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日本弘道会百十周年を迎えて

会長鈴木勲

本年は︑西
坐先生が明治九年数名の同志とともに︑東京修身学社を興してより︑通算して百
西村
村茂
茂樹樹

十年目に当り
︽我が日本弘道会は︑これを記念し︑十一月二日を卜し︑創立百十周年記念式典
りま
ます
す︒︒

を盛大に挙行
行し
し︑
︑本
本へ会の存在を世に問うとともに︑道義立国の理想に向って新たな歩を進めようと

するものであります︒

かかる長き歴史と伝統をもち︑時に浮沈を繰り返しながらも︑二千六百名をこえる立派な会員を

擁し︑創立の精神を一貫して堅持しつつ活動している道徳団体の存在するというそのこと自体が︑

日本国民の道義心の今なお健在であることの証しといってもよいと思います︒これを可能にしたも

のは︑会祖西村先生の説く国民道徳の合理性︑現実性︑したがってその永久性であり︑この会祖の
精神に共鳴傾倒して本会に結集した多くの先人の努力であります︒

われわれ会祖の流れをくむ者は︑改めて︑本会百十年の歴史と伝統に思いをいたし︑本会創立の

原点である道義立国の理想に立ちかえり︑先人の努力に対し深い感謝の念を覚えるのであります︒
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さぎに本会は︑昭和五十一年に創立百周年を祝い︑新たな第二世紀に向けて出発しましましたが︑

この十年の間に︑野口明先生︑続いて西村幸二郎先生と︑茎一人の会長を失うという不幸に遭った

のであります︒しかし︑幸いなことに︑両会長の遺訓は︑今なおわれわれの耳采に生々と残ってお

り︑その築かれた遺産は︑われわれの貴重な財産として現存しています︒野口会長が心血を注いだ

改正綱領︑ご生前最後の総会で訴えられた﹁君子万民の時代﹂︑﹁徒らに尚古に堕するは本会の道に

あらず﹂という訓えは︑本会の活動の指針として︑また︑西村会長が精魂を傾けて完成された日本

弘道会ビルは︑本会の財政基盤であり︑活動の本拠として︑本会永遠の発展を保障しているのであ
ります︒

創立百十周年を期してわれわれのなすべきことは︑この確固たる方針と基盤の下に︑西村精神の

講究︑会誌の充実︑道徳振興の運動︑会員の拡充など︑一つ一つ︑着実にかつ意欲的に事業をすす

めることであります︒百十周年記念事業として︑新たに︑学界から西村茂樹研究論文を募集し︑日

本道徳専攻の若手研究者に対する研究助成の制度を設けることとしたのは︑その一つであります︒

これが︑西村泊翁の学問や思想について幅広い関心を喚起し︑ひいては︑日本弘道会についての理
解と支援を促進する契機となることを期待しています︒

今日︑我が国は︑敗戦後の国民の努力によって︑経済的・物質的豊かさを一応達成しました︒し
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かし︑このことが現在︑外にあっては諸外国との経済・文化摩擦となり︑内にあっては政治道義の

衰退︑経済倫理の喪失︑家庭の崩壊︑教育の荒廃となって現われています︒富国富民は明治以来の

大目標でしたが︑これに道徳を加えることが忘れられてきた結果であります︒西村先生が日本道徳

論において︑﹁国民の品質を造ること﹂を日本弘道会の最後の目的として掲げ︑国の政治・法律が

いかに完全でも︑海陸軍備がいかに強盛でも︑教育がいかに普及しても︑国民全体の品性が良善で

なければ︑国威を発揮することはできないと述べたことは︑戦後の我が国の現況にも妥当する達見
であります︒

しかしながら︑最近の調査などには︑核家族よりも大家族の家庭︑物よりも心の豊かな生活︑権

利や自由の尊重よりも親孝行や恩返しが大切な道徳と考えられるなど︑物質的に豊かな社会におけ

る生き方を模索する中で︑日本の伝統的な価値観が建ってきていることがうかがわれます︒このよ
うな国民の心の奥深くにある欲求こそ道徳の源泉であります︒

明治以来︑道義立国を標傍してきた我が日本弘道会にとって︑今こそ道義の重要性を内外に訴え

る好機であります︒君子万民の時代をめざし︑われわれ一人一人が国民道徳の実践者として︑水の

万物に浸透するごとく国民の心に道義のゆきわたることを念じて︑努力を続けるべく︑決意を新た
にするものであります︒
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会員諸君に告ぐ

会員に寄せられた書翰︒

本文は西村会祖が︑明治弱年４月総集会の節

莞去された︒

先生はこの年８月肥日︑享年七十五歳を以て

弘道会も諸君の御尽力にて︑追々隆盛に向へ共︑世間道徳の衰領は其の進歩の速なること本会の

進歩の及ぶ処に非ず︑今日社会の有様を見るに︑私利私慾の為に熱心尽力する人は甚多きも︑正義

公道の為に熱心尽力する人は甚少きの象ならず︑私利私慾を営む者を称して智者とし︑正理公道を

踏むものを廟笑して迂潤固随とするに至る︑故を以て醜悪の事件は年一年に多く社会に現出し︑其

事件は大抵中等以上の社会にありといふことは︑本会員の甚歎息するところなり︑然れば是を救済

するは何人の任なるかといふに︑今日我が帝国内に於て道徳の養成に任ずるの人士は︑教育家を第

一として︑是れに次ぐものは我弘道会の如き私立の道徳会なり︑教育家は政府の任命する処なれば

頗る社会に勢力あれども︑道徳会は皆私立なるを以て︑其勢力大に教育家に及ばず︑宗教の如きは

是を信ずる人民の数は甚多けれども︑其の説く処は主として己が宗門を隆盛にせんとするにありて︑

国民の道徳を高めんとするに非ざるを以て︵少しは其意味もあれども︶其効甚薄し︑然れば今日国

民道徳の振興は︑一切教育家に委任すれば足れるもの入如し︑然るに実際より是を見れば︑然るこ
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国

と能はざるものなり︑吾邦普通教育の初まりしは明治五六年の頃にありて︑中等以上の地位にある

ものは︑多くは其頃の教育を受けたるものなり︑然るに今日道徳腐敗を以て目せらる上者は多く此

の輩にあり︑是より普通教育は連続して今日に行はるれども︑国民道徳の腐敗は旧によりて依然た

り︑然る所以のものは何ぞ︑蓋し小学校は頗る徳育を重んずといへども︑修業年限甚短く︑人智の

発達する頃には既に卒業し︑復学校の教育を受ることなし︑中学校は習学必要の年齢なれども︑智

育を主として徳育を重んぜざるを以て︑徳育の効果を収むること能はず︑又教育家は其の勢力は強

しといへども︑其教育する処は入学の生徒に止まりて︑学校以外にある者を教育すること能はず︑

而して国民の道徳を敗る者は︑何れも学校卒業以後にあり︑是教育家の勢力の国民の徳育に効ある

こと少き所以なり︑然れば其勢力は微なりといへども︑国民道徳の振興は︑私立の道徳会に望まざ

ることを得ざるなり︑教育家は彼より来りて学校に入る者の承を教ふくければ所謂受動なり︑道徳

会は我より進んで何人にも道徳を説くことを得べければ所謂能動なり︑且道徳会には年限もなけれ

ば卒業もなし︑其道を説くの境界は甚広し︑又私立の会は勢力少しといへども︑会員の熱心と会員

の多数とに依りて︑何程も勢力を有することを得くし︑今日世間に道徳会の設け頗る多かるべし︑

然れども一万人の会員を有するものは︑吾弘道会の外には未だ聞かざる処なり︑然れば今日国民道

徳の振興の任に当らんものは︑弘道会を置ては恐くは他にあらざるくし︑然れども弘道会も教育家

を離れて単独に此任に当らんとするものに非ず︑必教育家と相提携して︑此の大任を果さんと欲す
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るなり︑独り教育家のみならず︑実業家経済家法律家政治家の中に於てや我と志を同じうする者あ
らぱ︑皆相助けて国家の為に此事業を為さんと欲するなり︒

弘道会の趣旨は︑甲乙の本会要領にも是を述べ︑又老生が処々にての演説︑又は雑誌にても陳述

せる処もあり︑又諸君が自ら考案せる処もあるくければ︑今是を纏述せず︑只現時各支会に望む所

の概要を挙ぐれぱ︑第一国民の箸修を抑ふる事︑第二勉強節倹を勧むる事︵貯蓄此内にあり︶︑第

三土地の風俗を改善する事︑第四物産を興す事︑第五公私の弁を明らかにする事︵公徳の養成此内

にあり︶︑第六廉恥を養ふ事︵金銭の授受を明白にすること此内にあり︶︑第七選挙の法を慎む事︑

第八政党の弊を防ぐ事︑是其大略なり︑或支会にては己に此内の個条を実行せるものもあれども︑

願くは全国の支会︑皆実行の緒に就かんことを望むなり︑猶諸君に希望するは本会の拡張にあり︑

本会の拡張は即ち国民道徳の拡張なればなり︑凡そ天下の事は拡張せざれぱ必ず退縮す︑また拡張

もせず退縮もせず︑一所に立定するといふことは能はざる所なり︑老生近年追々老屈し︑且一昨年

より屡を病気に躍り能く為すことなし︑弘道の事は偏に後進諸君の精力に依頼す︑何卒此上にも諸
君益々熱心奮発を以て︑本会の目的を達せんことを希望す︒
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︹記念論文︺

反体制家としての西村泊翁

一︑麟祥院と養源寺

哲史

三年庚戊正月廿一日﹂︑左側面には﹁明治二十八年三月六

日﹂とある︒これが何を意味しているかを知るため︑﹃泊

翁日記﹄︵未刊︶の明治二十八年二月二十日から三月十一日

寺がある︒境内はかなり広大で︑都内にもこんな幽遼な場

二月二十日晴

たたえている︒その墓域のほぼ中央︑一段高いところに三

川

一勝三参り︑同人より森永を頼む︒夕弧森永来ル︒薬方

受く︒同人薬方を授く︒

一御不快追を御不出来二付︑今朝猶又二宮氏相招診察を

三月五日晴

一昨夜より又々熱気大二御発し︒

三月三日雪

一母上様小々御快方︒

三月一日雪

無之︒依てこ宮氏相招︑診察相願︒

一母上様御病気︿大抵去る一日胃部兎角御不快︑御食気

二月二十八日晴

一母上様昨夜より至御不快︑大野薬御服用︒

までの記事を写して承ると︑

本郷の東大キャンパスの近くに麟祥院という臨済宗の禅

古

所が残っているかと驚かされるほどの落ちついた雰囲気を
つの墓石が立っている︒中央にある︑ひときわ大きな石が
﹁西村家累世之墓﹂で︑その右側に

佐倉臣壮翁西村府君墓
府君配静室斎藤濡人墓
と二行に刻したやや小さな一基︑左側に同じ大きさの
佐倉臣忠倫西村府君墓
府君配智恭荒井儒人墓
と二行に刻した一基が建っている︒

まず︑左側の一基から調べて承るに︑右側面には﹁嘉永
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癖

調合︒

一御病気益重く︑熱気降らず︒夜中益御危篤となる︒

三月六日晴
一今暁二時頃遂二御逝去︒実二悲痛に堪へず︒

三月十日陰
一本郷竜岡町麟祥院に御葬送︒

さて﹁西村家累世之墓﹂の右側に立っている一基は︑芳

三面には細字で﹁西村壮翁君墓陰記﹂が刻されている︒壮

郁の父すなわち泊翁の祖父芳高夫妻の墓である︒この墓の

翁は芳高の号で︑撰文は芳郁︑書は泊翁で︑外孫駒沢知幾

﹁嘉永己酉冬十月不肖男芳郁泣血撰孫芳在雪悌書外面題字

が墓碑の外面に題字している︒その旨が︑碑文の終わりに

芳在とあるのは泊翁の名で︑泊翁の父は芳郁︑祖父は芳

外孫駒沢知幾所書﹂とことわられている︒

高︑曾祖父は芳光といい︑芳の字が四代つづいた︒そして

となっている︒右の記事によって︑左側面に﹁明治二十八
ていることが知られる︒泊翁母堂は荒井宗輝の長女で︑通

の発意で養源寺の墓に合葬され︑初めて比翼塚となった︒

うのは不自然なので︑昭和五十七年︑第七代会長野口明氏

墓は麟祥院にまつられていた︒そのように夫婦別くつとい

たか︒しかも養源寺の墓は泊翁ひとりだけで︑千賀夫人の

祥院で執行されたのに︑墓を養源寺にしたのは何故であっ

一キロを隔てた駒込の養源寺墓地に建っている︒葬儀は麟

るが︑これらの墓を建てた泊翁の墓は麟祥院にはなく︑約

その内の芳高︑芳郁の墓が西村家墓地に独立して建ってい

年三月六日﹂とあるのは︑泊翁母堂智恭の逝去の日を示し
称を楽といった︒

従って﹁佐倉臣忠倫西村府君墓﹂は泊翁の父君芳郁の墓
であり︑﹁嘉永三年庚戊正月廿一日﹂がその逝去の日であ
ったと推定されるが︑芳郁と楽夫人とのあいだには五男二

女があった︒長男が泊翁で︑二男平治は天保十二年七月十
一日︑享年十二歳で天折した︒長女民も同年十二月二日天

折した︒三男が勝三で右記の日記にもその名が見える︒四

わけで︑おめでたいことであった︒では︑なぜ泊翁の墓だ

麟祥院の父芳郁︑祖父芳高の墓が比翼塚であるのと並んだ

男平輔は糸魚川藩士綾部正誠の養子となり︑明治二十二年
四月七日︑享年五十一で死去した︒次女雪子は荒井宗道に

で昌平蟹教授をつとめたが︑天保十二年︑海野石窓︑海保

あったことが考えられる︒安井息軒は通称仲平︑飲肥藩儒

一つの理由に︑泊翁の儒学の師安井息軒の碑が養源寺に

けを養源寺に建てたのであろうか︒

嫁し︑明治三十四年十月十五日死去している︒五男勝郎は
長島藩士吉見平司の養子となったが︑のち離縁となり︑明
治十二年二月十日︑享年三十四で死去した︒これらの内︑
っているのであろう︒

二男平治︑長女民︑五男勝郎が﹁西村家累世之墓﹂にねむ
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漁村とともに佐倉藩に聴せられ︑江戸藩邸内の校舎で一藩

の子弟を教導した︒泊翁も就いて学んだが︑天保十四年
︵時に十六歳︶﹁昭宣公基経論﹂を草して師の息軒に示し︑

大いに称讃せられた︒このことがあって文学をもって世に
立とうとする志を起こしたといわれているから︑この師の
碑がある養源寺に心を惹かれたとしても不思議ではない︒

第二の理由は︑麟祥院の西村家墓地には泊翁の墓を独立
して建てる余地がなく︑﹁西村家累世之墓﹂に合祁するだ

けでは不十分なので︑泊翁畢生の大事業であった日本弘道
会関係者が泊翁の声名にふさわしい墓地として養源寺を見
いだしたのではないか︒﹃泊翁西村茂樹伝﹄にも︑その間
の事情は全く伝えられていない︒

なお︑西村家の菩提寺は︑麟祥院に先立って浅草の松源

寺があった︒﹃往事録﹄に﹁西村家の系譜は︑内藤家に仕
へし以来は江戸浅草松源寺に墓所ありて甚明白なれども︑

夫より以前は猶詳ならざること多し﹂にある通りであるが︑
松源寺に何か不正があって麟祥院に移したらしい︒
二︑反体制家としての泊翁

泊翁の声名にふさわしい墓地として養源寺が選ばれたと
いう推測を述べたが︑﹁泊翁の声名﹂とは何を指すか︒

わたしは︑まず︑﹁反体制家としての泊翁﹂においてそ
れを見いだす︒泊翁を﹁反体制家﹂といえば意外に思う人

い︒

が多いかも知れないが︑泊翁自身そう思っていたフシが多

第一に︑泊翁の主著ともいうべき﹃日本道徳論﹄は時の

文相森有礼の推韓を得たにもかかわらず︑宰相伊藤博文よ

り横槍がはいり︑発表が困難となった︒伊藤の言い分は︑

新政を誹誘するものというにあったが︑これは客観的な批

て書中新政に害ある条々を適出せしめ︑泊翁に改冊を求め

判とはいえなかった︒が︑森文相は秘書官小牧昌業に命じ

た︒泊翁はむしろ絶版するほうを選んだが︑世間に偽板を

作って売る者がいたので︑篇中の文字を改めて公刊した︒

これが﹃日本道徳論﹄第二版であるが︑現在は岩波文庫版

をはじめ元板で流布している︒これを読んで︑伊藤が怒っ

た理由を肯定する者はいまい︒伊藤は泊翁を反体制の思想

家であるとする先入観にもとづいて︑根拠の薄い怒りをば
く発させただけであったろう︒

第二に︑明治二十五年十一月十六日︑泊翁は前々年宮中

顧問官の資格で勅選された貴族院議員を辞任した︒五爵議

員および多額納税議員は無学無知の徒が多く︑貴族院は政

った︒そのようにして議員をやめたが︑前から熱心であっ

府の偲偏にすぎぬので︑すっかりイャケがさしたからであ

た条約改正尚早論はやめず︑この目的遂行のために大日本

協会を設立した︒すると政府は︑すぐにその解散を命じた︒

第三に︑右のような泊翁の言動は政府当局を刺激し︑明
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治二十六年十一月二十二日︑宮内大臣から華族女学校長辞
任の要請があった︒﹃往事録﹄によれば︑泊翁は﹁女学校
長となりて以来自ら過失を犯したる事なし︑何の故なるか
を知ら﹂なかった︒泊翁がかつて国民協会に加入し︑その
発会の席に臨んだこと︑山梨県での演説で内地雑居の非を

﹁西隣の大国と此のことく容易に戦端を開きたるは其故

た︒﹃往事録﹄には

に逢ひ︑頗る危殆に陥りしが︑種之の術策を用ひて辛く

あることなり︒是より先き︑伊藤内閣は数を議会の反対

のことなり︶︒本年に至り攻撃の勢益を強く︑殆んど顛

其位地を保ち居たり︵衰竜の御袖の下に隠れたるは此時

覆を免れざらんとす︒伊藤氏の機智ある︑古来政事家の

鳴らしたことなどが理由らしかったが︑いずれも事実無根
で︑﹁不条理の事﹂と思うほかはなかった︒泊翁に考えら

蜜に倣ひて人心を他国の戦争に転ぜんと欲す︒偶を東学

ｌこれが泊翁の日清戦争観で︑泊翁叢書の編者は﹃国

至れり﹂

党の乱あるを見︑機乗ずべしと為し︑急に戦端を開くに

れることは︑伊藤博文は総理大臣であるがその勢力は宮内
た︒或る人の説によると︑下田歌子が華族女学校学監の職

省を掩っているので︑泊翁の免官は﹁総理大臣の意向に出﹂

を失なったのは泊翁のさしがねと思い︑深く泊翁を怨んで

家道徳論﹄でこれと同じ見解を披漉したくだりを伏せ字に

体制の思想家であったのであって︑その点は掩いかくそう

しろ体制派の弾圧を怖れたのであろう︒しかし︑泊翁は反

した︒泊翁を反体制家であると困ると思ったか︑いずれに

ひそかに伊藤に訴えた︒﹁君の免官は其結果なるべし﹂と
第四に︑右の免官事件以来︑﹁政府の余︵泊翁ｌ筆者注︶

その人は泊翁に告げた︒

を見ること一層疎外をなせるものの如﹂くである︒これは︑

としてもできることではない︒

晒としてしりぞけた点︒﹃泊翁盾言﹄における︑

一つは︑泊翁が国学や神道を︑水戸学とならべて浅薄固

何点かあげてゑよう︒

第六に︑泊翁が反体制の思想家であった証拠を︑なお︑

﹁余︵右同上︶が政事上の意見は現今政府︵就中伊藤総理︑

陸奥外務の如き︶の好まざる所﹂であるので︑厭わられる

のも﹁亦無理ならぬ事﹂である︒随って宮内省の待遇も
﹁頗る旧時に異る﹂が︑﹁是は勢の宜しく然るべき所﹂とあ
きらめるほかはない︒

諸先輩︑西洋人が

ハイブル〃を根拠として其宗教を諸

国に弘むるに倣ひ︑我古事記を推立て︑我神道を広大に

﹁本居宣長平田篤胤の両大人︑及び水戸の会沢氏以下の

はじまったが︑泊翁はこれを内政に失敗した伊藤政府が︑

第五に︑華族女学校長辞任後︑明治二十七年日清戦争が
国民の眼を外国との戦争に転ぜしめるゴマカシの策略と見
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力説されている︒﹃自識録﹄には︑古事記は純然たる本邦

という類の言説は︑﹃自識録﹄﹃続自識録﹄などにも繰返し

しは︑其志は壮なりと雄ども其術は迂なりと云ふくし﹂

説き︑日本国中は勿論︑他国までも推及ぼさんとしたり

ルソオ︑ヴォルテール︑カール・マルクス︑サン・シモン

究所でおこなった﹁指導者と行為者﹂と題する講演では︑

見られたかも知れない︒実際︑明治二十五年の一月皇典講

とあるなどはそれで︑戦争時代の日本でなら危険思想家と

家の用に中らず︑其国家の用を為す者は独り洋学者の承﹂

ざるなり﹂︵自識録︶︑﹁今日国学者儒者は大抵迂潤にして国

学者︑或る漢学者が言ふ如き固随偏狭の道徳を指すには非

可なり﹂と戒めている︒そして︑﹁余が所謂道徳は或る国

たとし︑﹁古書に拘泥するは不可なり︑牽強付会は尤も不

この書を本として神道を唱道しようとしたのは失敗であっ

の前途﹄で﹁実に無前の大発明にして︑凡そ時世の変遷人

段階説に対し︑明治十九年四月十日の学士会院講演﹃宗教

れがうかがわれる︒泊翁はコントの世界進化についての三

オーギュスト・コントの実証主義哲学への傾倒ぶりにもそ

である︒泊翁が新しい思想に敏感であったのは驚くほどで︑

ち明治十六年で︑右の講演はそれから僅か九年あとのもの

カール・マルクスの亡くなったのは一八八三年︑すなわ

などの財産平均説︑社会党の主義を紹介し︑社会的民衆運

︵続自識録︶︑﹁或は本居︑平田諸先輩の唱ふる所の神道を用

智の進歩皆之を以て判断すべからざることなし﹂と推賞し︑

上古の歴史であって︑ただ言語文字の通り解すべきもの︑

ひんか︑是又浅薄にして大学の学科とするに足らず﹂︵明治

その功はニュートンが引力重力の理を発明したのに匹敵す

動の必要を主張している︒

十二年東京学士会院講演︶などと国学・神道批判の態度を表

ると見ている︒明治二十年出版の﹃日本道徳論﹄でも︑﹁近

これに道理を付して解すべきものでない︒本居平田二氏が

明している︒

代に至り︑哲学の進歩甚だ箸るしく︑法国の哲学者坤篤︑

コン︒ｒ

このような泊翁の国学批判・神道批判は︑儒教の易姓革命

理の微妙なること千古無比の地に達せり﹂と激賞している

瀬ジチープ・ヒロソフイー

説︑ヨーロッパ政事家の共和政治説への同感にまで進行す

実理哲学の説を唱へしより︑其考究一層精密となり︑其学

る︒﹃続自識録﹄の第百九章に

が︑このような言説によっても︑泊翁が進歩家︑進歩主義
者であったことは疑いない︒

﹁支那の儒教は革命を説き︑欧洲の政事家は共和政治を

言ふ︒国学者深く之を悪承︑口を極めて之を証穀す︒余

それで泊翁は︑保守と進歩との争いにおいて進歩が勝ち

保守が敗れる必然を達観していた︒﹃続自識録﹄の第八十

を以て之を見れば革命論と云ひ︑共和政治説と云ひ︑未
必しも非理ならざるなり﹂
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四章に︑

○○○○

﹁昔より保守と進歩と争ふ時は︑保守常に敗れて︑進歩

常に勝つ︒是天意なるか︒否︑保守論者は常に老人多く

稿した﹃国家道徳論﹄にも同じ趣意の文章があるから︑泊

翁は晩年まで帯刀論者であったのであろう︒

帯刀論者であったことと並行して︑泊翁は士族重用論者

ひと

でもあった︒明治八年十二月の演説﹁帳幕の説﹂の中で︑

このごろ士族の特権を奪って平民と均しくしようと主張す

して気力盛ならず︒且年を経るに従ひ︑漸に其人を減ず︒

改進論者は小壮の多きを以て︑其気力常に旺盛なり︒且

る者があるが︑これは公平なようで不公平なことである︒

に押下そうとするのは︑﹁木綿の衣服も絹の衣服も同様に

労少なりと言﹂うことはできない︒それを平民同等の権理

﹁士族の力を国事に尽せる︑国勢を今日に維持せる︑其功

年を経るに従ひ︑漸灸其人を増す︒是其成敗の異なる所
以なり﹂

とあるなどはその証拠で︑この意味でも泊翁は反体制的思
想家であった︒

制的ないし反動的な言動も多かった︒その一例が帯刀論で︑

断言することを得くし﹂というのが泊翁の正直な感想であ

え︑︹六十二︺にある﹁維新の改革は利少くして害多しと

可なり︑士族の禄を奪ひたるは不可なり﹂とする見解が見

それで︑﹃泊翁盾言﹄第一冊の︹六十三︺には︑﹁廃藩は

取扱﹂うようなものである︒

明治二十五年ごろに書かれたと思われる文章に︵﹃記憶録﹄

さて泊翁には︑右のような反体制的言動とならんで︑体

所収︶︑日本の刀は東洋第一の利刀で︑武士の帯刀は東洋第

ったとおもわれる︒

﹁北越に於ける道徳演説﹂において述べられていることは︑

しであったという思いが強く残っていた︒明治二十五年の

つまり︑泊翁には︑明治時代よりは封建時代のほうが増

一の美風である︒この利刀を廃し︑この美風を棄てるのは︑

であろう︒それで今日以後は︑ひとり武士だけでなく︑他

大にしては国肱を損じ︑小にしては人びとの勇気を損じる

治日本︑維新後の日本の現体制に批判的な心持ちの表白で

ありのままの告白であったと見られるが︑これらもまた明

欧風に迷溺した浮口論者の言で︑この妄言を用いるなら︑

の三民にも帯刀を許すべきである︒これが勇武の国民を作

あった︒その意味でも︑やはり︑泊翁は反体制的思想家で

る道であるｌそういう趣旨の廃刀議一篇を草して明治
三︑四年ごろ起こった廃刀論に反対する見解を集議院に提

︵本会理事東大名誉教授︶

あったといえよう︒

も気持ちは変わらないとしている︒明治二十七年三月に脱

出したことがあるのを回想し︑現在︵明治二十五年ごろ︶
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泊翁精神の真髄﹃儒門精言﹄
二十余年前の弘道会の回想Ｉ
下村寿一先生のこと

私が弘道会の評議員をひき受けたのは︑昭和二十四年に

勝部真長

戦後の食料不足のなかで大そうなご馳走になって︑先生の

戦前は政変で内閣が替ると︑高級官僚は一せいに首をす

威光の大きいのに驚いたことがある︒

生には︑昭和十八年に私が東京女高師の講師︵倫理学担当︶

させられ︑宮城県知事に出ないか︑といわれたそうである︒

げ替えられたらしい︒下村先生も何かの時に︑局長をやめ

下村寿一先生が副会長に就任された時からである︒下村先
に採用される時︑女高師の校長室で挨拶に伺ったのが︑最
初の対面となった︒以来︑下村先生には何かとお世話にな

の自邸に引きこもって碁を打っていた︒すると再び宗教局

ところが先生は﹁知事は自分に向かない﹂と断って︑池袋

れ︑親任官に補せられた︒まもなく学習院は安倍能成院長

部官僚のなかでも信念の人であった︒

長に再任された︑という話を伺ったことがある︒先生は文

った︒昭和二十年には︑先生は女子学習院の院長に転ぜら
のもとに︑女子学習院も合併されて︑下村先生は退官され

務官もゑな恐れおののいていた︒しかし︑根はやさしい︑

女高師の校長としては︑謹厳そのもので︑教授連中も事

もともと先生は文部省で社会教育局長をつとめられたか

心学会や女子教育会館などでも役員をつとめておられた︒

んかにも優しく︑面白いことをいって笑わせるのであった︒

思いやりのある方で︑下情に通じておられ︑料亭の女中な

たが︑社会教育事業には熱心で︑日本弘道会のほかに石門

ら︑社会教育界にはよく通じておられたのである︒また宗
教局長も二度つとめられ︑宗教界には隠然たる勢力がおあ

できた︒その先生に︑﹁弘道会は老化しているから︑君の

私はそのお人柄を知っていたので︑先生には甘えることが

れて︑弘道会にはよく通ったのである︒

ような若い人に手伝ってもらわなければならぬ﹂と説得さ

りになった︒浅草寺の檀家総代などもしておられた︒私は
かつて先生の紹介の名刺を頂いて︑奈良の天理教の本部に︑

割田斧二さんのこと

あそこの図書館にある切支丹関係の稀購本を見せてもらい
に行ったことがあるが︑それはそれは鄭重なもてなしで︑
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弘道会の事務室にはいつも割田斧二氏が事務をとってい

八年五月を皮切りに︑よく呼ばれたものである︒

も支部があり︑繁田茶園の主人が熱心な会員で︑昭和二十

師会館を会場に講演し︑湖畔の岩田屋で飲んだ︒飯能市に

私の弘道会に入った頃は︑会長は堀田正恒伯だったが︑

た︒割田さんは弘道会の生き字引のような人であうた︒松
て︑雑誌の編輯から講演会から役員会から︑一切の仕事を

平直亮伯・堀田正恒伯・酒井忠正伯ら︑三代の会長に仕え
八面六管のはたらきで精力的にこなしていた︒群馬高崎の

酒井忠正伯が会長となられ︑酒井さんには随分昔咽︑つま

ご病気がちで余りお出にならなかった︒二十六年十一月に

に生れて堀田家を嗣いだ方で︑東大農学部の卒業であるが︑

り旧大名の思い出を伺うことができた︒堀田さんは鍋島家

出身で︑酒が強く︑談論風発︑豪快な人で︑しかも生涯独
ルのァ︒ハートが建っていて︑その一室に独居していた︒

いった︒斉藤一二先生という元県立女学校々長をした方が︑

著を物されたのは︑酒井家に代を相撲の資料があって︑そ

横綱審議会の会長をつとめられ︑相撲の歴史についての大

法科の卒業であった︒いわゆる﹁相撲の殿様﹂といわれ︑

酒井さんは福山の阿部家の出で姫路の酒井家を嗣ぎ︑京大

身を貫き今の新館のある三角形の土地に︑もと木造モルタ
昭和二十六年十一月四日に︑富山県滑川町の公民館で弘

世話役であった︒立派な教育者らしい人であった︒滑川は

たのである︒

れを不明にしては勿体ないからとて︑整理してまとめられ

道会支部の講演会があり︑私は割田主事につれられて話に

ある︒私は︑会場の女性たちの顔をつくづく眺めていたが︑

屋はじめアチコチの相撲部屋へ稽古を見物に行ったもので

とよく言われた︒酒井さんの紹介の名刺を頂いて︑立浪部

﹁関取は江戸時代は大名道具だったのですな﹂

大正七年八月の︑主婦らによる全国的米騒動の発祥の地で

今はそのエネルギーは感じられなかった︒米軍占領下の影
響が残っていたのであろうか︒

これを皮切りに山形の米沢︑千葉の小見川︑出雲の松江︑

ば朝食の盆を取りに行って︑味噌汁がこぼれて勿体ないか

容所生活での東条大将の癖なども︑話しておられた︒例え

犯容疑で巣鴨プリズンに入られていたことがあり︑その収

らと︑立って歩きながら味噌汁を吸っていた︑という話で

ある︒酒井さんは戦時中農林大臣をなさって︑そのため戦

そこは博文館の大橋乙羽の出た家で︑海舟筆の﹁音羽屋﹂

部があった︒米沢駅前に音羽屋という三階建の旅館があり︑

ある︒﹁こぼれて勿体ないといっても︑何も歩きながらね

設計監督した建築家の中条精一郎の出身地で︑弘道会の支

という額が掛っていた︒ここでも割田さんは痛飲した︒松

埼玉の飯能などによく講演に呼ばれた︒米沢は前の会館を

江は前会長の松平直亮伯の旧藩であって︑ここでも私は医
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が長袴をはいているでしょう︒芝居の浅野内匠頭ゑたいに︒

おそくまでよく伺った︒あ−いう悠ったりした座談のでき

あれで小用を足すとぎどうするかというと︑廊に坊主が長

Ｉ﹂と笑っていられた︒

るのも︑殿様︑それも昔なら名君になれた方だったからで

その酒井さんと︑いつか虎の門の中華料理店で弘道会の

た︒﹁ヤァ﹂といって︑どちらも黙ってパチンコはじいて

あろう︒﹁吉川英治は︑義理固い男でね︒小説で金が大分

べ酒井会長のお話は面白くて︑時間のたつのも忘れて︑

いたが︑承るとさすが伯爵は︑真白い手袋をはめて︑して

入るようになったといって︑私と安岡正篤とを一夕︑料理

い青竹を用意しておいて︑それで通すのだそうな﹂と︒等

おられた︒何事にも興味旺盛なのである︒日本競馬会の会

屋に招いて︑大そうなご馳走をしましたよ︒やはり違って

役員会がある夕方︑まだ時間が早いので近くの︒︿チンコ屋

長もなさったが︑戦前は小石川原町の自邸の庭︵錦鶏園︶に︑

に入ったら︑隣にいる酒井会長とパッタリ出会ってしまっ

安岡正篤氏のために東洋思想研究所を建てておやりになり︑

いましたね﹂とも話された︒こうして書いていると思い出

た︒阿部伊勢守もかくや︑と思って︑そのお顔をつくづく

が次含と湧いてくるが︑本当に殿さまらしい殿さまであっ
拝見したものである︒

晩年は半身不髄でお気の毒であったらしいことは︑先年︑

金鶏学院を開かせられたのである︒
四国高松市の市民大学で酒井美意子さん︵当主忠元氏夫人︑

という集りがあった︒参議院議長の河井弼八氏は︑大日本

駅の近くにあった参議院議長公邸に﹁道義六団体懇談会﹂

また昭和二十九年七月二十七日のことであったが︑目黒

年に小型のポケット版となって︑会員に配布された︒

全部書き直して﹁改訂新修養宝典﹂とし︑これが翌二十八

私は昭和二十七年から委嘱されていた﹁修養法典﹂を︑

前田侯爵家出身︶とご一緒になり︑その頃のお話を伺って知
った︒

酒井会長日く︑﹁幕末維新の時は︑多くの藩では︑薩長
につくか︑徳川につくか︑どっちが生き残るに有利かと︑

また日く︑﹁江戸時代は︑各藩とも幕府の重役に賄賂を贈

自分の藩の存続のことで頭が一杯だったようですね﹂と︒
ったものだが︑表玄関から上って︑懐から︑こんなものを

だいたのである︒集ったのは日本弘道会を代表して割田主

報徳会の会長であった関係から︑この場所を提供していた

栄三郎理事など︑渋沢青淵竜門社からは吉岡良信事務局長︑

事と私︑修養団からは二木謙三団長︑蓮沼門三主幹︑西田

持参しました︑といって酒樽の栓ばかり十も十五も括った
大きな酒樽をその栓の数だけ担ぎ込ませたものだそうだ︒

のをとり出して置いてくる︒その直後に︑裏の勝手口から
ナカナカ酒落れてるね﹂と︒また日く︑﹁江戸時代の大名
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後嗣で︑戦前︑秋田・石川・岡山・新潟の各県知事を歴任

