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弘道四月雛︵第三百一溌亘次

論説

日本人の死亡中著明の事賞９錠計官二階堂保則

談叢
虎世叢談︵弓講師足立栗園
古人今人︵弓倉員野畑江村
家庭

民意を議曾に伸べよ○見童と活動蔦冥斐川生

時言

我圃鵠の研究︵吾認篭牽寛克彦

克く忠克く孝講師中島観蕊
講演

貿易の壁展と商業道徳謡鵡雷鶴見左吉雄

I
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ー●

Ｉ

戦後の日本と婦人︵一︶華錘濡塞宮田修

時事所威女子部幹事臼井政子

慕録

彫馬名工石塚光徳博結城支含長渡逼華洲

堀篭開墾紀念碑東部支含長渡：逼操

総選畢と圃民の畳悟曾員岡崎冷風
岡崎冷風君に答ふ倉員土井金之助

華

湘南の二日︵上︶高木斐川

調︸

○漢詩︵石川丈荘選︶○和歌︵卒塚隻峰選︶

○俳句︵服部耕石選︶

記事

○本倉記事○曾館建設糞報○有志青年部記事

雑報

支書報告
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戸

１

一票告

本曾縄含は毎年春季四五月の交を以て開催致し来り候鹿藻て計蓋中

の弘道含館建設も諸君の御蓋力に依り追々進捗致候に付来る四月三日

の良辰彩卜し地鎮祭を行ひ直に起工し秋季を以て竣工の見込に有之喉

日本弘道曾

行仕度此段一票告候也

間穂曾を延期して含館落成式と同時に開催し筒本年翠行の議定なりし
大正︽ 年四月

執

事務所に御参集相成度候也

追て四月三日榊武天皇祭富日午後正二時より地鎮祭執行致候間寓障御繰合本含

中中

本含創立四十 年紀念曾をも併せて

︲！︲Ｉ

御御

一

一

区

−

−

｜

員曾

ノ、

曾支

基本金井曾館建設費寄附申込芳名

一金試百目東京幅本・誠君
一金試百回同高島平三郎君

一金気百回同山口宗義君
一金壷百〃目同志立蹴次郎君
一金壷百回山形厩土方恕平君
一金調試拾五回東京北村信篤君

含告

一／男子部講演含︽

一曾場園畢院大畢︵麹町歴飯田町五丁目︶

一日時四月十五日午後一時半

一講師未定

一女子部講演含︵於本曾事務駈

一日時四月二十九日午後一時半
一講師棚橋絢子君外一名

︑〃︑グーノー︐ＩＪｌＪ１〃ＩＪＩノ︑ｆ︑Ｊ１〃︑ノーｒ１ｆも■ｒｌｌＪｔＪ︑ｆ１ｆｌｆ１Ｉロノ︑ノーＪ１ＪｌＪｈＪｈＪ︑ｆ１ｆ１ｆ１でＪ１Ｊｌノ児

一日時四月五日︑十七日午後七時
一講師朝日商豆先生

一葛葉及土佐日記講義含認識唾

I

四月七日午後七時ョ

一講
一
講師
師幅本日南先生

一日時

有志青年部
論語
語講義倉︵於鳶皐務所︶
論
− ▲

一講師文筆博士姉崎正治先生

一日時四月二十五日︵水曜日︶午後七時ヨリ
ー講題宗激に就て︵第一同︶

一紀念講座︵第三謎︵於本曾事務逝

ソ

一金気拾目同高橋卯之助君
一金拾目北海道泉鱗太郎君
一金・拾目︑京都府竹内源太郎君
計金八百七拾五回
累計金六寓千気百参拾七園
【

一金拾目弓東京酒井信三君

￨

亭

I

』

一

1
'

遥慶次君
中善吉君
立豊吉君

後藤畦三君
同

佐々木高浩君

演田圃松君
山本杢之助君

高瀬忠造君

生裕之助君
野清君 同 ・ ・

島源之丞君

同

塚寅之助君 倉橘幽之助君
鳥居三思君 後藤周次郎君

入倉者匿告箕二
住所
入含者 ︐紹介者

茨城嫌結城郡聖田村
稲岡懸筑紫郡大宰府町

同一．
東京市赤坂青山南町三
秋田畷能代港町
同燐北秋田郡綴方村
聯東京市牛込匠誹天町四二

同匠北町三四︲

野百職君
川鶴吉君

同

同

同

同・

同

同・

江作太郎君
藤荘四郎君
山荘次郎君

崎善助君
野富助君
村庄吉君

同

同々・

同

同

津泰俊君
同・
上︲馨君

部捨太郎君

遥竹次郎君
根喜一郎君
木徳次郎君
下藤次郎君

同

同

同

田 廉 一 郎 君 矢部忠清君
﹃

１

︑

割一

野清三郎君

淳之助君

操君

商君

政吉君

申心

内海野・立遥野橋、
………識……同岡圃………鳶｜

内蓮君

一海明八郎君

｜

同

池進木鈴築渡井服賞仁北山松内松刷l浅上蒲九今竹渡小飯
藤恵三君

Ｉ

'￨

肺奈川蟻小田原町三
埼玉鵬入間郡川越町

新潟市畢校通町二番

同 同 同 同 同 同 同 同 ￨
面 同 同 同 同

1
'

￨

,
1

l

錦古里忠次君 木村康凱君

"
一

同市赤坂医表町七

埼玉蝿熊谷町熊谷
同

同町石原
同町熊谷↓

癌島市船場町一︐

同

源島鯉信夫郡野田村

〆禰島市置賜町七一

禰島隅信夫郡野田村

標細識蕊

山田保次郎君

藩藤畳三君

ｌｌｒ仙陪旧咽旧Ⅲ旧旧旧旧叩

武藤義一君
熊坂佐内君

岩波正十郎君

湯川康君

同市築町二十二
同市庚町六
同市禰島西町二
和歌山市蔵遥町二
和歌山蝿海草郡港村今禰
同瞬日高郡藤田村
朝鮮南山町一ノー六
埼玉蝿比企郡麺井村
同螺熊谷町
千葉懸旭町ニノニ五九三
埼玉懸熊谷町

山形撫束田川郡藤島村
同螺西田川郡大喪寺村
東京市麹町匡上六番町二十八
埼玉懸熊谷町
朝鮮釜山府陸軍官舎内

同

同町裁縫畢校内
東京市榊田墓所町二高藤方
下関識道院高麗丸
下開市豊前田町
朝鮮竿安南道平壌慈悪瞥院

秋場徳次郎君

辻村・倉吉君同

佐藤秀三君同
森庄四郎君同
岡本増吉君岩橋恭言
梅田信一君同

瀬戸佐太郎君同
小野和五君石川政次郎君
口野岡竿三君藤野益喜君

横川忠三郎君石川瓶一郎君
藩藤清十郎君小林春次郎君
坂田清兵衛君秋場徳次郎君

鈴木宗十郎君同

柏原頼三郎君同

鬼頭近雄君小谷茂責君

及川邦治君内村安太郎君

浮田一雄君同

闘原揃里君佐藤勝太郎君

一家新吉君同
成津豊識君成津玄吉君

末原光太郎君○

伊藤助一君島田正君

菰田菊次君木野政次君

仁木禰卒君同
樋口信雄君同

林竹松君同

佐藤龍司君寺本省一諏君

鈴木久重君伊藤慶義君
同

大島清君同

佐藤季三郎君崎山元楠君

木下画明君羽田久遠君

東京市小石川音羽町五一七
大分震東園束郡奈狩江村
東京府下干駄ヶ谷八五八

同府大新洞二三三
北海道夕張郡角田村
千葉蛎香取郡瞥和村飯塚

同
同
同

同

同

同

同

吉野周太郎君 中井里一君

Ｉ

｜
同

函館訓育院内
佐藤松治君 依田勉三君
北海道十勝郡大津町
清水度忠君 ○
仙垂市北一番町六二
石井熊太郎君 寺本省三郎君
千葉嬬香取郡豊和村
栃木態那須郡下江川村・ 驚 藤 修 作 君 菊地隊治君
八板兵次君 同
同
瀧口俊夫君 君
同
茨城鰹艮壁郡吾妻村︑ 斎藤輿四郎君 綜井力一郎君
須藤新一君 同
同
開原禰里君 佐藤勝太郎君
山形態西田川郡大賓寺村
㈱戸遥豊吉君 舵木繁次郎君
東京市麻布医箪笥町六七
田中岩次君 司
同匡谷町四一
闘根三吉君 同
同匠同町七
黒川徳臓君 同
同厘箪笥町二九
同
束京市赤坂医青山北町五ノ十六 土田磯二君
中 村 照 臣 君 藤島弘敬君
同市麹町匡中六番町四十九
松永いし君 曾根清吉君
群岡撫焼津町四三
並木重太郎君 菅治兵街君
千葉蛎匝瑳郡八日市場町
猿渡群治君 島田正君
東京市麹町日比谷署
中田耕造居 同

北海道渡島国大沼騨

l

〆

日本弘道書要領甲誠
一 一 一 一 一
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一一一霊塞雄霊鐘︾唖い銅馳雄錨坪癖証ぺし

同要領塾鍍

の騨領を責行する韮目的とす

．ｆ︑Ｔ１１ＪＩ１ｆｌＪ

１１１

︲１１

I

１

治二十三年十月三振日の聖詔彫浬奉し本曾所定

畢及宗赦の一方に偏俺せず諸教の長所彫採り明

の基礎毎輩固にせんとするにめり而して儒教哲

して其主旨とする所は邦人の迩篭怨高くｆ園承

日本弘道曾は明治九年故西村茂樹先生の別立作

︑・

日本弘道曾主意

︑〃ＩＪＩノー雲Ｉ︑ＪＢ１ｒ︑ｒ︑〃くノ︑イ︑ｆ︑ＪＩＰ︲ＬｊＹ︑序︑Ｉ１ｊＴ・Ｊ１︑．ノーＪ脚︑Ｊ︑ＪＩＪＩ・ノー１Ｉｆ１Ｊ︑Ｊ

一世界の形勢を察する事
二画家の蒋来を慮る事
三政袷の良否を観る事
四画家の謹漕と知る事
五教育の適否を考ふる事

−

六無識の者を教化す愚事
七道徳の剛結を固くする事
八正論を張り邪説を破る蕊
九圃民の風俗を改善す愚事
十職曾の制裁を作為事

︑Ｊｑ１

I

三圃法を守るべし︑圃盆を園るぺし
墾鐸識塗蝿 語いい準峰唾羅鍛蔀酎ぺし

私

灘
穴家内和睦すべし︑同郷相助くくし
七信義を守るべし︑慈善を行ムペし
八人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
九酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染或るべからず
ゃ宗教を信ずるは自由なりと錐も本鋤の害となるぐき宗
教は信ずべからず

量

一

鍾墨の菱躍と商秦謹謹
彰傭
ー

論説
●

ず丞堪ヨーロッパさんげふせつとさかくに

わくにむしひじやらよえい噂やらおほう

えい尊やらいかんかへりよえいきやうわるえい春やら

く

つどういと琴ためじゆら〃ついおうしう藍三斗﹄ふうを

したのであります︑即ち欧羅巴の産業の最も盛んの園
もくかせんさうもつ膳ねつちゆらをさんげふたい
が目下戦争に専ら熱中をして居りまして産業に瀞する

か旧くこぐ永つし浄寺︒きふう

は癖はこんなん

活動の達がない鴬に従来欧洲より供給を受けて居った
各圃が物資の供給を得ることが甚だ困難になりました

︽︷

雄商務雑書記棺鶴見左吉雄

したがこれらし浜こぐたこれもと

ひつえうもつとのぞ

■け

わくにたい？たくさんもうもん

随って是等の諸幽は︑他から之を求めなければならな

ねんないちこうザふおぽいす為ぱうえきまたさうたうは・︾一たつと

い必要から最も望みのある我が国に封して津山の註文
しかちやらどわくにおいきん
ゐしふ食ゐ
が蛸集して参りまｌ︺た︑然るに丁度我が国に於ては近

ましたのであります︑鱗に雌舞蕊の祷でも鞭雌露難が

云ふ未曾有の大きな貿易を致しましたのでゐります︑
さくいんぱうえ軒﹄くら
一昨
年の貿易に較べますと獅七嫁餓誌りの嘩加を塗し

の上に現はれまして︑昨年は御承知の通り十八億園と
いみぞうおほぱうえきいた

う︵あらさく泡んごし準うちと階おくゑん

をため象す︐ＩＩこうげふばってんきう八ら江がこれぱうえき

年内地の工業大に進み︑貿易も叉相富に護達を遂げま
あだか毛のきばうたつ館つどよきくわい
して︑恰も其希望を達するのに︑最も好い機曾になっ

ごし﹄きちとほこんくわいじきよく

ぼんじつおやくとくいたぱうえきぱつこんしやらげふだう

本日御約束を致しましたのは﹃貿易の護展と商業道

一

影響如何を顧みますと善き影響と悪き影響の二がごぎ

とくいだいござ

＝

て居った潟降︑盆工業護展の機運を促し是が貿易

b

りますが︑我が国は寧ろ非常に好い影響を多く受けま

徳﹄と云ふ題で御座ります心御承知の通り今同の時局の

一

拳

､

貿易の護展と商一難道徳

夢

ひじやらざか

おくゑんいじゃ今しゐこぃ詔ぽいぞうかろこく︲がうしうなんをフしよたうカナダ

を

非常に磯んになりましてＤ十一億回以上を占めて居るしたが︑是も大に増加し露幽︑濠洲︑南洋諸島．加奈陀︑
これ誉垂雪どうやうよ員︸
なんくいあふりかい
がせん
Ｌよくわい﹄くたい
のであります脳是は誠に御同様に喜ぶべきことで痔﹂ざ南米︑亜弗利加と云ふやうな諸外国に封しても俄然と
巴ｊ一ながれんあむ滝われＧＩＩつれし入ぽい
ひじやらいき厨しもつにほんしなものじゆえう＆わん者だい
いまして︐殊に長年の間我々が常に心配をして居りまして非常な勢を以て日本の品物の需要を喚起し一大
．︲ねん︐Ｉ１さいう１１つぎ盈沙砿ふてうくわけいじゆえうし一忌参まゐ
したところの年々厳々績いて居りました輸入超過の形需要市場になって参ったのでめりま↑２
せいぺん
さく埴んひきつ丁ゆしゆってうくわ
改た蹟うしやらひんみこ畑したがりいあまたいこくさいばう
勢が一愛しまして︑一昨年か八引績いて輸出超過にな叉一方商品を見ますし﹂︑是も従来除り大した園際貿
．まゐ
え品
きひ
︲これないち・
って参り塾︒した︑一瞬鍵は一瞬七千餓彫の獅錐鐸趣を易
をん
有い
しう
てを
居らなかったのでありますが︑
是も内地︲

いたぼんねんやくおくゑん少しゆってうくわいたもがくに沙︶ゆつばうえ守ひん
ごしよらち

わくにめいぢねんよほどふまゐ

毛のしやらひ人

毒をしあ

致し本年は約四億園の輸出超過を致しましたのであり溌鱈の誰鍵と鍵謹に燐ひ↑生して︑我幽の輸出貿易品は

ます御承知でも赤﹂ざいませうが︑我が園は明治四十年 除程殖えて参ったのであります︑其商品を一々申上げ
篭はせうがくゆしゆってうくわいた
毛の
じかんくめんけいじゃ︒②まはんざつ・
に極めて少額なる輸出超過を致しましたばかりで耐其るといふことは時間の関係上除り煩雑になりますから
ぜんごひ秀つ茜鈎雁ふてうぐわ
てうやともこのてんつき穀をしあ
力く画とわがくにぱうえきばつ誼んさ韮いもじる
前後は引績いて輸入超過ばかりで︑朝野共に此鮎に付申上げませぬが︑斯の如く我邦貿易の護展噸る著し
焦慮いたしましたのでござります︑然るに此時局に際くばって参ったのは大愛喜ぶべきことでありますが肩
もつどぷろこ
かうくわみ
廷ことどこのぱうえきは﹃てんどうじこれとも芯敬たぱうひじやら
し最も喜ぶべき数果を見るやうになったのは︑誠に御此貿易が護展したと同時に是に伴って叉た一方に非常

どうけいた

しだい

ぱうえきがｆ︐ぞうかゆしｇてうくわかうすうせいういた

これあきわが蝦一いひんい

を

しよ

・貿易額が増加し輸出超過の好趨勢を得るに至りしば

貿易の護展入﹄商業道穂

詮ゐ

うれ

かりでなく︑是まで除り我製品の行って居りませぬ諸
こぐたくさんゆ
あめりか
なんまをずな睦しや全げふだうとくもん
園にも淫山行くやうになっに参りまして︑亜米利加のそいは何でわるかと申しますと︑即ち商業道徳の間
ごともとわくにしなものばんたくさんかくく一﹄▽こへしやらげふだうとくもんだい試二とふるもんだい
如きは元から我が国の品物を一番深山買って呉れた圃趣であります︑商業道徳の問題は誠に古き問題で亮﹂ざ
ぞぅかやくおくゑんゆしゆつすですうねんいちいつれしやらだうせじんも
でゐりますが︑それが増加して約三億園からの輸出にりまして︑巳に十数年以来常に唱導せられ︑世人は最
さく籾んくらおく︒ゑんいじゃ白寺七うかばやここゑあちんぷうせつげんいかん
なりまして句一昨年に較べますと︑一億園以上の増加早此の聾に飽き︑陳腐迂拙の言なりとなすも︑如何せ
しめを
しなしやららいさうたう少しゆつ
いぎないなむしそうばげごじじつみば江尼ゐ
を示して居ります︑支那にも従来相富の輸出がありまん今尚ほ︑否寧ろ一層激しく此の事貴を見るは甚だ遺

一一

こき
同慶に堪へない次第であります／・に憂ふべき事質が起じ
っじ
てつ
来おた
のでめりますｃ

一︐せうりよしかこのじ茸ぶくきい段ゐたいへんよみご

F

かんぼん

受易の護展と商業道徳
しん︐わが﹄やちひん苧

わ詮のばんろ存あ上皇ら

︒シアイン将︲カナダたん宝い鞭拘やうがうしう︐とう

減千寓なことシ信じます︒我商品の新に其販路が騰張
したる露西亜︑印度︑加奈陀︑南米︑南洋︑濠洲等の
ＬＬこぐわしやらいんたいは淳区ふしんようひなんう

諸圃より我が商品に封し甚だしく不信用非難を受けつ
おも
じつこれゐかんばん
つめるのであります通賞に是は遺憾千寓のことシ思ふ
わがくにぱうえ考己や全おここいふしんぶうひなんしゆＰｆ１

のでゐｈ望土隼ｙｃ

わくにしなもの挙畢と↓こせいらんざう

じつようて暫

我邦貿易上に起る此の忌むべき不信用非難は種々あ
だい
たいえうご母るゐ季くつお陰逐し砕是レあ
りますが︑大要之を類別して御話を申上げますと︑第

いひなんだいぶ︽

だい

一は︑我が圃の品物が誠に粗製慌造であって貰用に適

ひんじつさいとりひきしやらひんさうゐ

おほ

↑たと

札諏いと云必非難が大識秘弱の死勅りま吋︑第二は︑
約束をして居りながら其約束を賞行して呉れない︑＊例
これじつかう裳たみほん
きじつやくどくお
へば期日を約束して置きながら之を賞行せぬ︑叉見本

ほｊ一

これひきうかねだけうけとお

品と責際の取引商品と相違することが多いのでありま
だいひきうしなものひきわたきじつまちか
す︒第三は︑引受けた品物を引渡す期日を間達へたり
よ・や︑ｔ今こく
易や ひ Ｌ な も の ち が い ク ．
或は品物が違ふと云ふなら︑まだ宜いが通約束をして
かい
じつかう〃〜
お
置きながら殆んどそれを賞行して呉れない︑斯う云ふ
なん
ただい
非ひ難
もあるのであります︑叉窪第
四には︑鐸琴醤って謡
もんな﹄

かいひなん

丈を為したるに︑之を引受け金丈は受取り置きながら

四

ふくや象︾んたいへん妾︸〃ず︶つきた．−竃ひひっうやた

ごと

ゐ

の不完全からして大愛な損失を来し︑或は注意が足り
ためしたものばたんやくた
ない潟に品物が破損して役に立たぬやうになって居る
師ひなんたくさんえうたいえうい嘩やら
と云ふ非難も津山あるのでありますが︑要は大要以上

一画一︑

の如きものであります︒

もの

たいごかくきふしうためしなものよ

とんざいお走全

やや坐︑つい予尭窪んろかいたくいたね湾んや背
元来新に販路を開拓せんと致しますには値段を廉く
じゃっらハびん写やらさうｌいこ︲とＤつきいしゃ全や．え
して従来品と競争をすると云ふ事は貴際上巳むを得な
これみと
ひつえう
いことで必要なることは︑是を認めなければならない
たとわくにイギリスあるしなものな ねん
のでゐります︑例へぱ我が園に英吉利の或品物が長年
うりひろをたいへんし言やらしん乎委うもを
責弘められて居って︑大愛市場に信用を有って居りま
おなし遁ものおなあだひもつしぢや今はんぱい
ぱあひ
す場合に︑それと同じ品物を同じ債を以て市場に販責
ながれんしんようｒ
する者がゐりましても︑どうしても長年の信用と云ふ
いつ
ものは何時までも存在することでありますから︑新し
しなものたいしんようあたく手筈だしやらひん
い品物に濁して信用を典へて呉れませぬ︒新なる商品︲

に濁して顧客を吸牧する潟には︑どうしても品物を善

ねだんやすこれ造やらさう号ろあら・たう
くし値段を廉くして之と競零を試みるに非ざれば︑到
ていばんろかいたくでき

いづくに尋﹄だはんろくわくちやら

底販路を開拓することは出来憩いのであります殖そ奴

ば一のひねだんや．すむかしなもの画やら言う

でゐりますから︑何れの園でも新に販路を媛張します
い

垂に織擬ご識って臭聾与い︑斯う云ふ非難もあ︐ります︑
ひなんいたを
これらきぎ

是等は詐欺であると云ってやかましく非難を致して居

才越唾あゐひこのにつくり

場合には値段を廉くして︑さうして向ふの品物と競争

乏のぼかしゆノド︑ｌひなん

もます︑其外種々の非難もあります︑即ち或は此荷造

いた
ドイツ蚕ときかんこれいた・・
を致すのであります︑崎樹逸の如きも職に之を致すので

孝生
全レーの

う

いま

ゆ

を

い

ゆ

ゆい

．おも

い

しかドイツごとひとば八局えいじや︒
あります︑併し燭逸の如きは一たび販路を得た以上は
汚みＪ１ねだんあしなものよ
段々値段を上げて品物を善くして往くのであります蝋
しかわ湿くにしやらにんこればんぜんじかがくていかしだい
然るに我邦の商人は之に反して漸次償額が低下し次第
ひんしつわる
に品質を悪くして行くのであります︑それであります
しま
つがし君やらくちく
しんようらレま
から信用を失って︑絡に市場から駅逐されて仕舞ふと
れん
ドイシじんらおこお
いありさま
云ふ有様になって居ります︑燭逸人等の行ふやうに廉
かひん意やらさき
しゃらさくじやらおいやえ
償品で競舗すると云ふことば商策上に於て巳むを得ぼ
だん
こ奴じ電や参きうしゆだん
いのでありますが職是も一時の競争手段であるから段
れだんたか
だんしなものよ
段と品物を善くして値段を高くして往くと云ふことが
か
かた
た
おも
おもわ恥たいと
ん
たうぜん
わ恥ゼ
たいい
とゼら
い︑
りん
営然のやり方と思ふのであります︑我に封する粗製澱
ざうひなんこ恥ばんをじつき
さいやくたものやす
造の非難は是に反して居り︑賃際役に立たぬ物を廉く
たにん弐ん一息くじぷんりえき
して責って︑さうして他人を蝋着して自分の利益をの
ば
ばか
かいい・蛙蔭
︲蛙然
よ
は よる
る こと．
こと お ・ も
み園ると云ふことば甚だ宜しくない事でゐらうと恩ひ
こ万人ぢよきよ
せつかｆいき
ます︑今にして此の難を除去しませぬければ︑折角今
と
とほ
ほに
にぼ
ぼんん
ひひ
くく
にぱ
にう
ぱえう
きえ
すき
為ま
すゐ
為まゐい
こ恥じ宝巻じ曾てへい宝いご侯裟動︑あいこ・くじん

申上げました通︐り日本非風の貿易が進んで参ったと云

た
ため
めはは
んん
ろと
ろとしま
しま
蕊がわ蕊
しが竜
や
わし
竜ら
やら

ふものシ︑是も一時に止って時局卒定後は再び外風人

ねが

の齢鐸に婚く御砿薙の腫咋の織露癖舞の瀧鐸浄識ぜら

れたいと願ふのでゐ︐ります
鯉

を誰一いらんざうばな涼だれい詠程しあわたくしｒも

⑭むゆしゆつえんぴつあるも②にか唾

粗製濫造の甚しい例を二三申上げますと︑私共

ゐばずぽうがは毛のしん

が凹到に郷て跡ましだが︑我が輸出の鉛筆の或物は鯵

つ

で中の心にくつ付いて居る筈のが︑一方の側より其心

なかしん

Ｉ猫でしまけづじか

を

なかしん肱いしきじか

を押しますと︑ズン７くＩ出て仕舞ひ︑削って字を書い

また墜像

えんひつちゆっだんみ

て居りますと中に心が這入って仕舞ひ字が書けないの

ぬ

おのりつ

があります︑叉甚だしきものは鉛筆を中断して見ます
なかインチくちぬすきま弧の
と︑中に一吋位の空間のある物があるのであります︑
唾たんつかたひじや会わるむね
また
叉メリヤスのシャツの釦の着け方が非常に悪く︑鍛胸の
ところ

い

は錘逐

い

．かひ庫たん

所はミシンで縫って置かぬければ蔵らぬものが糊で着

たくさん

をせいらんぎうじつれいいじやら

けてあると云ふやうな甚だしいものがあ︐りますシ︑貝釦㈱
じつをあくひんもちゐ
ご凸
の如きものも責に粗悪品を用ゐて居ると云ふやう鞍も

びとしか詮えい毒やつわがしやうひんたいばんしんぷうしつ

のが津山あるのであります︑粗製濫造の賞例は以上の

りよた

じつ進うぴきふむ

し汚い

︲ゆゑこあくへいけうせい

慮に堪へい次第であります︑故に此の悪弊を矯正する

如し︑而して其の影響は我商品に鍔する一般信用の失
ぜメぜんはんろ合し趣いたじついう
つゐ
をば
墜とぽり絡りには全然販路を失ふに至るべきは賞に憂

の麓に販路を奪られて仕舞って︑永く我が市場とする
めいれう
しん
で苦
ことが出来ないと云ふことは明瞭のことシ信ずるので

ことは賞に焦眉の急務であらねばならぬのであります

ゆゑなんみなさまがたごかうばいもつてきたう

い

あります︑それ故に何とか皆様方の御高配を以て適富

賀易の溌展と商業道徳

五

貿易の護展と商業道徳

己奴書鷺こくみんちしぎか・２弟一つ入一くぎしんふきふい

ま

こぐみんばんとくぎしんかうじやうい

式か

たいせいきいいいたたう

ゆしゆつ

是を行ふには圃民の知識の向上と︑徳義心の普及と云
これなか７︑言ふ
ふことに待たねばならぬのでありますが︑是は中々急
こんなん
あゐひくに
毛のかうくわあ
に其数果を塞げることが困難であり史すから︑或は国
いわるもの
ゆしゆつしやうひんけんさ
ちからよ
の力に依って輸出商品の検査をしてきう云ふ悪い物ぞ
あわびくみあいはうさしあた
輸出せしめないやうにするとか︑或は組合の方で差営
ゆしゆつひんけんさ︷認ひまたしやくわいてきせいきいもつ
り職出品の礎査をさせるとか︑或は叉牡曾的制裁を以
これらふつがふ︐阜今ひんつ・〜ものたい一電かはんぱい
て是等の不都合なる商品を造る者に封して︑或は販資
さうたうとり堂；ほうはふかうふつがふ
︒ものたい
する者に濁して︑相営の取締方法を講じ不都合のもの
に封し制裁をすると云ふ二とに致しませぬければ︑到
ていわくにぱうえきばってんえいきう苫で営
底我が園の貿易の護展を永久に期することが出来ない
これらとりし匙叩はうはふたく斎人
しん
と信ずるのであります︑是等の取締方法は津山ありま
わたく︲︑之のこんてい
．これやは
じて昔
せうが︑是は矢張り一時的のものにして私は其根抵
籾も

を圃民一般の徳義心の向上と云ふことに委さなければ
ならぬと思ふのであトソますｃ
毛のたやｆそく吟ゆんしゆあるかしなものみほんざうゐ

其他約束を遵守せぬことや︑或は品物が見本と相違

のご

ばんき懐猛が陸ちひたよ誓

いごＬ一しゃく萱

また職うえ言たう

除きては一般に規模が甚だ小さい為めに除儀なくさう

げふしやもし茜豚潅腫ひくためかいぐわいげじやらぶんれうかい

云ふ事の惹起することがあるのであ︐︐堂す︑叉貿易富
を

し

し

こふりかう

業者の知識が甚だ低い篇に海外の事情を十分に了解し

て居らないので知らず識らず此の不履行をなすものも

けつ寺く鰹たとわｐ〜にこうげふちゆぅ

ぱうせき

せいたう

決して少く葱いのであります︑例へば我が園の工業中

ちひこつ句げふひんしゆるゐいた

こう言やらたいりやう

い

紡績でありますとか︑精糖でありますとか云ふやうな
だいこうげふひんつあへひなん
大工業品に付いては敢て非難はないのでありますが︑

だむぎわらさな．だあやひ爵んぐぷんぱうやるゐ

小さな工業品の種類に至りますと︑一つの工場で大量
・哲いきんいた
たとかあささな
の生産を致さぽいのであ︑りますから︑例へぱ彼の麻冥

こぐただいちうもんうときたいていこのくらゐすうりやつ

田や︑変稗真田︑或は玩具︑文房具の類になりますと
いづかていこきこうげ・雪駕ひふくげふてきせいきんためぐわい
何れも家庭的の工業或は副業的生産であります烏に外

いよ？Ｉ１ひきうのちいたかくごうぢやらつがふな力︐１１

やえこれあきた

つ﹄＆ノ

これげんざいわがくにこう

またこれためあ望たじじつつかやや〃そくきじつ

さ

園より多大の註文を受けた時に大抵此位の数量ならば
ひきうう
い抄や寸やくそくいた
引受け得るだらうと云ふ目安で約束や一致しますが︑借

言やら・せいひん敦と

て愈々引受けた後に至り各工場の都合で中々一二の工

場の製品では纏まらぬ．そこで己むを得ず之を薮多の
こう宮やらせいひんあつやらやひきわたい
工場の製品を集め漸く引渡すことになると云ふやうな

按排で︑品物が不揃ひになって見本と一致せぬことシ

まあ

あんばいしなものふぞろみほんち

すること等は︑前述の粗製祷造と共に甚だ悪い結果を
ぱうえきじやらのここれ詔ぽいぱうしひつえう
貿易上に賂すものにして是も大に防止する必要がある

ばり︑叉此が鴬に数多の時日を費して約束した期日に
これしゆ︑ｒｌげんいん

こけいやｔどほＵつかうげ入いん

のであります︑去りながら此契約通り資行せぬ原因を

一色︑

調べて見ますと︑是には種々の原因があるのでありま
わがくにこうげふ乏しきあ敦たれいやわい

す︑即ち其の内の一は我邦工業の組織が数多の例外を

す芯に妾﹂弓う◇︑

しら融

間に合はいこと刀なるのであります︑是は現在我邦工
げふとしき︲ふくわんぜんおこや号ア
業組織の不完全から起るので巳むを得ないのでありま

とうぜ．んじゆつをせいらんぎうとも嘘趣捧わるけつくわ

六

一

11

これらぜんじしほんじゆんたくこうげふしんほよだんＰ４・●

す︑是等は漸次資本の潤淫と工業の進歩に依り段々と
まんこれしぬら
なほ み こ
直る見込みがあるのでありますけれども︑寓一是が商
にんわうちやくふとく菅かいこ．ともの
人の横着や不徳義から斯う云ふ事をする者があったな
これそせいもんざうともは群はにくこがら

りし詐回ぶちかう

らば︑是は粗製濫造と共に甚だ悪むくき事柄にして︑
これたいざうたうはうぱ・いせいきいあだと

此に封しては相富の方注で制裁を典へ︑取締の途を講
おも・
じなければならぬこと勇思ひますｃ

◇︿ん窓やつしなものひんしつ

ば逐曜よる

〃

・これ

い

がう．しうなん津いとうはうめんくゅＩじゃ苧︲うちきじつもやく

ひなん魁つど狗腫をげんいんい匙の

濠洲南米等の方面から来る苦情の中では︑期日に着
ふぞちひ昼もの〃︑
みほんちがものく
しない︑見本と違った物が来る︑不揃の物が来ると云

ゐ．おつこれ看やらさうゆため之のしなものおなもの

ぷ非難が最も多いのであります︑其の原因は今述べた
と砥しゆ＃川げんいんよい倉ほかたい層．ひなん
通り種一々心原因に依ると雛も︑外に濁し此の非難ある
感江峰．ｊゐ〃ん︲いたりぷんもういけいかいえう
は甚だ錐憾鋤涯で妨緬識封から汁分の注意警戒を要し
ます︑特に商人の不正競争から起るものが少くないみ
たとかふも せん珍為しなもの含ノ
であります︑例へぱ甲なる者は十銭で或品物を責って
せん う

居る︑乙減是と競黍して往く鴬に其品物と同じ物を九

みせい毒やらざう

銭ご責る戦らば勉掻でありますけれども︑品物の品質
どうかた︾達はこれやすうい
わる
を悪くして同一の形を装ひ土此を廉く責ると云ふ二と

ごろわれくにしや参げふ采

おほぱうニヘきげ・ざし鐸︑もちろんれいびわい

津かんづくもひしほんもつくわくをん

頃我邦の商業を見ますと︑大きな貿易業者は勿論例外

でありますけれども︑就中小さな資本で以て一擢千金

遠大の事を考へず︑他の利害を顧みずして︑唯今日自

ゆめゐしやらにんわ３Ｊ−１しゆだんえら・
を夢みて居る商人が往々ありまして︑手段を選ばず︑
ゑんだいことかんがたりがい賀︑たざこんにちじ

ぷんｂえきうそれいいわるかん解へい匙の

われ﹄ｆ〜液が︑ん韮ひだほうえきげふしやつうらん

わうＤＪｌ１

分さへ利益を得れば夫で宜いと云ふ悪い考で︑今述
をんざい
べだやうな礎鐸を礎てするものが︑性々にして存在す
み．

かくじつたいしゃ合にんの．ぞ

ちひざつくわとり

るのでありますｂ我々は長年の間貿易業者を通覧して

を

見ますと︺確貰なる大商人を除いて︑小さな雑貨を収
あつかしやらにん雪と︐ほとお蔵ひ︐といと私を・
扱ふ商人の如き肱︐殆ん同どじ人が管んで居るのはな
しじうかはゐ．あるざつ
いのであります︑始維愛って居るのでありま骨／︑或雑

くわごといぜん・さうたう・かいいわいゆしゆつ

七のあつかゐしやらにん・たいていかは・しま．

貨の如諦ば依然として相営に海外に輸出せられて居り
せいりよくもを
きうたうしやういん
ます︑さうして相営の商品として勢力を有って居りま
を

こ奴られ人ぢゆ会や殉ｌ︲

すけれども︑其扱って居る商人は大抵鍵って仕舞って
どうひとながれんつぎせいこうゐ
居るのであります︑同一の人で長年績いて成功して居

ひ︑と萱は才くぱ〃

睡怒は妃がいどくぱうえきじやらのこゐ

る人は極めて少いのであります︑是等の連中は動もす

むゆえう

ると甚し肺．害毒を貿易上に飴して居るのであります︒

今こう笹ぱうえきしやらちゆうかいぐわいじじやらぷんけんきう

叉次に貿易商中海外の零錆唯十粉詐研読せ誌︑鋳霊
も睡筈芯やわし
地の情況を知らず１て︑不注意年貿易を管む麓に商議

上
典
，

ば不派競寮であって甚だ宜しくないのであります︑是
脇ぷん企ｂしき⑲
零
は十分虹取締をしなけれ織なら認の篭あり︒ます︑華
震易の護展と商業違徳

六

五

｢

⑫幸らあくかんレやつ

貿易の稜嬢と商禁道徳凡
嘩や全しゆ４︲１わるけつくわのこものたくさん

いた

どうちはうご

﹂﹄君守りとほ番一こういやしくぱ﹃うえキ﹄い七超ｙえきえいしやらにんシ︼のはじめ

上種々の悪い結果を飴した者も津山あるのであります常騒悪威を生ぜし母だと云島こともあるのであり巽寸↓
だとわがくにひつぎよう
例へは我邦の筆記用インキが趣奉芯癖騨蕊斌賦に癖礎港等は礎て罪鎚すべきものでもないやうであります吟か

しせんぴＪ︑くちめし匙調ふかいいすぴ人はくわい

やはこれらけってんひきおこい

せらる易に至りましたが同地方は御承知の通り気候の街も貿易蔦宮んで利益を得やうと云ふ商人は其始に
ひじや今誤︽一︑ところ
あて
た周
し密
う瀧み
ら十
ぷ分
んに
け研ん
非常に暖かい所でありまずから篭１ンキ鐘が職腰して富っ
るつ
注も
意う
をい
沸ば
って
究き
しう
てゆ
従かなけ

これ

けぷ

自
然に崖の口が抜けて仕舞ふ︐或は硝野峰が破壊して脱ば葱らぬのに︑矢張り是等の鉄鮎を惹起すと云ふの
きじやらごため
ひつ一皐芦亨吻ういた
きしだい
机上に零ぼれ鳶Ｅプスクを職すことが震︒々あったのでは︑畢一童注意の足らぬところから来た次第であります
にぼん
たいひなんおほ
︲これａたおぽいもうい
おも
Ｈ本のインキに封する非難が多いのであ︐ります︑是はから︑是叉大に注意をしなければならぬことシ思ふの
たびんたのものにほんないも
インキ蝿秘儀鍵して癖くない︑ａ叉
曝其物も日本の内地 であります︲
よ

ともわしや今．に人とい﹃．

仁榔てはそれで宜いのでありよすが︑礎騨の鋒暁の鵬：・縦鯉購狸と一毒ひ︑蕊織蒋の諦鮮確と一評ひ︑恋峨ふの

豚やうしためふもういふつうびんもちゐけつじ根阜らしい

卸し ゆ つ

いてきたう

い

毛のたにつくりどうよる

い

け垣ん

なが

こん

況
を知らぬ鳶に不注意にして普通の塵を用ゐて居る結事情盤知らぬと云ふことは︑共に我が商人に執って何
くわ む か き こ う た
君﹄つ
こと幻ぽい︐ちういてん
果向ふの気候に堪へられないと云ふことに気が付か芯れも宜しくない事で大に注意すべき鮎であ腿９ます︑今
０全た亙るくわがくやくひん・
はうめんに鷺せっかくはったつきばうえき・垢・づらいゐぢ
かっだのであります︑叉或化畢薬品をハルビン方面に日折角護達をして来た貿易を将来維持するのみならず
．危のしなものびんにづくロわるためこは︑しす画きす７１１ばってんはかい
いあくひや全こえ
輸出したのに︑其品物は崖や荷造が悪い鳶に壊れて仕進んで益々登展を愚ると云ふのに︑さう云ふ悪評を得
まひじ筈一そんがいがふむい
をだうていはつてんみこみ
郷って︑非常な損害を被ったと云ふこともゐります︑て居っては到底護展の見込はないのであります︑長く
こ奴らすこ
もうい何らむかざむとも
たうち１︾ｐハようＬつつゐあとも．︑銅あみ
是等も少しばかりの注意を桃へぱ向ふの寒い士地には経たぬ中に信用を失墜して元の杢阿蒲にならなければ

