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︹字解︶職脂Ⅱほぞをかむ︒へそをかもうとしても口が届かない意で︑後悔し
揖ごっ画え雪︾

でい

ても及ばないことのたとえ︒養虎Ⅱ虎を養う意︒後日の災いとなる敵

を許しておくたとえ︒肘服Ⅱ①わきを云う︒②甚だ近い所︒鶴Ⅱ骨つ

きのひしほ︒たたき︒中用Ⅱ用にあたる︒役に立つ︒留与Ⅱ人を留め
・匂い室物〃︑

こび

て⁝を与える︒狼貧Ⅱおおかみのように飽くことを知らず︑どこまで

こｈ〃つ

もほしがる︒嘉落Ⅱ心が広く・小事にこだわらないさま︒狐婚Ⅱきつ
がふるえる︒

れが人を惑わすように巧みにこびへつらうこと︒股栗Ⅱ恐ろしさで足

︹大意︺英雄の織田信長は死んだあとで︑きっとほぞをかんだことであろう︒

明智光秀のような虎を養って︑後日大きな災いとなるのを知らなかっ
た︒西海の長鯨ともいうべき長州の毛利氏はまだ亡ぼすことができず

ハメになった︒このように︑︵琵琶湖などの︶山河は役に立たないもので︑

困っているうちに禍が甚だ近い所より起こって信長は非業の死をする

城も城主も滅び︑後世の人を留めて空しく悲しませている︒信長公は
おおかみのように飽くことを知らず人の国を攻めとってやまなかった
と言ってはならぬ︒公は心が広くて小事にこだわらず︑きつねが人を

惑わすように巧みにこびへつらうようなことはなかった︒それでわる
がしこい英雄は恐ろしさで足がふるえ︑公の相手とならず︑ほとんど
天下は平定するまでになった︒
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西村先生
ｌ新しい社会規範の提唱者

勝部頁長

西村先生は文政二年二八二八︶︑佐倉藩士の家に生れられた
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が︑佐倉藩は進歩的なところのある藩で︑早くから洋学も盛んに

採用していたのである︒西村先生は明六社に早々と参加されたと

ころをみると︑西洋思想を吸収しようという意欲が強く︑また文

部省に入られて﹃古事類苑﹄の編集に関係されたところをみると︑

非常に幅広く知識︑教養を吸収されようとする態度もおありだったと推測される︒のち侍誰．

貴族院議員をつとめられたが︑おそらくこの頃︑当時の上層階級︑貴族院の人々との接触の

なかで︑明治初年のわが国の上流の社会︑人々が︑道徳的に低下していた現実を︑その日で
見︑その耳で聞き込まれたに違いないと︑私は推測するのである︒

そこで西村先生は︑日本の将来を憂えて危機感を抱かれたのでなかろうか︒Ｈ本の道徳の

なりゆきについて︑放置しておくわけにはいかない︑という心配︑配慮が︑先生の心中の大
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きな課題となっていったと思われるのである︒

先生が︑日本弘道会のような道徳団体を︑早くも明治初年に設立され︑全国的スケールでの

国民運動として︑国民道徳の振興を提唱し推進されたのは︑明治十年頃であったと思う︒

先生のことだから熟慮され︑深く心中に苦心・焦慮されたに違いない︒

先生は西洋思想・西洋倫理をも早くから研究されていた︒しかし根本は儒教にある︒儒教的
なものは先生の生い立ちと共に身についた信念であったであろう︒

西洋近代の教養知識を以って︑明治日本の未来を切り開こうというお考えは根本にありなが
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ら︑侍講となり貴族院議員となられ︑社会的責任を自覚されておられれば︑軽々に動くことは
陰膳されたであろう︒

日清戦争を経験し︑さらに日露の風雲ようやく危うくなりそうな気配を感じられると︑先生

の政治的・社会的立場からして︑皇室の存在というものが︑身近に感じられてきたに違いない︒

先生の思想が︑だんＩ︑に集約・集中されて︑わが国の現実に接近してくるようになると︑

どうしても皇室中心主義の立場をとり保守的な思想家と目されるようになったが︑これも自然
な成りゆきであったと思う︒

︵本会評議員・お茶の水女子大学名誉教授︶
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﹁維新以来︑良政も多いが︑失政もまた少なくない︒そ

川弊としたことにもとづく﹂と論断したあと︑その﹁旧弊

らいの国勢︑人情︑良法︑美風を少しも顧みず︑すべてを

四︑兵制を改めたこと

三︑教育を改めたこと

めたこと

二︑机税の法を改め︑米納を廃して金納とし︑貨幣を改

一︑封建を廃して郡雌としたこと

の失政の種類は非常に多いけれども︑その根本︲はただ一つ
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武士道と現代

︑１６１１１４１０１６１１１１０４１§→１１１１６１も１１

ウ

徹頭徹尾ことごとく西洋のまねをしようとし︑わが国ほん

１泊翁と敬宇の言説を中心としてＩ

、

とした﹂ことの内容として︑

｜︑泊翁の﹁維新以来の改革﹂論議

1

である︒その一つとは何か﹂

ｈは︑Ⅱ本仏道会の会机・山村茂樹の所而を筆者が呪代
語に訳した﹁維新以来の改革﹂と題する文章冒弧の一節で
ある︒これを読んでオヤオャと驚く人も多いと思うが︑右
の一段につづいて︑

﹁政府の当局者が西洋の富強に目がくらみ︑文明に酔い︑

（8）

ウ

上にひどいのは文字をも人種をも改めようとする者がある

そして﹁中でもひどいのは教育の法を改め︑なおそれ以

十︑制度を改め︑裁判法を改め︑官制を改めたこと

九︑建築を改めたこと

八︑暦法を改めたこと

七︑衣服を改めたこと

六︑礼儀を改めたこと

五︑理財の法を改めたこと

ている︒泊翁としては随分おもいきった発言とおもわれる

のは︑現在のようなことを言っているのであろう﹂と述べ

おろか者が故意に天下を錯乱しているだけのことだとした

い・シナの昔の賢人が天下にはもともと問題なことは無い︒

たたえるのは︑要するにおべっかを言っているのに過ぎな

てに文明が進んだとか︑長足の進歩をしたとか言ってほめ

害が多かったと断言することができよう︒世人が自分かっ

そして最後の﹁通観﹂として︑﹁維新の改革は利少なくして︑

くて利は少なかった︒﹂と切り上げ．切り下げている︒

二︑﹃消してはならない武士教育の灯﹂という泊翁の要請

に至った﹂とし︑次に﹁このような急激な改革が国家全体

しかし︑ここでの問題は封建是か郡県是かにあるのでは

が︑むろん︑おべっかを言っているのとは違う︒

ま一つ一つその利害を比較すると︑封建を廃するのは害

のために利は少なく︑害は多いと言わざるを得ない︒い

もあったが利が多かった方であろう︒租税の法を改めたの

ない︒教育︑とくに道徳教育の問題がたいせつなのである︒

さいきん︑教育︵特に道徳教育︶の問題として武士道が

は︑害が多くて利は少なかった︒貨幣を改め︑兵制を改め

話題になることが多い︒泊翁も︑維新のさい教育を改めた

ことに︑封建道徳を代表した﹁武士道﹂が当面の問題なの

だけであって︑利は少しも無かった︒理財の法を改めたの

のは大体に害があったと認めているが︑それではこれを無

たのは︑害もあったが利も多かった︒教育を改めたのは︑

は︑利害相半ばした︒礼儀を改め衣類を改めたのは︑害多

である︒

くして利はなかった︒建築法を改めたのは︑利害相半ばし

害なものにするにはどうすればよいか︒

少し利があって︑大体に害があった︒法律を改めたのは害

た︒制度を改め︑官制を改め︑裁判法を改めたのは害が多

（9）

泊翁に﹁消してはならない武士教育の灯﹂という文章が

いてなく︑殖産興業が主眼であって︑金をためて自分の生

の中には忠孝︑信義︑勇武︑廉恥などの諸徳は一言も書

︑︑︑︑

ある︒明治三十一年の﹁道徳教育講話﹂の中の一節で︑筆

たなお

者が現代語に訳したものが平成五年に出た﹃泊翁語録﹄に
出ているから︑まずそれをそのまま紹介しよう︒余り長く

まが

活を豊かにすることが必要であると書いてある︒昔の武士
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
教育は徳育に偏して知育を欠いたが︑現時の教育の多くは
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
外国の外形を見て知育に偏し︑徳育を欠いたのである︒た

だ当事者がその方針を誤り︑曲れるを矯めて直きに過ぐ

ないから︑全文をそのまま写しとってみるとｌ
維新前の教育は︑むろん︑武士教育である︒政府および

るというわけであった︒勿論︑その当時はそれが善いか

くようになり︑また修身教科書を編さんしてこれを用いし

列藩で施した教育は︑共に武士教育であって︑農工商三民

めるようになったが︑いったん誤った教育の正路はたやす

悪いかはわからなかったが︑五年︑七年がたっとだんだん

どいていた︒維新のさい封建制度の廃されると一緒に︑昔

くなおるものでない︒そればかりでなく︑社会一般が西洋

の教育には手を下さなかった︒そしてその武士教育という

の武士教育もすべて廃された︒これは︑時勢の変遷上そう

の富と箸との外面に舷惑して︑西洋の富と箸が今日のよう

その弊が見えて来て︑人民もやかましく言うし︑政府も気

なったので︑非難すべきでない︒維新後は武士だけを教育

になった由来を究めず︑現在の状態に心酔してそのマネを

ものは︑ただ徳育と体育の二つで︑智育までには手がとど

するのでなく︑士農工商の四民を同一に教育しなくてはな

裁も薄らいで来た︒そのうえ︑いろいろの学問も入り込ん

がついて︑にわかに小学教則をも改正し︑修身を第一に置

らぬことになった︒ここに一の注意すべきは︑昔の武士教

で︑十八︑十九年ごろの教育の様子と風俗・人心の様子は

かなかった︒が︑徳育は今日とちがって︑余程よく行きと

育を廃して新たに四民同一の教育を施す際に︑一つの誤り
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
があった︒それは武士教育を廃するとともに︑武士教育の
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
大部分を占めた徳育を廃したことである︒明治五年太政官

余程危なくなった︒

うす

しようと思う者が多くなって︑わが国在来の社会道徳の制

から頒した学制には︑新教育の眼目が説いてあるが︑そ

10)

年十月︑聖天子が教育に関する勅語を賜って︑ここに初め

するところも知らずという有様であった︒幸に明治二十三

いはキリスト教を入れるべきか︑勝手な議論をして︑底止

或いは神道を用うべきか︑或いは仏教を入れるべきか︑或

儒教を入れるべきか︑或いは西洋の哲学を入れるべきか︑

であって︑若い諸君は知るまいが︑その時に学校の道徳は︑

の道徳の教えは何を基礎とすべきかは頗る苦慮するところ

していたが︑さて何によってその道徳を維持すべきか︑そ

らこれを破ろうとする種々の勢力があっても︑それに抵抗

しかし帝国固有の道徳心は容易に滅しないから︑外部か

直そのひとは明治に活動した人物であるから︑その積もり

川末年の作であって明治のものではない︒しかし︑中村正

は嘉永葵丑年八月十七日夜五時に発せられているので︑徳

の﹁誓詞﹂の如きものに見られる︒但しこの誓詞そのもの

Ⅱ〜吃月号の﹁明治の気概﹂で紹介した中村正直︵号は敬宇︶

して残存したと考えられる︒その一例は︑本誌一○一二号

消失を意味せず︑武士的なもの︑武士道的なものは依然と

しなくなったが︑これは武士的なもの︑武士道的なものの

なった︒そしてそれにつれて固有の意味での武士道も存在

武士階級は消えて無くなり︑四民平等の新しい社会組織と

一忠孝ヲ忘レザル事

で読んでいただきたい︒その全文を写せば︑

かりは土台が定まらず︑或いは石礎にしようかｌ煉瓦にし

一行住坐臥礼法二背カザル事

て道徳教育の土台が定まったが︑明治の初年から二十年ば

ようかと︑その土台が常にぐらぐらして定まりがなく︑ちよ

一偽行偽言ヲセザル事荷ニモ偽ヲ言ハザル事

あぶな

但シ過言ハモトョリ也

うど舵のない船︑轡のない馬のようで︑まことに危いこと
であった︒

一淫欲ヲ断シ事小壮ノ人尤モ肝要ナリ

ー百事二勉強シ怠惰ナラザル事

﹁消してはならない武士教育の灯﹂は右のように綴られ
ているが︑論旨まことに明快で︑現在のわれわれからも反

一蘭書ノ業半途ニシテ廃スベカラザル事

一凡事己ヲ責メテ人ヲ責メザル事

論する余地はあまり無いように思う︒

徳川幕府が衰滅するとともにわが国から固有の意味での

(II)

恩ヲ思上農夫ノ難苦ヲ思上頃刻モ僻怠スベカラザ

一太平ノ恩津ヲ念々心頭二置キテ有難ク思上父母ノ

一誠宴ヲ心ニシ苛モ軽薄ノフルマイアルベカラザル事

なさんとする事なかれ﹂といましめ︑﹁妄に福貴をねがふ

の軍学者小笠原昨雲の著﹃諸家評定﹄は﹁戦ひを好み乱を

武道大学の仲間と協力して紹介しようとしている戦国末期

と一般に呼ばれている戦国時代をも含む︒筆者が現在国際

ここで筆者が﹁むかしの武士﹂と呼んだのは︑暗黒時代

ル事

くからず︒ただ天道にそむからざる様に心得﹂よとすすめ

一妄念ヲ裁断シソレガ篇メニ奪ハレザル事

右之繰々堅ク銘二心肝〃以テ酔生夢死ノ輩ト均シク相成

ている︒

心は正直なるこころよりおこるべし﹂とも説いている︒戦

また︑﹁それ人は慈悲心を専らと仕給うべし︒そのじひ

みだり

ル事無之様心懸ル事肝要也若シ右の篠々於：相背入
現生二神ノ冥罰ヲ蒙ルベキ事也
嘉永葵丑年八月十七日夜五時誓詞

のまま通用したことがわかる︒﹃葉隠﹄の四誓願には﹁大

国時代でも﹃葉隠﹄や西郷南洲・中村敬宇などの念願がそ

と書かれ︑いくつかの文字に血判が押されている︒中村釧

慈悲を起し人の為になるべき事﹂という一条があり︑西郷

中村釧太郎

太郎︵正直の幼名︶にとっては︑まさに決死的誓詞であっ

南洲には﹁己を尽し︑人を答めず︑わが誠の足らざるを尋

ぬくし﹂︑中村敬宇には﹁凡事己ヲ責メテ人ヲ責メザル事﹂

たのであろう︒

なお︑思いつくままに若干の注釈をすれば︑佐賀の武士

訓に﹁天を相手にして己を尽くし﹂などとあり︑むかしの

﹁親に孝行仕るべき事﹂の一一篠があること︑西郷南洲の遺

したかの理由がわからなくなる︒幼にして門閥制度に違和

何であったかが明らかとなり︑維新の際になぜこれを廃棄

このように見てゆくと︑武士時代の日本人のあこがれは

という一項があった︒

武士が﹁人を答めず︑わが誠の足らざるを﹂責めていた実

感をいだいて育った福沢諭吉も︑のちには﹁椿我慢﹂を

道を説いた﹃葉隠﹄の四誓願に﹁主君の御用に立つべき事﹂

情がうかがわれる︒

12)

すすめ︑﹁抵抗の精神﹂を力説する一面をかくさなかった︒

名で翻訳したことでも知られる︒嘉永元年は僅か十六歳の

マイルスの﹃セルフ・ヘルプ﹄を﹃西国立志編﹄という書

泊翁・福沢諭吉などと共に明六社のメンバーであった︒ス

等師範学校長などを歴任した学者・教育家であって︑西村

中村釧太郎諒は正直は︑のち東大文学部教授︑東京女子高

なお︑さきに嘉永元年八月十七日夜の﹁誓詞﹂を紹介した

今もなお︑日本人から消えていないと見ることができよう︒

すでに五十号に達している︒武士道精神に対する関心は︑

する研究会があり︑﹃葉隠研究﹄と題する機関誌を発行し︑

巻もそれに近づこうとしている︒佐賀には﹃葉隠﹄を研究

下三巻を入れたが︑現在上巻は三十版を超え︑中巻と下

和辻教授のおすすめがあって岩波文庫に﹃葉隠﹄上・中・

脈々と伝わっている︒筆者は第二次世界大戦のはじまる前︑

武士道︵八徳︶は独り武士に限らず︑農工商共に此精

と︒儒者にして此言を篇す︒卓見の士と云ふくし︑此

邦武道斯諾し善之教以施：於修レ内懐じ外︑河馬：大碑

俗い異日有：聴哲出類之士へ必主：孔聖之道へ而参以：本

く本邦中古有：武道者盛行：乎世可ｒ以振：士気強小民

勇武廉恥の八徳を包含したる者なり︒古賀桐庵日

園を保ちたる者にして︑詳に之を言へば︑忠孝信義

古代の武士が是を以て自ら其品位を保ち︑且之を以て

ると馬す者あり︒我邦の武士道は比の如き者に非ず︒

なるべし︒世人誤りて武士道は常に攻伐戦闘を事とす

達し︑徳川氏の参河武士に至りて其隆盛を極めたる者

道と構したる者ならん︒元鎚・天正の比に至り益皇護

或は日本魂とも穂したりしが︑鎌倉時代に至りて武士

武士道の名は何れの時に起りしか其始を審にせず︑

西村泊翁の武士道論

夏で︑その天才ぶりがうかがわれよう︒筆者は﹁誓詞﹂の

神を以て教育せざるべからざるなり︒

福沢もりっぱな明治の武士で︑その伝統は三田精神として

中に﹁農夫ノ難苦ヲ思上﹂という一句があるのを感銘する︒
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筆者も農家に生まれ︑その銀苦を味わったからである︒
︵本会副会長・東京大学名誉教授︶
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した質的内実を伴う﹁公﹂﹁私﹂のあり方を考えるための

て︑武止道の思想をとらえ施すことの一つの意義は︑そう

実と直ちには重ならないからである︒そして︑現代におい

量的な単位としての﹁佃﹂は︑この私の生という質的な内

︑︑︑

主義における﹁個﹂は︑必ずしも﹁私﹂の自覚ではない︒

﹁私﹂の希薄化にこそ原川があるのではなかろうか︒個人

いわれるところの公の希薄化は︑むしろ今Ⅲにおける

党の深まりによってこそもたらされるのである︒

ことと州川しているのであり︑公の向覚の深さは︑私のⅢ

囚

ｒ
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一武士道の根拠

ケ
庁

配︒︒Ｌ０Ｌ隅■卜■・ＩⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡＩⅡ一Ⅱ

す概念である︒公と私との脚係は︑耽純に牡的なバランス

しかしながら︑そもそも﹁公﹂とは︑﹁私﹂と一対をな

く一叫にするのは︑そういう論調であるように思う︒

りを優先してきたがために︑﹁公﹂が見失われている︒よ

にあるということもいわれているようである︒﹁私﹂ばか

うである︒そして︑その原剛が︑仙人亜視の仙値観︑教育

今Ⅱしきりに︑公徳心の顔廃ということが指摘されるよ

﹁我が道﹄と﹁公の徳﹄

慰灘識躍，

の問題なのではない︒公の自覚は︑本来︑私の自覚という
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示唆が与えられるというところに在するように思われるの

男の生の理想は︑立派な魚屋になることである︒立派な魚

の根拠となるのである︒俺は魚屋だと断言する以上︑その

今は問わない︒ここで考えたいのは︑私たちの現実の生と

あるという信念に支えられた︒極端な理想主義の当否は︑

が本気で信じられていた︒人類は純粋知性に進化すべきで

うものは︑知︵理屈︶によって根拠づけられるということ

ど神話的権威を有したョ−ロッパ近代において︑道徳とい

長い世界史の中の例外的な一時期︑つまり理性がほとん

でもあることになる︒

でもあり︑同時に︑まさに公の中におけるその人の﹁道徳﹂

な魚を目利きし︑客に喜ばれることは︑その人の生きがい

をすべきでないかが自ずと定まってくる︒たとえば︑新鮮

とながら︑そこに望ましい行為の仕方︑何をすべきで︑何

けだ︒立派な魚屋という﹁我が道﹂と行くとき︑当然のこ

屋になることが︑その人の生の理想であり︑喜びであるわ

︑︑︑

である︒

道徳とのもっと素朴な関係についてである︒

こうした己れの﹁拠り所﹂と︑そこに拠ることによって

身につく﹁道徳﹂との関係は︑近世においては︑﹁道﹂と﹁徳﹂

少くとも︑﹁道﹂﹁徳﹂という概念が一般化したわが国近

世以降において︑道徳というものの根拠︑発生はこんな風

という文字の定義によって端的に了解されていた︒

いえること︑そういう一人一人の確かな生き方のことをい

自ずと身につくものが徳である︒これが︑﹁道﹂﹁徳﹂につ

道とは︑拠って立つ所であり︑そこに拠って行くことで︑

る︑故に之を徳と謂ふ・﹂︵﹃北渓字義﹄︶

﹁徳は是れ︑この道を行きて実に吾が心に得ること有

つの意に命く︒人の通行する所︑これを路と謂ふ・﹂

なづ

﹁道は猶ほ路のごとし︒当初この字︑路上に従って立

に了解されていた︒すなわち︑確かな理想を持ち︑それに
向かって生きていく己れを自覚するとき︑道徳はおのずと
生じてくるのだ︑と︒

自己の理想を自覚すること︒それは別に大仰なことでは
︑︑

う︒自分が魚屋である︑そのことが自己の生の意味であり︑

いての最大公約数的な了解なのであった︒

ない︒たとえばある男が︑﹁俺は魚屋だ﹂と自信をもって

喜びであること︑そういう確かな﹁私﹂の生こそが︑道徳
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己れの行く道が定まることによって︑自ずと公の徳が身

