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【総会式辞】

第95回通常総会式辞………………………………………………会長鈴木勲
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人間を必ずしも幸福にしない科学文明………………………………中村元
食と宗教……･…………………………･･………………………………斎藤知正
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︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶
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

経済の倫理性を強調すること

政治の道義性を高揚すること．

皇室を敬愛すること︑国法を守
ること
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

と

と︑資源の保存と開発を図るこ

自然の美と恩沢を尊重するこ

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと

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

教育の適正を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

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
一て身を貫くこと

日本弘 道 会 の 会 祖 ・ 西 村

は︑︑明治六年森有
茂樹先生は

礼・福沢 諭 吉 ・ 西 周 ・ 加 藤

弘之・中 村 正 直 ら と 相 図 り

﹁明六社﹂ を 設 立 ︒ ﹃ 明 六 雑

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行
脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

家でもありますｂ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︑・西欧の模倣ど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︑﹁東京傭身学社﹂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

３剛剛刊

会祖西村茂樹先生小伝

！

涯教育の先駆的役割を果たされました︒牢
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日本弘道会大意︵二︶

・前回説いたような理由で︑私は日本弘道会のために宗教を棄てて理教を採用することに決めた︒
●■●■■●■□●■■○匁︒●？●●●●■■■︒①●●ＢＣＤ宙■●■■■●②■■●

理教を採用するとすると壷次に儒教か哲学かの一方を選ばなくてはならないが︑儒教を選ぶとこれ

には﹁固随﹂な性質があるから問題がのこる︒では哲学を選ぶとすれば︑哲学諸家にはそれぞれ違

った主張があって︑帰一するところがないといヶ問題があるｑそれで私は数隼来反復熟考した結果︑

ついに一つの断定的考えに到達したいなるほど儒教には﹁固随﹂なところがあるけれども︑これは

註釈の方法が下手なためであって︑善い註釈をほどこすなら︑じゅうぶん今日でも活用ができるで

あろう︒哲学は諸家の説を別為に見るなら千態万状で違っているように見えるが︑古今に通じてこ

カタチ

れを見るなら︑諸家の説には一致するところが少なくない︒

更に儒教と哲学を合わせて観察するに︑形迩の上では千差万別のように見えるが︑精神では儒

教・哲学共に大差があるわけではない︒儒教が天命を説けば哲学も天命を説き︑儒教が道心を説け

ば哲学も道心を説く︒また︑儒教が古人の異言怪行を説かなければ哲学も異言怪行を説かず︑儒教

が地獄天国を説かなければ哲学も地獄天国を説かない．⁝．．という如くで︑これによって儒教・哲学

二教の精神がどこに在るかが知られよう︒それで私は二教の精神を採用して︑その形迩にとらわれ

ることなく︑二教の精神をもってわが日本道徳の基礎を立てようと欲するのである︒
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右のように二教の精神を採るときめたからには︑儒教・哲学のような名目にはとらわれない︒名

︒○○◎０Ｏ

や

目にとらわれなければ︑﹁擬ル所﹂は何かを問われたら︑私の﹁依ル所の根擦﹂はただ二つあるだ

○．

けである︒それは道理と事実で︑道理は古往今来流行して息まない理であって︑或は真理と称し︑

或は天理と称するものがこれである︒事実は人類の穀誉・禍福・廃興・成敗のあとであって︑或は

人事︑または事迩と称するものがこれである︒道理と事実のこの二つを観ることが明白確実なとき

は︑世界の万物・万事が皆明白確実なことを得べく︑諸教の長短得失も亦あきらかに領会されるで
あろう︒

しかし道理と事実は︑自分の想像をもって定むくきものではなく︑必ず諸教︵ことに儒教と哲崇︶

と歴史との力に頼ってこれを知ることができるであろう︒儒教︵ならびにシナの諸子︶と哲学とは道

理の精粋を集めたものであるから︑今日に至るまで天地間に流行した道理のすべてを包括して漏ら

すところはないと言ってよく︑ことに儒道の如きはわが国に行われること一千五百余年で︑国民の

道徳を造って国の位格を保ったものであるから︑今日において他教よりは多く採用されるのは理の

当然であろう．学者ばこの二学Ｉ儒教と哲学の義に通じて︑更にこれを古今の事実に照らして黙

想深思するときは︑天地の真理を知ることができようし︑道徳の基礎を立てることができるであろ

うｏ宗教の如きも︑その奇怪の説と来世の説とを除けば︑採用してよい言が多いから︑宗教書を熟

読して道理と事実とに合うところは採用し︑自己考究の助けとすべきである︒
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本日ここに︑遠くは有田︑島根の支会をはじめ︑会員多数の御参会を得て︑第九十五回通常
総会を開催し︑各位と共に会祖西村茂樹先生の遺訓を偲び︑道義振興の決意を新たに致します
ことは︑誠に意義深きことと考えます︒
昨年は︑本会創立百二十周年に当り︑記念式典を挙行して支会はじめ永年会員や功労会員を
表彰し︑会員各位と共に創業の精神を振起し今後の一層の発展を誓ったところであります︒
加えて︑創立百十周年記念事業として着手した﹃日本弘道会百十
年史﹄が十年の歳月を費して見事に完成し︑会員各位にお頒ちす
ると共に︑大学︑学会︑関係団体等に配布して︑本会の歴史と伝
統を広く世に明らかにすることができました︒御協力を頂いた会
員はじめ関係各位に深く感謝申し上げる次第であります︒
本年は︑来るべき世紀に向けて︑百二十周年記念事業として既
刊の﹃西村茂樹全集﹄︵三巻︶の増補を計画し︑年次計画を以て継
続的に刊行していくこととしております︒さらに︑新たな事業と
して︑﹁道義振興に関するシンポジウム﹂の開催や﹁日本道徳論を
読む会﹂と﹁支会中堅会員研修会﹂を本年度から発足することと
しております︒昨今は︑支会活動の活発化により支会会員の増加
は見るべきものがありますが︑一般会員は未だしの感があります︒
−
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幸い機関誌﹃弘道﹄は編集委員の御協力と執筆の諸先生の深い御理解により︑伝統的な品格あ
る内容が好評を得ており︑今後一層の内容充実を図り︑会員拡充の基盤を図りたいと考えてお
ります︒

ひるがえって︑我が国の政治︑経済︑社会の現状を承る時︑誠に憂慮すべき情況にあります︒
昨年暮から続いたペルー日本大使公邸人質事件は︑幸いにしてフジモリペルー大統領の英断に
よる武力行使により百二十七日ぶりに解決をみましたが︑これに対比して人命尊重平和的解決
の承を主張した我が国政府の対応は改めて主権国家の在り方に深刻な反省を迫るものとなりま
した︒また︑相つぐ官僚の汚職︑続発する金融界の不祥事は目を蔽うばかりであり︑公僕倫理︑
経済倫理がきびしく問われております︒一方現内閣が六大改革の一つに掲げる教育改革は︑規
制緩和と経済効率に偏し︑一も道徳に関する語なく︑我が国の未来を託するに足るいかなる青
少年を育てるかという改革の基本理念を欠いたまま進められております︒今︑急ぐべきことは︑
道徳的人間を育てることであり︑社会に道義心の覚醒を促すことであります︒
このような情況を見るとき︑私は︑西村先生が﹃日本道徳論﹄の最後において述べられた
﹁諸君若し日本後来の運命を思ふときは必らず道徳の教を振起せざるべからざることを知るな
るべし﹂という言葉が痛切に響くのを覚えます︒
私共はここに本会の使命の愈盈重かつ大なることを自覚し︑本会綱領の実践に努め︑﹁君子
万人の時代﹂の実現を期して︑相倶に前進すべく決意を新たにするものであります︒
会員各位の一層の御精進と御協力をお願いして︑式辞といたします︒
平成九年五月三十一日

社団法人日本弘道会

会長鈴木勲
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特集日本人と宗教

⁝⁝⁝⁝⁝；

愛媛県の玉串料訴訟問題の最高裁判決は十三対二の
大差で原告側の勝訴となり︑大きな波紋を投げかけま
したが︑法律論が先行し日本人の社会慣行や国民感情
を無視した判決であるという批判もあります︒日本人
はもともと宗教に寛容であるという世界に稀な特色を
もった民族といわれています︒
本号では︑﹁日本人と宗教﹂という標題を設定し︑

とくに︑日本人の生活の中に深く根づいている神道を
はじめ︑日本人の宗教感情などについて先生方から論
考をお寄せいただきました︒
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しかし自然科学の進歩だけですべての問題が解決され得

と言ってもよいであろう︒

ける進歩である︒それは近代思想を成立させる契機となっ

ると考えるならば︑それは議論の不当拡張乃至不当適用と

現代の機械技術文明を成立させたものは︑自然科学にお

ている︒近代哲学をさせた力の源泉は何であるか︑という

現代の日本人は︑物質的な生活の豊さによって幸福度も

いうことになるであろう︒

増すとかんがえている︒それは一面において事実であるか

ことが様々に論ぜられているが︑自然科学の進歩が起動力

となっているということは︑デンマークのへプディング

もしれないが︑人間の幸福には精神的な努力や修養が同時

に伴わなければならないだろう︒単に科学技術文明が進ん

ｓ黛塵邑巴だとかアメリカのランドール︵罵目農︶であると

この事実は世界諸国の知識人にあまねく承認されている

だだけで人間が幸福になれるわけではない︒科学技術文明

か︑公平な哲学史家の主張し指摘するところである︒

ところであるが︑また現代の人為の承認するところである
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が人間の幸福にとって決して万能でないことは︑身近なと

に電気に詳しい専門の学者がいて︑その学者の指示によっ

ターの密室の中に閉じ込められて︑居合わせた人々のうち

１１
ころで起こる笑うに笑えないような出来事を通しても理解
て動いた︒

もしも︑そのメーカーの名が外国にでもつたえられたな

される︒

科学技術文明の普及は人間の生活を本当に便利にしただ

そのメーカーは世界的に名前の通った会社だが︑自分の

らぱ︑文明国としての日本の面よごしとなる︒

しば経験する︒例えば︑この頃は家庭用品の中にもどんど

ところに手落ちはないと主張する︒故障時の連絡先へすぐ

ろうか︒必ずしもそうではない現実を日常生活の上にしば

ん新しい技術が取り入れられているが︑ところがわれわれ

なぜすぐに修理ができなかったのかというと︑その下受

に電話をかけてぷても︑その下請け会社は移転していて返

高層ビルにエレベーターがなければ不便きわまりないに

け会社はすでに他の場所に移転してしまっていて︑﹁故障

老人にはとうてい使いこなせないものになっている︒使い

違いない︒しかしエレベーターは必ずしも人間を幸福にし

の場合には︑これこれの場所にご連絡下さい﹂という移転

事がこない︒

ていない︒もしエレベーターが途中でエンコしたらどうな

通知がユーザーの末端にまで案内が徹底していなかったわ
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こなせない道具ほど不便で厄介なものはない︒

るだろうか︒上がるに上がれず︑降りるに降りられない︒

けであった︒

最近は﹁院内感染﹂という語をしばしば耳にするように

用される医学の方面になると︑問題は︑もっと深刻である︒

自然科学的研究の方法や成果が︑人間の身心に直接に適

に︑技術を使いこなせないのである︒

つまり技術を使いこなす人灸の精神がたるんでいるため

私にも経験がある︒

政府の設立した公けの或る機関の立派な建物の中で一緒
に乗った何人かが同時に閉じ込められたまま︑降りるに降
りられず︑上がるに上がれない状態で四十分もの間︑密室
の中に閉じ込められてしまったことがある︒

電力会社に連絡をとっても梨のつぶて︒幸いにエレベー

ル

師が忠実に消毒を行い︑ ま た 回 診 を サ ボ ら な か っ た な ら ば

って病気をうつされてしまったというのである︒もしも医

なった︒・病気を療してもらうために病院に出かけたら︑却

てしまったら︑とんだことになるということを改めて知ら

気持ちがあってこそ︑機械文明も生きてくる︒それを忘れ

むほど︑その必要性が痛切に感じられる︒人のためを思う

きてこない︒へ心﹀というものが必要で︑文明が進めば進

忠実に診療を続けてきた良心に忠実な誠実な市井の医家の

病気を却って悪くされたという批評がある︒ こ れ に 反 し て

た有名な大病院や︑大大学の付属病院で﹁院内感染﹂とか︑

に悪作用を及ぼす方向に発展したのでは︑未来に明るい希

そうでなければ︑いくら科学技術が進んでも︑それが人間

明のもつ矛盾や欠陥を反省し批判する必要に迫られている︒

られなかったほどの豊さを享受している︒その故にこそ文

文明の進展とともに︑いま私たちは︑かつてはかん溌え

された︒

病気を伝染されないですんだという場合が非常に多い︒

場合には︑そういう批判の声はあまり耳にしない︒この現

人間が生きていくための基準は何か︒それば古くから聖

病人に対して親切なのであるという︒パラドックス的な表

をうけた人たちばかりで︑大学とは無縁だから︒﹂だから

要がある︒そうなると︑人文科学の人たちも自分たちの責

題がある︒人類の叡智というべきその道を明らかにする必

れが現代において十分に明らかにされでいないところに問
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しかしわたくしが耳にするところでは︑世間で名の通っ

象について考えて承ると︑先年学園を荒らし回った学園紛

望を見い出すことはできない︒

或る医家は或る病院︵仮に﹁Ｐ病院﹂と名づける︶を推奨す

賢と仰がれた人たちが苦労して明らかにした道である︒そ

■

争 な る も の の 傷 あ と がまだ残っ定いるように思われる︒

︒なぜか？﹁Ｐ病院では看護婦さんがゑな自衛隊で訓練

現ではあるが︑巨大な組織である大学に対する皮肉な一撃

戦後︑古い伝騨はぷんな捨ててしまえということにたつ

を明らかにする努力をしていただかなければならない︒

任を自覚して︑今後の社会や文明における人文科学の意義

人間の意欲や気持が健全にはたらいていなければ文明は生

恥くら科学技術や機械文明が進んでも︑それを支配する

ではなかろうか︒

る

てしまったという感がする︒

き抜くというに及んでは︑人身売買のようで︑耳にさえし

いているような気がする︒そこに現代文明のおとし穴があ

考察が無視され︑捨て去られてしまった︒いまは惰性で動

数えるようではいけない︒人間の人間らしさ︑人間として

宗教界も倫理性が問われている︒宗教が信者の数と収入を

近年宗教者はあまり倫理性について言わないようだが︑

たくない︒

るのではないか︒だからこそ︑人間はいかに生きるべきか

のあり方︑そういう本質的なものについての反省が見失わ

人間が人間として生きるためにはどうあるべきかという

を改めて反省し︑その意味を明らかにする必要があるので

れているような気がする︒宗教者や識者が︑人間と社会の

現状を反省し︑あるべき姿を人灸に理解されるように説く

はなかろうが︒

思想の倫理性ということが近年は無視されてきた︒政治

のが︑大学を頂点とする教育の面においても︑新聞︑雑誌︑

してきた傾きがあるのではないか︒思想の倫理性というも

が︑人間の正しい生き方とはどうあるべきかの考察を無視

強したいと思っている︒日本の人文科学等の学者の研究は

として︑余命のある間は︑思想の倫理性の問題をもっと勉

ら︑気負ったことは言えないが︑思想に関する学究の一人

私は老人である︒あと何年息をしているかわからないか

ことが必要であろう︒

視聴覚に訴えるテレビなどのジャーナリズムの面において

文献学が中心である︒ことに仏教学者の場合がそうである︒

家であれ︑官吏であれ︑実業人であれ︑地位のある指導者

も︑本気に考えられることなく︑人灸は遠ざけてきたとい

いいのである︒こんなものを放送しても言いのかどうかを

テレビは視聴率だけを問題にする︒ただおもしろければ

の心を打つその面をもっと明らかにする必要がある︒私は

と︑内容が人盈の心をとらえ︑人を動かすのである︒人盈

になるのは︑文献学ではない︒文献の中に説かれているこ

けれども︑人だが心を打たれ︑身も心も洗われる気持ち

深く考えない︒新聞は購買者が何人いるか︒スポーツさえ

充分なことが出来ないのに︑いつの間にか老人になってし

う印象を受ける︒

も勝率だけが問題とされる傾向にあり︑強い選手を金で引
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とでも︑歪めることでもない︒事実は事実として︑あるが

ければならないだろう︒それは決して真理をねじ曲げるこ

の期待にお応えできるようなものを学者の側から提供しな

るように見受け︑このままではいけないと考えている識者

いまの精神界には︑人盈の心の依りどころが失われてい

とは︑互いに相矛盾するものではない︒それぞれ次元を異

に取り組んで承たい︒﹁心の学問﹂と﹁自然科学的研究﹂

あるべきであるということを目指して︑改めて学問的反省

れた人間関係に強制されるのでもなくて︑人間としてこう

いう義務のない人間である︒義務としてではなく︑とらわ

めたいと願っている︒今の私は何をしなければならないと

しいと思われるだろうが︑そういう方向に向かって歩を進

ままに明らかにして︑そして人食の依りどころとなるよう

に余るものである︒しかし意外なところに協力の道が開か
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一︑はじめに

問題とば経済の問題だと解すればで経済と宗教とぱ別のこ

とだと考える考え方が当然の前提とされていることになる︒

ういう中で道徳とか宗教とかいった高尚な精神的価値を担

わせるような世の中となってきたことは否定できない︒そ

の一切を決定するといった唯物史観が何となく本当だと思

でも︑経済が下部構造として︑上部構造をなす社会や文化

経済が支配的な力を振っていると考えられる︒歴史の見方

ちことである︒そこでは世の中のことすべてにわたって︑

いう風にその特徴が規定される︒俗にいう金の世の中とい

近代という時代は︑経済の時代とか経済主義の時代とか

である︒宗教と経済でもそれらは分別されなければならな

に認識の上でも実践の上でも交通整理の必要が起こるわけ

化が起こるので︑その端境でいろいろ混乱が起こる︒そこ

会によって違うことがあり︑同じ社会でも時代によって変

統合しなければならない︒この分け方と結びつき方が︑社

も実践上でも︑分析し分別したら︑次にはそれらを綜合し

難く結びついていることも事実である︒それ故認識の上で

ことは事実である︒しかし同時に何らかの仕方で切り離し

と言おうとするわけではない︒一切はそれぞれ分れている

もちろんここで経済と宗教とを区別することが間違いだ

うはずのものが︑何とも無力で肩身の狭い思いをさせられ

いが︑単に分けて切り離すだけでは事は済まされず︑それ

ｌ近代の進歩と行き詰霞りＩ

ていることも事実である︒

ことである︒人はパンの承で生くるものではないという場

題と言えぼ︑それは経済の問題であると解するのが通例の

関係もないことで︑人間が生きてゆくために食うことの問

にも徹底的・広範・急速になされた結果︑それにともなっ

分化・分業が進んだということである︒ただそれがあまり

のであるが︑それは反面から見ればあらゆる事柄について

近代という時代は︑社会も文明も急速な進歩発展をゑた

らの統合融和の道を同時に考えてゆかねばならない︒

合でも窪パンの問題と宗教の問題とは別であるという考え

て起るべき総合の働きが追いつかず︑そのため社会や文明

ところ沼標題に掲げた食であるが︑これは宗教とは何の

が八そめ言葉の奥の方にあるように思われる︒このパンの
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途方もなく大きぐなってしまった巨人が肢をひいているよ

の至る所で不調和や混乱鱗起っているということである︒

律性それ自身によって内から起る矛盾として︑まさしく自

る︒その矛盾は経済の外から来る矛盾ではなく︑経済の自

うことは︑近代の自由な経済が最後に突き当った矛盾であ

びっこ

うなものである︒しかもその鮫が単に両足の間だけではな

由な経済の自己矛盾であり自己否定なのである︒

恥これは実は単に経済だけの問題ではなくして︑近代社会

式典左右の脳§更には古い脳と新しい脳の間もといった具
合庭である︒これは火類社会の病気なのである︒古人は病

らも自己を解放し︑国家や政治の手も離れてのいわゆる自

近代の経済は︑宗教から分離しただけではなく︑道徳か

済の矛盾という形で近代の矛盾が最も顕著にあらわになり

域がこの近代の本質を最もよく代表している結果︑その経

の原理そのものによることが多いのである︒ただ経済の領

の各所で見られるさまざまな矛盾の根が︑近代社会の自由

由経済となった︒こうして思うままにその力を発揮した結

始めたというだけのことである︒

気のことを四大不調と言った︒

果非常な発展をとげた︒こうして先進国に限って見る限り

増大した生産を消化できずに︑経済のシステムそのものが

れはまだ使えるものを捨てさせてまで消費を拡大しないと︑

てゆくためには︑大変な無駄をせざるを得なくなった︒そ

となった︒つまり高度に発展した経済がその発展を維持し

更にはそれをも通り越して無駄の経済と言う外はない状態

れはもはや必要の経済には留まらず︑賛沢の経済となり︑

近代的自由が是認し︑否︑讃美し推奨している︒それが一

ただ自己の欲望と利潤の追求にのみ専念する︒そのことを

としての魂の堕落に対しては何の責任も感じない︒そして

済は人盈の飽食の欲に乗じて自らの利を計るのみで︑結果

駄とを日をくり返しながら飽くことを知らない︒近代の経

て現在の世界の国女に比べてゑてもたぐいまれな賛沢と無

の住民たちの食は︑日本の歴史上かつてないような︑そし

敗戦の結果として成立した民主国日本という自由の天国

壊れてしまうという矛盾である︒このように経済が大変な

切の進歩の動因をなしていると妄信しているからである︒

たいへん豊かとなり︑貧困の問題は解決済承となった︒そ

不経済をしないと経済を成り立たせることが出来ないとい
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I

