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︵本曾員二限リニ割引︶

一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

重一述であるが︑また鍵韓極りなき現代思想の蹄趨を暗示するものといふ
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日本弘道倉主意

に

日本弘道曾は明治九年故西村篭樹先生の創立に

の基礎を謡固にせんとするにあり而して儒教哲

ｰ＝

係り其主旨とする所ば邦人の道徳か高くし国家

領を責行するを目的とす︒

治二十三年十Ｎ三十日の聖詔を遵奉し本曾の要

〃

皐及宗教の一方に偏筒せず誰教の長所を探り明
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同要領乙雛

世界の形勢を察する事
画家の蒋来を慮る事
政治の良否を観る事
圃家の経滴を知る事
教育の適否を考ふる事
無識の者を教化する事
道徳の圏結を固くする李
正諭を張り邪説を破る事
国民の風俗を改善する事
賦曾の制裁を作る事
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忠孝を重ずべし︑祁明を敬ふくし
皇室を尊蕊くし︑本圃を大切にすべし
圃法を守るべし︑圃盆を脳るべし
畢問を勉むくし︑身僻を弧健にすぺし
家業を脚むくし︑節倹を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くくし
信義を守るべし︑慈善を行ふくし
人の筈をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
酒色に溌るべからず︑悪しき風俗に染るべからず
宗激を信ずるは自由なりと雌も本圃の筈となるべき
宗教は信ずべからず
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日本弘道含の主張

人格の完成に努力し以て家庭国家世界人類の馬めに奉仕する所以の根本を樹立すること
物質的生活偏重の弊賓を脱し精祁的生活の向上礎達を期すること

物質的生活を以て心を累はさぜらんが潟め其の程度に雁じて生活の簡易を園ること

生活の簡易を園ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は以て生活の没趣藤に焔ろを防ぎ
一は以て精祁的生活の向上護達に資すること

唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が斌曾的生活の必須篠件たること
を明にすること

牡・雷的生活は圃家の統制の下に於てのみ完全に遂げらる瓦ものなれば荷も言論行動にして
餌家の基礎を危くするの虞有るものは之を排する事

︷へ℃ 人類共存の本義に擦り他国民に封する敬愛の綜祁を養成し彼我数力して世界文化の護達と
人類禰砿の増進とに寄興せんことを期すること

五
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、

職業地位の如何に論無く一身の圃家に繁ることを知り念々園家の二字を忘るべからざる事

、

むること

租先の遺志を潅承し︒列聖の大訓を遵奉し以て君民一徳の理想を賞現し国運の隆昌を協翼
せむることを期すること

Ｊ

国家と一鍔不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し画家翠って園鰐の尊厳を蕊場するに努

、 、

、
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口九月一日来る︑まさに是れ震災三周年なりといへども︒人多くは
之を忘れたるが如く︑常時の惨状を回想して一握の米一掬の水にも

威謝の念を起し︑往事を反省すろもの恭甚だ多からざるが如し︒復

興の大業は未だ遅々として進まざるに︑市民の生活は震前よりも寧
きるか︒一億

ろ一段の華美となれり︒打撃再び来る姪くんば︑這定豊雌すろを得
一

口鍵日長野篠に暴動事件ゐりき︑三警察署十四分署溌止に反封せる

地方民が長野市に大倉を開き遂に暴勤化して知事を殴打し警察部長

を負傷せしむ︑警官を召集すること四百除名︑喚問三千数百名︑橡

畢八百六十名︑起訴百十名の多きに及ぶ脳狗に聖代の不群事といふぺ
し︒吾人は長野螺民の潟めに憾むこと切︑而してかｋる事態を嬢さ

ぜるを政治の要諦なるを知らば則ち直接事に常れる長官のみの責任

に非ずして︐中央政府の責任なるを否む能はず︒

口公娼全溌の聾漸く高し︑多年廓清曾矯風曾救世軍等主として基督

教徒によりて叫ばるＬと錐︑而も乙は夙にわが曾姐泊翁先生の主張

せる所なり︒公娼は人身の責買と貞操の切貢とを管業とするものに

して人道上許すべからざる悪制度なり︑或は巳むを得ずして黙認す

るあるも断じた公許すべきものに非ざる也︒︵総圃︶

這博と環境と修養
這博

井上哲次郎

這博は如何なる人も免れ得ざる所のもので︑然して︑なかノ︑重大な開係のあるものであるから︑先づ一

言此事に就いて述べなければならぬ︒
遼博には二種類ある︑一は素質遺博で︑他は感化還博である︒素質這偉と云ふは︑誰でも先憩から受けて居る

身心の素質である︑然し只先租から受けると云ふではなく︑叉自ら之れを子孫に博へて行くものであるから

る可きもので︑之れは精禰的の遣博を意味するのである︒暇令それが宗教的であらうが︑激育的であらうが

して︑素質這博に二種の重大なる開係がある︒即ち旭先に封する開係と︑子孫に封する開係である︒次に威
化這博と云ふは︑普通の遣博皐者は︑多く問題外として居る所のものであるが︑然し非常に重大な這博と見
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﹄がある︒夫れは遣博のことは今日では︑遺博星

兎に角骸父母か︑兄弟か︑或は叉其他の人から感化されて︑それが先入主ＩＣなって︑蒋寒に大きな結果を末
すことがある︒威化這博に個人的感化遺偉と︑集合的威化這博とがあるが︑集合的威化遣博は︑筆ろ環境の
方に扇するものと見た方がよからう︒
尚ほ素質遺博に就き︑もう少し立入って述べて見たいこ

と云ふ様に︑専偲家によりてなか１１精細に研究されて居る︑殊にワイズマン︑メ三フル︑其他の翠者の研
究の結果もあることで︑今更鼓に紫講するの要はないが︑遣博には良いものもあれば悪いものもある︒良い

遺徳を益々多大にして行くやうにする庭に︑優生準の立場が有るのである︒余が︑東洋の勝れたる人物を︑

歴史的に研究しで見た虚では︑催に︑フランシュ︑ゴルドンの研究と同じ結果に到着したのである︒例は彼

の二桝尊徳の如きは︑普通は酒匂川附近に生れたる︑水呑百姓と信途られて居るけれ共︑其の資は鎌倉時代

の武士の蹄農した者で︑立派な禰先から造博した人と思ばれる︒其他にも此の如き例は津山あるが︑今は之

れを略して置く︑夫れから悪い這博は︑既に伊太利のロンプロ・ゾウを初めとし︑種々研究した結果がある︒
それ等に依っても非常に悪い者は身心に峡陥があって︑なかＪ１矯正することが難しい︒然しそれは︑旭先
１

の遣偉の然らしむる所であるから︑誰れでも︑罪常に良くない事をすれば︑夫れが子孫にその様に這博する
から︑賞に恐る可きことである︒︑

威化遣偉の側ではなか／︑その例に乏しくない︒幼少の時︑人から精祁的に感化されて︑立派な人に成っ

たと云ふ質例は︑古今東西に乏しくない︒弘法の如きは幼少の時︑阿刀常足の赦育を受けたのが本で︑夫れ

から︑めき／︑上達するやうに成った者で︑感化鐘博の側の最もよい例である︒山崎闇啓なども幼少の時に

母だの覗母がなかノー激卿の言葉を以て訓戒したのである︒例へぱ︑膳は飢えても米を啄むこ︲仁をしない︑

など労云って︑気位を高く持たねばならぬことを教込んだのが︑後にも︑大に影響した様である︒彼の菅公

の如きも幼少の時に母君が︑﹁久方の月のかつらももるばかり︑家の風をも吹かせてしかな﹂︑と云ふ頗る激働

一

の⑪

する様な歌を詠んで輿へたのが︑張い刺激になった様である︒肇者︐叉は宗教家などから云へぱ．自分の弟

子︑叉は門人はやはり︑獄祁的の子供と見る可きもので︑此等は悉く感化遺博の開係を免れないものである︒

環境

環境と云ふは︑人の生鯉出て来たその時世︐境遇を云ふ︒即ちその投せられたる赴曾の状態を云ふ︒誰で
も人間である以上は︲夫の生れ鶴て来た周園の斌曾状態から苑るＬことは出来ぬ︒叉猶ほ推艦けて云へば︑
＃

その生れ出て来たところの地形︑風土も決して無開係ではない・古人が英雄の出る所地形好しと歌った様に

地形も随分閥係する所が多い︒殊に詩人︑叉は謹術家等は︑大に自然の形に影響せらるＬものである︒然し
就中一番狸い刺激を輿ふるものは牡曾である︒
献蒋は良い事もあれば悪い事もある︒同じ園の牡舎でも︑時代に依って随分逢ふ事がある︒腐敗堕落の時
代もあれば︑比較的風儀良くして政治︑教育の効果の畢った時代もある︒叉同じ職曾でも地方に依って異な
ることがあヱ・同じ園でも或る都曾は甚だ風儀悪く︑他の都曾ば比較的風儀が良いと云ふこともあり得る︒
何れにもせよ︑人は環境の影響を晃奴ない者である︒然し良い環境に生長すれば善い人になり︑悪い環境

に生長すれば悪い人になると云ふのが︑普通の事である︒朱に交れぱ赤くなると云ふ課で大抵その周園の人
々に影響されて︑之を脱化することの出来ない者である︒夫れで遺博の方が少々悪く共環境が善ければ︑悪

く成りやうがない事になる︒遺博は善ぐしても環境が大愛悪いと︑自然堕落し悪化して︑その底止する所を

知らすと云ふことになる︒散に環境はなかｊ〜大事である︒孟母三遷も環境を愛へたのである︒
人の生長するに富っては︑家庭が先づその環境である︒家庭が悪ければ先づ善くなることは難しい・家庭

が腐敗堕落して居るか︑或は叉陰険なる空気に充ち満ちて居るとかすれば︑立派な人と成て生長することは

口↓︑〃

畳束ない︒況やそれが斌曾に出一﹂見ると︑砥曾が甚だ善くないと云ふに於てをや︑祇曾には種々なる鉄陥力
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あって︑その善く坂い家庭から出て来た者を︑更に耽曾が悪化して仕もう︒彼の日露戦雫後︑不良少年など

が多数出て来たが︑彼等の中には不良なる家庭に生長しだものが甚だ多い︒家庭に居ることが辛いからして
飛出して︑湊草の公園などに這入って他の不良青年など︑交際し︐途に悪化すると云ふ課である︑難波大助

の如きも︑徒だ面白くない家庭に生長し︑祇禽に出ては佐野畢の左傾的思想に影響せられ︑叉改造の様な左

傾的雑誌を積み︑河上潅のテロリストの論文に動されて︑彼の如き大逆を敢てするに至ったのである︒即ち
感化遺偲の然らしめたところであることは肌かである︒

そこで感化遣博と云ふものを︑大に良くなさんＬ︾するには︑斌曾激育の振興を岡らんければならぬ︒藻て

善い耽曾教育を︾施して置けば︑何時かは之れが善い結果を持ち氷さんければならぬ︒此の意味に於て日本弘

道曾の如きは︑善き魅曾教育を施すべき機関である︒此の機開を今の時世に犬に活用しないでは︑相すまぬ

次第である︒今の時世ば如何なる時世なりやと云はぜ︐賀に慨嘆に堪へ鞭い時世である︒政治界と云はず︑

責業界と云はず︑砺事界Ｌ﹂云はず︑宗教界と云はす︑諸種の方面に腐敗瞳落曲噂が多い︒之れが暇なる噂な

ればそれでよいが勘中には篭なる噂に非ずして︑立派に事資に依って讃擦が畢って来て居るのがある．例ぱ松
島遊廓移撫問題と云ふことば︑吾々は一向知らなかったが︑段々その成行を見て糧ると︑あの為めに思掛け

なき名士が︑法廷に呼出され︑訊問されて居るのみならず︑或名士は裁判の結果有罪と決定され︑現に収監
されて居る蒜もゐる︒斯して日本の現在には︑良い事も少くないが︑同時に良くない事も少くない︑贈賄牧

賄の沙汰も︑悉く単なる噂のみではなからう︒火の無い所に煙りは立たぬ︑果して諸種の事資がまって来た

様な次第である︒此の様な環境であるからには︑大に之と城って︑立派な感化遺博の行はる児様に努力せね

ばならぬ︒荷も名激を以て自ら任ずる以上には︑一身を犠牲にしで奮闘するの畳悟がなくてはならぬが︑何

うも耐曾全磯が︑斯る名教維持と云ふ側に於ては︑昏脈状態に在るの感じがしてならない︒
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修養

若しも悪い遺徳を承けて生れ︑悪い環境に役せられたならば︑大抵な者は益々悪化して︑然して多くは犯

罪人ＬＬなって了ふ︒現に刑務所に牧容されてゐる犯罪人は勿論色々ある様であるが︑全部とはいはいが︑其
の大多数は︑斯ることの満めに悲しむべき境遇に陥った者と思はれる︒然しながら人間は︑その様なものば
かりでなく︑良い這博を受け︑良い環境に生長する者もあり︑叉善悪相半ばする位の遣偉を受けた者も少く

なからう︒斯る場合には意思の修養が頗る大切となる︒
人間は自然物と異り︑叉他動物とも異って︑自由意思を有するので︑意思と云ふものも︑修養に依てなか
ノー堅固になり得るもので︑決して修養を怠るべきでない︒意志薄弱で質行力の乏しい者は︑唯遺博と環境

に支配され︑之れに封抗する力が乏しい︒けれ共意志の修養を経て︑自主燭立の椿祁あるものは︑暇令へ這
博は完全に非ず共︑自己の意志力に依って之れを矯正して行くことが出来︑叉如何に環境が不健全でも︑夫

れに巻込まれる様な事なく︑まる夫れに封抗し︑夫れを矯正して行く手段に出ることも出来るものである︒

吾々人間の意志は︑一切蔑事を改造して行く力である︒自分自身をよくなすも︑叉進んで職曾状態をよくな

すも︲皆意志の力に待たねばならぬ︒昔の孔子や︑鐸迦や︑ンクラプースと云ふ様な人は︑如何であったら

うか︑ソクラテースの生れた家庭は微々たる者で︑父は彫刻家で︑母は漆婆であった︒別段勝れた父母で無
かった様であるが︑ソクラテースは希臓の聖人とも云ふ可き非常な人格者となった︑而してンクラテースの

出て来た希臓の職曾は︑決してよくなかった︒即ち誰沸論者が希臓の各地を歴訪し︑然して善悪を顛倒し︑

是非を混乱して︑営時の思想界を甚だ不健全にして居たのである︒然してソクラテースは︑その様な諭癖論

者に巻込まれず︑何彪迄も真理を明にし︑寓古不易の道を立て様としたのである︒その結果哲畢も起り︑ソ

クラテースの人格も異彩を放って来たのである︒夫れのみならずソクラプースは︑晩年菟罪を蒙ｂて︑死刑
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を宣告された︒最後には毒蕊を呑せられたが．彼ンクラーフースは霊魂の不滅を論じつつ泰然として毒杯を傾
けたのである︑それが潟めソクラテースの人格の光は︑一層異彩を放って来たのである︒彼は彼自身に環境

に謝抗して︑寧ろ立派な有力なる感化遺博を及したものであると見る可きであらう︒
騨迦も非常に悪化した常時の吐曾に生長したのである︒その素質から云へば良かつたであらうけれ共︑常

時の環境は醜悪を極め一︲｜居た︒それにも拘らず彼は狸大なる意志力を以て自ら超世脱俗の生活を為し︑大悟

徹底の後は︑五十年間若くは四十五年間︑幾多の説法に依って感化這博を施すことに努めたのである︒その
結果悌激の如き大宗教も起って来た様な次第である︒孔子は如何と云ふに︑孔子の時代は所謂春秋の時代で
あって︑周の帝室の威力は遠く及ばず︑今日の督軍の榛な工合に︑各国に専制君主が起って︑世は紛乱を極

めて居た︒然して戦闘攻伐︑寧日無きの状態であった︒斯ろ時世なるが故に︑孔子は人道主菱を唱へ︑平和

運動を盛んに興したのである︒孔子の道はその時代には行はれなかったけれ共︑然しそれは何時でも耐曾に
必要なる道で︑永久の債傾ある教であった︒故に儒激となって縛って来た︒即ち孔子と云ひ︒ソクラプーュ

Ｊ︾云ひ︑稗迦と云ふ様な聖人は︑甚だ善くない環境に役せられだけれ共︑↑此等の人々はなかノー掘固な意志

力を以て︑善くない環境に謝抗し︑寧ろ善くない環境の中に︲新なる善い環境を造り出さんとしたのである︒

吾々人間は意志の訓練如何に依っては︑遺縛にも打勝ち得る事であり︐叉環境にも打勝ち得るものであ
る︒人生は現賃にして夢ではない︒やはり昔の聖人の精祁をよく事んで何礎迄も環境と戦て行く精赫がなけ
ればならぬ︒決して凡夫風情であるからとて︑絶望すべきでない︑名教を以て自ら任ずる以上は︑夫れ夫れ
の重大なる責任を負って立つ︑決心がなくてはならぬ︒斯る際に吾々に︑最も良き暗示を典へるものは︑矢
張り孔子︑ソクラプーュ叉は群迦の様な昔の糖脚界の偉人である︒

一

一

斤ｊ一

●

耐曾の見方に就て

沼淑

と迂遠頑冥の嫌がなきにしもあらずと思ふが︑之に

反して今日懐いてゐるやうな考へをもって其営時に

あるとかいふやうな根本の黙に至っては︑古へも今

固より遁徳の根抵であるとか︑或は圃溌の精華で

して起すＩＣころの感想との間には甚しい相違がある

世の威が生ずるのである︒
明治初年に於て私どもが耐曾に濁して懐いてゐた
ところの感想と︐ラヂオの行はれる今日の牡曾に開

て︐而して最近世の文明に接鯛するに至った者は︑
今日より明治初年の畢生時代を回顧すれば︐賞に隔

ことであるが︑斌曾に閲する理論は斌禽現賞の反影

思ふ︒職曾皐を研究するところの人々が︾よくいふ

ろと︲決して同一でないといふことを謹見し得ると

と今と申さぬでも第十九世紀と第二十世紀とを比べ

また懐くところの感想といふものも︐亦古と今︑古

末してゐるといふことは︑字ふくからざる事責であ

虚したならば︑急進過激と見られたかも知れぬ︒

も寸竜の更りを認めないのであるが︑斌曾の現賞に

であるといふ︒

やうに思はれる︒明治の初年に於て私どもが常時の

者有識者のの下すところの議論︑懐くところの感想

之をなほ半たく解稗していは理︑吐曾に開して畢

る︒今日の畢者諸先生を初めとして︐所謂有識者た
るところの人々が証曾に封して下すところの議論︑

斯の如く斌曾に封する私の見方が時と共に鍵遷を

濁しての威想に至っては幾多の愛遷を経由して居る

私の如き中古の文明からして近世の文明を総由し

鄭

斌曾を観て起したところの感想は︐今日から考へる
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半

なければならぬと思ふ︒之に閲しては或ば言語︑或

る︒古代の魅愈を現代の斌曾と比較して見ても同じ

なる事情があって各闘共に相同じきを得ないのであ

は風俗︑或は憤智︑或は風土その他歴史博統等種々

り︒或はキリストの教旨をきぁ︑鐸迦

く文明の程度生活の状態に相違があって決して同一

ば その常時の赴曾の率資糎基いて起ったところの
ものである︒これは今日とのみいはず︑古もまた然
孔子の教義を讃んで︑之をその常時の斌曾の奮状に

の論断を適用することを得ないのである︒

説法を見︑

比較封照したならば︑只今申したところの事賞はよ

うと思ふ︑縦といふのは時代によって即ち歴史的に

今この事を縦と横との雨方面に分って説いて見や

一一

くわかると思ふ︒キリストの教旨を十分に理解せん
と欲するならば︑ユダヤの歴史を讃まなければなら
ぬといふことほ有識者の常に唱へてゐるところであ
る︑樺迦の説法を曾得せんと欲するならばアリァン
人種侵入前後の印度の歴史に精通しなければ十分な
る結果を得難いといふことも亦多数筆者の説いてゐ

相違の鮎を述べるのであるが︑横といふのは所によ
って︐即ち地方的に相同じからざる所以を論ずるの
で全のる・

時と所とによってその趣を同じうすることを得ない

ければ︑其の目的を達することを得ない︒
それと同じことで献禽論といふものも︑時と所と
によりて其の趣を脚じうせざるものがある︒私共は

軍一なる原因によって事質が現はされてゐるのでは

々なる原因が錯綜潜在してゐるのであって︑決して

個の砥禽的現象を取って之を見ても︑その間には種

ら︒之を分析することは容易でない︑従って或る一

る所である︒孔子の教義を十分に了解せんと欲する
ならば︑必ずや営時の春秋戦圃の状況を詳かにせな

とまで考へてゐる︑例へぱ両洋献禽の現資に立脚し

ないのである︒故に頗る複雑なりと申すのである︒

抑献禽の問題といふものは頗る複雑なものであっ

て樹てられたところの論と︑東洋赴曾山状勢を標準

て︑極々なる現象が相混じ相交ってゐるのであるか

として説いたところの説とは︑其の間に自ら差別が
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を分析し難いのであるけれども︑概括して之を見る
と︑凡そ三段に分ち得るかと思ふ︒通の申す論織は

かくの如く複雑なものであるからして︑容易に之

この三階段に之を分解するを得ると信ずる︒

である︒重きを置くといふ鮎から観察して見ると︑

穂ての人々が最も重きを置く所の黙に就いていふの

題の中心黙則ち種々なる吐曾問題中に就いて富時の

一一一

祇曾問題の中心鮎となってゐる事責を捉へて之を立
脚鮎とするのであるが︑此の見地から観察すると即
ち第一が宗教の問題である︒第二が政治の問題であ

また︑経湾問題が頗る盛んになってゐる時代︑この

ある︑之と同じく政治問題が盛んになってゐる時代

て政治問題や漣湾問題がないといふのではないので

政治上の問題を含んでゐるけれども︑その根抵には

いて見ても︑物部︑蘇我雨氏の政治的争闘は図より

してゐるのである︒日本の大化革新以前の歴史を総

のである︑試みに古の歴史を縮堕し見ると直に此事
を理解し得られるのである︐中古から脚って上古に
かけての歴史上の根抵には何時も信仰上に開する問
題︑若しくは之に類似するところの問題が重きをな

