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一︑歌の内容

イ︑孔子の礁徳を頚讃し教育勅語及び儒教道徳尊重の念を喚起せしむるに

適するもの
ｐ︑若し出来得べくんば孔子を奉祁せる湯島聖堂に開する叙述を含むもの
令一般圃民特に青年少年男女畢りて合唱するに適する品位あるもの

財園

法人

寺｡■rdp寺

二︑歌の詞形

（内構堂聖島湯ノ

四句四節以内︵七五言一句︑四句一節︶文語繕若しくは川語僻

三︑募集期限本年六月末日

一等金五百同一人
二等令三百園一八

三等金百回一人

選外佳作金二十目十人

五審査委員

文畢博士服部宇之吉文皐博士高野辰之文肇博士佐々木信綱

文翠博士幸田露伴文畢博士宇野哲人文翠博士聴谷温
交率博士中村久四郎禰島甲子三

六︑富選凌表秘塑強酸蹄秒鉢葬聯恥

文斯

曾

一ノー島湯腫郷本市京東
番四八○四川石小話電

為

四︑賞金

集募賞懸歌の徳頚子孔

一回一季
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一牡曾奉仕と道徳の観念注皐博士松井茂君

一明治思想界に於ける西村泊翁文畢博士井上哲次郎君

五月十八日英︶牟建蒔舎帝大悌教青年含館尋丁翻

一西村茂樹先生を億ふ文筆博士吉田熊次君
一孔子の政治説に就て文畢博士宇野哲人君

一青年の自費丈翠博士︐春山作樹君
五月十七日︵月︶︵午後六時︶麻布東町小蕊校

五月十六日︵日︶一 大講演曾牟堂蒔竿︶青年曾館︵郭腔
一道徳上のデモクラシｉ文畢博土吉田静致君

﹄一︑記念曾︵午後五噌精養軒盆幽

五月十五日︵壱一・記念式牟後一蒔︶自治曾館︵鮎︶

日
本弘道曾記念大曾
創立流五十年＠
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総曾

日本弘道曾
第二十七回

五月十六日︵日︶

故正副曾長年祭︵午前九時︶
第二十七回綱曾︵午前十時︶

曾務報告

諮問事項討議

協議︵午後一時︶

１１１

諮問事項穏健なる思想の酒養方法如何

協議題政治道徳の振興方法如何

五月十七日︵月︶
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日本弘道倉主意

Ｈ本弘道穂は明治九年故西村篭樹先生の創立に

の基礎を蓋固にせんとするにあり而して儒敦哲

係り其主旨とする所は邦人の迩徳態高くし固家

皐及宗教の一方に偏筒せず諦教の長所を採り明

世界の形勢を察する事
圃家の蒋来を慮る事
政治の良否を観る事
刷家の経湾を知る事
殺育の適否を考ふる事
無識の者を激化する事
道徳の霞結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
圃民の風俗を改善する事
賦曾の制裁牙作る事

同要領乙読

領を責行するを目的とす︒

治二十三年十Ｈ三十日の聖詔を遵奉し本曾の要
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日本弘道含の主張

一︑人格の完成に努力し以て家庭国家世界人類の潟物に奉仕する所以の根本を樹京すること

二︑物質的生濡偏重の弊賓を脱し精祁的生活の向上蕊達を期すること

三︑物質的生活を以て心や累はき世らんが鱒め其の程度に膳じて生活の簡易を園ること

四︑生活の簡易を園ると瞬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
一は以て濡祁的生活の向上蟹達に資すること

玉︑唯物主義に本づく階級闘零の偏見を排し所謂階級の共存が斌曾的生活の必須篠件定ること
を明にすること

六︑人類共存の本義に擦り他国民に謝する敬愛の精祁を養成し彼我識力して世界文化の護達と
八類禰祇の増進とに寄典せんことを期すること

七℃蔽曾的生濡は圃家の統制の下に於てのみ完全に途げらるぁものなれば荷も言論行動にして
悶家の基礎を危くするの虞有るものは之を排する事

むること

八︐職業地位の如何に論無く一身の国家に蕊ることを知り念々画家の二字を忘るべからざる事
九︑圃家と一畷不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し園家畢って圃鰐の尊厳を蕊場するに努

十︑租先の這志を縫承し．列聖の大訓を遵奉し以て君民一徳の理想を責現し風連の隆昌を協翼
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せむることを期すること

窯業課課業業諜唖

業諜業繋鵜 鵜業繋繋黙諜窯業鵜諜業＊兼業＊＊*まま塞券

繋 講 兼 鵜兼紫恭梁器諜鵜鵜誰兼樵業講畿講籍籍籍講講諜諜謝
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○世衰へ道微にして︑邪説暴行起ることありとは︑孟子が時勢に封

する痛憤の語なり︒吾人も亦熟ら近時の世相を槻じて︑孟子と其の

歎を同じうするものあり︒
○日く赤化運動︒日く共産主義︒日く無政府主義︒是等は即ち邪説
にあらずして何ぞ︒

○日くストライキ︒日くサポタージ︒日く脅迫．是等は即ち暴行に
あらずして何ぞ︒

○日く本願寺相績問題︒臼く機密費問題︒日く三筒蔑圃事件︒日く

松島事件︒比々皆世の衰へ道の微なるを謙すべきものなり︒

○吾人は近時の世相を論評すれば︑筆の臭気を逝蕊するを奈何せん︒

吾人は寧ろ眼を蔽ひ耳を塞ぎ︑口に世相を語るなからんと欲す︒何

の日か能く筆を洗って︑太李を噸するを得ん︒篭︒

○亜米利加禁酒域に於て︑禁酒の是非︑論議せらる︒禁酒は唯勢働

者の飲酒を禁ずるに止まり︑富家は殆ど公然酒を飲む︒且つ静働者

は往々メチール︑アルコールを飲用して︑或は明を失ひ︑身を傷ろ︒

彼の禁酒令撤溌に極力反掛を唱ふる者は︑酒類密費者なるの現状を

思へば︑人をして思半に過ぐるものあらしむ︒禁酒の是非︑果して

如何︒︵澄江︶

獄

権力の道徳性
一潅力の問題

荻原掻

我が国の賦曾改善問題の一部に政治的改善問題の存することは︑今更薬説するまでもない︒﹁政治の革新﹂

﹁政界の廓涜﹂は︑朝野識者の蓋し等しく腐心して居る所︐ｃ思ふ︒第五十一議曾に於ける各派政薫の非曲託
合行動︑政黛員に閲する疑獄事件︑既成政黛打破の叫聾︑勢働農民糞の出現︑後藤子爵一派の﹁政治山倫理

化運動﹂などは︑恰も我が圃民の政治的畳醒を促さんとする警鐘の如き者ではあるまいか︒而して政治評論

家の落数は︑中央地方の政治園鍔及び其の成員が概ね闘士的風格を失ひ只管政権の獲得若しくは維持の為に

奔走して居る事資を指摘し︑政治的腐敗吟原因も主として政黛及び政治家の政権欲に存するとなす︒果して

此の鯉察が富って居るとすれば︑政権至上の観念︑延いて其の欲望が政弊を生ずる主要原因の鐸である︒

ロ
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「

尤も此の政権至上主義は︑更に慶汎な椛力至上主義の一部であり︐そして該主義は古今東西の職曾に多数
の信奉満を有つ︒近代に於て権力至上を高唱した者は燭逸の哲畢詩人ニイチェであり︑そして彼れは自我狂

の証のあった人物である．併しニイテェば︑或意味に於て人類に共通な一本能１１支配本能Ｉを誇張力議

したに止まり︑殊更に偏僻な論を唱へたものとも云へない︒何となれば︑凡そ正常な人間は食色本能と共に

支配本能を有ち︑且その満足に於て幸禰を見出さんとする傾向を有つと信せられるからである．

他方此の権力一般特に政治的権力に封する反威も亦相富にある︒彼の人道的無政府主義は︑之を善意に解
すれば︑主として其の反感に本づいて生じた牡曾畢読であると云っても差支あるまい︒← と無政府といふこ

とば無支配と同義であり︑トルストイやクロポトキンは此の無支配を極力主張した代表的無政府主義者であ

った︒即ち杜曾思想より云へば︑一方に権力至上主義があり︑他方に個人的自由を最高償彼となす権力否定

主義があって互に相掛崎して居るのである︒
さり乍ら権力は必ずしも政治的権力のみに限らない︒なほ他にも権力開係があり得る︒例へぱ家長と家

族愉師︲ｃ弟子︑僧侶と信者との間に於けるが如し︒是等の椛力ば︑蓋し其奴ノ︑家長権︑教育椎及び教制潅と

呼ばるべき者であらう︒また現代にあっては︑金権といふ言葉も屡々用ひられる︒之は︑有壷者︑有産者園
鰐︑若しくぼ有産階級の無産者︑無産者閣跨若しくは無産階級に封する支配力を意味するやうに思ふ︒而し

て政擢と金権とは多くの場合結合するが故に︐政権の外に金権なしとも考へられるが︑併し︑政権は必ずし

も財権と一致せず︑二者分立し得るし︑また事賃歴史上に於ても二者の分離して居った例があるから︑之を

湛別する方が正富であらう︒
さて以上述べた権力開係の多くの場合から︑権力概念を抽出して見ると︑斌曾開係に於て他の意志に封し

て何等かの張制をなす力が権力であると云へる︒故に権力は︑意志と意志との命令服従の形式を以て表され

る︒此の張制力︑命令服従関係の倫理的性質を考察せんとするのが本篇の目的である︒但し権力の有らゆろ

− 3 − −

種類を仔細に考察することば短篇の能くすろ所でないから︑主として今は︑家長権と統治権との道徳性に限
って置かうと思ふ︒

二家長擢の道繕性

抑々家長権とは︑家長の家族に封する支配権を汎稲する︒而して家長は︑父権制家族に於ては父であり︑

母権制家族に於ては母である︒けれども︑東西祇曾に於ける家族の大多数は︑母権制ではなくして父権制で

あるから︑普通家長権と云へぱ父権一ぜ意味する︒同時に父は夫であるから︑妻に封すれば夫権即ち妻を支配
と思ふ︒

する権力を有っ・此の妻子に饗する支配権及び其の制度の愛遷を通じて︑私は︑家長嬢の道徳性を見出し得る

第一妻に謝する夫の支配権は︑妻の地位によって之を知ることが出来る︒父権制を有っ未開腫曾に於て

は︑女子の地位は概ね低く︑随って妻の地位も低い・婚姻の方法に奪掠責買があり︐形態に一夫多妻制︑蓄
妾制があったことは之を示すに十分である・支那の古典には︑一夫多妻制︑三従七去の法則に就いての記録
が少からず存在する︒奮約聖書に見ゆるモゥセの十誠中には︑妻を恰も物件の如くに取扱２Ｌ居る︒我が園

でも︑徳川時代に於てすら夫権は絶大であって︑夫は妻に濁し︑生殺興奮の全権を握２﹄居った︒此の場合︐
妻の幸禰や善は其れ自身道徳驚値と認められず︑夫の幸禰や善に役立つ限りに於て尊重されたに過ぎない︒

さりながら︑婚姻の存する所必ず夫妻に共通の幸禰がある︒夫妻共同の生存生活が其れであり︑子女の出生
養育も其れである︒而して夫権は︑夫妻の共同生活及び子女養育といふ目的を其の根抵に有２Ｌ居った︒此

の廷同目的叉は共同善といふ道徳観念は︑妻の人格を承認し︑尊重する思想の普及に伴って火第に川瞭を加

へるに至った︒婚姻の膝件に於て共諾が主となり︑婚姻形態に於て一夫一妻制が重んせらるＬのが其の例護
である︒婦人を其れ自身の主人と観なければ共諾は意味をなさず︑一夫一婦制も亦之を合理的に説明できな
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いからである︒誉て或畢者は︑一斌曾に於ける男女数の略等しいと云ふ催定を一夫一婦制の基礎となるべき

自然の意匠だと説明したが︑此の男女同数の暇定は︑厳密に云へば誤謬である︒我が園昨年灘行の国勢調査

によれば︑内地人口︑男三千一葛二千八百二十人︑女二千九百七十二寓三千八百八十四人で︑男の女に超過

すること二十八葛八千九百三十六人である︒欧洲諸圃にあっては︑瑞典を除く外何れも女の方多く︑露西亜

最近の調杏一では︑女の超過数五百蔦に及ぶといふ︒故に一夫一婦制の基礎を男女伺数といふ自然意匠説に求

めることが出来ない︒寧ろ男女人格尊重の倫理的要求を基礎とすべきである．
第二︑親権と子の地位とを考へて見る︒子も未開耐曾にあっては人格なき者と一般に考へられた︒先づ

﹁嬰売殺し﹂は未開職曾一般の風習であった︒支那に於ける溺子俗は其の一例である︒堕胎や子殺しが東西
賦曾に今日なほ通を絶たぬのは其の総風か︒﹁自分の子は自身の勝手だ︲一といふ意識は蜜的親権の中核をな

す︒ロゥマの家族制度に於ける父椎の絶大は歴史上有名であり︑解放といふ言葉は子女を父権より雲解放する

ことから生じたものである︒即ちロウマの十二銅表法に於ては子女の寅買及び生殺の権利を父に輿へて居っ
たのであるが︑其の後暇父に子を責渡す形式をとって子の獅立を認めるに至った︒子の椛利の伸長について

は︑基督激の人格李等尊重の教義も典って力がある︒現代文明圃の法則では︑家父権を制限して何れも妻子
の人格権を認めて居る︒同時に現代の親権は他方に親の義務であり︑且親権の濫用は法の保護を受け得られ

ないやぅに進みつああＺ︒是等の事資によって︑親権叉は父権は︑一定の道徳的目的換言すれば妻子の善︑幸

一鵬を内容ｌ﹄なす舟云ひ得ると思ふ︒或は叉親権父権は︑一定の意味に於て妻子の善に依存するといへる︒少

くとも消極的に妻子の生存や護達を害せぬ限りに於て夫権親権が行使されなければならぬ︒即ち消極的には

妻子の善を穀損せず︑積極的には妻子の善を保持増進すること︾か親擢父権の道徳的制約である︒而して近代

の法制も︑此の道徳的制約を漸次承認するに至り︑権利の濫用は権利にあらずと見徹し︑権利は必ず義務を
伴ふといふ要求を篤すに至った︒之は法の基礎たる赴曾意識の向上を示すものである︒既に此の理論を正富
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となす以上．家長権の名に於て妻子の法律的︑道徳的自由を侵害することが許され蕪い︒寧ろ其の命令禁止

は家族の生存護達活動の維持増進と云ふ目的にありとすべく︑随って家族的公共善が主要根擦になる謡へきで

ある︒此る開係を家長権の道徳性と私は呼ばうと思ふ︒そして該道徳性の護揮される度合の増すに従って︑
家長の命令家族の服従は共に自律的人格的となるのである︒

三統治潅の這祷性

次に統治権といふのは固よう圃家の支配権を意味する︒法律畢者は︑圃権・主潅・統治権を庭別して煩蹟の

論をなすけれども︑斯には其の問題への論及を避け︑姑く右の解稗に従って置く︒

さて此の統治権は法的概念であるが︐併し其の本質及び目的より云ふと矢張り道徳性を具有すべきものと

老へる︒夙にアリストテレスは︑圃踏を君主︑貴族圃民主の三者に腫別し︑統情権の運用によって正鍵二態
に分ち︑正愛の各々に三種の政治があることを説いた︒所謂正態とは統治者若しくは統治階級が全圃民共同
の善を主要目的となす政治で︑愛態とは統治者若しくは統治階級が自己叉は自己所属階級の利益を主要目的
となす政治である︒暴君政治︑寡頭金椎政治︐暴民政治の如きは所謂愛態政治の例である︒リンヵァンがデ

モクラシイの定義としてあげた﹁八民の篇の人民貞治の政治﹂は︑正態の一たる民本的共和政治に相篇する︒

近年職曾主義者は現代幽家を評して︑或は︐﹁圃家に目的なし︒た瞳権力所有者を有っのみ﹂上云ひ︑或は
﹁支配階級︵有産者圃︶が被支配階級︵無産者圏︶を厘制搾取する権力組織﹂となすのは︑アリストテレス

の寡頭政治を以て擬するものである︒同時にカァル・マルク一︿のプロレタリアート燭裁制が暴民政治になり
はせぬかとも考へられるが︑其の鮎の詳論を今は避けて置く︒

何れに於ても︑常に法的公正の要求を充たす

斯く愛態政治に於ては︑瀧力所有者園が階級的私益の魚に政潅を蕊断運用するものである限り︑到底反道
徳的たることを免れない︒統治権の三方面たる立注行政司法
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べきことは統治縦其の者に伴ふ必然的制約である︒而して法的公正は庚義の道徳的公正の一部である以上︑

統治権もまた道徳的に制約されるものと之を解さねばならぬ︒即ち全人民の生存護達活動即ち圃民的公共善

の鰯に政権を運用すべきであり︑随ってアリストテレスの正態政治︑リンカァンの﹁人民の篇﹂といふ目的

が是非とも尊重さるべきであるｐ菱態政治に於ける統治権は本質上合理的薙礎を有たないのである︒

此の政治の道徳性は︑支那儒教の政治哲畢︑及び我が皇室の政治的御博統に極めて能く現れて居る︒天

人相闘︑敬天の信仰︑祭政教一致観︑徳治主義︑天子の封天責任観の如きは儒赦政治哲畢の内容をなし︑孟子
は仁政善政といふ語で之を表した︒我が皇室の政治的御博統は︑古事記︑Ｈ本書紀等の祁典に淵源し︑建圃
以来凡そ三千年の間︑維持賃現せられて今日に及ぶ︒此の鮎に開しては︑菅て述べた所を引用して置きたい
と思ふ︒

﹁天皇の縄撞なさる統治砿は如何なる性質のものであるか︒御歴代の天皇の御統治に鑑み︑圃史の成跡に
徴して︑園家公共の善を資現なさる最高普遍意志であると申すべきである︒天皇の御位は租宗の御位である
と共に︑昼の御位である︒統治の御職分は︑圃家全謄の現在及び永遠の蒋来にかＬろ公の御職分である︒天

皇は私の利害を超越し給ふので︑至公至李に在します︒至仁至慈が其の御徳である︒圃民中最高の地位に立
ち︑最先の地位に在して鋭意園家公共善の賞現にお努めになる︒伽治天皇は五箇膝の御誓文中に﹁庶民二至

﹂﹂と盲ひ︑また御辰翰には﹁天下億兆一人の其虚を得ざる時は皆朕が罪なれば﹂と御仰
ル迄各
各其
其ノ
ノ志
志ヲ
ヲ途
途ヶヶ

せになっ
って
て居
居る
る︒
︒即
即十
ち天皇の御統治は︑常に鰯家全成員の護達禰祇の篇に行はれるのである﹂︵現代赴曾思想
倫理的批判︑五三一ご

天皇御統治の目的は畏くもかやうに明瞭である以上︑立法行政司法は能く此の御趣旨に適合すべく︑また
天皇輔弼の圃家機開は︑天皇の容志を奉耀して圃民的公共善の賃現に溌捧せねばならない︒此の黙から我が

政治家及び政糞の行動︑議曾の品位を考察したならば如何︑先づ其の共通概念たる政権至上主義︑其の共通
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傾向たる政権の維持若しくは霧奪を目的とする権謀術数は展棄されね
ばなるまい︒況や職務上の地位を悪用して私腹を肥すをや︒其れにも
開らず近年︑前述の如く政治的腐敗の漸次甚だしくなる傾向の存する
ことは遺憾である︒
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行は敏くして厚からむことを欲す︒

一︑善を見ては法とし︑不善を見ては

怒に徳を恩へば悔にいたらす︑欲

いましめとす︒

一了他山の石は玉をみがくべし︑憂患

一︑施して報を願はす受て恩を忘れず

より出づるもの少からす︒

一︑病は口より入るもの多し︑稲は口

一．人の過をいわす︑我か功に誇らす︒

り侭に入ることはかたし︒

倹より箸に移ることは易く︑箸よ

に義浄一恩へば︑恥をとらず︒

一

若しも暇６に此の趨勢にして改善されること蔵く︑政治家及吠政黛

×
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が前に掲げた画家の道徳的目的を閑却して政権を運用する風習を生じ

×

8

た！﹄すれば︑其の際には政権至上主義の践眉を永し︑野心に本づく政権

×

ー

雫奪が無遠慮に行はれるであらう︒恰も支那軍閥の政雛闘霧の如くに︒

其の結果の思想的︑祇禽的︑道徳的︑経漉的悪影響が如何に犬である
かは想像するに蓋し除６あるであらう︒一例をあげれば政治に謝する
多数圃民の不信用が倍加し︑法の威信が地に墜ちて公安を脅かされる
やうになりはせぬか︒私は婆心ながら斯かる憂患を懐くが故に︐切に
釜成年同胞の政治的責任ｌ天皇統鈴の御趣濡を政治的に達成する共
同責任ｌの自畳を促したいと思ふ︒絡︐に繰返して云ふ︑．切の権

×

する﹂と︒︵大正十五年四月十五日︶

×

力は自己目的にあらずして︑家族︑壮曾若しくは圃家の公共善に依存

×
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えん

がくれんをばり

そして︑﹃三年前には心配したよ﹄と附け加へた︒是

し人はい

﹃今度は御卒業でお芽出たう﹄と私は青年に言った

羨まれてゐる様子である︒

う吟や

も拘らず採用されたので︑選に洩れた他の同窓から

が十数年勤綾してゐるので︑今日就職難の甚しいた

か︑低さいようど︲さう

きんぞ〃︑

暇乞に来た課である︒其曾賦といふのは此青年の父

故もないのであった︒今度其賞業専門畢校を卒業し
大阪の大曾祇に就職することになったので︐其日は

では識らなかったので︑同郷といふ外には何等の縁

し

来るのであるが︑其も最初私が親戚から頼まれるま

しんせき

の開係で畢校の保護人となってゐるところから折々

ぼしやうにん

寺盈せいれんたづ
三月の末一人の青年が訪ねて来た︒此青年は同郷

の

には課がなる︒此青年が其畢校に入畢した翠年の柊

春山作
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樹
．︿人ごし

て︽ざ

ひく

こんｉ

はい

へう・ゆん

けんりよ・７己

ささ

けいざい

の問題に没頭することは好まない︒大皐法畢部に入

豚つごう

事は自分には適しない・自分は質業家となって金銭

青年は︑自分の畢校に必修となってゐる経済
が其
く時て
・雪どつげうか

を〃雪．きせいれん

ても逝くないといって思ひ止まらしたこ︐とがある︒

おそ

いふ子供らしいことであった．私は懇々と其非を諭
ざかく
負−ご戸け
して︑兎に角其畢校を卒業してから更に方法を考へ

一一﹄虫Ｕ

て︑卒業の際にも三番以内にはなれない︒畢校を卒
業しても三番以内でないと勝率立身の見込はないと

がくかう

る︒一度低い席欠を占めると後まで其が標準となっ

秒二斗ご﹄︐︺

成績から見るとかなり低い席次で進級することにな

ぜいせき

てゐる畢科は自分に適しないこと︑第一第二畢期の

じ涼んが．︑き

狸して他の畢校若し出来るならば高等畢校へ這入り
大畢に進みたいと云ひ出した︒其理由は現在肇習し

た

頃であったが遼かに退畢して明年三月まで準備の勉

ごろ

出

って癖護士になり不幸な人々の権利を擁護したいと
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】
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て苦しい生活をしてゐる書家の津山あるＺとは知つ

来たのであらうが︑慶業栖鳳大概槻山等の大家の誌
せけんしやしんやはいけいにくひつ
で︑世間には篤真屋の背景仕入物の肉筆扇子を描い

大きいことを頻りに説いた︒其は新聞か何かで見て

枝に入って書家になりたいといって︑書家の収入の

考へてゐなかったのである︒叉ある

ときには美術筆

言った．法畢部にも錘溶畢があう︑癖護士の扱ふ問
題の大部分ば金銭に開するものであるといふことは

構でした︒御両親も御喜びでしょうしどうだね︒同
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てゐなかった︒叉前回訪問の際座談の中は自分が中

級生は皆口があったかね﹄︒といふ︐と青年は同級生中

に︒−がくぷけ︒．ざい泳ぐ
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瞳い

在の事校を卒葉したことに満足し︑頭は蛾職後の生

れてゐた︒想ふに功名心ばかり職んで世間を知らな

のが大多数口がなくて困ってゐると︑得意きうに話

はいがかしうにふ

墜青年は此一人に限らないであらう︒中畢卒業期に
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かいおも

際して︑蒋来の教育及職業選捧の指導は外国では既
ばうばふそのひつえう

せつじつ

に其々の方法で行はれてゐる︒我邦に於ても其必要

のあることを其時切質に感じた︒
一一

そのてんがくもん庭いいすこ

其韓畢問題のことを言ったので︑青年は少し
といふほどの財産も作ってゐない父を見て︑事務員
せ私
きがめ
んごしん嬢いかかんたん せ
い少︑わついや︑こ人と

生活は厭なものだと季生考へてゐましたが︑今度私

さいよう

赤面したが︑﹁あの時は御心配を懸けました一と簡軍

があの曾祇に採用されることになりましたのも父が

せいれん

に答へた︒自分も重ねては云はなかった︒青年は現
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多
年精勤した郷蔭です︒父も財産といふほどのものい︒取引所も重要な機開であらう︒しかし今日相場
ならさりひきげふ
よめいりしたく
がくしつ家
はありませんが︑私の畢賓も綴き︑妹達の嫁入仕度をやってゐる八々が君の肇校で習った取引業の橋神
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ぜいたく
みぐろ
も見
苦しくない程度には出来る機子ですｂ賛津は出でやってゐると思ふかね︒所謂相場師といふ者は物
かうげりょうもう
来ないでも生活の安定といふ鮎から見れば事務員も償の高下を利用して儲けさへすればいｋので︑若し
ざ酷く
三のごろ
わるくないと此頃は考へる様になりました︒さう云法律が禁じてゐなかったら賭博でもやらない限りで

へば圏外株式相場をやって見たいといつ一︲盲先生に叱はないｃ貨物の需要供給の開係を園滑にするなど動
争みいし
こん堕
られたことがありました胆﹄と今度は青年の方からいふことは考へてもゐない連中だ︒君は醤師の所得
か︑

昔けんごもな

ぢやくぬいこいりごく

でんせ︲︑ぴやう

に躍るといふ様な危険があることも理由の一である一
︒と経潜畢の先生に聴いたらう︒危険を伴ふものは所１

りゆう

言ひ出した︒が似よった他の職鵜野りぢ比較的に多いのは僻染病
たし

一二．︑せんせい・音

さぼ

や一のせいれん

ほか

つき入︑ほうき︐

ば

このぱあひ

わりあひ

其鰯鱗張溌識鮭雛瑞灘儀線繊識群礎紬潔礁鮒餓群嬢雪
もや．﹄ノ

しゆぎふ︑﹂みぢ

そのぎぅ︾わたし

ぢみち

てん

勺且

から積立てＬ往くのを馬鹿らしく思ってゐる所へ︑も正し︐いとは云はれない︒しかし此場合の逆は割合
ちよくせつ
どつさい
琶りひきじよ
げしゆく
さう噴
下宿の主人が相場をやったことのある男で︑取引所に多く資際にあて縦まる︒私の直接叉間接に知って
ばってん・
さう吟
二すゐ
ぜいしん
の模様を面白さうに話し︑積極的精抑とやらを鼓吹る男で相場に手を出したものもある︒其中大に綴展
しかそれ
あほ
くら
し︑太く短かく男らしく暮さなければいけないと煽したものもあるが︑其は極々少数で︑而も其には或
しほどき
さうはもう
り立てた篤めであった︒其時私は﹃細く長くといふ所まで相場で儲けると好い潮時と見切を付けて︑他