だがこうしたことが一体いつまで続きうるものなのであ

ろうか︒．
二︑道元禅師の食の教え

仏法の道場︵蝋騨における生活規範︵瀧瀞に含まれる食の

教えにこれを見ることができる︒

さじき

その教えは︑蜂醇教訓と誰職鱗湾と名づけられた二つの
しんぎ

じゆじき

清規に代表せられる︒前者は作食の法についての教えであ

このような現状とくらべ︑同じ日本でありながら︑経済

人と︑物を受用する人との三つがなければならない︒人と

いう事が成り立つためには︑食べ物と︑その物を供給する

り︑後者は受食の法についての教えである︒およそ食事と

がまだその近代的自由の醍醐味を知らず︑したがって暮し

物との関係を介して︑人と人との関係が成立する︒

ｌ人間尊重の食事Ｉ

も今よりはるかに貧しかった頃︑われわれの祖先の日本人

通路とな鋤得るような一︑二の実例を挙げるにとどまる︒

理である︒ここではただそういうことを考えてゆくための

もちろんこんな大問題をここで取り上げようとしても無

の事を真に成り立たしめうる真実の道理がどのようなもの

食事ということの全体が成り立ちうる︒そしてそれら一切

行僧︶の立場から説かれた教えである︒両者が合わさって

れた教えであり︑赴粥飯法は食物を食べる人・受用者︵修

典座教訓は食物の作り手・供給者︵典座︶の立場から説か

それも経済の内の最も基本的なことと思われる食の問題に

であるか︑その真の道理を具体的現実的に成り立たしめ得

はどういう暮し方をしていたのであろうか︒

ついてどういう考え方や生き方をしていたのか︑そのため

る方法つまり道とはどのようなものでなければならないか

今このような趣旨に基づいてどのような教えが実際に説

にそこで宗教がどういう役割を果していたのか︑といった

そこで先ず鎌倉仏教の偉大な祖師の一人である道元禅師

かれているかについての紹介や説明は︑この小論の為しう

を説いたものがこの教えなのである︒

の食の教えについて考えて承る︒それは禅師が宋から帰朝

るところではないので︑読者御自身でこれらの原典を御参

視点から少しく考えて染ようとするわけである︒

後︑先ず宇治に於て︑次には越前の山中に於て建設された
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その為めに典座は全身全霊を傾けて食物を作る︒喜んで仕

を最と為す﹂と言われる︒このような貴い衆僧のために︑

それは真の意味での人間尊重の精神に基づいて食という

事に励承︵喜心︶︑父母がわが子をおもうような慈愛と親切

照戴くようお願いしたい︒ただ次の一点だけはこの際特に

ことの根本の意味がここで明かにされているということで

さをもって事に当る︵老心︶︒それらすべてを貫いて﹁その

それにふさわしい食物を作って供養しなければならない︒

ある︒その事を典座教訓について要約すると︑次のように

心を大山にし︑その心を大海にし︑偏無く党無きの心﹂︵大

取り上げて︑読者の注意を喚起して置きたい︒

なる︒教訓の冒頭において︑典座というのは衆僧に食事を

衆僧の人格が尊貴であるが故に︑その食べる食物も尊貴

心︶が働いていなければならない︒このようにしてはじめ

考えるのが通例だからである︒では︑世の常識に反して禅

なものでなければならない︒食物にそのような貴い価値を

提供する役職であるが︑その職に就く人間は﹁古より道心

師があえてこう言われる理由は何であるのか︒ここにこそ

与え得るものは︑その食物の作り手が尊貴なる人格であり︑

て衆僧のために食事を作る仕事︑つまり﹁作食﹂がそのま

重要な意味があると言わなければならない︒その理由は︑

従ってその働きが尊い真実なものでなければならない︒こ

の師僧・発心の高士﹂であったし︑また是非ともそうであ

これを一語で言えば︑典座が僧食つまり僧の食物を作る役

のようにして典座の役を荷うのにふさわしい人格の条件と

まで同時に﹁俳事﹂となるのである︒そこでは作食の外に

を荷うべき人だからである︒僧食という貴い物を作る資格

して﹁道心の師僧・発心の高士﹂であることが要求される

らねばならない︑ということから説き始める︒これは世俗

のある人は︑﹁道心の師僧・発心の高士﹂といわれるよう

わけである︒その典座の貴い真実の働きが物に移されゑ一

俳事があるのではなく︑作食即悌事なのである︒

な貴い人でなければならないのである︒では僧食がなぜ貴

つまり典座の人格の一部が物に込められることに鳶や漣

の常識とは全く異なる︒飯炊きなどは下女の賎しい仕事と

い物とされるのか︒それはそれを食べる僧が尊い人だから

その物は尊い食物となり︑尊い修行僧にふさわＬい食物と

そうじき

である︒﹁世間の尊貴︑物外の優閑︑清浄無為なるは衆僧
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を意識しないとしても︑客観的存在的にこの乗り移ること

座の人格が衆僧に乗り移るのである︒・衆僧が仮りにその事

典座の人格を自らの人格の内容として受容する担いわぱ典

なる︒︑衆僧はそれを感謝の心を以て食べることによつて︑

を我為に教えておられるように思う︒

することから始めなければならない︒道元禅師はそのこと

先ず脚もとの日公の食事をまどころの篭った真実なものと

びを実感し︑人生を全うするための土台を築えためには︑

ろう︒人間を尊重する食事︑共に尊い人間として生きる喜

よ う に し て 供 養する典座とそれを受用する衆僧との間には︑

することにあ るということを教えているわけであるｐこの

して衆僧の為 すべ・き報恩の道は︑い︑わぱ道を以て道を雲受用

なり﹂と教え王いる︒ ﹁道を以て道を供養する﹂典座に対

のための故に まさにこの食を受くるは︑典座に報ずる所以

れる月同時にそれを受けて食べる衆僧に対しては︑﹁成道

養するの職なり︑心を以て心を供養するの時なり﹄と説か

道元禅師はこのような事実を﹁典座は︑道を以て道を洪

究するのが真の学問的精神であるｐも●し何らかの先入見を

そう考え︑その道理が如何なるものであるのかを謙虚に探

人生の誠が貫いているからであると考えなければならない︒

なものではあり得ない︒そこには必ず真実の道理があり︑

いうものは︑決して偶然や錯誤などの結果として起るよう

ある︒このように長期にわたって一貫して変らない事実と

にも類例を見ない国家である︒これは厳然たる事実なので

の国家生活を数千年の間を一貫して守り通して来た世界史

日本は建国以来︑寓世一系の天皇を中心として君民一体

０

１福祉国家としての日本の原点Ｉ

三︑食と祭・大嘗祭

は現実に生起しているわけであるｐまして衆僧がその事実
を主観的意識的にも覚知するならば︑衆僧の良心は根源的
に目醒めしめられ︑かくして尊い典座の供養を受けるに値

こ の 僧 食 と い う物を媒介としての﹁道と道﹂・﹁心と心﹂と

先立てて︑このような事実を頭から軽視し否定してかかる

す愚自己となるべく修行にはげむであろう︒

いう感応道交 が 生 き 生 き と 成 立 し ︑ 人 間 と し て 共 に 生 き つ

ことをもって啓蒙的と為す者が居るとすれば︑これこそ迷

１１

つ ． あ る 喜 び ︑ ． 真の生き甲斐が実感されずにはやまないであ

Ｉ
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蒙的反学問的態度と言わざるを得ない︒そのような迷蒙不

かないことが屡々起るのである︒

ずの上下の循環的統一の実をあげることが事実上うまくい

同時に永遠の真実である︒道元禅師の語を借りて言えば︑

日本に伝統する君民一体の事実ば︑歴史の現実であると

実な精神がはびこると︑どんな立派な国でも亡びてしまい︑

その結果天罰のごとくさまざまな災いが国民に降りかかる
ことになるのである︒

多即一．ということになろう︒民主為義の本質が︑統治する

に於て自覚された真理の命題によって言い表せば︑一即多︑

現する︒これが君民一体ということの実なのである︒俳教

歴史であるｐこれを本願にうながされて唱える念俳の相続

元禅師流に言えば︑本証より溢れ出る妙修の持続としての

力が現前する︒これが日本の歴史的生命の真髄である︒道

この根源的事実への信より発して︑国民の不断の精進努

それは日本国の本証であり︑親弼上人の語を借りれば日本

者と統治せられるものが交流して一体をなすとこちにある

と言ってもよいであろう︒このような妙修の行を不断に続

寓世一系の天皇を戴き︑君民一体となって乱れないとい

とするならば︑日本の歴史を貫いて来たものは民主を義の

けることによって︑日本本来の国柄をなす君民一体という

の本願である︒それは単なる理念や理想ではない︒永遠の

本質と一致すると言うことが出来る︒しかし欧米人の考え

永遠なる真実は︑刻盈の現在に現成するところの歴史の現

うことは︑優れた国の威儀なのである︒土に在る天皇が私

る民主な義は︑人間の内面的交流融和に対する不信を前提

実となる︒永遠の真実としての事実は︑われわれの不断の

真実としての厳然たる事実である︒単なる実証主義などで

とし︑外面的制度的形式への固執によ匂ての承事を決しよ

行を通じて︑歴史の現実としての事実となるのである︒永

を無にして︑国家のため寓民のためを思い︑寓民はその多

うとする硬直した方式をとる結果︽真の民主為義の生命を

遠の真実を抜きにしては歴史の現実は成り立ち得ないと同

いう低次元の事実より以上の根源的事実である︒

失うことになる︒しかもそのことに自ら気付くことなしに︑

時に︑歴史の現実を離れては永遠の真実もあり得ないもの

様なる民意を一君に集めることによって真に一なる心を実

言それを主義として争う結果︿民主な義が本来求めているは

（19）

大な働きによるものである事は言うまでもない︒しかしこ

したと言い得るものであるが︑その事が鎌倉の祖師達の偉

史を通して︑日本の鎌倉俳教において最高の自覚形態に達

釈尊を通して開顕せられた俳法の真理は︑悌教の長い歴

決して偶然のことではなかった︒それというのも日本人の

伊勢路が承たい︒せめて一生に一度でも﹂と唄われるのも

せられて伊勢の犬神に帰一せられる︒﹁伊勢へゆきたい︑

た︒村の共同体を単位として行われる村食の祭りは︑統合

まり経済は︑神を祭る祭事︵宗教︶と不離の形で行われて来

を作り米を食う民族である︒その日公の稲作中心の生業つ

の祖師達をしてか上る事業を遂げしめた根底には︑日本民

幸福の元である稲作を日本中に広めた一番の源は天照大神

なのである︒本証と妙修とは本来不二なのである︒・

族の長い歴史を貫いてその根本に流れて来た真実な歴史的

であったということが︑日本人が昔から懐いてきた変らぬ

わが国の正史とされてきた日本書紀によれば︑天照大神

生 命 の 威 力 があったことを見落してはならないであろう︒

こちらの側 に あ っ た か ら に 外 な ら な い の で あ る ︒ そ れ は ま

は天孫壇壇杵尊がこの国に降臨するに当って︑ヨロが高天

信仰であったからである︒それは正しく信仰の事実として

さ し く 唯 俳 興俳の感臓道交として生起した歴史の真実と解

原に所御す斎庭の穂を以て︑また吾が児に当御せまつるべ

それは悌教の歴史を貫いて流れて来た根本真実を︑その生

さ る べ き も のである︒﹁道を以て道を供養する﹂俳教の働

し﹂という勅を賜った︒折口信夫博士はこのことを﹁それ

の歴史的事実であったわけである︒

きかけに対 して︑それに感腫して通じ合い︵道交︶うるだけ

は天の神の言ひつけで︑食国︵お治めになる国︶に稲を作り

けるありの ままの形で受用し進展せしめ得るだけの真実が︑

の誠が日本にあったことを証拠立てている事実なのである︒

にこられたのである﹂︵新嘗と東歌︶と説明している︒また

きこしめゆには

に緯ぎのゑこと

以 上 述 べ た ことが単なる空言ではないことを示す事実を︑

書紀の別のところでは︑保食神の体になった五穀を喜ばれ

うけもちのか弟

うつしきあおひとぐさ

﹁是の物は則ち顕見蒼生︵今生きている人民︶の食いて活く

まか

本論の主題 である食の事実との関連において次に指摘して

た天照大神が︑その種子をとって陸田水田に植えしめられ︑

おすくに

置きたい︒
・日本民族 は 元 来 稲 作 を 中 心 と す る 農 耕 の 民 で あ っ た ︒ 米
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べきものなり﹂と言われたことも︑︑天孫の降臨せられた使

根本的機能は︑福祉の実現以外の何物でもなかったことが

って天皇のまつりごと︑つまり祭事と不可分である政治の

此の国の田の生り物をお作りになり︑また広く人民にも広

即くための第一要件は︑そのみこともちであることの実を

ち︵使命奉持者︶たる所にあるのであるから︑天皇の御位に

あったわけであるｐ歴代の天皇の本質は︑天祖のみことも

天照大神の稲穂の神勅とは俗に言えば福祉宣言第一号で

した国家であったのである︒︒

分る︒日本国とはもともと福祉国家の理想を本として誕生

命の内容を物語るものである︒
この天孫の後を受けて︑天祖からの使命を継承し奉持し

てこられたのが御歴代の天皇なのである︒天皇の本質︑そ
の根本の役割は︑天祖のみこともち︵使命奉持者︶として︑

め︑秋になるとまつりをして︑田の成り物を天つ神のお目

な

にかけ︑そして共にそれを召し上がる︵新嘗祭︶︒これが食

天祖に示し︑天祖から承認のしるしを受けなければならな

米がよく穫れるということでした﹂と評しているが︑そう

柳田国男翁は﹁むかしの人は単純でしたから︑幸福とは

して︑天皇が自らの徳を以てお答えする報し本反し始の報徳

︵復愈を申し上げる儀式なのである︒それは天祖の徳に対

を天祖に捧げ︑天祖の事依さし︵委任︶に対する復りごと

命令通りに稲を栽培し︽入念に広め︑そうして出来たお米

おす

国のまつりごとである︒わが国において劃引例と詞引例︒

い︒その儀式が大嘗祭である︒

１

と︑祭事と政治とが本来一つであったことは以上のことに

すると米とは実は今で言う福祉のことであったのである︒

の行とも言う得る︒このように天祖に捧げた稲穂を︑更に

この祭は︑天祖から授かった稲穂を本として︑天祖の御

したがって︑天照大神が稲穂を授けてこれを広めよと天孫

天祖から戴いて︑それを天祖と共に召し上がる︒この時に

よって明かであろう︒

に言いつけられたのは︑福祉の実現を命ぜられたことであ

ジユカヘルュ

かえ

る︒その神勅を奉持して︑その言いつけを忠実に実現する

まさしく天皇が天皇となられるのである︒︒〃・

天皇が御位に即かれることを︑古来﹁天つ日継︵嗣︶しろ

ことよ

ことを片時もおろそかにせず︑数千年の間一貫して実行し
て今に至って居られるのが歴代の天皇なのであるＰしたが
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皇 に な ら れるという事実によって示されている︒稲を召し

に 於 て 天 祖と共に稲殻を一召し上る時に︑天皇がまさしく天

る ﹁ ひ つ ぎ﹂であったのであり︑そのことが大嘗祭の儀式

意味する ﹁ ひ つ ぎ ﹂ と は ︑ ﹁ 稲 を 召 し 上 が る ﹂ こ と を 意 味 ま

の で あ る︒天皇の御位に即くこと︑皇位を継承することを

述べた犬嘗祭の儀式そのものが事実をもって立証している

ったと解するのである︒この宣長の解釈の正しさは︑．先に

義であって︑それがやがて﹁天の下知ろしめす﹂の意にな

置あった︒この﹁天祖給付の稲穀を召し上がる﹂ことが原

を．﹁天皇が稲穀を召し上がる﹂ことと解したのが本居宣長

しめす﹂と言って来たのであるが︑この言葉のもとの意味

道統の由由しさに襟を正さざるを得ない思いがする︒・

である︒同時にあらためて民族の歴史を貫いて流れて来た

遍的な真理が︑そこに貫流し開示されていることを思うの

一致として片付けることの出来ない人生の最も根源的で普

真実があったことを知るとき︑これら両者が単なる偶然の

以上の大嘗祭という祭りを通して開示せられている人生の

のであるが︑その道元禅師を生んだ日本の歴史の原点に︑

事についての教えを通して人生の根本真実を明かにきれた

ことを知るのである︒道元禅師は俳教における修行僧の食

されることを説く教えと全く同じ精神が根底に流れている

れ︑かくして真理が授受さ蕊真実の悌家・儲国士が実現

浦の祭︑それらすべてを総べおさめて代表する天皇の祭︑

道元禅師の食の教えはもとよりであるが︑日本の津津浦

通して天 祖の霊が天皇となるべき人に乗り移り︑かくして

そこに開示されている食の真理は︑数ある食の文化の中の

上る時に 天皇霊が身に入るのである︒天祖から賜った稲を

現人神としての天皇が現しく誕生するのである︒それは正

最高の精華たる事を示すものと言い得よう︒食が人間の生

それは前節に道元禅師の食の教えの中で︑僧食の供養者

ものを代表していると言いうる︒そう思うとき︽大嘗祭と

自覚された真理は︑同時に人生の全体を貫く根本真実その

畠ダつ

しく稲の食を媒介としての天祖と天皇との感態道交の事実

の最も根底的なものである限り︑その日常茶飯の事に於て

としての典座と︑その受食者である修行僧との間に︑僧食

いう祭は︑日本民族の生桑出した高度の精神文化の全体に

あらひと淋熟

を物語るものと言えよう︒

を媒介として﹁道と道﹂﹁心と心﹂という感腫道交が実現さ
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わたっての歴史的始源をなし︑且つ原理的根拠を与えるも
のであると言っても決して過言ではない︒それは日本民族
にとっての自家の宝蔵中の最高の貴い宝なのである︒
しかもそれは日本にとって大切だというだけではない︒

それは人類の全体にとっても大事な真理を蔵するものであ
る︒日本民族という歴史的風土的に特殊的な社会を場とし
て自覚された食の真理は︑それが食という人類全体にとっ
て最も根源的曾︒普遍的な事にかかわるものとして︑全人類
に通ずる普遍的真理を含むものだからである︒

福祉を願わない人間はいないはずである︒しかもそれは
まことの福祉をである︒貧しい間は物が豊かにさえなれば
福祉が得られると思う︒しかし物が豊かになり欲望が存分
に満されてはじめて︑何かが足らないことに気付く︒一体
何が足らないのであろうか︒ここではじめて人と人との真
実の和︑人倫ということのまことの意味に気付くのである︒

近代西欧社会の生象出した福祉観は︑人と物との関係を
座標軸として把えた個人主義的人間観に立って︑物による
︐欲望の充足の承を以て福祉と考える福祉観でしかないので

ある︒近代の経済観もこれと同質である︒ここに近代の原

理的な限界があり︑近代はまさにこの限界に突き当って挫

折せざるを得ない︒現代とは丁度その挫折が顕在化し始め

た時代でありへ来る二十一世紀はその限界を越えて人類に

新たなる未来を開くべき時代なのである︒・・

来るべき新しい時代の福祉観は︑人と物との関係を重視

しつつも︑それを媒介として成立する入と人との関係をよ

り一層重視する人間観︑つまり人倫としての入間観に立ち

つゑその人倫の実現にこそ究極の福祉があることを自覚

した福祉観でなければならず︑また事実そうなるであろう︒

大嘗祭に含まれている真実は︑まさにこの人倫の原理の

純粋な原型というべきものであり︑この最も古い素朴な形

の真理が︑実は新しい人類の未来を開きうる生命を宿して

いることに現代人は早く気付いて欲しいと思う︒日本の歴

史がこのような人生の真実を喪失せずに現代まで保持し得

たことは︑世界史の奇蹟というべき出来事であり︑日本民

族の誇眺である︒同時にこの真実を守ってゆく責任がある︒

それは単に自らの民族に対してだけでなく︑人類全対に対

する責任でもあるのである︒

︑今泊翁の日記を読む会﹂同人・高崎経済大学名誉教授︶
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昔︑わが﹁クーこを漢土朝鮮の人倉は何と呼んでゐただ

の地たることを示してゐる︒それは日本語の﹁クーこと︑

多数の人灸を︑父を振って︑命令一下︑統一してゐる範囲

ー

一日本語の伝統の一端について州
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コク幸

一こと漢字の﹁園﹂とは︑或統一をもった土地を示しはす

らうか︒﹁クーこといふ日本語は︑賀茂真淵が指摘したやう

或統一をもった地といふ点では同一でも︑大いにその実質

ヨク

笥夕

るが︑互に異ったものだったからである︒

に垣根︵クネ︶を意味する古語で︑一定の統一した地堺をも

を異にしてゐる︒さうした﹁園﹂の起りは︑中国では︑高

﹁園﹂といふ漢字は︑その字形の示す如ぐ︑一人の王者が︑

つ地域を示す言葉である︒蕊志倭人伝によると︑それは委

高以前の漢民族の統一は︑同一祖先の血族的祭祁を中心

王の作った﹁夏﹂といふ園に始まるのである︒・

﹁国﹂と．﹁クニ﹂
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跨り ■ ・

#

面士︵ヤマト︶などと呼ばれてゐるが︑倭園といふ様に︑

﹁園﹂といふ風には呼ばれてゐない︒それは日本語の﹁ク
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ところが黄河は何年かに一度大洪水を起し︑多くの邑と