野邦一氏であった︒中野さんは︑佐賀の勤王家中野方蔵の

団体の推進力になったのは道義再建連盟を主宰していた中

会からは石川謙︑山田敬斎︑そして私︒それにこの道義六

大日本報徳会からは河井禰八氏と佐々井信太郎︑石門心学

を亡くした︒

あの応接室では︑なお冷え込んだことであろう︒惜しい人

幅の良い体格であったし︑それにたださえ寒い冬の夜中に︑

その夜にである︒酒好きで︑いかにも血圧の高そうな︑恰

た︒しかも弘道会の事務室の前の応接室で泊っておられた︑

レットを作って配布し︑私の家へもわざノ︑尋ねられて︑

の混乱・退廃を憂えてやまず︑﹁道義再建﹂というパンフ

あった︒私は大杉さんの長女の規子さんを女高師の国漢専

理学の教授であったが︑ちょうど定年退官されたばかりで

後任主事は大杉謹一氏である︒高等師範︑教育大学で倫

大杉謹一主事のこと

憂憤慨世の論を展開された︒それなら︑これこれ六つの団

しくしていた︒しかし前任の割田主事とは性格的にまった

攻のクラスで教えたことがあって︑大杉教授とはわりに親

し︑地元佐賀から代議士に出ていたが︑戦後わが国の社会

とになり︑私の関係のあった弘道会・石門心学会・修養団

心翼を型であった︒豪快な話など︑とても期待すべくもな

く反対で︑よく言えば学究肌︑悪くいえば気の小さい︑小

体が︑横に手をつないで立ち上ろうではないか︑というこ

けたのであった︒

心とするデモやストライキのつづく社会の大勢に抗して︑

大学として発足したとき︑初代学長として文部省から任命

十四年に女高師の発展形態としてお茶の水女子大学が新制

また理事に野口明先生がいられた︒野口先生は︑昭和二

い︒

などに報徳と竜門社に参加ねがって︑その初会合にこぎつ
その当時は︑日本人もまだ純情であったなァ︑と今にし

道義再建の叫びが︑どこまで届いたろうか︒それでも私た

た︑温厚な紳士であった︒というより本当は上野の美校へ

されて見えた方であった︒侍従︑旧制二高校長を歴任され

てつくづく思うのである︒浩灸と押し寄せる左翼勢力を中

ちは本気であった︒六団体の決議を首相︑文相に持ってい

ふせて︑書棚の本を熱心に見たり︑﹁いつかこの本貸して

お茶の水大学で︑野口学長はフラリと私の研究室へ顔を

った︒

入って︑画家になりたかったという︑芸術家肌の人柄であ

ったり︑小・中学校に修身に代って﹁特設道徳﹂の時間を
設け︑教員免許状には︑教職コースに倫理学を必修として︑
﹁この案は具体的でいい﹂と大いに乗り気であった︒

その条件とすること︑などを建議した︒中野邦一さんは︑

昭和三十三年十二月︑割田斧二さんが脳溢血で急逝され
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ください﹂といったり︑また﹁東北大学から林竹二教授が

録﹄原本と校合して﹁弘道﹂誌上に連載し︑これを一本に

っているのを引張り出して︑私は国会図書館にある﹃記憶

泊翁先生の遺稿の写しの﹃記憶録﹄が︑会館の書庫に眠

らった︒﹃自識録﹄は早くに出ていたが︑﹃記憶録﹄は未発

して昭和三十六年四月にＢ６版の単行本として刊行しても

か﹂など電話してきたりして︑私を林竹二氏に引合せたり
してくれた︒実に気さくな人柄であった︒戸山ヶ原の公務

今︑学長室に遊びにきているから︑よかったら来ません

員住宅や麹町四番丁のお宅にも︑遊びに伺ったことがあり︑

また﹁弘道﹂誌上で︑よく座談会を企画し︑その司会を

表だったのである︒

二木謙三博士︑そして横河シヅエ刀自らである︒横河シヅ

勤めた︒印象に深いのは︑吉岡燕生女史︑松平信子女史︑

それに私に忘れられないのは︑昭和三十五年︑香港に旅

まだ物の不自由な頃ご馳走になった︒

したとき︑野口先生のお嬢さんの嫁いでいる土田国保香港

エ刀自は︑横河電機︑横河橋梁の二大会社を興した横河民

領事のところへ︑頼っていって︑種々便宜供与をうけたこ
っていただいたが︑それは優しい方であった︒その土田夫

とである︒先生のお嬢さんに︑香港の町へ買物に連れてい

で細身の古風な美女で︑その物腰のやわらかく色っぽいこ

輔工博の未亡人で︑もう古稀をすぎていられたが︑なで肩

と︑年令を忘れさせるものがあった︒会祖のご命日に︑よ

人が︑過激派学生の送りつけた小包爆弾で爆死されたので
ある︒品川の東海寺で行なわれたお葬式の時の︑野口先生

た話には感動した︒それは長男の時介氏が米国コーネル大

たが︑六十すぎて単身︑アメリカへ船で病気見舞に行かれ

く本郷の養源寺へ墓参の折︑ご一緒して︑道中お話を伺っ

選挙があり︑野口先生が選ばれ︑赴任の懇請があったが︑

が当選されたからである︒この時︑愛媛大学で同じく学長

していて︑その次男の方が盲腸の手術かで入院された︒そ

学の工学部︑次男の勝介氏がハーバード大の工学部に留学

野口学長は四年一期で退かれた︒学長選挙で蝋山政道氏

の悲しゑのお顔を忘れることはできない︒

野口先生は﹁私が愛媛にゆく何の必然性もないから﹂とい

きい︒刀自は︑明治の有名な教育家棚橋絢子女史の娘で︑

に出られたというのである︒同じ母性愛でもスケールが大

謡曲・仕舞にも堪能で︑教養の豊かなこと驚くべきものが

れが心配で︑とにかく見舞って来よう︑といってひとり旅

の人であり︑趣味の人であり︑自己自身に忠実な方であっ

って断られ︑悠々と自宅にこもって絵筆を愉しむ生活に入

た︒普通の︑ポストさえあれば何処へでも飛んで行く文部

あった︒それでいて﹁世の中で一番大切なのは︑忍の一字

られ︑時に個展を開かれたりしていた︒やはり先生も信念

官僚とは違っていた︒
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ですよ︒とにかく耐え忍ぶことです﹂と私に教えて下さっ
たのを想い出す︒

ところが私はまだ若くて耐え忍ばなかった︒というのは︑

かねて編集委員に教育大教授の原富男博士に入ってもらっ
て︑私は原博士に泊翁﹃儒門精言﹄の現代語訳を連載して
もらっていたのである︒

私の見るところ︑泊翁精神の精髄はこの﹃儒門精言﹄に
こめられていると思い︑原富男氏も同意見であった︒明治
三十六年︑内田周平の駁をつけて刊行された﹃儒門精言﹄

上げた︒すると︑
﹁今は︑金がない﹂

とニベもない返事であった︒私は憤慨した︒役員会で︑料

て堂も︑本一冊ぐらい出そうなものだ︑と思って︑それを

理屋で飲承食いする金があるなら︑印刷屋に多少前借りし

この話を原富男博士にすると︑

言うと︑下村先生のご機嫌はひどく悪くなった︒

﹁それじゃ︑もう辞めさせてもらおう﹂

と言う︒原さん一人︑辞めさせるわけにいかないから︑私

衝突し︑まもなく辞表を出した︒原さんは︑その前に辞表

昭和三十七年の暮れの役員会の席上で︑私は下村先生と

も辞める決心をした︒

こに東洋思想・東洋道徳の源泉と︑先生の考えられるとこ

は︑﹁泊翁全集・第一集﹂という頭書きがついている︒こ
ろが︑抜粋され︑要記されている︒漢文の読めなくなった

を出していた︒あの席に︑酒井会長が居合せたら︑事情は

先生に言ってゑてください﹂という︒ここがやはり官僚の

てください︑と頼んだ︒すると野口理事は︑﹁直接︑下村

私は野口明理事に︑この﹃儒門精言﹄を一本にして刊行し

原博士の現代語訳も半分近く進んだ昭和三十七年の秋に︑

たのにはビックリした︒それも割田主事の倒れられたのと

していた︒その大杉さんが︑翌三十八年の二月︑急逝され

ころへ何度か電話をかけてきた︒なにかクドクドと繰り返

った︒大杉主事が︑この事件をひどく気に病んで︑私のと

議員も同様であった︒いわば下村先生のワンマン体制であ

った︒野口さんは︑一言も発言しなかった︒他の理事︑評

かわっていたかもしれない︒あいにく酒井さんは欠席であ

今の会員に︑これを現代語訳して紹介することは︑弘道会

習性で︑かつての上司︑上役には頭が上らないらしく︑面

同じあの会館の応接室で︑真夜中に狭心症の発作を起して

の急務ではないか︒

のである︒また野口さんには︑おそろしく気の弱いところ

と向っては︑下村先生には強いことは何も言えないらしい

弘道会のゆくえ

亡くなられたのである︒

仕方がないので︑私は︑直接︑下村先生にその事を申し

があり︑あの優しい眼にそれは現われていた︒
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部省の在外研究の選考に通って︑昭和三十八年十月︑羽田

私自身のヨーロッ・︿留学の準備に専念することにした︒文

弘道会とは縁が切れた以上︑私は弘道会のことよりも︑

のパリ祭に合せるためである︒パリに二週間暮して︑帰途︑

ベルン︑ジュネーヴをへて︑再びパリに出た︒七月十四日

からウィーン︑インスブルック︑チューリヒ︑バーゼル︑

西独に一年滞在して私はロンドンに移り︑ここに三ヶ月

ベルク︑ローテンブルクを経てボンに一戻った︒

いて︑大西洋をこえてアメリカはボストンに居を移した︒

ブリュッセル︑チュービンゲン︑スッッガルト︑ハイデル

て︑ドイツ人の生活態度を観察はしたが︑肝甚のドイツ語

ボストン大学︑ハーバード大学︑コロンビヤ大学など覗い

を発って西独のボンに向った︒ボンの田舎の畑の中の一軒

はさっぱり上達しない︒ボン大学の講義を聞きにいっても︑

家に下宿して︑ドイツ人のサラリーマンの家庭の人となっ

隔靴掻津である︒それでも本をよく読めたことと︑よくヨ

て廻った︒

一年四ヶ月の在外研究を終えて昭和四十年春︑羽田に帰

ーロッ︒︿のあちこちに一人で旅行したのが︑まさに﹁百聞

は一見に如かず﹂で︑見聞をひろめ︑視野をひろめるのに

いっても弘道会の柱であった︒この後の弘道会のゆくえは

たことを知らされた︒下村先生は頑固なお人だが︑なんと

った私は︑そこで妻から︑この一月に下村先生が残せられ

冬休承︑雪の降るマールブルクに行って︑かつて旧制松

役立ったように思われる︒

江高校時代のドイツ人の先生︑カルシュ博士の家庭に厄介

世界的視野から見渡して︑西村泊翁の思想︑精神が︑ど

どうなるのであろうか︑社会教育団体としての自覚に乏し

のあたりに位置づけられるであろうか︑はその後の私のア

になった︒また春休承︑復活祭の前後︑私はフランクフル

海を旅して歩いた︒そしてローマ︑ペルージァ︑ヴェネチ

タマの片隅にひっかかっていたことである︒その際︑やは

あろう︑などという暗雲が私の胸をかすめた︒

ア︑ピサ︑フィレンツェ︑ミラノ︑さらにシシリー島めぐ

り﹃儒門精言﹄は︑画龍点晴の﹁晴﹂に当ろう︒もし﹁西

く︑衰退の一途を辿るのでないか︑会員は減少する一方で

りをし︑スペインに飛んで︑マドリッド︑トレド︑コルド

村茂樹全集﹂を作って︑この﹃儒門精言﹄が洩れていると

トからエジプトのカイロに飛び︑アレキサンドリア︑クレ

ヴァ︑グラナダ︑セピリア︑そしてポルトガルのリスボン

タ島︑イースタンプール︑アテネ︑ロードス島などエーゲ

を廻り︑パリへ入った︒五月のパリはマロ一三の花の白く

すれば︑それは不完全集というべきであろう︒

︵お茶の水女子大名誉教授︶

咲き匂う季節であった︒パリに一週間いて︑ボンの下宿に
帰ったが︑夏休承を待ちかねて︑また旅に出︑ミュンヘン
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西村泊翁晩年の著作﹁道徳問答﹂
Ｉ日本弘道会会員へのメッセージＩ

﹁道徳問答﹂出版の経緯
Ｉ日本弘道会創立六十周年記念として公刊ｌ

西村茂樹先生が︑生涯において書かれた著書論文は︑文
字通り汗牛充棟の多きに達するが︑その中の名著と言われ

片山清一

ところが明治二十年さらに改称して﹁日本弘道会﹂とし︑

機関誌﹁日本弘道会雑誌﹂を出しはじめるようになってか

年度会員数支部数

ら︑急速な発展をとげるようになった︒

論﹂であろう︒同著は︑先生が五十九年間にわたる人生経

をたどった︒明治三十三年十二月には﹁日本弘道会要領﹂

したがって﹁日本弘道会雑誌﹂の発行部数は増加の一途

明治三三一○︑○○○一二五

明治二五三︑○○○一三
明治二六五︑○○○三六

験と研学の成果を凝集し︑これを明治十九年末という日本

を制定し︑会員として守りふゑ行うべき道徳内容を提示し

ているのは︑何よりも明治二十年初に出された﹁日本道徳

の道徳的危機意識のゑなぎる時点において︑国民に訴えら

会の趣旨について理解が不充分な人や︑会の内容について

しかし会員が増加してくるにつれて︑今日と同じように︑

た︒

れた獅子乳であった︒その後︑﹁国家道徳論﹂﹁続国家道徳

論﹂などを公刊したが︑いずれも︑この日本道徳論を基盤
を結成して︑道徳振興に努力されたのも︑日本道徳論で表

であった松平直亮が︑会長の片腕となって会の発展のため

疑問をいだくような人も多くなった︒この当時︑会の理事

にしたものであった︒また日本弘道会という道徳実践団体

おいて︑西村先生の﹁日本道徳論﹂は︑西村茂樹思想のア

﹁日本弘道会雑誌の誌上に﹃道徳の問答欄﹄を設けて︑

日︑墨田にある泊翁邸を訪れた︒その際︑話のついでに

に努力を続けておられたのであるが︑明治三十四年のある

明されている思想から発出されたものである︒その意味に
ルファにしてオメガであると言っても過言ではない︒
明治十七年に︑東京修身学社を改称して︑﹁日本講道会﹂

としたが︑この頃は会員数も少く︑支部も僅かであった︒
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蕊

うか︒ぜひ先生にお答え下さるようお願いしたい︒﹂

会員各位の疑問に答えるようにしたら如何なものでしょ

より発行され︑会員に配布された︒

日︑日本弘道会創立六十周年記念出版として︑日本弘道会

田安栄の稿である﹁泊翁先生略伝﹂が六頁︑末尾に附せら

同書は︑今日でいうとＡ５判で本文五三頁で︑それに山

﹁その試承は最もよい考え方だ︒私が必ず責任をもって

と申し上げたところ︑西村先生は同意され
解答に当りたい︒﹂

この著は︑西村先生の逝去される前の一年間内に執筆さ

れている︒表紙は︑次の通り︵次頁︶︒

と答えた︒しかし会員の方灸から果して質問があるのかど
うか︑あるとしてもどんな内容のものかは︑今から予知も

い時期の思想を表明されているものである︒前述したよう

れたことは確かである︒その意味で︑西村先生の晩年に近

オメガである︑と言い換えても決して過りではあるまい︒

によって﹁日本道徳論﹂はアルファであり﹁道徳問答﹂は

あることは確かであるが︑﹁道徳問答﹂が発見されたこと

に︑﹁日本道徳論﹂は西村思想のアルファにしてオメガで

東京日本弘道会発行

価鮒道徳問答

簡堂松平直亮編

できない︑そこで西村先生は︑自分で質問を作って︑その
質問に自ら答えるという︑いわゆる自問自答の形で執筆し
て︑これを掲載する︑というように決定した︒

松平直亮は﹁ぜひそうお願いしたい﹂と申し上げて︑西
村邸を辞去した︒

ところが翌年明治三十五年の初夏︑西村先生が病床に臥
八日ご逝去になった︒

せられることになり︑爾後病勢すす承︑ついに同年八月十
しかしその後西村先生の約束された道徳問答の原稿が︑

ところが︑昭和十一年︑日本弘道会創立第六十周年を迎

どうなったのか全く不明であった︒

しかし︑この道徳問答は︑四○○字詰原稿にすると六十

それほど重要な意味をもっているものである︒

には行かない︒その上︑泊翁自身の自問自答によるもので

枚に達する長さで︑ここで全問答を一題ずつ解説するわけ

ことになった︒そしてその中に︑かねて探していた﹁道徳

えるに当り︑松平直亮が︑西村先生の遺著を総点検される
問答﹂が見つかったのである︒これは正に西村先生がご生

あるから︑文章は文語体でかなり難解の感がある︒そこで

前に松平直亮に約束された原稿であった︒もちろん未定稿
であったので松平が校訂して編集し︑昭和十一年六月十三
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問を簡潔で平易になるよう作り直し︑答は率直に簡単明瞭
になるよう加筆したが︑そのため幾分原著の本意を損うよ
うになったのではないかと思う︒
﹁瓶鮒道徳問答﹂の内容
ｌ何に準拠して日本の道徳を行うかｌ

問のすべては︑文字通り道徳に関するものであるが︑西

村先生のいう道徳の中には︑政治も含まれている︒全問答
は二十八より成立しているが︑その中特に政治に関するも
のは第十九問から第二十三問までである︒

第一間から第三間までは︑道徳の基準をどこに求めたら
よいかを問うもので
問①昔は儒教によって道徳が保たれてきたのであるが︑

その儒教が衰えたから道徳も低下したといわれるが︑最近
西洋から紹介された倫理学の方が前向きであって︑今後の
日本に適しているのではないか︒
答①ｌ儒教にも倫理学にも︑それぞれすぐれた点があっ

て︑どちらかを選ぶというよりも︑どちらも採用して両者
の調和をはかるべきである︒ただ風俗人情の点から考える
と︑東洋である日本は︑東洋の教から多くをとって両方の
調和をはかるべきである︒

問②ｌ儒教をはじめとする東洋の学には︑すべて治心
︵精神修養︶が含まれているが︑西洋の学には︑それが欠

答②西洋の学は古人の説に満足せず︑その上に研究を進

けているのではないか︒

めるという形をとったので︑進歩が著しかった︒だから知

識の向上があっても精神の修練とか︑人格の向上には役立
たなかった︒

問③では西洋の開智の学問は東洋の治心の学問に及ばな

答③Ｉどちらがよいかということより︑両者ともに長所

い︑と考えられるか︒

と短所とを持っているのだから︑両者の短所を除き長所を

調和すればよいではないか︒

問④から問⑥までの三問は︑道徳と知識のどちらが大切

問④道徳にすぐれた人には才智に乏しいといわれている

かという問題である︒

答④孔子のいう道とは知仁勇の三者にすぐれたことを意

が︑それでは困るのではないか︒

問⑤徳は修養すれば体得できるが︑才智や勇気は天性に

味するのであって︑決して智を無視しているわけではない︒

答⑤才智を得る道も天性だけでなく努力によることもで

よるもので努力しても得られないものではないか︒

きる︒㈲学問を勉強すること︑ロ遠くのことまで考慮する

こと︑⑤決断することの五つが大切だ︒

こと︑白機会に応じて敏捷に動くこと︑四注意を怠らない
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問⑥では勇気についてはどうしたらよいか︒

答⑥勇気を身につけるには学問による方法があるが︑こ
れはすぐれた人に望むことで︑一般国民に要求することは
と︑更に社会の風儀の向上によることが大切である︒

無理である︒一般国民に対しては︑何よりも教育によるこ

問⑦は︑西村先生がこれまで勉学してきた順序方法など
を︑後輩のために聞かせてほしい︑という問であった︒こ

洋に適しない所があることに気づき︑儒学を再検討しは

④さらに西洋学の勉学に努めていたところ︑西洋の学が東
じめた︒

⑤そして五十歳頃︑一つの悟りに達し得た︒それは儒学で

ので︑儒学と哲学を根底とするものである︒しかし決し

も洋学でもなく︑﹁天地の道﹂﹁人類の道﹂というべきも

て宗教は採用しない︒こうした信念に達した後は︑全く

確定して微動もしなくなった︒

⑥道徳の勉強は︑単に理論に通じているだけでは駄目で︑

学問と自分自身とが一体化することが大切である︒学問

れは明治二十六年に西村先生が﹁読書次第﹂を公刊された

が︑これと重複するものではあるが︑その時から約十年も

ない︒

しても自分自身は元のままというのでは何の役にも立た

問⑧道は天地万物をもって一体とする広大無辺なものと

答⑦ｌ何よりもこの時代に一定の師というものがなく︑

経た後であるから︑いくらか違った見解が伺われる︒
自分で学問を模索する他はなかった︑ということである︒

答⑧道はたしかに広大無辺なものであるが︑それは直ち

儒教修学を元としてどのように変ったかを辿ってふよう︒

②十七歳に眼病にかかり読書を止めること六年余︒二十三

に博愛主義の道徳を重視せよということではない︒西洋諸

はないか︒

歳にして会沢の新論をよゑ︑水戸学に傾倒︒さらに佐久

国は他国に対しては博愛主義を説いていても︑自分の国を

いうが︑それは日本弘道会で説く国家主義と矛盾するので

間象山より洋学を学ぶ︒しかしやがて水戸学は片寄りが

守るには強固な国家主義によっている︒博愛主義では︑日

①藩学で儒学を学ぶ︒

烈しいことに気づき︑更に洋学は技芸習得のためとして

本は外国の餌食になってしまう︒

答⑨道とは万国共通のもので︑天地の大道というべきも

博愛主義とは同一のものか︒

問⑨では︑先生のいう天地万物主義とキリスト教でいう

いたので︑儒学に打ち込んで勉強︒

③三十五歳にして英学を学び︑西洋の諸学に接し︑儒学の
固晒さに気付き︑四十一︑二歳の頃︑東洋の学を棄て︑
西洋の学問に専念しようと決心︒
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ので︑国によって違いのあるべきものではない︒従って天

に覚束ないことである︒

ことになる︒しかしそういう日がいつ到来するか︑まこと

答⑩家を愛する︑国を愛する︑ということは︑道徳的に

て待遇し︑信頼をもって交わらねばならない︒欧米人は学

ことである︒いわんや同じ人類に生れた以上︑礼儀をもっ

り︑仁道実践のことであって︑動植物に至るまで愛育する

答⑫その考え方は誤っている︒道とは天地生育の心であ

を敵だと考えてよいのだろうか︒

問⑫では現代のように各国が対立している間は︑他国人

地万物主義と博愛主義とは言語上から全く同じである︒と
ころがキリスト教徒は内心に野望をもっていて︑外面を博
愛主義で飾っている点で︑私はこれを好まないｐ

問⑩ではキリスト教徒が野望をもたなければ共同して博

よいことであるが︑世界を愛するという場合︑国を愛する

ことであるが︑その内心にどのような企承をもっているか

問技芸に秀でているから︑かれらを敬重することは当然の

愛主義を提唱するか︒

ことと矛盾が生じた時には︑国を愛することを第一にすべ

誤りで︑国家に害を与えることになる︒良知をもって判断

一つは排外思想であり︑他は服従思想である︒両者ともに

答⑬日本人が外国人を考える場合に︑両極端に陥り易い︒

外国人を日本人がどう考えるかも問題だと思う︒

問⑬外国人にも善悪さまざまな人があるとしても︑その

わからないので︑その正邪を弁別して対処すべきである︒

きである︒﹁国家と利害の衝突しない範囲内で世界の人を
愛する﹂というのでなくてはならない︒

問⑪では西村先生は︑国家主義は狭苦しいものだとお考
えですか︒

如きも人為によってできたものである︒こういう人為的な

し︑排すべきは排し︑服すべきは服して︑中正の見方をと

答⑪だいたい国というのは人間の作ったもので︑国境の

ある︒しかしすでに世界に国というものができている以上︑

ものを基準にして道徳を考えるのは︑確かに狭院なもので

らねばならない︒

学に準拠した方がよいのではないか︒

問⑮道徳教育を行うに当っては︑儒教よりも西洋の倫理

答⑭良心は先天的に人間に具わるものである︒

論者の言う如く経験による後天的なものか︒

問⑭人間の良心は先天的に具わるものか︑それとも進化

その国の国民はその国を守る義務があり︑それを第一に考
えねばならない︒現代世界のように各国が対立して自国の
優位を保とうとしている時代にあっては博愛主義をもって
すれば︑国が侵略されて悲惨なことになってしまう︒しか
しもしも世界が一国となり︑世界国家というようなものが
でき上れば︑国家主義が不用となり︑博愛主義一つでよい
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答⑮西洋の倫理学は研究を主とするもので実践に重きを
おいていない︒しかし儒教は徳川時代より今日まで日本人
の性格を形成してきたもので︑実践に重きをおいている︒

道徳教育では︑何よりも儒教に準拠すべきである︒

問⑯儒教の教は古臭くて固随である︒しかも中国の現状

結び

以上のように︑この﹁道徳問答﹂は︑西村先生ご逝去一

年前に自ら問題を作って自らこれに答えるという形をとっ

た著作であり︑先生晩年の思想を的確に表明したものであ

る︒しかも︑それは日本弘道会員を目前にして語りかける

る︒明治維新以前の時代若き青春の日を送り封建時代の長

意図をもって書かれたものであるだけに意義深いものがあ

は儒教にたより過ぎて衰領するに至ったのではないか︒

答⑯中国の今日の衰領は決して儒教のせいではなく︑そ

に体当りして︑理解し︑東西文化の融合を企図された先生

短をつぶさに知った上に︑怒涛の如く押しよせる西洋文化

の他の原因による︒西洋倫理学の如きは甲論乙駁で実践の
問⑰儒教で教育すれば︑今後の国家の発展が期待できな

より所とするわけにはいかない︒

も︑なお教示する所多大なものがある︒︵筆者が原文の文語体

の卓見は︑今日二十一世紀を迎えようとする現代にあって

答⑰私は何も儒教だけを教育せよと言っているのではな

を口語体に変えたことと︑所灸で大きく省略した所があることを

いのではないか︒

い︒儒教によって人間をつくり︑その人間を有益に役立て

ご承知の上︑ご判読いただければ幸甚である︒︶

︵本会理事目白学園女子教育研究所長︶

るために︑種灸の学問をしなくてはならないのである︒

問⑱道徳教育では儒教だけで事足りるのか︒西洋哲学を
学ばせる必要はないのか︒

答⑱儒教によって人格の基礎を造れ︑と言っているので
あって︑その基礎があれば︑その上に更に研究の学である
︵問⑲よ
より
り問
問⑳
⑳ま
まで
では
は︑
︑政
政治
治に
に関
関することが中心となるの

哲学を進んで学ぶことが必要である︒
で︑これを省略することとした︒︶
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た明治時代の日本が︑その独立を保持して行くためには何

十九世紀欧米列強の植民地獲得競争のただ中に国を開い

その法則をとり出し︑それを体系化しているものではあり

とは言い難いものであります︒日本語を目の前において︑

天道説で天文の説明をしている様なものであり︑真の学説

るグランマーの形式にあてはめて分析し整理したもので︑

泰彦

としても欧米の文明を学び︑欧米に追随して行くことが必

日本道徳の根抵にある日本語

須の要件でありました︒日本人は我を忘れてその事に専念

日本語はシナ語や欧印語と比べますと︑その様式も法則

ません︒

って︑同じと思ってゐる語の意味内容に大きな差異があり

ます︒その相違は独特の日本文化や日本人の道徳思想を形

も大いに異ってゐます︒また歴史的社会的伝統の相違によ

社会において欧米と並んで大きな責任を担ふべき押しも押

て述べてゑたいと思ひます︒

成する根抵を培ってゐます︒ここではその一二の点につい

ところが︑今日の日本は別の意味で国際的な困難な問題

ら生ずる文化摩擦を引き起してゐます︒それを克服する為

日本語の人代名詞の特色

代に至るまで位処や方向を指示する詞が主であります︒

の主体の承を意味しません︒日本語のそれは︑上代から現

日本語の人代名詞は英米のＩやＹＯＵの様な実体として

︵例ワレ・ワタクシ・ウチ・ナレ・ソナタ・アナタ・カレ・

○○００

てはめて体系づけることを以て事終れりとしてゐました︒

る場合にも︑西欧における学問の型の中に日本の事象をあ

タレ等々︶︒先ず上代を見ますと︑自称の﹁ワレ﹂は︵口屋︲

○○

これでは本当の日本のことは把へられません︒例へぱ日本

ところで︑これまでの日本の学問は日本のことを取上げ

しめることが大切であります︒

には日本人が真に己の本質を自覚し︑これを異邦人に知ら

されぬ国になってゐますが︑そこには日本文化の特異性か

を抱へるに至ってゐます︒日本は経済面だけとはいへ国際

伝統や文化などを顧る隙を持ちませんでした︒

しました︒従って西村泊翁の如き先覚を除いては︑自国の

寛

語の文法などにしても︑その大枠は西欧語の法則の体系た
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零

ル︵口早︒旨︶︑イル︵口早胃巳︑スワルａ口早胃巳︑スエ

人はここに生をうけ一番よく振動から守られてゐます︒ヲ

を意味しました︒腰の中心で身体の重心の存するところ︑

胃①︶の約ったものであります︒ウ︵己屋︶とは古語では胎

れは机である﹂といっても︑それは今私が板上に原稿用紙

と伝へています︒ところで︑例へぱ﹁机がある﹂とか﹁こ

れを古語ではムスヒ即ち産霊と宛てる︶により生れてゐる

地も神々もありとある存在はすべて永遠の大生命の働︵こ

在︶と同根の語であります︒日本人はヒトはもとより︑天

ア

ルａ口早の日︶︑ウエル︵己屋︲①日︶など重心の安定に関係
０

を置いて書いてゐるから︑それが単なる板でなく机なので

○０

レとはその様なウにァ︵生︶したヒトを意味します︒次に

ある語にはすべてダブルＵ︵己らが用いられてゐます︒ワ

の生命の働により机がアルのであります︒そして︑その様

○

あり︑机がアルのであります︒つまり板を机たらしめる私

○○

対称の﹁ナレ﹂︵ｚ四︲胃の︶のナは初は自称であったといひま

０Ｏ

な働を為てゐるところに私は大生命のムスヒの働を表現す

︑︑︑

すが︑自己身体の表面の位処を意味します︒ナヅム︑ナジ

るものとしてアルのであります︒それ故私は﹁ヒト﹂とし

Ｏ

ムとかのナで馴れ親しむなどという言葉もさうしたところ

てアルのです︒ヒトとは大生命即ち上︵霊︶の通路たるト

Ｏ

から出てゐると思はれます︒従ってナレは親子︑兄弟︑夫

︵門・戸︶の意味であります︒即ちヒトは実体として定在す

ナ

婦など親しい間柄の相手を呼ぶ言葉であります︒次に第三

る有や存在ではないが︑さりとて無いものでもありません︒

○

者を呼ぶ﹁カレ﹂︵尻？胃の．氏平胃①︶はココ・カシコにア

大生命のムスヒと表現する働即ち行為において︑ワレ・ナ

Ｏ

レたヒトを意味します︒ココは目に見える範囲︑カシコは

レ・カレ・タレ等盈の位処においてアルものであります︒

Ｏ

目に見難い遠い処を指す言葉であります︒さてココもカシ

若しさうした働を全くしないなら︑同じ姿同じ目方をもつ

ウチ

コも既知の範囲︑即ち内に属する場でありますが︑これに

たものが横はっていても︑そのヒトはなくなったのであり

︑︑

対して未知の処は外︵ト︶であります︒そのト︵外︶の場

ます︒これとともに︑大生命︵霊︶も亦︑そうしたワレヒ

ァ︵生︶ルのであります︒大生命もまた絶対の無ではない

絶えず寓我寓物を生承ムスブ時と処に超越したものとして

こ

にアレたヒトが﹁タレ﹂︵目？胃巴であります︒それ故タレ

トを超越した永遠絶対の定在として存在するものでなく︑

○Ｏ

は未知のヒトの呼称であります︒
﹁ヒト﹂という日本語の意味

それではワレ・ナレ・カレ・タレは何処からア︵生︶レ

ワレとかヒトとかいう日本語を通じて我灸はこの様なこと

が︑固定して存在する実体や本体たる有でもありません︒
ア

て来るのでせうか︒日本語の﹁生る﹂は﹁ある﹂︵有・存︒
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の神観の根本もあり︑人間観引いて倫理観もあるのであり

において捉へてゐるところに︑日本語を用ゐてゐる日本人

を知るのであります︒この様に超越者とヒトを動的な関係

法に引かされた結果であります︒

の意味にも用ゐるに至りました︒これは日本語のヒトの用

のない武士が天下をとる時代になってからは︑これを個人

文中ではＩは一人称ＹＯＵは二人称という風に主語として

またＩとかＹＯＵは定在する主体を意味します︒それ故︑

この様なヒトやワレなどにピタリと当る言葉は西欧語や

は位処にアレるものであって︑定在した主体ではありませ

動詞や助動詞等を支配します︒これに反してワレ・ナレ等

ます︒

シナ語にはないのです︒漢字の﹁人﹂は単独な個人の象形

んから︑ＩやＹＯＵの様な主語にはなりません︒日本語に

ニン

︵１︶であります︒英語の日四目も同様で複数なら日の目で

す︒ところが上の通路たるヒトには自称対称他称等すべて

主語がない所以であります︒
新生と無常

のものを含んでいますから︑時と場合により単数にも複数
にもなります︒ヒトの用例を見ますと﹁ヒトを馬鹿にする

さて︑そうしたヒトは行為とともに生きてゐるものです

な﹂は自己を意味します︒﹁ヒトの物を盗む﹂は他人を意
味します︒﹁ヒトの噂も七十五日﹂という時は世間社会の

リます︒胎児が母体を離れても瓜孤の声をあげぬ時は生れ

が︑その根源的なものは息をすることや食をとることであ

たのではありません︒しかも︑一度息を為たからといって︑

ア

意味です︒こうした自・他・社会のすべてを含んだ言葉が

更に不断に為なければなくなってしまいます︒不断に息を

ニソ

ヒトなのであります︒﹁日四目﹂や﹁人﹂とは意味の上で重

なり合う所があるので︑便宜的には同じ様に用ゐますが︑

本では︑ヒトは絶えず新生するところにあるとしてゐます︒

為し︑不断に食う働においてアルのであります︒そこで日

よく考へるとその内容は大いに異ってゐるのです︒

また日本人はヒトに人間という漢字をも宛て用ゐてゐま

りは難かしいといってゐるのです︒平安時代遣唐使が派遣

あり︑蘇試が﹁人間行路難﹂といふのは︑世間を渡る世渡

人がうようよしている世間とは別の天地があるといふので

ありません︒李白が﹁別有二天地︵非二人間一﹂というのは︑

新生の儀礼であります︒

の祭の大嘗祭︑出生や結婚の際などの儀礼や風習も皆この

られてゐます︒年毎の新年の祝祭や︑新嘗の祭や︑御即位

あります︒大生命も亦不断に新生するところにアルと信じ

それは一刻一刻の承でなく︑日ごとにであり︑年ごとにで

０○

すが︑漢字の人間というのは世間の意味で︑個人の意味は

された頃までは精確にその用法に従ってゐましたが︑教養
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ところでヒトの新生して止まぬ性格は同時にその絶えず
はか