一さん

ふせいげふ

嘘ふ．ぐわいぜいたく・

ばる

のも一の主義︑太く短かくといふのも一の主義と考の池道な事業に稗じ︑其方で護展したものばかりと
しつはい
われ７ＩＩくいん・りふくむきりつ
へられないことはあるまい︒我々には官吏服務紀律いってもいＬ・失敗したものｋ方は其よりも遥かに

で禁せられてゐるが︑蝿相場も不正業といふ課ではな多い︒儲けた時には法外な賛深今笹するからあとには

のこ

つかそん
さい／︑んつ

じゆんすｂ

四

残らない︒常に不安に悩まされてゐるから儲けた時までも順に進まなければいけない︒
には這はないではゐられないさうだ︒さて損をした

あづさいけんしやさ↑﹄︾｜ろわたし

となるとみじめなもので︑子供は細君に附けて里方

しよむややｆ︑．かう王んそのやくせびんしょう

に預け︑自分は債権者を避けて友人の所を樽々して私は一鰐イギリ柔人ばあまり好き一どない︒ヘンに
ぜん

食客になってゐるものなどもある︒食客になって高慢ぶってすました圃民で︑其癖頭の働きは敏捷で
へいき
かれら
ゐても膳の上がさびしいじやないかと李気でやる位ない︒しかし彼等にも尊いものがある︒其は彼等の

し？うげふとう︾︶く弐さ
−４．ね八しんけいすゐ﹄やくなぽ易し・刀︒くせいざせい︐りやく

の人間なら相場も出来やぅ︒どうだ君に出来るかね︒商業道徳だ︑また其商業道徳と正に手行して作られ

の祁糎衰弱は癒ってよかったが︑今でも時々不た圃民の性格だ︒正義は最上の政略といふ功利主義
み先年ん
しやぅさうばてって︐〃・しよくげふ

そ力てん

じげ・︽わりあひつ且

眠症がし
起つ
るじ
いぢ
か︒そんなことは相場でもやつ道徳の徹
底したものだ︒英剛では何か一の職業溌得一
陰ゃ
いぱち
せいじっ
て一度失欺誌祁誰姉電縮めてしまう︒何も相場をしれば誠責に其職責を蓋し︑之を失は藍いことを専一雪

畦鋤筆式琴律︾吹錨銅酷斡恥調鞭心一

けいぺつしよせいぢみち

つ祁
きと
よい
くて
しな
んい︒平凡な様に畦蓉怒咋唖︿錨
な い のと
がむ
消ゐ
極人的世精
ふせ
課．
で小は
見える事務員の濫動にも積極的精稗はある︒一鍔一

てきた︑７

どんぼＬゆて含

擢千金とい
ふのは書生々々と軽蔑するな今の書生はどｋいふ考を起きないで︑地道な世渡を選ぶ︒これ
うた

さかたにかつやだ恥み砂一手阜らく
ざんかうわぅりうセいかうしゆきせいがうだん

皆書生と謡った時代のことで︑今日には通常しない︒はイギリス人が保守的な潟のみではない︒祇曾の秩
肴の荷を婚ぃだ︐り︑屋墓店を出した︐りした男が︑男序が整２Ｌ来ればさうなるに極ま２Ｌゐる︒アメリ

もちろんこんにち

それくわく吾人心のぎ

それ

爵になったり銀行王になったりしたのは明治の初年ヵ鈴の成功主義︵サクセス︶と明治初年の成功談と
まだ秩序の立たなかったときにうまくぷつかったか仁迷はされてはいけない︒其は邦と時代が逢ってゐ

おの脂・やく

とゆん詮もらんせいぐわいこぐひろおも

らだ︒勿論今日でも立身出世の途はあるがね︑共はる・昔は一撞千金主義がどの位我邦麺鱈津鐙展仁妨
自づから途が逢って来なくてはならない︒逆に取っをなしてゐるかを知ってゐるかね︒折角識群妙謹産
て順に守るといふのは凱世のことだ︒治世にはどこ品が外圃に販路を渡めたかと思ふと忽ち粗製濫造で

「

しんよう

しぼんちりつも

つうじんそれ

わざはい

紗一いがう

通人で出世してゐるのもゐるが︑其は遊びが上手と

０︾〃ハト︽ミノ

にんげん

信用をなくし︑すぐだめになるのは此主義のなす祇

せいれんこんどしうしま．く

へ﹄と云って腰を出させた︒

ぜん

御祇でもあり︑君とも暫くの別れだ．ゆっくりし給

いいおやぢになってゐるのが多い︒今日は御卒業の

おぼ星んにち

おいはいし催らたき

に疲れたのか︑昔のことは忘れた榛にポンャリした

つかむかしわでやう

さころ

いふので成功したのではなく︑他にどこかすぐれた

へ︑フご

いまおも

さかん

だ・一︲信用は第一の資本﹂﹁塵積って山をなす﹂この二

誉ぷん

とを言った︒其ことを今憶ひ

炉がくに

の標語が真に理解されなければ我邦の賃業は礎にな

所のある人だ︒座もちがうまいばかりの人間には私
とうきせい？﹁／やか角やうぐ＆ゐさいし
と同期生でも漸く課長位で年の所潟か︐妻子の世話

らない﹄といふ様なこ
出した︒
五
そのせいれん

今日は其青年も其時の気分とは全くちがってゐた
ので︑﹃イェもうよく分りました︒あんなことは二度
きらうしやいん

一へ

しつち？フゐん

せいくわつはんゐ

とうれう

わ

せうかいたり

︐．︶てんちゃうかうつう

ゑんこっ

な

た︒同僚叉他倉献の出張員など瓦も交際は園滑にし
い︑うせん

しかせいやうじんかていかて〆て者・

詩れい

一︐

３

食事の間に青年は︑今度就職すると数ケ月大阪の到
ぼんてん
してんづめ
本店でも見稗をして．上海の支店誌になる←話した一

しよくと

を出すことで相場に手を出すと必帳面に穴をあけ
そのにＣ
る︒其始まりは女に引かＬって金につまるからだと

私は上海あ誠りの様子浄柳話しながら︑とにかく外画
どくしん
であるから寂しからうと︑外︲圃詰の若かい猫身禽赴

ちやうめん

とは申しません︒曾祇で最厭ふのば斌員が相場に手

父も常に申してゐます﹄といった︒私はさうｊくＩ其
わ工しいうじん
つげふかい
事は私の友人で法律をやって賃業界に入り︒重役あ

員の生活を私の知ってゐろ範圃の賓例に就いて話し

ひ

たりになってゐるものは皆きう云ってゐる︒遊を知

なければならないが︑支店長に紹介を頼んで三井物
つうよう

やう

やうすぐ︲わいや一・く

らないものは話せないとか︑附合を解しない奴は出
いまわ
世が出来ないとかいふことは今も若かい含斌員など

産とか郵船とかの支店長の家庭と交通し︐叉其を通

小町．七コ︽ミノ

の間には通用してゐる様でもあるが︑時世は大分愛

じて然るべき西洋人の家庭と交際し家庭的のプーヌ
ぢうや〆・れんぷすゐ

げう釣ひ

って来た様だ︒私は賞業界のことは知らないが︑私

コートにでも出入することが出来たらば儀燈にも慣

し

とせい

の知ってゐる重役連には無粋な人間が多い︒中には

とやうたつしやうらしはな

ぜひ凄んはし・へんけい

うしいかうた

是非一番とすｋめると︑共では橋撚慶をと云ふので

み︽由■︲︽︐．︶

れ愈話も上達し蒋永の為に有益であらうＬＬ話し︑西
あた

私が牛若とトモとを引受けて︑シブを謡はせた︒頚

しやかう

しゆみうつせいね１

洋人との職交に就いて二三の注意を輿へた︒話はい

６いきやく

吟の節はまだ出来ないが︑たちはよさあうであった

ちか↓ろくわんぜりうえうきょく

その

つか趣味の問題に移った︒すると青年ば自分も父の

其うち他に来客があったので青年は別を告げて去つ

今くいｂ

しんしん労やうて昔

しきを得︑吾人の心身を暢適せしめるのであります
弄へ

も温和で︑吹き来る風も東よりし南よりして︑寒臆宜

おんわかんけんよる

足立栗園

いの

すすめによって近頃観世流の謡曲を始めたと云った

だ︒私は彼の前途の成功を祷ってゐる︒

しばら

陽春雑話

◆春光を感謝せよ
きもんふうせ一︑．ごかり§こう・りけいばく

いたし

暫く御別れで︑また一寸機曾がないかも知れない

いにし

も認ひ︑我国は草さへも花を咲いて居ます︑山跨来

いた

否な人間のみではありません︑到る虚に花も笑ひ烏
う
士狗がくにやきぢ昔

見聞く事々物々に吾人の祁郷を憎ますのであ︐ります

で何やら陰床しい韮の花も野一面に黙々と咲いて居ま

竃や

が︑少しく紅塵菖丈の商厩を離れて︑山あり川あり

す︒誠に三冬より解放せられたる天地間の森羅象

ん

野あり林ある農村に出蒐けて見ると︑郊外はまた何

は︑ホッーと息をついて蘇生せる趣であって︑一段︐と

守﹄しし

古へより都門の風間は︑兎角功利軽薄に流れて︑

となく別天地の観があって︑吾人の紳謹を落着かせ

春の恩恵を有難く感謝せらる旬のであります︒此時

くってんち

の・７そんでか

う告乞李みやう︲りぐわい

しんけいおちつ

やう︐﹄ゆん舎雫せつ

うっけつ

ばらおんけい︲

い吾一

そぜい

ぢや一フ龍つ

てんもかんしん便和貴んし？う

切かすみれてんノー︑

浮世の名利外に超然たる心地せしめらるるのであり

に常りて︑麓結したる吾人の精赫をカーフリと暢達せ

こうぢん巌・じ？７や垂かば・

ます︒別けても厳多より陽春に移り行く季節は気候

−14−−−

おれか

風坐に満つ︑醇はぎれぱ鋳るなし︑此れ皆春朝の

しん丙やしんえんどう

成程委曲議さぬ所はない鴛文下︽あります︒叉日く

よ

しめたいといふので︑老いも若きも男女の別なく︑

腫なたづそひく
薬事なり︒

いた

ｕＢつど

到る虚に花を尋ね名燃佳侭を尋ねて︑其の日の募る
玲のひ沿いくわつお

Ｌをも知らぬ状なろは︑尤もの次第でゐｈ／ます℃吾

Ｈ月新妻︑新茶︑新碗豆︑新合桃あり︑緑陰一片

らうふが．碇んすゐばんせい

時︑鶴背より飛下るが如し︒

ひん

空ワマフ一羽ミノ

全士

み

しゅんぷうたい言ううち

しよ少︑ぜん

えんど一フせいしんてん

鐙し春池薬みば︑花のみではない︑烏のみでもない
呪んや酒のみではない︑吾人の食膳に上る符も茶も
碗豆も皆新しくして香ばしい︑而して清新の気は天
げこじやうこきぜん
地宇宙の間に充ち浦ちて︑下戸も上戸も貴も賎も富

げだ

あたた

人は如何に其日の生活に逐はれ目前の競零に惜まき

黄烏数謹︑乍ち晴れ乍ち雨ふり︑媛かならず寒か

きん．おう〃へい

尋︾やつちお

れてゐるＩＣはいへ︑時にはかにる境地を超ふて己が

らず︑老夫雅にあらず俗にあらず︑竿酔竿醒︑爾

ため

しんしん

心身を保養せしめる必要があります︒近時職米の都
でんえんさけ
市などにて田園生活を叫ぶ聾の高まったのは全く之

じゆ７ふりわけい祇う腸のめいきんざも

い溜
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が潟に外ならぬのでありませう︒

嘩春陽快適の古語
︑こしよひもごみ
ゆか二とん
古書を締いて見ると︑中々に床しい古人の心境が
﹄しゅんやう

も貧も︑皆一様に叉一列一謄に︑春風騰蕩の裡に婿
ばがんせう
然微笑し︑或は破顔一笑せずには措けないのであり

むか二一︾うさを

き

げきじん黄茨尤

時〆春陽に値ふて︑柔風和景︑芳樹︑鳴禽︑朋を

ます︒吾人はたとひ生存競手の激甚なる巷に立つと

やな労ど

も︑亦古人の示す如くに虚生の憂を抱くと同時に︑
つれ
常に有生の蕊を享くる所がなければなりませぬ︑そ

私は此頃春の気候も漸く定夫つだから︑ 奮都掩留

この言ろば己きこう

じんせ小

柳を鯛 ︐花を尋ね︑烏鳴を茂林に雛き︑山を看
水を弄び︑旗事を曲水に修し︑香堤の艶賞︐紫
きうぜん

れが真に人生であります︒

すゐみし

たけなは

隔の酔眠︑杖銭︑酒を姑ふて陶然たり︑派に浴し風

◇比叡山上の春
．﹁喝や

●

するを羨む︑夕陽山に在り︑飲興未だ足らず︑春

弐一うさえん．りう

に舞ひ︑草を初とし花に坐して酎較り︑行歌し
ふみづ一﹂リねき
て月を蹄み鶏鵜の沙に睡ろを謀ぴ︑鴎屍の浪に浴

きよせい

郊外に遜へ︑青を踏み酒を載せ︑湖蝋に樟をだく

窺はれます︒高子の遊説の中の春の峰に日く

うが誰かうし︐いうせつじゃう

公

あふみさいいそぴひえいさん

ごうとてんだいさん︲﹄路しぼ則７ぎ

所で此の四岨といふのは麿士天皇山の四明峯に擬

方んか

かいつう

なるほど昔人．昔かつかう

し皇〆・ん

の寸閑を利用して︑東北の方近江境に餐ゆる比叡山

のぞ

したもので海抜二千七百像丈︑左右に琵琶湖と京洛

たけちうふく

た炉唱まさかと

たうじ

ふかん

いくぐん

談境地であります︑されば︑そ老若男女の幾群も︑
むさほ
おも
此側毒肇して皆快適を食って居ました︒想ひ起せば

いうらんち

見渡すことが出来るので︐成程近畿の人の恰好なる

で暑﹄

へ登って見ました︒といふのは昨年開通した叡山電

す

み知士

とを臨み得るのみでなく︑晒周の諸山を指呼の間に

腰やう舎さやく

車が︑ケーブルカーにて四明ヶ獄の中腹まで︑楽々

どやうじしうがくゐん

と乗客を引上げて呉れるといふのを耳にしたから
きうとやう
なるぼど
であります︒成程出町橋の畔より同電車に搭乗すれ

り吾のりく

ば︑一乗寺や修皐院の名腫を過ぎて︑京には有名な
さら
せさご
八噸の里に下車し︑それより更に十分間ほどを丈明
けんほ

在昔卒総門が此の遥より営時の帝京を傭雌して︑異
いだなど
ふし？うじ
園を懐いた様といふのも︑不鮮零ではあるが︑さも

くだんゼうり

みち

せいきやう

れうかい

しむるものといふ所の了解であります︒言ふまでも
ふゆ．︑すこむ
︑冬の日は光も薄く︑気候もうすら寒く︑田も
はなくた
かぎかれの胆ろ

吾人をしてよく春の恩光を感謝して︑勤勉し力作せ

かんしや謎︲ん︒へん

す︒春はかく人を薬ますものでありますが︑今時に

乍併吾人は鼓に考へなければならぬことがありま

しかしながらごじん

命晴耕雨雲の貢意義

ごかノ︑に易

の利益に乗せて呉れます︑昔ならば健歩の青年でも

きうずと首肯かれました兎も角も春の山は人の心

︑ごあぜ

一汗か︑ねばならぬ所をｉ何の苦もなく談笑裡に叡

をひろノーＩとさせます︒

こ︑一ろざ

山中腹の人として卸して呉れました︒そこで尚ほ山
さｒが

頂へ︲と志して︑八町許ｈ／の石ころ道をステッキ振
ぜつちやう

りノ︲Ｉ寮塗しましたが︑流石四月に入った事とて︑
あにせぎひざあせ

ごう廷ノ︑

︒三じゃ−７

袷看ながら一汗かきましだ︒所で絶頂に着いて見る
なるほこ
と︑こＬが四明ヶ獄で︑成程四方騰淵︑京は一目に
睡藤の方に舞鯉され︑反封の東北ば︑眼下に琵琶
ゆきかよきせん篭め勺墨

湖の一部を傭職して︑大津の町も少し見え︑湖上を
ぜつが

住通ふ汽船は︑豆粒のやうに浮んで居ます︒風景は

せ︲小よみがい沙．﹄めふき

畑も見渡す限り枯野の如くであるものが︑春になる
ゑたく

絶佳で吹き来る春風は肌に快く︑一日の清典を思ひ
童詮

の綴に受け入れました︒之も文川の恵羅であると共

と一審に蘇って︑忽ち青々と草を萌溌出し芽を吹出
させます︒此の時此の節︐此の春の悪みの光りと熱
お︐︒〃けい

に春光胸々たる天の恩恵であります︒
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まんしんせお

あ琴哲はたくる

せいぞんじやうがて

施

しＰ粕皇ら−７

ぜう

とを瀧身に背負ふて︑田の畦や畑の畔に立ち働くこ置きませう︒そこに都人士の知らぬ苦勢︑入らぬ焦

あ恥おんぶじうち

かていにぎ

きんぺぇ

てんかなさけ

り一一勺

ｌ﹄へ・し

みいまおそ

命東莱憶議中の教訓

とに依て︑吾人ば生存上の糧を鴫堪のであ砂蔵す︒慮︑大に考へねばならぬ教訓が含まれて居るのであ
そこに耕転といふ苦勢がめり︑施肥といふ忍耐も入ります︒即ち班莱博識といふ奮い面白い史綿の中に
そ邪．︐うんしひごじん
ります︒其の耕転施肥が吾人数干寓の厩睡一ぜ養ひ︑も︑左の名言が磯せられて勝るのであります︒
ばるたのしどうじ．

安穏無事の柳に各自の家庭を賑はして居るのである
てんけい

と思へぱ︑吾人は春を薬むと同時に︑叉春を勤勉の

まゆく

妖穂として待望む所がなければな略ぬ︑郷ち吾人は天下の情は其の速かなるを見ずんば未鑓堂の稚き
現在に生くるのみならず︑将来に活くる道が︑目前を見る者あらざるなり︒浴して食し︑食して繭し
てい苫．よ墨ノ

かうりよ

せいかううｒく

おそいざ

およさＬ

を

しか

に捗
かく提
供せｂ
られて
居る．
ものと
いふ︾
考慮がなくては識祉織蹴岬評﹄鍬論証識也謝幽魂嘩晦唾緬す死搾峠信
か
八
ぬ
︒
︒のうかとやうごうご
︐し皇フー￥よ畠フ

１
秘は農家の人の常套語として﹁晴耕雨讃﹂といふ其の渥きぞ厭ふを聞かず︒
いまひつえうとんせいたがやううくさざ
殊勝なる古訓のあるのを︑今総最も泌喚にして人生耕して樋ゑ︑種ゑて転り︑蒜りて盤る︑一歳を歴一

ふ・ううひごくしよ

せいしんじ？うみ汚さ

いへご﹂の

あ︑クーフ

な・・
峡くべか
らざる篠件であると信じて疑はぬのでありて而して後に粟を得︑凡そ農は皆以て同おじ
と潟す
せいてん
蕊つし勺とやうはうしう
ノ︑おそいきき
ます︒糖﹃太のⅡの力作︑それは職質上の報馴ぞ得る潟も其の逓きぞ厭ふを聞かず︒

・かい奇うめみだ

所以の道であり︑風雨のＨの績書︑それ
は精紳上の鋤修まって後家海ひ︑家祷ひて後に剛治まる︒園
いなか

報酬を得る所以の道であり謹苛︾かくて知踏の人の治まって後天下卒かなり︑一雑い一ま純豊に奉りに蝿・︲
忠質であり︑勤勉であり︑冥而目であり質朴であるゆくけんや︒三代より以前︑亦未だ其の渥きを職
しゆうしんせいかちこく．
といふ虚に︑修身︑蒋家︑治家︑手天下の韮礎は築ふ者あるを畔かざるなり︒

釣い

かれるのであります︒それはクドノｉ〜しく説明する市門仁椅る者の︑詞を一笑の頃だに得るを見ると
Ｌさ．こぐろく
すな肱がへ︑︑１９ｂｂ︑
までもないことでありますから︑卿か古句を録して倉は︑則ち伺って鴬婦の数月の勢を税て其の遅き

あわ

に勝へず︑質瞳に坐する者刀粟を得るに一川の間
でなにがへ︑︑︑︑︑

・語源と農業

を以てすらを見る︲ときは︑則ち○
同っ
︾し
夫柊
の ○わ↑鱈吾しかつけんゆ７︑一くんしよ
Ｃ一ｂ
℃農︑
︑歳︒

ｆ︑めん刀うわくん

︑み
勢西を
視て其の遅きに勝へず︑功利の説興り︑愛詐私は嘗て農史を研究する序に︑勧業上の古川書を

ひもご
︑もも︑︑︑Ｕ
卜︑７口
℃︑︑︑︑
ん
誕誕誕睡癖一卜峰唾癖翫舞に働亜︽し霊鐸蓉睡趣函髄︾︺︑識犀毒飢師捗蝉酔か排
軸釧榊極噸鎧却︒−１鋤握珂識

い喜

しのおもこさ士主

量に甚だ遅しとして厭ふくからずや︒話の柊りに附け加へて︑我圃の農業が古賢の訓戒に

むかしご吟・き

之は昔の語ではありますが︑今日にあって瀦誠に謹誠て直接間接の利益を得て︑よく今間の謹選を成し
せ︾

ぎせし苧んとやう

ごく

知な羅謹訓羅癌はるＬのであります︒即ち方今︑都来った窪捗一
を偲びたいと思ひ電す︒即ち言雲の我画
角ｒ力
市の間には甚だしく功利愛詐の弊風が禰謹して︑上にては考へやぅに依っては︑四季や月令や五穀の名一

躯感政壇上の人より下は随巷市井の人に亘って頗るなどにも奇しき深きい意
康
て
ゐ
るいことを認む８
まと
うが
Ｉ﹄含
よちま
う︸れ
一げ
んせ
うか
醜態を極め甚だしく汚俗を長じて居るといふことはるのであります︒今同書中の語源を紹介して見ると一

秋熟らみ︵赤らみ︶の訓にて︑猪のみ⑱る義

えうす︑ぎぎよう
要するに皆本を棄て労末に狗ひ︑富握の故を立談の左の如くであります︒
稽の芽の張り出る義
し︐ぼくたへ春
つ
夏
苗附くの中略にて︑早苗を植ゑる時といふ意
へいふう

間に牧めんとする焦燥気分に基して居るのでありま

い恥ソ こ

す︑而してかＬろ弊風が今は田蓉質朴の間いまに
までも
し
入込まんとして居るのは︑大に畏れ大に戒むくきこ

の︒ｊそん

米よれ︑齢︵よはひ︶の根の略語

せ今 フ ｈ 〆 よ

︽雀

焦慮の念とを一掃するやうにせねばならぬことであ賓田から生るの義︑稲を折してたからといふ

︑℃亜

とであって︑之は農村の上下が呉々も注意すべき鮎多ふゆるの訓にて︑一粒手儲倍の義
おもむ津つ
をい︲う︑７店く
であらうと思ふ︒それには晴耕雨講して︑徐ろに物稲命の根︵いのちのね︶の中略
けいぱく三・プリ

舞癖祁瞬耗睡か修養を積み︑か侭ろ軽薄功利の風と

ります︒面姓おほんだから

［

みぎかひのくにまんけんれいかごフなぼひで

正月︵むつき︶資月︵みつき︶にて稲未だ資にてあ右は甲斐園八幡職分加藤尚秀の天保壬寅春二月に
の

ていさんぼうくん争うさんじんしよ

る月〆述べたもので︑五柿山房に於て君洞山人書すと践

載月︵ききらぎ︶梨︵すき︶さらひ月の訓にて︑耕されて居ります︒

てんかだいぼ峰のうげふ

たせ︑﹁けんきや？ざくわい手﹄かく
地をすき返し︑さらう時節多少牽弧附曾のやうな所もありますが︑兎に角﹁農

かん価

さ︑うざ・フ

のうか

やうしゅん寒いほろあふ

三月︵揃生︶癒生︵いやおひ︶にて稲の生出づる義は天下の大本﹂であるといふ所より︑かく農業の語
主札之昔
はいたう
こじんけい耐ん
四月︵うっき︶捕月の訓にて︑早苗をうゑる月を演緑して之を菖事に配富した所に︑古人
敬度の誠
二も
五月︵さっき︶早苗月︵さなへつき︶の略語意が篭っ一Ｌ居るやうに想像せらるＬのであります︒
ただ
六月︵みなつき︶水湛へ月の略語︑稲は水草ゆえ陽春に際して赤の蕊と共に︑春の恩光を仰ぎて︑か

寺で

犬﹄ん三．う

ばうが︲かい

１

水なくてはならぬものないども︑此月には別ｋろ威話を試みたのでありますが︑農家青少年諸揖一

けて田に水幸一湛へ置く時節といふ意の参考と戦れば望外の幸であります︒③

化月︵ふみ月︶穂難月にて︑稲の穂出初める月
る他

八月︵はつき︶葉色月にて︑稲の葉︑色狗き初む

かみ

九月︵なかつき︶稲刈月の略語にて︑此月に至れ
ば稲を刈る時節といふ意
十月︵かむなつき︶上嘗月にて上たる人︑新米を
しも

嘗め喰ふ月︵祁嘗祭︶

十一月︵しもつき︶下々の者も新米を嘗め喰ふ義
は

十二月︵しはす︶成果すの訓にて︑耕作其の外の
事も成し果たす意

がくせいろんぷんちじんしよしんてあ仁

雪山房雑墓
はしがき
あた

おもしろ

の

江

・ず︑ざ

せんくわＡ・けがり・７

弓℃さ手﹂が・一

こん

い〃︑

てゐます︒よんでみる︐と知らずノー︑っ馳処鑑れ江柔や烏が参一壱度奮って飛びだきうものなら︑その翼は

ゆきますが︑一歩退いて考へてみると仲々深い味全く天を塞いでし湾フ程なのです︒で︑もし北の海
おほあれ
さうし
があるのです︒今私が荘
子
に
な
っ
た
つ
も
り
で
︑
あ
が
大
荒になると︑大きなは哩たきをして︑南の果の
うなはち
か・しよもつばん
の人の書いた書物の一番はじめをわかりやすく書海原へまで飛んでゆきます︒

うとま
いてみませう︒鵬が一度羽ばたきすぼる
と︑ぴゆうつと三千型錘い

０

蘭Ⅸ
ん誉〆噌︑
の雄呼癖吟醸︵や端詐畦準誕噸封催い咋魂捧誠恥準の一

名山の麓にある心地すと︑琴も悟り顔にほざいたりな︒

荘子の話阪口玄章
いま

くずらひ小く
ぼとまへしなさうしたいへん
今から二千年程前に支那求稚評誕非ふ大愛な畢者てもマンモスや鯨の比識確はなりませぬ・こ幾
ん千
膳 里ぁ
がゐました︒その人は壁示大層上手で いろんなるか知れない程大きな魚なのです︒この鰻が化ける
冠芋︐や﹂・・司学
またすて含
がくもん・年か
ぐうわ
面白い寓
話で︑肖分の畢間の深いｊ︑考へを述べと︑叉素敵に大きな鵬といふ烏になるのです︒諾孔
の

