︸

鋪本

一回一日理行

画ダ

明

明 治 二 十 五 五 月 六 日 露 三 闇 郵 鯉物認可

剛和二年十一月一日霞行毎月

昭和二年十月三十日印刷

もｗ

L可

8 一 ー 一
戸

一

一

−

1
−

要領

！

︲
Ｉ０
I

Ｉ

日本弘道今要鎮へ専堪

i

知説.息

かしノレノレ

事事￥

一世界ノ形勢良雰鵬事︒

家事家

園政園
ノノノ

識
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日本弘道書の主張

ろ事

の理想走箕現し幽迩の隆昌を協翼せしむろこと奉期す

十︑祁．先の遺志走擢承し列聖の火訓を遵奉し以て煮臣一徳

家禦って幽隙の貫厳を淀錫するに努むろこと

九岡家と一燈不二にして至公至仁なる皇室あ奉戴し図

会々間家の二字起忘ろぺからざる事

八︑職業地位の如何に論無く一身妙閏家に繋ろことを知り

するの虞有るものは之走排する￥

ろＬものなれば布も言論行動にして岡家の基礎を危く

七︑祇愈的生活は幽家の統制山下に於てのみ完釜に途げら

に奇興せんことか期すろこと

成し彼我識力して世界文化の溌達と人類祁祉の増進と

六︐人獅共存の本義に擦り他剛氏に封する敬蛙の諦紳か韮

存が祇愈的生活の必須降件たることを明にすること

五︐唯物圭義に本づく階級闘争の偏凡九一排し所謂階級の共

活の向上碓達に蚕すること

一〆以て生括の没趣味雁陥るか防キーは以て締榊的生

四︑生活の簡易を固ると同昨に健壁なろ趣味の養成に努め

鵬じて生活の簡易か岡ろこと

三︐物質的生活か以て心永累はき誉らんが篤功其の程度に

期すろこと

二︑物質的生濡偏重の弊賓を脱し満祁的生活の向上装達を

仕する所以の根木老樹立すること

﹃人格の完成に努力し以て家庭固定織界八類の濡釣に奉
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④岡山支含の三十四間五十銭は三十三側弧十銭の誤り
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記念髄

徳川曹長︑溌淫子爵︑水野文相︑三上博士︑松井博士︑祁谷主事を始め其の他諸先生追憶記事満載

西村先生遺墨展覧品披露

廿五週年忌記念含記事其の他

１１１１ｉ

州州叩．・偶脈︲・ｒＩｐ弧

依って並に柳か諸先生の勢か煩はし記念雅走発行するも亦畢党この趣旨に外ならず︒

︲︲・︲︲︲︲︒︐

同ＩＤＩＩｌＩＩｌｌ︲１Ｍ旧ｌＬｂ臼
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ろ︒本曾が記念曾韮催す只に行事に非す︑禰儀︐こ云ふに止弐らで︐吾等の禁手ろ能はざる誠の一念衣ろなり︒

し７画の誠に心するとき︑廿五迦年前の西村先生の今日にあちぎるか歎くと共に︐退憶の情や切なるものがあ

英雄沸憶ふ﹂と云ふ︒吾々は誠に﹁誼廃汝れて襲人か憶ふ﹂とや云ばん︒不幸にして吾等道藤れし世に生を得

主疎くなり行くことの凌蚤しとも宝まし︑西村先生逝いて鼓に一千五通年を重勾然かれ︾﹄も古来函乱れて

張

ｰ

I

古き言葉ながら光陰ば矢の如く走って幕ぴ臨崎ず︑然も吾等人間の記憶衣ろや日に月に走るものには薄らぎ

含耐西村先生
二十五週年忌

託

事：
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伏して椎みるに︑王政を古に復し︑腰藩置瞬︑天下を

統一したまひ︑祁明に書ひて︑開園進取の国是を決しだ

まひ︑憲法を欽定して︑議政の府を開き・寓機公論に決

するの法を定めたまひ︑激育に閲する勅語を賜はりて︑

圃民道徳の標的を示したまひ︑圃防を充資し︐法制を完

備し︑産業を奨励したまへるが如きは︑賃に明治天皇

御治政の一端にして︑皇威八紘に輝き︑国運隆昌︑往時

東海の桃源郷が︑一躍して世界列強の班に伍するに至り

しは︑因より租宗の除烈に由ると雛も︑亦賞に天皇の
御稜威に依らずんぱあらず︒

今鐘︑昭和二年十一月三日︑最初の明治節祇日に富り

て︑叡慮のほどは掛けまくも畏し︒御民我等は︑今更な

宇野哲人謹識

がら明治天皇の磯徳大業を追慕措く能はず︑謹みて於
戯︑前王不忠の詩を詞す︒
日本弘道曾理事
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第一明治節空迎へ奉つる

第一明治節を迎へ奉つる
ｄ

日本弘道曾長伯爵

徳

回

なったのである︒
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ｊ

忍を重ねさせられ︑以て大正の御字以来に於ける︑世界四大園の一員として算へらる画程の重きを成
すに至らしめられたのである︒

十有五年に︑帝幽をして長足の進歩溌達を遂げしめられ︑欧米列謹の間に介在しつつ︑御隠忍に御隠

明治節と申せば︑それは直ちに明治追慕節でめる︒仰げば仰ぐほど高く︐想へぱ想ふほど犬なる
明治天皇の搬徳犬業睦固より言葉では現はせないのであるが︑明治維新の盤護を決せられしより．四

明治節は貴衆雨議院で建議せられ︑又全圃民一﹄れに賛したばかりでなく︑袷かもかやうな建議をお
待ちになってゐらせられたかのごとく︑その輿望に出づるところを雷はせられて︑曇に難有き詔書
を以て制定を命せられた所である︒

③

明治の御宇では︑申すまでもなくこの日が明治天皇の御誕辰であった︒しかるに今はその懐かし
き 意 味 が 一稗し て追慕景仰の情にたえないこととなったのである︒即ち明治の御宇においての天長節
﹄れを奉祝するの心持は今日全くかはって︑蕊に明治天皇を追慕景仰し奉つるの佳辰とはあい

る
、

︲年の佳例︐こなつ一Ｌ居たので︑その日は今１こなりても．忘れられざるほどに︑懐かしき日となって居

秋 高 く 天 涛 み ︑・菊の花馨ほるのときは︑明治の御宇を通じて︑天長節日和のころと．久しきの間毎

L】

日

４■﹂

可

ｒ

而し
して
てそ
その
の光輝を長へ に盆霊光あらしめ
大精 禰 を 以 て 明 治 の 御 宇 よ り 得 ら る る と こ ろ の 教 訓 を 一 責 行 し ︑ 而

りしを一つの新らたなる出駿鮎︲こして︑改まれるの心を以て逼進し︑今後愈謹奮興起冥に自躯不息の

景仰の誠を捧げますことより申せば︑その高くして大なる教︾訓を愈ょ明かにして︑此の佳節を迦へ奉

明治追慕の佳辰たる明治節がｂ吾等をして無量無限の蔵に態えざらしめるのである︒
時は今諒闇中であるので︑折角四大祇日の一として制定せられたるこの佳節を泰釈するに︑十分の
誠を表し奉っらむとしても表し奉るを得ざるの減を深く威するのではあるけれども︑然し衷なる追慕

有盆なる激訓を典へないものはないのである︒これらの震激訓を長へに典へらるぁ記念日として︑今は

審は御白重の底から湧き出でたのである︒
明治天皇を景仰し奉つり．明袷の御宇を追想するに︑一史資として現代を光らすだけの有力にして

見し奉つると︑光輝あり築蕃ある史資の連雫績ではあるけれども︑光輝は御隠忍の中より耀きわたり︑築

自重とから来た涌御苦心と御働精との御痕迩を留めさせられざる一の史質を蕊見し得ないのである︒一

代に輝やくほどの歴史をぱ開展せらいだのである︒
明治の御宇を追想し奉つるに︑その歴史は︑全︾頁を通じて︑深謀遠慮に基雫つかせられた御隠忍と御

を遂げさせられだのである︒その蚤露した御盛徳の結晶として︐光輝ある大業は︑宇内を照らしｂ後

御隠忍︑御自重︑而して真に自彊不息であらせられた︒その御礎徳が蕊露してＤ以て比類なき大業

【

やうに致さなければならぬ︒
我 日 本 弘 道 曾 の 趣 旨 は ︑ 光 輝 が 隠 忍 の 中 よ り 耀 き ︑ 柴 審 が 自 重 の 底 よ り 湧き出づるに︑切・瑳琢磨の
眼黙を置いてゐるのであるからして︑その立脚地よりしてもも明治の御宇を一貫せる活ける教訓を
る

ゞ第一明治節か迎へ奉つる三

考へる︒この心をもってこの懐かしきの佳節を迎へ奉つる・

自の前路に向って︑更らに著々と活かしてまゐらなり恥ぱならぬ︒第一明治節雲雀通へ奉つるは︑こ
御教訓を遵奉して勇往遥進することを︑堅く心に書ふより外に．吾等としての行くべき道はないか

と の 各 主

宍製征窮の図案か回想して

雌蝋輪噸崎睦天壌無窮の醗家を回想して

錦鶏間砿便

一

圃民精赫の向ふ所を示し錫ふ等︐古今東西ルー通じて

位を世界的に向上せしめ総ひ︑叉之を内にしては︑

畏くも明治大帝は︑之を外にしては．我邦の地

精祁の作興に致きればならぬ︒

見るに至ったのである・されば我々圃民は錘に衷心
より大帝の御鐘徳を偲び奉り︑以て大に力を風氏

法皇博士

松井茂

四

其の御遺業の偉大なる︐到底筆紙の議す所ではな

凶

我邦は世界に比類なき天壌無窮の画跨にして︑吉
永君氏同治の力に依り︑よく三千年の閥家を維持し
来ったものである︒然るに今や思想は鞘やもすれば
趣舎を異にするが故に︑我々圃民は殊に聖旨を奉

」
P

い︒余は唯錘に我邦建国の基礎に湖ｂ・大帝の定め

】

じ︑幾久しく天壌無窮の国家をして往々泰山の安き
に置き︑愈ょ圃光を蕊揮することに︑甚大の努力を
沸はねばならぬ︒此時に富り．偶ま我日本帝園に於

｡

て永久忘るべからざる︑明治大帝の明治節の創設を

門

冒睡

︲ぞｑＪ・︲１月４︲ｐＬｔ脇６４︲抑Ｉ向はいｈＨｆ閏ドト阿吐ＦＷドーｒ雁●脚隅仲ｌ︲４４︲岬．１ｈ斗１．０︲・ワロ１４ｆ・山師町＄

□
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する観念は噂未だ其の真意
治大帝は御一生中最もよく
我圃鰐の精華を表現し賜ひたるものにして．其の日義が徹底して居らなかった形跡がある・即ち往古ギ
・常行はせ賜ひたる御畢勤は一として赫聖化せざろもリシャに於て︑プラトーは︑国家は智︑仁︑勇の三
のはない︒宜なる哉︒我圃民は塞げて大帝の御偉徳者を以て理想と唱へ末ったものであるが︑併し之は
を偲び奉り︑国民自然の蕊として鐘に明治節が生じ草に哲率者の理想論に過ぎないものであった︒之に
氷ったものである︒由来大帝の穂競は何れの園に於反して︑我邦は神代ながらに三純の祁資を基礎︐こせ
ても自然に民の鍵として生れ来るものであって︐此る智︑仁︑勇の大理想を今日迄三千年の久しき間︑
の意味に於て画明治大帝の如きは︑濁り我閣に於け現に之を鵠隣し末っだものである︒叉欧州では従来

癖癖鋤釧捻肺唾軸錐緑喝齢一御製昔にかへることもありけり一従来欧州各幽の画家に鍔

と相侯つくきものにして︑

鵬爾⁝；堂劉叫；細鳶儲湾熟蝋蝿溌

て．明治天皇は祁武天皇の御延長であり︑叉今上天ざるものが紗くない︒殊に欧州大戦の結果は〃審圃
皇は明治天皇の御延長である︒憲法の所謂﹁天皇は卿共に人心が動揺し求り．圃家の権力も叉自然に微弱
聖にして侵すべからず﹂との信念も・天壌無窮の観念となり末ったものである︒そこで︑各圃は幽家観念

る次麓である︒蓋し我圃に於て︑天皇は唯一であっ今や我国状は各純の方面に於て︑質に憂慮に堪へ

とが︑偶ま以て明治節を記念する所以であると信ず

きせ賜ひたる憲法の楕紳に則り．叉敏育勅語の御趣る大帝でめるのみならず︑叉質に世界的大詣とも赫
旨を奉僻し．過去現在未来を通じて．我剛民の最もし奉るべきものである︒
堅資なる一大信念の基礎の下に圃民の自畳を促すこ

F

天理無窮の剛家を回想して五

1

P

●

君主画家の観念を以て︑徒に権力主義を以て説明し義の画家となり来つたものである︒然るに我邦では
た§のである︒蓋し昔のローマ大帝風でも︑露西亜︑権力の背景には︑寧ろ道徳の観念が充資して居るも
及燭逸の奮帝画でも︑其の立国の由来が国土及劉民のにして︑到底瞳彼園の奮帝園主義と日を同じくし
を前提とせる上の君主の肇生であって．即ち君主がて語るべき筋合のものではない︒教育勅語中に﹁徳
其の塵土を自巳の掌中に収めたるが篤に君主となりヲ樹ツルコト深厚ナリ﹂と仰せられてあるのは夫れ

末ったものである︒そこで顧家は潅力な６との意義である︒かく論じ来る時は︑欧州︐と我邦とは其の根
をも自ら生じ来ったものである．而して此くの如き本義に於て画家観念を異にして居る次第である︒而
功利主義を基礎として生れ
して欧米に於ても．深刻に

国歌を合唱して解散するとの事である︒叉米国氏は

職輔蹴撫一榊篭側燈紙撫二﹃議撫輪齢
ではない・

か﹁権利は利益なり：一とか等の説を生じたのも偶然

あるの資況である︒

国旗の前には︑愈ょ盆々国家的の観念を錘ふしつつ

って．蒋来東西の文明を打って一九とするのは︑賃

之に反して︑我邦は脚代ながらの君主園であっ
て．明治大帝も教育勅語中に﹁園ヲ肇ムルコト宏遠﹂
と仰せられて居る標に︒我邦では欧州と異り︐先以

帝も戊申詔書中に﹁東西相僑ｂ﹂と仰せら虹てあるの

今や我邦は︑東西の精祁文明の結合的中心黙でゐ

って宝椛者なる天皇があって︑而して後に圃民が生
じて居るのである︒而して彼にあっては他の画を奪

も︑其の旨深しと云ふべきである︒畢一寛文質文明は暫

I

に我邦の一大使命であらねばならぬ︒即ち明治犬

って帝圃となしたる等の閥係より︑自然権力寓能主

３１

『

たり︑義に於て君臣たり﹂とは夫れである︒此の鮎

養され氷ｂたるものであって︑謂ゆる﹁情に於て父子

我邦の国家的精紳は︑三千年来自然に園民間に潤

求我邦の政黛も教育界も︑皆此の建幽的画家精祁の
上に築かねばならぬのは勿論にして．かくてこそ．

﹁正養﹂といふ精祁に基かねばならぬ︒随って叉濡

わが世をまもれ伊勢のおぼかみ

ものにして︑我邦では︑天

邦の刷家観念の基礎は︑親
子の倫理的開係から生ずる

る︒此く論寺るときは曾我

始めて圃家の真の秩序も無窮に維持さるる所以であ

家は皇室ありての臣民であ
って︑他の園の一般の圃家

一

御製

皇ＬＬ臣民との開係は．賞に
趣を異にして居る次第でゐ
る︒﹁夫ノ豊葦原ノ瑞穂函︿吾力子孫ノ王タルペキ大家族の間柄であって︒天皇は我々圃民の宗家でぁ
地ナリ﹂とは．明かに我邦の画家概念の基礎を現はらせらるのである︒而して情に於て父子たりとの園
したるものである︒叉祁武天皇が︑大和の橿原宮に家観念は︑何故に父子であるかと瀞するが如き法律
於て︑皇位に即かせられたる時の勅語中に﹁我圃は論ではなく︑寧ろ親と子との間の威乞情の問題であ
正浄養ふ﹂とあって．正しいことを養ふといふことる︒﹁何事のおはしますかは知られどもかたじけな
が唱えられて居る︒即ち圃氏は正義の観念の下に立さに涙こぼる団﹂と云ふが如き世界燭特の根本的画
たればならぬことを御示しになっセものである︒而家概念に濁しては︑到底個人主義的功利主義を以て

主を推載せるもの︐とは頗る

の何Ｕ如
く︲剛家の成立後に君
企詞久ｆ１亡叩肝辞易謡何Ｖ．︲時〃裂型銭牛ヒトｔ﹃五勺

明治天皇とこしへに民やすかれといのるたる

が世界に比類なき我圃鰐の精華であって︑我邦の園

我邦は古来政治の運用でも道徳の根本義でも一に

我々の圃民生活があるのである︒

して我邦では︑第一は王者といふ特別の位がある︒

L

叉第二は日本帝幽といふ恢土があり︒且つ第三には

l

遜色のないとの自信力より生じ来︽たものである︒

4

く之を措き︑精神文明は夙に我邦が彼に比して竜も

8

天製無窮の閏家を回想してⅧ七

I

己

此くの如くに︑深く我邦建国の由来等を取調ぶる

天壌無窮の団家か回想して

成立したる欧米人の想像を以ては解決し得ざるもの

時は︑必寺や日清︑日露の戦争の如き︑倣界に比類

なき︑我園民の義勇奉公心の行動の偶然ならざる所

以をも諒解し得べく︑叉鼓に我邦の理想的廟家なる
所以をも自豊し得る次第である︒況や目下世界に有
名なる少年闇の如きは︑古来僻統的に行は飢来りた

して如何ぞゃである︒

に迄︑威化を及ぼしつつあ
るの今日．我邦︲圃情は果

ある︒我邦の武士道が世界

られたるものな︲りとの事で

る︑鹿兇島地方の健児の祇の遼風に威激して創立せ

昭憲皇太后あやにしき取かさねても恩ふかな

御歌さむさおぼはむ袖もなき身を

I

明治天皇が︑﹁罪あらぱ吾をとがめょ天津紳民は

無限の大理想を包含するものである︒

き︑義務なる道徳概念と︑権利なる法律淵係とを互
口
に調和せしめんとするの新傾向は．畢蒐するに︑法
律が道徳化し︑道徳が法律化しつつある所以に外な更に叉画家の概念を哲畢的に︑季等及差別の観念
らない・此の意味に於て我圃の圃家観念は︑其の性より諭寺るときは︒所詔天壌無窮の圃僻とは︑恰も
質上︑法律哲畢の上より論じて︑時節柄最も注意す字︲宙が無窮にして躯劉なると同様に︒我賦本は絶謝

義務を含むと唱へ来が如

逸の新憲法中に︑所有権は

を高唱して居り︑更に叉燭

ろが如き︑叉我邦の民法に
於ても良風美俗といふこと

律の思想が蒋来道徳的意義と雛るぺからざることと
なり来れる結果に外ならない︒燭逸の新憲法が︑法
律上の規則の外に道徳上に開することをも規定した

概念には信資と云ふ事を基礎とせる如きも︑畢寛法

である︒近時我邦の法律観念の上に於ても．淳風美
俗と云ふ事に重きを置くに至りたる所以も︑叉法律

八

己が生みし子なれば﹂と仰せられたのは︑畏くも陛

1

べき事隻柄である︒

．□

１Ｊ

］

御製

天興狐窮の剛衷韮回想して

九

津田の行動は朕の行動と解し給ひたるに外ならないて︑平等的に画民山治安を維持する所に英国警察の
ので︑今更乍ら賃に何とも恐催の外はない次第であ長所が存する︒而してこれと同時に更に差別釣観念
る．叉或る元難が内閣を瀞するにあたり︐畏くも大の上より論ずる︲﹄きは︑警察官は幽家権力の代表者

書噸岨蝋鯉傭ｌＪＪＪＪ鞭Ｊ血鋼
●

鵠の正義心が存征する所
厳を重んぜられ︑公私を癖
一
以である．然るに︑今日の
別し給へる鮎は︑明かに平
明治天皇たかとのの内もあつさにたへぬ日に
世の中は︑兎角に悪李等と
等と差別とを併用し給へる
しつかふせやを恩ひこそやれ
悪差別が流行して居るの
結果に外ならない︒往年滋
で︑画家の前途は誠に憂慮
賀蝶大津に於て︑津田三減
が露幽皇太子を傷けたる時︑大帝は痛く画家の篇めに堪えないものが少くない︒例へぱ︑警察と民衆と
に叡慮を憎めきせ総ひ御自から玉需を挺し給ふて︑の間︾題の如きも︑警察官は民衆と同様にｖ人間とし
親しく皇太子を軍艦に御見舞あらせられたりｌ承はては平等である故に︑警察官は民衆に濁して犬に親
りたる事であるが︑畢菟至誠幽家の表現者として︑切丁寧であらねばならぬ︒叉国民も警察官と共同し

蕊や一直命さら勉Ｉ
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１︲Ｉ：１階の正義心が存征する所

等僻
は職
僻が
職出
が来
出る
来る
ない
い﹂
﹂と
と仰
仰せ
せ
下が季等親なる一税同仁的の人脳愛の基礎にたぁせ帝は帝
﹁は
卿﹁
等卿は
がが
朕朕
はは
出出
来来
得得な
らた
れる
たの
る大
の大
意の
の程
程恐
恐擢
擢の
の外
外は
絵ふたる偉大なる大御心に外ならない︒叉余は大帝られ
御御
心心
はは
︑︑
何何
とと
もも
御御聖聖意
︒我
我々
々圃
圃民
民は
は如
如何
何様
様に
に粉
粉骨
骨し
して
ても此
崩御の後︑畏くも︐其の御座所を拝観して感激措く能なな
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次次
第第
でで
ああ
るる︒
大心
御を
心磯
をせ
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せに
ずに
もの
ので
であ
ある
る︒
︒
はざる所があったが︑陛下が如何にも李素御質資にの大の御
はは
︑︑
居居
らら
れれ
なな
いいも
亘らせ総ふたかは︑質に想像以上である︒是れ叉
□
陛下が︑人間としては手等的に︑細民の心を以て心
となし給ひたる御謹露に外ならない︒之に反して︑此くの如くに︑我国鰐では︑平等的観念と差別的
一面に
に於
於て
て︑
︑差
差別
別的的
観観
念念
にに於ては︑帝王としての威行動とが不可分にして・互に相開聯する所に︑我圃

4

可

天壊無窮の画家か回想して一○

は︑争議を根絶することは

必ずしも難くはない︒然る

に︑兎角雨者が各差別観

水田にたてるしづを思へば

︶ ￥ち
Ｌ や︑
り ︑互
序 土に
︸︸
側恥
隅削
１と
ｌレ
ア﹂
ハリ
に一立
人
間
と
し
て
の
心と心の接鯛を計るに於て

であるのに︑民衆は警察的服従義務を有して︑何等
ロ
の画家権力は有せない︒此くて警官は厳正に権力を
行使するの立場にあるが︑之に反して︑圃民は警察然るに兎角今日の時代には︑往々徒に李等観のみ
義務に服従するの責任がある︒此等雨者の立場の異を論じて︑似て非なる権利自由を唱へて居る者が少
る所は謂ゆる差別的観念である︒而して叉各人が差くないが︑之は畢寛悪李等であって︐真に誤れるの
別的に各其の職責を完くする所に国利氏禰も増進せ甚しき者と云はねばならぬ︒勢資問題の如きも両方
らるあ所以である︒英圃の交通状熊が世界に無比の面に於て︑互によく公明正大なる人類愛なる季等観
を厳正に執行し︑﹂民衆は交

御・製

｜明治天皇暑しともいはれざりけりにえかへる

︽ｒ﹄ん心火︑令全菖唾鴫子巧み︲大﹄ｒ︾侭旦溌謬転待ｆ
所
以は︑警察官は交通警察

通道徳の上より︑警察義務
を賞行して︑各雨者が其の

職分を差別的に質行し来るｌｌｌ１ＩＩｉｉＩＩＩ︲！

から︑錘に世界に比類なき完全なる交通状態を溌現立場のみを主張するが故に︑自己の地位や財産の保
して居る次第である︒更に叉寓一警察官が︑徒に差持のみの事に偏し︐所謂個人主義を唱ふるの結果．
別的に自己は圃家の権力者なりとの黙にのみ立脚し悪差別の弊に焔るのであって︑畢寛平等Ｌ﹂差別との
て︑人類愛なる平等観を無税するに於ては︑畢寛偏雨方面の不可分なる所以を顧みない結果に外ならな
屈なる警察官の行動といはねばならぬ︒されば︑何い・
れの職業と雌へども半等にして同時に差別のある所今や普通選畢の行はれつつある今日︑偶ま明治節
に︑我圃篭と同様に各人の職掌も向上褒展を期し得を迎ふることになったが︑此の鮎に就いても余は鼓

