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社団法人日本弘道会創立120周年記念式典平成8年11月9日（土）於ホテルグランドパレス

I

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守
ること

︵昭五一︒一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶
世界の形勢を察すること︑国家〃
人類の将来をおもんぱかること

政治の道義性を高揚すること︑

経済の倫理性を強調すること

自然の美と恩沢を尊重するこ
と︑資源の保存と開発を図るこ
と

教育の適正を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

報道言論の公正を求めること︑

社会悪に対し世論を高めること

茂樹先生は︑明治六年森有

日本弘道会の会祖・西村

会祖西村茂樹先生小伝

無い禅肉寄甥

礼・福沢諭吉・西周・加藤

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

弘之・中村正直らと相図り

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

道徳の確立を訴えました︒

会の風潮と政治の在り方を厳しく批判し︑日本

て︑当時︑西欧の模倣と追随に終始していた社

ます︒明治十九年には﹃日本道徳論﹄を公にし

た︒これが現在の﹁日本弘道会﹂の前身であり

化団体として︑﹁東京惰身学社﹂を創設しまし

し︑国家社会の基礎を強固にするための道徳教

明治九年三月には︑国民の道義向上を目指

動を精力的に展開しました︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

◇隙︲臨騨閏弾詳寺ｑ︑

態11開織灘

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

r1，

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

、 ユ ノ
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開式の辞

受賞者代表謝辞

第九八五号︵平成八年十一

会生平幸立

十二月号︶

・⁝・鈴木勲
．⁝・小杉隆

安嶋禰

松平直書
飯塚一雄

堀田正久
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平成八年十一月九日︵土︶

社団法人日本弘道会創立百二十周年記念式典

式辞

会長鈴木勲

れましたが︑同時にこれを推進する道徳学会の意義と目標を示され︑さらに﹁日本弘道会要領﹂を作成して︑本会
の進むべき道を具体的に明示されたのであります︒

西村先生は︑明治三十五年︑七十五歳をもって長逝されましたが︑先生の理想は︑先生を敬慕する優れた先人に

（4）

本会は︑会祖西村茂樹先生が明治九年数名の同志とともに東京惰身学社を結成してより︑明治十七年日本講道会

と改称︑さらに明治二十年︑道を講究することから進んで道を弘むることを目指して今日の日本弘道会の名称に改
めて︑本年は通算して百二十年を迎えることになりました︒

この記念すべき年に当り︑多数の御来賓をお迎えし︑全国各地から会員各位の御参会を得て︑本会創立百二十周
年記念式典を挙行できますことは︑まことに欣快に堪えないところであります︒

西村先生が明治初頭︑独力をもって︑東京術身学社を典されたのは︑開智に侃して道徳を軽視する当時の社会的

風潮を憂え︑﹁先自ラ其身ヲ惰メ兼テ人二及ポサン﹂ことを主義とされたものであり︑これが本会の原点でありま
0

先生は︑十年後の代表的論文﹁日本道徳論﹂において︑国民道徳の学問的基礎を明らかにし︑道義立国を提唱さ

す

■

よって受け継がれ︑百二十年の風雪に耐えて︑今日に至っているのであります︒この間︑大正三年には社団法人と

しての機構を整え︑戦中戦後の困難を切り抜け︑創立百年には︑第七代会長野口明先生による定款および要領の全

面改訂︑創立百十年には︑第八代会長西村幸二郎先生による日本弘道会ビルの建設という︑偉業が行われました︒

今日︑我左はその恩恵に浴しているのであります︒この粒々辛苦の跡は︑今回完成した﹃日本弘道会百十年史﹄に

詳さに記されているところであり︑改めて先人の霊に深い敬意と感謝を捧げるものであります︒

私どもは︑この遣産の上に︑この十年間︑西村精神の講究︑会誌の充実︑会員の拡充に努め︑待望の﹃日本弘道

会百十年史﹄を十年かけて完成することができました︒さらに︑地方会員の努力により︑八千代︑干潟町︑安房︑

島根︑茨城︑木更津の各支会が相次いで創立又は再建され︑支会活動が一段と活発になりましたことは︑﹁本会の

拡張は即ち国民道徳の拡張なり﹂と述べられた会祖の遺訓にいささか応えるものと信じます︒

本会は︑本日の式典において︑支会をはじめ永年会員︑功労者を表彰してその労にお報いするとともに︑本会創

立の精神を偲び︑﹃日本弘道会百十年史﹄の普及を通じて︑我が国最古の道義団体としての歴史と伝統を内外に明
らかにし︑本会の存在を世に問うこととしております︒

しかしながら︑﹁道義の振興は会員の奮起に待つ﹂との会祖の遺訓を思う時︑今日の政治︑社会の状況に照らし︑

道義立国の会祖の精神が指導性を発揮しているや否やと自省し︑自らの微力を塊ずる次第であります︒

我々は︑﹁徒らに尚古に堕するは本会の道にあらず﹂との野口先生のきびしい警しめを念頭におきつつ︑﹁君子万

人の時代﹂をめざし︑常に新鮮な視点をもって︑内外の現実を洞察し︑新たな世紀における道徳の在り方を求めて︑
渥身の努力を傾けるべく︑決意を新たにするものであります︒

ここに︑このめでたき百二十年を会員各位とともに︑よろこびを頒ち会い︑団結を強め︑友好団体と手を携えて︑
相共に前進すべく︑一層の御協力を祈念して︑式辞といたします︒

〃
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祝辞

文部大臣小杉
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本日ここに︑ 社団法人日本弘道会創立百二十周年記念式典が開催されるに当たり︑一言お祝いの言葉を申し上げ
ます︒

日本弘道会は︑明治九年西村茂樹博士により︑国民道徳の振興と道義国家の建設を念願して創立されて以来︑道

徳研究会や講演会の開催︑雑誌﹃弘道﹄の発行等の活動を通じ︑一貫して道義理念の探求とその実践︑普及に努め
てこられました︒

今日︑百二十周年を迎えられましたことは誠に御同慶に堪えないところであり︑これまでの諸先達各会 員の皆様
の︑ここに至るまでの御尽力と御業績に深く敬意を表するものであります︒

明治以来我が国は︑近代化︑工業化を進め︑今や欧米諸国と並ぶ物質的繁栄を築いております︒

おける道義
しかしながら一方で︑近年における経済社会の著しい変化や人々の価値観の多様化等に伴い︑社会にお

の課
課題
題に
に直面
観︑
︑道
道徳観の欠如が強く指摘されるに至っております︒教育界におきましても多くの
面し
しており︑
や倫理観

を挙
挙げ
げて
て取
取り
り組
組ん
んでいると
部省
省と
とし
してて
文部
もも
︑︑健やかで心豊かな子どもたちの育成を目指し︑教育改革の推進に全力を
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ころであります０

このようなとぎに︑道義立国を掲げ︑道義の重要性を訴えその実践普及に努めてこられた日本弘道会が︑百二十

周年を迎え︑その事業のますますの発展を期しておられることは︑誠に心強いことであります︒

貴会のこれまでの活動に敬意を表し︑心から感謝申し上げますとともに︑今後とも︑我が国の道徳振興のため一
層の貢献をいただきますことを︑この機会にお願い申し上げる次第です︒

終わりに︑本日の記念すべき式典の開催に至る関係各位の御尽力に︑深く敬意を表するとともに︑社団法人日本

弘道会のますますの御発展を祈念し︑関係各位の御尽力に︑深く敬意を表するとともに︑社団法人日本弘道会のま
すますの御発展を祈念し︑お祝いの言葉といたします︒

平成八年十一月九日
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｜
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祝辞

財団法人修養団理事長安

べきものの対立があったのでありまして︑それが件の修正問題として現われたということができます︒なおここで

た︑こうした文脈の中において見ると︑符節が合います︒つまり当時は︑いわば﹁王道派﹂と﹁覇道派﹂ともいう

てようやく結着を見たのでありますが︑伊藤博文が﹁日本道徳論﹂の修正を求めたことも︑﹁教育談﹂論争を含め

教育における徳育の問題は︑明治五年の学制頒布以来の大問題でありまして︑明治二十三年教育勅語が下賜され

︵この二つの文書の内容は︑きわめて高レヴェルの︑また激しい議論でありますが︑ここでは割愛してふれません︶︒

﹁教育議﹂︵実際は井上毅が書いたといわれております︶を︑侍補の元田永手が﹁教育議附議という文書で批判致しました

ることができませんでした︒御存じの方もあると思いますが︑明治十二年九月︑伊藤博文が明治天皇に奉呈した

私はこの度︑西村翁の﹁日本道徳論﹂に関する吉田熊次氏の解説を読桑︑﹁道徳論﹂が伊藤博文から︑新政を誹誇
し︑政局の進路を妨害するものとして︑修正を迫られたことを知りました︒そして︑﹁やはり﹂という感慨を禁ず

︻政治と道徳︼

の一端にふれて承たいと思います︒

であります︒こう申し上げれば︑私の祝辞は終わったも同様でありますが︑この機会に西村茂樹翁をめぐる明治史

し上げますとともに︑会を支えてこられた物故会員その他多くの方々の御苦心︑御苦労に心から敬意を表するもの

日本弘道会の本日の祝典に当たり︑その百二十年の歴史と御功績に対して︑心からお祝い申し上げ︑かつ感謝申

澗

私見を申し述べれば︑当時の緊迫した情勢のもとにおいては︑文明開化︑殖産興業︑富国強兵を重視するという﹁覇
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鴫

道派﹂の主張も︑一概に否定することはできないと思います︒ちな承に︑王道派︑覇道派というのは︑私が仮につ

けた理念型︵イデァル・ティー・フろでありますが︑これは西村翁の﹁忠臣﹂と﹁功臣﹂の区別に対応するものともい

えます︒あるいはまた久坂玄端のいう﹁忠義﹂と﹁功業﹂の別にも対比できるかと思います︒

さて︑明治においては︑薩︵黒田︑松方︶︑長︵伊藤︑山県︶と士︵板垣︶︑肥︵大隈︶の対立が顕著でありました︒これ

に対して︑第三のグループともいうべきものがあり︑そこで旧幕臣が重きをなしていた事実は注目すべきことと思

います︒幕府は︑維新前は正当の政府でありましたから︑様灸の形で多くの人材をかかえておりました︒すなわち︑

加
藤弘
弘之
之︑︑
加藤
津津
田田仙︑津田員道︑栗本鋤雲︑外山正一ら︶のことはさて措きますが︑昌平髪には︑佐藤一斎︑松崎嫌堂︑安

当時の責任者は別に致しましても︑幕末の昌平髪や開成所には少なからぬ人材がいたのであります︒開成所茜周︑

積
艮斎
斎︑
︑安
安井
井貢息軒︑大槻盤渓︑中村正直らがおりました︒西村翁も旧幕臣として︑昌平髪の︑この学統に連なる方
積艮

西村翁と精神的に近い人物として肥後の元田永手があります︒元田は大久保利通によって登用されたのでありま

でありました︒

すが︑侍補︑侍講として明治天皇の御信任が厚く︑隠然たる勢力を持っておりました︒伊藤博文は︑こうした状況

を宮中府中の別を乱るものとして嫌悪致しました︒西村翁や元田は︑思想的にも政治にも伊藤とは相容れなかった
いうものは難しいものであります︒

のであります︒もっとも︑西村翁と元田との交りがどうようなものであったかはよく分かりません︒人の交わりと

一方︑薩長土肥の出身であっても主流派には属せず︑別の道を歩んだ人灸がありました︒薩摩の吉井友実︑海江

田信義︑長州の三浦梧模︑鳥尾小弥太︑土佐の佐之木高行︑谷干城︑土方久元︑肥前の副島種臣らがこれであります︒

この人灸と元田や西村翁らの第三のグループとが同調して︑先に述べた﹁王道派﹂ともいうべき勢力を形成した

体制家﹂に区分されるのでありましょう︵﹁弘道﹂九一西号︑古川哲史﹁反体制家としての西村泊翁﹂︶︒ちな承に元田は︑

と見ることができます︒こうした脈絡から見ると西村翁は︑古川哲史氏のいわれるように︑明治政府に対する﹁反

谷干城を推しているのであります︒また︑西村翁が華族女学校長の地位を去らせられたのも︑下田歌子が伊藤博文

森有礼にはきわめて批判的でありました︒第一次伊藤内閣の文部大臣は森でありますが︑元田はこれに反対して︑
に働きかけた結果ともいわれております︵古川︑前掲︶︒
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︻戊申詔書と現代︼

西村翁が逝去された後になりますが︑明治四十一年には戊申詔書が下されて︑﹁華ヲ去り責二就キ荒怠相誠メ自一

彊息マサルヘシ﹂と諭されました︒私が現在関係しております修養団は︑この二年前の明治三十九年の創立であり一

ますから︑発足の時期からいうと日本弘道会のいわば弟分に当たります︒また︑修養団の創立者の蓮沼門三は︑農一

家の出身であり︑師範学校出でありますから︑同じく道徳運動を進めるにしましても︑士族で昌平書に学んだ西村一
翁の場合とは色合いを異にしております︒
この頃内務省︵地方局︶は︑﹁地方改良運動﹂なるものを強力に推進しておりました︵註明治四十一年第二次桂内閣一

の当時︑内務大臣平田東助︑次官一木喜徳郎︑地方局長床次竹二郎︑神社局長水野錬太郎︑府県課長井上友一︑市町村課長中川望︑一

地方局嘱託留岡幸助︑静岡県安倍郡長田津義鋪︶ｏその頃の経済は農業が中心でありますから︑内務省の指導方針も二宮一
１０：竜仁勺１１つソ﹄し星︲宅１１︾

ん仙叱二万多Ｆ病ト詞Ｕ︲試刊バェ輝毒ユ″的１ノＬ１別斗冒Ｌ１宇勾肪臥ロ応庁．眠皿州︶ｉこみ鐙１別１列Ｕ・︼１Ｊ苑曜Ｒｆ：てこ︑０１ユ〃がわ紬肱迫匂１〃化に壷翠一一

尊徳の報徳主義が中心でありました︒そして修養団の運動などもこれに呼応するものでありました︒従って︑修養一
一当匡﹃全紙凹飼Ｕ︲半率Ｔ全紙凹勺一二一一ヨ証︑ザハにｉ川口︾１Ｊ列

団も︑また一般の青年団も︑当時は文部省と内務省の共管でありました︒一方︑日本弘道会は文部省の所管であり一
ましたから︑この点においても︑日本弘道会と修養団は︑行き方を異にしております︒
一よ殖呪一﹂牝にⅧ糾職剛帥Ⅷ川棚雌脚柵州枇馴州対が梢卿伽剛鋤Ⅷ賊吋紗刑州伽棚礎伽柵細説州峨陥峨恥純仙峨剛札一

一ます︒すなわち︑かつては日露戦争の勝利に酔い︑今は経済の豊かさに酔い痴れているのであります︒また︑二十一

一一世紀における︑日本をめぐる世界の情勢にも決して楽観できないものがあります︒西村翁のいわれるように︑立一

一国の基本は道徳の高進以外にはないのでありますから︑こうした状況にかんがゑるとき︑改めて﹁日本道徳論﹂の一
一示すところを確認することが緊要と存ぜられます︒先般の総選挙におきましても︑こうした問題にふれた候補者は一

一なかったようであります︒また︑文部省が昭和四十一年に﹁期待される人間像﹂を公にして以来︑三十年もの年月一

．︾

一が経過しております︒従いまして︑日本弘道会をはじめ道徳教育を目指す諸団体は︑手法等に多少の違いはありま一
一しても︑互いに協力して今日の問題を克服するよう努力しなければならないと思います︒

一終りに日本弘道会の一層の御発展と会員の皆様の御健勝をお祈りして祝辞と致します︒

やｂ■︒︑§︑︑ｂ■皿︑３︑︑ｌｑ︑辱§︑ｂ■い︑︑︑︑︑首■■︑§︑︑ｂ一■ｑ︑︑︑§ｂ■ｑ§︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■弓︑︑︑︑︑ｂ■可︑︑︑︑︑ｌｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂｌ︑財︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑§■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑︒■ｑ︑ｑ︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑§■■︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■！﹄
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一

