッッの名作﹁クオヴァディスドミナ﹂︵主よ何

間歌的自治体不祥事や民心の荒廃言語に絶し︑まさにシェ

一言お礼を申しあげます︒

本会が創立百三十年の記念すべき時に︑格別のご高配を
カタジ

賜り誠に有難うございました︒感激であり︑恭けなく存じ

相を一層濃くして参りました︒西村会祖の御遺訳を継承さ

処へ︶ならぬ﹁クオヴァデイスハボン︵日本︶﹂の様

日本弘道会

会長鈴木勲様

玉案下

平成十八年十一月二十五日

敬具

お祈り申し上げます︒

なる御隆昌を庶幾うとともに会長様の御自愛御健勝を切に

年の伝統力と明哲なる先見力を具備された日本弘道会の更

れ︑日本の道徳創成啓蒙に万古不易︑世界に冠たる百三十

すので︑引続きご指導下さいます様お願い申しあげます︒

茨城支会監査磯畑宗之

ます︒自分︑西村会祖並びに本会の趣意を体して精進しま

鈴木勲会長様

存じ上げます︒

拝啓霜寒のみぎりますます御清祥の御英姿に接し大慶に
この度は日本弘道会創立百三十周年︑祝賀の年を迎えら
れ衷心よりお祝い申し上げます︒

また十一月十一日の栄えの記念行事では図らずも永年会
員として感謝状拝受の余慶に浴しました︒御高配まことに
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ご功績は衆人の承知するところ︵詳細は弘道百十年誌・島

根支会十周年記念誌﹃温故弘道﹄︶であり︑お孫様の松平

直書理事は現在ご活躍の通りです︒松平理事のお力や存在

︵元仙日本能率協会経営教育コンサルタント︶石橋義弘

平成四年の夏︑島根支会の副会長︵現会長︶さんが︑私

また西村会祖は︑国民の道義向上を目指し︑全国を行脚

の所においでになり︑机上に置れた本が﹁弘道第九五五号﹂

角説明する前に︑﹁内容をしっかり読むように﹂と私は理

されました︒明治三十年には本県大森の地でも講話され︑

ていると私は思っています︒

解し︑第九五五号の特集﹃現代日本の道徳団体﹄古川哲史

其の際のお手植えの松樹は現存し︑去る十四年秋﹁記念植

は︑私たち島根支会にとって誠に大きな精神的支えになっ

理事︵現副会長︶の玉稿を拝読いたしました︒そこには﹁昭

樹之碑﹂除幕式が鈴木勲会長を始め多数ご列席の下に厳粛

でした︒弘道会のことは︑良く存じませんでしたが︑兎に

に記してあり︑私の学生時代に体験した混迷する社会情勢

和三十三年ごろの道徳運動とその消長﹂のことなどが詳細

大切かなと思っています︒

この﹁知己を俣つ﹂と言う言葉︒実はこの意味が︑私は

翁の思いが後々の人によって伝えられております︒

百年の後の知己を俣つ︑敢えて今日達せざるを嘆かず﹂と︑

明治三十五年お亡くなりになるわけですが︑その時﹁我

に挙行されました︵弘道第一○一二号﹀︒

の事などが連想され︑大変感銘を受け︑一気に読破したこ

当時︑県教委学校教育課に勤務し︑不登校・学校週五日

とを憶えております︒

れ︑﹃弘道﹄誌を通読はするものの支会活動をはじめ︑研

制・業者テスト廃止問題等々当面する諸問題の対応に追わ

会祖の﹁日本道徳論﹂をはじめ明治九年創設以来の経緯

伝統︑そして先人たちの刻苦する姿に触れる時︑自己とそ

と当時の近代史を学び︑有史以来の日本人の誇るべき文化．

社会科教師として現場にある昭和四十二年︑中村元先生

ます ︒

修活動は熱心ではなかった自分を今になって︑恥じており

︵後︑松江市名誉市民︶を県高校社会科研究会で講演の講

ことの大切さを知らされます︒

の周囲の人・物に愛情を寄せ︑規範意識をもって対処する

ては﹁出雲の神々の御心のお導き﹂と言えましょう︒

縁﹄を大切にしたく思います︒﹃ご縁﹄︑それは出雲人にとっ

同時に弘道精神に思いを共有し︑共感する仲間との﹃ご

師にお迎えしたことがあり︑勝部真長先生︵出雲市佐田町︶

ご編纂の教科書﹁倫理﹂は︑当時本県でも数校使用してお
り︑郷土の偉大な先生として良く存じ上げておりました︒

また本会の第三代松平直亮会長︵第十三代松江藩主﹀の
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私たちは︑決して押し付けではなく︑共に学びお互いを
尊敬し高め合うよう配慮する︒

先輩から後輩へ︑夫れ夫れの立場で啓蒙に励んで行く︒

島根支会幹事山本直治

敬具

向寒の刷り愈々御身ご大切に︑ご健勝ご多幸を心からお

したく存じております︒

十二月一日
台下

祈り申し上げます︒

言う﹁知己を俣つ﹂境地に到達することになりましょう︒

結果として新しい﹁仲間が加わる﹂ことになれば︑会祖の

鈴木勲先生

あります︒

島根支会幹事荒木光哉

ているとして︑お心のこもった感謝状と記念の品を頂戴し

式典にあたりましては︑島根支会の事務局事務を担当し

にご招待をいただき誠にありがたく厚く御礼申し上げます︒

さて︑先般は︑﹁日本弘道会創立百三十周年記念式典﹂

朝夕は︑冷え込みを感じるようになってまいりました︒

謹啓

百三十周年記念式典参席に当たり︑愚考しているところで

謹啓早や師走と相成りました︒
先生には益々ご健勝にて邦家の為ご尽力のこととお慶び

過日日本弘道会百三十周年記念式典︑ご当局の格段の

て感激いたしました︒

申し上げます︒

ご高配により︑盛会有意義のうちに終了せられ︑皆様のご

末筆ながら︑事務局職員の皆様方に宜しくお伝えいただ

お願いいたします︒

今後一層の御指導ご鞭健をいただきますよう︑よろしく

はありますが努力いたしたく心に刻みました︒

この感動を心に止め︑日本弘道会の発展のために微力で

のご親切なお計らいをいただき深く感動いたしました︒

当日は︑鈴木会長様の細部にわたるご配慮と職員の皆様

努に対し深甚の敬意と感謝の意を表しご成功を心からお祝
い申し上げます︒尚当日は身に余る表彰の栄に浴し感激い

たしご高配に対し厚くお礼申し上げます︒有難うございま
これを機に一層弘道精神の普及高揚に微力を捧げる所存︑

した ︒

変らないご教導を賜りますようお願い申し上げます︒

特に会長先生との連写︑長く宝物として大切に保存いた

別添当日のスナップ写真数葉お届けさして頂きます︒
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きますようお願いいたします︒平成十八年十一月二十八日
敬具鈴木勲会長様

追記当日の様子を写しましたので同封いたします︒島根支会事務局次長木佐由延

西村茂樹﹁国民訓﹂より

人より恩を受けたるときは︑深く其恩に感じ︑必ず之に報いんことを思ふくし︒然れども人より受けたる恩と我

ととあるも︑寛に金銭を以て之に報ゆること能はざるなり︒我無知にして他人より教育の恩を受くることあるも︑

より報ずる所の事とは︑必しも同一の事を馬すこと能はざるなり︒例へば我貧にして︑他人より金銭の恵を受くる

抜擢を以て其恩を報ゅる能はざるをあり︒惟其恩を念々忘るることなきときは︑我地位と力量とに応じて︑之に報

寛に知臓を以て之に報ゆること能はざるを常とす︑我零落したるとき︑他人より抜擢の恩を受くることあるも寛に

べし︒暇令其恩を報ずるの機曾を得ずとも︑念々其恩を忘るることなく︑常に言語畢動を以て其感恩の誠を表する

ゅるの機曾あるべきとことなり︑春秋左氏博に記する所の結草の老人と︑磐桑の餓人との如きは其一例として見る

けて之を忘郁し︑其人を硯ること路人と異なることなく︑甚だしきは利害の己れに開することあるときは︑却て不

ときは彼能く我の恩を忘れざるを好みし︑我亦心に於て自ら安んずる所あるべし︒着し之に反して他人より恩を受

んで之を馬すべきの人なり︑西国の道徳亭に於て深く忘恩の人を悪むは其故あることなり︒

利を其人に加へて顧みざる者あり︑此の如きは残忍刻薄の徒にして︑此心を以て事に当らば︑如何なる悪事をも忍
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住友商事株式会社代表取締役社長岡素之様
ご創立Ⅲ周年を心よりご祝詞申し上げます︒

