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首相伸藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるが︑また四十年後の現代思
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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人光明を
斎らすもので︑直に国民必請の良書である︒
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本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の曾耐西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代枇を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂国の
錠︑毅然ごして日本道徳論を呼競し且つ之を刊行されたｂ偶々時の
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寄附金募集に付謹告

夕

募集の総金額に達するには前途猫遼遠に有之候翼くは含員諸君金額何程にても宜くし候間奮て膳分の御寄附被成下度

寄附ニ開スル規定抄出
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振替口座東京七五二九八番

日本弘道曾寄附金募集部

寄附金ハ遁営ノ方法ヲ以一ア公表シ又寄附者二封シーアハ曾長ヨリ相営ノ謝意ヲ表スルモノトス

寄附金ハ振替貯金又ハ郵便篤替ヲ以一ァ本曾二挑込ムモノトス
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奄中？今︒

舞亘額の御寄附御申込相成たるは本曾の欣幸にして深く感謝に堪へざる所に御座候然れども本曾が目的とする寄附金

登寓図本多子爵参千回を始め在京有志の方盈及地方に在りては埼玉牒響岡支曾︑千葉螺野田支曾等有志の方交より絞

圃︶募集を蕊表したる次第に有之候幸にも曾員に率先して徳川曾長試寓園︑松平顧問載寓園︑堀田寄附金募集委員長

く御承知相成居所に御座候此に於て本曾は近頃財界の不振にして形勢の非なるものあるに拘らず断然寄附金︵五十寓

募集とは木曾が時勢に鑑みて今後大活動を篇すべき緊急資料として一日も忽諸に附すぺからざるは含員諸君の皆寓し

大正土一年の大震火災に因り焼失したる本曾曾館の復興費と函民道徳振興の篇時代の要求に膳歩べき本曾事業資金の

巳

寄附金ノ鴎出方法ハ年賦︑月賦︑即納ノ三種トシ寄附者ノ随意トス
、 、 、

候様御願致度此段謹告仕候也

ー ー ■ ■ ■

９．１１︐Ｉ１ｆ

・１０

︐４．Ｊ１

ｆ０ｊＩ１︐

／

｢

ｑｑｊＦクも︐ｑ１凸１今日ｂ

年月即

賦賦納

昭和年月

４１Ｉ１ｌ０ｄｌｑｆ二１４４ＩＩＬ１１Ｉ１．ＪＤ４Ｇ１︲１１ｌ０１１ｊ１Ｉ４１ｌＩｊ１ｌ１１ｑｌｌ︲Ｉ辞１１ｌｌＩｌ４１ｊｌｊｑ１９・りり・１４１︲１︐１１１Ⅱ１１１０Ｉａｌマも０︐■ｒ・ＩＦＩ１ｌＩｊ９０１８ｆも︒︒Ｉ

ノ

〆

住所
氏名
達孝殿

日

日本弘道倉資金寄附申込書
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右金額寄附申込候也
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日本弘道含長伯爵徳
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ゆ共産糞事澗件に就いて．⁝⁝⁝⁝：︵三︶：法堅陣士松井茂

東洋の再生：：：⁝⁝．：︵元︶；恩想家井箆節三

古今座右修養銘；；⁝︒・・・・・・︵三︶⁝：⁝⁝・⁝⁝諸名家

時論⁝⁝．．⁝．．：︵茜︶．．⁝・⁝⁝⁝割田知己庵

讃書上の注意⁝．：．．⁝・・・・︵三︿︶・・・本曾講師足立栗園

市議選畢に直面して⁝⁝⁝・⁝．．︵言︶⁝本愈評議員蕊田武平

思想の悪化を防げ．・・・・・・・・⁝⁝︵三︶・・燕謹士法躍謎大島正義
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書道趣味と精神修養⁝⁝⁝⁝⁝︵茜︶・・痴賓嘩日鉢藤原楚水

各地の風習漣と陣読⁝⁝⁝．．⁝．︵一毛︶⁝丈翠士村上辰午郎
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一石川文薙選

砂金集？の十己⁝⁝⁝・⁝．．︵兇︶⁝・⁝・⁝・⁝⁝記者
文

者

潅雑中江藤樹雪の別れ．⁝．．⁝⁝⁝︵託︶⁝⁝・⁝．．⁝⁝紳山一濡

一三口

郵本榊裁譲表彰式の記：．⁝⁝：：︵︷︿一こ⁝⁝・・・・・⁝⁝．Ｂ

徳川曾長年末慰勢倉の記⁝⁝⁝⁝．：︵妻︶⁝⁝：⁝⁝・⁝一記巻

寄贈新刊圏書紹介息：⁝・⁝⁝．︵ざ︶⁝⁝：．⁝：⁝⁝・・⁝⁝・⁝．．：．：⁝⁝
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｜弘道原稿募集規定

一○詩林︵毎月五日締切︑題︑季節随意︶石川文荘選

一○噸側︵毎月五日締切︑題︑季節随意︶三浦直正選

雛交換欄︶

一○１．壇︒︵毎月五日締切︑題︑指定に依る︶編輯部選

一畢軸識郵︵灘︶剛竿畑砿綱職畔蝿恥綱︾脚

○寄書散文︵各月十日締切︑時事︑感想︑評諦其の他︶

○美談︵孝子烈婦其の他膳れたる善行者を世に紹介すぺく募る︶
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一金五百圃也︵昭和四年度善行表彰費中へ︶

昭和四年二月
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日本弘道曾

禰島甲子三氏

ー同事業費中へ御寄附ラ恭フセリ記︑ンテ以テ其ノ御厚情チ深謝ス

一〃ヲ表彰スルノ大事業ヲ成立セシメタルハ既報ノ如クナルガ筒今度特二左ノ如ク

二本曾ヲ︑ンテ御大典テ記念二三ケ年計書チ以テ昭和三年ヨリ全圃二亘ル善行者

本曾財務監督幅島甲子三氏ハ兼テョリ熱心二奨善事業ノ急務ナルチ提唱サレ遂
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︾一金蕊百圃也︵昭和三年度善行表彰費中へ︶
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義岡豊二氏

本曾特別曾員懇岡豊二氏ョリハ今回本曾基本金中へ左ノ如ク御寄附チ恭フセリ

ﾛ

客年十二月十六日木曾ガ善行者表彰式チ畢行セル際智畢田中巴之助氏ヨリ左

ｉＩＩＩ

ー金壷百園也︵日本弘道曾基本金中へ︶

報告シテ鼓二其ノ御芳志チ感謝ス

…

田中巴之助氏

七十冊

ノ如ク其ノ自著ノ御寄購チ恭フセリ遊二記シテ以テ御芳志チ感謝ス

︵被表彰者へ贈輿スペク日本弘道曾ｃ

一︑一日本とは如何なる国ぞ﹂︵田中智畢氏著︶

昭和四年二月
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文教振興ノ御沙汰

岨閣ノ園チ経スルャ教畢チ先卜篤ス皇耐考夙二畢制チ領チ更二哀勅ヲ降

シ昭二教育ノ大綱チ示シタマヘリ皇考這緒チ承継シ又聖諭チ降シテ先朝

ノ洪範チ申明シタマヘリ朕今列聖ノ遣圃チ嗣キ篤ク教化チ敷キ以テ人

心ノ儒趨チ正クシ大二畢蕊ヲ振上以テ闘蓮ノ伸張二資セムコトチ念ブ局

二教畢二常ルモノ其レ能ク朕力意ヲ鴨シ夙夜淳砺耐宗ノ大訓チ光昭二
セムコトチ務メョ

I

雰 謡 …

、

本月十日畏くも

文部大臣の訓令文部省訓令第一干競︵昭和三年十一月十一日︶

天皇陛下には本大臣を宮中に召させられ親しく左の御沙汰を降したまへり
組宗ノ園ヲ経スルャ教畢ヲ先卜篇ス皇腿考夙二塁制ヲ領チ吏二農勅ヲ降シ昭二教育ノ大綱ヲ示シタマヘリ皇考這緒

シ大二肇謹ヲ振上以テ闘蓮ノ伸張二資セムコトヲ念フ局二教畢二常ルモノ共し能ク朕力意ヲ鵠シ夙夜淳砺組宗ノ大

ヲ承権シ又聖論ヲ降シーア先朝ノ洪範ヲ申明シタマヘリ朕今列聖ノ這岡ヲ胴キ鰐ク教化ヲ敷キ以一ァ人心ノ蹄趨ヲ正ク

訓ヲ光昭ニセムコトヲ努メョ
本大臣はこの優握なる聖旨を拝して感激措く能はず謹みＴ之を杢図一般に告知す

恭しく以ふに
天皇陛下即位の潅を行はせられ勅語を雌ひて閏鰐の精華を明かにし臣民率曲の大道を昭示したまひ今又大鰐を詑らせ

らるるに方り特に教育の事に診念あらせられ鼓に辱くも御沙汰を降して盆堂教畢を振興せむことを諭させたまふ聖
旨宏遠狗に恐催に勝へず

伏して惟みるに
明治天皇夙に哀慰を教育に勢させたまひ宇内の迩勢と時世の進運とに膳して教育の制度を定められ固罷に基き公道に

大正天皇偉団遂篭述あらせられ屡登撚訓を垂れて教育鰹葵の振作を固り克く往を紹き来を成させたまへり

則りて徳教の大本を立てたまひしより文物蔚然として起り闘運の進暢前古其の比を見ず

致ささるへけむや而かも方今中外の情勢は最も我が民心の婦向を雌すを以て急務とす是益全道義を振起し聞儒観念を篭

天皇陛下天縦叡明列聖の洪護を承けさせられ大に皇化を布かせたまふ臣民たる者登に夙夜に眼勘し報効の誠を

て聖旨に副ひ奉らむことを望む
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図民を養成し以て皇剛の隆昌に碑補するに力むへきなり本大臣は全図教育の職に在る者の日夜働精其の責務を全うし以

に教育に雷る肴宜しく意を此に致し教育に開する勅語の感冒を奉鰐して協心懐力克く其の途を謬らす健全有篤なる

固にし聞民精抑逢涌養し更に畢雲を進め風運の護展を刷るに於て一層刀努力と精采とを加へさるへからさる所以なり任
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りあ感てへ麹を節佳の元紀

紀元の佳節を迎へて威あり

伯欝徳川達孝

天皇陛下御一代の鍾典たる即位の潅及大嘗祭を記へさせられたる瑞群嘉慶なほ日本

の全図士に充満するの時︑歳すでに改戎りて月又改弐ｂ・乙Ｌに大瀧を隔つるＺと僅

かに約二箇月にして我邦肇圃の歴史にあいて︑天業恢弘の第一基礎を確立せられたる
二千五百八十九年前の盛儀を回顧景仰せしむる︑この紀元の佳節を迎ふ︒傭仰何ぞ無
限の感に勝へむや︒

顧みれば即位の職は︑正しく皇宗赫武天皇︑橿原宮に即位せられたると同一の盛儀
たり︒而かもその橿原宮に即位せられたるの昌辰を︐我邦紀元の第一日となす︒今日
の紀元節は圃責にその昌辰に営る︒されば即位礎を行はせられたるより︑僅に約二箇
月を隔つるに過ぎざる．昭和四年の紀元節を迎へては︑殊に第一次即位の行はれたる

富年を追憶して︐自から皇宗即位の意義如何と．現に近く其の鰻を行はせられたる昭
和即位の意義如何とを併はせ岨噌翫味するの好課題に逢著し︑我国燈の観念を明確な

きみ

らしむるに於て・一段の反省を深からしむるものあるを感ず︒

﹃我が千五百秋の瑞穂の園は︑爾皇孫の王たるべき図士なり︒賓詐の隆ぇ戎さむ乙
と天壊と輿に窮弐りなかるくし﹄これ皇旭天照大祁の皇孫に賜はｂし祁勅なり︒
この圃士に君臨せらるる葛世一系の皇統︑連係として無窮に博はｂ・皇運の愈隆昌

なるは皇租の祁勅を賜はりし時より定まる︒帝圃憲法第一篠に於て寓世一系の天皇統

治せらるることを規定し︑我邦の園燈を明かにしたるは︑真に皇租の赫勅に基かれし

皇旭の赫勅を奉し︑寓世一系の皇統を承け︑進で天業恢弘の責を筆げきサｂ

ものとす︒

れ︐然る後に即位渡を行は肌し皇宗の即位はそのまＬ我画燈の蕊露なり︒爾来歴代
の聖子祁孫︑統を嗣き位に即かるるもの︑一として皇宗即位の遺模を遵守した蜜
はざるなし︒されば昭和即位も亦固よりこの皇宗の即位より遠く遣範を陣へらる
るものに繋ｂ︑その意義共に天業恢弘の賞を畢げきせらるＬに在り︒筆画一心即位

の瀧を奉賀し︑寓歳を二一唱して︑香しく︑聖毒無彊︑賓詐の無窮を奉祇したるは︑即

はち全風民畢って天皇の天業恢弘を扶翼し奉つるＺとを宣誓し奉つりたるものと

寓世一系の天皇には︑営然天業を恢弘せらるるの天職を荷はせた哉ふ︒天職を

す︒

行はせらるるに封し︑奨順掛揚して全力を捧げ︑皇連を扶翼し奉つるは︑全閲民の至

情自然の蕊露なり︒その至情自然の駿露は︑洞に君民一家の至愛より来る・菖世一系の

天皇は︐杢圃民の宗家たる皇室の家長たり︒全圃民はこの宗家の家長を仰ぎて︐
之を嗣焼し奉つり︑その御一代の大典を︐釜く宗家家長の慶として之を奉祇したり︒
昭和の即位は︑新にこの至情の蕊露を全図民に遍からしめたり︒その新に復習せしめ

られる圃贈岨畷翫味の課程を︑今や皇宗即位の昌辰に富れる紀元節に於て︑更に新
に典へられ︑全図民はいかにして天業恢弘の天職を行はせらるるに封し︑扶翼報

敷の誠を捧ぐべきかを絃に考一考せざるを得ざるくし︒
紀元節は．真に我圃燈明噌翫味の好課程を典ふ︒吾等弘道を以て志となすもの︑堂

に深かく思弘を此の課程に致し．以て皇宗即位の大精澗を大に磯場する所なかるく

けむや︒紀元節に富ｂ︑一言所思を陳ふと云爾︒

ノ

りあ悪てへ迎怨節佳の元紀
周

義本根の養修

昔から聖人も己を慎めと言はれた︒修養の第一歩
は賃に其の己を見出すにある︒朝でもよい︒夜でも
よい・総務の繁くない時の三分間を選んで獣想する
がよい︒家庭で出来ぬとあらば氏榊様へ行ってやる
がよい︒祁といふ偉大なものに唯濁り接する所に人
の力の微少なることを自畳する︒人力の微少さが分
ってこそ︑人力の偉大さがわかるのである︒併も此
獣想は毎日〃冷潅綾することが最も肝要である︒此
織績は所有事業の根本である︒我か日本人が一大映
黙としてこの縫績性が乏しい︒俳闘西の筆者ラヴヱ
スは面白い比愉を述べたことがある︒英圃人は馬鹿
だ︒最先の一人が巌窟にもぐって岩に頭を打ちつけ
て倒れた︒二番目の者も気が付かずに同じ岩に富っ
て死んだ・三番目も四番目も同じ様にして命を落す．

かくして何時の間にか十も死骸が横ると．十一番目

へ
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新渡戸稽造

がある︒その晩或る曾職の腫長と取締役とが私に面

昨年の乙と侭和二年︶私は大津の旅館に一泊した事

いものがある﹂とよく言はれた︒

毎日冷水浴をしたり．︲日記をつけたりする者には偉

本人も正に此の通りの剛巧者では衣からうか︒蹟い
ても倒れても尚績けて行く意気がほしいものだ︒松
方老公も﹁英雄豪傑振っていばる者は閉口だ︒併し

たならば︑一番目の倒れたのに気がつけばそん衣危
険な所を通る必要はないと︑さっさと他の道へ行っ
てし蜜ふ︒焼関西人は剛巧者だから駄目だ﹂と︒日

れが英図人の馬鹿にして偉い所だ︒僻関西人であっ

を掘り抜かうと努める︒十二番目・十三番目鮒之に
加勢する︒かくて二十人目が来た頃になってやっと
大き攻洞がくりぬかれて無事に通れる様になる︒こ

の者に友って始めて岩の存在に気が付く︒そして之

承

題で御訓示を典へられ哉した︒その御訓示を今日迄

校に入星した営初︑先生は﹁入畢生に一言す﹂と云ふ

日は先生へ御燈に上り弐した﹂と言ふ︒﹁私共が畢

をして居た頃の教へ子であることがわかった︒﹁今

て見ると︒この二人の客人は︑私が曾て高等肇校長

かと恩びながら兎に角部屋に招いた︒段々話を聞い

倉したいと刺を通じて来た︒私は賓業家には縁の遠
い者であるから︲別段心営ｂもなかった︒何の用事

す︒遇蔭で始あは手紙の書振りも知らなかった私が

を私は今でも畳えて居る︒二人の客人が交々話すに
は︑﹁私はそのお話以来熱心に賞行して来た一人で

毎週通信を綾ける事をお勤めする﹂と話して居たの

畢問の様子なりを認めてもよい︒若し何も書く事が
なかったら．天候の模様を述べてもよいから︑必ず

ゞみ出してよいといふものではない︒自分の生活なり

れ︒他の一つは一週間に一度は必ず親の許へ手紙を
やれといふ事である︒親への手紙は小遣の催促にの

やらうと・自然事物を注意して観察するやうになり
玄した︒親からも私の通信を喜んでその度に返事を
くれる︒親は漢詩が好きでしたから︑私が間逢いだ
らけの卒灰を列べてやると︐丁寧に添削までして返

いつしか相営な文が書けるやうになり︑毎度天気の
事ばかりも書けないから︑何か面白い事でも記して

責行して参り戎したち蔭で︐今日の地位を得幸に大
過菰きを得て居り弐す﹂︒と話してくれた︒成程久
しい前にそんな話をした記憶がある︒その大要は次
の如くであったと思ふ︒﹁新入筆の諸君は多くは田
舎から宋られたであらうから．東京は珍しいに連α
ない︒面白い事も多いだらう・見物もしたいだらう︒

併し一面には父母の膝下を離れ・故郷を後にしたと

してくれ弐した︒私はそれを見るのが楽しみで時に
は長い手紙も出す︒それは丁度親と子といふいかめ

いふものさびしさをも豊免るだらう︒私にも経験が
ある︒私は八つの時京に出たが︑父母の膝下の綴し

しい闘係でなく︑友達同士の様ななつかしさを畳免

とし弐した︒このやうな幸禰な家庭に生活する事が
出来戎したのも︒先生から昔承った有難い老話のち

私は事の大小となく親の相談を仰いで取計ふのを常

きに毎日々々ペソをかいて居ったものだ︒それにつ
いて諸君に勧めたい二つの事がある︒一は一月に一
回必ず湯島の天祁︵畢校に近かったからである︶か

或は近くの証なり寺なりへ行って親兄弟の安全を所

『
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せる積りであったからである︒
自己を蕊展させるのが修養の道だと前に述べた︒

私が毎月祁祇寺院に参詣せよ︑毎週親に安否を知ら
せよと言ったのも︑賞は畢生に瀧績の習慣を付けさ

蔭です﹂と︒私は此の話を聞いて誠に愉快を畳えた︒

妻子の満足さうな顔を見ると︒精紳的に非常な愉快
を畳えるものだ︒己を分って己が大きくなることは

を妻子に残してやらうとする︒即ち己を分っ乙とで
ある︒此の場合我々は却て腹工合をよく威じ︒且つ

之に反し自分は少しαもじいが二合で我慢しｂ八合

︑

然らば己の個性さへ謹揮すれば︑他人の事を顧みな

真の意味の慈善だといふ事を述べたのである︒この

唯捨てないといふだけの事だ︒自分は飲みたい︒飲
みたくてたまらない︒が人も飲みたがって居るのだ
からしてその欲望を抑へて之を他人に分っ︒それが

がるので之を典へる・これは真の慈善とは言へない︒

誠に算盤ではじき出せない事柄である︒或詩人は︑
﹁我冷の典ふる所ではない︑分つ所に慈善がある﹂と
言って居る︒己が飲みたくもないものを他人が欲し

くと哨差支ないかといふ問題が生ずる︒併し吐曾に
生存する以上︑己といふ意味の中には他人といふ意
味が含弐れ︑他人といふ意味の中には．己といふ意
味が含弐れて居るものである︒人間の人格は砥禽に
存在して始めて自畳し得る︒人間は他人と一緒にあ
る時に於てのみ人間として考へられる︒若しも自己
修養の烏にとか︑世人を無覗した行動をすれば結局

心︑この己を分っ心があって始めて祇含といふもの

が温味のある美はしい弐どゐとなるのである︒己を
分っ心は或は親切といってもよいであらう︒英圃の

を蔽へば人生は親切といふ言葉ですべてを毒す﹂と

己を無観する事となるのである︒人としての人格は
耽曾があって始めて出来るものであるから︐己の人
格を暦かうとするならば︐先づ他人の事を思いやる
べきだ︒己が分ってこそ己の護展がある︒己の一部
をきりさいてやって︑己が盆冷大きくなるのだ︒例

あるが誠に至言である︒

二階に案内されるや否や︑私は女中に聞いた︒

私が此の夏盛岡へ行った︒泊り込んだ一旅館で︑

有名な哲畢者ラッセルの言葉に︑﹁要するに一以て之

へば家に食ふべき飯が一升残すのみの場合︐自分は
いつも通り五合食び︑残りの五合を妻や子に典へよ
うとする︒これは何かと言へば動物的個性である︒

義本根の装修
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﹁今上って来た所に︑﹁親切りの弟はじめ﹂と書いて

あったが︑あれは一篭何のことだ﹂
女中は鍵な顔をして居たが︑﹁そんなことは書い
てあり弐せん﹂といった︒﹁いやある．確かに書いて

あった︒それなら行って来て見給へ﹂と更に追窮す
る︒女中は妙な客が来たと思ったらうが︑やがて階
段を降りて見に行った︒やがてすると笑弘ながら上
って来て話すには﹁あれは親切第一と讃むのです﹂
﹁ア︑親切第一と言ふのか︑それにしても親切第一
などと何のために貼って置くのか﹂と聞くと︐細々

親切第一の意味を話してくれた︒Ｚれで私はこの宿
の女中が親切といふ意味を充分知って居るなと見て
とった事がある︒

親切とは恐らく悌教あたりから来た語の様に思は
れる︒深切と書く事もあるが︑詰り心の深く切なる
所をいふのであらう︑季たく言へば同情の念︐忠ひ
やりの心︒むつかしくいへば︑孟子の所謂側隠の心
だ︑親切の心は人に封して気の毒だと考へる時生ず
るものである︑而して人生に於けるどんなことでも
少し深入りして考へれば．気の毒だといふ感じが必
ず起るものである︒如何に腹の立つ場合でも相手方

