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本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の曾耐西村茂樹先生の著
述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑毅然として
日本道徳を呼読︑し刊行された︑偶々時の首相伊藤博文公の怒に鯛れて
絶版問題を起したといふ快著は即ち本書である︒今より四十年前の著
述であるが︑また愛韓極りなき現代思想の婦趨を暗示するものといふ
べく︑混沌たる現下思想界に一大光明を宵らすもの︑貢に圃民必請の
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本月十八日は泊翁西村茂樹先生第一千五回忌に相富致候に付．例年
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修養曾幹事

四谷逼元町松卒伯爵邸

養源寺︵本郷侭駒込千駄木町︶︵ｋ嬢書横丁︺

同十時追懐談

八月十八日同九時法要

午前八時半参集

の通り墓前に詣涙して追遠の誠を表し度同志諸彦の御来曾を侍上候

一︑日時
一・場所
■

大正十五年八月一日
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日本弘道曾要領甲競

1

日本弘道曾主意

ＩＩＩＩＩＩ

Ｒ本払道揮は明治九年故西村茂樹先生の刺立に

の基礎を筆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道徳走高くし国家

世界の形勢を察する事
圃家の鵠来を慮る事
政治の良否を観る事
画家の経湾を知る事
教育の適否を考ふる事
無識の者を教化する事
道徳の園結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
圃民の風俗を改善する事
賦曾の制裁を作る事

同要領乙読

頭を寅行するを目的とす︒

治二十三年十月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要

畢及宗教の一方に偏筒せず諸教の長所を探り明

１１

十九八七六五四三二一

I

忠孝を重ずぺし︑稗明を敬ふくし
皇室を尊ぶべし．本圃を大切にすべし
国法を守るべし︑国益を岡るべし
皐問と勉むくｌ︑身僻を握健にすべし
家業を風むくし︑節倹を守るぺし
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
人の害を衣すべからず︑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雛も本圃の害となるべき
宗教は信ずべからず
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口古典の勢力を失墜したること我邦の如く連かなるはなし．是登邦

人の軽桃なろのみ鞍らんや︒古典を直すものは古典畢者なり︑大東

の文化は擁護せざるべからす︐之を擁護するに筒から道あり︑些も

私意を挟むを容さす︑須らく大東文化協曾及畢院の創設以前に還り
て深省すべし︒

口動静云矯悉く倫理の外に出づくからず︑治圃卒天下の道誠意正心

に始まるとは孔門の遺教なり・政治の倫理化を叫ぶ者は果して迂か︑

迂に似て迂ならず︑黛零の弊極に達すればなり︒黛人をして跳梁せ

しめたるものは図民なり︑或は日く我は畢究なり政を謀らず︒或は

臼く︑我は商貿なり政を謀らずと．知らすや立憲治下の民は皆其位
に在ろものなｐり︒

なすは非なり︑累を子弟の激育に及すは盆非なり︒

口帝都の復興何れの日にか成るべき︑只疑獄の頻に起るを見る︒逼

劃整理の遅々たるは住民目前の利害の獄めに百年の長計を忘るＬ故

なりや疑獄の起るは姦商私腹を肥すが故なり︒倶に聖代の恥辱なり︒

に
‑
,
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第十五年の天長節を迎へ奉りて

含長伯爵徳

炎日赫赫として︑礎夏三伏の央ぱなるとき︑年々に末るは︑天長の佳節なり︒祇日は特別な
る聖旨に基つき秋冬の交十月三十一日を以て之に充てられ︑賜宴と奉賀とは︑雨っながら彼
の日に行はると雛ども而かも聖毒を奉流す曇へき御降誕の佳長は︑固より本月の三十一日に
在り︒時正に酷暑の際に在りとの故を以て︑此の佳辰と彼の祇日とをして︑其の季節を異にせ
しめ給ひし所以の聖旨を拝察するに︑真に臣民奉賀の濃数を霊くすが烏めには︐盛夏の時期
自から不便少からざるを綴はせられ︑優旨此の如くに定めきせられしに外ならず︑至仁至慈

誰れか馬に感激せざらむや︒
御誕辰としては︑本年は︑第四十八回を算ず︒然れども天長節としては︑本年正に第十五回

に値ろ︒天行至健にして︑御異例とは申せ︑今や天機日々に麗はしくゐらせら虹︑寓機を親裁

せらるるには︑英蝿潤達におはせる撮政殿下の居ませるあり︑皇疎の隆と︑国運の盛とは︑
日に新にして叉日に新なるの概あ︑︐︑四海波を揚げずして風は篠を鳴らさず︒此の如き中に第

四十八回の御誕辰︑第十五回の天長節を迎ふは︑登に七千葛同胞の至慶至禰にあらずや︒

然り︑此の如きは毎年の佳例に属し︑濁り本年の本月に於て︑特に之を言ふくきのみにあら
ず︒されど十五年は︑個人よりし一Ｌ之と見るに︑古へ冠礎を行ひたる元服の年なり︒現制の丁年

は︑二十歳に在りと難ども︑東洋古来の藤として︑千年来踏襲したりし所︑今なほ十五年は︑
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人をして古潅を回顧し︑一種清新の気味を横溢せしめて︑騒憤措く能はざらしむるもの鮮から
ず︒Ｚれ本年の本月に於て殊に感慨の無量なるものあり︑臣子の至情︑自から一言なきを得ざ
るに至︐りし所以な︲り︒

皇称の陸と︑風連の孫とに於て︑既に一刻の違例あることなく︑随て天行の至健なること依

然として善の如きは︐中外の具膿する所なり︒されど時正に炎暑の季節に鴎すろを以て︑奉賀

の不便少からざるを察せきせ給ひ︑別に奉祇の日を設定せられし至仁至慈の大御心を拝し奉

りては︑今更らながら︑本月今ぞ以一Ｉ鴬然奉流すべき天長節の奉賀を省かきせ給へる︑名義のみ

の一佳辰となれる深意を翫味し奉るだに︑稗た恐催に堪えず︒

一衣帯水を隔てたる東亜の大陸には︑此の如き深意を拝味し奉ると正反封に湾はむとする思
想の横流︑今もなほ旺然として振り︑其の勢や瞭原の火の如く︑潜天の浪に似たり︒金甑無鉄

の帝圃に逢著して︑一指をも脳れ得ざること︑宛がら営年欧亜雨陸を席巻して︑鋭鋒を東方に
一樽し︑来て我西睡を犯せる蒙古の勢すら︑術且一歩を我圃士に印し得ざりしに似たるものあ

りと雛ども︑膿饗の如き常年の相模太郎︑六十六画の士気を鼓無し︑彼れの使を斬て背水の陣
を張り︑畏くも縮山上皇の身を以て圃難に常らむと紳明に立誓せられ︑畢圃一致︑揮然として

百錬の精金と一般たりし︑護幽の大精祁を有せり︑吾等亦この期に謝し鴬時を追懐して以て邦
家を泰きに置くべきのみ︒

固より往時の圃難を以て︑直ちに今日に於ける東大陸赤化の凶談に比するが如き︑甚しく比
倫を失するの嫌ひなきにあらずと錐ども︑大火金を燃し︑天地洪鏡の如き︑盛夏炎天の下に在

て︐徐に吹き度る清風を迎へ︑静に襟を披きて緑蔭に坐するのとき︑天地を傭仰して此の種猛

火の人心を暗黙の裡に延焼せむとするの勢あるを想へぱ︑堂に徒らに山郭水郷の涼を遊び︑避
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暑消間の馬に走奔するの時ならむや︒海水浴︑登山︑漕艇︑其の他遊戯娯薬の主旨︑もと心身
の健全を期し︑大丈夫漢の器を大成せむとするに在り︑一朝同胞の運命を脅かすが如き魔神の

来襲に際し︑敢駕として腿て溌雲を一掃するめ資力に根祇たるべき素養今笹積まむがためなるに

外ならず︒近時此の本義漸く明かならず︑漫然として避暑消間の無聯一笹敢てし︑人生の奥底に

此の大なる意義の存在することを忘却したるの槻あるは何ぞゃ︒
炎暑正に央なるの時に於ける天長節と錘に奉祇のＨを別に設定せられし盛旨を包含せらるＬ

努力する所以のものを考与Ｑに火に入て焼けず︑水にふし溺れざるの大精祁を確立するに在り

小人遁長して︑君子道消す︒此れ一歩を退けば︑彼れ一歩を進め来る・我れ一寸の道を弘めば︑
彼れ亦一寸の道を失ふ︒炎ゞ天たりとて一刻も忽諸に付すべからず︒念念道を弘むるがために逼

る所以に外ならず︒諸ふ︑道を弘むるの勇士︑此の暑中に於ける天長節の深意義を拝味し︑一

段の策働を加へ︑進で大に一世の惰気を鞭蕊せらるｋあらむことを︒
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至仁至慈の深意義一琶奔味し奉つるにつけ一しも︑近時人心の荒怠盆著しく︑正に是れ魔祁の来ｂ

乗するを迎ふるが如さ輝隙極めて多きの賞あるぞ︑其れ如何にすべきか︒暑期の天長節を奉賀
するの不便を察せられし大御心に感駿する如き我邦固有の精岬が︑近く炎暑に逢って忽ち藍

議せられんとするの槻あろは︑此れ堂に更に娼概今ど極はめ来る今へき東亜大陸に於ける一種の
猛火に捲かれ︑焼けざるこ供主の如きを得ると︑正に相背馳するの範例を示すものにあらず
0

孔夫子日はく︐﹁人能く道を弘む︑道人を弘むるに今のらず﹂と︒吾等同志の道今ぜ弘むるが馬に

や
l

進すろば︑即ち皇称の隆︑国運の盛︑日に新にして叉Ｈに新たなるの源泉今ど愈§豊かならしむ
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青年の自覚
ｒＬ

春山作樹

世の中に憂国慨世の志士と云ふやうな人が時々出て来るが︑さう云ふ人は随分大きな仕事もするけれども
所謂志士気分を有って居る人は︑悉く祇曾の篤に︑叉圃家の烏に︑最も必要な事業をやって居るかと云ふと

必ずしもさうではないと私は思ふ︒一篭其志士の気分と云ふのは︑寧ろ感情に基礎を置いて居るものである

勿論事業を行るには︑それをやり遂げるだけの輩間な意思を有って居なければならぬ︒叉それに封する所の

熱心を持って居なければならないのであるから︑魁曾に濁して何か有益な事業をやると云ふ人が︑非常な熱

烈な威情を有って居ることは︑必要な峰件ではあるけれども︑それのみでは事は篤し遂げられないのである

− 5 −

而して唯々極めて純な感情を有って居る人であっても︑往々賃際の時勢と云ふものに通じて居ない︑富今の

急務は何であるかと云ふことを知らないでやる人は︑自分の圭槻的の考からして突飛な意見を述べたり︑或
は時代に相営しない所の酸革を企てたりするやうな虞もあるのである︒私は世を憂へ園を憂へるやうな人

も︑唯々憂へるだけでは無効だと思ふ︑資際に知識があって︑さうして明かに︑冷静に判断をして︑何虚に

今Ｈの問題が在るかと云ふことを知って︑徐に計豊を樹てるのでなければ︑本営のことにはなって来ないと
思ふ︒

それで軍に感情に駈られて︑事業をすると云ふことから見ても︑或は叉自分一個の利益を固るのではなく
して︑是は吐曾の潟に必要であるからやるのであると云ふ︑純粋な気分を持って居るだけであったならば︑
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さうして一方に於て此前後左右縄て周園のものに就て︑明かなる洞察をして冷静な判断をすと云ふ理智の力

を鉄いて居る人であるならば︑却て間達を惹起すことが右ｊ得ると思ふのである︒さう云ふ人が今Ｈの時代
には漂山ある︑資は左傾した所の危隙思想を有って居ると見られて居る人の中にも︑成程其説く所は除り過

激であって︑逆も賃行の出来ないやうなものであったり︑時勢に合はないものがある︑或は根本に於て間違

って居るとしても︑是が牡曾の潟であると云ふ純粋なる威情に至っては熟右傾派の人と違はないのである

が︑私はそれは取らない︑右傾涙の人にしても是でなければならないと考へて居る所では︑昔の憂画の人と

連はない所があっても︑それが時勢に合はなければ︑矢張其事は行ふことが出来ない︒

此東京市の街路の混雑は甚だしいもので︑もう夜となく書となく一日として此東京の市街の混雑をして居

に考へられるかも知れぬが︑私はそれでも宜しいと考へて居るのである︒

さう云ふ熱烈なる感情を有って居る人から見ろと︑極めて李凡に聞え︑さうして又微淵的であると云ふ風

二

ることをうるさく感じて居ない人は︑無いであらうと恩ふ．電車が通る︑自動車が来る︑人力車が来る︑自
轄車が行く︐叉徒歩者がある︑然も其間に緩くｂと重い荷物を引張って剛きうして傍に幾ら念速力の乗物が

通って居っても︑知らぬ顔をしてノソリノーとして居る牛車︐馬力などが混って居る︒速いものばかりが危

険ではない鰯時折は涯いものが止って居る馬に︑道を横切ることが出来ない︑そこへ速いものが来て衝突を
することがある︑遅いものも矢張今Ｈ著しく交通の妨害をする︒

此等の状態を見ると︑是は軍に東京市内の交通状態であるけれども︒それが或は精赫的に我園の現在の状

態を表象的に現はして居るものではないかと思ふのである．非常に急進的の考を有って居る人もある︑それ

は全速力で走って居る自動車の如きものである︒叉極めて緩りした考を有って居て今日でも術ほ江戸時代の
竿ばに行はれたやうな思想を有って︑時勢を糠慨して居る人達も居る︑それは牛車である︒それ等の間に吾

々は彼方に行っては速いもの面篇には殺されるかと思ひ︑涯いもの瓦潟には行手を塞がれて︑さうして始絡

まごついて居ると云ふやうな状態である︒それで交通の整理をするには︑除り涯いものもなく︑除ｂ速いも

のもないやうにして行かなければならないが︑思想の上に於ても亦同嫌であらうと思ふ︒一鰐此東京市内の
道路を見るに︑自動車を走らせるには甚だ不適常に出来て居ると恩ふ︒第一町幅が狭く且つ所に依ては歩道

と車道の腫別すらない︑雨降りになると︑酷いぬかるみになるやうな所へ自動車を通す︑自動車を通すと云
ふことが無理なのであるけれども︑併し今日の忙しい世の中には矢張自動車も必要である︑巳むを得ず道路
の方は設備が出来て居ないでも︑自動車を通さなければならぬやうになって来る︑是が叉今日の我圃の状態
を表はして居る一つのシンボルでなからうかと思ふ︒
一一一

明治の新日本は︑ 短 日 月 の 間 に 大 急 ぎ で ． 造 り 上 げ ら れ た も の で あ る ︒ 恰 度 道 路 の 整 理 が 出 来 な い 所 へ 以
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て来て︑電車を架けたり︑或ば自動車を走らせたりしたやうな具合に︑西洋の圃々に於て作られた種々の文

明の利器を持込むだ︒洪律も教育も︑或は宗教も︑多くは西洋のものを借りて来た︒共ものそれ自身は︑それ

ｆｌの園に於て︑長い歴史を以て騒達して来たのであるから︑其圃に於ては相営に其土地の状況と巧く合ふや

うに出来て居るであらうが︑之を日本に移し来ると︑其ものそれ自身の善し悪しは別問題として︑兎に角此

方にそれを利用するだけの準備が出来て居ない所に︑持込んで来たので今のるから︑色々の不都合なことが起

一鵠此赴曾の習慣の遷り愛ｂを見ると︑物質的のものは割合に速く改まるのである︒電車を持って来ても

って来る︒

自動車を持って来ても直ぐに利用することが出来るやうになる︒東京市内にも此頃は既に織筋コンクリート
或は煉瓦造の純粋芯西洋式の家屋も大分出来て居る︒それで外観に於てはⅡ本ば明治以後非常な鍵化を示し
て居るが︑それが果して此物質的方面に於て眼に映するが如く吾々の精紳界が改造せられて居るか︑物質界

の進歩と精紳界の進歩との間に巧く調和が収れ℃居るか甚だ疑はしいのである・きう申す︲烏それは我圃の事

情に合はない所の西洋の思想を持込んで来たのが却て弊害なのであって︑さうして従来あった貴きものを忘
れて居るが篇に︑思想の混凱状態が起って来たのである﹂と言ふ人もあるであらう︒外来思想の中には日本の

事情に合はないものも少からずある︐けれども従来我風が有２Ｌ居ったものの中にも︑事責上善いものと悪
いものとがある︑昔のものは皆善いとも限らない︑さうして叉昔に於ては善いものであっても︑今日の新し

き制度を採り新しき精神生活に遷って行く潟には︑根本から蒲へされることはないけれども︲それが叉時代
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6

に雁じて改造せられなければならないものもあるのであるが︑それ等の鮎に於て︑兎角巧く調子が取れて居
ないことが︑蕊見されるのである︒
四

。

元兼思想の中に於て瞳我圃の歴史や習慣と合はないものがあると云ふことに就ては︐先輩が既に色々箇篠

を塞げて述べて居られるからして︑私は少し方面を愛へ一し︑従来の考方が今日の時代に適膳する為には改造

せられなければならぬことでありながら︑未だ改造せられて居ないものｋあることを述琴へて見やうと思ふ︒

今日の時代に案外に過去の愛な思想がまだ勢力を有って居ると云ふことを︑私は此頃熟々と感ずるのであ
る︒今日の時代に於て煩ひを為して居るのは︑新奮雨方面から来て居ると云ふことを感ずるのである・雲に

原敬氏が内閣総理大臣になられた時に︑彼の郷里の人々は非常に喜んだ︒勿論偉大なる政治家を出したことは

郷薫の雲であるから︐土地の人が喜ぶのは営然であらう︑併ながら其喜び方が多少問題になると思ふ︒

﹁伊達政宗墜象傑であったけれども︑遂に天下を取ることは出縦なかつだ︑是まで天下を取っセ者は或は源
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頼朝或は饗臣秀吉或は徳川家康の如く何れも近畿東海の出であった︑所が大正の時代に原氏が東北から出て

天下を取った︐是は我国の歴史に於て先例のないことである︒故に犬に郷里の者は耐せなければならぬ﹂此
東北人が天下を取ったが故に︑東北人が喜ぶと云ふことは︑多少非難を免れないと思ふのである︑其東北だ

とか︑或は東海道筋だとか或は中園だとか九州だとか︑今日の時代にまだそんなことを言って居ることは︑
それは何を意味して居為かと云ふと︑長い間封建制度に養はれて来た所の︐極く小さい地方的の感情である

吾々は此大臣が郷里の人であるが故に援けなければならぬ︑此大臣を出したことが此地方の雲であるが故に

今度の内閣を援助しなければ坂らぬと云ふやうなことを巷へてはいけないのである︒何庭までも其政策を判

断して︑是とすべきは是とし非とすべきは非とする︑九州の人が東北の人に賛成しても可く東北の人が中園

の人に賛成しても宜しいのである︒未だかＬる地方的の威情が有るが篤に︑我国の政治は非常に鯛ひされて

居るのであみ常に地方的の問題を餌として︑政黛の勢力を張ると云ふ所謂地盤政策と云ふものが行はれて

居る︑此地盤政策なるものは︑封建制度の間に養はれた極く小さい考で︑それが今日でも尚ほ極めて有力で

あるといふアーとは︑各政黛政派が争って所謂地方問題を提げて地盤政策をやって居る所に︑隠れもなく現は

●

可

［

れて居るのである︒
五

﹁天下を取った﹂といふことは何事であるか︑吾々は誰が穂理大臣であらうとも︑唯々其行はれる所の政策

が真に画家の烏であるかどうかと云ふことが吾々の批判の標準である︒所が今日の政黛政派の主義とか綱領

とか云ふものを見ると︑どの政薫政派でも殆ど違った所はない︑皆圃椛を伸張するとか︑教育を盛にすると
か殖産を奨働するとか︑同じやうなことを言って居る︒それならば晴嘩しないで一致しさぅなものですが︑

皆一致しないで非常に争って居る︒さうして見ると︑是は元来主義の手ではない︑唯々政権争奪の機臓に過
ないのである︒唯政権零奪の機開であるから︑どの薫派が多数を占めても︑質際の政策の上に於一︲ば︑大し
た蓮ひはないのである︒在野翼時代匡園言したことを所謂政府震Ｉ翼翼となった時に︑所謂喬薫内閣が責

行ずろかと云ふと︑そんなことはしない︑其時には何とか彼とか言って叉逃げて居る︒それから叉可笑しい

のは此頃は或る一つの問題に就ても各政黛政派が除ｊ明白に意見を溌表しないことになって︑掴所のないや

うな︑後になって責行しないでも尻尾を掴まられないやうに暖昧な言葉で壁表することが︑流行して来た︒前

の議曾に於て現はれた教育制度の改善に閲する建議案と云ふやうなものは最も好い例である︒極めて漠然た

る抽象的のことが︑列ぺであるが賃際どうするのか分らぬ︑それは結局斯ぅ云ふ政策を執らなければならな
い︑其政策を執る潟には自分が責権を握らなければならぬと云ふことではないのであって︑資潅を握ると云

ふ声︶とが結局の目的なのである︒それだから﹃天下取︲一と︑斯ふ云ふのである︒天下取と云ふ言葉は非常に

古い言葉である︑比較的新しい所で申しても︑武田信玄が天下を取るか上杉謙信が天下を取るか︑これは何

方も取らなかったが織田信長であるとか徳川家康であるとか云ふ人に天下取と云ふ言葉が用ゐられだ︒そ

れより少し古い所では︑能く太手記の中にもある﹁新田︑足利園の幸ひ﹂と云ふＺとがあるが︑それが矢張
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天下取である︒更にもう少し古い所に行くと︑源平の合戦が天下の零でゐって轍源氏が天下を取るか平家が
天下を取るか︑其時には圃民とか風家と云ふことは眼中にないのであって何方が椛勢を取るかと云ふことが

零であった︒其時分ならば天下取と云ふ言葉を用ゐてもおかしくはないが︑今Ｈ圃家の政治を論する場合に
天下取と云ふ言葉は甚だおかしいｃ吾々取られる天下の中に篭って居る者はそんなことはお断りしたい︑吾

々は誰でもそんな取ったり取られたりするやうなずぜ目標にして貰ひたくない︑吾々の鰯に善き政治を行ふ
人には柴位をさぁげて惜しまぬが︑天下取と云ふ気分だけで雫って居る人達には︑御願したくないと思ふ︒

かやうに僅かばかりの言葉の中にも︑案外古い思想が含まれて居ることを感ずるのである︒
︷へ

・近頃世間の人が頻りに我圃の政治は資本張義の潟に煩はされて居ると云ふが︑其資本主義といふのは︑西
洋の方では矢張大仕掛の工業が行はれるやうになり耐手工業が腰れて機械工業が行蝶れるやうになってから

段々にキャピタリズムが弧くなって来たやうに考へて居るのであるがＨ本でもさ弓去ふことのなかった時分
には︑此資本主義と云ふものはなかったであらうと云ふことを︑はっきり考へて居るかどうかわからぬが兎

