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日本弘道含の主張

て固燈の尊厳を登場するに努むること

﹃■・

九鯛家で一髄不二にして至公至仁なろ皇室恥奉戴し蝿家肇っ

家の二字牟忘ろぺからざる事

八職業地位の如何に論無く一身の両家に繋払．ことを知り念々国

ものは之恥排する事

のなれ価布も言論行動にして閲家の基礎を危くする仇虞布ろ

七証曾的生活は閏家の統制の下に於てのみ完全に途げらろＬ憎

と雄︾翻すか︾﹄と

我識刀して世界丈作の溌達と人類祁祉の増進とに寄典せん：

六八顕共存の本義に鳴り他刷民に封する敬愛の精淵九養成し彼

命的生活の磁須峰作れることか明にすること︲︶二

五唯物主義に本づく階級闘争の偏兄九排し所謂僻級の共存城刷

亨に費すろこと

皇一正唯活の漫挑味に隅ろを防ぎ一は以て城耐的生液の句上磯窪

四ハ︑峰生活の簡易を︲ろと同時し健奈なる抑味の餐成に努め一は以

・生活︲簡坊ル固ること︾

三・・物質的生活か以て心尭累ぃ坐．﹄ｒ・りんが鯛め共の程度に鵬じて

■一︾可■

滝．吋︲毎・一︒叶妾輔︶﹃・・

二・物筑的生活偏重の弊賓恥脱し締紳的止満の向上髭逢を期する↑

所以の根本恥棚立すること一

胃人絡の完成に努力し以て家庭園裳世界人類の鳶めに奉仕する一

冒圭5

十祁先↑の洲志を綴承し列聖の大訓延遁奉し以て君臣一補の瑚想
︽隆
己昌︑
か涜峠．上幽稚の
牟▽
協翼ごしむろこと延期すること
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一上下院有と雛︑も心民租け蝿きな得す︑民椎果して何駒ぞ︑智者一

ロイ

一の評走待たんと欲す︒一

者評一

○◎・

賑し評註戸院玲征承し伸し饗玲擁︒染伽物︒擁ゾ律一秘

息一

類の性完全に非ろ走恐ろ︑吾決する能はす

保求の二字毎も筆端と踊る︐口に忠義を説

犬官の願は威椎あ保つに在り︑下民の願は

恐非二完 全一吾不咳能咳決︒欲し問二之

○ＣＯ

二字ｏ毎 篇二手端↓口説二忠義斑へ 心未レ然・人 類之性︒
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道十月競菟聖旦千五韮目次

随感漫想：⁝：：：：：：⁝：⁝：：⁝特別曾員慨世道人︵西︶

月下の感想：：；：﹄⁝⁝：⁝・；：⁝⁝⁝：本愈誰師足立栗園︵一九︶

小笠原長生子爵茶話：⁝：：⁝⁝：：⁝⁝：⁝：；⁝．．⁝××生︵一低︶

欧米の児童と日本の児童⁝⁝⁝：⁝蕊誌蕊高島平三郎︵四︶

内親王殿下の御降誕を拝承し奉りて：⁝含長伯蒔徳川達孝︵二︶

弘道春秋：；⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝：：：⁝⁝．：︵一︶

弘

卜︲

映毒聖﹇﹁二家族﹂・⁝：：．⁝：．：：：⁝：．⁝：．⁝⁝：：：⁝：：：⁝：．：：：言︶

政治−と経演と道徳⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝︒：蝋岡支曾長繁田武平︵二七︶
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我風民の愛図心：：
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士 畢抑士清︒原貞雄︵豊

減⁝⁝
⁝法⁝
畢柳士林毅陸雲︶
言行一致千歳不滅
⁝⁝
⁝⁝
畢法
柳士

員兇玉

中心韮回念弓

畢士村上辰五郎：〃︵兇

．⁝：：：：：：：．⁝⁝⁝：．⁝：・諸名家電︶
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早口

源子︵天︶

︵一︿辛く︶

不二一之舎直正選︵茜︶

岡

子女善導法⁝⁝⁝．：：⁝：．⁝：：丈

壇 園

山

．編輯

選

"

麺鍛嘩掴唯新政 黒の黛名を排す⁝：⁝術

俳 歌

圭頭︵記行︶承前；⁝・⁝・・・；⁝・⁝：⁝⁝女子部枠覗

施文｜

綿職後記⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：．⁝：：：：⁝：⁝：⁝・⁝⁝．：⁝⁝⁝：︒⁝⁝．．⁝⁝：⁝．：⁝：︵七一一︶

新箸紹介；．⁝⁝：︒⁝：⁝：：：；：：⁝；：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝；：⁝⁝：．⁝：⁝⁝⁝：：：．：︵七︺︶

時報⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝多く︶

時事一言：：．：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝：．⁝：．⁝：：⁝⁝知己庵生︵夫︶
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本郷厘駒込林町々宮

日・本弘道倉

一︑感想談話曾
なほ富Ｈ遺墨這品陳列致し候間正午
より午後二時まで及式後御高覧相成
度また琴曾者には西村先生欽仰諒録
諦念繕葉書等差上候

法率博士松井茂氏

昭和の御詔勅を拝して西村先生を懐ふ

一︑講演

本郷医長殿告鮮
漉淫子爵閣下告鮮演説

西村麓樹先議二十五週年悪記念曹蛎序
日時昭和二年十月十七日
︵祁客祭︶午後二時

曾場本郷温駒込林町養源寺

一︑法曹
司開含之鮮

Ｉ１１

一

一

一

q

F

ー

ー

一ｂ曾長挨拶

一︑後援者側網代挨拶︐本郷隔駒込林
町西部支曾長文肇博士三上参次氏

一︑告辞

﹄
コ

文部大臣閣下告群
内務大臣閣下告鮮
東京府知事閣下告鮮
東京市長閣下告辞

1

一

1

弓
込

道
春

獄

○昭和二年九月十日︑今上天皇第二の皇女久宮茄子内親王殿下御誕
生遊ぱ煮る︒竹の園生の蛎築えに柴えたまふこと︑大和島根の民草

一同︑歎天喜地︒謹みて慶賀し奉る︒

○先に漢口及び南京に澱ける暴動に封し︑我が政府は厳重なる抗議

を提出せしも︑砿日瀕久︑何等具磯的解決の曙光を見ざるに︑今回

叉満州に於て猛烈なる排日の暴禦に遇ふ︒吾人は彼れ中華民園の所

謂新人諸エｊが︑国際間の礎儀を無税して︑無智の民衆を使唯し．我

む︒

が圃権を蔑覗し︑我が圃民を迫害するを悪み︑我か政府の断乎とし
て正富なる権利を主張し︑寸竜も暇借することなからんことを望

○文部省は小事見童が中等皐校に入畢せんとするに際し︐選抜試験
に合格せんが潟めｎ極力入畢準備に没頭して︑所調試験地獄の苦を

味ふを哀み︑中等畢校生徒採用法宇改正し︑試験を撤溌せんＬこする

は︑確に時務に通ずるものとして賞賛するに足る︒然れども若し其

の改正せんとする方法が︐現行の制度に比して請託・威雌等・情弊薗

出︑寧ろ一層の弊害を生ずるの虞あらぱ︐尚ほ慎重審議徐に可否を
決すべし︑若し鑓て自ら是として︒各方面の反鍔を無税し︒遂に園
家氏人を毒するに至らば︑亦何の静かある︒営局者は謙虚人言を容
るの雅懐あらんことを望む︒︒

○普通選緊制による最初の府嬬曾議員選畢柊る︒従来の面目を一新
して︑圃利民禰を増進するや否や︐懸て新議員諸君の双肩に在り︑

吾人は議員諸君が自重せんことを望むこと切なり︒︵澄江︶

■■Ｉ

内親王殿下の御降誕を拝承し奉りて

内親王殿下の御降誕を拝承し奉りて
０

曹長伯爵徳

達孝

二

なくて悦び奉つらねといふことなし︒

へ

室の御慶びをすべて己が身の上におけると同様に喜び合へる八千葛の民草は︑津津浦浦に至るまで↑やし

生の御築えますを︑恐多くも天皇陛下並に皇太后陛下には︑いかに御瀧悦に思召すらむ︒常に皇

はしく︑かくて御妹の宮を迎へきせられし御姉宮にも︑殊の外に御喜びあらせられ︑偏へに竹の園

も御宜しく︑日に増し御健かに御成育遊ばされ︑その後皇后陛下に於かせられても．いょょ御機嫌一麓

出度も第二皇女を御分娩あらせられ︑吸瓜の聾ヶ翠げさせたまひし内親王殿下には︑爾来御肥立ち

九重の雲霧れやかなる空に︑古中秋の明月閣閣たる日の旦︑畏くも皇后陛下窪於かせられては︑芽

川

笠

1

願ふに我邦の圃鍔はｂ開開の昔より︑我が皇室を中心の大宗家と仰き奉つり唾その周園を擁護して

一大家族を成し．義は則はち君臣にして︑情は猶ほ父子のこどしといふの鮎と．その擁謎し泰つる皇

室が寓世一系の皇統連係として︑長へに資称の峰天壌と即へに窮まりなきの鮎とに於て︑宇内繭邦に

とは︐運命を共にして︐生存を倶にし︑永久に亙りて同心一鰐たるべきものたり︒

卓越せり︒されば皇室の御慶びは︑すなはち八千慨同胞の慶びに外ならずして︑我が皇室と我が圃
民

今回皇女殿下の御降誕にあたり︐畢幽その喜びを共にしたるは︑恐らく外国の人々に︑理脅し得ら

れざる所なるべし︒この圃僻の光輝が︑荷くも皇室に何等かの御事ある毎に︑全画土を通して溌揮せ

らるるは︑吾等名激を振ひ︑道義を明かにせむとして努力する者の︐殊に快心にたえざる所なり︒重く

ば皇室︲と鯛民ｊｌのこの和気需然たる醇美の開係をして長へに光あらし肋むことを︒

ただ時なほ涼開中に属し︐幽民満腔の至情を捧げて泰脱することを得ざるの期間に在るを以て︑今

は寵にこの抑へ難き勘圭署の至枕を抑へ︑謹みて内親王殿下の愈よ御健かにゐらせられ︑並に皇后陛

一一一

下の御機嫌愈ょ御一瞳はしくゐらせたまひ︑瑞群の盆す皇室に充ち溢れむことを祇ｂ奉る︒
内親王竪下の御降誕延拝承し奉りて

欧米の見童と日本の見童

って居て︑例へぼ機に護育する時︑縦に謹育する時．

話を申上げて見たいと思ふ︒
由来子供は何庭の画の子供でも護育する順序が極

今日は先生達やお母さん達が多くお在になると云
ふことであるから︑子供の激育上の御参考になる御

個性教育

ｌ

四

一も名付くべきもので︑

今Ｈ教育界に色々な問題が惹起して居るが︑要する
に此一般的原則︾や﹂常局者が能〜理解して居たなら
ば︑例の二高の問退もあんな風にはならなかったで

アー﹂に合うやうな致育を施して行かねばならぬ・

﹁ゼネラル・プリンシプル﹂として︑此﹁ネーチュ

教育者は勿論︐一般の父兄でも其他子供を扱ふ者は

同一である︑是は子供の天性

になる時とか︑推理の働が狸くなる時などは一般に

蕊隷蕊窪高︽局平三

欧米の鬼童噌﹂日本の鬼童

慨一二寺Ｉ恥州州岬

〆､

身長が伸びる時︑鵠重が殖える時罰或は想像の力が盛

郎

Fグー

Ｉ

あらうと思ふ︒故に教育者や父兄が子供の﹁ゼネラ
ル・プリンシプとを能く理解してやって居るかど
うかと云ふことに依って︑教育や総てのことが適常

に行くか行かぬかと云ふことに至大な開係を持って
来る︒併し幾ら一般的原則に従って︑年齢や男女の
別に依ってしても．人各々個性と云ふものがあるか
ら︑之を考へなければいかぬ︒例へぱ英画の子供に
就いて見ても︑大愛個性め違った者を捉へて︐英圃
の子供はこんなものだなどと批評すると非常な間達
ひを惹起すから．其観察は中々むづかしい・暇令兇
童心理畢や︑児童単や︑教育事をやっても︑質際子
供に衝る時には各子供の﹁インヂヴイヂュアリーフイ

浄能く観察せねばならぬ・是は自分が事新しく申す
までもなく︑今日激育上に行はれて居る﹁シ子プイ
ム﹂の多くは﹁ドルトン﹂にせよ﹁パクリット﹂に
せよ或は﹁ウヲーシュヴァ−﹂にせよ︑尤も﹁ウヲ
ージュヴァー﹂は個性よりも砥曾性に重きを置いて
居るが︑要するに個性誇考へることに一般が重きを
置いて居る︒是は大録一結構なことであるけれども︑

除りに個性を尊重すると云ふ弊に陥って︑無茶苦茶
欧米の見童と日本の児童

に自由教育を総す風も見られる︒

国民性

今一つは﹁ナショナリ︽ブイ﹂所謂図民性と云ふも

のが何庭の図にもある︒此幽民性なるものも果して

確固にし一Ｌ動かぬものな６や否やは問題であるが︑

兎に角画が凋立して而して外風との交際が少なけれ
ば少ない程︐其の画民性は特殊の性質を有し︑他の

﹁ナショナリーブイ﹂とは違った傾向や現はれを持つ︒

る︒

即ち趣味に於ても思想に於てＡ其の間に色々連ひを
生づる︒そこで此﹁ナショナリテイ﹂を見れば︑欧
米の子供とＨ本の子供の相違鮎が能く判る課である
が︑圃民性と云ぶものは一寸行った噴けで判るもの
でなく︑さりとて叉長く居れば其中に没入してしま
ふので却って判らす︑非常に研究に困るものであ

・時代精瀞

もう一つは激育をしたり︑叉欧米に行って観察す
る上に就て注意すべこきとは﹁タイム・コンセプシ

五

ｑＬＬ■■巳■

欧米の見童と日本の兇童

ョと時代結祁と云ふとのを考察することが大切で
ある︒此時代精榊は誰が教へるのでもなく︑風や潮
が流血て来る如く︑何庭から何時来たか分らぬ間に
小さな子供にまで這入って来る︒是は観察に必要で
あるばかりでなくｂ子供を教育する上に就ては最も
大事なことである︒

今冊の話に直接開係のないことであるが．幸ひ子
供を御扱ひになって居る方が多いとのことであるか
ら︑私の経験談を御参考までに申上げたい︒曾て私

一ハ

う言ふ︒私は其の時彼の鱒に泣いだ︑﹁君は誠に気の

毒な人だ︑併し君が親父で嫌ふには何か因念がある
のだらう﹂と段々訊質Ｉで見ると︑彼は泣きながら

話した︒それに依ると彼のお父さんは非常に熱心に
子供を教育しやうＬ仁する八で．何でも東京の近所の
中産の百性であるが︑其の長男である彼を立派な人
物にしやうと云ふので︑彼が四つ位の時から 自分

は野良から綿って来るｉＣ︒足を洗ひ︑座敷に机を持

って来て其の前にきちんと坐って圃昔自分が習った
通りのことを子供に激へ︑それを畳えないと罵り︐
打つ︒さうして段々進んで行くと︑幸か不幸か其の

お父さんは激畢も圃語も漢文も出来る人であったの
で・子供が錦って来ると例の調子でピシーｌ仕込む︒

の所へ一人の青年が梢然としてやって来た︒私より
も大きく鷺太った青年であったが︑頭を下げてグズ
ハ︑して隙っきり物も言へない︒能く訊いて見ると
﹁私は親父が嫌で仕様がない︑中皐の四年の時に先

其の中中率に行くやうになったので︑手許を離れた
鳶に苦められる機曾がなくなり︑喜んで居たが︑併

斯様に小さい時からやられて居るので︑遂に暇想意
識に陥ってしまった︒是は誰でもが凝ると云ふ毒で
はなく︑此の子供の個性が紳溌病に羅り易い素質を

の復習をさせら恥︑それが出来ないＩＣ例の如く打つ︒

し偶の日曜日に家へ折蔽に行く！ｃ︑叉圃語漢文数率

生から親孝行と云ふことを聞いたが︑どう云ふもの
か親を大事にしやうと思っても︑否やで否やで堪ら
ない︑下宿の女中がお父さんが来たと知らせると︐

直ぐ反感を持ち敵に斜する時のやぅな態度を執るの
で．苦しくて仕方がない︑心では潜参ゐと思ふが︑ど
うしても直らぬ︑幸ひ先生は催眠術を篇さる︲亡云ふ

か鳥是非催眠術で此の悪癖を直して戴きたい﹂と斯
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有って居たので︑欝者に見せた所が矢張同様の診断
であった︒そこで自分は除６可愛さうに思ったので
催眠術をかけてやらぬことはないが︑何分にも自分
は素人であるから︑専門の儲者の所へ行って診察し
て貰ひ︑其の結果宜いと云ふたらやってやらう︑と
言ふて一緒に私の極く懇意で︑親友である森川と云
ふ．此の方面の研究で畢位をとった人の所へ伴れて
行って︑其の課を話して蕊などを貰った︒それから
旋行をする時には其の青年を伴れて行ったりする中
に大分良くなったので︐催眠術をかけてやった所．
半年程経つ中に段々郷快して 父親と物を言ふこと

も出来︑叉曾ひに来ても別段嫌な心持も起らぬやう
になった︒そこで父親が其の青年を伴って来て︑全
く私が悪かった︑間違って居たと言はれたが︑父親
は其の子供を立派な者にしやうと思って一生懸命に
教へたのであるけれども︑惜しい哉時代精祁を理解
して居なかった︒

父親でも先生でも．無茶苦茶に塵迫し．或は酷いこ
上・をすれば直ぐ怨む圃昔はそれでも宜かつだから
地震心雷︐火事．親父と云ふ言葉迄あった位︑而も
生殺輿奪の権まで親が持って居た時代ならば．ど

んな教育をしても一般にさうであるから反感を持た

なかったが︑今はさうは行かない︒故に時代精神と

一考ふことを考へて見ることが必要である︒欧羅巴へ

行って見ても時代糖榔の現はれが子供の遊事に於て
も見出される韻亜米利加へ行けば亜米利加流の時代

精脚の現はれがある︲ｃ云ふ課であるから︑子供を教

育する上に就ては﹁ゼネラル・プリンシプとを︐

見童率なり︑兇童心理事に依って研究することが必

要である︒之と同時に﹁インヂヴヂュアリテダイ﹂﹁ナ

へなければならない︒自分は斯う云ふ鮎を季生考へ

ショナリナィ﹂﹁タ布ム・コンセプション﹂と云ふも
のを調べなければならぬ︑而して特に日本の圃民精
祁を作興すること︑此の四つのことはどうしても考

て居ったので︑今度行った際にもさう云ふ見方をし
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斯様に現代ｌ現代と云多Ｌも其の青年ば大部前

て来たのである︒

H

の入であるが︑二十世紀になってからの時代精祁は
何かと云ふと．所謂コプモクラシー﹂である・暇令
欧米の児童と日本の児童
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欧米の見童と日本の見童

東西鬼童の比較
是からあちらへ行って見て来たことを概括して申
述べたい︐と思ふ︒欧稚巴の子供は﹁オープンリー﹂
であって︑日本の子供のやうに人見知りをしない︒殊
﹂云ふと

に亜米利加の子供は﹁此の方は斯う云ふ先生だから
お前皐校で習ったことを蕪かＩしておあげ﹂

喜んで唄ふ︒そしてもっと唄ふ唄ふと云ふて．後か
ら後から英語で唄ふので︑自分は英語の歌は除り能
く分らぬが何時までも蕊いてやると云ふ始末で︑寧
ろ閉口する位である︒一鵠日本の小さな子供など
ふが︑西洋の小さい子供は︑抱いてやると一寸妙な

は︑西洋人が来て抱いたりする１﹄大概泣出してしま

顔をするが聴此方で笑顔をして居ると︑お母さんが
叉笑顔で迎へて呉れるので︑子供は少しも泣かない︒

中には逃げて行く者もあるが︑するとお父さんやお
母さんが抱いて来て︑どうか抱いて呉れと言はれる
ので︑何だか基督にでもなったやうな気持になる︒
所が是が東洋の子供になるとさうは行かない︒
昨年の七月六日に此方を立って八日に紳戸を鹿島