古は宗教が何事の問題でもその中心となってゐる

雨時代を通じて見ても宗激問題が皆無であるかとい

悌教に閲する問題が潜在し｜藷し而も最も重要なる位置

る︑第三が糎涛の問題である︒固より前述の如く斌
曾的事責の原因は頗る複雑なるものであるからして

ふと決してさうではない︒皆無でないばかりではな

を占めてゐるといふことは︑人のよく知る所である︒

軍一に宗教のみを以て之を論ずることを得ないので
ある︑宗教問題の最も盛んなりし時代と錐も︑決し

く︑なかノー勢力を有ったところの大問題となって

ふやうに軍燭に分離して見るといふことは極めて難

室で見るやうに︑例へぱ酸素は酸素︑水素は水素とい

たて労︑之が篇めに園固に繋がれ︑繰細の辱を受け

て他の問題は何時も之と錯綜してゐる︒新しい説を

叉厭羅巴の歴史を讃んで見ても︑宗教改革に至る
までの歴史は何時も維馬教曾が中心になってさうし

ゐることもめるのである︒故に化皐や物理肇の責験

かしいことである︑併しながら私の申す所は赴曾間
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に至り︒或は流曾主義が起り︑或は共産主義が起︐

の基礎に動揺ぞ氷さんとするろが如き一漠のあるもの

種々態急進過激の議論が生じて︑これがために斌曾

が陸綾として出たのであるが︑燕くところは例庭に

たものも多々あるが︑その問題のよって末っだとこ
ろの原因は何庭にあるかといは唾︑固より種々なる
原因はあるけれども︑中心鮎はいつも宗教上の信仰

て下すところの議論が自ら標識を異にして来るので

識者が吐曾に濁して懐くところの感想︑耐震雷に附し

に分っことが出来る由であるが︑之によって畢者有

いては稀に観るところのものであった︒
まづ歴史上から考へて見ると︑かくの如く三階段

劇しい論零を生じてゐるといふことは中古以前に於

は政治上より出でたものもある︒而して今凹の如く
経湾生活が中心黙となって之が議論の核子となり︑

たのであるが︐そい議論の中心となってぬるところ
のものが︑或は宗教上より出でたものもあるし︑或

てゐる︒古も之に類似したところの議論は多々あっ

在るかいふに︑経涛生活の問題が主たるものになっ

心から出てゐるのである︑羅馬教禽の信篠に背反し
たところのものは常に赴曾の有力者から領斥せらる
Ｌといふ様な有様になってゐる︒之が主な問題にな
ってゐたのである︒然るに同じく磁羅巴の歴史に就
いて見るに︑フランス革命戦争から以後ｉｃいふもの

は︑赴曾問題は殆ど全く政治の問題に錦著してゐる
感が生ずるのであるが︑前にも言ったやうに箪純に
政治のみを以て判断を下すことを得ないのであって
この間に経潜問題も宗教問題も包含されてゐろには
相違ないのであるけれども︑中心鮎が政治の問題に
根療をもってゐる︒而して此の時代からして今日の
憲法論も磯達してきたのである︒フランス革命富時
から以後政治上の自由平等といふことが盛んに鴫へ
られて以て今日の憲渋政治の質現を見るに至ったの

て後に見解を下きいといふと︑祇曾問題に封する中

ある︑故に歴史に就いて斌曾論の向背を観測しよう
とするならば︑此の三鮎に深い注意を桃って︑而し

さて第十九世紀の竿ばより以後は政治を根抵とす

心熱が何虚に在るかといふことを有耶無耶に附する

で今のる︒

るより以外に縫湾生活の問題が斌曾の中心黙となる
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の議論感想を批一評するに常っても︑ま§標的正鵠を

十升なる理解を得る能はざることになる︒従ってそ

の由っ︾Ｌ来る所の原因がある︒この皐派はフランス

ラットと申すのであるが︑これは農業を主とし本と
したものである︒何故農ぞ主としたかと申すと︑そ

ことになって︑遂に皐者有識者の議論感想に封して

失ふといふ結果を生ずるのである︒故に凧曾論を観
察し之を考査するに営ってば大にこの鮎に注意しな

それよりも一層重要なものは農業である︑かくの如
き斌曾の状態であったからして︑自らかくの如き主

注意を促すまでの程度に進んでゐなかったのである

で起ったものであって︑その常時のフジンュの状態
を見ると︑工業はなほ萎燦とし一﹄振はず︑商工業の
利益は頗る少かつたので︑未だ経潅畢者の甚大なる

ければならぬと思ふ︒赴曾論に封する観察のみでは
ない︑責際の政治を行ふ上に於ても亦資際の畢術を
確なる見解を有ってゐないと︑誤ることが多からう

張を生じ末っだのである︒然るにイギリスのアダム

研究する上から見ても︑戯等の標的正鵠に封して糖
と信ずるのである︒

ヱミスがこの翠説を博へてきうして産業革命の時期

ところの経湾畢読に就いての問題である︒経涛生活

なる事賞がある︒先づ第・一に今冊まで像はってゐる

また之を横から見るといふと︑こ﹂にもまた砿々

の経漉論が自ら此の精祁的方面に向って進んでゐた

めっｋあった所の精祁的方面の畢理が既にスミスの
考へ仁影響を及ぼしてゐたのである︑かうして︑そ

立てたが圃其頃イギリスに於て盛んに行はるべく始

に移らんとするイギリー︵に於て︑自家特得の議論を

に関する議論は西洋に於いても除り古い起源を有っ

のでゐる︑剛ち自利心Ｉみづから利益を得んとす

四

てゐるものではない︒

る︑私の利益を岡るといふ自利心が根抵となってゐ

かくの如き肇読が行はれると︑今度はドイツに於

る経癖論である︒

先づ最近世の縫湾畢読の起源といふものは︑第十
八世紀の頃から開かれたものと解して大差はなから
うと思ふ．それ域主農畢派ｌ原語ではフイジォク
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たのである︑アダム・ヱミスなどが唱へたものは掴

する︐ところの精祁の傾向とからして此の反動が起っ

その思想妖態の影響とまたドイツがイギリスに反抗

が政椛を執って縦横自在の織腕を揮っだ時であって

である︒此の時に常ってドイツに於てはピスマーク

れは即ちその常時のドイツの妖態の然らしめたもの

曾国家の方面から立論しだところのものである︒こ

は犬診抵その営面の時代︑その営面の地方に封しての

かくの如き事賃を列緊せぱ数限りがないのである
が︒この斌曾に封すス畢者有識者の見方といふもの

のである︒

ある︒自らマルクス︾単の真髄から鍵化した鮎がある

アメリカ化した所のマルクヱ率派となってゐるので

いふけれども︑これもまた米風の耐曾状態に雁じて

れて来たのである︒併しながら同じくマルクヱ流と

して︑この時弊に適中したマルクス流の畢問が行は

行はれるのであるが︑これも合衆圃に於て或はトラ

祇愈よりも寧ろ佃人を標準としてゐたのである︒ド

するといふことは今日までの経験上不可能なことで

ュトであるとか︐その他の一争莱合同が盛んに行はれ

イツの畢派に於ては個人よりも寧ろ画家砥曾を標準

あると信ずるのである︒今日盛んに唱へられてゐる
階級闘零︑これからして或は勢働資本の開係︐或は

て之に反封するところの率涙が起って来た︒其の主

とするに至ってゐる︒かくの如き相違を生じたとい
ふことは何故であるかと言は管︑全く其の悶々の状

地主小作人の衝突といふやう鞭問題が生ずるのであ

て︑これが潟に種々なる弊害を生じたのであるから

態が異ってゐる︑その圃々の耐曾の形勢が同一でな
いといふことからして起ったのであると思ふ︒ドイ

るが︑こい礎に行はれる階級闘雫は何彪から起った

た如き自然の天賦を基準とするに非ずして︑専ら証

ツに於てマルクス流の１１今Ⅱ有名なるマルクュ流

のであるかといふに︑その闘争の最も盛んであった

張する所はアダム・スミュやその他主農翠派が唱へ

の翠説が起ったのである︒之も均しく従前から行は

欧羅巴︑中にも殊に東部磁羅巴から起り氷つだもの

見解であって︑之を以て永遠不鍵の原理なしと断定

れてゐた所の皐説に封する反動である︒

北米合衆幽に於て近頃マルク〆流の畢説が磯んに
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である︒階級闘争を唱へたところの先鞭者の一入た
るラッエンホーフエルは何虚の人であるか︑彼はオ
ーステルライとの人である︒ロリャは何鹿の人であ
るか︑彼はイタリアの人である︒ノピコーは何虚の
人であるか︑彼はロシアの人である︒か労る階級闘
零の最も盛んであったｌ﹄ころからして︑かやうな畢
説が窪頭してゐるのである︒
五

た上の理論でない︒まだ今日の畢問は両洋直毒の皐
問が大部分を占めてゐるのである︑

今後吾々日本人が十分に調査観察を途げて︑皐理
上確乎として動かされない︑真正なる畢坪を樹てよ

うとするならば︑如何しても今日よりも︑尚ほ一層
塵く各国に互って事賃を調査して︑さうして之に適

雁する理論を蕊見することが必要であらうと思ふ︑

軍に西洋のみの皐説を億へたのでは︑決して三千年

代によってまた場所によって祇鱒の見方が重鮎を異
にして来てゐるの一心ある︑時と所とによって相異っ
てゐる︒故に這正の皐理を考究せんと欲するならば

らぬと確信し

が邦の賞状に顧みて適常なる論断を下さなければな

ないと恩ふ︒

の歴史をもったところの我日本帝圃の賞状には適し

各時代の歴拠に測ってこれを考究しなければならぬ

ひつＬ西洋の書物を閲讃して居る次第であるが︑私
の此言に封して威を同じうせらるＬ士は．どうぞ今

かくの如く縦から見ても横から見ても︐何れも時

またあらゆる場所の賞際に就て十分なる観察を下さ
なければならぬ．而して此の黙に就て私どもの最も

湾方法を求むることを得ないと思ふ︒

ではとても日本の今側の窮状に封して︑真正なる救

私は従来この鮎に就て深き注意を桃

の事情を十分に糖査して︑殊に我が邦の歴史︑叉我

そこで皐術上の研究をなすに富っては︑必ず東洋

慨歎することは︑今Ｈに至るまでの我邦の畢者有識

後東洋の事資を今Ｈよりも︑一層十分に調査して欲
しい︒さもないと今岡行はれてゐるやうな直鐸理論
者諾先生の職舎に封する観察が主として両洋の皐説
を基としてゐるのみであるといふことであって︑日
本の歴史や︑日本の現資に就て十分なろ調査を遂げ
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教育の適否を知るこ

日本弘道曾要項乙第五に教育の適否を知ることと
いふのがありますことは︑諸君のよく御存知のこと
であります︒之は大なる範園に於て適否を知ってゆ

﹄

辰午

じて居るのであります︒それはどういふことか︑述

れが凡ての激育の根底を濡すものであると︑私は信

て小さなことに過ぎないのでありますが︑しかしそ

が能ではありますまい︒それで私が今これから申上
げますることは︑大きなことでは決してなく︑極め

しかも大きく過ぎては口先ばかりの論にとばまって
資行といふことになりますと︑別問題といふ様な傾
向となり易いのであります︒口角泡を飛ばすばかり

的を握り得られたものといふことほできませぬ︒心

の批評のみでは︑諸君は未だ以て私の所説の真の目

た瞳賓験を見て而白がっだとか︑どうであったとか

よく退考へくださることを切望するのであります︒

居られる教育上の方針が︑果して減営なる否やを︑

道理を説明して︑諸君が父母として︑その子女に謝

し︑教師として皐校の兇一重や生徒に濁して︑取って

れで私は心理賞験を行って︑それによって教育上の

べれば殆どた瞳一言に過ぎないので︑何人なりとも

まりよく分っても居らぬ人が多いのであります︒そ

るよ﹂といはるあでもありませう︒そしてその貴あ

蕊きになる←︑﹁何だ︑そんなことか︑よく分って居

過ぎないのですから︑その申述べることを諸君はお

ふのであります︒しかし申述べたらば︑たぱ一言に

必得て居らない人が大にあると︑遺憾ながら私は思

郎

理賞験に基くところの教育の適切といふことを︑ょ

く必要もあり︑小さな範園で見てゆく必要もありま
すので︑たしかに庚い問題ともなるのでありまして

上

心得て居らるＬが如きことである︑ところがその資
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村

ゐますが︑よく心をとどめて御篭になりますなら︑

でありまして︑私が二十総年の苦心研究の結果︑創
始したものでありまして︑催眠術の賞験によく似て

私が行ひまする心理奮験は︑之を注意術といふの

か二人とかに就いてのみ資験するようも︑寧ろそれ
以上の多くのお方に就いて賃験するを望むのであり

も感じさせることができますので︑私はた哩一人と

せらるぁを避けるは︑慰なことです︒場所が康いな
らば︑一時に三十人でも︑四十人でも︑叉は百人で

とがきでるからであり主す︑それですから︑賓験を

ろ︑ことに封して知らず識らず旗注意をまとめるこ

その方法その順序等に於て犬に異なるのであること
をお膳ｊになります︒私もその初めをいふならば︑

くお考へになるでなくてばな・りませぬ︒

催眠術から研究し出したのでありますが︑催眠術は

でもありませぬ︒大人にても︑老年にてもよい︒叉

ても随意に出てください︑兇一重や生徒のみに限る鐸

ます︒なれどもどなたに出なさいと︑私の方から或
人を指定するが如きことはいたしませぬ︒どなたに

甚だしくあやまった方法を取って居ることを知った
ので︑私のは催眠術でなくして 注意術であるのです
そして鼓術者即ち責験される人を︑私は決して伴ひ

は致しませぬ︒いづれへ出かけるとしても︑私一人

といふことはできないではありませぬか︑そして賞

心理作用に外ならぬので︑叉教授をいたしまするな

ませぬので︑見ては見慣になさらぬ篇︑非常に不思
議の如くにお恩ひになるでもあらうが︑資は普通の

男にても女にてもよいのであります︒それから叉此
賞駒は決して愛態の心理現象が現はれるのではあり

験されて害などは︑いきｋかもありませぬ︒注意術

らば︑どなたなりとも行ふを得るのでしかも教育上
大切でありますから︑父母や教師たるお方で殺授を

でまゐります︒そして初めて御面曾した諸君等に就
て︑責験するでなくては︑未だ以て熟達したるもの

をまとめるのですから︑都合によっては︑兇一重生徒
であると畢校での成績が︑賃験せられたがために︑

授をしてゐます︒一人たりとも之によ２Ｌ教育上の

御要求がありますと︑私は必ずその要求に態じて教

大によろしくなることがあります︒こ賦震験中注意
をまめることができた潟︑畢校にても激師の激へら
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道理を悟る人の多きに至るを望むのであります︒﹁私

く戚せしむる所の飲食愛味し責験を前十八名に就

︵三︶水を飲ませて砂糖湯と威巷しめ︑蕊煎餅を甘

を得るのであります︒値教授をも受けず心理上の知
識もなくして︑たぱ見ただけで物興似をすることの

︵五︶前十八名中の二人に就いて自己の姓︐と年齢と

︵四︶前十八名の注意状態に導きて風景を見せる資

いて行ふ︒

にはできなからぅ﹂といふ人があるが︑無教育者で
ない限りは︑男女の別なく如何なる人にても︐篇す

ない様にしていたばかねばなりませぬ︒知らずに真

を忘却せしむる責験を行ひ︑更に東郷大蒋なりと

たばけでは︑どうして教育上の開係があるか御了解
ができないでありませうが︑これからの講話をよく

いづれも李易なる賃験のみです︒諸君は資験を見

︵以上の資験時間は一時間︶

信ぜしむ︒

験を行ふ︺

似事をしては︑間達ひが生じます︒叉之を普及する
ことは︑即ち議育上の正しい道理を普及することに
なりますから
︵ご一人を仰臥せしめて︑その身鴨がのびると︑

︵下の如き賃験を行った︶

施術者がいふと︑その身篭は自然のびて︐各開節

蕊いてください︒最初に行ひたる硬直状態の資験を

︵二︶歩行をとばめたり︑叉︑眼が施術者の言葉通

くなり︑軽くなるといへば軽くなる︒

あります︒施術者たる私に一種不可思議なる力があ

精祁が筒己の身縫を支配するといふことを示すので

をよくすることもできるのであるが︑今はその膝用
のことを述べるのが目的で芯い︑此の賓験は自己の

鵬用するならば︑一種の治療法ともなり︑叉記憶力

りに開かなかったり︑開いたり︑叉言語を溌する

で曲ることなくして棒の如くになる︒之を硬直状
態といふ︒そして他に三人を招きて︑被術者の身
鵠を持ちあげさせ︑施術者が重くなるといへば重

ことができたりできなかったり︑叉はこれらに類

って︑あの様なことができたのでは決してない・被
術者が施術者のいふことを信ずる必要があります︒
した数種の賃験を十八名の被術者に就いて行ふ︒

ｌ︲
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11

自分の心で自分の身罷を支配することになるので︑

即ち施術者がいふ所の﹁身鵠がのびる﹂といふことを
被術者が信ずる︑その信念は被術者の必であるので

す︒西洋の或上流婦人で非常に天然痘を恐れて居る

祁力で治させた人であります︒叉容易に治し得る病
気にても自己の桔禰で治し難くして居る人もありま

人があった︒青年達の悪戯として︑その婦人の馬車

の中へ﹁これは天然痘患者だ﹂といって一少年を投

け入れたので︑婦人は輩日から天然痘になった︒と
ころがその少年はその責健康者で天然痘患者ではな

かったのです︒此の婦人の如き責例は世に少くない

カリして居て必ず治すると信ずることが必要であり

のではない︒鍔蕊は必要であるが︑尚又精祁がシッ

りませぬ・病気をしても瞥蕊は不要などと私は言う

ともかくも︐知織階級の人は之を悟るでなくてはな

患者自身の精赫の力であるのです︒無知無事の徒は

だ﹂などといふ︒しかしその責きうではなくして︑

なくなったり︑言語出なくなったりすることです︒

とであるのです︒即ち歩行がとまったり︑眼が開か

べるのは︑このとであるといふよりも︑まる次のこ

徒に此信念を有せしむることが必要でもありますま
いか︒しかし日本弘道曾乙雛要領にあてＬ︑私が述

であるので︑父母として叉教師として小女や晃一童生

進では容易に病にか易らずして︑弱い身篭も強くな
るのでなくてはなりませぬ︒それは営人の信念のみ

が樹きうでなくして︑自らの精紳で自らの病を治し

ます︒それに反して︒治すくさ病気なりとも治し難

之は自己の概念と動作とが一致することを明かにす

施術者に言はれなくとも自ら信じて居れば︐身鍔は
必ずその通りになるのであります︒かく精紳が身篭
を支配することを御了解になるならば︑身篭の病気
もその精祁の力で治し得ることをお悟りにならねば
ならぬのであります︒心理治療を管業として居る人
の中には︑自ら生祁榛などになりすまして﹁自分に
は人の病気を直してやるだけの特別の力があるの

いと信じて居るならば︑為に治し難くなり易いので

るものであって︑施術者が歩むことができないとい

ったが馬に︑被術者自身はそれを信ずる︒その信念

あります︒祁道黒住激の始祇黒住宗忠は醤師も到底
治病の見込がないと断言した自己の大患を自己の精
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思議に思ひて驚くには及ばないのであ６ます︒かく

たり︑言語が出でなかったりする資験を見て頗る不

らば︐歩むことができなかったり︑眼が縄かなかっ

作とが一致するといふ心理上の道理を心得て居るな

於て異なりはせぬのであります︒信念或は概念と動

でも重くなると信ずるなうば重くなるのと︑道理に

と動作が一致して歩むを得ざるに至るので︑軽い病

子女や児童生徒は︑その榛にいばれて居るが馬に︑

隠鴬でよからう︒す尋へて駄目だと常に乙はれて居る

れるかも知れぬ︒しかし居られないといった方が︑

大いに居られる︒此の地方の率校にも二三人は居ら

畢校激師にもある︑此の秩父地方の畢校にはそうい
ふ先生は居らないでもあらうが︑地の畢佼を見ると

なる溌育とは申されませぬ︒父母にはこれがあれば

これば適切なる教育でありませうか︒決して適切

るよＩＣいふ風にいって︑家庭にても畢校にしも人を
導いてゆかねばならぬのであります︒こ児が敦育上

﹁汝は人なみにできるからやれよ︑やれば必ずでき

駄目に成り易いのであります︒そうはいはずして︑

信念と動作とが一致することを知るには激育ｆ頗る
大切なることであります︒だから私はこれらの質験
をば一には教育上の感化を知る資験といひ居るので
ある︒之によって諸氏が小女や児童生徒に濁してな

その心得のない人が少くないために︑教育上の善良

て居っては︑教育はそれからそれへと間達ひぱかり

にその様にいはれて居る子女はかく言はれて居るこ
とがやがて自己の信念となって︐働きのある人と成
り易いのである︒この簡軍明瞭なことを心得達をし

の呼吸々ともいふべきことで︑極めて大切である︒常

なる敬果が現はれ難いのであります︒子女に少しの

でどれだけ大なる範園に就いての適否を論じた所で

さって居られる激育の適否をよく考へてくださらな
くてはなりませぬ︒今これから講ずるごとを諸君は

間違があると・それを大袈裟にめしくいひ立て児﹁こ

その効果が著しくなる筈がありませぬ︒この峡目を

よく御了解になり．そして子女を教育せられる西な

んなことではお前は駄目だ﹂﹁お前は蒋来磯な人には

いはないといふ一言が︒致育上極めて大切で︑前に

らばたしかに善良なる放果は現はれるのであるが︑

なれないよ﹂﹁お前は馬鹿だよ﹂などといふ人がある
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いふのも大いによろしくないのです︒﹁子供によいこ

はよくない︒しかしまた﹁駄目だ﹂﹁いけない﹂など

を他人に自慢するのがあります︒子供の自慢をする

よいことがあったとて︑母親などが︑むやみにそれ

一言に過ぎないといつたは此事で謀︒子供に少しの

のことで何等害もなく︑且麓術者の言葉によく注意

凡ての働きは皆此の通りである︒しかし賞験は一時

すことになる︒だから歩行がとまるのであります︒

自分は足をあげるつもりでありながら︐足で床を押

ならぬのであり蜜す︒足が動か憩いといばれた為に

を向ける人がよく威するのであるが︑李常に於て︑

騒目／︑といはれるは甚だよくない︒﹁お前が記憶が
あしくて困る﹂などと溌師から常にいはれて居る兇

とがあっても︑それを褒める上高慢心が出ていけな
い﹂とて︑善い行為があっても知らぬ顔で居り︑そ
して少しでも峡識かあると掴﹁きういふことでば駄目

一重生徒は︑益々記憶力はあしくなるが︐その様にい

はれないで・一毒前の記憾力はあしいのではない︑前

だ﹂とか﹁馬曇鹿だ﹂とかを︑あたりきらはずに言ふ親達

が随分ありますが︑それはよくないことです︒中畢
生で一度落第でもすると︑父親が﹁駄目だ︑お前如

て居るときは︑その言はれて居るために駄目となる

り易いのであります︒駄目だ︑いけない﹂といはれ

目な者だ﹂と信じて︑果ては賃際に駄働な人物と成

などいふが︑かういふ言葉は賞によろしくない︒そ
の榛に親や教師からいばれると︑常人は﹁自分は駄

言をいひノ︑食するものは︑子女もまた之を好まざ

たぜかねばなりませぬ︒父母が好んで飲食するもの
は子女もまた之を好むに至るのであるが︑父母が小

に就いて心を用ひねぱならぬといふことを知ってい

飲食愛味の資鹸を見ては︑家庭に於て父母が飲食

回に忘れても︐今回ぱ必ず記憶することができるよ﹂
と︑かういふ風にいひ間かすでなくてはならぬ︒然

ことを今賞験で御篭に入れたのであります︒か勘る

るに至るのであります︒今時の父親にかういふこと

きは︑蒋来の見込はないぞ︑畢技はやめてしまへ﹂

資験を見て前にも申した如く︑あれは鍾僻心理だ﹂

も多くありますまいが︑時によると︐食膳に向って

らざれぱ︑適切なる教育といふことばできませぬ︒

など思ふのはあやまりであうます︒普通の心理に外
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﹁何だ︑こんなものたべられるか一などと・その妻な

