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鈴 木 勲

西村先生をして今日に在らしめば………… 勝 部 真 長
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︵上京日記のうち︑慶応四年の分︶
へ

﹃泊翁日記﹄

︻読み下し文︼

．︵町飛脚︶

二月八日晴時々雨§
︐︵江︶あいしたたじょうろ

一江戸同役え御用相認め︑定六にて差出す︒

１︵与︺贈二

二月九日薄晴
一御親征当月下旬と仰せ出され之れ有り候︒

一御足軽仲七・孫七江戸蝿脳同偶Ⅲ山いたされ

二月十日雨

上京・

日

一関東征伐︑先鋒十七藩え仰せ付けられ候・明

二月十一日風時を飛雪

より十七日迄に︑京都繰出しの由︒
い弓どき︵午前八時ころ︶

一五時過ぎ出宅

かさか

御元服に付き︑御献上候御太刀︑馬の御

より

使者圃間凶︒宿所え罷り出で相勤める︒夫

信介様御殿え罷り出で︑同行の意悦御使者

のしめ

口勤む︒帰り掛け弁事伝送所え罷り出で︑御

︵相か︶部
献上
はんばか衷

滞り無く相済象候段相届け候︒着服は礎斗目︑

二月十二日陰時を雨

半袴︒

二月十三日陰

一諸藩え貢等の義仰せ出され候・

帰

一秋元彦八此の程より不快に付き︑内願の通り

か

え出立︒右に付き江戸同役え御回状︑佐倉両

郷相許し候︒孫七同道にて今朝堅田

太夫え書状と添書相托す︒

所に聞え候︒右に付き同人え相談の上︑今夕

一奥村弘埜墜例めて雨胤呼一戸塚奥万の緬歯哩

当方宅え迎え取り候積り︒・

︵昭頁参照︶

宿︒明後朝堅田え差送り候積り︒

一夜中に︑戸塚奥方の客秀益等来

日村井田三郎上京︒
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日本弘道会綱領
乙号︵社会道徳︶

︵昭五一・一○・三○︶

報道言論の公正を求めること
社会悪に対し世論を高めること

教育の適正を期すること
道義の一般的関心を促すこと

自然の美と恩沢を尊重すること
資源の保存と開発を図ること

政治の道義性を高揚すること
経済の倫理性を強調すること

こと

世界の形勢を察すること
国家人類の将来をおもんぱかる

甲号︵個人道徳︶
こと

皇室を敬愛すること︑国法を守る
信教は自由なること︑迷信は排除
すること
思考を合理的にすること︑情操を
美しくすること
学問を勉めること︑職務を励むこ
と

教養を豊かにすること︑見識を養
うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清廉
なること
家庭の訓育を重んずること︑近親
相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行に
屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期す
ること

信義を以て交わること︑誠を以て
身を貫くこと

︵泊翁先生訓︶﹁忠孝﹂⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝②

表紙裏泊翁日記︵上京日記の一部︶

︹巻頭の言葉︺

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝勝部真長⁝⑥

昭和六十二年を迎えて
⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・鈴木勲⁝③
西村先生をして今日に在らしめば

．⁝⁝：⁝：⁝：．⁝⁝・片山清一⁝⑩

日本弘道会の進むべき方途

・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．：⁝森田康之助・・・⑮

時勢は転換し始めている

．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・粟生保．：⑲

創立二一年目を迎えて

高齢者の居直りなど⁝斉藤喜門⁝⑳
国際化と道徳⁝⁝⁝⁝鈴木寛一⁝韓

国民道徳と﹁円高・ドル安﹂
．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝：藤田忠⁝鶴

同志の士を募る⁝⁝⁝山岡俊明⁝⑪
人生八十年時代⁝⁝⁝鈴木仲秋⁝的

⁝⁝⁝．：⁝：⁝⁝⁝⁝・清塚十三郎⁝⑱

随想﹁野口会長の香風二題﹂

︿北斗星﹀

く熟年からの健康﹀

国は富承・民は貧しく⁝入江徳郎．：働

︻泊翁百話︼

不整脈⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝杉浦昌也⁝⑫

⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝古川哲史・・・倒

泊翁書間Ｈ神戸寅次郎宛の五通

収報告書︑新入会員芳名︶⁝⁝：⁝．⑳

会告︵ご寄付者芳名︑会費領

言葉のひろぱ︵岩崎晶・加瀬

頚二郎︶・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・御
会員名簿︵東京都︶⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⑫

編集後記

（1）

(昭和六十二年）

次
目
一・二月号

忠孝

忠孝は︑いうまでもなく美徳である︒しかし儒者や国学者がこれを説くと誇大に過ぎ︑ついに本

家を治めるも皆孝によって為すことができると言う︒よい加減にこれを聞くと至って尤もなことの

来軽重の序を失うに至るものがある︒﹃孝経﹄の如きは︑天下を治めるも一国を治めるも︑一身一

ように聞こえるが︑その実は決して左様には参らぬことである︒天下を治めるには天下を治める治

道治術があり︑一国を治めるには一国を治める治道治術があり︑一身一家についても同じである︒

おりにはいかぬ︒いうまでもなく︑﹃孝経﹄は朱子などもこれを偽書だと言い︑わたしの見たとこ

父母に善くつかえるだけで天下がよく治まるなら︑ことは至って簡単であるが︑天下はこの理屈ど

ろでも決して孔子の書ではないから︑深く論ずるに足りないが︑後世の儒者は或はその言を信ずる

者も少なくないから︑ここに一言しておく次第である︒﹁尭舜ノ道︿孝弟ノミ﹂と言ったが如きも︑

ただ孝悌の重んずべきことをいったのであって︑事実がそのとおりだとするものではないのである︒

不孝の人は︑むろんよく天下を治めることはできない︒尭舜も孝弟の人に相違ない︒しかし天下を

のでは決して無かった︒尤も孝弟は仁と近く︑孝弟ある人は多く仁愛の心ある者であるから︑その

治めて治安を得たのは別にその道のあることで︑孝弟の道を推して天下を治めることを得たという

仁愛の心をもって天下を治めれば︑よく治まる道理であるけれども︑仁愛だけで治道治術がなけれ

ば︑よく治まることもない︒仁愛の承あって治術治法のないのは︑孟子のいう徒善︵善心あって善

政のないこと︒︹孟子︑離婁上︺徒善不レ足二以為咳政︑徒法不レ能二以自行ぴである︒

１
Ｉ

︵泊翁庖言第二冊舟三﹁忠孝﹂の全文︶

（2）

訓
泊翁先生

﹄巻頭の言葉︼

鈴木

いうことができます︒私は︑記念式典においてその一端の所信を述べましたが︑少し

時代の情況であるからこそ︑日本弘道会に課せられる責務もまた大なるものがあると

本年の内外の情勢はきびしいものがあり︑予断を許しません︒しかし︑このような

です︒

本年は︑この決意の下に︑具体的な事業を着実に推進し︑会勢の伸張を図るべき年

を新たにしたところであります︒

の跡を偲び︑これを契機として︑道義立国の理想に向ってさらに歩を進めるべく決意

本会は︑昨秋︑待望の創立百十周年記念式典を挙行し︑会祖および先輩の苦心努力

勲

第一は︑西村精神の考究です︒幸い︑我盈には︑﹃日本道徳論﹄をはじめ会祖の造された老大な著作があります︒

ここに示された弘道精神こそ︑我灸会員が不断に探究しかつ常に立帰るべき本源です︒会員各自が︑あるいは有志に

よる研究会などを通じて︑西村精神を深め︑敷桁し︑現代的意義を明らかにするなど︑考究し続けることが︑会員た

る者の責務と考えます︒また︑西村茂樹全集の補充を逐次刊行していくこと︑百十周年記念事業の一つである西村茂

（3）

六十二年を迎えて

和

くこれについて敷術し︑会員各位の理解と協力を求めたいと思います︒

昭

ｰ ● P F
■
ー ■

員からはこれほど格調の高い雑誌を手にするよろこびの声を耳にするようになりました︒若い人のためもう少し分り一

は︑編集担当の片山理事はじめ会員の協力によって逐年充実をゑており︑最近は︑古い会員からも好評を頂き︑新会一

第一蔵︑会誌の充実です︒本会の活動の中心は︑何といっても︑会誌﹃弘道﹄の発行普及にあります︒この内容一

樹研究論文の募集および日本道徳専攻の若手研究者の助成の事業を継続していくことも重要な仕事です︒

一
…
〃 ■ −
一 夕

古に堕することなく︑新鮮な時代感覚をもって︑政治︑経済︑外交︑科学などの広い分野を含め︑時宜に適した主題︾

易くという意見もありますが︑現在の編集方針でよいと思います︒ただし︑故野口会長の言われたごとく︑徒らに尚︾

一 〃 〃 〃 ＝

と筆者を選び︑時代の要請に応える努力も欠くことはできません︒会員の提言︑批判なども積極的に取上げて︑﹃弘一

ー ．

義五団体とともに︑各界各層に呼びかけて健全な世論を喚起することを申し合わせ︑建国祭制定に関する問題等具体︾ぅ
的な問題をとりあげて積極的に意見を発表し文書を送付するなど︑道義振興の運動を展開したこともありますが︑現一Ｍ

第三は︑道徳振興の運動です︒本会は︑かつて︑竜門社︑大日本報徳会︑修養団︑石門心学会︑道義再建運動の道一

道﹄をさらに魅力あるものにするべく︑引続き力を入れていく必要があります︒

ざ ご 一 夕 壬 三 三 一 三 三 ＝ 〃 ー

在は︑会誌を通じての活動にとどまっています︒具体的問題の提言活動は︑ともすれば︑政治的な運動と同一視され︾

〃 ー で 〃 〃

易く︑本会の基本精神を損うおそれもあり︑慎重でなければなりませんが︑必要な時には敢然と声を大にして内外に一

一 夕

︾しいと思いますｏ野口先生の﹁君子万人の時代﹂の提唱は︑社会道徳の温床となる福祉︑経済など社会の各分野にお一

一ことなく︑日本弘道会の精神を理解し︑道義振興の志を共有することのできる人士を確実に結集していくことが望ま一

一のまま︑日本弘道会の活動の根源のエネルギーであり︑自信の源泉でもあります︒しかし︑徒らに人数の多きを望む一

︾第四
︑︑
会会
員員
のの
拡拡
充充でです
第は
四は
す︒
︒﹁本会の拡張は︑即ち国民道徳の拡張なればなり﹂という西村会祖の最後の訴えは︑そ一

今ｌＤｐ夕︑ｂＬＵＰｐＤ７●■■〃Ｐｌｐ心Ｆ︽●Ｕ−ｂゆゆ巳画︑ジ

充していく努力も必要です︒

ンポジウムなど会員以外の一般の社会人の参加をも求めて︑世論を喚起する活動を活発に行い︑本会の活動の場を拡一

道義の重要性を訴えることも避けるべきではありません︒そのためには︑平素の活動の中において︑時局講演会やシー

一 三 一 一 … 夕 一
ー

ける多数の君子ｌ志ある専門家の協力なくしては︑道義の振興は期し難いことを明察し︑会員拡充の方向をも示され一

︾たものと考えることができます︒最近は︑新入会員が︑教育界の承ならず︑経済︑産業︑言論︑官公庁など多方面の一
一分野にわたっていることは︑この方向に沿うものです○

一会員の高齢化を憂うる声もありますが︑むしろ︑高齢層が支えている日本の精神的基盤を考えるとき︑高齢化社会一

一の中でこそ︑日本弘道会のような団体が貴重な役割を果たすことが期待され︑その存在意義が明らかになってくるも一

一のと思われます︒高齢者の生き方が︑日本社会全体の活力を左右する時代が高齢化社会です︒時代が日本弘道会を必一

一要とする方向に変化してきていると考えるとき︑中堅会員の拡充も必要でありますが︑高齢者の生きがいに応える弘一

一道会として︑高齢会員を拡充していくことも一つの方向であると言うことができるでしょう︒

一この一月十九日から三日間︑中曾根首相の提唱によって︑京都で︑ハイレベル教育専門家会議が開かれ︑ＯＥＣＤ一

一加盟国を中心に多数の高級教育専門家が参加し︑二十一世紀を展望した教育改革の基本的な考え方などについて討議一う
︾５
一されました︒私も実行委員会のメンバーの一人として参加しましたが印象深かったのは︑豊かになった社会において一く

一青少年の道徳性の低下が顕在化し︑このことにいずれの国も深い憂慮を抱いていると卒直に表明したことでした︒

一家庭の教育力が低下しており︑学校に道徳教育を期待し︑自己抑制力︑思いやりの心を酒養することの必要が指摘一
一されました︒

一修身斉家が治国に通ずるという東洋の思想が改めて光を浴びる時代が来ているのではないかとの感を深くしまし一
0

一決意を新にして年頭のあいさつとします︒

︵本会会長︶

一昭和六十二年を︑日本弘道会の新しい出発の年として︑この重大な使命を︑会員各位とともに果たしていくべく︑

一本会の一貫して訴えてきた道義立国の理想も愈をその価値を発揮すべき時ではないかと思います︒

た

ー

〃 〃 ー ク タ タ ク グ ー

ー 〃 〃

ー ク ク ク ク
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青山︑立教︑明治学院︑同志社など︑鐸点たるキリスト教

真長

もし西村先生が復活されて︑昭和

ぼすまでに至っていない︒

立の学校教育も︑学生にとっては信仰上なんらの感化を及

西村先生をして今日に在らしめば

六十年代のわが国の現状を見︑弘道

哲学あるのみである︒このことは︑先生の﹃日本道徳論﹄

先生が関心をよせられるとすれば︑儒教のほかには西洋

会の指導に当られたとしたら︑まず
何から手を付けられたであろうか︑

第二に︑先生が着手されることは︑﹁教育勅語﹂の再確

を承れば︑直ちに諒解できるところである︒

によって占領中に否定され︑議会でいわゆる﹁排除決議﹂

認の社会運動であろう︒﹁教育勅語﹂は︑米軍の占領政策

これを読ましてゑても全然読めなくなっている始末である︒

なったかのように︑見向きもしなくなり︑現代の学生は︑

教師ですら︑知らないものが多い︒しかし︑議会における

をされたことから︑世間ではすでにまったく過去のものと

先が見えない霧の中にあるから︑世人は仏教や新興宗教に

は役立つが︑国家︑社会の道徳秩序の恢宏には直接関係が

救いを求め︑一種の仏教ブームを来しているが︑西村先生

ぬのである︒戦時中︑﹁兵隊さんへの感謝決議﹂なんとい

﹁決議﹂などというものは︑なんら法律上の拘束力をもた

うことをやったが︑あれと同じで︑その時だけの議会の意

は︑そんなものに目はくれられないであろう︒キリスト教
この信者しか獲得できずにいる︒海外から差しのばされた

本来ないものである︒それを︑占領政策の暗示にかけられ

志の表明にとどまり︑後々まで︑国民生活を拘束する力は

︑︑

キリスト的伝道の︑ミッションスクールは数多くあるが︑

も︑明治いらい百年以上たつのに︑いまだに八○万そこそ

ないものである︒現代は︑まさに不安の時代であり︑行く

のいわゆる﹁世外教﹂であって︑それは個人の安心立命に

リスト教とは︑弘道会には無縁のものである︒両者は先生

にもとずく社会道徳運動を展開されたであろう︒仏教とキ

わたくしの視るところ︑西村先生は涛踏なく︑儒教主義

と想像してみる︒

部

それらの学校で︑入信する学生はほとんどいない︒上智︑
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勝

文部省や臨教審までもが︑教育基本法の承に頼っており︑

語﹂を口にするさえ申し訳ないような気持ちに陥っている︒

て︑日本国民は︑不動の金縛りにあったように︑﹁教育勅

義﹂があることは明らかである︒そして︑儒教主義と皇室

という条目があるように︑弘道会の方針には﹁皇室中心主

の最後の﹁国民の品質を造る﹂の終りに﹁皇室を尊戴す﹂

のと解すべきである︒

中心主義との合体したところに﹁教育勅語﹂は生まれたも

伊藤博文の帝国憲法の制定は︑明治十五年のヨーロッパ

﹁教育勅語﹂に触れようとしないでいるありさまである︒

時の立法者の意志は︑﹁教育勅語﹂だけでは敗戦後の指針

に夏島に篭居して鋭意まとめたものであるが︑二十一年四

留学に始まり︑十六年八月帰朝後︑神奈川県の金沢︑さら

しかし教育基本法の成立過程をみれば明らかなことは︑当

を制定したのであることは︑第九二回帝国議会における高

その枢密院における憲法制定会議の冒頭に︑伊藤は﹁憲

月に完了︑憲法草案を上奏するまでに至った︒

として不足なので︑これを補完するものとして教育基本法
橋誠一郎文相の答弁において明らかである︒︵昭和二士一年︶

ドイツのグナイストやウィーンのロレンッ・フォン・シュ

法の機軸﹂ということを説明する︒つまりヨーロッ︒︿で︑

高橋文相は﹁教育勅語と教育基本法﹂との間には︑なんの
は︑教育基本法そのものが生きノ︑と機能しないはずのも

矛盾もないと明言している︒むしろ﹁教育勅語﹂なくして

タインらから憲法学を学んだ際︑一国の議会政治が行われ

るには︑その前提に国民の共通理解︑いわば土俵が︑枠組

のである︒

西村先生は︑その在世中︑文部省の高官であられたけれ

の土俵が定まっていなければ︑泥沼の︑無軌道な闘争に陥

ってしまう怖れがある︒ヨーロッパの各国には︑議会政治

がなければならない︒与野党が衝突︑対立︑抗争するため

の前提にキリスト教の精神があって︑これが枠組となり︑

ども︑時の権力者伊藤博文と意見が合わず︑文部省をやめ
たとえ文部省が今︑﹁教育勅語﹂を避けて通ろうとしてい

て︑民間社会教育運動に自己を捧げたほどの人であるから︑

ても︑そんなことに遠慮なく︑堂凌と民間運動として﹁教

宗教があるか︑とシュタインに質問されて︑伊藤はハタと

歯止めとなっている︒日本には︑そういう土俵として何か

抑︑欧洲二於テハ憲法政治ノ前セル事千余年︑独り人

てるべきか︒神道か︑仏教か︑キリスト教か︒

行詰ってしまった︒何をもって︑わが議会政治の土俵に当

育勅語﹂の再確認の一大キャンペーンを展開されたであろ
んたくするような意気地なしではなかったからである︒

う︒自己の正しいとする信念の前には︑文部省の意向をそ
﹁日本道徳論﹂の発表は︑明治十九年十二月のことであ
って︑まだ﹁教育勅語﹂は漢発されていない︒しかし︑そ
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しかしもう一人の起草者元田永手の儒教的考え方は︑や