べきこと面確信する︒玄等に反し欧羅巴の国々は．

たが︑併し外風との交通は開け︑漸次遡際的になる

接鯛する機管が少なかった爵に︑多少此の嫌はあっ

日本も同様に長い間鎖国的状態を績け︑西洋人と

シ﹁ノＯ

る︒是は軍に国民性︐と云ふよりも︑寧ろ﹁インター
ナショナル﹂でないと云ふことに原因するのであら

に封しても﹁オープンリー﹂でない．純粋の支那の
みでなく︑肌畦あたりで育った支那人でも同様であ

支那の子供を抱い︐てやると非常に反感を以て抵抗し
て中々抱かれたりしない︒私だけでなく西洋人など

て行く１ｃ大勢寄って来て色々なこ︐こをして遊ぶ中．

供も乗船した︒斯様に﹁インッー・ナショナとで︑
船中では其の子供達と一緒になって遊んでやったの
で︑私を餓鬼大蒋位に思って呼びに来る︑さぅして出

と︐南洋の砿畦あたりへ行って居た支那の子供が乗
り合はせた︒それから混血児であったが像関西の子

たりで支那の子供が乗船し︑﹁シンガポール﹂へ来る

燭逸の畢齢時代の子供と同船した︒それから上海あ

丸で出帆したが︑丁度其の時﹁ポルトガル﹂英吉利
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二三時間も行くと直ぐ他圃に這入って行く．我圃で
言ふと京阪地方へ行く位で︑他函に行けるので従っ
て外圃人と接鯛する機曾が多い︒故に言葉にしても
二つ三つ知って居なければ用が瀞じないと云ふ有様
である︒例へぱ﹁イエュ﹂はい︑と云ふ言葉だけで
も．僻︸爾西では﹁ウイ﹂樹立では﹁ヤー﹂伊太利．

﹁スペイン﹂でば﹁シー﹂と云ふ如く津山ある︒併し

子供の時から色々な人に接鯛するので︑土其古︑希
臓あたりへ行っても一寸した言葉なら︐老人は知ら
ぬ者が多いが子供は能く知って居る︒そこで少し大

−．ナショナ〃﹂と離れてはいかぬ︒﹁ナシヨナぞブ

イ﹂を﹁パック﹂として︑子供の時から亜米利加︐欧

羅巴の子供のやうに﹁邪ンターナショナル﹂の考を
持たすことに努めなければならぬ︒此の考がないか

ら遠慮しないでも宜い所に遠慮したり︑はにかまな

いでも宜い時にはにかんだり︑或は妙な誤解を受け

たりするのである︒内地に居る者は勿論であるが︑

海外に居る者でも此の考が乏しい潟に︑非常に西洋
人に遠慮する︑是は外圃に居るので恐れると云ふ黙

もあらうがや大篭に於イ﹄日本人は舶来の人間を大愛

偉いやうに思ふ︑其の潟に日本人は馬鹿にされると

云ふ事賞は否み難い︒向ふへ行って見ても小さな男

がキョトノ︑落着かぬ恰好をし︑顔を見ても青黄色

い色をして居るので︑向ふの人からは非常に畏鯉て
居るやうに見えるのであらう︒人間は自分が畏れる

きい子供に向って﹁お前は知って居るか﹂と問うと
﹁オンリー・リットル﹂と答へるので︑話して見ると
自分と同じ位である︒斯様に向ふの者は﹁インター．
ナショナル﹂である︒日本でも漸次にさうなるので
あらうが︑進んで子供に﹁ハンター︒ナショナル﹂の

所がなければ︑そんなにキョトノ︑したり狼狽する

要はない︒それ故に今度の旅行に際しても自分は

考を持たすやうに仕向けることが肝要である︒

・園民精紳の作興
それと﹁ナショナリテイ﹂国粋︐或は画民精神を
護達させることが必要でふる︒併し決して﹁インク
欧米の見堂とｎ本の児童

九

たりでは大鋳親切な取扱ひを受けた︒軍り瑞西のみ
ならず到る庭で親切にして呉れるｐきうしてさした

努めて其の態度を執ることに心掛けた結果︑瑞西あ
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欧米の見童と日本の児童

ろ失敗もせず婦鯛出来たのは．出来るだけ落着いて

一○

居る場合でも︑玉を蹴る場合でも能く熱心に練習し
て居る︒日本の子供でも好きな者はやるが︑概して

日本人よりも総ての鮎に於て燭立的の精赫に富んで
居る︒故に除り人に干渉したり︑或は人を営にして
人の世話にならない︑所謂個人主義である︒是が向

居たこと泌狼狽へないと云ふことが︑大愛役立った
と思ふ︒今度の旋行に際してつく人１感じたことは
子供に西洋人は偉いものだと云ふ感じを持たすこと
は宜しくない︑と同時に西洋人に親しむやうに仕向

ふの長所であり叉短所であると言ひ得られる︒個人

それから濃儀作法に就てもｌ日本の子供でも育
ちに依ってはお僻儀の仕方でも何でもやるが圃向ふ
では唯の﹁エチケット﹂ではない︒﹁ヲツクス・フォ

心も介琴い︒

自分のことは自分でする心人に憐みを乞ふて厄介に
なると云ふことてはいかぬ︒併し人の世話をする必
要があれば世話をしなければならぬことは言ふまで

して§将来は個人主義の立場にしなければならぬ︒

主義と云ふ・と非厚常に悪いことのやうに言ふが︑どう

けて戴きたい︒

濁立心の酒養
次は﹁インデペンデンス﹂燭立と云ふことに就て
申述べたい︒自分で何かやると云ふやうなことは︑
園に依って色々達ふが︑中でも悌蘭西が一番子供の
世話を焼くと云ふことは課て聞及んで居たが︑十九
になる子供の靴を買ふのに母親が選んでやったと云
ふ話も聞いた︒叉自分と同船して居た或る悌一闘西人

は︑其の子供のことに就て一々干渉し︑時には腕を
打ち．或は逆にして足を釣るやうな酷いことをする

金を出して貰って．貴族と同じやうな生活をして居

が︑それでも其の子供は一人で遊び一人で似かやっ
て居る︒況や燭逸︑亜米利加などになると︑自分の
ことは自分でやると云ふ鮎にかけては︐日本よりも

る︒丁度自分が群英中其庭の茶の曾に招かれて行っ

ード﹂などに行くと︒彼庭の畢生ば十六七から十八
位の者が多く︑其の大部分は貴縦か富豪の子供であ
るが︑中には貧民の子弟も此の頃は色々な閤鵠から
一層進んで居るやうに見受けら虹た︒子供が遊んで

だ時︑向ふの代表的の十七八の若い畢生が来て﹁一フ
んで来たが︑其時の畢生は皆貴族の子弟であったが︑

ィーバー・一ブイー﹂で茶を喫みながら色々談笑して遊

其の能度が資に雁揚で品が良い︑而も中々能く気が
付いて︐例へぱ御茶などでも自分が喫んでしまふと︑

直ぐ持って末ませうか︑と言ふて茶や菓子を蓮ん
で来る︑賞に能く働いて御客をそらせないやぅに努
める︒彼等は貴族的生活をして居るのであるから無
論﹁ボーイ﹂も居るが通自分達が御茶を作り菓子を運
んで来る︑斯様なことは日本よりも除程能く仕込ん
であるやうに思った︒日本の貴族や富豪の子弟は︑

成程ちやんと正しい立派な服装をして居るが︑どう
もさう云ったやうな場合には︑自分でやることに就
いては縦けて居るやに見受けられる︒是は一つは人
馴れないと云ふ為めであらうが︑向ふでは人馴れる
と云ふこと面︑それから貴族で肖富一家でも︑ちやん
とした家庭では男女に拘らず子供には子供として相
雁な仕事をさせ︐是々のものは御前達がやり︑是だ
けのものは召使がやる．叉御客が見えた時には斯ぅ
するのだと云ふことをちやんときめて置く︒是は大
欧米の見童と日本の児童

鍵佳いことで日本でも出来るだけきうやりたいもの

それから向ふの子供は概して子供らしい︒子供が

である︒

子供らしいのは富り前のやうであるが．日本の子供
は直ぐはにかんだり︑妙に澄して見にり或は客が来
ｆ

るとお母さんの後に隠れて居ってや出ておいでと言

っても来ないで︑陰から覗いて居る者が多いが︑向
ふの看ば今遊んで宜いと言はれると圃誰の前でも遠

慮せず跳もすれば踊もする︑是にはつく人︑自分は

感心させられた︒

次に除談ではあるが︑曾て自分が中皐校に居た時
に︑燭逸人と日本人の混血兇を教へたこ︐ｃがあっ
た︒所が偶然にも其人が﹁シャートル﹂に居て︑今

では凋逸人を細君にして純然たる亜米利加人になっ
て︑而も亜米利加で生れて育った四人の子供を持っ

て居たが診其の子供のこと雲か問題になって居たので

日本人が亜米利加に移住して子供が出来ると．亜

一寸申述べて見たい︒

米利加の市民権を得られる・是は﹁ゼヵンド・ゼネ
レーション﹂と云ってやかましい問題になって居
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欧米の鬼童とＨ木の鬼堂

る︒市民権は呉れるけ蛇とも役人に採用もしなけ恥
ぱ︑叉曾吐でも使って呉れない︒併し畢校へ行って見

ると︑何庭でも大概日本人は特待生になって居った
りして︑大畢を出る時でも良い成績で出るが何虚で
も使って呉れない︒其上小率校時代には仲が宜かつ
だ者でも．上に行くに従って途中で遭っても挨拶を
しないやぅになってしまうので︑其の人は非常に残
念がって居た︒而も﹁カルホルニャ﹂では日本人と
結婚を許さないので︑其の親達は大愛心配して是で
は仕方がない︑幸ひ四人の女の子供は皆昔楽が好き
であるから一番上の姉は﹁ピャノ﹂其の次は﹁ヴイ
オリン﹂其の次の妹は竪琴をやると云ふ風に︑四人
共皆一音楽をやらし︑謄来は楽人として自分の自由の
世界幸ぞ家として生活をするやうにしてやらうと思ふ

としみ人〜私に語った︒そして是非来て見て呉れと
熱心に勤めるので︑行って見た所が資に堂々たるも
のである︒日本で﹁モダン・ガール﹂と云ふｌ悪い女の

やぅに解稗して居るが︑其の子供達はお母さんが育
てるだけあって皆良き意味の﹁モダーン﹂で︐﹁オー

ブとで﹁チャーミング﹂である︒一番上の姉さんが

一一一

三番目の妹に向って︐お前やってごらんと云ふと直

ぐ始める︑さうして途中で詰まると日本の子供なら

赤い顔をして引込んでしまふのであるが︑姉さんが

教へてやると柊りまで止めない︑それが三つか四つ

位の小さい子供なら日本でもやりませうが︑上が十
五六下が十二三であるから︑はにかみ嘘ｂである︒

混血兇ですら斯様であるから︑是が純粋の者になる

とそれ以上で︑一寸見るとお韓婆できかないやうで

あるが︑別に悪いことをするのでなく軍なる子供の
悪戯に過ぎない︒日本でも斯様にのんびりと子供ら

しく育て瓦やりたいものである︒中にはさうする家

庭もあるが︑うっかりすると極端になって無茶苦茶

になってしまふ︒

正しき服従

次は服従と云ふこと︑是も日本の子供程服従しな

い者は除りない︒其讃擦には畢校のヌトライキ﹂

は我が日本が世界弟一である︒亜米利加では世界一

ぞ喜んで居るが︑日本で世界一は﹁〆トライキ﹂位

であらう︒亜米利加でも悌蘭西でも︑ユトーンイキ︲﹂

／

まさかと思って．是は唯だ威かしに使ふのであらう
と聞くと︑否や毎日使ふのだとの返事に一驚を喫し
た︒何故かなれば﹁イ︑トとの生徒達は大抵上流

をやって出て来ないと云ふことはない︒それは服従
と云ふこ︲とが小さい時から能く徹底して居るからで
あって︑日本でも互に人格を尊重すると云ふ習慣を

に﹁シルクハット﹂と云ふ服装で︑絢に品が良く可愛

一一一一

な其の間に於ても大分愛化したと直観的に感じた︒

私は半年ばかりであちらから蹄って来たが︑僅か

戴きたい︒

の服従と云ふ習慣は是非共子供の時から付けさして

れが極端になつ一Ｌ直ぐ個人の権利だ上言ふ耐故に此

於て亜米利加は睡制をして居る︒而も個人的のもの
でなくして全鵠的のものである︒一鵠人を良くする
と云ふ﹁モチーヴ﹂は結構であるが︑兎角日本はそ

諸君亜米利加は自由な画だと云ふが︑色々な鮎に

いｏ

良き意思を以てやるならば決して悪いものではな

うである︒是等の鵠罰当桧ん一どやってはいかぬが︐

丁度昔Ⅲ本でやった叩き放しを英園では現在やって
居る︒叉燭逸でもさう云ふ場合には手の牢を叩くさ

らしい・きう云ふ子供の誉を出さｉ︶て叩くのである︑

の子弟であって︑一寸外出︽則るにもコセーニング﹂

付けたいものである︒是等は﹁モダン・スピリット﹂
の大鍵良い所であると思ふ︒諸君も御承知であらう

が︑先頃徳川公爵は水平魅の人々を御引見になって
話をされたと云ふのも︑結局人格を御尊重なすった
からである︒然るに動もすれば極端に走って叱って
ばいかぬ︑命令してはいけない︑服従と云ふことは
いかぬノー云ふ風に．一時は大畢の教授でさう云ふこ
とを唱へた人があったさうである︒而も在郷軍人曾

の席上で嘘か誠か知らぬが．其の人が今日は何人に
も服従すべきではないと云ふやうなことを言はれた
さうであるが︑恐らくは間蓮ひであったらうと思
ふ︒それから能く日本では生が生徒に懲罰を加へ
ると︑其の父兄に訴へられて軽くても聴任位山懲罰
を加へられるが︑英吉利の﹁イ︑トン﹂に行って見
ると︑丁度日本の帯のやうな形をした鞭が校長の部
屋に掛けてある︒私が其庭へ参観に行った時案内役
の書記が鞭を指して︑是が叩くものだと言ふたから
欧米の免童と日本の兜童

､

更に畢校で言へぱ先生と生徒の開係に於て︑濫に下
の階級の者が上の階級の者を冷かしたり︑罵ったり
して痛快がると云ふ賃に悪い風が起って来たやうに

勢働者と資本家の開係︑其他総ての階級間の開係︑

て事校を潰して︐しまった︑そして先生は他へ韓任せ

ない︑そんな﹁ストーフイキ﹂などすｂ生徒は放逐し

畢校の大騒動の時であったので︑穂督に向って﹁ヒ

一四

自分には看取される︒それであるから上の者が何か

しめた︒それから二三年経ってやったから叉潰して

欧米の兜童と日本の見童

やると直ぐ下の者が時代錯誤のこ︲とをやると言ふて

て居た博士が︑日本の圃鵠に背くやうなことを書い
たが︑之をどうするかと聞きに行った︒所がお前達

来一Ｌ次官を叩いたさうであるが︑要するに是は青年
を理解せぬからである︒其の畢生達は自分の信任し

部大臣なり次官なりが言ひ聞せたならば︑青年は決
して凱暴はしない︒昨年であったか畢生が文部省へ

ｊ一彫私い所でも二度ばかりあったが︑それきり後は

リッピン﹂でも畢校騒動と云ふものがあるかと聞く

無茶苦茶に責める︒之に就て前に自分は二高事件の

が間逢〆こし居たならば︑阜校が之を罰すると云ふ一一

例を引いて．常局者がもつと青年を理解して欲しい
と申したｂ併しそれは激育渚としての立場から脚分
はさう思ったのであるが︑一面から言へば若し畢生

しまったら︑それきり畢校騒動は根絶やしになって
しまった︑と云ふ答へであった・是は大愛良いこと
だと思った．之を今日日本でやると無責任だと言っ
て聯合して騒ぐであらうが︑能く課を話したならば
青年と云ふ者は非常に﹁ナショナリズム﹂の行はれ
る時代であり．情宵など云ふことを考へないで︑合
理的のことが行はれる時代であるから︐涙を以て文

とは常然なことである︒私は是はどうしても服従さ
せなければいかぬと思ふ︒若し然りとすれば非常に
不法なことであり︑道に背いたことである︒今日ま
で自分の知った限りに於ては校長は不法のことをや
ったのでないと思ふ・

之に就い一Ｌ想ひ起すのは︑曾て﹁とリッピン﹂の
ー﹂をやって居た林愛作君と一緒に︑穂督と極く懇意

が聞きに来なくても宜しい︑自分等が勝手に庭潰す

総督が来期した際︑前に帝園ホプルの﹁・マネーヂャ

であったので御目に掛ったが︑丁度其時は高等工業

るから︒お前達は唯だ勉弧して居恥ぱ宜しい ﹂言ふ
た︒成程さうかも知れぬが︑香しく画を憂ふると云
ふ其の心持に封し一しは涙を以て迎へてやらなければ
ならぬ画お前達は良いことを言ふて来て呉れた︑園
を心配して呉れることは有難ハ邸︑が併しお前達は畢

生であるから心配するな︑総て俺達がやるからごう
か錦って勉狸して呉れと言ふたならば青年は凱暴は
しない︒私も霞蚤さう云ふ場合に遭遇して継験より
するも此事は断言出来ると思ふ︒
由来青年は物を批評したり破壊したりする特色を

多分に持って居るが︑併し係理を議して説得しても
判らぬと云ふ場合には︑之子服彼させることは非常

聞いて居たが諺戒程お前の言ふ通りだ︑下に居て人

に命令されるのはいやだらうが︑併しお前は士官候
補生として生涯命令されるのかと言ふたら︑私は少

なく共閣下位の階級になる積りだと青年のことであ
るから意気軒昂として言った︒それでなければ自分

が保護した甲斐がない︐併しお前が若し上長官にな

った時に︑やれ厘制だ．束縛だと皆が言ったら戦争

が出来るか︑人間は皆其の分に膳じなければなら
ぬ︑場合に依っては服従もさせなければ困ると云ふ
た所が︑其の青年は淡泊であったので︑私が悪ふご

ざいました上云ふて編って行ったさうである︒

勃興せる斌奮教育

瀬島大蒋が直接に自分に話されたことであるが．そ
れは或る機開皐校の生徒が大総の所へ来て不平を言
った︒自分は在校中は不李赫々であったが脳率校に

うな気息奄々たる小圃ですら旺盛を極め︑一面には

マニヤ︲一﹁ハンガリー﹂﹁オースタリー﹂と云ったや

育が礎である︒私の行ったスルカと手島の﹁ルー

次は斌愈教育に就て申述べたい︒向ふでは世界戦

居たので我慢して居たが︑愈§卒業して士官候補生

篭育に重きを置き︑他面にば精紳的の威化に力を注

に大事なことである︒之に就て想ひ起すのは︐曾て

として出て行くことになったから逐次閣下に申上げ

一五

いで居る︒今迄は身鰐︲と粘祁とを腫別して居たが︐

争後子供の牡曾教育︑殊に全磯を土台︲ｃした砥曾教

ますと言ふて︑やれ睡制だ．不都合だと二時間ばか
り滑々と論じ立てた︒すると大蒋は唯だフンフンと
欧米の見童と日本の見童

一︷︿

して建兇の砥と云ふのが動機となって﹁ポーイスカ

欧米の兇童と日本の見童

今日の如く科畢が進歩して来ると︑此の雨者を湛別

って︑前に英画の﹁プリンス﹂が御成りになった時の
場所に私を案内して見せて呉肌だ︒︵っ瞳く︶

省の局長をして居る人が﹁パーデン・・ハウエル﹂に代

蕊をして居た︒私は遅れて行ったが︑あちらの外務

八つから十位の﹁ウルフ︒カツ・フ﹂の小女達が色々な

事を差上げると云ふて．遅れて来たに拘らず一緒に
食事をして案内をして呉れた︒それから更に御目に
掛けたいと云ふて自ら自動車を雇主Ｌ来て︑私を乗
せて伴れて行った︒其庭は此の部屋の三倍位あって
雨天でも出来るやうになって居るがｙ此庭では主に
義勇兵が職砲の稽古をするのである︒併し其の時は

