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｜維職後鍾無産渉方噸で大職豊：大富農舟
をしてゐるが︑その中でも大きな力で浮び上って来たものに﹁自由﹂

といふ老へがある︒誠に今日は何かにつけてすぐと自由を々と主張
され︑事のよしあしの標準にさへなってゐる稗である︒妄﹂れは戦前
戦時にあって︑国家の擢力が弧く加はって︑個人の自由といふもの

が常然ではあるが大いに雁へられて来たこと︑然もその戦争が哀し
むべき敗戦であった上に︑民主叫家︑向山剛家の仲川入をしたこと
と結びついてのことではあるが︑素奇此の間山といふ考へは人間の

とで︑結排である︒

本能として最も大きなもので︑例外なく誰もが欲するものでもある
から︑随てこの本能を稗く生かすといふ鮎から︑これは誠に尊いこ

ふことなどが︑脚・川を害することでもあるかのやうに老へられて来

ところが︑此の脚川といふことを掌ぷことからして︑一面子供に
封して咲けをすること︑或は進んで向分といふものを修禿するとい
て︑兎角各自の勝手に任せるといふ風になってゐるのが我が蝿の現
妖である︒果して人川の自由を鞭ぷといふことと︑鵬けとか︑修養
素を人間の自由といふものは︑我も同．由であり︑同時にその外の

とかいふものとは相容れないものなのであらうか︒
一切の人もすべて自・由なのであるから︑脚分の脚曲が他人の脚由と

かち合ってはならない︑そのかち合ふ研は即ち各人の勝手とか我俄
とかいふべきものでとり除かるべきものだ︒とすればその自由とは
絶封ではなく我慌︑勝手を除いた︑制限のある自由といふことにな
るからには︑術然に訓練といふものが必要であり︑自己の修菱を峡
いてはならない課である︒孔子は﹁七十になって︑内分があ入した

一い︑かうしたいと望む脈が︑他人とかち合はない︑所謂法則の外に

出ることがなくなった﹂といって居るが︑これは子枇の時は縦けを

受け︑長じては始終修養を並ねて︑さうした所に韮したことで︑そ
こまでになって︑ほんとの意味の自由になったといふくきものなの

倣米の畢校や子供の教育は︑かうした卿山の法則に合うやうに︑彼

である︒

の我侭や勝手の黙を婚めるため少年呼代は︑それはｊｌ＼は厳しい鱗

けをする︒さうして先づ個人奄々をして民主主義の粘祁を単ぱせ︑

同昨に身につけるやうに喉ける︑そうして一通り仕上げて青年にな

ある号へきではあるまいか︒

ると︑親や教師の蝋祁の下ではあっても︑術人の側曲に任ぜてやら
せて行くやうにする︒又畢校を鯵へても︑依然として向らの慾望に
於て絡生個人の修養に心掛けるといふ風がある︒
それなのに我が図では︑蛭校も家庭も或鮎少年を勝手にさせて世
いて︑そる︐Ｉ︑自由にしてよい背年になってから︑訓練︑鵬けのな
さにその行動が見兼ねることばかりなので︑それからそれへと青年
になって干渉するので︑帝年注は自由がないかの如くその干渉を嫌
う結果となるのである︒又仙人としても畢校を卒へると純て人側の
卒業と考へて︑己の修養といふことを考へなくなる伽がある︒この
ことは築校や家庭の親推︑それから世の帝年遼脚身の大きな反省が

の根本問題ではなからうか︒︵知己庵︶

一盤民主々義といふものは︑個人々々の蝶けが出来てゐなければ
成紙の上るものではない︒今日の我が図は︑兎角制度は制度︑佃人
は仙人とばらばらで一致しないから︑何事も形式的で内容が添はな
いのは︑個人の咲け︑剛分の修尭が出来てゐないからなのである︒
自らの行は勝手で︑自らの修養はなってゐないくせに之を外にのみ
向って︑他人ばかりに要求して云をし合ってゐる︒これでは成紙の
上りようはない︒お互に人のことを言ふ者は︑人に言はる基ことの
ないやうにといふ︑この咲けを受け理解をして︑お正がほんとうの
民主︑向山の粘祁とそれに添う行ひを身につけること︑これが今日

高田置

帆足寓里先生百年祭に
列して

一はしがき

今日の新側本の進路に封しても幾多の示唆を典へるものが有

るからであると綱はねばならぬ︒

恩へぱ今からもう四十年も前のことになるが︑私がまだ郷

の御贈位を記念しての六十年祭類徳含が日出町において行は

里の宇佐中畢校︵今の宇佐高校︶の生徒であった頃へ菖里先生

れ．その時私の中望校の漢文の先生であった故園田中山先生

ら十八川に至る三日間百年祭記念御が催されたことば︑誠に

僧るといふので︑その生地大分際日出町に於て十月十六日か

先生に伽倒して居られた︒この閏川先生が

り︑沌単の造詣が進だ深く︑殊に詩文に握じて居られ︑菖里

漢文の誰錠をして戴いた恩師であるが︑豊後の森町の人であ

る︒園田先生は私が東大卒業後も︑郷里に蹄符するたび毎に

ついて話されたことを︑今も猶ほおぼろ気ながら記憶してい

がこの類徳含に参列されたが︑肺ってから︒この含の模様等に

慶賀すべく且つ意義有ることであった︒私も同撫の後単とし

て賊した七言維詩が有る︒

昭和廿六年は帆足菖里先生が浸せられてから恰も一百年に

てこの記念曾に陪席して敬一呪の意を表したのであったが︑従

徳稗に参列され

来わが大分隅においては︑禽里先生は三油梅園︑騰瀬淡窓︑

人として尊崇されてゐるものであり脳昭和八年には晦園先生

泰斗千秋批淵右︒経統一代屈陽城︒

幾人同世今猫在︒夫子没年予始生︒

僅者遺風夙耳名︒揺凌底庭懸心旋︒

明流四十四年三川二日帆足菖里先生類徳称肺上賦

の百五十年祭︑昭和九年には竹田先生の百年祭︑昭和廿五年

川能村竹川︑耐深諭吉︑席震瀬武夫の六大人と共に︑際の六偉

には耐瀧先生の五十年祭が催され︑数年後には淡窓先生の百

薬頻此日墜行涙︒鶴岳菌江無限情︒

﹁幾人か世を同じくして今猶ほ在る︒夫子没する年予始

といふのが︑それであるが︑この中に

年祭が催される筈であり︑今寓里先生の百年祭が行はれると
いふことば︑単にその郷里の誇りであるばかりでなく︑際の
名響であり︑延いては日本の光を添ゆることであるといふこ

めて生る﹂︒

と調って居られるのは︑嘉永五年に菖里先生が没せられた年

とが出来るのである︒それはこれら先賢の肇問なり事業なり
が︑猫り郷土のために寄典したばかりでなく︑礎く日本の文

に園田先生が生れたことを指して綱ふのではあるが︑単にそ
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明と耐祇のために大きな貢献を残してゐるものが有り遮更に
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れだけの意味ではなく︑半生深く寓里先生に傾倒される園田

を述べて見たいと忠ふ︒

下少しく先生の畢問と事業とに就て︑先づその総括的なこと

以てその遺緒を縫いで行かれようとする気慨を示されたもの

道とである︒入畢新論は先生の単術を窺ふくきものであり︑

るが︑その主なものを塞ぐれぱ︑入畢新諭と東潜夫論と窮埋

言の中に述べてある様に心先生の著述は各方面にわたってゐ

帆足寓里全集上下二巻が大正十五年に刊行された︒その題

先生が︑生前祝しく菖里先生に教を受けることは川来准かつ

と想像することが出来るのである︒肇問の道はかくして何庭

たけれども︑ひそかに菖里先生の遺風を慕って︑畢術文章を

かに受け篭がれて行くのである︒今日百年祭が行はれるにつ

が新らしい西洋肇を採り容れて天文星暦の賞験の研究より推

束潜夫論は先生の経総を披振したものであり︑窮理道は先生

如何なる人物であるか︑如何なる思想を持ち︑如何なる事業

はないかと思ふかも知れない︒若い人達の中で︑寓里先生が

って︑新らしい現代の日本には︑凡そ縁の遠い人であるので

から見れば魁寓里先生と言っても︑それは奮幕時代の人であ

何なる鮎において秀れてゐるからであろうか︒現代の青年達

く究めて居られる︒一僻漢畢者は支那のことばかり研究して

か呼んでゐる︶の駿問に深いだけでなく︑我国の典籍をも深

生は軍に支那︵今日︑いふ中園のことを先生は唐とか支那と

と和皐とが主なるものであった︒先生は儒畢者であるが︑先

新の前十六年に街ってゐるのであるから︑営時の単問は漢畢

一準麺華︶に七十五才を以て震して居られ︑その没年は明治維

菖里先生は安︑水七年窪翫一一掘壱必に生れ︑嘉水五年宝蝿

た科畢者である︒

し及ぼして宇宙と人生との講問題に閲して深奥な探索を試み

けても通後進の士がこれによって叉寓里先生の偉風を慕って
である︒

斯の道のために奮起する者が起って来るであろうと信ずるの

二綿論

を鰯した人であるかを知ってゐる人は︑恐らく非常に少いで

国のことばかり賞めて隣国の支那のことをさげすんでしまう

自分の生れた日本のことに却って疎い者が有り︑国肇者は我

帆足寓里先生は偉人として尊ぱ奴るのであるが︑それは如

あろうと思はれる︒漢肇がすたれ︑漢文を讃む力の有る人が

者も有るが︑先生は此の雨者を深く究めて我国の榊代より歴

日夜に少くなりつつある現代において抵菖里先生の主な著述
は漢文で書かれてあるのであるから︑先生の著書を謹んで︑

代の事績や畢問の愛遜について論汗して居られ︑支那の畢問

︑説に至るまで深く修めてその長短得失を明らかにして居ら

についても︑猫り儒教ばかりではなく︲老戒を始め諸子百家

先生の思想を窺ふことは︑すでに容易でなく︑更に先生の詩
文の秀れた鮎を味はをう皇︐ることは︑今日では史にむづか
しい事になってゐる︒これらのことを考慮に入れながら︑以

（2）

ける者も少くないが︑先生はこの抑儒怖三教にわたってその

を排撃する者が多く︒儒皐者の中には︑悌敦を異端として斥

れる︒国畢者の中には︑我国の祁道を極尊して︑儒教や俳教

代の俳教吐愈の革新に封しても意義有る反行の指針となるべ

足りなかった悌寺悌僧の改革に就て論及されてることは︑現

あらうｃまた先生は営時の額膳して一般民衆の郷依を得るに

我園古来の祁道家は︑凋善伽順の弊に陥る者が少くなかっ

きものが有ると恩はれる︒

る様に勉めて居られるのである︒

奥義を窮め︑各その長所を探って我図の文化の淡展に寄典す

畢者の論であって︑思想の深透を御てゐないと言ってゐる︒

た︒先生は我園祁代のことより読きはじめて︑紳遁は儒教の

恰哨支那において唐の文家韓退之が様大の筆を拡って沸教の

入畢新論は︑儒教を正教とし悌法を椛教として併せてこれ

葉であって︑今日の言葉で言へば︑荊子とは上層階級治者階

排撃をしたが心それは文士の論であって︑未だ沸及の本鷲を

道を探り容れて忠信明潔の道を明らかにせねばならぬことを

級智識階級の人達を指し︑野人とは一般人衆の被治者階級を

衝いてゐないと同じ様なものであると謂ふのである・かＡろ

説き︑又肺迩を主張して儒教を排撃する宜長員淵の論は︑歌

指すことになる︒治者とか被治者とか言へば︑封建的な階級

ことを述べてある︒君子と野人とに分けるのはや儒教的の言

思想でもあるが︑一暗人間は平等に生れて各自山の生活を営

論は︑先生の様な単術に深く識兄の優れた人でなければ言及

を論じ︑儒教を以て君子を教へ︑沸法を以て野人を導くべき

むことの出来る者であるが心その天賦の智識や僻力の和述や

に兄ゆる要旨は︑右に述べた通りであるが︑原単でば儒教の

入単新諭は原敦︲原壊︑原名の三篇から成ってゐて︑原教

し得ないところのものである︒

経典について論じ︑原名においては名ば教の由って生ずると

野人の別が出来てくるのである︒然しそれも永久的絶封的の

努力の如何に雁じて自然の差別が生ずるのであるから︑群子

ものであることを知らねばならぬ︒この意味において寓里先

高弟米良東崎の帆足文簡先生墓碑隅には︑幕府の儒官古斑個

階級的差別ではなくて︑君子も野人となり野人も誰子となる

怖怖胴道を併川して上下表裏の淵係に世いて流園の助けと

庵は脳この入皐新諭を識んで㈱﹁思旅以来是の書無し﹂と激蛍

ころであるから慎しまねばならぬことを説いてある︒先生の

なすべきことを論じたのは︑誠に寓里先生の活眼の作すると

た故内藤湖南博士は︑﹁入皐新諭は富水仲韮の蕃出定後語と共

したといふことを引いてある︒又京都大望の名騨教擬であっ

生の所謂君子と野人とを分けた意味を理解すべきであろう︒

ころであり蝋・一般の傭者の主張し得べきことではない︒しか

に徳川三百年間儒畢史上特筆すべき名著である﹂と濡場して

も先生の論は︑儒悌雨道の教義の原理を窮めた上で定論され
るのであるから．読者は先生の達識に敬服せざるを得ないで
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る経統を述べたのであって脳先生が明治維新に先って︑既に

先生の東潜夫論は︑これに名を膿りて先生の政治経済に開す

別に和文で書いた﹁三教大意﹂といふのが有る︒これは神

いる︒

東潜夫論の中には︑皇室と幕府との開係を論じては︑うわ

とであると譜はねばならぬ︒

くは幕府のために謀る様に言って︑その資皇室を尊ぶべきこ

附園進取の政策を蔵して居られたことは︑貝に敬服すべきこ

寓里先生はまた別に﹁原教附録﹂といふものを漢文で書い

儒沸三数のことを分りやすく述べたものであって︑入単新論

て魁その中に世界の宗教のことについて説いてあるが睡基督

の論明して居るところであるが︑その外京都に大望を興して

とを勧めて︑暗に尊王の意を鼓吹してゐるととは︑既に諸家

と併せて読むべきものである︒

教については聖書が陣はらなかったものか︑詳しく論及して

て心海内が漸く不安を墨え始めて来た時代であった︒東洋の

都愈では石造や煉瓦造りにして堅牢にしなければならぬこと

て海軍を創設して軍艦大砲を作らねばならぬことや︑家屋も

の財政の建て直しを固ったり︑更に進んで世界の大勢に唯じ

日本の文教の中心たらしめ様とする文致の話や︑幕府や諸海

ゐない︒或は書いたものが有って︑それが鱒はらないものか
如何か︑今は︾分らない︒

中に在る日本︑更に魔く世界の中における日本の地位が考へ

きことや︑磯多を展して平民とすべきことを主張したり︾等・

を言ひ猶むずかしい漢文を和文に樺して知識の普及を固るべ

先生の時代は徳川末期であって︑西力が次第に東漸して来

られねばならぬ様な時勢になって来てゐた︒日本統治の全椛

識者は天下に先って憂ふる者が有った︒水戸の烈公が幕府の

封して如何に菩陛せねぱならぬかの大きな問題についてはも

はなからうと似う︒先生は営時の西洋人の東漸の勢について

ふれば︑先生のこの主張を単なる侵略思想として見るべきで

禅ることでるが︑然しながら常時の世界の事情から推して老

経略のことであって︑特に現代の時勢に在っては誰も言ふを

新しい創見が少くない︒ただ一つ問題になるのは︑例の呂宋

を握ってゐた幕府が皇室に封して如何にあるべきかも南北よ

忌緯に噛れて幽閉されたのも︑先生の晩年の時であった︒江

﹁天文地理の蕊に述し︑舟船武典の刺に糖しく︑大船に乗っ

り辿り来るロシア︑オランダ︑イギリス︑フランスの勢力に

川太郎左術門が海防意兄を幕府に奉り︑幕府が頻りに海遥に

く恩ひたる倣慢蛎一の西洋人云とへ三教大意︶と言ってゐる︒

て世界を回り︑行く先為の園を押領し︑他国の人を小児の如

営時のオランダ︑イギリス樋ス・へイン︑フランスの東方経略

潜夫論を通じて吐露されたのである︒後漢の王符といふ畢者
に︑潜夫論といふ者が有る︒王符は世を避れて自ら潜夫と稚

砲豪を築いたのも︑この甑であった︒先生の先菱の志は︑東

し︑営時の政治経湾の得失を論じて︲済世救民の志を述べた︒
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、