どう云ふのが適富するか伽其他荷造も何したら宜しいならぬ︲と云ふことを懸念するのであります︒
一い︑たうぜんあだきいけんきう
かと云ふことは︐営然頭に入れて研究しなければなら
七
ふもらいためい︑﹄つさくえん

弧のでありますが︑不注意の篇に言う云ふ失策を演ず
またぐわいこぐしやらしふくわんし
士た︒︑しさくねんパリＩおいかいらい
齢んがふこぐけいざい
ることもあるのでゐります︑叉外国の商習慣を知らぬ私は昨年巴里に於て開曾いたしました聯合圃経湾

ロ
ア通と
．ンヂ
蝿に唯と識隷をして鮭に蕊に瀞矧が琴って縁って︑傘鐸詳に舞那笹綜ぜられまして．↑露
西シ
亜を
り臆
スガ

〃

一

ばんた・フ︑イギリス唯

と二ろわ伽くにしやうひんおぼゆ臆ふすこのどりよ名なわしやらひんゆにふ＋こぶだい

ナピァ半島を経英吉利に行き︐それから欧羅巴大陸溌嘩錨来な心偲咋虫く蝿逸諦鰹一画熱って跨った癖潅は蕊織
旅行を致し︑蹄路亜米利加を通って締りましだが︑到杜絶し︑伊太利園内の商品は甚だしく映乏して居りま
ひ二が﹄男こ◆ゐ

イギー﹃︽すでわしやらひんじゆえう

る所に我邦の商品が多く輸入せられイ．居る状況を見て・すので︑少しの努力を潟せぱ我が商品の輸入は頗る大

せんりやつちゐきないあわづわりいらぬ．こくないものこを

端に毒恥滝居雅麺でめ鋤表す§伽悶西の如きは相常にに底るこ詮動準じま討騎談瑞利心識に識岬商品を需要
殿が工喋弱潅濡種し江嘱り歓叱た軸れ鯉も︑尿れでもすること頗る多く︑特に昨年は非常な増加にして大抵
噸準一層識姓糠識が一迄入喝赫拠か賦塞多融娃信じ柔すの物で行かぬ物はない位であります︑目下輸入禁止令
城霜西溌今調戦争に依り自国領土を敵に占領せられたを出して居る物も決して少くないのでありますけれど
面積は甚だ少ぅございますけれども︑其土地は工業のもりそれ以外の物ば能く需要されて居るのでありまし
いんせい隼ぷん︐ざんげふしやらだげ昔才こぶじんだい・まんゑんいじゃ三ゆ
般盛な部分でゐって︑産業上の打撃は頗る甚大でゐりて︑メリヤスが昨年は一躍して三千三百寓圃以上の輸
たと峰うせ苫﹃︶とぜん盲人がくわりいとのだいたすうイギリスぱい
ます︑例へば紡績の如きは全産額の八制と云ふものは出を見るやうになったのも其大多数は英吉利に這入る

ばんたうじゃづ巻や負み

占領地域内に在って僅かに二綱位じ豹調内に賎津江塘やぅになった潟めであり雲す︑謹弛食料課でも恥ぞ亦雑
らなかったのでありまして蝿随って必要なる日用綿布貨類でも︑津山這入って居り︑勝来は一層まだ望みが

をしやらひんじゆえう玄差いうぱう

こんにもこれぜんぜんでき

類蝿峡躍孔て裾りばす︑壁︿他の日用の必要品ならば我あると思ひます︑叉スカンヂナビア半島の状況を見ま
が園の品物は幾ら持って行っても責れると云ふ有様に︲しても︑是も是まで燭逸人の手に依って日本の商品が

クリＩじゅららいドイシじんて︑︵わがくにしなもの︲か

なって居ります︑軍り俳蘭西池悪ならず伊太利も燭逸輸入されて居りましたが︑今日は此も季然出来ないの
︑填太利よりの輸入杜絶したと同様でゐります且つ伊で︑日本の商品を取扱って呉れるものがゐれぱ︑日本

を学ぶんりやらきはせうすうしやらひんじゆえうくわん苦

太利は従来凋逸人の手を蛭江我郷通り謡鋤を慣や忙居商派池嬬雲砥頗粍有埋であると信じます︒
ったのでありますから︑日本の品物を直接に伊太利が欧羅巴諸圃は斯の如くどの方面に参って見ても︑我

買って居った分量は極めて少数でゐります︑然るに戦が商品の需要を喚起匙わシぁ沙まし江課十場現込李あ
季に依って樋逸が全然伊太利の商業に手を染めることるにも拘らず︑まだ割合に十分なる販路を開拓し得な

貿易の護展と商業道徳︑九

I

ざん趣んしかぱうやばとせ論らんきうけいせんじちゆら妾︼もれみがふ﹂︼くて昔こく・幕つし兵一蔀令者︑手・

貿易の套展と商業道篭一○
﹄やら

・もの

をのしはいにん﹄厳しよ

ざんれんことにほんしやらひんちれんがふこぐかんｇ﹄宮．じよけふりよくやくれんがふ﹂くシ﹂のけいざい

いば残念であ︐ります︑而して一方矢張り粗製滞造や契は戦時中の措置として︑聯合蝋は敵剛に物資を供給せ
ひなん一Ｌ苦﹂くものかて垂﹄こぐしやらにんとりひき
やｆどぼじつかう
約通り賞行せぬし芸ふやう恥非難があるのであ︐？学参すず︑敵幽の物を賞はず︐敵幽の商人︐と取引をしないと
曙しパリーたいざいちゅうどうしだいおほにぼんしやうひんとｈあつかひいけつぎｆしれんがふ﹄く
私の巴里に滞在中に同市第一の大き職Ⅲ本商品取扱云ふことを決議し肥ものてあります︑第一蔵聯合閲の
みぼんてんざん・陶拒人しやら序ふこうげふのうげふおよか院．うんげふおふＦきうし池だんいん
商たるオペンハイマークの見本店を参慨いたしました商業工業農業及び海運業に於ける復鱈手段として︑聯
雁ほん︐馬らひんみほんちんれつをほとながふこ︲︑おたがかゑんじよあ一たはうはふ琶よらどう﹂１．きかぅ諸うこ４
が︑あらゆるＨ本の商品の見本を陳列し居り殆んど無合圃は御互に援助を典へる方法を共同的に講究する事
い・昔接くわうだいみ妙一しか汚い﹄葬時︑乳﹄うて計と︲
い物はゐりませぬと云ふ規模宏大な店でありますが＄を糠議したものであり設す 而して第一ば永久的の梢

かごとをせいひん・

い

ゐ

にほんしなものか

けいくわく

たくさん

えうかくれんかふこぐと．も色ようじよけふ

其支配人の話に依りますと︑残念の事には日本の商品／置として聯合圃間の共助協力を約し︑聯合園は其縛潜
ゆにふとぜつ獣たせいざうひよくふ全﹂﹄．刀よくはってんたひつえうざんげふ峰やらどくりつはかい
どん卜吟しよぐ姫いこく
は︑今日は諸外圃からの輸入杜絶し︑叉製造力の不足力の護展の篤めに必要なる産業上の燭立を渦らぅと云
毛のこま力うもく
せんご︽釜︒
ためや畦をえずにほんひんか
の潟に不得巳日本品を買って居るけれども︑戦後再びふ計書をして居るのでありますｔ其細かい項目にばり

い

ほたしかかくご︲と．いうほうしぢや全せっかくかいたくしやらかいひつえうけふやくにほんをのりつぎ一︐︶ふうにん

ゐ

斯くの如き粗製品でもった底らぱ︑日本の品物を買ふますと津山でございますが︑要は各聯合掴洪恋辻翻協
気にはならぬいである︑戦後は復た鱈との通りになっ力をして燭逸品を成るべく買はないで︑聯合剛で造つ
ものもつさうご︒︽んぎばかい
しま
・て仕舞ふだらうと云ふことを言って居るのでありますだ物を以て相互の便宜を岡らぅと云ふのであり当季す︑
らいそうばってん．みのぞ

わしや↓ひん

すでわくにそのどうめいしゃゐん

果して然らば斯の如く有望なる市鶴を折角開拓をし勝斯ぅ云ふ必要な協約をしまして︑日本間其決議を承訓哩

いざん垣んけつくわじつかうばうばふかういばあび

末一層の護展を見る望みがあるに拘らずへ我が商品のしまして︑巳に我が園も其同盟者の一員になったので
かちおよしやつげふだうとくふく竃〆ぜんためがへつすゐたい３北さてやｆそくできみ︐匙たかくこく
憤値及び商業道徳の不完全の潟に︑却て衰退を招かねありますが通借さういふ約束が出来て見ても︑亦各風
ば唯らぬと云ふ残念な結果にぼるのであります︒がみれを賞行する方法を講じても︑ぃざと云ふ場合に

たうていやくたまたこんなん

品物が粗悪であっては到底役に立たず︑叉困難なるト

しなものとあく

八じゃく蓄ゑん霞んそのじつかうとで識

ラプルを惹起して︑園満に其賞行を途ぐることが出来
パリー初れんがふこぐけいざいくわいきけつくわすでしんいかやく孝寺Ｉむすれも籾ふしぶこくかぅいょ

巴里に於ける聯合風維潜禽議の結果は︑モウ既に新ず︑如何に約束を結ばうが︑聯合諸幽が好意を寄せょ
ぷ
んしじやらごらんまをだいつひ準一かう・くわあ．できそば
聞紙上で御覧一員﹂ざいませうから申しませぬが︑第一うが︑終に其の数果が塞がることが出来ずに経るので

しノぽいた︐

これじつゐかん減ん庇も

はなからうかと心配に堪へず︑是は資に遺憾千寓に思
殊に聯合風を見本●す︐と︑戦時中ば非常に努力をして

こといん郡ふ一・腸︲みせんｒぢい金・ひじやらどりよく

ふのであり主余すも
を

これらことがらついすですうくわい芦弓

居るのでありまして︑是等の事柄に就ては既に数回虚

︐１１かうえんいたあゐひごしよぅちし

たず︵いたいお未がひ芋かゐかみべ昔ぞぐ

々で講演を致しましたから︑或は御承知かも知れ鋼が
れんがふしぷこくこん侭もひじやらどりよくをさいご
聯合諸剛は今日非術な努力をして居り炎して︑最後の
しよ う り う た つ く ど り よ ︑ じ つ け い ふ く ︷ 兇 ひ
勝利を得る潟めに蓋せみ努力は賃に敬服に値するもの
こんにもせんきうごん象を
がゐるのでゐります︑今日の戦零は一言にして申しま

是うばげだ人かういばゆる︲もうちやらどうゐん

あるひ﹂よらけんどうあん

すと︑唯兵隊が御互に戦ふて居るのでなく︑上は貴族
ふが う し も Ｌ よ み ん い た
らうにやくだんぢよこと︐トーくに
富家より下は一庶民に至るまで︑老若男女悉く剛を
あて き た い か う
いはゆるこくみんこくみん
繋げて敵に掛抗しっシあるので︑所謂圃民と幽民との
せ
んさうげんじつしたがせんきう
戦争を現賞にしっシあるのであります︑随って戦争は
さんげききばを
ぱうけいざいゼメきう
惨劇を極めて居りますけれども︑一方には謹潜戦争を
ことしやうげ・牛じゃ全おいたくさんざ・﹃．・ていひ管あ

一層激しく断行し︐所謂工場動員ｊなり或は請券動員

しやられいじそくじきふばかす

かいやわいゆしぢだいじ

となり︑殊に商堆上に於ては︑津山の紐丁が引上げら
し匙こ︑具弟らずゐぷんこんなんを鉢ｂまふ
れて仕舞ひ︑工場が随分困難して居るにも拘らず︑婦
じんこどもｂよういたせんじひつえうぐんじゆひんせい
人子供を利用致しまして︑戦時に必要なる軍需品の製
建に蕊耀を慨稚し︑塁っ銭覚確峨を緋する鰯に断諺を

奨働し︑自足自給を周り進んでは海外輸出を大にし自
こぐざいせい唾ようこはかあは︲黒ららいけいざいりよくばってん

園の財政の輩固を圃り︑併せて将来の纏潜力の溌展を
の護展と商業道徳

I

ばか

つ．とゐ

フランス

ムイタリ７１

こ恥好ギリス

口シア

いづ

園らうと努めて居るのでゐります︑是は英吉利のみな
どうやう

ロシア青といま

やん

らず︑悌爾西でも︑伊太利でも︑露西亜でも︑何れも

同様でありまして︑露西亜の如きは今やモスコーの軍

じゆひ人こうちゃ会ごとひじや︒いんしんきはゐ

し山えいふつごとせんごしこぐざいせいせいりせんさ

需品工場の如きは非常に段賑を極めて居るのでありま
けいえいな

カレぐわい櫨うえ菅はってんばか

す︒殊に英悌の如きは戦後自国の財政を整理し︑戦後

うちじこくざんげふせいだいばかゆしゆつばうえきさか

の経管を総すにはどうしても海外貿易の護展を岡り︑
もつじこくふ意や．はかほか
以て自画の富彊を樹るより外ない︑それをやるには︑

ほかみちいかん史ちや迄︐ＩＩこんにちすで毛のはうしん

内には自蝋産業の盛大を岡り輸出貿易を盛んにするよ

ちや４しゆ

を

ゆ患こんだｆくわくちやらあわひしん

０外途がないと云ふ考から︑着々今日より既に其方針

せ︷苧ゐぐんじゆひんせいざうごうちやらいづせんごふつうぱうえ苦

に着手をして居るのであります︑故に今日綴張或は新

ひんつくこう背やらへんかうしかいづしよ￥わいこぐむか

設して居る軍需品製造工場は︑何れも戦後普通の貿易

きそゆしゆつはかたうぜん善とおもイギリス

品を造る工場に鍵更すべく︑而して何れも諸外圃に向

って競って輸出を岡るは富然の事と思ひます︑英吉利
ごと
すで
いだんたいできせんａイクリー

あるひ

の如きは︑既にさぅ云ふ悶鰐が出来紫して戦後伊太利
狗よロシアたいぱうえきひじや全ざ力・けいくわく
及び露西亜に謝する貿易を非常に盛んにする計書で︑

とのたいろ︐ｆ１おほだんたいで者を

或はアングロイタリャ﹀ヨーポレーションとか︑アン
い．．だき
グ宮口シっ／ンゴーポレーションと云ふものが出求まし
せいふばく庭いほじよだ毛のせいこうき・
た︑政府から莫大の補助を出して其成功を期しっ易ゐ
しな

なん寺くい

じこくしょく残んもたいぱうえ肴ばってん

︑ります︑其他色々の大き征闘篭が出来て居りまして︑

支那なり︑南米なり︑自幽の植民地に封する貿易護展

一一

賀易の護展と商業道徳二一

か︐︑こぐひ

が趣らしやつらいご・恥ら．しふこぐちぷくせつ意やらぞうか・

これかいぐわいとうし率ぽい

去年の六月に総る一年間に輸出超過だけでも二十一億ひます︑或品物︑例へぱ生統の如き或は極々の雑貨の

誉よれん和︑わつをは泡人かん沙しゆってうくわおくあるしなものた︲こ号﹄いとごと一電ひいるＪｔｌざつくわ

ふ︾

叉た亜米利加の近時護展の朕を見ま毒すと︑是叉驚く約五億鳳と記憶して居りますが︑彼は是も叉桁違ひの
べきものがゐりまして︑今次の戦争に於きまして好い大増加になって居るのでゐります似斯う云ぷ風に内地
ばんアメリ力獅もざんげふおくゑんと．うしいたかくしゅさん
一えい窪やうう
影響を受けましたのは︑一番亜米利加であらうと思ふの産業に六十五億園からの投資を致し誤して︑各種産
げふはって人ばかゐしやららい尋くいこぐ
アメリ力ぱ人よえい春やらう
のであります︑亜米利加が一番好い影響を受けて居り業の護展を間︵て居るのでありますから︑蒋来米圃の
さんげふばってんじつ．いちじるひつ天・フしなもの
まを
あまなが
これいちＪ︑〜せつめい
ます︑是は一々説明するに除り長くなりますから申し産業の護展は資に箸しきもの今のるべく必要なる品物
ごはんだんまかおもじこくで誉すむこれかいやわいゆしゆつ
じつれいの
ませぬが︑一二の責例を述べて御判働に委せたいと恩は自画で出来るやうになり︑進んでは此を海外に輸出
才趣睦ゆしゆつ減うニヘ者ひじ午らぞうか香廻んいくじじつおも
ひます︑即ち輸出貿易が非常に増加したのでゐりますするやうになることは碁年を出でずして来る事責と思

こんじゼ入きうおよだいぞうかゐかいふうないち

哉アメリカきんじ瞳ってんしやらみこれまたおどるやくおくゑん醤おくをかれこ画またけたちが

九膳ほんさく穂んさくねんねすん
かんこうげふとうし湾か
︑日本は一昨年から昨年の一年間の工業の投資高は

ず
ょ除
寸︑
怒即
嘩ち六十五厭離と詰憾して淳りま
巳で
にお
三く
十ド
二ル
億弗

来ぬのでありまして︑必ず婚来是等の諸圃と直接に競増加したものでありますから︑之を海外に投資し大に
さ
う薮こめいれうしんばってんを憩いもざんげふとうし
零を起すことは明瞭のこと︐信ずるのであります︒護展せんとして居るのであります︑内地産業の投資は
き

の各風に比すれば遥に及ばぬのごありますから︑聯合〃斯う云ふ風であり︲まして︑亜米利加の繁築と云ふもの
こくけいざれｆあい罫色くば
風縄潜曾議に加ほりたりし﹄も決して安祁することが出は非常なものであります︑貿易が殖えて来て︑正金が

は為かおよれんがふかいふうア︑メリ力はんえいい
けつあんしんでひじぞ︒ほうえ昔ふきしやらきん

より想像に難からぬのでありま︾す︑我が罰は今日多少の正金を有って居ります︑亜米利加は諸外風の公債に
こ
うげふばってん号たぱうえきだいぶしんぽおくドルで潅確おくゑんたつゐ
工業の護展を来し︑貿易も大分進歩したとは一云へ艇僻障じた交けでも十八億弗即ち三十六億園に達して居る

さ・フざうかだわくに︒︾しにちたぜうしやらきんもと↓ノメリカしょ函︑侭こぐこうさい

の計書を盛んに講究して居ります雲︑現に支那の土地に弗になります︑日本の金で四十二億層に達して居りま
たいいうワキ︑ぎしゆつしやおくい己︽ちやくしゆをにほんおくゑん沙しゆってうくわなひじやら﹄寛二︑を
濁して有力唾る技術者を透って︑今より着手して居りす︑日本は四億園の輸出超過を篤し︑非常に喜んで居
おくゑんタレやつてうくわ
釣ゑせん
むかげたちが
フランスイ衣リＩどうやう
畠す︑悌爾西も伊太利も同様であります︑それ故に戦りますが︑向ふは桁違ひで四十二億目の輸出超過をし
おくドル寸唯歴．おくゑん
ごぱうえ菅じゃ会壱やらさうじつめざま．いまをいまアメリカ
後は貿易上の競争は賞に目醒しきものあらんことは今て居ります︑今や亜米利加は二十五億弗即も五十億圃

けいくわにざかかう巻うをげ︐釦しなとちドルにほんか︑泡おくゑんたつを

［L

、

ごと

ァメリ力でき

たうき

にぼんひんか

・そのたただいすうじつようひん

如きは︑亜米利加に出来ないので日本品を買はぬけ恥
ば噸らいが︑陶器であるとか︑其他多大数の賞用品に

アメリ力み

︑かり︑

ヨーロッパひじやら・どり紫く

しましやらげふだうとくふくわんぜんかい︵詞いしゃ今一げふじ曙や全つう

げ員フ

ゆ

おもくわじつらいわたくし

締り︑商業道徳の不完全ばることや海外商業事情に通
むきたい涼んはうばふもつこれかいぜん
暁せざる向に謝して何とか方法を以て此を改善をして

ためふせいしゃくわんさくせいなごれ

不正競黍を敢てするものや粗製品を輸出するものに掛
これせいさいあたかこれらさくし少の炉
して之に制裁を輿へ且つ此等の毒手より逸れしめんが

ふせい香や倉こうあへぞせいひんゆしゆつたい

多少故果を顕はしっ勤めるやうでゐりますが︑夫れは

どもさふあんこれじつかうな

性かばければならぬと思ふのであります︑過日来私︲

Ｉアメリカせいざうう

かアメリカずつなんぺい

これ象たアメリ力しぢやらおい種やらさうおこ

なります髭と︒亜米利加では製造し得ることになるので

共は一策を案じまして︑此が責行を篤しつシあります
た
せうかうくわあら．と

．あき迄

めりますから︑是叉亜米利加の市場に於ては競争の起
ることは明かであります︑且つ亜米利加は進んで南米
およしなとう．し与皐会ゆしゆつけいくわくわくに
及び支那等の市場に輸出を計書したならば︲我が剛の
？やらさうそうこんなん

ヨーロッパみ︲

競争は一層困難にならなけれはならぬのでありますや
か己ば

欧羅巴を見ましても︑亜米利加を見ましても︑斯の
言と〆し唾よくちゅう

潟に不正者に開するブラック︑ワストの作製を為し此
ばんつう佃ら．あしかしながら
を一般に迦知せんとするに在るのでゐります︑乍併

ぼんくわいごというりよくだんたいおいとくこてん

ぢす■せんごばつたつばかい虫ぶんど

前部述べた通り折角蚤展し来りたる我貿易の状態を維

ぜん系のとほせっかくはってん℃きた︑わがぱうえきじゃつたいゐ

つ

こんぼんえうそいはゆるしやらげふだうとくばつたつえう

根本の要素は所謂商業道徳の護達を要するのでありま

ります︒：ｊ

にほんばってんあいじゃ台︲

如く時局中にゐるにも拘らず︑欧維巴は非常に努力を
アメリ力いんしんけつくわひじやらいきぽもつばってん
なし︑亜米利加は股賑の結果非常な勢ひを以て護展を

すから本曾の如き有力なる闘僻に於ては特に此の鮎に
ぷんごけんきう堀が︐じっ
付いて十分の御研究を順びたいのでござります︑質に

を

して居りますん日本の護展をして居るよりヨリ以上に
は弓てん︒．を
わ．こくみんひじやらどり主く．・
磯展彫して居りますから︑我が圃民は非常に努力しな
塚やらさうた﹃

ければ競争に堪へないのでゐ

んことを希望して止まぬのであります︑瀞ずる虚前後

ばふかう

ともうちおい・そあ︑くひんゆしゆつげんぢゆらとり

叔がおも

あく︵いぢよきよ

ぉら・ざ

たうてい

ぷんいつくいしあ妻悪ごりやっ宵ろ

きばうやぺん・告差ぜんど

何等此等の鮎に付いて研究の上適常の方法を識ぜられ

なんらこれらてんつけんきうじゃ全てきたうはうばふかう

完全なる進歩を見ること能はざるのでありますから︑

くわ︽ぜんしんぽみあた

力を要し︑此の忌むべき悪弊を除去するに非れば到底

りぶく争え︑うこい

持し︑進んで戦後の護達を耐ることは今より十分の努

しかい金詐瞳しる︒．とほばってんいた陣い
然るに今申上げた通り護展を致しましたとは言ふも
またぱうこれたいひなんたそのひなんま・ただう
の勢叉一方之に封する非難は絶えなＶ︑其非難は叉道
ひなんいまこ恥かいりやらて菅たうはうはふ
理ある非難なれば︑今にして之を改良し通常なる方法
ゞかうあらぜん琶豚泳歴こ︑ろぽ宅かんえ
を講ずるに非ざ奴ぱ戦後甚だ心細く威ぜざるを得ない
わたくしどもなんひつえうせつじつ↑ばう
のであります 私共は何とか必要にして切賞なる方

して十分の意を議さず︑どうぞ意思の在る所を御諒察

り

法を講じまして︑益々産業の護展を園り︑貿易の振張

を願ひたい︐と思ひますｃ

き

ます︐Ｉ︑さんげふばってんはかぱうえ哲しんちゃ︒

を期すると共に︑内に於ては粗悪品の輸出を厳重に取

薮易の護展と商業道徳

一

克く忠克く孝

克く忠克く孝
ご■

い

一つ︲これいかんが︿なりだふもうよ
別に是と云ふ考︲も成立ちませぬので︑﹃克く忠克
かういみだすこお区瞥いたおも

し

ゐ

ごだい︐１１けいぞく

ゐしかわれ７くＩしんみん

く孝﹄と云ふ見出しで少し御話を致さうと思ひます︒
たれ
たつとい
わにほんこくたいい
我が日本の圃惜と云ふものは貴いと云ふことは誰でも
たのこくたいい
た下ふる・
ゐ蝿だし
知って居る話でゐりますが覇其圃篭と云ふものも唯古
おも
わたくしねうも
いからと云ふだけでは︑私は償値がないだらうと思
こぐたいた
わこくたいたずふるい
ひます︒我が圃鵠は唯古いと云ふだけで圃篭が立って
つａ一望れおほかみ／ら会しつ
居ることでない︒詰り畏多いことでゐるが︑上皇室の
かいありがた
しんこうい
とくた
はう
方には﹁徳ヲ樹ツルコト深厚﹄と云ふ︑斯う云ふ有難
いことが御代々に緩績されて居る︒而して我々臣民の

ぜぎ陸んよ・もうよかうこのちうかう︲とくた

しんこうこのふたあひ辻はじ士﹄画たつとこ〃︑たい

責任としては﹃克ク忠二克ク孝こ此忠孝と︑﹁徳ヲ樹シ

ルコト深厚﹂︑此二つが相侯って始めて鼓に貴い剛篭と
い

せいりつ

せきにんい

い

ちよく窒

云ふものが成立したのであると云ふことは︐あの勅語
う
へあきとのう．ちわれ

？Ｉ〜どもたちぱ

の上にも明らかなことであります︒それで其中では我
々共の立場としての責任はどっちにあるかと云へば︑

講師

よもうよかう

一四

これわたくしどもはう

中島観・誘

しごと

わｎ９１１

﹃克ク忠二克ク孝こでございます．是が私共の方の

やらなければならない仕事でございます．それで我々
このよ私一うよかう
いこの皇ちうかうついわたくし

が此﹁克ク忠二克ク孝こと云ふ此忠孝に就て私が

み

いこ．と

い

ゐ

このぶつけうい

蒜に評飛の識じて吟る雌僻識の鐸毒の姪から鍵し毒へ

ほとけ

一一

て見たことがあるのであります︒

い

はうばふもともａぼさついなつ

それはどう云ふ事であるかと云ふと︑此悌教と云ふ
おしへし
つ吟争鱈とけ
ぶつぱふ
ものは︑詰り儲になる教と云ふのでゐります・焼法と
せいしきはうはふきししめ
ぶつばふ
云へば︑悌になる正式の方法を指示すものが悌法でゐ
しゆきや︒そのほとけ
毛のぶつぱふい
りますそれで其悌法と云ふものを修行して其悌にな

る方法を求める者が菩薩と云ふ名を付けられて居る︑

い

ぼさつい峰とけい
ごと毎・
そ奴だから菩薩と云ひ︑伽と云ふても︑異ったもので
しゆきや含晶らぼさつぼさつＬゆ電やらで
つまほと臆
ない︑詰り憐になる修行中が菩薩で︑菩薩の修行が出
きあが峰とけい
末上って儲と云ふものになる︑さう云ふやうなことに
ももるん毛のたぼんぷいなまへ
せつめい
説明されてある勿論其他に凡夫と云ふやうな名前も

P可

しかぼんぷいやくぎものいいみ

いみ

その

そのときし
ゐ

い

やくた

しま

よくけいそくいみ

↓にのちから寸芯はよノ︑

と．宇宙の原動力は慾であるだらうと私は思って居
これだうｅｐだうりなんとのう．らちから．
る砂是が道理でめります．道理とは何だ︑其中に力が

うちうげんどうりよくよくわたくしおもゐ

こと毎

これもつみ
とは︑異った．￥とでないのでゐります診︑之を以て見る

い

其時には死んで仕舞ふものでゐります︒さうすると生

つ掌い

だのし

ゐ

ある︑併し凡夫と云ふのは厄雑者と云ふ意味でありま

い

みな太のしこのくろしきらゐ

い

す︲詰り謂ふと﹃わからずや﹄の意味であ！式す︒其
候
んぷいいこといやくぎもの

きて居ると云ふことは慾の織績の意味でありませう︑
よくつ矛ゐ
慾の績いて居ると云ふこと域︑生きて居ると云ふこと

だ︾あだ匙あさ

凡夫と云ふことがどう云ふ事かと云ふと︑厄雑者︑﹃わ

ものとらあかぱうどうやういもち

からずや﹄のことであって︑唯モウ頭を上げたり︑下

きらもの

げたりする者を捉へて赤ん坊同様と云ふ︑それは勿
ろんはぢ
Ｌかた
力象を
論恥であるが︑斯う申されても仕方がないことがある
たれ
くなしすもの
それは誰だからと云って︑苦みを好く者はなく︑薬み
を嫌ふ者はない︑皆楽みを好んで．苦みを嫌って居る

いはゆるぜんよくあくよく

ぜんよくあくよく

なくては役に立たぬ︒其力が即ち慾である︑け紅ども
毛のよくうちだうりかなよくだうりかなよく
其慾の中に道理に通ふ慾と︑道理に適はい慾とめる︑

よ

い

よ

よく

い

ふつうよく︲い

にんげんご︲ろうちいふつうよく

こぐかたしやくねいため

よくな

か

い今

さいしゆ陰菖

それは何の慾と云って宜からうか︑どうせやるならば

つきひとさまじゃま

い

所謂善慾と悪慾である︒善慾︑悪慾︑どっちにしまし

ても︑人間の心の中にはめるでせう︑謂はい普通の慾

ひと匡島ろうち窟よう

のは︑人の心の常態であって︑それは人の心の中に共
つう
芝の承ようつうところくろしいやたの﹄
通したものである．其共通する所は苦みは厭だ︑薬み

と云っても宜いが︑どんなものを普通の慾と云ふか§

ひとこぁろじゃらたい

は誰も是に反封する者はないと云ふ所にあると云って

詰り人様の邪魔にならぬだけの慾であれば宜いので︐
なんよくい

そのくつうげんいん︾な人い

たれこれはんたいものいところい

宜いのでゐ︐ります︒

うもうげんどうりよくいエー

そこで其苦痛の原因となるものは何であるかと云ふ
ぱとけゐちいた
ものよく
もの
と︑桃の位地に至らざれぱ︑どんな者でも慾のない者
このよくい

ゐ︑ものよ︲︑

いよく・

よよく

きしつか︿

和ほはうよ

圃家の篇め︑吐曾の麓にならう︑斯うなれば一切衆生
こと
ため
かいよく
の満になる事をやりたい︑斯う云ふ慾てゐったならば
このよい

はない．此慾と云ふものは宇宙の原動力と云って宜い

善い慾である．そんな欲は成るだけ大きい方が宜い︑

ひとにんげんどうせい

よなかせいじんけん・しんこのはう説

︲︑つ殉ぱもの

きう云ふ欲ならばどん葱に進められても差支ないので

狭さつ

氏とは

みな毛のよくつば

あります︒世の中の聖人賢人は此方の慾の突張った者
もの

毛のよく蕨か心起しどもよく

い

でゐります︑菩薩でも︑桃でも・皆其慾を突脹らした

二

い

それはなぜかと云ふと︑此世に生きて居る物で慾のば

者であります．其慾の中で私共の慾はどうかと云ふと

す動

いものはない︑それは軍り人間ばかりでない︑動性の
せい然つ
いくさ諾．ものい︑ゐあひだ
生物︑あ動云ふ草や木のやうな物でも生きて居る間に
なんどほかものきふしうじぷんからだＥ三けいぞｆ
は何度か外の物を吸収して自分の身鵠を鋳へて縫績し
ゐほかものじぷん堂ろきふしうちから
て居る︒外の物を自分の所に吸牧する力がなくなれば
克く忠克く孝

.rL
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ひとつがふ王ひっぱりつ

一一︿

しゃばこのよ・話か

あつど弓
集まＬリ所で︑それが婆婆であります︒だから此世の中

よくおほだうりかなこ

人の都合はどうでも宜い︑評飛の諦錘にばかり引確付

を

ゐ

つまにんげんいはんゐ

てまへがつて．し人せつあ

せつぶんりや︒まみよにんげん

此人間と此人間と比較して見ると︑こっちの入間が親

このにんげんこのにんげんひかくみにんげんしん

と云ふ腿別が立って居る︑それは比較して見た上で︑

いく・くつたゐひかくみうへ

のが︑今日我々の立場であります︒其中に善いと悪い

こんにらわれ︐ｆ１た雲ちぱノ乏のなかェわる叩

と云ふと︑手前勝手と親切とごつたまぜになって居る

い

居らぬ者はない︑詰り人間と云ふ範園がどんなものか

をもの

勝手がなくなって居るとは見て居らぬ︑けれども︑人
ゐものたせうりやらしんばつたつ
蔵と壷ふ礎を癖って居る者にば多少の良心の蕊達して

顔って

わがま口も
ものお毛．なみなあ
に我儒を持って居らない者は恐らく無いので皆有るの
いかせいじんなまみがらだて生︵
みを

でゐります︑如何に聖人でも生身の鰐であるから手前

いろＪ１ぷんかつな︸｜

ける慾が多一い︑さうすると道理に適って末ぱい︑是が
しりしょくてす︵解ってぶつけうぼんなうい
私利私慾で．手前勝手になる︑悌教で煩悩と云ふのは

まんよくことわれ︲ｆ︑はう号ろ

そんなのであります︒それに色々分割して名を付けた

ぐるみ︐ばんこまほど

ら八葛七千の慾になる︑そんな事を我々の方の心で一
つ説
せ明
つし
めろ
いと
い云ふても言ひ謡されるものでな
一く
歴・
別く
して

．げすばからゐば寺︺いむ

いが︑括めて見ると︑一番困るものが四つ程駈るやう
よくぱいぢぱ
なにい
でゐります︒それは何かと云ふと︑慾張りと︑意地張
りと︑下司張り︑堪威張りで︑気に入らぬと向きにな
つがふわるひとつ球ふよ

だれことつがふょこと

り︑都合が悪くなると人になすｈうけたりざ都合が好
りぷんい
くひとい
くなって来ると人の言ったことまで自分が言ったこと

比較的の斯う云ふやうな相場が中に出来て居りますや︲

切の分量が増して居る︑それだから善い人間︑こちら
はうてまへがつてぷんりやらおほろ．︑
の方は手前勝手の分量が多いから職でなし︑けれども

にして壮舞ふ︑そいは誰がした事でも都合の好い事で
とがたくりかへしやざゐつま
めると︑問はず語りに繰返し１１１喋舌って居る︑詰り
言ふと︑報酬を取らうと骨折って居る︑俗に謂ふと法

す︑是が我々の今日の立場でめります︒此我々の欲す

しま︾ｈ

螺でありますが︑法螺が中々はやり物であります︑
是れも手前勝手であります．それで空威張りと下司

る虚の安楽の根原はどこにゐるかと云ふに︑親切の心

もなかｆＩｌ︑・もの

てまへがつてからゐぱげす

ためゐくつう

ぱよくぱいぢぽこればんしやう

や﹂

いはうしうとほ垣をゐぞくいぼ

張り︑それから欲張りと意地張り︑是が一番仕様がな

が此安楽を得る︑本でございます診︑是が種でゐります↓
またしＤしょくじぷんりえ巷てまへがつてこれ

すべこれこんげんふつけうしゃばい

︲︑

これた趣

ゐ

叉私利私慾の︑自分の利益の手前勝手︑是はどうして
くつううものげんいん
も苦痛を受ける者の原因になって居る︒それでどうし

このあんらく．うもと

壁ころあんらくこんげんいしんせつ号あ

こ奴われ︒ｉＩこんにちたちぱこれわれＪ︑︑ほつ

それだから修養に由って上り下りが出来るのでゐりま

ろ

ひかくいくよ．三ろ
こつちの緑でなしと比較して幾らか善い所があると︑
ひかくて誉かい︲ざうば︐なかで︲言を
しうやうよる．淑さがでも

いもので︑そんなものシ烏にいぢめられて居る︑苦痛
てまへ ってれんちゆらゐばもの

は総て是が根原でゐります︒それで悌教で裟婆と云っ
〃み︾

て居りますが︑あれは手前勝手の連中の威張った者の

舌やらだい

元のしい

ふうふ

き

き

おや

あります︒されば薬ひと云ふ二とでありましても︑親
や﹂

たがかけんとんひおくたのし

子にせよ︑兄弟にせよ噸夫婦にせよ︑切っても切れな

つ〃１

できたにんおだがひしんせつ

あひだぶ︑ｂ

く得られないと思って居る︑なぜと云ふに︑是は面白

いやうな間柄でも︑互に謙遜して日を透らなければ薬

﹄え

わたし靭毛
ても雌鋒婆の椀には難鐸の鍵みと一言ふものが私
は恐ら

和もゐ．いこ おもしろ
だのしいみところすこすすｒ︑る

い楽いと云って見た虚で︑少しや︐り過ぎると直ぐに苦

あいしや全しや参いたのしいたゐ

さがしまいるγく１むかしひとことばくわんらくきば

しみに下って仕舞ふ︑色々昔の人の言葉にも︑歓楽極

みは出来ぬのであります．あかの他人でも御互に親切
ひおくいこのくらゐたのし
を議しあって日を送ることが畔奉だと云ったら此位楽

ことめんだうじまけつくわせんきうこれひきか

で砦くかんずやら

獅な宮やらさうしんせつ毒やらさうしんせつつく

ためだのし

る為に薬みをすることが出来て来る勘定であります︒
ごのう︵み
しんせつ与る庁の﹄げ人いん

わかは毎し

利私慾の手前勝手は苦痛の原因でゐると云ふことは明

ｂしよくて氏へがつてくつうげんいんいＩあき

此上から見ても︑親切の心が薬みの原因であって︑私

し

いことはない︑同し競争をしても手前勝手で競争する

おな意やらさうてまへがつて種やわさう

事が面倒になって仕舞った結果が戦争だ︒是に引替へ

できかん壱やら

まって哀情生ずと云ふことがめる︒楽みを致して居る
まいつｐ︑る
さ源しましゅんすゐ元のしい
間に何時か苦しみに下って仕舞ふ︑純粋なる薬みと云
みなて敦へ郡ってこんじやらも
ふものはどうも畔率い︑それは皆手前勝手の根性を持