日本教育新聞社代表取締役社長高橋秀人様

創立Ⅲ周年︑誠におめでとうございます︒心より御祝申し

にわたるご功績に敬意を表すとともに︑今後のさらなるご

上げます．貴会のⅢ年という歴史に重みを感じます︒長年

発展ご隆昌をお祈りいたします︒

創立記念のご祝典︑誠におめでとうございます︒皆様のご

株式会社思文閣出版代表取締役会長田中周二様

しい限りと存じます︒今後ますますのご躍進を心よりお祈

努力により︑ゆるぎないご盛業にあられますことは︑喜ば
りいたします︒

日本弘道会有田支会会長深川明様

社団法人日本弘道会の創立一三○周年を心からお祝い申し

日露戦争︑第二次世界大戦︑未曾有の敗戦等︑幾多の国家

上げます︒明治九年︑西村茂樹先生創立以来︑西南戦争︑

併せ︑今後ますますのご発展とご隆盛をお祈り致します︒

日本教育会会長辰野千尋様

多難な時代を西村先生の志を継ぎ︑道義立国の一灯を絶や

創立百三十年をお迎えになられましたこと︑心よりお慶び
申しあげます︒これからも我が国道徳教育の道標となられ

すことなく守り貫かれてこられた︑歴代の会長様はじめ︑

の為︑ご尽力くださいますよう磁器発祥の地︑有田支会よ

道会様が創立一三○周年を機に︑更に︑道義国日本の建設

会員皆様のやむにやまれぬ情熱に頭が下がります︒日本弘

ることを期待いたします︒

時事通信社社長若林清造様

じめ︑会員皆様のご多幸とご活躍をお祈り申し上げます︒

り祈念申し上げます︒最後になりましたが︑鈴木会長様は

日本弘道会が創立百三十周年を迎えられましたことを心よ
りお祝い申しあげます︒

に︑今後ますますのご発展を心より祈念申しあげます︒

関係者の皆様のこれまでのご努力に敬服いたしますととも
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創立一三○周年おめでとうございます︒

創立Ⅲ周年のご盛会を祝し︑あわせて貴会の益々のご発展

財団法人才能開発教育研究財団理事長古岡混様

と︑皆様方のご健勝を心よりお祈りいたします︒

住商ビルマネージメント㈱代表取締役社長井上弘毅様

なるご繁栄をお祈りいたします︒

貴会の今までのご功績に敬意を表すとともに︑今後のさら

日本弘道会島根支会会長松本幹彦様

このたび道義国家の建設国民道徳の振興品格ある国づ

くりを目指す祉団法人日本弘道会が創立百三十周年を迎え

小学館社長相賀昌宏様
創立百三十周年おめでとうございます︒

られたことを心からお祝い申し上げます︒私ども島根支会

あります︒何卒よろしくご指導のほどお願い申しあげます︒

会員一同弘道精神の具現のため一層精進してまいる所存で

日本弘道会のますますのご発展をお祈り申しあげます︒

社団法人全国学校図書館協議会理事長笠木幸彦様
日本弘道会が創立一三○周年を迎えられましたこと︑心か

日本弘道会茨城支会支会長吉田功様

創立百三十周年誠におめでとうございます︒心よりお祝い

らお喜び申しあげます︒

明治九年の創立以来︑幾
幾
多多
のの
匡歴史的変遷の中にあって人の

申し上げますと共に一層のご発展をお祈りいたします︒

た︒深甚なる敬意を表します︒

道を導く高遭な精神を貫貫
きき
︑︑
︿今日のご隆盛を迎えられまし

社団法人日本弘道会の創立川周年記念を心からお祝い申し

財団法人教科書研究センター

益々重要になっています︒

日本人の心の問題が問われる昨今にあって︑御会の活動は

あげますとともに︑今後さらに大きく飛躍されますよう祈
念いたします︒

今後一層のご発展をお祈り申しあげます︒

杉浦友子様︵野口明遺族︶
本日︑創立一三○周年︑誠におめでとうございます︒ます
ますのご発展をお祈り申しあげます︒
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Ａ云生目
◎会費領収報告霊秤賊皿斡即朋皿囲
いただきます︒

１この報告をもって領収書に代えさせて
２お名前の上の○印は新入会員の方です︒

３お名前の下の括弧内の数字は会費納入
最終年度です︒

４ご不明の点は本部事務局会員会費の係
までご連絡下さい︒

◎ご寄付者芳名︵平成旧年Ⅱ月〜岨月︶

金五万円也七海智生殿︵神奈川県︶

金五万円也茨城支会殿︵茨城県︶
金三万円也㈱思文閣出版殿︵東京都︶

金一万円也側才能開発教育
研究財団殿︵東京都︶
金一万円也日本モンテッソーリ教育
総合研究所殿︵東京都︶

金一万円也大門隆殿︵東京都︶
金一万円也匿名希望︵東京都︶

︵紹介者︶

中田和夫
中田和夫

木更津支会釦名分⑱

◎新入会員芳名

︵敬称略︶

︵入会者︶

︵紹介者︶

︵平成旧年Ⅲ月〜平成旧年吃月︶

︵支会名︶

高木弘伸
松本高治
山下嘉三
岡田安生

千葉茂

伊藤一彦
伊藤典夫

沢一昭

佐藤卓

八木橋哲男

四井謙吉

川村浩

照井俊男

斎藤ョシヱ
小野寺くに

工藤隆之
坂本行雄

佐々木初朗
佐々木初朗
佐々木初朗

馬場英彦
馬場英彦
馬場英彦

佐々木初朗

荒木光哉
山本直治
荒木光哉
八巻恒雄
八巻恒雄
馬場英彦
馬場英彦
馬場英彦
馬場英彦
馬場英彦
及川柴雄

佐藤卓哉 吉田功
鈴木拓夫 吉田功
関 勤 吉田功
高安政男 吉田功
田口克弥 吉田功
仲津進 吉田功
根田修 吉田功

根手手手手手手手手手手手手手手根根根城城城城城城城

福間隆 藤木敦
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秋の叙勲受章者
瑞宝重光章

古川清殿

坂本善博

需藤淳一

︵入会者︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成旧年Ⅲ月〜平成旧年吃月︶
︵府県名︶

千葉県
千葉県

︵岩手県︶

︵千葉県︶

近江昭⑱
○驚藤淳一⑱

○坂本善博⑱

4、

七十四歳福島県
日本弘道会理事

この度永年にわたる功労︵外務
省各国大使︑宮内庁東宮大夫等︶

により︑叙勲の栄を受けられま
したことを謹んでお慶び申しあ
げます︒

野田支会Ⅲ名分⑱

安房支会別名分⑱

島岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩島島島茨茨茨茨茨茨茨

会長鈴木勲
副会長古川哲史

顧問瀬島龍三
理事秋山富一 生平幸立 尾田幸雄 鎌田正
木村治美 高坂節三 士田健次郎 中田和夫
松平直奏 茂木友三郎

古川清

監事伊藤克巳高橋昭典
評議員飯塚一雄 小野健知 糟谷正彦 木屋野正勝
黒羽亮一 阪谷芳信 津英武 菅谷栄夫
高橋昌郎 多田建次 辻幸蔵 西村幸雄
宮崎哲夫 藤下昌信 藤原正彦 古垣光一
山崎隆司 渡貫博孝 吉田功

クライン孝子

小堀桂一郎

渡部昇一渡部弘

山室勇臣山本哲生

宗政秀治森隆夫

福原修古田賞

春山宇平馬場寓夫

長谷川治一長谷川茂郎

戸辺好郎中嶋嶺雄

杉原誠四郎高橋史朗

斎藤知正佐藤俊夫

特別会員赤塚行雄 朝倉治彦 石津芳次郎石渡敬
市原正夫 市村真一 今井淳小川義男
貝塚茂樹 加地伸行 梶田叡一加藤尚武
金杉光ニ 金子政次 狩野冨吉菅野覚明

下村敬造 白鳥正
高橋文博 丹治久
中係高徳 永野健
服部忠蔵 林道義
東園基文 深川明
堀賢次 松永信雄
八木秀次 安田豊作
米長邦雄 若鍋尚志

終身会員相川孝夫 安藤太郎 飯田寅次郎 稲村勝美
今井千代田郎 内田武文 榎本匡吉 大兼利之
大坪窯 岡時雄 岡本通 片野嘉雄
片山芳子 金子ゆかり 亀山基恵生 菊間健夫
京野正樹 久保田精一 坂尾正巳 笹森時雄
篠田惣治 清水常一 白井健蔵 積田義男
一同石景一 武部良久 田測敏夫 鶴 岡 寛 三 郎
常泉健一 戸村良 仲村正和 西村喜久郎
繁田四郎 繁田良一 古滝賢次郎
韮塚一三郎
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三ヶ田金弥