滅失して止まぬ果ない有限のものたることを意味してゐま
す︒仏教の享受によって日本人はヒトのこの面を自覚する
に至りました︒古い人代名詞のワレ・ナレ等から﹁アレ﹂

が落ちて現在の人代名詞がワタクシ・ウチ・アナタ・オマ
ヘ等々の位処方向だけを指す詞になったのはその故であり
ます︒かくして今日ではその無常を楽むことを知ったので
あります︒

結び
さて︑以上の様なヒトとかワレとかいう言葉を日常絶え
ず用いている日本人は︑無自覚のうちに意識の深層におい
てその意識を規定されています︒そこにはヘブライズムの
様な創造主たる絶対超在神もなければ︑ヘレニズムにおけ
る自我や自然の存在もありません︒日本人の倫理思想や道
アカキココロ

徳の様式には時代によって幾変遷はあっても︑その根本に
は以上の様なヒトの心としての清明心や正直や誠がありま
す︒欧米で理性的存在者たる自我を拡張し︑或は実現する
ことを根本と考へるのとは対照的に︑我を去り︑我を没す
ることを以て根本としてゐます︒そのことは夏目欺石の様
な西欧の近代的自我に対する深い思想的理解と同感をもっ
た人でさえ︑結局その最後に到達したところが﹁則天去私﹂

であったことによってもわかるでありましょう︒
︵学習院大名誉教授︶

︵口絵解説︶

本会の名称﹁弘道﹂の二字は︑論語からとつたもの
壬﹂

よ

ひろ

人能弘レ道非二道弘戸人︵衛霊公第十五︶
あら

の二句に基づき︑﹁人は能く道を弘む︒道︑人を弘む

るに非ず﹂と読拳︑諸橋轍次先生は︑その著﹃論語の

講義﹄の中で︑およそ次のように解説している︒

﹁人間こそ道を弘め得るので︑道が人間を弘めるの

ではない︒道は元来形のない抽象的なものである︒そ

×××

して︑この道を活用するのは人の力なのである︒﹂

てんこく

このたび︑静岡県会員・白石行雄氏︵号雅桜︶から︑創立

百十周年を祝って次の築刻の印影が寄せられました︑ご覧
の通り上の四文字が白文で︑下の四文字が朱文︒雅味あふ
れる逸品です︒
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︹祝辞・回顧︺

ります︒これは陛下がマッカーサー御

訪問に際し︑﹁戦争責任は一切自分に

どうか国民を飢えさせないでくれ﹂と

ある︒自分の身はどうなってもよいが︑

近代化の先覚者となられました︒あの

て道徳論を提唱されて︑日本の思想界

に行くのかという時︑先生は毅然とし

のがあります︒日本は維新開国でどこ

時を回想すれば︑まことに感無量のも

ん︒西村会祖が弘道会を創設された当

弘道会百十年を迎え慶賀に堪えませ

を抜くことを考えたに相違ありません︒

置きたいとの念願から︑﹁日本の魂﹂

再び戦争の出来ない弱い三等国にして

に違いありません︒アメリカは日本を

軍総司令部の対日政策に︑想到される

第一に今から四十年遡るアメリカ占領

られるでありましょう︒先生の慧眼は

が世界の模範教科書であったにも拘ら

教育勅語抹殺については︑教育勅語

たのでありました︒

カのキーナン検事はよくこれを阻止し

しとするものでありましたが︑アメリ

連何れも︑天皇の戦争責任を追及すべ

リヤのウェップ裁判長を始め英国︑ソ

況で明瞭であります︒即ちオーストラ

と措置したことは︑あの東京裁判の実

弘道会百十年に憶う

のお言葉以来︑マッカーサーは陛下を

数多くの著書を残されて︑明治思想史

の抹殺︑日本歴史抹殺︑神社神道抹殺︑

即ち憲法改正は別としても︑教育勅語

十二時の時計の針を止めて迄可決させ

ず︑国会での廃止議決を強要し︑夜の

鈴木一

ここで思うことは︑西村先生が現在

に燦然たる功績を示されました︒

しいものを一切除くことを敢てしたの

皇室︑国旗︑国歌の軽視など︑日本ら

国際軍事法廷にお出ししてはならない

に生き返えられたならばどういうこと
をお考えになるであろうということで

委員会が︑陛下を国際軍事裁判に引出

東郷元帥の名前も教えません︒

らず︑世界的有名な日本海海戦の名将

では︑歴代天皇の名前は出ないの承な

日本歴史抹殺については高校の歴史

たといわれています︒

そうとしていることを防ぐ為めに︑急

憲法改正問題は︑所謂連合軍の極東

であります︒

のされた道徳論は︑今や風前の灯であ

るに違いありません︒かつて先生のも

拠マッカーサー命令で︑日本の国柄を

す︒定めし痛烈なる現代批判を下され

るからであります︒そこで恐らく先生

無視する押付け新憲法となったのであ

神社神道抹殺については所謂政教分

は深くその真因を追及する所から始め
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習俗たる祭祁は出来なくなりました︒

到来したものと思われます︒

て日本として堂々と再批判する時期が

力なき者は国を思うこと深切ならず﹂

らない︒福沢諭吉は有名な﹁独立の気

思うのであります︒我が弘道会も積極

徳の再建を叫ばれるに違いないと私は

制度の問題でなく︑一に政治の道︑政

る︒西村茂樹翁は︑一国の治乱盛衰は

の独立に深い関係を有つかを説いてい

皇室︑国旗︑国歌の軽視については︑

したのも︑当時乱れていた政治道徳の

治の精神であると説く︒明六社を創立

と唱え︑個人の独立がいかに一国の真

今尚日教組によって実行されています︒

的にこの問題に取組むべきではないで

昂揚と︑国家の道徳の宣揚にあった︒

そこで西村先生ありせぱ︑これ等に

﹁日本の魂﹂を抜くこの政策に対し

しょうか︒弘道会百十年の記念に当り︑

翁は︑佐野︑佐倉両藩の藩政に参画し︑

対して痛烈なる批判を掲げて︑国民道

離と宗教法人法によって︑日本固有の

靖国神社が宗教法人となったのも命令

て︑今やアメリカの外交文書の公開な

先生を偲び︑先生の再来を翼う次第で

によるものです︒

どで︑その実証が出来る時代になった

あります︒︵本会理事元侍従次長︶

としたが︑廃藩置県後は︑敢えて官途

その有てる知識と道徳思想を具申せん

のではないでしょうか︒これ等に対し

日本道徳学者としての西村茂樹翁

を辞したほど︑封建家臣として一途に

殉じようとする気概をもっていた︒後︑

学社をおこして国民道徳の樹立をとな

樹翁は︑一八七六年︵明治九年︶に修身

西周等と共に明六社を創設した西村茂

新の指導者として︑福沢諭吉︑森有礼︑

日本道徳の唱道者として︑又明治維

たのは︑維新の他の先覚者と共に先見

わが国に侵攻せんとする動勢に対処し

入してわが国の国防を充実し︑欧米の

間象山に砲術を学び︑新しい知識を導

安井息軒について漢学を学び︑佐久

績は︑高く評価されなければならない︒

説した︒その日本道徳宣揚に於ける功

は困難であるので︑利己︑利他︑両者

いる︒然し今日の人に之をもとむるの

奉ずることを以って最高の道徳として

いる︒翁は常に自己を犠牲にして他に

考えがいつも自己を考えず︑他人の幸︑

て︑その職に就いた由︑この辺の翁の

石井千明

えた︒一八八○年︵明治十三年︶には︑

性ある学者としても畏敬しなければな

よって県民が幸福になるならぱと考え

新県の参事になる場合も︑そのことに

講道会︑八七年︵明治二十年︶には日本

不幸を考えて対処する精神は一貫して

弘道会と改称し︑日本固有の道徳を力
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を満足させる中庸の在り方をもって︑

の広い優れた見識を持たれていたと思

治憲法起草関係政治家より遥かに視野

で一致する処を持ちながら︑宗教殊に

判的であった福沢は︑西村翁と道徳論

を一にする︒西村翁は︑保守主義者で

観念論ではない︒この点福沢諭吉と軌

督教に就いて︑欧米の政治がその基盤

翁が︑何故宗教問題に対して︑殊に基

只︑一面保守的︑一面進歩的な西村

理に合致するｌ敢えて基督教批判の

念を持たれながらｌキリスト教の教

め︑折角新しい時代に即応する道徳理

十年間に一且って藩政に参与していたた

賀らしている︒一つには西村翁が約二

基督教に対しては著しい見解の相違を

対処する他なしとする如くである︒こ

あるが︑その反面極めて進歩的意見を

を基督教に準拠していることを深く考

﹄畠ノ︒

論じている︒例えば︑西村翁の一夫一

えられ︑対応されなかったかが不審に

の点翁の道徳観は現実主義であって︑

婦論に就ては福沢諭吉も同様で︑母を
思われる︒

に書いた﹁中津留別の書﹂︵明治三年十

かった︒然し︑福沢は早く一八六○年

福沢は仏教にも基督教にも入信しな

れ︑欧米の政治や社会にふれる機会が

早くから外遊し︑欧米の文物に直接ふ

れたのではなかろうか︒若し西村翁が

立場をとられるような道徳理念になら

迎えるため江戸を発ち︑中津に帰省中
一月︶に一夫一婦制を強く主張してい

リカに渡り︑アメリカの政治が急速に

リンカーンの第一次大統領治下のアメ

あったら︑仮令その思想が儒教によっ

ていない︒固より儒教の基本と承られ

ていても︑翁自身の有てる道徳観が一

て培われ︑保守的な国家観を保持され

る︒儒教には一夫一婦制など論じられ

たりに見︑その基本が基督教に準拠す

民主政治に傾いて来ているのを目のあ

層弾力性のある思想として︑今日の人

るべき孔子の論語には︑人間の男女は

達にも奨んで享受されるようになった

如何にあるべきかを論じられていない︒

るものであるのを知り︑超えて一八六

︵本会理事フェリス女学院理事長︶

︵一九八六・八・一二︶

二年一月一日から十二月まで一年間に
国を巡遊し︑その政治社会が如何に基

農奴制下にあっては当然のことかと思

督教に依る民主主義に立脚しているか

われるが︑そこには男女個人々食の人

従って︑西村翁の道徳論は儒教に多

を見て︑キリスト教思想の影響の偉大

のではないかと思う︒

くの教えを受けているが︑明治開化に

さを知った︒早くから﹁封建制度は親

亘り︑仏︑プロシア︑露︑英︑葡︑各

当って︑翁の所論は儒教の日本道徳に

の敵でござる﹂と︑封建制に極めて批

格論は述べられていない︒

の他︑国際間の平和論旨の如きは︑明

容れ難き点を充分指摘されている︒其
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きゅうぜん

った︒先生が幸いにして父君健在でも

学︑洋医学︑洋兵法の研究が嘉然と起

あったこの五ヶ年間︑思う存分洋学を

ない佐倉の殿様︵二十四人子が出来た︒

西村先生の父上芳郁君は︑女に眼の

ところに小さな神社とそしてその傍に

る田ン圃より二︑三米の高さしかない

本丸跡︑といっても前面にひらけてい

呼ばれているところが陣屋跡である︒

先生はこの恨むべき眼病が漸く完治

いか︒

大私立大学をたてられたのではあるま

福沢諭吉をしのぐ学者として千葉県に

ろうと思うのは筆者の承ではあるまい︒

維新と西村先生

研究されたとしたら︑それこそ世界に

然し男は一人しか育たなかったｏ︶を直

大きな西村茂樹先生碩徳碑とが建って

した嘉永三年︑半年もたたぬうちに厳

堀田正久

諌したが︑それが辛錬すぎたためか︑

いる︒そこから数十米離れた昔の三の

冠たる西村哲学を打ちたてられたであ

支藩佐野藩︵一万六千石︶の執政に出

丸とおぽしい所にそれこそ︑お屋敷︑

わしめた︒長男であった先生は家督し

父芳郁君を失った事も遊学の機を失な

しんらつ

された︒尤も芳郁の父上芳高も佐野藩

昔の御殿の一つが残っていた︵昭和四

の方が正しいであろう︒然し西村家は

ごてん

の家老として出たからその後継の意味
代を論客であった︒

戦国時代を通じ徳川初期までの佐野は

の頃であるから伝説的なもの︑その後

有名であるがそれは鎌倉時代北条時頼

強盛りの年頃にあっただけにまことに

に勉強が出来なかった︒このことは勉

までの五ヶ年間難治の眼病にかかり録

て勉学されたが︑十七歳から二十二歳

木村軍太郎から蘭学を習う︑時に二十

ぶべきを奨められ︑翌嘉永五年︑同僚

兵法を学ばれたが︑象山から洋学を学

には︑佐久間象山の門に入り洋砲︑洋

しかしその翌年嘉永四年︵一八五一︶

われることとなった︒

百二十石の家禄を継承すると藩事に追

利根川上流の要害な重要拠点で攻防常

痛ましい事であった︒先生が眼病にか

五歳︒木村軍太郎は二十六歳︑既に十

先生は︑十歳の時から佐倉藩校に於

十年当時︶︒

なかった︒戦国時代の佐野城は山の中

かる一年前の天保十四年︵一八四三︶

四歳の頃から一世の碩学松崎嫌堂に親

佐野といえば︑佐野源左衛門常世が

腹にあった︒西村芳郁の頃の佐野城は

佐倉に佐藤泰然が移り来り私立病院順

灸し嘉永のはじめ頃から和蘭通詞堀達

しん

陣屋というべきもので︑植野という平

天堂を経営する︒之より佐倉藩士の洋

しゃ

地で市街地の中にあった︒今お屋敷と
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学習︑更に東条英庵や杉田成卿︵玄白

之助︵浦賀奉行所在勤︶につき蘭語を

である︒先生この時二十六歳︒之では

近にいて一切合財何んでも一手引受け

う役に任ぜられた︒要するに殿様の側

事向取扱勝手主役差添文武世話﹂とい

から認めていたからであろう︒

論説家としての抜群の才を正睦が早く

た︒この中に先生が入った事は先生の

さしそえ

の孫︶更に杉田玄端︵成卿の義弟︶に

るべく努力するが︑その椎幕にあって

京都へ上り︑日米通商条約の勅許を得

又安政五年︵一八五八︶春︑正睦が

も蘭学を学び︑嘉永三年には佐久間象
ことであろう︒

聖漠︑岩瀬忠震であり︑側近としては

協力奔走するのが︑幕臣としては川路

自分の勉強は諦らめざるをえなかった
然し日本の舞台はこの年急旋回して

同期︶︑というわけで︑蘭学︑洋学︑

歴史上最も重大な世界的知識を心要と

山に入門︵勝麟太郎︑津田真一郎らと
砲術研究にかけて先生より余程先達で

平野重久︑西村鼎︵先生の当時の名︶

あった︒

に行かされて前記のあらゆる仕事を背

する事となった︒即ち西村先生が佐野

た慶応三年︵一八六七︶十一月初旬︵前

この木村軍太郎のお蔭で幕末の佐倉

負わされて三ヶ月もたたない六月三日︑

月の十月十四日︑将軍慶喜は京都にあ

借いょノ︑幕府の命肱も終罵になっ

アメリカの水使提督ペリーが黒船四膿

であった︒

天狗党の乱鎮圧をはじめ維新後の下総︑

を率いて江戸湾の入口浦賀に来たこと

藩の砲兵隊の活躍は目ざましく水戸の

であるが︑惜しくも軍太郎はその成果

上総各地鎮定にその威名を轟かせたの

二月︑佐倉藩の奥年寄鈴木源太光尚の

さて︑嘉永六年の先生二十六歳の春

新知識の側近四人に再下問をしている︒

弘の諮問に答えるべく︑日頃信頼する

あったが︑時の総理︑老中首座阿部正

時溜問詰といって幕府の顧問的地位に

佐倉藩主堀田正篤︵後の正睦︶は当

ったと聞いて両人は別灸に京都を発ち︑

る︶︒着いて承ると前将軍が大阪へ行

花園妙心寺の中の麟祥院に同宿した
︵麟祥院は堀田家に濃縁の春日局を祁

都に出発︑十一月十一日両人とも京都

頭重役西村鼎は朝廷の召しによって京

の筆頭重役︑城代平野重久と佐野藩筆

って大政奉還をした︶︑当時の佐倉藩

長女千賀と結婚するや一ヶ月もたたな

その四名というのは︑佐倉藩重役平野

十六日には又大阪で同宿した︒前将軍

であった︒

いうちに先生は父の前任地支藩佐野に

重久︑佐倉藩医・順天堂主佐藤泰然︑

に三六歳を以て早死にしてしまった︒

出され︑その﹁用人上席﹂となり三月

佐倉藩切っての洋兵法・洋砲の大家木

を見ることなく文久二年︵一八六二︶

二十五日︑佐野藩において﹁旗奉行次

は大阪城にいた︒両人は十八日又京都

桑そかばんがしら

あづかり

席用人側用人小姓頭朱印武器預兼

村軍太郎及び佐野藩出向の先生であっ

がしら

帯﹂を命ぜられ︑その晦日﹁番頭格政
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れ︑慶応四年︵明治元年︶の正月とな

そうこうしている中に慶応三年も暮

協議したりする︒

の会合に出席︑前将軍のための歎願を

新地の某楼での在阪譜代藩士四十余名

に行き︑二十三日又大阪に帰り︑難波

翌四日朝︑我は復た渡船場に出て見れ

に少しも進まざればなり﹂と答えた︒

得しならば︑火光地に向ひて進むべき

不利ならん︑其故は︑もし徳川方利を

所見を問いたれば︑﹁恐らくは徳川家

となし︑夜半旅寓に帰る︑平野氏我に

に︑火光常に一所に在りて前進するこ

らす︑我天満橋の上に出でて是を望む

ったが︑両藩にとっても両人にとって

いう事は不思議な天の廻り合わせであ

この両人が直接京阪地区で目撃したと

地逆転︑横逆︑走馬燈のような世相を

しく傍観していた︒そしてその後の天

辺りをうろつきながら遠花火見物よろ

野の両筆頭重役が大阪の一旅寓やその

かかる徳川幕府の大団円を佐倉・佐

けいら

正月七日︑旅寓に小田原藩の某士が

も極めて意義が深い事であった︒

った︒両人とも旅宿で雑煮を食べるど

状頗る惨なり云を︒と記されている︒

ば舟を以て続々負傷者を送り来る︒其

ころではなかった︒

昨年暮以来大阪城内外の空気はまこ
とに険しいものがあり︑殺気立ってい

官軍が間もなく押寄せてくるであろう

船にのって江戸へ帰られるのであろう︒

を出て和歌山の方へ行かれた︑多分軍

知らないのか︑前の将軍は昨夜大阪城
で将軍だった慶喜を擁して三万の大軍

が︑何せ︑大阪城の徳川方は一月前ま

が︑君らまごまごしていると捕まり斬

馳け込んで告げていうには︑﹁兄等は

であり︑京都︑伏見の官軍は薩軍を主

この鳥羽伏見の戦いというのは激情

﹁三日も朝より晴天なり︑云奄我急

ば

力として僅か五千というから︑無念の

にかられた大義名文のない戦であった

に八軒屋の渡船場に出でて見れば︑十

果せるかな一月三日︑泊翁伝によれ

た︒

余膿の船連続して東に上る︑船中には

の乱雑無惨な有様を見ては︑つべこべ

理屈をこれ廻しておられるが︑大阪城

人樗然となる︒先生は例によって一言
前将軍という高圧ボルトの陰陽電源が

殺間違いなしですぞ﹂とのことで︑両

あったのだからスパークせざるをえな

理屈をいっている時ではない︑早速遁

たかも知れない︒京都に天皇︑大阪に

穂を包承︑銃はカラベインという馬上

走のことを平野と協議した︒幸い西村

余り一戦に及んだのも止むをえなかっ

銃又は粗製の歩兵銃なり︑全軍殺気漂

かったのであろうが︑この無名の戦が

先生が最近京都で手に入れておいた日

会津の兵士何れも兵具を装い各槍銃を

然川風に乗じて登る︑是れ朝︑辰の半

てしまったのである︒

徳川を賊に仕立てる絶好の口実を与え

執る︑槍は其の鞘を脱し紙を以て其の

刻頃︵午前八時︶の事なり云之︒⁝⁝
て

夜に入り︑伏見の方に当り火光天を燭
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琵琶湖の西南岸︑堅田に落ちのびる事

地図を頼りに薩軍をくらましノ︑遂に

するのが見えたという︒それから両人

一泊したところ︑大阪城に黒煙天に沖

物が幸いして︑その夜﹁暗がり峠﹂に

本全図の山城大和の地区が特に詳しい

れる︒去年までの仇敵だった薩長も見

古の大命であることを身にしゑて悟ら

こで先生は新政府の命令は天皇親政復

乱もなく市民は業に安んじていた︒こ

薩長土肥芸の諸兵は多いがさしたる混

事であった︒京都はいわば礎風の目で

に辿りつくと︑幸にも先生の行李は無

を越えて京都に潜入され︑旧宿北村方

事のようにとぼけて記しておられるが︑

容儀極めて盛ンなりしといふ﹂と他人

した︒先生は泊翁伝によれば︑﹁其の

珍妙な音楽を奏でながら堂灸と繰り出

十五日錦旗を翻しきらびやかにしかし

総督に任命ざれ国賊徳川征討のため全

二月九日いよノ︑有栖川宮が東征大

野に帰られたのは更に四ヶ月後︑五月

無理からぬことではあった︒先生が佐

ちゅう

時も旧領の大部分が依然佐野藩領であ

が出来た︒堅田は佐野藩の旧領地で当

直さねばならぬと考えられた︒

て言葉も出なかった︒雪の舞う堅田に

の勅命﹂の写しを見た二人は暗然とし

堅田へゆく舟の中で﹁徳川慶喜追討

事が思い出されたのである︒

の椎幕にあって勅許をえんと奔走した

り︑先きに十年前の安政五年堀田老中

約が勅許された︒之には先生は万感あ

一月十日日米英仏蘭等の和親通商条

とばかり勉強された︒

出も危険であったから︑先生はこの時

から︶︒先生の京都での身辺は勿論外

に入ってからである︵壬四月があった

うるう

ってまことに好都合であった︒

ついて一泊の憩いをとるや否や︑平野

万国史略の稿を起し泰西史鑑に読承

は佐倉へ帰ってゆく︒噂によれば一ヶ

であるというのである︒平野は先生に︑

は︑荘内の酒井藩士と佐倉の堀田藩士

月程前江戸の薩摩屋敷を焼打ちしたの

の撰夷の旗を急にひっこめて開国通商

を散々苦しめ遂にその命まで絶ったそ

あろうに︑今迄撰夷を灸と叫んで幕府

新政府がその第一着手として︑事も

明治元年秋︑先生は平野の推薦によっ

の指導よるしきをえて無事であった︒

も襲った︑しかし両藩とも西村︑平野

明治維新の大涛は佐野︑佐倉両藩を

いうべきである︒

更に残って京都の模様を探り︑報告を

の旗を高之と掲げたことに対しては︑

て佐倉藩の重役に迎えられ︑翌年佐倉

耽った︒もう先生は四十一歳︑晩学と

してくれるように呉をも頼むと早々に

わけがない︒之は誰術である︒王者の

正義肌一徹の先生が之を快よしと思う

藩大参事となられたが定員二名︑もう

堅田の一月はこの年寒気強く雪また

出発した︒

の念がつのるのであった︒

とるべき政治ではないと再び薩長非難

一人は平野であった︒

しまったが︑風邪が治ると︑志賀の嘘

積って先生は数日間風邪をひいて寝て
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先生の真の活躍が之からの三十数年
であったことは言うまでもない︒

西村先生の周辺︵基一︶
Ｉ真人間への道Ｉ

昭和五十一年日本弘道会創立百周年
記念号から十年︑昭和六十一年十月︑

︵本会評議員前・佐倉市長︶

木下一雄
橋本左内︑福沢諭吉

尽くした︒一八五一年︑江戸に塾を開

き︑多数が学んでいる︒数年前︑わた

したことがある︒その時︑街の長老の

くしは︑会津の白虎隊の墓にお詣りを

は︑佐久間象山先生のお教えに基くも

人がわたくしに﹁会津の白虎隊の精神

のである﹂といわれたのである︒象山

先生の教育者としての徳の偉大なるこ

とを︑いとも深く感じたのであった︒

西村茂樹先生の伝記を拝見すると︑

であった︒その後︑象山は松陰のこと

た人の二三あるようにも思い合せたの

併せてまた象山先生に学び︑道に殉じ

たくしは百周年記念号の﹁西村先生の

先生ははじめ藩学︑儒学を安井息軒に

に関連し︑松代藩に謹慎し︑後︑許さ

坂本竜馬︑福岡孝弟

天保六年︵一八三五︶

周辺﹂の其二を書くことにした︒先ず

れたものの︑撰夷論者に暗殺された︒

創立百拾年記念式典号発刊に当り︑わ

その骨子を掲げる︒

について学ばれた︒そのころ吉田松蔭︑

れたのである︒そしてペリー来朝の年

西村先生はその佐久間象山に師事さ

塾に学んでいたので︑西村先生は︑こ

︵一八五二︶西村先生は︑老中阿部正弘

一八九九︶も象山の

の二人と同学であられたのである︒

勝安芳︵一八二三

学ばれたが︑やがて洋学を佐久間象山

文政九年︵一八二六︶

西周
文政一○年︵一八二七︶

西郷隆盛︑重野安鐸︑河合継之助

に上書して開国をすすめられ︑また一

八五七年︑老中堀田正睦にも上書され

一八六四︶は
信州松代藩士︑一二歳江戸に出で︑佐

ておられる︒これは正しく西村先生が︑

佐久間象山︵一八二

西村茂樹︑久米幹文︑飯田武郷︑

藤一斉に朱子学を学び︑後︑海外事情

佐久間象山に教えを受けたことによる

文政二年︵一八二八︶
狩野芳崖

の研究に力を尽くし︑伊豆の江川太郎

ここに西村先生の周辺︑橋本左内

左衛門に砲術を学び︑次いで坪井信道

大久保利通︑吉田松陰︑清川八郎

天保元年︵一八三○︶

に蘭学を学ぶなど︑多くの研究に力を

と思うのである︒
天保五年︵一八三四︶
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︵一八三四

折︑お寺の遠くの方で︑小さな合掌を

布善福寺での福沢諭吉先生の御葬儀の

わたくしは麻布南山小学校四年生︑麻

吉︑西周らは︑そのルネサンスの大先

野芳崖︑久米幹文︑飯田武郷︑福沢諭

を迎えた︒西村先生と︑その周辺の狩

一八五九︶について記す︒橋

り四つ年下である︒福井藩︑家は代々

本左内は福沢諭吉と同年︑西村先生よ

達であると思うのである︒

政治というものは︑むずかしいもの

結論に至るのである︒

わたくしは︑ここに謙虚に︑一つの

したものである︒

明治維新の大事に当り︑憂国の志士

藩の侍医︑左内は秀才で︑十五歳の時︑

が相次いでたおれた︒西村先生の周辺︑

啓発録を出して知られ︑十六歳で大阪
に赴き︑緒方洪庵の塾に入り︑蘭学を

竜馬︑河合継之助︑そして西郷隆盛︑

吉田松陰︑清川八郎︑橋本左内︑坂本

である︒学問・芸術の道に︑真剣に精

同じく洪庵塾に入門した︒塾の名簿に︑

進すれば︑己れの生涯においても︑真

︵東京学芸大名誉教授︶

人間に恵まれることもあると︒

杉浦昌也

麦はよくご存じの書ですので︑おこが

徳論﹂を通読しました︒先輩会員の方

日本道徳論を一読して

して︑ルネサンス︵人間復興︶の時代

明治維新の大事の後︑日本は数年に

大久保利通にまで及ぶといえよう︒

修めた︒時を同じくして︑福沢諭吉が
橋本左内と福沢諭吉の自署の名前が並
んでいる︒しかも同年生れである︒

左内はその後︑江戸に出︑水戸の藤
田東湖らと親しくしたが︑同じころ江
戸に塾を開いていた佐久間象山の思想
に多くの影響を受けていたこと︑想像
に難くないものがある︒一八五五年︑

日本弘道会の創立百拾周年記念にあ

二十一歳︑左内は藩主松平慶永の御側
役支配となり︑洋学研究所を創立した︒

に存じます︒丁度十年前の百周年記念

たり︑この機会を与えられた事を光栄

ましいのですが日の浅い会員の感想と

し︑井伊直弼の安政大獄の時︵一八五

しかし慶永の許にあって︑幕政に関連

してお読象流し下さい︒

で︑会祖西村茂樹先生の著書﹁日本道

機会に弘道会設立の初心に返るつもり

日本道徳論は五段より成り︑第一段

一︑日本道徳論の概要

を懐しく思い出します︒さて私はこの

事業に岳父野口明が奔走していたこと

福沢諭吉は︑明治三十三年︑慶応義塾

橋本左内と緒方洪庵の塾で学ばれた

九︶刑死した︒二五歳であった︒

長であられたが︑亡くなられた︒当時︑
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何におくかにつき論じ︑第四︑五段で

士︶社会に行われて来たので︑﹁日本の

反目があり︑世教は三百年来上等︵武

されて来た︒しかし宗教には互同志の

つるなり︑二教の精神をとりてその形

哲学︶の精粋を採りて︑その粗雑を棄

り︒﹂﹁吾が一定の主義は二教︵儒教・

耶蘇教の中より︑また之を採ることあ

から三段までは我が国の道徳の基本を
は道徳で立国するための具体的方法を

道徳を建つるに︑世外教をすてて世教

所を採りてその一致に帰せざる所を棄

通を棄つるなり︑二教の一致に帰する

られたのである︒

て二教を主柱とする方針がここに述べ

天地の真理是なり﹂と云う︒結論とし

つるなり︑此の如き者は何ぞや︑日く

セキ

述べております︒

を用ふべきことを決定した︒但し世外

白第三段︑世教は何物を用ふるを宜し

教の助とする﹂と述べている︒

教の中にもその嘉言善行は採りて道徳

程大切なる者なるか

㈲第一段︑道徳学は現今日本に於て何

では道徳の教を世教︵現世の事を説く︶

と世外教︵宗教︑未来の応報と死後魂塊の

世教の中の儒教と哲学の比較論であ

とすべきか

る︒儒教の承を日本道徳の基礎とする

ヤソ

帰する所を説く︶の二種に分類し︑儒教︑

哲学を世教とし︑仏教・耶蘇教︵キリス

法に依るべきか

口第四段︑道徳学を実行するは何の方

には西洋哲学に比べて精微さに欠ける︑

その実行にあたっては︑一︑我身︑

ト教︶を世外教と分類した︒世教は道
理を主とし世外教は信仰を主とする︒

二︑我家︑三︑我郷里︑四︑我本国︑

五︑他国の人民を善くすることだとい

︵親以上の血族︶に有利で卑属に不利︑

男尊女卑の教等の欠点をあげている︒

う︒この教を全国に布くのに講義︑著

禁戒の語多く勧奨の語少ない︑尊属

一方西洋哲学は道徳の基盤としては知

書等の方法もあるが︑学会すなわち協

以て道徳を維持しているが︑維新以後
の我が国は道徳の標準を亡失した︒道

を重視し行を軽視する︑治心︵誠意正

世界のどの国もこの二種のどちらかを

徳地に墜つる時は国が危ないと述べら

心︶の術がない︑異説を立て学派が多

お

れている︒

会を開くのが最良と述べている︒そし

では国の道徳を維持するには二種の

拠るべきか︑世外教に拠るべきか

蘇教とに非ざるは勿論なり︑然れども

に非ず︑哲学に非ず︑まして仏教と耶

道徳の教の基礎とせんとする者は儒教

いなどの欠点を指摘した︒結局﹁余が

く︑四︑名を成し易く︑五︑善良の風

二︑知識を交換し︑三︑善事を行い易

て学会を結ぶ時には︑一︑朋友を得︑

○第二段︑現今本邦の道徳学は世教に

れぞれ事情によって異り︑日本史上で

いう利益をあげております︒これが弘

教のどちらをとるかを論じ︑各国はそ

また儒教を離れず哲学を離れず仏教と

俗を造る︑六︑国民の心を一にすると

も時代により仏教あるいは儒教が尊崇
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道会設立の主旨となったと考えられま
す︒

㈲第五段︑道徳会にて主として行ふべ
きは何事ぞ

めその紛議を解き︑人の善事を称揚し︑

金し︑人の患難を救う︑人の憂苦を慰

を勧め︑貧人に施与し︑公益事業に出

全なるも︑海陸軍備何程強盛なるも︑

会式辞︶︒﹁凡そ国の政治・法律何程完

道義立国のすすめである︵第七十七会総

︵第五段其五︶︑第七代会長野口明の云う

第五の﹁国民の品質を造る﹂は本会

わず﹂と述べられているが︑今日でも

れぱ決して国威を海外に輝かすこと能

るも︑国民全体の品性良善なるに非ざ

教育何程晋ぎも︑国中に一二の俊才あ

国役を勤むる者を優待する事であると

五項あり︑一は妄論を破す︑二は晒俗

の最後の目的にして本国のために最も

我が国の目標としてそのままあてはま

いシクｏ

を矯正す︑三は防護の法を立つ︑四は

必要の条目なりと述べ︑本邦国民の品

るものと痛感する次第です︒妄論︑随

ロ方夕

善事を勧む︑五は国民の品性を造るこ

二節倹︑三剛毅︑四忍耐︑五信義︑六

性を造るに必要な八条として︑一勤勉︑

道徳会にて国民を教化するに要目が

とと述べています︒

とともに必ずしも該当しなくなった点

俗︑防護の中には百十年の時代の進歩

﹁妄論﹂とは誤った考えと云えます︒

万世一統の天皇を奉戴すであると述べ

進取の気に富む︑七愛国の心盛ん︑八

善されたことは結構な事と存じます︒

もあり︑近代国家として社会制度が改

﹁随俗﹂は不適切な風俗習慣のことで

た︒国民の品性を作る八条は制度の問

早隠居︑早婚︑婚礼や葬儀に関する悪
習︑箸修︑会飲︵宴会︶︑妓楼の弊害︑

これらは制度として後世に引きつぐ事

題ではなく個々人に対する教育の問題

予備し︑水火盗賊に備える等でこの中

で︑私の所感を若干述べさせて頂きた

以上述べたのは内容の概略であるの

二︑読後感のまとめ

きないという点で人類の続く限り永遠

個々の人間が生れた後に努力せねばで

が可能ですが︑品性を高くすることは

にも今では必ずしも該当しないものも

で︑ある︒

町村の習慣などの中には今日該当しな
いものもかなりある︒﹁防護﹂とは相

ある︒﹁善事﹂には三あり︒一身︑一

いと存じます︒

談仲間を定め︑貯蓄をすすめ︑凶年に

家︑社会についての善事で︑戒むべき

Ｂ道義立国

家について行うが︑社会の善事として

の目的と云った国民品性を造ることで

最も重要なことは︑西村先生が最後

しも簡単なものではないと思う︒道徳

教え︶という分類であるが︑此は必ず

世教︵現世の教え︶と世外教︵来世の

○世教と世外教の分類について

の課題となるものであります︒

八戒と勧むべき八善とあり︑一身と一

は国民の義務を教える︒すなわち教育
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外教と呼んだが︑実は現世をいかに生