だ頃には邑が黄河の流れに従って東方の平原に急増した︒

は人口の急増と畑地の開発が急速に行はれ︑高が舜をつい

東流に従って函谷関を出て中原の地に邑をたてた︒そこに

り示されてゐるものであることがわかる︒力︵武力・権力︶

﹁父﹂と︑人口を示す﹁口﹂と︑一人の王即ち．﹂によ

その園といふ文字を見ても︑領域を示す﹁口﹂と力を示す

り︑国王は︑﹁龍﹂といふ恐ろしいものを象徴としてゐる︒

しかし︑この﹁園﹂は力によって成った人為のものであ

人の下に服従させる一大統一︑即ち﹁国﹂を作り上げるこ

人とを流す大災害をくり返した︒これを見た馬は︑この洪

を以て人の統一をなしとげてゐる西欧諸国のエンペラーは

とする統一が主であった︒祖先の祭祁を中心とするところ

水を防ぎ︑人々を護るため︑黄河に大堤防を築かんとした︒

この国王に似てゐる︒力を振りかざして法令を発し︑これ

とができたのである︒この国は﹁夏﹂と称せられ︑﹁高﹂

ところがそのためには多くの邑や田地の立ち退きと︑莫大

により支配を行う者だったからである︒しかし人間の世は

に成る﹁邑﹂といふムラを基礎に成立する社会であった︒

な人力の結集及び組織化を必要とした︒ところが自己の耕

歴史とともに変易するので︑支配の当初正しかった命令も︑

は﹁夏﹂の王として中園初めての国王となったのである︒

地を没収されるのを不服とした者どもの反抗に遭ひ︑中を

時世の変易に伴ひその正しさを失ふ︒その時は又別の正義

それは尭・舜といふ天子長老により治められてゐた︒とこ

目的を達することができない︒馬はこれに対して︑父をと

を振りかざす実力者にその席を譲らざるを得ぬといふ︑所

これ以後︑中国人は園といふ組織の下に中原に進出し︑繁

って服従を迫り︑従はいものは殺す態度に出て︑自からも

謂易世革命を常とするのである︒しかもそのエンペラーの

ろが映西省あたりの黄河の上流に住む漢族の邑の人口が急

十年ほどの間︑妻の待つ自宅の門前を通っても一度も中へ

象徴はライオンであったり︑鷲といふ恐ろしいものであっ

栄するに到ったのである︒

入らなかったと伝へられるほどに︑一身を挺して事に従っ

たのである︒

増し︑新しい邑を求めて人盈は黄河添ひに南下し︑黄河の

た︒この結果この父の下に人海戦術は成功し︑万民を高一

（25）

から四国・九州が一つの﹁クーことしてのまとまりをもっ

小は対馬・壱岐・隠岐から佐渡︑大は秋津島即ち日本本島

る為には︑兵馬や権力を以てすることは極めてむつかしい︒

と異って多くの島灸が一つのまとまりをもったところとな

即ち﹁園﹂とはちがったものであった︒陸続きの大陸の地

武力や権謀術数を以て一つの統一をなしとげた範囲の地︑

度大丸太にきざ承を入れたキザハシを架けはづしたのであ

その倉に稲穂を収蔵したのである︒倉への出入は︑その都

払ひ火災を防ぐためには︑周囲に河原の小石を敷き並べた︒

しをつけた高床式のクラ︵倉︶を作り︑その周囲の草木を

る︒そこで村為では一様に村民が総出で︑村の好地に鼠返

思議な存在が失はれることが多かった︒これは一大事であ

鼠の害をうけたりして稲穂の中にある一粒万倍になる不可

当時︑村人の住居は堀立式の住居であったから︑湿気や

て﹁ヤマトのクーこと呼ばれるのには一つの別の理由が必

った︒その床下には年論のある木柱をたて︑稲穂の中の一

﹁変ご︒これに引かへ︑日本語の﹁クーこと言ふ言葉は︑

要である︒それを成し遂げたのは崇神天皇の御わざであっ

う

く

粒万倍となる不可思議な大生命の象徴としてこれを記り︑お

その前で︑人為の生命の根源たる稲穂の神の祭りを一様に

た︒

崇神天皇︵第十代︶の頃までは︑﹁ヤマト﹂は奈良地方を

営んだ︒これにより島灸に別れて住む人為の心も一つにな

求められた︒その人は意冨多多泥泥古命︵太田種診といふ

崇神天皇はこ上に気付かれ︑稲穂の神の祭を司る祭主を

って来た︒

指す名称であり︑スメラミコト即ち天皇はそこで祖先の宗
廟の祭洞を司る祭主として︑ヤマト地方の人糞の宗主であ
った︒

ところが︑″この時代になると米作を中心に共同体を構成

天皇はこの人を祭主として︑大和の笠縫の邑に神簸を立

ヒモ律ギ

地方にまで南から拡がった︒それらのムラは稲の穂の一粒

てて︑祭を行ひ︑その祭を司らすと共に︑この稲穂の神の

人であった︒

中にある大生命を神として記り︑同一様式の祭事を稔りの

祭りの深い意味を全国の村会に説かせられた︒先づヤマト

するムラ︵村︶が︑米作村のない奥羽の東半を除いて︑出羽

秋ごとに行ふ様になった︒

の村灸がこれに参じ︑やがて近江美濃尾張の村だがこれに
ある︒

園﹂といふ名を称するに至ったのはこの時に始まったので

次にもう一つ日本語の﹁ヒト﹂について考へて象よう︒

参同した︒崇神天皇はこの神の祭のこころを︑北陸道︑東
海道︑山陰道︑山陽道に布教せしめられた︒次代の垂仁天

はれるところだが︑それは日本語といふものを見てもよく

日本人ほど宗教に対して寛大な民族はないとは︑よく言

わかることなのである︒こ上では﹁ヒト﹂といふ言葉をと

皇の御代になると︑この神は神託に従って伊勢園の五十鈴
川の川上に鎮座されることになった︒日本書紀によれば︑

私どもは今﹁ワレアリ﹂と思ってゐる︒しかしワレはは

その神の御名を天照大神と申し上げること異なったとある︒

たして固定的に実在するものでありませうか︒実はそのヅ

って考へて見たいと思ふ︒

ては︑この時始めて御名を現はし給ふた︑と伝へてゐる︒

レは一息しなければすぐナクなってしまふのであります︒

日本書紀によれば︑天照大神といふ御名はこの現実界に於

これが伊勢神宮である︒かくしてヤマトを中心に始まった

一息することによりワレは背後の大生命︵神︺を担ふので︑

マッリ垂卜

祭事は米作りの村を中心に全島に及んだ︒それにより︑
米作りの村のない東北の東半を除いた奥州各村々も﹁ヤマ

ワレ在りといふことになるのです︒ワレ在りといって息を

詞蛋とは漢字では﹁霊﹂などといふ字を宛て坐ゐます

あるのであり震ず︒

にワレはアルのであります︒︑在ると壁ルとは同根の言葉で

新生し新生し︑そこに超越した大生命官︶を担ふととろ

息をして即ち新生するところにワレは在るのであります︒

﹁アル︵在︶﹂といふ言葉は﹁生と︐と同根の言葉です︒一

ア

しないでゐれぱワレはなくなってしまひます︒日本語の

トのクーこと呼ばれるに至ったのである︒

今日でも﹁必一この政治とか行政とかを画語ではコッ
リゴト﹂と呼ぶよりほかないのは︑この文字もない時代の
ヤマトノクニによる祭事的統一が︑今日の我が﹁園﹂の土
台とな・てゐるからである︒・
其の後︑﹁ヤマトノクーこは大陸より文字を受入れ︑彼の
﹁園﹂・の制度文物を受け入れ︑遂にその﹁園﹂の制度たる律

令制を模するに至った︒﹁ヤマトノクーこの代りに﹁日本
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霊がワレの一息するトキとトコロを通路としてこの現実世

が︑現世を超越した︑神と注大生命とかを表します︒その

る﹁Ｉ﹂とか﹁ＹＯどの様な人称代名詞は日本語にはな

定在するものではありません︒西欧の様に定在した主体た

たトコロ或は戸口によって示されます︒決して現世にた堂

︑︑︑︲

界にアルものとなるのであります︒そこにヒトも我もあり

いのです︒日本語ではヒトは個人として定在する主体では

上

神もあるのであります︒従ってワレのつく息はワレをアラ

ありません︒

ヒ

レあると共に大生命即ち霊をもアラシメルのであり︑そこ

卜卜

また︑アメリカ合衆国などは︑かうして定在する個人同

上

にワレは超越した霊の現実界への通路即ち戸又門となるの
︑︑

志が互に契約をして共同の社会を形成してゐるものであり

︒︑︑

して新生したトコロを指す言葉が用ひられます︒アナタ︑

ゐる存在の深さが︑如何に深いものかといふことがヒトと

日本国であります︒日本の園や日本人が︑宗教的にもって

在の土台となり︑その上に﹁ヒト﹂が生を営んでゐるのが

ますが︑それに引きかへ﹁クーこといふものがその深い存

であります︒ヒトとなるのであり︑ヒトとして存在するの
であります︒
︑︑

コナタとかオマヘとかをはじめ︑ワレ︑ナレ︑﹁カレ﹂﹁タ

かクニといふ言葉の一端をとってもわかるといふものです︒

日本語では︑それ故︑人を示す人代名詞は︑上の戸口と

レ﹂の如きものであります︒ワレとは身体の重心のある処

一生に二度とはつけぬ一息を

即ち﹁ウ﹂︵胎︶に生れたことを示します︒ナレのナはスキ
ンシップのある膚に︑カレとは此処彼処に生れたことを示
◎

九十の春の今朝もつき継ぐ

︒

︹執筆者の要望により︑旧仮名づかいを用いました︒編集部︺

︵本会特別会員・学習院大学名誉教授︶

します︒これは内なる既知の世界ですが︑未知の外の世界
にアレたものは﹁卜﹂︵外︶アレ即ち﹁タレ﹂と呼びます︒

何れも﹁上﹂の通路として生れたトコロを示してゐます︒

英語のＩやＹｏｕの様な定在する主体を示す語ではありま
せん︒日本語の人称代名詞は超越した﹁上﹂の現世にアレ
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四千六百余名のうち︑神道八名︑俳教五十名︑基督教六十

︒●含む

わが国で出版される宗教について書かれた本のほとんど

名︑無神論者約千五百名︑不可知論即ち宗教について定見

一毎Ｔｌ＆管ＤＯＧ●畠ｇ０ｏｃ毎号︒●呂守︐

が︑長い序章を費やして︑宗教と神の語の示す意義や概念

なき者約三千名であった︒これによって見ると︑我国の最

口言・ｏｏｆ客︒０ｏｇ害９０

を述べています︒このことは︑欧米の宗教本にはあまり見

京商科大学なり﹄と書いた者さえあった︒．

案に南無阿禰陀俳と書いた者は少数で﹃六字の名号とは東

問題に﹃六字の名号﹄といふのを出したことがあるが︑答

また先年︑東京商科大学で予科の入学試験の時︑国語の

念がなかったのである︒

高学府に於て︑学生の九割強は︑宗教に対して決定的の信

﹁今から数年前︑東京帝国大学に於て︑学生の宗教につい

ように記述しています︒

いう宗教知識普及書のなかで︑著者の境野黄洋氏はつぎの

昭和三年に刊行された﹁宗教の門﹂︵総算蕊五三六頁︶と

られない現象であります︒
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ての調査を行ったことがある︒その結果を見ると学生総数
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・わが国のこのような宗教事情のなかで︑加藤玄智博士の

以上の例を以て大凡そ推測し得る﹂

は驚くばかりである︒壮年老年者の宗教観念に対しても︑

然教か文明教かという点よりすべきものであって︑その流

という妄断をしているが︑宗教の地位を判定するのは︑自

国民的宗教といえば︑世界的宗教より一段価値の低いもの

に対し﹁従来欧米の宗教学者は︑︵一国内ないしは一人種内ｇ

バイブルや．．１ランをもたないから宗教ではないという説

名著﹁神道の宗教学的新研究﹂でも︑総頁数四五六頁のう

布の範囲を標準すべきではない﹂と宗教学的に反論してい

要するに我国の少年青年が宗教的観念を欠いていること

ち一三五頁を宗教の基礎要識の説明に割いて読者の宗教知

そして︑わが国の宗教である神道が︑その道徳原理に儒

ます︒

この日本人の宗教への関心の希薄さは︑日本人が欧米人

仏老の哲学よりその肥料を得て︑醇乎たる知的倫理にまで

識の向上に配慮しています︒

の宗教意識の文化的とちがう宗教的文化構想をもっている

宗教は信仰があって成立します︒信仰の対象は神であり

発達せしめた文明教の精粋であると喝破しています︒

教音痴と決めつけるまえに︑日本には日本特有の宗教観が

ます︒したがって︑神の概念の決定が︑宗教を理解する要

ことに起因するものと思われます︒ただ単に︑日本人を宗

あって︑それは決して非文明的でもなければ後進的でもな

切事項になります︒

なんじ等神と財とに兼ねてつかうること能はず﹂といいま

キリスト教では﹁人は二人の主につかうること能はず︒

いということを日本人自らがよく理解し学習する必要があ
ります︒

加藤玄智博士は︑宗教の諸形相について︑国民的︵非伝

教︑有聖典教と無聖典教に分類Ｌ︑日本の神道が非伝導的

ーは一切を護るものなり︒アッラーに比ぶべきものなし﹂

イスラム教では﹁アッラーは唯一なるものなり︒アッラ

す︒神は唯一絶対です︒

であるから宗教でないという説や︑イエスやマホメットの

といいます︒神は唯一無二の必然的存在であります︒

導的︶宗教と世界的︵伝導的︶宗教︑また有開祖教と無開祖

ような偉大な開祖をもたないから宗教ではないという説︑

（30）

かには︑じつに多くの神盈が登場しています︒そこ垂︑神

のだとしているようです︒そして︑これら宗教的古典のな

す︒この撰録は︑現代の日本宗教学者もや学的に妥当なも

詞︑新撰姓氏録︑風土記︑寓葉集の十大古典を挙げていま

語拾遺︑宣命及中臣寿詞︑令義解及律︑延喜式︑延喜式祝

がひ国の国民宗教のバイブルとして︑古事記︑日本書紀︑古

昭和十年に大倉精神文化研究所は﹁神典﹂を刊行し︑わ

ある﹂といっていますが︑溝口駒造氏の説と同列にあって

要するに日本の神の語源は極めて汎く威力ある者の総称で

で〃手承″←〃つ承″となり転じて〃富永″になっている︒

の力を集中する意味で〃見る″となり︑手に集中する意味

体を〃象″というのは︑これから出たものであって︑精神

″か承″のみは凝集を意味する古語で︑木の実あるいは身

″か″で︑いは発語であって〃か″がこの語の本体である︒

まえに述べた境野黄洋氏は﹁″か糸川の洲はⅧ洲︵威︶の

本居宣長翁の﹁すべて迦微︵か承︶とは古の御典等にある

の語義についても︑古くからさまざまな定義がなされてい

﹁か承﹂は﹁上﹂の意という新井白石︑加茂真淵︑貝原益

天地の諸盈の神たちを始めて︑そのまつれる社に坐す御霊

領けます︒

軒の説︑鏡のことから出たという渡会延佳︑山崎闇斎︑契

をも申し︑また人は更にもいはず︑鳥獣木草のたぐい︑海

ます︒

沖の説︑﹁彼霊︵かび︶﹂から転じたという平田篤胤の説な

山など︑その余何にまれ︑尋常ならず︑すぐれたる徳のあ

のも同列の意見であります︒

りて︑畏きものを迦微︵神︶とはいうなり﹂といっている

ど︑学者によって各説各様があります︒

昭和八年に溝口駒造氏が﹁日本人の宗教﹂という著書を
発表していますが︑そのなかで﹁私は日本語のカミも︑や

と同じく︑古くは気質的実在の物であったと信じる︒即ち︑

概念は右の如くであるが︑併し其の特色は︑それが単に︑

きたかについては︑やはり溝口駒造氏の﹁日本民族の神の

この神の観念がわが国の宗教史のなかでどう昇華されて

最初は精霊の意味から出発したのである﹂という意見を述

威力ある超感覚的超人格的存在であるばかりでな式︑︑上位

はり英語のｇＯｄ︑又は独逸語のｇＯｔｔ︑支那の〃神″

べていますが︑神観念の始源を考えると妥当と思われます︒
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者をもカミと見たことである︒即ち人間に神の光を見てい
かと思います︒

明代位者﹂あるいは﹁神意の代行者﹂といえるのではない

宣する位置にあるからです︒神意の代行者であったという

行政部局の長官を﹁上︵か拳︶﹂と呼んだのは︑神意を代

ることである︒これは現在の基督教の如き︑神人の間に隔
絶を認める種類の宗教にはないことである﹂という意見に
注目したいと思います︒

六四導巳という大著を発表していますが︑そのなかで

これを尊重し記ったのであります︒仏教に日本人が親しん

木希典や東郷平八郎に︑民衆︵日本国民︶は神の光を認めて︑

楠木正成や吉田松陰︑国家意志の代行者であったという乃

﹁神通の神すなわち我国の神は︑仮定的なものでもなく︑

だのは︑人間の価値は人間の存在と行為によって決まると

大正五年に文学士中村徳五郎氏が﹁日本民族論﹂︵総頁数

想像的のものでもなく︑或は古人の形骸と言うのでもなく︑

日本人は︑﹁人と人との関係である道徳﹂に濃密な関心を

いう仏教の根本教義にも因りますが︑幾多の菩薩や聖人に

ある︒故に神道の神は古人もあり︑今人もあって︑直接に

寄せその優れた実行者に対する崇拝憧僚をもって自己との

又た吾等と絶対に分離して存在しているものでもない︒即

間接に吾等の祖先たり︑吾等の君父たるものである︒され

関係を白熱化させ︑﹁神と人との関係﹂にまで昇華させ︑欧

対しそれぞれ神の光を認めたからと思えます︒

ば氏神は吾等の小にして近き祖先である︒吾等の大にして

米の宗教に見られない新しい神観念を創造したのでありま

ち過去に於ては人間として存在せられたる人格的神格者で

遠き祖先は神代の神禽である︒其の近くして大なる神は現

そして唯一絶対神を祁るキリスト教やイスラム教の教会

す︒

て存在し服従を強制する唯一絶対神よりも︑実在を共感で

堂に優越する宗教建造物がこの弧状列島に数多く︑それも

代の天皇である﹂と記述していますが︑人間から隔絶され

きる人間に神の光を見て︑歴史的神格的人格者を神とする

古くから高度の芸術性をもって存在している事柄からして

も︑この神観念のレベルがきわめて高いことを知ることが

意見は卓見といえると思います︒
この神格的人格者を別の言い方で表しますと﹁神意の宣
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できます︒

また日本人は︑豊かで︵森林︶厳しい︵火山活動︶独特の
風土に培われた焦点距離の多種の道徳的観念のうちで︑．ま

だ掴得できない最も普遍的で最も高貴な道徳を﹁神意﹂と
見て︑それを永遠に憧僚され続けられるべき存在にしたの
ではないかと思います︒

古事記はそれを天御中主神という最高の語を組承合わせ
て永遠の幽身最高神にしたものと思われます︒︐︑
英語のＲＥＬＩＧＩＯＮ︵宗教︶は︑ラテン語の﹁神と人
とを結びつけるもの﹂若しくは﹁信仰に縛りつけるもの﹂

どの意味をもつものですが︑そこから抽出される欧米人の
全能の絶対神に拘束される神観念と︑﹁自身が神の光を見
つけ出し認める﹂というわれわれ日本人の神観念は︑あく

まで文化的構想のちがいであって︑けっして宗教レベルの
差異ではないという点に注意したいと思います︒

このことを理解して︑日本人はもっと深く自らの精神世
界に踏承込んで︑自分たちの宗教に熱い視線を向けるべき
ではないかと痛切に思うのであります︒
︵本会評議員・㈱遺珠刊行会代表取締役︶

西村茂樹著﹃日本道徳論﹄より

第四段道徳畢を責行するは何の方法に依るべきか

道徳の原理は既に定まりたり︑然れども原理の承にては道徳
◎◎

は之を施行することもならず︑叉遵守することもならぬ者な

れぱ︑必ず之が像目を定めざるべからず○例へぱ法律の如し︑

■■ｐｑ○日塾０Ｕ

法律の原理を定むるは固より肝要なることなれどむ︑原理⑳

は儒道に五倫あり︑哲亭に封己︑劉人︑鍔園︑封上帝の像あ

承定まりて篠目なきときは法律の用を篇さず借道徳の傑目

一郁鍬繰悪麺鋪瀦跡溌澱哨織諦縄

は其宗旨を行はんとするの一意より出で︑一般人民の道徳に閥

を採ることと定めたり︒儒道は五倫の外に叉六徳の目あり︑

係薄き者なれば︑今之を採らず︑像目は必ず世教の中にて寡

︺

六行の目あり︑五常の目あり︑三戒の目あり︑三省の目あり︑

何れも道徳に切要なることなれども︑・或は聖賢一時の語に出

て今に適せざる者あり︒凡そ道徳の教ば其蝶目の完全を要す

る者あり︑或は道徳の全膿を識さ還る者あり︑或は古に適し

るの承ならず︑全膿の結構整然として︑大度高模の構造の如

佼略︶

く︑梁棟柱樋より基礎に至るまで︑百材皆其順序に従ひて整
備せざるべからず︒
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五月末︑昭治記念館で行われた
﹁黛敏郎氏を偲ぶ会﹂に出席した︒