の資惰を知れば︑先生の胴眼を恩ふくきではあるまいか︒

窮理道は先生が心力を謀された新研究の打理書であると共
に科単書である︒先生が善来の畢者と異って新時代の開拓者
として注目される所以のものは︑此の害有るが潟めであると

が将来も更に澄明されて来るものが有ると恩はれるのであ
﹄︒Ｏ？

先生は川舎に居られて︑経典を誌畢するの余暇を見て窮理

ることが出来す︑圭自籍も他人に借りて讃むといふ風であ２﹂

に心を川ひられたのであり︑且つ家が貧乏で機械類も購求す

きも単に一初畢者に教ふるに過ぎず︑大方の家に示すに足りな

専心窮理に力を川ひることが出来なかったので︑此の書の如

謂って良いであらう︒又先生が単なる儒畢者でなくて時世を
導く先受者である所以は︑此の書によって知られるのである︒

いといふことを言って居られるが︑︵自序︶その誰虚にして蕊

先生は四十余歳の時︑初めて附畢に志し﹁謹鍵﹂といふ一

部の剛和字典を手引きとして猫畢によって剛書十数部を読破

て敬仰して奮起せしめずには措かぬものが有るのである︒

に篤いことを知ると共に︑その刻苦締働の有様は︑後人をし

巣者といっても単に佃究ばかりしてゐる皐者も有り︑又経

して︑西洋の天文暦象の賞験槻測の結果を知ると共に︑その

世に心を川いて街際の政治をする蕊者も有る︒蕊問の柵究と

玄理に闇する思索においてなほ未だ至らないものが有るとし
て︑その誤謬を正し︑また数畢の亜要性を知ってこれを修め

而年もたたない砿に後の新説のために雁棄されると言って居

のものの上に立つ︒西洋においてすぐれた科単者の業絞も︑

であり︑たとへば薪を被み亜ねるが如く︑︲後に来るものが前

先生は窮理道の自序において︑近世科畢の義達は日進月歩

れた方であって︑その知識は進だ庚い範圃に及び︑祈単や科

生は生飢ながら天分が頴悟聴敏である上に非常に刻苦勉励さ

ところに従って分れて来るものと鋼はねばなるまい︒寓里先

皐老の人物や性格の如何による問題であり︑才能力晶の異る

る︒畢者の在り方に就てかくの如き相違の生ずるるは蕊その

究自総に経る畢者も有り︑その研究を資際に雁州する者も有

いっても心専問的の研究も有れば︑綜合的の研究も有る︒研

これらの科製的知識を茶礎として︑大宇宙太陽圏地球引力察

飛抑雑物恥化畢生物人類地理歴史の問題に開して解説し︑宇

られる︒現代の史に進歩した賞験や研究の結果からすれば︑

の政論を行ってゐるのであるから︑偉大なる墨人として尊ば

肇から政治維涜にわたり︑詩文や書にも秀れ︑その上に資際

宙と人生との速淵を究明したのである︒

科畢的研究において︑先生の鴬時に比して遥かに詳密を加へ

徳川時代には畢者として経世の策を講じた者が多く︑叉賞

れるのも故あることであると譜は泡ぱならぬ︒

てゐることは言ふまでもないが通それにもかかわらず心先生
の高識と卓兇は︑これらの奮駒的結果とは離れて別に高く存

するものが有り︑否進歩した科単的賞駿によって先生の卓兇
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の維世の論策は脳物狙雑佐藤備淵のそれと比較して見るべく︑

れた言葉であると伝する︒

いふごとであるが︑これば深く菖里先生の大材卓識を認めら

己れを修め人を治める票であるから︑先生はこの儒道本来の︑

寓里先生は儒肇者でありやその本領は維術に在る︒儒道は

際の政治の衝に常って治績を塞げた人も少くない︒菖里先生
︲その政治の治績は︑新井白石︑熊深蕃山︑細井干洲︑川田方

先生より一歳の年長であるが︑四十八歳の時杵築から日出に

姿をよく瓢現された碩儒であるのである︒川能村竹川は菖里

芥のそれと並び稲せらるべきものが有ると恩ばれる︒
寓里先生はⅡ川蒋の蒲主木下侯の懇請によって衣老の職に

る︒五十歳以前に営時鯨はる和漢の書を讃破して脳しかも弧

出て菖里先生を訪ふた︒その時寓里・先生は門人に角力を取ら

就き藩の改妻革に従ふことが健かに三年余りであったが︑常時

記博篭であったのでｂ戯れにもせよかかる自任の言蕊を渡し

藩は財政窮乏に陥り好吏がはびこってゐたので︑先生の改革

たので先生は遂に家老を僻して西蝿に退き再び子弟の教育に

たのであらう︒多摘であったとは言へ︑風貌は卓蝶魁梧であ

して兄てゐたが︑戯れに﹁自分は糊に戒むくき書は既に読み

従事するに至った︒これは日川雅はわづか二葛五千石の小蒋

り︑内に深遼な維術と卓越した詩文の才藻を抱き︑兼ねて通

荘つた﹂と折したといふととが︑竹川の杵築紀行に載ってゐ

であり︑群主に先生を重く川ふる大量が乏しかったせいも有

ると共に︑怨睦の雛も起り耐蒜主も多少煙たく恩ふ様になっ

り︑先生の改革は一雁の成功を牧めながらも未だ充分にその

しくして居った風格が偲ばれる︒菖里先生は単なる豊後の田

材大略を術へてゐられたのであるから︑充分にその一世を空

は公正であると共に峻厳であり瞳三年にして改革の資が班が

大材を護擁するに至らないで終ったのである︒昔支那の春秋

西村天囚博士の語るところに依れば︑博士の先師重野成索博

れば︑よくこの間の消息を窺ひ知ることが出来ると思ふ︒故

せしめた大家子皮の後援が有ったことに因ることを恩ひ合す

伍して国威を振ったのは魁子産をして充分にその手腕を護揮

害心井桃纂聞と巌屋完節志は史書である︒これらに就ては別

皐術に開するものであり︑窮理道は科望書聯醤皐杵家ぱ醤畢

無論漢文で記されてある︒入畢新論や灘莱除稿は︑主として

あるから︑その主著は漢文で書いてあり︑維畢諸子の標注も

に︑わかりやすい和文で書いたものも有るが︑元来瀧肇者で

菖里先生の文章ば︑東潜夫論や三教大意や日出孝子簿の様

舎の儒者ではなかったのである︒

時代の名州であった鄭の子庵が鄭の小国を治めた時職一初めは

子潅の念激峻厳な改革に怨睦の盤を護した鄭の国民が︑遂に

士は︑﹁寓里先生が薩稚に生れて海彬公に用ひられてゐたら︑

に詳論せねばならぬが心今は略することにする︒

は子庵の善政を躯歌するに至り︑よく音楚脅秦の大国の間に

御一新は二十年を早めたかも知れない﹂と言って居られたと
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帆足菖里先生の百年祭記念禽に首つ冨在京大分際人協賛

全集の刊行ともなったのである︶博士は岡書館に通って寓里

集はまだ刊行されて居らす耐︵この頚徳含が機縁となって寓里

たが戸一れに雁ぜられ一︲一参られたの︽﹂ある︒糟時は帆足菖里杢

星野恒坤士は老齢であるので脳宇野帥士が常時助教授であっ

含の世話人から私に記念講演を依頼されたが︑私は追放中で

先生の蒋書の刊行されたものを渉撤して調べられたと語られ

三結ぴ

あるので僻退し︑私から宇野哲人坤士に祇波を依頼して承諾

仲士は菖里全集細纂の刷間にもなって居られる︒それよりも

た︒星野宇野雨博士は︑私が東大布畢巾の恩師であり︑星野

奇縁なのは︑寓里先生の門人の中に︑ばるぱる越後から来て

に若く漂定であったが︑折悪しくムーン脆風に遊び簸川腸線
の列車不通のため一日遅れて到若することになり︑第一日の

を得︑私が同道して岡博士と共に西下し︑十五日の午後別府

記念祭典には間に合はす︑宇野博士の誰洩は第二日に行ばれ

先生の畢術を慕って教を諸ふた人が有ることが記されてゐる

海城頴須動二湘旅壬来箕二茄繁言感涙添︒

生が添削された篤本と︑野本内岩の員城先生詩集に寓里先生

なったのである︒この鮎から言へぱ︑私哨寓里燈生の三仲の

士はこの人から遊皐を習ひ後に江戸に・州て陥谷宕陰の門人と

が︑この門人が越後に蹄って遊騨を教へてゐる時に︑星野博

ることになった︒私は瀧んで蕪排二首を供へて糞に代へた︒一一

経世文軍陣二古奥や慨時議論託二束潜毛・
頴微自使二前修畏↓探蹟長看後事膳︒
仰止南豊杢迩礁︒仔山秀翠峡二四崎ご
西晦終席久博し名︒鶴嶺蓮濁秋色浦︒

展篭愈に川品したいと思って持参したのであるが︑この日光

帆足寓里先生百年祭賊糞

卓識宏僻振二日域や通材大略瓢二場城記
玉鱗符並朝推し殻︒竹舎泉澄夕濯レ機︒

紀行には安井息軒の序文と木下犀漣と聴谷宕陰の蛾が附いて

から菖里先生に諸ふて筆を加へて貰ったものだと嘗て先師侭

居り殖との三文をも菖里先生が添削されてゐる︒これは東蛎

が蛾を書かれた員本とを持ってゐるので︑今度の両年祭遺醗

それから私は菖里先生の高弟米良束嶋の日光紀行を菖里先

弟子になるわけである︒

私二淑高風一欽二偉絞↓招魂百歳動二心旋毛
に蕊ける菖里先生の御贈位の時の畑徳禽に招かれて西村天囚

いたものであるから︑・菖里先生の晩年の七十一歳の時のこと

剛先生から承ったことがある︒これは序数共に嘉永元年に書

宇野博士は今や喜毒になられる老先生であるが︑四十年前
仰士︵術時大阪朝日新聞記者︶と共に溌淡された縁故も有る

であるが︑雌黄は一堂同緊に徴るものであると奔見してゐる

徳称から東京帝園大蕊に誰油

方である︒それは常時日川の

者を依頼されたのであったが︑餅時漢畢の主任教授であった
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次第である︒息軒誇陰犀麓の諸家は︑常時江辰における著名

らに飽食媛衣するに在るのではない︒経済を整へると共に︑

の平和に寄興する琵悟が無ければならぬ︒人間の債値は︑徒

里先生の這徳を敬慕する者は︑肇問に研究に︑政治に経済に

の文章家であるが︑寓里先生の名を聞いて︑東崎を通じて文

最後に一言したいことは︑今ここに菖里先生の百年祭が盛

興業に溌明に︑各方面にわたって各為の才一分を褒揮したなら

人遊の大本を群へ知らねば︑人間たるの僧値は存しない︒寓

大に行はれて︑遥徳が頴彰され鴻絃が唖揚されたのは︑誠に

ば︑濁り同聴の耐証を増すに止まらす︑新生日本に封しても

章の斧正を請ふたととが世に蝉へられてゐる︒

結構であるが︑願はくぱこの百年祭を機禽に︑先生の遺業を

寄典するところが少くないであらう︒︵特別稼員︑文筆博士︶

うしようとしても︑どうにもならないし︑随って自・由であつ︾て然も

ふ﹂といふこと︑これは全く尚︐山で︑何ものも︑誰もこれだけはど

思想は自．田である︑といはれる︒一︲私はかく思ふ︑私は然々に思

○

篭いで︑後進の士が奮起して各方面に人材が生じて︑一層先
生の畢徳を進めて国家の張展に寄典する受悟を新にせねばな
らぬと恩ふことである︒先生は猫り日出や豊後の畢者だけで
はなく︑日本のすぐれた畢者であり職一世の先受者であり︑
その卓想高識は︑現代における新日本の進路にも幾多の指針

先寵の頃大の事件とかいふのもそうだったが︑左や右の連中が騒ぎ

この簡軍で明か頑ことを︑ともすると人間は考へ遠ひをしたがる

ところがこれを表現したり︑或は行動に移すと燕ると︑これは絶

封の脚鰯山などと云ふことは︑何時の枇でも︑如何栽る閏民でも︑人

一向に差支へは芦︽い︒

の奥を拓くと共に︑時代に率先して西洋豊を修め科皐研究の
必要を流感せられて居り︑そり臨維の際にも門人に封して科

間には断じて許される課のものでは憩い︒

の中には︑必ず自由を叫んでゐるが︑それには思想と行動と一つに老

はミー︑ハーも笑へたものではない︒

か︒そして思想と焚行の自由を一ショクタにしたがるのか︒これで

︑︑︑︑︑ｂ

ぐと腕づくと出る︒どうしてもつとジヅクリと樵へられないもの

る方も幾度と操返すとすぐ制度の改正をやりたがる︑騒ぐ連中もす

きまり文句を言︾詔そして感情に走り︑日本人的に気短かだ︑取締

︑︑︑０

へたがる心がある︒そして内から一線を越してゐるのに︑弾雌だと

を施されたのは︑望間の本質を護擁されたもので・奪常の畢

ゆる温故知新通観古采新の畢風であって︑長く畢問研究の指

肇研究につとむべきことを奨められてゐる位であって鯵いわ

を典へるものが有るのであるｃ先生が和漢の古典を窮めてそ

I

針と腐すべきものであり︑且つ政治経済にわたって賃川の墓
者の企及し得ないところである︒

今や吾閏ぱ経戦後七年を経過し︑新たに識和傑約溌効の日
を迎へ新川本の建設に辿進してゐるのであるが︑邦家の前途
は猫ほ容易でなく︑幾多の銀難が諜想される際︑各人がそれ
ぞれ最善の努力を篤して覗国の復興に貢献し︑延いては世界
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！