日本弘道会創立百一一十周年記念式典報告

つ

北は北海道︑秋田︑

確毒西は島根︑佐賀と全
行立国各地から参列され
筆蓉た百数十名に及ぶ来

詞桂賓︑会員が一堂に会

kllノ

記念式典

篭

卿邸して︑記念式典が厳

第﹂にしたがって挙

華錘粛裡に下記﹁式典次

前日までの天気予報では︑雨とのことであったが︑くも

行された︒

く︑晴れ晴れとした笑顔の参会者が受付に列をなす︒

り空ながらも雨の心配はなく︑開場の十時には足どりも軽

受付は︑来賓︒ご遺族︑受賞者︑本会評議員・特別会員・

の対応に万全を期すこととした︒受付けは芳名簿を備付け︑

支会関係者︑一般の四つの受付を設け︑それぞれの参会者

ご参会の方々にご署名をお願いした︒会員の一稀乗りは︑

福島市からはるばるご参会の永年会員の長谷川寿郎氏で︑

／ 司 勺 ､

平成八年十一月九日︵土︶︑社団法人日本弘道会創立百二

式典会場となった九段下のホテル・グラ

十周年記念式典が︑千代田区飯田橋のホテル・グランド・︿
レスにおいて︑開催された︒

鍵蕊鑑識

ンドパレス

それから続々と参会者がつめかけ四か所に分散した受付も
大忙しのいつときが暫く続いた︒

本日の晴れの受賞者をはじめ︑本会役員や評議員︑特別

会員も早々と見えられ︑式典の始まる十一時前には︑主賓
の井上孝美文部事務次官︑佐藤禎一大臣官房長︑草原克豪
式典は定刻の十一時︑本会監事の生平幸立氏の司会によ

生涯学習局長︑修養団安嶋禰理事長もご到着になった︒

まず︑本会理事松平直書氏より次のような︵次ページ︶

って︑厳かに開かれた︒

黙祷

、

一

一

午前十一時ｌ午後一時十分

式辞社団法人日本弘道会会長鈴木勲
鯵熱診次姫井上孝毒

、

祝辞

、

、

感謝状贈呈

財団法人修養団理事長

安嶋禰殿

飯塚一雄殿

午後一時二十分Ｉ午後三時

一︑主催者挨拶

文部事務次官井上孝美殿

社団法人日本弘道会会長鈴木勲

演奏者上原まり殿

琵琶演奏﹁西村茂樹作詩歌﹂五題

開宴

記念祝宴︹二階・ダイヤモンドルーム祝宴会場︺

演題﹁科学と道徳﹂

講師福井謙一先生︵京都大学名誉教授︶

記念講演

﹁西村茂樹研究論文﹂入選者表彰
永井輝殿
閉式の辞社団法人日本弘道会理事 堀田正久

受賞者代表謝辞島根支会支会長

、 、 、 、

一︑清興

一 一 q ▲ b ， ■ 一

一︑来賓祝辞

永年会員︵秋田県︶平沢四子男殿

住友商事株式会社常務取締役野村高史殿

玉川大学教授多田建次殿
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﹁開式の辞﹂が述べられた︒

国歌斉唱

開式の辞社団法人日本弘道会理事松平直書
、

記念式典︹二階・ダイヤモンドルーム式典会場︺

ホテル・グランド・︿レス

ところ千代田区飯田橋一

とき平成八年十一月九日︵士︶

鮒咽日本弘道会創立百二十周年記念式典次第

▲
一

一
一

一

乾杯／
社団法人日本弘道会理事杉浦昌也

社団法人日本弘道会理事富田朝彦

著しい変革を経験しながら︑百二十年間連綿として活

た道義振興の団体であります︒

倫理︑国際倫理等々︑問題は山積する一方であり︑道

しかしながら︑昨今は︑政治倫理︑企業倫理︑環境

す︒

興が時代の要請であったことの証左でもあると存じま

まちませんが︑同時に何時の時代においても道徳の振

先輩の努力と各方面のご支援の賜物であることは論を

動し続けることができましたことは︑もとより当会諸

爾来︑数度の戦争︑ならびに社会体制・世界情勢の

主催者謝辞

歓談
閉宴
開式の辞
日本弘道会理事松平直毒
只今から社団法人日本弘道会の創立百二十周年記念

の共生﹂ともに生き︑ともに生かすことを改めて問い

徳運動も一人だけが行いますのではなく︑﹁人と人と

式典を開会いたします︒

本日は︑主務官庁である文部省から井上事務次官︑

開会にあたり︑借越ながら私見を述べてご挨拶とい

直す時に来ているのではないかと思うのであります︒

佐藤大臣官房長︑草原生涯学習局長ほか関係部局の方
々のご来席を賜り︑またご来賓の方々︑当会全国支会

￥

会場の正面中央には︑﹁創立百二十周年記念式典﹂の横

史の偉人西村泊翁が︑

生︑文部省の佐藤大臣官房長その他の方々が椅羅星の如く

講師としてお招きしたノーベル化学賞受賞者の福井謙一先

井上文部事務次官︑安嶋修養団理事長︑本日の記念識波の

本弘道会会旗と目に鮮やかに映る︒また︑壇上左側には︑

同志と相画り︑明治

並ばれ︑対して右側には鈴木会長︑古川副会長ほか本会役

看板が高々と掲げられ︑その左には国旗︑そして右には日

九年︑東京修身学社

ご案内の通り︑当

の名のもとに結成し

会は我が国近代思想

す︒

厚く御礼申し上げま

たします︒

の皆様ご多用の中をこのようにご参集いただき︑記念

開式のご挨拶をされる松平
直毒理事

式典がにぎにぎしく執り行えますことを︑まずもって

蕊
函
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、 、 、

棚

一

一

一

壇上の左側に据えられた松の盆栽の象どりは︑スポット

員が並ぶ︒

記念式典会場となった2階のダイヤモンドルーム（中央は鈴木勲会長）

ライトに照り映えて如何にも弘道会に相応しい重厚な雰囲
司会者の合図によってまず﹁国歌斉唱﹂︑引続いて︑会

気を漂わせてくれる︒

染たま

祖西村茂樹先生をはじめ︑創立以来︑本会の発展にご尽力
された多くの物故会員のご冥福をお祈りして︑御霊に﹁黙

勲会長から格調高い式辞︵４頁参照︶が述べられ︑二十一世

紀に向けての固い決意と︑国民道徳の振興︑道義国家の建
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祷﹂を捧げる︒

来世紀に向けて固い決意を申述
べる鈴木勲会長

静寂なひとときが流れたあと︑式典の主催者である鈴木

き 蕊這Jい』蕊

次に︑本日の主要行事である功労者への感謝状贈呈式に
移る︒

として三十年以上在籍し︑弘道精神の普及に尽力された永

者に感銘新たなるものを与えた︒

設を目指す本会のあるべき姿︑進むべき道を示され︑参会

年会員への感謝状贈呈は︑大正十三年入会︑七十二年間在

まず︑始めに﹁個人の部﹂として︑伝統ある本会の会員
続いて︑文部大臣小杉隆殿の祝辞︵６頁参照︶を文部事務

籍しておられる東京都の石黒ミナ殿外六十名の方々へ︒代

表して秋田県の平沢四子男氏が感謝状を受け取られた︒

次官井上孝美殿が代読︒また︑財団法人修養団理事長安嶋

崎絹頁参照︶を頂戴する︒

次いで会員拡充に︑特にご尽力を頂いた会員拡充功労者

として︑飯塚一雄殿外七名の方左に感謝状と記念品が贈ら

が受けとられた︒続いて︑支会事務局責任者として︑事業

いずれの祝辞も本

の企画運営︑会費の徴収︑庶務会計等支会活動の推進にご

を務
辞事

硫都会が一貫して国民道
臣美徳の振興︑道義国家
誰崖の建設という理想を

尽力をいただいている方冷に感謝状と記念品が贈呈され︑

れ︑代表して岐阜県関市よりお出でになられた石原太紀氏

嘩誹追求して広範な活動

年のわが国道徳低下

の各位に感謝状と記念品が贈呈され︑代表して古川副会長

筆から編集の全般にわたり︑ご尽力をいただいた編集委員

んに当たり︑資料の調査︑分類︑整理をはじめ︑原稿の執

次に︑このほど完成した﹃日本弘道会百十年史﹄の編さ

干潟町支会の菅谷栄夫氏が代表して受けられた︒

の現状を憂いて本会

が受け取られた︒次いで永年にわたり事務局職員として︑

へのますますの尽力

表するとともに︑近

る永い道程に敬意を

彬却を展開して現在に至

の

団
養
修
る

本会の運営に貢献した川村千寿子︑藤下昌信の両氏に感謝

れ

渉華展のための激励であ

らを期待し︑今後の発

状と記念品が贈られ︑代表して川村千寿子氏が受けとられ
た︒

群躍ったＯ
辞嶋
祝安
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禰殿からも祝辞︵８

§鍵鍵

蕊

引き続いて﹁団体の部﹂に入り︑始めに︑本会躍進の基
盤を形成し︑永年にわたり本会が推進する事業に全面的な

近時︑日本社会は大きくひず象はじめ︑特に社会の

偲び︑わが身の至らざるを恥じております︒

創立百二十周年をとらえております︒この上さらに知

ておりますがゆえに︑私たちは粛然として日本弘道会

行合一︑会祖の説かれた道徳立国を目指しましてお互

上級的な階層に義憤やりかたないような事件が続出し

次に︑年間を通じて︑日本弘道会ビルの管理︑運営にご

長から各支会長に直接感謝状と金一封が直接手渡された︒

尽力をいただている住友商事株式会社東京ビル事業部と住

いに手を取り合って︑さらなる精進をいたしたいと存

ご協力をいただいている島根支会等九支会に対し︑鈴木会

り本会会誌﹃弘道﹄の発刊にご尽力いただいている株式会

商ビルマネージメント株式会社の二社に︑また永年にわた

引続いて︑百二十周年一記念事業の一環として公募した

たします︒どうもありがとうございました︒︵拍手︶

じておりますＯここにそのことを誓いまして謝辞とい

ここで︑受賞者を代表して島根支会長の飯塚一雄氏が次

社共立社印刷所に対し︑感謝状と記念品が贈呈された︒

認められた永井輝氏に

あきら

結果︑優秀論文として

対して︑鈴木会長から

表彰状と奨励金五十万

受賞された永井氏は︑

円が贈られた︒

千葉県立大原高等学校

長を定年退職され︑現

住まいの方である︒

在は北海道恵庭市にお
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﹁西村茂樹研究論文﹂入選者の表彰に
に入
入り
り︑
︑厳
厳しい審査の

ご丁重な賞賜を賜わり︑一同深く恐縮いたしておりま
ます︒

す︒受章者一同に替わりまして︑あつく御礼申し上げ
先刻来︑会長の式辞ならびにご来賓方の祝辞を拝聴

し︑改めて会祖西村茂樹翁の高迩なご見識ならびに
ご人格に傾倒し︑また歴代の先輩諸賢のご精進ぶりを

受賞者を代表して謝辞を申述べる飯塚一雄氏

のように道徳立国を目指してお互に手をとり合い︑さらな

島根支会長飯塚一雄

る精進を誓った力強い謝辞が述べられた︒

辞

本日の晴天にあたり︑ただいまは私たちそれぞれに

謝

会員拡充功労者（石原太郎氏）

永年会員（平沢￨ﾉH子男氏）
蕊蕊繊蕊灘識露霊蕊露蝿蕊蕊識︾

⁝繕

支会事務局責任者（菅谷栄夫氏）

百十年史編集委員（古川哲史氏）

各支会代表者へ感謝状を贈呈

事務局職員（川村千寿子氏）

出版関係功労者（春山宇平氏）

ビル管理功労者(Ill崎隆司氏）

§
＃

陰
弧鋤＃●鮒

rlワ、
、 ユ 0 ノ

︵敬称略︶

藤 四

感謝状贈呈者芳名

一︑永年会員

鈴木情
伊藤識

古田責狩野冨吉

藤崎岩夫川崎昭男

船橋卓

古川哲史渡辺薫

四︑百十年史編集委員

川村千寿子藤下昌信

五︑事務局職員

島根支会干潟町支会

六︑支会

茨城支会

安房支会有田支会

住友商事株式会社東京

七︑関係団体
ビル事業部

住商ビルマネージメント

戸辺好郎
菅谷栄夫

松戸正利

柴山斉

八千代支会

佐倉支会

望月兼次郎古垣光一

野田支会
平川支会
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石黒ミナ小菅峻道
菅谷敏夫高梨房子
菅谷幸司
武田恒三

藤肥正三

株式会社

株式会社共立社印刷所一
入選者

八︑﹁西村茂樹研究論文﹂︾

永井輝

以上のとおり式典は滞りなく進行し︑最後に堀田正久理

事より次のような閉式の辞が述べられた︒

西村研究論文入選者（永井輝氏）

田畑賢住林静
清水見晴飯田寅次郎

矢柴信雄志田峯三 栗 間 久
辻吉幸伊藤利雄 鈴木勲
堀直市正司祐一
上代光裕
寺鴫真一川谷定保 深川明
古田賃石川佐中 古瀬禦
岩崎晶

尾田幸雄米沢茂美

伊藤操山川徳助

青野虎二
山本哲生
内貴章雄

松政角節雄好善長員五一鷹子
蔵次助夫信三郎巌亮治一朗郎男男

大月武志黒川浩
吉田功

長谷川寿郎

山辺知行渡部文雄
金城幸信冨島宗雄
戸津正男新美忠之
川島春治林田武雄
二︑会員拡充功労者

飯塚一雄石原太紀
三枝英司松本幹彦
三︑支会事務局責任者

滝金山服吉半戸深吉相柏菅増越平
口子田部岡田辺川永津倉原田川沢

閉式の辞

オウム問題を抱えた現在の日本の道徳の混乱の状態を

明治二十年のころの日本の洋化︑鹿鳴館時代の状況と︑

うかこれを機会に弘道会の皆様方のご活躍を心からお

また活躍が非常に重大な時期にきているわけです︒ど

考えあわせますときに︑この日本弘道会の今後の使命
本日は︑盛大に百二十周年の記念式典が行われまし

だきます︒どうもありがとうございました︒︵拍手︶

願い申し上げまして︑今日の式典のお礼とさせていた

日本弘道会理事堀田正久

て︑まことにご同慶にたえません︒これはひとえに皆

雷の拍手のもとに整然と幕が下された︒

これをもって輝かしき﹁創立百二十周年記念式典﹂ は万

様方が日ごろ弘道会のためにご努力いただきました賜
物であると︑心から感謝申し上げる次第でございます︒
全員にお集まりいただきたかったところですけれども︑

今日は百数十名のご出席を得ました︒本来ならば会員

次に︑記念講演に

移る︒諦師は︑昭和

五十六年に文化勲賞

を受章︑ノーベル化

学賞を受賞された世

界的な科学者︑福井

国出張中のところを

謙一先生︒先生は外

この日のためにわざわざ帰国されてのご講演であった︒
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会場の都合で代表者の方々にお集まりいただいた次第
でございます︒皆様には大変ご多忙のなかを全貝ご出
席を賜わりまして︑かくも磯大に整然と百二十年の記
念式典が行われましたことを心からお礼を申し上げま
す︒