まざまな言説は︑一様にそのことを︑武士たるものの第一

長い徳川の太平の世にあっても︑あるべき武士をめぐるさ

武士たるものの揺るぎない原理であったはずである・事実︑

に着く︒このことがきわめてわかりやすい形で体現されて

の要件に掲げていたのである︒

強さが生む道徳

いるのが︑武士の道徳である︒

するという生き方を選んだ者たちのことである︒武士たる

ず心におくを以て肝要﹂とする︒いやしくも﹁武門におゐ

﹁武士たらん者は︑行往坐臥二六時中︑勝負の気を忘れ

たとえば︑大道寺友山は︑次のように述べている︒

者の願いや喜び︑生きがいは︑したがって︑より強い武士

ては﹂︑﹁末々の小者中間あらし子﹂に至るまで︑﹁脇指を

武士とは︑戦うことによって妻子や共同体を維持・拡大

になるという一事にあった︒

﹁武士道﹂もまた︑当然のことながら︑﹁勝つ﹂ことや﹁強さ﹂

刀など﹂を用意しておくものだ︒これは︑常に﹁勝負の気﹂

懸け深き武士﹂は︑風呂に入る時でも︑﹁刃びき刀或は木

はなしてはならぬ作法﹂に定まっている︒ましてや︑士分

をこそその本来の主題としていた︒﹁勝ちがなければ︑名

を心掛け置くためである︒およそ武士として刀剣を身に帯

武士にとっての最大の価値は︑戦いに勝つことであり︑

は取られぬ﹂︵﹃甲陽軍鑑﹄巻二とか︑﹁武者は︑犬ともいへ︑

びる以上︑﹁即時の間も勝負の気を忘るべき様はこれ無し﹂

以上の者は︑一瞬たりとも刀剣を離してはならない︒﹁心

畜生ともいへ︑勝つことが本にて候事﹂︵﹃朝倉宗滴話記﹄︶

であり︑﹁勝負の気﹂を忘れた侍は︑﹁武士の皮をかぶりた

戦いに勝つ強さである︒あるべき理想の武士像を追究する

といった︑リアルな力の世界こそが︑武士が身を置く世界

る町人百姓﹂と少しも変わる所はない︵以上﹃武道初心集﹄

い〃︑堂﹄

なのであり︑かつまた︑武士道がそこから生まれてきた根

二本差しとか︑弓矢取る身といった呼称が端的に示して

一一︶Ｏ

戦闘者であることを︑武士の動かぬ本質であると見るな

いるように︑常時武装していることこそが︑武士であるこ

源なのでもあった︒

らば︑﹁勝つ﹂ことや﹁強さ﹂は︑戦いのない太平においても︑
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武士の道徳は︑まさにそうした自覚の内から必然的に生じ

が武士であるという存在の根本にかかわる自覚であった︒

とのしるしである︒﹁勝負の気﹂とは︑したがって︑武士

なのである︒

武士が軽蔑したもろもろの事がらは︑すべて弱さの代名詞

﹁未練﹂﹁臆病﹂︑だらしない格好︑振る舞い︑嘘をつくこと︑

とか︑人間関係における礼譲であるとか︑さまざまに説明

という道徳がある︒この道徳は︑他者の人格の尊重である

一つだけ例をあげよう︒武士道には︑﹁敵の悪口を言うな﹂

の違いは︑外から従わされるか︑内から従うかという点に

ントの説をまつまでもなく︑外的な強制を伴う法と道徳と

従うものでなければ︑何の値打ちもないものであろう︒カ

そもそも︑道徳とは︑自らが思い定め︑自発的に心から

道徳とは﹁私﹄の充実である

される︒しかし︑武士たちが︑この道徳を自ら発見し︑身

こそあるであろう︒

てきたものなのである︒

につけていった大本は︑決して理屈による説明を頭で理解

道徳の基本が自発性にあるとするなら︑公徳心云々を議

論する際にまず問われねばならないのは︑何よりもその自

したからではない︒武士たちが自発的にこの道徳に従った
のは︑要するに︑敵をそしることが﹁弱さ﹂とみなされた

発性の当体である﹁この私﹂の内実でなければならない︒

﹁ＡがＡである﹂という﹁真理﹂の形式にならっていえ

からなのである︒

敵をそしるは︑必ず︑弓矢ちと弱き家にての作法なり︒

弱さを糊塗するための虚勢にすぎない︒実戦という命がけ

る行いをあえてする者はいない︒敵をそしるのは︑己れの

強さが最高の価値とされる世界で︑少しでも弱みと見られ

う生き方にあるということができる︒このように﹁私は﹂が︑

ろう︒武士の場合なら︑真実の生は︑﹁私は武士だ﹂とい

を持つことが︑一人一人の現実の生の真実であることにな

形式であらわすことができよう︒そして︑この形式が内実

ば︑一人一人の私の真実の生は︑﹁私は私である﹂という

の現場を生きる武士たちが︑﹁弱さ﹂に類すると考えられ

自ら選び取った確かな内実を持つとき︑そこにおのずと道

︵﹃甲陽軍鑑﹄巻こ

る一切を排除しようとするのは当然のことである︒﹁卑怯﹂
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徳があらわれてくる︒近代以前の﹁道﹂の思想が一般に主

の私﹂の生の充実ということをこそ示唆しているように思

ることにあると考えた︒衣食足って︑とは︑一人一人の﹁こ

戸言う

張していたのは︑おそらくそういうことである︒

のものであった︒武士道は︑そうした生の充実が生んだ道

追究は︑それぞれの﹁この私﹂の生の喜びであり︑充実そ

﹁人間﹂といった正体不明の概念が︑直ちに﹁私が私である﹂

措いて︑道徳の議論はありえない︒そして︑﹁市民﹂とか

一人一人の﹁この私﹂が生の当事者であるということを

われるのである︒

徳であり︑その緊張度の高さは︑武士たちが喜びを見いだ

ことの喜びや誇りの内実をなすわけではない︒﹁人間とし

武士という生き方にあって︑﹁勝つ﹂ことや﹁強さ﹂の

した生の現場が︑ぎりぎりの存亡を懸けた戦いだったこと

て﹂とか﹁市民として﹂と言う前に︑一人一人が願い望む﹁こ

の私﹂が何であり︑またそれをいかに実現すべきかの手だ

によっている︒

翻って︑今日の道徳論議を省てみるに︑そこに根本的に

道徳の根拠は︑自己にとっての望ましい生の内にある︒

てが何であるかが示されねばならないであろう︒

なのではなかろうか︒守べき規範ばかりが議論され︑それ

強さという確固たる己れの追究から生まれた武士道をはじ

見失われているのは︑まさにこの生の喜びについての反省

が一人一人の﹁私﹂の自発性においてどのようにつながり

め︑およそ﹁道﹂を名乗る思想が今日の私たちに語りかけ

︵東京大学大学院人文社会系研究科助教授︶

てくるのは︑おそらくその一事であるように思われる︒

うるかという視点がなおざりにされているのではあるまい
か︒

﹁衣食足って礼節を知る﹂という言葉がある︒これを︑

単に生活の安定が道徳の条件であるという皮相的な意味に
解してはなるまい︒近世の儒学者たちは︑道徳の実現の根
本を︑単なる経済生活の充実ではなく︑一人一人が自らの
道を見いだし︑生の喜びを発見できるようなシステムを作

(18)
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｜︑山川健次郎のこと

先Ⅱ偶然書店で﹃山川健次郎伝白虎隊から帝大総長へ﹄
︵昂亮一著？平凡社刊︶という本を円にしたので︑早速買っ

て読んだ︒なぜ関心を侍ったかというと︑山川他次郎のこ
とを今は亡きⅢ母︵父の母︶から聞いていたからである︒

｜職間誉帝

のIj、戦
災後イト

猟鼎胤jI

職｝りtit

山川は琉水七年二八八川︶の生まれである︒会沖藩の
川身で︑︑虎隊の一歳年下だったため維斬後も牝き残った︒
後年︑虎隊のことになると︑術に飢色を改めたそうである︒

川沿になって山川はアメリカのエール人学に州学し︑仙川

に 人 一

ﾐ鯉

大 で は
￨￨｜あ会

八そに枢の人
'
は逆

19

−
−

−

エエョ虫■J毎凸■』凹凸牟廿.酋・

館の花形であった捨松である︒

ところでなぜ私の祖母が山川の話をしていたかと言う

公私混同を忌む姿勢︑折り目正しい礼儀作法︑それでいて

学生から敬慕されたエピソードの数々が紹介されている︒

二︑﹃日新館童子訓﹄の教え

山川の武士道の根底にあったのは︑会津の藩校の日新館

と︑それは私の曾祖父と祖父の両方の縁からである︒
私の祖母の父の高嶺秀夫は会津の出身で︑会津落城の時︑

の教えである︒その精神は︑﹃日新館童子訓﹄に凝縮して

かたもり

松平容保の御小姓をつとめていた︒山川と同年で︑彼と同

校︑女子高等師範学校︑東京美術学校︑東京音楽学校の校

に持ち込み︑山川同様教育官僚として活動し︑高等師範学

た︒ペスタロッチ流のジョホノットの開発主義教育を日本

て︑会津領内のことがしばしば持ち出されている︒本書の

富な事例を配している︒それらの事例は日本のものであっ

の藩士のために作ったものである︒内容は道徳の教えに豊

この書は日新館を作った第五代藩主松平容頒が︑幼少年

かたのぶ

長を歴任した︒松平家に対する忠誠心は厚く︑山川浩とと

原文つきの現代語訳は︑﹃日新館童子訓﹄︑︵三信図書刊︶と

い↓ゐ︒

もに︑松平家の経営監督を勤めた︒当然ながら山川兄弟と

いう形で出版されているが︑その現代語訳校閲をしたのは︑

様に白虎隊に入れずに生き残り︑同じくアメリカに留学し

は親交があり︑山川浩が高等専門学校校長の時は︑教授で

私の叔父の士田直鎮であって︑平安時代史の専門家の叔父

ところでこの﹃日新館童子訓﹄で教えられている内容を

あった︒

がこの仕事を引き受けたのは︑やはり会津への思いからで

なおしげ

あった︒

また私の祖父︵父の父︶の土田誠一は会津ではなく秋田
の矢島の出身であったが︑山川が東京帝国大学の総長の時
に︑学生監︵学生部長︶として仕え︑山川を敬仰していた︒

親孝行である︒親の前では一切不作法はしない︒親が年

もし体現したとすると︑次のような人間になるであろう︒

たのである︒祖母の話によると︑山川の風姿はこれぞ武士

のためよだれや鼻水がでたら︑そっとふきとってやる︒も

というような縁で︑山川は祖父母の家に来ることもあっ

というものであった︒先の星氏の本でも︑彼の質素な生活︑

（20）

し親が道にはずれたことをした場合は︑穏やかに諌める︒

主君には忠義を尽くす︒しかし主君に誤りがあると見れ
ば︑率直に諌め︑聞き入れられなくても恨まない︒

常に目上の者を立てるが︑仕事に関しては遠慮しない︒

人から恥辱を受けた時は︑年齢を考えずに立ち向かい︑恥

うに︑口を手で覆って答える︒また目上の者が皆に何かを

たずねた時は︑自分だけがしやしやり出てべらべらしゃべ

らない︒周囲を気にかけ︑年長者に恥をかかせないように
配慮する︒

目上の者から席をすすめられたり︑贈り物をもらった時

くよく教え諭し︑なおらない場合に︑はじめて厳しく答め

妻子が自分の親に無礼である時︑感情的に怒るのではな

食膳を持つ時は︑自分の息がかからないようにする︒食

く時は︑咳払いをしたり︑自分の名前を名乗ってから入る︒

するが︑その後は素直に相手に従う︒人の部屋に一人で行

は︑率直に受ける︒席を譲りあう時には︑二度までは遠慮

る︒それでも効果が無いことがわかれば︑子は勘当︑妻は

膳を客にすすめる時何か話しかけられたら︑唾が膳にかか

辱をすすぐ︒

離縁になろうが︑その時でも妻子の欠点は隠し︑悪口を近

自分に率直に忠告してくれる正直な者を友とする︒友と

みずに立ち向かう︒それによって自分のみならず自分の親

千万人の敵に一人で対決せねばならない時でも︑死を顧

らないように︑少し顔を横に向けて返事をする︒

は互いに意見をしあうが︑人の過失を言い立ててることは

に恥をかかせないようにする︒

隣に触れ歩かない︒

しない︒なるべく人の長所を認め︑自分の誤ちはすぐに改

以上はみな﹃日新館童子訓﹄に書いてあることである︒

もし現在このような人がいたとしたら︑やはり尊敬される

める︒

酒色を慎み︑我をはってむやみに人と争わない︒

であろう︒

会津武士の生き残りで明治以後も活躍した多くの人が︑

三︑会津の新撰組隊士

客の前では︑召使いはもとより犬猫までしかりつけるこ
とはしない︒

目上の者に真向かいで返事をする時は︑息がかからぬよ
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幼少時に受けた﹃日新館童子訓﹄の教えを生涯の信条とし

最後に披露しておく︒

の元隊士も見たことがあった︒それも会津がらみなので︑

北京に篭城しその統率力と人格で外国からも賞賛された柴

は︑会津に落ちのび︑そこで奥女中と結婚した︒その結婚

新撰組で剣術の腕前を沖田総司と並び称された斎藤一

はじめ

た︒山川もそうであるが︑その他には︑義和団事件の時に

五郎中佐︵後に陸軍大将︶も︑﹃日新館童子訓﹄から甚大

相手が祖母の実家の親戚であり︑以後斎藤は会津と行動を

ともにし︑会津藩が厳寒の地斗南藩に移封された時もそれ

となみ

な影響を受けていることを自ら述べている︒

武士というものは簡単にできるものではない︒会津では

斎藤は維新後︑警視局に入り︑西南戦争にも従軍︑警部

に従っている︒藤田五郎と改名したが︑その名も会津藩主

時の父親は今とちがって男の子の教育にことのほか熱心で

になった︒退職後は東京高等師範学校や女子高等師範の守

よい藩士を育成するために幼少年から徹底した集団教育を

あった︒社会主義の女性活動家であった山川菊栄に﹃武

衛をしていたが︑当時の校長は山川浩や曾祖父といった会

松平容保公から拝領したものである︒

家の女性﹄という本がある︒これは母親からの聞き書きを

津出身者であったので︑その関係であろう︒さぞかし頼り

していた︒﹃日新館童子訓﹄はその教材であった︒また当

もとにして幕末の水戸藩の女性の様子を書いたものである

になる守衛だったことであろう︒

教養︑武士として恥ずかしくない作法と風格を︑父親がス

活写されている︒いつでも藩の御用にたてるだけの胆力と

老人がまさかもと新撰組だとは知らず︑随分大げさな話を

であるが︑まだ少女であった祖母はその目つきのするどい

斎藤は曾祖父の家に来ていた︒これも祖母から聞いた話

きくえ

が︑その中に当時の男子の教育は父親が受け持ったことが

パルタ教育でしこむのである︒さても武士とは︑家の外と

する人だと思ったそうである︒全部が本当の話であること

︵本会理事・早稲田大学教授︶

を知ったのは後日のことであった︒

内の両方の教育があいまって育成されていったのである︒

祖母の世代はまだ江戸時代の武士の生き残りを目にでき
ていた︒祖母は︑武士道に憧れた男たちが結集した新撰組

(22）
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田

戦前からの倫理規範を否定された親たちは︑学校から権
利のみを教え込まれた子供たちの利己的な要求にも︑毅然

建て直しから始めて︑借り物でない︑日本古来の道徳復興

が焦眉の急となってきている︒

﹁背骨の通った︑かつての日本人はどこへ行った︒世界

﹁武士道﹄の復権

違法ストを繰り返した︒教師は労働者であって︑聖職に非

の尊敬を集めた︑高い倫理感に支えられた︑誇り高き日本

とした態度が示せなかった︒法遵守を教えるべき日教組は

ず︑としたものである︒その子供たちが親世代になると︑

人はどこへ行った﹂ｌその嘆きを︑誰よりも強くしている

適か︑キリスト教伝導に︑地方を廻ろう︑との計画を一時

李氏は八十歳の高齢である︒総統を退いて四年︒悠々自

のが李登輝氏であろう︒

社会の道徳的退廃は加速度を増した︒

戦前の教育を受けた世代が︑廃嘘の︑そして資源もない
日本を再建させ︑今日の世界第二の経済大国に押し上げた︒
その世代が退いた現在の日本の風景はどうだろう︒

る︒中国の台湾併合攻勢を前にして︑台湾野党の国民党︑

棚上げして︑台湾人のアイデンティ確立のため奮闘してい

を当然とし︑財を成す︒外交官は特権の世界に安住し︑国

親民党の腰がふらついている︒これら政党のルーツは中国

政治家は消えた︒平成の政治家は世襲

益を守ろうとする気力も︑努力も欠いている︒外交力では

共産党との内戦に敗れて台湾に逃れた蒋介石率いる外省人

明治の〃井戸塀

死に物狂いの北朝鮮に遠く及ばない︒

に何がしかの郷愁を抱いているからである︒

李氏は残り少ない人生を賭けて︑﹁台湾人の台湾﹂という

で︑〃祖国大陸

留学生に軽蔑されている︒緑の黒髪を茶や黄色に染め︑ぼ

国家像を後戻りのできないところまで︑押し進めようとし

多くの若者は大学を遊ぶところと考えてろくに勉強せず︑

ろぼろのジーンズにブランドもののバッグを抱える︒親を

ているのである︒

士道﹂解題﹄という大著を執筆した︒これは今年三月︑小

そのような多忙な毎日を送りながら︑李総統は昨年︑﹃﹁武

殺し︑子を殺すといった戦前なら考えられない犯罪が日常
茶飯事である︒

アメリカ流の個人主義は日本社会には合わない︒教育の

(24）

からだろうか︒

日本社会の現状に対する危機感が国民全般に広がっている

発されて︑武士道関連の出版がブームになった︒背骨なき

学館から出版され︑大きな反響を巻き起こした︒本書に触

なってきた﹂との思いを吐露している︒李登輝氏その人が

よく似た人生観や奉仕精神に衝き動かされて生きるように

はばからない︒季氏自身︑﹁いつの間にか︑新渡戸先生と

台湾発展の基盤は日本統治時代に作られた﹂と言い切って

よき師︑よき友人に恵まれ︑大人への脱皮に苦悩する青春

として教育を受けた︒台北高校で旧制高校生活を満喫した︒

つ日本精神を説く新渡戸の心情にまで深く踏み込んでいる︒

にも目を配りながら︑キリスト教世界とは別の価値観に立

﹃﹁武士道﹂解題﹄は︑その書かれた時代背景︑国際環境

新渡戸武士道の体現者と言えるのではないだろうか︒

時代を過ごす︒﹁﹃生と死﹄という極めて哲学的な命題と常

しかし︑李登輝氏の本書執筆の動機は︑実はそこにはない︒

台湾生まれで台湾人の李登輝氏は台湾統治時代︑日本人

に対時し︑まさに命がけで煩悶していたように思います﹂

それは︑ぐずぐずになってしまった日本人よ︑早く立ち直っ

﹁改めて︑日本の方々にも言いたいのです︒もっと自信

てほしい︑との訴えにある︒

と本書で回顧している︒

そうした思索遍歴の中でカーライルの﹁衣装哲学﹂を経
て︑めぐり逢ったのが新渡戸稲造の﹁武士道﹂だった︒そ

新渡戸稲造は宗教教育のない日本で︑どうして国民道徳

の真の継承者なのだから﹂ｌこれほど親身になって忠告を

はないですか？なぜなら︑あなたがたこそ︑﹃日本の魂﹄

を持って︑自らの意志で︑決然と立っていてもよいので

が培われるのか︑との欧米キリスト教社会の疑問に答える

してくれる外国の指導者がほかにあるだろうか︒

してこれが︑李氏の思索の先導役となった︒

形で︑﹁武士道﹂を英文で出版した︒一九○○年のことで

李登輝総統は︑新渡戸の﹁武士道﹂を武人の規範としてだ

日本精神を世界の道徳規範に

興し︑台湾の産業基盤を確立した︒その面でも︑李登輝氏

けではなく︑広く道徳体系の書として考察している︒﹁義﹂

ある︒その翌年︑台湾総督府から請われて渡台︑精糖業を

とは縁が深い︒韓国指導者とは異なり︑李氏は﹁現在の
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なかでも︑李氏が重きを置いているのが﹁誠﹂である︒