一

﹁人生八十年﹂

三輪田元道

おられるので︑あとはどうもそれが土壷言﹂ざいますけれども︑三輪

田先生はいかがでいらっしゃいますか︒

私の長命法と信念

三輪田私は︑その常時の票問というものは︑︒やはり漢文を繕古す

にキリスト教を研究してみたいと趣２﹂少し教雪に通ったこともあり

る︑漢文がしみこんでいることは︑これば否定できません︒しかし後

五月二十七日の午後︑五月雨にけふる市ケ谷のお濠端︑三輪田畢

る紳儒仰と︑それが非常に科畢的にう２﹂一丸となっておる︒この熟

てお話をきいたこと訓もあります︒そこで私の信念からいうと︑いわゆ

からいうと沸教風のところもあり︑儒教風のところも︑キリスト教域

ます︒それから更に後で仙教の方を少し︑やはり名僧知識の方にあっ

の校舎が幾棟も再建され︑な蚤建増し中である︒校長室で一時間半

園に元這先生をお訪ねした︒由緒ありげな武家屋敷の門があったこ

にわたりお話を伺った︒その間にも︑何組もの来客がある︒二階か

いろいろな欲蛸をもっている︒しかし欲蝿のうち一蘇強いのは︑生命

のところもあります︒それは今でもそうです︒まあ人間というものは

とを想いだす︑戦災で何もかも焼けてしまったあとに︑立派な新築

古い︒先代の員佐子先生は︑西村先生を助けて︑棚橋絢子先生と共

まあ両歳以上生きようなどということは少し雌理だと思います︒まず

欲です︒誰でも生きたい︒しかし人の赫命には限りがありますから︑

ら女謹合唱のピアノの言がきこえてくる︒先生と弘道曾との開係は
に︑弘道倉女子部の創設に壷力された方である︒明治三年生れの元

生物堅的にいったら︑生長期の五倍位生きられるという︑これが科畢

這先生は︑軽い足どりて校庭のあちこち蚤案内して下さった︒へ勝部

ち商まで生きられると考えて︑灯位までは生きなければならぬと岨

的なことだと出います︒人間は二十歳までが生長期とすると五倍︑即

勝部舗局︑長生きなさる方は︑コも２﹂これを貫ぬく﹂という所

る︒これはほめ●る馬に少Ｌ誇張した言い方で︑門歯以上ではあったら

書いてあります︒それをほめて犬海催一三○まで生きたと書いてあ

員長記︶

があるように思われますが︑それを伺２﹂おいたら﹃弘道﹄の讃者に
とってもありがたいことで︑そういうことをお話いただきましてそ
は﹁蓮﹂というものが人間にはあるだろうかと︑そういうことも伺い

をおいておる人で︑これが両歳以上生きた︒とにかくそれ以上生きる

秀忠・瑛光までいろいろと教訓を班れた人です︒徳川では非怖に瀬き

しいが．：⁝︒その間三代の勝単の師範役にたっておりまして︑家康・

う︒天海僧正は何でも一○八歳位まで生きたということがある書物に

のあとで生涯を辿じて非常に苦しかったこと︑楽しかったこと︑或い
まして︑結局これからの若い人に︑いろいろの御鵠験から御言葉をい

わない方がよいと魅う︒しかし百までだけは生きられる寿命を天から

︒という｜﹂とは生物畢的にいって無理だから︑そういう無理なことはい

ただきたいと存じます⁝⁝どうも吉岡光生でも︑二水先生でも︑俄川
お伺いしましたら︑儒教でございますね︒根本は漢籍から信念がでて

さんでも︑やはり明治のはじめの方の根本にあるものは︑信仰の鮎を

（、9）

生き﹄これは私は︑その両歳の寿命を保つ人に共通のものでなければ
ならぬと思う︒いとより不養生しては駄目です︒不養生し一﹂長生きし

の歌の日く﹃仙人は︑不養生せず腹たてず︑ものほしがらずそれで長

誰だかの歌のなかに︑昔の歌ですが︑仙人は何枚長生きするかとい

まいになると淋しいから︑死んであの慨にゆく︑天園︑極梁に入るの

ようということは︑これは一つの愚かな欲望です︒だから仙人は不養

輿えられた︒その輿えてくれた寿命を四十で死ぬとか︑六十で死ぬと

だということが宗教には共通の鮒です︒癖教の方にはそれはない︒宗

生をしない︒腹立てず

にも教え︑自分も雷行しておりますが︑仙人は何故長生きするか︑そ

違った慨界で生き馬︒孔子は病気になって︑その時門人が平癒を祈り

教には今死んで蝋表爽ｌの生命とい鼠ものが形をかえて︑喪た

非常に消耗する︒カツとなる度に命が縮まる︒だから腹を立ててはい

●う歌です︒この歌は私はふだんから非常に面白いものだと思って︑人

ましょう︑といったら﹁丘や祷ること久し﹂おれは普段祈っておるか

けない︒ものほしがらず︑これもなかなかむずかしいことですね︒銀

いうことは勿隈ないというよりも︑これは相湾まいことだ︒そういう

ら︑今更祈らなくてもいい︑といった︒そこが儒教と宗教の羅一う黙で

座あたりでショーウィンドのなかを通れを出して州物をのぞいてい

ふうに蝋って︑私今でもそう考えておりさす︒しかしその両歳でおし

す︒しかしながら生命力があると同時に︑未索慾というものがですね

る︒通れとい苛ものは消化液のなかで蛙も大卒たもので︑その誕れを

八冊はむやみに怒っているとエネルギーを

ら︑私どもいま考えておるのは︑未来の糠・梁・天剛にゆくよりも︑科

多少なりとも縦にもあるものなのです︒そういうようなわけであるか

は︑不養生せず︑腹立てず︑物ほしがらずそれで長生き﹄︑私はこれを

出して﹁あれがほしいな﹂と思っている人は駄ｕです︒それで一．仙人

金科玉傑と思って︑人にも教えております︒そういう意味において︑

畢的に輿えてくれた両歳の毒を全うする︒それだけを考えておる︒そ
れでは健康を需することもある︒それから色欲がつよすぎても刷る︒

いやしくも長生きしようと蝋つたら欲望を抑えなければならない︒欲

れをやるのにはあまり欲望が硬すぎるといかん︒食慾が狸すぎる︑そ
それから財窪欲といったものもあり︑名署欲というものもある︒蹄す

いうものは︑西村先生がいっておるように︑道ならぬ不常の利得を蛙

得しようと考えている人は︑長生きは出来ません︒奄夢にまで財毒

望を抑えるということは︑治極的ではあるが一種の道徳です︒道徳と

んでかがり火を焚いているのを見て︑ああいう明るい世界がある︑と

とい弓ものはいまも信じており︑将来もこれでおし通してゆこうと考

をつかむことを凪っている人は長生き出来ない︒それでこの仙人の歌

るところ諺に﹃飛んで火に入る夏の虫﹄というのがあります︒大抵す

いうのでとびこんで死ぬ︑人間もやはり．﹃飛んで火に入る夏の虫﹄と

べての動物がですね︑自分の欲望の馬に倒れてゆく︒これは夏の虫な

いうことになつちや長生きは出来ないと思う︒やはり長生きする篇に

は︑私は宗教的というよりも︑儒教的な教えで︑無理な要求をしては

の分堂と︑苦痛の分量は人生にどちらが多いかというと︑私は苛梁相

ずして薬だけを獲得しようというのは︑これは無理です︒ところが普

半ばしているものだと思います︒それをですね︑ちつと恥芳を加味せ

えております︒それから今圭で長生きしました過去を顧みると︑愉快

仙人の歌

いけない︒欲望を制するということが︑長生きの根本の方法なのであ
うつｏ
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通の人間は蒋孝避けて︑梁孝一掴主んとしている︒そこにその紙理な要わせると︑提向きは厭吐主義です︒

求がある︒これは蕃築相半ばしているものだという︑これは否定出来僻敦の置麗Ｉ厭世観の克服

ないことです︒そこで道徳というものは苦に耐えると同時に︑梁といしかし塊の院は楽天主義です︒それを伽教を早く解して︑怖教とい

といけない︒そこで道徳というものは蕃痛に耐えると同時に︑本常の冊あ中はつまらんものである︑と普通の伽教では表面︑説いておる︒

うものを薬しんでゆく︒梁しむのはいいけれども︑それが邪道に階るうものは厭仙・張蕊だ︑この世の中を諦行無常︑禽考定離である︒この

天を薬しむ︒そこに根本をおかなければならないと思います︒ところ弘法大師の﹃いろは﹄歌でも︑無術とい２Ｌおります︒そういう世界

がそれじゃどうして人生に苦しみというものが輿えてあるかといいまを突破するのですね︒永遠の光︑久迩の光をつかんでゆく︒そこに瞳

するから若死したという人があるが︑そういう意味でなくて祷という卿主錐であるが︑奥の院は︑太常は莱天的なものである︒こういうふ

すと︑群というものは一種の長生きの法と解鯉してよいのです︒蒋努れてゆくところに側教本術の意咲があるから︑表伽きば脈世主義︑悲

ものは精神なり︑牙鴨なりを鍛錬する意味にお陰Ｌ︑非常に必要なもうに仰教は表面と︑それから奥の院のあるところ孝一差別してゆかなげ

ネズミの雷騒好きでありますけれども︑一部分のその表面の脈枇主蕊をそれにかぶ

ので︑これは長生きをする一つの要素になる︒・れぱならない︒そういうわけであるから︑私は伽教は︑研究するのは

これはある動物娯者がネズミの賃鹸をやって︑それで諦明されておせてしま２Ｌは︑杏にうち勝２Ｌゆく努力がなくな２﹂しまう︒それ

と育てておると︑若托をする︒これに反してネズミをですね︑神田の相異ないけれども︑伽教はその花というものは椅麗とみるよりも︑散

るのです︒ネズミをこく静かな山のなかにおいて︑食物を典えてそつでこれも故人の歌でありますけれども︑花というものは椅麗なものに

鍾出町といったようなゴーゴーと雑脊のする︑おびえて生活する︑そ︒るこそ花のさかりなりとみている︒昔の名僧知識がその歌をよんでお

ういうところにおくとそれはこの方がずっと長生きをする︒これはネりますけれども︑それは雌教の表面なんであって︑本営の側教の賃髄

ズミの蛮験からきたことで︑決して非科堪的なものじやない︒そういというものは︑散る方の花でたくて︑咲く花︑におう花をみてゆかな

う意味においてわれわれが過去において不愉快なことがあった︑しかければいかんと恩う︒伽教の歌のなかに﹃散りぬれば︑花はあくたに

ておるのです︒そういう意味ですから︑スポーツをやるにしても︑みて︑これはじきに散って芥になってごみために入れられる︑それを知

しそれにうちかってゆこうという努力が生きる力為養っていると考えなるものを︑思い知らずに舞う蝶なり﹄というのがあります︒花をみ

ころに︑はじめて八冊の道を馳出してゆく︒ただ梁だけを望むというれは私にいわせると間運２﹂おる︒戎堅︑散れば芥になるかも知れま

な菩痛を作２﹂いる︒しかしそれにうち勝って︑蕃痛に耐えてゆくとらずに蝶がとび交うていろ︑あわれな蝶ょ︑というのであります︒そ

ようなことではいけたい︒蒜の世の中であるから︑それを悲灘して服せんけれども︑現在い主晩きにおっておる︑何とまあ美しくわれわれ

●

世的になるということは非附な間遠いで︑俳教というものは私からいに幸禰を肌えることか︑この散らないうちにこれを楽しむ方がよい︒

１

１１１
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って夜を楽しむ︒こういう言葉があるのですが︑その方が私はずっと

う言葉があります︒花はとてもよいから︑一刻千金と思って︑燭をと

そううい職からいうと︑儒教の方では﹃燭をとって夜を楽しむ﹄とい

しておるものは貧乏ということ︑僻金ということでしょう︒借金とい

間が忘れてばいけないものであると思うのです︒いま人間が一番苦に

道徳で︑そういうことに耐えてゆく力が本常の生きる力で︑それを人

苦努に耐えてくるということを決していやがってはいけない︑それが

火をつけてその花を眺めようという考えは︑健全な考えであると思う

りも︑一刻千金だ︑今みなければならない︑だから惜しいからともし

人間の健全な道があると思う︒借金をふみ倒してゆくような考えは︑

節約する︑貯金する︑時間を惜しんで努力してゆくところに︑本営の

がおれる︒けれども借りたものは返してゆかなければならない︒自ら

うものはですね︑仕方がないからやるが︑これを返してゆくことは骨

︑︑︑︑

進んでおると思うのです︒散ったら芥になるから仕様がないというよ

のです︒それでまあ俳教にしろ︑儒教にしろ︑その人の解羅の仕方に

いわゆる危戯思想であって︑罪悪的要素を多量に持っておる思想に外

よって︑いろいろいうことも出来るけれども︑私は人生というものは
責に梁しいものだ︑梁しいものにしてしまわなければ︑われわれの生

ならないのです︑それから病気は出来るだけ生きようと想って癒すべ

︑

き甲斐のある生活は出来ない︒そこでその苦痛があればその苦痛にう

か︑何だとかいう背景は病気と貧苦です︒この二つが稚の中でいやな

く努力しなければならない︒それが出来ないからこの頃︑親子心中と

こと︑呪わしいもののように思っておるけれども︑それにうちかって

︑︑︑︑︑︑︑︑

してゆく努力をしてゆくところが本常の道徳なんです︒それをその楽

ちかつ︑病気があれぽそれを直してゆく︑また術金があればそれを返
だけを求めてゆこうなどという考えをすると︑先程のネズミの賞鹸の

ゆくことを忘れてはいけない︒現在の世の中では︑あまりに自殺が多

と︑不健全な思想のわかれ道になる︒私はそういうふうに思っており

かむことと思って︑働いてつかむならよいけれども︑早みちで︑亜盗︑

うのだそうですが︑梁をしてゆく︒そして金をつかむことは幸幅をつ

くまた人の命を軽冷しく扱っておる︒これがアプレゲールの思想とい

Ｊ

ように︑刺戟がなくて早くコロッといってしまう︒そこが健全な思想
ます︒私ども八十年齢の生活には︑蜜に薬しいこともあったが︑相常

は自分の過去を考えますと︑私は病気をして︑死にかかったことがあ

追はぎ︑そういうことばかり考えておったら大塗なことだと思う︒私

︑︑︑

いやなことが多かった︒いやなことが多かったけれども︑私は今から
考えろと︑いやなことが私どもの生きる力を養ってくれた︑こういう

あの二重橋にいろいろの松の木かあります︒あれが風に吹かれ︑左

それを︑何にもなくなったことを決して悲劉しない︒なくてもかまわ

て︑何にもなくなったｌ机一脚︑本一冊なくなったけれども︑私催

るが︑養生をしたのでこの年ま秀・⁝．︒それから皐佼が丸焼けになっ

に右に傾き︑まさに耐え︑雨にあい︑日照りにあって︑そうしてくね

私は悲一観値しなかった︒よその人はよくやったと思うけれども︑畢佼

ない︑おれ一人の力でやってゆくからという信念で畢校の焼けた時に

日本の松の美しさ

ふ酒７に考えております︒

り︑くねったそこに何ともいえない風流なよさをもつのです︒日本の

なんかつぶした方がよい︑盟地を責って階雁した方がよいというので

美事な松というものは︑みんなそれらに耐えて︑枝ぶりといい︑何と
もいえないところの尊さ︑荘厳さというものがでてくる︒私は人間は
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そういう考えが︑私︑最近でも︑自分でよくそういう苦勢に耐えたと

