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日本弘道曾主意

日本弘道替は明治九年故西村茂樹先生の創立に

の基礎を蓋固にせんとするにあり而して儒教哲

係り其主旨とする所は邦人の遺徳ル高くし国家

I

皐及宗教の一方に偏椅せず賭教の長所を探り明

世界内形勢を察する事
画家の婚来を慮る事
政治の良否を観る事
圃家の維湾を知る事
教育の適否を老ふる事
無識の者を教化する事
道徳の圏結を固くする李
正諭を張り邪説を破る事
国民の風俗を改善する事
賦曾の制裁を作る事

同要領乙溌

頒を責行するを目的とす︒

治二十三年十″三十日の聖詔を遜奉し本曾の要
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日本弘道曾要領甲瀧
忠孝を重ずぺし︑祁明を敬ふくし
皇室を尊ぶべし︑本圃を大切にすべし
固法を守るべし︑国益を悶るべし
皐問を勉むくし︑身賠を狸健にすべし
家業を脚むくし︑節倹を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くくし
信義を守るべし︑慈善を行ふくし
人の害を菰すべからず︑非道の財を貧るべからず
酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染るべからず
宗教を信ずるは自由なりと錐も本圃の害となるべき
宗教は信ずべからず
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倉告

五月十五・十六・十七日

満五十年記念大宮左の通り開曾す
第二十七訓回定期総曾

一︑期日

一・倉場自鴬晶︵上野公園︶

ｌ︲Ｉ

ｆ一︑・瀧五十年記念式勘ｉ

言大講演曾

一︑大呪賀曾︵精養軒︶

一︑故正副倉長年祭︑墓参曾
一︑通常綱曾
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一︑協議曾

︹詳細は五月瀧に慶告可致候︺
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日本弘道宮の主張

一︑人格の完成に努力し以て家庭画家世界人類の篇めに奉仕する所以の根本を樹立すること

二︑物質的生活偏重の弊費を脱し精祁的生活の向上凝達を期すること

三︑物質的生活を以て心を累はさぜらんが潟め其の程度に雁じて生活の簡易を固ること
四︑生活の簡易を園ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は以て生活の没趣味に焔るを防ぎ

一は以て精祁的生活の向上磯達に資すること・
五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が牡曾的生活の必須篠件たること

を明にすること
六・人類共存の本義に擦り他圃民に封する敬愛の精神を養成し彼我識力して世界文化の護達と

人類頓証の増進とに寄奥せんことを期すること
七︑斌曾的生活は圃家の統制の下に於てのみ完全に遂げらるぁものなれば荷も言論行動にして
画家の基礎を危くするの虞有るものは之を排する事

八︑職業地位の如︑何に論無く一身の圃家に蕊るこ︐﹄を知り念々画家の二字を忘るべからざる事

九︑画家と一鰐不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し画家墨って圃篭の尊厳を蕊場するに努

むること
十︑租先の遺志を継承し︑列聖の大訓を遵奉し以て君民一徳の理想を賞現し圃蓮の隆昌を協翼

せむることを期すること〃︑

繋需鵜詣券雑恭兼兼需繋鵜恭繋誌鵜繋繋滞滞繋業籍諾諜繋

○東本願寺の限定相績問題は愈出てＬ愈醜なｂ・法主は飽くまでも

精神界の救潜者を以て任せざる可からず．本山の財政如何に拘はら

ず︑貨殖に指を染むるが如きは尤も非なり︒若し果して随劣なる欲

望の為に浪費する所ありとせば︑其の更に非なること言を待たず︒

○抑も限定相績法は奮家の腰絶を惜む家族主義の立場より制定せら

れたるもの︒先旭の祭祁を膳すると︑父を顧みざると︑銃か重きか

を考慮するとき︑此の法文は必ずしも悪法といふ可からず︒之を罵

する所︒童了は此の宣告を牢記して︑断じて矯激に走る勿からんこ

とを︒︵澄江︶

光輝ある議政府たらしめんと論じたるは︑吾人の双手を畢げて賛成

我等の純潔なる参政権を公明正大に行使して︑議倉を廓清し︑真に

圃民の信頼喪失せしと雛も︑是れ必ずしも議曾制度の罪にあらず︑

○勢働農民黛逢に成立す︒其結薫宣言中に︑近時議曾の醜態により︑

し識して︑亦如何ともすべからず︒鳴呼︒

洛に聾ゆる大伽藍の門柱未だ朽ちざるに︑園頂総衣の徒︑既に腐朽

○父子法廷に手ふに至っては︑田夫野人も恥づる所︒鎚然として京

らず︒

だとへ法文の許す所なりとも凧父の過を匡救するの誠意なかる可か

○父は父たらず上一難も︑子は以て子たらざる可からず︒子たる者は︑

りて悪魔の法といふは何ぞ︒

=
竺
二
道
春

獄

田中義

を有すけれども︑その内容は即ち我が圃民精祁その

ものであって︑遠く所謂祁代より︑日本国民をして

日本圃民たる意義を持たしめて居る所のものであ
泰︒︒
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上代に於げる武士道と我炉画民精榊

一

武士道などＬ云ふと︑今日の若い人々には極めて

であるが︑武士道の内容を成す所の悶民精神とは︑

尤も圃民精祁と云っても︑其の範園は甚だ匿いの

ない︒殊に上代の武士道と云ふと猶更この威じを深
くするかと思はれる︒併し武士道と云ふは︑一つの

あるのである︒かＬろ日本魂は武勇であって︑大義

る︒即ち日本魂が武士道の本質であり︑その内容で

昔から云はれて来て居る所謂日本魂そのものであ

勿論武士道と云ふ言葉は︑武士階級と密接な右開係

級と雛ろ可かざる関係のあるものとは云はれない︒

精祁現象心名づけた名瀞であって︑必ずしも武士階

古めかしいことを持ち出した榛に思はれるかも知れ

能

名分を重んじ︑圃や君の篇には真心を捧げて奉仕
し︐常に廉恥を重んじ︑名晋を尊ぶのである︒西暦
思ふ︒

一一

洲経替の業に就かるぁの初め︑天シ榊は填矛を賜っ

一七一五年︑巴里に於て刊行せられた﹃日本西教史﹄

に︑日本人を評して︑一般の気質として名春を重ん
じ︑外より卑しめ蔑すまる配ことは最も嫌忌激憤す

たと僻はって居る︒これが武器の古典に見らる児最

アメノムラグ・モ

チマキノホコ

古めかしいものでな／︑日本人そのものと輿に生々
護展しっＬある所のものであると云ふことが明かで

して居る所のもので︐決して一時的の武士なる階級
の燭占すべきものでない︒従って叉武士道が決して

などが︑一方に於ては勇敢に事に常られ︑一方に於

に典へられて居る︒その他或は素蓋鳴尊︑大風主祁

るものと見られる︒また天照大祁が婦人の身を以
て︑猫且一旦緩急あるに常っては．弓矢を採って最
も勇敢に軍圃のことに従はれたのであるが︑而もま

で︑天の喚矛とが︐天叢雲の鋤とか茅纏之請とか云
ふ様な祁聖なる武器の名は武士道の精祁を表徴され

ヌポコ

ではないのであるけれども︐武器は武士道の精祁を
物鰐に於いて表徴する︑最も重要なる器具であるの

れて来る︒勿論武士道は戦争をすることがその持前

これを古典に見るに︐伊弊諾・伊弊啓二燕の大八

ること︐敢て外圃人の比すべき所でない・事々物々

初であって︑爾来矛︐鋤．太刀等の名は頻りに現は

るのであるｐ

之が潟に動作をなしてゐると︑云って居るが︑日本
魂の如何に名春を尊重して居るかを示してあまりあ
日本魂は︑我が圃民が殆んと先天的とも云はれる
様に︑地理的歴史的開係に依って得来って居る所の
ものである︒勿論個々の日本人には反日本魂的のも

ある︒そこでこれから未だ武士なる階級の成立しな

ては徳瀧を後世に這され︑或は武謹槌祁︑縄津主赫

のもあらうが︑荷も日本人と云ふ以上は︑応ず具有

い前の日本に︑如何に盛にこの武士道が行はれて居

の如き︑君圃の為に奮然として起って︑秋霜烈日の

た︑一方に於ては︐恩頼を遠近に施し︑慈恵を蒼生

ったかと云ふことを︑事資について明かにしたいと
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、

一１チノオ︑ヒ

一︑其

れ︑﹁汝忠ニシープ且ヅ勇︑加能ク導ノ功アリ︑之ヲ以

る︒而して道臣命の君圃の篇めに蓋されたる献身的

テ汝ノ名ヲ革メテ道臣トナとと勅せられたのであ

行動は︑遂に大伴家に有名なる家訓を這すことＬな

刀︐七

慨ある行動を探られ︑或は紳武天皇の東征の際に︑

っこの手に傷けられて︑報いずして死するや﹄と︑慨

五蝿抑命が勇戦奮闘遂に負傷せらるぁや︑鋤を撫し
て雄詰びして︑ラフれたきかな丈夫にしていやしきや

ったのである︒即ち

山行かば草むす屍
大君の逼にこそ死なめ

海行かばみつく屍

せられたるが如き︑皆武士道の精祁の溌訓として表
現せられたのを見るのである︒
一一一

て居って︑世襲文官であった榛に誰でも考へるので

弓引きてゆるくぬ丈夫﹂など労云ふ言葉が行はれ

れ︑圃民全般に﹁巌石すら行通るべき丈夫﹂とか﹁梓

と云ふのである・

のどには死なじ

あるが︑その澗神︑天兇屋根命太王命は刷天照大紳
より︑同じや殿内に侍してよく防護をなせと．勅せ

営時中臣民忌部氏の如きは︑専ら祭祁に任せられ

られたのを見ると云ふと．やはり武士道の精神を以

て︑一般民衆の精赫を表現して居ったのである︒

イハホ

斯様にして常時武士道は一設吐曾に普遍的に行は

て︑文事に輿かられたものと見えるその子孫に大織
夫れ物部氏︑大伴氏の如きに至っては︑全く武士道

となりて未だ嘗て別に蒋帥を置かざりしなり︑登叉

皆兵而して天子之が元帥たり︑大原大連之が編稗

元来営時の圃家組織は︑頼山陽が﹁海内をあげて

の権化と見てよろしいと思はれる︒大伴氏の遠覗︑

武門武士と云ふものあらんや︑故に天下事なければ

冠鎌足のやうなのが出たのも︑偶然ではない︒若し

日臣の命は︑禰武天皇に従って大軍に蒋として︑山

則ち止む︑事あれば則ち天子必らず征伐の勢を親ら

ヒノオ﹃Ｋ

を踏み行を啓き︑盛んに力戦奮闘したのである︒天

し給ひ︑否らざれぱ則ち皇子皇后之れに代りたまひ

一ニチこう

皇が其こで詔を御下しになり︑大いに之を穂讃せら
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L可

及ぶまで来王せざる無かりし也﹂と云って居る様な
工合に︑何等武士的階級は存在しないのであるけれ

て︑敢へて之を臣下に委ねざりし也︒是を以って大
権上にありて能く海内を制服し︒施いて三韓粛慣に

事資に徴する事が出来るのである︒

親愛︑慈悲︐忍辱の精紳に富むで居ったのは︲一々

と云ふてゐる様な工合に︑君函の潟めには︑水火を
も瀞せないと云ふ輩固なる大勇猛心を以って︑而も

ｕ

虚が其の後支那との交通が開け︑儒教は盛んに輸

五

他面には神祇を崇敬し︑弱者を悪むの心深く︑仁・義︑

ども︑武士道の精祁は︑海内に普及し︐政治も道徳も

皆之れに依︐て律せられてゐたのである︒
四

君を軽しとなす﹂とか云ふ風な思想が這入り︑恰も
今日のデモクラシーとか︐励曾主義と云ふくき︐一

− − 5 −

人に依ると︑儒教や悌教が我が園に這入って来た

入せられたのである︒而して武士道は右の様な工合
で︑何等教義︑信篠と認むべき言論を以って居らな

いのである︒所謂惟祁︑言畢しないのであるけれど

カンナガラコトアケ

以前は︑仁義︑親愛︑慈悲︑忍辱と云ふ様な︑教義

も︑大いに賃行を尊び︑雄大なる一篠の元素は揮然

として存在するのであるから︑椴令儒教が巧妙なる

キミ

言論を以って︑﹁君︲君たらずぱ︑臣︑臣たらず﹂と
か︑．夫の約を詠するを聞く︐求だ君を試するを聞

かざるなり﹂とか︑﹁我を撫すれば則ち后︐我を虐す

﹁丹心血誠天日に書ひ︑金石を貫き︑而して其の跡

極の民主的思想が輸入せられたのであるけれども︑︾

れば則ち讐﹂とか︑﹁民を貴しとし砥穫之れに次ぎ︑

迫らず︑流風馨るが如く︐除情掬すべきものめ︐一

て．徒らに勇猛なるを求め．其の行動たるや惨忍酷
薄を極めてゐる榛に考へるのであるけれども︑之は
大いなる誤解であって︑巳に翠げたる事資に依って
も明である様に︑我が圃民は一方に於ては︑大いに
勇敢に事に従ふのであるけれども︑叉一方に於ては
慈愛の温情に溢れて居ったのである︒藤田東湖が

とか︑信係とか︑道徳とか云ふ可きものは何等存在
しなくて︑所謂盆荒男と云ふ者は︑好戦圃民であっ

[二

こ』

"

魂を培養するに足るものＬみを著々採り氷っだので

武士道の糖神は隆んに之を排斥して︐燭り我が日本

行動するを理想とするのである︒
三︐悌教は落髪出家を必要とし︐色謹香味鯛の五境

し︑死を鴻毛の軽きに比して．君圃の馬に献身的に

婚を尊び所謂煩悩なるものを︐必ずしも解脱するを

に封して起るところの欲︑則ち煩惜なるものを脱却
するに努力するのであるが︑武士道は家を重じ︑冠

ある︒則ち﹁志士仁人は生を求めて以って仁を害す
﹁生も亦我の欲する所なり︑義も亦我の欲する所な

必要としないのである︒

る事なく︑身を殺して以〃て仁をなす﹂とか︑或は
リー二者兼ぬる事を得べからずんぱ生を合てＬ義を

な思想は盛んに採用して・我が武士道の糖紳の酒養

夫と云ふ﹂とか或は﹁士道に志して悪衣悪食を恥づ
るものは未だ共に議するに足らざるなり﹂と云ふ風

貧賎も移す能はず︑威武も屈する能はず︑之を大丈

容易に雨立し難い傾向を持って居たのである︒

の色彩を多分に持って居って︐我が国の武士道とは

のやうに大いに日本化して日本魂を基礎とする宗派
が起ったのであるけれども︐常時の悌教は原始悌教

悌教は後世に於いては天墓︑真言︐職．法華など

ス

取るものなり﹂とか︑或は﹁富貴も淫する能はず︑

に利用したのである︒

七

は．中臣氏と共に力を極めて悌教の普及宣博に反封

︷へ

し︑奉悌糞の馬子等が悌寺を造管すれば︑守屋等は

されば常時の武士道の代表者とも云ふべき物部氏

其れに尋いで︑叉悌教が這入って来たのである︒
悌教は武士道と相背馳する思想を少からず持って居

のであるけれども︐到々守屋等が破れて︑殺されて

悌像を堀江に投ずるが如き乗ひが︑久しきに亘っだ

から︐物部氏の勢力も漸次衰へて来る榛になり︑大

たのである︒試に聯か之れを畢げて見ると︒
二︑悌教は現世を暇り︐とし︑微土とし︑未来を主とし

一︐悌教は世界的であって︑武士道は圃家的である︒

彼岸を浄土とするのであるＱ武士道は現世を主と

− ⑥ 一
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后﹂

れた様な状勢となったのである︒
勿論聖徳太子は十七憲法を制定せられ或は﹁君を

伴氏も漸く衰碩して武士道も大いに悌教に腰倒せら

象としての武士道は殆んど衰頼の極に達したのであ

薄の風に化し去って︑文弱の弊は一世を風塵し︑現

殆んど之れに心酔し︐身には大夫の装をして居るに

に輸入せられ︑所謂知識階級とも云ふぺきものは．

コトサヤ

る︒賀茂冥淵は此の事を大いに慨歎して﹁中つ代ょ

も拘はらず︲心は出離解脱の道に走らずんぱ淫摩浮

マスラテ

天とし︑臣を地とす﹂とせられ︑或は﹁礎を以って

Ｄ

本とせよ﹂と云はれ︑或は勤勉︑信義︑奉公等を説
かれ︑武士道に就いて示されたところが少くないの

フミノッカサッハモノッカサ

リ言誼ぐ圃人︵支那人︶の作れる細かなる政を多く

夕

とり唱へ︑・臣たるは文官武官と分ち︑文を貴く︑武

を卑しとせしよりぞ︐宝回皇脚の這衰へて人の心一向

フサ

ならずなりにたる︑而してより以来︑凡ての世の手
ゾビラチノリユキ
ぷりも古を離れ︐背に千箭の勅は負へども．雄々し
ヤッカヒゲ
心を忘れ．面に八握髭は生ひながら︑手弱き言の葉
を歌ふことＬなりしは宣はしからぬ業ならずや﹂と
云って居るのは常時の状態を穿って居ると思はれ
ク︒︒︲
九

一 丁 一

である︒けれ共︑俳教の影響を受けられたるところ
が極めて多く︑潟に温和順良に過ぎて忠勇義烈の精
赫乏しく︑蘇我氏の専権横慕に封して何等の手段方
法を講巷られなかったのは︐資に遺減至極の至りで
ある︒幸ひに中大兄皇子ありて︑既に述べたところ
の鎌足の助けを得られ︑さしも横慕を極めた蘇我氏
を減して︑大いに綱紀を振粛し︑武士道の糖紳を凌
揮せ ら れ た の は 資 に 嬉 し き 極 み で あ る ︒

然れども鎌足の子孫が其の功に基づいてγ文臣を

斯くも甚しく武士道の頬腰した際に外敵が侵入し

たならば︐我が全甑無峡の帝圃も或は危殆に陥った

以って政権を悉にする事になると︑聖徳太子が政治
上に取込まれた悌激の影響は︑益々其の勢を増し︑

かも知れないのであったが︑幸ひに所謂武士階級が

Q

同時に奈良朝から李安朝にかけて︑支那文明が隆ん

ヨ

八

0

起って︑斯る文弱の弊を一掃し武士道の精華の磯揮
せられた時に︐元冠の難があったのである︒併し叉
武士階級の弊は︑室町時代にも︐元鎚天正の時代に
も︲元録時代にも︐色々の方面に暴露されたのであ
るが︑徳川幕府の久しき平和の時代に︑水戸の光囲
卿や︑山鹿素行等に依って武士道的糖紳が漸く醜醸
せられ︑其の潜勢力の常さに破裂せんとする時に富
って開園となり︐海外と隆んに交通する事となった
のは︑資に我が画家の幸運と云はなくてはならな
されど今や維新の元素溌測たる時代を去ること漸

く久しく．所謂新しき主義思想なろもの行はれ来

ｂ↓我が固有の武士道の精祁は精々もすれば叉衰頼

に赴かんとするのである︒然るに世界の形勢を見る

／

に︑所謂列頚は表には隆んに李和を高調して居るけ

8

れども︑裏面に於ては益々軍備を調え︑盆んに航空

車業を研究し︑毒瓦斯︑爆弾の溌明に腐心し︑将来

の科畢戦に向って着々準備を急いで居るのである︒
吾等日本画民はか§る世界の形勢を達観し︑勿論科
畢的方面の研究に努力すると同時に︑盛んに我が固

有の日本魂を護揮し︑武士道を振起し︑圃民糖紳を

作典しなくてはならないと思ふのである︒

井石藤

多く無常観が︑正信開謹の動機となり求道心護現の

士皇となって居る︒今日と錐も︑最も真剣味のある

熱烈なる宗教的信念は職ね無常観が其の出護黙とな

b、

い︒

無常観
正信開護の動機

鐸奪を始めとして古今の大宗教家叉は大信仰家は

門

新

って居る榛に思はれる︒凡そ天地間に於ける寓有諸
法は一事一物として常住不鍵なるものは無い︑皆な
悉く時々に鍵遷し刻々に流轄して暫時も停止しては

衣食を漁り住虚を求め財資を貧り安逸を望む︑多く

住劫︑破壊の時代か壌劫︑室滅の時代が室劫であ
る︑室劫よりして時節到来すれば復た成劫となり住

出して居る︑世界生成の時代が成劫︑存在の時代が

何時来襲するやら知れぬ︑時と庭とを選ばず老と少

柴職も悉く拠たればならぬ︑而して其死といふ晴は

といふ晴が目前に現はれる時は︑最愛の妻子も身に
随ふことを得ず．汗を流して求め得たる財賓田宅も

は活きんが潟めの欲念より護せざるは無い︑辛うじ
て財を得て喜び漸くにして富を得て梁むも︑一朝死

劫となり︑輪環して息まぬ︒世界の上に羅列する一

とに拘はらぬ︒既に本年一月に入りてからも︑人皆

居らぬ︒此世界すらも稗愛して成住壌室の四劫を現

切の事物も亦生住異滅の四相を現出して暫時も停止

画家の大不幸事で哀悼の情に堪へざることである︑

て無常なる語は必ずしも悲観より凌したものでは無

大無常迅速とは職門の瞥語であるが︑さればといふ

るもので槻じ来れば人生悲哀の極みである︑生死事

ものでは無い︒殊に死といふことが最も鍵化の大な

ならず︑精神の如きも念々無常にして決して常住な

を終り︑入浴して髪を櫛ｂ衣服を更ためて坐すると

君の夫人澄子は客年十二月廿四日の朝︑焼前の勤行

居せられた︑叉予と師弟の縁ある醤肇博士久我六郎

居り乍ら︐忽然として心臓麻輝を磯して一瞬間に逝

き︑一月二日の朝元気好く素子夫人と御話しをして

同日に三浦僻軍の御逝去あり︑叉纏持寺の信徒穂代
として常に外護の任に常られたる村井吉兵衛翁の如

大臣加藤伯が御莞去なされしが如き︑思ひ寄らざる

な新年を迎へて互に祇し合うて居る間に︑彼の穂理

持すること能はず︑水火の苦しみを経て盤得したる

することは無い︑即ち護生し︑存在し︐鍵異し︑滅
却し︑而して減し巳って更に生じ︑四相流樽して窮
まり無し︑人間や動物に至りては生老病死の四相を

い︑無常は鍵化の迅速なる事を言ひ表はしたもので

同時に脳溢血に催︐︑一語をも護せず其儲故人とな

現出して常に鍾遷する︑・燭り肉機の愛遜常なきのみ

ある︒併し人間は常に活きんが為めに活動して居る︑

‑−−．3，−−．

られだ．是の如き哀話は到る庭に限りも無く賞現せ
られて居るであらう︒責に金剛経に．切有篇の法
は夢と幻と泡と影との如し︐露の如く亦電の如し︑

膳に是の如きの観を作すべし﹂との御示しのある通

剣味をも帯びて来るのであるから︐無常観は資に正
信開謹の動機となるものである︒

の間﹂︑騨尊の言はく︑﹁子未だ道を知らず﹂︑次の弟子

くの間に在りやと御尋ねなされた圃封へて日く﹁数日

れぬ︑明Ｈかも知れぬ︑今夜かも知れぬ︑今が今か
も知れぬ︒鐸尊は曾て御弟子に問ひて︑人の命は幾

教訓としては比類稀れなる御慈訓である︒

富り専ら無常観を勧導せられた︒その中左に畢ぐる
一段の文章の如きは簡潔に無常観の功徳を説きたる

て︑塞畢の心得を示され︑最初に護菩提心を説くに

我が高耐承陽大師は八歳の時慈母の逝去に遇ひ香
姻の消え失せるを見て深くも無常を卿じ・途に出家
求道の志を護せられたｐ後に皐道用心集を箸はし

承陽大師の親訓

は答へて日く﹁飲食の間︐﹂︑稗尊日く一︲子も亦未だ道

りです︒吾々御互も亦何時哀話中の人となるやら知

を知らず﹂次の弟子答へて日く﹁呼吸の間﹂︑輝尊は

遠の生命を謹見することが出来るのである︑第二に

死後の問題が思ひ浮ぶであらう︑此思惟からして永

籾吾々が深く此無常観に入りなば︑先づ第一には

那迦陵讃歎の一音謹を聞くも夕の風耳を擁ふ︐縦ひ

を顧晒す︐所以に精進は惑足に慣ふ・緯二︶縦ひ緊

所以に行道は頭燃を救ふ︑身命の牢からざること

念起らず︒緬一︶時光幻太だ連かなることを恐怖す

誠に夫れ無常を観ずる時︑吾我の心生せず名利の

は利己的欲望や不合理の所作杯は何等の償値なきこ

飴て﹁善い哉子は道を知れり﹂と仰せられた︒

とに素が付くであらう︑第三には︐此身は縦ひ死す

毛嬬西施微妙の容顔を見るも朝の露眼を遮る︒霊
節︶巳に謹色の繋縛を雛るれば自ら道心の理致に
・合はんか︒

無常観は︑決して軍なる悲観ではない︑深く無常を

ロ

るとも永久に死せざる功徳は積み置かんとの志望を
曇することでゐらう︒されば冥責に徳を養ふ心も道
を求むる観念も︑此無常観よりして熱心にもなり真

− 1 0 −

。
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て固定した姿は無い︑古歌に︑﹁世の中に我が物とて

親じ去らぱ︑御互の肉篭も時々刻々に錘化して決し

待人﹂とは陶淵明の警告に非ずャ﹁あすゐりと思ふ
心にだまされて今日も空しく過しつるかな﹂受け難
き人間の身を受け乍ら︑うかノ︑と夢の如く一生を
透り去らぱ︐人間としての債値果して何くにか在