今は昔と異にして．生れ放郷に居って︑自分の家

に永住するといふ課にはゆかぬ︒餌鮮であらうと︐

南洋であらうと︑これからまた日本領土も鹿くなる
から︑これからの人はそれらの方面へ出かける必要

る人に小言をいふ人がないではない９親がこれでゐ
ると︐子供も自然とその食に小言をいひ︑小言で食
する様なものは︑味がよくとも︑まづく感じ易いの

もある︒叉海外に出かけることもあります︒かぅい

飲食物に就いて︑これが好きだ︑あれが嫌ひだと︑
さういふ勝手をいふ課にはゆきませぬ︒嫌ひか多く

ふ風に︑あちらこちらと出かけねばならぬならば︑

であります︒﹁宅の子供は食物に好き嫌ひがあって困

ります﹂准どと申される母親があるが︑それは親か
ら知らずの間にその襟に仕向けられたのが多いので
あります︒自身でよくお考へになると一︲成程かうし

た八の為の滋養となるものと思ひて病人などには︑

て子女の激育を適切にせ娘ぱなりませぬ︒以前は何
でもよい︑滋養分のあるものをだべるならば︑食し

ては︑従ってよく働くことができ難くなりまず︒そ
れには父母が心を用ひて︑家庭に於ける飲食に閲し

とお気のつくことがあるであらう︒今は大いに勤勉
の世の中である︒その勤勉と食とは︐大なる開係が
あるが︑そこに気のついて居らぬ人が少くない様で

たことがよくなかった︑あァしたことが悪しかった﹂

す︒喜んで食した後には︑よく勤勉し︑︲よく勢働す

本人が好まないのに︑無理にたくさせたものですが
近頃では︑さういふことはよろしくないとの説を立
てる人が績々と現はれて︑私達もその説か正しいと

も︑之を食する人が噺ャｊ︑で食する様では︑よく

ろを得るのであるが︑嫌や１１ながら食したる後は
よく勤勉ならず︑よく勢働するを得ざることに成り
易略職工な陣で家に蹄 て耐夕食に気に入ったも

消化せず︑従って︐その滋養をよ４身総にとり込む

恩ふのです︒それはどういふ説かといふに︑食品そ
のものには︑どれだけ滋養分が含まれてある︲として

た課でない︒子供の時から不足をいばずに食する習
慣をつけることが必要である︒これが叉適切なる教

のがあると︑その翌朝はよく働く︒之は職工と限っ

育ではありませぬか︒
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大正十四年秋︑私は越中高岡市外佐野村木津公曾堂
で之を行ひ黄した︒叉書物を開いても文字はなくし
て白紙であると減せしむろを得るのである︒かくし

に一名も人は居らないと蔵せしむることができる︒

くの人が居られても︑之を眼に見せずして︑此の室

見たものは必ず有ると思ふが︑これは心理上の道理
に暗いのであります︽︒なくとも見ることがあり︑叉
有っでも眼に入らないことがあります︒今日は此の
席で行は燕かつだが︐私は時に︑有るものを見せな
い賃験をすることがあります︒此の席にこんなに多

と断言のできないことを知り得る︒多くの人は眼で

まり好き嫌臥の臓別なからしめ︑何なりとも相営に

ります・こ瓦を考へても︑これからの子供には︑あ

食するならば︑よく消化するを得て︑それに含まれ
たる滋養分はその人の身鵠の潟になるといふのであ

は難いが︑それ程多くの滋養分がなくとも︑好んで

雁用なさることはできませぬ︒愛態といふべきもの

る度いのである︒之は一般に家庭や畢俊でそのま腿

めて︑不良癖を矯正することもできる︐その雁用の
方法を一々述べるならば︐眼の賃験雁用の範園は頗

良なる人と善良なる人とを見せて︑自己に反寄せし

て病気を治きせたりすることもできます︒且叉︑不

向けるのであります︒又風景などの積極的幻硯を膳
用して︑人の心を薬ましめ︑以て心機を一韓せしめ

ぱ男の顔を女と見せたり︑人を動物と見せたり︐盆
を麹や魚と見せたりするのは眼の錯豊即ち錯覗であ
ります︒この消極的幻覗を雁用して︑見てめしいも
のは見せない様に牡向けることはできるのでありま

的幻覗である︒叉有るものを鍵じて見せる︒たとへ

澗である︒之に反して有るものを見せないのは消訴極

た如く風最も何もないのに風景を見せる︒之は眼の

風景を見せる賞験によって︑見たものは必ず有る

を讃まんとしても︑その文字が眼に入らない標に仕

い様に仕向けるのであります︒叉不良なる小説など

す︒不良なる友人に倉してもそれを眼に入れさせな

幻畳即ち幻覗一ｃ︑今一層適切にいふならば積極的幻

て有るものを見せないのは之を消極的幻覗といふの

では決してありませぬが︑之は特に此注意術を研究

喜んで食する習慣をつくらしめねばなりませぬ・

であります︒無いものを有ると見せる︑即ち今Ｈ行つ
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した上の膳用でなくてはなりませぬ︒叉この眼の賞
験によるときは︑↑世にいひ博へられたろ不可思議と

思はれる現象をも容易に謎明し得るのであります︒

弘法大師が八宗の僧侶と宗論したときに其姿が大日
如来となったといふが如き︑Ｈ蓮が佐度へ流される
とき波の上に南無妙法蓮華経の七字を書いたといふ
が如きは︑今も不可思議として疑問とせられ︑従っ
てか︑ることは無かったのであらうと思ふ人が多い
のであるが︑心理質験によって解緯をつけてゆくな
らば︑かＬることは有ることであろを知り得らるＬ
のであります︒弘法大師のことや日蓮のことが︑た
しかに有っだかどうか私は知らない︒或は後人がこ
︽しらへて樽へたものであるかも知れない︑しかし多

くの人が思ふが如く有り得べからざることでは決し
て無いので︑有り得ることであります︒心理上の知
識がないから︑有り得べからざることと思ふに至る
のであります︒ですから︒乙れからの歴史家は軍に事
賞を取調べること含笹巧に潟すのみでなく︑必ず心理

最後に行ひたる姓名年齢忘却の資験は之は忘れる

現象に鯛する知識がなくてはならぬのであります︒

ノ︑といはれると篤に忘れるに至るといふことを示

したのであります︒姓名や年齢を忘れろばをかしい

と諸君はお思ひになるであらう︒親としても教師と

しても︑その子女や亮一童生徒に向って︑﹁汝は馬鹿︐

だ姓名を忘れて︑年齢を忘た﹂などといふ人は一人

としてありはせないから忘れる人はないのでありま

すが︑たび／Ｉ姓名を忘れた年齢を忘れたといひ聞

かすならば︑忘れることにもなるのであります︒と
ころが叉此の姓名や年齢の忘却は東郷大勝に鍵換さ
せるための準備叉は階段ともいふべきもので︑その

課は注意術の教授をお受けになれは知れる︒そして

叉東郷大蒋などに錘換せしめて矯正法や奨卿法とも
偽し得るのであるが︑一言にていふならば︑その性

××

××

質をも鍵更せしめ得ることを示すのであって︑注意
術の方法ですれば︑それができるのです︒できない
と思ふのは間達ひです︒認曹

×・×
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めにきめて居たが︑記念式の営日ムッソ

リーニは︑少し許ｂ早く起床し︑自働車

を馳せて︑陸軍飛行場に行った︑そして

銃飛行機の出場を命じた︐伊太利宰相ム

飛行隊長を呼んで快速力小型の皿第二

一人同機に搭乗し︑自らハンドルを執り

ッソリーニは︑直ちに飛行服を着けて只

くも二

自動車

に充ち満ちた︑飛行兵のムッソリーニを

含の時刻には︑晴れやかな顔をした元気

山嶺目がけて飛び出した︑丁度記念式開

爆音凄ましくまつしぐらに︑カルソーの

ならな

記念式には参一列したいといふので︑秘書

カルゾーと蕊いては懐かしい︑必ずこの

リーニ宰相もこの案内歌を見たときに︑

ーニにも案内状が来たｏｒがしいムッソ

上で戦捷記念含が催された時︲ムッソリ

重傷をした場所である︒昨年の秋この山

はれ︑鰐内十数個の破片を留むるほどの

として︑この山上で奮戦し︑敵弾に見舞

太利宰相ムッソリーニは︑営時一義勇兵

で欠席の通知をするのであらうと︑猫き

激務に就て居る︒秘書官は結局明朝電報

も平素の如くに︑早朝から夜涯くまで︑

と・熱心に執務して居る︒前日になって

ーニはいやよく承知して居ると︑せっせ

らうと︑秘書官が注意したら︑ムッソリ

がなので︑多分忘れ込んで居るのでもあ

前々日になっても︑宰相は族行する様子

のま§に出席の通知を壷して︒記念倉の

んな詮
裕が出来るかと・秘書官も怪みながら命

に深き憂心を抱くものもあって︑ムッソ

はなかったけれど︑氏の鉄りに暴虎の勇

員等は︑氏のこの快畢を見て欣仰措く能

ソリーニを祁の如く仰いで居る︑愛圃黛

利の政治を断行して居るのである︒ムッ

以て彼は︒ファッショ青年を率ひ︑伊太

るの慨がある︒この元素︐とこの度胸とを

あるｏ虞に儒夫をして奮起せしむるに足

もムッソリーニ式であって︑誠に痛快で

張って︑恕呼してこれを迎へた︒如何に

式場に護見したので︑含衆は驚異の眼を

官に出席の返事を出す様に命じた︑カル
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︑︼

【
】

安全第一は︒要するに人間を器械化する

人の作った︑安全第一といふことである

がら言下に︑﹁近頃嫌らいなものは米図

ッソリーニは鑑き終るや・微笑を浮べな

て貰ひたいと直言したものがあった︒ム

すが如きは胃捻に過ぎるも︑少し自重し

痛快は痛快であるが︑軍猫飛行機を飛ば

して而もファッショの総司令官である︑

リＩ二に封し・荷も閣下は伊園の宰相に

ても︑直ちに雁することの出来るやうに

て居られた︒如何なる突溌の事件か起っ

るものは︐﹁常に川意あれ﹂と熱烈に教へ

警察官のやうに︑民衆保護の任務を有す

我悶警察界の恩人川路大警覗の如きも︑

なきに見よ﹄といふ不磨の格言を礎した

はさせるのである︑﹁雲なきに蕊き︑形

力の如何に︑偉大なるものであるかを思

ノー自信とが生れ出るまでに︑彼の修養努

のではないが︑しのときを決行する勇気

リーニのしたことを︐そのま§賞讃する

恩ふ︑この不断の努力によってのみ自信

非常な修養努力を︑平素に於て要すると

きて行く丈けの覚悟をきめ得る迄には︑

底出来なかったらと思ふ︒危険の内に生

かりせば︑この快畢を決行する勇気は到

雌も︑彼れに飛行機操縦の力量に自信な

すると思ふ・ムッソリーニ如何に鐘勇と

つ丈けの修養と努力とを︑平素に於て要

て︑生き延びて行くためには危除に打勝

はれないことはない︑この危除を突破し

つては︑人生は危難の連綬であるとも言

動力でらると思ふとき︑ムッソリーニの

ことがある︑器械のやうに一定の動き方

一音を鑑き︐無形の物を見る丈けに注意を

あらねばならぬとの教訓である︒無間の

く思出される︒

﹃危険の内に生きよ﹄といふ標語が力謹

をしておれば安全である︑生きたものは

周到にし︑而も千鍵寓化の賞態に何時で

と勇気これが何事をも︑成功せしめる原

も応する丈けの用意を持つ位︑力扱いも

力と勇莱とか湧き川でるのである︒自信

い︑我が愛するファッショの精祁は弦で

努力とがなければ︑回天の事業は出来な

のはないと思ふ︒好んで危険のことに徴

常に川意して︑路悟して居らなければな

ッソリーニの﹃危険の内に生きよ！﹄と

あるのではないかと︑反問した︒このム

る必要は勿論ないが︑危険をも間さねば

らぬ︑オンザ等Ｉク︑ゲセットの姿勢で

いふ言葉が︑新らしくファッショの標語

型のやうに動く課には行かない︑常に危

となって︑殆ど新組織の飛行隊の将士の

いといふ度胸がなければ︑まさかといふ

ならぬ場合も少くない︑危険にも倶れな

険の内に生き延びて行く︑受悟と度胸と

﹃危険の内に生きよ﹄この標語の内に無

ときに何事も決行が川来ない︑見方にょ

根本満神となったといふことである︒
限の感激を蝿えしめられる︒勿論ムッソ
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｣

成業の第一歩
誉処

も︑一人の力に出でないから．其結果や

々小成に了り︑叉半上落下に止まる所以

知るべきである︑是れ才子自ら用ゐ︑往

人を容れ人を用ゐるもの︑自らは才子

である︒

大成せねば成し途けることは︑出来ない

篇に容易に︑事功孝一畢け得るのである︑

才を川ゐるから︑多々倍々衆力を鋤かし

ならすとも︐多くの人の智︑多くの人の

が惜いことには︑才子には多くはこれが

である︒

﹃衆智を集めて大成す﹄︲﹄︲は賃にこの事

多く人を容れ︑衆くの人の才智を集めて
人の世に立つや︑才能を要するは謂ふ

出来ない︑蓋しそれは徳が無いからであ

□

人生は才ではいけない．否才もいるが

世間には︑よく︑あの人は非常な才子

ヲ②○

うが︑しかし果して才子は幸であるか否

才のみではいけない︑徳かいる︑徳ある

であるが成功しないで︑とかく失敗がち

である︑然るにかの人は何等勝れたとこ

ものは人を容れる量がある︑此人を容れ

ろは無いやうであるが︑中々よく進歩し

に立つか否か︒

る量︑此度量あるところに成功の道は存
Ｃ

するので︑天下の公道は全く徳にあるこ

ず︑又忍耐し辛抱する力が足らず︑即ち

徳が無く狭量で︑人を容る§ことが出来

を聞くことであるが︑是れ才子はとかく

成功する︑資に不思議である︑と云ふ話

る︑才子如何に多才なるも四つの手を有

自ら川ゐれぱ︑小なりといふた語があ

とを知らねばならぬ︒

才子は聡明で︑先きから先きからズン

叉人の言ふ

を容れ人を用ゐることが出来ない︑嫌ぴ

努力が足りないで︐自ら才を特み︑小に

も一人は一人である︑二人では無い︑一

せず︑二つの口を有たす︑如何に偉くて

了り︑反て才子ならすとも︑能く人を容

ける弊がある︒

ことがつまらなく感ぜられてとかく︑人

ころがまどろかしぐ思はれ

ノー頭に響き来るから︑多く人の篇すと

か︑叉才子は果して世の人が思ふほど役

ある︑とは何人も斯く思ふところであら

までも無く︑多才の人は誠に多幸の人で

□

郎

人の蔦すところ如何に︑能くやると云ふ

1

五

がある︑即ち才子は多く自ら用ゐ人を斥

凡そ世の中のこ︐とは︑多く人を用ゐ︑

−

Ⅱ
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H

一

川

れ辛抱する徳あり量ある努力の人が︑愚
物のやうでも却て成坊する所以で︑自ら
川ゐれは＄小人を集めて大を致すは︑賞
に数の疑ふくからざる明白の原理︑何等
の不思議も無い鐸である︒

太田道潅の如き秀才多智の︑殊に文武
両道にすぐれたと云はれた人ですら︑自
ら終りを全うすることが出来ずして翻其

のも誠に止むを得ぬことである︒

然らば如何にすべきかと云ふに︑世の

一木綿ものにメリンスの書夜群く

誠らゐの虚で︑決して自動車など

る宇垣陸相夫人の質素勤倹振りは︑部内

電車で買物なども︑すべて御自身でなさ

いふものの便をからす︑テクか

みにしてはならない︐人生の事は努力で

の勝校連にもい﹂お手本になり﹃家も女

中は才でやられるものでは無い︑才を侍

ある︑努力して修養し且徳を積まねばな

のか︒

八十五銭也﹄だとは範とするに足るも

も安心したよ︑仙段か︑間ふなかれ︑大枚

新品を仕入れたといふ課サｏ之れで吾輩

つれて口を開けさうになったんで︑到頭

一向卒莱︑鹿がこの頃夢ガラの維Ｈがほ

かぶって御座るんで︑度々勧告に及ぶが

かい︑アノ通り四五年になる奴を平気で

﹃うちの大臣の夢ガラ帽を見た事がある

ほっとした謝付で居る久納陸州秘書は︑

又﹃やつと寵荷を卸したやぅだ﹄と

◇

涙を流して居ると︒

なさる位なんだから︒⁝：﹄と悉く随喜の

で︒赤ン坊脊負って婦人倉などにも出席

中膳止ぢや︑陸州夫人ともあらう御身分

不才の人は努力して役に立つこと

らぬ

を心掛け︑才子は才を侍まずして亦努力

修養せねばならぬ︑努力して度量を養ひ

徳を積むこと︑是れ賞に人生の成業の第
一歩である︒

斯く人生は賞に努力で︑人道は即ち徳

である︑努力は生を意味し︑徳は得を意

味する︑努力する藷は活き︑僻怠の者は

滅ぶ︑如何に才あるも慨怠の者は何の効

をも成し得ない︑と同時に︑才無き者も

努力して止ま寺一徳を積み智を養へば︑立

しも不才で無いことを悟るくしである︑

派に成功し得る︑才子才ならす︑不才必

修養なるかな︐努力なるかな︑徳是れ得
であるｃ

徳は賞に是れ我等の行くべき︑才下の

−27−

主定正に殺されたではないか︑道潅のこ
の最後︑定正に殺されたと云溌えきか
或は自ら共才の鱒に︑死んだと云ふべき
か︑惜しいかな才齢りあｇＬ徳足らず︑

途に此最後を見る︑賞に人の道は方才に
あらすして徳にある︑世間斯くの如きの
例は数ふるに違ない程で︑以て自然は世
の才子を戒めつしあるではないか︒
□

世間を見渡せば︑一般に不才の者は役
に立たす︑叉才子は多く事を誤り︑身を
誤る︑中々人の働きを活用し得ることは

むづかしい︑世の事業のとかく進まない公述である

〕

１１

漢詩
賀豊水橋開通式

文荘選

︑︑︑︑︑︑︑魁９︑℃︑︑︑○○○○○０Ｏ

ｖ︑︑︑℃︑︑︑︑ｂＢ︑︑︑︑︑︑︑︑判︑

晃獄磯源流域遥︒絹江横架見功超・堅牢無比如天造︒
○○○○○○○
豊水橋成寓歳橋︒

記盛事︑

臨場︑翠開通式︑余亦蒙佳招︑乃賦七絶五首

之股槻︑今錘大正丙寅七月廿五日︑末松明府

年有半︑雄大堅牢︑永世不朽︑賞篤螺南唯一

三間有半︑工費二十五葛三千六百金︑開歳二

更謀厩曾︑改造鍾骨凝土︑長百五十八間︑幅

其額僅三高八千金︑後屡朽腐・於是町民奮起︑

故命名日豊水︑余義篇牒曾議員︑請牒費改造︑

北縄水海道町︑西傍絹川巨流︑有橋迩幾岡村︑

華洲渡遥武助︵茨城︶

川

満岸人群喚快哉・長橋工竣最雄魁︒威他祇源三夫婦︒
︑︑殉も︑︑︑
先衆徐徐進歩末︒

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

︑︑︑℃Ｄ︑︑︑︑︑︑℃●いり︑︑や︑︑︑︑

寓丈織橋形勢雄︒行人永去路長虹・快然願望碧天外．
○０○○○○Ｏ
富縁餐西波獄東︒

煙火番々欲灼天︒除光燦映静波鮮・帝都雨風橋頭景︒
︑︑︑︑︑︑︑
移在総州豊水遜︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○００○○Ｏ

織橋鍵路絹涯村︒自在交通世務繁︒誰識鯛然文物裏︒
○○○○○○Ｏ
安心楽業是皇恩︒

誠可想し

︵評︶首々不奮架橋雄大奇景︒隷末以皇恩二字︒吹拾全局︒忠

豊水橋漫吟

華洲隠士字

︑︑︑功？︑︑℃℃︑︑︑︑砂︑○○○○○○○

︵評︶稜々気骨︶白見於言外︒翁之抱頁亦大実︶

架橋織骨絹川帽︒不朽士功人謡嬉・却笑浩々文弱世︒
○○ＣＯ○○○
無形戯骨是蚕詩．

山房書事

跡雲菊池秀言︵山形︶

︑魁︑︑︑
資相名字外・幻象筒恢一言燕癌躍娠依松涛風諏湧︒童春

︑︑︑︑︑ｐ・可面︑ｂ
老僧先烏起︒冷水洗五根・詞経歎悌徳︒執香祷師尊︒

１１

− 2 8 −

石

教育勅語謹詠

樹徳深厚
ｂ︑︑ｆ︑︒︑︑︑

雲涛辻勝太郎
︑︑︑︑︑︑︑○・︑︑列︑︑︑︑℃ゞ︑︑︑︑︑り
高千穂嶺試光臨︒肇圃拘々鴎衆心・垂教長偉三種資︒

樹氷皇徳旨甚深︒

克忠克孝
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

忠孝由来道徳基︒修身要旨亦存錘・特輝日本魂光影︒

︑︑︑︑吟︑︑
︐圃鵠精華蕊露姿︒

︵評︶首を敷桁聖勅○足以稗益風敏

柳汀小倉聖一郎

︲幹藩榎本貞義

︑もも︑℃︑︑
愛涼尤喜此身軽︒騨雨奔雷入耳轟︒巌際飢清誰不賞︒
︑︑℃︑︑︑ｌ
停錆好聡凱蝉聾︒

︵評︶涼気通人︒

姻火

一夜豪華費寓銭︒

︑︑︑︑︑︑・℃︑︑︑︑℃︒︑もも︑︑︑︑︑−９
水上軽浮姻火船︒橋南橋北競蝉娼︒丙花開燐光如錦︒
○○○○○○Ｏ

︵評︶結句自漉調刺︑
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偶感二首
如水田宮従義へ新潟︶

︑︑︑︑︑︑もも︑も静︑︑︑

︑︑︑◇０℃︑吟︑︑︑も︑︑︑︑９︑︑︑︑︑
電犠競耀瓜人倫・文化除光及僻隅︒登雷流畿顔色失︒
︑句︑︑︑︑︑︑︑︑﹃︑羽もｂ︑︑︑︑︒ 弓
使他康胤恥昏愚・同管唱和互提携︒活眼開末物悉書︒
︵評︶一首奇構妙筆︒使人解願︒