に角資本主義の践唇と云ふものは︑極く新しい伽のｋやうに考へて居る人がある︒成潅資本主義と云ふ言葉
は昔はなかった︒叉燕這方も少しは今日と逢って居ったでせうが︑私は今日の政治界望飼豪の潟に鯛ひされ

て居るやぅな形の資本主義ならば︑大分前からあったと思ふ︒西洋の勢働問題や牡樗問題や側かを論じてあ

るものを見ると︑霧一く工業経溌の上に於て論ぜられて居るのであって︑資本家が機械工場を有ち其虚に擦働

者が働いて居るが︑其利益は多く資本家の方が牧めることになって居る・きうし一一資本家は其現在の自分に

都合の好い位置︑換言すればさういふやうな砥含状態を維持する馬に︐極々の方歓ど講じて居ることを資本
主義と言って居るやうであるが︑日本の資本主義の意味は之と大分蓮ふ︒日本は何か仕事をする者が濁立で
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a

或事業をやって儲けるやうな場合を指すのでなくして︑何か政府の保護に依って金儲けをしやぅとする人が

裏面から運動することが多く現憾聾し居る︑若しこれが今側の所認日本の資本主義であるならばｌ資本主
義が趣治に偽して居る澗ひであるならば︑それは江戸時代から確にあった︒其時分には議含もなし新聞もな

し︑輿論を起して世間の同情を集め︑ざうし一︲︾多数の後域老を得て新事業を起すと云ふやぅなことは出来な
かった︒最も力あるものは幕府及講大名である︑併し其諸大名と云ふものは資隙に於ては経湾上除６有力で
はなかった︑段々入費が重なって来ると金を借りなければ財政と巧く切廻すことが出来ない状態になって居

った︒それが後になる程段々酷くなった︑そこで商人から金を借りて居たのである︒商人は只金を貸しはし

ない︑必ず交描係件と︐坐し何等かの利権を占めて行く︑さう云ふことが始絡行はれて居った︒さぅして叉何
か商人の方でも新しい事業を起さうと思へば︑肉分の力だけでは出来なかったので︑賄賂を使って営局の人

を動かしてやらことが常套手段とな２Ｌ居った︒そこで今の日本に在る所の資本主義と政治との結托と云ふ
ことは︐西洋の方のと多少趣きが連ふ︒日本のは新しいものでなくして江戸時代から行はれて居った型で非

には善いものも津山あるけれども︲悪いものも混２Ｌ居る︒さうして其善いも妙瓦方が却て滅びて．悪いも

常に古いものである︒かやうに今日の時代に於ても︐案外古いものが深山残って居る︒固より古いもの心中

の児方が案外津山残って居ると云ふ状態になって居るのである︒それだから︑私は恰度今の東京の市街のぬ

かるみの中に︑自動車を走らせるやうな状態になって居ると思ふのである・精祁的の改造といふことは中々

むづかしいのである︑真に今川の時勢に適雁したやうな精榊を以て︑さうして吾々が常然執らなければなら

ぬ種々の政策︑或は習慣或は法律等の其精祁を︑真に理解し一︾し之を蓮蹄すると云ふことを︑是から心掛けて

行かなければならぬ︒即ち明治時代に大急ぎで造厘上げられた所の新日本には彼が此方に手の届かない灰のも
のが残って居る︐之を補って︑完全なものに仕上げることか︑大正の時代の任務である︒さぅしてそれには
現代青年の力を籍りなければならないのである︒
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今日の我国の状態を見ると︑内外共に多事である︒圃民思想は前述のやうに︑新しいものも稲を為して居

れば︑古いものも禍を薮して居る︐それで彼飢是れと制度の上に於ても巧く釣合が取れて居ないやうな所も

ある︒さうして明治以後︑我圃の富は著しく増進したけれども︑欧羅巴︑亜米利加等の誕圃に較需へるとまだ

中々及ばない所のものが↓のる︒さうして天然の物資だとへば石炭石油と云ふやうな是から先の時代に必要な

ものが極めて乏しい︒叉剛民の生活に一日も峡くことの出来ない食糧︑殊に吾々は米を常食として居るが︑

一年の消費額を一年の中に剛内では産出することが出来ない状態である︑吾々の着るものは園内では出来な
い︑今日では日本園内殊に本土に於ては棉花といふものは殆ど蔵出しない朝鮮の方には多少棉があるけれど

も︑本土の棉はすっかり滅びてしまった︒着るものも食べるものも矢張外から仰がなければならぬといふや
うな状態になって居るのである︒きうして慶く剛際的に見ると八種的の反戚が屡く帆を為きうとして居る︒

それで吾々は今日除程気を着けなければ熊らない破目に焔って居ると思ふ︒其篤には先づ園民の精祁的の

改造をして健全なる新時代を造り出して行かなければならぬ︒さうして此物質的の方面にも段々駿展を試み
なければならないと思？奇それ卜﹄は図民が悉く一致圃結して︑一個人の利益と云ふやうなことをのみ︑眼中

に置かないで︑さうして圃家の事を自分の念としなければならぬと思ふのである︒本曾の主張の中に．身

の圃家に繁ることを知りｉ一と云ふ文句があるが︐それが極めて必要なことであると信ずる︒
今日の老人達の中には塵爵斯ういふことを言ふ人がある︑どうも今川の青年は狗に意気地がない︑吾々の

巷い時代１大織鯛満の初年であるが︐明給初年頃の書生ば︐常に天下蝋家憲論じたものである︑駅が今日

の青年は畢校を卒糞する前から︑卒業後の就職に就て奔走し︑天下腿家論ずろ者はないと嘆する人がある︑
併し昔の通りになれと云ふことは多少無理である︑何となれば明治の初年頃は人がなかった︑新激育を受
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七

1

けた人がなかったので︑畢校を飛出したばかりの人が︑重要な地位に直ぐ用ゐられだのであるから︑畢校の

寄宿舎の中で天下園家を論じとも︑卒業した後にそれが私曾に多少の反響を典へたのであるから︑それで天
下圃家を論じた課であるが︑今側の畢生が天下圃家を論じた所が中々急には行かない︑注律を修めた堅士が

銀行などに入ると先づ窓口の中に坐らせられて通帳を附けさせられるといふ有様︑それで修めた法律を活用
する迄には十年を要すると云ふやうな課であるから︑天下風家を論じても中々始まらない︒それであるから

自然きう云ふやうになって居るけれども︑それはそれとして蒋来の圃家を荷ふべき青年は矢張天下圃家を論
する位の洪大なる気分だけは保持して置きたいものであると私は思ふ︒此意気だけは決して小さくならない
やうにして置かなければならぬ︒思ふに今日の時代は青年がさう云ふ天下圃家を論じ或は祇曾を論ずること

が決して無駄でない︒何となれば真に我国の前途に就て正しく考へ︐感情に趨らず叉空論にも流れず真に時

×

×

×

×

×

×一

14

代を理解して︑さうして営然斯くなければならないと云ふ所の理想を描いて︑それに胸っ︾！｜進む人は今日の

青年を除いては外にないのである︒老人は老人の考に依って支配さいて居る︑子供は勿論まだ前途が遠い︑

；今日恰度畢校生活をして居るやうな青年が︑真に我圃に取２Ｌ頼みになるのである︒さうして其中には比較

的純粋な考を有２Ｌ居る人が多いのであるから︑特にさういふ人達の反省を促したい︒自らの任務が非常に

×

重くして︑叉遠く大なろものあるを十分に自畳せられんことを切に望む次第である︒受責記き

×

盛夏の休養観

○し．シや・７

全さ・フや︑７

いり

しうやマフ

づくろ

足立栗園

かせ

しんＰや．Ｊ

各一

い

と蒜・ん

にんげん

弁↓よぎ

なく︑多くの家人春薦を有する蒋吻常に篠なくせ
ど心ハゼいァ︑如雪ノｒやう
ちろ§所の吾人生活上の僻件でめります︑けれども

かとんけんぞく

もなく日々の糧を得ん潟であって︑濁り自分のみで

かて

それｊｆｌ活動して居るのであります︑之は言ふまで

︐︑わつどう

はないから︒働かずに稼がずに楽隠居を極め得る身
・りうかん りんり
分の者は別として→走抵の者は流汗淋潤たる裡にも
ぺつ

乍併︐夏の暑き側といふとも︑人生の一日に相違

とんせい

て︑そこには何吋播りもなく︑而も油然として虚偽
わい
ならぬ天下の冥薬が湧墜Ｌ出るのであります︒

い戸か

下涼み︑男はテ︑ラー女は二布し一との冥状であつ

一轡ざこ

あるが︑﹁物持たぬ挟や涼し夏の月旨薬みば夕顔棚の

批過ぎ寺幸︑

即ち飾り気もなければ何の繕ひもない︒そこに人間
じゆんしん
いふろ
の純真きが露出して居ります︒言ひ奮した語句では

憲義ある鎖夏法を肇べ

暑中休暇の利用
淫いかふく

当ごや︑７り

・盛夏
三伏の候は︑心身疲倦して鍵諒目な修養を積
ものう
むに噸いものであります︑されば畢生の如きは多く
しつか

は都門を去りて︑郷里へと錦省し︑人情温乎なる父
各一・７や︑う

母の膝下に在りて︑それ︐トー休養をするのでありま
てきたう

す︒乍併休養とは決して噸惰蹄逸なるの粥ではない
せいかき・二Ｊ・や列ノ

其の休息を篇すの傍ら適営なる保養と修養とを心掛
くるの謂であります︒そこで少しばかり盛夏休養に
いぎ
就ての意義を葱に物語ること︑致しませう︒

赤裸々の純填
かききうそく

思ふに夏期休息の状態ほど赤裸々なものはない︒
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0

−１

肴らうぐう

套唾・うそノ︑

じころまで

かＬる境遇の者でも︑正午前後より二三時頃迄に至
一一ノ︑︐しや一

ｂ極暑の際は︑多くは休息もすれば午睡もするので
士いがじゃうにん

夏期の修養法

きうそくぼやうしうやう

知声晶上二

蓋し休息保養の間にも人間自然の修養はあるもの

や瞳た

あります︒かの例の八幡正法寺の大我上人が

唯ふてう

あろひ

で︑日盛りには軽き一肩の疑らぬ護書をするとか︑書

書をいぢくるとか︑法帖に就て筆道に親むとか︑或

．心︽︒︒﹄や一一

余仙驚後暫安眠︑食患除時坐二法鐘さ

は詩作︑歌詠︑園碁︑蒋棋各：其の好む所に従人が

もちかた

今日山僧篤二書寝↓蒋来自作二痩牛一牽・

ごすゐ

夏時自ら午睡しやがて山僧を書寝より喚起さんとて

か乞い二抄
したがしやう

よい︑即ち寓事は気の持方一つによるもので︑其の

・おこ

かく自ら吟じっ勘︑山僧を起すとて一首

ざん

書寝すれば牛となると唾これおほん

肱・うばふ

はんれうあふくわい

好む所に徒へぱ︑趣味は自然に其の間に生じて︑暑
さを忠ろ１−方法ともなるのである︒若夫れ夕景と

さん職しようよ・フ

かうぐわん

なり晩涼の生ずる頃にもなれば︐親しき友と相倉し
恥いらいむしやう

まふノ︑おきょ角生へぬ間に
ばふ
しふくわん
此の午睡の習慣が暑鷺日の疲弊を癒する一法には
げ人ゆ

て奮交を温めたり或は新知を交換して修身︑治家虚

くわ

相違ないが︑除り其の度を過すと︑生来無精なる牛

えう

？︺・フー﹄﹄一ｂ一つ

おもしろごｒん

古人錯夏の詩

かうぜん

世の一助とするもよく︑時には散歩道遥して欝を散

くわいふく

の身と人身を化して了は煩ぱならぬ︑適度こそ元気

けつ

し勢を癒し︑浩然の気を養ふもよい︒然し之にても
のこ

回復の一端である︒されば蕉翁は﹁ひやノーと壁を

決して其の度を過してはならぬ︒要するに夏期は心
じつさい

ど？きよう

ひ︒みなしか

けんたい

ふまへて書寝かな﹂の句を残し︐可暁は﹁ひったり

身の倦怠に流れ易いものであるから︑始終心を引締

あご

Ｊ︾田植の跡を書寝かな﹂と農村の資際をよんだ︒叉

める所がなくてはならぬのであります︒
か汀ふ

乙め

かの一茶は﹁山水に米をつかせて書寝かな﹂とて︲
ぷしやマフ

休息睡眠の裡にも稼業を忘れぬ責況をよんだもので
かろね

あるが︑それでも中には無精をきめて︐﹁人を見て叉

古語には中々に面白いのがある︑而して特に吾人

て昔ろく

々無理に書寝かな﹂の寝過しをやるのが比々皆然り

の修養に費すべきものが多いから︑左に少しく摘録

い主し

の歌態である︒之は深く戒めねばならぬ所であらう
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しゆうみ．

しようごく

して置きませう︑坐して詞讃なり︑渡稗んで獄讃な

てう

せ一・ノ

医う

すうせい

○紙昇︑瓦枕︑竹方淋︑手倦んで害を拠って午夢長

し︑睡起莞然として一笑を成・す︐数諜の漁笛捻浪

すゐせい

今言すゐしゆみ

つたいば

ものうすなば

すない

をさ

こうつ．

しひ

心手倶に瀬きどきは︑則ち坐睡す︑其の狸ひて稗
を役せざるを以てなり︒

︑フご

さだこと

其の以て乗酒すべきを以てなり︒

心手倶に間なるときは︑則ち字を篤し詩文を作る

べく止むべきを以てなり︒

手間に心噸ぎときは耐則ち迂事を治む︑其の作す

て弐

ふて放置すべきを以てなり夕

心間に手瀬きときは則ち法帖を観る︑其の字を逐

ひ会

﹁間居録﹂に日ふ︑書室の中︑修行の法︑

かん誉よるくしうぎやう

夏法を僻へて居る︒玉壷氷に日く︑

又古人は午睡と護書等の開係に就て︑趣味ある錆

●

りして下さい︑趣味の津々たるものがありませう︒

すべか

錆夏修養法の細別

に在り︒︵蕊持正の詩︶
ねむ

奏辛雑識に日く︒

︒．・つ

○飽食緩行して初めて唾ｂ畳む︑一蹴の新著侍兇煎
す︑巾を脱して斜に純淋に椅て坐せば︑風は水聾

かな士かむしろ

を透って耳遥に来る︒︵斐晋公の詩︶
○

か︽

○細書老讃を妨げ︑長箪昏眠に極ふ︑箪を取て且つ

お陸

︲まくら

一息し︑書を拠って還た少年︒︵竿山翁の詩︶
○

おほ

ねむりさ

○書を讃みて巳に畳ゆ眉稜の重きことを︑枕に就い
︒ロや吟つ・一

さうばん

て方さに欣ぶ骨節の和することを︑睡去って知ら

たけなに

ず天の早晩を剣西聡の残日巳に多きことなし︒︵呉
僧有規の詩︒︶
○

ざ贈こぼ

心甚だ定まらずんば︐宜しく語及び雑短の放事を
み

○老いて文書を讃んで典悶なり易し︑須らく知るべ

職るべし︒其の見るに易くして意︑文に瀞らざる

やしなし

がやま

し病を養ふの鯛に如かざることを︑竹淋︑琵枕︑霊

を以てなり︒

心間に事なきときは︑宜しく長篇の文字或は経註

よるちやうへＡ

堂の上︑臥して看る江南雨後の山︑︵呂築陽の詩︶
○
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○

／

ぷんしふ．きふはく・一だし

或ば史博︑或は古人の文集を看るべし︑此れ叉甚として︑菖慕時代に其の健歩を穂せられたふ百
井塘雨
いマフ
が︑商家の出ながら慨然志を立て︑若し富裕の身と

だ風雨の際及び寒夜に宜し・

いた

可Ｕ手﹂

叉
く︑
るに
らず
知ら
ばぼ
︑徒
にた
之を
求めんよりは寧ろ
て日い
そなが
二至︑
ろとひ
ま
つ
の
踊

よさく

幸や

とつ

手冗はしく心間なると︾合は︑則ち思ひ︒心冗はし我が欲する名弛癖梁を楽しむに如くはなしとて︑途
く手間なるときは則ち臥し︑心手倶に間なるときに金三十片を携へて漫遊の途に上り︑西は薩摩︐日
きば
にて
は則ち著作し字を害し︑心手倶に冗はしきときは向︑東は奥羽外ヶ渡の果までも究めたといふは︑く糖
早く其の事を畢へて以て吾が榊をまんせんことを時にしては賞に他の企及すべからざる大丈夫的の快

よう︑７しな士ふ

つうしよ︾フさマフじ

思ふ︒墓であった︑彼は通稲を左右む
二ろと
いひ︑京都の人で
まち寮︲●単﹂う
しうや７がいけん

以上砺編の文字共何奴も用意周到といふくく︑而其の兄が室町の富豪額屋といふに番蝿をして居縦新一

せじゃう

のち

して特に鎖夏中の修養の忽かせにせ湾龍趣を概見すより︑終に己が志を樽じて此の新奇の一方面を開拓ＳＩ
べきであります︒蓋し暑中休暇中の畢生諸氏の如きしたものでありました︒かくて麹誹の後京都に還り一
くん読
くわを
い 讃んで︑其の休養法に従ふたならば︑其の兄の残せしより︑止むなく恵屋に入って事を扱一
は此の訓
ごころ

そうしんめう

しよぜ昔

多少得る所あるを疑はないのであります︒紙上一般ひ後には主人に説いて︑無益の器財を買ふことを止

の者でも︑か司る﹀心掛があらぱ︲一層紳妙であります︒め其の代りに古誇の書籍を多一く購求せしめ︑尚ほ主
家の女子の需に聯じ︐筑紫琴の組みの文を註し﹁自
きんじりうう

ぐはだ

在抄﹂といふ一書を著したといふ︑土長一崎人と稗

百井靖雨と高山践渉ぁら砿

たんれん

幕末志士の漫遊と夏の詩

若夫れ近時流行の高山賊渉や諸幽漫遊を企て児各すべきではあるませぬか︒
自の知見を開くと共に︑更に其の身心を鍛錬するの
は
う辛﹂くいい︑ょ

方途に出づるならば︑班年血気者の快畢とし詫減秘言く尋ラ︐言うやう
ざころ

賛意を表する所であります︒かの富士猛山の成功者叉我圃の幕末の儒若文人など︑己が修養に萱する

町ごつ

ばつせ︲ソ

ｊ・・・一ノー︑﹄宮ノ︒︲・ダｊ︲Ｊ・ｒＪ〃リク︑﹃︲〃︑９・︲﹄柳汁少︲Ｉ︲︐︲︲・炉ニイー〃札ｒ剛川．ザｎ﹃

きよ・う

しじう

利して諸圃を程嘘し︑途に高山大津をも駿渉しまし
たのは一には地理を究め人情を察し︑以て他日の用

忍老抑仰虻骨等イ瞳哩剰狂叩し月一認雪局︲

見背曝布茅野寒緑

に供せん篤でありました︑左に三二夏期の詩什を鰍断崖垂布奪天工↓七十飛流或鍍レ雄︑

して見ませう︒笑道常陽窮措大︑如今始在一玉簾中争

此の最後の一詩は︑水戸の志士茅野寒線・か︑有名

し︑ちみ也和ん・りよノ︑

浪華橘納涼頼山陽う具みた誉みづか

しよぜい

なる日光山史袈見爆を見てかくよんだもので︑自ら

てんし．︑︾

せ託ち画
闘人蕊裡夜如何︑月到二天心一露索多︑其の書生ＩＣしての境遇と其憂圃の志とを赤裸
々に露

豪竹哀蒜船櫛比︑一江無二慮著二金波↓出した所に︑彼の天這︿の流露を見るべきであります一

寒維は名を泰といひ︑字を伯陽と解し︑迩稗を伊溌９

はノ︑やう

伊香保道中藤森天山わ寺恥がたみ
隣撚隣灘翰鶴蕊諺一

じゃくぱい

﹂﹃︺

こうがいくに函︽んぶ
高低松堅爾三家︑馬語穿し雲石選斜︑
がなざは
五月山村始知し夏︑杜鵬紅老坐︲巌花︒し頗る燕節があった︑されば金潅︐藤田等の諸先輩

中瀧寺同人このひご

は若輩の雛をも忘年の友として皆敬重し﹁爾後二十
年にして我等の志を成すは此人ならん﹂といった程

てんぽまつれん

かんな人うつた

等と窯策する所があった潟め︑遂に井伊大老の浪人
谷田藤田あいく
わぃひやうじやうしょ

ゐいたいらう

ぐほ
重峨旅峰儲一掌開 天風吹レ月締︒香蒋芙であったが︑天保末年に弘道館の舎長となり︑剛こ歩
老傭獅定諸緑誌︑不し厭客従︽塵界一兼︒銀難に庭するや︑非常手段に訴へんとて︑安藤帯刀

二荒山宿二中慨寺一

退治に際簿し︑不幸にも帯刀と共に評定所に喚ぴ出

にちわづ

迩雲桟道烏同期︑水接仙宮一振二碧涛へされ︑安政六年八月二十七日僅か三十六歳にて斬罪

I

しユ

斗一白一一﹂

のぞ

に一庭せられ︑刑場の露と消えたので︑誠に惜みても
かれ

除ｊあることであったが︑彼が其の死に臨み一子を
いでなでしこ
しゆの吾

懐ふて﹁ふりすてＬ出てにしあとの撫子はいかなる

けう〃§ん

しの

も其の温情と教訓の切資なろを偲ふ・へきであります

色に露やおくらん﹂の一首を遣したなどは︑如何に

男性的靭開放的気分
きうやう

しうやうばふ

・一ゆしつない

手︾

ゐ

ますが︑夏は之を冬に比し一し︐野外的であって室内
よるこ

かいばってききぷん

的でないだけに︑頗る男性的気分に富んで居ること
おも

を喜ぶものであります︒而して特に開放的気分なる

〃︑いつ嫉ついうゐ

を嬉しく恩ふのであります︒乃ち吾人は御互に此の

間を利して︑溌溌有馬の素地を作らぅではありませ

函が︑古人句あり
おもふとちむすべぱす瞳し山の井の
あかぬ心はかげに見ゆらん

−−−20P一一

私は夏期の休養をして意義あるものたらしめたい

ＩＪＪＪＴＴＩ

口昔から趣は枯淡なものと相場がついてゐろ︒いや漣が枯淡なのではないが︑禅者が好んで枯淡な生活麺する
のである︒

口枯淡に安んずろ人は︑枯淡でない人より心配が少い︑遥幅話飾らぬから︑電車に乗っても気桑一︲︑ある︒汗じ

みた男が来祇からといって恐れ入る必要もなく︲泥だらけの子供が来たからといって︑足許ばかり見てゐる必

要もない︒家にゐてもその通り︑食ぺものに名苦勢はいらぬ︒人間衣食住の整美から解脱したら桑なものたじ

口衣食住の賛美をつくすが鳶にする人間の心配ば一通りでない︑それを解脱してしまつれら︑どんなに多くの

ゆとりが心脹出来ることであらうか︑枯淡な生活︑簡素な生活をするならば︑心はどうせんでも豊になる︒

〜 一 一 曹 一

一 一 〜 〜 〜 〜 ･

；

鰯に古人の之に封する修養法を一瞥したものであり
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か篇めに剛れて︑煩悶耐禁じ難く︐胸の