この際︑多方面においてご貢献賜わりました方々に︑

ただいま表彰の儀が行われましたけれども︑改めてあ
つく御礼を申し上げます︒なお︑この会の準備一切︑

演題は﹁科学と道徳﹂と題して講演されました︒今世紀の

鈴木会長をはじめ古川副会長︑また膝下事務局長︑こ
のご三方の三位一体となったチームワークの︑緊密な

科学技術の発達の結果︑科学と人間の関わりがより大きく

なってきたことを捉え︑道徳が社会生活の規範に深く関わ

とを厚く感謝申し上げる次第でございます︒

なお︑西村先生が﹁日本道徳論﹂を著せられました

る連繋のもとに︑このような盛大な儀式が行われたこ

閉式のご挨拶をされる堀田
正久理事

り︑科学と道徳の距離は縮まっていること︑科学者の目指

詩歌は最初に﹁名所秋風﹂︑続いて﹁閑居の嵐﹂﹁大宰府

曲による琵琶演奏でお楽し桑頂いた︒

であると喝破された︒結びには科学技術社会における家庭

上原まりさんは︑宝塚の大スターとして活躍し︑大ヒッ

の菅廟に詣でて﹂﹁自修詩二首﹂﹁絶筆二首﹂の五題である︒

す最高善は︑地球の遺産の保全と人類の持続的な生き残り
と学校の役割りについて述べられ︑聴講者は深い感銘を受

の名演は宝塚史上に残るものである︒しかし︑筑前琵琶の

ト作﹁ベルサイユのバラ﹂のマリー・アントワネット役で

記念講演講演の後︑参会者全員が鈴木会長︑福井先生︑

の後の活躍ぶりもまた目覚ましく︑ステージ︑ＴＶを中心

名門︑柴田家継承の道を選び︑琵琶演奏の活動を続け︑そ

けた︒︵誰演内容は瓢ｌ盤頁参照︶

記念講演の部を終了した︒

井上文部事務次官を中心に記念写真を撮影して︑記念式典︑

に演奏活動を通じて全国に展開しておられる︒

！︑︑侭︑Ｉ︑︑︑︑︑Ｉ︑︑︑︑︑Ｉ︑︑︑︑︑Ｉ︑︑︑︑︑Ｉ︑︑︑︑︑ｌ︑︑︑︑︑Ｉ︑︑︑︑︑ｌ︑︑︑︑︑ｌ翁︑蕊︑︑Ｉ︑︑︑衛崎Ｉ︑︑︑︑︑−︑︑︑︑︑ｂ

−西村茂樹先生作詩歌
ご︑名所秋風

秋風さむきしらかはの里﹂

︾﹁いにしへの関屋はあれて跡もなし
一二︑閑居の嵐

浮世の夢はさめし我身そ﹂

一﹁小夜嵐いたくなふきそはやくより

二一︑太宰府の菅廟に詣でて

一﹁星霜積もりて一千年都府楼あれて通もなし

一朽ちぬは神の威徳にて鈍説たる神殿影高し

スフ

一神の御前に額づけば心に通ふむかしの跡
ノ

ー恩賜御衣拝二余香一忠愛の誠肺朋に溢る
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記念祝宴
祝宴は︑式典の厳粛ムードから一転して華やいだ式典会
場に隣接するダイヤモンドルームに移された︒
十六の円卓︵八 九名︶に着席された参会者の賑々しい笑

一§

︾§

祝宴の部の司会・進行役をつ
とめられた宮崎哲夫評議員

顔︑参会者の胸元に着用の紅・白︑そして黄色のリボンが
ティ気分は高まる︒

照明に照り映えて・ハー

祝宴は︑宮崎哲夫氏
よって進められた︒

︵本会評議員︶の司会に 謹驚

まず﹁清興﹂として
西村茂樹作の詩歌五題
を︑上原まりさんの作

蕊

尊くもあり哀しくもあり
軒端に近き四王子山観音寺の鐘松を隔てて聞こゆ星

四︑自修詩二首一
激発不自制意胎吾身累
十年治此心除得一念字
﹁激発自ラ制セズンバ意二吾ガ身二累ヲ胎サン一

十年此ノ心ヲ治メテ除キ得タリ一念ノ字﹂一

﹁名ヲ争イ又利ヲ争う煩熱ノ場二非ザルナシ

争名又争利莫非煩熱場
名教有楽地天高審月涼
名教楽地有り天高クシテ審月涼シ﹂

五︑絶筆二首
生固常事死亦常事以常身処常事
晴空無雲浬水無波
﹁生︿固ヨリ常事死モ亦常事常身ヲ以テ常事
二処ス晴空雲ナク湾水波ナシ﹂
遁遥人間七十五年孜孜求道珊有得鴛

魂也何之無有定所上天下地自在附歩
メ叩力得ル有り魂ャ何クニ之ク定所有ル無ク一

﹁人間二遁遥スルコト七十五年孜孜トシテ道ヲ求一

天二上り地二下り自在二開歩ス﹂
司句︑ｂＪｑ︑︑︑︑ＬＬⅡｑ︑︑︑︑︑．ｂ■ｑ︑︑︑︑時ｂ８ｑ︑︑︑︑︑ｂＨｑ︑︑︑︑︑ＬⅡｑ︑︑︑︑︑ＬⅡｑ︑︑︑︑︑ｂ■則︑︑︑︑︑ｂ■則︑︑︑︑心ｂⅡＩ︑︑︑︑︑ｈ８ｑ︑︑︑︑︑画Ⅱｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ﹄

（21）

上原まりさんの演奏は︑実に感動そのもの︑参会者に深

が選んで︑上原まりさんに時間をかけて作曲をしてい

今回演奏された曲目は︑会祖西村茂樹先生の作詩歌の中

んに大変お骨折りをいただきまして実現したものです︒

なるかと思います︒この琵琶演奏は︑司会者の宮崎さ

ともに私どもの財産として活用させていただくことに

ただいた成果をご披露いただいたわけです︒この曲と

から古川副会長が選定し︑上原まりさんが本会のためにわ

い感銘を与えた︒

ざわざ作曲して下さったものである︒上原まりさんの奏で
る琵琶の旋律はあるいは高く︑あるいは低く︑激流岩をも
西村先生の魂が︑この百二十周年記念式典にのり移つられ

砕く奔流となり︑あるいは広き野の緩やかな流れの如く︑

感動のうちに宴はすすめられ︑主催者である鈴木勲会長

たように参会者の心に響くものがあった︒

れた︒
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より︑心温まる次のような開宴に当ってのご挨拶が述べら

主催者挨拶

日本弘道会会長鈴木勲
ただいま上原まりさんの琵琶の演奏をお聞きになり
まして︑日本弘道会の会祖西村茂樹先生の胸懐という
ものが︑皆様方にすこしく伝わったのではないかと思
います︒特に辞世の句は弘道会の資料室にございまし
て︑長谷川茂郎様からご寄贈いただきまして︑秘蔵し
ているものでございます︒この辞世の句を読ゑますと︑

七十五歳で亡くなられました会祖のお気持ちが本当に
ひしひしと伝わってくるようでございます︒古川先生

主催者として参会者を前にご挨拶される鈴木勲会長

上原まりさんと宮崎さんに︑この壇上からお礼を申し

まして︑弘道会のためにご尽捧をいただきました方々

先ほど︑表彰されました多くの方々︑永年にわたり

と思います︒Ｉ

また︑先ほどは特に無理をお願いいたしまして︑お

上げたいと思います︒有難うございました︒︵拍手︶

し上げました︒これからもひとつ本会のためにご尽力

を︑ほんのささやかでございますけれども︑表彰を申

いただくことを︑壇上からではございますけれども︑

忙しいなか福井謙一先生にご講演をいただきましたｐ

お祝いとお願いを兼ねてお礼を申し上げたいと思いま

先生は外国に行っておられまして︑大変ご多用な時間
いただきたいということをお願いして︑ご無理を申し

を︑だいぶ前からご予約をして︑ぜひこの日は空けて

また今日は︑会祖に関係のある方々︑会祖の曾孫で

す︒

﹁科学と道徳﹂というお題でお話をいただいたわけ

上げ今日の講演が実現したわけでございます︒

理事のご遺族の方々をご招待してございます︒後ほど

ございます長谷川茂郎様ご夫妻︑歴代会長・副会長・

司会のほうからご紹介があるかと思いますけれども︑

ですｐ会祖の﹃日本道徳論﹄の中で﹁道徳の基本は真
はり科学と道徳というものが根底では通ずるものがあ

理にあり﹂ということを強く言っておられまして︑や

永年にわたるお力によって百二十年が続いてきたわけ

われわれが今日あるのは︑会祖をはじめ歴代の会長の

今日はまた特に内閣が改造されたばかりの忙しいな

るのではないかと考えます︒

かを井上文部次官はじめ官一房長︑局長︑課長においで

しのびまして心からお礼を申し上げたいと思います︒

でございまして︑ご遺族の方々には︑先人のご遺徳を

でございますが︑私どもが心を込めて用意させていた

本日用意いたしましたものは︑大変簡素な粗酒粗肴

いただきまして︑本当に恐縮しております︒壇上から
ではございますが︑本当に有難うございました︒お礼
を申し上げます︒

して︑またわれわれの会のためになんらかのご示唆を

いただき︑あるいは日ごろの交流を深めていただけれ

だきました︒どうぞ時間の許す限りご歓談いただきま

ば大変幸いでございます︒席順とかいろいろな面で不

それから今日は︑遠く北海道︑秋田︑岐阜︑島根︑

れているような方々もお見えでございます︒どうぞ︑

その他にいろいろとご執筆いただきお名前がよく知ら

行き届きの点があるかと思いますけれどもやどうぞご

佐賀等々からお出でいただいており︑日ごろ﹃弘道﹄

日ごろの皆様方のご交情を深めていただければ有難い
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海容いただきまして︑ごゆるりとご歓談していただけ
簡単でございますけれども︑今日の開宴にあたりま

れば有難いと思います︒

して︑皆様方のご参会に心からのお礼を申し上げまし
て︑ご挨拶といたします︒有難うございました︒︵拍手︶

次に︑ご来賓の文部省の井上孝美事務次官︑住友商事株

↑Ｌ ｏ

式会社野村高史常務取締役より次のようなご祝辞を頂戴し

来賓祝辞
文部事務次官井上孝美殿
ただいまご紹介をたまわりました文部事務次官の井
上でございます︒本日は︑創立百二十周年記念式典が︑

多数の来賓および関係の皆様方ご出席のもとで︑厳粛
のうちにかくも盛大にとり行われましたことに対して
心からお喜びを申し上げます︒

またこの記念すべき式典にお招きをいただきまして︑

このようにお祝いの言葉を申し上げる機会を与えてい
ざいます︒

ただきましたことは︑私の大変光栄とするところでご
日本弘道会は創立以来百二十年にわたり︑会員の皆
様が道義の高揚へ道徳教育の振興について長い間大変

いかと考えています︒

など尽力をされてきて

いるわけで︑そういう

意味で日本弘道会の歴

史と伝統というものに︑

先ほどの記念式典でも

ろでございます︒

深く感銘を受けたとこ

会祖であられる故西

ことは︑非常に大きな役目が期待されるところではな

日本弘道会のご活動いただいている道義の高揚という

れらの課題に対して国民全体で取り組んでいくうえで︑

いろ多くの問題が生じているところでございますＯこ

ましたが︑そういう社会的な背景から︑社会にはいろ

して︑物質的な豊かさは国民全体の努力の結果得られ

の希薄化という傾向が生じてきているわけでございま

の基本であります倫理観の欠如︑あるいは社会的規範

現在のわが国を振り返って象ますと︑人間の生き方

改めて深く敬意を表する次第でございます︒

たって実践を重ねられてきた︑そのご功績に対しては

高揚と道徳教育ということについて︑まさに永年にわ

村茂樹博士のご遺志を継承して︑会員の皆様が道義の

ご祝辞を申し述べられる
井上孝美事務次官

一方︑教育界におきましても︑皆様方ご存じのとお
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識蕊
魅

詮

これらに対して私どもとしても緊急に対応していると

り︑いじめや登校拒否などの問題が生じておりまして︑

わればと考えているところでございます︒

今後ともそういう点についても︑ご理解とご支援を賜

ころですが︑やはりこれは学校だけではなしに︑家庭

活動は︑これからのわが国の社会においても非常に重

皆様方が展開しておられます道義の高揚についての

るご支援をぜひお願い申し上げる次第でございます︒

あるいは地域社会との連携のもとに︑一体となった取

終わりになりましたが︑日本弘道会のますますのご

ところですので︑今後ともそのような道徳教育に対す

でございます︒また︑私どもとして︑このような課題

発展と︑鈴木会長をはじめ役員︑会員の皆様およびご

要な役割を果たしていくものと︑私どもも考えている

て教育改革についても積極的な取り組みをいたしてい

を解決するために︑間近に迫った二十一世紀を目指し

参集の皆様方のご健勝と︑ますますのご活躍を心から

す︒本日はまことにおめでとうございます︒︵拍手︶

祈念いたしまして︑お祝いの言葉とさせていただきま

るところでございます︒

この七月に︑中央教育審議会から教育改革を巡・って

答申をいただいたわけですが︑その中の一つの中心的

住友商事株式会社常務取締役野村高史殿

な考え方として︑﹁子どもたちに生きる力を育むこと

ただいまご紹介いただきました野村でございます︒

本来ならば社長の宮原

が重要である﹂というご提言をいただいているところ
学び︑自ら考え︑主体的に判断し行動できる資質や能

です︒この﹁生きる力﹂とは自ら課題を見つけ︑自ら
力とともに︑自らを律しつつ他人と協力し︑そして他

認罰私どもの関係会社を代
表いたしまして一言ご

霊譲れません︒住友商事と

乳醸して︑どうしても出ら

振務が本席でご挨拶申し上
ら常げるところでございま
渉噸すが︑急用がございま

人を思いやる心と感動する心という人間性の酒養とい
うことが中心でございまして︑そういう意味では基本
的には道徳教育というものの重要性ということを指摘
私どもも︑学校教育におきまして︑全体として道徳

されているわけです︒

教育の充実に向けた取り組永をしているところですが︑
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り組みが必要であるという観点から︑家庭あるいは地
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域社会の皆様にも︑その協力をお願いしているところ

露灘溺鰹
職蕊鳶織職談

挨拶申し上げます︒

本日は社団法人日本弘道会創設百二十年という輝か

全然変わっていないし︑ますます新鮮な輝きをもって

いうことでございまして︑基本的にその考えが一致し

私どもの経営の根本は信用をごくごく大切にすると

歩承続けるであろうと考えております︒

ております︒日本弘道会さんと長きにわたって一緒に

しい歴史を刻まれて記念式典を挙行されました︒まこ

す︒

このようなことで︑ピルがご縁で関係が誕生いたし

でございます︒

やってきたのもそのせいではないかと考えている次第

とにおめでとうございます︒心からお祝い申し上げま

私どもと日本弘道会様の関係は︑いまから約十有余
日本弘道会ビルを建設しようという計画を立てられま

ました︒しかしながら︑ピルはいずれ幾星霜を経ます

年にさかのぼるわけですが︑前会長の西村幸二郎様が︑

して︑私どもに共同事業者ということでご下名をいた

この間にできました日本弘道会とわれわれの信頼関係

はますます強固に発展しております︒これからもそれ

とその目的を達して終わるかもしれません︒しかし︑

がますます強固になるだろうと存じている次第であり

日本弘道会さんのご指導と設計会社あるいは建設会社
のゑんなのご協力で昭和六十年一月に日本弘道会ビル

だきました︒ピル建設が始まってからでございます︒

が竣工いたしました︒それ以来︑この日本弘道会ピル

をここにお誓い申し上げ︑日本弘道会のますますのご

ます︒われわれは︑微力ながら誠心誠意努力すること

してご挨拶とさせていただきます︒どうも本日はおめ

発展と︑本日ご臨席の皆さんのご健勝を祈念いたしま

いう関係でございます︒

私があえてここで申すまでもなく︑いままで何回も

の運営管理を微力ながら続けさせていただいていると

お話が出ておりますように︑西村先生がつくられた日

ご縁故の方々を司会者の宮崎哲夫氏によってご紹介が行わ

その後︑本会の発展に力を尽された歴代会長のご遺族︑

でとうございます︒︵拍手︶

いう状況でございます︒また︑西村茂樹先生の宗派︑

を経て進承続けておられ︑ますます発展されていると

本弘道会は明治︑大正︑昭和︑そして平成と︑四年代

学派を超えて信義を重んじ︑よき日本人たれという教

まず︑会祖西村茂樹先生の曾孫であられる長谷川茂郎様

れた︒

この非常に立派な考えは︑時代が大きく変わろうとも

えは︑まさに私どもの敬服するところでございます︒
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辺正慶様︑さらに第五代堀田正恒会長のご長男の堀田正久