に二人の助手が迎に来て呉れ︑而も皐校の屋根に日
本の圃腫を揚げて歓迎して呉飢だ︒それから私に食

レィンシック・ユクール﹂にば誰も后なかったが︑特

沙﹂一人であった︒斯様に非常に潅儀を貴び︑日本
人を尊敬して居る︒私が彼の地へ行った時には非常
に悪い索候の﹁シーズとに這入って居たので︑﹁ツ

で﹁サイとして返事を寄した︒自ら﹁ナイン﹂して
寄したのは︑自分の経験に依るとスーデン・パウ王

らない﹁︲・ハンフレット﹂を透ってやった所が︐自分

ット﹂の運動をやり出したと書いてある︒故に日本
人に謝しては非常に好感を有って居る︒私が曾て詰

と云ふので︑英吉利等に於ては殊に﹁ポーイスカッ

することが出来なくなり︑従って本営に教育をする
には精祁の陶冶と同時に内篭を善くしなければなら
ぬ

ト﹂の運動が盛っになった課である︒それで世界中
の﹁ポーィスヵット﹂の代表者が英国へ行って練習
をして来る︒日本からは佐野氏が行き︑今では何鹿
へ行っても﹁ボーイスカウト﹂の﹁リーダー﹂とし
て完全に働き得る︒叉文部省からは幅島男爵︑其他
にも大分行った人があるが︑其の練習の有様を見る
と．丁度日本の武者修業のやうなことをする︑山の
中に集って火を焚いて話をするとか︑或は野宿をし
たりして時間と勢力を費して居る︒

抑§此の﹁ポーィスヵット﹂を創始するに至った
動機は︑英吉利の﹁パーデン・・ハウエル﹂と云ふ人が亜

米利加へ行って︑英吉利人の役に立たない有榛を見
て思ひ出したのが日本の武士道でめる︒﹁・ハーデン・

パゥェル﹂は日本の武士道を尊敬し︑乃木さんなど
に私淑して居たんである︒彼の著書に依ると︑自分
は脚の御告げに依って日本の鹿兇烏に行った︒さう

︲恥唯一の蕊しみとして居らろ

笠原長生子雷茶話
は︑浦楚な唯接間︒子爵がオ

物悲見るにつけ．・・・と次第に

ろのであるが︺鴫呼この賜り

無言になって来たと見れば︑

ッムリの上には︑一世の名筆
居る︒そこで和封して語︒ｈろ

か︑それ英雄の忠誠の涙侭千

時ならぬ落涙の雨下りしと

×

生

に聞けぬ話７−である︒

語る人も只にそれ至誠︑鯉々

×

れし御思召しより０臓寒のこ

が指向はされたのである︒そ

あつ丈︒すると間もなく侍醤

暇走戴いて蹄って来求ことが

ととて外套着用悲許されたろ

事眼が姉むといって畢校から

談求説ノー東郷元帥の事に

今一つ御披露すれば先帝御

らでもない︒至誠一貫そのタ

しんで居る様子だから行って

に依ってであつれ︒何と一畢

見て宋ととの雛有吾御言葉

れ﹁は殿下が小笠原が眼で苦

て獣をあの老鵠を無外套にて

にも係はらす︑如何で元帥が

であるからである︒

葎山の盆栽を職みられて︑︵朝

とを語る・廃らろろ人も至誠︑

琴列大任を果されたといふこ

友の身の上彩案ぜちろふ御仁

な夕なに恰も陛下に．仕へ奉る

ｰ や

子爵が記者起引見遣れたの
小笠原長生子爵茶話

七

×
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と同様に盆栽脹仕へて居るの

それにあまりぺき︒厳然とし

大葬の棚り︑老臣ないたばら一

れ汝のであったが︑或る時の

下が殿下畔代の御鰹友に選ば

の物語りに移つ士︒作ば陛

仁慈御英遡に頁らせらろ一端

次は今上陛下の畏くも御

×

東郷元帥の額が光彩走放って

よい物言ひ︑武士らしき蝋慨

金蔑金なり︒．

ろ子爵の口からは︑歯切れの
至誠の龍ろ荘並さ︑澄み切っ

た音色といふ様に心よい感じ
が程よく組合って流れて出る
のである層

×

東洋のネルソン︑至誠の結
晶︒英雄の蝿鑑たる東郷元帥
の名前韮読んでも姿准兄ても

すぐ迩想される本総と影の開
それは単に糠て参謀だつ衣と

係にある我が小笠脱長生子爵
いふのでもなく愈顔が似て居
ろといふのでもない・同じ海

軍の名勝強からでもなく︑親

×

れ求ら心先帝陛下から賜つ稚

密の間柄だからといふ理由か

×

及ぶク子爵日く先日沌帥恥訪

×

小
×

イプが誠に小東郷であるの理

×

×

×

一．．ｋ

送り出され︑種々と愛敬まで

ありしにも係はらす︐玄開迄

一↑ノ

も根本に鯛れて居ない︒時に

殿下は特に伽闘西革命史

！ １！１
Ｉ

東宮は立たせられて︲民の疲

に就いて︑御興味をもれせら

となりも偲ばれてゆかしさに

振りまかろるに至っては︐人

︲１１︲胃

弊したのは︑種々の事情はあ

れ士︒そしてその御研究と御

恐縮崇敬の念の湧く走畳え

︲．︲

悪の御鑑露であらう︒私は枠

一に紳功皇厩の三韓征伐であ

るが︑その根本をなすものは

たといふこルーである︒箕作元

熱心には︑何人も恐罷し奉っ

小等一魅長生子爵茶話

に常に言ひ読す︒﹁お前の眼は

る︒恐乃・へきば戦争であって

た︒下らぬ人間で︑も嫌に気収

ｌＩ
殿下に賜ったものであるぞ﹂

彼の戦争のたあに民の財力は

八博士の不朽の名著﹃フラン

ろ人間が多い世間Ｆ︑価が世

は民の鯉酒が疲弊されたこと

士だつ衣かと恩ふ︒仁徳天皇

であった︑教師筒多分白鳥博

それは或る日の歴史の時間

ではない︒何となれば︑彼の

ではあった︒然し羨しいもの

あり快であって華々しいもの

に︑殿下は・彼の生涯は偉で

てどいふ問題か出されたとき

だったか︑ナポレオンに就い

叉或るとき︐帝正箪の時間

農で・只謹厳︑至誠︑忠君愛閏

子爵の御話は始めから終り

うである︒

派な御研究があらせられたさ

ろ御答ふ遊ぱさろろ程に︑立

ひ申上げても︑一々御詳細な

あつ衣︒然も個々何庭をお問

の域毛一歩尋出でず︒然もそ

して記者風情が群するや来客

ばず襟か正させろ．この人に

と︒子爵がその言と態度とは

費されたのである︒と︑かぐ

なら平民の身の直言も叶ぽい

申すも畏し陛下の東宮御
時代の御聴明の一端に就いて

嘗て東宮御筆間所御用係たり

を御歎き遊ぱされ丈といふこ

事業が．一画及び幽民のためで

Ｌ子爵が︑常時彩偲ばれての

とであるが︑何故にかく樹時

はなく︑彼自身の武功であっ
たからであると仰せられ犬︒

の糖祁は︑子爵の言葉に態度

ｊ五脚１−ノ︑
勅り篇
し

といふ問題迦川しれ︒他の生

民の縄済が衰へたのであるか
徒達は．やれ飢僅の拒訪だと

と子爵が恐濯して居られた︒

に表現されて︐粗手老して恩

蕊といふ差別で飽迄出られ

ろと情の平等観が湧いて反感

走持つ情とい・ふ平等で扱はれ

ろと自然に差別の義が湧い

て︒世が世ならぱと涙が出て

︐︒︒︒︒︒︒

くる︒これが人間であるわい

Ｉ︲ｌ

ろ
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やう

治的にも縫潜的にも悉く善である世の中を出現せし

弓争は

る．叉緬溶的に善であっても道徳的には不善なる場

けつ

か

がた

い

ので決して相反し相離る葛ものでない﹂と説かれて
より

居る︒彼の﹁富者が天国に生るぁことは聴暁を牽い
ふめつ

て針の字をく瞳るよりも難し﹂と言ったのは丈僻と
いか

だうり

・りいう

りつしよう

けいざい

たつきく

背て含

合が極めて多い︒是は吐愈細職が未だ完全の域に達
せざるより起る弊である︒吾々は道徳の偉大性を政
だうや︒〃︑てきせい
けいぎい
治にも鯉潜にも凌揮せしめ・道徳的に善であれば政

︐レアや

しては如何にも美はしいが．不滅山真理坐しては首
こう

﹃︶ク︑

士いげ八

わす

圭一﹄一寸︾

○

肯し難い節があるのである︒道徳を積んで得たる富
．てん
しん
が真のだからである︒その真の富少所有者にして天
お乙な

園に生れ得ぬ道理はない︒叉その本にかへつて道徳
せつめい

ぞ行へぱ富か得られぬといふ理由のないことは河津
である︒
さんげふり普一く

才︽腰し

の

しか

一

一

一

博士の説明と職淫子爵山礎験とが如賃に立讃する所
げんだしかく

Ｌが

現内閣が標椿する産業立圃も政治と経溌と雨方面

み︑

たいやっ

せいざて含

から観て至極結構な事だ︒併しその間に道徳といふ

◇◇

だうさぐてき

大切な立役者を交へることを忘れてはならぬ︒

ぜん

淀ず

二

グラッドュトーンは﹁道徳的に善であ恥ぱ政治的

→いざいて今一

にも善である﹂と述べられた︒誠に名宰相の名言と
臆たＬか
珍りん白
いふべきである︒果して然らば﹁道徳的に善であれ

1

ぱ溌潜的にも︑善であるべき筈である﹂然るに道徳
政治と無潜と遣瀧

九

一

､

三

一

、 〜

映譜筋諜二家族

鯛諦雛訓皇家族

未筋書ば勤戯奨励中央委員曾の懸憧寒集に常選せるものに係り其の樽栽複製映

需作製叉ば上演に就ては内務省斌愈局の承認走羅ろを要す

第一巻

○

三

−

﹃父さん晩の肴が出だぞ﹄

事に畔へ遊びつめて手掴にし笑ひ乍ら見物して居た親爺さんと女房へ振り廻しながら言ひます︒

と叫んで川の中を駈けだしました︒かなり大きい鰻がニョロノＩと逃げ廻って居ります︒源一は大奮闘の揚句︑やっとの

﹃鰻だ﹄

烈な日光を防いだ三人は︑熱心に働墜﹂居りましたが︑突然源一は︑

ふ人ですが︑今息子の源一や嫁のお花と前岡へ這入って田の草取をして居ます︒青い稲株のそよぎの中に︑笠で八月の弧

それと向ひ合って小さい茅蕊の農家が見えます︒士職の代りに膝小屋と鳥屋があります︒この家の主人は浅野源蔽とい

母屋の外に幾棟か白壁の土赦︒これはこの山里で一番の奮家であり︑また物特ちである白井庄太夫といふ人の家です︒

河に沼ふて道路があります︒其の道路から別れて︑村の奥の方へ上る道の上に大きい屋敷が見えます︒門︑高い石垣︑

重愛した山脈の裾を︑大きい河が峡谷にすぼめられながら︑水勢はけしく流れて居ます︒

−

ｌ︲

凸

注太夫の家は和洋折衷の飾り付とした部屋で︑息子の庄吉が肘掛椅子の上に胡座をかき︑不味さうに金口の舶来煙草を
のみながら︑妻の雪子が弾てるピアノの喬をぼんやり聞いて居ます︒

奥の日本間では庄太夫が渦りで舞盤に向ひ︑新聞の封局圃解を見いノ︑石を列べて居る︒雪子は弾くのを止めて夫の方
へふりむきました◎

﹁あ上︑詰んないわ︒何時迄こんな岡舎に暮して居なければ成らないの﹄
眉としかめた其の顔を見て庄吉も眉を寄せました︒

一．俺だって詰らないよ︑然し今に弟が来て二人がかりで責め立てたら此上迩張る蛍い︒誰がこんな川の中で一生暮すもの
か﹄

ｆ

忌だしさうに答へて︑涼風に都脅風の柿木が脈いて居る庭園やら垣を越して眼下に辿る川畑︑山川やらを脱めるやうに
眺めます︒

曲りくねった村の道を︑人夫に掲示板を措かせ役場の吏員が下りて来ます︒

河浩ひの道路に合する十字形の庭へ来ると︑掲示板を下して其の遥を物色しましたが総て︑
﹃と上が一番眼につきさうだ﹄

と庄太夫が屋敷の門に近くの路傍へ坑穴を掘り始めました︒・

間も産く共庭に掲示板が立ちました︒丁度午後の煙草休みで一服して居た御百姓達は︑卿へ煙管でぞろノーと其の前に

集りました︒野良姿の初々しい娘達や小畢校を出たばかり位の少年達も混って居ます︒人︑ぐの眼は先づ掲示板の妓初の行

に注がれ︑段交次のやうに肉太の文字を読んで行きます︒読んで行くうちに種交な表怖が皆の顔に浮びます︒

一

勤倹奨働標語
映論筋書二家族

三

１︲

映読筋青二家族

よのなかわるいくせなほ

つさこさがねすみ淫八さ．︲おう癌よちァも

詰らぬ事に金を捨てず皆分相雁に貯蓄しませう︒

内務省

無闇に外圃品を有難がらず我同胞の手で出来た園産品を愛用しませう︒

むやみぐいいこくひ人ありが一卜につばんと八てできにつぼんひんあい贈︽う

著修冗費のやうな吐曾の幣風を矯正しませう︒

ぜいたくむだづかひ

赴曾公休宰業に及ぶ丈蓋しませぅ．

よのなかを雁ぜいのためのｌごごおよだけつく

業務に精脚し能率増進工夫しませう︒

しござせいれいむだ瞳ねあらぬ︲⁝︑ふう

勤勢を術ぴ名自の事務を楽しみませう種

壁たら善たつざらい︐く辺Ｉしごきたの

、 、 ､ 、 、 ､

三

二

村人は驚墜Ｌ自働車の走り行く影から︑再び眼を掲示板と庄吉の方に移し堂した︒村吏は少し吃る癖のある人です︒非

﹃君何だってこんなものを人の家の門の虚に立てるんだ︑鰐裁が悪るいじやないか﹄

つ掛りました︒

兄 弟 は 曾 輝 を 交 し ま し た が ︑ 庄吉はふと掲示板を見つけてシカッカと歩み寄り︑標語を碓交に読みもしないで村吏に突

﹃庄二郎来たな﹄

と歩み寄る︒

﹃あ上兄さん﹄

剰綾をチップに輿へて何べんも運韓手から御僻儀された若者ば庄吉の顔を見て︑

部屋の窓から自働車を見つけた雪子は︑あはて上夫を促し門まで迎ひに出て来ました︒

折鞄一つの外何にも荷物を持たぬハイカチな若物で︑洋服の太いズボンから紙幣を掴み出して蓮韓手に挑ひます︒

陛眺め廻したりしてゐるとき︑自動車が一嘉河下から走って来て人為を掻き分け白井家の門前に停りました︒降りたのは

振暇名がついてるので︑老人も子供も難産く誠み経り﹁成程﹂といふやうな顔をして語り合ったり︑改めて掲示板全龍

■ ■ ■ ー ■ ■ ■ ■ ー ー ー

常な努力で︑

﹃そｌそんを事仰しやっても︑こ

こ聖ば村道です．だ

庄吉は笑冷を浮べ指さしまでして云ひます︒

だいこの場１１蝿脈が村中で一番い典から⁝⁝﹄

﹃村道に立てるのは差支ないさ︒この上なり下なり僕の家の鰐裁を傷つけない虚へ立て直して呉れ給へ︑分ったらう﹄

その時後ろの方に居た浅野老人が︑自分の家の前へ駈け出して行って︑其虚の路面を踏みつけながら叫びました︒

﹃そんなら此庭へ立てるがい上︑わしなら却って悦ぶだに︑結雛な為鯛れでねえか︑これは？﹂

庄吉が猫も何やらいひかけましたが︑パイプを口から離した弟が其の袖を引きました︒

﹃まあ︑い上ぢやないか︒どうせ近いうちに兄さんだって此家には住まなく成るんだらう﹄
そして恩ひ出したやうに老人へ

﹃源蔵さん︑源太郎君に停車場で逢ひましたよ︒馬と一緒に後から来ます﹄
と
仁告
告げ
げ︑
︑掲
掲示
示板
板を
を指
指先
先で
で叩
叩脂
いて
﹃これは此催でい上ですよ﹄

と村吏にい型捨て既に歩き出した兄夫婦の後について去った︒

滝野親子は婚しさうな笑顔を交す︒御百姓達は銘為に語り合ったり振返ったりし乍ら畑畑に戻って行きました︒

第二巻

その夕方︑暮れ行く路に馬を曳いて青年士官が歩いて来ます︒日焼けた顔は活交と浅黒く︑皮のゲートルは土壌で白く

なって居り室すが︑サーベルはキラノ︑と夕陽に輝いて居ます︒桑畑で働いて居た人達がこれを見つけてのさ上やき︒
﹁あれ源太郎どんか蹄って来た﹄

映禰詩審二家族三三

1

映洲筋諜二家
年崇の男は感慨深さうに

三

四

Ｉ

﹁今時農業位利廻りの紗いものはありません︒刑畑なんどみんな責り桃ひ他の事業に投資しなければといＡます﹄父は静

白井家では庄太夫の居間に息子二人が揃って頻りと父を説きつけて居ます︒庄吉は

と語って居る虚へ近づいて来た源太郎は︑ニッコリ皆に挨拶をして行き過ぎました︒

業してもう中尉だものなあ﹄

﹃源職どんは二人ともい︲聖息子を持った︒源一さんはアノ通り川畑に熱心だし︑源太郎どんは幼年肇校から士官畢校を卒

族

兄は鞍のない馬の背を撫で乍ら不群がる．

﹃源太郎︑鞍はどうしたんだ︑何故乗って来ないんだ﹄

丈夫な父親の顔を見交して︑親子は嬉し涙をにじませて居ます︒

源太郎は馬を曳いて︑我が家の前に近づきました︒父と兄と媛が飛んで出迎へます︒立派に成った息子の姿︑老いても

と彼等の所謂有望なる仕事に就いて説明を加へる︒

﹃そんなことはありません︒大丈夫です︒兄さんだって僕だって決して馬鹿な仕事には手を出しませんから﹄

とあやぶみますが︑庄二郎はこ凡ぞと

﹃そんなポロイ仕事は危隙が多くて︑農業のやうに確責ではあるまい﹄

父は煙草に火を軸けて

﹃兄さんのいふ通りです︒ 有望な仕事に投資すれば︑農業の何十倍といふ牧益があがりますよ﹂

ません︒庄
庄二
二郎
郎も
も兄
兄に
に加
加卦
勢します︒

﹃でもお前は農畢校も出てるんだし︑家業を楽しむ気持になれさう厳ものだかな・農は図の本だよ﹂と諭しますが承知し

こ

−
＝
−
己
●
閃

﹃液あに︑これは州軍隊が郷ひ下げた軍馬ですよ︒あをた方に馬を一匹あげたいと思って︑川年間俸給のうちから些とづ
上貯めといた金で僕が貰って来たのです﹂

狂気した兄と父とは︑割れるやうな職隻をあげ相
相好
好を
を崩
崩し
しま
まし
した
た︒
︒源
源太
太郎
郎も
も満
満疋さうに笑ふ︒

﹁暑かった︒久し振にあの河で水を浴びて来やう︒
︺兄
兄さ
さん
んも
も馬
馬に
に水
水を
を浴びせたらどうです﹂
軍服を脱いだ彼は︑兄と賜溌伴って下の河陳へ下下
りりて
て行
行き
きま
まし
した
た︒

白井家の奥座敷では︑庄太夫がどうやら息子共のの漣漣業
業説
説に
に賛
賛成
成を
を除
除儀
儀な
なく
くさ
され
れた
たら
らし
しく
く︑
︑大
大寺
きく一つ首肯きました︒

﹃お前達がそれ程にいふのなら仕方がない︒家屋敷
数と
と前
前川
川を
を除
除い
いた
た川
川畑
畑山
山林
林を
を資
資る
る事
事に
にし
しや
やう
う︒
︒六寓回位には賓皿るだら
量子か声ワ﹄