しており︑李氏の教養の底知れぬ奥行きをのぞかせている︒

諸国のこれに対応する理念との共通点︑差異を明確に論証

﹁勇昌仁﹂﹁礼﹂﹁誠﹂﹁名誉﹂﹁忠義﹂といった項目ごとに︑欧米

﹃個人主義﹄ということの本当の意味を理解していた新渡

に﹁当時の日本では最もよく﹃自由主義﹄や﹃民主主義﹄

ばよい︑ということには絶対になりません﹂として︑さら

は個人主義の時代なのだから自分のことだけを考えていれ

言えば︑このところボロボロと露見しつつある高級官僚や

堕落を防ぐ大きな橋頭墜となっていたのです︒これを逆に

せ我慢﹄の精神こそが︑長い間︑日本の支配階級の腐敗や

てまで金に執着するものではありませんでした︒この﹃や

の武士は︑たとえ飢餓に瀕していても︑名誉や誇りを捨て

﹁﹃武士は食わねど高楊枝﹄という言葉があります︒日本

﹁武士道﹂の中で新渡戸は﹁仮に武士道が単なる物理力

として︑﹁忠義﹂の観念を﹁公のための忠﹂と解釈している︒

もいったん緩急あれば﹃公﹄に奉ずるという気構えも必要﹂

な関係性の中で生かされているのだから︑﹁やはり今日で

いる︒そして︑人間は一人だけでは生きていけず︑﹁公的﹂

に向かって︑その価値を主張できたのでしょう﹂と述べて

ということが明確に理解でき︑かつ堂々と胸を張って世界

戸稲造先生だからこそ︑﹃武士道﹄との関連における﹃忠義﹄

政治家たちの見るも無残な汚職・収賄事件は︑日本におけ

であるとしても︑過去七百年間にその獲得したる運動量

その解説のなかでこう述べられている︒

る﹃武士道﹄の衰退を何よりも雄弁に物語っているのでは

よって伝えられたとしても︑その影響は広大なる範囲に及

はそんなに急に停止するをえない︒もしそれが単に遺伝に

戦後の日本社会で禁句になった感のある﹁忠義﹂につい

んでいるに違いない﹂と述べている︒まるで︑今日の日本

ないでしょうか﹂

ても︑李登輝氏は新渡戸武士道を擁護して悪びれるところ

の現状を予見し︑武士道の伝統が簡単に消え去るほどやわ

李登輝氏も﹁私は︑このような﹃日本精神﹄︑すなわち︑﹃義﹄

なものではない︑と励ましているかのようである︒

がな い ︒

﹁﹃全体主義﹄に溺め捕られたような﹃忠君愛国﹄には違

和感を覚える人も多いでしょうが︑だからといって︑いま
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和魂﹄の精髄がいまなお脈々として﹃武士道﹄精神の中に

を重んじ︑﹃誠﹄をもって︑率先垂範︑実践弱行するという﹃大

最も誇りと思うべき古今東西を通じて誤らぬ普遍的価値で

導国家の資質と実力とは何でしょう︒これこそは日本人が

しかるに︑まことに残念なことに︑一九四五年以後の日

ある日本精神でしょう︒人類社会がいま直面している恐る

李登輝氏は日本精神の復活が︑単に日本国家のためにと

本において︑このような替え難い日本精神の特有な指導理

生き残っていると信じきっているからこそ︑日本及び日本

どまらず︑それが世界の思想をリードする役割を担ってい

念や道徳規範が全否定された︑こんな完全な﹁自己否定﹂

べき危機状態を乗り切っていくために︑絶対必要不可欠な

る︑とすら主張する︒昨年秋︑李登輝氏は慶応義塾大学の

傾向が未だに日本社会の根底部分に渦巻いており︑事ある

人を愛し︑尊敬しているのです﹂と日本精神の復活を願っ

学生祭に招かれて講演する予定だった︒しかし︑大学側は中

ごとに︑日本および日本人としての誇りを奪い自信を喪失

精神的指針なのではないでしょうか﹂

国に気兼ねして︑招待をキャンセルしてしまった︒その幻

させずにおかないことに心を痛めている者のひとりだ︑と

ているのである︒

の講演原稿の中で︑李登輝氏は次のように話すはずだった︒

えません︒数千年にわたり積み重ねてきた﹃日本文化﹄の

社会の期待と希望は︑ますます大きくなると断言せざるを

国であり︑平和主義である日本および日本人に対する国際

頭の大状況に直面しているときだけに︑世界有数の経済大

ぐ民主主義国へと脱皮させたのである︒日本の政治家の中

間に︑台湾を経済先進国に躍進させ︑東アジアで日本に次

人物像になったと言えるのではないか︒その治世十二年の

によって︑新渡戸稲造がイメージした﹁武士道﹂の理想的

李登輝総統は︑その天性と日本の教育制度と自らの精進

嘆いている︒

輝かしい歴史と伝統が︑六十億人の人類全体に対する強力

に︑李登輝氏と比べられる器量をもった指導者は現れない

﹁︵九・二テロ発生後︶まさに︑人類社会自体が危機竿

な指導国家としての資質と実力を明確に示しており︑世界

のだろうか︒

︵本会評議員︶

の人々から篤い尊敬と信頼を集めているからです︒この指

(27）

︻特別寄稿﹈

明治人の面影
ｌ山形有朋の詩歌Ｉ

私がここに山県有朋をとりあげたのは︑偶然の機会に次
の川を手にいれたからである︒

ありなれの川怖渡るもののふのかげにともなふゆみは

﹁会心のＨ﹂といい︑また﹁武人の本懐﹂といって喜んだ︒

この軸に落款はないが︑川たところが出たところだけに︑

したところ︑山雌について知るところがあれば教えてほし

ことを︑バー年ばかりも川に教えを受けた岡義武先生に柵

た常撚会という欣会の主催もしていたのである︒この敬の

しく欲をたしなみ︑﹁葉桜Ⅱ記﹂という私家集があり︑ま

陣訓﹂の先縦ともいわれるが︑むしろ﹁城を枕に﹂という

本男児の名誉を全ふすべし﹂と︑将兵に微を発した︒﹁戦

職ろ潔く一死を遂げ︑かつⅢ水叫児の気象を示し︑以てⅡ

難戦に係はるとも︑決して敵の碓檎する所となるべからず︒

山肌は九月卜三日京城に入った︒そして﹁刀一如何なる

であろう︒

いといわれた︒﹁山県有川﹂︵岩波新書︶という著書のある

川鼎は︑十月二十三Ⅱ︑鵬緑江を渡り九迎城に入った︒

先生にお教えすることはもとよりなく︑この拙文もむしろ

本物に相違ないと思っている︒山県は︑明治の元勲には珍

自から育てた外征軍を率いて遠征することを名誉としたの

から望んで第一ｍの耶川令何となった︒かれはこのときを

本部長︑総即大恢を経て︑椛密院議長の職にあったが︑川

布作した︒Ⅲ浦戦争である︒このとき山県は︑すでに参謀

さて明治二十七年八月一日︑日本は消旧に対して宣戦を

棚

りの月

暁かた鵬緑江をわたり戦ひけるとき竹川

I
鳴

前代の武士道の継承であろう︒
その著書に負うところが大きい︒

（28）

安

最前の歌はこのときのものである︒そこには︑ゆみはり

う︵石黒︑﹁懐旧九十年﹂岩波文庫三○六頁以下︶

れ︑並みいる川上操六︑寺内正毅らも感涙にむせんだとい

石黒はまた九連城に山県を訪ねているが︑山県の野営の

の月とあるが︑東京天文台に問い合わせたところ︑月齢は

毛布の薄く寒そうなのを見て︑自分のと取り換えたいと申︑

二十八︑北国晩秋の遅い暁方︑空に細い月がかかっていた
はずだという︒それは﹁ゆみはりの月﹂よりもむしろ﹁眉

し出ている︒山県は九連城で︑次の詩を作った︒

糧ヲ敵二依ラント欲スルモ敵マタ空シ

向う所前ナク意気雄ナリ

引きの月﹂というべきものであったであろう︒山県は九連
城で十一月三日の天長節を迎えた︒そのとき白から次の歌

京を衝くことを考えていたといわれる︒しかし兵姑線は伸

山県は︑戦は勢なりといい︑右の詩のごとく直ちに北

何レノ時ニカ馬二飲セン長城ノ窟

を作って将兵に歌わせたという︒

けり︑いかなる砦も破れけり︑進めや進め大小の︑砲

先は︑なびかぬ草のあるべしや︑いかなる城も落ちに

たのであろう︶︑参謀本部は厳冬期を迎えて冬営を望んだ︒

びており︵弾薬も食糧も︑補給には軍夫が馬車を挽いてい

万里ノ山河一路通ズ

のひびきに山川も︑どよめきわたれほとばしる︑雨や

﹁尊かりける皇の︑御稜威は四方に輝きて︑我が日の

談の弾の中︑命を惜む人ぞなき︑すすみすすみて草の

撃させた︒桂は苦戦し︑そこでは凍死者も出た︒

山県はしかし︑摩下の第三師団長桂太郎に命じて海域を攻

本の丈夫が︑旭の御旗ひるがえし︑むかふいくさの鉾

むす︑屍となるも退きて︑生きん心の人ぞなき︑進め

李鴻章という講和の交渉相手を失うことを恐れていた︒一

総理大臣の伊藤博文は︑北京を衝けば清国の瓦解を招き︑

や進め清国の︑心ふとくも頼みてし︑砦の数の限りな
き︑これぞ名高き九連城︑渡れや渡れ鴨緑江︑渡れや
渡れ鴨緑江﹂

親王であった︶︒山県を動かし得るものは天皇のみであっ

てこれを実現した︵ちなみに時の参謀総長は有栖川宮織仁

藤に頼んで︑健康を理由に山県の帰国を図り︑勅誰によっ

士︑卒︑軍夫に至るまで近くの山上に登り︑千里の外で聖

方︑山県の専断に手を焼いていた参謀次長の川上操六は伊

寿の万歳を三唱したが︑旗は半紙に梅酢で紅く日の丸を染

ではなかったという︒山県は帰国に当たり次の詩を作った︒

た︒山県は些か健康を害してはいたが︑さほど著しい状態

陸軍省の医務局長︑軍医総監であり︑野戦衛生長官でも

め︑牡蛎貝の杯で祝酒をあげた︒後日︑石黒が旗と貝殻を

あった石黒忠恵もその日妬浦で天長節を迎えた︒将校︑下

明治天皇の御覧に供したところ︑畏多くも御目に涙を催さ
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馬革二屍ヲ裏ムハ元ョリ期スル所

していたのである︒ちなみに明治政府最大のブレーン井上

山県は伊藤より二歳の年長であったが︑常にその後塵を拝

毅は︑肺結核のため文部大臣を辞して病死したが︑﹁畳の

出師時未ダ半ナラズ登帰ルベケンヤ
如何セン天子召還ノ急ナルヲ

し︑木戸は畳の上で死んだ︒ここに日本人の人気が分かれ︑

死生観であろうか︒維新の三傑のうち西郷︑大久保は惨死

上で死ぬのは無念﹂といったそうである︒明治人に共通の

帰国した山県は監軍となり︑元勲優遇の勅を賜って面目

別レニ臨ンデ陣頭涙衣二満シ
を保ち︑さらに陸軍大臣として入閣して︑伊藤の講和に協

京都霊山の献花の数にもこのことが現れているという︒

大正十年は辛酉の年であった︒皇太子裕仁親王が摂政と

力するところがあった︒ちなみに普填戦争︵一八六六年︶
のとき︑プロシヤの参謀長モルトケはウィーン攻略を図っ

なられ︑首相の原敬は暗殺され︑日英同盟篠約は廃棄され

︵一八七○

くなり︑同じ七月には非合法に日本共産党が結成された︒

た︒次いで翌十一年二月には山県が︑七月には森鴎外が亡

のは︑このときのビスマルクの深謀によるといわれている︒

一つの時代が終り︑新しい時代が始まったのである︒実

七一年︶のときオーストリアが中立を守った

憲法調査のため屡々プロシヤを訪れた伊藤はこのことを聞

は︑私の生まれたのはその年の九月であった︒それからま

たが︑首相のビスマルクはこれを押さえた︒後日普仏戦争

みに伊藤も山県も︑総じて明治の元勲は︑国際関係にはき

かされて︑ビスマルクの故智に学んだのであろうか︒ちな

く︶時代が始まろうとしているらしい︒

た八十年︑今また私にとっては三つ目の︵戦前︑戦後に続

日露戦争のとき山県は参謀総長であった︒これに勝利し

︵修養団特別顧問・元東宮大夫︶

︽参考文献︾既掲のほかは︑藤村道生﹁山県有朋﹂など

あろう︒

わめて小心であった︒外国の強大が身にしみていたからで

日本は韓国を併合したが︑その当面の責任者は伊藤であっ

た︒伊藤がハルビン駅頭で暗殺されたとき︑山県は﹁かた
との歌をつくり悲しんだが︑一方﹁伊藤は最後までついて

︑︑

りあひて尽しし人は先だちぬ今より後の世をいかにせん﹂
いた﹂とその死を羨んだという︒山県は恐らく︑野戦に死
し︑馬革につつまれることを願っていたのではあるまいか︒
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二番目の支会として︑明治二十二年に設立された城東支会

その﹁双松学舎﹂の創立者橋本孫一郎氏は︑日本弘道会第

ものがあった訳である︒我が鶴堂橋本孫一郎翁は其の中の

光栄に浴せる人々は実に八名に及び︑さすがに伝統を誇る

会々員として五十年以上継続せる会員を表彰したが︑其の

本会が昨年六月創立六十周年記念式を挙行せる際︑本

舶淋矧鎚船端鋼熊故橋本孫一郎氏を偲びて

＆日日■Ｐ︒！ＬＬＬＬ色町ＬＬ８ＬＬＬＬ１ｒ８卜ＬＬＬ凸・面■Ｌ・田■ロロ弔勺■ロ勺句■０Ｉ０Ｉ０ｌｌｌｌＬ０ｐ■凸ロー口弔・■１．１８１１日ｌｌＩＩ８ＩＩ凸

再び﹃双松学舎﹄について

ＦＬ０ＬＬ・Ｐ０１日１１１１日

西村会祖の筆になる﹁双松学舎﹂の扇額については︑﹁弘

︵明治三十七年に遠江支会と改称︶の副会長として︑日本

道﹂の前号︵第一○二六号︶の裏表紙で紹介しましたが︑

弘道会の発展に尽力された方であり︑西村会祖と橋本氏の

して明治九年三月創立されて既に六十余年︑之を人間の一

輝かしい一人であった︒本会の創立が我国教化団体の祖と

生に例へて見るならば︑最早還暦を越した訳である︒此の

関係やその活動状況を窺い知ることのできる追悼文が︑﹁弘

ジ︶に掲載されているので︑ここに再録してご参考に供し

道﹂第五三九号︵昭和十二年四月号六四ページ〜六六ペー

道の為めに献げられたと云へば︑此の一事を以てしても︑

歴史の中にあって尊き一生の五十年以上を継続して一意斯
︵本会特別会員東京薬科大学教授︶

ます︒
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一代の熱血漢であって︑至誠一貫国士の風格を備へる所が

し︑郷党より一世の師表とし尊崇されたばかりでなく︑又

る︒実に橋本翁は学者として︑育英事業に偉大な功績を遣

吾々は其の人物の一端を既に窺ふ事が出来ると思ふのであ

からざるもの一の翁の事業に於ても之を立証するに余りあ

事業の尊さ︑其の力の偉大さ︑随て其の功績の計り知るべ

党人士橋本翁の人格高徳を崇拝せざるなきに至った︒教育

なったが︑其の特色たる塾的教育は幾多の人材を出し︑郷

たるべき青年の精神教育に身を捧げ︑後中等程度の学校と

る︒翁一代の弘道の事業も︑実に空理空論でなく︑隻松学

あった︒吾々は彼の短躯痩身にして︑一度談ずれば言々肺
たあの風辛辛︑風格︑今尚目前に祐焼として消えやらぬも

脈を貫くの感があり︒人其の至誠の力に感ぜざるはなかっ

のがあり︑人能く道を弘むの真価があると云うべきだ︒

大正八年以来教育功労者として屡々表彰の栄誉を措ひ︑

舎の上に之を実際に顕現せしめた事によって︑偉大なるも

するは真に斯の如き人なる哉と︑此の斯道の振興愈々切な

又御即位御大典地方饗餓とか︑天皇陛下県下御巡幸の際拝

のがある︒国家を思ひ︑斯道を思ひ︑道を弘め︑人を感化
るを思ふ非常時局に鑑みるにつけても︑此の人今や亡しの

胸像一基を贈呈され︑其の功績を不朽に伝へること駐なっ

謁を賜はる等々の光栄にも浴した︒而して県教育界よりは

氏は文久二年八月二十八日に静岡県小笠郡相草村に生れ

感益々深く哀惜の情殊に切なるを如何せん︑肝︒
た︒幼より神童の称があり︑明治四年野賀岐山の門に入り︑

れるのである︒

次に翁が本会との関係方面を見るに︑明治十六年四月志

た事など︑如何に翁の七十余年の足跡の輝かしきかゾ偲ば

業し︑次で私立高陽舎に入る︒十八歳にして早くも下等小

を立てシ上京され︑当時一代の道徳界の暁星たりし西村先

漢籍習字を修めたが︑小学校が設けられたので入学之を卒
学卒業と同時に授業勤務となり︑早くも逸材を以て郷党に

らなかった︒これが抑々本会との関係を結ぶ第一歩の縁で

知られたのである︒明治二十二年︑二十八歳で群を抜き新

あった訳である︒而して翌明治十七年二十三歳にして自ら

を問ひ︑爾来上京の折又は文書もて屡々質疑して研究を怠

明治二十四年には深く時勢に感ずる所があって︑教職を

生及碩学南摩先生を崇敬︑親しく門に入り︑経学倫理の道

退き︑一意郷党青年の教育に捧ぐべく私立隻松学舎を設立

海に其の人ありと天下の会員に知られる唯一の弘道人とし

進んで本会に入会今日に及び︑実に五十四年の歳月を︑東

野小学校長に任ぜられたるは異数と云はるシ所である︒

の後約五十年間に亘る歳月を︑橋本翁は︑主として此の墜

て一日の如くに孜々努められつシあった訳である︒其の間

したのである︒これ氏が終生の事業の発端であったが︑其

松学舎によって︑自己の信念に基づき︑一意将来の国民

（32）

に先輩を推して自身は副支会長の女房役を以て任じたるが

師たる野賀岐山︑次で本間︑赤松︑岡部の四代に亘り︑常

支会の創立の如き︑明治二十二年翁の尽力によるが︑常時

の人格を崇敬する郷党人のそれに外ならない︒而して遠江

であった︒又会員の多数を紹介して居るが︑これも一に翁

特別会員に推薦さる輯等︑常に要職にあり枢機に参じたの

議員︑或は有功章を再度受くることあり︑又功労者として

の一端をと見れば︑或は終身会員となり︑本会商議員︑評

事業に異状ありと云ふ訳だ！されど今となっては徒らに

の事︑両明星一時に地に墜ちて昭和十二年の初頭の弘道の

然も関東の弘道の雄布施亀次郎翁の逝去と一日の差を以て

して︑一月二十二日俄かに常夜の闇に旅立たしめたる︑肝！

れつつありしに︑何と天は無情なる︑此の人に毒を借さず

草は︑御蔭を以て益々培はれ︑将来に大きな期待をかけら

事業異常なく︑而して翁の余徳は遍くして︑今後道の教へ

大にして光輝を現はすあり︑翁又益々健にして東海の弘道

うちて一意努力するを誓ふあるのみだ︑これを以て︑翁の

みて︑其の遺されし精神を継承し︑微力ながらも駕馬に鞭

跡を留めし本会史の幾頁かの不朽の金字塔を拝し︑深く鑑

歎くも詮なし！吾々は翁の一代の精神とせし所︑其の足

いては略するも︑七十有六年の一代は︑孝明︑明治︑大正︑

係する所枚挙に逼なき多数に上るので︑今は其の一々に就

生前の計り知れぬ功労に酬いんとし︑一は以て翁の永久の

其の他報徳会の為︑或は郷党の教育︑教化産業方面等関

如き︑実に翁の徳の一端を見る︒

して︑至誠国を憂ふるの一念より︑全く文字通り心を砕き︑

今上の四代の聖世に亘り︑時難なる世︑波潤ある一身に処

のである︒幸に翁の英霊にして︑我等の微意を諒とし︑行

生命を愈々永久ならしむる一助の所以たるべきを信ずるも

身を粉にして然も席の暖まる時なく︑働くの限りを働き通

会も岡部支会長尚健︑幹部一同亦翁の精神を守って起たん

手に加護を賜はるあらばと糞ふ！更に又翁が愛撫せし支

格精神︑事業の一端を偲びまつり︑追悼記の禿筆を結ぶこ

とする︑英霊安んずべきか！叩か舷に涙ながらに翁の人

翁は武骨者一片の学者或は国士ではなく︑趣味豊かなも

した感がある︒尊き人生の亀鑑たるべき一代であった︒

のがあった︒即ち鶴堂と号して書を以て知られ︑漢詩の妙

訂正とお詫び前号︵第一○二六号︶の﹁双松学舎﹂の記事中︑

とシする︒英霊来り享けられよ！

技にも入る︒更に倭足と号して敷島の道をよくする等多方
して其の雄弁に至っては︑又菖堂を魅するものがあった事

京薬科大学﹂の誤りでした︒お詫びして訂正いたします︒

古垣先生の所属大学名について︑星薬科大学とあるのは﹁東

面で︑自ら其の風格にも為めに豊かなるものがあった︒そ

今や一門栄え︑翁が一代の事業たりし隻松学舎も愈々盛

も人のよく知る所である︒
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年二〜一二月号︶所赦︒その要旨﹁歴史は唯事迩を記す

