』

鱗

剛冊
和和

可 ■ I ■ ﾛ

』

競悼追督監務財烏禰故
？ｏｒ

ＴＪ輔

1

識七十七百異第

行菱含道弘本日

曾員研究相談欄新設

輝かし啓一紀元二千六百年孝一迎へての記念に︑木禽ば﹁弘道﹂誌上に﹁倉員研究相談欄﹂を新設し︑篭
上を減じて含員諾君の禰々なる質疑の相談に祥椛威若が唯答し含員が研究の便に資すること＄せり︒
本禽は訓人迄もなく同志剛結し︑道徳の研究と之が賞践普及に努力せんとする恥のであるが︑同時に

叉一而には遁徳の活川に戦努Ｕべきであって︑即ち箕生活の各部門に封して道徳の力を働きかけ以てよ

I

︵同︵同

︵雷娠牽︾理︶︵専門擢威者回答︶︶

りよき各自及閥家臓倉の簡現〃一期せねばならぬ．而して汗々の生活中本倉は先づ以て道徳と開聯深き主
なるもの四部門〃以てし︑曾員諸荊が日術の質践に叉皐間上の研究に生ずる幾多質疑の相談に膳ずちこ
とＬせ︲り・

一迩徳に閲する質疑
一教育に開する質展

一法律に閲する質疑︵同︵同︶
一経済に州する質疑︵同︵同︶
：

︵質問文は簡単明脈のこと︒曾員氏名明記のこと・回答は弘逝誌上に限ること︒取捕は本曾一任のこと︑
１︐毒

０００つ︒︒︑コブＯＯＯＯＯっ︒Ｄ○
含員諸君の切に利用せられんことを望む︒
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五︑含費金六拾銭へ夕食壷の方は高江し︶．
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△含員諸君の振て御永倉を切望す︒
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四︑講演
○演題未定︵交渉中︶却文畢士後藤朝太郎氏

三︑夕食︲︵午後六時︶

二︑含員談話曾〃︵各自意見蕊表︶

一︑日︑時六月十八日︵火︶午後五時より︵曹々蔓に３

六月含員談話曾々告
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︲蹴哩日本弘這曾
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昭和十五年六月
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私道六月鏡︵爵百辛爵︶目次

Ｉ故臆島甲子三氏小照・故鴨島氏筆蹟・曾告・歌園蒙題

皇太后陛下御誕辰ノ佳日チ奉祇ス

︵治翁尭生訓︶

口故寵島財務監督追悼競□

弔瀞：⁝：銅⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝・⁝・⁝⁝；・⁝・⁝・・曾長伯爵

頑島晩晴翁を億人⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝顧問伯爵

禰島晩晴︑君を偲びて⁝．：⁝⁝⁝⁝：．：⁝ ：諮議
禰島甲子三翁と余：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：．⁝文畢坤士

喧晩晴禰島翁：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝文翠博士

頑島晩晴翁の風格：．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝．：協賛含員

．．：⁝⁝．：主事

書
禰島甲子三君の追憶⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝：．⁝大
⁝橘館圃長
稀有の篤行家禰島翁を憶ふ⁝⁝⁝・⁝⁝

晩晴翁のことども．．⁝・⁝：︒⁝⁝：：：．⁝：評議員

禰島甲子三大人を追憶して⁝⁝：．⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝女子部幹事
禰島甲子三氏を偲びて：．．⁝⁝．．⁝⁝⁝・⁝⁝・癖余咋霊

羅島甲子三翁を偲ぶ：⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝・常任委員
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頑島さんの憶い出・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝評議員

部木築守岡田江谷山口井島卒而

で

故爾島甲子三翁を億ふ⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・・常任委員
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捨斐太謹珂翠次水健察真＝直達
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晩晴翁を追憶

／

︑急藍⁝⁝⁝⁝・巌任委員慶中宗太郎︵茜︶

す・言⁝・⁝⁝．§霞⁝⁝⁝⁝・・厳

⁝・⁝⁝・・・⁝⁝編輯員割田斧二︵壷︶
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悼日本弘道倉財務監督禰烏晩晴翁

○故禰島財務監督の告別式・⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︒︒⁝・・⁝⁝・・・・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝．．⁝⁝⁝・⁝・・・⁝⁝⁝・・・・．．・・・・⁝︵空︶
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戦時下の我等の生活・・⁝⁝毎．⁝⁝⁝⁝⁝・・特別曾員持地ゑい子︵望︶
橿原祁宮祭典参列記．．⁝⁝⁝・・・・⁝・訟⁝：協賛念員増子懐永︵里︶
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這俳壇・⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝・⁝⁝・・・⁝・・・・・・⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・・・・・・旭東
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弘道詩林．．⁝．．⁝・⁝・⁝・・⁝⁝・・・⁝⁝・⁝⁝・・⁝・・・．．．⁝⁝・・・⁝⁝・・・右川文飛逃今尭︶
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緬支本弘
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十一月

I

I

六月五日締切

七月五日締切

八月五日締切

九月五日締切

十月五日締切

十一月五日締切
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弘道歌園乗題

初霜一

十月山家・夕

八月軍誉雨
九月故郷墨

七月船中夏月

自七月至十二月

昭和十五年
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十二月青年園
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皇太后陛下御誕辰ノ佳日ラ奉凧ス
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ノ好期六月二十五日謹ミテ皇太后陛下御誕辰

鼓二衷情チ傾ケテ此ノ佳日チ凧︑ン御毒ノ無窮チ祷り奉ル
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凡そ人の心は単に良心のみに非ず︑飲食男女の磯欲あり︑財貨潅勢の知欲あり︑喜怒愛悪の偏性あり︑良心

は固より是等の諸欲情を制駁して邪に入らしめざるの力ありと誰も︑是等の諸欲情は動もすれば奔逸蕩建して

人身を悪道に階るるの忠あり︑人の性と云ふ者は良心と他の欲情とを合せたる上に於て之を見る︑警へぱ酒の

性は酒精と水と其他の混合物を合せたる上に於て之を見るが如し︑然るに支那の古賢が人の性を見るに︑常に

其一端を見て其全農を見ず︑以て直ちに其善悪を定む︑是古来より善悪論の定まらざる所以なり︑孟子の性善

と言ひたるは良心を以て直ちに性と馬したる者なるべし︑苛子が性悪と言ひたるは︑欲情のみを以て直ちに性

と馬したる者なるべし︑楊子が善悪混と言ひしは︑良心と欲情とを合せて之を性と馬したる者なるべし︒葡悦

韓退之が性に上中下の三品ありと言ひしは恥良心の力能く欲情を制したる者を指して上品とし︑欲情の力反て

良心を塵したる者を指して下品とし︑其の中間に在る者を指して中品と篇したる者なるべし︑要するに支那の

賢哲が人の性の善悪を論ぜしは何れも良心と欲情との開係上より目を付たる者にして︑其性善と言ひたるは︑

鴫せたる者なるべく︑善悪混とか︑上中下三品ありと言ひしほ︑事賓上に注目したるより起りたる説なるべ

激化の便益と理論の考究とより来る者なるべく︑性悪と言ひしは︑己の意見を主張せんとして︑其言の極端に

し．要するに人の性を論ぜんとするには先づ良心の如何を窮めざるべからず︑良心を棄て専ら人の性を論ぜん

の性を論ずるに蛋白脂肪の何物たるを究めざるが如し︑其諭寛に要領を得ずして止むべし︑蓋し古代里術の精

とするときは︑逢に註漠として把持する所なかるくし︑警へぱ酒の性を論ずるに酒精の何物たるを窮めず︑肉

密ならざる時代には︑唯々酒は人を酔はしむる物とし︑肉は人を養ふ物とするに過ぎざりしかども︑近年畢術

の進歩するに従ひ︑酒の人を酔はしむるは︑其内に酒精あるに因り︑肉の人を養ふは︑其内に蛋白脂肪あるに

由ると云ふことを知るに至れり︒人性も亦此の加く︑古代は唯性の善悪あるを知るに過ぎざりしが．畢術の進

歩するに従ひ︑性の善なるは︑良心あるに因り︑其不善を現ずるは︑他の欲情との開係に出ると云ふことを知
と欲する者は︑先づ良心を考究せざるべからざることを信ぜり︒

一一一一二二二︼一一一一二一一一二﹃二一一一一一︻ゴロ■﹃■ご■﹃一﹄﹃

るに至れり︑況や儒道にては︑早く己に良心を知り︑誕博中に之を説く者多きをや︑故に余は人の性を知らん
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鍵霞灘総
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弔静

我ガ日本弘道倉財務監督幅島甲子三君濫鳶トシテ長逝セラル何ンゾ哀悼ノ情二勝ヘンツ﹂︑恥￥〃

顧ルー君︿夙二曾組西村先生二私淑スル所深ク明治十八年率先本倉ノ曾員トナリ爾来今日迄五十有除年ノ久シキニ及プ其ノ

間大正十五年ニハ本曾寄附金募集部監事トナリ更二昭和三年財務監督二就任スルャ絡始一貫本曾ノ維持経管ヲ初メトシテ名教

ノ振起道徳ノ興隆二賛スベク錠意識律スル所紗ナカーンズ殊二昭和三年及ピ昭和四年ノ雨度三︑．・し御大濃記念ノ木曾全函善行者

表彰並二明治孝節録昭和善行録本曾出版ノ胴事業ノ如キハ君ガ提唱識カニ侯ツモノ頗ル多シ斯ノ如ク煮ガ本曾二封スル篤志卜

伯爵徳

達孝
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功績ノ数交ヲ偲プ時哀惜ノ念切をトシーア禁ズベカラザル壬ノアルナリ﹂

煮ハ少批ニシーァ故瀧浬子爵ゾ知遇二曾上資業界二入ルヤ人格敏腕胴ツナガラ響高ク多年二亘ツーア我ガ閏殖産工業ノ進展二努

〆

力セラレ功勢建二多大ナルモノァリ而モ君ガ素志タルヤ常二道徳ト経癖ノ一致ヲ理想トシ右二閣富ヲ計り左二善ヲ楽シミーア徳

教ノ振興ヲ慮り夙二斯文倉へ楽翁公遺徳願彰曾︑長岡孔子祭典曾︑本郷中畢校等ヲ初メ幾多ノ教育教化圃燈二幹部トシテ壷力

スル所甚大ナルモノアルナリ其ノ克ク此等ノ事業二鍔シテ私財ヲ惜シマズ勢力ヲ厭ハズ以一ア邦家斯道ノ振興二貢献シ一世ノ師

表タリシヲ思ハ︵我等ガ君ヲ哀悼スル所以ノモノ決シテー︑私情二非ザルヲ知ルベシ君齢八十有三歳所謂功成り名遂ゲタリト云グ

日本弘道含長
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昭和十五年三月二十三日・・
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語島晩時翁蓮憶ふ

伯爵松卒直亮
日本弘道曾財務監督禰島甲子三翁の俄に長逝せられた事は
拘に遺憾でありました︑私は永年に亘りて厚情を辱ふして居

︵十︶報思感謝の念に厚かりしとと︒

以上十項目の如きは翁の性格を現す主要なるものと存じま

す︒此等に就いて資例により其の事蹟を述べたいのでありま

すが︑長くなりますので他日に譲り今は唯追懐の詮り翁の性

格を擬括して一言陳ぶるに止めました︑今や幽明庭を異にし

痛恨の至りに堪へません意︒

禰島晩晴君を偲びて

L』

りましたが︑本曾の篇に力を致されました事は多大で感謝に

諮議高島平三郎

内田君の注意であった事が分った︒私が幅島翁の人となりに

出版費を自鉾して︑公にせられたもので︑私に贈られたのも︑

君から︑幅島翁の話を聞き︑あの贈られた書も︑翁が篤志で

と︑鄭重な穐状を出して置いた︒それから︑数日後︑内田周李

接に誰かから私の事を聞いて︑贈って呉れられたのであらう

も思ったが︑私の番地も姓名も︑確責に記してあるので︑間

な和綴の漢文の書を寄贈された︒私は何か間蓮では無いかと

昭和の初頃と思ふ︒幅島甲子三といふ未知の人から︑立派

ノ

就いて聞き︑か上る人こそ︑現時の如き資本主義に反封する
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堪へない所であります︒

翁の事蹟に就いては之を種為の鮎から述べる事が州来ませ
であらうかと思ひます︒

うが︑私は其の性格を鼓に要約して申述ぶるならば左の如く
︵一︶誠資事に嵩り不屈不携なりしこと︒
︵二︶人の美事を甑すととに努められたること︒
︵四︶意志の輩固なりしとと︒

︵三︶善事を鴬すを楽しまれたること︒
︵五︶有益なる施財を借しまざりしこと︒
︵六︶理財に長ぜられしこと︒

︵七︶儒悌に封し信念の厚かりしこと︒
︵八︶斌曾公共の事業に誰されしごと︒
︵九︶郷国に厚かりしとと︒

、

者の多からんとする時に︑賃に経潜上の不安を除く行動を取
・る︑尊敬すべき人であると思び︑是非一度面曾したいと思う
て居た︒

その後︑幾ばくもなく︑翁が零れて宋られて︑或る雪で話
話をした︒その後︑翁が日本弘道曾の曾計監事とし

をして呉れとの依頼を受け︑喜びて承諾し︑翁と共にその曾
に臨み︑

て熱心に曾の事に就いて斡旋せらる凡様に放り︑翁とは度糞
強鯛する機曾を得て︑翁の閲歴性行等を詳にするに及び︑ま

遡すＩ︑敬愛の念を高めたのであった︒
昭和九年︑翁の七七を毒する場合にも︑山田準君の涛詩の
噸猟に次して左の七絶を贈った︒
︲ネフノ・
シクス
タリヲ

ル・

胸ｉ裏天Ｉ室寓里時︒

利ｌ義兼思君子情︒雨１全今古少二能成如高人高毒得二斯道や

録一県に翁こそ利と義と雨全の人であったｏ天下の富豪が︑皆翁
の如き心を以て︑翁の如き事を責行すれば貧富の雫など起ら
ず︑資本主義で立派に鰯家牡曾は安定するであらう︒なほ︑
この際︑私は次の七絶をもものした︒

テヲ﹃てヲタビルズセフーアヲゾハンヤルヲ

ヲ

ダ︐

立レ志出し郷星幾更︒不レ開世上競二春楽毛笑疑利義得二兼
済む七十七年唯一誠︒

ナルニ

有して居る︒その頃︑たしか翁は老眼の白内障の鴬めに覗受

綾Ｋか︑何人も計ることは出来ぬであらう︒か４る時にこそ

今や我国は振古未曾有の非常時で︑今後との状態がいつ迄

はない︒

葉を見る毎に︑翁の公共の篇めに霧されし親切を思はぬとと

殆んどすべて之を喜捨した︒今︑僅に塗って居る勧孝文の軍

にも前後五寓枚を贈られたので︑私は各方面の要求に雁じて

寓枚を印刷して︑翁の開係ある畢校知人等に贈り︑なほ︑私

置きし勧孝丈を放送し︑全国より之を求められし際︑翁は数

畔畦誕症知識睡恥鍛誠髄嘩押銅馳並霊窪坤蛙掴鍛翫諦唖燕雄一

米化して東洋の文化を忘れ︑皇道を忘れんとする時︑翁が毅念

質にへ翁は才徳義利︑ともに雨全の人であった︒惟人が欧化↑一

ｉ一片墓標題字新︒

ノ

才徳雨全是此人︒喪し君韓感命如レ塵︒何堪春草離堂裏︒

レノウテヲ−ズキヲノヘンヤノ

れたので左の拙作を贈ったのであった︒

ら晦谷温君の弔詩を逢り︑之に次韻して透るやうに申し越さ

弔悔の筆執る事さへ出来ない程であった︒その後︑斯文倉か

時も弔問も出来ず︑病床に在りて計報を聞き︑唯老涙瀧顔︑

造不幸に鴬ひ︑又自身も屡迂病気し︑今年翁の逝去せられし

私は我が事の如くに喜んだのであった︒その後︑私の方が屡

時が来て︑眼の手術をされ︑殆んど完全に回復されたやうで︑

／

翁の如き人は一暦渇仰せらるべき必要不可鉄の人であるのに

私はこの柊の一句が︑賃に翁の心事を議すものとの自信を

ﾉ

が裳へ︑頗る樵体して居らる上様で心配して居たが︑一定の

I
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巳

今や濫然として長逝せらる︒私にも︑公にも︑度に痛惜に堪思はれた︒本郷三丁目にある帝大悌教青年曾館の維持につい

へぬ次鋪である︒︵完︶ても多大の助力を致された︒古稀の記念としては数百皿を投

じて岡書室の本棚を全部寄贈され︑昨年秋は一千五百凹也を

かの大正十二年九月一日の大震火災の常時の翁が救伽の美

維持費として寄附されたので理事長たる余としても衷心感謝

禰島甲子三翁さ余してゐる藷である︒︑

畢に至っては親しくその事業を見て居った余としては今尚ほ

文畢博士長井貝琴想ひ出で深きものがある︒本郷祁明町の翁の邸宅洗心庵内に

翻昔堂がある︒との堂は永年宮内省内匠寮に奉職して日本建

年蕊醗潮漂蝦蝦灘漉鵬蝿瀦羅紙嘆懸懇溌鯉零轍撫騨難撫鯉膨謝一

〃

く聞かされたが︑聖堂の復興は全く翁の布施行の力であると俳教﹂といふ冊子一寓部を本郷碩民に頒たんとして九月一

︲堂を再建するにつけての翁の容易ならざる苦心談は幾度とな助を青年曾に代って請はれたのであるが︑更に拙著﹁我圃と

とともあったほどである︒かの大震火災で焼失した湯島の聖は立って列席の諸氏に謝して始柊合掌しながら曾館建設の援・

って非常に淋しい恩ひをしてゐるのである︒翁は時交余の弊拝供養を怠らなかったのである︒そこでこの大災に富って千．
原を訪ねられたが余も亦屡堂お邪魔をしたものである︒何か人の児童を救ってやらうとの念願を起されたのである︒これ
文を書かれる時には相談に預つた︒曾見するといつも翁の話より先震災の年の六月二十六日帝大悌教青年倉は本郷頂内の
は細共と長時間に亘ることが多くて急いでゐる時には困った有志諸氏を招いて帝大構内山上御殿で晩養曾を催し︑席上翁

録の壮曾に封して献身的の芽を惜まれなかったから︑翁の死はれるもので︑その千兇とあるは千鬼が大悲母たる概昔の周幽
耽曾的に大損失であり︑余一個人として此近くに一知己を失に描かれてゐるからである︒翁は朝夕との観音堂に入って鵬

至った︒翁は八十年の生漉信念は神儒俳の二一教に一日ろて色盈る狩野芳崖の高弟高屋肯哲霊伯が一二年に亘つたその溌筆に成一一

悼宅の近くであった事から往来繋ぐ親交二十有除年を重ねるに置されてある︒その千見観一音の書像は日本近代史上の官壁た４

追

＝

〃

日にあの大震災に適って翁の計霊は水泡に蹄したのである︒

翁は名は甲王二と書くが︑これは﹁カシザウ﹂と讃むのが

賑しいので﹁キネザウ︲一といはれると為蕪に障るらしいので

ある︒本姓は鬼伽氏で越後剛長岡の鬼顕李四郎氏の三男とし

て安政五年に生れた︑慶膳四年の戊辰の役に長岡城は官軍に

攻め落されて翁の一家も離散し︑母君は三人の子女を伴って

であった︒さしも健乗な母君も一時は三人の一十供と共に水に

鏡に身を以て山中に避けたのであるが︑其時翁は十歳の少年

投ずる決心にさへなったといふことである︒かくて官軍は三

供三人は皆女装をして妻有郷といふ所に到り︑翁は船山村の

歳以上の男子は悉く之れを殺識するといふ噂さを耳にして子

龍源寺に入って小僻と次り︑母君は三鬼を伴って尼となって

述を晦ました︒其後明治二年に長岡藩主は朝廷から罪を赦さ

／

そこで翁は千人の児童を救ひたいといふ念願から郷関越後の
長岡を初め全圃各地の知人有志の同情に訴へて小供用の衣類
を集めようと企てられたところ︑翁のとの美畢に感激して喜
捨された衣類は五千数百枚に上り︑舞倒古雑多の衣類を以て邸

／内は填められたが︑翁の指固の下に令室と女中達は大人もの
は仕立て直す︑洗濯をするといふととに四ケ月匹旦っての勢
苦は容易ならぬものであった︒而して先づ本郷硬内の鬼童か
迫ら配給を始められたのであるが︑それにはかの余の拙著﹁我国
と俳教﹂を添へられたのである︒余との曾見の時にも合掌で
悼癖嘩榊濡鐸唾率峰詑心鐸硫確一︒嘩恥鑑蓉や嘩袖種垂犠唾蝿恥

れ︑鬼頭氏全家六人打ち揃って相見るを得て︑相擁して泣い

た時の光景は︑まだ十有詮歳の弱年ではあったが今も眼に見

えるやうだと語られたこともあった︒翁は明治六年郷里長岡

に於て長岡病院の創設されるや薬局生となり︑月給登卿五拾

銭他を給せられ︑︐其後東京府の士族服鳥家を継がれてから︑

明治十六年四月には千葉牌の衛生課に奉職する身となりて︑

その時翁は﹁自分は畢もなく才もなき身ではあるが何の城に

はれたといふことであるが︑定に翁をしてその居士名い如く

就いて他輝脅魂をこめて一意誠心事に常らう﹂と堅く心に誓

晩成せしめた熱礎が築かれたのである︒明治十八年津莱附に
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、

長男貢先が雁召することになって翁は驚いて玄開までお配ひ
録；忙来られ長男を見るや︑﹁この方が﹂と一言いはれたきりで雨
眼に一パイ涙を浮べながら突如として辞去された時の姿は一
︑生忘れられまい︒

翁ほど苦労された火は竿れであらう︒苦努した考でないと
人の徳として最も尊い同情心︑悌教でいふ悲の心は起り得な
ら生た

いのである︒翁は有らゆる逆境に立って苦労を重ねた方であ
る︑翁の話に擦ると四度生死の岐路に立ったとさへいはれる
のである︒かやうな苦労人であればこそ人の苦労にも反資の
河情が現はれるのである︒

1
'

ノ

P

Ｉ雪

水道係長となってからは十有三年間容易ならぬ苦心の結果水

︲緯任してその勤勉の非凡なるより時の富田知事に抜鯉されて

ン大使館で御一族で撤待して下さった御返鵬の意味で︑余夫

振りでアメリカから齢朝された時に︑昭和七年二月ワシント

って一行五人が自動車で網持寺へ来ると翁御夫妻は一行に先

ったが︑との事を幅島翁に諮ると私夫妻も加はりませうとあ

妻が大使御夫妻と令嬢の三人を縄持寺へ御案内したことがあ

だって寓端準備をして待ってゐられ︑時の栗山禰師は大使と

路工事の完成を見るに至ったのは翁の不朽の功績といって善
いのである︒其後大正七年には甲州の水源地に山水二紳を合
祁する玉川祁吐が建立さ虹て翁の宿願は成就したが︑その費

里

同じく禰島牒人であられたといふので破格の優遇を家り︑記︑

念撮影までして出淵大使も大愛に浦足され余に封して非常に

感謝されたのであったが︑今は戸一れも想ひ出の一つになる︒

翁からは屡登郷里長岡市の話を承ったこともあったが︑それ
に依ると長岡市の篇めには精祁的物質的に多大の支援をされ

二十日︑二十一日の四日間に亘って越後新潟方面へ余の現在

てゐたととが察せられる︒ところが昨年十月十八日︑十九日

校長をしてゐる中央商業畢校の五年生二百有鯨名を引率して

見畢旅行をすることになって長岡市見畢に就いて翁と相談し

たところ︑澱め交渉を重ねられたと見え︑十九日朝七時二十二

分長岡騨へ着くと財園法人日本互尊賦からは常務理事小野塚
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用の大部分を寄附されたといふが如き奥床しき信念の溌蕗と

︲いふべきである︒水道工事の竣工と共にその職を辞し︑明治
三十一年漉浬子爵︑大橋新太郎氏の信任を得て東京瓦斯曾牡

這の支配人に推され︑次いで取締役に築進し︑肺田厘よりは市
・曾議員に︑本郷湿民よりは厘曾議員に選ばれて市匠政の篇め

に禰津された︒東京瓦斯曾賦を瀞してからは︑郷里長岡市の
悼賓田石油株式曾吐から懇請されてその牡の専務取締役となら
れたが︑在賦六年で心臓病に躍って排してからは本郷淋明町

録の洗心庵に静かな生活をしてゐられたといふものＬ︑それで
も尚ぼ資業界に︑宗教界に︑教育界に於て色堂と献身的に働
は翁の力によって復興されたことは世間周知のこと︑祁明町

務理事は前東京帝大総長小野塚喜平次博士の御令弟と承って

喜三女氏と市役所からの二名とが騨に出迎へられ︑小野塚常

一層恐縮したことである︒互尊祇へ案内されて﹁潤尊持己︑互

尊及衆﹂を信降としてゐられた野本互尊翁の事蹟に就いて極

めて有益にして敬訓的なお話を小野塚常務理事から承って生

〆

かれたことはその片鱗は巳に述べた通りである︒湯島の聖堂
の富士祁吐の石柱には禰島甲子三と刻まれてあるが通行人の
眼につくであらう︒信仰は祁宗で鶴見総持寺のいは型肝入り
でいつか故新井石禰師が翁の邸に錫を飛ばされた時に余も招
かれて︑大祁師の前で講話をしたことがあったことを記憶す
る︒もはや四年程前にもなるかと思ふが︑出淵勝次大使が久