平直亮会長の嫡孫であられる松平直書様と令夫人︑第四代

と令夫人︑そしてお孫様の中篠太郎様︑次に本会第三代松

江戸前寿司

牛肉のセロリ妙め

芝えびチリソース

北京ダツク

フルーツ

シャーベット

徳川達孝会長のお孫様であられる渡辺雅子様とご主人の渡
様と令夫人︑そして︑第七代野口明会長のご長男︑野口一

員として表彰され︑本年九十二才の平沢四子男氏から︑次

次に︑おこ方から祝辞が寄せられ︑まず︑先ほど永年会

森徴雄様ほか多数の祝電が披露された︒

ン株式会社社長茂木友三郎様︑渋沢青淵記念財団理事長藤

歓談中︑住友商事株式会社社長宮原賢次様︑キッコーマ

郎様︑次女の杉浦友子様︑ご主人の杉浦昌也様︑第八代西
村幸二郎会長のご長男︑西村幸雄様が紹介された︒

乾杯は︑富田朝彦理事
日本弘道会百二十周年にあたりまして︑西村茂樹会

のようなご祝辞を頂戴した︒

祖をお忍び申し上げ︑日本弘道会の今後のますますの
ご発展と充実を心からお祈り申し上げますとともに︑

札にして自分の胸の中に常に入れておいたんです︒お

す︒昭和十二年ですから六十年︑これをいままで守り

らないと思います︒私は五万六百四十七番目の会員で

をいただきました︒あまり持っている方はいらっしゃ

きは徳川様が会長さんでした︒そのころ番号︑会員証

私がこの会に入会したのは昭和十二年です︒そのと

もの男だという看板を掲げております︒

と書きます︒私はうそ偽りは言わない︒四番目の子ど

ただいまご紹介いただいた秋田の平沢です︒四子男

ご来席を賜わりましたご来賓︑弘道会関係者の皆様方
のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げて︑杯をあ
げたいと存じます︒どうぞご唱和をお願いいたします︒
﹁乾杯﹂

のご発声によって行われ︑歓談に移った︒

料理は︑グランドパレス特製の﹁和食・中華折衷お料
理﹂で︑メニューは次のとおり︒

かに肉入りふかひれスープ

上製前菜盛り合せ

鞄の煮こゑ野菜添

（27）

てから︑社会に対してあま

かげさまでこの会員になっ

ございました︒︵拍手︶

のご発展︑皆さんのご健康を祈念します︒ありがとう

次に︑十年前の日本弘道会創立百十周年記念式典のとき

り顔を赤くしたようなこと

はございませんＯまことに

の記念研究論文に首席入選された玉川大学の多田建次教授

ざまな仕事ぶりを調べておりました︒学制から教育令︑

十数年前から明治初期の草創期における文部省のさま

私は日本教育史を研究している者でございまして︑

めでとうございます︒

本日は日本弘道会の百二十年の一記念式典︑本当にお

より︑次のようなご祝辞を頂いた︒

有難いことだと思います︒

今日私が感謝状をいただ

いたのは逆です︒私から申

し上げなければいけない︒

私から感謝状を日本弘道会

ころがそういう能力がないものだから︑ついに弘道会

そして改正教育令︑学校令という一連の動きを見てお

にあげるべきなんです︒と

さんの現会長さんがおやりになったということで︑本

私が入会したころには支部がありました︒そのころに

す︒それから今度の戦争のころまで続いていました︒

事をしています︒たとえばわが国出版史上︑空前絶後

うなかにありまして︑一方では文部省は非常にいい仕

制度を推進していったわけではございません︒そうい

ろがございます︒必ずしも確固たる方針のもとに教育

りますと︑文部省の当初の教育政策は揺れているとこ

当に申しわけなく思っているんです︒

は秋田県にはその頃二つの支会︵秋田・能代︶があった

秋田のほうは支会が明治三十一年に創立されていま

ようですが︑その後われわれの怠慢によって︑その会

ても必要な国語辞書﹃言海﹄を文部省の係員の大槻文

と言われる﹃古事類苑﹄を編さんしたり︑また︑日本

彦に命じて完成させたり︑その他たとえば歴史書を編

が近代国家としてかたちを整えるにあたって︑どうし

せんけれども︑生きているうちに五人でも三人でも会

干おりますから︑これから私は何年生きるかわかりま
員を増やして︑支会のようなものをつくりたいと思っ

さんしたりというさまざまな大きな仕事をしておりま

がだんだんと消滅してしまったんです︒いま県内に若

ております︒どうか皆さん︑ご声援してください︒会
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入会当時の会員証を高く挙げてお祝
いの言葉を申述べる平沢四子男氏

守伊Ib

まことにハランス感覚豊かな百科全書派的な知識人の

に関心をもって︑それを積極的に紹介しようという︑

実はその事業を根底から支えているのが会祖の西村

す︒

ジというのは︑なかなか拭い去りがたいものがありま

ただ︑どうしても一般に受け取られてしまうイメー

す︒たとえば︑福訳諭吉が欧化主義一辺倒で受け取ら

イメージをわれわれは思い浮かべることができます︒

きのさまざまな事績をゑておりますと︑たとえばイギ

れているけれども︑実は彼は﹃晴我慢の説﹄という文

先生でございます︒先生は一面において儒教主義の人

リスの百科全書︑エンサイクロ︒ヘディアを率先して翻

章を書いて榎本武揚と勝海舟の出処進退を批判したり︑

間であるとゑられておりますけれども︑先生の若いと

訳なさり︑﹃天文学﹄を担当なさいました︒それから

また﹃丁丑公論﹄という文章を書いて西郷隆盛を全面

﹃泰西史鑑﹄をはじめとするもろもろの西洋紹介害を

的に擁麓するわけです︒そういう福沢の一面を総合的

に象ないことには福沢思想というものが受け取れない

お書きになったり︑ま

るたわれわれの分野でい
れいますと︑﹃日本教育

のと同じように︑西村先生の場合にもやはりそうした

西洋学の深い造詣というものを視野に入れて︑彼の全
いたします︒

思想体系というものをみていく必要があるような気が

令ら

べ史略﹄とか︑ヒロビブ

ご多りしているわけです︒

述氏
を次リァスの﹃教育史﹄と
癖醍いう本を翻訳なさった

私は百十年史のほんのわずかなところを担当して︑

協力させていただいたのですが︑実は四年ほど前に小

で業績の一つとして弘道会の﹁百十年史﹂を入れてお

さい本を出しましたが︑そのときに著者経歴のところ

大変大きな仕事をして

ともすると西村茂樹といいますと︑儒教主義の︑ど

下さいました︒

ちらかというと現代の時代にはそぐわないような印象

康︑ご健勝を心からお祈り申し上げたいと思います︒

きました︒この会のますますのご発展と皆様方のご健

本日はどうもおめでとうございました︒︵拍手︶

を一般には与えがちですけれども︑どうもそれは考え
の過程を承ますと︑もっと広い視野に立って︑世界中

直す必要があるのではないか︒むしろ︑彼の思想形成
のさまざまな文化遺産︑あるいは制度文物というもの
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無:漉擬慧識ﾄﾋ識潔，‑,

準蛭が述べられた︒

窪事事が︑次のような謝辞

楯予定の時間となり︑主
さ催者側から杉浦昌也理

名残りつきぬ祝宴も

うぞ皆様方︑各地域にお帰りになりまして︑弘道精神

ということを拝見して大変嬉しく存じております︒ど

交歓の輪ができまして︑いろいろ交流が広がっている

先ほどから拝見しておりますと︑皆様のテーブルで

てまことに有難うございました︒おかげさまをもちま

れに心を打たれ︑祝宴には上原まりさんの琵琶演奏に深い

全日程を滞りなく終了し︑参会者は︑式典の厳粛荘重な流

以上をもって﹁日本弘道会創立百二十周年記念式典﹂は

のご挨拶とさせていただきます︒︵拍手︶

まことにお名残惜しいのでありますが︑ここで閉宴

力いただきたいと存じます︒

を普及していただくとともに︑地域発展のためにご尽

の昌

宴浦
閉杉

本日は日本弘道
会の百二十周年に

して︑全日程がここで無事終了することになりました︒

あたりまして︑早朝から皆様にはご参会いただきまし

先刻は上原まりさんによる会祖西村茂樹先生作詩歌

の弘道活動を誓い合いながら三三︑五五と散会した︒

本式典は︑日本弘道会創立百二十周年というまことに記

感動を覚えて会祖西村茂樹先生を偲ぶなど︑また明日から

念すべき歴史にも残される式典であった︒文部省始め︑各

の琵琶演奏を拝聴いたしまして︑非常に感銘いたしま
りますが︑筑前琵琶の音の響きと上原さんの声が耳か

した︒普段は西村先生の辞世の句などを拝見してはお
ら入ってくるので︑一段とまた感慨を深くしたところ

祝辞を賜わった諸先生︑文部省の井上孝美事務次官︑修養

樹先生の作詩歌を作曲されて熱演された上原まりさん︑ご

ろを記念講演を賜わった福井謙一先生︑そして会祖西村茂

関連会社︑団体などのご来賓の方々を始め︑ご多忙のとこ

村常務様︑玉川大学の多田先生︑この会としては大先

それから井上文部事務次官様をはじめ住友商事の野

でございます︒有難うございました︒︵拍手︶

輩であります平沢四子男様がいらっしゃいまして︑昭

に挙行することの出来たことは︑参会者各位のお力添えの

団の安嶋粥理事長はじめ︑関係各位のご来臨を頂き︑盛大

賜と心から厚く御礼を申し上げます︒︵七海隆記︶

和十二年の入会のときの番号札と申しますか︑私ども
た次第でございます︒

は知らなかったのですが︑それも非常に感銘を深くし
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︻記念講演︼

科学と道徳

福

井謙一

／ の 1 ､

︲Ｉ

一︑人間の本性と科学

さて︑万物のうちで人間の桑が自然の美に感じて芸術を

生糸出しました︒これは人間特有の心の働きでありまして︑

生象︑自然の神秘に触れて︑その謎を解き︑ついに科学を

ンス﹂はもちろんラテン語の﹁知る﹂という言葉に由来す

要は人間性といっても差し支えないと思います︒﹁サイエ

るもので︑自然の秘密を知る限りにおいては別段善悪の判

断とは関係ないわけでございます︒人間を科学にかりたて

は先ほど申しました︒しかしながら人間はそれにとどまら

るものは︑やむにやまれぬ人間の本性にほかならないと私

ずに︑やがて科学の成果を自然にあてはめて︑自らの欲望

LOlノ

社団法人日本弘道会の創立百二十周年という大変一記念す

べき機会にお招きいただきまして︑皆様の前でお話し申し
上げる機会をいただき大変うれしく存じている次第でござ
しかしながら︑いただきました演題が︑私にとりまして

います︒

ははなはだ重荷の︑﹁科学と道徳﹂ということでございます︒

の科学者として皆様に私の考えているところを申し上げた

とても私の手に負えない演題でございますけれども︑一人
いと思います︒ただし︑なにぶん科学者でございますので︑

多少科学の普遍性に影響されまして︑話が地球的な視点に
たいと存じます︒

偏りがちかもしれませんが︑その点︑どうぞお許しを願い

灘鵜熱

を満たすのに都合のいいように︑自然を変化させる方法を

要性も生じてきたかと思うのでありますｏあるいは機械化︑

して︑従来われわれが経験しなかったいろいろな制約の必

自動化の問題が起こり︑労働問題︑一厘用条件の変動といっ

覚えたのであります︒これが技術であります︒

たことが起こってまいります︒何よりも人間の基本にかか

都合のよいことに︑あるいは都合の悪いことにと言った

いはそれに伴うナショナリズムの新たな台頭などに結びつ

わることは文明格差の問題です︒地球上における文明格差

きます︒それに対して一方で地球主義︑国際主義の必要性

ほうがこの際適切かもしれませんが︑科学と技術の相互加

んだん進歩しますと︑技術の成果が科学に使われます︒そ

は︑地球的な貧富の差︑あるいは民族的な不連続性︑ある

うしますと︑これは一種の相互加速性︑ちようどこれに似

がいよいよ増大してまいっております︒これには人類愛︑

に使うのは当然だれもが予想するところですが︑科学がだ

た現象で申しますと︑加速度のついた︑いわば爆発現象の

な考え方の必要性は︑ますます大きくなっているわけです︒

人間愛というものの普遍化の傾向も加わって︑グローバル

速性というものがございます︒つまり︑科学の成果を技術

ようなかっこうになってまいります︒それに二十世紀の自

科学技術の加速度的な発達の結果であります︒科学と人間︑

このようないろいろな傾向はすべて近年︑特に今世紀の

二︑科学と社会とのかかわり

然科学の普遍的な原理の発見が絡承合いましく未曾有の
﹁科学技術化﹂社会というものを現出したわけです︒そし
てわれわれの︑かつて予想もしなかった利便︑安楽をもた
らし︑あるいは病気や飢えを減少させ︑長寿社会を達成し
ただし︑それに並行して当然︑資源︑エネルギーの枯渇︑

たわけです︒

二十一世紀に向けて科学が純粋学問としての立場を離れて︑

人間社会との関わりを問題にせざるをえなくなってきたと

人生︑社会との関わりがいよいよ大きくなったといえます︒

言えるのです︒社会から孤立した﹁象牙の塔﹂的な科学の

りました︒さらには自然破壊︑生態系の変化︑地球環境の
変化︑あるいは生命科学と生命倫理の問題︑ヒトゲノムの

あるいは人口爆発︑食糧危機といった問題が生まれてまい

解析︑遺伝子操作︑人工生命といった大変難しい︑われわ

たといえます︒われわれの身の回りはすべて科学の言葉︑

近来の科学化社会では人生のなかに科学が入り込んでき

イメージはだんだんと存在しえなくなりつつあるわけです︒

ました︒

れの生き方の基本にかかわるような問題が発生してまいり
一方でまた情報化︑コンピュータ化社会が現出いたしま
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科学の器具で包まれています︒そして道徳が社会生活の規

するところであります︒

にとりまして︑自ら抑制するということはもっとも苦手と

であります︒人間は科学技術を生み出した動物であると同

がございました︑環境問題に対する人類全体としての反応

もっともわかりやすい一例を挙げますと︑先ほどもお話

要素があります︒というのは﹁反科学﹂とも思える思想も︑

が︑その老子の教えには必ずしも現代社会にマッチしない

この言葉がよく出てくることは︑皆様ご承知のとおりです

ことがあります︒老子のなかには違った章に違った表現で

ら東洋思想で﹁足るを知る﹂とか﹁止まるを知る﹂という

いかにしてそれが可能であるかという点で︑よく古来か

範に深くかかわっている以上︑こうして科学と道徳との距

時に︑明らかに自然の一部である︒そして生物の一種にす

離は縮まったと言えるのであります︒

ぎない︒生物はすべて周囲の環境に適応しようとする本性

なし﹂という言葉も承られるからです︒したがって︑老子

そのなかに盛り込まれているわけです︒﹁学を絶てば憂い

の教えは︑人間が進歩指向の本性にあえて抗して行う抑制

を備えているのであります︒そして身の回りの地球や自然

とは明らかに無関係の︑むしろ積極的な科学否定からくる

の変化を観察して︑これは大変だ︑早くなんとかしなけれ
ばならないと感じるのは︑生物としての人間のごく自然な

が︑科学文明の偏在であります︒その是正のために働くの

現在の地球上で最大の悲劇は︑先ほども少し申しました

四︑寛容のこころ

けです︒

アイデアは︑その意味できわめて重要であると私は思うわ

い成長は困るわけでありまして︑この﹁知足知止﹂という

があります︒しかし地球の有限性と相容れない歯止めのな

のまま鵜呑承にして︑現代社会に適用させることには無理

アイデアに近いと私は思うわけです︒したがってそれをそ

心の働きです︒

三︑抑制の思想
環境問題に伴う非常に顕著な人間の心の働きは﹁抑制﹂
という概念の成立です︒これは非常に自然な現象ですので︑

人間社会において実現しやすいことであります︒環境問題
に対する︑これは大変だという考えによる抑制は︑むしろ

非常に実現しやすい︒しかしながら︑そのほかにも困難な
長の無限性と︑地球の有限性との葛藤です︒これはだれで

課題がたくさんございます︒まず科学技術の発展に伴う成
も考えればわかることです︒絶えず進歩を目指す人間集団
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は先進地域の人灸の義務でさえある︒この世で人類が心の