秋聾﹂とは白楽天の所感である︒﹁及時営勉櫛歳月不

して決して定まれる心相は無い︐斯く槻じ水らば︐

あの人が火を消さぬから

める杯といふ者は︐︑自分の頭に火のついた場合に︑

行する事恰も頭に火のついたのを救ふが如くあらね
ばならぬ︒あの人が怠けて居るから己も働く事を止

る︑故に時光の太た速かなるを恐れなば︑此道を修

己れが我れがというて我見の角を振り立てたり︑此

は無かりけり身をさへ土にかへすべけれぱ﹂とある
通り職縁に従って此世に生れて来たものＬ人生僅か
五十年︑一秒時の間にも鍵化すること水の流れて停
まらざるが如くで︐トザのつまりは焼けば灰埋めば
士となるのである︒御互の精祁とても念々無常に

己れが我れがに愛着して虚名を貧ったり浮雲の如き

て︑如何にも慾かな事である︒身命の牢からずして
何時病気するやら死ぬるやらと想ひなば︑その道に

勉脚し其職務に精進する事も亦一生懸命であらねば

己：消さぬといふにも似

利鎌に迷うたりして居る凡夫の有榛は︑恰も猿が水
中の月影を見て之を手に執らんとて騒ぎ廻る様なも
のです︒理想の無い欲望は沙の上に楼閣を築くが如

ならぬ︒鐸尊が過去に於て菩薩行を修せられた時︑

り易く時光の太だ速かなるには驚かされる︑盛年は

たる吾我の情︑利己心より磯したる名利の欲を遠離
するものである︒次に無常を観ずる時は卿月Ｈの移

事が深ければ︑縦ひ天上界の薬師たる緊那羅王の一音

の如き熱心も生ずるものである︒次に無常を観ずる

の念が猛烈で無常観が深刻であったならば．此菩薩

徳を讃美せられたといふ因縁があるが︑吾々も求道

く︑信念の無い盲動は︑水の上に書を描くに似て最
とはかなし︒無常観は自から是の如き妄想より出で

重ねて来らず一円再び農し離しで︑﹁少年易老肇難

偶ま弗沙儲といふ梯を拝されたが錬りの有り難さ嬉
しさに七夜の間足を遡ったなりで夢中になって悌

成︑一寸光陰不可蕊・未畳池塘春草夢︑糖前梧葉巳
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梁や︲世界第一の妙一音盤と解せらる︑迦陵頻伽烏の
聾を聞くとても︑夕べに松吹く風が琴を調ぶる如き
妙なる昔を耳にする榛なもので︑あｋ好き聾とは感

情邪欲を制し︑剛健なる精進力を倍増し︑進んで大

解脱の境致に誰入することが得られるのである︒

ても墓も其姿に愛着の念は起らぬ︑松風の聾は遂に

れて居るのを見るが如きものであ︑碕麗だとは減じ

ても朝の露が草の葉末に玉を聯ねだらんやうに結ば

人と穂する毛嬬西施の如き一麗しき容顔を見たからと

るが︑彼は青年の時代に常に九相の周を懐ろにして

で間断なく精進せられた︒王陽明は一代の儒宗であ

に出したる白薬天の少年易老の詩を教へられ︑深く
之に感じて此詩を坐石の蔵として︑八十歳の入寂ま

職門近代の高僧虫山和尚は青年の時︑其師より前

無常観は向上の英気を策振す

跡を留めず朝露の姿は忽ちにして消ゆ︑之を知るが

情欲を制して畢業を脚んだとある︒九相の岡とは︑

ずるけれども︑決して其騨には迷はされぬ︒又古の美

しむる艶容も親じ来れば暫時の幻影に過ぎぬ︒然る

故に愛執は起らぬ︒耳を喜ぱしむる美一音も眼を娯ま

美人が病に侵されて︑床上に苦悶し死し了るや肉鵠
摩燭し遂に白骨となる迄の経路を九通に分けて書き

的自省心が高まり︑理想的求道心が向上するに依っ

を生じ罪を造る︐思へぱ湊ましきことならずや︑若
し無常観の力に依り︐馨にも迷はされず色にも役せ
られずぶ．眼耳鼻舌身意の六根が色養香味燭法の六境
に濁しで︑常に泥中の蓮花の如くならば︑飴て内観

如何ん﹂というて精進せられた︒明治維新前に薩摩

﹁今日又只悠旗に空しく過ぐ未だ知らず来日の工夫

行に骨を折た人で毎日晩方になると必ず梯を流して

に凡夫は此幻影に迷うて︑心を悩まし身を苦しめ惑

て︑最も健全なる菩提心即ち宗教的信念が護起せら

の島津公の婦依を得て其菩提所禰昌寺に住した無三

しものである︒是れも﹁花の色はうつりにけりな徒ら

るＬものである︒是れが承陽大師の無常訓であるが︑

和筒は︑頗る機鋒辛錬なる騨風で︑西郷南洲翁も青

の無常観相である︒支那の伊奄の擢輝師は非常に修

に我が身世にふるながめせしまに﹂の歌の如き一種

此教訓に随へば︑無常観の結果は︑浅薄醜劣なる妄
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教を研究し殊に職道に参じて居りしかぱ︑間も無く

て五十三歳にもなってから出家した︑若い時より悌

る︒和尚は鹿児島在久志良村の農家に生れたが︐後
士籍に入って藩士となりて登庸せられた︑仔細あっ

年の頃八年間も和尚・提獣を受けたといふことであ

動せぬ︐却て君公の奇問を面白く感じ耐ニッコリと

れば︑名利にも吾我にも執着は無い︑八風吹けども

皆大に驚いたが君主の事なれば手の附けやうが無い
庭が卒気なのは和尚である︑無常観法に徹底して見

一種の侮辱味を含んだ進問であった︑満場の人々は

︲泥中の蓮華﹂ と 答 へ た ︒ 土 百

術の出家も塞磁も矢張無常慨より入ったのである︒
櫛門の例規として住職の時晋山開堂といふ大潅が行
ばれる︑入寺の式を晋山といひ須揃壇に上りて悌旭

を磨き精祁を練りて︑遂に桃とも祁ともなるのです︑
無叩の資性即沸性︑幻化の空身即法身︑泥中の蓮華

生は無常にして苦惜も多く罪悪の職れに満ちて居る
が︑その無常︑苦悩︐罪障が却って人格を殿へ智識

.

出世して遂に君公の菩提所に住城するに至った︒和笑を含み聾も穂かに

に代って法を演ずるを開堂といふ︑此時問答が動ま
る︑然るに和筒が農民の出であるといふので僧侶の

− 1 ＄ 一

姓で泥の中からであればこそ蓮華も開きますⅢ此人

中でも和尚の出世を喜ばぬ者があって︑和尚に恥を

の一語は︑人生の償値︐修養の豊悟︑宇宙の賃相を
言ひ顕はしたものであって︑前節 騨色解脱の心境
である︑島津公は是より一層御錦依が深くなったと

典へたいといふやうな嫉妬根性を起した結果︑藩公
を説いて藩公の手で彼を辱しめ様としたのである︑
愈晋山の営日になると島津公は公式を以て御乗込な

いふことである︒以上の例に見ても 此無常観は決
して消極的観怯では無く︑筆ろ吾人をして向上の英

尤も無常といふは菖象錘化のことであるから︑換

された︒さて和尚が須揃に上りて香を姑じて後問答
に進まれ︑須揃に向て︑大一昔蕊に﹁如何なるか是れ

言すれば宇宙の濡動に名けたものである︑宇宙の本

気を策振せしむくき力める観念である︒

久志良の土面姓﹂といふ奇問を磯せられた︒是れは

性は古今不愛であるが其作用は轄愛して停まらぬ︑

といふ段になると．藩公は座より起って法堂の中央

汝が本来の面目如何といふ意味にもなるが︑兎に角
夕

その鍵化の上に苦築昇沈の差異あることは︑皆業道

ずろに同時に常住の妙理を明らめ且つ因果の理法を

︑

信じて日々の作業を旗しむべきは勿論である︒

栗園主人

の歌を見ては︑畳えずも環境に支配をされてぬ年歯

の事どころか一切蔑事を打忘れると歌ふた古人もあ

ゴ

の如何に依るのであるから︐悌教に於ては無常を観

花暁く春

運り来る春

述懐せる画畢者もあり︑更に此の山椴を一人で眺め

るし︐叉花を見ては齢を延ぷるとよめる歌人もあ
り︑或は命あればこそ今年の花も見得るのであると

で

麗かな春が叉も蓮って来ました︑年々歳々同じ事
を繰迄して居るのでありますが︐古人も既に道破し

るのは惜しい︑心置きない友と共に之を賞でＬ見た
いものであるとよんだ人もある︒若い人達の参考の

た如くに︑歳々年々花は同じさも年々歳々之を眺め
る人は愛って行くのでありまして︑花に封しても吾
人は感慨無量でなからねばならぬ︑かの小淫芦庵は

総めに少しばかり紹介して見ませう︒

人皇第五十五代文徳天皇の御宇︑外勇藤原良房卿

花の賞翫と人生

此の心をよんで﹁見る友は年々かはる花の下に︑な
れぬとおもふ身はふりにけり﹂といひました通り︑

とって行くのであります︒乍併これも心の持ちよう

は染殿皇后の御前に︑花瓶に楼の花の挿してあるの

碕麗だＩ︑といふて居る中に︑何時しか御互に年を
次第のものでありまして︑此の咲誇れる艶やかな花
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世にあれば今年の春の花も見つ

嬉しきものは命なりけり

と喜びｐ春海は叉︑﹁見レ花懲レ友﹂とて

みせばやと人をぞしのぶ山樫

も自然に陽気な春に陶酔し︑上下貴族︑老若男女お

も都も郡もすべて此の花の色に彩られては︑人の心

而も共築的なる我が国民性は︑雁気に此の花の下に

いのでありますが︑兎に角極純潔な李和を愛好する

とよんで居るのであります︒数へ来れば数限りもな

あかぬ心のへだてなければ

しな●へて︑皆共蕊気分を漂すのであります︑其庭に

顕現せられてゐる︑そこで一茶のよんだ如くに﹁花の

−15．−

を見付けて︑之ぞ目出たき例しなりとて喜びの鯨り
年ふれば齢は老いぬしかはあれど
花をし見れば物思うなし
と述懐しました︒誠に敷島の倭の園は︑此の花を圃
民性の誉にも取入れて歎美しました︑即ち山も里

叉言ふに言はれぬ圃粋美がいんうんして居るのであ

蔭赤の他人はなかｊけり﹂となるのであって︑其虚

まらぬ篇に︑可惜季節に渡れたり早かったりして︑

ります︒然し汽船の謹着の都合や花の開落の日の定

ばかりでなく︑欧米人の観光園は此の名花の嘆き揃
ふ季節を期して︑ドシノ︑と我圃に渡来するのであ

も喧博せられ︒諸越人や高麗人が末って之を賞する

今日は此の棲花が世界的の名花として海外諸圃に

世界的なる棲花

に民族的圃結の素地を作して居ることを看取せらる
Ｌのであります︒︒

ります︒さすれば老人とても巳が年を忘れて若返
り︐曲れる腰を伸して︑開西なれば嵐山︑吉野︑開
東なれば上野︑小金井へと健歩行を試むるに至るの
も無理はありませぬ︒﹁これはノ︑とばかり花のよし
の山﹂﹁嵯峨までは見事歩きぬ花盛り﹂であって︑経
に﹁世の中を木の下にする樫かな﹂の賑ひを呈する
のであります︒さればこそ村田春海は﹁見レ花延し齢﹂
とて

のどかなる春の心にひかれなぱ
花ゆゑ千代も経ぬくかりけり
とよみ︑本居宣長は﹁見花﹂と題して

少

うと残り惜し索に立去る外人を隆々見受けるのであ
りますが︑それほど樫は右名になって居ります︒そ

が撰狩といへば何だか優美に聞えます︒之は昔風に

が︑武装をして武を忘れぬやうにと︑花をかこつけ
に領内を税察し︑山河を践渉したことである︒之を
棲狩といひましだ︒花見といへぱ俗らしく聞えます

満開の日に丁度出合はず︑今一度出直して参りませ

こで外国でも此の種子を携へ婦って倫敦や紐育の一

乗資をせねばならぬ︑而して一方に武を練ると同時
に︑他方には文を修めて治圃の要を知り︑以て仁政

言へば武士道の本領に基づき︑治者階級の者は文武

圃ほどにはどうも燦然と立派でないのみならず︑一

を施し︑普く標津を布くといふ目的に副ふて居るか
らであります︒其の仁政といひ徳津を布くといふこ

部にも移し植ゑられ︑見事花は咲いて居るといひま
すけれども︑何分にも風土気候の開係からして︑我
鰐生活状態から一四園の環境の異なって居る外圃で
は︑此花はどうも不釣合で．兎角は山紫水明の天地

とは︐今日の所謂献曾的なる公共慈善︑同情博愛の
謂でありまして︑昔ならば上位に在る者︑今日なら

やら此の一事で想像されるのでありまして︑花のみ

りませう︒そこで我日本の剛粋美といふこともどう

ろ者や︑屡疾不具者や鮮寡孤濁の者などに封して

ない︑常に寛大にして親切にして同胞兄弟の窮乏せ

して居る者は︑唯だ功利軽薄︑利己一黙張りではいけ

ば紳士紳商といふ︑総て優越なる地位を吐曾に獲得

に咲き揃ふて居る趣には行かぬといふことでありま
す︒成程優美︑閑雅．静寂の裡仁花嘆ひ烏認ふとい
ふのでなくては︑此の花の真償も認められぬ課であ

ならず日本人は一切葛事Ⅲ本人としての凋自の立場

は︑及ぷ限り救伽し賑給して︑御互に共々に薬しく

吐倉に封する吾人の公共的任務であります︒それに

同情の涙を磯がねばならぬのであります︒之が所謂

自分一家の事であるといふ風に考へて︑十分に慈悲

此の世を透って行かう︑決して他人事ではない︑︑皆

を有し︑大日本帝園といふ自豊がなくてはならぬと
いふことに立到るのであります︒

花と同情心
花に就て想ひ起すのは︑昔し武家時代に武蒋武士
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狩の歌の由来であります︒

就いて想ひ起きるｋ逸話は︑曾津中将松李容敬の撰

口吟しました︒

津中蒋は莞爾として打見やり．侍臣を顧みて一首を

よしや身はぬるとも花の春雨に

日出遊して・花を領国瀧捧村に賞したことがありま

億へいふ或年の事になん︑曾津中狩容敬朝臣は一

主君の仁徳の至大なるに威泣し誰誘はれど涙は雨と
降注いだ︐而して之を僻聞せる価下の民は︑何れも

侍巨乃ち之を厘従の士に樽へた所︐一行悉く其の

耕す民のなくてうるほふ

す︒鵜に出凌せんとして生憎にも俄雨に曾ふた︒そ

其の慈悲深き圃君の仁徳に︐心からなる感謝の涙を

撰狩の逸話

こで近侍の士は倉皇として其の行を停めんと欲し︑

職ぃだといふことであります︒何と優にやさしき逸

の面目を汚し︑大に恥づくきの至りである︑されば是
非暴風雨でも之を衝いて出て︐以て此の行を敢てす
るがよいと︐此の勇ましき大蒋の一言に︑皆々畏ｊ
奉りて︑遂に風雨を冒して︐主従一同︐花を石部の

は︑予は信を家臣に失ふのみならず︐且は武蒋たる

樺ぶ所なきやうな今側の現状では︐其の領内にある

は常然で︑今日は昔話となったが︑然し隣邦．支那

る仁君もあった︒而して仁君の下には民も懐いたの

封建の世の専制時代には︑暴君もあったが叉かＬ

話ではありませぬか︒

其の由を言上に及んだ所が︑中蒋は肯んせずして日
く．今や眉従の士の行装は既に成り︑何れも一日の
清遊を期待して居るではないか︑然ろを武士たらん
程の者が︑雨を恐れて此の行を中止したとあって

古跡に賞しました︒容敬朝臣の鞍上の摸々しき姿
は如何に勇ましく太李の代にも映じたことでありま

しのみとして打捨る課には行きませぬ︒

ありませう︑さすれば右様の説話も決して之を昔話

人民は︑依然として塗炭の苦を嘗めねばならぬので

ェート共和園聯盟などｋいって︐共和ぢや共産ぢや
といって居りながらｐ内賃は寡頭専制の政治と何等

や露西亜の如きは︑中華民国といひ賦曾主義ソヴイ

せう︒時しも春雨罪々として狩衣を握うしたのを曾

̲一エ了f一

弓

花盛りの瀞武天皇祭
所で毎年此の花確りの最中に︑我悶の建圃を事責
の上に開き肇めさせ給ふた︑人皇第一代の脚武天皇
を御祭り申上ぐるといふことは︑淘に偶然の事とも
思へぬ感じに漁た富れるのであります︒同天皇の御
宏業の事績に就ては︑前々回に之を多少述べて置き
ましたから．絃に再説を致しませぬが︑天皇が東征
後化年間も悪戦苦闘遊はした御勇武︑御忍耐の程
は︑我が圃民として十分に記憶して威侃し奉らねば
ならぬことであります︑私は先年大和地方を巡講し
ました時︑宇陀郡の松山へ︲榛原などへ参り︑二三泊

もしましたが︑土地の人より往古の博説などを種々
に聡取し︑叉少しく地理をも賃地に踏査したのであ
りました︒其の剛りかの有名なる墨坂の事をも耳に
したのであります︒墨坂は宇陀郡榛原村の大字萩原
に在る墨坂祁赴の附近の地であらうといふことで︑
天皇御東征の営時︐同郡には漂惇なる八十暴帥が盤

鋸してゐて︑風見岳の上に陣所を椿へ．中々頑張に
抵抗したものであります︒而して其の墨坂の名の由

末は皇軍の行程を遮る潟に︐坂道に炭火を積上げて

之を燃やし心一歩も此の坂を職えさすまいとしたの
でありました︑されば賃は炭坂でありますが︑後世

それを墨坂と書き改めたものといひます︒此の道路

に炭火を燃すといふことは常時の防禦法の一種であ
ったと見えます︒之にて天皇の御苦心の程も想像せ
らるＬのでありまして︑それを天皇の御祭日に追念

して只管感謝の誠意を捧げるといふことも︑極めて

必要な事︑否な国民営然の事と思はれるのでありま
す︒シマリ花咲く春にも．楽しい嬉しいと喜ぶばか
りでなく︑叉太陽の光と熱との恩恵に浴しっＬ︑耕

転︑播植の努力を要する切要時なることを課へて︑
辛い苦い思もせねばならぬのであります︑之が即ち
圃家の富狸を分鱈する圃民営然の任務であります︒
其の意味に於て︑花を見て桑み︐同時に花を見て春

の努力を喚起するには︑祁武天皇の御苦勢を偲びま

つるのが最もふさはしき教訓なりと思はれるのであ
ります︒
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深作安文