I

徒一同には朝の修養講話となり︑それから互尊翁の邸宅であ

上涛までは生きて居ていた噂きたかった︒固より平生決

れるであらう︒乍併翁の場合に於ては︑少くとも百年の

い気象を抑制して︑身篭を愛護されて居たやうである︒

のであるが︑よく自重自戒して衛生に留意され︑己み難

だから斯様にして米雲を迎へ︑九秋にも達せられるもの

して健康な方ではなく︑むしろ弱だしくさへ見えて居た

大恩人である幅島翁からの指園があったからである︒郷里に

長代理として一行を訪づれて全生徒に糟葉書まで配られて意

於ける翁の徳望が偲ばれるのである︒翁には秘蔵の家賓があ

慈愛の情と憂世の志から見ても︑何となく人一倍の長命

︲と深く信じて居たのである︒叉翁の懐いて居られた深い

かり信じて一居たのである︒而も今は奈何とも魚し難い空

を保たれ︑斯の道の鴬に永く壷していたｒけること人ば

って余もその一部は拝見したこともあったが︑いつかの機曾
ゐる︒それからそれへと想ひ出は識き蔵い︒今日本弘道曾編

一︑その生立

いて記したいと思ふ︒．

知る一端としてその生立と執務振と信念といふ三黙に就

うで︑唯眼頭の熱くなるのを畳えてならない︒今は翁を

とするに就いても︑まのあたり翁と物語ってでも居るや

拘に感銘深いものがあるｐ絃に翁の篤人の片鱗を壷かう

通じ維始一貫︑懇篤な情誼と直筆な気持を以て接せられ

熟された人格に親灸することを得たのである︒その間を

知遇を得たのは︑その晩年の二十幾年かであって︑最も回

頼みとなって了ったことを悲しむのみである︒私が翁の

輯部の方から追憶談をと勧められて︑心にうつり行くまＡに

に公開して翁をお慕ひする人益に見せて戴きたいと念願して

外な欺待に感激したことであるが︑とれなども無論長岡市の

ったこの互尊牡の費物なども拝観し︑市からは助役の方が市

【

翁は越後風長岡藩士鬼頭少山先生の第三男として︑安政五
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書き列ねた次第である︒︵昭和十五年五月十二日記︶

一憶晩晴幅島翁

文畢博士山口察常

小引
吾が最も畏敬した順島翁は︑経に八十三歳を以て此の世
の足跡を絶たれた︒世の常ならば︑斯ばかりの高齢を享

1

けられたことＬて︑或は思ひ蓮すこともあるまい．と
胃ま
言︑１Ｖ

｡

迫

悼
録

当

４年十二月に瓜交の藍を筆げられた︒常時はいふまでもなく徳東京府に樽じ︑同じく始は主として術生事務に任じて層られ

川幕府の末造で︑内外の事態が紛糾し︑物構騒然たる状態であたが︑この何れに於ても極めて虞繁な態度と熱誠な努力とを
つた︒長岡藩にはかの有名な河井蒼龍窟を綱帥として︑幕府以て事務を管獣せられ︑殊にまだ不十分であった博染病の薮
の鴬に最後の努力を致さうとしたので︑忽ち官軍の攻伐を受防なり︑叉その椛病者に封する庭置等に就き︑最も適切瀞方

け．︑幾ほどもなく長岡城の陥落となったのである︒との間に法を誰ぜられたのである︒次いで東京市の水道係長に樽ぜら

、

於て少山先一生はもとより翁の一族何れも流離顛浦四方に分散れ︑市として塞前の大事業たる上水敷地の資測を行ひ︑水源

しなければならない有様となり︑侭に十歳の翁は母君に伴は流域の所管替の難事を遂行され︑今日全都市民が享けて届る
れて諺あすと此虚に稗を隠匿し︑一時は翁も身を寺院に投じ水道による恵浬の本源を開凌せられたのである︒

迫て悌門の人とさへなられたのである︒︽・此の水道事業が一段蒜を告げると共に︑樽じて東京瓦斯宮

との所謂戊辰の愛に於けス︾世態推移の姿︑困腫苦辛の様が砥に入り︑その支配人として熱心な経管振を溌揮せられ︑並
幼いながら翁の頭にどれほどの印象を典へたであらう︒惟ふにも亦一般市民に封する不滅の光明券一典へられて居る︒是等
悼に翁の他日大成された堅忍不抜の性格は︑既に此に培養せらの外幾多同種の諸曾祇創立に開係して︑その重役となり︑経

れたのである︒如何なる難局に常２Ｌも毅然としてその所信誉護展に力を致された︒

鋒を貫かれた索象︑又その生涯を通じて質素簡易な生活を続け晩年退いて牡曾教化の一方向にのみ一努力されるに至つた
られた精紳は︑恐らくこの間に早くもその根抵を築かれたもが︑此の事業に従２Ｌ居る諸曾合に於ても︑大抵その理事な
のであらう︒常時多く順逆を誤った幕府方の何れもが︑均しり監事なりに任じて︑蔭日向なき奉仕を致されて居た︒

なかったことである︒恐らく翁の関係された諸事業の何れに

も輿へられた任務に濁しや柊始不愛の誠意と努力とを惜まれ

く聯めたであらう苦杯は︑翁にも決して例外ではなかったの︑斯様に官吏生活から賃業界に入り︑更に砥曾事業に韓ぜら
である︒乍併翁の将来に取っては︑得難い試練であったであれたが︑是等を通じて一貫して居ることは︑その何れに於て
決り云一ノ○

二︑執務の誠責

於ても︑翁を以てその事業の専任者と考へられないものはな
翁は初千葉牌出仕として隅の衛生課に勤務せられ︑次いでかつたであらう︒翁の経て来られた談方面のそれ卜︑に深い

■
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、

印象と高い功績とを造され︑後継者をしてその先雌に倣はし
脇ら雌たものばかりである︒これ全く翁の人格の溌露であっ
て︑齢人にあっては容易に企及し得ない所である︒
三︑翁の信念

翁は悌教に封して深い信念を有って居られたが︑決して之
に帰して居られたのではない︒

陰に陽に蓋された数登の徳行は︑今到底枚畢する遇がない︒

意を表はして居られる︒翁が郷黛を始め開係諸国鰹に封し︑

固より敬神崇湘の念に厚く︑又弧く園家賦曾の恩悪を感じ
遡機に乗じ時に適して教化救済の事業を通して︑その感恩の誠︲

卓

に依って感謝の意を致されたことも著しい事賞である︒

１又少しでも患恵を蒙られた先輩知友に封し︑常に色盈な方法

録更に進んで吾等が受ける大自然の恩徳に封坐ては︑他人の
及ばない敬度な心を寄せて之を景仰して居られた︒例へぱ水
道愛誰の精神から︑水源地に水祁祇を設けて水の尊さを保ち
不知不識の間に水を愛用せしめるやうに市民に示されたので
ある︒此様な種類も亦一糞数へ難いほどである︒

是等の事は翁にして初めて鴬し得た所で︑到底除人の老だ
に及ばないことである︒蓋し翁の奥深く刻みつけられた徳を
以て徳に報いやうといふ信念が常に到る庭に蕊動したものと
云へよう︒この信念なしには決して果し得ない所である︒

Ｌ岨

結語

秘

句︑

い︒要するに翁の如きは尊い人であり︑見上げられる人

翁を語れば日もこれ足らないほどで︑到底趨には蓋し難

である︒而も生前別に赫糞たる名もなく︑光彩ある人爵

を有っては居られなかったｕしかし是等を有って居られ

︵一五・五．一二︶

なかったが故に︑一層尊くも高くも仰がれるのである︒

鞄

協賛曾員横山健堂

頑島晩晴翁の風格

１一

場合には殊に翁といはれる傾があるが︑震位があっても︑滋

翁らしくなかった︒爵位とか︑畢位とか︑どちらも持たない

納治五郎先生も︑ともに翁といふには申分ない年輩だったが

る︒翁が老人に封する唯一の尊稀とすると︑故大隈侯も︑嘉

いるノ︑の角度から見て︑翁らしいのと翁らしくないのとあ

老人に封する尊構は︑普通には翁といふが︑翁といふには︑

晩晴翁は翁と尊解するに極めて適さわしい風絡であった︒

、

I
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津柴一子の如きは漉津子といふよりも︑青淵先生とか︑青淵

榊様の目から見れば何でもあるまい︒知︑不知の外に晩晴翁

多い︒知られる︑知られざるは人間としては幸不幸であるが

翁一代の業績の中で︑瓦斯曾杜の支配人として瓦斯の功用

ロ一一・﹂Ｉ

とは六つかしかった︒

けである︒されば翁の談話は︑優秀なる速記者に托したら島一
田氏と同じく︑話そのものが文章を篤してゐたであらう︒蕊０
いただけではその豊富なる内容を記憶するは容易ならず︑私Ｉ
ども多少健筆なくらゐでは︑翁の話を聴いて備忘録を作るこ−

郎氏と︑其撲を一にするもので︑島田氏ほど華やかでないだ

内容左急速度に話し去るは︑︲﹁竪板に水﹂で有名なりし島田三

た︒そしてついに微笑を含み︑香漣に抑揚なく︑充資したる

に入り細を穿ち︑恰も完成されたる記録を讃むが如くであっ

ねりむっつりとして︑綿糞誰きざる話は理路整然として︑微

翁は話好きであったが︑柊始︑端坐して膝も崩さず︑しん

の属債は不朽である︒

翁とかいふ方が適さわしいやうであった︒晩晴翁は熱心に青
淵先生に私淑し︑青淵門下の名士の多いうちに︑晩晴翁は中
・年以後の入門の方だったが︑なぼ青淵門下としては︑世間的

努力に於ては︑青淵門下の何人にも譲らなかったといひ得る

︲には目立たなかったが︑青淵先生の貢髄を得んとする精紳的
であらう︒

漉浬子は多分に謹光素を持ってゐられた︒その行動や言論

迫が世人の注目を惹くのはその馬であった︒護光素といふもの
は︑天票︑その人に存してゐるもので︑例へぱ蟹の光の如き
ものである︒されば溢灘子は時と場所とではや頗る劇的の妙
悼味を見せて人を魅することがある空論語を標榛しつつ︑一面
には孟子の覇気があった︒それが青淵先生の魅力である︒あ

録の燈格で︑少批にして剣を好み︑大刀を横たへて淵歩する風
があったといふが︑さういふところに青淵先生の直面目の際

を普及護達せしめた殊動者たることと︑東京市の水道事業を

くされぬところがある︒晩晴翁には︑さういふやうな溌光素
といふものが少なかった︒﹁よく見れば︑稗︑花嘆く垣根か

確立したこと︑殊にその後者に至２Ｌは︑翁が一生の志業中

恩浬に浴するもの︒須らく山口貯水池畔︑水祁洞の前に銅像

尤も光輝あるものにして︑大東京七百蔦の市民︑永遠にその

い︑樫の花のやうにパッとしない︒大向を岬らすやうな溌光素

な﹂の名何があるとほり︑群の花は美くしいが人目につかな
が︑晩晴翁には鉄けてゐた︒同じことを話しても青淵先生が

でも建て︑永久に配祁すべきであらう︒此の大業は翁が東京

話せば感興的であり︑晩晴翁が話せば理詰めであった︒晩晴
翁一代の美事︑善行︑山の如くであるに︑天下知らざる看が

一

1

ノ

水道の水源を培養すべきことに着眼し︑東京府の属官たりし
↑とき︑官命に由らず︑夏の休暇を利用し︑自費を以て水源を
探究したのに始まり︑途に寓難を排して目的を達したもので
その鰐志力行︑古の所謂志士仁人といへども過ぐることはで
きない︒翁は青淵先生の読を聴いて︑楽翁公を東京の古恩人
として深く推尊してゐたが︑翁は桑翁公の如くに世人に知ら
れてゐないけれども︑その東京市に愛した永久的の功徳に至
っては︑楽翁公に封比するとも過稲ではないと恩ふ︒大東京

追の膨脹につれ︑最近も屡貯水池雨水の記事が新聞紙上に警鐘
を仲へてゐる︒水︑洲︑如何に此の大都市に水が大切である
悼か︒今更言ふを侯たない︒山口︑村山などの庚大なる貯水池
がありながら︑未だ礁夏の季節でもないのに今朝の新聞にも
↑市内一部︑給水の報を陣へてゐる９大東京の繁築の鴬に貯水
鋒池︑その水源の嬬養といふことが如何に大切で︑且つ緊急の
大問題であるか︑水道︑水源の培養は海際に於て︑経世の大
問題でなければならぬが︑華やかで蔵いから世間の人気取り
の問題にはならぬ︒いはぜ縁の下の力持で︑そして力癖を一

杯に固めて根限りに働く人でなければ出来ぬことなのだから
今や大東京は華やかさはなくとも粘ばりの権化のやうな晩晴
翁第二世の出現を待望してゐるのである︒

一しかし晩晴翁のやうな一生︑廿んじて縁の下の力持をする
人物は容易に出現するものではない︒翁の着眼は常に根幹の

培養といふととにあった︒その事業が花を開き資を結ぶとき
になって︑翁の苦心も名謹も始めて世に知られるであらう︒

蓋し東京市水道の水源培養は叢穀の下︑維世の一大事にし

に就いて翁より｜親しく聞いたこともあり︑また翁に誘はれて

て︑翁が生涯の業績の最大なるものである︒私は此事の由来

山口︑村山の雨貯水池を帆察したこともある︒東京の護展︑

市民の繁殖の歴史を尤も雄癖に語るものは︑何よりも此の貯

一つであったのが︑やがて大きな川口貯水池を生み︑更に三

水池で︑常初︑翁が水道問題に滞搾してゐた頃は村山貯水池

ムを築いて︑十和田湖や野尻湖ほどの貯水池を作り上げやう

ｉ番目に︑ころの村を水底に沈めて︑枇界で二番目の大きなダ

といふ﹁小河内貯水池﹂の計壷が震施されることになった︒

此の三番目の貯水池は貯水量︑丸ピルの七百杯に常るといふ

の水の保誇は︑昭和一千五年頃までしか出来ぬといふことで

︾ことである︒これほど大きな貯水池が綾食出来ても︑大東京

屋ノＯ

あるから︑水道が如何に東京の大問題であるかは推知するに
齢ある︒晩晴翁の索や︑永遠に水道を照ましてゐるであら

東京水道の水源培養の事は翁の卓見であるが︑これを資行

に移したのは時の東京府知事富田織之助氏の英断に曲るもの
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三

1
L

'

にしてもしかも翁が富田氏の信任を受け︑其の事に富ろに上

地一︑栽二棚卿樹一︑以二都人士溝息之虚一︑市含議員皆賛二君之説一︑

川水道↓不し可二同年而語一堂可し無二奉犯之畢一哉遥願塞二一好地一

○紳吐一︑蓋君講費三水道祭紳二事一︑裳三十年苦心之功︑可レ謂

嵩二巳任一︑祁二寒暑一而未二祥少怠一也︑抑水道事業︑出二子富田

レ偉美︑君至誠絶し人︑特荷二富田知事之知遇一︑大以二水道事務一

知事之識断一︑而成再子君受二其信用一︑此可レ記也︑余知レ君既久

乃按状︑記二其較略一如此︒

弊害不し少︑夫伐接二林木へ非四所以三養二水源一也︑汚物則混濁二水

水神而畔に東京市民源息虚を設くるの案に淵源することも亦

一目菖本︑武蔵芳野の花の絶景を出現せしむる計霊は︑翁が

の風致帯凡三百除寓坪を壷して撰樹を栽え︑大狭山公園とし

如上︑翁が水道開係の大略は知られる︒山口︑村山雨貯水池

識二水路境界へ蓋自﹃一四方一楽二蓋下一者︑逐レ年増加︑生歯繁殖︑

高崎知事の使命を帯び︑時の御料局長品川揃次郎子に面菅を
求めた︒時に品川子は風邪に椛り︑代堂木の別誰に静養中で

のを︑東京府に御下渡しを願ひたいといふ主意を以一て︑翁は

の時のことであった︒水源の山林︑宮内省の御料に馬するも

翁の資話を聞いた︒それは南田府知事の前任︑高崎五六知事

探究する由来に就堕Ｌは記してない︒それに就いては︑祥て

右の漢文︑水道記の記事︑翁が夏休暇に自費を以て水源を

質︽故沿岸地係二民有一者宜二買牧フ之︑築二小堰一栽二裡樹↓以標

而水道者︑人命之所レ繋︑不し可二一日忽一也︑↓惟此流域鴎二脚奈

た明らかである︒

子二叩州之境﹃浴岸地係二鴎有一者多英︑伐採二林木︽委棄二汚物﹃

乃相二村山山口中央之高鹿一︑築二洞堂一而落成駕︑創請雛日二○

築二洞堂﹃奉祁二大山祇水分二祁﹃以祷二其阿護一︑開二共附近之

域↓前後費二十句へ明年焼二調査報告︽又明年建議日︑東京市民

明治二十一年十二月︑東京府圃官祁烏君︑講し命探検二多摩川流

東京市水道記

記事がある︒それを絃に載せて由来を明らかにする︒

とである︒此事に就いて翁の知人︑館森鳴氏が漢文で書いた

って成就したものである︒富田氏は翁の大知己であって︑翁

←

は維生︑感銘してゐたことは私ども屡皇調の資話に聞いたこ

ノ

訪問すると席上一人の先客がある︒翁が使命を述べ畢ると︑﹂

あった︒臥床中だが御厭ひなくぱといふ挨拶であった函早速

ＦＬ
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迫三百闘衆欲し水︑多摩川供し之︑而其流域︑凡二十有七里︑溌雪源

悼

録

川螺↓故府吏監督不し及︑宜以二多嘩三郡一移二東京府轄へ此固水

川一見二螺知事内海君一協議二移轄﹃内海承諾︑乃票告二井上内務大

道之根本莱︑而今日之急務也︑府知堺術川謂然し之︑親往二祁奈
臣↓大臣詞二諸議曾﹃事始得し行︑知事乃募二市債一千菖岡︽以一三
百流十・醐岡一常二市腿改砿費﹃以一天百五十蔑岡﹃愉二水道工饗﹃鷲

十年︑民口倍瀧︑給水不し足︑更設二山口之貯水池︽此篭二君計

承し命術二共事﹃羽村之水︑︑村山之貯水池等漸次竣功︑爾来三
萱一之所し致也︑君誹三同志者目︑承膳二年︑開整二玉川水滋︽幕
府建二洞干村山水口司宗祁二波能質命水分制ｘ司也市之水謎輿二玉

、

品川子は突然︑蒲閣を州ね除けて起き直ほり︑あの燭交たる

を取調べさせて︑すっかり諒解し︑翁に封して和気あい然とウ

質軍肝癌玉を破裂させたのであった︒其後︑翁の希望の事資

と一喝された︒品川子は九段坂上に吃立する銅像のとほりの

﹁自分が︑どこまでも後楯になるから︑獣乎として適進せ

したのである︒此時︑子爵は既に健康Ⅲ復し︑ゆっくり翁の
話を聞いて大に翁の精榊に共鳴し︑

﹁何だ︑泥棒の使に来たのか﹂

宜眼を怒らして︑ハッタと脱みつけ︑

楓爽たる風格︑先師吉田松陰先生の遺風を鼓吹し︑剛直一途

よ﹂

子の悩怒の状は追想するに除あるｐ翁は初謝面であったが︑

ることになり︑その後援を受くるとと少からず︑水道・事業の

と力づけてくれた︒翁はその以後︑屡含叩川子僻邸に出入す

烈火の如き性質は世人の熟知するところである︒此時︑品川
その爆翠のやうな一言には驚いた︒しかし︑翁は東京府の官

成功に就いて︑品川子を一大恩人なりと濡してゐた︒
四

翁は越後の長岡の雷藩士の出身︑およそ戊辰の役に尤も強
力なる幕職方であり︑随って敗戦の結果︑尤も惨憎たる悲境

に陥ったものは曾津と長岡とであり︑此の雨藩の藩士は一般

てゐたところで︑先年︑内閣に小原直氏あり︑海軍に山本蒋

の人物を輩出せしむるに至った︒︑此事資は翁が心中の誇とし
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迫吏である︑さすがに心中ムッとしたが例の沈着で︑ぢつと考
へて何とか言はうと思ってゐると︑時︑恰も正午頃で︑途端

卓に足高の御膳で︑鄭軍な御馳走が通ばれ︑子僻から挨拶があ
１つた︒翁は中心︑﹁泥棒の使といはれて︑御馳走になるとい
ふは異なものだ﹂と思って︑箸を執らずに居ると︑先客は安
録桑兼道氏であった︒氏が﹁後でよく分ることだから︑遠慮せ

に食ふや食はずの境雌に落ちて︑言語同噺の苦労をした者が
少なくはなかった︒幾麺も其の一人である︒その経歴が翁の人

必死となって︑其の復興に努力した篇め︑雷幕府方としては

格を作る上に尤も有力なる開係をもってゐる︒此の雨藩人は

ずに御上りなさい﹂と言はれるので翁も御馳走になった︒

は︑先づ︑

その日は︑﹁泥棒の使﹂のことは共催にして踊り︑一週間許
にして再び品川子を訪問すると︑誰だ何も言はいうちに子爵

と言て︑打って鍵はって輝然たるものであった︒先日︑怒競

軍あり︑外交使節として堀口九菖一氏が乗出すといふときな

此の雨方から︑明治以来︑その藩領の石高の割合に尤も多く

されたわけは︑是より前︑府知事が官有林を伐り芝公園に府

←

﹁先日は誠に失澱した﹂

知事官舎を遥つたといふ話を鮎川子が博聞してゐて︑例の性

E増

草

ど︑翁ば同郷人物の盛を語って欣然としてゐた︒而して翁は

脱出するにはまだ／︑遠かった︒翁の零は少山と嘘し︑本職

父とも稲すべき小西信八先生もある・元とＪ１小隊で家族が

の片手間に手稗師匠もされて弟子のうちには本邦盲唖教育の

養といふととについて︑深い開心を持ち︑弘道曾開係だけで

脅師脈もその意味からの内職であり︑父の弟熊次郎︑これは

多人数︑維新前から一家︑生活と戦ひ繕けて来たもので︑手

︑長岡名士の紳為たるものであり︑しかも郷里の振興︑人物の培

見ても︑弘道曾支部及び孔子祭典曾を長岡に創立し︑善行表

ど密識韮鋤

４

唾一

浸みん︑と思ひ出されてならなかったやうである︒其頃の悲

碑を立てる等︑その追善供養には︑よく塞ぐしたものであつ︑
た︒叔父さんを思慕すると同時に︑小僧にやられた頃の事が

封する思慕の念か非常に弧く︑戦段の遺跡を探し求めて記念

面倒藍見てくれた︒それで翁は柊生︑此の熊次郎叔父さんに

だが︑此の熊次郎氏は柑欝の年になっても養子に行かずに遠１
く山に薪牡探ったり︑魚を釣ったりして家を助け︑また翁の見

鐸確麺垂葎︾︒︾日産師唖認恥蝿淋犀識奔唾確

来てゐたので︑地理に明かるかつたから選ばれて決死嫁に入

戦死したが︑かいて釣が好きで此方面に始維︑釣竿をもって

河井総之助が長岡城奪還の奇襲のとき︑闇夜に城に綾く沼田
の中を潜行して官軍の不意を衝いた決死隊の一人噂此時︑の︾

彰左始め︑長岡の小畢に数畢や漢畢の奨励を試み︑日本外史
を寄贈するといふ風で︑その愛郷心は尤も熱烈であり︑その
粘ばり狸い本領を褒揮して︑飽くまで愛郷心の震動を績け通
ぼしたのであった︒その護動は専ら教育︑教化といふ方面に

迫向けられた︒教育︑教化は翁の趣味であり︑志業であった︒
翁は経歴に於ては財界であるが︑或程度まで成功した後は︑
その富は主として教育︑教化の鱒に捧げられたやうである︒

悼維新常初︑曾津のことは絃に略すが▽長岡藩士の悲況はそ
のドン底に達し︑昔の侍は生産の事には疎いから生活に道な

録く︑従来の藩士の子弟︑町家に奉公したり︑下駄屋の小傭に
なった者も少なからず︑翁の如昔は父と別れ／︑になり︑父
は生死不明︑母は縁故を求めて田舎の寺といふよりは庵の堂

況の印象が翁の粘ばり弘く︑そして慈悲深い性質を造ったも

守になり僅に諸兄を養ひ︑その頃十歳許の少年だった翁は寺
の小僧にやられ︑頭も剃り︑お経も少し習った︑翌年戦火の

ノ︑しい境涯は︑少年の胸評灼きつけられた︒質素像約をし

僅に一年許のことではあるが︑小愉にせられたときのいた

のと思ふ︒

巷から生還して役人になった父が︑妻子の行衛を探し求めて
再曾したときは︑．互に夢かとぱかり抱き合って泣いたといふ

の中から一家園桑の桑しみを取戻したといふものの︑窮乏を

世話場を見せた︒まるで奮劇の浄瑠璃を地で行くやうな境遇

にでき上がった句翁には︑﹁ものの哀れ﹂を知る一朕もろさがあ

なければならぬ︑如何なる困苦にも堪へるといふ信念は此時

て︑惟に出て自立自活すべきである叉それからの畢問修養は

されるのでは何にもならぬ︑手近な資業教育或は中皐で止め

●

り︑敬虚なろ信仰があり︑殊に桃に蹄依し︑槻普信者であり

本郷中畢校の卒業式に於て︑此の意味の禰鮮を期讃した︒

自力ですべきだといふのが翁の意見であった︒翁は昭和三年

祇臨

ヲレンコトラ︑不省等切一一期待シテ巳マザルトョロナリ︒惟フ

ハ此ノ校風チ僻得シ︑以テ勝率︑吾剛ノ有力ナル中堅蜘民トナ

教育チ蹴行シシ︑アルハ︑即チ本校ノ抱負ニシテ︑卒業生諸君

ル校長ノ下二各員振ツテ︑主張アリ︑特色アリ︑時流チ抜ク

日吾閏ノ縦モ急務トスルトコロナリ︑此時一一淵リ︑此ノ名蕃ア

筋ニハ︑堅蹴ニシテ忠烈ナル帝年〆養成チ第一トスルハ即千今

籾メッ︑アリ︑此ノ靴局チ打開シテ閑家無窮ノ繁築ヲ致サンガ

聞以来︑未曾右ノ康蓮一達セルト共二内外ノ吟局︑多事多難チ

等〃欽仰二戦エザルトコロナリ︑今ャ吾蝿ハ閣勢Ｕ二進ミテ開

身祁二摘り︑本校ノ教育部業ニカチ典へシ︑アルコトハ︑不宵

ガル︑ル水戸光閑卿ノ血統ニシテ︑其ノ肌烈ナル粘抑︑伯僻ノ

格︽天下既二公論アリ︒仙僻ハ吾幽ノ歴史上二勤王ノ泰斗ト仰

本校ノ誇トスルトゴロナルペシ︒伯僻ノ崇高ユーシテ脈潔ナル性

躍校曇トシテ︑名器アル松卒噸稀仙僻チ推戴スルチ得タルハ︑

毎祇間川知ノ那賀ニシテ︑改メテ妓二陳述スルチ要セズト錐︑

得ルハ︑不愉尤モ光築トスルトコロナリ︑抑︑本校創立ノ山来

子三︑理事ノ故チ以テ此二参列シ︑︑シ一言ノ覗鮮チ述プルチ

妓二本側チトシテ卒業式ノ薬典子躯行セラル︑二際シ︑不街甲

︑

後ちに自邸に大なる槻昔堂を作り︑自邸の枝町を概一音横町と
稲せられるに至ったなど︑その戦剛力も涙もろさも︑↓信仰も

一皆︑此の小僧の維歴に淵源するやうである︒翁が槻昔信仰と
いふも︑父母の苦労を追念して︑その追禰供養の鰯であり︑そ

の供養は孝養の心持であった︒困窮の中に育ちて畢校教育ら

迫しいぼどの激育を受けたとともなくて世に州たので︑つねに
自分は無畢と言ひノーしてゐられたが︑極めて畢間を尊亜し︑

他人の子弟には是非皐問をさせたい︑教育を受けさせねばな
悼らぬといふ考が胸一杯であったｏ惟間には無畢から出世した
人々の中には畢問など大したものではない︑畢問などしなく
録とも価は渡れると考へる人もあるが︑翁はさうではない︑畢
問をしなかった教育を受けなかったのが︑自分の不幸不徳で
あると中心思ひ詰めてゐたもので︑教育教化に無す締祁は︑
すぺてこれから来てゐる︒翁は書物を大切にし︑文筆を軍ん
じ︑孔子祭典曾に識し︑大聖殿の復興に努力した︒