実岳父萎渚翁次其絶筆詩韻

二︽句

千首陽谷大坪銀︵東京︶

︑ｂ功︑心︑︑︑℃Ｕ︑︑︑︑︑℃℃︑もｂＤ

呼親呼子廿鎌年・景慕胸懐情味園・侍坐自今難詰教︒
︑︑ｂもＤ︑︑

仙翁羽化更猛仙︒
︑︑︑︑もも℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︐ｂ︑︑︑ｂ
忍揮双涙請遺篇︒無奈柵容隔九泉︒天亦同情如有泣・

●︑︒ｉ・ ︲︲１１１

︲Ｌ
ｌ●Ｉｌ︲︲

１１

川詩柄︑易谷其姻戚﹀欝而能詩ｕ故哀惜如此︒不亦宜乎

昔社︒盆研磨詳畢ｃ今弦六月病壁︺毒八十九︒所著有寒

︵評︶雲渚翁響姓押剛氏し肌歳従失師大沼枕山先生畢詩︒又入

︑︑︑︑︑
雨梅一誤鴎︒

Ｉ

ー ー 一 一 一 一 円 一 四

休笑揮中竿風子・墜棲亦是好夫妻︒

九十九里種雑詠節一

倶肢鵜津昌言
︑︑︑ｂＱＤも︑︑Ｒ︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑

蒼荘大穂水︒唾岸作汀溌・海気清人肺︒白帆来往間︒
︵評︶余往年有事過此地︺驚其奇景ｃ今讃此作︒再遊念

余患耳疾有年︒今遊仲夏赴千葉
儲大耳科療養兼旬病蒋李癒因賦
一首贈長野先生

松漢木内循市郎
︑︑︑壱︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑．

宿癒療養欲三句・堀爽清風入聴禰︒欽仰先生編鵠術︒
︑︑︑︑︑︑︑
隔垣能見一方人︒

砧

︵評︶三四用史記扇鵠博中故事・諭揚其枝︒
ｒ︲︲１．０
︲ｌトー

‑−−30−
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しうれう

災厄の来一嬢する秋

足立栗園

みま

ょういけいかい

か在

るのであり堂す︒即ち李生の用意︲と警戒といふもの

すなじ

る災害の程度を減少し得ることは︑人力の如何に依

するが︑然し此の暴風雨に見舞はれても︑其の被む
さいがいじんりよく

︵史賓を顧み現状を鑑みて︶

秋災雑威

しよき

暑気が漸く弛んで秋涼の候に入らんとする頃︑我

かうきうょはう

ところ

れｆ︐

げんせう

が十分に講究してあって︑諜防の設備と虚置とが疎
ばうふう︑

かぜんごかなら

園にては︑いつも基風雨咋肌︑見舞ばれるのであります

ま

俗にいふ二百十日より二百二十Ｈ前後にかけて必ず
ふうがいこれ帳手︼ん

虞でないならば︑其れ等より受くる被害を減少し得
ごじんしよ
ることば︑言を待たぬ所であります︒そこが吾人虚
如いじゃう

世上の注意を要する所一識﹄あらねばならぬ︒

どころ

どこかに風害があり水害があります︒之は殆ど常例

じんりよく

であって︑人力の如何ともすべからざる所でありま

−31−−

ー

ニ

ﾆ

Lh〆

司一

むかし

おやぢ

風水害に識する態度
・いがし

ごつ寺ご

いがん

昔より我圃にては恐ろしき災害を︑地震︑雷︒火
ふがかうりよく

事︑↑親爺などｋいひます︒珊睦に起って如何にとも

まいねんき

あたか

主も

だせい

ます︒忠ふて之は太古以来の我圃因襲の惰性とでい

ふのでありますまいか︒

雅し和一■日

水防の史的考察

手の付けやぅのない不可抗力とでもいふのでありま抑々太古韓郷勉一時代には︑所謂水草を霧ふて癖移
せぅ︒それに比べて混一︒韮︑恐ろしさの程度は︐左するといふ状態で︑而も十一地が自然に肥えて居り舟
くわんけし
ほど識りばないが︑風雨特に水害などｋいふのは︑揖の便なども一寸よいといふ関係
より︑多くは河川
こ・ろえ

もの

りうゐき

かうか

りゐき

な
毎年季を同じぅしてやって来るから恰も常習犯の厄の流域に留まって家を造り産さ
をん成
したものでありま

介者のやぅに心得て︑之を恐やろ
し
き
物
河といふ如き流域に自然市邑一
ＪＩ
ｖｐ
︷マ
フノの
ーＰ中
室﹃に
ノ 数へてす︑かのナイル河や黄
ペんざ
居
らぬのでありませぅ︒然し脆風とい 鴎風といひの開けたのは此の便宜よりでありませう︒それゆゑ２
ずゐぷんおそ

おびたｂ

ていぼ・フ

せとんへいき

げんい札

そん島．いく

いま煮ん

のん吾一

随分恐ろし
き
家屋を倒し︑屋根をに出水な
どには住民は比較的季気である︒却って多一
かばい
ら も の で ︑ 木 を 抜じ
んちく
しゆつすゐばんちん
ひ血勾う
めくり︑瓦を吹き飛ばして︑人畜にさへ傷害を輿ふ少の出水汎濫の為に︑四方一面自づと肥料を施して
もしそ
そのどし
よくねん
ること
が鯵しいのであります︒若夫れ洪水に至つ呉れて︑其年こそ多少の被害にあれ︑翌年は施肥を
ちよこくか蛭ん
は一フばんらん
こぐもつやさい
ては諸些圃河川の満水と共に︑それが四方へと汎濫しせずとも︐桑畑でも穀物野菜でも十分に雌穫がある
士はたさんりん
しゆつすゐ
いぜん
て田畑
山林を皇なしにし︑時には堤防を決潰して家それで出水はイャノーといって居りながら︑依然と
おし芯か
額んしやう
きｋしよてん
屋を御流し街腫を流亡し︑人命を損傷することが少して其の居所を稗じやうともしない・其鹿等に呑気

きたおほみづ

士せう

からぬのであり諺す︒それでゐて世人
は李気にそるなる原慰が存じて居るのでありませうやわ吟塙現に年
あらし
ノ︑二百十日が近づいて来ました︑嵐がなければよ々出水のある村落にては︑往々そんな開係に立って

ろしぅ御座いま誌︒叉大水唯詫郵税癖はれるのでは居る所もめる︒然し多少の出水も非常の大水︒洪水
かそく
かうにい
ありますまいか杯と︑マァ比較的呑気に構へて居りと来ては家屋を流失したり︑田細を荒溌した︐ｎ入

またとしや

Ｌ・や﹃ア

さら

さて

一︾↓Ｊつ面の

れんこう

萱地か

ふか

斎にも死傷を及ぼすといふ所より︒これでは連もやえ︑それがどこまでも連互して居るではありませぬ
やうや定い棒うこ二Ｊと
り切れぬといふので︑漸く堤防工事などを思ひ付きかされば︑洪水といふ事には我画は一鍔に因縁が深

けつかいいろ︐ｆ１く

叉土砂の河債に堆積さるを凌って見たり︑下流の要いのであって・之はどうしても苑るべからざる災厄

水害の史賓と先哲偉人

所を決開した︐りして水ばけのよいやうに︐と︑郁々工であります︒

あんしなせいや７
すゐばうこうじじんりよく

案するに至ったものであります︒かの支那の聖王と

呼ぱるＬ高などは︑此の水防工事に鐙力したものに

へいぜいけいかい

相違ありませぬ︒乍併そこが李生の
戒と
意い
如何
に依
︑其の
ひ警瀞
い用て
歩と一
ててん

害程度を縮小し得る所でありまして此の鮎は我が
出水の竣園に多き因原一被︐
純じ

なん悔く
れんこ・う

しは１１こじづゐたいけん３

邦人としては寸時
も忽諸等閑に附
してはならぬ鮎で一
よじさてお
ちせい
もやうこぐ
いくれん
所で除事は認置き︑我園の如き地勢の闘士にてはあります︒私ば幾年か以前より郷関が水筈地であっ３

カーリ・

ごうかいだぅそうぐわいあ子らとつけんだんにちｒやうせい

ぼん瞳ちょくせんなかんづくいうこい群すゐくわん

中央にもゐ南
北を貫いて蓮亙せ
る山脈があり︑東西の雨ただけに︑ば屡
々洪水の惨状を側盤し︑叉鵠職馳︑蓮・一
評．せま
うみ
うふう
方は地域狭くして直ちに海に沈んで居るのでありまが潟に暴風や水害の史資などを探り︑之が溌防に勉
たき
せんでつゐとんどんげん
すから︑少しく豪雨が中央高山にでも降れば︑直ちめたる先哲偉人の治水法などをも尋究し︑屡§之を
りやういう
いきぽ
ちよしよ
けいこく
こうさし
にそれが雨方の河川に注ぎ下って︑其の勢ひ宛がら著書に諸雑誌に登載して一般園民に警告を試みたこ
奔馬の如く︑一直線に押寄せて来るのであります︑ともあります︒就中有名なる碩儒熊龍蕃山の治水観

じやうきょう．︽じか縦くわつせうかい
てんＩ言７

がうぎんしゅんはうごつ二つ

さかで︑き

へいぜいえうかりういた

現に東海道を汽車で旅行しても︑窓外明かに此のやら加橘南舗の賞験談なども︑資際上吾人の日常生
状況を一目することが出来ます︑即ち富士川でも活に即せるものとして屡ｔ之を紹介したのでありま
天龍でも大井でも馬入でも︑平生は多くは砂蹟であした︒要するに源流の遠き河川は︑下流に至るほど
ぢうわうわづみかね︲ハ︑ノーＩとやう︐．りうか一Ｌい
２Ｌ︑中央僅かに河川の小流を認むるのみでありま年々上流の土砂を運び去るが故に︑河底は何時しか

すのに︐一方には高山峻岸が突九として到る至に聾高くなり︑川の中央に洲などが出来るか其の出来た

１１

ゐ．や７任さんしうきてきてう咋一︲
しみ
それ等災害を見たのでありま

州を世人は異誕榛に威じて居る内に︐婚ど周期的なる形孫乃一誼は倒鮮にも

が豪雨う
︒だ・こうヤゐぼん泡んざアく
に見舞はれて︑突如として大洪水を家すのであす℃殊泳華年の如きは気候が兎角片ずんで居ります

てうばうふう垂もつおｆ鞍．にんむひつ︽へ︑ノ

すｂ函︿んへんしさ・

ろ︑之は一に懇銅心が高くなって居るからであってから︑何時どんな鍵災磁擁すかも測り知られぬのばで
そん
加之︑山林の嬢伐といふことが非常に出水と関係がありま−９︑されば溌め従来の堤防を見巡っ︾し︐破損
︐じゆもくけつくいいけんさ
浬人おう下一ゆるく
あって︑山中の樹木を多く伐り出す篇め︑其の樹木決壊せる箇所などのないやうに検査すべきであり︑
の吸股したる水分をも減少せしめ︑尚ほ其の樹木伐又一朝の愛時に際して懸念手段を溝ずるに容易なら
やまざばんりうＬｎ︺つちほうぜし泡んだんし表︑ん
採の篤に︑曲の地盤が弛んで多く士砂を流出す︑そしむくく︑それこそ地方青年園誌君などの宜しく其
︒．すゐせい

れが一朝の暴風雨に際し典非常の勢ひを以て押流され等の儒務の就く恭耀必要を見るのである︑之は老

水害議防の工夫
三蛇ら

じ入りよく

お曇−たくわんせい

︒︸や卜手﹂りの

次には此の癖勅手段と同時に︑地方一鵠に平生注鍵
意して山林の濫伐を戒め︑叉下流に富りて疏通を妨一

れ篇に水勢を増すことＬなるのであります︒婆的ながら今より提
言して止まない所であります︒
よ登うしめだん

〃んせう

己ら

小つえう

そこで此等の諜防として︑一には人力を以て天災ぐる島や洲が河川に生じたならば︑之を取除くこと

いちとろ一くうけん・リがいこうで︑訳

を減沙誕匙詑る工夫を擬すことが泌痩︐ｃなって末まを怠らず︑必ず共同して其等の事を完成すべきであ
す．所謂川達への河身改造やら︑汎濫を防ぐ築堤をります︑所が例の呑気なる惰性の事と季﹄︑兎角我が

するといふことなどが其の著しき篠件であ２Ｌ︑邦人は自己一家の利害に拘泥したり︑或は眼揃の小
稚か︑一らはうとかくけつＬわ◆せ・いぐわん党い￥よく
之は大秀地方によっても自豊の結果︑雷局者に請願利盆仁捉へられて大局よ︲︐利害を攻究せず︑為に意

だいきほしがじへんお七
︐ｆもいた

ざんげき

げん

動いて悔ある勿れ

ふぶん乱進過ん︐０︑さいｕんせい

して︐天規模の諜防工事を施しっＬあります︒然し之外の事蕊より災害ぞ甚大ならしめる虞れがあります
とて未だ不十分極まるものでありますから︑年々歳之は大に反省し槙戒せなければならぬ所であります
しうき

々到る塵に洪水の惨劇を見るのであります︒現に本
年も秋季に入らぬ先に︑早くも新潟螺︑秋田螺︑山

毎くてい丸吃︽ぐまぎに唾んざん

一﹂〃︑

Ｕ小一卜

さて築堤及び河身改造の事などに就いて龍躍審山
こちう

ｕｅつ

二れ

腫言を作し︑特に諸剛河川の修補等の事に至っては
宛︑ワ

げん

けんじんか動

其の地附近の古老に質して其の完成を期すべく之は
孔子§農の事は之を菱圃に間ふくきを以てしたる類

かりうたいすゐ

か蓑てふつ︑

奮記に鑑みよ
えと§
また三うすゐ
叉洪水の一例として少しく江戸の放事を顧みるに
誉ウ桧刀︑寸雪人ら・

師ノや︑フごつ

奮慕天明六年七月十二日より同十四冊迄降り綾いた

ｈや・フや〃︑

︑しよ淑ん

かいさら

ぜ〆かみ

手を除く外の大洪水となり︑雨毛秩父領まで前代永

ごＭろ

のぞ

聞の澗水となったことがある︑其の時の識者の説に

大雨が︑十五︑十六雨冊にかけて︑江戸一園の山の

なり穀示し．篇に易の言塗提け氷︐﹁賢人下位にあ
り︑輔けなし︑是を以て動いて悔あるなり﹂と説き

ては︑かく江戸の下谷浅草まで洪水に催るといふの

ていへんあるひ

そ二

ぱい

︒︽．Ｆもｊ△

し幹﹂しや

僻に﹁夫れ山零の深長なるは大雨の臓咋水の出で荻

は︑全く疏水︐ｅいふことを疎かにした結果である︑

せんてＵ

ぱじ

アユ今﹄い

よくねん

なかず§ご

勢﹄帝

そ

ろ勢ひは︑厨に住む者よ．︑知れｂ・川流大水の時の

急ぎ中洲町と雨幽の出洲とを虚分せよといふので︑

さいかく恥や・フ

︾一幸﹂

いた

しま

芭ん

勢ひも︐堤遥の老民ならでは委しからす︑或は池の

寛政の初め︑途に雨圃の出洲を駁して奮の如くに唆

ま士ほうじ

ふ卜形︶つ

い

堤或は川堤をせんと恩ふ時︑其虚に住み馴れたる老
人叉ば才畳ある毒をよびて︑其の情を毒させて聞き

はせ卿次に呼洲を掘双らせて奮の如くに河筋として

し・箔やＪ

叉携示を立て︑相談し︑物のあるべく︑事の成るべ
で︑い

角や７

したやおきてさ

きやうにする時は︑他の害なくして堅固なり︑是れ

了った︒それが為に翌年より洪水の難はあったけれ
ぼんじよふかがばおな抑みち
ども︑本所深川のみにて︑前年の如く御成這を船で

げ人︐こん

ぎ︑７・かん

一りマ

卦ろ．︐雪﹄

以て動いて梅なき唾り﹂と述べて居るのでありま︑す

渡り︑小石川や牛込で溺死する如き騒ぎはなくなつ

刈れ＆けいけんな？ブ

そずゐ

恩ふに現今にては工蕊科畢の理論に長じたる技師あ

だと奮記に残って居る．して見ると河俊へといふこ
Ｊ閃ｂロ画︑〆１Ｌ

さく

ゃ︸

リとも︑是等溌聡上から得たる知識は大に参考に資

とを等閑に付し︑唯だ交通の便利のみを目途にして

ろう

卦一づ

とを知らねばならぬ︒現に月島を築いたり︑赤坂の

し

くして︑上流の土地を水難に確らしめる虞れあるこ

すゐなん

申︲壷一

すべきものあるを丁無し︑知識経験相待ちて事の這

下流に洲などを築くときには︑自然に水の疏通を悪
てん

ゐ

漏なきを期すべきは︑固より策の宜しきを得たもの
でありませう︒されば此の灘は今日の常局者といふ
まな鉛も
ことも︑大仁事ぷべき所と思はる勘のであります︒
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二わ

かぜん

溜池を潰したり︑慶尾あたりの河川を狭くして︑今
しゆつすゐ

た・７ざよくしや

そ

ようぷ

じ

せる如き︑↓李生の用意と警戒とを怠らず職而して自
ざら
己一家の利害や眼前の利害に捉はる﹂如きことなく

どころ

可しつ手﹄

ぽしんせうしよせいし

即ち公徳の一端であり︑叉共同一致の砥曾道徳であ

一宇﹃〃幸︸ず︑

と？フかさぜんどうしん︲り号表く

日嗣附慾准民の出水に迷惑しっ︑ある如きは︑其の

宜しく上下貴賎同心識力して災害減少の藻防に従事

ｒつ鋤いず

生きた賃例を見ねばなるまい︑之は大に営局者の考

すべきことを最も必要とするのであります︑これが

水害議防と共同一致

しやくわいだうきぐ︑

慮に置くべき所と思はるＬのであります︒

え獣７

．芝二一つ

かしよ−

いさ・

ふようい

へん

ｊます︑戊申詔書や復興詔書に御示になった聖旨も
れうかい
全く此の遥に存じて居ることを了解して︑臭§も此

榊喰

要するに地方何れの庭に至るとも︑我圃にては毎

等の黙に不用意であってはなりませぬ︒秋涼に入る

繁田武干

ちつさい

しだい

年出水の騒ぎを繰返して居る箇所嶺あります︑而し
せつぴ

に先立ちて卿か慈言を進言する次第であります︒

鼠↑は︒﹁ぎう八ん

Ｅどこ

て其の地方住民にありては︑固よりそれ相富に設備
も準備も手段も施さる§ことでありませうが︑前述

にほせこうだうくわい

雨頭のへび

お︾一心

ふろ︾や︑７しや

せられたものを集めて勘一巻となし︑八十七才の老
ねんうぬん︐﹂含

去る五月十五日のことであった︒日本弘道曾の五

めゑ

余は之を座右に置いて拝讃した︒その中殊に感じた

蹟と相待って正に二絶とも稲すべきものである故︑

ｌよ﹃う

ざいううちきく

した貴重な書珊であ︾る︒資宰相の名訓︐と老子爵の芳

げんさいし？フ

筆を揮って御自身に浄葛せられ︑それを石版ず︐︐に

渉ぼししやゆく

？︽合〆

十年記念式が上野の自治館で行ばれた時︑来賓︐とし
て臨場せられた雁織垂鯨より︑特に﹁むら千鳥﹂な
﹄・巳し︽ＰＬＬ酷

る一冊の美本を賜つわ桧それは子爵が私淑せらるＬ
松卒築翁公の著書を渉穐せちる瓦うち︑深く心に威
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ｈ一やマフ竜一う