塵煩悩︑心の糸︑これ

にか児りて︑庭草︑早や︑露を宿す︑こ

出でＬ打水したる橡端に坐す︒月疎簾

流汗︑雨の如し︑去って熱湯に浴し︑

堂

い０

風の手にひかれああくや夕涼

は街ほ喫惜を去らす︑未得の

涼さを心にながす水もかな

宗長法師が

これ老裁断し了って涼風︑心裡に起る︒

は美魚の雨噸︑まさにこれ心頭の煩累︑

よしあしの葉を折り薮て夕涼

心を涼却するもの少からす︑物外の

俳味輝味︑俳句中︑騨味を帯びて我が

Ｏ

せらる槌ものあるも︑亦これに異ならな

加藤

恩ひ︑これが篇めに燃えて︑頚熱し︑身︑

・れ員に熱時熟殺して︑涼味却って身に満

することによって︑却って新生面の展開

を追ひ来り︑慕直に進前し︑これに直面

難難は忌避するに従って︑却って我れ

加はる︒

氷を呼んで炎蒸増し︑水に浴して署熱

つるもの︒

苦む︒

心頭を滅却し雨念裏を掃除すれは︑心
大鹿の如し︒耐語にいふ︒

火雲︑大鹿を蒸せども︑大虐︐熱から
ず︒

清風︑大豊を沸へども︐大豊︒涼しか
らず︑︐

−−21−

Ⅱ
出

I

は晩凍を追ふて随所に放浪し︑淡々の

月高く涼しき城の夜明かな
に至って漸く賓所に入る︒花蕉の
しづかさや岩にしみ入る蝉の聾
は天地寂莫︐として︑た噌蝉麓の涼を送る

あるのみ︑此間我もなく︑人もなく︑境

涼しさに四つ橋を四つ渡りけり

もなく︑心もなし︑来山の

は境によって心を樽ぜらるももの︑涼菟
の

さしあたる川も先づなし夕涼
は心によって境を郷するもの︑超波の

涼しさや夜はいろノ︑の星のあや
は仰で蒼察に涼ぞ求め︒露川の

橋涼み千人切の物がたり
は人事葛雌の中に投じて凍趣存し︑千代
の

涼しさや恥かしいほど行もどり
は猫り涼風を占領して︑却って他に羨す
る︑蕪村の・

端居して妻子をさぐる暑さかな
は塵俗中︑僅に涼を求め︑暁蔓の

雨日出て雲に末なし瀧千丈

は満身の涼味︑却って技巧に落つｏ世を

門庭三五歩を出でずして︑江山千里

を看議くす︒

もの︑見よ／︑︑

月は流水に和して橋を過ぎ来る︒

風は断雲を送って微に師Ｏ去り︲

すねもの隠一茶は
涼風も隣りの竹のあまりかな

︵環漢︶

生死超脱に就ては述あ例門奴も多し︑曹

︵天桂︶

よしといふ１こもあ↑しといふとも

殴禅に超州しては
ま§よやれすめはこそあれ難波江の

世の中は三分五厘梅の花︵物外︶

人生を下敵しては

箔喰ｈの仰も人の案山子かな

所にある︒蝉備の句︒怖瓶亮笑倒し去る︒

脚の特色は酒々落々︑事物に拘泥せざる

執批は炎蒸を件ひ︑酒脱に涼味を感ず︒

○

禽派の盤は海上に綿って消ゆるを︒

更に見ょ
千峰の勢ひは岳逢に到ｈて誌き︑

と吟じ︑豪快の気に満てる其角は
夕涼よくぞ男に生れたる

といふ︑人さま／︑Ｉの涼味俳味︑而して

其の中に祁味存す︒．
○

試みに左の輝語に琴︸得し見よ︑心涼自

寓事無心なり一釣竿︒三公換へす此

から生ぜん︒

江山︒

薦荻茂れる所︑一葉の錘舟に釣竿を垂る

心︑竿Ｌ二にして二ならす︑人生の柴辱

何の開する所ぞ︐三公もとより此江山に
伽せず︒

人間の是と非とを裁断して︑白雲深
き虎︑柴扉を掩ふ︒

で§柴扉を掩ひ去る︑却ってこれ︑

俗塵入らす此の茅屋︑雲は自然に畑を出
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不来の日東一
○

蕊鮮隠
懸来い、終
崖鹿ふ一の
、牛偽
､ ､

一に

深時

不 知 昨

雲去馬鷺
知 去 乃
レ 一
虚 、
騎
虎

日
し

て忽ち天を仰で獣頭し︑聾をあけて

よと命じ︑獄然として坐すこと少時にし

入り︑予の手を畢ぐるを合間に火をつけ

菩光薪炭を傭へ︑穴を穿ちて其の中に

を寄付し︑寺に来りて火定を見んとす︑

と大書す︑こ§に於て︑信徒競ふて米穀

喜拾して︑来って拝観せよ

碑定を示す︑志ある衆生は薪炭米穀を

三閏行脚の善光弾師︐本月某日を以て

んとし︑立札を虎々に植て

たまノー隆寺あるを見て︑之れを再興せ

曹洞の善光︑諸園を行脚して越前に至り

輝僧の機略︑熱くして涼しい話がある

臨 洞
聞けょノー︑雲中に馨あり︑菩薩来り

今

、 、

て予が火定を止め︑汝遠離磯土の念を

起すこと尚ほ早し︑しばらく磯土に止

って衆生を救へと仰せらるｏ菩薩の仰
せぢや︑今日の火定は見合す

と出でＬ集る所の米穀為貢り︑以て此展

寺を再興したと︑平気の平左で人を欺く

此和尚の機略は熱いのか︑涼しいのか︒
○

若し心頭を冷却せんとせば︑滴水槻が

ある︒試みに汝の頭上一滴水ありと想像

し︑心を其の頭上の一滴水に集め︑其の

水の次鋪に下降して︐頚筋より背筋へと

像はる如くに我が心を下降し見よ︑肢下
ん︒

に涼風起り︑諏身の冷然︑炎蒸を坐断せ

○

西行法師の歌に

汲みてこそ心すむうめ嬢の女が
いた暫く桶にやどる月影
と︑灘家︑一拶あり

賎の女がいた噴く桶の底ぬけて

水たまらねば月も宿らす

此夜炎蒸にして常るべからざるも

水たまらねど︑月は依然として天心にあ

みⅧ／︑

門を開けば高樹︑月の蒼々たるあり

﹁涼しさのかたまりなれや夏の月﹂Ｏ喋

々たる涼心肺語も︑亦此月に笑却し去ら

れん︒
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湾 の

指導者の資格

留岡幸肋

しどうしやしんり

誠の人てなくてはならぬ責行の人て菰くてはならぬ

しかく℃もあらこきうせいぐ人

ものしん

どう
指蓬し導
さる西者は︑指導する者を信じなくてはなら指導者たらん者は口で真理を説くばかりでなく︑

い

食︸い

る︒︲︑云ひたいのである︒

とあるが如く弟子誌謂浄たこ雛弥間達はなかったか︲於て大なる差違がある︒私はこの場．
合に
か於て生命と
らである︒孔子に於て然り︑緯迦に於て然りであは言葉に賃行を乗ぬる人︑宣言に責行を乗ぬる者と
一Ｆ一手﹂

ふちぴ
ては何人をも導
くことは出来ぬ︒基督を其の弟子が字を多く用ひてあるが︑此の字は漢籍にて見ること
かれくちいつばりはなば圭艇たきへみ
深く信用した所以のものは彼の口に詐欺なかりき﹄甚だ稀なる字である︒暇令見ることめるも其意義に

でしじかんせき

うに︑言ふたことは間遠はない︒言ふ丈の韮毛は行若し霊魂を離れば死ぬる如く︑信仰も行を離れば死
ふと云ふことで初て信用が起るのである︒誠なくしぬるなり﹄とも云へり︒バイブルにば生命冒冷のの

令行︿し︑其身不醗Ｘ正シ錐し令スト不し従︿し︑と云ったや行を兼ねざる時は乃ち死ぬるなり﹄と云ひ︐叉﹃身

か

まちがいだけもれいこんはな瞳な

は至誠を鉄如するからであ顕和し政綱深宣言だけで園にありしと︒一言にて誰せぱ言行一致が出来
しんな
かうく て ２
民は安心するものではない・孔子も其身正シヶレパ不啄トモは人を積導することは出来ぬ︒ヤコプは﹃信仰もし一

函諏礁踊謬諏竜帯岬・唖鯉峠︾癒騨畷醗融恥叫擢︽帽噸陸垂超怖酢需評函斗燕嘩瞬症蜂癖唾挫琴極毒地毒軍一

しんよ・７

︑︑︑︑︑︑三んにちいせいしゃへうごわれ画一じつかうひさ
し
せ
い
︑
︑
︑
︑
げ
ん
︑
︑
︑
︑
４

、

てつひきり夢んごつはつげんけんりばた

はつげん

おこなパ・い仁すう

ｒやうじゆこしかくが

かせんげん汀んせつたんたいそれゆゑ
と

ｆ十哲の一人である子路が﹃行に敏にして言に調伽一謹言の擢秘なしと云ふのでのる︒果して然うである
のぞ︾﹂昔をしこんにも昔しう．リ？フゐん
ならんことを望んだ時︑孔子は何と教へられたか︐ならば今日貴衆雨院に於て︑懸愈郡曾さては市町村
てんなにい
﹃天何をか日ばんや︑四時行はれ百物成る︑天何多ぜ宮に於て謹言する人の大多数は法律上の謹言権はめ
どうごＰ︑やう
︑︑℃℃︑︑︑︑く
か日はんや﹄と︒二度までも天何をか日はんやを繰ｂとするも肘道徳上には謹言し得ざるものである︒
ｂ返へされた︒天は官言や言説を連謹しない︑否何圏鰐に於て然り︑個人に於て然りである︒其故に指

しかおまへなら

かうしこたＬどうしやむよくくｈよく

無慾叉は寡慾でな各てはならい

事をも駿言しない︒然し四時行はれ爾物成就するで導者には此の資格を峡いてはならぬ︒
はないか︑然らば御前も天に徴ふて言はずとも貰行
も︑︑おこなをし
あるさき

さへすれはものは必ず行はれるのであると教へられ

い

たのである︒或時叉子路は政治を問ふた︒孔子答へ指導者たる者は
無慾︑少くとも寡慾のものでなく一
これた一§一
い泳．
て先彰と勢唾之二と謂はれた︒是れ如何なる意味かとてはならね︒之を他語せば﹃受くるより蝿へふろは幸５

せい鴛

たみ

せいれん

力入

みやそん蓮く

おだほらかうしや７

きかのがわかい︐︶ありからかばんあみ

なら・

譲灘騨蔑溌霊蕊蕊黙懲羅騨溌謬潔電

たいせいしゃかく︸．

ばつ蕊ばふりつたみこれあさしきりざょかく

ごく

いた

であらう︒上に立つ為政者に於てこの畳悟あらば︑途狩野川に架したる橋を渡る折柄河畔に網を以て魚
・蕊布せられた命令と法律は︑喜んで民之に従ひ勢すを漁るものがあった︒見るに数人共同して頻と漁獲
ただせいぢおやかた ３の．うをや︵んぱい：
と錐怨まざるに至るであらうと︑こは一菅に政治家にして居たが︑其内の親方らしき者が其の魚を分配す
あたおのれさいしゃうえこぷんレ﹄もあた
わげ
於て特に然りと申す識でなく︑教育家も宗教家も乃ろに常り︑己は最少を得︑大部分は乾分共へ輿へた
けいざいｒやう寺いじようりせつ
いたう
至斌倉事業家もこの心ありて初て事は行はるＬのでことに痛く難たれ彼が後年経湾上推譲の理説を説
ぜいげん

そのこんげん

ある︒くやうになったのは其根元をか
錘く
にみ
壁ん
せし
りう
と樽へられ

西諺にノー︑ライト︑ツー︑スピーク乏○烏鷺ざて括る︒斯の如く慾深き者は民衆を指導するに足ら
いみじつかう
砦の鳥と云ふのがあるが︑この意味は賓行せずしてぬ者である︒
別

そうろ

りつば

せつけうばうかせつりう陸くし

そのはんたい

僧侶や牧師限説激坊主﹄﹁説教牧師﹂なる者がある
わうＤ
りｉ
Ｉ︑

かれら

言ふことは立派であるが︑行ふことは其反濁に出づ
しゆしうけうか

ることが多い︒否往々に
にし
して
て彼
彼等
等に
には極めて慾深の
よ

どう

じ︑フしよ〃池

むよく

あとより拾ふ寺の住職

︑ロひろ

も の がある︒この種の宗教家を戒め た 歌 に
上くす
すす
世の人に慾を捨てよと勧めつつ
鼻つ

資に適切な道歌ではないか︒無慾叉は寡慾は指導者
しかく

わたし

そのしかく

い

酷．いぎ

かれしどうしや

くいげん

ロー霜ろを知らねばならぬ・於是

たるものと謂はねばならぬ︒況や彼は指導者として

は謹墳格に於て﹃ぜ
い︒

むよく

無慾却て大慾てある

乎寡慾は指導者の第一義︐と云ふも過言ではあるま

わたし

がう工くもの

か弧らいう

だんじ鳥われしたが

ストは彼等に謂やう︑
あみ

あさ

ぞく﹄んか齢ら

等﹄よハー−９

︑︑︑︑

ため

そん

かい

に人を漁るのである︒魚族よりも人間を漁る鰯に所
いそん
持品や家屋を棄てたからと云って損をしたのでなく

︷う

したと云ふならんも︑何ぞ固らん︑彼等は魚の代り

だと聞けば俗人は彼等は賜鹿なことをした︒大損を

なんばかが牝らうを

従せりとあるが︑家も漁具も棄てＬキリストに従ふ

液﹂フ

︐と︐彼等網︐と其の他の漁具とを棄てにキリストに随

ｊ

汝等我に従へ︑我汝等をして人を漁る者とせん︒

ぎよぐす

てはガリラヤの湖水の畔で魚を漁ってゐたが︑キリ

こすいぼごり

キリストの弟子たるペテロ︑ヨハネ︑ヤコプは曾

かつ

私の錘に謂ふ無慾は全く慾無しでゐるかと云ふに
しかが一つ
士
二琶怯
決して然らず︑却て大慾者である︒之を他の言葉で
いせうよく
ょいみ
云へぱ小慾を捨てｋ大慾をとるのである︒善き意味

どうきくくわんねん

かういそのひさすで

たる態度を執る者がある︒か児る行篤は其人巳に得

でし

に峡けてはならぬ資格であさ︒私の友人に古材木を
あきな
るんせつ
商ふ者がある︒彼は新聞の論説すら十分に讃むこと
かれ

の懇慾者だ︒

わたし

の出来ない人であるが︑道徳観念になると極めて明
だいがくせい

瞭で︑私は屡Ｉ彼に教へられたのである︒彼は其子

なんじどもだちくわいせきなど

﹃汝友達と曾食せんためレストーンント叉は曾席杯に

が大畢生の時代に教へて云ふやう︑

わひら
かんとやうがき

行く時は先づ汝のポケットを開け︑決して同伴者よ

かつき

り勘誠稽溌支桃はしむくからず︑汝のポケット室し
そのそく
ければ我代って汝の儲に支挑はん﹄と其息よく父の

士いとざ

命に服したりとは曾て聞きし話であるが︑世には曾
たにん
そしばら
食して他人にのみ其の支挑を委ね己は何等開せず馬

かんかれおほ

をした域あらんも︑彼は之によりて他に多くを失ひ
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ざく

いみかうし

きつねあな

じつあんが

キリストは一人の魂は世界中を得るよりも高債

たましい

ねふみいみ

之れ英米に公益事業の嘘に行はるＬ所以である︒

二えい・へいさかんお二な

を馬す為に金銭財賓を費やすことを損失︐ｃは思はい

ため含んせんぎいぼうおも

おう・へいじん

て高きものではなく︑資に安慣なものｌ｜云はねばな

ちんさいう

却て大なる得をしたのである︒この意味に於て孔子

たいｋく

かいをぜんじ

らぬ︒欧米人はベター︑ザンーゴールド閃昌の屠昏霞旨

すしか

ヨくら

は陳脅の野に餓ゑ︑キリストは﹃狐は穴あり室の烏

曾国と云ふことを解する︒之を解して居るから善事

びんほうしやかむに

しゆういう

でにも貧乏し︑稗迦牟尼の乞食のやうになって四方
す

わのうじや︑フ

を周遊したのも無慾は大慾であることを湾行したの
に過ぎないのである︒

いれい

しんせいにんげんけいざい

しん巷↑い寺︶みりきせっ

て真正の富司の凄昌宮は人冨自であると力説した︑

であると憤踏をした︒ラスキンはこの意味を善解し

私は十年前︑北海道サナフチにある我か農場の地
そかこんにちやく
域望の岡に今日で云ふと約二三葛圃もするならんと

わんつ

もの

彼の謂ふ人とはソール︑オブ︑グッド︑クォーリチィ

おもらいばいとうけんせつ

思はれる鴨拝堂を建設した︒所が附近農村の者の云

酔昌具唱且昌昌身で︑之を課せば善良にして資質

ごちかいこん

どころ

ふには﹃あんな所に鵬拝堂を建てるよりも︑あの三

る魂である︒真正の人間を造り立てることが経涛
とあや
ういごみ

季一さくれう

ねん︑１１

十町歩の土地を開墾し小作料を取らば年々一千同位

み

ひつは︽

る︒私は不束ながら此意味の富を起さんとして北海

わたしふつつかこのいみ

上謂ふ研の富よりも貴い富︵人︶であると云ふのであ

りり

の小作料はあがるに相違ない︒而して之を十年積め

や詮し

れんつ

道へ行き．而して望の岡碓距鐙霊↓唾を投じて穐奔
堂を建てたのである︒が世の人の目には山師か馬鹿

か

ひばんしうけうけ琴ういくかも

の所篤としか見へなかったのである︒この筆法で凡

こんばん

Opア

は巣あり︑然れど人の子は枕する所なし﹄と云ふま

心

ば一寓厨︑二十年積めば二高園而かも利に利が加は
つみたか
しかたくさん
ろから途には大した金高とならん︑然るに藤山の金
めんせき
きめそか
を入れて三十町歩の面積を遊ぽしてをく雷岡は︑馬
鹿でなければ山師ならん﹄と云ひ合った相である︒

せけんかんが

龍いよく

てを批判すれば宗教︑教育︐公益の諸事業は憤値の

かれちせうよく

世間一般から考へれば村人の批判は常然ならんも︑

しん

夕▼ぜん．りやう

ないものである︒然し凡ての根本をなすものは人を
ちくせき

︑︑℃︑℃︑︑℃

とんせい

彼等は小慾に賢くして大慾に暗患である︒人生は金

造るにありと信ずる︑善良にして資質ある魂の持主
ためいかぼと

す・へかい

鏡を蓄積するのが目的ではない︑金よりも人である

である真の人物が出現するにあらざれば︑﹃綴ては悉

ひごえ

つ〃︑

人を得︑人を作る潟に如何程金銭を費やしても決し

ー ー ー ー ＝ 二 J

匂
ー

むよＬどう
無﹄匿岸冒昌匡侭である︲と思ふ︒世を指導せん者は
む
よくいうかい
無慾は大慾であるこ←一を諒解せねばならぬ︒

日新の智識を坂入る塾ことに
後れてはならぬ

よ
みちびちしき千一りい
世を道かんとする人は日新文化の智識を取入れる

おくむづ

︐﹂脱武辿つ

ことに後れを取ってはならぬ︒難かしいこ韮ではぁ
らしきかくざく
ろが新しい智識の獲得に努めねばならぬ︒殊に青年
苧つり︶

の指導者たらん者は︑噺嬉一難誌︑新き書物を讃むこ
おこた
とを怠ってはならぬ︒暇令其人が性格高くあるとし

に︐しんげ勺ほくら

おいしか

ても︐日新月歩の新智識に暗くてば世を導くことは
なんじ

ゆ〃︑てざうみやうだい

難事であ参らう︒特に青年の指導に於て然りである︒
ちしき

くいうみやう

智識は光明である︑行手を照すの燈明皇である︑藤

くち

樹先生の所謂
闇に迷へる人を照さん

やみ主よてら

§で︑暗き世の中を導く人は手に光・明を提ることが
小
つえう︸﹄つしんしやわ

うで

・必要である︒青年の如き突進者を指導するには別け
それゆゑ１﹄どうしや
七も必要である︒其故に光明と熱とは指導者の左右
にあるべき腕とも云ふくきものである︒

むすび
争泡︐︶卦弓

いついが

じやうね沙やつく

さて智識が光明であれば熱とは如何なるものであ

じ？７ねつせいれん

るかと云ふに情熱である︒凡を徴き識す礁熱ｒある

この桔熱なくては人は動かぬ︒青年に於て特に然り

わたししかくしし﹂うしやｐ

で今のる︒

い雫う

みちび

私は以上五箇の資格を塞げて︑指導者になくて腫
こんにちひつえう
らぬことを明にしたが︑今日これら必要承る資格を

じうしよ〃︑

ほぐし

有せずして︑世を導かんとする人がどれ位あるでぁ一
世いわんたんち？７
らう︒白く青年園長︑白く市町村長︑日催嘩燕鍔癖渉

あ
錨珊
ひ識リ
鍔蝉
ピ
鍍ち
窪如で
軸詠
う稚で
銅哩
者
岨州
・郵柳呼相称睡群諏一

かう令姉やう三れらしかく︑

いい

ぞのがうか

校長となり果して此等の資格に狭如せる所がありと

すれば如何に努力するも其効果や極て薄弱ならんを
お
おただいまろん

二れらい今一にめ

い

しかくろんつく

恐れる︒私は只今この資格を論ずるに常り︑さて自
分は此等の資格を具備せりやと云ふに︑極て然らず
いまし

どうかんこれらしよてん主な・

と謂はねはならぬ︒故にこの資格論を造って先づ自

を警め︑併せて世の同感の士と此等の諸黙を翠び度
いと思ふ︒

百年の歴史を有する献曾事業

繁田武

五月一日より十Ｈ間の議定で東北一巡の途に上つ

よてい苧うぼくとゆん千一の陸

族は道連れ世は情へ︲っ

だ︒幅島市山形市等を純て秋田の支店に着いたのは

ご弓と
ごろ
いろばかろ士︑︲たびみちづよだ
さ
け二かう

どうは

きんくん

あきたし

かうしさＡくわん

以呂波歌留多の中にある﹁族は道連れ世は情﹂の匡洞の群諺緬蛎麺深海炉咋氾此の行は↑や得意の訪問
手︒は︑
一き
語き
はは極めて卑近な一言
葉であるけれども．よく道徳支店の監督産業及牡曾事業などの覗察が目的であつ

・しやかいは⑰ろぢひ

の大本を道破した金訓であると思ふ︒孔子の所謂仁泳弥ら︑先づ秋田市の保育院を参槻しようと思って

三ごほか

ぞく弓やう︒一んぜつ

電話で間合せると︑族長東山太三郎氏より﹁九時迄
も﹁なさけ﹂である︒稗迦の所謂慈悲も﹁なさけ﹂
きうてつじんしや
ざいゐん
きりすぎ
である︒基
督の所謂愛も﹁なさけ︲一である︒されば抵在院﹂との返事があったから︑五日の早朝人車を
唇あんてし