しかし翁は賞際家である︒修畢はそれん︑境過によって礁
分にすべきもので︑資産の無いのに無理をして高等教育を受
けるといふやうなことは間違ってゐるといふ考であった︒枇
間では大畢教育は流行である︑大皐を卒業して就職難で慨ま

−15‐

守

二譜君︑前途ノ希望ハ冬人各様ナルペシト錐．逓来ノ風潮ハ中

此外に翁の遺文として陣ふべきは︑瀧鶴子の論語註解を蛎

の信僚であった︒

政宮殿下の台覧に供するにつき︑入江侍従長に奉るの表と︑

等教育チ絡ルノ後︑競フテ高等ノ教育チ愛ヶ︑更二最高ノ畢府
二鑑ムニアリテハ其紡果︿︑就職難二慨マサル︑二外ナラザル

水祁而に捧ぐる献額の餅とで︑これ等の中に翁の思想︑信念

幅島といふのは養家の苗字で︑翁の本姓は鬼頭氏︑令兄は

五

を以て並にはともに省略する︒

を網羅してゐるやうに思ふが︑本篇の溌定紙数や限られたる

モノ︑世間滑々トシテ是ナラザルハ無シ︑殊二年々︑最高畢府
ノ出身者ノ過剰ナルト︑縄溌界ノ識ダ不況ナルトノ鰯二︑就職
難ハ愈益深酷ヲ加へシ︑アルハ最近ノ大勢ナリ︑試一ご例チ峯
グレパ︑文部省教員養成ノ方面二於ヶ腿此春ノ卒業生︑約千百
名ニシテ︑其中︑約三百名ハ就職スペキ地位ナシト聞ク︑是し
唯ダ激育界ノー例二過ギズト錐︑優二全般ノ形勢チ推知スルニ

鬼頭悌次郎︑中堂の秀才であり︑米園で綱領事を勤め︑辞職

蹄朝して賞業界に投じ︑大に篇すあらんとして︑忽然︑病を

瀧次郎氏の住宅があり︑私ども畢生の頃︑門前を通行して鬼

氏の人物経歴を詳記した︒西片町十番地の田口氏の宅の隣に

で︑氏は其の東京経済雑誌紙上に長文の弔辞を載せ︑悌次郎

得て早世した︑惜しむべき人物であった︒田口卯吉氏と親友

ス︑明治維新ノ際︑多敷ノ英才チ蜜出セシメタル松下村塾二於

頭悌次郎の門札を見て︑珍づらしい苗字だと思ったことを思
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足ルペク︑民間ノ含証︑銀行等二至リテハ是ヨリ一層︑太甚シ
シ︑就職難チ極ムルモノアルハ︑世人ノ熟知スルトコロナルペ

︑

キモノアリテ︑一個ノ地位二封シ数十傍乃至百倍ノ候補者競争
シ・此二於テ不肯等ハ・吾ガ卒業生諸煮ガヵクノ如キ時勢二虚

テ︑吉田松陰先生ハ︑ツネニ家業第一ノ語チ以テ︑有侭ナル青

出す︒翁は兄弟とはいひながら悌次郎氏とは︑よほど風格は

シテ十分二思慮テ運ラシ︑躍貴ナル態度チ執ラレンゴトチ希望

縮脚ノ上二築力レタルモノナリ︑糞クハ敬愛ナル卒業生諸君︑

年テ導カレタリ︑彼ノ維新回天ノ大業ハ︑カクノ如キ堅賞ナル

違ってゐるらしい︒悌次郎氏は頗る淵達で︑能く酒を飲み︑

豪傑の風があった︒翁は性格︑母に似たもののやうである︒

台

時勢二里ミ︑一身一家ノ事情二考へ︑敢テ急進二馳スルコトナ
ク︑徐々・二着賞ナル方針チ立テ︑一歩々々二他日ノ大成功チ築

悌次郎氏が明治初年︑庄内に留畢したことがあったが︑此

事は此機曾に此に特筆しておきたい︒庄内は始め幕府方で︑

カレンゴトヲ︑靭力蕪誹ヲ．述べ︑謹ンテ諸討ノ前途テ観ス

とれは祇誹といが︑責は翁の主張であり︑議論であり︑翁の

財力︑兵力ともに躯かつたが︑図力を損じないうちに早く宮
◆

虎世観︑成功観︑此中に含まれてゐる︒家業第一といふは翁

〜

迫

悼
録

ノ

軍に蹄順した︒明治二年のこと︑庄内藩の家老菅資秀といふ小倉それん︑各方面に調奔を進め︑それ人︑材料も集まった
名士があり︑大西郷とも肝膳相許した人物で︑庄内の藩主がが 充分とまで墜言ひ難く︑第一・鶴岡の本場に於ける資料が

七十人の藩士を率ゐて︑・遥袋薩摩に行き︑大西郷に従畢した少ない︒責に鶴岡に於ても全然忘れられてゐて︑郷土史にも

︑その事及び長岡から来てゐた青年を記憶してゐ

如き︑大名の留皐は三百年来始めてのことであったが︑これ載せてはないが︑私の質問に封して︑市長︑教育課長等熱心
等の事も︑菅家老の識見に木づいたことであぢｏ斯人が同じに講力さ

幕府方で困窮してゐる諸大名の藩士青年を引受けて教育しよろ故老も現はれたのであった︒此の事責は鼓には詳述しない

州の小倉からも若干の秀才が笈を負ふて庄内に往き︑英畢及のであり︑私は此の隠れたる事賃を間明したい希望を以て此

うと一一言ひ出した︒仙嘉を姑め︑長岡︑信州の小諸及び遠く九が︑庄内藩の批畢は︑一面に武士道の精祁を謹揚してゐるも

︷︿

追ぴ漢畢︑数畢等の新教育を受けた︒教師は幕府の蕃諜取調所にその顛末を略述し︑以て度く此事賞に関する材料を御承知
の致師だった人である︒長岡からも五人ほど往った︒その中の諸君の教示を願ふ︒
に悌次郎氏がある︒同行者のらちで長生した新は根岸線次郎

悼且人である︒旅＃坐胃緋雲張崖内ｌ鶴噌

往ってからは︑衣服︑飲食︑書籍︑机等︑一切の修畢費は悉晩晴翁の美事善行は絃に列墨し霧されない︒翁は士気を鼓
録く庄内藩が支給して︑留畢生は其外︑小遣を国元から透って舞し︑世風を改善し︑人の美事善行を淑彰する花以て其の任務
貰っただけである︒此事は三四年緩いたが︑悌次郎氏等はそとなし︑其の富は公共に寄附するが篇に積まれたるの観があ

とで英畢を習ってから東京に出た︒つた︒趣味としては茶道の外︑何等の噌好なく︑運動とても

庄内藩の此の美畢は︑一面には頗る痛快なものであり︑明別段に言ふくきほどのことなく︑遊山も散歩もするのではな
〃

治教育史上︑異彩ある事資として特筆すぺきものでなければかつたが︑飲食を恨み︑病を養ふの一段に至っては︑尋常人
ならぬ︒此事資は悌次郎氏の奮友たる根岸練次郎氏の追懐談の企及す可らざるほどのものがあった︒いつか風邪で臥床中
によって始めて知った︒営時︑晩晴翁はまだ除りに少年で︑のとき︑往訪︑面曾したことがあったが︑その床上︑被を擁
よく事賀を知ってゐない︒私は此の事賞に深い感興を受えてして静養の態座は私どもが重病に羅つたとき以上のものと思

根岸氏の話を基礎として︑長岡は勿論のこと︑仙墓︑小諸︑ほれた︒此のやうにされるから病索が鍔師の溌言どほりの期

一 町 一

〆

石黒忠恵男︑大倉喜八郎男等の諸君とＬもに︑屡交同牒人の

間に回復する︒此のやうな態度は謹慎にして堅剛なる意思を

懇親曾や︑其他の曾合を世話せられ︑或る時幹部の中から謹

京新潟牌人の闇燈なる新潟鵬友曾の幹部として︑前島密男︑

やうに見えて中々拙健であり︑百歳の毒を保たるべく見えた

：にして意思の堅剛なるが︑その本領である︒故に一見弱質の

議があって︑此の腺友曾も︑何時までも余等老人連が世話せゞ

君にも宮ふたに過ぎぬが︑其頃大橋専務の父君佐平翁は︑在

が︑八十有除にして突如として急病逝去されたのは誠に惜し

ずとも︑近頃は中年級の働らける人為が多数出来たから︑其

有する山嬬含雪公以来ともいふべきであった︒翁も亦た謹慎

の君子であった︒此事︑以て其墓に銘すべきである︒

むべきことである︒一言にしていへぱ︑翁は今世︑稀に見る

君の中へ︑君と私も加へら奴て︑同牒人の世話をすることに

なり︑宮の名も新潟牒中年曾と改めたが︑其時の中年も︑今一
は皆な老年と鴬っても︑依然中年曾の名を以て瀧績して居８

然るに君は其以前から下芥医脊中三崎町に︑元と橋本雅邦一

る︒爾来煮と私とは特に屡街面を合せる様になった︒

先生等が設立せられたる日本美術院の施物が︑其後不用と鳶
り︑荒れ次第なるを惜み︑其建物を利川し︑君の猫力で女子

博文館の大橋新太郎君が東京瓦斯曾吐の専務取締役となり︑

此の畢校の事業と建物及備品全部の外に︑若干の維持基本金

い職に在ては︑女子美術畢校経誉には手が廻り兼ねる篇に︑

を教授しつ﹂あったが︑君が東京瓦斯曾耐支配人といふ忙し．

美術重畢校を設立し︑君は校主と罵って︑納謹︑裁縫︑料理等

煮が伺曾牡支配人となり︑大橋君の同郷人として︑援けて同

戸野君から和談を受けて賛成し︑幅島君の寄附を東京市は受

周次郎氏で︑私は常時東京市宮議員兼畢務委員であった鳶︑

を添へ︑東京市へ寄附を巾州で︑時の東京市教育課長は戸野

︑

尤も東京瓦斯曾耐には︑私は唯だ大橋専務矛一零れて︑時共

分久しい間の交際である︒

曾献に大改岐を断行したとき以来だから︑最早四十除年で随

禰烏甲子三君を私が始めて知ったのは︑明治三十一年に︑

中年の大橋新太郎︑橋本圭三郎︑入洋達吉︑増田義一等の諸

れに護らうでは無いかといふ議が︑一同の賛成を得て︑所謂

ｄ

翁が西村先生を崇敬し︑至誠以て日本弘逝曾に識されたる

〆

齢橋厨壁水哉坪谷韮︑四郎

禰島甲子三君の追憶

迫功績は絃に記すまでもない︒︵完︶

悼
録

﹃．︲当

ＦＬ

↑

理し︑組織を改めて︑東京市第一賓科女畢校として下谷原拠

畢校の生長溌達したものである︒

れた︒されば此の二校は︑全たく禰島詩が寄附した女子美術

時に東京市の激育課長は戸野君以前は︑現今の農林大臣た

の校庭に同男の銅製胸像が立てられ︑尚ぼ同後援曾は︑私の

長の理解に依て︑同校が藤減より救はれたるを感謝し︑茅町

忍岡高等女畢校として東京市内有数の優良畢校となり︑次第

む老杉︑及び東村山貯水池畔の水祁壮は︑何奴も君が努力の

されば東京市立忍岡高等女畢校︑井ノ顕恩賜公園の池を園

の識を首唱し︑課力最も努めて︑終に方今東村山貯水池の傍

に護展して︑下芥茅町の校舎は︑携張また擬張しても︑尚ぼ

る︒︵完︶

結晶として永久に礎り︑飛が功績を不朽に体ふるものであ

u F

ノ端茅町へ移樽して開校し︑爾来祁常の成績を以て数年間謹

る島田俊雄君であって︑其頃市内に教育雑誌を謹行し︑今は

微力なる斡旋をも記念して表彰し︑耐馴法人の名騨曾員とし

常初の賃科女畢校卒業生の父兄からなる後援曾は︑奥田市

死亡したる某氏が︑断へず市の教育課へ出入し︑烏円課燈へ

醤を綴けた︒

廊巽の建策をして得意と罵って居たるに︑戸野課長と篇て︑

〃︑なった︒

て今に及んで居る︒斯かる次第で脈島君と私の交情は益掩深

また禰島君は東京瓦斯曾耐に入る以前︑曾て東京府の衛生

某氏の意見などは墓も顕りみぬので︒某氏は戸野課長を困ら
且せる計霊から︑賃科女畢校を腰止すぺく︑熱心に市曾議員間を

課に奉職し︑後年の東京市水道水源漁養の篤に大に力を議
し︑方今の恩賜公園井ノ頭池の周園の杉は︑謀が共県川を枢

勺■﹃︽

説き廻り︑柊に市曾の溌蝉委員曾は震科女畢校の新人畢生費

ゑたのが︑今は生長して彼の如き欝蒼たる老杉の森と罵っ

水道に封する敬鹿の念を深からしむる篇に︑水源に祁壮奉安

を削除することＬ罵った︒新入生が無ければ畢校は常然滅亡
悼．となるのだから︑寄附者の一服島君は勿論︑同校卒業生の父兄
達の後援曾は大に聴き︑欝時市の畢務委員長であった私も悲
鋒だ迩伽に恩ひ︑一同協力して時の東京市長奥田義人男に︑澱
算委員曾が削除の事情を詳述すると︑利寄の判断に極めて明

霧の力である︒

に︑砿餓なる水祁の紳耽が建設せらる上に至ったのは全たく

た︒斯かる開係から︑後年君が東京市曾議員と馬ろや市民の

て原案通りに可決して︑資科女皐校は存綴し︑後に東京市立

狭晦を感じ︑途に今年券︑向柳原町に雷松浦仙邸の名園︑蓬

、

莱園を市が買牧して︑市立忍岡高等女畢校を彼所へ移樽新築
し︑尚ほ下谷茅町には︑市立忍岡女子商業畢校をも設立せら
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〆

るい市長は︑直ちに其の復活に力を謀され︑途に本曾議に於

ﾉ

一Ｊ

稀有の篤行塞鵬烏翁を穂ふ

主事匿江万次
時局多報邦家兵馬陸惚の際︑本曾財務監督幅島甲子三翁溢

追搾唾岬娠壁唾垂池諏郵搾軸銅郵雄画唾潅稲のがある︒鼓に追
・翁の本曾財務を監督せらるＬや︑普通に見るととの出来な
悼い直筆的態度を以て臨まれ︑軍に消極的方面に止まらず︑進
んで積極的方面に留意し︑常に財務の整備と曾勢の進展とを

ることは出来ないし︑小さな車の梶棒の先に鈎が無いのと同

恰も大きな車の梶棒の先に横木が無いのと同じで牛に曳かせ

にして誠の心を持たなかったり正しい信仰を持たなかったら

じで馬の鞍に着けて曳かせることが出来ない︒之と同じく人

一燈どうして世の中に出て正しい仕事に︽就いて働くことが出

来るか︑全く無能の人となるのであると云ふ意味である︒

翁嘗て余に語って日く︑自分が或る時地方に旅行したる折

地方長官始防数多の官公吏や有志者の曾合に出席し其人盈の

講話を拝聴したが︑其中に敬紳の重んずべき事を懇誉と論か

ったが︑其の火掩が蹄途或る祁祇の境内を通行せられたる折

れ淳餐と教へられ︑誠に難有き御話であって感服したのであ

て異様の感を抱いたのである︒荷も地方上位に立つ有識階級

に︑其祭紳に封し拝鵬を行はずして通過せられたるを目撃し

は︑兼し想像するに難くない︒即ち同翁は悌教信者であると

とは︑全く同翁の道徳的信念より湧き出でたるものなること

く能はざる所である︒斯様に教化事業に封し熱心であったこ

の普及を計り︑以て自然に儒教道徳の反意義に通ぜしめんこ

を指導教化して行く事が出来るかと痛く慨歎して語られたの
を記憶して居る︒叉東京市内高等小畢校の男生徒に封し漠響

人物である︑然るに其大車に幌即ち信なくしてどうして大衆

るか︑所謂有識階級の人々は孔子の日はるＬ大車に相富する

の人々が斯様の有様では全鐙誰が変践弱行の範を示すのであ

る︑孔子の語に﹃人にして信無くんぱその可なるを知らざる

同時に︑熱烈なる儒教徒であったことは申す迄もないのであ

とを企団し︑饗用を音まず各腫毎に生徒を集め講師を招鰐し

録眼み合せ︑只菅本曾の隆昌を企圃せられたるは吾人の感銘措︑

なり︒大車観なく小車鈎無くんぱ其れ何を以てか之を行らん

付けしむるの趣旨に外ならざるものであり︑翁の信念の曲つ

て講義を聡かしめたるが如きは︑全く小さ厳車に鈎即ち信を

や﹄とあるが︑同翁の信念は全く此鹿に根基を置きたるも紗
と信ずるのである︒即ち人間に至誠なく信仰の無いものは︑
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郎

て来るとと深く且つ遠きことを知ることが出来て資に敬服の

た〆のである︒

てし︑合本の上之を版行して前記善行者及び各方面に配布し

之を要するに吾人は幅島翁を以て道徳情操の擢化と穂する一

外なかったのである︒

ろ︒然るに今や此の稀有の篤行者を再び見ることが出来ぬｐ

も︑蓋し同翁の徳を頚するに足らざる語であると思ふのであ

本曾創立者西村茂樹先生の御墓が東京市本郷厘養源寺境内
に在るを機縁とし︑同翁は所謂人能く道を弘むの趣旨に基き

如何に八十三歳の高齢を以て逝かれたとは云へ借みても尚詮

教化立圃の叫ばる上現代に於て一入淋しさを感ずる次第で︑

其道を弘むるは通きより遠きに及ぽすを以て上乗と思考せら
れたる結果︑先づ本郷匡内の各小畢校に﹁油翁西村茂樹陣﹂

りありと云ふべきである憶︒︵完︶

晩晴翁のこさども

﹃図賓黒門﹄を前にする雷華族曾館の一室に︑徳川曾長を主

昭和三四年頃のことと思ふ︒◇

評議員繁田翠軒︑一

１
２

■画一

を配布し︑次で各校の男女の先生を本郷高等小畢校内に召集
し︑本曾副曹長吉田熊次博士を招鵬して西村先生の道徳槻を
講述せしめ以て斯道の普及を計られたのである︒尚漸次市内
各匡小皐校に及ぼす考で居られたのであったが︑未だ遂行せ
られない内に逝かれたのである︒之は教化上稀有の篤志であ
って質に鵡識に値するものありと思ふのである︒

本曾は今上陛下御即位の御大澱を記念せんが鱒に︑昭和
三年及び昭和四年の雨度に亘り東京及び京都の華族曾館に於
揚し以て柳か聖世の徳化を神補し奉り︑併せて思想善導に資

宰者として︑本曾の評議員宮が開かれた︒午後二時頃から始

て全国の善行者二百二十七名の表彰式を畢行し︑其功績を懸

ったのである︑叉其時翁が各善行者に封し合掌せらる上敬虚

する所ありたるが︑之れ皆幅島翁の提唱に基きたるものであ

離れようとする時︑背後から鯉く余の肩を叩くものがある︒

まったが︑宮が絶ったのは夕景に及んだ︒曾長に随って席を

振向くと禰島氏だ︒﹃繁田君︑待ち給へ︒少し用がある︒﹄と

なる態度は︑感涙なくしては全く頑るととの州来ない場面で

言ふ︒余はこれからゞ十織里を離れた自家へ姉らねばならぬか

あったことは私の記憶に新たなる所である︒加之後日本曾は
に配するに前述本曾表彰の善行者推奨錐たる昭和善行録を以

同翁の出資に依り先年宮内省より出版せら虹たる明治孝節録

可一

「

／

迫

悼
鋒

命の糧たる飲料水供給のことに謡律して来たが︑今や村山

﹃自分は多年畏くも至尊を始め奉り︑帝都五百繭市民の生

た？何索なく封を切ると中からは一葉の馬員が出て﹃玉湖祁

なって了った︒庭が或る日暫く振りで禰島氏の書信に接し

その内に余は岡らずも病に打倒れ︑只管静養に努める身と

かつたのである︒従２し何時も禰島氏の要望に封しては︑一

貯水池は完成し︑山口貯水池も一雨年の内に竣功するから

祇﹄と記してあるワ余ははっとして思はず篤貢を凝覗したの

ら︑汽車の時間を考へ心進まぬながら︑氏に鯖って別室へ赴

︑何等後顧の患がなくなった︒依って自分はとの機曾に︑多

であった︒即ち氏の宿願がかくも見事に達成せられたのを見

雁の挨拶をするに止って居たや

年の宿願たる水刺祇を池畔の一角に建て︑一は清域の守護

て︑今更ながら氏の不動の織念に推服し︑且つその成功を心

いた︒氏は早速口を切って︑

を祁願し︑叉一は都人士の水に封する信仰心を漁養するこ

から慶脱したのである︒奉祁の祭榊は︑水紳たる水波能賓榊

山口雨貯水池間の最も景勝の地に鎮座ましまし︑都郡人士の

と︑山祁たる大山津見祁との二柱である︒像へ聞くに村山︑

みづはのめのかみ

這とに資したいと考へて居る︒併し地雇は埼玉牌にも重大な
君は牌下諸官民に接鯛する場合も多からうが︑その際は是

開係があり︑東京市のみ軍猫に事を進める課に行かない︒

悼非共禰島の心願とする鹿淀説明敷術し︑牒民の理解を得る

第である︒

参詣が絶えぬと言ふ︒余は改めて今旦脹鳥氏の偉大を思ふ次

やう努力して欲しい︒物資上の援助は要らないが︑この意一

︑幅島氏に開聯しては斯う云ふ記憶も礎って居る︒昭和三年

我が弘道倉は如何なる事業をなすべきやに就き︑本曾で協議

のこと︑同年秋に行はせらるべき御大確の記念事業として︑

した事がある︒問題が問題だけに議論百出で容易に結論に到

録味の精祁的後援を是非お願ひする︒﹄
ど懇願された︒余はその時氏の熱意にいたく動かされたが︑
する︒

︑

出たが︑幅島氏はキッと顔を上げて更に語を綾いだ︒

と言った︒すると調査至難や経費過重を理由に様々の異見が

﹃私は全圃的に善行肴を表彰するが宜しいと思ひます︒﹄

から獣為として居た禰島氏が徐ろに謹言し

達し兼ね︑流曾に経り兼ねまじき形勢であった︒その時最初

錦宅にかまけ不得要領な挨拶をして別れて了ったやうに記憶
その後一年ばかりして︑堀田伯を委員長とする寄附金募集
部の委員曾が本曾の一室に催されたが︑その時も氏から同様
の懇請を受けた事があった︒常時余は公私多忙の月日を送り
且つ心境も詮裕のない時代であったから︑禰島氏の運動に左

︑程心を惹かれもせず︑特別に認力しようとする熱意も柵かな

＝
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＝

﹃経費は一切私が出します︒一般的事務だけお骨折り願ひ度
い︒善行者を表彰することは閏民道徳振興の原動力である
↓と信じます︒﹄

先生は氏にも

のある手堅い男だから︑宜しく誘披を頼む︒﹄

﹃自分の同郷人に繁田と言ふのが居る︒田舎者だが仲堂熱情

と依嘱されたさうである︒憶乎︑今やその恩師なく︑鼓にま

物は連ふものだと泌糞思った︒今から考へてもあの一言位箕

︲との一言で百議は一決して了った︒余は此の時吐の出来た人

あるの

たその益友左失ふ︒人世の惨なさ糠た鵬を噺たる上の思ひが〃

幅島氏は常日頃よく茶を晴まれた︒嘗て木曾の要務で洗心

行の人︑信念の人としての氏の本性を蹄如たらしめたものは
ないと思ふ︒被表彰者二百二十七名の事蹟を記録した本曾溌

庵︵厩島氏本邸︶を訪問した事があったが︑階上の茶室に導

買ふと混ぜものが多いからと︑宇治から直接取寄せられる程一
哨みが深かった︒お茶については余も聯業柄人に劣らぬ趣味３
を持って居る︒一度ゆっくり惟若を畷って心境を語り︑道徳２
論宗教感を交はしたいと私かに考へて居たが︑今やそれも室一