価値を超越したものといえます︒

り︑心の安らぎを得ることになるからです︒これは経済的

科学文明の偏在︑特にタイミングのずれ︑科学の発展し

平安を得るもつとも確実な方法でもあると思うわけですｐ
先進地域の人之はその義務を遂行するには︑まず従来から

て︑もっともわれわれが心すべきことは︑進歩と発展は常

に人間性の本来希求するところである︑ということをまず

た時期がずれていることからくる不都合を修正するに際し

認めることです︒この心を﹁寛容の心﹂と私は名づけてお

の価値観の大きな転換を図らねばなりません︒ものをつく

て︑・地球や人類全体や自然環境などへの配慮がなおざりに

たきらいがあります︒生産性か効率か能率などを目印にし

ること一つにも︑われわれはいままで経済性を重視しすぎ

されがちであったと思います︒

いのは当然であります︒そしてまた今後の科学とその応用

用だとか︑エネルギーの節約の対策などにとって適当でな

いわけです︒この意味でいま言った寛容の心と抑制の心を

アイデアも︑どの地域にも一律に押しつけることはできな

先進国にとって望ましい抑制︑いま言ったような抑制の

ります︒

における成果については︑それ自体が非常に広い意味では

しいことではありますが︑そういうことにならざるをえな

両立させることが必要になってまいります︒これは大変難

経済性の承を過度に考えるのは︑資源の回収利用︑再利

めであってはならないわけです︒関係者は常にこのような

国際貢献であって︑決してだれか限られた範囲の利益のた

要になってくる︒そのため環境問題︑人口問題などの取り

ングのずれに正しく対応するためには寛容のアイデアが必

いのであります︒したがいまして科学文明の発達のタイミ

たわけです︒これも地球上の科学技術文明の程度が進んだ

組承がいっそう困難になっても︑それはやむをえないと私

世界的な広い視野に立って対処することが必要となってき
せいであると思います︒

とっては︑むしろ経済的な犠牲や負担を伴う場合が多いか

可能になってくるわけです︒このような活動は先進地域に

正するための先進地域の活動も︑このような見地で初めて

容はもちろん言うまでもなく︑科学を推進することを許容

らない︒これは人間と自然の特殊性とのかかわりです︒寛

れに対応し︑それにマッチした進歩をしていかなければな

自然というものはきわめて特殊なもので︑われわれはそ

は考えるわけです︒

もしれませんが︑得るところはまたきわめて大きいのであ

する方向に働く︒そして抑制はいまやまさに道徳的効果と

地球上の科学文明の偏在に伴うもろもろの食い違いを是

ります︒人間として何物にも替えがたい貴重な報奨︑つま
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いっていいかと思いますが︑広い意味の道徳的効果発揮の

いては︑またそれなりのいろいろな過激な知能競争も予想

熟知せねばならないということです︒高度情報化社会にお

と先見を必要とするわけです︒

されないとは言えないわけですが︑同じように十分な考慮

方向に働くわけです︒いずれも自然と人間との間のかかわ
りで︑抑制がなければ心の安らぎと発展の両立はありえな

最近はコンピュータの発達によりまして︑↑ハーチャル・

いのであります︒

リアリティーということがよく言われます︒︑ハーチャル・

ように使われる意味があります︒思考実験といって︑実験

手段の一つとして︑かつてのコンピュータそのものと同じ

リアリティーはコンピュータと同じく︑科学研究の補助的
わかりやすい例を言えば︑核抑止の自省があればこそ︑

をしないで︑頭の中で考えて実験するということが︑今世

五︑科学的パワーの自覚

原子力の平和利用が許されるわけです︒また高度情報化社

紀のはじめごろは言われたわけですが︑それに代わるよう

ティーは真の︵ジエニュイン︶リァリティではないというこ

な意味があります︒しかし︑あくまで今ハーチャル・リァリ

会が人類福祉をもたらすためには︑その悪用への自省がな

抑制というものは力に伴う当然の要請でありまして︑科

とをはっきりと心すべきであります︒

ければならないわけです︒

であり︑当然人間は抑制を伴わなければならないわけです︒

を悪用するような行為︑たとえば犯罪を予防することには︑

ですので︑残念ながら人間の生物的能力を超えた科学効果

を形成し維持しようとする人間の生物的な感覚によるもの

良心の阿責ということもございますが︑これは高度な社会

科学がやってきたことは必ずしもすべて完全ではないわけ

しての生きる道︑道徳にもつながるかと思いますが︑従前

に向けて科学は何をなすべきか︒これは広い意味の人間と

には︑単に寛容と抑制の承では不足です︒今後二十一世紀

ところで︑二十世紀の科学技術の急展開に対応するため

六︑未来科学の責務と枠組

学技術もいまやパワーであります︒人間が保有したパワー

なってくる︒科学のパワーを十分知らずにそれを使うとい

科学のパワーを知り尽くしてこそ︑その制御もまた可能に

あまりその効果がないわけです︒われわれはあくまでも科

でありまして︑それどころか︑先ほど言ったような数え切

うことは大変危険を伴う場合があるのは︑むしろ当然です︒

学というものをよく知らないといけない︒科学のパワーを

（35）

参会者を前にご講演される福井謙一先生

れないくらいの不具合なことが出てきているわけです︒つ

まり科学技術が地球人類にもたらした一つの傷痕とも言え

その傷を今後それ以上ひどいことにならないように修復

るわけであります︒

いうものが必要です︒そしてまた地球人類が今後︑自然の

していかなければならない︒その修復のための科学技術と

いは未来予測ということが必要になってまいります︒これ

特殊性にマッチしながら進んでいくための影響評価︑ある

は高度な科学技術︑しかも︑きわめて独創性と先見性を必

要とする科学技術の緊急の課題であります︒

これらの知的成果というものは︑その性格からいたしま

して︑当然グローバルなものでなければならない︒どこか

い︑いつもこういう影響評価︑未来予測︑あるいは傷痕の

の地域の桑に限られたことであるというのではすまされな

ならない︒地球的人類共通の視野で考えなければならない︒

修復の科学技術というものは世界的な視野で考えなければ

先ほども申しました︑他の困難な問題の一つは︑地球上

それが今後の科学技術の一つの特徴であります︒

の科学技術の地域的格差の是正の問題です︒これには国家

という壁が立ちはだかるわけですが︑その責任は人類が科

学文明を発展させるにあたって︑既存の地域差を考慮しな

かったことにあるわけです︒国の壁も一つですが︑科学文

明を発展させるにあたって︑こういうことは無理かもしれ
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ませんが︑いままでの既存の地域差を考慮しないで︑科学

ものかという問題にかかるわけです︒価値観あるいは目的

らは結局ゃ科学的成果というものはだれが何を得るための

は大変大きな具体的な場合になってくると思います︒これ

的性格︑そういうことにかかわるわけです︒称賛や名誉︑

と技術の相互加速性の特性を利用しながら発展させてきた

あるいは経済的利益︑労働︑雇用の創出︑それらのことも

ところに原因があるわけです︒

もしも仮に地球の有限性あるいは自然の特別なもろさと

もちろん関係いたしますけれども︑その判断基準はだんだ
すｐ

んとずれていくということを考えざるをえないのでありま

ッと徐々に科学文明を発展させてきたとすれば︑あるいは
このような結果にはならなかったかもしれません︒成長し

いうものを十分知り尽くしてから︑︲それに対応してポッポ

発展することの難しさというものがここに現れているわけ
現在の地球上では︑経済優先社会に適合せんがために︑

共通の財産でなくてはならない︒そういう方向にシフトし︑

うなものではなくて︑その広義のコストを負担する全人類

事する科学技術者に報い︑あるいはそれらを満足させるよ

将来に向けて科学技術の成果というものは単にそれに従

科学的効果を偏って利用する危険性がないとはいえません︒

です ︒

将来に向けては科学を利用する無秩序な強者優先社会とい

というものは単に経済的利益の源となるだけのものではな

変化していくということが考えられます︒科学技術の成果

くて︑コストを負担するもの︑つまり全人類への説明の可

うものが決して実現されないための歯止めを︑われわれ︑
けです︒

特に先進国の人びとは考えなければならないと私は思うわ

研究にかかるコストというものを社会から受けるのは︑

能性をもつものでなくてはならないと思うのであります︒

がいります︒それを負担すべき者はいったいだれなのか︒

に︑科学推進には高度の科学技術のレベルとともにコスト

今後︑科学技術化の進展により︑先ほど言いましたよう

働きがいを刺激し︑そして︑それに駆り立てる動機づけと

であってこそ︑次世代を担う若人に生きがいを感じさせ︑

けては︑ここで述べたような条件を満たす科学技術の推進

んだんと遠ざかりつつあると私は思うわけです︒将来に向

研究者の特権であると考えてすまされる時代は︑もはやだ

七︑科学的価値のグローバル化

あるいは知的成果の独占と公開性︑だれが受益するのか︑

成果をあげるべく社会から委託された︑ある才能をもった

そして受益の範囲はどこなのかという問題︑これらが今後
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これほどやりがいのある仕事はなかろうと思われるのです︒

来の科学技術は決して安易なものではないけれども︑また︑

次の時代を背負う若手科学者︑技術者にとりまして︑未

し︑それらがだんだんと変化しつつあるというのが現在の

これらの科学的価値観の変化は︑近代思想や哲学にも反映

のかかわりというものも変わらざるをえないのであります︒

化しつつある︒その変化の力学からいたしまして︑道徳と

を取り巻く条件の影響を受けて変化してきた︑あるいは変

苦労は多くても︑大きな生きがいを感じるような若人を育

状況であります︒

なりうるものであると私は信じております︒

て︑またそういう若人に期待するのです︒そして︑そうい
この意味におきまして︑そういう動機づけのレベルの高

科学﹂︑これはヨーロッパの一部にも現れておりますが︑科

会の恩恵に浴しながら︑単に批判に終始する︑つまり﹁反

そういう変化の内容の一端を申しますと︑科学技術化社

さを期待する点においても︑科学技術に対する一般社会の

学技術化社会の恩恵に浴しながら単に批判に終始するので

う若人は決して少なくないと私は信じているわけです︒

かけるコストの説明可能性というものは不可欠であると私

支持と後押しが必要であります︒そのためにも科学技術に

の人間主義的な性格の反省︑つまり︑人間中心主義︑人間

はなくて︑近代科学技術の功罪を十分検討したうえで︑そ

んでいるわけですが︑そういう矛盾を含んだ人間中心主義

さえよければいいという︑これは自然科学的にも矛盾を含

は思っております︒

未知のものへの探究心が科学推進の最大の動機づけであ

いくための未来予測とによってガードされつつ︑科学が発

的性格の反省と︑地球の有限性︑自然の特殊性に調和して

ることは言うまでもないことです︒冒頭から言っておりま
てそれは今後も不変であることは間違いのないところです

発展の性格はそういうふうに変りつつあると思います︒

展していくことを意味するようになってきている︒科学の

すとおり︑これは人間の本性ともいうべきものです︒そし

地球人類の将来を思う高度の生物としての環境適応性が︑

出てくる質問は︑科学はいったい合目的的性格をもちうる

さて︑いろいろな通俗講演で話をいたしましても︑よく

八︑科学の合目的性と﹁善悪﹂

が︑それに加えて二十一世紀に向けては︑地球環境の変化︑
科学研究の動機づけにかかわっていくと思うのであります︒

さて︑いままで述べたことから明らかなように︑科学を
ぶん変化しています︒どういうふうに変化したかといいま

とりまく客観情勢は︑二十世紀の最初から比べますとずい
すと︑純アカデミックな考え方から︑だんだんと地球人類
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つのアイデアを述べたつもりです︒一つは科学者が全身全

霊を打ち込んで働くべき目標︑いわば科学者の目指す﹁最

ていますが︑そのたった三分間の短いスピーチで︑私は二

高善﹂ともいうべきものは︑地球の遺産の保全と人類の持

のか︑今後ももち続けうるのかということです︒あるいは
です︒合目的性というのは︑科学という手段が人間のめざ

科学雑誌その他にもこういう表題がよく見受けられるわけ

す目的に適合しえるのか︑あるいは科学的な生き方の部分

続的な生き残りであるとしたわけです︒

・自然の特殊性の生承出した最高傑作であるから︑その人

保全に責任をもつのは人類であると同時に︑人類こそ地球

人類だけが自然を変化させる能力をもち︑地球の遺産の

が人間生活の全体に適合しうるのかという両方の意味がご
さらにもう一つまた︑これは本当は今日の主題かもしれ

類の持続的な生き残りをはからねばならない︒それを一つ

ざいますが︑いずれも単純に答えるのに困るのであります︒

ンスとパッドサイエンスはいったい存在するのかという質

ませんが︒私がはなはだ答えにくい問題は︑グッドサイエ

私がノーベルスピーチでとりあげたもう一つの主題は︑

にあげたわけです︒

ろん恒久的には︑このように︑よい科学か悪い科学か︑そ

問です︒いろいろな通俗講演でよく受ける質問です︒もち

いう人間か︒それは自らの研究の応用における﹁善悪﹂こ

で働く科学者のうちで︑もっとも知恵のある人間とはどう

最高の知性というものは一体何であるのか︒最先端の分野

しかしながら︑科学者がこれらの質問︑つまり︑科学の

こで善悪というのも非常に比職的な言い方ですが︑善悪を

んなことを単純には定義しにくいのは当然であります︒

と︑決してそうはいかない︒絶えず先見性をもって︑これ

合目的性や善悪の問題に背を向けてしまってよいかという

る︒この二つの意味のことを︑その三分間のスピーチで述

もっともよく︑すばやく見分けることができる人たちであ
べたわけですＣ

らの問題を考えなければならない︒それが私の主張である
ていかなければならない問題である︒つまり︑小学校の生

わけです︒考えて仮にわからなくてもたえず挑戦し追究し

これは一九八一年のことで︑それから十数年もたってお

術の急な展開が地球の遺産の保全と人類の持続的な生き残

です︒それどころか今世紀の科学と︑その応用︑つまり技

りますが︑いまだに私の考えは少しも変わっていないわけ

私は一九八一年十二月十日のノーベル賞の授賞式当日の

りという最高目的の達成を容易にしたかというとそうでは

のが科学者であると思うのであります︒

徒の質問に対してもまじめに考えて挑戦し︑追求していく

スでのスピーチ︑これを普通﹁ノーベルスピーチ﹂といつ

スピーチ︑千三百人くらいの大宴会のあとのデザートコー
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なくて︑ますますそれを困難にしている︒そういう感じが