て同じ競争でも親切で競索すれば親切の蓋しあひにな

ゐ

って居るからどうも出来ぬ勘定であります︒

このよなかことなんすここれ和もし丙い
此世の中の事は何でも少し是は面白いと云ってやり

ちかに分った話なんであります︒
関

くつうこのもの

癖るに舗味識だからと云って苦痛を好む者はない︑

い

からモゥ一つと云ふと食慾になるから何分か苦痛をし

苦痛を好まぬのに苦痛の原因が畑まいと云ふのはどう

たの

だいすいく．ももとくつう

くつうこの︲くつうげんいんやい

なければ唾らぬ︑縦令御腹を下さぬまでも一杯除計に

したものだ︑楽しみは大好きだと云ふ口の下に︑苦痛
げ
んいんたで菅いわけ

の原因を絶たせることが出来ぬと云ふのはどうした課
これ
わけわ力は注しこのわけわか
だ︑課の分らぬ話だ︑此諜の分らぬ﹃わからずや﹄︑之
よ

なったり︑少し胃が悪くなったりして︑病気に躍るから
くつうげんいん壁つ元
それは良いことはない︑どうしても苦痛の原因は全く

を凡夫と名付ける︒それでそれが段辱護達して来て成

一

しｂしょくて匙︵がっていこれじじつ

克く忠克く孝

七

ぽんぷなづだんＪ１はつたつ苦泡る

私利私慾の手前勝手にあると云ふことは︑是は事賞で

すこゐわるぴやらきか動

一塁画ひねむけ昔おも

やると︑こんな暖かい日には睡気がさしたり︑気が重く

ひとい苫んよく
なにぶんくつう
短ルーお通かくだぱいよけい

御飯を三杯食ったまでは食慾でないが︑除りおいしい

だの

過ぎると︑跡から罰を受ける︒何でも此婆婆で純粋の
できいどんよくいつまぱい
楽しみが出来ぬと云ふものは貧慾と云ふ︑詰り三杯の
ご
侭んぱいＩどんまくあま

すあとばつう鼓んこのしゃばじゆんすゐ

三

、

克く忠克く孝

ほどこれたのしみできここ
ね ぃど●わんぜんりんかく

一元

このてまへがつてわる

がつてわるくせひぬし

是武
武ど
どう
うし
しても完全なる人格を
程是では薬は出来ぬ︑是
得て︑さうして此手前勝
勝手
手の
悪い
い癖を引っこ抜いて仕
げ
んの悪
じ
ぷんた

毛のりきう

たどすこ亡つかうでき

めんだう

たんくわつ

で昔与るおこいうわくけふはく
し氏ぼさつあ

すあ上もど

ぽさつ

出来心が起ったり︑誘惑があったり︑脅迫があると︑

だんＩ︑しゅんゐおかうゐぼさつゆ

直ぐ跡戻りして仕舞ふ︐菩薩でも危ぶない菩薩であり

い

い

診﹂のうへうごくたね

い

ことや

ぼさつ哉さ

ぼさつなづ

これこりろい

に悌性の慈悲心︑孝順心を起すべし︒菩薩と名付けら
もの堂ぶつしやらい・岸とけ
せいしつみなもゐ
れろ者は先づ俳性と云って梯になる性質を皆有って居

ぶつしやらじ誤しんかうじゆんしんおこ

の心を持たぬければならないかと云ふので︑菩薩は富

こ己あ凶も

それで焚綱姪の中に菩薩の修養する有様が書いてゐ
まそのぼさつ峰とけ
いあい
６先づ其菩薩が焼にならうと云ふには︑どう云ふ愛

椴ん談う詮やらうちぼさつしうやうありさまか

置きま・す︒

お

うと云ふことが言へなくなるから︑そんな事は止めて

い

なかＦＩＩめんだうこといこんに吟わたし−い

ます︒それで段々順位を逐うて高位の菩薩に行くのは

ば悠徳これつがふわる

つがふわることかい

間に
にな
なら
らね
ねば︑自分の篇めにも
舞って親切なる善き人間

︐中々面倒であ︐ります︑そん悲事を言ふと今日私の言は

いｂ

ぽ さつなか量いり
ぼ

Ｉ１
Ｉょ
よういと
なか︐１

このあくしふく幻んひ

Ｕひしんかうじゆん︐︶んい

じひしんかうじゆんしんい

ぼさつしゆきやら

かいことぼんまう巻やらいお意やつなかか

この二ｂろシ︺だばた塁

このぶつしや毎コ亀ジど

るのだから︑其上に動いて来る種がある之を心と云ふ
このこ鼻↑かうしゆんしんいじひＬんいふたたれ
此心に孝順心と云ふものと︑慈悲心と云ふ二つの種が

ぬ

た ん く わ つ ぜ ん くく
わわ
んん
づづ
うう
みみ
とと
ここ
うう
ななか
かＪ
Ｊ１
１︑
︑そ
その
のし
しふ
ふ

しふく心んい

ない︑なぜと云ふと︑習慣と云ふものが中々容易に取

める．それで此桃性が動けば︑慈悲心︑孝順心と云ふ

い

れない︒一旦溌然とし丁貰通して見た虚で︑中々其習

ものになる膨此心を育てシ働かせるのが菩薩の修行で

くわんい

償と云ふものは抜けるものでない︑此悪習慣を引いて
こ︑ろのほつすろと
るこ
にろ→
にた
→が
たっ
がて
っみ
てち
みち
をを
ここ
ええ
ずず
かか
いい雪
雪や
やっ
つが
がい
い

ひしやらしうやうつ

尼狩かいきふ

Ｃ

ある︑斯う云ふ事が楚網経と云ふ御謹の中に書いてゐ

しま

いた

ぼさつ噌誘

至るまでには非常な修養を積まぬければならぬ︒
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︑目下の方に仕向ける親切に全力を注いで宜い

めしたはうしむしんせつぜんＵよく〃︸雪よ
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毛のうち一しんせつあいい
之のしんせつあい︲い
其中の親切なる愛と云ふものがある︑︐其親切の愛と云
た下しやうげ︲ち
ふものはどう云ふのであるかと云ふと︑唯上下一致で
つまい

はないのである︑それに悌性の加はった愛でございま
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か 進

かりでな／︑懇切なる愛でございま す︒是が所 謂今日

易﹂学のつ

二挺け自じにて名な
そつる分仕し来雷前皇そ
暫肌に、よ向較乙をれ
宜エし

克く忠克く孝
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それで下向きの親切は自然に行はれて往くものである

なす心が︑是はどの位起るかと云ふと割合に大きいけ
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じぷんせわ

ころこれく勇亮おこいわ︑りあひおほ
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ものたいしんせつはうわりあひよけいおこＵぷん

に入れてやらぬければならないと云ふので︑自分の世

い

って置くと碓な事をしないから︑何とかして早く畢校

おろくことなんはや︲↑がくかう

かたいころむはうわりあひよけいおこくうつちや

はうめ

自分が御引立を戴いた人に濁して親切を

と云ふことが御経の中にある幽此事を一つ皆さんと御

れども︑どっちかと云ふに︑自分の世話をする方の目

郡

相談して見たいと恩ふ︑同じ親切でゐっても︑上向きの

きうだんみおもおなしん妙ううはむ
しんせつしたむしんせつしうヤブばあひしたむ

こ刃いたじじつ・ち歩っかんが
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これがたごＵしん

で能く御考へになったならば的確に分るものでゐりま

・じぷんこれせわひと

と戸ろひと初やこかあいもの
にんげんいか．どうぷつみなじぷんこども

よおかんがて苦かくわか

くらみ
で昔わたくしじぷんこども
較べて見ることは出来ない私は自分に子供がない

す︒庭が人の親にして子を可愛がらぬ者はない︑それ

しんせつ

登らすには後から押さなければ中々登って往きませ

あとおなかＪ１のぽ少
お唾しんみうしなうはむ

は高い所から下に降るのであるから燭手に降る︑．上に

丁度誉へて見たならば︑坂に車と云ふやうに︑降る時
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たかどこみしたくだひとりでくだうへ

ふと︑どうしても下咽向きの方が起し宜いに違ひない︑

したむはうおこよちが

おこよい

の御世話になった方に勢する心向きは起らないのでな
ば沌畦すぐ潅これもつみ﹃﹄のうはむ
いが︑甚だ少い︒之を以て見ても．どうも此上向きの
しんせつしたむしんせつ︲
親切と︑下向きの親切では︑どちらが起し宜いかと云

おせわはうたいこちむおこ

話をする者に謝する親切の方が割合に除計起る︑自分

い︑だから同じ親切を仕向けるにも︑それは上向きの
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犬や猫︑其他の
の動物を見ても唯子供が可愛いと云ふだ
けで︑上向きの
の親切は起らぬ︑是は人間にして始めて
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畔癖るのであり
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できひとおや︲だれ
そだゆ
まく育てシ行くことが出来る︑人の親となっては誰の
ひとりでそのこかあいた生
す動う

ぱうな逢のあいやごちかんが

可愛くて堪らぬと云ふ親切が現はれて居るので︑唯赤・
ん坊がオギャァと泣くけれども︑其愛の心から考へれ
わかなんなみななあんばいよ
ばちやんと分る︑何で泣くか︑それを皆泣き蕊梅に由

かあいたまいしんせつあや●っゐたざあか

子が可愛くて堪らぬ︑是が先天的に具はって居る︑其

これせんてんて教そなゐその

皆無織砲に御嫁に行って仕舞ふ︒行けば必ず子供が出
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できけつこう
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来る︑出来れば結構それでうまく育てシ行ける︑不思
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準備をしてから御嫁に行く者は一人もありますまい︑
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ぷんめんだう確潅レこれ︑
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やおやしむ

うまものばんしめはにんげん
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る︑虚が御嫁に行く前にはそれ人ｉの準備をするけれ
ばんあかぱうそだかたおけいこ手芯睡
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云ふのが︑是が自然の方から出た愛情でゐりまず︒そ
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親孝行は即ち 親切の分量ヤー総計に有って居るのであり

の一番始ま り は親であります︑そいで親に仕向ける︑
和 や か う か う 寺 耀 は ．しんせつぷん仰やうよけいもゞゐ

ぼんはじ

を除

景豊
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ひだんＩ︑ていどぼんていどひく
慈悲には段々と程度がござい炎して︑一番程度の低い
．ひかうゑんじひいこれかんじやら
のは非高遠の慈悲と云ふのでありまして︑是は戚情に
由って出るものであります︑それから高遠の慈悲にな
・しゆじやつ幹一えんざいどいかんしやつちり﹄ぞくは
り︑それから衆生無縁の済度と云ふ威情に智力の加は
わたくしちかごろざ少
ゐ善﹂ぱい
った域に這入るのでありますｃそ肌から私が近頃雑

しみ

かあいいかんじやら
いくちりよくそなゐばｆあい

誌を見ると︒耶蘇教の愛も︑悌激の愛も同じであると
書いてありますが︑愛と云ふものは戚情のみでありま
そのなかち口よくな・ばくあいいじぷん
して其中に智力は無いのであります︑博愛と云ふ時分

かんじや全ぱう

には幾らか智力を具へて居る︑博愛でない只の愛の中
かんじやらこそくて言かたより
ちり拳くなちりよく
には智力は無い︑智力のない威情は姑息的で︑偏寄た
あた匙へへんあいいえこひいき
がるのが常り前で耐偏愛と云って依佑最員になるので
じひいかんじや合ぽう︑ちりＭでかんじやう
め︐ります・慈悲と云ふと威情一方でない︑智力と威情
ひかうゑ人じひめまへ
てうわじひ
と調和して慈悲になります︑非高遠の慈悲は目の前の
あいこれかん吃やら︑〜ふうこれと雪毎このぱあ一ひ
愛で︑是は戚情ばかりで工夫が是に伴はない︑此場合

めまへなにみ

い

かんじやら

じひい

一一一一

湿
なりた
たゆ
ゆか
かう
うゑ
ゑん
んじ
じひ
ひいいきき
らら
す殉

ぬ
と云
云ふ
ふのの
情て
でああ
すす
︑︑そ
慈舞
悲心と
ぬと
かが
副戚
催砿
Ｔり
りま
ま・
それ
れで
て慈
と云
云ふもの

さいしゆじやらくる

残なゑんまん

が成立って往くことを高遠の慈悲と云ふ︒更に 進んで

わるごロと

も の か猛 阜 毛 の つ 承 謁
謁が
が雄
雄遮
芯客
ん君い

一切の衆生には苦しみがなくて皆同流にならな ければ

も
垂も
のの

ぎどく

い
いこん峰や．

ならぬ︑悪い事をした者は必ず其罪を蹟ふ︑汝に出て
錘
錘ん
ん
萱
萱
か
か
へへ
︐︐
しし
かた
か
い
た
ふい
？一つえ
たものは汝に還るより仕方がないが︑さう云
云ふ
ふ不心得
ハいい︷

ゆ

寺潅は．ものえら

す︒︿

たい

れし
ゆじ
ゃら
むえんさいど
いれか︵いこれしゆじゃこ全
智
え
ん

の者ほどなぼ気の毒である︑どうかしてゐ及云 ふ根性
い

を入替てやりたいと云ふので︑之を衆生無縁の

細て
てに
に濁して
云ふのでゐります︑即ち物を選ばずして網
じひくば
慈悲を加へるのであります︒

んつせつしたむしんばつかん咋皐らききた・
と こ ろ お な しし
んせ

親切
切でもこ
︑下向きの親切は戚情が先に立ちｂ
虚が同じ親

◆ジワよく

ぜち
っり
ちぶ
りく
柔くさきた
に
うは巷しんせつ
上向きの親切は智信力が 先に立つのであります︒智力を
い
匿うはむしんせつおここ
さきた た
い﹄

に立
立て
てないと云
先に
云ふ
ふと
上︑上向きの親切が起って来ない︑

こ
のここ
と
い
わぴた
くしじぷんかいことかんが
この
とつ
いつ
わた
くし
ぷ為

ゐこのごろ

わたくしひじや全おやごひ

此事に就
就て
て私
私は
は自
自分
分だけのことだが斯う云ふ事を考

じ

い垂

このうへごしやらぽだいたいしゆ

・あ

もこんにもごぞんめいかあ

居る︑此頃になって私は非常に親が慾しくなり
へて居
る
︑
此
頃
に
な
っ
もこんにもごぞん
まして︑若し今
今日
日御
御存
存命であったならば斯うもして上
を

くふうと逼涯かうゑんじひ

でなくそれに工夫が伴ふのであります︑高遠の慈悲は

げたい︑あシもして上げたいが︑どうも今になっては

これうつちやお

しやくわいぜんたい︑あんざつ．一画やひこぐかぜんたいくややさつ

ｆ一刃よくしゆ・

智力が主になって居ります︑目の前に何も見えなくて
ゐ

しかた

も斌曾の全鍔を観察し︑或は圃家の全鰐を観察すると

に郷て癖恐と一尋ふものになりますと︑威情一方ばかり

ﾐ
潜
度

『可

ヨ
E

仕方がない︑此上は後生菩醍勤篤め平と云ふやぅな趣
れんぶつしぶ全
意から︑念悌を詞したり︑御経でも読んだりするやう
いちりぶくしゆ

云ふ智力を主にして居るもので︑是は打棄ってば置け

と

ノ

七

P

とかくいまありさま

な唾が︑謡唯躍る錘って跨ります︒兎に角今の有様で

おやかうかういぞろみゐしか

ご典ろもともを

し

これよほどけんきう

は親に孝行をしたいと云ふ心が充ちて居る︑併しそん
な心は元から有って居ったか知らん︑是は除程研究の．
れ
うち︲おもひとふり力へみ

ときこれおこ昔ちひじ

直打があると思ったから︑それで一つ振返って見て︑
さわかじぶんことかんがこのおやかうかう
極く若い時分の事を考へた︑それは此親に孝行をした
いころおこどうきひとしらみおも
いと云ふ心の起った動機を一つ調べて見たいと思つ

．どんな時から是は起って来たか︒それは小さい時
ぷ分てのん
与るかんがみあか
心を考へて見なければならぬ︑ならうことなら赤

しく思豹もったのでない︑酢識は蹴り垂ちが畔葬ないから

とだわんぱくこぞうきあたきなぐたまい
隣りの腕白小僧が来て頭を郷られては堪らないと云ふ
なんきみわるおやてもとをおほふねの

ので何となく気味が悪い︑親の手許に居れば大船に乗

ぎづよあんしんおやこひ
つだやうに気強くて安心だ︑そ奴で親が獄しくなったｂ
おやたりぷんためお垂︑↓﹄ひ

い

おほ

親の馬めでない︑自分の潟に親が獄しかったのであり

そのわけ

とこるそるもちかんがみ︲わか

ます︒其理由はどこではっきりしたかと云ふに︑モウ大

きくなった虚の心持を考︿て見るとはっきり分った︑

すこおほどんど
わんぱくきはゐたこ

とき

モウ少し大きくなって今度はばんでも九つか十になっ

なんゐ︐とき号おもち

た時でありましたが︑腕白を極めて居るので︑紙鳶を

い

は塾獅やかほ践力ななおも

う

苦

おむいたづらあそおやめ

い

こんどおやじゃま

じぷんあしたっしや

めんだうくさ篭おや

かげいあ毛
力いかん

どうかと云ふと︑同じ悪戯をして遊ぶのにも親の目の

い

氏へあを老づまい

揚げるとか︑何とかして居る時になってからの心持は

あ

前で遊ぶのはなんだか気詰りがする︑どっちかと云ふ

ぱうときこりろかんがみおもど

ん坊の時の心を考へて見たいと思ったが︑何うしても
︲とかくじぷんた︒あるじだい
わか
分らぬ︑け肌ども︑兎に角自分が立って歩く時代から
おも花毛のじぷんおや
こといま者
の事は今でも切れ人︑に思ひ出される︑其時分に親に
か・ひとかんが
たいぞろ
封する心はどんなものであったかと︑斯う一つ考へて

と︑蔭に行って遊びたいと云ふので今度は親が邪魔に

み

見ると云ふとの何でも自分は父親はさう繊しく思はな

なんじぷんち おや．こひおも
は西おやこひおもじつゐたとひしば皇あひ滝

い︑母親を慾しく思ったと賃えて居る︑縦令暫くの間

なって来た︑斯う云ふ威じがあった︑自分の足が達者
おやかんせふ
とある
になって飛んで歩くやうになって来ると︑親から干渉

塾かおぽをしかそのごひ

でも母親の顔が見えないと悲しくて泣きたく思った︑
をこは軍おやかほみ善９とあるまは
其庭に母親の顔が見えると喜んで飛んで歩き廻っだと
い

み

おやひつ天う

じぷんか岳たっしや︲

を受けるのが面倒臭くなって来まして︑なんなら親の
．〃いこ酒ろ
めとぎ坐ころかげはうぁを
目の届かぬ虚の蔭の方で遊びたい︑斯う云ふ心があつ

おも

なんためこひおもかつ動こ

云ふことを微に貴えて居ります︒併Ｌながら其感しく

たのであります︒さうして見ると︑自分の僻が達者に

自分の鵠の利かなかった時分には自分の鱈に親が獄し

Ｕぷんからだきじぷんじぷんためおやごひ

なって歩けるやうになって来ると︑親の必要はない︑
あ一る

思ったのば何の鴬嘱懸しく思ったかと︑斯う突込んで

思ふ︑其親を獄しく思ったのは︑親の心排を思って獄

一

かん が み
なんじぷんあいきうつ
考へて見ると︑何だか自分ながら愛想が識きるやうに
おもそのおやこひおもおやころもちおもこひ

克く忠克く孝

二

こりろ

か◇いい残いまおやおも

く忠克く孝

うだ

し

かんがみ

かったと︑斯う云ふ意味になる︒そこで今の親を思ふ
心はどこで産み出したものか知らんと考へて見ると︑

これ１ろだせんぱいかたおみちび誉おも蛙んせい
せんぱいひとおやいたいせつ

是な全く先輩の方の御導きから来たものと思ふ︑先生

とか︑先輩の人が︑親と云ふものは大切のものである︑
お
やをまつにんげんかい

はつ

いまおぽを

親を粗末にしては人間ではないぞと︑斯う云ふことを
たび．１１いひきいまじぷんころもちな
度々言聞かさ奴だ︑それが今の自分の心持を成したに
ち
が︐踊るほど猫や毛哉つす
違ひない︑それで成程親は粗末にしては済まないもの
いこらまひとできこい手壱毛おや記ん和も
だと云ふ心が先づ一つ出来だ︑是が抑も親の恩を思ふ
おもわたくしおやおんひじや全てき
初まりだらぅと思︑それから私が親の恩を非常に適

あ

い

二四

さ

おもゐみわたくし

わす

一﹂のおやおんいひじゃ全つよ
しました︒それから此親の恩と云ふことが非常に掻く
かん
昔亀の号ろいまけいぞく奄
威ぜられるやうにぼって来た︑其心が今に継績して亡
おやたいもごぞんめい︑か
き親に封しても︑若し御存命であったならば斯うもし
つ塩ね
て上げたいと云ふことを常に寝ても畳めても忘れぬや
うに思って居る︒さうして見ると︑私のやうなもの
︑もうま弐万のぱな荏だ
し

おやおんいかん

を若し生れた侭に野放しに育てられたらどんなものに

なるか知らん︑とても親の恩と云ふものは威ぜられる

にんげん職つ元われ７１１手今淋けよやらや
こんにちうはむしんせつおやかうかうい

人間にはならなかった︑全く我々の心懸に由って︑漸

く今日上向きの親切︲Ｉ親に孝行をせねぼならぬと云
二︑ろこんにちはじせいりつゐこれ詮つだをしおかげ
ふ心が今日始めて成立して居る︑是は全く教への御蔭

せつかんどうぎい

切に感じた動機はと云ふと︑今でも貴えて居︐りますが︑

で起るもので︑先天的には起らないものであります︑
うばむし・んせつおこしんせっ
さうして見ると︑上向きの親切は起しにくい親切でゐ

詮の和音隼らしんぢゃわきやらいお壱やら毛のなか

はうおんぽんいだんこれおやおんたいへんくは

できおもこん咋追ぶなか

こ恥ばんしたむしんせつじぷんせつ

み

おこせんてんてすおこ

是はズット大きくなってからでありますが︑大きくな
よほどじぷんかんがへで昔おきやらＪ
ってから徐程自分の考が出来てから御経を霞んだの

これおほおほ

であります︒其御経は心地概経と云ふ御経で︑其中に

ります︑是に反して下向きの親切は︑自分の説にしま
ぬ
うはむしんせつようい
すと︑犬いで
も剛職でも畔恭るが︑上
向きの親切は容易

しても御褒美が出ぬ︑是は出ぬのが富り前で︑貰際の

報恩品︲と云ふ一段があります．是は親の恩を大鍵詳し
せつめいおきやら・要三おやこそだばんらうあｈさま

く説明した御経で︑別して親が子を育てる煩勢の有様
くはと
みこらおちつよ
が詳しく説いてある︑それを能く心を落付けて讃んで
みそのときわたくしかんおやい
見た︑すると︑其時に私が威じだのは親と云ふもの

事責がさうであります︒総綱溌の中に菩薩の修養の場
あひうば巷しん咋ろぜん功よくそ画い茄幸一笑
合には上向きの親切に全力を注げと云ふ御敷のあるの

わきしたひやあせ方苦もち

うばむしんせつできし方

ぼんまう毒やうなかぼさつしうやうぱ

ごはうぴでこれであだ敦へじつさい

なるほどこれ

試しじつ

には出来ぬものだと思ひます︒今日の世の中にあって
おやかうかうものごばうぴでこどもしんせつ
も︑親に孝行した者は御褒美が出るが︑子供に親切を

はこんなにマァ子供の霜に心配をするものか知らん︑︑
それでは潜まなかったと一尋ふ唾が趣つた︑其時にはな

は成程是である︑だから︑上向きの親切が出来いば下

し

こどもためしんぽいし
す毛
の
と
き

んだか知らんが肱の下から冷汗が垂れだやうな気持が

』 L

1

抄しんせつしぜんで昔くしうやううばむ
しんせつす西

ごるつどは趣し

向きの親切は自然に出来て来るので︑修養として上向

きの親切を勧めることは御尤もの話であります︒︑
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わけ・
ました課でありますも
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八
わたくしよちうよかう幸﹂れわれｐｆ︑にぼんこぐみん

そこで私は﹁克く忠克く孝﹂︑是は我々日本圃民の

責任であるが︑此忠孝と云ふものは︑上向きの親切か︑

曾員論壇

二十四字誌四十行以内

二十四字詰十五行以内

一行数

同

毎月十五日

はがき便

一〆切

編輯

望

斗

一

一

せ箸にん↓﹄のちうかういうはむしんせつ

したむしんせついこれうはむしんせつ

そのなかちうかうゐほんだうとくつと

下向きの親切かと言ふと︑是はどっちも上向きの親切
わにほんだうと〜こんきぶこ お一﹂のちうかう
であって︑我が日本の道徳の根樵は此に在る︒此忠孝
うはむしんせつぜんワよくを垂い
もつもと
を以て本とする上向きの親切に全力を注ぐと云ふのが
わこくみんだうとく哲毛これもつみ
我が圃民の道徳の基礎でございます︑之を以て見ると
このぶつけうほうこのぼとけお
わたくしどもどのにぼんどくうま
私共は此日本圃に生れて︑此悌教を奉じて此悌の御

狸し︿したがしうやう

い

われ７１１だがげんざい

１１帆Ｉ！

1

一

一

I部

教に違って修養や一して︑其中に忠孝篤本の道徳に力め
じつありがた
で苦
得ることが出来ると云ふことはい資に有難いことでゐ
これごどうやうこのちうかうい

じつありかたおもじぷんかん

I

る︑是は御同様に此忠孝と云ふものは︑我々が唯現在
みち
一壁蛎蹴粂に鐸して琵瞬すべき道であるばかりでな
みらいえいゑんわたぶつくわぽだいえまたこの
い︑未来永遠に亙って悌果菩提を得んとするのも亦此
も
忠一
孝う
篤か
本う
にゐ
由ほ
っん
てＪ
始は
めじ
てう
得ることが齢奉る︑賑にまつ

みなどひろう盆をなにぶんだうとくしうやうごさんかう

て賞に有難いことだと思って自分に威じたものだから

おもこんにちおば苔いた

一

皆さんに御披露申したら何分か道徳修養の御参考にも

一

I

五

ならうかと思ひまして︑それで今日こんな御話を致し

1

〃︑申岬吉︑勺ｒ

ノ

詮園麗の研究
←

ｌ︲ｌ１１
一

演

一一一︿

誉弓ぜんたい

寛克

曾員
法事博士

﹃フ

彦

い

ぼう

またぽうい

たかまがばらあかぽう

かんが

とこはう

また

園は︑眠︑りと云ふ意味を有って居︐ります

︑底の方にあるからだと仰せられて居り
く
にねむいい熟もを

をこはう

は根の園と申します診︒本居先生は︑根の

おほを

垣くに象をもとをｂせんせい泡

がない︒それに封して︑底の方にありま

たい

職溌く見えるが︑高天原は明るい一方で

きたみ

誠に結構でゐるけれども︑亦一方から言

菩一とけつこう

我々の謂ふ意味の差別と云ふのは︑一方

われ︐１１いいみさ今くつい

ら︑受けない所がある︒けれども︑全鵠
一患にわれｙく１いいみ
であったならば︑即ち我々の謂ふ意味の

のは是尻別言に、。方I手か

我画篭の研究

高中根
天
津
原
圃の
圃
マァ此圃は甚だ簡軍でありますけれども此最も高い
所の存在は︑高天原の存在であります︒即ち理想界で
ゐります︒高天原は︑それ故に永遠に易はることなく

生きて居る虚の存在であります．故に高天原は︑時間
を超越したものである︒何時までも同じことでありま

ざぺつ酌らをおたがかこのさ・くつみ

す︒是は明るい一方であるから︑随って此世の中には︑
差別が現はれて居らぬ︒御互に此差別が見えるのは︑

へ

すともるとら別言明烹所言

一

から︑さう云ふのであらうかとも考へられますが︑又
そこくに匙を
生たくらところよるくに
底の画とも申します．又暗い所でありますから夜の園︑

が云いのか、見みはるが

素
明るい所と暗い所があるから見えるので︑光線を受け

五

ま画とすあふか差さにる

（

あかところくらところみくわらせんう

、ふはら反惚れ無癒いあ
根ねの、差冨掛驚ぱい 一る

I

よ
もつくにいやみあいあゐか
黄泉圃と云って︑晴が有ると云ふことでゐり段す︒或
つ﹂

めみ・とん唖﹂い手起はあきつくににぼん

めみ

七のいぶせ敦

にぼん・もち・

目に見える存在が︑即ち秋津風でありますｅ日本だけ

十江憾くわらこぐこ？うつしくにまたみづほのくに

が目に見えるから其意味を狭くして︑日本に用ゐられ

あらところ

いいみまたこれうなばら．§匙を

うなばら宝をせ二一散をりくたいうみ

またたか歌がばらたいうなばらい

ずこどり学︑ふんとうかで昔

ふのは雌蝉励鯉蓋職を暁すので︐此類見圃は︑波風り

このうつしくになみかぜ

ことを申しま︑すけれども︑亦高天原に濁して海原と云

象を

します︑海原と申すのは．狭く申せば陸に封する海の

ちゆらしん

るのであります︒乃ち皇幽は此顛見圃︑叉は瑞穂図の

あ

よみのくにまをこれせんぎいてきものひそ
は夜見圃とも申します︒是は潜在的のもので︑物が潜
なわか

症

んで居って︑有るか無いか分らぬものであります︒古

中心であると云ふ意味であります．叉之を海原とも申

どころこのまんなかこれなかつくに

じ誉にぼんしよきとういひつ夷みなせんざいてきいみいうを

事記日本書紀等の言博が︑皆潜在的の意味を有して居
是が中津風︑

なかつくに一篭ひとよあしいら氏を

ります︒虚が此真中にありますものは
まんなか

くこん趣んか

とよざかいみあしい︐こめ

せいあをＪ１は

それは真中にありますから中津画︑或は豊葦原と申し
ます︒豊とは盛んの意味であって︑葉と云ふのは︑米

ゐあわひ

ゆだんで苦

．砿たうなばら

いよノーｌ宣す砂１１〃のじつ

ある︾愈々益々集えて性かうとか︑愈々益々己伽を責

いよノーーますワーｉさかゆ

い

是は蝋輩原でゐるけれども亦海原である︑斯様な三つ
これてつ︑りじやらかい
くにそんきいゐ
の園が存在して居るけれども︑是は哲理上から斯う云
せいめいまた宝号ろいやざかえうきう
ふことを言ふのでない︒生命叉は真心の揃柴の要求で

これとよ鞄しばら

こ刀とびだ

荒い所であって︑少しも努力奮闘を狭くこ︲とが出来な

むぎ

またらいねんでいＩ◆いやさかはきかじっ

だの︑変だのが︑盛んに青々と生へて来る︑今年枯れ
うつしくにまを

い

かやう

い．此に飛出したならば︑油断は出来ないのである︶

恢かたちにゐ

げんいえう零﹂うどだいシ︾のいやさかい

めみみ西きこげん

せかい背胃うせつ

まを

︒

二七

いざな

を御生み遊ばすことに腰って︑天照大御柳をして︑高
まがばらしめたけば︽︑すざのをのかみとよあしばら
天原を知るし召させ︑建速須佐之男卿をして︑豊葦原

おうあをあま一﹂ら寺おほみかみたか

借御話が鍵はりまして︑伊邪那岐祁は︑三柱の貴子

さておば智かいざなぎのかみ途し全うろみこ

と申すのは︑それを申すのでゐ︐ります

輩を

岐紳伊邪那美肺の御行動の結果此三つの国が定まった

菅のかみいざなみのかみごかうどうけゾくれこのくにさだ

昔ごみごの

現しやうとか云ふ要求が︑土豪となって︑其禰築の意

齢の形に似て居るからだと云ふことを云ひますけれど
とんぼぐうぜん
こ０と蜜まちが
も︑そんな事は間達ひであって︑鯖蛤のことも︑偶然

︐象を

︲〆しつ

あら

気込が此三つの世界を創設したのであります︒伊邪那

ゐ

しかに・ほんあきつくに

我幽髄の研究

責圃であります︒併し日本だけが秋津圃でありませぬ︒

〆しつ こ ︑ 〜

居るので．目に見え︑耳に聞えるものであります︒現

は現し身を持って居る者である︒即ち現人が存在して

いみこれ寸錘にあちびとゐどころこ群ゐひと
ふ意味である︒是は即ち現人の居る所で︑鉱に居る人
うつみもゐもの矛沌悠あらぴとたんざい

けれども︑責はうめきつ﹂と云ふのは︑﹁現はるシ﹂と云

い

﹁あきつ﹂とも申しますので︑さうなったのであります
い

即ち高天原の理想を︑現賃に其儲現はして居る︑或は
とん
あきつしまい
あきつし望あきつＬ匙れ歌を
秋津洲︑秋津島根とも申します．秋津洲と云ふのは鯖

寸然はたか匙がばら︑︑さうげんじつ毛の．ま︑あら

現されるものでありま︑すから︑細見風とも申します．

げん

ても亦来年出ると云ふので︲禰築に生えて︑礎んに賞

．

、

我固龍の研究

のくにしめまた里︑まとみんぞくけい
もてあ幸一

かみさまみないやさか

園を知るし召させられました︒叉大和民族は︑一系と
もと
か
と二
り人
ふだ
たのｂ
一毒ふことを本にしまして︑
祁み
様さ
一き
人ひ
だの
とい
云

ふことにして︑弄ぶものでありませぬ・榊様は皆禰柴
いやさかのぞ

かみさま

二八

つザとよあしばらなかつく帽いか堂三一

あしはらへんてんとんかうりん

とよ

そのじゆ心訳己と詮進一

それに綾いて豊葦原中津園は如何なる所であるか︒豊

葦原のどの豊に天孫降臨がめったか︒其準備の事を申
あ
なほつぎねくにごとまを・よつ

上げ︑尚それに綾いて︑根の園の事を申します．価て
さ︑これあま一乞寸おほみぞ易﹃︸せいかく雪と芸一しあ︐おも
先づ是から天照大御祁の御性格の事を申上げたいと思

ゐ

いやさかは葱やまとみんぞく

しゆ

を主として居ります．禰柴を除いては榊様はありませ

ひます︒

芝のもつどたかたが宝溌ばらあま一員子おほみかみつき歩房かみたす

あご壱ら十おほ銭かみいざなぎのかみしんせい

い︒揃築を離れることのないのが︑大和民族でありま

営房おもしろ堂汀

つれつきよみのかみたすう

あ室﹄皇︐おほみかみいろ﹄︑かぶさ散とう

もとつぎよのかみ

きよどうあを

かた

しやつけんめい堂言あぞうちおうま

い

い

い

りじゃらじゃらじつ

いはゆるふけんぜんはく

ばくあいｖ
うつしくにごしはいあを

い

わｍ７く１冠に歩ゑきみちうつく

す︒︵ものてうゑつもちろん

じじやら⑫やらじつｖことのし堂

い

愛になって仕舞ふ︒博愛と云ふことは結構であります
まちがいみはくあい
はくあいわる
けれども︑間違った意味の博愛でゐりま寸診︒博愛が悪

あい

事情情賞を去って仕舞ったならば︑所謂不健全なる博
しまばくあいい
けつこう

じじやうじやらじつさしま

に離れずに︑一筆一動遊ばされた方である︒事情情賞
た設わる
まを
〃もまちがひ
と申すのは︑唯悪いものと思ったら間達であります．

はな

ごいきごみよことＦよγくＩますｙｆ︑０つつく

天照大御祁は︑伊邪那岐祁の祁聖なるイザナと云ふ

を

す︒其最も高い高天原には天照大御祁を月請祁が輔け

御意気込に依って︑殊に愈々益々美しくならうと云つ

を

て居られます︒天照大御祁は︑色々の祁標を統一して
を

居られまするけれども︑常に月讃祁の輔けを受けて︑

て︑一生懸命で涙を遊ばす中から︑御生れになりまし
かみさ電
Ｌかねくにおじじゃ己やらじつ
た紳様でありますが︑併も︑根の国に於ける事情情賞

つむ し

い

やって居られる所が面白いのであります︒それば燭を
しんどうたいまよ与るはな
槙むのではない．一身同鵠になって︑迷ひの心を離れ

．ざか沙

て︑柴えて性かうと云ふのでゐります．素より月請祁

あま一さきおほみかみしよを

ことまたお建怒しいたばんぱいのしゆつばってん

だけが︑天照大御祁と一緒に居られるのでありませぬ︒
づきよみのかみし器

それらの事は︑叉御話を致しますが︑一番初の出溌鮎

あまてらｆおほみかみいかおかたい

は月讃祁と一緒でゐります︑

つザ

．すたか敦斌はちおい

たけはやすざのそのかみいかかみい

まを

いと云ふことではないけれども︑博愛と云ふことの意
鵠一翼まゐはくあい
味を誤って居る博愛であります︒さう云ふことになつ

そこで天照大御祁は︑如何なる御方であるかと云ふ
ことを申します︒それに績いて︑顕見幽を御支配遊ば

て仕舞ひます︒我々は何故に君を忠に議さねばならい
会を

しま

されます建速須佐之男脚は︑如何なる榊であるかと云

か︑一鵠祁と云ふものは︲縄ての者に超越は勿論して

てんそんごかうりん︑ゆんぴ﹄巻しあ寺溌腫たかまが

たいかみい

ふことを申します︒それが潜みましたら︑高天原に於

居りますけれどもｂ事情情貴と云ふ事を除けて仕舞っ
たならば︑鐸だ緋謬った筆になる︒雌へば窪れ舞い義

を

ての天孫御降臨の準備を申上げます︒それが即ち高天
ばらいか﹄●・一弓一客昌
原の如何なる所なるかを明かにすることになります︒

ノ

よ

てんわうくんしゆくんしゆ

一じぷんおやにん

なに︑じぷんくにくんしゆひいきひつえう

おもくんしゆあるひじぷん・炉ってすぐ人しゆおつか象を

は世界に幾らもあらうから︑自分勝手で最もえらいと

せかいいくＵぷん価ってもつど

しかじじやらしやらじつぴくわ寸趣毎・

からいかぬけれども︑而し事情情責を美化する︒即ら
じじゃらじゃらじつ︑りさうＤつげんどころざいれう
事情情賞を︑理想を賞現する庭の材料とするのであり
このざいれうよ
はじ・りさうＪつげん
ます此材料に依って︑始めて理想が賞現されるので