かれて︑氏及び晴子夫人の心からなる接待に預つた︒東京で〃

行の﹁昭和善行録﹂五百頁の大冊は︑かくして出来たのであ
幅島氏について余が始めて知るに至ったのは︑資は溢深青

迫ろ卿︒

淵先生の導きであった︒それは余の活動時代︑先生と要談後
悼の雑談中︑先生はかう余に語られた︒
﹃君︑東京へ出て来るのも宜いが︑悪るずれせぬやう心掛く

余としての私的な追憶は限り渥いものがあるが︑それにも

しい希望となって了った︒

人︑賢行の人を失った事は︑惜みても除りあることである︒

増してこの時局に於て︑禰島氏の如き信仰に根ざした信念の

録︾ることが肝要だ︒それには益友を持つのがよいと思ふ︑自分

のであるから︑交はるに従って味ひの出る人物だ︒君にふ

居るさうである︒この秋との際に常って順烏晩晴翁を失ふ事

る︒聞く虚によると軍隊に於てすら最近宗教心が努められて

そ閣民一人常堂が強き信念と確乎たる費行とを要請されて居

興亜の大業を目指して邦家の前途は誠に多事多難だ︒今日こ

の親しい知己牝禰島甲子三と言ふ賛業人がある︒性格が地
味故人目にはつかぬが︑確乎たる信念に基いて仕事をする
さはしい益友と信ずる︒折があったら曾って世いたがよか

との事あってから余が弘道宮に往き来する内︑自然幅烏ゞ氏と

と︒溢津先生の後進に封する御心課しには︑感激の外はない

は特に剛家の馬州惜の情に雛へ唾い次如である︒瞳乎︒︵完︶

・らうｏ﹄

一和識るやうになった︒或る機曾蛭川勝氏から承ったが︑青淵

『

テ ＝

禰島甲子三大人を追憶して

表玄闘にも裏玄開にも﹁締切一︒と貼り札⁝⁝勝手口に廻っ

て見ましたが人影もない︒さてどうせうかと少時仔んで居り・

ました︑すると後方から見慣れぬお人が︑どうぞ此方へと締

物が一ぱい︑これは叉と私の心に暗い影がさしましたが︑直

切を開けて表玄開に御案内下されました︑見れば靴脱には履

た私は︑はたと胸がせまり心臓の鼓動さへ受ゆるのでした︒

女子部幹事山岡干珂子

其時其人は少を御待ち下されと云って奥に這入りました︒待

でござりまするが︑昨Ｈから鵬溢血で御軍態・・・⁝﹂之を聞い

に御主人様はと話尋ねすると︑﹁はい一時はお良ろしかったの

洗心庵禰島甲参三大人は︑去る二月中旬頃から感冒にか比

ら事によると鼻血が出るかもしれないが心配はないとの事で
した︑其後は大分良好でした︒お宅から頂いたお米をお粥に

博士の注射をうけました︑其時のお一言葉に︑此の薬は狸いか．

して主治瀞の瀦淵博士の外に︑さる方からの御推薦で︑或る２

４

↓鋤韮錘琢噸奔挿軸恥榊嘩唾垂織姉錨歴畔詫即耐錘雪嘩睦岨罫一

られ平臥せられました︑私は大人が御高齢にも係らず叉強健
といふ程の御鴨質でもないのに︑公共の篤と云ふと東奔西走
惟れ日も足らぬといふ御活動ぶりには直に敬意と感謝を捧げ
ば良いがと常交御案じ申上げて居りました︒御溌病と承って︑

ずには居られませんが︑同時にあの御老畿でお障りがなけれ

めして︑大事に到らぬ様にと詰所りして居りました︒始めの

が昨日になりまして私﹄が橡側で用事をして居りますと︑障子

して勧めますと︑おいしいおいしいと申て喜びました轡それ

どんなに御案じ申上げましたでせう︒ひたすら御安識をお進
内は︑大した事はないと仰せられて︑夫人の御指導にかかる

越しで何やかやと話を致しますから︑うけ答へて居りますと
念に黙ってしまいましたので︑之は看護婦が居るか魂浬思っ

茶道のお稽古もお休みなく︑お釜日には嫁も孫も参上致しま
の胸には何となく不安が退きませなんだ︒

すので︑其都度御経過御良好とのみ博聞致しますものの︑私

まして︑障子をあけますと︑もう其時は顔色も悪くなって︑

て︑私が側にすぐ参らなかったので︑機嫌を損ねたなと存じ

目を見張り私の顔を見詰めまして其ままがつくり致してロが

今日とそはお見舞にと心構へをして居りますと︑其朝御代
筆のお端書で︑明日のお茶はお休み下され﹂との事︑さては

ノ

／

と心も心ならず︑いそいそ洗心庵へ上りました︒
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I

て来られました︑老の身の悲しさ︑憂愁に閑された私は胸の

かりでした︒折も折お手博ひの方が︑夫人に御刷ありげに出

薩が寂静無篤の大光明を放って勝に天上界に昇らんとする光

思へませんでした︒経文中にある大慈悲父庚大霊感観世昔菩

ましたが︑其御机貌の祁堂しさ︑にこやかさ︑死せる人とは

やがて死川の山路を超えむとする大人の御族装を伏し拝み︐

痛みに堪へられず︑こうした場合に御役に立つ事も叶はず︑

景を現資に拝する心地でした︑お稗迦様も孔子様もかくやと

す︑此一事丈けでも銅像なり碑文なり是非建立して其功績を

偉大なる功績を塞げられました︑現在私共東京市民が命と頼
む玉川浄化飲料水は︑賞に私人の苦行難行の賜でござりま

大人は其恩誼に感じ︑愈精励努力能く其職責を全ふなされ︑

事富田徴之助氏に認められ︑水道係長に抜擢せられました・・

身の魂を打ち込み︑誠意一事に常るといふ格勤振を︑時の知

めの身となられましたが︑間もなく東京府の公吏となって輝

文字通り粉骨砕身で︑畢問にいそしみ︑途に千葉際蝿にお勤

す︑疲弊其極に達した中に成長なされ︑刻苦勉働︑百折不撹

承ります︑定めし其営時は九死に一生を得たお喜びと察しま

一年有除にして︑親子兄弟六人が一緒に生活する事を得たと

逃れ︑薄飾して小僧となられましたが︑其後世の中平定し︑

といふ憂き目にお逢ひになり︑十歳にし工船山村の龍源寺に

の誕生と承りますが︑幼少にして維新の兵一乱に遭ひ一家離散

大人は越後長岡藩士鬼頭平四郎氏の三男として︑安政五年

訓を蒙りました様に感じました︒

崇高の念にうたれつ上大人の御平常を偲んで更に最後の大教

きけなくなりました﹂語る夫人聴く私唯々涙の雨の藩つるば

〃

うろうろして居ては却て皆様の手足まとひと心つき︑お暇も

、

そこそこ蹄宅の上︑嫁を代りに遣はして︑肌お手博をさせて
頂きました︒

名懸といふ名鰐が︑ありとあらゆる療法を講されまして︑

もあられましたが︑それは謂はゆる中直りと申事でござりま

其後流動物を召上る様にもなられ︑愁眉をお開きになった日
したか︑途に三月十九日午後八時四十分八十三歳の御高齢を

る︒

以て︑うからやからお見守りのうちに安らかに白玉棋中の人
となられました︑資に痛恨の極み断腸の思ひでござります
大人とは亡夫米華も御懇親を頂き︑私は弘道曾の開係から
多年に亘り︑格別の御庇護を蒙り︑猫且嫁や孫までお慈しみ
をうけ︑次第に御一親密の度も加はり︑最近では親族の上にも

深いノ︑御世話様に預りまして︑浅からぬ御因縁を結ぶとい
ふ様な此上もない仕合せを感謝致して居りますので︑二十一
日の夕べ御入柑式に参じ︑御生前の御厚誼を謝し︑最後の御
妻に伴はれ讃経の席に列りました︒

Ｉノ
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別れを申上げ度く︑修誰義一巻︑詠歌数首持ちまして患息夫

1

逼

'
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りにして幾百千の人を救助せられました︑誠に念の入った慈

戸

永遠に博へたいものと私は念願致して居ります︒︲

善振りで︑術人の及ぶ所ではごりません︑こうした尊い性格ゞ
の持主であられるから︑洗心癖に出入する人の中には︑大人

の恩恵に由て雲或は成功し︑或け露命を繋いて居る人盈も数あ

人は資に明治大正昭和に亘って立志博中の人で︑常に賞讃の

ﾉ

叉大人は口癖の様に一︲私の今日あるは其昔︑浦田知事︑漣

、

之

大人は此水道工事完成と同時に︑辞職なされましたが︑又

る事と聞き及びますが︑大人はこれらの善行を口になされた

もや故漉津青淵子爵︑大橋新太郎氏に其人格を認められ︑東
京瓦斯曾祇の支配人に推畢せられ︑次いで取締役に楽進放さ

事はございませなんだ︒﹁財を得るに道を以てし之を散する・

６

善祁の感害する庭となって︑あの立派な大往生を遂げられた−

範を示されて居られます︒↑大人が八十除歳の生涯は﹁篤善最
楽﹂といふ金言の責行であり室した︑此偉大なる陰徳が諸天・

に亦道を以てす﹂と何やらで見ましたが︑大人は不言の裡に

れました︑大人は此鹿に在ても鋭意事に従ひ脊一本金百蔑回の

其後郷里長岡の賓田石油曾吐の懇請に雁じて︑専務取締役

曾斌が二千寓回に増資する迄の撰張を見るに至り毒した︒

となって赴任なされましたが︑在職六年にして心臓病に羅ら

迫れ︑直に引退して今の祁明町洗心庵にお蹄りになり︑御全快
の上︑深い深い御思慮の許に︑除生を我が弘道曾︑斯文曾︑

ものと景仰致します︒

的となって居られましたが︑人に向って不遜の態度や︑誇り

大人の美畢徳業は際限もなく淫山でございますが︑︐其一二２
を附け加へて巾述べさせて頂きませう︑前にも巾た通り︑大一︑

せられ︑事ある毎に率先して私財を投じ︑勢をも厭はず︑其
録含其曾の主旨貫徹に寄興せられました︒我が弘道曾には尤も

がましい言説を放たれたといふ事を聞きません︑いつも私は

本郷教育曾︑長岡孔子宮︑桑翁公遺徳願彰曾︑中央義士宮等
悼糞の教化関燈に捧げ︑日本精紳の作興国民道徳の涌養に燕捧

て後は︑一暦のお力入れで︑曾館の復興︑善行者表彰等の外

永い年月に亘って貢献せられましたが︑財務監督に就任され
御後援下された事は枚畢に暇ないと巾ても過言ではなからう

らしからず︑如何にも謙譲其物で︑寧其言葉が美徳として輝

皐問もなく何も知らぬ者と云はれますが︑それが決して態と

き私は自然頭が下ります︑側憾の情に深く行ひ君子に近けれ

かと存じます︑｜達に本曾の篤得難い功労者でございました︒

大人は又人情の厚い厚い方でした︒かの大正十二年帝都の
大震火災の常時︑羅災者の篇に説戚故奮に椴を飛ばし古着類

様のお詞を思ひ出します︒

ロ

ば畢はずと云ふといへども吾は之を畢ぴたりと譜はむと孔子

を賃ひ受け︑山なす寄贈品をとき洗ひ︑縫直しに︑夫人自ら
手を下され︑召使の人々を督卿して仕立て上げ︑手を通す計

〆
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ふあの腿はしい至情を聞く度に︑敬度の念を生じます︑しか

浬子侭︑大橋新太郎氏の三人の賜です﹂と喫茶喫飯恩人を思

鱒へんとなさる其御精祁こそ直に至賞と存じます︒

もそれを文章にして立派な装彼を施し︑帖として子登孫々に
今や新東碓の建雪設に入りまして︑曾の事業は益重きを加へ

て参りました︑此時此際大人を失ひました事は︑含の鴬は申
すに及ばず︑邦家の蔦一大損失でござりまする︑願はくぱ在
天の霞私共の微衷を隣み︑加護あらん事を︒

禰島氏は其の生涯中不言賞行主義を以て絡始一貫せられた

其の職務が官公吏であられた時と︑震業界に入って其の重

名士でありきした︒

たにも拘はらず︑臓精略勤を以て好成績を塞げられたる上

職であられた時とを問はず︑常に繁劇なる位置役割に居られ

に︑其の職務以外に於いて︑祇曾事業に貢献せられた功績の

が弘道雪の事業を翼焚せられたことを始め︑東京女子教育施

偉大なることは︑資に列筆するに違ない程でありまして︑我

設の創業．財側法人斯文曾の事業に於ける孔子祭典曾︒湯烏

聖堂復興建築並に其の事業︒儒教大宮の開催・婦女新聞の事

業︒白河楽翁公遺徳頴彰肯・東京市水道水源地保護榊祇の建

は︑其の最も淑著なるものであります︒又一面世の風教上に

設・氏の郷里長岡市自治機開の整備等に識力せられた事など

ついても深く開心を持ち︑其の弊害を除去︑矯正し︑進んで

徳家を︑本曾の曾員に持ちましことは︑木曾の謹みとし誇り

V

︵昭和十五年五月七日大人の蝿骨式を遥拝して記す︶

天かけり苔の下路くぐるとも君は守らん皇御閏を
閲の篤道の魚にと身を議し倒れ給ひし君そ尊き

禰烏甲子三氏を偲びて

は之れが改善法を奨励︑涯行せんとする鮎は︑総て其の事項

に就いて徒に理荊を云云するやうなことなく︑静かに深思熟

考の上︑弟行資賎して範を示すを常とせられたのでありま

とする所でありました︒今其の遺徳を偲ぶに常りまして韓糞

緬鋸咋率甫守謹吾
我が日本弘道宮監事財務監督特別曾員順島甲子三氏が昭和

景慕追悼の情禁じ難いものがあります︒

す︒賞隆鵬島氏の如きは篤志家であり︑資行家である所の道
十五年三月十九日逝去せられましたことは︑猫り本曾の篇め

私が始めて禰烏氏と相知ったのは︑氏が東京市曾議員在任

不幸なるのみならず︑・国家杜曾の篤めにも大なる損失であり
まして︑惜みても惜みても齢りあることであります︒
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居られましたが︑氏の先輩島田藩根氏の令息友春氏が設立さ

日でありました︒それは氏が藤て教育事業に深く心を寄せて

中や明治四十四年四月東京市立第一女子技葵畢校開校式の営

牧容する篇め携張の詮地なき篇め︑更に度大な地所を浅草鹿

ありし篤め︶たがや同校舎の敷地が狭隙にして多数の生徒を

ことと察します︒此の如く雁島氏の主唱によって︑東京市に

になったことは︑幅島氏の霊も地下に於いて満足せられ居る

れたるに深く同情し︑一言の下に受諾し︑巨額の私財を投じ

女畢校設立の動機を輿へられましたから︑其の後東京市には

向柳原町に選定して︑校舎を此所に新築して移縛し︑内容外
観完備したる員に大東京市の模範畢校たる賞を具備するやう

て之れが整理及び維持の方法を講じ︑校名を日本女子技蕊皐

績餐と各種類の女畢校を設立するやうになりましたのは︑皆

ればならぬ悲運に遭逢した際︑氏に之れが救演法を懇請せら

校と改蒋して︑着為改善進歩の資効を見るに至らんとする折

最初東京市立第一女子技蕊畢校と稲し︑而島氏より寄附せ

ます︒

られた富時の校舎が︑下谷歴初音町にあった開係上︑同校卒

其の最初は禰島氏の篤志が淵源となり基礎となったのであり

氏は之れを市曾に附議せられましたのに︑市曾は氏の篤志に

校を其の侭︑東京市に寄附せら肌ましたから︑市長尾崎行雄

志者が初青曾と云ふを設立し︑初音町時代に在勤せし職員は

業生同窓曾の名榊を鴬漢曾と稲してゐますが︑更に職員の有

教育の必要なることを畳らせる篇めに︑其の日本女子技墾皐

た︒之れに由って校名を東京市立第一女子技蕊畢校と改榊し

奮交を淵めることを目的としたのでありました︒其の初音智

の邸宅内に含合し︑畢校創立常時の昔語りをなしつつ︑益誉

開催常日は︑順島氏御夫妻は如何なる朋務も如何なる来客も

皆曾員となり︑其の営時を記念する篇めに︑毎年一回幅島氏

皆謝絶し︑一家総動員して初昔曾の篇めに識くされました︑

尾崎市長の下に其の開講式を明治四十四年四月筆げたのであ

でありました︒以上を以て考へますれば︑禰島氏は賀に東京

校に専任の校長確定するまでの間︑同校長を兼務して居たの

其の獄待振りは賃に至れり霊くせりで︑普通人のなさんと欲

ります︒故に初青曾員一同は曾合営日の来ることを楽みとし

して容易に及ぶ能はざる所と︑一同深く感服して居るのであ

ます︒而して︑此の女子技蕊畢校は後に資科高等女畢校或は
高等女畢校と組織を菱更しましたが︑現今は東京市立忍岡高

市女子敦育の先畳者であり︑大恩人であると云ふべきであり

りました︒常時私は東京市覗畢の職にありました開係上︑同

感じ︑浦揚一致を以て其の寄附を受入れることを可決しまし

柄︑東京市に一の女畢校の設立なきことを歎き︑市民に女子

れた日本女子美術畢校が経営上の困難に陥った極慶校しなけ

I

等女畢校と改構し︵其の富時の校舎の位置が下谷鹿忍ケ岡に
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一

、

で待ち兼ねる程でありました︒是れ全く幅島氏御夫妻の温情
によることでありませう︒

順島氏は互寓の富を積む資産家でありながら︑身を持する
とと極めて質素倹約にして︑生活上も簡素を主として居られ
るが︑人に封しては謙譲にして且礁勲なろは世の富豪と大に

ゞ異なる所であります︒これは晴子令夫人の淑徳を以て内助せ
られた力も興って居ることと存じます︒而して其の教育事業

のであります①

我が弘道曾の事業の篤めにも此の緒祁を以て経始一貫して

数十年間忠資に識くされましたことは︑含員諸君の熟知せら

にて出席せられたることも亦︑曾員諸君の熟知せられる所で

れる所であります︒殊に本曾の集曾ある常日は晴子夫人同伴

あります︒最近に於いては去一月に開かれた本曾講演曾懇話

曾にも御夫妻同伴して出席熱心に談話せられました其の昔容

此の如く本曾の曾員一同が深く信頼せる有力なる先輩の特

け今尚出席宮員諸君の耳目に新なる所であります︒

て︑幅島氏の遺徳を追想するに富りまして謹みて哀悼追慕の

別曾員を︑今俄に失ひましたことは資に痛惜の極でありまし

誠意を表する次第であります︒︵完︶

禰島甲子三翁藩偲ぶ

常任委員林柴太郎

晩晴一鵬島翁は長岡市が生むだ珍らしい篤行家であった︒長

、
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を始め壮曾公共事業にして他人から援助を求められた際︑其
の事業が合理的であり牡曾公共の篇め有益必要と認めた以上
迫は︑其の事業を援助して完遂する篤めには我が資財を郷つ︒こ
とを惜まざるのみならず︑心身を傾けて識津し倦む所を知ら
悼ず︑其の事業の完成するのを見ることを唯一の楽みとして居
られたやうでありました︒

録此等は綿て幅島氏の人格が高潔で識見卓抜なる上に︑不携
不屈剛毅なる精神の持主であるからであります︒此の如くに
して︑氏が総て事に常る時は︑最初よく検討に研究を重ねた後

自身が一旦斯くと信じた以上は人が何と批評しやうと何と反
封しやうと︑杜の穀響褒艇の如きは革も意にかけず︑正理公道

が常でありました︒それで幅島氏の開係された事業にして成

・其の前路に横はる障碍物をはねのけ︑勇往遮進せられますの

一にして官軍に抗した︒営時藩士の頭目と指されてゐた河合

岡は王政復古まさに成らんとする幕末に際し︑曾津と其撲を

を堅く踏みしめ︑如何なる難局に川逢っても︑ぴぐともせず

功しなかったことはなかったと云っても敢へて過言ではない

L1

〜夕

声

匡。

誉龍は︑一藩を統率して兜城を護り奮戦し︑最期まで屈せず︑

張に識力し︑多年財務監督の重きに任ぜられてゐた︒或は楽

して︑自己修養に熱心であったばかりでなく︑本曾の溌脹織

最も古い歴史と権威とを有する︑我日本弘道曾にも夙に入曾

翁公の徳を慕ひて其の顎彰と徳化の普及に努めたるが如き︑

の此不挽不屈の魂こそ︑全く藩主牧野侯に捧げた忠勇義烈の
臣節の現はれであったのだ︒其薫慨は後年長岡市民を震憤興

したるが如き︑或は郷．土長岡の牡曾教化のために多大の犠牲

或は奮藩長岡牧野侯の主恩に酬ゆぺく幾多の彰徳事業を賛助

力認きて城を嬬き同志と共に討死を遂げた英傑であった︒彼

起せしめた偉大な原動力となったもので︑明治一新後長岡が

ところ︑而かも天性謙譲にして親切なる翁は柳かも之を誇り

援助を捧げたる如き︑是皆翁の純冥なる至誠至情の蕊露する

他に立ち勝って目醒ましい大溌展をなし︑現に牌下随一の商
工都市として股賑を誇れる所以は長岡の歴史を知るもの人首

とせず︑又之を口にするとと遊だ稀れであった︒属に不言責

肯せらる上ところである︒

逼禰島翁は彼英傑河合誉龍の幕下に在りて生死を倶にした志

行の人であったと思ふのである︒
余誰が初めて翁に面識を得たのは︑大正五年の昔︑余が長

岡中堅校長在勤の時代であった︒其時翁は長岡の賓田石油株

士を父とし︑叉落城後具さに辛酸に耐へて家政を支持し︑子

悼女の教養に鴬つた賢女を母として︑戦塵寒苦流雛の間に育成
さ恥た常時の少年甲子三の穂刺不遇の生ひ立ちとそは︑翁の

平寺の宗澱祁師が来て祁畢を談じられた︑其際翁から余輩に

式曾腫の専務であった︒或時曾就で悌教講習曾を催され︑永

、

人と篇るを物語るもので︒︑所謂﹁難難汝を玉にす﹂との金言

録は正しく翁の人格の片鱗を表はす語と恩ふのである︒翁は後

れが縁となりて爾来翁と交際し︑翁の自邸にも屡糞訪問して

傍聴をすＬめられたので︑数日間翁と同座し面聴聞した︑そ

修養弾に夜を更Ｌたことも度為あった︒翁は沸教の信者でも

ち瀬島家を総ぐや︑家産を治め家名を辱しめず︒身官職を奉
に溢浬子の知遇をも得て幾多の公益事業にも貢献した︒又教

じて悟勤働精︑其任を完うし︑又先輩大橋氏に認められ︑更

あったが︑叉儒教にも深い信仰を有ってゐた︑よくこんなこ
とを話した︒﹁所謂人物の陶冶には儒教漢畢が最も必要だと

たのであった︒時恰も前欧洲大戦の勃護で世間は童凝胸さ

︑

に儒畢を奨励Ｌたいと思ってをる﹂と頻りに余輩にも態漁し

思ふので之が普及のために︑長岡市に孔子祭典を起して︑大

育にも趣味を有ち殊に一見識をもってゐた︑東京市の女子に
責業思想の教養が必養であるとて女子資業畢校を経管せし如
きは卓見であったと思ふ︒翁はまた修養には深い開心を有っ
てゐた︑夙に斯文曾の曾員となり︑先年聖堂押建の畢あるや
率先其の業に参劃し其の成功に努めた︒叉我国教化国として
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物便は暴騰する︑サラリーマンは生活難を訴へんとす︒戦時
景気で成金風も吹き始めた︑丁度昨今の非常時とよく似た状
勢が襲来せんとする不安な時代が来たのであった︒翁はこ●の

危倶すべき風潮を未然に防ぐには巌瀬な儒教思想を以てする
他良策はないとて盛に孔子祭典の資現を促されんとするので
↑あった︒余輩も翁の熱心に動かされたので︑先んじて孔子祭
典を中畢校の主宰を以て資行することを約束したが︑翁はこ
の時衷心から欣んで其の準備寓端を一切引受けてやってくれ
祭典で︑主として教育勅語と孔聖の教訓とを以て一・股の自鮒

も

誹を呈する迄もないことである︒で︑私は﹁幅島さんの憶ひ

業につくされた功績についても︑と上に事々しく列畢して讃

筋合ではない︒叉禰島さんが晩年熱心に教化国鵠乃至教化事

ることであるから︑私共方面ちがひの者が︑兎や角いふべき

１

：責業家としての幅島さんについては︑天下に自ら定評のあ

︒︒・・・・︹一︺・・・・︒︒

評議員高木斐

一服島さんの億ひ出

すべきだと敬慕追悼の念更に深きを畳ゆ︒︵完︶

るＬ幸禰の人であった︒翁の不言賞行こそ貢に余輩の模範と

かな八十三歳といふ長毒を保ちて而も死後の芳名を世に唄は

く︑翁のために救はれた人も少くないと聞いてゐる︒宜なる

な生涯を逢った篤志篤行の人であった︒殊に親切で人情に厚

に奉仕し︑半生を修養教化の祇曾事業に識津した︑淘に立派

られた︑資に哀僻に耐へ厳い︑翁は半生を国家公共の官公職

の機曾を得て喜びしいに諺登圃らむ翁は此程急病にて物故せ

､

出﹂といふ題下に︑人としての祁島さんを︑私の目で一寸覗
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迫た︒固より窪典の様な正式のものでなく︑只だ厳湘次質素な
悼自戒を強調したが︑時節柄とて地方風教の刷新上多少の効果
︲を壁げ得たのであった︒其後余は柏崎中畢校に稗任したの
で︑翁との交際も一時中断し同時に孔子祭も中止の形となつ
録たが︑越えて大正八年腰に孔子祭は郡興されて︑爾後今日ま
で縄綬されてゐるとのことである︒之れ全く翁の熱誠誰力の
結晶とも云ふくきもので︑今日長岡市の風教上多少の好影響
を来せるものありとせぱ︑翁の始された賜であると思ふ︒斯
く翁と余輩とは孔子祭典の先服の役月を果たしたことが因縁
となりて交際を結び︑爾来約廿除年間︑翁は其後東京に移居
せられ︑余輩亦た郷里松江に住み︑久しく相見る機曾がなか
った︒然るに昭和八年に余も東京に柱む身となり︑而も叉固
らず我弘道曾の曾員として屡交木曾に於て翁と交誼を温むる