注﹁自得録﹂︵その二は︑弘道第一○二一号︵平成一四

に汎されんとする想なり︒

とを知らず︑相率ゐて是等の醜肥なる文学美術を賞賛して

れぱ︑川Ⅲなるが真の文学︑いかなるが真の美術といふこ

○本邦の道徳は怖道を以て興り怖道を以て維持し以て

止まず︒余憤道を誰ずる者は是等のことを見聞する毎に将

千五百年間の人物を造れり︒近年Ⅲ民の道徳大に衰へたる

○漢学を為す者は古人を尊崇すること高きに過ぎ目以て之

は及令→ずと為し︑其過失の如きは極々Ⅱ推して其短を俺

を以て世の儒者道の衰へたるを歎ぜざるはなし︒然るに其

を宣しとす︒道徳は大気の如し﹂︒

ふを常とす︒洋学を為す者は︑之に反し︑古人を細杵する

怖者なる者を見るに道を以て自ら征ずる者は仏少なく︑其

を作り又碑文を書するに過ぎず︑甚しきは地方を漫遊し吾

こと卑きに過ぎ其言論に甚しき誤謬なしといえども強て其

川を売りて碓活を為す軸

暇価を求めて之を論駁す︒川して其己の説の出を見れば却

ざるなり︒

者其責に任ぜざるを得ざるなり︒

も︑其多くは只漢文漢詩を作りて人の為めに序紀題賊の類

近年学者の志気卑劣肥隈となり︑文学家と称する荷は其為

○世人多く道徳を以て川畑頑愚の肯と為す︒是全く道徳の

ｋなる者は猫竿れに道徳を以て門人を教育するものあれど

す所は授蕊肥卑の小説を作るに止まり︑美術家と称するは

何物たるを知らざる荷なり︒航子Ⅲ︑天下之広川には道他

て大に占人に及ばず︑老爺者偽は猶可なり近川︑Ⅲ書生亦

婦人の裸体を↑山きて自ら喜ぶ︒是等の人は只其志す所但酒

古の大家を批評して皇も謙退の意なし︒学問上の美事に非

色利慾の間に在りて造も尚蝶俊迦の気あることなし︒文学

者の本領此の如し︑世の祁雌に沈溺する者を見るに実に糞

鈍覗鴫呼附道の賑はざるは︑怖

の腐敗も亦極まれりといふくし︒世間も亦盲千人のことな
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中の腐岨の如し︒部康節の詩に日く︑

して文をなせる語理通ぜんこと難し︒老子に一︑生二︑二

○常山棲筆除に︑たとへよく字の義を識得たりとも其錯綜

るに道徳の学は哲学を離れて別に樹立すべき者なり︒

生三といひし語是より初め易き語やある︒然れども其義に

泥中に走りて得々たる所の蛙蛎は︑安ぞ雲外に飛期する鳳
皇の如何なる物なるを知ることを得んや︒

蛙踊泥中走︑鳳皇雲外飛︑雲泥相去遠︑自是難相知彼生涯

○国家生活の目的は何なるか︒列川釧判州叫川判は﹁国民の

○年威録︵中井履汗︶すべて彼等がいふ善も悪も筋の遭ひ

通ぜんこと甚難し︵南部の語︶

大善事とするなり︒悌説の諸想善化諸善奉行も言の上には

たることをとれり︒君と試して悌法を興隆すれば名つけて

ママ

幸福を進むるにあり﹂といひ︑剖川劇削州凶刃列Ｈ列の説の

く﹁国家は客観的の道義なり﹂と︒故に国家は道義的に構

如く︑国家の目的は道義なり︒道義規則の実現なりとし日

○日是倹とはよしとみし価あることばにて︑大中至正の道

れは初より取り虚なき人︒

にはまして協はざる文字なり︒然るに太平打ちつゾきて著

少しも能はなんれども其善といひ悪といひしもの勘違ひた

るくし︒各十人は国家の為に教育せらるくし︒奴も公共の

成せられんことをのみ注意すべし︒是を以て教育の主義は︑

真の安寧の幸福は社会の道義的最高階級に達したる時に於

ひてもまして大中至正までは行いでず︑当著修の風の残り

修になびきたき世中なれば心ある人至極倹節となること思

実に又道義ならざるべからず︒各十人は道義的に教育せら

といへり︒

て存する者なり︒剖刈州︲川Ｈは斯る社会を称して有心社会

以て見るべし︒

○近日は少説家を指して文学者といふ︒文学の振はざるを

もし後年倹の失のいで来る時は︑又智ある人も其よしを申

人故に倹の失に遠慮なく今の世にては倹節を国是とすべし︒

たるとそ多くはべりれば倹とのみ心おきして其失はなきを

ママ

○道徳は時に従ひて変化せざるべからず︒即ち進化せざる

の中に於て尤も弊政といふべきは︑政府倉卒の意見又は或

べからず︒然れども基本原の骨子となる者は百世に渉りて

る一私人の言を納れ軽率に法令を出し︑其法令大に民の難

○近年故事は洋語に従ひて追堂文明となれり︒今日存す所

儀となることなり︒此の如きは其罪本政府にあり︒然るに

し為今にてはいはず︒

○西洋にては道徳を以て哲学の中に加へたり︒然れども哲

其本源の体は変化せざるの如し︒

民間其不便を訴へ︑其法令を改めんとするに︑遠方より委

変化することなし︒たとえば動物の体格段§と変化するも

等の学を以て道徳に貼用するときは牽強を免かれず︒要す

学は推究の学にして実行の学に非ず︒ロジック○生寛学
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員を出し︑運動費をかけ数年の歳月を費して漸く其願意の
者良迷也︒

為古国有君也吾攻日︑天下人民条々大偲惨存立国立君也図

○在専別図御力制勢︑在立憲国御多数制勢︑少藩閥政府初

輿君而益廃則戦争従兵磨也不抜其本而次治其米者災整戦備

猶頭以江力別勢︑白線同越然内閣知早以其不可遂典政者相

徹することあり︒徹せざることあり︒其法令を出したる官

○日本の教育は皆誤あり︒是余が発見たる所にして︑政府

余風にて甚悪きことなり︒

○モンテスキュー日く︑立法の精神は善なりしかども︑施

結以到其勢美ホママ於自衛者也

吏は平気になり居り︑人民も亦之を責めず︑是官尊民卑の

及び世間の教育者皆之を知らざるなり︒何ぞや︒早熟を求

○国民の中に︑実業を励みて己の財産を増し併せて国の物

行の意思不善なるよりして方法皆害を為す︒

むると鎖末のことを教ふると是なり︒大器晩成は古今の通
理︒今日維新の功績などは今日の如き教育を受たる者に非
ニユート０ン

ず︒牛董は学校にて下より第二位なりしといへり︒今日の

して︑国事に熱心なる人あり︒甲の人は治世に在りて国を

産を殖する人あり︒又我身の財産は勿論︑一身をも顧みず

の事業を為すに必要の人なり︒

富ますに必要の人なり︒乙の人は国の弊源を除き︑改革的

如き早感の急の教育にて人民皆こせこせしたる小器となり
齢を改むくし︒学科を減ずべし︒試験を廃すべし︒尋常科

○知識を閏明し︑身に道徳を行ひ︑其行之所仰不塊於天︑

て人材は出来難し︒子供の中はバツと育つをよしとす︒学
を廃すべし︒子供のときより智を養ひ過ぐる故に身体も弱

るべからず︒一般の人は只善き習慣を得しめ︑善き風俗を

傭不恥於人︑是即我等の安心立命なり︒

作らば︑夫にて宜し・

くなる︒是後の日本人は身体を強健にせざるべからず︒此

○今日の文官試験規則は支那の科挙と其弊同し︒腿齢たる小

○冨者は賢者に比すれば宣欲にして害音なる者なり︒若し

○人の師たるべき者は道を知らざるべからず︒心も治めざ

材は得べきも嘉落なる大材は皆之を漏らすべし︒

冨者に慈善の心ある者多きは其土地の民は幸福を得て其土

なり︒或る部分に於ては成長の理を同くす︒

○国の隆盛は決して物質的︵武備財産︶の増加のみを以て得

教育にて出来たる箱庭の植木の如し︒人類も植物も有機物

べき者に非ず︑必ず精神的の俊逼堅固を以てせざるべからず︒

○宋儒理気の語あり︒理は明日なれども気の字指す所明か

地は楽士となるなり︒

↓処↓も

○有悪此有善︑天下皆善︑善之名口類然列悪者明善之舗歎︑

○国出於人為処置古今東西魚無同無□ら民世界有戦争の惨

ならず︒三島中洲日く︑宋儒の気は物質を指す︒余謂へら

猶病者明緊者也︒
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○奥国の将軍ヅラゴミローフ日く︑戦闘間兵卒の手足能く

謂気は物質の生ずる原にして即ち気より物質を生ずるなり︒

く物質を以て直ちに気といふは恐くは当たらず︑宋儒の所

惹起すること奇妙なれ︒

に深き事と除りに浅き学の如きは倶に同一の感覚を胸裏に

○パスカル日︑除りに幼き人と除りに老たる人︑乃至除り

成せんとするに方り第一に注意を要するものは︑頭の決心

至ることあり︒

に国民の輿論となりて︑之を以て人の正邪善悪を定むるに

○聖賢の言を信ずるよりして其言或は真理に合はざるも遂

○道徳者は道徳を以て法律として之を守るべし︒

となり︑彼の手と足とを訓練せば頭と心とは自ら発達する

○道徳の実行を欲せば︑事実問題の研究せざるべからず︒

○陸象山の意見に溺る湧人は難しの語を玩味すべし︒

ものなりと想像せし時代は己に過ぎ去て党に還らず︒数回

何人も不忠不孝愛国といふ者はあらず︒其忠愛といふ中に

の鼓動と頭脳の了解との如何に因るなり︒されば兵卒を養

の戦争克く此妄信を排除するに足りぬと︒

動作するは其実平時訓練の力に因るに非ずして即ち其心情

○正道を行はんとするには︑曲学の学者尤も其害を為す︒

故に空論のみにては道徳の実行を期すること能はず︒

○人を責むるは道徳を以てし︑自ら恕するは法律を以てす︒

事実に於ては︑真の忠愛なる者と不忠不愛なる者とあり︒

きは︑唯其利を考へ︑実を考へず是を以て常に失敗す︒戦

時に由りて都合次第又之を種§に応用す︒

○陳博良日智者之慮事必雌利害今人一事の為さんとすると
後経営の如き亦是なり︒

○日本の兵士は粗食するも剛勇なり︒威海衛の水雷艇が答

何事も然り︒局の外の人は害を為すこと少なし︒

○危害の危害たるを知れば危害も亦憂ふるに足らず︒東照

傑出するの兆なり︒決して軽姿に之を視ること勿れ︒

○邦人は衣食に淡薄にして生計安し︒吾邦人が後来万国に

↓︑↓︑

公が台徳公に為せる遺言を以て之を知るべし︒

のビスケット硬酪のみのはを聞きて一驚したり︒

初せしとき英国センチュリオンの水雷艇長が我兵士の食物

○余は善く西洋を学ぶ者なり︒世人は西洋の皮層を学ぶ︒

ママ

○各種の学校にて施す試験は生徒の思想力︑反省力︑推理
を試むるに過ぎず︒

力︑視察力等の優劣を試むるに非ずして只其記憶力の強弱

余は西洋の精神を学ぶ︒世人は西洋の富強の通を学ぶ︒余

○政府の病は政務を誇張広大にするにあり︒議会は国力を

は西洋の富強を致したる原因を学ぶ︒

の悪を為したることよりも多し︒

○専門家は自己の信ずる所を主張して其言誇大なり︒然れ

○奴隷の鋤が人間に善を作したることは︑英雄の剣が世界

ども真理は此の如き者に非ず︒法律家宗教家教育家皆然り︒

（37）

ち︑禄を固ふせんことを務め︑其後進退は各其長官に楯び

人中僅に二三人を得るのみにして︑其他は皆己が位を保

て︑一萱等級にても進まんことを願ふ者なり︒実に節義消

計りて之を栽制抑損するを務とせざるべからず︒然らざれ
○弘道会の全員は何れも主動的ならざるべからず︒今日の

ば之繁を助けて遅を為すなり︒

は頗るよく其職務に堪へ︑以て政事の績顕に至らざる者あ

の如き無気節の官吏にても其内に才智ある者ありて︑平日

り︒此の如きは蓋し濁り今日に於て之あるに非ず︒和漢西

磨士気頼廃の時といふくし︒然るに不可思議なることは此

いふことを説く︒然るに彼邦人の所為を見るに︑一も外国

○洋学者は動もすれば︑世界同一とか︑文明国の学理とか

人排斥のことならざるはなし︒蓋し是に非ざれぱ以て国を

て政事を為す者にして︑其人物の部劣なるに比しては事務

洋とも何れの朝廷も大抵には無節義無廉知の相法相栗まり

如き受動的は望む所にあらず︒

ら彼の術中に陥るを知らず歎ずべきかな︒

立つべからざればなり︒洋学者は西人の言を盲信進んで自

○邦人は尊王の心厚し︒閣臣之に乗じて︑憲法上︑天皇の

は相応に能く取扱ふ者と見えたり︒

は閣臣の手に出る者なり︒外国と条約締結の如き議会の議

大権に委託する者の如し︒実に大権ならば可なれども其実

○政府にては動もすれば多額納税者を貴びて少額納税者を
の経済を支ふること能はず︑多数の少額納税者ありて初め

賎む︒是大なる誤なり︒少数の多額納税者のみにては国家
て国家の経済を支ふることを得るなり︒且を本人の資産よ

て締結し︑今日の如き不完全の者を見る︑歎息すべし︒

を経るを相当とすべきに此大権の結果より議会に計らずし

○本邦政党の卑劣歎息すべし︒自由党は久しく自由を唱へ

り言へば少額者の納税の割合は︑多額者の納税より其割合

居たりしが︑伊藤内閣に結託せんと欲して急に其事専心を

多し︒又鉄道局にて上中等の乗客を厚遇して下等の乗客を
○余官途に在ること二十余年又貴族院の議員たること三年︑

此時改進党は大に之を誹れり︒然るに伊藤内閣什れ︑松方

薄遇するも其理亦同じ︒

内閣代るに及び︑改進党︵進歩党︶は之に結托し︑松方の

従せり︒是に由り︑其総理入閣し︑二三の党員官途に就けり︒

て︑今日の大業を成せる者なり︒其後進の少年官吏は皆大

出したる過大の稼算︵三十年︶に盲従せり︒其約束として

棄て︑政府の出たせる国力不相応の蘇算︵二十九年︶に盲

学の出身のみて或は博士或は学士の栄称を荷へる者なり︒

唇今日官吏なる者の内情に通り︑蓋し今日の官吏は其老成

然るに此官吏なる者全体を通視するに国家の為めに其身

昨今頻りに改進党の就官あり︒彼等只官禄為にもて曲げ党

者は皆維新の功臣にして︑王室の為には︑一身を犠牲にし

を忘る覚者又は己が信ずる所を直言して侃誇たる者は︑百
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孝子等の事迩を以てすなるは︑宜しからず︒此の如きこと

○世人動もすれば日く︑人を教ふるに乱世の忠臣︑苦年の

得たる習慣のみ︑堂天票なるものあらんや︒

○ジョンソン日く英才は他なし︑人が心血を傾けて凝集し

る者は国家なり︒如何§§︒

の主義を棄て︑耐とし恥づるを知らず︒而して其弊を受く

は或人を目的とする者にして︑一は一定の目的なく誰人に

堕胎の如きは乙に属する者なり︒甲中にも亦二種あり︒一

て自ら法に陥るなり︒強窃盗の如きは甲に属する者にして

○罪人に二種あり︒其一は真正の凶悪なり︒其二は愚にし

族の制を設くくし︒

れ難し︒華族令を厳にして玉石混渚を防ぐべし︑又一代華

対しても悪を働く者なり︒今日法律は精密なりを称すれど

国民の公敵を第一の重罪とし︑人を定めて悪事を働くのを

は常に有ることに非ず︒教訓は平日の常行を以て教ふくし

第二の重罪とし︑愚にして罪に陥るを第三の重罪と為すべ

ふことを得ざるなり︒若し法律一歩を進れば此差別を立て︑

君に事へ能く夫に事ふるも一旦大変のときに其節を失ふと

も︑是等の罪人皆同一の刑を受く︒是未だ精密の法律とい

き︑平日の美事は観るに芝らず︑其人をして規感せしむる

○国民の精神物質共に富まざれば国を隆盛にすること能は

し︒是此の如きは李怪罪と為し罰するを適当とすべし︒

そ人の道を踏誤まるは常に異変の時にあり︒縦令平日能く

は︑忠憤悲壮の事に非ざれば︑人心を動かす能はず︑人心

と︒此言一理あるが如しと未だ理に達せざるの語なり︒凡

を動かさゾれば人を教ふるの効少し︒平日の家常茶飯のこ

失ひしを以て其精神も従て衰ふ︒平民に物質の富あれども

元来精神の養なし︒故に何程富みたりとも良国民の資格を

ず︒然るに士族は精神あるも其禄を失ひし以来物質の富を

得ること能はず︒今日は士族に務めて物質の冨を得べく︑

日開化者流の多く言ふ所なれども余は之を信ぜざるなり︒
て国文を改良することを務めざるに由る︒

○本邦文章の発達せざるは儒者が徒に漢文にのみ力を用い

平民は務めて精神の冨を得んことを求むくし︒︵本会嘱託︶

とを話するも決して人を感動すること能はず︒或人の説今

○崇外主義︑利己主義︑貧欲主義︑浮薄主義︒

○今日競争は辛じて異人種異宗教の者を排撃す︒然れども
同人種同宗教の内にも亦争隙絶えず︒

○日清戦争は時期早きに過ぐ︑国富未だ整はず︑外交未だ
熟せず︑俄かに強盗の妬忌を受く︒

○華族の腐敗者多し︒華族を廃するの説あれども実際行は
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論語講座㈹