Ｊ

y

ろ次第である︒に明治大帝の御偉徳を偲はねばならぬことと信ず

３１

F
l

子時代に於ても︐その憲法十七篠中には︑﹁大事は燭

らの圃鵠を︑大帝によりて御宣徳あらせられたるに

御創設あらせられ︑特に明治初年に於ては寓機公論
に決するとの難有き御沙汰もあった︑是れ祁代なが

ろ︒即ち大帝は夙に憲法を始め︑地方自治制度一等を

我Ｈ本弘道曾は明治節に際しｂ余にも説を需めら

の御聖旨に報ひ奉る所以があって︒而して叉昭和の
時代に於て．灘て詔書中に賜ひたる共存共築の御精
禰にも報ひ奉る所以である︒

焔らぬ様に︑一面に陛下の立法 陛下の司法．陛下
の行政の前提の下に情義並び至れる所に︑明治大帝

於て立法や司法や︑行政の民衆化は︑悪平等の弊に

さだ

あけつら

外ならない︒即ち一千三百有除年前に於ける聖徳太
り断むくからず︑必寺衆と共に宜しく論ふくし﹂と

れだので︑錘に謹で明治大帝の御偉徳を偲び奉ると

一堅資なる圃家観念を圃民に

１１︲１Ｊ共に︑時節柄充分に我邦の

明治天皇世の篇にもの恩ふ時は庭にさく

るの除りり錘に郡見を述べ

｜硫雑恥吐識浄召塞麺鎚健誕

．︲︒︲１０︐．山︲︐ｌ

一一一

て大方の批判を乞ふ所以である︒︵丈責在記者︶

●．︲︲︲ｒ︐︲︲︲卜

御製花も心にとまらざりけり

ある︒叉圃民皆兵の主義は太古以来の画風である︒
果して然︐りとせば︑普通選

畢は賃に建圃の精紳に適合
するものにして︑圃民は宜
しく公明正大なる李等的観一
念の下に︑鐘に健全なる選

畢擢を行使せねばならぬのは勿論である︒余が目下
圃民警察︑圃民消防の事に微力を致しつつある所以
も︑要は建国の精祁に立脚せるものである︒即ち悶民

の立法的民衆化たる普通選畢の方法の如き︑叉裁判
の民衆化たる陪審制度の如き︑何れ§皆画民雲察及
国民防火の如き行政の民衆化と画其の根本的精榊に
壷りては少しも異る所はないのである︒此の意味に
天壌無窮の幽家を回想して

I

可

−

明治節︑〃東郷元師

明治節迄東郷元師

一一一

笠原長生

治大帝の御遺徳の如き︑偉大なる光りに頼らねば到
底之を明にし︑以って人類を真の幸禰に導くことは

其の平等は決して差別を無税した所の卒等ではな
く︑李等中に差別を御認めあらせらるる所の真の平
等であります︒例へぱ日光が匿い面積のものには其

に及ぼされた御仁徳は︑何等の差別はなく李等に御
照しになられたことは申す迄も御座いません︑然し

﹁日月二私照ナシ﹂と申しますが︑明治大帝の一般

葛同胞の切なる心願を御嘉納め良せられての御事と

し奉る観念が世界に普及したならば︑人類の異の幸
禰︐世界の夏の李和が之に依りて期せらるることと
も相成らうと思はるぁのでありまして︑誠に何とも

の光りを蒙らせるこ ｃが多いと同様に︑偉大な人物

はそれだけ御仁徳を威得することも亦偉大であると

存じます︒此の意味からして︑乃木将軍であるとか︑
東郷元帥であるとか云ふ様な方は︑一段と深く御仁

1

有難い事であります︒

I

徳に感激せらるるのでありませう︒

ｻ

脚上の幸願を受けることは申すまでもありません
が︑それは只に皇圃民のみではなく︑此明治節に封

不可能であらうかと存じます︒此の意味に於て︑明治
節の御制定は一段有意義な事と思ふのであります︒

函問官
子宮中爵

小

拝承し奉り︑誠に感激に堪えない次第であります︒
之は皇圃の臣民が︑この御制定に依りて非常なる精

明治節が御制定に相成りましたことは︑我が七千

E

改めて申すまでもないが︑世界の現今の思潮は様
々な潮流がありまして︑謂は噛混沌たる有様であり
ます︒言ひ直すならば︑暗の中でお互に種々と探り
合って居る様なものであり美す︒如斯き有様であり
ますから︑之を救ふべき光明には︐恐れながら明

〕

て︑明治大帝︑御生誕の聖日たる十一月三日を以て︑是を中

例し︑愛に国民崇仰の期する断︑冗しで︑図家禽代の永典とし

天智天皇を中宗と仰ぎ画忌を百代不腰の永典と篇せるに準

大膜に至りては資に︑祁武大帝の建図に比し奉るべし︑昔者

中団鰐を澗明にして建図の大精紳を中外に光揚し賜へる聖断

政諺明々たる亜睡洪範︑威袋漉代の標式たらざるはなし︑就

耀す︑王政復古の大業︑帝幽憲法の御制定︑園民道懐の確立

て︑よく私などにも時々其の意中の希望を洩らされ
たことがありました︒偶ま大正十四年一月に園柱曾
の田中智皐氏が︑明治節設定の請願を企てまして︑

之を第五十議曾に提出したのであります︒其の時に

採用あらんことを懇願す﹂︒

院全含一致の御賛同を以て可決

すべきものと思考す︒願くば貴

興節或は明治節と稲し︑以て紀元節に準同せる図典脱日と蔦

一昭憲皇太后持つひとのと上ろによりて瓦とも

御歌

画家柱石の臣であると云ふので︑東郷元帥に其の意
見を尋ねたのであります︒
すると前申しました通り︑
元帥には既に早くから此の

明治節と東郷元師

﹁恭く惟ふに大帝中興の御偉業は古今に超絶し宇内に光

請願の理由

でありました︒

ります︒其の時提出した所の請願書は左の如きもの

一一一一

連署を以て貴族院に提出したのでありますがへ此度

期中審議未了のま画で閉曾となったのであります︒
それから翌大正十五年二月二十日に︑更に前同様

を提出したのでありましたが︑此時は這減ながら開

玉ともなろはとかねなりけり
そこで衆議院は直に通過
事を切望して居られたので
したのであるが？同時に賞
ありますから．それに向っ
族院に謝しても︐やはり東郷元帥を筆頭として︑朝
て大々的賛意を表せられたのであります︒そして此
野の名士を始め︑全幽各地の請願八二葛七百九十九
の時に衆議院に提出した請願書の全圃署名者一高八
千○十二名の筆頭は．資に東郷元帥であったのであ
名の連署を以て︑請願書︵前記のものと同様なもの︶

1
1

を定めると云ふこ︲色を深く深く希望して居られまし

東郷元帥の如きは︑夙に明治節：⁝⁝．︵その富時

』

の赦教︑数度の大戦勝︑文武百般の興立︑深たたる積慶の仁

4

は明治節とは申しまセんでしたが︶大帝の御記念日

（

も又々開講期中審議を柊了し得ないで閉曾となるのゃ

な次第でありますが︑それにば資に東郷元帥といふ

つと本年に入って質現されることになったといふ様

一四

むなきに至ったのであ︐ります︒其庭で更に本年︵昭

看過する課には参り多↑せん︒即ち元帥の人格と蔭な

明治節と東雲郷元帥

和二年︶一月十階日︐又々東郷元帥を筆頭として前同
榛の請願書〃提出したのでありますが︑此の議曾に

がらの一方ならぬ努力︑それは賃に貫かすにはやま

・侭

於ては漸く貴衆雨院共全曾一致を以て決議されるこ

ざるの至誠であるが︑この二つの力がよく輿論を動

．．●

○．●一

今や明治節を記念するに
富りまして︑この一事は除

いと信ずるのであります︒

偉大なる人物の努力に基因するといふことを狭して

︲と
相成
成人
まし
した
とは
と
にに相
りりま
たここと
は︒︒真に慶賀に堪えない次第

かし責現せしめ得たいといふても叉過言ではあるま

︑︲︲ｊⅡＩＩＩｊＩＩ︲唾■■■︑ＤＲ骨閲■■ｒＢ■４︲●ｒ・●ｒ

昭憲皇太后磨かすはたまも光りはいてさらむ

御歌

であります︒

一鵠世の中のことといふ
ものが︐営然なことであり

ながら中々賞現されないも

のが多々あるものでありま
圃圃
民民
ｉｉｉｉｉＩＩ１︑
して︑
︑よ
よし
しん
んぱ
ぱそ
それれがが

第であ︐ります︒︵丈責在記者︶

ひとの心もかくそあるへき
り世間に知られて居らない
けれども︑誠に逸すべから
ざること弘思ひまして︑其の大略を蓮に申上げた次

一般の輿論でありましてもそこには何人をも首肯せ

しめ︑信巷しめすには置かない所の．崇高なる人格
者．偉大なる人物の活躍を待たなければ・容易に責現
②域に達するものではないといふことを痛切に威せ

ざるを得ないのであります︒明治節の御制定といふ

I

様な事に就きましても︑極めて営然な︑最も有意義
な︑そして全皇圃民が渦仰して止まない所であった

可
I

ものにも係らず物猶以上の様な次第でありまして︑や

Ｎｊ

I

佐藤鍛太
もヲⅡ乍仙一Ｄ卜祁冗如屯

の調節を道徳の根元とすれば︑営然権利義務といふ

一五

所が日本は家族本位である︒外国の如く他人との間

叉御製に
開くべき道はひらきてかみつ代の
園のすがたを忘れざらなむ

明治大帝を偲び奉りて

ことを生じて来る︑これは歴史上から見て自然のこ／／
とである︒然るに日本のは情の文明である︒即ち両

・的に見るときは︑他人との間の調節にあると思ふ︒

私の信ずる所に依れば︑外国の文明はこれを道徳

である︒

く新らしい道を開き︑外圃の長所も取り入奴なくて
はならぬとの御英億Ｊ一私は深く拝して恐催し奉るの

これを夢忘るあなくして︑これをよりよく生かすさ

ヲ中外二施シーブ惇ラザル﹂虚のもの︑これを主にし

結洲︑それは云ふ迄もなく﹁古今二通シテ謬ラス之

来一貫せる只一筋の道︑世界に無比たる我圃是︑我

ち改良すぺきものはこれを改良し︐開くべき道は開
いて行かなけ恥ぱならないけれどもう我皇測皇宗以

吟雌声偲ロ．崖Ｕ

明治大一帝を偲び奉りて

私は痛切に感じて居るので︑常に口にして居るの
であるが︑畏くも明治大帝は飼外園の思想とか制度
といふ様鞭ものを御収入れ遊ばされて改良せらる蚤
に付ては．非常な御深慮と御用意があらせられた様
に拝察せらるるのである︒今御製の一や一拝すると
いそのかみ古きてぶりをのこさなむ
改めぬべきこと多く︲ｃも

と仰せられて居る︒勿論大帝は進んで泰西の文化

ゴ

とも仰せられて居る︒何れもその同じ大御心から
の御騒露であらせらるる卜恐察し奉るのである︒即

を御取入れ遊ばされたのであるけ奴ども．其庭には
如何にも御深い御用意の程が拝せられる砂である︒

郎

f

0

を思はれたからのことではないか︑その楕脚に封し
吾々は祁先に反て感謝しなけ肌ぱならない︒叉自然

一一︿

係であって︑これがやがて君臣の開係にも及び︑終に

の大慈大悲を観ょや．何とその公李無私吾々地上の

明治大帝か偲び奉りて

は忠孝一致ＩＣいふ最後の理想一昨も達したのである︒

の慈悲に濁し︑子はそれに報恩威謝する１Ｃいった悶

故に日本のは暖い文明であり鼠西洋のは冷い文明で

ものを総て愛撫せらる画御心ぞとこれ叉感謝の念を
禁じられないといふ風である摩かある見地からいへ

ば西洋の文明は競走的であり︑呪咽的であり︑争奪

あるといふことが出来るのである︒

私の所謂冷い文明閲の人々殊に吐曾主義者などの

く︑自身を犠牲にするのが

自身を主張するのではな

的であるに反し︑日本の文明は慈悲の感謝であり︑

明治天皇かみつよの聖のみよのあととめて

言を見るに︑現
現在
在の
の不
不平
平か
から今日を驚した原因を種
々ｌ塞げて居る︒日く吾々
の祁先ば穴居などをして︑

御製

極めて不完全な生活に甘ん
その骨髄であるといへる︒
わか葦原の図はとさめむ
じて居たからとか︑白く此
所が世界大戦の結果であ
自然は絶へず吾々に封し不
るか︑近時世界の思潮ば大
法な腫迫を加えて来たとかいふて心何れも覗先に封分鍵化して来たやうである︒そこで著しい現象とし

−

−

■
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﹃上ロ

I

可
､

h

と︒然るに吾々日本人の考は之と反封に︑吾々の耐更に一面から見れば東西○一致すべき運動ともいへ
︑Ｊ︑跡
先は成程不完全な生活に甘んじて居った心然しこれるであらう︒彼西洋人はこの思想をして﹁最新文明﹂
減吾々の湘先が︑自身は犠牲にしても只に子孫の事と呼んで居る︒これは資に結構なことと云はねばな．

に甘んじた弊習を打破し︑自然の唾迫に封し復讐Ｌって来て︑これに融和せんとする兆あることである︒
て︑反掛に吾々は此自然を征服しなければならないこれは我皇澗皇宗以来の道に一致することであり︑

し︐自然に封して反抗的不李を並べ︑吾々が果さて見らる勘のは︑彼等は所謂冷い文明に行詰りを生
なければならない事は︑それ等旭先の不完全な生活じて︑吾々の暖い文明に封し・各圃が墨って興味を持

ー

ＦＤＩ０ｒＩ

元来日本人は外風文明に憧慢する癖がある︒菅公

らぬ︒之は西洋人が自己の文明に一頓坐して︑最後道に一致する所謂世界い﹁最新文明﹂に義眼して︑専
の理想として我国に光を見出したのであるのに︑其心斯道のために努めることである︒これがやがて
の寓河衆幌の御本尊たる吾々日本人は︑哀れ自身を明治大帝の恩召しの文明︑その無比聡る文明を持ち
忘れ果て画︑逆に行詰った西洋文明に走らんと急々球す所以であると確信して疑はないのである︒
これ暇なきが如き有様であることは︑何とも湊まし

い事といはねばならない︒が和魂漢才などといふて居るが︑兎も角自主的精祁

明治大帝の御製にを以て︑他の長所を取り融和すること．この癖は一

御製

いつくしむへき事な忘れそ

明治天皇園のためぁたなす仇はくたくとも

融合して．最新文明を作成
すること︑これが最後の窮

いかｂ吾々は前述の如く相

はるかに見ゆる雲のＩｉｉｉ１の状態は失はのれ
て
居
ま
状態
は失
はは
れてし
居は
しま

てる月にか︑らんばかり近づきぬ面至極結構であるのである︒然るにこの気分も近頃
はるかに見ゆる雲の

ひとむら

トー仰せられて居らる画
が︑これなどは只﹁雲﹂︐と

I

極目的でなければならな
いふ題にて詠まれては届ら
るぁものの︑大帝が圃家に謝する深い思召しから︑い︒其所に瓦敬互愛︑世の不調和︑苦しみもやがて
月に近づかれし雲の一むらに濁し︑深い御憂慮の程消滅する所以が存する的である︒
が御含みのものと私には拝察せられるのである︒誠例へぱｕ本人の道は︑慈母が愛児を抱いて添へ寝
にかくの如き御聖腫の程を深く慨し︑圃民はひとむをするが如きである︒そこで子供が粗相をする・時
らの雲に鯛さる動なきを期し奉らねばなるまい︒に吾が母は冷い蒲圏の上に依然子供を寝せるか︑否
此所で私が絶叫してやまないことは︑吾々日本人々子供には座を替へて︑親がその冷ぃ粗相した蒲閏
は一日も早く各自分自身に立締り︑皇祁皇宗以来のの上に自ら握られる︒この美はしい精榊が世界の何

、

明治大帝を偲び奉りて一七

2

一八

陛下にはかく︑Ｉ︑の次節であるから︑滅多な事は申し上げられな

あらせられれと︑後で伊藤公日く︐閏民の赤めと思召さる上と

明治大帝韮偲び奉りて

庭にあるか︑決してあり得べきでないそもこれなる
哉である︒私はそれとも知らず居ったが︑自分で子
供を持って見て始めて我母もかくして下さったので
あると痛く威じたのであるが︑これ吾情愛文明の根
本が賞に錘にあるのである︒これは畏くも識臣の開
係にして見れば︑君は臣を子供として御慈しみ下さ
る︒臣にはそこに決して他人と考へられぬ情愛が自
からその中に離される︒子供は親のその大慈悲に封
しては叉自然と努力が加はるのである︒﹁克ク忠二
克ク孝一ここれ日本文明の根源である︒これが徹底
し普遍することに依って︑正しく真の世界季和は来
るのである︒私はかくの如く老へるにつけ錘に明

I

いといはれ犬とか︒

になって居りますので︑と申上げろと︐陛下には左様かと御考へ

下々の者雁於てばか入る場合に夫婦同伴で出ることを皆喜ぶこと

が叶ひますならば圃民は如何に喜ぶことで御座りませうか︐吾々

言はほんとうか︑と御反問になられたｏ伊藤公はそこで誠に御願ひ

下胸︑閏民伐どん証に喜ぶことだらうにといったな︒伊藤只今の

りますのでつひ言に洩れました様な次第でと恐惟した︑すると陛

は恐れ入りました︒誠に失潅致しまして︑心に深く思ひ込んで居

て︑と仰せられた︒伊藤只今は何と申したと仰せられた︾伊藤公

になあ︑との梁恥洩した︒所が陛下の御耳に入り︑陛下は伊藤待

上︑猫り言に︑呼御同列臨幸賜らぱ如何に卿氏は喜ぶことだらう

れた︒伊藤公は無援なく失瀧の申進めの御詫びして御前走下りつ

のである︒所で陛下にば︐伊藤︐左様なことは机成らぬと仰せら

進めた︒これ迄皇后宮御同列といふことば鞄へておありなかった

治大帝を偲び奉る次第である︒︵丈責在記者︶

伊藤公の話であるが︑唇て憲法壷布式典の際に︑伊藤公は陛下

の中の一つか並に附記して公開することにする︒

て居
居ら
らな
ない
いが
が︑
︑か
か注
注ろ
ろ御
御立
立溌
遜な
なも
もの
のが
があ
ある
る︲
と早
て二三承った︒そ
れて

記者日く佐藤中勝より明治大帝の御逸話としてまだ世間に知ら

ロレ

に拝謁を賜って︑此の度の式典に付き農しては︑陛下に於かせら

I

雪ロ

れては皇后宮御同列で是非共臨御遊ばされます様喉と御願ひ走申

可可︒

L

附

棚橋絢子

一九

Ｆみ

ず︑母ともならないで︑ロ︿管勉狸して畢者になった

承った一事であります９
現今は殊にさうですが︑婦人が一生涯妻にもなら

帝には﹁女は妻となり母となったものでなければ駄
目だ﹂との御聖旨であらせられたといふことを洩れ

途られまして．只々大御心に封し奉り感涙の外御座
いません︒叉私が特に感激して居ｂますことは︑大

職が出来るからよいが︑歌は鮮職は出来ない﹂と偶
せられたさうでありますが︑これ等の御話を承るに
つけても︑臣下の自由と我侭といふことが痛切に感

痛感せられまして．相潜まぬことであると存じま
す︒嘗て伊藤総理大臣が︑﹁臣はこれこれが容れられ
ませぬ上は・只鮮職の外は御座いません﹂と申し上
げましたら．大帝ほこれをきこしめされて﹁臣は鮮

るとき．寧ろ臣下のものが我侭で自由であること力

東京高等女畢校長

初めての明治節を迎へ

明治大帝が不出世の英主で坐したことは．私が今
更申し上げる迄もなく︑あまりによく多くの方々に
依って稗へ講されて居りますので︑改めて申し上げ
ることも御座いませんが．始めて明治節が御設定に
なられまして︑錘に最初の明治節を御迎へすること
となりますに際して︑畏いことながら感を新らたに
して御遺徳の一二を偲び奉ることに致します︒

畏いことですが大帝の御幼時は︑未だ王政復古
以前であらせられ︑何かと御不自由な事が多ぅ御座
いましたので．大帝にはその常時を常にお偲びあら
せられ︑一は細民の上を思はせらる司大御心から・

御座所といひ御生活といひ︑極端と迄思はるぁ程御
質素であらせられたことは︑何とも恐催の外御座い
ません︒御身は一天禽乗の君にましますに︑かくま
シならぬなきをま西になされざる大御心を拝察し奉
始めての明治節ル迎へて

I

て

《

始めての明治節悲迎へて

り︑談育者となったり．或は其の他種々の方面に立派

な活動をなされる方が多ふ御座います︒か月る人々
は︑畢問といひ事業といひ成程傑れた立派な人に逢
ひありますまい︒然し私は女は女としてどうしても
果さなければならない特種な仕事があると存じます

画日■■■■■Ｒ■■■■■１０︐︐ワ時１︲︲

Ｊ︲Ｊ

ｈ

二Ｏ

に依る経済上の開係で思ふやうになりませんでした

が︑やむを得ないと思って居ります︒畢問や事業も

女は女の天職のためにはまぁならないでも完全に女
としての使命が果せれば結構だと存じます︒私は自

分の畢校の子供にも常に申します︒﹁女は決して燭身
などと云ふことを考へてはならない︒必寺妻となり
母となって︑その天職を果すことを理想としなけれ

ぱならない︒容貌が殊更に

醜いとか︑或は経潜上のた
め．或は不具者といふ例外
な事情の下にある人は別だ

が︑これは標準にはならな

い﹂と︒妻︲こならで︑夫へ仕へる道を説き︑母とな

１□ｑ︐︒︐．７１口■■■Ⅱ■■Ｈ■６３口■■■ⅡＥ■■■８−■■■同■■■■■日■■ＰＬＩ■日日■ⅡⅡⅡ８町６日ⅡⅡ

御歌ととなきものは誠をりけり

昭憲皇太后とき遅きたかひはあれどつらぬかぬ

ので︑それを顧みないでの畢問も事業もごうか︐Ｃ思
では
は古
古い
いと
と申すかも知れませんが︑
ふのです︑世間で
女は元来夫に仕へ︑勇姑に

仕へ︐善き子を産み︑善く
子を育てること︐これは寓
古不易の天職であると思ひ
ます⑯一鰐がよく世間の人

達は古いとか新らしいとか申しますが︑動かすべか
らざる真理には新古はないと存じます・一︲太陽が西か

らで子の情を述べ︑家政家事は一切顧みないで家政
家事の道を識壇で教へる様な人も随分ありますが︑

自身真の理解も出来ますまいし．穀へる事に権威も

ない女の人の傑れた畢問も︐偉大な事業も女として

ない事でせぅ︒人を導くには自身理解し賃行して範
を示さなくては出来ることではないと思ひます︒

I

I

此の榛に私は考へて︑微力ながら子女の教育に従

事して居るのであります︒然し何等のなすところも

ら出たり︑男が子を産む時が来たら奮氷の真理も愛
りませうが︑さうでない以上愛るものではない﹂と
私は常に云ふのです︒ですから私はこの天職を果さ

一

一

一

二

『

感心しません︒私などもも少し勉狸がしたかったの
ですげれどｂ深く感じた天職のためと︑維新の腰藩

﹁君″

】

ありませむものを 畏くも明治大帝よりは︑明治四虎魚︑虎魚と申しますのです︒と申し上げましたら・
十五年三月三輪出さんと共に民間の婦人として最初昭憲皇太后には只一言小謹に﹁オホホ﹂と仰せられ

の叙動を賜ったことは︐天恩の厚きに只々術擁してたさうで御座います︒これが御逸話として有名な︑

居る次第で御座います︒昭憲皇太后の只御一度の御笑ひと申されて居るので

次に昭憲皇太后の御徳で御座いますが︑これ叉申御座います︒こ奴は云・ふ迄もなく女は古来の礎とし
し上げる迄もありませんことでｂ誠に圃母として日て︑人に封し大難で笑ひなどすべきものでないとき
本帝圃婦人の典型として︑範を御自ら御示し遊ぱされて居りましたので︑皇太后には婦人の濃としてお

御製

人の人たるおとなひにして

１１

明治天皇易くして篇し得かたきはょの中の

ことを深く感ず．るので御座

此の鰐が著しく峡けて来た

私は今日の婦人に封して

ます︒

れた御高徳は︑仰ぐも畏い事︑叉其の御歌に於ても自らかくも範をお示し遊ばされたので御座いませぅ
かと拝察されるので御座い
古今無比なる御英才と偲び
奉らざるを得ないので御座
います︒只遊に御高徳の一

として私が申し上げたいの
は︑昭憲皇太后の御一代に

只御一度の﹁お笑ひ﹂のことで御座います︒います︒今日の婦人達は︑人中で大笑ひを李気でな

それは曾て昭憲皇太后が上野動物園かに御成り遊さいます︒大笑ひをしなければ寧う気が潜まないと
ばされたとき︑某氏が御案内申し上げましたのですいった風であります︒其の他婦人の古来からの職が
が︑其の案内の人は顔が痘痕で人であったさうです︒著しく溌賊て来たことを考へ︑今更に昭憩皇太后の
おこぜ
所で虎魚の前で御説明申上ぐる際に．此魚は虎魚とこの一事を偲び奉らざるを得ないので御座います︒
申しまして至って醜い魚で御座います︒私の顔が此︵丈責在記者︶
様な顔をして居りますものですから︑皆が私の事を