の場合は来世に目を向けているので世

は現世の教えに違いない︒宗教も他力

民の承之を信じ︑上等社会の信をうる

あります︒例えば﹁宗教は下等社会の

拠が必らずしも妥当とは云えない点も

ると宗教を道徳の基礎から外された根

強制されるとの感じを抱かせかねない

また勧奨も直接的には受け入れる側に

く禁戒の語が多く勧奨の語が少ない︑

割を果すものと思われる︒一般に道徳

点が道徳を支える上で特殊且重要な役

ものが一生のテーマとして適切ではな

過去から未来への自己の展望に関する

材料となるものを選ぶ必要があります︒

わち布教活動ではなく︑人生観を養う

宗教・哲学の参加は信仰の勧奨すな

きるかの教えという意味で世教的要素

事能わず云々⁝⁝﹂︵第二段︶の如くで

点がある︒

を有する︒一方宗教も自力の場合は哲
す︒

己は何か︑何処から来て何処に去るか

哲学や宗教は世外教の側面を有する

学に類似して来る︒すなわち哲学は世

という人間の本質を追究するという意

いだろうかと考える次第です︒

教に分類されたが西洋東洋ともに︑自

味では過去・現在・未来に亘る思念で

っている︒会祖の儒教批判にもある如

というと固苦しくてなじゑ難い面をも

幸福な弘道会在籍六十三年

瀬次郎翁で︑以前香取郡の郡会議員の

石橋香峰

︵本会評議員都立広尾病院副院長︶

ある︒この点で世教の中に分類された
えよう︒

が︑むしろ最も世外教的面をもつと云
㈲道徳の基盤の拡大について

我が国の道徳の基礎として西村会祖
日本弘道会は会祖西村茂樹先生の創

席にあった︒この人は安政六年生れで︑

は﹁儒教を離れず哲学を離れず仏教・

耶蘇教の中よりまた之を採る﹂との方

始された︑日本最古の道徳団体であり︑

は安政五年生れで畦光と号し︑俳友で

本年は百十年の長期に及ぶ︒私の入会
したのは︑大正十二年四月二十八日で︑

の活動にさらに宗教・哲学の長所をよ

祖父と相談の上で当時の青年では珍ら

であり︑柳蛙翁日く︑弘道会は道徳の

あった︒親友同志で度を来て呉れる仲

針を示された︒この初心に返り︑従来

の標準を拡大したらどうであろうか？

り積極的にとり入れることにより道徳

しい事であった︒勧誘して呉れたのは

俳譜をこの承柳蛙と号した︒私の祖父

すでに儒教や哲学の欠点についても自

祖父の親友で︑近所に住んでいた青柳

大本山でこの会員でなければ︑立派な

ら批判された所であり︑また今から承
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人にはなれぬと強く申されたので︑祖

舎畦光も同じ道に楽承を求めたので︑

部の結成︑文化財の視察会等である︒

十日で三十二名︒県内の一日視察を主

青年部の結成は昭和三十六年三月三

昭和五年の弘道十一月号に︑俳句が

その孫故この道を余技とした︒

一先生︑岡野清信先生︑橋本秀五郎先

とし︑講演も時々開く︑指導は大杉謹

父の畦光と相談の上入会した次第︒会

日和休承昂﹂︒

天賞として掲載され︑﹁稲刈って大典

弘道誌の指導に依り︑東部支会の専務

玉の年の始めに思ふかなわが日の本の

掲載あり嬉しかった︒﹁新年言志﹂﹁新

大正十三年の会誌には和歌が初めて

長には遠藤里う先生にお願い申し︑幹

部西雲寺にて結成発会式を行い︑部会

勧誘が始めで︑同四十二年三月六日田

員証の番号は三六七七六号と誌されて
置くこと六十三年の長期に及ぶ︒この

今でも保持して居る︒以来会員に籍を

理事に昭和二十五年四月二十五日に任

国柄のよき﹂やはり天賞となり︑日本

婦人部の結成は昭和三十六年の春の

命を受け︑同二十六年十一月支会評議

弘道会より﹁聖徳を仰ぎて﹂の一冊を

生︑支会の会長副会長等に当った︒

り︑引き続き今日に及ぶ︒

細野と志︑浅野あやが勤務された︒家

事には野平富佐子︑高野つる︑田さだ︑

老齢期の二大事業は︑昭和四十七年

賞品に郵送受けたことを今も忘れぬ︒

員に初選︒同四十五年には支会長とな
また本会の評議員として︑昭和三十
九年三月二十七日付で初辞令を頂く︒

を大いに勉強せねばならぬ︒我が身を

庭に於て主婦は太陽だと思って︑婦徳

々開くことに心がけたものである︒

善くし︑我が家を善くする座談会を度

田部西雲寺で開催︑地蔵堂で物故会員
の供養を︑講演は客殿で七代会長野口

十月十五日に︑支会創立八十周年式を

明先生の熱弁で︑盛会で終了出来た︒

念式には︑六代会長酒井忠正先生より︑

東京学士会館の創立九十周年記念祝賀

同四十一年十月六日本会の九十周年記

式に︑宇野哲人先生と共に表彰の名誉

︵本会評議員東部支会長︶

て大要を列記した︒

以上日本弘道会と私との関係につい
また昭和五十七年十一月十四日の︑

協同館に開催し︑日本弘道会より八代

盃拝受の光栄にあずかる︒

を頂き︑同四十七年五月二十八日寿昌
亦同五十一年五月十五日七代会長野

士古川哲史先生の来臨を頂き︑盛会裡

会長西村幸二郎先生と︑理事の文学博

支会創立九十周年の式典は︑田部農村

口明先生より︑特別会員に昇格推薦の

その他特別なものに︑青年部と婦人

に終了出来て安心した︒

書状を頂く︒

私の余技に歌と俳句を下手乍ら噌な
象︑青柳柳蛙翁も宗匠で︑祖父の玉川
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西村会祖の肖像画

この楽刀自の肖像写真は近年弘道会に

よって複製保存されて居り︑原画は私

宅にある︒

移ることになった時︑．谷口宅で私

谷口現吉
か定かではないが︑当時既に在った大

祖の肖像を弘道会に寄贈することとな

す可きでない﹂とする父の考えで︑会

私の長女が学齢に近づいて︑東京に

私のごく幼い頃の記憶の中に西村会

に在ったかと思っている︒

磯の家に移し︑関東大震災の際もそこ

った︒昭和二十二︑三年の頃かと記憶

祖の肖像が明確に印されている︒大礼

この会祖の肖像画が現在弘道会に在

服に威儀を正して温容ながら漂然たる

って会員各位がご存知のものである︒

然たる世相の中であった︒何処から聞

敗戦の衝撃から立ち直り切れない騒

している︒

術的にもまことに優れたもので︑額縁

れたことは判っていた︒それでいて予

き及んだのか︑弘道会本部が戦災を免

め書面を差し上げたり電話することも

会祖以外の三点は肖像写真であるが︑

も私宅に在った時のままである︒

会祖の肖像画は見らるる通り油彩の美

風格が幼な心にも感じられた︒これは
の洋間に掲げられていた︒

祖父西村勝三が品川御殿山に遣した家
それから二十数年の後︑この肖像画
は大磯の私の家に在った︒広からぬ壁

その中で楽刀自のものは︑今日では見

間には︑会祖の左側に生母楽刀自︑右
側には三弟勝三のもの︑後に勝三の室

なく︑某日私は会祖の肖像画を額橡ご

当時は大磯からの東海道線上り列車

た︒初秋であったような気がしている︒

られない仕方げのものである︒外枠は
に肖像の部分は三分の一位に小さく︑

と大きな風呂敷に包んで一人で上京し

大正八︑九年頃私どもは品川御殿山

陰影のコントラストが弱く︑幽に浮び

会祖の肖像と同じ位の大きさであるの

から他に移り住承︑その後転宅を重ね︑

現子のものが更に右側に加えられた︒

敗戦の色濃い昭和十八︑九年頃︑強制

は運行数もいたってすぐなく︑立ちづ

のことなど全く記憶にないのだが︑応

めで無事弘道会本部に到着した︒前後

待して下さった幹部職員の方は六○歳

品で控目な雰囲気の漂うものである︒

刀自の没年から推すと︑少なくとも百

出るように写されている︒いかにも上

年以上前に撮られたものだと思われる︒

に本居を移した︒

西村会祖の肖像は品川御殿山から他

疎開のこともあって︑神奈川県大磯町

に移り住んだ時か︑更に後年であった
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の証になるようなものを頂戴すること

とって頂いて帰った︒その際何も受領

けて肖像贈呈のことを申し上げ︑受け

を越して居られた様に思う︒ことをわ

放な生活や神経とは波長が合わず苦し

でした父には︑勝三の実業人として奔

れるのである︒文人の如き生活を好ん

よりも慕っていた面があるように思わ

私の父は伯父に当る会祖を︑父勝三

真そのものであるか︑私は知る術を持

果してこれが︑この逸話に登場する写

きわめて芸術的香り高い逸品であるが

私方に今日に在る楽刀自の肖像は︑

う︒孝心の衷情当に然るべきなり︒﹄

びざるなりと︑直に麓中に蔵せりとい

たないが︑すくなくとも原画を同じく

もなく︑その方のお名前すら伺うこと

それに引きかえ︑伯父茂樹はおそろ

ころであろう︒

するものであることは間違いのないと

んだことがあったようだ︒

しい道徳家先生である半面︑優れた詩

もなく︑唯大任を果した安堵だけが記

歌をものす繊細な心を持たれ︑母楽刀

憶に残っている︒その後会から書面に

私とて当時四十歳に近い一人前の社

かれたのではなかろうか︒

自えの孝心の篤かったことなどにも惹

よるご挨拶も何もなかった︒

会人であり︑まして受け取って下さっ

三○年近い年月を経て︑叔父西村直の

籾て肖像画贈呈のことがあってから

た方は更に年長のお方であり乍ら︑こ
りとりをしたことは︑到底今日では考

樹伝﹄下巻六○二頁に記されている︒

として次の如きものが︑﹃泊翁西村茂

楽刀自の肖像にまつわる会祖の逸話

ご挨拶に参上した︒その際この肖像画

れをお受けして︑西村幸二郎前会長に

を仰せつかることとなった︒謹んでこ

死去に代ってか︑私は弘道会の評議員

えられないことである︒それを少しも

んな非常識なしかたで︑貴重な品のや

怪しむことがなかったのは︑敗戦によ

長も初耳で︑憎き且喜ばれ︑これが為

か一日にして旧知の親しさを感じ合う

贈呈のことをお耳に入れたところ︑会

ことが出来た︒たしかにその折には︑

﹃先生六十八歳の時母堂八十六歳を

病者の如し︑乃ち明治二十八年三月拾

理事の渡辺薫さんもご同席下さってい

る影響が今日思うより遥に深刻で︑虚

日午後一時を以て︑本郷湯島麟祥院に

以て遂に逝けり︒先生突泣哀穀︑恰も

葬る︒偶々舎弟勝三君より︑母堂の肖

い︒

今日若し出来るなら︑当時の業務日

像なりとて送り来る︒是れ世に謂う引

脱状態が続いていたとしか考えられな

誌でも調べてその経緯を明確にしてお

伸写真なりき︒先生之を聴き︑傍人を

会祖の肖像をお持ちであったが︑戦火

その後前会長も和田英作画伯による

︵註１︶

きたいものである︒私にして見れば︑

顧みて日く︑余今其封を開き見るに忍

た︒

に報いる途だからである︒

会祖えの敬慕の念の篤かった父の遺志
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して死を悲観せず︑要するに︑是れ夙

安んじて其命を享んの承︒又日く︑決

︵註２︶

で失われたこと︑私の持参した肖像は

かでも会に貢献するところが有った︑

のない人物が︑突如として不治の病の

って︑而も人格的にも非の打ちどころ

とっても︑会社にとっても大黒柱であ

牲となって亡くなったり︒又︑一家に

ていた人が︑忽然として交通事故の犠

から人格者と云われ︑尊敬され慕われ

すなわち︑今迄徳を施こし所謂世間

ることが立証される︒

のに当て朕めても︑その普偏性を有す

この哲理を︑われわれの身近かなも

を以てなりと︒

に天命を知りて︑其能く之に安んずる

無事に会にお届け出来た馬力は或は些

となどお話を交すことがあった︒

︵本会評議員︶

二月号﹃弘道﹄三四頁︑

古川哲史先生記事︒

註２昭五七・一

会長記事七○頁下段︒

註１昭五一・八刊﹃弘道﹄八六四号西村前

︵昭和六十一年八月二十五日記︶

と云えるのではないだろうか︒

原撫松画伯がものされたものであるこ
私は評議員を仰せつかって既に五年︑

何一つ会の為に尽すことなく過して紐
泥たるものがある︒然しこの度おすす
めによってこの稿を草し乍ら︑戦後の
あの混乱の中で満員列車に身を托して︑
両腕にしかと会祖の肖像画を抱いて︑

荒井元吉

ため︑早世したり︒更には︑これまで︑

大無限なる形の一小分なり︒故に我等

り︒我等の形体は︑宇宙に充満せる洪

に充満せる洪大無限なる霊の一小分な

活する者は︑死せざるはなし︒若し︑

命あれば生き︑命終れば死す︒凡そ生

観としては︑死を悲むは愚なり︒吾祷

又︑人生観という項目のなかの死生

い︑その上その人が自殺すると云う破

保証人となったばかりに︑全財産を失

っての頼承に︑唯を本当の好意からの

ハソレＧ◎

て小天地と云う者︑其根源全く舷に在

泊翁の人生観にふれて

﹃泊翁︑西村茂樹伝﹄下巻の哲学的

の心は直に宇宙の霊に通じ︑我等の形

死を以て悲しむべしとするときは︑此

ことでないのに拘らず︑住々にして起

目になるような事は︑本来あり得べき

見地のなかに︑我等人類の心は︑宇宙

は日月山河と其質を同くす︒身化する

世に生れざるに若かず︒日く︑生まれ

ることは︑あり得ることです︒これは︑

いて円満なよい家庭が︑他人からのた

時は︑心は宇宙の大霊に還り︑形は宇

て之に安んじ︑死して驚かず悲まず︑

世間から︑非常に幸福でうらやまれて

宙の大質に帰す︒蓋し古来︑人を目し
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いのである︒

に対し︑我を人間は︑実になす術はな

大無限なる霊の致すところで︑この霊

前世からの因縁で︑宇宙に充満せる洪

かしていて︑然る後は併せて︑先祖の

倫理を極め︑且つ文明開化の恩沢を生

道として︑まず︑己を修め︑徳を積象︑

この宇宙の霊に対しても︑その処する

及につとめられたのであります︒翁は︑

無比であるが︑人としての道を︑践承

う︒宇宙の霊は洪大無限︑しかも冷厳

ずれば︑平気でこれを葬り去るであろ

らえさせ︑もし︑これと逆の態度に出

宙の霊に︑仮に重症であっても生き永

に従容として︑従うべきであると︑説

霊を祭り︑宇宙の霊に拝謝し︑その命

らない限り︑救世適度の恩沢はたれ賜

外さない限り︑人事をつくすことを怠

そこで︑我々は︑前世からの定めと
ままにしているべきであろうか︒翁は︑

云って︑手を供ぬいて宇宙の霊のなす

否︑泊翁は和漢洋の学問の穂奥を極

天傭不作於人﹂とされていた︒その精

楽天知命故不憂﹂︑孟子の﹁仰不偲於

泊翁が常を座右の銘として︑﹁易の

に触れ︑何とか自分なりに︑理解︑把

当然として︑これを享受するより外な

生命を否定するならば︑生あるものの

うのである︒若し︑それ︑宇宙の霊が

め︑わけても儒学を安井息軒に︑洋学

神も亦︑この現れである卑近な言葉で

握しようとしたが︑前述のように矛盾

かれているのではなかろうか︒

を木村軍太郎︑佐久間象山に学び︑更

あるが︑いわゆる﹁人事をつくして天

事実に現わすので︑これに処するに従

かも智勇競争の世であり︑弱肉強食を

者の窮屈迂遠なるを排し︑世界は︑恰

も適するとしながらも︑いわゆる道学

教は︑国民道徳を維持︑振作するに最

亦︑自我︑私慾︑わがままを捨てて︑

に人間愛を以て対応してゆき︑患者も

の医術を修得し︑技侭を練磨し︑患者

人格を形成していくはもとより︑最新

きか︒医師自身が倫理︑道徳を弁え︑

の訓えを実践していくにはどうあるべ

我田引水になるが︑医師として︑翁

し︑且︑深めた次第である︒

会の一員として︑敬慕の念を︑新たに

に悟達していられることを識り︑弘道

有し︑しかも透徹した死生観︑人生観

との承仰いでいた泊翁が︑深い哲理を

今迄道徳の実践者︑儒教思想の鼓吹者

以上︑翁の深遠にして独創的な思想

来の儒教では︑これに打ち克ち得ない

病気の治療に専念していくならぱ穴宇

うか︒

には︑これを十歩も︑百歩も進めて︑

撞着︑支離滅裂な理論の展開になった︒

そのように︑訓えていられるのであろ

西洋哲学を究め︑これを批判し︑近代

訓えの真髄ではなかろうか︒

命をまつ﹂という事が︑つまり︑翁の

いであろう︒

科学をとり入れて富国産業を進め︑儒

とし︑儒教の長所を生かし︑短所を補

︲：︵本会評議員話荒井病院長︶︽

自分としては︑わからないなりにも︑

ない︑国民道徳の交流︑倫理思想の普
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弘道会入会の因縁

の出会いが﹁因縁﹂として語られるこ

私の場合︑たまたま祖父が会員であ

とはなかったであろう︒

ったという因縁で会の末席を汚すこと

名と﹃日本道徳論﹄くらいは知ってい

でいるように承えた︒私は西村茂樹の

会長を勤め︑会にかなりの情熱を注い

野口明のすすめであった︒祖父は当時

た︒私は会に入る前から弘道会の名は

めて知った位である﹂という風であっ

は社団法人弘道会なるものを此の時始

すすめられて入会︑当初は﹁私として

昭和二十四年に下村さんという方から

の一文が目に入った︒その文によれば︑

ら見ていると︑﹁弘道会との出会い﹂

かくまずこの機縁を得たことに感謝し

今書いていても顔があからむが︑とに

年余りただ名前だけの会員に等しく︑

の意志ということであろう︒入会後十

たたせるのは︑結局会への共感と自分

展がなくてはだめである︒それをなり

て成立するには︑入会以後の持続と発

土田健次郎

たが︑日本史の教科書に毛の生えた程

知っていたし︑﹃弘道﹄も読んだこと

によると︑祖父が﹃弘道﹄に最初に文

になったが︑祖父のいう﹁因縁﹂とし

度の知識しかなく︑祖父の言うことだ

があるのだから︑入会時点ということ

章を書いたのは﹁広瀬淡窓を偲ぶ﹂︵昭

私が弘道会に入ったのは︑私の祖父

からといった感じの入会であった︒祖

でいえば私の方が会についての知識は

祖父が弘道会員だったのはあまりに

んじていた︒﹁因縁﹂という語は仏教

このような出会いを﹁因縁﹂として重

その手伝いのため九州に出向いたこと

月に九州大学で学会が開かれたおり︑

これで思い出すのは︑昭和四十九年十

和二十九年十月︶ということであるが︑

さて﹃野口明文集﹄の﹁あとがき﹂

たい︒

父としては︑会に入ってから少しづつ

もっていたことになろう︒ただ祖父は︑

あたり前といった感じでいたが︑今回

︵果︶を生承出す条件︵縁︶をいうが︑

語で︑物事の原因︵因︶とそれが結果

畠ノ︒

勉強しろという気持ちだったのである

の百十周年記念号の原稿依頼をいただ

には珍らしくついでに九州の史跡を見

間にも余裕があったので︑出不精の私

がある︒当時はまだ大学院の学生で時
だということである︒祖父の場合も以

大事なのは結果を生ずるから﹁因縁﹂

で入会したのだろうかと思った︒そこ

後の会員としての活動がなければ︑こ

いた時︑ふといつたい祖父は何の機縁

口明文集﹄をひきだして目次をつらつ

で︑弘道会から出していただいた﹃野
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歩きたいという気になった︒そこで祖
父に言ってみると︑大分県は日田の広
瀬淡窓の塾︑威宜園を管理されている
古川さんという方に紹介状を書いてく
れた︒淡窓は幕末の儒者︒祖父は常日

父におこられそうである︒

○○

泊翁と言海の大槻文彦

︵本会評議員早稲田大学助教授︶

年編纂の稿を起してより十七年目のこ

は明治廿四年六月廿三日︵火︶︑明治八

加藤嘉三郎
拾いし玉は象がかれにけり

敷島のやまと言葉の海にして

頃︑伊藤仁斎︑中江藤樹とならんでこ
の淡窓の教育者としての力量と実績を

○○○Ｏ

高く評価していた︒古川さんの方は祖

ていたことになる︒初対面のおりの古

会員でもあって︑その縁でもつながっ

が文部省に在職中西村泊翁の指示と庇

のよって来るところである︒大槻文彦

日本最初の国語辞典﹁言海﹂の書名

壮年である︒英学者とか国学者とかの

あった廿九歳の青年も今や四十五歳の

祝宴の会場である︒文部省報告課員で

湾を望む高台にある芝公園の紅葉館が

こし汗ばむ若葉紫陽花の季節で︑東京

とである︒この日朝から晴れて昼はす

川さんの印象を祖父は先の一文の中で︑

である︒日本弘道会が今年創立百十周

護のもと十七年かかって完成したもの

︵後京極︶

﹁氏は一見教育界出身と覚しき老紳士

の編纂とそのための近代日本語文法の

肩書の落付く学者でない︒日本語辞典

父とは旧知の間柄であるが︑弘道会の

であった﹂と書いている︒

年の記念式典を催すに当り泊翁を偲ぶ

古川さんは既に相当の御高齢であっ

一端として次の一文を草した︒

た︒それにもかかわらず私のために威

だく手配や︑江戸後期の農学者大蔵永

管理の方に市内の史跡を案内していた

に詳しく︑従って彼は和漢洋学者の家

父玄沢︵盤水︶は藩の侍医であり蘭学

儒者である大槻盤渓の次男である︒祖

文彦は和漢蘭学に造詣深き仙台藩の

い海外生活を経て︑帰国後日本銀行の

開くことになったのである︒富田は長

鉄之助のすすめによって今日の祝宴を

仕事でない︒同郷の先輩で友人の富田

構築に当って来た︒これはおろそかな

常の生家あとにある旅館の世話までも

宜園の説明はもとより︑日田市の文化

していただいた︒

昨秋帝国議会の開設に当って渋沢栄一

創立に当り総裁にまでなった男である︒

文彦の言海完成の祝宴が行われたの

○○

系に生れた︒

けつこう因縁でとくをしているわり
にはその後の努力が足りぬと︑亡き祖
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や岩崎弥之助と共に民間から貴族院の
勅選議員になっている︒彼はかの明六
社の海外通信員であり︑その学んだニ
ュージャージー州商業学校長ホィトニ

ーを森有礼に推薦して商法講習所︵後
の一つ橋大学となるＩその記念碑は銀座松
屋前にある︒︶を興さした人物である︒

富田鉄之助は文彦に親しい高崎正風
とも相談して共に祝宴の筆頭発起人と
なり︑他に仙台出身の名士十余名を加
えて発起人の顔がそろった︒

高崎正風は薩摩出身で五十五歳︑宮
中顧問官でお歌所長︑旧派歌壇の中心
人物である︒文彦が高崎を識ったのは
明治十六年創立した﹁かなのとも﹂の
会を通じてである︒日本語の仮名書と
いう革新運動と桂園派歌人とのくゑ合
せは唐突だが︑高崎にはとにかく日本
を前進せしめねばならぬとする国士の
あった︒

情があり︑それはまた文彦のものでも
○○

芝紅葉館に於ける言海出版祝賀会に
集った主な顔ぶれを次に附記する︒

︵前司法大臣︶

伊藤博文伯爵枢密院議長
＃
山田顕義同右貴族院議員
たかとう

大木喬任同右文部大臣
榎本武揚子爵外務大臣

谷干城同右貴族院議員

︵前日本銀行総裁︑旧明六社員︶

富田鉄之助貴族院議員

参集者は貴顕碩学の士であるが泊翁

のつくった明六社のメンバーが多い︑

文彦もまたその一人だ︒

の辛勤﹂と題するスピーチを行った︒

謝辞につづいて西村茂樹が﹁十七年間

この祝宴に於いて発起人総代富田の

泊翁は明治六年五等出仕編集課長と

︵元農商務大臣︶

土方久元同右宮内大臣

して文部省に入った︒文彦は一年前に

八等出仕として文部省入りしたが宮城

︵旧明六社員︶

西村茂樹宮中顧問官︵旧明六社員︶

辻新次文部次官︵旧明六社員︶
加藤弘之貴族院議員︑帝国大学総長

津田真道衆議院副議長︵旧明六社員︶

学だけでは足りない︒今迄碩学がこの

いた︒新時代の読書づくりには和漢の

り︑その子の文彦の事は可成り知って

槻盤渓について詩文を学んだことがあ

言海編輯着手の初めである︒泊翁は大

ＯＯ

り初めて日本辞書編集の命あり︑これ

文彦廿九歳である︒ここで西村課長よ

た時に両者は結ばれる︒泊翁四十八歳︑

︵明治十三年に編集局と改む︶によび出し

明治八年二月に泊翁が文彦を報告課

ので泊翁には会っていない︒翌を年の

師範校長としてすぐ転出し仙台にいた
菊地大麓理科大学校長︑貴族院議員

浜尾新専問学務局長︑貴族院議員
桝鴬誌儲文科大学教授
関直彦東京日日新聞社長︑衆議院
議員

矢野竜渓前郵便報知新聞主宰者
くがかつ

陸潟南日本主筆
高田早苗読売新聞主筆︑衆議院議員
伊達宗敦男爵︑貴族院議員
︵文彦の兄︶

大槻修二︵如電︶叉日本音楽学者・

高崎正風男爵︑宮中顧問官
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でもなく︑催促することもなかった︒

事には全く干渉せず︑進行状況を訊く

欠けていたからだ︒爾後翁は文彦の仕

仕事に挫折したのもひとつには洋学に

成功の保護者︵パトロン︶と言えよう︒

支えがあったからだ︒翁こそ実に言海

笑われる︒これひとえに泊翁の無言の

よるなどと云っては身のほど知らずと

がなったのは文彦が自分の﹁強情﹂に

は必ず全部刊行すること︑印刷は同局

式に文部省の命をうけた︒編集局の命

てくれた︒資金の心配がなくなって公

た︒富田鉄之助や同郷の友らが応援し

翌日から金の工面だ︒私財をかき集め

自費出版でも何んでも本に出来るのだ︒

言海の稿本を下賜するとの話である︒

○○

十年経った或日︑新しく編集局に入っ

編集局長西村茂樹が宮内省に転出し

○Ｏ

て来た男の問に答えて白く﹁ひとり奇

たあと伊沢修二が後任局長となったが︑

刊行の仕事は夜も昼も校訂作業にあ

の工場に託すべき事等であった︒

人がいますな︒大槻と云う男で︑これ

文彦はひたすら辞書に打ち込んでいた︒

けくれる︒そしてこの生活が結局言海

○○

００

という専門の学があるわけじゃないが︑

た︒しかし日本語辞書言海は簡単に本

明治十九年三月廿三日言海の稿がなっ

で亡くなられた︶のもとに保管されたま

索引﹂の仕事をつぎ昭和六十年十月百六歳

︵この人の長男高量は父の﹁広文庫﹂﹁群書

四年春の流感で家族全員と植字工が寝

機構変更で時間を浪費した︒又明治廿

印刷局の管轄に移ることになり︑この

始めて間もなく︑編集局の印刷工場が

明治廿二年三月に四分冊として印刷を

刊行終了迄二年間もつづくのであった︒

○Ｏ

これが大した士で日本辞書の編纂とい

もづめ

消滅後︑東京修身学社︵現在の日本弘道

情に頑張っている﹂と︒翁は明六社の

まになっていた︒そして五月には非職

込んで一時仕事は頓座した︒次女の如

稿本は文部省内で記録課長物集高見

にはならなかった︒

我が国の語学をよく調べているようだ︒

う一大事業を任かせてから︑かれこれ

会︶を興す時︑文彦をさそったのだが

を申付けられた︒辞書編纂の仕事が終

十年になるというのに倦もせないで強

し度いと云って断った︒日本文法と日

その時文彦は今は日本語法創出に専念

二月には不帰の人となった︒真に悪戦

ケ月後に死亡した︒妻も看病に疲れ十

苦闘の連続であったが︑第四冊目が遂

きは風邪をこじむせて脳膜炎となり一

辞書出版の話もなく︑なんの仕事も

に廿四年四月廿二日に出版された︒編

ったからである︒非職は給料を出して

なきまま二十一年十月になり︑文部省

集拝命から十七年︑言海の刊行は完成

次の仕事迄待機させるものである︒

より呼び出しがあった︒行って見ると

とする文彦の人生を翁は理解した︒明
った︒十年も続く仕事は珍らしい︒そ

治初期の官庁は人も組織もくるノ︑変

伊沢編集局長から自費で出版するなら

本辞書を一体のものとして創り出そう

れを黙ってやり続けさせたのは翁の
﹁強情﹂であった︒日本辞書編纂の業
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した︒文彦はすでに初老四十五歳︑白
髪が目につく様になっていた︒

文彦は昭和二年十二月舟一日風呂場
で倒れ︑年が明けた一月三日夜椅子の

下に落ち遂に立たず︑二月半ば肺炎を
併発して十七日未明膜目した︒亨年八

敵する日本語辞典が出来たわけで

弘道今日の課題

ある︒

︵本会評議員︶

新美忠之

て惇︵もとら︶ざる﹂日本の道徳を確認

し護持するためである︒

かく思惟するとき︑然らば日本弘道

日本弘道会が百十周年を迎えたこと

会員は今日何を為すべきか︑われわれ

は先ず以て慶祝されてよい︒日本の道
るという意味で︒然し道義の昂揚とは

徳を確持する勢力︵団体︶が健在であ

いることはないか︑真筆の反省と模索

不知不識の間に在るべき姿を見失って

十二歳︒芝高輪東禅寺に祖父玄沢︑父

るのではない︒眼前の国民大衆の生活

抽象的に道徳律を説明理解させて事足

盤渓の墓と並び眠る︒妻子も同所に葬

︵あとがき︶

海の改訂版﹁大言海﹂は︑さ行迄

何を望ましきものとして鼓舞助長する

の中から︑何を悪徳として排除するか︑

年記念︵第八四六号︶に﹁弘道今日の課

を必要とする︒筆者はこの意味で百周

法名言海院殿松音文彦居士

る︒

文彦が富山書一房より依頼された言

成稿となっていた︒兄如電があと

どう見るか︒経済的繁栄が人間的道徳

題﹂なる短文で︑飽食と抗争の世相を

的向上と相伴なっていない︒この欠陥

見の業である︒

しかもこの業は世の移り変りに即応

か︑道徳律の具体的な今日的内容の発

して︑単に妥協調和を図るが如き︑オ

組にどう対処すべきか︒国風を破壊し︑

を助長するかの如きテレビの白痴化番

を受け関根正直︑新村出両博士の
第一巻を昭和七年十月︑第四巻を

ポチュニストのそれではない︒世変そ

監修を求め︑遺族らも手助けして
十年九月︑索引は十二年十一月に
刊行された︒﹁大言海﹂着手の日

している︒これらをも表現の自由の名

青少年の堕落と直結する刊行物が氾濫

で放置して置いてよいのか︒これら諸

のものの由来する根元を見究め︑世変

点に疑問を提起したことであった︒

そのものの修正に挺身せねばならぬ場
今に通じて謬︵あやま︶らず中外に施し

合があることを忘るべきでない︒﹁古

は半世紀に近い日が流れていた︒

ここに我国も英国のオックスフォ

から四半世紀︑紅葉館の祝宴から

ード辞典︑ウエブスター辞典に匹

（54）

者と位置附けされた教育公務員は主体

の計を考えようとはしない︒教育労働

陥っている︒政治家も官僚も国家百年

国籍抹消と同義であるかの如き錯覚に

念を阻害し︑国際化の現実に対しては︑

物慾を追及する風潮は︑国家公共の観

ている︒挙世酒食としてひたすら私利

あれから十年︑事態は一層深刻化し

領ボケに陥っていたことになる︒

置されて来たのは︑不知不識の間に占

項を改正せねばなるまい︒今日まで放

すべて早急に検討し︑その反国体的条

皇室典範改正︑政教分離措置の如き︑

如き︑刑法改正︑戸籍法改正の如き︑

ことになる︒教育勅語失効宣言処置の

はアメリカの占領政策を甘受している

事実が重大である︒これを放置するの

力が力をのばしている︒もともと︑わ

いる間に︑社会変革の機をうかがう勢

国民大衆が安逸と遊惰に明け暮れて

情緒的衝動的となった大衆は︑戦争の

物的豊鏡の中で︑厳しい思索を離れ︑

史の道統を明らかにし︑占領諸法令の

誤ったのであるが︑明日のために︑国

器識無き昭和の将軍によって国運を

れがそのままに放置されてよいのか︒

争責任を国会の場で云をしている︒こ

する︒先般の予算委員会でも天皇の戦

は共産党であり︑君主制廃止を党是と

である︒天皇制という言葉を作ったの

した来歴をもつ共産主義の運動がそれ

れらの祖国はソビエト・ロシアと公言

的な教育を放棄している︒学園の荒廃
はマイホームをもとめて借金生活︵住

は此処に由来する︒核家族化した夫婦

和への道と説くが︑日常生活で暴力が

悲惨さを語り部として伝えることが平

上どこに誤りがあったか︑どうすれば

改革を実行し︑併せて大東亜戦争遂行

クスから子供の進学に汲灸として︑家

まかり通り力弱い老幼者が犠牲となる

宅ロ１とを始める︒大学コンプレッ

状況が平和と言えるのか︒無くもがな

良かったかを徹底的に検討せねばなら

●●

庭の教育機能を放棄する︒塾の繁昌と

のファッション・ショウ︑人間を豚か

知識偏重の過誤を助長する︒

遍差値偏重がまかり通る︒教育産業が

こる︑高級料亭が繁昌する︑アフリカ

︵本会評議員江戸川女子短大教授︶

の餓死者をよそに飽食する︑平和とは

ない︒日本的自覚がそこに生まれる︒

アメリカの日本占領政策の所産と考え︑

その様なものか︒姦通︵不貞︶は男女

トが行われる︑性産業なるものがはび

占領政策からの離脱︑占領ボケからの

ともに処罰されない︑それが平等の深

馬の品評会扱いにするミス・コンテス

覚醒を求める︒それは何か︒憲法以上

義を示すものか︒

抑蛍︑わが国今日の世相は何によっ

に現実に占領政策の効果を発揮した法

て作り出されたものか︒筆者はこれを

令や処分が今日依然として残っている
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今思うこと

日本弘道会が創立百十年を迎えられ
ることは︑現代の世相に鑑承︑真に意
義深いことであり︑慶賀に耐えない次
第であります︒

もが予想だにすることの出来なかった︑

占領軍総司令官マッカーサー元帥を訪

れたことは衆知の事実でありますが︑

問せられ︑元帥をいたく感動せしめら

も道徳の本義を体得された陛下が︑勝

正に国を越え︑勝敗の別なく︑畏多く
き精神面で重要なる課題が山積されて

者を圧倒された感を持つのであります︒

東平久雄
居ります︒

日本弘道会の綱領の中に︑個人道徳

隊長として赴任されました︒当時︑在

佐が︑陸軍参謀本部作戦課長から︑連

話題は一転致しますが︑戦時中千葉

道徳振興の重要性を先見せられました

の最初に︑皇室を敬愛することを掲げ

隊に教育招集を受けて︑四週間程在隊

郷将校でありました私は︑その夏同連

何時︑如何なる国にあっても︑その

ことは︑先生が如何に識見卓抜であら

られてありますが︑本年は時恰も天皇

県佐倉市には陸軍第一師団歩兵第五十

れたかという証左であり︑時代が幾変

陛下御在位六拾年に当り︑各種の奉祝

いたしました︒其の間︑接する将校︑

道を誤らざるものは︑道徳の振興確立

遷しようとも︑その根本の理念はゆら

行事が挙行されましたが︑道徳を尊重

下士官から︑一般兵に至る迄︑全将兵

七連隊があり︑昭和七年四月今村均大

ぐべきものに非ずと信じます︒

すべきことを︑身を以ってお示しにな

が﹃自分達の連隊長は素晴らしい人な

であります︒

日本の経路を考えますに︑世界の五

って居られるのは今上陛下御自身であ

会祖西村茂樹先生が︑本会創立当時

大強国の中にあった我が国は︑満州事

のだ﹄という︑不思議な程の尊敬と︑

真の皇軍の姿であり︑生死を共にする

られますことを考えますとぎ︑只敬仰
﹃万世ノ為二太平ヲ開カムト欲ス﹄

境地が開かれるのだと思い︑何時しか

変から不幸にして日中全面戦争に拡大
撃を受け︑廃虚の中から立上って︑国

と御聖断によって︑大東亜戦争終戦を

信頼を持っているのに驚き︑これこそ

民の英知と弛まぬ勤勉努力により︑平

非凡さに引きつけられて︑将来は優れ

自分自身魅せられるように︑その大器

の念禁じ得ざるものがございます︒

和な中で︑今や世界の経済大国に発展

の生活実状を御深憂あらせられ︑誰し

決定せられた陛下は︑終戦直後の国民

し︑更に太平洋戦争に入り壊滅的な打

成長して参りましたが︑最も重視すべ
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今日でも︑独立したインドネシアの