川

1

ク

I

いた丈けを書いて見たいと恩ふのである︒

ろのよく時勢を見︑時勢の動向を察して︑奮態に甘んせず︑

あく迄も進歩↓的に物事を見︑︑考へ︑計蓋し︑質現しようと努

迄も資際家であり︑責行家であった︒従って何かの事で意見

禰島さんは︑資業家として有名になられた人丈けに︑どこ

常に年若い者に出来る丈け接鯛しようと努められた︒一股の

そんな弊には陥らなかった人である︒早い話が︑幅島さんは

人の通弊であるが︑幅島さんはあの老齢を以てして︑決して

る︒兎角大事ばかりを取って︑引込思案になるのが︑一般老

めた人であった︒この鮎は所謂老大家には珍らしいことであ

を謹表される時にも︑決して理論を弄ぶやうな︑又いはでも

︒ｃ・・・・︹一一︺．：︒；

の理想を説くやうな直似は決してされなかった︒何虚までも

老人ならば︑年若い者の曾合などに出るのは大人げないやう

曾合などにはよく出席され︑若い希のいふ事でも︑決して忽

やうに思ふのが普通である︒が︑幅島さんは︑有志青年部の

︑

に思ひ︑叉年若い者・のいふ事などは︑取るに足らいものかの

資際的な︑直ぐにも賞行の出来るやうな事丈けを︑事の大小

せにせず︑︲いつも買顔で聞いて︑これに封する自分の考は熱

迫に拘らず端的に主張されたといふよりは相談的にされた︒
即ち物事の結論を︑しかも資行の出来る事丈けを謹表される

心に話されるのが例であった︒今一例をあげると︑有志青年

部でしきりに本曾の理事増員を主張した時でも︑至極結構な

いはれたことは何べんでも操返していはれて︑そして熱心に

録それの資行︑賛現をはかり︑それが篇めには︑老躯をひっさ
げて犬馬の勢をも取ることを辞せられなかった︒それが馬め

とにしたいと思ふと言はれたが︑それは決してお座なりの言

時機が少し早い︒その中に皆さんに相談して是非資現するこ

のが常であった︒そして一旦口に出した事は︑どこ迄もこれ
悼を責行しよう資現しようと努力された︒だからよいと信じて

にわが弘道曾に開する限り︑幅島さんの言ひ出された事は︑

であった︒

うした進歩的な︑虞面目な︑熱心な︑資行力に富んだ溌際家

到頭賃現されて︑今日に至ってゐるのである︒禰島さんはさ

ではなく︑一二年後には︑幅島さんの首唱によって︑それが

意見である︒それは何にしても貧現しなければならない︒が

大抵賀行され資現されたと思ふ︒一服島さんは確かに資行家で
あった︒しかも熱心な︑責行力に富んだ責際家であった︒
︒・・・︒︒︹一二︺・・ロ・・・

熱心な︑資行力に富んだ資際家であった祁島さんを︑今一

つ大きく特色づけたものは︑進歩的だったといふととであ
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！

ら︑到頭私の住所を聞いて︑遠登目黒匠富土見蕊の拙宅へ︑

係してゐる出版曾吐︶へ訪ねて見ると︑そこにもゐない所か

たい人であることか︒あまりのことに︑私は開いた口がふさ

その金を返しに来られたことがあった︒何といふ一燈義理が

⁝⁝︹四︺・・⁝

一帳島さんは︑さうした人であったから︑又極めて義理の堅

がらなかった︒

い人であった︒どんな些細なことでも︑忘れても義理を峡く

あれを考へこれを憶ひ州すと︑あの仙にも稀れな老大家を

巳

は︑大抵即決即行されたが︑でなくとも一旦約束されたこと

慨のつきないものがある︒︵完︶

失ったことが︑いかにも痛併されて︑今更ながらまことに感

といふやうなことは決してなかったと恩ふ︒だから出来る事
又さうしなければならないと思はれた事は︑必ず近いうちに
いつも熱心に出席して下さるので︑有志青年部の曾合には

故一鵬島甲子三翁を億ふ

これは青年部が微力ながらそれ丈けの活動をするといふ努力

子祭の復興に就ては︑率先其任に富られ︑叉能く郷里の興隆

る︒翁が責業界に身を起して︑儒道の篇めに謀力せられ︑孔

私が幅島甲子三翁を知ったのは︑日本弘道曾の関係であ

常任委員

が︑大層素に入ったものらしい︒今一つ︑これは私に開係し

に勉められ電︑開東の震災に︑概昔の信仰を箕現せられたことは
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責行せずにはおかれなかった︒又一二の例をあ城で見よう︒

支でも起ると︑必ず使をよこして︑峡席の巳むなき事情を丁

大抵案内状を出したが︑川席の返事を出しておいて︑念に差
寧に述べ︑曾費まで必ず届けてよとされたものである︒叉︑

青年部で七年前から﹃日本精神﹄といふ小雑誌を出すと︑何
のお願ひもしないのに︑毎年必ず多分の寄附を︑わざＩ︑自

たことで失鵬であるが︑上野精養研に於けるある脱宴に︑鵬

周知の事である︒殊に其郷闘の先輩功労者表彰の事のみなら

身で弘逝曾へ胴けたり︑でなければ篤替で逢ったりされた︒

島さんが私にナイショ婆で︑資は今日うっかり財布に金を入

ず︑日本弘道曾に於ける︑全閣の孝子節婦表彰の事に︑大に

〆

れることを忘れて来た︒あったら何程貸してくれとの事で用

郎

立った所︑数日の後︑雁島さんは弘道曾へ訪ねたが私がゐな

捨

賛助せられたことは︑翁の心事の高潔なるととを霊する挺鹸

部

いので︑演江主事に聞いて麹町塵富士見町の教文祇︵私の開

服

担

悼
録

Lコ

逼

悼

は︑聞く者をして襟を正さしむろ慨があった︒今や其人亡

掃さるべきであらう︒翁が醇交として其抱負を説くに至りて

たならば︑今日の非常時に於ける幾多の醜悪なる事賛は︑一

りあること上思ふ︒翁の如き心を以て︑資業界の清涼割とし

を各方面に淑著なる事蹟幹一礎されしものなるか︒

賎論語を崇仰し︑以て祁島氏其人の人格を完成せられ︑如斯

・是れ所謂恩師先輩として師従せられし故溢浬青淵先生の誘

の後は繁に堪へざるより全部を峯げて︑東京市に献納寄贈せ

られたる︑現在の禰生側女子高等女皐校なるものなるが︑此

尚ぼ禰島氏が美術に趣味深かく︑一生を堵して援助し達成

唖〃炉弼■

て下谷歴谷中三崎町に私立女子美術畢校を建設︑開校十数年

私淑に飽き足らずして︑終に東京瓦斯曾斌激務の傍ら猫力に

幅島氏の噌好としては非常に書蚕に趣味を持たれたるも︑

を知る︒

かに晩晴翁が饗肩に掛かりしものなりと云ふも過言に非ざる

合併を遂行して猫専今日の瓦斯王園を完遂せしめたるは︑健

彼の千代田瓦斯株式曾杜の成立に封しても極力競一零の結果︑

願ふに服島氏は八十三歳の在世中︑五十年間は市府吏員よ
り累進東京瓦斯株式曾杜の人と成り︑追次重役の一人として

し︒誠に追慕の情に堪へざる次第である︒︵完︶

一服島晩晴翁を追憶す

常任委員麿中宗太郎

私は晩晴翁即ち幅島甲子三氏と相知る三十有詮年︑其以前
録我が本郷匠に公人として︑東京瓦斯株式曾牡の重役とし資菜

せられし隠れたる美徳は彼の有名なる蓋伯熊谷直彦先生にし

のである︒

雨間題は固より︑公衆術生完遂に封しても其の基礎根本を形

今より十有除年前に他界の人と成られしが︑一生涯を通じて

の一事にても氏が心事の淡正潔白なる床しき心根が偲ぱる上

付けられたる大功勢者たるは︑市府の雷き歴史に記録しある

一枚の蚕も費童せず︑俗界を超越して悠登自適其の人の欲す

界に勇耀せらる４の傍ら︑本郷厘曾議員又市曾議員を兼ね︑

所で︑心ある人だの窃かに賞讃し居らるＬを知る︒
禰島氏は越後長岡の藩士に生れ︑幼少より苦畢力行の人と

るが侭に執筆せられ︑又せしめられたるは幅島氏が霊起し

自治に参加せられ︑殊に今日完成せる東京市の上水︑下水の

して︑生ひ起ち︑資性温厚謹直︑外柔内剛直に剛健質資︑勤

て︑先生は土佐派の文人書家にて八十有除歳の長毒を保たれ

倹力行を以て一生を絡飴せられし窮践資打の人なるを信ず︒

ａ・毎Ｊ

− 3 4 −

今

の一生を守護し︑霊伯をして聖人詩子として名筆蕊書を門外

で︑氏の先輩大橋新太郎︑久米良作氏等一三氏にて熊谷霊伯

ず世間性交にして氏の剛直を誤り︑誹誘すろものあるも︑如

せられしとやら︑資に氏は夫子の心を心とせられしか︑知ら

子が他人より賞讃せらるれば︑否々我は能く勤めたりと諏誕

斯は氏の一面を知って全面を知らざるものＬ卑我羨望の言の

に出さざりしと云ふ互の妙約は︑叉以て君子人の遊交なりし
が羨望に値ひするものあろを知る︒

活歴史︑後に還暦後に於ける杜曾入としては虞に憂園の士︑

願ふに禰島氏の一生は奮闘努力の結晶にして︑資践窮行の

みならんか︒

約完遂の後曾牡を勇退し︑更に大正四五年の頃越後長岡市の

終濡の咋日迄︑事毎に財を捨て身を忘れ︑老の祖くも知らで献

禰島氏は千代田瓦斯併有完成後東京市と瓦斯曾祇の特殊契
費田石油曾杜の専務に鵬ぜられて入牡︑大いに事績を鍵さる

曾教化事業に維始せられたる慨世の人なりしを追憶す９︵完︶

〆

上と同時に︑氏が生地に孔子祭典を畢行せんと企間せられ︑

皇
︑

所謂功成り名遂げ︑然も仁者に膝はしくも長慧を全うした翁

洗心庵主幅島晩時翁は八十三歳の高齢を以て逝去された︑

編輯員割田斧二

洗心庵主人を億ふ

愈々大正八年五月二十五Ⅱ長岡中畢校講堂内にて式典を畢行
せられたるを紀元に︑今や二十一回の孔子祭典を繕績し居ら
るｋのみか︑大正十四年度よりは毎年越佐雨園内の善行者を
表彰して民風作興に貢献し居らる１も︑氏が一生を通じ否永
久の遺業として献曾教化宣偉の一大事業の功績と賞讃して止
まざるものなり︒

氏は識業界を勇退し︑鎧勝後に於ける二十有除年の今日迄

に︑聖堂を文部省に献納する其間に於ける氏の謂力と︑其後

る輝身の努力と功績の多大なるは︑何人も之を知らる上と共

い人生として慰め得られることであらう︒併しながら公の心・

と云ふべきであって︑之を私情を以てすれば先づｊ︑憾み少

も︑日本弘道曾︑斯文曾の篤め殊に湯島聖堂の再建事業に封す

に於ける文部省より斯文街に封する補助金問題に封しても︑

を以て閣家献曾の上から之を恩ふとき︑よし個人として満足

非常に苦慮し居られし純情は思ひ半ばに過ぐるものあると同

、

■

し得らる上人生であったにしても︑猫之を惜しみ之を哀しむ

35画

訳

は︑批者を凌ぐの勇索と熱と血の誌晶とも云ふくき︑置に孔

"

時に︑禰烏氏が宵業界勇退還暦後に於ける二十有除年の活躍

、

逼

n
錐

もの上拘に切なる情を禁じ得ないのである何となれば翁は
勝れた人格識見者であって世に之を求めても得難い篤行家で

は二つながら之をよく蔦し得た人であった︒翁は自己経誉の

散ずることであると古来から言はれる︑然るに晩晴翁の如き

ることは素より容易ではない︑併しより困難なのは之をよく

あったからである︒国家壮曾が侯つ所のものは責に翁の如き
人物であるが︑併し斯の如きは其の人個人的のもので︑如何

化方面の鴬巨大の私財を投じ︑或は骨身を惜しまず識力され

責科女畢校を東京市へ寄附された︑又幾多開係された教育教

て終生倦む所がなかった︒浮き財を得而してよく其の財を有

に人が多くとも︑若い人があらうとも︑勝れた特定の人以外
に之を望むことは出来ないのである︒されば晩晴翁の如き人

かなかったことをしみみ︑思はせられた事であった︒

意義に散じた︒かくて其の至誠と熱とは何事も成遂げねば置

晩晴翁に接して私の常に感じたことは先づ其の博覧強記の

るものである︒

這聞く翁は越後長岡藩士で︑明治維新を前に藩の戦で雨親と

事である︒翁が諒々と説く所極めて繊密であり又洩らす所が

の支配人に抜擢された︑これが翁の貴業界への第一歩であっ

心窃匹順島翁の人物を見抜き︑氏が職長たりし東京瓦斯曾献

ずる事の以外は決して口に出さない︑併し一度口にした以上

を弄する者は世に多いものであるが︑翁は自ら成し得ると信

それから翁は叉資際家であり︑弱行家であった︒案理空論
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物の長逝せられたことは︑拘に我等が惜しみて除りありとす

別れ数人の兄弟と別れ︑翁は寺に預けられて︑非常な辛酸を嘗

なかった︒八十有除年の翁の詳博も何れ上梓されるであらう

が︑これも殆んど翁の自述によると聞く︑これは翁が何事も

められたと云ふ事である︒維新後志を立て凡上京苦畢の上地
悼方馬を振出しに蝿て東京府に勤務されたが︑此所で最も特筆

日舞の生活を疎にしてゐない直創さがさせることで︑決して

た︒果して漉深氏の慧眼は連はず︑東京瓦斯曾壮に於ける晩

は必ず自ら努力して之に責任をもつ︑此の事を例外なく貴賎

軍なる記憶力如何ではないと思ふ︒

晴翁の活躍と業績は多大なるものであり取締役となり︑特に

、

すべきは水道の建設に蓋力されたことであって︑責に今日の
録水道の恩人である︒其の頃市参事曾員であった漉灘柴一氏は

・曾献員の修養日を設けて之に努めた如き︑曾祉としては噴矢

翁は稀に見る温順恭倹の人で︑誠に柔いそして慈悲そのも

任感には吾掩常に無言の教訓を受けたことである︒

された︑此の様な事は中交誰にも出来る事ではなく︑此の責

一線で蓋力され︑漉淫子爵流の論語と算盤を主唱する賃業家

の上様な感じを典へる人であった︑翁は悌教を深く信じた人

であったと云ふ︒爾来賓田石油専務取締役を始め賃業界の第
として殊に名を成したことは誰も知る所である︒よく財を作

I

であったから︑その修養によって玉と磨いた人格であったが
鴬であらう︒併し事の正義に向っては其れを成就させずぱ止
まい熱情の人であり︑粘り弧い力をもつ人であった︒役所あ
︑写もＢ

たりでも依頼されてあった事等をよい加減で演して居ると︑
一眼烏翁に辞だと理と熱で説かれては動かざるを得なくなった

して稀の事ではないのである︒斯く思ひ出して此の筆を走ら

例は屡掩であった︑翁の熱誠に動かされて事の成ったのは決

翁八十歳近い頃のものかと恩ふが︑翁の小照を偲び得るこ

弘道編輯員に贈つれ一葉を見出して掲げたものであつれ︒

〃

又小照の篤虞は一枚も坂つれものが芯かったつで︑曾て

である︒

衣自らなろ感であらうと恩ふ︒翁にして始めて詠まれる歌

これは資に澱ての理想が賀現し求所の︑其の心境が至り得

翁は洗心庵晩晴と解し衣が︑齢八十歳の時の筆蹟だが︒

と言ふのである︒

すずしくなりぬ庭のましみづ

世のちり延洗ひ流して心まで

主れれ歌である︒

の箱蓋に書き入れられたもので︑資に翁の心境を如賀に詠

々害を認められなかつれらしい︒これは出雲焼の茶碗入れ

つ見出して頂い丈ものであつれ︒翁は自ら禿筆と稲して中

口繕にした雨島翁の筆蹟は︑家人に御願ひしてやっと一

頑島翁の筆蹟

I

きはしく︑さながらに現はれてゐろものである︒

との出来たのは何よりであつれ︒其の風絡は翁を偲夢にふ
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せつ上も︑翁の温容が眼前に浮び︑本曾の篤尚御指導を頂く
迫か︑の思ひを消すことが出来ない︒
思ふに翁が八十有除年の生涯は︑力闘苦闘一身の限り圃家

斌曾に奉仕した生活であった︑而して其の力を其の財を捧げ
悼て惜しまず︑然も自身は像を持するそのものであり︑地味な
仕事ぶりであり︑鰍堂と弧力な縁の下の力持に任ずる人であ
鍬つた︒此の様なことは︑其の一燕が後進への無言の偉大な教
訓であった︒その本曾に講された事の多大なるものは言はず
もがな︑﹄不肯など本曾の仕事を通して翁に接し得たこと十有
除年︑恩ひ出すだに翁に封しての敬仰と感謝と親しみを禁じ
得ないものである︒︵完︶

三

一

ｰ

ｰ ら

軸↑順島甲子三翁圃府犀東
其一

○○○００○○○○０００︐○○００００００００○○○○００００Ｏ

其二

兜城奇器念二回天や意気蒼龍窟裏博︺藷下公同業開し眼︒劫除治教道揮レ拳︒杏壇不レ忘
○
○○○○００００００００００００○０００Ｏ○Ｏ
郷傑局Ｃ埼附似し箪茨酌鍵︒右把二牙善一左論語︒去追雲漢奮青淵︒

○
○○００○○○○００００①◎Ｏ⑦ワ︒Ｏ○００○○００００００Ｏ
梅英零レ地瀧二春風宅樫苔小肥猫蹴紅︒勉却薬鏡蝿忽際︒留珪経巻裕如中︒麺逢祁聖
○
００００○０００○○ＣＯ００００○◎００ＣＯＯ
堂頭別︒誰話洗心庵主通︒雁し列毒天兜率上︒駁し箕八十有三翁︒
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ノ

縮軒彊印巴汚河流︒︑畷需瀞野噌一汗榊宅滑好舛努癖舞しか︒垂．塞蹄無職籍し癖︒芥僻蚕澄
○
００○○Ｏ○００○○００００⑥◎００００００Ｏ
葵陽し葉︒一串蕊心狐首し丘︒千古英魂雁二戸脱や楽翁龍徳雨名侯︒
輔晩晴禰島翁次節山博士韻二首

同

０○○００００Ｏ○○○００○○○○００○○一０．０．○０００
龍門逸足黙頭人︒道骨達才倶絶塵︒先得模花禰星碩︒斯文天地較歌新︒
０
０︒００○○︒○⑦つ００００⑦００００００︐００００００Ｏ
裁然猫創幾驚レ人︒未一二荷追随拝二後塵や毒比二尼宣一蹴十歳︒一頭地又抜来新︒

辻村靖子

○禰島大人かくれさせた戎臥し後よみて御霊にささげ弐つれる歌

ことしげき市に隠れて人のためみちのためにと壷しつる君
転りてきみ拓かずはいにしへのひじりのあともうもれはてまし
いさをしは人に譲りてのがれすむ主ことの人を君にみ︲しかな

L

一

翁三子甲島祁就
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／其三
I

︑

Ｕ・一も

も︒ｂ・色︑・も︒︑

曾員百寓又懐忠︒

︑

財務整然常不乱︒

英霊遥在白雲中︒

︑ロＵｂ８℃﹃℃一

今隔幽明君不見︒

もむＢ︑もも↑ｂ

もり︑︑︑︑

悼日本弘道宮財務監督幅島晩時翁
高齢八十有三翁︒弘道孜交見大功︒
人間善事皆牧欲︒徳義平生縄奉公︒

九泉埋玉樹︒瀧露不堪悲︒逝水環画筆︒案除寓世師︒

ｰ

︑

一如伊庭弘道︵千葉︶

蕉風高木泰︵千雷

松堂中津麗水︵山響

虎山中津とら女︵山響

田代巻三郎︵埼舌

−−−39−

迫

．Ｂ・喜日︲Ｕ・も℃・℃ｌ もｊ

同
悼．︑
︒︒︑︑．
︑︑︑一・ｌｂ︑︑︑←
夙期弘道負愛肩︒監督資財巳幾年︒登料仙遊亡一鑑︒令響徳望永相博︒
・文

同
︑ｂｂ︑℃・ｂＵも９℃℃も︑︑もも．︑り■もｂも

︲苑八十三春樹徳全︒励粘財務積功博︒仙遊難復接容貌︒恭捧香華笑墓前︒

同
℃９もｂも■９ご︑︑一︑じじ︑ｂＪ

昨夜雨晴蒜色深︒︲北郡山上緑成蔭︒謝君往昔理財務︒遥捧香花涙漁襟︒

℃℃℃℃︑ｂｂＵ︑︑ｂｂひも

評日余亦興祁島翁祁識巳有年︒頃接其計︒今又讃諸氏枕詞︒不畿同感︒絃附記拙作︒致哀悼意︒・

一貫至誠能有柊︒多年弘道果成功︒如今奈此幽明隔︒端烏落花春巳室︒恭山中淫恭持︵山響

山

倭

に｣

老齢常慕古之人︒庵掲洗心離俗塵︒接計葱朋来曾葬︒北都忍見晩晴新︒丈荘石川二三造

一唖

嵩

同
司

二

、

苑 丈 悼 迫

津麗水

川奈美子
津とら子

伊藤吾山
中村徐風
石川奈美子
中津虎山
中津松堂
中津恭山
若林貞雄
若林ゆき子
笹川勝山

川清之助

林貞雄

瀬岩太郎
田部英慌

村徐風
淫恭持

笹若矢成中中中石中

矢田部松風
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幾年も巨心こめて壷さ恥し功績は世交に仰かれぬくし
日に月にさかヘノ︑しとの園の竹の一もとかれれかなしさ
麓されし君か功績は後の世の人の道ふむ鏡なりけり
仰ぐ間は落ちて馨なきほととぎす室のいつくに雲かくれけむ

大室に鐸ゆる富士の高根にもまさりこそすれ君が功績は・
との道にすぐれし大人はとこしへに稗となりても世を守らなむ
道のためつくししいさを仰きつつ齢高きを所りしものを
人の世のまれなる齢重ねつついさをのこせし君をしぞ思ふ

一眼島の大人ののこししいさをしはとはにのとりて世を照すらん

.