であるが天皇は君主であらせられますけれども︑君主
思ふ君主︑或は自分勝手に好きな君主に御仕へ申した

あります︒とれであから皇圃では︑根の風の存在を大

じ

い

こと

せつ

なき垂しあ

署﹄くわい

おもあまてらずおほみかみね

魂くにこのげんじつかいＤさう

ものに致して居る心根の画は︑此現賞界や︑理想
げんいくにんげん定い か切のい
けつはなことつ

すや鼻くにねくにそんざいたい

ら宜からう︑何も自分の園の君主の愚員をする必要は

界と︑決して離れるものではない．この事に就いぜは︑

いたゐ

ないと云ふやうな事になる︒自分の親よりもえらい入
間は幾らもめ︑る︒鮭って評識の癖よりえらい人間を大

あたまへまたともだちい
よなかたくさんじぷんだもともだもひいぎ

事にすることが常０前であらう︒叉友達と云っても︑
じぷんともだもょをともだちけんくわ

な

たとしんせいい

みはくあいいにんげんかぎゐ

ければ︑一つも存在することはない・例へぱ神聖の意

ひとたんざい

す．総ての道徳は︑根の脳の事情情賞を眼中に置かぬ

すべだうとくねくにじじや合しやらじつが空患うお

在して居る孝や︑其他の道徳は︑無くなって仕舞ひま

ぱ︑忠と云ふことは無くなって仕舞ふ︒忠に依って存

︑わ

尚ほ申上げる機曾があらうと思ふ︒天照大御祁は︑根
くにもとおうまゐわれ︐１１じじやらＰやらじつぴ
の園が原で御生れに職って居る︒我々は事情情賞を美

まちがひ

世の中に樺山あるけれども．自分達の友達を最員する

化しなければならぬ︒之を棄てシ離して仕舞ったなら

毛のりひきよく垂ぶくはんだんじぷんともだちう

これすばなＬ散
し詮もうよそん

のは間達である︑自分の友達と除所の友達と喧嘩した

ざいゐかう毛のただうとくなし蚤

・い

なにじぷんともだ雲ちいこ﹁でいひつえう

も﹃フい

ならば芯其理非曲直を判断して︑自分の友達を打つと
もつどよ
か打たぬとか云ふごとにするのが最も宜いことでゐら
う︑何も自分の友達と云ふことのみに拘泥する必要は
あゐひまたふうふい・
ふうふいごと言う

なからう︒或は叉夫婦と云っても︑夫婦と云ふ事に拘
で
いひつえうＤぷんきむ

味の博愛と云ふものは︑ぽぜ人間に限って居るか︒な

よ

な

て

くそ狗な

あい

ぼとな

しま

しまあいい

じゃ芭や全しつおおいぼんたうあい

あい

〆し酷︺やら峰やらじつ・

云ふものは︑殆んど無くなって仕舞ふ︒愛と云ふこと
じじやらじゃっしつがんちゆらおがんちゆらＤ
は︑事情情資を眼中に置かなけ帆ぱばらぬ伽眼中に事

い

ぜ動物が同じ力を有って居らぬかと云ふに︑遍く味噌

どうぷ一ノおなちからもをいあ歌ねみを

泥する必要はなからう︑自分の気が向きさへす診れば︑

も糞も同じやうに愛することになって仕舞ふと︑愛と

Ｕ幸︶やらじゃ全じつひももろんじじゃらじゃらじつ

あるひじぷん︑うつくおも毛のものだいじ

或は自分が美しいと思へさへすれば︑其者を大事にす
いやうことでき画ぷんくんしゆりぷん
れぱ宜からうと云ふ様な事が出来る︒自分の君主自分
おやじぷん︲ともだちまたふうふいことこうでい︑
の親︑自分の友達叉は夫婦と云ふやうな事に拘泥する

い

い

た︾わるおも童もがＤきう

情情賞を置かぬ愛は︑本営の愛ではない︒事情情賞と

云ふものが︑唯悪いと思ふのは間達ひで︑それは理想

九

のは︑事情情貫に引かれるからである＠勿論事情情買
とりま
と云ふことのみに取巻か奴ることは無い︒それは手が
らし み 匙 は し ま
ことしゆ▽トーげんいん
後に廻って仕舞ふやうな事の種々の原因となって来る

我国篭の研究

二

我国艦の研究
ちか必た

い

い

ゐ

じじゃらじゃらじつぱいせぎ

ゆゑじじやうじや負しつ
ぜいりつ

三○

ざかいいみそのいみちが当るわ虹Ｊｌ１守る

き

だうＦＩＩ

号ろもちもつまずＪ１ものさか

ａゐところこのあい己らまを

きマフせつい

元から

これあいい

わだかま

ゆ寺趣峰む

しん

ふでＤぷんえんちゃ全かみじぶんえんちゃう

ふ富士山にしても︑筆も自分の延長︑紙も自分の延長︑
ゑ
のぐじぷんえんちゃ凸蛋富

ふじざ一ん

こ動ろももじぷんどだいこで

ゐ

で以て造って居るとか︑利益を勘定して造ると云ふの
ぼんたうい
々も者はずあい
では︑本営の生きて居るものは出来やう筈はない︒愛
の心を持って居り︑自分が土皇になって来なければ出
じつきいゑかところじぷんかおも
来ない賞際糟を描くにした虚で︑自分が描かうと思

れぱ出来ないのであります︒いや７１１ながら︲御義理
もつつ〃︑ゐ
・回えきかん一弟らつくい

卒かなる創設と云ふことは︑是は愛と云ふことがなけ

元ひら

設して参る庭の此愛の心を申すのであります︒真の

せつ

できおぎり

巣日の働きを行って往く．即ち物を創設して参る︒其創

すぴば走ら要迂由寸潅陰ものさうぜつまゐ毛のさう

︐りのない心持を以て︑益々物を柴えしめて往く即ち産

も漁︾融を

柴と云ふ意味ではな隠其意味の遠ふ虚は脳我々の心

なにんげんしゐ

の力が足りないからでゐｂます︒事情情貴を排斥する

持を申すのであります︒堂々として︑手かなる︑幡

ｂきうｖ

のは︑理想と云ふものが無い人間である︒死んで居る

にん
︵つ
つだ
だい
いこんひれうか
に
んげ
げん
んし
し缶采

〆ししやうよ

製製
すす
︒盛
生きて居るならば︑生きて
大根に
にな
なら
らぬ
ぬの
ので
であ
ありり
やまとみんぞく
跨る密塵に癖て︑蛭勢儒礎鐸 が准恥である︒大和民族

い
馬ｐｐ
い馬
ｆｌｆ１だうとくい

いやさか

くあ．ま苧手おほみかみ

とのふじい

を賃現するので︑其富士が活きて来るのでゐり獣す︒

じつげん

総具も自分の延長になって︑さうしてそ帥＃︑の働き
宕届年︸いだ

き虚の事情情責が入用になっ
って来る・天照大御祁は︑
いきぽにぎ雪蕊ま
壬

しんあいよそのゑい・く寺越睡之のでき忌

冥の愛に依って︑其桧は活きて来る︒即ち其出来た繕

定いせいめいいやさか

し段

ものつくとき

感元彦

毛のつゅ︑ときとのつくあ拳ころしや心かん

いさうせっさようよしやら

しかあいいいむす顧

いれつれつこらもちぷつでき

は︑真心から飛出すのでゐります︒自分が其者自身に

じぷんそのものじしん

和魂と云ふのは︑可に
にぎ
ぎは
はふ
ふ﹂
﹂とか︑或はにぎ７ルー

なって仕舞ふと云ふ熱烈の心持がなければ︑物は出来

さか﹁ゆい

ま己ｂろいやさかいいみゐしかこれたぎいや

ま亨一づとびだ

い﹂と云ふ意味のものであ
ある
る︒唯柔かいと云ふ意味で
こ
この
のも
もじじ
しし
な なもじを
はありませぬ︒此文字は支那 の文字を常て功あります

るものでない︒而も愛と云ふものは︑さう云ふ産巣日

い
いみみたぎやばらいいみ︑ し
いい

ひが
が生
生じ易いのであります︒ 即ち物
がら︑そこで間達ひ

の働き︑さう云ふ創設作用に依って生ずるものである︒

十堀は画もの

の盛んになって往くのを言ふ のである︒ 大 生 命 の 蛎 築 ︑

物を造る時には︑其造る時と︑其造り上げた虚の瞬間

まち私しやらやす

真心の禰築と云ふことを意味して居る︒併も是は唯禰

に奪一かたまい

この

此イザナの勢ひを
を和
和魂
と
とし
して
て仰出されたものである︒
に
奪一かた
ま魂い
あ
毛ひ

どころ
ろ・
﹄﹄
じじ
じじ
やや
ｇｇ
ややつ
つじ
じつ
つに
にふ
ふよ
よう

イザナの
の要
要求
求を
を根
根抵
抵と
とし
して
て︑︑それを一方でば理想の力
かいてんときそのはんたい
と
とし
して
て黙
開鱈
展す
する
る礎
時に
に︑
︑垂
其躍
反舞
掛に癖て︑舞識擁となるべ

であると云ふやうに見ると間 達である︒それは揃築の
い

みまち
ゞが
ええう
き
う
こんてい差うｂきうちから
うきう
こん
てい

い

い︒
ｃそ
そこ
こで
で色
色々
々の道徳と云ふことが成立
は排斥されない
そのだうとくたん
くだうとく
して来る．道徳があると云ふ と ︑ 其 道 徳 を 軍 一 の も の

はいせぎ

は ︑ 事情 に 依 っ て 生 き て 居
居る
るのである故に︑事情情賞

定いこん

人間で
であ
ある
る︒
︒死
死物
物でで
ああ
るる
．．
大大
一根なども肥料を掛けると
ひれう
ゐだいこん
くさ
臭くなるが︑生きて居る大根ならば︑肥料がなければ

定いこんいゐい
、

可も

卓

ころもちぼんたうあい
の心持が本営の愛でめりまず︒擁を溝ると一尋ふ達で︑
あい い
くまたあいちからよ
ほんたういだ
愛と云ふものが本営に懐かれて来る︒叉愛の力に依っ

さきみた辻い

さ

じつわれ／１１ばたら

すべこと把・
こ︑

ゆ

い

い責︸きみ窪念い

い

どうじくしみたき

じて往くと云ふことを可さきそふ﹂と云ふのでありま

いやざかたすう

おやあいい

にしようと思へば︑愈々分裂をせなければ唾らぬ・さ

おもいよ﹄ｌぷんれっ

あるとか︑或は一身同僻でめるとか申すことは︑唯諦
沌として居るものではめりませぬ︒愛と云ふことを真

の真心たる所以を表現して参るものであります︒愛で

まぞろゆゑんへうげんまゐあい

・しんどうたいゆいよりｆｌゆゐだいせいのい沙ゐ

ゆゑいよ？くＩきず．ノーＩとうゐいよノくＩあい己︑ろよ

す︒さう云ふ幸魂と云ふものがあると同時に︑奇魂と
いよ﹄くｌぶんれつ
くしみ走珪い
尋ふもαがゐります︒奇魂と云ふのば︑愈々分裂する

ものできこのあい一︶ら寸然ににぎ安篭

て︑物が出来る︒此愛の心が即ち和魂でありますから︑

が故に︑愈々益々統一されて居り︑愈々愛の心に依っ

蘭ら

さキみまくし些か珪

昔

ゆうわしやら

働きとしては善い産巣日でゐります︒融和から生ずる

て︑一身同鰐となって往き︑愈々唯一の大生命．唯一

いやさかえうきう

いしよ

よむすぴ

禰築の要求でゐりまず︒賃に我々の働きは︑網て異つ

ぱた 全

た意思に依って︑現はれて来るのでめりますが︑之を

あ論ひしんざうたい宝をたざこん
とんゐ
あ
い
い

ぷんせき武を

分析して申しますと︐幸魂奇魂となって来るのであり

はなさい

ます℃幸魂と云ふのは︑花の咲くと云ふ﹁ざき︲一であり
うつく

−潟ひひとなみづかす函夕

かた瀞ぷんれつ
ます︒それで咲き：罪ら鍬鯉します︒然しも
唯分裂す
竺三とぷんれつゆ
るのでなくて︐美しいものが美しく分裂して往くので
あります︒蕊揮きな川の櫛の猫が︑融睦して犀るもの
い

す刀ゆいみ

うして揃柴に多数にせなければなら噂親の愛と云ふ
しぜんおやあいい
くうばく
ことは空漠のやうでゐりますが︑自然に親の愛と云ふ
ものが︑識れて罪て︑識と露︑予と誰との職にも鐸が

い

を即さき﹂と云ひます︒或は人が無くて自ら進んで行く

増して来愚︒親一人ならば︑一身同畷も何もありませ
さき

い

詮のしんどうたいしゆじいうとうしゆ

分業と云ふものが現はれて来る．一身同鵠と云ふこと

ぷんげふいあらしんどうたいい

となって︑親子兄弟の間に︑一身同篭が現はれて来︑

おやこ壱やつだいあかだしんどうたいあら者

ぬ︒揮沌たるものでゐ人ソますが︑それが親となり︑子

まくおやひとりしんどうたいなに

こんとん和やこ

ものを１さき﹂と云ひます具︲さき﹄は進んで行く意味を

もをひろいみもを堂たぶんれつい

い号李もちわれ︐１１与るうち

寸丞はいやさか

有って居り︑磯がる意味を有って居り︑叉分裂する意
み
もを
さかへうげん

味を有って居ります︒即ち蛎築のものでゐります︒幸
みた詮い・
い己︑ろとほ
いや
魂と云ふのは︑どこまでも︑さう云ふ心を通して︑蛎

蕊を表現しようと云ふ心持が我々の心の中にあると云
量よつ

い

かもうふ〃︑

かうふくちが

じいうじざいかうどう

あひな

おの︑１１ぷんｂはつたつ

い

になって居るものではありませぬ．各々分離護達して．

ゐ

がめれば︑其一身同篭が︑一種の自由を有し︑一種秒
あいい
せいめいいう
生命を有することになる︒愛と云ふものは︑モウ固鰐

じか

ふのでゐります︒価てぅさき﹂と云ふのは︑幸幅の司幸﹂

自由自在に行動するものに相成ります︒﹁くし﹂と云ふ

い

口

の字を書いてありますが︑可さき﹂は幸幅とは違って︑
いろＦＩＩものの少吃ｑしや全
弓さきそふ﹂と云ふので︑色々物が延びて往く︑物が生
我圃髄の研究

一

７︑し﹂と云って居る・是は歯が津山あって︑それで以

いてゐるのを可くし﹂と云ひます︒叉髪を連ねたものを

って居らぬ︒これは支那の文字でゐります︒園子を貰

のは︑っ奇﹂の字が書いてゐりますけれども︑文字は富

られ︑イザナの意気込が︑和魂として現はれるのでゐ

さて天照大御紳の御心は．此和魂を御本尊として居

て往くと云ふのが︑揃柴になると云ふことであります．

見ると益々分裂して︑土地も殖えて往き︑物質も殖え

て往くと云ふことが禰柴である︒それと同時に他面を

一一一一一

て．一つになって居るのを可くし﹂と云ひます︒頭に差

ります．是は天照大御祁が︑何時も淵源でゐるからで

いやざかどうじためん

す櫛︑或は叉︑頭の毛は津山ゐるけれども︑是が頭に

あります︒言葉を換へると伊邪那岐伊邪那美の御二柱

い

依って統一されて居るならば︑之をうおぐし﹂と云って

ゆ

居る︑７−し﹂と云ふことも︑斯う云ふ開係がゐらうと

の︑イザナの御意気込並に御行動は︑天照大御紳の和
みたきまを
かくじつ
魂と申すことを確賞にする潟めのものであると云って

我園麗の研究

思ふ︒津山のものが集って︑唯一の行動をするから可く

も差支ないと考へます︒更に完全に申しますれば︑天

きＤかもんじあた

し﹂と云ふので兎に角統一のことを意味して居ります︒

照大御祁の和魂建速須佐之男脚の荒魂︑此和魂荒魂と

ひと

ゐ

い

またかみつら

い

あださ玄︶

ゐこいはたくさんもつ

い

ゐ

かい＆わんけい

これい

くし一急ひ氏た三窪けたくさんこれ一発き

会エＬマフ

ゐ

とか・くとう

いみを

認もたくさんあつきゆゐかうどう
い

はう

いよ〃くＩいうげんむかおのくわくちやら

誉げんめがくわく阜全すｐ

たかみむすぴのかみみみむすぴのかみむすぴい

ぱう

ゆ

苦︵からだへふせい

いやさかいた︾いろい

まを

かみ・

い

いやさかい

あら

ふた一℃ら

あま一毎ずおほみかみみこらこのにきみ元珪ごぼんぞんを

い誉ごみにぎ﹃富詮

これあま︸﹂︑手和ほみかみいつゑんげん

ことばかいざな菅いざな承

い

おんい普ごみ管ぴごかうどうあまて字おほみかみに菅

た

かんがさらくわんぜん式をあま

かみめら尭詮このにぎ一莞きあらみ窒

いきごみだがみむすぴのかみ

に賢差まえ／げん童ゆらしんあま︸馬手おほみ

こんていところいきごみたい

ところ

げんこのに琶毎たまたいあらたまい

祁産巣日祁の表現でゐります︒天照大御祁の和魂は高
むすぴのかみかみ狂すぴのかみむすぴす趣睦その︵う
産巣日脚︑紳産巣日脚の産巣日でめ︐？主を即ち其表

かみむすぴかみくうげんあま冒すおほみかみに亨繕︾ま末弾

祁にあらせられる︒虚がイザナの意気込は高産巣日紳︑

あら

一ぢずおほみかみにぎ受峯たけばやすさのを

さしつかへ

ゆ

ろます︐ｆ〜ぶんいつとちふゆぷつしつふ

高御産巣日祁．紳産巣日祁の産巣日と云ふことは︑一

しなもんじだんごつちぬ

方には︑どこまでも︑無限を目蒐けて︑艦張して進ん

●申しますものシ根抵である虚のイザナの意気込は︑大
しやらこんにちなほをんざいゐ
正の今日でも尚存在して居るのでありますが︑それは

を

で往き︑一方には︑愈々有限に向って己れを績張する︒

どう現はれるかと云ふと︑和魂の淵源中心は天照大御

い

さうして気が減り︑身鍔が減るのを防ぐと云ふことが︑

これむすぴえうけんいこのまへまを
是が産巣日の要件だと云ふことを︑此前申しましたが︲
あだをゆゐにぎ寿空一之のあいさうせつ
それに雷って居ります︒唯一の和魂は︑其愛の創設の
ぱうぷんれつしやらぱうまたかただん
こらろ

けつしやら

心から︑一方には分裂を生ぜしめ埴一方には又堅い閲

結を生ぜしめる︒禰築と云ふことは︑唯緩がると云ふ
い
み︐もとかたいいやさか

現でゐります此和魂に封しましては︑荒魂と云ふもの
これゆうまうしんあら﹈莞珪
がゐ︐ります︒是は勇猛心でゐります︒荒魂は︑ゐらゆ

むｕゆんはんだいくわんげいこれうちや悪せいふく

意味ではない・本が堅くなると云ふことが禰柴であり

おたがひかたしんどうたい

る矛盾反掛を歓迎して︑之を打破って征服するもので

ぱう

ます︒一方には︑御互が堅くなって︑一身同緩になっ

ゴ

寸潅ば

さ

手沌睡いやさかい

む⑫ゆんばんたいくわんげいゐ

いゆうまうしんあら会篭手氏を

ある︒即ちあらゆる矛盾反掛を歓迎して居るのであつ
せいふくなにおこ式ゐ
しき
て︑それを避けて仕舞っては征服も何も起って参りま
むしゆんはんたいくわんげいこれせいふく
せ恩矛盾反掛を艦迎しで︑さうして︑之を征服する

じつげんたましひ︑むしゆん

と云ふ勇猛心を︑︑荒魂と申します︒即ち禰築と云ふこ
はんたいくわんげいせいふくうちや蕊ばうせいしん

とを賞現する魂でありますけれども︑あらゆる矛盾
﹄︐ふさ冷詮い

りつあらみ走琴はな

ような

反掛を歓迎して︑征服して打破る方の精神であります︒

い

ゐ・い

けむり

これ菅はふくざつ

ざいできてんあらみ釜一宝じ

和魂と云ふのも︑資は荒魂を離れては︑用を篤さない︒
いかにぎみたきいたぎあいちからもつものつく
如何なる和魂と云っても︑唯愛の力を以て物を造ると
じつをん
云ふのではいかぬ︒それは煙みたいのもので︑賞は存
在は出来ないものであります︒どの鮎まで︑荒魂が混

ものつくとき

ちからふるもの

って居ると云ふことは︑是は極めて複雑ごありますか
謁奪らしめ〆で昔
︑どこあらみ起珪ぞん
ら︑明かに示すことは出来ないが︑何虚かに荒魂が存

ざいゐたと
雲ものい

いと苦

いろＪＩ１こと

在して居る︲例へぱ聴物を造る時でも︑力を振って物
ものう
ぢ・めんほ
つく
を造らなければならぬ︒物を楠ゑるには︑地面を掘ら

なければ唾らぬ︒物を言はうと云ふ時にも︑色々な事
おそをなにいで砦

かんが

むげゆんはんたいせいふくゆなに

を考へてｂ恐れて居っては︑何を言ふことも出来ない．

たをむじゆんはんだいはな

事も喉く︑立って居っても︑矛盾反封は離れることは
で
きあら剰護送い苫こぞんざいゐ

ごと

しゆ全

と今フよ

あち善発きあら

み

すべこり菅腫ぼんしよぎ
あらみ元珪もを
従として荒魂を有って居られる︒凡て古事記日本書紀

等に依りますと︑それ人Ｉ荒魂が現はれ毒Ｌ見えますが︑

とくあら堂蓉おちらじんぎう為らごうかんせい

特に荒魂を御現はしになったのは︑紳功皇后の三韓征
かんゼいばついた
ばつとき
伐の時であります︒岬恥壁届が︑二一韓征伐を致されま

を

ぱくわい

ぉ姪

ときてんもかみさまむかおいの
した時に︑天地の祁榛に向って御所りになった︒それ
あまても十おほみかみに苦み鐘怠ｒんこうくわらごうごしんたい
は天照大御紳でゐります︒和魂は紳功皇后の御身鵠に
おつじんマフ息皇﹄フ智ょどうにぎ裳宮へうげん
御着きになって︑稗功皇后の一畢一動は︑和魂の表現
かんせいばつつれにざみに念しゆ
でありました︑それで三韓征伐も︑常に和魂が主にな
ていかうやぶよる
って居りましたけれども︑あらゆる抵抗を破って︑宜
おひしりぞいおばたちあま冒すおほみかみ
しからぬものを追退けると云ふ御働きは︑天照大御赫
ぐんみちぴゆ
あちたまさた
の荒魂が︑先きに立って︑軍を導いて往かれたもので
堂ころ毛のあらみだき〃はた丘よていかうやぷ
あります︒虚龍其荒魂の御働きに依って抵抗が破られ
しきときあまてら寺おほみかみにぎみたきよじん琴フくわら
て仕舞った時は︑天照大御赫の和魂に依って︑祁功皇
ごうくわんだいし主ち
后は寛大なる虚置をなされてそれを破壊することを旨
とせずして︑華睡に糠て︑鋤擁を鐸難する蟻の垂琴

を御造りになって︑さうして御還りになりました︒御

おつく和かへお

かへなにはいいまかうぺきんぺんおい淀

還りになって︑難波と云ふ︑今の紳戸の近遥に御出に
じん﹃﹂らくわらごうおのふれうご
なりますと︑神功皇后の御乗りになった船が動かぬ．
りんごフくわらごうなにゆゑいかみさまみこら和ら芋
祁功皇后は何故でゐ島かと云って︑祁榛の御心を御伺

あらゆる矛盾反掛を征服して往かなければならぬ︒何
参出来ませぬ︒荒魂と云ふのは︑何虚かに存在して居る

ひになった︑虚が︑御祁託があって日く︑天照大御赫

あま︸豊十おほみかみちやらどはいごへうげん寸越は
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どころごしんたくいばあ生てらずおほみかみ

ものであって︑天照大御禰は︑恰度背後の表現︑即ち
我園罷の研究
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たザばくぜんとうてき

とんきいゐ

乏んきいいたをもろＪ１てんむうぁま苫す

ちうじつおちかぱあひぐわいこぐたいせんさう

大御赫の和魂を︑御縫承になって居り︑人民に封して︑

おほみかみにぎみた琴ごけいしよ︽一とじんふんたい

の働きに依って︑存在致して居り諸々の天皇は︑天照

曜たち工

働きに依って︑圃家と云ふものは圃存在して居るもの
こて．かこんていゆゐあまてらす ほみかみに菅安ま
であります︒画家の根抵は︑唯一の天照大御祁の和魂

姓たらよ

ものでない︒唯一の和魂︑時間を超越して居６和魂の

ゆゐにぎ堂茎じかんてうゑつゐにぎ↓震詮

あります．一懲圃家と云ふものは︑唯漠然と統一的の

たいこぐかい

々の天皇は︑此天照大御祁の和魂の御延長であるので

ＪＩｌて人わうこのあ談てらすおほみかみ臆ぎ労琴ごえんちゃう

此和魂が︑天照大御稗の御大切の御本尊であって︑諸

このにぎ︾葵珪あま一童寺おほみかみごたいせつごぼんぞんもる

おきつりいたこれあ就一とずおほみかみにぎ堂在

こんどごたいれいつか﹄一ど弓しん急やう彦やらとうつ

す︒今度御大職に就て︑賢所の祁鏡を︑京都に遷して

我画膿の研究

あら尭琴これＵん亭フ・ら畳っ亨フお咳つおいで
の荒魂を︑是まで︑紳功皇后が御祁りをして御出にな

御祁を致したのも︑是は天照大御祁の和魂であります．

きうちゆ会いぼつ

もはやいくさすしまよう

っだけれども︑最早戦が潜んで仕舞ったから︑モウ用

ぎうちゆら

はない︒されば宮中に入るを欲せず︑此庚田の地に止
あまて侵すおほ
ほついごしんたく
まらんと欲すと云ふ御紳託があって︑そこで︑天照大
みかみあらみ元詮なにばづひろたおまつ
御赫の荒魂だけは︑難波津の慶田に御祁︐になりまし
あまてら手おほみかみに背壷詮おまっ
て︑宮中には︑天照大御祁の和魂だけを御瀧りになり
このあらみ農おまついまくわんぺい
ましだ︒此荒魂を御祁ｂになりましたのが︑今の官幣

たいしゃひろたじんじゃにしみやゑぴすい

大献の慶田紳吐であって︑西ノ宮の恵比須と云ふのが

じつこれにしみやゑぴすほんしや

あ匙てらずおほみかみしりうお念つ

ありますが︑賞は是が西ノ宮の恵比須の本赴であった
ぎうちゆ会おかへ︲
かやういた
のであります︒斯様に致して︑宮中に御還りになりま

忠賞を御誓ひになる場合もあり︑外圃に封して戦争を
すべごかうどうみなゆゐあまてらすおほ
なさることもあるが︑総ての御行動が皆唯一の天照大

に菅壱悲詠しゆ

あらみたきじゆ全

縄て走撞裳ぱ縄て走失ふ︒

始の善きば善し雑の善きば更に善し

みかみにぎ↓詫さゑＡげん

して︑天照大御紳を︑始維御瀧りになりま池だけれど
にぎみた詮お宝つあら麦蓋ひろたお
も筋それは和魂を御祁りしてあって︑荒魂は庚田に御

いせだいじんぐうさ匙いろ﹄︑えん

あまてらすおほみかみにぎみた詮そのごほんぞんおん詮つり

を

御紳の和魂に淵源するのであります︒

弐つ

祁りになって居ります︒伊勢の大紳宮様は︑色々の沿
こんにもどこ参琴窒しあい
かく
革があるのでありますが︑今日の所を申上げますと云
を

ふと︑天照大御祁の和魂だけを︑其御本尊に︑御肥に
すな畦くわうたいじんい狗圭ろりい方
なって居ります．即ち皇太祁と云ふて愈御記を致しま

に苦みたきおん巷つりゐあら亨淀詮

したのは︑和魂を御祁して居るのでゐります︒荒魂は︑

ぱいごはうちひおみやあらきつりみやい

これとくあま一﹂ら才おほみかみあら壷まお

背後の方に︑小さい御宮がありまして︑荒祭の宮と云

珪つ ひ

ふのがあります︒是に︑特に︑天照大御祁の荒魂を御
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祁になりました︒和魂は主であり︑荒魂は従でありま
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口閥族官僚の時代は︑既に巳に過ぎ去れり︒民意を無
よるんけいしせいぢかこ〃人せいはんれ都
覗し︑輿論を軽硯する政治家は︑是れ憲政に反戻する
．ものｉ︲．またこくみんぷ・くつなり七じぜいしんｊＩｌ
者にして︑叉圃民を侮蔑するもの也．夫れ時勢は暖々
︲．す画︲・うだいけいせい︐：あらかじぞくちがた︑︲まさみん
として進み︑・宇内の形勢︑藤め測知し難しや常に民

ばつぞくくわんれう．じだい︲すで︲すですき︑みんいむ
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あるｃ

を見て︑常に暇吐を催さずんばあらざる也︒其行動進

み︐︲つれお・うど︲画よは．．

に権謀術数を弄し︑只管自黛の利を謀るに之れ急なる

・けんぽう哩賢すうろうひたすら・陵．たう．りばかこきふ

れの政黛にも浦足する能はざるものなり︒彼等が徒

・せいたう︐談んぞく功た︐

せざるべからざるを思ふ・忌憧なく言はしめば︑余は何
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薫の行職進退を常に監覗するを要すること二也・事あ
と詮ごうせいけんぜんよるんさくこうせいぢか
る時に︑公正健全なる輿論を作興し︑政治家をして︑
〃ぽんくんこぐつくちうせい

邪を却け正に就き︑正富に民意を尊重せしめざるべか
な︑９しか毛のこ
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きよこく
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璽今笹貝一に 行 く か 三 ︑ 何 ん な 篤 冥 に 感 じ た か
はいいうなおよぺんし
しゐくわつどうあら
知って居る活動に現はれる俳優の名及び癖士の
にぼんげきせいやうげきどちらおもしろくわつ
︑日本劇と西洋劇とは何方が面白いか・六︑活

じんひやらね八せいとそのくわいたふもと

ぜんきふこぞ︲

す

力

た後で気持の悪１１なるやうな事はないか等の質

たい

し︑尋常五六年の生徒に︑其回答を求めたるに

もんたい

すく把

くわいおほ

しうかん

に濁してば︑全級翠って︑好きでゐりますと書
ゆ

戸元へえだいもんたい

たんじおも

二間に封しては︑少きは二同︑多きは一週間に

げきくわつげ昔こたちよじかあい

にほんげきしん

行くとの答を得︑第五間に濁しては︑男児は主

ばいいう和よ季︿んし

劇︵活劇︶と答へ︑女児は可愛さうな日本劇︵新

こたくわつどうしやしんあち

どうこぞ

︶と答へ︑活動篤冥に現はる刀俳優及び藩士の

ごｊは猛曜おほ汚いもんたい

しだが

きもちわる

し

感化影 響の紗少に非ざるを知るべきなり︒

かんくわえい容やらせんせうあら

こた

関係は ︑責に密接ぽる者あり︑従って︑之より受くる

じつ融つせつもの

いた

る事甚だ多く︑第六間に封しては︑一同翠って

ちしやらかしんなｂいまそうせんきよしつ

運の伸展に努め︑外圃威の登場を園る大標準に︑塞幽
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一致︑上下一心ならざるべからざる也︒今総選畢の執

かうさきだげんわ解しんあいこ入残んまへてい

１１６１︐●Ｊ︐ノーｊＩｊｌ１Ｉ●１１１１︐１１９１＄Ｄ

行に先ち︑一言を吾親愛する圃民の前に呈す︒

１１！

くわんけい

も痛くなければ︑気持も悪くありませんと答へ
いこれもつみときくわつどうしやしんじどう
たりと 言ふ︒之を以て見る時は︑活動篤真と兇一重との

うんしんてんつとほかこくゐばつやうはかだいへうじゆ

らざること三也・而して其根本は噌君園に蓋す忠誠の
し⑫やらいたのもくて費・けんせいさいぴ菅もつこく
至情より出で︑其目的は︑憲政の演美を期し︑以て国

にを悲ひ西:五、一をを．cん
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みんいの
ず︒民意を伸ぶるの法他なし︒人格識見の士を議曾に
識ること一睡﹄誇鐸に窓飢る侭識黙遊びに難鱗する鐸
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らざること三也・而して其根本は噌君画に議す忠誠の
至情より出で︑其目的は︑憲政の漕美を期し︑以て画

る時に︑公正健全なる輿論を作興し︑政治家をして︑
邪を却け正に就き︑正常に民意を愈重せしめざるべか

薫の行職進退を常に監覗するを要すること二也・事あ

ず︒民意を伸ぶるの法他なし︒人格識見の士を議曾に
送るこルー雌﹄誇鮮に識れる織詳露準びに悪鯖する嘩

みんいのばふたじんかくしきけんし普くわい

に反省自農すべきの時なり︒而して圃民は︑思想の迷
誤を破り︑甘言巧鮮に惑はさるか事なく︑事情々賞の
締織を織って︑塗 蹴瀞を癖齢の狸に伽べざるべから

の徒が？猛省すべき時なると同時に︑既成政薫が︑大

ず
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行くとの答を得︑第五間に濁しては︑男児は主
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劇︵活劇︶と答へ︑女児は可愛さうな日本劇︵新

ゆ

に封しては︑︲全級まって︑好きでゐりますと書
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二間に濁しては︑少きは二回︑多きは一週間に
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に行くか．三︑何んな篤冥に感じたかｃ四．皆
くわつどうあら
知って居ゐる
活動に現はれる撚鍵の巻躍ぴ癖おの
？︶

を調査せんため︑浅草庭内の二小畢を選び︑一
んすきらみなつ巻いくくわいぐらゐ凸わつ
真は好きか嫌ひか︒二︑皆さんは月に幾同位活

てう︒さ

︑東京府教育曾にては︑活動篤真に封する兇一重
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尋﹄亀わん

かれらいたづら

だう︐１１だんじいき

↑しかそのかうゐさるかへ

そつぜんけいいはら．ちうちよ

よせいたうかいぜんもつ詮匡拳

を得ず︒是に於てか︑余は．政薫の改善を以て︑誠に

え

僚の徒ならずとするも︲奉然敬意を桃ふに涛路せざる

こおい

民意を代表し︑其言行は輿論の反映と見るべきものな
︑︲しか史どげんかじゃったいおいばつぞくくわん
れぱなりく然りと錐も︑現下の状態に於ては︑閥族官

みんし︒だい︵うをめげしかうよるんはんえいみ

たう︲をんけい︲ほつこたのけいし巷おい

薫を尊敬せんと欲するものなり︒是れ其形式に於て︑

淀んげん

焦眉の急務なりとするもの也︒

せうぴきふむ．なり・

三
五

ものすべか︑こ刀堂うしやらどニろ

民を侮蔑し︑憲政に反戻して︑以て国政を執らんとす
こいつ．︐こぐかしんうんをがい︲︑︑も
もの・
る者あらばり是れ賞に圃家の進運を阻害するものと言
ばつぞくせいぢくわんれうせいぢ．もつ︒Ｄ背言フ
はざるべかちず．閥族政治︑官僚政治を以て理想とす

民意を代表すべき機関にして︑而も其行潟する所︑却
みんいぶしぶく︲︲おほ・かく︒ご上み︐んい酔
って民意を侮辱するもの多し◎斯の如くして︑民意の
毛んちよ壷ゞさけ
毛︒はた・なんす︲．采ｆわんらいせい
尊重を叫ぶも︑．夫れ果して何漏るものぞ 余は元来政

みんいだい︵う

退を見よ︒何の虚にか︑堂々たる男児の意気かあるｃ
毛のりきうきばひくなんらかくこしゆぎはうしんいう
其理想や極めて低く︑何等確乎たる主義方針を有せず

たいみなん吉易

に権謀術数を弄し︑只管自薫の利を謀るに之れ急なる
み．つれお・フ．ど罰よは．なり之のどうどうしん
を見て︑常に堰吐を催さずんぱあらざる也．其行動進

・けんぽう巴興すうろうひだすらＵ・⁝たう．ｂ︐ばかこきふ

れの政薫にも浦足する能はざるものなり︒彼等が徒

せいたうま人ぞくあた

せざるべからざるを思ふ・忌憧なく言はしめば︑余は何

に

､

おもきたん︒．いよいづ

,1

れうと・

みん ・ ぷ ぺ つ ︑ け ん せ い は ん れ い も つ こ ぐ せ い と

いたつと一よろんきき︾本こぐちうＬ・ぜんせいし↑ほか
意を貴び︑輿論に聞き︑：畢幽一致︑内善政を施き︑坐外
跡錘の織渥を雛るべ︑詮の稚願呪ｑ雌礎口譲り︑琴し跡

口閥族官僚の時代は︑既に巳に過ぎ去れり︒民意を無
しよるんけいしせいぢかこけ︵せいはんれ埼・
頑し︑輿論を軽硯する政治家は︑是れ憲政に反戻する
もの︲．またこくみんぶべつなり生じぜいしん７く１
者にして慰叉圃民を侮蔑するもの也︒夫れ時勢ば騒々
︑７面おう管いけいせいあらかじぞくちがたまさみん
として進み︑宇内の形勢︑藻め測知し難し．富に民

・ばつをくく児呼フじだい〃すで︑すですき︑みんいむ

口民意を議曾に伸べょ

口

る者︑須らく錘に猛省する所なかるくからざるなり︒
よみんいそん室ようせいぢかもつあへけんせい
□余は︑民意を尊重せざる政治家を以て︑敢て憲政の
てぎ

時

敵なりと戯言すると同時に勺民意尊重の必要を︑能く
てんかしうも一
天下に周知せしめざる脈蛎の柴は︑鐸４巻を騨鍵に締

ニーーー

L

あら

き

ためんおいくわつどうしやしんえいげふしやどえうにもえうそのた

他面に於ては︑活動嘉真管業者をして︑土曜日曜其他
このひおいとく
きうじつこどもデｉまう
の休日に﹃子供日﹄を設けしめ︑此日に於ては︑特に

くわん

とぎそのかうくわじつけんちよ

口揮舞礎雛難鐸は︑維鐸嘩鍵の識議些︑荏雄なる一機
またしんぽごらくきくわんこれぜんよう
開にして︑叉進歩せる娯楽機関なり．されば之を善用

児童を本位とする映書を選ぱしむるの方法を取るも宜

くｍつ習うしやしんえいげふしやひだすらりみ老ふ

ごと

えマフ

ゑんくわつけんちぷ

意するを要す︒︿以上韮り

い

くわつどうしやしんくわんしん

ゆゑんくわつ

の敬果をして︑同滑顕著ならしむ．︒所以にあらず︒活
どうしやしんとりしまりうんゐかｚらふかこのてんちう
動篇冥の取締を云篤するものは︑必ずや深く此鮎に注

かうくわ

ＪＪ

を以て︑兇重に狼ひんとするが如きは︑之れ活動寓冥

ご凡﹄

只管知識責め︑道徳責めにせんとするの傾向あり︲斯
むみかんさうえいぐわ
いたづらとり︐愚りげん
の如くして︑徒に取締を厳にし︑無味乾燥なる映書
もつじどうし
こくわつどうしやしん

ひたすらもし巻せだうとくせけいかうかく

で之に入るが如き傾向を馴致せざるべからず︒思ふに
よけういくしやい山とろおほしゆみくわいかんもし
世の教育者の言ふ所は︑多く趣味と快威とを無頑し︲

これいきとけいかうじゆんち猫も

謁やひ念たじどうぼんゐ

えいぐわえらはうはふと皇よ

する時は︑其放果賞に顕著なるものなくんぱ非ず︒さ
これあくようけつくわしやくわいふ︑うぎみだじどうだうとくくわん

も一一くわつどうしやしんあくぷうじどうあくかんくわあくえいきやら

︐いへど

ほとむかんせふはう

じどうぼんゐ

れど︑活動篤真の管業者が︑只管利を見るに急にして

かるくく︑或は叉︑見童を本位とする活動嘉真館の新
じどうむしぶろ匡
せつぼごあた．こればつたつ
設に保護を輿へ︑之を駿達せしめて︑兇一重は寧ろ喜ん

い

之を悪用する結果︑牡禽の風紀を素り︑児童の道懐観
埴んがいａと
念を害すらが如くんぱ︑舞蛎識︑薙謹だ礎るべきもの
和うしうしよこくことドイツ和いねんかくち
あり︒欧洲諸圃殊に樋逸に於ては︑一九一二年︑各地
に郷て︑巻が恥縮些︒跡琴の恋溌舞姫僻を鐸細せりと