る︒

一致するところが多いと思われる︒

はり濃厚ににじ象出ている︒その点で︑西村先生の趣味と

テ之力機軸ヲ為シ︑深を人心二浸潤シテ︑人心此二帰一

民ノ此制度二習熟セルノミナラス︑又タ宗教ナル者アリ

一モ国家ノ機軸タルヘキモノナシ︒仏教一二タヒ隆盛ノ

アジアにおける儒教文化圏

セリ︑然ルー我国ニ在テハ宗教ナル者其力微弱ニシテ︑

勢ヲ張り︑上下ノ人心ヲ繋キタルモ︑今日二至テハ巳二
雛モ︑宗教トシテ人心ヲ帰向セシムルノカニ乏シ︒

つけていたが︑どうして最近のアジアの経済力は︑ヨーロ

アは原始時代から停滞したまま一向に発展しない︑と決め

いって︑経済的発展の力あるのはヨーロッ︒︿の承で︑アジ

マルクス経済理論では﹁アジア的停滞性﹂ということを

つまり︑欧米のキリスト教に匹敵する宗教は︑わが国に

哀替二傾キタリ︒神道ハ祖宗ノ遺訓二基キ之ヲ祖述スト

は皆無なのである︒儒教はもとより宗教ではない︒そこで

かんずく日本を兄貴分として︑これに韓国・台湾・香港・

ッパの弱小国を尻目にめざましい展開をとげつつある︒な

我国ニ在テ機軸トスヘキハ︑独り皇室アルノミ︒是ヲ

シンガポールの国々が跡を追い︑今や新興工業国︵ＮＩＣ

伊藤の結論は

以テ此憲法草案二於テハ専ラ意ヲ此点二用上︑君憲ヲ尊

Ｓ︶として︑世界の注目をあびつつある︒

とくに︑これらの国々に共通なものとして儒教があるこ

重シテ成ルベク之ヲ束縛セサラン事ヲ勉メタリ⁝⁝
︵伊藤博文﹃憲法義解﹄︶

は大きい︒それは︑勅語の起草者の一人であった井上毅が

九八六・士一月号﹁世界﹂所収︶はその一例であるが︑その中

戴国輝︵立教大教授︶の弓儒教文化圏﹄論の一考察﹂︵一

とから︑﹁儒教文化圏﹂という語すら生まれてきている︒

山県有朋への手紙で述べているように︑﹁政事上ノ命令卜

で戴氏は︑

﹁教育勅語﹂が︑帝国憲法発布の翌年に出たことの意味

区別シテ社会上ノ著作公告﹂として起草したもので︑教育

う﹁この条規に反する詔勅﹂には該当しないのである︒井

れてあることである︒つまり日本国憲法第九八条一項にい

﹁四つの小さい竜﹂として評価されるようになった近年

台湾︑韓国の経済成長もまた注目を浴びるようになり︑

賛注目され︑アジアＮＩＣＳ即ちシンガポール︑香港︑

だが日本が経済大国としてアジアの﹁大きな竜﹂と称

上は﹁宗旨上ノ争端﹂︑﹁哲学上ノ理論﹂︑﹁政事上ノ臭味﹂︑

において﹁日本に出来て︑何故われわれに出来ない？﹂

勅語には﹁大臣の副署﹂をせず︑﹁御名御璽﹂との承記さ

﹁漢字ノロ吻ト洋風ノ気習﹂などを極力さけたといってい
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られるようになった︒なかでも﹁儒教﹂の源流と自負す

の自己設問が﹁四つの小さい竜﹂の関係者によって唱え

文化圏をテーマとして研究︑その研究報告としてこの一書

学の経済構造分析資料センターの客員研究員として︑儒教

授で︑経済発展論の専攻や昨年二月から半年間︑名古屋大

視することはできないことは︑すでに早くマックス・ウェ

をまとめられた︒経済発展における文化の役割︑影響を無

る国府︵台湾︶関係者に︑その思いは切と聞く︑

バーが︑その﹃プロテスタンテイズムの倫理と資本主義の

と言っている︒また同論文中に︑色部義明氏︵前協和銀行会
ここに引いておこう︒

儒教的道徳が唯一のものであったといえる︒徳川時代は

﹁タテ﹂の流動性ということをいう︒韓国と日本との経済

の拡大として作用することを指摘︑儒教文化圏における

のであることを分析し︑とくに拡大﹁イご主義が︑﹁忠﹂

金氏も︑儒教のもたらす集団秩序が︑経済力を支えるも

精神﹄において明らかにしたところである︒

長︶の﹃よ承がえる論語﹄の一節が引用されているので︑

伝統的な日本の道徳は︑仏教的道徳ではない︒まして

いうに及ばず︑明治以降もそうである︒教育勅語などに

や︑キリスト教的道徳とは無縁のものだった︒たしかに

示された国民道徳は︑明らかに儒教の影響が大きい︒も

方のちがいにも︑一つの要因があったということになる︒

韓国や台湾に儒教は活発に残っているのに︑なぜわが国

発展のちがいは︑実は両国における儒教の伝統のうけつぎ

で︑戦前までの儒教の教養が断絶してしまったか︒その理

とも中世以降日本人の罪悪についての意識は︑おおむね
日本の社会道徳の基準になり︑日本武士道精神の完成に

儒教的反省から由来するものであろう⁝⁝やがて儒教は

七年に及ぶ軍事占領下にあり︑しかも儒教のよりどころと

由は︑韓国・台湾は︑占領されずにすんだのに︑わが国は

ともと神にたいする宗教的観念は儒教にはない︒少なく

た私塾︑各大名の藩校などにおいても︑﹃論語﹄の学習

戦後四十年の学校教育は︑知育の面の承に力点がおかれ︑

する︒

・兄弟の敬など︑今も歴然と昔の姿を残しているのに感嘆

実際︑韓国・台湾にゆくと︑師弟の礼︑長幼の序︑父子

とわたくしは考えている︒

もいうべき﹁教育勅語﹂を消されてしまったからである︑

も大きな役割を果した︒江戸︑大阪をはじめ各地にでき
はさかんに行われた︒

とあるように︑現代具眼の士は︑﹁論語﹂に注目し︑﹁教育

勅語﹂を再確認しているのである︒西村先生もまた︑今日
金日坤氏の﹃儒教文化圏の秩序と経済﹄︵名古屋大学出版

に在られたらそうされたに違いない︒

会︶も︑注目すべき書である︒金氏は韓国釜山大学校の教
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社会道徳の向上には役立たず︑むしろ京都の寺社の﹁古都

徳育は放置されてきたのである︒仏教ブームは起っても︑

り出したのである︒しかし︑今やその人も亡し︒

よむ人がふえてきたし︑﹁帝王学﹂というような語もはや

政界にも︑﹁論語﹂や﹁菜根謹﹂や﹁宋名臣言行録﹂などを

︵お茶の水女子大学名誉教授︶

片山清一

その記念式をただ一つのお祝い行事として終らせるのでな

催されたことは︑会員として大きな喜びであった︒しかし︑

文明の風俗を喜び︑一日も早くこれに移らんと欲する者

んとするは︑決して容易なることに非ず︒世の論者偏に

此の如き危殆の地に立ちて︑其︵日本︶の独立を保た

強調している︒

れたのであるが︑その中で道徳振興の重務を︑次のように

道徳論﹂と題する大演説をおこない︑今後の進路を明示さ

徳教育の方針をどう決定するかにつき世論百出の際﹁日本

れたことであろう︒

再建のための︑一大徳育運動の大肺を掲げて︑先頭に立た

洋哲学とを折衷して︑理性にもとずく合理的な︑社会秩序

西村先生にして現代に復活されたなら︑必ずや儒道と西

税問題﹂にみるごとく︑金銭利害をめぐる坊主の我利々々
主義のみ露呈されて︑古き寺の美観と明暗を分つ醜態の糸
目につくのである︒

戦後のわが国の儒教︑というより漢籍の素養を守り育て
上きたのは︑安岡正篇先生の師友協会が︑唯一の存在であ
ったということができよう︒安岡先生の感化で︑財界人︑

日本弘道会の進むべき方途
︿新時代を導く新道徳を求めて﹀

︿衣食足りて︑道徳すたるか﹀

現代日本の道義退廃を憂える
日本弘道会が︑昨年創立百十周年

く︑日本弘道会の今後の発展の布石とするためには︑まず

りてこそ文明開化も要用なれ︒もしその国を失うときは

多し︒文明開化は固より希望すべきことなれども︑国あ

を迎え︑十一月二日盛大な式典が開

昭和六十二年度︑すなわち日本弘道会創立百十一周年を︑

文明開化も施す所なかるくし︑故に今日の勢にては︑全

新しい道義振興の年にしなければならない︒

会祖・西村茂樹先生は︑明治十九年十二月︑わが国の道
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国の民力を合せて本国の独立を保ち︑併せて国威を他国

西村会祖は︑日本の道徳の教は何によるべきかを論じた

︿旧套を墨守するは会祖の意に反す﹀

新しい時代には新しい道徳を

﹁日本道徳論﹂において︑宗教ではない世教をとるべきだ

に輝かすをもって必須至急の務となさざるべからず︒此
の如き希望は何をもってこれを達することを得べきかを

哲学を第二次的地位においた︒そのために︑ともすれば西

とし︑また世教の中でも︑特に儒教に重点をおき︑西洋の

村の思想を守旧的とし︑また日本弘道会をもって保守的道

を高進するより他の方法なしというべし︒
︵岩波版﹁日本道徳論﹂十二頁︶

問はぱ︑余はこれに答えて国民の智徳勇︑すなわち勇徳

と述べた後︑﹁たとえ︑軍艦数百隻︑大砲数千門ありとも︑

しかし西村会祖は︑決して︑そうした頑固な儒学者では

ど︑ない︒

なかった︒﹁日本道徳論﹂の中で︑どういう根拠で儒教と

徳の普及をはかる会だと考える人が︑今日といえども少な

とも︑国民の道徳なきときは︑決して他国の畏敬を受くる

国民の道徳なきときは︑この兵器を使用すること能わず︒

こと能わず﹂と断言している︒つまり︑軍備がいかに充実

に説明している︒

哲学を日本道徳の柱にしようとしたかについて︑次のよう

たとえ︑詩歌文章秀美にして理化の諸学︑奥妙に達したり

し︑学問芸術がいかに優秀であっても︑道徳が地に落ちれ

形迩を棄つるなり︒二教の一致に帰する所を採りて︑そ

て︑その粗雑を棄つるなり︒二教の精神を採りて︑その

わが一定の主義は︑二教︵儒教と哲学︶の精粋を採り

ば︑それらは何の役にも立たないことになるのである︑と
今日︑わが国は世界のトップを競う富裕国になったが︑

考えられたのである︒

収賄・汚職の犯罪が増加し︑少年非行の激増が憂慮される

の一致に帰せざる所を棄つるなり︒此の如き者は何ぞや︒

余が日本の道徳の基礎とせんとする者は︑即ちこの真理

にして︑中庸に︑﹁誠は天の道なり﹂というもの是なり︒

○

日く︑天地の真理︑これなり︒真理は儒道に言う所の誠

そして︑今こそ道徳の振興に︑わが弘道会が全力を致す

○○○○○

﹁私の予言した通りではないか﹂と申されるに違いない︒

ようになった︒西村会祖が︑これを目撃されたならば︑

べきであり︑また︑それこそ会祖の意図を実践する時では

にして︑真理の外に天地間に一も完全無欠なる者非ず︒

︵﹁日本道徳論﹂三四頁︶

ないかと考えられる︒

これによると︑決して儒教に基づくというよりも真理に
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適合するかどうかによって判断するという考え方であるこ

をとげていくことを認識されていた︒

徳は︑時代の進歩と共にもその実践の仕方においては変化

は︑軍国主義を強化する一辺倒の過程をたどった︒日本弘

なって日中戦争へと突入して行った︒こうした中︑わが国

と世界的恐慌の発生︑満州事変の勃発さらにそれが原因と

あって︑内外ともに動揺が烈しかった︒さらに昭和に入る

皇のご崩御︑第一次欧州大戦︑そして関東の大震災などが

さなかった︒もちろん︑この間︑日露戦争があり︑明治天

線を︑忠実に守り︑これを受けつぎ道徳振興の伝統を絶や

の間︑大体において︑西村会祖の布かれた日本弘道会の路

後を徳川達孝氏が第四代会長として会を引きつがれた︒こ

十六年二月までの長きにわたり︑会の発展に尽され︑その

き︑松平直亮氏が第三代会長︑明治四十年八月より︑昭和

そこで︑第二代会長に谷干城氏が就任︑約二年の後に退

やがて同年八月十八日に永眠されるに至った︒

しかし︑明治三十五年の夏病床につかれることになり︑

はそれこそ東奔西走の活躍をされたのであった︒

会は全国にひろがり︑一二五を数えるに至った︒西村会祖

張るものがあり︑明治三十三年には会員数︑約一万人︑支

しかし︑西村会祖ご存命中の日本弘道会の発展は目を見

とが理解される︒だが︑真理というのは明確な形のないも
のであるから︑把えにくいのではないか︑という疑に対し
て︑次のように説明する︒

凡そ事物の真理を知らんと欲せぱ︑必ずこれを事実に
求む︒事物の事実に合う者は尽く真理にして︑事実に合
わざる者は真理に非ず︒事実は真理を試むる測量器なり︒
︵前掲書三五頁︶

これによると真理といっても単に思弁的なものでなく︑

プラグマチックな立場で︑事実との照合を強調している︒

こういう考え方をもっていた西村会祖は︑孔子を唯一の
聖人として尊崇するような儒学者ではなかった︒次のよう
孔子は聖人なりと難ども︑また同じく人類なり︑その

に述べている︒

言う所至善至美なりと雄ども︑その外に至善至美なしと
いうべからず︒既に中庸にも﹁その至れるに及ぶや︑聖
人といえども︑亦知らざる所あり﹂と言いたり︒然るに
今日儒道を信ずる者は多く西国の哲学に通ぜず︑孔子の
外︑世界に聖人なしと思うは井蛙の見たることを免がれ

ず︒︵前掲書三○頁︶

このように西村会祖は︑ある道徳説に拘泥したり︑古い

はなかった︒やがて昭和十六年十二月︑太平洋戦争となり︑

道会も︑こうした国家の体制の中で道義の昂揚をはかる他

わが国は米英等︑世界の強国を相手として烈しい戦争を展

道徳に固守したりするのでなく︑いつも真理のある所を探
求して︑道を求める態度をもっておられた︒したがって道
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むしろ当然のことであった︒

代の対立︑道義の領廃︑犯罪非行の増加の生じたことは︑

こうした旋風の吹き荒ぶ中︑日本弘道会は︑会の使命に

開することになった︒そして緒戦の華々しさに拘らず︑年
きに至り連日︑転進や玉砕の報が絶えなかった︒そして昭

が変り︑月が移るにつれて︑わが軍が各地で敗退の止むな
和二十年八月六日広島に原子爆弾が投下され︑同八日には

の発行も制限を受けざるを得なかった︒昭和二十三年に至

政下で検閲が行われ︑また紙の統制などにより︑﹁弘道﹂

り︑ようやく十六頁の弘道を年六回発行できるようになっ

鑑承︑道義の高揚に立ち上ったのであった︒しかし占領行

て遂に八月十五日︑連合軍が予ねて提示していたポツダム

ソ連が連合軍に参加して日本攻撃を始めるに至った︒そし
宣言を受諾して︑終戦を迎えたのであった︒

つづけながら道徳の振興に努力をつづけたのであった︒た

た︒新しい時代の新しい道徳はいかにあるべきかの探究を

わが国が受諾したポツダム宣言には︑日本を民主主義化

法﹂を刊行し︑会員に配布した︒また︑新時代の修養の心

きかを研究会を設けて検討し︑昭和二十七年に﹁新しい礼

とえば︑戦後の民主社会において守るべき礼法はどうすべ

して︑他国に脅威を与えない平和国家たらしめることを目

さらに昭和三十年には龍門社︑報徳社︑石門心学会︑修養

得をまとめた﹁改訂新修養宝典﹂を昭和二十八年に発行︑

︿日本弘道会の使命と責任﹀

民主国家の建設と道義の高揚

ることを宣言していた︒そして︑その宣言通り同年九月よ

標とし︑その目標に到達するまで︑連合軍が日本を占領す

のために懸賞論文の公募を行った︒昭和三十五年︑西村会

団など︑いわゆる道義六団体に加わり︑共同して道義高揚

子大学教授によって校訂され︑解説が附されて刊行︑広く

祖の未公刊稿であった﹁記憶録﹂が︑勝部真長お茶の水女

り軍の占領政治がはじまり︑武装解除︑戦時体制の破壊に
めるに至った︒明治以降︑天皇を中心とする近代国家の国

着手︑やがて大日本帝国憲法に代る日本国憲法を公布せし

造りを進めてきた日本は︑今や主権在民の平和国家に一大

を迎え︑いよいよ道義高揚の運動を強化した︒ところが︑

昭和四十六年︑二十年にわたり会長職にあった酒井忠正氏

会員に配布した︒昭和四十一年︵一九六六︶創立九十周年

が逝去されたので︑副会長であった野口明氏が︑前会長の

転換をせざるを得なくなった︒ただでさえ︑長年にわたる

状況になった︒その上に国民各自がもっていた従来の世界

虚脱感等が重なったため︑生きて行く方途を失うばかりの

後をついで第七代会長に就任した︒

戦時体制の継続で疲れていた国民は︑戦禍の甚大︑戦後の

観︑人生観の変更を強制されたのである︒そこに︑新旧世
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野口会長はや会の経済的不如意の中で何とか本来の目的
を果たすべく努力を重ね︑やがて迎える創立百周年に備え︑

れた会長式辞の中で表明されたがで野口会長はその時病が

万人の時代なることを唱道す︒︵中略︶この複雑なる社

近頃︑余は聖人尭舜一人を尊重する時代は去り︑郡刊

重篤で車椅子で会場に臨まれた程であった︒

た﹁日本弘道会要領﹂甲号及び明治三十三年十二月に設定

まず手初めに︑明治二十三年一月に会祖によって設定され
された同要領乙号を︑新しい時代に適するよう改訂するこ

⁝今や一人の力よりも複数の力の中に新活路を求むくし︒

会の随所に多数の君子ありて︑その協力を必要とす︒⁝

故に︑本会の活動範囲は将来拡大せざるべからず︒更に

あらゆる救済︑保護等の福祉こそ社会道徳の温床なるが

とに着手した︒そして昭和五十一年まで慎重審議を重ねて︑

新しく﹁綱領﹂として決定︑創立百周年記念式典において
の中で︑その意図を次のように表明されている︒

発表された︒野口会長は﹁百周年を迎えて﹂という巻頭文

の他︑人口問題︑エネルギー問題にも関心を強むくし︒

めにも速やかに世界連邦の結成に情熱を燃やすべし︒そ

百尺竿頭一歩を進め︑人類最大の不幸たる戦争絶滅のた

の年月を要すると思われる︒また戦争の承ならず︑近代

一民族の道徳水準の向上には︑多くの苦い経験と相当

の科学の進歩︑すなわち航空︑テレビ︑月訪問等は︑西

は決して古い道徳を墨守するのでなく︑日進月歩の科学技

れた道義の高揚と普及に務めることが重責であるが︑それ

野口会長の唱道されたように︑本会は︑西村会祖の示さ

︵﹁野口明文集﹂九六︑九七頁︶

らに尚古に堕するは本会の道にあらず︒

常に新鮮に内外の現実を正視して正邪を分析すべく︑徒

村会祖の夢想さえされなかったであろう︒斯くの如く人
類の将来は如何に変化するか︑全く端悦すべからずであ
る︒人類の生活の様相もこれに伴って変化し︑また複雑
化する︒従ってその調整役の道徳にも修正が要請される︒
︵﹁野口明文集﹂七九頁︶

これによって窺われるように︑日本弘道会は決して古い

究し︑本会の実践活動を拡大強化して行かねばならない︒

術の進歩と︑それに伴う社会の変化に即応した新道徳を探

を探究しつつ︑道徳の高揚を目指すものである︒

︵本会理事︶

一世紀に活躍する基盤を形成するものでなくてはならない︒

られる︒創立百十周年を経てふゑ出す第一歩は︑また二十

それはまた︑西村会祖の初志を実現する方途であると考え

道徳を墨守するのでなく︑新しい時代に生きる新しい道徳
野口会長は︑このような考え方を更に一歩前進せしめ︑

は︑昭和五十四年六月三日の第七十七回総会の席上述べら

現代は﹁君子万人の時代﹂であることを提唱された︒それ
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時勢は転換し始めてゐる