百齢寓斤に達し︑黒須地方はこれが集散

地として大に楽え︑郷人は始めて翁の先

異しみ︑その計書を危ぶんだのであつ一と他産地特有の製法との競技倉を開き︑

あることを知らないで︑或は驚き︑或は蜂である︒三十五年には自園内に狭山製

良種二日石を買ひ︑これを播いて模範茶
不その後︑十一年間︐綾いたのは︑翁が茶
園を開いた︒郷人は未だ茶業の利益の︶業の桃威たることを認識せられた§め

の朝宮︐政所︑信楽︑水口等から︑茶の
︶商務省から茶樹栽培の試験を託せられ︑

開拓し︐明治となって山城の宇治︑近江
坐製造の賞際を究めた︒三十四年には農

の上にあることを認め︑慶雁には山林を
七には宇治蝿静岡雨地方を観察して①栽培

狭山茶の香気と水色とが︑却って宇治茶
未を着け叉玉露の製迭をも始め︑二十八年

に全力を注いで狭山茶の名を顎はした上をなし︑翌二十六年には製茶徳習所を設
のは翁の力である︒翁は文久の頃からりけ︑教師を招いて製茶改良法徳習の先鞭

から茶の栽培を試みたのであるが︑これ
化検地閥をこしらへて翻茶樹栽培上の研究

翁の一代を飾る功績の一は︑茶業にＬ 見 の 明 に 服 し た ︒
閥するものである︒元来翁の家では昔
日明治二十五年︑翁は自園内に製茶改良

一一

言ふべきである︒

所謂幅徳毒の三者を併せ享受した人と
こ年の頃には同地方を通じてその産額は

歳の高齢を以て痩せられた︒翁の如きは
い典へて︑茶業を奨働した︒篇に明治七八

り︑去る大正九年二月二十五日︑七十六
ハの将来を誘いて︑有志者には種子を分け

に富み︑同地方の尊敬︲ｃ羨望との的とな
仏た︒けれども︑翁は問き確信を以て茶業

典型的企業家繁田満義翁
くり︑／ＩロノくむＪ１●ノィノーロＪＩ１ｒ・Ｊ１︑ノｋＪ＃

一繁田瀧義翁七回忌記念として繁一
Ⅲ家では︲徳の光︐﹂といふ小冊子

を知己の間に領された︑これは
深作博士のものせられた翁の小
便であるが翁は本禽と深い開係
のある人であるから︑特に博士
並に繁川家に請うてこ§に抄録
することＬしたｏ︵編斡子︶

翁は埼玉聯入間郡豊岡町の人で︑世々
素封家である︒翁は茶︑醤油︑養慧︐銀
行等の諸事業で︑いづれも大なる成功を
る日本弘道含の支曾を郷里に設け︑賞践

牧め︲且つ故西村茂樹先生の創立にかか
則行︑能く道徳と経済とを融和させた黙
は︑人をして二宮尊徳翁を思はしめるの
である︒叉家門柴えて︑その鬼孫は賢者
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なるを知らしめた︒綾いて私立改良法

同業者をして徒に奮法を墨守するの愚

豆︑小萎等を材料として誉み︑その利益

の醤油醸造は富豪が己が農産物なる大

を致したのは︑全く翁の努力の結果であ

した︒同地方の葦業が今日の盛んなる

ものを購ひ︑これを郷里の薫業家に分配

り掴毎年自ら信州に行って秋霊種の良き

以上は翁の産業方面の経誉と功績の

四

組合は同組合の後身であるや

賞せられた︒今川存する豊岡家屋改造

いにあがったところから︑郡農舎より推

ものであって二期︑三期と糖綾し成績大

に最後の組合は︑世間に全く類例のない

翁の斡旋の力多きに居るのである︒殊

築資金積立組合を設けたのも︑いづれも

合を起したのも︑三十九年︑堆肥跡屋建

なしたのも︑二十六年︐黒須購買販寅組

勧業談話倉を組織し︑農事改良の試みを

たｃ明治二十四年︑同村の有志者が黒須

を肩にして︑家族と共に農業に従事し

着けて田畑に立ち︑鋤鍬を手にし︑肥桶

翁は農業の改良をも企て︑自ら農衣を

デ︒Ｏ

多きに拘はらす︑これが販賓を翠けて使

年︑今日の販費所を設けたのである︒

造蔵と販寅店とを厘別し︑明治二十四

を嘗めるに過ぎぬことを看取し︑先づ醸

等に吸ひ取られ︑主人は徒らにその糟糠

用人に委せた篇に︑その利益の過半は彼

し︑山城宇治から専門家を呼んで博習を

博習所を設け︑農商務省技師を監督とな

始めた︒この事業は譲想外の敷果を生
含はこれに倣って郡内十数ヶ所に製茶

じて修了者数十名を出し︑篇に入間郡農
改亭良縛習所を作った︒かくて繁皿式緑

翁は叉将来︑議業の有望なることを溌

上州その他の地方から桑の良種二寓齢

知し︑明治八年より十年に至る迄︑毎年

株を買入れ自崎桑園を開いてこれを植

茶製進法は各地に徳はって︑多くの技術

されるやうになった︒そして繁田園製

者を出し︑狭山は製茶業の中心地と見倣
茶は或は宮内省御買上の光柴に浴し︑或

ゑ︑郷人にもこれを分興して︑これが繁

とともなるのを歎いて︑明治三十年頃ょ

す︑延いて一家の経済の基礎を動かすこ

別ける眼識なく︐鴬に好結果を牧め得

種に不良のもの多く︑養童家はこれを見

率ゐて養篭の業にいそしんだ︒翁は麓

利を典へた︒叉自宅では夫人が下牌を

し︑或は肥料を分って︑出来得る限り便

訪うて鴬業の奨励に努め︑或は資金を貸

殖を岡つた︒十五年頃には︑自ら農家を

は内外の博溌倉︑共進宮︑品評含等に於
て賞状や賞牌を受け膨その名謹は海外に
も聞えることｈなった︒

一一一

翁の第二の事業ば醤油製造である︒

繁川家でこれを始めた者は翁の父君で
あった︒翁の代となって︑販路の播張に

努め王職を増築し︑始めて醸造家とし
ての鰐面を備へたのである︒翁は在来

−
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裳額するに至ったことを憂へられた︒

は︑自らその目指す人を訪づれ︑縁側に

かした︒翁が入倉を棚誘するに力つて

が︑その熱心は人をその心の奥底より動

これより翁は禽員の募集に従事した

に貯蓄組合を組織し︑郷人に加入を促し

ころがあった︒同じ二十一年︑有志と共

聞き︑報徳耽の事業を見て大に感ずると

岡聯に行き︑そこで二宮尊徳翁の教義を

の講話には雨三回鰐せられた︒私が翁

特に商工業家は多くは私利を岡るにこ

腰を掛けて︑短刀直入︑その趣旨を述

たけれどもこれに雁する者がなくて︑一

依らねばならぬとなし︑その令息等と弘

れ念であって・眼中道徳なく︐叉農家が

べ︑懐から名簿を出して署名を求めた︒

時これを中止することを齢儀なくせら

大要とであるが︑進んでその赦倉改善の

著修の風に染んだのを見︑翁は自ら田圃

勤められる者は不意の襲撃に遭って︑

れた︒然るに西村茂樹先生の講話の中

を知ったのはこの時からである︒道徳

に立って勤勉の範を示し︑傍ら人に諭す

遁鮮を憐ふる達なく︑そのうへ︑翁の熱

に︑西洋諸図に信用組合相助法なるもの

道倉支含の設立を企て︑先づ自宅を以て

に道徳の重んすべきことを以てしたが︑

誠に動かされて︑何れも入倉を諾したの

があることを聞き︑翁は恩はす手を拍っ

方面に於ける努力を見たい︒翁は明治

その効果は極めて少なかった︒依って

である︒これが篇め黒須支含の含員は

の生命は︑斯様な人に依って支へられる

明治二十六年︑日本弘道術長西村茂樹先

激増を見た︒けれども翁はこれで満足

これを責行して素志を遂げ︑勤倹の美風

て喜び︑縦令如何なる困難に出曾ふとも

その事務所に常て︑二十七年三月支舎を

生に諸うて︑修養講話禽を黒須高等小畢
校内に開いた︒これが同地方に於ける

せす︑霞ヶ開︑飯能方面の有志にも説い

の初︐欧米文明の偉来後︑同胞の或る者

一着手であったのである︒翁は西村先

道徳振興の暁鐘であり︑叉杜倉改善の第

て︐いづれも弘道含支含を設けさせたの

を振起さうと決心した︒篇に西村先生

のであるとは慰翁に封する私の第一印象

生の道徳上の見解が畢理の本として︑し

である︒支含の事業としては年二回穂

設立することとなった︒

かも環境を忘れず︑理想をいふも現在を

含を開き︑東京から講師を招いて道徳

り︑明治二十七年これが賞行に着手し︑

から示された原案に蕊づいて規約を作

はこれに心酔し︑我園刷有の道徳は漸く

軽んぜず︑和漢洋の畢理を融合し︑特に

方の民風次第に改り︐人々道徳を解し︑

に関する講話を乞ふた︒それより同地

を金二十銭と定めたのは︑細民にも遍く

黒須信用組合と名づけた︒一株の積立

翁は明治十六年頃︑茶業観察のため静

であった︒

て︑最も穏健であり最も進歩的であるの

重きを我国磯に置き︑皇室を中心とし

家業を勘んだのである︒不肯私も亦こ

を見て︐時弊を救ふには是非ともこれに
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ある︒最初は積立のみを行って貸出は

十六年となって︑一期を五年に改めたが
これは組合員の多数意見に従ったので

意に出たのである︒第四期即ち明治三

期を三年︲となしたのは︑人を倦ませぬ用

ある者の便利を闘ったのである︒叉一

申込み得るやうにしたのは生活に鱗裕

入禽させるためであって︑一人で幾株も

責任であれば心先づ父兄に家庭教育の重

父兄たる者の大にして且つ避くまじき

なしたのは︑凡そ子弟の教養は︑これが

ことに努めたＯその父兄を特別含員と

催し︑青年を指導し︑勤倹の良替を養ふ

をなし︑叉討論倉︑俳句倉︐夜業禽等を

於て︑道徳上の訓話︑賞業に開する講演

別含員となし︑月二回黒須高等小畢校に

組織し︑青年を正曾員となし︑父兄を特

た︒篇めに明治三十二年︑黒須矯風倉を

振興しようとして︑日本弘道含黒須支曾

銀行の創立である︒翁は同胞の道徳を

翁の晩年を飾るところの事業は︑黒須

である︒

翁の熱心を感謝しつつあると云ふこと

峡席せず︐詳々として貴き教訓を垂れた

ると云ふと︑雨の夜も雪の朝も一たびも

るのであって︑一たび営年の事を追想す

翁は次代の園民たる青年が︑一たび肇

ちて解散した︒

その後十年の後諜期の美果を牧め︲期満

三十八年財園法人として官の登記を経︑

了の際は一寓回近くの巨額に達し︑明治

て貯蓄の力の大いなるに驚き︑第二期完

大な利益を間したところから︑人々始め

た︒この事業は益々護展して︑人民の莫

興法を定め︑期限を定めて貸附を鴬し

慰安等に至るまで奔走して能く帝函の

の慰勢︑逢迎︑弔問等より遺族の救護︑

てた者もある︒叉家に止つた者は︑軍人

くの出征者を出し︑中には非凡の功を立

り︑日露戦役の際の如き︑含員中から多

く改まり︑勤倹質賞の空気は同地方に瀧

た篇めである︒是に於て青年の風儀全

相侯って社含改善の賞を墨けようとし

んすべきことを知らしめ︑家庭と斌曾と

ると多くはこれに反謝して︑或は一旦は

開いて︑銀行設立のことを諮った︒す

はと︒依って明治三十二年︑役員含を

れを基本として︑一つの銀行を立てんに

折も水泡に蹄するかも知れぬ︑如かすこ

れを前例通り沸戻すと云ふと︑折角の骨

に達した︒そこで翁は考へた︒若しこ

果を見︑第二期末には一寓側近くの巨額

黒須信用組合の事業は諜期以上の好結

須信用組合を作ったのである︒而して

を設け︑勤倹の美風を養はうとして︑黒

五

せなかったのであるが︑二十九年から貸

校を卒業すると云ふと︑直に献含の悪風

矯風含員は多くは一家の主人となって︑

臣民たる責務を全うした︒今や営時の

これを計蓋しても︑これが維持が困難で

に染み︑日中は怠り月下に遊びて︑少し

着賃に︑熱心に︑その家業に働みつつあ

も己が将来を慮らぬ者あるを歎き︑これ

が救湾法に就いて考へるところがあつ
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畢者に鑑き︑東奔西走の結果︐先づ資本

し︑或はこれを先輩に質し︑或はこれを

た︒是に於て翁は直に創立準備に着手

て︑遂に役員の同意を得ることとなっ

設けて︐杜愈を利するに如かぬと論じ

に迫られて設けるよｈも︑事前に之れを

．必ずその必要を見るに相違ない︒必要

行の必要は或はないか知らぬが︑牌来は

ない︒成る程今日の状態では︑黒須に銀

を以てこれに営れば︑事の成就せぬ筈は

主義となして事に従ひ︑不携不屈の精祁

り︑彼我相助を本領となし︐自他共利を

として︑荷くも我に信義あり︑親切心あ

はないとか︑主張した︒そこで翁は倣然

であれば︑新に黒須に銀行を立てる必要

入間川等には︑既に立派な銀行があるの

は銀行の必要はないとか︑或は扇町屋︑

あらうとか︑或は黒須のやうな片田舎に

如く肺翁の雪間の家はこの銀行であっ

り後︑翁のこの銀行を愛する恰も我子の

須銀行を創立することＬなった︒是よ

出して満場の同意を得︑終に株式含就黒

たが︑翁はその糎畢を戒め︑二十寓読を

三十寓︑或は五十寓と主張する者があっ

起者中には資本金増額説を提出し︑或は

り︑術ほ雁募者は誰きなかつだ︒篇に溌

既に期限内に五千九百除株の申込があ

の成縦を示して︑二千株の募集に封し︑

易に人を動かし︑株主募集の結果は意外

は提燈を黙して門を入り︑その熱誠は容

の時翁は朝は草鮭を穿いて家を出で︑夜

方の資産家を訪うて同意を求めた︒こ

問ひ︑準備全く成り︑明治三十二年︑諸

行界の元老︑資業界の重鎮に就て意見を

を始め︑その他の大銀行を硯察し︑叉銀

翁は尚ほ子爵の経管にかＬる第一銀行

するが得策であると言はれた︒そこで

困難である︒寧ろ十寓圃の貯蓄銀行と

に明治三十六年は︑凶作の篇に農業は無

日々生活の脅威に泣くのであった︒特

き︑一般細民は白霜の結ぶ時期となれば

はなかった︒篇に齢裕ある者は暫く措

事がないところから︑無篤にして暮す外

活の資を取り込んで︐他除の月は何等仕

り秋に亘る数ヶ月の内に一ヶ年間の生

より二十年前の黒須地方の人民は︑春よ

に閲して計霊するところがあった︒今

副うてゐる︒

道徳銀行と言うて居られるが︑能く資に

ことが出来る︒漉津子爵はこの銀行を

経済との殆んど理想的の一致を見出す

我々は翁のこの塗の事業に於て︑道徳と

加して︑遂に三百寓目の多きに達した︒

川︑松山等に支店を設け︑其の資本も増

したばかりでなく︑所葎︑川越︑入間

はレコードを破り︑猫りその建築を増大

その計書は塗く成功して︑同銀行の護展

ると子僻は大にその筆を賛したが︑資本

の出勤簿に捺印して居られる︒されば

た︒現に翁は長逝せられる前日まで︑そ

は賞に甚しかった︒これを見る翁の眼

論織物業も亦不振であって︑細民の苦痛

0

翁は叉細民の救助を企て︑彼等の授産

これを溌津子爵に諮ったのである︒す

金五寓目の貯蓄銀行を設ける案を立て︐

金五寓回ほどの小銀行は︑却って維持に
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で水勢を激させ︑測らざる災害傘︾欝らす

黒須地方を流るＬ入間川は砂喋が積ん

には同情の涙が一杯であった︒元来︑

て良好であった︒・ては思想動揺の鎮静を岡り︑又黒須銀行

入間砂利曾耐を経賛し︑その成績は極め開いて同胞を警め︑勤倹を奨働し︑延い

々有望となり︑翁は某々氏と協議して︑た︒又去る世界大戦には︑道徳講話宮を

融機開を蕊ひ︑他方に商工業の護達を圏

の増資支店の増設等に依って︑一方に金
一へ

ことがあった︒翁はこの砂喋を運んで︑
他の有川な目的に川ひ︑河身を改良すれ

襟を正さしめるものがある︒その紳悌翁はその個人たると︑国家たるとを問

翁の尊王愛因の心は︲人をして恩はすつた︒

民を救ふ一助︐ともならうと考へて︑砂利

ば︑一には水害を未護に防ぎ︑一には細

採取業を始めた︒是より無職の細民は

と︑皇室の御隆昌とを所願せられた︒明信し︑これが奨働を努むること至れり誰

を拝する時には︑必らず玉鰐の御安全はす︑致富の要訣は貯金にあることを確

運んで和営の勢銀を得︐その生に安んす

1
】

喜び集って︑或は堀り︑或は飾ひ︑或は

献納しや出征者の家族を慰問し︐三十七令孫にもこれを賞行せしめ︑世間に向つ

治二十七八年戦役には伽兵部に金品をせりであった︒翁は家庭では嫁御にも

八年戦役には︑翁の二令息が外征の途にては紀念不動積金︑韮齢含︑二十年含︑

ることが出来たＯこの砂喋は道路の修
築に川ひられたり︐叉甲武川越雨織道に

人士を勧誘して︑巨顔の膳募をなさしを表彰した︒これは言ふ迄もなく︑猶り

上ったところから︑翁の封国家の責務は平和貯金等を計賓せられた︒

り牧支は償はなかったのであるが︑元と

め︑叉軍人の送迎︐慰努︐弔問︐出征家翁の光築たるのみならず︑叉家門の光柴

依って東京市に販寅せられたりしたｏ明

慈善を主とするものであれば︑翁は損益

族の救護慰籍に努め︑戦時講演倉を開いたるのである︒翁の家門の光築に就い

果されたやうにも考へ得られたのであかく翁は多年その心を殖産興業︐と風

如何に拘はらす︑依然これを綴績した︒

て︑同胞の愛固心を鼓舞し︑日本弘道倉ては他に叙すべきものがある︒明治十

繰延となる姿で︑この事業の如きも固よ

篇に戦時中︑一般細民の生活の困難な時

の護行にか足る出版物を諸方に配布す六年︑明治天皇陛下には近衛演習を統

治三十七八年戦役には諸般の事業が皆

に常り︑猶りこの地方には納税小作料等

る等︑その努力は非常なるものであつ監あらせらるＬや諺翁の邸を行在所に賞

るが︑翁は決して之に甘んする者でな教振作とに用ひられたところから︑明治
い︒国債の募集には︑黒須銀行及び地方三十九年官では緑綬褒章を賜うてこれ

武蔵野織道が開通して︑砂利採取業は益

の滞納者を見なかったのである︒後ち
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特別の来賓にはこれを示して︑その光築

に富てられた書院に群雲館と命名して︑

る恩命を拝した︒これより翁は御坐所

を辱うし︑且つ製茶を宮内省に納めまつ

てさせられた︒この時翁は種々の恩賜

任じ︑六男金六氏これに副ひ︑孫慶次氏

と販寅とを行ふもので︑組長自らこれに

くるのである︒茶業部は狭山茶の買入

は組全僻の総長として全般の事務を統

ゐる︒その組を三部に分ち嗣子武平氏

組の信係は左の如くである︒

心とがこれ致して居るのである︒繁田

の人格の力と︑令息達の愛家心並に協同

破綻をも生じたことがない︒思ふに翁

と全然異るところである︒

の漫りは︑翁の閲歴と二宮尊徳翁のそれ

の後久迩宮殿下の御席舎となった︒こ

二年には竹田宮殿下の御楕舎となりそ

を分たれた︒その他︑翁の邸は明治四十

勤者を蕊けて︑重要な位世に据ゑて置

男哲四郎氏である︒その他永年の忠

販喪とを司るもので︑これが専任は四

一氏その主任となり︑醤油店は醸造と

作︑小作の監督を司るもので︑嫡孫誠

とに常り︑地所部は拠賓茶︑農業及び家

は秋川の州張階主となり︑販路披張のこ

繁田家一門の事業の堅責なのは少し

固家に封しては忠君︑愛幽︒

献曾に封しては共利︑博愛︒

顧客に封してば親切︑信義︒

業務に封して臓勘精︐進取︒

も異しむべきでない︒

一家に謝しては協同︑和楽︒

私はこ心で翁の家庭に就いて一言す

自己に封しては節制︑修養︒言

る︒翁と夫人との間には八男二女があ

その他︑同家には茶話倉と云ふものが

し︑五男高山俊吾氏を和談役となし︑菖

ながら︑各自の見聞︑感想等を交換し︑

あって︑茶舗に勤めてゐる店員地所部及

目的とし︐月一回開かれる︒茶菓を喫し

び醤油店の従業員等の修養と慰安とを

く︒毎月一回主任含議を開いて︑各部

って︑別に長外装榊庄一牛氏を監督とな

に開する事務を議し︑業務の側滑を脇る
のである︒これが顧問役は即ち翁であ

ったのであるが︑その内一男一女は天折
家に在って︑それ人︑家業に携はり︑和

遁堀なきを期してゐる︒この組合は他

し︑二男一女は他に僻嫁したが︑他は皆

爺認々の裡に棋範的家庭を形作りつＬ
ある︒賞に翁の血を分けた者を数へる

鑑き︑談笑の間に善良な品性を陶冶する

各主任︑綿長︑顧問等から有益な講話を

のである︒されば繁田組に勤むる者に

の法人組織の含耽と同じく年末に清算

ふことである︒これは日本の家族制度

はいふところの奉公人根性と云ふもの

と︑五十七人の多身一に達して居るとい

に依ってこれを分配し︑是迄三十年の久

を行ひ︑三部を合せて純益は一定の繰規

が全くなく︑何れも誠心誠意業務に従事

のと言ひ得るであらう動この一族が合

しい問責行し来つたのであるが︑一回の

といふ黙から見ても︑確に典型的のも
して繁田組と云ふ合資組織を持らへて
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をも兼ねるのであって︑繁田家の家作に