始あての明治節走迎へて二一

I

1

｡

︒

ふりかへ

博大の気魂

博大の気塊
暗に動ける塵大の力
私共の如き殆ど明治に生れて明治に人となり︑多
少物事を鉾ふる年配となってｂ見る事聞く事がトン
ノー拍子に成功し護展し向上するのを︒不思議︐ｃ思
ひ奇蹟なるかなとも叫びつ︑︑欣喜雀躍した過 去ど

いひ

振返ると︑そこには筆にも舌にも述べ識されぬ 慶大
なる力が動いてゐたのを︒今更の如く感知せらるあ

︵明治時代の回顧︶

むく

〃︑辱心

て英武に而も仁慈に富ませ総へる明治大帝が我が
大八洲の風土に君臨ましまして居たれぱこそ．其の

思ふに博大の気塊など旬いふものは︑容易に擢得
し所有され得るものではない︒新進素錠にして至誠
あり熱血あり︑松陰の所謂﹁整れて後巳む﹂の橋脚
言うや

ぢやつげぉ・

ある春が︑私利我慾を打棄て己．専ら君圃の為に捧

幹も雪﹄

御統駁と御指導との下に︑圃氏の上下が推なくて．
た

｝

︽わ炉﹄

げ議す所に︑始めて其の端緒を凌見し得らるぁもの

欝然たるも興国の気運

地がせらるぁのである︒

翠ぐることを得た戦勝．護展︑成功の一大飛躍その
おりだ
ものであった︒想ひ出して見ても血湧き肉跳るの心

それを突蔓砿し凌駕一．ることによって．一層の致果を

しいは苦しい丈に多く酬ゐられ︑難開は難開だけに

だけ

る︒其の結果として我が吐曾に類現するものは．苦

本含講師

足立栗園

二

である︒見ずや朋治維新の皇護の雄偉にして博大な

のである︒何の謂ぞや︐言ふまでもなく︑噸明にし

二二

誰れ教ふるとも智ふ︲ｃもなく．自然に陶冶せられ醇
化せられて︐それ人〜地位相膝︑身分相雄・力量相

■

りしことを．かの五ヶ篠の御誓文︲といひ︑屡次に換

3

雁に︑博大の気塊といふものを保有してゐたのであ

国

１

せ世Ｌいしうり

謹せられた御詔勅や御震翰の御文字といふ如きもの
いんめん

かみ

も︐如何に我が興圃の気運の︑欝然として鯖艇洲裡
しも

し心

に気鼠たりしかを物語るものではなからうか︒上に

したがひ．︑一し

此山聖天子まし１１︑下に忠良熱誠なる輔弼の臣あ

かみん

６︐朝野従って心を伺うし思ひを番うして︑期せす
かいこぐしんしゆこぐぜじゃうてんめも
して開園進取の函具となった︒之が上天の命であり
干一

さほ

叉下民の鍵であるといふことは︑何人も之を遮ぎる

らず︑自然に誰忠報国の熱誠を披潅し︑努力遮進し
た馬に外ならぬであらう︒博大の気塊の此の時を機
として柊始一貫よく四十有除年を織績しだれぱこそ
殆ど世界に空前絶後なるべき大成功を牧め得たもの
なることは︑因より吾人の喋々を要せざる所であ
つ○◎

︲︲ＩＦ

徳の事より．陛下の寓人に

を叙し奉り．中に智仁勇三

頭第一に明治天皇の御人格

講話﹂なる一書に於て︐壁

私は嘗て﹁修養立志青年

寓人に超絶し給ふ御人格

・ｌｊＰＬｒ︐

しつかなりはひ暇なくとも

明姶天皇おのか身を修むる道は蕊はなむ

︲ｌｉ

者はなかった︒乃ち克く時勢の潮流に樟さして船を
Ｂ

注洋膨群たる海波に投じ︑

して︑彼岸に錨を卸し得た

いかりおろ

終に寛ぐ蔑里の波涛を開拓

御製

●〃︲・卜

超越し給へる御性格を稲へまつり︑而して其の御叡
智の一としては︑五ヶ篠御誓文の一なる﹁贋ク禽議ヲ
起シ寓機公論二決スペシ﹂の御思召は︑果然二十有

︐一﹄ロト２１Ｌ︲︲

除年の歳月を経て憲法凌布となり︑柊に二十三年の

１口！

聡さんとし︑朕期を以て衆に先んじ︑天地祁明に誉

のである︒之は言ふまでも
なく︑博大の気塊が我が天
地乾坤の間に磯嚇して居った篇で︑畏くも明治大
帝が五ヶ係の御誓文に添へて﹁我画未曾有の愛革を
ひ︑大に斯圃是を定め︑寓民保全の道を立んと一・︐

智の第二としては︐同じく五ヶ催の御誓文の一なる

一一一一一

初期帝画議曾の開曾となった事資を塞げ︒次に御叡

衆亦此趣旨に基き︑協心努力せよ﹂と仰せられたる
牡烈鬼祁を実せしむる的の謹靭こる御意志を拝し奉

﹁震ク知識ヲ世界ニ求メ大二皇基ヲ振起ヱペシ﹂と
博大の気塊

りて︑億兆臣民率土の蹟までも感奮激越措く所を知

一

1

博大の気塊

の御思召が明治証年率制頒布以来着々として其の歩
を進め︑終に大中小畢卒して都市町村到る庭に︑之
が設備総誉を見るに至った事賞を翠げ︑而内此の間
激育勅語の煙褒めりて︑圃民始めてよく適従する所
を畳り得たこ︲とを叙し︑更に御叡智の第三として︑

鼓に筆げた﹁大二我幽ノ国是ヲ定メテ寓民保全ノ道

御製

明治天皇

づ︒︒

二四

渥なる大御心は今術ほ威侃して措く能はざる所でめ

惟フニ我力岨我力宗︿臣民姐先ノ協力輔翼二倍リ我力帝図

ヲ壁造シ以一ァ無窮二垂レタリ此レ我力祁聖ナル岨宗ノ威徳．

ト並一一臣民ノ忠貸勇武ニシーア国ヲ愛シ公二殉上以一ア此ノ光

二輩固ナーフシムルノ希望ヲ同

外二青一場シ姐宗ノ遺業ヲ永久

協同シ益燕我帝図ノ光柴ヲ中

朕力事ヲ奨順シ相共二和衷

輝アル国史ノ成跡ヲ始シタルナリ朕我力臣民ハ印チ旭宗
〃忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回
回想
想シ
シ共
其ノ
ノ朕
朕力
力意
意ヲ
ヲ奉
奉慨
隠シ
シ

日

あらたたるよの道もしらるれ

シクシ此ノ負婚ヲ分ツー堪フ

あふほか

然も今日の現状は果して如何と振返るとき︐流汗淋

ふりか

任の霜且つ大なるを自畳せねばならぬこ︐とである︒

ぢうかだい

御言葉寺拝し奉りて︑愈が上にも我等億兆臣民の責

我等は此の力強く而も御々しく誠意溢るあ計りなる
み
ごさばいやうへ

ルコトヲ疑ハサルナリ︒

１１１ＩＩ

いにしへの文の林をわけてこそ

ヲ立テン﹂と天地祁明に誓はせ給ふたる御言葉は︑
着々事
事資
資の
の上
上に
に現
現は
はれれ︑︑
政政︐！！ｉ１１１！︲ｉ
治に激育に蒋叉殖産興業上

に︑新生面を開き︑大改良
と犬護展とを成就し以て今
日に到れる事質を塞げ︑要

するに此の如きは皆是れ︑大帝陛下の御思慮が寓人
に超越し給へることを明白に物語るものなるを論篭
したのであった︒

憲法嚢布営時の御詔勅

摘たるを禁ずる能はざる恥蓋を感ずるではないか︒

P

慶大無遥の御仁慈

I

而も此の間に於て︑陛下の垂示し総へる御聖詔の
中︑憲法護布常時の勅語は︑我等臣民の肝に銘じて

）

忘るぁ能はざる所で︑而も其の御鞭鍵と御奨働の優

！

１

伺に鵬耀燕僅締誹︒鶴卿職且Ｊ１Ｉｉｉ１ｌｆｉＩｊｉＪＪｉｌ耐陶塵し＃懐罪Ｌｉ蕊Ｌく

群凝戦筈驚荊詞蕊蕊蕊ｆ頚礁縫

民衆摩燐望せ総ふ至情よりＩＩＩＩ！ＩＩ１ＩＩＩ１ＩＩ１１１ｉ其の御誕辰を祇慶申上げた

私は誉て前掲の拙著に於て︑之を大帝陛下の御製に私は今回︐朋治大帝の御偉徳を偲びまゐらする明
見てよく其の一班を偲び奉るを得るＪ︾叙述し︑而し治節が他②三大節︐と同じく︑我国祭祁中の大祇祭ｉこ
てそれが大部分︑道徳上の御歌であって︑或は赴曾な︑り︑除下御在世の常時︐心からなる誠意を捧げて

の限り知られぬ程であったことを追想する︒そこで明治節富時の心事態度

帝の御仁慈は︑慶大無遥にして殆ど際涯を見ざる底

術ほ博大の気塊の中には．それが勇武の方面に進事にま一ど及んだのであったが︑一々此に之を架説す
展すると同時に︑仁慈の方面にも亦行渡る力あるもるや要せぬほど最早明較著大な御偉蹟であるから．
のたるを看取せらるぁと思ふ︒さればこそ明治大網ては請者の御推考に待つこととしよう︒

』

用の上に心を馳せきせらる注場合にあっても︑悉く御祇賀申︐上げ得るに至ったことを︑井舞して止まざ
御仁心の蕊露に外ならいを拝し奉る時︑全く古今稀るものである︒乍レ併かく生き残れる私等の外︑術ほ
なる博厚の御仁慈であらせら奴たことを考察し奉る春秋に富める有鯛なる牡年間青年︑少年の諸氏が一
を得ると論及したのである︒而して之が率質として香に嶋へまつる蔦歳の聾が︑如側にも騨拙活液であ
李時に於ける御仁慈︑戦時に於ける御仁慈︐戦役中り︑蒋叉刺宵競技場に於ける歓呼喝采の叫びか︑如
の御逸事といふ風に分類し︑更に博愛の御賢行．李何に牡大であっても︑若し圃民の素塊にして其の博
和の御愛好．徳︑禽獣に及ぶなどあの御行状︑御逸大を失し雄偉を鉄き︑唯だ形式的︑因襲的に御祭り

I

b
l

博大の気塊

︑一一一︿

の憂であって欲しい︒尚凶建国二千数百年間の陶冶

ほ

ではなからう乎︒私は憂慮する︑どころか之が杷人

号じル

と醇化を受けたる我が圃民が︑此の時・一朝にして左

博大雄偉の気塊濡祁を喪失せんとしっ動あるの現状

ことを陳謝しなければ唾らぬのである︒

騒ぎをするといふことであつ一しは．責に大帝陛下
に濁し奉りて．顔向けもならぬ漸悦の至りであり︑
而して一画臣民としての大責務を果したものでない

が︐︑ひ

傾左推して降を敵の軍門に乞ふ如き態度に出づると

Ｌ人ノ︑伽い

ゆゆ

一篭︑公明正大で而も至誠園に許し︑献身犠牲以

せん乎︑それこそ由々しき大事であって︑而も岳飛

ぶう妻ｈ︐呼ん

て其の職分を誌すのでなくては︑如何に外形が立派

｜製

が即ち明治大帝の御高恩︑
︑御
御偉
偉惚
惚に
に封
封し奉る昭和時
むれ

て圃利民幅を増進せんが篤に心竜も私利私慾のｅ念を
低さ

挟まず耐専ら公利公益を旨としたものであった︒そ
やど

勺し

こに博大の気塊は宿る︒然るに今や大正時代を漣て

土嘩じあ

・晶肥ｆ〃

昭和の新時代に入り．其の間戊叩詔書の換凌や．締
祁作興詔書の垂示浄一見だのであるけれどｉ悲いか
か勺づさ会

な我が国民は真面目に之を受け容恥て奉戴遵守嘗践

I

する者少？︑︑︑提てお渦春き起る外来の異主義︑悪思

！

代圃民の責務であり︑而して明治節に讃する富Ｈの
心事態度でなからねばならぬと思ふのである︒

ではないが︑秦桧斬るべしの降魔の利靭影揮はなけ
でも物質的に豊富であっても．それは全然糖祁的死
れぱなら函と思ふのであ
減であり︒魂塊の抜け出で
る︒大和民族の丹心血液を
たる空洞の物たらねばなら
昭憲皇太后ひとりのみ恩ふこ§ろの善あしも
ぬ︒思ふに明治時代に君圃
陣承したる七千寓同胞は此
照しわくらむあめつちの榊
に許せる億兆臣民の桔祁は
の際此の時大に豊醒数番せ
︐Ｉ１・︲︲！︲︲！● Ｉ︲︲１︐１１鴫︲
賞に開園進取であり︐而し
ねばならぬではないか︒之
御

I

想に狐惑せられて︑綿に我が日本帝幽の誇りとする

h

□︑
このたび明治節が御制定になったといふことは︐
とで︒色々 の 意 義 か ら し て こ ん

キ、

世明

質に有りがたいこ

結構なこ﹄ば無いと思ふ︒
夫につけても色々なことに 思ひ出されるのは．

治聖代の廠事である︑思ひか へせぱ恩ひかへす程
にも稀なる︐聖天子でおはしましたと殖つきない感
激が今更の如くに新たに沸き上がって来る・
恩ひかへせぱ︑明治三十八年十一月十四日のこ と
であった︒明治天皇は日露戦役がすんで平和篠約が
途中静岡御用邸に御駐篭御一

締結せられた．其時伊勢大蔵に御参拝あらせらるべ
く行幸仰せ出だされ

ﾉ
よ

厳激謹話

r

泊あらせられることになった︒
今更いふまでもないが︑有色人はどこまでも白人

感激誰話

三浦直正

には及ばないものである︑有色人は人類中の二等以

下のものである︐少白人は決めこんで居たのであっ

夫がこの日露戦役における日本の勝利で︑有史以

た︒

来の世界中の人々から見た︑人種の格付け標準がガ

ラリとかはったのであった︒
日本の園内のある一隅では︑わが図は祁圃である
といふので︑われＩ︑同胞は世界中の特等の優秀民

族であると自信して居る人々は有つたもの動︑世界

の小きい群島である位にしか思はれては居なかった

の上から言へぱ︑支那の沿海にある支那付馬の一つ
ので︸のった︒

夫がこの戦勝によって．白人に劣らない民族であ
ると認めら血ることになったＤ認められる位でなく

畏敬さ鯉ることになったのかも知れない︑支那附厩

二七

1

『

の烏ではなかった︑立派な一大帝顛であるといふこ業を得ることになった︒

礎九時頃であった．御用邸からの電話で．あの歌
其富時の圃民の一員としての私たちの嬉しさは．を陛下が御覧遊ばす様だから︑寓一御下問でもあ
到底口葉でも筆でも表はし切眺ないものであった︑る︐と奉答の準備がないと困るから急いで出て来いと
もとより圃民の一致奉一公の美風か是を成就せしめたのことであった︒

た︒だが今更に致し方もないから︑大念汰浴して御

のでは有ったが適夫も其源を上一いへぱ︑明治天皇の私は光柴除って今更に恐耀に堪へなくなって来
御礎徳の一端の輝であった︒

私は其頃は静岡に住んでｌｌｉＩ１Ｉｌｉ１ＩＩｉＩ１ＩＩｌｌ１１１用邸に伺候し起
居だ︒

と共に︑其丈皇を取り出しては．御奔をつとめて︑

夫から後︑毎年十一月十四日が来ると︐私は同志

ともいひ様のない動揺であった︒

私の其時の心持といったら圃光柴か恐擢か︑何

することになった︒

めて御下賜になるとの事で献上に用ひだ文墓を拝難

鍵諜撫侭備隅催騰腔婚撫然︾
たちの喜びは手の舞ひ足のふむところを知らなかっ
た︒

かうした威激は︑せめて下手な歌でも樵はないと
して︑誠心誠意の結晶︐としての短歌を一首づＢ︑奉
頗の微意を表示すべく献上を願ひ出やうではないか
といふことになった︒

】

現在にまで引きっ瞳きやって居る︒

I

夫から早速其準備にとりかあり其手綾を願ひ出

I

た︑ところが蕊事都合よく運ばれて︑途に天覧の光

〉

口

４

Ｉ

僅にうなづいて居た︒
思へぱ︑猫熊夏樹翁は近世稀に見る大事者であつ

昔のことは教へおかなむ

明治天皇す入みゆく世に生れたるうなゐにも

御製

しながら︑しかも其画家を

毒する如き言説を吐露して

国家の何物なるかをも︑魅
は御食事中であらせられた
が︑其時の御茶碗を其まぁで下さったのだ︑有りが曾の何物なるかをも．未だに群這識する力なき青年の

下座に廻ると．翁は恭しく
茶碗を取り出し︑是は御い
︐とまどひに出た時に陛下

班ま季や鐘一光弘︑刃を枚ぎ１１１１１１；ｉ︲Ｉをつけながら．しかも函家
私
は
手
を
洗
ひ
︑
口
を
激
ぎ
から支給される俸給に衣食

から拝ませてやるといふのであった︒何々博士などといふ．日本政府から許され迄肩書

明治四十三年であったと思ふが︑私が京都へ行つだ︒猪熊翁以外に．丈畢に於てもっと以上に細に亘
た時︑堵熊夏樹翁に逢ってこのことを語った︒〃り微を究めた八も有ったかも知れない︑しかし詳し
すると其翌年一月末頃であった︒猪熊翁が新年御いだけで本営の畢者だとは恩はれない︒
進講に出て錦りがけに︑静岡の私の宅へ尋ねて来て率者は相雁に深奥なる畢問があると同時に︑日本
くれた︑其時翁は︑今回は有りがたい奔戴品がある帝圃臣民の摺導者でなければならないと思ふ︒

I

る様な今日になったのであると．翁に語ると︑翁はいものだと私は思ふ︒

私は愈翁の赤誠が遂にかうした奪い御品を拝戴す士の制裁をもって︑世の中の外に躯逐してしまひた

感激謹話二九

ほ奪い記念の御品であった︒ない︒値打がないのみでなく︑常識ある帝幽臣民同

たい御品ではないか︑奪いことではないかと言って思想に濁し︑前途を誤らしめ︑邪道にふみ入らしむ
翁は涙をうかべながら二三度繰りかへされた︒る如きに至っては︑如何にある一方に於ての畢殖が
是は．私たちが拝戴した丈墓とはかはってなほなぎうで有っても︑夫は畢者として尊敬すべき値打は

一

盛．激．謹↑話

︲夫から︑畢者は自分の所信に向っては諺賃践鋸行

の人で芯ければならぬ︒口にはどんなに巧妙な理論

︑

三○︲

︑

でのことはない︒海犬養寄禰の歌をかりて一首﹁御
︑︑︑︑︑︑ｐ︑︑勺︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃も︑
民我生ける験あり大君の蕊ゆる時に逢へらく思へ
ば﹂私はいつまでも是を繰り返し口ずさむで有ら

げん︵人生︶

○人間と生れしうへは人間のみちをふむとそ員のにん

すかめ蔵︵識六︺

○踏まれても叉打たれてもあらそばでくぴも手足も際

望まし︵廉恥︶

○手や足の皮はあつきがよけれども面の皮をばうすぐ

○良薬は口にはにがしさはあれど病ひに利ありためし一

：修修
身身狂
狂歌
歌

シフ﹂

１１１

、

を並べても︑其人自身に溺行が伴はじい時に︑何の
値打もないものだと思ふ︒
猪熊翁の如き︑其敬祁の念の深きこと︐其皇室に
鍔する敬愛の念の深きこと︑Ｈ常の居動を見るに侮

他より想像しても到底及ばないのである︒是でこそ
本営の皐者である︒一世の指導者である︑資に容易
に得られない大皐者であったと思ふ︒
夫はさて置き︑明治天皇の御磯徳は質に庚大無遥
で︑私たちにはとても測り知ることが出来ないので
あると恩ふ︒

猪熊翁から聞き︑又私たちが有りがたいと思って
居ることは︑夫は御聖徳︲と申し上げる程の物の一門に

は入らないのである．北は千島のはてから．南は膨
湖列島の端まで︑如何なる山の奥でも︑津々浦々の
奥くまでも︑かうした恩柴に感泣して居るものは無
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○わざはいのその源は耳目口見まい聞くまいまたかた