メリカのカリフォルニア大学のシャーウッド・ローランド

におります︒︿ウル・クルッッェンというオランダ人と︑ア

告してきたわけです︒それが現実になり︑非常に薄いもろ

層の破壊の危険性をすでに二十年以上も前から予言して警

とＭＩＴのマリオ・モリーナの三人です︒いずれもオゾン

するわけです︒私が十数年前に言ったことが︑いよいよは
っきりしてきたということが言えるわけであります︒

九︑地球的視野に立つ科学

うことが議決された︒その年に三人がノーベル賞をもらっ

球全体の抑制により︑フロンの生産を昨年中にやめるとい

いオゾン層に穴が開いているということが発見されて︑地
われわれは資源︑人口︑食糧などの諸問題を通じて︑地

また人間中心的な考え方がいけないのか︒非常に矛盾した

そもそも︑どうして人間中心的な考え方が必要であり︑

た︒非常に意義深いことであります︒

いやというほど感じさせられているわけです︒環境問題に

て環境問題などを通じて自然の特殊なもろさというものを︑

球の有限性をいまやひしひしと身に感じておりますｐそし

おけるそういうわれわれの感じというものは︑単に生物と

われわれはいろいろな機会に環境にやさしいとか︑そうい

考えをもたねばならないのはどういうことかといいますと︑

うことをいいますが︑環境に厳しいとかやさしいというの

環境問題ということ自体に問題があるわけです︒たとえば

それは一九九五年︑昨年のノーベル化学賞に現れており

ております︒

ます︒ノーベル化学賞というのは︑非常につくりにくい珍

ことは全部自分に返ってくる︒人間が生態系を変化させる

は︑ぶな自分に返ってくるわけです︒人間が環境に及ぼす

して受ける感触だけではなくて︑現実の問題となって現れ

の構造を決めるとか︑そういうことに与えられてきたわけ

しいものをつくるとか︑あるいは非常にわかりにくい物質

心主義的なこと自体に別段問題はないわけですけれども︑

と人間に返ってくるわけです︒ですから言葉として人間中

その考え方には大変大きな違いがあるわけです︒人間は自

でま︒そのオーソドックスな化学の賞が︑一九九五年は︑

然の一部であって︑むしろ周りの環境によって変化させら

あたかも環境賞とも言うべきもの︑すなわちオゾン層の破
れはノーベル賞としても画期的︑人類の顕彰としても画期

壊を予言した三人の科学者に与えられたのであります︒こ

れるのであります︒

アメリカン・アカデミー・オブ・アート・アンド・サイ

的なものであったわけです︒

これは︑ドイツのマインッのマックス・ブランク研究所
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エンス︵芸術科学アカデミー︶というものがありまして︑私

的利益あるいは報奨︑そういうことにつながらなくても︑

れはいままでどおり進んでいく︒そのほかに︑直接の経済

人間の生き方の指針を与えるものは︑直接には科学では

人類全体として︑地球全体としての意味があるつづくろい

なくて︑むしろ道徳ですけれども︑地球の有限性あるいは

もメンバーなんですが︑そこから送られてくる年に二回出

自然の特殊性と調和した科学と︑人間の生き方の指針との

の科学︑あるいは将来を見通す科学︑そういうことに生き

放する﹂という考えは︑私の考えからすればむしろナンセ

感じられたので記憶しているわけです︒﹁環境を人間が解

距離は︑いま言ったような意味で大変近くなってきている

るジャーナルがあります︒非常にすばらしい内容の環境問

ンスでありまして︑つまり﹁環境にやさしい﹂と同じよう

と思うわけです︒そもそも道徳というものは︑それ自体は

題を特集した号が︑つい最近送られてきました︒その本の

な人間中心的な考えで︑環境を変化させれば︑それは直ち

科学の対象にはなりえない︒科学というものは存在︑つま

うのであります︒

に自分に返ってきて︑自ら変化を受けるわけです︒環境問

がいを感じるという時代へとだんだん変化しつつあると思

題は一番最初の方の話にも出ましたが︑今後の科学と道徳

のです︒しかし︑﹁ゾルレン﹂つまりなにをなすべきかと

り﹁ザイン﹂の究明であり︑存在をきわめ尽くすというも

表題は﹁環境の解放︵ザ・リベレーション・オブ・ザ・エン癖ハ

に非常に大きな関係をもつ問題であります︒それは︑今後

イアロンメント︶﹂です︒その言葉自身が私には大変奇妙に

大きな課題になってきます︒

団あるいは生物全体が科学化されて初めて言えることで︑

いうことを科学で議論することは︑科学によって人間の集

顕著で︑きわめて特殊で︑しかも︑地球のもろさを十分に

もその点ではかぶとを脱がざるをえないのであります︒

現在の段階でそこまでは言えないというのが実情です︒私

いまのフロンの問題は︑オゾン層の破壊というきわめて
われわれにわからせてくれた一つの適例にすぎないわけで︑

せん︒いままでは何も考えないで︑とにかくわからないこ

学技術化社会における家庭と学校の役割です︒先ほども話

ところで最後に私は申し上げたいのは︑現在のような科

一○︑結びｌ科学社会における教育

今後自然のもろさがいかなる面を露呈してくるかわかりま
とを知る︑そしてそれによってその応用をして︑新しい物
タをもつくりだしてきた︒それでよかったわけです︒その

質︑あるいは新しい機械をつくりだしていく︒コンピュー
方向の進歩ももちろん必要です︒必要と言わなくても︑そ
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が出ましたが︑高度科学技術化情報化社会では家庭や学校
の教育効果がだんだん薄れてきている︒昔は他に替えがた
い独自性︑唯一性をもっていたわけです︒家庭教育という

ものも唯一性︑独自性をもっていたのが︑いまや一つの可
能な手段にすぎないような︑非常に安易な考え方になって
きている恐れがあるわけです︒それゆえに心と心が直接触
れ合う家庭や学校の道徳教育的効果というものは科学を超
越して︑今後いよいよ肝要となることを忘れてはならない︒

これは皆様に申し上げるのはまさに釈迦に説法ですけれど
も︑それをやはり最後に私は︑この際付け加えておきたい

わけです︒これがおろそかになりますと︑暴走族的なはけ
口がいろいろな非行につらなる危険性がないとはいえない
わけです︒

これらもろもろの考察におきまして︑科学と道徳の関係
の一種のモデレーター︑調停者としての自然や生態系に対

する深い洞察︑考察︑尊敬︑あるいは家族や周囲との人間
関係や愛情︑これも実は自然の一部なのですが︑それらと
の適正なかかわりがどれほど大きな救いとなるかわからな
大変長時間ご清聴いただきまして︑ありがとうございま

いということを私は申し上げたいのであります︒
した︒感謝いたします︒
︵京都大学名誉教授・ノーベル化学賞授賞者︶

福井謙一先生ご略歴

大正七年奈良県に生まれる

昭和十六年京都帝国大学工学部工業化学科卒業

昭和十八年京都帝国大学工学部講師

昭和二十年京都帝国大学工学部助教授

昭和二十三年工学博士

昭和二十六年京都大学工学部教授

昭和三十七年日本学士院賞受賞

昭和五十六年文化勲章受章︑文化功労者の顕彰

ノーベル化学賞受賞

昭和五十七年京都大学退官︑同大学名誉教授

京都工芸繊維大学長︵昭和六十三年五月まで︶

昭和六十三年基礎化学研究所所長

平成七年日本学術振興会会長︵併任︶
︻主な著者︼

科学反応と電子の軌道︵一九七六年丸善︶

学問の創造︵一九八四年佼正出版︶

二十一世紀日本の選択﹁共著﹂︵一九九四年ダイヤモンド社︶

教育への直言︵一九八五年・ハンリサーチインスティチュート︶

哲学の創造﹁共著﹂︵一九九六年ＰＨＰ研究所︶他
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︵敬称略︶

■■再働何口■■憧偉■■同■■■■畦

平沢四子男

伊藤利雄
上代光裕

菅原藤五朗

飯田寅次郎

越川薦男
菅谷幸司
増田一郎
清水美晴

伊藤徴

西村幸雄
片山芳子

友子

杉浦昌也

■口■■■■■■■■■■■■■■■■■同■同岡側■■■■再■■■■昌周■■■■同■■■■■■■時■■■■■■蘭同■■■■鱒■■■■■■■■■■■□■口角■甘口■■■■は■■同■■■■■■■縛働

井上孝美
片山清一理事ご遺族

第八代西村幸二郎会長ご遺族

■■■■■■■■■■風鳳■■筒■■質

創立百二十周年記念式典出席者ご芳名
両■■■■■■■■︑■■■■口同■■■■■岡■■■岡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■間箇■■口阿■■■■■■■■■■■■■■■両同■■■■■■■︑■貫角■■陣■■再再■■■■稗■■両側■■■

文部事務次官

佐藤禎一

ご来賓
草原克豪

県県県県県県県県県県

文部省大臣官房長

葉葉形葉山玉葉葉葉田

文部省生涯学習局長

千千山千富埼千千千秋員者

長谷川裕恭

福井謙一

表
永
年彰
会

文部省社会教育課長

記念講演会講師

野村高史

安嶋蒲

住友商事株式会社常務取締役

長谷川茂郎

財団法人修養団理事長
会祖西村茂樹先生ご遺族

松平直書
渡辺正麿

尚子

幸子

第三代松平直亮会長ご遺族
第四代徳川達孝会長ご遺族

堀田正久

雅子

第五代堀田正恒会長ご遺族

野口一郎

愛子

第七代野口明会長ご遺族
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尾田幸雄

長谷川寿郎

岩崎晶
金子政次
林田武雄

茨城支会
百十年史編集委員

東京都
東京都
千葉県

事務局職員

東京都
千葉県
島根支会長
干潟町支会長
野田支会長
佐倉支会長
安房支会長
平川支会長

有田支会長
八千代支会長
茨城支会長
関係団体

船橋

古川哲史

古垣光一

渡辺薫

川村千寿子

藤下昌信

飯塚一雄
菅谷敏夫

︵代︶茂木友三郎

倉次重一

安田豊作

深川明

宗政秀治
芝原正司
及川正和
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大月武志
飯塚一雄
松本幹彦
石原太紀
三枝英司

吉田功

狩野冨吉
菅谷栄夫
戸辺好郎
松戸正利

柴山斉
古田責

藤崎岩夫
川崎昭男

会

千葉県
東京都
福島県
千葉県
千葉県
会員拡充功労者

北
北海
海道
島根
島
根県
島根
根県
岐
岐阜
阜県
茨
茨城
城県
千葉
千
葉県

支会事務局責任者
干潟町支会

島根支会
野田支会
佐倉支会
安房支会
有田支会
平川支会
八千代支会

支

卓

住友商事株式会社東京ビル事業部長
春山

伊藤

山崎
宇平

克巳

隆司

〃

〃

〃

ビル管理部長付

ビル管理部長

監理技術部長付

社長

日本通運株式会社九段航空支店長

住商建物株式会社社長

柳沢伸一

中谷桂一

住商リテールストァーズ社長 高木富保
西田貞夫

ＫＳＫベルネット

東会計事務所長

株式会社ＥＩＣネットワーク社長 島田晋吾
財団法人地図情報センター事務局長 久田龍二
東信一郎

テナント各社

金子法律事務所弁護士

〃

東京レイピ株式会社社長

″″

株式会社日建設計常務取締役

住商ビルマネージメント株式会社社長

永井輝

株式会社共立社印刷所社長
﹁西村茂樹研究論文﹂入選者

北海道
石川松太郎

一般
日本道徳教育学会

社団法人石門心学会

今井淳

押谷由夫
藤江徳也

佐倉市長代理
﹃日本弘道会百十年史﹄執筆者

武蔵大学教授

玉川大学教授 多田建次
峰島旭雄

師松魚

加瀬正治郎

目次安茂
鈴木茂興

早稲田大学教授

斉藤知正

平川支会副会長

島根支会副会長

トヨタ東京オート営業所長 石倉守

〃

泊翁研究会会員

鈴木寛一

支会関係

〃

″

〃

渡辺義人
立井信也

青木千三男

匿田滋

八千代支会副会長

﹃弘道﹄俳壇選者

若 作 栄 克 勝
江造次天尭弘徳弘

小田金清

住友商事株式会社東京ピル事業部長代理

関連会社

常務取締役

住商ピルマネージメント株式会社
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伊金井山平川小森
田子上口井端松田

″

安房支会副会長
茨城支会副会長
木更津支会副会長
本会関係者

″

役員
会長
副会長
理事
理事
″
″
″

︾監事
″

〃

評議員
″

〃
″
″

修

〃

宮崎哲夫

石渡敬

大塚正八郎

特別会員
″

勝部真長

修

銀蔵

″

鎌田正

高橋昌郎

森田康之助

服部忠蔵

丹治久
野口元
〃

若鍋尚志
〃

川村千寿子

田洲敏夫

事務局職員

″

金子ゆかり

嘱託

︵以上︶

白鳥正

″

七海隆

″

〃

〃

″

〃

〃

三郎

鈴木勲
古川哲史
杉浦昌也
土田園保
富田朝彦
堀田正久
藤下昌信
松平直書
生平幸立
小谷隆一
入江孝一郎

木屋野正勝
土田健次郎

津英武

南摩文綱
西村幸雄

（46）

沖川福高
津又原橋
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記念式典参会者からの礼状
︵敬称略・五十音順︶︾

福島県石川佐中

冠省︑大安吉日の十一月十八日︑本

会創立百二十周年記念式典に際して︑

に浴しました︒賞状及び会祖西村茂樹

永年会員の趣を以て︑感謝状授与の栄

先生の﹃泊翁語録﹄を御送付下され︑

回顧すれば昭和二十七年の秋頃︑江

礼を申し上げます︒

名町在住の元小学校長元江名町長たり﹄

感謝感激に不堪︑衷心より厚く深く御

ております︒晴れの式が︑めでたく滞

め式典の諸準備等のご労苦は︑並みな

りなく挙行されましたことに対し︑あ

承ならぬものがあったものと推察致し
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島根支会飯塚一雄
島根支会の運営につぎましては︑平

し振震弘先生のお奨めにより︑﹃弘道﹄

拝読の機会に接したのでしたが︑先生く

一人となって延べ四十余年になろうと

は己に幽界に去り︑当地区会員は小輩

なお︑その節は多額の祝金を交付い

らためてお慶び申し上げます︒

ただき︑誠にありがとうございました︒

ことを︑感謝申し上げます︒

素格別の御支援をいただいております

格別のご高配に対し厚くお礼申し上げ

動推進のために有効適切に活用したい

頂戴いたしました奨励金は︑支会活

続けることは勿論︑誌友として自己研

汗を覚えます︒これからも会員であり

たしてこれに該当し必適するか否や冷

然しこの度拝受した賞状を拝見し︑果

過日︑創立百二十周年の記念式典が
開催されるにあたりましては︑支会か

ます︒

と存じております︒今後ともよろしく

は誠に感慨一入なるものがございます︒

ら正副会長と事務局長をご案内賜り︑

御指導をいただきますよう御願い申し

出席させていただきありがとうござい
当日は百二十年周年にふさわしい厳

ました︒

粛︑かつ格調高い式典ならびに祝宴で

讃に励ゑたいと存じます︒・

たく思いますので︑何卒微意御了承の

受賞の恩恵に対し貧者の一灯を献じ

上げます︒

ざいます︒

十一月十五日

ありまして︑感銘を深くした次第でご
﹃日本弘道会百十年史﹄編纂をはじ

上寄付金を御査収下されたくお願い申
し上げます︒追って会員としての自己
紹介として︑去る平成三年秋叙勲の栄
に浴し︑関係各位が祝賀会を開催され
た資料がございますので︑ご参考迄お