がこれをなすに至った動機を考へ︑原因をしらべた
ならば︑怒もたちどころに消え︑反て同情の念が湧

て起り︑かりそめにもあしざまに思ったことを後悔

する事が多いものだ︐
兎角修養を論ずる者は︑自分が人より秀でた様な

気になり勝ちなものであるが︑之は大いに注意すべ
き鮎である︒自負心とでも言はふか︒之こそ折角築

き上げた修養を蔓なしにして柊ふ大敵だ繭西洋の或

る筆者が︐夕方二人の愛兇に聖書を前にして説教と
して居た︒兄も弟も始めは熱心に聞いて居たが︑兄

の方はいつの間にか途うとうと眠りを催し初めた︒

之を見た弟は如何にも誇らし に︑父親に﹁必父さ
ん︒御覧︑兄さんは眠って居ますよ﹂と言いのけ

た︒その時父たる畢者は不快そうな顔を向けて﹁ァ
︑堂叫お前も眠って了ってくれる方がずっとよい︒

遇話を聞きながら兄さんの様に眠ってし戎ふのは無

論よくない︒よくないけれどもお前の精祁的自負心
は更ににノ︑悪い︒堂剛はそんな言ひつけ口をする

位ならば︑寧ろぐうノ︑眠ってしまってくれる方が

つけ口と同じ事を今日の宗教の争い

お父さんはどんなに嬉しいだらう﹂といふたといふ︒

私はこのい

8
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に見る︒耶蘇教は自分のよい所を盛に述べたて︑他
の宗教はだめだといふ︒悌教は戎たち稗迦様をかつ
いで俳教第一を唱へ︑他の宗教をけなす︒併し今日
キリストをして世にあらしめ︑稗迦をして蘇らしめ
たならば︑﹁ちれの名でそんなことをいふのだけはよ
してくれ﹂と顔をしかめられる事だらうと思ふ︒
如何にも気の毒だといふ感じが湧く様になれば自

負心も自づと消え失せ︑人をないがしろにする考も
起る筈がない︒人を怒り人をそねみ人をうらむなど
は︐多くは相手の事情を知悉しない誤解から起るも
のである︒西洋の話にかういふのがある︒毎日々々
汗水たらして働いて居る職工が︑一日の務を果し重
い足を運びながら︑我が家へ踊る時︑懐には僅かば
かりの給料がはいって居る︒暗い細い道をとぽｊｌ
辿る内︐遥か彼方に自分の家が黒く浮んで見えただ
が︑今夜はどうした事か大きなランプがともって居
るのがわかる︒俺が一日かうして稼いで居るのに︑

尊い薄給の中から買った油も考へずに︑妻はランプ
をカンノーさせて居るではないか︒彼は妻を面惜く
思臥始めた︒やがて門口に辿りついて重い足を家の
中に入れると．出迎へた妻の顔には白いものが塗ら

妻の此の言葉を聞いた彼は︑今迄の憤怒も嫉姑も
一時に消えて︑温い妻の志に感激したといふ乙とで

たら︑多少元気を老つけすることも出来ようかと思
ってｐ久し振りに化粧道具を持出したのです︒

になった私が白粉でも塗って花嫁時代の気分になっ

た︒叉いつも疲れて力なく老婦ｂになるが︑此の歳

も買って来ておき費した︒賃を申し愛すと︑お菓子
を買ふので私はとうｊ︑書一の御飯もぬきにし愛し

いでになる日ですからと思って︑踊ったらすぐ差上
げようと︑堵茶の仕度をしてｂ日頃お好きな老菓子

て暗い道でもよくわかる様にと思って︑今日は奥の
ランプを出して来て窓につるしたのです︒ですから
御覧の通り奥は冥闇です︒それに老給料も貰ってお

きのあなたの事を思へぱ︐遇迎へにも参りたい︒け
れど私一人ですから家をあけることも出来ず︑せめ

に考へがあつてした事です︒一日中汗に濡れて老働

﹁蜜あぉ聞き下さい︒過疑は尤もですが︑これも私

彼はもう我慢が出来ず︑妻に喰ってか出ると．彼女
はしとやかに之を遮って︑

列べてあり︑立派な菓子さへ戴せてあるではないか．

れて居るらしい︒憎い妻だ︒上りはなには茶道具が

グ
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ある︒

我今はあらゆる人に封して誤解をさけ︑好意を以
て接せねばならない︒勿論人は人である以上誰でも
峡鮎はあるが︑その一面には必ず長所がある︒我冷
はこの長所に接せねばならない︒

残された人形の壊れである︒妻は之を一目するや無
言のまＬ涙を出し︑亭主も亦怒鳴ることをやめて念

に打ちしぼれて柊った︒この人形はといへぱ︐二人

の間に出来た亡き愛児の形見であったのである︒如
何に酒に酔ふて居ても︑如何に心がいらだって居っ

人に卦する誤解をさける事は︒唯表面のみを見て
出来ることではない︒如何なる人を見ても不澗だ．

かく月の如き態度が我冷は望弐しいのである︒

思臥流して月は澄むらむ

を振り返って見れば︑直ぐに涙を催するといふその

の死に遭って︑その悲しみを紛らす篇亭主が酒を飲
み始あたのが抑々家庭が不和になる源であったとい

等夫婦は最初は極めて仲の好かつたものだが．愛兇

主の愛児が面形を思出さぬ課には行かない︒責は彼

ても︐このころがり出た人形を見ては圃今は亡き持

可愛相と感ずる様になるのには︑深く立入った事情
を調べる事が必要だ︒曾てロンドンで見た喜劇にか
ういふのがあった︒或る貧乏な勢働者が毎日酒を飲

不悩さの潜在がわかるのである︒

折今に濁るは水の攻らひぞと

みつづけてあるのに︑一方妻は茅屋に粥をすすって

が．或時一人の教師が私の所へ来て︑あの教室へ入
るとどうしてもざわついて秩序が保て友いから取締

といふことに友って︑妻は戸棚から蒲園を出したり

群慶縞の襟がついたドープラを着込んで教室に居るの

ってくれと言人のである︒行って見ると．一人の畢
生：：それは一番よく出来る畢生であった︒大きな

叉これは私が北海道の箪校に居た頃の話である

ふ︒兇を思ふといふ奪い人情が︑詰り二人のいさか
いの生じた源であったのだ︒酒飲みの彼も事の起り

居る︒例によりて今日も酪町の没Ｌ家にころがりこ
むと︑妻は待ちか蜜へた如く不卒を列べ不始末を詰
る︒亭主は酔ふて居るからた弐らない︒早速本物の

押入から着物をとり出したりする︒するとフト荷物

が直ぐ様眼についた︒果してこの畢生を注観して一

喧嘩が始まり﹁出て行け﹂﹁それなら出て行きます﹂

の間からころがり出した物があった︒見れば胴だけ

10
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同がぎわノ︑話し合って居る事がわかった︒私はそ
の時間後彼を呼んで問答した︒

﹁私が君を乙児へ呼んだのは何故だかわかって居る
か﹂

﹁着物でせう﹂と彼は落着いて答へる︒

﹁そうだ︒そうと気がついて居ながら．何故そんな
ものを着込んで教室にくるのか﹂
一︲これきり着替へがないものですから．仕方なしに
着て居るんです﹂
﹁着更へがないつて？﹂

の下で夜なべに針を運んでくれたものだと考へる
と．私にはどうしてもノーもとることが出来弐せ
ん﹂

と言って眼から涙をポロノ︑落した︒私も感激の

鈴ｂ
﹁よく言ってくれた︒その竿襟は奪いものだ︒決し

てとってはいけない︒お前のそのゆかしい心根はい

つ玄でも持ち績けて行き給へ﹂といって慰めた︒そ

して他の畢生一同にはこれが事情を逐一話して﹁母
が縫ってくれたものに手がつけられぬと恩ふ者が君

着物を洗濯するともう着更へがないのです﹂

着だけを送るといってよこしました︒ですから前の

の着物を送って呉れ弐したが．今年は恰度金がない︑
着物を作って送ることは出来ないから︐取敢へず下

接するｚそ修養の極致であると恩ふのである︒︵完︶

トの愛を以て︑又悌の慈懲を以てあらゆる人及物に

本義に到達せられる︒更に究極的に申さば．キリス

封し︑好意を以て接することが出来︑以て修養の根

い︒かくてこそあらゆる人に封し︑あらゆるものに

﹁賞は先生も御承知の通り︑私は貧しい母の骨折り
で肇校へ出して貰って居るのです︒昨年は相常な緋

﹁蜜あ着更へがないならどうも仕方がない︒けれど

等の中に幾人ある﹂といって諭したのであった︒
我かは人の事情を速断してはならない︒飽迄慎重
に奥深く討ね︑赤らさ戎の人間を理解せねばならな

もその大きな舞慶縞の竿襟だけは何とかしてとった
らょいではないか﹂

これ
れ恋
だけはどうかしてとらうＪ１と思
﹁ 先 生 ︒私
私も
もこ
す︒
︒け
けれ
れ形ども乏しい覗力の母が︑薄暗い光
つたのです

てぃ就に件事黛産共と侭園我
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我圃鵠と共産黛事件に就いて

一 塁

、一

ロ
リ

せず︐常に責際問題を基礎として噺えず世の中の風

事業に従事する人冷は︑従来の如く除ｂ形式に拘泥

衆非難の的となるに於ては︑徒に反職倉性を一般に

策上に最も竪要の事に属する︒寓一にも資本家や︑
政治家や︑官吏等の行動が資質剛健の風を失ひ︑大

Ｚとは．一面に於て祇倉制度に峡陥のある事も季ふ

とであって︑今日各種の悲しむべき事件の綾磯する

滅の第三問題は云ふ迄もなく経滴政策に立脚するこ

ことが画策上何よりの根本問題である︒赤化問題撲

︵セッツルメントウオーク︶を繕管するにしても︒唯

的祇含事業に偏するの弊がある︒例へぱ隣保事業︑

目せれはなら江い︑兎角我圃では亜米利加流の外形

的の物質問題にのみ偏椅せずして︑内容の充質に着

籾て前述の祇愈事業を遂行するに之も︑除ｂ外形

である︒

叉斯る名僧を顧問とせんとする心得の者も少ないの

る︒然るに今日では遺憾ながら斯の如き傑僧も少く

なかったのは︑大に現代人の反省に値するものがあ

英傑が立派なる高僧〃一顧問とし︑自ら修業を怠たら

潮に留意し︑之に直面しては其封策を慾らず︑以て

松井茂

へ

くからざる事賞である故︑今や職含事業の助長は圃

教育と祇曾教育との連絡提携が目下の急務である︒
要するに︑思想は思想を以て封抗すべく訓練し置く

上幾多の施設を要するのは勿論である︒文部省が此
度の事件に鑑み相営の設備費を要求し︑其措置を攻
究して居るの洲営然のことである︒殊に時節柄肇校

鯛を未前に防ぐの用意が肝要である︒鼓に於て教育

そこで問題となるのは教化の方法であるが．教化

承

植付ける迄の事であって︑其の窮極する所其の人心
に及ぼす悪影響は尋常一様のものではない︒古来の

熱

〃
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だ徒らに此の大きな曾館を造り．職業紹介妻．人事紹
介．簡易食堂等の設備のみに耽り︑能事柊れりと篇

すが如きは︑功利主義に陥り易いものである︒道に
英吉利では﹁セットルメントウオーク﹂でも精祁的方
面を忘脚せないので．大畢生などが進んで貧民窟に
這入り︑貧民と共に起居を共にしつつ自ら奪い鰐験
を積むのである︒彼の有名なトエンピーホｒルの如
きはそれである︒斯かる賃践的籍験を有したる紳士
であるからとそ︑圃務大臣などになっても空論の弊

はならないと同時に︑画家権力の獲動をも大に之を
振起し︑更に教化事業の活動力に侯って舷に此の三
者がよく鼎立してこそ︑始めて赤化行動防逼の目的

をも達し得る次第である︒

七．園家生活に活きる道

教化と云ふも︑教育と云ふも畢寛人生生存の意義

の篇あに存するものであって︑教化とは教化さるべ

き人冷の漣験を封象として．それを綜合し来って其
の人に自畳せしむくく努める事であらねばならぬ︒
即ち例へぱ鼓に共産薫事件の如きものが起ったなら
ば．職舎人として如何なる峡焔があるかを︑よく指

に陥らないのである．英国の勢働薫が非常に穏健着
資であって︑其首領たりしコクドナルド﹂の如きも
皇帝陛下より立派なる紳士扱を受けて居るのも偶然

るものではなく︑園民悉くが自律して互に協力する
所迄に徹底せねばならない︒

此くては除ｂに人生は空虚で︑無意義なものたるを

と云ふだけでは何んの意味をなさないものである︒

云ふのに︑一鰐人間の此世の中に生きるのは徒らに
唯だ朝起きて︑飯を食弘膨寝て︑而して柊に死する

然らば吾冷生存の意義は何を以て標準とするかと

摘して各人の迷夢を醒す事が必要である︒されば慶
義の教化は濁り一部の教育家や︑宗教家のみに委す

でない︒要するに英圃紳士が常に勢働方面の賞情に
も通暁して居るので．賦禽政策上に於ても菖事無理
がない事となる次第である︒余は此の意味に於て経
湾問題に立脚すべき祇倉問題恥︒二宮尊徳式に一面
に精祁的方面をも加味したいと思ふので敢て一言し
たる次第である︒

要するに砥倉事業の要諦は物賀と精卿との融合に
在るは勿論であるが︐今回の共産裳事件の跡に鑑み
ても︑蛎来物質上の職含設備は種々之を忽せにして

てし､就に件事黛産共と鎧園我
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免れない︒然らば人間は何が故に生きるか．生きる
に付ては弦に何等か存在の意義がなけ肌ぱなら次

味はしめ︑国民同治の責蹟を見せしめたらば．彼は

きに至ったものである︒故に若しもクロポトキンや

てきしものザリルの帝室も一朝にして顛覆の除儀な

い︒唯だパンの馬に生きるのではなく︑露に生き︑
人類の馬めに証曾の馬めに貢献する所あてこそ︐初

必らず此くの如き画があったかと恐嘆するに相違が
孝払い︒

八︑個人主義より国家観念へ

レーニンをして日本に産れしめ．我邦の如き圃燈を

めて人生の活くべき意義が存在するのである︒︑然れ

ば吾冷は何を基礎として牡含の馬めに貢献するやと
云ふのにご幸に我圃鰐は宇宙愛人類愛を以て基調と

それで私は此の場合に試に世界各圃の成立を調べ

する故︒我々は此の覗圃愛と云ふ事を以て生存の意
義としたいのである︒即ち換言すれば︑日本人は日

て見たいと恩ふが︑大鰐に於て欧洲大戦後各固共に
圃家概念は非常に鍵更して求ったものである︒従来

は兎角各固共に共存共築主義が微弱であった︒殊に

本の園家の億めに生きると云ふ乙とに帰着する︒而
して寓一にも我邦が間違った閲家であったならば︑
或は共産糞も起きやう︒現に彼のクロポトキンにせ
よ︑レーニンにせよ︑何れも露西亜が産んだ偉人で
はあるが︑何分にも其の露西亜圃家は一時非常な暴

じたものであった︒其の結果斯くの如き国家は速に

トキンの如き人格の高き人すらも．尚政府とは凱暴
極るもので︑人民を逆遇する暇面的傭人であると信

義をも馴致し末ったものであって︑競争の弊は遂に

いたが︐併し又一面に於ては個人主義や︐功利な主

起を促したる篇め．一面之に依り文化上新生面も開

政で厘制を行った歴史があるのである︒故にクロポ

之を破壊せよと論断したものであった︒又レニーン

未曾有の大戦さへも惹起した程である︒而して其
の結果は終に人道を無観する程に戦懐すべき活劇を

有名な桃関西革命の後は人間は自由なり︑平等であ
るの思想が磯達し末ｂ︑一面経潤上に於てはアダム
ズミスの自由競争説も撞頭し．叉ダーヴンの優勝劣
敗説も可なりの勢力を得る等︑頻りに個人の自畳奮

の如きも自己の燈験より無智たる農民を腿りて︑鼓
に共産主義の萌芽を見るに至ったものである︒此く
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一致し荻ｂ︐人類永遠の李和の篤めに︑園と画との

ぱなら楓とし︑自然に期せずして各幽の主張が鼓に

の弊に苦んだ馬あに︐何とか方向韓換の策を誰ぜね

せらるるに至ったのである︒畢寛各固共に個人主義

係る共存共築主義の下に︑圃際聯盟の主張さへ喚起

呈したものである︒そこで戦後ウィルソンの提唱に

す﹂と仰せられて居る︒畢寛彼此相和すると云ふ事

叉聖徳太子も憲法第一篠に於て．﹁和を以て貴しとな

の名稲も﹁大和﹂とて大に和すると云ふではないか．

然るに我圃は昔ながらに共存共楽の図柄であって其

族自決の主張の盛になったのも公知の事責である︒

共存共柴主義の圃際聯盟の聾が︐平和の都たるジュ
ネーヴの中央に響くこととなったのである︒

云はるる事と友った︒即ち我圃燈の謂ゆる共存共築

が共存共築主義であって︑謂ゆる連帯責任の観念で
あらねばならぬ︒即ちマルクスの如き階級闘争的の
個人主義の思想とは根本に於て全然相容れざるもの
である︒そこで近時欧洲に於ても連帯説が唱へ出さ
れ︑是れからの時代は相互扶助でなければなら楓と

鼓に最も注意すべきことは圃際聯盟の精祁と︑共
産主義なる第三インターナショナルなる者との厘別
である︒此の画際聯盟は先にも云へる如くに閥家と
云ふものを前提として︑図と風との握手であるが之

運動が盛となり末ｂ︑現に亜米利加の如きは盛にア

此くて戦争後は各圃共に俄に共存共築主義の愛圃

る貞節を保持せねばならぬと云ふの新判決例は是れ

永は燭ｂ婦人のみの貞節で攻く男子も叉婦人に封す

主義でなければなら狙事である︒更に叉近時の法律
観念は昔の如き権利自由の一黙張りでなく︑権利は
義務を包含するとの説となり末ったのである︒近年

メリカニゼーションとて米風化の説を唱へ末ｂ︑英

又共存共築の大理想とも云はねばならぬ︒此の意味
に於て資本家と勢働者との間に於ても互に正義の下

に反して︑共産主義は圃家を超越して直に園際的に
一緒にならうと云ふの主張であるから︐其虚には雨

吉利の如きは活動寓冥や演劇閉場の柊ｂに於て風歌

に立脚して之が横暴を槙弐ねぱなら楓次第である︒

問題となり来れる男女間の貞節問題に開しても．路

を奏して解散することさへ行はれたのである︒其の

然るにマルクス主義の如きは濁り資本家を絶滅せよ

者の間に大なる相違があるのである︒

他何れの小圃でも﹁ナショナリズム﹂の聾が起り︑民

てい就に件事勲産共と艦園我
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と云ふのみならず．君主をも亡ぼせと云ふのであるゞ

て・上御一人の下に寓民があって︑一君寓民とは其の
事であって︑憲法第二篠にも天皇は祁聖にして侵す

然るに我が邦では君主は建圃の初より君臨し給ふ

要するに︑世界は庚しと錐も︑我邦の如き圃鰐は

れざるものである︒

る︒共産主義は忠孝の敵であって到底我圃鰐と相容

先帝の御大嘗祭御畢行の節には︑辱くも悠紀地方長
官として悠紀殿に奉仕するの光築に接したものであ

に即位の式は民衆に封する御披露の意味と解すべき
である︒叉大嘗祭は報本反始の意味であって︑余も

る一次第である︒更に叉今秋御即位の式を翠げきせ給
へる課定であるが︑之は卑近な例に徴すれば︑丁度
新家開始の披露の如きものであって．天皇は一時も
狭く尋へからざる者故．既に存在し亥すことは天壌無
窮の我圃燈としては除ｂに営然過ぎるのである︒故

剣爾の譲渡に依り今上天皇は直に御践詐遊ばされた

である故︑大正天皇が葉山で崩御遊ばされた時でも︑

而して我圃艦上天皇は一日も無かるべからざるもの

叉其の御延長が今上天皇であらせられるのである︒

べからずとあるのも偶然でない︒さ奴ぱ天皇は現紳
であって．即ち紳武天皇の御延長が明治天皇であり

故︐暴論も亦甚しきものと云ふくきものである︒素
Ｘｂ資本家が往々横暴を遥くしするので︑此等の者
を暦懲するのは差支へはないが︑カーネギーの如き
漉淫子爵の如き人々も少くない故︑マルクスの如く
に直に資本家を以て努働者と相容れないものと断言
するは如何のものであらうか．素より維湾上の剰除
利得説の可否の如きは鼓に論ずる限りではない故︑
其の虚は宜しく更に経潤上より論究して成る尋へく其
の宜しきを得せしむくく職含政策上の立法論として
別に仔細に論究すべきものである︒

次に我圃鰐に閥する問題であるが︑今日世界に帝
／︐一
画と名の付く画は．濁り我邦のみならず︐其の他に
も英吉利︐伊太利︐白耳義等があるが︑併し濁り我
邦の如き帝闘は他に其の比類を見ないのである︒西
洋では帝圃のことを﹁イムペリァル﹂と云ふて居る
が︑其字義は征伐の事であって︑之を帝王と課して
居るのは其の常を得ないものである︒成程欧洲の諸
外国は征伐の結果君主になったので︑公法肇者達も
圃家の主義を論ずるに富り閲家は権力なりと稲して
居るのも偶然でない︒
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其の他に類例が種いのである︒即ち欧洲の帝圃は優
勝劣敗の法則に依り．優者が劣者を征伐して君臨し

の真義も深く味はれる次第である︒

九︑結論

謂ゆる情に於て父子た６とは這間の事情を物語るに
於て十分である︒蓋し情に於ては父子たりと云ふが

である︒要するに哲肇者は単に畢問上の封象として

とは希臓のプラトーの如き哲筆者も之を説いたもの

たものであるのに反し︑我圃は稗代乍らに大家族的
圃家であるから︑陛下は肺にして同時に父母である︒

如き乙とは道徳の問題であって︑子が自然に母親の

我圃燈は智仁勇の三者に立脚する以上は︐個人の
修養も之に基くべきものである︒圃家は智仁男なり

乳に組ると云ふが如きは︑何故と云ふが如き法律問

ときは感情に磯足せる者と断定すべきものである︒

題では次ぐ︑何故と云ふ事を超越したる感情の問題
である︒故にｎ本の図家を法律哲畢の上より論ずる

之を研究するに止訟るのに過ぎない︒叉支那人も智︑
仁勇の説は之を口にして居るが︑何分にも鰐験上に
乏しい︒之に反して我固では祁代ながらに此の智仁
勇を賞行し求って今日に至ったものである︒況や三
種の禰器は天壌無窮の我圃燈の表現物である︒此く