がにじゑでるような︑格調の高い調

１１
性になってほしい﹂旨のお言葉を賜

べだった︒

風潮に反発してか︑﹁浬紫交響曲﹂

を馳せたが︑日本の伝統文化軽視の

黛氏は現代音楽の先駆者として名

った︒その後︑

はなしのぶの歌し承じ承聞きて

黛氏は日本を代表する偉大な作曲家
生徒らの心は花の如くあれと祈る

﹁偲ぶ会﹂では︑昭和天皇の御製

皇のお人柄が偲ばれる秘話である︒

の現状を憂え︑﹁日本を守る国民会
士として︑その逝去を悼承︑その業

議﹂議長として献身された︑愛国の

に伝えたのである︒

本精神を普遍的な音楽に託して世界

さらには愛国心を否定する左翼偏

向教聴や︑中国・韓国の要求に屈し

ての教科書作りに抗して︑高校教科

書﹁新編日本史﹄の編集︑発行まで

三月二十日︑﹁日本を守る国民会

手掛けた︒

議﹂総会挨拶で︑黛議長は竹島・尖

閣諸島の領有権問題で︑日本政府の

曲を黛氏に依頼した︒﹁偲ぶ会﹂で

た︒その二十日後︑逝去されたのだ

いやろうとする不気味な影が広がっ

及び腰外交を批判︑日本を破滅に追

野草園に行幸された折り︑尚綱学園

が︑氏は肺ガンであり︑死期が迫っ

ていたことを知っていた︒

ている︑と警告した︒遺言演説だっ

高校のマンドリン合奏﹁はなしのぶ

ものである︒昭和天皇のけがれなき︑

誠実なお姿と︑黛氏の皇室への敬愛

流れた御製は黛氏が謹んで作曲した

績を偲んだのである︒

やオペラ﹁金閣寺﹂などを作曲︑日

で︑テレビの﹁題名のない音楽会﹂

う長寿番組に仕上げた︒そして︑六

﹁花しのぶの歌﹂が熊本の尚綱学園

六十三年︑御製碑を建て︑御製の作

尚綱学園は創立百周年に当たる昭和

うよりは︑背骨を抜かれた戦後日本

高校の斉唱で流された︒昭和六十一

された︒しかし︑．﹁偲ぶ会﹂の出席

十八歳という働き盛りで四月︑逝去

という御製が下賜された︒昭和天

を企画・司会︑一千五百三十回とい

深 英 武

組曲﹂をお聞きになった︒そして︑
﹁皆もこの花のような心を持った女

（34）

者は︑音楽家としての黛敏郎氏とい

年︑昭和天皇は熊本県植樹祭で阿蘇

F

昭和天皇御製と黛敏郎氏

＝
▲
−

ー

１．皮膚の針反応は注射針で皮層

三・検査所見

のあるものです︒

症状︑あるいは２主症状と２副症状

なくても完全型です︒不全型は３主

眼へ外陰部を主とし時にその他の重

診断は主症状の組糸合わせで出没

することもあります︒

要臓器にも急性炎症を来たす全身病

を軽く刺すと︑１︐２日にわたり発

・ベーチェット病は口腔粘膜︑皮膚︑

でず︒これも難病の中では比較的に・

を繰り返すので問診で確めることが

が活動期に見られ︑病勢の判断に役

白血球数増加︑血清ＣＲＰの増量等

四診断基準

↑立ちます︒

４大主症状があれば同時に存在し

合には家庭療養が出来蛍す︒

門の医療機関に入院し︑安定した場

経系を侵し生命を脅かすもので︑専

３．重症は内臓︑血管系︑中枢神

を受けます︒

ので専門の医療機関を受診して指導

障害を遺すと︑社会生活に影響する

２．中等症は眼症状を伴い︑視力

を営んで良い︒

査を受け︑過労を避けつつ社会生活

もので︑通院しながら病勢判断の検

１．軽症は主に粘膜︑皮膚症状の

治療方針は病型により異なります︒︑

五治療

︑大切です︒

膿庖を作る場合が陽性です︒

．赤のままで︑時に発赤部の拡大や小

司嚇

．一主症状は︐

杉浦昌也

見られる疾患の一つです︒

臨床症状のうち︑特に高頻度のも
のを主症状と呼び次の４つが診断的

ｒ・口腔粘膜の再発性潰傷は必ず

⑫

主症状以外●峰︑関節炎症状︑副皐
丸炎︑腸の潰湯︑血管系症状︵動静脈
の血詮性潤塞と動脈癌︶︑中枢神経系症
状︵運動麻簿︑精神︑意識障害︶が出現
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に重要です︒︒

２︐皮膚症状は下肢にしこりのあ

見られ︑最初の症状のことが多い︒

・３．眼症状としてば前房蓄膿性虹

る紅斑か潰傷等を生じます︒

彩炎︑網膜ぶどう膜炎︑及びその後

遺症が承られ︑．．・

●

２．炎症反応として赤沈値の冗進︑

ベーチェット病

二副症状・・

４．外陰部潰揚も重要な症状です︒

命識蕊寧

■■■０■

︹泊翁百話︺

泊翁日記酋十二︶
元治元年の三月朔日より五月十四日まで

１︲１

和訓淫牟迩垂戸停０

罪認古川哲・史

昌心酵勉唯■

﹃室ｊ︺︼１浬ｐ﹃卓

１

﹁泊翁日記﹂の四十二回は︑文久が改元されて﹁元治﹂にしかし︑日記にはそれに関係ある記事はなく︑四月二日
変わった元治元年の三月一日から始まり︑同年五月十四日

の翌日の宴に泊翁が﹁日光御供﹂を命ぜられた記事が出て

の項に佐倉藩侯が日光御祭奉行を仰せつけられた記事︑そ

すなわち︑日数でいえば︑七十余日の短い期間の記事に

の項に至る二カ月半ばかりの期間の記事であ廟る︒砂

いる︒ところがこの頃︑日光道中には多数の浪人が出没し︑
不穏の動きがあったので︑武器の用意もしなくてはならな

次に注目を惹くのは︑いくつかの﹁勅書﹂と︑それに応

とどまるが︑内外きわめて多事であり︑また多難でもあっ

えた徳川将軍の﹁御請書﹂の写である︒朝廷と幕府とのあ

︲ケ

かつ驚︒↑ずｒ﹄

を命ぜられ︑三月二十日の項には﹁佐倉老侯御大病﹂︑翌

たように見える︒泊翁の属した佐倉藩だけに限画ても︑三
月二十日︑藩主正倫侯が七月より九月中までの京都御警衛

っているという了解の下に﹁諸事朝廷尊奉の道を尽し度誠

いだは︑国務の推行については﹁幕府え一切御委任﹂にな
よし

いる︒﹁佐倉老侯﹂は九代堀田正睦を指すが︑元治元年︵一

害煙が披歴されている︒

三月朔日陰

代金五百疋

一︑白縮緬壱反西村鼎

殿様御縁組御用掛伴次出立跡骨折相勤候二付被下候︒

９口■︑

二十三日の項には﹁御内実昨日御事切の由﹂が報ぜられて
八六四︶三月二十一日︑佐倉城内松山御殿において没し︑甚

大寺に葬むられた︒享年五十五歳︒家督はすでに安政六年
つ八五九︶九月六日世嗣正倫に譲っていたので文字通りの
﹁老侯﹂であったが︑寺社奉行︑大阪城代︑西之丸老中︑

本丸老中︑老中首座を歴任した大物であったから︑その死
去はただごとでは済まなかったであろう︒

（36）

←
･

八丈縞一反右同人
代金一雨
同断御勝手方骨折相勤候二付被下候︒
右以御用人被仰出候︒

但同役無之二付
一︑今日改元被仰出

元治．
三月二日雨
三月三日雨
一︑今夕奥え被為召候処頭痛気二付御断申上候︒

三月四日雨
三月五日雨
三月六日晴風

三月七日晴

一︑今日御一席御壱人田安仮御殿え御登営有之︒
一︑︑九時揃二て馬術御親試有之︒

︑三月八日陰
三月九日・晴
一︑去六日御登営の節被仰出候御書付篇拝見被仰付候︒

ｒ御所より被仰出候御書付篇・
去十四日

勅答書の内趣横漬鎖港の一探御請振不分明二付一橋中納
言御訊問候処尤鎖港の成功は是非共可奏条受以書取言上

一の旨被聞食候︒猶又以別紙被仰出候通霊力勉励可有之異

横漬鎖港の儀精ミ可遂成功︑且又諸国兵備充実致洋夷の

御沙汰侯事

︑

ノ事候ｏ・差向摂海の要港急務︑上は神速其功績相顕人心

軽侮︹絶チ︺候との趣達叡聞候処此上は惣国の守禦緊要

安堵︑不経数年征夷の実被行奉安
叡慮候様

二月

御沙汰候事︒．
御請被仰上候御書付篇

勅答書の内横演鎮港の一条御請振不分明被

︑去十四日差上候一

国え使節差立候儀二御坐候間是非共成功仕候心得二御坐

思召候由慶喜え内苓
御沙汰の趣承知仕候︒然ル処弥鎖港仕候見込二て巳二外

候︒

尤再度蒙聖諭候無謀の撰夷仕間敷との趣奉畏候︒就ては

臣家茂︲

弥以沿海の武備充実致候様可仕奉存候︒依之此段申上爆
以上

唖旬

．三月十日晴風
三月十一日晴
三月十二日晴

三月十三日晴風︒︐ ．︐．
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三月十四日晴大南風
代屋敷造焼失︒

一︑今暁七時頃室町辺より出火︑朝五半時頃鎮火︒柳原郡
一︑町田次郎左エ門︑竹中鉄之助︑昨夜下谷御成小路堀左
京亮杓ケ辻番所二て被召捕︒
マナイタ

三月十五日晴風
ー︑夜四時頃飯田町坦橋辺より出火︑境八時過鎮火︑御
旗本屋敷四軒程焼失︒

三月十六日晴
三月十七日雨
三月十八日晴
三月十九日雨
三月廿日雨
一︑本藩君美当七月より九月中造京都御警衛被蒙仰︒

本

三月廿一日雨
三月廿二日晴

猶し

一︑佐倉老実御大病二付為御機嫌︑公より五日の御暇被
下︒

ひろ

器﹁佐倉老侯﹂は佐倉堀田家九代堀田正陸︒正睦は幼名左源治︑
のち正篤︑安政二年十月一日正睦と改めた︒元治元年︵一八六
四︶三月二十一日佐倉城内松山御殿で死去したが︑喪が発せら
れたのは四月五日であった︒享年五十五歳︒安政六年︵一八五
九︶九月六日︑安政大獄の余波を受けて致仕の内命をうけ安政

六年二八五九︶九月六日家督を世嗣正倫に譲り名を見山と改

三月廿三日陰

めていた︒

御内実︿昨日御事切の由二付直様及帰宅︒

一︑今朝佐倉為出立大川端造罷越侯処昨夜佐倉より飛脚来︑

三月廿五日雨
一︑今日殿様御服稔礼来︒
文通︒

一︑町田︑竹中一条二付大公方様御留守居大沼権之進え及

三月廿六日晴
三月廿七日晴
三月廿八日晴

三月廿九日晴夕雷雨

付為御名代萩原近江守様被成御出候処大殿様御儀先

一︑今日本藩え御一類中様被差出候様御用番様より御達二

達て御誉被仰付侯処此節御病気御危急の趣達御聴候二付

三月晦日晴

出格の以思召御各被成御免候旨以御書付被仰渡有之
候︒

四月朔日晴風
四月二日晴

一︑御用召二付六半時田安仮御殿え御登営被成候処日光御
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御名代大沢左京亮様

祭飢藤行被蒙仰

宮宿二浪人多人数相集︑如何様の義仕出候も難斗二付為

一︑今日御用番様御留守居呼出二付罷出候処此節下野宇都

器用意夫を申付候︒

心得相達候段公用人罷出侯処二候︒右雲付日光御道中武

出立︑旧例二不拘雑人相省実備第一ニいたし︑帰府の義

一︑夜四半時頃又鳶御用番様より御呼出にて支度次第早々

御祭礼奉行︿幡弔守柵
御溌茎計頭様

一︑今暁日光え御発駕二付︑七時一番往来︑六時御供揃︑

四月十二日晴夕雷雨

代金三疋
日光御脚取調格別骨折候付於御前被下候ｏ

一︑大平布一疋西村鼎

四月十一日晴風

一︑夜中又ミ閣老より浪士の義二付御達御書付出ル︒

四月十日晴

駕の義十二日造︿御内定二相成・

一︑昨夜の御達二て又砦御役人呼寄夫々評議いたし︑御発

四月九日陰

達有之候○

蔀も日光奉行差図有之造彼地二罷在︑御警衛相心得候様御．

御名代内藤若狭守様

廿日

︑御溌平佐渡守様
四月三日晴
一︑日光御供被被仰付侯︒
一︑左Ｉ御書付出ル︒

一橋中納言殿

・禁裏御守衛総督様海防禦指揮等被仰付候︒是造後見職
被仰付置候処︑今般依内願被免候︒但大樹在京中は以
前同様心得可有之旨御沙汰候︒

四月四日晴
四月五日陰
四月六日薄晴
一︑今日大殿様御逝去︑表向御発候

挑打引二て御出立愈草加御昼休︑松戸御泊え夕七半時頃

右二付御悔為御使者漬丁御上屋敷え罷出︑夕刻帰宅︒

四月七日陰折々雨

御着︑御機嫌相伺下宿え引取・

一︑今廃七時過松戸宿御発駕雨幸手駅二て夜明︑四時前利

四月十三日朝陰夕晴

四月八日晴
営︑日光えの御暇被仰出候︒

一︑六半時田安仮御殿え御登
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根川渡︑四半時頃古河宿︒此処え野州より諸士六人︑砲

供二て立寄蕎麦酒其外馳走相成・夕魁殿様御帰︑無程

．猷院様御霊屋同様拝見︑帰掛殿様浄土院え御立寄二付御

四月十七日快晴

稲荷町辺出火二付即荊帰宅︒無程鎮火︒

手二十人着︒野木宿を過御留守居文蔵飯塚よりの書状着︒

浪人共十一日今市発足︑今日小山泊の趣申来︒八時過間

四月十四日快晴

を田駅着︒此処二て諸人内談二て当駅え御止宿︒

殿様御本坊え御詰︑自分五時頃出宅︑石○表前二て結城

一︑御祭礼御当日二付明六時︑

の後二付御旅所え御○り御祭儀無御滞相済︑九半時頃還

美重役卜同道二て相侍︑四時御祭礼初り︑神○部里山伏

一︑六半時前間を田駅御発駕︒小山駅を過︑二十四五丁行

追分︑左え曲り壬生海道︑姿川船渡し︑黒川橋あり壬生

・幸相済帰宅︒

駅御昼休︑八時過輸木御着︒御昼前浪士二十人程此処通
りし由︒今日は戴百人程金沢二止宿罷在候由︒夕七時頃

一︑今日御本陣御転宿二て御宿坊浄土院え御旅宿と相成・

四月廿日陰夜雨

一︑此節浪人共は栃木宿二集り罷在候趣相聞︒

御先用御留守居昼立二て帰府︒・

一︑今日板倉内繕正様御着の趣二付へ明朝当所御発駕の積︑

四月十九日雨

一︑今日秋田安房守様御到着︒

一︑昨夕江戸表より大砲組歩兵組到着︒

村え出︑九時前帰寓︑途中より雨に逢︒

一︑五半時過佐藤清之丞同道︑裏見ヶ瀧為見物罷越︒情瀧

︑四月十八日雨

鹿沼駅御泊御着︒

四月十五日快晴
一︑暁七時頃鹿沼駅御発駕︑岩沼川橋ありｏ六半時前並撫
陣高野源蔵︒

御着︒五半時過今市○四半時頃日光鉢石町え御着○御本
一︑明朝佐野え幸便有之二付伴次え此間返事差出︒
一︑江戸表二於て秋田安房守様︑板倉内膳正様日光御警衛

四月十六日晴午後遠雷

被蒙仰候由︒

一︑朝より爽斗目麻上下着御本陣え相詰︒准后様御使回覚
院仏頂院え参候節御玄関薄縁造出迎︒其外御用相仕廻︑

九時過一旦退引︑再出館殿様御発駕後引続御宮為拝見

守様二御行逢の上︑大沢宿御昼休︑夕八半時過宇都宮御

一︑朝六時過日光山発足︑鉢石丁二て廿日御名代内藤若狭

︾泊御着︒御本陣より下宿え下り︑善右エ門同道宇都宮明

御用人其外二十人斗御宮え罷出御宿坊院代案内二て御唐
門内御本社の脇より上り御拝殿御本社共拝見︑夫より大
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御滞被仰上候︒
一︑夕勉奥え被為召御酒被下井御立聞一具御手自被下︒

神参詣︑其外市中見物︒

︑四月廿一日快晴・

一︑昨夜より度寺腹潟二付今日見合届差出し立本薬服用︒

一︑舎弟平輔の義二付石川有郎早朝入来︒

宰四月廿五日︲陰折等雨

一︑昨日本藩君美佐倉より御帰府︒・

此処え五郎様茶使新田右門丞着︑同役伴次よりの書面持

一︑暁六時過出立︑新田二て御昼休︑夕七時前古河駅御着︒

道中為御備の大砲一挺︑小銃二十五挺直明日佐野表え打

一︑今日少し快し︒

四月廿六日陰晴

参︑此節浪人共多勢太平山え篭り居候趣申越︒右二付御
出ス︒

一︑石川有郎明朝糸魚川え出立二付儀別遣し井綾部への書

四月廿二日晴
一︑暁七時過出立︑挑廃利根川を渡︑五半時頃幸手駅御昼

面相認相頼候︒︑

より為御巡見結城え御立戻︑久里御小休︑名物鰻絵を食

二相成・・
五月三日晴

一︑御家来御在所え御遣し候・御聞置書御用番様え御差出

五月二日雨

一︑当月ミ番︒

五月朔日雨

一人勤二て骨折候二付御目録金百疋被下侯︒

一︑日光御用最初より取調格別骨折候二付︑御上下一具井

四月廿九日雨

一︑今日出勤︒

四月廿七日雨
・四月廿八日雨

・体︒九時頃粕壁駅御着︒此処二て御相役水野日向美佐沼

いふＯ

ふ︒七時前大津町御着︒夜中出火︑江戸表の方に当ると

四月廿三日朝陰午後晴
一︑六半時頃越ヶ谷御発駕︑四半時頃千住御小休︑九半時
頃江戸表御帰着︒

一︑昨夕の出火は猿若丁にて三丁共不残焼失︒
一︑松平大蔵大輔様京都守護職御免︑松平肥後守様京都守
護職御再度軍事総裁職御免︒
一︑稲葉長門守様御加判の折美濃守え各被下︒
一︑松平越中守様溜詰二て京都所司代︒

．四月廿四日晴大南風
一︑殿様今日四時田安御登営二て日光より御帰府の御礼無
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一︑六半時前地震︒

五月五日晴

一︑今日より入梅︒

一︑例刻染雄子麻上下着出席端午の御祝義御佳例の通申上
候︒

一︑善左ヱ門︑雄之輔︑立本相招︑茶振舞候︒

五月六日晴
一︑本藩君美京都御警衛御免︒

五月七日雨

五月八日晴雨相間
一︑風邪二付見合届差出候︒

五月九日晴
五月十日晴
輿大阪え被為入候旨御書付出ル︒

一︑大将軍家当月二日御暇の御参内被為済︑七日京師御発

五月十一日晴
一︑風邪同扇︑其上腰痛耳鳴二て引込届差出候︒

御請書写
幕府の義内は

平打続上下遊惰二流れ︑外夷騎暴︑寓民不安︑終二今日

皇国を治安せしめ︑外は夷秋を征服可致職掌侯の処︑泰

の形勢とも相成候事故芙丑年以来深被悩叡慮︑是造種々

被仰出候義も有之候処︑此度大樹上洛︑列藩より国是の

任被遊候事故以来政令一途ニ出︑人心疑惑を不生候様被

建議も有之候間︑別段の聖慮を以先達て幕府え一切御委

遊度思召候心就ては別紙の通相心得︑急度職掌相立候の
様可致候事

但国家の大政大議は可遂
奏聞事

聖旨の趣謹て奉畏候︒臣家茂不肖難堪其任候得共︑尽精

右

家茂

力職掌相立候の様勉励可仕候︒此段御請奉申上候
御請
但先達て被

横潰の儀は是非共鎖港の成功可有奏上候事

仰出候通無謀の撰夷は勿論致間敷事

一︑海岸防禦の義は急務第一と相心得︑実備可致候の事

五月十二日雨
五月十三日雨
五月十四日晴
一︑漬丁え今日引込届差出し候・

一︑長州所置の義は藤原実美以下脱走の面苓井宰相の暴臣
二至造一切

一︑一昨日御登営の節被仰出候勅書其外御直廻状二て来ル︒
勅書
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朝廷より御差図は不被遊候間御委任の廉を以十分見込の