るまい︵謹慎︶

I

数だったのである︒是は落ちこぼれの御盛徳とでも

I

申し上げる様なことで︑大きな１１御礎徳と申し上
げる事柄は︑園氏一般悶知のことで私が繰り返すま

P

ノ

走造らしめられ︑御凱︑御璽韮奉安される等

敬遊ばすあまりに︑御殿の御庭近く祁器の間

御開令になったので︐以て天皇の祁宮に針す

が行くのであるｃ然ろか天皇が此の御異例を

時にも︑一需先に伊勢祁宮に御参拝になりて

ったのであるから︑明治元年に東京御海都の

はないのである・申すまでもなく此の幽土は︑

でも民安かれと御所り下さる外に何も御所り

の一背であって︑天皇の祁宮御参拝ばいつ

我が世心まもれ伊勢のおほかみ

とこしへにたみやすかれと斬るなる

るのは︑

中で︑最もよく御心の現はれて居ろと思はれ

も外ではない︒祁宮に封する御製が津山ある

る思召の程がわかず︒さて其の思召といって

孝○Ｏ

の例を開かせ給ふ

脚宮及び御陵に御親謁

響く敬祁崇祁の変を御誌しになつれのであ

明治天皇御逸事
敬神崇耐の御事
敬榊は我が圃燈の根本義であるから︑叫治
天皇は御製に
わが閏はかみの末なり祁まつる
むかしのてぶり忘ろなょゆめ

と遊ぱした如く︑御向身剛家の元首として
今その・一端を申すと︑毎年正月元旦にはへま

王政復古のこと心お告げになり︑固迩の隆昌

天皇は︐もとか︑匂敬紳の御心が非常に深か

だ人の眠ってゐろ暁頃に︑祁嘉殿に於いて四

よく此の御趣意走御変行になつ犬のである︒

方拝の祭を遊ばされ︲五穀の豊熟ｈ国民の安

てｂ圃民の代表として抑宮に御菱拝になり

天祁の御遺物である︒之起陛下は始終恩召し

の御親謁の俵走御始油になり︑それ以来屡々

醐民の安泰を御断りになるといふ所から︑此

や︑圃民の幸祁延祇らせられる御考へであっ

の御逼がないから︑東海道の闘宿に遥拝所杢

た事と忠ばれるが︑色々な御事情の矯めに其

御設けになりて︑遥拝して御出でに芯つれ︒そ

四日の政難始にば︲各限務大厩珍内閣に御集
めになり︐先づ第一に紳宮の事牟奏せしあら

れが御心に掛かると見えて︑明治二年には︑

寧幸祁走御祈り下さるのを一初めとして︐一月

れるのが波も厳かな御催式で︲これから一般

攻ゐて祁宮に御親謁になった︒是れは建幽以

て御参拝になった︒大和は歴代の皇都に近い

な畝傍の御隊が出来て︑是れへも天皇が始め

常に荒れて居ったの走︑明治天皇の畔に立派

それから紳武天皇の御陵も︑明治の初は非

此の例があるのである︒

さればこそ閏家の大事に際してば︲伊勢大洲

政事恥聞こし召すといふ順序になって居た︒

ｎ本の歴史は随分長いけれども︑どの天皇

来日本の歴史にないことである︒

のである℃それから御歴代の御陵調︑御幣頓

も利宮に行幸遊ぱし求亘とは無い︒皆御勅使

宮に御親調があって︑御祭典奉告等があった
皇統譜完成等．の御企圃があり︐叉跡器恥御崇

明治天皇御逸事

I

4

明治天皇御逸事
けれども︑昔ば曾てない︒然るに天皇錫は明治

十年にはじめて御親謁があって︑それ韮初と
してｂ其の後事有る毎には御参拝になった︒

是れ全く敬祁崇組の御糖祁の溌露で︑誠に締
排な例を御開きになったものだと忠ばれろ︒

御父帝の御所の席に

る︺

少い時からがやうに御孝心が深かったのであ

御父帝の御病床を
離れ給はず

孝明天皇は癌措で崩御になったが︑庖措は

一一一一一

ところ︑天皇は端然たる御態度で﹁満州の野

て然るぺしや﹂と垂︑て恩召の程韮伺奉った

があつれので︑大臣は痛ノ︑恐耀し．且つ悔悟

に在る軍人には暑中休暇があるか﹂との御読

叉曾て某大臣か細密なろ倣字表か添へ衣珠

し︲冷汗脊か活して退出したといふ︒

何等の御言葉を賜ばらないので︑一旦御前か

退き更に精細なろ調査を遂げた虚︑意外にも

算調書類か捧呈し︑御裁決走仰いだが︑また

様に︲一と御止めするけれども︑どうしても御

うつるもので非常に危随であるから︐女官な

聡きにならぬ﹁親の病気であるのに︑解染す

出でたまふ
孝明天皇の御代︐国家が非常に危急にさし

々にも罪を得させまじとの提き思召限外なら

られたのは︑一限その事項に係れる何れの人

事なく︑械獄の狸にそれとなく注意韮促かせ

かＬろ場合︑一々その映鮎を指摘ぜらろＬ

て︑早速諜類の御下戻を願ったといふ︒

見Ｌ︑今更ながら御周到なろ御眼識に麓嘆し

いと仰せられて︑岱時十六歳の天皇は︑始終

簸字表巾の重要なろ項目走峡いて居た事を裟

御敷になって．そこから伊勢祁寓の方に向は

御側に居て︑崩御まで御離れにならなかつれ

るのなんのと︑そんなことかいふぺきでな

い・外幽は交際を迫って来る︒どうも外に仕

といふこと韮承って居ろ︒

奏上事項に封して漫

天皇は寡獣慎重の御質にましノ︑︑何事に

ろ御態度な持たせられ︑如何なる小事に封し

れろに堂ってば匁轄にかくの如き細密周到な

なかつ誰︒天皇には蔑機の政を綱謹あら苧り

封しても漫に御気色恥動かされる様な事なく

に可否を仰せられず

の御父中山忠能卿が之を見兼弧て︑﹁殊更寒い

皇は中山一位の局の御腹であるから︑其の局

とば細えてあらせられ江かつ衣のである︒

ても︑所謂管且列的の御裁決を遊ばす如きこ

確か伊藤公の話であつれと思ふ︒或る時︐

忠言を容れ給ふ

仰走下されなかった︒

嘗て戦役中︑某大臣が御前に出で恐ろ１１

暇令叡慮に副はざる事柄でも鯉々しく兎角の

れるから格別恐入る﹂といって頻りに其のこ

僚吏の馬に暑中休暇冷奏請しれが︑天皇には

夜頃を徹しての御遥拝といふことば誠に恐入

ども︑父帝の御後に従って御而りになる︒天

時明治天皇は僅に九歳の御幼齢てあつ衣けれ

やうにといふことを毎晩御斬りになった︒営

やうがないから︑何卒此の圃家が安泰になる

せられ︑江戸幕府はｎ分のいふこと恥聞かな

迫ったので︑天皇ば清涼殿前の御庭に荒菰韮

どは︐明治天皇に﹁御側にいらっしゃらない

I

る︒天皇にも恐入るが︑お少い方で在らせら
と韮御止坊申上げても︲父帝が篤さろからと

』

只歌然として在すのみで︑大臣は﹁如何心得

1

いうて︑共に徹夜遊ぱし士といふことで︑御

F

ども公は︐なほ侃々誇々として所見な奏上し

るとどうも思召に通はい御様子である︒けれ

御考へと迷って居ったので︑御鋪伝言聯拝見す

就いて意見ル申し上げた所が︑それが天皇の

公が明治天皇の御前に於て︑何か政事の事に

かにいった事で後年ハルビンに身を棄てＬ君

ざる恥得んや上云ふ感じか起し士︒是れは確

非常に感燕し．此の君の矯めに一死以て報い

﹁昨日は股が悪かつ衣﹂と︒之か承って︑公は

出て半れ伏した︒すると︑御言葉の御趣意は

下った︒公は前日のことがあるから諺恐ろノ︑

夫唱婦瓶の古語の如く︐所調良妻の模範丈乃

后陛下には︑是れも申すも災きことながら︑

ったやうに承るのである︒ところで常時の皇

誌めたいことに興じ給ふこともないではなか

恩なしたことである︒

御丁寧に御念峰あり︑各人いつも病く恐縮の

が︑各人毎に一之御頭を前方に傾けられいと

げ■ｒ

た鳶に︑天皇の御気色雑龍あしく︑いば蜜逆

ああ︒

刷に殉じ士のも・定なるかなと云ひ士い位で

下の御心恥和げさせられたのに因ると云ふこ

其の伊藤公が叉︑是れは昭憲皇太后が︑陛

も少くなかつれやうである︒其れに付て雨陛

ぺき御性行にましノ︑︑同時に内助の御功縦

斯ろ天養であり随て又時として︑精御諮

天皇の御事︐ゆゑ腿御窺に障ると激しい御鼠性

鱗と云ふやうな御様子︑あの英遡な御気性の
が叩ばれるのである︒それで流石の伊藤公も
．恐れ入って退いて仕舞ったｃ

下連壁の一美談がある︺

御内助といっても締祁の御内助はこれであ

寵愛の小狗があって︑室内の出入港許されて

日頃天皇には犬を愛させられたが︒曾て御

と悲知つ求晦の感激ぱいか程であったらう︒

走伺はれろと︑．ごうも唯ならぬ御様子ゆゑ︑

る︒婦徳を以て蒋徳か助けろと云ふごとは︑

雛て天皇も入御になったが︑皇后が御気色
皇后から色々御慰めの御言葉がある︒それは

押れ奉ったものか︑後には内殿に伺候する近

然るに此の犬は性精粗豪で︲Ⅲつ聖恩に

居た︒

皇后の御申出によりて

斯くの如くして始めて出来ることである︒

﹁伊藤の方が尤もでせう﹂といふやうなこと

性の身として︑政事のこと卜噺を御容れ遊ば

は決して仰せられなかったに逢ひない︒御女

侍の人なきに︑廊下で飛びかＬろやうのこと

る︒然るに大帝にはそれ程の事とも御気附遊

があってｂ恐怖する人も出来れとのことであ

狗子を他へ移し給ふ

毎Ｆヂ

天皇の御態度は︑申すも畏きことながら︲

すやうなことはない︒唯陛下の御蕪分ｕ御和
ぢぎになる様に︑御女性の徳逃以て段々御閲

犯すべからざる茅であつ求が︑其の巾に叉温

仕の人の逃げ避けるよし恥聞︐Ｌ召し︑興じ給

ばされず︒御戯心の精々溌露し給ひてか︑川

蛍に肢桁にまＬまして︑御姿風赫灼︐寸奄も

然玉の如き鹿もほの見えて︑何と蝋巾し様の

の御気分がすうと平かになって来た︒平かに

なき虚が交って在らせられた︒梱密顧問官な

ざ遊ばすやうにしていらつしつれ所が︑天皇
なれば︑あの聴朋な大帝︲如何でか是非の分

どは︑毎月欺回奔謁恥許され衣︒其の時陛下

一一一一一一

が︑御寵鍵の狗子のことＬて︑皆恐催して︑

それで大分迷惑をし求人もあるのである

うれこともあるといふ︒

と御悟りになった︒

は直立ましノ︑て︲一々敬臆韮お受けである

別が御付与になら抑ことがあらう③忽ちさっ
さて翌Ｈになるとも伊藤公に御召しの仰が
明治天皇御遜事

が否決するのも無理とは言へないであらう︒

明治天皇御逸事

進んで事貿を委しく言上して其の犬の退去を

けれどもこれは函防の一大事であるから︑忽

三四

宮殿は外から拝見すると︑昔風の建築に見

か御川ひ遊ばす様になってをり︲それからス

えるけれども︑内はやはり洋風で岡橘子卓子

チームの設備があって︑如何なる寒中でも︑

願ふ者もなかつれのに︑其の事いつしか皇后

ある︒然る老陛下雁は︑ｎ露戦役の際には︑

室内韮六七十度までに暖める事が出来るので

にしてはならない１−と仰せられて︑宮中の御

を製艦費に充てよとの勅命が下っ士︽いで︐廟

政務牟御蕊遊ばす間もスチーム恋御迩．きせに

用度の中から三十蔑凹か糊節減になって︑之

つれ︒併し御蕪色如何にやとのことに︑皇后

ならず︑縄理大臣はじあ小役人に至るまで︲

堂の諸公執れも背に汗を流して恐濯しれのみ

させられ︑其の狗子退去の事韮御直奏に祁成
も深く御心走惜ませられ汝が︑天皇限は直に

陛下の御工に入り︑陛下にば吃度御心を定め

其の事か御嘉納あって︑狗子は近侍に命じて

武官長は︑﹁あまりお寒うございますから︲御

ならず︑火鉢をｈ御用ひにならぬので︐侍従

手焔でも﹂と度々御願しても︑一向御承知が

俸総の十分の一た割いて製艦費に差出すとい

新宿御苑に御移し遊ばされたとのことであ

に於ても一言もなく製艦饗を可決して︑思ふ

ふことにして．再び議倉にはかると︑鹸早議員

此の事の次第は︐其の項︑明治天皇より元

ず○Ｏ

なく︑或る時の如き﹁岡津は度々さういふ事

れば︑論語に所謂﹁君子之過也︑如二日月之

ことでないが︑暇リに之恥一時の御小過とす

天皇の此の事は︑敢て御過ちと申すぺき程の

て居ろ﹂と仰せ聞けられたとのことである︒

のやうな勝利ば占められなかつ犬かも知れぬ

う︒豊島︑黄海︑族順︐威海術等に於て︑あ

で過ぎ率ってゐ衣ならば︑果してど・うであら

あるが︑薪し常時議含が製艦費を否決し求龍

それから間もなく日清の役が始まったので

をしてゐろ罪走思ふと︑家の内に居るさへ心

ぬ︑閣家の篤とはいひながら︑かような苦労

も一つ間途へぼ︑命のとりやりをせればなら

でも羅具でも不足勝に起臥Ｉてゐながら︑而

馴れぬ瀧州に行って︑氷や雲に埋って心食物

き盛りの人々が皆親に別れ︑妻子兄弟に別れ

か申すけれども！よく考へて見よ︑今日は働

存分剛防に肺へることが出来れ・

食一鳶︒過也人皆障見ｖ之︒更也人皆仰ソ之﹂に常

と恩へぱ︑質に寒小に堪へない・是れは陛下

老に御南話あって︑﹁皇后も事理はよく排へ

乃ものとも申すべく︑是れが鰯に却て聖穂の

苦しい位で︑火鉢を川ひろ心持にはならぬ﹂

たといふ事である︒︵逸事集より︶

と仰せられたので︐武官長も深く恐入り奉っ

がせられた事といふべきであらう︒

寡チーム等を用ひきせ

日露戦役の際宮中にて︑

が憂幽の至誠︑まことによく剛難を未前に防

｝

大なろを仰ぎ見るぺきである︒

宮中の用度を節して製
艦費に富てきせ給ふ

給はず

》

日清戦争の始弐ろ数年前︑帝国議曾が製艦

1

て漁す所冷知らなかつれが︑天皇には﹁議含
ロ

費走否決し犬時の如き︑廟堂の大臣色を失っ

P
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上通行させる上いふ恐ろしい駁ぎであったが

是れは葉山の霊夢と申して︑営時有名な事

女官としては一の上臓高倉寿子唯一人従ひ奉

く取上げ︑小具足に身か固めて守護し奉り︑

其の左右には︑十七八人の武士何れも股立高

に垂れて︲八瀬童子が界き奉る御板輿に召し

の上に︑青色の表衣を召させられ︑御髪逸後

皇太后其の時の御有様は︑白羽二重の御衣

上の御見舞に参られ衣︒

女儀の御身を似て・抑丸雨飛の中を冒して主

に︑雄々しくも御出門になり︑妙齢十九歳の

れる主上の御安危如何悲憂ひさせ給ふ齢り

其の中走昭憲皇太后が︲禁裡御所に在らせら

に其の事な御話しになった︒承った御側の者

の通りの夢を繰り返して御弾になった︒それ

明治三十七年二月︑皇太后は葉山に在らせ

事の日︑海軍大勝利の御瑞夢に相蓮ございま

坂本認馬の霊でございまぜう︒これは園家有

は彼腫劣りはせぬかなどと思ひつつ夜の御疲

せぬ﹄と申上げ︑叉或る虚から龍馬の潟艮韮

も不思議に思ひ﹁それは勤王家として有名な

殿に入御になるのが常であつ求︒すると六日

取寄せて御蝿に入れろと﹁此の姿に相逢ないＩ−

られて︑日露戦争の事悲非常に御心剛あそば

の晩︑不思議な夢走御礎になった︒それは一

といふ御言菜であつれさうである︒

本離隔と申干者でございます︒此の度の戦争

果こ上に至つれものかと拝察し奉る所である

であつれが︑是等も始終御固落思召される結

石頑固一徹な薩摩武士も︑思ばず其の板輿の

りて︑御列走進め奉ったが︑此の清様には流

は御難儀にはござりますが︑御勝利は疑ひ御

優にして内に雄々し

帥に平伏し天さしも厳重に鎖した御門を開

ちに天皇の御座所に御参入あらせられ︑色々

き︲易々と御通し申上げれので︑皇太后は直

き御心在します

明治戊辰元年の乱の時に︑勤王蕪と佐幕薫

と御物語があつ・菰といふ︒斯の如く皇太后︑

とこる﹁歎馬には候はず龍馬に候ふ﹂と申し

ろ銃砲の戦は︑常時昭憲皇太后の御座所であ

れ士のである︒

献身的な深斗﹄御愛を以て天皇にお封し遊ぱさ

とが京都市中で烈しい市街戦をして．識々北

つボー峰邸内の奥にも手に取る如く聞え︲御

つ○◎

門御門には警固の武士が附いて︑一々誰何の

三五

御目が提めてさてノ︑不思議な夢走見たも

昭憲皇太后桐逸事

のだと思召して︑叉まどみまぜ袷ふと再び前

て︑其の姿が掻き柵す如く失せ去ったのであ

給ひ︑﹁坂本数馬とや﹂と御反問あそばされれ

やうに﹂と申上げるので．陛下は卿し打案じ

の力で保謹し奉りますから︑御恥易う忠召す

座いませぬ﹂殊に海軍の事は不官ながら微臣

Ｃ

人の壮士が恭ｌく附外に伺候して﹁撒臣は坂

して︑川征勝士の上や如何︑叉我が海顕の力

葉山の御露夢

1

でいよＩ︑不思議に忠召して・翌朝御側の者

昭憲皇太后御逸事

1

昭憲皇太后細逸事

酷暑中署しをも仰せ

今や今二℃

一二空少

居られた︒主上の御前に御出ましになると︑

殊に御謙徳の極めて厚くましノー︑主ことば

皇后の尊き韮以てして︐お薄迩お敷きにばら

ことば︑御親ら日本婦道ル厳守遊ばされ︑嬬

それで一峰家より御入内後は．すぺて明治

ず＆級巷のやうなもの韮敷いてある所に御坐

に御仕へ遊ば﹄ては︑明に君臣の澱を執って

天皇の遊ばす遡りに遊ばされ︑陛下が御馬に

御歌の中にもよく現はれて居るが︑明治天皇

召せば一緒に御馬に召す︑陛下が筆問悲遊ば

ぱ夫に従ふぺきであるといふ鞄鑑を賀際にお

御所の内でさへも九十何度といふに上つれ︒

て御敷き遊ばすと言ふ風であつれ︒

り遊ぱし︑天皇が﹁棒か﹂と仰しやると︑初め

られず

奉仕の人々も︑皆口々に暑さに壇へがたいこ

せば．其所に出て御聴き遊ばすｃ始終お側に

示しになったことである︒

と寺申しあって居つれが︑皇太后には︑﹁お上

主上が北越御巡幸の年は非常に暑く︑赤坂

のこと走考へると誠に恐れ多い︒憤れぬ地に

いらっしゃって御研究になるし．又色々御辛

御身でありながら︑責に些細の事にも人手走

申す迄もなく︑多くの女官に侍かれる尊い

誠に恐れ入って居る次第であるｃそれから天

思ふ︒しかもそれを決して御現しにならぬ︒

日木婦人としてあの位梁間のある人はないと

畢も瀧畢も非常に奥深い御方である︒自分は

それで伊藤公も曾て﹁今の皇后陛下は︑和
苦を分たれた御方である︒

借られず︒御親ら遊ぱされむ天皇の御在世中

皇陛下に封して非常な御恭順で︑何事奄仰せ

ることかしら︑それ走思ふとこ当にかうして

御出ましになって今頃はどうして居らつしや
居ることさへ勿幾ない気がする﹂とて御自身

は︑その御盟激の水等も︑皇太后御手づから
民に向って︑婦遁の範走武地に御示しになっ

になるｃ起ちながら御話しになつ龍ことば︑

られるにも︒必ず膝走付き雨手か漣いて御話

自分は一度ｊ鋤拝見したことがない︒皇后陛下

たものといってもふからう・

０

ば達に一言だに暑いといふことば仰せられな

訓へられたと承ってゐあ︒これ長くも我々臣

おほみやのうちにあゞりてもあつきひを

かつれ︒其の頃の御欺に
いかなるやまかをみばこゆらむ
と云ふ御名吟がある︒蜜に恐れ入つれこと

なって入らつしやろ︒此の皇后陛下があるか

は︑日本の女の縄ての美鮎悲一身にお集めに
昭擬皇太后は嘉永三年四月十七日に御誕生

ら︑天皇陛下も政事が御出来になる﹂と感心

主上に封する御漉儀
になり︑慶唯三年即ち明治元年十二月二十八

して話されれと云ふことである︒

である︒

日に︲御年十八で御入内遊ばされた︒爾来明

暑御避寒に入らつしやつれそこへ勅使が菱

婦としての務を御親
皇太后が深宮の裡に在りながら︑明端天皇

治の御代の経るまで︑天皇に御仕へ遊ばされ

乃と︑いつも座蒲圃韮除け雨手をついて御話

ら遊ぱさる：
に封してよく御内助の御功走お霊しになった

って日本婦人の鍾鑑と仰奉るぺきものである

た御態度は︑責に貞淑そのもので．蔑代に亘

皇太后は晩年御弱くて︑沼津葉山等雁御避

るが如く拝察し奉る次第で︐殊に恐擢Ｌ奉る

｝

ことの根抵ば︑穂て皐問思想に萌芽されて居

】

︲１１８ⅡⅡⅡ

を御聡きに北リ心又御話遊ばされろ︒さうし

の御記惚の碓藩奉答は遊ばされず︑必ず字馴

に．昭憲皇太后は軽々しく之に封して御自身

げられたといふことば︐天下に腰れない御話

老ひいて一膳御調査があってからお答へ申上

であるが勘此の御態度こそ︑資に御内助の精

陛下の御謙鯉御貞徳の網ては心賓に此の御粘

祁に適う稚御畢動と申すぺきものであって︲
祁と其の流彩同じうするものである︒

雨漏に民家をしのぱ

族制度の親しみを御示し遊ばされて︑妻は夫

蝋遊ばされた﹄丁度樫の頃であったが︑その

或る年皇大所は少し御不例で︒納根へ御輔

せ総ふ

走扶け︑夫は妻を弊ばり︐和親睦して男は外

のきばかたむくわらぶきの庵

と御詠み遊ばされれ・是れは噛れればこそ

である︒其の晩或る宿へ御泊りに江つれが．

住まれるが．まことに熱の毒であるとの御意

軒が戦れさうになって居るあい藁舞の家にも

て

御識筋で大屑荒ればて犬民家を御蝿遊ばされ

御貞淑の穂高く在らせられたと承ってゐろが
御上に封して︐斯様に御謙遜で在らせられれ
のみでなく︲又臣下に封しても︑御言葉遼な
り御畢動なりが︑如何にも御優しく︑非常に
御丁寧で恐れ入つ衣と云ふことである︒

小事︲ｃいへども慎重

しかも風が煽り︑雨のしぶきが吹込んで来る

非常な風雨で御座所に近い所まで雨漏がして

御供の人々は恐縮して︑風雨を防ぐ馬に扉風

にし給ふ

領れつＬも住めば住まる比ものなれや

走働き︑女は内心治めると云ふやうに︐始終

剛陛下の間に於かせられても︑日本画の家

といふことである︒

では︐幾時になるまでも御正坐あらせられ衣

上只今御蝿娠よく御疲み﹂との踊話がろあま

御寝に就かせられる時にも︑宮中から﹁聖

ヂｏＯ

話になったと云ふことも伊藤公の直話に見え

叉いつでも睡布阿奄除けて︒雨手走ついて御

御坐りになる︒それから主上のことになると

て普通の御話になって︑一初めて元の座蒲剛に

ロ

主上が偶ま或る文字を御失念遊ばされて

i

て訪胆た故枕を上げ給ふな︐一とて︑色々の慰め

三峰震美公の病薙が重くなつ求時︐皇太辰
には其の由聞召されｂ私かに公の邸牟訪は恥
枕頭に御坐りになって﹁今日は一峰の女とし

三僚凌の病を訪はせ給ふ

くの如く御悪み深くあらぜられ菰︒

諭しになつれといふことである︒何事にもか

漏や︑風の吹込む位はなんでもない﹂とて御

ん︒さういふこと恥考へると︒是れだけの雨

やしないか︲水に流されて居やしないか知ら

に着いて仕方がない︒あの家ば今頃倒れて居

の沿蓮の民家を見たら︑自分ばもうそれが目

らう︒柵はぬから皆伏つた方がよい︒今日あ

朝になってからそっと片付げて詮けぱよいだ

らにあるｎ分の持って来衣盟なり何なり詮て

なに心配するか知れぬ︒雨踊がしたら︑其所

誉込むとか言ふと︐この審恥しれものがどん

うも仕方がない︒雨漏りがしたとか︑風が吹

には之ぞ伽制しになって︑此の暴風瀬では︾﹂

か何か持って難させようなど騒ぐと．皇太后

1

の御言菜があり−還啓の際看護の人々に向ば
せられ︑﹁画家の窟に裳ことに大切な方故心を
霊して署謹せられたい一と仰せられたといふ
囲家韮思ひ功臣を重んぜられた御事は異しと
もかしこき柚みである︒︵逸事集より︶

1

4

﹁斯ういふ字はどう書くか﹂とお尋迩になる時

昭憲皇太后御逸事

三
七

両

−

ｑ９

臆感醗筆

しよよう

随威随筆

路草道徳
い

い

ゆえん

慨世道人

しめい

か処せんぼうあるひたい

居ると云ふことは︑使命に不忠賃な所以となるから

じぷん

たい

お上

である︒必ずそれは彼先方ｒ｜封してか︑或ば自己に封

達でりくつどほ

ふろはあひ

しなければなるまい︒然し人間である︒機械的に一

↑しかきかがてき

もやがて悪影響を輿へることになるので︑特に注意

なだめに．他人に濁しても引いては︑自分に濁して

わがままかつて

してか或は自分の主家に封して迷惑を及ぼすことに

いじゃう

これ

古来路草食ひといふ︒それば謂ふふ︽でもなく所用

口式弔うじ

ぐない事に遠ひない︒用事がある以上彼我何れにも
くわんけい
りやうしや
開係あろ事で︑使者は雨者の間の使命を黙すべき責
︶﹂寺喜︶

間を費すことを解していふのである︒勿論それは善

つひや必ちろん

おでかしゅようもくてきいぐわい

を帯びて出掛けた者が︑主用目的以外のまで途中時

なるのである︒之は要するに自分の我儀勝手無責任
たにんじ蕊Ａたい
あたぜくあうい

こらいみち〃︑ろＤｔ

八

から十迄理窟通りには行かないであらう︒或場合に

］

かか畦いはゆるみもくさ

】

任者であるから︑それにも係らず︑所謂路草を食って

P

し

がん伊

こと
ば路草も食はなくてはならない事
が出来るかも知れは考へて見なければならない︐と畷ふ︒識一弐ふ迄も

かたただ吃りじかん

記ラしんせつ

者ちやう

主あひ
ない︒か画に場
合には致し方もないが︑只雲の種細な訊時調や稀経済といふこと︑賑の惟ひぃ世の中に︑

よ

た

を心得べきである︒即ち道のだめだとか︑人の一命一刻千金時澗憩群非秘風重にしなければなるまい︒第
に開することとか︑世のため人のだめになるといふ二に今日は生存競走の世の中で迄っあ
って︑他よｈも一
びん之ぐ
つひや

むだこ︾︶そしＡようたうていふくごしや

之たたせう
ことならば︑これ叉
多少の時間〃費したとて恕すべ層親切に︐一層勉強︲し︑一層敏速に御用を足して︑

ところ
る
き所琶こも
ある︒所
がそれが無駄事である︑とすれば︑其信用を得る様にしなければ︑到底落
後者たるを逃
こんに節なか１１︑やすやす

這ころ

争う

おも

なんらいぎ
の路草には全く
何等の意義もないであらう︒れないであらう︒かくしてさへが今日中々易々と優

じてんしやに６つ

〃〜わじつめいぢじんぐうぐわいえん
私は過
日明治祁宮外苑を偶ま通りかうづだ所が︑勝信者にはなれ芯ぃ時であることを思へぱ
︑此の逼
さいし農

み

ひ途

や各︾う

利己主義はやがて
自己にも不忠

ろほう
路
傍に数限りない自縛車︑荷物等が燭０捨てられて識程考へなくてばならぬ・第三
には最初に述べた
あびて
ある弓とに驚いた︒何かと見虹ぱその自輔車等の主如く︑かうる路草に依って︑相年に謎惑をかけ自
こな
どうし上
人公は同
所のグランドで拷行
はれて居る大畢野球リ分或は主家にも迷惑をかけて．自他共に信用を失は
じんだうじやう
せん
−グ戦
を観て路草を食って居るのであったｃそれとせては︑人道上からも誠に申鐸ないことである︒
みちくさだうさくいじゃうちよっ零︺かんがぁ
ゆきかょ
見るや私の頭を行
通ったものは路草道穏である︒私以上一寸考へても三項を翠げ鶏るのであるが︑これ
あえ
は敢
て野球を無意義なものだといふのではない︒さを無税して迄も見るに償する程の意義
が．果して野
ちかごろうんどう
けうこう
み観・
れば暇があって
て居るのならそれは結構なことで球といふ詑妨に海蝿であらうか．近頃運動の盛にな
あらう︒然し察する所それ等自縛車或は荷物を置去った時．大いに考へなくてばなるまいと思ふ︒