よろこびの色がサッと兄弟の顔に流れます︒父は厳かな顔に成って

コハ繭凹に喪れたら川闘側は庄吉︑二蕗回は庄二郎にやるｏ腕だめし趣だめしをやって見るがいい﹄
と巾し渡
渡す
す︑
︑庄
庄二
二昨
郎は不平さうな顔付︒
﹃兄さんは僕の倍か﹄

庄吉は知らぬ顔に枇逓向いて煙草の煉を吐き出す︒・
滝野の家の納屋の蔭で︑源戯が熱の毛を磯２﹂居ます︒
お花は覚り水の注ぐ墓所で鰻の切身を串にさす︒

河では源太郎が愉快さうに泳いで居ます︒源一も腰まで河に這入って馬に水をかけ﹁タワシ﹂重︑︶ｉ莞︶し洗ってやる︒

座敷にはランプが熟き︑御膳こしらへが出来た︒源赦は庭へ出て息子共を呼ぶ︒
二人は父の方を見る︒笑って返僻をする︒乎逓振る︒河から上がる︒

源燕はホク／︑して家の中へ這入りました︒

映書筋誉二家族三五

1

第三巻

映蒜筋書二家族

大きいピルデング︒
大きい事務室︒

その事務室の時計は午前十時をさして居ります︒
誰も彼も勤勢に熱中してる時間です︒

この事務室の人達も皆熱心に執務して居りますが︑庄二郎だけは横柄らしくパイプを卿へた妻型

鮮職願
を書いて居ります︒

勤労する人の尊さ︑美事さＩ

一二一写
一二斗〆

︵機闘車︶疾走する列車の機開車には︑緊張した顔の機開手が彫陳のやうに動か︑手運揮機を握り︑火夫はハンマーで

陣いだ石炭をショベルですくって︑炎為と燃え狂ってる火焔の中に投げ入れ︑椿ショベルを杖に立ち上がってゲージメー
トルと見る︒

︵識工場︶目舷しい機械の動縛の中にそれぞれの部署を占めて徴を征服する人名

︵杭山︶鶴階で掘る人︑トロッコで運ぶ人︒
︵紡績工曇場︶甲斐鐙だしい女工の作業︑綿の山︑糸の束︑
︵建築場︶板をけづる大工︑コンクリートを塗雪や左官︒

︵汗を拭堕Ｌ歩るく郵便配達︶︵船から荷を上げる仲仕︶︵手を振る交通巡査︶︵忙しく切符を切る電車の車掌︶︵病人を

−

手術する御鍔者さん着議嬬︶ ︵金を算へて渡す銀行員︶︒︵スタンプを押す郵便局ロｇｏ︵締切間際の忙しい新聞耐の細職部︶
文字場︑動き出した輪韓機︒

︵繰兵場︶滝野中尉が指揮刀を擁って中隊教練をやって居ます︒

解職願を書き経った庄二郎は︑机隣の砿員の肩をポント叩いてそれを見せるｏ

﹃畢士梯が月給七十回で蟻のやうに稼いじゃ居られないよ︒僕は今度輸出映識の撮影を始めるんだ﹄

昂然と事務卓を離れた彼は︑課長の前へ進んで僻表を差出し︑驚いたやうに取上げるのを尻目にかけて宝を出ましたが

タィプライタァを打２﹂居た娘の一人が後を追って廊下へ出て来ると手を握って

卜︽﹄

﹃それぢや今月末から溝をスターとして愈為扱影を始めるからね︒川意して呉れ給へ︒報酬は此含斌の三倍はあげる

と威勢よく云放ってヱレペーターに乗りました︒断髪洋装霞の其娘は︑外幽人みたいに手を振て別れの笑顔を典へます︒

第四巻
庄吉の志した利廻りの臭大旗仕覗と一鳶のは株の霞賞ｌ投機でした︒

しゃれた雛の家から仲に乗て彼は出かけます︒玄開まで雪子が逢って出ます︒
賑やか左街灸を通って彼の仲の行先は株式取引所です︒
煮えかへるやうた場の畷き︒

庄吉は再び仲に乗て附近の株式店の一つに這入ります︒店員に何やら話しますと世僻笑ひをし乍ら書きつける︒

﹃あの株ですか︒流石に目が高い︒あれたらはづれこうありません︑大丈夫あたりますよ﹄
誘擦金を沸って彼は又伸に乗ります︒今度降りたのは大劇場の前茶屋ｏ

砿謡筋北恥二家族二一七
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映鑑筋謹二家族三八
桟敷に通ると雪子が居ります︒
﹃いま︑二幕目が経ったととよ﹄
成程幕が下りて居る︒

貸スタヂオのライトの下に︑洋舘ペラングのセットで庄二郎はメガホンを手にして︑ラブシーンの撮影をやって居ます

例のタイピストがヒロインです︒庄二郎は主役の二枚目役をも勤めて居るので扮装のま上です︒

﹁さあ︑これが最後の場面だ︒西洋人に向くやう︑ウント明るく抱き︿口はなくちゃ：．⁝⁝﹂

メガホンを投げすてた彼は︑劇中の懸の勝利肴と塗って明るい抱き方をします︒

日
方︑
︑故
故郷
郷の
の家では庄太夫が寂しさうに庭を歩いて居ます︒同年配の老いた女中が出て来て
日暮
暮方
﹃旦那様御夕飯．一

と促しますが︑

とことはります︒そして猫も歩き続け乍らそちこち眺めて居るうちに︑源戯の家の明るい燈火に目を留め︑ひきつ降ら

﹃うむ︑まだ摩喰べたくないから﹄

れるやうに門を出て行きます︒源赦の家では親子揃って夕食の膳に就かうとしてるとこなのです︒
老友の姿を見つけた源赦は悦んで迎へました︒
﹃お寂しいでせう︒何にも伽峨けれど一緒に召上ってください﹄

源一も口を添えて庄太夫を膳に就かせ要した︒食事が移ると源蔵は蝿草をのみ乍ら不審をうちます︒

﹃息子さ・んが皆大都命国へ出てるのに︑何故童別さんだけ寂しい思ひとして此虚へ残ってるのだね？﹂
庄太夫は力なく笑って答へます︒

﹃いや息子共が居なくても︑生れ藩ちるとおら此年まで暮して来たあの家を離れるのが厭でね﹄

､

まったくだといふやうに源蔵もうなづきました︒

二寓回の金を注いでやっと出来上がった庄二郎の映議はどこを持ち廻っても一向責れませんでした︒今夜は最後の手段

の招待︑
︑試
試寓
寓曾
倉売
でフイルム商責の種盈巌連中が例の明るい抱擁と場面を見物して居ます︒試罵は経りました︒
﹃どうでせうか﹄

嘆願するやうに庄二郎が集った人為の顔を見上げると︑どの顔も極度の冷笑と澗笑とを浮べて居ます︒

﹃外図は愚か日本だって︑少糞金を貰っても常設館はこんな篇境は映しやしないよ﹄

色

無遠慮を曾衆の一人が皆の恩２Ｌる事をハッキリロに出していいました︒そしてお客様はドヤドヤと怒りと失望に懐え

乍ら頭を抱へて居る庄二部曾輝もせず立ち去って仕舞ひ︑後に残ったのは鳶直の撮影に開係ある俳優や技術者ばかりで
す︒

﹃よく人に恥を掻かしたのね﹄

断髪の主演女優は脇しる︒

﹁僕は約束の給料をまだ半分しか貰ってない︒どうして呉れます﹄
といったのは撮影技師です︒
﹃僕だってさうだ﹄

僕だってさうだ﹄

他の一人︒
一

みな大謹で喚き立てる︒

注二郎はやっと甑を上げました︒凄い程青い︒ズボンのポケットから十回札を一掴み取り出して卓の上に置き︑営座爾

I

ノ︐

金の通帖を上衣のポケットから出して其の上に置きました︒

映謡筋書二家族三九
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﹃俺はもう金ば無いんだ︒今日銀行から引出した最後の金がそれだ︒分けて持つてってくれ給全

さういって頭を押へどっかり椅子に腰を下ろして下を向いたきり口を開きません︒猛り立った人登も流石に潅然と静ま
って共の姿キー見て鵬ます︒

庄吉の家では︑必死の諏付で庄吉が電話にか上って居ます︒かけてよこしたのは株式店のあの店員です︒

﹃まことにお気の毒ですが此瓦落であの株はもう三文の値打もありません︑駄目です﹄

庄吉は恩はず電話機の上に男泣きに泣き伏して仕舞ひました︒雪子が這入って来て心配素に揺り起し課を聞きますと︑
魂の抜けたやうな顔をあげぼんやり咳きます︒

﹃無理矢理お父さんに不動産を寅らした金はもう悉く叩いて仕舞った︒あと一菖園もありや又別の方面で盛り返せる見込
もあるが・・⁝・・・⁝・﹄

間もなく彼は物に態かれたやうに起き上りました︒

●

﹃そうだ︒まだ家屋敷と前川が残って居る︒あれを喪れば一蕗回位にはならう﹄
雪子はだまってソハＪ︑Ｉする夫を見てます︒

数日経って庄太夫は庵吉の手紙寿屋取りました︒内容の一部分は次のやうな文句です︒

私は敗北しました︒しかし今度は吃度勝ちます︒其の軍費に缶や父さんの御許をまた︷卵一存で家屋敷と前田を金に替え麦

した︒私を文圭局億造行使犯人にしないで下さい︑間もなく頂いた金の何倍かを儲けて蒜郷しますからそれ迄為待ち下さい︒

そこ迄読むで庄太夫は顔をあげて今更のやうに自分の家や前の稲田を見廻しましたが︑突然大きく口を開け卒倒して仕

舞ひました︒老卿が見つけて大騒ぎに成り浅野家の人まで駈けつけて介抱しますが中々の重態です︒

第五巻

庄吉
吉は
は単
卓価
の上に一蔑凹の札束券祇み上げ大きい文鎮を重抑にして雪子に話して居ます︒
その日の夜です︒庄
﹃さあこれが最後の一寓回だ﹄

雪子が｜
Ｐ

﹃お父さんに済まないと思ふわ﹄

といふと夫姉は忠は余下を向いて仕舞ひました︒その時案内も無くやつれた顔を首垂れ幽鍾のやうに這入って来たのが

驚いて金を膳さうとした兄の気配に甑をもたげた彼健餓鬼のやうに目を光らしました︒

庄二郎︒

﹃
僕同
同様
様一
一文
文無
無し
しに
に域成
﹃僕
︵ったといって居た癖に︑兄さんはこんなにお金を穿ってるんだね﹄
庄吉はあはてて

一

﹃いやこれは別の金だ﹄

蝿四

．弟は金の方へ懐える手を延ばす︒

﹃僕に牛分ください︒あ宏たは壷父さんから僕の僻も貰ってるんだ︒僕は今本徴に文無しなんだ﹄

︑血相を愛へて突立った兄は札束を掴まうとする弟の手を飢暴に振り排ひました︒
﹃莫迦をいへ・今はやれぬｐ儲けてから小遣ひ位やちう﹄
弟はあざ笑って
﹃あなたが株で術ける柄ですかい︒無くさぬうちに貰って置かう﹄

0

兄は憤怒して弟の横甑を張り飛ばしました︒
﹃きさまの活動篇置こそ何のざまだ︑この金は一文だってやら底いぞ﹄

1

﹃貰はずに澄くものか﹄

映諦筋・謡二家族
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弟は矢庭に双手を札束にかけます︒兄はまた拳を固めて弟を打ちました︑よろめいた庄二郎は金鴎製の大きい文鎮を取

るより早く兄の脳天めがけて三度打ち据えます︒のけぞった庄吉は椅子と一緒にパッタリと倒れる︒隅の方に漂えて湊間
しい活劇を見て居た雪子は
﹃人殺し﹄

と叫ぶ︒

札束を手にしてポッヶッｆ・へ入れやうとして居た庄二郎は﹃人殺し﹄と云曇蜂で急に脅え出し︑目を閉ぢた兄の顔を見
るや紙弊を投げ出して表へ逃げる︒

横町から横町と逃げ廻って居た庄二郎は︑街燈を恐れ暗いところへ走らうとして軍服の人にぶつ衝かりました︒肩を押
へたのは源太郎です︒

﹁どうしたんです庄二郎さん﹂

堤がきれたやうに庄二郎は泣きじやくりして源犬郎の遥しい胸にすがりつきました︒

﹃助けて呉れＩ僕は恐しい悪人だ︒源太郎さんｌ僕は兄を殺したんだ﹄

源太郎は狂気のやうに成て居る幼友達を抱いて落ち着かせやうと努めて居ます︒

雪子の介抱で源吉は我れに返りました︒扶けられて椅子に腰を掛け︑散らばって居る紙幣を不思議で耐らぬやうな眼差
で眺めて居ましたがホット息をして
﹃あ上俺は莫迦だった︑人間の屑だ﹄

と雪子に云ふともなくひとりごとのやうに云ひます︒

庄二郎をつれた庄太郎は玄開へ来て訪なひました︒出て来て雪子に無言で曾輝し庄吉の居る部屋へ這入ります︒庄二郎
も屠所の羊のやうに後へ従ふ︒

アサノ

兄弟は顔を見合せます︒・死んだと思った兄は生きて居る︒欺喜の聾と筆げてペタリと床に座った弟は兄の膝を掴んで
心からの詫言︒

﹁兄さん︑僕が悪かった︒勘忍してください︒あ上よかった︒生きて居る・・⁝．生きて居る！﹄

兄は弟を立たせて確かりと抱きます︒二人とも泣いて居る︒

﹃お前より俺の方が悪いんだ︒お父さんはどうしてるか︒この金は恐しい金なんだ﹄
庄吉が金の性質を語ってると電報が配達されました︒

ショウダュウサマキトクスグコイ・

とあります︒

それから日数が経って健康の恢復した庄太夫は︑息壬一人にかこまれ濡縁に腰を掛けて話をして居ます︒庄吉は泥のつ
いた野良清物︒庄二郎は洋服で州子を手に持って居ます︒父は

﹃買手が分った人なので屋敷と前川の買戻しが出来こんな嬉しい事は無いな﹄
庄吉はうなづいて鍬を弄る︒

﹃財産は勘くなりましたが︑此上お父さんに心配はかけません︒勉弧して一人前の百姓に左りますから：⁝⁝・﹄
楽しさうに笑ふ︒

親子その時下の道路から軍服の源太郎が呼ぶ︒
﹃汽車に遅れる︒早く行かう庄二郎君！﹂

1

庄二郎は立ち上がった︒

映許筋沓二家族
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機機
嫌嫌
よよ
うう
︒︒僕も今度は心から勤彦倹な生活に這入ります︒もう心配はかけません﹄
Ｊ