古滝達男
望月兼次郎

松崎美代子

吉田政博 渡辺敬雄

室園西己の○ｍ三国ｇｏ

ロ﹃・エ国附目ご○訂﹃︲西四言自

三尉酔目田尾穴○ｍシ目⑦ご

佐々木拓雄

藤肥正三

目黒芳昭

高橋昇

斎藤元護
富岡正孝
山下忠行

松本才松本真一
山口武夫鎗田寿

三扇．三尉屋巨昌西︼シ○六ｍ○ｚ

海外会員三﹃白宮三宮宣閏○の雪ｚシ⑦シ

一般会員

北海道今井兼一 大月武志 木村俊昭
佐藤仁 田村武男 富田辿夫
永井輝 中村浩一 安田俊明
吉村七郎
宮城県菅野多利雄 菊谷誠 需藤正美
佐藤憲夫 高橋善幸 高橋延一
高橋平馬 手島典男 西津啓文
茂泉謡佐 毛 利 平 渡辺博
秋田県田口大師 戸津正男 畠山東太郎
員井田善悦

山形県相淫長治 板井角也
福島県斎藤浩哉 柴田司郎田久孝翁畑敬之助

引地尚誉 渡辺京子
茨城県海老原隆 関五郎関口英夫高栖候坦
半田啓二 平山昭生

石原喜代二

尾田綾子

尾形伊之吉

安藤隆弘
宇井貞文
大榔利夫
大森敏夫

安藤駿英 安部利平
江川豊太郎 河野幸枝
久保庭信一 小菅峻道
斎藤勝美 五月女善一
鈴木茂夫 須田勉
田村和凡 鶴田登
平井一夫 平野正光
真下博孝 宮崎みつ子
吉住龍雄

稲塚勇氏家実

栃木県大野公 早乙女盛男須賀淳塚田雅男
塚田保美
群馬県荒木健一

前 田 勇 森下功

埼玉県浅田俊夫 新井慎一
飯島正美 出和夫
神 成 裕 木村良平
小林靖昌 小柳光春
佐々木聖使 鈴木勝雄
高橋哲夫 高橋勝
土橋隆信 西内一郎
広崎俊明 発智秀雄
山辺知行

矢吹中

小津鮫 小津深

千葉県阿久刀川員 天野才八 天宮満
五十嵐一郎 池田太郎 井上武
卯月幸 鵜之津康雄 大岩好昭
大島千代子 大島民義 大竹博
岡川宏道 岡本親宣
大八木正子

小川成義
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需藤淳一

小田金清 落合高省
木 下 操 櫛部正直
小島一郎 五代吉彦

斎藤情
白烏千鶴子

長谷川達雄

小山光泰 川村優
河内朝夫 越川重
小林孝雄 小林将樹
笹本武雄 坂本善博
鈴木英司 鈴木亨
雑賀富雄 祖父江昭一
滝口松蔵 立崎隆
筑 後 則 中川卓志
中村二郎 鍋谷欣市
根本淳祐 野口昇

田井川金島部井
幸 正 俊 光 し

大越章弘大津幸夫

大内保治大門隆

太田由紀夫岡本信子
長村幸雄小津民三郎

梶原弘行加藤茂男

加納岳鏑木義之

亀谷一郎 苅田吉夫川口ふみ子

江戸剛 榎本のぶ
大賀寛二 大久保建紀
大杉俊彦 太田克彦
沖田耕也 奥田員丈
小淵守男 梶村昇
金井里子 金井肇
神守隆一

川崎修 川村博 菊池敏夫岸田輝夫

柴田武

高橋柴治郎

杉田正司 鈴木寛一
首藤尊良 関口昌子

下条進一郎

高橋新平瀧島順一

鈴木重雄鈴木進
曽野洋高岡浩二

庄司臭明新里昭子

喜田安信 木山高美 楠元尾鯉川英一
古賀喜博 国分正明 小坂巌小牧幸雄
牛来義成 今田年 近藤浩幸需藤高康
斎藤好美 三枝武 坂井英治坂口和男
相良憲昭 佐久間聖名子 佐藤孝塩沢光利

高田賢

瀧本泰行 田口和巳 田中一徳田中孝
田中治男 田中万吉 中川環中田貴志男
中村一男 中村伸之介 中山幸諮長戸元三郎
永松慶也 奈良威 野島信明野田光雄
長谷川篤 林田達郎嶋沢孝
東内一明 久田龍二 菱山幸一樋田明

長谷昇
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鈴木正敏
高柳善男
田原道生
中村喜司
根岸亮介
林謙治郎
柳瀬秀雄
湯浅康右
若狭雪雄

五十嵐とみ子

渥美和也
天畠一郎

犬養悦子
上野明義

石川松太郎

石井武子

夫猛郎夫情夫げ

佐藤吉男
鈴木仲秋
高木伸夫
谷本茂雄
中川弘喜
並木昭靖

信岡武 野村隆紹 萩原勝
畑中治 花香清

安武九三郎

長谷川充必方

安西英太郎

池野和己
石川博章
伊田和身
植田康夫

平井尭 増田好彦 松浦成子
山崎侃 山田喜昭 鑓水浩
吉田徳二 吉原柴夫 米田耕司
和田昭通
東京都青戸陸子 赤松豪
熱海則夫 阿部清
池田順二
石川忠久
石橋義弘
今尾知義

上出石砂飯阿浅

麿田滋
麿田史郎
細谷士武弥

山内司

鳩田麻知代

村山鐸司
田内龍治
渡部正義
加藤十八

桐山五一

今井春昭

三隅田良吉 水谷妙子 水 野 実 室 伏 武
山口員弘
安田のぶ子 安留栄
新潟県今成卓而 棲井守 鹿川正昭
冨山県浦林寛英 近藤昌彦 清水美晴

山梨県山田喬

松原正憲
三浦良雄
宮本繁雄

大河原略視 小田博一

文珠川雅士

村田惰

竹内善一

土井康稔永井伸和長石肇

兵庫県井上宗吉 北村敏夫福田太加志矢野恭克
奈良県森岡正宏
鳥取県秋山勝正 国岡靖夫小谷鹿太郎清水昭允

大阪府石田光 堀陽一

京都府植田清宏 津井敏郎

三重県山本とし子

木村寿 小木曽照行 小島俊夫
鈴木保賞 高田敬子 宮田力松
山田哲史

愛知県石井新太郎

福井県稲木孝二郎

渡遇輿五郎

夜久正雄
山名和雄
吉永俊之

師俊紀
渡辺八州男

藤岡知夫
松木昌子
真辺将之
宮津妙子
村井昭三
八木秀紀
山田康介
横山安宏

渡部武

山崎吉彦

脇屋哲夫

山本毅

日向靖子 平林智司
吹浦忠正 藤井陽光
堀内政三 前津員夫
松本幸三郎 松本忠史
宮崎正彦
武藤信夫

三輪田芳子

水田武
森下千毒子

山口晃
蜘倫理研究所図盤塞

山中道勇

渡遥芳子

長野県青木安弘 赤鹿正男 小林元亨
岐阜県浅野弘光 石原太紀 伊藤毒
岩手達夫 江崎力 岡崎久
小邑政明 佐藤正明 道村功一朗
静岡県池田稔 石野士夫 大沼栄穂
服部辿雄 平井千代 松下醜三

神奈川県赤司博之 有川武勲 生山智己 石沢彰文
植原和浩 内海静雄 有働義彦 浦 田 徹
榎茂弘 遠 藤 惇 岡本文男 落合徹
北田耕三 後 藤 寛
尾俣セツ子 金井勇
小林三郎 佐々井典比古 貞慶長昭
篠田正司 下山良 新沢憲生
高 倉 弘 高間勇 武末隆夫
龍口健一 千田洗 豊嶋転三
半田栄一 播戸正臣 福岡純一郎
藤田芙美 藤村和男 藤本茂夫
冨和昭弘 堀口恭宣 牧光徳