この含は一種の貯金を行ひ︑資金の融通

店子の保誰を岡り︑相助を企て§居る︒

のである︑叉共柴倉と云ふのがあって︑

企業家としての翁の偉大性を窺ひ得る

と云ふことである︒我々はこの逢りに

し︑中には三十年四十年の勤績者がある

又特設の住宅を起して︑店員︑従業員を

臨時に金品を輿へてこれを表彰する︒

︑そのうへ特別の忠勤者︑功勢者には

質的には給料以外に︑年二回の賞輿を典

の日曜を公休日と定めて休養せしめ︐物

び従業員の優遇法として︑毎月第一第三

の紛争も兆ぎす除地がない︒叉店員及

すものといふべきである︒

今日︑一般企業家に向って︑活模範を示

たと云ふことである︒蓋し翁の如きは

に結び付けられて︑愈々業務の誰鵬を見

の影響もなく雇主︲と被雇者とは道徳的

かった時にも︑猫ｂ繁田組のみには何等

ーヂュに︐ストライキに如何にも騒々し

来新思想の影響甚しく

て︑優に生活の安定を得て居る︒大戦以

世間ではサボタ

住む者︑叉その宅地に居る者は︑毎月一

の一部を補ふに過ぎない程低廉であつ

住はしめ︑これが家賃の如きは︑修繕費

を望む者は︑その人の信用を調交し︑金

若槻首祁就任と聞いた一同郷人某︑此上もなき郷圃の面目︲ご喜びの齢リ︑首相

とは一面識︑もなく︑且は蝕諮のない身ながら︑何か魂意乃表したい︑ものと色々思

溌荊たるやつを数種窪りぬ世ｉ﹄値段を聞く︲ご驚く勿れ七十回だといふ︑某頭准掻

案の末︑大枚二十金を調達して︑早速魚河岸に出向いて鮮魚かあれこれ物色し︑

二十回しかない﹂といふと︑之をきいた魚問屋の主﹁よしツーとばかり大に江戸

誉ながら﹁イヤ是非この魚が欲しいのであるがｌ責はかくＩＩの次築で今懐中

子の鎮象を見せ﹁ようがす︑さういふことなら二十回にまけときませら﹂といつ

て其の魚起揃︿て渡した︒某はその主人の好意に感激しながら急ぎ廿相邸︷卜持参

に及んだといふこ︲であるが︑某といひ問屋の主人といひ︑近頃頼母しい心底︑

若槻肯相その夜の晩酌の味はさだめし又格別であつれであらうｃ
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定の貯蓄をなし︑含員の中で資金の融通
額を定めてこれを一交附するのである︒

叉曾員中︑不時の災難に苦しむ者があれ

は︑これを慰問してその苦痛を分つの
愛護し恥且つ共同貯蓄を奨励して居る︒

である︒叉農事組合があって︑小作人を
今日共柴倉員は八十一名︑農事組合員は
百十七名程ある︒細曹は農閑を利用し︑
多くは新年に於て開き︑営日は繁田家か
益な修養談︑賃業講話等を鑑き︑除興の

I

一

一

一

一

一

へ

〜

へ F 〜 へ 壷 〜〜

ﾋ
ﾍ
ﾊ
ﾊ
式

ら特に饗膳を受け︑且つ講師を鵬して有

斯くては勢賓の衝突も︑亦地主小作人

数々をもあると云ふことである︒

I

… ､ −一
ー

１１１１

青年訓練の要旨

閏運の進展は一に梁りて青年の向上にある︑其の故に青年

計書に封する世人の注意を喚起し︑兼て之が賞施に庭すべき

ては直に賞施に着手するの手筈になって居るが故に︑弦に本

たるを以て之が費用に開し︑近く帝闘議曾の協賛を経るに於

せん︐とする

新に賃施

文部省杜曾教育課

同時に︑他方に於て其の心身を鍛錬して健全なる園民を養成

を訓練して其の修養を神補し︑以て次代国民の資質を向上せ

するを目的とするものであって︑今や文政審議倉の可決を見

しむることの緊切なるは︑今更言を要せざる所である︒殊に

施行上の要項とを明にし度いと思ふ︒

地方営事者の用意計叢に費せんが篤︑弦に此の施設の目的と

◇

普通選畢法の賞施目聴の間に迫れる今日︐一般青年に封し善

一︑娩近我園青年の教養は︑或は畢校教育の護達に或は社曾

◇

良なる公民たるの激養を積ましむるの要︑益々切なるものあ
るを鴬える︒更に青年の心身を鍛錬して健全なる国民の養成

教育の振興に依て︑漸次に進展の域に進みつ§あるは大に

に資することは︑欄り国防の充賞に寄典するのみならず︑之
に曲て在餅期間短縮せらるＬに至らば︑延いて図家産業の護

喜ぶべきことではあるが︑之を中外の情勢に鑑み︑更に之

を青年教育の現状に徴すれば︑益々其の施設の振興護展の

展に貢献することが少く救いであらう︑之を以て前議曾に於
ある︒

ては斯種施設の連かに責施せられんことを建議せられたので．

必要を痛感せざるを得ない︒

今全国の青年が教育上最も重要の時期に於て︑如何なる教

L

今同文部省が新に企謹したる青年訓練施設は︑如上の見地

回

から一般青年に封し一方に於て公民的資質の涌養に努めると
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に拘らす︑更に進んで普通教育︑賞業教育等を授くる正規

々義務教育を修了する男子は︑六拾除禽人の多数を算する

養訓練を受けつ§あるかを見るに︑最近の調秀に依れば年

必しも各科を猫立科目として教授せざるも可なること堤す

補うて︑以て綜合的に訓練の蚊を牧めしめんことを期し︐

であるが︑而も其の賞際の教授に至っては︑各科相侯ち相

湾的に︑賞際生活の必需に雁じ公民として特に適切なる智

る︒課程の巾公民科を加へたるは︑畢竜今日の時勢に順膳

て後期以上の課程を雁む者は未だ多数ならざる賞情にあ

徳の涌養を期せんとするにあるのであって

の中等諸畢校に入肇する者の数に至っては︑其の年度に於

る︒今州資施せんとする青年訓練の目的は︑此の事賞に鑑

て僅かに其の一割弱即五寓人徐に過ぎずして︑大多数は高

み十六歳より二十歳に至る迄の青年に封し︑畢校教育の如

て授けらる§のであるが︑然し之に依て決して専門的智識

布せられた菩通選蕊の制度の如きは︑主として此の科に於

とするも︑特に牡含の賃情に考へ︑或は法制的に︑或は経

くならざるも而も簡易にして稽々組織的なる教育を施し︑

の教育を本旨とするのではない︒

すべき園民たるに適切なる資質を涌養せしむることを主眼

以て一層其の心身を訓練し︑健全なる図民善良なる公民た

尚或ぱ政治的智徳の教養に亘るとするも︑例へば現賞の政

等小畢校及賞業補習肇校に入肇し︑然も賃業補習畢校に於

るの資質を禰養し︲尚青年各自の境遇に適する技能を練騨

、

例へば既に公

して︑其の成業を助けんとするのである︑最近の調査に依

しむること間よりである︒

黛の一黛一派に封する利弊に言及するが如きは︑之を避け

れば︑之に該常する青年の数は約百五十寓を算する︒

の志気を振起し其の性格を剛健ならしむる等︑教育上の債

叉教練を課するの本旨も︑教練が青年の心身を鍛錬し︑其

値の甚だ大なるものあるを認め︑他の科目と共に青年の訓

◇

及公民科︐並に其の他の普通畢科︑職業科︑教練とし︑其

一︑青年訓練の科目に開しては此の施設の目的に照し︑修身

軍事的教練の蚊を牧むれば足れりとするのではない︑唯其

練に資せんとするを主眼とするのであって︑之に依て専ら

言を侯たぬ所である︒

の結果に依て我が国防上の施設を軸くるに至るべきは是亦

の課程は四年を通して修身及公民科百時間︑其の他の普通
もする︒尚各科目に就ては︑各其の規準となるべき要旨を

〃

一︑本訓練を受くる者の既得の素養に封する課程の掛酌に開

畢科二百時間︑職業科百時間︑教練四百時間を課すること
指示して之に準擦せしめ︑以て其の趣旨を誤らしめぬ考へ

‑−−．28−

在蕊する者︑或は資業補習畢校の後期︑叉は高等科を修了

しては︑以上の趣旨に依り営該年齢の青年中︑現に豊校に

補習畢校に於て︑一層組織的に修得することを奨励する方

は課せざることを得しめ︑術事情の許す者は成る可く責業．

するものである︒而も本施設は之を畢校教育に比すれば︲

はなくて§寧ろ賞業補習教育を補充し促進すべき特質を有

其の課程が嘩少の時間に於て施されるものであり︑且教授

針なるが故に可此の鮎に於て既に彼此頭複混同する筒ので

程の一部は︑之を課せざるも妨けない︒

の進度も畢校の教科の如く厳密なる系統序次を要せざる等

したる者︑或は他の中等畢校の半途退畢者にして相営の畢

尚教練に就ては義務教育修了後︑高等小畢校︑賞業補習豊

の開係より︐必すしも豊級を編制せざるが如き鮎に於て純

力ありと認めらるＬ者等に封しては︑其の程度に雁じて課

校其の他の蕊校に於て︑其の教授を受けたる者に封して

然たる畢校とも看倣すべきものでないが故に︑本施設を皐

校と穂せずして青年訓練所と穂すると共に︑叉之を斌曾

する︒

は︑是亦其の程度に雁じて相営の時間は之を減ずることＬ
一︑本訓練を行ふべき時間等に開しては︑四年の間︑毎週僅

教育上重要なる施設として取扱ふことにして居るのであ

の以上の閣員に曲て組織され

又年齢十六歳以上二十歳未

養機開に相違なきも︑現在の青年副は年齢二十五歳或は其

一︑本施設と青年園との開係に就ては︑青年園も亦一種の修

又︾○

少の時間を配営し︑以て持綾的に青年の修養を貧くるを常
例とし︑教授事項の全部を睡縮的に一時に之を課するが如
きは︑出来得る限り之を避けしむること畠するも︑然も之
に依て青年の生業を妨け．ざるの本旨なるを以て︑例へば農

閑期の如き通常の時期を利用せしむること§すべく︑尚青
年身隈の弧弱如何に留意し︑教練の如きは身催の虚弱なる
者に封しては掛酌を加ふるも差支ない︒

したる本施設の如く︑教育上一定の目的と仕組とを定め︐

満の者にして之に参加せざるもあり︑従て今回政府が企蓋

せんとする施設とは其の性質を異にし︑青年訓練は青年閣

青年園に加入する者も叉否らざる者をも︑脅しく之を訓練

員の教育施設として見られるのである︒従て本施設と青年

』

◇

一︑本施設と貴業補習畢校との開係に就ては︐本施設は小畢
を課し︑資業補習畢校後帆修了者に封しては︑課程の一部
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校のみを修了せる者に封しては︑簡易の方法を以て全課程

◇

に在肇せる者が青年閲員たる如く本訓練を受くる者も成る

と青年園との開係も亦同様である︒即ち縦来賓業補習肇校

校へ入蕊することを奨働し来れる事賞に老ふれば︑本施設

べからざるは勿論であるが︑特に従来青年剛は賞業補習肇

閲とは万に相侯ち祁軸けて︑各其の目的の達成に努めざる

まない︒

訓練の効を牧めんとするの気運に趨かんことを期待して止

あって︑常事考も亦大に之を奨働し︑全園の青年が競うて

念ひ︑進んで本施設に参加せんことは間より切望する所で

に心身か練磨するは青年自身の篇にも顔る緊切なることを

に︑青年各自省亦其の修養上最も重要の時期に於て︑不断

領者には軍部に於て稔定の上︑在誉年限の短縮を行ふ諜定

者には︐青年訓練所主事より修了護を授典し︑尚修了誌受

出席時数等を明かにし︑二十歳に達して課程を修了したる

年各自に手帳を所持せしめ︑其の他適鴬の方法に依て平素

一︑青年訓練上の指導に就ては︑訓練所に名簿を備付け︑青

べく青年閣員たる如き開係となって︑雨施設が同流なる調
和的装達を途け︑青年教育上資績を筆ぐるに至らんことは
狗に切望に湛へぬ所である︒

の教育事務として市町村長之を管理し︑資業補習畢校又は
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−︐本施設は之を呼ふに青年訓練所なる名稚を以てし︐園
小畢校に於て之を行はしむるを常例とし︑地方長官の認可

である︒

尚訓練の事務を桧鴬する者は︑之

ては適営の方法に於て之を道府螺に州付し︑道府畷は更に

ても之を行ふを得しめ

を受くれは多数の青年を使傭する工場︑鑑山︐商店等に於
を青年訓練主事Ｌ﹂し︑賓業補習墨校長叉は小肇校長等に之

一︑本施設に封する園庫の補助金は︑議含の協賛を経るに於

を委畷し︑訓練を桧賞する者は之を青年訓練所指導員と

する︒

×

之を各市町村に配付して青年訓練の資に充てしむることし

×

し︑資業補習畢校叉は小豊校の教員︑在郷軍人︑其の他地﹂

×

方長官に於て適営と認めたる者に封して委嘱することＬす

×

ツ＠○

×

一︑本施設は市町村をして之を維持せしむること§し︐尚営
該年齢の青年をして狸て之に琴加せしむるの趣旨ではない
が︐而も各市町村は︑本施設が我が青年教育上正に喫緊の

要務たるの黙に鑑み︑奮って其の維持に努めらるＬと共

×

宮家の御歌曾
侍りて

辻村靖子

な︑姉妹お三方・しとやかにお通りになり︑大宮妃殿

先生の片言隻句蕊洩らすまいと気は緊張しっ児耐眼

計は午後三時半すこし過ぎ︒井上通泰先生が講評を

下と︑折り曲って机を釦えて御着席に藤る︒時に時

新らしい話ではありませんが︑あの震災に赤坂葵

は忍びやかに姫みや殿下のあたりにばかり注ぐ︒つ

□

町の御殿をお立のきになった︑東伏見宮殿下大宮妃
殿下の催お住居︑麻布飯倉片町へ参殿いたしました
時のこと︒そして宮の御歌曾に召さるるもの十五六

やつやと︑黒く清らかな御髪を︐ただお下げに遊ぱし

其忙しいことは︑

人︑宮中御歌所の御八二人︑別常事務官参列を許さ

始められるに︑皆もう心も空で

れ︑しんみりとした高尚な倉でありました︒みな賜

て︑かぎりない質素なゴムのち櫛ばかり︒お召物は
濃紫に凱れ菊の中振袖に︑帯は槌紅色の錦か知ら

下に卦立ちになると云ふ︑恐らく最柊のち畢問だか

はった席に着席しっあふとみれば︑大宮妃殿下のよ

らせられる御椅子の外に御室しい椅子が三脚まで
上座に設けてある︒そして誰れ云ふとなく︐良子姫
様が成らせられると云やうな聾が．私の耳に入るの
です︒さてはと誰もつ北ましく待ち奉ると︑やがて
小さい束髪に縫絞の二つ衣に︑じみな織物の帯を

ら識きなれた講師が︑思なしか例もほど能涛にはお

篇か︑一番おうつくしい︒歳明けては．皇太子妃殿

しく岩はすが︑やはり未来の図母がねと存じ上げる

ぬ︑たぜ美くしく愛らしく︑そして端正に上品に
おがまれる︒第二第三の王女︑みなとりん〜に美

しめた︑後閑菊野女史が先導申上げて︑梅棲のやう
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に

はさない・

れだ︒

そちこちもう黄昏時となると︑退出せずに居た我

□・

奮派と新派と其方の八にては所論さま人〜なれ

々ども︑やがて誰増揮するとなしに︑一審にお玄開の

口

ど︑第三者よりいは喧奮涙は古き習慣を墨守し︑新

は御重ね草履の音もなく︑式蔓へお下りになる︑光
る肢ゆいお自動車の中に真中に姉みや︑左右に妹宮

前に整列する︒大宮妃殿下は︑御衝武障子の所まで
おでましになってお見送りあらせ︑やがて姫宮たち

る︒新派の長所は︑用語自在︑思想も自由大贈なれ

御召めしになる粛ましけな後閑女史が御陪乗で︑い

派は之に憐ずとて自由の想像と︑用語とにて歌一を
も︑濫りにいづれと是非し難く︑頑迷と軽挑とに偏
らぬやうに中庸をとり︑温健にものしたるが用られ
ど︑内容外形ともに︑新らしくしたらば︑純桃に陥

矯で見上げられる良子殿下と︑狗に晩れ行く秋の白

ざ車がでやう︲ｃ云ふ刺那︑やＬ二三歩進みいでさせ

菊の花と︑春雨を帯びた牡丹の花と︑一時に観るや

るべし︒故を以て句新派に共鳴せねど︑若し我幽の
に竹を接ぐ如き︐外圃語を使用する等の公態度を敢

うな美くしさにたすもう荘つとして︐車の一音の遠く

られた大宮妃殿下と︑車の中から溢るるばかりの愛

へてせずぱ新清にしてしかも淵健となる︒新派と云

なるまで誰れ一人物云ひませんでした︒

古語の尊重すべき豊富なる内容あるを研究して︐木

はず奮派と云はず明治大正の歌として︑後世に誇る

せしたら圃何と云って叱責されるか︑患ひおこして

しかしかうした談話を︑私故星野恒先生におきか

□

べき何物かを始すであらう︒

歌集について類緊歌休柿本人密集寓葉集につき叉
まで論き及ぼし語格について奈良朝卒安朝から江戸

〃

其作者の品評について論じ三代集八代集の扱ひ方に︑

詩代現代の語潅まで約一時間三十分にわたり申上ら
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』
E

みると︐責に明治大帝の御代も隆んな︑同四十三年
頃であったかとおぼえる︒先生が御講書初に︑周易
の進講に召されて︑天皇皇后雨陛下に鳳鳳の間で︑

お供をして︐他所へ行かねばならない︒固よりはき

かへの袴がありやうはなし︒窮儀の一策︐一日二円

前から︐墨汁をすりためておいて︑それに絞りにな

た時に﹁それは如何な御様子︑いかなる光景で﹂と

うちは可かつだが︑竿にかけて乾しておいたら︑元

個所を繕はうと云ふ工夫である︒所が︑濡れてゐる

った古手拭を浸＃て真黒に染めた︒其切れて敗れた

率直にお零れすると︑先生すこし苦笑なさって﹁さ

御講義申上げになった︒一週間ほどた２Ｌ︑寂上っ

ぅ云ことをききたがるやうな了簡なら︑本を讃むこ

金地の扇の地紙に︑這勤な手跡で書かれたのが今

七年力畢一朝婦郷
築乎光乎錦心繍腹走筆贈世恒

て肇業成って︑郷里へかへられる時︑先生に書いて
職せられた詩の二句がある︒

それは一時の笑ひ話に過ぎぬが︑忍び難い苦に堪へ

ことを︑今目の前にあることの如く︑嘆かれる老博
士の 子供らしさ︑それこそ私は笑ひだしました︒

ささぅな切れをくれｋば可いのに﹂と︑恰も常時の

大聾を立てＬ笑はれた︑﹁何に︑笑ふ位なら初から好

時︑見透りに式皇まで出てきた奥方が︐腹を抱えて

にか縫ひつけて穿いて︑先生の後からついて行った

来が豆絞りの手拭だったから．何とも云はれぬ所ま
だらの薄黒色の物ができた︒それを︑どうにかかう

とはやめにした方が可い﹂と︑たった一言︒まこと
に百千言の訓読より身に染みました︒然し私が︑あ
まり恐縮したのを気の毒に岩思ひになったか︑やや
面を和らげて︑﹁然かし︐御前だから一一敬語のつく

には困った︒やり憎いこと︑一通りではない・虚言
と思ふなら一つそこで︑ご語尾に敬語︵ござりま
すると云ふ︶を附けてやって御覧﹂と戯ふれられ
た︒まさか遁言に従って︐まじｊＩとやってみられ
る者ではない・其折に︑先生の先師︑購谷宕陰翁の
畢舎に︑畢僕として勢役に服しつつ︑書経の書き入
れをしたこと等を談しだされた︒何しろ玄開の机に
向って︑座ったきりの弊袴は︑尻の所の破れた穴
が︐拳の出る程になってる︒それに明日は︑先生の
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。

も︑故先生の書院のなげしに掲げてある︒
□

にしなされる︑みおぱえなく︑流石に戦々競々と︑

女畢生が立ってる︒ついぞ見識らぬ人らしい︑忙し
く記憶をたどるが︑思だせない︒向ふはにこやか

馬額を︑私刈ｃ一冊︑同行した東大︑大皐院の畢生がつ

とやると︑彼方は口を掩って︑

やいました﹂

﹁ちみそれ申ましだ︒失職ですがどなたでいらつし

く人〜と仰いて見て︐潔息をついて感激しました︒

﹁彼の︑彼の英畢塾の︑一年生でございます﹂
どうもこれには赤面いたしました︒一週二時間ば

師弟の情誼のいかなる者であったかを物語るこの

先哲の人を教へるのに︑この畢識と此温情で扱った
から︐人の中での算とい入物も出来たのでせう︒

×

×

×

殺室で互に見もし見られもしてゐて︑この始末で
それに現在の私どもはどうでせう︒私は女子英畢
す︒これでどうして︑教育の功果があがりませぅ
塾に二十年来勤めて居りますが︑最初はまだ校蓮微
か︒
々たるもので何一級七八人など労云時に︑教へる方
してみると︑やはり昔のやうに人格者を中心に比
も教へられる方も︑絢に真剣な者であり︑我子の
較的少数の門生を教導する塾殺育の方が︐総程人物
如く︑弟妹の如き愛情を有った︑向も定めてきうで
を出だすやうに思はれます︒
したらう︒所謂糟糠の妻は何とやらで一所に苦しん
だ人ほど因も深い︒然るに目下畢校は盆隆んにな／

×

b

り︑一級二組合せると︑九十五人などＬ云ふことに
なってごらんなさい︑心には決して忽にする素はな
いが︑結果はかうです︒

この間玄開におとづれだ︑優しい一音聾がある︒私

×
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ぬっと立って取次きにでると︑美くしいハイカラな

×

1
昔

葉書道徳

繁田武平

心

葉書は縦十四糎竿︵約四寸七分︶横九糎︵約三寸︶文筆の通ずる所僻地偏境の別なく︑博染病の流行地
重さ約三死︵凡蒋一分鯨︶といふ小僻である︒之を肉でも硝煙張る戦場でも一命を賭して飛び込み靭川常
の眼から物質的に取扱へば︑甚だ軽微なものであるの用談は勿論言ひ僧い口上より斌交一片の挨拶に至
が︑もし心の眼を開いて精祁的に槻察すれば︑極めるまで忠賞に思想の博達を掌る︒其の献身的な鳥奮
て貴重なるものである︒即ち葉書には諸般の道徳が岡振は賞に人世の躯鑑といふべきである︒尚又封書
盛られてある︑その道徳は一銭五厘といふ安償な者の榛に秘密の城廓を設けず且つ貴賎遠近を同一にし

でなく︑千金に償する高償な道徳である︒︲た開放主義と平等主義は頗る現代の新思潮を一致し

世界大戦の後諸物償が十割二十割の騰貴を来したて居るのである︒

時にも︑昔ながらの一銭五厘に甘じて髄上の要求を是を以て自分は葉書の徳を慕ふの除ｊ先年来特に
しなかった︒世界思潮の影響から子ｒラィキやザポ葉書主義なるものを標袴して葉書の如く簡便であれ
タージュの流行した時にも︐浮世の風を徐所に誉々率直であれ開放的であれ︑献身的であれ差別を撤腰

拶懸惑溌懸婚跨緬貌悠極織溌灘聴洲腕蝋鮭臓鋤謎織餓

に用務を癖じて埋め合せることを忘れなかった︒李三郎先生より一銭五厘道徳といふことを承って一
高山に登り大海を渡り郵便制度の行はるｋ所文字層葉書道徳の大切唾ことを感じたのである︒