森田康之助

求めてゐるものはといへぱ︑それは三Ｃであるといふ︒す

性の数値よりも女性の方が高かった︒この女性たちが当今

しかも︑かうした精神的なゆとり︑豊かさの志向では男

代に突入いたしました︒道徳の領廃が叫ばれる現在︑

当会は創立百十周年記念式典を節目として︑新しい時

の協力︶とコミ一三ケーション︵交流︶の三つである︒車

なはち︑キャリア︵生き甲斐︶︑コオパレーション︵夫婦

編集部からの提題は︑

ねていかなければならないと存じます︒

う過ぎさらうとしてゐるのである︒

とか︑庭つきの家とかといって︑物にこだはった時代はも

益々決意を新たに国民道徳振興のために︑努力をかさ
ついては日本弘道会が百十一年目を迎へるにあたり︑考ふ

とその半数に達してゐたといふこと︑そして﹁物質的な面

﹁心の豊かさ︑並びにゆとり﹂を挙げたものが四九・一％

ところがあった︒外国では三千万円も投ずれば︑それこそ

らにはス・へインのマドリッドの住宅価格を丹念に紹介する

海外ではどうかといって︑アムステルダムやシドニー︑さ

今の東京では三千万円でどの程度の家しか手に入らないか︒

るか︑どうもさうではないやうである︒新春のテレビは︑

豊潤なる豊かさに飽満してゐることを意味してゐるのであ

物質的なるものへの志向の退潮は︑しからぱわれわれが︑

べきことには︑どういふことがあるであらうか︒忌揮なく
言葉をよせよといふのである︒

ここに昨年五月総理府が実施した﹁国民生活に関する世

で生活を豊かにする﹂と答へたものが三二・七％であり︑

論調査﹂がある︒この調査で︑今後重きをおく生活として

しかも﹁物質的な豊かさ﹂を選択した比率は︑この調査が

のであり︑東京の三千万円の家とほ堂同じ程度の間取りと

庭つきの広い間取りの家のくらしをたのしむことができる

もなれば︑それこそ︑東京の三分ノーもしない低価格で︑

に価するところである︒時勢はもはや物質的な豊かさを志
向するのではなくなって︑精神的な豊かさ︑そのゆとりへ

入居できるといふことを人盈は眼前にして︑あらためて日

始まって以来最低の水準を示してゐた︒といふことは剖目

と著しく推移を見せてゐる︒といふことなのである︒
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あるといふことを知らされたのである︒かういふことのた

本での豊かさといふものは︑その内容も質も伴はいもので

も日本の社会の大きな激変期であったといふことである︒

次のブームである︒ここで共通していへることは︑いづれ

し組織づけられた︒そして昭和二十年の終戦後がその第二

つまり今や︑戦後の社会変動に匹敵する大きな変動期の真

そしてまた今のそれが未曾有の宗教ブームだといふのは︑

めであらう︒

昨年通商産業省は︑退職者が集団で住むことのできる海

只中に︑われわれが置かれてゐる︑といふことなのである︒

外の日本人村の構想をうち出して︑世の注目をひいた︒ス

しをするのが︑辰の歳であると古くから云ひならはされて

﹁承ろく十年辰の年﹂といふことばがある︒兜率天にゐ

ゐて︑江戸時代には三河万才の年頭の﹁ことほぎ﹂の中に

・へインの大使館ならびに観光局は︑スペイン南部の老人村

費はおよそ十万円︑五百万円から一千万円も投ずれば︑庭

も︑このことは云はれてきた︒かうした﹁ふるく十年辰の

る弥勤が釈尊入滅後五十六億七千万年ののちに︑この世に

付きの家を求められるといふのである︒正月のテレビの放

年﹂といふところを踏まへてであらう︑大本教の最初の立

について︑日本国内各地から寄せられる照会の応接に忙殺

映は︑かうしたことは事実であるといふことをまざまざと

教︑すなはち世の立替へ立直しの宣言がなされたのが︑明

されてゐるといふ︒一回二十五人を定員として︑週二回そ

証明して見せてくれたのである︒かうしたことは裏を返せ

治二十五年の辰の年︑そしてミロクの下生が明示されたの

化身であるともいふのであるが︑この弥勤が下生して世直

ば︑いかに日本は貧しいかといふことであり︑老後の不安

現れて衆生を済度するといひ︑七福神の布袋はこの弥勤の

といふことは︑国民ひとりひとりの胸にぢはぢはと︑惨透

が大正五年の辰の年︑そして次の辰年にあたる昭和三年の

の説明会を催してゐる︒これはある日本のマスコミが紹介

しつ上あるといふことなのである︒そしてここで感得され

ったといふのである︒

三月三日には﹁五六七の神代の始めなりけり﹂と神諭があ

したところから起った騒ぎであるといふ︒夫婦二人の生活

る貧しさは︑つまりは老後の不安︑つまりは心の貧しさと

承ろく

いふことに通ずるものを有ってゐる︒心の貧しさを感ずる
今日只今の時勢は人によっては宗教ブームを迎へてゐる

金の大屋根燦然︑屋根の鰹木に替へる大きな真紅の棟玉を

界総本山を号する崇教真光教団の本部黄金神殿がある︒黄

飛騨の高山に壮麗人の眼をして承はらしめるものに︑世

といふ︒さきに幕末から明治維新にかけてが新宗教の第一

以てして人の眼をひく︒昨年の十月三十日から三日間︑世

そのとき︑人は宗教の門を叩くであらう︒

次のブームで︑このとき金光教や黒住教︑天理教等が勃興
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性といはんよりは︑当今の諸時勢からして︑その緊要かつ

れまでの怯儒の反省であり︑人間同士の対話と協力の必要

保し︑人間性の充実を図るといふ︑共通の課題に対するこ

のであるが︑ここで終始強調されたのは︑人類の生存を確

界二十ヶ国の学識者百二十名を招き国際学術会議を開いた

前にこれを完全に防ぐといふことはできぬ相談である︒い

とり除き︑さうした事態の発生を防止しようとしても︑事

かうした問題の原因を政府当局が躍起となってできるだけ

かうした問題に対する国家保障手当てである︒ではあるが

廃疾の問題︑一家の支柱が不慮の死などに因って起る苦難︑

ことはできよう︒そして傷害年金や遺族年金は減少して︑

できる︒上下水道を整備すれば伝染病や公害はこれを防ぐ

国家社会としてはめでたし︑めでたしではある︒ではある

かにも交通安全の施設を整備すれば︑事故は減らすことは

調と連帯とが強い自覚としてあり︑人として生きることの

不可欠なる所以の認識であった︒この教団の大きな特色は︑

真剣さを説くのであり︑その上に教祖との個人的なコミュ

が︑此のところに実は大きな問題がある︒

その同信の人を〃組承手″とよんでゐるやうに︑相互の協

ニケーションに特色をもってゐる︒教団ではいふ︑水も空

およそ経済的に生活が保障されただけといふのでは︑消

極的に社会福祉が守られたといふにとどまり︑これを以て

気もその他の資源も豊富で︑人の利用できる範囲は限りな
いといふ思ひあがりが︑人間の不幸を生承出すのである︒

とは人おのおのが︑その保有するところの能力を最大限に

豊かさはけっして人の幸せに結びつかぬといふのである︒

開花させ︑これを発揮せしめて︑何らかの価値を︑狭くは

な福祉とはしからぱどういふことであるか︒積極的な福祉

めようとするのである︒この教団の教勢が躍進的に伸長を

ゑづからの界隈から地域社会に︑広くは国や社会の発展に

積極的な福祉の施策であるとはいへないのである︒積極的

見せてゐるといふのも︑かうしたところにその理由が在る

寄与し貢献することができて︑国や社会に生きるといふこ

そして心のゆとり︑精神の豊かさの上に人の生き甲斐を求

へる︒﹁しみろく﹂の辰年となるかどうか︒

との誇りと悦び︑自覚とを感じとることができるやうにさ

といってよいであらう︒今年は卯歳そして明年は辰年を迎

年食の政府予算で社会福祉関係のそれが︑全予算の何％
になるか︑軍事費との対比はどうかといふやうなことが︑

のではない︒これが人の常といふものである︒衣食住の最

せることであらう︒物的な豊かさだけでは人は満足するも

はこれをはたしたといふものではない︒

低限度を保障すれば︑国や社会の︑ひいては政治家の責め

きまりきって論議される︒社会福祉関係経費の増大はそれ
度がある︒社会福祉はたとへぱ失業や疾病︑老齢化の問題︑

自体結構なことである︒しかしながらそれにはおのづと限
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このやうに考へてくるときは︑人に知的能力や職業的能

国家︑公共は奉仕する心情であり︑社会連帯の精神に生き

水準である︒それは︑いかなる道徳水準であるのか︒社会

これからの日本を支へるものは︑国民全体の高い道徳的

けであらう︒

カントの倫理学は個人の人格の完成といふことを目的とし

れた︑といふことにはならないといふことを知るであらう︒

の間にシッカと根をおろすことである︒換言すれば︑かう

るを以て自己の責任であり義務なりとする責任感が︑国民

力を与へさへすれば︑学校教育や社会教育の目的は達せら

た︒今日の倫理は︑個人の人格は社会福祉を考慮し︑公共

世は酒食と音たてて︑かうした方向に流れ出してゐるの

いふところに以て己が生き甲斐とするところを見出すやう

の福祉の増進といふ使命観に生きるといふところに︑完成

である︒今はまだその流れは細い︒そのうち奔騰して流れ

な人倫的結合社会を現出せしめるといふことである︒

だけを強調したり︑怠惰な者乃至はかうした使命観を欠如

は石を巻きあげ︑巌を噛むであらう︒遅れてはなるまいぞ︒

を見ることができる︑といはねばならぬ︒かうした自己の

したままに利益をこれ追求したり︑いたづらに職域での有

責任をはたすことなくして︑いたづらに社会や国家の責任

能さ勤勉さを誇るだけで︑かうした社会連帯の意識や精神

いたづらに左晒し右顧してゐてはおくれをとるの承︒

一

■■■ｑ■■■ｑｑＱｑ︑むら■■ｑ■■■ｑｂｂｂｂｂｂ■■ｑ■■■ｑＱｂ町ｑｂＥ■■ｑ■■■ｑ︑ｑｂｑｑｂ■■■■■■ｑＱ︑︑ｑ︑ｂ■■■ｂ■■■︑ｑ︑︑ｂ■■■ｑ■■■■ｂ︑ｂｂ︑﹄■■■■■■■︑︑︑ｂｂ﹄■■■︒

一という貴重なものです︒ここには︑上京日記の一部一
一︵コピー︶を転写し︑読承下し文を付しました︒

一︐長・松平直亮氏寄贈︶されておりますが︑二十八年一
一間︑二四○カ月︑三︑五四○日分が収められている一

日記の原本は︑現在国会図書館に収蔵︵第三代会一

一表紙裏所載の﹃泊翁日記﹄について

﹁⁝︑−●！︑︑︑︑．！！︑︑︑︑●！！︑︑︑︑！！︑︑︑︑！！︑︑︑．●！！︑︑︑︑︲！！︑︑︑︑．！Ｉ一

︵国学院大学教授︶

を欠いたまま︑組織体の幹部や指導者になるといふやうな
気風をゆるすといふことは︑よろしく一洗されねばならぬ︒

これを要するに価値観の転換である︒価値の転換が今日求
められてきてゐるといふことなのである︒しかも迅速急ピ
ッチにである︒

政界の腐敗は世間周知の通りである︒ひとり政界に限ら
ない︒官公吏や組織体企業体の指導者にめだって涜職が増
加してゐる︒涜職が多いといふことはとりもなほさずこれ
を許す社会大衆が︑またその自覚なり意識なりに麻簿する
ところがあるからである︒道徳的に腐敗した人間が集って
社会福祉につき︑いかに口角泡を飛ばして論議してゑても
無駄である︒無駄ですむうちはよい︑後世から暖はれるだ
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立一一一年を迎えて

昨年は創立二○周年記念式典が︑盛大にそして厳粛に
行はれ︑参列出来た事を心から喜んで居ります︒

粟生

ンシャンタルに到り︑あの暑い暑い戦野の生活が夢の様で

は容易なことではありません︒然もこの二○年は︑日本

政治に︑そして文化に躍進を遂げ︑我が住む農村も民主化

のは︑あの戦後の虚脱状態から立直った日本が︑経済に︑

此の間最も印象に残り︑脳裡に強く焼き付いて離れない

あります︒

が最も激動した時代であり︑誰が現在の様な世界経済を動

が進承自由平等が徹底してきた事であります︒然し︑余り

であり一場の夢の様な気がいたします︒あの貧困緊縮の大

喜寿を過ぎた私が歩いた道程を振り返っても︑将に激動

なければなりませんが︑半面自己中心主義に陥って居るこ

であります︒個人の尊厳は︑それなりに貴重であり尊重し

平等が︑裏目に出た面が各所に見受けられる様になった事

にも急激な変化の為に与えられた︑或ひは克ちとった自由

に拡大︒当時県庁に勤務の私も︑既に召集された先輩にお

正昭和初期の時代を過ぎ︑そして柳条溝の一発が支那事変

和十四年十二月︒其の後南支各地を転戦︒再び海を圧する

直ちに支那海を渡って︑南支黄哨に第一歩を印したのが昭

をよく見ると︑既に︑かつての日本列島の中身と異った日

ではすばらしい進展を遂げた様に見える日本は︑その中身

に欠ける事態となった事であります︒極言すると︑形の上

船団を組んで当時の仏印サイゴンに上陸︑プノンペンに到

いきません︒今こそ静かに振り返って︑今の日本で最も大

民族として持って居った大切な美点を︑もう一度考へてゑ

切な事︑実行し実践しなければならない事︑かつては日本

本列島と極論する人もおります︒私も肯定しないわけには

三月には再びスマトラ最北端クタラヂャに上陸後︑・ヘマタ

って駐留する︒かくて十二月八日大戦に突入するや︑陸路

くれじと軍装に身を固め︑世田ヶ谷の近衛砲兵隊に入隊︒

とに気付かず︑他の尊厳を侵す結果となり︑所謂道義礼節

浜ソ︒

かす力量を具える日本国に成長すると想像したでありませ

一口に二○周年と云うが︑百年以上続けるといふこと

保

自動車を駆ってタイ︑マレー西岸︑シンガポール戦を終り︑
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創

存じます︒

戦前に持って居った忠孝を基本とした儒教の精神であると

る事であると存じます︒その美点とは何か︑それは︑あの

て世界の平和に貢献することが根本と存じます︒平和を念

の教育には力をつくして居る所であります︒祖国愛を通じ

国愛の精神の必要性については異論なく︑然も幼少より其

は亡き私の尊敬した政治家︑この方は珍らしく私心が少な

く︑栄達の承を考へない参議院議員が︑其の部屋に勅語を

願する余り︑祖国愛を失ってはもとも子もありません︒今

掲げ﹁粟生君教育勅語はどこが悪い︑強いて言へぱ忠とい

さて︑今少し戦後の我が身をこ上で考へてゑたいと存じ
地改革がいち早くはぢまり︑四十歳台の私が推されてその

ふ字句だが︑忠が変なら之を愛国と読承かへればよい﹂と

ます︒さて敗戦後︑占領政策の主要目的の一つであった農

委員長となり︑当時のＧＨＱや小作代表の我が世の春に押

言はれた言葉が︑未だに脳裡に残って居ります︒

次は孝養の精神を今一度考へて承ることです︒如何に民

され気味乍ら︑とにかく遂行し︑教育委員会法のもとで教

法が変らうと︑家族制度が変らうとも親の恩はかわります

育委員をしたり︑町村合併促進法で︑二十九年四月六ヶ町

村合併の最初の議員に当選後十数年︑三十五年には人権擁

新入社員を前にしていつも話されました︒親の恩︑師の恩︑

護委員︑三十八年に裁判所調停委員に選任されて︑其の後

社会の恩︑そして祖国の恩を忘れてはならない︒それが人

は︑私の学友であり剣の友であり畏友であります︒彼は︑

強く私の信念となり︑少しでも我が愛する祖国我が愛する

まい︒今は亡き裸一貫から塚本総業を育てた前社長素山氏

郷土の為︑我がなすことは何かと考へずには居られないの

よりも高く海よりも深いと存じます︒

生の基本であると︒今考へて承ると︑親の恩こそまさに山

さに一場の夢であります︒そして︑前述の様な考へが強く

であります︒あ上あの教育勅語を抹殺し︑日本歴史を抹殺

凡そ三十年︑いつか童顔鶴髪となったわけであります︒ま

し︑国歌や国旗をあへて軽視せしめる政策を採り︑一部の

次は︑国歌と国旗でありますが︑占領当時は国旗を掲げ

一︑国歌と国旗

あります︒然し︑大観して我が日本国は︑本来の日本精神

られなかったが︑現在では堂々と国旗を掲げ君が代を歌う

人種は︑我が意を得たりと其の勢ひを拡充した事も事実で
を呼び一戻すことが根本であり︑会祖西村泊翁の創設された

事が必要だらう︒我が佐倉支会は六十一年度の目標の一つ

員当時︑郡ＰＴＡ総会に出席した事があります︒其の際︑

に国旗を掲揚することを決めました︒私は︑三十年代の議

弘道の精神であると存ずるのであります︒即ち
一︑愛国心と孝行

共産国であらうと︑自由主義国であらうとを間はず︑祖
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講師として来られた某有名人に︑愛国心と国旗の質問をさ

慰労の席上︑たまたま稲葉先生の隣りに座を占めました︒

荒船さんと稲葉さんが応援に来られ︑佐倉の料亭で数名の

いふものは︑立派な家に住むのはよくない﹂と言はれた言

そして︑釣の話︑酒の話︑女の話等談笑の間に﹁政治家と

れたら︑まことに暖昧模糊とした答で失望した事がありま
国心と国旗の理念を言う可きでありませう︒

くては︑人は共鳴しないと存じます︒

貧欲にならずに奉仕の念が肝要であると存じます︒それな

葉が忘れられません︒私は︑旗を振る人︑先頭に立つ人は︑

すが︑やはり日教組の鼻いきを窺うことなく︑はっきり愛

一︑五年で倍増十年で其の倍増

次に︑私は先づ新年を期して︑会員の倍増計画を考へ度
いと存じます︒そして︑十年後には一万人の会員に育てた

ょう︒道遠し︑然れども亀の歩みの如く︑倦まずたゆまず︑

長ではないけれども﹁やるしかない﹂といふのが実情でし

っても︑之を一般に拡める機関を持ちません︒社会党委員

あり︑樺のつやが黒光りです︒そして︑恐らく其の当時の

で霜どけの道を運んだと教えられました︒大黒柱は尺余も

二年がかりで︑自分の山から荷車に材木をつゑ︑二人掛り

私の家は︑明治十年に建てたと祖父から伺って居ります︒

一︑仁人安宅義人正路人重節義家貴節倹

そして疑わず︑一歩一歩会員獲得に努力致しませう︑勿論

いものです︒私達は︑其の内容や必要性を充分理解して居

其の間詞地方教育委員会︑青少年非行防止協議会等連携を

の居間の欄間に昔の儲︑百年の歴史を見つめ乍ら古色蒼然

書だらうと思う︒前述の﹁仁義人家﹂の大文字が︑十五畳

て栄え︑やがて広大な中国文化を育て︑そして︑日本文化

と残って居ります︒あのシルクロードを通り黄河文明とし

忘れてはならないと存じます︒
一︑率先垂範

次に私は︑率先垂範について一言ふれて置き度いと存じ

口先だけでは決して人は付いて来ません︒自ら実行し︑

冒され千葉医大で肋骨七本切除の手術を行ひ︑其の後の膿

指針として之を眺めて参りました︒戦後間もなく︑結核に

ずるのが︑欄間の文字であらうと存じます︒私は︑人生の

の根元として開花した仏教儒教の精神が︑明治の初期に︑

心からの信念で行動しなければ実効があがらないと存じま

胸でも︑年余に亘り入院生活を送りましたが︑天は私を見

佐倉藩主正睦公に仕えた泊翁の創設された弘道の精神に通

す︒然も︑周囲の人の協力も大切であります︒例へぱ︑教

ます︒私の人生経験で︑先づ他に拡め度い事は︑自ら実行

育経験者等は其の道の先達であるから︑お智慧を拝借する

捨てませんでした︒戦中の苦闘︑戦後病魔との闘ひ︑かく

する事だらうと存じます︒

ことも必要でありませう︒数年前に山村元農林水産大臣に︑
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て地方自治に参画して︑あシといふ間に今日を迎えたのが