小林鉱治
篠崎昭彦
鈴木利雄
武田伸昭
浜田史雄
福田好貢
藤本道夫
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西尾邑次漬口豊明福永昌徳吉田順一郎
渡慣由章

水野直一房山田宏

山口県伊賀訓之小川宣三浦順郎三浦晴彦
香川県坂本幸治

愛媛県赤松泰伸有間重喜西田春善正木啓介
高知県植村利夫山崎善正

福岡県大家重夫大庭茂美古川清光吉武弘喜

山本直治
事務局長狩野冨吉

雲宴長木佐由延

会員青戸宏明青戸良臣赤江美穂安食富晃
芦田龍雄芦田道昭安達伸次阿部和男
安部登安部正哉天津邦之有馬毅一郎

飯園徹夫飯国雄司飯塚勝飯塚隆一
池添清見池田敏雄石倉園男石倉初
石田和也石飛隆雄石原肇石原道夫
板垣靖井谷幸平伊藤英一伊藤健吉

伊藤進二伊藤博敏伊藤由紀夫稲田悦朗ｊ

佐賀県江崎サト子小柳治道末次祐司
長崎県中津保夫松本慶蔵

熊本県坂本果冨嶋宗雄平野正憲

内田栄梅木祥司江口博晴江角郁夫
大石武博大賀敏郎大坂武大崎能園

岩田渥男岩田正樹上田業就宇治原貞夫

支会

大島修太田多美子大津義文大西七恵

稲田保夫井上勝博井原孝夫今井靖乃
今岡健次今岡実入江勝仁岩浅宏志く

島根支会

大畑責秀大森広子大矢幸雄岡正

鹿児島県吉富政夫

顧問浅野俊雄飯塚一雄古瀬禦丸磐根

岡嘉昭岡本修治岡本昭二小川正道

大分県椛田信吾
宮崎県後藤俊彦

支会長松本幹彦

尾崎安男小津秀多小村悦子小村孝志
恩田吉久景山明彦景山郁夫景山高行

景山寛揖野妃都水春日光男荊尾俊
勝田稔勝部克己勝部和承勝部義夫

副支会長石倉繊雄藤木敦

監事岩成秀彦三好和男
幹事荒木光哉糸原次之加納勇一島崎美徳
須山春雄中筋弘充福島律子問田浩彬

坪田田竹高須杉清塩佐佐佐佐才河高黒清吉川川加加

佐々木宣之

佐々田一博

加藤武行 兼折右慈 上谷慎二
鞍嶋弘明 河角静 川谷定保
川原良一 川村淳 河村政経
木次井悠介 北野静男 吉城聖顕
木下英樹 木村保孝 規家文雄
久保田治三 熊谷正行 倉井正喜
桑原克夫 桑原弘 河野義男
古浦義己 小島博野 小谷繁正
後藤院一 後藤美利 児山治正
坂口彰彦 棲内強

佐々木孝賢

佐藤隆幸
佐貫泰則
山藤哲夫
清水和則

杉原隆
須山彰

高木弘伸
高見武男

田壷勉

達祐喜正高修保弘政啓朝敏量征恒栄有豊秀

西治

内藤章一 中奥雅士
中野吟子 中村清志
長井悟 永岡達朗
夏野秀利 浪花正江
難波義正
錦織靖雄 西島正敏

平木栄 平田哲実
麿江千年 腐津卓嗣
福田和夫 福田浩三
藤井康夫 藤波稔
藤原三葉 舟木征一
細田博史 前田孝亮
松浦正敬 松浦幸年
松本正治 三浦尚二
三上昭憲 三島一房夫
宮廻俊盛 村尾亘彦
安江英彦
矢部太郎 山岡清志

早川泰 林干城
原周弘 原 敏

畑勉

橋本辰生 橋本敏雄
花谷耕三

野津栄 野津哲

司次保樹治六興道隆視夫雄範求治夫準一一美栄夫勉

森脇賢
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佐伯厚

高尾彬

竹谷強

田中信道 田中久隆 田中匡倫
土江博昭 土谷武盛 鍔木篤
寺本夏雄 塔間武 藤間元康

多々納鉄雄

佐藤健治 佐藤茂
佐 堂 博 真田直幸
佐原一旦 津弘吉
柴田博 島田雅治
庄 司 肇 白石隆子
須藤隆英 須藤昌幸
高尾保行
高橋英二 高橋和男

邦 瑞 忠 康 光 健
至夫厚次男守有寛治明誠健茂伸朗彦義治夫俊義治司

内中中崎梨山原水田野藤藤条素厚鯉髪巻蕊灘

安森三三松松細藤福広麿原原早秦野仁西成永中中友

田山宅浦本浦木原田原江野川高田尾相瀬村西森

山安目三三松前細藤福麿平原林花秦野新西奈長中中

川田次原浦田田貝原田津山田津農智鼻島剛

修和健治稔夏篤徹正将洋充栄
司彦司夫子夫徹志知明城明二也治潔満二文混聡三樹

山口浩明
山田和彦
山根正明
横木俊信
吉田貞男
渡遥克彦
和田秀穂
干潟支会

会長菅谷栄夫

顧問高 木 豊

山崎悠雄
山田忠男
山野矩明
横路仁朗
吉長義親
渡遥晴夫
和田禰生

柴田小左衛門

菅佐原滋之

福間隆

小久保昭治

菅谷匡義
菅谷昌澄

作佐部寛守

大板一彦
金杉国照
木内清夫

伊藤織

小林隆

山崎裕二 山下嘉三
山根憲昭 山根林
山本慶一 山本弘正
横山統農 吉岡正志
若槻士郎 渡部昭久
和田惇子

和田明
和田由美子

内田環

副会長上代光祐 浅井和泉

監事越川昭
高山寛一

林修一

塚本隆

伊藤嘉平

幹事伊藤龍芳 大湊忠文
菅谷定雄
庶務会計井上洋一

庶務研修古橋謙寿

菅谷源兵衛 菅谷誠一

会員熱田淳 穴沢輝一 石井勝也
岩崎五右衛門 宇井芳夫 内島福治
大板博 金杉情 金杉祐次
金杉佐久治 鏑木惇一 上代章造
栗栖精一 越川正次 小林克己
菅谷喜作
菅谷健一

椎名嘉衛

坂倉良助藤井浩日下部寛太郎

菅谷昌徳 菅谷陽一 杉崎久 高木喜兵衛
高木武雄 高木徹 高木利治 一員野基二
長谷川園雄 花香幸作 堀江信慶 道願繁
宮崎昇英 宮崎精二 宮崎敏夫 米本新治
渡辺文男

若梅力
野田支会

支会長茂木友三郎
副支会長宮内好雄

理事塚本豊

山口稔男
事務局長戸辺好郎

塞裳長畜藤てる
生田昭二

会員青柳均

岩田勉

日下部哲好

大関健道
河合典子
桑原時夫

秋田誠二 朝比奈豊治 飯野貞夫
石川英一 石引芳樹 一色輝雄
石見涼二 上原哲哉 大石俊昭
岡田直四郎 角谷一夫 加藤保夫
河原秀治 木村亨 木村千恵子
栗林員人 黒川浩 桑原辰夫
小嶋真二 小林健二郎 小松原昇
寮藤吉巳 逆井芳男
佐々木小次郎 佐藤邦夫
佐原紀雄 下山和久