時の軍部に今村軍司令官の如き方が居

くに尊敬しているそうであります︒当

会して﹃戦時中に国家の為に尽した時

は︑各刑務所を歴訪され︑旧部下に面

自由の身となられてからの今村大将

あります︒

昭和十六年十二月今村中将は第十六

の精神に立ち帰ってほしい﹄と誇誇と

主脳者は︑いまだに今村将軍を神の如

軍司令官に任命され︑ジャワ島を占領

たら︑日本に対する信頼も強かったろ

られ︑占領地を道義的に指導されてい

るに至りました︒

た名将になられるであろうと︑想像す

されました︒

今村軍司令官は︑昭和十七年十一月

社会道徳を終生重んぜられた方として︑

の将来をおもんぱかられ︑誠を以って︑

される︑世界の形勢を察し︑国家人類

今村大将の如きは︑弘道会綱領に示

第八方面軍司令官としてラバウルに赴

尊敬措く能わざる方であります︒

うと思えてなりません︒

説かれたとも聞き及びます︒

今村将軍がジャワ島を統治されると︑

のどの占領地区よりも親日的で︑治安

うになったと言われます︒原住民は他

かれ︑陸軍大将に任ぜられ︑ラバウル

すぐに他の占領地区との差が目立つよ

いていたと報道されています︒

は良好に保たれ︑住民保護も行きとど

ての御尽力により︑多年の念願であり

日本弘道会は︑歴代会長を中心にし

では軍の自活体制を築かれて米軍の侵

ました活動の拠点となるべき日本弘道

攻を不能にされました︒

戦終って︑今村大将は︑戦争犯罪の

ジャワは戦前オランダの統治下にあ

名の下に各地を転たとされましたが︑

り︑在留のオランダ人も多かったが︑

軍はオランダ人の自由を相当程度許し

しい御功績を残された西村前会長様の

会ビルも完成し︑本会発展の為に輝か

れました鈴木勲先生は︑千葉県教育長

後を継がれ︑第九代会長に御就任せら

昭和二十五年二月米豪蘭の合議により︑

れたが︑心中期するところあり︑再び

巣鴨服役を申渡されしばしそこに居ら

中央の参謀が現地視察に来て﹃今村

部下と共にマヌス島に服役することを

ていった︒

人に対しても手ぬるい︒﹄と報告され

将軍の軍政はだらしがない︒オランダ

本然の道を示されて︑県民の信頼極め

て厚かったのでありますが︑其の後文

時代に教育正常化を力説せられ︑教育

部省に帰任せられ︑初等中等局長から︑

日本兵に対する苛酷なる取扱いは︑敗
れたりと雛も︑人道上許されざるるこ

文化庁長官の要職に就かれ︑本会会長

申出られ︑マヌス島に於ける連合軍の

とであると説得され︑之を堂々と改め

て︑中央からも注意されたとも聞く︒

ていたと言われます︒圧政をしくのが

させたことは︑余りにも有名なる話で

然し今村軍司令官はこれを一笑に付し

軍政指導をされていたからであります︒

真の統治にあらず︑皇軍として当然の
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に最も相応しい方として︑先生の御人

本会の永続性を考えますとき︑非常に

当代第一級の碩学たちだった︒

し上げるという︑流石にいずれ劣らぬ

西村先生が受け持たれた﹁洋書﹂の

重要且喜ばしいことと存じます︒

ら編さんした﹃万国史略﹄︑自から翻

進講は︑西洋史に主眼をおいて︑自か

時に明治天皇御歳二十四歳︑西村先

教材として選んだ︒

オン三世が若干手を加えたもの︶などをご

典﹄︵かの有名なナポレオン法典に︑ナポレ

訳した﹃泰西史鑑﹄︑それに﹃仏国政

ましたことを心より慶祝し︑共に今後
︵平川支会長元千葉県教育委員長︶

の発展をお祈りする次第であります︒

日本弘道会が創立百十年を迎えられ

格を知る一人として︑誠に有難たく思
い居ります︒

本会の趣旨を理解して︑会員も増加
し︑各地に支部も結成されて︑志をひ
とつにして活動しておりますことは︑

西村茂樹先生と母堂

渡辺薫
聖上から特別のお思召しによって賜わ

を理由に宮中顧問官の職を辞した際に︑

西欧列強の貧慾理不尽な殖民地戦争の

興亡の歴史やら︑近くは東洋における

お若い陛下の御前で︑西欧諸国の治乱

歴史と地理﹂にあり︒西村先生は︑年

いことながら︑教育の根本は﹁道徳と

生は四十八歳の男盛りだった︒畏れ多
昭和六十年一月落成をゑた日本弘道

ったもので︑先生がかつて陛下の侍講

明治三十三年︑老齢︵時に七十三歳︶

会ピル八階西側に︑会ご自慢の展示室

として心血を注いだ功労を嘉されての

一︑恩賜の花瓶

展示ケースがあるが︑その左側中央に

がある︒入ると︑両側に並んだ大型の

教育の根本課程をかなりの情熱をこめ

実態など事例を織り込承ながら︑この

このとき︑この花瓶のほかに皇后陛

てご進講申し上げたであろうことは想

破格のお計らいだった︒

像に難くない︒

一見して由緒あり気に見える一対の花

組の銀盃を賜わっている︒

下からも︑お手づから︑ご紋章付三シ

瓶がすぐと目につく︒

これは︑弘道会の会祖・西村茂樹先

高さ四○センチほどの淡い翠色︒

スケジュールは驚ろくほどハードなも

先生の手記によれば︑このご進講の
元田永学が︑﹁国典﹂を福羽美静が︑

ので︑日曜日を除く毎日︑午前と午後

天皇の侍講は定員三名︒﹁漢籍﹂を
そして﹁洋書﹂を西村先生がご進講申

生が明治天皇から下賜された菊のご紋
らしい︒

章入りの七宝焼で︑鯉の絵模様が素晴
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僚群の幅を利かす中にあって中枢的高

らの出にも拘らず︑薩長藩閥政府の官

思えば︑先生は徳川譜代の堀田藩か

たのだった︒

侍講の制度が廃止されるまで続けられ

政府組織の大改革で新政府が誕生し︑

ったが︑その後︑明治十八年十二月の

務の繁閑によって時に若干の違いはあ

の二回にわたり続けられ︑聖上のご政

侍講を拝命してからというものは︑

おられた︒母堂四十歳の若さの時だった︒︶︒

すでに二十五年前︑四十八歳で亡くなって

ばし感涙に咽んだという︵先生の父君は

えて母堂の楽刀自と手をとり合ってし

先生は拝受した辞令を祖先の霊前に供

激は非常なもので︑とくに孝心の深い

拝謁を賜わったこの日この時の恐擢感

従長侍立のもとに︑初めて聖上陛下に

ったのは明治八年五月八日︒東久世侍

ちな承に西村先生が侍講を仰せつか

て七名の人々で︑それぞれ︑その生涯

島尚信など泊翁・西村茂樹先生を加え

だった︒その顔ぶれは︑渡辺華山︑鮫

先覚者たちの個人・旧蔵文庫の展示会

ひたすら西欧の学術を追求しつづけた

それは︑幕末から明治初期にかけて︑

とがあった︒

なるテーマで館内で展示会を催したこ

庫展﹂ｌ副題・西欧学術の追求ｌ

蔵の文献の中から選び出して﹁個人文

秋のこと︑国立国会図書館が︑同館秘

玄関まで送り迎えを怠らず︑常々家人

母堂は西村先生出仕の出入りに︑必ず

けに︑まことに見応えのあるものばか

をかけて集めた貴重なコレクションだ

ひがしくぜ

官に昇進し︑しかも十年もの永きにわ
を完うし得たことは︑先生一代の栄誉

らく

たり聖上の厚いご信任のもとに侍講職
であり感激であった︒

を︑わずか五十年足らずの治政の間に︑

申し上げる身︒大事に大事にしなけ

﹁わが子と雛も畏くも至尊にご進講

ルッ著﹃防海要論﹄の訳稿本を何気な

展示の作業中︑オランダ人エンゲルベ

部主査・馬場万夫氏だったが︑同氏が

泊翁に造詣の深い国会図書館参考書誌

西村コレクションの担当は︑かねて

りだった︒

堂々押しも押されもせぬ世界列強の一

れば⁝．：ｏ﹂

﹄畠ノＯ

に次のようにつぶやいておられたと言

近世の大英雄と称される明治大帝は︑

つにまで発展させた偉大なる英主だっ

展示室の御下賜の花瓶からは︑いま

しに開くと︑本の間から上ラヒラと落

東海に孤立していた小さな島国・日本

たが︑その青・壮年期における国家学

でもこの母堂のつぶやきが聞きとれる

︑︑︑︑︑︑

ご修得の侍講として︑永いあいだお仕

ちたものがある︒見るとひとひらの朝

千鳥形の朝顔の葉の色が生をしく青み

顔の葉だった︒驚いたことには︑その

︑︑︑

のである︒

今から四年ほど前の昭和五十七年初

二︑朝顔の葉

え申しあげたわれらが会祖・西村茂樹
献した大功臣と言うべきである︒

先生こそ︑明治興隆の大業に大きく貢
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もぎとったばかりとしか見えぬ色の朝

けると︑たしかに四・五日前に蔓から

らの連絡で︑早速私が展示場に駆けつ

がかっているのであった！馬場氏か

た本から一冊一冊去年の古い朝顔の葉

カンカン照りの陽にさらし︑曝し終っ

るい日向に持ち出した本は︑風を通し

ゑんな大はしゃぎで︑暗い土蔵から明

母堂指揮のもと︑夫人も令嬢たちも︑

の現象として︑私は心底から深い感動

ぬ霊魂がこもっていたゆえの前代未聞

学・西村先生を思う母堂の︑目に見え

朝顔の葉のうえに起った奇跡には︑碩

を禁じ得ないものがあった︒

それだけに︑八十年前のままのこの

が特別に気を配られたのであった︒

虫除け作業の監督には︑母堂の楽刀自

顔の葉が︑西村先生直筆の稿本の上に

り替えて︑はじめて曝書作業が終る︒

を抜きとって︑新らしい今年の葉に取

推定で︑約八十年ほども前から古書

何年もの間のしきたりとて︑皆をて

おかれていた︒

の間にはさ承こまれていた朝顔の葉が︑

三︑西村先生の孝心

のだった︒こんな時でも︑西村先生は

次女霞江さん︵後の著名な建築設計家・

きぱきと動いて︑まことに手馴れたも

﹁馬場さん︑まさか︑この夏の葉を

本をまたいだりすることは決して許さ

中条精一郎氏夫人︶の表現によれば

いまだに青承がかっていようとは！
どこからかもぎとって来たんじゃない

なかった︒毎年︑夏が来る毎に家族の

コロに申せば大きな人﹂

西村先生は体躯豊満で︑肩幅が広く︑

でしょうね︒私をかつがないで下さい

人たちのこのような動きを眺めて︑先

よＯ﹂

の︑梢をいかめしい西村先生像が︑私

以前から見慣れているあの大礼服姿

だった︒

申し遅れたが︑この︑朝顔の葉を目

生はいつも上機嫌だったことだろう︒

ぽしい書籍の間にはさぷ込むのは︑西

どうしても信じられないままに︑そ
って︑ただ私は﹁不思議だ︑不思議だ﹂

んな冗談とも本気ともつかぬことを言

は︑特にお宅に居られるときなどは︑

ほとんど和服でくつろいで︑何時も大

どものイメージであるが︑実際の先生

顔の苗を植えて丹精するのは園芸好き

らかに温容をたたえておられたようで

村家独得の虫害防止法で︑毎としこの

昔の南葛飾郡寺島村︵現在の墨田区東

の母堂の愉しい役目となっていた︒本

ある︒そして日常︑家族との団らんの

新らしい葉を用意するため︑いつも朝

向島町︶にあった西村邸では︑夏にな

を何よりも大事にする西村先生の心根

を繰りかえすばかりだった︒

ると︑土用の数日をかけて先生の蔵書

をよくよく呑承こんでいるだけに︑こ

︑︑

の曝書をするのが習わしだった︒何せ

き︑しまいには口癖のように

席でも︑必らず道徳の話題に持って行

ばくしよ

慾しい書籍の山︒これには家族が総動

の一枚一枚をはさゑ込む手数のかかる
員された︒
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風の改革に乗り出したばかりだったし︑

華族女学校長に就任して校内積年の弊

から言えば︑明治二十二年という年は

仮令それが卿か難点疑問があったとし

な家庭の団らんでの母堂の意見には︑

漢・西村茂樹先生ではあったが︑平和

信を一歩もまげずに鋭く対処した熱血

ちはだかり︑国のためには自からの所

︑︑

〃孝は百行のもと〃とか︑比較的若

また大隈内閣の国辱的条約改正案に反

ても︑目を細めて静かに聴き︑ゆっく

﹁道徳はまず実践弟行じゃよ︒﹂

くして寡婦となられた母堂への日頃の

対して国家百年の計のため谷干城中将

りと領くのが常だった︒

が︑この年に墨田川のほとり春は花咲

刀自は非常な読書家だった︒特に︑古

ところで︑賢母と噂された母堂の楽

はばからずに大きな声を出して泣いた︒

れた時︑西村先生︵時に六十八歳︶は誰

でついに母堂︵享年八十六歳︶が逝去さ

明治二十八年三月︑この向島の新邸

と話を締め括るのが常だった︒

明治二十二年というと︑先生にとっ

先生の孝養は大へんなものだった︒

て︑仲々に大変な時だったのである︒

らと語らい猛反対の動きを起したりし

くと歌われた静かな向島の地を卜し別

評を西村先生に話したり︑先生の意見

今の英雄の伝記類を読んでは︑その批

︑︑

て内外ともに多事多端な時だった筈だ

ためだった︒

邸を新築したのも︑専ら母堂の静養の

された時の如くで︑その至情に側近の

それは︑恰かも赤子が慈母から引き離

た先生の実弟西村勝三氏から母堂の大

ゑにして居られた︒さらには︑現在の

型の引伸写真を贈られたが︑それを見

を引き出したりすることを無上の楽し

るに忍びないと言って戸棚の奥深く片

先生ご自身は東京・築地の旧宅から

上なくうれしいようだった︒思えば︑

先生にはこうした母堂の積極さがこの

付けさせて︑終に再び出して見ること

この向島まで︑交通の便の悪いのもい

﹃日本道徳論﹄出版の際の横槍といい︑

者たちも皆々涙をさそわれたという︒

たが︑十五年も経つと人口がどんどん

明治七年当時から住承なれた土地だっ

華族女学校改革の荒療治の際の反対派

当時︑わが国の実業界に名を成してい

調密になり︑空気もにごり︑近くには

も︑それから七年後に偉大な足跡を残

がなかったと言われる︒西村先生自身

話題にのせられたようだったが︑西村

待合などさえ店を開くようになり︑こ

支援の陰謀といい︑平等条約改悪案に

政界の時事評論なども結講二人の間の

のような環境では到底母堂養老の地に

して莞去された︒死因は今でいうと胃

った︒東京・築地は西村家にとっては

あらずとの先生の孝心から一図に向島

治三傑なきあとの大権力者・伊藤博文

対する反対運動の際の弾圧といい︑明

癌だった︒︵Ⅲ頁下段につづく︶

とわず毎士曜日にきまって母堂を見舞

別邸の新築に踏承切ったものだった︒

の陰に陽の露骨な圧力に敢然として立

前にもふれたように先生の仕事のうえ
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︹随想︺

国際化の中の武士道精神

土田国保
表現の仕方は種々あると思われるが︑

作られた︑〃防大学生綱領″というも

のがあるが︑その三本柱となっている

〃廉恥・真勇・礼節″は︑まさしく︑

のを表現していると言ってよい︒

〃真の紳士︑真の武人″の属性そのも

新渡戸博士の武士道

て重しとする気概︒礼義作法の正しさ︒

日清戦役の後である︒世界の眼は︑こ

滞米中のことであった︒時あたかも︑

士道″を書いたのは︑明治三十二年の

さて︑新渡戸稲造博士が︑英文〃武

名誉を重んじ︑卑怯な振る舞いの排除︒

廉恥・真勇・礼節

防衛大学校着任以来︑私は機会ある

品行の正しさ︒虚栄心を去り︑慎象深

一通り数えあげれば︑先ず自らを以っ

ごとに︑学生諸君に対して︑〃真の紳

人間であるかの関心の対象となり︑日

の東洋の一後進小国に注がれはじめ︑

本人士自らも︑己が立脚すべき︑歴史

在外の日本人は︑日本人とはいかなる

それに加えて︑防大生の場合︑防衛

るのであろう︒

の戦士として︑未来の指揮官としての

い行動等が︑紳士像として画かれてい

士にして真の武人たれ″と要望してき
た︒

実践はもとより決して容易なものでは

を迫られる心境となっていたのではな

的︑文化的伝統について︑改めて自省

口では簡単に言えるけれども︑その

ない︒既に三十余年に及ぶ防大の歴史

人″として︑己れを練磨してゆく責任

新渡戸博士の〃武士道″は︑遠く鎌

資質を磨いてゆくためには︑〃真の武
のあることは当然である︒それがため

倉時代の坂東武者︑江戸時代の儒者達

を省ゑても︑それは右の目標をいかに

には︑紳士の徳目と重複︑補完する面

シップによって形成せられて来たとい

英国社会の伝統は︑ジェントルマン

項目が挙げられて然るべきであろう︒

人的な教養そして気力・体力などの各

つも︑日本人の生き方とは何か︑その

が説き︑実践した士道に源流を求めつ

いかと思われる︒

ゆくかの〃自主自律との格闘の歴史″

も少なくないが︑使命感・責任感・全

日常諸般の生活に反映させ︑実践して
と言ってよいのである︒

われる．紳士ｌジヱントルマンＩ

既に︑防大には︑先輩達の手によって

人生哲学の基準となるべきものは何か︑

とはどのような人物を指すのか︑その
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欧米人の前に披雁したものと言ってよ

く拡大した形の〃武士道″を︑改めて

という命題に対する回答として︑大き
ると言っても過言ではないと思う︒

それが将来の我が国運の盛衰につなが

量を問われるのはこれからであるし︑

道精神の核心を︑主体的に捉えるなら

しかし︑日本の伝統文化の中での武士

に過ぎないとか批判される向もあろう︒

次元の問題ではない︒元来︑国際人と

これを解決するのは︑語学力などの

のであると思う︒

いと思う︒その証拠には︑原著のタイ

新渡戸博士の説く︑義・勇・仁・誠・

ば︑それは人間性の真実に立脚したも

トルは〃目ぎぎ巳呉曽宮口″であり︑

のである︒夫々の国の歴史・伝統・文

いうのは︑先ず代表的なその国の人な

とく︑それは︑人間愛であり︑慎承で

名誉・忠義・克己等の各章の論述のご

●●●●●

その日本版ｌ武士道Ｉは︑その後︑

化をしっかりと踏まえ︑その国土で培

において公刊されているのである︒

年を経た明治三十八年に至って︑国内

の持主であるべきなのである︒日本人

秘めているものである︒そして一方︑

良識に共通する行動規範をその底辺に

する︑古今東西にわたる武人の真情と

であり︑献身と勇気と礼節を第一義と

として︑逼しく国際場裡に縦横に活躍

それらは日本の地理的環境と風土︑即

あり︑もののあわれを知る心そのもの

歴史はめぐり来って戦後四十年︒幸

しうる人間的資質は︑日本人としての

われたものの考え方︑感じ方を︑その

いにして世界の経済大国となった日本

源流に立ち帰っての︑新たな開眼を必

身心から発散し得る︑確乎とした個性

は︑今度は︑明治中期に比して︑更に

真の国際人とは

極めて大きなスケールで︑国民各層︑

ち四面海にして単一民族︑気候は温暖

て来た︑我が国民性の長所の総括と申

憲の惨事を経ることなきまま育くまれ

にして和︑四季の変化に富永︑外敵侵

要とするのではなかろうか︒

この意味において︑私は︑防大生に

武士道精神の核心

各分野・各領域にわたって︑国際化の
波に洗われる時代を迎えている︒新渡
戸博士の時代と違って︑少数のインテ

して然るべき︑モラルとピヘーピァを

リ指導層の承でなく︑今や我が国民各

とするならば︑或る意味では純粋培

歴史的源流・原点に

指すものであろう︒

武士道などと申せば︑日本的部落社

対して︑改めて本当の意味の自由主義

会の〃塊の文化″の一態様であるとか︑

層が︑内にあっても︑外にあっても︑

問いかけなければならない︑新たな試

封建社会の上部構造における意識形態

精神を提唱するのである︒

練期に逢着したのではないであろうか︒

日本人とは何かを問われ︑また自らに

我灸が︑真の国際人としての真価・力
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迎える日本人のより処は︑結局その歴

ブ人にはなれないのである︒国際化を

所詮︑例えて言えば︑ユダヤ人やアラ

然かもしれない︒しかし︑日本人は︑

るであろうかという疑問が起るのは当

つつ︑優れた内容的発展を遂げてゆけ

流の中で通用し︑且つ抗堪性を維持し

の長所として︑これからの国際化の激

渦巻の中で︑次第に消え失せていった

精神″が︑大正・昭和の内外の激しい

の中には︑新渡戸博士の所謂〃武士道

人の穀誉褒賑は別として︑これら指摘

ついて以上のごとく述べている︒彼個

隆吉少将の著作の中で︑日本の敗戦に

京裁判に出廷した元陸軍兵務局長田中

念右翼の践虐︑科学の欠乏：⁝・〃・東

官僚の軍属化︑悪質実業家の横行︑観

支那事変解決の遅延︑陸海軍の確執︑

脳部の軍閥化︑軍隊の腐敗︑三国同盟︑

の盛衰を決すると申しては過言であろ

いかに今後生かすべきかが︑我が国運

言えよう︒この厳粛極まりなき教訓を︑

は必至であり︑そして必敗であったと

こうした意味においては︑太平洋戦争

は︑その病理現象の一つでもあった︒

後︑アジア民族に対して示した優越感

占めた日本が︑アジアの雄邦となった

ない︒日清・日露の役に兎も角勝利を

の前に︑限界に達していたのかも知れ

が︑急激に襲いかかって来た外国文化

養されたこの精神が︑果たして日本人

史的源流・原点に帰えってゆく以外に︑

ｌ少なくとも指導層の中ではｌｌそ

明治時代︑少なくとも日露戦役まで

求められるであろうか︒

の消息に思いを駈せざるを得ないもの

鎮に励むと共に︑日本武人としての資

は重ねて言いたい︒防大は︑学問の研

以上のごとき背景と展望の下に︑私

うか︒

の我が国の軍幹部は︑概ね所謂〃武士

がある︒

真の紳士にして真の武人たれ

道精神″の実践者であり︑そしてまた︑

不幸にして︑新渡戸博士によって唱導

意外に自由主義者でもあった︒それが

︵本会理事防衛大学学長︶

して真の武人たれ″とは︑かくして︑

省承れば︑明治維新は︑一応成功し

ならないのである︑と︒

防大生の生涯をかけての実践目標に外

質を磨く場なのである︒〃真の紳士に

化し︑自由主義精神はその真の精神を

されたところの武士道は︑その後形骸

の西欧文化の受け入れ方に誤を犯した
と申しては過言であろうか︒そしてそ

たとはいいながら︑日本民族はその後

国の軍幹部の精神構造の変化は︑逐に

れは︑日本人の歴史的・風土的・民族

喪失し︑大正から昭和にかけての我が
過ぐる大戦を迎え︑そして敗れ去った

的体質にひそむ弱点が露呈し︑民族共
同体の知力や道義心︑体力そして気力

のである︒

〃重臣の無能︑政治家の堕落︑軍首
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こんなことでいいのかしら

﹁ああソレ︑ほとんど女子学生じゃ

ない？そんな風にして楽しんでるヒ

﹁えっ︑男の人と同泊してるのよ・

ト︑いくらもいるわよ﹂

びれている︒同伴の若い女性の方もそ

とか︑女だけのグループでの旅行とか︑

入江徳郎
うで︑新婚の妻のようでもなし︑勤め

の女性のようでもなく︑また逆に︑そ

なく︑さりとてバーやキャバレー関係

たしはそんなことしていないから表彰

﹁シラナイ︒多分︑大学の夏季ゼミ

子育てもほぼ終った中年の仲良し主

女性のようにも見えず︑学生らしくも

親は知ってるの？許してるの？﹂

い折柄だから温泉専門のところよりは

婦三人が二泊三日の小旅行をした︒暑

そういうことになってるのかもね︒わ

白馬にきめた︒

涼しい土地をと︑相談の末︑長野県の

﹁：：：﹂

もんでしよ﹂

ルを思い出した︒﹁男のヒトを好きに

れらの要素を少しづつ持っているよう

なったり︑おいしいものを食べたり︑

帰京したこの主婦たちは異口同音に

この主婦はそのとぎ︑ふとテレビで

共通しているのは︑どのアベックも

イロイロあったけど︑いまはなんにも

夏の白馬での驚きを語った︒それは豪

クルマの運転が達者でドライブを楽し

要らない︒白い風を切って走る︑そん

よく見るどこかのクルマのコマーシャ

ホテルやしゃれたペンション︑民宿が

んでいることと︑他人に対する親切気

でもあって︑要するに︑男女ともにど

二︑三百はあるという白馬での若い男

が乏しく︑マナーもあまりよくない点

なワタシが好き⁝⁝﹂こういった文句

ういう種族かよくわからない︒

女の多さである︒

で︑﹁なんだか可愛いげのない女の子

快な大自然の景観についてではない︒

いの感じで︑まわりは皆同伴ばかり︑

アベックでないのはわたしたちくら
なんだか気がひけるようだったと語る︒

である娘に様子を話して聞いてぷた︒

に思ったこの主婦のひとりは女子大生

の生れで︑育ちざかりに空腹のつらさ．

婦は詠嘆気味にいう︒昭和十四年ごろ

いうけど︑本当にあるゑたい﹂この主

﹁世の中変ったわね︒新人類なんて

である︒ははあ⁝⁝︒

すると娘は即座に答えた︒

いったいどんな人たちだろう︑疑問

が多かった﹂そうだ︒

そのアベックの若い男女だが︑見たと
ころ︑どうも夫婦ではないという︒

男の方も若く︑会社勤めではなさそ
うだ︒しかし学生にしてはどこかくた
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を味わい︑貧しかった世の中も知って

日射病にしたとか︑疲れて勉強の能率

ない︒こどもに草とりなどをやらせて

チガイに対して学校側も異議をはさま

ちはわざわざ作り出しているように見

まわりへの顧慮に欠ける新人類を親た

るのではないか︒精神的にもろい子や︑

困る︒余計なことをいわずに︑なさる

が落ちたとか︑苦情を持ちこまれては

いまの︑一応豊かにはなり︑そして
ケジメ︑節度のなくなった社会には︑

﹁こんなことでいいのかしら﹂は︑

える︒

いる︒

﹁こんなことでいいのかしら﹂とつぶ

このコトバを自分に向けると︑マンネ

発する方が効能があろう︒わたしなど︑

リズム︑生活のだらしなさに樗然とす

他に向けるよりも︑まず自分に向けて

万事こんな風の過保護の中で成長す

ようにしておいた方が⁝⁝といった態

しら﹂といえば︑この婦人がたにも問

る子は︑まわりへの依存心が強く︑自

必要を痛く感じる次第である︒

る︒﹁これではいかん﹂と姿勢制御の

ところで︑﹁こんなことでいいのか

やく気持が失せない︒

題点はあった︒さっき対話をした女子

分中心で人の痛承がわからない︒いぢ

度だ︒

の新学期を前に︑このお母さんたちは

大生の娘が中学生のころ︑夏休承明け

めがひろがったり︑あたたかさのない

︵本会評議員評論家︶

中で絶望的になって自殺がふえたりす

ったも の だ ︒ そ の 伝 統 ？ は い ま も 続

だが︑こどもに甘すぎるこのＰＴＡで

はや十年︑今年は百十周年記念を迎え

念式典が挙行された時︑参列してから

昭和五十一年の弘道会創立百周年記

西村会祖が道義の高揚を社会に求め

出した︵会祖西村先生は謡曲を好まれた由︶︒

私は謡曲﹁高砂﹂を謡ったことを思い

れて止ることなし︒式後の祝宴の席で

井師匠の話ぶり︑師また亡し︒時は流

武藤コマ

は母親たちがその役を買って出る︒お

ることになった︒当時の写真を見ると

雑感一︑二

学校の教室のまわりの草とりを毎年や
いている︒

じぶんたちが学ぶ校舎の草とりや掃
除は︑当然︑生徒がやるべきことで︑

子サマはそんな疲れることはしなくも

会長野口先生の式辞の声が聞こえるよ

やらせるのは教育のうちと思われるの

なさい︑よい高校に入るんですよ︑こ

よいから︑そのかわり少しでも勉強し

うな気がする︒が今や亡し︒講談の宝

られたことは高く敬仰し永く続け︑益
れが母親たちの﹁心意気﹂だ︒このマ
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天地者万物之父母︒人者万物之長︒

々その増強が求められることと思う︒

とも言えばよし︑吾に動じない心棒あ

とは勝手なもので言論の自由とか︒何

国神社に合祁された︒世の人の言うこ

今︵私もその一人にて候︶︒

等の権力欲の下に屈している日本の現

わが物視している横暴さ︒果しない彼

天地が万物の父母は分るが︑人間が
ると思う︒

必要を示されたのが会祖西村先生であ

り︑千万人といえども吾往かん︑その

得している︒これが人間の社会であり︑

いるのが国際社会かと納得ならざる納

かくの如くして平和調和を持続して

とか︒

︵若い時は信じきっていたが︶︒人間様の

万物の長であることには疑問がある

らないように︒荷が育って大きくなる

会の平和は続けられ︑気を許せば壊れ

間の努力であり︑努力によっての承社

社会をつくるのが現在に生きている人

コンピューターの発達︑美術芸術の

迄は十重二十重に丈夫な皮で包んでい

の必要を示された会祖西村先生は道義

やすいのが人の社会である︒その努力

福祉社会・平和社会である︒よりよい

発展⁝⁝挙げれば人間が万物の長たる

る愛情︒魚類が海中で何万かが衝突な

植物の世界にも愛情あり秩序あり︒

の実蹟︑燦然としている只今今日︑地

し事故なしにスイスイたる有様︒ドラ

はいつで終るものでは決してなく︑ど

高揚なる言葉である︒そしてこのこと

交互に出ている枝振り︑他の迷惑にな

球上に人間の上に能力の長たる存在が

イバーとやら赤面しないでもいいです

人は万物の長であるか？

手前味噌との感なき能はず︒はたして

あるであろうか？ない︒でもね︒納

よ︒ドライバーの歴史が浅いですから︒

返されている︒殺人を目的としたもの

核が使用された︒今尚その実践はくり

反面広島・長崎にはアメリカによって

現在の米・ソの権力欲による﹁地球破

同時に人欲また果なし︒物欲︑権力欲︒

と困ったことになる︒人智は果なしと

恵・能力を持つ人間様も︑欲望となる

は安心出来ないですよね︒果のない知

幼稚でしょうから︒自分だけの技術で

弱い老人が掛けようとしたが前の三人

間はゆるゆる荷物も少々︒そこに足の

長椅子︵五六人掛︶に三人かけている︒

人間の一風景を最後に︒或待合室︒

なたの手によって挙げられるか︒

ら二百年へと︑二百周年記念式典はど

こまでも続くものである︒百十周年か

とえはたえ

得がゆかぬ世界もある︒

が国家の手によって平然と使用されて

壊﹂は許せない︒これで万物の長と言

世は太平なりという︒平和ともいう︒

いる︒殺した国が勝った︒殺された国

がゆっくり席を占めているので掛けら
大気汚染︑人畜傷害︑殺毅︑地球を

○Ｏ

が負けた︒裁判は殺した国が殺された

えるか？．

れない︒三人は荷物大事と席を拡大し

国を戦争叛賊と断じて幾人かを又刑罪
に処した︒刑人は戦争犠牲者として靖
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たから益を席はせまくなって足弱人は
そのまま︒勢力をより広くより強くと
虎視耽をたる列強の国灸とその心底は