政治論
はしがき

これととの

鎌田
れいもつ

はぢあ

かいた

もっ
たみまいか仏ぢなこれみちぴとくもつ
以てすれば︑此弛れて恥如し︒之を逝くに惚を以てし︑

いせい

之を斉ふるに礼を以てすれば︑恥有りて且つ格る﹂と︒
︵為政︶

道は︑導とⅢじ︒政は︑政令や法律︒斉は︑足なみを揃

える︒統制する︒免而無し恥は︑刑罰から逃れさえすれば

孔子が言われた︑﹁政令や法律という政治で人民を指

なる︒格は︑善に向かって進む︒道徳心を高める︒

よいと考え︑恕堺を行っても︑恥かしぐ思う脈恥心がなく

﹁百姓を安んず﹂と述べていることは︑すでに検討した通

ると︑人民は刑罰から逃れさえすればよいと考え︑悪事

導し︑これに従わない背はきびしい川削をもって統制す

修己と治人を二大Ｈ標とする孔子は︑その治人について︑

の名言を残している︒そこで︑その中から代表的な二つを

恥心を持つようになり︑いっそう道徳心を尚めるように

教えて足並みを揃えていくと︑人民は不道徳を恥じる廉

これに対して︑道徳心をもって人民を指導し︑礼儀を

を行っても︑恥ずかしく思わないようになる︒

りであるが︑孔子はさらに政治の要地について諭ずる多く

レーテシ

選んで︑孔子の政治論の堆本を読んで見ることにしよう︒
一︑法治と徳治
ハククニヲテシヲブルーヲテスレバヲ

これとし︲一山

陽Ｍ１

なる︒﹂

これみちぴ抄一いもつ

この章を読んで州感かつ愛瞳することは︑わが国の呪代
い

子Ｈ︑﹁道し之以Ｌ政︑芥しと以し川︑此免Ⅲ無し恥︒
クニヲテシヲブルーゾテスレパ７リテヅルト
道し之以レ徳︑斉レ之以し礼︑有し恥且格﹂︒︵為政︶
Ｉ﹄

子Ｈはく︑﹁之を逝くに政を以てし︑之を斉ふるに川を
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正

がんえん

然として恥じざる破廉恥者の余りも多いことである︒しか

たせるように教え導く︒﹂と答えた︒すると子貢は︑﹁ど

十分にし︑軍備を十分にし︑人民は信義の道徳心を持

子貢が政治の根本を質問すると︑孔子は︑﹁食糧を

たず﹂と︒︵顔洲︶

も最高学府に学び︑各界枢要な地位にある人たちである︒

てん

これでは公序良俗の破壊は言うに及ばず︑国家の存立まで

ら︑この三つの中で︑どれを先に除いたらよいでしょ

うしてもやむを得ない事情のために取り除くとした

の世相である︒法すれすれの脱法的悪事を働きながら︑括

も危ぶまれる︒﹃管子﹄の書にも﹁礼義廉恥の四維︵四本

うか︒﹂と質問した︒孔子は︑﹁軍備の方をやめよう︒﹂

の大綱︶がしっかりと維持されなければ︑国は滅亡する﹂

と答えた︒子貢はさらに突っ込んで︑﹁どうしてもや

と述べられている︒

不道徳を恥じる廉恥心の有無をもって︑法治と徳治の優

むを得ない事情のために取り除くとしたら︑この二つ

がなければ人は餓死するが︶昔から人はだれでも死ぬ

問すると︑孔子は︑﹁食糧の方を除きましょう︒︵食糧

の中で︑どれを先に除いたらよいでしょうか︒﹂と質

劣を論じている孔子の言葉は︑今こそ傾聴すべき政治の要
道ではないでしょうか︒

二︑民︑信無くんば立たず

ものである︒︵食糧よりも大事なものは信義の心であ

る︒︶若しも人民の間に信義の道徳心がなくなったな

ハクシヲシヲハニスヲ０ｒ
フヲ
子貢間し政︒子日︑﹁足し食︑足し兵︑民信レ之芙﹂︒
ハクズシテムヲグラバイチノーヲ力ニセンーｒ

ハクズシテムヲラバイテノ

らば︑人間はこの世に処していくことができなくなる

ハク一フンＬＩヲ

子貢日︑﹁必不し得し巳而去︑於：斯三者何先﹂︒

リ

しｋ〃§たへい︲た

この章は︑政治の要道としての名言を述べている︒質問

であろう︒﹂と答えた︒

日︑﹁去レ兵﹂︒子貢日﹁必不し得し己而去︑於：斯二

クンバ
二ヲ力ニセン︑トハクランヲリ
者何先﹂︒Ｈ︑﹁去レ食︒白し古皆有し死︒民無し信

卜タ

！︶い

の信念を簡潔に堂々と述べている︒食糧の充実と軍備︵国

する子貢は︑ぎりぎりの究極を真剣に質問し︑孔子は自己

Ｉ︶こ・りふ衣つｈ〃ご○と坐︾

不し立﹂︒︵顔洲︶

子貢︑政を問ふ︒子日はく︑﹁食を足し︑兵を足し︑
Ｉ︶こ・りい

い

さ

かならやえ
たみこれしん
こさんしやおなにさき

民は之を信にす﹂と︒子貢日はく︑﹁必ず己むを得ずし

急問題である︒特に孔子が信義の道徳教育を究極として重

かならやえ

防︶の充実︑それに信義の道徳心は︑世界各国の今日的緊
Ｉしこ︾うい

視しているのは︑前章の徳治主義からも当然のことである︒

こにしやおなにざき

へいｘ﹄

て去らば︑斯の三者に於いて何をか先にせん﹂と︒日

い

さ

いにしへみなしあたみしんな

た

我々人間の間で信義の道徳心が行われないとしたら︑人間

はく︑﹁兵を去らん﹂と︒子貢日はく︑﹁必ず己むを得ず
︐レレ土ノ︑軒ご

して去らば︑斯の二者に於いて何をか先にせん﹂と︒日
はく︑﹁食を去らん︒古より皆死有り︒民信無くんば立
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相互の信頼感が消滅し︑家庭も社会も国家も︑さらに世界
の国際友好も成立することはできないであろう︒

﹁民︑信無くんば立たず﹂の孔子の言葉は︑千古不滅の
名言である︒

使命感
はしがき
孔子は︑﹁五十にして天命を知る﹂︵為政︶と述べている
ろ

が︑特にその使命感に燃えて活躍したのは︑五十歳以後︑

一一

二カンフニダルヲ二トシテ

幸イ一丁テゲ〆

︒ｒシテハ〃／

メ

ハカラニジクスヲ

士・也︑登若レ従：辞し世之士一哉︒﹂擾而不し綴︒

ズシテノトーニスルニトニカセン

ーフパ

ル二へ

子路行以告︒夫子撫然日︑﹁烏獣不し可皇与同じ群︒

吾非：斯人之徒与而誰与・天下有し道︑丘不｜一与易
・也﹂︒︵微子︶

ち．よロフヱ﹄い

かよとものたれ

ちようそけつできぐうたがやこうしこれすしろ
長祖・梁溺︑網して耕す︒孔子之を過ぎ︑子路をして
しんと

な

こう貴﹄ゆうな

津を問はしむ︒長狙日はく︑﹁夫の輿を執る者は誰と
しろい

ころこう黄︶ゆう

い

一︼

い

い

為す﹂と︒子路日はく︑﹁孔丘と為す﹂と︒日はく︑

い

い

したれな

い

﹁是れ魯の孔丘か﹂と︒日はく︑﹁是れなり﹂と︒日はく︑

こしんし

けつできと

﹁是れ津を知らん﹂と︒

しか

い

とうとう︒ものてんか

築溺に問ふ︒築溺日はく︑﹁子は誰とか為す﹂と︒日はく︑
ちゅうゆうな
ころこうきゅうと
﹁仲由と為す﹂と︒日はく︑﹁是れ魯の孔丘の徒か﹂と︒

こたい

ゆうや

しかたれともこれか

かなんぢそ

対へて日はく︑﹁然り﹂と︒日はく︑﹁滑滑たる者︑天下
みなこ

魯の役人として活躍した数年間と魯の役人を退いて乱世を
ふかん

周遊した九か年である︒ここに掲げるものは︑孔子が陳か
ら楚の領地の負函︵河南省信陽県︶に赴く途中のできごと

あら

たれとも

われこひとととも

てんかみちあ

きゅうとも

は与に群を同じくすべからず︒吾︑斯の人の徒と与にす

ともぐんおな

子路行きて以て告ぐ︒夫子撫然として日はく︑﹁鳥獣

しろゆもつつふうしぶぜんいちょうじゆう

ふに若かんや﹂と︒糧して畷めず︒

し

皆是れなり︒而るを誰と以にか之を易へん︒且つ而其の
ひとさ
ししたがよ
二よさ
ししたが
人を辞くるの士に従はん与りは︑登世を辞くるの士に従

ギ．ヲムヲシテハヲ

で︑孔子が六十三歳の時と言われる︒

津を問ふ
シテス

か

びし

るに非ずして誰と与にかせん︒天下道有らば︑丘与に

易へざるなり﹂と︒︵微子︶

長狙・築溺︑網而耕︒孔子過し之︑使：子路問じ津駕︒
ハクノルヲハストト
ハクストトハク

長祖日︑﹁夫執し輿者為し誰︒﹂子路日︑﹁為鴇孔丘ご日︑

本章は︑三節に分けることができる︒第一節は︑長狙と

ハクハストトカハクスト卜

レノトハクレトハクレランヲ卜

フ

ダル

長汎と築溺が二人並んで畑を耕していた︒孔子はそこ

川の渡し場︒輿は︑手綱︒

子路との問答で︑謡而耕は︑二人並んで耕すこと︒津は︑

﹁是魯孔丘与︒﹂日︑﹁是也・﹂日︑﹁是知し津芙︒﹂

ト０へ一丁ハ〃ノⅧノーｒハル／

問二於梁溺ざ築溺日︑﹁子為し誰︒﹂日︑﹁為二仲由一﹂

ハクレノ

日︑﹁是魯孔丘之徒与︒﹂対日︑﹁然・﹂日︑﹁滑滑

しルヲＤ卜ニカヘンヲッリハノハンクル
者︑天下皆是也︒而誰以易し之︒且而与景其従：辞し人之
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は失望慨嘆して言われた︑﹁あの人たちの様に山野の烏

子路はやむなく帰って孔子に報告した︒先生︵孔子︶

ら悲壮な心で自分の信念を述べている︒撫然は︑失望慨嘆

を取っている人は誰か︒﹂と聞いたので︑子路は︑﹁孔丘

する形容︒

と申します﹂と答えた︒長温︑﹁それなら魯の孔丘です

の世の人たちと一緒に暮らすのではなくて︑誰と一緒に

や獣と一緒に暮らせるものではない︒わたしはこの現実

を通り過ぎ︑子路に命じて川の渡し場を尋ねさせた︒︵子

か︒﹂子路︑﹁左様です︒﹂築溺︑﹁それなら渡し場は知っ

路は先ず長狙に尋ねると︶長狙は︑﹁あの車の中で手綱

ているでしょう︒﹂︵と言って︑教えてくれなかった︒︶

こそ改めようと努力しているのだ︒︶もしも天下に正し

い道が行われていたら︑わたしはこの世を誰と一緒に改

暮らすことができようぞ︒︵この世は︑乱れているから

めようなどと努力する必要はない︒﹂

第二節は︑次に尋ねた築溺と子路との問答である︒溜溜
んでいる形容︒辞し人之士は︑仕える君をえり好みして歩

は︑盛んに流れる水のように︑世の中が混乱に向かって進
き回る人︒孔子を指す︒辞し世之士は︑世俗を避けて︑山

ここに登場する長祖・梁溺の二人は隠者で︑当世に望み

を絶って山野に逃避し︑ひとりよがりの生活を楽しむすね

︑︑

野に隠れ住んでいる人︒隠者の長祖・梁溺を指す︒綴は︑

またね

情熱をこめて信念を述べている︒救世安民をもって天与の

︑

者で︑東奔西走する孔子を冷笑している︒孔子はその独善

蒔いた種に士をかける︒

子路はそこで梁溺に尋ねると︑築溺︑﹁あなたは誰で

とはできないぞ︑この乱世を改めなければならないぞ︑と

的な生活態度に失望慨嘆し︑この現実の人々から離れるこ

責務とする︑孔子の強烈な使命感の発露ではないでしょう

ろ

すか﹂︒子路︑﹁仲由と申します﹂︒築溺︑﹁それでは魯の

に流れる水のように︑今の世は到る処︑混乱に向かって

か︒︵本会理事・文学博士東京教育大学名誉教授︶

し﹄うと・？

孔丘の門人か︒﹂子路︑﹁左様です︒﹂築溺︑﹁酒酒と盛ん

できるでしょうか︒それにお前は仕える君をえり好みし

進んでいるのに︑誰と協力してこの乱世を改めることが
て歩き回るような人についているよりは︑この世を避け
いでしょうか︒﹂と言って︑渡し場を教えずに︑蒔いた

ま

てのんびりと暮らしている我々についた方がよいではな
種に土をかけて︑仕事をやめなかった︒

第三節は︑孔子が子路の報告を受けて︑失望慨嘆しなが
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280

291

294

294

294

40

40

65

65

65

66

66

98

98

105

105

105

105

159
2

205

210

216

224

224

224

265

265

265

265

293

293

293

144

144

235

242

296

296

296

165

256

256

268

297

298

山 口

88

144

99

99

99

99

221

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄
合 計
内訳小
中
高

113

258

112

157

59

59

125

125

2

113

157

157

59

109

109

109

l()9

125

125

125

126

155

138

160

171

175

222

260

264

135

135

138

413

440

440

440

108

lO9

109

109

146

205

205

61

165

165

165

165

167

261

160

160

160

162

163

71

71

75

160

169

lOO
147

7,084

163

163

75

173

175

175

169

170

170

170

227

223

232

234

234

234

234

147

185

190

191

191

191

10，493

11，822

12，658

7,863

8,607

9,342

4,770

5,262

5,783

6，311

7,022

7,835

8,358

1，895

2，132

2,324

2，484

2,850

3,270

3,516

419

469

500

547

621

717

784
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蕊鯛猟鰯織蕊漁
。、とス空あ

制(llliさン祉な隙訳ききに通

雛
蛎糊職iill!雛灘
､僻の、のる、た当すれ階すあとⅦとBが蝿
海て厳ゴ典･術の′'￨iるて級るり1沢准将がクロ

'1起

測悪織燃諦観､僻
戦し｛￨上原りIfI隊･い憲はるⅡ｛は忠え級の星Bと
することは小爪怖州がブッシュ米人

統領に約束したことだが︑このとこ

ろ︑イラク川内でⅢ次ぐ米耶︑川述

機関︑国際赤十字などへとテロがエ

スカレートしている︒安全な場所に

のみ︑衛隊を派遣すると公約してき

たⅡ本政府は︑派辿に反対する岬党

て｜'｜さ海防m
イい術れ外術行
うる隊る派に助
クの貝武兵限は
臆病国家を棄てるとき

後での器さら禁
肌あ安もれれじ
のる余小るてら
た･は火｜'｜いれ

謄灘＃亙武

津英武

;雛i
O

き米悲にうKこイn府川イるとよ秩法拙政の
といのは対べかれ度はたラ」wよしう序解一い府批
きま仏靖すきらはの、らク状うて、雑釈刻た与判

でこ統 五｜るでの止こ ￨｝どにの、、す持のも罪党の
あそに神歯あ慰式と慰う派法手各なへ変早での仙
るmini社勲る ､1;にし余す辿 ''1ttl11ﾐ｜わの虹いあ、に
。病クIllに;iiiioを司かをるしm足とち醤に、る雌、
｜玉 すniLl度す受戦念はの、約MIIhin約よ患。題イi
家べるをみけタピ弧ずか刀のをを術なつ法先従
・きとfliljやら者にむ･がま外>lf/隊きて改送/iミ
かでい定かれLなこそ一ますべが貢、
'三りイiミ
らあう、にるのいとの、でべてiHmlitな、の

脱る、戦、よ名よで場椛｜'｜き行火が界い不態
皮。｜ﾘl死戦うでう報介牲術で肋にでのし決で
す治汁タピ，汁、だい、我隊あで′'Ifき平は｜折あ

く以の将ら￨玉lがる政がを乱き隊るイ￨｜憲がる
（45）

か﹁倫理欠如﹂などが例示された︒

ラルハザード﹂に﹁倫川崩壊﹂のほ

回﹁外来語﹂言い換え提案では﹁モ

この十一月︑川立国語研究所第二

である︒

とどめる探題を的確に設定すること

て︑その変化に伴う混乱を最小限に

の状況を的確に認識すること︑そし

構造変化に着けした点である︒

ているのは︑仙界規模で生じている

とでも成功している︒何よりも優れ

歴史的に衰退脈川を明らかにするこ

界や主要企業でのモラルハザードが

Ⅲ本経済停洲の背景には︑経済

少ない書物であると思う︒経済衰退

本書は︑こうした課題に応える数

ち素人にも不可欠であると思う︒私

ミストなど専門家だけでなく︑私た

このような歴史的展望は︑エコノ

れ︑本苫の著稀校正を終えた棒ゲラ

本経済史研究者︒平成十四年急逝さ

著者は︑昭和二十一年生まれのＨ

今Ⅲ的意味は小さくないと思う︒

展望に対する自信を強化しておく︑

著書によって︑経済変化への歴史的

を昔︿すことにもなってしまう︒この

経済の巾の倫即が死語と化すのに力

ちである︒真相追求を断念すれば︑

済問題のパ︿州に迫る努力を断念しが

論的なことに幻惑されてしまい︑経

たちはともすると︑分かりにくい理

局川での経営者の﹁倫理崩壊﹂の背

木屋野正勝

あっただけに︑今回の言い換え提案
には大変に興味を覚えている︒

一般論としてだが︑この間︑経営

﹁本書を書いていて︑なぜ少なくと

が残された︒伊東光晴さんの﹁あと

がき﹂の辿り︑生き統ける﹁最後の

著作﹂となっているようである︒

（46）

者やエコノミストへの信仙が地に落
ちてしまったが︑印象的なのは︑企
業経営者などに染み付いてしまった
〃行政依存心〃の強さである︒

提案説明にもある通り︑モラルハ

ザードは︑﹁本来は保険用語で︑保

も五〜六年前に同じような文章が書

険をかけてあるからと故意や一小注
いった︒経済全般での倫理の欠如に

けなかったのかと悔悟のほぞをかむ

ではないだろうか︒

よる行為に広がり︑さらに経済以外

思いだった﹂と川らの川さを反省し
たうえでの分析であるからだ︒また

もちろん︑倫理崩壊を川避する手

立てがないわけではない︒経済変化

の領域にも拡大﹂していたのである︒

蛾を知るうえでも︑大いに役立つの

「テﾌﾚの進行をどう蒜伽
見落さ城利潤圧縮XｶﾆﾑJ
橋本寿朗著
岩波書店1600円

意で事故を起こしてしまう危険性を

教書案内

日本昭和村岐阜県桐山五一

歌日記抄武蔵野市夜久正雄

三十度こゆる残暑うちつづき老掌身心ほとほと萎えつ
︵九月九日︶

高層のビルの上まで舞ひあがり舞ひ落つ秋の白蝶あは
れ︵九月十七日︶

のしるしよ︵九月十九日︶

明るきにあたりとよもす虫のねははかなきいのち生き

葉の落ちし木の間はるけく紫の遠不二のかげ夕焼けに

つ

青ぐらく晴れたる夜ぞら中空の高みに一つ星のかげ見

ふ

秋たけて団地おほへる夕雲のほの赤らめる色うつくし

映ゆ︵九月二十九日︶

る

うつくしと見るまにあはれ夕雲のほの赤らめる色消え

き

姿

にけり

バツと飛び立つ

所沢斎藤知正

つぎつぎに親しき人の身まかりてひとり残りし老いの

秋の陽のおだやかに射す昭和村トンボも蝶もたのしげ
に舞ふ

咲くと散る一如の樫と散るなきを願ふがごとき月花美

が身は

ことごとに一期一会をいふ思ひいよいよ深し老いしわ

淋しさ

た

食べつつ

めぐり来し昭和の村にひと休みソフトクリームともに

うき世の念い

群れて咲くコスモスの花に近寄ればイナゴ︑バッタが

幼な子がポニーの背にまたがりていと神妙にしてゐる

せな

生後日の浅き蚕ら桑の葉に群れて動くをまつぶさに見

入り来し昭和の村は萩の花いっぱい咲きてわれらを迎

古川哲史編

過ぎ去りし昭和のみ世の出来事をしばし追ひたりここ
昭和座に

（47）

弘道歌壇

燕去り鴨いまだ来ぬ時の間の川原ひそけく秋風の吹く

遺骨すら帰り来まさず北満に果てにし兄を思ふ八月

人と

声高に般若心経唱えたり今日は満願大窪寺札所

夢に見しシルクロードに歩を印し陽関遺蹟に感慨深し

行く

奪道の世とはなりしか二宮翁譲道の道を説き給ひしが

とし

猛省の秋別府市椛田信吾

梓川の清き瀬音を聞くほとり石楠花群れて霧を呼びゐ

歌詠みてさまざまなわれ浮び来て心の整理をかきたて

るるも速し

秋の気に身をひきしめて衣をかさぬ年齢も取りたり暮

る

くるる

藤沢市辻堂海岸絵鳩毅

朝霧の明神池を巡りゐて妻と見いでし岩かがみの花

す

年賀とて年一度の行事にて安否をたしかめ交誼をはた

夏愉し

海風の涼しき一日を充たしけり心静かに自分史綴る

ぐ

別府市椛田英子

秋の日に浄土の旅に発つ枢さようなら言えば涙こみあ

高々と中秋の月輝きて身心ともに清らかまさる

つ

むらさきの色づき初めし紫式部秋の陽浴びて輝きを待

夏弱き我に恵みの秋の風秋海巣の木陰に揺るる

秋の日

祝祭日国旗を立てる少きは何故なりや猛省の秋

焼岳も雨に沈める朝まだき湖畔の宿の槍の花散る

戦地より母に送りし便り寄せ朱夏に綴るはわが戦塵記

夏霧の宙の暗さやゴンドラに妻と揺れつつ山頂めざす

陽関佐賀県有田古田貴
漂として穏やかな顔をと白らに言いきかせつつ今日も
道行く

夜勤終え帰りし息子はまず犬の頭を撫でて只いまを言
アブ

陽関を目の当り見て王維作﹁清城の朝雨﹂を友と吟じ
つ

敦煤の鳴沙山にてらくだ牽く馬車に揺られて砂漠みち

（48）

て

猫の仔練馬区古川哲史

制高校で国語・漢文の教師をつとめ︑十年ばかり前女

林芳樹氏の計報を受け取った︒氏は長く旧制中学・新

郵便といえば︑数日前︑和歌山県新宮市在住の若

子高校校長を最後に退職された︒在職中から詩歌に親

わが家の飼い猫の死の近き旨妻に告げらるわが出先に
猫の仔は捨てるほかなし終戦ののちしばらくは食わす

る︒それで本誌にも短歌や俳句を寄稿されたが︑九月

しみ︑歌集・句集・詩集をのこされ︑随筆集も数部あ

二十四日他界されたとのことである︒享年九十七歳︒

ものなく

筆者とは長いつきあいがあったので︑深く哀悼する︒

白子川の岸辺に行きていくたびも仔猫を捨てぬわが
この頃は猫を見かけずホームには縁なきものか何か寂

光返すもの悉くひかりつつ

この一首の背景に︑皇后陛下の

苔被へるうぶ毛ひかれり

早春を詠まれし御歌さながらに

みうた

﹃新・讃歌集﹄の二冊を出しておられる︒その中の一首︑

を紹介しよう︒歌人は松村早苗という方で︑﹃讃歌集﹄

余白が少しできたので︑最近いただいた新しい歌集

四十台
しき

会いそめてすでに数日初めてのことばかくれど応答は
なし

小感

この稿を書いているのは十一月三日︒文化の日であ
る︒朝の新聞で秋の叙勲者の名をたくさん読んだが︑

文化の日でも新聞の配達があるのはありがたい︒それ

早春の日こそ輝かしけれ

筆者の知人はひとりもなかった︒少し物足りないが︑

は昨日の日曜もないのだから︑二日つづきの休みはい

という御歌があるという︒

にくらべて郵便物の配達はないようであった︒郵便物
ただけない︒二日とも休まない新聞を郵便も見習って
ほしい︒小泉首相の念願で郵便制度も変わるらしいか
ら︑この機会によろしく願いたい︒