〆一

山と野と都との匠別もあるまいし︑混媛たる漢流は心耳に響くと恩へぱ︑こＬ都の片ほとりの茅屋も︑
ｐ︑くつ

古ふろきもの︑新らしきもの︑畢生の論文︑知人の書信︑手営り次第に面白そうなも麺を識せるから︐題
じ訳んえん︲八くせ
つきん
して雑ざ纂
といふ︒自分は元来煙霞の癖があるから︑茅屋を山房と見立てＬ置く津や達江浮渉塞房色には︑

澄

幸一

きみだち

や−７

．くらゐご

ほこり

手ｊｄＤ︽ｑフ手︸︽さ

小ごいき

や︺一一

おぽごりにんげんおぼかぜさわ

︾一千﹄

はなし奇

こはごわら

飛溌上って︑一度に九寓里位飛んでゆきます︒こんする大鳥は︑人間が大風だと験いてゐる位は何でも
かぜくらゐ
な大きな烏だけに︑八月の大風の時でなければ飛べない事なので︑そんな風位ならばンフンと鼻先でわ
ませ
ん︒何と大きい烏ではありませんか︒こんな事ら２Ｌゐるでせう︐この大鳥が今や強い風に吹き立
瞳く
含みぽち
きたはしみなみうみ︲雪
を僕がいふと心珂君達はきっとうそだといふでせう︒てられて︐北の端から南の海へ飛んでゆかうとする
ぼんか
しかしちゃんと祷譜といふ本にも書いてあるのですのです︒

ほどちい︑

ほどおほ

苧一

み

レ｜唖叩ゲル

おほふろしき

千一一一ア︒犀︼〃︑二

せみ

なか

︸︶

お

かんか

あきふゆ

なつ

おぼ

一一一･望1−−−

君達はかげらぅや渓などなら︑ふっと一息で吹きさあ︑この話を聞いて︐ひぐらしや小嶋が笑ひま
今ぜれたちき・一だえだざ
とばしてしまへるでせぅ︒けれど蒼々とした大室をしたね﹁俺達は愉の木の枝から枝へ飛ぶのに︑一生
なか
けん力い
ざ昔
つＬむ様な大きなものも︐やはり世の中にはあるの懸命になってさへ︑時々は飛び切れないで落つこち
けんぴきやう
まへさまり
です︒︵ですから世界には顕微鏡をかけても見えないることがあるのに︑お前様九蕗里も一座に飛ぶなん
す

程小さなものから︑目でみられない程大署諏ものまて︑ちつと大風呂敷だよ﹂と︒すると﹁だけど考へて
ごらんかうぐわいえん手でく
べんたう・
でが住んでるんですね︒そしてそれ人Ｉ自分の境遇御覧なさい︒郊外へ遠足する位なら︑お排営を一三

にふきはしい生活をしてゐるの一じす︶度分ももってゆけば︑いつも考腹は一ぱいでゐるこ

へ平酷７かいや軸ノ

た︸﹄｜あざうみおほふ地
うか
りりかうぐん
魁
例へば濃ぃ海へ︑大きな舟をもって来ても浮べるとが出来るけれど︑百里も千里も行軍しやうと思おへ
．
でぎ
ぼんうへみづいって昔
ことが出来ないけれどお盆の上へ水を一滴こぼしてば︑兵糧を山のやうに車に積んで出かけねばなりま
︲ち・やほこ・リふれ
も︑塵や渓は舟のやうに浮いてるこ とが出来るやうすまい︒

むしにちどうぷん

さうまゆうし
なものです︒さうしてみると朝生れて夕に死あん
でしまうやうな

い

一ぐ斗一

君達は凧をあげたことがあるでせう︒奴凧のやう小ほけな虫は︑一日をすら充分に知らないし︑夏だ

でき

な小さいものなら少しの微風でも上りますが︑五枚けしか生きてゐない蝉は︑どうして春や秋や冬を知
．︑︑℃
かにげかぜあ
十枚のせんかになると︑可なり烈しい風でも揚げるることが出来ませう︒

ことは出水ませぬ︑まして九蔑里も飛んでゆかうと所が楚といふ風には五百年を一春とするやうな大

屯

書

おほむかし

きな木があり︑大昔には八千年を一年とするやうな
お
ほつば唇をにんげん
亨︾﹂

大椿といふ大きな木があったさうですｃ人間では彰

組といふ人は八百まで生きてゐたといふけれど︑大
おほごりへいき

せ

椿にくらべると︑ほんとに考話にならぬぢやありま
せぬか︒﹂と大鳥は平気なものです︒そして青空を背

弐へさま

にうけてう胆ｊノー〜と九蔑里の上まで飛び上がって
南の方へゆかうとしました︒
．きわら
ま

おれ

すろと復たうづらが出て来て笑ひました︑﹁お前様

一たいどこまでゆかうとするんだいｃ俺なんか一︒へ
手︶

おも

にんげん

ん飛びあがってやっと五六尺しかゆけないよ︒せめ
の肱ら
もぐさ
て蓬のはえてる野原を飛びあるければそれが本望だ
と思ってるのに﹂といひました︒これなんか人間の
おほちい

こども卜哩や・フ

志の大き小さいといふのと同じことなのです︒
あしぷろまんぞく

ひさ

足軽で浦足してる人もあれば︑一画一城の主とな
かいきう
こぐ
る人もあり︑一国どころか︑世界をも統一しやうと
？﹄えい

い畠↑

いふ人があります︒しかも宋の柴子といふ人は︑そ
こころ

ぼ

れさへもまだノｆ︑といって笑ったさうです︒自分の

心さへたしかであれば︑人が豊めやうと蔑まうと一
かうへいき

えいし

向李気なものです︒

築子などはやはり自分の心がしつか︐してゐたも

せけ︑・て昔ちゐめいよ在手﹄んちゃＬ

しやうぐんさ童なん

︒わＦつ

のですから︑世間的な地位や察塞冨に無頓着で︑大臣

だって僻軍様汁うて何だといって笑ったのです︒け

れどもう少しえらくなると︑世間なんて事が全く問

土ご

に今叩．くらゐせけんまば

題にならなくなります︒
おほそらかぜ
れつし
列子なんかいふ人は大室を風にまかせてふらノｔｌ
︸︸巴
と飛びあるいて︑すぜしい顔をしてゐましだ︒そし

れつし

て気のむくま﹂に︑十五澗位で世間を一廻りしては

かへ昔

わたしい

綿って来ました︒

ですが私に言はせると︐列子なんかまだノー１足︐一
ないのです︒風にのって心のまＬにあるくのは面白空
らが
いに蓮
ひないし︑心もはれノｒ〜するだらうけれど︑ｚ
さらてんらせい書︾う話うこゎ３
更
に
天
地
の
正
気
に
の
り
宇
宙
の
心
を
心
と
し
て
︑
陣
り
も一
ほんたう
かうだいせかいあそ
ない慶大な世界に心を遊ばせたならば︑それは本営

おれ

たにん︲

にのんぴｂするといふものです︒だから本富にえら
ひご

せかいびさ

てがら

い人になると︐いや俺かだとか︑いや他人がだとか
かんが

めいよ

ひご

いふ考へもなく︑世界の人がほめそやすやうな手柄

もなく︐名響ももってゐませ値︒こんな人のことを
蚕雌とも耐雌とも琴雄ともいふのです︒
一一

ねんまへげうたいへんきくてんしさ童
Ｌま
今から三千年も前に尭といふ大愛嬢の高い天子様

きよゅう

がくしや

なまへ

なん

名前だけをもってだって︑何にもなりませぬからね

じ蕊んくにゆづ

おさ

ごころ者よゆう一一た

てん

げｊ

しゆく

￥﹂・︲０今い

まったわか

お蚕ぷろし昔

おいけむ

おれ

初めも︑しっぽもない大風呂敷をひろげるんだから
湾ぼがわ
にじ︲冷一とわか
れ︒まいで大きな河の流の︑和めも総りも解らない

ｋじ

といふ男の話を聞いてゐると全く解らなくなるよ︑

をどこき

或旦肩ちやんが叔さんの所へいって﹁俺はあの接輿

ある︲砦．け︒︲し

昔昔肩吾︑連叔といふ二人のお友達がありました

むかしノーけん苫れんしゆくふたりごもずち

一一一

といって尭のいふことを承知しませぬでした︒

壱目く

がゐましだ︒この方がある時︑許由といふ畢蒋を呼

くた

びん瞳うにんたくさん

．やっぱりあなたは天子様でいらっしゃい◎私は名も

た︑北やフひがしやま︑ぼ

んで向舜の園を護らうとな貴いました︒﹁ね許由き

員捗い貧乏人で淫山一ハ﹄す︒この方がやはり気楽です﹂

あめおもや７ふ

ん！太陽が南の山から昇ってくる︐と︑たいまつの光
なんやく

なんて何の役にもたちませぬよ︒雨誰思ふ様に降っ
たなかいと刀づく
″︑

式つたほれをりぞ人くどび

て呉れれば︐田の中へせっせと井戸水を汲み入れる

なんか︑釜く骨折損の疲れもうけといふものですか
らね︒

くた

たいヤブヤブわたしたいきつ
で︑あなたは太陽の様なもので︑私は松火のやう
な小ぼけたものです︒ですから︑あなたが天下を治
し

めて下されば︑きっとよく治まるでせう︒Ｐうか天

子になって下さい﹂と︒所が許由が答へるのに︑
きりおぼしんりんす

や

つゃ可坤酷・ノ

い

しゆ〃︑

やぅなもので噛聞いてる俺なんか煙にまかれてしま
うよ︒あんな大きな言ばかりいってたって︐慨間に
燈強

坤﹀ぷんすみかひごえだこぬづみ

﹁みそぎＬへといふ鳥は︑大きな深林に住んでゐて

は通用しないからね﹂と云ひました︒する上叔さん

の

こんし

き

も︑自分の棲家はたった一枝でいいの一や︲す︒小鼠は

は．僻接興さんはどんな話をしたのだい﹂と聞

がわくち

みづｈ

や黄こさごこ

んど
き︐みたま
きました︒一屑吾は﹁まあ間いて見給へ︑こんな話な

えい

河に口づけに欲んでも︑あの小さい芳腹に一ぱいの

なかすわ手﹄ころご埴坐︾﹄ん

水を飲めばそれでし瓦のです︒天子になったって矢

に先も

二やさん

ぞ℃らうり↑７さ斗写

かみさ宝

ごぼ

んだ︑ｌあの山純えて里越えて︑ずつ︲と遠い所に

おきてんか

張り食べ物はお肱に一ぱい︑坐る所は坐布剛一つで

い

ば産

姑射山といふのがあって︐そこに一人の祁人がいる

かたしようじ工んしさま

かみさまゆき

すからね︑それにあなたが天下を治めてから天下は

んだとさ・その祁人は雪のやうな肌をしてゐて耐ま
うつ〃︑ぜうぢよ
．かすみすつゆの
るで美しい少女のやう︑いつ閏霞を噸ひ露を飲んで

をさわｆし

既によく治まってるぢやありませぬか︒それを私な
し詮さら
なに
どが今更とびだしだって︑何もすることはありませ

生きてゐて︑そして雲に乗って龍を先びきとして︑

すで

いよ◎私には用事もないのに天子様になって︑その

一一霊＄一一一

畦かいにづれゆうγ １

がみさ生や一ころしぜんえきぴゃ︑がみ︑一

世界の外までも悠々ととぴまはってゐるのだとき︒

でｊ
ひざや己が
早がっ噴いても︑この人を焼き焦すことは出来まい
小言弧範あ久の
たれ
こんな人の糠や垢でも飲ましたら︑誰でも天下を本

うれ

た胆ん

．で井一

でその抑人の居る所には︑自然に疫抽帥も来ず︐五

常に静かに安らかにすることが出来やう︑あＬえら

おれ考笥がひ

ｊ﹀づ

穀もゆたかに楼るんだ︐とさ・接輿はいかにも真面目

いものだ︑小ぼけな自分だとか︑他人だとかいふ心

亘一く

くさってこんな事をいふけれど俺にば気狂のいふ事
勺勺ミノ楓辿Ｕ︑

げん雪きつね

に︲Ｃらはれないからなめ﹂︐とひとり嬉しさうにっぷ

牝もしゆく

ユ︒一

だと し か 恩 へ な い よ ﹂

いぼ

しかた

やいてゐるので︑一肩吾は狐につま︑れてゐるやうな

顔をしてぽかんとしてゐるより什方がありませぬで

︐と建叔は﹁きうだらう煩︑盲目にはどん茂奇
れす
いらぐ
わぐきろうしやがねたい呈

した︒

ね△対勺一二・ｋや一まい

け恥

むかしＪ︲︑そひごりつ催びんむり

えつ

麗なまで§見ることも叫氷ないし︒聾者は鐘や太鼓

均少︑ら

れんしむくひご叩きと

四

の一昔を聞くこ︲とが肌来ないからね︒お前なんざ︑ま
↓一

ああき盲噂んだからね１−︐といって︑あはれそシフに一眉

吾をながめやりました︒そして連叔は柵語のやう

たつき

もうひざみな

ほうし？

昔々朱の人が立派な冠をたくさん仕入れて︑越の
くに
かんむりむ︑季しいんじだい
園へ出かけました︒この冠は︑昔の段帥時代から

れいぎただ

に

川ひられた瀞儀を正しうする順子だったものですか

屯朝些ゆ

﹁蕊姑射の祁人はえらいなあ︑こんな人こそ本常な

ら︑これをもってゅけぱ越の人は皆よろこんで頁ふ

きくほ︐如猛つうへ

みやうこやしんじん

んだ﹂とつぶやＡましだ︒そして﹁こんな祁人こそ

だらう︐と思ってゐたのです︒所が越へ来てみる︲と︑
くにぢうだんばづがｇだ
お伝むかし

みなしよぜんふくびん舌み

γしじん

その徳が菖物の上にそｋぎかけられてゐるので︑ど

かく

う﹂◎
今ｊ

︑

せつ

前にお話した莞といふ天子がいろＩ︑と制度をさ

また龍雄し
それから叉こんな話があります︒
芝へ代なしげうてんし

せいど

の風俗でいかにものんびりとして暮してゐるので折

ふ・１亨惨︑

岡中の人が断髪で磯にいれずみをして？大昔のまｋ

しよ

れもこれも皆一緒になるんだ︒善も悪も貧内宮もみ

角もっていった冠も何の役にも立ちませぬでし

てしひ庇彰謄みづ

かんむりなんやく士

一緒にとけ込んでしまうのだなあ︒さうなって
み見んれなて
んか聯ャさいりせい
ば天下がよく治まるやうに︑なんかと所って精

や瞳にげん

を出すだけ野募だ︒人間がこの人のやうにえらくな
ってしまへぱ︑天まで浸す程の大水だって︑この人
汚維一二一できがね言ほどひ

を溺れさせ︽心事が出来ないし︑芯や金が熔ける程日
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にふりつもう亡んが

みづ砿い

しゃく

こな

水が入らないのだよ︒あんまり癌だから註ぅノー︑紛
みざＬくだす
微塵に砕いて捨てっちまったよ︒あま り大きくても

さけい

や〃︑

だめ価法律を設けて天下をよく治めましだが卿或時
れ
いみや︲二やでせいじん
例の蕊姑射の山へ出かけて至人︑祁人聖人などが

な

・くら

ちっとも物にこだはらずに︑のび︐ｒ︑と幕してゐる

役に立たないものだね﹂と︒
おほ
そこで私はいひましだ﹁それはあなたが大きなも

斗︾

もみ．

のを見て来ました︒そして自分の都の扮陽へかへつ

のの用ひ方を知らないんです︒価も瓢だから水やお

てんかい︽判みなさいぎ？つぼうし

二心ろ

みきじ鋲んみやこ

て来た頃には︑心−中は何にもない空っぽで︑全く

酒を入れなければならないときまってゐませぬから

ね二しき︲いざや﹄アＸ︲雷も

かんが

のんきの．

駒らかたし

私︽︑﹄ごさけい

ぼくい

たい

ぼく

たにひき一．﹀みづ

天下の事を忘れてゐました︒︵皆さんは西行法師の全

ね︒あなたはまだ瓢だからお酒を入れるものだとい

きんねこ含んたつごおも

もらがたし

の拙のお話を知ってゐるでせう︒もし西行鋸瓶朝か

った考へにとらはれてるんですよ︒僕だったらその
おもひかわみづグノみうか
ひさごふれ
瓢を船のかばりにして︑恩のまＬに河や湖に挺べ

から

らもらった金の猫をこれは金だＩ︲︑貴いものだと思
三︑ろからこご
ってそれにとらはれてゐたら心が空でない事なので

て︑呑気に乗りまわりますが胆︒一鵠あなたは物の

むかしそう

くすリ︑いざう小でんし

ましたよ︒そればかうなのです︒

用ひ方を知らないんですよ﹂と僕は言ってやりまし
砥廷しｈい
き
つぎ
た︒そして次のやうな話を例にとって聞かせでやり

もぬ

す︶
一型

心堅一心︾﹄壬﹄

或時梁の剛の大臣で悪施といふ人が僕の所を訪

あるききれうくにゑし︲ぼくたづ
・主唇

ねて来ましてね︑こんなことを話した事があります

し力士ばんぷんざころ

．おもは唾膨ちよつごこし

たの・

すうりやうかねもう

あさん

りせいばふでんじゆ

あるひひごりしやうにんき

たいきんくす

かんが

なんねんた

いま一見

たいきんどこ

このいへ

何年か練ってもやっと数附の金しか儲からないのに

はたら

があ︐９ましだがね︒その家は代々それを仕事として

いへだいＪ１︑しごご

ゐましだ︒或日のこと−人の商人がやって来て百雨

﹁普宋にあかぎれの薬を製造する秘博を知ってる人

続か§れ﹄ゑわｊわうさま小さ﹀一たね
﹁僕が梁の恵王といふ王様から大きな瓢の種を判ら
みづはい
ったのさ︒で︐それを蒔いておくと︑五石も水の入

の大金で蕊の製払を僻捜してくれと頼みました︒つ

し・生Ｏ

ろやうな大きな瓢がなったのだよ︒然しこれぢやあ

く︐トー考へてみるのに朝から晩までせっせと働いて

ま

まり重くってね︑花見に一寸腰にさげてゆくわけに

今一度に百雨といふ大金が飛び込むのだから︑此家

◆おほ小さご

はゆかないしね︒仕方がないから竿分にわった所が
こ
んどひらまるいた
今度は半ぺったくなつちまって丸で板のやうだから
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しゆじん

くすリせいばふでんじ必

ざいヨ︑ノ︑

ちいえだ萱が

の主人は再んでゐかぎれ蕊の製法を博授しました︒で材木にはならないし︒小さい枝は曲りくねってる
し？フにんさっそく・一くに
いうさま
めフやくたかくしゃく
つ戎やく
するｌ商人は早速呉の厳へ出かけて王様にその妙薬烏めに角尺をあてることさへ出来ないで︑釜茨く
役に

つた

ちやうとそのころごえつ

こぐ

た

っかくおぼき
いくみむき
を博へました︒立たぬ篇せめ
に︑折角大きな木だせけ
れど大工はだ見
阿も
んさうほじ

きみ

どへいし︐李ゆさむおほこごとっさい

わ一や﹄

たい含・・

丁度其頃呉と越といふ二剛の間に戦争が初まったしないんだ︒君が言ふ事はまるでこの大木のやうな
のでしたが︑呉の兵士はどんな冬の寒い日でもこのもので︑大きな事ばかり云ってるけれど︑貰際には
くすりた︐
えつやくた
たれみやこ﹂ほみ︑がたむ

でき

しや︐にんだいみ？フ

かんが

薬の潟めにあかぎれがしなかったので︑とう︐／Ｉ︑越役に立たないから︑誰も君の言葉に耳今や︶傾けやうと
力

わ・︑さ裟ひじやう

↑⑫ＩＵ

に勝つことが出来ました︒・はしないじやないか﹂といふのです︒

かん〆へ

王様は誹常に喜んでその商人今望公名にとりたてたそこで私は云ひましたよ︒

かたいなかはたらおもみ力く

ｊ一いふお話がありました︒
嘘う

北なくすり
が
・フだいみやうしゆつせ
らん
き嘩
垣こ
同
じ薬をつくってをり乍なら
︑一方はは
大名に出世し一局雄岬ご癖
誕嘩椛弛ラ︾唇一↓ぴ嘩
蝿邦諏拳皿毒極蝿鐸葎﹄

へうたん

でき

ききＪｌ１歩恥みおり

〒省んじゃう

一方はやはり片田舎でせっせと働いてゐるといふの︑とらへやうと忠っ一︲｜︑身をか暫めて隠れてゐる︒そ堂
もちかたじゃうづへた
ねづみで
；くさんお
は︑空や用ひ方のｊ手下手にあるのです︒これは一し一し鼠が出てくると一目
散に追いかけて︑天井だの−

ば︲ご雲わねづみ
糧く︒︽ねあそ
し

ちや︑うと

くすりばなし鉛なこご

幸︶一一．つ

む︲つ

おぼどう蕊つ〃︑も

っの誉ですがね︒あなたは瓢箪の大きいのが出来て梁だの飛び廻２１−鼠をとるけれども︐時々は網や濫
よわおつ
弱ると仰しやるし耐僕はそれを船にして遊びあるくにひっかかって死んでしまうこともあるでせう︒