可道徳﹂と﹁法律﹂

て︑Ａ裁判官によっての結論がＡであ

事件を条文に照して罰する時に当っ

道義高揚は大きなことも︑右のよう

同一・

り︑Ｂ裁判官の判断が配になる事は当

ております︒但し︑誤審はあってはな

打て﹂と云うキリストの至言も存在し

︑︑

ともあり︑更には﹁罪なき者この者を

︑︑︑︑︑︑︑︑

ありましょう︒﹁情状酌量﹂というこ

然起きることであり︑己むを得ぬ処で

︵福島県長老会員︶

な小さな事も︒

岩崎晶
００００００

にに

らぬ処です︒

﹁罪を憎くんで人を憎くまず﹂と云

昭和三年の春︑私が東大の法学部に

法も亦法なり﹂との浬諺もある位にて︑

ではないかと思います︒裁判官も﹁人

う境地に達する迄には︑並大抵のこと

︑︑︑

しめしがつかないのであると判断︑納

らん哉とは思いしも﹁法は法なり﹂﹁悪
０００Ｏ○○

入学した当初のこと︑民法講義で時の

得したる次第である︒

﹁親孝行をしろ﹂と云う法律の条文の

○００００Ｏ

権威者たる末弘厳太郎博士の第一声は

０Ｏ

︑︑︑︑

ぞうげ

はや

の子﹂であり︑その審判に当りては︑

惟うに︑﹁道徳﹂と﹁法律﹂とを比す

００

制定は出来ないのであると教示されま

さぞかしつらいことも多々あることで

せきか

ル﹄︑

か

るに﹁道徳﹂の方が遥かに﹁法律﹂よ

ありましょう︒一時期︑﹁裁判官の化

︑︑︑︑︑︑︑︑

した︒即ち︑﹁法律は万能に非ず﹂と

りも網の大きさが巨大である様である︒

石化﹂と謂う社会用語が流行ったので

話は飛んで恐緒ですが︑末弘博士は

とあ醜

︑︑︑

のお託宣︑未だに私の良く記憶する処

善えとして余り適切ではないかも知れ

あるが︑学者に対しての﹁象牙の塔﹂

一︲開講の辞﹂に於て．厘事件﹂なるこ

いちりんじけん

又︑刑法学者の牧野英一博士はその

いま

でございます︒

のものがあるのである︒

ないが︑投網とトロール網との差以上

という言葉と共に︑高所に止まりて融
︑︑︑︑︑︑・
通が利かないと云うことかと解釈され
と

とを吾等に諒灸として説かれて臼く︑

︑

ます︒

余談として日く﹁法律を勉強するのに

只︑﹁道徳﹂には何等の容赦なしと

０Ｏ○Ｏ

適している学生は代数より幾何が得意

い﹂のである︒社会生活を刻剖川刻に

いう面あり︑﹁いけないことはいけな

︑︑︑︑︑

煙草の葉一枚をくすねたる栽培者が厳

の型の者に多い様である﹂と︒肯ける

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

重に処罰せられたという事を述べられ

気がいたします︒

︑︑

たのであります︒吾等新入生共はたか
︑

が葉煙草一枚位は盗んでも無罪で可な
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︑︑︑

おのずか

︑

やって行く上からには︑自ら﹁慣習法﹂

なるものが出来て﹁成文法﹂よりもむ
︑︑︑︑︑︑

しるきびしいものがある筈である︒例

つふぴと︑︑︑

但し︑罪人を刑務所に収容するとい

う判定は︑文明社会に於ては一般人に

無しのお手上げである︒

要するに︑結論として﹁法律の網の

てのひら

︑︑︑︑○○○○○○○
め
目からこぼれた反社会的な行為﹂も﹁道

まぬがれ得ぬと云うことでありましょ

徳の﹂手︵観音様の掌の中︶からは︑

は出来ないということであります︒

アメリカの﹁西部劇映画﹂を見てい

西村会祖が﹁道義﹂について警鐘を

員ノ︒

︑︑︑︑

ますと︑連邦裁判官の絶対数が極めて

むらはち

としてはこれを小地域に於ける﹁村八

勘く︑為にリンチ︵判事不在のままの

︑︑︑︑︑︑

分﹂に見るのである︒村民に規約違反

群衆による合議の吊し首︶が罷り通っ

ぶ

などの行為があった時︑申し合せによ

︑︑︑

り村全体がその家との交際や取引を断

乱打されたる当時に比して︑現代の日

甚だ以て遺憾千万なる事態であります︒

○０

ていた時代が一時期あった模様である︒

ありましょうや︒大いに疑問であり︑

本の実状は果して良くなっているので

︑︑

︑︑︑︑そく︑

舷に︑日本弘道会百拾周年を迎える

︑︑︑

更にひどい場合には二丁拳銃を手にし

つ私罰制裁の慣習がこれである︒

日本に於ては﹁陪審制度﹂が試みら

かりに格好よくババン・バン・バンと

たるならず者が﹁俺が即法律だ﹂とぱ

に当りまして︑まことに日全二省の要

︑︑︑

劇ではなくて正に実際にあったアメリ

乱射・乱撃していたのである︒これは

︑︑

ったのは︑国民が裁判官に寄せる信頼

れたが︑欧米諸国の様には発展しなか
︑︑

度が高いせいでもありましょう︒

ありと感ずる昨今の心境でございます︒

いつｓも

カの迷妄時代のお話ですが︑これでは

００

人は空気の存在︵肺に依って呼吸を

﹁道徳の精神﹂も﹁法秩序﹂も全くの型

ければ︑﹁病気﹂になる事は︑火を看

され︑日本弘道会を創設して早や百十

西村会祖が道徳振興の重要性を痛感

っては悲しむべきことかもしれない︒

す高まっている︒それは考えようによ

くはないが︑この会の必要性はますま

斉藤喜門

ｌ会祖にこたえるいささかの心掛けＩ

︵特別会員︶

していると云う自覚︶を平常は意識し

め︑︑︑○Ｏ

︑︑

自他ともに小悪を許さず

ていないのであるが︑正に﹁道徳﹂と
は目に見えぬ空気の如くにして︑それ
が皆無の社会になった状態に於て窒息︑

直ちに壊滅してしまいます︒私見にょ
よご

れば﹁空気﹂が汚れてくれば︑人は息
苦しくなり︑汚れたる空気を吸いつ輿

るよりも明かであり︑﹁道徳の理﹂も

年︒会員数は往時に比して必ずしも多

︑︑︑

亦同様であります︒
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いと思うと︑この会が健在でますます

思うが︑まず永久にそんな時代は来ま

要な道義高揚の時代が来ないものかと

嘆かわしく感ずる︒早くこの会の不必

その例に漏れないのかと思うと悲しく

歴史の証明するところで︑今の日本も

Ｐが増えて道義の荒廃を来たすことは

を願っていたのではなかろうか︒ＧＮ

て︑このような会が不必要になること

おそらく会祖としては︑道義が高揚し

ソリンスタンドに車を寄せ︑調べても

新車なのにと不思議に思いながら︑ガ

漏れている︒まだ半年も経っていない

で昼食をとり︑車にもどると下に水が

う︒真夏日の暑い日︑サービスエリア

許証取得半年ぐらいの時であったと思

が︑まだ初心者マークのとれない︑免

感を味わいながら走っている︒ところ

車道にもなれて︑東北自動車道を︑快

を手にした︒そしてどうやら高速自動

かと尋ねたらあるという︒

高級オイルの品名を示してこれがある

にやノｒ︑している︒いつも入れている

えることにした︒隣りにいる若い人が

んだからと︑その進めに従って取り換

ない︒そんなに汚れたか︑高速を走る

えてまだ二か月で二千キロも走ってい

た方がいいですよ﹂とのこと︒取り換

オイルも用意しているから︑取り換え

に︑さらに言葉をついで﹁この車用の

には何をなすべきだろうか︒ささやか

道義高揚に︑庶民として一役を荷う

と︑礼の意味で︑まだ十分にあるタン

ではついでだからガソリンを補給して

用から生じた水で問題はないとのこと︒

らった︒すると即座に︑これは冷一房使

級で︑五千から一万キロはもちます︒

いないことをしたね︒あのオイルは高

ルのこと聞いてゑた︒すると﹁もった

店に半年点検に出した︒ついでにオイ

走り終えて︑かかりつけのサービス

発展することを祈って止まない︒

なこととして消極的ではあるが︑自他

クに入れることを頼んだ︒

それに︑これは本社専用で︑他のガソ

ともに小悪小暴力を許さないことを誓

すると先方もまたサービス気を出し

たことを知った︒だまされた私は無知

いたい︒私たちの周りにはいかにこれ

だった︒無知ゆえにだまされたのだ︒

のこと︒ここで私はまんまとだまされ
者にはありがたいと思った︒ところが︑

自分の無知を嘆いたが︑初心者マーク

リンスタンドなどにはありません﹂と

四十がらゑの経験豊富そうでいかにも

を付けている無知につけこんで︑まん

ンオイル等の点検をしてくれた︒初心

最近私はこんなことを体験した︒

信頼のおけそうな顔付の者が三ンジ

まと数千円をせしめこんだ者は詐欺を

てか︑ボンネットを開けさせ︑エンジ

私は高齢者運転免許の世相に便乗し

ンオイルが相当汚れている︒取り換え

いて末恐ろしさを感ずる︒

たわけではないが︑定年後の生活の必

た方がいいですよ﹂半信半疑の顔の私

が多いか︒子ども世界にもはびこって

要から︑人並以上の苦労をなめて免許
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感じた︒しかしどこへも訴えようがな

〃よくある例だ″になお私は憤りを

いか﹂と慰めてくれた︒

ある例だ︒授業料と思えばいいではな

周りの友だちにこれを話すと﹁よく

ち庶民はまず小悪をしないことから始

は消極的修養法である︒しかし︑私た

だ︒これに比べ︑悪いことをするなと

われる︒これはいいことをする積極法

どということが修養法の一つとして言

か︑一日一善とか︑小さな親切運動な

少しでもいいことをする人になると

思っている︒

のような類のだましを未然に防ごうと

初心者に会ったらこの体験を話し︑こ

ルのことは今さらどうしようもないが︑

実行に心がけたい︒私のエンジンオイ

けが最もささやかな道義高揚法として

自他ともに小悪を許さない︑この心が

他人の小悪も許さない正義感がほしい︒

したことになる︒

い︒氏名を知っているわけではない︒

めたらどうか︒これさえ出来ない世の

︵特別会員日本体育大教授︶

後から詰問し得たにしても︑確かに汚

中になったらもう末世だ︒もう一つ︑

なる︒そういうことで︑〃よくやる例″

式典号発行誠に御目出度うございます︒

この度は︑日本弘道会百十周年記念

でも人の道徳人情の薄れつ上ある事が

ました︒時代は移り︑新聞・テレビ等

を巣立たせて︑ふと自分の余生を考え

日々是好日

れていましたといわれれば水掛け論に

人をだましたことだろう︒

親切めかして人をだますことがいかに

私は田舎の町に住む七十三歳︑長男

言われていますが︑教育御勅語を学ん

いると自覚しつつ行動しているときの

り越して大悪になっている︒だまして

の子供は︑医は仁術なりをモットゥに

した︒長男は家業を継がせ︑他の三人

家業の傍ら四人の子供を育てあげま

ても正しき道理は一筋と思われます︒

ねばと思いますが︑何時の時代になっ

なりました︒時代に添って頭を切替え

老若別居︑老人ホームは満員の時代と
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なんだと思った︒この手でこれまで幾

多いことか︒豊田商事を初め︑訪問販

だ私の年代には誠に歎かわしい事です︒

鈴木とよ

売などで︑老人や婦人をだまし︑かけ

夫婦男孫四人とくらして細やかに洋品

世の中には︑人の無知につけこぷ︑

がえのない老後の生活資金をごっそり

業を営んでおります︒

本人の気持ちはどんなものだろうか︒

育て︑医学の道に進ませました︒子供

なげ

奪い取っていく︒これなどは小悪を通

それで平気でいられるものだろうか︒

1‑一一一一一一一一一一一一一一一一一一

私は健康第一に︑常に感謝の心を忘
れず︑他人や家族に迷惑をかけず︑自
分で出来る事はなるべく自分でする事︒

何事も自分で識別して行動するやうに
気をつけてます︒豊富な物に囲まれて

時マスコミの各社は色為な型の人物に

閣には多数の参拝者が蛸集する︒この

毎年︑年頭になると全国有名神社仏

その時南無釈迦牟尼仏以下当寺開山某

色灸のお経を唱えた後必ず回向をする︒

ある︒毎朝僧が朝の勤行を執行する︒

高校時代一時お寺に下宿したことが

祷りと師の教

そして孤独にならないやうにする事等

マイクを差し出して﹁どんなことをお

野口元

を︑常に心がけております︒それには

祈りしましたか﹂など所感を求める風

生活する中で︑常に戦時を忘れぬ事︑

ち︑多くの人々と出会い︑接し︑友と

私自身︑俳句と書道︑読書を趣味に持

しております︒﹁日々是好日﹂私はこ

﹁今年も無事平穏でありますように﹂

その際の返事は︑いつも同じように

った︑或時そっとお経を緒いたら徳川

出て来るが何のことか意味が判らなか

の時﹁トクセンヶ﹂といふ一句が必ず

し聖寿万歳︑国士安穏を祈願する︒こ

某大和尚に至るまで三界万霊等に回向

の気持を大切に余生をおくりたいと思

とか﹁今年こそは良縁に恵まれますよ

家のことであった︒

景が見られる︒

います︒弘道誌は最適の指導書です︒

うに﹂とかの答が返って来る︒大低商

し︑師として学び︑楽しく毎日を生活

毎号有難く拝読致しております︒弘道

売繁昌︑家内安全が主流である︒

て天地の神祇にお祷りするのに区々た

の申されたことに﹁神社仏閣に参詣し

私が中学生の頃この事に就いて先生

ある︒現在も依然としてこの願文を唱

代までも只管永代供養していたことで

栄を祈願し続け明治︑大正︑昭和の御

あったが当時の幕府に対してもその繁

そのお寺は外様大名に属するもので

誌の益灸の御発展と諸先生方の御健康

る一身上の利害︑禍福をお願ひすると

をお祈り致します︒

徳を積ゑし会祖の温顔さわやかし

はもっての外である︑須からく聖寿万

かじ

豊の秋弘道心の糧となす
弘道に学ぶ文机初紅葉
色彩ゆる登り咲き嗣ぐ立葵

い事であると感心したことがある︒

中学の先生のお話も﹁祷り﹂の本質

えているかどうかは知らないが︑床し
きである﹂と戒められたことがある︒

歳︑国土安穏︑五穀豊鏡をお祈りすべ

︵俳号鈴木とよ女︶
︵東部支会長老︶
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する毎に思ひ出される一事である︒

の付くことがある︒神社︑仏閣に参詣

を持ってくれることに対して限り無い

かる人士も世に在り︑その綱領に関心

無しと誌し一応の答えとしたのである

しる

の誌した毎号の弘道誌を読むに如くは

らが世に処し︑世の多くの先人︑先師

信として︑綱領の精神を体得して︑自

喜びを感じている︒私は早速これが返

から考へて斯くあるべしと思ふのであ
︵東京都会員医師︶

るが︑現代の教師諸君にはこの様な精
神ありや否や︒人は言われて初めて気

綱領に関する友の便り

上山定治
とは︑現今ほど上下共に人をだます

に︑乙号の具体的な事業はその間に︑

が︑何れの日にか相見え︑語り会う折
六十余年の昔︑郷里飯田の旧制中学

慮している次第である︒

如何に答えんものかと︑その説明に苦

が立っていない感あり︑社会は人を

彼はかつて︑会報八九七号のわが恩

につく政界然りであり︑誠意︑道理

章の﹁人︑その友のために死す︑これ

だまして老人の金など巻き上げ︑内

師を語るの特集号に載せていただいた︑

言葉での象実行しないことは一番目

より大なる愛はなし﹂の言句にもふさ

外で人を殺して平然たる風が世を覆

拙稿﹁恩師の末期の水﹂の恩師砂川精

︵聖書の﹁ヨハネによる福音書﹂第十五

はしい間柄の友︶から︑次のような来

っているからです︒夫々が一隅を照
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
して行くべき時と思うからです︒ｌ

校で五ヶ年間の若き日を共にした親友

信があった︒彼は︑その後︑長野県の

後略Ｉ︵原文のまま︒傍点は筆者︶

作り多くの級友に配布して︑恩師との

教えを受けており︑あの稿のコピィを

︑︑︑︑︑︑︑

師範学校で更に学び︑先頃迄︑永く地

という文面であって︑特に弘道会の名

と縁由がある故にか︑堀田正久氏著の

た︒又郷里が信州飯田藩︵現飯田市︶

﹁堀田家三代記﹂を早くに読了した旨

交遊の日の憶い出を新らたにしてくれ

に対し適切な回答をいたすべき責任を

心の程には一驚し︑敬意を表し︑これ

を知らせてきた︒遅れて私もこの冊子

を掲げられて︑その綱領とする社会道

感じた次第である︒会員で無くてもか

徳について︑本会の事業内容を問う関

一先生から共に難解な数学︑三角法の

方の青少年の学校教育に携わり︑学校
︑︑︑︑︑︑︑︑

長としての責を果されたのであった︒

Ｉ前略 ところで弘道会の綱領甲号
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
は勿論よく︑これは個人的な励承で
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
あるが︑乙号では会として具体的に
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
どんなことをなさっているのか︑折
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

があったらお聞きしたい︒というこ
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家臣として仕えられ︑此処において本

帰藩せられ︑会祖西村茂樹先生がその

章を見出して︑後年堀田家が︑佐倉へ

を緩き︑その中に﹁飯田の正信﹂なる

村先生を育まれた︑堀田家の遺跡を尋

の日︑厚生園を訪れる機会を得て︑西

とは︑悦びに耐えなかった︒そして又

宿望の一端を果し得ることができたこ

在する意義を明示するものであって︑

た︑古田先生をはじめとする各方面の

佐倉への研修旅行の帰途車中で語られ

を普及すべきものと思う︒それはあの

て︑社会活動を行ない︑他にその思想

更に一人でも多くの知友等を会員に誘

名士の︑御感想︑御希望は︑本会の存

致して︑綱領の精神を信奉体得しても

である︒

さて︑今年の︑本会創立百十周年の

らい︑その社会活動に期待すべきでは

ねて︑共にその御事蹟を学びたいもの

に一驚した︒彼は︑その経歴から現在

し︑世に処している身︑一存なかるべ

記念すべき年に際会し︑その遺訓に接

会発祥の源を培はれたことを知るに至

は郷士各界の指導的立場に在り︑その

り︑その堀田家と因縁の浅からぬこと

活動範囲も広く︑その故もあり︑この
に︑佐倉を選び訪れて︑歴史博物館︑

春は︑史学会長として︑会の研修旅行
厚生園を主として見学されたことは︑

ねるように勧めて来た︒本会でもこの

察せられる︒私にも再三︑厚生園を尋

からぬ縁を暖めるの意図もあったかと

に浴し︑又多くの先輩等と交り長幼序

講により︑東洋思想を体得するの恩恵

に起き出で︑その綱領や︑読書等の輪

る自治寮で寄宿生活をして︑朝は未明

社団法人尚志社︵現在廃止︶の経営す

一言した次第である︒

あり︑又有難からずや﹂との感ありて︑

﹁友︑遠方に在りて︑本会綱領に関心

なかろうか︒
からずの感を懐いたのは︑又前記の友
人の期待にも応える所以でもあらうか︒
更にその資金に余裕あらぱ︑又喜捨
も得て青少年の為の育英奨学の費に充
私は︑且って旧制中学校生徒時代に︑ てるならば︑一層本会の使命も果し得
ることができるものと思う︒ここに

春の研修旅行で佐倉を尋ねる機会を作

ある社会生活を共にし︑社会人として

その祖先が︑堀田家の余録を食んだ浅

って下されたので︑これに参加した︒

活動するの教義を身に体し︑今日の自

︵働樫の芽会評議員︶

した次第であったが︑幸にも会祖の御

唯厚生園を訪れる暇無く︑又の日を期

そこで本会灸員も︑あの綱領を体し

る︒

己を形成することができたと思ってい

氏並びに青柳嘉忠氏から︑具さにその

居跡﹁修静居跡﹂を訪れて︑堀田正久
史実等の御説明を受けることができ︑
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西村茂樹先生著書目録
︵著述・編集・読訳︶
道徳主義
国家道徳論

往事録

一冊

二冊

日本道徳論
十冊

記憶録

続国家道徳論

心学講義
一冊

徳学講義
日本弘道会大意

建言稿

家倫大要

女子宝訓

言論叢

一冊

三十五冊

六冊

十一冊

国民訓

万国史略
婦女鑑

泰西史鑑

一冊

東奥紀行

随見随筆

七冊

日記類︵弘化初年より明治三十五年に至る︶

修治学

教育一家言

西人言行短録

自得録

治心録

可吉氏心象学摘訳

兵学典故

百代通覧

道義之学

日耳塁史稿

万国通史

防海要論︵元治元年︶

教育史

偶筆

査爾斯蒲勤氏要順理学

道徳問答

道徳或問

或問十五条

西賢言行録

顕利吟都何倫氏耕農要術

政鉢通論

旅行記
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冊

冊冊冊冊

一

六二三一

冊冊冊冊
冊

冊

冊冊冊冊冊

一

三一二三三

修身教科書之説

四冊

泊翁盾言

西国事物紀原

一冊

二冊

儒門精言

西国道学墓論

経語

西史年表

道徳教育講話

経済要旨

一冊

小学修身訓

読書次第
信用組合相助法

一
一

自識録
続自識録

求諸巳斉講義
日本弘道会創立記事
初学宝訓

冊冊

冊冊

英国心学

名言録

道徳理学

格勤革梨氏道徳学

格物示蒙講説

文明論講義

見聞雑録
心学及道学

チャンバー氏経済学

数限通論
洛日克入門

学之門

性理学

哲学語解

三兵用法

貞丈雑記抄

社会学

哲学語蕊稿

埋爾黒氏道徳学

海防新論

兵法小学

詩集

亜勤山得道徳学

兵学小識

道学大意訳稿

休物爾氏徳学

凡塵

社会学講義

福氏道徳学講義

以馬維泣多万国通史

致知学

歌集

摘録

安斉随筆抄

演知学

雑筆

合衆国史

希穀氏人心学講義

雑言

実在理学

西国学術語林

西国道徳学

道徳学

天文学

少年宝訳稿

理学問答
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△道徳講義八冊八二七

一五六

一八八

二五

一二

一○五

三冊八二七

道徳講義︵巻七・八・九︶

国会図書館蔵

西村茂樹先生稿本類書籍目録

国立国会図書館に所蔵されている西村茂
樹先生の稿本類八十六点は︑昭和十一年六
月十五日・同年九月三日︑十五年十月十日

女子宝訓一冊八二七

明治三十四年刊本の校正本
△儒門精言

の三回に亘って︑伯爵松平直亮氏より旧帝

は次の如くである︒書名の下の数字は︑冊

国図書館に寄贈されたもので︑その略目録

海防新論一冊八二七

三冊八二七

数︑及び図書館の請求番号である︒﹃泊翁

△求諸己斉講義一冊八二七

一二七

一二四

道徳理学一冊八二七

格勤革力道徳学五冊八二七

順序論一冊八二七

二九

一○九

理学問答一冊八二七 一三○
格物示蒙一冊八二七 一三二

社会学講義一冊八二七

一五四

印を附した︒単行本には△を附した︒

叢書﹄︵二冊︶所収のものは書名の上に○

修治学︵第二篇︶一冊八二七

一五五

﹁西国道徳哲学講義稿﹂

樹訳

後者︑米国但以利坤威編︑日本西村茂

一五一

一○三

段斯婁氏道徳学

櫨寧氏道徳学稿本一冊八二七

ヒユーウエル

休物爾氏徳学一冊八二七

一六七

一五八

吟芥氏道徳学︵第二篇︶

一冊八二七

顕利参氏道徳学

埋郊黒氏道徳学一冊八二七

一七三

米国亜知巴耳亜歴山得著︑日本西村茂

道学大意訳稿一冊八二七

樹蔭畝講解

実在理学訳解一冊八二七

一三五

谷蔽氏洛日克一冊八二七 二二
倍因氏洛日克一冊八二七 二四

前者︑英古士都昆多原著︑留斯訳解︑

谷蔽氏洛日克入門

西村茂樹重訳

中左ノモノアリ

表紙一天右二書ヲ記スノミナレド︑巻

道徳学米国吟巴多段斯婁著

一三三

宇宙学前輯米国約翰希斯克著

一冊八二七
福氏道徳講義

演知学米利幹維永孫著

百科新編巻七一洛日克

西国道学墓論一冊八二七 一三四
前者の内題

聖語録

道徳学叙言

英国若永日果汰著︑日本西村茂樹訳

一八一

△心学講義︵巻二︶一冊八二七

一五七

ゼオルジユーム

徳学︵巻九・十︶一冊八二七
○国家 道 徳 論 ︵ 巻 上 ・ 下 ︶

一六○

一八六

二冊八二七

道徳問答一冊八二七

○続国家道徳論
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心学及道学一冊八二七

一冊八二七

一二五

二七

一五二

一三一

一二三

社会学訳稿一冊八二七
アレキサンチルペーソ

亜勤山得便著︑西村茂樹訳

馬氏読本一冊八二七
斯去亜的性理学一冊八二七
学要略﹂

一六六

一四四

英国大閣斯去亜的著︒内題﹁性理及道

扉題﹁可吉氏心象学摘訳﹂

心理学講義一冊八二七

希穀氏人心学訳稿

英国心学一冊八二七
一七二

一七一

一冊八二七

人学訳稿一冊八二七
査永斯蒲勤著

一四五

一二一

一冊八二七

査永斯蒲勤氏要須理学

宇宙哲学一冊八二七
米国褒希斯克著

万国通史一冊八二七

一四九
一四八

米国以馬維泣多著︑日本西村茂樹訳

合衆国史一冊八二七

合衆国約翰安徳孫著︑日本西村茂樹訳

一六三

一六八

和蘭特富府学校教授蒲成弗著︑大日本

数限通論八冊八二七
江戸後学西村鼎重器訳
百代通訳稿︵三・五欠︶
ウエイソネ

七冊八二七

一二二

和蘭奇羅凝俺府学頭衰怒著︑大日本江
戸後学西村鼎重器訳

三兵用法一冊八二七
シニルケソ

荷蘭歩隊申必丹纏爾堅著︑大日本佐倉
藩後学西村鼎訳

一三六
和蘭国蘇利南砲隊蒋玉永実厄永白而都

防海要論三冊八二七

一七八

著︑大日本江戸府後学西村鼎重器訳

兵学典故一冊八二七

威敦墜歩隊甲必丹免白永著︑和蘭王

字書原稿一冊八二七

二六

一七六

二○

府兵校伯羅勿永訳

米利幹賓西佳尼大博士顕利吟都何命

字書原稿二冊八二七

耕農要術二冊八二七 三三
日本北総佐倉処士西村茂樹蔭畝訳

陸軍字蕊一冊八二七

一七五

哲学語棄稿一冊八二七 一八○

哲学語解一冊八二七
一二○
米利堅合衆国以馬維永錬著︑日本北総

イムマウイルラルド

万国通史一冊八二七
西村茂樹訳

一二八

一二六

一○七

一五○

一冊八二七

英響字典一冊八二七

新旧約書地名人名

地名一冊八二七

一冊八二七

文明公御在職中御事迩問合手続

記憶録︵草稿︶一冊八二七

一八四

△往事録四冊八二七 一五三
往事録三冊八二七 一六一

一八三

一四七

一七○

一四三

続自識録︵草稿︶一冊八二七

○自識録稿一冊八二七 一六四
○続自識録一冊八二七 一六五

随見随筆七冊八二七

偶筆三冊八二七

一五九

三冊八二七

言論叢十五冊八二七

○泊翁盾言

古語叢三冊八二七 一六九
雑録十六冊八二七 一七九

表紙﹁日耳塁吏稿﹂

一七七

雑記一冊八二七 一八二

泰西尺度重衡等雑記

一冊八二七

格言録一冊八二七 一二九
名言録一冊八二七 一七四
○建言稿三冊八二七 一四六
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Ｓ亜墨利加使節ノ書翰二付キ意見書

上二閣老福山侯一論二海防一書

外国貿易二付意見書
幕府二外国行ヲ願う書

安斎随筆抄

道徳の主義

雑感

㈹士説

経済学史抄

︒海防二関スル建言

四代ノ人物

国政ノ主意

指導者ト行為者

上渡辺大蔵大臣啓

高尚ノ説

大蔵大臣二差出シタル書面ノ草稿

謹誇律新聞条例二付建言

安政四年十月上言

榎本文部大臣へ建白草案

内地雑居土地所有権ノ義二付建議

征長機宜稿

条約改正ノ義二付キ建言

目安政三年九月上言時事論策

紀藩へ差出シタル答書

外国条約改正ノ義二付意見書

言語論︵東京学士会院ノ用隻ヲ用︶

男女言行の比較

信心の義を論す

人の問に答ふ

五倫説

帥香取郡東部支会開会演説

畝訳︶

道徳学︵亜勤山得便著︑西村茂樹蔭

社会学︵耶利軍孫著︑西村訳︶

政体通論︵訳︶

側英国憲法ノ主要ナル原理

明治元年輔相岩倉公へ上書

日本弘道会定款

諸種控︵講演ナド︶

㈲教育一家言

郡県議

民選議院設立ノ義二付建言
巡視功程附録
白松方大蔵大臣へ建言
条約改正二付建言

師範学校二関スル意見

四勅語東行

榎本文部大臣へ建言

ノ用菱ヲ用フ︶

学士会院改革ノ見込︵東京学士会院

土方宮内大臣へ建言

再々条約改正ノ義二付建言

道徳史

自得録

見聞雑録

奥羽人二告グ

白人種説

貞丈雑記抄その他一二ノ小抄録

固安斎随筆抄

㈲日本弘道会本領

富貴説

千葉医学校演説

教育一家言

㈹チャンバー氏ポリチヵルェコノミィ

松方総理大臣へ建言
伊藤総理大臣へ建言

一○三

渡辺大蔵大臣二呈スル啓︑同答書

日ギゾー文明史抄

雑綴二五冊八二七

土地所有権開掘権

自省録

尚道徳談数条︵演説目次︶

萩苑日抄を︵村瀬拷亭著︶

欧洲戦国策抄
白石紳書抄
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原稿断片

閏日本書紀抜書
呂新吾語録抜書

固吟里斯氏文明論講義
西国学術語林
閏京都総集会演説︵明治二八年五月︶

因話録︵唐趨鱗︶

国凡塵
局人間交際
西国序道学講義
黄金思想︵訳︶

天保十三年至弘化四年

南遊小草︑両毛遊草ヲ含

辛丑至戊申

○撲堂詩稿一冊八二七

一八五

一四二

一四一

一四○

○詩稿︵丁未︑戊申︶一冊八二七

泊翁存稿一冊八二七

利知塁氏洛日克︵訳︶

弥爾氏洛日克撮要

日記十六冊八二七

拙稿︵西遊前後稿ナド︶

太洋州

道徳演説︵明治二五年北越遊行ノ時︶
三河国各地演説稿︵明治二八年五月︶

徳学大意
国政論略

二嘉永七年八月至安政三年九月

十明治二十五年三月至十二月

九明治十六年広島山口学事巡視日記

八明治十五年徳島県愛媛県巡視日記

七明治十年第二大学区巡視日記

五慶応三年上京日記
六明治元年二月至明治五年三月

四文久四年正月至慶応三年四月

三家政論

安斎随筆抄録一冊八二七 一○八

文字︑ナド︶

国雑事︵日本弘道会支会約規︑日本ノ

三安政五年上京日記

一嘉永三年四月至嘉永四年十二月

来遊ノ大意︵明治二二年四月︶

︹諸書抄録︺

㈲雑録︵内題﹁古言評﹂︶
テグ

名言録︵英国維廉刷格輯︶
少年宝訳稿
来諸己斎用字法
㈲随見随筆
閃︹雑控︺︵中二﹁国民道徳論﹂アリ︶

一○六

分門集句一冊八二七 一八七
佐倉風土記一冊八二七 二八

㈲諸書抄録

○難肋集︵家集︶一冊八二七

一三七

一六二
詩文稿︵詩之集︶一冊八二七

○東奥紀行一冊八二七

十三明治二十七年八月至三十年四月

目︹諸書抄録︺

㈲雑筆︵抄録︶

両毛瀞草︑︵文稿中ノト同内容︶遊豆

十四明治三十年五月至三十一年四月

︵特別会員朝倉治彦氏調査︶

十六明治三十三年五月至三十五年二月

十二明治二十六年十月至二十七年七月

条約改正二付キ建言

小草︑杉田村観梅記︑画島鎌倉遊記︑

十一明治二十六年一月至十月

国雑言︵抄録︑演説草稿︶

与人論外冠書︑送小柴善卿之松前序︑

一三八

近世哲学

一三九

十五明治三十一年五月至三十三年五月
○僕堂小稿︵詩集︶一冊八二七

祖通論︑ナド
法蘭西字ナド

○文稿︵詩文集︶一冊八二七

亜伯奇倫比道徳学

治心録
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西村茂樹先生関係図書目録

︹西村先生自筆本︺

番号書名判型頁数表記

Ｉ

︵貴重品︶

講話要項雑綴大型六二自筆

″″
一一而皿
″
″
三
Ⅲ
〃
〃
四
Ⅳ
〃
〃

日本弘道会蔵

内容概略

西村先生演説草稿

和歌及漢詩作成の草稿集を集めたもの

次は別記︶

講話に際して意見の要項を記述されたもの︵内容目

︷ハ一一

一八

先生の筆写したもの

中国聖典に現われる経語をカード式に抜書したもの︑
研究メモとも称すべきもの

刈融諦庇脇雑さ畑噸楯嘩吻いて

各種の書籍に寄せられた西村先生の序文および碑文
より成る

寒沢振作なる人︑松平直亮著﹁西村泊翁伝﹂出版を
喜び︑所蔵の直筆本を松平会長に寄贈されたもの

一二一ハ

五
詩歌草稿〃自筆
六諸原稿断片綴中型自筆

七学士会院演説草稿大型自筆

八序文原稿大型自筆

九講演草稿〃自筆

一○経語Ａ五三○○自筆

二蘭学教科書︵一八四五年本︶自筆

一二蘭語熟語辞書小型自筆
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漫遊文草諸図

記憶録

︹速記に加筆されたもの︺

小型

判型頁数
A 〃 B

番号書名
論語講義速記
三一○
三一○

表記
速記

速記

各地巡遊の際のスケッチブック

内容概説

明三四︑六︑二三 三四︑二︑一○に亘る九回の論
語講義の速記に西村先生自身が朱で加筆したもの．

明三三︑一○︑二二期行会において講義︑上野山六郎
氏速記し西村先生朱にて加筆

速記を清書したもの

明治三○年初期の書翰の写しを集めたもの

小沢彦九郎氏が西村先生の原稿を清書したもの
通を収容す︵大体・明治三○年代前期︶

明一八︑五︑一四

泊翁叢書二冊を刊行する際の記録を集めたもの
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上

七六

速記

清書
写本
刊本

五

二下
三周易泰卦講義速記
第一席

周易集註講義

五 五
B B
五五

一
一
一
一
一

自自自自
記録

一

第二席

泊翁先生遺稿
西村先生書簡写

遺著刊行記録

心学講義

下中上
Ⅱ I

六五四三
六五四

○九八七

筆筆筆筆

同︒

○明治十二年︵一八七九︶

日本弘道会百十年史年表
○明治九年︵一八七六︶
三月西村茂樹先生は︑明治維新により王

○明治十三年︵一八八○︶
会員漸く増加し︑百余名に達す︑世間漸

国民道徳のことは全く願承るところなきを

政が復古し︑文明開化を目標にしたものの︑

く修身道徳が教育の大本であることに耳を
傾けて来た為である︒依て四月初めて雑誌

歎かれ︑一国文明の基礎は道徳の振興にあ
遠影︑植松直久等と共に﹁東京修身学社﹂

これが本会機関誌の第一号である︒

﹁修身学社叢説﹂︵四六版十八頁︶を発行︒

るとの自覚を促すべく︑同志阪谷素︑丁野
を結ぶ︒これが日本弘道会の前身であって︑

曜に挙行と定めた︒

を神田学習院講堂にて︑第一土曜︑第三月

同志日に増加せしため︑前年来の講義会

設立︑これが地方に設立の最初である︒

江原素六の主唱で静岡県沼津修身学社を

○明治十四年︵一八八一︶

明治に於ける道徳団体の最初のものであっ
た︒

○明治十年︵一八七七︶
会員折を相会し︑道徳振興について語る︒

○明治十一年︵一八七八︶
同︒

○明治十五年︵一八八二︶

日本弘道会

岐阜に修身学社分社が創立された︒

○明治十六年︵一八八三︶

九月第三十八冊を以て︑雑誌﹁修身学社

叢説﹂を終刊した︒

○明治十七年︵一八八四︶

会員益々増加して機が熟したので︑三月

西村先生は拡張案を提出︑会長以下役員の

た事業としては︑講義︑演説︑著述︑翻訳︑

制を設け︑更めて雑誌発行の議を決し︑ま

の月曜として開会に決定︑また諸規則を定

問答等とし︑東京の会合を毎月第一︑第三

めた︒小松︑北白川両宮殿下に名誉会員た

ることを請い︑会長西村茂樹先生︑副会長

南摩綱紀先生︑講師著訳者十数名︑編輯︑

会計庶務の人員も決定︑また雑誌は﹁講道

会叢説﹂と改題︑六月第一号を発行︒又同
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百数十名に達した︒