せい
三．聖
の説く所も此の語の外に出でぬものである︒若市の西端躯ノ丁に走らせ族長より懇切なる説明を間
しやくわいせいくわつ
しも世人が斌
曾生活は李等的愛に依２Ｌ安定を得いたのである︒
ぼんげんきかのほ

あい・ひろ

ほいくいん

保育院を知らんｌ︶欲すれば其の本源に湖って風

路は安らかに楽しく果すことが出来よう︒一雷にそれ穏識を知るの要がある︒是を以て鼓に同講の大要を

よわたりたび

ことを解し︑よく之を資行したならば︑世渡の族これ
ぢるや
すできただ

のみならず之を犬にしては愛を蕩人に炭め︑芳を両紹介い
する
とや
にし
う︒
今こ一
くよな
はち雀ううゑ・川ん
今より約百年前秋田藩の用達人に那波三郎右衛門
うせい
祁い生
といふ篤志家があった︒錘妹溌ぶに﹁世渡の困
寺︼

世に留めることが出来るのである︒

難は貧困より甚しいものはない︒自分が今側あろは

仁人の恵びんこん
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平

門

I

よおんお．﹀むく
せどん

世の恩でゐり君の恩であれば︑その恩に酬ゆるため

如何にもして世人の貧苦を救ってやりたいものだ﹂
か
んが鈴ぽみそか

おごづ瞳んしゆ

と考へた︒偶々文政十年十二月の大晦日に町奉行橋

円

同延人員約劉芙七犬茜施衣一巷園︑一天

阿

蒲園一
園︑圭三施薬天二一重
かぼとかうだい
どんじん

げん二ざいだんはふじん

仁人の悪は斯程に慶大である︒

現時は財圃法人として講の茨礎を葦めてある︒資

︐部し二

ぎやうゆ．●・

な直

そり

一一うロえい

る茄富氏に拝謁の柴を賜はり︑術明治四十一年九月

胆いえつ

駕東北御巡幸の際には︑畏くも那波肺生氏の後喬た

さい

である﹂と激賞したさうである︒明治十四年龍

博士が威恩講を一評して﹁世界にも類例のない好事業

はかせかんおんかうせかいろいれいかうとげう

有に鴎して居る︒嘗て悌悶の法隼大家ポァゾナ１ド

いうぞ〃︑

他五十二町歩の田畑額面十二寓除園の公債等皆その

たはたがくめんみな

むねがをくいうよつ睦

いうよゑん

本氏を訪れると︑話の序に藩主佐竹義厚侯が育児保

産総額は拾八葛三千有除園︵大正十三年十二月末現

・しゆつ︒．︺﹄．一だん

なはしおぽい

おばしめし︲昔かばしも千景げう

嬰の思召を抱かれて居ることを聞き︑且つ橋本奉打

在︶で五棟の家屋七棟の士臓三千有除坪の宅地其の

一一Ｆ｜

おき

り︑がうえい

一 鋤 一

より之が出資に開する相談を受けたのであった︒

一のんせい

︲きふきんあた

是に於て那波氏は宿願成就の期が到来したと大に
そざおい
喜び︑其の座に於て即金面五拾雨の外に十ヶ年分納
けんきん
ちかこれ
にて二百五拾雨を献金せんことを誓った︒是が抑々
かんおんかうのちなばし
感恩講の濫鯨である︒その後那波氏は同志を勧誘し
て寄附金を募り︑藩にても補助を典へてその事業を
たすげん者んしやはかまちやくよう
助け︑献金者には袴着用の特典を典ふるなどの奨

どうかうさ︲りつしや

善雪脹﹀やごう

皇太子殿下が秋田聯に行啓あらせられた折にも︑優
ちざようたか

働法を設けたから︑安政二年の秋には献金人員二百
しきん

渥なる御読を賜ったのは誠に光楽の至である︒因に

をうじつ

九十七人を算へ︑知行高五百二十九石詮に達した︒

前にも述べた如く感恩講設立の目的は貧民の救伽

式へかんおんかうぜつりつめんみん

保育院の開設

ぶ︒畏しとも畏き次第である︒

月特旨を以て正五位を追贈せられた︒皇恩枯骨に及

つゐさフ

記す︐同講の創立者たる那波砿生氏は大正七年十一

一一︑ロ一二︿︑三国三

あ

施米

一︑二一宝︑手︿丸九

円

薪炭

ざ〃︑︐︶

救伽は文政十二年の秋より開始したが︑資金の豊か
︸︾ヘノ

一︿︑一五つ

一一︑五三一

石

い時は私費を投じて之に充てたことも幾度にか
おで及んなょ
きういつすう
だのである︒大正十三年迄の救仙数を示す１﹄左
の通りである︒

救助戸数約

同人員約

ザ

いくとほえい

や︲いくわ︒ｕ

さつりつ亭フｊｆｌ

ぼいく

と育兇保嬰の二途に亘って居ったが︑創立早・々天保

ほいばんらけん

かう

の大凶款に際曾したから︑救伽に急にして保育の方
きうがん
は自から淳閑に附するの巳むなきに至ったのであ

ふく砂︑かつ

かんい

か一Ｌいじじ？ううへて善たう

ふるため簡易なる手工を授け︑義務教育を終れば本

︒くちい

人や家庭の事情を掛酌して︑種々調査の上適常なる

職業に従事させる︒一口に言へぱ父母になり代って
か
てい・母つうげうさ︑

家庭の愛育を施すものである︒前には普通激育をも

こんにち

つもつ︾

たものだが︑今日にては秋田市立の小畢校に通
が授けく
にちえうば

蕊させる事になった︒但し日曜Ｈには教育勅語︑戊

翠︾↓︶

ろ︒加之腰藩澄僻の蕊革に鴬り識の資源たる備高は
︑くわ︐ハほつ量︐うき？︑ノ
殆んど官没の姿となり︑全く窮境に陥ったのでゐる

申詔書の御趣旨に基きたる講話を行ひ︑叉毎月八日

ほいくじげう・

よ７︾・

陰ん罪雁

まんきたいゐん遣い

どうせうじんかうぎく

けうゐん

きんこうげう

おのｊｌ１︐﹀んてん

しょくゐんしよくたくい

一げんざいもやうげんかざいゐんせい
東山族長に現狂の模様を尋ねると﹁現下在院生は

家庭愛の充責

式こぎ

業次ぎは金工業で︑その他電気局技手もゐれぱ︑理

あ徒

かうわ

其の後二回の下附金に依って復活の曙光を認めたが

は藩主佐竹義厚侯の忌日十八日は那波蕨生氏の命日

え

しとう

雪しゆし

献金者山遺族巾よう訴訟を提起する者が出でＬ紛争

に富るから一同精進を行ひ︑群月営日にはその高徳

しきつ

げんざいしき的．

ふんさう

を重ねた︒けれども幸に明治廿三年に至り勝訴の判

につき講話を行ふ由である︒瀧期退院生の中には賞

て

ていき

決を得て一安心したのである︒同州五年に井上内務

業隼校の教員になった者もある︒一番多いのは木工

げんきんし臼

や一つや

番記官
官の
の覗
覗察
察が
があ
あり
り︑︑其の指導に依って保育事業に

髪業者もある︒各その特長とする方面に進展しつぁ
しんち〃︑

いんしゆ

手
手を
を下下
すす
／こ
／
︲こ
Ｃｔ
と
Ｌｋ
なト
なソり
ー ︐漸く冊八年十二月に始業式を

あるは誠に喜ばしいことである︒

ふ写戸︑Ｉ﹄や

びん言んしや

あんない

ひろ

ゆ
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しやうそ

畢ぐ
Ｉと
Ｃ︑
なっ
った
た︒
畢
ぐる
るここ
ｋ侭な
︒現在の敷地は千四両六十八坪
たたてて
ものも
っぽ寺
の
・う っ ぽ 寺 ・ う か い だ て
建物坪
坪敷
敷は
は二
二面
面坪
坪八
八街
勺で︑二階鍵の本館と李家造り
とうぐ

あんしん

の附馬
馬合
合峰
峰明
明治
治四
四十十ｍ四年八月の新築にかＬｂ何れも
堂々たるものである︒

事業の梗概
どうゐんきてい

︑うや︑フ

二十三名職員は嘱託繕を合せて六名﹂といふことで
し︑フや壱﹃ノ

同院は規定の砺域内に於ける貧困者の子弟にして
量ん

満六歳以上の者洋一牧容し︑専ら家庭的の教養を施し

った︒族長の案内で各室を参観した︒匿い一室を
⑤あ
そ
だにさゃ ．うしつ
覗く︐と机を並べて何か翠習して居った︒作業室に到

い︐︶よくもちろんがくよう＆んじぢてきくんいく

衣食は勿論肇用品までも総し︑且つ自活的訓育を典

』

主

いらご﹂い↑く

え

．と蕊細工に除念がない︒﹁あｋして働いて得た金は
かるむ
くじたいゐんほんにん

各自に貯金させます↑︒而して退院の際には本人に交
＃んざいちよちくさうかくたつ
附致します︒左様現在の貯蓄総額は八百除圃に達し

せつめいざう
あいさつ

て居ます︒．﹂ｉｃ説明を下された︒八時半頃になると登
ゐんせい

枝の仕度をした院生が﹁行って参ります﹂と挨拶を
Ｆ〃︑ちやう

すゐじば・

述べるや潅靴脅樺を典へて見送る族うら長
の面上には父
は
としての淵情が溢れて居る︒誠に美はしい場面であ
せいぜん
ろと感じた︒食堂に導かれるとそこには食卓が整然
なら

ぜい垂ん

と．うと

として並び見るから気持がよい︒炊事場には二三名
の保姻が衣服の整頓など母としての務めに従事して
手ころかていあい

居るのを見受けた︒到る虚家庭愛の充責といふこと
しつもん
くわんしわ
を看取したのである︒入院の方法につきて質問する
かん

ｒとやうのど

と﹁それが一番困難に感ずる所です︒こちらから勘
めにくい事情もあるし︑叉先力よりの望みを全部受
三きふ

入る画事も成し難いし︑その呼吸が除謡六かしいが
やくゐん
用掛下役といふ役員が常に調査の任に鴬って居るか
しゆ︲・やせんた︑く

ら之が取捨選捧はその方に一任してあります﹂とい
ふ答であった︒

施米の光景

壱ひ

せまいぴ

くわいわ

﹁如何です︒今日は丁度感恩毒の施米Ｈだが御覧に

すで

なっては﹂﹁それならば是非﹂斯乱いふ曾話の後東山
あんなし
一いた・
族長の案内で秋田市本町六丁目なる事務所に到ると

三し﹂

さうたう︲

施米は九時頃より始まるので既に二十名ばかりの老

しゆっちゃう︐くわうけい

男老女が腰をかけて待って居る︒理事に相富する年

ぴんとやう

寄といふ役員が出張して渡す榛は一寸評し難い光景
むＪ

であった︒用掛最上富燕君に講の起原及び現状につ
けいぞく

そうこ

Ｆいい︽二℃・畳Ｊ

いて尋ねると﹁講の素志たる籾の貯臓は文政の昔よ

ｐ︽安ど〃い

けんそく

り継績して今二千五百石はチャンと倉庫に牧めて

笹つめい

あります︒是は不作の用意に現品を積むといふ原則
どぞう

そぴ

を厳守するものです﹂といふ説明もあった︒七棟の

しさつ

のぷ

土識が事務所の側に侭然として誓えて居るのはその
ためである︒

覗察後の感

むかしどつかう

今回秋田の特殊事業を硯察しての感想を述ぶれば

かんたん

ずいしよう

一︑百年の昔に於いて赴禽事業の質行に着手した

そふ

のは誠に感嘆に堪へぬことである︒

ぞりくかう

二︑其の子孫たる者がよく租父の遺志を総承して

之を今日に績行したことも賞讃に値することで
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凶

ある︒
どゆんほう

寺︒

三︲併しその素志は遵奉すべきもその方法等まで
墨守するは如何のものであらうか・
きうひぇ

かうりｋ

すな嘘

救貧は大に可なり︒だが一歩を進めて防貧となし

ほｂｆゐん

ゐたい

ひご

ことは誠に偉大な勅績と解すべきである︒斯の感恩

ほこり

遇︲昔にん

識と保育院︐Ｃを有する秋田は綴り日本のみならず世

あき先

界に封しての誇であれば︑その診に謝しての責任も

亦加はることＬ思ふ︒即ち秋田の人士は講の趣涛を
く
わくだいしんてん

こうけん

綴大して圃家的の事業とまで進展せしめ且つ剛民道

ｒゆんおう

増穂となすことも考慮の必要があると思ふ︒即ち其

あきたじんし

てんいうと

田良雄

一般圃民も共に負荷すべき義務があるのである︒

一や

徳の振腿にも貢献せられんことを切望するのである

おう・へいもばん

の方法等は時代に順膳するが適策ではあるまいか︒

ぞんぞく

ざむ

是は錨り秋田人士にのみ重荷を負はすべきではない

れきし

ごめをせんせい

事績が見常らぬので困った︒
えつらん

私は瀞岡先生と共に大阪の四天王寺を訪ねて︑古
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そはと津のれ︒何事も範を欧米に取って之を模倣
ひろ
とするが多い中に自からの立案に依って愛を博むる
事業を施設し︑且つ百年の歴史を今日まで存綾した

へんさん

私の接した二老人の逸話

なつ

文書の閲覧を乞ふたことがある︐同寺は嘆兵愛に椎

おほく低よしみし

私は明治三十五年の夏︐我邦の救涛事業史を編纂

へんし◆﹁ノ

せんことを思ひ立ち︑聖徳太子の御事績を調査した
ことがある︐私の見た史籍には救湾事業に開した御

し︑音

ｊ︐何もないといはれて︐大久保好氏が三七日間泳
げいよ
浴寮戒して編輯せられた聖徳太子樽を悪興せられた

おもて︑フさ

相

可
己

せうかい琶

かめ註にせんせい

婦京後溜岡先生の紹介で足立栗園氏を訪ひ︐足立氏
ぼんがふもりかはちやう

の紹介で篭谷天尊先生を訪ひ︑躯祷先生の紹介で島
いたく︑し・

騨審根翁を本郷森川町に訪ねて教を乞ふた︒︑翁ば先
と・つしや

づ侍者をし一Ｌ私の信仰を尋ねられた︑私ば別に耀ぃ
Ｌん目う一

信仰を有って居るわけではないが︑臨滴宗妙齢寺派
だん︾﹄めんくいい
おこな

末寺の檀徒であることを告げて︑初めて面曾を許さ

れた︒
せ・つあい

でき

講根翁の読朋によ飢ぱ聖徳太子が救涛事業を行は
み

かた

れたことは正史には之を見ることが出来ないが︑・太
た・言そうじひ

子は大層慈悲の心に富まれたお方であったそれは
あいとく

藤霊維を愛請せられたことに依って知ることが出来
〃︑峠一〃︑

るとて︐私に勝童綴の功徳を説示せられた︑
このなつ

その時翁のいばれるには︑此夏の土用に自分は老
ぼんねん当こぎ

ふじゆんしんぱい

人といひながら﹁の︑子﹂を着て居る︑本年は絢に
気候が不順である︲凶作でもありはせぬかと心配さ
為かろなす
れる︑あなた近頃茄子を食したか︐そして味に鍵ｂ

あき

し

したがつとん城い

のすることは早や秋の季節になったことを知らして

るのではあるまいか︑随て凶款が米はせぬかと心配
！→この
されるといはれた︑ところが果して此三十五年は東

ばなしきみ

金言よもう型︑〃︑

北諸畷ば凶作で非常旗騒ぎであった︒

いまきおく

その日翁の話に金原明善君が︵君がといったか氏

せいふかし

がといったか今記憶せぬ︶自費を以て天龍川に架橋

いぐわい

した︑それで政府から五寓園を下賜せられた︑金原

さ７だんひんみんぷ今句く

君は之ば意外の金であるから何か有益に使用したい

没う
糾輝識誹蓉
坤躍吋掴恒垂洞嘩蛎蓉嘩評塞認鋤醸咋畔﹄

じぷん

おなじき

諏鈍帥錦壁瀞誠岬搾誼識神鋼誠窪恥雄訓症郡癖儀詫一一

せ如営けう

があってもなくても椿はい︑何程か世教に益がある

皇た

し農寺．う

せんかくけいふく

であらうと答へたといはれた私は明治の初頭に於

て斯の如き先畳の士があったことを聞いて敬服に堪

つロそのようご

へなかった︒

けってい

えんじやう

まだ話ば糖いた︑それで金原君は其用途を考慮し

おう心

はなかったかと尋ねられた︑翁の臼はれるには自分

とを漏間堕し︑その金を以
けらのうこう
ぜき

曲卓つ

てまだ決定せぬ内に宮城が炎上して御改造になった
と幼駄ｙ︑

が樹木が乏しい︐といふこ

きうかうづせつぼうきや・フ

かん

はどうも秋茄子の味がするやうに威じられる︐二宮

て樹木を献納した︒その他種々の功績があったので

あきなす

尊徳の救荒隠読に茄子を喰って年の豊凶を知るとい

かおも

ふことか書堕しあったやうに思ふ︒今頃称茄子の味

シゥ咋李

７﹀￥︽７．︾

いまセつめい

塞一﹃７９﹄半︽姉︲

金原君は従五位に叙せられた︑ところが野入濃に閑島田蕃根翁が営時我圃唯一の寂書家で博識の人で
いつ

し

はず︑殊に自舜は庭士を以て任する着であるから︑あったことは今読叩するにも及ぶまい︒
ねが

一一

よ士いゎん

まききいく↑内盛さ鋲︐︑ｋじよくねん．

圃家のために何日どんなことがあるかも知れぬ．そ
ごう方寺

の時恐睡劣一いからとて︑位記返上を願って御聡許に

うばさ寺一ろ

なり︑特に一汁宗の銘刀を下賜せられた圃口善悪ない私が金原剛善翁に初めて面鱈したのはその翌年三
い士争︑

人達は金原は煎餅を戴いて︑その袋をお返した込噂十六年の蛎︿であったかと思ふ︐翁が初掛一伽の挨拶は
しんこう

したなどの話があった︒あなた方若い人は我々のすることをし見
てはまどろし
か寺．て︲唯し
ぬいし

イ私は翁に︑名刺を差出したとき私の信仰を準聞きく馬漉げて見えるでせぅ︑併し是も捨石である︑拾

わけ．

沿う

も鶴かごろわかを倣い三ざ︑酌

になったのはどういふ課であるかをお零れした︑翁石は見えぬけれども此捻石がなければ築港は出来ぬ↓一
ぎろん

てんり・うがは

しいばう

ばな
し 榊弛み﹄嘩確帳︒一
鯉楠恥燕珊鉦
椛

のいばれるには︑近頃若い人達が物を聞き恥灘られと薄いぽれて居る云々︑先づ奇警の信諜礎放婁たれた諏
めんｈくわい

て誌論を吹きかける︐それがうるきいから自労の主
けん
のう州趣斗硫
義に合はい人には面禽せぬことにしてある︑自分はに崎岬唾
鈍
げいｚくさいみん少・

がｆ︑も︐小ぜつめいしうち〃︑ないむやょ・ソ
が〃くもんけんぷん
ぎみ

経湾畢とは経剛滴民の意味で︐修身審家治圃一坐夫下︲に就て斯様なことを話された．天龍川の沿岸の堤防
の事悶であるかと思ったら︑田口鼎軒氏の説明によを修築したり︑架橋したりしたので︑内務省お傭の︲

もうかうどんず雫

あら

てしきミノ

れば︑経滴皐とは富を増加竜ろ皐問で︑その増加の某外国人が見分に来ていはれるには︑あなた大なる
原因は何であらうとその動機は純であらうと間ふ所嗣家事業をなさったが︑併し之は川の中に大へ雫を拾
おどる・・
でないと読明されて︑自分はそんな忠孝仁義の道をてるやうなものであるといはれた︑それで驚墜Ｌそ
ほご
りｂう
ぼん
韮舎︾本
にし頭い畢間は研究したくないので︑随てそんの理由を尋ねたところ︑水源の保護が出来ねば大洪
くわ︽︑げん

な畢問をした人と愈見しても説が合はぬから面白く水が出て折角大金をかけて堤防は築き橘は架けられだて

ない︲こいはれた︒ても忽ち洗ひ流されると忠告された︑それで矢も槌

二

、
､
、

すゐｗん芯

せん表︑﹃〃

しょくだぅ

寺竺寸つ手心垣

ある時内務省地方局の食堂に来ての話に︑此間町の

じんや曳昔おぼかみ

主導か

もたまらず水漉地を踏査して植樹の案を立てたが︑

さ﹄つかへ

分は側から︐正味さへ洗ふではないか風袋を洗った

Ｌやうみふうたい

して鋸った︑浴客の一人がそれを見かねてか︐君そ
んな物を其庭で洗うものでないと注意したから︐自

典吾︑︑号や〃︑

洗湯に行ったＬき︑一人の書生さんが猿叉め洗濯を

＃︶↓一手﹄

ゐのしぎしかざっ

り﹄今︽

カブ

からとて差支はあるまいといつだところ．風袋がお

齢ら

かしいとて双方笑ひで柊っだが︑人間といふ誉は妙︲
おぷつかいすゐ
な者で︑しＬばぱや汚物の流込んだ海水で作った騨

きら３

んご識
う 懇碗一﹂錘権唖岬麺蝉群誠一
妹い鐸弛州睡幅擁碩函で識

套ご﹂金

用意の程が察せられる・

今り︾︺

昔ふけんこんなん

をふりまいて紳前など
清めるからおかしいと笑った一
ぴやうぐわら今フ
翁が赤十字病院に病臥中を御見舞したことがあっ６
だい↑一うずゐ

きそながらいぴゃ一な

溶いかけ

せ．︑．ぎう

かんご

るから用のないところは消燈せよと命ずると︐看護

ｒＬも目︑ｈ・ん

くなったのは木曾長良揖斐の三大河川の改修を行つ
たとはいへ金原翁立案の植林が行届いたからといふ

人達は此虚の電燈はメートルでないから識けても識
せんかノ︑しゃこうらうしや

訳やうゐ人

けぬでもそれ丈の代償は抑はねばならぬ︑消したか

このこごせんそ︑フ

だいかくわん〃い

我邦維獄人保護事業の先豊者功勢者は金原翁を推

かみがい

〃︑わんよ

らとてあなたの得にもならねば︑病院の得にもなら
ご・フご〃︑

さねばならぬ︑そして此事には明治十年の戦争に閲

ぬといふけれども︑代償に開係がないからとて物を
苦

いぜんせん陸い

居ると話された︒

是はそれより以前のことであるが私が先輩と共に

け

係して投獄せられた︑我郷人岡部次郎氏などが開典

粗末にすることはよくないと思ふから一々清さして
に打たれた︒

がいぎや画くふうし

翁は時々請謹を雑へて人を調示することがある︑

そまつ

して居る事を︐翁から聞かされたときは一種の感慨

にんたち

ことも其の一であらう︒

せしめたそうである︐近年岐阜綴下に大洪水が少な

ごき

岐阜螺は山岳ばかりで頻年洪水があって困難する
しよくりん
のを見兼ね︑時の知事に忠告して官民の植林を奨働

だ︑烏や兎などが居なければ猪腿が来ぬ︑それから雑
木を伐採し荊剰を拓いて植樹したさうである︑賃に

ち・うい

その遥は人跡の稀な地で︑狐狸や︑猪鹿︐狼などが
ゑんば今７

出て危険であるとて入込んで仕事をする者がない︑

ばつさいゑじ者

さればとて遠方から通ふこ とは蟹来ぬ︑そこで先づ
木の資産る樹木を伐採して烏や兎などの餌食を噺つ

掻くひらじっ

ﾍ、

Ｌづそか極うもん
わがりよくいん

静岡に出張したとき︑翁を某旋館に訪問し℃翁は又
いまやと

答潅の意を以て我旅館を訪問された︑来られるとす
ぢよ↑和．う

なにごご

ぐに女中に気の毒そうに物を頼まれた︑今宿を出る
とき忘れものをしたといふから何事であらうかと思
ひばち
ｐ︽

とを忘れて来たから伏

やどじんわ

へば私の火鉢の火を伏せるこ
まった

そまつ

せて置くやうに宿にいふて下さいといふ電話の頼み
であった耐それがことさらでなく︑ 全く物を粗末に

ひご

ていと

はれた︒

し

お

いつわ

此の外に私の知って居る二老人の逸話は淫山にあ

るけれども一先づ筆を撒くことにしました︒

は︑随分過激な事をいふ人があるが︐聴衆は拍手も何

もしない︑極めて冷静なものである︒沈藩で︑雷同し

茄い英圃人の態度は立派なものである︒我が画でも教

育家︑宗教家其の他の識者の力で︑固民の批判力を高

めて︑英圃人の標脹雷同せざる圃民をつくりたいもの
である︒
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し麹や