といふのも︑丁度この今のかぎれの薬の話と同じ事で所が狸牛といふ奴は︐とても大きな動物で雲つく

︷ハ

争一︾

ざら

ねこ

てんｒやううらはしまわねづみ

はありませぬか﹂と︒ばかりだから︑猫のやうに天並暴哲走り廻２Ｌ鼠を〃
できらいやく
おほ二ばく私づみむようけつ
ぼくいへには

輔へるこ鉦は出来ませぬ︒これは小さいものが役に
︑しし
あるひ
その恵子がまた或日のことやって来て云ふには︑立って︐大きなものが役店一立たない例なんですがね

み上．︑︑ｂ・

すみ唾は

と心も〃︑

ざいもく

︲﹁僕の家の庭に樗といふ大きな古木があるんですがしかし︐鼠﹃どとれないからって無用だとは決してい

れ︒しかしその幹がコプだらけで︑墨細を今望Ｌた所へないでせう︒樹木だ２しさうですよ︑材木になら

やくたかんが

ないから役に立たないと考へるのは︐あなたの考へ
方が小さいんです︒

たい掻くやく土しんはい

びる１１込１

へいや

もしあなたが大木があって役に立たないと心配す
き憧く

き

ゅう７１１かんｂＩｌ

ろならば︑なぜそれを沙漠のやうな度々とした卒野
たいぼく

へ植ゑないのです︒そしてその樹の人で悠々閑々と
小ろね

諜寝してればいいぢやめうまれぬか︒こんな大木こ
たれ昔しん唖い

ＩｊｌＩ

大正十垣年の大震災で措くも次になった不郷湯島の孔

一大正蛎お
↑茶の水の聖堂

子聖堂は其の後恨殿を建立して伽にありし日を偲ばせて

ゐたが︲か§る曲緒ある聖堂を度々の火災に失ふのは惜

いとあって︑斯文含では文部省と協議の結果︑永久的なも
弓旧
時可いい
のとする篇め織筋コンクリートで再築する事に決し︑近

く佳き日を卜して地鎮祭を施行する事になった此の聖堂

ぎ﹄い・．〃︑

やすむひ手寿ん︑なぐさでき

やくたげなんしんはいみち

そ材木にならないから誰も切りとってしまう心配は

ひごひか〃

たいやうなに

し

めさき

度火災に逢ったが︑前の三回には幸にも御本尊は無事で

烏に移したのが始まりで︑其の後大正の震災と合せて四

一子
銅の
叫徳
錨畔
を母
慕ふ人達の間に解放しなければといふので︑湯

か︑醤る聖堂は林家一個の所有にして世くのは惜い康く孔

なし︑役に立たない丈け何の心配もなくて︑道ゆく

×

フ４
た︲
し雪
←
傘像
仏︾
坐り

あったが︑九川一日の震災には林家建立以来の奪像を焼

他の什器質物等も︑まだ多少は残って居るし︑中には単術

だけでも矢はいやうコンクリートで本殿を再築する事に

ＪｆｍＩ

くとも建築に三脚年を要する筈で本殿竣工の上取掛る徴

なり明年の大祭迄には竣工の見込みである︒尚拝殿は少

一 一 ダ 争 一 一 L へ 〆

一

は徳川三代僻軍の治世に時の大箪頭林道春が個人的なも
一恥鵠酬窪脈
のとして上野に建立したのを後五代勝軍の世に至って︑

やくた

人の日陰になって憩人々を慰めることが出来るので
︷９三Ｏ

わたしたちよ

︾一手﹂

くさて

私達が世の篇めに役立つといふのも︑そんな目先

￥

×

寺写７Ｊ１１１

一いてしまった鋼その後宮内省の御物をいただいたが︑その

×

一邑了,一

へ

善人をも悪人をも︐水をも草をも照らして︐伽ら認
かぼ
顔をしてゐますからね．だから私達も畢問や世の中

ぜんＦ︲んあくにん

の小さい事ばかりではありませぬよ︑太陽は何も云
なんめいよちゐ
はないし︑何の名馨も地位ももってゐないけれど︑

− 屯 一 一 画 一 曹 〜 戸 曹 一 一

上の研究史料になるものも少くないので︑せめてこれ等

×

おほにんげん

×

をはなれてもっとノー大きな人間になって︑蕩々と
してあそぶのですね︒︵終︶
×

寂翼の感

である︒

少閑を得たので早速訪問に出一掛けたの

て居るＬ﹂﹁久振で含うから﹂といふお謹

などを恩ひ合せて容態は如何にと案じ

三十日許も休養されたことがある︒それ

繁田武平

忠誠の擢化大谷翁

自分が多年先輩として崇敬し且つ時

蒸焦なる指導を受けて居るから︑恰も父

れば︑私人としても公人としても共に

翁は資業界殊に日本茶業界の脊宿であ

大谷翁が即ちそれである︒大谷嘉兵術

三人ある︒漉淫子祷︑故田尻子涛及び

訪問も横涜を通り越した一鎌倉行の切符

なしといふ有様であるｕ従って自分の

地より通勤せられ︐殆んど一日も寧日

共閲磯︑其の他開係ある方面には皆此の

Ｌ﹂して鎌倉の別推に起居せられ︑各種公

翁の邸宅は横演にあるが震災後は主

翌Ⅱ青山御所に奉祝の記念品を献上

十二月七日即ち内親王殿下御誕生の

経過を語って

掛で︑安染椅子二つを並べて水入らずの

に鋼するが如き敬一慕と親密とがある︒

を握らねはならなかった︒汽車を総て

椅子を並べて

然るに本年三月に開かれた中央倉の壇

§八幡宮通りを歩．むこと一町許にして︑

々訪問して高教を受けつ§ある長老が

上に暇々たる長耗の高風を拝すること

欝蒼たる樹木に園まれた邸宅を見る︒玄

するため琴上した︒生憎先年の打撲

一別以来の挨拶がすむと翁は病気の

忠誠の結晶

懇談を交はすこと︑なった︒

が出来ず誠に寂莫の感に魂えなかった○

開に起って刺を通すると直に西洋館の

一つ加はって居たから︑甚だ無理と

八十三歳の老縫を病床上に養はれて居

雁接室に請ぜられた︒翁は七年前に階

い︒御成婚の隙にも献納品捧呈の御

は思ったがそんな事を老へる時でな

症の外に祁経病といふ齢計な病気が

ると聞いては直︶ぐにも飛んで行きたい

段を踏み外してしたＬか腰部を打たれ︑

気がしてならなかった︒四月七日偶々
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「

日

﹁是迄茶誰園僻の名義で幾回も御総

か．途に其の翌日から起つことが出

で戻ったが大役を果した気のゆるみ

自動車を召ぴ寄せ夫に乗じて鎌倉ま

許になって居る︒その調製費の如き

来なくなった︶

ある﹂との説明だ︒夫れがら更に

も組合にはかけす皆自分一己にて支

鑑許に預って居るから︑その時既に
人者たる横演の宮川香山に依頼し︑

今日あるを濠期して︐焼物界の第一

出した︒今回もそれと同様であるか

と︒之を聞いた自分は今更ながら翁の

子供が餌を典へて居るといふ至極目

忠誠に感激したのであるｏ御成婚の営時

平和の象徴たる幾羽の鳩に愛らしい

れたい﹂と懇請に及んだ所﹁夫程の

ら是非共志望の達する様に取計らは

の製作を依頼し燈いた者が果して他に

今や遅しと待って居た︒

熱誠であるなら篤と協議の上改めて

あったであらうか︒殊に八十三歳の老

出たい置物を調製して御誕生の日を
嬉しや十二月六日内親王殿下御誕生

膿を以て宿瓶の誰作したる時に於いて

過般州催せられた茶業曾の際我々一

同に﹁以誠畢賃︲一といふ翁の姉革を頒た

明治二十二年であうた︒茶業の不振

＝

より御誕生の喜びを謀期して︑献上品

と承はり︑早速献納願を認め茶業組

て引さがった︒其の後二三日にして

御返事に及ばう﹂といふ言葉を聞い

結晶である︒

はない︒けに翁の一身は瀧べて忠誠の

合代表の名儀にて差出した所︐宮内

正面立闘より拝登し第一雁接室にて

省よりの通知で一木宮内大臣に面調

るから︲一といふ．甚だ遺憾に思った

御沙汰を待って居ると︑やがて係の
方が現はれ献上州の捧呈はすっと同

軍人が一身を捧げて篤職せると異る所

から其の理山を尋ねると︑﹁圃継とか

ふの霊にて行ふの山を像へられた︒

賀品捧呈の大役を果した其の意気は︑

組合し﹂かになると︑多数の中には献

却却祇故二十間もある廊下を杖なしで

れたから︑︑序ながらそのお澱を申上け

御溌許の通知を得たから︑喜びの除

納品に共鳴せぬものもないとは請合

歩行したが︑腰部の疾患は容赦なく

た︒それをきっかけ︐として話は茶業組

り身の病も忘れて直に三人の従者を

はれぬ︒不純な者もありながら綿括

痛みを典へる︒殆んど旬ふ様にして

合の上に樽じたｏ翁は日はく

りの献納品は絶劉に受けぬ内規であ

的の名稲に依って費川の負婚までも

其の宝に到り滞なく捧呈を果した︒

すると﹁組合とか閲僻とかいふ者よ

させるのであるからｂ純賃なる献上

鰯りには係官の好意で間近の玄開に

件ひ自動車で青山御所に出頭した︒

品といふ意義をなさぬ場合もある故

以誠畢賓§

種々研究の結果斯の如く定めたので

− 2 3 −

●

崎から二寓側といふ風に︑各地から

された︒が其の内祁戸から五寓回長

せらるＬに及んで自分が祉長に指命

する−︐どいふ係件であったｏ愈々賞行

−１禽献を設立し加長は政府より指命

側の袖助を仰いだが︑下付に儲って

を挽川するた必政府に願って二十蔑

って貰ひたいものだ︒

は御免を蒙り若い諸君に充分腕を擁

ども︑自分は営面の代表者たる役目

いて施設すべき事業が多々あるけれ

的のものである︒茶業界も将来に於

ったからの結果で︑彼の凹字は僻隣

通じて大過なきを得たのも誠賞を守

誠資なれば過がない︒自分が一生を

庭を附し難い︒た噂巨頭将軍は骨肉の

事的鵬略政治的手腕に至っては直に径

海を平定し以って覇府を開いた︒その軍

東照公も共に不世出の英資を抱いて四

なるに驚かざるを得ない︒巨頭将軍も

の日光廟と封照する時はその差の天淵

は泉の如くに湧いて来る︒之を束照公

いた鎌倉僻軍の奥津城かと思へは感慨

と雑談一時間鱗に及んだ︒そこで長

遂に根幹を枯らして了った︒今三代の

親を疎んじ︑濫りに其の枝葉を除いて

せられたから︑時の農務局長と面談

である︒

座も樟りあれば暇を皆けて退出したの

補助金の分け前を申出てＬ大に困ら
の上補助金の返納を決し︑幸に醜態

も偶然ではない︒東照公は子孫の計を樹

覇業室しうして黍離の感に湛へないの

を浦ぜずに済んだ︒其の後五ヶ年許
を雑て七ヶ年穂綾五十醐側の柿助を

かり目を着けてその分け前に預から

誠賞でなければ駄Ⅱだ︒補助金にば

から︑先づ八幡宮の参拝に向ったｃ境内

る︒このまＬ戻るも併しい感じがした

時計を見ると午后二時半を指して居

ある︒要するに徳裁の相違か雨者の差

代の久しき間其の覇を全うした所以で

徳政を施して民を安んじた︒是れ十五

を始め譜代の諸侯を諸園に封じ︑且つ

つること極めて遠大にして︑三家の親藩

うといふ様な結祁では性だ便りがな

の幽逢閑雅なるは祁威の森巌尊崇なる

異を生じたと観るべきであらう︒

撫古懐董

い︒その常時中央倉に記念として一

を想はしめ︑公暁の隠れた公孫樹は遠

受くることになった︒細くての事が

つの額卒一描けたが︑特に﹁以誠聖賞﹂

き昔を偲ばしめて懐奮の情に湛へぬさ

玉葉の御身を以て兵馬健偲の間に難苦

るものがある◇大塔宮護良親王は金枝

牢の跡を拝すれば哀悼の涙の更に燕な

次は官幣中耐鎌倉宮に参拝した︒土

の語を撰んだ︒然るに震火災のため

高さ五尺の五輪塔は方三間許の玉垣を

のがある︒更に頼朝公の墓に詣づると︑

味で諸君にまで頒けたのである︒人

廻らして居る︒是が武門政治の基を開

に焼失したから︐それを復活する意
の世に虚するには貢面目か第一だ︒

− ＄ ⑩ 一

地の春をほＮゑむ花にも懐古の情の濃

汐瓜に奏づる松が枝は昔の饗を徳へ︐奮

とである︒傭仰低回の後師路に就けば．

ことであらう︐と拝察するのも畏多いこ

三催賞美公の撰文松方侯の抑革で明治

境内に明治天皇行幸記念碑がある︒

菖石の涙を鵡かぬ者があらうぞ﹄

六年御臨幸のことが記されてある︒親

代となったか︑心を安んする間もなく

を嘗めさせられ︑漸く建武中興の大御

一期として土牢の中兇忍に命を落し給

忽ち逆臣の蕊に遭ひ︑遂に二十八歳を

やかなるを畳えたのである０︵尋習ｅ

︵一一︶

王の幽魂も定めて泉下に感泣し給ふた

講 義 浦 田 繁

経済と私

ば剛民たる者は︑常に胴者の並進を岡る

水と空気とのみにて生活し得ざる限

− 3 1 −

ふた︒数奇の御一生を追懐する者誰か

典型的企業家繁田瀧義翁

深作安文

べきであると篤し︑雨希の開係を述べて

私経済と公共経済とは何れが大切な

二と篤し︐前蒋は︑含一般の利禰を目
家を目的とする︑それである︒日本人

るかと云ふに︑公共経済は一私人を目

左の如く言うて居る︒

は私経済には相営の知識技能を有って

的とする経済であって︑後考は一身一
翁は卓越した賞際家であるが︑同時に

於ける封比は︑悟も提燈と釣鐘との比

的とせす寓衆を封象として荊幅利の増

較に於けるが如く然り︒然らば私経

進を謀るが故に︑私経済の公共経演に

れも必要であって︑私経済が護達すれ

ゐるけれども︑公共経済に至っては殆

ば︑画家も亦その益を受くべく︑公共

済を全然放郷して公共経済のみを謀

んど零である︒この雨種の経済は何づ
に︑先づ

維満が護達すれば︑批含の一員た・る各人

らば理想的なるが如しと雌も︑無償の

論を見る

経済を分

も亦その利を受けることが出来る︑され
維済との

●

ちて公共

済
父或度までの理論家である︒その経溶

七

済ともなる様︑即ち一畢恥得の方法を

なり︒されば私経済ともなり公共経

ｂ︑斯かる事は到底行はる可からざる

のＬ献曾的並に図家的意義を知悉して

ころでない︒蓋し翁の如きは富なるも

常然の牧入となし︑其の他禰挫の事業

Ｉら
︑さ
．る
︑土
よし︒貼賂を以って
ること詞

；となし︑巳が位憧を悪川して私利を謀

たる私経済を恢復せしむるは今なり

口先ばかりにて腸なく︑腕ばかりにて

の他壮士上りの政論家に到りては只

す︒賞に沙汰の限りといふくし︒其

の手腕家なるが如く心得る者勘から

に手を廻して公盗を擬み︑是を以て真

居るものといふべきである︒随って翁

講じて事業に従ふを維満の極致︲とな

一国の政治を掌る常局者が経済の理

しきものがある︒白く

も公共経済あるを知らぬ者を悪むや甚

は世間の眼中︑私経済あるを知って少し

すべし︒禽一私経湾と公共経済とが
衝突を来せし場合には︑私経済を公共

からす︒是風家のためなり︒是人類

経済の犠牲に供するの畳悟なかるく

法に通暁し︑財政的手腕を有せざるべ

ころは︑別に人の耳目を森勅するといふ

老玩知することが出来る︒そのいふと

と翁の経湾親はこれに由ってその大磯

を有せざるべからす︑然るに世の政治

家を以て任する者は公共経湾の知識

はす︑自稲と他榊を論ぜす︑荷も政治

者がないかも知れぬが︑これを翁山口よ

を他の人の口より聞く︑或は耳を傾ける

雑して︑少しも似るところかない︒これ

と︒我が函現下の政界の暗黒面を把

からざるや論なしｏ在朝Ｌ﹂在野とを間

やうなことはないけれども．一々厳しい

にあらざれば私利私慾の尤にして︑逃

家政覚貰なる者を見るに︑経済的畢荷

のである︒二嵩尊徳翁は職烈な道徳的

り聞くに至っては︑千寓釣の亜味がある

て最も善美とする所のものなり︒

共存のためなり︒是人間の行篤とし

賞行から割出されたことを恩へば︑悉く

の懐を肥やさんとする者なり︒蛍慨歎

しきに至りては政流を悪川して自家

経済を謀るべきである︒これが剛家の

鹿を手ふや︑黄白を散じて愚民の良

に堪ふ可けんや︒彼等．が選畢場裡に

は︑この文字に依って推知せられる︒こ

も亦大な道徳的勇気の持主であること

を叱附けること度々であったが︑繁旧翁

勇気の持主であって︑意気地のない貧民

一任ハリＯ

金玉の郷ある孝一農える︒特に剛村の術

ためであり︑人類共存の鴬であり人間行

心を腐敗せしめ︑清き一票を汚すこと

れは他でない︑雨翁共に救世湾民の精祁

凸 1 Ⅱ ＝

眼なければ固より論するに足らざる

突するに常つては︑私経済を稀てＬ公共

篤として最も善美なるものであるとな

名誉を蔵ち得るや︑選畢に於いて傷け

火山の降次より甚し︒一度選良たる

●

であって︑決して零凡の富者の企及ぶと

すところは︑翁の両目の躍如たるところ

＄2

政治を以て私腹を肥す手段︐となすの徒

も政治の何たるやを知らず︑おぞくも︑

世の身代議士の築位に居りながら︑革末

が火の如く熱しつ§あったからである︒

努めて止まず︒其の結果不毛の地は

て︑一意心田園の開拓を期し孜々岨々

倹を奉じ︑以て経済の荘礎分度を弦

復興を託せらる︑や︑自ら・率先して勤

彼の二宮尊徳翁が疲弊荒慶の邑里

あらざる無し︒

き脳皆下民を率ゐて勤倹産を興せしに

公の如き︐若しくは津軽信政公の如

るに至りしものは︑賞に名公が勤倹貯

たらんとし︑終に三百諸侯中の白眉た

其の他白川韮翁公の如き︑細川銀墓

蓄の奨肋に蕪するにあらずや︐

は︑翁の前に塊死すべきである︒

忽ち化して沃土となり腰村は復ぴ富
八

之辛一要するに此等の偉人賢君は必

の結祁を以て︑平凡なる勤倹貯蓄を卿

したるにあらす︑唯終始一貫堅忍不抜

ずしも奇法妙術あって能く富握を致
又彼の上杉雁山侯が米灘の衰殻を

絶大の偉功は終に成就したり︒

徒漸く跡を改め善良の風競ひ興り︑

郷となり︐水田開け道蹄通じ︑無頼の

翁は勤倹貯蓄を以て個人を救ひ︑園家
を救ふものとなし︑これを力説して及ば

ざるをこれ恐れたのである︒翁は賞に

ぎざるなり︒

行して︑非凡なる成果を唯めたるに過

憂ひ︑之が復興を期するや︑特時制封

の後を承け府庫室乏民人の困弊殆ど

勤倹貯蓄そのものであった︒白く
夫れ勤倹貯蓄以って自家を富まし︑進

手を下さん除地なかりしにも屈せす︑

るべし︒而して家産国富を坤殖する

資力を具備せざれば︑畢童案威張に終

を有するとも︑之を虞に行ふ勢力即ち

る忠愛心を有し︑いかに遠大なる抱負

園民の義務にあらすや︑いかに熱烈な

て貧村漸く富邑と愛じ︑人足り家給

励行に努めたりしかば洞数年ならすし

を誘披し︑傍ら貯蓄の法を講じ︑之が

て︑之を愛培せしめ︑尋いで商工の業

毎に桑︑猪︑漆の苗種各三本を給し

自ら勤俺の模範を示し且つ農民の戸

の良風を破るものであるとなして居る︒

れは却って勤倹の美徳を害ひ︑共同一致

るけれども︑同時に客喬の弊を戒め︑そ

る︒翁は斯様に勤倹貯蓄を高唱して居

人をして十分に首肯せしむるものがあ

明の中︑能く動かすまじき虞理を寓し︐

と唇論するとにろ一々肯緊に中り︑平

んで邦家の富眠老謀るは︑是忠良なる

道は唯勤倹の二字にありて存す︒見

白く

す︑羽州一帯︑亜寒一蕊烈なる土地たる

し︑徳化治くして道に落ちたるを拾は

余は好んで勤倹貯蓄を奨鋤繕すとい

よ古も今も家を興したる者︑就倉を益

に拘はらす︑産業の誰殆んど全固に冠

したる者︑生民を救ひたる者は皆勤倹
を以って基礎としたるにあらすや︒
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引川しまつれる御製に至っては意義深

握してゐたからである︒若し夫れ翁の

遠︑特に富豪たる者はこれを三唱して決

の金は少しといへども︑之ぞ道徳的に

して忘るべきでない︒己が黄金をして

して之を活刑するは人にあり︒一回

も無益に蓄ふれば寓金の多きも敗紙

使用すれば即ち祁陀程輝く︒然れど

へども︑決して一本調子に守銭奴とな

ふにあらず︒勤倹は何所までも美徳

きものである︒

己が仇敵たらしむるは恩はざるの甚し

れ︑拝金宗となれ利己主義となれと云

なれども︑害音は何所までも悪徳な

つ人の心によりて賢ともあだともな

に等しからん︒明治天皇の御製に﹁持

背といへども︑力に雁じて働かざるべ

人の世腫庭するや︑如何なる身分の

ことを大蕊疾呼する︒白く◎

是に於て︑翁は何人も働かねばならぬ

病にして︑蓮延の兆あるは憂慮に湛へ

るは黄金なりけり﹂と仰せられたる聖

り︒利己主義や拝金宗は現代の流行

して決して此の悪風潮に感染せざる

ざる所︑世人は此の際道徳心を堅固に

諭の程を感侃すべきなり︒

たる者をして面を背けしめ︑いふところ

からず︒若し家に除財あるが篇に働

と︒気を吐く虹の如く︑世の黒白の捕虜

の守銭奴をして噺汗背を淵はしめる︒

勤倹と害沓との境界は極めて分明

やう注意すること肝要なり︒

なるを要すれども︑世人の之を行ふや

く必要なしといひ︑衣食住に事峡かね

ば︑それは大なる間逢なり︒何となれ

今の世恩里蒙にして果して何人この言

ば人のこの世に生れ出づるや︑大なり

甚だ模糊にして勤倹を行ふ積りにて

軍にこの言を篤し得る者は或は存しや

小なり耐世の中に貢献す可き責任を背

ば骨を折らすに潜むと云ふものあれ

う︒唯これを賃行し得る肴に至っては

を篇し得る肴が存するであらうか︑否︑

し︒一歩の失誤途に千価の淵に陥る︐

蓋し頗る稀であらう︒その勤倹と脊音

其の賞立派なる害沓となれるもの多

所以なり︒働いて溜め︑溜めて以って

是大いに恐れて戒めざるべからざる

ち責任寅言の第一葵なり︒見よ汝の

負へるものにしてオギャァの藍は即

身磯は働くべく造られたるを︒汗を

ころ︑これを名論といふくくこれを名手

流して後始めて安息の梁を得べく︑苦

をハッキリ辰別して少しの緯滞なきと
といふべきである︒翁が事業経誉の上

を嘗めて後始めて世味の甘を知るべ

いて溜め︑溜めて後死積す︒是即ち害

に︑叉寄附行篤の上に︑苛くも聾すべき

活用の機を待つ是即ち勤倹にして︑働

音なり︒其の働いて溜むる上より見

値打ある費途に向っては少しも惜むと

し︒・働かざれば喜びなく楽みなく快

に至っては責に雲泥の差あることを

ころのなかったのは︑常にこの理論を緊

れば同一型なれども︑活用死積の精神

思はざるべからす︒夫れ金は死物に
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今や﹁責任﹂をいふ︒蓋し十分に新しき

ものである︒翁や前に一Ｉ共存﹂をいひ︑

宣言の第一蝶︲芝は言ひ得て妙を極むる

の言である︒﹁オギャァの鐸は即ち責任

諭旨明断所論堂々︑思ふに椛威ある春

くべし︒

楽園あり︒式しく勤むくく宜しく働

合し︑弦に希望の光あり︑舷に天典の

なく愉なしや故に勤勉は人生の目的と

休養して︑更に大なる努力の源泉を養

からす︒勤鍔するものは身心を慰籍

り︒故に廻る車には油を典へざるべ

か︑是亦人生のⅡ的に反するものな

動の蕪礎たる健碓を損ふことあらん

猶及ばざるが如し︒積勢病をなし︑活

で宜しきものにあらす︒過ぎたるは

々として勤め︐役々として働き︐それ

如何に働くが務なりとて︑日々夜々管

併し弦に一つ老ふくきこ︲とあり︒

る誤りである︒翁は進んで旅行の利益

うに︑蕃式の道徳家となすことも亦大な

て古い型の廃業家となすことの誤るや

卿の虚世諦を兄る心地がする︒翁を以

この遥りの文字は英図のアヴェバリー

と︒何んぞ言含︺との痛快なるや︒

けるは更にノ︑に可なり︒

より︑進んでは欧米漫遊と大きく出掛

合之を許さは四剛九州は恩︑朝鮮嘉湾

を数へて日く︒

時代を解するところがあったからであ
る見解である︒若し世の有産階級にし

るＪこれは︑今日に於て特に必要を認め

よかるべく︐剣術も柔辿もよく乗賜も

して︑散歩もよかるべく︑物見遊山も

法娯梁の種如に至りては千差寓別に

はざるべからざるや諭なし︑休養の方

二なり︒見聞を隣め新智識を得て智

他郷の風物に鯛れて身心を鍛錬する

に接し其胸宇を壮快にする一なり︒

今旅行の利益を筆ぐれは︑名山大川

の戦も︑地主小作人の手も大にその数を

鎚を大にする三なり︒

て︑翁の言ふところの如くならば︐鰐登

も堆奨したきは放行なり︒殊に今回

水泳も亦よかるべし︒されど公の雌

である︒けれども翁は勤勉に囚はれて

このあたりの議論の賞現に外ならぬの

たるや間より制限なし︑日飾りの遠足

ならざるを信ずるなり︒旅行の厘域

るは上乗にして︐其の利益や賞に紗少

の如く脚壮俳閣に詣し︑名勝鷲蹟を探

の怖勢を究め︑以って我が事業護展の

槻︑殖産興業の盛況を探り︑教育宗教

て他郷風土人情を察し︑交通文化を

を知る五なり若し夫れ一隻眼を開い

する四なりα我を知り人を知り価間

粘川界に術動か典へ︑意志を弧間に

農衣を済たり肥桶を捲ったりしたのは︑

減ずるであらう︒素封家に生れた翁が︑

身心を害し︑その結果怠惰と少しも鐸ぶ

も可なり︑一晩油の祁吋詣で更に可な

素地を養はぜ︑其の利益や資に測り知

て︑翁は放行を堆奨して止まない︒

り︒若し一家の事情之を許し︑懐の都

ところのないことを恐れる︒こ§に於
日ノ︑○
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に知り抜いた人である︒而してこれを

族行なるものも意義と慣値とを徹底的

と︒之に由って之を見れば︑翁は確に

言ふくし︒

する資本にして即ち積極的の散財と

行の蔦に散するは︑他日大に集めんと

るべからざるものあらん︒されば旅

程︑興趣の愈々深きものあるは賃に不

感興の種なら・ざるなく︑之を談する

かりしことも︑腹の立ちしことも︑皆

踏にて閉口したること︐其の他可笑し

雨に逢ひて難儀したること︑放館の雑

時よりも却りて後日の懐蓄談にあり︒

の友なり︒且つ旅行の染みは族行営

ば放友は一時の友にあらずして永遠

の友情は百年の交友にも勝る︒され

二にして一︑而も国民道徳の大本︐と言

ぷは祁を敬ふ所以にして１敬称尊王は

ふ︒榊を敬ふは皇を尊ぶ所以心皇を尊

開き給ひ︑天孫長へに四海に照臨し給

夫れ大日本帝園は天祁始めて図を

の如くいはれた︒日く︒

の目的を果したれば︑一には常時の蹄

可笑く面白く足の勢れも知らす︑族行

思議と云ふくし︒我等は最も楽しく

る所以なり︒されど堂・々たる六尺の

を知らざるなし︒是れ帝国の帝国た

三歳の童子といへども皇を尊ぶこと

ふくし︒我が国の国民たるものは︑

は左の如くである︒白く

翁の日本弘道倉に加入せられた動機

九

る︒その参宮婦郷懇親含に就いて︑左

単に議論に止めないで︑着々賞行してゐ

昔は水盃にて出でたりけん参宮の

郷を祝するため︑にば友情を永く縫

意の働くところ筆これに従ひ︑恰も雲の

の物種なることは而も承知して居り

鵠の大切なるは言を待たす︑命ありて

と同じく︑無事平安に参拝の心願を果

放行も︑文明の世の恩淫にて家に居る

野は干哩を超ゆ可し︒消斐せし財貸

行くが如く︑水の流るＬが如くである．

ながら︑中には色を猟し渚に荒みて︑

大男子にして︑敬祁の大義を解せざる

は極めて少なけれども︑見聞せし知識

単に文章としてもまた三諦の慣値があ

大切なる身命を縮めつＬある者もあ

績せんため︑懇親倉を開催せり︒

は極めて大なり︑恥そ旅行程親密の度

り︒登亦不思議ならすや︒勤倹は致

者あるは怪誘に湛へざる所なり︒身

を加ふるものはあらじ︒共に苦み共

そ︑七十六歳の高齢迄豊錬壮者を凌ぐ精

らうでこの紳々たる除裕ありたればこ

富の要訣にして陶朱椅頓の富も亦勤

その染みや賞に想察するに除りある︒

に楽み共に談じ共に笑ひ︑寝るには室

力を以て︐その信ずる︐こころをドシノー

倹の二字に録することは皆人の知る

八日に過ぎざりしかども︑踏破せし山

を共にし︑食ふには卓を共にし︑席を

資行し得たのである︒

して蹄郷したりＪ族行の日数は僅々

分ちて坐し︑膝を接して体す︒此の間
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園民道徳といふ文字は︑西村茂樹先生に
依って︐始めて用ひられたところであ

所なりｐ斯く知りつ§湯水の如くに金
を費し︑朝寝早寝に暮すもの多きは困

のなるべきこと︒

二副作川として弊害なかるべきこ

った翁は︑亦園民道徳の熱心な擁謹者で

となしてゐる︒而して︑是等三職に適合

Ｌ﹂○

ある︒此道徳に立脚する信念と︑此人を

る︒が︑先生の講演に依って感奮して起

是畢竜意思の薄弱に依るものにし

道徳的に救はうとする同胞愛とあれば

った事と言ふくし︒

て︑意志の薄弱なるは信念なきに依る

こそ︑言と行と常に能く一致し︑閏人を

先及祁沸を崇敬すること︒

費を完納すること︒

六租税︑隣業税︐町村役場喪︑皐校

五農工商の業務葬働むべきこ︐と︒

四畢校教育の隆催を謀るべきこと︒

とｏ

三道徳を本とし信義を誌すべきこ

Ｌ﹂○

一御聖勅を迩奉し皇室を尊崇し組

徳の力に依って自己の思想を間め︑之

信頼し推量するところとなったのであ

三道徳的なるべきこと︒

ものなり︒肺を奉じ伽に祇ｂ︐倫理道

するものを華けて︑

を行はねばならぬもの︑之に背けば冥

る︒世間には兎もすれば言と行と全く
一致せず︑其言のいかにも美なるに似

々の中に厳罰下らんと思へば︑意志自

ず︑己が一私の利益を固る篇には︑あら

二父母に孝を識し老を敬ふべきこ

さるものなり︒余はこの意味よりし

ゆる道徳的罪悪を犯して少しも慨らぬ

から弧間となりて資行の困難を感ぜ
て︑明治二十七年の昔より西村茂樹先

みであって︑道徳的信念もなければ︑叉

者があるが︑これは念頭汚れたる﹁己﹂の

り︑曾員を募りて相互に其行を研き︑

同胞愛もないからである︒思ふに憐れ

生の創立せられたる日本弘道含に入
徳を修めて常に善に到らんことを期

むべきである︒

翁は活動は人の生命である︑人は大に

公共国総に誰力すること︒

せり︒勤倹貯蓄を奨脇せんとて信川
組合を起し︐敬称思想を鼓舞せんとて

働かねばならぬけれども廻ぐる車には

八家事経湾に留意すること︒

善を行ふこと︒

一○請書の習慣を養ひ・智徳の修養

円

七在郷軍人倉︑農禽．青年倉︑其他

参宮講を創めたるが如き︐薄弱なる意

油を注がねばならぬやうに︑人にも娯楽

志を輩固にして︑道徳の貴賎期行をす

を奥へねばならぬとなし︑娯楽には様々

Ｌめたるに外ならず︒

一肉鵠的のものよりも精祁的のも

あるが︑その優等のものを

九養老慰安︑貧困者救仙及び公共慈

と︒翁の営世稀に見る道徳家である
所以は︑これによって明かである︒元と
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に努むること︒