言へぱ︑以て活動篤冥の悪用が︑兇一重に悪威化悪影響
あた
︲じんだいしようさみうわ解くにげん
を典ふることの甚大唾る護左と見るを得くし︒我邦現
ざいとりし誰Ｕは尋司はふ
けいさつたう曾柔くしやばんみんしん
在の取締方法としては︑警察富局者は︑一般の民心を
んさ坊よびせつ
寒し︑鴎緯を識する継酔に郷てフイルムの検け査
︑及説
とりし誌りいた

おほこれたごと

毛のへい率どらをのり銅ぽい

時は逢ひが稚くして然も失ひ易し

疑はしき事避ぱ行はざれ

｛

眺瀧識の繊睡を癖ひて巷が恥織を癖しっシありと雛も
じどうぼんゐ

ご愚き

ごと

ロ

児一重を本位とする取締に至りては︑殆んど無干渉に放
にん
くわつどうしやしんとりしきりく んわうｙＩ１ひなん
任せられっ刀あり．活動蔦真の取締に関し︑往々批難
の聾を聞くは︑多く之が総めなるが如し︒
しか史些ひたすらじどうぼんゐがいくわつどうしやしん
１﹄少しま

、

ふけい趣ちびけういくしや和いてきたう．かんと︐︑

、

口然りと錐も︑只管兇董を本位として一概に活動寓冥

記い

七

を取締らんとするが如きは︑其弊に驚きて其利を大に
げ
んざつごじんかうあんもつめん
減殺するものなり︒吾人の考案を以てすれば︑一面に

一両

三

於ては︑父兄並に款育者に於て︑適営なる睦督をなし
畔

●甲︑■

６

６

産

１１

其

ふじざいなんけがあや弐ち

あた

はやりだ

あらかじもうい

己れしごくけつこう

不時の災難や怪我過失のないやうにと︑謀／め注意を
こと

︐ちかごろ

ぷつしって昔ぷんめいいち値る

典へることが流行したやうであります︒之は至極結構

な事でゐりまして︑戦近のやうに︑物質的の文明が箸

しんぽきしや・・でんしや︑り

しく進歩しまして︑ソレ汽車ぢやソレ電車ぢやソレ自
てんしやじどうしやいふうかう？うじやら︒︵ん．り
韓車ぢや︑ヅレ自動車ぢやと云ふ風に︑交通上の便利
きやでき・毛のう︵をくないすゐ万よくくわＤよくもつ

な機具が出来︑其上に屋内によっても水力や火力を以

一

庭世叢談

０安全第一︲

霞

近頃我画にも︑安全第一と云ふことを唱へ出して︑

厄

．︲守一︑

も︑虹

足

−︑ｈＪ−

匹甘口１４

︽一

でん昔おうようきかいうごけ

＝

園

も・きかいこしやらできうんてんちゆらし

かみきたい

あんぜん庭い

亜米利加合衆国などより︑此の聾の高まったのは尤も

アメリ力がつしゆ言う︑ここゑたかもつど

道徳的行篤でありまして︑最も物質的文明の進歩せる

だうとくてきかうゐもつと床つしってきぷんめいしんぽ

て大きいのであります︒斯く槻来ると云ふと︑安全第
Ｌやくわいしぜんうだ︐ひろいみ
一といふことは︑祉曾が自然に生み出した匿い意味の

おほ．

ると云ふ場合には︑吐曾一般に及ぼす迷惑損害は極め

しやくわいばんおよめいわくそんがいきば

るのみならず伽若し機械に故障が出来て蓮縛を中止す
いぱあひ

せぬやうにせねばならぬ︑それは其人一人の災難で心

そのひとひとりさいなん

になっては︑成程人々互に注意し合って怪我や過失を

なるほどひ．とγトーだがひもういあけがあや詮も

てプンー１１と電気を雁用して機械を動かすと云ぷやう

講師

三
八

栗

I

叢
三
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虚世叢談

『

近時の上流家庭

□

ちかごろわ解くに．あんぜんだいいとな湾

望

三

しさくこと

おひごご愚たか

わ瀧くにとくわいちおひ

至極の事であります︒我園にても都曾の地などでは追
追此の麓が高まるでありませう︒

Ｏ家内安全
しかし雄がらいかあんぜんだいさけけがあや匙ち

ちういところご参るうへあんぜんだいとないしゃう

乍併︑如何に安全第一と叫んで︑怪我過失をせぬや

○家庭の不安全

たいわがくにこんにちかていふあんぜんじだい

ふじんだんしおなかうさいじやら薯むしや︒たんどく毛と

一鵠我国の今日ほど家庭の不安全の時代はあり蛍せ

でかずゐぷんことしんししんレやら

い︒婦人も男子と同じく交際上や義務上から軍燭で外

しゃくわい吟やらりうく一弱かていここと鞠ほ

に出掛けることも随分あります︒殊に紳士とか紳商と

さるそかていぷんとりし辻リ均匡芯ゐ

かいふ蔽曾の上流に位する家庭に此の事が多いのであ

げんさきごろちほていしや蔦会ふ箸んお一しちんじじつそ

うに注意した所で︑心の上の安全第一を唱へぬ以上は
おほざいなんけがあやまちで者
それよりもモッと大きい災難や怪我過失が出て来ます

な

おこ注

したがれいせつ

と

しゆふおくゆかてんすぐ私

たかむすこぽつ

権柄︑書生は横柄︑下鱒はツンヶン︑車夫別営は生意

けんぺいしよせい・わうへいかひしやふくつたう︑なまい

ン育ちの蕩梁者︑娘は芝居好きの︽ネッ返り︑家扶は

そだだうらくもの妙まめし減ゐず︒かへかふ

はどうもよく行はれず︑主婦は奥床しいといふ鮎が少
くて︑唯だむやみに高くとまるばかり︑子息は坊チャ
た

角鉄けて居ります．主人の威厳も表面だけで︑裏面に

かくかをしゆじんゐげんへうめんｂめん

のが付いて居りません︑従って鵬節といふものも．兎
つ

あります︑それ等の家庭にあっては︑どうも奮来の堂
じゃ全だいみやらくわぞく
上
や大名の華族さんといふやうに︑桑の稚瞬といふも

ちかてい

ちゐしだう︐ｒＩかていつく︲ゐひと

りまず︒所が其の家庭が十分によく取締が行はれて居
幸﹂んにもふううんざいくわいけんえい
るかどうかといふ︑今日にては︑風雲に際脅して権柴

現に先頃千葉停車場の附近に起った椿事は︑賃に其の
た
んしめゐ寸魁脳きしやじどう
一端を示して居るではありませぬか︑即ち汽車や自動

の地位を占め︑堂々たる家庭を作って居る人もあれば
かてい
いはゆ．るてう
所
謂一朝にして珪利を噸して戯鐸維士とばつだ家庭も

．きしやけが

かていとりし誰り・

きうらいだう

しや．けがあや︑歌ちもうｒじぷん
・もとじどうしやあやまち

車で怪我過失をせぬやうに注意するどころか︑自分か

でか︒いか

ら求めて自動車で過失をして︑そして汽車で怪我をす
るやうに出掛けたではありませぬか︑これでは如何に

あんぜんだいさけなんかうのうじつふあん

安全第一を叫んでも何の効能はありませぬ︑賞に不安
ぜ
んだいみこらいわ群くにとな
そうひつえう

全第一であります．して見ると︑古来我圃にて唱ふる
かないあんぜんそくさいえんめいいまあんぜんだい
家内安全︑息災延命といふことは．今のいふ安全第一

い

よりも一層必要でありまして︑こシに家庭の取締とい
致す︐Ｉ〜ひつえう

ふことが︑倍々必要となって来るのであります︒言ひ
せいしんて著嘉んめいしんぽら魅がつとしか

か

換へると︑精紳的文明の進歩を促すやうに勉めて︑而
乙らうへ砂ん鞭ル極歩１Ｊ︐一い

暫ものことうんてんしゆ菅おほこれわる
みき

ぼどん苦︲やかう十がた

らはさ

気者︑殊に運韓手と来ては多くはハバヵラ︑之を悪く

1

いへぱ殆ど百霊鬼夜行の姿でゐると︑見て来たやぅな噂

九

して心の上の安全第一といふことを注意するやうにせ

ねば癒らぬのであります︒

虚世叢談□

三

虚世叢談
を逓瞬の霊屋の井犀雌で謡躍して犀る織維の桑暦が蝿
まちがをあひだしやらう元が
くない︒かくては間連ひの其の間に生ずるのは疑ひの

とこみ

なき所 で あ り ま す ︒

ひと

むし︑

いちいこふじんしやくわいばんこうげき詮う

○お可愛いきう
こと

を

アノ事あって以来○子夫人は祇曾一般より攻撃の焦
て人

鮎となって居らいますが︑アノ人のやうなのは寧ろし
︑︑︑︑
おのをかつみばくろ
をらしいのであります︒己が犯した罪が曝露しかけて

とらおを琴をしわけしい芝
じよ

い吟やらこ︑と

室恐ろしくなり︑申諜に死を急がれたものでせうが︑

てんは．いまはり〜過ぎうじどうしやかぁ

ソン所そこらには︑ゾウｊく〜しくもアレ以上の事をし

寸趣睦蕊んめいしき

て悟として恥ぢざるのみならず︑今も白書自動車や抱
呼やき１﹂
を
ふじんがたかぞほど
へ車を飛ばして居らるシ婦人方が数へられぬ程ありま
は

せうしんものい

じだいおく

すよ︑こんなのが即ち文明式ぢやさうでありまして︑

それを恥ぢるやうな小心者は言はい時代後れぢやさう
みこふじんかあい

ある苦しやかたをも

であります︒して見ると○子夫人などは一そ可愛さう

じじつはとは港し詮匡とわがくにふじん

てありますと︑或記者などは語って居った︒若しこれ
が事賃とすれば︑イヤ早や飛んだ話で︑誠に我圃婦人は
建ったおう震いぷんめいこぐおなかまい

全く欧米文明園の御仲間入りをしたものであります︒
Ｏ交際場裡の花

四○

わ解くにじゆららいまち解法こんしやおほ

我国では︑従来は間連ひは未婚者に多かった︑それ

いばゆるわかげあや段り幸﹂舵

ばんおうぺいしやくわいきこんしや哉苫がおほこれ喧一︽

は所謂若気の過誤とせられたものでゐりましだ︒之に

反して欧米の赴曾では既婚者に間達ひが多い︑之は婆

げあやまり寺趣噛ふじんかうさいぢやらり

はな

はじもてはやまたぢよししや

気の過誤とでもいはうか︑即ち夫人と唾れば交際場裡

まい

だいぶんしエしよばう︐トーめううばさしや全

の花として始めて持雛されるからで︑叉女子として吐
かうて者やわいしゆつ
おほ宝たじいうしゆつにふゆろ
交的に外出することも多く︑叉自由に出入を許さるシ
からといふのでありますが︑鍵や誌鄭は雌の雛雅の峨
ゐ

も︒とじせい

かうさいいた

間入りをせんとして︑大分に諸所方々に妙な噂を生じ

くわびよるこあいおし

ぢよししかく

て居るのであります．固より時勢ならば．交際も致し
かた
またぎむ息℃ゆつしかきふじん
方はない︑叉義務なれば外出もよい︑然し貴婦人だけ
ちゐじかく
の地位を自豊せねばならぬ︒女子といふだけの資格で

もつたわけ

胃了こ

ぶんめいこくふじんじゃ今りうＬやくわいしゆくぢよ

以て︑唯だ課もなく華美を喜び︑ハイカラを愛す︑白
︾ついこの
ことくしんけいえいつひだらくみづか
粉を好むといふ事に苦心し経管して︑終に堕落して自

ら畳らぬのでは︑文明園婦人として︑上流吐曾の淑女
宅ぽいはづかかざ．
として大に恥しい限りである︒

Ｏ男女同擢か

をのこ
ふてし
ら
縄しながら︑其
之れ
をし
か定
く放
縦ならしめたとい

てんつ率ばいかう寸趣はまへ

あ

かていふとりし誰︐智呼わんらいみつかをさあた

ふ鮎に就いて︑大に一考せねばならぬのは︑即ち前に

畢げた家庭不取締の一儀である︒元来自ら治むる能は

L
､
1

たうぜん

ももるんかていみ

しんしが窓らだいじんあを

ことあぢ

み

そひそみ

匡塾ろえ

しつく

くらぬあ解おも

ぽつとう

かていとりしまりし

つ〃１つ口と

つ︐こ

精祁修養即ち道徳堅固の一鮎に編するのでめります︒

せいしんしうやうす耀嵯だうとくけんごてん劃

︐０１アコ

足ることを知り︑誰すべきを蓋し︑勉むくきを勉め︑
す−﹂ヘだわぎあい７１うち
しか元がひゆうわ
而して互に融和して︑少しも隔てなく和気霜々の裡に
かないあんぜん定い﹃︺きたうやは
暮すことであります︒家内安全第一の御所臆は矢張り
た

とは皆よく其の地位︑境遇に膳じて其の秩序を守り︑

んには︑真の家内安全を得ねばならぬ︑其の家内安全
みなをもゐ芦やらぐうおうをもつじょまも

しんかないあんせんえをかないあんぜん

真に得られたものではない︒どうしても真の快楽を得

人間一生の憤値はない︑而して彼等の所謂快楽も
しは︑ん
えしんく領らくえ

のであらう︑篤に噺恨︑慎惜夜半夢園かならぬ状態で
にんげんしやらかちしかかれらいは沙るもいちく

ためざんこんあうなうやはんゆめまどじゃ今だい

汚名を家系に残し︑それで何が虚世の宜しきを得たも

をめいかけいのこなにしよせいよるえ

しか

ぱそれでよいと心得たり︑位さへ上ればヱラィと思っ

み

一ものひと窪さ
ざる者
が人を治むることの畔燕ぬのは営然であって︑

えいゆういろこの

英雄は色を好むといって見たり︑紳士は必ず大蓋遊び

たり︑而してそれのみに没頭して︑家庭の取締も︑子
ぢぶけうやうこれとうかんふと差しうじせじやらさら
女の教養も之を等閑に附し︑時に醜事を世上に曝し︑

もの乙璽ろえゐ

む

をすべき者と心得て居るのでは︑勿論家庭の見せしめ
ふじん
にはならぬ︑鐸識総り︑恥識鰐りといふのでは︑婦人
だんぢよどうけんこらえ．とれうけんちがえん

ももろんかうさい吟やら

も男女同権と心得て︑飛んだ了簡達ひを演ずるのは無
だんしごと

だんし︲のうじそろえ

理もない︑がくいへぱとて男子の如きは︑勿論交際上
智むて哲さけのひつえうえんせぎぱい
や義務的に酒を飲む必要もある︑宴席に陪することも
毛つと
いろ和阪
ある︑鰐し癖に擁まれず色に溺れず︑其の勉むくきを
つと つ く
勉
め
︑
誌
す
べ
き
を
謡
せ
ぱ
殿
奴
り
で
ある︒毒醗逢や嘩尭
しんし
しんし
ばふしざとひら
法師の悟りは開けぬとしても︑紳士はせめて紳士らし
あっさり
く︑瀧
栖とありたいものである︑鰐るに逓恭は一裾戯
きんがういうてらぜいたくつく

たしんししんしやら

金の豪遊を街ひ︑賛淫を議すのを男子の能事と心得て
ゐ・ふ生ず君ものおほ

しゆみかうしやら

居る不屈者多きにつれて︑他の紳士紳商までが雲の嬢
歎こみふらちせんばん
ごと
なら
に微はんとする如きは︑誠に不野千寓である．少しは
趣味とか高尚とかいふ事を味はって見るがよい．
Ｏ家内安全の御祇祷

にんま︽泡んすおひだか掴氏う

にんげんしやらねんこちい改畑０これぜんせい昔
人間一生五十年︑七十は古来稀なり︑之は前世紀の
さいものはたいくにんを
いうちゃ凸いひやさ
悠長な言草としても︑百歳ある者果して幾人ぞ︑其の

四

一人前となって四五十年を過ごす間に︑金さへ儲けれ

塵世蜜淡

一

Q

古人今人

えきおこけんえきりむしよしせつにんぺてきざいもと

っシぁ騨唯と一雫一浄の蹄し鑑の貌霊陸霊域官諏彼れを推薦

さういしったこ

こ声おい

ごとうかｔ噂やらな

番︑﹁石黒が閣下なら．我輩は閣上だ．後藤閣上が参っ

後藤新卒男が︑内務省衛生局長でめった時︑相馬事たと左様言へ．﹂と叱吃した︒之れより︑後藤閣上の名
けんれんざしつきやく↑．をばうからうに入ずぶだかどうじんかんけんでん
件に連坐して失脚するや︑尾羽打ち枯らした浪人姿で彼れが同人間に暗一博された堂
とうざいへうはくゐだん︑墓くいしぐろたがとくつとかおほｆ
東西に漂泊しで居たが︑男欝石黒忠患︑夙に彼れが大
なざいき脇くちゐたま １につしん
□有難い御纏ぢやろ︑
いに為すあるの材器を熟知して居たので︑偶︑日清

ごとうしんぺいだんないむしやらゑいせい章を事やら︲こきさうまじ

れい
の婚
玉じ
は時
ぬう
雷鳴
轟嘩
か雫
して
脚壷
謹一
口後藤閤上が謬った臆んいしぐらか︲かて
わ︑彼ぱ
か嬬く
苫な
ごらと
かをく
今︑箪

かかんしやく淀まときらいめいとまるれいせい

狩卦

うとりつ
かつだ．一り返すばかりで︑一向に取次がうとかも
しない・是に於

ないつは
し入Ｊや
みは
いしやるかくかいしぐろかくか
へる︑何んの偽りがあらうか︒﹄と︑書を讃んで軽めな畷ったふ式シ︑﹁石黒閣下ですか︑石黒閣一ｒですか︒Ｌを繰

井上薦墓は︑江戸の人︑備前侯に仕へた儒者であるした︒常時︑児玉も石黒も匿島の蘇下に在ったが︑鬼
せい手こぶがくこのつれとしどくしよふけゐだまいしぐろたくかひろしませうち
しぐろ
性︑頗る畢を好み︑常に戸を閉めて請書に耽って居た玉は石黒に託して彼飢を庚島に招致せしめた︒石い黒
の
もかくいた
じぶんろす
でんきふきぷげくわうかたずち↑いしぐろかぐうよしかは
若し︑客の至るものがゐると︑自分で︑﹃不在ぢゃ１１塁り↑滝に莞遼下懐し沈殿恥噛群直に奄黒の雑寓た通口川
と答へら
るん
．だ
﹃い
きこ
うゑ
いは
ふげ
貴い
殿ば
がし
先ゆ
生じ
でん
は一
御夢
座か
らろ
ぬす
かこ
︒た
﹄と云旅館を鋤れだが︑旅館の下蝉は︑彼れが除６の見すぼ
わうへいことばづかく腰ざ一嘉二
ふと︑薦皇︑聾を脚まして日く︑﹁主人︑自ら不在と答らしき姿であるのと︑横柄な言葉這ひとに怪疑の眼を

・ゐのうへらんだいえどひとぴぜんこうつかじゆしや

口俺は不在ぢやの役起って︑検疫事務鋤の掩穀沈狂球詞き適材を球泌
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曾員野畑江村

二

一﹂

あるとししやら守君＠錫たんせんがいをし予砕ぱいきげんまちなかある

或年の正月元旦︑仙崖和尚︑一杯機嫌で八市中を歩い
て跨ると︑悪ある毅で︑黙舞の鯨り倖ふ拳淑して︑感
み．ふうふげん

物の群衆︑山をなして居る︒噂ヨィと見ると︑夫婦喧

頚つャんしゆ三やまを
しゆ全わはい・︲・

嘩である︒殿っ︑蹴る①叫喚く︑噛り附く伽大立廻り

くわ涼け・わめかぢつ︲・和ほだちまは
えんををしやら

を演じて居るｐ和尚︑つか︺！︑と衆を分けて這入つた
ふうふかたはらた

ころ

が︑やマかて緯夫婦の傍に立って︑Ｉ尋
おもしろなころ

﹁面厚日いなア︑何に殺すといふか︑殺せといふか︑／面

齢いなア錘謹して駐い︑擁されて駐い︑麺んだら︑那
だうごせんがいわ方
導は︑此の仙崖が渡してやるわぃご郡
．ぎづふあふをしや全ｏかたはら
ふうふ
夫婦のものメッと気性いて振り仰ぐと︑和尚が傍に

たはやを
立っ て 離 し て 居 る ︒
やす︐つま

ど

いき

﹁何うぢやな︑休まないで︑績きをやらないかい︒︲一
わるきやうす

か

斯うなっては︑些さか︑きまりが悪くなって来た様子

をしやらふうふやおちついろみ

である・和尚︑夫婦が︑鞘や落着いた色を見るといふ
きふげんぜん

と︑念に厳然として︑

み

わしありがたお意やら

窪へら厚わんじつきうＪ１な・ざまとし誠ひ
﹁お前等︑元日早々から何んといふ態ぢや︒年甲斐も
ぜんたいなにもとけんくわばじ
ないことぢや︒全篭︑何が原因で喧嘩を始めたのぢ
なあさざふにもちにつ
やい・何に価朝の雑煮餅を煮詰めたからぢやって︒
けんくわ
な津弱ひだふそくかず
なんのことだ︑長い間には不足も数あらうよ︑喧嘩

か︒しん
︑書いて進ぜる・﹄

ぷでもとしへん・

に

ふうふげんくわね．︑︲．︑勺︐︑・

筆を求めて紙片にサラーく１と︑〃︲
ふじじらゆきあさひ︒︲けさざふに
富士の白雪や朝日でとける副今朝の雑煮はく懇

雫．可筆諏確泳世諏稚醤喋癖睡嘩率癖元・雀酎篭評つしや細動︲か

．世︒ありがたおきやら︐

惹癖唖識唯操麺が鑑碑諏緬蝿癖峠姥慨騨しで姉四輝︑瀧
おだやか・

安穏となった⑤雄⁝礁

§茜と哲・ぢう

ロオ・や咽ぜたか︐くｈＤＪ坐．﹄

か護くちゑんかくじひとりうんすゐぞう

鎌倉の園豊寺へ一人の雲水僧がやって来て︑時の住
ひさ

ぢい敦電たこうせんをしやら︲しやうけんいば

持今北洪川和筒にこ相
見して日く︑細︑
うせんなき．．し．︐．︑こ︲

﹁久しく︑コウセン︵洪川︶の名を聞く︑知らず︑之れ

かうせん
かうせんこめ
註ぎ
変カウセン︵香煎︶か︑米ガウセン︵香煎︶か︒﹂

をしやらいば

どっちまへなみ

和尚日く︑

をしやら

元︲︲曾毛うせ毎かな・

﹁サア︑何方だか︑お前︑嘗めて見よ︒﹂
雲狸僻は︑亜れ鍵つと誌りに︑酔を握って一蝉した．
む

和尚は︑ヅイと起って来て︑僧の背を撫でながら︑

﹁オ︑咽せたか︑／︲︑１．﹂

三

は見つともないわい︒よし﹄ｌ︑詔が有難い御経を
古人︐今：人︽
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可

い

にほんたしよこくばん

日本人の死亡中著明の事責

日本人の死亡中著明の事責

五
にほん

そして日本はどうかと云ふと︑日本は他の諸国と反
たい
れんかんくわん式﹂つねんへいきん
鍔に二十三年間の観察によれば一年の平均○・二五六
氷あひぞうか
ゐ一塁かイギリスていか

にほんばんぞうかう

たごく

といふ歩合で増加して居る︑恰も英吉利の低下を六と
フランスていか
ドイツていか
し︑悌薦西の低下をことし．燭逸の低下を十とします
ていかえうしや食たちゆらねんしやえうしやちゆ全担んしやえい

と︑日本は二手の増高になるのであります︑他の三国
宮や参

にほん琴︶うかれんれいしやしぱうおほ

の低下は幼者叉は中年者それから幼者と中年者とに影

たいえうしやしばうりつばつ弓ワみごと

響したが．日本の増加はドノ年齢者の死亡が多くなっ

たか

統計官

<
霊
こ
型

階堂

四四

保則

ぜんらいまをやうドイツイギリスプラン

二
つよ喧走隼た

しばうりつていか

ぢゆつだいげんいん

いじゃ全にほん

いかしぱうげんいん

いぴや全菩

かな徴候であります︑そこでそれは如何なる死亡原因

せんさく

躍ることが多い篤めであるか︑それを詮索することが

びや凸菅

高くなって居り︑十五歳から二十歳︑二十鼓から二十
さい
ちゆ分担んしやしばうりつたかたドイツ

と反濁に二者が死亡率を増高した矯めに全篭の死亡率

＝

五歳といふ中年者も死亡率が高くなった麓めに︑凋逸

が掻く働く篇めであるか︑病気ならばどう云ふ病気に
か
参おほた

ちよらこ︑う

の死亡率が他圃と異りて寧ろ高くなる傾向のある明ら

しぱう︑りつたこく↓﹂．とむしたかけいかうあ署﹄

篭の死亡率を高からしむることになった︑以上が日本

たいしばうりつたか

ある︑然るに日本に於ては其反濁に小見の死亡率も増
力ちゅう泡んしやしばうりつまたぞうかそためぜん
加した︑中年者の死亡率も亦増加して︑其れが盆に全

しかにほんおい多﹄のはんたいこどもしばうりつぞう

あるが︑叉中年者の死亡率の減じたことが重犬な原因
として雛いて蕊織の泌鹸華をＦげることになったので

また昼ゆられんしやし嘘うりつげん

西の園では結局年々何ほどかつ輿の死亡率が低下した
こどもしぱう
げん汚いげんいん
が︑それは小児の死亡することの減じたのも大原因で

スくにけつ巷よくねん１︒〜なに

が高くなった︑さて前来申す榛に燭逸︑英吉利︑悌蘭

一

はんたいしやしばうりつぞうかうたぜんたいしばうりつ

めかと云ふとぶ幼者の死亡率も護表に見るが如く
たた爵か
をさいさいざい

合

ひつえう︑

︑このせんさく

にぼん︾じじつういみ

とほしかた．毛の

毛のいぜんたこくしばうりつていか

甑ｐ１乙酔・亘

必要であります︑此詮索には二通りの仕方がある︑其
ひつＰえう

一は日本の事賞に就て見るのでありますが︑それ素ょ

ついいかしぱうげんいんずく症たし

げん

み

かへ多わか

に就て︑如何なる死亡原因が寡くなった矯めに死
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一

一一●︷︿

胃及腸カタル

死亡原因別

亡督た
率3画＆

呼吸．器病

謹乱︵落醒︶

痘措

五
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並へ・他一四二六・七二天二・四一二六○・六二七七・一一一二九・八九八九・六八七四・九八二五・二一

自殺一三・○二九・○二五・四一天・一二四・五一孟・八一天・三︑二七︒九
外囚三八・二三五・九三四・九三四・七三八・四三七・二三九・四四一．二

しばうりつ小哩やらていか

ドイツＵじつあ

そのけつかくせか宝たひしやらげんせうゐ

備考結核は千九頁四年までは肺結核のみ千九百五年以降は全結核疾患数なり︑又呼吸器病ば千九百四年まてば急性呼吸器疾患数のみ千九百五
年以後は全呼吸器疾患数なり︑叉胃及腸カタルは千九百四年までは窪乱怨含まざる急性腸カタル数のみまるも千九百五年以後は胃及腸力
﹄．タルーと霊乱とを合せれる数なり︒

はじみ

誼ん︑いとし

さいきんにんふ

苦ふ

そ﹂で死亡奉の非常に低下しました燭逸の事賞を翠すが︑其結核性が叉非常に減少して居ます．それで急
みこれ
げて見る︑是は千八百七十九韓醗雪八十一獄に一尋ふ鍵嘩嘩無耀は津て 嘩一識雄に沸いて識一十五雌であり
み

そのうち和．も

あ

きふせいでんせんびやらに

にんばん︵

けつかくせいしつくわん

ことけつかくいぜんはいけつかく

にんじやく

を初めに見まして︑それから千九百十二年と云ふ年まましだが最近には七人徐になりました︑結核性疾患は
しゆ︑ｆｌしぱうげんいんすゐいしめ
かつじんこうまんにんつ
いきん
でを見たので︑種々なる死亡原因の推移が示してあり嘗て人口一寓人に就いて三十六人弱であったのが最さ近

みないをせいでんせんぴやら

この巻ふせいでんゼんぴやら

わ︒〃

またゐ一足うぴや台し嘘うしやたいへんげんき

だいたいおい

ますが︑其中重なるものを塞げると︑急性偲染病︑日には十六人手に減りました︑殊に結核は以前は肺結核
ほん い
ちやらち隼すじふて・りあ
し皇さい諸んす︒へけつかくあは当るかヤブ才く江
本で言ひますれば腸窒扶斯︑賞布姪利亜でありますとのみの調で最近は綱ての結核を合せた所で斯様に少く
おゐひしやらこうねつあゐひ宝しんあるひに吟せきい
か︑或は握紅熱︑或ば麻疹︑或は百日一咳と云ふものは；なりました︑塞蛾嘩醒誇礎の麺嘩誌も藩なくなりまし

ひ厚やらげんを︒

毛のつぎずく注︲

皆急性博染病でありますが︑此急性博染病がどんなでた又胃腸病の死亡者が大愛減じて来ました︑大鰐に於
イの
ツ死
し亡
ば率
うが
り下
つっ
きたが
あるかと一毒ふと︑雌毒で御露になりますと分りますが︲；てド
偶逸
とい
云ふのは︑雁が鍵も藷なく
なん

︷竃ひふくまくりつかく

凸軸ＰＩｑ宮Ｉ︒

わか

ょイ．ギリズし︒願う

りつ︲ｉさが︲︲

い

たけつ
非常に減じて居ります︑それから其次に寡くなったのなったかと云ふと︑急性博染病が寡なくなった︑叉ま結

くわんいはいけつかく

けつかくい：

い・イギ

たゐちや弓ぴやうすく
は何であるかと言と窪繕の震Ｉ謹騨挺麗鮮審くぱっだ︑叉胃腸病窒も
寡なく獲ったと云

ちや全けつかくちやらかん全くけつかくなうまくけつかくほ担

患と云ふと︑肺結核であるとか心或は腹膜の結核とかふことが分った︒
け一一かく．・ひふけつかく

腸の結核とか︑腸間膜の結核とか︑脳膜の結核とか骨︾：七⁝

の結核とか皮層の結核とかありまして︑結核と云ふも︑英吉利の死亡率の下ったのはどうかと云ふと︑英吉
ひ︲こしんたいぢゆ全をか会弓︲
︲リス・わたくしｊも．１︐ゐざいれうＨぶつと間Ⅱイツ↑．︑へう
のは人の身篭中どこても冒ざない所はないのでゐりま利には私の有って居る材料では一寸猫逸のやうな表

』

せい

よつ．つぎ雪とへうせい

を製することが齢奉ませぬ︑価て次の如き表を製しま
した︒

一五

四五歳

英吉利に於ける死亡原因別死亡数比較露叩唾

トト

熟灸制
一灸−１元９年元三年一
丁到
亮司
呂塙
年４
完割
三軍
年

他夷四七四発圭一君・七一呈西

さい

せいれんさう垣んじじつあ︑

日本人の死亡中著明の事寅

た総数に就て言へば千八百九十一年から千九百年の卒
曾ん篭ふせいでんせんぴやら．・じ人こうまんつきにん参︑
角は急性博染病が人口一寓に付十四人ありましたのが

そうすうついい・ねん・・ねんへい

歳以上四十五歳までの青年牡年の事貫とを蕊げまし

ざいいじ年全

の平均と千九百十二年とを比較したので︑総数と十五

︵い含んれんひかく︲をうすう

此英吉利の事賞は千八百九十一年から千九百年まで

備考︐一八九一 一九○○年の心臓の器質的疾患は血行器病の縄敷
・にして同腎臓炎は泌尿器病の縄数なり︒
虹ん
虹ん
このイギリスじじつ

其

外囚妻ら︑話・一里六三人

産に因する疾患︲三・二＃五三と元主

下痢・堂・三三三一息 ︲画と
腎・職炎翼・一呈入三入 三人

呼吸器病三圏丸一三・二竺・三唱失

セ室●八一二一●一
悪性新生物
心臓の器質的疾患一毒も三？七童︒二・ｇと

結核性疾患邑一＆ 三毛＆三要︿喜吾
癌
及其他の三全三二

急性博染病雪三老ろ邑酋置皇

死亡原因別

縄死亡敷天元金三三︒一妻一頁・璽三・二

1

い

垣んにんじやくげんけつかくせいしつくわル

きいきんにんや弟くこともつ拳げん

千九百十二年には十人弱に減じた︑結核性の疾患はど
かつりんこうばんつきにんよ
うかと云ふと︑嘗ては人口一葛に付二十人隣でゐった

砿んげん・ゆゑイギリス

のが︑最近には十四人弱になった︑殊に最も減じました
こきふきぴやらいぜんじんこうまんつきにん
のが呼吸器病で︑以前には人口一高に付三十四人あり

︐しぱう︑りつげん辻うきふせいでんせんぴやらけつかくせいしつくわんこきふきぴやら

ましだのが︑二十三人に減じました︑それ故に英吉利

ひしやらげんそうしぱうりつていかげんいん

の死亡率の減少も急性博染病︑結核性疾患︑呼吸器病

さい

さい

あま影ほげん

ぜい堀んさう減ん︒ついみきふ

が非常に減じたのが総死亡率を低下した原因であった
手﹂恥ぜんこくみんしぱうをうすうつい珪毛レざら
是は全圃民の死亡網数に就て申だのであるが︑更に十
せいでんせんぴやら

五歳から四十五歳までの青年拙年に就て見ますと︑急

ぷんこのけつかくせいしつくわんしゐ・ゆゑ牡れイキリス

性博染病は元と除り多くはなかったから減じたことは
げんそのＤやらかせうそのたしつぺいどうやう
減じたが其量は寡少でゐる︑其他の疾病も同様である
ひ︐とけつかくせいしつくわんひじやらげんすべげんせう邸牛ら
が︑燭り結核性疾患のみは非常に減じて網ての減少量

しばうりつ・げんせうぢゆ今だいげんいんこのけつかくせいしつくわん

の三分一を此結核性疾患が占め居ます故夫に英吉利の

ことせい垣んさうれんしばう．りつていかこのけつかくせいしつくわんげんせう

死亡率を減少した重大原因は此結核性疾患であります

殊に青年紐年の死亡奉の低下は此結核性疾患の減少が

巴つどぢゆ全淀いばだ迄なし

たいきふせいでんせんぴや全けつかくせいしつくわん幸﹂

最も重大な働きを鴬したことが知れましたさぅします
イギリス猫いＹイツおいまへごらんい
ると英吉利に於ても︑燭逸に於ても前に御覧に入れた
しぱうりつていかしぱうげんいんすぐ
やうに︑死亡率の低下するのはどの死亡原因が寡なく

なった篇めかと云ふと︑急性博染病︑結核性疾患︑呼

吸器病︑胃腸等が寡なくなったからであります︑年齢か

脅ふきぴやらゐちやら．とうすぐ︑ねんれい

四七

1

︑
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・いえうしやしばうりつげんちゅうねんものしばうりつ元十越曜ぴかた

げんたしばうげんいんねんれいろはいえんだん＃Ｉしん系や念た

ら言ふと幼者の死亡率が減じたのと︑中年者の死亡率も耐ゆるが舗塵は確鍾には恥えられない︑即ち鼻加答
だんｊｌみゆ

きふせいでんせんびやらい

ていしゆゐじよ．なゐ

おもしろ毛らう

が減じた馬めとであった︑それから死亡原画と年齢と兇から肺炎まで︑段々深部の病に耐ゆるやうになる︑

をかヨーロッパおいきら︽しえんすでＬげんいんさらかうねん

段々見て往きますと︑急性博染病と云ふものはどんなそれが一定の順序を潟して居るのが面白い︑而して老
担んれいしやおほかゅこ奴らうさうえうかくねんれいしやれんこれはんたいはいえんごとしんおやきひ
年齢者が多く擢るかと一毒ふと︑是は老拙幼の各年齢者年になりますと之と反謝に肺炎の如く深部の病でなか

ぴやう

おほたふものえうしやこのいせうに負星猫ほ

﹂０Ｆ二

が旨さ奴ないことはないのでありますが︑欧羅巴に於りしも気管支炎が既に死の原因になる︑更に高年にな
いんとうかたるまたさら毛うかうれい
せん悪ぴ
ては鐸侭瞬籍耀擢でも鐸縫鐸と油︑蕊は費布鱈神霊とれぱ喉頭
加答兇でも叉更に一層高齢になると浅
部の鼻
にもぜぎはしか
和ほ
これらきふせいかたるしげんいんなしよせいりどうやう
か百日咳とか麻疹とかい多くありまして︑是等の急性加答兇でも死の原因と鳶ること初生児と同様でありま
でんせん
ねん奴いものをか
七れゆ蕊こぎふ釘がやら泡ん郡いつゐずゐをさい
博染はどの年齢の者でも冒すのでゐりますが︑殊に五す︑夫故に呼吸器病は年齢と追随して居りまして・最
さいみ念んを窒注ものをかものおほこきふきえうれいＬやせん端しっくいしらうれいしゃまたせん率しつぺい
歳末浦の幼い者が冒される者が多い︑それから呼吸器幼齢者は浅部の疾病でも死ぬ︑老齢者も亦漫部の疾病
い忽んれいしやるかいこれらうさうえうしおほこきふ菅びやらい埴んれい
病はどう云ふ年齢者を冒すかと云ふと︑是も老壮幼とでも死にます︑されば多くの呼吸器病はどう云ふ年齢
壱かしゆ
冒
す
が
主
と
し
て
多
く
蕊
さ
れ
る
者
は
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者
で
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り
ま
す
︑
此
の
狸
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多
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︑
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い
か
ら老
はなあなはいざうどころ
こきふき象を
けいとういじん
またゐちやらびやらいかんい
これ談たせう

ちやう

た

あぶ趣

し

呼吸器と申すのは鼻の孔から肺臓の所までの系統を言人である︒それから叉胃腸病は如何と云ふに︑是亦小
このけいとうねんれいくわんけいちぶつｊおもしろにおほしらう担んしやこのや幸ロか毎画し
ふのでゐりまして翻此系統と年齢との開係は一寸面白兇が多く死ぬ︑老年者も此病に確りて死にますけれど
もの
才悠確せうにうまま
・ぴかたる
．こと︒えうしゃくせうにおほ
ゐちやらぴやらこをふき
い︑即ち小兇が生れて間もない者はホンの鼻加答兇をも．殊に幼弱なる小児が多い︑それで胃腸病︑呼吸器
おこ
ずゐぶんしげんいんすこせいぴやら巷ふせいでんせんぴやらおほせうにしぱうげんいん
起したいけでも随分死の原因になり得るが︑少しく成病︑急性惇染病ともに︑多くは小児の死亡原因であり
ぴかたる
しかこうとうかたるおこ
ちゅうぬんしやしばうげんいん
じゃらきドイツおよイギリス
長すると鼻加答見では死なぬ︑が併し喉頭加答兇を起ます︑中年者の死亡原因としては上記猫逸及び英吉利
またすこちやら
いんとうかたる
じじつみけつかくせいしつくわんもつぢゆ今だい
すと危いことがゐる︑︲又少し長ずると喉頭加答兇にはの事賞に見たる結核性疾患を以て重大なるものとなさ
きくわんしえんしざらせいちゃ凸者くわんしえん
耐ゆるが気管支炎で死ぬ︑更に成長すると気管支炎にねばなりません︒