届け申し上げます︒ご笑覧賜われば幸

甚に存じ上げます︒草を以上
十一月二十二日

とに相成りましょう︒失われない限り

れましたならば︑まことに由々敷きこ

右の件につきよろしくお願いします︒

らぱ作成下されば幸甚に存じます︒

に於て︑我日本は弥栄えでございまし

私は十一月九日︵士︶飯田橋一丁目

シム舎畠ノＯ

鈴木勲先生はじめ皆様によろしくお
伝え下さい︒会のますますの御発展を

祈り上げます︒草を

のホテル・グランド︒ハレスニ階のダイ

ヤモンドルームに於ける記念式典に列

厳粛に進行︑﹁君が代﹂斉唱︑﹁黙祷﹂

席するの光栄を得ました︒式典は実に

十一月十一日

﹃百十年史﹄を今後とも有効に利用で

に始まり︑鈴木会長の式辞︑来賓の方

追伸古川先生にも申し上げましたが︑

は﹁人名索引﹂があれば助かると存じ

きるようにするために︑また研究者に
ます︒大変でしょうが別冊として﹁索

東京都今井淳

引﹂の発行を希望申し上げます︒

が如く静寂に︑聴取いたしたのでござ

には万堂の紳士・淑女は水を打つたる

々の祝辞︑永年会員に対する感謝状贈Ｊ
呈と続き︑閉会の辞で〆繰られ︑ノー妃
ベル化学賞の福井謙一工学博士の講演く

念式典おめでとうございました︒

東京都岩崎晶

前略このたびは盛大な百二十周年記
また︑大変立派な﹃百十年史﹄の完
成もおよろこび申し上げます︒想像以

シャンデリヤ輝く下︑全員の﹁記念

います︒

第九八四号﹁創立百二十周年記念

写真﹂も終り︑別席にての﹁祝宴﹂は︑

上に大部なものでさぞいろいろと御苦
労だった事と推察申し上げます︒出論

元宝塚歌劇団︑琵琶演奏家の上原まり

女史による演奏があり︑その西村茂樹

ました︒記念号の内容は︑数々のお歴

先生の作詩歌に全員酔えるが如くであ

号﹂を手にしまして感慨深しでござい
灸の御卓説の並列にて︑綜合感想とし

と思っておりますが光栄に存じます︒

ては秋空に輝く群星の煙めきにも似て

果して会祖の精神を伝え得たかどうか
さて︑少生古稀を迎え来年三月末に

日本国から﹁弘道精神﹂が若し失わ

きら

武蔵大学を退任いたしますが︑記念に

圧倒されました︒⁝⁝

山海の珍味が食卓を賑わして︑私は

りました︒

卒業生たちが開いてくれる会のおりに
配りたいと存じますので抜刷り可能な

５番テーブルでした︒坐する処の円座
く心から感謝いたしております︒

数々のご高配を賜りまして︑誠に有難

念式典にお招きをいただき︑身に余る

力不足ですが貴会の益為のご発展の

士︶︑岩崎晶︵ＮＨＫ・ＯＢ︶︑木屋野正勝

ために努力いたしますことお誓い申し

には金子作造氏︑伊田若江氏︵両弁護

︵祝宴司会者︶︑上原まり氏︵琵琶演奏家︶︑

氏︵読売Ｎ沢英武氏︵産経ｘ宮崎哲夫氏

上げ︑お礼のことばといたします︒
敬具

拝啓毎度お世話になり有難うござい

東京都小津民三郎

十一月十五日

片山芳子氏の諸氏で︑宴席はⅣテーブ
った模様︑話題は﹁北方領土問題﹂や

ル迄に及びました中で一番賑やかであ
﹁宝塚入学試験﹂等々多彩にて︑会長
席からは鈴木会長も微醗を帯びられて
程でありました︒︵何しろマスコミのテ

特別に割込まれて︑歓談に加わられた

まで︒

十一月二十日

敬具

千葉県尾田幸雄

昨日は日本弘道会創立百二十周年の

れましたこと欣快至極に存じます︒

式典が︑盛大にかつ滞りなく挙行せら

また︑私自身の不明から︑永年会員

の対象となるとは思い及ばず︑当日会

いた次第にて狗に失礼いたしました︒

場に到着して初めて事の重大さに気付

して︑ご無礼の数をなにとぞご海容下

れ︑のほほんと参加させていただきま

りましたのに︑つい留守電を聞きそび

また前日わざわざお電話も頂戴してお

﹃泊翁語録﹂をいただきまして誠に有

昨日は弘道︑弘道会パンフレット︑

ます︒

難うございました︒厚く御礼申し上げ

祝宴も大盛会︑大成功に終了︒私は

ーブルでしたから︒︶

の紙円筒を片手に携え乍ら家路にと急

頓首平伏

創立百二十周年の記念式典は︑まこ

島根支部狩野富吉

十一月十日

さいますようお願い申し上げます︒

頂戴したる﹁永年会員に対する感謝状﹂

どうも有難うございました︒右御礼

り読ませて貰います︒

る感じが致しました︒これからじっく

と直接会ってお話をきかせて貰ってい

たかも私が明治時代におり︑西村先生

﹃泊翁語録﹄を少し読ゑますと︑あ

ます︒

日でございました︒

ぎました︒実に感激と︑有意義なる一

岐阜県大月武志
統を誇ります貴会の創立百二十周年記

謹啓このたび︑輝やかしい歴史と伝
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ろいろと御高配賜わり恐縮に存じまし

とに格調高く︑また︑私も受賞の栄に
十一月廿二日

衷心より御礼申し上げます︒

大な記念式に感激致しました︒

奈良県田畑賢住

あずかり感激致しました︒その上︑い

た︑ありがとうございました︒く：

安房支会柴山資

拝啓秋冷の候会長先生には益々ご健

逼進して来ました︑無賎なお便り平に

向寒の折柄愈々ご健勝にてお過しの

ご容赦下さい︒

十一月二十五日

程お祈りいたします

謹啓このたびの日本弘道会創立百二

北海道永井輝

この度︑弘道会創立百二十周年記念式

れましたことを心からお慶び申し上げ

十周年記念式典が︑盛大厳粛に挙行さ

勝にてご活躍の条お慶び申し上げます︒

ご恵送頂き有難く拝受いたしました︒

典に際し表彰状並びに﹃泊翁語録﹄を

百こ十周年記念式典挙行おめでとう
り氏の琵琶演奏厳粛な式典が見事な調

ございました︒福井先生の講演上原ま
和をかもし出しすばらしいひとときを
また︑支会︑個人として感謝状まで

十日付にて新国宝に指定された大仏師

又︑会長先生には去る平成五年六月

評価を賜わり︑晴れの式典において受

ます︒また︑私の拙い論文に格別の御

過ごしました︒

し上げます︒記念出版されました﹃日

い内容で︑早速精読を始めました︒ま

本弘道会百十年史﹄は︑豊かな素晴し

賞の栄に浴しましたことを厚く御礼申
承り有難く︑その仏像を奉祁する大和

運慶青年期の在銘の傑作大日如来像︑

忍辱山円成寺の責任者が私であり︑更

た﹃弘道﹄第九八四号所収の﹁泊翁先

文化財保護審議会を長であられた事を

又︑支会への祝金でどうにか後半の

生遺訓﹂に接し︑感動を新たに致しま

た︒

事業への見通しも明るくなりました御

に昭和二十年終戦直後当寺に晋住し︑

いただき本当にありがとうございまし

礼申し上げます︒

以来五十一年間に及び︑先住職から引

した︒

は誠に重大な意義を持ちますが︑とく

道義衰退の今日︑日本弘道会の活動

続きの弘道会員ですから︑凡そ九十年
間︑学校教育︑社会教育︑保護司︑公

に青年層への働きかけは最重要課題と

千葉県菅谷敏夫
前略創立百二十周年記念式の際は参

民館長︑育友会長等を勤め弘道精神に

近く弘道会員に相当いたします︑その

列光栄に浴し有難う御座いました︑盛
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建育成は最優先課題でありましょう︒

道会の将来を考えますと︑青年部の再

部準則﹂が掲げられています︒日本弘

典﹄には︑﹁青年部設立案内﹂と青年

十八年日本弘道会発行の﹃改訂修養宝

青年部の活動﹂の記述が見え︑昭和二

思われます︒﹃百十年史﹄にも﹁有志

会長さんから﹁永年の功労者﹂として

告がありました︒また︑思いがけず︑

誠に有意義な楽しい一日であったと報

た︒教育関係の旧知人等と面談出来て

長さんや藤下局長さんと面接頂きまし

に報告を受けました︒当日は﹁鈴木会

会だった﹂こと︑数々の記念品ととも

立派な式典でしかも立派な会場で︑盛

理の永井が帰宅いたしまして︑﹁誠に

ただき︑重ね重ねのご芳情に︑厚く御

す︒また︑﹃泊翁語録﹄のご本までい

と︑ありがたく心から御礼申しあげま

くだされ︑感謝状をいただきましたこ

この栄ある日に︑私にまでお心遣い

式典参列の光栄

秋田県平沢四子男

十一月二十二日

申しあげ︑御礼といたします︒

日本弘道会のご発展を︑衷心お祈り

礼申しあげます︒

謝状﹂を頂き恐縮感激の極承でありま

の至りでありましたのに︑今般も﹁感

き︑また過般は﹁寿昌杯﹂を頂き光栄

不敏な私が特別会員として過させて頂

分にて有難く厚く御礼申し上げます︒

﹁感謝状﹂を頂きまして︑誠に恐縮充

終わられ︑おめでとうございますｏ

創立百二十周年記念式典︑盛会裡に

茨城県半田雄三

かと存じます︒

衆智を結集すれば︑その具体化は容易
以上︑受賞の御礼を申し上げ︑愚見
を添えさせていただきました︒ありが
十一月十五日

とうございました︒敬具

千葉県林田武雄

いいたします︒

す︒今後とも末長く御指導の程をお願

鈴木勲会長より御招待を載き︑御丁重

本会の百二十周年の式典にあたり︑

拙筆で申し訳ありませんが︑重ねて

な式辞を拝し有がたく厚く御礼を申上

拝啓今般﹁日本弘道会創立百二十周
年記念式典﹂盛会裡に挙行されました

展をお祈いたします︒

感謝申し上げ日本弘道会の一層のご発

になり︑国会開会中のところ︑事務次

文部省からは時局の重大性をお考え

げます︒︲

こと喜びにたえません︒私もかねてか

十一月吉日

ら出席を楽承にしていましたが折悪し
く足痛が悪化して︑やもなく平素﹃弘
道﹄誌を共に愛読していました実弟の

代理出席を御承諾頂きました︒当日代
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官の井上様︑官一房長の佐藤様ほかの御

お願いするより外に道がなくなりまし

う様にならない現状では︑若い方々に

ます︒しかし︑老体となって体力が思

は﹁敬和﹂と書く様にしています︒

﹁和敬﹂と書かれたのを見ますが︑私

京都大学名誉教授の福井謙一先生の

しばしばあります︒従って辞典を引く

出来ない文字︑意味が分らないことが

二時間をそれにあてて居ります︒解読

めてから五年になりました︒午前中の

年前の八十八歳のときから習字をはじ

私は性来字が下手なこともあり︑五

が必要になるのです︒この鍛錬が重な

ります︒そこで私自身のためには鍛錬

でしょう︒武蔵と私では天地の差があ

しんだ人はそのまま平常心となるもの

本武蔵の様に死を賭して剣の道にいそ

れにあてはまらないものでしょう︒宮

如くブラブラしている者の平常心はこ

仏教でよく言われます︒仏教で修業し

御講演は秋田では滅多に拝聴すること

ことがおびただしくなりました︒それ

た︒だからと言って何の抵抗もしない

が出来ないことであります︒

でも分らない時には先輩︑友人︑学者

た人達はそれでいいと思いますが私の

くなんて誠に光栄のことであります︒

と考えました︒

り初めて平常心をかち取ることになる

で黙視することは出来ません︒

次に︑平常心是れ道と言うことは︑

ましたことは︑誠に時宜を得たことで

臨席あり︑御祝辞︑御挨拶をのべられ
あります︒

修養団理事長安嶋様の御挨拶もあっ

藤下局長さんは老体の私の手を引いて︑

先生達に恥を忍んでお聞きします︒又

て︑昔なつかしい修養団活動が目に見

壇上に立たせ謝辞をのべさせました︒

勝手な考え方をして造語することもあ

この好機に私の様な者が感謝状を頂

える様な気が致しました︒

この様なことは弘道会でなければ見ら

ります︒たとえば

くことが私の信念です︒又生命なので

ませんが︑下手でも良いから熱心に書

ない︒急いで単純に﹁和﹂を求めても

は﹁和﹂の前に﹁敬﹂がなければなら

いる今日この頃です︒

るま﹂絵を書いて送り御批判を頂いて

す︒友人︑知人達に愚見や下手な﹁だ

人類の共存は敬にあり

私は必ず起こるだろうと予測して居る

人類がほんとうに仲良くなるために

と言うことです︒

鍛錬是れ平常心

いて居ります︒上手になることはあり

私は習字とともに﹁だるま﹂絵を書

れない風景と信じて居ります︒

式典御参列の皆々様も等しく国の現
状を憂慮されていることと拝察して居
ります︒かかる時に道徳復興運動が起

者です︒私も体力さえ許すならばその

長つづきはしないと思います︒よく

きることは喜ばしいことであります︒

一端を担いたいと考えている者であり
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百十年史︑誠に立派な出来にて感服︒

慶び申し上げます︒

平素は格別のご高配に与り深謝申し

さて︑この度貴会におかれましては

秋田県藤肥正三

創立百二十周年をお迎えになられ︑誠

上げます︒

輩の方が重そうにお帰りになるのを見

ただ︑当日︑あの重量物を持って御年

ゆっくり拝見いたしたいと存じます︒

この度は︑創立百二十周年記念式典

て︑当日宅配便のお世話をしていたら

拝啓

の関係資料と感謝状をお送り下さいま

に慶賀に存じます︒

昨日は︑ご丁重にもわざわざご来社

一層よろしかったのではないかと感じ

頂きましたのに︑不在しており大変失

礼致しました︒

︵住友商事㈱取締役社長︶

平川支会宗政秀治

に存じます︒有難うございました︑早

また︑記念の奨励金など頂載し恐縮

賀の至極に存じます

この度の百二十周年記念式典誠に慶

前略

十一月十四日

右御礼まで

の資料をご恵贈賜り有難うございまし

また︑その節は﹃百十年史﹄その他

た︒草々
島根支会松本幹彦

十一月十一日

ました︒まずは御礼かたがた︑一言︑

して誠にありがとうございました
ただ徒に年を重ねただけの私が感謝
状を頂載すること自体樟るべきところ︑

いただきました︒ご厚情のほど衷心感

その上この様なご面倒なことまでして

私も今では八十二歳の老人になって

謝申しあげます︒

昨日は創立百二十周年記念式典にお

前略ごめんください︒

ケまいと念じておりますので今後とも

しまいましたがせめて気持だけでもボ

光栄に存じました︒厚く御礼申し上げ

招きいただき︑また︑感謝状を頂戴し

草を

拝啓︲時下ますますご清栄のこととお

東京都宮原賢次

十一月十日

向寒の勘ご自愛の程願い上げます︒

ます︒

何分のご指導をお願い申しあげます︒
草を

東京都松平直毒
創立百二十周年記念式典の御成功︑

誠に大慶に存ずると共に︑ひとえに事
しあげます︒

務当局皆様の御力によるものと感謝申
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速支会活動に有効に使用させていただ