存じます︒同志と暖かい手を繋いで︑会祖泊翁の精神を勉

︵佐倉支会長︶

強し︑実践し︑拡大に努めたいと存じます︒

斎藤喜

私の人生です︒ああ︑色不異空空不異色︒今︑日本弘道会
佐倉支会長として︑疑はず迷はず一歩一歩歩象続け度いと

高齢者の居直りなど

者は保守的で頑固であり︑昔はよかったと懐し承︑今日の

若い人と高齢者とでは︑価値観に大きな隔りがある︒高齢

の傾向は高まるとも低くはなっていないであろう︒今日︑

たが︑その式典に参列された方灸の職域の広さ︑肩書きの

変化の状況を理解しようとしない︒そして︑自分のその保

昨年の十一月︑この会の創立百十周年記念式典が行われ

これまでの会長を初めとする役員の方盈のもつ有形・無形

立派さに驚ろかされた︒これはそのまま︑会祖の偉大さ︑

らはそう受け取られている︒

しかし︑実のところ高齢者はおどおどしている︒若い人

守的な考えを押しつけようとする︒少なくとも若い世代か

のあまりにも自由奔放で︑勝手に見えるそのふるまいが理

の力︑今日まで果たして来た功績︑二○年という歴史的
ることの出来た私は︑窃かに会員たるの誇りを感じた︒と

生命力の重象を物語るものであった︒その末席でお祝いす
同時に︑弘道会ピルも完成して︑事務所も充実しつつあり︑

ることを恐れ︑努めて彼らを理解しようとする︒それがか

解できず︑おろおろしている︒一方ではもう古いと言われ

えって︑自信のなさにつながり︑注意も出来ず︑迎合に似

経済的基盤も確立して会の発展が図れる予算も組めるよう
い直される時でもあることを感じさせられた︒次に私のこ

になった今日︑はたして何をしようとするのか︑改めて問

コミを賑わせている︒それを聞くにつけても︑長生きする

今日︑老人問題が年金︑医療などで政治問題化し︑マス

きている︒

た行動に出るようになっている︒家庭の一角で遠慮して生

一︑高齢者の居直りを

の会に対する期待を卒直に述べてゑたい︒
この会の会員は高齢者が高率を占めている︒二十余年前︑

四十歳代で入会した私は当時ですでに若年者であった︒こ
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門

ては子に従え﹂ということわざもある︒昔より二十年も寿

なっているので︑こんな気持ちはよく理解できる︒﹁老い

なまれているのではあるまいか︒私もすでに七十歳に近く

にあるとすれば︑会員の多くは今述べたような思いにさい

さくなってしまう︒この会の会員は老人の会のような状態

ことが悪いことをしているような錯覚に陥り︑高齢者は小

齢者ではなかろう︒しかしこれらは︑道徳上はたして取り

は高齢者自身が心得ている︒心得ていなければ知恵ある高

性を失なわしめるものがある︒実はそういう高齢者の欠点

には苦いものが多いｌにはとかく人を保守的にし︑機敏

ることは確かだ︒いろいろな知識や豊富な体験Ｉその中

ない︒もっと居直っていいと思う︒高齢者は行動力に欠け

返しの出来ない欠陥であろうか︒

私は今改めて︑﹁日本弘道会綱領︵昭和五一・一○・三

命の延びた今日︑不本意ながらもこのことわざに従って︑

十箇条と乙号︵社会道徳︶五箇条があるが︑どれも保守性

○︶﹂を読永直して見ている︒これには甲号︵個人道徳︶

この先の長い年月を生きねばならないのであろうか︒
そこで私は︑私たち高齢者の居直りを勧めるとともに︑

はしないように思われる︒むしろ高齢者は現役を退き︑あ

を必要とし︑必ずしも機敏の反対の鈍重さを大きな欠点と

この会にはその居直りを力づけることをお願いしたい︒居
直りといっても︑この会のこと故︑それは道徳的居直りで

におかれている︒この綱領の実践者は高齢者が︑その気に

る程度無欲になれる︒かえって︑自己を保持しやすい状態

ある︒﹁だてに年は取らない﹂ということが言われる︒長
くて豊富な人生経験︑若い人よりは幅広い教養︑そこから

古典の現代的価値がよく問われるが︑その一つに︑不変

なりさえすれば︑ふさわしいもののように思われる︒

と︑それ故に現代文化に対する批判的存在であることがあ

五十年︑六十年の過去の歴史を知っており︑その生活体験

来る思慮深さ︑そういうものを高齢者は持っている︒また︑

を通して︑そこに不易と流行をとらえている︒あまりに急

にし︑現代の流行︑定見のない変動に対して批判を加え︑

激な変化には必ず揺れ一戻しのあることが解っている︒それ

是正するところに︑高齢者の存在価値がありはしないか︒

かと見る︒その体験と教養︑そして保守性をバックボーン

大きくいって国の進路︑小さく見て一家のあり方︑ひと

今日の価値観の混乱︑若い世代のだらしなさは︑戦後の高

げられる︒私は︑高齢者の一面は価値ある古典でなかろう

りひとりの人間の生き方を誤りなくするためにこれらの経

しにある﹁うば捨て山﹂の老婆に見られる知恵がある︒

験や知恵が生かされないでいいはずがない︒こういう点で︑

齢者に半ば罪がありはしないか︒己れの体験と知恵に照ら

らの中に本筋は何かも看ることができる︒そこには︑昔話

高齢者は︑生き方においておどおど︑おろおろする必要は
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いたのではあるまいか︒高齢者がしっかりしているところ

心等々を見て見ぬふりをして来たつけが︑今日の状態を招

家庭や町にあって︑若い人たちの無軌道︑不誠実︑自己中

批判的態度を明確にしなかったところにありはしないか︒

していいことはいいとし︑よくないことはよくないとする

る︒高齢者の経験と知恵を貸し︑ともに悩承︑力づけるこ

る︒そうすることはまた︑この会の会員の若返りにつなが

その悩永を共に悩むようにすることが急務のように思われ

育っていることが解る︒そこで︑この年齢層を引き込承︑

ま見るとき︑そこに欠陥のある人たちに問題の子供が多く

彼らの家庭に育っている︒その親に会い︑家庭情況をかい

弘道会は老人だけの会になってはいけない︒しかし︑綱

の少年たちを救うことになる︒高齢者への理解が持てるの

とで彼らを引きつけられるはずである︒それはやがて今日

︑︑

に︑道徳的価値の混乱は起こらないと思われる︒

領を読む限り︑二十歳代︑三十歳代にアピールするとは思

りを図りたい︒

もこの年齢層であろう︒何とかこのあたりから会員の若返
三︑会誌への要望

われない︒全体として︑これは四十歳以上の︑家庭や世の
われる︒そこでわが弘道会は︑高齢者の集まりという批判

高齢者は批判者になるところに存在価値があると述べた

中が解り始めたころから必要なものになっているように思

てはどうか︒それに手をかしていくのが必要ではないだろ

を気にせず︑むしろ高齢者の存在価値を高めるように努め

てほしい︒体験を通したり︑古今の例話を持ち出して語り

が︑そのもの言いはあまり力まない方がよい︒穏やかにし

うか︒これが私のいう居直りである︒

言葉がきつくなっているものがあり︑大上段に被りすぎ︑

一眉をいからせているものがある︒また︑表現の難しすぎる

かけてほしい︒会誌を拝見すると︑中には憂い憤りの余り︑

ものがある︒原稿依頼書の﹁四﹂にも﹁⁝⁝なるべく平易

二︑実年者層の開拓

ことができないだろうか︒この年齢層は働き盛りで︑人の

四十歳代︑五十歳代︑つまり実年層をもっと引き入れる
上に立ち︑職場的にも家庭的にも苦しゑ︑悩承︑迷いの多

現在の少年層Ｉ中・高校生Ｉの暴力行為︵いじめな

祖の姿がだんノ︑明らかになって来たし︑これは今後もさ

り深められた観がある︒いろいろな角度から研究され︑会

今一つ望ゑたいことがある︒これまで会祖の研究はかな

な表現にしてお書き願います﹂と書いてある︒

ど︶︑破廉恥行為︵万引等︶はこの年齢層が持つ問題点に

らに究められねばならないと思う︒それと同時に︑もつと

備軍である︒

い時代である︒それに遠からず高齢者になるいわばその予

よることが多い︒何となれば︑少年層は彼らの子供であり︑
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支部の情報︑地方会員の声が知りたい︒この機関紙こそが

語られているであろう︒また︑いろいろな悩承が訴えられ

の弘道誌の三分の一なり四分の一が割かれないものであろ

いはずである︒そういうものの掘り起こし︑語り合いにこ

るものでありたい︒それは決してひとりの悩承に止まらな

うか︒そこに地についた文字通りの﹁弘道﹂があるはずと

各支部でどういう会合が持たれているか︑何が話し合わ

会員をつなぎ︑目標を明らかにする唯一のものと考える︒

になるであろう︒また会員の貴重な体験は︑それがつたな

れたか︑どんな問題があるかはそのまま他の支部にも参考

考えるがいかがなものであろうか︒

このような巨額な経常収支の黒字を︑国民総生産と対比

ろになると八八五億ドルとの見通しを発表している︒

いる︒それでも︑少いところでも六七○億ドル︑多いとこ

年度に比べれば経常収支の黒字が減少するものと承られて

鈴木寛一

︵本会特別会員・日本体育大学教授︶

いことばであっても︑綴られた内容には大きな示唆が含ま
れているはずである︒それらは天下国家を論ずるものでな
く︑一見ささやかなものであろうが︑そこには人生哲学が

国際化と道徳
ｌ﹁世界の形勢を察すること﹂Ｉ
膨大な国際収支の黒字
例年︑師走の声を耳にすると︑金融機関や経済研究所等
っている︒旧蝋もその例外ではなかった︒

が︑陸続として︑来年度の経済見通しを公表することにな

を古今東西を通じて比較してふるに︑遠い過去では︑七つ

して承ると︑ほぼ三％ないし四％の規模になる︒この規模

の海を支配して日没することのなかった大英帝国︑最近で

一九八七年三

月︶の国際収支は︑経常収支︵貿易収支と貿易外収支等の

は十数年前まで世界の総生産のほぼ半ばを占めてきた米国

それによると︑本年度︵一九八六年四月

ろでは九一八億ドル︑少ないところでも八○七億ドルと見

合計額で資本収支等は含まれない︒︶の段階で︑多いとこ

以外に例を承ない大規模なものといわれる︒

戦後︑資源の乏しい国土に多くの人口を抱え込んだわが

込んでいる︒また︑来年度は︑大幅な円高の影響が漸く定
着をみ︑輸出が伸び悩むとともに輸入は増加するため︑本
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にその見事な成果を掌中にしたといえよう︒

いう︑いわゆる加工貿易立国に徹して四十有余年︒今まさ

国としては︑原材料を輸入し︑加工した製品を輸出すると

かと懸念もされ︑また外国の判断規準はわが国のそれと異

表現であるという︒﹁経済の倫理性﹂とかかわり合うもの

と﹁不公正﹂というよりも強い非難の意がこめられている

開祖西村茂樹先生は︑その御遺稿﹁道徳問答﹂︵一九○一

なるものがあるのか疑念が抱かれるところである︒この点︑

貿易収支はゼロサムゲームである︒一方に大幅な黒

であるが︒

年ないし一九○二年︶の中で次のように述べておられるの

アンフェアということ

字をあげる国があれば︑他方には赤字を累積させる国があ

ｊ
︵問︶⁝⁝善悪の思念は世界同一なること能はず︑甲国人

︵註１︶

る︒わが国もかつては︑久しく貿易収支の赤字に悩まされ
た︒少し景気がよくなると︑原材料の輸入が急増し︑他方

何︒

の善とする処︑乙国人の悪とすることもあるなり此義如

ｊ
︵答︶⁝⁝凡善悪の標準は世界大抵同一にして︑⁝⁝其異
く
る点は甚だ小部分に過ぎず︑是等は皆其国々の風俗習慣

そこで︑金融を引締めると景気が悪くなり︑国内で消費さ

製品の輸出が間に合わないために貿易収支が赤字になる︒

うパターンの繰返しであった︒そのような中で︑高度成長

の力なきものなり︑万国公法の如きは世界各国未だ彼の

より出たるものにして︑是を以て良心の有無を疑うほど

れない製品が輸出に向うので︑貿易収支が好転を承るとい
によって力をつけたわが国の貿易収支は黒字が定着するよ

なり︑⁝⁝

至正とする処を以て至邪としたる国あることを聞かざる

うになるとともに︑次第に黒字幅が拡大し今日に至ってい
かつてはわが国との国際取引に比較的好意的であった諸

る︒

﹁世界の形勢を察すること﹂

もっとも︑わが国の経常収支の膨大な黒字を承る目が︑

国も︑最近に至って態度を変え︑批判ないし非難の声をあ
げるようになってきている︒いわく関税が高い︑輸入数量

一三１ヨークにジャパンソサイエティという協会があ

すべて批判と非難に充ちたものの承というわけではない︒

単純な事実の誤認︑商慣習の相違等によると承られるもの

る︒今世紀初め当地を訪れたわが国の﹁将軍﹂の歓迎会を

を制限している︑輸入手続が煩墳である等奄その中には

られる︒

も少なくないが︑他方一考を要するとゑられるものも認め

た国としては古く由緒のある組織といえよう︒その理事長

機に設立をふたといい︑建国二○○年祭を十年程前に祝っ

その一つにアンフェアという声が聞かれる︒一説による
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︵冨周・ロ画ぐ匙冨四︒閃四．言○口︶は︑一三１ヨーク・タイム

ズ︵一九八六年九月十六日︶への寄稿の中で︑要旨次のよ
うに述べている︒

なれば︑他の国が米国を追い越していくことになろう︒﹂

しかし︑この寄稿は更に続いており︑今一つの強調点と

して︑次のように述べている︒﹁世界経済のリーダーにな

提供した︵﹁犠牲にした﹂という人もいる︶︒戦後︑米国の

らない︒英国も米国もリーダーになるために多くのものを

るためには︑当然リーダーとしての責任を負わなければな

−になるであろうとの説をあり得ることと肯定しつつも︑

︵註２︶

﹁日本は来るべき二十一世紀において世界経済のリーダ
日米の経済を対比して︑世界の総生産に占めるシェアは︑

億ドルも投じて各種の援助を行なった︒その結果︑諸外国

は米国の市場に対して極めて自由に輸出も投資もすること

生産高が世界のほぼ半ばを占めていた時には︑米国は何千

ができた︒米国の援助によって︑ヨーロッ︒︿も日本も生産

日本の一○％に対して米国は二○％もあり︑生産性につい
したものの︑産業全般では米国が依然優位にあるとしたう

性や販売方法について上手に学ぶことができ︑米国の技術

ては︑日本の伸びが著しく︑自動車や鉄鋼では米国を凌駕

れをとるようになったのは︑日本が不思議なことをしたか

を安く手に入れることもできた︒このようなことは米国の

えで︑次の点を強調している︒﹁米国が部分的に日本に遅

利益になるものが多く︑先見性を欠く場合もあったが︑そ

の米国の利益は明らかなものであるとともに︑利他主義の

なる時にしたと同じことをしている︒日本人は懸命に働き︑

要素も多かった︒

らではない︒日本は︑かつて米国が世界経済のリーダーに

生産し︑成果を平等に配分することによって多くの人びと

多額の資本を作り︑あらゆる技術を用い︑すぐれた商品を

ーダーが勤まる段階に世界が達したかどうかは︑今後に侯

を保有していた︒軍事力の助けを借りないで世界経済のリ

英国も米国も︑その最盛期においては︑支配的な軍事力

他方︑米国が世界経済のリーダーシップを喪失すること

に参加しているという気持を抱かせた︒﹂

になるとすれば︑それは自ら蒔いた種によるものであると

たなければならない︒

リーダーたるには︑追随する者がいなくてはならない︒

次のように自己批判している︒﹁今の時代は︑窓意的な連

ような強制する方法を持たない︒追随国を獲得するには︑

日本は︑リーダーたらんとして︑自由主義諸国に追随する

邦予算の赤字︑放慢な消費︑低い貯蓄率および質の低下に
よって特徴付けられており︑偉大さとは全く併存できない

その国の利益を承認し︑その目標達成を助けなければなら

有様である︒毎年生産する以上に消費するといった馬鹿騒
ぎにふけって︑リーダーとしての地位を失うようなことに
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ない︒日本がこのようなコースをとるようになるならば︑

を迎えた由緒ある日本弘道会が︑前述の﹁世界の形勢を察

承られよう︒ことに道徳の分野にあっては︑創立二一年

︵肢４︶

世界は大いに得るところがあろう︒しかし︑日本がそうな

すること﹂を通じて︑一層の国際化を志向するよう期待さ

六年十二月二十三日毎日新聞社

３庄司興吉﹁準中枢国・日本の騒り﹂エコノミスト一九八

のｇ蔚目冨刷騨岳認管諺画式

房冨昌○画冒員の凄の因胃吾ご目言ｚの弓昌◎詩弓◎目＄

２国ご宛の弓国ｚ︾ロ自重員雲言口夢の昌ｇＦ８ぐのの夢ののど

本弘道会二五・二七頁

註１松平直亮編﹁西村先生道徳問答﹂一九三六年七月十五日日

れるところである︒

るかどうかは明らかでない︒もしそうならないならば︑貿
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
易や国際金融に関係する世界の他の諸国は︑日本が目下享
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
受している大幅な貿易黒字を︑何らかの方法で解消させる
ところで︑東京の一部地域を対象とした調査の結果によ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ことを余儀なくされるであろう︒﹂︵傍点引用者︶

ると︑日本人が世界でもすぐれた民族だと思う人が全体の
八○％以上を占めており︑また日本社会の仕組承が世界で
︵註３︶

もすぐれたものだと思う人が七○％以上であるともいう︒

︵東京都会員︶

４加藤周一弓新国家主義﹄の年の暮れに﹂朝日新聞一

九八六年十二月二十日夕刊

藤田
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このような﹁新国家主義﹂は︑明らかに︑前述の通り永年
にわたる加工貿易立国の追求の果てに︑今や世界経済のリ
ーダーたらんとするわが国の国際化の現状と矛盾するもの
るものは︑経済以外の分野における国際化の進展にあると