日本に於ける死亡原因別死亡数比較︵人口一蔦比例︶︵抄録︶
明治三十二年同三十五年同三十八年同四十一年同四十四年銅恥謹︾大正二年

「

L

網死亡数一二○・五二○八・五一二一○・五二○八・七二○三・○一九八・八一九四︒一

死亡原因別

癌及其他の悪性新生物四・四五・三五・六六・二六・六六・五六・七

念性博染病一○・三七・五六・二六・九五・八五・九五・八
肺結核一二・六一四・三一六・○一五・五一五・七一五・七一五・二
其他の結核性疾患二・六三六四・二四・五五・八六・二五・八

脚
蕪二・○二・四二・五二・二一・六○・九一・一
膳祁経系の疾患四二・三四○・二三七・六︑三五・四三五・三三四・○三二・三

心臓の器質的疾慾四・八五・二五・四︑五・八六・一五・九五・八

呼．吸器病二五・六二八・○三○・四三○・九二九・○二九・四二九・八

蕊蟻騨︾認室室憲嬬涯露

胃の疾患及下痢腸炎二八・九二六・五・二七・九二七・○二九・七二八・○二六・五

妊娘及産に因する疾患一・四一・三一・三一・四一・二一・二一・一

腎臓災三・○三・四四・二︽四・九五・六五・九六・二

先天性弱質八・一九・五八・四二・一一○・六一○二一○・二

老変一二・五二・五一三・七︲一二・○三︒○二二一○・七
其他の外因四・九四・四四︒四四・五四・五四・六四・三

自殺一・三一・九一・七一・七一・八一・八︾二・○

︐以一上列記外の疾忠一七・九一八・七一七・六一九・三二○・三一九・五一八・八
不明の診断死因不詳二七・九二四・七二四・○一九・四一二・四一二・一二・八
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四九

から大正二年までの調べが砕癖て吟ります︑其重なる
そこで日本はどうであるか︑日本の事賃を見まする
にほんたくになんねんかんいほどざいれう．諸ふせいでんせんぴやらかくねんじゃらげゐ
と︑日本は他の園のやうに何十年間と云ふ程の材料がものを塞げますと︑急性博染病は各年には上下して居
れんかんじじつけつ琶よくていかゐこれめいぢねんじだい
ない︑擁く十五年間の事賞がありますが︑露には藤をるが結局低下して居る︑此明治三十二年からの時代に
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日本人の死亡中著明の事責
でんゼんぴや会よほ符げんせうあと

とのていか

五○

やはおほじんざうえんこれ

矢張り多くなったものシ一である︑それから腎臓炎是

ふめいしんだんぁよしいんふしやつ

おほそのほかあまとりた

は博染病が除程減少した後でゐりますから︑其低下が

こぐ巳となそのげ︵せう

せんさくえうしばう

かやうしいんすゐいしかにほんた

ち柔めいぞうか

著明でありませぬ︑次に結核性疾患はどうであるか︑
ドイッイギリスひじや金げんを
にほんかう

は著明に増加するが多く︑其外のものは除り取立て動
こ西ひじやらざがを
言ふまでもありませぬが︑鼓に非常に下って居ります

つけつかくせいしつくわんすべ・にん

げんむしおほ︲なかじひくさ

つぎけつかくせいしつくわん

燭逸英吉利も非常に減じて居りましたが︑日本は一向

ものがありますが︑それは不明の診働及び死因不詳で
いししんだんめいかく菅よるこちぶ会こう
醤師の診勧が明確になって来た喜ぶべき徴候でありま

ち罪めい

減ぜずに寧ろ多くなった︑中には一時低く下がること
垂たふぞたかあがゐじんこうまん
もあるけれども︑叉再び高く上って居る︑人口一葛に

す︑さて斯様に死因の推移海めった︑然るに日本は他

としにんしぱうみきい巻んにん

ぞうか

だい・けつかくせいしつくわん

で今申だやうに増加したものは︑第一に結核性の疾患
おほ
がんしぱうものお・ほしんざうぴやら
が多くなった︑癌で死亡する者が多くなった︑心臓病
こきふきびやらゐちやらぴやらじんざうえんおほこ画
呼吸器病︑胃腸病︑腎臓炎が多くなった︑それから錘
ひとせんてんてきよわうまためしぱうもの
にモウ一つ先天的に弱く生れた烏に死亡した者諺これ

いま窪窪し

率が高くなるのであるから︑其高くなる原因としての
しぱうげんいんぞうかみ
ドノ死亡原因が増加するかを見なければならぬ︑それ

それから脚気は一上一下して居る︑それから鵬祁経系

は世界共通の類別法で生れてから十五日以内に死亡し

ゐ渉んにうがんい

い

付いて結核性疾患総てが十五人であったのが︑最も多

園と異って其減少したものを詮索する要がない︑死亡
り
つたかそのたかげんいん

色つとおほ

かつた年は二十三人の死亡を見︑最近は二十一人であ
かい
けつかくせいしつくわんおほ
ります︑斯う云ふやうに結核性疾患が多くなることは
ヨー側シバＵりつつぎちうれんしやかぎじじつ︲
欧羅巴にない事賞です︑次は老年者に限る事賞であ︐９
津んおひＪ１︑おほがんいや誌かｈご
ますけれども︑癌が追々多くなる癌と云ふ病は名は御

の疾病が随分多くありますが︑此鵬祁経系の病といふ

だ者をのみ採用することになって居ます詞是等の死亡

めけんきうあだひ

は耀感しんだんふせいかく

しつぺいずゐぷんおぼ

かつけじやらげゐ

たうしよう

江かんづくなう室くえん

ままじ

このなうしんけいけいや寺ひ

なうしんけいけい

を

承知でゐり典せうが︑胃癌とか︑乳癌とか云ふやうな
このや詮ひおほ
もの２総瀞でありますが︑此病が多くなって居ります

し峯らち

のは甚だ診働の不正確のものでありまして︑先づ冥面

原因が増加するが烏に日本人の死亡率が前来申だやう
や詮ひうちや陸漉憾いか︾

しんざうきしってきしつとわんこれ

ゐつぎこぎふきぴやらこれひく

きいよう

ゐ．

これらしぼう

せいれんさう垣んしばうげんいん

大の疾病でゐりますが︑青年紐年の死亡原因としては

疋いしっぺい

の病︑呼吸器の病は︑小児と老人の死亡原因として重

や詮ひこきふきや詮ひせうにらうじんしぱうげんいんぢゆら

段々分解して見ますと︑先刻申上げましたやうに胃腸

だん７１１ぶん力いみ辻んこｆ琴詮しあ尻ちやら

に高くなったと云ふことが分った︑それ等の病気を叉

たかいわからぴやらぎまた

げんいんぞうかためにほんじんしばうりつぜんらい吐きし

もの・

せかい憲ようつうるゐ・へつばふうまにちいないしぱう

目に研究する償の瞳いものであります︑就中脳膜炎と
なういつけつな

はう準んゐ

か︑脳溢血とか名づけられる病の中には甚だ如何はし
いくたびたか

いものが包含して居る︑それから心臓の器質的疾患是
けつ琶主くたか

が幾度か高くなって居る李款詐呼迦謬病是誕抵郡はな
らない結局高くなった︑胃腸病も最近には少し低いが

｡

ふかちういばら

よる

〃ん

さいいいやらひと

深き注意を柳はいでも宜しい︑癌は四十歳以上の人に

おほしつぺいちかごろわかひと寸趣はふじん
さい守らゐ

多い疾病で近頃は若い人にもあります︑即ち婦人など
しきうがんにうがん・か・刀もの
はこ十五歳位にして子宮癌とか乳癌とかに躍る者もあ

しかだいたいらうねんひ皇とかむしつ．﹃︽い

りますが︑併し大鵠は老年の人が擢る疾病でゐります
せいねんさうれんすいづだいりんざうえん
から︑青年壮年には重大でない︑そいから腎臓炎でゐ
これにほんおいしゆとくち学つ

こま．こと

りますが︑是は日本に於ては一種の特徴でありまして
ヨーロッパしよこくよほどち輝を

このりんざうえんしぱうもの︑吟う洞んおほ

欧羅巴諸風とは鈴程違って居ります︑それは細かい事
まを．

ち︑うい一えう

けつかくせいしつくわん

じん

まで申せませぬが︑此腎臓炎で死亡了る者は老年が多
せいねんさうれんさおほせんてんせい
い︑青年批年には左までに多くない︑それから先天性
よわうまものこれぜいごにもい瓶いしぱうもの
に弱く生れた者は是は生後十五日以内に死亡する者で
えうしやしぱうげんいん玄系ぢゆらえう一
あるから︑幼者の死亡原因としては頗る重要ごゐるが
ち
ゆられんひともちろんもういたずふか
中年の人には勿論注意するに滋ぴませぬ︑されば唯深
う﹄・胃えんごと毛のしばうしやぜんすうずでわづ

き注意孝一要するものは結核性疾患のみであります︑腎

い

よ

し

せいれん

臓炎の如きは其死亡者の全数が既に僅かしかないので
いくおほ
そのわづ
ありますから︑其僅かしかないものシ幾らか多くなつ
そうし・ぱうりつうごげんいんさほどもう
だと云ふことは綱死亡率を動かす原因としては左程注
い

にほんけつかくザ︶いしつ〃ふんおほ

そうしほうりつぞうか

い﹄岸

ためちゆ会垣んひと

るに日本は結核性の疾患が多くなった篤に中年の人の
せうにし領うぞうか竜宮どう
しにうすうおほ
死亡数が多くなってそれが︑小売死ロの増加と共同し

たごくみと

て網死亡率を増加するに至った︑
砥ウー錘鈎遅す野︑昨糖雄の必藍極謹味の勢琵がゐ

︾畠う魁んしば︑フナこぶおほ︲

これちよめい

る︑華舞眠の尋鐸は唖かと一琴ふに︑そ肌は他幽には認
だいせうにしぱう勘ほ
められないことであって︑第一に小児の死亡が多くな
諏ジ〆しつ

るもそ肌から中年の死亡が頗る多くなる︑是が著明な
このちよめいじじつ
る事賃でありまして圃此著明なる事責めるが癖めに砺

ロッパおいしばう・りつおぽいげんぜクか西に

腫んしばうりつげんゼ︾フ

むしぞうかけいかう

羅巴に於ては死亡率が大に減少するにも拘はらず︑日

おほ

ぢゆらだいげんいんた︒にほん

本では死亡率が減少せずして寧ろ増加の傾向があるの
けつかくせいしつくわん
ことちゆらねんしやしぱうげんいん
であります︑殊に中年者死亡原因としての結核性疾患
にほんおい
は砺継砂に撫で職射繊舞しっシあるのに︑日本に於て

かい

永窪しあ

おも

せうにしばう

おほ

はそれが多くなる︲それが重大の原因と潟りて日本の
ちいつれんしやおほしぱうこれだいだんぶん
中年者が多く死亡するのであります︑是が第二段に分
にほんじんしぱう軍ゆらちよめいじじつ
解した鳥日本人の死亡中著明の事資であります︑それ
わたくＬおは然しそのちしｄめいじじつこ小すや﹂しや宝こい
で私の御話は其著明の事賓を是からモゥ少し詳細に

申上げやうと思ひます︑それには小児死亡がなぜ多く

ますが︑時が許しませぬが小兇死亡の方は今日申上げ

ときゆる

にほんちゅうねんもの

五一

おほＬぱう

せうにしぱうはうこんに治誰蓮しあ

なるかと云ふことをも御話しなければならぬのであり

おば起し

ないことにして︑日本の中年者がなぜ多く死亡するか

い

意をせぬでも宜いかも知れませぬ︑さうしますと青年
ざうれんしぱうザ人いん笛つともうい暴︑
牡年の死亡原因として最も注意して見ぬければならい
ドオ．シおぶぴイギリス
けつかく
た︾いま歌杢し
ものは只今も申ました結核でああ︑燭逸及英吉利では

↑けつかくせいＬつくわんげんせうとうしばう︒りつてＵかし力

結核性の疾患が減少したので総死亡率を低下した︑然

日本人の死亡中著明の事宣

−

いやしくていこぐこくみんいしゃらなんぴとこむろ

おも

成女高等女畢校長宮

にほんらかず

いこと

これさくねんすゑお

ほとくうぜん号んがく

いゆうわらい

はんたいせいやうにぼんはい営んだかひじやら

おほにほん．ゼいやうでおかな︷副く海

度はそれが反掛に西洋から日本に這入る金高が非常に

ど

く輸入超過と云ふ賛が世の中に聞えましたけれど︑今

ゆにふてうくわいこゑよなかきここん

ごしよら等珍

経済上の大利益を蒙って居ります︒是は昨年末に於ぎ
しばＩ︑しん蕊んあらことみな
まして震々新聞に表はれた事でありますから爾皆さん
わていこぐじゃ全たいめいぢかいこくいらい

にほんこくみんはじ歌くらたか

なにしでしで

多くなって︑日本から西洋に出る御金が少くなったの

したがいる０１︑しごとどうじおこまゐ

は欧羅巴列弧があはよくば何か仕出かさう仕出かさう
程度が低くて物質的の文明が遅れて居ります画では︑

ていどひく顔つしって新賑んめいおくをくに

きくわいまかまゐ︽にほゐごととみ

と︑その機禽を待ち構へて居ました︑日本の如き富の

であります︒随って色々の仕事が同時に起って参りま
して︑垂轄に癖ても寒心の勢轄に癖ても蕊まで酢樟で

ヨーロッパれつきや︒

はれ鐙す︒云ひ換へれば日本の圃民が始めて枕を高く
で者とき
おも才蛭はじゆ会ちい
して睡ることの出来る時であると恩ひ撰すＺ︒即ち従来

いか

魅つどたずい獣

思ふのであります︒

も御承知のことでありませうが︑殆んど空前の金額六
厩と一毒ふ舞銭が尋ふって傘だのであります︒従来はよ

けいざいじやら定いりえぎからむを

れて居るのですから︑とても日本を窺ふなぞと云ふ事
で萱こんどせんきうためわくに
は出来ません．のみならず今度の戦争の為に我が園は

ゐ

して安んじて居る毒には往かなかったのであります︒・
しか
こんにらたうてぎくに︐トーみないくつか
併しながら今日は富の敵になるべき圃々は皆戦さに疲

やすゐわけゆ

維伶舘鵬の賑に韓尭の鱗鍵する鐸れがないにせよ︑決けつ

二

戦後の日本と婦人

五

原因︐としての結核が何故蔓延するかと云ふことを是から申上げて見ようと思ひます︒︵未完︶

戦後の日本と婦人︵己

一

こんごにほんず芯睦せんさうすにほんい
つい

今後の日本︑即ち戦争が潜んでからの日本と云ふも

田

尤も唯今のところ︑我が帝幽の状態は明治開園以来
ねんはじほうちやくかうふくじだいおも
こシに五十年︑始めて逢着した幸禰の時代であると思

のに就ては︑荷も帝圃の剛民たる以上︑何人も心を
手
﹄れを︑おも趣かんづくわたくし
是に注がなければならぬことシ思ひます︒就中私は
これふじんかた︐トー生へ．・弓丞とくこらふじん
之を婦人の方々の前に訴へまして︑特に心ある婦人の
かたＤｆｌごしんはいごふんぱつわづら
方々の御心配と予御奮溌とを煩はさなければならぬと

箱

げんいんけつかくなぜ宝んえんいこれ款壱あ愚おも

I

一

ふ

ゐ

ぴとみと

でき

おも・じげふでき

たいへいぶじいさしつ箕

じりつ

い

ど

見えます．尤も全然戦争に閲はりのない事はないので
やばドイヅてき
ゐにぼん
なに

み詞つどぜんぜんせんきうか︑こと

ぐの人々は所謂鼓腹塗壌︑泰平の民であると云ふ風が

ひ︒と︐卜Ｉいば沙るこふくげきじやらたいへいたみいふう

わる

ひとたちずゐぷんむ鱈

おも

なんもの香とはじ

わけ

か趣晶をは

あゐひれんがふぐんばうか

ゐ

いこといよ？くｌけつ意よく

しか

どころ

わか

せんさう

とかくちづへんどうおこ

するかに依って違ひますが︑兎に角地圃に鍵動の起る

３ちぷ

尤もどう云ふ風に愛るかは潔どちらが勝つか︑何時決

弓つと

羅巴の地岡の上に大分鍵動が起るだらうと思ひます．
いふうかば
かいつけつ

ロシバちづうへだいぶへんどうおこおも

ついて大いに考へなければならぬと思ひます︒第一欧

片付いた後の欧羅巴はどんな風になるかと云ふことに

おほかんがおもだいヨー

ない問題で︑今から言ふ課には往きませんが︑戦争が
か
たづのちヨーロッパふうい

もんだいい乱かわけ沙

ちらが勝つかと云ふ事は愈々結局にならなければ分ら

か

たなちば日本はうっかりしては居られません︑併しど

にぼん

云ふ事は仲々重大な問題で︑禽一燭逸が勝つとしまし

いことなかｊ︑蔦らだいもんだいまんドイツか

その場合燭逸側が勝つか︑或は聯合軍の方が勝つかと

ぱあひドイツがはか

せんきうしうきエ＆くぎば泌徹ら徳感し

が遅いか速いかは︑別の問題としましても︑いつか此

おをはやぺつもんだいこの

ちょっとかんが

何でも物事は始めがゐれぱ必ず怒りがあるものです
いまヨーロッパ記匡謬
ゐ︑盾いせんさういつかたづとき
今欧羅巴に行はれて居る大戦争は何時か片付く時がな
せんさう港がぴながぴほどにぽんは
くてはぼりませう︒戦争が長延けば長延く程川本に這
いおかれふどのおか垣︑りょういろ︐１１じげふだぎ
入る御金が殖え︲此御金を利用して色々の事業が出来
．にぽんこぐりえ誉いせん
る課でありますから︑日本一風の利盆から云へば︑戦
さうな
ながつぎはうい
争は成るべく長く績いた方が宜いやうにも一寸考へら
おほりんるゐへいわいてんいむ
れますが︑大きく人類の平和と云ふ鮎から云へぱ︑無
ろんすみやかしうきぶく毛のひく
論速に終局にならなければなりません其日の来るの

はとても出来ないと思はれてゐだ事業がどん人︲︑出来
やう寂うばうえ雪﹄はうヨーロッパしよこくとほせんさう
る機になり一方貿易の方も欧羅巴諸国がゐの通り戦争
むちゆう
ゐためかへにほん和とくいだん４１
に夢中になって居る鴬に︑却って日本の御得意が段々
ありさます鎮一てんおいい堂尼ほ人い
殖えて来るやうな有襟︒総ての鮎に於て今日本と云ふ
くに弐患一しあはじだいゐ
をおほ
剛は誠に仕合せな時代に居るのであります．而して多

矢張り燭逸を敵として居る日本であると云ふことは何

戦争に絡局の末るは極めて明かな話であります︒鹿で

［

人も認めてゐる事賞でゐりますけれども︑たとひ極く
系ぷんことしようりえひとかたつ
一部分の事にせよとにかく勝利を得て一片っ付いても

いはゆるなりきんい

居ますから︑マァ泰平無事と云って差支ないのであり
ぜいたくふうおこ
ます︒菖動に満てか捗蹴でばそるノー賛淫の風が起り

おかねつかゐヤブじむだお
お
も
ど
う
い

汚いりもんだい

っつあって所謂成金と云ふやうな人達が︑随分無駄な
御金を遣って居る様であります︒なにも一時無駄な御
か塩つか
金を遣ふのが悪いとは思ひませんけれども︑それと同
じひと︐ｆ１ころすきましやらことおと
時に人々の心に隙間の生ずる事が恐ろしいのでありま
いてんかんが
た癖かごにぼん
すきう云ふ鮎から考へまして︑戦後の日本がどうなる
いやしくこくみんしん云墓らかたがお
かと云ふことば荷も圃民たるものシ慎重に考へて置

かなければならない大事な問題でゐると思ひきす︒
一一

戦後の日本と婦人

五

衣

一
一

おもひと抄いばくこ←辻ん

戦後の日本と婦人
たし

ことば確かであると恩ひますｃモウ一つ明白な事は戦

ごおヨーロッパじじや全だいぶかばい

ことふじんしやうたいい窪

よほどちが

後に於ける欧羅巴の事情が大分蕊るだらうと云ふこと
い

いまなんぴとざういと二乙

であります．殊に婦人の状態が今までとは鎌程違って
ず潅韓こんどせんさうおいヨーロッ．パふじん唾捲隆一じつ

来るだらうと云ふことは今何人も同意する所でありま

ぜんゐしゆラト〜囲うどうしゃく誤て号Ｕげふ

詞どろ

す．即ち今度の戦争に於て欧羅巴の婦人の働きには賞
だんしてどく
いま
に驚くべきものがありました︒今までは男子の手に燭

専されて居た諏々の勢働や︑献雷的の事業をドンｊ︑

ふじんかばしをいまかていおいまつと
せわ

︐︑においだんしやくかいかんが

婦人が代って潟て居ります︒今まで家庭に於ては夫の

したがこぐかおんじんふじんいうたい

世話にぼり︑画に於ては男子の厄介となるものと考へ
ゐふじんしやくわいへうめんあらＬわつどう
られて居た婦人が吐曾の表面に顕はいて活動し︑しか
けつくわよかういヨト︲ロッバくにこんど
もその結果が良い斯様云ふわけで欧羅巴の画にば今度
ぜんさうおい一蝿く溶ふじんおんうわけ
の戦争に於て紗からず婦人に恩を受けた鐸でありまし
て︑随って圃家の恩人たる婦人を優待するやうになる

きばたうぜんなりゆおも

ことは極めて営然な成行きであると思ひます︒

遍森蹄縮凹の嬬蝿は誌溝の癖蝦と識ひ︑戦謡赫から
いみＪｌ１こぐかたいしやくわいたいえうきうこと災くさん
色々画家に濁し︑砥曾に濁して要求︑！︸てゐる事が津山
ふじんたい

だんしど・﹄ノやうせん箸ぷけんあたいごと

あるのです︒尭詩秘の如きは僻城舞嘩糖遷誹を燐に露
って婦人に濁しても男子同様選翠権を輿へょと云ふ事

せいふ抄かたう７１１えうきうをこんどたい

を政府に向って堂々と要求して居りました︒今度の大

五四

せんよ
戦
に依って婦螺の跡桑に緋する琵瞬が越飛認められだ

うへあみかえうもといことイギ

ぼんこ︑ろじんしさうざう妾弓

上は或はその要求が容れらいるかも知れぬ︒殊に英吉
し．いぜんふじんさんせいけん
リスげんざいしやら
利の現宰相ロィド︒ジョージ氏は以前から婦人参政催
セ〃さうす
さんせいいけんも
ゐひと
に賛成の意見を持って居た人であるから・戦争が潜め
この苔あんおもほかすみやか箸ゐんつうくわ
ぱ此議案も思ひの外速に議院を通過するかもしれぬ

とは︑一般心ある人士の想像する所なのであります︒

えいこくじんひかくて番フランスぐわんこ
英蝋人がでゐるとすれば︑比較的悌闘西は頑固でめり
ドイ弘グなほきら器んこひとたびさうい言うん
燭逸ほ猶更頑固であるけれども︑一度左榛云ふ気運が
ならことかた
かくこくとも
−３ごばじ
動き初めましたなら各圃共それに倣う事は難くはない
かやうわけせんごヨーロッパふじんしやら
かもしれません︒斯様な鐸で戦後の欧羅巴の婦人の状
たいしやくわいてきゐちいち．Ｐし一︒かいかくおこおも
態その砥曾的の位置には著しい改革が起ることシ思

かｂとめだんげん

で昔こ

ひと

１かこれた人すゐそくはた
ひます︒併し是は軍なる推測で．果してどうなるかとい

こんどたいぜん謀まねたんがいくわいふくひつ

ふことは暇初に勘言することは出来ませんが︑弦に一
かんえうことヨー︲ロッバしよこく
わ︑７くＩかんが
つ我々の考へなければならぬ肝要な事は︑欧羅巴諸風
ひつＬ

碗たら

いこりと

は今度の大戦は依って招いた損害を恢復するために必

毎ときをにほん醤せんさうくわつどうしやしんしん幕んざつし

ず必死になって働くだらうと云ふ事であります︒

時折り日本にも来ます戦争の活動寓真や新聞雑誌の

晋じしやしんよしとほヨー頂ツパしよこく

記事や寓冥などに依って知られます通り錘臓欧羅巴諸圃
せんきうからむをんがい
が戦争のために蒙った損害はなかｊ︲︑一通りではあり
むら７１やたぱたけあらかいせんいらい
ません．村々は焼かれ︑田や畑は荒され︑開戦以来十

一まんいじんめいうレ海こくないしや全げふせいきうげふ

を

けういくがくも八げい胆興一

はつたつまったきうし

寓と云ふ人命は失は肌︑ひいて園内の商業や製造業の
ごｏと

ゐけつききかんひと４１こと︑ｆ︲せんちゃ全で

荘したうぜんけつくわい

はうだんゑじきいきほひこくない

げふむ多

幸えいこぐ

か艇んかん

稚儒畦まで徹一静韓蹴に砺継凹舜跡で錘した鵠雁を稚

ゑんつかゐまんゑん寸芯唾

しますと︑英圃はこの二箇年間に二百二十三億八千高
固を使って居ます︒忠は一畦の誹鑑は五千寓圃で即ち
匙んゑんけむりきしま
にもせんきう
一日戦争をすれば五千寓圃が姻と消えて仕舞ふのでゐ

如きもの︑教育や単間謹術などの護達は全く休止され
︵いしゃらこぐたよなかためい︑﹄えき
て居ります︒卒常ならば画の矯め︑世の中の為に有益

な業務に就いて居る血気織な人々が︑悉く戦場に出

ります︒次に悌蘭西が百八十億回で一日の平均は三千

しき︑とふる

しようた

つくぐんかん

匙を

の

五五

これれんがふしよこくがはつぎドイツ
是は聯合諸圃の側でありますが次に猫逸はどんなで
ねんかんひょう
ドイツ
あるかと申しますと．猫逸ではこの二ヶ年間の徴用は
おくゑんにも哉んゑんあたオースタリー
ニ百三十億園で一日が四千四百関圃に常り︑喚太利は
おく敦んゑんトルコおくゑんにちまんゑん
百七億二千寓圃︑士耳其が十六億目で一日一百蔑同に
あたこのごくそうけいおくまんゑんにも
富ります︒此三風の総計が三百三十九億二千寓圃一日
へいきんまんゑんぜんじゆつれん坪ふこぐ
の卒均が七千百寓圃になります︒これに前述の聯合園
十斌腫おく哉んゑんい
ひょうあ
の費用を合はせまして︑即ち二億一千五百寓圃と云ふ
きんがくにも一せんさうひせう︲にち
金額が一日の戦争で費消さ奴るのであります剛一日一
ほどます．︐Ｉ︑ひょうおほ吃の
にもせんさうの．
日と戦争が延び帆ば延びる程益々愛用が多くなって其
くに︑とみ︵ゆ︐このとみおとろじこと誰つ丞ぱう
園の富が減って行く︑此富の衰へると云ふ事は全く亡

寓鳳といふ高に上って居ります︒

そうがふけいおくまんゑんにちおく
の縄合計が六百六十億六千寓園で一日が一億四千四百
まんゑんかうのぽを

散んゑんロ︑ンアおくまんゑんにち

おくゑんにもへいきん

て砲弾の餌食となるでのありますから︑勢その風↓内

げきもん

つぎフランス

の仕事の振はぬのは寧ろ営然な結果と云はなければな
．ゼいとけうしみなゼ人ぢやらで︲いしま
りません︒生徒も赦師も皆戦場へ出て行って仕舞って

四百寓鳳詞露西亜が百七十五億四千寓圃で一日が三千
まんゑんイタリーおくゑんにちまんゑん︑ヘル
六百寓圃︑伊太利が五十億園で一日が千六百寓圃白耳
おくまんゑんにらまんゑんこれら
ギー毛のたくに・
義其他の画が三十一億六千寓圃で一日が八百寓圃是等

がくかうじとおいやう当る

かいできこと者はちぶくせつぐんぴをんがい

畢校も一時閉ぢて置くと云ふ様な所もあるさうであり
ます．掛遜では悔彬舞騨や華心婚勢礎に郷ても識師の
ふしや会かへ二言せんせい
たいばんしゆつせい
大半は出征してしまひだや負傷して締って来た︑先生
けうだうでをしゐいかやう
のみが教堂に出て激へて居ると云ひます．斯様にその
くにぷんくわはったついうへかんがせんさうをんがい
園の文化の護達と云ふ上から考へてみても戦争の損害
ごとなにぴとよういれう
じつただい
は賞に多大なものでありますが殊に何人にも容易に了

四

解の出来る事は極めて直接な軍備の損害であります︒

いくさう．

薙跡に瀞ても掛遜に郷ても涯鐸をかけて造った軍艦

やんかんげきちんたいはう

が幾膿となく撃沈されまたは使用に堪へなくなりまし
さ膳︸

だ︒更にまた軍艦を撃沈されたばかりではなく大砲を
毛のがんぜんたコかひためつひや
こは
壊されたばかりではなく︑其眼前の戦の霜に費すとこ
かいせんい
るの紳鐸は鐸に勤赫嘩鐸識に購って群ります．開戦以
戦後の日本と婦人

時事所
こ〃︑言ざし

こと

そのくにじしんため色つどうれ

ゐ

いかん海へおここじん

げんレやら

し

しよこくごと竃か７１Ｉ

えいこぐ

フランス

ひつこもの

ロシア

ドイッ

諸圃の如きは中々そのま少で引込む者はありません．

くにひろ

つよ

い

おも

英圃にても︑梯関西にしても︑露西亜にしても︑燭逸
匙

塗はことけつ

くしんゐ

十く趣

ひせう

にしてもモット園を塵くしやう︑鰻くならとこそ思へ
．い
かうさん
たとひ敗けたからと云っても降参しましたと云ってぐ

おかねとりかへ

づノーに総る事は決してありません︒少くとも費消し

らだが

た御金を収返さうと苦心して居ることは疑ひをいれま
たんかんがゐ
げんぱうせんぢやら
せん軍に考へて居るだけではなく現に一方には戦場に
ぱう

い届Ｊ恥しもかんが

あとし詮つどう

むかだんやくひやらりやつ

ゼんさうそんがいう

きよ会きふゐりと︲も

向って弾薬や兵糧をドシ︐Ｊ１供給して居ると共に︑一

かんがいたかうじやらしん

ても同じ事で意地のない人ならば其家が繁昌しない場
あひしやう
みせた︑ぱ方ゑひつこ
合は仕様がないから︑いっそ店を謹んで場末に引込ん

方にはモウ後の始末如何してこの戦争の損害を埋めや

しき

で仕舞はふかと考へも致しませうけれども︑向上心の

もかへおも

一

ひと

写

もがおそぜんしゆつかうせんこく

女子部幹事臼井政子

へ

こくみんひかうくわいい

こめいぢちよをん

我が国飛行曾の進歩に随喜することになりました︒女

わくにひかうくわいしんぽずゐ昔琴癒

蒋の率ゐらる易圃民飛行曾と云ふに︑此の明治貯金を
ｂよ﹃フ
しよ〃ゐんせいとどうにふくわい
利用して︑職員生徒一同︑入曾いたし︑蕊ぱず嫁ら︑

じゃ全ひき

さぐわつかりくやん苦匁んぴきながをかちゆら
ゐつて︑去る三月十日の陸軍紀念日を機とし︑長岡中

未

どりよく

て︑努力するに違ひありません．恐らく前述の交戦国

時事所感

△明治貯金の一利用

わたしどもがくかういつ全ををしよく

明治貯金と名づけて居りますが心頃日大に威ずる所が

私共の畢校で通何時ぞや申し上げましたやうに︑職
ゐ
んセいとめい︐ｌ だいけんやくこれ
貝生徒が各々大倹約をしまして︑舞郁昧鋳をし︑之を
めいぢちよきんなを↓﹂のごろおぽいかん当︲扇

プロ

うかと云ふ事を頻りに考へっシあるのであります︒

おなこといぢひとそのいくばんいやらば

六

ある人ならどうかして盛り返さなければならぬと思つ

い

固の兆であって︑其圃自身の潟に最も憂ふべき現象で
どころかれらヨーロッパしよこくみんせ人さうためつか
あります︒庭で彼等欧羅巴諸圃民はこの戦争の爵に費
しま
かね
ってしまったお金をたいつまらぬ事をして仕舞ったと
・こまひつご
云って︑獣って引込んで居るのありませうか︑モウ仕
ヤブ一審らこんどどこやわいこぐいぢう
様がないからと諦めて︑今度は何庭か外圃へ移住でも
しやうと云ふ考を起すのでありませうか︒個人にし

五

』

もうがへこんにち

ひかうくわいゐんぱいひかう誉しゆみちしきめい７−１ばくＤＩＩところおうしうあびかうき
だてらに飛行金昌具などに入り飛行機の趣味とか知識と明々白々であります． 跡欧釧北在っ江も︑飛行機ば
かを養成し其の進歩に微力を致さうなど刀は如何にも幼時よ︺玩具のものに爆裂を装置して試みると云ふ位
を
う由
しは
も下
ごの
と如しであります．になり︑宙返などは晶騨鐸鴎の鍵となって︑今日では
な歌
巻 のやうですが︑
生
意い気
其ｂ
のい理
まを敦でわくにせい︑ＬＡ感んめいせかいむひいうびん幕つまたりよかくよういありさま巻けんいくわん
申す迄もなく︑我が園には︑精神文明の世界無比な郵便物叉は旅客用となゐと云ふ有榛一℃︑危険と云ふ機
しつ一Ｌき系んめいくわがく工誘毛やうねん奪った
るものがありましても︑系
物つ質
的文明︑科畢的素養は︑念は全くなくなったさうです︒癖確齢の鱗鍵は︑錐づ

い匙なか７１１おうぺいかたひは蔭ひくていめいぢれんとびかうていどやく雪やら．
ど

未だ却々︑欧米に肩を比すべくもあらず︑甚だ低い程明治三十九年でゐって︑飛行程度約二丁であったのが
れんちやら
芯が
レせ
わに
つ要
えう
よ諸
し種
ゆ巷
い械︑四十一年に
度でゐります︒ば
早や
い畦話
︑い
生畠活
すしる
のか機
は七丁となり︑四十二電以恭傘溝に窪んで

くわがくこうげいいた敦でほどんばつめい誉こんにちドイツひかうぎだいひかうせん

たい

宮とじんせいひつす宮やらさうれつ巷やつおよだいまるひかくげんじひかうていど

だい

科挙工塗に至る迄︑殆ど一として護明せられたるもの来た︒今日燭逸には飛行機千二百五十墓︑飛行船百二
にほんぜんしやだいこうしや
なく磯ど逗識く暁溶峨の癖織を静むる諮り︑鱗って峨十皇あるに濁して︑日本では前者が三十一雲後者が一

こてんしぢよけういく菰いたいじんおうしうせんぎよくば趣憾とうやうはきふ

たうていかうめうぢきうくわつどう秀割きできいま

の如津人牡江必額なろものシ競争跡諏難列弧肱汲雑ざ噸皇しか屯か︑全竜比峨詐な識ま鎧んｐ現時の飛行程度
は︑甚だ遺憾至極のことで︑此の有様では経済的に世は十一時間で 其奴以上は油を指さねばならぬ圃暇に
せんさういヒリツピンとう轡やらまで一︑イ〃・
でき
かい
う飛
ひ することが出
界
にゆ雄
来ぬのみ漁らず︑さあ戦争と云比律賓より東京迄の千六百哩は十六聯蹴で粥び侍︑癖
っても到底巧妙持久の活動の出来ぬのは輯すに蕊ばざ癖聯癖より燕詫鐸は七蹄職で瀬ることが出来る︒今や

ぞんいまたさいはひだいせんさうすつぎたいせん

ることであり典す︒此の鮎は子女教育に於ても︑大人欧洲の戦局は甚だしく東洋に波及しないやぅですが︑
くやつどう和い麺偉いじゆくかうなさ錘くわがくて昔もしきいついかへんくわわくにおしよ
の活動に於ても︑大に熟考し︑幼きより科畢的知識と何時如何なる鍵化があって︑我が園に押寄せないとも

感つしってぎぎのう穆丞
物
質的技能を養はねばならぬこと︐存じます︒云へ暇いし︑叉幸に大戦争は潜んでも︑次の大戦が

五七

を床つしって菅系んめいくわがくてきこうげい泥い︵ういいこのあひだしよわこぐみんいか
其の物質的文明︑科畢的工謹の代表とも云ふべきもないと云へい︑此間に虚して我が圃民は如何にせんと
うちひかうきごとだしかをたんひかうぎこんにちわくにありさまじつかんしん
のシ中で︑飛行機の如き︑確に其の三﹂︑軍に飛行機するか︑今日の我が画の有様では︑賞に寒心すべきで
こ ︑みんしんふＬんわかかせんとうし説毎コこのほどやぎせうレやらだんいままでせん写ぶくしぶ金ぱい
い﹃うれつロもつ
の優
劣を以ても︑圃民の振不振が分り︑且つ戦闘の勝ゐる︲此程の矢木少将の談にも︑今迄は戦局の勝敗は
げ．んじぜかいだいせんさうおぶう・りくぐんかいぐんこんごくうぐんい
はいけつ
敗
が決せられたことは︑現時世界の大戦争に徴しても陸軍と海軍とでしたが．今後は空軍と云ふものがぁっ

時事所感

昨事所感

五八

・りくかいぐんいじゃ全しゆひよくいか誼れんちは輿これせ寺﹄に釣お

て︑陸海軍以上の主力ともなると云ふことでした︒斯舞恥型﹄と蛎勃ったならば︑母は之が責任を負って︑

るつ
時誉
勢ふ
にむ
あいって︑飛行機の趣味を養ひ知識を進むるは娘を殺して自殺すると云ふ有様でゐっだが︑今日では
じ

ごしよらち

１ろたこりんしゆぎ

ふりつ心︽る・げんこんはふりつおやご︾つ
責に急務と云はねばなりませぬ︒そん津ことは法律も許しはま
せ
ん
︒
現
今
の
法律は親殺し
ここやつ
けいしよ
△家庭教
育の蕊責任／でも救かるあり子を殺しても
死刑に庭しせ
らるるものあ
わくにせいしんかいみ
ぺつもんだい

よがくかうとつげふ
別問題ですが︑我が国の精祁界を見ますに︑御承知り︑全く個人主義となって居るゐ
︑ぢ女
畢校は卒業しても︑
ごとは渥感うれ
ひさう路・星せいしんもがく︑︶やおといものたくさんことげん