寮藤仁 寮藤博
境博照 坂牧光義
佐藤秀夫 佐藤裕

（78）

粟生喜三男

田浦義明

戸辺勝恵

高橋宏
士屋柴
中村富士夫

橋本光利

松尾清

宮本精一

眉山俊敬
茂木七左衛門

森山典子
山崎義二
横山正樹

事務局長 松戸正利
会計 田測良和
へ云弓貝 秋葉二郎
岩淵好弘
海野道義
大川靖男
川越源蔵
清津瞳子
国友文江
小出行雄
坂井昌司

石渡菊枝
臼井尚夫

円城寺信夫

大友喜代
川奈部実
葛原千真
久保勇夫

小藤計

相野栄子

佐治洋之助 佐藤強
立田実

高宮良一

田辺まさ子 田辺幸男
中村克凡 中村睦美
桧垣和子 比留間尚
細野正子 堀田正典
路野照雄 森栄一
目等静子

渡部八重子

安房支会

農黒晃鮭皇室名含蓄絹辺鼎星去

顧問長谷川治一庄司厚安田豊作
支会長福原修

井原重之

藤崎正雄
真野好則

桧貝信一郎

土井仁

田辺一房

鈴木忠

桜井静子

斉藤千江子

黒岡美恵子

国友重弘

木村浩

大川徹夫
押尾豊幸

浦野喜代子

寛郎男也夫夫子翼昭蔵也生敏子子久平

渡辺美智恵
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林輝

白井英雄 鈴木和夫 鈴木信人
高梨孝雄 高野哲二 高橋保
田中元一 近田孝夫 千葉義行
坪谷優 手塚裕 戸辺一夫
戸辺光政 戸辺慶成 中嶋田鶴子
長妻美孝 縄田浩子 沼田兼
長谷川昌男 初見良昭 早川博
羽山雅人 麿間善之 堀江幹雄
松村英正
松岡康太郎 松田武
三島登 水沢栄光 宮田弘
村瀬隆 茂木国子 茂木佐登子
茂木七郎治 茂木長三郎 森田雅夫
矢部雅彦 山口仁美 山崎和枝
大和崎純 山中武彦 横田賢次
吉岡輝雄 米田博 若林員一
佐倉支会
名誉会 長 渡 貫 博 孝

副支会 長 平 山 秀 樹

支会長石渡敬

綿貫登美子

監事服部忠三 宍戸宏
理事円道寺茂 倉田彰夫佐藤金作山崎登

石橋実

小山松藤行寺田椎佐斉倉葛川小及内井

副支会長仲尾卓二高橋博夫

渡辺嘉助渡辺祐典

森成吉安田耕太吉田久雄吉見貞男

副会長筑紫静男

晃斉藤哲夫

山口隆敏山口博行武登

深川剛松本信幸水辺紘治宮田清登

樋渡俊秀深川一太深川巌深川聡Ｉ

西山義久橋本孝腹巻文雄久富桃太郎帥

鈴山哲副島利孝田代正昭手塚信雄
徳川道郎西村員夫西山徳西山清治ｊ

梶原貞信金ケ江重綱鴨打邦行篠原啓一郎

幹事古田
監査坂井勝也
会貝出雲悠司岩永正太浦川正徳岡本正春

支会長深川

有田支会

監査榎本春光村田武麿

幹事渡辺上安西信雄武田金市郎鈴木亭
金丸謙一青木紀夫金木賢三青木嘉男

石井秀兵藤恵美子佐久間秀子坂口まさ子

北浦実吉田幸昌永井幸彦渡辺裕
地区委員岩本和佐野義男大沢千丈小藤敏夫
渡辺重雄鈴木好雄加瀬俊次本橋仁
宮沢治海生貫敬子磯部和子山本泰久
事務局畑俊一高梨哲郎渡過一義安西迫彦
小田喜明子

会貝安西雅行飯塚浩石井忠雄今宮靖雅
岩寄美沙子岩波正夫榎本祐三大島精一

大田文枝大溝好子尾形弘道加藤みつ

顧問切替正

平川支会

真田三郎佐野妙子佐野哲男佐野正夫

理事高橋信夫石井恭雄杉山

会長宗政秀治

島津晴久庄司徹代田浩二地引三良
鈴木宗平鈴木誠鈴木光男高梨政道
高橋修角田陽子出山恒男中村寛子

伊藤典夫伊藤義彦
監事東平喜久雄井上正夫

花田卓治星谷悌二本間誠章増田基彦

三平勉宮崎健一望月貝本橋亮一

小松雄光坂本美江子佐久間邦彦佐久間麿勝

角田迫夫金房保鎌田久子川上賢爾
川名正敏黒川邦保小林進小林安生

責明

事務局長
︽云巨貝

小倉正敬
安藤好夫
江沢国夫
切替正房
佐久間孝幸

黒田富士男 小泉晴美 越坂公一
小林雅典 坂井誠一 坂本仁
佐々木秀一 佐藤雅英 佐藤誠
塩田孝弘 敷地淳一 宍浦重智
須尭福美 瀬戸雅春 仙福克禎
高梨賢次 高橋忠和 高宮昭裕
滝瀬久子 竹原秀夫 田漫雅三
東金強 豊田正昭 内藤俊夫
中村淳 永井元博 長岡勉
仁井山久夫 西山芳郎 萩原康正
蜂谷昭夫 蜂谷美子 原田厚子
麿川実 藤森牧男 升野嘉久
三浦義彦 三橋洋子 嶺岸秀一
三間芳弘 宮崎芳雄 宮原英二
森洋三 森田克司
森
八木陽 矢口孝 安田明彦
山田祐志 山根弘行 山本正義
湯浅敏和 若松竜二 渡過綱義

茨城支会

顧問山崎美智子

支会長吉田功

小菅知三
棲井一彦
鮫田信夫

島弘幸

添田秀和
瀧津昭彦

田村貢
中嶋健

長津哲彦
長谷川優
平瀬典子
丸山善久
三原義秋
深山春雄
八木康行
山崎晶司
湯浅修光
渡辺敏雄
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関政彦

浅野陽一 浅見幸彦
飯田英治 五十嵐博
市村順一郎 伊東稔雄
上杉修二 浮貝公雄
江田浩昭 遠藤隆
太田公昭 大西員彰
片波見昌浩 加藤孝明
川崎覚治 木村恵子
工藤雪雄 窪田由延

伊藤鉄夫 内海茂 内海久雄
小倉健 片山保吉 金子昭次
切替良寛 近藤仁一 近藤繁雄
佐久間揃 鈴木幾久 鈴木六郎
関喜一 高橋幸雄 武 田 篇
仲野勝蔵 永谷源一
秦信一郎 平戸巽
山崎克巳 山田博光
若林道郎

久川加大江今石飯秋

鶴岡満 長島靖洞
根本鎮夫 葉岡部秀夫
藤江千秋 古沢厚良
山田恵春 山中晃
八千代支会

支会長山口和穂
幹事長井内秀敏

麻生秀樹

会員相沢康
石川潔
今井幸男
梅津友彦
遠藤昭司
岡本知也
上山篤生
曲沼三七夫

住上賀熊尻村川島山
一 良 正 祐 孝 好 泰
郎輔清雄介明誠美彦

副支会長川又銀蔵郡司勝美
一色史彦

綿引道典和田俊次
木更津支会

問石川
支会長若鍋尚志
副支会長沖津三郎

白

加瀬公毅金杉光二鈴木粂雄榊原久良子

顧問飯岡四郎阿部明高橋弘成毛春夫

銚子支会

安田英雄八剣隆山中彰

仁平晃野口秀実長谷川勝由榛津敦子
平野明藤浪英子細井系太郎堀内正一
本多正一村田勝己村松正秀村山康太

武内情竹村清立原法久田中修橿

佐久間朗重田貴重城昭一重城正義

井出雄二郎伊藤勝卯月睦彦江野津和彦く
岡崎源恵荻野一男鹿島冨士夫加藤良二

安藤範夫飯田昭二石井純一石渡七郎肥

会員網城勉在原博安藤泉安藤小平ｊ

副幹事長伊藤克巳

幹事長奮藤善作

理事渡這朱美渡逼文子滝口敏夫三枝英司
監事荒井弘導香藤儀平

Eヨ

幹事長船橋卓
幹事以後崎孝岡崎宗一郎平戸敬一金井正

矢口豪白田肇

監査磯畑宗之鈴木一好

会員青木伸次青野吉雄飯塚義信石井弘
石川馨磯崎孝子市毛宏知稲葉節生
伊藤哲雄井上昭大内元一大久保紀夫
大熊定男大島柴二大和田一岡本重男
小川員幸小野久幸小野瀬怜子加瀬征雄