時に修身学社を日本講道会と改称︑会員三

本弘道会﹂と改称︑これが今日の名称の第
一歩である︒

史が担当一月本会要領甲号を設定︑会員二

千名に達した︒

の六冊を﹁弘道会雑誌﹂として発行︑五月

一月︑四月︑五月︑八月︑九月︑十一月

筆隔月男女交互の講演あり︑又地方への出

西村先生隔月講演され︑雑誌には毎号執

○明治二十四年︵一八九一︶

雑誌も約毎月二十頁となり︑西村先生毎

学纂論﹂を連続講義さる・

張繁くなる︒六月よりは西村先生﹁西国道

○明治二十一年︵一八八八︶

月執筆︑また先生が本会にて講義せられた
談話会を開催︒

号より雑誌を非売品とす︒月を講義及通俗

○明治十八年︵一八八五︶

﹁心学講義﹂八冊中二冊が出版を見る︒更

この頃会勢最も衰微の時代で︑雑誌も休

可否﹂が政府の忌揮に触れ︑発行を禁止さ

海野景影氏の﹁外人に土地所有権を与うの

七月雑誌第十一号を発行したるに︑会員

会員名簿別冊を初めて発行︒五月を第一号

研究﹁日本弘道会相助法設立案﹂を発表︒

イツに始まりて進歩した﹁信用組合法﹂を

が設置された︒西村先生は︵弘化元年︶ド

会員三千名を数え︑地方支会二十二個所

○明治二十五年︵一八九三

刊し︑これが同二十年十一月まで続く︑し

れた︒本会にとって空前のことであった︒

として︑雑誌﹁日本弘道会叢記﹂を﹁日本

○明治二十二年︵一八八九︶

に加納治五郎氏は﹁利学﹂︑鈴木唯一氏は
﹁論 理 学 ﹂ を 講 義 さ る ・

かし西村先生宮中顧問官の閑職に就かれ専

条約改正のため政府は神経過敏になって居

弘道叢記﹂と改称︒今日の号数は此の第一

○明治十九年︵一八八六︶

ら本会の為に力を入れられ︑十二月十一︑

れる︒廃刊後十月雑誌を﹁日本弘道会叢記﹂

たからである︒宇都宮に第一支会が創設さ

に活動を期すべく︑資金の募集をなすとこ

号から数えるのである︒創立十七年︑大い

﹁日本道徳論﹂を講ぜらる︒九月大学講義

と改称し︑第一冊を発行︑毎月一回の発行

十七︑二十六の三日間︑一シ橋大学講堂に
室に同志会して︑﹁日本弘道会﹂と改称せ

とし総会を春季開催の議其の他を決定︒

ろがあった︒

んとし︑規約を定む︒

十一月﹁日本弘道会雑誌﹂と改称して第

十五名を任命︑会誌を四十頁とする︒毎月

二月本会規約を改正︑評議員制を設け二

ととなった︒会誌は毎月五十頁︑毎月十五

所︑会員五千名に及び︑会の基礎も定るこ

地方への進出目覚しく支会全国三十六個

○明治二十六年︵一八九三︶

一号菊版二十四頁を発行︑当時日比谷神宮

を開くこととし︑女子部は棚橋︑平尾両女

男子女子共に二回づつ皇典講究所に講演会

○明治二十三年︵一八九○︶

教院内の事務所を︑京橋区築地一丁目一番

○明治二十年︵一八八七︶

地の西村先生邸に移す︒﹁講道会﹂を﹁日
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が発会され︑盛大に致した︒

日の市外の講演会も盛んになる︒麹町部会

○明治二十七年︵一八九四︶
西村先生は華族会館の常集会で毎月﹁徳
学講義﹂をされ︑西村先生邸にあった事務
所を華族会館内鹿鳴館に移す︒西村先生は

途を辿る︒

○明治三十四年︵一九○一︶

第二回総会を東京に開く︑西村先生は岡

となる︒

百二七︑雑誌も内容充実し︑毎月六十余頁

事長に一任︒四月西村先生文学博士︒支会

西村先生病床にあるため︑会務は専ら幹

山︑島根︑広島︑兵庫︑秋田︑山形の各県

○明治三十年︵一八九七︶

へ出張支会数壱百に達した︒

一週間夏季講習会にて小学校教員のため道

支会規約を改正︒西村先生は静岡県下に

事︑死亦常事︒以常身処常事︒晴空無雲︑

数千に達した︒先生の辞世二首︑﹁生固常

菩提寺本郷麟祥院に於て葬儀執行︑会葬者

八月十八日西村先生逝去さる・二十二日

○明治三十五年︵一九○二︶

橋南鍋町に家屋を購入︑ここに事務所を移

徳の講演をされた︒支会数百十三となり︑

○明治三十一年︵一八九八︶

転︒女子部の拡張を期し︑男子部とは独立

東京では四谷部会が盛大に発会︒

本邸を府下寺島村に移され︑さらに六月京

して別に﹁婦人弘道叢記﹂を棚橋絢子氏編

湾水無波﹂︒﹁遁遥人間︑七十五年︒孜を求

滋賀︑福井︑石川︑岐阜︑愛知︑山形︑福

会百三十に及ぶ︒後任会長に谷干城子就任︑

を盛んにして︑会員一万二千名に達し︑支

げて哀悼す︒此の年総会を休会す︑会勢愈

下地︑自在潤歩︒﹂と︒七十五歳︑会員挙

道︑聯有得突︒魂也何之︑無有定所︒上天

支会の講演も盛んになる︒

レムヱ句︒

西村先生が松平直亮伯爵を招じての遺言に

表︑かくて甲︑乙の要領完結︒東京に総会

し︑時事問題を論ずることが出来ることと

﹁日本弘道叢記﹂新聞紙法に依る手続をな

滋賀県大津市に全国総会を開く︒雑誌

○明治三十六年︵一九○三︶

二十五となる︒

を挙行︑本会の規約を改正︒全国に支会百

講演さる・此の年十二月本会要領乙号を発

西村先生は︑滋賀︑兵庫︑愛知の諸県を

○明治三十三年︵一九○○︶

島の各県を巡講︒支会数百二十となり︑各

京都で第三回の総会を開く︒西村先生は

○明治三十二年︵一八九九︶

輯主任で発行することとなった︒道話会も
盛んに東京各区に行はれ︑支会も六十一と
なり︑講師の出張が繁くなった︒この年一
先生の講演は九州にまで及んだ︒

年にて会員千名︑支会二十有余設立︑西村

○明治二十八年︵一八九五︶
初めて総会を京都に開く︑支会七十三︒

西村先生の母堂逝去︑西村先生は各地支会
に出 張 講 演 さ る ・

○明治二十九年︵一八九六︶
支会八十一に達し︑地方支会講演会に出
張すること二十数回に及び︑会勢発展の一
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なった︒東北に飢謹があり︑義損金を募る︒

事務所を麹町区飯田町六ノー八に移転︑八

副会長に就任︒

○明治三十九年︵一九○六︶
出征軍人慰問を東京府知事より︑東北五

月十八日には泊翁先生記念祭を行ふ︒副会
長を二名となし︑南摩氏に加ふるに︑松平

南摩綱紀氏逝去︑九月副会長松平忠威氏逝

一巻出版︒

去︑松平親信子副会長に就任︒泊翁叢書第

○明治四十三年︵一九一○︶

第十一回総会で規約一部改正︑夏季講習

県知事より東京凶作救伽をそれぞれ受賞︑

会愈々盛会︑徳川会長山形会飽海支会︑埼

共に木杯を頂く︒台湾︑桑港に於ける震災
及東北救済の義損金を募る︒八月道徳夏季

虎子就任︒

玉県久喜支会等に出張︒財務監督に本多康

の基礎を固くすべく基金募集を始めた︒男
子部︑女子部︑毎月例会の講演会を開く︒

設義損金を募る︒支会は百四十に及ぶ︒

講習会を二週間東京に開く︒旅順忠魂碑建

直亮伯爵︵旧松江藩主︶が新任された︒会

となる︑会誌を六月から今日の如く﹁弘道﹂

入る︒全国に講師派遣の一般の需に応ずる

会誌﹁弘道﹂菊版となり︑表紙画初めて

○明治四十四年︵一九二︶
八月病気のため会長松平直亮伯辞任︑徳

制度を設ける︒西村会祖十年忌を記念して︑

○明治四十年︵一九○七︶

支会は台湾︑支那朝鮮にも及び︑百三十四
と改題︒

川達孝伯会長︑副会長に松平忠威氏就任︒

○明治三十七年︵一九○四︶

を募る︒

夏季講習会盛会︑全国に大水害あり義損金

﹁戦時国民の心得﹂を発行し︑日露開戦
﹁国定小学修身書に対する意見﹂を発行︑

に際し︑国民の義勇奉公の精神鼓舞に努め︑

城氏逝去︒

○明治四十五年︵一九一二︶

泊翁叢書第二輯出版︑明治天皇崩御︑徳

川会長奉悼表を捧呈︒九月の﹁弘道﹂を

三十年記念会を東京高等工業学校に開催︑

会誌弘道四六倍版となる︒五月本会創立

○明治四十一年︵一九○八︶

雑誌を﹁会祖号﹂として発行︑元会長谷干

図書室を新たに設けて会員の閲覧に供した︒
支会百三十七となる︒

○明治三十八年︵一九○五︶

総会と共に四日間に亘る︒本会規約一部改

徳を追慕し奉る︒泊翁叢書を︑天皇︑皇后︑

﹁聖徳余光﹂として特輯し︑明治天皇の聖

西村先生伝記編纂を議決し︑委員が任命

泊翁叢書出版に着手︒

正され︑各府県に会勢拡張の委員を設く︒

任︒

皇太后三陛下に奉献︒副会長松平親信子辞

された︒戦時国民の元気を鼓舞するため︑

と共に︑伽兵部へ寄附した︒戦争終結する

第十回総会を京都に開催︑四月前副会長

○明治四十二年︵一九○九︶

委員によって﹁元気﹂を出版︑会誌﹁弘道﹂

や︑﹁戦後国民の覚悟﹂を発行︒十一月谷
会長辞任︑松平直亮伯が会長徳川達孝伯が
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○大正二年︵一九一三︶
弘道会館建設の準備委員が任命され︑会

会愈 々 盛 会 ︒

館建築費募集に着手︑松平直亮伯邸の修養

○大正三年︵一九一四︶
東北の凶作︑九州の災害への義損金を募

る道徳雑誌となった︒

○大正六年二九一七︶
現在の地所に会館建築のため地鎮祭を行
い︑建築に着手殆んど成る︒当時洋館とし
て異彩を放つ︒旧会館が即ちこれである︒
弘道三百号発行︒関東風水害義損金を募る︒

○大正七年︵一九一八︶

○大正九年︵一九二○︶

夏季講習会盛会︑全国に拡張委員を派遣

拡張を期す︑講師の出張盛んに行わる︒尼

港殉難者弔慰金を募る︒

○大正十年︵一九一二︶

﹁本会の主張﹂制定︑社会主義︑労働問

正しい認識を促す﹁風俗改善実行事項﹂を

いて講演会に︑また会誌の上に論議して︑

題等の運動漸く華をしくなり︑本問題につ

宮内省より事業奨励の思召で︑金壱千円

る︒現在の会館所在地を購入︑三月に民法
第三十四条により社団法人を文部大臣より

制定︒

定款を改正︒関東大震災は未曾有のもの

○大正十二年︵一九一三︶

の運動が目につくようになった︒

題が勃発すると共に︑社会主義︑共産主義

提出︒物価騰貴甚しく︑いろいろの社会問

設︒道徳教育に関する建議書を文部大臣に

三月専門学校に準ずる社会教化学院を開

○大正十一年︵一九一三︶

御下賜︑四月会館落成式及創立四十周年記
置く︒世界大戦で物価暴騰のため会費訂正︑

念式を挙行︑本会に調査部を設置し委員を
主力を講演会に置き︑中央地方に盛大に致

その高徳を偲びて弘道を﹁坤徳余芳﹂とし
て特輯︒世界第一次大戦に参加のため︑仙

認可︑定款三十六条成る︒昭憲皇太后崩御︑

兵慰問︒﹁時局と国民の覚悟﹂出版︑欠員

した︒地中海艦隊慰問金を募る︒

○大正八年︵一九一九︶

中の副会長に徳川頼倫侯就任︒

○大正四年︵一九一五︶

夏季講習会は︑国体に関するものとし︑

各方面の学者の講義あり︑支会続灸と設立

前副会長松平親信子逝去︒大正天皇御即
位式あり︑大礼記念号を発行︒第四皇子御

され−ヶ年に十余を数ふ︒十一月一︑二の

であったので︑九︑十月号を休刊︑十一月

換発︑首相の告論等を誌上に載せ︑聖旨奉

号を﹁大震災記念号﹂として発行︒詔書の

し︑第二回徳育品展覧会を開催︑各方面よ

た◎

りの出品三百点余︑来観者七百余名に達し

両日︑﹁教化より見たる婦人と家庭﹂に関

降誕︑徳川会長賀表を奉呈︒

○大正五年︵一九一六︶
前会長松平直亮伯を顧問に委嘱︑寛博士
の﹁我が国体の研究﹂を発行︑立太子礼の

賀表奉呈︑会員数三万︑会誌弘道も堂々た
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体を誓い慰問部も活躍した︒本会は会館が
その 他 に 苦 心 ︒

焼失し書類も烏有に帰したので︑名簿作成

○昭和二年︵一九二七︶
大正天皇の聖徳を偲びまつり︑﹁乾徳余
芳﹂として二月弘道発行︑十月には西村先

道二府二十県︑七四庁下百六十四名の御大

於て表彰︒

典記念事業の善行者を︑京都の華族会館に

一月東宮御成婚︑誌上に奉祝の記事を満

参次博士等の講演︑府知事︑市長その他の

沢子爵︑松井茂博士︑水野文部大臣︑三上

力で辛うじて運転し得たので︑東京市長に

業に移管︒市電の罷業があり︑青年団の尽

松平伯の事業であった修養会を本会の事

○昭和五年︵一九三○︶

載︒米国排日移民の事あり︑本問題につい

一月明治節が制定されたので︑﹁明治節記

祝辞あり︑泊翁先生遺墨展示会を開く︒十

生二十五周年忌記念会を養源寺に催し︑渋

て︑誌上に諸家の論を掲げた︒昨年の大震

○大正十三年︵一九二四︶

火災の慰問を閉鎖︒

設置され委員を委嘱︒教育勅語漠発四十周

会誌を記念号として発行︒

年に相当するので︑記念大会を催すと共に

感謝状を贈る︒会勢拡張に関する調査会が

○昭和三年︵一九二八︶

念号﹂を特輯︒

○大正十四年︵一九二五︶
地方支会講師派遣規定中負担なしに出張

特別機関の寄附金募集部を閉ぢ︑本会に

○昭和六年︵一九三こ

引渡す︒青年部は泊翁会を開設して研究の

定款の大改正があり︑欠員中の副会長に︑

想問題に力を注ぐ︒堀田伯財務監督を就任︑

主事就任︒日本共産党事件勃発︑本会も思

機関とした︒会館︵旧会館︶建築のため敷

出来る制とした︒五月副会長徳川頼倫侯逝

矢野恒太︑福島甲子三両氏就任︑諮議に吉

三郎︑三輪田元道の諸氏諮議となる︒

地の地鎮祭︑堀田正恒伯︑松井茂︑高島平

服部宇之吉博士就任︑谷山主事辞任︑広江

田静致︑吉田熊次︑宇野哲人︑春山作樹四

去︑哀悼号を発行︒徳川副会長の南葵文庫
により︑現在の地に新築して移転︒

に置いた仮事務所を松平直亮伯顧問の芳志

博士就任︒御大典記念事業として︑全国善

○大正十五年︵一九二六︶
五月十五︑十六︑十七︑十八日の四日間

月号を御大典記念号とする︒

行者表彰を決議し︑調査委員を嘱託︑十一

号を発行︑山梨県地方は会勢の大拡張があ

﹁弘道﹂は会館落成式並功労感謝式の記念

労感謝式挙行︒在満将士に慰問金を贈る︒

会館の落成式︑徳川会長︑松平顧問の功

○昭和七年︵一九三二︶

に亘って︑第二十七回総会及創立五十周年

去追悼号を発行︒十二月に昨年に引続き一

本会支会連絡拡張部を新設︑神谷主事逝

○昭和四年︵一九二九︶

祝賀会を上野自治館に挙行︑若槻総理大臣
も出席︑六月﹁弘道﹂を記念号とす︒年末
に今日の会館の建築及事業資金募集の計画

を発表︑女子修養講座を創立五十周年記念
事業として開講︒
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記念事業として毎月十三日の会員談話会を

員委嘱︒東京都労務者補導学級講座を開講︑

りや支会十有余設立︒西村先生伝記刊行委

弘道恩賜基金を設定︒第二皇子御降誕につ

り︑西村先生三十三回忌の記念文芸を募る︒

る︒西村先生の﹁道徳教育講話﹂を誌上に

手ほどき︑手紙の書き方﹂山岡千珂子であ

謹吾︑﹁考経︑徒然草﹂辻村靖子︑﹁和歌の

附録として掲載し始める︒第二回善行者表

彰式挙行︒書道講座終了︑家政講座を誌上

ること﹂に決す︒北支事変に直面し︑精神

総会の諮問案﹁敬神の信念に基き勤勉力

○昭和十年︵一九三五︶

き︑賀表を捧呈︒

新設 ︒

○昭和八年︵一九三三︶

作興に資すべく︑その文芸を募る︒文部省

﹁公私生活上和睦相助を旨とし之を実践す

申に基き︑会員悉く之が実行徹底方声明︑

に掲載する︒この年の会員の実践事項を

本会維持員を委嘱︑楠公六百年に因象記念

の国民精神総動員運動に参加︑各地に講演

行以て自他の幸福を実現すること﹂との答

入︑図書館を飾る︑﹁非常時﹂の声頻りな

平両伯功労感謝記念は記念図書数百部を購

す︒支那事変出征将兵慰問金を募り︑当局

泊翁西村茂樹伝上下二巻上梓︑徳川︑松

るに鑑承︑﹁非常時に直面して﹂を刊行︑

一回は﹁国民作法﹂とする︒

講演会を催す︒﹁弘道﹂に講座を設け︑第

北支事変将兵慰問仙兵品寄附に対し︑陸

版︒

を通じて贈る︑﹁非常時国民の心得﹂を出

海軍大臣より感謝状を贈られる︒陸軍第一

○昭和十三年︵一九三八︶
小学教育からとの趣旨から︑﹁小学修身参

衛戊病院慰問︒会員の実践事項を公私生活

事業を計画︒その一は︑国民道徳の振興は

本会創立六十周年に相当するので︑記念

○昭和十一年︵一九三六︶

国民の自覚を促すの資とした︒正副会長再
す︒十一月宮内省より再度事業奨励の思召

選︑精神作興詔書漠発十周年記念大会を催
で︑金五千円の御下賜あり︒皇太子殿下御
降誕︑賀表を捧呈︒

○昭和九年︵一九三四︶

村先生の﹁道徳問答﹂出版︑五十年以上の

こと﹂に決定︒本会にて表彰の全国の善行

を主として︑﹁時間と財物の善用に努むる

考﹂を毎月発行︑会員の修養宝典発行︑西

六月日比谷公会堂で記念式典挙行︒八月記

会員︑各府県知事推薦の善行者表彰に決定︒

新年号が︑恰も五百号に相当するので︑

が漸く勃興してきたので︑その根本問題を

して発行︒社会教化学院にて︑修養講座を

者の事績と︑明治徳行録とを併せて一冊と

二名とし吉田熊次博士︑新に就任︑会誌の

太三博士講師となる︒定款を改定し副会長

開講し︑井上哲次郎︑吉田熊次︑小柳司気

国民修養講座を︑男子︑女子それぞれ毎

○昭和十二年︵一九三七︶

念号発行︒

記念号として発行︑世は﹁日本精神﹂の声
研究すべく︑春山博士︑坂本文学士に委嘱
して︑一ヶ年の計画で︑日本精神に関する

月一回宛開講︑﹁現代の作法及実習﹂甫守

資料蒐集に着手︒徳川︑松平両伯の古稀祝
京府より西村先生墓所の史蹟保存の認可あ

賀会︒函館大火に際し︑慰問金を贈る︒東
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講座を山口察常博士の﹁儒教講座﹂とする︒

○昭和十四年︵一九三九︶
東京大学の東亜文化協議会に会長として
湯爾和氏が来朝されたので︑東亜親善の一

衛戊病院に傷病兵を慰問︒下郷伝平氏後任
財務監督となる︒教育勅語漢発五十周年記
念号を発行︒十月本会の大功労者元会長顧
教育講座を連続掲載とする︒

問松平直亮伯逝去︒誌上に吉田博士の日本

慰問︒

○昭和十八年︵一九四三︶

毎月の常集会は専ら戦局の問題︑大戦争

と道義の昂揚等を主とし︑会員の必勝の熱

変中とて﹁現下に処する国民生活改善徹底

貯蓄報国に適進すること﹂に決る︒支那事

局に鑑承生活改善上特に消費節約を旨とし︑

軍第二衛戊病院慰問︒全員実践事項は﹁時

正恒伯が四月選挙され就任︒紀元二千六百

その追悼号発行︒後任会長として諮議堀田

余年会長として指導された徳川会長逝去︑

氏の﹁大丈夫史﹂掲載︒二月十八日三十有

問の胸像を製作︒誌上の講座︑亘理章三郎

松平顧問追悼号発行︒西村会祖︑松平顧

る・戦力増強のため︑国民精神作興協議会

する︒副会長任期満了の吉田熊次氏再選さ

誌の用紙も統制配給いよいよ強まり減頁と

整備勤労奉仕に役員以下東京会員参加︒会

につきて留意すること﹂とする︒宮城外苑

実践事項の目標を﹁大東亜戦下思想戦完勝

を開催︒第八次全国善行者表彰式︒会員の

情いよいよ高潮︑地方支部も盛んに講演会

に関する建議案﹂を︑内務︑文部︑厚生の

を教化団体聯合会主催にて協議し︑教化団

○昭和十六年︵一九四一︶

各大臣に建議︒服部副会長逝去︑その追悼

体は一体となって運動に努力︒

に呈上︒第四次全国善行者表彰式挙行︑陸

助にと︑西村先生著書及本会総覧等を同氏

号を 発 行 ︒

年を記念して︑﹁弘道要義﹂一巻を上梓︒

○昭和十九年︵一九四四︶

大東亜戦争愈々進承︑物資欠乏した為︑

乱︑空襲等のため︑容易ではなく︑不自由

に困難︑教化運動も演説会も交通機関の混

統制となり︑会誌を発行するに紙︑印刷共

徳川前会長の胸像を作製︒大戦争に直面

のものを︵従来の三分の一︶十一冊発行し

となる︒本会の弘道も辛うじて二︑三十頁

○昭和十七年︵一九四二︶

二月八日大東亜戦争に入る︒

氏辞任︑結城豊太郎氏後任として就任︒十

追悼会を護国寺に挙行︒財務監督矢野恒太

第六次善行者表彰式挙行︑松平︑徳川両伯

○昭和十五年︵一九四○︶
皇紀二千六百年記念号発行︑紀元二千六
百年に際し宮内省より教化奨励の思召で金
一千円を下賜︒教育勅語につき字句の修正

を講ぜられたく︑内務︑文部両大臣に建議

して一億一心総動員必勝の信念鼓舞に全力

変更の詮議等の世論に対して適切なる措置
書を提出︑同じく進言書を松平宮内大臣に

をそそぐこととして︑誌上に﹁鍛練講座﹂

た︒悉く決戦体制の記事である︒ここに国

を開設︒常集会の談話会は非常時局の緊張

策として当局の指示もあり︑総会も実際に

とする︒福島甲子三財務監督逝去︑その追

で大いに振ふ︒陸軍第一戎病院に傷病兵を

提出︒﹁小学修身参考﹂この年を以て終刊
悼号を発行︒第五次善行者表彰︑陸軍第一
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の法要と兼て形式的に養源寺に開く︒特殊

本会は幸にも温健中正の態度が認められて

の六︑七を除くほかは追放処分を受けたが

﹁弘道﹂五冊を発行︑従来の教化団体もそ

が︑本会は自主改進の立場から此等を論じ︑

の建前から︑法律︑制度の変革が行われる

見込がついた︒民主︑自由︑平和文化国家

配給ながら︑十六頁のものを年六回発行の

追々と占領下ながら国家も落着いて来て

学校整備のため︑社会教化学院は廃止さる

禁止命令もなく存続出来た︒併し従来の会

義の運動も事実不可能な状態となった︒

ることとなった︒財務監督に石坂泰三︑渋

改正︑終戦後初めて成木支会の設立を見る︒

或は解説と認識に力を注ぐ︒定款の一部を

開き得ないので︑第四十五回の総会を会祖

沢敬三両氏が就任︒文部省教学局諸学振興

変等に応じ整備事務を始めたが︑全く将来

員死亡や︑住所の不明や︑変更︑境遇の急

も二十数頁ながら年六回の発行が安定し︑

世も漸く落着きを見るに至り︑﹁弘道﹂

○昭和二十四年︵一九四九︶

して興亜道徳研究会を設置︒

○昭和二十二年︵一九四七︶

及三十五年以上の会員に感謝状を贈る︒

相当するのであるが︑式典は行わず功労者

の見当がつかなくなった︒創立七十周年に

協議会の研究費助成で︑本会に特別機関と

○昭和二十年︵一九四五︶
辛うじて本会及び支会の講演会を開く︒

尤も力を注いだのは興亜道徳研究会で︑毎

になり︑本会の談話会も復活して来た︒九

内容も整って︑各支会の講演会なども活発
昭和十九年文部省より研究費を得て調査

会を開いて後任を選挙の結果︑下村寿一氏

月吉田副会長病気のため辞任され︑臨時総

月の開催とする︒政府が決戦に向って全物
資を之に備えるため厳しい統制に入り︑用

した﹁興亜道徳の研究﹂も︑太平洋戦争の

に沢田源一︑野口明両氏が就任︑富山県に

当選就任︑吉田熊次氏は顧問となる︒理事

ため中止して居たが漸く完結したので︑
﹁日本国民性の反省﹂として︑弘道誌上に

なり︑会誌﹁弘道﹂も向う一ヶ年の休刊を

発表︑文部省にも報告した︒追々と本会も

紙︑印刷等悉く軍関係のものに限ることと
命ぜられ︑辛うじて二月号を一冊発行︒銃

会員︑事業︑規約等々整備にかかり︑教化

新川支会新設︒

止むなきに至った︒八月十五日に無条件降

後も戦場と化し︑教化の事等も全く停止の

○昭和二十五年︵一九五○︶

﹁弘道﹂も三十有余頁となり発展ぶりを

の目標を討議し︑地方の支会の再建︑講演

示す︑戦後礼儀の乱れが甚しいため︑﹁礼法

服となり︑以後の人心の不安動揺︑世相の

に入ったが︑用紙の統制で︑﹁弘道﹂は三

会の復活を計る︒新設の支会︑会勢の拡張
冊の発行を辛うじて行い︑新らしい国家の

名を委嘱︑徳川邸に毎月集会研究に着手︒

究すべく︑徳川義親氏を委員長に︑委員十

研究会﹂を設け︑新らしい時代の礼法を研

○昭和二十三年︵一九四八︶

方針について︑誌上に批判を始めた︒

混乱はその極に達した︒

○昭和二十一年︵一九四六︶
いよいよ占領治下となり︑国家の機能を

なくして発行出来ず︑諸制の吹改革で︑道

失ったので︑会誌も悉く検閲をうけ︑許可
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って定款改正審議中の原案を臨時総会に於

十一月新時代に応ずべく︑予で全面的に亘

会員に配布︒下村副会長再任︒

損金を贈る︒﹁改訂新修養宝典﹂を上梓︑

酒井会長出張︒関西地方の風水害に対し義

て会費年額百弐拾円を百五拾円に改訂︒新

梅支会発足︑下村副会長出席︒同月総会に

九室を焼失︒四月︑旧成木支会が発展し青

教科書制定改善に関する意見書を総理・文

同志の六団体が︑道義振興懇談会を設け︑

情︒創立八十周年を記念し第六九四号︵九・

程に倫理学を必須科目として加えるよう陳

部大臣に提出︒さらに修身科特設と教職課

種々道義振興につき研究討議することとな

十月号︶を記念号として︑八十年略史を掲

○昭和二十九年︵一九五四︶

て可 決 心

○昭和二十六年︵一九五一︶

ヶ年余を費した﹁礼法研究﹂は完結を見た︒

り︑道義振興の一助にもとそれについて懸

先生語録を記念として出版︒

載︑十一月臨時総会で酒井会長重任︒西村

﹁道徳教育﹂特輯号発行︑昨年以来約一

八月十八日西村会祖の五十年忌法要を養源

校︑図書館︑公民館等を通じて趣旨発表︑

賞論文を募集することとし︑十月全国の学

巻に西村会祖について研究が収録さる︒第

女子大学刊行の﹁近代文学研究叢書﹂第六

四月︑割田斧二主事を理事に再選︒昭和

○昭和三十二年︵一九五七︶

療養中の堀田会長逝去︑十一月酒井忠正氏

﹁国民のよるべき倫理網領及その解説﹂の

題は﹁現下日本の諸問題の倫理的解決﹂

寺に行い︑記念講演会を催した︒三月病気
会長に就任︒熊谷支会設立︒十二月講師七
名を以て︑新礼法発表講習会を三日間梨明
講堂に開く︒社会道徳の特輯号を発行︒

二題であった︒

○昭和三十年︵一九五五︶

道義昂揚に関する申合せを﹁道義六団

の一つとして︑原富男博士による西村会祖

六九七号︵三・四月号︶より︑本年度事業

○昭和二十七年︵一九五二︶

体﹂で決定︑これを総理大臣︑文部大臣に

の﹁儒門精言﹂︵泊翁全書第一集︶の書き

福島県江名支会新設︑終戦後第四支会で
ある︒予ての研究の完結を見た礼法を︑第

下し文と略註を掲載する︒

十七日

講習会を開催︒十月下村副会長重任︒十二

にわたり芝の日本女子会館にて新しい礼法

礼法刊行会より引継ぐ︒八月十五

二月︑﹁新しい礼法﹂の発行を︑新しい

○昭和三十三年︵一九五八︶

る懸賞論文審査成り︑入選作品を﹁弘道﹂

に発表︑所定の賞金を贈る︒沢田・野口両

建議︒本会が予て募集中の道議昂揚に関す

理事再選︑この年山形県心友会支会が設立

一公報社より﹁新らしい礼法﹂と題して刊

しい﹁修養宝典﹂を発行すべく︑委員を委

行︒従来の﹁修養法典﹂を改訂して︑新ら
嘱ｐ山形支会︑埼玉県飯能支会が新設され

され︑酒井会長その発会式に出張︒

三月︑子どもの失火により付属寮火災︑

○昭和三十一年︵一九五六︶

た︒堀田前会長の追悼号を発行︒

○昭和二十八年︵一九五三︶
千葉県東部支会創立六十周年記念大会に
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月主事割田斧二氏脳溢血で急逝︑同月大杉
謹一氏が後任主事に就任︒

○昭和三十四年︵一九五九︶
弘道七○八号︵一・二月号︶に故割田主
事追悼録を記載︒二月︑西村精神研究会を
開催︑会祖の直系西村一郎氏より絶筆の寄

て発行︒五月︑野口明理事を副会長に推選︒

同月西村会祖と安井息軒︵会祖の恩師︶の

都史跡指定標識が養源寺門前に︑墓側に説

○昭和三十七年︵一九六二︶
千葉県東部支会で麻績青年部会を新設︒

明板が設置された︒第七七三号︵十月号︶

○昭和四十一年︵一九六六︶

を会祖顕彰特集として発行︒

六月の第六十回総会で会費年額百五拾円
を弐百五拾円に改訂︒九月︑国旗掲揚柱を
設置する︒十一月横浜支会結成︒

二月︑主事大杉謹一氏狭心症のため急逝︒

毎月第二火曜夜を西村会祖研究の例会と

四月後任主事に白葉支会長渡辺正勇氏就任︒

学会︑大日本女子社会教育会と共催︑野口

○昭和三十八年︵一九六三︶

した白葉支会を結成︑大杉主事出席︒弘道

第七四九号︵四・五月号︶を故大杉主事追

周年を祝し学士会館にて記念式を挙行︑

塚博士の講演会を共催︒十一月︑創立九十

九月︑秋田支会は本会九十年記念として平

二月︑故下村副会長の追憶会を︑石門心

する︒

七一二︵九・十月号︶より︑お茶の水大学

四月会費年額弐百五拾円を参百円に改訂︒

副会長︑渡辺主事が弘道会代表として出席︒

贈を受く︒四月旧市原︑長生支会を主体と

教授勝部真長氏に依嘱し︑西村会祖の遺稿

行︒

○昭和三十九年︵一九六四︶

悼録とする︒﹁新しい礼法﹂再改訂版を刊

﹁記 憶 録 ﹂ を 掲 載 す る ︒

○昭和三十五年︵一九六○︶
第七一七号︵七月号︶より月刊誌となり

四月︑西村会祖の墓地︵養源寺︶都の史

西村会祖墓側の説明板が銅製となる︒

を千秋公園に設置︒福島県小野支会結成︒

年︑西村会祖植樹七十一年を記念して標木

片山清一氏理事就任︒十月秋田支会七十

○昭和四十二年︵一九六七︶

﹁日本道徳論﹂︵岩波文庫︶を参会者に贈呈︑

跡に指定さる︒七月顧問吉田熊次氏逝去︒

宴を催す︒

石川謙・大久保利謙両教授の記念講演後祝

九月より第三種郵便物として認可さる・八
月︑佐原市新島支会結成発会︒西村会祖の

の一人として西村会祖が記載され︑十月県

千葉県は﹁房総の先覚者﹂出版︑十二偉人

︵五月号︶を︑故下村副会長追悼特集とし

一月︑下村寿一副会長急逝︒等七六九号

○昭和四十年︵一九六五︶

田支会結成︒

庁に肖像画が掲げられた︒十一月佐賀県有

墓修理を行なう︒記憶録出版︒

○昭和三十六年︵一九六一︶
七月︑創立八十五周年を記念して日本弘
道会会員名簿を発行︒特別活動として本部
では国旗の尊重︑教育の正常化︑国会の正
常化の三点を中心に活動した︒十一月酒井
会長臨時総会にて重任さる︒
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○昭和四十三年︵一九六八︶