四

﹁﹄

小瀕
牢護刺時代の俳薮惑溺群が︑

蕪して支亜崇奔の晒桝に隅り
西方浄土に城がれて日本を以
て泌土粟粒の下幽と卑し比︑

｜徳川時代の一部の儒畢者が支
那か聖人の画と崇め︑白幽走

たりし如斗﹄は其現ばれである

東夷禽獣の関と辱しあて得々

叉明治の一初年に於ける欧化主

中其甚しきものであった︒

蕊的西洋崇奔蝋想の如きは就
現代に於ても此不見識な非
ろとはいへない︒畢界に於て

閏民の精祁は決して衰へて居
は西洋の畢者の説であれば無
日常生活に於ては無意義に．欧

批州に雷同する習性があり
風ル模倣すみ風は潜々として
上下に張って居る︑小兇の父
級を呼ぶに英語走川ゐＬむる

如く︑自閏語か州ゐずして何
剛語か川ゆろ如き︑其事箕ぱ

等の用もなき所に無意味に外

些々たる事の様であるが︑共

そ

紙
を蝋綴織鮒獅』:繊副鮒購畿湖卜
じあて他人越誤余良人が性て頃よと園所保、者毛れらI

雛蕊職職髪職湖

Ｉ
一割垂
我国民の愛国心
丈躍源士清原貞雄
古来日本人は愛閣心に富ん
で居るものとして自他共に之
延認あて居ろ︒文永弘安の蒙

古襲来の際︑日清戦零︑日露
て圃民の示した愛園心は誠に

戦黍等︑剛家非常の際に噛っ
壮烈なるものがあって︑我幽
二千線年間完全に剛鵠と叫戚
とを雌って来衣のば一は此幽
民の弧烈なろ愛蝋心に依るも
のである︒

然るに他の一方に於ては日

本人の有って居る一の峡鮎は
其畢ぶ所に淫して自主的精榊
走喪・宍する審癖ある事であ
るく州裁の輸入せられた峠に
剛民の一部が陥唐の文化に肢

−

5

−

；￨

ら屑のと槻ら篭外に斯が不tlりい民裳持今流嬢ぽい糖｜
うる日．接むれの人封の談良のもふ丈でし少のひとも融I
か多本近抱な僻がす如ら外新大事化もてし態ていのに｜,

職脇そ蝶龍離合騨灘ルド蝿謹嬬｜

ｕ︲

所の寿瀧屋︲図褒糎念全然銚

働器悲煽動して私服か肥やす

如して只我利我慾か事とする
霞業家・此等の徒篭の如何に

︵采校殺意︶

言行一護手歳不滅

その耕果はどうであ言ｈう︑そ一用意かしてゐられれことか恩

如Ｉきことがあうたとしたら︑一撃一動かなきろＬ上に︐此の

の人の利害の妨げとなり︐甚一ひ︑振り返って自分自身を

禰津先生は子弟に海へて

恥殺す祁に賂らしむろことＬ｜﹁多く剛へきて瀞ぱし斗丸閲き

し吾はその人の家か亡ぼし身一ろと誠に術塊に堪へぬ︒

﹁言行一蕊千歳不滅﹂と申され

て其の怖を和し︐理否を説い一みてその総走行へぱ則弓悔寡

法堅博士林毅陸

いふのではない︐反面目に図

躯げて斯の如きものであると

れ・不用意に礎し液一言︒無

より立ちのかしめて︑生涯恥一の中に在り︒﹂１１と論語雁亦

れことが︑瀧には其人心迷路一し言尤寡く行悔寡ければ緑そ

多き事であらう︒勿論剛民か

か愛するもの︑凹乃愛ふろも

及ぼす所の影禅は決して小さ

頓着に行った一行でも︑その
くない︑天下後世に及び幾千

菰まノｒ︑人と面接し溌言以一寡し︑多く見て鶏きた脚き仮

値みてその除為言へぼ則ち尤

の堅笈な思想を以て閣家の篤

もなろのであろ︒

功に謡して居るものは決して
少いとは忠ばない︒然しなが

幸祁恥招かしむろこともある一寡き恥言ひその悔寡きな行う

安くし︑除慶韮子孫に造Ｌｂｌろが︑派洋先生の如きぱ班に
瀧百年の久しき︑幾百千人の一多く剛き︑多く見てそ峰尤

吾々家に居り︑慨に虚するの−た方である︒先生は尤媒きか

溌茂の祁祁の本か醸すこと二

主人の一笑が家人か悦ばし

一笑一議である︒決して等閑一の閣民全燈心して経蒋人士ら

際︑つ坐しむくきば一言一行一言ひ梅寡含か行うて︐新日本

ら今岡我図の事術は︑殊に叫

め︑妻女の一議が良人の心韮

なるろといふのである︒

揃ましめろ︒長者の一言が後

際的で︑無調的で︐未曾有の

事を忠ふ峠︑個念一人の非愛

ぱ巾︐して居られろ︒

にしてはならぬ︒と祁深先生一しあ士いのであつ丈︒一澱その

て雌涯の交際か誤り︒一物の

となる︒一席の不愉快よりし

して恋職力闘され︑多く斗言一一のでばなく町人に育て上げ誰

先生は新日本飛設の勇士と一はお役人に人恥育てあげたい

剛歩多雄の秋に際命して居る

閲者の存在する事すらも筒今

行が智蝋利鈍た噺する測簸器

誰の方向恥左右し︑少年の一

一切の利鋪一切の光柴す・へて

禰︑一切の自由一切の快築・

得喪よりして人品の高卑を表

ひ多くか行はれた方である︒｜いのである︒

中に在り﹄と論語に左ろのは

とる鵬ふのである︒一切の幸

日の我幽に取っては鑑津過ぎ

此等ば岡家が鯉粂であって始

白する︒一言二打︑その羅響

︲︲●

れろ意味であるが︑而譲先生

知行にありつけるお役人にな

めて得る所の鯛民の権利であ

Ｆ

の及ぶ所は︑識に髄大である

その方が一言一句か篤し︑一

一

る事悲吾人は一日も忘れては

一言︑他人の瀧密悲漏すが

四五
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思潮小狐
ＤｂＩＤＧ■Ｉ

ならないと恩ふのである︑︶
ｈｐ﹄■Ｌ卜叱︲Ｌ０口

1

、

弓

思潮小凝

は箸流し姿で教城にも起れれ

ろ寓嵐に現ほれた様に︑先生

慶曜義塾の講堂に掲げてゐ

るといふ旅情たもってゐられ

ある︑言行一壷千歳不滅であ

下礎世の澗祁な澱する根木で

も動かれない︒一言一行一か天

ばれることば誰が何といって

承知されぬ︒一犬ぴ決して行

が悪いのだ﹂といふけれども

つけた様で却って愛らしいと

人李の歯の黒いのはおハグロ

く歯の黒いのは世間も笑ふが

人妻になった︒乙女の照がな

談が起って二十歳そこノー︑で

った︒然るに刷らずも良い縁

でゆく︑いれｊ︑しい姿であ

の事箪か見ろ︒言行一愛千不

概して人間の言行に由来する

その到来に遅速遠近↑そあれ

からず︒

言一行一笑一銀Ｊ雪︑等閑にすぺ

﹁家に脈．り価に庭するに︑一

が︑それが何になる︒君は欧

それと改雁されるやうなこと

角いつ丈からといって︑おい

ろ先生であるから︑人が兎や

らぬ︑わざ？︲︑落す人も少く

人は見ろ④眉ないのも苦にな

恨む↑へき﹄︑″のある起瓶砿する

先生の﹄夙語昨鑑み今日特に

不滅といふも可なり﹂我灯口

され衣ことがある︒ある金持

先生ばかういふ面白い話走

人の言葉で自分の言行を二三

れろことになる︒口さがない

たことがそのま上羨農しがら

褒めそやされろ︒恥しめられ

次節である︒︵稗の生活︶

欧米の知識進仕

たことが今は却って世話女房

人から笑はれ自分も恥しがつ

服がいけなければ洋畢←いけ

ちが愛らしい女子をもった︑

たるにふきはしく︑美しいと

ない↓僕はアメリカで七八年

掌中の玉のやうに大事に育て

蝿が手とする足をする

やれ打つな

母の踊るや門の月

泣くなとて

相見互の渡鳥

喧嘩すな

×

︑ない︒どうであらう︑曾ては

入れて御圃に奉公してゐろの

米で蝿弧し

はないのである︒

何が残乃︒胴耀の今Ｈあろば

も騨側して飾って御剛に奉公

にしてどうなるか︒一言一行

洋畢のおかげではないか︑洋

して居ろ︑誰服心着て居るが

の及ぶ所の影響恥思ふものは

づみな言行︸小する様なことが

れ︑段々大きくなって嫁入り

あってはならぬ︐と先生は自

心は日本人である︒洋服起着

ロキ塗つ士様である︑筒その

徒．ｈに人の口に乗り︑かろば

上に大事な眉がない︑親達は

られ衣のである︒

ら︐沙信じ人にも信ぜしいてゐ

哀きうに糊が鼠黒けでおハン
菩雲ないからといって何になる

悪業の報だといって恥しがり

、ー／

してもい聖頃になった︐が可

西洋の丈化怨買ひ入れて日本

悲しがる︒その子も段之沈ん

茶

るがい坐︒一人や二人洋服恥

の文化の一開拓に力走入れてゐ

■■■■

ていけなければ政府で禁止す

ろ飛ぢやないか洋服を着て何

×

へ

◇

だ︲禰浄から洋畢か取ったら

一﹁人間世界の澗脇︑

服３着●ず︑金畔計もさげない
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た︒友人が之悲見て﹁君ば洋
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祇

語

鋒

さうもしてやろ︑白分ならかういふこと心す

み込んでゐろやうに思ふ︒かうもしてやる︑

むぅ﹄とある

若い頃からこの句が私の心に泌

古人の句に﹃鹿く許して旅すこと薄吾は恨

である︒

謀．．⁝﹄云々と云ふのがあ乃塞卜面白い句

愁寂々屑難︑信歩行来皆坦道︑露天州下非人

王陽明の詩に﹃智者不燕噺仁者不憂︐溝胡

吾人が世に虚して肢も心細く感ずる事は︑

ると自慢したり︑暴言し放りしても︑賀行が

やうに恩ふ︲即弓人の非か．畢ぴつ上あるやう

な熟がしないこと←ない︒偉い人でも必ず峡
人間の生活から光りが消えはしないか︒

鮎はある︒その映黙のみ拾ってゐれ側には︑

これに反して人の美鮎か認め︑これを筆ぴ
これを自己の蓋ひとして行く時︑吾々の生活
は美はしいちのになって行く︒偉人崇拝や宗
教心も一面かうしたところから生するやうに

何時も呑斌であり︑無渠である︒

従って不平がない︒心にわだかまりないから

へて・どんな遡境に好かれても楯足してゐろ︒

結果悲来すことも常然であらう︒私ば斯う考

浦足し現在に忠黄なる場合ば︑それ相常な

る︒寧ろ喜んで受くべきではないか︒現在に

儲恥のなった︑になつ丈のではない︒結果た見て
ｆ︲から心配してもそれ﹄一そ後悔先に立たずであ

足燕は原因があって結果心生ずるのである︒預

一内々満足の二字恥以て世に虚して来た︒凡そ物

私は怖芯い誌であるが宗教を持たない︒只

して居るのであらう心

し得ない︒信仰の槻念の起るのも姓から出賎

りして縄てが不安であって︑皇に朝に夕を期

不・安の二字であらうと忠ふ︑日常の茶飯事よ

員は何事にも迦川される○

潅伴ばなけ．れぱ過ぢの因となり︑ま・側︲志恨の標

満

識となる︒犬に慎まなければならぬ︒このこと
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次には人の美鮎か認あて︑みだりに人の非

非のみか嘆き歩くが如きは妓も下等な人桁の

を繋げることか恨みたいと努めて来仁．人の
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今日の日本函民の状態走考へると︑敗入の範

人は其の分に安んする事が大事だと思ふ︺

ですが僕は彼の﹃誰人事而待天﹄の古語か思

困難に際念して苦悶することば稀ではないの

天

あるば自分ながら深く恥ぢ且つ不安恥感ずる

如き思想や利害に囚ばれて常規を遜すろこと

れません唯僕等の如き凡俗はこの法則に惇る

いのでいば萱自己瀧足の敬語に霊きるかも知

遅雌錨嘩録函壷趣訓騨鱈呼雑皿輯峨畦蝿唖砿唾

修養によって其列噺を誤らないこと走心懸け

津知れませんがこれは致し方ぼないの至勤．唯

勿論自分の列噺で他から見て正畿でないかも

待河きであると忠ふのです︒正義と信ずることは

事蝉いと信じます従ってか坐る場合には︑自分の
而正義と信ずる所に従って最善の努力をなすべ

侭︾州融砕︾岬州岬砕︾湘醍魂需銅剖垂鍵卵︾秘

帝・へき事恥教へてゐろのですが︑これば日分に

ぺき結果老比較して︑其の利益ある力な選ぶ

僕等の研究してゐろ縄澗堅では︑毎も生ず

止めないのです︒

圃で生活をしてゐろ人が推だ少い︒是れは欧
羅巴大戦後の世界を通じての現象であり︒壮

ひ浮ぺて︑自分の力で厩し得る事丈けば周す
が︑夫れで如何なる結果宅招来するかは心に

催等の如き卒凡なものが︑鹿世上稲ぞなる

両

ことは稀でないことを自白せざる韮得ません
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声

画

曾の病気である︒此の虚柴生活は嘘の多い生

祁濡であり︑内心空虚な︑不愉快な︐陰赫な生
銀活である︒之れに引き祥へて嘘の無い生活は
獅胸に何等の噸まり汁く︲恰も一片の白雲もな

の言葉を私は痛切に感ずる次第である︒

即角牧入遡上の生活たしてばならぬと云ふこ

昔から﹃人は其の分に安んぜよ﹄と数へてゐろ

上ば︐日本の縄潜界ば建て商ろものではない

助立て坐除叩あると恩ふ︒今日の無済界の妖態
も剛民各人が︑此の虎鰯の生活韮改めない以

之の縄済界の好景気が閏民に稲ひし衣か奉読捺

準せないと一葦状態から割出すと︑如何に過去

よ︸痛感する︒休業銀行から金悲借りて居って返

二て居る開係から︑今日の此悲しむべき世相を

ん
ぜ井私ば今日の行詰った細済上のあと始末をし

安識準訴認誕郵咋弊衣韮纏ふてゐても阿禰陀の御

に諦身の何虎からとも証く義散する爽快の気でぁ

分織ぃ紺碧の秋の空の様であって・愉悦の楠が瓶
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子女の善導法
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辰五

臆たら

他へ出てはその反動としていたづらを働きます︒家

つ

これから子供を叱らずして︑善良に導くべきこと

叩もふり﹃わん

げんかく

こ琴もぼんしやう

ではかしこまって︐おとなしくしてゐるから︑親は

﹃︑一垂ご

くわＡげん

︑︽ｂ︑施し壬〆

げせずｊ

またかてい

しりぞ

げんかく

祇今つ

けういゅｔ

おやめ

となしくして居れば︐それでよいものとして︑裏面

とはできません︒挿営親なり教師なりの眼の前でお

居る人もありますが︐その説には私共は同意するこ

ゐい︑めん
おい
な
ゐ

必

ぞめ

いのでｂ畢校なりその他の場所に出て列は．他の子
供以上にいたづらをやります・激育もかうなっては

ひづえうおやぐう

ろしくないので御座い裳して・寛巌その中庸を得る

駄目です︒中には厳格なる教育をよろしいといって

げんか〃︑こぢもへうりあひばん

寺〃︑

ることが厳格に過ぐるときは︑子供は表裏相反すみＣ
もいしつ

すたに

性質の人︐ｃなり︑誠賓の穂を敏く仁至るものであり
Ｊ

ため

げういく

に於てはどういふことぞ為して居るかといふことに
ユニご

舌を出すこ︲とになります︒そして叉︑家庭であまり
異ごう〆︑つ

四九

気がついて居らない潟に︑厳格なる裁育がよいなど

？︲今

ます︒即ち親の前に在っては服従を装ひ︑退いてば

どうい

︑といふこ︲とが必蕊であるのです︒親がその子を過す

遜ぐるはよろしくなく︐叉寛大に過ぐるのも勿論よ

またくい人たい

だけうい〃︑

に就いて︑申述べることに致します︒家庭殺育に致

郎

しましても︐その他の豪激育に致しましても︐厳格に

上

玉

一

一
一
一

よろこんでゐますが︑それはその子供の本性ではな
がくかうばしよにか

邑一さもしら

「

にやかましくしはれますと．窮屈でたまらない潟に
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︐いた

げんかく

くわんげん一つう︒．︽う

子↑︿の華毎導法五○
すけ●うい〃︑

か

と瀞舞った識を潟すに至るのであります︒かく厳格くして︑寛厳中庸を得たる蛾扱を為すことはたし加
︒〃︑いんだい

その度を過ぎた薮育ばよろしくございませんが︑しにでき得るのでありまで︒﹃叱らないならば︒寛大度
芭らろんしつ
いま己

おＥ

ひと

かし寛犬その度を過ぎて︑我が蝿注官てるのは勿論蕊喋礼た敦育となるではないか﹂といふ人が多い︒
よろしくありませぬ・あまりに寛大でありますと︑教育者の中にても．激育率者の中にてもその榛にい

すこ↑

や一り

しん

げん会﹂う

し

こｗ恐
子
供は何でも彼でもいふがままがきくところから︑ふ人がありますが︑私にいはせますならば︑その人
おるざほ
いが．
如何な為所に於てなりとも思ふまる﹄か通るものとし達は︑真に教育上の秘訣を知って居らないのであり
く んげん
し力
わま︑こんじやう
て︑いよ；く︑我が総根性が増長してまゐりまして︑ます︒叱ることなくして寛蝿その中庸を得るといふ
いかところ
少しなりとも．自己め思ふ通りにならないと︑怒り所に．激育上の大切なる秘訣が存するのであります
あんじちから
なやす
易く︑即ち短素性と成り易くなります︒さうなってそれはどうするかといふと．暗示の力によるのいで
あ
うし
︲ちんじ
たにん
は園迂
成い
長ち
しゃ
てう
世彪
に立つにあたっても．他人と衝突しります︒暗示の力などｌ申しましても︑私しが
創始し
んれ︑がい

や一り

くわんだい

いま

たげ

易くなり堂す︒一た注意術をよく研究した人でなくては︑這あ了解は
く．いんけい・

けういく

つろ

︒れうかい

胸け
かういふ鐸
ですから︑騨瀞に過ぎず︑寛大に流恥できますまい︒しかし今こ勢では︑お竹きんも↑や松

零︺

じつけん

れうがい

ずして︑寛巌その中庸雲雲躍鵜毛といふことが教育上大さん斑お鶴さんも︑お蝿さんも︑よく御了解がで
甥であるのですだが︑此中庸といふことは︑賞行ときる榛に頗る李易に話を致しますが︑挿しかし鑑識縦

〃︑今つ

み

らうようを

じつけん

し

ぎこ

なっては︑なか？〜むづかしいのｒ？？きりの一心︑の一二の賓験を見た人でなくては︑よく了解ができ
ぜんくわい
げういくかかていげソいく
口では中庸の必要を説いてゐる敏育家の家庭教育をないかも知れませぬ・前回の講演席上で︑少しばか

じつかうたってい

おほ

おこな

見ましても︑よく中庸を得ては堀韮ないのでありまりの質験をいたしました︒あなたがたがグズＪ１︑ャ
す︒然らば此中庸といふこは︑口先ばかりであってってゐて︑姪かノー出ないものだから︑時間が経つとき
ばら

その中流の資行は到底できないものであるかといふて︑多くの賞験今ど桁ふことはできなかった︒あの時
こ寺魁Ｌか
に︑決してさうではありませぬ︒子供を叱ることな私ができないといへぱいはれた人はできなくなるで
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あるがくしや
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にん
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分り

にん

ね︑

しか

がいたづらであるからは．斯くいって叱らなくては

憧

あた

きる︲といへぱできることになる︒あの時の私の言
けういくｒやう

葉は︑暗示といふのであるのです︒或畢者の如きは
あんじ

ならないと︑十人の中八九人までは思ふのでありま
これ
こんは
すが︑之がよろしくないのです︒こんな言葉では．

﹁識育むこめま︑り暗示を典へないがよい﹂など︐といつ
ひと
あんじま？が

に一ゆつ

けつい

しかしか

こど魁

ちうい

各﹄

賑示となってゐないのであります︒かういふことぞ

あんじ

てゐますが︑その人のいふ暗示は間逢ってゐるので

たびｊｉｌいは肌ると︑子供は反って言ふことを聞か

砂琶弥ら

ア︑一句一昔

脂︶

﹄︸寸︑叩い

かくしんいう

寵し

かんくい

晒

る上に於ては︑大慮る差があるので御座います︒晴

いが如くに恩はれますが︑子供の綜榊に感化を典へ

辛子畝Ｕ

うへだいござ

しませぬ﹂といふのと︑言葉の上では大した差が無

こさば

らやめなさいよ﹂ｌ﹄いふのと﹁こぃからはたしかに

いふものでふり←まで／﹁いたづらをして減いけないか

やうこれあんじ

﹁お前はもうそんないたづらをせないよ．もれは一

まへ

いって叱︐りはいたしませ必・然瓜ぱｂどういふか︑

術を研究Ｉ︶た親や識師でありますとこんなことを

いう

私共がいふ陪示︲ｃは︑同一ではないのです︒そして

ないで︑遂には反抗心をも消し易くなります︒注意

〃︑負三舎．

すべけういく

ため

つひ

それらの人達は︑心理皐者であっても︑叉教育畢者

時の間達であった︑これからは︑たしかにしませぬ

主たげういくがくＬや

であっても︒口先ばかりの心理であり︑口先ばかり
けういく
の激育でありますので︑雌班露蹴といふことが少し
ためまちが
もできないのですから︐それが為に心間連ひも御座
ま傷が一まちが
いまして︑その脇逢った意見をば︑間違ったものと

よ﹂と︐この様にいふのでゐりまして︑之が暗示と

ゐ

けういくじやう
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悟堪ことができないのであります︒凡そ教育には︑
つｂ

あ兜．

④︐し

畷示が頗る必要でございまして︑従来は此階示の力
に職て知って膳る人が無かった溌篤に︑激育上の敬
果もよく現はれることができなかったのであり皇
止か

て砦﹄ぜつ

す︒然るに蹄示の力をよく知ってｂ教育上剛之を州
けういｐく

ふることになります︐と︲適剰なる寛厳その中庸を得

し

一一ご忌台ぴ

だる激一青︐となって︑叱るを要せないのであります︒

のいはれた通りに︑自然とするが如くに導いてゆく

舎杢へ

示といふいは．知らず？Ｉ︑︲に確信を有せしめて︐そ

︾一寺﹄け︒

子供に向って﹁お前はいたづらばかりをしてゐるか

ものであり主今すが︑﹁やめよ﹂とか﹁してはいけない﹂

Ｌかめいれいおや
ら紗よくないのだ︐これからはいたづらをするでは

とかは叱るのでもあり︒命令でもあるので︑親なり

1

おほ

一

ないぞ﹂とは多くの父母の口にする←ころで︒子供
子女の葬嘩法

五

竜

げうし

あつ

子女の奔導法
伽こい

げうぷく

二

寺一一

と難ん

︑弓した

わたくし

で

具ご

●●一画乃

１０千１出御

う

たが

な

裳たふりやうへ妾一

一︺し﹂ロ︑

たにん

︒Ｔうせい

﹄Ｌワ︑

おも雀んやく

たに

けんきう

けついｆ︑かいのひと

ひと

あんじ

︾︺函︶雫︶

けうい〃︑

ひご・弄りやうへ二ざごつＬか

つ毎やう膳かて１字せつう

黒．ういじゆつけん会う

あります︒私が皆様に注意術を研究なさいといふの

け︒うせい

ま烏が

二琴笛しか

しゃ〃︑わ

Ⅲ一つ

矯正しますのも︑畢一霊は暗示の懸用に外ならぬので適切なる婿示を輿へ得るのであります︒︵つぎく︶

正し得るに至るのであります．私共が人の不良癖を心をよく察するならば︑患う叱るぞ要せず︑そして
う

ならば︑善良なる裁育︲となり︑叉不良癖などをも︑矯して見てゐるから小言をもいひたくなるが︑子供の

ぜんりやう

正し得るに至るのであり坐ｘす︒私共が人の不良癖をノピー︑と育て上げる決心と畳悟とがなくてはなり
あんじおうよう
？うせい
矯正し妾すにも︑畢一党は暗示の雁用をいたしまするませぬ︒子供の心をよく察することなくして大人と
強い

って来て︑後には手のっけ様も︽惨くなってきますが︑て﹁篭不などは何だい﹂と︑むやみに子供を叱って
舞うよう
あんじ
胴示の必要をよく知って︑之を雁用いたしまするなさへ居れば︑それがよい教育だとしてゐるので賞に
きた・ずりやうへ昔げうきかた７が︑ 二淫も
ぜんリやう
らば︑善良なる激育となり︑叉不良癖などをも︑矯お燕め毒至極な方々であります・子供を叱らずして
廿一

も之によって生するに至るのであｈます︒識育界切凶飲むがよい﹂など︑いってゐる人も︑ないではぁ
人でありながら︑此瞳不の力といふことを少しも知りませぬ︒畢寛きういふ人ば︑環に子供の教育ｉとい
ゑ寺ｊく１まがこ・ろ
ナめ
．が？こ
らない人が悩最大数である潟に︑子供の心は盆々曲ふことに︑心を用ひて居らない人であります︒そし