一＝3局一一一

「

先生の談に依れば某大畢にて或る迩徳問題の解答を求めた所一生
めたさうであるｃそこで先生は其の生徒に封して懇玲説諭を加へて

徒は臆面もなく道徳無用論を書き立てＬ受持教師をして唖然たらし
後﹁お前が今悔悟の念に堪へぬといふ態度は即ち道徳的なのだ︒真心
炉

の光が輝いて居る時が道徳の世界なのだ︒裁徳を行ふのは尋常の茶
綻事で少しも六かしい事ではない︒今郷里の親なり兄弟なり腰葉書
一枚を出して其の安否を尋胆皿つ無事勉畢の由を報ずるがよいｃそ

である︒﹂と教誰しれさうである︒

今や思想界は混乱し畢生までが道徳無用論を筆に
して怪まい程に燭化して了った︒是れ圃民道徳の危

機にして叉圃家の危機と言はねばならぬ︒之を救ふ

の道は先づ卑近なる道徳の履行にあると思ふ︒即ち

葉書主義の賞行と︑一銭五厘道徳砂活用︲とに努むる

葉書道徳の振作が︑刻下の急務であると信ずるので

全のる︒︵大正一五︑三︑二日穂︶

宗像逸

的に高まりっＬあることは時代の趨勢であゑ

○酒が身篭及び能力に及ぼす害

先づ酒害の大概を塞ぐれぱ︑肉鵠に封しては︑近

世瞥肇が諸明する所によれば︑酒は人鰐の殆ど総て
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ｃ｜一銭五厘道徳とは即ちこれをいふの

酒と煙草

身心財を害毒損耗する悪習慣は世間に少くない
が︑其の中にて赴曾一般に度く行ばれ居るものは飲
酒喫煙の其れである︒錘に飲酒喫煙の害毒について
詳説する暇はないが︑是等が身溌的に精祁的に叉経

の機闘の破壊者である︒即ち酒は先づ胃液の分泌に
封して有害である︒叉血液の運行を過度に旺ならし

●

湾的に有害無益であることは今日に於ては科畢的に
叉統計的に識明せられて竜も疑がなく︑赴曾の責際
状態から見ても禁酒禁煙或は節酒節煙の貫行が世界

郡

I

むるが故に心臓の機能を妨げ︑総綾して之れを多量
に用ゅるに於ては心臓を肥大ならしめ不治の病源と
なるのである︒叉酒は膳に作用すること殊に著し

少いのである︒

と酒との開係について云へぱ︑多くの疾病は酒に原
因することが多く︑叉酒客は疾病に封する抵抗力が

る思索は酪酎時には最も不適常である︒其の他疾病

く︑所謂酪酎させるものであるが︑其の銘町が甚だ

酒と精祁との開係について見るときは︑酒の直接

○酒が精赫風激に及ぼす害

ること多大である︒其の他肺︑肝︑腎︑腸等凡そ人
鰐の機能一として酒精の篤に障害を受けないものは

作用は鵬髄の急性酒精中毒即ち酪町であるが︑之れ

到底潟すに忍びざるが如き行篤を敢てするに至るこ

＝

叉献含風教上から考ふるに︑我が園の最も顕著な
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不可である︒之れが常習トーなれば鵬の機能考障害す

ない︒叉古今東西の飲酒家は酒は僻温を高むる作用

犯罪或は過失︑傷害叉は錯誤︑誤解︑風俗の壌飢等

は人の精祁に鍵調を来たらしめて喧嘩口論其の他の

があると信じて居るけれども是れも事賃でない・其
の事賞は鵠淵器が有力なる読剛者である︒験淵をし

大なる害悪の原因となるのである︒叉酪町して精紳

かし害毒なる作用を篇す方が遥に多大であるから︑
結局 有 害 無 益 で あ る こ と は 索 は れ な い ︒

る吐曾風教問題は責春婦問題であるが︑糞娼妓が砥

て見ると飲酒後に鵠温が瑠して居らぬ︒叉酒類に幾
分の柴養分が含まれて居ることば事賞であるが︑然

次に澗精と能力の開係如何と云ふに第一酒精は人
の筋肉の作用を減退させることは握力計によりて資
験すれば明らかに分かる︒第二に酒精は鵬の作用を

曾の醜態であり︑害毒であることは真面目に斌曾を

が興奮する結果︑或威情叉は慾情は非常に懇烈とな
るが故に︑途に理性の制肘を離れて醍豊時に於ては

不活溌ならしめる︒人或は酪町時の充奮状態を見て

老へる人の間には今日全く異論のない虚であらう︑

とが多い︒

鵬の作用の活溌となりたるものと信ずるならんも︑

然るに若し風中禁酒を断行することを得たならば腰

1

是れは大なる誤りであって細かなる計算や複雑した

↑

は父兄の飲酒の鱈に貧困に陽り︑其の鰯に己むを得

娼の潟に著大なる効力があるであらう︒一方に於て
ず賎業に従事する者を減することが出来るであらう
が︑叉他方に於ては飲酒の上にて賎業締に戯るＬ者
を減ずることが出来る︒古来色と酒︑此の二者は離
るべからざる因果開係があるとせられて居る遡り︑

若し酒を斌曾から遠ざけて仕舞ふならば︑自ら他の
一方も取り去らるＬに相違ない︒禁酒の結果蓬娼妓
が大いに減巷らる︑とすれば︑富然其ｗ直接間接の
害毒が減ぜらるべく︑花柳病の偲播︑青年の瞳落︑

私生児︑財産の蕩誰︑嫉妬不和等人生最も忌むべき
害悪が減少せらるＬことになるのである︒其の他酒
は一般に不規律なる習慣を助長する弊があり叉圃民
をして責任観念を薄弱ならしめる弊害もある・酪町
の上の無責任或は不都合なる行動は宥恕さるべき理
財ある如く考ふる者さへある︒法律上の犯罪者は大
正元年より同五年まで五ヶ年間の平均では飲酒者が
約六 制 不 飲 酒 が 約 四 割 で あ る と 云 ふ ︒

○酒が経湾上に及ぼす害

更に酒と経漕の関係について見るに︑大正十二年
度に於ける造酒高は約七百冊徐寓石にして︑一升の
費慣を二岡とすれば︑資に十四億六千徐寓回にし

て︑之れに各械の外圃酒を加ふゐときは優に十五億

園に達するであらう︒我圃人口を七千寓とすれば一
人平均約二十一岡程になり︑暇ｊに一家李均四人と
すれば八十四側︑一家李均五人とすれば百○五回の

酒代を毎年桃ふて居る勘定である︒現在の圃民の富

の程度から見て驚くべき消費と言はざるを得ない︒

呪んやさなきだに︑不足を告ぐる岡民の主食品た

ＣＯ

る米を︑酒の潟に毎年約五十高石を消費するをゃで
糸哩

以上は概要応﹄過ぎぬが闘民の健康上からも能率上

からも︑道徳風教上からも︑叉岡民経潜上からも︑

禁酒或は節酒は鴬然の蹄結であることは︑明々白々
一熱い疑がない︒世界の大勢と圃家の現状に鑑み個

人とし一Ｌも国民としても禁酒叉は節酒を資行すべき

は明白なる道理である︒

○煙草の害
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の九五であると云ふ︒︵新英開相互生命保険曾赴の

六十年間十八菖人についての統計に依る︶

七︑喫煙は時間の大不経潜である︒

煙草の有害無益なることも多くの事賞が之れを護
明して居る︒之れを錘に詳言する暇はないが権威ゐ
る研究の報告に基づきて其の概要を述ぶれば︑

八︑喫煙は金銭上の大不経湾である︒

に唯一滴を落しても︑その潟に死をひき起す程のニ

以上は約説に過ぎぬが︑何しろ家兎の無傷の皮層

迷惑をかける︒

の二割ば喫煙に原因すると云ふ︒
十︑喫煙は周園や空気を不潔にして他人にも不快と

九︑喫煙は火災の原因となることが少くない︒火災

一︑煙草と其の煙の中には猛烈なる魔睡力を有する
毒物が含まれて居る︒

煙草が健康磯に良好なる影響を輿へると云ふ護

擦は少しもないのである︑故に健康上全く有害無

二
益のものである︒

三︑煙草は心臓及び血行に重大な影響を典へるもの
である︒随って喫煙者は是等の疾病に確かｊ易

コチンと云ふ有毒物が煙草中に含まれてあるから︑

四︑喫煙が身燈的能力を低下させることは運動競技
に於て喫蝿渚は非喫煉満に比して︑成功者が著る

によれば我が圃民は毎年約二億五千寓同の圃滝煙草

と多きは統計上の事資が誰脱して居る︒而して統計

いＯ

しく少いと言ふ統計上の事賞によりて明かに誇明

を消費して居るが︑其の外に外圃品も多量に消費し

衛生上有害であり︑随って身心の能力を損害するこ

されて居る︒

時間を消耗損害すること莫大顕著なる悪習慣は︑能

て居る︒財政困難生嬬不安の馴民が毎年二億五千寓
圃を煙にする上︑尚ほ貴重なる身鰐及び糖抑能力と

五喫煙が精祁能力を低下させることは︑畢事成績
に於て︑喫煙者は非喫煙者に比して不成績である

いではないか︒

力善用の上から見て断じて之れを排斥せざるを得な

ことが統計上に於て明示されて居る︒

六︑非喫煙者の死亡率は面分の五九であるが︑少量
の喫煙者は百分の八四であり多量の喫煙者は百分

一

､
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害であるこを決して疑を容れる隣地がなく︑其の他

畢的研究の上から︑身心の健康上及び能率増進上有

る潟に永く身心に不快苦脳を奥へ︑且つ貴重なる能
力に大損害を及ぼし︑加之一家に迷惑をかけ子孫に
害毒を流す如き悪習慣に囚はるＬは︑到底合理的道

遊楽すべきである︒僅かに一時の刺激的快感を擬ゅ

多く生活を享楽することが出来るのである︒宜しく
連かに悪習の牢獄から脱出して善習の自主自由境に

ｊ︑高級有益なる其れへ︑能力損害生活より能力善
用生活へ︑進化すればよいのである︒其の方がより

風激上からも継淡上からも︑有害であることは事賞
が護明して居る︒世界の大勢と我が圃情風力に省み
るときは︑我が国民は身心財の能力を最善に活用し

徳的なるべき文化人の生活と言はれない？されば此
の如き低級不健全なる享築生活から一段高く進化し

○禁酒禁煙戒時代の要求

最も合理合目的なる最善生活を為すべき時であるか
ら︑真剣の態度と勇猛精進の畳悟を以て一切の悪習

て︑永く身心を健全にし︑自己の身心能力を高め︑

以上に通ぶるが如く︑酒も煙草も今日の進んだ科

を去りて︑一切の善習に就かねばならぬのに︑非常

人或は謂はん◎禁酒禁煙等を行は哩飼人生薬みが

は一時の享薬生活であって永遠には苦痛生活である

だ︒之れが真正なる享梁生活である︒悪習慣や利己
慾を満足する所の今日一般に謂ふ所の享築生活は賃

自己の進歩向上を確保すると共に︑一家子孫並に腫
曾と共薬し得べき高尚健全なる生活を管篤すべき

なくなるであらうと︒園然らず此の如き肉慾的利己的

の潟に永久の苦獄に堕して︑真責の幸築を失ふては

なる窮状に陥り居りながら︑今筒ほ是等の大悪習
に封して︑圃民的大猛省が起らぬのはどうしたもの

にして結局自他の為に有害不愉快なる享楽をなさん
よりは︑身心の篇に健康的であり︑有益無害であ

ならぬ︒故に少年青年の如きは飲酒或は喫煙の如き

か︒

り︑共善的であり︑趣味的で研究的である所の享薬

悪習慣に染まらざるやうに始めから全く之れを使用

のだ・人生は貴重であるから一時の快楽︑虚億の幸禰

生活は多々あるのである︒低級有害なる享葵生活よ
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不親切であったならば法律も半ば徒法に蹄せざるを

青年に向畳心なく家庭や赴曾も之れに封して不用意

りも一層大切なるは国民各自の自麗心である︒少年

構なる時代の一事象である・然かし法律上の禁止よ

に延長せんとする法律案が提出されて居るのも︑結

る︒叉第五十一議曾に禁酒年齢を︑更に廿五歳まで

せぬがよい︒今日法律を以て未丁年者の禁酒禁煙を
制裁して居るのは賦曾政策としては至極通常であ

て其の束縛の餓鎖から解放きるべきだ︒織鎖を断つ

同時に既に此の悪習慣に囚はれて居る者も断然とし

初の一盃一服であることを知らねばならぬ︒之れと

くない︒毛厘の差違が千里の遠き隔たりを末すので
ある︒慎むべきは最初の毛厘であり︑恐るべきは最

果の穂計に於て天地雲泥の差違ある︒へきは想像に難

貫するのと︑一生悪習慣に囚はれて病的生活を績け
て日々に自ら墓穴を堀るの愚を潟すのとは︐其の結

ことは固より容易ではないが︑人間の意志力を以て

すれば︑悪習慣の織鎖を断つことは決して難くな

い︒決心の意志力は悪習の惰性よりも張い・精岬一

到せぱ何事か成らざらんとは確かに真理である︒現

に多年の飲酒喫煙の悪稗慣を全腰した者は世界に多

があったが数年来断然飲酒喫煙共に絶封に屡止し︑

数あるではないか︒筆者も賃に其一人である︒筆者
も元来特に是等の噌好深く随って多年多量の使用癖

習慣を養ふて︑飲酒喫煙の如き悪習慣に染まらさる
ならば︑彼等の一生の間に如何に多大なる利益と幸

全爽快と生活の享薬は一層多きを加へ︑誠に牢獄を

得ない︒遺憾ながら今日は未だ此の如き無自畳不用
意不親切なる職度ではないか︒然かし進化は祇酋の
大法であるから︑今後の少年青年は厳に自ら戒め
て︑是等の悪習慣に囚はれぬやう︑始めより全く酒
盃を手にせず︑煙草を口にせぬことを其の風となさ
ねばならぬ︒今後の少年青年が若し能く健全なる善

禰を享け得るであらうか︒之れと同時に我が圃力の
鍛進と斌曾の改善の為に之れが如何に多大なる好結

脱出して自由築園に遊ぶの威がある︒

要するに多年の悪習慣も決心の意志力を以てすれ

爾来其の要求は全く止みたるのみならず︑身心の健

果を持ち末らすであらうか︒

蓋し一生善習慣によりて健全なる向上的活動を一
﹃弓

且１
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深く論ずるに足らないと︒否大いに然らずして是れ
は軍に一身のみならず一家子孫に影響し︑且つ直接
間接に斌曾全鴨に開聯する一種重要なる祇曾問題で

は︑個人の自由にして叉其の一小私事であるから︑

される︒人或は謂ふかも知れない︒銃酒喫煙の如き

決心して之れを一貫する所に自由幸禰の境地が展開

ば之れを断つことが出永る︒要は決心一貫である︒

上頗る重き取扱を受くべきものであるからだ︒

めて此の問題を重大税すべく圃民の注意を喚起すべ
きである︒本来此の問題は圃民の健康上道徳上経済

人或は圃民とは言はれない・事は小に似て賞は大で
ある︒人智と道徳の進歩に伸ふて今後此の問題は益

白己の噌や悪習に囚はれ居る如きは礁祁剛健なる個

ぱ一身一家も風家斌曾も遂に劣敗衰亡を免れない︒

西村泊翁

々重大税せられるに至るであらう︒同時に識者は努

ある︒且つ自ら克っこと能はざる者は何物にも勝つ
ことは出来ない︒克己剛健なる精祁気風盛ならざれ

客沓

害商ば画より美徳に非ず︑然れども害音は只中産以上の人の悪徳と︑稲すべくして︑貧人にとりては

悪徳︲亡云ふ程のことにも非ず︒貧人は害音にても何にても宜し︑只自己の力にて自己の生計を立て︑他

人の悩話にならず︑祉倉の厄介にならざれぱ夫にて足れり︑我とひ客茜ならざるも自ら生活すること能

はず︑他人に乞求し︑証含哩厄介者とならげ其不徳は客醤よりも大なり︒︵泊翁厄言︶
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千葉敏止

うちざなんと

庭といふものを持って居て家の半分も占めてるとい
ふ有嫉であって︑ｆ足で這入ることの出来る大きな

住宅を見ると︑東北地方の家にては︑墓所に度ぃ

と考へてるだらうか・

しこれ等の地方の人々は︑これ等衣服の改善を要す

と思ふが︑ピロノ︑した長い着物も威心しない︒併

に出かける︒男と脚じやうな風に見えるのも如何か

るやうな結麗なピ頂Ｉｉｌした着物︑草履ばきで円圃

行くと︑私の郷里の娘さん達が︑祭日にでも出かく

ころもある︶といふ出で立ちである︒それより関西に

農村の生活の改善
農村の生活は如何にせば改善せらる児か︑試に農
村の生活を見ると︐改善を要すべきことが少くない
やうである︒併し現在農村に於て生活してる人々
は︑之が改善を要求してるだらうか︑私は疑問に思
ふのでゐる︒私は仙蔓の田舎に生れたものである
が︑私の郷里の百姓共を見ると︑其の勢働服は男も
女も筒袖の短き着物に股引といふ出で立ちで︑之に
筒袖の排纏を着てるのもある︒頬冠ｊでもしてる
と︐一寸男だか女だか分らぬやうである︒山形に行
くと男女ともモンペイと禰する袴樵の下方を細くし

ない・零画に行くと厩舎が住宅に接して設けてあり︑

が設けてあるけれど︑流し剛の下水溜は感心が出来

嘘がある︒室は一鰐に大きな万で︑裏座︑納戸などい
ふ薄暮い室があって︑抑入が割合に少い・墓所い流し

じで︑筒袖の短衣に股引叉はズボン下叉はシャツに
ズボン下と云ふ風の虚もあり︑大して勢働には差支

牛や馬が首を墓所に出してるところを見受けたこと

たものをはいてゐる︒男子は何虚に行っても大鰐側

ないが︑女は京都附近では大原女様の手甲に脚僻︑

可

着物を短く着て操に三巾前掛︵地方により二巾のと
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は流しのない家が多い︒一般に従来の農家の構造は

墓所の庭なるものが狭く出来てるけれども︑香川で

もある︒開西方面は一鵠に東北よりは︑家が小さく

御肴とか牛肉とかは何がの行事の時でゐり︑東北の
餅が御馳走であるやうに﹁すし﹂が作られる︒文化

馳走かあり︑味噌汁などは月に二三度に過ぎない︒

に︑暖かい御飯で芋とか牛勢茜弱位の煮〆などの御

はるＬならんも︑富の農村の人々は改善を要すと考

光線の探り方が不足して居り︑昔時薪炭を自由に得
られた時の室割り間取りであって︑今日では工夫の
除地がある︒殊に墓所となると︑改善を要すること

へてるだらうか︒

生活してる都人士より見たならば︑改善を要すと思

が少くないやうに思ふのである︒併しこれ等の地方
の人々は︑これ等住宅の改善を要すと考へてるだら
うか ︑ ど う も 疑 問 で あ る ︒
食物に就いて見ると︑東北地方では︑Ｈの短き時
は日に三度︑味噌汁に変飯香の物といふが普通であ

句とか彼岸とかの時に餅を褐くことが多い︒日が永

何かの肴か煮〆かの御馳走を椿へる︑朔日十五日︑節

歳暮の贈物︑年始の御土産など虚柴に過ぎてる地方

田舎の事とて︑何でも集って飲み食ひをするのが︑

る︒甚しいのは葬式ののみ食ひである︒娯薬の少い

吐交儀穫に至ると猶改善すべきことは多いやうに
思ふ︒婚潅の時の飲み食ひのひどいのは田舎の常で
ある︒関西の結婚の荷多きを誇り︑嫁の衣服等を飾
って見せる風も威心せぬ︒四十二とか還癖とかの年
祝には驚くべき飲み食ひの祇αをするところもあ

くなり勢働烈しくなると︑書寝が初まり︑三度の食事
の外に午前午後に小書飯と云ふものがある︒四園で

が多い︒叉陰暦の使用︑書寝の習慣今猶改善せられ

り︑田植︑養意︑稽刈とか人を雇入れるときには︑

は四同の食事で第一同は朝起きると直ちに︑第二同

ど︑自分一人で改善するわけに行かないから︐徒費︑

これ等に就きては︑其の弊を認めてるものもあれ

娯築のやうに心得てるものさへあ黍弓其の他盆潅︑

は午前十時頃︑第三同は午後の二三時蔓︑第四同は日

ないところが多い︒

暮れて後の事である︒朝からの第三同ま一ｃは普通変

飯の茶漬で味噌を嘗めるか香の物位で︑晩飯の時丈

− 4 4 −

I

−１

て来たので︑矯風曾など設けて改善を工夫してる地

のは借金し叉土地まで責って︑これ等の義理を済ま
してるところもある︒これは生活が年と共に必迫し

演曾等を盛んに催すやうにし耐叉青年の男女に封し

曾︑婦人曾などと聯絡をとり︑生活改善の講習宮講

ことＬ思ふのである︒大人に封しては︑農曾︑戸主

悪風とは知りつぁも︑習慣に引きづられて︑甚しい

方もないではないが︑衣︑食︑住の黙になると︑直

ては︑青年男女の教育機開である資業補習教育を礎

の多︾数の農村生活者に教育を典へ︑先づ思想上より
生活改善の必要を理解せしめるより外に良策はない

接農村の人々より改善の聾を耳にしたことが殆どな

んにし︑男子には公民教育に於て生活改善の必要を

日

いＯ

したならば︐生活改善の必要を悟るやぅにならう︒
かく生活改善に醤する一般村民の頭が開拓さるＬや
うになれば︑失畳者が村風の改良赴交等に於ける改

十分に悟らしめ︑特に女子に於ては︑大に家事科の

卒業満は僅に一割の十一︑十二蔑人に過ぎない︒多
数の百寓除人は︑小肇校教育を受けたのみで生活し

善等を相談しても︑その相談に雁ずる丈の力が村民
にあるからして相談に雁ずることＬなり︑共にノ︑

何せ改善の聾がないだらうか︑これ農村生活して

てる︒殊に中等教育以上の卒業者の多数は︑都市生
活をしてるのであるから︑中等教育卒業者以上の者

その農村に於ける生活の改善に力を致さんとの風を

教授に力を用ひ︑農村の改善といふこ︲ｃを眼目とし

の農村に居るものは極めて稀である︒かやうな教育

生ずるやうにならう︒此虚に到りて初めて生活の改

る民衆が︑一般に教育の程度が低いからであり︑叉

の程度であるから︑農村祇禽の改善も︑生活の改善

善が出来るやうになるのである︒要するに農村の生

て︑知識の教授に資習の教授に於て︑十分に力を議

も︑職業の改善も︑少数の先賢者の謹議︑府牒郡の

とである︒

活改善は村民一同に生活改善の民風を作ると云ふこ

生活の除裕がないからであると思ふのである︒

一時的指導では︑中々容易に行はれない︒そこでこ

今日小畢校卒業者百二十葛人中︑中等激育以上の

れ等改善の賃行を期さうとするには︑どうしてもこ
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束本願寺の醜雫
吾人の常識と道徳とは︑肉親相互の開係が恩愛と
孝順の上に立っを以って︑最も美しく敬すべし︲こし︑