きものにして︑謂ゆる情の上に立てる義である︒義
に於ては君臣たりとは此の遥の意義を現はせるもの

の下に我が日本の圃家は成立したものであるから︐

麗はしき画家を形成し荻ったものである︒斯る沿革

教育勅語に﹁徳を樹つること深厚﹂と仰せられたの
も畢寛我圃は道徳の上に樹立せる画家なりと秘すべ

である︒もっと詳しく云へぱ︐我圃は義に於ては天

吾冷圃民は共に倶に此閥家を永遠に維持せぬぱなら

て祁武天皇以来昭和の今日に至る迄．天皇は勿論臣
民倶に皆此の智仁勇の三者を鰐験し末ｂ︐絃に此の

皇中心主義である．而して其の天皇は全然情的の父

ない︒而して鼓に重ねて述ぶべき事は画家が智仁勇

家の倫理化と個人の人格化とが互に相一致する所に
千葛無量の玩味すべき黙が存する次第である︒更に

に立脚すると同時に︑各人が之を修得する所に．園︲

子開係にあるのである︒仁徳天皇でも︑醍醐天皇で
も︐明治天皇でも︑何れも皆民の心は険の心衣りと
の大御心の本に立脚し給ふのであって﹁情と﹂義と互

に不可分の開係にある所に我圃燈の本義の共存共築．

てい就に件事潔産共と鎧￨罰我
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の如くにして古くないのが︑忠孝の問題である︒釜
燈近頃忠孝と云ふの問題が古いと云ふのは︐何れの

叉以上各節に於て論したる所を綜合すると︒古き説

親こそ吾かを扶養する義務があるとて盛に其の権利

頼みもしないのに勝手に子を造ったのであるから︑

る程である︒従って又親と子との開係でも．著しく昔

る演説をして居並ぶ地方長官連に多大の感激を典へ

長官含議の席上に於て・望月内務大臣が孝行に開す

蔵じたことは︑本日︵六月十六日︶内務省に於て地方

尚孝と云ふ言葉も同様である︒近時余の最も痛快に

言葉が気に入らなかったらば他の言葉でも宜しい︒

人間らしい人間であると云ふたものである︒之と同

のである︒昔は金を借りてすらも︑一冷返へすのが

のに親は自然に言ふくからざる親切を謡して呉れる

梯って空しくならんとするの形勢がある︒然るに熟
ら親の子に封する真情を察するのに︑何等願はざる

を主張するものがある等︐孝行などの道は漸く地を

とは其の観念を異にし︑甚しきは子は親に濁し釜鰐

所から生じ荻ったのであらうか︒若しも忠と云ふの

たことである︒

じく︐受けた恩は必害ず返へすこそ．夫れが本営の人

金を返したり︑孝行を霊すことは義務と云ふよりも
人間としての男らしき権利とも穂すべきものであ
る︒故に忠君愛圃等の思想は座く迄も末永く之を保

間らしい人間である︒もっと言葉を換へて云へは︐

全燈近時の悪風潮は忠孝とか︑報恩とか報徳とか
云ふＺとを非常に嫌悪するの悪風があるが︐是れは
大に考慮せねばならぬ大問題である︒早い話が昔の
武士道では︑金を借りて約束の期限内に返へさない

が︑流石の彼も親から安否を尋ねられる手紙の来る

之に付て想い起す事は．彼の幸徳秋水の言である

績せねばなら楓次第である︒

若しも期日までに返へさ瞳る時は人中に於て御笑い
下され度候と蜜で護文を入れたものである︒然るに

ときは何とも云へないとの威がある︒而して我邦に

時には人間ではないと認められたものである︒故に

世の中だから借り倒す位の事は李気のものである︒

今日の時代に果して如何︑笑はれる位か︑世智辛い
又それを傍槻せる一般人も更に之を答めず︑寧ろ君

此の孝の道が末永く存在する間は到底共産掌の磯達
は期し得べき限うでないと云ふたとの事である︒そ
は気が利いて居る︒其の位の腹がなくてはと賞揚す

１１
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乙で近時共産糞が頻りに忠孝の道を否認したり︐其
の破壊に努めて居るのも︐叉更に夫婦の貞節を否認
して居るのも耐何れも皆個人主義主張の結果にして
何とも笑止の外はないのである︒
而も血迷へる彼等は更に進んで宗教さへも否認す

的義務の併立を忘却しては友らない︒新興濁逸があ

の目畳しい護展を遂げつつあるのも畢寛︑此くの如

き権利と義務の併立説を主張して居るからである︒

﹁ムッソリニー﹂が権利より寧ろ義務に立脚せよと云

ふたのもり兎に角権利︑義務共存共築説に外ならな

いものである︒要するに古来我圃に行はるる君臣の

合致せるものと云はいぼならない︒殊に日本弘道倉

るのである︒畢寛一切の人間は李等であると主張す
等の原則に勃ろと云ふのである︒而して断然宗教を
腰止すると唱へたる彼等はし酢ニンを崇拝して居る

の西村倉租の謂ゆる第一に個人を善くせよ︒第二に

る事故に祁悌の如き高位にある者に敬鰐するのは彼

所に彼等の大なる矛盾が存在するものと云はればな

道︑親子の道︑夫婦の道等は総て是れ共存共築の主
義に基くものにして︑叉今日世界大勢上の傾向にも

らぬ・共産薫員は或は軍隊の撹凱を試みんとし︑或は

家庭を善くせよ︒第三に画家を善くせよ︒第四に世
界を善くせよとの訓言は畢寛一元論であって︑詰り

小畢校教師等に迄にも不穏の宣博や︑主義の普及に
努めんとするのは︑彼等の課てよりの志望なりと聞

真理である以上は舷に教化の方針を制立して進弐ね

般に徹底せしめ置くことは︑時節柄何よりの急務と
云はねばならない︒畢寛権利には義務が伴ふ乙とが

て謬らず．之を中外に施して惇らざる古今不易の我

の篇めに雁用し得る所に︑謂ゆる︑之は古今に通じ

叉其の圃家心乙そは之を圃際心としても度く至人類

いて居る故︑今より忠孝とか報恩とかの真意義を一

ばならない︒況や普通選畢の施行せられて居るの今

固の大哲理が存在する所以である︒而して是れ偶弐

濁り自分一個の人格を磨くだけに止弐らず︑家庭に
於ても其の回満なる理想の資行者とな６︑更に家庭
の延長者たる画家に於ても共存共築の責を塞ぐべく

日普選も一面選畢の権利であると同時に圃之を遵奉

又世界各圃にも準用し得べき世界的哲理と云はねぱ

な参りぬ︒︵完︶

すべき義務も亦之に伴ふ事を忘れてはならない︒固
民警察も亦圃民の擢利の保護と同時に︑圃民の警察

＄

生再の洋束
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ば沸教に就いても言はれるであらう︒原始

によって作られ犬に過ぎぬ︒さうし菰こと

易いから︑さうした者の馬に︑さうし士者

は迩徳の糖抑よりも形式によりて律せられ

の本意ではなくして︑反て道徳の幼稚な者

うしれ無生命な形式的な儒敦は︑元来孔子

に排撃せらろ↑へきものであるけれども︑さ

老いぼれてしまったから︑若い支那人の偏

色仁なろば鮮き﹂者であらう︒儒敦こそば

﹃剛毅朴訓仁に近き﹂ものでなくて︑﹁巧言令

つれであらうか︒支那人の多くは今もなほ

くは既に小人ではなくて若子になってしま

た君子と小人との封比に於て︑支那人の多

に蕩々たり０小人は長に戚々たり︒﹂かうし

畷らず︑小人は嬬って泰んぜず﹂﹁君子は恒

噸く︑小人は利に嚇し﹂﹁君子は泰んじて

てし︑顛流も必ず是に於てす﹂﹁君子は義に

終食の間も仁に遠はず︒造次も必ず是に於

井箆節三

東洋の再生

支那や印度の文明は除りに老いれといば
れるが︑然し孔子や嘩迦の教訓は決して老
いて生命悲失ったものではない︒
﹁論語﹂の開巻第一に﹁人知らずして慨ら

す︑また君子ならず星とある︒﹁君子は人
の巳を知らざる走患へす︑巳の人延知らざ
る准眼ふ﹂とかうした崇高な識訓が既に老
いて生命の無いものになってしまったであ
らうか︒﹁君子Ⅸ︑食に飽くを求むろ無く︑

居に安き韮求むろ無く︑事に敏めて言に恨
み︑有道に就いて正す︒畢悲好むといふぺ
きのみ﹂︒﹁富と貴とは人の欲する所なれ︾﹂

も︑その通を以てせざれぱ之を得ろを庭ら
ず︐食と賎とは人の悪む研なれども︑その
道走以てせざれぱ︑之を得るも去らず︒君
子︑仁を去って悪にか名を成さん︒君子は

例教の経典として鐸迦の賓惇に近いとせら

聖諦八正道であつ求︒﹁中阿含縄に﹁四聖諦

れる阿含経によれば︑嘩迦一代の説法は四

は一切の法に於て妓第一たり︲いかにとな

いふやうに︑四聖諦が鐸迦の褒見した無上

れば︐一切衆善の法走撮受するが故に﹂と

正虞道であった︒四聖諦とは苦︑集︑減︑

道の四つを諦めることであって︑まづ舘一

の苦諦とは︑人生には生苦︐老苦︑病苦︑

死苦︑怨憎曾苦︑愛別離苦︐所求不得苦︑

五瀬雄苦など種宅の苦悩がある︒此等の苦

悩を解脱するにば︐まづ此等の苦描が如何

に多いかといふこと韮諦かに知ら奴ぱなら

ぬ︒それを知らずに居るやうな空々寂々な

諦とは︑此等の苦悩の原因が﹁集﹂即ち愛著

鈍感では︑苦悩態解脱する起得い︑次に集

又は愛慾でするといふこと走諦に知る悲い

ふ︒人生には極々の罪悪や苦悩が多いけれ

その原因であ

ども︑その原因は一に人の慾に在る︒故に

るところの人間の愛慾た断滅しなくてばな

此等の罪苦を解脱するには

らぬ︒この事奄諦に知ろを滅諦といひ．此

の事を諦かに知って︑愛慾を断滅する方法

ル遡諦といひ︑此の方法を正見・王思惟︑
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各人が巳韮空しうしの者は︑各自に直接に孔子や程迦の精抑走

空しうし︒心起沸くせ奴ぱならぬ︒それがて心走溝●くし︑不正な慾な捨てＬ正しい道鵠得しようとはしないで︑た蛍それ彩形式

ぺての思推すぺての行罵に於て︑常に巳をの苦行に依らないで

のである︒故に人は簡我の迷走柳拭してすなし︑従って之起解腕するには︑バラモン般人の道徳的締祁は低かった︒従って多く

あるに過ぎず︒簡我は大義と融通無握なもばなくて︑人間自身の愛慾の所造であると脚が高かったのに反して︑支那や．印度の一

筒我があるやうに思ふのは︐人間の迷妄で人間の罪苦は蛇天の鍾慾から生弐れたので時代であつれ︒故に孔子や輝迦の迩徳的精

あるから︑鯛立自全の白我として固定したな形式と化して届た︒窪迦は之に反封してあつれ︒現に常時は支那も印度も恰︲も職ふ

椛成する要素は細えず無限に鍵化するので生れた頃には︑此のバラモンの蛇行が虚偏たから︑之走教戒する潟に天オが出たので

あるから︑自我も亦無常でありて︑自我起てバラモンを供養せしめれ﹁然るに鐸迦のではなく︑反て支那や印度の人心が堕落し

は大義の一部であって︲然も諸行は無常でにば再びⅢ家して山林に入り他の三族起し印度の一般人の迩徳的補榊が嚢議したから

うと執着すればそれはもはや正道でばない代表して︑蛇行に従事し︲少年時代走父母い・
きうしれ執蒲を除く鴬Ｆ︑鐸迦ば十二因縁の膝下に蓬りり青年には出家して羅典を単元来︑支那や印度に孔子や舞迦のやぅな
によって簡我の虚妄なこと走説い六︑自我ぴ︐壮年には出家に飾って妻走要り︑老年道徳的大天才が出たのば︑必ずしも支那や

た行ふにも︑それを︑己の潟に弧いて行は教理からバラモンの階級は︑印度の四姓態未だ決して老表し↓了隠無用に蹄したのではな

あらう嘩犬蟹しかしながら︑如何なる正道の本心に蹄依しなくてはならぬ︒かうしれして老衰したけれどもへ然し稗迦の禰音は

捨て去つれ日には︑八正道ルも行砂得ぬで脱するには︑離慾清浄の苦行によって薙天も朝鮮にも日本にも著しく変達して︑さう

慾をいふに過ぎ廻例へぱ・不正な慾走捨天の慾から生れれものであるから︑元来罪聾やかしてゐろのは必ずや寺院である︒か
て上正しい遁走行ひ衣いといふ慾態までも悪苦悩の枇界であって︑此の罪悪苦悩態解うし祇例教の形式こそば︐印度仁も支那に

ての慾韮いふのではなく︐只誤つれ不正なば足から生れれのであるが︑此の世界ば蛇と︑貧弱な民家の間に濁り倣然として蕊を

ならぬ︑然しこＬに愛慾といふのはｂすぺウイジヤ︵平民︶は腰から︑シュドラ︵奴隷︶ろＬやうになつ椎︒現唯日本の田舎走見ろ

態解脱するには︑人間の愛慾を解脱せ︑ぱから生まれ︑シヤットリア︵武七︶は腕から職業を生じ︐僧は梯及び法と共に惟養せら

説法であって︑此の説に徒へぱ一切の罪苦ものであって︑パーフモ員借侶︶は薙天の口偶像耐せられ︑伽教にも僧侶といふ雑殊の

八つに分けて八正道といふｇこれが羅迦の教理によれば︑此の掩天の身から生散れた力ろに︑鐸迦の死終︑稗迦ば姉天に代って

止語︑正業︑正命︑正精進︑正念︑正定の前に印度の人心悲支配してゐるバラモンの吾にょｇ凹姓の階級ｋ・砿せられた︒し

蕊蕊蕊蕊燕溺

即ぢ諸ばゆろ愛慾の凱滅であった︒鯉迦以走行ふぺきであるとしれ︒さうして此の祇化し︒その形式に依頼して道徳的であらう

− ￥ ､ ゾ シ ー ー ー 一

シ
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富源の開義によっても再生ずるであらうが

が︑ｆＬＪＫ︑〃亀︑くりざ︑〃凸Ｄ〃︑Ｕ４Ｈｆ︑″︑〃

とし旗︒ざうしてその形式の多くば︑孔子

ることによってこそ風に再生するであらう

それよりも本質的には孔子や稗迦に冊醒す

ｌ〃︑ｆ︑ｒ１ｆ︑〃︑くりｄｂｆ︑く〃・砂︑ノＬ〃Ｉ１ｆｊＬＪ３︑〃︑ｆｒｌ〃︑〃︑

や稗迦の粘祁を抜きにして蕊達して行つれ

さうして之と同じ事は西洋に就いても言ば

のであるから︑その形式としての儒教や悌
激こそば極度に老衰し衣けれども︐孔子や

れろ︒西洋もまた改めてヤソに従ふことに
生とを得るであらう︒

よってこそ直に正しい意味に於て復古と永

程迦の結祁は生れたま上に取り残された︒
一一

やうに利は必ず人恥愛して下さる︒抑ば善

人が紳韮敬ひさへすれば︑親が子恥愛する

人ＦＦも悪人にも等しく日恥照らし︑雨韮降

走天の父と︐︶て敬ふに於て恥や︑刺が人を

らす程愛に満ちて居給ふ︒いばんや人が祁

愛して下さらぬことがあらうか︑人間は︾﹂

んなに悪人でも出来ることなら︑自分の子

いばんや利に於ておぞ︾﹂うして祁が人間

供には成る．へく良いものか典へ仁いと思ふ

う︒故に人は衣食の事よりも祁の事恕第一

に必要なもの恥授けて下さらぬことがあら

ヤソの宣ぺ龍祁一音は謂ばゆろキリスト教と

話によれば︑人間は︑人類の覗先が刺の命

に置か弧ぱならぬ︒人は二人の主人に仕へ

ば似てもつかぬものであった︒１〆ヤの祁

令に反いて心禁断の知慧の木の渡牟取って

儒教や仰教こそば老いぼれて無川の長物

食って以来︑脚に呪はれれ罪人の子孫であ

と化しれけれざも︑孔子や程迦の評郷訓は少

てから二千年乃至二千五百年になるけれど

しも老いぼれてば居らぬｇ孔子や稗迦が出
も０今日まで彼等に優った聖人は出ぬ︒彼

二心では︑︾﹂ちらの主人にも風に深く愛せ

てはならぬ︒それは二心であってｖそんな

に一無胆仕へてはならぬ︒︵下略︶然るにヤソ

の弟子達はヤソの崇高な道徳芯理解しない

られるに足らぬ︒故に人は利と富との双方

毎年賊罪の日か定めて︑慨悔か行つれ︒然

して老衰したけれ︾﹂も︑ヤソの宣く求祁吾

で迷信や曲解がキリスト教となって︑さぅ

者に向ひては父の罪恥子に報ひて子孫に及

エホバの刺は妬む榊であって︑﹁我か憎む

つ衣︒ま犬︑モウゼの遺訓によれば︑此の

等が迩徳的精祁に於て甚江早熟であったの
に比ぺると︑世界の人類は迩徳的に今もな
ぼ甚だ幼稚である︒儒教や伽教が老朽し士

るに︑ヤソは預言者ヨハネの洗瀧韮受けて

ヤソの説いた員理は︑まだ老衰しないどこ

ぼす﹂利であつ求︒それ故に︑１〆ャ人は

水から上つ衣ときに︑蕊感によって︑一大

って何の役にも立求ぬもの雁なったやうに

風理荘謹見した︒それによれば︑刺は妬む

残されてゐろ︒︵思想春秋︺

ろか︑生長さへもしないで︑嬰見のまＬに

東洋は何Ｆよって再生するか︑多くの人

りに幼稚であつ衣︒

ヘハハーハヘハヘハーーー一＝一ｰ〃

ハハーヘヘハハ〆旦､／・ヘヘハハハ

ヘ ヘ ハ ー ハ ー ハ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ー ハ一

夕 ご … 一 ヘ ヘ ー 一 一 へ

からとて︑孔子や稗迦の教訓が古びてしま

父であり︑人は罪の子では芯くて︑かへつ

抑ではなくて︑かへつて鼓も愛の深い天の

×

恩ふのは︑私達の迩徳的溌刺は今もなほ除

が漠然とながらも考へてゐろやうに︑やは

て利の子であつ犬︒祁ぱ天の父であり︑人

は榊の子であるから︑子が親延敬ふやうに

Ｉ叩
り支那や印鹿は︑彼等が古代に生み出し衣
偉大な聖人の教訓に従ふとによってこそ虞
に再生するであらう︒支那や印度は︑その

×

徳川家宣壁書

吉田松陰士規七訓

忍ある畔は事韮と上なふ︒

一︑心に湛忍なき時は物奄そこなふ︐堪

き時は言葉和らかなり︒

一︑心に怒りある時は言葉はげし．怒な

時はへつらひなし︒

一︑心に貧りある時は心韮譜ふ︒貴なき

直ぐなろ時は人をそこはす︒

一︑心に邪見あるときは人をそこなふ︒

ときばおそるＬことなし︒

︑くノ︑／︑／︑ノ︑〆︑〆§くうｌノ︑／︑？︑ノ︑ノ︑／︑ｒ︐Ｉ〃︑ノ︑ノｋ／Ｋ〃くノ６ノくｆ夕

知りたることも知らぬ振りして︒

人近く︑言葉すぐなく︑いんぎんに︑

﹁利根なる人︒

ごとふかく︑．あばれ喰する︒

鰯古今座渥嘉
細川忠興壁書
一︑寄合ふてよ島﹄人・

正友や能宕︑もの害︑撃丈ぢや︑貴丈
年より︑うそつかぬ人︑

小

一︑よく恩はろろ人︒

一︑凡そ皇幽に生ろ．宜しく吾の宇内に

一︑心に欲ある時は義走思はす︑欲なきに人の人たる所以は︑忠孝走本とす︒
時は義走おもふ︒

りなき時は僻なし︒

忠孝一︑心に飾りある時は傭をかまふりかざ尊き所以韮知るぺし︒蓋し皇朝は︑茂葉一

朔起きや︑身芯働かせ︑小食に︑忠孝

一︑物の成る人︒

ありて．︑侭する人︒

悲ある人に︑遠慮ある人︒
物なきは心贋く燈ゆたかなり︒
一︑凡そ生れて人となる︑宜しく人の禽
一・情まるＬ入︒
一︑心に我慢ある時は愛敬を失ふ・我慢獣に異る所以を知るべし︒蓋し人に五倫あ
嘘つきや︑人事Ⅶし脳さし出口︐高慢
慢なき時は愛敬そなほろ︒
り︑而して君臣父子韮堆も大なりとす︒故

心よく︑人率いはす︑いんぎんにＦ
︑︐
慈慈一回心に物ある時は心せまく鎧窮屈なり

｝

一︑士の道は義より大なるはなし︒義は

一︑心に私ある時は人走疑ふ︒私なき時孝一致なろばｂ唯我が函を然りとす︒
はう犬がひなし︒

■１ノーＩ︒︑／︑﹄︒︑ｆ︑〃

︑″ｑ︑″︑〃匙ノ︑ノ唾︑ｒ１ｆＪ１″画も

︑ｒ︑″︑〃︑１ｆ︲句●ノ︑夕︑ＪＵ︒︒夕凪■〃ｑＤ一口﹃Ｊ価︑〃︑ＪＵｂノー︒御ＯＢ〃︑ｆ︑ｆＬグー︑１６Ｆ︲ｌ︲ＬＰ．ｌＬｐ︐ＬＪｒＬもｆもＦ■■︑ｆ︑ｆ︑〃︑″Ｉ．ｊ■︑ｐ凸︑Ｊ︑︑凸︑〃唖Ⅵ召︑〃︑︲ｄ可０６０Ｊ︑ｑ

ｑ西口ｑ︑里ｑ︑Ｊｑマ

Ｅ■ｊｑｑダｑワ

■︑Ｊ匙Ｊ８．ローＩ．〃■ＪＢｌｌ

ざれ一︑心に過ある時は人走恐ろ︒過ちなき男によりて行ばれ︑男は義によりて長ず︒
︲Ｉく

酔狂にｂ利口がほし・て自慢して︑

一じうつけれる人︒

思案︑油断不気根︒

統︑郡図の士丈夫も世々緑位悲襲ぐ︑人君
一︑物の成らぬ人︒
一︑心に微りあろ時は人を侮る︒微りなば臣起養ふ韮以て瓶業態総き︑臣民は君に
夜遊びや︑朝夜謹夜に遊山すき︑引
引込
込き時は人を敬ふ︒・
忠にして以て父の志走縫ぐ︒君臣一催．忠