しやう

際に淡て鴬すぎ笹得叉止むるを得るに至り︑猫立の力ば﹁そんなことを研究する時間があるものか︑酒で

おい

自分はかく︐１１のことは止め得らる苫﹂︲と信じて︑賞を考へて．知らぬ振りをしてゐる人が少くなく︑沖に

恥し叩みりん

識くなり︑﹁自分はこれｊＩｌのことは潟し得られる層に立つか﹂などと︑何も知らない頭で︑間違ったこと

つ工

︒やえ一︲やか人が・ぬひと

るに脹示がその度重さなるに従って︑子供の確信が如くに思ひ一︲何だつまら唾い︑﹁そんなことが︑側の役

あんじ

す︒一時はそのいふことを聞いて畷鋤長くはつぎ史ヅ︑他人の性癖溌も矯正しなさぃ耐それがやがては吐曾
かんいこ・︑か
めいれい
その命令がたびｊＩ１になり畠蒋と︐うるさく感じて圃家に盆を典ふることになるのであるといふので
途にば反抗心を有ずるに至り易いのであります︒然す︒然るに斯くは申しましてもさながら︑他山の石の

じ

議師なりの熱一力で厩︐してゆくことになるのであｈまは膳家庭なり畢校なりの教育を善良にして︑進んでは

五

ｌ︲

Ｆ﹂

風催及国民道徳上の上より新政薫の黛名軽排す

玉忠善

総唱し︑又或はクロポトキン風民怖を異にする我図に於

スをⅢ逃し︑或はレーニンを自己畢究の参考は扱争世き︑図

のを一瞥するに︑或はマルクく︑従って往為随喜流仰の除

る︑所謂る祉禽改造術なるもるときは︑得て之に心酔し易

近年︑我が思想界に横流す一朝西人の新説奇端に遭遇す

期が︑あらうかと恩ふのであ

等は早晩︑其の家を答くの時

間速ひがあるのであるから是

其の思想の根本に於て︑巳に

て居るとか﹂兎も角も先づ︑

己れと画家とを︑別物と考へ

に反抗して︑己れの利往を剛

群は︑機曾さへあれば︑飛主

のを利益と鱒す者︑人民なる

角︑人民を座へて︑苦しめる

於ては︑﹁君主といふ者は︑兎

概して申せば︑西洋諸図に

倉員

に共鳴するとか︑何れにしてて︑直に麓吐曾の賞行に︑弧

ります︒

其の焼直したるに過ぎない様是等の中には︑又往を幽家を
であります︒而して是等の恩否認し︑其の甚しきに至りて

其の催の請賓りなるか︑勝又があるのであります︒而も

の虞相に通じないで︑只︑聯
呑的に︑外来思想に力プレ

ないのに︑悲い哉︑内外凶怖

思想は︑絶封に超らう筈が

有する我因に於ては︑斯様の

殊に︑蕗図無比の図偶を

其れで両洋の思想︑西洋の

り︑西洋の歴史は呪み合ひの

の祉含は晩み合ひの肺曾であ

歴史であるので︑謂ほど西洋

洋諸凹の︑一般的図情であり

老へられて居る︒是れが︑西

らうとする者︒﹂斯ういふ風に

も︑大凡そ是等の︑西洋思想いんとするの態度に出づる群

想は︑単叩畢説として︑単術は︑世の所諮る︑反剛僻的気
研究の賛料たるの鮎に於ては分と帯ぶる者さへ︑あるので
何れも和倣の慨仙を布する事あります︒

ろ者には︑得て︑此の極の思

単問︑西洋の文明︑西洋の道

五三

徳︑処等が叉何となく皆封抗

歴史であります︒

け勿論でありませう︒併しな併し︑是等の人乏の多くは

想家を生じ易いのでありま
す︒

がら︑近時に於ける稚阿畢考﹁人は生れながら自巾である
の通弊として︑動もすれば︑とか︑或は平等であるとか︒
阿髄及凋民遁徳上の土より新欺燃の蹴名か排す

1

児

､

︻叩︼

人民の利益は直に御自分の利

ことを﹁大御賓﹂と秘せられ︑

を懐かせたまひ︑尚又人民の

には自然に左の如き︑三大催

るのであります︒此の大御言

心﹂であると︒斯様に護解す

最も寵はしき︑最も尊き道徳

五四

茶であるとせられて居るので

函燈及闘民遊想上の上より新政蕊の蕊宕を排す

のは必然の勢ひであり表せ前申した様な︑冷淡無精の呪
う︒殊に意斗なるは︑博愛卒み合ひの耽含︑晩み合ひの歴

的︑反目的色彩を帯びて居為ます︒是れといふのも矢張り

等を以て其の本領とする宗教史が旅んだ必然の献含皿繍篭

件が︑伴ふて居るのでありま

意義があるので︑其の御治雌

りますけれども︑賃に大なる

が︑此の大御言は簡単ではあ

の謂主には不自然の言葉たる

第三︑此の言葉は我団以外

に識せる事︒

我一鵠︑仁の極致︑此の一言

して自然に君主の言葉である

第一︑其の意義至大至美に

す︒

あります︒

民の常むは朕の術むなり

知の通り︑

仁徳天皇は諸飛の能く御承

でさへも︑西洋に於ては︑其ありませう︒

の博愛が封抗的博愛であり︑然るに聯って我が建図以来
其の平等が反抗的平等であるの雁史を以て如上の事賃と比
だから西洋の献含では︑此せう︒我幽に於ては衝に数千
の冷やかた肱命的気分を塾ふ年といふ氷い間︑君主が純然

の燦然たるものと州待って我

のであります︒較したならば︑どうでありま

るが篤に﹁椛利と義務との訓たる専制の政治を執らせられ

が皇剛●史上に︑寓丈の光彩を

を兎かれ得ざる事︒

私は此の大御言を﹁渦主的

いつくしみこそ基なりけれ

千葛の民の心ををさむるも

明治天皇御製

謹樺するのであります︒

私は︑斯様に拝讃し斯様に

第二︑自然の謹露にして人

事︒

和を車んする﹂と︑いふ事がたけれども︑其の間に於て西
道徳の根本思想と成って居る洋の君主の様な人民を雌へる
事は︑諾君の御承知の通りでのを以て︑利益とせられた事

の大御言によりて︑御歴代の

放って居るのであります︒此

と︑仰せられたのであります

あります︒併し此の椛利義務賃は︑只の一度も無いのみな

一貫せる有り難き尊き御聖旨

の道徳では︑到底人間に源からす御歴代の天皇は︑いづ
味は生じ得ないのでありまれも︑御租先の至聖至教の御

が殊に好く窺はれるのであり

他に譲らないのが正義であせられて﹁天皇は人民の慈父

人格の自然の閃めきとして︑

ます︒

り︑公正であると︑斯う一般であらねばならぬ﹂といふ︑

世界人文史上に溌揮せられた

す︒そこで其の椛利の主張と遥勅と︑至仁至徳の御這訓と
いふ場合になると︑一歩一だもを︑逐次顛油だも︑春登服暦

的に思惟されて居る様であり資に尊い︑有り難い︑御信仰

が同胞の間に︑﹁大和魂﹂が激害互に和反し︑上下封抗︑話が少し検迩に逸れる様で

妻せられるのであるから︑我一︑西洋の歴史は︑君民の利たい重なる諸鮎であります︒

心を次で︑恒に我誉図民に脇へ様と恩ひます︒先づ是等が私の比較して見

得ないのであります︒建国の．けれども︑今之を更に封照的であり︒我図は世界唯一の
初より御歴代︑皆斯様の大御に列畢すれば大要五の如く譜徳治図である︒

て︑只管ら感激し奉らざるを西剛怖の或る群に過ぎません・五︑西洋各図は凡べて法満幽

明であり︒我幽の文明は仁
いひ︑仁徳天皇の大御言とりませう︒
いひ︑何れも至仁至公の君以上︑述べ来れる所は私の慈報恩を以て本義とする温
主的御聖徳の自然の流露とし近小なる史眼に映じたる︑東かい文明である︒

と︑ありますが︑此の御製と．既往の史賞の諸明する所であ以て根抵とする冷やかな文

政煎名問題﹂であります︒

は即ち本拙稲の題目たる﹁新

れて居るのであります︒其れ

題が私の眼前に︑突き付けら．

ら︑昨今此の種の問題で︑私

する者であります︒併しなが

勢の虞相に通じ得ざる︑軽桃

的思想の如きは︑畢寛是れ自

和魂﹂とは︑畢党是れ至公至相一致し忠孝川師君民一家即ち

ませんが︑私は左記二様に解

種々の意味があらうかも知れ

外来の新熟紬で︑之には或は

﹁民政﹂なる言葉は︑無揃︑

には雌帆する事の出来ない問

浮燕の懸劣思想として︑一蹴

他双方の歴史に疎く︑内外大

︒成せられるのは︑人怖の自然君民反目の歴史であり︒我はありますけれども︑私には
と譜ふくきでありませう︒﹁大ゞ図の歴史は君民の利害恒に平生︑三つの楽観があります

正の仁政徳治に浴して︑民心の歴史である︒第一︑性を人間に享け得た

抑たる古今一貫の大御心は︑感激の歴史である︒第三︑明治の聖代に通過す

瀧畢無識の私にはこれ以外

味するもの

鋪二︑単に民意の貫徹と意

るもの

第一︑主椛の所在を意味す

するのであります︒

の満足を超越した︑感激の至二︑西洋の歴史は︑概して図ろ事
附に外ならぬのであります︒民不平不満の歴史であり︒弟二︑生れて日本図民たる

恨令へ憲法や法律に定めがあ三︑西洋の文明は法理的物質ろを柵たる副
らうがあるまいが︑必ず永速的文明であり︒我図の文明甚だ簡単ながら︑是れが私

に意味があらうとは恩へませ

而して︑此の仁政徳倫の大精・我図の歴史は全然剛氏感謝を得たる事

に無窮に所謂る天壌と共に愛は道義的精祁的文明であるの人生槻の全部であります︒

五五

らないといふ事は︑永い為兵四︑西洋の文明は椛利義務をそこで私は世の所謂る反一国船
団畿及剛民弛徳上の上より新政蕪の黛名九排す

1

折村川氏が鷺疑の一たる﹁新政

んとするの今日民政の二字断じ

室中心主義的忠想の日装月退せ

五六

戦の名群﹂に就てば小生に於て

閏篭及醐民道徳上の上より新政猟の黛名恥排す

ん︒．而して此の言葉本来の意今Ⅲ此際斯ろ封抗的︑反側的

て御強慮御撤回相成候様誠意あ

る御霊擁の職切にノー御願申上

１︐乍薩鮮曹りす懸念罷在候虚に

然るに其後巳に︑二ケ月齢

候恐怪頓首

御雌候︑元来剛民な離れて剛家

無く脚家か離れて剛比無ければ

敢て民政上解するも何搾妨無き

疑的に感ずる所の意義は皇室

を経過せるも︑何等の回信に

にあらずして︑第二義である鮎より見るも︑資に不庭面目
べ費を疑はぬのであります︒不謹槙の甚しきものと謂はね
ところが︑君民上下の利害相ばならぬ︒私が岡鰐及び園民
反するを以て普通とする︑彼逆徳の上より︑新黛名の撤回
の西洋の献曾に於てはいざを絶叫する所以は︑資に此に

中心主義の思想と納墜相容れざ

に似たりとは申試︾荷も皇室中

知らず︑既往も将来も︑どこ存するのであります︒

ろもの有之若し此語をして日常

した如くに私の誠をぱ客るＬ

惟ふに︑私が最初に略ば諜測

問に於てば民政の二字頗る穣髄

峡くの嫌歴然たるもの有之候様

月中旬に入るや︑更に本拙穂

ども︑特に返信用の篇め封中

を寄せて再び回答藍促したれ

せる郵券の淡牧的損粍を被り

の誰裁︑若しくは誠意が無い

たる外何等獲る所なかった︒

果か招致せすんぱ止まざるの虞

のであらう︒兎角︑昨今の政

被存候殊に此の二字走諏んで直

も涛明にも接しないから︑八

迄も君民利害を一にし︑何事私は新政蕪の幹部に知人が

必ずや故意ら我良民を誤るの結

国民の口に慣れしむろに至らぱ

心主義乃奉する我々大和民族の

も君民一致を要すべき︑此のあるの遼幸として︑去る五月

の意味する所は︑必ず第一義にも叫を怪事にして︑何れの

りませう︒併し私は彼の黛名て振り鴎すに至っては︑如何

義の政治を意味するものであと馬し︑以て之を天下に向つ

味は無論︑第一義に存するの色彩の最も濃厚なる文字を選
で︑所謂る民主糞義︑民本主んで︑最も意義あるべき薫名

〆

我幽の嗣民にして︑故さらに廿日附駈以て或る二名に宛て

ある様にも被存候此鮎に就てば

の西洋の調抗的︑反目的献脅

一鍔﹁民政﹂なるものは︑彼

にするが如きは平気である︒

し︑非を途げる事や人を馬鹿

界では往々置剥の問題を軽覗

猫り民意の貫徹のみを主張しＬ左記の手翰を寄せたのであ

し中らずと難も不遼とせす皇

ろぺからすと存候生等の愚見若

︑

事も総て皇室中心主義とならざ

我固鵠にして鰯がする限りは何

様宛暴誹致羅候庭に有之候荷も

既に同志金子氷哉翁よりも若槻

高唱するが如き態度に出づります︒要は黛名撤回の勧告

手翰篤農丈其侭︶

るは︑絶封に恨むべきものとであります︒
恩ふのであります︒況んや︑

思想善導の責任を分たればな

らぬ大政薫にして︑国民思想拝啓昨夜は多勢の中にて充分の
の混凱︑殆ど其の極に達せる御挨拶も申上兼弧失憩代候︑其

の精華も唯此一難に外ならぬ之を要するに︑﹁民政﹂なる

あります︒誇るべき我が幽鰐れぬのでありませう︒

島国民の至幸至臓とするのでき︑一大危随思想たるを苑か

責現を必要とせざるのを︑我る最も悪むくき︑最も虞るべ

・未来永劫︑断じて民政などの以て私利私耐を捜にせんとす

ります︒況んや我図に於てはの大暗影を投げ蒲け︑寄って

資現せられ様筈は無いのであ家の備誼の上に︑故さら一種

で︑古今東西︑どこの図にもひ来れる︑上下一致︑君民一

に於て︑大なる矛盾があるのの人怖美として︑数千年来養

ないが︑巳に社の本来の意義れ我盈大和民族が︑世界最高

が産んだ︑単なる理想に過ぎんとする者にして︑目から是

ります︒

回るものと深く信ずるのであ

も断乎として共の存在を容さ

しては似令へ一秒一分たりと

興すべき大政蝋の瀧名など上

しく我が皇図の団政にも参

るは患か︑場合に曲りては親

たる以上は軽共に之を口にす

廷なる大不吉︑大不群の言葉

でありませう︒斯くも明為白

るＨ本人の誰しも直昂する所

是れは寧ろ新政蕪の主義本領

共に蕊切に希望教します而も

満天下の忠良なる同胞誌士と

られん事を本曾省且諸賢並に

一日も速かに新黛名の撤回せ

及び我が国民道徳擁護の鴬に

に超越して大切なる我が幽髄

せ目前の利害や睡きたる感怖

途に馳せ心を民族の将来に寄

如何︑どうか思ひ通園家の前

如何︑蒋︑又其の固姥の現情は

って僻に期待せんとする前途

にも稲ひ又我交が新政燕に向

る所以と信じま・す︒

の一大暗雲をも自から一掃す

私は敢て事を好む者にあら

き傾向に鑑み︑我が政界固有

のであります︒言難は︑前述の如き︑故事来
於て将に︑近く賞施せられんに虚する者の最も忌むべく︑

の鴬套たる其日暮らしの場営

ず︒唯︑現代思想一界の由掩し

とする蒋通選畢・と以一﹂漣暗に艇も速庖すべき言葉たるや︑

り主義と険想挑媛的の愚蒙と

若しや︑我が政界の一隅に膝を有し︑今日の我が思想界

民政資現の先駆︑叉は其の第論を待たぬ︒若しも世の中に

﹁要領﹂並に﹁主︐張﹂の賞践と貫

を誠め以て我が日本弘道曾の

五七

汚す事とせり

れば乍遺憾千蔑単に本誌のみた

せば勢ひ政治問題化するの虞あ

大問題なれざも微を天下雁飛ば

附言本問題は道徳上思想上の重

附言

一歩なるかの如くに弧かし︑我凌大和民族の血液をして︑

徹とを併せ期したいと恩ふの

以て現今五眼霧中の民心を唆或は冷却荘一しめ︑或は撤癖せ

かし︑其の間に乗じて陰然論しめんとする︑恐ろしき言葉

股聡速からず︑巳に其の中

は外あら砲のであります︒

る者あらば︑其れこそ我が良﹁民政﹂なる一語は確かに其の

心を失ふたる某全図の現状は

黛利黛緬の健倖を期せんとすが︑在り得るとすれば︑此の
民を職にし︑我が良民と談ら類に馬すぺきは︑布も常識あ
団照及醐民遁徳止の上﹂︷り新政蝋の蹴弔な排す
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女子部幹事

五八

源子

ふと一同賛成で立上つれ︒紳士は青年に注意６・母堂のお疲ればと見れば埴果して精︑疲れて

でも政略か川ひのかと除りに呆れてしまふ︒其の高峻に鯨き︑昨走靭じて下脈すれば︑昨

て来ますといって狸力二人は去つ犬︒紳士は

く立った︒青年は心から腰を押して呉れろおそれにしても自分よりは年上であり︑常から

巳に登川の純陰がある人で︑我々に種々と注

蔭で梁であつれが︑足弱と蓮連れでは迷惑で心臓が弱いと聞いて居るに︑能く此の胃随に

も親切であつれ︒強力もさ可ですかと止むないと答へられた︒空気が稀薄のたぬであらう︑

です︲なる・へく客丸引止めて勝手な要求をも

して﹁お年寄だから押して上げよと︐ご︾迄見える︒お気分はと尋遡ると︑別に何ともな

と結托して祁々な手段を弄します︒吉副遥は

するものです・宿屋も大方暴利ます︒或は強力

と惜しき別れか告げ犬︒日本橘箱崎の人と閑城韮脱した︒此虚の石室に四十鯵の婦人が顔

細い端ざ︐五歩Ｆ竺憩︑二十歩に一体といつ懇切に介抱して居ろ︒我々一行準顧諭〃﹁お達

狸力は青年の如き押方あせぬので︲其の心しげにして休んで居ろ︒それを老人の弧力が

た態で︑用意のキャラメルャ︑梅干昆布等で者でいらっしゃいますｎ﹂と細き聾でいふ︒

いれがｂ今となってば燈状とても祥けい︺色青ざ齢力なげに雨足を投げ出しｂ呼吸も苦

程少壮なゞ男子連にはそれがふさはしい・・や

渇牢醤しつＬ︑羊腸たる険岨椎峨たる般石︑測儒の術に魂えなかった︒かういふ賎で出す

ん︒汽車排常を買って途中もこういふ畦では

がて弧力は踊って来て﹁矢張り駄目です︑掲

語々嘩心砂喋心踏みしめつも︑辛して六合目茶は︑到旋三杯とば春表れない︒雲走解して

に登つ犬今この遥より項を仰いで︑今更なる飲料に宛てるので止迩得ぬ︒今迩なが角水道

といふ煙紳十は﹁掲示も政略かもしれません
此庭に金延落さうといふのでせう︒﹂こんな鹿

示も出ました︑暴風の見込と＃いてあり裳す

休みません︒成るぺく徹夜で登ります⁝．成

震隙不親切です︐私なんか其の手ぱ喰ひまぜ

あらうと︑遠慮して︒﹂うぞお鋳なくお先へ堪へらろろ・風威は次第に弱って︑桑く危脆の

意かして呉れた︒弧力なんか無責任極裳ろ者

私はそこで先訓莱登つれ人達が一人も返っ

岡

私はそこで東京から此虚説であまり乗物︒つく日見し川口湖や山中湖を始め︲甲斐抑模の都

山

て来ない虚を見ろと登れるに逢ひない︒人が

‑!