幸﹂

いた

じや参りう

ゐ

わだし

なんいよるかしんいづよいついはゆるしんし

つぎ

せ巷にんらんいんうす

Ｌやくわいぜんばんちからかこじんほんゐ

かは

じ

の如く︑甚だ憂ふべきことがあります︒それは皮想上精祁は無挙者に劣ると云ふ者が津山あります︒殊に現
こん暗んてぎ
こぐけしやくわいこんかていけういくせぎにん︲うす
のことでなく根本的のことであります．閲家とか吐曾今は︑家庭教育の責任が薄らいだやうであります︒
かうふく
こじんかうふくくわいらく
おもげんこんばんかにんｂ︑えきおもい
と
かの幸幅よりか︑個人の幸禰︐とか快楽とかに重きを現今は一般に一家よりは一人の利益を重んずると云
おけつくわせいと
けうしはうちく
けいかう
こんにちふじんか・ため
置く瑞喋︑詮碓にして教師を放逐するものあり︑子とふ傾向がありますので今日の婦人は一家の潟よりは自
して父母を虐待するも誕ゐ動︒識とし江鉱濫冷遇す己の快楽を計ると云ふものが多いやうです︒私の激へ
るものあり︑妻として夫に背き夫とし妻を亡ろにす子の中で非常に頭脳の好いのがありましたが一寸した
りこぼんのうまん七く
きよぼう
涼んぴつ菅み︒と
かへつこんにもは江は
るものあり︑自己の本能さへ瀧足しだならば︑段春褒ことから文筆の技を認められ却て今日では甚だしき愛
ひふと
ほ
のまか
め画ば
計
オもー
ド空ミ
ッ老ス
鱈とか嘘の神隷儒鱈は礎はないい
と云
人お
が多
くも
なり
りた
者と
ｂか
一家
のな
麓を
計ル
らず
しく
嬢となつ
しやくわい散でおこ率︑

こん壱茜いつ
した．班に婦城雌卜輝て蝿︽雛撫︑鏡織拳のことの上流てあたら婚期
を逸せんとして居るのがあります︒私は

たんしん系んしはうどこるひはんほ人ゐいまる娃芯レしかこじんしやくわい

吐
曾に迄行はるシに至っては︑何と云って宜しいか︑一家と一身と何れが宜きと云ふことに就いて所謂新思
戸一皇．こゐかんしだい
しかと
ふくざつじじやらさうひとぎろんじゃコザなにぶんこじん
遣雇遺城の次第でありますｃ併し其れには複雑の事情想の人と議論を上下することがありますが︑何分個人

しんじ ついかん

があらうから︑軍に新聞紙の報ずる所のみ殖祇剰付る本位を云ふので全で話になりません︒併し個人で吐曾
ことは出来ませんが︑単校教育にしても︑家庭致育にが立つなら宜しいのですが︑一枚の衣服を着るにも︑

しても︑心術の蜘何を二の次にし︑責任観念の薄らい牡曾全般の力を借泌馳誰な郡ませんから︑銅人本位の
だ麓であらうと思ひます 例へぱ娘にして不品行砺破謂はれないことは殊更申す迄もあるまいと思ひます︒

彫馬名工石塚光徳博
光徳翁．初名精三郎︒北総結城郡大花羽村遜生里＆石
塚喜右衛門長子．家世篤里正︒業農︒篤人冥奉一象宕︒

不事生産︒明治初︒矯村吏十総年．不得志・去遊東京．
．○○○○
潟官吏︒亦不得志．乃溌憤畢彫刻︒技大進・最妙彫馬．

︑︑︑弓︑︑︑︑︑︑︑や︑︑︑︑︲

翁性愛馬︒自幼書馬．好作一筆百態圃・今也一心専攻︒
以彫馬矯命︒故羅馳騰駿起臥停歩趨之状︒宛然如活︒鱗

是其技大鶴．蛎者不絶跡．篤某作聡職像︒陳列諾三越

︑︑︑︑︑正︑︑︑
津美術室︒最博賞賛一苓Ｌ鮒謂余之於彫馬 雛晩肇︒所
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

以進歩一之速者︒是無池︒嘗畢塗剣︒鍛錬蕊血腕︒故揮快

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

錐

結城支曾長渡遥華

也︒余時訪翁︒犀︿諦瀞匠修婚脊蝿誉而得蝿蕊春欺・

一通

不停揮︒雄健逸宕之気．自現刀痕︒作品之優秀︒可知

︑︑︑︑▽︑︑︑︑︑︑︑︑

︑

華洲子日︒光徳翁︒長於余六七年︒其居相距・︑僅一里
許︒故能悉半生・中年聴刺︒意気不携︒至其技大筈・家
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
資稲豊︒都人署惨︒翁鹿其間︒悟淡倹素︒不挟技而貧
︑︑︑︑︑︑︑︒︑︑︑︑︑︑︑
財︒往々斥客日ｐ吾不燃利慾執刀ｐ営其興剛意得︒刀

除皆天︒後配祁田氏︒善和歌Ｐ無子︒先残︒

谷津氏・生一男三女︒長女通中島氏︒三女道石塚氏︒

郷︒大正三年七月十九日股．年六十八︒葬先壁︒元配

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑可︑︑︑︑︑
立像獄馬︒辱賜叡威︒其光柴可謂大笑・﹂翁老病締

︑︑︑︑︑︑︑︑︑
明治大帝酷愛馬︒因欲献彫馬︒焔精凝祁︒彫後星一蹄

洲

五九

時競設技術共進禽︒自標償額﹂陳列求僅者・比比皆然︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

〆

刀彫堅材︾所鯛無不熱意︒況愛馬篤天性平︒其自信如
此．宜英使槻者激賞不巳也︒翁難事小技︒忠愛之念殊

深︒

蕊

］

纂錐
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
若聞翁之風︒則富偲死笑︒Ｌ鳴呼翁寒村之一匹夫耳︒以
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
長一技之故︒荷天覧之柴突︒技之至者︒亦可貴芙哉︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石川文荘日︒此博細救光徳翁彫馬之巧︒興人轄之高︒論賛末段ｏ調

乃作之博︒以示後進︒兼曾外慕移業︒絡生無成之徒云．

刺世之技術家弊風︒尤億痛快︒

堀篭開墾記念碑

東京支曾長渡選操
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

端而己乎︒頭伏後段夫研二榛葬一関二草莱一以篤二良田一者︑
︑︑ザ〃︑︑︑︑︑︑ナ〃︑二︑・

報圃之事各有し所し志︒利世之業亦各有し所し望︒是豊一
︑︑︑︑女雛日目︑し︑︑︑手︑寺︑手︑テ︑ス︑卜︑

亦非二報剛利世之大者一平︑藤崎源治君賃其一人也︑君

︑

香取郡大須賀村堀篭之人︑父日二源兵衛↓母藤崎氏︑自

︑︑︑︑︑︑︑テ︑ラ︑︑︑︑︑︑二︑ラ︑テ︑手︑ス
レ幼堅忍確志︒不三敢染二浮華嬬套之風一︑専以レ農篤レ

〃ヲ
フ拓ニ
キ聞
謂諸鰻裳憧三里原野之荘荘夕
凌憤
従
二開
意近
カヲ垂チトラ

ヲラヲリブ女ルヲ
スラテニリ

レ

ムル

レ之︑負二来粗一而来願し潟二農夫一者不レ少︑君乃授二家典一レ

ハヘ︑ンヲハーコュラ

資魁奨脚致し誠︑於レ是至二人口一百有憐︑占レ戸者二十﹃
春翻二菱浪一︑秋脹二黄雲一︑一望陸田︑連二六十有除町﹃
二
肝い評堺鍔瀞塞悪妙趣加収束受二官許於明治三十年一
︑テ
至二
ニルトヲ

四十年一竣レ業云︑大正二年某月某日病残享年六十有一︑

ム

六○

チ●ストグチロ

上リス一プランｈニシ︲子リーフフチニ

配二北埼氏一生二三男子登三天︑其一日し健︑継レ家住民頃

｜青謀欲三建レ碑以報二君之悪一通介二石橋君一来乞二文余↓余
フ
ハノジノニラガラク︑︑︑

︑し︑ガン︑ニレ︑︑︑︑︑︑︑︑︑マ︑ハ︑テ︑ズ宅七︑︐〆

謂︑昔者鄭圃之民︑威二子産之悪↓作二之歌目︑我有二子
︑︑︑︑ユ︑︑ビー︑︑︑︑︑︑ス︑チ︑︑︑︑セバ力
弟﹁子産海し之︑我有二田晴一子崖殖し之︑子産而死︑誰

︑︑︑︑︑︑二︑シ｜フ︑︑弓︑一プ︑︑︑ン︑︑ガ︑フ︑︑ヲ︑︑チ

其棚し之︑夫人品之高下︑事功之大少舎不レ論︑自レ

︑︑︑シ今ハ趣︑︑勺︑︑︑︑︑二︑︑︑︑ソ︾︑︑︑ノ︑

今以後︑諸子常詞二此歌一以追下思古人慕二悪人一之情上

而想割至於其報圃利世之志業︽則輿二諸子之報恩之義一
︑︑テ︑︑テ︑フ︑︑︑二
相侯可三以惇二於永久一也︑存軒渡遥操撰文

チスヲニープノチストクシム

石川女雛日︒以二報園利世之四字毛熔二一篇論﹄具中間詳副救堀龍開墾

１セユ″二レスルヲ

之事﹁以誰二前言一後段更引二子産之恵一作し結︑能使三住民

金奨二勘農事﹃責是益二世道人心一之文︒

綿選畢と国民の畳悟

曾員岡崎毒市

○○○○○○○００○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
時勢を知るは俊傑に在り︑夫れ代議政治の特色を婆
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︾︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

揮し︑憲政潜美の責を塞ぐる︑時勢を知る閥家の選良

かいさん

ぜいりつ

を得るよりも急なるはなく叉先なるはなし︑況んや今

次の解散なるものは寺内現内閣が其の成立の根本義に

たすうよるん

Ｌんもよう

おい

開して議員多数の不信任を受けたるに封し圃民の輿論
せんきよ
公議を間人ものなれば︑其の選畢の意義︑普通の場合

ぼんしうんどうし々︑

選塞の本旨たるや其の候補者たると運動者たると婚
○○○○○○○○○○○
厚と
叉選畢人たるとを間はず︑其の向背を決するは画家

○○○○○○○○○○○○○○せいたう

せいぴゆゑん

こぐか

の利益を主眼とせきるべからず︑然るに燭ｂ政黛政

をうぜんきよ

一一一

い

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
大凡立憲政治の本領は上圃総を擁護し︑下輿論公議
０ＯＯ００○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
に詞するにゐり︑之を以て立憲政治家の徳操は常に此
こんにち
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
の観念を以て根礎とせきるべからず︑然るに今日の政

寸時も忠るぺからきる教訓なりと云はきるべからず︒

けうぐ人

椎の性質を明かにすると同時に︑選畢に干興する者の

せいしつ

すなは

に比し︑特に深重なるものなかるべからきるに於てと
かくご

派の利害を計り︑剛家の利益を眼中に置かざる如き

たな

し人ずゐ︑︑︑︑︑︑︑︑

たい

＆︺の

ゃ︑圃民は来るべき四月二十日の総選畢に封し︑謹め

しんみん

之に供ふる十分なる豊悟なかるくからず．

せん蚤．よ

抑選翠権な為ものは帝剛憲法によりて臣民に賦興せ

せん肴エけん

一一

は則ち憲政の漕美を期する所以にあらず︒
しはふくわ人くんＵ
と述べたるは固司法官に鍔する訓示なれども此の公

︑

ないよう

られたる参政権の祁髄ぢり︑されど吾人の選畢権と園
︑︑︑︑︑︑軸︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
家の機開としての行動とは明に之を湛別することを要
かうゐ
きくわん
す︑個人が選翠を為すの行溌は剛家の機関としての行
こじん
しけん
動にして選翠人たる個人に属する私椛にあらす︑選畢
あ

せい

かうたう

膿ソ︒︵〃た

じか

たちま

さ

しふきんりがふ茜

一︿一

たう

所し貧者貨財也︑営二其同レ利之時一暫相薫引以篤レ朋者

ろん

の甲黛に属し︑乙派に輿みすと稗するものも唯其の蕊

よくぱうす

治家を見るに何等主義政見の見る可きなきば勿論︑其

しゆぎせいけん．もちろん

勢を利用して自己の慾望を満さんとするに過ぎず︑即
ようんどうゐん

権の内容は唯選畢人たる資格の承認を刷家に封して要
もつ○○○○○○○○○○Ｏ
求し得る力に在り︑之を以て選畢権は公椛たると共に
０○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○○○○○○○Ｏ
公務たる性質を有するなり︑而して公椎の内容資質は
○○ ○ ○ ○ ○
か人よ
ごうほしや
常に公益なり︑↓されば選畢に干興する者は其の候補者

ち利便甲黛に多ければ甲黛員となり︑利便去って乙派

ずつむろ

しんたい

たると選畢権者たると鵜だ又運動員たるとを問はす︑

に稗ずれば忽ち乙派の人となる︑集散離合︑期する所

軒﹄矛︸

必ずや公益てふ概念を基礎として自己の出虚進退と定

は唯自家の私利私慾ゐるのみ︑欧陽修が朋黛を論じて

○○

めきるべからず︑之れ責に政治的公争の第一義にして

﹁小人輿二小人一以レ同し利篤レ朋︑小人所し好者利緑也︑

こうせい

くんじ

せいぢて苛

選塞の公正を期する所以の要道たり︑二月八日松室法
しぱふくわん

録

相が司法官曾議に於ける訓示の一節に︑
墓

しん牝じつじゃう

﹂と云へるもの真に現時政界の賞情たるかの観あ

纂録
僑也
りｈン Ｏ

かうどうみんたう

へうばう

︽︿一一

せいぢじゃうごくみん

００○○○○○○○○○○○○○○○○○○
政治道徳健全にして政黛の節操誌葦固となる︑今若し

せいりよく

みんい

一の政黛にして政治上の過失ゐらん乎︑圃民の批難に
いうせい

者毛

よりて其の勢力を失ふくく︑而して民意に合するの政

けんぜんくわつぽｂ

黛優勢となるべし︑かくて各政黛互に善政を競へば政

りたう

芽一

いた

０○○Ｏ●○○０㎡んてんにつせい

由来法は死物な・り︑之を活用して憲政の済美を期す

一ハ一
○○○○○ＯＯ○○００○○○○○○○○○

に期すべからざるに至るべし︒

き

じかくふはいしんちゃう

薫は盆健全の歩調を以て活歩し得らるべきの理なり︑
ぜきにん
反之圃民にして政黛を監覗すべき責任の重且つ大なる

更に之を政黛其者の行動に就て見るも︑或は民黛と
こ︑と

へんかう

争奪を之れ事とす︑かくて政策上に何等の愛更なきに
いうたう
て者たう
拘らず︑昨日の友黛は忽ち今日の敵糞となるの常にし
○○○○○．○○○○○○○００００○○Ｏ○○○
℃︑一として治道の根本義に鯛れたる主張を以て世道

さ人よ

●

・たう

をん言よ

政に参興すべき大切なる人をして人たらしむるの
この園く
みんてききたさい

弘道︑非道弘人﹂と云人もの即ち之なり︑選畢は責に此

●

りつけんばくわいいばゆる●

くわつよう●

るは一に人に在り︑縦令寓僚の憲典燦として日星の如

ごじん

きんいんせめ︒あ

人心を導くの態ゐるを見ず︑今日我剛憲政の進歩遅々

ぐ輝くも若し之を活用すべき人にして其の営を得きら

ひてい

たるもの︑其の近因の一は其の責政黛に雲在るば恐らく

んか︑立憲の大義は遂に破壊せらるぺし︑所謂﹁人能

五
琴﹄

とう︵う・

りえき

圃民的大運動なり︑要之来るべき総選畢に際しては画
そ

ぜきにん

民は働然投票の責買︑若くは利盆の授受等選塞界の悪

るを自畳して各其の分に雁じ憲政の護達に貢献すぁ所

弊に染裂ず︑如上述べ末ｂたる政治上の責任の重大な

理由を有す︑何となれば政糞の盛衰は之を儲覗すべき
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
圃民の立憲思想の消長によりて左右せらるべき運命を

なかるべか壷ｂきるなり︒

︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ

有すればなり︑政黛の腐敗は圃民の腐敗なり︑画民の

いやフ

治下の国民亦須く其の罪責の一半を負鱈すべき正常の
︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑

めたるの罪責を一に政黛にのみ綿すべきにあらず立憲

ざいせき

然れども吾人は我圃の憲政をして其の此所に至らし

ちかふたん

一﹂西

何人 も 否 定 す る 能 は き る べ し ︒

○○○○○○○○○○○○けんせぃ

をう定つ

を自豊せきらんか政黛は益腐敗して︑国運の伸張は途

四

＝

云弘或涯吏黛と呼次も其標傍する所は殆ど大同小異な
ｂ︑遇主義政策を異にする所ありとするも其は唯表面
だけふじゃういとう津ふ
のみ︑或は妥協と云び或は情意投合と唱へて一向政権

さら

グ

'

岡崎冷風君に答ふ

井金之助

＋

また

にちじやう

ゆさんてきしうがくりよかう

卓し︑

⁝．聖上陛下日常御精脚云々；：︶を跡とせられた

こくぜ

かいご〃︑

るが︑これ叉︑余輩の所謂遊山的修畢旅行誕蛎︑大い
おもむ
に其趣きを異にするのである︒而して叉︑同君は︑︵開

ｆわんてつ︑りよかうはい

園進取の圃是云々・⁝︶と言はれたが︑開園進取の画

さいご﹁

のうみん

よはい

けういく

見は︑農村は農村らしく︑農村の教育は農村の教育ら

のうたん

山的旅行を一例に塞げたのである︑要するに余輩の意

はい

さんて言えう

うれのうみんけいざいじゃう

かくご︲と

是を貫徹せんに︑遊山軸娠行を腰したからとてよ︑
決し
はい
て︑他に良方法が無い道理１あるまじくと︑余輩は信

もの

せいれん

い

披潅したるに︑拙劣不文意筆に伴はず︑所謂徹底せず

いた

よゆう

ずるのである︒最後に︑同君は農民の牧支の問題：・

しよけん

琶けうぐんせんざい

ばか

往々誤解を招き易きと悲しむ︒園らきりき蝿岡崎冷風君

経潜上除裕あり云々・⁝︶と言はれたが︑斯の如き間

よはい

ごかい

より︑多大の御教訓を賜はらんとは︑千載の知己を得
よぱい

しか

たる︑余輩の欣幸資に誉ふるに物ないのでゐる︒然し

や

な

をかぎ苦くん

てん

しく潟せは善いと言人のである︑余輩敢へて鼎を好む

者にあらきるも︑岡崎君とは︑意見を異にするの鮎あ

おこた

に幸禰であると信ずるので︑今日の農村の状態で︑新

ぜいたくひん

るの一端を︑御答へしたのである︒
しゆ︐ｆｌ

かんだんてうばつあ匙人

しかじゃうたいきつ

て︑︑間働なく虚柴心を挑護され︑決して井底に甘じな

いのである︒然るを教育者が︑この状態も察せず︑徒
も
のみゆさんてきわる
だいえんしふ

一︿一二

間に︑雑誌に︑種々様々の箸修賛洋品に︑諸興行等に

の．うじ

底の蛙で甘じ︑孜々として農事に脚精するならば慰誠
か
うふくじゃうたい

ば止訣きるに至喝可し︶と︒余輩は農村の青年が︑弁

甚だ遺憾とするのである︒
のうをんせいていかわづ
同君は︵農村青年をして遂に井底の蛙たらしめずん

ゐかん

ながら︑同君と余輩は．其所見を大いに異にするを︑

こ上

題を憂ふるの除ｂに︑則ち農民の牧支件はず︑経漕上
げ人ざい
よゆ．う
除裕の無いのが現在の農村状態で今のるから︑奄修賛津
ものみゆ
かいさし
に導くやうな︑開催などは膳すべきであると︑物見遊

せんがくひさいよけの泡んらい・
浅畢非才の身︑弘道誌上の除悪を蒙ｂ年来の所懐と
せつれつふ承んてってい

命画ロ具
‑1‑へ

に御見遊山的の旅行を催すから諺其方法が悪いと言ふ

錐

のである︑同君は叉︑︵陸軍大演習の如きに常りて云々
墓

〆

錐

川

かげやう

口平塚支曾護曾式

高木斐

湘南の二日韓

纂

きいご

ねぽう

い

六四

ばるふくも

いき

かいせんいらい

しぷやしゆ

主馬頭が下車されると︑入代りに一人の溶詐乗った︒
とかくくわい湛畢うはく
兎角する内に︑酋長伯の手から紙の一片がＨ氏︵特

の無い自分には︑質問を褒する事さへ出来なかった︒

げしやいりかはの

も興味ゐる新事賞が樽へられたが︑此方面に何等知識

に五億回に上るとの事である︒其他軍馬の使用に就て

きようみつたなんら
じ
ぷ
ん
で
き

の傾ことしよう

かひいぐんぱあたひ

のことを話された︒英一園でも︑開戦以来︑昨年三月
頃迄に︑米国から買入れた軍馬が六十寓頭︑この値責

はな

馬頭で︑曾長伯とは︑相識の間柄である︒談は欧洲大
もち
しきやんぱ
戦凱の事に及んで︑餅は餅屋︑主馬頭は︑頻ｊと軍馬

ほかじようかく

車内では︑一わたり新聞が見られると︑何かと談話

ｂやうしゆじ

いやうおも︒あ

︐はしもとくん︒

だらう︑間に合ふまい﹂と言ふ様な面持で︑可それでも

がて進行を始めた︒これで辛と春の気分になった︒

ムに出る︑間もなく列車が着く︑さて乗る︑列車はや
しんかうやつはる苦永ん

れつしや

と待って居て下すった・司穿︾よかった﹂と橋本君が代
あんしん
表して安心して呉れる︒切符を切る︑プラットフオー

．ゐくは

塚石川雨主事︑橋本上野山の雨君が︑﹁寝坊でもしたの

虚で間に合った︒停車場には︑既に酋長伯を始め︑季

くわいちゃうはく．

駈け付けたのが︑八時四十五分︑最後の五分間と言ふ

かつ
まあ

度をして︑腕車を走らせ︑電車を飛ばせ︑新橋停車場に

きのふけふ抱ご画も一い

春の日和は︑多幸なるべき一日を諜想するに充分であ

が交換された．一行の外に乗客が一人︑それは漉谷主
め
のかみあひだ瀧ら

人生の春だ︒

しや左いしんぷんなに

じんせい

はきら公かに光って居る・畠の変はモウ四五寸も延び
せいきふはるいき７１§
て︑青々と生気を吹いて居る︒ァ︑春だ︒生々とした

ひかはたけむぎ

満開の梅をあしらって︑繕のやうに見える︒田甫の水

で来た︒人が住んで居るとも思はれない藁屋が︑
まぐんん
かい遠みたんぽ

平和な村々を︑フーワリと包んで居る︒丘の雑木も芽

と

ホンノリと匂って居る︒晴やかな日影が︑霞に融けて
むらＪ１つ両ざふき
すゐおも

第に消えて行った︒春の香ばしい吐息が薄く彩られて

ゐはれ

窓外の天地には春が充ちて居る︒厚ぽつたい雲は次

毛うゃわい

P

った︒昨日今日︑寝心地の好い朝を︑あわたやしく支
でんしやしんぱし

れて︑明くれば十日︑雲の影はあったが︑風の無い陽
し
ゅんひより．よさう

やきう
ふしぎ
止み相にも思へなかった昨夜の雨は︑不思議にも晴

I

グ

︑わた

は

ひかｂ

に哲

もんく

あだま

が

ひらつか

めいけう

じつ

きま

か︲っ

ごしゆじんこう勺︲

こよひ

かうしや

いたところ

一▲争一︒

八

場は手塚小畢校であった︒校舎は上手塚と新宿と
も曾う
かんばんいにし

一一

て︑曾場へ着いたのが十一時頃であった．

くわいぢやうっ

表して︑敬意を表しっシ︑圃旗が掲げられた町を通つ

・へうこくきか殉生らとほ

しつけい

Ｈ氏の斯うした愛橋は︑今に始めぬ事で︑到る虚に
肴せき
︒あと
奇蹟が残って居る︒後で聞けば︑責に帽子の方で︑お

こっけい

に斯う呼んで置く︶に渡されると︑賑やかな笑聾が錘
もじ
わかい﹂
っだ︒それは三十一文字であった︒和歌と言はんには

先きに大磯迄失敬して︑御主人公の御手数を省いたの

みや

作︑うい

寓意が除ｊに滑稽で︑狂歌と言はんには︑文句が除り
ぱるさめ

に雅ぴて居る三十一文字であった︒

でゐった︒大磯には︑今宵の宿と決った︑副
侯の
の︐
副酋
酋長
長侯
こ主ゑん・
別荘︑高一麗園があるからで．かくて一行は︑Ｈ氏が代

︲春雨も朝日に晴れて窓の中
もんく

光ののどけか︐りけ︐り
みや春のや
今﹁い

あと

文句は甚だ雅ぴて居るが︑資は︑其寓意がＨ氏の頭上

おんびん

にめったのである︒頭と光り！乙シ迄言はい後は言は
ばな
ごとば
ぬが花であらう︒しかし断って置く︑ハナとハグとは

ひきつぎ・ぢぐちしゃれにぎ

決して一音便ではない︒

ひず

しくわい

けいい

れつしや

弐一フ

士﹄

とうかいどう

えきあたをしんじゆく

ばってんやちぎる

古く︑従って奮家等も多いやうである︒而し停車場が

と瀞するに至ったのである︒されば︑上手塚が歴史も
ふ
る・きうかとうしか

の東部の一半詫訂此庭も︑善くから︑平塚の加宿とな
りやうしやあわ
って居った︑︒明治二十二年に︑此雨者を併せて平塚町
しよういた
れきし

とうぷ︒こ口ふる

の一宿で︑江戸から第七鐸に常って居った︒新宿は町

しゆくえき

の中間にある︒上手塚は町の西北部の一手で︑古へか

おっとりよさう

引績いて︑軽い地口や栖落が︑車内を面白く賑はし
おほふな

らの宿騨である︒徳川時代には︑所謂東海道五十三次
王こばま

だ・・列車は焼忽とした春のたい中を︑心地好さ相に走

しやしっ

こゑ・

って居る︒いつの間にか横演も過ぎた︑大船も過ぎた
ちさき
ひらつか
と
藤津︑茅ヶ崎︑やがて列車は手塚にピタリと止まった︒

法うし

車蔓を出
︑船津愛之助祇鎚始め︑支命日の人々が︑
なる
かとく
とたん
態葱に迎へて呉れた︒いき腕車で曾場へ︒その途端︑

龍なを

帽と 子々々誕言ふ謎がけたシ空しく響いた︒而し列車は
しっぽう

心

そのもうかん

て一フわ

漸宿に設けられてから︑新宿の護展は著しいもので︑
こつがふ
じん
今では︑上平塚が千戸︑新宿が千戸︑都合二千戸の人

家がある︒其中間に小事枝があって︑両者の調和を箇

六
五

疾つくの昔にプーフットフォ１塁を離れて居った・例のＨ

錐

頭は︑失帽︵望︶の裂公︑平塚町に敬意を表しっシ
し車氏上のや
じゃううひかを
に春の日を受けて︑巳汀を得ず光って居った︒
纂

いたづけんちくしやたく毛のお七

・纂錐六六
この宝ちしてい

なづ

おうおもや︾﹄く沌暫じうじ

一﹂ミン

し考蛤ご

う

おぽい毛鋤もヤブかならこまや氏

がふ零﹄しやきんくわいもすとおほをうとうへいわしん
かいじゃうらばんしやうぴ・くわし弐

を

つ感てやう．かく
ひらこうしつぴものへ
い
わ
煙
る

だんＩ︑ふしくわいせつｂつ一﹂つ蝉フおもひばり

堀つしん︑をのどはじばくほむいみ

箔一やう？ｆ１

こうえんくわいふろかんばか・くわい１やてつろ

ほれをりきく堀んうらはる﹂かぎぴ

ｂっ少︑此町の子弟は︑自ら菖に泥ます︑叉徒らに新ら見える建築は︑曾牡の赴宅だ相である．其恐聯ろしい
を追はい教養を受けっシあるものと思はれる︒・目的を有った姻突も︑それに従事する砥員の壮宅功︑
平塚町では︑町長船津愛之助氏の骨折で︑昨年の十この一麗らかな春の日に︑白砂青松に飾られては︑唯美
月に一度︑講演曾が開かれた︒船津氏は︑奮くからのと趣とを威上させる許ｊである︒曾吐に通ずる織路も
熱心な弘道曾負である︒其後船津氏を始め︑同町有志亦︑青々とした変圃の間に︑唯無意味に置かれた二篠
の蓋力で︑段々曾員が殖え︑遂に支曾設立の運びに至の鍾捧としか思はれない︒と見ると︑雲雀が︑春の気
しゃべ
ひら
こんにち
って︑今日その謹曾式を開くこ︲とシなったのである︒分に浮かれて︑空高く︿シャいで︑焼舌って︑そして︑
はじ
しき
式は午後一時から始或る事となって居った︒式後講演気紛れに︑飛喋の如に落ちて来て︑変の間に隠れて仕
曾が開かれるのであるが︑講師服部宇之吉博士は︑都舞ふ︒春は美その者である︒平和その者である︒春の
合あって︑一時五十分着の汽車で塞曾される筈である︒裳裾に蔽はれては︑悪魔も天使に︑雫闘も平和に︑森
一行が階上の来賓室へ案内されて程なく︑副曾長侯羅寓象︑悉く美化されて仕舞人のでゐる︒
らいくわい
が来曾された︒侯は昨九日︑大磯の別荘に行かれて居西の方には︑上平塚の町家が並んで見える︒高麗山
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階上の眺望は︑甚だ開諮なものであった︒東の方にって︑遠く雨降山が霞んで見える︒卒塚の起源だと樽
は︑新宿の家並が眼下に見下された︒それから北に方へられるさる貴人の塚は︑↑松雲山要法寺の境内にゐつ
まんしや
って︑八幡牡のある鶴ケ峯の丘っいきは︑一帯の青松て︑その周園に楠ゑられた松に屯︑古い惇説が残って

はくさゑぎぬ

をかつえんとつみたぐさうそフ

暑﹄趣ん津つ・こ王あほひ

が︑白砂を繕絹にして︑こんもりと描かれて居る︒其居る︒校門の前を通って居る︑街道の松並樹は︑追想
青松の丘の蓋きる所に．大きい姻突が見える︒それにの緋を手繰って︑あうし昔を想像して見るには︑唯一
つざ

けんちく

を

績いて︑異風な建築が一種の趣を見せて居る︒その一の紀念物であらう︒此庭から海岸へは︑一寸間隔があ
か
こひ．くわいしゃこ宮はうかくぱうせきや．わいしゃ
園は︑アームストロング曾献の火薬製造所で︑此慮か︑るが︑その方角に︑いづれ日比翁助氏の紡績宮斌が建

てられるとの事である︒か︐；て卒塚町は段々工業に築

かくて階上の来賓室にかへると．大分傾いた夕日が
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な護達を遂げて︑十分其目的を達せんことを切望して
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えるでゐらうと期待されて居る︒︑
とかく
ほん匙くんらいちやく
兎角する内に︑服部博士が︑本間君と一所に来着さ

西側の硝子窓にキうめいて居った︒と見ると︑今迄見

と

れだ〃時は二時に近い︒やがて壁曾式が開かれた︺来

蕊なかった富士が︑夕霞に淡く浮び出て︑銀の鈍色で

ひ．ちつか垂ち§こうげふ

曾者は五六百名もめったであらう︑来賓としては有吉

こと

卿奈川綴知事代理として︑教務課長鼓包美氏︑螺硯畢

燕すりと彩られて居た︒それが︑左手に黒ずんだ高麗
まつえ
山を控へ︑要法寺の松が枝を︑右手にあしらって︑趣

ちか
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戸津留吉氏︑小田原支曾から︑村山大仙︑辻村泰兄雨

深い活書箇を展開して居る︒富士の書題は随分古いも

きたい

氏等が参曾された︒式は︑船津支曾長の開含の僻に始

のだが︑而し何時見ても︑新しい美威を典へるものは

しよほう源﹃く

．しつかう

りざ・フつい

こうどう

かいじゃう潅況ぷかたむゞ

まり︑徳川曾長の教育勅語奉讃︑徳川副曾長の戊申詔

ひら

書奉讃︑再び含長の大磯勅語奉請︑手塚主事の本曾要

富士である︒裂して︑大自然の巨手で︑千愛寓化の色
ふる
ぐわだい
彩と筆致とを見せるのであるから︑古い富士の書題は

︲とをい

領朗讃︑三度曾長の祝辞朗讃︑知事代理の祇鮮朗讃︑

叉常に新しい豊題として︑人類美感の好掛象たると失

らいひん

小田原支曾代表村山氏の祇鮮朗讃といふ順序で覇滞り

はないのである︒
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なく執行され︑絡って暫時の休憩︑それより講演曾に
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番ようとうち

移り︑第一席は服部博士の﹃理想に就て﹄第二席は︑
副曾長侯の﹃共同一致﹄︑第三雁は︑曾長伯の﹃弘道に

ついともこうえんくわいしうどう
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いょ黒ずんで来た︒服部博士は念に用事が出来て藤津

へ行かれたが︑一行は曾場を瀞し︑街道を腕車を聯
だうとく

畳えた様である︒かくて芽出度閉曾したのが︑五時頃
ひらつかしぐ必いしゆししたが
であった︒因に卒塚支曾は︑本曾の主旨に遅い︑﹃営地

娘て︑上手塚を通り抜け︑古花水川の遥で降りて︑大↑
ね津は

方人士の道徳を高くし善良なる風俗を造り町村の基礎
もシ︑てき

磯の方へ歩行いた︒数十歩にして花水川がある︒此川
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い友楽亭に着いた︒此亭が思

いうらぐ︑ていつこＥ

かくて道の一町除ｂも歩行くと︑やがてへ名もゆかし

みち

が︑小さい花を白く見せて︑所々に植ゑられてゐる︒

ちひばなみ

ねｊｌと登って行く︒道傍には︑白い筋を引いた熊笹
Ｌげ
れん釦乞ういしゆ
が繁って︑何劇かの舞蔓を聯想せしだ︒異種の樫や梅

のぽゆみちばた

道が出球相である︒日はトップリと暮れた︒山の麓か
ある
あた
らは︑雅ぴた山道を歩行くやうな威上を輿へる道をう

ねる

が程は︑樫が植ゑならべてゐって︑花時には︑花の墜

ばなどき

を受けた形勝の地に︑構へてある︒門を入ると一二町

ほどう

さ﹂う

やがて高一麗園に入る門がある︒高一麗園は副曾長侯の別

い

かいざく

が手塚と大磯との境〃一なして居る︒架せられた橋を花
ほうえい

荘で︑高一麗山の中腹から麓にかけて位置を占め︑東南
けいしようしつら
︑はい

雪さ一フ

の水路と流れて居ったのを︑賓永の頃に新に開塞した

かば・へ

恋のだ相である︒されば︑古く物の本に現はれて居る
註かＬ
またみや
いま
花水川は︑今の古花水川で︑叉その雅ぴた名は︑昔︑
った

河遥に棲樹多くや落花が水に浮んだ所から起ったもの
︲″ばなみづかほ

だと樽へられる︒道興准后の同圃雑記に︑
ち

なみＬらに哉

上︑うご夢１労かロブ

花水川の波の白玉

咲くとみえ散るとみゆるや風渡る

さ

．花水川といへる河を渡りて

よ

と詠み︑宗牧が東風紀行にも︑
ふう．りうな

花水川となん風流なる名もきシすてがたくて
こま

しの℃

で

雪職

駒とめて暫しとりか人蔭もなし
しる

こ上一わか

わがざくらう

と記したるを見ても︑此川が︑古くより︑其名の聞え
・い匙

て居った事が分る．

今花水川の両岸には︑稚棲が植ゑてある︒ありし昔

④おぽいとちか

を偲次料にもとの︑優しい人の心からであらう︒
．かいだう

橋を渡ると大磯の内の高一麗で︑高麗山は近く右手に
聾えて居る︒人家を離れて︑街道の松並木に出ると︑

芝ぴゐ
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隼

すゐろ

水橋と言って長さは廿五間ある．此川はもと古花水川

纂錐
＝

｜漢詩一切石川文荘選
東京詩史十律景画貫奮小林正策
︽麹坊赤山

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

灘灘驚灘熱蕊瀧嬢蓋

大島恰奮日︒痛寺因此詩始識之ｃ︵未完︶

雲中山房含友叫雲菊池秀言

山房曾友賞心譜︒不識門前雪満街︒媛酒嘘遥害促膝︒

陶然微酔暢詩懐︒〃

一月念八日︒陸軍大蒋︒／男爵・禰島安正閣下︒雁

吾結城郡教育曾之請臨豊岡小畢校︒隣校小中畢．

及女畢校生徒︒在郷軍人函．青年園諸子・歓迎甚

盛︒蒋軍冒登塘雪︒篇訓読演説・気拙而語巌﹂寓衆粛

聴威憤・余亦沸席末︒賦此呈左右︒

杖剣来遊絹水簿︒英姿堀爽威人深．至誠喝破騎著害︒

︽華洲渡遥武助

銅緬評尉蕊蝿鍵舞鮒蹄濠迩沢遼鐙舟船︒函握峠潤睡緬伽諏嬢殿

形多鍾禅︒吾癖謬浮諦錨鰐︒椙溌噸

f

志気填然存報幽．天下誰不欽英風︒髭髪如銀身如織︒

幅島婿軍有近製︒辱垂示︒乃薙其韻︒寄懐︒

丈荘日︒此詩有須概ｃ尤兇吾兄之精榊︒・

鷺輿東幸五十年︒黍庶子来及寓千．洞鎮怨霊修祁典︒

如蝿

岬が湾鐙国師謝溌鞭︒擁離郷籍癖癖鴫垂帰阿苧時迩箪塵︒

振起忠君愛圃心︒

︲石川文燕日︒傷時之言︒自溢言外︒

日谷花︒東亜経管尚遼遠︒眼前段富莫誇誇︒

榊田・

一・

軍騎馳鰐五州中︒﹂君不見振武偏依雄傑力︒何況鵜軍抜

華雄

六

石川丈荘日︒結句大強人意︒

華

登壇唱破響群衆．彼山之陽絹水溌︒育英須知第一義︒

九

四谷
詞

繁華豊可苑紛煩︒日夜篇々市井喧︒南境近通千駄谷︒
荊識謹杷謙蔵鋳雨漆祁︒軸酬溜唯続瀞郎管晦溌瀞︒癖誌

耐

、

難総蕊議灘撫撫醐騨
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詞華
○○○○○○○○○○○○○○○００００００
富掻護国在養人︒排却浮華儒弱弊︒説得日本男兇冥︒

訓之ｃ

女荘日ｃ痛快壮烈之文字︒一請三歎ｃ不堪感侃ｃ勝軍亦懐然撤舞大

同渡遥華洲勝哲畢堂山田認太郎
︑︑︑︑︑︑︑

地接紳京適歩瀞︒総蒼老樹餐高丘︒朱皇香閣清粧浄︒

四聖六賢儀表修↓哲理門中凝眼見︒懐疑岐路向人蓋︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑・
四時風色幽情足︒維日俳佃散積愁︒
女荘日ｃ優淋塵外ｃ以散積愁︒其清遊︒可羨︒