ありて︑炎をたやさず︒
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銘養修右座今古

態持って自から苦悩し︑煩悶してゐろので

ばあるまいか︒心延グット引き締めてゐ衣

ぱならぬ︒私ば日夜吸々乎として一寸の隙

も無く自分の仕事に従事して居るが︑世間

謂叩ろ豪傑避気取ったならばｂ或は世間の

椅子に腰掛けて動かないで居ろと云ふ様な

シガー走煉らしながら新聞韮誠み︑悠勾と

の批評の麗走聞くと却ってあまり良くない

心かな﹂といふ一首がある︒心庚く︑鴨昨

れるかも知れぬ︒併しながらかやうな豪傑

受けがよいかも知れぬ︒偉い人と思ってく

風走粧つ龍ならば我が産業の前途走如何に

到底祉界列弧と歩調走一にする事も出来な

の日本人は少なくとも這般の修養かなくぱ

順川しなければならぬ︒宗教哲撃遺徳等と

すｊ︑養成し溌達せし功てじ産業的方面に

ない我が鯛柵特の﹁忠君愛剛の締祁﹂をま

の書いれ洋書の中には凌見することの出来

本より打破しなければならぬ︒然して大家

しやうぞ︑吾々はかような世澗の思想走根

くて︑徒ら唯眼前の小利害に汲花として秋

人格が修養せられ︑叉幼年より捜育に注意

和田垣謙三氏修養訓

せてば︑薄っぺらな国民となって煎餅より

心の奥底にば燃叩ろが如き忠君愛函の精祁

て殖産興業の寅はあがるのでｂ怒る人にし

凱歌韮畢ぐることが出来ろ︒怒る人に依っ

が潜んで居る人のみが︑その平和の戦場に

日本人は単に自分が自己の職業に不忠責

来るのである︒

て初めて帝国の威光を世界に輝すことが出

添田毒一氏訓言

し︑蔑夫不営の狼健なる催躯韮もぢ︑然も

奄も気持を大切にせず︑微の生えるのに任

へぱ︑曾て野心といふやうなものが爪の垢

程もなく︑只管雲水を友として何等の欲望
江き西行すら︑その裏には心あることを自

であるばかりでなく︑他人の忠賞に働くの

てその武心の経き場所に煩悶してゐろやぅ

走加ふろ弊がある︒誤りも亦甚しと云は胆

を見て︑愛物だとか︑馬鹿者とが言ふ悪評

だ︒北僚泰時の句Ｆ﹁心から心迷ばす心か
名言である︒思ふに世人の多くは自己の心

白して居ろではないか︒ないやらな顔起し

も尚劣るであらう︒

西行法師が﹁心なき身にもあばれと知ら

といふ自畳の境に入ることが出来ろ︒今日

た︒されば朱子の所謂﹁蔑物静籾皆自得﹂

容易に色に願さす︑徒らに煩悶しなくなっ

して︑偶令喜怒哀楽を菱することあるも︑

に一生を送るのも此の気持心持を練磨工夫

かになるも三文の毛抜きのやうに︑嘘はず

﹁心より心は安く誠ろもの走心でさわぐ我〆

ならば煩悶はなくなるであらう︒古歌に︑

I

れげり鴫立洋の秋の夕ぐれ﹂とその意走味

もの︑是を捨てる術なきなり︒

し︐健忍果決︑確乎として抜くべからざる

﹁死而後正の四字は︑言簡にして義長

きに踊る︑故に君子はこれた慎む︒

−︑徳を成し材を達すろば︑師友の恩多

加叩ノ０

ぱ︑即吟郡夫のみｂ調書間衣は君子の事な

一︑人古今に通ぜず︑聖賢を師とせざれ

す︒光明正大は皆これより出づ︒

以て要となす︒巧詐にしてる態以て恥とな

一︑士の行ひは︑質賢にして欺かざるを

；
な︐心に心︑心ゆるすな﹂とあるが︐質に

L』
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己庵

ても一般市民否圃民に良に政治の何物たる

帝都の市曾は︲議員の約半数にも達する

ことであり︑他の↓は現代証曾の人間が如

かが理解せられて居らぬといふ寅謹を見る

法律にふれる醜議員を出して︲全く市民を

ふことである︒

のは善

忠賀に昼に自己の代表者たる◆へき人物を濯

出でぺきに︑何ぞその代表者たる

良なろ市民の代表者ではなくして︑私慾の

も今更其の意外さに鷲けざ後の祭なり﹄是

奴隷に過ぎざりしとは︒事妓に至れば何人

一票の意義とが風に徹底せざる設捺にして

唯に市民に政治の何物たること︑並に清き

以荘リ︒

爵めに事志と相反せる現象走生ぜしめし所

而して現代祇曾並に人心の状態如何に深く

お互が心より政治の何物なるかに畳醒し︑

的決鮎の暴露でなければならない︒されば

京市の問題ではなくして︑日本現代の代表

か石悌金伽たり得ぺきぞ︑然もこれは一東

に此上もなき汚名態冠せられ︑如何にして

悪しむぺき事ならずや︐二百寓市民はため

然にも事斯の加きに至らしめたろば︑何と

ば誠に常然の事といばればならぬ︒然し鴬

に支剛されて居たことをよく賞謡するにあ

宣惇や虚言や薫汲や大勢といふ下らいもの

ある︒市民は清署二票の行使を風に知らず

を命ぜられろ如き醜人物のみ選出した課で

者として選出すぺき市街議興をして︑解散

らざる帝都の市民が︑自分達二百葛の代表

る︒故にｎ本幽民の模範ともならざるぺか

の何物たるかが風に徹底せぬことは明であ

なるものであるか︑又随て賜れる清き一票

さてその図民に政治といふものが風に如何

き一票を幽民は等しく賜る韮得たれども︑

今の生活苦より来る一種の鍵態なりといへ

り︒これ封建畔代の物質鯉澗の反動と︑現

更に一方庇含並に市議連の方面心と見れ

思ひを致し︑以て無久なろ皇函のために一

らず胃国家走思ひ︑帝都の潜来を慮る善

の責務なるぺき韮︑彼等政治家も亦流含の

ども之を矯正し之を改革すべきこそ政治家

普通選畢は錘に施行せられて心恭くも貴

今東京市含の解散といふことに就て︑吾

良なろ幽民勝市民なる自己ならば︑何物に

大勢に巻添へ走喰って︑同じ遁走相共に歩

道徳も正義も何等の権威蕗有せざる常然な

く王者の観あり︒こＬに至て彼等の前には

下何物も支配し得られざるなく︑黄金は全

といふが如し︒されば黄金を以てすれば天

してその理想へ進むためには是も非もなし

にして云へぱ︐黄金を窮極の理想とし︑而

れつＬあるかを知る︒今碓曾の状態韮一言

義の思想なく︑誤解せる物質文明に禍せら

ば︑現代が如何に無這徳にして団家観念正

々は二つの大いなる現代雁含の峡鮎に思ひ

も煩されずして︑唯自己の畳醒せる良心に

大決心韮定あればなるまいと思ふ︒

及ぶのである︒即ち一は普選は施行せられ

局より解散延命ぜられろに至る︒抑々これ

何に不道徳の中に生きんとして居るかとい

東京市曾の解散

知

代表するの賛格なさに至り︑客年末逢に営

5］

時
論
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普選施行といふ制度の形式はさして問題に

せるなる・へし︒かく瀬察し来るにつけても︑

みつつある所より東京市曾の醜事件は勃護

坐る畢に出でしめし不純なろ原因をして吾

遺憾とする庭なれざもｂそれに増して猫か

し︒事のか上る手段走選ぺろは吾人の誠に

以って不備なろ悲愉局に迫りたるものの如

の大なる迷惑に湛へずして大畢民衆の力を

と錐も＄か上る世にあって風に閏走憂へ︑

黛の世と異ろなかるくし︒騒動事不詳なり

ひ事走起す有様あろば︑何等封建の世と政

れ守るか一事とし︑私利私慾の求めに事空行

ず︑正義に依らずして︑ロ︿自己の地位韮こ

て常局に反省起促す叉一片の愛す．へき頼も

世悲歎くあらぱ︐民衆畢って義のれあに立

の徹底こそ吾人の望んでやまざる所なる韮

それは政黛の弊に蹄せらろ坐如し︒宮崎蝶

にありて・村民の誠は遂に入れられ︑幸に

しき心なしとせず︒而して今回の岐阜事件

×××
×××

ならぬ︒

て世人走安音に冠かしめんことを期せ弧ぱ

努め以て皇剛の光老いや益々輝かせ︑以っ

が心して考究し︑決然立って弊風の一掃に

ず・へきに非す︒海に日本剛民祇ろもの総て

故に此の事件たして軍なる劉岸の火畢観

を得ず︒

此の鮎よりして吾人は衷心喜悦を感ぜざる

鴬局の反省するか得て事収まれることは︑

の畢校杉輔の騒動も亦政藻の歌ひなり︒地

起るあり︒而してその多くに常局の不常の

曾て幕末時代には︑各地方に屡々騒動の

きことならずや︒

方自治に迄政薫の弊漸く至るか︐悲しむ︒へ

人はより以上に悪まざるぺからす︒而して

非ずして︑一日も早く風に制度の根本精紳
痛感せざろを得ず︒

岐阜騒動事件
去る一月九日岐阜蛎犀川改修問題より端
なくも不詳なろ騒動起れるば昭和の代に遺
人大聖して岐阜蝶臓雁抵しかけ．て警官と衝

虚置より溌し︑義の拒めに民の暴動せる事

憾なり︒即ち安八︑本菓雨郡民の約四千
突し︑途に敦賀三ヶ中隊の出動といふ拒憧

︾﹂軌を一にせる如き騒動の多暑﹄芯見ろ︒正

しく︑﹄れ封雄の再来にてあるか︒即ち思ふ

件なり吾︒今日の事件起見ろにそれと殆ん

事件︑叉宮城螺にも騒動起るありて近時か

藩閥の非を鳴らして維新の大業悲逢げしも

ならぬ場面勉演出せる事件なり︒前には宮

Ｌろ事件の頻出やまず︐これ吾人の遺憾と

なるとせし藩閥に代るに叉非なろ政薫を生

維新成って並に六十有除年にして︑再び非

崎螺に娯校移聴問題のため蛎臆な蕊へろの

として慎重に考究すぺ署﹄事件たる起感ず︒

すると共に︑一面叉これも祇含峡陥の暴露

今目政黛の天下起風扉する力や昔日の幕

れ起思ひこれを哀しまざる走得す︒

府のそれに何等異るところなし︺而してそ

み出し犬ろにはあらざるか︑吾人は切にこ

ら勝手に自黛政府と手韮握って改ゞ修走断行

の勢力走有する政薫が︒剛家観念に立脚せ

みる虎なくして︑一政黛員が自己の立場か
せんとせるが如き不純さある走思はざる走

今岐阜事件話見るに︑塁螺の利害開係を顧

得す︑鰯めに地元の安八︑本菓雨郡民ばそ
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意注の上書讃

、

護書上の注意

足立栗園

じ害うせいせうれんあたくわんくわえいきよう

の多大にして深刻であるといふととに

兇壷幹青少年な
どに典へる感化影響
しんこぐ

就ては︑一般家庭の父兄たる者は︑齢
ほどこんにいちうゐばらかうりよめぐ
程甚大な注意を沸ひ︑考慮を廻らさね
じせいへんくわゐ
ぱならぬ時勢と鍵化して居る︑それを
もじうらい蚕とかろ人Ｉかんくわ
若し従来の如く郷盈に看過してゐて

ついばんかてりふけいものよ

又老人をしても︑戸外の遊戯や活躍や
さんさく
こいしつないおこ
散策︑そして之を室内へと追ひ込まし

とかへとうかしにこらい

詮たろうじんこぐわいゆうぎくわつやく

めて︑兎角燈下に親しましめる︒古来
いばゆろふゆごも言くしよ
より所謂冬篭りの請書にいそしましめ

は︑児童や青少年の思想上︑由全しき
けいこうもた
側向を謝らすものであるといふことを

これけつわるしうくわん

むしけんがくしうようはうめん

しゆぴふう

ふのではない︑寧ろ研畢修養の方面か
こ砦くしよ

らいへば︑一種の美風とでもいってよ
ついけ人にい

よぼどちうゐ

からう︒けれども此の請書といふとと

てんこにい全き

に就ては︑現代では除程注意せねばな
らぬ黙が︑古代よりも増して来たので
しか庇い砦くしよ
ある︒而して第一︑請書といふものが

とりい
しつほんくわがくじやう
を取入れて出版されるから︑科畢上︑
ぜんもんて含がくじつしよさつそかう

客うじやうちよくせつえい含ようみ

専門的畢術の書冊にあってば︑其の高
せ
うつうを︒足と季し
尚巌ると通俗なるとを問は歩︑先づ思

こい隙かけういく

想上などには直接の影響なしと見てよ

しうけう号フとくかくしゅじゆきしゆらよう

いやうなものの︑之を外にしたる教育

一般修養の書物にして︑も︑其の内容︑

や宗教や道徳や︑各種の主義主張や︑
ぼんしうようしよものそないよう

くわんくわあだえいぎようおよところ

賞讃を調査吟味して彫るといふと︑大

じつしつてうさぎんみおぽい

に驚くべき感化を典へ影響唾及ぼす所
とつひだいたん
Ｄ突飛蔵るものや︑大鵬なるものや︑

はたまたひをくいんとうぷんしふく

はっけんじつただい

勝又卑裕淫蕩なる分子を含めるものを

たにげこうこぐつ

すら︑溌見することが資に多大である

じ害うぜいぜう値んこれらしよぜ倉ざつし

からである︒何乗なしに鹿告に釣られ

て兇童も青少年も︑是等書籍や冊子を

め肱がもとこれたん宮くこんにら

は一種の流行と遭って居る傾きもあり

しゆりうこうゐかたＵ

購ひ求めて之を耽読するのが︑今日で

ふけいまたなんらこれ含づぜんらくせい

父兄も亦何等之に気も付かず︑善悪正

邪の睡別をすら見究めず︑︵それには

じゃくぺつみぎは

之を排知するだけの知識左き父兄なり

よか仁懐うふけい
そんな除暇もない多忙な父兄もあり︑
これ毎へんらちし含ぢけい

しふたずうわがくにこん

主婦なりも多数にあることは︑我国今

じごう逢い通ういんたん替へ全か

日の現状であるといってよい︶︑た醗

にら■げんじよう

かといふに︑今日の書籍なるものは︑

児童︑青少年の耽読に任せて︑とんと

しくじつひｂようおいぱいかすう

譜頓に比して︑量に於ても倍加し数十
しつおいたしゆたようかくはうめん
倍加し︑質に於ても多種多様に各方面

こんにらしよせ含

抑為何が故に此の如き注意を要する

そらｊｆｌ芯にゆゑかくごとちうゐよう

思慮なき耽請の弊毒

ふんざつら

じ雪うをい世う也んしさうじやうゆＬ

ろのである︒之は決して悪い習憤とい

十分に察知せねばならぬのである︒

秋の末から三冬へかけての日短と寒
き
じ
︾︲うぜいれんぱた
気とは︑児童をしても青年をしても蒋

あきすゑとうひふじかかん

現代請書の重要黙

︵切に世上父兄に望む︶

鐘

営注の上書談
ョ 0
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こうりよ

お限そ

顧慮しないものが多いのである︑其の
Ｌよせきざつしたんシくｂえきところ
書籍雑誌の耽讃によって利益する所も
ず
くだ替うじこれ号く
少からぬのであるが︑同時に之に毒せ
しら余しら歩らひにあくくわんくわゐくえい
られて︑不知不識の間に悪感化悪影
きようこ昂むゐはなばすぐ肱
響を被って居るものも甚だ少からぬの
きよくけんふ韮じめけいばく
である︒極言すると︑不湿面目︑鞭苅

とするのであり︒二には著者も出版者

して︑需身に鐸の雄蕊を俸亜窪しめん

替くしよしやくわい

ふうへんてん

︾﹄

したのを︑一般民衆を相手として︑之

ぼんみんしうあいて

有識階級乃至少数の請書杜曾を相手と

いうし骨かいきうないしせうすう凄くしよしやくわいあいて

こけいこかちやくがんぎんじじうらい

らよしやしつ賎んしや

にいそんがいふこうあに・ゐ
大なる損害︑不幸を典へて居るものば

も此の傾向に着眼して︑漸次に従来の

らうゐばら上うてん

し含しやたう書よくしやじんにい

の注意を挑はねばならぬ要鮮である︒

底いのであって︑識者も常局者も甚大

多量生産の弊害

こんにらなにぴとしようぜゐごとゑんぼん

今日は何人も承知して居る如く回本

一﹄

み垂ことごくしやとふくおん

めん

しつ伝んかいこけいこうかんがふ

てんもわ

こんにらたいり装うせいさんじゃつ含

るやうになったと同様︑書籍も亦少数

雰うやうしよせき全仁せうすう

風になって︑今日の大量生産を惹起す

いマフ

品の生産が交換の篤の債値にほ無頓着
しようためからおも
で︑使用の篤の債値を重んするといふ

しんせいさんこうかんためからむとんちゃく

生産を事とするといふやうに蒋化しつ
いにらよう
上あるのである︒たとへて言へぱ日用

せいさんこと

しばんたにいとうたりよう

を読書斌曾とするといふ風に鍵聴しつ
ためふでへう
上あるのである︒それが篇には筆も平

毒仏︾

．・じつ

く人Ｉ出版界の此の傾向を考へて見る
そゆらいところナこぶと似
に︑其の曲来する所や︑頗る速くして

そこんていずこぶちからつよし

害くしやあいてせいざう

たいりょうせいさくひろぼんふんしうあい

読者を相手として製造するのでなく

て︑大量に製作して炭く一般民衆を相
て
これよ

屋争う

手として之を讃ましめるといふ風に一

じぜい

あって︑従来里術文葵の方面に於て︑

らよしやしつ産んしやいう

こんにら琴くしやはうしよしも宮み

ぶ

身う害くしや

から︑サア見よ︐ｆ︑といふ風に讃者に

Ｕかも

ようといふよりも︑著者や出版者の方

てんぐわ

から︑今日は讃者の方で書を縮いて見

樽化したのである︒か上る時勢である
しうとく

てんじうらいし

向って持ちかけるのであるから︑そこ

仁笹うりえ倉

へられぬ所から︑一軸して︑従来の思

には多少利益といふものもあらうが︑

さくげん舎う丘つけんらしきつうなくくわ

索し刷究し誰見せられた知識を通俗化

ところ

って︑それを一堂牧得するなどといふ
ふつうづつうとくおもにた
ことは︑普通の頭脳では逆も亜荷で堪

ぜきろゐけつくわ樫とんい含わにいきつま

しさくけん告うぱつけんちし含

の積果した結果が︑殆ど行渡って行詰

思索し研究し護見せられたといふ知識

じうらいがくじつぷんけいはうめんおい

共の根抵や頗る力強きものあるを知ら
ぼか
ねばならぬ︒それは外でもない︒一に
ぜい含念つおじ世いもにけいかう
は世紀末に於ける時勢の謝らす傾向で

い

流行の世の中であり︑大衆文謹の勃興

易にすれは︑資本も多大に投じて多量

ところわる仁ねま

しよ．もつ

はうな全い含

て

りうこうよなかたいむうふんけいばつこう

しつ上ある世の中である︒之は一面か

めん

こんにらこくみん険んしさうあくくわ

ゐ

くちごた

慢をして居る一方から︑どうも生意気

けいしごく
しかこぐかうへしや
稽至極であるが︑然し団家の上より献
くわいうへみおろ
曾の上から︑見下すならは︑これほど

にい含よくぐわいしゃみこつ

おへない︑不良少年になりかけたと周
しようろう撞いかていとしいたところ歩いしよ
章狼狽する家庭が︑郡部到る虚の随所
はつけんこんにらじよう
に溌見せらる上といふのが︑今日の朕
態であって︑局外者より見れば︑滑

ふりようせうねんしう

になった︑口答へをしてならぬ︑手に

生︐︐︲

雑誌を買ひます杯と︑父兄や母親が自

ざつつかな轡ふけいぱ上おやじ

にうちの子供はよく書物をよみます︑

︑︑こ琴．ｂ

に杷愛せられて巌らないのである︒資

含ゆう

ひ鴨寄らぬ所より悪い種子が蒔かれ︑
芯
へつちかゐおぽい
苗が培ばれて居るのではないかと︑大
よ

た杯といふのも︑一面には︑か山る恩

︑など

い

放縦︑陰除玲細暴などといふ気風を養
ぜ
いみのがわけ
行かい︒今日因民一般の思想の悪化し

域せられつ︑あることを見遁す課には

ら見れば誠に読者に取りての禰昔でも
みんしうあいてこ
あり︑民衆を相手にするには︑之でな
てんしか
ければならぬ鮎もある︒然しながらつ

はうじういんけんそ榎う骨ふうよう

÷

都

ちよしやしつばんしやぜんりようこうきようて含

弊害といふものも必然に生じて来る︒

へい誤いしつぜんしやうく
こうしようゐししつばつしよもつせいさく

それは著考や出版者が善良な公共的底
高尚な意志から出護して書物を製作す
もちろんごくしやい
るならば︑勿論讃者は言ふまでもなく

ひろしやくわいりえ含ゐたこ
たいこう砦しんおこ

匿く耐倉に利盆を典へるけれども︑之
はんちよしやしつ径んしやかんがへ
に反して箸者や出版者が︑か上る考

にう

はなば

れつじようちようばっ

なく唯だ責らんが篇に︑好奇心を起し

たりようせいさん

ます

たり︑荘だしきは劣情を挑溌してまで
こいうひろためせいさく
も︑之を寅り弘めん篇に製作するなら
ば︑それが多量に生産せらる上ほど益
全十害くしや験ん蒔くしよしやくわい苧く
童識者なり一般読書斌曾を毒するとい

わたくしけいこうよるこ

ヂヤナリズムに堕せる
出版界

ふとと上なるのである︒

り

し

私はかＬる傾向は喜ぶぺきよりも
かたけんしやう
むしうれ
寧ろ憂ふくく悲しむぺき頴象ではなか
あろひひくわんす
いうりよゐ
らうかと憂慮して居る︒或は悲観し過
そしやくわい
ぎるといふかも知れぬが︑其の耐曾に
およくわんくわえいぎよううへみ
及ぼす感化影響の上より甑て︑どうも
へいはうおばかんが
利よりも弊の方が多いやうに考へられ
あるろんしやさいきんわがくにお
て造らぬ︒或諭者は﹁最近の我国に於
じザふかいけいこうぽとんことみＩ
ける事業界の傾向は︑殆ど悉くがア