しやいますことは素晴しい御事と深く

父がひき合わせてくれましたことかと

り申上げます︒遅ればせではございま

益灸のご発展とご隆盛を心からお祈

存じます︒

すが厚く御礼申上げます︒

十一月吉日

出ました︒かしぐ

夫からもくれぐれもよろしく申し

お招き頂き誠に光栄に存じましたかず
申上げます︒

かずのお心こもるおもてなし厚く御礼

ご盛大な記念式典ならびに祝賀会に

感銘を受けました︒

しく御伝え下されますようお願い申し

きます︒鈴木会長さんにも呉をもよろ

今後共支会発展のために一致協力し

上げます︒

て頑張りますので︑よろしく御協力と
御支援を心から御願い申し上げます︒

ご立派な﹃百十年史﹄ほかいろいろ
頂戴致し恐れ入りました︒御本を拝見
致しますと︑私共ほとんど存じません

おります︒大変なご作業でいらっしゃ

しく正確にご記載され︑感服申上げて

ただき︑さらに﹃泊翁語録﹄をお送り

十周年記念式典での感謝状をお贈りい

本日︵十一月十八日︶は︑創立百二

島根支会目次安茂
日本弘道会創立百二十周年記念式典に

いましたことと皆様のご労苦拝察申上

秋田県渡部文雄

参列することができ︑大変︑光栄に存

げますとともに︑このようなすばらし

でしたご事業の内容や会の推移がくわ

まる思いがいたしました︒

祖父の横顔につきましても︑私達孫は

能代支会から山田さん︑県出身の半田︑

ており有り難く思っています︒また︑

秋田からは平沢四子男さん出席され

いただき厚くお礼を申上げます︒

殆ど接する機会も少なく︑口数も少な

じています︒百二十年を期して更に会

藤肥︑戸沢氏も名をつらね︑心強く存

の隆盛を心から祈念しています︒

い人でございましたので︑はっきりし

ようと存じますｐ会長様とのご縁も祖

す︒他のきょうだいにもぜひ拝見させ

の頁をさいてご記載頂き有難う存じま

た印象も少々ございましたが︑たく山

からお喜び申上げております︒また︑

い御本がお出来になりましたことを心

じています厳粛な式典で︑身のひきし

いろいろご配慮いただきありがとう
ございました︒

十一月十三日

東京都渡辺雅子
この度は︑創立百二十周年誠におめ
ながい歳月を代々受けついでいらっ

でとう存じました︒
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住商リテールストァー

会社殿︵東京都︶

峰島旭雄殿︵東京都︶

財団法人修養団殿

金宣万円也

川又銀蔵殿︵茨城県︶

金試万円也

金萱万円也

野口元殿︵東京都︶

南摩文綱殿︵東京都︶

トヨタ東京オート株式

佐倉市長殿︵千葉県︶

社団法人国民曾館殿

発行朝日新聞社

著者川橋啓一

﹃素類の昭和天皇﹄

︵平成８年ｎ月︶

鯵購求図書

発行社団法人国民曾館

著者小堀桂一郎

﹃国際社会における日本の位置﹄

社団法人国民曾館殿

発行社団法人国民曾館

﹃張鼓峰事件﹄

著者中村梁

ズ株式会社殿︵東京都︶

金萱万円也

金萱万円也

︵東京都︶

︵東京都︶

社団法人石門心学会殿

押谷由夫殿︵東京都︶

金壷万円也

丹治久殿︵東京都︶

金五万円也㈱共立社印刷所殿

大月武志殿︵北海道︶

金試万円也

加瀬正治郎殿︵東京都︶

︵平成８年ｎ月︶

鯵図書ご寄贈者芳名

金試万円也

金試万円也

石川佐中殿︵福島県︶

堀田正久殿︵千葉県︶

金試万円也

金試万円也

鯵ご寄付者芳名

︵東京都︶

金威万円也

︵平成８年ｎ月︶

金五万円也片山芳子殿︵東京都︶
金五万円也渡辺正匿殿︵東京都︶

金壱万円也

財団法人地図情報セン

金五万円也飯塚一雄殿︵島根県︶
金五万円也住商ビルマネージメン

金萱万円也
金萱万円也

会社殿︵東京都︶
︵東京都︶

住商建物株式会社殿
日本通運株式会社九段
東会計事務所殿

航空支店殿︵東京都︶
金萱万円也

ＫＳＫベルネット株式

︵東京都︶

金萱万円也

金壷万円也

金萱万円也

金壷万円也

ター殿︵東京都︶

ト株式会社殿︵東京都︶

金五万円也住友商事株式会社殿
︵東京都︶

︵東京都︶

金五万円也金子作造殿︵神奈川県︶
金参万円也八千代支会殿︵千葉県︶
金参万円也野田支会殿︵千葉県︶
金参万円也茨城支会殿︵茨城県︶
金参万円也小谷隆一殿︵京都府︶
金参万円也伊田若江殿︵神奈川県︶
金参万円也東京レイビ株式会社殿

金試万円也鎌田正殿︵東京都︶
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誉
￨

◎会費領収報告
︷鎚秤賊躯斡皿朋皿胆

１この報告をもって領収書に代えさせてい

︹岐阜県︺

今井和男
︹千葉県︺

安房支会Ⅲ名⑧

○関口清臣
○為成貞治

○安曇謙三
○後藤宗一郎

○水野貞男

宮 静 東

宮 千 埼 東 神 千 東

ただきます︒

○中川卓志側
○槌谷一彦⑥
︹宮城県︺

○堀田正一郎側

○藤原俊明⑨
○谷津律子⑨

○毛利平
○高橋善幸

(
9
)
（
9
）

(
9
)
（
9
）
（
9
）
（
9
）
（
9
）

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒
３お名前の下の括弧内の数字は会費納入最
終年度です︒

４ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま
でご連絡下さい︒
︹東京都︺

○梶原弘行⑥○千田芳彦⑥
○中嶋路人⑥○島田四郎⑥

○貝山弘⑨

○手島典男⑥
︹兵庫県︺

埼玉伊藤文稔伊藤克巳

兵庫木村マサ尾形伊之吉

東京梶原弘行事務局

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

︵平成８年如月Ｉ平成８年ｎ月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

○木村マサ

⑧
(
9
)

千葉関口清臣〃

″

″

″

″

堀田正一郎

鈴木勲

″

堀田正一郎

千田芳彦
中嶋蒋人
島田四郎
松下貌三

後藤宗一郎

安曇謙三
藤原俊明

″

鈴木勲

″

″

″

″

伊藤克巳

″

小田金清

鈴木勲

堀田正一郎

″

″

″

谷津律子
水野貞男

手島典男

中川卓志
為成貞治
有川武勲
平田清隆

高井寛

毛利平
貝山弘

奈 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
城 葉 玉 京 川 葉 京
城 岡 京

山口天

槌谷一彦
高橋善幸

︵破船帥噺臥陰損祁牧号︶
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○高井寛⑨○平田清隆側
中島英輔⑥
︹神奈川県︺

本田克己

藤井隆

寺田秀穂

(8)⑧
(
9
)

多田建次
○有 川 武 勲
︹埼玉県︺

○伊 藤 文 稔

○山口天
︒︒︶●

︹静岡県︺

○松下貌三

(9)⑧

(
9
)
（
9
）
(
9
)

加月４日︵金︶

︵抄録︶

伊藤克巳︑宮崎哲夫各委員︒

＊午後３時︑藤下昌信事務局長︑百二十周記念式典関係

川月側日︵月︶

用務のため文部省へ︒

＊午後２時︑有田支会古田貴幹事長事務打合のため来会︒

如月朗日︵水︶

出席︑大会会長として挨拶をする︒

＊鈴木勲会長︑水戸市で開催された全国社会教育大会に

＊８階バルコニーの植木を植替え︒

加月妬日︵金︶

う

＊グランドパレス赤松基マネジャーと事務局全員が創立即

加月朗日︵月︶

百二十周年記念式典の挙行について最終打合せを行う︒く

について審議を行う︒

長付︑来会し︑ビル修繕について藤下昌信事務局長と

理︑住商ビルマネージメント︵株︶小松克徳ビル管理部

＊午後２時︑住友商事︵株︶小田金清東京ビル事業部長代

加月帥日︵水︶

出席者Ｉ鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑有田一書︑富

＊午後４時︑宮崎哲夫評議員来会し︑創立百二十周年記

Ⅲ月６日︵水︶

式典について事務局と打合せ︒

＊午後３時︑生平幸立監事来会し︑創立百二十周年記念

Ⅱ月５日︵火︶

打合せ︒

出席者Ｉ鈴木勲会長︑古川哲史︑松平直書︑生平幸立︑

念式典の具体的な準備について協議︒

＊正午より︑百二十周年記念事業実行委員会を開催︒記

如月而日︵木︶

昌信事務局長︑七海隆職員︒

田朝彦︑杉浦昌也︑堀田正久︑松平直書各理事︑藤下

審査結果②創立百二十周年記念式典の具体的な準備

＊正午より︑理事会を開催︒①﹁西村茂樹研究論文﹂の

川月９日︵水︶

委員︑高橋昌郎委員︑藤下昌信事務局長︒

出席者Ｉ鈴木勲会長︑古川哲史審査委員長︑小野健知

文として推せん︒

て論文審査を行い︑永井輝氏︵北海道︶の論文を優秀論

＊午後２時︑﹁西村茂樹研究論文﹂審査委員会を開催し

蕊蕊
蕊

念式典について事務局と打合せ︒
Ⅲ月９日︵土︶

上孝美文部事務次官ほか多数のご来賓臨席のもと︑日

＊午前ｎ時より︑ホテル・グランドパレスにおいて︑井
本弘道会創立百二十周年記念式典を挙行︒永年会員︑

明会﹂︒川村千寿子︑田淵敏夫職員が出席︒
ｎ月塑日︵金︶

氏事務打合せのため来会︒

＊午後２時︑八千代支会長芝原正司氏︑幹事長立井信也

の茂樹氏︵会祖西村茂樹先生の玄孫︶が来会され︑日本弘

＊正午︑長谷川茂郎氏︵会祖西村茂樹先生の曾孫︶とご長男

Ⅲ月踊日︵月︶

道会に対して勲三等旭日中緩章︑勲一等瑞宝章及び勲

会員拡充功労者等八十二名︒支会・関係団体等十二団
者を表彰︒

さ︑二十八・二センチメートル︶を寄贈され︑鈴木勲会長

二等瑞宝章勲記並びに明治天皇より御下賜の短刀︵長

体に対して感謝状を贈呈︑﹁西村茂樹研究論文﹂入選

福井謙一先生により﹁科学と道徳﹂と題する記念講演

た日本教育研究会の研究大会に出席して祝辞を述べる︒

＊鈴木勲会長︑虎ノ門の国立教育会館において開催され

と藤下昌信事務局長︒

出席者Ｉ古川哲史副会長︑堀田正久理事︑斎藤知正氏

＊午後１時より︑泊翁日記を読む会を開催︒

Ⅲ月四日︵金︶

を行う︒

訪ね︑百二十周年記念式典の経過報告と御礼のご挨拶

＊鈴木勲会長︑日本クラウン㈱会長室に有田一書理事を

Ⅱ月朋日︵火︶

保管︑展示の予定︒

資料として日本弘道会ビル八階の資料展示室に大切に

への贈呈式を行う︒これらの寄贈品は︑当会の貴重な

＊正午より︑記念講演として︑ノーベル化学賞受賞者の
が行われる︒

＊午後１時別分より︑祝宴に先だって清興として上原ま
りが午後３時へ全日程を終了︒

りさんによる琵琶演奏が行われ︑引続き記念祝宴に入

＊午後１時より鈴木勲会長︑文部省へ赴き︑井上孝美事

Ⅱ月川日︵木︶

礼のご挨拶を行う︒

寺務次官はじめ各局長を訪ね︑百二十周年記念式典の御

杉並区ｊ福のご自宅に訪ね︒百二十周年記念式典の御

↑＊午後２時如分︑鈴木勲会長︑特別会員林健太郎先生を︑
礼のご挨拶を行う︒︵藤下昌信事務局長随行︶

一＊午前加時より︑千代田区公会堂において﹁年末調整説

Ⅲ月即日︵水︶
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編集後記

鯵鈴木勲会長は︑冒頭の式辞の中で︑

したご来賓の皆様方に対し︑改めて御

きして︑慶びを共にしていただきまし

礼を申し上げます︒

た︒とくにご繁忙の中をご臨席賜りま

鯵世界的に著名な福井謙一先生のご講

の道にあらず︾という第七代会長野口

人の時代をめざし︑常に新鮮な視点を

明先生のお言葉を引用され︑﹁君子万

より本号へ収録することができました︒

演の記録については︑先生のご高配に

︽我々は︑徒らに尚古に堕するは本会

もって内外の現実を洞察し︑新たな世

科学と人間社会との関わりについて私

鯵本号は︑去る十一月九日︵士︶ホテル

経過を記した﹁記念式典号﹂といたし

の努力を傾けるべく決意を新たにする

紀における道徳の在り方を求めて渥身

どもにも解り易くお話しいただき感銘

・グランドパレスにおいて開催した︑

ました︒当日は︑北海道や九州をはじ

を深めました︒また︑上原まり女史熱

本会創立百二十周年記念式典の次第と

め国内各地から多くの会員が馳けつけ
されました︒

ものである﹂という力強い決意を表明

て下さいました︒式典の模様について

十余名というご来賓︑受賞者及び関係

いたしますが︑主催者側を含めて百四

文部事務次官をはじめ︑佐藤禎一大臣

最中︑文部大臣の代理として井上孝美

鯵当日は︑内閣改造直後の慌ただしい

たもので︑会祖の息吹きが感じられる

詩歌にオリジナルな曲をつけて下さっ

演による筑前琵琶の演奏は︑会祖作の

は︑本文に詳記してありますので省略

者の皆様方にご参会をいただき︑百二

︵藤下記︶

ようで感懐ひとしおでした︒多謝︒

口座○○一四○ 一 四三一七
郵振Ｆ替便
番号一○一
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編集兼
発行人
東京都千代田区神田神保町三ノー○

鈴木勲

平成八年士一月一毛日発行︵年会費二︑○○○円︶

平成八年主月一歪日印刷

官房長︑草原克豪生涯学習局長︑長谷
会の講師として招請申し上げた︑ノー

川裕恭社会教育課長︑また︑記念講演

きました︒主催者の一員として栄ある

ベル化学賞受賞者であり学術振興会会

るに相応しい式典を執り行うことがで
行事に参画できたことの喜びとともに︑

長であられる福井謙一先生︑特別来賓

十周年という記念すべき節目の年を飾

百二十年という伝統の重承に身の引き

野村高史常務取締役の諸氏にご臨席を

として友好団体修養団の安嶋禰理事長

賜りました︒なお︑会祖の曾孫長谷川

︵元東宮大夫︑元文化庁長官︶住友商事㈱

の皆さま方ともども弘道精神の普及に

茂郎様はじめ歴代会長のご遺族をお招

二十一世紀へのステップであり︑会員
努力していかなければならないと考え

締まる思いがいたします︒この式典は︑

ております︒

−

林健太郎著

東京大学名誉教授
元東京大学総長
本会特別会員

本書は︑第二次世界大戦終了五十周年に当たる昨
年︵一九九五年︶を中心に著者が発表した時事評論を
まとめたものである︒この年わが国は村山内閣の施
政下にあり︑阪神淡路大震災やオウム真理教による
地下鉄サリン事件など未曾有の事件に見舞われ︑戦

国際化時代と日本の将来後五十年間なおざりにしてきた国家の問題︑自衛隊

戦後五十年の反省

の在り方︑歴史や道徳教育の見直し等があらためて
問われた︒著者はこれらの問題について公正な論理
による論評を加え︑特に失われた国家意識の回復を
強く訴えている︒

Ｂ６判２３２頁なお︑本書の論稿の中には︑本会の特別講演会の
れている︒

定価１８００円︵税込︶講演要旨や会誌﹃弘道﹄に寄稿された論文も収録さ

文部省教科調査官広島大学助手著者が︑﹁だれもが大切だと思いながらいざ実践

押谷由夫著

の展開を願う著者が︑悩承ながら心の教育を進めて
いる現場の先生方におくる福音の書である︒教育の
かなめ
基盤をつくるのが心の教育であり︑その要となるの
が道徳の授業である︑という教育観に立ち︑指導計
画の作成から資料づくり︑授業の活性化︑評価の問
題等々初任者が明日から授業に取り組めるほど論述
は詳細を極めている︒この書ほど教師の思いに迫る
書は少ない︒全篇を通じて著者の息づかいが感じら
れる現場の先生方必携の書である︒

常任理事本書は︑道徳教育研究一筋に歩承︑新しい道徳教育

高松短期大学講師となるとしり込承してしまい勝ちな道徳教育を︑も
高知女子大学助教授つと気軽に︑だれもが取り組めるものにしたいとい
日本道徳教育学会う思いから︑本書を企画した﹂と述べている通り︑

心を育てる学校教育の創造
⁝新しい道徳教育の具体的展開⁝

Ａ５判２２３頁
定価２４００円︵税込︶
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