二鰐育には難創柔道等の練修を

にのみ委ねず家庭に於いて善
良なる習慣の養成に努むくき

酔うた人である︒

といばれた︑若し娯楽を以て廻ぐる

−０

車に差すところの油と同じやうに解す

に冊まることを欲せずして︑己が挑随

壁は如何に統麗なる穴ありとも︑之

︾︶１と○

一二他人に封する契約叉は金銭物

るなれば︑以上二十ヶ峰を娯楽といふ

怠らざること︒

品い貸借は日限を蓮約せぬ様

のはいかｖかと恩はれる︒翁亦間より

にして卑漁なる穴に住むことを梁め

る０日ノ︑︑

翁の家庭道徳論亦鑑くべきものがあ

心掛くること︒

一三集合の時間を厳守すべきこと︒

には︑人の酒を好み︐煙草を噌むは︐全

これを知ってゐる︒而して考へられる

ざること︒

一四租宗の墓参︑年忌︐法事を怠ら

れを美味として味つたのではない︒以

盤の穴に於けるが如く︑虎の山野に於

を慕うて止まざるなる心へし︒人も亦

して芙肉に伽けども︑必ず山野の棲居

上二十ヶ峰も初めは或はこれを娯楽と

増︐五Ⅱなり十Ⅱなり我家に遠ざかり

とせるものなり︒若し然らずと思は

けるが如く︑我が家を以て無上の楽園

ば娯楽となるであらう︒よし︑娯楽とな

て見よ︑荊疎の棲居として忌みたる我

らぬまでも︑徐楽として賞行せられるこ

するは困難ならんも︑平生賞行を重ねれ

く習慣の力である︒決して初めよりこ

り︒動物園の虎は朝夕手足を鍔せす

一五戊申詔書の御趣旨を奉じ勤倹
質賞なるべきこと︒

一六常に貯蓄に心掛け禽一の用意
をなすべきこＬ﹂︒

一七茶︑桑︑杉︑櫓．桐其の他の苗

とが望ましい︒崎に賃業に従事する者

ことは必定なり︒賞に家庭は人生の

家も余殿玉楼の如く撤しく恩はるＬ

木を植付くること︒

一八商業は原品を精選し正直にし

の内には︑己が利益に没頭して︑世間を

楽園なり︒此の世の極楽浄土なり︒

忘れ︑公益を鞭んする背があるからであ

如何に浮世の惨瓜が吹︑言荒べばとて︑

たるべきこと︒

ると︒以てその意のあるところを察す

・家庭の楽園にさへ住まふことを得ば︑﹂

て薄利多寅をなすは繁昌の韮
一九衛生を守り宅地︑庭園︑道路の

べきである︒されど篭し翁に取っては

人の心は︑大いに慰むことを得くし

以上諸佃傑が凡て娯楽であったのであ
迄ご︸︶７とＯ

らう︒翁は道を楽んだ人である︒道に

掃除を怠らで諸事清潔にすべ

二○子弟の教育に留意し単に畢校

− 3 s 一

の言といふくし︒今こＬに一塊の美
味ありとせん︑親は子に譲りて日く

なり︒︲一といひきとぞ︒流石は名執催

一家の和楽をす§めんとするなら

く

起らは︑人生の幸祁は全く寄る逢も

ば︑先づ不和の鯛根を除去するに如く

し︒若也之に反して家庭内に風波が
なみの拾小舟と化し去るべし︒一家

方優れり﹂と︒子之に答へて日く︑一；我

﹁我は自ら食ふよりも汝に味はしむる

も亦自分の口を喜はしむるよむも親

はなし︒不和の禰根は種々あれども︑

親なり︒親の椛利を振舞ふに何かあ

に差上ぐる方遥に優れり﹂といふ︒兄

我儲と私慾とをその簸となす︒﹁我は

一︲無断家出﹂とか一︲腫世自殺﹂とかい

が弟に談り︐弟之れを兄に薦むること

て︐人生の運命を支配するものなり
ふ見州しは毎日の新聞紙上によく散

は要らざるお世話なり︒﹂と言ふは︑

らんｏ﹂﹁我は兄なりｃ弟妹が口を挿む

ずして︑人怖の快味に他くを得蝦へし︒

亦斯の如くなれは︑一家の者は皆食は

の和楽は即ち人間幸禰の全部にし

多言ことは是等の悲劇によりて説明

見する所にして︑一家の和楽に破綻

一応尤もなる理窟なれども賃の道聖

れば︑食ひし者も快からず︑況して他

然るに或者が先駆けて猫り之を私す

とは言ひ難し︒是其の間に大いなる
我侭なれば子弟皆その我が侭になら

の者は皆不浦の念を懐く可し︒これ

くし︒

といふて居られる︒恩ふに雷に安営

ひて︑一家は酷んど群雄割携となるべ

は一の例話に過ぎされども︑一家和楽

せらる︒誠に悲しむべきことと謂ふ

性に富む議論であるのみならず︑舞唯も

く︑斯くなりては金平糖の角突合は自

の教訓は此の中に存在するを知るべ

我が侭が存在すればなり︒親や兄か

巧妙︑行文も流暢で︑我々は翁が秀でた

父の遺産を分つに営りて諸弟に典ふ

然の勢力と言ふくし︒昔北僚泰時は

互に譲り合ふことが最も肝要とする

翁は我閏は家族制度の園であって︑家を

ること多く︑自ら取る所極めて少かり

能文家であることを感ぜしめられる︒

き︒人共の故を問ふ︒答へて日く︑

し︒即ち我が侭を去り私慾を持てＬ

以て画家組織の単位となすのであれば︑

禰祇にも亦闘するとにろのあるもので

として必要であるばかりでなく︑国家の

なし︒且つ組ての季は多く慾より起

たれば︑遺産までも多く取るのいはれ

﹁我は父より執椛といふ大職を譲られ

其楽の棋子を必要とす︒人傭の弱黙

尚一層安全ならしむるためには同憂

るものは諜防し得くしといへども．

以上説く所に依りて家庭の風波な

あるといふて居る︒然らば一家和楽を

る︑我は手の源を保つことを欲せざる

所なり︒

一家の和楽なるものは単に人生の楽園

間るには如何にすべきかといふに日
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として苦しみは人に分てども︐楽を共

にすることは害なるあり︒是は甚し

翁は家長の心得として︑左の数ヶ燦を
数へて居る︒

シリしたる重みなかるくからす︒

一家長は一家の大黒柱なり︒ドッ

のであを︒繁田組が一の立憲政鵠の園

鵠であることは前にいうた通りである︒

言うて居られる︒

次に翁は家族の心得を述べて左の如く

家長の命するまＬに働かさるべ

一家族は身綴に於ける手足なれば︐

き手前勝手にて︑かＬる心掛にては永

二家長は一家の船長なれば狂風怒

久の和楽は望むべからず︒一家は乗
合船なり︑浮びも沈むも同一の運命た

涛に際し自若たる態度なかるく

脱出に努むくく︑若し叉平和の日に書

家族の意見を尊重する雅量なか

三家長は共和政治の大統領なれば︑

持して家長を助け・さるべからす︒

二家長は一家の柱石なれば︐左支右

からす︒

ること明かなれば︑若し一朝危難に遭

からす︒

せば︑倶に其の楽を一分つことを忘るべ

るべからす︒

の意見に服従せざるべからす︒

三一家は共同的の生活なれば︑多数

からず︒是困苦を軽くし和楽を久う

四一家は小社含なれば︑家族間の秩

四家長は一家の太陽なれば︑一覗同

序を重んぜさるべからす︒

するの道なり︒

仁の心得なかるくからす︒

と︒蓋し周到なる見解である︒これ

望む所は︑自ら之を行はざるべか

五家長は一家の模範なれば家族に

五一家は内閣組織なれば︑家族たる

て七男一女を教育して悉くこれを孝子

は単に翁の口頭の議論でなくこれを以

とその妻子とから成る大家族を統率し︑

に私の注意を惹いたのは第三係である︒

く︑言表はし方も亦面白い︒この中︑殊

と言ふのである︒意義︑内容は諭な

とある︒この心得も亦繁田家では能

せ・さるべからす︒

れば︑五に相愛謎して休戚を共に

六家族は同根より出でたる連枝な

７︺○

未だ一回の風波をも起さしめなかった

繁田家では何か事があれば︑一門の男子

く賃行せられつ﹂あるのである︒同家

ものは其の掌る所に専らなるべ

のである︒そして世人をして繁田家の

が集って協議を途けることになって居

の繁楽は是等の心得の現賞にせられた

らす︒

家庭は常に鮒なる春の如くであると言

る︒この際一人でも不同意者があれは︑

孝孫たらしめ︑これを以て兄弟五人の子

はしめたのである︒

どんな提案も賞行することか出来ない

− 4 0 −

遇すれば︑お互に心を一にして苦境の

、

ればならぬ︒今︑子の私情を捨ても父を

る所︑その直慌直露なる所は︑何虚ま

り末らぬものはない︒その無邪気な

でも小児的にして﹁大人は小人の如

ものに外ならぬ︒特に翁の夫人は良妻

十卜Ｏ

評すれば左の如くいはれやう︒﹂といつ

った︒果して然らばこれを典型的の家

であり賢母であって︑内助の功が大であ

とｏ人の父として子をしてこの言を

ヂ︒Ｏ

し﹂の語を適切に感ぜしめるのであ

なさしめ得る者は資に幸である︒人の

が嬉しくてノ︑雛らぬ性分であった︒

の別なく善事善行に接鯛すれば︑それ

を見ることをも好んだ︒人の事︑我事

私は翁に依って︑善の理想的具現を示

として何等の意義を右たぬのである︒

悪しき己れを築上ける者の如きは．．人

である︒悪しき己れに答って︑ますノ嶋−

L

我が父の心性は﹁思邪無し﹂の一句

のは毛程もなかった︒母の胎内から

子として︑この言を以てその父を評し

に識きると恩ふ︒悪意悪念と云ふも
生れ落ちる時に︑悪と云ふものを燈き

ｒり ミ ノ Ｏ

思ふに︑翁は理論の人であると同時に

忘れたらしい︒無は何所までも無で

一致するところがあったらうと思ふ︒

に畿膿せられたならば︑蝕程︑繁田翁と

報徳吐の事業を硯ては之を喜び日本
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庭というてもまたその堂を失せぬであ

に︑道徳と経済とを融和した︒溌津子縛

して無篤一消極に流れることがあるが︑

得る者は亦資に幸である︒善人は時と

資行の人であって︑殆んど理想的なる迄

なく︑天虞澗漫なる子供の心をそのま

貫し︑顔る進取的積極的であった︒思

翁に至っては活動を以てその生涯を一

成長した︒浮世の濁りに染まること
§に保存し搬大して大人となった︒

は翁を評して﹁繁田猟義君は近江聖人に
れたさうであるが︑如何にも適評である

それ故に善を言ふことを好み︑善を行

算盤を持たせたやうな人である﹂と言は
と恩ふ︒中江藤樹は一時︑落塊したとき

ふことを好んだ︒叉善を聞くこと善

而して﹁積善の家に鮭慶あり﹂とあるや

ふに善は人の生に於ける虞の意義の一

酒を賛つたことがあるが︑若しこの方面

うに︑翁の家庭は殆んど理想的に回浦な

れたことを心から感謝する次第である︒

×

弘道倉の趣旨を鑑いては之に賛し︑一菅

×毎

に之を喜こび之を賛するのみならず︑

×

るものである︒翁は確に禰徳毒の三者

×

を併せ得た人である︒

の他父が手を下し指を染めた事は︑一

直に率先して之を賞隙に試みた︒其
として善を求め善を瞳鴨する渦望ょ

×

翁の長男霊智庄平氏は︑人のその父の
かすとすれば︑父を知る者も亦子でなけ

性行を問ふに答へて﹁子を知るは父に如

×

留岡幸助

家族は一の公共的機関なり︒而して個人を以て

東洋哲畢上からはこの赴曾の単位を家族と︑個人

られて居るのを知ることが出来る︒従って彼の説も
幾分正鵠を失して居るといふべきである︒

あるから︑個人主義の反動としてコントの説が立て

と︒彼の説に於ては斌曾の暇位を個人に撒かずして
家族に置いて居る事が肌かである︒営時は偉爾西革
命の後にして個人主義の漸次衰へっｋあった時代で

吏なり︒

共同生存をとげざるべからず︒されば個人は冠曾

耐曾生活と耐曾奉仕

斌曾とは如何
牡曾とは最近各方面に晴一博せられる流行語であ
る︒抑々職倉なろ概念は悌蘭西人サンシモンに依っ
て始めて育成せられたもので︐その事説は後になっ
て同幽人オーギスト・コントニ依って立てられた︒
彼の 識 に は

祇曾は人類相互の契約によりて成立ちしものに
して︑協同の目的仁向ひ一︲努力する共同生存に開
係あるものなり︒故に祇曾に開係する我々は各々

大畢乏道在し明二明徳↓在ン説し民︒在し止二於至圭易

との何れに置くかを見ると大畢中に

ず︒然るに各個人は互に雛るべからざる聯帯開係

︵中署︶古之欲し明二明徳於天下一者先治二其圃↓欲﹄

』
r

↑異る地位にあり︒是に於て各人の間に分業を生
を有するなり？従って牡禽民たる者は︑各々異る

治一其幽一者先香二其家↓欲呈沓二其家一者先修二其

身↓欲し修二共身一者先正二其心聖欲﹄正蛋其心一者先

職業を以て共存共柴を計ちぎるべからず︒
と︒更に個人と家族との開係を説きて

−−4聖一一

誠茸全身欲し誠二其意一者先致二其知↓致し知在し格し

し︑赴曾は個人の聯帯開係を穂するものといふべき

等の異るなし﹂と︒即ち圃家は個人の服従開係を穂
である︒

物︒

とあるから個人を壮曾の軍位と見るが至営である︒

抑々生活とは生存ではない︒唯生き長らへるとい

紅曹生活と道徳

コントの説につきてその功績ともいふべきは哲畢

赦書の相識的開係

に反封して科皐を説き︑佃人に便封して牡曾を説き︑

のには練沸がある︒マルクスの唯物史観に依れば︑
鍵癖が文化の土蔓となるというて居る︒之に就いて
渡洋哲皐即ち孔子の説は之を如何に観るかといふに

ふだけでは生活と稲する事は出来ぬ・生活には色々
の要素を必要とするものである︒先づ最も卑近なも

而して家族を吐含なる有機機の細胞と老へた鮎であ
る︒即ち彼は耐含・人世・道徳等を哲畢から分離し
て︑科畢上から研究したのである︒斌曾は一の有機
燈である︒而して有機僻は一あって他なければ存立

是に依って見れば︑道徳を主位に経溶を末位に置く
が牽営である↑今川の赴禽を見るに道徳と経癖とは

﹁徳者本拠︒財者末也．本不修治末不レ立﹂とある︒

ある︒有機鵠は各機開の共同活動仁よりてその全僻

全く没交渉となって︑経湾と道徳は両立すべからざ

することは出来ぬ︒であるから個人々々ば治者・被
治者の開係でなくして皆共に同一階程に立つもので
が護達する︒一部の死亡は全部の死亡に彫響する︒

る様に思はれて居る︒赴〆生活にあっては︑維湾は

溶とを合一せしめてこそ始めて間満なる牡宮生活が

試に例を我々の身僻にとれば僅か一部を構成するに
過ぎない心臓の死は責に人鴨の死亡を意味するので
ある︒牡曾も有機篭とすれば︑牡替掛個人の開係も
亦斯の如しといふ事が出来る︒悌悩人ヂュギェイ日

現出するのである︒

勿論大切であるが︐道徳は更に大切なるを知らねば
ならぬ・道徳に某弓いて経湾を行ひ︑以て道徳と経

はく﹁治者も被治者も共に魅曾吏にしてその他に何
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東西両洋人の相違

は資に教曾堂と畢校とである︒宗敦に基づいて︑

各人が閣結し協力したならば画家の興隆も容易に

三︑権義観念の錯誤赴曾の護達と共に︑土地・食物

望まれる︒

る︒西洋人は常にこの事を心掛け︑年一同宛の旅行

は減少して生活難が襲来する︒生存競争は益々激
しくなる︒それが潟に教育に於ては智育のみに力

斌禽生活をする上には人世を楽しむ事が必要であ
を定めて疎め費川を家計の中に加へ置くのが風があ
る︒然るに日本人は兎角人世を悲観頑して﹁泡沫夢

を入れて徳育を忘れる︒是等の事が原因となって

ある︒

義務は成るべく忌避して︑権利はどこまでも主張
しようとする人が増加するのである︒抑々椛利は
義務を賃行するから生ずるものであって︐義務な
ければ権利なく︑権利あれば必ず義務あるもので

幻の浮世﹂等と嘆いて居る︒何故吐曾が不愉快にな
るかと言ふにその原因は他人根性にある︒更にその
他人根性の生ずる原因を尋ねれば次の如きがある︒
一︑都曾生活の護展﹁都倉入に故郷なし﹂と言ふ
諺があるが都曾生活は兎角個人主義・利己主義に

右の眼がっ怠れ§ぱ︑左の眼は覗力が一層狸くな

自霊的赦書奉仕の必要

なり勝ちである︒それが潟に﹁人を見たら泥棒と
思へ営門を出づれぱ十人の敵あり﹂等の諺が現賃
となって現はれてくるのだ︒この黙よりすれば︑
一画の都曾・田舎に於ける人口分布の状態が砥曾

に雄飛しっｋあるがその護展の原因は宗教にあり

二︑宗教の衰微今日米国は圃運が隆々として世界

然の力とは赴曾奉仕である︒奉仕とは元来宗教の語
で祁悌﹄し仕へまつる事である︒然らば斌曾奉仕の根

を救ふには︑又自然の力をからねばならぬ︒その自

る︒これは自然の力である︒今日の赴曾堆活の欠焔

と考へられる︒神を慕ひ自由を求めて︑遥々新大

本は如何かと言ふに︲一言にして言ふならば狸い者

問題の根本となるのである︒

陸に移住したビュリタンの徒が最初に築いたもの
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いぢめの道徳である︒今迄の東洋道徳は常に弱い者

作り出さんとするは︑汚物上の蝿を追ふ努力に等し

之を要するに吐曾生活は有機的にして︑共存共築

いので今のる・

に孝を議せと命じ夫婦の間では妻は夫に徒へと命じ

いぢめが根本となって居る９親子の間にては子は親
て居る︒之に反して親叉は夫に責任を持たせるとい

が大目的である︒而して牡曾人は治者・被治者の別
なく縄頴へて職曾吏である︒楽しき献曾を形造るには
維癖の護達が必要であるが︑根本は道徳である．そ

ふのが︑吐曾奉仕の根本精祁である︒けれども之は
道徳であって︑法律でないから狸制する事は出来な

の道徳は宗教より出でたる自謹的の斌曾奉仕でなけ
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ればならない︒是故に耐曾奉仕は吾人が耽曾の一員
として︑叉斌曾吏として︑斌曾生活を管む上に於て

へ豊岡大畢に於ける誰演大要︑丈責在記者︶

の最上道徳である︒

奥寺
全のｈ／土生︐︒

欧洲大戦は︑八類史上の︑一大悲劇であったので

渓

い︒自護的に行はねばならぬ︒而して自護的に牡曾
奉仕をせんとするには︑宗教に出凌する事が極めて
大切である︒他人を祁悌の化身と見徹して︑祁悌の
馬にする善行ｌそれが献命奉仕である︒奉仕の精
祁に依って生れ出づる牡曾が真の卒和境であって︑
一部の人の唱ふる物質上の増減に依って李和祇曾を

少年園概説

革新を要する文明生活

龍

】
【

近代︑著しく進歩した皐術は︑却って︑敬虐な信
仰の上に︑衰退を氷したといふことは︑文明園一般
の傾向であったのでありますｂ又産業の著しい護達
は︑人類全般の幸禰よりも︑却って︑生活の腿迫を
永し︑勢資の反抗︑階級の反目︑政黛の競零となり︑

欧洲は︑正に︑武装李和を暇面に︑人心の大なる鉄

と︑見られたのでありますが︑方法の上には︑確か

に︑軍事教育を加味し︑之を脱化して︑畢校裁育と︑

融合︑調和を得たものと見られますが︑深く︑人心

の根底に向って︑教化︑教育を一括し︑人生の目標
を新にして︑従来の教育の方法とは︑教材を新にし
て︑考案された︑教育法であると︑見るのが︑至富

昨年十二月︑ロンドンに於ける︑ボーイ・スカウ
トが本部の開係者と︑大単︑師範畢校の開係との曾

だらうと思ふのであります︒

大風で︑一は新進園︑画策の立てかたから︑教育の

英国が近代教育に︑顕著な貢献をなしたものである﹄

議に於いて︑フカウト思想と︑スカウト組織とは︑

陥に赴きっｋあったのであります︒
この大戦の二大中心をなす︑英国︑濁逸︒一は老

主義まで︑この雨圃は︑相反する方向に進みつｋあ

その原因をたどって見ると︑教育︑教化の方法を

あったのであ一ります︒

の轍をふまんとするものだとは︑朝野識者の深憂で

避くべからざる事を戯じて︑英圃は︑大ローヱ黍亡

現に感じてゐる以上に︑犬戦前の英幽では︑戦霧の

思想上の動揺と︑生活上の塵迫とが︑今我々が︑

時代が新教育法を要求する

と聾明されてゐるのであります︒

ったのであります︒世間では︑デモッラシーとミリ
タリズムと穂してゐるものであります︒

︑今︑我々は︑少年園訓練を︑思想の表現として︑
考へる時に︑そして︑それが教育上の大間題として

取扱ふ時に︑どうしても︑考究し唾ければならぬ濁
象であります︒

新教育法
スカウト運動が︑千九百八年に︑穫表された頃に

は︑多く︑軍隊の諜備教育を︑青少年に施すもの
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ます︒

誤ってゐたことである︒併し︲きう感じても︑その
改良法の具篭案を得ることは︑出来ないことであり
今我圃は︑丁度かｋろ必要を感じて︑具篭案の的

を思ふのであ︐ります︒

教育︑教化は︐自己教育から雲する

山奥の住民を見ると︑説教を聞く教禽もないの

に︑宗教心に富んだ︑人柄の善い者が︑却って多い︒
焼教徒と穂する者は︑多く山奥に住んでゐる︒

確なものを得ざる有様であります︒皐校教育だけで
は及ばない・証含教化に︑手を誌さなければならぬ︒

鰐操もしないのに︑蕊民の子供は曾却って︑握健

物質的謹見︑壁明勘率術の研究をなす︑頭の働き

武的の気象に富んだものが多い︒

で︑野原を跳び廻はり︑父兄の戦争を見習って︑尚

といっても︑その方法はと見ると︑講演︑説教︑活
動篤冥に︑厨書館︑娯楽に郷士舞踊︑軍事教育︑教
授︑設教︑跳令の従来の形式を出でないのでありま
す︒

ったペーデン・パゥエル卿は︑母親の手一つに養育さ
れて︑十九歳で︑灘備校を卒へると︑直ちに︑陸軍

校を出て︑牧師の家庭に生れ︑三歳にして︑父を失

る︒理窟倒れをして︑智識から何でも解しようとし

今の︑教育も︑教化も︑乃至腫曾一般の事は︑枝
葉の部分の事ばかりに︑焦慮して︑根本を怠ってゐ

軍隊の斥候と︑要領が同様だ︒

から見ると︑愛人の追跡法と要領が愛る所がない︒

の騎兵科の僻校の採用試験に及第して︑印度に就任

英圃の七大皐灘備校の一つなるチャーター︒ハウス

した彼は︑西洋人と異る印腫人の生活︑思想を見て︑

てゐる︒貧賎︑期行は︑穂て鉄けてゐる︒自護教育
は︑子供の本能に訴へた︑遊技に護程するのは︑教

育の要諦である︒

遊技を教材とする教育法︑畢校教育の不足とする

賃際の知識︑手工︒これが︑現代文明に導き得て︑

6

彼の純真なる心に︑反響を典へたに相違ないと思ふ
のであります︒其後︑アフリカに縛在して︑擬人の
子弟の教育を見て︑文化式の教育や︑博統の教化を
反省して︑スカウト訓練法︑考案のヒントを得た事
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がある︒身鴨の狸健︑知能の聴肌は︑却って︑溌民
の教育を見︑昔の教育法と思ひ合せて︑今日の教育

暇に︑教育︑教化の手が及ばないのだ︒そこに病源

じないので︑彼等は︑これから遠ざかり︑子供の除

目的を達し得るのである︒
教育︑教化も︑少年子女の心理に訴へる方法を講

これが℃文化生活の基礎︑畢校教育の補充もなれば︑

もなり得るのであって︑其方法を委細に考究して︑
我圃状に適営せしめ︑正しい文化生濡に出磯せんと

教育の捕充をしようといふ考案でありますから︑そ
の方法か︑巧拙如何によって︑文ともなれば︑野と

んで︑少年を釣って︑正しい文化生活に導き︑畢校

とし︑中味のある虚は︑遊技でサンドイッチ式に包

この教育法は︑野塗人とも︐共通な︑遊技を教材

するといふことは︑自他共存の潟めに狭く

事する者にも︐必要にして︐補充となるものであ

以上は︑如何なる皐校に事ぴ︑如何なる業務に従

年圏に狭くべかちぎるものを述べると︑

うと思ふ︒滴一常な時期の来るまで︑どうしても︑少

容を考究された方には︑富然考へられることであら

部の見解で︑解決は困難であると︑之の訓練法の内

の要求に膳するスカウト訓練法︑少年園運動は︑一

も︑新に方策を必要とする我圃の現状では︑丁度そ

備を威せられてゐるといふ事資と︑牡含教化の上に

されてゐること考へられて︑我圃の畢校教育も︑不

この訓練法は＄重要な意義を包歳して︑我国に提供

決して︑少年園を遊技の末技と樫観することなｆ︑

憧僚の躯い我国では︑事次代の圃民に閲する以上︑

べからざる虚である︒

に閑脚されてゐることを護見したのであります︒
少年園訓練の要鮎
そこで︑何時とはなしに︑ペーデン・パウェル卿の
心中に描かれた︑教育法の要鮎は︑
一︑鵠格︒自律︑公李な判断︑忍耐︑知能︑

二︑手工︒熟練︑工夫︑除技等
三︑健康︒自己注意︐自己の健康と︑その増進に

る︒併し︑一雷に働ける人間を要するのではない︒

責任を帯びること︑衛生等︒

四︑奉仕︒他人の篇め︑斌曾の篇めに進んで奉仕
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宣誓
私は禰聖なる信仰に基き名蕃にかけて次の三峰を
書ひます︒

一︑祁明を尊び︑皇室を敬ひます︒
一︑人の篇︑世の潟︑画の偽に誌します︒
一︐少年園のおきてを守ります︒

おきて
一︑健児は忠孝を脚む︒

二︑健児は公明正大︑名節を生命とする︒
三︑健兇は有馬︑世を盆することを務とする︒
四︑健兇は互に兄弟︑網ての人を友とする︒
五︑健児は常に親切︑動植物を愛する︒
六︑健児は長上に信頼し︑園長に服従する︒
七︑健児は快活︑笑って困難に富る︒
八︑健児は恭諏︑鵜儀正しい・
九︑健児は勤倹質素である︒
十︑健児は心身共に清い︒

標語

そなへよ︑つねに

我圃の少年関は︑うぷ謎をあげたと同時に︑

いやさかＩいやさか−い−や−さ−か−

といふ戒謹を唱へてゐるのであります︒

除暇

今日まで︑我圃の習俗として︑薮入りといふのが

あります︒除暇に罪悪の磯生するのは︐東西古今同

様であります︒自然は︑最も︑清浄な虚である︒除

暇をこの方面に利用して︑教化を行はんＩＣするのは︑

この訓練法の特長であります︒これに宗教的情操が
結び付墜Ｌ︑行脚となり︑ど遍路となり︑巡潅とな

るのであります︒

何よりも︑この訓練法で逸してはならぬことは︑

忠孝の人倫の道縛︑

敬帥︐尊王の精祁︑

これは︑我幽の博統の精榔︑思想であって︑これ
が︑思想の動揺し︑生活の腰迫を感ずる現代に︐こ

の訓練法によって︑世界的の運動となりっｋあるこ

とは︑自己の救漕のみならず︑圃家の滞来のために

教育︑激化に富る人々と共に︑喜んで︑この運動に
識さんとする虚であります︒
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班制教育
これは︑どの訓練法の唯一の特色であって︑前に
述︾へた︑その精祁は︑我圃のものたると同時に︑制
度︑斌曾生溌に於いて︑自治の訓練を必要とする時