と

しかうまつ友雪うやうしよせ釜きつしるゐこれつ署んレめん

みんしかこうぎしんつ

けしようひんそうしよくひんとうしかぎんらい

これつゐ

へいばう誇区たつか虻らおそよふけい

な雁びとりはうおばで舎しかふらん

なにびとめ．みばお︾函ろるくけつこうとかく

り

けつくわ〃︼こう偉いつうごくみ

メリカニズムである︒而して全く同様は書籍や雑誌類も之に次いで全紙一画
しつばんかいあるひ喰人めんこうこぐせんでんこれ
のコースを取りつ上ある出版界も︑そ或は半面の庚告をして宣博するが︑之
の結果としてヂヤナリズムに堕したのを勝負して通讃して見ると︑ナーンダ
もとレぜんすううんぬんしお︾﹄ろ岬怠﹂ナくな
は固より自然の薮であらう﹂云糞と指こんなものかと驚く程のものが少から
て含さら
摘し︑更にヂャナリズムはいつでも民ぬのである︒而してそれが好奇心を釣
しうせいきまって含量ぷんじゃう陸つこてうれうふうおばけつきよくう
衆の世紀末的気分に乗じて賊屋跳梁す．るといふ風なものが多く︑結局は寅ら
らくま
きぐげんゐたるためしやくわいおよこじん診よくわんくわ
る悪魔であるとまで極言して居る︒成んが篇で︑壮含及び個人に及ぼす感化
候誓そじいこうわがくにごくえいきようねんとうお
程たしかに共の傾向はあって︑我園漬影響などは念頭に置いてゐないやうな
しよかいこんにらず肱嘘しんぶんざつしし像ノー１みうこときめた
書界が今日ヂヤナリズム即ち新聞雑誌ものも屡餐見受ける︒此力時に富って
てうに
ともすうがいゆんぜいこうへいひしやうナナはしんかんせうかい
調に堕して︑一利あると共に歎害ある厳正なる公平たる枇評即ち新刊紹介と
けんしやうしめゐしんちよからいかん︑占うしんぷん
といふ頴家を示して居るのである︒か新著の慣値如何とかいふ風に︑新聞
にいこんにらしんぷんししも萱しならびざつしおいぱん写くしやぜん苧フ
ー鰐︑今日の新聞紙を締くものの︑紙並に雑誌に於て︑一般績者を善導し
何人も目を見張って驚いて居るのは︑て異れるならば勺結椎であるが︑兎角
ぜんしめん胆いこうこぐそいはゆろがくやおちうため
全紙一面の大庚告などであって︑其の所謂楽屋落であったり︑責らんが篤の
こにいせんでんぶした全ものぜんでんせうかいごと主陰
誇大なる宣博振りには舌を捲かぬ者は責博紹介たる如きものが多いのである
しやくわいあにりへい粋くしやこれこと ん１しんよう
しか
ない︑而してそれが献曾に典ふる利弊から︑読者はとても之を悉く信朋す
といふものは︑何人も利の方が多いかることは出来底い︒而していつも不安
弊の方が多いかと尋ねたならば︑必ずに翼はれなければ底らない︒世の父兄
こ
う
し
やこたこんにらは上おやそじ琴うせいぜうれん
後者なりと答ふるほど︑今日はヂャナにして母親にして其の児童なり青少年
なぞぱ理へうぱいシくそぜんとめやためが
リズムに悩まされてゐる︒肺病︑徴毒をして其の前途を誤まらしめん篇め家
わかがへとくこうやくにいこうこぐをいちじろてがけういくつ湿これらてん法や
若返りの特蚊築遊どの大庚告は其の箸庭教育は︑常に此等の黙に憎まされて
しいものであらうが︑之に次ぐものは居るといはいば底らぬ︒

化粧品︑装飾品等であり︑而して近来

.＆
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意注の上書談

意注の上書讃
29

父兄の考慮すべき切要鮎

わにくしい生こと
とするのではありませぬ︒然し我域出

しかわがくにしっ

私は今と上でアメリカニズムの郭
りへいろんひょう
やら︑ヂヤナリズムの利弊を論評ぜん

ばんかいゆんじようぼんけんこうこうへ

たいしう

版界の現状やその一般傾向は︑此の上
はってんさうやうよそく
どこまでそれが溌展するか想像諜測す
で含しやうちいまず︐ｆ

よふけいす芯はしじよくんいくひつ

え

おそひじやうえいざい

かんじんこ▲ろざがくくわろくＪｒｌ今かし壁じゃうし告唾うふ生だ
やうでは︑肝腎の志す肇科さへ疎だの知識︑常識を蝿選儲ならしむるも︑亦
めいかくしうとくだじつ装うきようし部せいじゃうはうべんし
明確に修得して︑他日の用に供すろを虚世上の一方便かも割らぬけれども︑
得ざらしむる虞れありとさへ蕊ふるの非常の英才ならざる限りは︑之を牧得

よふけいおいこのじつよう壁よう
であります︒されば世の父兄に於て此して質川に供することはむづかしから
さいみ胆りしじよこのこれたん︶﹂くおもいばこれそしゃく証んみ

し胆うあをそひつよういうろゐけつくわ

際漫に子女の好むま上に錘を耽額稚漣うと思ふ︒祝んや之垂が岨噸翫味する
むることなく︑自己も一通り諏誠等多などといふととは︑閲より除暇もなげ
くの書籍︑雑誌を成るべくは通讃し︑れば︑頭脳だって決して許すぽど紳奄
しかがくかうけふしせんぱいし会しやよゆうおもこれいばゆ込
然らざれば畢校の教師なり先輩の識者たる鮭裕はあるまいと思ふ︒之も所謂

なりに指導を仰いで︑其の必要なり有ヂャナリズムに累珪られた結果でなか
よ
ういうえきみとしゆそおも
用有益なりと認むる一三一種を︑共のらうかと町心ふのであります︒

て田舎の初日わきてのとけし

かみょより瑞穂足穂の御閲と

祇人こゑＪ１野にも畦にも

うらｋかに新年明けて村人の

のあじたは年を所ｂ合ふなり

日の丸の御旗かＬけて田舎家

詠み奉る
宥馬誌政

御題田家朝を

１１

しやう

シ 、 一

ることも出来ぬほど︑将来は海為大衆
ぷんゆいきつとうよなか
文製殺到の世の中とならうと思ふと︑

︲め
ｂｐ
︒く
︐．
．し
−３
辞ら
宮︑
一く
﹄″
恥
こ上ろざは︲う
んＰが
く〃わ
や︑う
いＤ
しＢよ
や︒み

志す方面の単科なり将来の職業なり
にいやく仁こじ亨フぜい
に濁して役立つべく︑之を児童なり青

せうねんていきよう己寺フ．かうりよ

少年に提供せらる上といふ風に考慮を
め
ぐもらの毛

みう

もちろん

する所が認められぬやうである︒勿銃
おひれせんもんいぐわいがくしきつう？．
己が専門以外の肇識にも通暁して百科

ところみと

らい
来
はいざ雑らず一誹戸の咋善は確琴舞確

て喜んで居るのを見受けましたが︑将

よるこゐ

私の知れる或畢生の如きは︑富裕
﹄一堂んほん
してい
の子弟であらう︒けれども回本といふ
とよやく
蕊んはんそなんしゆ
圃本は︑其の何種たるを間はず諜約に
芋．これこう唾いいにづらしょかなら
雁じて之を賭買し︑徒に書架に列べ

わたくししあるがくをいごと

廻らして貰ひたいと望むものでありま

す︒ふゆう

こうずいおしよ雪たごとしつほん

やけざせうがく

そとに世の父兄即ち子女を訓育する必
ぜんこくかていＵか
生うせ土
要に辿られつ比ある全図の家庭に向つ
こさいしんじんちうゐほら
て︑此の際深甚の注意を桃はる土とと
こぐかおよこんご含うむ菅つげん
が︑刻下及び今後の急務底りと切言し
いむしぷんかう
たいのであります︒否な寧ろ十分の考
きほう
のよこあひ庭めぐ
慮を此の間に蓮らされんことを希望し
て止みませぬ︒蓋したｒさへ小畢から
ちうがくぜんもんがくかうす上わばう
中畢専門畢校に進むにつれて︑我が邦
じんがくくわおほ江や
人は豊科の多きに悩まされてゐるの

かいにいりエうぜいさんとうかんししかがくくわしう

に︑かきる洪水の押奇せ来る如き出版

界の大量生産を等閑脱し︑而も肇科修

しういぐわいこれらお侭しよせきざつした

ぐわいかういんくらぐろ念のこたん琴叱く

智以外に︑此等多くの書籍雑誌を唯だ
わけこうこぐつせんでん△︽よ
課もなく庚告に釣られ宣偲に迷はされ
外交員の口車に乗って︑之を耽読する

I
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市議選畢に直面して

繁田武平

ごとうばくさかたに雁んりょうきよとうしせいじようくわもんしみんこいここん

かんか

なんさい今んてうさぶお僅さかしじんこう

とうきようししせい寡んしつとうとう言よう廷いゐとう蟹よう

く敦
全の
ん四
ろん
んを
なら
ぬものである︒紐育の五百に
六う
十よ
寓う倫
百響
四ん
十全菖
わていこぐしうと

き意味があることＡは考へられぬ︒何最近の調査を見るに大阪市の人口こ
せんぎよにいきうととき全んたいとうきようし＆ん
廷壷れば誕畢は淫の大小を間は歩時と百一干五寓に濁し東京市は一言十寓の
いてきみ
場所とを論ぜず須からくかくあらねば第二位である︒これを世せ
界か的
に見ると

いみ

見れば誠に月並的の膝酬にして何等深あるからだ︒

も力て含たうとんけん全たいかかう圭こなぜんこくしらようそんくわいぎいん
如何にも通常な進言であり叉如何にも降に行はれんとする全園市町村金員議員
けつこうおうとうわれノ０１めもつせん含よじうにいえい合ようおよ
結榊な錘壁画詑鎚墨︒誌織為の眼を以て選畢にも重大なる影響を及ぼすもので

はくご
﹁含
立派
のそ
よや
い人
をと
立し
候補
硯よ
せね
らこ
ない
かな
ば質う
う物つ
せさ
い要じ
うば
くなわ
と︒これは唯に錬涼
せて御希望に添ふ様に努めよう﹂と︒市政の浄化といふ事のみ底ら歩四月以

ｂうばたちじんぶつのつこう賎ようした壁とう号よう

題につき演口民政黛総裁に貴書を提度の選峯こそ最も旗重の燕度濫型て泣
出して日はく﹁此の度の市議選畢にはに富ら左ければならぬ︒此の選畢が公
ぜいれんれんたつしこう段しやあやう警りよくせいおこなじぢ逢いしんしんばつ路みえ
清廉練達の士を候補者に筆げる様努力正に行はれ自治精榊の直の溌露が見得
はまぐちく人これこたいこぐかしやくわいためすこ野じう
されたい﹂と︒演口君は之に答へて日らる上かどうかは画家祇曾の篇頗る重

にいは全ぐらみんせいとうそうさいおぼえが含てい︾﹄ぜんぎよもつとしんちようたい︾﹂もつこれ

後藤伯坂谷男の雨巨頭が市政浄化問だてはしないが︑市民は之に懲りて今

雲

我が帝国の首都たる東京市の市政素筆頭とし東京は第七位である︒東京が
ら
ん
全くわことがわていこぐしふてんぼとねん
剣は先づ過去のことＡしてと上に答め我が常画の首府たる黙と殆んど一千年

30

てし面直に畢選議市

あ全

れきし払い生ず二りつ

険ばってんしめ

にも除るその歴史より見て今少しく立

じつのよくとほじぢ

派な雛握髭示してもよくはあるまい

仁い

けんゐ

ことみの

か︒即ち市としての資力に乏しく自治

えところ

鰐としての椛威がないといふ事は見逃

そらノ︑ｂつけんこぐ遇いとう荘いざく

がし得ぬ所である︒

抑交立憲閏にあっては政薫が政策を

しよう像うこれみんしうせい哲おこな

標傍して之により民衆政治を行ふのが

たうぜんずなはせいとうｂつけんせいぢうんよう

ごぐわいし

常然だ︒即ち政黛は立憲政治運用には

え

しか

きいとういくた

つきものであってこれを度外観するこ

よへいともた

ちかごろきくわい

とを得ない︒然るにこの政黛には幾多

海漉弊が伴ふ︒そこで近頃はこの議曾
あいそ
いもの
政治にまでも愛想づかしを言ふ者まで

人︑はなしきょうさんせいぢろこく動い

出てくる︒最近欧米硯察より蹄つた人

でさい会んおうくいしざつかへひと

とかく私んしうせいぢみこえ

々の話によると共産政治の露幽に於て
みんしうせいぢあらたいけ人
さへ民衆政治を改めんとする意見があ

もんにい

ふでナ上

るといふ︒兎に角民衆政治に厭いた聾
堂ころ人︑
と
１き
含
わたくしをいたい
が所盈
餐に聞かれるといふ︒私は政鰐

さき︸﹂ろ︑ふせんしうざいんぎいんそう

の問題については筆を進めることをし

せんきよかくはうめんさうたうけん含うようい

ないが先頃の普選による衆議院議員縄

全

ぜいせきおいり

選畢は各方面の相営の研究と用意とが

さうて言い

こぐかすうせいかんが

あったからして先づその成績に於て理

想的とは言へないが画家の趨勢に鑑み
相営の結果であったと思ふものであ

害うたうけつくわ幸も

てし面面に畢選議市
31

こたびしぜいふぱいにらくじつい士

ラＱｏ

レふんしぽいＵとんちゃくじぢせいしんかい

此の度の市政の腐敗堕落は賞に未だ
かつしうたいもつとう告よう
曾てなき醜態である︒これを以て東京
しかた

しか

ぎくわん趣んやうかんがへ
ぺうけん

義観念はどうでもよいといふ様な老
こんぼんて倉あらた
があったがこれこそ根本的に改むくき

二︑自治精祁の涌養我が団民は博

じぢせいしんかんようわこぐみんでん

謬見である︒

寧うて言含ようここぐかくわんねんいう

統的に弧間なる国家概念を有する︒こ

い

市民が市政に無頓着で自治精祁を解し
けんかならとうきようしみんにい

ないと言はれても仕方がない︒併しこ

れば賃に世界無比の美黙である︒今日

にばんじんばん

おも

と恩ふ︒

さらこれ奇ようこ

ろには自治の根本概念養成が最も大切

じぢこんぼんくわんねんようせいもつとたいせつ

かも知れぬが︑更に之を狸固ならしむ

し

遠に持績されることも可能ともいへる

えんぢぞくかのう

の団民精榊の表れより見ればこれが永

じつせかいむひびてんこんにら
こくみんせいしんあらはみえい

の言は必ずしも東京市民にのみ濁して
い

言ふものではなく日本人一般にか上る
か
たむきわこぐみんこく
傾があるといへよう︒我が国民は図
かてぎせかいひびてんばつ含
家的には世界に比なき美郷を溌揮する
こくみんせいｒフじぢみんくんいん
画民性を有するが自治民としての訓練
いたとぽ
は至って乏しいといはなければならな

せん書表しくきいこくうんりうしょう

ぜいぢにうとくしんこうばか

もつとこうせいこうしのを

しない︒尊き図民の椛利市民の椛利を

たうとこくみんＵんりしみんけんり

翠が熊正されなかったなら何等の役も

含よしくせい鯨んらやく

所である︒もし政治道徳の振典が計ら
じぢせいしんかんようｂういせん
れて自治精祁の掴養に留意されても選

ところ

に大切なものなるかは容易に知りうる

たいせつよういし

しかせいぢりょうひこくみん

くにをいぢりょうひ

三︑選畢の煎正国運の隆昌がその

ぜかいにぼんせうわにぽん

い︒世界の日本︑昭和の日本たるとと

函の政治の良否にかｉることはいふま

けん全うナム

ばうさくいかんわたくしつぎ

かんがこてんおぼちういはら

ひ研究を進むべきである︒

を考へても此の黙には大いに注意を柳

でもない︒而して政治の良否は図民の
にいざ含くれんりょうひぜんきよいか
代議機開の良否にかかる︒避聖が如側

しか

こうあ

然らばこれが方策は如何︒私は次
の三綱を聖げる︒

をいぢにうとくしんこうこうみん

一︑政治道徳の振興これには公民
けふいくぜいぢけふいくひつよう

教育と政治教育とによることが必要で

じうらいこれらけういくこく︑ふんひつすくわ

ある︒従来之等の教育は団民の必須科

もくなかくはゐぼご

目の中に加へられずに居た程であるが

とう含ようしせんきよたんとう曇ようしもんにい

最も公正に行使することが望ましい︒

たうきょく露いぼんしやくわいおいこのてん

常局に於ても一般祇曾に於ても此靴に

東京市の避畢は単なる東京市の問匙
ふせんらよくごぜんこくて会一挺いしれん
ではない︒普選直後の全図的大試練
従来政治家は手腕と力量さへあれば道

じうらいをいぢかしゆわん巾含むよう．にう

もつとちからいかんようきた

最も力を入れることが肝要である︒又

きうにいわ

こくふんりつけんてきのうりよくいうむ仁せうぼく

だ︒参に締謡するか及第するかは我が

国民の立憲的能罰海有撫珍砂謎排す淫
ものであれば︑吾人は目出度及第の柴

響を博せんことを熱望する︒︵昭和四

よはく也つばう

年一月七日稿︶

Ｊ︑くノ︑くノリく〃︑ｒ︐︑く／︐〜くノ︑くノ︑くＺＪ︑てりいくく〃Ｊ︑く〃︐︑くイノ恥でノノ班くｆ少

利休居士七ケ篠

一︑花は野のはなの様に

二︑炭は湯の湧くやうに

三︑夏は涼しく

四︑冬は暖かに

五︑刻限は早めに

六︑降すとも雨用意

七︑相客に心をつけよ
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三

かが蛭

なぺばらくふう

い

いうめい砥呼じつをわ

びがとも

有名無賓に経るのであって︑彼我共に

こぐかしやうらいおらじつりつぜん

ユ︽

うれ今へいんしやうたれんひさ

図家将来を惟ふとき資に喋然たらざる

を得ない︒この蔓ふ可き現象は多年引

つ蹄ざいかいふきやうじうにいげんいん

おも

せうじんきう

綾きたる財界の不況が重大なる原因を

みにいこうしけんいままさてき

なしてゐるとと上思はれる﹁小人窮す

ゆゑか上ざいかいふきようじにい

れば徹す﹂と云ふ孔子の言は今将に的

ち一．

じにともおぼじらやうしきり

中してゐる︒故に斯る財界不況の時代

差し向けても涼しい顔をして居ると云
やうありさましか雫﹄よう栓い
ふ有な有様である︒而して競費をすれ
むやみやたらさいけんこしらはいたうかにう
ば︑無闇矢鱈に憤椛を錐へ配常加入陸
さいけんしやか迫ないじゃ全
して債椛者に金が這入らぬやうに邪臓
いやうものたくさんふき
をすると云ふ様な者が津川殖えて来た
＆たしやくやにん・泡ん．迫んやらんばら
叉借家人は︑二年も三年も家賃は桃は
うへやぬしあけわたしせいきうう
ぬ上に家主から︑明渡の請求を受ける
たらの含りょうとうごい
と立退料を取らねば︑動かぬと云ふや
じつくさこんじやうもゐもの
う遊資に腐った根性を持って居る者が
おばぎしかのみなら歩かやうくさ
多くなって来た︒加之斯様に腐った

ろから法律の奴隷となり︑上述の如き

あまり脊に腹は代えられぬと云ふとと

れば︑此の地位に在る者にして窮困の

には自他共に大いに自重して︑思想の

根性の持主が多数気脈を通じて悪策を

悪債務者︑悪借家人の依頼を受けて種

こうにうとくぱうりつＵじ生こぐろきお

りようみんいうわくまずノ︒︑しやくわいあくくわ

斯くては道徳や法津と云ふものは全く

ゐものたすうめばうかたしん
て居る者の多数在るのは邦家の魚め頂
かんしんいたたしにい
に寒心の至りに堪え江い次第である︒
か渡うとくば・ソうついまつ拒

ことふみづかはうそうくわいわ

い

ふんれい

じゃうじつでと

しか

少しでも多く債椛を打ち切り︑一日で

ずこおほざいけんう含健ら

家主を苦しめて居る者がある︒而して

やねしくるゐもの

々なる脱法行篇を敢行して︑慣椛者や

じゆにつばうこうゐかんこうさいけんしや

めくさいむしやあくじゃくやにんいらいうしゆ

ぼうりつ琴れい

菅ばらか

こち今凸あらの含うこん

努力し決して函家百年の大計を縦らざ
っと
しかやｂ
るやう務めねばならぬ︒然るに動もす

シりよくけつこぐか通ん仁いけいめや五

し法律思想を向上溌展せしむるに奮勤

ろうりつしさうこうじやうばってん

人は恩ひを此虚にして︑道徳心を溌揚

ひとおもこのところにうとくしんはつよう

急務である︑殊に身自ら法曹界に在る

含うむ

う法律を即時に改正断行して之れを悪
ようもの
皇もくかさいにい
用する者なからむることは目下の最大

はうりつそくじがい遣いにんこうこらく

悪化を防ぎ一方には時世に膳営するや

あくくわみせはう上きいおうたう

講じ道偲や法律を無硯して稀車を押し

こんじやうもらぬしたすう含みやくつうあ．くさで︑

良民を誘惑して益盈杜含を悪化せしめ

る

又は二一者執行乾して鱈いて︑執達吏を
さ
ほ

全だしやしっこうおしったつり

大島正義

思想の悪化を防げ︲

げんこんごとふけいきつ堂つ垂怪ご
現今の如く不景気が綾けば綾く程︑
にんげん全すりｆＩかうくわつにうとくはうりつ

主こといくわんしどくくわんとうにいしん

人間が益営弦梢になって道徳や法律を
かへり
ものひ全しお瞳けいこう
顧みない者が日増に多くなる傾向のあ

ゐ

るのば誠に遺憾至極でぁ癌呼鯛凍状震
きい全へごろ
災前頃まではさほどまで人間は悪化し
か煙かばら
て居なかったので︑金を借りて沸はぬ

ものないようしようめい全たしばらひめいれいに

︾﹂

あくくわ

者でも︑内容誇明か叉は支挑命令を出
たいがいかいけつしかそ
せば大概解決したのである︒然るに其
通んけいくわこんにらにん
の後五︑六年を経過した今日では︑人
りんしきう

間の思想がずっと悪化して︑借りた金
したがいま害含ひとないようしようめい

でも︑成る可く桃はいやうに工夫して

ゐろ︒従って今時の人は︑内容誇明や
しｒらひめいれいくらゐ
びつくり
支挑命令位をつきつけられても吃驚と
のみはうりつ
もするものはな略而己ならず法律に
はつかい含〆︑わさいけんしやしっ