一︑仁孝天皇御忌日

一︑御誕辰六月十四日仕置致間敷事

六日︑
十三日

新朔平門院御忌日

但先達而被

通所置可致候の事
仰出候奉

但十七歳以下は名代を以先御礼申上

一︑三家始万石以上面々家督官位の御礼として上洛可仕事

書面の通

十七歳相成候ハ上上洛可仕事

但実年十七歳以下名代ヲ以御礼申上

宣下の後︑為御礼上洛可仕候事

一︑大樹代替将軍

幕府精進日の通可心得の事

右例月其心得可有之︑海内布告の事

御旨意所置可致事
一︑方今必用の諸品高品高価二付寓民難漉不忍次第早き致

勘弁︑人心折合の処置可致候事
前文の榛ミ謹て奉畏候︒横演の義は不及申︑海防筋二於
ては格別肺肝を碑キ叡慮迩奉の微忠可相尽奉存候︒長州
の義は当分別段

御請

置可仕候︒此段御請奉申上候

御沙汰の御次第も被為在候二付︑寛大を旨とし至当の処

四月家茂

十七歳相成候︿上上洛御礼可申上事
一︑西国大名関東え往来の便︑伺天気勝手仕間敷事

奏聞の像考

御所より下札先え被仰出候書付

︾但滞京十日を不可過事

昨年御沙汰有之候通御委任の義今更被仰出候造も無之

叡慮取斗の事

一︑国務是造の通惣而御委任の事︒尤国家の大事件は伺

但滞京の義は不可限十日の事

天気候事

諸大名山城地往来の節可伺

御請書寓
一︑昨年中

俵宛

御沙汰の趣も御坐候間別段の訳ヲ以当子年より年々試千
神宮え御供料御増加可仕候事
格別の御年二付現米威千石御増加の事
一︑閥字平出等の義如令牒可相守海内布告の事
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付願鎖末の義造は心得違無之様可有之候事

↓侯︒但君臣上下の名義を正し︑末竜造恭順の意相貫書
一︑朝廷御忌日二重罪は勿論軽罪の者仕置申付間敷事

一︑九門御警衛万石以下三千石以上の老え可申付事
万石以上の老え可申付事

禁中より宜秋門︿西方二て︑暦面大将軍の凶方二付︑

当年は御見合︑来丑年又去寅年吉月良辰相選取掛可
申事

一︑御築地東北の辺御取庚御花桶

仙洞故院御取膳可仕事

一︑禁中御賄向御改革向入念候様可申付事

一︑泉涌寺御掃除筋御手入等精ぞ入念候様︑猶又可申付事
一︑皇子皇女可成丈

一︑諸社行幸の事
但山城国内不遠場所二て春秋両度位御定置兼ての

今度

筋も有之︑別而不都合無之様可仕候

直克

元治元年四月廿九日

於伝奏議奏両役も停止日数等惣て可為老中の通の事

忠績

︵本会副会長・東京大学名誉教授︶

正邦

忠精

但

一︑宜秋門辺御取広相成候様可仕事

以来其儀被止候事

慶喜

度誠意より申上候件ミニ付八ヶ条目御下札の趣は暗合の

御沙汰御坐候趣逐一奉畏侯︒尤諸事朝廷尊奉の道を尽し

奏聞仕候十八ケ条の書面御下札を以

下札の外箇条可為書面の通事

但御永続の良法等は良法等は評議の上可申上候事

御法体不被為成候様仕度候事

仰出諸人難儀致し不申候様御手軽二奉願候事

尚追ミ可被仰出候事
一︑諸大名国産の内一両品年ミ貢献可有之事

但諸美疲弊の折柄二候得は申合五ヶ年同手軽の産物
以使者所司代え差出貢献
書面の通︒但武伝え所司代より日限相伺︑武伝より差

可致事

図の上︑其面をより奏者所え可差上の事
一︑親王丞相蕊去於

朝廷廃朝の御方々は海内鳴物停止の事

）

是造幕府親族死去の節以勾当備取斗被止物音候得共

一但日数於親王丞相は可為三家三卿の通

（

歌日記抄武蔵野夜久正雄
小金井公園梅園散歩︵二月二十日︶
白梅の林に一本紅梅の映えてうつくし朝の陽ざしに
か青なる空に仰げば紅梅のさかりの花のよにうるはしき

権利と義務二つ合はせて一円の智恵失ひしを進歩となすや

己れをも棄てて愛することのなき自由はただのわがままならず

愛を知る人の少なくなりにしや自由の声の欺繁きこの頃．・
や

めや

主観的となるは衰退の代のしるしとぞゲェテは言ひき思はざら

も

病めりとも知らずに病むを死にいたる病といふと聞けばゆゆし

日本にますらをいまだ亡びずと心晴れけりペルーの報に・

塩切れて腐肉とつひになりしかと霜夜に煮ゆる老いのはらわた

吸ひしを非難する筋ありと聞く

事件直後に行はれた記者会見において青木大使が煙草を

修羅場より今しのがれて来し人にまずすすあたきは煙草なりし
を

早春の家並のはての空遠くかす承の奥に白き不二見ゆ
裾野まで白き遠不二思はぬに歩道橋より眺められけり

長江大橋彼岸かす染ておぼろなり連結長き船下りゆく

はるかに白く夏日に照れる中山陵古都城外のふかき緑に

大平天国地をゆるがして興りたり中華大陸に近代開く

四千年代を要害の都にて興亡の跡いづこに刻む

南京練馬原田清

特攻機迫り来て落つる一瞬のシーンに兵は襟正せしと

く

米軍において特攻隊の映像が教材として用ゐらるると聞

道ばたにすがれ小草の枯れ小花うす黄花かなし風にゆれつつ

咲き染てる桜並木の花ざかり夕かたまけてかげるしづけさ

かつがつも冬しのぎえて咲く花の春迎へけり老いてことなく

咲き承てる桜の花の枝ながらたわ承起き伏す吹き立つ風に

空青く雲白く花ざかりにて春ははやくもたけむとすらし

青ぞらをおほひてかがよふ花ざかり桜並木の下道ゆけば

桜堤公園桜まつり︵三月三十日︶

もののふのならひ忘れて情けなきこと言ふものか平和の民は

古 川 哲史編

戦後日本への問ひ所沢斎藤知正
人権の宣言に見合ふ人間の義務誓約を忘れてはゐぬか

一
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弘道歌壇

幾王朝興亡重ね来たりしか果なき果に長江流る

濁りたる水波うちてとどまらず仲尼立たしし時よ変らず
荘々たる心の澱よ浮かび来る湾錘の歌くちずさみゐき

梅雨晴れのにぶき光に汗垂りて長江展望台の入むらに立つ

長江の彼方に消えて彼方より現れ来る車数かぎりなし

紫陽花狛江村田傭

横顔

こんな家に住染たかったとチラシ持ちて愚痴チョッピリの妻の

若きらに逢えば背伸ばし大股で潤歩して見す悲しき老残

る

いつの日かこの家で死なんいのちかと槙の桑どりを羨し承て見

あ

南京の中華門楼に登り立つ風さやさやと心の落ちず

佑助のさはに開けるくれなゐの花美しや初日射し添ふ

あぢさゐ花待つ庭に降り立てば右に左に鴫声かく

あぢさゐの咲くばかりなる緑蔭に音して募る雨はさびしき

わづかなれどあぢさゐ花芽太りつつ一日一日歩む確かさ

まだ緑ひと色なるに紫陽花のかたちなしゆくあばれなりけり

涛の間を敵の魚雷が襲ひ来る夢まぼろしの玄海の深

夢まぼろし藤沢絵鳩・毅
戦争の非を説くさへも〃自虐史観〃とふ学者出で日の本昏し

言葉足らぬ思ひの文を二三書き紫陽花の雨にけふも過ぎけり

いなさの風吹ぎつのりつつ今日認匪利根川にたつ白き逆波

夜のふけてすでに過ぎたる静かさに白子とる舟のエンジンの音

銚子青野進

巡礼に鐘の音響く那智の山観音経の読経聞こゆる

七十の坂を越えたる老いの身を鞭打ちめぐる西国巡礼

うららかに花に埋もれし熊野路をめぐりめぐりて観音巡礼

西国の一番札所那智の山観音巡礼ここに始まる

那智の山．厚木室伏武

あぢさゐの紫少しきざしゐて今朝は願ひの叶ひし思ひ

寒卵割れば輝く青春の色を宿して黄身盛り上がる
夜な夜なに〃芸能人″とやら軽びて戯けを尽くす〃民放″悲し

愛を告げ亡者のごとく去り行きし人想ひ承る八十四の春
平和よし古稀の嬢も陸射してダンスも恋も臆せずと言ふ
と

とろろいも摺れば帰省のわがために自然薯求め来し母を想へり
紀念樹の紅白の梅咲きそろい画竜点晴うぐいすを待つ

陶人形鯉Ｉ有田古田責
小一時間歌会待つ間を端坐し元冥想にふける蝉しぐるなか
風呂上り秋の虫の琴聴く庭に孫らの花火の弾ぜる音する

耳しい増えて会話に輿なく黙だと料理に食い入る傘寿の友ら
陶人形がコンピューターで芝居する鋲博有田館に重畳の列
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香煙うけて大泉学園古川哲史
山の湯呉一侭日っかりて逝きませし宮をしのびて夜もすがらゐ
つ

赤々と燃ゆる囲炉裏を取りかこ系ふるまわれけり寺の渋茶を
な

共に見し浄蓮の滝水勢に変りなけれど今はき象亡し
えさ

三百頭以上が飼はれ名物の猪鍋とやがてなるとぞ・
腰痛もふた冬目にて浅草の観音に来て香煙浴ぴぬ

餌をねだり餌ねだりつつはぐらかすたくまい芸に失笑やまず
もの忘れこの頃われにかさなれば噸頭もさする香煙うけて

には作者の﹁可愛がっていた猫﹂かも知れないとまで想像をた

ずもない﹁思い人﹂かも知れないと邪推するむきもあった︒中

く反省させられた︒

くましくする人もいて︑歌の解釈はむずかしいものだとつくづ

この歌をつきつけられた読者諸賢はどう﹁きみ﹂を解される

かと聞いてゑたい気がするが︑実は︑﹁爽竹桃の花ざかりになる

キャンバス﹂はハワイ州オワフ島にあるハワイ大学で︑﹁きぷ﹂

はハワイ大学の哲学教授であったチャールス．Ａ・モア先生を指

している︒一九六四年の六月下旬から八月上旬にかけて第四回

メンバーの一員として参加した︒この会議の議長がチャール

東西哲学者会議がハワイ大学で開かれたとき︑筆者はパネル・

ス．Ａ・モア教授で︑一九六三年の冬︑事前の打合せのため教

授が来日されたときから親交をむすんでいた︒それで会議がは

じまってからも何くれとなく面倒を見ていただいて特別な親近

︹小感︺爽竹桃の花
爽竹桃の花ざかりなるキャンパスをかゆきかくゆききみを偲

感をもっていたが︑一九六八年の夏︑世界一巡の旅行の途中再

授の研究室をたずねてその温容に接するすべはなくなっていた

そういうわけで︑シンクレア・ライブラリーの中にあった教

ある︒

なかった︒その前年病を得て急に亡くなってしまわれたからで

度ハワイ大学をおとずれたときには︑もう教授はこの世の人で

ぱむ

右の一首は︑かなり前の私の作品であるが︑大学の卒業生な
どから色紙を持ちこまれると︑よくこの歌を書くことにしてい
らである︒
総勢︐︐．．︑
しかし︑爽竹桃の 花 の 鰐 で キ ャ ン 盛 ス が ど こにもあるわけで

である︒

キャンパスを低掴してありし日の教授を偲ぶほかはなかったの

４奔了両

た ︒ な ん と な く 卒 業 生 を 送 る め に ふ さ わ し い ような気がしたか

ないし︑それに﹁き 承﹂は誰かということが 話 題 に な る ︒ 卒 業

ので︑ち表うど︑爽竹桃の花が咲きほこっている広大な大学の

生諸君が﹁きゑ﹂を自分自身のことだと思ってくれればこちら
の思うツポだが︑作者の﹁妻君﹂だろうと見たてたり︑いるは

（47）

しば

牧にまた牛の産声仏生会

千葉県干潟町花香幸作
姑らくは若葉譜りの路線バス
もり

とあえて表現した処が︑この句の眼目︒この表現力
が素晴らしい！

杉並区加藤志偶夫

︵註︶この作者の大きな観察眼！更衣の季節になると山

︑新しき山河を着こむ更衣

蚤烏賊海に体を溶かし燃ゆ

ひそやかに正統に咲く燕子花

かきつばた

辛夷咲く天の静誰地にとどく

こぶし

︵註︶小鳥たちが噛っている大きな屋敷内の杜︑﹁もの﹂

︑噂れるものを容れたる屋敷杜

外川までお伽の電車皐月波

ざ

松魚編
師
河も亦夏の美しさを装うて来るが︑このような山河

﹃ｌ■

も着こむのである︒

春愁や節くれし手に米をとぐ

四月馬鹿すきまだらけの己が脳

ｊｉ１１Ｉ

豊島区川崎鋸南

若葉してやさしき山となりにけり

︑初鰹ぶつ切りにする海の色
ピッタリの句︒

︵註︶海の色を連想しながら海の男の料理︑〃ぶつ切り″が

中野区小牧幸雄

藤の房気ままに揺れて触れあはず

蛸糾の群デモ隊のごともつれあひ

竜門を登る気迫や五月鯉

う話︑所謂登竜門である︒

葛飾区今井ただし

︵註︶竜門は中国黄河の難所︑ここを登れば竜になるとい

おきなます

新茶摘む菅笠蔭のネックレス

舟の内鴎がのぞく沖謄

︵註︶十米もあるような高い桐と房総の低山との対照︑そ

房総の山を低く桐の花

︲れに桐の花を配した客観描写の句︒
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弘道俳壇

春潮に楽聖の曲湧く歓喜
観潮船傾ぎ遍路の鈴鳴りぬ
︑渦潮をめぐる船長寡黙なる

豊中市

■

三鷹市三枝武双

佐倉市菅谷浩

松摘ゑて暮れてしまひぬ庭梯子

角を曲れば松の緑のつんつんと

今頃はいづこの旅路白手甲

︵註︶作者は現代俳句派︑いゎもメンバーにコーヒーを滝

︑コーヒーのカップ一つは伏せたまま

︵註︶バウは固定席ポートの最重要の漕手︒

バウ居らず波間に漂ふポートあり

文京区高橋瑚元

んの蕊は王子か黄金に輝く﹂が下地︒

︵註︶作者は歌人で︑句は﹁肌白き花びらに抱かれぽうた

囲まれし蕊は王子か白牡丹

余後を大切に︑全快を祈る！

︵註︶原句﹁そこまでの散歩いっぱい﹂を掲句のように︒

＠余後の歩はそこまでとしぬ薫風裡

ひと雨の来さうな飛沫沖謄

しぶき

新茶一服ともに余生を語らひぬ

︵註︶一個宛の石に着目した処が佳句！

小林三郎＠谷底の石ひとつづつ夏近し

鳩沢黄猿

︵註︶この句は︑単なる報告句ではなく︒運航に真剣な船

多摩市

長の姿勢までも感じさせる処がいい︒

初蝶の附添ふごとく車椅子
菜種梅雨に黒く濡れゆく街宣車
︑一会なる人と牡丹を観て廻る
︵註︶原句﹁牡丹燃え一会の人と賞め巡り﹂ を 掲 句 の よ う
に︒〃一会の人″がこの句の中心︒

都下日の出町吉田ウメ
東京へのはるかなる道花水木
庭の蕗夕鮒の卓の一菜に

大田区鏑木雲州

︵註︶季重なりだが︑軽ろやかに謡っている処が佳い！

︑スカーフの小さきがよし若葉光

重野の童思ひシ切り震ふ

山の藤樹形のままに染めにけり
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せり

酢の香たつ路地に夏場所はね太鼓
羅声に縞承どりさす初鰹

れていたが︑同級の一人が亡くなったある日︑一つ

二句も弔句︒

のコップが伏せたままという︒中なの一句︑第一︑

︵ＦＡＸ○三

二三
三四一四

世田谷区北沢二

五五八九︶

一二

編者宛に︒

※次号︵七︑八月号︶には七月二十日迄に︑

ばなをいいと思います︒︵師松魚︶

余情であり︑その上新しい﹁表現﹂や﹁発見﹂であれ

﹁詩﹂であればいいと思います︒そして感動であり︑

りました︒要は五七五調の一行詩であり︑出来る限り

本号は伝統俳句に現代俳句も加わり︑多様多彩とな

︵小感︶

夕薄暑過去荘灸とありにけり

梅雨寒を淋しと思ふ訳もなく

睡蓮に朝の寝覚めの水鏡

︿編者吟﹀

回転扉香水のひと送り出す

たかんなに濃き産土の土の色

万緑の風を岬の狼火台

千葉県干潟町木内和
カタログの少女も笑承て夏来たる

安達太良に旅心を残す雲の峰
︵註︶さわやかな更衣の実感！

︑ヘルスメーターの目盛り変らず更衣

︵病中吟︶世田谷区山本直之助
やぶからしにくらしい程根を張って

葉の緑重なりあうて濃く淡く
さぷだれに蛇の目の傘の散歩かな

葉も花も雄大にして花水木
朝はパン昼はラーメン夜はサラダ

船橋市河内朝生

青年の気を感じさせる︒一日も早い全快を祈る！

︵註︶高齢にして病中ながら︑この句の健やかさ！正に

︵特別寄稿︶

︵大磯鴫立庵︶

初燕載る西行の海の碧
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ヤ

第九十五回通常総会︵報告︶

五月三十一日︵土︶午前十一時から平成九年度の通常総会
堂において盛大に

日本
本弘
弘道
道会
会ビ
ビル
ル八
八階
階講
講
が会員多数のご出席をいただいて︑日
開催された︒

前日までの天気
予報では︑当日は

長雨とのことで︑せ
鰐っかくの総会がと
銃心配されていたが︑

るくもり空で傘を用
す

呈意しなくともょい
を

辞くらいの空模様で
式あった︒
会は︑藤下昌信
事務局長の進行で
進められ︑日程の
ご案内のあと︑鈴

木勲会長が︑次のような格調高い式辞を述べられた︒
︵巻頭６頁に収載︶

﹁今急ぐべきことは道徳的人間を育てることであり︑社

会に道義心の覚醒を促すことであります︒

このような情況を見るとき︑私は西村先生が﹃日本道徳

論﹄の最後において述べられたく諸君︑若し日本後来の運

とを知るなるべし﹀という言葉が痛切に響くのを覚えます︒

命を思うときは必らず道徳の教を振起せざるべからざるこ

東京都

私共は︑ここに本会の使命の愈ミ重かつ大なることを自

平成九年度寿昌記念杯贈呈者芳名

︵東京教育大学名誉教授・東洋学術研究所所長︶

鎌田正殿朋歳評議員

東京都

栗原良博殿昭歳佐倉支会理事千葉県

︵元佐倉市収入役・元佐倉振興協議会理事長︶

森田康之助殿帥歳特別会員

︵元国学院大学大学院文学部教授︶

菅谷幸司氏帥歳干潟町支会相談役千葉県

︵元干潟町助役・元干潟町議会議員︶

︵高崎経済大学名誉教授・元愛知学院大学教授︶

斎藤知正殿氾歳会員・泊翁研究会同人埼玉県

吉堀慶一郎殿柘歳平川支会監事千葉県
０膚も匙▼閉

︵前袖ヶ浦市長︶
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鈴木勲会長から寿昌状と寿昌記念杯を贈られる寿昌者の六氏
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森田康之助氏

吉堀慶一郎氏(代理･宗政秀治平川支会長）
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を期して相倶に前進すべく決意を新たにするものでありま

覚し︑本会綱領の実践に努め︑︿君子万人の時代﹀の実現

ので︑今後ともよろしくお願い申し上げます︒

に従いまして出来る限りの努力をしていきたいと思います

つきましては︑私ども老兵ではありますが︑本会の趣旨

という謝辞が述べられ︑寿昌式を終了した︒

簡単ではありますが︑一言御礼のご挨拶と致します﹂

続いて︑鈴木勲会長が定款第十四条の規定により議長の

そのあと恒例の寿昌式が行われた︒平成九年度の寿昌記

す﹂と︑力強く私たちの進むべき道を示された︒・

谷幸司氏︑斎藤知正氏︑吉堀慶一郎氏︵都合によりご欠席︶

文部事務次官の井上孝美殿はじめ多くのご来賓をお招

Ｂ創立百二十周年記念式典と記念事業の推進

要事業を積極的に推進した︑との報告があった︒︵以下列挙︶

長から説明がなされた︒平成八年度事業報告では︑次の主

本議案については︑議長の指名により︑藤下昌信事務局

一︑第一号議案平成八年度事業報告並びに決算報告の件

議事

任に就き︑議案の審議に入った︒

念杯贈呈者は︑︐鎌田正氏︑栗原良博氏︑森田康之助氏︑菅
の六氏であるが︑鈴木勲会長から﹁寿昌状﹂と﹁寿昌記念
杯﹂が贈呈された︒本年も︑寿昌者各位のお席まで会長ご
自身が出向かれて︑お−人ごとにお手渡しになられた︒