さ

のば雨頭の蛇卜ふふ一文である︒左にその大意を記
ごこ↓うじ
して子爵の御厚意をあまぬく領ちたいと思ふ︒
りや︑フさ︑フ

どら

昔の世に雨頭の蛇がめったといふから︑試に蛇の
に砿

ひざ

を

みぎゆ

うん型ん

左は左へ行かうとすれば右は右へ行かうとして︑
みぎ

らうい

一つも人の用をたすことは出来ない︒云々

ゞせいとく

きん

︵右の文は中古の雅文篭にかｋれてゐる︶
きぼ

かやう

．§んく

そうしＬうめいぴげふ

余は之を精讃して感嘆を禁ずるこ︐とが出来なかつ

はな

同じ大きさの者を捕へて二つ尾をしっかりと結は

こさく＃うぎ

ら・フャ．・うしや

しや︒︽にん

唯八砿少も

だ︑遠くは英圃の総同盟罷業︑近くは内地各工場の

ぴ寺

へて︑離れない様にしてから庭に放した︒所が一

職工を初めとし︑小作争議といひ階級の反目といひ

・みなみ

匹は南の方の草むらを目指して行かうとし−匹は

皆一つ心になれば何の口説も文句も起るべきでない
だはむ

ぢぬし

みぎゆ

居る︒地主と小作も家主と僻家人も亦然りであるｐ

二心ろ

・北の方の林に入らうとしてあせるが︑どちらにも

のに一つ々々の心となると丈に斯様な幸が起るので

はやし

行かれず一つ場所にあせって居った︒それから言戯

ある︒資本家と勢働者とは雨頭の蛇の開係を持って

だい唖おちつ

昔

さき

っ少
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ばしょ

と︑いょノ１１あせつ

一がＪ

おきろ

明一一・画ごり●作︑

︑れに側に至って驚かしてみる
おと

か．

三日計経つ︐﹂二匹の蛇は

て一つ所に農って居るばかりであった︒あとはど
︑へぴ
うするかと時々見たが︑

ひご

必ず易々←進展が出来て相互に利霊を受くること力

しんてん

一︒とユノもノ︑走含ｒ亀

ト勺口ｐ

而してその心を二つにして一は右に行かとし一は左
ナがり
に行かうとするから互に索が起り︐その結果は何れ
ゆ

大分落着いて来て︑心を共にし尾の方を蝿の榛に

の方にも進まれず只自滅に蹄するのみである︒若し

ふつ・７

あたま

よんあはせて︑頭を一つならべて行くものだから

心を一つにして同一の目的に向って進んだならば︑
写か︒

仏やす．

普通のものよりは遥かに早く進むことが出来たの
二垂︾◎

である︒

ほ

出来るのである︒世間の人ぱ之に依って大いに暁る
や︒﹄り

人も心が一つであれば目も耳も心に随ひて見もし
てあし

ばん

所があって欲しいのである︒

き

胆たち

しの

×

聞きもし︑手足も一つ心であれば矢張それと同じ
みぎ

×

様に働きが出来る．もし之に反して一っ々々の心
手︸

であるならば︑右の手は左を凌ぎ左の手は右を妬
よそはう
み︑手泥物を収らうとすれば足は除所の方へ行き

I

×

溝風閑話

かなら

かげざたていない

って︑禅樹の蔭で息ふことになってる︒叉邸内に極

せやれいをけ

は︑休息すべき所もないから︑必ずこの屋敷外に止

舎一うそく

辻村靖子

江戸の末期に於ける物語苑庵這稿︶

堀うちい

句やいん

いうＦ・い

く清洲な井水がある︑汲取って︑桶のまま︑水杓と

そ

都下では︑三伏の暑さのころ︐冷たい水を汲み茶
＄た

車夫や輿丁が︑炎天に坂道を上ってくるにも︑それ

く

を︑振舞水と名付けてある︒古へは絶えてないこと

を楽しみに来ることになってゐたと云ふ︒

じ津ん一

或年の夏︑麹町李河町から出火して︑市答︑牛込︑

なつｔゆつくわ
えくしやぅやまて

してから︑今では所にて倣って人がすることしなつ

早稲田︑遥まで延焼したことがある︒山の手として
すみ

やし昔

ぞのゆゑ怪んちやう

てゐる︒其故は自分の邸は久しく三番町︑市谷見附

は︑随分の大火事で跡では道戯百人一首かできたり
みつけ

？いろ．︲１︲きせん瞳ふし

して︑種々の歌のあつ龍訓に喜撰法師とあるは喜多
ちな
村の喜に因んで︐則ち自分の家のことを詠じたもの

ざ一坪ｒ

富ってゐろ通りは︑即ち見附の往還になってる︒塀
おほげやきご
内に大樺の樹があり︑其枝がずっと差しでＬ往来を

である︒其歌

我いへば見附の辰己︑いしやぞすむ

勢つけ争

覆ひ︑極めて涼しい蔭をつくってゐるから見附から

昔はかげ・心っ
も
の
そ
ご

ずゐぷんもご

遥の東の隅に住んで︑三方は屋敷であるから其西に

きころ

だつとか︑自分︵著者︶のいへで始めてそれをやりだ

︒﹃ろま

茶碗とそへてだしておくと︐往来の人は大に喜んで
し
やふさかふち

？ふくあつ

』

碗とひきくとを添へ︑往来の人に勝手にのませるの

□

はいってくる者も︑九段坂を上ってくる者も︐外に
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P

この．ぐわじ

い

︒ろゐしやう

よく鐸りしと人は云ふなり．
とめった此火事は︑喜多村家の四隣みな類焼してし

行けん

ひ

あたけうざん

りつぎ

いしや

鍔ること勿論である︶除り仰山な謝儀受け納めまし

娘壬︾

かみ

て然るべきや否や︑律数にも︑往古のお醤者は伺つ
︑じゃ↓ういザ︸いめい．︑
たものです︒すると上意に﹁大老の生命を救けた功

﹄・へいぜいふろまひみづ

のこ

まった中にへ唯だ−軒不思議にも残ったのであった

を千雨では軽すぎる﹂とあって︑又別に上から十両

った

かけ・妊払お

牡つ

ずゐ燕んいけん

士銀の⑪

おとの命令とあれば︑川を隔てず御城附近で︑都合

さぢ

だと云ふ日になると︑隠分威権も職なものであって
ｆだつがふ
みしよい・フ

でて︑王侯貴人に接することのできるのは︑唯だこ一
たんこｃろざし
みち
の途あるばかりとされてゐたことから一旦志・を得

ひ︒

格別一
の者
新規
し出
て︑
付け
れる
でをく
１召内
︑し１
あ仰ら
ぴらつ
ぷので︑俊一
髪も績々現はれたのである︒大卒の世に︑匹夫から９

至っては大抵町醤者︵今なら開業醤︶の中から︐矯療
か
く﹈へつおぼせつ

．たい一Ｌい蛍．ちいしやちいう

せいしふそのをさじ

いごむく

が其故は︑李生振舞水を飲んだ車夫輿丁か︑日ごろ

を賜はった︒是から以後︲譜師に酬ゆる蕊祷千雨ま

かげ

りか曇・

士ま

の職だと云って多人勢て駈つけて︑よく骨折って防

では︑↑受納して苦しからずとの申し傭へなりとある

せんかう

︑更なご

つデー

いでくれた︑お蔭だったと云ひ傭へられた︒此火災

・往古の醤官は︑世襲であったが︑其御匙︑法印に

そ睡・のがゞ

４﹄フつ・

じゆ︒︑７

は先考︑九歳ばかりの時のことで︐手に蛎蜂篭をも

一Ｊ宮映沙︸﹄

っイ凡麺蝿とともに︑逃れちれた鯉諏へば︑今を距
ること殆ど百年の往古であらう︒陰徳を施一︶した報

．？いう７１︑︒り

い求めずして輿へられた美くしい︑話しはへかきつ
まこさ
の・
けてみても︑胸に其清冷水を飲んだやうに心地清々
もうんかいきふ

しいではないか︒そして︑悠々とせまらぬ︑其ころ
の中産階級の態度はどうでせう︒
□
たい□うこう

の善い場所を見たてて︑何人の住居と所有とに係ら
．のぞ
ず︑望んで拝領屋敷を願ふことができる︒是はいざ

いゐかも人のかみたいちげしょく

また

これは亦づっと古いが︑大献公のころでもあった

ねが三れ
き捗一そつ︑かな
またおくずりな

と云︑念卒の御用の時拘お城もよりでなくては叶は
なすげんちく

れうぢ

が︑井伊掃部頭大老職であった︒或年大病で︑既に
号．のあいさつ

さじ

いこと︑叉御蕊を制するに︐井水宜しからでは成ら
ぜん︑︑わい

なぞ

危篤に陥ったのを︑奈須玄竹と云ふ侍瞥が療治して

ゆろ

ぬから︒等．︐と云理由をつける︒今一つちとに限って

■﹃クナジ言ｆり

すか１１︑と全快したので︑井伊家から︑其拶挨とし

三階造︐の家を建つこ︲とを許される︒三屑模は︑其

おく

．いま

て金千雨を贈られた︒︵其古しの千雨は今の蔑雨にも

I

な蛍へふみにぢ

たい

その辻Ｌしゆったうふかまつ

ながさ奪い先上

た名前にござるを︑下郎に曝鯛られては︑朝廷と公

わうこうしやうごう含んせい
おく古・リゼ訳さくいふりいう

他は王侯嬬相の邸宅でも︑かたく禁制だのに︑これ

二のぎんけらいとも

あご

め御用は︑一日も忽には致されねば︑其儲出立仕

ゆろがせ

儀とに封して︑申諜これなし︒去りながら︑長崎固

い

は御蕊製作の場所︑清浄を尊ぶと云理由だからでゐ
ちくじつ

ず︵︾０勺

ご巳りし﹄ら

へいもん

る︒此段家来共を以って申上る︒とのことで︑後で

．Ｌようへい夕︑ぼ７

落日を招きかへす勢とはこのことを云ったものだ．

あの一．一

ざんざい

事責お取調べの上︑一橋公は閑門︑賦輩はめはれに

ばな・

昇平三百年の末には公方の御枝榛も︑頗る

ごり

らうが︒

も斬罪に行はれた︒

しかし事賃はあったものとみえ鍋島閑聖公此時二十

脂︶︒︑つ

や︑くどしい

０

がふわれＪ１︑こり砂・ １４辻
一橋公鍾瞳して﹁六合できへ我々は懲々した︒五一
合では︑下下もさぞ難義するだらうと御つしやった

１歩﹂○

ますれぱ︑まづ格別のこともこれなく﹂と申します−

か〃︑彦へつ

や︲一と間はれると︑或人申上げて常時五合にござり

あるひ︸﹄まをしあ

其後一つ橋公米償のことをきき及ばれ︑﹁何程する

およ

卒民的に取あっかはれ︑作り話しにさへされて︑親
しまれた︒
□

でん極胆ぐまい

ゆきだ︒−さんおぼみそか・

天保七年の大磯鐘に白米が鏡百文につき二合五勺

にのぼる︑行倒れは途に算をみだし大晦日には︑柳

人の屍を横たへた︒其まだ五合ばかりの時のことか

原通り筋達見附から︐浅草見附●の間まで二︑三十除

寸ぢぬがひみづけグよ
にん
が
ふ
か
き

一橋慶喜公︵後の十五代蒋軍︶河崎の大師測原へ参ら

ひざつ壁しけいきこう・だいしがばら

いふきろｐ︑

五の厄年に富っていらつしやったと云ことを︑自身

お側に物がたられたと云記録がある︒

×

おいごま

×

軍？７Ｊ４１くわんさつ

なべ

×

れたことがある︒折節松卒肥前守の御暇の年でみれ
め了﹄は︲さき﹃鴫﹂も

どそ・く

手﹄ず

×

ば行々しく川崎鐸六郷川のさきに︑開札のたててあ
ち

つたを︑目障りだとて︑先供の下輩か︑とり卸して
しようち

・弐一んてい

×

地に投げ散らし土足にかけてふみ稜汚Ｉ︶たので︑鍋
たま

島家で承知しません︒届けでて云ふには︑松手は公
儀から賜はった苗字なり︑肥前守は禁廷から受領し

×

一
…
〜

森津田岡

森島田田巣田

之ょ直源

艶之朗全鶴至

奥人助子次子

子助月善子善

一初もみ￥ち含

笠小山柴鷲柴

讃新聞

れとよむ新聞を力にて若き人ともかたりあふかな

朝夕に海の内外の出来事を知るも新聞よめはなりけり
朝な夕な手にとる文の一ひらに世の千寓の事をしるかな
老

はなｈ髪け︐り

伴同大宮奥山

１１

−
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外圃の昨日の事もけふはＬや居な からに見る文は このふみ

居なからに世の有様︲をしらる 瓦 は 此 新 聞 の あ れ

生ひ出る世のこと種のよしあしを朝に夕にしるそ嬉き

活︑字︐

植なせし活字の種のひろこりて丈の林の茂る御代かな

幾千霧うつすも安し鳥のあと活字となりて世に出しより

世の中の進むにつれ・て覗きの文も犬かた活字なりけり

慶

懇き

信

活字てふ業の世に出て︑束の間に数多の文も山とつまる労

１１

かく文の手数はふけて嬉しきは活字の業の悪なりけり
幾たひか植かえられて枯れもせす言葉の花の喉活字哉

I

︑︑●︑℃︑︒

ＪＪ

︑︑︑ｂ℃︑︑︑

樵堂田口興淳

文荘石川
兼六
︑︑︑︑︑ｂ℃︑︑︑

丙寅春日訪田口篠堂有先師及華洲氏唱和詩不堪懐奮次雷以贈校正再載

丈註日吐鴎自然︒不帳彫薮︒唯深哉三字︒最馬主膿︒

茶営酒杯︒濯落胸中倶撫景︒欣々佳木満庭栽︒

諦観書軸威深哉︒墨気淋潤映眼開︒奇芙今尋交誼厚︒幸然昨尭劫次災︒明窓箪節思詩句︒津冗傾

℃︑●︑︑︑︑︑紗︑︑ｂ︑℃○○○○○○○○○○○○○○℃︑︒ｂも℃︑℃℃︑
︑︑︑︑︑︑℃︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑ｖ︐

乙丑五月訪田口棟堂︒次先師枕山先生詩篭華洲渡逢学

支荘日此作︒能罵柳所論間適︒無間遺漏︒

畢酒千杯︒最欽別院迎親虚︒頑喜盈盆瑞草栽︒︑

爽増経警観美哉︒門多出入鎮長開︒湧泉自有潜龍徳︒列樹曾無舞馬災︒鐸客緩徴詩幾首︒設鍾零

○○○００○○○○００○○ＯＢ︑︑砂も︑℃︑︑︑
℃︑︑︑○００○○○○○○○○○○Ｏ

隔世唱和︒狗女壇之佳話︒而潤吾屋巡多実︒乃請書華洲氏︒合二律潟一幅︒装演以始子孫云︒

賀田口柳所新居枕山大淵厚

︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

・来遊︒一見驚喜︒吟諦不措︒氏亦師事先生者︒因直次謂見示・尋石川文准亦次韻︒師友三氏︒

先人柳所翁︑畢詩於大沼枕山先生︒得一律珍蔵︒常常桂壁間︒想見常時之雅興︒頃渡遥華洲氏

隔叩世師友唱利

I

甥後敵門喚快哉︒清談自畳素襟開︒老躯豊蝶無微志︒高閣嵯峨兎震災︒好簡文朋求雅詠︒時招酒
︑ｂ︑︑﹈︑℃℃︑︑︑℃︑︑︑︑℃呼９
客共鰻杯︒壁間桂得珍識幅︒叉愛群芳燭漫栽︒

−−42−−

I

︒■

手本として︑用ひられたり︑叉五人組の徒なども︑

目などは︑徳川畔代に至る迄で︑寺小屋に於て︑お

去りとて叉一面に於ては︑北悠泰時時代の貞永式

して︐難解の法文を通俗化す議へく努めたものである

は小使をなして居る庭へ巡査が来れる岡を示すとか

て説明す︒へく︑例へば人が祖を脱いで居る虚や︑叉

身たる︑逢式註遠篠例︑一つとせゑしゃ︑総本を以

到底諒解の出来ないものがある︑そこで逢警罪の前

の如き︑頗る難漉の文字もある等︑一般民衆には︑

察犯庭罰令中にも︑媒合︑容止を鳥したる者は云々

ｒ

新時代の陸軍刑法なども︑法文が頗る漢文的であっ
たのである︒従って叉奮刑法達警罪中にも︑現行瞥

様に︑我幽に於ても︑聖徳太子の憲法十七峰や︑維

ても︑或はラープン語を以て綴った時代もめったと同

ろ言葉を以て言ひ表されたものであった︒欧洲に於

松︑井・茂

長野螺の警藤事件と我邦圃民警察の婚来

︑・余は試に今回の長野騒擾事件に鑑みて︑其の思想

的根擦を︑二方面より卿察して見たいと思ふ︑其の
﹃一は官聴側の方面であり︐他の一面は民衆側の方面

である︒而して先づ第一の方面であるが︒・
鋤患由来何れの邦でも︑封建時代には︑一にも二にも
絶封命令主義が行はれたので︑所謂民をして依らし
卿むくし︑知らしむくからすの主義であ胸つた︒そこで

一我圃でも︐昔は︑篤政者は申諜的に︑法文を掲げた
ものである︒東京の札の辻も 昔は法文の掲示場で
あった︒叉日本橋にも高札の掲示場があった︑﹄法文
●を高い庭に掲げたのは︑畢寛︑申詳的なので︑民は
ゞ法の真相を知るのに由なかったのである︒従って又

古き時代には︐何れの閲でも︑法文は︑顔る厳格な

−43−−

』

圃民の権利は主張される事となり︒愈よ自由民権の

来た以来谷風は何れも新に憲綜を制定する等︑大に

然るに其の後自由卒等の説が︑盛に俳風に於て起り

家時代には︑絶封的命令主義が行ばれたのであった

志した事もないではないが︑然かし概して︑警察画

壁間に褐られたる等︑昔に於ても︑法文の民象化に

様な風がないでも無かった︒之を要するに︑我幽の

して︑巡査は稲やもすれば︑民衆に濁して︐威張る

る︒而して殊に明治以来は︑其の出身者の来歴より

チップを民衆より受取るに反し︑我邦の警察官には
廉恥心が旺儒なので︑斯くの如き弊風がないのであ

荻つだのである︒故に例へぱ欧米では巡査が李素で

よりも察するに除りある次第である︒我々は︑常時

思潮は︑漸次駿遮し氷ったものである︒然るに我圃

ので︑従来我邦に於て昔より樽統的に行はれ氷りた
る︑謂ゅる徳川時代のオヵッピキ制度たる刑事警察
本位の警察が︑勢力を占必︑欧洲的の行政的警察の

の警察隻官に封し︑或意味の敬意を表するに害でない

警察は︑此くの如き沿革に基き︑極めて権力的に謹
動したものであった︒素より明治初年の富時にあり

思想は頗る珍いものとして圃迎へられ西郷南洲等も

と同時に︑叉一面に於て︑常時の先輩が︑もっと速

は欧米と異って︑立憲的圃家となったのが︑殊に最

始めて厭洲には一種の﹁ポリース﹂のある事を知っ

に時勢の進運を洞察し︑両一層の深謀遠慮を以ては

ては︑東京などでは︑白書頚盗が俳佃したり︑叉各地

たのである︒然かして明治に於ける新制度は︑初め

画策止我邦将来の警察を樹立せざりし事を這撤とす

近の事であるので︐警察行政の如きも︑明治の初年

警察官は之を従来の士族中より採用し︑之に訓練を

るものである︒然れども亦往々蒋永の事を考へた人

に於て︑初めて欧洲の制度を採用することＬなった

施したものであったので︑此鮎に於て︑我邦の樺察

にも相営に内乱も相生じ氷ｊ耐それに叉其の一面に
於ては自由民雛の思潮も勃謹し来る等︑此の間に虚
する警察の任務が頗る困難の地位にあった事は︑今

は準軍隊的のものであった︑従って叉一面には立派

も少くない︑即ち樺山警覗総監の如きは︑夙に一隻
眼を有して居りたもので︑余の恩師植密院議長散穂
なる美黙も少くなく︑警察砥曾には︑・武士道も入り

−−−44

積陳車博士の如きも総監の胃を承け︑夙に明治十五
年以来︑専心警察官の殺養に努め︑以て富時の武断一

次第である︒

ではないが︑殊に此の極の官吏にあってば︑其の素

考へ︑愛知厩知事の築職をも掘って向ら進んで之が
任に富ったものであった．是れ畢寛柵り警察官のみ

に近年後藤︵新手︶内務大臣は圃管を以て警察講習所
を設置することとした︒そこで余は百年の大計だと

て︲警察儲獄畢校を経管した︒後中絶せるを以て更

を作り︑全圃の幹部警察官の教養を闘ったのであっ
た︒其後蝶約改正に伴ひ︑伊藤侯は︑殊に固立を以

時の山牒︵有朋︶内務大臣は︑圃立を以て警官練習所

黙に着目する所があったのである︒叉明治十七年欝

叉此の意味に於て︑清浦圭吾子爵の如きも︑夙に此の

末前に防ぐ様︑新に優秀なる識防警察を樹立すべく

べく︑蒋来長野聯警察が︑一層注意周到に︑危害を

由来軽井漂の外人警察の如きも︑外国人間には好評
噴々であって︑或意味に於て天下の呼物となって居
ったのである︒兎に角過ぎ去りし事は︑別問題とし
て︑余は今岡の事柄に鑑みて︑鯛を樽じて頑となす

破し得ざりし事は︑頗る遺憾の極と塗はねばならぬ

暴動事鍵に際し︑同畷の警察が︑灘め之を事前に観

のであって︑警察官も大僻向上的にして︑研究心に

長野厩警察は︑全闘中優秀なる地位を占め；居るも

前段の事を前提として︑余の僻験上より兇たる︑

一一

質を改善し︑之に溌養を施すことが刻下の急務なの

一層の力を致されんことを期待して止まないもので

片の警察宮の頭脳の開拓に努められたのであった︒

である︒斯くて警察官が時代の趨勢を達職し︑之に

ある︒

若し夫れ︑今回の警察署腰止問題の壁表の方法が

｜一一

も富み居るものであった︑然ろにも拘らず︑今回の

虚するに富り︑最善の方途を識するに於て︑始めて
警察行政が時勢に鵬じ得べく︑︲従って叉民衆︐と警察

官との間にも︐自然に意思の疎遜が期せられ得べく
錘に始めて︑我邦警察の前途に封し光明を認め得る
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いては︑我圃の官制が︑地方長官に︑此くの如き問
題に封しての絶封的決定椛を輿へて居る以上は︑其

除りに突然的であったと云ふの理由より︑官憲の行
動を答めるものも少くない様であるが︑此の鮎に付

既に府媒曾に︑之が設置に閥する経費を提案したる
以上は場合に依りては︑椴令牒曾が否決して迄も原

て祁聖なる︑懇大なる権力は︑筆ろ之れを涯用す
べきものであると云ふのが現代の真聖なる叫びで
ある︒余も此れ迄︑郡役所の合併や︑移縛や︑蒜く

である︒今や伊圃のムッソリニーを初め︑各閥に於

あるも︑之を断行する程の勇気がなくてはならぬの

案を執行する迄の一大信念がなければならぬ︒換言
すれば︑剛家僻来の潟め︑国民の鱈め︐繰民物矯め
に︑最も必要なりｉＣ確信した農以上は如何に反封

の措置の適常蕪りしや否やは暫く之を措き︑民衆は
能く地方長官の権限の根本義に鑑みる所がなくては
ならぬ︒余も︑曾て地方長官在任時代︑随分自信に
り︑民衆に諒解を求めべき事に就ては︑相富の方法
を採った積りである︒施政演説や之が筆記印刷物の

は警察署の縮小等を行った経験もないではないが︑

向っては職権を奮ったが︑然かし叉一面出来得る限

如きは夫れである︒

由来此くの如き問題は︑其の直接地方民の反封する

此等の委員曾に諮問すべき限りではない︒故に地方

のであって︑府媒令の溌布の如きは︑英殴の如くに

反し︑我剛に於ては︑全然官憲が其の権能を有する

てば︑地方園鍔の委員曾等がその擢限を有するのに

全鵠英風に於ては︑警察の規則を蕊布するに常っ

せる者と解したいのである︒然かし乍ら試に柵って

る千寓人と錐も吾れ行かんの原理に適合して︐謹足

警腰問題に封膳したものと信ずる︒即ち古人の譜ゆ

今岡梅谷長野聯知事が︑自ら断乎たる所信を以て︐

富らねばならぬのは勿論である︒余は此の黙に就て

真相を調査研究したる後︑断乎たる決心を以て之に

のは︑一般の常である．故に雷局に於ても藻め之が

長官たる者は︑常に像め民情の如何を精察し︑然か

余が若し此くの如き事件に封したものとせぱ︑余は

四

して後︑胸に一大決心を包蔵せねばならぬ︑而し一し
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かし之は各自意見の相異であって︑此の黙に就て︑