大山山松山東山埼山：

山大同同同同山埼東愛

阪梨口江梨京梨玉梨

梨玉京知

口阪

○

追憶の曾誌讃む夜や．五月雨
香焚いて遣墨の・軸に春惜む

散る花に風湧く道や一人族
由緒ある老樹の樫散りにけり
荒椿庭を彩る夕日かな
浬薬西風杉の大樹の折れにけり
梅雨夕扉らぬ君を思ひけり・
巨星塗ちて宵闇に鳴くほととぎす
新らしき墓標を濡らす五月雨
惜しまれて散るや模の匂ひかな
君かいさを樫と咲きて散りにけり

一

〜

でま式別告の氏三子甲島::!.:x
一
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癖務監龍故幅烏甲子三氏の告別式まで
禰島翁は本年正月四日松卒顧問と面談の侭本含を訪問された．今
にして思へぱ之が本含に見えられた最後であつれ課である︒其の後
間もなく風邪の潟静養中と閉いれ︑又軽い肺炎に犯されたが心剛す
ろ程でもないと云ふ二とであった︒二月十一日本曾が御下賜金秤戴
のことも喜ばれ︑又三月十一日の秤戴式にも出席出来ないのを残念
つれが︑菱生を怠らない人．であったので︑例の静養であらうと恩ひ

がられて家人から砺話があった程であつれ︒翁は元来蒲柳の質であ
何んぽ若々しい御元気と伐言へ︑八十三歳の高齢とてまさの折は御
静養心と心に望まれることでもあった︒其の後本含も数度電話で見
舞秀病状一を何つ龍が追々快方との事であつれ︒然るに三月十三冊で

あったか︑女子部幹事山岡干珂子女史より電話で︑祁島翁の容鵠が
躯からぬ事を告げられ︑驚いて炭江主事は本含を代表して見舞った
のであるも聞くと俄に脳溢血韮起されたと云ふことであった︒次で
翁は蟹政五年十二月長岡藩士少山先生の三男として生れられた︑

三月二十白倉員見山正賀氏より逢に逝去の報を将士のであっ衣︒

の身走長生されれのであつ旗︒而して翁の開係された主なる倒慨の

鼓へ年では八十四歳であつ衣かと思ふ︒錠生と努力修養意気で甜柳
代表者が友人認化となり︑本含よりは徳川愈長︑本郷中畢の松平頼
毒伯︑斯文倉の宇野哲人怖士︑賀業界より大橋新太郎氏と云ふ甑ぶ
れで新聞に其の計心溌表した︒又翁は日頃生活改韓の主唱者であっ
たので︑其の志をくみ︑供物は一切断つれ︒されば霊前にも何一つな

い・・家で供へ求生花一封位のもので︑その清楚な霊前ぱ︑翁其の人

を偲ぶに誠にふさはしいものであつれ︒木曾の職員は度江主事韮始

三月二十三日午後二昨より三時迄間宅にて告別式と云ふことであ

め何れも二十二︑通夜し菰︒

る・葬儀委員長は日本石油株式含肺の専務取締役である水田政吉氏︑

厳かに制糎あり．翁は生前永平寺管長泰無昭師の引導を依頼しあり

伽式で導師は縄持寺管長伊藤遁海師飛燕のため︑鏑島宗純師代って

Ｌ開係から特に同師も讃羅され能が︑縄持寺の壇徒たりし開係から

同寺に主役走譲つ求と云ふ︒参列者の焼香︑次で弔僻の朗讃があつ

あつ松が︑時間の都合もあつれので︑代表として斯文含長︑日本弘道

れ︒翁八十三年の公私の棚係は頗る多方面とて︑弔酢も山な寸程で

倉長︵別項庚江主事代諭す︶本郷中畢代表︑本郷慨長等をもって打切

般の告別に入つ士︒朝野の名士列をなし︑さしも宏大な邸宅江がら

・リ他は一括して霊前に捧呈しれことであった︒かくして二時より一

︑混雑することを逃れない︒此の盛儀も翁其の人の徳走偲ぶものであ

●

っ主︒本含よりも徳川曾長は御静養中とて代理彫以てされたが︑松
であった︒

平顧問︑堀田伯爵を始め︑主なる人々多数告別式に参列されたこと

翁は信仰厚かりし怖の道か髄得されて八十三年︑今は禰島甲子三
の裕界の名を捨てて︑洗心庵術綱晩崎居士の法名懇もって虞諦の世
界に蹄られ犬︒五月七日埋骨︑翁の霊や永久に偲見縄持寺の墓地に
鎮まり寵すとも︑其の魂の卸ぎや又不朽に人類心救ひ︑世進済ふの
力となびて城まる所がないであらう︒それは此の世に於てさへあれ
程誌されたことであれば彼の世でも必ずさうあることと信ずる一︒そ
れにつけても吾等は翁と縁あ・ろ衆生となることにより其の恵みに浴
し︑以て世に柳かなり人間らしい人間となることを斬るばかりであ

る︒合掌︒︵五・一四︶︑一
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里

活生の等我の下時戦

ユ

≦ﾉ言三

持地ゑい子

活︵二︶

戦時下の我等の生
ご
で
、
>
、

民の頭に徹底させ︑剛氏は叉画家の鳶めには︑何なりとも

．世になるともこれ以上の心がけはないといふことを深く悶

にも堪へよ︑我家我店︑我等の園家を安きにおくにはいつの

育をしてゐると思ふ︒思想的に経漉的に且つ如何なる労働

などＬいふよりも遥かに利目が多く優れた根本的な賃物教

この教育法は家を愛せ︑閲を愛せ︑就曾の風潮を一新せよ

よと子供達の合鮎のゆくまで手をとって身を以て教へとむ

漫然と倹約をしなさいなどとは申さない︑あｋせよとうせ

どこの家庭でも其父も母も決して大ぎつぱな敦育をせず︑

となるまで︑自ら訓練し子供を訓練し︑家族を訓練する︑

素になるわけだ︑日毎の生活は此心がけで︑生活上の習性

なものは皆取除くことにつとめる︑其故に自然と生活が質

人生の第一歩をここにおいてゐるから此の向上護展に不用

り︑各生活は其一つの願はれに過ぎぬことを知ってゐる︑

此の国民は生活の其背後には更に大なる人生の目的があ

ユ ベ

苦惰がましいことはいはいといふ強い希望でやってのけて

ゐる︑其故頭と手足とを共に働かせる倹約法は資に能く訓

練されてゐて智識は暗荊した智識でなく﹁智識は人間活動

の根源﹂と信じてゐる此幽民は︑其智識を活用することに

も熱心であり︑平時は平時として︑画の文化向上に戦時は

戦時として唯交益麦改善の除地あることを知ってゐる︒若
ゐる︒

い組織と若い文明不消化の閣民として世界からも目されて

︲私は色だの人糞にあひ︑どこの店にいっても一番多く聞

き取った詞は一︲其は資際的ですね﹂と次には﹁時間を持た

我園では今は物もなく︑人手もなく︑闇とか買溜などと

ない﹂︑といふ事でありました︒

聞く生活で︑どこからどういふ風に手を出してよいものか

資際今日程迷ってゐるととはない︑一つ明墨い方へ進出を
と考へて︑どんな風に活動しようか改良しようかと思ひあ

ぐんだ未﹁やっぱり恐喝しい圃難と戦ひ二進三進も手も足

レオン大帝にまかされてから百州年来の園難が綾いてゐた

も出しょうが無かった維騎ばかり︑園民の心の中にはナポ

のであるが︑自暴自棄や棄鉢気分は爪の汚程も持つてゐな

い︒五星団民が一意専心協力園結して彼等が資際今取って

団民問題として此指導訓練はどこまで徹底させたか︑其

ゐる道を我等も他山の石として行くべきだと思はれる︒

篤めには物と時剛と力の三つに渡らねば直の訓練とならぬ

−42

弓

、

＝

としてのやり方である︒其は一寸の布︑一秒の時︑一すくひ

の水から初めての注意と訓練で︑之を大切にする許りでな
く︑又其を有益な方面へ善州することでありまして︑今日
図民は之を篤さねば居ても立ても居られない虎迄腹の録が
とよりは忙しい︑時間が無いといって手取り早く仕事をお

成長してをろ︑一向愚痴や泣言を並べ左い︑石を並べるこ
ひ廻してゐるといふ働きぶりで︑其が叉正直な生活を梁し
むといふ行き方と遮結してゐますので︑闇取引などは恥位
是から婦人達の方面に向ひませう︑派出婦が雇はれ先き

な虎でない風家に封する罪悪と考へてゐる︒唾
へいって仕事に取りかＬろ身構へは︑其一畢一動は此の家
の主婦との口約の仕事以外には見向きもしない︒無駄口一
つきかない腰もかけな知︑時間制ゆへ齢計な時間を費して
は雇主にすまないといふ心がけで仕事を片付けてゐる︑或
時一家四人の時計が言一分づ上皆達つ︑てゐた︑どれが正確

な時間だかといふと主人日く︑派出婦が玄開のベルを鳴ら
した時が正確な時間と申された事があった︒又或朝定時よ
りも十五分早目に朝食を女中に頼んだが︑私が日本流を思
ひ出して催促した虚︑女中君至て平素で﹁私の時計は十二
時のサイレンに合はせてあってまだ五分早い﹂と腕時計を
私に示した︑此女中君私が此家に宿泊した翌朝から私の注︲
文通りに毎朝六時に窓をあけるが其は分秒も連はない︒
︑

Ｔ●側旧Ⅲ岡川Ｎ旧胴哨浄剛叱ＭⅢトリ１．届町司頂明Ｈ口Ⅱ０臆﹃ｒＪＩ町晒届ふむｒＨＨ︒ｒⅡⅡＦｑ４Ｐ︲︑Ⅱ︲︲Ⅱ１１Ｋトド心︐︐脚︲凸凹︑凶卜側︑９６００ＦⅡ９乱仇ⅡⅣｈ１ｊ・別Ｉ︑四則当眉間︑■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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活生の等我の下昨職

町に村にゐて︑左右前後から明けても暮れても此の流義で

気には負けない︑冷やすか安静にしてなぼしてしまふ︒私

啓者も薬もなかった中を通りぬけて来たのだから大抵の病

町田陣や降服Ⅲ

押し寄せられたので有難いことには今もなほ此の智慣で通

とは日夜事細かに報道されてゐて︑其一つとして我等の存

今や日本の四遥には唯登ならぬ風雲がた堂よってゐるこ

の此心がげは遂に燈格の謡いばかりでなく︑誠に丈夫な胃

錠の瓶を持っていかれたことがあった︑長い年月の此婦人

で補充しますからといひ渡されて︑机上においたカスカラ

人の保健を請負ってゐるのだから身鐙に必等要なものは食品

の家に滞在中は決して薬を飲まないで下さい︑私の役は家

亡にか上はらないものはない︑其は我等の生活に彊い影響

腸の国民とした︒物事に耐へ奮闘倦む所を知らずといふ由

させられてゐる︒

ノ︑本素に考へて個人は申すに及ばず家庭にも国家にも時

．が時登刻交に押しよせて来てゐる︑御互の生活をもつと

幼児や老人は別として毛織のシャツや下着は手に入れら

来の所在も隠れてゐる婦人の力に露すべきだ︒

ンをたしかにつけるが要がないといって着ない︒

れないが︑既製品をデパートから求めてきた時は一旦ボタ

るが時間をテキパキ使ふ工夫をしたら︑どれ丈我掩の生活
に大きな資源と次るかわからない︒すべての物を充資させ

〆
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間の無駄を排除したら︑物と同じ資源でも物資は限りがあ

るやり方は此時間の節約に初まるなどとはいふ丈け愚なこ

平時から一朝閲に事あるの心得を教へこまれてゐるから

小ナイテンゲル索取の娘達がどこにでもゐる︒家庭教育で

長上に封する道徳を厳重にしつけろは此国風ですから︑下

にも一層充責された生活が望ましいことだ︒

又婦人達は積極的生活を弧くやってゐる︒画民は魚の臭

役の者が上役の陰口をきくとか︑従順に命に従はい時はい

、

とである︒願ふ虚は個人生活にも家庭生活にも叉献曾生活

が擁ひ︑豆類もきらひと戦前いってゐたものだが︑今日は

つでも琵職となる︒

自分の住む町内には一人でも病気の人や貧困者がないよ

何でも喰くる主義に韓向して︑主婦は叉其家人にも習慣と
ならしめる篇めに大骨折をやってゐる︒目先きを鍵へ味を

に報せに行く︑婦人方面の仕物は先づ先鞭をつけて成績を

塞げておいてから始めて政府なり市町村曾の世話になる︑

ふにといふ考へ方で︑もし見州せぱ婦人の委員の虚へ早速

婦人達は先づ自分の家庭を清潔︑整頓︑秩序を正し︑子女

かへて決して砂糖や調味料を用ゐずに︑野菜でも魚でも自
しめると甘味しいといって料理をやってゐる︑茶は閲に産

然の味を失はない事に注意し︑さて臼く我国の料理は噛み
せず︑コーヒーも其通り︑何れも代用品で砂糖は用ゐない︑

＝

ー
四

ザ

〆

活生の等我の下時戦

、

活生の等我の下時職

ふ︑次代の子供によって国威を充資させようといふのが国

男も女も誰れの子供であらふが自分の知り合ひのようにい

でおもしろい︒それは必ず其虎にゐる子供の健康の話だ︑

連れの人に其都度かはるがはるきまりきっていふ詞が共通

もか入る人を信用しない︑私は時堂子供の曾合にいったが

るなどもっての外で︑其資格はないとしてゐるし︑叉誰人

を健全に養育してゐないものが外へ出て他人のお世話をす

も野も林も河もどうしてこれまでといひたい程整頓してゐ

けることを罪悪のやうに迄思ってゐる︒其故に山といふ山

の親しみであり︑生物の生存を尊重する念弧く︑これを傷

携へて登山をする︑園民的の憧僚は自然への執着︑自然へ

活法をかへて皆思ひ／︑徒歩で出かける︒殊に婦人は杖を

間は思ひ存分働き綾けるが︑Ｒ曜日になるとガラリと其生

は婦人達が金を惜しまずに生花を買ふととだ︒国民は六日

も無茶のことはなし得ない位保護してゐる︒花も愛謹され

る︑そして其虚へ行く彼等は此の同然を愛する極︑布且に

住宅の窓際には寒暖計が出してあることは︑戸外と室内

子供達はむしり取らないばかりか︑男の子も花を大切にす

る︑ドイツ文化は森林から出たといふ通り山火事はない︑
五月以後の首府は花の都といふ感がある︑各家庭の今ハルコ

4う一

民が一刻も忘れずに念頭裡にあるからだ︒

との温度の差を知って外出には其れに机富する服装をして
の遥迄も及んでゐる︒飽迄も頭と手足を使ふ此国人は休養

ニーに白赤黄紫の草花を柿ゑこんで市民を喜ばせ︑叉雑沓

外出する︑是はころばぬ先の杖の風邪に羅からぬ溌防が此

の市にゐる勤人の心索を一郷させて能率向上へとつとめて

Ｐ

して其を賀行するのに鵬ひ切ってやる︑恐ろしい脅威の中

其は正しい休養︑正しい娯楽は保健上大なる意義ある事と

ゐる︒

が︑合理的に細い所迄考へぬいてソッの無いやり口をし︑

書き績ければ限りがないから此遥で筆を棚くことにずる

にも音楽丈けは忘れない︑吾楽の普遍な函丈けに衣は粗末
る︒其音楽は大家の作品を聞くので︑ジャズは音楽といは

物事をキチンＪ１と整理整頓し︑秩序を立て︑粘り腿く賃

でも脊梁丈は三食を二食に減しても聞きたいといふのであ
ない︒其丈け蕊術に封する敬度の念深くぶ鑑賞力も豊かで

行してゐる事は此国民の中から引きぬくことは到底できな
ロデーで歌ひとなしてゐる︑此の高尚な一音楽に婦人達が深い迄に習性となってゐる︒

あって励農婦人の集曾などでも名高い民謡を能く正しいメ

別

〆

倹約／︑と物事に念入りな中に一つの除外例がある︑其入り︑親しく個人との接鯛を度重言ぬれば︑其は素より人目に

い哀愁を心に秘めつ上も猫快活にしてゐられるのであるぺ世界は科畢寓能の本家とさへ目してゐるが︑深く家庭に

ＩＦ︐

／

、
E面

配列参典祭節元組

はバット移るものではない虎の驚くべき精紳︑しかも霞的
な精を多く含んだ美事なものがあることを護見する︒人の
世は道義の外に健全な護達も繁柴も断じてないし国民の幸
禰もない︒幼い頃聞かされた鬼ケ島に渡って鬼を征伐し︑

賓物をかっさらって本圃へ蹄ってくる噺のやうに一日も早
から旅の恥はかき棄てと他民族を酷い目にあはせたりする

く儲けて蹄るべくは︑函民としての篭面を汚がし出先きだ
ことを平気でやったりしたのは疾くの昔の事︑現代式の桃
太郎のやうに出先きに鬼のやうな人が幾人ゐようと︑其を
我等の味方とする蔦め此時ここぞと堪へ忍び喜んで割の悪
い方へ廻り︑国家永遠の繁柴の篇めには奮思想はサラリと
捨てて新らしい道念に目畳めよう︑今こそ光近東方より世
界を照らすべき新らたなる希望に輝きかけ︑我が国史を一
貫せる大精祁の益登溌揚を見つ上あるは誰か喜ばぬものが
あらふか︑今や聖戦三年を閲して前途暗膿益交多事多難を
麓想せられ︑国民の畳悟を要するとと開園以来未だ曾て今
日の如きはない︑我等は戦時戦後のドイツ家庭の健賞味に
つき畢ぶべを虚が決して紗くない︑此の一文は私が戦時下

敬具

・橿原赫宮宮司菟田茂丸

昭和十五年一月十五日

元節祭執行相成候二付御参列相成度此段御案内申上候

拝啓采ルー月十一日午後二時紀元二千六百年榎原榊宮紀

を納れて下さって左の如き案内状を黍うした︒

誠意を表し得るやうになったのは︑営局の同情︑私の素願

る︒而かも此時に際し︑橿原榊宮の祭典に列して︑奉奏の

此恵みに浴せぬ者に比するならば吾等の喜びは一しほであ

との出来たのは︑属に生ける聡のある事で︑先進︑後人︑

の佳辰である︒さうして︑吾等の一代に此聖節を迎へるこ

昭和十五年二月十一日は︑再び来らざる紀元二千六百年

増子懐永

紀元節祭典参列記

橿原卿宮二千六百年

︵六月の行幸御親謁を仰きて︶

戸

坤一垂娠舞銅︾蝿葬諏露三島誠也

ｌＬ
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『
､

の我等の生活に最も必要と痛感してゐる黙を恩ふま上に認
めたに過ぎません︒︵五月十日認︶︵完︶

時、

配列参典祭節元紀

9

− 4 7 −

、
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次幣吊供進使赦所二箸ク

であったやうに拝されたのであった︒さるにても︑神慮は

至て簡潔であった事と︑唐椴中より取出されたのは︑金幣慕

御洗米天孫高千穂の峰に降り北まひし吟︑山霧起て一

議職睦

御紳雛授典品登説明一

趣元睡千鞭百燕紀元節祭御直曾︾

御紀謹解﹂一部と︑記念ゑはがき一組とを頒たれた︒

品糞には︑左の如き論明書が添へてある︒外に﹁紳武天皇

五十鈴河畔︑鮮久旅館の謹製に係り︑其中に納められたる

山の土にて造る︶及撤下品を戴く︒一折のボール箱は伊勢

南門を辞して︑休憩所に近き握舎にて︑記念の土盃︵天香

など目のあたり︑有りし昔の賢所を忍ぶばかりであった︒

を通じて本殿を仰げば︑往年参拝せし営時の古りたる牛蔀

下するや︑私たちは霜庭を横ぎりて︑内奔門に至り︑幣殿

祭儀滞りなく終り︑勅使︑祁職︑所役の人糞机綾いで遇

ならんか︒長しとも長く仰ぎ奉ったのである︒主

慕ひ奉る現代朝野の感激は︑恐らく聖皇の宝典に通ふとと一

く牧りて皇函の鴻基を定め結ひし御苦辛を忍び︑其偉業を・

如何に今日を嬉しと思召さるらん︒二千六百年前︑干支全

次修赦
次幣吊供進使所定ノ座二箸ク
次御幣物辛柵ヲ便宜ノ所二置ク
次宮司諸事排備セル由ヲ幣吊供進使二申ス
次宮司御扉ヲ開キ畢リテ側二候ス︑︵此間奏桑︶

次禰宜以下祁撰ヲ供ス︵此間奏楽︶

次宮司庇詞ヲ奏ス
次幣吊供進使御幣物ヲ辛桐ヨリ出シ恨二案上二置ク
次宮司御幣物ヲ奉ル
次幣吊供進使呪詞ヲ奏ス
次幣吊供進使玉串ヲ奉リテ拝濯

次吊吊供進使随員拝確
次宮司玉串ヲ奉リテ拝濫
次潅宮司以下拝濃

次参列員網代玉串ヲ奉リテ拝鵬︵参列員自座列拝︶

次擢宮司以下御幣物ヲ撤ス
次禰宜以下紳撰ヲ撤ス︵此間奏架︶
次宮司御扉ヲ閉チ畢リテ本座二復ス︵此間奏桑︶
次宮司祭儀畢レル由ヲ幣吊供進使二申ス

次各退出
此際特に耳目に鯛れたのは︑勅使及宮司の奏上する閥詞の
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一

j

、
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られた故事に因み故に御洗米をそへれり︒

１１︐ＩＩＩＩＩＩ剤１１！︲Ｉ！︲︲１１１ｉ︲１１１！ｉｌ

昆布日向より豊幽の宇佐にいでまし速吸の門を経
へ奉りてひろめを入れたり︒

て浪速の渡に到りたまひし海道の御事業か稲

りてこの品々を加へたり︒

山淑︑権︑勝栗熊野︑吉野︑宇陀の山路の御事業悲仰ぎまつ

〆

鰹節御武勇の御祁恩態殊更にカツといふ言葉にょ
一せて︒

賜烏賊御鉾の形にぁはせまつりて︒

鴫ノ羽根御軍人に饗宴走賜びてめぐみ給ひし畔の大御

〃ゞ歌﹁うだの衣かきにしぎわなはる﹂と申す︑
豊の明の節愈にうれひ奉る﹁久米歌﹂のうれ〃

ひ江しの言葉をとりまつりて︒︾
百合根御即位の前年︑大后伊須気余理比頁の命の家
に幸行の時︑其佐違河の遇に多く生犬リと申
す︑﹁サュリグサ﹂の御事により﹁ユリ﹂を採

りあはせて︑紀元の昔を忍び奉るなり︒

春なほ湧くして︑祁域を出た頃は暮色漸く淡き午後四時を
過ぎてゐた︒街の人込みの中を分けて︑約五丁を隔てた大

し祁武天皇の英霧を仰ぎ︑二千六百年の記念が愈餐心に加
あった︒

はり行くのを銘して︑今次の恩寵を無上の賜と感じたので

圃語の力とその本質全一冊・今泉忠義著
／

本書は皇典講究所閲墜院大皐講話集第十輯として褒刊されたも

近時世界の日本としての閣語の研究と云ふことば︑各剛から注

のである︒

意される様になったが︑↑此の躯は我が剛雌の図諦に鮒する研究熱

心であり︑糟雑多になって居る剛語を︑今更見返して本質走考へ

彫愈々嘘にしつつあると云ふことが出来る︒即ち今迄は案外無開

文法催名遣等其の他統一蕊理するものは之をする︑と云った気運

園梁院大畢教授今泉忠義氏が幽語の本質に就いて講演されたも

があることは慶賀に北へない︒

ので︑頗る意義あるものである︑専門家は素よりであるが︑一般

ば幽民の責務である︒我が酬語に就き切に剛民の深き注意と認識

闘災の理解するに極めて適営な書である︒剛を愛し倒語を愛する

り︑・徴路京都に著したのは夜八時であった︒展墓秀一日を

軌大織綜合畔に到り︑満員電車に腰を下し︑一旦大阪に入

四六版パンフレット六○頁

を望んで止まないものである︒

鋸ワ．︾も承竺ロ０Ｐ．︲．■唯●ｒｌ

・逢行所東京市瀧谷腿若木町九︑閣畢院大畢

京洛に過ごし︑十三日秀行の汽車に︑一日を沿道の風光に
切淡ｒｊ蕗Ｉ．Ⅷ唖＃︲１に！︐い：：許．雷！瀞ｊ叩．瞬畔︲儀蝿齢確ド
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眼を娯ませて我が家に嫌った︒さうして︑皇紀を創め給ひ
げ．．ま恨皐．︑即躯Ｉ鵬伽叩︲⁝．⁝⁝１帳

『

×

ＦｐＩ

ｌｌｌｌｌ

興亜奉公日資は人Ⅱ韮避けた温泉場等で豪遊韮極めて居る町であ

ったと！精勤でやっと知ったとはいやばや！銃令さへかければ
×

ことなかれｖ会

×

︑もも︑

西部閲印及ルーャニヤ共に火がつききう！それも尤で石油があ

るからである！戦争に必要な全なり石油江り自剛に無くとも︑買

はずとも︑中立国から白幾公然奪っての戦争！か上る人間世界を

×

後世史家は何とや評さむ！

｜階級思想に根走置く政黛は謹含を禁ぜられたが︑其の母燈の勢働

×

倒燈は依然産業報隅園侭に合同せずに居る！時局下に物事の徹底
せぬ一例！

畢科陵止の新中等畢校入畢制度全国中等肇校長の九割は反封でも

×

文部省は未だ悪く芯いと云ふ！髄面問題？︑勝暗愚？．其の何れ
加るを知らず実！

新中等入墨制に小畢校側は賛成だと！桑をして他人に手渡して

後は野となれ山となれと言ふのだらう！預つれ中畢で試騨すると

敷畢．閏漢共に三黙と云ふのが五︑六割だと云ふ！こんな子を預

Ｘ

けられ赤中等畢校からは苦情も出ようネ！

長期戦は畳悟とすれば今日の幽民生活の不自由は営然！それ韮

常然でないかの如く不足生活を云々すろものあらぱ︑其の愚や三歳

Ｘ

の童子にも畷ばぺＬ１

凋逸電撃職に幾多の新兵器の出現を見ると報ず！支那事鍵は並
に三ヶ年︑皇軍よりも新兵器現ばれしや否や！科畢日本の爵に敢

︑Ｘ

て其の賞現を望むや切！

支那事愛も武力職から愈々純涜職となる！初試練の日本国民よ

！樫悟や如何に！
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立汲に行ばれてゐろと思ってるのは官僚潤善！
地方促官曾議は訓示と思ってゐ士ら︑牧民官の突込んだ質問に大