といわざるを得ないであろう︒この矛盾の深まりを阻止す

国民道徳と可円高・ドル安﹂

国民道徳筆者の亡父は高校の教師だった︒東大で学生時

義を考える︒

と国民道徳は直接関係なさそうである︒しかし︑一つこれ

代をおくっている︒教育学では吉田熊次先生に大変お世話

日本は﹁円高・ドル安﹂問題に苦慮している︒この問題
を取りあげて見る︒これを通じて︑西村茂樹翁の今日的意

忠

先日︑神田の古本屋で︑吉田熊次著﹃国体と倫理﹄︵大

になったという︒

正十四年︶という本が目にとまった︒一見︑右翼的印象を

この刊行を断固許さなかった︒そこで森有礼が間に入って

文言の訂正などして︑諒解を得て出版されたのが今日残っ

及している︒この事を本会の事務局長渡辺薫先生に電話で

購入した︒何気なく︑読んで見ると西村茂樹翁について言

である︒ヘレニズム文化がユダヤ社会にはげしく攻撃をし

に二つある︒一つはゼロト主義であり︑二つはヘロデ主義

戦としてとらえる︒そして︑攻められる文化の応戦の仕方

Ａ・トインピーは﹃歴史の研究﹄で歴史を異文化間の遭遇

筆者はこの状況を︑トインビーの歴史観で理解したい︒

ている﹃日本道徳論﹄である︒

申したら﹁吉田先生は永いこと本会の副会長をつとめた著

かけてくる︒ユダヤ人はヘレニズムに同化するかしないか

与える書名である︒しかし︑亡父をなつかしく思いながら

は吉田先生については前出の著書だけ参照することにする︒

名な教育学者﹂という︒本会の層の厚さを感じた︒ここで

の問題に直面した︒時のヘロデ大王は同化主義であった︒

った︒ここで言うと︑伊藤はヘロデ主義を︑西村翁はゼロ

ゼロト︵熱心党︶はユダヤ的伝統の精神的城砦に立てこも

ト主義の立場をとった︒トインビーはノルマン人の場合は

すれば︑次のようになる︒

西村茂樹翁の国民道徳論明治十年前後に︑次の重大問題

ヘロデ主義に立ち︑ついに独自性を消失し︑歴史から消滅

そこでは西村翁を次の﹁見出し﹂の題で論じている︒要約

が生じた︒それは西洋の自由平等思想と東洋の忠孝を基本

していったと言う︒現在のユダヤ人はゼロト主義である︒

西村翁の日本道徳論は将来の日本民族の生きる道徳を何

とする道徳思想をどのように組合せるべきかという問題で

処に求めるべきかが問題であった︒翁はその学古今東西に

ある︒さらに政府は明治初年に制定した外国との不平等条
約を改訂しなければならない︒それには形式的にも精神的

所謂鹿鳴館時代の始まりである︒これを西村翁が批判した︒

国民訓翁の周知の﹃国民訓﹄の﹁交際﹂の個所によって︑

基本とする立場に立った︒以上は吉田先生の要点である︒

わたっていた︒そして︑西洋の哲学を参照しながら儒教を

にも西洋式にしなければならない︒という事で︑初代の総

一体あのざまは何だ︒国の道徳を何と考えている︒猿真似

出来ない︒他の人類と交際する事によって幸福を得る︒そ

翁の思想の一端を見る︒人は孤立して︑この世を渡る事は

理大臣伊藤博文は西洋で盛んな舞踏会︑仮装会を始めた︒

ばかりしてどうなるものかと演説をした︒これが翁の代表

の要点は次の十条である︒カッコ内は筆者の注釈である︒

の森有礼﹃日本道徳論﹄となった︒原稿段階で読んだ友人
作はこれに賛成した︒これを伊藤博文に見せた所︑激怒し︑
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がるものと思う︒︶

︵これは西田哲学の絶対矛盾の自己同一の思想にもつな

ロ人と交わるには︑自他両立ということを忘るべからず︒

︵恕は思いやり︑側隠の情である︒︶

ず︒

け人と交わるには第一に恕ということを知らざるべから

後が次の原理である︒

う︒渡辺華山に交渉の原理﹁八勿の訓﹂がある︒その最

︵約束の要点は約束は守る即ち信の一字にありと翁は言

㈹約束の事︒

㈹他人の権理を尊重すべし︒

むくき事という︒︶

﹁心の実﹂は心の信実であり︑翁と同じである︒︶

﹁基立テ物従う基︿心の実といふ事を忘スル勿レ﹂

ム〃攻撃を受けている︒明治初期︑昭和敗戦時と今回の強

経済システムと国民道徳現在日本は第三次〃ヘレニズ

︵西洋の経済家が信用を以て商業の基本とした︒信用の
根元は我より信義をつくすにありと西村翁は説く︒︶

白信義を以て人にまじわるべし︒

四人を誹誇すべからず︒

約二五○円である︒それが一ドル約一五○円になっている︒

米ドルと日本円の夫々の国内での購買力比較では一ドル

烈な異文化攻撃である︒

何故か︒ユダヤ謀略説も聞かれる︒しかし︑日本経済のシ

ってくる︒︶

︵﹁人をそしるは鴨の味﹂という︒必ずそれは自分にもど

㈲人の恩に感ずべし︒

㈲慈善の行は交際上において最も貴ぶ所なり︒

ステムがこの攻撃を誘引している︑あるいはこの攻撃に脆

弱な体質である︒円高のため輸出業者は壊滅的打撃を受け

一部消費者への還元をいいながら余り実効がない︒これを

ている︒一方︑輸入業者は円高差益で笑顔である︒差益の

いるＯ︶

︵現在︑日本人は恩とか報恩ということに鈍感になって

︵﹁人我に対して無礼を行いたりとも︑我無礼を以て報復

顔である︒

報ずる新聞社が円高受益者なのに︑自分については知らん

㈲報復の念あるべからず︒

し︑﹁報し怨以レ徳﹂と言ったという︒その心は同じであ

すべからず﹂と翁は言う︒これは蒋介石が敗戦日本に対

個別企業であれ︑個別国家であれ︑自分の事ばかり考え

㈹徹慢なるべからず︒

にならない︒競争に加えて︑協調が不可欠である︒

ていては成り立たない︒個の合理性が必ずしも全の合理性

るＯ︶

︵徽慢すなわち高ぶる事は交際においてもっともいまし
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前述の西村茂樹翁の教訓をふまえて︑日本経済システム
の改革がなされなければならない︒

同志の士を募る
一日本刀の反り

家庭内暴力や学校暴力が増加し︑児童生徒の非行や非社

︵キリスト教大学教授︶

山岡俊明

います︒親を殴り︑登校を拒否する非行少年を叱りもせず︑

性の物に倫理・道徳を加えないとよい物にはならないと思

刀匠と長年の親交があり︑日本刀鍛錬の実際を幾度となく

当時︑文化財保護行政を行なう立場にあった私は︑この

教えもしないで何が引き出せるのでしょうか︒﹂

見ているので︑このエデュケイション論議を興味深く聞い

会行為が社会問題となり始めた頃︑ある地方都市で﹁家庭
とき出席者の中に著名な刀匠がいて次のような発言があっ

と教育﹂をテーマとしたシンポジウムが開催された︒この

たものである︒日本刀の製作工程で最も難かしぐ︑古来秘

なったら水槽に投ずる︒これが﹁焼入れ﹂で︑このとき自

終った刀身は元から先まで平均に赤め︑八百度位の温度に

つちとやきぱつち

伝とされるものに﹁焼入れ﹂がある︒士取り︵焼刃士︶の

と︑どうも脈に落ちないことがあります︒それは頻りにエ

やきい

ことは分かりませんが先程から先生方のお話を伺っている

た︒﹁私は刀を打つだけの職人ですから︑難かしい教育の

デュヶイションという言葉を用い︑教育の本義は引き出す

うが︑世界無比の日本刀の美しい反りと刃文は︑この一瞬

然に反りが生じる︒刀匠は﹁焼入れ﹂に生命を賭けるとい

はもん

ことだから︑子供の﹁よい素質﹂を上手に引き出せば非行

したぎたえうえぎたえ

近年︑この刀匠の住まいの近くにある﹁孝子塚﹂が市の

二孝子塚

に誕生︵＆月豊◎巳するのである︒

がなくなるというような発言のあることです︒﹁よい素質﹂
こてつ

とは一体何を指すのでしょうか︒日本刀は新しく採掘した

砂鉄と古鉄を原料として︑それを下鍛・上鍛といって繰り
返し熱して打ち鍛えます︒これが日本刀の材料︵素質︶と
なってそこから美しさが引き出されます︒子供の素質も天
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り大正九年二月本会の認可を得て六月十三日安一房郡会議

じようわ

文化財に指定された︒この塚は﹃続日本後紀﹄に﹁承和三

事堂に於て之が総会及び発会式を挙げたり︒

しょく

年臓月辛丑︒安房国言︒安一房郡人伴直家主︒立性粛黙︒常

総会及発会式場は階上の大広間を以て之に充て階下の各

清楚の装飾を施し︑休憩室には茶菓の用意を為したり︒

室を来賓及会員諸氏の休憩室となし︑式場及休憩室には

午後一時を期し総会を開き藤川信氏を座長に推し正副支

事し死如レ生︒未二巻僻倦↓量二其因心一可レ謂二孝子↓勅宜下

叙二三階↓終身免二戸田レ租や雄中門間どとあり︑また︑﹃本

会長の選挙は投票を用ひずして座長に委嘱し座長は支会

守二孝道屯父母没後︒口絶二滋味↓建レ席設レ像︒四時供養︒

置二木淋や事之如生︒孝行蕊し此・人之所し難︒登図吾国︒

朝孝子伝﹄に﹁伴直家主賛執し喪承し祭︒誰不し致し誠︒常

長に桧垣直右氏を副支会長に吉田敬三氏を︑選任し度旨

とものあたいやかぬし

満場に諮り異議なく即決したるに付其就任を桧垣氏に懇

帰来同様承諾を得︶桧垣氏代りて就任の挨拶を為したる

嘱して承諾を得︵吉田氏は大給子爵一行の出迎の為不在

る︒凡そ二五○年もの間︑土地の人盈によって語り継が
れてきた孝子塚は︑いま新たに史跡として保護され郷土の

復見二丁蘭匡と記される孝子伴直家主の遣塚と伝えてい

誇りとして普及が図られようとしている︒

後桧垣支会長は万里小路伯︑坪野平太郎両氏を顧問に推

ぶんざん

この地方は︑江戸時代に新井文山︵名は世傑又は世文︑

全部を会員諸氏に附議し一︑二修正ありて之を可決し弦

に総会を終り続て発会式に移れり︒

薦し正木多聞︑細谷裕吾両氏を幹事に指名し次に規約の

十三歳で残した︒︶によって儒学が広められ︑大正年間に

発会式には本会より徳川会長代理大給子爵︑文学博士吉

字は宏明︑安政八年房州新井浦に生まれ︑朱子学を学び藩

は︑日本弘道会支会︵安房支会︶が設けられて︑倫理・道

田静致氏︑主事石川小一郎氏来臨ありて午後二時より之

主稲葉侯に経学を講じて重く用いられ︑嘉永四年七月︑七

徳の高揚が図られた歴史をもっている︒

を開き桧垣支会長の挨拶︑大給子爵の教育勅語捧読︑桧

り暫時休憩を為したる後︑吉田博士の国民道徳の酒養に

読︶来賓総代石井義太郎氏の祝辞ありて滞りなく式を終

垣支会長の弘道会要領朗読徳川会長の祝辞︵大給子爵代

日本弘道会安房支会の設立は万里小路伯︑桧垣直右︑坪

関する有益の講演︵別紙大要採録︶ありて午後四時三十

ロ安房支会総会及発会式状況

津藤一郎︑石崎常夫︑川名博夫︑正木清一郎︑正木多聞︑

分閉会し大給子爵の一行は午後六時北条発の汽車にて即

野平太郎︑藤川信︑中目孝太郎︑島田柴治︑寺内願︑豊
小原金治︑吉田敬三︑伊藤松之助等諸氏の協力発達に係
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日帰京せられたり︒

当日は梅雨季に拘らす来賓及会員諸氏は遠路を厭はす又
聴騨の誤りか

は支障を差繰られて予期以上に臨席せられ尚吉田博士の
講演には一般の人士︑学生諸氏も多数講演せられたるは

和二十九年十一月二十六日︶

顧問万里小路通房
伯爵・貴族院議員︒

顧問坪野平太郎

六月二十六日至明治四十四年三月二十四日︶

山口高等商業学校を長︵現山口大学・自明治四十一年

東京高等商業学校々長︵現一橋大学・自明治四十四年

され殊に気遣はれたる天候も幸に晴朗なりしは︑天人相
和して支会の前途を祝福するの象を示したり︒

三月二十四日至大正三年八月十五日︶等を歴任︒

支会設立者諸氏︑及正副支会長両氏も深く感謝の意を表

弘道会の趣旨は善良の風儀︑道徳を奨励するに在るを以
て修身斉家の根本を為し国民治化の上にも大なる関係あ
従是来賓諸氏の指導と会員諸氏の協力を得て我安房郡の

ことがある︒支会は︑明治二十年五月に定められた規約に

日本弘道会事業の一つに倫理教育機関として支会設置の

三支会

為︑国家の為に尽さんことを庶幾ひ故に総会及発会式の

るものなれば官民共に宣伝を要すべく支会は之に鑑ゑて

状況を録し併せて参会せられさりし会員諸氏の報告にも

織である︒

基づくもので︑広く各地に設け地方会員の中心となった組

その変遷は明治二十二年三月︑宇都宮に﹁第一支会﹂が

供すと云爾
︵﹃弘道﹄第三百四十一号日本弘道会大正九年八月︶

創設され︑その後次第に各地に設けられ︑明治二十八年に

員ト八十一所ノ支会トニシテ︑最初ノ志望︿未ダ十分ノ

十回ノ星霜ヲ経タリ︑其得ダル所︿七千八百人ノ本支会

明治九年三月︑余ガ東京修身学社ヲ創立シテョリ既ニニ

志望には達しなかった︒

さらに︑明治三十年には八十一支会となるが未だ会祖の

されるに至った︒︵﹃往事録﹄︶

は支会の数六十六に及び同年五月京都に於いて総集会が催

因承に︑支会長︑副支会長︑顧問四氏の主な事績は次の
如くである︒

支会長・桧垣直右

富山県知事︵自明治三十三年一月十九日至明治三十
五年二月八日︶岡山県知事︵自明治三十五年二月八日
至明治三十九年七月二十八日︶等を歴任︒

副支会長・吉田敬三

第五代館山市長︵自昭和二十六年四月二十三日至昭
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一ヲモ達スルコト能ハズ︑余︿頑健ナリト錐ドモ︑尤馬

り︑道徳の結合を計る所以なり︒︵﹃泊翁西村茂樹伝上

なりと云ふくし︒是れ弘道会が孜々として同志の士を募

四普及の試み

巻﹄︶

ノ齢巳二七十二及くり︑本会ノ大目的ハ後進ノ道徳者二
望マザルコトヲ得ズ︒︵﹃日本弘道会創立紀事﹄︶

この後も弘道会事業の発展に伴なって逐年増加し︑明治四
十四年には﹁支会を各府県を通じ認可せし者既に百五十一

の手本となった大学者ｌ西村茂樹﹂がある︒この冊子は︑

千葉県下の小学校で採択している副読本の一つに﹁人公

会祖の事績や逸事を中学年向に判り易く纏めたもので．︑

個に及ぶ︒﹂︵﹃弘道﹄二三三号︶までになった︒これ以降︑

消長浮沈があり特に終戦後は大きな時流の変化に影響され

大正・昭和の時代を経て今日に至るが︑この間時代と共に

人︵日蓮・菱川師宣・伊能忠敬・堀田正睦・佐藤舜海・西

この副読本は︑千葉県が昭和三十九年に房総の先覚十二

育を広める﹂の五項目から成り立っている︒

が見えなくても勉強を﹂﹁四︑母親を大切に﹂﹁五︑道徳教

学問・武芸にはげむ﹂﹁二︑苦心して洋学を学ぶ﹂﹁三︑目

他方︑時代の混乱に係わりなく確固たる組織を維持して

て名存実亡の支会も相当数にのぼるという︒

いる支会は必ず仁者がいて︑その徳を慕う人盈によって構

村茂樹・坪井玄道・石川倉次・伊藤左千夫・白鳥庫吉・鈴

成させている︒このことは﹁会員自ら道徳の模範を示し︑

れた会祖の教えと共に支会のあり方に関して重要な意味を

衆人の信用を博すべきこと﹂︵﹃日本弘道会大宰量︶と示さ

﹁子どもたちに県民としての誇りと自覚を持たせ︑将来へ

木貫太郎・国木田独歩︶を選考・顕彰した事業を受けて

然して︑天下に有徳の士は多いのであるから今後も支会

持つと思われるのである︒

和五十七年十月千葉県書籍教材株式会社発行︶︒現在︑千

る﹂ことを目的として教員有志によって編集された︒︵昭

の夢と希望を抱かせ︑ひいては青少年の健全︾育成に資す

凡そ同志結合の利益は︑独り風俗改良の承に止まらず︑

葉市内の小学校においては︑二三校中二十五校が採択し

を拡充し国民道徳の振興に勤めるべきであろう︒

世間の謬論を破し︑正議を立てんとするも︑結合に非ざ

覚﹂として広く県民に紹介されていることもあるが︑学校

千葉県は会祖西村茂樹先生誕生の地であり︑﹁房総の先

ている︒

れぱ能はず︑道徳の勢力を強くするも結合に非ざれぱ能
はず︑一家一郷の利益を謀らんするも結合に非ざれぱ能
はず︑或は国事に関し︑或は私事に関し︑意見を上達せ
んとするも︑結合に非ざれぱ能はず︒結合の要は実に大
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教育の場で会祖の事績や逸事が教授され︑児童・生徒に深