聞蛙鳴鹿三輪︐直哉
︑︑︑︑︑︑︑

五畝低田漢水盈・早狭挿去緑蒋柴向人不問公私事︒
︑︑︑︑︑︑︑
燭聴群蛙閣々聾︒

丈荘日Ｃ三四用故事而不見痕迩Ｃ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

大正六年三月三日南生弘道禁酒曾拾年紀念日席上

賦此積翠松本誠

弛父
父正公
﹂・文荘日ｃ弛
公ｃ 絶 飲 ︒ 千 古 億 美 談 ︒ 積 翠 君 亦 散 之 者 平 ︒

重︑玄
佐川環
︑︑︑︑︑︑

禁酒十年排寓難︒鋭々克己碑心肝︒免他世上殴蕃事︒

︑︑︑ ︑ ︑ ︑ ︑
偏浴天恩不豊寒︒

新居

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

書威

七○

︑︑︑︑︑︑︑

君是華厳畢界豪︒一心助化赴塵勢︒ 文章詩句倶幽妙︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

文荘日ｃ二首亦風柊高ｃ

︑︑︑︑︑︑︑
可見李生風格高︒

偶戚十首抄二酒巻翠唄

○○○○○○○○○○○ＣＯ○つ要０○○○○
舎創乗腰鴎鷺盟︒管城何敢勃微名︒一宙松月間機熟．
○○○○○○○○○○○○○○○○○○０○○
半夜蕊燈幽夢竿︒顔帖徐臨知妙諦︒蘇丈唯閲喜廉貞・
○○○Ｏ○○○○○○○○○○
床頭最誘疎香動︒盆裡塞梅綴玉英︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑００００○○Ｏ
世態労観事々粉︒幽懐萱諺向誰云︒終生問畢憐周子．
ＯＯ○○００Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
千古文章宗柳君︒偏左蓬蓄希晩節︒空嘗糟粕恥虚聞︒
句○○○○００○○００００Ｏ

茅驚践坐無人訪︒寓窓圃書擁夕唾︒；

石川鴻奮日︒偶感十首副心錐腎・員注心血者ｃ使人三嘆

石川文誰臼︒有須塊︒有風豹︒近作中之白眉

︑︑︑︑︑︑︑

新柳素骨横見吉太郎

新柳含姻立野塘︒舞々金線挑津梁︒無端送別休蕊折︒

︑︑︑︑︑︑︑
雨後春風次第長︒

文荘日︒三四亦是談子深愛者ｃ

送本間芳造君勝米圃二首逸耕小林道彦

︑︑︑︑︑や︑︑︑︑
畢術期富風︒道義法聖賢ｐ吃吃五姿葛︒錨雪功己全︒

︑〃︑︑︑︑一幸︑︑︑︑

千金購蓋古今書︒静坐研尋不出門︒︒更得非山非市趣︒

︑︑︑︑︑︑︒︑

喜君志遼大︲笑登寓里船︒
】
[

紅塵堆一暴卜新居︒
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原

ウ

雄飛三千里︒浩然意気伸︒宜記神州美︒須窺米圃冥︒

世を捨てし身にはめれども春来れば梅咲く宿にすまシ
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打霞むいをわを来れば大原の海遜の楼いまさかりなり

樫同佐倉町沼尻梅太郎

狙れて来し烏のつばきに春雨の降ると知らる興宿の静

同千葉懸睦村塞丸周郷敏

起出て庭はく袖にかアリけり降と功見えぬ今朝の春雨

同同本郷市川政子

木立なき棚の石の朝しめりかはか画見れば春雨のふる

雑鳴くかた岡山の朝月夜霞に消えてはるさめぞふる

同同卒京・子

春雨東京四谷卒貞子

鴬の鳴かぬ限りは梅咲けどまた物足らぬ心地こそすれ

鴬未来東京府東村山市川幸吉

朝な夕な詠め暮して梅の花常のものと屯おもほゆる哉

同三重懸桑名小寺信子

南より北より花の咲そ以て一木の梅も久しかｂけり

梅花盛久束京市牛込富久相川俊子

至誠何物敵︒徳業必有鄭︒
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丈荘日︒快男子︒穫大傑作︒可以壮其行ｃ余亦有師弟義ｃ故尤偽同感

次東皇山樵題自書奉蛙圃韻湘香新居敦
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汝陽松野緑

只競利名忘画家︒漫蒋口舌事紛誹︒誰知閤々池中物︒

○○○○○○Ｏ
畢寛唾天療是蛙︒

丈荘日︒今之所謂政治家ｃ讃之則営少塊実

軌小蓮薄井先生︵其︲己
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頼家衣鉢不差博︒憂圃情深椙義先︺一夜秋風乗鶴去︒
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燈前拭涙讃遺篇︒先生少従遊頼三樹

蓬勿雪畑筆厨露︒註壁構織硫娠認賑締謎蝿吸

州七鱈兵十七創︒竿生心血注勤王︒風流謄得詩書妙︒

一和歌一平塚墜峰選
早梅東京市薬研堀岡部志謹子
人皆に待たれノーて咲出つる薫りもふかき梅のはっ花

１１同茨城螺常陸開館中村賓水

同茨城耀北探町宮本秀吉

一

敷島のやまととの子に比ふくく薫りも高し梅のはっ花

同千葉懸小見矢部良高

詞華
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一

詞華
遠近の山の姿に立雲は今をきかりの樫なるならむ

海遥春望〃同土浦町渡遥嘉重
川遠く見渡す岸に打座く翠の雲ややなきなるらむ

弘道三百読を流して山形蝶酒田菊池秀言

三百巻をあつきにのせて皇圃の道しるべせしふみはこ
のふ み

同同同

かな

よろこび屯いかりもいるにあらはき租人の心を心とも

祁茨城鵬大蜜中村毒道

御中主祁の心を心にて如何なる世にも立つべがりけり

町役場新築落成山口蛎小松町矢部輿市

一

耕石選

色かへぬ深きみどりの小松町立柴えゆく蔭も見えけ︐り

一俳句一

春の風馬おとなし菖渡舟哉

野の梅に日晴れてありぬ家三五

手に乾く鱗弾じけば春の風
春雨や海見ゆる家の垣低し・

草・餅を責って戻るや揚雲雀
接木して掃く夕遠く雷をきく

あ６ちこちと抜や苗床や百千烏

カァテン兼一けり旭一はいの梅の鉢

残雪や兎食みけん苗木の芽
大溝や片より群るシ蛙の子

芝居着つく春浅き街かな

九

愛

徳威人風動物冒長閣下御染警

大阪府蜜川村一樋寓治郎
御心をこめて選みし語こそやがてぞ園のちからなりけ
↑り

失題静岡蛭安部製苗三輪直哉
時ならぬ筑波おろしに跡もなく散にし花の惜くも有哉

果樹園に烏唱ふ日を接木哉
野遊や風黄昏れて森を吹く

○東京府村上村市川幸吉

世の中は沖行船の道としれ訟かぢとりかぢ心してこ

同
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部

大焼の膝の九さや春の風

暁鳴汀涛虚夢麗掬晃素竹竹包寒

服

げ

〆

字仙子昔念外露陽風寸朗村石雨

､

一展はれて畑打ちつ勇野焼見る

春風や雀威しの鞄売
半日の雨風となる柳かな
水を離れて錨さや春の風

故園

砂さくノーと踏む東風の

芽のものに春雨白

天井の高きに寝ねて

『

梅百本接誉得て畑の暮色かな

．．ｒ

寒瓦松

ｊ蘇

耕石

Ｐ

。

春浅き畑土混り残しの菜

し鉢原

七

草山の同きょ６吹く春の風
かきよせて火移す芥春の霜
如月の障子に煤のありにけり
養魚池の︲水浸々と東風渡る

変踏みの口笛まく日暮かな

粒雨灰に昔ある野焼かな
白梅 の 嵯 峨 た り 月 の 水 車
東風吹くや書紡涯ふる湖の上
田一ぱいの日に静まりて蛙の子

荷物かつがせて春の道匿う
新らしき鍬の光りや春の風
春の風松．ある限磯踏裂ん
春の風小窓明事畠日なりけり

華

調伸する鶏に旭や梅の花

詞

仙乎泉沫聴孤萩柳紫は燈妻弧千幽耕蛙金斗若
ま 木 枝

雲也‑園雨泉村男畝石子峰樵城子香人房草室朽

春し小

、

三

事

主事︵画家人格観︶吉田文事士︵涯

一唯嘱講演三月八日市内浅草煙草

川副酋長石川主事を随へ︑講師と

に熊谷支曾の護曾式あり︑候欝徳

圃の要素︶横井農畢博士の有猛な
る講演ゐり午後五時閉曾
一溌曾式同月悩五日埼玉螺熊谷町

専責支局内に講演曾開催本曾より
せらる

本雨編輯員︑本間書記︑速記者上

として平塚︑石川雨主事︑高木橋

長︑御臨場講師服部博士︑随員

より伯寓徳川曹長︑侯爵徳川副曾

設置し其壁曾式を執行せらる本曾

な６たれば︑評議員曾に提案決定を

巳に建築仕様書蚊諜算書も調製済と

より曾館敷地に於て地鎮祭を報行し

四月三日︑祁武天皇祭常Ｈ午後二時

口愈々建築に着手既報の如く愈々

⑳曾館建設葉報

野山氏出張せらる︵平塚支曾報告

より市内祁田三崎町日本大畢講堂

一男子部講演同月十八日午後一時

不日倉員諸君の賛同を乞ふ事となる

集する方法を協議決定されたれば

を以て今同全曾員に亙り寄附金を募

り就ては大に寄附余募集の必要ゐる

に於て講演含開曾︑開曾の瀞卒塚

参照︶

待ちて直ちに建築に着手する事とな

塚町に於て日本弘道曾李塚市曾を

して加藤珊堂君︑足立栗園君出張

￨

講師派出の申請あり講師として禰
本日南氏出張
一溌曾式同月十日神奈川瞬相州平

⑧日本弘道曾記事

記事

ｉ
記

べ︑し

七四

⑧有志青年部記事

口論語講義書三月十七日午後六時

より本曾事務所に於て開く︒講師禰

本日南先生︑例により熱心に篤政篇

を講ぜらること二時間に除る︒先生

の講義は︑同数を重ねるに従って︑

愈々其特色を謹揮し︑引例縦横︑論

議古今に亙り︑聴講者︑皆時の移る

を知らず︑非常の満足を得て全く閉

曾せしは九時頃なりき︑因に営夜の

島谷義武君冠木恒夫君

出席者左の如し

村田朔一郎君馬庭作燕君
岡部幸子君戸淫五十三君
北淫安吉君羽村麺次郎君

榊谷順一君常松三郎君
錦織重黄君岩崎童作君

相川こ代子君開根八千代子君

足羽中次郎溌前島いの子君
伊藤もと子君横田きぬ子君

伊藤求つ子君小川楽子君

信田重並君帯谷久次君

外数氏逸名

加納盛
橋本元
道君
治君

△高等小畢校は教科目及び皐年の教授の程度
毎週教授時数等に付き改正態施す必要なきか
著しありとせば其の方法如何△蛮科袖習畢校

の如し

帝圃教育含主催全閣聯合軟育大曾は五月五日よ
り三Ｒ間帝幽教育曾内に開曾文部省の諮問案左

⑩翰全園教育大曾

内務省保健調査曾に於ては今同協議の結果各畢
校の衛生︑生理に関する教科書の大改訂を行ふ
と共に幽民衛生思想の根本的観念を養成せしむ
ろが鴬め高等師範皐校に於ける術堆ｂ生理畢教
控に特殊任用によりて醤皇士韮任用することと
し更に中畢校︑師範畢校︑高等女畢校の衛生掴
生理単教諭に閲してば専門の鴇師に封し教員無
試験検定の資格を典へ之に充っべきことむ決議
し文部省に建議したるが同省は内務省とも打合
せ之が溌施方法に就き研究中なりと

③衛生教育改善

１１

蕊球

高木八太

兼松義
本間和

１１
﹄
君君君

法如何

生徒の就墨一出席韮奨励するに最も適切なろ方

如し
報

︵ご小畢校正教員全部を被保険人とする保険

制度設立の可否︵二︺義務教育年限延長の準備
として高等小畢校増設の件︵三︺道府膳に教育

鋤幽民思潮調査

研究所を設置の件｜

帝国憲法資施以来廿飴年を経過し衣ろも未だ政
治的知識完沙らず固民の思潮ば紛糾混乱して其
趣く所羅知らず今に於て之が救蒋錐韮誠ずろに
非ざれぱ怒雁幽家の前途をして晴潅源らしむろ
虞わりとし内務省は文部省と協議の結果全図各
警察署に内訓韮溌して目下詳細に新聞雑誌其他
各種出版物購読者の社含階級的種類其の他政治
並に教育的慣性との開係等起戸別に調査せしめ
つ︲あるに付其・の報告走得たる上にて雨省ば合
一議曾海開き何分の指揮方案走樹つる磯定なり

職私立大単諜科延長

弘立慶眠大畢磯科︵現に二箇年︶延除き私立大皐
諜科修業年限懇二箇年に延長する件に就ては熱
護士高等丈官及ひ列検事採用試験中の藻備試験
撤厳に開聯して文部省と私立大皐倦局との間に
疏通する所ありし結果と見え早溌田及び日本の
雨大皐は来る四月の新畢年開始と共に責施すろ

年四月の新翠年より開始寅施すみ事に決定せり

事に決し他の法政︑明治並に専修大畢は何れも来

③級長を選次に理想選畢

雄するとずそんな問題で壮曾が騒ぎ立つ之もつ

選畢１といふ情責でずろみつけろとザ賄賂の遣取

まり国民︾卜立憲思想が無いがらである縄選畢の

△この機含潅畢校教育に利用し今の坊ら︒ん︲
お鯉さん達が大きくなった昨には理想的の選禦
をさせるやうにし永いといふ説奄吐く人が随分
ある現に若溌曾などでは﹃縄選畢に際し圃民教
育者に告ぐ﹂といふ題で小冊子歴つくり堂々た
る意見をのべて配布して居ります︒坊ちゃんお
鯉さん達と縄選畢︑果してどんな具合に結びつ
けられて居りませう︑之に就き京橘匡泰明小畢
校長は﹁尋常六年の教科書﹄には憲法の事が書
いてあります︑一三年の子供にばわでｂないや
うですが︑四五年生あ張りＴｂ
△憲法の意味と憲法の如何に有難いか起少し
づ 具髄的に聞かせて居ります︑そして昔は勝
手に法律態定めれが今は人民の生命財産を保謹
し人民の幸禰遊園ろ偽に法律は議曾でつくられ
ろ︒その大役彫荷悲議員は我々人民を選んで出
す 員に自分達は勿論人民の幸禰韮思ふならば
情賀や金の偽に動ｒごれず︑自分が最も公平に
見て第一の人物であると思つ流人走選ぱ︑ぱな
らぬと説いて居る︑衆議院市曾匠曾の選畢の時
に聞かせるばかりでなく︑各虹が級長韮選ぶ吟
にもこの教へ起膳用し
△理想選畢をさせてゐますｃ家庭などでば随
分逃畢で騒いでゐましても 子供達には一向何
らの感じもないやうです︒教師側では教師でば
新聞で様々の悪弊濯見源畔︑教授材料にすろ事
がありますが︑あより立入った事走聞かしてよ
いがどうかは問題で愈私共などは抽象的に斯襟
な事をし証人もあるが之は誠限よくない事であ

七五

、

郎一整

筒ほ聯合教育曾の討議事項の主なるものは左の

雑

支含報告
ろといふ程度にして居ります﹂云々

③正貨復ぴ激増
△総額七億千九百関

△所有者別千回

三月十五日現在の政府及日本銀行所有の正貨は
縄額七億一千九百蔑圃にして同六日の在高六億
九千五百蔑圃に比すれば外幽に於て政府の分一
千七百蔑固︑内地に於て日本銀行の分七百蔑圃
合計二千四百蔑圃を増加し又過去に於ろ正貨の
最高額七億一千八百間︵本年二月十五日現在高︶
に比するも筒百蔦固の増加怨示せり例雁依り三
月十五日の現在高を其所有者及所在地に匡別す
れば左の如し

政︲府一二六○︑○○○
日本銀行四五九︑○○○
△所在地別

合計七一九︑○○○

内地．二三○︑○○○

海外． 四八九︑○○○
合 ．計七一九︑○○○

③露幽の革命
恩最近世界の耳目を霊動せしめ穴ずつ霊園の革命は

去る三月八日︑露都ペトロぞフード諸工場勢働
者の食料鉄乏に起因する同盟罷工に端延讃しｂ
軍隊の一部︑之に加入しれる鴬め暴動となり
更に糟昨の政府に不浦鵡抱く一部の政治家が︑
之を利用するに至って途に革命的色彩廷帯び末

り︑議曾下院の之に呼膳して旭つれ及んで︑政
滞的大革命は︑瞬轄的に︑決行せられ︑前内閣
員韮拘禁して 所謂宮廷派の一掃に努め︑一方
臨昨委員曾を組織して︲帝都の秩序維持に努む
ろと共にも他方兵椛彩碓賛に掌握してｕ革命派
の主戦派衣ろ態度を宣明しれり︒かくて委員曾
ば十五日に至り︑各政派の領袖を網羅して新内
閣態組織し︑左の政綱悲凌表し主り︒
一︑大赦走行ふ事

二︑言論出版集曾結社を自由にする事
三＄一切の階級的宗教的民族的の医別制限走
撤族すること
四．普通平等直接無記名選翠に依り憲法議含
を召集し政髄及新憲法を定むくく右議舎召
集の準備を速かに途行する事
五︲奮警案を全膳し地方自治髄に属する官鰐
・の謹み衣ろ幽民轄察を以て之に代ふる事
六︑地方自治階の選畢は普通選畢に依る事
七︐革命に参加せろ軍隊をペトロゲラード市
外に移さいろこと
八︐軍紀奄厳重にする事
かくて 皇帝の譲位走見︑政擢は全く革命派に
蹄し︑並に一段落韮告げ魁擾乱は漸次鎮静に趣
きたるが︑政隙並脹圃照は︑憲法議曾の召集を
侍って之を決定せんとするもの︑如し︒今革命
勃鞍の起因として僻へらろ︲庭に依れば︑近昨
宮廷派たり︑親翻派犬ろ政府者並に官僚と民薫
たりｂ主戦派旗ろ議含との反目漸く甚しく︑事
々に乳襟の度起高めつ〜ありし折柄ｂ露都諸工
場勢働者の同盟罷工起りて之が導火線となれろ

七六

もの〜如し︒而も其近因韮尋ぬれば︑露圃政府
の永き専制唾迫の下に︑民擢思想は︑極端に護

達し︑革命思想は漸次躯く深く国民の心胸に．醸

成せられつ ありしが魁近年に至り︲官僚政府
の専横益々甚しく・議曾を無税し︑輿論韮塵迫

して︲濁り威禰悲恋にするに及び︑鐘に導火線を

職鮮明となれるの利益を︲畜すものといふくしｃ

得て爆稜したろものなり︒されば︑今次革命の
根抵は甚だ深く︑其目的とする所は︑親猫涯た
り宮廷賑れる官僚韮一掃し︑民擢の伸張と憲法
政治の確定とにあるが如し︒之が懲め戦局に多
少の影響ばあらんも︑結局する所ｂ革命派は主
戦派なるが故にｂ聯合園に取りては︑露圃の族

ｌ
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実書報告

⑲平塚支曾護曾式

去る三月十日午後二時より平塚小畢校に於て心
平塚支曾護曾式を畢行せり︑此日本部よりば︐
徳川含長︑徳川副曾長雨閣下駈始め︑講師丈皐
博士服部宇之吉先生︑平塚石川雨主事︑高木橋
本雨編輯員ｂ本間書記心上野小六郎の諸氏来含
せられ︑盛大なろ護曾式をまげ得ら権ろば︑支
含員一同の感謝措く能はざる一所なり︑常日午
後二時蚤曾式は船津支含長の開曾の齢に始まり
徳川含長閣下の教育勅語奉讃︑徳川副曾長閣下
の戊申詔書奉読︑再び徳川含長閣下の即位暗勅
語奉読︑平塚主事の木曾要領の期謂︑三度徳川

倉長閣下の祇鮮朗読︑来賓有吉祁奈川蝉知事代
理理事官鼓包美氏の呪誹代読︑小田原支含代表
者村山大仙氏の帆誹朗朗讃等ありて︑一旦護曾
式起絡り︑少憩の後講演曾に移り︑第一席服部
女畢博士は﹁理想に就て﹂一時間齢に亙り︑熱心
なろ御講演あり︑第二席︑副曾長閣下ば可共同一

な過ぎれり

致Ｌの題下に謀々として説示辻らろ←所あり︑
第三席曾長閣下は可弘道に就て﹂約一時間賑亙
り︑懇篤なる訓諭心賜はれりｃザくて来含者一
同非常なる瀧足韮以て全く散曾越しは午後五時

祇鮮

欧洲の戦乱好に剛ならむとして交戦図何れも
園家生存の偽に其の幽力態傾注するの意須愈
旺然たり英幽の如き悌幽の如き著修品の輸入
︑を禁止し畢圃共の妖乏態忍び銀苦に耐へ以て

其の大任悲途ぐろに錐念なし宇内人心緊崩す
ろこと今日の如きは歴史あって以来多く其の
類例を見ず随て道義の椛威愈加ばり迩徳の光
輝益著しき走致せり然るに我邦猫り交戦凶の
班に列しながら寅戦の地遥に天涯地角の外に
在る総め人心の緊熊自誹ら英併の如き韮得ず
往々にして寧しる其の弛解走来推し倦怠を致
すの観あり是の時に常り平塚町並Ｆ其の附近
に於ける我日本弘道含員諸彦は乃ち本曾趣旨
の存する所に顧み正に是れ袖手傍観すべきの
秋にあらずと総し同志青謀り途に平塚支曾を
設立し本日韮以て並に其の溌曾の式を理げら
れ邦家の憾め斯道の爵功窪浜慶賀の至に堪へ

支倉報告

の

聞く平塚町並に其の附近に於ては昨運の促が
す所業の新に股盛走来穴すものあらむとすと
願ふ隈職業の改まる者多き走致さば風俗亦随
て錘ぜざろ韮得ず此の間に虚にして町村の繁ゞ
築韮永遠ならしめ其の富力起健黄ならしむろ
は能く其の地方間有の美風芯保持し人心起し
て一時褒状の塗改しれるに動かさるろことな
がらしめ相奉ゐて其の弛解あ戒め其倦怠怨卿
まし健康を保ち勤勢悲奨み常に道徳の軌道韮
践み氷し経湾の賓果韮収めしむろの準備走完
ふろに在り然らぱ則ち本支曾の設立や正に地
方礎情の促がす所限適脹し並に宇内機運の趨
く研に一致するものと柵ふ可し
糞くは大にしては畢剛人心の弛解倦怠鞭来衣
せる僻今の碩澗起同へＬ緊張噸振以て道義の
撚威恕添へ道徳の光輝を加へしむろの一支柱
態以て任と総し小にしては地方褒状の愛改す
るに際し其の固有の美風韮保持して町村繁楽
の活力走健全ならしめ旺盛虻らしむろの一源
泉として努力し韮でば邦家の溌運に貢献し退
ては地方の振興に資益し以て其の敢億勇往の
精紳韮永迩に一貫し金本倉の趣旨齢間明にせ
られむことを稜曾の式に臨み一言所懐走拝・へ
以て帆誹に代ふ

日本弘道倉長．伯爵徳川達孝

大正六年六月十日

ｌ
耐

鱗

日本弘道倉は其創立遠く明治九年に在り邦人
の道徳韮高め園に家の基礎宅輩同ならしむる
話以て目的とし一意風教の向上に努め今や全
図数十支曾と数千の含員とを有し世道人心の
開拓に貢献する所紗でりず並に亦撫下手塚町
に於て其支曾韮組織し本日走以て護曾の式を
畢ぐみに至ろばぱ本官の窪に慶賀に堪えざる
所なり↑
方今列圃の大勢に鑑むれば民心走作興し団家
の基礎韮誰間ならしろこと特に急務なる走蕊
ゆ須らく国民各自忠孝の本義妬隠し修身練徳

是れ努め鯉全なる幽民症ろ走期せざる・へから

ず日本弘道含は質に此趣旨に基きて設立せら
れ従ろものなり望むらくは含員諸君一層の大

雄一言以て祇僻とす

︲葎働韮以て之が趣旨の貫徹一卜努められんこと．

僻

稗奈川蝶知事徒四位軸三等有吉忠一

大正六年三年十日︲

ｌ
耐

春風氷を解き梅花雪韮凌ぐ時維大正六六年三
月十日吾々が常に敬する常町長船津愛六助君
が日本弘道含長徳川達孝閣下外諸賢の臨席を
乞ひ愛に平塚支含の護曾式悲畢らろ君昨年職
彫常町長に奉じてより常に服智せらろｈ日本
弘道曾の旨趣により鋭意健全なろ町村の鞍達
韮期せられ赤ろが故に地方有志諸君が君の堅

七七・

グ
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責なる旨趣を賛し本曾に加入せらろ︲もの績
々ありて忽ち支曾創設の必要韮感ぜらろＩに
至りしなりと君の墜肩に負ろ任務や蟹に多大
なりと云ふくし而して今や本郡の中堅たる半
塚町に於て如斯典閲黛運の充溢を見ろば猫平
塚町の吉徴衣ろのみならず吾々小田原支含の
姉妹曾として狩来其徳に瀞すべきことの多々
あるべきこと態深く信じて疑はざるが或に柳
か鮮延呈して覗詞に代ゆと云爾
大正六年三月十日
日本弘道曾小田原支含代表

村山大仙

因に濫日来賓の主なろものば祁奈川懸知事代理
理事官教勢課長鼓包美氏︑騨澗皐戸潅留吉氏︑
中郡武田巌作氏︑郡覗畢増田周吉氏︑小田原支
曾代表者村山大仙辻村泰兄の雨氏其他隣村長及
小畢校長等にして筒本支含設立に付直接間接に
誰力せられ流ろは原田勝右衛門︑原田清七︑笹尾
松四郎︑平野匿吉︑千田繁之助︑鈴木幸次郎︑湾嘩
銀次郎︑内田次郎︑秋山平五郎︑原門開太郎︑今込
浦吉ｂ小瀬村半四郎︑山口半太郎︑高瀬八百八個古

家藤太郎︑植村元次郎等の諸氏して筒ほ支含役
員ば左の如し

原田楽太即

平塚支曾長船津愛之助
副支曾長富田清五郎
幹事︵十五嚢︺加藤銀蔵

守屋貫量
志村棟作
原田敬治

以上

杉山中次郎
奮藤富太郎

古木隆三

比企喜代助
内藤永太郎§
清水正之助

奮藤仙八郎

古木甚八

今井次郎八

原田重則

③豊川支含報告

客歳四月中旬本管講師足立栗園先生は常支曾に
来駕せられ昨局に封してと題し一場の講演怨以
てせらし浦座の蕊衆に多大の教訓悲典へられた
ろば感謝に齢ありとす其瑚一樋副支曾長の提案
に係る本曾々長閣下の員筆下賜の件走浦場一致
燕以て可決し同講師に幹旋悲切望せり其意ある
閣下を仰墓するの赤心に外ならざる韮以て講師
も意韮諒とせられ快諾芯典へられたり閣下ば侍
従次長として宮廷奉仕の要職悲辱せられ公務多
端なるに拘はらず親しく墓走揮て常支曾に下附
せられたり徳感人風動物の員蹟は曾長閣下の馨
咳に接するの思あらしめ支曾員の欣幸何物が之
れに過ぐろものゐらんや索莫たる北擬の天地億
めに光築の禰沿含起畳ゆ部日常支含韮代表して
一樋副長は之を奉持し氏榊に奉告せられたり我
が支曾員穴ろもの何を以て此厚志に酬ゆべき要
ば本舎要領を遵奉し身韮修め家を海へ支曾の函

七八

起筆固にして︑柳か本曾に霊すにありと確信す
永へに倦曾の什蛮として之韮汚すことなく含長
閣下井に足立講師の深甚なろ厚志き感銘せざる
くいらず並に員筆拝受式韮単行するに轍り所思
の一端を報告すること爾り

︑小田原支曾報告

三月十一日午後一時より同町壷安寺に於て財剛
法人道徳赦曾例含丞開く監事村山大仙氏閑曾悲
告げ浄土宗布教家松隆宣魂師壇に上り函人生問題
の解決を容易に典へられ強ろば悌教にして其の
慈悲と云ひ布施と云ひ叉は愛語利行同事と云ふ
が如き皆此の貴重なろ衆生をして固家の一員た
る資格走造らしむ・へき世界唯一の宗教なること
左懇々説明して後服部博士の誹演あることか紹
介して降壇せり
女皐博士服部宇之吉君登壇家族制度と園篭と云
演題に就て家と云ことば東洋と西洋と其の組織
に於て頗る其の要素態異にす而して一は夫婦を
家の本位となし一は夫婦の上に父母を戴き下に
女兄韮愛育するにあり西洋の家には夫婦の外父
母もなく女免もなくして夫婦は子態養ふ義務を
有すと云ふ其の親より子に扶養ル要求する擢利
なきや勿論なり然らば親の老後起ぱ如何にする
かと云に子が猫立して妻を姿ろまでは之を養ひ
巳に夫婦猫立しれる以上は最早其の義務悲果Ｌ
たるものにて親子は同棲せず各別に一家宅なし
街財産あるものは其の計産の自己の養老費だけ
除き置くこと詮得れども財産なきものば止む走
得ず兼て養老院に掛金起なＬ緩き六十歳に達し

我ろとき養老院に入りて同院の保護韮受くる習
俗なり之に反して東洋の家は同じく夫婦態中心
とすれども仰で父母を養ひ傭して女見走青する
義務潅負ヘリ西洋にては家の相頼には敢て重き
走措かず遼産は悉く縁故新Ｆ分配し線故老なき
ものは公共副篭に寄附して其の人の跡を永く後
世に博ふること なり届れり日本民法に定めら．
れし家督相績と云ふＥは西洋には更に要なく濁
り日本に於てのみ其の必要悲感じたる全く日本
の習慣によりて出来れる法律なり而して財産韮
家督相頼者と其の他の繰故者に分奉を定めれる
が如きも新しき法の如くなれども是は素支那の
法にして唐朝時代の法其の侭を移され張りしが
武家時代走性て最近徳川氏の治世に至り縄領が
家督相綴するときは財産の全部走も相縦する意
義となり汝りしなり畢寛東洋に於ける家の相縦
と云ふことば祇先の霊の宿る家走相績する意味
にて若し此家の断絶を見るときは祁先の霊なし
て宙に迷はしむる不孝の兇となるにより必ず相
頼迂しめ胆ぱならぬと云ふ︑とは総然の結果なり
然して其の相縦に就て日本の相繊習俗に比して
支那の相績は一層理論の透り張る鹿あり支那帳
ては家の相頼は嫡子韮以てす若嫡子あらざれば
同く
くＬ
した
たる
ろ血
血雄
族に
にＬ
して
其の家に最近く其︿
のの
宗宗
を主同
ぱ兄
兄弟
弟の
の子
子の
我が子に成し得らろ︲もの催令へへぱ
如きもの韮以て相綾せしむろ走法となし倫河
相婚せずと瀞し兄弟の子韮養子となすことは
息女
女と
と結
結婚
婚ぜ
ぜし
しむ
むろ こ
れども其の養子と自分の息
と走得ざるが如 し 日 本 の 相縦は他姓をも自由に
養子になすこと を得て頗る康義に相頼は行はろ

支含報告

れども祇先の血族相頬と云ふ鮎に至りては理論
の徹底せざる虚あるが如し然れども固家は此の
家悲綜合して始めて能く健全なろ風家組織をな
す此の鮎に就て日本の 天皇陛下と我々臣民と
の間のＥを常に其の行幸啓の際に現はる卜表情
起外国人が評して織りに上下阻隔して親密の妖
如せるが如しと云ふこと数々耳にすることあり
成程外園の君主侭令へぱ凋逸カイゼルの如きも
全がベルリン滞在の際にも目蝶し龍ろ事武にて
偶日本人が小供韮連れて散歩ぜろ怨僅少の従者
韮奉て漫然市中徒歩せられる際彼は誰れの子ぞ
愛らしき子なりなど指さ〜れれろことあり叉磯
山に遊びて鑑夫の持てる茸の火を呼ぱる︲が如
きも敢て珍しきことにあらずと云ふ変に親密の
表示と云ふくし然れども吾々日本人の天皇陛下
走仰ぐば猫現在に於けるのみならず其の淵源遠
く固家の綱本家たる宗家の君主にして歴代皆此
の家族韮綜合せらろ にあり然るに近来西洋の
個人主義の弊害衣ろ我椛の行嬉怨ぱ新しき婦人
と稲する輩など時代の愛遥に乗じ窓に横行を蓮
ふせんとす其の結果婦人にして結婚は自由に行
へども子供態生むこと避厭ひ成るべく子供を持
たずして夫婦魚侭の行憾な途げんとするものあ
り叉は走り汝ろぁ夫走持れずして交際場裏韮凋
身なろ西洋婦人の男子に持て難さろ︐が如く我
侭なろ欲望懇志にせんとするものありて家と云
ふ思想に漸次緩み韮生じ宋リ犬ろ感あり如斯根
本的に害毒態なす過れる思想宅ぱ諸君と共に極
力撲滅せしむろことに努力せざる可らず云々と
畔問の都合により是にて降壇せられれり夫より

大日本勤愉含主幹久保村憲介設が横演に無料宿
泊所を浬設すること零粋なろ勤愉の除津を布守
れんことを乞ひ間古郵便葉書韮組み合せれる土
瓶敷を示して各家庭に雁湘述らる︲こと韮得ば
以て多少の倣徳韮見らろ←ことならん去々と四
昨閉曾次曾は四月八日講師加藤端堂居士江ろこ
そ准告て解散しホリ

︑萱丁田婦人例曾

貧富の感想脹就て柳所見を陳ぶ筆へしとて花の日

三〃十七日午後七昨より同町辻村泰兄宅に於て
壷丁田婦人曾例曾態開く嘉慌孝子女史臨席あり

曾の日村井銀行に常日の責花慈善資金縄額起預
け入の徳参りし昨登蔑圃一束づ︐山の如く積み
童奴て日に如斯取引の行はろ と云ふ現金出納
の状況に触れて賛雁百蕗間長者の名空しからざ
る事賀を感じまし北其の後或人が村井氏所有船
韮借りて使朋中遭難の非運に陥りれりしときも
七十寓間の保険韮附せれしが偲右多額の保険金
は即長者なる村井氏の手に入ることｌなりれり
と云ふ壮曾ば如斯猫長者韮のみ保護して貧者に
薄斗萩と云ふに決して然る不平均のもの限はあ
らず此何不足なき村井氏の御家にも昨年は最愛
の夫人奄失はれれる不幸あり武に一家は悲痛に
閉ぢられて金銭韮以てなし得らろ︑葬式の如き
は賞に他帳見ること韮得ざるまで壮大を極めら
れしかども村井家に生れて現主吉兵衛君走迎へ
私の記憶に存するろ近き既往までは僅に畑草屋
走経管せられつ〜ありしが最近の時勢に乗ぜら
れて今百蔑回長者に登展し未だ嘗て一鮎の不足
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支曾報告
韮だも感ぜざりし人が此の最愛の夫人を失はし
むろことの如何に恨事とせらろｔや其の程度は
謀り知る限にあらざるなり其の後本年に入りて
同家には或宮仕への高貢なる夫人韮迎へられて
家庭は再和須洋々として一陽来復の観を呈した
りし間もなく突如として此の程吉兵衛君の一粒
髄にして前に三島子爵の令息韮養嗣子に迎へら
れたろ令夫人の死亡せられし悲報か新聞紙によ
りて博へらろ︲に避ふ私は直に車韮走らして其
の邸に就き親しく弔問せしに賀は御一門の上下
翠て悲歎に暮れるらろ︲状は貧者の吾々が尺度
態以て謀り知ること能はざる程度の捕恨に沈ま
れて何とも慰問の申上様もなき状態なりしなり
若しも此の御家が百寓圃の長者にあらざる吾々
貧乏人に於て見る悲痛事なりぜば燭人生問題の
恨事に於ては誰ド識ろ虚あるべき筈なけれども
身代に闇してま．ても如斯遺憾に咽ぶが如きこと
は毛頭なき次第にして則貧富の差は天地の懸隔
せろが如き観あれども麦に至て能く平均せられ
れるものと云ふ・へし之に反し牡曾の下層に於け
る貧窮生活の状態走資地に就て見るに或現役兵
の家族が僅に一日一二四銭の内職あなし僅に二愛
敷の貸間料な収めて細き畑韮畢げ居るものあり
平素は之に現役中なる戸主の稼ぎありて優に生
活をなし得衣りし沙ども今は夫れなきが侭屋根
は庭々星延戴き日々の米代にも硝ど差支ろと云
ふ今之を救うて戸主が現役中の生活韮支ふろに
幾何を要するやと問へぱ屋根の修覆十五回と古
物買出資金拾間と韮要すれば其の拾園に工古足
袋古識瓶の類を貢入之に加工して販賓すれば一

回五十銭位は稼ぎ得らる︑故優に生活を支ふろ
こと走得くしと依て花の日含に於て目下是等に
封し救湾方法悲謹じつｌある次第であります︑
上の如く貧富其の居る所に就て見るときは脊壊
以も只ならざれども其の人生問題に於ける結果
は浩ど大差ばきもの 如し萱丁田婦人倉が明日
足柄下郡地方改良曾に於て其郷風教改善韮貢戯
せらろ〜虚あろを以て表彰せらろｌ︑と云ふの通
知に接せられ証ろに就ても自今一層燕勘して其
の行錨な仮まるｌにあらざれぱ社曾に重ぜらろ
と共に難事に遭遇せらろ〜ことなきにしも限
らざるくし諸姉乞ふ以上に顧みて倍々努力せら
れんこ とを云々八時半閉曾次曾は四月十四日開
含すろこと牟告て解散し派リ

③﹃大正道話﹂の溌刊

本曾講師並に編輯委員衣ろ足立栗園巽は︑・杜ゞ

育曾心創立し︑月刊機開雑誌可大正道話Ｌ走溌行

曾の悪風潮日々に禰漫する態慨し愈今同通俗徳

することｂなれり︑氏が杜曾の徳育に誰力琶ら
ろｔ事の久しきば︑人の熟知する所咽今氏が一
含悲組織して︑熱心に此方面に努カゼらる〜事
ば寅に適常なろ好壇場韮得られ茨ろものと言ふ
くＬｃ通俗半易の筆致を以て七虚世修養の道を
説くは︑氏の最も得意とする所︑本誌が畢校家
庭等の良参考れり︑青年男女の好伴侶衣ろば信
じて疑はざる虚なり
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明治初年治屋興業の聾のみ盛なりし際濁り圃民道徳の必要を唱道し大聾疾呼遂
に狂潤を既倒に同せし泊翁西村先生か爾来三十有除年一意世教道徳の刷新維持
に全力を傾毒し朝に立ち野に出て侃々誇々其一意見を綾表し特に晩年老躯を提げ
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