加藤高蔵川崎正之学之嵩菊田宏

棲井作左衛門佐藤卓哉佐藤正夫篠原光

菊池成夫菊池弘道黒沢敬二粉川健
小林幸夫後藤善一斎藤貞桜井勝正
島田俊男鈴木重宣鈴木拓夫鈴木俊雄

鈴木秀満関勤染谷寛高橋能久

高安政男田口克弥竹村広治田中慣悟
谷川辰男手代木英夫識正治冨田正一

仲津進西谷隆義西宮能信根田修

秦雅博麿瀬文男日渡正弘藤田隆之
藤村乙丸堀江信一本田行松尾光臣
村上貞夫森木尚史山崎光雄山野隆夫

渡漫高志渡漫宏渡過ふみ渡漫幹雄

顧

副支会長

支会長
幹事長

幹事

大木衛
山本明
酢谷伊知郎
篠田庄太郎

白土四郎
猿田正城
宮内隆夫
来栖亮吉
石毛弘二

監 事 古川秀臣
五十嵐俊雄

庶務会計

飯塚藤三郎

向田貴雄

石毛俊三
忍田善雄
向後憲男
島田良介

員久孝昭
弥勅院満

中西麿

高野朝一

正洋桂政孝和義
一一一次市孝彦蔵

棲椛毅佐瀬毒朗
千葉茂

︽云巨貝

事務局

吉田省三
芦文八郎
因幡重雄
小沢一昭
佐々木竹夫

菊池啓

下脇良夫

鷲盛瑞良

八木橋哲男

馬場英彦 岡田安生
伊藤正吉 伊藤典夫 稲蹟一キッ子
及川築雄 近江昭 大岡重典
小嶋久人 小野寺くに 川村浩
工藤隆之 斎藤ョシヱ 坂本行雄
佐藤孝夫 佐藤卓 佐藤宏
菅原和朗 鈴木五助 高橋克害
高橋力 高橋英夫 高橋勇三
千田久迩治 照井俊男 沼田英雄
畠山淳吉 藤島昭治郎 古川守人
村井研一郎 森田誠喜
横田忠司 吉田禎吉 四井謙吉

鱒沢昇 南岩雄

野田笑子

田口勇之進

高橋繁

事務局

事務局長中田和夫

職員佐藤茂夫 秦きい代堤佳子
嘱託藤下昌信 白鳥正
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︽云巨貝

渡遣敏夫

宮内隆

伊藤寛之 岡野敏昭
加藤隆 神原靖夫
佐藤米吉
鈴木章裕
外口正芳
堀井咲子
小嶋昭三
新行内隆
田中啓康
西谷倫子
松浦光善

百川東一
岩手支 会

顧問石川喜一
支会長佐々木初朗
矢羽々昭夫

副支会長安藤厚 八巻恒雄

監事佐藤重利

幹事江六前安巳 大津弘毅
吉丸蓉子 伊藤一彦

宮房中関柴小押石
内州嶋野崎池田神

頃からだと思います︒昭和五十九年に

ことになりました︒会員の減少はその

申し上げます︒

謹啓時下益々ご清祥のこととお慶び

誠に有難うございました︒ご期待にお

この度はご丁重にもご書状を頂戴し︑

きました︒幸い会長様が島根県教育行

応えすべく全力で国政に取り組んで参

は︑二十九名に減少したことを知り驚

に勤務していた飯塚一雄︑熊谷正行先

政にご縁があり当時教育委員会事務局

程宜敷お願い申し上げます︒

りますので︑引き続きご指導ご鞭捷の

し︑島根支会に発展したことは︑この

生等の協力により︑急速に会員が増加

申し上げ︑書中にて御礼申し上げます︒

敬具

今後ますますのご健勝とご活躍を祈念

不肖私が永年会員の席を汚した故を

労の賜物と存じました︒特に﹃偶筆﹄

非常に重厚な一冊︑編集の方々の御苦

早速︑通読させていただきました︒

とうございました︒

四巻﹄を御恵贈賜り︑まことにありが

さて︑先般は︑﹃西村茂樹全集第

の段︑お喜び申し上げます︒

謹啓暮秋の候︑責会ますますご隆盛

参議院議員山谷えり子

会長鈴木勲様

日本弘道会

平成十八年十月二十日

上ない喜びでございます︒

百三十年の輝かしい年を迎え︑その記

りでございます︒

もちまして表彰の栄誉を賜り汗顔の至
本日感謝状︑祝杯︑お菓子︑諸冊子

ご案内状を頂きましたが不本意ながら︑
高齢の故をもちまして欠席致しました︒

をご恵贈いただき︑ご芳志のほど誠に
末筆ながら会長様の一層の御健勝ご

有難く心より厚くお礼申し上げます︒

敬具

活躍のほど心よりお祈りいたします︒

会長鈴木勲様

日本弘道会

中村栄

平成十八年十一月十一日

もって辞任され後任は古津千次郎先
が次第に悪くなり︑古津先生辞任後

生でした︒その頃から役員会の出席

ました︒その後沢村先生は高齢の故を

法吉地区委員を担当することになり

ほつ 費 一

恩師でしたので︑先生のお勧めにより

長沢村暁之助様は内中原小学校時代の

和四十七年三月でございました︒市会

不肖私が弘道会に入会したのは︑昭

念式典を挙行されるに当り︑ご丁重な

謹啓このたび日本弘道会は創立

￥ 噸＆

は会費を直接市役所秘書課へ送金する
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V ー

が活字化されたことは︑今後の研究に

さて私儀

とお慶び申し上げます

謹啓爽秋の候ますます御清祥のこと

このたび安倍新内閣の発足にともな

さてこの度私共の前支会長故倉沢重

ます︒

一氏の告別式には公私ともにお忙しい

資すること多大であると感じました︒

私事ですが︑今年三月に発表いたし

生果並びに弔意を賜り遺族に代わりま

処曲げてご来佐を賜りご鄭重な御墓前

い文部科学大臣を退任いたしました

る部分がございますので同封させてい

在任中は公私にわたり御懇情を賜り

となり︑貴会の益々の御発展を祈念す

く万謝申し上げます︒また来る十一月

会一同遺族に代わりまして幾重にも厚

とぞ従来にも増して御指導御厚誼のほ

め微力を尽くしたいと存じますなに

ポーツ・文化の振興と邦家の繁栄のた

今後とも教育・科学技術・学術・ス

衷心より感謝いたしております

る次第でございます︒あいにく︑当日

十一日故倉沢氏のご受賞の件につきま

あまつさえご鄭重なお言葉を賜り支

して厚く御贈申し上げます︒

ました拙稿中右記﹃偶筆﹄に触れてい
ただきます︒

は先に所要を入れてしまっており︑残

しては︑中田局長さんとご相談の上新

来月には︑百三十周年式典も御挙行

念ながら出席が叶わないのですが︑当

とお慶び申し上げます

敬具

さて私儀

謹啓爽秋の候ますます御清祥のこと

衆議院議員小坂憲次

会長鈴木勲様

日本弘道会

平成十八年十月

拶申し上げます

まずは略式ながら書中をもって御挨

どお願い申し上げます
しい住所をご案内させて頂きました︒

上げます︒

平成十八年霜月二日
鈴木会長様

佐倉支会石渡敬

拝具

佐倉支会のご指導よろしくお願い申し

げさせていただきます︒何卒今後とも

紙上にて誠に失稽乍ら右お鰐申し上

げさせていただきます︒

種々ご高配を賜り有難くお濃申し上

日の御盛会を︑心より願っております︒

右︑まずは略儀ながら︑書中をもち
まして御礼申し上げます︒

敬具

今後とも︑御指導御鞭捷のほど︑お
願い申し上げます︒

平成十八年十月十五日
日本弘道会事務局御中
真辺将之

健勝のおんこと心からお慶び申し上げ

謹呈向寒のみぎり会長様には愈々ご
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教育・科学技術・学術・スポーツ・
度いと念願しております︒