越して︐事賃全謄︑換言せば開係者一切に封して︑

嘆する人々は︑この租師の後喬に︑今回の如き事件

何等の同情も肯定をも見難い事柄なのである︒．宗
の開旭と仰がれん事さへ︑親驚においては憂き事﹂
と道破した真宗の始覗の冥而目を有りかたき事と讃

いはゆる家族制度といひ︑淳風美俗といふも︑これ
なくては暫時も釜からずとせられてゐるのである︒
しかも吾人は今やかある見解よりすれば︑獣じて許

然たらざるを得ないのであらう︒

る事候はず﹂とは歎異抄の筆者が親鴬の言葉として

﹃親鴬は父母の孝養の篇に未だ一度も念悌申した

の謹生を見ては︑雨者除ｊにも心境の隔絶せるに唖

すべからざる醜き親子の暗闘を︑東本願寺の伯爵大
拝家において見るのであるが︑吾人は此世間的影響
の慶大深刻なる事賃より何を教へられ何を威巷させ
られるであらう︒

書き残してゐる所と記憶する︑この言葉の真意はも

心とする真宗信徒は︑光演師父子の係雫問題を眼前

すべきではないが︑一切の衆生を同行と見て歴々た
る肉親愛への執著を度外税したる宗教的大人格を中

とより︑その表面に現はれたる所のみを以って解騨

東本願寺の光演前法主と光暢法主との雫ひは︑も
と限定相績の諾否に端を凌し︑今や雨者相下らず法
廷に黒白を零ふの仕儀に立到ってゐるが︑最も大衆
的なる宗教真宗の本山に︑赤裸々なる物慾の争議を
しかも法主親子の間にひき起したるこの悲劇的事

にすると共に︑法主てふ宗教的椛威表を血脈相績す
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眼

賓は︑最早それが謹生の責任問題に封する穿婆を超

ﾛ

白

俗諦門てふ現世的道徳律を規定したる心事すらも︑

院堂宇を求めず︑後世の本山幹部が時世に投ずべく

係争に過ぎないからである︒問題は最単や限定相績

何等の同情を持ち得ない︑それは親子の思想的相違

意見の相違が︑遂に問題を法廷に暴露せしむるに至
ったとの事である︒然し乍ら我等はこれに街しても

さ瞳る財産上の関係及びそれに開連せる雨者周園の

彼にあっては恐らく一顧の値なきものであったに相
違なから妻乳租師の意思に反して︑地上王国的謹展
を途げたる殿堂悌教は︑それ自身本来の面目より脱
却したるものであると同時にその衰微崩壊の原因

の主張の営否でもなければ︑子が親への反叛でもな

る事の奈何に不合理であり耐且つ不可能であるかを
痛威せしめられたに相違なからう︒親鴬は決して寺

も︐その鍾遷のうちに磯芽したる事を識認し得るの

く︑たぱ民衆への好ましからぬ影響の故にのみ︑論

に看取する事が洲来るのである︒

い︑そこに吾人は滅びへの道を急ぐもの曳姿を明か

多数の善男善女は念悌回向の霊場として︑何等の懐
疑なく浄財の寄進にいそしんでゐる︒しかもこの同
じ東本願寺の堂奥には︑法主親子が信仰の薄きを嘆
く事のかはりに︑財物執著の索ひをつばけてゐるの
である︒吾人はた督一の事賃だけを直視すればよ

ぎない事である・

議し批判せらるＬに過ぎないあはれむ雷へき事資に過

れた極めて皮相浅薄な動機より出護せる肉親の乗離

深刻味をすら有せず︑ただ因襲と物慾とに累ひせら

より生み出さる瓦近代的家庭悲劇の一種宿命的なる

である︒

草に大谷家について云へぱ︑伯爵なる爵位を有す
る同家は︑皇室の藩展たるに適はしき存在を保たね
ばならない筈である︒近時華族にして家庭素凱しそ
の鵠面を汚すもの綾出するの折柄︑大呑家もまた要
するにその一資例たるに適ぎないとあっては︑同家
の姻戚開係等よｂ見て︑それが世俗に典ふる影響は
差し軽脱すべからざるものがあるではないか︒

吾人の聞く所によれば︑光演前法主と光暢法主と
は︑本来肉親の父子であるが故に其開係必ずしも呪
はれたるものにあらず︑ただ両者の相抱擁すろを許

一 望 了 一

家庭
隅田の樫と一茶

らぬさまなる商人の面こそ憎けれ

といひたい程の雑踏であるから︑
彼は流石に往来稀なる遥りを行吟

ひ︑とある薮蔭に憩ふて居た︒而し

て口の中につぶやき乍ら

棲木や花の威をかる里のひと

里人の花の威をかるさくら哉

とうたってゐた︒折しも三歳ばか

りなる小児が其の母の懐に抱かれ

ながら︑よＬとせがみ泣きに泣く

ありや無しやといひだいほどであ
るが︑春はいつしか循ｂ末りて︑

墨堤の樫花は大震災後︑其の悌

つぎ︑葛餅︑ゆで玉子︑焼ずるめ︑

Ｌっだ︒今も昔も花の頃は掛茶屋
の威勢強く︑毒司︑園子︑きねか

越え︑やがて角田の堤へと差しか

野の糸棲も散り行く暮春︑忍ヶ岡

ありませ歴︑之は可愛相に父無し

して︑あなた様を見て泣くのでは

気の毒がり︑イェノーどう致しま

夢庵道人

今も昔の名残を惜む人の姿︑清き
流に其の影を映じて三園り言問の

乃至正宗︑ビール︑ラムネ︑サイ

子︑今日此庭へと連れ参りました

のを見︑之ぞ的きり此の異様の老

梅屋敷の遥ｂ︑さすがに昔を偲ば

ダーの羽の生へて飛ぶ貢行に︑暴

所︐鋳麗に咲き揃へる棲花を見て︑

した︑坊や泣くなと慰め顔にあや
しました所︑母なる婦人は却って

人を畏る︑ならんとて︑母なる人
に打向ひ︲之ばノー御邪魔をしま

るｋ風情がある︒

利取締りも何もあったものかと知

から浅草待乳山を経て橋場の渡を

昔偲ぶといへば例のすね者俳譜
寺一茶は︑江戸柁住居の某年︑上

48

ました︑イザ婦りませう︑御苑下
さいと言ひ残して婦人はエタノー

知らぬから︑是は私が悪う御座い

るのぢやと申します︑誠に不びん
に存じますが御禁制の棲折るなを

し︑アノ花下され︑のＬ様に上げ

所︑今しまた眼を畳して遥を見廻

わいおぢさんに叱られますと︑な
だめましてやっと潅せ付けました

れはならぬ︑そんな事すると︑こ

アノ花を取って下さい︑の弘様に
上げるのぢやと申します︑イヤそ

折らば一指を切るの刑に行はれ
んことの恐ろしく︑はや﹄︑綿
らんといふ︑資にノー蘭は二葉
より芳ばしく︐未だ黒白のけぢ

ど笈はおほやけの棲木︑一枝を

今豊めて叉むつかるなり︑され

れに︑すゃＩ︑と寝たりしに︑

れとて︑今朝から順ひて泣つか

に︑あの花をりて︑のＬ様に奉

んといふに︑何さま︑させる物
などうきならば︑まだしもなる

恐る団にや︑さあらぱ愛を退か

れば︑我形のことやうなるに︑

七里けっぱい︑何の事はない我利

見ねばおらが自由︐公徳なんどは

もはれざりけり︒

これをさへ長く修せんとは︑お

しぐ︑悌前に灯をとぽし侍る︒

は嬰兇の︑こＬろざしもはづか

大城の苔も心うす気味悪く︑又

さへ︑忘るＬていたらく︑阿鼻

怠り勝にして︑食︐腹凝の病は

おもへぱ︑おのれ牢死白頭の齢
ふるにｊ朝々の茶の手向さへ︑

と泣ぬ︑おのれ︑傍の薮蔭にあ

其の後姿を打眺めて︑多情多感

めも分ぬ︒むつきの上にあり

こそ︑彼貌につけたき樫の花と

の花まひしにた瞳ひられて︑尊

餓鬼はなく︑之を止めあやなす母
親もなし︑究して／ＩかＬろ事相
に域極まる一茶如きの仙人はな

一技折るが一幹倒さうが︑人さへ

今は文明開化とやらの有難さ︑

白露にお花の種を蒔かばやな

日々さかしく︐翌の父の逮夜を

なる一茶は︑何として心に泣かず

て︑かＬるやさしき︑ねぎごと

ノ︑連吻寄り集ひ︑況してのＬ様
に此花捧げん杯いふ︑しほらしき

其場を立去りました︒

に居やう︑暫時は威に打たれて立
すくみ︑やがて婦宅早々名筆を阿
︑︑

とく有り難く︑末たのもしき︑

まごＬろにぞ有りける︒これを

I

して左の文字を残したのである︒

三つばかりなる兇の︑母の懐
にありけるが︑損ししてはよぁ
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く︐それに心動かされて鶴前に不思槙善導とやらの御役人様シッヵー
孝を詑ろなどいふ殊勝の心掛あるリ頼みまっせ︒脈篭一首
ノノ

形式ばかり浮いた世の中

人はよもあるまじ︑さては一茶のこうとくかどうとくやらも知
句でないが﹁このやうな末世をさらぬげに
くらだらけ哉﹂といひたくなる︒

古谷きく

曾長の志望を資現したもので︑誠
に有蕊な模範的な曾合と思ひます
から左にその大要を紹介いたしま

合理的簡易炊事法

ロ

埼玉癖豊岡支曾長繁田武平氏は

す︒

曾員は午前十時にお米︵茶碗に

一杯︶と茶碗二個と箸一ぜんとを
用意して出席する︒如何にも風鍵

ｂでありました︒

集ったお米を一緒にしてそれを

曾員の前で︑とぎ方から水加減装

置から炊き方まで一々資際につい

て懇な説明と共にたき上げたので

ふ︾ｈ／歩隼９Ｏ

その出来た御飯をいた瞳きまし

さいました︒役員のお方は皆大家

たが主として役員の方が御斡旋な

の奥様方です︒その奥様方が御給

仕までして私たち長屋住居の世話

修養と責盆︑優待と感謝︑美はしい

誠に勿篭ない様な気がしました︒

女房達がお客様扱ひを受けるとは

女性について繁田曾長

といふのは誠に此の宮のことだと

営日の講話としては

し之を浄化するの道は批曾事業の

家庭維湾について画武先生

豊岡主婦倉長をも兼ねられて居り
ますが︑痛く祇曾思想の混濁を慨
振作にありとなし︑その着手の個

の有盆なお話があり︑叉賃習と

孔雀の榛に着飾った婦人を見る

泌々思ひました︒

しては圃武菊太郎先生の合理的簡
易炊事法がありました︒

所は生活改善より始めることを今
年壁砿に於て誓はれました︒
今春開かれた豊岡主婦倉は繁田

6⑪一

と自づと反感が起って参ります

て︑人世観と炊事難とを道破した

汲み置多は汲みたてが適しま

といふ割合にします︒水は夏は

騰したなら重湯のこぼれぬ前に

遠慮なくドンノー燃します︒沸

五︑火の焚き方は沸騰するまでは

す︒

をのせその上には重石を加へま

したら用意の木綿布をかぶせ蓋

四︑お米を入れた釜を篭にかけま

すｂ

が︑愛と靭切とを注いて濁せられ

一寸習ひ畳えた炊事法を老知ら

す︒

んな足下にもころがって居るので

事とのみ思って居りましたが︑こ

せん︒生活改善といへば六かしい

迷夢を醒され︑今までの迂澗さが
我ながら可笑しい気がしてなりま

ものと合黙致して居りました︒所
が此の度の講習に依ってすつか︐

ると手もなく感激して了ひます︒
之が即ち思想浄化といふことにな
るのでありませう︒
□

又炊事のことでありますが︑日
本婦人として何よりも大切な技術
であります︒たとへピアノの名手

火気を取り去ります︒

に落ちつき塾すから︵此の問約

せ致します︒

一耐器具は従来の篭に釜と蓋と外
に釜を充分覆ふに足るべき地厚

四五分︶再び焚きつけます︒︵鈎

でもち飯が上手に炊げなければ主
婦としての名に傷がつきます︒よ
し外圃語がお上手でもお飯の炊き
方を知らなければ完全な婦人とは

が入用です︒

の木綿切二枚と一二貫目の重石

はせめて御飯炊きだけは手に入れ

す︒朝の御飯ならば前の晩にと

二︑先づ数時間前にお米を磨きま

熱で蒸せば宜しいのでありま

屑か古新聞紙位で︶此の仕上焚
は一分間位で火を消しあとは静

六︑さうすると重湯は釜の底の方

申されません︒何も知らない私達
ようと思って居ました︒それも従

いて置くが宜しうございます︒

あっておこげがなく味がおいしく

斯うして出来た御飯には光津が

す︒

来の仕方に満足して﹁三度食ふ飯

三︑水加減は米の量より二三割︑

即ち米一升に濁して一升二三合

さへこはしやわらかし思ふまＬに
はならぬ世の中﹂といふ歌を以つ
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巣養に富み分量が殖えます︒時間

新調の着物がなければ恥しくって
出られぬといふのが普通の榛であ

衣服の博覧曾否美服の誇示曾で．

て

阿房の松公やって来た

阿房の松公飛んでゆく

と︑歌ひはやしました︒

松公の家は︐此の町から三里程

×

駈け出しました︒

すると︑松公は一層元気を出し

ります︒夫に較べると箸と茶碗持

て︑スプトンノ︑と叫んで勢よく

も経漕燃料も節約！その効果は
一々指に折り切れません︒画家経
潤などといふ厳めしい大問題もこ
の炊事法に解決の糸口がつながっ

て居きうに思はれますから︑どう

参の曾合は甚だ珍であり奇であり
ますが︑賞益本位の曾合の方が真
に貴い美いものであることを思は

ずに居られません︒私は斯の種の
曾が各地に勃興せんことを切望い
たします︒

へだつた庭にありましたが︑毎側

町に出て来ては︑夜になると錦っ
てゆきました︒町の人たちは哀れ

な松公にいるノー物を悪んてやり
ました︒ですからお盆なんぞの時

は︑ポ画になった袋に深山の貰ひ

ャ笑ってゐる薄馬鹿な男が住んで

或庭に松公といふ何時もニャニ

が楽しみでもある様に皆出て末

走ってゆきました︒子供らはそれ

一ブトンノ︑と鍵な節で歌ひながら

を決して食べ様ど︑しませんでし

がありました︒松公はその貰ひ物

物を包んで得意きうに歩いてゐま
した︒けれ蝉松公に不思議なこと

ゐました︒夕方になると︑町をス

二 手
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ぞ皆様の御家庭で一日も早く責行
されたいと思ひます︒
□

世の婦人の曾合と言へぱ多くは

古館要

松公と地蔵様
童

記『

ア﹂︒
と７Ｊ

みんなそれを町端れの松並木の

片隅に祭ってゐる地織様に上げる
のでした︒貰ひ物の中には色々の

一つの出来ごとでありました︒

を輿へました︒それが今では町の

ちは松公を呼んでいるノーのもの

物を見つけました︒

は地蔵様の前に供へられてゐる食

を下ろした様でした︒その時子供

﹁父つつあＬこＬにこんなものが

あらあ﹂と半ば狂気の様に叫びま

或夜更けでありました︒町の人

果物や毒菓子がまじってありまし
た︒松公は尊といものＬ様に︑地

た︒果物もあればお菓子もありま

た︒

ノーＩお瀞儀をしてそれを取ってむ

それは松公の供へたものでし

した︒

織様の前に来ると謹しんでそれら

たちは︑もう眠りにつき始めた時
分のこと︑町端れの松並木を年よ

す︒

して地識様に供へるのでした︒け
れど人の見てわる時には決してそ

﹁くたびれたらうな︑つかれたら

乞食親子は幾度も地職様にペコ

んなことをした事はありません︒

さぼる様に食べ始めました︒間も

なく二人はお腹がすっかりはった

ので︑身溌をうづくめてそのまＬ
そこに眠り始めました︒それを見

けでした︒そして蛙の畷き聾はあ

てゐるのは︑考月様とお地識様だ

今度は子供のかすれた聾でし

その翌朝夕の親子はどこかへ行

行きました︒

たりの静けさを破りて夜は更けて

二人は元素なくそこにペッタリ腰

︑︑勅︑

た︒そして月の光で地織様を見つ
けて近づいてゆきました︒そして

腹がすいたらう﹂

﹁父つつあもくたびれたらう︑お

た︒

それは大人のしやがれだ聾でし

う︑お腹が空いたらう﹂

と歌ひました︒すると町の人た

阿房の松公飛んでゆく

子供らは
阿房の松公やって来た

ひ乍ら町を走りました︒

松公は勢よくズテトンノー︑と歌

しだ︒

て行って食べるのだと信じてゐま

ですから町のみんなはお家に持っ

の貰ひ物を頭の上迄差上げて︐そ

りと子供らしい話謎が聞えまし

×
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A

1

って了ひました︒

叉その夕方︑そプトンノー︑の松

公が町にやって来ました︒町の人
たち憾令それ松公がｌ﹂と云っ
て食物を持ち出しました︒

て来たのでした︒

気づかれて︑大あわてＥ逃げだし

こみはしのびこんだが︑家の人に

が︑誰も居ないのを知って︲ホク
Ｊ１しながら供へ物の一つを手に

深さうに逼ｊを見まはしました

た時のことを思ひ出し乍ら．注意

ツと胸なでおろして︑

なお餅でした︒

して見ました︒それはおいしさう

やっとその時安心した榛に︑ハ

﹁ああ面くらつちやつだ︒生れて

松公は煮の沈んだ時は︑何時も
町に来ては力仕事の手偲ひをして

ました︒

貨をとれたのに﹂

をさまさなけりや︐あの淫・山の金

らんぞ︑もう少しあの主人の奴︑目

始めそうそうこんな失敗しちやな

初めておどるぽうをしたが︑やり

をして今度は果物を食くまがた︒
すると何庭かでその時誰か瓦つぶ

こつだ︑全く地蔵様のお恵み⁝：

﹁咽喉がかわいたと思や︑叉何て

べ初めました︒

咽喉を鳴らしながらむしやノ︑食

﹁おやＩＩこれゐぉいしいぞ﹂と

︑︑︑︑︑

くれました︒荷を運ぶ時などは︑

﹁明日は是非成功をしてやらう﹂

やく様な気がしました︒どろぽう
みよりました︒そして松公の供へ

は︑はっとして鐙ｊを見まはした

たうとしノー﹂と︑拝む様な恰好

本営に役だちました︒その川も瀧
山貰ひものをして踊ってゆきまし
た︒いふ迄もなくその月も地識様

と一人言しながら地蔵様の方へ歩
たものを目につけました︒

が︑地蔵様のほかには誰も居ませ
んでした︒けれどそのつぶやきが

かうさも惜しさうに不平を云ひ

にお供へをいたしたのでありま

﹁おやノーこんなものがあるぞ

だんｊ︑大きくなってまゐりまし

段々と夜が更けて参りました︒

風は軽く松葉をゆすって通り過ぎ
たと恩ふと︑真黒な人影が現はれ

だが待て︐誰か人が見てゐるんぢ

だ︒

す

ましだ︒それはどろぽうであった

やないか﹂と先刻のあわてＬ逃げ

︑︑︑１

のです︒今町の大きな家にしのび

Ｆ二
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×

卓上閑話

×××

Ｏ批評家

記同
Ｋ同
Ｈ同

Ｆ聞案家

０ヤアまた﹁弘道﹂の表紙が塗りました

やないですか︒

︑︑飴リかわっちゃ︑何だか面白くないぢ

・Ｆそりゃ君︑年の改まる毎にかへろといふ

の方針さ︑

ことば︑昨年来責行して居るところで︑曾

ぜ０

Ｏイヤ去年は一度ならず三度かわりまし末

Ｆあれば色だけ取替へたので︑意匠に於て

ども︑除リ俗評がやかましかったのでれ・

は愛︽↓て居ない︒色もかへ度なかったけれ

縁喜てもない︒

Ｏアノ黒い色は全くイヤだった︑黒は全く

配僕も黒色ば賛成しなかつれれ・

− 5 5 −

﹁松公︑お前はがうして困ってゐすまぬ︑お地践榛︑どうぞこれか
ろ人を救ってゐるのぢや︐昨日はらは気をつけますから︑今晩だけ
飢えて死にきうになってゐる乞食はお許し下さい﹂
の親子を助けてやったぞょ︑今晩かう言って地蔵榛の前に手くな
はどろぽぅの奴におはぎを食べきって了ひました︒間もなくどろぽ
してゐるが︑どろぽうもお前の親うが立去った時︑後では知らぬ顔︑
切に依って改心するに違ひない︒の地職榛の顔も笑ってゐる様に思
馬鹿なお前でさへ︑しっかりしたはれました︒
頭を持ってゐる男に恵みものをしその翌日の豊頃松公は何も知ら
てゐるんぢぁからな︑プッ︑プッ︑ない様に地蔵様の前で鴫をかいて