峡陥あるを奇貨として︑債椛者から執

かう紅んらかうりよく雁

行されても︑何等の故力が無いやうに

醗め財産を他人名義にして置くとか

〆

園
あらかじざいきんたにんめいぎ罪

｛
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たがひのはもつ苦いこう

も永く引き伸せば︑それを以て成功と
ゐかやうじじつ含んもいへい含おこな
して居る︒斯様な事賃が近来平気で行
ナでしょくんちしつ

はれてゐることは︑既に諸君の知悉せ
ところゐくくわしきうぜんにうあやぷ
らる上所で︑悪化せる思想を善導し談

ものけうをいにらはあ

こんにらげんじやうしか

者が斯の如く却って牡曾を悪化させて

ものかく竃とかへしやくわいあくくわ

れる村を矯正せねば底らぬ立場に在る
ゐ

い

居ると云ふのが今日︑現炊である︒併

こくるけいこうたがつ上

じうにいことがら正にびといへ審

し此の悪い傾向はお互ひに慎しまねば
蔵らぬ重大な事柄である︑何人と雌も

さいけんしやかねしやくようそよ
いへか

らのそいへよさう

債椛者から︑金淀借用すれば夫れに依
さうたうりえ倉えゐ念にやぬし
って相営の利益を得て居る叉家主より

家を借りたる者は︑其の家に依って相

りえき仁いだう

たう宮よじうりえ菅えゐ
賞に居住の利益を得て居るのである︒

こえ

そこで此の得たる利益に封しては︑道
とくじやうおよほうりつじやうきうたうぼうぎじ
徳上及び法律上相営に報する義務ある
全を
ことは申すまでもないことであるの
か盈かにうじいへかにうじ
に︑金を借りた営時家を借りた営時の
ありがに曇もいつまわす
有難き気持ちは︑何時の間にか忘れて
お
ん低うあだもつしか
恩遼報歩るに仇を以てしてゐる︒而し
＆たそはんめんかねかいへかひと
て叉其反面には金を貸し︑家を貸す人
じこりえ雪
じせいこりよ
が︑時世を職慰せすして︑自己の利益

はかひといよノ︑こき含んきぐ

のみを計り︑人が愈盈困って金策する
つこひぷなんせんいかう
のを付け込んで︑日歩何十銭と云ふ高

利を取った上に︑手数料と云ふ名の下

うへてナラ海うい正もと
またなんぶとぼうりＵさぶや

り迄

に︑又何分かを取って暴利と貧る︑家

ゑん

しかび．みなら歩ゆづりわたしてんがし

ふ雁いきつ宝

なにびとくる

またりう空・うゆる↑さいむしやじ今へん

からい畦の癖になれば何人の苦しみも

もら

い

や

亦同様である︒故に横務書が一時に鉾
さ
いで畳げっぷ津た
済が出来ないから月賦にするとか又は

りそく

きいＵしやしのよくおう

いじゃうせつれいす

しさうあくくわふせ

ともはんぜいうながしりす

ぬ次第である︒

しにい

悶家公益の蔦め奮胤努力を乞ふて止ま

ｑこぐかこう１全舎﹄仁ふんれい春りよくこや

務なれば諺共に反省を促し私利を捨て

Ｕ

如き事なからしめて思想の悪化を防ぎ
こくゐはつよう含もつと含んよう含う
闘威の溌揚を期するとと最も緊要の急

ごとこと

他共に徳義を重じ︑法律を悪用するが

にともとくぎ毒もんはうりつあくよう

化しない︑以上は二︑三の読例に過ぎ
しやくわいばんけいこうナでしかうへ
ないが︑祇曾一般の傾向が班に然る上
われノー仁がじせいばんしやうじ
は︑吾為はお互ひ時世に反省して︑自

くわ

けんわけしさうしたがあく

になって利需得失を顧みず高融の費用
ほうりよく・りようい登
とひ
を徒費して暴力をも利用すると云ふ危
険もない課であるから思想も従って悪

ｂがいとくしつかへりかうがくひょう

に解決が出来る︒従って双方意地張り

かいけつで舎したがきうはういぢはり

間に感情に走るとともないから圃浦

かんくわんじゃうはしゑんまん

利害闘係を融合均霧せしむれば︑相互

りがいくわんけいゆフか号か含んてんざう蚕

した迷惑を掛けない様に時世に雁じて

めいわくかやうじぜいおう

毎え

利息をまけて貰ふとか云ふのなら止む

ねあ

期限が来れば切り代へ料を取って家賃

らん

ねんきき艇そ
賃は一ヶ年か二ヶ年を一期と定め其の
やらん
ぎけん含に壁かれうと

の値上げをする加之譲渡や縛貸を

を得ないことで︑債務者の資力に唯ナ
チへんきいはうばふたきいむしや
る群湾方法を立て上やって︑債務者も
はたら︽へんさいで全さいむしやたい
働きつ上緋済が出来て︑債権者にも大

りそくせいげんはう

さ全たしぼんいで含

めいぎへんかうれういきらと
すれば名義鍵更料と云ふもの匙更に取
じつこうみやうかた
るといふやうな賃に巧妙なやり方であ
かねかじつきいてはい
る︑そこで金を借りても資際手に這入
わりわりを壁やる全仁いへ
るのは六割か七割が開の山である叉家
かついかうがくしききんＵはう
を借りるに就ても高額の敷金と無法の
けんり含んとうへにたみ詮ひ逢んくらゐ
椛利金を取られた上に蕊一枚三回位か
ゑんらか胆いこんにら
ら十回近く出さねばならぬと云ふ今日
びんぱうにんざうたう
じようにい
の状態である︒これでは貧乏人は相常
陸しよ．でしやうばいいで
の場所に出で商費すると云ふととも出
来ず叉資本とつくると云ふととも出来
ひんじゃ生ずノ︑含う
ないから貧者は益ぞ窮することに底
そこむりしや・フくさいご
り︑其虚に無理が生じて来るから最後
みにあくくわ
には副すことになり悪化することに

なるのである︒これでは利息制限法や

ほうりとりし全叩れいいたん

暴利取締令と云ふも︑があっても何の

やく仁じゃくわいとくぎしんい
役にも立たない︑献曾に徳義心と云ふ
まったすた砦なんいみさ
じよう仁い

ものは全く塵れて来た何と云ふ浅まし

き歌態であろう︒不葦気が綾いてせち

1
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可

ち
やうたひそうめい雪江
頂に達してゐるが︑朱と明とでは︑同

ばならぬ︒小蒙は︑案の文字であるかその絶頂に達した︒その次の六朝よりものは唯だ二三のものを疹莞塞孔て現
躯︑鍔霊稚嘩淫託︑吉癖は︑書錘︾て騨燕にやけては確誰零細︾塞流羅潅の謹潅誰廷紫め魂ばな海諏誕奮帝装御物の和
周の金石文を研究することが必要であ達を遂げてゐる︒縮書は朱の時代に一漢朗詠集の如き︑博行域の筆と産って
しよたいこ遣したが琶ぜつらやうたつめいひごぜつ
る︒かく書鵠の異なるに従って︑それ度絶頂に達し︑明に入ってまた一度絶ゐるが︑それがたしかで底いまでも︑

かんちうしんけんきういしうかんじ雁い得．うきけいじつやはりへいめ．八てうじにいひうじんこうぜい
であるから︑漢を中心として研究せね言へ認蕊や凋謹の時代には︽ざ銅器雲術が矢張り季安朝時代を標準誕乳︑後世や

して之を肇ぴ︑その護達の途中にあつに達してしまふ詮︑狸匙づ上琵り輝誰の鍔は︽書雛弥錘心しつ上羅癖し誰峰織
た雛晋のものを参考とすべく︑隷書はなり︑またその次には違ったものが趣って︑草仮名も︑これと運命を共にし
くしたけいじつついしたがくさかなひいこ
秦に起り︑漢に承て専ら行はれたものって来る︒たとへば支那の謹術に就ててゐる︒従って草仮名を稽古するには

であ言渥か注︑その畔燕麺もや霊轄嘩と擁家は謹謹の縫礎があって︑いつ一声壁緯嘩って︑窪候容も鍵謹の縫嘩●渥謹し︑そ

のうちでも︑槽書は唐で完成したものいふに︑凡そ塞術にせよ︑何にせよ︑で︑平安朝時代に歌の盛になった忙伴

宅よけいじつなんへいめんてうじにいう仁さかんともな

書︑隷︑象といった順序に事ぶがよいそれより以後の書は見るべくして︑事に低下してゆくこと︑他の蕊術と異な
て
瞳んえ告さいせつごと含んきい
手本はすべて︑披譜の説の如く︑近世ぶ窪勤ら塗る鶴釦で識喝︒ら底い◎これは軍に︑漢字に於てのみ
雪いごうやう
のものよりは︑上代のものがよい︒そ何故︑書は古に遡るほどい上かとでなく︑日本に
のぼ
かん
なも
文ん
字じに
於ても同様

をい
稽て
古ん
すじ
るゅ
にん
はじ
︑虫槽
し書
よれ
ま書
た︑行書︑草すること聴洞一霊︑糖を最後として傘なら琢堤れが詠感継謹ぞ︾鐸馳欺︑認球

ｋ宅書は唐以轍鵠⁝端劉恥瑚誌海戦謹蛮溌職綴織赫懲瀞薙

︑その後にあっては︑これが琴峰を
・けんきうちうしんじぽいしこ
とゆろしよおなた

謡と確と牝撫て︑その謹毒の縫嘩腫謹

藤原楚水の購識簿ていふも塵であって

の謹風は同一でなく︑全く異なったも

一義景這蕊←浩悪季中一義署言童署：
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かなてばんもつとすぐ

へいめんてうめ．いしゆし主

ラたが

平安朝の名手の書であることは疑ひな
一つである︒

く暇名の手本として最も優れたもの典

︵二︶措書への入門
かいしよとうせうじゆん

階書は︑唐を標準とすべきことは︑
前述の如くである︒唐の書家では︑初

ぜんじつ茜ととうしよかしよ
とうじ淫らぐぜいなんおう表うじゆんちよついら

唐時代の虞世南︑欧陽調︑椿遂良の三
けもつとけつしつ

ぐせいなんしよふうしぺう凄うひ

家が最も傑出してゐる︒

とうひにいしよう

虞世南の書では︑夫子廟堂碑がある
じくぜ
ひんゐたか
のみで︑芋に癖がなく︑品位の高いと
とは唐碑第一と稲せられてゐるが︑六
てうひばんならまぼきりきりようで雪あと
朝の碑版を習って除程力量が出来た後

なら稚くしよやすおそれ

しゅん陸つ含ひとぴうう

に智はぬと︑裕書になり易い虞がある
単うようじゆんしよ●③③④①④⑭①
賦陽調の書には︑皇甫府君碑︑九成宮
︒⑥①④．①●⑤③⑮●●②とう
醍泉銘︑淵彦坤碑︑化度寺碑等がある
①⑤⑭⑤⑦せんぼそじがたぼそなが
皇甫府君碑は︑線が細く︑字形が細長
●

ではあるが︑峻抜の気︑人の眉宇を撲
④●①③●⑧⑤
つものがある︒九成宮官醍泉銘と︑温

の●︑やしよひんに●●●

はるか詮さけたくじ

君碑よりは遥に勝ってゐる︒化度寺は

とも

いしりんらゆうい含ぷんや﹄うばんか仁らもうろうじ仁い

と共に︑その石は林中に委棄せられ︑文堂本があるが︑形除雌として字鰐逓
沖たこいにんきあけつりよくもつとは江はぺんこんなんいくわん
又故意の断殴に辿ひ︑閥防最も甚だし涛歩ることの困難なるが遺憾である︒
そうしつなんとさいゐちうとうギブようじゆんかいしよひんゐひつりよくともかい
く宋室南渡の際には︑井中に投ぜられ欧陽調の措筈は︑品位︑華力共に︑措
なんとごゐちう胆すうほんたくしよとうひちうにいずゐ
南渡後これを井中より出して数本を拓書としては牌碑中第一に推すべきもの
たくぞはともこげきはしよけいとうぎせいたんなん
し︑拓し了ろと共に之れを撃破したので︑害の系統からいふと︑虞世南は南
ごみなさんは隠んふくこぐほす製はばうてうはちかもんじしうじゆん
で︑その後のものは皆残破本の複刻で派即ち法帖派に近く︑文字が秀潤であ

つりよくたくわんおうよう
ある
︒るが︑冊力が足りないこ憾
がする︒欧陽
せんぬん●●●●ぐわはく⑧④④●④かんじゆん畳だほ胆いひやうて含

先年中村不折書伯の永毒霧壷斎の監詞は︑北祇の代表的なもので︑そのう

ざう含けごじとうめいざんばんとんこうはくはうひつにいかしたがおな

かうくつしよしつ庭んひつちが

賊に蹄した化度寺塔銘残錐沌︑謹潅鍵謁尾も訪窪麺大家である︒綴って同じ
高窟の所出にか１り覇一部分は倫敦節靴砿和郷喧昭な壁や圃鐸龍のと漣つ江
ぶつくわん蕊ぷんばりいはくぶつくわんざう
物館に︑一部分は巴里沖物館に誠せら峻抜勤健︑その稚峻の謀厳さほは
他の追
こた
じうゆら
れ︑畔輝郷献の露綜醜沙睡擁であると随を許さない︒森糞として矛を立てた

しやうしよせいかんごともんじれいひつ舎
にいすぐぎ含ひんかいしよ生な

稲せられてゐるが︑その書を精鑑する如き文字で︑しかも隷筆から来てゐる
ものは︑これに封して少なからざる疑だけ気品がある︒槽書を票ばんとする

もんそん●の①①はくしおうようじゆん③④①③③③

しなぜうらいけ︾﹀じひすこぶいい隼ちがひわるくせそ象

間を存するのである︒有賀長雄博士ものは︑欧陽調の九成宮醍泉銘あたり

処んゆうじん昔うこうしやわか

な

が︑支那より将来せる化度寺碑また順から入れば間達がなく︑悪い癖に染る
かたくしやうはくしほつどおをれおうようじゆんこおうようつう
る佳拓であると秘せられ︑博士の硬後虞れがない︒欧陽調の子の欧陽通︑ま
い毛くしゆぢい●④⑧①域くし毛うていち上いじゃうけんしゅんばつもんじかにういんはう
遺族より主治醤柳川華吉博士に贈呈にた父以上雌峻抜遊文字注書き︑道因法
はくしひとみ−つかわたくししのしひずこれいばう誰Ｃ
なったが︑博士は猫り自ら私するに忍師碑がある︒少しく隷法を交えてゐる
ぷかぎてんいんさく苧フようじゆん全なぜひみ
ぴずと篤し︑百部を限りて韓碑し︑昨が︑欧陽調を壁ぶもの︐是非見なけれ

拓本ならんと恩はるＡものに︑大阪陣

︵三隻稽書大成の道

年とれを友人同好者に頒つたが︑こればならぬものである︒

詮にふくこくほんけんたくゆけん

●⑤

彦博碑とは︑梢や書品が似て︑皇甫府
おうようじゆんぼんぬんしよおうようかいはうにいしやう

たく観んおも窮僅さかばく

又複刻本にして原拓でない︒唯一の原
け管じくわう過い

せらる上ものであるが︑化度寺の荒屡

欧陽調晩年の書で欧陽措法の第一と稲

影うようじゆんしよ

③ｅｅかいしよゆうめい

③⑨︒

ちよずいり字フしよへんく陰ロ雪ぽてんけつ③⑦⑨●ｅ●●①●●●
緒透良の書は︑て
菱ん
化ち
のょ
多う
いし
黙よ
と︑結西郷潅盛︑乃木大将︑伊藤公などもこ
にいかだ
ごと
濃の拘ってゐない黙とがその長所で︑れを犀んだものＬ如くである︒

欧陽詞の書にくらべると︑くつろひだ顔貢卿の槽書で有名なのは︑多費塔

樫がくわん
②③●①⑪●④●⑥●②ｅ●③③●④③の③
朗らかな感じがする︒細悶沸篭碑︑孟碑︑東方朔謡賛碑︑肺姑仙壇記︑李元
●④①ｅ⑨⑥●●⑥④④●②●④⑤⑧③③急①⑥①⑥①⑧③①
法師碑︑雁頭聖教序︑同州聖教序︑房靖碑︑郭氏家廟碑︑大唐中興碑︑宋庚
玄齢碑など︑皆その措書である︒虞︑平碑︑八開粛報徳記︑顔氏家廟碑等が
おうちよともていくわんかよ

●①①みたかいしよぎ①①④⑮③⑨②●●●②●⑨とう

欧︑緒と共に︑貞観の四家と呼ばれ︑ある︒
⑤①︒しよ①●①②③
と侭全なうへさらかい
大蒋俊の書に信行脚師碑といふがあるここらを一通り望んだ上で︑更に梢

けんちよついらしよまちが樫琴
しよ仁いせい含
おきひとぎし人
一見緒遂狼釦圭届と澗速へ率鍛の認の楯書の大成を期したいと恩ふ人は︑醜晋
あるが臨書して見ると︑結果の差は非にざ趣候って錘総の葦謎尭︑暮昨耐鐸峰

さらじにいくだＣ⑧④しよとう●●③︑④①①︑⑧①⑨⑥④ｃ

じゃう

④②⑧ｅ②③⑤②わうざし
常なものである︒力命表︑賀捷⑥表●︑
薦季直表︲王義之の
しよかあひにひか

とくちよう

りうもんびん

のの︒

更に時代は下るが︑顔冥卿の書が唐梁毅論︑黄庭経︑東方朔書讃︑曹蛾碑

ふうびわがくにとくがはじにい

③●⑨①①

す上かだ

の
書い家くの
にん
光こっ
るい
︒てそ
猛義
こさ
ろ間
うこ
うて
⑫ゐ
うに
んの特長は唾り︑瀧門二十品であるとか︑張
とば溌な
小細工を弄せず︑揮厚雄大の黙にある碑とか言ったやうなものをも一通り畢
しよてんしよ皆た
す上
④③②①①●の⑨ｅ
が︑その書が築書から来てゐる篤めにぴ︑進んでは︑庚武将軍碑︑巽賓子碑
ゑんみかこれ全な壱くしよ
とれい
回味が勝ち︑之溌畢ぺぱ俗書になりや雲溶錘癖︑幹癖霧騨坤といふが如ごき
隷
煙くいいくわん
ん
きう恥いいかい
すい︑墨猪と言った感じである︒しか棒に鯨するものをも研け究
し
︑隷意を槽
︒●●こんぶっ
たしよくは
．ふういん
し︑顔員卿はその人物がよかった篇め書へ加へることによって︑風韻のある
こすうぱい
隼しよか
に︑之れを崇拝するものが霊く︑一癖疏彫い蓋が畔蒋るのである︒今いの
書家

④⑧ｅふうじかひと諸ぼ①⑤●

を風擁し︑我園でも徳川時代にはひどで︑近藤雪竹氏など︑さうした進み方
もてはやさっしうじんこんにら
きひとおも
く持噺され︑薩州人左どには今日でも註して来た人と思はれる︒
り

おも

顔貢卿風の字を書く人が多い︒東郷元

−

●

帥などもその一人では適いかと思ふが

−
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養修紳精と味趣道書

１１１１
へ︑イＦｄ９ｆ３ｆ〃■宮Ｊ８〃１．″１夕４〃咽Ｊ１

ＩＩ

ももグ匙︒〃︑″︑〃︑〃Ｌ〃■ｊＬ〃口︑″Ⅱ〃岨︑４︒．〃

各地の風習マ﹄徳説︵そのこ

し

を倍るか︑又は暇小屋を設けるかして︑其所で生蒜の市場を開くのである︒此祭は蕃通の祭とは連って︑霊ではなくて

︑

れ諺そしてどういふ課かは知らないが︑生蒜の賓買が此祭に結びつけられてゐる︒祭日に営って長岡村の南北端に民家

勧建せられたことが鶴記にあるから︑．祭典はそれ以前に行はれたものらしい︒今も醤三月十四日を以て︑此祭典が行は

此祁献の祭は天王祭と稲して有名である︒此祭の起源は明らかで左いが︑文化元年から四年間Ｅ日ｙ︑祁殿・拝殿が

てゐろ◎

そ
の後
後︑︑前九年の役︑及び後三年の役に︑征夷大鰐軍源頼義及び義家が︑武運長久を此祁斌に所願したことも陣へられ
その

であって︑天王様と呼んでゐる︒大同二年坂上田村麿が東夷征討の際に︑戦勝を所って勧誘したものと博へられてゐる︒

禰島市から二里半許離れて︑長岡といふ村がある︒此村に鋲座せる八雲祁牡の祭祁は︑尾張醐熱川・八雲雨施の分鍵

二︶天王市と天王桶

審博説恥書かせたりし衣中の幾分韮．本誌の餓白難井借して掲げることにし誰︒

各地の風習と博読を調べるも一興である︒そこで従来各地を巡講して聞見したことや︑開係畢校の理生に故郷の風

村上辰午

I

郎

一
一
三

ー ハ ヘ ー ヘ ハ ー 一 P へ 一 一

鰯

午前一時頃から始められる︒だから市場もその頃から費買を開始して︑午前十一時頃に終るのである︒此日は遠近各町

I

村の農業家及び商業家が集まって︑生蒜を賓買し︑その取引高は非常なものである︒昔は幅島嬬下のみならず︑京都︒

／

読専と習風の地各
3
'
）

、､／、ダ、へごヘヘヂーヘザー戸シ､ヅーーグーーー〆ｰ呈戸一〆、,‑‑へ/､ヅヘータ､〆ヘッヘ国戸、戸一ハザ､=ーへ,〜〜〜ハー､ﾉ､ハー〆Lジヘヘーー曹幻一一牛へざ円、J戸、へ'､甲拝、ノーへ〜 …〜一へへり〜ﾍヨﾍヅｰL

になった︒

１１

砥ｆ︑〆︑〆︑〃︑〆︑ノ︑ノ︑ノ︑／︑ｆりくノ︑ノ︑ノ︑〃︑ｒ︑く砂岨〃︑ＩＪＬＪ〃

二月には︑ 五日︲から十一目までの七日間︑山田大人宅に︑火健を相手にして滞在ｉ︶て︑或は青年︑或は虚女に︑講話を

人の要求によって︑僕は秩父へ講演に出かけた︒それから後︑大人御存命中は︑僕はたびノＩ函祁村へ行き︑昭和二年

日本弘道倉五十年祝賀曾が開かれて後︑程なくして︑秩父支禽に於ても︑五十年覗賀倉を開き︑その時山田認太郎大

︵三︶秩父金崎瀞赦のサザラ

至った︒桶を天王桶と穂し水は汲まなくとも︑桶を買って齢ろ習慣となった︒併し此頃となっては︑桶は寅らないこと

を汲みに来る人が年盈増加し︑それを見た商人は抜目なく︑小桶を造って供給し立遂に此地の桶職人悉皆が之を造るに

が︑此水を汲み取って病人に飲ませると︑非常に重い病人でも全快した︒それで︑或は土瓶︑叉は手桶を携へて︑泉水

境内の泉︑手洗の水を飲むと︑今まで苦しかった病が忽にして平癒した︒それからは︑その事を聞き鱒へた附近の人友

威を逼しうした︒その時此祁牡に願をかける患者があって︑疫病に効ある薬を輿へ給へと斬った︒そして満願の日に︑

さなものばかりであったが︑後にはだん／︑大きくなった︒陣説によると︑数百年の昔︑各地方に疫病が流行して︑猛

扱此天王祭に於ては︑参拝の人には︑皆天王桶といふのを買って撮った習慣が以前にあった︒此桶は︑初めの程は小

は︑その土地の多くの人が言って居るところである︒

に至った︒併し祭は今も午前一時頃から始めるが︑昔から有名であった天王市が遍くなった篇に︑物不足な感がすると

祭であるから︑此市を天王市と呼んだ︒天王市は年堂繁昌して来たものであるが︑大正八︑九年以後︑生蒜は跡を絶つ

大阪の方面からも︑多数の人が入り込み︑此市に於ける生蒜相場を以て︑全園生蒜債格の標準としたといふ︒祭が天王

I
︑Ｊ︑ｏｆ︒〃︑ｆ・りくりげ︑ｆ︑ｒｑ．﹄ｆ︑〃︑Ｊ︑Ｊ己 Ｊ ４ ３ Ｉ Ｄ Ｉ ︐ 唖 〃 ︑ ● ﹄ て Ｊ ︑ ノ ︑ Ｊ Ｕ Ｊ ど Ｉ ０ ｏ ｆ ９ ｆ １ ｆ ； 岨 〃 Ｆ ︑ 〃 ︑