︵﹃弘道﹄二三三号﹁日本弘道会事業概要﹂︶等が挙げられ
うのである︒

ているが︑学校教育への取り組象も今後の課題の一つと思

日本弘道会事業には︑﹁道徳講究・雑誌発行・女徳修養

鈴木仲秋

︵財千葉県文化財センター参与︶

い感銘を与えていることは注目に価いする︒

・巡回講話・道義講演・道徳調査・臨時講習・興風正俗・

図書印行・書籍編纂・弘道文庫・善行表彰・支会設置﹂

人生八十年時代

村のおばさんに︑八十歳ｌそれも三十歳そこそこの小

尋ねて来たのである︒

生にとっては最高齢に考えて来たイメ︲ジでもあったｌ

歴史の中で長寿を願ってから久しいが︑ようやく人生八
不老長寿を願う話は古典の中にも多く見え︑桃源の詩もそ

十年時代を迎えることができたのは誠に楽しいことである︒
やおびくに

そうした話ならこの先に九十余歳の人がいるから尋ねて承

ろ︑﹁私は八十四歳だが︑この村ではまだ鼻たれ小僧だよ︒

ようやくその人の家にたどりついて︑その旨を話したとこ

かの男の人を紹介してくれた︒家と家との間の小道を通り︑

の老人の一人に話を聞きたいことを告げると︑八十四歳と

ている︒

うであろうし︑八百比丘尼の話でさえもそれをよく物語っ
かつては人生を五十年と考えていた頃からくらべると長
一般的には高齢化社会を迎えたと云っているが︑高齢化

寿国と云わざるを得ない︒

が進むことによって社会のあり方も当然変らざるを得ない︒

色にやけ︑たくましさが残る体格で外で仕事をしていた︒

新たに訪ねたその九十余歳の老人は︑海の男らしく赤銅

小僧﹂という言葉に実に驚かされた︒

ら︒﹂と云った︒私はこの老人の云った﹁八十歳は鼻たれ

るとよい︒この人はかつて海で働き︑現在でも元気だか

今から二十年ほど前︑個人の仕事で房州南端の村を訪れ
たことがある︒海に近く︑通りは静かで道のそばの畑には
冬とは云え︑花が咲き出していた︒老人に話を聞くために

（35）

さに青年の感じである︒私と年齢が六十以上もかけ離れて

話をしているうちに若い頃の話になると眼がかがやく︒ま

話の中で︑．生は勉強であるから君もこれから大いに

いるこの人に︑私とそう変らない年を感じた︒
やってくれ︒﹂と励まされて︑この家を辞した︒

現在︑社会教育施設はいたる所に建設されており︑まさ

に生きている︒

に文化の時代︑生涯教育の時代として意義深く感じている

ところであるが︑その利用状況︑実情を考えるとき︑一抹

人生のすべての側面がそれぞれの役割をはたすわけであり︑

は生涯を通じて人格を変化させていくことであり︑それは

ウェルナー・イェーガーのいう全人教育︑いわゆる教育

のさびしさを感ぜざるを得ない︒

佐藤一斎の﹁少くして学べば壮にして為すあり︑壮にして

これを大いにこれから推進させなければならないであろう︒

この時︑頭にひらめいたものは聞きかじりではあるが︑

学べば老いて衰へず︑老いて学べば死して朽ちず﹂の言葉

ていて︑なかには弁当持参で出かけ︑診療が終ってもなか

人から聞いた話によると︑病院が老人の談合の場となっ

それには各自の自覚が必要である︒

であった︒

新聞紙上でも高齢化社会に代えて長寿社会について紙面
人として客体的に取りあげているに過ぎない︒いうなれば︑

なか帰らず︑夕方までそこで過ごしている人を承かけると

を多くついやして取りあげているが︑老人はあくまでも老

こうあるべきであるから︑ただちにこう為すべきであると

老人にとっては受動的である︒現長寿者のすべてに対して

ョンのひとかけらも見いだすことが出来ないのではあるま

しこうしたことが事実ならば︑そこには将来の自分のビジ

いっていた︒もちろんそれは極端な話かも知れないが︑も

医学の進歩によって︑ますますこれから高年齢化が進む

云ってもそれも酷であろう︒

に違いない︒六十歳定年までがむしゃらに生きて来たもの

﹁荘子﹂に﹁世の道を貴ぶ所のものは書なり︒書は語に

毎日家に居て読んだら良いというわけではない︒

何も六十歳を過ぎた総べての人に︑学問︑それも書物を

たる希望がなくはなかったはずである︒

こうした人の若き頃を想像するとき︑将来にかけた悠食

いか︒

来たのであろうがｌが六十歳を過ぎてあとはただ好々爺

ｌもちろんそれが日本の現経済社会を作りあげ︑支えて

のであろうか︒

としての承毎日何となく過ごすのが一番よいのだといえる
六十年の中での経験は誠に貴重である︒私の聞いた九十

余歳のあの老人の長い経験談は︑二十年を経てもまだ新鮮

（36）

意なり︒意は随ふところ有り︒意の随ふところのものは言

過ぎず︒語は貴ぶことあるなり︒語の貴ぶところのものは

国家昏乱して忠臣有り﹂という如き理想社会ｌ大道の社

寿者．︿ワーのいかに大きいか︒それも理を知りつくし︑社

六十にして青年となり︑八十にして天命を知るとき︑長

会Ｉも出て来るのでばあるまいか．

真の道は言い得ないところ︑書物の外にこれを求めなくて

をもって伝ふくからざるなり云々﹂と天道篇の一節がある︒
はならないことを説いている︒

ゆとりある社会を作りあげることに専らすることこそ︑国

現在の三十代︑四十代から我が老後のビジョンを設計し︑

ないかと︑私は考える︒

会奉仕に生きるとき︑日本のよりよき姿が生まれるのでは

長寿社会が進めば進むほど︑高齢者がどのように生きて
ゆかねばならないかを考えさせざるを得ない︒
人生まさに八十年である︒七十・八十歳は青年であろう︒

安房の老人の言を借りれば言葉は悪いが八十歳は鼻たれ小

︵千葉県立総南博物館々長︶

、Oイノ

家に奉仕する任務と考えるがいかがなものであろうか︒

職需

搬胡零涜脚本．弘逆会

／の＝、

僧である︒そうなると六十歳は何となろうか︒

西村茂酎蒋

俄坤︲損︲執堅︲封対蔀年や睦砥少・ぜ︑開脚野戦￥肱心寺．

津騨華小畢術身訓

■

蕊識裁讃蕊書誕次認第

言唱■．︲︲︲

ガキかお電話で︶

ご希望の方は︑事務局までお申込象下さい︒︵ハ

二十六年︶の二冊を合本して︑復刻いたしました︒

﹃小畢惰身訓﹄︵明治十三年︶と﹃読書次第﹄︵明治

本会創立二○周年を記念して︑会祖の著になる

（無償）

現在︑青・壮年の中の何割が自分の将来を考え︑将来の
たあとを︑何を為すべきかを厳正にゑつめなくてはなるま

ビジョンを設計しているであろうか︒馬車うまの如く生き
い︒それも客体的ではなく︑主体的に考え︑生活設計を今
から立てなくてはならないと考える︒それは人によってい
ろいろと異るはずである︒

日本の理想社会を作るためにも長寿者が積極的にならな
ければならない︒豊富な人生の経験者であるから︒

よりよき社会を作るためには︑今までの経験をもとに社
会につくすことではないかと考える︒六十歳を過ぎれば己
の利の象に走らなくなるであろう︒余裕もあろう︒個がそ
うした社会をめざすとき︑﹁老子﹂の云う﹁大道廃れて仁
義有り︑智慧出でて大偽有り︑六親和せずして孝慈有り︑
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清塚十三郎

第七代・野口会長の香風二題

一はしがき

Ｊ
く

たい︒

ｊ

二先生の教育者としての御自信

く

先生の自信に溢れたお姿に接したのは︑白梅学園女子高

先生は︑初代校長として一年間の承御在任︑私も長女の

校の︑創立後第一回卒業式席上の事である︒

縁にて︑先生御同様一年間の承初代ＰＴＡ会長を勤めた︒

ほ上えゑ

抑︑式次第が順次進承︑来賓祝辞第一号の順番となり︑

やおら椅子を立たれた先生は︑満面に微笑を湛え乍ら︑壇

本会創立百十周年記念に刊行された会祖泊翁の﹃小学情
身訓﹄と︑冒頭に記されている﹁小学情身訓凡例﹂を拝読

上に進まれた︒

がた００００Ｏたの○００Ｏ

﹃皆さん︒お久しぶり︒本日はお目出度う︒．⁝：

開口一番︑先生のおことば︒

し︑会祖の偉大さを今更の如く思い知った︒

会祖は︑凡例第四項に︑童子に教うるについての注意と
して︑﹃嘉言﹄の承でなく︑所謂︑教科書︑文字面︑口先
ぎだけでなく︑﹃善行﹄の面︑いはぱ︑実際生活の事実に

スルト︑間髪をいれず卒業生一同の席より︑一斉に︑

私は︑あなた方との一年間︒ほんとうに︑楽しかった︒
００Ｏがた○００○○○○○○
皆さん方も︑そうだったでせう︒﹄

おさ

も下級生もをらぬ︑開拓者にも通ずる生徒たちえの︑強烈

先生の一年間の︑たったの一年間の︑生徒えの︑上級生

大層嬉しかったと︑感激していた事を覚えている︒

たミその日帰宅後娘の話を聞くと︑一同泣き笑いで︑

い︒

つまでもやむ事なく続いた︒あとは︑私もよく覚えていな

そして︑満場︑拍手と歓声につ生まれ︑その響きは︑い

頁−イ︒そうです︒そうです︒﹄との声が湧き起った︒

いつせい

用されるに当っての注意として︑現場担当の教師たちを信

基づいた説話を重要視なされ︑しかも﹃小学傭身訓﹄が利
頼され︑その口述に於いて︑導くようその仕事を托されて
いる点に感服した︒

こう

恐らく︑会祖御自身が︑惰身学舎の実践活動の中から︑
得られた御体験からのおことばと拝察される︒
ちな

籾︑以上に因承︑泉下の野口先生には︑お叱りを被むる
やもしれないが︑私独りの胸裡に臓めてをくのは？と思い︑

先生と私との触れ合いの中で︑私が余香を拝した先生の桜
花の如き匂いと︑梅花の如き香りを︑会員諸氏に御伝えし

（38）

〔随想〕

○○００○

うしろ

な感化力は︑上述の ﹃楽しかった﹄のおことばにつきると
思う ︒

いまだに私は︑壇上の先生の後姿より︑爽やかな︑ 清涼
の気がほとばしっていた事を忘れることが出来ない︒

全く︑私には思いもかけぬおことばであった︒

甥御さんに当る青年も︑さすが︑先生の御一門︑御立派

な御人柄であった︒私は︑先生と青年に︑﹁必ず︑余り遠

くないうちに︑よい就職先が︑現われますよ︒﹂と断言し
た︒

た直感である︒た壁︑一言︑﹁あせらぬよう︑あわてぬよ

べものにならぬ程の立派な会社に︑お仕事が見つかった︒

その後余り遠からぬうちに︑案の定倒産した会社とは比

ひとこと

う︒そして︑周囲の家族の方々も御本人を信じて︑万事お

おこがましいようであるが︑これは︑私の体験上から来

く
私が︑東京人材銀行のお手伝いをしていた頃の或る日︑

任せなさるように﹂と︑申し添えた︒

Ｊ

先生より︑一寸相談したい事が出来たので︑都合のよい日

三先生の︑プロ︵専門家︶を尊重する御態度

時に会いたき旨のお電話があった︒私の方より御訪ねする
ら参る﹂と申されるので︑御用件はとお尋ねすると︑﹁実

私はなんとなく︑倒産した会社がこの方に釣り合はいとい

初めて甥御さんに御会いし︑色をなお話をお聞きした時︑

と申した処︑﹁いや︑私の方が相談したいので︑私の方か
は︑逗子の甥の会社が倒産したので︑再就職の件で御意見

てよかったナーと思った︒そして︑必ずや天が︑この方に

うか︑ふさわしくないという感じを受け︑かえって倒産し

を承わりたい﹂との由︒

私は︑体験上︑御本人と三人一緒で話し合う方がよろし

﹁不思議に︑徳のある方は運がよく︑その方に釣合った格

後日︑先生より昼食のお招きを受けた︒その席上︑私が

た︒

ピタリと合ったお仕事を運んで来てくれる︒と確信してい

○

い旨を申し上げ三日程後に︑甥御さんと初めて御会いした︒

その席上︑先生が申されるには︑﹁私は︑この方面では

の会社に縁があるし︑又格調の高い会社は︑善き格調の人

経験もなく︑知識もない︑知らない世界なので︑遠慮なく
私如き若輩に︑まことに︑先輩か師に対するが如き︑御

あなたの意見なり︑アドバイスなり︑御聞かせ下さい﹂と︒

と縁組する︒﹂と申しあげた処︑先生は︑深く点頭れ︑﹁清

うなづか

態度で申された︒私は︑驚いて先生のお顔を︑一瞬︑ヂー

私はこの件で︑なんといっても老若︑男女を間はず︑無

塚さん︒どの道も一緒ですね︒﹂と申された︒

ッと眺めた︒

さらに︑恐縮している私に先生は︑﹁あなたは︑この方
面の世界のプロ︑専門家ですからね﹂と付け加えられた︒

（39）

かい︽ 衷

心に耳を傾けられる︒専門家を尊敬なさる先生の御態度を︑
垣間見せていただいた事を︑深く心底より感謝している︒
又亦︑大きな宝物を頂戴した感じである︒

の脳裡に深く残っている︒

Ｏ第二の夢

場面が一転して﹃関宿﹄の﹃為万世︑開太平﹄の大石塔の

なされてをり︑野口先生の獅子乳がこれ又終るや︑否や︑

ついで不思議なことに︑やはり鈴木貫太郎さんが御出席

四あとがき

う

最後に︑先生の御香風の最大のものといえば︑申す迄も

れが私の第二の夢である︒

前で︑御二人が︑手を握り合っていらるれお姿を拝見︒こ

く

なく︑皆々さん御承知の昭和別年６月３日の︑第Ｗ回総会

ちな

昭和駈年の新春︑﹃橋﹄という御題に因んで︑私は︑

Ｏ第三の夢

に於ける身命を賭されての大獅子乳につきると思う︒私は︑
思う所あって欠席︑その時間に自宅で坐っていた︒

私は︑この先生の大獅子呪を思い起すたびに︑三つの夢

﹃大空に︑天かけ渡る虹のごと︑

を夢見るのが常である︒

明治生れの方々には︑借越至極とお叱りを受けるやもし

わが日の本は︑四方の海に

拝見したのが︑私の第三の夢である︒

︵東京都会員︶

より天空に湖びた坐れ︑虹の橋の如く天かけているお姿を

籾︑先生は演説が終るや否や︑一同に手を振りつ入会場

と︑拙い歌をつくった︒

平和の橋をかけるなるらん︒﹄

ひひとよも

れないが︑現代は︑トフラーの名著﹃第三の波﹄ですら漫
画本になって出版され︑一般にもてはやされる時代︒何卒
さると幸甚至極︒

ごかんべん下さって私の夢を︑私と共に味わい楽しんで下

Ｏ第一の夢

ほんとうに畏れ多い事であるが︑どうした事かこの総会
口先生のお顔を凝視なされ︑大演説が終るや否や︑天皇さ

の席上に︑天皇さんが御臨席遊ばされてをり︑ジーッと野
んも先生も︑お互いに視線を合はされ︑深くうなづき合は
れていられる光景が全く現実にあった如く夢現の中で︑私

(40)

ＩＩ
ｊ

︲１１１１１Ｉ

年初からマスコミでの﹁日本の豊
かさ﹂についての問い直しが目につ
く︒果して日本人はリッチかと︑新
聞が言い合わせたように連載を始め
尭卜○

こうした傾向が強まったのは︑日

前なら総額を二四○で割った数字に
なるが︑現在では百五十八で割った
数字になる︒

分母が小さくなっているから︑割
り算の結果は大きな数字が出る︒円
高になればなるほど︑ドル表示では

日本人一人当りの額もふえてくる︒

ざ武

賃金についても同様である︒一昨
年の数字で︑製造業の一時間当りの
賃金では︑日本は米国︑カナダに次
いで第三位となっているが︑これも
分母が百五十八と小さくなれば米国

ｌ

を抜きそうだ︒

こうした数字の一人歩きの検討も

加え︑日本人の豊かさの本当のとこ

ろを点検しようとの動きが︑マスコ
ミに強まっているわけだが︑これは

卜生月／○

当然起るべくして起った傾向といえ

生活の基礎となる﹁住﹂の問題ひ
とつとりあげても到底豊かとはいえ
ない︒日本人はフロー︵一時的な消

米とは差がある︒

費︶では華やかだが︑ストック︵社
会的︑個人的蓄積︶ではまだまだ欧

勤勉で︑経済強国をきづいてきた
国民に︑もっと豊かさを味わえるよ
うにするのが政治の大方針でなけれ

であってならない︒

ばならぬ︒﹁国は富象︑民は貧しく﹂

（41）

本が世界一の金持ち国になったなど
といわれるのに︑国民の問で豊かさ
の実感がなく︑ズレが大きいからで
あろう︒

たとえば国民一人当りの国内総生
産︵ＧＮＰ︶である︒二年前の世界
七位から昨年は一位に迫ったと発表
されても国民にはピンとこない︒そ
のはずで︑これは数字の魔術数字の
なせるわざだ︒

一昨年八月末まで日本は円安で︑

一ドル二百四十円見当だった︒いま
は円高で一月初旬は百五十八円がら
みである︒したがって国内総生産を
ドルで表示する場合︑一昨年八月以

国は富翠，民は貧しく

！.

入江徳郎

㈲不整脈とは
不整脈と云うと不規則な脈拍と思
われるでしょうが︑規則正しい脈拍
でも正常の範囲︵一分間六○ないし
一○○︶を外れるものも含まれるの
です︒

す︒徐脈の中には一過性に心停止す
ることがあり︑三７五秒以上に及ぶ
と脳の血流量が減少して失神し︑脳
血管障害と誤診されることがありま
す︒

動惇︑疲れ易さ︑息切れ︑頭のふら
つき︑失神といるノ︑あり︑動惇も

人により無症状のこともあれば︑

白不整脈の症状

不 整 脈
⁝⁝﹂と連続するものもあります︒

﹁ドキッ﹂という感じや︑﹁ドキドキ

すが︑ふだん自分の手首︵おや指側︶

診断は医師が心電図によって行いま

きるものです︒

で携骨動脈を触れて数えるのに慣れ
ていると︑いざという時に脈拍数の
象ならず︑規則性についても判断で

四不整脈の治療

これら不整脈の原因は︑心疾患が

基礎にある場合と無い場合とあり︑

くは過労︑タバ﹁一︑アル﹁−１ル︑コ

後者は一般に心配する必要なく︑多

ーヒーなどのの象すぎが関係しま

す︒心疾患のある場合はその治療が
重要です︒不整脈そのものの治療は

その種類︑症状︑原因により種為で
すが︑抗不整脈薬の服用︑注射を要

起す場合は人工的︒ヘースメーカーを

するもの︑時に心手術を必要とする
ものもあり︑また徐脈の中で失神を

体内に植込む必要があります︒
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口不整脈の種類
多くの種類がありますが︑普通よ
り速い頻脈と︑より遅い徐脈に大別
されます︒頻脈︵一分間一○○以上︶
にはスポーツや精神的興奮によるも
のがありますが︑その刺激が去ると
回復するのは皆さんの経験する所で
す︒つまずく様な脈拍は期外収縮と
い坐ますが︑その連続は頻拍症とい
って一分間一五○Ｊ二五○に達しま
す︒心房細動という状態も頻脈で︑

且全く不規則となります︒また彰脈
︵一分間五○以下︶では心拍出量が
減るため疲れ易く心臓も拡大しま

党識雲蝉

杉 浦 昌 也

日本弘道会の展示室に﹃西村先生書簡写﹄と題する二百

士屋鳳州︵五東︶

平尾光子

松平直亮

︹泊翁百話︺

泊翁書簡日

十八枚︵四三六ページ︶の綴りが蔵せられている︒和紙に墨

小林正策

二二二二三四四四四五五九○五七九

川

哲史

通通通通通通通通通通通通通通通通通通

神戸寅次郎宛の五通

ものか確定できないが︑わたしは泊翁自身のものであろう

書してあって︑問を朱で訂正がしてある︒この朱筆が誰の

神戸寅次郎

内田周平

この推察通りであれば︑泊翁自筆の書簡と変りはないわ

（43）

と推察する︒

八重野範二郎

宮沢振作

中篠精一郎︵同霞江︶

小谷茂実

で︑興味をもつ人が多いのではあるまいか︒それでしばら

ためしはほとんど無いから︑泊翁研究家には耳よりな資料
く︑その紹介をしてゑたいが︑﹃西村先生書簡写﹄に収め

続豊徳︵古堂︶

東京学士院書記

けになるが︑いずれにしろ泊翁書簡が今まで活字になった

られている書簡は全部で一九二通で︑大部分は封書︑一部

西村勝三

がハガキである︒書簡の書かれた年代は不明なものが多い
が︑内容から或る程度の推測がつくので︑できるだけその

渡辺久道

北沢正誠

日本弘道会幹事

山香他我一

望月久知

書かれた年代はそのように必らずしもあきらかでないが︑

詰めをしていきたい︒

宛先はハツキリしている︒数の多い順に並べて承れば︑

樋田魯一三五通
菅治兵衛二○通

古

木村広凱ほか
日本弘道会事務所

大津惰身学社諸賢
宍戸子爵遺族
菊池総長

大隈伯爵同令夫人
東京市教育会創立準備
事務所
宮内大臣

岐阜市庁岐阜教育会長
青木外務大臣
曾根荒助

宇都宮市ｌ河内郡役所
に綴一

長谷子爵

大日本選書奨励会々頭
大隈
搬蝿瀬︶

賊棚蚊胤大臣︶

年七月十六日の項に﹁此度於すゑ事慶応義塾教師静岡県平

はドイツ留学中であった︒﹃泊翁日記﹄には︑明治三十二

の紹介にあてたい︒この書簡が書かれた当時︑神戸寅次郎

神戸寅次郎宛の五通であるので︑泊翁書簡の第一回分はそ

の女婿であるが︑比較的長文で︑内容も整っている書簡は

西村勝三は泊翁の次弟︑中篠精一郎と神戸寅次郎は泊翁

の内容も出版に関したものが多い︒

長ともなった︒泊翁著作出版の面倒を見たのも彼で︑書簡

松平直亮は日本弘道会の熱心な後援者で︑第三代目の会

従って書簡の内容は事務的なものが多い︒

日本弘道会の運営に携わっていた役員もしくは事務員で︑

右の内︑樋田魯一︑宮沢振作︑山香他我一︑渡辺久道は

荻

荒井元

一

一

一

一

一

一

一

通通

通通通通通通

民神戸寅次郎へ縁談相整の処︑同人義同県より独逸へ修行
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一
一
一
一
一
一