りにして居る所からすると︑野球を見て居る人々
しやうよっ

お

めゑ

き善ちやう

おろぞ

は︑商用か或は其の他の果すべき貴重な仕事を持つ
ゐ

て居る様に思はれる︒鍛牝野球がそれを疎かにして

主ていつまで
迄
何時迄も見て居るに償する程のものかどうか︑私近頃はどうも人間が利己主義になって来たやぅに

ちかごろにんげん昔

随感随筆三九

↑ワロ二．︑卦ご

じ︾︽んつが︽
たにん

たにん

賭感堕筆四○
ただじ黙ん

ゆゑ

いづ

たに・げｖ

しかい

また

むし

ゐ

ききこみたにん

だいぜんもざ

どう︒し

ふめいよ

りえき﹄

トレ﹄︶

あな

善事は看板を掲げて

にちじやうさはんじ

士一つた

しか

しんよっ

が不必用ならば︑道穂も︑法律も︐宗教も︑事間もいった日常茶飯事に至・︾外害郡季である︒然し悪は小

にふりつｌうけっ

キリストは自分が欲する所を人にも亦なせ﹂といつ
じぷん
かんが
責るべからず︑
た︒これは何れも他人と自分を共存共築から考へた
あらに
こんげん
か人がぜんと
心のふひ現
れで︑道徳の根源である︒人間に他人の考へ善事には︑天下画家に百一る大た
善い
よぜ
りん
︑に
一ち
日ぜ
一ん
善と
つ．えう

皇じ象ん

﹁吾が欲せざる所は人にもしてはならないといひ．

ぼんぎ
は
ないか︑そこで互に思ひつ思はれっする︒此所に他共に同志を得て︑共存共柴の本義
に叶ふこととな
だうごく
えんちゃう
こうし
道徳が護生し︑魅曾泌が誕生するのである︒孔子はるのである．

合ったんでは暗一嘩より外ない︒然も濁りで生きられはれて居る通り．人漆一洲旬はぎ穴二海に隅ることに
ない人間だ︑明けても暮れても晴一嘩では暮せまいでなり︑反て他人の事を考へる人は︑徳は孤啄︷γで自
士がひおも

けん︐︑わ

こ来
Ｐいら 小 Ｉ
ないか︑さぅだとすれぱ鰯互に自分の事ばかり考へか︑蹄する所他人に為不忠樹自己にも不忠．古

である︒吾れが
吾れのことを思ふと同様注獅渉弛人も批抵結掲自己主義は同勢証§利益ではなく︑自分も
かんが
亦吾れの事を老へる・吾れを考へるのは御互様では自分が他人に菱らせた同様の不利益に陥るではない
たがひと無んこと

ぃ︒否一人で人間は生た
きに
得ん
ら・
れない︒既に吾れ以外た四園の他人か砥識はれる︒蕊撮みにされる︑信用を
の人があるとすれば︑他人を魂ないといふのは誤り失ふといふ様に自然Ｊ｜制裁を蒙るであらう︒さうな

すて

思ふ︒唯自分の事しか考へない函福分に都合がよい他人の咋綱盆︑不快︑不名響︑迷惑等峰︾整賦穂韓な
やぅに．自分に利盆のやぅ
にん︑自分の為にといふ様ぃ旅﹃ん噌誘の事ばかり考へる︒︾﹄れが利混珪義者に
たに
にばか６考へて︐てんで他人といふものが眼中になは大錘自分に利益の様に思って居宅群︑澗渥はさう
いかに
見える︒謂ふ迄もなく天下は吾れ一人ではな安く卸してはくれない︒やがては自分が無税して居
いなひきり
︽へ

1

I

I

］

うぜんつ５
ある・故にどうして他人︐といふ老へが無税されやう︒大善素より結構ではあるが︑小せ善
も積っては大善と

、

ぜうぜんまこき

﹁

〃︑わうだい

一一一

皇じぷん

︑

ひつえうかんがすな瞳

おここ

いふことが必用ではないかと考へるのである︒即ち

畠うゐ

なるのであって小善誠に結構である︒其の問に何等
ぜん・じ

本質的には相違あるべきものではあるまい︒されば

かかいみ

むかしこご職ぐわんらいぜんじとくかう

きん

しや︒くわいじ士しん

に出来ることを捨て置いて．出来ない事にのみ
ぽ没自分頭つ
ごうじぷんこさ
するも分でないし︑自分にも出来る事だからと

歩︑いん

１︾一︑︶ざ

善事は何も高遠なもの︒宏大なものばかりではない

いって仕事と自身を者へないで︑赴禽人心に阿ねる

しか

おうえう

かたづ

けい

から︑先づ手近な所からなす小善事をなすこ１﹂を軽

とか︑金ピヵ看板を掲げたりする意味になったりす

し

らいぜんじ

卦︽

硯してはならない︒然し絃に注意すべきことは︑元

ることも叉分ではないのである︒

たざ・

昔から陰徳といふ言著があるが︑元来善事徳行と

皐臥︼

ごこる

氷善事を行ふには各人分に雁じてなすことを要すと
思ふことである︒例へぱ道路の障害物を形付けるこ

いふものは︑﹁皆さん見て下さい﹂式に看板掲げて表

かうゐかつ口くわん

かたづ

たれ

おこな診どころ

おこなをうひか

りし〃ん

今叩かころせけん

おほやう

かちほづ

たがひ

然し本来善事の性質は︑看板掲げて赴禽へ責り出す

一一寺︶

れるが︑それとて決して悪い事といふのではない︒

けつ

しかせいしつうだ

ある︒近頃世間には除りに看板善事が多い様に思は

︑

ぜんじ︑︑しぜん︑︑

︺芸﹄

とは贈交通道徳上結構な善事であるからＩＣいって︑

面的に行ふべきものではなく︑誠心か︲蜘陰に人知れ

ろじやう

ひつ今一やうしんぷん

ゃう

お側ね

おこな

みな

高位高官の人々が一寸車を止めて自働車から下り︑

ぜんじ

こころ昭ら

お岬︑Ｌろ

りつばいか低な

唾んじ

路上の石なり何なりを形付けたとする︒その行為は

寺行ってこそ一層光りを添へるものではあるまい
か︒善事の徳は自身現すものではなく︑自然に現れ

かうつうさうごく

立派な事に相違ないが︑如何にも表面的になって鼻

る所に真の光りがあり憤値があるめであるべき筈で

じどうしや

につく︒そ奴臆畢寛新聞や雑誌の種になったりして
なんら

善事を看板にかける様になってくるから面白くない
おも

けいＬ３

のだと思ふ⑤勿論常人には何等の不純な心持はない
はあひ

にしても︑どうも形式が人心に阿ることになるので

底のものではないのであって︑お互に慎しむべきこ
おも

ある︒かかる場合にも︐人知れず内護で行ったなら

ばうはんたいてんかこぐ

せう趣ん

とだと思ふのである︒

どう

ぱ如何であらう︒ほんとうにその小善は意義がある
ではあるまいか︒一方これと反調に小人が天下園
かの窪
んじえうか八ばん
ぜんにおこな

四

家の善事を云々するのも．要するに看板をかけるこ

一

I

とになるので︑やはり私は善事を行ふには分相雁と

随感随筆

i

一

誕井津の一日

一

み弓すがら

かるゐさは

せうへい

○

ぜひきも渋ｐ︑どう

ちばうじんし

けんせいくど箸一おと

きしやたく

つ

い

し．７１﹄・争今戸︑

・まうＪｆ１１

幕に閉されて見るべくもない︒おまけに濠々たる
ののう
むただかんきし

空︸ンご・

九時少し過ぎに軽井津騨傑着いた．高原の秋色は夜

腹︶すこ

九月十八日の午后上野談の汽車に身を託すると︑

ぐぶつ

む栃

望もあって︑今秋の講座には是非共署堂尾崎先生を

︑︲八

ひしよ

だいしはう

趣舞は熱海︑避暑は軽井淫︑是れ天下公定の極楽郷
いま

招聡し︑其の名諭卓説を地方人士の鵬底に沃ぎ入れ

しやそう

．︲︶かな瞳

しふ．︑わん

ながねんぐわん

厳か

である︒私は年二回の信越地方出張の途次︑夏の極

ひしよ身一？く

け人かう・

うなぎ

薬郷を車窓か畠覗くだけで︑未だ一回も軽井津の地

ようとの大志望を抱いて︑私が莫哀山荘に向ったの
ぜうへいし
かろゐさわはん
だ︒招聡使としての責任は軽井淫の名に反してなか

ｐ︷

を踏んだことがない・鰻の臭に誕を流すｉＣ同様︑二三

？１１重いものであった︒憲政の榊様を口読落さうと

し轡ん．

い

自然に縁が遠くなったのである︒然るにこれも何か
ひ

二じうらいせいぢけういく

の引き合は識とでも言はうか︒避看や遊楽でなく錘
あた
に軽井淫を諮る西機曾が典へられたのである︒
○

かん

．ど

しの

濃霧が四遥を篭めて居る︒唯寒気の肌に泌むるのを
じつさい§んだい

てうせつ

は︑意外の激愛に諦節がとりかねた事であらうが︑

I

じんり・畠く

自分の主宰する豊岡大浮注は従来政治教育の普及

｝

︸︶︾﹄

感ずるのみだ︒九十度の暑さを凌いだばかりの皮層
を︑フ

いぐねい

謹達に蓋力し末っだが︑普選に直面しては資際問題
おばがん没

じぷん

おも

日でも避暑客となって見たいとは永い念願である︒

こんしう

繁田武平
豊岡支曾長

四

いふのであるから︒

ごくらく身やう

一

けれども健康に悪まれ潅動に習慣づけられた私は．

がるゐさは

軽井淫の一日

I

︐として一層の緊切を畳えた︒そこで幹部その他の希

I

１

−１

f

の一礎をあぶら屋旋館

やりよ〃§わん

幸に鼻風邪にもか︑らず・

ちょくせん

さび

へ一直線に

汀．か

う工莫哀山荘に向っ

ｋくてう

一搾卜
に一だ

きりつ

○

一︾

あ

つ︑り

くつ一ごう

あら

今
今︽
︽Ｔし
し

をし

か
き力

ご轡んぢよちう

すなは

ま︑

ゐふう

けい

い

寺︺上考かだい減く．せ・ぷぢげういく

らうしんし
老
紳士が現はれだ︒言ふまでもなく禁錘尾崎先生其

の人である︒

Ｌよたいめん

りんこうこんせい

︲．各﹄さつ

初掛面の挨拶の後．豊岡大畢の校是から政治教育

ずでこんぐ打ん

の貢献より臨講懇請に至るまでの経緯を︑熱誠こめ

せんせい

あた

て詳述した︒既に書面にても懇願してあることであ

ただ

か産まんでく

ったから︑先生には早速承諾を輿へてくれだ．それ
しせき
けんぜい
しめい
で私い使命は果せたけれども︑憲政の赫榛に腿尺し
かく

︸︶一︺

ねんらい

ながら︑唯一つの願が叶ったとて︑それだけで満足
かしげつ

ごづ

﹄︶︾毒ｏ

して錦るべきではない︒是に於いて年来の疑間に封︲

して解決の秘錦を援かるべく質間を試みた︒

含んらい抄限ぢかくわんさつはんちう

おほ

つうたん

﹁近来政治家の行動を観察すると︑道徳の範晴ぞ
だつ

脱して居るものが甚だ多いのは誠に痛歎に堪へ

ごたせいぢが

しんきうるん

だうと︐︑

ぬ︒叉政治家が勝手に新奮論をたて葛道徳の基準
ら
ご禽軍少︑しこ
を動かすのは責に獄税することが出来ぬ︒此の識

げんないかくよ

ごかうけん

唾いさくもんだい

についての御高見を承りたい︒次は政策問題であ
ぜうしや

るが︑現内閣の地方分権は可い︒劃一政治には閉
八︑つ

ると︑早速洋館の雁接室に導かれた︒待つこと少時
せいね人だんふくよそほｒやうば
にして︑青年閣服に似た洋服を蛙ひ︑乗馬ズボンに

四三

ゴム靴といふ扮装で・浦猶たる風姿堀爽たる威風の

吾つそ少︑や昂ｐ§ねん

取次ぎで秘書役中出君が現はれた︒即ち来意を通す

支開に到って刺を通じたのは午前八時半︑女中の

げんくわん

先生のお屋敷です﹂と端ぎながら激へた︒

せんせし

れて逃げ出したものであらう︒橋を渡り右手の叛霊
の侭
登ると．一つめ洋館が見える︒車夫は﹁あれが尾崎
み

脅した︒此の途中にば別荘が散征するけれども．
い何にれづ
ゐかうげんあき
も戸締めとなって居る︒想ふに高原の秋に逐は

しいだらだら坂ｉとなる︒上るこ−と五六丁 にして一橋

進む︐と︑こぁは家績きの宿場だ︒それを通 ６きる︐と淋

井
車場より十五六町もある元樺
井淫
淫町
町へ
す停す
いへつづと樺ほ

ていしやはてう

た︒

に過し︑翌日は早朝人車を

胆送がぜ
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○

○
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﹃の

鞭井深の一日

わか

↓﹂寺︾

たとば毛

せん蛙い

ぜひごるあらた

みかたこと

や︾

みみ

い

当﹄〃凡

しん陸
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含み

④力だ．君の見方は後

うしろむゆゑ

ゆゑまな

より言って大に進歩して居

唯ほい

こんにら

た室もの

釦うつつきへわん

だいぐわ宝

も総ぺて文明の賜だ︒若しランプや大八車を用
ぶつしつ
せじん
びるとしたらどうだ︒世人は口を開くと物質文明

ま

たいきみ

ばく

．篭君の観方と僕の観方とは方向を異にして活
たいはい

おも

し

だいたいろん

寺一幸ご

が優るといふ︒けれども手前味噌の論と言はねば
かすわ．ぬ︒

をも︐毎︲︑ぷんめいす寺︾てれ

７

げんり

れて居る課である︒
む
かしこつ運んおこな
昔は蓄妾といふことを公然と行った．政治家が

葛つしつ叩苧九めいやばりせいしんやふんめい

毛

抑々文明は物質ばかりで進むものではない︒夫に
ゐ

る︒君は現在の道徳を瓶腰した︲︲いふが︑僕は徳

ゃう

﹄︶りん

は精祁の力が添はねばならぬ︒この原理ょ６して

お毒ぽい

ほこ

物質文明に長けて居る欧米は矢張精榊文明にも優

これ寺が

て昔につ

う

川時代よりも犬に進歩して居ると思ふ︒徳川時代

△けんあか§じ

日では悉く砥禽に摘凌されて指弾を受けて居る︒

I

にち

には賄賂公行︑之を答むる者は殆んどなかった︒今

きみ

おうくいせいしんほうめん
て藍へみ之い

て此の後如何なる言葉が分旦の唇より洩るかと耳を
く

は欧米に犬等を輪するが︑精澗方面は東洋や日本

︽う
︷

持つ
って居る︒今日の電燈にしても交通機閥にして

§
回

﹁徴米諸園は物質精禰共に我が画より百年の長を

おう︑ぺいし上こぐわくたねん↑

筒日はく

と喝破せられた︒

かつは

のだ﹂

じだし

向き︑僕の見方は前向き︑後向きなるが故に徳川

をし

せんせい

ばならぬ︒云々﹂

各み

ｈ〆舎一せつ

時代を慕ひ︑前向きなるが故に欧米先進画を率ぶ

が︑

し

こまくう

﹁君は何か僕に教へるのか︒僕は一を聞いて十を
知る︒最早意味は判った︒﹂
せんせい

がくぜん

と先生の聾は高らかに私の鼓膜を打つのであっ
た︒

○

○

すまして待って居た︒先生は誇々と説き出して日は

わたし
私
はこの逆襲的の感峨をそけて憎然とした︒而し

筒農

まく

と力説すると︑先生は一寸時計を出して見ら肌だ

だ

口して居る︒現在の如き行政組織は是非共改めね

1

一見悪事が増加した榛に見ゆるけれども︑大鰐論

■

一︶

げいしゃやすすしやうかここてつ窪うや季ぞくて分

み

こうしまな

阜羨な

おうぺい

○

︸︶琴︾

曾合するにも糞妓屋より一歩を進めた吉原の娼家事とするが︑日本で峰識砲を持たない馬賊的の蕊
いま
を以って之に充てた︒今は待合位のものではない雫を事として居る﹂
だう寺︾くむかしうんを勺へいふ秒
がＤ此
の識より観るも政治家の道徳は決して昔ょと干釣め繊維を揮って政黛の弊習を粉砕された︒
だら〃︑
い

り︑堕落して居るものではない︒孔子も畢ぶに如

ちやうほかこんにちていどこくみんけつくわほた

かすと言はれだ︒事ぶには前向きの欧米だ︒先進

園の
長を悉く取入る動外はない︒﹂﹁今日程度の政治智識の国民が普選〃結果果して
きいご︒︸﹂つあん

吾いりめい亀たっ

つ

．一つもん

た

ゐ

きんちやうすなは

ぜん・ゆ秒

ｌ一矢職ぎ早に質問を誠みる︒先生の眉は昂ｊ面上

るか否か﹂

いな

と最後の織案を︒下された︒圃利民砿ど謡とする政治家を選出することが出来

○やつ隙やせも壱い索

せんせい

乏れ

は燕は

おこなこんにちせいぢろん

・くわんてつ

しか

先生の読鋒は犀利明達にして快刀凱廊を断つの概にば緊張の色が帳っだ︒乃ら日はく
これ
わがはい
がある
︒更に今日の経済問題に就いて質問を駿すと﹁是は大問題だ︒我輩は普選の第一論者で︑二十
こんにち
らしき
ねんぜん
﹁今日の政治家は各黛皆財政上の智識を持って居年前よりの主張が漸く貫徹した課である︒併し普

ない︒夫Ｌ画家の財政を委ねるは甚だ危険なもの
選畢が行はる瓦としても︑今日政治を論する者
．
ぺいこぐ．ぜんきよさうちし通ん

あ．け・

い王

たうへ

﹃ノ

ゆめ

ばた

すでふせんしやうさつ

しか

だ︒米圃にては大統頓の選畢に富って物償を下げの中冥に画家を思ふの士が果して幾人あるか︒如
．Ｌのちやう
かは
じんぷつ
る政策の主張がなければ投票する者がない︒それ何に選畢人が愛り方法が改っても︑人物がない限
ぼず
せいさく
しんけんみ
しん
程に財
政を重んじ政策を尊ぶ︒此の真剣味がなけり︑真の選良を得ることは難事た︒併し我が国は
けんせい

こんにち

れば憲政の質績ば翠るべきものでない︒

今日の我が画政論家は未だ源卒時代を夢みて居る

いかん

︾

︶ざ叱言↑Ｄや〃︑

識に立憲園だ．若し普選筒早とか普選反封とかを
唱ふるとすれば︑結局憲政尚早といふ事に綜着す

こくかナ７力きみこな

品

四五

圃家通論政蕊ど重んじ︑政策で闘はないで権力金る︒君は泣籍政治尚早を唱ふるか如何︒既に憲法
しな
ぜいさう
か
力を武器として居る︒支那虚織砲を以って政争をは総べて理窟より出来て居るものだ︒然しら
ばどう
鯉井探り一日

1

戸

鯉井趨の
一日四六
ぼかわたくし

りつげんてきせ︲やす廷にふ

せんせいぜいぢ

ぜ八ぜい

しても立憲的謹寒法を資行するより外はない︒若だ︒私しが
：
．
＃
ん ぷｊ
んし
じや
うみ
↑

し立憲政治に異議があるとすれば専制政治に逆行﹁先生の議長攻難演説今ど新聞紙上で見たから︑友
こんこちいか
してい
せつめい
せん塗いせいぢ
するのみだ︒専制政治の時代錯誤たることは説明誼上早速粕谷君の私邸を訪れて﹃今Ｈ如何なる論

するまでもない︒

しゆらやう

おこなわがはいもつた−９うたう

いんぜ器一じし生〃︑

難があるとも引責離職の要はない﹄Ｌ主張したと
だいち之しかくしやのびく
ぜぅうか

さ

毛れ

ぜんきよにん

せんぎよかいきゃうてきしよきざくわい

鰐一期の選畢は地租十五園以上の資格者七十寓人述べる︒先生は微苦笑を浮べながち
であった︒夫で選畢は祁聖に行はれぬ︒更に納租﹁我輩は第一期以来始絡少数薫を以て多数薫と戦

Ｐ︽ザ一﹄ん

う

わがぱいがう・ず︑

ほかつり︲昔う．ま

額を下げて三頁燭の選緊人となった・が識い漣謹群はひ︑弧敵を撃
退し末っだ︒初期の議替にたは
同志二
うじ
ぎくわい
一︶泥︺つ秀一斗哩
盆々腐敗堕落した︒此の質績に徴して制限選畢の十三人で議曾を動かしたものだ︒その営時はたと
せうすうたつ︲たずつたつ
１．かいし
し人協い
耐聖でないことが判る︒然らば画民の意志を代表へ少数薫でも正論なれば多数薫も同意を表した︒
ゞする普選に依るより外に道はない︒若し普選に依されば一騎打ちの戦では負けたことはない︒
ぼしぎちやうわがはいみ﹃・尋︶
でき
しん世い
りて真正の圃民代表者を得ることが出来ない時は星議長の暴横なども我輩一流の爆弾で見事に撃退
い嘘ゆ翻心かくめいおくぎちやうてううち
か
画こく家
は理窟を抜きにした所謂革命に近きものになした︒奥議長の如きも十ヶ係の意見の内二ヶ催だ
こね

しんゆうだいくわん

かすや

へい

いんせきじしよく

一片の座談とは思へい程に質問書を壁し︑どうしても引責鮮職を迫る意気

づつ恩んし上ｒ

粕谷は我輩の好きな人だ︒併し議曾に於いて不公
卒があった︒散に十箇蝶の攻撃峰項を提げて議愈

ゆゑひっさ

ろ︒是は賃に画家の深憂大患だ︒是を以って我輩けでとう︐とう降服せしめた︒ふこう
．︽半↓・ぜじゆんびゆえんしか背くわい
隙普選準備として挺身東奔砺走する漸以である一
ぜんぜい

は

と︑先生の鼎諭は益々熱を謡ぴ力を加へ註︑言々

〃句々虹を吐くの概があり

しんけんみ乏

医く

あさ

ごうげきるんだいわだいはうちゃうかすやねんせい

ながら我輩に云ふには︑﹁お父さん私は昨日も議曾

わがはいとう当一の．︽

其の時十四歳になる僕の娘がγ朝の食膳を共にし

毛

の真剣味を添へたのであった︒であった︒と胤
︒○々

た人わちう

Ｉ

1

談話中粕谷前議長の攻撃問題も自から話題に上っを傍蕊しまして︑粕谷さんの態度といひ吾聾とい
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かかたいせう

なかった︒﹂

一珂々大笑せられたのである︒
Ｏ

Ｊ

夫より漫談と鞍り︑先生の日常生活を承る︐と︑朝
は五時に起きて直に乗馬服を装ひ︑一時間竿の騎馬
運動を終へてから︑七時竿朝食︑八時よ︲り書見︲と執
筆１﹄に時の移るを忘るＥＩＣの事である︒此の日も著
書普選準備の校雪正中であった︒雁接室の書架には先
生の著書が曲麓してあったが︐其の中より蕊行本を
抽き取って聴私に悪興せられた︒
○

斑井揮の一日

更に邸内の案内を受け．書祷から寝室勘揮竜専用
の日本室等を一巡する︒御家族は先生と御令嬢の外
秘書一人女中一人といふ少数である︒然るに人家よ
り牡八丁も距れた山中の一軒家︑その上後方は連山
１

日はく

で欝蒼たる林の中よりは渥羨たる水謹を逢って居
ろ︒閑静を通う越した寂翼壌であるから︑﹁これは少
し淋し過ぎはしませんか﹂と伺ふと︑先生の答は矢
張り尋常を超越したものである︒

ロ

い︒

四七

先生又我輩が軍縮問題を提げて師鯛減少を唱へた
時のこ４︐陸軍々人二人が我が輩を殺しに来ると
言ふから．舌鋒が弧いか軍刀が弧いか︑夫れを試
みるべく我輩は此所に待ち密けて居た︒が鴨遼に
刺等の影は見え態かつだ﹂と峨笑せられた︒
如何なる偉人傑士といっても死境になれば︑衰影
ば蔽れぬものである︒然るに我が響堂先生は老い
て益々髪燦透微せる思懲と溌雲刺だる意気とを揮身
・に蔵して届ら畝ることは誠に偉観である︒私は初
掛面に於いて﹁李服の蒋軍﹂といふ第一威を起し
た︒憲政の跡たる愈読の奉られたのも偶然ではな

ワ②︒

﹁憤るれぱ少しも淋しさは威せぬ︒殊に心讃を要
する書見には東京の如き雑沓地では到底不適であ
る︒更に叉綴った物を書くに淵此の照境が最適地
だ︑夫れ故餓所の者が秋に逐はれて逃げ去っても︑
我輩は此所に踏み留って書見と執筆とに耽って居