(49）

秋灯下那智黒の石独り打ち
さざれいしきら

千葉県花香幸作
沙汰なきは事無き証し茶の木咲く

誰った秀句である！

出雲路の児らの奉迎秋の昼

出雲路の秋まるやかに行幸啓

浜田市の﹁豊かな海づくり大会﹂にご臨席︑

︵註︶去る十月三日より五日︑天皇・皇后両陛下が

◎行幸啓一塵もなき出雲秋

奥出雲石原みちを

︵註︶さざれいしきらりと五十鈴川の水の澄み様を

◎細石煙り水澄む五十鈴川

松魚編
師

出雲路経由で御来県になられたことを懸命に
詠み込んだ三句である︒

筋雲の空走るなり暮の秋

大田区鏑木雲州

下生えの折れまがりゐる初冬かな

◎峰高し初冬の雲の置きどころ

川崎市小林三郎

まを作句したという秀句！

︵註︶写真家作者の旅吟三句︒峰にかかる雲そのま

みを

投錨の指示まつ士官息白し

新船の溝みづみづし鰯雲

︵註︶校了の余白に〃紅葉あかり〃を感じとるのは正

◎校了の余白の紅葉あかりかな

中野区小牧幸雄

に俳人であり︑秀句である︒

後の月しばし憂きこと忘れけり

秋篠の寺苑の雨に萩の花

︵註︶大国主命の故事に〃国引きの浜〃として有名な

◎白芙蓉国引きの浜波静か

島根・鳥取県の浜を見事に証った佳句︒

(50）

弘道 俳 壇

杉並区加藤志偶夫

葛飾区今井ただし

さいたま市佐々木素人

満ち汐にきしむ小春の舟溜り

杉玉の青き香りや今年酒

心情をしづめる読書雁の頃
大花野小さき倖せ胸中に

白壁や夕陽に映ゆる木守柿

げているので有名︒

千葉県木内和

街路樹にこぼれ落つどと椋鳥群るる

むく

訪ぬれど不在の門や銀杏降る

ふたりして拾ひし木の実灯の下に

多摩市嶋沢黄猿

︵註︶〃柿田川〃は静岡県三島市を流れ︑砂を吹き上

◎水澄むや砂ふきあぐる柿田川

鯛焼を土産にせしが妻は留守

詰め替える衣装箪笥や冬隣

◎天道虫虹に童話の色もらふ

︵註︶てんとうむしの艶のある背中の色はたしかに

豊島区川崎鋸南

〃童話の色〃であり︑佳句である︒

秋の海空を呑みこみ紺青に

人去りし浜に吹かるる草の花
︒かるがると不作の稲を刈り取りい
︵註︶〃かるがると〃がこの句の重点︑この動作にし

武蔵野市三枝武双

かと百姓魂が篭っている俳句なのである︒

山茶花の紅の日和や彦根城
日向ぼこ母の形見の羽織着て
◎凶年や年金減るといふ話

拠んどころなき事も済み冬に入る

よ

かぶりつき老舗酒場の秋の風

中に﹁年金﹂が登場したのは︑この句が始め

喰いたんねそんな日もあり水の澄み

︵註︶﹁凶年﹂と﹁年金﹂の取合せが絶妙！俳句の
てではないだろうか︒

51

佐倉市櫛部正直

︵特別寄稿︶

散村の藁塚を遥かに轍跡

空港の百の尾翼や鰯雲

船橋市河内朝生

﹁五十鈴川﹂︵花香幸作氏︶﹁一塵もなき出雲秋﹂

︵小感︶本号では老生が心うたれる句が多かった︒

世の中に明かり点しぬ返り花

父祖よりの商人道や夷講

干大根村に貧富のなくなりぬ

編者吟

一山の静寂に啄木鳥や座禅窟

しじまけら

黄落や能登千年のご神木

重陽や沓音響く官幣社

にほ

年老ふはひととの別れ鳳仙花
は

横浜市尾俣セツ子

煮凝や天窓ありし台所

古暦古都の絵の美し捨てきれず

かぶら
わた

つれづれの水辺ただよふ草の紫

旬の香の夫好みなる蕪汁
山裾の一叢の濃し水引草

中野区石川賀代

︵石原みちを氏︶﹁初冬の雲の置きどころ﹂︵鏑木雲州

露天風呂ひとり占めして紅葉狩
子らの影伸びるばかりに月の前

木素人氏︶﹁年金減る﹂︵三枝武双氏︶⁝⁝両陛下の出

偏夫氏︶﹁かるがると﹂︵川崎鋸南氏︶﹁柿田川﹂︵佐々

氏﹁校了の余白﹂︵小林三郎氏︶﹁童話の色﹂︵加藤志

屋根を打つ木の実や幾つ秋の雨

杉並区阿部清

雲行幸啓を〃一塵もなき〃と調ったみちを氏の力作には

とどこほ

山茶花と樹々交はりて絵となりぬ

初冬や庭の掃除も滞り

感動！十七字調の中で人の心を打つ力が俳句にあるの
である︒︵松魚︶

公園の山茶花咲きぬ静かなる

世田谷区北沢２１羽ｌ吃編者宛

※次号十六年一・二月号には本年末迄に
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◎会費領収報告

︵瑚秤賊川斡川朋川印︶

１この報告をもって領収書に代え
させていただきます︒

方です︒

２お名前の上の○印は新入会員の

費納入最終年度です︒

３お名前の下の括弧内の数字は会

費の係までご連絡下さい︒

４ご不明の点は本部事務局会員会

︵千葉県︶

並木昭靖旧
八千代支会肺名分⑮
︵東京都︶

○芳 賀 大 輔 ⑮ ○ 清 野 富 夫
○沖田耕也旧
︵神奈川県︶

○榎茂弘⑮

︵紹介者︶

東京都

東京都

東京都

山田喬

沖田耕也

清野富夫

芳賀大輔

生平幸立

七海隆

堀田正一郎

堀田正一郎

1
5

安八八八八八八八八八八八八八八安有島島支
房千千千千千千千千千千千千千千房田根根会
代代代代代代代代代代代代代代
名

へ

︵福井県︶

稲木孝二郎旧
︵山梨県︶

○山田喬旧
︵静岡県︶

︵佐賀県︶

○池田稔旧○石野士夫
有田支会師名分⑬

︵入会者︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成旧年Ⅲ月〜平成旧年Ⅱ月︶

︵府県名︶

神奈川県 榎茂弘 鈴木勲
池田稔 田内龍治

山梨県

石野士夫 田内龍治

静岡県

静岡県

︵入会者︶

︵紹介者︶

夏野秀利 岩成秀彦

和田明 荒木光哉
橋本孝 行武登

佐久間匿勝

福原修

本間誠章 福原修
山本正義 高橋正彦
佐藤誠 高橋正彦
瀬戸雅春 高橋正彦
並木昇二 高橋正彦
八木祐子 高橋正彦
竹原秀夫 高橋正彦
加賀清 高橋正彦
八代英世 高橋正彦
渡部和人 高橋正彦
山田祐志 高橋正彦
鈴木守 高橋正彦
窪田由延 高橋正彦
吉村昌彦 高橋正彦
平瀬典子 高橋正彦
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書
￨
1
5

︵平成旧年７月〜平成旧年Ⅱ月︶

○図書ご寄贈者芳名

○﹃海を渡ったサムライの娘杉本賊子﹄

著者多田建次
多田建次殿より

発行玉川出版部

○﹃文化学講義﹄

著者相良憲昭

○﹃個性を育てる教育﹄

著者古垣光一
古垣光一殿より

小川義男
㈱中経出版

日本の名著﹄

発行くらすなや書房

○﹃あらすじで読む

編集
発行
小川義男殿より

石井武子殿より

○﹃道朝に聞く中国の古典﹄

あした

著者石井千明

㈹国民曾館殿より

発行㈱国民曾館

○﹃日本の危機と希望﹄

発行世界思想社 著 者 堺 屋 太 一
相良憲昭殿より

○﹃子どもの発見﹄

著者マリア・モンテッソーリ／中村勇訳

発行側才能開発教育財団
中村勇殿より

○﹃島田三郎ｌ日本政界における
人道主義者の生涯﹄

㈱小学館殿より

○﹃エリート教育のすすめ﹄

著者石井公一郎

石井公一郎殿より

発行ＰＨＰ研究社

○﹃日本神話の英雄たち﹄

著者林道義

林道義殿より

発行㈱文芸春秋

編集日本道徳教育学会

○﹃道徳と教育﹄

日本道徳教育学会殿より

発行日本道徳教育学会事務局

○購求図書

﹃全訳漢辞海﹄

監修戸川芳郎
発行㈱三省堂
○﹃平成新選百人一首﹄

石井公一郎殿より

発行㈱文芸春秋

発行㈱産経新聞ニュースサービス

編集﹃正論﹄編集部

﹃恐れずおもねらず﹄

発行㈱プレジデント社

﹃日本国憲法の二○○日﹄

発 行 小 学 館 著者半藤一利

○﹃ペリー来航歴史を動かした男たち﹄

著
者高橋昌郎 著者山本博文
発行基督教史学会
高橋昌郎殿より
○﹃島田三郎伝﹄

著者高橋昌郎 編者宇野精一
発行まほろば書一房

高橋昌郎殿より
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敬弔
富田朝彦殿︵東京都︶

享年八十三歳
本会理事元宮内庁長官
平成十五年十一月十三日逝去

謹んでご冥福をお祈りいたします

︽云生ロ

本会の会費につきましては︑平成六年四月一日より今日まで十年間

にわたり︑年二︑○○○円で運営してまいりましたが︑最近の経済事

情から今後の財務見通しは極めて厳しい状況に立ち至り︑その収支改

善について︑鋭意検討して参りました結果︑去る五月二十三日に開催

された理事会︑評議員会の合同会議において︑極力コストの低減をは

かる一方︑明年度︵平成十六年四月一日︶以降︑年会費を一︑○○○

円アップし︑三︑○○○円に改定することが決定されました︒

このことにつきましては︑五月三十一日開催の第一○一回通常総会

にご報告したところでありますが︑会員諸賢には以上の趣旨をご理解

下さいまして︑よろしくご協力をお願い申しあげます︒

平成十五年十二月一日

社団法人日本弘道会

（55）

副会長古川哲史

金杉光二
木村治美
譜藤知正
菅谷栄夫
戸辺好郎
服部忠蔵

特別会員朝倉治彦 飯塚一雄
市原正夫 市村真一
加藤尚武
北村晴朗
高坂節三
下村敬造
長谷川治一

丹治久

石津芳次郎石渡敬

大塚正八郎加地伸行

クライシ圭子倉次重一

金子政次狩野冨吉

佐久間彊佐藤俊夫
高橋史朗高橋誉富
永野健長谷川茂郎
春山宇平馬場菖夫

東園基文 深川明 古煽一光一古川清彦
古田賞 堀賢次 松平永芳松永信雄

水沢利忠 宗政秀治 森隆夫森田康之助
安田豊作 山室勇臣山本哲生
若鍋尚志 渡部弘渡辺正鹿

師勝夫
吉田功

韮塚一三郎

戸村良

武部良久
仲村正和
根本一郎

片山芳子 金子ゆかり 亀山基恵生
京野正樹 久保田精一 河野卓男
笹森時雄 篠田惣治 清水常一
積田義男 一局石景一

大坪蒸 岡時雄 岡本通

終身会員相川孝夫 安藤太郎 飯田寅次郎 稲村勝美
今井千代田郎 宇田川正照 内田武文 榎本匡吉

大兼利之
片野嘉雄
菊間健夫
坂尾正巳
白井健蔵

西村喜久郎

鶴岡寛三郎 常泉健一

長沢俊雄
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会長 鈴 木 勲
顧問 瀬 島 龍 三 林 健 太 郎
生平幸立 尾田幸雄鎌田
富田朝彦七海
土田健次郎

茂木友三郎

勝部真長
宮崎哲夫
渡貫博孝

津英武

谷野
芳健
信知

理事秋山富一
杉浦昌也
松平直毒

監事伊藤克巳小谷隆一

木屋野正勝黒羽亮一

評議員今井淳入江孝一郎
高橋昌郎多田建次
藤下昌信藤原正彦

阪小

西
村
幸
雄

山
崎
隆
司

隆正

高橋勇三田口勇之進千田久迩治土川三郎

高橋克毒高橋繁高橋力高橋英夫

山形県相津長治板井角也百瀬麿雄山川徳助

藤肥正三員井田善悦

秋田県斎藤棟田口大師戸津正男畠山東太郎

水野貞男目黒芳昭茂泉錫佐毛利平
谷津律子渡辺博

七海正武西潔啓文堀田正一郎松坂英明

高橋延一高橋平馬手島典男中山師治

鈴木康弘高野十高橋善幸高橋昇

粥藤正美佐々木敬佐々木拓雄佐藤憲夫

宮城県安曇謙三安曇祥二新井清之川島利章
菅野多利雄菊地昇菊谷誠後藤宗一郎

鷲盛瑞良

横田忠司吉田省三吉田禎吉米川輝夫

村井研一郎森田誠喜矢羽々昭夫八巻恒雄

藤島康彦古川守人鱒沢昇南岩雄

中村兵衛門西井信弘沼田英雄畠山淳吉
野田笑子馬場英彦早川広徳藤島昭治郎

繁田四郎繁田良一古滝賢次郎 古滝達男

鎗田寿

細田吉蔵松崎美代子松本才 松本真一
三ケ田金弥望月兼次郎山口武夫

吉田政博渡辺敬雄

い国．Ｋ匡酉の穴シミジｚ○

ロ扉西国用邑ご○詠甲西巴一白

三厨酔弓の昌穴○ｍシ目①ご

三扇．三閉巨日一因﹈シ○六ｍ○ｚ

海外会員三門．弓○召ご宮宣く○ｍ雷ｚ少①シ

一般会員

伊藤博稲垣キッ子因幡重雄江六前安巳

芦文八郎安藤厚石川喜一伊藤正吉

一戸竹治

安田勲安田俊明山下忠行

永井輝中村浩一花田俊勝早水憲

北海道 今 井 兼 一 大 月 武 志 木 村 敏 昭 斎 藤 元 護
高島秀雄高橋兼夫高原利好富田辿夫

青森県
岩手県

野口正之高栖候坦半田啓二

茨城県貝塚茂樹鈴木良一関五郎関口英夫

福島県熊谷三四代斎藤浩哉佐藤保文柴田司郎
田久孝翁丹治幸吉
佐々木初朗佐瀬毒朗佐藤重利佐藤孝夫

及川柴雄近江昭大岡重典大崎弘一
大津弘毅小嶋久人菊池啓佐々木竹夫
佐藤正巳下脇良夫菅原和朗鈴木五助
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住谷鉄雄前田勇森下功

栃木県須賀淳塚田雅男塚田保美
群馬県荒木健一石原喜代二稲塚勇氏家実
飯島正美市村セイ出和夫井上信子

埼玉県浅田俊夫新井慎一安藤優一郎安部利平

江川豊太郎加藤正吉川口京子神成裕

喜勢隆家木下操木村浩櫛部正直

笹本武雄佐藤吉男白鳥千鶴子菅谷一夫

河内朝夫越川重五代吉彦小林孝雄
小林信夫駒沢幸三郎斎藤明斎藤情

筑後則津嶋捷志辻幸蔵槌谷一彦

鈴木英司鈴木亨鈴木仲秋鈴木普二男
鈴木豊関益太郎雑賀富雄祖父江昭一
高柳善男滝口松蔵谷本茂雄田原道生

北田浩一木村良平久保庭信一小菅峻道
小林靖昌小柳光春斎藤勝美五月女善一
佐々木聖使佐々木力鈴木勝雄鈴木茂夫

並木昭靖根岸亮介根本淳祐野口昇

山下孝子山田喜昭吉田俊男吉田徳二
米田耕司若狭雪雄和田昭通

平野泰伸藤田たか子古橋登松浦成子

長谷川達雄長谷川充必方畑中治花香清

野沢登美男信岡武萩原勝平井尭

飛ヶ谷定一中川卓志中村喜司鍋谷欣市

須田勉高橋哲夫高橋勝竹村富子

村田新司森成吉柳瀬秀雄山崎侃

吉住龍雄

田村和凡寺田秀穂土橋隆信中田和夫
西内一郎橋口通夫長谷川勲平井一夫
平野正光発智秀雄真下博孝増田一郎
宮崎みつ子矢吹中山下直樹山辺知行

千葉県天野才八天宮満安藤隆弘五十嵐一郎

東京都青戸陸子赤松豪赤松乾六浅井しげ
浅田隆夫渥美和也熱海則夫阿部情

阿部光夫天畠一郎安西英太郎安武九三郎

池田太郎石長川博伊藤信光井上武
大森敏夫大八木正子岡川宏道岡本親宣

宇井貞文卯月幸鵜之津康雄大岩好昭
大榔利夫大津一郎大島千代子大竹博

石渡伸幸伊田和身出井猛伊藤幸七郎

石川忠久石川松太郎石川良子石橋義弘

砂金俊夫石井武子石川正郎石川唯夫

飯嶋清池田順二池野和己池守健彦

尾形伊之吉小川成義小津岐小津深
尾田綾子小田金清落合高省小山光泰

糟谷正彦加藤員一川村優木内重夫
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伊藤文稔犬養悦子今井正今尾知義
植田康夫上田幸夫上野明義榎本のぶ