決して此くの如き腰合は行はざりし事と信ずる︒然

間にも・官吏と民衆との間にも︑何れの方面をも通じ

モクーフシー﹂の思想が熱力を占め乗り︑親子の間に

する批判を試みて見たい・近来兎緬似而非なる．才

も︑努資の間にも︑地主と小作との間にも︑男女の

我々は只共の所信に向って猛進するの外はないので
ある︒殊に文明時代に於ては︑環境が混雑する故︑

て居る事が一般の常である︒故に此の黙に就ては殊

室︾し︑徒に権利のみを主張して︑義務の観念を忘却し

古人の謂ゆる整れて後巴むの一大勇猛心を要する次

官吏は特に躯き信念を保持する事が必要であって︑

第である︒要するに此の黙は今も昔も愛りはないの
である只今Ｈの法治画家にありては︑響言察画家と異

き限りではない︒此くの如きは︑立憲画家の臣民と

じ︑凱暴行篇を麓すに於ては︑断じて之を黙認すべ

回の長野聯の事件の如くに︑徒に教唆者の煽動に乗

を行ふが如き場合には︑︲民衆は宜しく鼓を鳴らして
其の非を責めべきは勿論であるが︒然かし民衆が今

一警察官にして徒に越椛を達しくし敢て人権の燥踊

籍鐙秩序を妨害すべからざる義務を有するものであ
る︒即ら圃民の警察的義務とは之である︒素より繭

産の生存椎を有すると同時に︑一面に於ては︑常然

義務を忘れてはならぬ︒之と同様に圃民は︑生命財

に今後の民衆は︑犬に自豊反樹する所がなくてはな
らぬ︒何となれば︑今や権利は義務を伴ふの時代と
職ｊ来つだので︑殊に普通選塞時代には選畢権と同
時に︑他面には︑憲法上興へられたろ参政権負耀の

︐り︑謂ゆる民をして知らしむると云ふ事は必要ある

故に或ば告諭の形式に依り︑或は講演曾を開催する
等諏々の方法を以て立法の趣旨を徹底せしむること
は︑時節柄最も必要の事である．余は従来此の職に
注意して居るので︑之が馬めに︑誤解を防ぎたる効
果の非常に多いのは勿論︑叉之が潟に犬に中傷をも
防禦し得た事と信ずる次第である︒
五

以上は官聴の上より︑民衆に反献含的思想を︑喚
起せしめぬ様に︑之が所見を述べ求ったのであるが
次に第二の方面よりは︐民衆の上より暴動事件に封
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、

犬に恥入︐りたる行動︐と云はねばならぬ︒

求職 責 上 ︐ 或 は 日 比 谷 の 騒 擾 事 件 の 如 き ︑ 或

交通上︑左側通行の如きは︑日常生活の注意鮎より

生活の上に求める事が︐何よりの急務である︒即ち

加くに︑公民道徳の質行は︑之を国民の資際的日常

屋の 電 車 賃 金 問 題 の 如 き ︑ 或 は 米 騒 動 の 場 合

壁足すべきものにして︑錘に交通道徳心の獲現を見

深きを要すべきは勿論︑叉之を外にしては︑民衆は

之れを内にしては恥警察官の態度の冷静にして忍耐

て居るが︑此等の場合に於て︑常に顧慮了べき黙は

ｂに義務心を峡如して居るのである︒雲に政府が暴
行者の取締に開する法律を制定したのも︑畢寛暴力

るのである︒而して此の鮎に於て現代の園民は︑除

行篤の如き︑直接行為が︑滑々たる天下に於て勝を

制するの悪傾向があるからであった︒

一へ

此くの如き見地より︑長野蝶民を批評する時ｂ繰

民は果して︑理智的冷静の繰民性を有するものでゐ

一ろや否やである︒全鴨余の見たる長野職人は︑全圃中

めてよく圃民警察の質も塞げ得る次第である︒椀へ
ぱ交通上の危害を除外するには︑交燕警察の必要な

生しだので︑同螺人は非常に断擁した様であるが︑

綴とも濡せられて居るのである︒曾て幸徳事件が凌

最も新聞紙の購護者として有名であり︑叉皐者も多
く輩出する所 殊に夏期には︑夙に盛に夏期大阜が
行はれる等︑長野螺は全図中に於ける文化の率先

ろは勿論であるが︑更に重要なる鮎は交通道徳であ

其後理智の護達と共に︑他の府畷に比し文化問題等

民衆は公徳上の見地より︐倫理化する事に依りて初

らぬのである．而して此等の精神の護達を期するに
は︑畢寛︑道徳心の助長の力仁侯たればならぬ故︑

て︑画家重要の警察事務を健全に遂行せしめねばな

保持は剛民共同の責任故民衆はよく警察官を援助し

ｂ見たろ普通選塞の精卿は︑圃民皆兵でゐろと同様
に︑圃民皆警察であらねばならぬ︒換言すれば憂安

英圃人の如くに︑快く圃権に服従すべき旺盛なる義
務心を有せねばならぬのである︒殊に我鯉僻の上よ

ｂや叩肝

々の騒擾に際曾し︑顧る苦き経験を有し

資

る︒然るに謂ゆる道は近きにありと︑古人も云ふた
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に

f

七

の程度も群を抜いて居るものとして︑他の府聯の如ｊ災事件の際も︒各府綴に於ては穆鮮人の蓋語に迷は
き時代錯誤の事はないとして︑一般に自重して居っされ︑頗る狼狽して附和雷同今笹なしたるもの少くな
た榛であるが︑近年飯田町に於て思はしからざる事がりしにも拘らず︑長野瞬人はよく警察の言を諒解
件が起ったので︑長野繰入の新思想に封しては一般し︑幸に事なきを得たる次第であった︒
の注意を喚起したものであった︒然るに今回警察署
腰止問題の馬にも︐暴動事件が起ったので︑犬に全

圃人を驚樗せしめたのである︒即ち螺知事の措置は全鵠警察は︑画家の重要機開ｒのる以上︑圃家を
暫く之を措き荷も︑刷家の椛力を代表する︑地方長代表する地方長官が︑自己に典へられたろ権限に依
官に封し︑暴行を企るが如きは︑資に驚くべき野蕊ｊ︑其の所思を誌表したる以上は︑之に濁し妨害を
の骨頂と云はねばならぬ︒平素長野際八を信ずる︑加ふるが如きは︑陛下に封しても賞に相湾まざる次
余の如きは人一倍に︑之を惜むの情の更に切なるも第である︒而して長野畷の如きは︑殊に他に卒先し

のがあるのである︒之を同螺の消防の例に照すも︑
て民衆が警察を援助し︑凱暴者に制裁を加へてこ
全圃中優秀のもので︑士地に於ける有数の人々は︑▲そ流石は立憲固民・として真に聖代に恥ざるものと
何れも皆禰防組の幹部として活動して居るのであっ云ふくきものである︒英閣民は世界中︐自治の最
て・叩余は此の黙に剰しても大に嘱望して居るのであも溌達した虚丈けあって夙に此の鮎に注意し︑固
るご叉四年前︑瞬内の有志者は螺営局を相謀り︑互民と警察との間が極めて圃瀧に行はれて居るのであ
に相協議して︑民衆と警察との関係を熟知すべく︑る︒此の紺に於て︑我邦の警官は勿論︑殊に固民側
民衆警察講習宮が数日間開催された時に青年倉の幹に於て大に反省する所がなくてはならぬ︒試に先般
部員等は︑白費を以て其の倉に臨みたる等ｂ他に見英画に於て起りたる石炭業者の大罷業の跡を見ても
ぎるの賞例であった︒従って叉大正十二年の火震火英殿民は勿論︑叉警察の態度も資距良好であった︒

− 4 9 −

Ｉ

日に於て︑騒擾のあるべきことを諜想したので︑Ｏ︑

即ち圃民側としては︑所謂義勇警察隊として勾大に
活動したのであった︒又政府は五月一日の勢働記念

如何に全圃民の指導啓謹に貢献したか察するに余り

た︒菖一長野職人に於て︑此の筆に出でたらんには︑

志者より募集し︑秩序の維持に富らしめたのであっ

別警察隊なる義勇警察隊の組織もあって︑民間の有

て居る︒叉其の外に警察官の後助として︑謂ゆる特

Ｏ︑Ｍ︑Ｓとは供求保誰劉鐙︵ｃ︺●醤己昌昼︵︶冒さ尾夢の︼ご昌口鳶︼︺胃ｃ①

一の場合を顧慮して︑之れが鴬に用意を怠らぬのが︑

政府としては︑此くの如き急鍵の事態の場合には︑蔑

し︑勢働組合側では︑政府の挑戦的態度を疑ったが︑

行したる上は︑牒民としては・嘆願の事情あれば更

ねて云ふ警察の療止問題は園家が権力を以て之を断

も︑之は別間恥ｉとして理智の力に訴へ︑決して毛頭
も凱暴行為に出でてはならなかったのであった︒重

即ち例へ畷営局と意見を異にする所ありとする

ある次第である︒

Ｍ︑Ｓ職の活動を開始し皿・寓一に具へたのである︒
︵託普弓犀のェ︶の響術で︑縄同盟罷業の如き非常の際︑過民の生活に

圃家富然の措置であると信じたので︑Ｏ︑Ｍ︑Ｓは︑

に至誠熱心に︑その善後策を溝ずるの外はなく︑叉

耀塾醜舵油鋤噴謹唯唾準蝿か鯉函秘醒韮趨掴醒咋碓在癖錨之に封

内務大臣ジョインソン︑ヒックスの謹起にて︑ロー
ドハーチングを曾長に︑海車大蒋ピーチイ郷を副曾

此の外に賢明なる手段はないのである︒

署を定め︑穂同盟罷業の如き蝿民生活を著敷脅威す

禽員として入曾せしめ︑而して職業技能に依りて部

の善後策に掛鵬すぺきやと云ふのに︐云ふ迄もなく

卑見を述譲へ来たのであるが︑圃民は如何に我幽勝率

には民衆の方面より︑暴動思想の根篠問題に付いて

以上論する所は︑第一には官憲の方面より︑第二

八

長となせる義勇隊機開を作ったのであった︒而して
本部は之を倫敦に置き︑全画幅要の地には︑支部を設

るが如き︑緊急の場合に︑政府機開と共同して︑画

此れからの時代は︑民衆化し末６︑斌禽化し来る以

置し︑十四才より四十五才の男子は︑希望に依り︑

て罷業の営時は全圃の曾員は︑二十寓人と穂せられ

家の不安を除却するの任に富ったものである︒而し
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が根本義であるのは云ふ迄もない︒然かして普通選

民には晃一童時代より︑健全なる政治教育を施すこと

上には︑殊に普通選畢の時代に在︐りては︑今より圃

の窮民の矯めにも︑白己を犠牲にし︐場合に依りては

代警察は大に祇禽化せるものにして︑警察官は一人

爪牙となって活動した時代もあったが︑之に反し現

須らく主椛者の意思を奉鰐せねばならぬのは勿論で

天皇の大権を行使する所のものなるが故︑民衆は

と同様で︑今回の長野事件の如さも︑畢寛警察官は

治が存在するのである︒闘民と警察との開係も亦之

篭生したるものであって︐圃民各自は公明正大なる
政治を行ふところに︑我建圃の理想を根篠とせる政

塞は欧米と異り︑我幽に在りては階級闘守の歴史よ
り末ｂたるものに非ずして︑我圃篭の本義に基きて

時勢の要求上︑剛展警察の篇に微力を致しつつある

察の友とならねばならぬ次第である︒是れ余が刻下

即ち是れ民衆の敵である所以に徹底せねばならぬの
である︒換言すれば善良なる閥民は自から進んで警

根本的観念を自畳し︑蔑一警察に反抗する敵あれば

側より見たる警察は︐警察は我々圃民の篇めに︑存
するものにして︑公共的に働き呉れるものなる事の

察の概念が存在して居る所以である︒従って叉民衆

其の貧民の潟に︑打死する所に並に雄大なる剛氏警

ある・之と同時に職に地方の任にあるものは︑常に民

に封照して︑感慨殊に深きものがあるので醗民警察

所以である︒．而して今回の長野事件を英圃の犬罷業

の前途に封しても深憂禁ずべからざちものがある︒

情のある所を察し貴き権力を汚漬してはならぬ︒畏
をとがめよ天っ脚﹂︲ｃ仰せられ︑常に御自ら釜責任

くも︑明治天皇陛下に於かせられては︑﹁罪あらば我

乃ち敢て同感の士に衷傭の一端を訴へたス所以であ
ヴ︵︾Ｏ

︑﹁

×．．．鈍︲×
×
××

を以て圃民を愛護し賜たのであった︒故に殊に職に
行政に在るも の は ︑ よ く 此 の 心 を 以 て 心 ︐ と な し ︑ 警 察

官は其の性質ｔ陛下の警察官であって︑且つ之れと
同時に圃民の潟の警察官なるるを忘れてはならぬ︒
曾ては警察官は︑或る時代には或る特定の有力者の
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心

瀧

8

和

歌

二等

三等↑︒
○

評五句が．上く象徴されましたゞ

老に座を譲りて立てばこみ合へる汽車の窓にも風薫りけり

謡岡大瀧繁蔵

︵評︶素朴な扱ひぶりに引きつけられます

日に

あられふろ鹿島の苑の御手洗水を見まくほしけれこの暑き

○千葉矢部良高

︐．︵評︶人情味が海ろＬばかりの作者の忘格孝尊飯します

罵白き人に出逢へは亡き父をそぜろに忍びふりかへり見る

︲○神戸．︐瓜生佳

等

不二之舎直正選

、

ＦＩＬ十●●も▲・Ｉ︒︲山吟川０山

埼玉小倉柳汀

ＵＤ０Ｐ

静岡︑鈴木太郎一彦

行く末を頼みし人に先立たれ濡すは老のたもとなりけり−

凸司目

ａ︾﹃

迫悼山形菊池秀言・

花きぎし萩の小枝になき止まぬ名も無き虫に秋を知るかな一

○

朝顔の露よりもろき身をもちて開かず萎む時ならなくに﹃

○

栗ひろひあるは茸狩とｂｊｌに楽しみつきいみ山べの里言

︽山里禰島湯田久毒一↓

れり．

おはしまによりか§りつｋ水面見れば月のちばれて小舟来一

佳作
．・納涼埼玉長島松風一

、

１︲︲︲︲︲︲！︲︲ｌ︲︲︲︲︲ｌ︲ｌ︲︲︲ｌ︲︲！
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■■■■

○同高柳倭心
庭先に緑も深きゆづの葉のさＬやき合ひぬ風にゆられて

○紗↓千葉小安愛清

峰の松嵐にをれてあし田鶴の霊たに今はきかれざりけれ

○千葉秋山右近

ねむの花こ児にかしこに咲き剛れ今年も暑くなり果てにけ

﹄６Ｆ

ｌ１１ｌｌ

ｌ

−−53−

○山梨山．梨︲貢

○選者

１１１・＃

｜
I
￨

ほめられて嬉しきはなほそしられて根みかへさん心なりけ

︲︲１１︲・卜︲︲Ｉ︲！︲・

F骨

遠山の霞みて暮る＄この夕べ河鹿のなく一音淋しかりけり

一樋正幸

り

り

○千葉渡逢秀明

Ｐ

岡︑上
I

枝はみな一つ一つに若葉して朝の雫は眼の薬かも

１処・

無常・夏八王子小島市左術門
大坂

行春の名建はつきず桝花来ん春にまた逢ふや逢はすや

朝萩

守ｌ︲︲

辰田草取りし書の暑さも忘ら れて夜風涼 し き 鞍 の か け か な

○

一涼しさの言はん方なし朝風 のまにノくＩなびく秋萩の花

可

１１

１冊ⅢⅢⅧⅧ細珊郡洲剛

家具に識する常識

１１

１１
雫
§

勿論多生の問我国の猫特の瀬候風土と︑その函民性とに立脚して十分に殿へ上け

ことで︑一つに﹁時﹂の問題であると老へます︒︒

ふことから考へて︑大磯椅子式の生活に改まってゆくことは︑蓋し相像に難く無い

大切のこＬ﹂であります︑惟ふに世界人類生活の大勢から見て︑或は我国の将来とい

将来の我が生活様式は何れに肺蒜するかといふことを考慮して置くことは︑極めて

頂黙に達して居りますが︑蓋し是は所謂時の勢ひであると信じます︒唯だ此の場合

ば︑椅子式の生活もあり︑或は和洋折衷式︑叉は混交式などもあって︑殆ど複雑の

今日我幽の生活様式は︑極めて複雑して居ります︒例へば在来の饗式生活もあれ

木桧恕一

蓉

一

一

正

一

一

一

、

一

一

廟ｌ■１１︲■１１■

一談話室一

長野秋山遮莫

胆１１園１回Ｉ鴎

公娼慶止Ｆついて

公娼あ駿止せればならぬことば︑我国の盤

面より人道上より人類愛の立場より勝次一

画の衛生上より考へて明かなことである︒然

るに之れあろが鰐め世の醜類は︑之握よりて

利益〃貧らんとする．遠くは名言屋椙村新田

近くば大阪松島遊廓穆韓謡件の如き︑それで

ある︒公娼腰正は曾租両村先生の持論なるこ

とは日本道徳論︵奮版一○八頁︑新版八七頁

以ド︶にて明かなるに︑今Ⅱ我弘迩曾が沓と

して銘なきは心甚だ迩憾至極であるｃ吾に同

ろ隅か︺

意の諸君ばなきか︑私道智は何故獄して居ら

編輯室へ埼玉岨華

編輯諦兄足下未だ秤脳の柴必得ませんが

吾伽︑雌村の青年は衣誌Ｆろて多大糧ｌ

一

修養の溌避得︑常に感謝して居ます︒本誌

一

口
！

﹄０

−４

砥姉舜霊桝函舛塞唖却匪紳詞一榊帝郡泳赫嘩︾締唖聡錘鋤瞳調癖唾軸騨濡据哩錘志睦一

癖帖噸鏡癒琵唾霊唾︾錘痴確諦紬匡榊鐸池涯密帳誰窄狂死墨跡雑雪い癖麺識耐匪蓉一

べた時の勢ひに順雁せんとする一つの努力であって︑園家として誠に喜ぶべき現象一

と言会Ｌ良いと恩ひます︒勿論此等の中には其の間取に於て家具設備に於て⁝尚幾一

は思ふに世の寅らんが馬あの雑誌でなく︑ま

た諸兄の高い識見によって編まれるから︑自

らなる品位のある妬殊に喜ばしく感じます︒

と思って居ましたが︑本年度に入ってから此

只今少し︑趣稚そへろやうな御工夫韮願度い

黙に於て一段の進歩を示され・とりわけ記念

粥の篭腿脹には敬服しまし衣︑多分新進の記

せん︑賞は一人の専任編輯子も居ないやうな

分に４編雌室は無人で︑思ふやうにまわりま

﹃いてば種々希望案を有して勝りますが︑何

︵記播︶拙分の播誹恐縮々々︑本誌編輯に

ら御蒋鋤避望みます︑系鵬々冬

多の縦軸がありますが︑やがて理想生活への資現へ進む銘一歩と老へたら︑今日の一 者恥迎へられたことＬ存じますが溺此上なが
過渡期に於ては暫く無α妖黙を忍ぶべきが︑索ろ常然であると考へます︒

要するに今日の場合は︑兎に角椅子式を我が将来の生活様式の目標と定めて︐追一
々と之を賞現せしめる老ヘービ︑先づ手近かな宝入家具の設備から︐之を各自の家庭一

責際生活に良く調和する様に改善してゆくことが︑所謂住宅改雄卿の目的を達するに一

最も無理の無い順序であると思ひます︒元来醤式の生活では家具の種類は至って勘一

披に外ならぬことで︑深く感謝

一．る所であり

来ることは︑曾耐及曾長幹邦此朋友の滑導︾碕

椎鴎し居ろ事二十四年間︑此の多の歳月為挫

徒れぱ即ち創立後二十六隼目で︑爾来今年迄

謎は明治三十五年に初めて︑本含に入徹し

本曾と支曾千葉小川清

す︒

竃乃こと︑恩ひます︑どうか益御愛讃を願ま

ありまずから︑本誌の面Ⅱ一新の期も遠から

ないが︑椅子式の生新になると多くの家具を必要とします︒従って此の生活に於け一 わけで︑大方鮎期排に刺はざろあ遺憾に存じ
る家具の使命は顔る覗く︑その家具の良否は︑直ちに家庭生活の便不便︑或は経済一 ます︑目下純聡ある新進の締戟子を物色中で

不経済︑愉快不愉快に非常に大なる影響を叩くへます︒然らばどうして良い家具を得一

るか叉どうして巧みに之を使川するかとい︑勾賞行問題になると︑全く之は各家庭一
に於てなさねばならぬことであります︒そこで閣人一般が家具に封してモット常識・一

浄養ふことが極めて大切のことであり︑特に私は御婦人に封して一層此のことを切一
紫して居るのであります︒

家具と申しましても極めて範園が匿いが︑兎に角雁接間とか︑客間とか或は書斎一

といふ様な部屋の椅子式家具については︑瀧足とはゆかぬにしても︑大磯今日では一

相営に了解されて居るし︑叉墓所や食事窒或は子供室などの椅子式も︑近頃は相営一
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〃

に賞行されて来たので︑最早今日残る所は家族の居間とか握間の方面であると思ひ

ます︒住宅の改善は斯様な宵生活に最も開係の深い部屋々々に及んでこそ最も意義

があるのに︑何故今迄此の方面に手が及ばなかったかといふと︐此等の部屋が貧生

活に深い開係のある丈け︑それ丈け風俗や習椴などの違って居る賦米の家具を︑直
ぐその侭我が家庭に入れるにはそこに種々の困難があったからであります︒
□

今暇りて居間に就て考へて見ると︑・之は一家族の園桑して楽しむ部屋で︑その用

ひ方が最も複雑して居ります︒決して書索や雁接間の様な簡単さではありません︒

りまして︑此一局地方に隠々然として徳化起

よりて現映斑保てることは︑多大の幸慶であ

より以来︑二十六年州本含の深き庇誰垢導に

鐘憾ながら明治三十三年五月五日創立せし

如きは始維同様にて︑活目す可計功績なきは

を輿へられ救い事で有ります我端津支含の

気を鼓舞して︑其難境延築みて開拓する勇気

の事業で有れば成るべく︑本曾にて曾員の志

曾事業は︑其行れ難き所を開拓することか鼠

企業成就する地方も有りませう︑然るに弘道

とを得ざる所もあり︒之に反して百事順潮に

グ

なろ曾員ありとも︑弘道の賀を容易に顕すこ

各種の因禰積弊︑又は或事情の窟めに式熱心

の意を鯉ふすろ所であります︒凡そ地力には

ことを準備皿つ賞行しっＬあることは︑曾員

脈を奥へ︑時機の到来を待ちて其使命を行ふ

め︑一度植込みし曾の根帯は之恥枯さず其命

み︑註曾の悪風潮と戦て穏健に若令地歩を占

るに本弘識曾に於ては︑干辛蔑苦の日課あ積

出来なく︑誠に魯鈍を恥ろので有Ⅶます︒然

めに一歩を進めて託曾に功結乃立ることは

を以て自己を保持するものｋ︑不オ不徳の馬

ます︒入曾以後二十四年間ｒ︺漸く不動の決心

回

及︲ぽしつＬあることは︑自信するのでありま
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そして今迄樫の座敷で殆ど家具が無やって居った一切のことを︑悉く椅子式にして