○

､
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四八

一

１１１１︐ｌ０Ｄ１１．１
ＯＩＩ︲︲１

に在り︑名利は多く私欲より

人間の浅ましさは食名愛利

である︺

走超越すろを以てせられれの

は求逝の士をして諭すに名利

操ぶ所が無い︒故に古聖先徳

其心事は蜜に是れ悪魔妖鬼と

其善をも証て悪なるが如くす

悪を飾りて善なるが如くし︑

ならば善悪倶に容乃︑而も共

石倶に退け︲己れに適する者

する者ば己れに反する者は玉

然るに椛勢や誉利一〃小目的と

も其善恥知る﹂といってある

愛しても其悪か知り︑愉みて

か敬Ｌ︐畏れても之か愛し心

は小節なり︑渋大法を荷婚す

て入り﹁俳法は大事なり靖遜

りて之恥惜み．日閏乃排し

開でぬ︑時に石門の蝋禅師あ

か迎へたるも猫ほ鯛か閉ぢて

は張公は特に太子院彩建て之

八たび講したるも唯せず︑後

ず﹂といふて之牟辞し︑前後

伽心宗を宣布するば細職に非

師は﹁余は暴行粥飯の借なり

するものか鐸ぱしむ︲されど

誌し＃何れの寺なりと意に適

ば其南風走蕊ひ阿剰の名藍に

居して居た

長町の太守張公

縁らんや﹂といふて山恭に幽

求するのみ堂に川水の翫びに

代此の方面に於ける由々しき

た言葉であって．それだけ現

界乃至畢生の世界恋あらはし

あるが︑最もよく今日の教育

年になってあらはれた言葉で

試験地獄といふ新熟語は本

利の二途を跨跳して只興法利

羊頭進一歩といふ・へけれ︑名

の謂である︑此等走こそ百尺

潔くすろは節の小なるものと

生のことである心自己一身を

伽法は大事なりとは典法利

出づ︑如何に正義を唱へ公盆

臨溶六世の法孫扮陽の善昭

るに力あり今是れ何の時節ぞ

１

九︸論するも︑名利ば多く個人

輝師は大原の人て天淡聴明に

斯く宏眠に貧らんとするか﹂

ってゐろ︒文部術局ではこれ

問題の存して居ることあ物語

１１

的名利の欲念に遭遇すれば忽

１一て師訓走待衣ずして文字に

と怒鳴った．．師時に遥然とし

が前後簸鵡識する丈駒に．極

﹁先徳の行脚は唯だ犬迩心欣

ちに其の潅威を失却し易きも

諏暁せし認であった＄帝年に

て起て白く﹁公に非ずんぱ此

らうか︒

の矯めには︑随分と無理もす

て名宿七十除に参じて

々の調査がなされてあると剛

新井石臓

名利の賊

のである︒

承陽大師は此名利欲走誠め
て﹁邪狂にして身命態名利の
羅刺にまかす︑名利は一頭の
大賊なり﹂と仰せられた︑堂
々たる政治家でも梁審と権勢

儒典仁﹁賢審は卵恥ても之

れば嘘もいふ︑如何に鉾明は

出家

語を剛かず︑すみやかに鉾厳

くが︑これは一時的に政域内

凸ｂｌＨｑＩ■■■Ｂ６ｐｉ︲少一日■ＢＨＩⅡ１６骨且ＩＩｑＩ８Ｅ

立派であっても︑中セ卿寂の

猛烈なろ修行恥した︑師は夙

せょ吾行かん﹂といふて飴て

一訓

時架く其良心に鑑みて︑己れ

夜誠に視んで籾蝿形好まず︑

大島正徳

の自殺

試蕊地獄と教育

手○○

黄に吾人の墨ぶぺき所であ

生の願輪走樺ず︑此の心操は

の行篤か反省し求載らぱ︑果

山恥下って請に雁じた︒︑
１１︲

人共不談なろを識乃も︲師は
１︲０１１１

Ｌて葱づろ所なき韮得るであ

F − U 寺 哩

＝ ー
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閣の思ひつきで解決するわけ一い︒なぜか︑それは教育その

今日区闘民な育てるよりも︑

︒◆１１ＶＩＩＰ︐ｂ１ｈｌｌｌｌＩＩ←．も︑ｌ凸ｂ

に︑向ら武力恥養ふといふや

的に悪戯しなければならぬ

一輪坤虻銅諏唾蝿韓翫獅塗鍵翫

改良するとか︑武競走艇止す一敗しつ奥あるからであ八︒

うな黙概は少しもない︑先生

るのでなく︑根本問題に思奉

故に試験地獄の方法韮やりく

係することであるが故に︑大一も道徳力に於ても向己の武力

ない︒我が剛氏を多々錠々模

一開棚してゆかうとするものが

一如くして知識の世界に向己態

て鯉ぱならぬ︒︹教育論叢︺

清めて載育改遊の根本策走立

ものといってよい︒虞に根本

ろとか︑堅校一心聡設するとか一激育は人の迩徳的惟格亦磨

る︒只羅えて朱いといふかの

もまた只数へてやらうとす

閥民鵡糖祁的に減しつＬある

の問題だけではない．この問一さ上げ︑その自壊白智的創造

に行かぬ︒単に試験の方法を一ｊ郡のに封する精紳的態度が礎

題は国民生活の精祁態度に闘一的精紳を養成し︑知力に於て
に嘩制か改革し︑識師の養成一心以て進むやうな︑さういふ

開係に於て人物採用の方法走一裏切ってゐろ︒それは風の意

走行ひ︑更Ｆ単校と耐含との一がら今日の凝育精紳はこれ悲

時代に描いた剛家肺命乃至人

いＧ又逝徳的方面に於て撃生

ゞ御詔勅にも背くこと甚だし

ひとってはいらうとする畢生

老へる︒入墨試駿問題まて買

四九

︵鬼城︶

鳴きかはす

雀子や親と親とが

餌はれけり

闘鶏の限つぶれて

子芋かな

芋堀の拾ひのこしし

夏の月

萎飯に何も申さじ

ソ

方法心改良し︑教授教育の方一山︲隊のある人間を造って行か

征曾意識の上に改あられてゆ一味に於ける澱育の精祁でない

生の理想心以てこの刷愈な是

一倣性の幽民たらしめて居ろ︒

くやうに恥幽一致的に努力さ一からである︒言は蛍激育淵祁

非立派に造り上げて行かうと

法を改避Ｌ︑単科課目の改膳一れぱならぬ答である︒然しな

れなければならぬ︒今日の単一は自殺しつ上あるのである︒

するやうな締祁の雛ってゐろ

教育的空気が殆どない︒畢校
Ｉ

校の制度態そのま上にし︲喫一高等教育北受けるのは看板の
科課目走その典上にし︑生活一ためであり︑就職のたあであ

試聡の方荘に弊害がないやう一ｒ教ばらうといふことであり

叉入らせやうとする父兄︑今

ありつく方法はないかとのみ

にする求めに埋校の戯か殖す一一たい塁暗記することであり︑試

にゐろ中から何か甘いことに

といふだけでは︑今日の病弊一輪を上手にパスすることであ

日の教育界は道徳的精祁の喪

の態度をそのま上に︑父兄の一り．一難の猫官弛勤であり︑

の根本にふれることは醐来な一一ろ︒そして単淀走卒業してし

失にありといふぺきであり︐

態度ルそのま上にして︐恥に一生徒の態度は雛校に於てはた

い︒それは唯念手岱にすぎな一まへぼ脇え北知識はすっかり
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宇都宮市射越節

不二之舎直正大人選
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頑明治節
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天
秋津島菊薫る川に湧き溢ろ讃へのみ歌歎びのうね

地

あらた世を天つ日のこと照しけむ先つみかとをあふくけふかな

明かにしろしめしたる大みかとかしこかりけりこ︲とほき奉る

秀調呈人︶

大阪府笹川清之

1口

子

弘
と
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幸

助
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L

明治節覗ふまことを永久かけて仰くは民の心な︐９けり

W

人
○

旬 ｡

三目

‑ − −

ＬＬ

呉竹のうれしき節と耐ふかな明治のみかどあれましし日を

いやさかの御代にゆるみし国民を明治の御代に返す今Ｈかな
○・
毎甲︒●７■

画のひかりかシやかし︾Ｌる大君を祇ふ︐季は︲た
に朝日さすな︑り
︒＄Ｌ一

二

暮松風

埼玉螺新堀妻策

埼玉艦

埼玉螺

︒︽﹄垂

正道
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高橋十九二
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千葉鵬菱
埼玉螺田
静岡聯野
岡山牌祁
流島蝶湯
秋田鵬竹

千葉螺菅
曲梨聯望

五二

.・4−茄謹歌良慌元．（．重一皇

木鼠

[谷崎内田田中中．上
月 義 木 見

明らかに治めたまひし天皇のいさををいはふ今日のめでたき
間℃
明けく彩さまる御代を今日ことによるつょかけていばひまつらむ
肺さりし明治の詩のみいさ悲私永久につれへむいともかしこし
明らかに治めたまびし天皇のいきをに図のひかり増しけり

菊熱る霜月三日恥永久に御民吾等の祝ふうれしき↓・
明らかに治め犬まひし大御徳た坐へ奉りて説ふ今日哉・

山脈をはなれて高き十六夜の月はさやかに照り渡りけり
新らしく画のみはしられてしよの聖の神走祇ふれのしさ⁝
限りなく柴行く図の礎走さ龍め犬まひし刺ぞれふとき

桃山の宮居のみいつ輝きて閏の礎いょょゆるがす
明治てふせちことほくは歌ひとのこＬろのみかは・嘘とＬめて衣し

菊の花かほり由れかき明治節千代よろづ代に色香かばらｃ姓︲・

競黙歌溌表

寅郎作吉子一平輔和武徳，

小

○

競黙歌藍表

Ｉ

おほみうたれかくか上げてかくれ家も明治のみよ韮仰ふくけふかな
明かに治あ給ひし大君のその御光りを仰ぐ今日かな
びかります固のさかえか言あけむ代々木の宮の今日の生日に

商人の貧しき吾も脱ふなり御雌かＬげて今日の徒き日あ
明治なる抑の御霊を仰ふきみて今日の佳き日恥いざ脱はぱや
古もたくひまれなりし大御代の御稜威彩覗ふ今日ぞかしこき
天地ときはまりなきを雄立て▲とふとく耐ふ明治節かな
天てらす耐にたくひてあきらけくをさめし御代をいばふ今日哉
君が代の千代の梁えた呉竹のふしと重弧て脱ひまつらむ
大君のみなさけふかきまつりことしのふも嬉し祝ふみはた雁

あきらけく治め給ひし大君の御代墓ふらむ今日はうれしき
日の本の光りは明治に高まりぬ帝のよき日祇ふうれしさ

びむがしの雛の下に咲き匂ふ香りゆかしき白菊の花

蔑歳の肇を雲井にひｒかせて明治の佳節醜ふ図民
笹の葉の露くみかはし大君のあれましし日を釈ふ諸人

明治節税ひまつりて図民はまた新らしき力生ろＬ
あきらけく治まりしょあとことばに醜ひまつらむはしめ年かな

﹂︐１．１

禰島廃湯田久次

茨城鵬内田鼎

すゑ子

新潟牒赤羽武雄
禰本友治耶
千葉蝶小林次郎
千葉螺小安墜情
茨城螺蕗田信蔵
山形螺菊地秀言
埼玉螺春山長吉
茨城螺渡泌久一
埼玉螺飯島近六
大阪府池上生々

茨城螺蕗田賊

静岡螺大瀧繁燕
埼玉螺小暮重職
埼玉燐大崎彦術

君が代のちよの柴を呪ふらむうみにも陸にも日のみはたたつ

明けくおさめ菰まひし大君走ことほきまつらむ蔑代までも

五

埼玉螺新堀つる子

仰号けり富士の高根の白雪はとばに此の世の指針ならむと

二

千葉螺佐藤不極
東京府寒琵振作
埼玉蟻野津柴一
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あきらけく園を治めしおほきみた班ふみばたのかすも知られす

h

」

ゐ

圭ほきおほ

か︷一一寺︶

おも

ふ︑と〃︑

卦宮准し

つ

︑７恥

毛

電﹂寺﹂

戸︑一つ

このよ

︾︼今喧７１︑Ｉ

をノ︑７がＩ

斗︽〒﹄

まこさか
＆なか
つらＩ１１世の中を見るに︑誠の徳の峡けたるもの

ひご

が除程多くなった様に思はれます︒其の甚だしきに
おも
いた
至っては﹁誠などとまじめくさってゐてば思ふまあ
上わたり
に世渡をすることができない﹂などと口に出して迄
居る者もないではありませぬ︒ですから日Ｈの新聞
上の記事を見ましても︑不徳の甚だしいものが績々
じゃう
生じてゐることが知れます︒かくの如きは心だしか
びやうて昔げんしやう
に一種の病的現象と申すべきでありますｐ若しも

いかなゆ

人として誠の徳を積まないならば︑此世の中此風家

誠責の徳

なう

たん

をし

じこ

やうけう／︑ん

まこご

を篤し得るものではありませぬ・

李一一︺︾﹄

だい

れを否定して居る様では︑せっかくの激訓もその用

ひてい

教師から説き教へられましても自己の根本精卿がそ

けうし

徳が必要であるとこそ教へ︑不用と激へらる功こと
けつ
さうゐ
いか
ば決して無いに相逮はめけませぬが︑しかし如何に

や．〆︑

る﹂などＬ﹂思ふ人がよくある︒勿論皐校などでは︑

為しあし

おも魁らろんがくふう

でなくして︑反って商業上の妨害を馬すものであ

い︐へぼうがい草

ぬ・一︲商業に従事するには誠の徳などは用を篤すもの

しやつげふまこ室よう

丈嬢士村上辰五郎

L

何と申しましても︑誠 穂ほど大なるものはあり
だいかくしん
ませぬ︒誠の徳を有って必ず潟し得るとの大碓信を

五

は如何成り行くであらうか甚だ憂へねばな︲りませ

誠笈の穂

正

も

じこ

誠賀の徳
じげふ

わた〃§しとも

有ってするならば︐自己の力に適営型事業は必ず戒
さ︾うゐ

五四

こんにち・しんぶつまを．

ごごひと

あります・今日の若い人に祁悌などと申しますると︑
．．︾ゆ

やうなほがゞみ

て含

だい

けつめいしん

一種の迷信であるがの如くに思ふ人が少くないが︑

︒う

あじつげん

しん裁つ

任さけ

功し得るものに相違ないのであります︒私共が常に
し上︲めい

その榛に思ふのが取りも直さず迷信であるので︑祁

しか

行って居りまする心理上の賞験によりましても︐そ
ひと

食へ．まをしの

ひさ

を敬し桃を崇めることは︑決して迷信ではありませ

し

の然ることを明らかに誇明すちことができるのであ
し

ります︒それを知らない人は︐未だよく人の心理を
じぷん

いま

ぬ︒祁焼を崇敬する心の無い人は．大なる不幸とい
げんこんせつけう
はねばなりませぬ・現今の僧侶が説教を載ることが

弓一守︺

う

知って居らないのであります︒前にも申述べました

一から十裳で今の時勢に通してゐるかどうかとい奥

迷信の鼓吹もありまして︑彼等が説くと︾︺ろに同意

こ︲とになりますｉｃ甚だ適してゐないこ︲ともめ６︑叉

はな臆て含

めいしんかれらどうい

萱た

如くに︑偽し得ることでも﹁自分には之はできない﹂
しん

と信じて居るならば︑それはできないのであります
．
かならしん

が沙︑しん

︑有って信帽

しん

しん

しん獄つ

しみけうか

かみＥきけ

堂うせう

を

Ｌうけうか

せいしん

しん芽つ

し

どう

毛〃

のこ＃を知りさへすればよい︑祁悌などには開係せ

し

ことが大切であります︒若しも商業家にして商業上

ぬが︑幼少の頃から此敬祁崇悌の精赫を養って置く

だいをつも

甚だしい誤解と申さねば譲りませぬ︒中には祁悌祭
けい
敬は老人のすることだと思ふ人があるかも知れませ

ごかい・だかしんぶつすう

︐といって︑祁を敬せず膨悌を崇めないといふのは︑

昔い

し難いこ︲ともあ膿ソますが︑しかし宗教家がいふこと

が︽

を信ずるのと︑紳悌を崇敬する︐とはスッヵリ同一で

感う
むてつ瞳

が︑﹁必ずできる﹂と信じて居るならば︑たしかにで
ひご
きるのであります︒だから人は﹁たしかにできる﹂
だいかくしん・ゐ
といふ大確信を有って居るでなくてはなりませぬ・

はありませぬ・宗教家のいふ所が気に入らないから
かなら

しかしながら︑たず無職砲に﹁できる﹂と 信じて居っ
斗全一︸寺﹂シ︾

な

がくしん

ず

綴就が

ても︑それはいけませぬ︒必ず誠の心を
あ〃︑じつ

ふと
ＩＣ
るでなくてはなりませぬ︒誠に添ふⅧ
こころの確信で
上

なくてはなりませぬ︒ですから悪事に就 い て 確 信
かぐしん

あっても︑それはいけませぬ︒善いこと を為すに

ひつえうま雫一ざ

いての確信でなくてはなりませぬ︒そし て 確 信 の
さうゐ

】

に必要であるｉｃころの誠は如価にして養成し得るで

L

ないがよい﹂といふが居られまするならば︑もう其
ひ
ざしか〃︑
人は人を穀青する資格のない人です︒︵完︶

h

しん承っすうけい

I

あらうか︒それにはいろ﹄くＩとめるに相違はありま
もつと

P

せぬが︑最も大切なることは祁悌を崇敬することで

■

宅ゐしん一

守屋柴夫
壮曾部長
汁●ん均

世たい

に人ｒやつ

熊成を失ひ︑古来の懐教は︑其の威信を損じて．唯

やう︑うりよじ

たい︒

物寓能の世態〃一現出し︑人情は鯉挑浮薄となり悩風

宅さい巾がくに

砦世ん．︲

紀日に頬腰するに至るといふた標な憂疹鳥き幅態を
か唖

Ｆ〃吻己曾

醸した︒しかし若し其の際我幽の婦人が価毅然とし
雪ころ

唾

ゐ

じじつ

しげん

えいこｐ︑

とたい

さば

ぐず

Ｌ

か亡いせいくわつ

形やうか．く︲

いた１号

しはい

そかんくわしぢ・盃？︲

そ

だいぎやく

た詮ノ●〜もつ

なくｂ甚だしきは其の城内ょｈ大逆ゅの徒を出すとい

はなば

而も維新以来見す﹄︑其の城壁を崩されたばかりで

しか

お§

あるひ

て各自の家庭を擁護し︑庭訓を厳守して．敢て譲る

てい︲︑ん︑

は維潜事情の推移のみに締するのは其の鴬を得たも

けだ

かてい

所がなかったならば︑其の感化は︑自ら子女に及び
つちか

わがく追

たん

あら

えいきやつお呉︑

のでない︒是等も勿論圃民思想に影響を及誰蔀こと
かくじ人かてい︐
あきら
は明かであるが︑各人家庭の激養如何も︑亦其の責

其の風筒は︑克く時代の精脚を支配して︑圃民思想

これら

を分たればなるまいと思ふのである︒蓋し家庭は．

の動揺︑或は今日の如きを致さしめなかったかも知

こくみん

〃くみんやうせい

こぐみんせいしん

おこな

お魁

圃民養成の甫圃であり︲そこに培はれたる庭訓が︑

れない︒英号園では家庭は英圃紳士の城郭だと云ふて

わか

やがて圃民の品位となり︑徳操となって現はれる筈

居るが︑淘に至言である︒我風に於ても家庭生活の

けうだん

たうＩ︑

一︑庭訓の確立︑人材の養成
ゐしんいらい

ありさま

一一一

おこな

Ｌやつき

一Ｌ今ご

ふが如き率態を稜生したのは︑偶く以て庭訓の克く
むか

維新以来︑物質文明の浩々として︑我幽に侵入す

行はれなかった誰左なりとも謂ふことか出来る︒是
閥運の進展と婦人の畳醒

五五

るや︒饗ふ所殆ど敵のない有様で︑既成宗教は其の

はづ

であって︑圃民精祁の陶冶唾るものは︑軍に皐校や

たん

レげき

風蓮の進展と婦人 の 景 醒

ヒァ︑みんしさうきうえう

1

重んせられた事資は．決して乏しくないのであるが

苛ゐい

風雪民思想動揺の原因を︑軍に外来思想の刺戟や或
毛たう

一︑家庭は国民一賛成の苗圃・

ごI

教壇に於てのみ行はれるのではないからである︒

0

肢︶つ

闘
畳じ
鯉ん
五に
六んむ
あ迩
じの
よ進
く腿
ちと
じ婦
よ人
くの
みふ

きころ

かうししんｊ力夕§わどん

ざ︐いせいけいざい

れ蜜に家庭の汚辱であり︑辰時に我鰯婦人の恥辱で考︑詫埋ろＩＣ︑此庭にも婦人の重大なる任務あるこ
一少聾ご
あらねばならぬのである．しかし過ぎ去ったことはと愛児謡すのである・元来画家の財政鯉潜は．消費
も
は
や
い
た
最早致し
方のないことであるが︑荷も我が圃民にが合理的に行はる︑か否かに依って︲其の健不健か
げんだい

かうけうくわあしたがそがい

たほ

して︑現代の情勢に鑑る所がま
あ咽り
新の岐た詫砥と謂ふても過言ではない︒若 消費が治迦
つ︑真に更始か一
くせい
責を翠げやぅとするならば︑先づ以は
て婦
人や
の受
をし
的に
一
み醒ち
つ行はれなかったならば部濡鵜の鯛癖が忽ち均衡
促し︑家庭から立て直して
行くことが捷径なりと湾を失する︒濡端の開係が一度均衡を失ふに至らぱ︑
たてなほ
︐へざるを得ない︒家庭の立直しが出来なければ︑事自然物債が動揺する︒其の結果としてｂ物償の騰哩具
校の溌育も︑祇曾の激化もｂ其の滋蝶を蕊げることとなり︑随って輸出が阻害されるやうになり︑っい

﹄︶

こくかしやぐ︲わい

が出来るものではないのであじる
︒随て現代の婦人で輸入超過の情勢が馴致霊知︒征潰抑流出︒公債の
んかく
は︑自己の責任に月畳めて︑人格の完成を厨るに努識柳擁詑り︑圃民負耀の増加肖亦招来され︑終には

じつ

よ

会邑智︾

しん

とつむ

もし

を握るものは︑家庭︽山賃務を較掌し︑若くは主宰す

にざ

約も亦家庭に溌て行はれる︑して見る１﹂演費の雨鍵

またかていみぜうひ

ぜい︽・ぐ︾て

しかどこおい

むるＩＣ共に︑其の背後に画家砥禽が
あることを察し財政経済の基礎が危くなるに窪羅のである︒斯の如
こぐかしゃくわい
なけれ
ばならぬ︒否な自己の手中に画家赴曾の新らく浦費は︑一国の財政継潜に重大なる開係を及ぼす
せいめい
しい生命が托さ恥てゐること瀞掘り︑資践期おしてものであるが︑然らば国民の消費は︑何庭に於て最
てんはん
いうめ
くじん
典範を子女に示し︑堅賃なる庭訓韮確立して︑有為も普娠的に行はるぁかと云へぱ．疑もなく各か人
の家
の人材を養成し︑之を圃家祇曾に獄ぐるの豊悟がな庭に於てｙある︒即ち家庭は普遍的な消費の中心で
ければならぬ︒之れ
は決して余の一私言ではない︑ある︒賛淫も家庭に於て行はれるし︑其の反封に節
わぷくに

たい

−．国家の財政縫湾と婦人の任務る婦雌な

︐と謂はねばならぬ︒是れ娠雌弥掴家の財
たちほが
うぜソ

資に現下に於ける我圃一般の要望であると信ずる︒

さら

更に韓じて慰家の財政溌演に謝する婦人の立場を政経藩に勢して．至大なる交渉を有する所以であっ

ゐ

しゆふ

こくうん

ひさ

う

でき

し

しやし

一︶︾−

どいた〃︑

よしふい式

てり居ながらにして︑圃運を左右し得るものは︑家て知ることが出来る︒殊に好段気時代の除習未だ洗

庭の主婦を措いて︒他に其の人を求むることが出来淡されず・奄修に度を過尋﹂し︑賛樺に分を超ゅるの

い

ふへ

頗る窪臆すべき現象︑腸謂は蜜るを得ぬ︒一雷に家庭生

ゆうり上

一︑無駄のげ多
い我国民生活へぃ
んじやうみで寺﹄しやかうぎれい

い我雌瞳かいぎんかくご琴﹄
ない︒風は︑今尚改善されざる状態
にあるが︑斯の如きは

土︽一．

い

︒が寺﹂ノ︑

毛．つ

かれ

軸ぽ

せいく︑ｈつ

いか

しんけんみ

おうぺいむだなトーぴと

活に止まらず︑職曾生活に於ても︑亦此の弊から苑
こけんら
此の見地に立って︑我圃家庭生活の現状を観るとる封ことが出来ず︲虚濃虚儀ともいふべき牡交儀礎
でくな
ゐかん
かァ︑かい各一ふゐぢやう
遺憾なことが甚だ紗くないのである︒総じて我画のが︑各階級を通じて行はれて居る奉賛に徴するも︑
ふじ・ん
婦人は︑其の温良貞淑な婦徳に於て︑欧米の婦人に我圃民生活に無駄の多いことは︑何人も否み得ない
てん
またかれ
むだすなに・︿が．かり
優ると解せら恥．勤勉力行の鮎に於ても筋亦彼に劣であらう︒無駄の多い生活は︑即ち不合理な消費仇