ポロ校舎でもよいから建てて︑子供達に浦足を典えよう︑そう忠って

は・⁝・・教え子が焼け跡堕些２﹂泣陰﹂おる︑これを救うには︑どんな

いついたのですが︑私は鎌倉から通２﹂きて︑浦員で乗れないことも

はお正月に︑正月気分をおこすに騨鮭をぶらさげて歩く︑あれから思

十二月何だな︑懸鮭を窒所につるしておくと景気がいいでしょう︒私

なくなる︒その時いつも私は生徒にも教え︑吐曾の人にも教えるのは

って座ろうというような考えはも２﹂いません︒そういう野心はもっ

ありました︒この頃は混み合っても電車のなかに入れます︒しかし乗

思う程︑自分で雫誇りを感じております︒そして私は人に無理をいった

いった私の一つの哲畢かも知れませんが︑苦難にうちかってゆく︑そ

とにしなければ一野菊は出ないです︒だからこの甑︑﹁先生座れんでしょ

てはいけない︒騨鮭と思２Ｌ吊革にぶら下２Ｌ︑景気がいいというこ

ことはない︒恨んだことはない︑悲観したことばない︒それはさつき

です︒

い︑朝くらい君もうちで瞭操をやるでしょう︑それを私は毎日こうし

う﹂といわれると︑﹁馬鹿をいいなさい︑座るようなことではいけな

こに勇気を養うのだという鮎から︑私︑今日をなしたと考えておるの
毎日使う美切庖丁

て通って運動をやるのだから︑私はその意味で仕合せだ︑ありがた

八十位いきますと︑よその人が来てこういうことを申します﹁先生
は八十から上なんですけれども︑耳もよく聞える︑日も見える︑足も

いうわけで牙心ともに使わなければいけない︒使うように出来ておる︒

い﹂という︒これは決して負け惜しみをいっておるのではない︒そう

それから融もたまには自動車に乗るが︑毎日乗２﹂おる人は︑一寸し

達者だし︑何か養生法がありますか﹂そうすると私はいつも︑﹁養生法

た坂道でも自励叩がないと刷る︑淋しい︒しかし私は一寸も刷らない

といって別にそんな無理な法はない︒もしその養生法というものを見

たければ蕊所に行って鯉物Ｉ庖丁︑刺難庖丁とか︑何でもそうい

︹片足で数分立２﹂見歩そ下さる︒それから剛の掌を足を曲げずにベ

毎日歩いておって足が大丈夫だから︒あなた方︑御承知ないけれども

何かはみんな錆びておる︒だから人間も毎日使２﹂いて︑頭も足も手

タリと地べたにつける動作をなさる︺こういうことは私の位の年にな

光２Ｌおります︒ところが一凡に一ぺん位しか使わない刺舞庖丁︑とか

も︑締紳︑肉催を母日使っているとさびない︒使わずにおくとさびが

に入れて三年位使わずにおくと駄側になってしまう︒その代り毎日使

ると誰にも出来ない︑髄が硬くなって︒吟計なども大顎にして︑金庫

うものをしらべてごらんなさいＰ毎日使っておる菜切庖丁はピヵピヵ

くる︑さびがくると耳が胴えなくなる︑川がみえなくなる︑手足が不

２﹂峠々袖をさしてやると止まるということはない︒・

自由になる︒・こういうふうに私は考えている︑それで私は薬切庖丁を

教える︒あれは母日使うから︑あなたも毎日使わないと光らなくな

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

生々護展の原則

これが天地の妙用︑天地間生々護展の原則だ︒その生々護展の凧珊

でやってきた︒そうして本一冊︑机一・脚なかったところから︑今はこ

にしたがって活躍することにある︒そういうふうに私は考えて今日ま

景気のよい壁酵のつもり
私は母日鎌倉から通２﹂おるが︑一︒へんでもそのことを悲観したこ

る︒

とはない︒この年になって通ってくる︑あわれ︑と思うと生きる力は
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ません︒月給でも少しとって齢ると︑生徒の篇に植木を買ってきて植

の喜煽寺というお寺にある禅宗の坊さんですが︑赤痢か何かにかかっ

そして死ぬ時は美しく莞爾として死ななければならない︒もと鎌倉

美しい死に方をしたい

える︑ブランコをこしらえてやる︒そこに梁しみを感ずる︒老後の用

て死んだ︒危篤になった時︑建長寺の管長さんが見舞にきた︒ところ

の畢技も相営に出来ていますけれども︑私は一切欲というものはあり

意に少し公伎でも買って持っていないと困るという人があるが︑公依

ると︑その和尚が︑﹁出家の牙でこの燈たらく︑ざまは河だ︒こういう

がたれ流しで汚い醜態の極みで︑臭くてそばによれなかった︒そうす

ものは出家の寅格がない﹂といって︑足で緑ぱなから蹴落した︒その

を使う機曾はなくなる︒同時に人間はいずれ死ぬるが︑その死を美し
ことがあれば︑教場で倒れて︑教壇の上で死ぬことが︑この上ない仕

その畔︑昔からある﹃月白く︑風情し﹄そういうこと誇醗局々にいっ

拍子に目を畳して︑死にかえたｌその時碕麗に死にかえた︒つ護り

くするということを私はふだんから考えています︒私が死ぬるという
合せだと思う︒ところがね︑この間︑もと海車の軍人だったらしい︑

向けて乗ってお守亀どつかで腰がかけたくなったのでしょう︑若い娘

というので︑地べたに倒れておる人間を拾いあげて︑丁重に葬ってや

たら︑その和尚が﹁これでよろしい︑もう丁飯に扱ったらよかろう﹂

私の知らない人ですが︑相富混んだ電車にのったら︑私の方に背なを
さんのところに行って一︲老人だから少しよけて下さい﹂︑といって腰か

﹃月白く風情し﹄といったような死に方をしなければならない︒そう

ったという話が解わっておるのです︒だから私どもも死ぬ時はやはり

にうふうに考えておるから︑まあ先生であれば︑教場でぱったり倒れ

けたところが前に立っている私をみて︑こいつは八十からの奴だ︑自
も年長者ですからどうぞおかけなさい﹂といった︒﹁いやそういうわけ

いというのは卑怯です︒そこで西郷などえらいと魁うのは︑西南の役

るようなのはいいでしょう︒それを教場で倒れたりしてはみっともな

分より大分二十年も老人だとみてとったのでしょう︒﹁あなたは私より

にはゆかない︒沸教では三途の川というのを渡るのだそうですが︑三

も苦勢じやない﹂といった︒それでも今でもうちの生徒で︑私が外に

いて渡るものはない︒だから私はそういう昼悟をしているからちっと

とあっては一大恥辱だ﹂というので︑洞穴を川て︑あそこに一寸した

たとみるや﹁わしは天下の大西郷だ︑穴にかくれて敵の捕虜になった

はその洞穴のなかに隠れておりました︒しかしいよいよせっぱつまっ

のとき︑城山に洞穴がある︒簡単から弾丸を兄舞れるものだから西郷

む

途の川は一人で渡るもので︑ここを自動車で渡ったり︑ステッキをつ

出ると−１先生お一人ですか？﹂という︒﹁人間は生れる時は一人でうま

匿いところがあります︑そこに出てきて︑左の方にはあそこに火山が

れ死ぬ畔は一人で死ぬ︒それは何も不思議なことではないので︑たま
に二人でうまれる双子というのがあるけれども︑そういう人はめった

いな海です︒そこで先生は切腹をした︒私はそれを羨ましいと思う︒

あります︒その火山からはとうとうと煙をはいておる︒右の方はきれ

る︑さすがは西郷にふさわしい︒伊藤公はステーションで敵陣にたお

樫島はとうとうと鞘をはき︑大潤の美しい海を眺めながら巌後をとげ

にない︒﹂こういうように私は考えておる︒それから水車というものは

は水車だ︑精を出しているから氷るという↑﹂とばない︑膿が丈夫であ

決して氷らない竜精を出してしよつ中働いておるから氷らない︒おれ

りがたいということをいっておる︒
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をしなければならない︑そうしてゆくのが一番いいと思います︒私は

とを考え一﹂おるが︑しかしその壮巌︑壮烈というような態度の死に方

れる．壮烈です︒人間は布閏の上でＩ絹

いことだと忠２﹂非常に感謝をする︑そして東京騨につ陰﹂からまた

大船あたりにゆくと私の前の人が立２﹄そこに座れる︑今日は珍らし

こえ電車がつ堕しすぐ乗れることがある︒それと同時に不思議仁も︑

くる話をしたが︑たまにですね︑その電車に乗ろうと思うと︑丁度そ

きらめる︑やはり運は別ものであると思う︒私はさつき電車で通２Ｌ

布圏の上で死ぬというこ

こういうこと︑死に方を生徒に教えているのですが︑うちの生徒が︑

ここまで乗物に乗りますが︑ここでもすぐ中央線が亘﹂すぐ乗れる諺

肺病にかかりまして︑駿河墓のある病院に入院しておった︒ところが

また座れる︒ところがその反針にどこでも座われもしないし︑こずか

の言葉ですが﹃人事をつくし一﹂大命をまここれは一つの悟りの句と

私のお講経通り随分生きんと努力したらしい︒けれども所詮いけなく

して︑一生運が悪くても人鼎だけはつくさなければ︑あとは犬命をま

なった︒花をふだんですね︑誰か見舞にもってきたものを︑太陽光線

って看護婦に起してもらってニコニコとしてお薩をいって︑﹁私は生き

は心得て︑金科王傑にしてお堕﹂よいと思う︒しかし蓮にたよるとい

だが．：⁝︒運というものは自分の力ではどうも出来ない︒とれは儒教

んとして随分努力をしたが︑もう駄川らしいから今のうちにお稽を申
上匝上ぬきます︒長食稚話になりました︑綴も一所懸命に努力し︑

れて押し倒されることもあります︒これは偶然といえば偶然のうち

みなさんにも助けていただきましたが︑今度は所詮生きられません︑

岬風が吹くといって私どもだまされてしまって︑一向吹かなかった︒

うことはいかんです︒幸迩が向阻﹂きたらなどということは︑緋勢の

を典えて︑それを楽しんでおったやさしい子でしたが︑いよいよいけ

さようなら﹂︒といってそれきり息が絶えた︒私はその死を以て丘に英

とが名害ではない︒生きておれば生きておるだけ︑毎日それだけ側か

他力の念仰は必ずしも否定しませんけれども︑他力で幸禰を僻ようと

つということで︑平凡な句であるけれども︑私は誰も一般の人がこれ

雄の死に方だと思います︒人間はただ酔生夢誕の状態で生きているこ

勝部ありがとうございました︒先程のお話のなかにも︑戦後のア

いう考え方は捨てなければならない︒・

ころもおっしゃっていただきましたが︑先生は海外︐なんかも御覧にな

プレゲール︑若い人の峡靴と申しますか︑いまの若い人の足りないと

りましたし︑今度アメリカ人など大勢入って来ましたけれども︑日本

くに補わなければならない黙︑お気づきの鮎を．⁝：

人の峡紬と申しますか︑画民性で足りない︑これから日本がのびてゆ

日本人の鉄黙ｌお世鰯と依頼心

三輪田それは私はね︑日本人はお互にお惟僻をいいすぎると忠い
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なくなったら︑お父さん︑お母さん︑お姉さん達集って下さい︑とい

っ

なければならない︒死ぬときほ誰も平等に妃ぬのだから︑美しく耀後
をとげる︑こういうふうに人間は考えてゆくことが健全な本常のもの
だ︑人間主義的道徳だと思います︒そんなことを考えて私は毎日暮し
勝部一生涯を辿じまして御努力が一番であったのでありますが︑

ておるですよ︒

﹁蓮﹂がいいと思われたことはございますか？
運・天命・偶然

三輪田そう︑たまに今でも﹁蓮﹂というようなことは⁝⁝︒儒教
の方じゃ御承知の通りゆきつまると﹃ああ大なり︑命なり﹄天命とあ

』

ます︒例えばね︑西洋人であったら︑小さい子供に向２Ｌ﹁おじいさ

らして濁立燭行でゆかなければならない︒病深繊吉先生の燭立目鐘は

いがある︒それが生長しても影響してくる︒そういう子供の育て方か

︒︑︑︑︑

んは好きかきらいか﹂といいますと﹁あんな雛くちやなのはきらい﹂

とです︒そのお世誹と依紙心︑これが日本人の一番いけないところじ

資にいいことで︑塵礁の精神とし一﹂嚢表したものですが大菱必要なこ

︑︑︑︑︑︑

て︑何でも﹁好き﹂といわせてしまう︒ああいうところが癖はずみと

といって；：・日本でそんなことをいうと︑母親が子供のお尻をつれっ

いえる︑上調子というもので︑そういうことは止めなければならな

ノーをイエスといい︑そこに男女の開係が交って複雛になってくるが

ゃなかろうかと思います︒お惟誹が診すぎる︒イエスをノーといい︑

で一所懸命やっているようだけれども︑卓を叩墜﹂熱群をふる２﹂お

普段のことでもそうです︒議曾あたりの油読をき隆﹂いると︑金切詮

い︒正直に自分の信念を表さなければ⁝︾：︒そこでね︑このことは特

に女の人に多い︒源津桃介という人︑この人は鮒識のあるえらい人で

こうしなければ次の投票が深山とれないだろう︑漢文教育キーしてくれ

るが︑昔の壮士乏居のようなもので︑本気でやっておるのではない︒

あったが︑私に教えてくれた︒﹃先生は女畢校をやっておるけれども︑

といったら﹁本常の女の心というものは︑相常道梁をして遊ばなけれ

て⁝：・私はこう思うからこうでなければならないということをいえば

ないといって︑またそれをしないと議曾だから人を動かせないといっ

本営の女の心は分りませんでしょう﹂というから﹁それはどうして？﹂
ば分らない︒あなたは道楽をしないから分らんだろう﹂といった︒﹁具

千蔑言をついやして論じる必要はない︒そういう黙が日本人の圃漁主
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罷的にいうとどんなことか﹂︒﹁女がイエス︑といったらノー︑と解樺
する︑ノーといったら︑イエスと解樺すればよい﹂︒そういうことをい