江渡成幸大内保治大門隆大賀寛二

永松慶也中村一男中村伸之介中山幸諮

長戸元三郎奈良威野島信明野村浩司

長谷昇長谷川篤浜中満和嶋沢孝

平林智司匿津節三麿田滋匿田史郎
吹浦忠正藤井陽光藤岡知夫藤田豊

東内一明久田龍二菱山幸一日野文麿

奥田員丈長村幸雄小津民三郎小測守男

大木文雄大越章弘大津幸夫大杉俊彦
太田克彦大洞陽一岡本信子小川徳松

堀内政三前津員夫松尾寛二松原正憲

小林鉱治小林三郎佐久袖が姿Ｈ貞匿長昭

蟹江正明金谷宇造小谷昌後藤寛

有働義彦遠藤惇太田節子岡本文男
落合徹尾俣セツ子加藤一雄金井勇

神奈川県赤司博之足立隆有川武勲生山智己
石毛慎一石沢彰文植原和浩内海静雄

渡辺武渡部武

脇屋哲夫渡辺八洲男渡遥輿五郎渡遥芳子

横山安宏吉田幸治吉永俊之淵緋究閏蕊

山田なおこ山中道勇山本毅横山正木

山口晃山口康助山口豊山崎吉彦

三輪田芳子武藤信夫村田惰元津弘幸
森下千寿子師俊紀諸津正道夜久正雄

水田武宮崎正彦宮津妙子宮本繁雄

松本幸三郎松本忠史真辺将之三浦良雄

古村澄一保坂徹夫細谷士武弥細谷政弘

梶村昇片平進一葛麻紀加藤茂男
金井肇金丸謙次金子義徳加納岳
鏑木義之神守隆一川口ふみ子川口重男

川崎修川副幹夫川村博神田直樹
菊池敏夫喜田安信木山高美楠元尾
鯉川英一古賀喜博小坂巌小林秀樹
小牧幸雄古宮道世牛来義成今田年
需藤健一斎藤好美三枝武坂口和男
相良憲昭佐久間聖名子佐藤孝塩沢光利
柴田昌弘島田四郎清水美彦下条進一郎

下中直也庄司異明杉田正司鈴木寛一
鈴木重雄鈴木延雄首藤尊良関岡孝義

関口清臣関口輝三曽野洋高岡浩二
高田賢高橋梁治郎高橋恭介高橋新平

田中孝田中万吉田中治男千田芳彦

田熊り州田口和巳竹野日出雄田中一徳

鳥羽貞三中川環中嶋蒋人中田貴志男
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下山良新沢憲生菅原道照助川秀和
高倉弘高間勇武末隆夫龍口健一

兵庫県北村俊夫木村マサ福田太加志矢野恭克

大阪府石田光

鳥取県秋山勝正安部晃泉道典大西洋一

鹿児島県吉富政夫

大分県椛田信吾
宮崎県後藤俊彦

熊本県坂本果冨嶋宗雄

岡山県高橋文博
香川県坂本幸治
愛媛県赤松泰伸有間重喜西田春善正木啓介
高知県植村利夫山崎善正
福岡県大庭茂美古川清光
佐賀県小柳治道末次祐司
長崎県中津保夫松本慶蔵

福島猛夫福永昌徳一房安一信吉田順一郎
綿慣由章

永井伸和長石肇西尾邑次漬口豊明

奈良県金森茂一郎
和歌山県大谷嘉男

千田洗豊嶋転三中島英輔長谷川毒郎
浜田史雄播戸正臣福田好貢藤田芙美
藤本茂夫藤本道夫船山裕幸堀田修平

国岡靖夫小谷久雄清水昭允高多彬臣
武田勝文田中昭文田中宏明士井康稔

堀口恭宣牧光徳水谷妙子牧光徳

水野実室伏武安留栄山口員弘
新潟県今成卓而沖明匿川正昭
福井県稲木孝二郎

富山県浦林寛英清水美晴

長野県青木安弘赤匿正男小林元亨
岐阜県浅野弘光石井新太郎石原太紀伊藤毒

桐山五一小邑政明佐藤正明清水治

今井春昭岩手達夫江崎力岡崎久
西脇幸夫村山鐸司
静岡県大塚洋次郎小林清田内龍治長瀬省吾
野村里江服部迫雄平井千代松下魂三
渡部正義

愛知県梅村銀男王暁葵大河原唯視小田博一
加藤秀正加藤十八金丸和義小木曽照行
桜井正一鴫田麻知代鈴木保賞高田敬子

平井員一宮田力松山内司山田哲史
京都府植田清宏津井敏郎
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支会
島根支会

支会長 飯塚一雄
副支会長 松本幹彦

太田多美子大島修大津義文大畑賞秀

大矢幸雄大森広子岡賑悟岡嘉昭
岡正岡本修治小川正道尾崎安男

勝部和承勝部次雄勝部義夫加藤武行

春日光男荊尾俊勝田稔勝部克己

小津秀多小田繁俊落合嘉信小見夏生
小村悦子小村孝志景山明彦景山郁夫
景山高行景山寛景山繁光揖野妃都水

顧問 浅野俊雄古瀬禦丸磐根
監事 熊 谷 正 行 三 好 和 男
幹事 荒木光哉石倉繊雄岩成秀彦加納勇一
狩野冨吉
木佐由延

佐原亘佐原通司津弘吉山藤哲夫
柴田博島崎美徳島田雅治清水寛

佐藤睦也真田直幸佐貫泰則佐野明

佐藤健治佐藤隆幸佐堂博佐藤誠

佐々木茂佐々木孝賢佐々木宣之佐々田一博

才木雅伸佐伯厚坂井弘数桜内強

鞍口昭二黒崎行雄黒田章義桑原克夫
古浦義己高野良彦高麗賀美河原一朗
小烏博野小谷繁正後藤院一後藤美利

規家文雄清原茂治久保田治三倉井正喜

北野静男吉川哲夫吉城聖顕木下英樹

加村柾子加本良治鞍嶋弘明川角尊慈
河角静川谷定保川津啓義川原良一
川村淳河村政経川本忠俊神田義克

加藤悦司加藤菜穂子兼折右慈上谷慎二

藤木敦山本直治吉長義親
事務 局 次 長

青戸宏明青戸良臣赤江美穂芦田龍雄

事務局長

合云二貝

安達伸次安部輝洋安部登安部正哉
天津邦之有馬毅一郎飯田光飯塚勝
飯塚隆一池田敏雄池添清見石倉初
石倉国男石飛隆雄石原信夫石原肇
石原道夫井谷幸平板垣靖伊藤英一
伊藤健吉伊藤進二伊藤博敏伊藤操
糸原次之稲田保夫稲田悦朗井上勝博

井原孝夫今井靖今岡健次今岡実
入江勝仁岩浅宏志岩井省悟岩崎亨
岩田渥男岩田正樹上田業就宇治原貞夫

内田栄梅木祥司江口博晴江角郁夫
江角比呂志大石武博大坂武大崎能園
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須藤隆英須藤文義須藤昌幸陶山吉朗

庄司肇白石隆子杉原隆杉原有

本田幸忠前島泰前田徹間田浩彬

古瀬章細貝篤志細木保興細田博史

須山彰須山春雄須山守諏訪秀富

松本功松本敏雄松本淑子三浦尚二

松浦修六松浦正敬松浦幸年松田夏夫

鍔木篤坪内邦至寺本夏雄藤間元康

田中久隆田中瑞夫土江博昭士谷和生

安江英彦安田和彦安田達司山岡清志
山川修司山口浩明山崎悠雄山崎裕二

森泰森山祐次森脇賢安井好燈

三浦正樹三上昭憲三賀森晃三島房夫
三原治夫三宅喜保宮廻俊盛村尾亘彦

塔間武友森勉内藤章一中奥雅士

山田和彦山根憲昭山根林山根正明

中村倹三中村栄長井悟永岡達朗

和田惇子和田秀穂和田弥生和田由美子

長島聡永瀬哲子永瀬豊美浪花俊雄

奈良井混成相有一西治西智文

渡部昭久渡遥克彦渡辺晴夫

山本慶一山本泰三山本弘正横路仁朗
横山統農吉田貞男若槻士郎若槻慎二

中川政樹中筋弘充中西秀夫中野吟子

竹谷強田壷勉田中達男田中信道

高尾保行高梨光男高橋能範高橋英二
高橋和男高橋昭治高見武男竹崎康次

干潟町支会

高山寛一
栗栖精一

林修一

井上洋一 大湊忠文 菅谷一詞
小久保昭治 菅谷定雄 塚本隆
伊藤嘉平 小林隆

顧問 高木豊
監事 越川昭 木内和
幹事 柴田小左衛門

会長 菅谷栄夫
副会長 上代光祐 浅井和泉

西尾栄一錦織靖雄西島正敏新田康二

仁田準野津栄野津哲野津満

野々村恒夫橋本辰生橋本敏雄畑勉

秦征治花谷耕三花田栄治早川求

原野敏雄平山明引野健蔵平木栄

林充也原周弘原敏原洋二

広江朝夫広江千年広江文彦麿津将城
広津卓嗣広原啓視福島律子福田和夫
福田浩三福田正明福田政隆福頼弘晃
藤井康夫藤波稔藤原徹知舟木征一
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事務局長

戸辺好郎
秋田誠二麻場美彦朝比奈豊治石川英一

倉持又彦栗林達雄栗林真人黒川浩

へ云巨貝

石原法重石引芳樹石見涼二井手克芳

︵塚本隆︶

岩田勉上原哲哉上林忠生大石俊昭

古橋謙寿︵井上洋二

伊藤識岩崎五右衛門 宇井芳夫内島福治

熱田淳熱田正雄 穴沢輝一飯田明
石井勝也石川武 石毛春雄伊藤龍芳

大関健道大滝伝大塚博昭岡本茂

金杉国照金杉佐久治 鏑木惇一上代章造
木内郁夫木内情夫 栗栖良平越川進
越川正次小林克己 斉藤好郎斉藤良知

近藤勝洋譜藤てる需藤吉巳境博照

角谷一夫勝田三男加藤保夫河合典子

岡田功岡田直四郎奥山喜和子柿崎秀子

内田環遠藤良一 大板一彦大板博
大根敏夫加瀬馨 金杉清金杉祐次

斉藤喜代治佐伯伸太郎 作佐部寛守椎名嘉衛
柴田正義菅佐原滋之 菅谷英一郎菅谷勝雄

佐藤茂佐藤裕佐原紀雄下山和久

白井英雄鈴木和夫関根三郎高梨孝雄

坂倉良助佐々木小次郎坂牧光義佐津秀夫

桑原時夫小林健二郎小松原昇近田孝夫

北島義己木村亨Ｈ下部寛太郎日下部哲好

菅谷喜作菅谷匡義 菅谷顕菅谷健一
菅谷源兵衛菅谷誠一 菅谷昌澄菅谷寓歳

菅谷陽一杉崎久 鈴木寛高木徹

高橋保高橋宏田中幸一田中元一
谷口敬三茅野修千葉義行塚本豊

原田勉平塚ヒロ子藤井浩本田洋治郎

沼田兼初見良昭漬谷浩司林輝

戸辺光政戸辺慶成中村司中村富士夫

土屋築戸辺明良戸辺一夫戸辺勝恵

高木喜兵衛高木武雄 高木利治高木治富
高野基二高山俊彦 長谷川園雄花香幸作

宮崎昇英宮崎精二 宮崎敏夫宮沢敏雄

林静古橋重雄 堀江信慶道願繁

米本新治若梅力

宮内好雄宮本精一茂木国子茂木佐登子

茂木七郎治茂木七左衛門茂木長三郎山口稔男

増田正美松尾清松田武松村英正
永瀬好邦

野田支会

副支会長
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員務

支会長 茂木友三郎

会庶

山口仁美 山崎和枝山崎義二大和崎純
山中武彦 横田賢次横山正樹吉岡輝雄
若林員一

小藤計斉藤千江子坂井昌司相野栄子
佐久間昭桜井静子佐治洋之助佐藤強
佐藤光江佐野わか子椎名翼志田八重

渡貫博孝

寺田辰夫士井仁中村克凡行方正夫

田辺タツ子田辺房田辺まさ子田辺幸男

篠丸郁子鈴木情鈴木忠高宮良一
高山孝雄立田実田中育子田辺和之

名誉会長

平山秀樹粟生喜三男

石渡敬

佐倉支会

副支会長

副支会長

支会長

仲尾卓二黒川邦保

福原修

安川政好渡辺美智恵渡部八重子綿貫登美子

松戸光男真野好則路野照雄森栄一

藤江徳也藤崎正雄藤富初枝松平喜美代

支会長

安房支会

幡鎌嘉男桧貝信一郎桧垣和子東英夫
平野昭雄比留間尚福田美佐子福山昭

松戸正利
田淵良和

顧問 菊間健夫倉重重一
監事 服 部 忠 三 宍 戸 宏
理事 円道寺茂倉田彰夫芦谷妙子佐藤金作
原田郁山崎登長竿民子石橋実
事務局長

会計

内田儀久浦野喜代子円城寺信夫大川徹夫

顧問 長谷川治一庄司厚安田豊作
監査 榎本春光高橋博夫
幹事 吉田幸昌金木賢三渡部上村田武匿

︽室三貝 秋 葉 二 郎 荒 井 光 治 石 井 和 夫 石 渡 菊 枝
伊藤貞夫井上公平井原重之今井康之
岩淵好弘岩測成子鵜沢卓也臼井尚夫

大川靖男大友喜代小川弘子長田宇司

坂口まさ子佐久間秀子北浦実青木紀夫

安西信雄永井幸彦鈴木亭兵藤恵美子

岩本和富田明青木嘉男佐野義男

吉田豊子

押尾豊幸加藤高香取博金子きち乃

地区委員

川越源蔵川名部実川辺敏京増博
倉次和也黒岡美恵子黒沢安恵小出行雄

清津瞳子葛原千真葛原利生久保勇夫
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武田金市郎宮沢治海生貫敬子

平川支会

古田賞

坂井勝也

出雲悠司岩永正太浦川正徳

梶原貞信金ケ江重綱鴨打邦行

篠原啓一郎鈴山哲副島利孝
徳川道郎土井博及永尾光義

西山徳西山清治西山義久
久富桃太郎秀昇樋渡俊秀

松本信幸水辺紘治宮田清登

深川巌深川聡深川剛

山口博行武登渡辺陣一郎

会長 宗政秀治
副会長 鈴木茂興

隆裕一文員信武正
敏司太雄夫雄彦春

杉山晃斉藤哲夫

東平喜久雄

宇田川武雄

片山保吉
切替良寛

内海茂

顧問 吉堀慶一郎 金子政次
理事 篠崎弘 切替正藤崎岩夫高橋信夫

Ill松深腹西手川岡
口尾川巻村塚口本

土橋保夫渡辺裕大沢千丈小藤俊夫
渡辺重雄鈴木好雄加瀬俊次本橋仁
事務局渡遷一義畑俊一高梨哲朗小田喜明子
庄司艶子

今宮靖雅岩波正夫大島精一大田文枝
大溝好子岡本三郎尾形弘道加藤みつ
角田辿夫金一房保金丸謙一鎌田久子

川上賢爾川名直治小林進小林安生
坂本美江子佐久間邦彦真田三郎佐野哲男

小松雄光小宮幸八郎小寓忠小宮義夫

佐野妙子佐野正夫地引三良島和弘
島津晴久庄司徹代田浩二鈴木宗平
鈴木誠鈴木光男須田芳郎高梨政道
高橋修武田愛雄角田陽子出山恒男
花田卓治樋口宏平島守道福岡和徳
星谷悌二増田基彦三平勉本橋亮一
安田耕太山本泰久吉田久雄吉見貞男
渡辺嘉助渡辺祐典

切替正一房

小倉久

津沢上
国正
勇夫夫
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員査事

石井恭雄
監事 筑紫静男
事務局 伊藤典夫
︽云一員 伊藤義彦
字野乙吉
金子昭次

川江井

会員安西雅行石井忠雄石井秀磯部和子

有田支会

支会長深川明

会監幹

八千 代 支 会

加賀谷孝赫多幸男風戸成夫加藤孝明

越坂公一小菅知三小林伸夫需藤昭夫

金子勲武上山篤生狩野公太郎川崎覚治
岸平和久曲沼三七夫木村恵子工藤雪雄
黒田富士男窪田由延小泉晴美越川久治

平戸巽 古沢厚良山崎克巳

佐伯崇夫佐生滋彦坂井誠一坂本仁

近藤仁一 近藤繁雄 佐久間孝幸佐久間禰
鈴木幾久 鈴木六郎 関政彦関喜一
高橋幸雄 武田篤 大地勇鶴岡満
長島靖洞 仲野勝蔵 永谷源一根本鎮夫
葉岡部秀夫

山中晃若林道郎

山田博光 山田恵春

坂元昭文棲井一彦佐々木秀一佐藤秀昭

佐藤誠鮫田信夫塩田孝弘敷地淳一
島弘幸志村幸男杉浦征生須尭福美

鈴木守瀬戸雅春仙福克禎相馬剛

添田秀和高田義之高梨賢次高橋忠和
高宮昭裕瀧津昭彦滝瀬久子武田栄三
竹原秀夫武森公夫田中典夫田遥雅三

沼里親一長谷川優畠山博明蜂谷昭夫

長津哲彦並木昇二仁井山久夫西山芳郎

東金強豊田正昭内藤俊夫中嶋健
中村淳中村正人永井元博長岡勉

酒井英勝川崎昭男小林政明高谷節隆
三橋勝則佐藤雅英
山口和徳浅見幸彦
半津洋次三浦信武
相津康青木千三男秋山泰彦浅野陽一
浅見光子麻生秀樹井内秀敏池田博人

蜂谷美子匿川実藤森牧男細川覚史
堀彰人升野嘉久増本幸夫三浦幸子

会長 高橋正彦
副会長 飯島好美薬師寺修宮原英二
萩原康正

顧問
幹事
会計監査

会計
へ云二貝

今井幸男上杉修二浮貝公雄歌川好夫

池田順一石川潔石川誠市村順一郎
伊東稔雄伊藤泰彦稲毛英三井上滋

三浦義彦三橋洋子峯岸貴人三原義秋
三間芳弘宮崎芳雄宮野勝男平瀬典子

及川健一大石忠弘大熊正雄太田公昭

内山民恵梅津友彦江田浩昭遠藤隆

守屋幸雄八木政則八木康行八木祐子

深山春雄村上善司森一森田克司

岡部永岡本知也海費伸一加賀清
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矢口孝 八代英世
山野員一郎 山本正義
湯原啓夫 横尾邦光
渡部和人 渡遇一世
山崎晶司
湯浅修光
吉村昌彦
渡過昌子

川又銀蔵郡司勝美一色史彦

吉田功

茨城支会

支会長

山田祐志
湯浅敏和
若松竜二
渡遇綱義

鈴木俊雄鈴木秀満鈴木賞高橋能久
滝田昌生竹村広治田崎馨谷川辰男

千葉邦明手代木英夫識正治士岐良典

生田目篤西谷隆義西宮能信沼尻信雄

冨田正一冨山明子中川昇一永盛恵

平岡徹平野拓也鹿瀬文男日渡正弘
藤村乙丸堀江信一本田行本間隆雄

松尾光臣村上勝一村上貞夫村上義光
森木尚史山口幸雄山崎光雄山野隆夫

横須賀信次横瀬敬司渡遥基一渡漫高志

船橋卓
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副支会長

幹事長

和田俊次和田忠男

渡過宏渡遇ふみ渡漫幹雄綿引道典

以後崎孝岡崎宗一郎平戸敬一金井正

矢口豪白田肇

木更津支会

磯畑宗之鈴木一好

青木伸次飯塚彰石井弘石川馨
支会長若鍋尚志

理事渡選文子渡遥朱美西賀善蔵滝口敏夫

副支会長沖津三郎

薄井徹大久保紀夫大熊定男大鳥柴二

顧問石川昌

三枝英司

幹事長斉藤善作

監事荒井弘導斉藤儀平

会員安藤泉安藤小平安藤範夫飯田昭二

副幹事長伊藤克巳

菊池庄重木村欣司熊田宏之小池利佑

佐藤正夫塩谷文則篠原光鈴木重宣

斎藤貞桜井勝正桜井作左衛門佐藤哲雄

粉川健小林幸夫後藤善一近藤伸由

川又正行菊田宏菊池成夫菊池弘道

加瀬征雄加藤高減川井昭子川崎正之

大山義男岡本重男小川員幸小倉利三郎
押鴨自平小沼良忠小野瀬怜子賀沢一朗

石川伸二市毛宏知市村昭武井上昭

員査

幹事
会監

銚子支会

池田良石井純一石渡七郎井出雄二郎
伊藤勝卯月睦彦宇山美代子岡崎源恵
荻野一男鹿島冨士夫加藤良二後藤数人

佐久間朗重田賞白石澄枝鈴鹿錠

武内情竹村清田中修贈仁平晃
野口秀実長谷川勝由榛津敦子平野明
藤浪英子細井系太郎堀内正一本多正一

村田勝己村松正秀村山康太安田英雄

八剣隆山中彰

宮内隆宮内正
山本明吉松

田中啓康 外口正芳中嶋桂
成毛春夫 西谷倫子一房州洋
松浦光善
百川東一

お知らせ

必見！西村会祖のテレビ放映

中西匿

員久孝昭
弥勅院満
渡逼敏夫

新春の一月四日︵日曜日︶︑午前八時〜九時

ペシャル・プログラムに︑会祖西村茂樹先生が登場︑

四十五分まで︑ＴＢＳサンデーモーニングの新春ス

なきよう︑お知らせいたします︒

放映されますので︑会員の皆様にはどうぞお見逃し

支会長金杉光二
副支会長白土四郎猿田正城

幹事長飯塚藤三郎

顧問飯岡四郎阿部明高橋弘
幹事大木術伊藤寛之島田良介

官マッカーサー元帥は︑戦後の日本を評して﹁十二

内容昭和二十年︑日本を占領した連合国最高司令

歳⁝⁝﹂と言ったが︑西村茂樹先生は明治九年﹁本

庶務会計佐藤米吉宮内隆夫来栖亮吉

会員荒野和子淡路誇嘉石神義蔵石毛俊三

ソードを含む︒︵﹁泊翁叢書﹂第二輯妬ページ・﹁東

邦の民は十歳前後の小児の如し⁝⁝﹂と述べたエピ

監事古川秀臣篠田庄太郎

石毛弘二岡野敏昭押田和彦加瀬公毅

西政事主義の異同﹂終わりより６行目所載︶

加藤隆神原靖夫小池孝向後憲男
小嶋昭三榊原久良子柴崎孝市新行内隆
鈴木章裕鈴木粂雄酢谷伊知郎高野朝一
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勝一一一