に︑六七人の子供同士の班を作り︑子供の中から︑

少年少女塗善導する兄姉含

帝大教授小野清一郎博士を中心に東京本郷小石

川に住んでゐる有志が協力して出来た︑本郷小石

一川兄姉含は︑今回帝大悌教倉館で護倉式をあけた

此の倉は米園で相営賞績を筆てゐる兄友指導組織

を移して︑日本の賞情に適する様に本郷︑小石川

雨唾に居住する少年少女の保護教化職業の相談︑

児童虐待の防止善行の表彰などを奉仕的にやって
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班長︑次長があって︑自治訓練の基調をなし︑この
数班を一隊として︑大人が隊長となり︑副長があっ
て︑班長の名響曾議があり︑決して凧放慢に流れる

行くもので︑つまり時代思潮の悪化に鑑みて︑家

庭畢校其の他に於ける見竜に就いて親達や先生や

ことなく︑自治の訓練をなし得ることであります︒

この組織と︑宣誓︑おきてとが︑少年圏を作るに

主人やの眼の届かぬ所まで︑親切に手を延ばして

皆その道の熟練家で講話舎を催し︑家庭を訪問し

一兄姉含の賞際事務を執って行かうといふ人々は︐

一憎細灘鶴擁渉蝿糊灘嬢番

必要な要素であって︐筒必要な要素となってゐる︒

個性の伸長といふことは︑教育上の重大な問題であ
りますから︑その個性教育に雁する︑技能︑自然研
究等は︑少年園の護達に従って︑国家︑斌曾の共同
動力を得て︑少年園訓練の内容を充資して行きた
いといふのは︑我々の希望であるのであります︒叉
これは園力護展の本であって︑阜校教育と相侯っ
て︑圃民生活の上に重要な意義を要するものであり
ます︒．

屯苧〜

… ー

一ン

一

一

一

ー

一
一

あむ

１

さいかれあしある

ざせい

さき・しゆくん

山村端

あへＹ

おの

づなう

も主君の為である︒そして時には主君の馬に己れを

ち︑昔圭う〃︑ん

犠牲にすることも︑敢て僻せない︒

しんねん

それが日頃の彼の父の教訓であり︑彼の頭惜から

ぢさ

一時も去らない信念である︒

やみふ︲リ
おちつ書一ゐ

然し︑闇の夜雨の降しきる中を行く虎之助の応中

だ︾鵠んにばく

は︐恐ろしく心の落着をなくして居た︒

ばいご

かれすね

ふと︑誰れかぜ自分を捕縛する様な気になって︑

かれおもせんりつ

ごつぜん

さけ

彼は思ばず戦擁した︒

と︑突然

しかなにものみ

﹁こらッ！﹂と叫んで︐背後かち彼の服をぎゆツーと

Ｊかもの

掴んだ者がある・
今Ｊむ

やみのこ

彼は驚いて振向いた︒然しそこには何者も見えぬ︒

そして︑只あたりの闇のみが残った︒
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僻渡選虎之助
ふかぜぽ︑︑７

ちいてあわ士なく

雨はぴしょノくＩと降って︑風はきヅ︐と頬を打ちつ
たび弘

ざらのすけらふ

あびだうっきう

けた︒その度に冷えきった小さな手を鶏げて︑渡遥
かれ虹

虎之肋は眼を拭いた︒

かう︽まちすがも

彼は濡れしょぴれた樹々の間を︑欝陶しく不気味
かん
ある
に感じながら︑さっきシと歩いてゐるのであった︒
ちやうちんたすな

麹町から菓鴨まで︑十二歳の彼の足で歩くのは︑
なか︐ＩＩようゐ

中々容易なことではない・それに提灯の助けも無く︑

たかげたば趣銀ろくこしつこノ︑はな

い

高下駄の歯は泥陣みに喰ひ込んで︑執鋤に放れない︒
Ｌかせいら︲郡かれきしつちい

』

潟にその約束を破棄することは出来なかった︒何事

然し．従来彼の気質←一して小さい１Ｊ言って
かれ
ごしうへ
しむくん心︲めきちどの
も彼より三シ四シ年長であったがｌ主君懇吉殿の
ためやくそくはき

▼

かれすがもしもやしき・

は

彼が菓鴨の下屋敷に着いた時︑雨は霧れて︑風も

よがたちか

たんそく

止み︑夜は明け方に近づいた︒
もくてきち
かれやうや
彼は漸くほシとした︒それは目的地に到着した嬉
のがききおり
と共に︑一種の恐ろしさから逃れた時︑自ずから藍

よる三かんなはどきいえ

お
ぼ亡のちうざものたいひ
大殿はこの小さな忠義者に封する衷心の感謝を披
アリ・丁

耀した︒
くぴ士

彼は云ひ知れぬ嬉ぴを威じて︑・何事も云ひ得ず︑

凝乎１ｃ首を垂れてゐた︒

やきうなやうかい

一︲さ︑好いやうに致せ︒﹂

かれこた

大殿は優しく促がす榛に斯う云った︒

一一一

ききざつ窪ん

るのであった︒

その時︒突然

ちんも︒くまも

たいようがう︑Ｉ︑か歩や

やが

め．ｋろ二ぜうどう

計一かいて舌

おとろめみ唯つ
彼はハツと驚いて眼を見張った︒と︑そこに大衆

﹁無禰者ッ！﹂と叫ぶ聾が︑彼の鼓膜に鋭く響いた︒

こゑかれこまくするど

覗豊を失ひ︑そして手も足もたｕ機械的に動いてゐ

しかぐ︑うしな

彼は急いで歩いた︒其の眼は嬉ぴの衝動に︑全く

ある

朝の清々しき太陽は築々と輝いてゐた︒

あさ

と︑彼は座を僻して外に出た︒

かれざじ

時が少ずかの沈獣を守って過ぎた︒擁て書き終る

わ

さいうはこ

そして︐白紙に向って︑大殿を葛す彼の総筆は軽

はくしむかうつ

﹁はあッ！﹂と彼は答えた︒

喝いゐつかれ

する嘆息であった︒

く左右に運ばれた︒

はこちやの
主砲

こ人わく

大

来意を告げた彼は︑直ぐに詰所へ通されて︑そこ
で冷切った手を温め︑運ばれた茶をグット職みほし

しばら士かれ

た︒

暫く煙って︑彼は奥の居間に招かれた︒
がほ
おほどの︑心配か
大殿は怪訴しげに彼の顔を凝覗しながら

．おもｊＩＢ１Ｊ︑ちてうごひたざ

いかざみさ圭こごづけよ

﹁何事ぢや﹂と重々しい口調で問訊した︒
かれかしらひくさ

彼は頭を低く下げてから

﹁誠に恐れ入りますが︑若君様の一言付に由って
うなづ

お寺がたうつさ袋いやうい全

殿様の御姿を鴬しに参上致したのでございます︒﹂
﹁うむ・﹂と︑大殿は領いた︒が︑ありノー〜と困惑の
いろおもてあらに

ちうぎわす

﹁賞に困った奴ぢやのう︑だがそなたの忠義は忘れ

色を面に現してゐた︒
ぬぞ！﹂

52一一

ー

−

二

ひきび・画だいみやうざやうれつ

そ画︑７いた

ごめんくだ

を率いた︑美々しい大名の行列が今しがた通る所で
ある・

な

ぬかろひざまつ

いくど

き・フ

た人ぐわん

﹁成らぬわシ︑どうあっても名乗ら甲と申すか！﹂

彼は泥鯵みに碗いて首を垂型し︑幾度となく歎願

く

や

した︒

おｘＵかへ？７

と少年は躍り上った︒

せう泡んおとあが

商まぶれいもの

﹁や︑これはとんだ疎忽を致しました︒御苑下さい
めくら

一︲黙れ︒不禰者ジこの拳でも喰らわして遣らうか︒﹂
芸へがみ

とも盲目か︒﹂

こぶｊ︶︐

が︑ふと思ひ返した榛に

﹁拳ではもったいない︑これこれを遣るぞシ・﹂と叫

や

ませ︒﹂
まへざもぷし

﹁こりや︑亜れは武士か︲それ

前供の武士の前につぁ立った前髪の少年は惜々し

かい

ひらひら

げに 斯 う 云 っ た ︒

け

あしあごらのすけ
ぷと同時に足を翠げ︑虎之助の頭上目掛けてグンと

吟リつ矛

彼は雨手で顔を掩ふと︑よるノー前にのめった︒
せうねん

はな下音あざわらい

と鼻先で噸笑した︒

こ︑うせう

少年は二三度蹴り綾け︑そして心持よげに︑ふ児ん

かじんたちせうねん

一は︑ｋｋＬ﹂

かばむらうじだいぶんまんぷくいた

家人達は少年の気嫌をとる様に供笑した︒
まへざも

がい

﹁河村氏大分満腹致したようで御座るの﹂

か低むらわら

前供の一人が斯う塗った︒

武んぷくみかた

﹁はっはっはＥと河村は笑って
はな

﹁もう満腹と見ゆるの︒﹂と︑一肩をいからして彼の側
かとんたち

・つ矛あゆだ

を難れてゆった︒

家人達はそれに績いて歩み出した︒
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．あやますおもけ

﹁どうか季に︲手に︒﹂

蹴りつけた︒

だなの

いかな．

かほおさまへ

﹁これ謝罪って済むと思ふか︑怪しからぬ奴主君持
ちなら名を名乗れッ！﹂
かれこころしやざい

彼は衷心から謝罪したのであった︒が︑なかノー

﹁・・︐・・・・・：．︲：︐﹂

さ

隣い て は く れ な か っ た ︒

ななの
せうね孔ごがするとさけ

﹁さ︑名を名乗れッ！﹂

ばやな・の

少年は眼を尖らせて鋭く叫んだ︒

なぜだま

﹁・・：・・・・・・・：．︒・・；︐．．一

﹁何故獣つちよる︑さ早く名乗らぬかシＩ﹂
かれ

﹁どうか︑こればっかりは⁝⁝﹂

彼はやっとこれだけ云ったが悲しみは胸に込上げ
かすで
て鍵 も 微 か に 出 な か っ た ︒

凶

がれけつぜつぽう

ふんげき

ぼ︑え

が記くちびる海す
彼
は唇を固く喋んでゐた︒彼はもう決して︐絶望してはゐなかった︒それば

おそ

くりかへ

ふんぜん

気け

ふんげ︑吾

かれ

お・・割

まろがほ

だぎけぷやう

せいくわついざな

がくもん

あが

め

はれ

つぷや

でき

とんせいつか

ほずえみうか

ふた雪猶ある

p

唯むらかばむら
﹁何にッ！か河
村︑河村かシ・﹂かりでなく却って︑憤激したことが微笑えまれて氷
きちのすけ

虎之助は腹立しさに︑幾度となく繰返して咳いた︒たのであった︒
にぎ

﹁琴のれ︑おのれッ！︲一そして唯教養ある人間のみ︑しっかと人生を掴ん
こぶし

彼れは拳をぎゆシと握りしめると︑奮然と立上っで︑美しい生活を管むことが出来るのだと思った︒
かれ

た︒彼のひきしまった顔には︑晴れやかな微笑が浮ん
手﹂者だいみやうおかご

その時すでに大名の乗輿は︑遠く小さくなって彼だ︒

だ

の瞳孔に映っていた︒彼は﹁畢問︑皐間：：：﹂︐と咳きながら︑再び歩き
出した︒

四と︑野繰がずきんノ︑として︑搾雷識破裂するか
星Ｊ伊ロ

おな

わら

いたかん
いつ
いしかた
彼は石の様に固くなって︑何時までも動かなかつと思はれる様な痛みを感じて来た︒唾純一Ｌ歩く度ご
ちほし
くわ
じつ
だ︒そして恨めしさうに凝乎と乗輿の後今笛血走っとに痛みが加はって︑ぐらノ︲︑つと目量すら感ずる

にら

にんげん

た眼で晩みつけてゐた︒のであった︒
み猛山さうゐ

かれとても人間ではないか︑同じ人間でありなが彼はもう笑ひたくも︐笑ふことは出来なかった︒

ら身分の相違とは云え︑あま りである︒けれど如何丸顔の︐っ︐り上った河村の眼：あシはシは⁝⁝ と
す局ときこ昔
者やうやう
にんげんしん
に懸隔があるとしても︑人間の真の尊さは教養では潮笑する河村の鋭い聾が聞えて来た︒
さやうがくもん

なかったか︒左様だ︑皐問︑皐問だ畢問だ：⁝﹁おのれ︑おの奴シ！
かれやつき
かだ

ぢいしんぞう

いま

五

と︑彼の小さい心臓を躍動する魂の叫びは彼を力彼は躍起となって駈け出した︒

恋きしま

付けだ︒そして今まで彼を襲ってゐた憤激は︑あと
かたも無く浦えて了った︒
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わかさ丑いが

ふいよご

﹁もし︑若榛如何が唾されましたか︒﹂
たちと

不意に呼び止めるものがあるのに気付き︑彼は驚

ごんぺい

いて立止つだ︒
﹁おｈ︑権李か！﹂

かれじ霊ん誉づかむか
彼は自分を気這ふて迎へてくれた老僕を︑心から

かんしやかい

いかとろ

感謝しながら斯う云った︒

﹁まあ︑如何がなされました︑泥だらけではござ︐

い

かれりやううで

とな

こどもら・

になって︑怒鳴り付けた︒

ご人ぺいこしの

さわ

が︑子供等はますノ！︑騒いだ
段小児↑源
﹁莫迦︑莫迦ッ！﹂

わかさま手﹈ぼお恥しろ

・三とも

権李は腰を伸ばして︑よちノ︲︑しながらも子供を
おばら
追ひ桃ほうとするのであった︒

﹁やァ泥んこの若榛のお通だい︑面白いぞ︑面白い
ぞ！﹂

かれ

いらだ

ゐ

に辻は
子供等は逃げ廻りながら︑そう云ひつづけて居た︒

彼は︑﹁はっはっは．；⁝﹂と笑ひ出した・権李の榛

‑−−55−

ませぬか︒﹂

どんぺいいぶかとつ

権李は怪諦しげに︑凝乎と彼を見詰めてゐた︒

な

そこ

おか
二ともこっけい
が可笑しいのでもなければ︑子供の榛が滑稽に思は

あるはじ

げきさ

﹁何に︑今蒋んだのぢや﹂と言って︑彼は雨腕を組

ふ

れたのでも無かった︒
な

んで歩き始めた︒

憤激の去った後︑た瞳彼の心の底には︑悠然とし
あたらか琴やきほう
て迫らざる快感と︑新しく輝かしい希望のみが燃え

いましみじつ

にんしき

一︲それはそれば︑とんだこ︲とを成されましたな︒﹂
ど
んぺいい℃したが

７

立つてゐだ︒

己

ふろおざさくらち

わらつぎ

×

そして今こそ冥賞に笑へる自分を認識して︑彼自

身心から笑ひ綾けたのであった︒

×

権李はそう言って彼の後ろに随っだ︒
昨夜の雨に震ひ落された樫の花は地上一面に散ら
かぜ二℃ろもちふ

ばって風は心持ちよげに吹いてゐた︒
わかさまごぼ

二どもら

×

﹄ざ三

あつ

×

どろ

さくら

×

﹁やァ泥んこの若榛のお通りぢや︑お通りぢや︒
こえおどるふりがへ
あたりから聞え其の聾に彼は驚いて振返った︒

淡に

まつか

と︐樫の下に集った四五人の子供等が自分をなが
催↑〆

めてはしやぎ立て易ゐるのであった︒

﹁莫迦ッ！何を言はっしやるか！﹂と擢李は真赤

×

二口４

家庭
墓景豊院長大江スミ子

東西家庭の差異

□

堂きう島うせい生︐かていち瀧

お了一ぼんゐすな睦

先づ東洋と西洋の家庭が根本的に逢ひます鮎は．

どくりつしんわうせいわが

い

ばあひりやうしんたち

樹立心の旺盛であって︑即ち若い者がアフリカ或は
ようろうよ７い

ニュージランドへ行かうといふやうな場合︑雨親達
い

い

ゆう寺

は養老の用意がありますために︑﹃お揃泳ちは若いう
わたしたち
ちに行ってゐらつしやい私達の事は心配いらないか

さかん世いようふうがてい

ら⁝：﹄ルー云ひます︒するとその若夫婦は勇気百倍
しょくみんらでおはたら
して殖民地に出かけ︑落ちついて働きます︒此の殖

ちゃみづぢよかうしお

民事業を盛にするには︑どうしても西洋風の家庭︑
し・可きやうおよしせつたぷせつ
宗教及び政府の施設が大切であります︒
□

私は明治三十四年の三月に老茶の水女高師を卒へ
その言昔おきなぱだれよや一

ましだ︑其時沖細から誰か先生を寄越してほしいと
い
ききやう恋い︑℃︑℃︑

云って来ました︒私は六人の兄弟中一番きかんぽう
からだ士いぢやうぷよめ
で鰐も犬そう丈夫なりお嫁にも行かなくてよかった
を

ごき

わかい

わ龍し︑こど

西洋は夫婦本位︑東洋は親子本位で︑即ち西洋では

ので︑私が沖純に行く事になりました︒
よめしうご

ｍかふうふろ︐争うふ？す

若夫婦老夫婦が一緒に住まってゐる事はありません
くわんけい

ゆた

い睦ＬＴ二﹂陸切うき

弐へかみさきし

あかおふじいう

その時︑了季ゐ若いうちに行ってゐらつしやい︒年

たんけいざい︑んたい

が︑東洋では嫁も勇姑も雑居いたして居ります︒こ

老ってばハシヶの上り下りも不自由だし︑堂削一人
ら−

れは単に経湾問題だけの開係でなく︑経滴の豊かな

だけならばいけないが︑堂剛は祁榛を知ってゐるか

どう昔よ

人も︑日本では若夫婦老夫婦の同居してゐるのが普
つ一フ

通であります︒

ら・：⁝﹄と云ふ母の言葉は︑どんなに私潅癖気づけ
わたし
ましたでせう︒かうして私は︑殖民地の経験をもつ

このせいようかていうましよくみんじげう
此西洋の家庭から生れる長所は︑殖民事業の護達︑
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おどる

おほようふういん

たつご

かんが

じ承︲くに

が驚く一つは︑その大きな養老院ですが︐資際養老
せつぴくいんどん和んしんぽか
院の設備の完全なのは感心する外ありません︒けれ

けふくわい

たのであります︒童づ識一に雑鐸瞬の悲哀を蔵じま
かていひづえ等７かん
した︒そして家庭の必要を痛切に感じました︒その

ども私は︐二三年居りますうちに︑﹃あｋ自分の園に

わたしゆいゐあん

とで

えい三くゆ

りつ域

とき私の唯一の慰安は︑Ｈ曜日に教禽にゆくこ
つう〃︑わ

ねたし

は︑かうしたものがなくてよかつた﹄とつくｊｆＩ考

宮ち︐えいこぐ

しだ︒そのうち私は︑明治三十五年の十月英圃に行

わがくにふう

へたのでした︒私は彼の画の立派な養老院を見る時︑

ねんまへ

ろうにん

く事になりました︒途中英圃の殖民地を通過いたし

いでゐられませんでした︒

老人を大切にする我圃の風を︑本営に貴いと思はな

くよくみんとげふおとる

いま

ましだが︑今から廿五年前ではありましたけれど︑

リいう

□

その殖民事業の護達は驚くべきものでありました︒
□
つぎＦくりつしハ

わけ

いたしや﹈いこ・く洗いざい

必要がない課であります︒

ひつえ︑フ

わがふうふろうふうふ

てゐる事が出来ますか皇套老院といふものは︑その

己ごで舎さ

かうふくゆ〃くいいＹせい

き
うエフみこんしやも
東洋では未婚者が少ｆ︑まだ一家若くは一画の幸

二おややっかい

次に燭立心が磯達いたします理由は︑親の子に養

●︿

ばつたつ

耐のためには︑己れ一人の幸禰快楽を犠牲にする精

どう診︑たんしよ

かくにもやうしよ

はれないやうに︑子は親に厄介にならぬやうにとい

御が護達してゐます︒そして若夫婦老夫婦が同居し

四い

きば

おも

ふところにあります︒けれどこれは︑彼の固の長所

おほ

であると同時に短所でもある事を思はねばなりませ
はったつ
みこんしや
ん︒第一燭立心の駿達の紬果は︑一︑未婚者が非常

かなら．かき

おのれ

︑えき

︽た今フ耐﹂

て︑日本婦人の教育及家庭教育の仕方を聞きたいと

しかた吾｜

日本の大将はじめ日本の軍人が︑皆犠牲の精榊の頚
ひごかていきやう畢噌も
いのを見て︑あちらの人は﹃きっと家庭教育があぁ
ざぜいせいしん
いふ犠牲の精祁を養はしむるのだらう﹄と申しまし

にちろせ

私が英図に滞在して居りました明治三十五年から
けつこん

に多く︑二︑克己心に乏しく︑三︑養老院が増える

三十九年の間に︑Ｈ露の戦役がありましたが︑常時
に
ぼん士いし？フせいしん
かねひご︑４１

事であります︒結婚すると必ず一軒の家を椿へなけ
どくりつしん

ればなりませんから︑金のない人々は自然結婚が出

たうぜ人した秒

来なくなります︒燭立心が蕊達してゐれば︑己の心
をまげることをしないのも営然であります︒従って
きばかくにい

克己心が乏しいのであります︒彼の画に行って誰も
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もうひご

わたし

あきらがた

おみ

明かに語ってゐます︒

ばにふえいやう

これから推して見ても︑如何に母乳築養が大切で

んぼんて者・

本の家庭︐と西洋の家庭の根本的の差異を︑しばしば

ある小児は縄封に流動物の外とる事は出来ないので

かていや

考へさせられたのでした︒
ざつさよ
若夫婦老夫婦が雑居することから起る弊害も津山

あって︑それには天然の乳︑人の子は人の乳で育て

申す人が多くあり戎した︒それについても︑私は日

ありますし︑叉種々の事情から別居する風習がだん

るのが至富なので︑止むを得ない時だけ牛乳其他の

ようろうゐんふ

あして

せうにぜつたい

したう

巌にう

やえ

にんに︾７

ぎうに・う

じんこうえいやう

だいようひんもち

い

てんねんち﹄

で音

くわがくほったつ

つ一・︑

ばいかいしや・

ふかのう

おんと尤も

そだ

あるかといふ事が考へられますが︑元来一年未満に

かんがぐわんらい

ＪくＩ度まってまゐりますが︑さうなったからとて︑

代用品を用ひるのであります︒
くら
ばにう・てん
それでは母乳は如何な熱が他の築養品に比べて優

かＡが

養老院が増えてゆくやうであっては大愛でありま

れてゐるかといふと︑今日如何に科畢が護達してゐ

ひきよぅろうようい

しむけ

一つ；︶一・や

お三

す︒老人は若い人の足手まとひにならぬやう︑叉若

るとは云っても人乳と厨一のものは造る事が出永な

量たしゆ︐ｌ︑どじ￥７

い人は養老の用意もない人たちに一︲さあ出ておゅき

いのであります︑第一母乳は常に一定の温度を保っ

びる

なさい﹄といふやうな仕向けをしないやう︑いつに
ろうどんたいせつ
なっても老人を大切にする美風を失はないやう︑御

もので︑人工楽養はこの鮎において不可能でありま

どうやう

も孟さう

す︑叉母乳は牛乳や其他の榛に媒介者の手を要する
一一一﹄

せ﹂うと〃︑．

ひつえ・う

したが

事がなく直接母親の乳房から享くるのでありますか
びん
ら︑消毒したり︑温めたり︑瓶に入れたり他の乳首

ふ職つぷつさいきんろゐ

を用ひたりする必要がありません︑従って其の間に

ち心の

にうじ

不潔物や細菌類の混入する事がないのです︑それの

一一5s−

またわか

同様につとめてまゐりたいと存じます︒

し肯うりづ

母乳で育て犬子供は憩い
□

うなが︾﹄こ雫っ

とりよく

みでなく母の乳房よ６乳を飲む事によって乳児は之
ひつうきんにく

今日子供の死亡率を見るに一年未満の乳児が最も

に必要蔵筋肉を働かせ︑相富の努力が要りますから︑
どんこうえいやうじおほ

せう〃︑わきクヘマフ者

殆どは消化器病から来てゐるもめ

こんにち

多く︑其の原因

×

夫丈け筋肉の護達を促すわけであります︑庭が︑牛

×

で︑わけて人工菜養見に多い事を年々の死亡統計が

×

ｌの

ばつたつ

らく

くら

きんに〃︑

乳瓶から呑むとすれば︑この鮎が薬であるため筋肉
たいぢ心うせいぜん

の護達が不十分になるのであります︒これに較琴へる
いちじろ

姫いやうぜうがい

と母の乳による兇は謹育も良く鰐重の増加も整然と

ききぜうく

尋﹄一︾﹃〃

ばちおやしよらく﹄へくぞうしんさうくわい

るため母親は食慾を増進し︑精柳的にも爽快を畳え

もほにうあたしんしん

てゆ〃きます↓・

けれども若し母乳を輿へ競い時はさうした心身の

けんか・りにんｒ﹄んちうばついく

きも

◇

を守るべきか︒

しん了．︑う

こったん

ばＬおや

やえ蛤竿あひ

心臓はいふまでもなく血液を循環させる中心機閥

けつえ各一

狭心症とは恐ろしい病気である︑穂積梱密院議長
せ︐しや可ばふ
犬ほ
もこの病ひに整れた︑どんな病気どういふ撮生法

けうしんせうおそ・へうき

箪蕊西野忠次郎

狭心症

かぎかならばぃおや

ためにもい︲雪のであ一りますから︑此むを得ない場合

ぼいく

なって乳癌等を招くもと︲となる事があります︑この

ゐしゆく

健康を見る事は出来なく︑雄娠中大きく蕊育してゐ

りよく

して著しく︑いるノーの築養障害に封しても遥かに

た乳房が念に萎縮しなければならないため︑後年に

ていかう

抵抗力が彊いのであります︑といふのは︑母乳には

榛に母乳で噛育するといふ事は子のためにも母親の

たいない

すなは

にんしん

にうかんこご

いろノ︑の生活鰐︐即ち醗酵素︑アレキシン︑抗毒
ふく
素︑アグルチニン等を含んでゐて︑享らの輝識︾か乳

のない限り必ず︑母親はその乳で千を育てねばなり

けんかうたい

じゆにう

なほほに・７
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せいくわったいばづこうそ

兇の磯内において︑時には溝化作用を助け 時には
ふせからだげんかうぼご
いろ︐１１の偉染病を防ぎ︑身鴨の健康を保護する力

ませんぐ

さょう

があ る 総 め で あ り ま す わ
□
やうほにう

ほたい

この榛に母乳は乳児にとって︑いぁものであるぱ
り宅昔え

かりでなく︑授乳する事によって︑母鵠も少からぬ
た︒む

利益を得るのであります︒即ち授乳する事によって

ま︽ぼにうあに弐たにんしん

母鰐は正しく元の健康鰐に復するのですがもし授乳
！﹄・牛ういじゃうこさ
を拒む時は例へば子宮の異常を家すやうな事があり
ゃ一手︶

ます︑叉母乳を典へない母親は直に叉妊娠するやう
や軍フ

③

な事になりがちですが授乳すれば次ぎの姫娠に封し
きか他

て一定の期間をおく榛になるのです︑猫母乳を輿へ

迅

たいせづにんな港

けつえきぼきう

である︑その大切な任務を帯びてゐる一方︑心臓そ
◇
れ自らも一つの臓器だから血液の補結をうけなけれ
じばんまへ
くわんぎうろうじんおぼ

Ｄくわろう

ば心

ひごろ

ばならぬ︑自分のわけ前をもらふ血管︑これを環状老人には多随か若い人にもある︑これが日頃の注
どうみやく
けつ少︑わんこしやう
たばこ
動脈といふが︑この血管に放障が出来ると即ち狭心意は遡勢しないこと︑そして一番わるいのは煙草で
せう