に諺鈴木勲氏理事に就任︒

念行事を開催︒わが国は産業経済に於て世

土に復帰︒﹁弘道﹂五月以降隔月発行︒郵

五月︑沖縄が米軍施政下より解かれて本

○昭和四十七年︵一九七三

界的に群を抜くと誇るも識者は道義の低下

決定︒﹁学制﹂発布百年に当るので︑九月

便費値上げとなるも会費五○○円は据置に

明治維新百年に当り政府を初め各地で記

を憂慮して維新の復興を期待︒六月小笠原

﹁弘道﹂において﹁政治と道徳﹂を特集︒

十年勤続の中薗昌一書記十二月死去︒その

後を渡辺薫氏就任︒

○昭和五十一年︵一九七六︶

本会創立百周年となるので新年よりその

記念事業の準備に着手︒

先ず︑新時代に即応するため︑本会定款

の改正を検討することとし︑次に要領︵甲

れた︒千葉県東部支会で支会創立八十周年

十月︑伊勢神宮の御遷宮がとりおこなわ

会において承認可決︑七月文部省より認可

改正定款は役員会で草案を審議︑五月の総

号・乙号︶をも再検討することになった︒

記念式を挙行︑野口会長渡辺主事出席︒

﹁綱領﹂と改称︑八月評議員会を開いて決

条会館において盛大な百周年記念式を挙行︒

定︒十月三十日より施行︒十月三十日︑東

刊行︒

八月本会編集の﹁西村茂樹全集﹂全三巻を

会費八百円︵終身会員前納七千円以上に

○昭和四十九年︵一九七四︶

あり︒要領についても役員会で慎重審議し︑

○昭和四十八年︵一九七三︶

号を記念号として特集︒

諸島を米国が返還︒七︑八月号を﹁弘道八
○○号までの歩承﹂として特集︒十一月鳥
取支会結成︒支会長板尾正己氏︑京都支会
再興︑石橋雅義支会長︒

○昭和四十四年︵一九六九︶
大学騒動︑各地でおこり︑教育問題重大
化︒十一月能代支会結成︒支会長渡部文雄
氏︒

○昭和四十五年︵一九七○︶

く五六月号を﹁自然と人生﹂として特集︒

十一月世界経済調査会理事長木内信胤氏

○昭和五十三年︵一九七八︶

雄氏︒

六月千葉県平川支会結成︒支会長東平久

○昭和五十二年︵一九七七︶

値上︶鶴岡衛氏理事就任︑公害問題が喧し

トを解体︑跡地一八一坪に有料自動車駐車

七月︑本会敷地内の付属建物西神田アパー

八月広島支会結成︒会費値上四百円を五
以上に ︒

政治界の腐敗が重大問題化してきたので︑

○昭和五十年︵一九七五︶

西村先生の詩歌集︑遺墨等を展示︒

場を建設︒佐倉市文学展が十月に開催され︑

百円に︑終身会費前納四千円以上を五千円

○昭和四十六年︵一九七一︶
二月二十余年ご尽力の第六代酒井忠正会
長逝去︒五月野口明副会長第七代会長に︑

木下広居理事副会長に︑沢田源一理事顧問
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を講師に招き﹁日本の再評価﹂と題し︑時
局講演会を会館会議室に於て開催︑出席者
四十五名︒

○昭和五十四年︵一九七九︶
五月木下広居副会長が辞任し︑後任副会
長に西村幸二郎氏就任︒五月会祖西村茂樹

品︑遺著を屋示︑盛況裡に終始︒

ルの概要ｌ施主⁝紬日本弘道会・住友商事

㈱の共同事業︒設計⁝㈱日建設計︒施工⁝

鹿島建設㈱・住友建設㈱の共同企業体︒工

期⁝昭和五十八年十月一日着工︒昭和六十

○昭和五十七年︵一九八二︶
五月石井千明氏︑渡辺薫氏理事に就任︒

五三ｍ︵一︑五二八坪︶建築面積六五一ｍ

年一月十八日竣工︒建物⁝延床面積五︑○

２

九月会祖西村茂樹の千賀夫人遺骨を麟祥院

︵一九七坪︶︑鉄骨鉄筋コンクリート造︑地

２

墓地より会祖の墓所︵養源寺︶に改葬法要
した︒

成式挙行︒五月鈴木一氏︑津田久氏理事に

カーペット敷︒三月﹁日本弘道会ビル﹂落

上八階塔屋一階︒磁器タイル貼り︑ループ

四月臨時評議員会を開催して﹁日本弘道

八代西村幸二郎会長逝去︒

就任︒七月新ビルの建設事業に貢献した第

○昭和五十八年︵一九八三︶

本部からは西村副会長︑渡辺正勇主事等が

で満場一致承認︒八月鶴岡衛氏理事辞任︒

会ビル﹂の建設を決議し︑五月の定例総会

正久氏︶除幕式が佐倉支会主催で挙行され︑

先生旧宅﹁修静居跡﹂の建碑︵題字・堀田

臨席︒六月古川哲史氏理事就任︒九月三日

○昭和六十一年︵一九八六︶

五月鈴木勲副会長が第九代会長に就任︒

記念式典を盛大に挙行︒会員二十二名︑八

ンターナショナルピルに於て創立百十周年

支会に功労表彰状及び㈱共立社印刷所に感

十一月二日新宿駅西口の東京ヒルトン・イ
ル新築を契機に事業の拡大充実を期すこと

五月鈴木勲理事副会長に就任︒大槻文平

を目的に理事の定員増にかかる定款の変更

次第﹂・﹁小学修身訓﹂を合冊複刻刊行︒ま

謝状贈呈︒記念事業として︑会祖著﹁読書

度﹂を創設した︒

を懸賞募集︑また﹁西村茂樹研究奨励金制

学会及び教育界から﹁西村茂樹研究論文﹂

た﹁会祖遺墨・遺品写真帖﹂発刊︒さらに

を文部省に申請︑八月現行定員七名以内が

一月﹁日本弘道会ビル﹂竣工式挙行︒ビ

○昭和六十年︵一九八五︶

氏︑土田国保氏理事に就任︒

十三名以内に認可された︒九月茂木啓三郎

氏理事に︑小谷隆一氏監事に就任︒七月ビ

○昭和五十九年︵一九八四︶

十月新築工事地鎮祭挙行︒建築工事着工︒

永年ご尽力の第七代野口会長逝去︒十一月
西村幸二郎副会長が第八代会長に昇格︒相
れぞれ就任︒

馬敏夫氏が理事に︑生平幸立氏が監事にそ

○昭和五十五年︵一九八○︶
一月渡辺正勇氏理事辞任︒二月相馬敏夫
理事死去︒十一月石井千明氏監事就任︒

○昭和五十六年︵一九八一︶
六月本会協賛のもとに東京都武蔵野市・

アジア大学に於て﹁明六社の同人たち﹂を
テーマに会祖西村茂樹をはじめ福沢諭吉︑

森有礼︑西周︑中村正直︑加藤弘之らの遣
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ｌ
会告

鰯ご寄付者芳名

金壱 万 円 也 足 立 真 重 殿 ︵ 島 根 県 ︶
金五 千 円 也 伊 藤 賢 治 殿 ︵ 東 京 都 ︶

︿頚珊柳川韓卯朋剛叩︶

金五千円也小林栄一郎殿︵東京都︶

◎会費領収報告書

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

２︑○印は新入会員です︒

３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒

︹東京都︺

○丸山照雄御○加藤茂男御
○兵藤秋夫③○持塵正二③
安井泰治御安西英太郎㈱

安済良一⑨安瀬忠寿御
荒木敏鎌倒秋山正三⑫
相川千代御浅井義勝㈹

芦沢由美③泉実③

伊藤賢治紬伊藤貞子紬

山岐口藤藤藤出田原塚村木札山村山本森洞木藤田渡瀬
作 十 信 吉 弁
敏和之新廉充善三武輝定洋次正次陽善正直一
郎家侃隆助一二治作郎夫夫修治代郎治郎一朗勝二吉郎

③御御fj御御③⑨御御㈹m*D㈹御｡

飯吉亮一

下讃坂佐斉小小栗桑清木柏掛上川岡岡大大大遠内石猪

D 御 倒 制 御 御 例 ③ 61

飾下坂桜佐斉小小工北木木河梶角渥岡奥大大大梅砂石伊
磨中本井藤藤出林藤田名村野村張美本村庭木木崎金橋豆
栄

瀬

山

秀直義哲多和耀一義敏健幸健省好忠鏡直光俊義善
夫也鑑夫一子星郎裕光雄一枝昇繁夫吾恭夫一正生夫弘太

ft)$9^WMft)MO48)W*j⑫fedWW6D邪D誌
菅原喜代次御

嶋田晋吾御
鈴木文夫御

田中克己⑨

田辺徹③

高木善四郎⑨

田熊理州御
谷岡功一③

高橋亘御

高橋吉隆㈹
竹俣高敏御
鳥羽貞三御
中里良男③
中野泰雄御
中山昌一御
野口宗光創
野沢隆一御
橋本正智御
浜田頼三③

花岡博御

波多野鈎一⑪

古屋冨一郎御

平野弘道御
久田竜二御

藤田忠③

細藤古平平原浜春橋野西中中十徳竹高高高田田田田鈴柴
谷川屋林野口野日本田村村沢重川内橋木田隅尻中中木田
田

政貞智章徳佑英哲英宣英益宗征新外秀勝外万要
弘一豊司一正進芳一造二也三代英男平夫賢一子次吉七孝

御御＄j③御細勧③③御御鋤③御御③御側御御御紬価創㈱
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○川久保孝雄③○三溝正美鋤
○西原嘉寿人③○鈴木正一細

赤坂恒次⑨安彦孝次郎仙

足立隆御赤司博之⑨

浅水道夫⑨阿合民助⑨
伊能文雄鋤市村サト御

市村一義⑨飯島力例

山本直光紬

古波津英隆御

渡辺亨倒

○今筒敬三価

︹千葉県︺

大久保正創

吉田忠一御
渡辺新一御
竹内豊文⑨

御｡⑨㈹㈹6リ⑨御御創⑪御③③③御勧御③細㈱

細田武夫⑳堀越松太郎御

松本孝二御松本正雄御
松下貞子御松山淳子紬
前島健男⑨三浦良雄例

三浦勝吉㈱三宅孝創
三田三郎㈱南隆昭御
室谷勇御村重嘉勝細

生山智己紬宇都宮美房③

安藤隆弘㈱
石井敏子御
市原正夫③

山本真之助⑨矢野克巳紬

山口新三㈹山崎吉彦畑

大野正二③太田邦夫御
落合峯吉御加藤一雄⑪

寛英夫⑪

片桐秀三御
久我数馬御

大地薫御

中村克己⑨
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岡本勝御

金子隆③神戸照雄御

佐藤宏御

吉原須美子御米沢俊一⑨

柳田梅御夜久正雄御
湯川忠夫⑨吉岡信軸

児玉忠雄③小久保義松⑨
佐伯孝御佐々井典比古創
坂田正之㈹庄司藤太郎⑨

佐伯豊一㈱
渋谷敬敏御

田沢一心御高砂雄一御

田中義敏創
滝口松蔵創
千葉保次創

中島英輔御

多田建次⑨伊達文蔵③
竹ノ内一郎例東地香一郎⑨

樋口栄創

武田恒三⑨滝沢中③

諏訪荘一例鈴木格禅③

横山寿③横山正木紬
渡部武御渡辺芳子御

田中実鋤田中修吾御

山崎隆司㈹乙丸正之③
岡本親宣⑨天野岩男㈹
羽金光之御池田梅世御
広沢節三例相川政司倒
池西一夫③松本秀夫御
永井武御秋草かつえ⑨

中里幸次⑨西村春樹③
林芳雄㈹古岩井佳勝③
堀口恭宣⑨前沢大資御

三橋金次郎御

藤代弘一御

飛ヶ谷定一価

松島田鶴子③美濃本卯一③

景山正三御杉山慎御
︹神奈川県︺

村田一雄御矢柴信雄御

三宅勇御伊藤幸七郎御
○堤和正側○藤井・隆御

御松藤平中寺士高田菅笹佐久久額小落岡池石荒
園浦田井村崎屋橋中原本藤保我賀川合野田井木
生 た 太 田 雅
成か庄一五勝俊武賢武正大一一清竹道
貢子子尭司郎六斌子一雄治男義成郎男信夫秀雄

宮崎正平㈹飯合大助御
山岡俊明御渡辺広志㈱
若林正寧③鈴木三郎⑨
柏倉真一御
佐藤作五郎御

山川徳助③
︹福島県︺

阿部晴男御
石井正好⑪

小倉力創矢島敏制
風戸博晶③宮田辰男⑨
楠本正巳③鶴岡正之⑨
遠藤林太郎御

斉藤浩哉紬

︹群馬県︺

加藤潤⑪

長谷川寿郎勧

柴田司郎⑨

戸田八蔵⑪杉本郁太郎倒

岩爪昇制高木万司御
宇野克彰③
︹北海道︺

○藤中辰夫御

後藤弘御
志田峯三御
百瀬忠雄③

丸山金平御宮崎茂景御

矢島伊兵③渡嘉敷茂夫③

矢吹中③山辺知行御

五十嵐徳雄③

○島田宗明御○城下和夫御

○石曾根清見御○清水忠和⑨

○青木俊達御○安坂幸夫③

○青柳哲制○青木安弘③

︹長野県︺

佐藤保文㈱

○中村鉄哉制○中村潤御

石幡悦子⑳

半沢正御

小林元亨御

風間久四郎⑨

水野勝信③

中条みす壁制

佐野健三紬
須垣久作③

竹内竹四郎③

○宮沢千章③赤広正男御

○丸山康美⑨○渡辺幾太郎⑨

○平野和仁御○古畑光一③
○深沢賢一郎御○丸山泰御

米沢茂美御
佐藤文子御

中田はる⑨

︹新潟県︺

野沢正勇脚

平間

大滝

斉藤兵一㈹

︹山梨県︺

井原正則③
清水美晴⑨
高田秀男⑳
新田紀久御
山本信吉③

︹富山県︺

山崎美智子紬

相沢正直田
伊田勘三郎⑨

大木善平御
小林靖昌創
斉藤知正⑪
高橋善男⑨
増田一郎⑨
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○赤塚八郎㈹○早水憲倒
︹宮城県︺

水沢利忠⑪
伊藤正男③
︹茨城県︺

鈴木仙舟紬
村上博了創
︹埼玉県︺

○鈴木常裕鋤
市村繁幸御
牛窪徳太郎㈱

小沢忠吉③
嵯峨俊一御
田村義克⑨

関口晃⑳

御｡

平井千代⑨井ヶ田徳治側
︹秋田県︺

石田大三③田村唯志御

中嶋健治⑫畠山東太良③

藤原義明御藤肥正三③
真井田喜悦御宮川佳久③

山田角助紬山本直道③
渡辺文雄③刈田文雄③
木村三郎③
山形県心友会御菅原藤五郎⑨

︹山形県︺

相沢長治㈹伊藤政志御

一徳
郎蔵

輿水正信

行雄

義行

白石

大槻
渡部
正義

金田近二
鈴木亮三

片山茂
︹岡山県︺

高橋文博
︹鳥取県︺

渋谷健三郎
︹島根県︺

○橋本敏雄

○妹尾徹
吉田貞男

石倉初

⑨

⑨

︹静岡県︺

池田隆正
田内竜治
仲嶺盛基

安達守

︹愛知県︺

生田高英
○鳥居秀雄
︹京都府︺

須山彰

岩橋勝例

○堀江以善雄

井塚力夫

園山巌

池田雄晃
江角鉄造
美多定秀
藤原重美

野津栄
目次安茂

辻幸蔵③
塚原仁⑪

︹大分県︺

○帆足宗次⑨

菊池博慶㈹壷井秀生側

︹宮崎県︺

川上真弘⑨古川三男⑨

︹鹿児島県︺

︹福井県︺

○稲木孝二郎倒

マスミ・ジャクソン㈹

︹オーストラリア︺

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和田年８月

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京加藤茂男鈴木勲

″丸山照雄石井千明
″持塵正二寺崎隆治
″兵藤秋夫持塵正二

神奈川藤井隆鈴木勲

″西原嘉寿人石井千明

″川久保孝雄〃

″堤和正片山清一

″三溝正美〃

″鈴木正一寺崎隆治
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木佐由延

岡磯吉
藤原延
狩野冨吉
大野義憲
︹愛媛県︺

田名後敬
︹高知県︺

関田健二
江夏喜兵衛

︹福岡県︺

白水窺
中沢保夫

︹長崎県︺

リ㈹㈹御⑪⑳御
｡③

有馬弘毅
川崎徳平
田中秀雄

乙彦

修平

安雄

佐久間栄義㈹

忠 崇
進一弘之

側働御
㈹㈹

⑨③③御
御㈱側

福井秀一
松村米治郎

大島荘助

︹大阪府︺

山下はるひ
︹兵庫県︺

西村熊市

光谷巌
林浄造
︹奈良県︺

田畑賢住
︹和歌山県︺

下己池川

側

③⑫｡⑨御⑫側御御御

御
③

⑨⑪
紬

松辰小糸
和田呉
田中

｡
⑪側鋤

例③fD

D㈹
③③御
樋｡
⑨御鋤
㈹

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 海 〃 〃 〃 〃

長 茨 北 埼 千

今筒敬三 鈴木勲

遠山正道

荻野貢

鈴木常裕
赤塚八郎
藤中辰夫

早水憲

鈴木仙舟

山崎美智子

青柳哲

青木安弘
青木俊達
安坂幸夫
石曾根清見

中村潤

中村鉄哉

″

″

鈴木正一

″

片山清一

″

鈴木信雄
長谷川伸
石井千明
″
″
″

″
″
″

″

″

平野和仁

″

丸山泰

古畑光一

″

″

島田宗明
丸山康美

辞して東京・築地から向島に退隠して

先生が明治二十六年に華族女学校を

︵刷頁よりつづく︶

″

石井千明
″

からの毎日は︑静かな二階の書斎で読

深沢賢一郎

城下和夫
清水忠和

″

″

このころの︑一日中の日程は︑家人

時に二階の書斎にあがって著作活動︒

九時にお子達が学校に出かけるのと同

の話によると︑毎朝︑夏は八時︑冬は

小玉光郎
寺崎隆治

″

することがなかった︒

は︑地方講演会に出むいて︑弘道会の

書︑著述︑弘道会員の来訪接見のほか

渡辺幾太郎

帆足宗次

飯塚一雄

宮沢千章 上山定治
鳥居秀雄 寺崎隆治
中西包夫 片山清一

橋本敏雄
稲田悦朗

堀江以善雄

業容発展に努めるなど︑ひと時も閑居

分 根 山 知 野

妹尾徹

なく︑夜は夜で必ず十時まで灯を消す

食事の時以外は書斎を一歩も出ること

そして﹁国家道徳論﹂﹁自識録﹂﹁道

ことがなかったという︒

しげん

徳教育講話﹂﹁徳学講義﹂﹁儒門精言﹂

﹁泊翁届言﹂等だの不朽の名著はすべ

てこの︑母堂の孝養に充分つとめを果

︵本会理事事務局長︶

してくれた静かな向島の書斎で生れた

のである︒
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鎌形弥 宇井隆
福山昭 服部忠三

野 城 道 玉 葉

大 島 和 愛 長
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

歌

ルの偉容に眼を見張った︒玄関北面エ

東西に長く窺然と聾ゆる八階建てのビ

書室には和本や新旧の書籍や全集類が

右側に図書室︑次に展示室がある︒図

に入る︒ここで職員川村千寿子さんか

一同は職員菅原哲治氏の案内で会議室

を全うすることの意という︒︹孟子︑万章

声玉振﹂の金も玉も楽器で︑初めと終わり

後学服部宇之吉謹書﹂とある︵注︑﹁金

いた︒．以貫之金声玉振是謂大成

入口右側には服部宇之吉の書が懸って

ら湯茶の接待を受け︑しばらくして会

下︺︶ｐ一同受付簿に署名する︒

書架に一杯あり︑次に展示室に入れば︑

長鈴木勲氏より挨拶やお話があり︑佐

右側ガラスヶース内には茂樹の﹁絶

ントランスより入り︑会本部の八階に

倉支会長粟生氏はこれに答えて︑本日

筆無題﹂と題する自筆書があり︑こ

登る︒中央廊下左側に事務室があり︑

の目的を述べられた︒会議室には正面

千葉県佐倉支会

日本弘道会佐倉支会では︑東京の弘

に会祖西村茂樹の肖像額︵カラー︶が

会長粟生保︑副会長田辺弥太郎︑幹

加者は役員の左記七名であった︒

た︒折悪しく暑中のこととて︑賛成参

隣りの会長室に入れば︑壁面上には横

かな雰囲気を漂わしている︒向って右

写真︵二代より︶が掲げられ︑おごそ

掲げられ︑側面には代をの会長の肖像

読承を筆写する︒

ながら書いたものという︒原文とその

書は泊翁が病中︵明治弱年８月焔日︶寝

れを見て厳粛な感銘に打たれた︒この

﹁弘道会本部見学と会祖墓参の記﹂

副会長田辺弥太郎

八月二十一日︵木︶に催すこととなっ

道会本部の新館見学と会祖墓参の会を︑

事長青柳嘉忠︑幹事井原善一郎︑同倉

以常身処常事一捕身を以て常事に処

生固常事一生は固より常事
死亦常事一死も亦常事
書きの﹁楽天知命泊翁道人﹂の扇額
が掲げられ︑同じく会長席壁面上に

計服部忠三の諸氏︒

てある︒

﹁誠者天之道也干城﹂の肩額が掲げ

次重一︑同円道寺茂︑同倉田彰夫︑会
当日午前九時︑京成佐倉駅発︑船橋
下車︒国鉄船橋乗換︑西船橋にて東西

東面のドアーを開いてバルコニーに

這遥人間一人間に趨遥すること

又一又

晴空無雲一晴空雲なく
遭水無波一種水波なし

線乗換にて九段下で下車し︑徒歩にて

一帯の眺望が絶佳であった︒それより

出れば︑眼下に神田神保町より︑神田

七十五年一七十五年

一じんかん

会ピル︵昭和帥年１月竣工︶に十時四十

廊下伝いに一戻れば︑左側に講堂があり︑

西神田三ノーノ六︑社団法人日本弘道
分到着した︒この地二四七坪の地上に︑
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癖

孜を求道一孜灸として道を求め
靭有得駕一卿か得る有り
一いずゆ
魂也何之一魂や何くに之く
無有定所一定所有る無く
上天下地一上天下地
自在潤歩一自在に澗歩す

泊翁茂樹苧泊翁茂樹
︵注︑この絶筆写真が伏見幼之助編著の

は意外に若く見えた︒懇談の際︑佐倉

支会員からの希望や意見が開陳された︒

子規叫過二古陵西↓
︵注︑﹃泊翁叢書﹄第一輯︿日本弘道会編

次には昼食休憩後︑午後一時出発し︑

会祖西村茂樹夫妻の眠る駒込の養源寺

纂﹀九八二頁参照︒同書には﹁寛欲迷﹂は
﹁魂欲迷﹂とあり︑﹁満山新月暗﹂は﹁蔽天

で渡辺事務局長及び川村職員のお見送

受けた︒タクシー三台に分乗︑玄関前

に向うこととなり︑菅原職員の案内を

ロビーには茂樹のブロンズ胸像が安

りを受け︑別れを告げ本部会館を辞し

新月暗﹂とあり︒いずれが正しいか︒︶

一戻り︑事務局長渡辺薫氏を迎え︑種々

置され︑敬意を表した︒再び会議室に

一代は西村茂樹︵明治Ⅳ年３月Ｉ同弱年

軒墓と西村茂樹墓との標識が目につく︒

に到着︒門前入口には都史跡の安井息

に入り︑文京区千駄木五丁目の養源寺

車は白山通りに出で︑右折して駒込

た︒

８月︶︑同二代谷干城︵明治弱年８月Ｉ同

左折して墓地内を横切り︑墓前に到着

お話を聞き︑更に壁面掲出の代々の会

銘年ｎ月︶︑同三代松平直亮︵明治銘年ｎ

した︒お花を供え一同各たが﹁西村泊

長に就いての説明を拝聴した︒即ち第

月Ｉ同如年８月︶︑同四代徳川達孝︵明治

翁先生墓﹂に墓参焼香した︒立派な墓

に茂樹の肖像写真の次に掲げてあることを

側年９月Ｉ昭和賄年２月︶︑同五代堀田正

﹃西村泊翁先生年譜﹄︵明治組年刊︶の巻頭

次のケースには茂樹の著書数多が展

恒︵昭和坊年４月ｌ同朋年３月︶︑同六代酒

知り得 た ︒ ︶

示され︑中に﹃日本道徳論﹄や﹃校正
万国史略﹄︵十一冊︶などをのぞき見
た︒同室左面には﹁吉野山の漢詩の

三月十二日生﹂と刻される︒一郭内の

軸﹂があり︑久し振りの対面︒佐倉市

左側奥に夫人西村千賀の墓があり︑そ

月十八日莞︑七十五歳︒﹂﹁文政十一年

同八代西村幸二郎︵同弘年ｎ月ｌ同帥年

の左側前に夫妻の墓碑がある︒因象に

石である︒側面には﹁明治三十五年八

く嬉しかった︒即ち﹁初夏遊吉野謁延

７月︶︒因承に松平直亮は松平不昧公の

茂樹の法号は﹁宗徳院殿弘道泊翁大居

七代野口明︵同妬年５月Ｉ同別年９月︶︑

元陵﹂︵年代不詳︶の題詞である︒

後喬で旧松江藩主︒徳川達孝は徳川家

士﹂︒夫人千賀の法号は﹁貞松院殿堅

井忠正︵昭和邪年ｎ月Ｉ同船年２月︶︑同

桜花落尽剰二香泥毛

佐倉藩主である︒︲堀田正恒会長の写真

達の弟︒堀田正恒は鍋島家の二男︒旧

で﹁佐倉文学展﹂︵昭和朔年如月︶開

路入二芳山一章欲し迷︒

催の折︑拝借展示した軸で︑なつかし

緑樹満山新月暗︒

(102）

操寿栄大姉﹂大正十三年九月八日逝去︑

スは首都高速・常盤自動車道を快走︑

﹁おしどり観光バス﹂で出発した︒バ

で残した︒昭和四十四年十月一日建設︑

参詣後︑同じ車二台に分乗し︑根津

柏Ｉ︒Ｃで降り国道略号線を北上し︑

十時に東京駅南口の丸ビル明治屋前を

墓前の﹁西村茂樹墓﹂の標識を再録

に出で︑不忍池畔に沿うて京成上野駅

到着予定時刻より若干早目の十一時半

長ほか職員三名の総勢三十名で︑午前

して︑その略歴に代える︒﹁所在東京

の意を表して︑意義ある本日の催しを

に午後一時半到着︒菅原氏に対し感謝

東京都教育委員会﹂・

都文京区千駄木五丁目三十八番三号養

年八十九歳である︒

源寺墓地内指定昭和三十九年四月二

に寄附され︑その土地を母体として町

送った屋敷跡地をご夫妻の没後関宿町

げた鈴木貫太郎翁がたか夫人と余生を

この記念館は︑終戦の大業を成しと

過ぎに無事記念館に到着した︒

賦鯵肺

︵昭和六一・八︐二六記︶

無事終了した︒

十九日︒西村茂樹は文政十一年︵一八
二八︶三月十二日に江戸辰ノロ︵現在
千代田区大手町和田倉門外︶の佐倉藩
堂らに︑洋学・砲術を佐久間象山らに

邸に生れた︒儒学を安井息軒︑松崎嫌

七三︶森有礼︑福沢諭吉らと明六社を

の間隙を縫って曇り空ながら時々薄日

本会第二回目の研修旅行は秋雨前線

囲まれて静かなたたずまいを見せてお

︵鉄筋鉄骨コンクリート造︶は樹木に

道路から少し奥まった平家建記念館

設されたという︒

起し︑啓蒙思想運動を展開して多大の

もさす︑去る九月十九日︵金︶に実施︑

り︑その記念館の正面に高さ約八米の

当局も土地を提供︑昭和三十八年に建

影響を与えた︒明治九年東京修身学社

水と緑の町千葉県関宿の﹁鈴木貫太郎

塔が建立されているが︑そこに刻まれ

学んだ︒かれは佐倉藩および佐野藩に

︵今の日本弘道会︶を創立以来伝統的な

記念館﹂と︑その記念館の運営基金に

︵陛下のお言葉︶は鈴木貫太郎翁の直

た﹃為万世開太平﹄の歴史的六文字

仕え藩政に参画した︒明治六年︵一八

﹁婦女鑑﹂などを著わし︑皇室中心の

日本道徳論を強調して﹁日本道徳論﹂

マン株式会社第七工場を見学し有意義

多額の寄附をされた野田市のキッコー

教育に根深く浸透させた︒なお︑﹁古

たのは鈴木一理事︵鈴木貫太郎翁ご長

な一日を送ることができた︒参加され

れわれ一行は先ず塔を背にして記念写

念館を象徴している建造物である︒わ

筆を拡大して刻承込んだもので将に記

せきやど

修身倫理観の基礎を築き︑戦前の学校
事類苑﹂の編纂事業を指導︒明治三十

男︶ほか会員二十五名と︑渡辺事務局

五年︵一九○二︶八月十八日︑七十五歳
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わが国が平和と繁栄と自由を享受で

ある︒

きた戦後四十年の歳月は翁の偉大な功

二・二六事件に遭遇︑

れて立つ和服姿︵こ

自宅で反乱軍に囲ま

立っていることを痛感させられると同

時に︑この記念館が昭和史に於ける画

績と数多くの戦没者の犠牲の上に成り

期的な出来事の集積された場所として

のあと三発の銃弾を
に一生を得る︶の油

永く後世に語り継がれることは必定で

射ち込まれたが九死

らせようとした天の

絵は終戦の大業に当

あろう︒

的なものを観る人に

時の首相第一秘書官を務められた方だ

木理事から終戦秘話を拝聴したが︑当

われわれは︑昼食後食堂大広間で鈴

配慮としか思われな

与えずには置かない

けに講話は真に迫るものがあり大いに

翁の墓参をして遺徳を偲び記念館見学
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いような人間の運命

であろう︒

章︵八月一五日の襲撃によって焼けこ

の行事は総て終了した︒

にある鈴木家の菩提寺・実相寺に眠る

げたもの︶︑終戦の詔勅写︵各大臣の

に向う︒キッコーマン㈱は創業以来四

感銘させられた︒このあと︑ほど近く

館内の陳列品は翁の偉大さを偲ぶに

署名入り︶︑海軍大尉当時の父君への

百年に及ぶ老舗の醤油メーカーで今か

このほか︑海軍大

充分な資料ばかり︒中でも圧巻はなん

修旅行に鈴木一理事が同行下さって主

書翰などが陳列されている︒今日の研

将の礼服︑大勲位勲

といっても陛下のご聖断を仰ぐ時と場

この会社の経営姿勢が理解できるし︑

午後二時関宿を後にして次の見学先

を翁が演出した二度にわたる御前会議

円の寄附をされていることを知るとき︑

会であり且つ貴重な体験となったので

ら二十年前に記念館基金として二千万

また︑翁が天皇陛下の侍従長当時︑

ったことは参加者にとって又とない機

塔を背にした見学団一行

な陳列品の背景説明の労をとって下さ

可

の三百号油絵︵白川一郎画伯作︶では

蕪

なかろうか︒

真を撮ってから入館する︒

…驚鍵鍵蕊蕊驚

本会理事であることもさこそと肯ける

また︑当時の社長茂木啓三郎氏は現在
午後五時頃無事東京駅八重洲北口に

悼尾を飾るにふさわしいものがあった︒

た国家に育て上げるためには︑先ず国民一

耽々たる環境の中に独り立ちした日本の国
を︑一刻も早く︑より葦固な︑より安定し

足感を抱きながら家路に着く参加者の

到着︒有意義な研修の一日を過した満

先献身した西村茂樹先生の偉大さが︑今更

人一人の品性の向上こそが肝要であるとの
固い信念を以て︑日本国民の道徳教化に率

ものがあった︒

後姿を見てわれわれ世話役は安堵の胸

見学した第七工場は︑食品工場だけ
に碕麗に整備されており︑案内してく

四三一七
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昭和六十一年十月十日印刷実価二五○円

１１

たいと思います︒︵渡辺薫︶

の限りない発展に向って一段の努力を誓い

○今回の式典を心から祝賀し︑さらに今後

ざいます︒

晴れの表彰を受けられます︒お目出とうご

た二十二名の個人︑八つの支会と一法人が

年に亘り本会の趣旨実践の昂揚に貢献され

○菊花薫る十一月二日の記念式典には︑永

ら感謝の念を深くする次第です︒

に続いた先輩の方々の尊い尽力にも︑心か

らのように偲ばれます︒そして︑そのあと

を撫でおろしたのである︒︵菅原記︶

○本号は︑本会の創立百十周年を記念する

編集後記

れた女子職員の教育は行きとどきその
説明も仲々うまいものであった︒日本
人の食卓に欠くことのできない醤油の
ものではないので皆みな熱心に説明に

製造工程を見る機会など︑滅多にある

にしたような次第である︒

特集号といたしました︒ご覧の通り︑論説
に祝辞に回想・随筆に︑まことに充実した
ものとなりました︒ご執筆下さいました諸
先生︑長老会員および会役員の方々に対し︑
心からお礼を申しあげます︒
○創立以来通算百十年︒一世紀百年という
まことに大きな節目をさらにもう一つ乗り

超え︑ここにまた十年の歳月を加えたわけ
です︒

永いながい間のこと︑決して平坦な道ば
かりではなく時勢の移り変りの影響をうけ
とわ

て︑時に会勢の消長はありましたが︑永久
に変らぬ﹁真理﹂の大旅を高くかかげ続け
て︑この驚異的長命記録を達成したことは︑
何としても素晴らしいことです︒
○憶えば明治開国の直後︑西欧列強の虎視

(105）

聞き入りながら場内を見学し認識を新
午後三時半に野田市を出発帰途につ
画で︑Ｏ

車中では︑旧海軍兵学校生徒の頃校
長であった鈴木貫太郎翁についてエピ

ソードを交いながらの寺崎隆治氏の長
講を拝聴したり︑また︑終戦当時宮内
大臣官房庶務課長を務められた寛素彦
氏からは終戦の詔勅作成の秘話や天皇
陛下とマッカーサー元帥との会見後日
談の披露などそれぞれ貴重な話を聞く
ことが出来たことは今日の研修旅行の

−

−

教授として活躍中の著者が︑ヨーロッパ六ケ国を１−

東大名誉教授のほか︑亜細亜大学・国際武道大学客員
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死●プロレスを育てた男・力道山と球界の寵児・長島茂雄．
右翼少年に刺された浅沼社会党委員長・絢鰯たる作家・三島
由起夫の割腹︒﹁長寿世界この明と暗︵以下略︶
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どれもこれも︑今なお記憶に鮮明な事件の数かずを通
して︑焦土から立ち直り︑経済大国といわれるまでに
なった日本の歩承が温かい心で描かれている︒
これはまさに︑あなた自身の戦後史でもある︒
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永いあいだ報道の第一線に活躍して来た著者が︑透徹
した観察眼と精確な資料にもとづいて綴った戦後出来
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な観察のもとに︑いとも克明に描写されている︒

かに触れて来た西欧の文化・歴史が︑著者独特の精級
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