プッ﹂眠ってゐました︒そしてあたりに

これを聞いたどろぽうは︑始めは︑昨日供へた紙くずがちらばっ
て地臓榛が物を言ってゐるのを知てありました︒

りました︒そして今言はれたことそばを通りかＬった町の人達は
にどぎもをぬかれて了ひました︒﹁おい松公︑ステトンＪ１をやら

１

﹁まあ待てよ︑馬鹿なお前が︲あ．んかい﹂と︑からかい半分に言っ

たり前の頭を持った男に物を恵むて通り過ぎました︒．
⁝：これやならんぞ︑・今晩始めて町の子供たちは︑スプトン・

どろぽぅをしたんだが！あ勤悪の松公が夕方勢よく町を走ってや
かつた悪かつた︑松公にすまぬ︑って来るのを待つてゐましだ︒

｡ −

名士談待

自侍の精紳
徳富蘇峰氏
協和．服従．安協︑一致︑何れも人間

の祉含的美徳である︒されど其の根本
には︑我自ら我を侍む精祁の主持が大切

可きものではあるまい︒

人間の智慧才畳は︑銘々の天分如何に

よりて︑必ずしも同一でない︒されど何

人にも其の天分相雁に︑銘々自侍の締祁

を護持せねばならぬ︑長養せねばなら

ぬ︒世の中には︑他人の車に便乗するぞ

のみ事として︑我が双脚を勢するを忘る

Ｌものがある︒此れ程大なる心得達は
あるまい︒暇令一歩でも︑人間は我が双
脚もて進みてこそ︑生存の意義もあり︑
生活の慣値もある︒

昨年は本曾にとって本営に不詳の年副曾

Ｈ黒い色といへぱ︑不詳か暗亦するが併し

長が逝去された︶であった︒

きだ︑︑之を一月から暗示されたのだから︒

Ｋして見ろとＦ君の先ゞ見の明には敬服すべ

Ｆアハ︑︑君方は共に談ろに足らん尽黒

い色が何で悪からう︑黒と白の片身幹に赤

らんから困るテ︑マアもつと審美眼を開い

走散らした此の高尚腕俗な味が到底解か

て来たまへ︒

弼黒の味は兎も角︑鮮かな緑色をまた焦げ

た茶色にかへられ求意がわからぬ︒

Ｆ天地自然の時の色に従つれ迄き︑焦茶の

迷信浸潤の勢ひは頗る微妙である︒

迷信

るかも知れないが︑そこに何ともいへぬ味

味とても僧さん臭さいとか何とか評され

する識力的態度とは︑其の皮相を同じう

例へば丙午の迷信に就いても多くの人

してもさうでせう︑これに淡化粧の白い顔

新城理肇博士

して︑其の賞は大いに相反す︒前者は我

は必ずしも深くこれを信じて居るので
はない︑幾人かの候補者に就て縁談を考

である︒他に求むる依頼心と︑他と協和

の無を以て︑他の有を得んとするもの︑

何のつもりですか︑まさか虎ぢやないでせ

Ｏアハ腿︑それはさうと︑今年の犬ころは

うな︒

ときたら君方は見惚れて了ふぐせ雁．：⁝

胆︒たとへぱ婦人の牛謹にして仏︑衣物に

いもの︑之に赤を黙々すると梢粋となる

後者は我の有を以て︑他の有と交換︑若

は︑成るべく丙午歳生れに非ざるものを

慮する場合に他の篠件が総て同様なら

があるよ︒黒にしても茶にしても品位の高

言すれば乞食根性であり︑後者は吐倉的

選ぶといふ程度のものが多いのであら

しくは合同せんとするもの︒前者は切
精紳である︒吾人は決して之を混同す
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1I

Ｈ縦の白筋は雨しとＩ︑と降る五月雨のや

．うですが︑それとも何か意味がありますか

獅子さ︑先年錐穏前に岡本及脚本人に中村

Ｋこれを犬と見るのは可哀祁だ︑これば唐

不折の書いたこんな緒があったやうに記

憶する︑僕は去年よりも進歩したのを見ろ

れ︑品位を重ん半ろ本曾としてば斯民や帝

固教育のやうに莫迦に新しい意匠は探ら

れないし︑一︑ァ此溌が至営で佳いでせうな

ＦＫ君の言はれた通り往年の日本及日本人

にヒントを得て考案しｂそれにアッサリと

木曾の主義理想を表現したのです︒下の方

に横にたなびく黒い色は曙雲で現代の混

濁せろ思想界をあらはし︑僻然として咽へ

いｂ縦に上下を貫く白筋は時間ああらはし

1

Ｆまア忌揮なき批評から先に承らう︒

Ｈ今年も除り感心しませんな︐こんな表紙

することなく︑感情の遜るが催に頂に武

閏家が自己の生存護達のみを念とし

多くの迷信特に其低級なるものに就

力を以て解決せんと欲壷するに於ては︑人

ぅ選ぶ方よのすれば極めて僅の心持ち

ては︑感情若くは心持によって支配され

類は途に永遠の争闘より莞るを得ず︑世

た時代には︑紛争は武力を以て解決せら

て居るので道理によってこれを改むる

界は宛然修羅場に外ならぬであらう︒

かへれいものですな︒

ことは顔る難い︒現行迷信の大部分は

凡そ一国の椎利利益は︑他国の合理的立

てぱ第一開い予見ろ気が起らぬ︑よるしく

九星読によるものであり︑九星読は五行

場を無覗せざる範園に於てのみ︑員正且

る﹂を常とした︒紛手護生に常り︑若し

説に蕊いて居り︑かくして五行説と九星

永遠なる存在を許さるべきである︒相

に過ぎないであるが︑かもろ心持ちの集
積たる結果の甚だ重大なることに就て

説とは多くの迷信の源泉となって居る

互尊重の精祁の上に立つことなくして

各閲民が依然として平和解決方法を講

ので︑私は数年来五行説と九星読の来暦

文明の永遠なる進歩︑人類の正営なる幸

は切に反省を促さぜるを得ない︒

を吟味し︑是等の説は︑其起源に於ては

翻って惟ふに︑我国は欧米諸園とは異

禰を期待することは不可能である︒

べきものであり︑其偉来に於て歴々気侭

れる歴史︑徳統を有し︑人種︑習慣︑文

落第して邪道に陥りたる科畢ともいふ
なる鐙化を経たもので︑少しも信頼する

明同一ならざるため︑従来動もすれば世

んとすろば動物界の王である獅子でｌ名

工長次耶の赤獅子を模したＩ固より犬や

せる業績とは︑漸く列固の認識諒解する

たもので︑即ち本曾は本年を以て創立涌五

猫ではないのさ︒白い筋は雨でも瀧でもな

所となった︒吾人は最早東洋の一隅に孤

崇高なる精祁と︑世界の平和進歩に貢獣

今日の事態は鍵化して我図民の有する

界の各方面より種々の誤解を受けたが︑

ことの出来ないものであることぞ明言
画する︒

日本の新使命
幣原外務大臣
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全人類の幅祉に封し重大なる装言桃とでゐるのは長毒に又害がある︒

限し得べきに非すして・全世界の卒荊︑資産があるから︐と云ってぶら入︲︑遊ん

立して自己単猫の生存のみに眼界を局事にたづさわってゐなくてはならない︒

った吾が弘道曾ば︑まさに教化国鐙中の獅

し半百年の間国民道徳の波Ｊにつとめ来

した︑樫花と日草の一片で本曾の意を表現

十年に達したところから︑之必五本筋で表

のを遺憾とする︒どうも獅子が錘だの黒い

菊判であるだけに︑其意祁十分呪はれない

ばならぬことを表ばしたつもりである︑只

まさに益々閥民毘那の矯めに獅子恥せれ

子であり︑現代混沌なろ思想界に在って︑

責任とを有するに至れるものなること第三には減足するといふことが或る

ぞ銘記する必要がある︒意味において必要である︒人間の欲望に
は限りがないが︑自分の境遇に滝足して

長書法行けるだけの力が無くてはならぬ︒生

命の充賞のためには︑勝来に希望を持つ

井上文肇博士事で︑絶望落鵬の最後は自殺より他ない

い筋が而白くないだの言はるＬけれども︑

色がいやだの︑茶色が陰気くさいだの︑白

幼稚ながらで︑ど︒っ←効直ちに傾蕊す︒︺わけ

それは詐する人の趣味か︑失職な瀧らまだ

長生するには衛生に注意することはからである︒
長毒するには不足である︒精祁上の作

杯きこしめすやうな︑くつろぎが御所望ご

Ｆさアれ︑どてら韮詩てあぐら透かいて一

のにして陵ひれいものだ弧︒

つとくだけた固ぐろしくない感じのいいも

Ｈそりや︑稽案もないけれども︑兎に角も

しとせらろ児案をきかしてくれ挺堂へ・

にいかぬ︑︒．しかし琴一考の篇めに君方の佳

勿論大切であるが慰肉鰐の衛生だけでは

用が大いに開係がある︒第一︑精祁の平二一度焚く
和を得なければならぬｐ精祁の平和と

いふのは修養と相侯ってゐる︒若し良飯さへこわしやはらかし
心に反むいた事をやったり︑人と零たまＬにならいが
り︑怨んだり怒ったりすると︐感怖を激

動して精祁の平和を乱して毒命を短縮うき世なりけり

さ︒宮様や華族標の前へでも︑妹人の前で

見えるけれども︑それは本誌としてば禁物

も職を失せぬ制服をつけれぱへへらぬ︑だか

らやっぱり黒の紋付がいろわけ胆︒ハも︑

｢

するものである︒精神の平和は人生最
大の幸幅である︒

第二には業務に勤勉努力する事で︑何
なり︐こ吐含に貢獣することの出来る仕

58−

0

文荘選

︑︑︑︑︑︑℃

月昇東海瑞雲情︒一謹砲一音博帝京︒知是皇孫有慶誕︒

﹃︑︑︑︑︑ｂｂ

寓民柿舞起歓蜂︒

︹評﹂僕亦聞肌砲一昔而知此慶誕︒起獄鐸︒

次桑陰倉持君芳謂代書東

耕雲内田鼎︵茨城︶

︑︑︑︑︑り℃︑︑ｂも℃℃も恥︑℃も︑︑︑

︑︑弓︑︑℃ｂ
別後星霜過幾回︑人生再曾亦難哉・昨宵談偶及君事︒
︑︑︑︑︑℃℃
堪怪今朝博信来︒

互隔山河鼓数年︒雁魚偶到意安然・貧翁近況休潟意︒
︑︑︑︑や︑︑
詩酒優勝盆健全︒

﹇評︺奉易如話︒却見風情︒

次克堂内相華甲自賀詩

︑︑︑︑︑︑︑

立見四郎︵茨城︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑１１℃︑︑︑︑︑︑Ｄ

賀君華甲毒進開︒好是春風花作哨︒借薬賞梅名苑裡︒

○○○つ↑し↑○

雅流吟月二州隈︒和容常識穿楊術・寛厚誰評済世才︒

敢寄巴調請休笑・宏量恕此老駕鮪︒

曾・故第三四句及︒

︹注︺公曾於水戸借楽園︒開槻梅宴︒又於雨聞柳光亭催鯉月詩

人可以想夷Ｕ克堂内相宜以商山皿階而遇之也︒

︹評︺作者八十二之高齢︾而健筆如此︒叉能記奮事︒其精力過
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失題雪嶺増山正治︵東京︶
ｏ︑も︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○﹂０○○○

︹評︺俗儒項門巨鉄﹄

前聖遺書秦火焚︒諸家異説奈紛々ｐ俗儒誤解先王道︒
○○ＯＣ○○Ｏ
誤以今交覗古文︒

﹃︑︑︑︑︑︑︑︑︑

湘南︒次山口憩石詞兄謂同人
︑︑︲︑．屯一℃︑︑︑︑︑

和暖湘南地・吟遊日未曜・帽蒼風謹郁︒杖底雪芳芥︒
漢上逢仙客︒林間伴麹君・賞梅何物好︒高興在微螺︒
︹評︺不求工却工し高興可想︒

祇光丘文庫開館餅雲菊池秀言︵山形︶
︑︑．︑︑︑︑︑︑︑︑︑０︐︑○○○○○○○

Ｏ○○○○○○︑︑︑も︑︑︑︑︑１０︑︑︑

素節恭迎鶴駕巡︒復逢宮闘告嘉辰︒五車綴史供多士︒
︑一・﹃砂︑︑︑︑︑︑︑功︑︑︑

四庫鼠書寛庶民・浄机常狩前聖曾・明窓亦典後賢親︒
換然高餐高丘上・瑞講群雲映日新︒
今光丘文庫亦盆後人︒差其類也︒今酔雲氏作︒亦足以

︹評﹂昔青柳丈薮ｇ開文庫︒以益後人ｃ松崎擦堂作之記︶

代記丈︒

雲中梅扇舟杉江孝春︵滋賀︶

︑︑︑︑︑︑︑
鎧々粧樹玉玲瀧︒一路宛如銀海中︒堤畔老梅花更白︒
︑︑と︑℃︑︑
自教吟骨嘆生風︒
・評︺不用雲字而篤其最︒亦妙︒

早春金石河野金禰︵東京︶

︑︑︒︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑色︑︑︑ｂ

小園塞減甚堪歓︒無雪今年意自寛︒日照池心氷竿破︒
︑︑℃︑︑︑ｂ
浦鮮春色入墓端︒

﹇評︺作巻得意可想ｃ

︑う９︑

︑︑一℃

病中贈友人松漢木内循市郎

他郷養病六旬間・四壁塞々不耐間︒親友訪尋談小室︒

族人慰問慣衰顔・乃知錯節利刀易・欲断盤根鈍剣難︒

︑︑︑で︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑１︑

高威掻胸懐往事︒幾回欲枕奈辛酸︒

法ｃ吾子亦常然也︶

一評︺僕頃讃素問ｃ有呼吸精気︒濁立守榊語︒拘篤養病之良

時世偶感竿浦菱木和︵上穂︶

も︑︑︑︑︑︑
青年不請聖賢書︒只請鋤書専作響・嘆息蒋来没文字︒
○○Ｃ○○○Ｃ
馬馬難解魯還魚︒
︑︑︑︑︑︑︑
愁請洋書微世人︒東洋道徳潟逢巡・宜綴和漢聖賢巻︒
○○○○○○○
無味中含冥味純︒

︹評︺二首調刺時人痛快々々︒唯惜今之青年不能解之︒

透冬同人

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

七十一回安迭多︒後凋欽仰歳寒松・老爺自是開生面︒

GO

｡

もも℃︑︑︑︑︲

︹評︺詩亦開生面︒老健可驚︒

働向東風曳短錆︒

立春偶威春漢川田三季︵下繍︶
︑︑︑︑︑︑ｂ︐も︑︑︑︑︑一︑︑︑︑︑︑︑Ｄ
暁来一辺霧光開・源凡峨詩逸興催︒暖入庭梅春己動︒
︑℃︑︑︑︑︑
早鴬亦弄好一音来︒

︹評︺弄己動三字︒反映前後甚好︒

隔幽明︒驚歎無措︒聞翁名隆郷・稲友光︒松石其銃︒

五年︒篤八橋郡長︒未幾僻之︒後選鳥取螺禽議員︒

伯書風赤崎人︒夙就川合保︒草野悟寮︒樋封多聞︒
︑伊藤俊蔵︒回城寺焦同左喜元立等︒修皇漢事︒明治

二十二年任赤崎郵便局長．尋潟村長︒四十四年叙勤

八等︒授瑞賓章︒側露之役︒賜令杯︒自是書賜杯二

字馬其堂︒先是弘道倉亦賜銀色功弊章︒大正七年︒

叙従七位︒十三年七月残︒毒七十八・鳴呼翁素有才

幹︒長吏務︒詩歌固緒除耳︒富岡家多事︒職務繁劇︒

不暇吟詠︒而翁優勝白適︒飲食坐臥︒亦撚有作︒皆

具各縫其腹笥便々・紳有除撚・憾余隔山河不能往来ｐ
寛脹幽明︒然亦潟弘道曾員︒祁交如此則義不可鱗︒
乃理前言︒以潟践云︒

惜

畏

器

渡泌莱洲日︒松石翁︺余亦和議子日本弘遡曾︒其贈銀色功勢章︒余
資篇理事子本曾之畔也︒爾来年冷賀妖来往不維︶余替求古稀毒官︒
翁郵致詩一離二・篤志可想︒頃久征信︒心窃誹之苓讃尊諦︒知鳶
白玉撚上之人し遁悼何己嘗然郷人相謀印刷遺稲Ｊ不朽其畢徳︺附
以吾兄敏文︒翁之灘可以眠美し卿記岬感遼之︒

器
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雪暁聡松小池三男吉︵新潟︶
︑︑︑︑︑︑︑
寂々隣家未畢煙︒風吹雪片舞刷々・暁窓最喜孤松節︒
ｂ︑︑︑や︑︑
寒緑猶存三遥遥︒
︹評︺此三四以孤松比守節操士也︒

賀根岸詞兄新婚柳汀小倉聖一郎︵埼玉︶
り︑℃ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑ワ︑○○○○○○○

才子佳人互相配・満堂唯見瑞姻滋・今宵定有熊罷夢︒
︑︑︑︑︑℃︑
琴諺和譜入耳宜︒

︹評新婚夕熊罷入夢︒夫妻之喜︒果何如也︒

↑松石詩集駁文准石川粂六︵東京︶
余興松石佐伯翁相識子日本弘道宮︒祁交巳三十除年
英︒屡見示其詩︒揮雅淳朴︒不流唖挑浮華︒心窃景
慕其潟人馬︒頃郷人矯刊其遺稿︒乞二言︒余始知其

■

一利討一

一等

不二之舎直正蓮

小作零議下総司瑚ｌ平香峰
こともなき里に住み居て新聞に小作の季世にあるを知る
遼である︑皇圃民八千葛の中の大多数の人の心をよくあ

︿評︶い︑歌です︑この作討を慨に疎い人︷﹄と評するならば夫は

千葉割引ｌ剛正夫

らはして居る︑裳た動きなきわが圃鵠がよく表現されても

居と思ひます︒

二等
○

道傍の小高き丘に墓地ありて淋しく暮る︑秋の雨かも

湛忍高柳一郎

秋の室俄におこるあめあらしうけし我身は柳心に

○埼王小倉柳灯

夏の夜の六郷川の月見つ︑桑しく語りしこともありけり

○寺本省三郎

動きなき園の御柱たてしＨを祝ふ今日こそ梁しかりけれ

牡頭冬景茨城安藤敬止

この朝けたが詣てけん麿前のみ庭の報に跡の見えけり

○千葉田中香南
○千葉渡遥秀明

吾か性は人におとらむさはあれとまさるところもあるとしぞ
思ふ

蛙なく春の雨夜の雲ひくＬ花の奥なる宮の灯火

○山梨望月貢

春立ちて野達の眺めも清々し朝夕の露に柳青めり

東京服部清五郎

東風吹きて匂ひもたらす梅の花訪ねて膝る袖に蕊れり

梅香薫袖大阪一樋正幸

我が家のいしすゑなりて老が身の心安さは不二の嶺のこと

○千葉小安愛情

一フジオをき§て肺奈川清水函太郎

幅島湯田久喜

大空に影もみえねと稲妻の波打つ際に話きこゅる

過ぎ去りし跡は一夜の夢なれどあたれる時は恐卿ろしき波

佳作
○

東京山岡源子

タつく陽か§よふ芝の浦波にかへるしら帆のかけのどかたり
○

・・同同︒人

君が篤雪と消にしますらをの名は高輪に今し残れり・
牛

Ｏ

なさけある人にひかれて重荷挽く牛はうしとも思はさるらん

− 6 2 −

P

、

選

Ｏ

厩仙刷︺殉編

◇雛祭

部

東京松本津市

ぞばさまのみこＬろのうちも下宿屋に住みて初めてよくわか
りけり

同松本梅子

輯

島 葉 玉 葉 口 岡 王 葉 京

同禰同千同埼同千同山同静岡埼同千同東

○

雛壇に置き忘れある指輪かな

雛祭る兇に輝ける瞳かな．

うた︑ねに雛の灯淡き一間かな

大阪一樋正◇

め・ざましの時計はなれど温かきとこのぬくみに足をひかる
Ｌ

蕨

雪洞の灯に美しき雛かな

雛祭る女ばかりの一家かな

津の園の千里が山のはつわらび折りて都へ送りけるかな

茨城内田鼎

雛の家客迎ふくく灯されし

つＬましき嫁の立ち居や雛祭

雛立て§見くらべに来ぬ隣家の兇

雛祭母の古雛飾りけり

年々に飾られつ烏も雛古りし

雛人形抱いて遊べる我兇かな
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○

千葉罰則副叫Ｊ叫Ｉ調

ふみしむる道に曲事なかりせば慨に恥しきこと無かるべし
○

聖代千葉菱木正道

大きなる天地の父母に抱かれし心地するなり春の朝は

大阪一樋正幸

大蒋の悪の深きこの御代にあへる人こそめでたかりけれ
○

雛一つ抱へて眠る小供かな

白酒に頬染めし娘や雛祭

年々に人形殖えし雛祭

奥座敷灯して炭し雛祭

雛祭り了へて淋しき一日かな

雛壊の燭赤々や妹の瀕

春河千葉遠藤惣之助

静かなる春雨き１つはなれ家に猫ふみよむ今日の梁しさ

参宮して東京上野啓吉

選者

風にちる花を浮べてゆくらかに流れも行くか春の河水

雛抱いて客出迎ひや雛祭

○

わが父がたふとかりきとのたひし其尊さを仰ぐけふかな
傭を語らひつ§もかへり見て我心にはそむかざらなん

'

一

弟来て宴荒しけり雛祭
雛祭る姉美しき灯かな
桃の花挿して灯しぬ雛祭
雛段の緋の毛蕊や色槌せし
亡き母の若きＨ偲ぶ雛かな

芙津貴

木の芽吹く梢や小鳥飛んで来し

木の芽張る虹に来にける小鳥かな

城吐に家建ちそめし木の芽かな

同

塞香
旭東

鳴きやみし小鳥尚居る木の芽かな

木の芽吹く今日や弟の三年忌

朝の日に赤く吹き出し木の芽かな

︑季水
喜久老

美津貴

麗涜

旭東
季水

清五郎
喜久老

節文笹清清同麗同同薮

同東千宮同埼
・京葉城玉

栃新千静東同同同同埼

◇雑

雪解や道標を打つ槌の昔

浬薬含の了へて法堂静かな

修築の寄進の沙汰や浬薬寺

津

姉妹今日晴着や雛祭

湖舟
岡 玉 口 島 葉 京

新らしき乳母車あり雛の客

◇木の芽
雨いつか晴れし木の芽や朝戸繰る

手洗の水は澄みけり浬薬寺

雪解やきか上り行く汗の馬

早咲きし梅の古木や浬梁寺

浬薬曾や老若外女珠数の晋

浬梁曾の知らせの鐘や午下り

大雪の中を急ける荷馬車かな

雪解や蕗味噌を資る麓茶屋

柑

五

枯箆を引けばこほるＬ木の芽かな
雨毎に木の芽吹きけり鉢の柿
川に添ひて垣めぐらせる木の芽かな
木の芽吹く風ひそやかに丘暮る唱
舟着きし湖畔の宿の木の芽かな
静けさの木の芽垣ある難亭かな
吹く木の芽庭の泉池にうつりけり
よくの雨に塵落ちし垣の木の芽かな

＊

乙女子の唄に明けけり木の芽垣

申

木 潟 葉 岡 京 玉

＊

報除けの庭魔々や木の芽時
木の芽吹く垣に雨の雫の旭かな

枯れたりと思ひし柳芽吹きけり

＊

山東千宮同同埼
形 京 葉 城 玉

静同埼同山同禰同同同千同束

＊

子 甫 舟 湖 郎 演 子
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①

Ld

桃の節句の起源

×××
桃の節句の雛祭の起源は大鍵古いもので︑藤原氏の時代
に︑子供が病気になると︑人形と一緒に癌かせて摘気を人
へ流す風習があった︑それがもとで子供の痛気除けに人形