くわん

の虚分に閲し諸氏の意見を求められたことに就き︑
富時既に進んだ考を有った人がありましたねと申し

ゆゑ

蛤埜滅Ｕ

I

せぬといふ心からであるから奪い・

てんりうが唾かふ

私が翁を漉谷の寓居にお訪ねしたとき島田蕃根念
から承った天龍川架橋費に五寓圃の下付があってそ

土うじすで我を
おう

ぼんたう

だところ︑翁はたちどころに慈善事業などはめった
いさぎょし

にやるものではない卿本営に助けねばならぬ人は噸
むやみ

救助を受くろを屑とせず︑救助すべからざる程度
ひご狂どきうどよ

の者が無暗に救助を受けようとする死んでも救助を
昔うどよ

受けまい︲ｃする人藤救助せねばならぬに︑それが出

鈴ほきちひせき︒よくてｒ・

来ないでは救助そのものに害がある︑故に自分は慈
つＦ１

善事業は大嫌一どある︑それよりも積極的に救助を受
けいでもよい人を鎧るこ︑とに骨折︐りたい・と恩ふ︑とい

, 一 一

ｖ○々ｊｈｒ︐︑ｆ０ｔ︐１７

Ｊ︑ｆ︐︑ｆｌ

伊太利の宰相ムッソー

州即窄唖詐筆率詐峨一
議譲丞畔郡錨一窄率に一

ジ 恥寄 せ ら れ
れた
た︑
︑左
左一
一

あ１
る一
１

の青
青年
年男女諸君
日本の
犬んぜん

其の
の謹
謹丈
丈で
で一
記は即ち其
ある

れんいま

けんせつ

伊太利宰相ムッソリー一一閣下は吾人の知る所
に於ては現代世界に於け入男らしき男の随一
であって︑﹄一に世界の男の中の男であると思
ふ︒蟻の如く弧間なるその怠志︑火〃如く熱
烈なるその至誠は裳に濡夫をして起士しむる
の概がある︾而しそゴ意昨かその壌崎を山じ
て︲燃が如二︾愛圃の至幡送り出て︑欧洲戦

後幽歩無難であつれ大伊太利の粍潤既倒に
支へて益々国運の興隆を致されたし園の宰

相であるき同時にこれ等愛刷詩年の誰誠の蝿
結たるファッショの鍵司令である蓬
然しムッソリーニ閣下がこの信念に基いて自
圃に於て断乎として責行せられて居る主義政
策の全部が直に我国怪移して決行すべきもの

塞誌譲舜鐸蝿恥神祁鐸鍛噸部熱率雌鐸挿誇畢一
越儲癌率確昨癖建割堵稲や挿枠塞引︾畔搾竜一

ぐれい﹄︽リとは悔更恩はい︑現代の人傑にして而も我躯

．︽せ
い 娠砕榊︾磁蝿秘吋認蝿︾岬︾叫謬鐸︾垂睡︾挫一
奉室
ぐい
極
うえ
鐸い準課窪銅幽癖走評鍔哨秤羅岬噸滝野味謝耐た叫
率

くわう．しつ

＝

多

一

〜

−

も未だ知る等へからざるな︑り︒
そうめい

けいけん

じうぢっを遥々我が帝圃の青年男女の鍔に贈られたこ

とに依って充資すとは︑衷心ょ鮎謝して己まない次塘である
暖んｂやう

やくわこん

ファッショの風精柵に激動せられて︑この偉

烈火の如き愛慌と身乃献けて圃難に赴く職牲
的精一卿心振起するに力めらろＬことを信じ重

けいしんに封して感謝する次第である︾

聡明なる日本の青年男女諸君︑諸君は世界幾多の風民を躯っ収て深く現代の偉人ムッソリーニ閣下の厚意

て︑不安と窮迫とに陥らしめたる民衆煽動の唯物主義的言論を軽信し鰐歴史が英雄を作るか英雄歴史を作る方人も

ふあんきうにく

されど

しよくんをかいいくた

圃民をして︐他側或は危機に瀕せしむるが如き︐禰根を識するに至らむ大なろ光柴ある歴史を有する祁固雁封し︑鍵

き﹄善一

ろが如きことあらば︑そこに永く威厳ある武士的精祁に生き李りし日本の園に於ても青年男蕊の上にある事を白秘し

若し日本の青年男女諸君が徒に模職槌随︑自己の本領を没却して顧みざ我に
固暗
青ん年
男女諸君も必ずや一層感燕興起して
メッセージに︑もあろ通り剛氏の鼠の力直何れ

いたづら

催ふに︐自己の新生命は︑他人の経験を同化するこ

おる

を輸入し同化して︑今測見るが如き燦然たる文化を建設するに至れり︒てこの情意を識せる親切極りないメッセージ

蒙噌恥︾一﹄係
かう

氏ニーリヅツム相首圃伊

にぼん

げん︑？く堂いせいしん

ぜいしんてき

わが

讃して︑参一年酒養し来りし建画の大精紳に汚鮎を印するが如き︑浮薄と
危激とを取らざるくし︒
●●●●●●令よりゐ

けんじつ

日本と︑地理的にはた精祁的に︑幾多の類似鮎を有する我がイタリヤ
がれらそこ︐︑

あいじゃう

は︑黒シャツ青年の驚異すべＢ努力によりて︑極めて堅責に興隆するこ
たまもの

とを得たりしなり︒これ資に彼等が旭圃に封する熱烈火の如き愛情と︐
こくなん・

ちう画くＡあいこく

く︑

んねん

身を献げて圃難に赴く犠牲的精岬との賜ならすんぱあらず︒
わ

ひいづろでいこぐ

忠君愛圃の心︑長幼上下の別・義務の観念︑訓練の徹底等凡そ此くの
せんやう

如きぞ根抵とする我がファッショ主義は︑恐らくは︑日出庭帝風の尊貴
ゐりよく

世いれん

くわつき

と威力とを．強大に躍固に維持し宣揚し求りし日本の武士的精紳と︐一
脈の通ずるものあるを︑誰れか否定し得むや︒

な︑〃︑わつやｐ〜

イタリヤ青年の魂が︑ファッショ主義に依って活気づけられっ労ある
せ︑

１

．Ｌやうちい

が如く日本の青年男女播君の胸に︑建圃の精祁を活躍せしめ︑武士道の

精莱を附謹せしめよ︑日本帝圃の光築ある蒋来を建設すべき使命は賞に

かいきふじうと

かＬって諸君の双一肩に在ればなり︒

あらゆる階級に属し︑あらゆる職業に従事する日本の青年男女諸君︑

いうかんげつぜん

妥一こノ︑

ゐくｒうおん

勇敢にし亡仁愛に富める日本の青年男女諸君︑畷然として立て︑起って而

し乱

ぜいいんだん薄よ

して諸君の大なる澗画の鳶にファッショ青年ｌ﹄心を同じうして異口同昔
ア●ノ︒Ｉ︐１

に叫ベ

﹁我等に！﹂

画Ｉマ一九一二︿年三月

第四年ムッソリーニ

と︒蓋し圃民の真の力は︑何れの園に於ても青年男女の上に存すればなり

てゐたＣ

知るムッソリーニ氏は其身片田舎の鍛冶屋に
生れ︑熱鐘送り出づろ恐ろしい火花の洗耀を
受けながら成長し衣し
﹁溌言者郷士に入れられず﹂氏は十︐オめ時
彼が濁主編極し執韮し蝿刊してゐ衣刈刊新附
に︑織昨の政摘家壮愈主我蕃の主嫡を派罵す
る連峨記事の論調が︑あまりに過激であつ権
蔚に獄屋の人となった︒爾来諸幽深泊の旅を
預け︑土工となり左官となって糊口の途寺得

この間の奮闘の生活は氏を強く鋼鍛にまで殿
へ上げたｃ好個の試練所であり貨畢の魁嘘で
あった︒｜新酒を古い容器に注ぐべからず﹂と
は正しく彼自らの性格を透破してわる︒妥協
は莞にとってば唯堕落を斎すものである︒﹁屈

撰せんよりは寧易破砕せよ﹂とは氏の座右銘

の一句であるＣ
一九二二年の秋︑伊太利に勃溌Ｌ衣革命の妹
火の手は遂にムッゾリーニ氏を天下の舞蕊に
立たしめ︑ぱ缶らなかた︒営時伊幽が外交的
に破綻の瀕に臨み︑内雁亦化偏狭なる自由主
義の名題に隠れ︑混鈍として伊酬の存在危ふ
まるＬ時︑敢然立って双刀の釦を提げてフア
ッジスチの信峰を確立した果断にして熱血的
な愛幽至情は伊幽をして遂に☆磐石の安き雁
詮き︑新しいファッショの下に過去四年間隆
々たる圃勢に至らしめた︒
今ここに我等は此熱血首相の駒奥から遜しり
川士︑温情慈父の如きメッセージに接して感
激の情に堪へないのであるｃ
富士よ︑柳花ょ魁Ⅱ本刀・︽︑而して敬愛する我
固青年男女諸君︑今日わが日非季魂に瀧腔の敬
意をもれ↓西欧の一人傑の火化と閃く魂の叫び
に敬虐なろ共鳴を捧げよ︑

‑−39−

ｈ

︲１１１１１１−︲ｉ﹄●！．．︲１

漢詩
I

石

１︲︐︲︲︲Ｉ

１

１１

︵評︶今之オ子︒往々誤国家興可惜也ｃ

︑︑︑︑︑︑︑
底事貧憐甘誘畷︒

老柳

︲ｋｎＨＩ４ＩⅦⅡ川凶向ⅡＩⅢ且〃甲に昭口

成田橘太郎︵稗奈川︶

︑︑︑０ｂ︑︑○○○○○つ○○○○○ＤＣＯ

︑︑︑︑︑句︑
幾縮離人幾断魂・婿容消蓋立黄昏︒枝躍自塊禰疎影︒

色槌猶懐雨露恩・企蒋威深室撫樹・先生年老例開門︒

記不者蕉常時語・家巳出人人正尊︒

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○ＣＣ

迩︒妙在言外︒結句亦奇警︾可諦﹄
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︵評︶前聯不奮形容其樹︺後聯湊合桓Ｕ浬陶潜故事︒不見其痕

雨後新緑

扇舟杉江孝春︵滋賀︶

春漢川田蝉︵茨城︶

︑︑︑功︑︑吟
前宵雨歌翠姻斜・飛燕噸泥柳外家・撤緑洗塵生気動︒
一︑︑︑蒲︑︑
薫風一陣挑窓紗︒

︵評︶句亦有生気︒

筑波山

︑︑︑︑︑︑︑︑ｂｎｂ︑︑︑℃︑℃︑︑︑芯

︑︑︑︑．℃︑︑

突九孤峯大野中︒雲晴嵐影映青空・登臨竿Ｈ爽心気︒

拝恩師墨山先生之碑

︵評︶讃此作亦爽快︾況於登臨乎︒

遠野芙蓉脚下風︒

１１

1

５もＩ１ＩＬｒ．︲４１ｐ●１１１︑ｂＩｊ毎脚

文荘選

川

無題

初夏即事

閑居

１ＨＭＮＮＮＮ凹器Ⅱ肌間町４３脚ｉ︲︲ｒ卜０１日■■■■■Ｐ

暑■■■■８■唄凹■■■■■昌間トートトⅢ川抑︲門川叫血馴阿１１Ⅵ引刈ⅡＪ副１１１刈咽卜︲１０打唯ｖ︑．ｉｊ釧■■■Ｈ■■日噌ｚ■■勺日日■０６︲︲ｉｐｄＮトーＬ︲Ｌ︲．甥︲８ｆＯＩ１Ｉ１■０Ｎ■０１ＮＶ個ＨｒＨＪＨＮ■■■■■■■■■■ａ

西是筑峰東鼓灘・層容寒碧映柴開・利奔名走吾何夢︒

︑︑℃︑︑︑︑可︑︑︑︑§︑︑︑︑︑︑︑︑

耕雲内田鼎︵茨城︶

︵評︶緑陰幽諾︺可以愛︒是所以詩人向深虚也﹄

潮蝶刷々舞態軽・剰聞黄烏隔林鳴︒薫風四月清和節︒
︑︑︑︑弧︑︑
人向緑陰深虚行︒

春漢川田博︵茨城︶

︵評︶余毎展開新聞紙ｃ其所載記事ｕ多敗倫之徒﹄登哲酔名利︒

淘可嘆也︒◇

由来浮世奈風塵︒底事忘家且辱身︒上下浩々畔名利︒
○○○○○○Ｏ
如今誰是燭雌人︒

︑︑℃︑︑もも︑︑︑１︑︑口︑︑℃︒︑︑︑

金石河野金禰︵束京︶

今讃高作不湛制惑︒

︵評︶往年亡友某見贈狭山新茶余亦知其製法不凡︒贈詩謝之︒

緑色揮娼柳葉姿・七碗畷時清風起︒数杯欲読欝莱披︒
︑︑︑？︑竃︑︑︑Ｐロ︑︑℃℃
喫茶功用人如間︒笑答治心肝肺牌︒

片叫１判△１Ｊ吋町ｈ︲０１１ⅡＪ１則Ⅱ川Ｒ出Ｉ隙

︑︑もも︲弓︑○○○○○○○○○○○○○Ｏ

ユ叫刈ｌ１刊︲町ⅡＶ川１叩１．１１︑︲４１１９．１心９︐印Ｐ１ｉ岡川１Ⅲ︲町︐ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌＭＩＩ１ｌｌｌ１ｌ︐︲川Ｉ︲ｎ１４Ｊｑ︲１１１１︲ＩｊＩｌｌ殉１１

田野素鳩︵埼玉︶
漫然枯筆惚恩師︒六法博祁未有期・喜見先生功績大︒

︑︑画︑︑︑℃︑︑︑℃︑︑ｂ︑︑︑︑℃℃︑
書名噴々刻高碑︒
︵評︶銀山其人︒情淡寡愁穴突門人碩其徳而建此碑︒

宮津鈴木二氏︒潟余所病癒於東大脚
威懐之除賦一絶以謝云

知りⅢＦｒＭ卜ｈＦＪｊ＆１１１川釧Ⅱ釧例Ⅱ洲Ⅱ川日ｂ︐１．１︐︑ｌ︲鰻ｌ︲．︐０１１．０略ｈＬ
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松漢木内循市郎
匂︑︑︑︑︑℃
沈痛不睦総数旬︒謝君憂慮傭祁頻︑蛎威顕著今鵬癒︒
︑︑１Ｖ︑活︑
錘斐洞前誠潔身︒

大洗

︵評︶至誠通祁︒吾兄病窪営在近︒諸更自愛︒

春漢川田博︵茨城︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ｄ

散髪浴来身欲仙︒秋晴如豊夕陽前・解除歌罷溌欄望︒
︑︑︑︑︑６︑
目断鯨涛蔑里天．
︵評︶一讃使人爽快

新茶︲

幹寮榎本貞義︵東京︾

１１卜ＨｆⅡⅢ軍門︲ⅡＩｌｌｌｌ抽仙Ｉ︲︲川︲則ｌｌ１４ＩＩ川１１ｒ１い︑︐咽Ｊ９Ｐ１︾︐ｈｌｕ︐Ｉｈ１︑１０１４︐１１︐１０︐恥Ⅱ旧

○○○○○○○︑︑︑．︑︑︑ｂ
採摘新英直培之・狭山製法異宇治︒濃香議郁梅花蕊︒
ｲ

可

︲．●卜︲雀１１●Ｉ

○○○○○○○
管領江山心自閑︒

鴨︲Ｉ︲︲︲

︵評︶註夏日︒古之興人﹄其潅不夢︒作者亦然︺可欽仰︒

夏日偶成同人
︑︑﹄もも︑︑︑

︵評︶僕亦好讃書・然昏眼不能如意・吾兄不然︒其築可美︺

椀影沈々緑蔽天・簾前風物只聞鴎・誰知此際老翁楽︒
︑︑１１︑︑Ｕ
北煽繍書友古賢︒

病中作
逸耕小林道彦︵東京︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑一Ｕ︑︑︑℃︑︑︑︑羽︑

三春行蕊総婦室・困臥連旬事々窮・料識天暴憐我病︒
﹄５口叩︑一口角垂

緑陰猟地蓬薫人︒
諾安篤↑

︵評︶沌耕病小尚有此佳作噂気力不表如此︑快復亦営在近﹄

水軒夏夜
柳汀小倉聖一郎
︑や︑８︐１．℃︑︑︑℃︑︑ｖ︑Ｕ︑︑︑︑︑

好是水軒千黙蟹・池中影映似繁星・風流誰叉縦車胤︒

︑︑︑︑刃︑

盛得紗蕊講聖瀞︒
︵評︶今之青年︒無此勤皐︺又無此風流し作者果如此則他川
成業可以期也︒

毒詩

一Ｆ

︐守

︲卜Ｌ ？︐ｊｌＩ−ｑ呂勾９−１Ｊロロ■Ｒ８ＢＢロロＢｐロ日田

七十五翁華洲渡参武助

︑︑︑︑︑︑︑

克堂若槻相公︒賦華甲自妻詩︒庚求度和・老友立
︑︑ｂ︑︑

見天愛・寄書英之・余謂未知其人︒徒暇想握作︒

素所不欲也・偶有報云・相公雛雲松江藩士池・奮

主簡堂松李伯︒賃篤我日本弘筑曾前曾長︒余雲
︑司りやり︑℃や︑︑︑

参曾務︒特蒙恩顧・今斯藩而有斯人︒欣喜何堪︒

●

於呉詩思勃鞍・卒然非筆︒賦七絶一首賀之・相公

不詳非次韻則幸突︒

︑＄い︑ｂⅢ︑︑︑ｂ▼︑︑︑○○︒○○○○

華甲常報能執雛︒洋々瑞気満雲淵︒松江雛似登門鯉
Ｃ○○○○○○
躍化蚊龍上九天︒
力︒

︵評︶白鰻鯉及蚊龍︒封比取聴︒奇想天外︒妃結遥呼磨尤有

題封山棲︒膳成蔚増村君嘱︒同人

︑︑︑８℃︑︑可︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

○○︹﹄一︑︒﹄！︲○○

仇︲︲ｌⅡ画■■■■■ロユ

堂々振鐸事薫陶︒資望元知北越豪・稗補聖明文化治︒

妙高山下美名高︒

︵評︶能篤成蒋君人品之高︒誹品亦高︒
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山で房雑墓
︵一二︶

澄

ｑｏ１▽草︲ＬＰ凸ｒｌ４Ｊ﹃回制︒Ｉ．■岬ＮＦ

江

き海中に落ちた︒この時リッッォの乗った艇は︑白波を蹴立て瓦敵岸に

タリーの飛行機二蕊が︑難破されて︑木の葉の域に瀞へるやうに︐岸近

っ垂峨︑一い郵畦蝿捧伽傘雌胴榊嘩哩婚睦兼郵叱畷紅雄呼曾戦の時オース

十二里の地ミーフッッォに︑三十年前に生れた︒初めは商船の乗組員であ

その一小冊によると︑彼リッッオ艦長は︑メッシナ港を両方に距ること

絹鵡唾樺嘩耐螺唾峨催牝皿↑祁珊を讃んで︑驚嘆のあまり何の瀞も謹し

「

◆：：：．⁝：⁝⁝⁝◆

羊談話室一

静岡喬松生

＄：；⁝：⁝：：⁝◆

淡諸室創設を賀して

我等の期待・・一ろ談話だ換の場所乃開かれたる

先輩・よ我等を指導して下さい︒

に封し記者先生に惑叶致します併せて讃者諸

我等も九牛の一毛にかば知ら奴ど是が護展に

努力致しましょう︒

×無名子

日本弘道曾が創められて五十年と云杢長い間

迩徳の鰯狗に勧められたと云ふ怠識ある紀念

かったことは残念なばかりでたく甚だ相済ま

式が催ざれ田舎⑳生活者の大部は参加出来な

ぬことなれど仕方ありません然し弘通誌上に

てその有様を附かせて下さったことにより遥

それから我々州．方の曾員の馬めのみでなく一

かに御帆ひ巾上げますｃ

て・珊頒け下さつ少なら曾・︲白峰上の一端とも

純含員等希望省を謀って記念顎を作り賞慣に

相成る可くと考へました︒

もこれを附けて他衆の範たらしむろなら非常

曾員は種々の席上へ参列する虚も族行するに
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一

一

ー

〆

一

戸

向った︒陸上のオースタリー軍からは︑しきりに砲揮を浴びせかける︒一
リッヅオはその砲火の下に︑部下を跡まして︑負傷して海中非嘩落し︑

勝に溺死せんとする敵の飛行蒋校四名を救ひ上げた︒そして悠々として
引上げた︒

﹁あれほどの危険を冒さずとも﹂と後になって一友人が云ったら︑彼れは一
﹁よしや敵とは︑云ひながら見殺にするのはイタリヤ軍人の忍びない虚一
だ﹂

と云つだきり︑後は獣々として何も語らない︒

斯の如きは︑蕊の軍人の精祁であらう︒併しかういふ例は敢て珍らし
〃︐︑はない・

蓉鐸鐸珍睡峨封鐸硫鍬準一

に意義あるミと腸考へられますでもしこの案

が御採用になりますれば記念草の形は壮麗簡

単なる意匠−て銀銅延以て作られたり金︑又

は金鍍金等は絶封禁止せられたくあります︒
︵記者︶本含では夙に曾員章を制定してあり
ますが責際は一般に用ひられてゐません︒

・日本は没落謁島平保賓

第一官吏の罪人と政蕪員の罪人の多き事は今
日の如きはない是れは何に原因して居るかと
巾さば閣員の罪である総理大臣が口て斗リ綱
紀湘正なぞと云て居る︑過日の水川榊試参拝
の時のあのざまば如何︑其他上げれば多事で
ある又政友曾では倒閣云冷と渡読曾を東京に
開き其後大坂でやって何のかをリもない政友
のざまは此分では毎日賊の敵が多くなり人殺