大日本実行会
西師意

谷銭臣
二条公爵

埼玉県大里郡深谷町
日本弘道会支会事務所

第一高等学校医学部
秋庭佐太郎
東京市公民会長二条公爵
木下大学総長
日本赤十字社

通通通通通通通通通

通通通通通通
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一

一

一
一
一
一
一
一
一
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新大橋万千楼にて挙行することにいたし︑小幡篤次郎夫妻

事も是又平穏二御座候︒支那︑朝鮮とに対し少公の事有之

候︒是︿或︿志気の消磨したる故二可有之候︒外国交際の

成申候︒実二蜜躍二不堪候︒しかし国内︿存外平穏二御座

て無智者を欺周して暴利を貧ること︑上下全体の風習と相

を媒酌とし諸事無滞相済﹂︑十一月二十二日の項に﹁神戸

何事も私利の為ならざるは無く︑智あるものは其智力を以

寅次郎去月十三日独乙国二着す﹂などの関係記事が見える︒

候へ共︑何れも小事にて物一天なり申間敷候︒

被申付来月出立の趣二付︑取急ぎ来る十九日結婚式を行ふ

神戸は十月十三日より二日あとの十五日に泊翁に宛ててド

教育界一天色を議論ある様子二御座候︒此頃︿学制改革論

ことに約束す﹂︑七月十九日の項に﹁今日於すみ結婚式を

イツのハルレー市安着を報じたようで︑そのことが次の泊

者甚多く︑学制研究会︑帝国教育会等一致して文部大臣に

り度を貴書被下︑一を相達申候︒是迄︿返書も不差上︑失

ルレー市二御安着の由︑先以目出度御事二奉存候︒途中よ

先般より神戸ニペスト︵黒死病︶患者発生し︑大坂に及び

申事二御座候︒其可否︿容易二判定いたしがたく候・

絡を付け今より二︑三年早く大学を卒業さするの法なりと

と申事二御座候︒所謂学制改革と︿︑小学より大学迄の聯

迫り︑根本的改革を申立候へとも︑大臣︿是を拒絶したる

翁書簡にしたためられている︒
︹神戸寅次郎宛Ａ︺

敬の事二御座候︒猶御航海中の様子︿澄子よりも承り︑逐

防二従事いたし居候︒夫故哉格別蔓延の徴︿不相見候︒

十人斗の病者有之︵大抵ハ死ろ︒政府二而も大騒ぎにて予

十月十五日御認の貴紙相達拝見︑遠路の海上無滞十三日ハ

一承知いたし候・御途中誠二御強健の趣︑何寄の事に御座
ハ候へ共︑従来飲酒いたし候もの急二禁酒いたし候時︿︑

の趣二御座候間︑此度︿全く行違二相成候ことと存候︒

謙吉義ハ十月四日独国ブレーメン出立︑明廿六日頃横浜着

ママ

候︒御紙面ニ依れ︵︑飲酒︿全く御禁止の由︑至極美事ニ

却而病を生するの恐あるもの二候間︑篤と御考の上あまり

の光陰を御消費︿甚御気の毒二存候間︑此儀よろしく御承

澄子へ御書面被下候へぱ夫二而御様子︿相分り候間︑無益

知被下度候︒且老生義も一昨年来眼気不宣認物難儀二候問︑

是より︿御修行専一二候間︑老生夫婦へ御書面︿御断申候︒

度候︒

大二難儀いたし候へ共︑此節︿全快いたし候間御安心被下

明細の御返書も差出兼候︒山妻儀︿勿論認物︿六ヶ敷候間︑

も相替候儀無之候︒老生義︑八月以来下痢病二確り︑一時

本邦別二相替候事無之︑去廿二日国会開場二相成候へ共︑

此義御承知置可被下候︒

急激︿如何哉と被存候︒当地二而︿西村一家井親戚︿何れ

未た日浅く何事も無之候︒只政党者流の腐敗︿益甚しく︑
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し近頃︿教育家といふもの頗る気力を出し︑種々のことを

激と存候︒○外交のことは兎角無勢力にて常に国権を損す

先は貴答秀御着の御歓迄如此御座候︒尚後便可申述候︒勿
西村茂樹

申出て文部二迫り候様相見申候︒文部の為に︿却て好き刺

十一月廿五日

を拝具

るの恐あり︒併し今日まで︿未だ格別の不手際も無之様相

見へ申候︒○宗教界︿旧冬政府にて宗教法案を提出したる

同千賀

右の一通にも年次が欠けているが︑明治三十二年のもの

我侭の挙動多し︒旧政府党︿只今逆境に居るを以て頗る正

て︿旧自由党︿政府と合体し居り︑其勢力強きを以て殊二

候︒政府二而ハ薮を突て蛇を出したる観有之候︒○政党に

神戸寅次郎殿

であったことがわかる︒神戸は十月十五日に次いで十一月

路を踏承居れり︒併し此後の変化は測り難く候・

二付き︑僧徒等皆不平を抱き大二是に反対する様子二御座

二十九日にも書き︑年末には新春の賀状を送ったようで︑

二名を揚げ居るもあまり好ましく無之二付︑此間免官の願

右を貴答迄乍延引如此御座侯︒老生儀も老朽二及び官員録

そのことが次の一通にうかがわれる︒
︹神戸寅次郎宛Ｂ︺

を宮内大臣迄差出置申候︒其内無官の身︑即チ自由の身と

恭賀新年
早速御賀状被下恭奉存候︒倍々御壮健被成御勤学の由目出

一月二十二日

相成可申候︒勿を拝具

西村茂樹

度奉存候︒拙家一同無異罷在候間︑乍揮御安意可被下候︒
ママ

○本邦二而︿旧年よりペスト内地二侵入し︑神戸大坂にて

二白︑旧臓ハ澄子へ御申付二而老生好物の品を御贈与被

神戸寅治郎殿

故か此節ハ先撲滅致し候様被存候︒昨年来政界︿先平穏の

下︑御厚意万謝仕候也︒

各十数人の患者有之候二付︑政府二而も厳二予防を行ひ候
方二御座候︒乍併議会の腐敗︿益甚しく︑実二歎息の至二

類にて経済界を左右する様子にて︿︑独も健全なる経済界

漸く窮迫の方二赴候様相見申候︒今日の如く相場師株屋の

敷可有之と存候︒○国家経済︿先相変候こと無之候へ共︑

あることによって︑明治三十三年のものと判断される︒右

政府提出の宗教法案に反対する様子が見えるという記事が

内大臣迄差出﹂したという記事や︑仏教徒が大会を開いて

右の一通にも年次の記入はないが︑﹁此間免官の願を宮

御座候︒大豪傑の士出るに非ずん︵是を浄清する事︿六ヶ

を見る︿不能事と被存候︒○教育界も相替候こと無之︑併
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の二つの記事に該当する事実が明治三十三年一月初旬にあ

申候︒乍併此因循︑却而幸をなし候ことも有之候間︑一概

希望候︒此節︿国内二而も教育のことをいふもの追を多く︑

の必要物にして︑又尤も不足致し居候間︑十分二御修業所

文部省の欠点を論ずるものも色々有之様子二候間︑教育も

に悪しく︿申難く候・○道徳と知識と実業トハ尤今日本邦

ら︑この一通には﹁先日山県内閣動揺致し候へ共︑：⁝・﹂

段々進歩致すべくと存候︒夫故か文部省に而も頻りに留学

ったからそう判断するほかはないが︑六月十七日の日付の

と書かれているが︑山県内閣は三十三年九月二十六日まで

ある次の一通も同じ明治三十三年のものであろう︒なぜな

続いているから︑三十三年六月十七日ごろは﹁動揺﹂の最

生を出し申候︒何卒好結果を得度事に御座候︒先︿乍延引

神戸寅治郎殿

六月十七日

右の一通に﹁老生御優待を以て退官﹂とあるのは︑三十

西村茂樹

貴答迄草略如此御座候︒拝具

中であったと想像されるからである︒

四月二十二日の貴書拝見︑弥御安健被成御勤学候段目出度

︹神戸寅次郎宛Ｃ︺

奉存候︒老生御優待を以て退官致し候二付御丁寧御賀詞被

三年一月老年に付宮中顧問官を辞し︑二月六日一等官に陸

下︑恭次第奉存候︒老生元来非藩閥の士族二而︑且生来偏
退官に至りて恩命を蒙り候は︑全く聖明の御厚恩と難有存

属の性二而権門に腰を折るを恥づる者二御座候︒然るに其

一対︑皇后宮より御手づから御紋付三シ組銀盃並に金子を

られ︑従三位に叙せられ︑また聖上より御紋付七宝焼花瓶

賜うたのを指すであろう︒とすると︑右の一通が三十三年

叙︑二月二十一日依願免官︑同月特旨を以て位一級を進め

はざれ︵生涯衣食に窮すること︿無之候間︑御安心被下度

すれ︿甚貧乏二候へ共︑猶珊余財も有之候間︑箸修さへ行
候︒此度友人土屋弘と申者老生の生伝を作り申候︒老生の

のものであったことにまちがいはない︒

居候︒然るに生来産を営むの意なく︑夫故世間の官人に比

心事を知れる者二御座候︒其内右文章︿入御覧可申候︒○

清国及朝鮮の事不穏二付此際内閣辞職の事も有之間敷と被

中に﹁先般桂内閣設立﹂とあるのが一つのキメテで︑桂内

一通は三十四年のものであったと判断される︒それは︑文

神戸寅次郎宛の泊翁書簡には︑なお二通が残っているが︑

本邦別二相替ること無之︑先日山県内閣動揺致し候へ共︑

政府も内々是に同情を表し居る様子なれば︑少を面倒二可

閣の発足は三十四年六月二日のことであった︒もう一つの

存候︒清国義和団といへるものは彼国の撰夷党にて︑満州
相成哉も難斗御座候︒本邦の外交︿︑従前の通因循二相見
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キメテは星亨刺殺事件で︑この事件が起こったのは明治三

恢復とは︑国家内外の最大問題二御座候︒先︿当用の承︑

取り甚畏るべき有様二御座候︒露国に対する処置と経済の
草略拝具
六月二十六日

神戸寅次郎殿

西村茂樹

十四年六月二十一日のことであった︒そのなまなましい事
件を︹神戸寅次郎宛Ｄ︺はドイツに報じたわけである︒
︹神戸寅次郎宛Ｄ︺

一翰呈上︑本邦︿此頃梅雨二而諺陶敷御座候︒愈御清健被

さて︑神戸寅次郎宛の泊翁書簡にはあと一通が残ってい

成御勤学珍重の事二存上候︒扱澄子義二十日頃一天書状差
上可申御約束致置候由の処︑同人義本月十五日頃より風邪

ので︑︹神戸寅次郎宛Ｅ︺は三十四年のものであったこと

るが︑書かれた年次を決定するキメテは書簡の文面からは

ハ全く通常の風邪のや上強きもの入由申候間︑御案じ被下

が決定的である︒泊翁はドイツからの年賀状に接し︑ただ

二感じ︑何分只今二至り候而も書状相認兼候二付︑此段為

問敷候︒わざノ︑申上候程にも無之候へ共︑御約束の期を

ちにこの返書をしたためたと見える︒二月十三日という日

申訳老生より一筆差上申候︒同人風邪︿毎夜体温三十八度

失ひ申訳無之旨当人頻二申候間︑此段一寸申上置候︒

付が正しかったら︑ドイツよりの年賀状が到着したのは十

項に﹁在独神戸寅次郎よりの年賀状着﹂という記事がある

○本邦先般桂内閣設立後何事も未だ手出し不致︑先無事の

得にくい︒しかし︑﹃泊翁日記﹄の三十四年二月十三日の

様子二御座候︒○去廿一日︑星亨氏東京府会議室二於而剣

の御状昨日相達拝見﹂とあるから︑そう思うほかはないが︑

二日でなくてはならない︒︹神戸寅次郎宛Ｅ︺には﹁新年

七︑八分迄昇り候へ共︑夫より︿昇り不申︑医師の診断ニ

客伊庭想太郎なるものに刺殺されし︿頗る珍事二而︑世間

してもたいした相違ではないが︑この︹神戸寅次郎宛Ｅ︺

あるいは日記に一日のズレがあるのかも知れぬ︒どちらに

では﹁真の正人︿百分の十位︑真の邪人︿百分の十四︑五

の段誉甚紛々二御座候︒○前内閣伊藤内閣︿財政の為に倒

位︑其他百分の七十五位︿正にもあらず邪にもあらず﹂と

れたりしが︑今の内閣も財政の困難一天甚苦心の様子二御
き様子二相見申候︒併し此事︿数年前より識者︿是を察し︑

座候︒農工商何れも大不景気にして︑急二挽回の見込立難

十七︶分二別正邪一過二於甚一﹂という章にも︑﹁凡そ世上に

泊翁の右の持論は︑たとえば﹃泊翁盾言﹄第二冊の﹁︵四

する泊翁の持論が出ているのもおもしろい︒

在候処︑此頃二至り何れも狼狽の様子二御座候︒○北清事

甚憂慮致し居候へ共︑政府及び一般の人民全向平気二罷
件も追々片付候様二相見へ申候︒但し露国の態度︿本邦二
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二甚し︒此間公職を帯びたる者十名程刑事の公判ニ附せら

京の市政のごとぎ︿︵一小部分のことなれども︶其素乱実

れたれども其実︿此十人に止まらず︑其他の者も大半ハ此

は正人甚少なく︑邪人も亦少なし︒大概人口百人あらぱ︑

党なり︒只巧ミに法網をく上り︑或︿証拠を隠滅して法官

正士四五名︑邪人四五名に過ぎずして︑其他の九十名許は
ている︒その平素の口ぐせが手紙でも繰り返されているわ

正にもあらず︑邪にも非ざる人なるべし﹂というように出

の手を遁れ居る者二候︒今日国中の大勢を考候に︑真の正

の七十五位︿正にもあらず︑邪にもあらず只勢のよき方に

人︿百分の十位︑真の邪人︿百分の十四︑五位︑其他百分

けである︒
︹神戸寅次郎宛Ｅ︺

恭賀新年

ることと存候︒民間の事業︿良善の教育ト実業の隆盛との

二者尤肝要と被存候︒右は御祝詞の御報迄如此御座候︒

付く者と被察候︒政府二真の人傑出候は入︑恢復︿容易な

拝具

新年の御状昨日相達拝見︑愈御安健被成御勤学目出度御事
此節︿日本帝国︿議会開会中二候へ共︑至極平穏二而所謂

二御座候︒拙家一同無異罷在候問︑乍偉御安意可被下候︒

睡眠議会二御座候︒政党家も皆気力消磨し︑自由党ハ政友

蒙り︑恥入候事二御座候︒老生義昨年︿五月中より慢性

旧年十一月廿九日の御書拝見︑拙著自識録二付御賞誉を

神戸殿

に賛成し︑政府︿大手を振って議会を横行いたし候・然る

二月十三日西村茂樹

に大局より見る時ハ士気︿萎摩し︑唯目前の小利二迷ひて

二而︿無程全快可致と存候間︑御安心可被下候也︒

腸カタルに確り久を相悩承候処︑此節︿追々快方︑此分

て少しく其気勢を張りしが︑此度︿政府に服降して増租案

国家の大計を顧ゑず︑国民の経済︿日々益困難ニ陥り︑是

会となりて伊藤に服従し︑進歩党︿是迄非増租を主義とし

を恢復すること甚難し︒海外を見る時は︑支那事件の結局
も何れの時にあるや斗り難く︑露国が満州二於而為せる暴

次を割り出すことができた︒他の書簡も同じようにいくか

以上のようにして︑神戸寅次郎宛の五通はすべてその年

べきの計策なし︒甚憂慮すべきの時節と相成申候︒

虐非道の挙は国民が憤慨する処︑然れども是に対して為す

︵本会理事︶

わからないが︑そのようにつとめてゑたい︒

己の私慾の承を主として真実国家の為に尽力するもの甚少

今日大小の政事家を通観するに︑何事を為すにも己の便利︑

なし︒一事件起れ︿其裏面ニ必ず醜稔の隠伏せるあり︒東
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鯵ご寄付者芳名

金壱万円也金ヶ江三郎雅綱殿︵佐賀県︶
◎会費領収報告書
︷瑚珊澗伽斡皿朋川叩︸
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

久田勝清⑨

田原寛御

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︺

遠山孝⑪

○大 野 善 広 働

宮野良子御
塩谷敦夫創

藤井正夫⑫福井透御
︹神奈川県︺

○保 井 一 郎 ⑫
︹千葉県︺

室伏武働

○可瀬治倒

東部支会③○岩井喜久衛鋤
○大 佐 和 健 ⑫

○両角武彦働

井上武倒

青野進⑫
河野信御

○海保四郎倒○木内勝美倒
○須田勉倒
○山岡篤⑫

風戸初太郎③小林信夫

高柳善男⑫平野泰伸⑫

斉藤明働鈴木豊働

︹埼玉県︺

柳瀬秀雄⑫

市村式御
︹福島県︺

安濃徳雄
山田洋子刺
︹福井県︺

︹愛知県︺

○中野珪三鋤

︹島根県︺

村木長昌制

○須山守働
工藤豊彦鋤

︹鹿児島県︺

小菅峻道㈹

福井奥田

″中野

島根須山

節子
珪三
守

研修旅行のご案内

記

″

上山定治

小玉光郎

一期日三月二十日︵金︶
二行先千葉県立総南博物館

す︒

冬の眠りから覚め︑早春のやわらか
な光に満ちた総南の自然を︑楽し承な
がらのバスの旅もまた格別です︒たく
さんの方々のご参加をお待ちしていま

されています︒

千葉県立総南博物館は︑養老渓谷に
ほど近い千葉県夷隅郡大多喜町にあり
ます︒建物は︑かつての大多喜城の外
観を復原した立派なもので︑内部は展
示室となっており︑﹁房総の城と城下
町﹂をテーマとして︑関連資料が展示