寸〃●︑グ︑〃︑〆︑〃︑〃︑ｒ︑ｆ３Ｉ︑ｆ３ｆ２ｆｙｒｂｆ１ｆＪｆノ︑ノ︑ｆ︑〃︑ｆ１ｒ９く〃ｆ︑″廻り唖〃く〃ｆ〃１Ｊ︑〃︑ノ氏ノ︑〃︑ノミｆ・

〉

︑ノ︑〃ｒｊｋ〃︒︑〃々︑〆︑げうｆＪｑＪｐ．〃１．Ｆ︑〃︑ｊｆｑｊｒＩＪｈｆ１ｒ︑〃■Ｊ１ｊグーｆｊｆｊｆＬノ︑Ｊ６Ｊｋノ価︑グー︑くりく夕迅〃︐︑

．︲︲ｌ一

聞かせた︒ 同年九月には︑閣榊村へ行き︑二十七日が同村金崎祁杜の祭典であるとて︑二十六日に同村長興寺の近くの
ｈｒ１ｆ︑ｆ１ｆ︑／︑〃らＪＩｐ〃︑〃︑″ＩＤｆ﹄Ｆｆ分ｔ１４１ｒｂで〃９皇︒

I

ハ ヘ ヘ ヘ ー ヘ ハ ヘ ハ ー ヘ ヘ ー ー ミ ヘ

へ 一 一 一
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説惇と習風の地各

一

又花笠を冠するものがある︒之を冠するは︑十二︑三歳から十四︑五歳までの男子で︑花笠は凡て四個あるが︑舞に

頭をふり︑鼓を鳴らして舞ふ︒

しぶった袴を穿ら︑大グルヒと小グルヒとは︑紺足袋︑牡獅子は白足袋である︒三人とも︑裡九寸の腰鼓を付け︑獅子一

グルヒと棺を同じく︑牡獅子は角一本で︑羽は白く︑水引は紅絹に白の縁をとりたるものである︒三人とも下部を細く一

をとりたるものを垂れるｏ即ち舞手の顔及び身鰐の上部は︑此絹で覆ふのである︒此垂絹を水引といふ︒小グルヒは大一

が二本ある︒そしてその頭には︑黒の交つた烏の羽を植ゑてある︒獅子頭の四方から︑黒色絹に二寸五︑六分の白の縁一

７

識鰯蝋蝋翻撫難鮒蕊鋤洲齢州一

一

−

よって四個︑三個︑二個等誕一様でないといふととだが︑僕が見た二つの舞は︑いづれもこの花笠であった︒その花笠一

といふのは︑二尺三寸方形のもので︑その上部に小さな紅白牡丹の造花を立ててある︒そして顔の前七寸許の所に簾を一

下げ雨横と背との三方には︑友騨モスリンの長さ一尺二寸許を垂れる︒叉紅の袴を穿つ︒だから僕は女児と思ったが︑一

熊を上げて顔を見せたので男であることを知った︒そして儲を擦りて︑獅子の腰鼓と袖手の笛とに合奏す︒サずうの名一

は︑これから起ったのであらう︒笛手の人員は一定しないが︑僕が見たのは六人であった︒その友服は狩衣を正しとす一

ろが︑僕が見たのは︑薄茶色の絞附に袴遼穿ったのであった︒笛は一尺四尺以下大小同じくないが︑いづれも孔は六つ一

１１１１１１１１ １

きに用ひますが︑今日はこれらの面の舞は経りました﹂との答へであった︒

ある︒屯集所に数個の面があった︒﹁之は如何なる場合に用ひますか﹂と︑井深多十郎氏に問ふと︑﹁獅子と共に舞ふと

１１

大正十一年ｆ一月二一日︑賛登山祁祇に於て︑燈宮殿下︑久迩宮︒北白川宮・香朝宮︒各若宮殿下︑及び李鍋公閣下ｇ曇一

一

説AIボと智風の地各
39

ノｋノ氏ノ︑ダ︑Ｉ︑ｆ１ｆ︑Ｊ１くノーノ︑ノ︑ｊ︑ｒ︑グ︑ノ︑Ｊ１グミノ︑Ｊ︑ｆ︑

︑ｆｊＫ４くノ︑ゴーＪ１〃︑ノ︑〃︑〃︑ｆうぐｊｈＪＬｆくくＪ︑夕吋︒ｆ３ｒｌＴノ︑げ︑グ︑■

最一初は専ら俳事に用ひたもので︑四天王寺にても之を修したことがあり︑その後田梁舞の行はる上に及びて︑之になら

一読によると︑此獅子舞の起原は天笠で︑それが支那︒朝鮮に及び我が国へは︑奈良朝時代に︑雑楽として偉来し︑

覧あり︑且澄宮殿下からは︑御下賜金があり︑賛登山祁就からは︑蔓覧記念の鉾旗を新調して贈興した︒

１１
〜、、−、へ'一へツーへ〆､一一
〜

ひ一蕊となり︑途に祁事にも奏することとなり︑秩父に入りたるは︑大凡五百年前ならんと云ふ◎何が故にそれが金崎

群斌専属のものとなったかは詳かでないが︑祭祁知登夫彦命︵図造︶と何等か開係があったからでもあらう︒

︵三︶武甲山に闘する博説

埼玉職秩父郡の武甲山には︑松と膝がない︒それについて面白い偉読がある︒山の中腹に源を震して盆地を流れ︑荒川

に合する︑一寸大きな横瀬川と一言ふのがあって︑その川の未だ武甲山の谷間を流れて居る部分を︑生川︵方言オポッカ

ワ︶といふ︒之はその昔︑武勇と情の厚いのとで名高い畠山重忠が︑此の谷間に生れた時︑此の川の水を産湯に使った

ので︑後の人が生川と呼ぶ様になった︒重忠は成長するに従ひ︑勇しい少年になった︒ある時一人で狩に出かけ︑獲物

を持って偏ってくると︑大勢の山賊に出含つた︒山賊共は︑彼の獲物を奪ふとしたので︑大いに憤り︑抵抗して闘った

が︑流石の重忠も少年ではあるし︑衆寡敵せず︑遂に捕はれて︑膝の蔓で︑太い松の木の幹に縛りつけられてしまった︒

そして山賊共は︑ゆうノ︑と立去ったので︑彼はどうかして逸れ様としましたが︑何しろ藤の蔓であるから容易には切

れない︒随分長い間切らうと努力したのであらう︒重忠は人も知る通り︑情深い人であったから︑常に獣等をも可愛い

… 一 彦

がつたので︑丁度その時︑猿がやって来て︑蔓を噛み切った︒やうやくにして助けられた彼は︑口惜しくて︑松と蕊を

I

呪ひ﹁松藤絶えろ︑松藤絶えろ﹂と︑何度も叫んで山を下り︑途に天下に名をなす武士となったと言ふ︒畠山重忠の館

？

跡は︑荒川の中流︑寄居附近にある︒
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説博と香風の地各

ハ ヘ 会

︵四︶毒消し費りの女と越後獅子

越後の或地方の下流祇曾の人交は︑女性が男性よりも勢働を多くすべきものと考へて居る︒之は家が貧しい馬に女性

滋賀腺といへぱ誰人なりとも︑琵琶湖と竹生島とを恩ひ浮ぺるであらう︒竹生島には濡財天を祁る竹生烏祁社があり

︵五︶竹生島と養霊

格問題からしてもか上る風習は賎れるべき筈のものであらう︒

特産物が次第に失はれて行く事は︑何となく一種の淋しみを感ずる︒なれども︑祇酋が複雑となり︑道徳が進んでは人

く越後を恩は緯るに充分であらうと恩ふ︒以前にはこの風習が折舞見うけられたが︑今日は稀に見られるのみで︑越後

も越後特有なもので︑若い少年少女が健気にも一家の生計を︑かよわい腕に負ひ蔵がら︑族から族へと舞ひ歩くので全

世の進歩と共にか上ることを以て︑嫁入りの要件とすることはできないであらう︒それから叉有名な越後獅子と言ふの

られる毒消し費りには若い娘達が多い︒そして冬以外の期間に莫大なる金を得て︑冬はゆたかに暮すさうである︒併し

結婚する事を唯の楽しみとして︑一年を一日の如く︑勤勉に業務にたづさはるのである︒だから折灸東京附近で見うけ

ある女に限って嫁ぐ事が出来るので︑之を責り歩かぬ人は︑責り歩くまでは嫁に行かないといふ事なのである︒それで

ふことか︑彼の毒消し責りの女が即ちそれである︒之はその地方の一つの習慣らしいので︑一度此毒消し寅をした事の

が勢働するといふことも︑幾分はあらうが︑嫁ぐのと鍔働との間に︑或開係もあるに相違ない︒女性の勢働とはどうい

｝

天女の本鰐を安置する賓厳寺がある︒鱒へ云ふ︑太古地震と海火事とがあって︑二更三更に及ぶも・止ますして︑火は途

一

一一

一

〜

に竹生島の島首に及んだ︑時しもあれ︑島頭に女祁が坐し給ひ白龍が島腹を廻らした︒火は忽に消えて地震も止んだ︒
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硯博と習風の地各
へへへ

かく蕊駒あらたであるから︑その後此島には決して地震や火事はないと︒且又いつ誰いふとなしに︑霊の稗だ︑童の悌

だ︒甑の祁だ桑の女俳だ︒と博へられた︒その附近の一匹の霊も︑一粒の繭も︑その御蕊験を受けないものはないとい

はれてゐるとして竹生島附近の養麓は︑女子の天職であるといふととが深く住民の脳裡に刻まれてゐるｏ滋賀螺下の風

習として慧卵紙をはいたあとの紙は︑必余附近の小川に流す︒紙は流されながら︑さ壁産み寄する琵琶湖に注ぐ︒やが

てこれらの紙は竹生島に着く︒祁官が夜のうちに拾ひあげて︑之を拝殿に隣る一室に入れて置く︒八月の干薗盆頃まで

には︑紙は山と積まれる︒ところが不思議なるかを︑此山なす紙が干蘭盆の夜の中に︑一枚もなく失はれてゐる︒これ

は跡が皆の心をあはれみ︑御鵠購をあらはし給ふたしるしであるといはれてゐる︒果して然るか否か疑はしいが︑正直

純朴な農民は之逓一呉賢なりと信じ切って疑は歩︑此日はどの家も御鵬詣りをする︒島は参詣人で大鍵である︒竹生島紳

祇では虫供養の篇に祭典が行はれる︒軒とならぶ揮房では僧侶が讃経し︑空に昇る煙は︑孤島の霞かとあやしまれる程

である︒護経が怒りに近くなると参詣人は︑拝殿によりて来る︒いよ﹄︑経ると︑ときの蕊をあげて祁前の御幣を雫ひ

て取らうとする︒御幣の一片でも得たものは︑来春養慧の成績が良好だといはれてゐる︒
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０１４１１４１

り透られしものなりｏ誠雁所有方面より参考とすぺきもの多く特殊の読物である御精調を乞ふ︒記者

前略さて何から書きませうかしら︑・・⁝・私は東洋人と西洋人ととひきくらべると︑そこにはどうしても融合すぺから

ざる思想の懸隔がある様に思はれます︒といふのは︑東洋人は自然に親しみ︑西洋人は自然を征服しやうとする様に見え

るからです︑科畢の護達によって︑自然を征服するのか︑自然を征服せんが蔦めに色掩な科畢を考究するのかは知りませ

んが︑賞によく科畢が震達し普及し消化されて居ます︒元は科畢に最も縁遠いとされた農業︑自然に親しむべき農事も

米図では今は殆んど機械農業と化して了ひました︒昔は鎌で刈った変も︑今は一蔓のハーペスターが百八分の仕事淀し

ます︒私が曾て蔓鱈に居りますとき︑大製膳曾祇の大農場で︑スーアームプラウやトラターを輸入して︑それを最新式の

農耕器と思ふたものですが︑そして日本全園探してもあまり数のないものと思ひましたが︑アメリカに来て見ると︑ザ

ラにある︑一寸したお百姓さんが皆トラクター位持って居ますｃ年百年中殆んど雨らしい雨の降らない加州が早魅に焔

らない︒それは電気モーターで地下水を汲み上げるか︑ガスリンェンヂンで汲み上げるからです︒尤も私が日本を出て

五年半にもなりますから︑私が日本に居た常時よりは日本も大分進んだ事だと思ひます︒これはほんの一例に過ぎませ

１ざ

んが︑アメリカでは人間の日常生活さへも殆んど科畢化して居ます︒凡て家庭が科畢を唯用して誠に合理的に住みよく

１１
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在米の所感

榎本昌治

郎

本篇ば多年米国に在る榎本氏が本含評議員宗像逸脚氏に宛てた私信であるが頗る有益なろものなればとて宗像氏よ

鍵

く／７１くくノ＃︑くノ︑くくイーーくくｆノー︑くそノー︑§くくノフ︑く？

シ 一 一 一 一 一

を陣へたことがあります︒その一例として笹や蝉や崎蛤が文畢的の虫であって︑幾度か詩人の口から不朽の名句を歌は

生﹂それから和歌や俳句に至っては︑枚畢に違ありません︒私は曾て米人の先生に︑拙い筆とて東洋人は自然に親しむ

人の思想を遣懲なく表現して居ます︒日本にも梅漢遊記︵蔚殊正謙︶や︑耶馬渓︵頼山陽︶︑近くは徳富薦花の﹁自然と人

に如何に多くの例が見出をることでせう︒あの珠玉を連ねた様を自然讃美の名文こそ︑本営に自然に溶け入る様な東洋

す︒話は大分技葉に亘りましたが︑東洋人の思想は︑前に申上げましたやうに自然に親しむのです︒それは支那の文畢

ぅに見えます︒私は日本人も今少し白人の後塵のみ拝がまないで︑燭創的に積極的にそして進取的でありたいと思ひま

ルプスを越えました︒一鵠白人はそういふ精祁に於ては︑日本人より二枚も三枚も上だと恩ひます︒大鰐意気が遠ふや

善か悪かは知りませんが︑﹁世に不可能なし︑か坐る字は愚人の鮮書にのみ溌見する僻だ﹂といふて︑十一月末に大ア

すから︑その名を白人に奪はれるやうなことはないか書知らんと︑心密かに疑の眼を以って見とるものです︒

ものであり蚤す︒併しそれはチェーフは日本青年でも︾米人のネピゲーターを乗せて︑米幽製飛行機で飛ぶといふので

ますょ︑今在米の一日本圭円年がこれを企てて︑連日加州の上空に吉一博飛行をやって居ます︒私はこの成功を所る切なる

底りました︒口︿残れるは太平洋横断だけです︒日本の大平洋横断もとうノー沙汰やみになりましたね︑誠に壁念に思ひ

飛行︑はては総て飛行船が旅客一下名を乗せて太西洋を横断するとは︑飛行機も太洋を航行する汽船と除り塗らぬ迄に

は最早トックの昔︑桑港ハワイ間を飛んだのも可なり古い記録です︒米濠間さへ己にノＩ征服︑近くは米大陸機断競走

征服しました︒大洋を征服しました遥北極も征服しました︒而して空中も征服しましたｏ大西洋を飛行機で横断したの

して居ます︒一為例を筆げるのは面倒ですから略しまして︑御想像にお任せ致します︒そして科畢の護達は途に大陸を

４・〃︑〃︑／︑〃氏ノ︑／︑ノ︑ノ！／︑／︑ｒりくＪ︑ノ︑ノＫノ︑〆︑／︑ノ●︑でｊｔノーノ︑Ｊ〜くＪｔｊｌ〃︑︼
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拙いからかも知れませんが理解してくれませんでした︒私は常に彼の

れたかを︑又蛙の鳴き聾︑秋の夜の虫の一音などが如何に優雅なものであるかを説明したのでありましたが︑私の文章が
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荒海や佐渡に横たふ天の河
春の海ひねもすのたりノー︑哉
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大海の岩もとどろと打つ浪のわれてくだけてさけて散るかも・
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の様な自然讃美の歌や句を恩ひ出しては︑日本人には如何にゆかしみがあるかを恩はせらるるものです︒

酉

そこで自然を征服するのと︑自然に親しむのとどちらがよいかは知りませんが︑只白人特に米人は資際的で︑現賞的

です︑日本人は理想的で架空的のやうにも思はれます︒同じ哲畢でもアメリカにはゼームス氏ｇプラグマテイシズム﹂一

孟子が渠の恵王とかに上下交交利を征して園危しと云ふたさうです︒そこで今日本の醜市議とか醜代議士など︑はて一

などが願はれたのではないでせうか︒

は復興事業に開する有篤の官吏の収賄等一之塾ぐれば限も底い事です︒併し之等の徒は何時の世にも絶へない事と恩ひ一
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I

せん︒雇主から只の十個だからそんな文句を云はずに積んで呉れと云はれると︑それでは十個除計積んだ篇に自働車に

だ︑おまけに積んで行けと︑要求も請求もせられないでも自分から進んで積んで行くのに︑白人は中交そんなことはしま

ＩＩＩｉＩＩ１冊

自働車に三百箱を積むのを一荷と契約して運搬し︑最後に十箱も残ると︑若しそれが日本人ならば︑十個ばかり七面倒

維ひと思って居るらしいのです︒一の使用人︑被使用人に就いても︑との事がよく現はれて居ます︒例へば大きな貨物

今一つ日本人と白人と徹底的に蓮ふ思想は︑日本人は情賞にからまれ易い︒然るに白人は自分の責任を果辛一ばそれで

様に思はれます︒

あれば鵠刑遊ど課されんでも済むと云ふ観念が起って来るのです︒ですから米国豊の就曾は何れも安協と買状のそれの

ました︒それで日本逢では鰐刑を課すべきを︑米国では金刑を課することが非常に多いそうです︒従って多少の金さへ

金と云ふものは非常に貴いもので︑それを取られることは︑生命をとられる事にも疋敵すると思って居ると誰かに聞き

に恩はれます︒一例を墨ぐれぱ罰金刑の多い事︑私達は本営に驚かざらんとすれど驚かざるを得ません︒彼等の間には

一菖件位あると聞きました︒そして米園では多少の金でも使へば少しの犯罪位はどうにもなると云ふ観念が漆ってる様

服従の槻念が甚だ薄弱の様に見えます︒私は正確な統計など知りませんが︑殺人件数が日本では年六百件位で米図では

れも勿論皆その筋を買牧して居るのであります︒私は思ひます︒米図遥の多くの官吏は濁幅を貧り︑民衆は諸に封する

これが何も巡査や捻査官のみではありません︒凡てがこの調子です︒賭博などは白書公然と堂堂とやって居ります︒こ

肉︑といへば肉皮︑痛快といへば痛快︑賞にその通りであります︒即ち文臣が銭を愛して居ます︒利を征して居ます︒

求められたときに︑﹃米図は禁酒図ですか？私はそうは思ひませんが⁝⁝﹂といふたさうですが︑全くその言たるや皮

と飲酒して居ます︒一雨年前英国某名士が渡米した際ｙ米国の新聞記者達連にとり巻かれ︑米図の禁酒に就いて感想を

りません﹂と如何にも私を馬鹿にした様な態度︑私は開いた口がまりまぜんでした︒こんな風ですから至る虚で公受然

I
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１１

岨クｋノ︑ノ︑β︑〃ｋ宮〃︑夕凪︑夕︑〃︑

︑ノ︑ノ︑〃︑ノｋＪＫ︑ｆ︑〃ＩＪＩ夕︑〃︑〃＄ノ︑〃Ｋノ︑〆Ⅱ︒

榊に富んで居るのです︒謙譲もよいでせう︒併し何時も謙譲では通されない時があり費す︒又ザックパランもよいでせ

う︒併し何時も露骨で無遠慮でヅウ人︑しくても之亦困り妻す︒とれば臨機雁鍾程よく調和すべきものであらうと思ひ

ます︒本年の年頭に蘇峯氏は言ひました︒白く﹁世は榊と人のとの立曾ではなく︑人と人との立曾ひだ︑自分は自分

の信ずる虚に進むがよい︑何も他に気を兼ねることはない﹄と︒私の様な何も知らない奴が外交の事など云為しては誠

に倦越でせうが︑アメリカなぞにはザック尋︿ランであらねばならぬと恩ひます︒相手から傍若無人にやられても︑イエ

ス︑オーライと来ては浮ぶ瀬がないと思ひます︒米園の図民性を知るものは︑然か誰もがいふことと思ひます︒此の間

内田伯が米国に来られました︒日本の政策を遂行するに米図の諒解を求めるためだったさうですが︑私には一種異様な

感を典へられました︒これは事大思想ではないでせうか︑米図がょしんば中米に特殊政策逓探るとしても︑別に日本な

ＩＩ亘

どの諒解など求めないでせう︒隣邦支那には常に兵を動かし︑米園に封しては猫の前の鼠の様では鍵ですね︑今一度蘇

峯氏の言を引用させて下さい﹁世は人と人との立含ひである︐一と︒︵つ壁く︺

皇︐

１１

‑ハ公L戸､ハハ画一一ハハヘーーー一ー一一ハハハ／一一一へハゴーハーゴヘハ〆夕へ画ハハ凸へ
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感謝される婦人
とう秀ようしぐわいお以い士らず鱈んしゃく⑧●