の成果や如何！日本人を自負する以上外人に笑はれる成績である

マッチ︒砂談と小手調ぺに切符制漉現！さて日本人切符第一課

×

つつあるか︑物欲．闘争ばかり芯り！

される！何と迷感な話！批界走畢げて人類は今や動物に逆稗し

ベルギーもオランダも愈々中立ぞ犯され︑唯交戦剛のため職場と

×

引越しや鼠もひそみ居たりけり！

国民政府南京に還都するや蒋軍兵共も近所でゴソノ︑餌漁肌ｒ

かうし北インフレーションは大歓迎なり美！

族子弟の教育︑一は支那閣民の鯛め潜科大畢建立の費用とある！

川下氏の一千蔑岡︑鐘紡の五百寓側等々の寄附話！一は躯人遺

Ｘ

官等の言や尤もである︒

臣達タヂノー︒園民に安心のいく土産心持たれば爵れぬと云ふ彼長

×／

机
の

塵

援ある迄機開を死守せよと命じ︑篠原補佐

曾員欄

○幼時之追想

致非以て︑常時博文館より蛮行されたる太

居るが︑毎日洗錬せられれる且豊富なる筆

町

官以下十六名の部下全軍の築城の指導のた
め︑○○部隊から機開に居合せた部隊十二

自分の様な不徳繊才の幸が幼時の追想な

大阪含員惟川清之助

どとば員に鳴耕かまし斗﹄次鰯であるが︑幼

Ｏ壮烈鬼紳も突く

を集めて機開の家屋を中心に最後の抵抗線

名︑溌府軍から派遣されてゐた兵士三十名
警官隊四十名︑計約百名それぞれの戦闘員

第二次五原作戦に︑機開長桑原荒一郎中

のであった︒併し其の日午後に至って味方

の元勅西郷南洲が西南に於て叛旗心翻して

畳ゆる者である︒自分は明治十一年即明治

を死守︑自ら手柵蝿を投げつけて雁戦した

不利となり︑・中佐は僅に生き残った十数名

韓職八ヶ月︑刀折れ弧絶えて秋風坐ろに志

佐︑機開補佐官篠原市之助の二勇士の︑衆
の奮戦は︑賞に世界に誇るべき日本武士の

の部下を叱姥激働しつつ︑弾丸をものとも

士の鵬を断つの時︑城山の露と消えれる翌

運の進展等韮観ずるの時陶︑陣感慨の深き走

典型と稲すべく︑壮烈無比鬼紳を笑かしむ

せず︑自ら機関の屋上に立ちはだかって︑

時より老来に至る迩税に於て文化の溌展世

るもので︑後世の憩鑑として語り継ぐべき

敵の侵入を阻止してゐたが︑午後六時頃一

の死傷績出し︑かつ揮蕊峡乏の鴬戦況愈々

美談でなけ釦ばならない︒
敵は其所此所の敗残部隊を纏めて︑某日

走好み雨眼曇る今側に至る迄晴耕雨讃を積

年に弧だの壁を上げた者であるが圃批談書

みつ上あるのである︒併して常弘道倉に於

に倒れたのである︒これを見た篠原補佐官
が中佐のもとに馳せ寄りて抱き起すと︑中

が︑常昨氏は博文館の編輯委員と承知して

て時詩坪谷水哉氏の投書を見るのである

弾は不幸中佐に命中し︑鵬てぱったり屋上

佐は篠原補佐官の手を固く蝿りしめ︑いと

るや︑これを知った桑原中佐以下の機闘員
は王英蹄順部隊︑蒙古政府軍︑警官隊等を

も苦しい息の下から﹁俺は動けぬ︑代って
歳﹂の麓も絶えノ︑に縄命した︒其の時は

陽誌上に於て少なからざる称溌指導を享受

指揮して呉れ﹂と頼み︑遂に﹁天皇陛下寓
篠原補佐官も既に身に倣弾をうけてゐたが

勢戦二書夜と云ふもの間断なく必至の膳戦

姥れて了ひ︑加ふるに電話線を切断されて

したのである︒常畔東都にての一流の書房

として噴々たる謹名心博しれものである︑

決然中佐の指揮刀を代ってとむつつ又銃創
を負った︒今はこれ迄とて補佐官は東方に
たのであった︒

友軍各部隊との迩絡不通の状態に立ち至っ

大部分の新刊書は概ね博文館の努力に僕つ

を績けたのであるが︑遂には友軍の大半は

︒００００

之を撃退すべく寡兵を以てよく多数の敵と

督働して願念の配備に就かしめると共に︑

突如五原の新雷雨城に向って襲撃を開始す

寡敵せずして遂に無念の戦花を遂げるまで

B

向って屋上にぴたりと端坐し︑徐に上衣と
剛毅な桑原中佐は之に耐せず︑皇軍の来

】
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る戦死を遂げたのであった︒富の篠原氏は

歳﹂を叫びつつ掌銃を眉間に嚢射し従容た

員を呼んで後事を託した後︑﹁天皇陛下菖

きたて︑地上に樽戦してゐた機開員成瀬雇

嬬伴を脆いだ上︑軍刀逆手に己が腹部に突

る御恩返しをしなければならぬと固く心に

間も︑何とかして命の恩人匿尾病院に封す

あるひは郵便配達夫等々と韓許と苦闘する

その後八箇年の間といふものは︑或は職人

が︑藻期せぬ生への蹄還に泣いて感謝し︑

誌として有数であった︑今其の際の記憶を

も筒記念として保存致して居るが︑単行雑

んど暗記する程であった︑太陽の初雅は今

愛讃者であった常時︑編韓諸氏の芳名は殆

の形勢である︑自分は陣文飾凌行の書籍の

愛媛厩の生れ︑五．一五事件に参加︑服役誓ってゐた︑たまノ︑昨年○月○日彼は春

山寓水は．愛誼限りなく坐右を離さなかっ

な而かも軽妙な筆致を以て物せられ北ろ千

た︒次に大町桂月先生には源身の敬意を捧

辿ると︑大橋叉太郎氏︵錐名︶乙羽溝が艶麗

て活躍︑後○○部隊に配闘されたのであつ非常なもので︑今お国のために戦場に征け

後は山東自治聯軍張宗援将軍の参謀長としれの御召を受ける身となるや︑その感謝は
たと︒桑原中佐︑篠原氏の戦死美談は責にるのも八年前の切開手術で一命を救はれて

げ︑先づ先生の著書は大部分愛護した︑其

寓鞭妙の筆力は明治咋代の第一人者と思ふ

に掲げて其高風か仰いて居永︑共詞藻の豊

結果先生に敬意走捧げて薫蹟を頂き︑娼州

日本精紳の躯鑑であって︑語りつぐべきもゐたればこそであり︑贋尾病院のお蔭だ﹂

七十目︶の寄附を決意し︑そのま上勇躍出

とって唯一つの財産たる簡易保険金︵額面

るに崇拝措く能はずである︒自分は同氏に

の如き︑其筆力の雄致其観察の奇警は︑坐
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のである︒とその夜密かに遺言状を認めて貧しい身に
○勇士の遺言歌と報恩美談

て上京し︑麻布歴宮村町丸十ぺ︐カリー田際周家子附近の激戦で壮烈なる戦死を遂げ

新潟螺北魚沼郡匿瀬村開矢松太郎氏弟︑征したが︑去る一月十八日中麦戦線で北村

遥工場に勤務してゐたが︑今を去る八年前てしまった︒そして郷里新潟際の兄松太郎

依り陶冶せられ放る印象深くして︑今も尚

る釦信ずる︑次に鳥呑部赤汀氏の人物評論

の昭和八年二月三日盲腸炎に倒れた︑故郷さんは︑悲しみの中に上等兵の遺品を整理

のである︑而して鯖筆に於ても群走抜て居

遠く離れた貧しい職人の身には大手術の費中︑奉公袋の中からはからずもこの遺言状

ろ︒自分の信ずる虚では明治では鳥谷部氏

古今東西の人物論に多大の趣味を有して居

『

開矢金治郎君は︑少年吟代青雲の志を抱い部隊の働弾筒員として奮戦中︑湖北省潜江

用とてもなく︑霞態に陥り生命も危まれたが謹見されたので︑兄松太郎氏は亡き弟の

のである︑人各批信ずる虚を異にするのは

現代では描川健堂氏恥評論の盤壁と信ずる

勿論であるが︑内分は左様に雨︑氏に封して

が︑この際市立贋尾病院の温い取計らひで生前の希望をかなへてやら５と︑別項の如
同の努力の甲斐あって一命を坂止めた︑同添へて市立庚尾病院に逢って来たのであつ

讃僻を呈するのに害でない︑次に紀行文と

無料切開手術を受けたのであった︒病院一き遺言状に上等兵の蔦員と七十回の篤替を

君はこの時既に死を畳悟してゐたものだた︒同病院では加用院長︑山木事務長を始

ー
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随贋尾町東京市立贋尾病院にて無料切開手

東京在住中盲腸炎の謹病の際︑東京市肺布

報を受けたならば蔑歳を唱へて貰ひたい︒

を捧げることは男子の本懐である︒戦死の

命を君図に捧げたるもの︑東洋平和の篤命

のであった︑勇躍征路に就く︑もとより一

光蕊を得たる自分は非常なる喜びとするも

﹃遺言﹄聖戦に軍の一員として御召しの

因に﹁遺言﹂は左の如きものであった︒

矢上等兵の名を刻んで︑これ亦永久に院内

時に︑その寄附金で醤療器具を購入し︑開

室に掲げて久に床しい勇士の心を偲ぶと同

富直を引伸ばして遺言状とともに患者待合

め全院痛く感激し︑軍服姿の開矢上等兵の

し︑靖園祁吐大祭の好き日を卜し︑逆井町

庭内師還勇士︑雁召家族数百名に樹を飛ば

の菊地︑島貫雨中尉外十除人謹起人となり

蕊炎を患ひ入院した︑之を知るや逆井町内

感謝状はすでに三千通にも達した︑所が痘

芋等を贈る等の派動に︑第一線勇士からの

なり︑歳末には全随内の懸召家族に餅米︑

問袋を篭り︑叉其の家庭を訪問相談相手と

内の川征者を始め随内の川身前線勇士に慰

操氏である︑氏は事鍵以来私財を投じて町

川厘逆井町一ノー六竹内職工所支配人竹内

しい銃後美談があった︒それは東京市江戸

に集って︑病気全快の所願式を畢げた麗は

した︑之を知った多数の蹄還勇士が鎮守杜

街の篤志家が．ふとしたことから病床に臥

活動を綾け︑第一線の勇七達を感激させた

事鍵勃装以来︑銃後にあって一方ならぬ

の幸甚と存する者である︒

れろ此一篇︑何等かの参考ともなれば望外

三シ子の魂百までも︑宜なる哉老末の自分

得たるものと信ずるのである︒諺にも日く

るの今日︑全集物謹尭の先躯者たる光築を

醇力に敬服するのである︒これ文運の盛な

文墨全書の渡行の如き︑讃書界に貢献せる

より︑日本帝倒百科全書︑帝幽文庫︑日本

んで博文館の事業として新刊書の迩危は固

られ祇ろ所調書上の恩師である︒最後に臨

が幼時より批年期に至る迄に深く印象つけ

の至妙に感化せらろＬものか︑以上は自分

て特種の爽快な感ずるのである︑是亦文盟

る︑氏の紀行文を読過すれば祁韻瓢抄とし

して遅塚金太郎氏︵文名︶麗水君を推禰す

所願したと云ふ︒竹内氏の芳志︑これに報

なまなかにあれや是れやと手韮出せば手走

まりぞせん

今の世や剛れｊ−て極まらぱ元に還りて治

漫歌東京含員坂本常次郎

姻す︒

ずる厘内の美はしき精紳︑相共に事鍵下銃

昭和十四年○月○○日開矢金次郎

焼くばかり甲斐なかるらん

御家内様

○銃後美談

詮すぺも江し

人の将悪人の誠の足らされば何如に恩ふも

後の美談でなければならぬ︒︲

〃〃

に記念保存することとなった︒

術を施して頂き一命を助けて貰へたことを

の白髪祁杜に集り︑出征縛士の武運長久祇

が過ぎし古の事ども偲び出しつ上︑書綴り

後は右保険金額寄贈方手掴き相成度く右依

深く謝するものである︒簡易保障額面七十
目浦期の御寄贈を心懸けをりたり︑戦死の

願狩兼わ︑竹内氏の病気全快を心をこめて

I
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︐１

︻問︼山梨螺曾員若林貞雄

○○

蓮ふですか︑御教示賜はり度し︒
︻答︼

早︲．雲り口喜︲山１日︾□︲

○山

限削泊仇寺︲︒Ｆ亭４１７Ｌ■！．︲ｌＦＦ草１ｆ

●凸・陣︼心団〃凸９９今．３昌画Ｄ亘珂令口？一

１Ｊ■

すべて修身が本であるとして︑特に修身の一語か提げ出してあるの

モーラルス︒◎

も之が馬であると云ふことが出来る︒

︒○

明治の初期には英語のロ︺言鳥の謹語として修身の語が遍く用ひ

た︒此の意義に於ては修身も道徳も同じである︒

られ︑其の︒︺︒且のが後には普通に道徳と課せられるやうになっ

ｅ

の身は自我といふことである︒修は善良ならしめるといふことで︑

Ｏ

謹徳教育とは単に道徳的智識を教授することを意味しない︑道徳
を鰐得して之を賞賎する人格者を養成するといふことである︒修身

修身とは自我を善良なるものに仕上げて行くといふ事を意味する︒

するといふ事以外に存しない︑其の道徳を我が身に修養するやうに

自我を善良なるものに仕上げるといふことは︑道徳を我が身に修養

◎︒︒◎

此の質問に於て︑教育といふ語は双方に共通して居り︑且つ其の

り場合により︑唐くも狭くも叉多少異った意義にも用ひられるから

身科教授要目が示して居る通り︑修身といふ概念の中に︑すべての

が示して居渇通り︑中等畢校及び其れ以上の畢校に於ては︑其の修

そして我が園の教育制度として小畢校に於ては其の修身書の内容

同如何といふことが問題となるのである︒か上る概念語は︑人によ
之を全く同一律に取扱ふことは出来ない︒又必ずしも其のいづれを

大阪府催川清之助

孔子敦は仁の一宇を説いたものと云ふ畢者もあるが︑孔子が弟子

Ｏ

○仁と忠恕

も︑︑︑

︻問︼一

めないで修身教育とすれば︑修身教育即ち道徳教育である︒

みで其の責は全く一つである︒此の修身を単に修身教授といふに止

．Ｏ

誤ってゐるとも正しいとも云ふことは出来ない︒併し最も匿い意義

治国．干天下とは別の事ではない︒脅家や治圃や平天下が出来るや

●︒︒Ｏ

道徳が包括してあるのであるから︑修身と道徳とは名を異にせるの

︲同義に用ひて居るのである︒

に於ては︑私は雨者は同一であると考へる︒又私は以前から両者を

仕向ける教育が即ち修身教育であり︑道徳教育である︒

意義も同じかるくきであるから︑要するに道徳と修身との二語の異

癖潅率鍔亘理章三郎

育と修身教育とほ其の内容が全然同一ですか︑亦は其の範園程度が

︵ご道徳教育は即ち修身教育なりと言ふ人がありますが︑道徳教

、

一人道徳であつ皇て︑修身よりも道徳の方が概念が贋いとも老へられな
一一いことはない︒けれども王陽明も説いて居るやうに︑修身と賓家．

い︒

の問に答へて︑﹁一以て貫く忠恕のみ﹂と︒右の意味を御教示仰ぎた

〜

】

、

〆

謀識懲謂蕊灘倒噸蕊雛荊勝蝦評註
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一一大畢に修身︲脊家．治圃︒平天下とある場合などには︑修身以外
一に喪家の道徳もあり︑治園の道徳︑平天下の道徳もあり︑修身は個
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文醍博士荻原砿

孔子教の仁と忠恕とに開する御質問は︑意義少しく明療を鉄いて
居るが︑之を次のやうに解してお答へして置く︒

﹁世間に孔子教を以て仁の一宇を詮けりとなせるものあり︑然るに

本づく思ひやり﹂で︑純粋の精紳による同情を指す︒この誠心によ

る同情は汎く他人を愛するといふ意味の仁の基礎になることは云ふ

迄もない︒そして孔子も忠恕を頗る重んｒ︑且恕を解して﹁己れの

錘誠↓馳諏詰蛙一密準坤荏津需嬬諦踊睡松癖︾識鉢癖一

あるのである︒他方に孔子の仁読の論語に現れてをる場合を集めて一

識謹嘩垂獅諏

研究して見ると︑仁には種為の意味がある︒その主なるものを表解一

孔子が曾参に識した言に吾が道一以て之を貫くとありやその一貫に
ついて曾子は忠恕と設明した︒此の仁と忠恕との異同閥係如何﹂

すると次の如くになると恩ふ︒

一先づ孔子敦が仁の一宇を説いたといふのは︑孔子激に於て最も重
は仁なり﹂と説明した躍者も古く支那にあった︒之は︑換言すれば

んぜられた道が仁である所からさう云ふので︑︒以て之を貫くと
孔子の道が仁を以て一貫するといふ意味である︒さり乍ら孔子敦は

剛一︾群一︾︾雌︵狭蕊農﹀

云ひ︑而も其の仁を贋義と解する場合には︑仁と忠恕とは部分的に

以上は︑孔子説の解鐸に開する見解の異同論であるが︑孔子の事

一致するが︑全贈的に一致するとは云び難いのである︒

いてをることは蓋し疑ひない︒而して此の博愛の道徳上占める地位

蹟及び畢読を通覧するに﹁忠恕による博愛﹂が中心をなし︑之を貫

舎高十日刺

Ｆｚ４・△為卜巳ｎ拍も︲■

子ｑ①Ｌ輔線ｒ弘日甲止二Ｖ４名判

の頗る高いことは今更一毒が迄もない︒聖勅に﹁輝愛衆二及ボシ﹂と

ｂｆＤｐ・寺

閲可︲匙げぽロ．睡句４−︑島

論し給へるを考ふべきである︒

！Ｉ１

ＴいⅡ岡吋贋●●ＩＦ︲︐．尚０８．． ︑ｄ・択円︲︲︲Ｊ■ｈ砧 一︒刷矧ｆが即低ｄ１Ｉ︲●ｉＰ４．６ヴ皿︐・冊︒．︲Ｐ．︲︒ ︑︒︒︑Ｆ価ＩＤ駒︲Ｆ−ｒｒⅢＦ﹄
ｒ４Ｌｂ．ｒ４１ｒｑマ︲︲︲︲︲ロ︒４やＬ馳帥Ⅷ叫課吟１ケｑ︲訳叱姫宅亀閑︐﹃一⑰〃要計今砿時？︒ ・１Ｊ１︐１１割１６●９．閲やも●恥ｒＩ司りロ
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信一

︑ワ・

一目知られる通り︑是等の全部を含むのが︑贋義の仁で忠恕に本

となし︑忠恕となすのも︑狭義の仁を指す場合には互に一致するの

づく博愛は其の一部分であり︑狭義の仁である︒故に孔子の道を仁

れた場合が少くないので︑その意味で﹁仁の一宇を説く﹂といへぬ

一ぎて居る︒只孔子徳教の中躯をなすのが仁であり︑孔子も仁を諭さ
でもない︒延いて孔子の道を貫くのは仁だといふことにもなる︒す

回ｈ膿．︲隼罪脇唯叩諏離州劉報軒叱

で︑別に棚齢する所がない︒さり乍ら︑孔子教が仁の一宇を説くと

ると曾参との問答にある一貫忠恕との開係如何が問題になるのであ
る︒即ち孔子激を一貫するのが仁か忠恕かといふ問題が生ずる︒質

一一一酎恥︾州吋恥一価﹃一一︾剖封窪唾智函唾一姻討︾蹄岬缶呼毎

一で孔子の去づた後質問すると︑曾子は﹁夫子の道は忠恕のみ﹂と答

町噛り

一一毎畦鍵獅癖溶理に鎧犀珪津浄罰毒が地匪吟癖ユ唯砕恥唖聡弛健岐煙
画■■■■■■■■■■且聯：・・細浅川川Ｉ酒︐●典Ｊ抑︲且︲

ｌ

こぎ

〜

一癖融黙銅轄詫捕蛇智遁鯛硫未詫廼識鴨溶牢他郷か蝿蝿岬噸識婚畔鋤

欄談相究研員含

者努功の曾道弘本日

故人の片影を偲ぶ

も其の熱情と意窺は一歩も退かぬ水戸魂の翁とて︑出でて

組織されて翁之が委員となって識力し撃叉霊三十九年には

４

講壇に獅交肌して圃民の血魂に訴へ︑入っては弘道誌上に

熱情の凝結たる数百言の文章となり︑讃者の情を湧かせた

もので正に壮年華洲の猫壇上の概があった︒又戦の和平を

告ぐるや︑本曾は戦後幽民の心得を溌行し︑国力の復興携

大と世界の日本人としての畳悟を促す所があったが之にも

翁が本曾常任幹事となるや其の謹年には︑我が国力を賭

本曾の活耀を期すべく定款を改正する所あり︑幹事制を廃

謡力した︒明治三十八年には西村曾耐の博記編纂委員曾が

しての彼の日露戦争が勃溌した︒此の戦争に封する圃民の︐

して法人による理事制となりし鴬︑翁は新に常任理事に就

渡遥華洲の活躍は︑其の所を得其の時を得たものといふべ

らなかった︒此の時此の翁を思ふと毒︑資に本曾に於ける

して先達指導するには︑又非常なる熱意が伴はなければな

代に亘り之を補佐してよく積極的に本曾使命の達成に努め

と六ヶ年の長きに及び︑谷曹長︑松平曾長︑徳川曹長の三

年懇望されて本部に常任幹事として出馬以来誰力されたこ

惜しまれつつ回満鮮職蹄郷したのであるが︑恩へぱ三十六

翁は叉蹄郷後郷黛の懇望拒み難く︑牒曾議員に出馬した

く︑賃にそれは天の配剤であったと云へよう︒本曾に於て

を溌行したが︑何れも翁の息のかかったものであった︒又

が︑常に正論を張り邪説を破って譲らず︑営時牒政の清浄

其の間の功績は責に多大なるものと云ふべきである︒

各地に講演曾を開き︑或は銃後の仙兵事業等益︑次交と翁

剤の槻があった︑聯立水海道中堅の創立︑三妻村嬬道鬼怒川

は﹁戦時国民の心得﹂を出し︑国民精紳を振作すべく﹁元気﹂

匂

努力には一面悲憎なるものもあり︑正しく総力鐙富り的決

任した︒斯くして明治四十一年五月理事の任期満了を期に

"

意を要したのであるが︑此の超非常時的画民精祁を綿動員

ｌ渡逼武助君Ｉへ下︶

記者

日本弘道倉の功労者宝︶

I

の講力が要求されて行ったのであった︒口八丁手八丁︑然．
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I

、

ＩＩｌ
一功績を初め諏掩識力一方ならぬものであったが︑偶牌立湊

を蓄積して世き︑先人の徳を頚し︑功を瓢すべく碑を建立

よつ宅遂げたものである︒翁は日頃揮毒の謝儀等は悉く之

稗僻飯田軍賊の碑文と書︑之も翁の手に茨り︑翁の焦志に

畷し︑水海道報函寺に途に之を建立した︑叉筑波山義畢の

一商業畢校に醜事起るあるや︑翁は開係醜議員と共に議員の

せん篇其の資に常て︑斯ろ場合殆んど他人の助力を煩はす

一︲︲詞制郵事の卓甜叫無訂謝如謝郡糾叫糾丸起計嘱睡罫四︲

を入るろ事はなかったが︑蓋し翁の潔癖と正義槻の如何に

の翁が謡力には容易ならぬものがあった︒翁は又一方温厚

富局をして之を改訂せしむるに至ったが︑事此所に至る迄

︐じ︑種堂誰擦を蕊げて其の誤なることを論じ︑途に文部省

於てか翁は是非共改めねばならぬ寵大問題であることを感

一高山彦九郎正之の像が頁なるものに非ざるを知る︑此所に

の著書あり︑外に﹁日本教育之基礎︑勅語唱歌︑教育勅語

翁らしいものが窺はれるのである︒翁には詩文集ｏ和歌集

迄は酒を晴まれたが︑後には之を全く膳した︒絃にも河に

て︑叉翁其の人を偲ぶに膳はしいものがある︒叉翁は飛年

の槽書は欧顔を畢ぶと云ふととであるが︑書龍遁勤であっ

§趣味としては書であった︑翁は粥に二王法帖に臨み︑其

一

事はなかったといふ︒郷人は翁の此の美畢の多きより﹁碑

一席に列するに忍びずとなし︑途に之を辞して再び政界に足

扱いかを物語るものであらう︒一

にして情誼に富み︑師を初め友人知己門弟等に封する義と

通解﹂等其の著書何れも見るべきものがある︒・

文博士﹂と稲したと云ふことである︒

情の厚きこと世稀に見る所であったり即ち児島東海︑・中島

華洲翁老いて益交健︑齢喜毒にして文字通り壮者を凌ぐ

翁は偶某日中畢校の識科書を見るや︑其れに掲げられし

時行︑小卿林職六︑朝日商豆等掩の諸氏の篤或は碑文を撰し或

と稀されしに︑俄にふとした病の篤展した︒これ昭和四年

じ得ないものがある︑而して耐先と共に花鳥薬師堂側に永

して百歳の毒も易かるべしと思は虹しに︑翁左惜むの情禁

ゞは其の遺稿を刊行する等交︑故人への蓋きやらぬ情誼は拘

剛雲ロ．︒．．．

．●昌叩壷

九月十九日のことで︑時に七十有八歳であった︒此の人に

ⅢⅡⅢ剛ⅢⅢⅢ

一群舜毒鋤叫湖密唾控湘渉鐸斬趣細馳雛︽羽剛調帳岬岬蝿握呼
・ｐＥ７Ｉｌ０Ｈ９ＬＪＰⅣｌｒｆｆｂ０︲リ侭・ｒｐｉ邑呂．Ｅ︑７Ｊ︒︲︑ｊｐＩヤー■弓Ｆやｌい﹄Ｌ思い小飼剛引刺引引剛ⅡⅡ︐仙恥ｑいり︒．Ｉ上︲Ｊ︲１吋ⅡⅡいⅢ伽崎叫︲珊川ＴｌｌｌｌＩ︐ＬⅢ！︲１１ⅢⅡ
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、

に美はしいものがある︒又翁の先師秋場桂園は其の碑文を

者努功の曾道弘本13

著努功の含遡弘本日

H

遠に眠らるることとなった︒其の葬儀は翁其の人を偲ぶに唯一の感謝ではあるまいか︒

あり︑文誰氏は翁を知る誠に唯一の人であって︑其の文に

雁はしき盛大なものであったといふ︒其の徳や恩ふべきで因に翁の博は翁の契友石川文荘氏によって既に成るもの
ある︒

家庭は淋しくも賞の一子だになかったが︑幸に同族より︲は情趣漠々として蓋きず︑翁を博へるに最なるものと云ふ

養子庄三郎氏を迎へ一家今に楽えて止まざるこれも翁の詮ぺきか︒今此の拙き筆を怒らんとするに際し︑其の偉記中

慶が︑嗣子庄三郎氏又久しく教育界に奉職して重きをなしに牧められし翁の二首を掲げて之を結びたいと思ふ︒蓋し

退いて村長として多年村治に表し︑人格霊望二つながら一翁の貢精紳を窺ふに足ると信ずるからである︒

身にしてゐる︒殊に翁が一代に最も力を壷されし弘道の事○翁が絹水吟賦を結びし時のもの

業に封する志をも継承した︑現に結城支曾長として同地の彫琢休篤無用吟︒由来斯道在清心︒未修其本趨其末︒畢

弘道に霊力されつつあるが如き︑誠に其の人を得たものと寛迂儒耳目淫︒﹄

云ふぺく︑翁を偲ぶと共に現支曾長の誰力に謝し邦家斯道︐○恭讃二月十一日詔勅

︑︑︵一元︶

顧みるに翁逝いて早くも十有二年︑其の去るものの早き皇恩優渥以何報︒感泣四千除寓民︒

の篇感謝措く能はざる所である︒・裁定擾紛施至化︒蹴持大詔読経論︒
を憾む︑特に今日五男は非常時局に直面して︑翁が日露戦
役常時本曾に於て活躍されし常時の目のあたりにも偲ばれ
翁の熱情に鞭打たるるを痛感する︒吾交は絃に日本弘道曾︒
史に輝く渡遥翁功績の一端を思ふにつけても︑翁に畢ぴて
一醸唖癖諦施李礁謡い壁蝿垂窪鐸宗勢韮営誇雑確鍛唖癌確塞