いぐわい

︽一零﹄

もつ

へい

ユーー

ー︶

ぷ人〃くわ

おい

一︶ノ︑りい︽ク︑

るものでないと云はれて居る︒けれども彼に比して多い生活であって勘如何にしても冥剰糠があり︑充
にもじゃうせいくわつせいくわつみこ
いちじろ
箸しく遜色ありと思はる２のは︑日常生活に科畢資した生活であるとは認められぬ︒虚偽にして不合
いんしふ
ばたら
的知識を働かせないことである︒因襲を墨守して︑理な生活では︑真の文化は育たないし〃圃力の振興

せいくわつ

いごな

がうぐわ

一︑勤倹奨厩婦人園鵠委員書の活動

それ以外一歩も出でないといふやぅな弊はないにしは期せられない︒是れ今日に於て消噴識約︑勤倹箕
いま
ゐザ
ひつえう
くわん
ても．未だ欧米婦人の如く︑理智を以て一家を維持脚に開する運動の必要が高調さる図所以なのであ

し︑家庭の生活を合理的に管んで行くといふ美風はる︒
ゐ
かんみ菅でき
牙︒んらう

遺憾なが・ら多く認めることが出来ない︒理智の働き

がないから︑勤勢するにしても︑それだけの数果が
あ
らわうＪ１︑けんたうぜんじゆれこれらへいふう
現はれ寺︑節約するにしても︑往々見営が逢ったり前述の如き状態であるから︑此等の弊風を一掃し

矛盾が起ったりする︒勤倹の志ある人にして︑術且之や睦改善して︑其の合理化を園る↓や嬉鰯めには．先
っ然りであるから︑其の志のない人々の行動は推しづ婦人の畳醍を促すことが急務である︒儲って政府

むじゆんきんけんひごこ子︶ほか大
し
か
一
て
ひ
と
︑
ハ
ー
お
き
ふ
む
主

圃連の錐展と婦人の畳触茄七

さ寺

つう一Ｌう

園蓮の進展と婦人の畳醒

こうしふ〃︑わい

ふＰし〃処

は蕊に地方長官に通牒して︑全国各地に婦人を中心

おいさ

§ぬん︑ぐわつ

︾一心Ｕ

とする講演衛︑講習簿を開催せしむると共に︑中央

↓ちはづ

さ〃︑ねん

に於ては斌曾局主催となり︑一昨年十一月には家庭
がいヨい

やうせい

経演雲講習倉を︑昨年十一月には家庭責務指導者講習
︽ご

おい

だんたい

五八

がくじんちよきん

こ︲とを決議した︒

一︑一婦人の愛国的行篇

ここすこ

圏鰐はい躍って各人一日一銭以上の貯金を働行せん

みぎ

刀︑幻

たいしゃう

右の決議をしたことについては︒錘に少しく説明

つど

宮を開催して︑些か地方に於ける婦人指導者の養成

いがくに

を加へて置かねばならぬことがある︒大正十五年十

くわいとう６ご

︾て

口の季の−︐﹄

わ溝とくｐみんにんあた

固の巨額に達して居るが︐之虹を内地人口五千九百
七十三葛七千除人︵内閣統計局調大正十四年十月一

きよがｐ︑ごたいちじんこう

一Ｌう︽ご

に努めた課である︒更らに他面に於ては︑都下婦人

月現在大職省の調査に擦ると圃我園の画債は内債三

琴︶

くわん

園鵠代表者の曾同を求めて︑斯祁運動に鯛する協議

十六億有除︑外債十四億有除噛総計五十一億有除寓

おくいう点

を途ぐる所あｂ︑其の結果として．勤倹奨働婦人鰯
こここゑあ
いた
鰐委員曾なるものが︑吸々の雲を畢ぐるに至ったの
一ど参のつむＯ

がいいゐんくわいさいお

︑一

毛しき

せん

ぢうだい

﹄︶︒︑﹄

乙釦ん

こごｐＬさい

▲ｊｆｎ７ｒ１も口十画︲令〃〃︑

りし

いた

しやづかん

・しばら

し低ら

がい

い

ふまでもない・然迩に或る奇特なる一婦人が︑嘗て

しか︑Ｔ﹈きくふじん

ぬ︒取わけ外債償還に力を致さねばならぬことは云

這ｈ

我等国民は．蓮に此の圃債を償還しなければなら

われらこくみん

て︑我圃の正貨を減少する原因ＩＣなるものである︒

わがくにげんＵん

ぱならぬし︑殊に外国債の利子は︑外画に支挑はれ

ないこ〃︑さい

日現在︶に割り富て見ると．我塵民一人富りの負耀

せんし②つ

該委員雷は︑前記婦人圏鰐曾同の際に於ける各種

るぐて書﹄

すで・

砂︑わつごう

ゑんけいゑん

額は︐内国債に於て六十一園五十四銭二厘七毛︑外

れんらくていけい

︾迄

こぐさい

婦人倒鰐より選出せる委員に依って組織され⑳常に

国債に於て二十四畷十十四銭四厘．計八十六園二十
しんき

さうりつひ渡ほあ書

てや．︑︑や号よ〃︑

みぎいゐん〃︑わし

た司堂

各諏婦人園鰐Ｌ﹄連総提携を保ち．勤倹奨卿の立場か

八銭六厘七毛となる︒此の画債は我等国民に取り．

乱ら

︲ところ

と

ら︑生活を改善し︑風激を振作せんこ・とを目的︐こす

重大なる負繕であって︑年々多額の利一十を支沸ばね

をい〃︑わつ

るものであって︑創立日埼漫きに拘らす噌既に賃績
み
の見るべきものがある︒戯緯局に於て過般家庭賞務

しゆ︑Ａ１

指道者講習徹が開かれた棚︑右委員種は全画から集
せったい
った読鋒罰一同を常磐舎館に招待し︐蒋寒の活動に
つい一ぷい燕々懇談協議する所あったが噸其の際愛画
きよ
ふじん
貯金の名目を以て︑外債償還に寄興するため︑婦人

ト

がいさい

ゑん

これ

ぽう団ん

は

乃

れい尋い

式

︾評し

よか人かん

げつしん

尋か

一家

しめんこ

とを期すること動なった︒

一︑外債償還と一銭貯金

たいきんかかいえら

かさいた

大山は土壌を譲らず︲河海は細流を鐸ばすである︒
さい

にんにちせん

ささ

細を積み小を累ねてこそ︑長大を致すことも出来る

このこごいた

しかねつくわ胸んこう

のである︒一八一日一銭と云へぱ︑些々たることで
心

あるけれども掴而も愛圃奉公の熱火︐婦人の念頭に
れいさい

上

燃えて．釜圃的に此事が資行せらる動に至ったなら

けんじつ

吟叩つ

亡さ

しん

たうしこくない

っ

し

する所．決して紗くないｌ﹂信ずるのであります︒よ

だい

みづのいゐん

きん

きは︒能く其の婦人を訪問し勘錦来一文を草して︲

日︽沖しりん

し現賃にその事なしとしても︐かくして積まれた資

ｌ・だい

つひ．

一︾

柊に前記愛圃貯金の企てとなり︑一人一
しうん

けつぎ

殖ちうしそ

ふじんうんどっ

７︶ん

し

かうくわよえ

きを信じて疑はないのである︒しかしながら︑決議

しかどつかうじつ

は決議である︑其の数果は質行に依ってのみ得らる

︲けつぎ

ふじん

宅ん

べきものである︒而して其の質行の如何は︑質に日
きる

するこ仏に幾分でも寄興したいといふことが決議せ
〃︑いん

〃︑わんき

本全画の婦人の決心如何に存する︒︵完︶

これ

あ堂伽

伽八けっていげい

なｂ︑治く婦人の同篭を喚起すると共に︑全園婦人
関鰐の連絡提携を岡６．組織統制ある婦人運動たら
睡蓮の進展と購入の協醗

五九

られ︑之が賞現に開しては︑委員倉自ら其の中心と

いく〆ん

日一銭以上の資金を貯蓄し︑之鯉を以て外債を償還

々があり

金は診或は海外に投資せら延或は園内に放資せら
次第である︒婦人圏総委員禽員中にも水野委員を初
︑ざ毛
かんどう
めとして︑此の一婦人の愛圃的精祁に感動さる勘方 ・れて︑圃家財政綴溌の基礎の確立に資するに至るけべ
つぎ
ｚ

﹁斯の心圃を救はん﹂と題し︑巌く世に刊行せられた

わざノー１そ

ぱ︑零碑の資金は︑碁年ならかして能く億を算し︑
る愛圃的行篤は通端なく新聞紙の報する所となり︑
し
たが沿戸︑た︑いこ含ょ
ふ
か
か
ん
ふ
い
へ
す
ぎ
に
か
せ
随っ一﹃﹂十惹億の圃債に饗しても︑之れが憶還に寄興
深く世人を威字せしめたのであるが︑上杉博士の如

あいこくてきかうゐほっこころ

ゑん

二園を取りまとめ℃ 之を帝圃在郷軍人曾本部に
そ三十う
ふＬ乱あしい
嬢附し可外債償還の資に充てむことを申出でだ︒賎
ふ
せやい這なこ
の伏屋に乏しい生活を管む一婦人の︑此のけなげな

四八分︵外債一人営八園と見積ったものと見える︶

爾来貧しき家計を節して︑零砕の資を貯蓄し

辛︾︲︐ワい詮づ

償還に濁する圃民の責任を果たさんことを決心し︑

たい

深く幽家の前途を憂慮した︐と見えて︑先づ自ら外債
甲︽〃 ︑夕

昔︲琶ころ
そふぐん
其の夫君から我鰯債の現状について聡く所があり︑

I

P

零世語錐

１１：１
深長補短は小は個人の完成より大は民族の
髪展に重大なる開係走持つ︒吾々か吾々自身
の短恥知り同畔に他人の長所を認め長を採り
である︒反省の必要４亦此庭にある︒而して

短悲補ふ事に依って艇ては将来の大を致すの
興直ぐに正しく自己の短走凝刷他人の長所杢

｜
L

１１−

−−１

日本民族の艦衆の蕊展︾牛期せ辺ぱならぬと思

に走らず︑物礎を卑しまず鷺深長補短︑以て

塁ぐな噌此の黙は充分の注意卒擁ひ§物質

排するが如きは決して日本民族の大起篤す所

助過キ﹄ろ．それかと言って何でも蕊＼も外物懇

健ぱならぬ調和せ弧ぽなｂい・然るに現在の我
が剛は如何︲除りに物笈的方面のみを亜んじ

短馬ある︒然しながら物質と精紳とは常に伴はれ

ある物質文明か認め之れあ採り入れれからで

補有犬︒此の溌展典礎走言へぱ西欧文明の長所で

我が園は明治維新以来異常なろ褒展恥篤し

民族の場合に於てｊ画亦同一であるＵ

認め得る所に各人の堅賀味があるのである︒

務専糖型浩明
ふ︒

︲

I

．●宮１﹄︐ＩＩＰ．Ｉ．︲︲宮○唇

し︑人をして祁大ら７．︶むろと︑・獣たらしむる

営成の篭賊︲彼と我と何の差がある︑上れば
以て沸菩薩たるべく︑下れば以て餓鬼畜生衣
ろべし︒向上か＄堕落か︑此一念の聴換に勝

堂咋郡記紳蹄認壁柾癖睡亜犀嘩詮恥瑳細睡言妬

Ｉば己成の寓豪︐我はこれ岱成の富豪我と彼

これた営沸のみではない︒孔干孟ナは己成の
一念小出聖人君子︑我こそ欝成の聖人君子︲瑞崎三井

あ藤ふ一談はこれ営成の節我は己成の鰹と︒

迩加趣権諦唾竜諏か聯咋唖耀畷唾調争い︾狸癖池確

は捜らず︑愛に力を要し︑力に愛乃要す︒人ぱ獣に

人︾す榊恥池牽率読鍛岬陸地酔椎趨塚醜耐塞封地

人は人である︒耐ではない︒強ひて人を脚
たらしめんとする逝阜者流の教誠は・人を硬
化し去って現箕に適せず︒人は人である︒獣
ではない︒秘ひて人か獣穴乙に甘んぜしめん
とする放縦生活は︑人走軟化し去って向上も
進歩も阻害す︒人の眼は高く天か見得べきも
足は地涜を離れず︒霊は祁を望むべきも︐肉
東ば獣と祁距ろ遠からず︒人は依然として人雁
群して瀞でもなけれぱ獣でもない︒

夫
○

と此機微を察すると察せざるとに依る︑修養
の共礎こＬにあり︑庭世の妙諦こ上に存す︒

L

長探

１

近唖伐文化も進み昔．と逢って有らゆろ方面
に︑深く細かく研究し得るやうになって来た︑

いのが蓋し現代の壷弊ではあるまいかｃ元来

然しながら形起究めて其の蛮必等閑に附し易

︾秘れ嘩癖舜駈罫幡鑑祁躯小や唾抑鯉砺蝿迦鎚涯

私Ｋ少年昨代か貧乏士族の家に育ったが︑
家庭及び周囲によって遼博的にまた密悩的に
道義といふものな深く植え付けられて来た︒
その白然に得た人間の逝義を基礎として︑自
分の斌善な誌すことが何よりも大切であると
いふ棚念か持つ液︒そして一旦これと信じた
ことはどこまでもやり通す︑繭一それが間違
ってゐたら︑これた改めて秤ぴやりなほすと
いふこと起して来たｒ自分の最善恥誰すにば
三文何よりも忍耐が最も必要だと考へた︒

緬耶挫折し易いものである︒で何うしても平素か

錆陸形と礎とは伴ひ難いもので︑仲々理屈通りに
雛ば行かない︒そして恩ふ様に行かぬと直ぐに

︾燕心露郡排卵他鍵雄舘

含誰永てぱ如何なる困難雄同しても遂行せずには

Ⅱ

就

︐長貝

罷鋤伊野哩露紳唖雌岨脚卿

︽ハー

ものといつ︲てよからうと忠ふ︒

醗細率比

泳

軽い信念の下に努力してやまないといふこと
た自分の世に鹿する道としてゐろ︒甚だ簡単
で平々凡々であるが︑これか完全に行けば何
人も生甲斐があり︑風の意味に於て成功せる

要するに私は先づ人逝・の根本の上に立ち︑

ず大に得るところがあらうと忠ふ︒

磨蝿蝿地崎睡翫遮垂癖薙鋤画誰華唖緬醸嘩嘩

吾々の今日の急務は先づ醗湾︑朝鮮︑北海逆
の如き北方恥開拓の出来る衣け開祁し︑一方

琢蝿蛤咋嘩邦泌挫稲榔迦帥蝿︑い形は露地

力の努力が識されてゐないやうに︑母︒川人の

れ研究されてゐるので刈るが︑まだｊ︲︑十分

闘魂が

今Ⅱ洲々人に於ては勿論︑圃家批命に於て

努郵諦蝿睡唖紳掘︾砂蜂

郡ら形に走る弊恥蛎めて笈か亜んずろやぅに心
遊中か練る必要がある︒

研究せなかった潟であると深く感じ菰︒︲帥

馬である︒形と蜜とが伸ばす心遊士蕊として

熟々感じ衣︒是は平素の修養が足らなかつれ

いざ斑地となると容易な事でないといふ事悲

の上では何時も易々とやってのける問題も︲

郎私は今日まで此時Ｅ﹄苦しんだ事はない︒机

次恥考へては即座に答ふろ事が出来なかつ犬︒

釜画ろ光餓を眺め︑しかも第二正の並大なろ任務

坂吟獅唯唾酔謝岬誹鑑永減萄蹄蝿恥細唖︾燭岬

石にゐたのであるが︑敵の頑弧なろ抵抗により

陣て明治二十七年五月二十六日の南山攻嘩
欲
長狩の畔︐私は第二氷の審謀として典牌耶の幕下

蓄牽世語録

I

よぜん重を責

寄附金募集部状況

鐸田委員長生支曹出張

︵その三︶

七月六円寄附金募集委員淫田五郎氏は寄附金募集
に付協議の篤千葉螺長生支愈へ出張部Ｈ齢京せり

小谷委員匝瑳佐倉雨支含出張・
十月一冊寄附金募集委員小谷龍資此ば寄附余募集
に付協議の潟千葉螺匝瑳支禽及同綴佐倉支禽へ出張
一泊の上翌Ⅲ蹄京せり
雲集委員倉
十月八Ⅱ︵第二土曜︶午後五時より本愈事務所に於
て募集委員食を開き．祁芥主事︑谷山本部主事︑海

I

老原︒小谷︑草間︑寺本祥募集委員出席募集事務に
開し種々協議を遂げ午後八時竿散簿せり
小谷委員の熱精

1

乙姉︑Ｇ写

ユノーー

寄附金募集委員小谷茂資氏は吾側本弘道禽に於て

は曾覗西村先生に親炎したる最も古き愈員の一人な
るが寄附金募集部開始以来寄附金集集の篤熱精に奔

走せちれ七十六歳の高齢を以て本年磯夏の炎暑を冒
し其の居住地たる千葉螺千葉登戸町より日々東京に

求り各曾員を訪問鋤誘せられたり錘に﹁三赤阪四谷雨

腫の禽員訪問誌﹂を盤たれば左に掲載して其の熱精

の一斑を見すと云ふ︒

赤坂厘奮員訪問日誌

月日在否申込額住所職業氏名

六ノー九不在青山南町外務省竹吏

九ノ五含見準や恥叩

岩村成元君

同君
同君

六ノー九不亦新坂町商錆俣鍋吉君
セノ二同

．豊田一職太郎君

セノ二命児三・○○︾
六ノー九不在．青山南町五老紳士

１

Ｌ

六ノー断不在溜池町事業家大塚徳次郎君

六ノー八含見一五︑○○同︒君

１ｌ

坐ハノニ六・

七ノ・二
七ノー一

女 祇
教
校 貝 ． 貝

表

銀子君

吉童君

忠雄君

メノ一九

不在背川南町臓荊院張

六ノー六

青山には木曜Ⅲの午前丈凋勤共他は松津村に居る由

同

寮藤紀一君
七ノー七

曾兄遡て常方より送金す・へしとの︑︑となり

・↓唾ｈ

六ノー七

綾部丈識君
不在断青川北町薬種商
北村元吉君
高柳ませ君

七ノー四

七ノー四

含見他代り五︑○○

穴三

松野・線君

同・

同

不在博馬町印刻師大瀧静子君

命兄五ｑｏｏ尾張町丹輩商伊藤季燕吾

同

不在荒木町愈批員

在否申込額住所職業︲氏名

四谷厘倉員訪問日誌︲

不在盃賎女校憂下佃歌子君

↑森烏瀧五郎君

脅兄談︑○ Ｏ青山南町鰹節商

日比野鎗之助君

姦町小壌校訓導

に付同所に歪りしも不在なり吾

九ノ二

同 前 同 様 作 に 排龍ぜて事務所に服けろと云ふ
不在下谷匝に
下川兵次郎君
六ノー九
六ノー八

セノ二

伺他の方々の御振合により差し出す考なりと

六ノー八

六ノー四

同

表町三東京高女教風
六ノー六

七ノー四

房子君

Ps調田同
臓加伺
圃小
脈！
淵
地
野
同

I

任

九ノ四
七ノ二

illL云・町一・北町
南 む 高 ふ 町

8＃細
．
帝 ぜ 町 と 糊 m
同

七
月
ノ

押

七ノー一

等 命
町

九ノ四
七ノー
九ノ五
六ノー七

六ノー四

kh

同

一ハノニキハ

な

七ノ四

5
、務
貝巡
回

九ノ四

に 地

命見遡て申込むぺしと一覇同

事 方

九ノ五

同同・不同

寄附金来集部状況

L

四日

倉
兇 代
理耐
各伺 ｜ 司 同 在

I

・寄附金募集部状況

七ノー四不在博馬町浦問屋

九ノ四同

加藤長九郎君

村上毒夫君

七ノー四不在元町松平家々職

七ノー六曾見

○○同溌村成功君

八ノー五一○︑○○同村田朔一郎君
八ノー五一○・○○同足澗中次郎君

八ノー五一○

なし

大枝市左術門君

麹町十一丁目蕊稲商

七ノー六称見勘考の上と云ふ親父が入念したる迄ｎ分は考

九ノ四不在
荒木町悪士高橋正一君

七ノー六命見三︑○○倉に就て意見ありたり

七ノー六不在同含職員
工藤哲英君
九ノ四同主人は承知し居るも金額記入なき故蹄り次第透
るぺしと云ふ

セノニ六不在荒木町九ノ四
手塚貞子君

八ノー五

七ノー六

七ノー六

ガーノ四

六四

市川へ樽居同君

常川久太郎君

同弛て州金の稜り蝿町三挫表商

不愈見断舟町醤士小林五郎六郎君

余皿見仙代り五︑○○

倉兄三︑○○愛住町嵩工河島貞吉君

不在三越に雇はれ錘には居らずと云ふ

七ノー八

七ノー八

同三越雇人乙津勘次郎君
含兄断厩長退職の上は義勝なしと
内藤町元旺長佐臓三吾君

不亦麹町十一丁︑金物商

七ノー八

七ノー八

根岸吉松君

脅兄二︑○○添地叫蕊商騨崎熊吉君
稗兄五○︑○新宿町潟風伽松李三郎君
七ノー八
七ノー八

含見断行町二丁日覧商

︲服部芳五郎君

七ノー九
七ノー八

七ノー九

同同三丁目脈叩；

升君

住所不明偲馬町一丁目三浦一君

不亦仲唖子同夫人境一枝子君

三光町軍人千村長治郎君

同遡て雁分の寄附をなすぺし

同同君
七ノー六

九ノ四

七ノー六
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１１１咽・︲︒︲い︲言ｂｊ可ｄ０６ｑａ■﹄■■７