続いて鈴木勲会長から︑﹁永年にわたる本会へのご尽力
に対し謝意を表しますとともに︑今後ますますご健康にご

留意の上お元気なご生活をお続け下さいますように﹂とい
う祝辞が述べられた︒

続いて寿昌者を代表して︑鎌田正氏が︑
﹁本日は私ども六名に対し︑寿昌杯というまこと・に慶び
に絶えない恩典をお与え下さいまして︑まことに恐縮かつ

感謝の至りでございます︒本会の有難いご厚情に対し心か
申し上げるまでもなく︑先程会長先生からお話がありま

ら謹んで御礼を申し上げる次第でございます︒

式典を挙行することができた︒また︑︑世界的な学者であ

りノーベル化学賞受賞者であられる福井謙一先生の記念

きして︑創立一二○周年という節目の年に相応しい記念

講演は︑聴講者に深い感銘を与え︑また︑清興としての

したように︑わが国の現状は道徳の領廃と言いましばうか︑
の振興は急であり︑わが日本弘道会の責務はいよいよ重か

まことに憂慮すべき状況にあります︒この時に当り︑道徳
つ大であると存じます︒
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行し参会者の好評を得た︒

上原まり氏によ
る琵琶演奏は︑

式典に華を添え
ていただいた︒

なお︑記念出
版として﹃泊翁

＊記念式典．

祝辞︵文部大臣小杉隆殿︑︵財︶修養団理事長

・式典式辞︵会長鈴木勲︶

安嶋禰殿︶

永年会員石黒ミナ殿他五九名

・感謝状贈呈

会員拡充功労者飯塚一雄殿他六名
支会事務局責任者古田責殿他八名

語録﹄を刊行で

きたことは︑会

百十年史編集委員古川哲史殿他三名

メント念唾︵株︶共立社印刷所．

化学賞受賞者︶

演奏者上原まり殿

・清興琵琶演奏﹁西村茂樹作詩歌五題﹂

＊記念祝演

・演題﹁科学と道徳﹂

・講師漏井謙一先生︵京都大学名誉教授︑ノーベル

＊記念講演

﹁西村茂樹研究論文﹂入選者永井輝殿

・表彰状贈呈

関係団体住友商事︵株︶住商ピルマネージ

支会島根支会他八支会

事務局職員川村千寿子殿他一名

祖西村茂樹先生
の理念の一端に

千代田区飯田橋ホテル・グランドパレス

・祝辞文部事務次官井上孝美殿︑住友商事︵株︶
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触れることがで
き︑意義あるも
のとなった︒ま
た︑パンフレッ

ト﹁日本弘道会
のしおり﹂﹁創立一二○周年記念テレホンカード﹂を発

日本弘道会玄関前

平成八年十一月九日︵土︶午前十一時より

④創立百二十周年記念式典

︑

︑

一一︑

日会日
程場時

・常務取締役野村高史殿︑永年会員平沢四
↑子男殿︑玉川大学教授多田建次殿
② 記 念 出 版 ︑ ・ 記 念 刊 行 物等

＊﹃泊翁語録﹄

・仕様Ａ５版︑口絵一頁︑本文三○頁
・抜粋著書等﹃往事録﹄﹃西村茂樹全集﹄﹃泊翁
盾言﹄﹃或問十五篠﹄﹃記憶録﹄﹃続国家道徳論﹄

﹁講演記録﹂他

＊日本弘道会のしおり

・ポケット版三つ折パンフレット
・収載内容西村茂樹と日本弘道会﹁君子万人
の時代﹂を目指す日本弘道会歴代会長と役員
主な事業日本弘道会の歩糸その他写真一四
・葉及びイラストマップ
＊創立一二○周年記念テレホンカード

計画策定以来十年の歳月と膨大な予算を投入して取り

組んだ年史編纂事業であり︑会祖西村茂樹先生の生涯と

業績︑本会発展の歴史的経緯を中心に︑西村思想の本質

を探る論考と本会の発展に貢献した歴代会長・役員等主
を加えた大冊である︒

要人物の事績を収載︑その他法人財産の推移︑略年表等

製函入り

＊仕様Ａ５判︑口絵十頁︑本文一︑一八五頁︑上

天皇陛下︑皇太子殿下︑三笠宮崇仁親王殿下

＊主な贈呈先

宮内庁長官︑東宮大夫他︑文部大臣ほか文部省各

部局︑国立国会図書館︑各都道府県図書館︑全国

国立・公立私立大学附属図書館︑中央及び関係地

方新聞社その他の関係機関及び関係者

本会は︑文部省所管の公益法人の中で最も歴史の古い

法人であり︑一貫Ｌて道義国家の建設を標傍して堅実な

史﹂を関係機関に贈呈して︑本会の存在をアピールする

活動を展開してきた団体である︒よって︑この﹁百十年

とともに︑さきがけとしての本会が道義復興を世に問う

・本会ビル全景をモチーフにしたテレホンヵー
ド歪あり︑台紙に鈴木勲会長の挨拶文と略年表

あったと考える︒

契機となったことは事実であり︑極めて意義深い事業で

●﹄汀叱

﹁日本弘道会の歩承﹂を付した︒

︒﹃日本弘道会百十年史﹄の完成
白会誌﹃弘道﹄の発行
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編集委員会においては︑本会綱領甲・乙号の実践項目
をベースとして時宜に適した年間の特集テーマを設定︑

本会役員及び特別会員・一般会員をはじめ各界の第一線
で活躍されている方盈に執筆を依頼︑道徳団体として密

ても講演会や研修会等を開き自己の修養と研鐙に努める

ｑ●

とともに︑あらゆる場を通して弘道精神の普及と支会独
自の活動を展開した︒

④支会主催講演会の開催
島根支会

度の濃い内容構成を心がけて︑次のとおり隔月に発行し

．・日時平成八年六月三十日︵日︶

・会場サンラポーむらくも

た︒

﹁アジアと日本﹂︵平成八年三・四月号︶五八頁

・講師津英武氏︵評議員・外交評論家︶

︹特集テーマ︺

﹁国家と道義﹂︵平成八年五・六月号︶八八頁

八千代支会

・演題﹁日本人の魂︵こころ︶﹂

授︶

・講師森田康之助氏︵特別会員・国学院大学大学院教

・会場常陽芸文センター

・日時平成八年九月二十九日︵日︶

茨城支会

・演題﹁最近の国際情勢と日本外交﹂

・講師津英武氏︵評議員・外交評論家︶

・会場なべや

・日時平成八年八月二十四日︵土︶

木更津支会

・演題﹁戦後半世紀と日本外交﹂

﹁日本弘道会創立百二十周年記念号﹂

﹁日本の皇室﹂︵平成八年七・八月号︶一○○頁
︵平成八年九・十月号︶九八頁
﹁日本弘道会創立百二十周年記念式典号﹂
︵平成八年十一・十二月号︶五八頁

﹁倫理復興﹂︵平成九年一・二月号︶八六頁
囚支会活動支援体制の確立

各支会長はじめ役員・会員各位のご努力により︑支会
活動が地域の中に定着し︑活発化してきており︑本会を
を形成している支会の振興に力を注いだ︒各支会におい

支える態勢が一段と強化された︒また︑本会躍進の基盤
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・日時平成八年十一月三十日︵土︶︑．

︒会場八千代市ふれあいプラザ・
・講師津英武氏︵評議員・外交評論家︶

・演題﹁戦後半世紀日本外交を問う﹂
・日時平成八年十一月三十日︵土︶

安房支会

・講師士田圃保氏︵理事・元警視総監︶

・会場菜の花ホール
・演題﹁現代史の断片の中から﹂

︲・日時平成九年一月三十日︵木︶

佐倉支会

名

・参加者支会会員及人材シルバーセンター会員四十

学︑昼食の後靖国神社を参拝して帰途につ

・日程鈴木勲会長挨拶・講話︑展示室等本部内見

ノ︑◎

・日時平成九年二月五日︵水︶．

木更津支会

学︑昼食の後靖国神社を参拝︒続いて養源

・日程鈴木勲会長挨拶・講話︑展示室等本部内見

・参加者役員七名

寺にて会祖の墓参を行い︑東京国立博物館

・日時平成九年三月一日︵土︶

平川支会

・講師吉堀慶一郎氏︵平川支会監事・前袖ヶ浦市長︶

・会場平川公民館・

で開催中の﹁奈良興福寺展﹂観覧ののち帰

㈲専門委員会の活動

助成した︒

もとに各支会に対して︑総額一︑五五○︑○○○円を

支会活動の活性化を促進するため︑昨年度の実績を

⑧支会活動への助成

途につく︒

・演題﹁袖ヶ浦市の今︑そしてこれから﹂
干潟町支会
・日時平成九年三月二十六日︵水︶

・会場大原幽学記念館学習室
・講師木屋野正勝氏︵評議員・日本テレビ文化センタ
ー経営註画室長︶

・演題・﹁世紀末の悲観と楽観﹂

②本部訪問
ゆ﹄
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本会の運営を円滑にするため︑部門別に専門委員会を
設置して重要案件を処理した︒︵敬称略︶

古川哲史︵副会長︑東京大学名誉教授︶

鈴木勲︵会長︑元文化庁長官︶

①創立百二十周年記念事業実行委員会
実行委員長

事務局

ター経営計画室長︶

津英武︵評議員︑外交評論家︶

締役社長︶

宮崎哲夫︵評議員︑︵株︶遣珠刊行会代表取

藤下昌信︵事務局長︶

七海隆︵事務局職員︶

主催者

古川哲史︵副会長︑東京大学名誉教授︶

鈴木勲︵会長︑元文化庁長官︶

⑥﹁西村茂樹研究論文﹂審査委員会

審査委員長

教授︶

尾田幸雄︵評議員︑お茶の水女子大学名誉

生平幸立︵監事︑特許紙器︵株︶相談役︶

審査委員

小野健知︵特別会員︑日本大学教授︶

土田健次郎︵評議員︑早稲田大学教授︶

藤下昌信︵事務局長︶

締役社長︶

宮 崎 哲夫︵評
評議
議員
員︑
︑︵
︵株
株︶遺珠刊行会代表取

ト︵株︶代表取締役社長︶

伊藤克巳︵評議員︑住商ピルマネージメン

役社長︶

怯 平 直毒
松
書︵
︵理
理事
事︑
︑︵
へ株︶ダイレクト代表取締

実行委員

事務局

高橋昌郎︵特別会員︑元清泉女子大学教授︶

田淵敏夫︵事務局職員︶

七海隆︵事務局職員︶

㈲﹁泊翁研究会﹂の開催

鈴木勲︵会長︑元文化庁長官︶

四︶以降へ逝去された明治三十五年︵一九○二︶に至る約

ている︒﹁泊翁日記﹂は︑会祖ご自身が嘉永七年︵一八五

一回﹁泊翁の日記を読む会﹂を実施してその解読に努め

②﹃弘道﹄編集委員会
発行者

生平幸立︵監事︑特許紙器︑︵株︶相談役︶

現在︑古川哲史副会長を講師として︑有志により毎月
編集委員

木屋野正勝︵評議員︑・日本テレビ文化セン
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左記のとおり実施し︑多大の好評を得た︒とくに︑環

境倫理学という新しい分野に関する講演であり︑今後︑

五十年間の出来事を記したものであり︑近い将来増刊を
予定している﹃西村茂樹全集﹄に全文︵解読文︶を収録す
いた０

本会が取り組むべき課題についての重要な示唆をいただ

・平成八年四月二十四日︵水︶六月二十八日︵金︶

所属一

西村茂樹の思想における保
守性と進歩性

西村茂樹と﹃小学傭身訓﹄

電鋤錨銅錘鶴細誌蕊徳論﹄

論文表題

㈹﹁西村茂樹研究論文﹂の募集

論文提出者

永井輝
米地正篤

元公立高等
学校校長
日本大学大
学院院生
早稲田大学
大学院院生

入選
佳作

佳作

ては︑機を得て﹃弘道﹄誌上に発表する予定である︒

上表彰状と奨励金五十万円を贈呈した︒入選論文につい

入選者の永井輝氏には︑創立百二十周年記念式典の席

氏論文が入選となり︑優秀論文と決定した︒

今年度の応募者は三名であったが︑審査の結果永井輝

岩測将之

結果

・演題﹁地球環境問題と政治・経済﹂

・講師加藤尚武先生︵京都犬学教授︶

・会場本会ピル講堂

・日時平成九年三月十三日

る予定である︒平成八年度は左記のとおり八回実施した︒
十一月二十九日︵金︶十二月二十日︵金︶

・平成九年一月三十一日︵金︶二月二十八日︵金︶
三月二十八日︵金︶

三月二十八日は通計一○○回目に当る︒なお︑古
川哲史副会長が︑その成果︵解読文︶を﹃弘道﹄に
毎号掲載している︒

佐倉支会においては︑次のとおり﹁泊翁日記研
修会﹂を開催︒以後︑継続して開催することとな
った︒

＊佐倉支会の﹁泊翁日記﹂研修会

・日時平成九年一月二十五日
・テーマ﹁泊翁日記について﹂

・会場佐倉市中央公民館

藤下昌信事務局長

・講師堀田正久理事
・渡貫博孝佐倉市長

㈲特別講演会の開催

選外佳作の二名については︑﹁両君とも若手研究者と
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￨平成8年度決算
収入の部

（単位円）
事業収入

105,386,189

会費収入

2,708,000
5.942,406

その他の収入

当期収入合計

114,036,595

前期繰越収支差額

342罫260,222

収入合計

456,296,817

支出の部

事 業 費
管 理 費
予 備 費
120年記念事業費

13,273,313
77,536,781
0

15,418,400

当期支出合計

1 ,228,494

次期繰越収支差額

350,068,323

支出合計

456,296,817

剰余金合計

155ﾜ056,696

１１

￨平成9年度予算
収入の部

事業収入
会費収入
その他の収入

107,203,580

当期収入合計

115,733,580

3,000,000

5,530,000

前期繰越収支差額

347,529,948

収入合計

463,263,528

支出の部

事 業 費
管 理 費

25,780,000
87,254,000
18,3叩,皿

その他の支出
予 備 饗

5 ,000

当期支出合計

131,834,叩0

次期繰越収支差額

331,429,528

支出合計

463,263,528
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いも

１１

に期待して奨励金を贈るべきである﹂という理事会の意

しての第一歩を踏象出したものであり︑今後の研究活動

を贈呈した︒

向を承けて︑米地正篤︑岩淵将之の両君に対し各十万円

㈹道徳教育団体への助成

支予算計画の件

二︑第二号議案平成九年度事業計画並びに平成九年度収

本議案については︑議長の指名により︑引き続いて藤下

事務局長から﹁平成九年度事業計画書﹂及び﹁平成九年度

収支予算書﹂をもとに︑平成九年度の事業計画と平成九年

度の収支予算計画について﹁本年度も︑道義振興団体とし

︵道徳教育︶に関するシンポジウム③﹃日本道徳論﹄を読

とくに本年度は︑①﹃西村茂樹全集の﹄増刊②道義振興

ての内容整備を図りながら諸事業に取り組んでいきたい︒

育関係団体に対し︑継続して活動資金を助成しており︑

む会④支会中堅会員研修会︑という四つの新規事業を目

平成二年度より︑全国的に活動を展開している道徳教

・助成団体日本道徳教育学会︵代表勝部真長氏︶

◎ 一
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平成八年度も引き続き左記団体に助成金を贈呈した︒

論んだ︒十分な事前計画を立てて取り組んでいきたい﹂と

勢を崩さず︑時宜に適した内容構成に心がけて品格ある

編集委員会を軸に伝統的なスタイルとハイレベルな姿

日会誌﹃弘道﹄の充実

八平成九年度事業計画ｖ

可決・承認された︒

の説明があり︑第二号議案は︑原案通り全会一致をもって

・助成金五十万円
ついで︑平成八年度決算報告については︑﹁貸借対照表﹂
︵資産の部︑負債の部︑正味財産の部︶﹁財産目録﹂﹁収支計算
書﹂︵収支計算の部︑正味財産増減計算の部︶の順に説明︑報告

された︒このあと鈴木勲会長は︑生平幸立監事に︑平成八
年度の事業と決算についての監査報告を求めた︒
﹁ただいた報告のあった決算内容について︑関係書類と
渥書類等も適正に処理されていた﹂旨の監査報告があり︑

紙面の刷新を図っていく︒

照合して調査を行った結果︑いずれも正確適正であり︑証
第一号議案は︑原案通り全会一致をもって可決・承認され
た第

号

特集テーマ︵予定︶

月

平成九年三／四月号

特集テーマ
日本人と宗教

備考

白創立百二十周年記念事業の推進

⑧開催日

程︵試案︶

② 開 催 予定日十一月中旬または十二月初旬を予定

化を推 進していく

①実行委 員会の設置委員会を設置して実施計画の具体

事業︶

四 道 義 振 興 ︵道徳教育︶に関するシンポジウムの開催︵新規

＊﹃西村茂樹全集﹄ 編 集 部 会 の 設 置

＊﹃西村茂樹全集﹄ 刊 行 委 員 会 の 設 置

ることとしたい︒

編集内容の検討︑未収録著書・論説等の分類︑選択に入

刊行委員会及び編集委員会を設置して基本計画の策定︑

著書︑論説等の収集・整理に取りかかっている︒よって︑

﹃西村茂樹全集﹄の増刊については︑数年前から理事

私の死生観

会において検討され︑既に︑創立百二十周年記念事業の

︑﹃西村茂樹全集﹄の増刊︵新規事業︶

五／六月号

世界の中の日本人

鎗夏号

七／八月号

一環として刊行することが決定しており︑現在未収録の

二十一世紀を迎えるために

九／十月号一経済と倫理
十一／十二月号

平 成 十 年 一 ／ 二 月 号 ﹄溌碁零特集テ︲雫

口支会活動への積極的な支援
１第七回全国支会協議会の開催
３支会活動への助成

２支会主催講演会及び研修会への支援

５新規支会設立への支援

４支会相互の交流
６支会会員研修会の開催︵新規事業︶

支会の中堅会員を対象とし︑西村思想︑道徳倫理
の問題等について︑講議やディスカッションを主体

・会

場学士会館講堂を予定

・ 参 加者本会役員及び関係者︑各大学︑関係学会︑

二○○名を予定

として一日間の日程で実施したい︒参加者には終了

一般聴講者等一五○

証書を授与する︒

７その他
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︒基調講演メインテーマに合わせて第一流の学者を
招聡
四名

・コーディネーター︑パネリスト政治・経済・道徳
・倫理を専門とする学者層から三
を依頼
⑥特別講演会の開催︑

政治・経済・社会・道徳・倫理を専門領域とする学者
をお招きして実施する︒

㈲西村茂樹研究論文の募集

︑実施回数隔月一回

・会場八階講堂若しくは会議室
・参加者会員有志

＊第一回目の研究会は︑九月九日︵火︶午後二時ｌ

︒講師役員又は会員の中から依頼する

午後四時までを予定Ｐ

㈹第十三回研修旅行の実施
関東近県に所在する博物館︑美術館等を見学し︑見聞

㈹道徳教育団体への助成
全国的な組織をもち堅実な活動を展開している道徳教

を広めるとともに会員相互の交流を深める場としたい︒

育団体に対し︑本年度も引き続き活動資金の助成を行う︒

論文審査委員会の審議を経て本年度の﹁募集要項﹂を
の募集を行い︑西村研究を志す若手研究者の開発と育成

以上をもって議事を終り︑次いで︑報告事項に入り︑次

計画を立てたとの説明があり︑可決・承認された︒

厳しい状況下にあるが︑堅実運営の基本方針に添って予算

﹁収入の部﹂﹁支出の部﹂の順に説明︒本年度も財政面で

﹁泊翁の日記を読む会﹂を月一回実施八平成九年度収支予算計画ｖ

国その他

作成︑各大学はじめ関係学会︑研究団体に配付して論文
に努める︒

引続き本年も︑

㈹泊翁研究会の開催
する予定である︒
㈹﹃日本道徳論﹄を読む会︵新規授業︶

西村思想の原点ともいうべき﹃日本道徳論﹄の真髄に
触れるとともに︑成立の背景を学ぶ会とする︒
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のとおり報告があった︒