︵記者︶成る︽へく御希望に副ふ考であり生す

ばれませんでしやうか︒

談話室を設置して下さったさらです誠に結棒
な思付と存じますつきましては幹部諸君に御
願ひがあります︑それは外ではありません︑
私はもと市内限居りまし我が十年前府中に移
住しました庭が曾の色々の催し殊に講演曾や
有志青年部の曾合には更に御通知がありませ
ん︑一つ隣接町村だけで結棒と思ひま式が加
の場合にば一枚のはかきでも下さる様に願

×東京漣野川生

君にてよろしく願ます︒

巌 う ぎ よ 一 しがつばく日本は近く没落するから何とか諸

一九一七年十二月︑リッッオは鵬たる一自動艇を以って︑幾重の防禦一

を突破して︑軍濁敵港内に閏入して︑而して悠々魚形氷雷を謹して︑オー

ースタリー海軍の誇とせる二寓噸の軍艦を撃沈した︒更に叉間近に秘浄一

・一

た同じく三偶噸の巨艦にも︑一魚雷をおくって大損傷を輿へて後︑李然一
として引上げた︒

罪

一九一八年の六月九日の夜︑彼れは更に世界の海上の歴史に︑未だ曾
葬捧唖確嘩索鐸唖即誰郷識塗唖毛筆吐岬

−

−

えうｒ

すゐへい翠んじよう

オンヅォ少尉︲何れも六人の水兵を分乗︶は︑夜明
．かんたい
けにオーストリヤの艦隊︵二蔑噸の二隻の軍艦と
はつけん

ぜき

それを擁護する十隻の駆逐鑑︶が南下して来るのを

てきかんたい

溌見した︑リッッオ少佐は︑もう一隻のアンッオ少
尉に信読して︐
﹁見たか﹂

てい

アオンッオ少尉は答へた
﹁わかった﹂
せいふ

み

たピそれだけで︑二艇は真一文字に敵艦隊に向った
はうこく

シーザーがローマ政府におくった︑﹁我は来たり︑見

ふて者たうちう︲りうしや

たり︑勝てり﹂の報告を思ひ起させる・

じとうてい

れうゐん

何︐といふ不敵のことだらう︑瞳郷の龍車に向ふよ

てきかんこんきよち

ｊも甚しくはないか︒僅か自動艇二隻と︐その網員
だ︑７︐く１ごつげ昔
十四人を以って堂々たる敵の大艦に向って突撃しや

そくりよく

うとは︒敵艦を駿見して︑直ちに根樵地アンコーナ
しらなみ

に報告しても務はすむ︒
きエーリ

じ
とうてい三Ｌなん
自動艇からの魚雷謹射は︑極めて困難なるにもが
せんかん

腿はらす︑リッッオ侭舞が雌った鉢祷砥︑二つ︐とも

島うばいいか

敵の戦艦に命中し︐爆沈するこの瞬間︑又弛池戦艦
凌ぐおん
に爆音が上った︐アオンッオ少尉が放った魚雷が命

中したのであった︒

てい

つゐげき

この剰那の敵軍の狼狽は︑如何ばかりであったら
ア

ｐ︑ちくかん

う︒リヅッオの艇は︑敵の三駆逐艦に追撃された︒

如何に馳けるとも一小艇︑見る中に駆逐艦は近づく
リッッオ少佐は云った︐︒
含

だしゅらや︑フ

﹁速力をゆるめよ﹂

これを聞ひだ舵手長は驚いた︑
じゃう〃兇いん

﹁大丈夫ですか﹂

くちくかん

てい

﹁上官の命令だ﹂
おも
せうさ
彼等は少佐が溌狂したと思ったきうだ︒むりもな

い︒駆逐艦から浴せかける砲弾は︑艇のまわりに数
丈の水椛を立てｋゐる︒
ばくだん
じとうてい
自動艇はたピニ三筒の爆揮を積んでゐるのである
どうか
茸ミフ承んちか
リッッオは駆逐艦が充分近づいた時︑爆弾を投下し

てきかん雫くおん

︑．苓一ふ

だ︒それとも知らなかった敵艦は︑爆音と共に沈み

を奪はれてしまった︒

つゐげ

海上に白波を礎さないために︑その速力をゆるめ
どしうてい
セ二つの自動艇は︐敵の駆逐艦の間︵その距離は

が囲った︒他の追撃してきた二隻も︑友の危急に心

せう．へい

数十の哨兵の目をかすめて︑巨

三町︶をすりぬけ
艦に近づいた︒

−−−45−

〆

みなきかへ

あメ

りツッオの艇はアンコーナの港へ綿っだ︒
かへてきかん
その中にアォンッォの艇も無事に編っだ︒敵艦を
はっけし

騨見してから︐こ児に再び雨艇の相みるまで︑僅か
に二十分間︒

こきやう

××××

斗含︑ししつ

つく

翌日リヅッォ艇長は︑蔽郷の老母に﹁嬉くてたま
しゆくが

らぬ﹂と電報を打った︒
つく

圃民から澗賀をうけても﹁覗圃のために鑑すべき
しんせい

私の神聖な義務の寓分の一を議したにすぎません﹂
と艇長は繰返へすばかりであった︒

くｎか

××××

ていちゃうちんらや〃︑
がうたいけんじやう

偉なる哉︑リッッォ艇長︒かの偉業は少佐の沈着︐
うか

機敏︑果断︑豪膿︐勇逼・寡言・謙譲と幾多の美徳
たま凶の

ざ辻い

ばたち

い賜物である︒身を捨てＬこそ浮ぶ瀬もあれ︒
らく

むいざ

あのやうにその身を犠牲にして働いてゐる人もあ

やききだ式しひ

るのに︑自分はた噌薬馳吐あ日を無意義に過してゐ
ふがひ
ることは︑なんといふ恥しい︑すまない脈甲斐ない
よ

つ夕︑ｌい

I

本田高師水泳師範

9

一︑汗のまＬ急に冷水にいらぬこと

一︑力け常に控目にすること

Ｉ︑ｆ１１ｒ︑ｊｒｌｆ︑〃１１〃Ｉ︑ｆｌｊｆ︑３Ｊ︑ｊｆ︑Ｊ§Ｊ９１ＦＥ″Ｊｇ〃︑〃ｒ

一︑水↑卜入る前に筋肉の準備運動をなすごと

︲川Ｉ胡ⅡＪ唖ＤＥ︑″ｌ︑

一︑・酒をのまぬ豆と一︑脚気患者は避けること

一︑猫り泳ぎをしないこさ一︑水底の梯子を知ること

水泳初心者の注意として︐方に要領韮掲げる︺

と︑後者のため↑Ｌは︑その遁の指導者に従ふことが肝腎である︒

保ち得ない求めとで︑前蒋のためには出来るだけ水に憧れるこ

主として水に封するこの無智な恐怖心と︑水中で身燈の中心を

女︑水はこちらの祁手次第である︒水泳に件ふ多く・危険は︑

これ位人間に適し衣修養はない︒健康表︑不健康者︑老若︑男

水は恐るべきものであるが︑しかし︑正しい方法を以てすれば

意味︸狸ら競泳の一流選手︑必ずしも群泳の一流とは云はれない︒

適磨して︑自由に鐙化︲得ることが水泳術の根本である︒この

卒膿︑横侭の三種より他．︲卜はない︑即ちこ堕二盤溌時と虚とに

ることの出来るのが一番大切な事であるぃ水泳の篭型には立鎧

目的ではない︑どんな水に入うても身も心も思ふまｋ活動させ

を得意とするもの︑併し一流・派に偏ろ事完全な水泳術の

たのである或は激流あ得意とすろもの或は属距離立泳ぎなど

が職固時代に一つの武術と兄られて以来︑色色の流派に分戒れ

地方のかの朕態或は泳ぐ目的に従って種々な方法が生れ︑それ

水泳伐昔人間生活の必要から生れたもので︑その獲逢もその

水に慣れょ

I

１１川
ことてあらう︒大和魂は日本ばかりの専賃ではない
と︑それを讃んだ時に熟々と思った︒︵高橋富士子︶
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−
卓
一
−

−

農村より

らうねん

ｈ″つ

堂
そんたく

ぜ．ねんじだい

か

︲Ｉかいちうじん

せいれんしんり

せいれん．︾だい

付度するの類ではあるまいか︒若し吾れは青年時代

けいＬいは

荘子を譜むと次の語がある︒荘子︐悪子と豪梁の
をょ
あそ
ほとりに遊ぶ︐燕子日く魚出て児勝げり︐従容と
あら

を経過し来たものであるから耐青年の応理に於ては

たのし

して是に魚築ありと︒恵子日く︑子は魚に非ず安ん
し

さ︑７ｔ

一一雪ろひそ

言てう

のう系．んろん．ひやう

こ・．．やうセいちゃう

ごそ︑７

成長した

二ざん

所であるの故を以て十分に農村を理解せりとの淡想

ゆゑ

のである︒何となれば自己の祇郷である

こっけいがん

嬰主義であると笑った経験を一切忘却した申し分で

けいけん

あるからである︒同様に郡愈人の農村を論評すろを

其の嘗て青年時代には︑やはり今日の青年と同じく
心窃かに老者を潮りて保守頑冥である︑消極的退

の知る所でなく︐恵子の心はまた荘子の知る所でな
ぜつたい
い︒主観は絶掛である︒他の窺ひ知ることの出来ぬ
ね！陥れい会やうぐう
ものである︒たず年齢の相若き︑境遇の相似たるも
へ鷹

聞くに︑一種の滑稚を威巷ざるを得ざるものがある

ぎない︒

のにして︑隣︐に隔たりのない理解が得られるに過

うを

魚の心は魚でなければ分らない︒荘子の心は恵子
けいし苦ころ

い

十分に理解を有して居ると云ふの老人あらば︑そは

流者の考を以て農村生活者の思想を評せんとするも
こ︑ろうを
のが少くない︒荘子の所謂人間の心を以て魚の心を

のうそんをいくわつしや

然るに世には老年の心を以て青年を律し︑都曾上

龍

ぞ魚の梁みを知らん︒荘子臼く子は我に非ず安んぞ

けいし

1
階

老這の健忘症に函惟って居るものである︒何と灘れは

●

我が魚の楽を知らざるを知らん︒と云ふのである︒

一一

江

を基調とした論評であるからである︒故山を僻して
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×
×

さんそんへ昔いう

しんぼち﹂

さうたう

十年二十年︑如何に文明の進歩渥々たりと云へ︑如
のうそ人ぜいねん

何に山村僻邑なりとは云へ︑可なりに進歩し相常に
文明化して居るのである︒其の農村の青年に封し︐
き
ふ士いいぜんお皇

×

はん凶ん

ほど・しやく．い芋

農村青年が如何に煩悶し焦慮して居るかは同情に

のうそんせいくわっ

堪へぬものがある︒護書すればする程赴曾を知れば

かう

奮態依然たりと信じて倫理運動を起さんとする老大

そう沌唇き

農村は奮慣故例を重んずるので︑俄に改善するなど

知る底の見識は有して居るのであるが︑如何にせん

なるものがある︒さればいづれも自家の研醜は自家

さろＬ名士の講演に封する青年の批評の如きも適切

畳の進み思想の豊かなるに驚くのである︒時々開催

才は都倉の勢働へと︑いづれも他日の青雲を望みて

走る︒かくて富家の子弟は都脅の皐校へ︑貧家の秀

ぬかと口惜むの除り︑未来の成功を夢みて都曾へと

家に生れし故に泥土に塗睡訓田圃に勤勢せねばなら

けっｋあるに︑吾れは級の上席を占めた身ながら貧

死しなけばならぬかと唾ずる︑小畢校の劣等生なが
しざん
けういく
ら隣人の子は資産あるの故を以て︑高等の教育を受

れつごうせい

は外部から評する程容易なものでない・生活改善の

飛び出すのである︒

たん

って︑駿足を伸す差︐と出来ずに︑空しく槽擬の間に伏

じめんそくの畠

長男である相績人であるが故に家族制度の犠牲とな

か塞ぐせいど

知る程︑農村生濡の生甲斐なきを慨嘆するのである

さうだん

家あらば一考を煩はさなくてはならぬ次第である︒

のうみん

如きもいづれの村落でも大抵考慮し一歩一歩と改善

するに反し︑神の手に作られた田園は人の顧みるも

私は常に農民に接し︑青年と相談じ︐いづれも自

の途を辿っては居るが︑或鮎までは故例を存しなけ
かへつとゆんほぐ
ればならぬものがある︑夫れが却て農村らしい醇朴

のなく歳を経るに従て荒溌せんとするのである膝を

んし１頁

■ｆ︶身且も﹃〃

け

あるてん

とか

きふくわんこれいにｕか

ゆゑん

ぼどようい

そんらく

はいせ・暫

︲・︑か

かいぜん

ふ︑か

らうどう

ア︑つ

︑

したがつくわうぱい

がくかう

お

稲もむ

でんえんがへり

かくて人に依りて造らる︑都曾は日を逐うて繁柴

つ

●ｒ︑やし雷くわ．ぷ

でいどきんらう

きふじゃうせ昔

な良俗の維持される所以でもあると思ふ︒都曾人が

かうえんて昔せっ

見て一概に排斥する程のものではないのである︒

五斗米に屈するを寧ろ望みとして都曾に趣くも は
ずん
あるか︑田園の荒る︑を嘆じて綿去来を賦するの士
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×