しかもより以上便利に︑より以上気持良くする様に家具の設備をするといふことが

此の部屋に封する改善の趣旨であります︒所が多くの方は現在の家具に封して︑不

涌足であるに蓮ひありません︒然かし之は尚イクラも改良の出来るものであるとい

ふ所に袖力を入れて考へて戴きたいものだと思ひます︒多くの家具の中で最も大切

なものは椅子類でありますが︑此の椅子丈けに就ても︑其寸法といひ設計といひ︑

如何にも常住の居間に用ふるとしては︑如何はしき事が賞際多いのです︒要するに

椅子もテーブルも極く低くし且つ出来る限り安楽にするといふのが︑此の室の家具

に封する要求であむます︒一膿坐るといふことは︑身鰐を支へて居らねばならぬか

ろ一種の苦痛を感ずるが︑椅子に於ては全くそこに一つの力を要しません旬のみな
らず却って礎築の感を生じます︒

要するに居間の家具は︑その回附に雁じては︑色々の家具が必要で︑従って家具

の薮は相営に多くなります．そこで此等の家具を備へて而かも室内を剣さす︑便利

ご戸、ー墓ヘジ畠一一、ジ園､デ量一一一宗一へ一〜、ーーハーヘご戸セハーヘー〆、ヘー畠一へ副〜ヂヘーハー戸一戸Lジヘーハーーヘーヘダ面､ダ品､ざ全一"、一一へ

−

に気特よくさせるには色々の注意が必要であります︒テーブルや椅子の様な日常頻

々と移動せしむるものは︑その脚に車をつけるとか︑或は書棚や簡笥の様な殆ど固

定して差支への無いものは︑最初から建物に直接造り付けにすることをお勤めいた

します︒だが資際の場合になると︑そう大きな部屋を設くることも出来ぬし︑何れ

之が設備に濁しては課算もありませうから︑何とかして根本的に家具の数を減らす

以上の役目を兼ねさしたり︑或は使用せぬ折は折盤みとして︑片づけて置ける様な

ことの工風が極めて必要となって参ります︒此の要求に濁しては一つの家具で二つ

家具を工風することが必要であります︒例へばソーファーは之を夜の疲墓に兼ねさ

せることも出来ます︒又書机は別に獅立して設けんでも之を書棚に兼ねさしたり︑

或る時に化粧卓子に結びつけて作ることも出来ます︒その他この種の考案は種々あ

斯様な要領で凡て家具を選捧すれば︑割合に少ない数で便利に而かも居間は居間

仇ソ幸幸一９・

らしく︑痕間は寝間らしく︑その室内峡ぞ取り纏めることが出来ます︒此のらしくと
いふことが太切な常識です︒居間が雁接間の様な感じがしたり︑寝室がまるで病院

に入って様な感じがしたりするのは︑悉く家具の常識を逸した設計であって︑所謂

此に於て家具の意匠について一言いたします︒之に濁して第一に心得て置くこと

生きた部屋と稲することは出来ません︒

は何虚迄も賃川といふことを重んすると共に︑一面亦室内の装飾品として美しくな

くては無らないことであります︒賞用と装飾といふことは決して別物ではありませ

ましいものであります︒美化するといふことは決して華やかに飾り立てるといふ意

ん︒賞用に立脚して︑夫れが必然的に美化されたものが︑現代の家具として最も望

味では無い・私は寧ろ見て気持ち良くするといふ風に之を解鐸したいと思ひます︒気

す︒猶常に肝銘することに曾長閣下松平伯爵

力と韮多く本脅に投ぜらるＬ事は︑曾員とし

閣下其他本曾中心の方々が︑何時も物資と心

るべき方法を以て︑韮で本宥の事業に雁分の

て誠に恐縮の事で有りまして︑曾員も以後然

貢献を分ち求いことで有ります︒

｜

57r.一一

費川は要しません︒矢張何虚迄も時代と

として︑多くの家庭で藤家具を用ひて居

今日日本の坐敷に良く調和するもの

居ります︒

其の人の趣味や境遇に良く適営すると

られますが︑如何にも之は盤や壁襖など

持良くする丈けならば必ずしも多くの

いふことが員に装飾の根本であります︒

とが出来ます︒我が国の御婦人は衣類や

すると︑大磯形︐と色の二つに大別するこ

ー鵠装飾といふ詞を最も平たく・解樺

とになります︒従って︑夏の期間位は相

足りない︑俗に言へば安ツボィといふこ

も︑兎角制限かあって︑如何にも深みが

何といふても︑藤裂丈けでは意匠の上に

に罵りが良くて気持は悪くないが︑然し

装身具などに封しては︑可なり形や色の

営に親しまれるが︑段々と秋が立ち冬に

ロ

選揮に注意せられて居ります︒欧米の婦

なると如何にも淋しい感じがして︑遂に

い問題では無いことを︑速かに御了解な

さることＬ思ひますｏ然かし藤とか竹と

か蔓とかやなぎとかいふ材料は︑我が特

で丈夫で且つ安いといふ所から︑我閣と

有の材料でもあるし︑それに製作が簡単

であります︒そこで私の考へでは︑此藤

しては決して捨てることの出来ぬもの

と木とを結びつけて︑所謂適材適所に用

ふると並に一初めて︑日本の室内に最も良

く調和する家具が出来ると思ひます︒

且つ之に日本猫特の技工を施すと︑賞に

欧米人でも︑後指を指すことを許さぬ様

斯様にして大鰐日本の部屋で育ても︑

人で最も之に練達して居るのは︑フラン

く調和する家具としてｐ矢張木を主とし

そして新しい洋風の家に入れたなら︑そ

は遠ざけられ勝となるのが︑一般である

て川ひたいと思ひます︒今日の椅子やテ

ス婦人ですが我が婦人も決して之に劣
装飾に封する形と色を見分ける頭も︑之

ーブルをその催直ぐ入れる毒にはいき

れこそ洋家庭で無く︑虞に現代の日本家

ことが出来ると思ひます︒

我が猫特の燕しい椅子式の家具を作る

と殆ど塗りはありませんｏしかるに賞際

庭となって参ります︒家庭の改良が此虚

と思ひます︒そこで私は日本の坐敷に良

此の方面に多くの峡焔のあるのは︑一に

に工風せねばなりません︒近い例が桐の

ません︒矢張それに調和するものを新た

らぬ程度に進んで居ると思ひます︒家具

みが足り雲ないからであると恩ひます︒尤

く︐引いて海外貿易の振興に迄及ぼす重

迄来ると濁り我が生活の改善計りでな

我が現代の御嬬人に家具に謝する親し

にうつって居ることをお考へになった

大の結果を持ち来たすことにもなりま

簡笥や桑の鏡蕊が極めて︑良く日本坐敷

ら︑新らしい木製の家具を日本の室内に

す︒

も家具装箭については︑衣類や其他と運
となって参ります︒駄米の婦人は此の鮎

調和させる位のことは︑決して六づかし

ひ之に封する専門的智識が少しく必要
について男子に優る深い智識を持って
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子どもの自己蕊見

薦谷薦村

火の様にか函やき︑たるんだ表情はなく

はってゐる︒どんよりした眼は︑潤々と

なって︑顔には血がもえてゐる︒樫葉氏

ははつとおどろきましたｏ教育の秘訣は

かういふところにあるのであります︒こ

な貧民畢校霊岸小畢校の先生をしてゐ

ならば聯それはばんたうの教育者である

興奮してゐるな﹂位で看過してしまった

へられて火のやうな感興を︑｜︲珍らしく

の低能な少年のお伽ぱなしによって輿
人生におけるすべての跳躍︑向上︑進

て︑近ごろ洛陽の紙償を高からしめた

の場合に︑子どものたましひをつかみ︑

とはいへない︒樫葉氏はかういふ突嵯

君といふ人があります︒この人は有名

歩は自己護見のたまものであります︒自

−１生きる悲哀︲一といふ本の中にも︐かな

□

分の能力︑自分の天才︐脚分の本来もて

すが︑この人の教へてゐる子どもの中に

り重要な役目を減じてゐる人でありま

外な出来事に遡遇する毎に︑意外な力の

兇する︒難難汝を玉にすといふ諺は︑意

われＪ１は︑われ／１のもてるものを壷

い厄介なものであります︒この子ば︑自

されて返事のできたことが一ぺんもな

成績が悪くて︑どん尻に居ます︒名を指

顔る低能な子がありました︒いつも１１

上って︑明快な答を典へました︒

な︑その子どもが意外にも意気揚々と立

るといつも何といっても返事をせぬ様

即坐に質問を放ったのであります︒す

った︒彼は︑彼の低能な子岬もに封し︑

鍵感の機微を捉へ得る︑虞の教育家であ

けてはない︒事に鵬れ︑機禽に接して︑

るものを︑自分は必ずしも知ってゐるわ

存在幸自己の中に壷兇して︐飛躍し︑高

生も匙をなけてゐたらしい︒然るに樫葉

分で低能兇だと考へてゐたらしいし︑先

もてるものを知らしめ︑自己を信ぜしむ

至るところの自己を護見せしめ︑自己の

子どもを教へるには︑子どもをして︐

能な子供が︑いつもとはまるで様子がか

ら︑生徒の様子を観察してゐると︑此低

伽ぱなしを聞かせました︒お話をしなが

氏がこの級を受持って︑ある日生徒にお

﹃お§その通りです︑よく出来ましたｐ

張ってゐるｏ樫葉訓導は︑また即座に＄

な答へ孝一なし得たのを見て︑驚異の目を

れてゐる低能な仲間が︑珍らしくも明快

教場の子どもたちは︑このいつも侮ら

を述べて諺であります︒

朔するの機縁を典へらる§ことの幸禰

ることが必要である︑私の友人に樫葉勇
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にこのこどもに向って︑質問を典へた子

その翌日から︑先生は︑機を得るごと

とほめ立てました︒

易に自己を表現し得ない︑内気な子であ

のためか︑或は貧境の篤にか︑兎に角容

遠ひない︒いはゆる偏屈春憶病者︑遺博

に心理的に見て不健全な子であったに

からであります．この子どもは︑たしか

れなかったでありましよう︒

ったならば︑かく目ざましい飛躍は見ら

そしてそれを巧に透導した先生がなか

己溌見によって・教育の機微をつかんだ

なったのである︒しかしながら︐この自

併しながら︑本来に於ては︑その知能に

ら低能兇となってしまったのであった︒

おいて︐童話がもつところの大きな力を

この資例はまた︑一方には︑教育上に

育の秘訣であります︒

に鰯畢力はいち噂るしく向上し次の畢年

心の護達の状態に伸うて作られた物語

語るものであります︲童話は幼い子ども

×さんはえらい﹄

どもは今までとまるで異った態度を以

々内気になり︑自己について失望し︑自

った︒失敗して笑ばれ笑はるＬ毎に益

子どもに自己を護見せしめよ︑これ教

て︑質問に答へるやうになった︒幾箇月

には先の低能少年が意外にも︑優等の成

統陥かなかったのであります︒さうい
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かの間︑注意深こぐ子を誘導してゆく中

いふことであります︒

績を占め︑爾来その地位を確保しゐると

であります︒子どもが童話をよろこぶ

ふ心理欣態は︑従来の教師によって理解

ります︒自己の姿を見るこ︲とによって︑

せられなかった︒樫葉君自身もよく判ら

大きな愉悦を感じ︑批判の力を得︑自信

のは︑童話の中において︑常に︑いたると

いた時に︑彼の衷にあった力が︑彼のか

れて居る︑面白い童話を先生の口から聞

と勇気を喚起し︑後年来るべき生活の戦

ころに自己の姿を護見し得るからであ

●らだを取りまいてゐる弧い殻を破って

ては居ない︒然るに︑彼がいつも聞き慣

られなかったならば︑彼は遂に低能鬼と

敏なる眼に依て︑彼の魂の一角が捉へ得

爆謹し︑彼れの本来もてるものが︑そこ

大教育家ラインやチルラーは︑童話を以

ひに術へるものであります︒ドイツの

なかった︒否︑その子ども自身にも判っ

して終ったかも知れない︒彼が後で一人

にあきらかに輝き出したのであります︒
ば︑樫葉先生の仕事は︑それのみにても

のでありますが︑これは賞におどろくべ

工低畢年の修身教授の統合中心とした

き卓見といはなければなりません︒私は

そこに彼の自己護見があった︒自己畿
樫葉氏が何故に豪いかといふと︑それ

ちにして︑蕊日の自己と異った優良兇と

見は飛躍である︒︑向上である︒彼は忽
は︑彼がこの子どもの自己護見を功けた

既に深い意義がある︲であります︒

前の人間として世間に働き得るに至ら

教育者の事業は責に貴い︒樫葉氏の鋭

巳

L

肇校に於ても︑家庭に於いても．童話のことを希望して止まぬのであります︒
利用が桐ますノ︑虞面目に研究せらる児

山崎敏一

に特に色について注意していたピきた

Ｇ

しみ抜法について

最近科畢の進歩は著しく︑したがって

汚黙抜きといふ事は諺その地質を痛め

す︒

ずに地色を槌色させすに︑汚黙を抜く方

法をいふのであります︒専門家はこの

汚職抜きにあらゆる化畢薬品を用ひま

る事が多いやうであります︒かういふ

すので︑地質を痛めたり地色を鍵色させ

どうしても雁川出来ない事であります︒

方法は︑︲一般家庭では第一危脆であって

例へば縞ボイルの紺地・茄子紺地︑其

が︑・今こ§賑皆様に御紹介しやうとする

はし片を利用して︑その汚鮎を抜く方法

易な方法で︑嘉所にすてる大根や人参の

そこで︑最も家庭的な︑而も有科的な簡

色彩を表してまゐりました︒殊に婦人

の他虞岡の中形の単衣地に納戸色︑紺地

いと思ひます︒

の夏衣は︑美しい派手な色彩が流行して

染色方面の事も進歩し︑目ざめるやフな

居るやうでありますが︑た噂色彩のみに

これらは硫化染料叉はアクザＪン鴎染

その材料は︑汚黙の種類によむて多少

︲しみ抜き法で泌います︒

亜含を置く避採法は︑あまり経済的とは

久力がありますけれど︑人鵠から出る汗

料等を川ひてありますから︑日光には耐

じであります︒汚鮎もそれを分類いたし

異りますけれども︵その抜く方法は皆同

等はわけても汗に弱い色であります︒

申さません︒

︵蝿分︶には非常に弱いので︑そのために

此頃は暑さのため汗汚鮎がつき易い
のですが︑わけても婦人は長い帯を巻き

色が腿せるのであります︒

から︑その汚鮎の味によって抜く材料を

々その方法を記す事は困難であります

ますと︑四百四十四種ありますので︑一

入や各穂の汚鮎抜き等について心得て

一般家庭の婦人が︑かういふ場合の手

つけて通気を防ぎますので︑衣類から出
鳥汗が汚黙となって帯についたり︑亦帯

から衣類について誠に困ります︒かう︲

左にお話いたしませう︒

先づこＬではその汚黙の味を︑甘味︑

置くことは︑最も大切ゞなことで︑被服を

長く保存する上に必要な常識でありま

1'

いふ汚黙は専門家でも容易にとれるも
のではあめませんから店で求めます折
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アルカリ︑味不明︑脂肪油類の化合物の

４牛乳︑卵は蚤内側

３茶汁︑コーヒーは溢味

１醤油は騨分
２砂糖は甘味

辛味Ｄ苦味．瀧味︑酸味︑騨分︑蛋白質

種類に分ちましたりそこで醤油の汚鮎

たから締雄になるとか︑保ちがよいとかいふ

らゐ塗ればよろしいのです︒決して濃く塗っ

れをうつずりと二日に一度か︑三日に二度く

第一に優瓦蚕グーームを用ひろことで︑そ

口ｌ□１口１口

□１口１１□ｌ□
｜靴の手入れ一

きます︒

は︑まづ輝装油でおとしてから汚黙を抜

と締麗になります︒脂肪油性の化合物

そのまＬにして置いて・後水で濯ぎます

その汚職が古いものであれば鰯約十一分位

ば︑大根汁を汚黙につけて軽くもみます

たとへば醤油の汚黙がつきましたら

る︒

以上の如く調べて落し液を考へ

５葡萄酒︑梅酢は酸味
６バナナー血液は甘味

がついたら︑それは蝿分︑汗も騨分︑茶
汁コーヒー等は漉味といふことを︑見わ

けます︒そして次の表に示すやうに︑

液

矢標の示す液でその汚鮎を抜くのであ

一Ｊ剛常用就郷
一酸味一一↓二一一一癖酸

一醗分一一︿二二一食蟻
一︲︲︲ｉＩ１１１ｌ１︲１１１︐ｉＩ︲！︲︲ｌＩｌｌｌｉ・Ｉ・・︲！︲︲ｌｌｌＩ１ｊ

−蛋白質一一一二一柳ノ︑雅

一アルカリ一一一二源し︽癖ャ

一味不明一宝
癖価榊蝉開峠埼際峰椴畔仙洲川洲﹄
／

します︶

ものではありません︾もし悪いクｉムなど使
って雌が硬くなった場合︑コンビネーション
といふ水クリームで︑すっかり洗ふやうに擦
りますと︑もとのやうに柔かくなります︒こ
れは一週川に一度か︐二週間に一度くらゐな
さるとずっと靴の保ちもよくなります︒
第二は水にあ表り濡さないことです︒雨降
りの時には必ずオーバージュースを穿き︑水
に直接あてないやうにいたします︒圭犬衛生
上から申しましても︑雨の中をぐしやぐしや
濡靴で歩きますと︑足が冷えるぱかりてはな
く︑遂に風邪などの原因にもなります︒殊に
翌Ｈにまだ乾かないうちに︑穿いたりします
と︑縫綜が弱って早く破損させるもとになり
ますから必す靴は二足用意して︑いつも乾い
た心持のよいのをお川ひになることが︑大切
です︒濡れたならば離干にして乾くのを待っ
てから前のやフな方法で磨き史す︒一時に早
く乾かせようとし一︑火にあてたりＲ光峠直
射させたりいれしますと︑急激な熱のために
皮が硬くなって︑終には亀裂ができ衣りい衣

第三は靴韮一昨に二足買ふのは︑一寸不経
済のやうに恩ばれ裳すが耐一足を穿きＬって
から新らしいのか買ふよりも︑二足韮交互に
穿︽⁝た方がはるかにいたむ程度も少く︑綬済
的であります︒

第四ばいたみましたらば︑．それの小さいう
ちに修繕させます︒
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）
(

一

◇青田

編輯

鍬提けて見廻る雨後の青田かな
草刈りて綿る兇等かな青田道
鵬書道に土瓶置きある青Ⅲかな

選
津

歳 松 風 ・ 月 ． 汀 市 翠 緒 草

荷を提げて登る峠や青田原

青田風野風呂の灯し消えにけり

闇道に笛の言洩るＬ青田かな

雨後の月水に映りて青田かな

行き遇ひて笠紐解くや青田道

蚊帳の裾吹きまくりけり青田風

青田道つきあたるところ墓所かな

汽車の窓灯にちらづきて青田かな

︲︐１︐二●︲

︐ｑｌ

長埼￨司同同茨埼同埼同禰同同同同同茨｜

１︲ぜ●Ⅱ●？︲制．宮一・一○１．ｉｂ．●１

吾︒︲

の

華

１１︐１．１︲︲

津

牛曳いて畦道行くや青Ⅲかな

日は峯に落ちて暮れゆく青Ⅲかな

青田原越し行く蝶の夕べかな

街を出し日傘動ける青田かな

書に飽きて恩吐く窓や青田風

暮の畔立ては風生む青田かな

大川に帆学む舟や青田風・

茶を吸みて青田風待つ離亭かな

町を出しがた馬車ありぬ青田道

朝風になひく青田のすがノ︑し

◇向日葵

向日葵に尻向けて痕し小供かな

向日葵や雨晴れし間をとんぼ来し

向日葵や津校退がる賃書時

１１

向日葵に夕陽さしたる小家かな

l
i

ｉＩ

１．１

− 6 3 −

誘蛾燈そこらに見えて青Ⅲかな
青田道た菅一人通る虞蓋かな
雨に明けてた瞳庚々と青田かな
−人立て我門小さき青田かな

水鳥の飛びゆく朝の青田かな
お針娘や包かＬへて青田道

黄仔の窓の灯うつる青田かな
大川の堤からつ暫く青田哉
背冊風草とる乙女畦に立つ
赤い屋根の家立ちにけり青Ⅲ道
浴衣着て怠き行く娘や吉田道
菅笠に力ごみし人や吉田風
牛曳いて青田道行く女かな︲↓
︐１１１１．●１

村 ､ 子 葉 石 知 南 貴 風 房 花 翠 母

ｲヒ

葉

寺号・

雨護禾無不筑美｜司松同桃同江同曲同木

同禾同江

部
同竹同喬同松同吐同柳同･竹同.泉同歌同青

句

石投くれば鳴きやむ蛙青田かな

城

野 玉 城 玉 玉 島 城 ：

同同同茨

俳

同幅同瀞同山同同同埼同同同静岡東同千
島 間 口 玉 ． 岡 京 葉

l
I

城 城 口 島 岡 玉

曲同江同一同花同吹同松同桃同泉同松同美同笹

翠 花 雨 舟 竹 風 房 翠 風 貴 舟

◇雷

雷やみてガラス戸に映ゆる夕陽かな

雷雨晴れて月にポプラの葉風かな

耐鳴って散りし擬戦の兇童かた

雷去って湯たぎる寺の一間かな

肺鳴るや街頭に見る下駄一つ

同I可茨同同同同同茨同山同禰同静同同同埼同千

向日葵に蟻上り来し員豊かな
向日葵の葉の塵落ちし小雨かな
向日葵覗きて低き垣根かな
向日葵と鶏と妻との小家かな
向日葵や背戸の夕日に立ちつくす
我垣を覗く子供や日輪草