ちうい

お昌

・だぱこ在やみ

る︑よく注意しなければならぬ︑煙草を無暗に好き

くわんじゃうとうみやく

症が生ずるのである︒︐ある︑ニコチンは環状動脈にけいれんを起さしめ

◇ひご議廻ご誉Ｉおさ

にじ

今︽へ

みや〃︑

や・７

れうとうた

×

×

×

な人で︑胸が時々塵へつけられる様な自豊があれば
むれ
しんざう欺おさ
学フじんだい
胸のところが︲Ｉ心臓部ｌ艇へつけられる様な威じ要心第一である︒
くろしか︐し
がする︑苦い威じ︑しめつけられる様な心持ち︑糖
ばうて昔たう
かほ為を
糠と柏餅のつくり方
心症といふ方が適富でもあらう︑顔が蒼くなり冷汗
今⑫

が鯵み気が遠くなって脈がなくなる弛つまり心臓自
竹つくいまひ

身にい児血のわけ前がなくなって糧道が絶たれるの

で︑その結果獅嘩を起す︒

は柏餅と蒜を供へる習慣になって居ますが︑その︑
きみなか︲・ １いみ

室に威勢のよい鯉暇が遥々と雛へる端午の節句に

□
そらいせいこびのほ．リ

◇亀蔑誉這なゐ
たいしゆつけつさいおこ

じ︑︑︑もて壱ザうがい

じん盲う

しんとおこな

﹄一じ

大出血の際などに起る資質的心臓の鍾化恐怖観念いばれを聞いて見ると却々意味のあるものです︑柏
ひきごうねう・へう

おか

ほら

つた

せつ・く

などから一時のけいれん的の障害もある︑だが腎臓もちは︑祁事︾笹行ふ時に用ひられた故事のあるめで

・季︽くきけうさう

のわるい
人︑糖尿病とか梅毒などに冒されてる人にたい蕊ので邪気を桃ふとの言ひ博へからお節句に柏
くう昔︾︶もやす

吟にしへ

はこの病気が件なひ易い︒餅を稚語鵡諏︑綜はその形を悪鬼の形相に象ったも

ので悪魔降伏の意で供へられるものであります古

60

かやは式

ち走昔

やばら

さたうあまみ

二もちごめ

○心からよこしまに降る雨はあらし
風こそ夜の窓は打つらめ

我にはゆるせ敷島の道

〃︑して頂きます学︒

いた・園

は出来たての軟かいうちが美味で一夜過ぎると硬く
ききごばん
むなほ
なりますその時は御飯ふかしに入れて蒸し直し軟か

やはら

蒸龍に布巾を敷いてその上に並べて蒸します︑これ

さく取り分けて半分に折り返し︑半月形として再び
む
しかごねのきれしむ
ぴみやすかた

い

芯しかご註つぬすべ

砂糖で甘味をつけたものを用意し︑しん粉と濡粉を

あしばさ︒︑は

は茅の葉で巻いた所から茅巻と云ふ名が起ったと云
今隼

まぜてまくねり蒸篭で蒸しよく褐き抜いて滑らかに
二もみ
なった時︑一度水に入れて冷まし叉よく狸ね操み小
ざわ
をかへ

かくだいめうちま昔せうぐ九

はれて居ます︑今は所によっては薦の葉や笹の葉一ど
かたちちほう．
巻く所もあります︑形は地方によって連ふので︑江

戸時代には各大名が同家の綜を蒋軍に献上したもの
も角ごめ・一めこむつ

つ窒壱ほど

であります︑綜の製法は濡米か米の粉を蒸して鴇き︑

わら

よく鵜けた時よい程の大きさに或は長く或は丸く形
を旅華癌岬の鶏か樺の葉でぽみ︑蔵の葉の時はその新
さ・も

金へ

ようい

っかせいてう

む

しぼづけ

○悪いとは知︐りっＬ渡るま瓦の川

流れて淵に身を沈めけり
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芽で全篭を結び笹の葉の時は蕊を使ひます軟かい中
︑︑こさた︑フナ
にきな粉か砂糖をつけて食べます︒

かしはもちこし

しんば

柏餅を椿らへるには前から柏の葉を用意せねばな

っｂばあひ

らぬ今年の新葉は六月でないと便へるだけに成長し
きよれん閉ち三しひん
ほかはうはう
ないから去年の持越品を使ふより外に方法がありま

ノちいしんは

もちせ昔しよく

せん小さい新葉を二枚で包む場合には一度湯で蒸し

はつかあらし煙言

てから使はないと餅が赤色に蕊ります︑去年の聴漬

﹃だつした・かしはもち

の葉を使ふ時にはよく洗って擬出しをして置き乾葉

おづきあんみそあんふつう

なら水に浸して軟かにして置きます︑柏餅はその中
しろみそうちこ

に小豆飴か味噌鯖を入れるのが普通ですから小豆を
煮て漉し飴にしたものか︑白味噌を裏漉しにして白

■

□

園一

文・苑

ｂ︑︑︑℃︑︑︑︑ｂ

文蕊選

循環理不爽︒儲日向西巡・仲秋頴気好︒遠遼方外賓︒

蘇水兇玉忠善︵東京︶

丙寅孟春透堀鼎峯君遊欧米

首尾照耀︒秩然有法﹄

︵評︶白四海皆足弟︑寓域最善隣ｃ立案︒未段継々叙親交之事︒

燕京期再曾・法蓮蒋大振︒

３︐︑︑︑︑︑︑︑

返温千古蹟︒欽仰皇化新︒布教宜基法︒弘道必依人︒

○○○○Ｏ

賓主真心友︒如忘乗檀身︒熟談性相理︒龍象互相親︒

︑︑私︑︑︑︑︑︑︑

四海皆兄弟︒高域最善郷︒鐸教東漸久︒津梁度梨民︒

︑︑︑ｂ︑○○○○○○○○○○︑○○○○○

迎支那僧賓餅雲菊池秀言

川

1'

石

愛此天工無比郷︒節催春色日粥長︒不知何意負花去︒

︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑で︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︵評︶三四以奇誘寓寄警Ｊ決非徒作︒

○○ＯＯ○○Ｏ
莫醇繊桃米李芳︒

丙寅春日逢江口香郡翁之支那
︑︑︑画︑︑︑︒︑︑︑︑や︑︑︑︑︑︑や︑︑

︵評︶此詩亦有蕪塊﹄頗可諦也し

是昔秦皇求蕊郷︒今入来皐我文章︒東風高里透君往︒
○○○○○○Ｏ
宣向西郷移圃香○

盆梅雪嶺増山正治︵東京︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一種氷姿幽色鏡︒机遥相伴坐残審・瓦盆養汝非無意︒
○○○○○○○
要便清香自在瓢︒

︵評︶奇趣涌紙︒三四最佳︒

書窓封梅雪嶺増山正治︵東京︶

︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑⑧︑︑︑︑︑も︑９も℃︑
梅花聯玉達茅腫・匹似孤山虚士局素影横窓早雪暗︒
○○○○○○Ｏ

香吹入請残書・

格調
調亦
亦似
似孤
孤山ｃ
︵評︶格

新柳桐慮井上圭太郎

︑﹄３℃︑︑︑︑

︑︑
︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑
︑︑︑︑
緑細
細於
於蒜
蒜︒
・早巳春光到柳枝︒憐殺柔催支不得︒
溌々撤緑
︵評︶

三四似有寓意︒

東依西寄任風吹︒
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一 一 一 一 一

流曾館新築開場幹蔚榎本貞義
︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑ｎ１︑℃︑︑

新館竣工賢哲屯・祇鮮講説重皇恩・曾員努力能弘道︒
○○○○○○○
真是梨民入徳門︒
︵評︶大震災後﹄此新館成︒曾貝努力亦不異昔日︒澗可慶賀ｕ
惟憾僕以昏眼不能臨此席﹄

晩望柳汀小倉聖一郎︵埼玉︶
匂︑つもや︑︑
荘々大野東雲封︒時見波山白雪濃︒日暮蒼前烏諜喋︒
︑︑︑︑︑︑︑
請篠門巷絶人雌︒

寄擢災某大塚規一︵千葉︶

︵評︶波山好景寓得而足︺

︵評︶僕亦遇大震災︒東京居宅︺蹄灰嬢故誠此作︒祇堪同感︒

︑︑︑︑︑︑︑
荘々如夢状堪哀︒一瞬高堂奈劫災・知道吾兄瀧胸憾︒
刃︑︑可︑︑︑
竿生刻苦総婦次︒

退職偶吟鶴水高地七郎︵千葉︶
︑︑︑切り︑︑︑︑Ｅも︑︑︑︑︑︑︑＆０︑

︵評︶至誠求道而安分楽貧︒批篤皐可欽些

無徳無才避世名・草臆高臥意殊卒・至誠求道安吾分︒
○○○○○○○
潤薬清貧過此生︒

世態感遇半浦菱木和︵千葉︶

聖賢道教奈衰微︒可嘆坊間隆此稀・雛唱文明頻欲利︒

己︑︑弓︑︑︑︑︑︑０℃も︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑ｂも℃Ｖ︑︑ｂも︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑ｂ

○○○○○○○○○○○○ｃｃ

徒論開化不知非・星移物換経書腰︒歳去年来世道違︒

今Ｈ唯驚無籾客・披雲破霧半天飛︒

︵評︶能篤世態﹀一喜一憂嘩不悪同情︒

︑︑︑︑℃︑︑︑︑もも︑︑℃

重過震災地所見同人

︵評︶狗然々々・風可慨也︒

誰言行客織如稜・大市議篠窮況何・震後三年難復奮︒
︑︑︑︑︑︑︑
家々建築略材多︒

老後述懐梅軒菱木正道︵上縄︶

︑︑︑℃︑︑︑︑︑℃︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑ｂ号

︑︑︑℃︑︑

五十除年事育英︒恒心猶伴請書梁︒古稀加二幸清健︒

未隣孜々弘道情︒

︵評︶古人有言︒読書有味柳忘老︒吾兄亦有然ｏ勤畢之状可想︒

梅軒偶成同人

︑︑︑︑ｂ︑ｂ
塞々無客叩柴門︒節物風光亦自繁︒此際閑居煎若待︒
︑︑ｂ︑℃︑︑
東皇来着玉梅軒︒

簿︑︒

．う︑︑℃宛︑︑︑︑︑℃

︵評︶雌無俗客有此東皇︒可以慰寂塞也﹄

上元祇同人

︵評︶慣例入詩而不俗︒自是老手︒

資暦王正三五朝︒博総生樹餅装催・農家慣例猶無腰︒
︑︑︑︑℃︑Ｄ
祇祷豊年穀果焼︒
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等

不二之舎直正選

○︑大阪一樋正幸
︵評︶哀愁の深い︑い﹂御歌と拝見いたしました︑除程心境の熟

人はみな夢結ぶらん暁に消え行く春の月の静けさ
しれて方でないと︑提へられないところだと思ひます色

︑山花山形菊池秀言

閑千葉矢部良高

たなびきて動かぬ雲と見ゆるまで尾上の樫さきそ易ひけり

蛙なき菜の花咲けるなはて路をのどけさ添へて獅子舞の行く

○埼玉松峰

座を清め桑を輿へてまゆきちのあれと窺ふこかひ棚かな

桑畑を耕し終へて妻子等と花見がてらに木の芽くみけり

風なぎて静けき海の明け方を眺めて我はた噂ずみにけり

○上総小安愛情
麓長野母袋元徳
○埼玉中野廉涜

更くるまＬ噴井の昔絶えノ︑に想ひさえゆく君か事共

折にふれて千葉幸田春水

子をしかりノー過して寂しさを受えたりけり如月なかば
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二等
○
千
葉
菱
木
和

ふむ道を譲る心のあればこそ世に雫は絶えて無からめ

居られません︑今の世韮救済するには︑この互譲の道を普
れることを大愛に心張く嬉しく思ひます当

く教へに限ると私も恩ひま一・・︑この作者の様な方の居ら

なかばにて足るべきものは足らし置きて残るなかばは世にの

×

︵評︶丈葵としてはさておきとして︑この言葉には共鳴せずには

○選者

×

佳作千葉池谷勝太郎

こさばや

×

○同渡逢秀明

×

子心に指折り数ふる花見をば老も若きも共にまち待つ

瓦焼く土鐙のあたり煙消えて寒風の吹く夕となりい

×

正直の人の心にやみは無し神の教の道をふみつＬ

○同野比良香峰
○幅島湯田久書
進み行く御代におくれて浮草のよるべなき身を嘆くおろかさ

×

園

編輯
部

同去湾同香同木同無麗同春同松同禾同江

一劃
◇春暁
春暁の樹々見廻るや庭鹿し
春暁の門を開けば湖白し
春暁や川を距て鳴鶏の謹
春暁の戸に尚残る灯しかな
春暁の峯にたな曳く煙かな
鳴く鳥に眼畳ませし鬼や春の朝
春暁や起きぬ戸叩く郵便夫
春暁やねむたさに聞く児等の唄
春暁や牛追ふてゆく野の小径
春暁の鱈に高鳴る汽笛かな

春暁や炊姻立てる丘の家

春院の島に灯るは宮ならん

春暁の小庭に跳る雀かな

春暁の風募る花の名所かな

静けさや崇より明けし春の朝

春暁の〃落ちし山の一献かな

春暁の庭掃き了へて朝餓かな

夢に落ちて春暁知らぬ二階かな

春暁の烏鳴きけり宮の森

◇菜の花

菜の花やそこら長者の屋敷跡

山門へ一路つ菅ける花菜かな
菜の花に園まれし野の小家かな

一菜の花やところ人〜の変畑

菜の花や渡し兇を乗せし渡舟

菜の花や田圃つぜきて川の堤

蝶々の飛んで夕日の花菜かな

野路はさんで菜の花州つＬ音けり

菜の花やところ人︑の開墾地

汽車走る窓に菜の花匂ひ来し

夕月に花莱の果ての小寺かな
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選
母名演洋風葉花
春弓峰

春暁や道しるべなる石悌
見畢に旅立つ鬼等や春の朝
春暁や騨に集へる参耐衆
春暁に尚眠る戸や麓村
春暁や舟唄消ゆる川堤
春暁の湖逢歩みて土橋かな
春暁や就前に散心し花雫
春暁にはや起きし戸やはねつるべ

同同茨同千同同同茨埼同千同山同同同茨
城 葉 城 玉 葉 口 城

西

の

幅千同埼同山同同同同茨

島 葉 玉 口 城

長同茨同同禰同千埼
野 城 島 葉 玉

翠笹同松同松江同無同木

雨筑曲翠同桃同笹蔽

の

華 柑

洞 舟 ， 峯 風 花 名 母

村南翠洞房舟子

菜の花に萱寝さめたる乞食かな
垣の内一本立てる花菜かな
菜の花に蝶々末たる夕日かな

向蟹除題

︵十二︶

七月十日限

六月十日限

五月十日限

同埼干同埼禰埼同千長
玉 葉 玉 島 玉 葉 野

旭東子

葵 花

菜の花に病む眼すばきて歩きけり
菜の花や一路馳せ行く汽車の一音

菜の花や畑中の小路に立つ女
菜の花挿して篇生の机上かな

、

同薮香同護桃麗小春雨
柑 華

子峰子房演月洋村

川をあさりて魚を捕ることをいふのである︑所によりて方

法も種々菱ってゐる︑拝網︵さで︶剣或は網を以てする︑或は

蕊︵やな︶をかけるものもある︑夜に入って矩を燃やし魚を

驚かして捕るのを夜振といふのである︒鵜を放ちて捕るのか

鵜川であるいづれも皆川狩である︒

川狩や総をそへて網かへす虚子

河原越えて来る灯ノ︑や夜振人丁固
臼借りに来て誘はれし夜振かな頑石
川中の蚊に食はれたる夜振かな梨月

川狩やはや去る人の桶の魚水巴

◇蟹︵夏季︑動物︶

初壁︑蟹狩︑笠龍︑蟹費︑

大さ三四分頭赤く羽黒く︑臭気あり︑其尻銀色にして夜光

を出す︐紙に包みても倫外に徹る︑初夏の頃夕暮より川沿の

練の蕊に数十の壁を入れてその明りで書を讃んだといふ有名

塗に多く飛ぷは︑一入風情がある︒故事としては晋の車胤が

ふＯ

な苦豊談があることは大方の読者が御存知の事であとぅと思

豊狩りて蹄れば重き大戸かな左右亭

のそノーと大行く門や蟹飛ぶ虚子

兇は既に寝て庭に来し豊かな花醇
高う飛びし壁や我も水逢去る野鳥
夜濯ぎの心やすさよ飛ふ壁水巴
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菜の花に牛曳き戻る日暮かな
菜の花や噴井のある丘の家

日

菜の花や薬寅る娘の二人連れ

◇課
田狩

季題の菜

青川職
句俳

◇川狩︵夏季︑人事︶
夜振︑

◇◇◇

皇恩無窮

徒等に至るまで密かに酒をあほって︑醜

倉に於て︑同教匝内の滴場で小畢校の生

文化に奔るの弊を矯め︑然して人心の改

失業救済

造を先にしなけれはならぬ︑これ即ち祇
含教化の本領である︒

態を演じ︑或る家で三つになる子供が頻

りにウィスキーを弧請って泣叫んで居
ると云ふやうな酷い有様を見受けたこ

我国失業問題は事々深刻の度を増し

育警察の酒類取締婦人監祁員は﹁現在で

とがあると云ひ︐これ等は生じ一つか現在

感涙に咽んだと云ふ︒蓋し庚大無遥なる

は長屋住居の貧乏人でも訓合酒の密造

畏れ多くも大逆を企てた︑朴夫妻に減

皇室の御仁慈の厚きに由るところにし

をやつてゐない所はないと云ってよい

の如き禁酒法があるからだと云ひ︑叉紐

て唯朴等の感激のみならず︑七千寓同胞

位である

びを以て︑市井の中を紡梶せねばならな

業の打切りと共に︑彼等は再び呪ひの叫

人経費二百十寓回︑鍔銀八十七寓五千回

った︑東京市は延人員五二︒六五五二

市はこれ等失業勢働者の救済事業を行

では失業者三十寓人と計せられ︑六大都

の数を知らない︑昨年の国勢調査の結果

の共に恐催して惜かざる所である︑賞に

酒の可否は別にして︑如斯は徴に形式に

て︑最近ではこれが鱒に自殺を企てる者

義即君臣怖即父子との聖旨の如くであ

捉はれたるの結果に異らす︑我聞の議含

の死地を救った事は確かであるが︑併し

を費した︑これに依って一時失業労働者

一と誰言したと云ふ事である禁

る︑朴等連に悔悟を篇し篤く皇恩の無窮

でも某代議士の舞踏禁止案とか二十五

ほっとしたのも束の間で︑天恵的救湾事

取締令とか種々の法案が綾出して︑こ§

函民は御法度責の形である︑併しながら

況して禁消の賞現は術前途遼速である

︐との難い我劉では︑其の犠牲者は彩しく

に達し︑京大経済豊部卒業生百七十名中

特に本年度畢生失業の歌態は悲惨の極

すべきか︑併してまた知識階級の就職難

くなった︑剛家は今後彼等を如何に救済

禁禰法の存在を以て弊審百州の根本と

と云ってよい︒団家も︲国民も︑単に法

交通逝徳の一つすら完全に行はれるこ

篤し︑ペンシルバニアシガーノッチ教匠

就職者七名︑乃至十名の如きに至りては

題審議中反封諭猛烈にして︑彼等は寧ろ

目下の米図上院議倉は︑禁酒法修正問

米国の禁酒法

るくし︒

なるに感稚せずんば︐共罪永却に失せざ

歳以下の禁酒法案とか︑其他暴力行篇の

刑の恩命下る其の剃那耐人手を把って・

戸

規の薬怖のみに甘ぜす︑現代人の形式的
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二言

のフラン｜ンスカサッン師の如きは︑委員

。

時

語るも気の毒な有様である旧其他卒業生

て︑起つ青年諸君日本の名と帝国の誇り

して行くであらう︐特に都曾では何々劇

殺心中等は緑とともに益々その数を増

吐何々研究所と云ふ︑庚告を以て男女優

とを外苑の春の野高く張揚けょ︑

活の第一要件である︑画家は軍なる撫縫

国家の前途多事である︑併して職業は生

一同一︲死力を誌して天命を待つ﹂に至っ

第三大信丸は︑北太平洋に漂流し乗組員

本年一月十七日横演を出帆した︑祁戸

営金を巻き上けられ後になると衣類や

入曾金とか月謝とか食費とか云って・相

婦人が最も多いと云ふことである︑一初め

盛んな青年男女で︑殊に中流から上流の

に釣られるものは大抵田舎の虚柴心の

を巧に募集するものがあると云ふ︑これ

策に甘ぜす百尺竿頭更に一歩を進め人

助され︑海上に圃際的情誼の花を咲かせ

たが岡らずも米船ジャヴァロー雛に救

園際美談の大信丸

の悲哀は推して知るべく園家は知識階
級の失業を如何に救済すべきか︑更に婦

口問題蔵業問題の如き︑根本問題より出

人少年少女の職業問題も︐横たはり我が

壷して︑勇敢に足下の問題を虚理し園家

の酌婦に責り飛ばされるのが落ちであ

る︑この種の誘惑は相互に聯絡を取り極

道具は勿論︑果ては私娼やあやしい田舎

めて巧妙に且つ合利的手段を取り其の

た︑その更生の喜びを乗せたジャヴァロ

朝野では︑﹁義に敦い亜米利加園民の友

ー誠が四月八日大阪に到着した︑日本の

百年の大計を建設すべきではあるまい
か︒

誼と勇敢と云ふ瀞讃の瀞を以て︑米船員

る弊風を取締るの方途は只一あるのみ︑

筋を困らせてゐると云ふことである︑斯

全函青年園大倉

ーヴイー氏にこの友誼ありて︑併も一大

女を造ること是であふ︑地方志士の奮起

即ち如何なる誘惑にも屈せざる青年男

を歓迎したｌ吾人は誠に一米船長ア

米因に未だ之なきことを遺憾とす︑翼く

大日本聯合青年園第二回大雪が恭な

ば日米雨園は︐和互に提携し以て太平洋

くも擬政殿下蚕臨の光築を得て︑四月十

三日より四日間楼唆く帝都の明治耐宮

を望む黙である︒︵獅子鎧︶

の恒久的平和を維持せんために︑此の一

雑

躍の時郷土の築響ぞ︑一身に捲ひ涛論に

饗

外苑の︑木青年禽館に開かれた︑禽物飛

器

事を深く記憶せんことを︒

幹

思想に勝又郷土謹術に若人が︑其の覇を

春の誘・惑

花時人の気の浮き立つこの頃︑家出自

砦

手ふの風は堂に︑・帝都の一美観でありま

る︑希くば将来の国家をその双肩に婚つ

た縦ってはなはだ意義深いことでもあ

器
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L]

L

口縁岡支曾蛮曾式

口有志青年部並に助成倉
縄曾
三月廿四日午後四時半より日本弘道曾館に
開催徳川哲長出席大給青年部長差支出席なし

徳川倉長議長席に寺本幹事先っ助成曾の曾計

一金壷百四拾圃也一時借入金

支出内課

一金六拾九銭也銀行利子

一金武拾五回也幹事曾及評議員含費

一金武拾剛也縄曾排岱代及小使心附
一余四拾側也車代友自動車代

報告をなし異議たくこれを認め次に青年部の

一金髪拾五回世誹師謝潅

一余拾六回也雑費

一金参凹也通信費

計の報告を儲しこれ又異議なく認め以て青年

縄曾に移り海老原幹事曾務の報告寺本幹事曾
部の汗動す銅へき方法に就て種々協議の結果補

水戸大誹演曾登

一金壷百九拾戒圃試拾五銭也

一全拾八圃也副曾握問題弛曾費

任幹事に具拙案の作製を依頼し成案の上それ
而し一ｉ︾常任幹事任期沌了に付き改選の結果津

ぞれ曾合を催して決定活動することを申合せ

資産頁債勘定

助成曾捲五回決算報告

曾計幹事寺本興左衛門﹄

日本弘道曾有志青年部

大正十五年三月廿四日

右之迩候也

一全七拾圃也茂原諦瀧曾費

一余拾参凹也同営フマキ五千枚及状袋代

勤費︒﹄一フマキ人手術及郵便料︶

一余審拾五回也朝鮮出水義損余募集援助通
田海老原持脚三氏重任せり︒

曾計の報告は次の如し

縄牧入高金四百六給八同ハ拾参銭也
縄支出高金岡百六輪七回誠拾五銭也

大正十四年度牧支計算書

差引残高全篭圃五拾八銃也

蔦に出席に困難なりしが術ぼ熱心な

の郷里卜して博士の令兄深作湊次郎氏其の他

ろ曾員は多数出席せられた︒樹地は深作柳士
蔀慶元氏等特に本支曾創立の鰯に誰力貢献さ

牧入内課

一金参百也助成倉ヨリ受入金

一金武拾八回輪四銭也前期繰越高

るＬ所多大なるものであつ衣ｃ深作博士及び

路泥埠

営日は折悪しく風雨烈しく寒気弧く殊に逝

一︑公民の話坪鑑秒崎越深作安丈

本宮評議員宗像逸郎

一︑日本弘道倉の要旨と妓善賞行遁

弾八○

期談し役員を選畢し次いて左の誹波があつ

を期讃し維岡小皐校握椎島幹夫氏本曾要領を

席し教育に開する勅語の捧誠及び曹長の祇鮮

に付き怖雫長に代りて本曾評談貝宗椴逃郎氏出

行せられた︑徳川倉長公務の潟不参せられし

四月三日午後一時より繰岡支曾裟曾式が聖

事

宗様氏は同夜深作湊次郎氏宅に一泊し厚遇︑
受け翌日蹄京した︒
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記

貢債之部
門
第一回積立金二︑四四三︑八八
第二回積立金一︑五五○︑四○

第三回積立金二六一︑一○

利益積立金三五○︑○○

計四︑六○五︑参八

査産之部
預金現在高．四︑六○五︑三八
害一脚

海老原丑之助

監査子爵本多康虎
幹事寺本典左衛門

同小林寛治

助成曾第萱回積立金内謎表

姓名金額年月
故徳川職倫殿五八二︑五五積立年月
及口数ハ前期央葬報告所載卜伺冒一付略ス

一 丁 ⑪ −

損益計弊害

林三郎殿三三︑四六

伯爵徳川達孝殿四一二︑団○
子獅本多膜虎殿四二一︑四○
子爵夫給近孝殿一九四︐一五
三輪田元道殿一七通六五
倖ゞ藤信古殿一二︑一六

榊谷柴之助殿四︑二
内田勝減殿二五︑三七
工藤一記殿二一︑一六

小林道彦殿一弓二三

商山昇殿七︑七二
小林寛治殿四二︑三二

､

ｔ四︑六○五︑参八

利益之部

営期収入利子四○○︑○○

計四○○︑○○

損失之部

青年部へ交附金三○○︑○○

縄利益金一○○︑○○

計四○○︑○○

右之迩候也

大正十五年三月廿岡日

故茂木柏衛殿六三︑四八

松獅維殿一四︑○四
伯倒徳川達孝
抑事島谷義武

渡泌武助殿八︑三九

日本弘識倉有志青年郁助成曾々長

同小谷茂寅

梅護涜小圃原ノ]，騰松村川雨IU安小高石'I'中鳥榎田服
津智IrI林府谷井本上*森口井諜木川係帳谷本巾部
曾 辰 彦 八 二 霞 精
九 庄 園 道 種 耀 茂 龍 具 昌 太 九 太 三 江 一 義 半 耕
郡平松彦徳篤蜜峨弦柴識郎亮雅郎郎造子郎武重久助