です︒またお話を伺う機会を是非頂き

ぐ読んでいます︒態々のお心遣い恐縮

の叔父上のことも思いだし乍ら懐かし

い頃︑霧ヶ峯山荘でよく語り合った彼

博統・文化への深い造詣に感動／︑世

日本語で雁待されました・日本の歴史．

究と奇遇︑日本人以上に正しく美しい

た表識で︑ヴェリニュス大事出身の畢

に﹁日本肇センター﹂と日本害きされ

このたび安倍新内閣で文部科学大臣

文化は我が国が未来に向かって発展し

とり急ぎ御礼まで良いお年を︒

を務めることになりました

ていくための最も重要な基盤でありま

午前○時起床︑祈りに始まり膜想・詩

員民先生の詩境です︒帥歳代ですが︑

私の心境は︑私淑しております坂村

すなかでも安倍内閣の最大の課題の

鈴木勲様

界から羨望・憧慢される日本国ですね︒

一つである教育改革はすぐに結果の出

ない国家百年の計であります

会員山仲靖朗

る封立・戦争・不祥事へ警鐘を凱打さ

作︑﹃詩園﹄刊行︑今日の文明人によ

皆様の御期待に応えるべく努力する
所存でございますのでよろしく御指導

冠省︑ご無沙汰しておりますが︑特別

鈴木勲様

十一月十一日

れている様です︒

講演会にご招待賜り有難うございまし
た︒

今夏は︑久しぶりに一人旅でパリＣ
ＤＧ空港ヒルトンを擦鮎に畢恩を受け
た哲畢者Ｉ・カントの聖地カリーニン
プロイセンのケーニヒスベルグ︑ポー

グラードを訪問︵現・露領飛地︑菖東

拝啓

秋元正明

敬具

御支援のほどお願い申し上げます

敬具

まずは略式ながら書中をもって御挨
拶申し上げます
平成十八年十月
日本弘道会

会長鈴木勲様

ランドの東北部︑地圃でご確認下さ
リトニァのカウチスに在る﹁杉原千畝

先日は貴会の創立百三十周年記念の

文部科学大臣伊吹文明
種々書物を頂戴いたし河に有難うご

記念館﹂に向かひました︒六○○○人

記念講演という名誉ある機会をお与え

菊花の侯︑時下ますますご清祥の段︑

ざいました︒早速藤原氏の著書を耽読

のユダヤ人へ通過ビザを護給︑﹁諸国

下さいまして厚く御礼申し上げます︒

い︒︶︑そしてバルト３国に足を運び︑

中ですが︑小気味よい論調で真髄を穿

民の中の正義の人﹂として顕彰︑２階

お慶び申し上げます︒

いていて︑共感するところ大です︒若
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また︑種々御高配賜り感謝しており
御案内申し上げます︒

なお︑石川喜一先生は健康状態が良
いので当日は出席出来そうですし︑会

ます︒

の方では顧問としてお願いする予定で

念を︑単純での形で示すことだと思い

無いのが悲しいです︒

ます︒しかし︑今︑それが行政の中に

私も︑先生と同様に安倍総理や伊吹

せるものが欲しいと願っています︒そ

義務教育の中味に︑孝の精神を徹底さ

きな期待を寄せています︒願わくぱ︑

文科相が立ち上がっていることに︑大

育﹂﹁教育ニュース﹂﹁教職研修﹂に掲

さて︑先生から頂きました﹁内外教

おります︒

鈴木先生の一層の御健勝︑貴会の御
敬具

発展をお祈りしつつ︑取り敢えず御礼
平成十八年十一月十三日

まで︒

載されております先生の主張︑論文を

のためには︑教科書が大きな力となる

鈴木勲先生

拝読致しました︒そして︑強く共感を

渡部昇一

ことまで︑具体的に考えて欲しいもの

今︑私たち弘道会岩手支会を立ち上

と思っております︒

げようとしている者たちは︑教育の本

おります︒

教育の改革もいいでしょう︒しかし︑

し︑感動を持って再読︑再々読をして

日本人が育んで来た江戸︑明治︑大

道を語り合い︑会員一人ノ︑の距離が

るまでになりました︒会長さんにおか
れましては︑御壮健にてお励みの御様

短い会︑そして味のある会にしていこ

謹啓秋も深まり︑盛岡では霜が降り

子︑何よりの事とお慶び申し上げてお

せず︑外来の教育にだけ目を走らせる

正︑昭和初期の教育の原理を学ぼうと

知新さえも忘れてしまったのでしょう

風潮に悲しさを覚えます︒行政も温故

ます︒一層の御指導と御支援を賜りま

を持った会にしていこうと思っており

先生からお話を頂いたような︑個性

うという強い意志を持った者たちです︒

岩手支会の立ち上げが決定し︑会長

ります︒

ことも︑大きな喜びで︑待ち遠しく思っ

さん︑事務局長さんをお迎え出来ます

か︒道徳教育に対する行政の態度の甘

敬具

ております︒寒い時期になってしまい︑

日本弘道会

十一月七日

すようお願い致します︒

中で大切なのは︑人間が︑個人として

さには厳しい批判が為されなければな

も社会人としても美しく生きていく上

らないと思っております︒制度改革の

当日の日程は︑同封の設立総会案内

い致します︒

にある通りであります︒駅へのお迎え

で︑何が最も大事なのかという根本理

申し訳ございませんが︑よろしくお願

等︑細部につきましてはまた︑改めて
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ぞんじました︒

御懇篤な御祝意を賜りまして︑恐縮に

文化功労者指名に際しまして︑早速に

さて過日は私の

特別講演会は是非共︑傾聴させていた

智大学名誉教授の渡部昇一先生の記念

ります︒この私といたしましても︑上

住いたします世界にしたいと考えてお

のみの︑日本の社会を︑人間本来が居

会長鈴木勲様

御祝辞を御鞭健のお言葉と受けとめ︑

が思わしくなく︑お伺いさせていただ

だきたかったのでございますが︑体調

佐々木初朗

朝夕は急に冷え込んで参りましたが︑

たいと覚悟を新たにしてをります︒あ

今後も孜々と日の努めを果してまゐり

謹啓

てご活躍のことシ存じ上げます︒

し訳ございませんでした︒

くことが出来ませんでした︒本当に申

今後は︑体調に充分留意し︑人間と

二○○六年十一月吉日

りがたうございました︒

社団法人日本弘道会

して生きる上での貴重な示唆を与えて

下さります講演会には極力列席させて

会長鈴木勲様
山崎正和

鈴木先生におかれましては︑ご健勝に
先般の弘道会百三十周年記念式典・
講演会挙行の際には︑受賞の栄に浴し︑
身に余る光栄に存じます︒

この上は︑弘道の精神の発展に一層
努力︑適進致す所存に存じます︒日一

お慶び申し上げます︒

日本弘道会の創立百三十周年を心から

貴会のますますのご発展を心からお

上げます︒

何卒よろしくお導きの程︑お願い申し

いただきたいと存じますので︑今後共︑

自愛下さいませ︒取り急ぎ御礼まで申

平素は︑私たち人間の生き方を考え

日と寒さが加わります時節柄どうぞご
し上げます︒

敬具

挨拶に代えさせていただきます︒

敬具

日本環境教育学会田村和凡

社団法人日本弘道会事務局御中

平成十八年十一月十五日

祈りいたしまして︑御礼とお詫びのご

こんにち︑堕落の一途をたどります

どうも有難うございました︒

別講演会のご通知をいただき︑本当に

また︑過日は創立百三十周年記念特

く御礼申し上げます︒

﹁弘道﹂をお贈りいただき︑有難く厚
荒木光哉

ます上での貴重な手引書となります

平成十八年十一月吉日
日本弘道会

会長鈴木勲様

秋酌の候︑ますます御清栄のことと拝
察し︑お慶びを申しあげます︒
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拝復

秋冷の候となりました︒先日の日本

弘道会創立一三○年記念号の記事︑大

また一年と︑欠陥教育を受ける子供達
が減らないことになってゆくことは大
変な損害だと思っております︒

弘道会御中

ります︒

西津潤一

今後共︑会の御活躍をお祈りしてお

ました︒私のはとくに鎌田先生の﹁﹃古

変有益で教えられることが多うござい
事類苑﹄成立における泊翁の功業﹂は
る泊翁がこのような基本的な事柄に著

有益でした︒経同の志と勇気で知られ

いただきこれが﹁一眉の荷を下ろした﹂

岩手支会設立の念願やっとかなえて

たということは︑彼の思想と社会活動

目してこの編纂刊行の大業を始められ

めてほしいと思っております︒

いずれ今後もよろしくご指導ご鞭漣

を賜りますようお願い申し上げます︒

石川喜一

敬具

向寒のみぎりご自愛を願い上げます︒

平成十八年十二月二日

鈴木勲会長様

謹啓

今般私への叙勲に際しましては心暖

まる御祝意の数々を賜り身に泌みて嬉

しく存じました︒衷心より厚く御礼申

んやりと過ごしております︒

上げます︒さしたる功績の自覚も持合

ということなのかと思いながら終日ぼ
今回の支会設立に当たって会長先生

の根がいかに深いものであったかと示
篤く御礼を申し上げます︒右簡単な

には格別のご支援ご指導を賜りました

しているように思われます︒
敬具

がら御礼まで

のがありますが︑皆様方より頂いた御

佐々木初朗支会長を中心に活発に活動

平成十八年十二月

上げます︒

古川清

謹白

今後共よろしく御指導の程御願い申

いものと考えております︒

厚情を胸に刻み充実した日々を送りた

わせておりませんので内心佃泥たるも

から厚く御礼申し上げます︒

ご厚情の程身に泌みてありがたく心

励していただきました︒

と中田事務局長さんをはじめ事務局の

十一月二十六日

源了目

方々には会長先生の意を体して支援激

鈴木勲様

拙稿に対し︑過分の原稿料をいただ

御努力の結果︑漸く教育基本法改訂

してくれるものと思いますが会員増員

岩手支会の今後の活動については

が実現することとなりましたが︑相不

活動についてはこれからも重視して進

き誠に有難うございました︒

変︑時間がかかり条文審議で︑一年︑
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ます︒大きな行事を終えられ︑さぞや