義だろうけれども︑非常に瞳昧な態度の人生ですね︒⁝⁝

○ヘルシンキに選手送りて頼むさまに忘れもせぬか旭図愛見る

○貧乏人の大晦日にも似たりけり選器を前に忙しき野心家

○お玉杓子似もつかいとていつしかは蛙となるを我等が溌備隊

︵や元︶

いました︒﹁あなた︑私が好きか﹂というと一︲きらい﹂とはよういわな

い︒﹁お立派です﹂といって︑本営は大きらいな男であってもｑそれで

ですが︒封建制度では依頼心というものが壷い︒子供の時から︑家庭

殺人罪が起きたり︑いろいろ問題をおこしやすい︒それは男女の問題

私はあれが悪いと思う︒だつこしてねんねんといってもらうと気持が

教育の時から依頼心を助長させている︒赤ん坊の時にだつどします︒

よいから︑泣きさえすればだつこしてもらえると思って︒これはお爺
さん︑お婆さんがよくやる︒ところが西洋人のようにゆりかごに入れ
てうっちゃっておくと︑たまに紐をひいてゆり動かしてもらうと︑そ
れで喜んでいる︒ふだんただ天井を仰いでおる︑だから人生は一人で
梁しんでゆかなければならないと思う︒小さい時からゆりかごで一人
で生活するというのと︑だつこばかりするのとでは︑そこに大鐙な運

○

国賓的の大教育家

正井儀之丞謹識

︵弘道倉員︶故矢田氏を偲ぶ

貢氏の略歴
氏は明治五年六月十日︑島根牌簸川郡荒木村に生る︒小畢校を卒へ

遥湛村組合役場に書記見習︑後一ケ年小畢校授業生となり︑二十三
年六月隅師範畢校に入皐︑二十七年四月卒業︑遥堪村小翠校訓導兼
校長に柾命︑三十二年知袈の選抜にて︑東京帝剛大畢駒場農科大翠
サラシナ

の農業教員養成所に入り︑同校卒業︑大畢助手となり︑在職七年︑

同四十年四月長野聯更級農畢校長となり︑同四十三年四月島根蛎立
シノノイ

松江農林畢校首席教蒜に樽任︑在職九年︑大正八年六月新設郡立大
東農皐校長となる︒翌九年四月︑長野際更級郡篠井町に際下第一の
規模を以て改造された螺立夏澱農畢校長に再び招聡せられて校長に
鱒任し︑前後合して十七年間勤務努力常に研究と工夫を重ね︑校運
日を追うて隆盛となり︑其間に欧米覗察の壮畢を断行し︑農業教育
の泰斗として推翠されしも︑齢還暦に垂せるを以て︑昭和九年三月
業成り名逢げて排出度退職せられた︒

二︒全図肇農聯盟に努力
氏は元農林大臣有馬噸寧伯の懇蝿によって︑日本畢農聯盟を組織し
伯を曹長とし自らは常務理事となり︑全圃を行脚して﹃農畢校卒業

生等を説いて畢農聯盟を作り︑農村の活躍向上を岡り︑各地に支部

を設置し︑叉雑誌﹁村の柴﹂を謹行して之が編輯に富るなど努力し

或は講演をなすなど︑七面八普の蒋闘を領くること約七年に及び︑

六月十日︵誕生日︶を磯として退職故郷に蹄還せり︒

曾運は着々隆昌に赴くと雛も︑齢古稀に及べるを以て︑昭和十六年

三︑郷里に於ける至人教育

郷里大社町に踊って農耕・開墾に従事せしが︑父の誕生地で︑最初

の教育地であった遥堪村に住衆を窪Ｌ︑一方に於いては亡加父の遺

言を守って墓守となり︑叉一方に於ては村公民館長・岡書館長・村

曾議員・教育委員となり叉青年曾・婦人曾等の指導に努力して教肯

の篇めには如何なる辛苦をも解せず却って趣味とし︑毎月﹁公民館

とを兼て全人教育を資行した︒

月報﹂を作り︑全村四百三十戸に配布して自ら月報配りと家庭訪問

四︑氏の文畢的趣味と修養

昔者八幡太郎養家一公や︑上杉謙信公や︑近世の乃木将軍等は︑軍に

晴の名勝として謡はれたものである︒

武悠として讃仰されたのでなく︑文躯的の素養があった駕めに︑天

氏は平素極めて繁忙の間にも︑古今名家の詩歌を集録調讃して︑趣

味を得るのみでなく︑自らも製作表現して︑生活を美化向上せしめ

られたのは︑欣仰に堪へざる所である︒

○ロングフェローの人生歌︑

舷に例として其二・三を記さむ︑

人生は空しき夢なりと︑悲しき調もて歌ふこと勿れ︑
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人生は頁面目なり︑人生は賞在なり︑︒
染むこと悲む一﹂と︑これ吾等の目的にあらず︑

た障働きて︑今日よりも勝れたる明日キー得んがためなり︒

︵以下省略紙数二制限アルクメ︑以下同ジ︶
○石川丈山壁書之誹

天高従二烏飛一海潤任二魚躍一大丈夫不し可し無二此度量一
︵以下省略︶

振レ衣千似岡洗レ足菖里流大丈夫不し可し無二此気節一
○二宮先生報徳訓

︵以下省略︶

父母根元在二天地令命一身篭根元花二父母生育一
子孫相綾在一天婦丹精一父母富賢在一耐光軸功一
吾身富貴在二父母積善一子孫富貴在一眉巳勤勢一
○修養の歌矢出氏作長野畔代
︵正義︶見る人の︑心々に任せおき︑正しき道を吾は行く也︑
︵誠資︶誠もて︑働く人に跡宿り︑子々孫々楽え行くらむ︑
︵敬紳︶肺祭る︑脚の心を心とし︑其の業をぱ励む楽しさ︑
︹以下省略︺

五︑朝の諸行事と修養
一︑興画運動十二畢動大正十二年四月二十一日より賞行

日本をふみ張れ左右三畢図一致手を腰に上︑下二︑
日本を延噸せ左右二︑誠をこめて掌を胸より撫で下す二︑
日本を固め右右二︑世界文化に捧げむ琴睦函畦赴げこ︑

二︑ 冷 水 浴

︵１︶にて右一眉より冷水を

明治二十四年七月より賞施

︵２︶にて左一眉より

︵３︶にて頭上より厳寒にても壮快を畳ゆ

○教育勅語奉謹

明治二十七年四月より賞施

以上の興闘運動・冷水浴・教育勅語奉潰の三事を朝の行事と定む

六︑職米脱察

道義の普及と振興とを所念

他に祁悌の潅拝︑

︵動機︶

一︑出牙校の創立浦三十年を一記念せんが篇に︑

一︑農村の進向を岡らんが篇に︑

とも恢復するに至ったことを感謝せんが篇に︑

一︑三十年の昔に肺結核を︑叉三年前に９豆︶を病める身の︑雨岡

感謝感激の至りであった︒

一︑私費を以て歌米覗察願を差出せしに文部省より許師せられたのは

︹準備︶・

受く︒一︑旅装を整備す︒一︑恩師︑知友︑等を訪問︑故恩師極井

一︑出溌期日を六月十日︵誕生日︶と定む︒一︑各鯛領事館より旅券を

博士・稽垣博士の墓参︒一︑透別含に招待された︒

一︑明冶神宮︑伊勢肺宮に琴舜︒一︑大阪蝉・松江鐸に下車告別す︒

郷里︑荒木村・遥堪村に録着︑父老・親戚︒知友の来訪を受く︒

〆

一︑出雲大泣参詣︑亡父の墓参︑老慈母︵八十九歳ろ﹁ふところ﹂に

Cis;

−

入って寝ぬ︒
︵出雲︶

１︑美雫術館︑王城跡の陳列所︑市中の測覧等によって︑画運衰亡の原

二︑丁抹園の復興と農村

にて集合︑夜十時乗船︑翌朝八時釜山着︑汽車にて朝鮮路を北上し

４︑丁抹復興の偉人グルンドリッヒの律績を偲ぶ︑墓参︒

３︑菖圃新教育研究曾の状況︑国民高等畢校覗察︒

２︑文部省富局者の教育談を聞く︒

因が推察せられた︒

京城・平壌を漣て︑鴨諦稚江を越えて浦州に入り︑木天︒ハルビンを

昭和四年六月十日出護︑同行者は帝圃教育曹長林伯爵外十名︑馬開

経て浦州里に着き︑汽車を乗替えて西比利亜に入り︑幾千里間人

５︑農村覗察二回自八月一八日至同工日⁝⁝夏期

要するに園人は他図人と比して親切にして勤勉努力︑土地もよく耕

自十一月十四日至十九日：：：冷期

口稀薄にして荒野つづき︑時としては騒ぐばりの大森林を突破して
疾走せしこと蜜に百七十九時間︵約七謹夜か︶にしてモスコウに到

て割愛せり︒

三︑其他の先進副巡り翠ぶべき署多かりしも︑紙数に制限あるキー以

せらる︒

作され毒作物も︑家畜も︑家屋も︑整附されて醇隈なる美風が感知

﹁今は飛行機が非備に護達して︑羽田を出溌すれば一謹夜許りに

着し︑三日間滞在見畢︑

して欧米各地へ自由に旅行が出来るようにな２Ｌ︑全く夢の世界

英幽・悌閣・濁逸・伊太利・和闘・白耳妻・填太利︒波剛・瑞典︒

となった︒﹂
︵欧米覗察︶

諾厩・チェッコスロヴァキャ︒

噸の濁逸巨船にて︑十二月一日進出した︒途中大荒れにて︑三日後

ハンブルグ港より︑大西洋を横断して︑米図紐育に向ふくく︑二菖

四︑米圃

主月的瑞西剛と丁抹幽との脱察
一︑世界教育研究曾︵自七月＃一日︑至八月十日︶
後部曾に移った︒部曾の議題は︑

１︑瑞西図ゼネヴに於て開催︑期間は十日間にして︑先づ細曾を開き

れて十二月十一日紐育に着いた︒

トムソン小畢校・職莱畢校覗察︑

２︑首府ワシントン

る所があった︒

畢中で︑其案内で附曇鴎小畢並にリンカーン小畢校を参観して太に得

大畢の高師部が有名で教育的研究尤進む︑東京高帥の安藤教授が留

人口七百蕗︑世界一の大都市で︑識想以上に感んなり︑コロンビヤ

１︑紐育市

①農村の杜曾的及涯済的地位②都曾集中と農村③農村里佼の現
に於ける教帥の活動⑦畢校卒莱生の卒業後に於ける農業教育塊家

状④将来農村小畢佼の執るべき方針⑤家政の教育⑥壌佼以外
政教育の必要⑧結論
ノィホップ︵貧民ノ救助︶︑スタンッ︵孤兇ノ父︶︑ブルグドル・ミュ

２︑世界大教育家画へスタロヂーの遺蹟巡り︑

ンヘンプッハゼ︵新小畢校︶︑イヴエルドＸ人類ノ教育︶
３︑ゼネヴ湖畔の絶景副蛍︑一ノルプス登山︑

︲１１１
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濁立記念塔・神殿・白亜館・博物館・政聴・岡書室等を参観︑

を酋長とする︑全図畢農連盟凌行の﹁村の柴︲一の編纂に常り︑多年

月業成り︑名逢げて︑教育界を勇退以来︑東京に在って有馬損寧伯

ヒイッブルグ︵電気曾杜︶デトロイド︵プホウド自動車曾吐︶

教子に封しては弱を以て敬天・親士・愛人の範を垂れて今様二宮魚

教育生活四十年の間︑無峡勤といふ超人的な記録を樹立し︑敬干の

が︑今卿﹁よりよき郷土の建設﹂を志し︑荒木村の汝山に蹄省した︒

の惑蓄を傾倒して︑飽くまで農村の中堅人指導に齢生を捧げていた

叉郊外約八里に在るワシントンの墓参をなす︒

シカ・具中部中心地日本領事館アリ︶ストックャード︵屠殺所︶

３︑西部行の都市

ウイッター︵飛行鶴製作所︶

篭翁とまで云はれた先生であり︑鐘の如き精神力の持主だけに︑一

八︑退職と留任運動穆附毒像

は疑を容れぬ所である︒

度こうと決心して蹄つた以上は︑輝かしい足跡を蓮十であろうこと

一三−メキシ員沙漠地帯︶
加州に入る︒︵一月一日着︑気候湿暖︑柑橘︑葡萄ノ栽培盛︶

ロスアンゼルス︵人口︑百五十菖︑大陸横断セリ︶
長野腺・島根際出身者各位の種々親切な御世話になった︒

て︑欧米の主なる先進十六ケ図の︑農業其他の文化の状況を覗察す

氏は夙に世界一周の目的を有せしが︑幸にして朝野各位の御蔭を以
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シャトル︑桑港領事館にて種ぞ指導︑談話を承り︑又招宴を受け

一月十五日日本郵船瀧間丸にて出港︒

右に封して報恩の道をと思へる中に︑歳月勿々人を待たず︑早く

るを得られたのは︑資に無上の仕合せであった︒

園蕊部覗察︑桑港滞在三日間

１︑淫間丸は二畠七千噸︑定員約一千名︒

五︑錦図太平洋を横断
２︑船内郵便局︑鍔薬設備完備︑理髪所︑小間物店等︒
４︑布畦ホノルル・港著︑上陸名所巡り︒

矢圧I鶴之助氏毒像

３︑娯梁映蓋・芝居・ダンス・軽業・苦楽等︒
出雲大牡分院に参拝︒

５︑横演着一月二十九日夕︑多数の椴迎を受く︒
最後の一言︑謄大︑心小以上私外遊の土毒︒

七通大教育家矢田氏紹介の僻
松陽新報記者︵現山陰新報前身︶
島根際が生んだ︑近来の大教育家・矢田鶴之助氏は︑去る昭和九年三

長野螺立更級農皐校長

I

１︐︐

も六十一歳の還暦を迎会Ｌ︑退職せんとせらるＬに至ったのは︑己
むを得ぬ次第である︒

併し之を聞くや︑更級農佼卒業生災一般有志者等は︑執荊恥なる溜任

なった︒

運動を起せしにより︑遂に昭和九年三月まで退職を延期される事に

べからざる苦悩である︒

仰教に日く︑人生には四苦︑八苦なる事があって︑誰人も到底免る

恩師矢山先生の功徳を無窮に岬へむとて卒業生曾庇有志者一同は︑

愛別離苦は其一である︒

テ︑至誠後昆ヲ照ラズベシ︒

老来豊撰︑意気益壮や直二﹁敬天・親士・愛人﹂ノ行者トシ

二仰ガントス・

宮内省嘱託︑梅園良正書︑

従三位動二等︑針塚長太郎撰︑

妓二卒業生︑有志菅謀り︑毒像ヲ廷テ以テ先生ノ認徳ヲ永遠

昭和九年十一月二十三日

金言

母堂卜清子夫人ノ功績︿︑銅擬建設二偉大デアル・妓二並べ録シテ

銅像ノ後一天賢母ト良妻トガァルトノ金言︿︑頁ナルカ︒矢出氏ノ

﹁編者﹂

事となった︒

永久二讃仰ノ意ヲ表ス・

九︑喜寿と五誓

流もはやき月日なりけり﹂

﹁昨日とすぎ今日とくらしてあすか川

給ひぬ︒

と古歌に詠むごとく矢出師は早くも喜詳となり七十七歳の翁となり

並に昭和二十三年一月三日︑蔭門人大原郡立農畢佼卒業生の一園を

売以て︑鄭電・多大の慶祝品を携へ来て︑恩師に贈呈した︒其節に

始めとして︑遠く長野隅立農畢佼の卒業生の大関燈は︑三名の代表

は村内の重立った人及縁故者を招待して︑一同列席の下に感大なる

華の序でに師の玉菩を録して修養の資に供す︒

逢呈式を翠行して︑犬に恩師を感激せしめたとのことである︒

（21〕

協議の結果︑校門前に銅の寿像を樹て︑又地下に銅の銘板を埋むる
○銅の銘板︒

従五付勤五等矢田鶴之助先生ハ︑明治五年島根牒二生ル︒
シ︑挺身朗行︑以テ堅忍不抜︑質賓剛健ノ校風ヲ醸成シ︑明

同四十年更級農畢校ノ創立セラル︑ャ︑初代校長トシテ赴任
治四十三年度︑一度郷里二稗ジタルモ︑大正九年木校ノ嬬醤
昇格卜共二︑再ピ恥セラレテ校長トナリ︑桔据精働︑斯教育
上︑附二猫創ノエ夫ヲ凝シ︑校風護揚全閣二及ピ︑成績最モ
顕著ナリ︒