ならない︒４︾へお行ける虚迄行き農せうＣとい遠鱒裡にはっきりし穴︒

一ﾕ庭令

めで︑その上只かうして居るのは勿韻なくて市村落︑借ては波涛岬様な甲信の山々が︲望

ー

といふ︒ではこの先に職護所があるから聞い

へ

登ろのにかうして安閑と休息して居られない

承

の水た感謝せずには居ら的ぬ︒亡き母が常に

鯉康はどうであらう︒一︑心不乱に六根涛瀞心

雌雄池如何ともして突破が出来ても︑母・堂の

う・・・：︐昨年方魔寺派管長間宮英重老師が四

三枚授けられた︒之が特等の待遇なのであら

枚でＫ痛み悲疑え雫心︒二枚狸蝋し裳た掛蒲剛

剛洞路韮なされ木賛に泊られ捷呼の指話に︒

﹁親の恩ば返されるがｂ水の恩は返されぬと

に︲もかくの如くお唱へなされと勘・鈍士︑淑か

に笑ばされ欣事も恩ひ常つた︒こんな風で講

戸板を布て包んだ様な蒲閲だったとの形容詞

お伽は清々・・・・と天の紳地の祇に所て︑母堂

雲ば次第に眼下にムグノー︑と贋がって︑綿

な雌雄はとても﹁口に出ませんわ﹂⁝：と此

かく言ひＩ︑しれ事なども恩ひ出され犬・
九砿げた様で端麗な濡士の容姿が次節に齢．態

中や畢生や蛎人迩掻力達と一所に鵠臥すろの

い︒⁝・向分ば再び云ふた﹁それなら御心に

の一語ですから苦労の程は蝿像するに難くな

所

で・とて←安眠は鶴東ない︒苅暗いランプが

反して我等か剛まし︑七合目まで参りませう

恥も岨へて隅りますと：・・跡錐は笑潅含んで

念じて胆︑：・それから叉私が﹁あなれの分

起華して来た︒強力は何と腿ってか︑以前に
といふ︒母堂は男気百倍で登成される︒私も
分困難であつ犬︒職力に腰か押して呉れとい

ありがたうといばれ犬︒私は念力弧く六根満

走取ったが︑御善飯が生識で喉か遡らない︒致

膳部を運ぶ︒母蛍悲起して弧力達と一緒に箸

れの士沈であらう︒御飯が出来れとて強力が

︑鮎じてある︒恐蛍ば熟唾吋︸られろ︒お疲

後れか取ってはならぬと大に変恋し士が︐随

いれがばや日没に近かつ犬︒蝉しや母錐卜も

丈司から典へられ誰眺を食ってお蔭で肌韮

方なく汁だけ吸ってやめた︒蓮華寺さんや大

浄々々と身心不二唯進是箇やつと七合目に着

が︑母堂の指先は水の如くであつれ︒そこで

異映はなかった︒毛糸の手袋絞めて鵬られ士

へぱ︑只帯の泌につかまって．何の力にもな
て︑自分等の群に結びつげて︐母蝋と二人が

らない︒・雫．やがて強力はその三尺帯を解い

犬なんぞの様に繋がれたが︑何等も疲僻を減

ら︐大浦足できも美味机に能く飲み能く食ふ

に眠莱が来祇いｃ只膜目韮綴けて暦仁︒

鮎火ば晴いし横になるより通は虻い︒然し更

凌ぐことが出来仁︒弧力に︲はビールか典へた

に膝擦して上げた石室は可成り隣いが減員悲

．Ｌは姉み恥感ぜられろ奥恐もあれば︑私は徐

呈しれ︒弧力は主姉らしき女房に︑己の客

私は明治四十年以前少しく感ずる虚があっ

嘘火悲擁して畷恥取つれが︑念に火力に符て

も強力はのそｊ︑行くので︑索かれ抜群がた

さんは嚇等犬ぜといって︑何やら密々耳打し

さるのでどんなに助かったか︒：・・そんな時

るんで足恥進め雌い︒寧ろ強力なしでと恩ふ

この因縁に由って夙に譜化された羅宗減郡師

て祁樋に入り︑只替内観的修溝に勉めて居る

じ得なかつ衣︒詩正和筒が畔々腰恥押して下

穏であつれ︒後で聞けば弧力ぼ︑登山者五人

て居ろ︒その内に躯力は席怨とって来て旧﹁さ

からさてば引淑吾今即古川尭弛老師の鮒槌避

或は十人に一人の比例だが︑老蝿の身とて母

みなさい﹂と窓際の比較的好き位遥に荊醐韮

ものばり人に迷惑かかけられても︲恩走仇で

蒙って居ろ︒お蔭で以来此庭十有除年といふ

あお客さん暖まつ汝ら御飯か出来るまでお渡

敷いて呉私北︒素きりバラック式の石室とて

たし

唯床の上に菰を澱き詰めてあるのみ︑蒲幽一

堂の厚意で一人に一人宛伽けられた課であっ
六合三勺六合五勺六合七勺と隙韮逐ふで参

五九

る︒愈登れば愈苦揃走加へる︒併し私はこの
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惜しくもなく︲腹だ比しい事もなく平蕪でよ

ろ向も多々あるやうである︒私は畢問はない

束たが︐嬬徳の潤養に至ってば︑・傾倒し無︑

含均地位牟得て得ととして居る人も筆ｕ川

く眠ら恥乃様梶卜なつれ︒そんな課で私は不相

然し昔の峰問は徳か以て本とし︲今の畢問は

が・撃噺の大切な事は人一倍考へては居ろ︒

毎やγ１ＴＩＰ卜０

功大ので︑今は全く何物もなくなり興脹無一

智を以て本として居るから︑そこで皐間のあ

ら・つ犬雪ｈうと思って居たよ︑：：中々偉い

お蕊さん達はよく番みて来たなあ︐僕逢中か

なあ．・・・あ上も少し震るかなあといって話は

止んだ︒室外では六根清浄々々奄々走唱へな

る膿石か蹄んでぞろ︲Ｊ１この前か一素通りする

がら︑鈴牟振りｊ︑小副原灯提か提げ冗突た

︐けては徳は備らない︒私は徳のない婦人は頼

麗しい女らしい精味が峡けて来る︒情味が峡

除地もない︒その上に蓑だに困難な用所の瞭

したくなったが起き上っても足を踏み入るＬ

から手常されて居たが︑叉少々痛む︑用も足

は邪賓だ︒夕方から少し腹捕がしたので母堂

徹夜で昇るのであらう︒五合目での紳士の話

何時ざいひ知れぬ激に浦ちて眠られない︑そ

も牡愈的地位なくとも︑名雛があがらぬとて

日の如く家族同様の待遇九一うけ〃此の春もラ

りか︑却て迷惑をかけて居ろ︒然万に十年一

御無事でとひたすら禰無籾世昔々奄々々雄彩

の私ぱ又それが心配になる︒どうぞ御無事で

あらうがあまりによく眠られるので．苦努性

母唯はよく熟睡せられろ︒お疲れの周では

●ず跨ぎ︐Ｉ︑漸く戸外に出た︒鼠の闇悩空には梨

を踏み入れる虚がない︒頭といば才胴といば

感謝に堪へい次第である︒立つば衣って４足

て来て呉れろ︒此④祁尚の懇切にも低ざｊ︑

和尚は敏くも凶を隈して︑マッチを以て附い

裁にはホドｉ︑困って・出来る丈辛抱して茄

ヂオさへひいて下され︐今叉少なからぬ費用

款唱する︒そのうちゴホンノ︑と咳が出乃疾

地の如く星ふろぽかりであつれ︒

は正に其人であつれ︒

かかけて︑此の霊雌にお誘ひ下さる︒この御

も︑奥様と呼んで：紙韮上げろと︑手悲州し

徳のある婦人ぱ温みがあふれて懐しい︒母蝋

厚意生みの子にもまさる有難い仕合である︒

て白身で拭ばれる︒叉よく眠る︒周閲も皆白

以来︑私は氏のために識したことがないぽか

斯の人にして斯の母あＷ・で︲尋常一様の婦

月なくもみ空仰げば天つぼし

も設けぬ幸禰に感激し誰︒正次氏と祁識って

人でないｃ今度親←く渡食か共にし︑辛碓詮

ふ︒すると一人ば・二︽だ九昨だｂ制令に暖かだ

川夜船・・・・誰中の一人がⅢな鯉し溌畔だとい

は婦人の致育も進んで

せだ・蒲阿波って毎年行渡らない︒・・・・あの

なあ︑いつｊ診寒くて縦られないが今年は仕合

しまとろんだ︒午前三時頃より次々離床して

それから和尚も一寝入りされた︒私もすこ

梨地の如く輝にけり

た︒もはや堪えきれぬｕ密かに旬ひ上ると︐

も共に拝め︑行住砿臥の間に於てその感化を

に活動し︑よく男子を凌ぐ堵蕊悲揚げ極又杜

皐蕊に秀で所有方面

受け穴ろもの一再でない︒因て思ふに︑現代

圃の中にもぢノ︑して居ろと︑十一時恥打っ

しいといふ感じがどうも起らない︒墨間なく

智的方而にのみ走るので

○

ことにして居る︒今脊もこの登山の塁く恩ひ

る人はともすれば

六

んな場合には出鱈側の歌でも詠んで夜か明す

感じた時とか︑知人識ぴのあったとき等は

之に反して歓喜に堪へられぬ時とか︑恩を

物︒

膳な損失をかけられて︑損之叉捌まで行き詰

報ひられても︑自分韮誤解されても少しも口

富
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衣︒顔乃洗ふ水など求むるに由もないから︑

出てゆく︒三畔牛には例錐も和尚も離床され
ではあるまい？．：：・

の物語にこの山達も帆なから感化を受けたの

重んす・へきことをそれとなく語り交す︒私等

け︐ろ︒母堂ば如何ですか︑﹁お悪うばいらっし

収え︲お弧うていらっしゃいま寺﹂と語りか

誠の種子やまきてゆかまし

口の方へ去つれ︒・・・・石室で雑煮韮喫し噸時

であった︒そして﹃御鵬雄よ︑己といって須走

丈一人丈蹄ります﹂といふ︶如何に←気の毒

私下山致し談す︑外の者ば登りましたが︑私

ゃいませぬか﹂と尋れられ衣︒婦人ば﹁もう

僅に口か瀬ぐに過ぎない︒朝飯は出来たが前
光がお上りとの事で名皆束天走仰いで居ろ︒

母堂は一人の強力に旨か含めて︑程にも背

休んだ︒此虚には電話もある︒郵便局もつぜ

けふあひて明日は分るＬ旅路にも

脚下の雲の海の中から待つ程もなく朝哩畑然

頁つ龍貰へと鋲りに勤められる︒母錐は何事

いて鋤ろ︒燕正和筒は電報奈打吟などした

夜に懲りて又々餅を頂いたし剛時半にば御来

として現れ出て衣︒身は是天牛の高峯に文っ

にも僻ふて下さる︒私はさのみ苦しくもない

ました﹂なぎ語らろ︒

母蝿Ⅸ嘘泌で﹁なあ私雲が恐ろしうなって来

が母堂のお心恥安する篇に背負ばれれ︑する

と毒正利術は早速雨弧力の荷物全部か背買っ

て涙の沸柁たる恥畳えなかつ衣︒

てさっさと先に登られろ︒身一つだにわずら

てこの崇厳な霊気に抱擁せられ︑不畳合掌し

伏拝みけり富士に篭りて

富士の高根に登一ハ．嬉しさ

昨日まで糟に見し雲恥けふばふみて

さし昇る朝日の影恥目のあたり

尚のこととて︑柳か無理ではあるまいかと︑鍵

う智の山路た力業にば堪へ得まじき骨格の和

一歩は一歩より峻旦つ峨恥加え大︒歩行は雄

途は是より険峻始る胸突八丁にか上つれ︒

得た人である︒かくて幾度となく休息した︒

仁王彩頼んで居ますとの事ばかり侭隠伽心を

は返し及べと溌度かいってもいつかなきかず

づかほしく且心苦しいので︐私は歩くから荷

しやうといふ︒妾はどうもその意を得ない唖

頂上に登り再び戻って須走りに下りるこきに

食事がすむと弧力は︑荷物か此庭に預けて

この身尊く芯ろ恩しぬ

帥山に朝Ⅱおるがみ犬りし畔

む︐呼吸は袴しくなる︐母唯は如何にと顧み

頁はろＬもの頁ふもの共に中々の苦行であ

れでは術買ってお貰臥なさいまぜ︲一といふと

にも引返されず︐上るより術はない・・・﹁そ

らよからうか︐されど此虚まで来てば引返す

見て職しつＬ﹁まあよくお上りになりまし枚

より出て来て外の凡床に腰を下し・自分達懇

婦人は何畔の間にやらこの石室にあつれＯ中

逢ふては別れ︑別れてば逢ふた︒彼の疲れた

此庭より須走りに入る道があるＪ六合目より

人は熟議の末弧力走勘まして頂上から下ろ事

居る︒引返す必蕊が認められない︒そこで三

返すのであらう︒荷物といふても段々減じて

るにも相常苦である︺何走苦しんで難路に引

である︒然るに此の途は突元羊腸の峻坂で下

加之其の路は所謂自然に馳せ下るので梁なの

賎が老う太も雲い︑上人

て︑お鍵が出来ますかと尋︑もと︑さすがの

る︒漸く八合目に着いて︑岩室で休憩した︒

富士の鎧にのぼれる今日ぞた営一Ⅱ

て来ましたと血無も衰えて見えろ︒何としれ

母壁もすっかり弱はられて︲気分が悪ふなっ

温力もお頁ひしませうと親切にいふ︒嬉しや

︽︿一

ノ︑︐事によせ物によせ適丁がら仁義道徳の

富士詣

、

､

にした︒やむ戴く彼等も之に従った︒これか

りより下山の途につい赤︒箱根連山︑藍の湖

って小憩すると︑間もなく漂定の行軸で須走

ってしまつ我︒あばれ雨人は一歩も行けない

和尚も交渉するが︑馬子ぱ無言できつさと行

け込んだかと忠へぱ横慨したくなる︒錘力も

勤めろ︒貨金を問へぱ隊りに高い︑足弱恥附

一︿一一

ら九合目まではさして凧難ではなかつれ︒八

せられ︑さながら一海一千里の勢で領走るので

乙女峠等か下脈しつＬ母堂と妾は推力に抱擁

富士詣

雨・淋のあとが木目に見えろ︒之かく障ると九

合半位の所に大鳥．届があつ洗・さすがに雪打

馬を止めて更に一頭か︾誰へ︑二人か乗せて下

瞳飯︲堪へぬ一事を御披露に及ぺぱ︑母錐と

和尚はこの朕を見るや飛鳥の如く下りて其の

妾の腰振〆ンスであつ菰︒この須走りは頂上

になタに愉快であったが︐ことに滑稽珍無類

十歳ばかりの雨守とが綿入か﹄着て鰻走園んで

上何の設術もないのと︑乗馬法を知らない潟

さへすれば蕊なものだふ思って居つ求ら︑鞍

あつ強︒始めのうぢは老が身悲忘れ畢生賦分

居った︒吾々一行韮迩へて小幣を一木宛擬け

から麓まで砂喋深く埋もれ衣ろ景峻な場所で

に︐其の苦痛一通りではなかった︒齢リの痛

焼印恥印した

税制延調んだ後後宮に参拝致した︒さすがに

山勢に従って右手は金剛杖をつき︑右手ば騒

みに堪えぬので︐馬を止めて母公に問へぱ母

舎日で溌終の糊穫かうけたり

耐殿は騰臓であったｃ拝殿にば木花唯耶姫を

力の腕に抱擁されや歩調と共に腰が振れる︒

公も同様であった︒卿く茶店で憩ひ肌をぬい

りした︒そこには缶十有除縄の老紳官と︑五

魂ってあ鳥︒蒜い方の祁官は燭恥献じて記念

たが妾４同様の淵稽走演じて居るのだ上．感

母堂の此の姿を前方に見たとき︑抱腹絶倒し

登りがけの馬に味悲しめて居たたあ︑乗り

さったその厚意謝するに詞なしである︒

スタンプを押すに忙殺されて居る︒一行ば無

に敷きて更に乗ったが大した効もなかった︒

て胴に着けて居た鼠細︑シャツか錘んで鞍上

事なろ登山今や感謝しつＬ唾剛に領きて去る︶た

ばか入ろ事に典がりつ上下つ汝・降り坂とは

上下する事に瓶がつかなかった︒

後できけば馬術の心得がなかったので︐腰を

じて︑おかしさに堪えなかつれ︒所々で休んで

いへ琴何分海抜蔑齢尺の高山を駆け下るのだ

上は石室が連接して居て︑何れも甘酒︑萩の

から︐容易の業ではない︒時々前脚が挫折せ

漸くにして馬返しまで来て和尚走待った︒

それより此の烏牌か背承として撮影した︒こ

韮求めて味つれ瀞︐畔にとりて中だの美味で

餅走販いて居ろ︐簸緩の石室で休息しこれら

やがて躯力二人も附いて姿が見え誰ｃ共に小

こで大申畢族舘の手代は出迎へて呉れ衣︒頃

んかと疑ばれた事もあつれ︒かくして辛じて

は日全く渡して午後へ時と註された︒馬車韮

あった︒小憩して後所謂お鉢廻りを始あれ︒

蝿は戟慢にＩ︑恥積で今や力認き犬︒妾が耳

憩して乗奔馬車に乗って須走りに下つれ︒そ

がガンノ︑するＪばて之が高山病かななど老

大合目まで来汝が．十二分休憩して更に勇気

って居ろあたりは︑寒風填縦である︒室より

つ犬ｃ虞暗で索がつかなかつれ漆︑杉木立が

下りてから旅館に来る間に不二凌問抑献があ

悲鼓舞して猫も須走踊走満じつ上五合牛迄二

丹前か食りたが︑寒を凌ぐに湛えなかったの

へた︒静かに休冷で居ろと︐一頭仇返り馬が

石等なんざと縄廻つ衣︒犬古ながらの雪の残

で︐和術達に別れて引返︐ｌ蝿泌にうづ？まっ

側をゆくｂ馬夫は馬返し生でお乗りなさいと

金明水︑銀明水︐駒ケ岳心剥ケ峯︑羅迦の割

甘酒に舌鼓か打つ穴︒やがて和尚等が蹄

て

Ｉ︲

静︾誉として誰厳な肺殿であった﹄蛙をぬいでこの夜は十分熟睡が出来て︑左程の疲も母

母公と共に風呂に逓入つれ時ぱ︲漸く人心地えなかつ犬︒朝版がすんでから三人浴夫姿一噂

が附いた︒床には村田丹陵謹伯の有識の珍蛎ら・削夜の瀧川紳祇へ参群すぺく出掛けた︒キャ

が懸けてあり︑壁間には戦舟居士の誉稜で富ンプ生活の畢生達が岬水で米走磨いで居た︒

士の額があった・キャンプぱ鱒若木ろ岬木林立の中にあった︒

晴れてよし曇りえもよし富士の山境内か道遥すれば登仙記念の謂塔溌基もある

或は百度︐或は五十度或は三十庇⁝と︑不
元の姿ばかばらざりけり
この歌は古徳のものされれやうに蝿へて居推知蕊山者の信仰何泌にありや︒和間頻りに搬
影あすろ︑鳥居の額は伏見宮の御染翠との事