−−58−−−

︒○勘迎婦還兵

評日電光石火字︒反映後句︒︑

鋤鞘捲垣派詫河辿側虚貴瞬壁英細蝉栂軍成が鱒才知一︒
−わ︑川寺︿誌が縫包

○題文英先生遺愛硯成所安蒜斌恕︵千蓉
丑翁榎本正頑︵埼玉︶憶昨淘交泥上測︒限風吹丘客襟寒︒
９ｂｂ巴もｂ口︑℃Ｕも９℃℃
ＤＵＤｂＢもももｂもＤ々も９℃︑︾
古硯頭珍重︒色鋤而質堅︒滴水磨芳墨金陵武漠靖一二旗︒︑更立偉動振旅還︒
畳其煩︒

Ｃ龍
ｏ忽
ｏ評日句々多錐用地名︒其字不併︒故不
弘小泌湧雲煽︒因憶先生揮快筆︒岐
００００

○春山月夜
松堂中津麗水︵山梨︶

評白運筆亦自在︒宛然名匠一幅壁︒

夜静漢藍聞却好︒月揺花影上簾釣︒〃

丑翁榎本正一鵬へ埼玉︶雲医師跳箪遮鍔︾︒掠市晴醸禎詫硫一︒

○東亜新秩序建設：：︑︐︑︑︑︑︑︑．︑一

評臼能用長短句︒自有愛化妙︒

道地朔 華 韮 ︒
詩

林

支持極力有天兵︒東亜復興膳達成︒

町中

入春柳薬最多情︒風弄花香雨始晴︒

︽鹿山並木喬早葉︶

？℃ｂも︑−．００００００Ｏ
底９℃事
英
蘇
兼
米
悌
︒
漫
援
蒋豊煽紛争︒﹄
〆Ｏ春日訪友途上作

評臼結句能篤蒋爺好滞︒痛切︒

○濁軍電肇作戦

℃℃ｂ︑一︑ｂｂ一℃ｂも︑９ｅ０
１１︐︲︑：．．︑洞︑︑．︑瓜５︐訪友山
村行繋道︒開登黄烏滑新謹︒
↓電光石火制機宜︒北海風雲告急時︒評日綿蟹黄鳥︒右求友蕊吾兄遠訪其

友︒亦非無故︒

Ｏ池亭聞蛙

棚湖須那哲丸︵山形︶

ｂ︑︑ｂ・もＵ︑︑一℃︑℃ｂも℃・

晩来畑鎮水遥亭︒一望諦塞雨後星︒

我愛群蛙香閣々︒無篤通夜隔窓聡︒

・々︒

評日無憾聴蛙盤︒勝溌篤官篇私之疑寓

○夏夜挺舟

嵩山田代巻三郎爵玉︶

℃︑︑︑︑℃Ｕ︐もり︾もｂもｂ︑

今害風堀葛衣軽︒停樟局舟待月生︒

評日涼味逼人︒ゞ

少

燈滅江模看不見︒水禽婆裡雑人蕊．

○賞牡丹︑

同人

︑︲・ｂ１ｂ・・ｂ型口一．ｂ・︑℃も一℃Ｕ一︑︑︑

評臼句亦済麗︒巧篇其花︒

園色開来白典紅︒清香譲郁散東風︒
︑℃Ｕ︑ｂｂｂ﹄０９℃もｂ︑ｂ一
容姿可比宮姪美︒巳入唐人詩句中︒
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α水遥柳
掴生根本蒲之助︵千葉︶
寓謹千綜垂地新︒抱村流水淡漁春︒
ｂもＵｂＵももも︑︑もりｂ℃
東風長為橋無力︒辱霊深宮浴美人︒

評臼形容亦甚美︒

Ｏ晩春偶成

司人

︑︒ⅡⅡ０

℃℃℃ｂｂＵも一り︑℃℃℃ｂｂ
紫綬長藤交緑陰︒老鴬瑞罷別愁深︒
︒℃ｂｂＵ︑︑︑Ｅ︑９℃もも

東君馬去知何虚︒簾外風鈴楓有昔︒

酔日惜春之意︒自溢言外︒

○初夏偶作

霞橋只野清属島︶
ももも℃︲一℃Ｂ︑

日暖風和書漸長︒田家亦是極多忙︒
℃︑℃℃︑ｂｂもももｂ︑ｂ︑
鳴蛙閣燕脊来急︒猫閲新聞忽睡郷︒
評臼開中日月︒使都人士義︒

〃○草堂首夏
蕉風高木泰︵千葉︶
草屋三問傍欝林︒閲来掃石坐清陰︒
もも℃℃ｂ︑︑℃も︑︑９ｂ℃当
泉藍洗耳如琴誘︒養得悠全物外心︒
評白一讃有在仙境想︒

○昭和庚辰家族五三書
敵亭但馬肇之丞︵千葉︶

鬼輩離趣己牡齢︒愛孫十五慰伶鰐か
もＵｂｂも心℃．℃▽も与℃︑︑
例期三歳交親睦︒容膝茅贋緑滝庭︒

評日言一家輯睦之状︒富得而妙︒

Ｏ示見

聴松小池三男吉︵新潟︶

ｂ℃︑℃℃もＢＪ︑一℃ｂ℃ｂもｂ

蒜食倣抱窮後身︒講文錬武養精脚︒

須知今古成名士︒多是営年寒苦人︒

課

●

事蹟︒其意全興高作若合符節︒不

評日余往年著貧兇叢話︒列畢古人成功

亦奇乎︒

正

蹄求支

︒

蹄求友

弘道詩林四月説

高木燕風氏作

第三句︽

一 例 一

○春宵
鹿川鍋一木鍵争葉︶
℃℃︑℃ＤＪ︑︒ｂ︐４︑℃︑℃もも℃当

花開春苑瓶幽情︒月白香魂気自清︒
窓下詩人正辱寂︒誰知身世似雲軽︒
︑

窓︒不蛎卑寂︒今讃高作︒感慨更

評日余老齢患眼︒不能出戸庭︒元坐幽

切︒

Ｏ江村散策
詳仙小泉氏正︵庚島︶
もｂもい︑ｂｂで口もも︑℃︑
楊柳揺風煉長奄花明倒映日滞倫︒
︑℃︑℃ｂ︑９℃℃℃︑℃︑︑
江村満目皆春色ｐ鷺雷孤帆一鷺親︒
評日結句斡旋虚字︒甚有奇趣︒

qr
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○宇都宮市土屋幅職

○六月余題・萱間蟹やかてとひやみ路あかるくてらさなん

．浮世樺峰害気蝉遜○川口螺矢田部英悦

くくり行く笛かな

鋤恥鞘︾矯埋鋤計恥閏回凶涼しさに光りちらして乱れ立つ薦間を

〆

終夜篇間照らして燃ゆる火は水に親し○曲梨螺那須哲丸

む錨なりけり若葉風夕一くれ近き小川遥の薦間照らし
地§千葉牒伊庭弘道てとふ蟹かな

鯛畷施灘吹繊職跡騨柳蝿職灘州・
夜舟さす神やふれけむ利根川のあし毒風わたる薦問をわけてこく舟の樟の雫

○千葉螺蕨柴太郎

○東京市工藤哲英

そたちたるあし間はなれて闇の夜を縫
ひつつ蟹いつくにか行く

ささなみのおともしつけ費一川つらにあ

○千葉螺根本羅子

しまのぼたる光りてりそふ

小夜更けて池の薦間に月かけのもるＬ

を見しは蟹なりけり︑

○祇烏螺只野閑月

○埼玉蝶堀田閑堂

やみ室をしけく飛ひかふ蟹火の影をた
よりに臆間漕き行く

一○噸京巾高橋節雄

の蟹みだれてぞとぶは蚤なりけり

夕風のそょ吹く湖の薦の間を蟹群がり

夕さればあし問をはなれ舞ふ蟹むれつ
はなれつ風のまにまに

人東京市工藤花子︲○栃木螺山口則之

︲畠か︲ｔやや器︲鴫〃ヶ．︐Ｐ心︲Ｈ︲Ｐ︲︲︲・ＫＥ・卜ｈ・今町︲Ｉ︲ｒ４ｄｑ．︒︐師甲良４脚四・〃旬︑ひ︒４″︒．

より出て飛ふ徴かな〃

暮れ初めてまだぼの白き池の面に薦間

○一東京市中村徐風

交ふ蟹火の影〃

鹿島川涼しき風に月待てはあしま飛び

○千葉聯小幡逸民

等喜へる

石山の舟に遊へは篇の間を光る蟹に子

○滋賀螺久保萱堂

入乱れ飛ふ

くらき夜にあしの塘露を命にてあはれ露のぼる若臆の葉に影さして光をつつ

錨のとひあかすかなむ蟹床しき

人祁烏蝶湯田久毒○埼玉螺小島小博次

しらさきのかけは薦間にくれはててや川岸のあし吹く風にをりをりは飛ばぬ

みに光るは蟹なりけり笹の光りのみ●する

人埼玉螺石川奈美子○千葉螺鏑木鹿川

夕立の雨ふりすきしあし間よりひかり印膳の湖山田の渡とき行けばあし間の

一あらはにとふ蟹かな蟹見えつかくれつ．

○埼玉蝶小野碧水○東京市工藤英一

久方の星の河原と紛ふかなあしまにす生ひしけるあしのはそよぐ夕やみにほ

たく蟹火の影たるの光りいととすすしき

〃
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１１唇︲

胆︑東予選
◇菖蒲葺く

一軒瓦かけし菖蒲に夕陽さ滋
す 賀士

扇島購
山形樫

一鯉のぼりたてし小家や蒲菖ふく
一雨あかり軒の菖蒲の雫かな

長野知

一職竿に夕月高し菖蒲葺く

滋賀萱
人形を飾る座敷や菖蒲葺く

東京徐

菖蒲葺いて絞勤の御沙汰拝しけり

山口松

菖蒲葺く軒端に見ゆる職かな

山梨松
祁島︑閑

煤けたる草家の軒や菖蒲葺く
・山あひの温泉の宿や菖蒲葺く

千葉弼

葺き終えし軒の菖蒲に風渡る

同一
一１畷葺く軒に来て鳴く雀か旗

１

埼玉佳香
千葉鹿↑山

軒毎に菖蒲かけあり店の街

東京・無篤生

菖蒲葺く森の小家や鯉のぼり
電燈にきらめく軒の菖蒲かな

松江形堂
栃木無町畦

菖蒲かけし軒先に干す四シ手網

埼玉奈美子

とたん屋根の軒端に菖蒲かけにけり

愛知吾山

鯉のぼり鯛る上軒端に菖蒲葺く

山梨︲貞雄

菖蒲葺くや今日早々と風呂の湧く

東京無鴬生

爪螺汁凱旋兵を迎へけり

滋賀士老
千葉鹿川

泥垂る上田螺の箔の置きどころ

同鹿山

田螺取る子等塗畦を翌ちゆく・

田螺取る子の一群や姿の笛

埼玉佳香
風なくて暖かき日や田螺とり
千葉一如
泥にまみれ這ひ居る畦の田螺かな
山梨松堂
山口松風

桶の中泥吐かせある田螺かな

埼玉奈美子

けんげ田に下りて田螺を拾ひけり

井戸端の小桶のぞけば田螺なる

千葉＆蛇塘

菖蒲葺く軒に夕陽の迫り来る

､−

扇島礁所

苗代に田螺這ひ居ぬ夕日丘

禰島閑月一
松江形堂一

田螺取り日を吸ふ畦を歩きけり

・山梨貞雄

田螺取る子等の手足に泥かわく

栃木無町畦

薮蔭の窪地に捨てぬ田螺殻

愛知吾山

門畑のよもぎを交ぜて菖蒲葺く

田螺漁る頭上を汽車の煙巻く

◇田螺

長野知足
日の中の泥田に見ゆる田螺かな︑
滋賀萱堂
花散りし泥田に田螺見付けたり
東京徐風
箱庭の池に飼ひ見る田螺かな
千葉弼生
うちつれて戻る母娘や田螺収
山形樫湖
円螺殻若荷畑に捨てられし

〆
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山﹂梨貞雄

巾．ｈ・・う

小Ｉいい抄１１トー叩心■■日ⅨＩｒＩＩＩＩ印１１

かきあげし泥に干からぶ田螺かな§森近く老鴬を聴く谷間かな

．埼玉佳香

千葉逸人．千葉一如

田螺取る子の頬赤くほてり居り騎還兵淫しく丘の畑を打つ．一

由螺這ふぁとありく赫錨ろ懸所雛鳥の斑鳴きゐて夏礎︒松風

東一京徐風

田螺汁夕べ淋しき灯かな〃子を連れて舟に乗りけり春の雨

松江形堂

・相鯛れ工蓋をしめけり泥田螺筆棚てしばし聞き入る蛙かな

︾◇雑詠

滋賀萱堂
長野知足

愛知吾山谷あひの若葉明るし友を待つ

菜の花や参宮線の右左・

︲４

Ｉ品企ｆＪ１ＬＩ４律︲里︑︲︑﹄

同松

松江・形

萎打つや明るき察に雨の降る

愛知吾

魚費り花の堤を通りけり

埼玉桂

菖蒲葺く聯に立ちけり雁召旗

水口に集まる朝の田螺かな

＠旭東

御獄昇仙峡︵二句︶

鰻を突く流れ迅さや鮎を釣る
若葉蔭より糟日傘のあらはれし

一︒若葉心燕湯題雑簿流句︶六月五日限

一◇夏の月︑余縮子︑雑詠七月五日限
一◇松葉牡丹︑舶銀︑靴詠八月五日限

．メー乱ノ︑ノー︑／︑〃ｌ︑〆ＩＪＩ︑／︑︑／︑ＪＬ１ｆ︑ｆ︑／︑Ｊｆ︑／︑〃︑ノく︑ｒ︑〃ｔ１ｒ︑／︑︐ｊ︑／︑ノ︑ノー︑／︑／ｋＪくノー

課題例句
◇若葉

岸若葉日あたりて湖のばやてかな虚子

鈴の尾の赤きも見ゆれ宵若葉五空

◇菱湯

山麓しづかに食み走る脊や楢若葉蕪洲

弧行堆れぎらう戸々の斐湯かな牧童

葦中の小屋に萎湯を賞ひけリ青湖
坊の釜一斗の菱湯沸しけり菰理窟
◎六月

六月の夕映えしたる水田かな如月

蜜柑散りて六月寒き山家かな黒潮子

I

〆

六月や追肥Ｌ求る棉出天興

−（j:〕

・松江形堂妖差にたまる手紙や暮の準一賀士・老

巡瀧や語りながらに花の下

︑山梨松堂雨持ちて重たく落ちし棒かな
千葉蛇塘
人影に烏の立ち去りぬ鋪清水・
山形樫湖
↑同貞雄茄子苗を楠ゑ雑りけり夕畑

卿燭咲く崖仰ぎ見る雨細し

禰島閑月

埼玉奈美子薫風や訪ふ人もなき柴の門

子等投げし球それゆきぬ姿畑◇秀逸

栃木無町畦

葉樫や雨は煙りて堤静か千葉蝿生寵晴れて菖蒲葺く家あらはれし

同雁所

馬徴されし厩室きをり鋼鉄閑月つばくらめ出てゆく軒や菖蒲葺く

千葉蛎生
薫風や婿せたる吾児の退院す
耐島噸所菖蒲葺く軒端に風呂の煙来る
山梨貞雄
︲東京無篤生チューリップ一輩高く嘆きにけり

渡舟呼ぶ麓に眼畳めい夏浅し

■Ｌ
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心見ることとなれり︒一りれり︒

一・﹄１︲一１−
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ｌｌ

︐；︐︲！ｉ；二本倉は紙面の都合もあり︑

一ケ月大燈一間

士小合冒脅未銀狐一△五月ⅢⅢ庇江主事は仁詳生命本硫に下郷一△曾員研究の質疑は績々と質問者あるも︑

博平氏を訪問︑露て松卒顧問と下郷氏の含一．

．．ｐ︐ＩＬＤ︲凸︲■■抄︽令ｊＤ１︑ＩＪＯ︲訂角．も︒︒Ｌ︑期●と写刊︑ヰー■﹄▲ＰけＲＰｂａ㎡︑〃Ｆ■

｜謝阻か卿鐙挿淫哲言︾：懇談竜一織鮒糊測蝿糾雛馴鵬幽

△例月二十三日午後四時より本曾に理事命一リ︒

起開催︑諜算決算の審議を初めとして重要一△本含は皇紀二千六百年の紀念事業として−１掲載することとて御諒承走願ふ次第であ一
一問題につき協議する所あり我リ︒
一一種々考究中であるが︑本倉に雁しい資質的一る︒

一△四月三十Ⅱ午後五時より麹町三年町の華一な意義のあることと云ふことで．激年間の一
一族含館に於て本命評議員念を開催︑昭和十一錘編事業で︑本曾の憲法とも云ふぺき要領一△第四十一回定期縄曾伐五月十九日午前十一

一四年度の決算︑同十五年度の深算案を群議一甲説の濯義害心次趣を出版することが談に一時より本曾々館に於て開催．午前中は例に一

一せり︑後夕食を共にし九時散曾せり︒・・一上ってゐろ︒多分礎現すぺく︑決定の上近一より故正副含長︑物故含員の年祭︑柔両行者一

一△剛民輔祁総動員中央聯盟の組織又々改革一く其の礎表を見るぺく議定されてゐる︒一表彰︑役員一冒同覗賀式等あり︑午後は諜算一

一を見たが︑本金塾事松井茂博士は新派瓶間一△五月十一日︵土︶午後二時より女子部修養一決算の報告︑協議題の討議後︑東郷寅博士一
一講座開講︑辻村講師の文章軌範︒十訓抄︑一
一を依鵬さる︒
一△五月四日午後二畔より本衡に於て女子部一山岡講師の和歌︒稗字の諦義ありたり︒一の﹁東亜の維新と日本締祁﹂なろ講演あり

一修養講座開講︑辻村講師の文章軌髄．十訓一△故財務監督禰烏甲子三氏の遺骨は読月七一閃に徳川含長には日に快方に向はれっつあ一

一︑抄︑山岡講師の和歌と習字の誰義ありたり︒一日細見腿縄持寺の墓地に埋骨さる・本含伐一ろも︑依然御静養中とて吉田副曹長が代理一

一△本含の理事は服部副含長逝去後一名峡員一一︿月読走以て氏の追悼鏡とし︑刺か生前の一せられれり︒

一であり︑又今回耐烏甲子三氏の逝去にて監一功綬に封し︑感謝の微意心表することとゼー又二十日は靖園紳吐参拝︑第一陸軍術戊一
一事も一名峡員となれる恥以て理事新聞で選一り︒
て協議中であつれが︑理事に諮議文畢博士一△五月十八日午後二時より本含哩於て弘遡〆一病院に傷病特士悲慰問し︑中央卸賓市場見一

一吉田静致︑監事に仁毒生命証長僻別令姻員下一六月説の編輯曾杢開き︑吉田副含長︑艇江一撃︑午後養源寺に西村先生の法要墓参をな｜

１１１︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲Ｉｉｌ︲ｌｌｌｌＩｌＩ︲

｜郷博卒の雨氏に内定︑評議員曾の協賛を羅一・王事︑割田編鮒員等出席種々協議する所あ一し二冊間の綱曾を難事雑了せり︒

一照ｉ１ＩＩ︲︐ｉ︲︲︲︲︲︲︲︐︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︐︲︲︲︲﹂︲吟１１︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲ＩＬＩ↑Ｉ１Ｉ１︲１１︲︲！
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一︑

一洲戦争と米幽と帝蝿﹂と題し︑鰍洲職凱の一講演含とし︑講師は

き方策に論反して熱緋走振はれ︑聴衆に多一で︑﹁江戸城と川越城との闘係﹂と決定し

・一大の感動を典へ午後言一昨三十分閉曾走告げ一れ︒・

一ホリ︒−又此の夏は教育講演曾を開催の件を協議

一和漢文研讃は休曾せり︒

I

権施峠癖匪睡鐸緬・準癖塞︾心︾醒岬濡灘確言・各奉穂蝿議雲率睡刈岬．本含の縄含企代表一

げ︑団歌合唱︑寺本副支曾長日本弘道含甲一して出席する人々を推薦の件︑支禽縄脅に一

乙鵬要領走捧讃し︑支脅長の挨拶あり︑本一開する件に就き協議せり︑其の結果支曾縄一

含汲道講師海軍少蒋高橋節雄閣下登壇﹁欧一含は六月十五日とし︑午前中総曾︑午後は一

９

︑吾．寺本副支含長開奮態宣し︑佐藤小皐校一曹長︶此の二篇を抜井副支含長朗讃し︑後一是非貿行されれいものである︒

次で午後一時より冬講堂に於て講演曾恥開一つ松︒泊翁先生訓︑弘道の本義︵故服部副一れ︑それ韮洩れなく報告して欲しいとの事︒一
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一城小畢校長︑寺本副﹃支含長等より師々意見一前十時繁田支含長微惹のため峡席とて抜井
城小畢校長︑寺本副﹃支含長等より師々意見一前十時繁田支含長微惹のため峡席とて抜井一第四十一回総曾にも意見が出求が︑各支一

桑一村高木評議員︑府馬町平山評議員︑佐藤東一五月十三日︑支曾第七十回常曾開催︑午
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小筆校に開曾︑出席念員三十除名︑午前十一しかりし鯛聡衆の諜定より勘かりしは益だ一譲ることとしれ︒而して最後に豊岡支曾振

四月二十一日東部支曾春季縄曾を東城村一常日は折あしく朝来天候不良にて風雨激一Ｌ︑此の事は結局支含長︑副支曹長協議に

○千葉騨東都支奮報告

斗文令旨含米一却叡一持況より米叫の態度を論︾し︑帝園の取るぺ一武識野史蹟研究所長寺島裕氏

︲︲︲︲Ｉ一ｍ隅川北花元が串脚︐﹄一咋鱈卜梱剛や二﹄辱い間Ⅵ画ご︲幸与一日昌一︑睡醒八ｍＨ叩小形希閏叩皿︑ジーに昨タン町︑亀学理弓︒凸一︑幽豚矛でⅢレヤヘ
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減二脚一顧殉一
︽

Ｏ皇太后陛下御誕辰の佳日を迎へ謹みて御詳の無窮を所リ奉る︒
○本雛は溌告の如く故本含財務監督祁島甲子皇氏の遡悼雛とした︒

翁の徳が然らしめて斯くの如く多数の方々より玉稿を頂き︑一代の

冊

六冊︵半年︶

害畢

I

牟頁一回

ｉ

税不要

一税壷銭

１１
１
ｉ︲一

一金武拾五銭

一金壷園辛銭

コロト

凡一ブ前金ノ

一金参回一税︑不要

︑里

一金拾五回

ｉｉ

一頁三回一一金試拾五園

拾威冊︵一年︶

／

‑〆

篤志家在りし日の晩晴翁の高風を偲び得られた事は何よりであっ
衣︒翁が生前本曾に嘉力され祇所多大なろものあるに鑑み︑柳か本
曾としてば厚く執箪者各位に封し御芳情を感謝する次第である︒

一編鱗の溌行限よって報恩の微志恥表し赤き素志も︑憾に報ひられて本
即

叩○本雛は右特別溌のため︑一般原稿は殆んど掲げられなかつれのは
後・遺憾であるが︑時局下の用紙節約時代とて︑三頁五頁と錐もどうこ
もならない情況とて御諒承心願ひ衣い︒

記○来る七月銃は第凹十一回の綿含雛の選定である鰯に此の雛も自然
と一般原稿は縮少されるの外伐ないが︑併し論文其の他ば諸君の御
期待を頂けるもの韮必ず掲げ得られろと信じてゐろ︒

○時局は愈々堅忍持久時代となり︑これ主での長期建設︑堅忘持久
民の腕試しである︒深き認識と畳椛を固くすぺきであるが︑それに

江どの言葉を如寅雁資践ざせられる時となつ菰︑これからが虞の幽
は教化の使命は亜大であると言ばればならぬ︒箱軌←大に賀際生涌
のは導心力を致して御奉公をすぺきであらう︒

に即して員剥に乗り出すとの事であるが︑吾々教化を使命とするも

︑
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て本書が団民の自兇を促し︑斯道振興に登する一助ともならば︑本曾の圃家に報十るの捌志も亦

らざるものある芽遺憾とし︑並に本曾は縮刷本として新に川版し世に伽布する事とザャ！︾幸にし

本書は明治三十六年版を亜ぬる六回に及びし以来︑今日迄絶版となりて世人の披閲に不便緋か

するものであって︑今日までは勿論︑今後の我図民を訓諒して猫齢す所なきを疑はない︒

熱情より溌して日本国民の職分を認識せしめんとせられし所のものは︑責に高古不易の生命を有
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本書は本脅の創立肴西村茂樹先生が明治二十九年に執筆せられたる曲のにして︲︑蓋し我閲に於
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柳か途せらる上ものと云ふぺし︑敢宅江湖に薦むる所以である︒
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行謹含道弘本日
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を得るあらぱ︑本曾の欣幸とする所である︒
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行して魔く世に頒たんとす︒翼くば今日小畢教育の任にある諸君は勿論︑世の道徳教育に心ある大方の御清雲

西村先生の道徳教育誰話は︑小畢校道徳教育の作興に資する所淘に大なるものあるを深く信じ︑鼓に本書を溌

Ｖ

興に侯つ大なるものあるを痛感し︑其の一助にもと鍵に修身教育参考を溌行せる次第であるが︑恰もよし此の

本曾は現下の閲情に鑑み︑其の使命とする団民道徳振興を期するには︑根本として愈ど小畢校の修身教育作

しく親灸せられし本曾顧問伯爵松卒直亮氏の校訂を経て︑鍵に弘道誌上に褐載せるものである︒

含聯合による夏季読替曾に於て︑小事教員の蔦に道徳教育に開し誰述せられたろものＬ速記で︑泊翁先生に久

日より同十五日までの四日間︑前後一夢年に亘り十一日間を愛知聯の南設桑郡︑北設楽郡︑八名郡の三郡教育

本書は泊翁西村茂樹先生が︑明治三十一年八月三日より同九日までの一週間︑更に翌明治三士一年八月十二

日
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