故 故 故 故 故 故

殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿

二 七 ○ 一

○
二三五四二八四二三四四三三八八九○○九三三九
℃ ､ 、 、 ℃ ､ 、 、 ､ 、 ､ ､ ､ 、 、 ､ ､ 、 ℃ ､ ､ ､ ，
六九五五五九三一四八八八八八三○三八八三五八四

四九一八四七九一四一八八一一九二二三三二一一六

本間和一殿四︑き至脚七年八月

足立四郎吉雌四︑吉至同六年十二月

久保田孝平殿六○
核本繁殿五︑一八

内田勝蔽殿毒さ王伺六年十二月

荒木繁次郎殿六︑吉至同六年九月

北川渡弼殿八︑○二
中野可殿一九︑三二

杉山丈悟殿六︐二五

寺本興左衛門股一茜︑吉至同九年四月

吉田 迂 一 殿 一 五 ︑ ○ 四

橋本元治殿三︑杏至同七年四月
・厚忠篤雌七︑き至同八年五月

高木八大砿殿七︑言至何八年三月

小林猫彦殿二︑き至同六年二月
圃府稲徳殿宝︑き至同十年二月

上田正敏殿三︑五一
四谷踊粥殿三︑五一

森克巳殿四︑二

木村新太郎殿三・吉塞胴什蓉提調月一

計金壷千五百五拾回四拾銭也

故平塚唯鳩殿函︑合率噸鑑峠冷卵

第三回積立金内課表

谷口富五郎殿一美︑呂塞確証卦↑︾酷月五

侭老原五之助殿里︑ｇ至同十二年七月己
木村新太郎殿三︑ｇ至十︲年十二月一

健藤孫六殿要︑Ｓ至何十一季十一月五

宗像逸郎殿兎︑吾至十二年六月五

島谷義武殿二︑ざ至同十二年六月三
加納盛道殿四︑己至同十二年七月﹂
草聞豊吉殿言ｂｇ至何十剛年三月二
島田正殿四︑言至同十一年十一月二

持田欣久殿六︑杏至同士一年士一月二

寺本興左衛門殿穴︑ｇ至同十三年一月三

白石喜久雄殿零己至同十二年九月一
小林善輝殿三︑巴至十二年三月
橋本元治殿一三舌至同十二年四月一
松平調吉殿七︑言至同十三年五月一

寺予正治殿六︑ｇ至同十三年一月一

計金武百六拾壷固拾銭也

束峰卯作殿言吉至同十二年一月一
大津長三郎殿舌至同十一年六月一
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奥寺 均 殿 三 ○
高島剛雌九○

山田恒太郎殿七︑若至同八年五月
足羽巾次郎殿︿︑舌至Ⅱ八年六月
江平林作殿一︑舌至何六年十一月
烏谷義武殿一へ合至同七年十二月

江平林作殿一四︑○四

早川政謄殿一二︑六○

楠本 元 治 殿 九 ︑ ○ 九

故繁旧沌誌殿二︑吾至同六年十二月

計金式千四百四拾参側八拾八銭也

津田五郎殿三︑二つ李嗣赫奔畢訓月

村上毒夫殿一︑吉塞桐秘蓉塞恥

小谷茂斑殿餐吾至何八年十″
原忠篤殿二︐合郵恥私︾↑訓月

梅津曾五郎殿完︑Ｓ至同十一年五月
村田朔一郎殿七︑ざ至同八年五月
松卒稲吉殿ハ︑舌至同八︑年六月

寺本正治殿毒舌至同七年十二月

村上旋午耶股一︑九七

第誠回稜立金内課表

姓名金額年月口敬
侯涛徳川蝿倫殿三実︑き謂畦正雄︾括調捌一さ

伯爵徳川達孝雌一葵︑ｇ至州十一年五月舌
子爵大給近孝殿一三︑言玉同八年土一月己

子爵本多康虎隆一雪︐合至同 工年五月舌

谷口富五郎殿託︑ｇ至同十一年五月三

− 一 一 一 一 一 一 五 三 一 一 一 一 一 一 五 一 三 五 三 一 二

一
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１１１１
献含教化単院記事

○卒業式
共に一同式場﹃皐院講堂︶に

三月二十八日第三回卒業式私畢行す腿かな春光燦然と輝き爽快云
ばん方なき佳日なり︑午後一畔振鈴Ｌ

の皐事報告並に誇書授興賞品授興皐院長の訓鮮文部大臣内務大臣東

三輪まさの氏一降秀美氏

徳川皐院長吉田畢監谷山幹事
島谷害記白石害記持田・書記
新烏雇小栗編輯係

卒業生

市木誰雄竹内鑑三河原元治耶

木本操松本深市軽部平太郎
長尾淑孝窪田正隆高橋鹿治

斉藤英菊地潮莱浅輪孝

︵以上十九名本科生︶

石黒ミナ片岡はな子平山具静
内村政光村上幸市最林寺秀忍

堀信元戸田久子︵以上五名鰹識生︶

本多一平武田久男大開ノプ

徳川肇院長訓静

錐三回卒業生及躍誌修了生諸子二告グ

本日銭二諸子ノタメ三来賓及識師諸賢ノ御来臨チ辱フシ請書授異

ノ式典チ筆ゲ得タルハ余ノ欣幸トスル所ナリ

顧ミルニ諸子ガ沌皐院二入皐以来全級一致孜々電勉皐二就キソノ

モノアリ

精勤誠二諏賛二便ス従ツテ今諸子華プ蓬ルャ離別ノ情頗ル細ヤヵナル

− 7 2 ：

若席し谷山幹事開式を宣し徳川畢院長謹んで教育勅語乃捧讃し幹事
京府知事東京市長の各祁誹代讃あり︑来寅純化松井茂氏及び校友縄
代一際秀美氏祝辞演詫を馬し︑卒業生穂代菊地潮柴答辞を述舎へて閉

式す︑術式後一同記念撮影を潟し茶采を喫して歓談し加藤叱堂氏外

森芳丸氏

繁田武平氏
宗像逸郎氏
石原満子氏
臼井政子氏
棚橋絢子氏
帯谷定治氏

池園哲太郎氏

薮氏の演説ありボリ参列者並に卒業生氏名左の如し︑

石原修氏

春山作樹氏

松井茂氏

朝原梅市氏

参列者

藤野悪氏
服部宇之吉氏

吉田静致氏

荻原披氏

金津啓助氏

鏑木乙莱子氏

加藤噛堂氏

原忠鰐氏

田中永之助氏

雄波義雄氏
山岡源子氏

猪鼻寅雄氏

句

トシ圃盤毛開スル獅念１明脈皿ッ弧固テ加フ︑コレ国家紅曾ノ次メ

議子毛知ル如〃近時託含妖態ャ巽静説二蹄シ奇激ノ風亦改言プン

クハ諸子各々能〃黄任ノ重大ナルチ白斑シ身チ旗シミ業チ鋤ミ一意

し皐識チ以デ壮曾ノ要求二腰シ特来大二世二賃スァラットス望ムァ

匙

国家二貢献スル所アランゴトチ一言チ述へ一プ祇誹トス

韓近文化ノ進展著ジグ赴曾耽態益複雑チ加へ其ノ銭弊／及フ所各

若槻内務大臣祇誘

慶賀二堪へザル所ナリ︑ジヵリト錐毛他面失業ノ寒漸ク喧シ〃普通
選畢亦前二横ハリソノ虚置一一シテ過ツゴトアランカ邦家ノ前途一二

種ノ誰曾的映隅愈々深刻チ加ヘントメ︑之力輔正卜救済トハ正二刻

株ノ暗影チ投診︽ルャ必セリ︐而シテーハ以一プ牡へ事業的解決チ待チ

他ハ以テ誰曾教育ノ徹底的普及チ要スヵＬル際二営リ諸子ノ如キ誰

下ノ急務タリ然曹プ其方途素ヨリ多岐ナルヘシト碓其ノ基根Ｉスル

所ハ証曾教化ノカチ充資シ︑社曾事業ノ整備チ計ルニァルハ一言チ

曾事業及斌Ｉ教育二封シ亜キ熱情１深キ理解トヲ有スル士チ途リ得
唯諸子二望ムハ徒一フニ枝葉末節二抽ハルコトナク︑常二国盤ノ尊

二営一フム昨ス諸子ノ前途ャ多忙其ノ黄務ャ重大ナクト詔フヘジ︑諸

待タサル所ナリ此秋二際シ諸子ハ所定ノ皐修チ卒ヘテ狩二賀務ノ衝

ルハ余ノ大二意チ弧クスル所ナリ

サムゴト是ナリ殊二本年︿本曾ノ創設チ見一プョリ浦五十年二達シ

厳チ思上確固ダル迩徳的信念チ排シ︑鼠二圃家民人ニソノ幸頑チ商

民衆ノ蛮炊チ察シ克〃之チ斑地二活用シデ赦曾臨吐ノ増進二努メラ

子希クハ既二履修セル所二基キテ更一二段ノ研鍍チ積ミ時代ノ趨勢

レンゴ恥︲チ｜言以テ祁酔ト馬ス

大二曾旨ノ普及曾勢ノ按張チ計一フントス︑従テ諸子が教育勅語其他
ノ聖旨チ奉盤スルト共二本倉チ創立セーフレタル西村茂樹先生ノ縮刷

メ業チ経へ狩二其癖新ナル知識卜旺ナル抱頁トチ以テ事二牡曾事業

思う二本皐院ハ斯道謀門ノ諸子識授ノ任二獄リ在筆者熱誠祭チ鯵

認メープ以一ァ感謝措力サル所ナリ

者ノ養成機開チ設立シデ斯界二貢献スルトゴロ紗カーブサルハ識者ノ

願ミルニ本曾ハ夙二吾力牡曾事業ノ脇来チ考慮シ︑赦曾事業従事

淘二欣快二湛ヘサルナリ

日本弘通含批曾教化畢院ハ本日手″トシ第三回卒業式チ暴行セラル

卒塚東京府知事瀞祇

チ重ンツー意誰忠報園ノ誠チ致サンゴーチ乞う一言以テ訓鮮トナ
ス

岡田文部大臣覗誘
卒業生諸子諸子ハ今ャ所定ノ課程チ卒へ将サニ其修得セル籾誰チ

ス

翠ケデ︑之チ資際二膳川セント流画家ノタメ諸子ノタメ慶劉二堪ヘ
方今急速ナル文化ノ進展二件ナピ祉曾組織ハ益々複雑ト腐り世局

ノ上二従ハントス︑現下ノ趨勢二鑑ミ諦子任務ノ重肌大ナルチ思ハ

ノ推移思想ノ鍵遥得一テ測り知ルペカラュ︑従テ斌曾事業ノ範閏愈々

ト素養トチ準備セル人材チ待シャ切ナー熊子ハ本摩院於テ修得七

鹿〃其種類亦盆為多シ︑是時二営リ試曾ハ斯業二閥ス鷺等門ノ畢識

73一

スンハアルヘーヵーフス

希クハ諸氏今後益々奮勘努力以テ斯界二貢献スル所ノ深キモノア
ラムヨトチ絡二臨ンテ本畢院長及講師諸士ノ勢チ謝シー言以デ祁醗
恥○ス

中村東京市長祝静
日本弘通含就曾教化畢院本日チトシテ︑第三回卒業設書授奥式チ
畢行セラル尭二慶賀二堪ヘサルナリ

今ャ我国現時ノ肢勢ハ各方面二於テ幾多ノ改造下躍進チ要ス︑殊
二就曾生活ハ逐年複雑１ナリ慨態ノ推移思想ノ塗遷又測り知ルヘヵ
ラス︑牡脅教化事業ノ愈緊切ニジデ而モ至難ナルゴト言チ挨荻スョ

サルモノァルニ今亦畢院長閣下ヨリ別レニ臨ミ慈言チ賜フ言々皆之

皐院長閣下生等今校チ去ルト錐毛愛校ノ念ャ愈冷扱力ラシムヘク

レ父ノ子二封スルヵ如ク生等ノ胸二透徹シ白ラ深キ畳悟チ誘ヒヌ

本曾ノ精祁チ服附シ斌曾二立チテ大ニソノ改善ニヅーメ特二道念ノ
チ期漆

光チ日々一一明カナラシメ吾園鵠ノ精華チシテ益々宣揚セシメンコト

弦二謹ミテ御訓不二答へ奉ル︵菊地潮菜︶

事友書護書式

三月二十八日午後三時︵卒業式後︶杜曾教化畢院事友曾褒曾式を

致原案の可央を鰯し規約第六峰に依り曾長に徳川単院長を推戴し酋

述︽へ次いで準友曾規約草案の審議砲窟し︑二一字句を修正し全曾一

谷山幹事開曾韮宣し校友一鋒秀美君挫友倉準備経過報告を簡単に

畢行す

二貢献セムトス卒業生諸子庶幾クハ自重自曇本畢院教養ノ趣旨チ盤

長は皐友倉理事に吉田畢監谷山幹事必任命し︑幹事に卒業生岡村行

ノ秋二常リ本畢院新二又牡曾事業二携ハル︿キ練達ノ士チ送り就曾
シ其ノ責任ノ重皿大ナルチ意識シ邦家ノ篤二燕闘アランョトチ一言

臼井政子氏山岡源子氏嫡木乙葉子氏

繁田武平氏吉田熊次氏春山作樹氏

徳川曾長服部宇之吉氏松井茂氏

曾者氏塩左の如し﹄

介雌謡誹吟痩奮談あり頗る愉快に家庭的和気霞々の中に散曾す︑来

を史池間哲太郎氏＠祁酢あⅧて閉式し︑其より茶話曾に入り演説細

田畢監就任の辞を述べ谷山幹事亦挨拶を窟し︑繁田武平氏棚橋絢子

同︶窪田服隆︑村上幸市︑菊地潮柴︵第三回︶を指名す︒次いで吉

回金津啓助酒井長蔵︵第一回︶伊藤博︑由瓦丈雄ｂ一峰秀美︵第二

所懐チ述ヘテ硯辞トス

卒業生答瀞
本日故二朝野貴顕ノ御臨場チ辱シ生等ノタメニ第三回卒業護書授
典ノ式典チ畢ケラル生等ノ光架何者カゴレ一一如カン

願ミルニ生等本畢院二入皐以来一ヶ年其間畢院長閣下ノ懇篤ナル
訓諭チ律シ又先生ノ熱誠親切ナル御指導チ仰キ斌曾教育及斌曾事業
ノ理論及責際ノ大要二通シ︑社曾教化ノ根本精耐チ明一ヌレチ得タ

リ特二和気霞々一家剛薬ノ情味チ有スル吾畢院ノ美風ハ生等チシテ
現代皐校教育ノ弊ヨリ離脱セシメタルチ畳エシム既二感謝措〃能ハ

｡
●
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国

棚橋絢

岡弘
梢谷定
田中永之
三輪まき

由良丈
持田欣
外卒業生一同

白谷小中藤相荻
村

富山栗と津田原
醤一

久悪盛り響義

雄林誰子七雄鋳
氏氏氏氏氏氏氏

池園哲太郎氏

土木部長に昇進啄一しむ︑行年四十オその人格裁量卓抜し宅書記官の

際努鋤含談にば政府代表随員として伊太利琶ノヴアに隅張しまたジ

研究し努仙組合法案其他勢鋤争議調停法案の起草に彦書し第二回圃

藤野つるよ

藤井計砧瀬戸峯次郎小島富蔵

蛇輪安木府亥九造竹内透

西端洗心永木章完千本勇識
寄田川隆青木房治高北義雄
石・川貞子飯田源右衛門鎌田末吉
金城馨喜屋武定得平山和夫
船川故龍中村幸千田中誠一

中山フシへ山北小八郎岡部春弼

亦無焔彩畢げ九昨散曾す

入畢生

源子氏鋪木乙葉子阿井政子氏の熱烈なみ歓迎演説あり校友新入畢生

それより柵迎曾に入り来賓畑藤川堂氏三輪田元荊氏武田燕宏氏山岡

辞を馬し曾組の人格業蹟と本皐院成立の趣旨とを訓示して式を閉づ

て今回入畢者の態度概して坑賢なろ峨向あるか推禰し︑吉田皐監訓

韮潟し新入畢生廿五藷の承歴職業別年齢別及入畢理由等韮紹介し併

つぎ吉田畢監畢院長映席︶教育勅語を棒讃し呑山幹事は畢事報告

四月十六日第四皿入皐式施欺迎曾を畢行す︑午後六時開曾の辞に

第四回入墨式並歓迎書

名高かりき︒

ジントンに於ける圃際曾議にも出席し龍・政府ば逝去前特に復興局

金躍啓助氏
猪鼻寅雄氏

古館要氏
一峰秀華氏
烏谷義武氏
新烏六三郎氏

を経て警促局事務官から第一次の献曾局韮経て努伽課長に桑推す氏

氏は明治岡十五年帝大政治科出身岡川畷警概より兵庫螺工場課長

梗概韮誌し氏を偲ぶ一端とす

へ遣霊に封し浦腔の誠意を披涯し九時すぎ散曾す︑左に氏の閲歴の

披涯し一座をして感涙に咽ぽしむ︑凝生交々思蕊の情捕切なろを訴

蹴田氏起って眼の遡り氏を偲び感慨を新にし哀悼の情切なるものを

して息まざるもの＋姓氏先づ谷山幹事開愈に次ぎ一同祭鞭に職祷し

一課長常瓜愛次郎氏其他氏の薫陶韮受け︑その人格と畢識とを辿慕

畢生の間に多大の興味と感化とを及しれ︒倉する満に誹師祉脅局錐

度第三皐期の二回に亘り︑親しく皐院に於て努働問題の講義巻学なし

天宅敬次氏辿悼談話曾を開催す︑氏は大正十三年度第二畢期十四年

三月十三日午後六時より前本畢院勢伽問題読師献脅局努棚課長故

○故天宅講師追悼書

氏氏氏氏氏氏氏

はその兵庫螺工場課長め時代より今川に張るまで︑終始努伽問題を

一一75−−

久雄の助沿毅子

伺同同同同同同同小谷繁佐同同同同同而11

谷 山 田 伯 戸
佐寄

殿 殿 殿 殿 雌

書名著者名

園民訓西村茂樹著
固民十二訓大隅重信著

莱根諏新樺竹子恭稗
正信偶講鎚前田菩雲著
百人一首略解日本弘道曾編

醒晦公治蹟一雄千葉蛎印撫郡役所一冊
同

東京教育惇物館教育界臨時壷刊一冊

教育制度寺田勇吉編一．冊

小谷茂責殿

同

同

同

本邦農業要覧農商務省編一冊

教育的心理皐湯原元一編述一冊
維新御布告往来沖志楼主人著一冊

茶業振興二閥シ今後特二注意スヘキ事項要綱

優瓦農朋器具機械二閲スル調査一冊

竹内鍍三殿
同

一珊

皐説︑人名︑用語︑六辞書自著一冊

米穀統計世界之部一冊
米穀統計日本之部一冊

耕地整理要認一冊

耕地按張及潰康二開スル調査一冊

主要工蕊農産物要礎一冊

園塞畢要藍一価

茶業要藍一冊

同

同
同
同
同

同

同
同

高不八太郎殿

− て 6 −

阿蝿降経講義吉谷畳毒著

松石詩集・佐伯友光稲

徳の光深作安丈編

津雄二殿還癖

明滴天皇御製文部省編
皐校衛生皐三島迩瓦著
壁晦教界周遊前記

佐々木高美大人猪狩父蔵編
帝凹六大教育家娃討認縮者

二宮翁夜話禰住正兄筆記
霊確生徒姿勢の技折三島通一艮著

癖癖蛮用農末誰話大津誠太郎箸

‐一‐一・一一一一一一一一・一一・一一・‐−−．−．−−．冊
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東京咋鋤教育倉沿革誌東京教育雑誌

朱舜水朱舜水記念含編纂

冊冊冊朋・冊冊冊冊冊冊珊・冊冊冊冊冊珊冊敷

寄贈園書目録
茂 悪 武 友 平 贈
賞 林 平 幸 治 者
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1' l
l
l

人生畢
内ヶ崎作三郎著

人生とは何ぞと云ふ問題は古くして常に新

謹行所東京市赫田錦町三ノ十一︑振替東↑

京五八一八○番教育研究曾・

単説人名用語大鮮典

遡である︺故に古来の卯哲は之に向って努力

央問題であり︑又人生を更↓卜幸雨ならしむろ

に向って風刺な努力を誰丁ことば︑吾人の先

而し人生韮より深く考察し︑人生の何たるや

凡ろ事象を通じて哲皐倫理教育丈蕊科畢宗教

全編貧に千九百三十除頁を有する大辞典であ

て刊行せるものに幾多の榊輔訂正を加へられ

本著侭曇に﹃車説人名用語思想辞典﹂とし

高木斐川箸

警察弁の菩宿蛭井博士多年の経験と高潔の

し又後世の吾人も之れに向って努力しつｋあ

しく或ひは党に千古の謎であるかも知れぬ︒

人格と遠大の那想と冷維混ぜて︑成れるが本

るのである︒而し其の多くは州狭にして或ひ

民警楽の急務と圃際警察の要を説き︑其の笠

れるものがないのである︑著者は此の黙を遺

宙の大局に立脚して夙に綜合的人生梁を立て

には英併猫語を記入して談老の便堂を囲って

集し︑一々平明簡決なる解説が附せられ原語

れそれ人︑の部門に開了る畢読人名用語を蒐

本署の内容は思想的又は質際的生活上等の

彰畢げん事に謹力され士る員に園家人道の偉

居る此の辞書を座右に術へたならば難解の語

姥捉へ乗刈生吻畢天女畢人類畢註曾皐教育単

句に迩辿し或は人名を忘失し或は畢説の大議

憾となし人生の政治純済杜曾等の凡ろ諸現象

心理畢宗教皐等の諸皐より批州し殊に進化論

るや必せり識者︑畢生︑常識家の是非術ふ

詮捉ふろ烏に凡そ讃書作丈研究に簡便堂重な

や警察官教育の貝義乃論述し警察と国家団民

警察教育と圃際警察教育警察と科単思想等を

の含蓄笹だ多く半りに人生維局の目的及び盤

を背祭とし所謂綜合的一大人生畢を組織し其

魂の不滅を論じて其の蹄趨を明にす︒蓋し異

苦との結果を牧蔵し製本の美麗と相侯って益

され其後事ら著述に努られ今や其の燕蓄と精

くきものである︒著者腫曾く本誌の編戟に霊

々其の個値を高め赤るもの本著﹄ある︒

６

著である識者の味讃せらるＬことを推奨す︒

ものＬ必読の文字である︒

四六列純布上製五百四十齢頁

数の快著であり新しき倫理証脅の改造に志す

友曾

菊到白布製二百三十四頁定恢式閲五十銭

︑

百年の大策に立脚して出でたろ憂図不朽の名

索掲げて︑盛んに蕊畜を傾倒されたろ風に圃家

大なろ︑貢献者である︑本著ぼ一般警察教育

法堅博士松井茂著

著である博士は︑人も知る如く︐常に警察の

は宗教に或ひは哲畢に其の一に拘泥し未だ宇

寺ＣＯ

に燕捧され︑大いに其の畳醒を促し盛んに国

改善と其の民衆化を尚訓され嘗て警崇官教養

誰曾政治法律継蒋圃際生活の十二項に分類さ

警察の根本問題

州川新著紹介州州

[

蛮行所東京市麹町唾大手町警察誰智所皐

ロ
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１

』

一叩

凌行所東京市麹町厘飯田町四丁目二十番

地教丈就全学革製千九百三十頁定慨五
回八十銭

貴賎道徳要諦
宗像逸郎箸
本書は人生の盛衰は一に遡徳の奨賎如何に

道︒互助共築ｌ義の道穏感謝識分五︑畳

１１１！⁝

谷山悪林

祁田厘西小川町ニノー
日本弘遡曾内

荏基︾謂蹴砺灘撮廿五銭

料一▼庚告料︿前金ノコド

︾︾恥秘録︾︾郵畔︾仲訓︾粥詳︾︾︾︾︾一 慶一▼半頁金十五剛▼一頁廿五﹈
告◇

現歌迩考察するに内外の形勢ば頗る重大多雄一

悟は敬忠篤行六︐念語は現在最善︑最善資

東京市榊田厘四小川町二ノー

東京牛込腫早稽田鶴巻Ⅲ一員

印刷所文陽砥

識螺嘩

である︒吾人は本書所読の最善責行道が国民﹂

今後の資践的大通である幸へきぁ億じて疑はい
者である﹂と述・へて居る編本書の内容は

一︑縄論二︑現代思潮と国民の遺徳化三

目標は自己艮善美化︑社曾貝善美化四︑進一

道徳問題を説いて居ろ︒即ち吾人が責賎す・へ

行七︑最善の態度と禰徳一致︑の七章から

駿行所日本弘道曾事務所

錘鱈畷東京四三一七番

一 T S −

よることを力説すると共に資賎蛎行の工夫方

き責際倫理と其の責行法とを説いて居るｐ著

画

電話四谷二五九一番

I

路は皇違貫Ｉ力の道能力篇Ｉ愛の一

者ば之れを最善責行道と稲して居ろ︒本書の

有し冊迩の嵩に推奨すべきものである︒

成って居ろ︒責賎蛎行の迩徳書として特色を

｜

法に重きを置いて現時我が国民の責行す・へき

序丈中に日はく﹁吾人は今何起生活の郎想目

譲行所東京市牛込厘市ケ雰甲瓦町

標と仰ぎ︑皿つ如何なる進路を履みて其の目
標に達すべきか︒本書は其の最善のＨ標と進

￨騨蕊溌雨鯖

中丈舘布装四六版二百丸十頁定債二回

津宇成内有木若光

路と韮明らかにし︑現今に於ける最善生活の

町一ノー

下ル

丁

長都見田田原体
宮清丈茂融

五十銭送料拾二銭

所捌責地各

東京脚田歴
京都市迩町
奈頁市椅本
松江市木次
宇都宮市識
秋田市茶町
金津市片町
顧島市本町

｜亨繍町議

何たるかを考究せんことを企圃して居ろ︒之
ざと同時に本書は其の責行方法の考究に重き
を詮い居ろ︒蓋し責行ば人生最も重要なろも
のであるが同時に最も難いものである︒然る
にそれ程難く︑而かも人生最も重要とすべき
熱が齢り高くないやうである︒弦に時勢の病

責賎蛎行の法則方法に閲しては︑世人の考究

』

同同同同同同flリ秋束秋千同同同茨同水茨水
蛎 蛎 鵬 市 蛎 市
入舎者

田淵忠雄・

大貫五松

池原正一

伊豆山善太郎

開耀徳次
郡司夏吉
蔀安之介

万川虎之介

竹内氏太郎

大串畔治

三木醇三

宮本彰一恥

長断幹

井上凌居
幅邑正樹

猪股謙二郎

藤井正治郡

堀川源三郎

渡遥秀子

入倉者匿告

田 束 田 葉 城 戸 城 戸

瞬 府

I
I

同同同同何同早小同早自同同同同同同同加
川 松 川 身 納 紹
1 1 巾 介

1

政 泰 政 込 盛 者
演 識 騰 道

渡谷績五耶

久我啓道

加藤木常男

山口新

及川喜味之助

余子牛之助

嵯峨八右衛門

尾上帝之助

中村態浩

蛎

黒津荒次郎

大闘のぷ
河野金捌

北野武
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