だ

よ

﹁東京裁判﹄の講演会開催

にたのしと束ま気たか先I"il!き
忠・忠たな京す侍こがノliのまこ
い私い覗く戦。ちといのおしの
ま共で、12判私で、すおかてた
しと‑IIミ私Ill:の此一会るI活げ、び

安脇支公支会膿
︑
Ｉ

金木賢三

柵脈修

少し多くの人たちに聞いてもらいたかったことで︑これは
折りよく

一川二Ⅲには仏道誌の最析乃がⅢきまして︑

私共の力不足であったかと反省いたしております︒

そこには本部での冨士先生の御誰油が掲載されており︑当

Ⅱ米られなかった方々に凡てⅢく絶好の黄料と思いながら

微力ながらも︑私共の次の仙代の人たちにも少しでも川

読ませて頂きました︒

トー川川Ⅱ

解して頂くことを心掛けていきたいと思います︒

教育講演会開催報告

八千代文会Ⅷ会長飯島好美

Ⅱ川胴Ⅱ︵ｔ︶商坂節三先生をお迎えし︑救育榊油公を

百名ほどの会員の参加により︑商坂節三先生より﹁教育

Ⅲ怖いたしました︒

堆本法を考える﹂と越して祇減をいただきました︒

川本弘道会様には︑多人なるご尽力をいただき︑心より
悠州叩し卜げます︒

紳事古川賀

五年度総会は︑十一月二十七Ⅱ

取急ぎ御礼叩しｉげます︒

有田支会総会記

佐賀県有川支会の平成

深川製磁㈱の御配慮を砿いて︑Ｍ川布川工場内の会俄室で︑
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り
篭噸陶瀞僻蕊

たし聴共紀委はぱLi機をを公安

会

州士先生荊油肌峨

のまい一を；￨￨｜、い一会祝以長ノノノ
はしたIliJすを今でMをして様文
、てし感ご知｜｜ご感得く、の会
も残ま無しるまざI洲まおドバ御に

支

う念し量まこでいのしう士IlIjお

会員二十二名の参加の下に︑楽しい集いで終始した︒深川
ので︑古田が司会した︒

支会長は拠ん所ない所用により︑お顔を見せられなかった
先づ会計報告を行い︑これが承認のあと︑昨年の総会に
御米磁を賜った鈴木会長様の︑有川中学校立志式の記聯が︑

配布して︑一Ｍの喜び一入であったこと︑感激一杯であっ

時事通信の内外教育一面に御発表なされたコピーを会員に

つづいて講演にうつり︑星についての知識人であられる

たことを報告し︑感謝の気持ちを新たにした︒

有川町公民館長の松永将先生の﹁星の紙﹂を︑一時間余り
で︑初めてお聞きする宇宙の神秘︑未知のⅢ界︑永劫に定

に亘り拝聴した︒先生が用意されたテキスト︑地球儀など

められた軌道に従う天体の事実を委細に亘り︑わかり易く
ご説川あり︑会員一Ｍ今さらの如く︑感銘深いものがあっ
ル勅語﹂のコピーを示して︑道徳教育の堆本はこれだと︑

た︒つづいて出雲悠司会員は︑源希典謹言の﹁教育二関ス

現下に必要なことであると強調︒久富桃太郎会員は︑日本
景気について語られ︑目卜不景気に端ぐ有田陶業界にも︑

経済新川の記蛎﹁景気持ち面し﹂のコピーを示し︑今後の

つづいて同上場内の料亭﹁クリント﹂に席を移し︑おい

ほのかな川かりが兄え始めるであろうと詔られた︒

しいフランス料理と︑ｎ世の北海道ワインで門鼓を打ち︑
弘道会員としての誇りを改めて認識し︑和気調々のうち︑
午後八時三○分皿散会した︒

馳縫融

（7(））

一言葉の
ひろば

大島民義

お聞きし勉強になりました︒このたび

す︒先日の千文会では興味ある話しを

いほどの状態であると酷評され皆々感

管理意識が極めて稀薄︒他に類を見な

﹁平和﹂という言葉に酔いしれて危機

動し反省いたしました︒

は﹁弘道﹂１０２３号︒早速入会手続
きをとりましたのでよろしくお願い致

定記念講演の講師につきまして会長ご

またこのたびは県の﹁教育の日﹂制

内外教育﹁ひとこと﹂を拝読し︑日

も大変喜んでおり︑当支会としても面

自身がご尽力下さいました由︑県教委

します︒

に頭が下がりました︒今後ともご指導

本育英会の行方を見つめる先生の姿勢

目が立った思いを致しております︒

弦に改めて重ねた︑のご厚情に深く

感謝申し上げます︒

平成十五年九月二十三日

島根支会飯塚一雄
謹啓漸々清涼の好季と相成りまし

文部科学大臣河村建夫

２００３．９．１６

を賜りますよう心からお願い申しあげ

ます︒敬具

弘道最近号拝見西村先生の全集も
刊行される由大仕事と思いますが︑ご

成功を祈ります︒貴見の中﹁国の為に
べき課題そのことを一人一人がどう考

たが其後貴台様には如何お過ごしでい

鈴木勲会長様

えてゆくかそこに愛国心が生まれる︒

〃人づくりは国づくり〃と云われま

何が出来るか⁝﹂私達は深く自ら問う

鎌田先生戦傷死の誤報の時は私は中

し上げます︒

られますやら平素の無沙汰をお詫び申

先生はこの戦死の話を余り好まれない

言ったことを思い出しました︒しかし

会となりました︒クライン孝子先生は

日は会員以外の聴衆もあって満席の盛

てまことに有難うございました︒当

派遣をはじめ何彼とご配慮を賜りまし

さて過般の当支会総会時には講師の

わず︑あれほど追い求め︑手中にした

がそれこそ一丸となって︑労苦をいと

し︑日本の現状を見るとき︑戦後国民

ることは︑世界が認めています︒しか

は︑まさに日本の人材の豊かさにあ

して欧米と一眉を並べることが出来たの

すが︑資源小国日本が︑経済大国と

学生級友と一緒にご自宅にお悔やみに

森成吉拝

素直な語り口で日本国ならびに国民は

八月二十日

のですが⁝︒

拝復︑田の畦に彼岸花が咲いていま

71

夢鞭

かられることがあちこちで見られるよ

を失いつつある︑あるいは既に失って

豊かさと引き換えに︑何か大切なもの

の重要課題について指示を受けました︒

術創造立国﹂の実現への努力など︑当面

経営の効率化の両立︒さらに﹁科学技

に伴う国立大学法人の自主性と運営・

指して︑微力を尽くすことができまし

文化立国﹂﹁科学技術創造立国﹂を目

かわる重要な任務を担当し︑﹁教育・

文化︑スポーツという日本の未来にか

たことは︑格別の経験であり︑まこと

国を憂い︑命を懸けて行動された松

教育の改革および国立大学法人化をは

とりわけ︑教育の分野では初等中等

に光栄でございました︒

と激

陰先生の精神を受け継ぐ覚悟で教育改

励を受けました︒

そして最後に〃吉田松陰だぞ

しまったのかも知れない︑との思いに

うになっています︒物の豊かさを勝ち
てしまったのでは︑との不安感を拭え

得たが︑豊かな心をどこかに置き忘れ
ません︒世界各国からも︑最近の日本

じめとする大学改革など︑大きな政策

課題が次々に重なる時期に遭遇いたし

革に全力を注いでまいります︒

ました︒それらを通じ︑小学校から大

学まですべての学校段階において﹁画

詰めていくと︑今世紀を担う子ども達

謹啓日ごとに秋の気配が深まってま

文部科学省顧問室

遠山敦子

られましたことは︑望外の幸せであっ

育の実現にむけ︑力を注ぐ機会が与え

念のもと︑二十一世紀にふさわしい教

平成十五年九月二十二日

念じ上げます︒

今後とも一層のご支援賜りますよう

は少し変ではないか？と指摘されるよ
うになりました︒

このままでは︑この国の未来は危う
い⁝︒今多くの日本人に共通する思い

の教育に関わるテーマだと︑誰もが気

一と受身から自立と創造へ﹂という理

づくのではないかと︑私は思うのです︒

こととお察し申し上げます︒

いりましたが︑ご清祥にてお過ごしの

ではないでしょうか︒このことを突き

今こそ︑日本の教育を根本から見直し︑

就任に際し総理から︑知育・徳育・

としての職を辞し︑退任させていただ

し︑二年五ヶ月にわたる丈部科学大臣

去る九月二十二日の小泉内閣改造に際

私こと

のと︑ここに深く感謝を申し上げます︒

大なご激励︑ご協力︑ご支援によるも

たのも︑ひとえに皆様方から賜った多

充実した日々を過ごすことができまし

在任中︑全力投球を続け︑きわめて

たと思います︒

日本再生を図ることが喫緊の課題であ

体育・食育を重視した﹁人間力向上﹂

きました︒この間︑教育︑科学技術︑

ると認識しています︒

のための教育改革の推進や︑教育基本

時節柄︑くれぐれもご自愛ください

法の見直しへの努力︒国立大学法人化
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ますようお願いし︑ 退任のご挨拶とさ

嬉しく感謝している事と存じます︒

りますが︑故人も天国からどんなにか

奥様も大変恐縮し感謝申し上げてお

びも申しあげております︒先日も︑私

ましたことを︑今改めて感謝し︑お詫

年月反社会的な言辞も許して頂いて来

があり︑その時も少し恥じ︑少し反省

の性格について八方破れと評した方

し︑仕万なく居直った内心を覚えてお

秋の一日︑会長様のおそばで弘道の

ました︒

敬具

たことに︑衷心より厚くお礼を申し上

ります︒考えて見ますと︑私の恩人・友

人・知人はすべ寛大で︑私の言動を長

この度は︑文化功労者にして頂きま

曽野綾子

です︒そのご恩を忘れずに︑自然の流

築いてくださった貴重な平和のおかげ

な身勝手ができましたのも︑日本人が

だったからだと思います︒しかしこん

敬具

私の最大の幸福は︑内心深く尊敬する

年笑ってお受け入れくださいました︒

今年七月末で正味五十年︑書き続

方々にこの世でお会いできたことです︒

したことについて︑早々とお祝いのお

れに流されながら︑許されればもう少

けて来ました︒小説が骨の髄まで好き

賜り︑かつご講演を頂き︑記念すべき茨

心をお伝えくださいまして︑ほんとう

し働いてまいる所存です︒お寒さに向

棚日本弘道会
会長鈴木勲様

平成十五年十月一日

げる次第です︒

心にふれながら過ごすことができまし

せていただきます︒ ありがとうござい

平成十五年十月吉日

茨城支会船橋卓
拝啓秋も深まりつシありますがます
／︑ご清栄の事とお喜び申し上げます︒

平素よりご指導ご高配を賜り誠にあり
がとうございます︒

さて︑この度は︑会長様︑田淵様何

城支会十周年の節目を飾ることができ︑

にありがとうございました︒十月十一

かとご多用の中支会の総会にご臨席を

その上︑お祝いと会長様からのご寄

日に三週間に及ぶアフリカの旅から帰

改めて感謝と共に︒

かい︑お大切になさってくださいませ︒

喜びに耐えないところでございます︒

謝申し上げる次第です︒また︑お疲れ

付に賜り︑恐縮に存じております︒深

ておりましたが︑やっとこれで眼が覚

り︑まだ時差を口実に眠い眠いと怠け

二○○三年十月二十四日

の中 ︑ 及 川 前 支 会 長 宅 ま で ︑ わ ざ わ

作家という片寄った立場から︑長い

めました︒

ざお運びになり︑御仏前に香を捧げて
いたゾき本当にありがとうございまし
た︒
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拝啓

渡部昇一

この度﹃弘道﹄第１０２６号を御送

り下さいましてありがとうございまし
鈴木様の御健勝と貴会のご発展をお

た︒

謹呈

石井武子

石井千明が召されてはや十年になり

︵鈴木勲記︶

佐倉支会石渡敬

愈ご健勝ご活躍のことお慶び申し上

謹呈向寒のみぎり

げます︒日頃作倉支会種々ご指導を賜

ました

おりましたのでその一部をまとめ小誌

生前会社の朝礼で話した記録が残って

り厚くお礼申し上げます︒

げます︒

平成十五年霜月六日

拝具

向寒の折益々ご健勝お祈り申し上

礼申しあげます︒

葱に紙上にて誠に失礼ながら厚くお

ただきます︒

す︒ご趣旨を奉じ有効に活用させてい

頂きご配慮誠に有難く万謝申し上げま

さてこの度早速研修旅行用旗お送り

にいたしました

十周年の記念としてお納めください

︵石井千明先生は本会理事としておせ

二○○三年二月八日
会長鈴木勲先生

︵田村和凡・会員︶

わになった方です︒この記録は生前

敬具

祈りしつつ︑とりあえず御礼まで︒

平成十五年十一月五日

この度は︑石井公一郎先生の伝統文

京急電鉄の社長時代に毎週月曜日の朝

鈴木勲様

化を尊重される大変︑すばらしいご講

礼で話された記録を当時の部下が収
てパソコンで原稿を作成されたもので

演を拝聴させていただき︑本当にどう

﹁道・朝に聞く中国の古典﹂という題

録していたものを武子夫人が整理され

例え一時なりとも伝統文化の継承

でまとめられた小型の美しい本です︒

も有難うございました︒

て︑石井先生のお話しは本当に勇気付

に関わる機会を得ました私にとりまし

平成十五年十一月十日

書架に飾ります︒

に敬意を表し︑寄贈本として︑本会の

婦人の故人を偲ぶ美しいお心とご努力

本当にどうも有難うございました︒

けられる内容でありました︒

平成旧年Ⅱ月８日

今後共︑よろしくお願い申し上げます︒
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寺令十令牛寺等十十牛牛令今申劇劇凋酎劉

牛令令令今今寺令今寺寺令牛令寺寺令今
十十◇牛今牛十今十令牛十⑭令十今牛牛

韓麓朴韓朴隷什韓韓騨朴
牛凸令十十今令令心令十十十寺十令今令
牛寺寺寺令今十寺十今寺令寺寺寺十十十

︵抄録︶

☆﹁西村茂樹全集﹂の第六回編集部会︑午後二時より開催︒

の作業日程等について討議︒

第一巻の内容項目︑編集上および校正上の問題点︑今後
旧月訓日︵金︶

☆第三回業務運営体制改善プロジェクト︑午後二時より開
Ⅲ月１日︵土︶

催︒﹁定款﹂中︑会計関係の規定整備を中心に協議︒
Ⅲ月４日︵土︶

☆安房支会の講演会︑講師冨士信夫先生演題﹁私の見た

☆銚子支会の講演会︑講師尾田幸雄先生演題﹁青少年の

東京裁判﹂︒

☆文部科学省主催の﹁教育改革フォーラム﹂に生平理事出
に道徳教育・家庭教育︑親になる教育等の必要性︒低学

席︒討論の大勢は﹁教育の荒廃は早急に改善すべし︒特

荒廃と心の教育﹂︒

Ⅲ月７日︵金︶

力者の卒業を認めず﹂︒等重要な指摘が多かった︒
旧月叫日︵火︶

☆八千代支会の講演会︑講師高坂節三先生演題﹁教育基

Ⅲ月旧日︵土︶

郎先生演題﹁脱戦後の教育戦略﹂︒

☆特別講演会を本会八階講堂に於いて開催︒講師石井公一

宿区の太宗寺に於いて午前十一時より︒鈴木会長出席弔

☆本会理事故杉浦昌也氏の葬儀並びに告別式︑東京都新
辞を奉呈︒

旧月陥日︵木︶

Ⅵ月旧日︵水︶

本法を考える﹂︒

☆本会理事故富田朝彦氏の告別式︑東京都文京区の吉祥

☆﹁弘道シンポジウム二○○四﹂第二回実行委員会︑午後
二時より開催︒テーマ︑基調講演者︑パネリスト︑コー

次︑凡例︑第二巻の校正︑解題︑その他について討議︒

☆﹁西村茂樹全集﹂第七回編集部会午後一時より開催︒目

Ⅷ月幻日︵木︶

寺に於いて午前十一時三十分より︒鈴木会長外理事出席︒

ディネーター等について討議︒
Ⅷ月Ｗ日︵金︶

☆日本育英会創立六十周年記念式典︒神田如水会館にて挙
行︑鈴木会長出席
胴月幻日︵月︶
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編集後記

統に根ざすべきものであることを主張

が明治三十五年に亡くなられて百年︑

絶大なものがあろうと思います︒先生

る運びに至ったことに深い感慨を覚え

ようやくここに完全な全集が編纂され

命をもつすぐれた文化的・精神的伝

る道を示さなければなりません︒

し︑豊かな社会に誇りと自信を回復す

◎本年の最終号﹁武士道と現代﹂を
テーマは︑年初の﹁日本の国の在り方﹂

れる﹁日本道徳論︵岩波文庫︶﹂でさえ︑

ます︒今や西村先生の代表的著作とさ

お届けします︒今年の﹁弘道﹂の特集

いう痛恨事がありました︒堀田正久理

◎今年は三人の理事を相ついで失うと

の全集によって︑大方の会員は初めて

甚だ入手困難でありますので︑今回こ

から始まり︑次に日本の家族の在り方

れぞれ独自の存在感をもって本会の進

事︑杉浦昌也理事︑富田朝彦理事︑そ

を問うシンポジウムで﹁父性と母性﹂
について考え︑次いで﹁公と私﹂の問

だ実像を知ることになるでしょう︒日

会祖の多彩にして奥深い︑魅力に富ん

題を二回にわたって掘り下げ︑今日的

れました︒日本をめぐる内外の情勢が

ころです︒

本弘道会の歴史的快挙と自賛したいと

路を照らしながら︑忽然として逝去さ
激動するとき︑日本弘道会は大きな力

な社会規範の確立の必要性を提唱︑そ
武士社会を支えた﹁武士道﹂に新しい

を失いましたが︑私たちはこういう時

の生きた例証の一つとして︑かつての

照明をあてて︑本年の最後を締めくく

いご越年をお祈り致します︒︵生︶

◎ここに平成十五年を送り︑皆様の良

鈴木勲
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平成去年トー月↑夫日発行︵年会費二○○○︶

平成火年ｔ月一Ｆ厩日印刷

こそ転換期の思想家・実践家としての

◎さて︑来春には﹁増補改訂西村茂

ることとしました︒

の希望に胸をふくらますだけでなく︑

樹全集全十巻﹂のうち︑待望の第一

西村精神に立ち帰り︑本会﹁綱領﹂の

本会の使命のいよいよ重大なることを

巻が刊行される見通しです︒本全集の

◎もうすぐ新しい年を迎えますが︑日

認識し︑それなりの決意をもって︑新

内容は︑西村茂樹の著作類︑訳述書︑

理想実現に向って︑勇気を出して進ん

たなるスタートをきりたいものと思い

論説︑書簡︑日記︑漢詩︑和歌︑碑文

本の経済的繁栄とは裏はらに︑社会に

ます︒これからもますます国際化し︑

等︑西村先生の全生涯にわたる業績を

で行かなければならないと思います︒

変貌を遂げる日本社会のバックボーン

網羅するもので︑後世を碑益すること

蔓延する精神的荒廃を考えると︑迎春

としての倫理規範は︑古くて新しい生
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