昭和四年︑宮命二依り欧米ヲ覗察シ︑亦浦業ノ踏破二回二及
ブ・カヲ奪う農村ノ改善︑卒業生ノ指導二致ス︑昭和九年三
二千有詮名︑皆其徳風ヲ慕ハザルハナシ︒

月︑業成り名遂ゲテ退職ス︒本校在職前後十有七年︑卒業生
先生常二身心剛健︑教育生涯四十年︑曾テ一日ノ峡勤ナク︑一
、

矢田鶴之助篤屋明治五年六月十日生

昭和十六年九月二十一日
自宅言プ小川陣次郎氏撮影

昭和十六年九月二十一日撮影

識時齢古稀︵七十歳︶

日冷是修養︑日々是希望︑日を是好意︑
日︐べ是感謝︑日々是資行︑

は河野君附添ひて遥堆騨に到り︑人を頼み一﹂擢荷にて蹄宅の上︑鍔

翠２﹂極めて懇切に腿待した︑かくして一週間の後︑昂途の汽車に

師を招き両方手常せしめしかが︑如何せん衰弱日を加ばり︑終に昭

和二十五年五月三十日を以一﹄自宅に於いて逝去せられた︒鴫呼悲い

昭和二十五日五月三十日

明治五年六月十日享年七十九

昭和二十五年六月一日

臓宜院樺正道勝士

鰯葬者頗る多く︑盛況

弔電三十︾辿弔詞十通

ｌｌｌ

島根タイムス｜記者川上繁一

ｌ

哉享年七十九歳︑計を剛︑腰﹂遠近悼まぬ者無く誕惜まい者は無し︑

弔詞

出雲聖人矢出先生を悼む

︵紙面制限の篇め勝手ながら前文省略︶

た︒遠方から知名の方々が参列され︑多くの弔一詞が述へられました

五卿三十日逝去︑六月一日遥湛村の自宅で俳式で葬式が行はれまし

りません︒此の多くの弔詞中で︑遥堪村の上野村長のを掲げまし

益ならざる者はありませむ︒こんな立涯な珊詞は︑聞いたことはあ

が︑先生の御高徳と御偉業をそのま上誠に立涯で︑一として感激無

弘法大師の作︑﹁いろは歌﹂に︑わかよたれそつれならむ︵吾世誰ぞ

十︑逝去
常ならむ︶とあるが︑流石の剛健なる矢田師も︑斯道の普及向上の

代までも教え鰐えられることでしょう︒

犬の肺も先生の死を哀み給いしか︑雨が降２﹂来ました︒先生の死

た︒之を見ると︑先生の御偉業は八十年の短い間でありますが︑蔑

を惜まざる人はなかった︒あＬ出雲聖人矢出先生を透る︒

ために︑嬬下石州路を旅行中に俄に病にかＬり難儀された︒鹿足郡

るラヂウム温泉に入湯を勧め︑毎朝リヤカー車に師を乗らしめて︑

柿木村出身にし至元嬬立農林校の教へ子︑河野瀧一君は︑同村に在

竿里距る浴場に行き︑夕には迎舎Ｌ蹄り︑自宅に宿泊せしめ︒家族

）

（

矢田先生を悼む

遥堪村長上野久左衛門
鳴呼悲しいかな・鐘に放遥堪村公民館長矢田鶴之助先生の霊前に伏
し拝み︑恭しく先生の高徳を偲びまして︑哀悼の念が禁じ得ない者
があります︒

先生の存在は︑蜜に吾遥堪村の誇りでありまして︑郷土村民が絶掛
的魚敬の的として其徳望を描仰いたしました高畢大徳の偉人であら
せられました︒

然るに時偶々石見路へ御旅行の途︑突然として病魔に襲わされ︑両
方鍔薬に力を御諜しになりましたが︑遂にその効なく︑忽濡として

え御蹄村になり︑名怪西小川求の薄邸に屑を新築して︑祁父の慈恩

私費を投じて講曾合︑誰座の催じなどによ２Ｌ︑其の啓蒙打開に惑

に事え︑傍ら本村青少年婦人雪等の指蕊教育に享念遊傾され︑自ら

四

搾せられました︒︑数々の御蛎績は︑資に粒撃に蓮がない所でありま
す︒

昭和二十一年一月︑郷土全村民の撰敬と信望を一牙に集められま

した先生には︑翠村一致︑推されて本村公民館長に御就任になりま

すや︑先以て政治・樺済・教育の三大方針を立てさせられ︑小畢校・

の坤推向上﹂など︑夫々其の機脂唇護具罷化に一歩一歩と推推せら

村・農業協同組合等と協力して︑﹁生表の恥弧﹂﹁知能の庇護﹄﹁交化

謝館の充街﹂︑﹁分館機樵の整術﹂︑﹁珊窪運動の覗化﹂︑﹁成人教育の

れました︒之が篤に︑﹁公民館報の護行︲一︑﹁各翫講習宮の開設﹂︑﹁岡

先生の計青一度似えられますや︑郷裳隣里畢げて其計を惜しまない

徹底化﹂など十二項側にわたる信喋を中心として︑術に融合教養を

基９ダ

一０

長逝あらせられましたことは︑油に哀悼の傭に堪えない所でありま

者はなく︑恰も慈父を失いたる如く︑哀悼の情禁じ得ない者があり

原則とし︑着々その黄効をあげさせられつつありました︒更に本村

垂れさせられますと共に︑日本青年協閏附設の勝牡鹿農場顧問とし

の普欠と︑農政開護指導心ため︑全閣を行脚して︑其の陣皐高識を

有馬籾寧伯の懇請によって︑金剛堅並盟理事となり︑畢農連照趣旨

莱教育上偉大なる功績を致されたのであります︒其の後元農林大版．

於ける農業雲裡管には格別な開心と研究を深くせられまして︑我罰毒

昭和四年︑官命によって欧米を脱察せられましたが︑特に丁抹に

しました事は︑返す返すも遺憾の極みであります︒

如とし一﹂の御他界によ２﹂︑其の御企謹も域に挫折の運命に通過致

たものは︑齢りにも大なる者があったのであります︒然るに今や突

キ平和にして︑ヨリョキ村作﹂の篤に︑先生の将来に期待致しまし

民は塞げて先生の偉悪を慕い︑先生の薫育と感化によりて﹁ヨリョ

を練らせられ︑日夜御研究御企謡に精進せられつつありました︒付

充賞︑一︲リクリェーショとの奨働など︑文化施設迩黄のための樵想

ヶ年計謡を立てられまして︑摸範的公民館の折築︑村鵠育の設備の

の文化向上の篇には︑先づ公民館を中心にとの御循念によって︑派

ます︒︵以下略︶

て︑栃木牒那釦野農場韮征として︑東奔西走︑活躍を鐘けさせられ

五

ます事七年有除︑昭和十六年六月︑古稀の詳齢を迎えさせられます
や︑鐘に先代組父小川元亮翁の造言を厳守あらせられ︑郷士遥堪村
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己むなく畢校側え引渡すことＬなりますや︑直ちに自宅を開放して

ますが︑其後先生に手紙をさし上げる者は稀です︒然るに二十年

小翠校の卒業式には︑定つたように﹁仰げば章し師の恩と﹂歌い

恩を忘れぬ人達の美談︒

公民館に提供せられ︑公民教育の篤之が使朋を自由にせしめられま

はうれしい︒

前に受けた恩師を忘れずして︑先生握手祇を上げる人達があるの

殊に叉先生には︑昭和二十三年畢制改革によって︑元の公民館を

したのみならず︑一蔦数千園の私費を投じて邸内に分館を新設して

夫・矢田は︑大正から昭和にかけて二十ヶ年近く長野際更級農畢

一般に公開せられます等︑資に其功績は偉大でありまして一を之

に出で︑七ケ年間他の業務を働き︑昭和十六年古稀に達したので

佼の校長として教鞭を執って居ましたが︑昭和九年退職して東京

を翠げて列記することを得ません︒．
又昭和二十二年四月︑本村議曾議員として御就職になりますや︑

今や終戦後五年有鮭を経過して庶政各般の問題が漸く再建の締

農畢校卒業生代表が三名宋られて︑駐巌にして感大なる祇賀式を

の齢になられるからとて︑鄭軍なる祇品を洋山持って︑長野際の

既に廿年許りの年月がたっています︒所が昭和柵三年に夫が喜寿

郷里島根焼出雲大吐附近に住して︑農耕教育等に従事して退職後

正義語たたる其諭は克く他を徳化して常に讃嘆紫仰せないものはな

に就きました事とは申しながら︑我閣内の現状を通醐する秋︑竜も

かったのであります︒

不安の域を脱して居りません︑内に財政・練済等政治の畝嫡と︑思

叉其後天が病気にかＬつた際にも︑本人の大好物の耐を兄舞とし

奉行されて︑感謝感激せしめられました︒

て還って下さって︑老師を悦ぱして下さいました︒

想上の不安は︑日々深刻の度を塀し︑図民生活を︑より一層一暗黒に
えないものがあります︒

導きつ上あります︒外には冷戦の不宏を考察する時︑稗々寒心に堪

され︑之から故先生の追悼曾をさせて下さいませとて︑村長・助

叉二十六年一月二十一日吹雪の日に︑突然卒業生代表三名が来訪

役・英他村の重立った方々を招待して︑お寺の和尚さんの讃糎に

斯る閣家の危局に際して︑維生その一身を教育に事に捧げさせら

て︑盛大なる追悼曾をして下さいました︒

れた大偉人矢山先生を失いました無は︑誠に幽家吐曾の一大損失で

ありまして哀悼敬弔の念一入切賞なるものがあります︒︵総︶

近来世相が悪化の折から︑二十年前の師恩を忘れずして︑雲の山

陰まで遥々訪ねて来て︑故人となった藍師の恩に報陰塔下さいま

追悼談
に生れたような性格を主人はもって居ました︒

一︑他人の事が第一で︑自分の事は第二であると申して︑人の篇め

一ぱいあります︒よ２﹂絃にラヂオ一︐際民の麓﹂の時間を借りて

した義翠は︑珍らしいことでありませぬか︒右感謝の念は私の胸

︵絵︶

故に母に孝行︑妻の責家や︑其他親戚の世話︑公民館長として村

御渥の放送をやらせてもらいました︒

の世話︑青年曾・婦人曾の世話等で一生を人の矯めに捧げて瀧足
し一ｉ一居ました︒︵未亡人矢田善子涙話︶

一︑﹁牌民の麓﹂として松江から放透︵後に長野からも放還︶先生の
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である︒・

であったが︑母堂をそっくり恩はせるといふ
人で︑百合子ざんの共産燕入りは︑その性質
が他の入舎と異って︑純なヒューマニストか
ら︵勿論一身の結婚の破綻もあった︶のもの
であった︒お茶の水女畢校四年の時︑虚女作
貧しき人々の群を書き︑辿遥坤士が︑これは
女畢生の作文ではないとて中央公論に載せた
のであるが︑あれも篇める自分の境遇推ゐて
全くヒュＪマニストであったから書けたもの

いる︒

女史のヒューマニズムは貧書生の育英とか
貧民への同情の救伽︑瀬療養所への芳志等々
となった︒又夫請と共に︑大愛災の時など間
家用自動車を一ヶ月にも亘って堆車の通らな
いで困る市民のため無料タクシーの用をさせ
る︑夫講の故郷郡山から米を坂寄せん椛災者
へ何週側も炊旧しをするなどのこととなり︑
家族十人の述輔手を十数年も蒜るもの食ふも
のから特別心にかけてやって︑感泣させたり
竿々数へると際限のない事と爺って現はれて

お枇餅を述寺へ合ふ︒所が女史にはどう見ても

祇交性であった︒乃手っ慨裁を作ることが心苦
しく︑自己の心持を傭って物詮言ふことが出
求ない︑心の純ならざる人は地位の如何を問
ず極端に嫁ひであった︒華族女畢校同窓倉の
常落含にも止むを得ない時の外は上流の吐交
性が縦いで出られないが︑或る時︑各間令嬢
方を︑藩飾らせて人冬が出られる︒すると人
奄は又︵空あ何んてお美しいんでせう︶たど

あ︑．美しいお濁しだこと﹂・と言って批交性の

美しい顔の御令嬢とは見られないから︑心を
偏って異口同一昔の言葉とはならない︑だが赴
交として自分ばかりが枇誹の一つ言はないで
居るのでは少々テレルので︑致し方なく﹁主

仰つきあひをしたといふのである︒着物の美
しいことは全くの変感で心産偲らず言ふこと
が出束たからである︒これでは上流吐交界ぬ

婦人たることは難蝿それでも境遇上︑自家

川車心五蕊や十蕊は門前に絶えないほどの交
際を徐俄なくされるのである︒つらかったこ
とであったらう︒但し一知りの交際としては
さすがに上流婦人であったこと勿論であり︑
又気の合った人となると︑病床からでも起き

出して何時間でも話し合ふといった風であ

仰されたものである︒

女子部幹事として︑物価的按助は勿論︑縮
る︒又気が向くと徹夜しても執筆するし︑病
刷的にも多大な援助をされ︑女子部の女子修
を押して欧洲漫遊をしな赤ら︑一日も日記を
妖かなかったといふ粘祁的弧さもあり︑和服
養講座が数年に亘つたのも︑箕にその指導に
で叉大方は日本料理で通したといふ信念もあ
負ふものが多かった︒私も︵月に一度位は必
った︒
ず︶お訪ねして御指導を得たものであるが︑
本含の現在及びこの前の曾舘とも夫君の多
弘通の編桝などに力を従して頂いたことは少
仰︐大の芳志になるもの︑岳父の記念唯迦設だと
くなかった︒又弘泣にも厩々原稿を頂いたが
感謝の奉仕︑これにも女史の力が多かったこ
文字が黄に謹筆で︑校正には無類苦しんだも
と勿論である︒私は女史の中に泊翁先生の御
性格の難煮を見出し得る気がして︑自然と敬
女史はあまりに純情であったから︑自然非