雷鳴るや帆柱つ暫く利根入江

書蚊帳にいつしかはれし雷雨哉

遠雷や一人員書の畑仕事

鳴紳や一人ぼっちの野中道

雷の鎮守に落ちし噂さかな

遠山は雨に隠れて雷聞ゆ

はた§耐夕立それし茶店かな

雷のやみて渡舟の日傘かな

雷に尚も糸繰る老婆かな

遠雷や漠をあびる鶏の敷

雷去って夕風弧し池の松

雷止みし野の一方や夕茜

津

華

向日葵や農畢校は書休み
向日葵を園みて子等の小唄かな

九月十日限

雷去って戸を繰る昔や町灯る
雷や庚葉庚葉の雨の昔

宮杉に雷落ちて晴れにけり

雷に荷馬とびける土橋かな
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向日葵の空仰くさまや貫蓋時
我門の向日葵見つＬ客きりぬ
向日葵に日暮れんとして灯しぬ
向日葵の傾きつきて子等録る
向日葵や網ほしてある一軒家
向日葵の伸び／〜し室家かな

×．××

門前の小家の庵や向日葵

◇雲の峯晩夏率紗油

十月十日限

◇課題︵各題五句宛︶

今天の川扇置榊園癖

×雨歌泉松吐松美装同桃同筑同無

十一月十日限

野 京 岡 玉 口 島

◇秋の風鳴子秘癖

×長東静同埼山同同埼同禰同同同同

津 津 華
村緒翠風月風翠貴子房南・石

I同禰同静同埼同同同同同同同同同同伺茨

１１０冊０１冊ⅢＴｂＨＨ８８１Ｕ９ｐｇＢＩＢⅡⅡ回日ｒＰ邑伽ｌ■８■■日日日日ⅡＢＢＢ巳日日

歩哨立つ古城の門や蚊喰烏

夕月に編幅かける屡寺かな

編蛎にはや灯したる橋の茶屋

とこからか編蛎出づる夕灯

門閉ぢし尼寺の宵や蚊喰烏

隔蛎や並木の蔭の人の影

蛎蛎や月少し出し庭の池

費家札か︑る邸や蚊喰烏

︑

雲がいるノーの形をして峯の如く或は大入道の如く︑しかも

浮んで居るものであることは今更 説明するまでもない︑夏の

見る／ｉうちにいるノーに鍵化して行くさまは面白くも︑ま
Ｉ︲︲！

︐！Ｉ；︲︲！︲！︲︲ｌ︲︲︲︲︲︲卿︲︲︲︲︲︲Ｉ
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色街の灯もし頃や蚊喰烏

一

偏蛎や寺町迩はや暮れて

Ｊｆ︑ノｔ１ｆ︑ノー︑ノＱ︑〃く︑″く︑〃心︑ｆ︑〃ｒ︑〃届︐

旭東子

１〆︑︲ｆ１１Ｆ︑Ｊ︑Ⅱｒ︑ノｌｊｆ︑ｊｆ︑ｈノ§■ＪｆもＪｆｏｂノー︑ＪｋＪｆ︑ノ

季題の菜

◇雲の峰︵夏季︑天文︶

/T，

雲は空気中の水分が凝り固って ︑空中高く水滴といふって

安達太郎丹波太郎

圃叢同棄緬霊同:圃篭I

−
1
一
五

たあやしくもある︑俳句ではこれを雲の峯と穂するのである

I

句俳

瓜禾無

月葉石

￨同桃同泉同郷同瓜曲筑同禾同江同吹同一
i
華房 翠 汀 月 翠 南 葉 花 竹 雨
：

同同同
城
玉
岡
島
I

■且■■■■Ｂ■■い■ＨＵ９０００Ｉｌｌｌｌ︲

１１１

震災思ひ出の含見童の集リ︶

本命は開東地方大震災猟三周年を記念し九月一日午後一

Ｌ宮トー０

−

−

〜

−

一 、

時より本郷三了目東京好圃太畢悌教青年曾館にて左の講

演曾並に活動富興含を開催す

講演

立正大畢教授赤松秀景氏
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フヲンスの人々︵湾災営昨の有様︶・

涙のアメリカ︵右同︶外務事務術武藤義雄氏

含と単院とのお話幹事谷山悪林氏

蝉溌読師田中席太郎氏

その日のドイツ︵震災常時の有様︶

活動冥冥

一︑﹁東京名所﹂︵震災的の東京︶

一︑﹁炎の中より﹂︵震災賃亮︶

一 一 へ

一■

一

一

− ー 〜 シ ー

童話皐院卒業生堀維羊氏

‐−戸一へへ，

I

伏見鋤之助君診追懐す

橋本孫一
七川廿七日の郷便に持たらす一片の端書は︑如何に我心魂

を悩ましたるか︑我弘道曾員中最も敬慕せる伏見幼之助君は
去る二十五日を以て終に永眠せられたりと︑鳴呼天か命が君

は弘道愈員中の最も古き禽員にして西村先生を拝崇する事
賞に至誠より涌出して先生昇天の後も毎年元冊には必ず早
言々句々涙と共に下る虞に感心すべき荊子なり︑且つ余は宛

天其墓養源寺に詣づ毎年綿曾毎に曾姐の徳を述べては必ず
も君と同際にて修身畢就常時よりの含友なれば親睦賞に水
魚の如き心 地して年々相逢ひ相語 るを以て弘道総曾に出席
するを染み とせり︑然鳥に本年に限 ｈ承の出席なきを怪み書
吻篤
罵め
め出
出雁
勝を
を得す然し己
を投じて之を間へば日く川か病気の
に全快の方なれば安心しくれよとの返書に接したれば︑大に

なるかた本年五十年の大倉にも出てられず養源寺に含組へ

安心せしが夫れより二ヶ月を腰て今日の計に接す鴫乎遺憾
奉告の節も兇︒へられず其時余は最も古く西村含組に接せら

れたる大島義湾翁と相語って淡君の事にも及びたりしが今
や皆察に蹄したるか

君瀞て予が扇面に曾友の句作揮蕊に雁して反書して日く

心存忠孝志在園家祁
︐除半生所私淑平山子龍先生語伏見幼篤成

叉本錘々賀の際︑予を以て職も感ずべき人となし中村敬字先

生の作中事の長篇一章を害し途らる︑是が永久の記念となり

て今日其遺筆に濁し稗た感慨に湛へざるなり︑賞に君や其心

常に忠孝に存し其志や必ず図家に在り︑是を以て妓も曾租を

慕ふと共に南摩綱峯先生幸智慕ひ松卒直亮伯今豊皐慕して︑其修

養含等には終始心力を注がれたり︑余や五十里外に在り朝雲

君が一代の行跡履歴等は之を知悉すること能はす︑こは切に

幕樹常に相見相語ること能はすと雌も心は常に通ひ居れり︑

在京老含友諸君の蕊に依りて之を弘道の誌上に上せ︑全国舎
ことを望む

友に渦の如き終始一貫の熱誠者ありしことを紹介せられん

が霊位を拝し以て追慕の慌切なるの一端を鋒す︑誠意正心寡

鳴呼親友伏見篤成君逝く享年六十有五︑遥に誠意を表して君

言賞行︑君子の人︑心存忠孝︑志在闘家︑先愛後楽の君子︑

伏見君の行篤含員たるもの誰か之を追慕せきらんや

伏見君の雛位に供ふ

ふし見ることのなきぞかなしき

諸共にかたりてつきぬ友垣を

天かけ向君かみ玉は西村の

脚の御前にとくはべるらむ

１１
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郎

口地方巡回講演曾

固府種徳氏誰師として出張し

八日西村先牛逝去の日を以て特に開催に付︲

口遠江支曾満五十年記念倉八月十

して出張も

五日長群に於て開催に付村上辰午郎氏講師と

口秩父支曾浦五十年記念禽八月十

ⅥソＣ

月二十五日葉族含館に於て遥別の小宴を張れ

より海外州張を命ぜられたる宇野部長の馬七

口宇野理事送別曾今般東京帝国大挙

する件につき協識せり︒

司特別曾員協賛倉員推薦の件︑基金蕊集に開

編端部長代理を春山理事に委嘱の件︑名審曾

虎置の件︑善行表彰の件︑地方巡回講演の件

山理事や谷山主事︑出席槻含諮問事項答申案

服部遜事︑吉田︵静︶理事心吉田︵熊︶理事︑春

本含事務所に於て開曾︒徳川曾長︑松平顧問

口理事曾六月二土日午後四時半より

事

七月二十六日朝鮮釜山吉田︵静︶理事

し︒

烏谷義武君中峰精一郎君

小谷茂賀霧風樹朔期君

太川安茂君加賀美固光君

上野啓吉君大島義修君

祁雰初之助君土屋銀子君

松平伯爵林三郎君

にも輪らず︑是捌参脅せられたろ諸賢左の如

泊翁先生の正忌を忘れ給ぱず︑盛夏の折柄

一生花一封叩膝締一郎君

松江市春山理事
別府市春山理事

一自製葡萄酒四本加賀美間光君

一晩峨瀧丈紗三冊士屋銀子君

七月二十六日
八月五日

蚕濁姦北市春山理事

高田市吉田︵熊︶理事

八〃二日
八月二十日

泊翁先生忌辰曾

大正十五年八月十八日は西村泊翁先生二十

五回忌に相常すろを以て︑是Ｈ午前八時修養

午前ｆ時書院に於て懐茜談を聞く︒主幹松

含同人駒込養源圭に詣して追遠の供養を管む

平伯僻墜千五年前先生の枕頭に招かれて本

曾の後事老蝿せられたろことより説起し︑圃

白石喜久雄君持田欣久君

繁田誠一君弁山悪林君

ぐ︑遡彦

・炉津城に額く人の軸の上にまた新しき露や

感慨のあまり詠みてさ

ままひぬ︑おのれ亦病んで床に在り

伏見君相っぎてみまがり

修養倉に線故深１．﹄鳳洲先生︑幹事

を受ゆ是円小林道彦背より左の歌を寄せらろ

釧之助君今や湖て曾せず︑まことに寂莫の感

多年修養含幹事として霊力せられたる伏見

原忠篤君帯谷定治君

新島六之助君村田朔一郎君

士としての先生の面目︑治心の工夫等最も敬

服景仰すべき黙について説述せられ︑赫谷初

之助君は西村先生の見られたろ谷干城子につ

いて説明せらる︑聞く者をしてそ壇ろに敬墓

例により是日御露前に左記各位より夫々進

の情にたへざらしむ︒正午散曾

一香莫︵令拾剛︶松卒主幹伯閣下・

冥あり︑記して黙謝の意を表す︒

一同︵金干疋︶徳川伯爵閣下
・一同︵令式側︶上野啓吉君
一同︵金五拾銭︶土屋錐子君
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記

そふらむ
○

玉鉾の道弘めんと衣てそめし高きいさ韮Ｌ
仰ぐ今日かな

曾員消息
錘に京城大畢纏長に任ぜらる︒

口服部宇之吉君本曾理事たる同氏は
口漉淫築一子本曾特別曾貝たる同氏は
八十七歳の高齢なるが今般皇后陛下より多年
公共の厨めに壷捧せる勢乃思召され︑特に御
養護所にて生産せられたろ絹布︐風雪紬を下賜
の光柴に浴せりし

より欧米出張を命ぜられ八月七日天洋丸にて

口宇野哲人君本曾理事たる同氏は東大
構演解撹︑来園に向け出凌せり︒︑
達からざりし同氏は︑今奔来胃腸を病み専ら

ロ伏見釘之助君多年本曾の馬め謹津

！︑享保六十五︑胸に哀悼の至りに六へず︑

加養中なりしが七月廿五日終に逝去せられた
葬儀一卜際し本曾は其功勢を記し弔詞及香真を

霊前に供へ︑謹んで弔意を表せり︒

ｆ︑ノー１く︑ノー︑Ｊも︑〃１Ｊ″１ノー

支含報告

１１
恥けＩ︑ノーＩｆ１Ｊ︑︑ｆ︑ＪＫ３グｋＤｆ︑ノーＪｒ︑ｆＬ

典として痕花節わり近年になく極めて盛曾裡

口庚島支曾

に柊了せり︒

一事業

小松佐七郎宅に於て同家一族三十猫に封し

一︑大涯十四年一月三日大阪市安土町二丁目

大正十五年四月廿五日午前十時久喜尋常高

す種本支含長は嫡気の矯め宮内副支曾長代っ

等 小 梁 校 に 於 て 営 支 倉 第三十三回総曾駈開催

道徳の精祁と題し有末輔長悲演せり

介宅に於て同家一族三十錠名に封し道徳の

一︑同年一月四側大阪市備後町五丁目那須藤

て其任に稔り榎本幹事の開曾の僻に副支曾長

領を期諭し終りて支曾所定の表彰規定に基き

は勅語を吉洋氏は詔書彩長谷川幹事は本曾要

一︑︲年四月二十九日三原等輔荷竿小畢校に

精紳と題し有末曾長講演せり

場脊記岡本茂助氏なり多年忠費に其の職務に

に封し精祁悲渡を更に職員に封し迩徳の艮

︑於て校長以下職員及六年生以上四百名内外

善行者表彰式を行ふ被表彰者は隣村太川村役

走贈呈し其の善行を表彰せり而して後副支曹

勉勧せられ他の模範たり依て悲彰砿に金壷封

に於て縫曾開催支倉長辞任改選其他につき

一︑同年六月廿一日大手町五丁目祁宮未寮曾

髄と題して有末含長群演せり

に入る役員任期浦了に付改選の件附議したる

長は式僻か述一へ幹事より曾務の報告あり議事

に曾員吉津氏の凝議により全部重任の事に決

議決せり

年四十除名に封し有末称長精榊講演をなす

一︑同年十月十日尾長町修養院に於て在院少

し瀧場異議なくこれにて縄倉を閉ぢ識食の潟

中狩森山度三郎閣下は﹁海圃Ｈ本﹂と題して

功休憩す午後一時より講演倉を開き講師海軍

し支曾の主催により犬手町尋常高等小皐校

一︑同年十月二十七日松井茂博士来鹿を磯と

講堂唾於て圃兵精耐の作興と題し松井博士

三時間に亘りて熱琳を揮ばれ猟場酢ろが如く

て海主陸従鞍らざαへからざるあ知らしめら

の講演あり

職衆に多大の感動を輿へ陸主海従よりめざめ

れ曾場立錐の隣地もなく無庫五百鉄名なり蝕
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ノ

本茂行坂本忠親・加計八右衛門︐山田和美

家の健全なる護達に努むくきを論じ約︸時間

迷はされず︑よく其の政策行動等ぞ察知し園

外に聴衆少たかりしも熱心に蕊講し多大の感

一︐大正十門年中曾員成田兵太郎︑林公平開

ー︑大正十五年六月二十Ｈ大手則五丁目榊宮

動を典へ衣り間に篭藩主松平圃亮伯は此の畢

に及びたり雷夜は他に曾合あり衣ろ哨係上意

奉害含に於て縄曾開曾絡て貿業に就てと題

小田清のセ氏逝去せられ戎リ

し新見博士誰演せり

○暁天講座

を助成せられ余五十回を寄附せられ士り

二︑決算

二十七Ｈ二十八日雨朝五時より廃天講座必開

収入

催せり曾場は城山典雲閣前庭にして第一ｎは

日本弘道倉松江支曾主催にて例年の通七月

一余五十五岡八十二銭五厘前年度操越高

するに至れり︒

．４１可寸ｑｑｌ４４．ｄ計．４Ｊ・４．１１４ｄｑ４１４４４１︑ｑｑＩｑ当日ｑ■

加藤恥堂著

山

定憤二回送料十鑑

三五判洋布装五百三十齢頁函入・

一路にしてまた向上自彊の指針たりｃ

の大目的に膜合す〃へし虞に吾人が修道の唯

契を悟得すべく之れを大にＬてけ宇狩人生

の類に非ず之れを小にしては蕗家庭世の妙

ろもの・従来江湖に散在せろ空想的成功術

︐融陶冶技に流たなろ修養法を建設せられた

弁種の熱烈悲壮なろ逸話史蹟を博引して回

哲が立志砺励︑以て人格鍛錬に努力せしｂ

哲畢等の諸家の深奥奄討等し︑・肌つ偉人先

本書は古今に徹し池東西に亘りて︑倫理宗教

修養論
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褒行所東京榊田忠誠堂

１１

講演あり講座は年々盛曾を極め蕊衆多歎を算

高等畢校教授の民本主義と民主主義と題する

源田判事の陪審法の講演︑第二日は木村松江

一金二回五十銭大正十四年度含翌牧入高

計五十八回三十二銭五厘

支出

大正十五年度繰越高

一金三十九間二銭大正十凶年度支出高
差引残商十九側三十銭五膜

ロ松江支曾
○講師倉

本倉理事春山博士島根蝶夏期識習曾講師と
して末松せられたるを機とし羊月二十六日午
後八時より市役所にて日本弘道曾並松江市共
は﹁政治の瓦否をみること﹂と題し近時腰頑せ

催にて日本弘通曾巡圃識演曾を開催せり講師
る政治謹禁に闇し団民は宜敷公平無私利慾に

a凸

−70−

『

時報
雨陛下葉山御避暑
聖上皇后雨陛下には客月十日︑原宿騨の出
壷葉山御用邸へ御避暑あそばされた︑昨秋Ⅱ
光から還幸啓以来聖上陛下の御催康は宮城御
出門にも適せられざる程で︑皇后陛ｒの御心
揃ひ行幸啓にならせられたのは圃民一般の大

努ば一方でおはしまさなんだと承るに今回お
慶である︒原禰騨は聖上陛下が御車から直に
汽車に御韓乗になり得るやう特に設備を整へ
士のである︒

長野警溌事件

畢されたもの八百六十二名の多きに上り内六

百三十八毛は検事局へ送られ︑更に内百八十

五稲が起訴された︑梅谷知事は依願免官とな

つれが政友含は亥迦懲戒虚分に附すべきもの

と主張し術ほ識政曾の本部と長野支部間にも

意見の和遮あったが︑問題は先づ搬大せずに
落着し旗︒

下賜金を受ける圃磯の厳選

皇室が斌含事業御奨励の趣旨から︑毎年の

紀元節に全国の社曾事業閣鵠に謝して多額の

奨励金を下賜されてぬる事ば世間川知の事責

であるが￥最近岡山孤見院解散の事資に鑑み

て︑宮内省では今後臓選主義をとり︵数は少
表彰することに方針が一愛され求由︒

くとも徹底的に援助し︑隠れ衣事業などをも

児童曾館設立

愛固婦人倉てば今度ロンドンの寓闘兇童協

含より鬼章施設についての賛金として二閏五

する事を研究中であったかいよＩ︑本所外手

千側を寄附されたので出来るだけ有効に使用

町同曾隣保館前の空地に見童愈鮪を設定する

事に決し既に地ならし工事にと叩かＬつた・

工の諜定であるが一部を母子政宿所に営てる

同新館は木造二階延延秤二百坪で四ヶ月で竣

方針である︑︶尚工事費として一蔦三千回を追

加して三葛八千回の藻定であるＣ

勤倹箕働曾の方針

か︑て勤愉奨励に鮒し内務省が大童となっ

てその具職案乃考案中であつれが客″大日開

で塞々衣ろ中に左の方針を定めた︒

かれた委員含では各委員避暑とあ剛侭の出席

主嬬中等家庭挫済の賀際に富るもの輿自

一︑従来婦人の白畳を促して居たが︐一層

好成績の青年訓練

本年七〃から全閏に賀施し赤青年訓練は賛

長野癖では梅谷知事が三警察署と敬分署を
産しれことが原因となって二回に渉り地方民

れば︑全圃一葛二千六十四の市町村中未だ訓

施後の成績頗るよく︑先月末までの調査によ

ば官臓脚畿開係者が率先して資行を期す

二︑尚九月一日・ヘリ一週間行ふ勤倹週間Ｆ

る事

練所の数一葛五千百三十人員百十二葛八千三

百八十六／上いふ多歎に上って居る︒

練所の設置なきものは僅に二百五十六で︑訓

蕊彰促す事に決し

之に封してなる↑へく消極的方針を以て事件を

の騒ぎが起り不穏な行動にも及んなが政府は
虚置することに決し風知事の虚置の営否を論
とは別々に切剛放して取扱つ士︑其の爵め椎

１

ずる事と不穏の暴動妬敢てしれ地方民の薩罰
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I

裁判所の統計に表はれた
妻の貞操
毎小東京地方裁判所に閥する人事訴訟のう
ち離婚事件が過半数をしめてぬるさうである
第二が相績人睦除︑次が私生兇認知といふ順
さ︽でば妻から夫を訴へたものであってｂその

序であるさうだが︑その離婚問題も四五年前

の恩ひつめた上での事であったのが︑昨今は

九割までが︑夫の虐待︑侮辱に衣へかれた妻
却て夫が妻走訴へるのが多い︒それの殆きが
妻の不貞が原因なのであって︑公判の日には

青年圃虚女曾など成績優瓦のため蝉から敷次
表彰された事のある村なさうである︒

大面郷五十年

南洲西郷隆盛翁が明治十年九月二十四日城

山の露と消えてから本年は五十年に相営する

ので︑西郷家では法要の催があるが︑幽民新

聞証では九月二十四岡より南洲迩器展礎曾及

南洲事蹟講演倉を開き術ほ大西郷の脚本を募
集して居る︒

支那兇一重の婦圃

かつて支那大磯肌の際大正十年八月故栗塚

氏が災民兇童救済の馬二十三名連れ来り東洋

妻は夫の不身持ちあ攻め︑慰愛至上主義をか
ざすなど嬬人の傾向の推移韮語るに充分なも

婦人曾がそれの世話の任に富って来たが其二

××××

月十五日の祁戸出帆の勝浦丸で蹄幽せしめた

の職業を修得し自活し得る程になったので八

園し都合八名だけ残って居たがい︒つれも一定

務省で蹄幽させ三名は病気又は家事のため蹄

士一落中震災の時一名焼死し十一名は常時外

のかあるとの事であるｃ

生活改善賞行への一歩
﹁生活改善﹂の語は言ふに易くして行ふに難
い事︑ば誰しも承知の事であるが︑今度滋賀螺

手を梁めた︒それは毎月含員が五十銭宛を掛

甲賀郡宮村の主婦含が率先してその第一歩に
金として貯へ毎月抽簸の上落札者を定め落札
者から菱所を改善する事にし穴のである︒そ
の指導者は同封小峯技の佐野女史で︑同材値

１１

嘩醒田睡共著

青年訓練教練教程

る坐に至った青年訓練所員必ために︑軍事・

本書は去る七月一日より全国一審に蜜施さ

に︑皿つ明瞭に提示きれ丈瓦書にして︑栗

教練︑訓練の目的及び責際を︑通俗に簡潔

原大佐は兵畢著述の機威者︑世真田田少佐

は軍人霊家として令名あり︑その挿譜は員

し青年の座右に備えて瓦い本である︒

情延穿ぢ雨考相侯て全癌趣味と力とが横溢

目次第一篇教練第二篇陣中勤務

第五篇軍事生活

第三篇減信読第四簡易な側量

溌行所東京耐田錦町三ノ十一激育研究倉

ボヶッド型二七六頁定債金六十五銭
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