○埼玉林春雄

世の中に思ひしととのひとつだになしとげ・アしておいにける

○千葉遠藤惣之助

一来年は天長様の御大樫かと八十九になる母の宣ふ

１︲！︲鯵ｉ︲︲１１︲︲！！︲

○千葉鈴木保司

不二之舎直正選
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歌園
一等

秋風茨城渡逢久一
二等

字な白然の秋銘をさながらと拝読いたしました︒

︹評︺よくつか・砂談し衣︲しかもよく扱へまし穴︑この三十一

琴爪よ琴柱よ悲し立てかけしま人に秋風ふれてひい︽き過

緋

秋の夕暮埼主稚谷健治

とぼろぎの鳴くこゑさえて十五夜の月はいつしかと未ゑにか
上れり
︹評︺無理のない︑美しい表現です︒

佳作

○大坂池上生為
間きてさへ胸に津波の打さわぐつくしのあれのいたましきか

風たきに花ゆらノＩとそよぐなり近より見れば峰の居りけり

月食の月の司のこの月は月の月なり十五夜の月

す上みゆく畢ひの道の百坂を心藍ごりて疎な達へそ

淀川の山崎渡し今も猫昔のま里の浮木なりけり

左には傾きやすく世の人は赤くなるまで酢はんとすらん

降りもせず叉照りもせできのふけふ曇り勝なりこの頃の空

由

L
届

○山梨望月貢

園

○千葉渡塗秀明
Ｃ長野母袋元徳
○大坂一樋正幸
○大坂雁野胡山
Ｃ干葉秋山右近
Ｃ千葉矢部良高

一

な

歌

ソパの花員白く嘆けるこれの畑に香りめでつ上耕す吾はも

六
五

−
−

一

Ｉ︲Ｉ︲ｌ︲

・︲︲●ｌ

Ｉ

凸︑︽︑

エノェ〃

｜をりにふれてよめる歌並短歌

一親しくも手をはとりつ凡歌の山ゆかむとすれど君い麦はなし

﹄ひたノ︑とさしくる潮⑲夕まくれうすらさびしや秋ちかづけ
一ば

一なりけり

一かたられずふみにもかけぬくるしみは泣くになかれぬおもひ

目に青葉山ぼとＡぎす水すみて心の月の曇りなき庵

物思ふ秋のタヘをこぼろぎのち上となく吾に我も垂ばくなり

一骨をりて秋霊飼へども繭やすぐか上りに足らぬ方もあるらん

ととあれや︑人ととにおもふ事いひて︑図の篇はかるそよ

ぎ︑世のために認すそ善き︑しかはあれと恩ひぼこりて︑吾

図の図振わすれ︑ひと図のとつ閲底らひ︑さかしらに言畢を一

のうすれか行かむ︑かりともの節れか行かむ︑そこ恩へは安

すと︑為のかじ人云ひ篤らは︑大かたの人のと上ろは︑薄氷一

て︑八隅知之吾大君の︑榊なから治め給へる︑祁園の皇国の一

くもあらす︑と氏思へはいきとぼろしも︑涌安と図の名負ひ一

手振︑おぼろかにおもはさらなむ︑人とある人︑

○

１１１１叫卜胆トーｌ神︐ＩＬ卜凧ＩｒｈｌＬＪ︑Ｊ﹃１４１損可︲ｌＰ里ｒｐりもＰ︲１１卜Ｌ■■■

ましらこそ人虞似すとへ人まねの口厩似なせそ人とある人

ⅢⅢＩｈｌｈｌ川ＩＩＩＩｒＩＩＩＩｒ０ＩＩ︲ｌトト旧ｌトート〃ｐＪ

I

一何虎までも金はつまりて秋繭のやすきをかこつ人あばれなり

}

天の下にあゞりとある人︑うつそみの人とふ人は︑人毎に思ふ一

○幅島湯田久毒 一 含 員 平 塚 義 手
○山形菊池秀言
○静岡野中一呪
○岡山祁田良一
○千葉菱木和吉

↑の一昔に

一語どうきて書よむことをやめにけりあかつきつぐるにはとり

Ｃ同上

一親と子と睦じからぬ家も見ゆわれに子なきは嬉しきことか

一・酉千葉菅谷義太郎

園

身も我も心もすて上塗りなきあとに残るがまことなりけり

Ⅱ

一 一 秒 マ ウ ー ー ー ヂ

I
歌

細菱木正道
○○上選
者
L 一

言 ■
−
−

・・１１１

言０４４１４︲

一二本萱立ちけり門の月

路しるべ見え赤なりけり花輩

魔の淵を包みて暮る典尾花か底

砺島桃華房

坂下りて戻る尾花の名所かな

出水跡の土手に凱る上尾花かな

苦野に立ちし鳥居の朱さかな

夕闇の庚野に白き尾花かな

◇秀逸

ひたノ︑と水うつ堤の尾花かな

一つ家の灯りて白き尾花かな

風なぎて月の尾花となりにけり

穂苦に灯す丘の小家かな

六七

城野潟葉岡葉玉

護一文笹

山無漣江香風雨文笹一月霊

子帆前舟

村石弓花風虹村甫舟旺L精子

■Ｉｌ

玉岡潟葉

Ｉ

編輯

選
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部

巣雄の墓傾きし笹かな
脈の井戸の埋められしあと尾花かな

狩人の下り来し原や花苦

茶畑に〃さす脆の尾花かな

埼玉星峯

誠

葬列の提灯つ陣く尾花かな

茨城久一

埼玉輝端
千葉春洋

同和民
ｌ︲︲可冒Ｐ日日■■■ＩＦ宮口

埼静新千

同同同同同茨長新千静千埼

１１
◇尾掩
堤下りて道なくなりし尾花か底
古池にうつる洞や林苦
渡舟下りて堤曇壁と尾花かな
裸馬逃けゆく暮の尾花かな
城跡に只肌そよぐ昔かな

一

山口松風

同

庭の月一かたまりの萱かな
測堂標赤く立ちけり萱原
峯につ野く電柱高し萱原
佑ぴ住めば訪ふ客もなし枯苦
穂苦に月出し丘や虫咽ぶ

尾花白き原を過ぎゆく一人かな
枯苦戦ぐ風の夕かな

茸狩りて戻る野路の尾花かな
山下りて途なき原や花苦

月に酌む主容に園の尾花かな
川につ時く庚野の月や花苦
１１１１・︲！！︲Ｉ

俳域

壇

！
徳卜

笥 一

︲︲

︐︐

史蹟たぃ今丘の起伏や花苦

◇秋の風

︲

堤普請人夫つ上きい秋の風

︲．！！︲︐副雲●⁝Ｉ．︲副●●卜︲︲！

千葉月精

埼玉星峰

・！●︲ｒ︐ｉ１１

１︲︲噛！

出水跡稔見の沙汰や秋の風

総雛のか上る小窓や秋の風

新壁の日毎乾くや秋の風

秋の風電報つきし夕かな

芦の葉の摺れ合ふ音や秋の風
色街の双傷沙汰や秋の風

千葉和民

衣更へて門川づる夜や秋の風

全く↓ハ

埼玉輝端

新潟文甫

茨城風虹

同香風
同山村

東京術

埼玉護子
長野雨村

夕日させば鳴る豆がらや秋の風

山影に暮れそめし川や秋の風

◇明治節

澄みきりし室の旭旗や明治節

明治節幽歌にゆらぐ校舎かな

課題

◇渡り鳥︑紅葉

茨城一誠

十一月五日限

十二月五日限

◇新年雑詠冴え返る一月五日限る

◇冬山一落葉

１１Ｉ

一

幅島桃華房

山口松風

×

秋の風はやも灯せし川家かな
蔦の葉の色濃くなりぬ秋の風

秋の風今日も人来ぬ野茶屋かな

◇秀逸

薮蔭に見ゆる灯や秋の風

千葉笹舟
大阪生全

千葉萎秋

幅島桃華房

茨城賢二

同春洋

１︲︲！︲ｉ︲ｉ潮︲⁝

秋の風軒高く干す野良衣かな
豊作に一家回居や秋の風
稽賞る日毎︐１１や秋の風

難追ひつ難舎掃きけり秋の風
｜朝顔のしぼむ夕べや秋の風

鳴子そとと坐に鳴る夜や秋の風
椎の賃に集る兇の群や秋の風
灯して護経の蕊や秋の風
虫の馨聞えずなりぬ秋の風
森に騒ぐ小鳥の群や秋の瓜
破山子間立つ畑や秋の風
秋の風笛鳴る村の祭か意
豊作を斬る斌前や秋の風
族の夢きれてはつ野く秋の風
日は落ちて庚野と・産りぬ秋の風

茨城久一

同一誠

×

域

秋の風からりと晴れし門田かな
句にふける窓の灯や秋の風
秋風や慶れし畑の溜水
１１Ｍ日利昭１４︐４ｍ利℃．ｈ︐ＩＢ●７ＦⅡ１川間咽司り咽１Ｊ■９０ＪけＬｍ０ⅢＢ日弔日勾Ⅱ１Ｈ１．冊別︑咽川４Ⅷ１４１川明州叩１州吋Ⅲ

し
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×

俳
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くりｆ１ｆ１Ｉ３ｆ︑で︑

時事一言
Ｊ
１
始めての明治節
を迎へて一言す
切袖天皇の寓古無比穴ろ御
鋪徳を永遠に記念すぺき明治
節を始めて迎ふるば︑七千閥
閥民の今更に惑を新にして其
の細大なる御偉徳と御事業に
浴する恩ひ恥禁Ｔろ能ばず︑
其の欣幸求ろや例ふろにもの
なし︒然しそれと側時に報恩
感謝の一念より︑揃切に赤子
としての責任か感ずる時︑画

家剛民の現状ば果して明治
天皇の御聖旨に叶ひ大御心走
安じ奉るか得るに足るや否や
疑はざるを得ず︑只僻に恐耀
せざる走得ざる恥憾む︒
明治天皇の御維新か恢弘せ
られれる御聖旨は︑之咋詳察
し奉るも災きことながら︑我
建刷の結祁に則り脳王政韮復
古し︑我無窮の古今を掴じて
謬らす中外に施して惇らざる

時事一言

︑Ｊ︐︑ノ︑ノ︒︑くりくりｆ︑〃︑〃！︑〃︑Ｊ

１〃︑Ｊくりｒ︑〃︑〆０

き否不忠のことならすや︒

道を壷場するはもとより︐更
に進んでは殻極的に瞬く知識
を仙界に求めて各幽の長所を
採川しｓ以て愈我﹁弛﹂か光
輝あらしめんとの大御心にわ
らざりしやと拝察さる上ので
ある︒然るに世は其の御恵み
に浴するの日の愈永きに憤れ
るろや︑人心は漸く弛み︑精
もすれば大帝の御棚旨よりも
遠ざかろ感あるば︑何ぞ慨し
前述の如く庇く知識韮祉界
に求めて外幽の文化牟揃入せ
られ衣ろ大御心は吾が身賎の
砦養に崎滋養に求あられ求乃
に︑その食物を蛾するや節制
を峡いて︐今日の現状は姪に
中誰走来しれるに非ざるか︑
或は荊脚が麻沌したるにか︑
この現狂催は州するに苦しむ
のである曾祁先俳来の尊ぶべ
き白身を忘れて︑向身を害す
る悪管養恥採り︲今にして慮
るなければ︑明日の生命も保

松島事件解決

ぬし

れたるが如し︐法律家等は此
の列決なして近来の塙判決な
りと郡す︒募洲的兄地よりし
てば或は然らん︒然し法の通
用か逃れて猫迩徳的の恥恥知
る人稀なろ現代である︒現代
人が善悪な律するものとなす
は唯法律のみである︒無罪列
決後奨浦翁一行心東京騨へ向
へたるの時︑州迎へ人一同は
只洩歳湖歳御側度うノーの臨
走以て棚衣しれるが如き︐果
して何恥語るか︑法悲逃れし
故に悪なかりしとの心なれば
ならずや︒牧賄の意志なくと
喝巨蔑②金品態得たる其の連
動が︑固利里胴釧問題として
恥なく報酬走受くるに侭する
や否や︒道徳上より認むろ能
はざるに非すや︒遊廓移軸が
一の戦略戦利として金く私的
なろ動機ならすや︒政治家が
節操否使命を無腿せる行動を
なし居ることを慨歎して止ま

知己庵生

冊でし日本幽謹の柵ひや人心
を継凱Ｌ所有肺愈川迩走起し
つつあり︒吾々鼓に叫治節走
迎へて明治一新に鋤する聖旨
への復活か切に望んでやまぬ

にゐ宮町ざれぱ人に非すと蹄り

恢︑趣味趣向に至る迄凡て欧
米の食物か剛燕が食するの傾
あるにあらずや︒只食物のみ
見えて︑管養を採る本棚は認
識する能はずし身髄あって食
物あるや不思議なろ哉・毛唐

近時か︑思想伽向より︑風併蒋

誼し雄誉身腿に焔らんとする
走感ぜずんぱあらず︒看ょや

『

現代政治の腐敗瞳落な如蛍
に語る所の天下の罫Ⅱか衝動
せしめ振る所調松崎郡件も︑
雨三年に瓦って審議あ了し愈
その州決悲見ろ︒笠浦翁を始
め二三の者は無罪︑卒渡以下
の有罪渚も孫想外に減刑せら

六
九

』

本含記事
一

て女子部幹事含走開く︒

七○

南小畢校に於て開催せり︒荊一師は丈堅博士田

口十月汁日致育勅語奉讃記念誌演含か品川城

之助氏である︒

一新の祁道と題し前の諸陵頭理肇博士山口鏡

有志青年部主催講話曾恥開く︒誰●帥は明治御

支曾提の式鮮ありて後︲徳川倉長は告辞か進

あり︑谷曲主事は本曾の要領奉期識し︑菅谷

りたる後︲同小堅校鴬崎校長の教育勅語捧誼

られ穴り︒先づ逮藤副支曾長の畢式の挨拶あ

れ︑本牌よりは寓野︑小林雨螺覗畢も参列せ

部長吉田静致蝉士︑主事谷山悪林氏臨席せら

式を畢行せり︒本曾より倉長徳川伯箇・宣惇

次いて同側午後三時より本含南部支曾溌曾

堂建碑除幕式を翠げ雲れり︒

中義能氏陸車中鳩堀内丈次郎閣下である︒

口十月廿九日午後二時より本含事務所に於て

口本曾員として多年誌力せられれる小松新一

次に宮野蛎秘畢覗群︑本含の精鵡東部支愈

べ・られたりっ．．
意を表す︒

郎氏は病気の祇功過日死去きる︒錐に哀悼の

長︑千葉媒宜川溌業投手の覗鮮等あり四隣小

６？
Ｊ０Ｉｆｌ４ＩⅡ１１
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︲
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口 本 命 青 年 部 の 拒 め に 活 躍 せ ら れ た る 山 ︒ 本松

畢校長︐町村長等の雲列もめりて頗る盛況憩

恥して窪に光輝あるものたらしめたり︒

尋し殊に徳川含長の御臨席走仰ぎ穴乃は此式

瀞

迩鋤碍岡暇溢血州剖州釧謝討淘画引副叫剖烈罰

Ｉれり︒

徳川曾長の告鮮

天漸ク高グ秋漸〃満カラムトスルノ時千葉

桟に於て同校元校長一江日本弘道曾員故高木通

ｉｌ

り風裁ノ改善ニカチ霊サルルャ顔ル大ナル宅

ハ明治一初年徳義ノ領敗チ愛へゴレガ振興チ計

畢高徳ダル西村茂樹先生ノ創設︾一カカル先生

抑々我目本弘通含ハ本蝶ノ生〆レ近代ノ碩

チ翠ケラルレハ不肯ノ最エ﹂欣幸トスル研ナリ

口吉田熊次神士は十月十八日中央放送局に於

南部支含溌曾式

螺南邪支含ノ清新ナル意気チ以デ蛙二褒曾式

課認極かなされたり︒

口祁谷主事の病気も追々と軽快に趣かれ事務

所にも折々出勤されて募集部の鴬に誰力され
つ上あり︒

口十月二十一日午後四昨より本含事務所に於

︐帆１

．
I

昭和二年九月十八日千莱螺香取郡中和小畢

て﹁明治道徳界の偉人西村茂樹先生﹂と題し放

遡て十二月縦に報告の藻定︒

村先生二十五迦年忌記念曾を開催す︒詳細は

口十月十七︑本郷随駒込林町養源寺に於て西

募粟祁委員仲を開く︒

口十月八日午後九時より事務所に於て寄附稚

にて支那覗察の途に上らろ︒

口服部縄務は十月六日東京凝約一ケ月の溌定

員出張す瞳

口十月九日埼玉癖久喜支含講演合へ割田編輯

を開く３

口十〃三日午後四時半より事務所に編斡曾議

癒えず依然引篭らる︒

口松平順問は其の後審洞のリューマチ猫全く

本営記事

１１
一 一 ダ ー

ノアリ而ジテ共ノ徳風亦奈螺下二遍ネシゴレ

ー共二此鋤古ク大原幽畢先生ノ風化チ解へ人
亦先生ノ性阜チ未シテ淳朴ナル美俗チ成ス今
ャ西村先生ノ創立セヲレシ木曾ノ趣旨チ翼稜

セラレ郷村相呼礁シテ本支含チ談ヶ逝義チ間
揚シ徳化チ興復セムトセラル

日本弘道禽長

伯爵嬢川達孝

虚の閣鐙であって弘適脅膜徒らに理論に走ら

してどこ蛍でも光輝ある固家を盛にして行く

の詔書︑近くは朝見式の勅語の御趣旨を奉盟

駿育に開する勅誰︑戊祁詔書︐図民粘祁作興

され衣いといふ事悲述べられ夫れが厨あには

ｌ

藤井副支脅長の閉式の群並に詐演愈開竹の
挨拶あり︒

勅語氷髄二男ナル忠臣烈士ノ風度タルチ失ハ

チ頴揚スル所以ダルノミナヲス寅二詔書並二

意チ狸ジテ大原先生ノ遺教Ｉ西村先生ノ徳風

加シ本支愈ノ此梁才背二我日本弘通念ノ溺二

れ筒鴬村が中和と群するば誠雁よるしき事で

れた事や同氏は教育者の範であろ事か褒めら

元校長高木君とは弘逝命に於て執しくて居ら

業か推奨して其の薫化の跡が残ってゐろ事又

織せられた事恥の甥へられ又大原幽畢先生の遺

頑して行く事か非常に慮って日本弘道倉を組

の出卿でありよく透徹

中遠路を行くので十分熟睡恥とろ求めに渡嘉

或る時九州へ講演の求め汽車に粂って行く遜

のである︒と賞揚呼りれ次いで・

式か見て私の云ふぺ署庭を責現されてあつ証

私の論旨をす上めろ前既に元校長の蕊稗除幕

吉田輝士は﹁現代思想の批判﹂と題して

筒且つ高尚に深く聴者に感動を典へて降壇・

ろ事を述ぺられ其の説く所よく俗坪に入りて

といふ位に幸禰起増して行くことが精紳であ

戸か開けて渡らろＬ迄になり滋に遥か拾はめ

ス雨先生ノ英魂地下必ラスャ篤君一首肯チ禁セ

う︒而ジテ皆節二中ル︒之チ和ト調う︒中者

中庸に﹁喜怒哀楽之未〆壷セザル之チ中卜調

の客車へのつ衣︒すあと自分の後に乗り合せ

車と思つれが遅れた鰯駒乗る事が出来ず聾遡

ずして言行一致仁風に徳化して夏の暑い時は

翼グハ支脅開係諸君ノ方今我邦二於ケル世

天下ノ大本也︒和ハ天下ノ淫通ナリ︒中和チ

てゐれ二人の青年が非常に柴しきうに談話な

本曾々提徳川伯爵閣下は﹁日本弘道徳の虞

態民箭ノ如何チ願ミ中外二稽へ古今二質シ断

致琶テ天恥位ジ蔑物青ス﹂とあり又近くには

かばしてゐた︑其の矯めに私と同様に明日の

ス靭骨所懐子陳ネテ告鮮トス

た明を以て図風の蔭

断乎卜雪ア斯滋チ弘恢スルニ努力セヲレ寸チ

旭町といふ所もありて旭の昇るが如き槻韮羅

れあに眠り彩取らうとする多くの人にはその

精測﹂なる題下にて本曾々祁西村先生は木脇

積ミ尺チ進メ著蕃トジテ歩歩質効チ蚊メ邦家

ゆろ此の地に弘逝曾の支曾逸興して大原幽畢

溺駒に眠れないで非幣に迷惑心感じてゐる︒

先帝凹民精岬ノ詔審ト今上陛下朝見式ノ

派カノ源泉チ旺二シ民人結合ノ根幹チ深″シ

先生や高木元校長の遥教ル奉じて行くことは

そこで私は言葉を低一くして御話の中止落願ひ

勅語卜共二聖旨ノ存一︿ル所嫡トシテ日星ノ

血テ聖代圭迩ノ振興二寄典セラレムゴトチ溌

益ぞ此の土地に光走蕊して行く所以である︒

ますといふこと左云つ菰ので二人の青年は話

サル屯ノアラム

曾ノ式チ躯ゲラルルニ方リ中心ノ欣悦二勝ヘ

って日本肇剛到る所皆弘逝禽員となるやに霊

七一

麦倉は各所に出来Ｚけれぎも夫れ等の範とな
昭和二年九月十八日

支曾蕊報

、

『

私中止して呉れた︒つ裳リ何奉物語ってゐろ

は人間としての債値態蛮現する事である︒即

平等である︒自由について一言すれば自由と

各人の性龍に必亜なろ分配九行ふのが風の

支含華報

の人の迷惑にならぬやうに中止し求︒夫れは

かといふに︑折角佳境に入ってゐろ話牟大勢

ち慨値走査現する椛利か以ってゐる・・そこが

七二

が行施せられ艇ぱならぬ︒︵女責在起稿者︶

埼玉螺久喜支曾
秋季誌演曾

本愈久喜支愈秋季講演倉は．十月九日午後

人間と動物の異なる虚である︒其の自由は何

人も愛現しなければならないものである︒然

二時より久喜小撃校に於て開催せり︑榎本支

つれ即ち共通善である︒

ァ〆ムスミスといふ人は非常に資本主義あ

るに献含の賀想走見ろに種々なろ境遇のもの

自分一人のためよりも人のために善い事に従

となへ︑個人の富か増せば自然に世の中が梁

固の劉立開係と図民の羅悟﹂なる題下に約三

仕海軍大佐杉本幸雄氏の﹁太平洋に於ける各

彼の犯罪者と云はれる如き者も決して徒らに

の該抑な知識は︑これを専問嵯閲防上よりは

時間に亘りて大雄燕芯振はれ衣リ︑杉本大佐

含長の挨拶に次で誰師海軍省．並に飯令部出

か蔑閏を風扉した結果は非常に貧富の差走大

其の人走悪んではならない︒何時巽でも愛と

勿論︑澱育問題︑或は思想問題・或は婦人問

にそれを強現し得ない者がある︒変に斯ろも

にし一方に株主といふ者があれば一方に僻仙

ｍｖｏ然らば斯ろ者に封しても制裁せぬでもよ

同情とを以て彼等を引立てなければならな

のに封しては哀れでもあり可愛想でもある︒

者といふ者があって兵の問に幸がおこり又地

題．或伎経済問題といふ如き多方面より︑現

溌達して非常に個人主義になつ衣︒︑其の思想

主小作の所謂農村問題等色々脈含が複雑して

いかと云ふ隠︑制裁は必要である︒そして制

えてくるといふ説の馬めに査本主義の献曾が

貧富の間隔を毎花大にしたそして椎力は資本

在の帝幽の地位︑及圃民の畳慨恥読かれれる

秋のⅡの沈む長閑なろ講堂に浦々て聴衆に秋

滑々蛭千言︑大河の流乃Ｌが如くその水嘩は

世に不戦論悲噌へる者があるが肯定し得ぬ

永噺つが如きの寒さを偲ばせ︑一木反省と壷

裁の方法は共通善といふ事が根本になっての

論である︒共通善といふ事が徹底し寓人同一

憤走衝動せしあすには慨かなかつ柾講師の降

家にのみ集中する︑此の反動として社含を平

となへるに至った︒然し其の平等といふ事は

膿として人類の幸而を得るの秋にあらざれぱ

堂は暗走呈する諦様であつ穴︒鼓に久軍支含

制裁でなければならない︒

早く老へると何でも縄ぺての物恥均等に分け

不戦と云ふ事は望まれ難い︒共爾善に基づか
ざる自己の利椛にのみ汲々として所謂健略主

第三十五回講演曾をかくも蝶命裡に無事綴了

にせよといふ極端な共産主義︑無政府︑王義韮

ろと老へる事になる︒塞幽が共産主義態とっ

義等の現はる坐場合は共通善の篇めに戦争も

下各曾員諸氏の勢を深く謝する次第である︒

し得たる彰欣幸とすると共に︑榎本支愈長以

等にしなければならない︒其のすぺてを平等

たがいくら働いても︒又怠っても富の分配江

必要である︒斯く人類は同一隙であると見て

種する頃や既に暮れ果てＬ電雄の訟伽なき講

同じであるから途に働くものがなくなり︑途

人類愛より出褒しれ共通善といふもので祇含
﹃︾◎

了

I

に産業制度︑産業政策韮求てるやうになつ

「

−
−
■
−
−
−
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編輯後記

口漢詩は依然石川先生の御病気のため

はねばなりますまい︒

歎かはしき有様を此等名莱に依って救

は︑誠に難有いことです︒現代人心の

に封する心得を御示しになられたこと

だの道を教へ︑五男が世に虚し︑図家

まらで︑吾建国の精祁を明かにし︑吾

徳を偲び奉ると共に︑やがてそれに止

口諸先生の玉稿が等しく明治節御制
定に際して比類なき明治天皇の御偉

１１Ｉ

口不出世の英主明治天皇の御偉徳を
永久に記念し︑国民に等しく景仰銘記
せしむくく︑鼓に明治節の御創定を
見るに至りたることは︑申し上げるま

でもなく誠に欣幸とする産でありま
す︒就ては本曾も時諒闇中とはいへ︑抑

蕊表することが出来ませんでした︒誠

へ兼き喜びの至怖を禁ずる能はず︑柳

か微衷の現れとして明治節記念擁を蛮

歪て御寄稿の程を語願ひ致します︒

ず蕊表出来ると恩ひます故︑相愛ら歩

に残念をことで御座いますが︑遠から

行することに致しましだ︒所が此の企
てに封して諸先生には大為的賛煮を表
せられ︑御執筆を下さいまして誌上錦
を飾ることを得て康く請者諸氏に頒つ

ｎ談話室︑美談︑其の他道徳上の参考

先生に封し厚く御曜申上ます︒

道より南は蕊灘まで︑或は朝鮮満洲に

ひ致します︒斯道のため北は樺太北海

ともなる様な記事の御投稿を切に御願

口細務服部沖士も今度は是非共何か書

亙る己知未知の諸兄と共に相語り︑教

慶一

▼度告料ば前金のこと

▼半Ｈ金十五回▼一頁廿五皿

東京市牛込唾早稲川鵡巻凹一員

印刷所文陽砥

職螺嘩必谷山恵林

東京市榊田睡西小川町二ノー

恥綱二砕粁罰醗魂肥獅碑霊蝿廿五錘

些口×

料一

I

茶町菊ノ丁成見満兵卿

橋本町木原丈進錐
末次本町有田呼助
市識砲町内田演吉

迩町二降下ル若休茂一耶

紳田睡猿築町一ノニ光触館

錘畷鑑東京四三一七

溌府所日本弘道禽事務所
電話九段九番

東京市柳田厘西小川町二ノー

I

霧蝋稀撫

片町宇都宮源半
町
鐸長悔吉

頑金秋宇松奈京束

ととが出来ましたのは︑木曾が密に糊

くといはれて居りましたのですが︑溌

へつ教られつ手に手をとって図家耽禽

足して居る所Ｇあり窯す︒鼓に執筆諸

定刑より早く支那脱察に旅立たれるこ

に貢献すべく何卒本誌面を御利用下さ
い︒

とにたり・窯して玉稲が戴け産かつたこ

とは誠に残念な事であり費した︒

̲所捌頁地各

一

醗照胴

ｌｉＩＩＩＢｒｒｂＢ■Ⅱ■Ｂ■日且

︵本曾員に限り二割引︶

厘田紳市京東

一ノー町川小西

蕊豊g雪篭曾道弘本日

一

里

四六版媛駿定贋金五十銭送料四銭

本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の曾朋西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂国の
齢︑毅然ごして日本道徳論を呼読し且つ之を刊行された︑偶々時の
首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるか℃また四十年後の現代思
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想を批判するものともいふべく︑混沌たる現下思想界に一大光明を
宵らすもので︑貝に園民必讃の良書である︒

＝

二年十一月一日蛮行毎月一皿一日亜げ

二年十月三十日印副鏑本

二十五五月六日露三鰯郵浬物認咽
和和浩

蕊西村茂樹先生著

■■■■■■■■■■■日日■■
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