のである︒
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綾忘勿草︵言荊田斧二
○中候霞江女史のこと︒
中僚女史は含祁泊翁先生の次女︵長女は天
折︶で︑本念創立と同じく明治九年の生れ︑
泊翁先猿四十九歳の時の御子さんであって︑
我が幽建築界の椛威者中峰粘一郎氏︵英図工
翠博士︶に嫁せられた人である︒父対の開係
から︑夫嬬とも早くから本含令員であった︒
夫君が二度︹約八年︶の英国留畢︑或は文部
省技師として︑殊に札幌竿に在勤された開係
上︑その常時は直接本含との開係は乏しかっ
たが︑後丸の内に事務所を有って在京されて
からは父君の粘祁的遺産を尊亜され︑物質的
桁祁的の擬助指導は夫妻揃って多年なもわが
女史は雅族女畢校の出身︑文才に勝れて︑

あった︒

随筆︑和歌等に秀で︑父石井柏亭門として緒
をよくされた︑︵出版されたものに随筆．︑ヨー

ロッパ紀行日記等がある︶泊翁先生が文才に
優れたため︑一時は丈畢者として立つべくさ
れた程であったその血を受けられたのであろ
う︒とかく病気勝ちではあったが︑讃むこと
書くことは無理されても怠らないので︑常に
夫君が心配された程であった︒そして吐交界
などは好まれないで出来るだけ遠慮された︒
女史は稀に見る純情の熱情家であり︑無類の
ヒューマニストであり︑個性の秘めて鮮明な
信念の弧い人であった︒その長女である百合
子さん︵左翼作家︑宮本百合子︶も文才に恵
まれ︑ヒューマニストであり︑亜い自信の人

、
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評日︒一音節錨鰹︒惰致裡綿︒

通感郷長︒

松窪迩池畔︒蝉盤漉客襟︒主人面庭坐︒相括興殊深︒

迫︑唾Ｌ︑ｈ旭℃︑℃迅○○○○○○○ＣＯＯ

評白︒閑適之至︒使斑幽意︒

○釧雀豪蓬莱間宮雄︵祁奈川︶

︑℃Ⅱ恥もＥ℃℃℃︑℃︑ｂ︑○○０○０○○○○Ｏ

脚縄舞研︒

Ｃ○○Ｏ

銅雀蕊高餐半天︒曹操威武雌山川︒一蕎承寵按歌庭︒片棒西

評日︒三四措詞微腕︒情誼殊架︒

○洪水千鳥波多良介︵新潟︶

℃ｂＥ︑︑℃℃℃℃咽︑︑︑埴○○○０︒０．○︒○

看没維嬢︒

○○︒○

瀧純一村期有秋︒農家亦巳欲無憂︒何圃豪雨浦然注︒・暴漆経

膝︒

評日︒鰯得暴脹︒似有託意︒被害年年賊多︒以千栽曾無見閏功嬬

寒蝉大森午︵茨城︶

○次凌洞雅契兄寄似時事所感誠︵節録︶

︒Ｏ○００○○◎００︒ＣＯ００○○００○○︒︒○

０○○Ｏ
岡雨風生︒

備員参院果何楽︒黛議紛紛鶴畔争︒醜態演来猫不歌︒怒雅剛

評臼︒詞格豪健︒迩破時弊︒以無錐頴︒一結有千鈎之力︒

崇陽菖古宅︒康巌時奇石︒銀険不可華︒世人筆探獲︒擬青

○墜龍石歌潟川村駿巾作予遺失此稿維年己久今得諸笛底帥

書以購凌石三好寛

稚翠摩湾蕃︒鬼副伸削列剣錐︒石符倒雷山骨秀︒風生石擁

歴騒重於吾壁珍．案上超然窮壮槻︒云是梅陵屡移居︒搬運

毒苔香︒腫翁汀癖常致款︒進之椛陵︵水井悔陵︶耽賞玩︒

毎随汽車書︒維石先君︵儒官永井東陵︶遺愛物︒賊屋難硫
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○蛾海上雲鵬先生霞軒鵜野英治︹千葉︶
︑℃︑︑心Ｅ︑ＬＬ︑︑功︑ｎｏＤＣＣＯ○○○○Ｏ

奉職柵洞有徳署︒商才普祁又能書︒斐鵬未抱固爾志︒Ｈ夕明
︒Ｏ○○

評臼︒心事卒種︒超然自僻︒

窓意暴如︒

○棚蓮妙華金子光和︵横漬︶
滋泥不染碧池蓮︒翠蓋参差菌苔鮮︒疑是花脚光揖我︒香風吹

○００００ＣＯＯ○○○０︒○○︒◎○○００００◎
○○○○

評白︒鴛得清新︒一結自有無碑之象

度界三千︒

○槻笹恵粥兼坂軍︵千葉︶
℃℃︑ＬＬ︑︑︑℃ももも心や○００ＣＯ○○○◎Ｃ
︑○○Ｏ

〃落江天夜己遜︒．飛畿影剛映漣満︒眼前焼是藩燐遜︒黙鮎流

評日︒韻度清爽︒

光落水涯︒

○加川氏邸即覗莱圃大塚柳吾︵横須賀︶

1

P

懸ｃ秤圧激石岡雷鼓︒鍵龍天矯欲手珠︒利爪排案相騰駆︒

置庭除．封此坐看雲呑吐︒危峰絶壁無撮土︒上有大潔二膝
張鱗十丈雲乍湧︒林塞農蕩群霊趨︒君不見半差江爆溌︒奔
流勢何壮︒太簡曾鍵江葬来ｃ筆法頓悟諮且暢︒書典剣道蒋
風︒駿翁他腕振仙轡︒懐素畏遁良寛避︒細角能書祁童陣︒