八報告事項ｖ

キッコーマン株式会社代表取締役社長︑経済

本会特別会員野田支会支会長

同友会副代表幹事

去る五月十九日︵月︶に開催された理事会・評議員会合同

ロ理事選任の件

された︒

会議の席上︑評議員の承認を得て︑次の六氏が理事に選任

去る五月十九日︵月︶に開催された理事会・評議員会合同

日評議員選任の件
会議において︑理事会の承認を得て次の十氏が重任︑二氏

藤下昌信氏堀田正久氏松平直奏氏

有田一毒氏津田久氏富田朝彦氏

白特別会員委嘱の件

次の六氏が特別会員に委嘱された︒

去る三月十三日︵木︶に開催された定例理事会において︑

︵以上重任︶

が新任された︒

︵以上新任︶

︵以上重任︶

菊間健夫氏相良亨氏杉浦昌也氏津田久氏
士田健次郎氏新美忠之氏藤下昌信氏古田
紹欽氏堀田正久氏松平直奏氏
鎌田正氏茂木友三郎氏
︵新任評議員略歴︶

明治四十四年九月十七日生︵満八十五歳︶

︑飯塚一雄氏

島根県大原郡木次町在住

明治四十四年一月七日生︵満八十六歳︶

・鎌田正氏

本会特別会員

東京都文京区大塚在住

島根支会支会長

昭和十一年三月十七日生︵満六十一歳︶

・長谷川茂郎氏

元島根県教育委員会委員長

東京教育大学名誉教授・東洋学術研究所所長
・茂木友三郎氏
昭和十年二月十三日生︵満六十二歳︶

１１
東京都港区三田在住

Ｉ

（64）

千葉県千葉市若葉区小倉町在住
有限会社千城開発代表取締役社長
会祖西村茂樹先生の曾孫

︒宗政秀治氏
大正十五年二月十二日生︵満七十一歳︶

＊﹃西村茂樹全集﹄刊行委員会の設置

﹃西村茂樹全集﹄の増刊

・副委員長古川哲史︵副会長︶

・委員長鈴木勲︵会長︶

②巻別収載著作等の分類︑選択

①刊行計画の策定

・委員四１五名︵予定︶

平川支会支会長

千葉県袖ヶ浦市百目木在住

③﹁編集要領﹂﹁凡例﹂等編集内容の検討

④頒価の検討

袖ヶ浦市郷土博物館館長

⑥編集部会に対する委託事項の取りまとめ

⑤頒布計画の策定

・師勝夫氏︵俳号松魚︶
明治四十年八月十二日生︵満八十九歳︶

⑦その他

＊﹃西村茂樹全集﹄編集委員会の設置

④編集統一事項の確認・編集処理

③﹁凡例﹂の試案作成
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東京都世田谷区北沢在住
元報知新聞記者︑日本経営者団体連盟理事

・編集委員二

・編集総括鈴木勲︵会長︶

・渡辺正庚氏
大正四年二月二十八日生︵満八十二歳︶

昭和八年三月二十八日生︵満六十四歳︶

⑤原典照合・校正

②﹁編集要領﹂の試案作成

①巻別収載著作等の分類案作成

三名︵予定︶

日本洋書販売配給株式会社取締役会長
徳川達孝第四代会長令孫雅子様のご夫君

千葉県佐倉市城在住

⑥その他一切の編集事務

・渡貫博孝氏

現佐倉市長

㈲﹃日本弘道会百十年史﹄一般頒布の件

佐倉支会名誉会長

偶創立百二十周年記念事業の推進

届

ご挨拶をいただいた六氏
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三好和男氏

亮一錘

角 張 繁 氏
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長谷川茂郎氏
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一

﹃日本弘道会百十年史﹄の完成に伴う関係機関並びに関

鍬蕊蕊議鵜駕簾霊識雛

角張繁氏︵東京都︶は︑﹁私は明治の末に仙台市に生れまし

＃
氏の四氏が紹介され︑それぞれ簡単なご挨拶をいただいた︒

係者への贈呈については︑去る三月十三日︵木︶に開催され
た定例理事会において︑事務局提出の贈呈計画をご承認い

た︒学校ば鈴木勲会長さんと同じ仙台の第二高等学校でし

ただき︑計画に基づいて送付を完了︒一般頒布についても︑
会員への特典を含めて左記のとおり承認されたので︑今後︑

ジア問題などいろいろお話を伺ったりしていたのですが詞

さんがおられ︑私は石原さんの所に参上して世界情勢やア

た︒私が学生の頃︑仙台の歩兵四連隊の連隊長に石原莞爾

頒布価格一般一五︑○○○円

一般及び会員からの購入希望者へ頒布していく予定である︒

二般頒布価格の二割引︶

して五常県という所に副県長として赴任したのでナ
すが ︑ そ

石原さんの話艇苛ついｂ感儲札てしまいました︒そんなこ
とから学校を終えるみずも当時の満洲に渡ったのです︒・そ

○年に孔子生誕の曲阜︵山東省︶に孔子像を寄贈させて頂き

孔子の思想を何んとか振興させたいと中国に伝え︑一九九
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会員一二︑○○○円

以上をもって︑総会における議案の審議及び重要事項の

﹂の精神でやってゆこうと提言した
の五常妨鰯溺職錘醗蝿騨屋腫

﹁特別会員をやらさせて頂いております林でございます︒

後も郷愁の念や承がたく︑再び中国を訪れて交流を重ね︑

に つ か れ て 各 地 葬 論 鐸 や︑ 終 戦 で 帰 国 し ま し た ︒ し か し ︑ 戦

時私礁ゴ十七歳脅した がそのような経緯からすっかり中国

弼射舶黒・欄珂画酉麗悪泌も凸

らものすごい反響がありました︒当

報告を了え︑十一時三十五分︑鈴木勲会長は︑﹁第九十五

ところ綴地謡娯型撫織

ｕ慣．

回通常総会﹂の閉会を宣した︒

そのあと意見交換の部に入り︑はじめに︑本日の総会に

日本弘道会は︑日頃道徳の振興と道徳教育の推進に努めて

と考えて﹃あるがままの人生︑遥かなる大地﹄という本を

八十六歳になり︑ここらで人生のしめくくりを致したい

の教えに近づきたいと思っています︒

私は孔子研究の専門家ではありませんが︑少しでも孔子

ました︒

とのご挨拶を頂いた︒

す︒﹂

えておりますので︑今後ともどうぞよろしくお願い致しま

ましたが︑体に気をつけてこれからもやっていきたいと考

おられ深い感銘を受けております︒私ももう大分年をとり

ご出席下さった元東京大学総長の林健太郎氏から︑

岡ユ

って仙台出身の野人でありますのでよろしくお願い致しま

講談社から出してもらいました︒年はとっておりますが至

がとりあげられてました︒私は︑教職にあったものですが︑

これはとても大事なことと思いました︒しかし︑その後日

昭和二十四年︑六・三制が始めてとりあげられましたとき︑

長谷川茂郎氏︵千葉県︶は︑会祖西村茂樹先生の曾孫に当

す︒﹂

ます．それで私は︑日教組打倒の会を作って運動を続けて

そしてわが国の道徳教育が乱れ︑今日の状況に至っており

本の教育は︑日教組嘘よってゆがめられてしまいました︒

の遺品雪馨漫第九八七号参恩を本会にご寄贈された方で

参りました︒私はこの日本弘道会の精神をうけてやってい

られる方であり︑昨年十一月には︑家宝とされていた会祖
ある︒

阪谷芳信氏は︑明治初年において会祖と行動を共にされ︑
ろうろ

会祖と共に﹁東京傭身学社﹂の創設に当られた阪谷素︵し
と号し︑西村翁と志を共にしたと聞いております︒なお︑

ろし︶翁の曾孫に当られる方で︑阪谷氏は﹁曾祖父は朗瞳
重ねて私事にわたって恐縮ですが︑私の母方の曾祖父は西
村勝三と申しまして西村茂樹の弟です︒渋沢栄一と共に製
イヤしましたが︑皆様方のお話をおききしながら勉強した

靴業︑耐火煉瓦など実業界で活躍しました︒私はもうリタ
いと考えておりますので︑どうぞよろしくお願い致しま
す︒﹂と︑ご挨拶を頂いた︒

島根県からはるばるご出席頂いた三好和雄氏が紹介され︑
続いて東京都の空花圭一氏︵東京都︶から︑次のようなお話

﹃始めてこの総会に出席させて頂いた空花圭一です︒昨

をいただいた︒

年の暮に鈴木先生のご推せんを頂いて入会させて頂いた者
ですい今旧のサンケイ新聞にまり輩すと︑六・三制の問題

Ｉ
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Ｆ１◇ＩＩＦＩＩｌＩＩｌぱ
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旗︑その脇の会祖のご肖像写真をバックに記念写真を撮影

そのあと燕恒例によって講堂正面に掲げられた国旗と会

のお人柄が偲ばれる私たちがなかなか聞き得ないようなお

る﹂と言っておられたこと︒皇居が戦災のために消失して︑

せられた昭和天皇のお人柄などをお話しになられ︑マッカ

ご不自由な御文庫でご生活を続けられ︑宮殿の建設をお許

して︑︲第九十五回通常総会を滞りたく終了しだ息．

話を拝聴することが出来た︒︵講演要旨は次号に掲載する予定︶

し庭ならず︑全国各府県をご巡幸されお後︑始めて昭和三

ーサー元帥が﹁日本で一番民主的な人は︑裕仁天皇であ

和五十三年から六十三年の十年間︑宮内庁長官を歴任され︑

会祖の墓前に香華を捧げる鈴木勲会長

され︑︲承どりを大変楽しんでおられたことなど︑昭和天皇

養源寺仮本堂での会祖年忌法要

十八年に宮殿の建設をお許しになられた︒また︑自然を愛

講話聴講の出席者

在任中直接昭和天皇にお仕えになられ︑氏が昭和天皇に接

〃
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終始ご協力を頂いた参会者各位に︑心から感謝申し上げ小田金清

総会終了後︑会祖の墓参のため︑鈴木勲会長ほか二十七鈴木寛一
名の方盈がマイクロバスで文京区千駄木の養源寺に向かつ中山昌一

角張繁

辻幸蔵

梶原弘行
坂口和男
多田建次

米地正篤

空花圭一

森下千寿子

深 川 明 古田責

中根

阪谷

片山

一夫

芳信

芳子

三好和男

松戸

水野

藤崎

勺
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たい︒金井勇
た︒有田支会

茨城支会

ず

計七十七名

洲敏繁・伽

︐⁝・︲︵七海︑隆記

ｰ

飯塚一雄 狩野冨吉
養源寺は現在本堂改修中で︑旧本堂手前に仮設された仮島根支会
戸田好郎 平 塚 ヒ ロ 子
本堂で会祖の年忌法要を営承︑鈴木勲会長から順に焼香を野田支会
行い︑ご冥福をお祈り申し上げた︒佐倉支会 倉次重一 石 渡 敬
な﹄侭本堂は平成十年十月末完成の予定であり︑鉄筋．平川支会
宗政秀治 鈴木茂興
ソクリート造り心二階建︑四億円の工費で建設中である︒八千代支会 木 川 茂 青 木 千 三 男

前で大部分の方々が降りられ︑﹁明年も︑また元気な婆宅

総会に参加しましょう﹂と︑手を振りあいながら散会し︑安房支会

予定どおり無事総会行事が終了した︒

総会出席者木更津支会

︵敬称略︶

及川正和 上野栄一
若鍋尚志 沖津三郎斉賀善蔵
三枝英司

柴山斉

立井信也 川崎昭男
この日は︑冒頭記したように晴れ間こそ見られなかった
が︑心配された雨はなく︑帰りには︑途中ＪＲ御茶ノ水駅干潟町支会 菅谷敏夫 高 木 豊 上 代 光 祐
長谷川勲 浅 井 和 泉 菅 谷 栄 夫
安田豊作 榎本春光 島 津 ︑ 晴 久

文岩正
雄夫利

藤下昌信川川村千寿子金子ゆかり

七海隆田

瓢．叩ｒ伽︑母

a

鈴木勲古川哲史富田朝彦杉浦昌也
松平直奏生平幸立尾田幸雄鎌田正
木屋野正勝津英武士田健次郎宮崎哲夫事務局
野口元長谷川茂郎林健太郎森田康之助

師勝失渡辺薫栗原良博菅谷幸司

．︑斎藤知正︲吉堀慶一郎㈹伊能文雄小浮民三郎．︐；樺＃

１１

【ヨ

灘

蕊
燕

鰯

５月帽日︵金︶

監査を受ける︒

︵抄録︶

＊午後２時より︑生平幸立監事から︑平成８年度の会計

５月惚日︵火︶

特集テーご等について協議︒

＊正午より︑﹃弘道﹄編集委員会を開催︒﹁平成９年度の

４月卯日︵水︶

＊午後１時訓分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

４月弱日︵金︶

会︒

＊午後２時︑永田賢顧問税理士︑税務事務打合のため来

４月９日︵水︶

請︑ご承諾をいただく︒

洋学術研究所に鎌田正博士を訪問し評議員ご就任を要

＊午後３時︑鈴木勲会長︑藤下昌信事務局長︑文京区東

４月３日︵木︶

画

＊午前皿時︑住商ピルマネージメント︵株︶小田金清ピル

管理部長他２名︑ピル管理状況報告のため来会︒
５月灼日︵月︶

会議を開催︒

＊正午より︑本会講堂において︑理事会・評議員会合同

＊午後２時︑顧問税理士永田賢氏税務打合せのため来会︒

５月翠日︵木︶

＊午後１時鋤分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒
５月訓日︵土︶

１１１目⁝・⁝！！！．⁝︾

︵総会の記録は証頁以降を参照されたい︶

＊午前ｎ時より︑第妬回通常総会を開催○出席者方名︒

１⁝⁝⁝・Ｉ！！．︒⁝⁝ｉｉ●．！⁝⁝⁝言！！！・・⁝⁝・

一弓日本道徳論﹄を読む会﹂会員募集︒一

一本年度から西村思想の原点である﹃日本道徳論﹄の思想的司

一一な背景を中心に︑尾田幸雄先生︵お茶の水女子大学名誉教授︶一

を講師にお迎えして勉強会をはじめます︒年間を通して参加︾

口一

できる方を募集します︒官製はがきに︑住所︑氏名︑電話番一

号を明記の上事務局へお申込み下さい︒︵但し会員に限る︶串

第一回目は︑九月九日︵火︶午後二時から午後四時まで︑垂

雨亘卜■■■昼■Ｂｒ■■■・■■巳弓■■■・■〆■■■■■■昨日一■︒■・■・一目凡■■■﹂■■■■■・■■■■■■■■■■■︸日日・０二日■■■■︑ｆも吐出１コ臥口印■■■■■■■■︒■・・・・■・日ｑ

唯本会ピル八階講堂において開催いたします︒

一

︐
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灘鴬蕊

美術館・神奈川県立近代美

︑則剥州副制訓！︾苧．・・・編者岡山県立美術館・郡山市立
術館
岡山県立美術館殿

②図書ご寄贈者芳名．︑・・発行原撫松展実行委員会
金罰成９年４月︶

蓉型朋麺胆岬︐

村山吉広・◎会養領収報告︐

︵財︶斯文会霊秤

三輪田芳子

斎藤理平
平林智司
中野泰雄

堀内政三⑥

角張繁側

今尾．知義⑥
小津民三郎側

・下山敏郎

小川雅一郎

渡遥芳子

中山昌一

吉田幸治⑨
鏑木義之側
山路賢吉側
壷井秀生⑨

・綾小路有恒⑨

■

＄

﹃斯文﹄第一○五号
編者
発行釣

．︵財︶斯文会殿ｌこの報告をもって領収書に代えさ運てい

安済良一

梶村昇

浅田隆夫
長村幸雄
上野明義
横山正木
石井武子

菅原喜代治⑨

新井鎮夫

牛来義成⑥
木村健デ⑥
嶋田晋吾側
庄司呈明側
石川正郎側

渡辺八洲男

細谷士武弥

ナカ工業㈱︐⑨

小牧幸雄０
菱山幸一⑨

今井正側

（？倉）

編纂日本青年館館史編纂委員会認識縞戦鮎銅鵬蕊蕊溌瀞
・発行↑〃︵財︶日本青年館終年度です︒
．︑蝋︵慰塁義鋪記念会殿４豊満繋蝶部事務局会員会費の係霞
﹃若ものたちと歩承つづけて﹄

編纂日本青年館館史編纂委員会︹東京趣

発行︵財︶日本青年館○渥美和也⑥渡辺武︒
﹃斯文皐曾雑志﹄

渡遥興五郎

庚津節三
久田龍二

・・ぜ．鷹︵財︶田津義鋪記念館殿癖癖義華州醍推雨毒卵

伊藤幸七郎側

田熊リ州⑥

小田金清

長戸元三郎

砂金俊夫
片平善二

ｉ１劃謹塑︑︲輔電雲︐一鯛癒卵○締窯卵

辻清二郎⑨
鳥羽貞三側
小川徳松⑥

庚田滋側
トーＩ１ｒｉ圃準安西英太郎⑥古屋豊⑥

一灘人織照昌熟鋤柵一綱聯岬蝿坪縦
誹脳＃瞳膜Ｌ凶舞声︲〜⁝
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関口輝三
中里良男

奥田慎丈
宮本繁雄

︹千葉県︺・

○岩淵将之
櫛部獅正直

根本淳祐
今筒敬三
青野虎二
糟谷正彦
板橋義夫
小林信夫
宇井貞文
細谷政弘
成毛・武夫

伊藤英雄
高木万司
小久保義松

岩佐喜一

転三

越川重

村田新一．

岩井喜久術

大八木正子

林秀雄
加藤隆

野平栄次

白鳥千鶴子

五十嵐一郎

片桐秀三

斎藤清

尾形伊之吉

石長川博

飯田寅次郎

小林孝雄
大岩真五

寺本彬
斎藤明

隆夫

建次

武多豊
末田嶋

竹蓋良平
伊藤信光
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阿部清
森下千寿子

小淵守男
山崎吉彦
高橋恭介
大洞陽一

山本真之助

石渡伸幸
塩沢光利

豊克
隆一巳

滝口︑松蔵
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夜久蛎正雄

加藤茂男
阿部光夫
上田幸夫
石川松太郎

江渡成幸

川崎修
松本幸三郎

関岡孝義

蕊惜畜
安藤隆弘
鈴木英司
吉田徳二
五代吉彦

鵜之沢康雄

平野泰伸

小津深

高柳善男
雑賀富雄
柳瀬秀雄

落合高省

平井尭
鈴木享

藤田たか子

大竹博

木内重夫
中村喜司

上憲治
小津鮫

︹埼玉県︺

増田一郎
小林靖昌
山辺知行

岩田敏

発智秀雄
田中好之

五月女善一

鈴木普二男

飛ヶ谷定一

畑中治
辻幸蔵

近藤輿士夫

大榔利夫

椎名健司
国友省三
成毛市郎
高木義雄
松浦成子
大森敏夫
大佐和健
笹本武雄

青野進

江川豊太郎

矢吹中

斎藤知正

北田浩一

関口晃

斎藤勝美
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松原正憲
○高橋柴治郎

川久保孝雄

高間勇

渡辺新一・

阪谷芳信
田沢一心
乙丸正之

落合徹
水野実
矢柴信雄
赤司博之
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吉岡信
高田・賢
︹神奈川県︺

生山智巳
遠藤・淳

野沢浩
武田恒三
堀風恭宣
小川増蔵

金井勇
小笠原峯男
福田吋好貢

神戸照雄
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−

︹群馬県︺

金津芳平

前田勇
︹栃木県︺

佐通泰二
伊藤義輝
︹茨城県︺

関口善太郎

氏家実⑨

︹岐阜県︺

小邑政明
石原太紀
桐山五一

伊藤毒

︹愛知県︺

高田敬子
︹福井県︺

清水治
佐藤正明
石井新太郎

岡崎久

許為
稲木孝二郎

有馬弘毅

︹和欲山県︺

中西包夫

︹兵庫県︺

矢野恭克

︹岡山県︺

高橋文博

︹山口県︺

宮本勝義

︹広島県︺

上川繁人

︹愛媛県︺

宇都宮象一

騨溌筆

︹寓知県︺

井上長英

︹福岡県︺

古川清光

渡辺勲

吉永一郎

（74）

中野珪三
︹富山県︺

清水美晴
︹石川県︺

辻光子
︹京都府︺

大内正夫
福井秀一

田畑賢住

喜

半田雄三⑥野口正之
天野恭作
池田正三
平井千代
渡部正義
大塚洋次郎

青柳哲

金森茂一郎

︹奈良県︺

田

︹静岡県︺

佐藤︾
長瀬少
八木︾
田内圭
小林

︹長野県︺

赤庚正男
青木安弘
︹新潟県︺

沖明側
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清治七吾教

末撫〃祐司

高柳久登

谷山安弘

百瀬脹雄
相津長治

芦文八郎

長谷川蕎郎

柴田司郎
田久孝翁
熊谷三四代

丹治幸吉

北海道前田勲大月武志
東京渥美和也古田紹欽
宮城高野十堀田正一郎

千葉岩淵将之藤下・昌信

東京米地正篤〃

霊駒会辱電壁

︵平蔵９年４月Ｉ平成ぞ８１｜

◎新入会員芳名︵敬称略︶・

東京高橋柴治郎師勝夫

北海道大森正明大月武志一

⑨⑨｡｡｡.⑨

︹北海道︺

永井輝

○前田勲

山下忠行
大月武志
岩国成悦
高原利好
安藤弘子

暴森箭員蕊査
憲箭驚農鴬勉

鯛蝋鰯鞠鯉蕊一

○

坂井角也
柏倉真一
︹岩手県︺

遠藤栄一

内田三郎
︹秋田県︺

田口大師
畠山東太郎

真井田善悦

野上鯛一

野中和郎

平沢四子男

三浦チヨ

︹青森県︺

一戸竹治
︹福島県︺

斎藤子浩哉

石川佐中
米津茂美
永田慶信
佐藤保文

(9)（9）（9）⑲）⑨（9）⑥

︹大分県︺

椛田信吾
︹宮崎県︺

後藤俊彦
︹佐賀県︺

小柳・治道

古賀秀男

︹熊本県︺

冨嶋宗雄

浅野盛好
中山師治

山川徳助⑨
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︹長崎県︺

中津保夫
︹鹿児島県︺

吉富政夫
︹宮城県︺

目黒・芳昭

○高野十
︹山形県︺

志田・峯三側
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″高木武雄

安︑房畑俊一．
干潟町伊藤嘉平

安房・佐藤宏武

有田岩永澄則
″谷口太一郎

野田宮本清一

″演谷浩司
島根井谷幸平
幹直幹直

〃 。 〃

彦濃彦濃浩関斉嬰瞥斉

ベルう人質事件を通して︑あらため

て国家とは何か︑リーダｒシップとは

項目の御提言︑息もつかせず一気に拝

先ずもって奥田文部大臣への鋭い提

見を致しました︒

言をはじめ︑﹁人のために尽す人間を

ー人質事件は︑一国平和主義の我が国

何かを深く考えさせられました︒ペル

に思います︒

に多くの課題を投げかけてくれたよう

国家にはとても委されない︑なかば

感銘の裡に拝見しました︒

か︑その他極めて大担な御提言︑一灸

育てるのが学校教育の目標である﹂と
・愛媛県宇都宮象一

っとした晴をとした爽快な気分になれ

諦めていた最中だけに久方ぶりにすか

会祖西村茂樹先生の書かれた﹁開明
学校﹂の偏額のある宇和町の旧小学校
れることとなり大変光栄に存じており

からも健康に御留意なされ大いに頑張

ました︒貴台はまだノ︑御若く︑これ

が︑このたび国の重要文化財に指定さ

たします︒

ます︒日本弘道会のご発展をお祈りい

私も御蔭であの拙著に各方面からの

って下さい︒

励ましの御言葉を頂き少しは明るさを

見出しました︒どうぞ何卒よろしくお

願い致します︒思った通り乱文乱筆を

東京都角張・繁

同窓のよし承で御許し下さい︒〃拝具

拝復

先日ば拙著﹁あるがままの人生﹂を

東京都小野健知

すますご清祥にお過ごしのこととお慶

新緑・初夏の候となり︑皆様にはま

拝啓

失礼にも御送り申しましたところ御多
忙の中を御目通し頂き︑それよりもこ
の度の賓誌に御掲載の﹁利他の教育﹂
は兎角従来の文部官僚には失礼ですが
殆んどゑられぬ記事でございます︒