なきは現時の状態である︒
×
のうそんしんこうさく

られつ

おな

いんしふへいき令フ

のうそん

に環

らなかったといふ︒農村に於て改善の断行を鈍らせ

きよぼうへん・

岡襲の弊責を暁するこ１﹄の出来ない原因峰無形の
むけい

い毛７しや

柵即ち近所都落の毅響褒吃に遮られるからである︒

舎今よしや

の．で

だつしゆつ

一たび無形の柵を踏み越えるだけの勇者あらぱ︑慣

ばら

おと

おい

農村振興策は枚緊に違あらぬ程︑名案が羅列され

しそうくわいてん

あ

智の前にびくｊ︑して居た怯者も相績いて脱出し︑

くうろん

るが︑書ける餅の何ら腹の足しにならぬと同じく紙

此に改善の資が躍がるのである︒此に於てか不言賞

ゐいるん

ある︒

上や舌頭の空論に柊るのを遺滅とするものである︺
み

王︾つ

行の勇者が一人でも先登に躍り出すことを望むので

︐﹀

私共農村にあるものより見れば︐商の名論よりも一
の資行の効多きを知るからである︒農村にありて率

ぎｔん

かなら

せいくわづ

青年の思想を佃蒋さするも之と同じである︒男子

功名の地︑必ずしも都曾のみでない︑生活の向上︒

毒くわい
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せんせいくわつかいぜんしん

いうしやでんゑん

先生活波善の範を示すものあらぱ︑真に得易からざ

もの

るの勇者であり︑都曾にありて嬬去来を賦して田園
の荒蕪を湾はんとす名者あ鳥は︑そは真の義人であ
ると思ひますも

くわんせいこうけん

文化の均需︑必ずしも都愈とは限らない︒人格を高

しさんか

昨年であった︒私の村の自作農で相営の資産家が

しゃくわいがげいせい

し︐職曾と個人と揮然たる一篭をなし︑所謂個我と

こんぜん

め個人の完成に力め以て吐禽共同生活の完成に貢献

がふりて昔

あん

︽ごつそ〃︑

範園で出来るだけ質素にする１率の案を立て団批評と

とごく

けんせい

職愈我と揮一せる一大我を形成するのが︑菩人の意

ゆく

リフかんりんりえいゑん

ゼいくわつ

賛成を求めに求られだのであった︒私は早速︐賛意

義ある生活たるを自畳するならば︑功名とか権勢と
くちやか

あくひやう

むつかう

を表し︑．且つ激脚したので︑其の通り資行されたの

かの無意味なるを知ると共に圃紳の作れる田園に於

げきれい

である︒所が肺暗一ましい農村であるから種々の批評

て流汗淋潤の勤勢的生活が︑吾飢等の魂を永遠に安

かみつく

があり︑衆愚の悪評も多かったのである︒然るに本

からしめ︑且つ生かし行く道であるかを自得する

者よしき

年になれば之に模倣して畢式したものが二三に止ま

はんゐ

結婚式を豊ぐるので合理的な改善即ち濃儀を峡かい

さく垣ん

×

｢
1

ねつあいざじん

て・う

きふきよ

いにん

は融通によりて急速の間に合はずとするも︑人物は

一朝にして田園に迎へることは出来ない︒況んや真

であらアブ︒

併しこれ亦農村青年に熱愛と同情とを有する義人

むるに於ておやである︒人物を求むるの方諏々ある

さっしん

手﹂ロ包

かい︑きふ

宅﹃７

やうせい

どん承つほうしゆ７１︐１

けんせつ

瞳しよ

Ｉ﹀ようせつ

のうそんげん

しむるも一つであらう︒今私は夫れら雲ご詳説しやう

い詮かたくし

を止むると共に︐都禽成功者の退隠錦農の場所たら

あし

に農村にありて勇者であり義人である中堅人物を求

いう︐ｋや

に待たねばならぬ・紙上舌頭の空論にあらずして︑
自ら鋤鍬を執２Ｌ瀞瞬識鋸の鰐験を示しっ児田園を

も︐教育の刷新によりて農恥的人物を養成するも一

しゆつ．げんた・塾

くうろん

職場として疾呼するの士でなければならぬ︒グルン

っ慣稗の悪風や階級の差別を打破して人格尊重の美

Ｌつ二

ドウエーの磯現を待つ︑大早の雲寛も一電ならざるは

党

ひ心やフ

風を興すも一つ︲農村文化を建設して青年離村の足

×

︐〃んとん

きうさいしん言う

とするの禿はない︒要は事者識者にして真に農村現

時の状態に深甚の同情を寄せて・之が救滴振興を策

焦眉の急に賑せられんことを望むのである︒

せんとならば︑先づ吾等の真相と心理とを洞察して

われらしんさう

せうぴの写
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この故である︒

のうみん

のうげふけいえい

農民は自ら行き詰ま呉Ｌ居ることを感じて非常な
煩悶をして居る︑農家無湾の破綻︑農業縫管の失敗
かくしん

ふってい

而して農村自治の革新に際し︑之が救満振興上の陣
＃﹄．おん

害は資金の狭乏に加ふるに人物の挑底である︑資金

丹州の孝子薦田篤助翁

栗獅子鎧

小

□

論日︒人者寓物之霊︑孝者百行之本也︒
蒜存皐孝志↓則難二匹夫之賎至所毒以篤一レ人

也︒若光二孝士甥則雛二昼侯之空皇所三以不
レ異二禽獣一也︒虞舜之聖︒曾子之賢︒其本
きくがはじだい

是孝而己︒孝之道大哉至哉︒
さ

あら

今を距る三百年前即ち世は徳川時代の初に富って
た︐宛ば

昔んりん

丹波の園天田郡に一人の孝子が現れた︒名を薦田潟
助と云ったが︑近隣にその聞え高く︑遂に禰知山城
いしよジ§

はん承がうきよ

翁﹂なる小冊子を頒布された︒時節柄まことに好畢

とせきかうだう

といはねばならぬ︒

乃守八ＦＬ

今左にその事績の一端を抄録し世の孝道を守る人

蒲ん声いどん

に樽ふると同時に︑動もすれば之を蝿硯し忘却せん

いが．ためいへ

とする現代人の一針としたいと思ふのでゐる︒
□

二﹄〃︿

籾孝子薦田篤助とは如何なる人か︒彼の父は総家

と云ひ叉覗父を篤次と云った︒旭父は土師村主薦田一
Ｌくわん
小界に仕官して相営の地位を保って居たが︑父篤家１

℃

しりぞ声○

選懲い謡
ざな
琴じ盤
ゃ誼
うた
蕊
い詮

圭松李主殿頭忠房侯をして︒深くその行績に感激せ
あま
しめ︑江戸の皐者林春寮に依嘱して︑その億記を編
さんろん

おく

や蕊れむしろ

貧にして居狭く︑而して破濡を鋪き︲飲食に窮乏し

のせ

０すな唾
ましむるに至だ程で︑−１丹州孝子傭﹂は即ち其で︑序

せきひんあら

僅に身を全くし︑年を透りて夫婦共に足なへて起っ

ごＦ苧﹄

に載だのはその賛論の一節である︒斯して孝子の行

りんか

事能はず﹂と云ふ如く︑文字通り衣食住共に赤貧洗

かうし

けいていつか

ふが如き有様であった︒而して此の貧家こそ︑後に

ありさ匙

は︑永久に不滅の光を我圃土の上に遼すに至だので
ある・

きち

吾一ねん

は世に稀に見る孝子を出すに至ったので︑篤助はこ

かうしささうたう

したが

然るに孝子去って本年は恰も二面五十年に相営し
がうだう

人の兄弟の季に生れ﹁天性至孝父母に事ふるに心力
二宮

天田郡溌育曾及び土地の有志は相謀って︐記念の祭

ふぽ

を蓋し︑その好むｊ｜ころに徒はす︐と云ふことなし﹂

で︑寒夜には己の嘱を以て藤を温め︑父母をその上

砿庭

を催し︐併て之を機ＩＣして孝道を大に作興し︑以
あくへい

現代の悪弊を一掃せんとして職﹁丹州孝子薦田潟助

一 、

‐
（

̲曲
一 一

とゆくすゐ

ふほめ

音ぜん

ろばう

で町へ向って行ったのである︒彼を見る路傍の人や
ゐやうてうしや︑フ
悪戯見等は異榛な彼の姿を潮笑し︑侮蔑の眼を以

ふほあたり

ばた

棒に蹄って来た︒若も其時父母が眼を醒ませばその

鈴く

て見送った︒然し少年乍らに毅然として確信あるが

やすうくわい

つた

安否を間ひ︑而して父母の腿を己の懐中に温めて︐

一一

如き彼は少しも臆せず︑泰然として其の使を果して

またなつ

みなかれたんしよう

人々は皆彼の孝心に感心し︑之を歎穂して止まなか
そんみんいうりよ
ったのである︒或年早害の篤めに村民は凶作を憂慮
ひたん

みつかこさ

雫フら

らいめい

かんく

し︒悲嘆にくれて居たのであるが︑彼は父母に封し
我田は水枯れず︑畠も無事で牧穫も少くない事を告

かん

て涼風を透りこれに父母を寝ませた︒叉飲食に窮乏

げ叉銭して天を恨んで不李を云ったり︑熱苦を父母
あんけん

し︑父母に供するに不足を感ずれば︑己は飢鯛を忍

中︽も﹁Ｊ

に知らせる事などはしなかった︒叉母は雷鳴を恐れ
之を悲むの風があったので︐彼は謡雨の時は何時も

□

その側を離れず︑偶々外出中震露に遭遇する時は︑

か．うれいてんめい

直ちに走り締て母を守ったと云ふことである︒彼の

母は八十歳︑父は八十二歳の高齢にて共に天命を全
ざう︑ワは

彼が未だ幼少の頃︑一日父母の命を受け隣の町へ

さ強り

はなそうぐう
か
へ
か
れ
．
かれはう
せき
た
ふ
あ

したのであるが︑彼は父母を住居の近くに葬って．
せうれん

わる

使に行くことになったが︑父は彼に﹁草履を穿いて

塚を築き石塔を立て︑之を祁ろ事猶父母の世に在つ

ま画

行け﹂と云ひ︑母は﹁まだ道が悪いから下駄を穿い

て之に事ふるが如くであった︒故に雷鳴ある毎に必

ちいめい

て行くやうにと勧められた︒少年は此の間その何れ

ず蒼槍として母の墓に至り︑沸泣して之れを護ると

ちうちよ

云ふ事が常であった︒

ばか・

を探るべきかに嬬曙し︑暫く潟す所を知らなかった
やがけつぜんふんそう

えうせ・フ

へて止まなかった︒

ぴ︑而して父母にはその事を知らせず常に安心を輿

椀６︐叉夜に入ればその臥所を拭掃し・扇を以つ
れ
うふうやすｌきうほふ

の下心叉は水清き池遥に安座させ︑自らその白髪を

くしけづあふざ

物を焦すの時に於ては︑父母を負ひて欝蒼たる緑陰

ぼん

又退く事前の如く︐一夜数回に及んでも敢て之を怠

齢っだのである︒後に此の事一度村里に博はるや︑

、
る事がなかったと云ふ︒叉夏の日嚇灼たる太陽が寓
ぷ
つきき

に臥さ し め ︑ そ の 熟 睡 し た の を 見 て 窃 に 去 っ て 己 の

、
が︑膝て決然と起ち片足に草履︑片足に下駄の扮装
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、

しじゅんしがう

斯くて彼の私生活は至純至孝の外何物も無かった
如くであるが︑その公的生活を見ても︐彼は完全な公
︲しやく．ロいゞ・

民として・敢へて君圃の篇め吐曾少馬めに連ふやう
せ昔びんあら

すんげき

な津聡なかった︒即ち赤貧洗ふが如き身に於て︑﹁よ
たがや

か

く父母に事へ︑之を慰ろに寸隙なく︑そしてその間
こうぜい＃・

たが

ノーＩには鯉を耕し︐畠を作り︑草を刈りなどしてそ
そうじゃう

の貢税を上納Ｌ︑敢へて其の期を蓮ふる事なく︑縦
︐︲・か・

迩雛難綴裁鮮脇緬懸澱縄嘩
寺ご〃︑ぽｗふ

柔和にして霧を好まず︑よく産業に勤勉し︒是を以
めご

て一村の里の長雪どはじめ戸民皆之を憐み相睦む﹂だ

ふだう

と云に砿て明である︒潟助後に妻を要り︑一子を翠
かりしん
ぐるに至ったが︑妻も亦潟助の孝心に逆はず︵常に
かうしん

号︑わんうご

しせい

て一貫し︑その心は磐石の如く固く動かなかったの
なきぎろ︑

わう言ん

でぁＺ︒此の孝子の至誠は天に通じ︐圃郡間里に其

ｂ７

ち？フだい

の名懇き︑遂に城主松李主殿頭から黄金を典へその

︑．｜いまつ

行績を褒賞さるろに至ったが︑潟助は城主より頂戴

あに

かうしん

したる黄金は我が家に賜はったものであるからとて
たつ

その兄に提げたが兄は否々此の恩賜は卿の孝志が上

あひゆづ

聞に達した潟めであるから卿が之を受くるのが常然

げきしやう︲

であると毒か 互に和譲って取らず恥逢に封誠して
じゃうしゆ
深く家に燕するに至った︒この事いつしら城主に聞
くわ・スき

えて再び大に激賞せられ︑以後罵助の宅地和を免じ

いた

げんとつし﹂んし

且つその課役をゆるさるｋに至ったと云ふ事である

心よくめん

さて現賞の斌曾を観るも骨肉相食み親子反目し如

かう１︐い

何にも醜悪な惨鼻なる事今賞に直面して︑面を背けざ

わがひかり

１１卜

勇姑にあ孝
心を以て心事し︑諦嘘を誌して・従順に夫婦
るを得ないのであるが﹁孝は筒行の本﹂と譜ひ二百
びたす
共に相助け以てその孝養を全うすることが出来たの
五十年軸の篤助翁の生きた孝子の典型を観︑まこと
．よそつ
さんたん
でぁ泌唖蛾等が父母を他所に伴れ行諏時は︐必ず︑
に孝の道の大なる醤讃歎せずには届られない・吾人
ひろ〃：Ａじい
抱き叉背負ひて歩き︑或は途中雪に遭ふ時は︑妻は
は今潟助翁の至孝を弘めて混濁せる現代の人心を津
寸興みちぴ
先立ちて雪を掻き父母の進むを導いた上いふことで
化し︐永へに戦が国土の上に︐その光りぞ放たしめ
今のる︒
道﹃
鶴ノ
の︒
光をして猛勇中外に騒揮せしめむことを
鳶しやうがい 緯︑ｖｔ︑ス＃／錬
し洋︑
斯くて為助翁は彼の生涯を通じて︑維始孝行を以願ふのである︒
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王

和

歌

三等

○山梨望月貢

︵評︶浪漫的なさころに引きつけられます

天の川はさみ流るＬ二星の話思ひて我はた§すむ

○静岡鈴木太郎一

二等

しました

︵評︶平凡な様ですが短歌の鵠をよくとＬのへた一歌と拝見い衣

夕立のすぎにし庭のたかむらの葉末にもゆる壁三つ四つ

○山形菊地秀言

等

伐られても摘まれてもなほ芽をばふく桑の芽こそはわが師
なりけれ
︐ｌトーＩ ︲卜●Ｌ

不二之舎直正選

佳作
職

○

埼玉小倉柳汀

静岡大瀧薬職

五十年の上に重ねよ人の世のあらん限はももち代までも

窪津振作

日本弘道倉五十年記念倉を祝して

夕涼み宵待草にてる月の静かなるかや人の心も

○

をのこ兇の行末説ふ鯉のぼり室にをどるも勇しきかな

幅岡湯田久毒￥

︵評︶弧く生きやうとする作者の精榊生活を尊重い主します一

」

静岡鈴木竹市

冴ゆる灯を沈む灯影を花と見てす噛み賑はし加茂の川添

この日頃夏めきければ遠山の緑の色も黒く光れり

○

ｌＩＪ
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千葉渡逢秀明
埼玉市原文田

察も青く悔ま一全円く草青く磯遥につｖく畑帯許し

世相

１ⅢＨ師ｒ閃﹃川︒川４１ｐ︲則

大阪一樋正幸
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行際夏草

夏草のしけのに茂る野の道は心して行けまむし居りとふ

千葉矢部良高

人を恩ひ人の家訪ふ人は稀に大方おのが篤にぎりける

夕築大阪従川清之助

○宇都宮Ⅱ口則之

さやかなる眺なりけり夏のＨの夕陽に柴ゆる水々の線は

早乙女は畦に狂へるうなゐらをかへわ兄しつｋ・誠ゑおくれ
けり

二本の松の下かけはなるとも友の親しみ千代に結ばん

双松畢介を卒業して締間松下秋男

○選者

たらちねの慈母を忘れて今の世は夫婦の愛に走り行くめり

人道上組菱木和

よき道をふめよとてこそいにしへの聖は教へおかれたり
けめ

川本弘道倉の五十年記念に

故知生

玉鉾の道弘めつも五十年もたゆみなく砿きなほ梁え行く

○平山歌泳緒

親なれば夕幕時の往来を乳房ゆた／︑︑飾り来し犬

淵叫利いり︲ｌ

１１可

旧■■何ｎＦ君同幻日田■■咽別四回■ｎＮ■■ロワ刷り︲Ｉ︲ｌＩＦｈ１みり隅︼■

人の旧の八束足穂を見る秋や身の怠のくやしかるらん

1

時烏↓大坂高垣職怖

L
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○

l

草も木も眠れる夜半にたＦ一人我を慰む山時烏

ＪＬ剥糾Ｌが肘凹夙４月︲●Ⅱ明負■■用１

１１１

潅土御杜の建築を見て神奈川幅本友次郎

︐Ｄ・ｒｒ卜

M

○
、

里人は一つ心に康士の刺の簡居ぞ殿作りせり
ｌ﹄ｊ卜●︐︐︐︲

Il

画

−

1

1

I
1

ｆ凡

Tb

ソ

１

︾毎

I

これは昔確の中から出たとか申しま

詩云戦々競々如臨深淵︒如履薄氷︒

然後能保蔽樫而和民人︒蓋諸侯之孝︒

而不溢所以守長常也︒富貴不雛其身

而不溢︒高而不危︒所以守長貴也︒満

居上不嬬︑高而不危︒制節謹度︑満

×

I

｜
1
I
冊

・月影のいたらぬ里はなけれども

ながむる人の心にぞすむ︒

葎の宿の草のむしろの上から眺める

月かけも︑都大路の大慶高楼から眺める

月かけも︑同じ月かけには少しも蕊つた

仰ぐ月影は︑光でもうすいかのやうに︑

事はないのですが︑兎角むぐらの宿から

て︑どうかして高殿から眺めて見たいと

叉そのかけでも︑小さいかのやうに思っ

どもそれは恰度水に溺れかＬつた人が︑

焦って居る人が多い様に思ひます︑けれ

早く助りたいと焦りに焦って︑ますノ︑

其身を深みに入れて行くのと︑同じでは

ないかと思ひます︒

×

ります︑その御方の若い時代の半生は︐

私は︑或る一人の老夫人を知って居

して行く事が出来るのであります︒然し

ふ事をお伺ひして居ります︑御主人様の

常に貧苦なお墓所で︑落闘なされたＬ﹂い

御夫人の苦心は︑お話にならなかったと

放蕩や︑惹ひては御家計の不如意の篇に

綴って︑私共の日常の生活を見まするの

思はれます︒

分不謹憧な分不相雁な︑黙があるやぅに

県嬬るとまでは琴ｈませんまでも︑随

一ることもなく翻身も心も安らかに生活

たなら何の心配することもなく︑何の憂

が私共も︑此の一・節を守る事が出来まし

す︒間よりこれは諸侯の事ではあります

嘉悦孝

安らかなる生活

1
L

』

す書の中に書いてあった文字でありま
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1
1

望

にお育ちになった此の御夫人は︑夫の家

申すことです︑併し昔素質の武士の家庭

っしゃいますＲ

入奴︑今は清く／１世を住みなしていら

総て事の成るのは︑成るの日に成るの

ではありません︒君の鴬︑夫の潟︑子の

奇策を弄して得た成功や︑椛利の主張で

幸禰は増して来るのが営然です︒一時の

鴬に多くの犠牲を排へば桃ふだけ︑己の

立派に踏んで来て︑人が生涯の中に受

得た一時の柴利は︑得る事も出来ませぅ

賞に此等の方々は︑女の踏むべき道を

である︑現在の苦努は後の桑しみである

べき幸祇の総てを︲現在︑老後に於いて

が︑それは一時の成功︑一時の築利に過

は戦死の場所︑子女の裁育は自分の責任
と堅く信じて︑悪戦苦闘を綾けられたの

間の幸幅といふものは︑巳の力に依って

受けて居られるのでありまして︐貧に人

して居りましたならば︑自分から求めな

ぎないのであります︒鼠に慨仙ある行を

せう︑只今では多勢のお子様方や︐お孫

／〜信ぜすには居られないのでありま

己に典ふるものであるといふ事を深く

でございます︒其結果は如何で御座ゐま
様方に取まかれて︑まるで世界の幸禰の

いでも︑自然に人の尊敬を受ける様にな

あるし︑又女として踏むべき道は数多く

の道を稚し︐女子として慣値ある行篤を

されば私共は仙庭までも︐女子として

りますし︑叉自然幸而も身の周園に蛸集

今お一人の方は︑只今は或一院の尼僧

い方々は何を苦しんで︑目前の幸祁ばか

教へられて居るにもか児はらす︑今の若

のと恩ふて居ります︒主婦︐こして︑賢母

識して︑此の世の中を渡って行き度いも

斯様に幸禰を得らる§基礎は︑立派に

す︒

であって︑酒匂の在に︑現在さ児やかな

りを遁ふて︑老後の事を恩はないのであ

として︑一家の整理．老者への奉公︑子

女の育成を完全に成し了せた時︑賃に女

らうと思ひます︒

としての尊敬を受けることも︑出来るだ
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総てを︑自分一人で集めていらっしゃる
かと恩ははれるくらゐ︑幸禰に老後を乗

草庵を結んで︑念沸三昧に其日を逢って

りませう︒︾︑

．求則得之︑舎則失之︒或倍徒而無算

して奉る腰﹂恩ひます︒

居る方です︑此お方の御主人と申す人は

しんでいらっしゃいます︒

賞に四千同の負債と︑一人の年老いた継
母との他には︑何一つ残さすに彼世の人
Ｉとなられたのであり欲すが︑御主人の死

後女の手一つで十三年間︑奮闘を綾けら

と云はれた聖賢の語も︑今更に恩ひ合さ

者︒不能蓋其才者也︒

．しまって︑御主人の十三回忌の法要の時

れるのであります︒

れた結果︑四千回の借財冷寄麗峰返して
其蕊前で黒髪を落して尼となり︑俳這に

×

×

かの菅子が云はれましたところの

すまでもなく経済であります︒

す︒此の衣食住を瀧足させるものは︑申

と申しますると︑衣食住の三つでありま

次に私共の身鵠の要求は←何であるか

何の憂ふることもなく︑身も心も安らか

修める事に依って︑精榊上の安泰を得て

とに依って︑衣食住の安定を得︑道徳を

して︑私共はこの経湾知識を修得するこ

の物質上の不安心を除く畢問でありま

定義を付けますが︑要するにゃ人間世界

ノ虚誇卜雀ノ胸毛ノ柔カサ︑金剛石ノ堅

炎ト雲ノ涙︐風ノ浮莱卜兎ノ臆鋪︑孔雀

ト花ノ織り︑葉ノ鞭サト牡鹿ノ脱︑と︐陽

皮ノ桟ヤヵサト草ノソョギ︑篇ノ織弱サ

それは﹁〃ノ回サト蛇ノウネリ︑樹ノ

られたといふのです︒

ないろノ︑の性質を寄せ集めて女宅作

サト笠ノ廿サ・虎ノ残酷卜火ノ暖サ︑雪ノ

居りましたならば︑何の苦しむ事もなく

冷サト樫鳥ノ鱗舌及ど鳩の瑞聾﹂であり

﹁衣食足りて澱節を知り︑倉真満ちて築

だらうｉと恩ひます︒

に︑日常の生活を誉んで行く事が出来る

辱を知る﹂といふ語はよく道徳と維済と
の密接な︑開係あるこ︲とぞ説明して居る

ました︒

かうして女が出来たので︑榊様は之を

男に典へられました︒男は一初めは大層倉喜

びましたが︑八日にして神様の所に来て

折角あなたの作って下さった者は︑私の

側で絶間なく鱗舌ってまるで︑私の時を
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ものであると恩ひます︒

畢者は経糾夢に就いて︑種々六ヶ敷い

婦人の心理
高島平三

ですからお返し申しに来ましたｏ私は彼

に悪い所も無いやうですが︐どうも不快

取って了って仕方ありません︒彼女は別

女と一しよに生活する事は︑出来ません

あります︒

昔時の初まりに榊様が︑先づ世界を作

嬬婦人の心理をお活する前に︑先づ原
始時代の男子が︑婦人を如何に見て居た

そこで神様は︑之を受け取って置きま

︑と訴へました︒

した︒それから八日にしてまた男が来て

この二つを作る鴬に︑祁様は固形磯の物

を川ゐ識されたので︑女〃作るに困って

りそれから男を造られました︒ところが

も面白い色々の暗示を︑輿へられるもの

いるＪ１考へられた末︑次に筆けるやう

か︑といふことをお話して置きませう︒

であると恩ひます︒その話は次の通りで

それは印度の神話でありますが︑如何に

郎

には課が分りませんが︑確かに彼女は私

りましたら︑三日目に男か叉来て祁様私

ますと訴へました︒

せたり︑私を識めた〃した事を髭えて居

又彼女が︑私を眼の隅で脱んで私を楽ま

私の前で踊り歌った事を擬えて居ます︒

から淋しくてたまりません︒私は彼女が

いひますには︑神様私は彼女をお返して

七とが﹁斯クァルベキ﹂といふやうに︑

ても︑どうかすると﹁斯クァル﹂といふ

がありましたｏ随って婦人の心理に就い

説いても︐男子の立場からのみ見る傾向

幸動者となって居ました故︑婦人の事を

として携って居り︑何をするのも男子が

す℃全僻今まで一切の文化には叫子が主

して居る群である意味が︑現はれて居ま

古来東洋流の思想で︑婦人が男子に隷鳩

や長所が蕊けてあると恩ひますが︑矢張

この話には︑如何にも巧に婦人の弱鮎

のやぅに︑婦人を本来男子に劣る者と決

ル﹂といって居る人もあります︒

者︑家庭夫婦及芦一園家ノ秩序ノ燈デア

美術事業ノ保護者︑男子及ど人道ノ教育

ぅに︑婦人を讃美して︑一︲女子ハ風儒教化

いって居ます︒又ドイツのシルレルのや

男子に及ばぬのは︑筋力ばかりであゐと

よく見た人もありますＱ︑ヒルは︐婦人が

ン︑スチュァルト︑︑ヒルのやうに婦人を

そこで卿様は︑再ぴ女を男に返してや

に愉快を典へるよりも︑苦痛を典．へるこ

男子に都合のよい様に︑論かれ教へられ

ーペンハウエルは︑婦人は心身ともに子

ンハウエルや︑ニーチェや︑メービウス

さうかと恩ふと叉︑ドイツのショーペ

て下さい︑といって女を返しました︒

との方が多い故︑どうぞもう一産受取っ

めて読を立てた人もあります︒特にショ

供に近く︑まだ充分に護育しない蛾態に

て居りました︒

従来東西ともに︑婦人の精脚力が男子

この度は流石の帥様も立腹され一汝の
勝手にせよ﹂と申されましたら男は﹁私

ある者で︑つまり大きな子供であるとい

メーピゥスも亦︑身綴の方面から婦人

って居ます︒

に及ばぬやうに見られて居ましたのも︑

が男子に劣って居ることを説いて居ま

賞は性の厘別の外︑あらゆる燦件を同一

は彼女と︑一しょに住むことは出来ませ
んといひましたｏきうすると榊様は﹁汝

にして︑男女の精祁能力を調交したので﹄

はこの女なしには生活が出来ぬぞ﹂と申

は無かったのですから︑到底︑営てには︑

二往クノヵ・ソレナラバ鞭テ志レヌャウ

す︒ニーチェは言崎皮肉に︑﹁汝︐女ノ所

されました︒そこで男は大きな嘆息をし
てきても閥れなものかな◎私は彼女と一

の地位に立って居たのです︒併し従来と

この鎌に︑婦人を善く見たり悪く見た

ニセョ﹂といって居ります︒

なりません︒今まではいつも女は不利益

ではありません︒有名な英国の畢者ジョ

ても男子が︑皆婦人を劣等の者と見たの

しょに住むことも出来ねば︑又彼女なし
に住むことも出来ぬ﹂４いったさうであ
ります︒
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婦人を讃美するのは︐その数十年憧れて

象が蕊礎になって居たからです︒ミルが

多くは︑自分の直接した婦人から得た印

一般に公平に事術的に見たのでは無く︑

りｃ高く見たり低く見るのは︑従来概ね

す事も︑将来婦人の地位や境遇やその他

あるとか短所であるとかいうて居りま

ます︒それ故現在に於て︑婦人の長所で

や職業やから来るものであると恩はれ

その他の多くの差異は︑大抵境遇や教育

差異は︑唯性の差異に基くものＬみで？

概して言ひますと︑男女心理の根本の

であります︒我国の古事記を暗記して居

て銑く働きます︒記憶作川も婦人の長所

直豊力は︑不思議と思はれる程婦人に於

人の方が弧いとせられて居ります︒特に

昂もありますけれ共︑感動性はいつも婦

居ます︒感受性は男子を優れ

とするも感

概して婦人が︑鋭敏であると信ぜられて

でせう︒叉我国に来た外国の文豪中の一

居た織妻に由って婦人を判断したから

幻畳︑即ち幻の知豊で外界の刺激なしに

はれて居ます︒それから叉︑想像作川や

物の形が現はれるやうな作川や︑暗示即

たといふ稗Ⅲ阿確も︑婦人であらうとい

って来て居り︑叉愛りつＬあると思ひま

られて居た婦人の心理が︑昔とは齢程鍵

ち或一部分の刺激から︑全部の締洲作用

て来るでせう︒現在に於ても︑従来信ぜ

く今も健在して居られる小泉夫人の︑ハ

が現はれるやうな現象は︑婦人に於て特

すべての事が鍵化して来れば︑営然愛っ

ーン氏に輿へられた印象に︑基くことＬ

といふことを科畢的安営性を以て︑断定

す︒それ故今婦人の心理は﹁斯クァル﹂

に多いのですｏ随って催眠術には婦人が

の婦人を天使の如くに讃美するのは︑全

エルが女を悪く見低く見るのは︑母と仲

思ひます︒之に反して︑ショーペンハウ

現在も︑多くの肇者が一致して居る婦人

することは到底出来ません︒唯従来も亦

はれて居ります︒

感じ易く︑夢も婦人の方が多く見ると言

人者であるラフカヂオハーン氏が︑日本

が悪るく且綴人︐と零ひ︑負傷させて︑別

の心理を概括して設けば︑次の如くであ

せられたりした篇であると︑言はれて居

れて後もその婦人の生涯︑扶助料を送ら

から婦人の特色と見られる程翻多感多情

感情の方面になりますと︑これは従来

先づ知．能の方に就いて申しますと︑一

ると恩ひます︒

であるとせられて居ります︒既に感受に

ます︒固よりそれが唯一の原因で無いと

般に抽象的思想は︑婦人の短所でありま

で︑之がすべての刺激に伴うて居ります

於てさへ︑感受性よいば感動性が扱いの

してもすべて人は何事でも︑自己直接の
経験に基いて判断する︑傾向があります

ければ︑歎畢家も無いし﹂言はれて居りま

すので︑昔から婦人に有名な哲畢薪も無

感情は心の調子でありますから︑何時も

する畳悟を以て︑互に注意せねばならぬ

す︒併し︑その方面の要素となる感壁は

から︑雨性の間は各仙人か性全髄を代表
ことです︒
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感情であります︒而かもその原始的のも