でたい式典まことにおめでとうござい

近くなります︒人生で︑今が一番忙し

建築家として設計活動を始めて五十年

謝申し上げます︒

に対しまして︑お祝意をいただき︑感

念でありました︒

とのこと︑出張中でお会い出来なく残

さて︑先日県庁に御訪問くださった

お慶び申し上げます︒

謹啓寒冷の侯︑益々御清栄のことと

この度の二○○六年度文化功労賞授与

お疲れのこととお察し致します︒この
ます︒

く︑厳しい創造への挑戦を続けており

此の度は弘道会百三十年の栄あるおめ

お忙しい中を感謝状や記念のお品をお

てお祝い申し上げます︒これを機会に︑

立されたとお聞きしました︒あらため

今回︑岩手に日本弘道会の支会を設

送り頂きましてまことにありがたく恐

なった﹁都市革命﹂が中央公論新社か

今後益々弘道会が発展し︑会の精神が

今年は執筆活動でも︑百冊目の著書と

広く浸透されますことをご祈念申し上

何のお役にもたつことが出来ずまこ

が勉誠出版社から出版されました︒

ら出版され︑全十八巻からなる著作集

げます︒

縮に存じます︒早速故人に捧げました︒

共に涙致しました︒

とに口惜しい思いであったことを偲び

また︑二○○七年一月二十一日より三

会長はじめ皆さまにはどうぞお体おい

黒川紀章展が開催されます︒

木の国立新美術館の開館記念展として

月十九日まで︑私が設計しました六本

し上げます︒

御活躍なさいますよう心からお祈り申

時節柄︑御健康御留意のうえ︑益々

吹く風もつめたくなって参りました︒

す様お祈りいたします︒

謹言

といの上くれぐれもお大切になさいま

鈴木勲様

岩手県知事増田寛也

平成十八年十二月四日

今回の受章を機に︑更に精進努力を重
鞭捷の程お願いいたします︒

平成十八年十二月吉日

会長鈴木勲様

社団法人日本弘道会

日本芸術院会員建築家黒川紀章

敬具

ねるつもりです︒今後とも変わらぬ御

かしこ

十一月十二日
日本弘道会様

横浜市︵前事務局長夫人︶七海良
拝啓

初冬の候︑御健勝にて御活躍のことと
存じます︒
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＋＋＋＋＋＋＋＋十十＋＋＋＋＋＋＋＋＋十
十十＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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＋十十Ｌ＋＋卓十十十十十十凸十十十十十十
十十十ｊ＋＋ｆ十十十千十十﹃＋＋ｆ＋＋＋
＋十十＋＋＋＋＋＋＋＋＋十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十
Ⅲ月１日︵水︶

＊前佐倉支会長倉次重一氏の告別式︑佐倉斎場において
Ⅲ並帥〜より︑鈴木会長出席

＊日本弘道会理事会Ｍ恥帥〜脂亜刈
平直
直
出席者理事鈴木勲︑古川哲史︑尾田幸雄︑松松平

寿︑古川清︑︑中田和夫
監事伊藤克巳︑高橋昭典

リム博士︶Ⅲ亜加〜岨恥加︶学士会館

＊日本弘道会創立百三十周年記念式典・記念講演︵講師ハ

＊同右・特別講演会︵渡部昇一先生︶Ｍ皿Ⅱ〜脂亜加・
学士会館

＊座談会陥亜Ⅱ〜肥亜Ⅱ︵日本弘道会ビル８階会議室︶

評議員︑多田建次評議員︑長野美香聖心女子大

出席者鈴木会長︑ハリム博士︑尾田幸雄理事︑淫英武
講師

帥〜陥嘩Ⅱ

＊宗政秀治平川支会長︑会長に講演依頼のため来訪

Ⅲ月釦日︵月︶Ｍ

Ⅱ〜Ⅳ叩刈

＊盛岡支会設立大会︵盛岡グランドホテル︶に鈴木会長︑

Ⅲ月四日︵水︶旧

会長記念講演・演題﹁弘道精神とその現代的意義﹂

中田事務局長出席

＊﹁弘道﹂編集会議

Ⅲ月４日︵月︶Ⅲ恥Ⅱ〜陥恥Ⅱ

日本弘道会創立百三十周年記念行事について決定
Ⅲ月７日︵火︶Ⅲ卵Ⅱ〜旧卵刈

号の特集を﹁新しい教養人﹂に決定した︒

平成旧年ｌ〜２月号の特集を﹁読書と教育﹂︑３〜４月

各評議員︑中田事務局長

出席者鈴木会長︑生平理事︑木屋野・津・宮崎・藤下

写真の
＊式典会場の学士会館において鈴木会長︑写
の今
今田
田さ
さん
ん︑

中田︑佐藤と打ち合わせ
＊鈴木会長︑小学館児童文化賞授賞式に出席

Ⅵ月９日︵木︶︶Ⅳ函加〜

Ⅱ

＊ホテルグランドパレスにおいて︑ドイツより来日された

Ⅲ月Ⅶ日︵金︶Ⅳ恥Ⅱ〜的

ハリム博士の歓迎レセプション
Ⅲ月Ⅲ日︵土︶
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維新による近代日本の幕明けも︑文明

く︵巻頭の鈴木会長式辞参照︶︑明治

その道のりは決して平坦なものではな

す︒ひとくちに百三十年と言いますが︑

創立百三十周年記念式典の特集号で

＠本号は︑十一月十一日︵土︶開催の

れを具体化した綱領の︑時代を超え国

＠このことは西村会祖の弘道精神︑そ

したのであります︒

じませた百三十周年の記念祝典を挙行

ー・ハリム博士を迎え︑国際色をもに

け︑今日ドイツからアイゼンホーファ

っても日本弘道会は存続して活動を続

ょう︒しかしそういう試練の時代にな

ることなどは夢にも思わなかったでし

に感謝し︑よい年をお迎え下さるよう

など多忙な一年でした︒皆様のご支援

三十周年の記念行事︑盛岡支会の発足

＠今年度は新定款による運営︑創立百

いるようなところが気にかかります︒

める読書の比重は相対的に軽くなって

うですが︑昔にくらべて教育の中に占

育の現場に次第に定着してきているよ

教育﹂です︒﹁朝の読書運動﹂は︑教

＠一〜二月号の特集テーマは﹁読書と

とが必要ではないでしょうか︒

編集後記

開化の明るいビジョンの反面︑社会ル

ると同時に︑弘道精神の継承と宣揚に

境を越えた普遍妥当性を示すものであ

お祈りいたします︒︵生︶

の混乱と不安は今日の想像を絶するも

努めてきた歴代の会長をはじめとする

ールの激変や伝統文化の廃棄など︑そ
のがあったに相違ありません︒

平成太年士一月一王日印刷

らやるに如かずと立ち上がったのでし

＠新内閣になって︑懸案の教育基本法

な誇りと感動を覚えます︒

のであり︑これに列なる私たちも大き

ょう︒﹁人心を正し︑風俗を善くし︑

の改正もようやく実現し︑その他教育

ＴＥＬ○三︵三二六一︶○○○九
ＦＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

会員諸先輩の見識の高さを立証するも

国力を養う﹂というスローガンは正に

関係の全般的な正常化の動きも見える

振替口座○○一四○

西村先生は︑直面する内外の情勢を

救国の宣言であり︑困難を覚悟して﹁堅

ようなったことを歓迎したいと思いま

未曾有の難局と認識し︑熟慮の上︑自

忍の徳﹂を要請しております︒

す︒民主主義には時間がかかるという

編集人生平幸立

平成大年主且垂日発行︵定価五○○円︶

＠それゆえ西村先生は︑半世紀後の日

意味を取り違えて︑漫然と是認してい

一
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本が世界の列強を相手に戦争をして︑

るような世の風潮にも目を光らせるこ

六

敗けて占領され︑道徳タブーの国にな
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