が︑多分居士の吟詠なのであらう︒

さんルぱ呼びとめ︑係員に顛末妻堂ロげて新橋
暁に間合すれば︑﹁利尚よりも電話がのった︺

影し幽動車でそれか迎へた︒霞江さんや静子

待つ事一三十分で利何は引返した︒騨頭で撮

さん︑勝ちゃん卯之さん達か一行の鍵装に一

けろ︒間もなく垂次さんも蹄られ士︒お目出

熊する︒後さんは璽次氏のお出先へ電話悲か

たう御目川士うと鰍こんて下さった︒後は旅

何致しまぜうとの事︑和尚も勝手を知らぬ事．蹄りて洗足すれば恰もよし乗合向動車の時

てかけ附けたのであらう︒靖子に代らして伊

感がした︒﹁スミ﹂が迎へに来推︒電砧に雁じ

お湯に入って塵挨恥流し拒昨は亜術走下した

循話心かけ︑留守宅へも報告して下さった︒

行識で花韮さかせた尋俊さんは蓮華寺さんへ

とて︑番頭に聞く鹿があつ衣ｃすると番蝋の刻である︒急ぎ旅装走と上のへ．赫前より御

笹帳牟とて番頭が澄入って来た︑亜力ば如であるｃ

国く・三人の御客様に二人の弧力とは滅多に雌場さして定つ衣︒沿遡は掘政宮御登山の折

つ衣が︐例によって晩餐か棚ぬられるのでス

藤家へ一剛悲辿・へさせた︒私もお暇せうと恩

返される︒須走蹄には何人もおとがいかはず

ミル節して一同と食卓につい北︑登山談か繰

雛頓せしに依り坦妬々として盤上なゆくがご

ございません︒吉田は人無の悪い庭ですから
蛇中からでも雌理にお附申し来た薪ではなか

であらう︒この旅行に多大の喪川を椎ごりれ

らうかと存じて居Ⅶまし赤︒よく御伺ひして

々搬影するやら打弛するやら︑十時三十二分
手前の方で不常のない様にお取り計らひ致し
律義であった︒和尚も雌堂の時〆 束敢行二等車に搭じて諜定の通り品川騨に着

犬事は申すまでもなく︑蹄宅酔折も︑動車韮

ユノーニ

二︑ニュ

献ずろ次第である︒︵経︶

でこの拙文一章恥綴り終り︐伊藤氏及牡堂に

生々世に忘られぬ思出の祇である︒今は謹ん

命ぜられて和術と私走迭られ仁御懇切の秘は

さんばかり笑ふ︒その雛は門外に洩れたこと

いれ︒出迦の﹁俊さん匡行の鍵装に心附かす

ませうと中

恥受けて厚き手溌なさる上旨を謡られた︒番

途に次列車悲待たんとて戻り歴ろを南中より

殊に覗線走集めすには冠かなかつ菰︒和筒又

とし︑御殿蝿騨に着いた︒謎等老躯の異容は

停

頭は結樵でござい談す過分なことで御座い宝

車一分﹁俊さん﹂かと︽の蕊い雁じて賊公と共に

一早く母堂と和尚が見附け犬けれど

御︑断りもなく御伴！︶て参って御手厚きおぽ

すとの事 で下つ士雪入審Ⅶて弧力が職に来祇

猫

下りたが︑﹁俊さん﹂は見へない︒荷物を下す暇

､

なく和尚はそのま上新橋騨に到る︒階下で稜
一三回

上日

、

は

しめしか攻き・その上今晩油めて戴くことは

士

誠ド︾仕合せでございますといって下った︒
富

￨
蘭

ｌ︲︲１１．●︲

歌園
一等

歌

り

へ

千葉野平香峰
我は農夫まをっの頃は山に入り芝や草刈る利き鎌ふり一﹄

○

肥を入れ水を典へし朝顔の見事に嘆けば父見入りたり

朝顔茨城蕗田誠一

佳作

功です

︹評︺淋しいと言はないで︑淋しい感じがよく響く︑表現の成

隣より蔓はのび来て萱議は地蔵の前に咲き出でにけり

書顔茨城渡逢久一

二等

居ろ︑しかも奇警γ人を動かす力が強い

︹評︺散文の様で散文でない︑複雑な印象が︑よく猫出されて

善き人を選みあけんと思ひ居しにわれを蓮めと云ひて来にけ

選蕊千葉寺門一平

I

河

１
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不二之舎直正選

六
四

〜
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千葉渡趣秀明

幾度か岩もる水をむすぶ手はあつさをよそに今日もやすらふ

１︐１
わが心静癖んも御と日つぶれば速×崎嬬近劃蚊癖応織り拙帆

×

一ハーユ

歌園係

奮て御投稿あらんことを

誠の詩情の表れしをとる

題随意毎月五日締切

歌園原稿募集

×

曲らねばのぼるにかたき九十九折直なる道を人やふむらん

御沸に使へ居をがら吾が篤にわれ幾ひきの蝿殺しけん

若竹の露の春も蝋かにて静か左二百十日なりけり

○

○選者

降りつ蝉く雨になやめる女郎花はれて色香のますぞうれしき

○上総小安愛清

子供等は西東よりあつまりて喜ひあまり月もみちけり

園

］

ざ

○山口白石信

鰍

可

夕
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俳壇
◇塁千

土川千古き葛徳を持ち出しぬ
曝書二日橡側までも並べけり

土川干煤浮く太き棟木か産︲

今更に手紙読みゆく曝書かな
虫干や武門に生きし父の像

●一宮

●●可

埼玉透子一

千葉笹舟
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虫沸入れ足す匂ひ袋かを

虫挑ひ筏雑然と並べけり

虫干や虫に食まれしお繋附

土川千組先をしのぶ兜かな

虫干や陽にむけ一Ｌ干す古蕩能

虫干や亡き妹の日記耽り讃む

虫挑衣桁にかけし崎蒜見る

◇秀逸

垂︑一︑
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部

香峰

茨城久一
埼玉星峰

︐同美津貴
東京ふみ子

千葉香峰

埼玉美津貴

た星久美ふ

土川干忘れゐし珍識見出しけり

天井の隅に妹巣や土川干

すとやかに働く妻や山沸

通りから兇ゆる衣裳や土川干

土川平愛から降りし小雨かな

◇紫蕊

輯

紫蘇の貴落ちしが生ひし了乏トかな

紫蘇畑虫聞く符となりにけり

紫蘇捕むや厨に見ゆろ篭の蕪

か 津 み

編

土川干庭の虫焼く煙来る

｡

選

京玉城玉京

茨・城一

両Ⅸ

民
冒吾学脹

園

東埼茨埼東

土川干松風通ふ離亭かな
箪笥みを明け放しけり土川干
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行李みた明けて虫干す二階かな
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茨城篤我井
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土川干院主のお聾庫裡に附く
土川干賓物並ぶ耐殿かな
虫干や組母が馬せし物語
言胸
二冊略

口
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虫干や名議に見入る族の総帥
虫挑系剛に集ふ一家かな
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虫干に尚もつきざる含話かな
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茄子畑に紫蘇の葉見ゆろ一ところ
紫蘇摘むや庫裡から兄ゆろ裏畑
紫蘇の香や小さき花喚く森の庭

桃華房

荒れ畑に諜釦仲ぴし夕日かな

書顔や水の潤れたろ沼堤

夕立時れ漢より堤に虹か上る︐

◇雑
夕立や砂はね上し廻り縁干葉 香峰
風

茨城

峰 洋

紫蘇桶むや野中の茶屋に仲来る
︑

︑山口

衣山舟誠民二J

夕日さす門川に茂る紫蘇かな
紫蘇摘むや背戸からつ陣く隣庭
紫蘇の葉の風にそよぐや雨後の畑

民山子

堤上に傾むく占碑や処珠沙華

肱の淵を怖れのぞくや愛珠沙華茨城

墓為ｒ曇り日淋し員珠沙華

肥絶えし野路の小澗や姐珠沙華東京

松

桐一葉汁に舌焼く朝伽か・な東京

人をとる沼のほとりや塾珠沙華同

浮舟城

白雲

振衣

子

瓜もみに紫蘇の香高き厨かな
つ比ましき夫婦の鵬や紫蘇を摘む

埼玉

星 春

一

振夢笹一和溌

久

和夢褒

尾を描て上逃げし蛇やな挫珠沙華同

銀河澄む夜更地響く稲かな
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酒断ちて弓ひく庭の一葉か蔵茨城
盤希去りし患者の窓や桐一葉同
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若荷畑の中の紫蘇を抜きにけり
隣家から紫蘇の葉少し貰ひけり
農共仕舞ふ小屋建ちにけり紫蘇畑
草むしり紫蘇を礎せし狭庭かな

汀
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紫蘇摘むや友来ると待つ夕伽時
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紫蘇畑や日焼けしところ葉色機し
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東同千茨千同
同千埼

紫蘇の香や月がさし込む氏の家
紫蘇の葉に照日綴きし竣かな

◇秀逸

◇尾花︑秋の風十月五日限

‑L

貧厨の夕伽仕度や紫蘇を摘む

◇渡り鳥︑紅葉十一月五日限
◇冬川︑落葉・十二月五日限

ノ

紫蘇の香をかぎつ上畑の草を取る

境

●

、

紫蘇摘めば友来し畑の夕かな
俳

時事一言

事

言

岸禰せる彼の争議が︑恰も同

米に於ける賎しむべき季と封

々と起るに至る︒これ迄は欧

封勢倣審の衝突は︒我国に頻

の常然の蹄結として︑査本化

つ︐深刻化さんとす．時に其

も愈進展して本物とは化しつ

移楠きれて鋤に六十年︑模倣

欧米の物愛丈肌の輸入され

す︒只一つ通補に間醒鈎よと

なろものあるか認むる悲得

や︒吾々はその間に何等並大

季ふ程の重大なる問題あり

如何でか椎てざろ︒かくして

憂ふぺ今この不生産的争ひな

しみ︑鋪三者も困惑し幽家も

間とぱいへ・吾も損し彼も苦

すぺき韮︑如何に意地なる人

の穴功︑将叉剛衆の求め奮剛

ＣＣ

様の跡冷踏みて吾々の問題と

仙・詩これ我親子兄弟なり︒黄

ばんのみ︒人道より籾ょ︑努
本家これまた親子兄弟たりｕ

りｏその祁零ふ事久しくして︑

人か恩はめ吾︑吾を賎ぽい他

めは吾がため鴫その間何等他

我がたあは人のれあり人のた
行動は愈暴動化する傾あるや

於ける山サ醤油争議のあるあ

る製糸争議︑千葉螺岬田町に

日下長野螺諏訪岡谷に於け

である・

叫ぶのみ︒愛幽心に蹄れとい

き小奪日の如く︑我の求め彼

に手あとって聯共存共築麗し

に聞く︑賓本索鍔伽者共に手

一

はなれろ︑誠に悲しむべき事

議に就て

岡谷及︾野田の争

時

1
−
−

炉■

人の情あることなし︒愛圃心

よりすれば︑我幽を熱愛する

一汁の至誠に達せぱ勘産業か

停止して他刷に乗せらろ入愚

は出来幽次じ︒固の稚功は我が

ため︑園あっての我︑我圃は

他闘犬ろ能はざれぱなり︒最

カーなるものである︑彼等は

後に一言すべきは争議ブロー

直にブローカー︒その誠意な

き振舞ひたる無智なろ勢働者
れよ︒

走迷はする大なり．深く慎ま

支那排日深刻

支那大剛な某氏評して眠れる

獅子といへり︒眠れる獅子は

来いばれたり︒支那それ支那︑

永久に眠りより醒あすとも古

風腫醒めろことなきか〃露や

六
八

生

りある哉︒

凌辱は一大事なり︒切に政府
常局に望む︒一口も早く彼等
に祁常の畦碓を採り︑厳重抗
議せよと︒その罪殺して尚齢

か浴辻稚ろ一事なり｜蝿雄の

持ち去り︑然も所有罵言悪口

ぎ取りｂ引き破って何れへか

降誕の奉覗幽族を掲げしをも

る十日在支の邦人が内親王御

吾だが許すべからざるは︐去

がて滅びん︒やがては死せむ︒

しゆして事韮なすものは︑や

国の分恋只に忠へ︒吾れを空

日本の誠意︑日本の地位・自

日本をかくは排斥するなる︒

との外信する能はす︒何故に

とせる排日の有様は狂菜なり

蹄ろぺきなり︒今奉天を中心

か得めよ・支那は同身吾れに

米の腹に一物ある言走信ずる

己庵

知

」
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内親王御誕生
︵宮内省告示嬢十五雛︶

皇后陛下本日午前四時四十
二分赤坂離宮．於テ御分娩内
親王御誕生アラセラル
昭和二年九月十脚

：宮内大臣一木喜徳郎
︵官報悔廷錐事︺

母千共御健亦二渉ラセラル

．御流皇后陛下御安産御
御身長と御鰐量
︵宮内省潅表︶

御誕生あそばされた節二内

親王殿下の御悩量と御身長は
左の遡りにあ︒ｈせらろ︒

△御挫鎚三千三百２フム
︵八鷺八十匁︶

照宮第一内親王御誕生悌昨

御宮御名御瀞雛出典

隅易元繋餅仙易日︒自天茄

に此鞍し奉れば新常は御畿型
に於て七匁︑御身長に於て五

之︒吉無不利︒子口︒砧圭助

也・是以向天砧之・吉元不利︒

助斯信也︒履信思乎順父術愛

也︒天之所︲助者畑也︒人之所

分多く御成育御批鯉の秘も恐
楽される次節である︒

皇統譜に謹記す

に従事して居る内閣蝿託幽府

着手して居ろ︒

犀東氏を主任として内訓査脹

乃木祁牡大祭

東京赤坂新坂町の乃木祁職

大祭は九月十三︑午削八時か

を許す事となって居るが同日

ら執行し縫って各方而の参拝

侭卦系仰・恒享元庭利貞久

△

親王御誕生御安産の旨告示せ

午後一昨から山脇商等女畢校

別項の通り一木演祁より内

らろＬや間諜頭杉柴三郎氏は

不己也︒

居るが其のうも量長期に頁っ

鵬して夫々事務推捗九固って

先奮藩出身の祭典を執行せる

目黒の西郷侯爵邸で島津家祁

九月廿四日午後二時から上

犬西郷五十年祭．

者等︒

考読官営地庶一︑墨智院開係

節一師似長和田認冷・内務省

曾か開き左の諸此出演せり︒

校錐に於て乃木倉主催の識波

於共迩也︒天地之道︒恒久而

らるＬに付き︑大瀧準術委員

年秋冬の交京都に於て行はせ

今上陛下の御即位大瀧が明

御大澱と贈位

昨年十月制定された皇統譜令
に基き内親王の生れ総ひし吟

と場所と父母陛下の御名
った︒

とを職ちに皇統詔に識記し奉

内親王御名
九月十Ⅱ午前州畔別十二分

て訓奮起聾するものは古来よ

命にては過般燕準倣蔀務を分

御誕生アラセーフレ没ル内親王

りの勤王志士叉は曝帝隙れれ

︹溝内省告示雛十七雛︶

御名チ耐子卜命セラレ久寓ト

ろ錘比厳衆家等の功紙表彰に

州榊批で玉十年祭典を行ふ由

が︑十月廿四Ｈには鹿兄勘耐
稲セラル

サチ

昭和二年九月十六Ⅱ

内省にて値多年斯ろ訓杏事業

、

開すみ贈位の件にて政府及常

宮内大臣一木章穂郎

六

△御身長五百八ミリ︵一
尺六寸八分︺．

時報
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新著紹介
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新著紹介

並別記其の他の研究があるＱ

へ文理博士鷲尾順敬︶川笈宗武著古事記詳説

七○

もなく︑我蜘文畢の権威者で︲特に図大の今

明治聖徳記念皐含心菊版津装美本定償

束氷市小石川歴丸山山十一霧地財刷法人

護行所

筆恥とられたものである︒芳劉先生はいふ迄

日あるば作生の労に蔵ふ所決して匝少でな

︾一の偉大なる先生恥慕ひ遡憶して︑切なろ院

去されたことは︑返すＩ＼も賎念であった︒

壷伺参拾銭

い︒大正天皇奉悼歌走作られたのが戦後で逝

危門下の諸氏が収れろ筆は︑ょ／︑先生の単識

現代の作法甫守識吾著

る表怖的言動が︐美しく愛行に表ばれた⁝の

明治天皇不朽の埋徳を永遠に記念せんがた

准細

校の教授要Ⅱを根蝶として︐把儀作法の一切

育者の査料とすぺく︑文部省制定の小中女畢

侭植わる︐諺心でなければならない︒本蒋は教

であって︑カントー．．︐武践理性の優位を説いた

明治聖徳記念畢曾

が︐その意味で職儀作法ば人側にとって雄も

め︑本邦精祁文明の根本的研究より来る鶴背

︵迦皐鯉士黒田憂澱︶東方州猫の本笈及媒統

本書に収むろとこみ︲日本鳥類の分布に軌で

明治聖徳記念畢倉記要の第廿八巻であって︑

代の進運に伴って新味奉加へたる本書の如き

法聯説けろもの聖外は極めて少なく︐然も時

明されたもの︑この櫛の著謹ば︑古流の呈漉

羅し︐親切に挿識一彬添へて鈴す所なく説

不解の興理附明か以ってせんとして起れろ︑

○０○０ＯＧＯ

紀妥第二十八巻

高拘なろ道徳上の意味に基いた一定の秩序あ

規範に過ぎない︒作法槻俵はとりも面さず︑

に弄ぶに過ぎない︒理論は単なる担居刺作の

々するも︑現代は単に理論てふ形式老機械的

人格語鈴術な精祁を説き︑修養や瀧俵を云

○○○００

︲逗風桁か現し得て除す所がない︒よく先生の

一代走窺ふことが出来ろ︒雑りに年表と略歴
恥添へて居る︒

東京市外下漉谷水川裏叫挙院大畢焼友含

護行所

であって︑中等各諏畢佼の教科番に適切なろ

四六版並製定俄五輪銭

る︒今や人情蝿輝走歎くの折︑修身催養の座
右銘として︑慨人の僻へられむことか切に望
むものであるｃ

護行所
東京市祁田唾錦町一丁目十九番地︑敬丈

埜蒋店菊列和綴美本定州各川六拾錐宛

○０︒妙

芳賀先生圃皐院大畢院友曾編
前刷院大畢長故丈畢博士芳賀矢一先生の逝
去謡郵偲ぴて︐園皐院々友諮氏が︑思ひＩ︑怪

○○︒︒００○Ｏ

は勿論︐帝圃臣民一般の必謝す・へき良書であ

村茂一寸先生御存命の折︐検閲をも縄たるもの

とし︑孔孟の皐説を経とｉて編纂し︲Ⅲ故凹

力の結果に成れるものにして︐毅育勅語準緯

木書は編者渡遥氏が二十打鮭年間苦心努

日未私道含長徳川達孝伯題字
弘滋宙結城支曾長渡遥学校閲

．︲Ｉ！︲

ヱ
ﾆ
−
−

常縄畢院長漉泌嘉虫細

華修身訓

− 二 コ ■ ■

」

−

？

さうとした一家心文化的虚惟聖諜である︒﹁自

準零︑多年の涯隙と該獅なろ知識に依りて示

１１

居るｃ諸兄の一讃延望む︒

○︒ＯＧ

冥佐子集三輪田元道編

ぺて居る所︑踊断に焔らず︑平凡に瞳せす．

三輪珊腫健子先生の詞華集である︒先生の教

本諜ば八十六年の生涯を教育事業に捧げた

常識的であって粥識な越え︐快刀胤肺を断つ

青稗準者とＬての反彼は今誕喋々の僻な要さ

た︒剛季必向然に鋤し︑式は祉態人事に附し︑

一而先生伐又律大なろ詩人でもあっ

が如く裁いて嶋乃︒

つ︑然し吾々の生添は所右問題に接しなくて

いふ迄もなく吾々は各自導問心以て祉に立

ないが

然︑善︑美︑祇含︑純涜の五章に分け慰撰惣述

稀有である︒二十五章に分ら︑詳細を極めて

護行所
東京市岬田睡表猿築町二番地南光耐菊版

″口１ス美本三百二十八頁定悩式伽五
拾銭

︒ＣＯ③○Ｏ

子女史の夫蒋であス期その専問Ｌ﹄する所は建

著者は工畢博士で本愈女子部幹事枇河下枝

隣い熱礎から凹浦なろ人桁と稲識迦養はなく

る力らには︑所有方面か味ひ吸牧して︒土蕊の

れないものがある︒叉文化人︲として世に生き

散文の公刊が救かつ丈ことば誠に迩憾であつ

出版はあったが︑詩人として先生を知るべき

江りといふ・●へきである︒然るにこれ迄散文の

於ても賞に敷千歎臨に達するといへば心又倖

Ｉ一て揮大なろ詩砿な産んだ︒そしてその殿に

昨に随ひ折にふれて先生の詩情は美はしいそ

築串であるが︐非常に多趣味であり︑随て所

てはならないｃ然し混沌期匡ありては各導間

はならない︒其庭には璽間的偏狭・丈では詐さ

右方耐に知識か有し︑・修禿を稜んで届らみ︑

版せられたことは紬雛なことである︒蹴敬本

是の如く信ず横河民輔著

間怖なろ人桁考であ識 ｏ・ともすると畢耕は脈衆に依っても蹄するなく起居行勅に迷はされ
称に封して
てあ
あ生
生リ
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