るものでは無く︑人類一般に持って居る

あります︒併し嫉妬は婦人ばかりに存す

に疾といふ字を合せて．出来て居る程で

れて居ります︒即ち嫉妬の嫉の字は女偏

又嫉妬と虚築とは︑古来婦人の弱鮎とさ

理性に克つ篇めに起る現象であります︒

ネル事や︑迷信の多い事など︐皆感情の

きく考へ過ぎ︑驚山に吹蛎する事や︑ス

あります︒婦人の過大性︐即ち物事を大

と呼ばれる弧烈な感情の突然起る事が

せぅ︒随って妙齢の婦人には︑感情爆護

理機能に件ふ最根本的の事賞でありま

動揺し易いのです︒これは畢竜婦人の生

ことは︑犯罪心理単の一︑股に認める事賞

は大部分が嫉妬と︑虚築から来るといふ

る事が多いのであります︒叉婦人の犯罪

の事季やする場合などは︑嫉妬が動機とな

あります︒何れにしても婦人が残忍酷薄

場合には大抵境遇から︑挑壷されるので

は別問題にせねばなりませぬが︑普通の

感情には病的のものがあります故︑それ

いふ感情に囚はれぬでせう︒勿論是等の

修飾などを嫌ふならや婦人は決してかう

愛を他に移すことなく︑叉虎柴に馬する

めたのであると思ひます︒若しも男性が

いふ感情を起さねばならぬ様に︑ならし

ふのも︑其多くは男性が婦人をしてかう

あります︒婦人に嫉妬や虚築が狸いとい

に此麗はしい感柿が︑交換されなければ

思ひ造りに餓ゑて居ます︒一切の人の間

の中の人特に我図人は聯温い愛や美しい

世に仰がれる甚であると信じます︒今世

に︑貝賃の思ひ遣りの出来る事が婦人の

ます︒妻としては夫に︑母︐としては子供

深いことに在るというてもよいと恩ひ

ります︐それ故婦人の長所は思ひ遣りの

何れも同情︑即ち思ひ遣りにまくのであ

などと呼ばれる怖緒であります︒是等は

麓はしいものを筆ければ︑愛︐慈悲︑憐潤

面でありますが︑更に婦人の感傭の中で

いことは周知の事責であります︒

この週期的愛化の中へ叉はその前後に多

るのは全く境遇に由る事であります︒そ

す︒

した方が︑よく事資に適する課でありま

す︑それ故嫉の字は女偏を改めて人偏に

箸るしく感傭に影響します故︑此場合に

婦人に︑週期的に来る生理的愛化は特に

係あることは一般の事資でありますが︑

Ｌ恩ひます︒感怖が内臓機能と密接の開

鮎に就いて特に戒槙せねばならぬこと

であります故︐婦人としては此二つの弱

になってから︑一層母や母に代るべき婦

ん︒それに子供が幼い時よりも寧ろ青年

愚愛や同情ほど・力握いものはありませ

篤めであります︒特に母親の子供に濁す

のも︑畢寛婦人が愛や同情に富んで居る

りません︒婦人を平和の天使とたとへる

平和は︐決して持ち来されるものではあ

以上は婦人に働く感情の良く無い方

のは勅本能として嬰兇の頃から現はれま

れ故男子にしても︑その事情に曲てはオ

は一層の警戒を要します︒婦人の犯罪が

暇令本能であっても︑この情が盛に起

セロのやうな︑ひどい嫉妬をすることも
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ち科畢哲畢道徳葵術宗教等は︑従来主と

な理智の背紫を持って居る鰯めです︒即

所謂質︑善美︑聖に閥するもので︑高尚

れるものになりますと︑必ずしも婦人の

一層進んだ文化的感情︑即ち惰操と呼ば

喜怒哀楽愛悪欲の種類の感情であって︑

れは主として︑情緒即ち一般に呼ばれる

に婦人は感情に富んで居るのですが§そ

必要あるし蜂共に最も有効なのです︒此様

人の同怖理解が︑彼等の心を慰め鋤ます

となど︑何れも婦人の意志方面の長所で

す・その外慣例を守り︑賞打力に富むこ

牲献身の美徳が︑畿揮されたのでありま

の我閏の婦人には︑麗はしく働き所謂犠

すことが多いのです︒忍耐の特性が従来

上に扱いので︑〃子に優った成績を現は

非常に恐れるけれども

忍耐性がそれ以

は感動性か扱いから︑その始に在っては

あります︒大手術を受ける時でも︑婦人

忍耐保守は︑婦人の長所とせられた所で

ませう︒併し︑従来より消極的意志即ち

第にその力を加へるやうに︑なるであり

ゲーテのファウストの最後の句を鍋け

りませう︒私は今この講話を終るに臨み

平和に向上護肢するのが︑その理想であ

るのでも無く︐婦人の如く一般に美しく

るのでも無く︑さりとて叉勿論白痴にな

併し要するに︑人類の将来は︑天才にな

語のあるのに驚かされる程であります︒

如何にも婦人の心理に︑適中した警句警

回って印度の神話を操返して見ますと︑

のであります︒お話してこ§に至り︑振

から婦人には天才も少いが︑白痴も少い

きに居ることＬ恩ひます︒かういふ事質

が婦人をかＬる歌態に導いた︑原因の多

−（》2−

長所とは言はれません︒それは此幡は︐

して男子の携つたものでありました︒唯

て共鳴の意を表します︒

あります︒

二●の与冒の震の言目函匡９Ｆ

即ち﹁久遠の女性が吾等を上の方に引

ご患弓二億

事︑濁自性猫創力の乏しいことです︑こ

て居る婦人の短所は︑個性の鮮明で無い

概して言ひますと︑従来から認められ

宗教は︑怖の分子が多い篇めに︑その信
仰に就いては︑婦人に員蕊握烈の者が多

くありましたＩ今もまた︑あるやうで

く﹂といふのであります︒

藤本武ギニ

れなどは︑恐らくは長い間の境遇の影響

し

意志の方面は︑従来から婦人の短所と

い

す︒．

認められる傾向がありましたが︑それは

食物

い

慰畢博士

一

主として積極的意志に就いて見たので
ありませう・一般に意志は筋肉と密接の
開係があります故︑婦人が現在の如くに
罷育に努めて筋力を養へは︑意志も亦次

諾

家庭生活の内で︑何よりも楽しいのは
を述べて見ようと思ひます︒

の大切な事は勿論であ↓りますが︑吾々の

庭は蕊へます︒これの峡けた家庭はやが

材料は連ひます℃然かしそれは︑うまい︑

生活程度の差によって︑食物の種類と

食堂が殺風景な︑何等の飾りのない宝で

先づ第一に覗豊の事から申上けます︒

たものです︒主人は浦の肴を要しますか

て香の物に︑お茶漬ぞいそノーと潤ませ

り︑妻や子供は隅っこの方に小さくなっ

富んだものでも聯厭やノ︲〜食べれば吸敗

く食べれば全部を吸牧しますが︑滋養に

すｂ誉養分の多くないものでも︑おいし

盛になりますから︑消化がよろしいので

おいしく食べると︑消化液の分泌か旺

あります︒叉︑食器は上等の必要はあり

ではありますが︑気をつけるとよいので

卓の上に挿すとか︐ほんの一寸とした事

けて置くとか︑花を一輪でもよいから食︑

宝へは目を喜ばす様な額とか︑掛物をか

事清潔である事は勿論ですが︑食事する

釜

てはならないのであります︒

べて快よい感じを︲起させるものでなく

て衰微します︒一家の主人夫妻の最も大

まずいを左右する必須峰件は︑決してあ

厘々看過する硯蕊聡怪呪鐙及感怖が凡

なる勤めの一・つは︑一家の老人子供のた

りません︒これは主観的のものであって

おいしい食物

めに楽しい︑夕食時を用意する事であり

あってはなりません︒掃除の届いてゐる

夕食時の一家側楽であります︒斯かる家

ます︒

客観的にきまるものではありません︒

ら︑それを川意するのが主要なる妻の仕

されずに共催排池されますから︑何の役

昔は一家の主人だけが︑高膳の前に坐

事とおもってゐました︑そして︑その側

どは何でもよいと云ふ人がありますが︑

ませんが︑見て感じのよいものを選ぶ必

決してそうでありません︒安物でもよい

要があります︒小さへよければ容れ物な

一ｌおいしい﹂と云ふ感じはどんな時に起

にも立ちません︒食物をおいしく食べる

で食事を済ませ︑早く暴君の前を立ち去

るものでせうか︒主婦が一生懸命に塵と

のを買ひ求める様にしたらよいと恩ひ

から平常注意して居て︑見て感じのよい

事は非常に大切な事であります︒

ると云ふ風がありました︒こんな事で一一

砂糖の加減をよくしたら︐それだけで食

の女子供の過ちを叱責する搬曾に︑利川

家の幸幅と健康とは柵保てるものであり

べる家族の者がおいしいと︑感じるでせ

されてゐました︑それで家庭の稀は念い

ません︒今でも其の遺風が︑殊に酒を飲

うかｏ舌の味畳だけでおいしいと云ふ感

今私は生理事の上から︑如何なる注意

ばおいしい筈であります︒食物の礎加減

じが起るものであれば︑お加減さへよく

の配澄を替へたりして︑新らしい気持ち

叉食堂の中の模様替へをしたり︑器物

ます︒

む家庭に残ってゐる様であります︒

を食事と云ふものに︑封して排ふべきか
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を起させる様にする事も大切でありま

しみを催す話しや︑不快な話しをする事

乗ったりした日は食が進みません︒

たりすると一家の楽しい︑まとゐは全然

叉食事の時子供を叱ったり︑夫婦争っ

喚鐙も大事であります︒香ばしいもの

は禁物であります︒

ぶちこわされます︒子供に過ちがあった

すっ夏などは庭先の涼い庭へ食卓を運ん

ら︑寝に就く時静かに諭すのが一番効果

だりせば子供は大喜びするものです︒

は食慾卒一そＬって︑唾液の分泌を促しま

以上述べた様にして︑食卓を楽しく園

︲皿に盛った食物の色の配合がよいと

む事は節一消化を能くしますっ梁しくお

のあるものです︒

い香ほりを放つものを作る様に︑せなけ

いしく食べると︑胃腸の消化液が津山分

す︒食物を調理する時に・軍に滋養とか

ればなりません︒唯注意すべき事は食べ

泌されます︒すると食った物が能く消化

誉養の方面のみを注意するのでなく︑よ

物の香ひを除り早くから喚いでゐ雲ると︑

取り合はせる時少しく︑気を配ると大層
次に蕊畳であります心大きな食堂やホ

喚豊祁経の作川で︑折角の食事の時︑食

美観を起させ︑食慾をそもるものです︒

テルでは食事時間中奏楽をします︒気持

其人の誉養は︑益々良くなります︒﹁笑ふ

されます︑そして全部吸牧されますから

おいしく見えるものです︒

ちの軽くなる様な︑浮き立つ様な音楽を

を調理中に香ひを喚ぐために︑除り食べ

門には幅来る﹂で︑楽しい家庭には祇が

慾の全く出なくなる事です︒主婦は食物

られないものです︒萩の餅なんかを家庭

来ます︒

聞き乍ら食事する時は︑何でもおいしく
様な滑稽物︐とか︑オーケストラとか云ふ

で作った時主婦は︐之れを峻々維験しま

食べられます蓄言器でもよいから︑笑ふ

す︒滋養も大切ですが風味も軽硯する課

った事はありません︒昔話しでも︑お噺

ても食は進むものであります︒一音楽に限

平和な一日を逢って満足した︑心持ちを

くし︑徳を修め︑智を研き︑不平を忍び

日ノ︑の仕事に最善を蓋くし︑友情を厚

×

×

恵まれるのであります︒

主婦を有つ家庭は今の様な理由で︑最も

美的謹術的の心を養ひ︑徳の術はった

ば決して食い過ぎしたり︑食後胸につか

様なものをかけ乍ら︑ゆっくり食事すれ

に参りません︒

・でも落し話しでも旅行談でも︑其の川の

ものです︒怠惰な一日ぞ逢ったり︑人︲と

して食卓に向へば︑食は必らず口に甘い

最後に感情の事を申し上けます︒其の

へて来るなど云ふ事はありません︑或は

面白い出来事でも話し乍ら︑食事する習

×

叉松風の昔や波の言を聞き乍ら︑食事し

慣をつけるとよろしいです︒食事時に悲

×
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川狩や堤につＬける柳影
川狩や夕餓の卓の一家族
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風かみなり︑いかづち︑らい︑林の鳴るといふ意義から出た

鳴紳︑はた喝がみ︵初雷は春季とす︶

一窓に来てまた去りし宵の豊かな山口松
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歳︑るまでもなく知れわたったことである︒

言葉であらう︑今日では空中の電気の作用たることは説明す
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翻して耐鳴る四十九谷かな鳴雪

人形鼠に似て次黒色の薄き肉趨あり足及ひ尾に連なり︑翼の

蚊喰鳥︵かはほり︲かうもり︶

岱▽鴫蝿︵夏季︑動物︶

雷や山雨叉来し釣り戻り公三模
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やうになり︑自由に空中を飛行する萱は隠れて夜飛ひ廻り昆

いふことである︒

すたれ行く町や編蛎人に飛ぶ虚子
後れつく族の荷物や蚊喰烏同

旭 東 子子神職︾梱︾叫諦︾蜂︾鋤か足る︾一一
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▼課題︵各題五句宛︶

一▼雷蛎蛎八月十日限 眠錨今唇捕へ食︑智蚊を食ふの故に蚊喰鳥の名がある︒噛乳類翼一
季題の菜
ｌｌｉ！

▼雷︵夏季︑天文︶

崎1俳

一▽雲の峰晩夏夏誰夏惜む九川十Ⅱ限睡手類に鴎するものである︑熱帯地方に厳する一おばかうもり﹂
一▼天の川扇置捨屡秋の届十月十日限腿は書一飛んで果賞を食ひ・休むときは後肢で鴨を倒に支へると
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第三都市に於ける不冥住宅密壊地歴の
改善方策

質問あり︑長岡長滴守屋部

の立案に付︑守屋新誠曾局部長からそれそれ
説明の後各委員

長之に答へて︑演口曹長指宅の特別委員迦附

託する事と癒ったが委員の氏名は︑左の遡り

決定し︑第二案の委員曾腫客月二十三日紅曾
局内に開かれた﹂

▲節一諮問案委員東郷姿︵委員曇︶積口儀兵

衛︑岩切政雄︲山口政二︑鈴木寓士蝿︐山
田準次郎︑守屋柴夫

▲弗二諮間案委員二荒芳徳象員長︶穂職震
悪之輔︑守屋繁夫

遼︑内ヶ崎作皇跡︑田禅義輔︑俵孫一︑潮

郎︑有馬輔率︑篇田勇太郎︑川崎卓吉︑山

▲第三諮問委員添田毒一委員涯︶末弘巌太
田準次郎︑守屋楽夫

有栖川宮記念皐術奨働

資金

高松宮殿下には︑有栖川宮家の諸事一切を

御腿理遊ぱさろろ事になったので︑同宮家の

財走参幸一有意耗に御使川相成る鱈︑有栖川宮記一

念蝶術奨勘資金といふか一設定糞一られ︑毎年二

回畢術研究上必要な資金を︑研究家に授典さ

れることになった︒その第一回に選ばれた光

斡之助柳士で︑その著述は﹁日本入の博愛思

築ある以者は︑東大丈皐部教授史料細纂官辻

なく︑臓民的たものであることを例逢翠げて

想﹂と題し日本人の博鍵思想が外来のもので

公表されることになってゐろとの事︑仲士は

説いれもので完成の暁は．英課して外圃へも

奨畢資金千五百回 を拝受し士︒

客月八日高松宮邸に召され︑殿下から親しく

やって農村の生活妖態を調べてゐろが︑最近

生活改善同盟曾てぽ︑調査委員走各地方に

群馬畷 に 禁 酒 の 村

司法省では来年度の新規事業として︑思想

調姦員の一人文部省千葉敬止氏が︑群馬螺地

司法省に思想課の新設

課を官房に設置し︑思想取締剛及び思想韮導

方へ出かけ調査中︑同瞬北甘桑郡に高瀬村と

諮問第一一時勢の推移に鑑み牡含事業の霞系

中ださうである︒

を掌る筈で︑目下その具鐙方法に就陰﹂考究

を如何に定むくきや
第二計︾曾の現況に鑑み見章扶助に閥す

り挨拶のあった後

客月十五日内和官邸に開き︑倉長漬口内相よ

内務省の牡曾事業調査倉は︐雛一回縫曾を

賦含事業新施設調査

の研究は︑故丈躍博士八代閏狩氏の功絃で勤

に亘らサ．られ易事と荘つれ︶此墾慶天皇奉認

九十八代に加へまつり︑今上は第百二十更代

鹿︑此程宮中でいよいよ長慶天皇海新たに第

就いては︑従来畢者間にも種々問題があつれ

天皇堆御歴代中に錐へまつる曇へきか︑否かに

帝の御前に︑即位あられれと鰹へらるろ長座

人皇第九十七代後村上天皇の御後︑後銅山

長慶天皇を御歴代に

報

る法制を定むる必要なきか其方案
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時

いふので︑伺虚女曾ば近く丈部省から表彰せ

心など・診あり全く︑娘子軍の努力の賜物だと

酒村にたる迄には﹁同地虎女含の命がけの苦

して今日に及んでゐたものであるそうな本書

本氏が買ひ受け白家の菩提寺たる楓寺に奉納

を明治一一犀榊俳分離の際六百醗涯だけ前記森

は撮初京都石清水八幡牡に蔵せられてゐたの

に纏まった︑内漉湖沖士の説明によると同書

って世に出ることにならうと思ふ﹂と︒

題が風刺に熱をもって起れば︑これが法にな

るに我が閲にも嬬人参政権と比例代表選出問

す︑アメリカでは男女同等ださうですｏ要す

いふ禁酒．村のゐる事を壷見した︒此の村が禁

らろ凡さうである千葉氏の話によると︐此

二︑用紙は端書

一︑事項に別に制限なし

規定

の場所に供Ｌます︒綱々御投読あれｃ

識者︑讃者と記者間の自由な談話交換

室﹄なろ一欄を設けたのです︑讃者と

の設備をしたのではく誌上に﹃談話

室を設けましたｃいや椅子やテーブル

今般讃者諸君と懇話す﹃包馬めに談話

談話室

のかく完備したものは恐らく支那に砧其他に

欧米へ﹁婦選﹂の調査

もあるまいとの事︒

の地方は養霊が非常に盛で︑責入りも多く生
活が豊である篤一時は青年は遊惰に流れや殊
に薩村の遊廓へ盛にくり込んだもので︑その
結果村はだんｊ︑疲弊して︑手のっけやうが

時勢は普選から婦人参政権問題へと移りつ

Ｌある今日︑内務省では近き蒋来に於てこの

蹄選戸眠封する準備のために︑今度内務事務官

坂千秋氏が道路港湾曾議を名に伊太利に赴く

法典︑群施後の欣態について仔細に調査せし

三︑匿名愛名自由

のを好溌曾として︑世界各国に於ける婦選の

むることに決定した︒坂氏は婦選について次

人琴政嬢盤得も斑現するに逮ひないがす今へて

の如く語っ龍︒﹁ｌ日本にも近い狩来には婦

は時の力が解決するものです︒世界で婦人に
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なくなつ龍︒此様子を見て同地の寮藤毒雄さ
いふクリスチャンの老醤が非常に嘆き︑盛に
酒の害を託き三千人の禁酒含員を募った︒此
の時脆女曾が慣起して︑遂に男性に封し﹁飲
酒家に嫁ぐ今へからず﹂の巨弾を投げ拒嵯同盟

迄するに至り奈村これに共鳴し︑酒屋も皆賎
業して︑こＬに完全な禁酒村が出来上ったの
てあると︒

宋版大蔵経の献納Ｉ
宮内省圃書寮にば宋版大識経五千五百巻
を所議して居るが建部六百九十五巻が所在

ス︑伊太利︑︑ベルギー︑ｎ本などでｂド３シ

琴政権を附典してゐない圃で主なのはフラン

英圃で随男子腫廿一オ︑懸人紅一二十オからで

では革命後二十オ以上の女子に琴政擢を典へ

不明で惜まれてぬた虚︑今度大阪の責梁家森
本佐平氏から不足の六百九十五巻迄献納した

のでご旦砿遥界的の漬重芯大謡の書が完全
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代の教化第七津鎌倉時代の敦化第八

章足利昨代の敦化第九章徳川時代の教

化第十章叫治時代の教化第十一章二

の祁閏第十二章畔代か人か

四六列一二○頁定慨一間九十銭東京市

十世紀初

祁︑錦町三ノ三平凡誠
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脹一▼半頁金十五凶▼一頁廿五幽

料一▼謄告料︿前金ノコト

大正十五年七Ⅱ汁へ同納李賓偵ｒ↓Ｌ量
大正十五年八月一日戦一打一部１コ１４

祁田唾西小川町二ノー
ｎ本弘通曾内

の一大班想とは︑天照大祁の表徴し王へろ理

族補脚が護達したしその民族締岬剛ち遮凹

有つと否とは︑治療上狭蛎溌防止︑保健上

著されたもので︲家庭が合理的科畢的知維必

僻皐の家庭化と云ふ︑昨代の要求に唯じて

獅噸雄奴谷山恵林

想︑三稲の祁器の表示すス緒川にして︑天照

に多大の蝿奪あるは云ふ迄も一〆く︐況や無智

溌行所日本弘道倉事務所

家庭治療護本正木不如丘著

犬祁の主徴し玉へる︑理想此ぴ三郡の利器の

や識失のために飛んだ大平を惹起し︑生涯の

一ノ八五楽芳閣強行

四六到定憤一回九十鑑東京凹芥新宿

所捌寅地各

流余秋宇松奈京姫
島深田都江夏都京
市市市営市市市m
本片茶市水椅迩､1
町町町銭次本町腫
菊砲本町二狭
ノ町Pir峰楽

潔壁股吉

成見浦兵嫡
宇都宮源千

有川螺助
内田演吉

若休茂一耶
木原文推堂

光融館

束京四三一七番

ルフ

錐醗

丁．下町

東京市川︑厘川小川町二ノー

東京牛込睦早稲田純巻町一員

印刷所文陽牡

表示す八総祁吋剛民粘祁の根元である﹄著布

ｖある︒之れ爵皐が一般に普及せず︑難解な

怖泌通すやつ左こと：︲少くない︑今Ⅱに於て

易斯皐の文献のみ︑行はれたろ罪に外ならぬ

は之を教化と云ひ︑此の間民続祁の州雌誕化

鰯の仁術と云ふことも之れが興叫民衆︑家庭

を叙述したものが本若である︑之れ術に花た
一大活劇史そのものである０文巧抽平易にし

る固拠の中に動く根元的の力︑即ち祁圃魂の

に普及してこそ初めて︑その徹底を期し派も

の目的を可なり願したもので︑殊に臨床的治

て而も厳たる一種の理想か識けるもの・而て

療の嬰訣を述べられたのは︑一般に使利であ

のと云ばれるので︑此の意味に於て本著は此

第二率袖武帝血征及此以後の祁幽︑︑教化

教の仰凍と祁剛教化蛎五幸大化改新よ

う④ｇ

り奈良朝に亘っての駁化第六章平安畔

第三幸儒教の博来と祁圃教育第四章沸

目次第一幸日本教化の舞蕊たる祇園

又可なり著者の熱の龍つた著述である︒

電話四谷二五九一群

三千歳の古から我国には︑我悶固有の氏

日本教化史論根岸柴三著
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