貴殿の﹁哲学的発想﹂に基づいた各

）

(

″今岡実

ぞ木村更生

″棲内強
・言葉の

らひろば

本本本本・川川山湊川山

東京都上田幸夫

松山松山黒深柴大越柴

ぴ申し上げます︒

さてこのたび﹃漉津柴一と人倫思

先輩大杉謹一氏の御啓導を蒙り︑文理

大変貴重な書をご恵送下さい童して

きます︒

有り難うございました︒本研究所図書

貴弘道会が邦家の最も大切な道義の確

館蔵書として︑長く保存させていただ

立に全力を傾倒なされてをりますこと

日本育英会
理事長川村恒明

清弘氏の高潔なおひとがらにうたれ︑

同じように︑世の中が未確定であった

を尊く存じあげております︒私が専攻

科大学学生のときは︑二年先輩の片山

幕末・維新期という動乱の時代に︑近

の日本思想の研究に強い支えを与えて

想﹄を上梓いたしました︒現代と全く

代日本の経済組織を策定じ︑日本人の

いただけることをうれしく︑恭けなく

ております︒

にそかたいと存じておりますので︑︑今

名を録し︑学内一般の利用に供し貴意

御寄贈いただきました刊行物唯︑ご芳

ただきありがたくお受けいたしました︒

謹啓このたびは︑刊行物を御寄贈い

曇果京都︶

実践女子大学図書館

にご就任いただき︑大変お世話になっ

会長と東京都社会教育委員の会議議長

鈴木会長には東京都生涯学習審議会

東京都教育庁生涯学習部

した︒︐厚く御礼申上げます︒

記念すべき大著誠に有難うございま

な世の中を実現せんと識拝した漉津築

意識の転換をはかり︑共存共栄が可能

存じあげてをります︒

御来駕︑熱をこめて貴会の活動につき

そのむかし︑私の勤務先にあし繁く

一に興味を持ったからであります︒象

御説示された渡辺正勇氏の御厚情もな

ん な に ﹁ 生 れ て き てよかった﹂と思っ
のだ︑と念願しております︒おひまな

て貰えるような社会を到来させたいも

つかしく想い起されます︒

斬灸菱村幸彦

国立教育研究所

︵﹃日本弘道会百十年史﹄礼状︶

敬具

右まずは御栄典の御礼言上まで︒

す︒・

の上ともお導きをいただきたく存じま

浅学︑学究の一人に過ぎませんが此

折にでも読んで頂ければ幸甚に存じま

す︒．敬具
東京都森田康之助
このたびは︑私如きがはからずも寿

拝啓︲
昌の栄をいただき︑まこと分にすぎた
貴弘道会には何ほどの貢献も寄与も

ることと存じよろこびおります︒
いたしなりませんことを心苦しく存じ
ます︒そのむかし高等師範学校在学中︑
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後ともよろしくお願い致します︒略儀

ながら御礼申し上げます︒敬具
島根県立国際短期大学図書館
申し上げます︒

謹啓時下益さ﹂清祥のこととお慶び
さて︑この度は︑貴重な資料を寄贈

福岡県立図書館長

金堂義明

時下ますます御清祥のこととお喜び
申し上げま式︒

さて︑このたびは﹃日本弘道会百十
年史﹄を御寄贈いただき︑厚くお礼申
拝受いたしました資料は︑当館の貴

し上げます︒

に供して︑貴意に添うようにいたしま

重な資料として永く保存し︑広く利用

していただきありがとうございました︒

寄贈いただいた資料は︑永く当館に保

ます︒

︵東京都︶

﹃日本弘道会二○年史﹄のご刊行

冠省

日本道徳教育学会

今後とも︑よろしくお願い申し上げ

す︒

存し︑職員・学生の承ならず︑広く地
ます︒

域の方々の研究資料とさせていただき
今後とも︑当館にたいするご助言︑
ご指導を賜りますようよろしくお願い

申し上げます︒敬具

神奈川県立公文書館
貴重な資料を︑ご寄贈いただき︑誠

を祈念しております︒

財団法人無窮会

東洋文化研究所

︵東京都︶

享門図害館

毎々の御芳情鳴謝に堪えません︒

貴会︑益灸の御繁栄をお祈り申し上

げております︒再拝

︵東京都︶

社団法人倫理研究所

日頃大変御世話になっております︒

前略

又この度は﹁百十年史﹂をご恵贈下

されまして誠に有難うございました︒

大変立派な年史に唯々恐縮しており
ます︒

取急ぎ御礼まで︒草食

代表取締役社長田中英作

第一法規出版株式会社

この本の上梓はわが国の道義理論の

を心からお慶び申し上げます︒

するものと存じます︒

発展及び実践行為の促進に大いに寄与

公文書館の資料として大切に保存し︑

にありがとうございました︒

たいと存じます︒

ありがとうございました︒早速拝見

利用者の閲覧に供し︑ご厚志にむくい

日本弘道会と皆様方のさらなる隆昌
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不

一

ユ

社団法人国民宙館

型Ｉ

いたしましたところ︑格式と伝統ある
︵大阪市︶

きだされており︑感銘を受けました︒

貴会のご発展の経緯が︑誠に鮮明に描

﹃日本弘道会百十年史﹄の御恵贈を
賜り厚く御礼を申上げます︒

このたびは︑つとに道義立国を使命

そして格調と重厚さを兼ね備えられた

とされた会祖先生の学風ご精神を継承

Ｉ

贈いただきましてありがとうございま

貴会の益灸のご発展をご祈念いたし

す︒

ます︒．

茨城県常陸郷土賓料館

され︑真華に道徳の究明とその実践・

大変に参考になるものでございます︒

振興に識拝しこられた日本弘道会皆様

立派な﹁百十年史﹂御寄贈下され︑

文面は︑出版社である当社にとって︑
︐現在は︑︒すでに創立百二十周年を迎

誠にありがとうございました︒貴重資

尚︑西村会祖先生の全集の続編を心

︵茨城県︶

えられており︑ますますのご繁栄に感

の営為百十年の偉大なる金字塔に対し︑

館長渡辺宏

服いたす次第でございます︒

只盈敬服感動いたしますとともに︑衷

貴会の今後もより一層のご発展をお

料です︒

から御期待申し上げております○おか

げさまで︑このたび︑児童福祉功労者

拝具

心より慶祝申上げる次第であります︒

．まずは書面をもちまして︑御礼申し

祈り申しあげます︒

上げます︒敬具

として叙勲︵勲五等︶の栄に浴し︑感謝

しております︒

︵東京都︶

貴重な﹃日本弘道会百十年史﹄をお

でした︒心から敬意を表します︒

にあたられました皆様のご努力が大変

それにしましても︑この編集・執筆

実した内容に驚いています︒

堂をたる立派な装丁・造本に加え充

千葉県市原正夫

認姻﹁小さな親切﹂運動本部

送りいただき︑ありがとうございまし

渋沢青淵記念財団龍門社
貴重な資料をありがとうございます︒

この度﹁日本弘道会百十年史﹂を恵

︵茨城県︶

認掴常陽明治記念館

し︑感無量のものがございます︒

た︒当運動発足時のご協力を思いおこ

末永く保存し︑利用させていただき
ます ︒

識咽松前国際友好財団
︵東京都︶

この度は立派な記念本をお送り頂き
ありがとうございました︒

（79）

︐又︑私のふる里︑千葉県の香取地方
でお送りいただき誠にありがたく厚く

此の度は御立派な記念誌を私共にま

だいて居りますが︑貴会へ何度となく

を光栄に存じます︒今︑橘かせていた

Ｔｌ
には曾って多くの支部が有ったことを︑

したのは御会よりご恵贈賜りました

静かな春雨が軒に煙るこの朝届きま

神奈川県神戸光子

りお祈りいたし輩す︒︒

思い出されます︒益盈の御発展︑心よ

まいり鐙手伝いをいたした頃が懐しく

小野健知

た︒誠挺嬉しく︑先ずとりあえず厚く

﹃日本弘道会百十年史﹄でございまし

御礼申上げます︒皆様のご努力ゆえに

日本大学

先ずは御礼まで︒かしこ

上げております○

御会のますノ︑の御発展を心から祈り

歩んで来られた道をよませて頂き︑

御礼申し上げます︒

の歴史の重承を︑ひしノ︑と感んじま

この本で知り︑今更ながら日本弘道会

ありがとうございました︒

した ︒

千葉県岩淵将之
たいへん詳細な︑重みのある本で︑

非常にびっくり致しました︒よくぞこ

いつもお世話になり誠に有難うござ

冠省

年史﹄ご恵贈を賜わり︑まことに感謝

(80）

れ程のものをお作りになったと︑頭の

見事な出来栄えの︑このご本を緩く悦

北村晴朗

東北大学名誉教授

卒皆様ご自愛の程をお祈り申上げます︒

桃の花ものどかに咲き揃うこの頃何

います︒﹃日本弘道会三上年史﹄の

下がる思いが致します︒巻末の文献目

ます︒私もこれを糧としてさらに精進

上梓をお祝いし︑心から感謝申し上げ
いたしたいと存じます︒皆様のさらな

録や著作目録は︑今後の研究の上で非
私自身の研究の課題も増えたという思

る御健勝とご発展を祈念しております︒

常に役立つと思います︒それとともに︑
いを持ちました︒百十年史に比べても

びに重ねてお礼を申述べます︒

恥じないような論文を書かねばと思い

不一

素晴らしい﹃日本弘道会百十年史﹄

にたえません︒これにより﹁弘道会﹂

堂々二八五頁の﹃日本弘道会百十
の刊行︑お目出とうございます︒また

の全貌が明らかになり︑︑かねて現代に

東京都小山勲
東京都大槻たか

その年史を御送付いただきましたこと

すばらしい本を頂き︑有難うござい

ます ︒ ．

ました︒

︵故大槻文平元理事令夫人︶

k

おけるその使命や存在意義もよく理解

されるように存じます︒あつく御礼を
申上げます︒

東京大学名誉教授

相良亭

作製に当られた方灸のご苦労をお察
しいたします︒

ありがたく拝受いたしました︒

東京都武田邦太郎
拝啓皆さまご努力の集積﹃日本弘道
会百十年史﹄のご恵贈︑まことに有難

ざいました︒

い間ご苦労様でした︒

感服いたしました︒スタッフの皆様長

ありがとうございました︒質・量共に

拝啓
﹃日本弘道会百十年史﹄をいただき︑

１１
大学図書館に貴贈させていただきま
す︒今後ともどうぞよろしく︒

東京都寺崎信子

し今日に至った歴史的経緯がよく理解

会祖の生涯と業績︑又︑それを継承

此の度は貴重な﹃日本弘道会百十年

については︑小生も同地に住承︑興味

できました︒特に﹁発智庄平﹂の業績

︵故寺崎隆治評議員ご令室︶

史﹄をお送り頂き誠に有難うございま

東京都松平永芳

なお︑小生武蔵大学図書館に勤務し

︵松平春獄公ご令孫︶

ております︒敬具

しくお願い申し上げます︒

深く拝見いたしました︒今後共もよろ

した︒

早速亡き夫の霊前に供えました︒ご
厚情感謝のほかございません︒

東京都永井道雄
この度は﹃日本弘道会百十年史﹄一冊

立派な﹃日本弘道会百十年史﹄有難

御清祥のこととお慶び申し上げます︒

を御恵贈頂きまして有り難うございま

く御礼申し上げます︒拝見後︑西村翁

く感謝の極みに存じます︒永く座右に

たく存じております︒取り敢えず御礼

置き貴重なご努力の事蹟を肝銘いたし

いことを思い︑厚く御礼を申し上げま

した︒熟読させて頂き︑学ぶことが多

御編纂の御苦労御察し致し居ります︒

架蔵させて戴く所存であり達す︒

福井市立郷土歴史博物館の図書として

と祖父春撤との交流もあります事とて︑

馬場菖夫

武蔵大学付属図書館

貴会の一層の御発展を祈り上げます︒

す︒

まで申しあげます︒敬具
玉川大学

多田建次

祝賀会の折一冊いただき︑抜刷も御
送り下さったのに︑今回また︑執筆者
分としてご恵送いただきありがとうご
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ｑｑｑｑ則ｑｑｑｑｑｑｑｑｑｑｂ旬則町町勺町ｑｑｑｑｑ旬ｂｑｑ︑町ｑｑｂｑｑｑ旬町財町旬旬町鈍

晴れの叙勲受章者

勲四等瑞宝章・教育功労

福原修殿愈歳︑千葉県︑安一
房支会副支会長・元公立高等一
学校長︶

光定芳子殿︵ｍ歳︑東京都︑作一

財団法人斯文会理事

﹃日本弘道会百十年史﹄にさっそく目

先日はどもありがとうございました︒

東京都米地正篤

﹃日本弘道会百十年史﹄まことに有

水深利忠

難うございました︒早速拝読いたして

心から深謝いたします︒

︵以下省略︶

しませていただくことといたします︒

始めて徹底精読へ︒当分︑じっくり楽

出来栄えです︒まずは︑拾い読承から

ってくる手ごたえ︒何とも素晴らしい

史書に相応しい部厚さからずしりと伝

︑︑︑

上乗の紙質と一級の装頓︑百十年の

じよう

ありがたく拝受いたしました︒

立派に出来上りました﹃百十年史﹄

東京都渡辺薫

いかとの感をもっております︒

会史以上の価値が十分にあるのではな

あってはその努力がしのばれます︒学

ております︒特に西村先生関連目録に

ばらしいものであるという印象をもっ

貴会のまじめな姿勢をあらわしたす

を通し始めました︒

長らくお世話になりながら︑病気の

おります︒

為︑御無沙汰で申し訳ございません︒

平川支会長宗政秀治
記念誌発行お目出度うございます︒
三月一日︵土︶当支会でも﹁百二十

心よりお祝い申し上げます︒

年記念講演﹂を実施いたしました︒盛
会のうちに無事終了することが出来ま
した︒いるノ︑ご支援有難うございま
す︒

会長さんによろしくお伝え下さい︒

千葉県山岡俊明
﹃日本弘道会百十年史﹄を御恵贈賜
わり有難く衷心より御礼申上げます︒
座右の書として研讃を積承たく存じま
す︒
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勲四等瑞宝章・芸術文化功労一
家︑出雲井晶殿︶

勲五等旭日章・教育功労
小林信夫殿命歳︑千葉県︑会一
員・元公立小学校長︶

右の三氏は︑去る四月二十九日
︵みどりの日︶永年にわたる功労が
実り叙勲の栄に輝きました︒謹しん
でお慶び申し上げます︒

ｈ■■■．ｂ●︑．ｂ︑︑．︑Ｌ■■可．ｑ座ｂ︲勺．ｂ︲勺﹄ＵＩＥｈｂも．町．勺Ｌ■■ｑ︲ｂい︑Ｕ︲ｂ︐ｈＬ■■９．もも．︑︑．︑﹄■■ｑ﹄︑︑望︑︲︑．︑ｈ■■可．い︐い︐︑．︑．︑﹄■■■．︑．︑ｂ︑︲︑︑企

ー
ー
エ
一
J
r

は︑本文副頁以降に概要報告してあり

ど居られました︒総会の経過について

一連の事件は︑企業人としての社会的

あ野村証券︑第一勧業銀行等をめぐる

と思います︒

の論議を深める機会を考えていきたい

Ｉ
ますのでご覧下さい︒なお︑本年度は︑

責任を喪失し︑厳しく糾弾されるべき

Ｉ

●本号では︑日本人の精神生活を支え

次に掲げる四つの新規事業を実施する

編集後記
てきた宗教について︑宗教学の権威で

日に施行されてから今年でまる五十年

●日本国憲法が︑昭和二十二年五月三

予定であり既に準備を進めております︒

冊であり︑継続事業として実施︒②道

が経ちました︒新聞報道によりますと︑

あられる中村元先生をはじめ四名の先

義振興に関するシンポジウムの開催︒

国際的にも現在の日本は︑とくに︑国

が期待されます︒

の濃い論説であり︑宗教に関する理解

実施期日は未定︑一般からの聴講者も

家としての在り方が問われているよう

事態であり︑とくに︑経済倫理の再建

を深めていただければと思います︒宗

二○○名程の参加者を

列挙しますと︑①﹃西村茂樹全集﹄の

教の問題は非常に重要なことであり︑

含めて一五○

に思えます︒二十一世紀を見据えての

増刊︒︵創立百二十周年記念事業︶既刊三

教育の場で宗教の問題を取り扱うこと

得て実施する予定︒③弓日本道徳論﹄

お寄せいただきました︒いずれも密度

についての論議を深めるとともに︑こ

を読む会﹂の開催︒尾田幸雄氏︵評議

生方より︑それぞれの視角から論考を

の問題が正規の軌道の上に置かれるこ

曜日の午後二時から午後四時まで実施

員︶を講師に迎えて隔月一回︑第二火

口座○○一四○ 一 四三一七
郵振Ｆ替便
番号一○一
ＡＸ○三︵三二八八︶○九五六
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髄箪六月緋蝿発行︵繊饗病８︿姻一

平成九年六月二塞日印刷

です︒︵藤下記︶

論議を充分に重ねていって欲しいもの

とを望んで止象ません︒

催等であります︒会員各位のご協力を

する予定︒④支会中堅会員研修会の開

●去る五月三十一日︵土︶八○名に近い

多数の参会者各位を迎えて第九十五回

お願いいたします︒

通常総会を開催いたしました︒総会と
いうものは︑公益法人にとって年に一

●六月二十六日︵木︶中教審の第二次答

た︒中高一貫教育や飛び入学制度など

申が︑小杉隆文部大臣に提出されまし

てまいりましたが︑年々参会者が増え

が︑本会においても︑これらについて

画期的な提案が盛り込まれております

今年も約三カ月程前から︑準備を進め
て有難い極承であります︒本年も初め

度行われる一大イベントでありまして︑

て総会に出席されたという方が九人ほ
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い特色を具えている︒

なお︑巻頭には日本弘道会百十年の歴史を綴る写真が数十葉掲載され
ており︑その写真に触れただけでも︑永い地道な活動を推進して今日に
至った日本弘道会の歩承が偲ばれる︒
国民道徳の低下が問題となっている今日︑本書は︑全篇を通じて新し
い時代に対応した日本道徳の確立と道義高揚を力強く訴えており︑江湖
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日本弘道会は︑明治九年︑西村茂樹が同志とともに創設した東京修身学社を濫鰯とし︑明治二
十年に日本弘道会と改称︑一世紀余の長い年月を︑西村茂樹の提唱した道義立国の理想実現を目
指して︑全国的な活動を展開してきた︒去る昭和六十一年︑創立百十周年記念式典を挙行してそ
の存在を世に問うとともに二十一世紀を見据えた記念事業を策定した︒本書﹃日本弘道会百十年
史﹄の発刊はその一環であり︑西村茂樹の学風と業績を明らかにするとともに︑創立以来百十年
に亘る道義立国の理念継承の歴史的経緯を詳述している︒さらに西村茂樹研究に名を連ねる学者
層による西村思想の本質についての論考を収めており︑通常の年史に見られない学問的な意義深
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