｜

丹治幸吉御
○奥田節子働

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

昭和飢年ｎ月ｌ他年１月

千葉岩井喜久衛鈴木勲

東京大野善広渡辺蕪

″可瀬治〃

″海保四郎〃
″大内勝美〃

三交通機関貸切大型バス一台
四集合場所東京駅南口側丸ビル明治

″須田勉〃

″大野真蔵粟生保

食は当会にて用意︶

六参加費一人．一︑○○○円︵昼

時

守︶

と時間屋横午前十時︵時間厳

五解散東京駅八重洲口午後五

″広田竜男〃

″立田実服部忠三
″両角武彦矢吹中
″山岡篤山岡俊明

″大佐和健平野泰伸
神奈川保井一郎寛素彦
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言

奉悼
高松
松宮
宮宣
宣仁
仁親
親王
王殿
殿下
下
︽高

御逝去
天皇陛下の御弟宮にあらせら
れる高松宮宣仁親王殿下が︑去
る二月三日御逝去あそばされま

す︒

Ｉ

１Ｐ卸︲︲ｌ

︲・粕︑４Ｆ岬恥一も字ｈ咽創ＪＲ回評坤計ｏｆ昌弘も粉沢匙吠晃十ＲＩＪ川や

社団法人日本弘道会

昭和六十二年二月

し鴨抄口酬０︒︑ｏｏｑｐＬＬ︲

より出づ︒慎めば過チ少なく恥辱なく

○大勇にして無私の人聖慮を

旗立てる承っ心にぞ池む

むを第一の務とす︒言多ければ口の過

大任負はす神慮なりしか

○大難に奇しくもいのちとどめしは

あふぎて国を救いたるはや

ゑこころ

禍なし︒故に人の身の慎ミは︒口を慎

言ふくからず︒殊に人を謡るは莫大の

多く︒人に悪まれ禍起る︒慎みて多く

の敗戦歴然となりし時︑聖慮により首

をとりとめ︑その後昭和二十年︑日本

瀕死の重傷を負ひたるも奇蹟的に一命

一年︑二・二六事件起り襲撃を受け︑

鈴木貫太郎大将侍従長たりし昭和十

ｌ◇Ｉｌ◇ｌ

もとほりをれぱ法師蝉鳴く

○大勇院墓所に詣でて去りがてに

ず﹄と︒記されております︒

しる

悪事なり︒戒めて人の非をいふべから
あした

これこそは朝に夕べに拳々服暦すべ
き言葉かと思惟いたす次第であります︒
︵特別会員︶

に加はり︑関宿の鈴木貫太郎記念館を
見学︑墓所に詣づ︒七首︒

相拝命︑終戦を断行︑日本の破滅を救

右の短歌と寸言は︑加瀬頚二郎氏

ひたるは天佑神助といふくし︒

へ参加した折に詠まれた七首︵短歌

が︑昨年実施された本会の研修旅行

一年十月二十五日発行・淵の会Ｉに

同人誌﹃淵﹄第四十七号・昭和六十

承諾を得て掲載させていただいたも

収載︶のうちの四首を︑ご本人のご

のであります︒
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した︒謹んで哀悼の意を表しま

ｂ

千代田区加瀬頚二郎

：

九月十九日︑日本弘道会の研修旅行

I

○関宿の町に入りきて日の丸の

一

一

ｰ

〜

世田谷区岩崎晶
生ろこ

、
一

下
一

会員の皆様にはお元気で新年をお迎
籾︑元旦に惟うこと上ては︑昨秋本

えのこと上弦にお慶び申し上げます︒

た﹁会祖西村茂樹翁の著︑小学帽身

会百十周年に当りまして復刻されまし
訓﹂中︑二四頁所載の一文であります︒

即ち日く﹃一言妄に発すれば馴馬も追
上難し︒善きことも悪きことも︒皆口

』.■二

会員名簿︵６︶

氏名一職業一住
○東京都⁝⁝︵昭和舵．１．８現在︶

向野達児
東京都大田区中馬込二

東京都中央区勝どき五 三 一○
五○四
東京都新宿区大久保三 一○ 一
一三○二
東京都大田区南馬込一 一九ｌ八

東京都世田谷区野沢三

東京都世田谷区粕谷一

四

一八 六

横山寿

東京都目黒区鷹番一

東京都世田谷区宮坂一

大野善広

東京都世田谷区松原六

東京都大田区南馬込四

一七

四一

一

九

六

橋本正智

一八

三浦勝吉

砂金俊夫

東京都目黒区三田一 一二
山佐三田ハイツ五○三号

四○ 二

臼井省三

察霜置雲木二

東京都世田谷区成城二

遠藤貞子

東京都目黒区洗足二−四Ｉ八

山口新三

一六ｌ一

岡山信次郎

東京都目黒区駒場四

七 六

七

小原正義

一一

東京都世田谷区代田一

一五

四二

九

一

四

中島英輔

士屋好重

竹俣高敏

三

二二

三

四一

一九

二

二○ｌ一

二一

一九ｌ

二四

東京都目黒区上目黒三

一四

東京都目黒区柿ノ木坂二

一一

東京都目黒区柿ノ木坂二

一一一

東京都目黒区目黒本町二

八

東京都目黒区上目黒三

東京都目黒区東山三 一九Ｉ三
目黒荘一 二四
東京都目黒区自由ヶ丘三 五ｌ一

三

四四

一八

三四 五

七

河野幸枝

東京都世田谷区桜上水三

三四

一五

清水美彦

二

東京都世田谷区砧三

七

三

九

波多 野 鈎 一

東京都世田谷区赤堤四

一六

一

山本真之助

一︑○一二

水田武

所一一氏名一職業一︲住

河野 清

東京都大田区田園調布四

徳重真光

鳥羽貞三

東京都大田区東矢口三

浜田頼三

東京都世田谷区給田二

一六

羽鳥とし子

和田平太郎

浜野進

東京都世田谷区下馬五

高橋吉隆

平野弘道

東京都世田谷区成城五
○

一二

一

一一一

藤瀬英二郎

東京都世田谷区奥沢七

一六

樋口俊雄

古川清彦

東京都世田谷区奥沢五
○

日を野恒次

本名進
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所

東京都杉並区善福寺二

三四

一

一ｌ一三

三Ｉ一三

東京都杉並区南荻窪四ｌ八

二

二ｌ

二四 二

東京都杉並区下高井戸三

一五

一四

四○

東京都杉並区阿佐ヶ谷南一 七

東京都杉並区下高井戸一

一四

九

一

二

東京都杉並区西荻南三

中沢三郎

東京都目黒区中根町二

七

一ハ

東京都杉並区善福寺二

三七

二四

一

一六Ｉ一

松本孝二

一七

三五

中条清也

八

五

東京都目黒区柿ノ木坂二

西川政一

村田 情
一○

三七

三五

二三

東京都目黒区平町二

東京都杉並区堀の内三

東京都杉並区荻窪二

安井泰治

野口宗光

東京都杉並区堀の内三

三

浅田隆夫
東京都杉並区清水一

花岡博

安瀬忠寿

一ハ

東京都杉並区松ノ木町三

東京都杉並区大宮一

東京都杉並区浜田山三

堀越松太郎

平井美代子

東京都杉並区阿佐ヶ谷南一
一○

四

東京都杉並区西荻北三
○

二二ｌ八

石川信彦
二三

松本正雄
一

松山淳子

福井透

猪瀬弁一郎
東京都杉並区上荻三

五

六

四二

大平善悟

三七

三一

丸山照雄

東京都杉並区松庵二

三間二郎

安武政敏

一四

二

一

一六

一六 三

二五

四四

東京都杉並区上井草一

四

東京都杉並区堀の内三

東京都杉並区和田三

横内大明

山崎吉彦
一

二七

一四

二

東京都杉並区荻窪三

八○一

東京都杉並区下高井戸五

東京都杉並区清水三

八

東京都杉並区本天沼二

尾崎広子
柏木輝夫
加藤茂男

上条 豊

東京都杉並区久我山四

二六

三

岸田研二

東京都杉並区清水一

一四

斎藤作之助

一三

二

七

二二

五

東京都中野区鷺宮四

四一

吉久寛太郎

東京都中野区鷺宮三

一

岡田吉三郎

一五

栗田充治

東京都杉並区成田東五

七

東京都杉並区上井草一

東京都杉並区梅里一

柴田 孝
小藤新一

六

佐藤弘毅

三

一六

四

高橋 亘

東京都杉並区善福寺三

二九

四

田中 辰 男

東京都杉並区本天沼二

央マンション八○五

田中 豊 吉

高浦四郎

東京都中野区鷺宮五 四 二
東京都中野区新井一 一 五中
五

東京都杉並区宮前三

一二

土肥泰彦

（53）

東京都中野区本町六

四六

四

一

一

五

一○

三一

高橋恭介
東京都中野区弥生町二

三田 三 郎

東京都中野区大和町一
○

七

五○

二一

七

中村和夫
米沢俊一

一ハ

東京都豊島区雑司ヶ谷一

五

東京都豊島区西池袋二

東京都中野区中野二

石川松太郎

木村健一

高木外夫

古富多寿男

東京都練馬区石神井台四
七○三号

一四

一○

二

一二

東京都練馬区富士見台町三

東京都練馬区桜台三

二六

谷岡功一

丸山幸治

東京都練馬区石神井台六

東京都練馬区向山四

Ｉ一二

宗像幸子

四ｌ一

室谷勇
山崎隆司

二

三六

五

四○

二Ｉ八

稲垣金三郎

広沢節三

阿部元章

藤井正夫

香積昭子

北之園期範

横田佐代次

東京都江戸川区北小岩五

東京都北区上十条町五

東京都北区栄町三五

東京都板橋区小豆沢二
塩沢荘

東京都板橋区大山東町七

三 五

八ｌ一

東京都板橋区南常磐台二 二 六
バールマンション三○一号

東京都練馬区東大泉町三五七

一一

東京都練馬区石神井台四 一一
四○三
東京都練馬区下石神井六 三五ｌ

東京都練馬区小竹町一

一五ｌ一

大賀寛二

横内克彦

東京都練馬区中村一

二

献京都江戸川区臨海町一
西葛西住宅五 五○五

東京都豊島区巣鴨一 一 一○
東京都豊島区上池袋一 二一 一
巣鴨学園

小川 徳 松

東京都練馬区中村北一

二

岡本親宣

東京都江戸川区東小岩五七六

堀内 政 三

奥村恵一郎

東京都練馬区貫井四

七三八

小林勝衛

岡本正治

東京都練馬区東大泉五

一一

七

二○

東京都練馬区中村一

奥村貞子

東京都練馬区関町四

四七

佐々木省吉

東京都豊島区南長崎六

加藤治夫

東京都練馬区桜台二

手塚教子

渡辺芳子

倉持誠一

東京都練馬区東大泉町三五一

七

宮川喜幸

一一

東京都江戸川区鹿骨四

一一一一

一

四○ 二

一三

二四五

東京都江戸川区西小岩五 二

ｌ一

東京都江戸川区東小松川四

東京都江戸川区東小岩六 三三
一二秀和レジデンス五○四

四

二

小出廉二

八

一四

四

笹崎正市

東京都練馬区谷原町六

七

遠藤 尚

塩沢光利

東京都練馬区南大泉二

一五

谷井徳光
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喜読正信

神奈川県横浜市戸塚区桂町一九○

二七
一六

四

一五

二二

一五

二四

六

東京都狛江市和泉三

東京都葛飾区青戸七

東京都狛江市東野三

木名瀬敏雄

中根一夫

石渡 直 吉

九

東京都調布市上石原一

三五ｌ一

一二

飯吉亮一

一︑○一六

渡辺憲一

七

七

一三

東京都江東区深川一
五一五号
二○

池田太郎

一五

東京都調布市国領町五

四

東京都調布市西つつじケ丘四 四
七 一○
東京都調布市深大寺東町四 二一
ｌ一三
東京都調布市西つつじヶ丘一 五

池西一夫
木村武夫
佐野茂子

一○
一五

久武雅夫

七

東京都江東区森下四 一六 六
東京都足立区東綾瀬二 七 二

一︑三一三号

東京都江東区北砂町五

東京都江東区平野二

高田賢治郎
十重田益代
三日市基佑
三○二号

一

一六

東京都墨田区東駒形一

四

小林栄一郎

伊藤賢治

東京都台東区柳橋一
五○二号

湯川忠夫

東京都台東区谷中五

四

七

一二 一

四○

東京都調布市深大寺東町三 二九
一五
東京都調布市西つつじヶ丘二 七
一八

三三

東京都調布市国領町七

東京都小金井市中町三
九

渡部武
秋山正三

東京都小金井市前原三

九

八ひ

東京都台東区根岸二

一四

高橋元雄

四

一

東京都小金井市貫井北町五
四三

三○

長戸元三郎

東京都小金井市本町五

一七

橋本英一

東京都三鷹市深大寺三︑八○一

九

石川情夫

三

東京都三膳市深大寺三︑九一四

一○

七五

二八

二七 五

東京都小金井市中町一四

一ハ

一

鶴見憲

一○ｌ八

ばり荘
東京都台東区三ノ輪二

東京都台東区根岸四

東京都武蔵野市吉祥寺東町三
九 五
東京都武蔵野市吉祥寺北町一
二ｌ八

三

七

東京都三膳市上連雀六

東京都武蔵野市吉祥寺北町四 一
二七 二○九号
東京都武蔵野市吉祥寺北町三 五

八イトピア四二号

東京都武蔵野市桜堤一
三

工藤裕
東京都武蔵野市吉祥寺本町四
九

柳田梅

七

東京都三鷹市井の頭一
一

讃岐和家
三三

東京都狛江市和泉二︑六六三
七

東京都狛江市東和泉一
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内田 正 二

雄郎正雄

大川芳雄
小沢民三郎

吉岡信
吉田得太郎
尾賀虎之助

小林 宏
塩田弘一

重 一 正

坂口 侃
鈴有渡夜
木地辺久

上野明義

吉田幸治
東京都小平市鈴木町一

東京都小平市仲町二七日の出荘

東京都三鷹市大沢町一︑四二二

石井重光

藤田忠

越田慶助

前島健男

景山正三

東京都町田市玉川学園五

東京都町田市能ヶ谷町一︑四二

東京都府中市浅間町四

東京都府中市是政六

東京都国分寺市本多四

東京都国分寺市戸倉三

二七

五

二九

一八

二八 三

渡辺与五郎

泉実
陳輔郵顎久留米市学園町二

上憲治
石橋義弘
伊藤幸七郎

久田竜二

遠藤勝
高田賢
谷川慶吾

一ハ

東京都多摩市桜ヶ丘三

東京都多摩市桜ヶ丘一

東京都多摩市永山三

○五

東京都保谷市本町一

五

東京都田無市谷戸三

五

九

二一八

四

一○

三八 三

三 二

二一 五

二

九二

二七

一

一八 三

九

東京都東大和市湖畔一

六ｌ一

東京都武蔵村山市三シ藤一

二九

東京都保谷市ひばりヶ丘四

東京都保谷市下保谷三

八

東京都八王子市鹿島八

八

東京都町田市本町田一︑七四二ｌ

五

二九 三

東京都小平市小川町一 一︑一○
四 一八四
東京都小平市上水新町一︑三二六

中沢英三

東京都町田市小野路二︑八八九

四四三

佐藤 隆

一五

永井武

情塚十三郎

三
一七

亀谷弘
太田哲
浅井義勝

○

九

東京都町田市中町一

武田武雄

五

持塵正次

一ハ

東京都東久留米市滝山二
三○三号
東京都東久留米市幸町三

三一
五五

九ｌ

一七１

三
二三

吉原須美子

一三

田中 万 吉

三一

蕊奉都東久留米市小山町二 五Ｉ
東京都東久留米市小山五 九Ｉ一
四○一

東京都国立市富士見台一

東京都日野市多摩平三

東京都国立市東一 一二 二
東京都昭島市宮沢町昭和住宅二
二○四
東京都日野市平山二 九 七
一ハ

東京都日野市豊田一

東京都福生市武蔵野台二

五六

筋京都東村山市富士見町四
東京都立川市柏町三
八

東京都国分寺市東恋窪二
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久田勝清
山内金造
斎藤和子
河原一郎

佐薙毅
高安規玖次

藤田博
丸山茂彦
中野泰雄
秋草かつえ

上山 定 治
岡本 和 彦
心4
A

ダ

冥福を心からお祈りいたします︒と

しまれた故高松宮宣仁親王殿下の御

鯵庶民派の宮様として︑広く国民に親

の世に生きた会祖の人間的な側面を

また︑当時の社会的な背景や︑激動

翁の息づかいが間近に感ぜられます︒

記をめくるごとに︑偉大なる会祖泊

と聞いております︒展示室にある日

道﹄への登場は初めてのことである

鰯民主的な道徳が定着しつつある現今

ます︒

おります︒大方のご活用を期待してい

の間隙を埋めるに充分な内容をもって

代道徳の規範たり得るものであり︑そ

鯵﹃小畢惰身訓﹄﹃讃書次第﹄は︑現

編集後記

た御労苦の数々︒また︑戦後の新し

くに︑戦前から戦中にかけて味われ

ですが︑変転していく世相を分析し

伝統的な道徳を併せ考えていこうと︑

ながら︑いまなお生き続ける日本の

次号には︑﹁現代道徳と伝統﹂とい

まいります︒

んと会を結ぶかけ橋です︒﹃弘道﹄

鯵﹁ことばの広場﹂欄は︑会員の皆さ

になりました︒ご期待下さい︒

うテーマを設定し︑特集を組むこと

窺い知ることができそうな気がして

に対するご意見︑皆さま方の近況︑

い天皇制下における〃開かれた皇室″

な御役目を果された宮様の知られざ

随想︑雑感等を是非お寄せ下さい︒

の実現に向って︑皇弟としての大切
るその御事績は︑枚挙に遅がないほ

なお︑﹁歌壇﹂﹁俳壇﹂とも︑なお一

鯵各支会の活動状況等を是非知りたい︒

昭和六十二年二月去日発行年会費一︑五○○円

昭和六十二年二月十日印刷実価二五○円

編集人片山清一
発
行人鈴木勲

東京都千代田区神田神保町三ノー○

東京都千代田区西神田三︲一︲六

印刷所共立社印刷所

発行所鮒畑日本弘道会

四三一七

電話○三︵二六二○○○九番

振替口座東京四

郵便番号一○一
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どであると伺っております︒

なお︑本会の鈴木勲会長は︑御逝

層充実していきたいと考えておりま

というご希望が相次いでいます︒支

時ご紹介していく予定であります︒

︵藤下︶

去の当夜︑高輪の高松宮邸に参上し︑

す︒多くの方だのご投稿をお待ちし

深く弔意を表されました︒

鯵本号には︑八名の方々から玉稿を頂
だしい最中のご執筆ではなかったか

会は︑我が弘道会躍進のペースとも

ております︒

と存じます︒おかげさまで︑年頭を

戴いたしました︒年末・年始の慌た

飾るに相応しい内容を備えた会誌と
鯵表紙裏に︑古川哲史先生のご校閲を

します︒

各支会の方左のご協力をお願いいた

なるべき重要な存在です︒今後︑随

いただいて︑﹃泊翁日記﹄の一部を

なりました︒多謝︒

ご紹介することができました︒﹃弘

−

文学 博 士

哲史著

︵本会理事︶

ヅ︒︑
ノ

記録︒

レイル・・ハスによる鉄道旅行で歩きまわった珍らしい

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

東大名誉教授Ａ５判一八四ページ定価一︑二○○円

I
︑

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

Ｂ５判定価二︑○○○円

佐倉藩士西村茂樹が明治九年三月に﹁日本弘道会﹂
の前身である﹁東京修身学社﹂を興してから︑百十年
になる︒本書はこれを記念して発行されたもので︑会
の沿革︑会祖西村茂樹等について写真を中心にして編
集されている︒

西村茂樹は︑明治政府高官として︑明治天皇の侍講︑
文部大書記官︑華族女学校長︑宮中顧問官︑貴族院議

員等を歴任した他︑﹁明六社﹂同人︑東京学士院会員
等として幅広い活動をした人物である︒
晩年︑﹁弘道会﹂の推進に情熱を注いだ様子は︑本
書に収録の日記や書簡等がよくそれを伝えている︒

！

一

ル・・ハスの旅職綿灘淫唾梗篭無味溌瀦蔀
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本弘道会二○年﹄

説
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東大新報出版部

社団法人日本弘道会

古
川

ソ ロ

︿東大新報に﹁旅の思い出﹂として連載﹀
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︵昭 和 六 十 一 年 十 一 月 ︵ 社 ︶ 日 本 弘 道 会 編 ︶
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