形にうつし︑子供の病気が治ったら″その人形を近所の川
を使ふやぅになり︑それから時代をおふてだんだん立派な
人形が出来︑徳川時代になってからは︑雛師の名工もあら
て︑子供が息災に護育するのを祝ふ意味で︑毎戸盛んに雛

はれ︑今日の様な美事なお雛様になり︑病気よけから稗じ
祭をするやうになったが︑それも何時しか男の子の菖蒲節
句に濁して桃の節句は女の子の祝といふ槻念を廉み︑雛は
いて︑歓びを交はすことになった︑維新後は五節句を溌さ

女子の必要な道具となり︐特に初節句には︑知己親戚を招

た一般に旺んとなったのである︒

れたので︑唯古風を守る家々で行ふのみでしたが︑近年ま
文献によると︑崇紳天皇の御宇に雛遊びをしたやうな事資が
見えて居り︑字津保物語︑源氏物語︑枕草紙等にも︑虚々に

雛のことが見えてゐる鮎から雛を女子供が弄んだのは古代

からであることは知り得らる脳が︑その起源は判然と正確

ではない︒その雛遊びは初めは公卿雲上人の間に行はれたの

飛鳥井雅親の歌に﹃都には禰生の寒ののどけくて雛の遊ひも

が何時しか三月三日に家毎に祭る風習となったのである︒

ゐるから︐後土御門天皇の御宇には︑既に三月三日を雛祭と

思ひやるかな﹄とありますが︑この人は延徳六年に死んで

と稲へ︑その他に大小の人形を一緒に飾ってそれに酒や食

定めてあったもので︑此時代には小きい夫婦人形雛を一封

の遊びがない︑雛遊びは子供に封し︑よい感化ぞ典へるので

物を供へて弄んだことも文献に見えてゐる︒外固には此種

Ⅱ本にこんなによい遊びが民衆の行事となってゐることを

世界中の人が羨ましく思ってゐるところである︒
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０

季題の菜︵十一︶

㈱旭東子

◇春 暁 ︵ 春 季 ︑ 時 候 ︶
春の曙︑春の朝︑

春の暁については別に説明は要しない︑

春暁の茶屋に来て鑑く爆布かな

ヂ

い葉は食川となり︑種子は妙って搾って種油をつくる︐その

粕は油粕で肥料Ｌ﹂なる︑菜の花の○が一面に連なった光景は

またなく見事である︒大阪府︑濫費隅︑奈良螺地方には殊に
菜の花畠が多い︒

戦さ果て§菜の花に倦む荷役かな水巴

菜の花にのとけき大和河内かな琴太

菜の花やいとどしく橋に塵賜名蓬外

筏にて巡潅来たる花菜かな頑石

菜の花に糞して出るや誉なし兎子

×××
×××

◇課題

◇春暁菜の花四月十日限

◇川豹・笠六月十日限

◇職除花五月十日限

− ＄ 6 −

泰暁や松原走る魚寅
春暁の土塊抱く二葉かな
春暁の眠たさを鳴る時計かな

山南の騨春暁の煙かな

◇菜の花︵春季．柚物︶
花菜︑花茶畑︑菜花の種︑

油菜の花をいふのである︑油菜は春畑に栽培する野菜であ
って︑黄色の多数の花をつける︑花は華の下部のものから除

×

の花撫とから成り︑瓦ひちがひに大字形を成す︑六本の雄蕊

×

き画咲くに従って華はだんノ︑伸びる︑花は四枚のヘタと四枚

×

の 不

の中四本は長く二本は短い︑果賞は長さ十糎程の角形のもの

×

外門紅断巴

で︑薄い膜で二宝Ｉとなり黒褐色の種子を多数入れてゐる︑若

×

沖竹秋句水

Q

×

旬俳

を大にノー高調されんことを望む︒

化建設の篇めに益々研究を積み人類愛

師に遺書を送り突如熱海峰須賀侯別邸

い憾みを綾けて居たが三月四日父句悌

に在る裏方御雨親の下に向はれた子と

らうか︒さりながら世の崇敬の的であ

しての光暢師の心理︑は如何ばかりであ

恐るべき大逆陰謀を企てた鮮人朴烈

ことは資に世の末なるを思はしめ返す

朴烈夫妻の公判

同妻金子文子雨名に封する特別公判は
二月二十六Ⅱ午前九時から大審院大法

人〜も口惜しき限りである︒

親の死と共に畢校を退いて︑小さな妹き

子は営時小畢校の四年生であったが︑母

ある母親お駒は六年前に死亡したふみ

楼む板橋ふみ子︵一七︶の一家は其れで

居る人もある東京市外板橋町の長屋に

犠牲と忍従の生活に聖く貧しく生きて

浮ついた都禽生活の半面には青春を

︽十七の小嬉の一家

るべき本願寺が骨肉争闘の範を示した

廷に於て小山検事総長小原次席検事立

含の下に牧野裁判長かＬりとなって開

かれた公判は引綾き二十七日二十八日

一日にも開かれて荒井布施等四氏の涛

論があって三月二十五日雨名死刑の宣

告を下された彼等の如き逆臣を二人迄

も出したことは畏れ多いことであり国

民全船の負ふ可き責である︑園民は今後

一人の朴を出さぬやう自重し敬愛する
ことが必要である︒

み︵一四︶てる︵一○︶獣職︵六︶の面倒を

に於て若い光暢師は父句伽師の意志に

相練問題で渦を巻いてゐる東本願寺

の存命中は未だ生活難はなかったけれ

ない後の家庭は賞に寂しかった︑然し父

見てやらなければならなくなった︑母の

女史等の今後の活動は吾人の嘱望し

・今重盛の光暢師

て止まぬところであるが担殊に美はしい

ども︑父親も一年間患った末去年の八月

従はんか勝又門末の輿論に鑑んかと深

校の卒業生である︒

の雨女史で何れも東京女子高等師範豊

四︶

東京府樫田ふさ︵三○︶同黒瀬つや︵三

畢士になる女性は︑

の三女史で叉法文畢部から最一初の女文

︵二七︶新潟厩酒井十代︵三九︶

島根螺井角やす︵二八︶岡山際金光柴

た︑

一氏の敷畢教室に多年研究を綾けて居

った︑理畢士三名は何れも理肇博士林概

は初めての女文肇士二名を出す事とな

大肇では本年三名の女理単士と日本に

曾て女理畢士を二名出した東北帝図

東北大豊卒業の女表肇士

言

我国女性美ぞ誰排し雨性の完全なる文

−−《海

時

﹃

森下町に紙屋を誉んでみる︑叔父板橋長

することはとても出来ない︑そこで滝草

七回五十銭の家賃を桃って︑四人が生活

の含祉から貰ふ金は一日僅かに︑六十銭

を其の手で育てやうと決心した︑ふみ子

町の︾ゴム風船工場へ通って︑小さな弟妹

子は健にも悲しみの中から奮起して︑同

此の世を去った︐雨親を失った後のふみ

いと云ふ況して水平就なる差別的観念

結果であると云ふ︒錘に上下の差別はな

父から弧硬に反掛され送金を絶たれた

たが︑女が水牛職員であるところから資

懸小諸町高女卒業生太田某と︑綴に陥っ

果さす同署の刑事に捕はれた︑原田は同

局留置で送金せよとの偏電を護したが

七が重傷であるから五十回を上田郵便

入畢中の事を知り︑賞父築七氏にあて彦

井柴七長男彦七が

や︑買喰ひを綾けて居たものであると云

他数百回の衣類を入質し活動篇員見物

を受けつＬある恩師の家に忍び込み︑其

を盗んだのを手始めに︑一月は現在教へ

思ひ︑途ひに昨年十二月某家の衣類五黙

ろ﹁金は着物を持って行けば出来る﹂と

此の使ひにはいつも少女が鴬つたとこ

金に代へ辛くも家計をつ噌けて来たが︑

陥り︑以来蕊類家財道具を質屋に入れて

る︵四︶の五人暮しでたちまち生活難に

ふ・こんな少女を生んだ家庭叉そんな家

上田薫糸専門畢校に

も大塚の亡き母の賞家へ子守りに雇は

庭を造る牡含に︑何の責任もないことで

68

吉は見かねて︑弟織賊を引とり妹のきみ

父の行駕は常を得す︐然し子たる新の不

の不合理なることを知った今日に於て

第である︒︵小栗︶

あらうか︒敢へて父兄の一考を煩はす次

れて︑妹のてるだけ家に残ることＬなっ

るものである︒

幸の罪は更に大きく悪みても尚余りあ

た︑かくして小娘は妹を抱へて生活難と
な忍従の生活をしても︑弟や妹を自分の

闘ふ一家の主人となったふみ子は︑どん

×

少女の罪の道行

×

て居ると︐今の世如斯き孝子乏しく徒ら

×

か弱い手によって︑育てＬ見たいと云っ

東京府下蝿戸町谷井さと︵五二︶の二

×

に軽畢妄動するもの§み多い中に美は

女きみ子︵一四仮名︶は忍込専門の少女

×

しくも床しい話である︒

る母と兄幸雄︵二三︶姉ゆき︵一七︶妹は

二月父親が死亡後︑薬餌にのみ親んでゐ

ろを取抑えられた︑少女の家庭は一昨年

であるが︑盗品を質入せんとしたるとこ

東京帝大法科二年生中村千市︵二七︶

帝大生億電の詐欺

は︑崎玉嬬大宮町片倉製糸工場支配人石

×

時・報
口帝圃畢士院の受賞者
畢界の覗線を集めて居る帝国翠士院の本隼

恩賜賞

度受演者は左の如く決定した︒

脂方知三郎氏

小松茂氏

日本旅植物に淵する生物化皐的研究

口財圃法人斌曾教育協曾

財園法人就曾育曾の設立に就ては︑錘に
い曾が出来衣︒

本誌上に記載して置いれが︑今また紛らはし

流曾教育の普及徹底一︾目的として今回阪谷

っ衣が︑この母姉畢校は米国に範をとったも

東京で初めての母姉皐校を開校することにな

ので︑成人教育が嬬人に牡曾的常識を典へる

のに封して︑母姉皐校は録の愛寺導いて善良

で丈夫な子供を育てる錘親を造り上げる目的

で︑第一回は二週間位にして今後二三時間定

側︑指導する由︒

員五十人位に育見の講義を責際に互ってそれ

口全圃育英事業大曾

園教育曾主催となって︑客月五日より三

日間全剛育英事業家大曾孝開いた︑丈部大臣

し︑左の諸事業に 着手すると

男︑穂積
積重
重遠
遠仰
博十
士等の謹起で標記の曾が成立
一︑内外欣含教育施設調査

の諮問案

﹁小躍校牟優瓦の成績必以て卒業したるも

一︑民衆娯桑訓交研究

一︑講演曾︑毎月一回︶

一︑青少年誠物調査及び選定

る者に封する救助方法如何﹂をはじめ左記

のにして漉資のため上級皐校へ入墨し得ざ

一︑全国育英事業協曾設立の可否並に其方

提出議案にっさ審議した︑

一︑誰智曾毎年一回︶
一︑巡回誌波及講師斡旋

三︑育英事業に於ける畢資を鉛すぺきもの

二︑育英事業の助長奨勧の方法如何︑

法如何︑

一︑誰曾教育パンフレット壷行
一︑雑誌︑圃書壷行

口母姉皐校

Ｌ選抜方法如何瀞
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Ｒ本紋章単の研究沼田頼輔氏
中園地方の古紙層及中世層の層位畢上の

研究小浬艦明氏
・帝間皐士院賞
メシア思想を中心としれるイズラエル宗

栄末の提畢市舶西域人蒲蒜庚の事蹟

教文化史万橋智信氏
桑原騰燕氏

勝沼精燕氏

﹁オキシターゼ﹂の組織隼的研究

元瓦式船舶動揺制止装詮元瓦信太郎氏

大阪毎Ｗ新州赦徹

水銀避謂器密田瓦太郎氏

愛圃婦人倉本所外手町の隣保館では今春来

〆

熱秤分析法蕗藤平吉ビタミンＢ欠乏症に就て

の資験的研究島薗順次郎氏

帝

口大川本聯合青年関
大倉開催
明治祁宮外苑に本青年館が出来たので大
日本聯合青年圏では︑陽春四月の十三日から

十六日迄の四日川︑大曾を開くことになっ

た︒術ほロッグフヱラー氏の意志でば右坤物

封し一千蔦ドルの寄附を巾ゞ出でた旨壷表し

たる資質を潤菱せんとするものであるｃ但し

及び教練を施しｂ健全なる圃民善良なろ公民

青年に封し︐一ヶ年百七十五畔間乃至二百時

青年訓練は年齢浦十六歳より二十蔵までの

これは決して狸制的のものてはない︒

︒Ｌ﹄０

館と開聯して考古畢曾を新設する筈である

︲口兇一章愛護ヂー

指導巷ぱ小皐校

間前記の課程を授けるものである︒場所は小

畢校又は輔脅畢校を主とし

春はこれか一家庭の春祭りとして全圃的に盛に

陀の降誕日延花祭りとして脱してゐろが︑今

者には修了誌を典へ皿陸軍に於て在替年限を

鴬なろ畔期を選んで行ってよい︒術修了した

委蝿し︑季節や地方の率情に依り成るべく適

輔習皐校の教師在郷軍人︑其他浦糊なる人に

者と︑六大都市から二十一名づ児の代表者︑

職日は︑比谷公卿で花祭大倉

東京沸識少年聯合国では毎春四月八日の例

合せて五百名が歩曾する筈で︑大曾鋪一日は

を催す外に十日に之を兇溌愛談デー寺﹄し少年

する答である

− 7 0 −

た︑全圃の加盟閣畿から︑十一名づＬの代表

躯項を上程し各部委員を選定し第二日には部

×××
×××

だけ受ければよいこととなる筈である︒

主とし︑補智焔校で梁ぷ者けそこに無い科目

に然らざる青年で︑郁習皐校へ迩畢せぬ者悲

此の施設は青年訓練所と禰し︑寄年願員並

短縮する深定であると︒

ことは言ふまでもたい︒殊に普遡選撃法が施

代間民の蚕質を向上せしめることの必要なる

青年の心身を訓練して其の修養を助け︑現

口青年訓練

一般に頭つといふ﹄

願の子供達が術頭に川て小冊子やカード等を

本曾議を開き︑青年指導外十欺項に亘ろ協議
曾後三日に本含議を開き︑岡日には懇親宮を
開くことになってゐる︑懇親倉席上では地方
色を現すため郷士蕊術士ろ地方民謡だの盆踊
りなど︑思ひノ︑の興味あるものを護表する
事になってゐろ︒

口画ツクフヱラー氏の

る致養を施すことは最も急務とする所であ

行される今日一般青年に封し善瓦なろ公民た

アメリカのヱ逆フト畢者プレステッド激授

の立場から︑特に現に皐校に在畢してゐない

る︒今回文部省が計霊してゐろ寿年訓練はこ

美翠

立し︑之乃維持する鴬めアメリカ火常豪ジョ

一般青年に封して公民科︑普通皐科︑職業科

は︑ヱヂプトに吐界中最も立派飛坤物館を設
ン・ヂ！ロックフヱラー氏はヱヂプト政府に

づ

口理事書二月一千四日午後四時牛ふり本
曾事務所に於て開曾︒徳川蒋長︐吉川︵静︶理
事︑吉田︵熊︶班事︑宇野班事︑春山理事︑谷

山主事出席Ｑ本曾資金寄附募襲部の設磁及部
員委噛の件︑職員退職手営内規の件及瀧五十

傭委員曾案を審査修正して次ぎの如く大綱を
決す︒

共に︑外に向って本曾存立の意義避明か

一冠方針︒内に浦五十年を深く税賀すると

にすろを努むろこと︒

大講演曾

一︑場所︒上盤自治含館ｏ
一︑日畔︒五側中旬頃

一︑事業︒大紀念式︑大懇親倉

本曾要頒等の各種印刷物配布︑雑誌記念

建築及設備の愛川として金参千五百回御寄附

ことは曾貝一同と共に衷心感謝に悪へざる次

被成下御芳志に依り本曾事業の基地を得たろ

第に御座候曇一建築落成仕り日夜使川致脈侯

として・座右に呈し儀御笑留被︲和︲候は噂本浬之

に付建物の内外を搬影セろも２二葉柳か記念・

敬具

至に御座候先は謝意を表し秤以寸柑申陳候

小峰締一郎氏へ

拝啓陳は率含事務所並に杜含教化単院校舎暇

建築に閥し設計を初め種稚 御誰力祁成下以御

競謹刊・

功捗者表彰

具

口緑岡支雪設璽過般千葉標維岡支曾設

た老
老儒
儒土
土屋
屋鳳
鳳洲
洲調
翁は
姑に進誰の光莱を荷川れた
三凡十五日長逝された行年八十有六惜しい哉
同十八日呑中蕗験に於て告別式行呼︿締︑本曾
よりは弔酢を噸れり︒

調逝去 榔度御誰書

Ｉ

峨り巾候間御笑納被下度右御挨拶労々巾陳侯

御厚礎叩上候記念とし同建築の鴬艮三葉御

隣今回落成を告げ本曾活動の基地を得たる段
各支曾に於て抑賀曾畢行糊誘︑

宮城︑御苑等の拝観︑

新蝿記車掲載︵詳細は次雅に掲ぐ峰

口謝縦奉呈昨冬本梓事務所及本学院教

松平職間及無雑蛾にて設計監督の勢を取られ

室侭建築に就き建築及設倣費を寄附相成りし

たる中係氏とに封し曾長より左記の如き謝状
をおくる︑

拝啓陳は本曾々館は大正十二年の大瀧火災に

院卒業式及畢友曾獲脅式悪行に決定︺

ご評議員書三月廿八日午後庵より単

一Tl‐一一

年戒賀記念含準備委員委蝿の件走協議せり︒

事務所に於て開催︺徳川曾抵︑吉川／郡︶理

口理事書三月土︿日午後四時半より本曾
単︑拝︑︵熊︶理事︑宇野理事︑春山班事︑谷

山主事出席︒大正十三年度決算の件︑十五年
度諜鼎の件冒畢院卒業生皆勅及粘勤に封する
賞姉受恥の件︐浦九十年記念哲準備委員曾の

決議案恭張の件︑及記念愈貿行委興委蝿の件

を協議せり︒辱
口満翼十年記念雷籍傭委員奮三川
八Ｈ午後四時半本曾事務所に於て開雌︒委蝿

雁りて鳥海に締し帆却罷在候虚事務所城畢院．

に決定︒

田韮郎氏︑谷山主蔀命令︺立案の冊子を作る

入太郎氏︑宗像遜郁氏︑寺本典左衛Ⅲ氏︑深

校舎建築に就き懇雁御態遡相成候のみならず

立刷町せるが︑測月一二日凌曾式怨撃ぐろこと

口瀧議十年記念奮蕊行理事曾隙Ｌ準

松卒伯爵へ

§k

事

を受けたろ繁川武平氏︑祁谷初之助氏︑商木

□

記

︲１１１︐１１ｉ︑ＩＩ

編轄室より
ｆＪＩｌｆ︑Ⅱｆ︑ｊＵ︑ｊｆ１ＪｌＩ〃︑ｊ４１ｆ１ｆｋノ︑ＪｑＨｆ︑ＪＨ１Ｆ︑〃︑Ｊｆ︑ｆ︑β︑︑〃

▽編輯を絡って見ろと︑ま士名不瀧だらけで

壕へきれない︑持論を距ること史さに千里
の感ありとでも言ひれいほどでありますｃ
これは︑やはり編輯子の努力の足らぬ結果に
外ならぬと恐慨して居ります︒

▽併し︑資際其の局に鴬ろものの身になれ

慶一▼半頁金十五凶▼一頁廿五回
告◇

滴歩するのでありますから︑自然俗受けし

ないのは無理もない筈︑つとめて間ぐろしく

料一▼度告料ハ前金ノコト

谷山恵林

錘酷畷束京四三一七番

電話四谷二五九一番

謹行所日本弘道曾事務所

東京跡田厘西小川町二ノー

東京牛込睡早稲田鶴巻哩頁

印刷所文陽証

燕螺嘩

東京市外瀧ノ川町中里二二九・

大正十五年
大正十五年 二蛎潅萌鋤碑套癖廿五銭

Ｉ

ないやうに︑一層通俗的一生する心持でやり

まず︑さればといって俗に垢ぴて︑質らんが
りますＣ

篇めに編むことは断じて馬し得ない所であ

▽一部の人達からは或は非難されるかも知

りませんが︑次雅から一部分振り僚名をつけ

て解り易くする考であります︒これは自分

でも賛成瞳ぬところでありますが︑編輯曾議
で多数決に従ったまでｋあります︒

▽本誌の通俗化については︑まづ家庭欄あた

りからと考へて︑本鵬から少し手心延かへて

▽本蛎に載せました田中博士の論文は︑我国

見まし我︒

の古武士逝論でまことに我熊の再調す・へき
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ば却々他から翻ら Ｌやうに容易に簡単に︑
承泌願ひ大い◎

編輯を了するものでないことを︑どうか御諒

▽切角御願申して御多化の中より特に〃寄
稿を得ながら締切の都合等にて次擁に廻ま
し士玉稿が幾篇もありました︑是れ亦何卒

宮清丈茂融

ものであります︑新井頁主の無常観は弾の

東京祁田歴独楽町一ノー

庸源兵潰浮進一
吉平衡吉助堂耶館

▽本誌はどうも何だか固ぐるしく﹀て面白

の仕事をしやうとする我冷にとって必誠の

宇都宮市畔・砲町

津宇成内有木若光

生活に寄せられたものでありますが︑０嵐刺

京都市迩町二降下ル
奈瓦市椅本町
松江市木次本町

秋田市茶町菊ノ丁
金津市片町
顧島市本町

長都見田田原休

悪しからず御許下さることを御願申しますＣ

ます︑これは悪評として承ら艇ばならぬので

−

Ｉ︲１
１Ｉ

所捌責地各

味がないといふ批評を往々受けるのであり

でありますｃ

器

文字でありますから特に諸うて載せた次第

器

ありますが︑また見やうによってば︑本誌の
本頒を卿か謹揮し得るやうにも思はれます︑
といふば︑申すまでもなく本誌は主義ある倫

理運動の溌開として高き理想を抱いて高踏

饗
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も論極に聖

年解文般
圏輝畢圃
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適事にん詔
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▼修業年限
▼入阜資格

ｌｌ
〃年︵夜間︶

１１

中等畢校卒業者及之に準すろもの
祇曾事業及吐曾教育従事者

Ｉ

蕊群生としての入畢も歓迎す

ＩＩ

献含教化単院

▼男女共事

Ｊ

四月十五日迄

︹詳細は二銭切手封入の上照曾せられたし︺
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