無同︒心手和雁鰐川中︒莫是有法法無法︒或悟蓬沙叉雲

割田斧二選

耳順猶輿時輩異︒老来草鵠方腕鉦︒遭奇迄怪不弄研︒但得
唾龍裡筆勢︒離郷雷漉伽玄泉︒

ことを忘れさせる︑ほ上ゑまし︶

○埼玉螺石川奈美子

五月雨に池の水がさまさりつつ鰭ふる鯉のたちさやぐ見つ

ならひ

○述懐禰島牒菅野三郎治

柴山子みておどろく雀ある世にもにくや烏のここにとまれる

明けやすき朝も待ち伯ぴ起き出でつ長き生命をいまも習慣に

○・千葉媒兼坂秀嶺
○埼玉蝶小名木狂辰

奉密ルー

○新潟蝶波多良介

一人息子捧げてあはれ父我の整理の掛象に今年はならずと︐

○鵬野秀春翁に千葉螺金杉茂穂

稽の名を書きて挿したる木羽板もみえわかぬまで草苗茂れり

庭に愛づる松と齢を競ひつつ八十路を越えてなほ柴ゆる君

○新潟焼土田朝男
○茨城螺蕗田一人

昨日かもうゑし早苗と忠ひしにはやさみどりの色つきにけり

○琵琶湖船遊割田斧二

田代かく手休めに見る眺めとも那貌の山脈雲の峯立つ

大橋越央子選

行き運ふ船の若人詮かけて過ぐるよしぱし見返り合ひつ

弘道俳壇

田部井一化

香川越路
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弘道歌園

あて人のとひきませりと聞きし妹のまったちてゆく姿見の前

秀逸○鏡松江市干井常情
︵婦人の心理を動作の中にあらはし祥て面白し︶

○東京都中村徐風

捕り逃すポールたつぬる草むらに我が目奪へる撫子の花
︵キャッチボールの球拾ひに見出でたる撫子の花︑作者はしばし球の

佳作○東京都川田幸太郎
せきれいのおのづからなる身うごきのはしこきさまは見つつあかなく

秀逢︑雑詠

夜振りの火こきまでは来ず河鹿鳴く

蚤のこと間きし宿直引き繕ぎぬ

山 王

○宇都宮市菅．呑徳雁

○千葉騨鵜野秀春

秋来しをそれと知ら堂﹂目に見せぬけさは千草の露頭げにて

とく起きてこ上ろつくしの朝顔の花をし見るぞ染しかりける

富埼

飾

七夕の兄ゆろ峡間の水車
飛石にとかげ遊べる薄暑かな

家の子に世手紙して菱の秋
佳作

大花火白煙静かに移りけり
子を放 ち 親 玉 う つ る 花 火 か な

尼子
中村徐風

小名木狂辰

富山越

山峡に雲ばけぶりて五月病
耳馴れぬ小鳥の麓や朝凍し
病む人のしづかに眠る遠蛙

千葉丘南

千葉秀

頑︷島五口

我が影の短かきを踏む暑さかな

夕飼すむ畑の毎を摘みに出る

埼玉白

五月雨や蓮の上漕ぐ池の舟

良介

朝の風若竹渡る涼しさょ
峠路に笠飛ばしけり青嵐

おもたかの花のまじれる出草とり

ぼろ群に手足みたさぬ盆をどり

山

央子

u、

嶺

.
f
，

琴不羊云子

静甫
茂穂

一誠

狂辰

I侭ツ

河鹿きく人のこＬにもか営み居り

埼玉一

五貰目の山芋ほりぬ秋日和

埼玉

茨城
茨城

越

千葉
埼玉

手EI

仰具干 す 念 仰 の 母 や 梅 雨 出 水
銘々にたＬみぐぜある蚊帳を吊る

田掻馬斯き合うて別れけり
田を植ゑる野に百姓の唄がある

眼帯のとれしよろこび変の秋

老の難の眼鏡たよりに草をとる

斯の道や歩み懇して老の春

漉塞いで旅の支度もと上のひぬ
○

病室のまどに一人で田植みる

門前に鵬川を展べて明け易き

鵜と共に老いし柵匠の物語

○文苑原稿締切

十月雛九月二十日まで

十二月源十一月十五日寵で

）

〔

病み勝ちの母の髪硫く花柘摺
水こぼ し ｊ ︑ 路 行 く 金 魚 蜜 り

埼玉尼子
①千葉香

l鰯、

福島言椿翁

f全

七夕や通の桑を切る吾す
雨はれてかな１︑遠し軒つ野く
幅幅の出そうな堂の朽ち古りて

梅の資の土に麓あり雨静か

有難き千年の灯や刺開帳
五月雨やのっ
っそ
そり
りと
とた
たつ
つ地
地赦
賊岩
岩︵
︵昇
昇仙峡︶

小手 種 の 花 の 白 さ や 明 け 易 き

夕焼の雲の浮べる植田かな

絹圏扇糟は清方か深水か
金魚うりの産に畳めたる書裳かな

到来の新茶薬しく朝剛とる
伽熔一の供華新しく夏に入る

Lb

京

新

京玉

趣
東

路
化

峰
風

川 東 埼

本含黄報
△理事雪︒六月十一日午後五時より本含に理

Ｊｉ
支曾棄報

Ｏ秋田支曾報告
に接することも又別の見聞を接むる上に意義

何時も坐敷の含合とて︑偶には郊外の空気

議せり︒

事宙を開き酒井命長以下出席︑亜要事項を協

あらうとて︑最近竣工を見た本新屋歎の東北

此等は決して単なる遊戯の助長とすることな

く︑画際的迩義の立場から緊要なるものであ

１

る︑世界の形勢︑画家の経済を知るに及ぼす

ことなど︑宮野氏懇々と読くところあり︑常

日は掃き清められたる倉場の庭悶に︑ツッジ

ず︑夕暮本日の好意達謝して散宿せり︒

尚見るべく︑初夏の緑の美しさ︑得も言はれ

氏は︑八十除歳を以て逝去︑本倉に曾員たる

△星野氏逝去︒本曾長老命員漏岡嬬星野房子

しい注文を見つつあることは何よりである︒

るが︑好評を博して既に六版を重ね︑尚新ら

せる﹁新らしい澄法﹂は第一公報杜より溌行せ

動を雑へたるも︑新知識を得る所多大なるを

その規摸設備に驚くべきものあり︑溌定の行

より来参せり︒我々一行も心ゆく富で縦覧し

事とて︑各畢校遂初め淑光剛盟が緬宥と各地

全図有数の含杜であるだけに︑又季節もよき

り︑六月二十一日之を蜜現することとせり︒

パルプ工場を見畢しては如何といふこととな

○豊岡支含報告

柳庄次郎氏は武田村長に就任さる◎

書士として勤務することとなれり︒又含貝高

駐此の度隠退し︑今後は麻生法務支局に司法

術支酋長内田稔氏は四十三年の長い教育界

脚に宗敦家は大僧堂の建立とあって︑市中

こと五十除年なりしを︑謹んで弔意を表す︒

や

△新らしい濯法︒本含穐法委員倉に於て編輯

△修養賓典改訂︒これ迄の本含修養喪典品切

畳ゆ︒

酋を市内天龍寺に開く︑出席者︑繁田園主人︑

かくて同日午後三時節百七十七卿の支命常

改組するについての経過報告あり︒支命長︑

より︑今回︑園を法律に従ひ砥含禰耽法人に

拾流回常含鮒催︒豊岡保育園長繁田くら先生

三月三十日午後一時より︑茶舗に第二百九

○行鹿支雪穀告

を殿百名の托鉢ありき︒

に際し︑内容を一新して改訂再版すべく準術

寺田騰次︑西田近太郎先堆︑瀞光寺矢田正寛

西津︑小久保︑割田主事殿︑四郎の．諸氏より

中である︒

△正井氏芳志︒松江支含の長老正井儀之丞氏

天龍寺八島昇三雨帥︑螺畜産課花田繁雄︑木

す︒

の度金参百側也を寄附さ︲る︒御芳備を感謝

△山岡氏芳志︒女子部長老山岡干珂子氏は此

場見挙所感や世相の推移等を語り合令るも︑

や︑或は生花︑茶道等流行となりへ含員の工

三浦畑四郎︑の諸氏である︒近時籾光地投票

男︑秋田左官工務脈代表寺田清司︑宮野吉松︑

工試験伽螺蛎托萩原易治︑民生委員平津四子

半閉命︒

これについての賛意と注意とがあって︑八時

︽ｑ一．

本含に全八百回也を寄附さる・御芳情を感謝

△谷昇氏の芳志︒維身・種員谷口鮮一二郎氏は令

﹃昭和十六年と十九年とに︑武該野蕊地不

倉員清水亮昇先生︵入間村金剛院︶

﹃武蔵野墓地の逃水に挑む﹄

雲誠百脚を寄附さるｑ御芳惰を感謝す︒
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￨

且

いはば︑﹃かういふ土地なんだ﹄の循命籾を懐

もあるのを︑私は知ってゐたが︑一殻として

策について︑深く︑考慮を廻ぐらしてゐる人

の頃︑少数ながら︑地方識者中には︑治水封

民の恐慌は筆舌に壷くせぬものがあった︒そ

害は桂大で︑職時︑食紐供出の義務を負Ｐ︵農

老川流域に大水害があり︑沼傍の農作物の披

氏︑南古谷村津田貞輔氏・島村源吾氏︑南畑

諸口曾三氏・栗原藤燕氏︑禰原村加藤百太郎

氏︑入間村大谷国道氏・町田佐一氏・堀粂村

昇氏︑三ヶ島村津田左官氏︑藤津村石田揃一

氏・田代七郎氏︑入間川町石川求助氏・村上

榔也氏︑同高橋繁践氏︑豊岡町井ヶ田酉之助

三氏︑川越市握伊藤泰吉氏︑同市土木課恩田

義士細田柴燕氏︑同情水逸平氏︑螺議桑田愛

的に土地が熟んで作物が腐り︑二百ミリに及・

老川流域に百ミリ程度の降雨があると︑局部

いふことである︒この地下水位の高い時︑不

低くなって︑多摩川本流に浴うて流れ去ると

高くなって不老川流線の方へ流れ込み︑冬は

池の附近で︑夏秋季に猿︑地下氷位が非常に

折りを戴いたが︑承はると︑箱根ヶ崎狭山ケ

先生等に︑地層調査︑技術指導に熱心なお骨

る︒三四平毎に畑一帯を押し流すので︑昔か

ぷと︑もう洪水氾濫︑濁流渦奄となるのであ

は﹃井戸が浅いよ︑ことしは水が出るぞ﹄と︑

いてゐるに過ぎぬやうに想はれた︒十九年水

村営肺憲之氏・嬬誌新井喜久治氏等である︒

ら︑この鐙一帯は︑﹃やせの里﹂といはれてゐ

のみで達成せられるものでない︒住みよい土

る︒新河岸川近くの難波田︵南畑︶帝南古谷村Ｊ

由来︑治山︑治水といふ事業は？個人の努力
地にしたいと願ふ閏人協力の郷土愛の結集の

脱状態に漣かれ︑二十一年は食糧自給の立場
から開墾が一層奨励された︒この年の幕︑隣

礎露に侯っのである︒今後の御鞭叱を術ふし

難の苦難を身近に味はひ︑二十年は敗職に虚

村堀兼の典常善之助さんが詔ふのである：︒⁝

のくぐ熊︑ささら熊などいふ地橘は︑いづれ郡
も低撫地に在って︑水難に苦しんだ名残りをく

理想は現没となり︑い玄︑私は︑川越市ほか

ただちに改修を提唱した︒爾来︑数年を経︑

れ旗いか﹄１．私懲同様に諺へてゐたから

その枝派川の改修に︑とも人︑︑冊折ってく

この墓地は︑西南方から東北方に展開する斜

しとらず﹄Ｉと名づけられたと博へられる．

ると︑水は地下に逃げ︑歳産とらぬから﹃と

けては流水を湛へるが︑冬を迎へ︑節分に到

︵としとらずがわ︶と出てゐ︑夏から秋にか

する急流で︑新細武荻瓜土記摘には年不坂川

愉烹れるのだといふが︑蛎沈は︑砂利屑が︑

地の人は﹁妙が吐け﹂と稚し︑入間河に吸ひ

しに︑水がぐんノ︑逃げ去る場所があり︑土・

村役場の附近には︑地表の形挫にかかはりな

な﹄の歌のやうな現象を起こす︒現に︑藤津

ふなる逃げ水のにげかくれにも世をすごすか

夫．木集にある源俊瓶の﹃あづ煮路にありとい

示してゐる︒反蝿に︑水位が念に低くなると

だいである︒

十九ヶ村のかた人︑と︑この仕事に没頭して

面で︑地層は洪積層火山灰土画である︒こん

そもそも︑不老川は式磯野蕊地をひんがし

﹃満水対︑開梁間より悪くはないが︑既耕地

ゐるが︑現在︑新河岸川︑不老川合はせて︑

さういふさ哀を見せる仕組に出来上がってゐ

改保は︑より以上緊務だ︒幹川不老を始め︑

工事は三五％ぐらゐ進捗してぬる︒今年は︑

小川孝先生︑野地浩之先生︑・螺の西村太・郎先

どの改修計叢に件ひ農林省の拠井志郎先生︑

生︑仁科長端先生︑加藤正之助先生︑西口猛

の不老川流域は多摩川の本流で︑現在の本流

Ｅ

に御指導賜はった諸贋の御芳名を謹んで列記

もつと︑ぐんと︑進むと思︑電この事業症現

るのださうである︒さらに遡ると︑太古︑こ

させて戴くと︑参議院議員平沼撚太郎氏︑代

Ｉｌｌ

うな多摩川の様相になった︒これを河川の争

に襲はれ︑本流が支流を瞳倒して︑現在のや

間にだんｊ︑雨流接近し︑或るばあひ︑洪流

は支流であったといふ︒それが︑長い年月の

る科畢的裏附けを典へた端緒をなした功紙︑

化的には︑逃水の変相に︑初めて専門家によ

的には公益を唐め︑世務を開くのであり︑文

る暇なき情態にある︒これが完成の廃︑現愛

朝後は︑前記河川改修に専念︑ために席暖ま

もって︑皐殖︑人格︑識見︑想察すべし︒婦

をけがし︑感激︑いふを知らぬのであり甫す︒

慰霊祭を理行するにあたり︑不肯武卒︑席末

併せて︑故正副曾長ならびに物故先輩含員の

季に︑日本弘通含節五十個定期総称を開き︑

活動の期に入ったことを想はせ蓑す︒この好

の風になびくさまにも︑森羅寓象︑すべて︑

さて︑不老︑新河岸雨川は︑川越市の南端

奪と呼募︒

に螺管工事が行はれてゐる︒国庫の恩恵と︑

排水改良事業として︑雨川一貫した計叢の下

開係にあるので︑現在︑川越市他十九ヶ町村

名づけた︑おのｊ︑の言葉にほかならない︒

するに︑二つの民族が︑一つの自然現象に

即ち︑下の方に去る水の場所であらう︒要

ず︒アイヌ語の地名で︑ホリカ︑ナ︑イ︑

附記︒︵北田伊典生︶堀兼井は井戸にあら

り烹す︒最も嘆ずべきは︑免がれて恥なき風

を︑人は勤めずして利を得るに汲々としてお

もの︑闘争により目的を達せんとするもの竿

雄風は溢れ︑新奇を遡ふもの︑椛力に姉びる

に︑綱紀は弛ぴ︑思想は乱れ︑犯罪は輪し︑

お祭りいたし烹す︒

依って︑祭文をつくり︑謹みて各位の英魂を

螺の努力と︑地元の方々の郷土愛とにより︑

室た︑箱根ヶ崎は同様︑﹁ハッコ︑ナ︑イ﹂

浸すべかざるものとなるであらう︒

新河岸川一八八○○米︑不老川一四四○○米

で︑小いさい流れのところｌ即ち交流を

ほど︑圃民道徳の低下せること甚だしきは︑

潮の︑一世を風嘩せることであり童す︒今日

に於て合流︑地形よりしても︑密接不可分の

と︑支川の改修が完成すれば︑耕地の排水機

意味し︑崎は日本語であらう︒排水と同意

翠げて︑物質文明を謁歌し︑泰西思潮の移入

期に類似してゐると思ひ叢す︒常時︑朝野を

かかる現象を過去に求め寵すと︑明治の初

未だ嘗て無いのであります︒

︑一

つらつら︑現下の世相を遜糎いたし亥する

能は良好となり新河岸川流域に於ける一四四

語である︒川越市の南にある烏頭坂の名は

０○・

水難から救はれ︑武裁野蕊地の虞シ唯中に︑

七町歩︑不老川流域に於いて三○○○町歩が

霞さしくアイ寅語地籍で︑ウトー即ち肋
を︑あ・ばら骨をもって形容したものの由で

に狂奔せるのとき︑含租西村先生︑憂国の至

醒に任じ︑講演に︑文筆に︑席暖まらず︑全

日本弘通官を創立し︑身を挺して︑一世の疑

るは︑これ図本を菱ふの通に非ず﹄として︑

情抑へ難く︑﹃一言も︑仁義忠孝の教に及ぱざ

ある︒

祭文を朗讃せり︒

四月二十七日︑本含総含に於て︑支含長︑

骨で︑坂の頂きのなだらかに管曲せるさ・烹

一大沃野が出現するのである︒

この事業に︑御協力下さる方々に︑敬意と

感謝とを表して止烹ぬしだいである富
清水先生は︑英︑渦︑サンスクリット︑西
識︑蒙古の諸語に精通︒大畢を卒へ︑望月信
亨博士の下に在って怖教大酔典の編纂に従事

げに︑花の盛りは︑ひととき過ぎ富してこ

祭文
の頃は︑明るい光にも︑若葉の緑にも︑鯉職

すること八年︑辻善之助博士の紹介をもって
省の簡抜に因り︑蒙悪政府に招聡せられた︒

帝大史料編墓所に勤務五年齢︒戦時中︑外務

（32〕

られたのであり寵すが︑大藤は仰耳に入らず

函を馳駆してや図民泣徳の維持振興に努力せ

一聯の力をいたしたいと誓ったのでございま

鞭って︑含祁の迩訓を遵守し︑圃家の再建に

だのであります︒そして及ばずながら諾鈍に

た︒不肯は︑このお言葉を拝して︑涙に咽ん

四︑参ゞ衝の命貝には謹食を呈する︑

三︑荊日は午前縄含午後講演曾とする︑

る︑

二︑期日は十一月十六日︹日曜︶を諜定す

一弊履を拾つるが如

れど︑先生︑係を去るこし

り︑邪説を撃破して正読を杵謀し︑振って︑

命は︑流しく肖或脚戒して︑批諭の棟日とな

鼓に︑祇含敦化の菰鋲をもってⅡさるる本

支命長︑野卒理事︑及詐議員五十脚笹川︑青

れたる者は菅佐原顧問︑高木支含長︑鈴木副

にし懇談に時を移し午後三時散官︑参倉せら

以上を以て一旦倉を閉め別席に於て霊食を共

五︑誹演念の講師は本命より派遥を諦ふ︑

六年︑歴代正副曾是を始め︑先誰含貝諸斑︑

幽家再建の尖端に立たざるべからず︒われら

柳八都︑吉川小見川︑渡遜祁代︑菅谷寓歳︑

す︒

徹路の大肯は︑怒って罷免するにいたる︒さ
く︑固家百年の握計のために︑逆を明らかに

感奮してその通志を綴ぎ︑努力抗しきに通ひ

支含羅瀞の任に術るもの︑亦た功を鼓して︑

せられたのであり玄す︒爾来︑仲永弛総七十

玄して︑年移り枇愛はるといへども︑術に辿

神通を進腿し︑倉肌の熱血粘祁に雁へ︑水火

士を迎へて誰減倉を催した常支愈は︑江名町

ＩＩＩＩＩ

に交渉することとなれり︒

先雄を講師として迎ふくく希望し︑之を本部

は婦人の修菱に蚕すべく︑本曾より徳山敬子

同主催の誹油稗を州くべく協議し︑緋に今凹

公民伽と協談の上︑来る九月上旬を期して共

木年二月溌愈式を理げ︑木含より深作文凝坤

○幅島騨江名支曾報告

●

を迎へたのであり常す︒この席に列して︑往

徳閣盤の亜鋲として戚望を加へ︑今日の純含

寺本府鳩︑行本森山︑柵藤古城であった︒

の英魂を慰め奉らねばなりません︒

糞はくは︑衣天の各位銀蝿を垂れて︑本命
を加護あらんことを︒

昭和二十七年四月二十七日
全図支命代表者

繁田式平

埼玉螺入間郡豊岡支含握

昭和廿七年七月二十七日︑文命役員命を笹川

敬白

町小畢校に附催︑十一時附含支含長挨拶の後

〕

事を追想すれば︑愉然︑桐を浮かべて︑英魂
今︑二十七Ｈは本含流十何の定期総称︑明

の町誰を信ぜざるを得ぬのであり茨す︒

二十八日は姉和催約の効力溌生︑明後二十九

日は天皇陛下の御誕灰を迎ふるのでありま
は︑日本再建に絶大なる暗示を典ふるものと

す︒意義ある日が︑三日も亜なるといふこと
して︑深く考へさせられるものがあり斎す︒

この剛でも迩誰を根本としてをらぬ閏はなく

○千葉東部支酋報告

外交でも︑政治でも︑経済でも︑図民生活で

の決定を成す︒

本年度秋季絶倉並に講演命の件につき協議左

酒井含是閣下は就征に際し寵し一Ｌ︑﹃仙界︑ど

立ちて通生ず︑日本再建は迩義から出蕊す尋へ

一︑称揚は笹川町公民鮪とする︑

も︑この基礎なしには立ち得られません︒本

きではないでせうか﹄とお述舎へになられ龍し

〔

金日牛ロ
一金八百叫也︵本命に寄附︶

松江市正井俵之丞

一金参百卿也︵参︶
鎌倉市川岡千珂子

一金載百剛也︵参︶
東京都谷口僻三郎

新入含者に差上げて居りました修養
賓典は︑品切れとなりましたのを機含
に︑改︾訂増補することとなりも目下原
稿整理中であります︒何れ一・二ケ月の

うちにその護行を見ることと思ひます
ので心徽分は新入含者の方々に差上げ
られませんから︑その人々には︑出来

Ｏ編輯後記
○暑中お何ひ申し上げ室す︒
○長い︐ｒ〜悔雨もやっと上がって︑一躍酷暑

を迎へ寵した︑念員各位の御向愛を折りま

弘道賓贋一冊金参拾圃也

弘通含入念手績

一ヶ年曾費余百武拾同を梯込み入倉の手績

同封入の方に送付す︒．

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

ヘルシンキのオリンピック開催中で︑毎夜雛
も彼もが︑その模様やいかにと︑ラジオにす
がって︑異常な熱情を燃やして居り叢す︒こ
れについて恩ふことは︑久しぷりに幽際祇愈
に顔を出してのこのスポーツに︑維職後全く
の丸への愛情といったものが力狸く幽民の心

忘れたかの感があった祁閣への熱情︑園旗日
に蘇って来たことが頼母しく︑更に幽際親葬
の上にも役立つところ少くないことを信じま
す︒単なる勝ち負けでなく︑フェアプレーを

本倉編韓部へ御相談を乞ふ︒

昭和二十七年八月一日菱行

割田斧二

東京都千代田腫西祁田ニノー

東京都千代田厘祁田祁保町三ノ十

護行粂
編韓人

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田厘紳田神保町三ノ十

東京都千代田唾西神田二ノー

印刷所︵墓発言︶共立牡印刷所

振替口座東京皇君番
日本出版協含称員番擁Ｂ二ｇ茜

電話九段九番

稚誠堰日本弘道倉

八十年︑故曾員矢田鶴之助氏の事統と長濡三

折り玄す︒

○本誌腐告の件については︑

○とＬに八月雛を編輯致しました︒時は丁度

す︒

￨
○本擁は高田博士のもの︑三輪田先生の人准
稀で頁が足りなくなり烹したので︑他の一切
は次雅廻しとなりましたが︑割合にくだけた
ものばかりとて︑夏の読物として必ずや御浦

F

一足が栂られることと恩ひます︒

￨

の上追送致す心算です︒御諒承を願ひ
ます︒
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