東京市外大井町に住まれる男爵名和
●⑧●そこうゐこつしょうさん
長憲氏が﹁其の行篤は賞に賞讃すべく

よきかんたくわんしんゐ

世の懇鑑とするに足る﹂と感心して居
③②●●③いたけ

︵美談その十己

日
冒

に芯しんねんこさ峡かのじよご狩るうち

てう宮智めみ轡しせうがつむかわけ
で丁度四度目の己年の正月を迎へた鐸
全づかけいやさぞんなかに
であるが︑貧しい家計を優しい女の肩

に捲って新年を脱ぐ彼女の心には︑打
け
で含さひうかｒ
消すことの出来ない淋しさの窺はれる

し全じよよわおん定ふ

って了った︒アサ女はか弱い女の身を

もつしんしょくわすぴやう︑︽

以ていぢらしくも寝食をも忘れて病夫
くわん澄かにはちかゆふｒひ毎う
の看誰の傍家業をば一手に引受けて

世いれいつ隆含ないんくわ全
精働を続けて来たが︑何んの因果か魔
てこいへくるふこうさら

の手は此の家を苦しめ︑不幸は更にそ
う
へかさ含

ろう僅ろうがんわやらひ

の上に重なってやって来たのである︒

ゐたま

り

といふのは老母フサは老眼の患ひを無

理して居た篇めにか︑それから間もな

・がつにらちようたい全つりばん

わようがんしつめいて全

い八月十五日の町内のお祭の晩からあ

った︒

はれ雨眼とも失明して仕舞ったのであ

たうじけん全ぐちしゃくやあまきれい

彼女の過去は除りにも大きな打撃を
こうむし
くのうひ主ことだが
蒙り然かもその苦悩の日が誠に長かつ

屋を管んでかなりよい暮しをして居た

ところかばせやてんてん

常時から二間間口の借家に除り締麗

たときけば︑をるぽどと領けられるで
かのじよぞっとつるざうすう過んぜん
あらう︒彼女の夫鶴撒さんは数年前か

ら今年丁度十三年目になる︒アサ女は

かのじよくわこあゑおほにゆき

のもいぢらしいことではある︒

ら胸の病燕に椛り段々病勢も進んで行
いやくしに
はたらゐ
くので醤蕊に親しみつつ働いては居た

五人兄弟の中の末子︑彼女の兄や姉

サ︵七五︶の扶養と幼女チヨ︵一己の教

ふよう上うじよけふ

屋﹂の家業に卿み︑失明の上に身は不
抗いひごとびやうし毎うしんぎんがじつぼ
随で日毎病床に畔吟し勝ちな賢母う

やかけ︑かけひしつめいうへみふ

ぽうふいしづてんめし

しんぬんＵかかのじよしぐわいおぱゐ生ら

泡んかんすきぴしあか

なげな一年間を過ごして淋くも明るい

ものの︑次第に仕事も恩ふやうにば出

りあにさいさいごな

ゐ

ようよれんにんくら

とこつ

で

さくれんしよか

轡うじつるざうぴやうき

し庭いしごとおも

む匁ぴやうき象かにんｊ︑びやうせいず上ゆ

たつ

生ずＴＩＩわる

じよつるざうむこようしむか

はＬこりし念

人の兄が四十歳で最後に亡くなったあ

は皆彼女が少さいうちに死んで︑只一

みなかのじよちいした野

にん含ようにいなかずえこかのじよやにあれ

ことしてう害匁んめじよ

ものであるが︑然し父が亡く駈ってか

しから上な

から近所に住んでゐて魚の仲買問
や古くい
と芯くらゐ

ふる含んじよすきかななかかひとん

でもない所の﹁川瀬屋﹂の天ぷら店を
は
ゐかのじよち上いぎん
張っては居るものの︑彼女の父は以前

しくも亡夫の遺志を継いで︑﹁天ぷら飯

新年を迎へてゐる︒彼女は市外大井町
ばんら樫そきんたて
百四十番地にか細い女手一つにいぢら

来なくなった︒かくして一昨年の初夏
ごろ
かくらし象づ
きよく
頃には︑一家の生計は貧しいその極に

とは︑女娘二人となって了った︒そと

うなづ

養に鱗念がないといふ三人暮しをして

達した︒それと同時に鶴減さんの病気

でアサ女に遜識さんを婿養子に迎へて

じよみとしう念こんねん

アサ女は己年生れであるから︑今年

昏

居るのである︒

は益舞悪くとうノー床に就くやうにな

る内藤アサ女︵三七︶も︑痛ましくも健

者

、

こう念をつとしんききによ
チヨ子が生れたが︑夫の親戚にも頼る
ところすぐ江あれ全へ鰹むすこ

⑪ふかかめありくら

所が紗く︑姉の前田とも︵五二︶が息子

と二人で府下の懇右にやもめ暮しをし
るくらゐいまこ含う

がつにらさいばだらざか＆

十月舟一日に四十歳の働き盛りの身を

し腰うしまたがわ歩らしゃく含んのご

ふんとう

死亡して了った︒長患ひに借金は残る
かけいそうひさん
家計は一層悲惨なものになった︒けれ
かのじよそど

居る位のものであるから︑今此の窮
ども彼女は其の後いぢらしくも奮闘を
ちてお
らいた上
つ
跨含い象こ盈んせい

やうやおちつしやう住い

うごもうもく

綾けて来た︒今ではチヨ子も三年生に

すわこ

なり︑坐り込んだきりで動けぬ盲Ｈの

仁ｒかのじよぽそうで

は只彼女の細腕だけであった︒

まいか︒

な

あるじ弛ん言

てらさんけいきようあもら

けたけ

仁ｒ

﹁主の一年忌にもこの通りでぼんの只

と裡

に家政の挽回に働いて居ることの健気
にして何んといぢらしいことではある

かぜい瞳んくわいはたらゐ

に赤い提灯で客を呼び︑天どんや天ぶ
あ含なけんめい
らうどん︑おでんなどを商って︑懸命

めかてうらん含やくよてんてん

老母をいたはりつつ漸く落着いた商責

ろう賎

地に陥ったところで︑手頼るものとて

このくらのろなかかのじよかきい
此暗い呪はれた中に︑彼女は家財や
いろゐやくじ沙をつとくわんびやうて
衣類を薬餌に代へて夫の看病に手を
つくひたすらくわいゆ舎退ん
議し︑只管にその快癒を所念しつつあ
かたはらしつめいろう佐かうよう
つた︒そして傍失明の老母に孝養を
つくこさめほ全せうがくかうかよ

じやすゐみせひとけなけ

毒し︑チヨ子をば︑鮫演小畢校に通は

こんきうよそめみか

せ︑一時休んで居た店も濁りで健気に
けじみしかたかりｆ︑おもやうゆ
も始めて見た︒然し中誉思ふ様には行
かず︑その困窮は他所目にも見兼ねる

お寺へ参詣してお経を上げて貰っただ
やうや訟芯さまご書うじやう
けですが︑漸く皆様の御同精でどうに

ちょうだいゆうしくちようＤつちにさけてんしゆ

懐と

程のものであった︒

か一年を過して来ました︑今はチヨ子
仁よ
しやう
肱ん
を何ともかんともの手頼りとして︑商
凌いはう

てん

いまこ

町内の有志は厘長である土田酒店主
じんいとうやくしゆてんしゆじんおほや
人であるとか︑伊藤薬種店主人︑大家

毛めのはこやしゆじんしばざ含せい虹んにんらようら

鞄んナご念

ぱじみか燈ふか轡う

おきけう

うれ

雁

は御酒は責りませんが︑天ぷらうどん

〃︑豆二つ

さんの染野箱屋主人︑芝崎青年園長等

責の方もいろＩ︑工夫してやつてゐま
ふけい径か芯
すが︑不景気には叶ひません︒うちで

を始めとして︑これを見兼ねて深く同

じやうしゆノー︑ぜわそしか

情し︑種堂と世話して居った︒然るに
を
つとや土ひひひつい
夫の病は日に日につのるばかりで︑途

一﹂︾﹄

がよく責れます︒おでんはさっぱり駄
め
象たこ
目です︑叉チヨ子をさして︑此の子は
をつとじうたいおらい跨僅もりびやういんにういんらりょう

に夫は重態に陥り大森病院へ入院治療

せいき含

畢校は好きなのですが︑成績がどうも

かひにういんにちめ

がつかうす

した甲斐も厳く︑入院して十一日目の

か匙

さびくのうなかけなけ

こ全
か左かじよ
よくないので困ります﹂と語る彼の女

の面には︑淋しい苦悩の中に健気さを
み
お
おぼゐまちやく睦たんら

じ鱈いしさう

見せて居った︒大井町役場では何等か
はうば︑ふひやうしやうはなしすＬゐ
の方法で表彰する話が進んで居ると

けいばくぎかのじよどと

いふことである︒ともすれば時代思想

の軽薄になって来たとき︑彼女の如き

わすかたみけふようしんさＬ

亡き夫の遺志を糠ぎ︑親に孝養を致し

なたつといしつ赤やかうよういた

こＬろが

つつ忘れ形見の教養に一身を捧げて︑

た壁おのれどぜいふんとう

こ−うい

主ことよきかん

只に己を犠牲にし奮闘するその心掛け

ならない︒

ぎ

ふか

と行篤とは︑誠に世の鶏鑑でなければ

少女美談

或る夜お父さんから聞かされて深く

あよとう

くわんげきとうきようマユかしぷや生らうぐひす雁にさる

感激した東京府下漉谷町鴬谷二猿

がくせうがくかうれんせいよしの

し罫や

築小皐校一年生吉野とく︵八︶さんが︑

せうじよたづぜひきしむ

署へ願ひ出たといふ話がある︒

こＡろ
心
からなる一厩を遷推塗りたいと溌谷

しよ泡がでばなし

その少女が尋ねて是非差上げたい
・は江ししゆじんこうもうもくち上
といふその話の主人公は︑盲目の父

●①⑧⑥

ばん

の長女恵子二二︶さんであることが判

ちょうじよけいこ

唾市兵術町ニノ三六加藤常吉︵四四︶

くいちぺゑち装う

を蛇けて維霊を壷り鑑く薙第縮諦

伽
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めい

しよさっそくめぐが包

全たよるあきたひ

明したので︑署では早速その恵みの金
おくと堂
けいこ
を還り届けたさうである︒その悪子さ
たいしよう泡んは上うし江
んといふのは︑大正九年に母を失って
もくかひろ
いらいもうもくら上
以来は︑盲目の父とそれから目下窪は
つきぢしみづぐみつとよるにほんにいがくふつう
築地清水組に勤め︑夜は日本大単普通
ぷしやうくわかよあに仁かくん
部の商科に通ってゐる兄さんの隆一君
けいこ
にんぐらゐ
との三人暮しで居る︒そして恵子さん
しかあき
ずゐじてひ
は炊事を一手に引きうけて︑然も朝は
みめい奉じばんごろもうもく
未明より起きて︑五時半頃から盲目の
ち壁て
なつとうぎやうしやうゆ
父の手をひいて納豆行商に行き︑九
じごろかへ
かくかうか上かへつのちしよく
時頃蹄ってから畢校に通ひ︑齢て後食

じよういさい

事の用意を一切してから叉夜の商に
で
春うけぜん言あにたか

出てゐるものである︒同家は前記兄隆
くんけつ含ぷ豆んたつとううめ
一君の月給三十回と納豆の責り上げで
び

辛くも生活してゐるが︑少女のこの美

からぜいくわつぜうじようつく

おくものこ上ろよろこ

こ異るもらぬしなみに

しき贈り物を心から喜ばれたといふ美
にん労へぜうじよおくせうじよとも
談︑贈る少女も︑贈らる上少女も共に
■うろ

美はしき心の持主であることよ︑涙か
時る誌がある︒

美畢の職工さん

骨やくれんがつ迫ん

みばひと人︑含い

●の●●●●●●●⑨●●

かれかつを含ひんじ輝いしょうがつとくし

いま

くわん

いませうノ︑〜たくはで合

しょうがつがんぜん

ある︒

る︒お婆さんはいふ
﹃なんのお役にも立ちません︑私は︑
目も足も達者でこの年まで生きまして
御天杯を戴きました︒娘が病気だから
といって︑お役目を果さないでは申鐸
がありませんので︑私が出て力一杯韮山
聾を出して巡りました﹂と︒美はしき行
篤といはねばならぬ︒

巡り歩いたといふ奇篤のお婆さんであ

までを﹃火の用心﹄﹃火の用心﹄と町内を

自から志願して午後六時から午前一時

しである鹿から︑老の身もいとはず︑

を戴いて皇恩に感泣してゐる矢先︑自
身番の話を聞いて︑病臥の娘と二人暮

伊勢屋町近津って︹八○︶で︑今回天杯

大嘗祭御儀の夜は︑京都の市中は一
切の苦響と火気を絶って︑さ蔵がら太
古の寂しさに一夜を明かし︑事故一件
も幸に出さずに済んだのであるが︑御
儀も済まされた後になって︑五催智で
は︑管内で八十歳の老婆が自から自身
添を志願して︑七時側除り町内を廻つ
たといふ報告に接し︑早速何等かの方
法で表彰することとなった︒此のお婆
さんは︑下京厩御幸町通り蛸薬師上る

老婆の一念

るその誠の心根や資にゆかしきごとで

皇ことしんこんＵつ

曾ての悪に感激して此の美畢に及ぺ

といふことである︒
かつめぐみくわん砂含こび含よおよ

⑥けいきつくわんないまづひとリバ︑くは

黒の七警察管内の貧しい人為に配った

くに

荏原︑愛宕︑三川︑大崎︑鳥居坂︑目

た

ふ哀れな人だのために︑せめて一切れ

もら

の餅でもよいから食べさせてやって下
げん含んゑんぢさん
さい一といって︑現金五百回を持参し
め．ぐろじよたづひと

とう身ようしし歯くしるか姐こうらようす全

それは東京市芝匡白金三光町に住ま

て目黒署を訪ねた人があった︒
とう獣ようでんとうかぶし含くわいしゃしよくこう

ひと

って東京電瞭株式曾献の職工をして

一心⑤②②①くん

居る佐藤魔故君︵三四︶といふ人であつ

た︒・彼は曾て赤貧時代に︑正月に篤志
おもに

家の好意に依る餅を配られたことがあ

かこういよもらくほ

たが︑今それを恩ひ出してもその感
し謝っのや
こ上ろた趣
心で一パイになる︒それが種とな
か恥いちいけんめいかせ

こレフ

って︑彼はそれ以来懸命に稼いだが︑

全にほんねん

その効あって今では少為の蓄えも出来
愈

るやうになって来た︒そして叉本年は
暖うふ雁いくわい含巻うたう

含

亡父の第二十三回忌に相常するので︑
詮んとうぼひたく襲う
五百目を投じて墓碑を建て供養するこ

か迫もしよ含

とに決めたが︑正月を眼前にフトとの
ここおもに
蚤づひともち
事を恩ひ出して貧しい人のために︑餅
一
くは生きくよう
でも配ったら︑これに勝る供養はある

たことが判り︑署長もその美畢に痛く

わかしよちようぴ会一よいた

主いとばかり︑その金を持って箸に来

くわんゆきありがたじゆのうこ

感激して︑難有くそれを受納し︑此の

ゑんにんぷんもらつ⑬⑧

客年十二月のことである︒．年に一

五百回で七百人分の餅を鵜かせ︑高輪

雷しょうがつもちく

度のお正月といふのに餅も食へいとい

詩林

讃者
文塗
恭賦勅題田家朝
況堂天野佐一郎尺王子

炊新穀莫神前︺羅拝儀容自臓然︒翁封兇孫

︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

暁霜清︒登校隣雲菊池秀言山形

軒外︒楼冷炊姻到庭多︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ろもり
需篭村瑞気和︒昇李有象入躯歌︒日章旗閃
︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ
茅､暁、

、

︑︑．︑︑・

日升天照九洲．炊煙忽起繕捲頭︒野人拝受
ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑

同扉束依今木基︵東京

℃弓

升卒︒

､

霧催煙景︒梅遥禽語清．里間冥静論・鼓腹

︑︑

同中根其堂︵埼玉

李象︒同浴昭和聖世民︒

望霊峰旭日屋．炊煙桐虚野趣新︒追懐仁徳
︑︑︑圃唱弓︑︑︑
、

卒賜︒唱出豊年鼓腹謡︒

同金石河野金蒲景京

諭好︒邦家大濃重寮田︒

︑︑・・っ︑︑功︑︑︑

朝
懇､

泰 ､暁

昇 遠

暁

、兄
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漢
詩

文荘選

川

︑︑︑︑

︑心可弓

戊辰十二月十六日︒我日本弘道倉

工而曲異︒能寓聖代之象︒表慶賀之意則皆合符節︒

編者日︒至尊登極︒姓迎新年︒有此勅題︒諸家之詠︒同

躯聖徳︒圏蕊含笑請桑麻︒

牛瀧山道雨三家︒旭日瞳今震瑞霞︒翁婦畢杯

旭日瞳冷四海卒︒雛遅巳有野櫓香︒田家到庭
︑︑︑︑Ｙ・︑︑︑︑ｂ
炊煙起．湧出豊年寓歳鍵︒

同牧野惣吉

同田中荘治郎︵千葉

新霧篭忽放暁光︒謹々涛餅堂嫌忙︒炊煙想見
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

田家裕︒四海昇李頒聖王︒

同木内循市郎︵千葉

炊煙嬢︒聖浮草敷率士潰︒

︑︑ｂ︑？︑︑ｂも︑

迎得昭和第四春︒八紘呈瑞旭光新︒水村山郭

同扇舟杉江孝春︵滋
賀
︑︑︑︑

石

漠
詩
63

一&

行大瀧記念善行者表彰式︒余辱佳
招︒欣喜何堪︒然老病不能臨駕︒

乃賦一絶表賀意︒恭呈本含長徳川
伯閣下博桑︒

敬何大︒徳化一朝軍八洲︒

華洲渡遥武助烏城
︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑▽︑︑℃００．Ｏ
弘道由来賛帝猷︒多年唱導響時流︒表彰善行
︒◎０Ｏ○○○︒︒ｃ
表彰事︒庚載諸新聞紙︒結句故及︒
丈荘日︒僕此Ⅱ力疾而列末席︒籾其廃況︾不堪欣喜︒勝
々々Ｏ

賦一詩而未成︒今讃高作︒頚含長美畢︒無復除蕊︒敬服

迎春裏︒気象情李頒帝猷︒

己巳元旦口占
︑︑︑︑今も︑℃℃︑︑︑︑︑︑０︒︒．
寓里東洋旭日浮︒春光先到古祁洲︒昭和薬在
○００Ｏ○００○０Ｏ
評日︒昭和清平封照︒能得頚鐙︒

勅題田家朝

旭旗徐受暁風斜︒虚く炊姻帯瑞霞︒有象太李

︒００Ｏ切○つ○︒◎釦◎︒Ｏ⑦００○

誰領略︒葱然佳気浦川家︒

０○﹃００００︒○

評日︒能寓太平象︒無塊雁制之作︒

戯以享齢七十八三字作富士山圏係

以小詩

希高潔︒踏毒今成徹獄翁︒

︒︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○︒︒Ｏ
富獄輿吾婦趣同︒七十八字綴鵜崇︒李生愛獄
０ＯフＯ○０．ｄｏフ

歳旦害感︒次青淵漉淫子爵詩爵︒

評日ｃ奇椎奇句︒自有奇趣︒

︒○ｂ︑︒︒︑００℃ｂ︑００︑︑︑勺到
壮志曾期大道全︒無能其奈跡荘然︒瓶齢静退
︑︑︑○ココワ０︒︒

評日︒無能謙緋︒批志老益壮︒結句笑数二字更奇し

又迎歳︒笑歎古稀加八年︒

好相友︒知止荘中知止人︒

難洲渡遜君七十七毒言
男爵李山成信東京
３３ももｂ０︑︑︑︑もも︑︑○０００
老健迎来喜字春︒優勝吟職養天真︒波山絹水
◎００○○︒○００Ｏ

評日︒三四乎自然之佳句︒

朴婿増村度次愚後

華洲翁見示七十七自毒詩︒乃次
其第一首詩調以呈︒

山川隔︒吟酔倶欣値聖時︒

︑︑︑︑︑︑︑︑６もも︑︑ｂ○︒◎○
好託春風惰毒尼︒想君笑封老梅枝︒榊交不問
◎０００００．００Ｏ

評日︒僕亦典翁交交有年︒毎一首成︒必互評正︒吾兄亦

然︒均是鴛聖時遜民乎︒

歌園

讃者
文雲

一等

榊奈川幅本友治郎

下総蕗田誠一

三浦直正選

評一面に薄くらくなって来求時のことなど難想ひおこさせます︒

又雪にならんとするか雀等が籾のちらばる庭に啄む

二等
評歳のあし衣の感じがよく謹きます︒

明満郎三風斗要

小墾田の藁家の藤の日のみ旗なびくともなし風凪にして

旧

安愛
逢私

代東三

久北
多金
安雄

渡小田小本高岡

埼玉田口晋

葉葉玉葉川島城

三等

奈

うちわたす里のけぶりの隣りより隣りにたちてけさののどけき

千千埼千祁幅茨

佳作

にぎはへる煙りも高く初日子に伏屋の鶏も唄ひ州でけり

師省して庚間の日向此虚よしと研腰標本一日つくれり
富士の峰初日出づれ催色映えて新たに見ゆる今朝の春かな
外闘にすむ孫子等は今日をしも御図ふりにや年迎ふらん
わが里は小田のつ上きに山もあり静けさ朝に煙りたなびく
旭さす小庭にあそぶにはとりの雲にもこもる御代のゆたけさ
年もよし月も叉よし時もよし床の耐毒草ニッ三シ咲く
L

54

歌
i
刺

貧しければ働けど尚働けど暗なす恩ひつきざりにけり
色交の器に姿愛はれども鉛はなまり徴は黒金
田も畑もましろに霜のおく里は朝けの煙りいとも静けし

さし昇る初日のかげの御めぐみに田ぶせの里はうららなりけり
雨ゆゑに足をと蝉めい年ぼきの友は一日を歌かたりして

小田のさとしづかに明けてわらふきのふせやの軒にけむりたちたつ
田づくりを祁に捧げて家盈の民よろこびの朝前やすらし

うら山ゆ松葉かき上て男の子女の子庭のすみまでこ上らしきけり

目にも見え耳にもいりてくやしきは人のと上るのすさぶなりけり

析

り

道造

松本静芳
膳野胡山
祁田良一

東埼下千千千新美大埼

阪島玉浬形葉細葉

京玉野葉葉葉潟作阪玉

中谷茂十郎

蕗田香瓜
香取香南
菊池秀言
小募松風
中根共堂
湯︑久詩

塞淫楽天子
本城己之助

御園生しげ子

高石精一
池谷勝太郎
山口則之
小林篤助

菅谷義太郎

大禰埼所山千下千

選

此の朝け母と共煮くらはむと松の落葉で小豆飯たく

身にあまるぼまれをになふともがらは涙にむせび泣きや伏すらむ
となりどちよびかはしつ上あしたより小田うちかへす田子の家里
金ありて口上手なる人が皆とりたてらる人今の世の中

なくてならず又あり過きて困るものは火水と蝿とたからなるらむ

たかみくらのぼります日の大典にはくるは千代のぼまれなりけり
新らしき障子に初日か野やきて影静かなる日の御域かな

あさなノ︑筑波嶺あふき彼の方に道の師ますと恩ひけるかな

たちのぼる朝けのけふり末晴れて日かけかかょふ小山田の里
朝日さす田の面の氷玉の色眺め楽しむ山ぎはの家

園守が枝をたむるも芽をつむも根をこやすには及ばざりけり

者

歌
園
1
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◇新年雑詠

幅島北
元旦の庭に積りし粉雪かな
初鶏に面白き夢さめにけり

干葉笹
元朝の塀高杢とありにけり

屋根草に初日さしたる小家かな

山口松
元旦の賀状届きし玄開かな
雑煮餅一家揃ひし旦かを

新潟鯛牛
若水に映りし髭の白さかな
初日の出並ぴて拝む夫婦かな

新潟文
元朝や門田に下りし鴨一羽
丘の家はや起き出でし初日かな

大阪西

元日や門を閉ぢある屠牛場

◇薮入

大阪泰風禰島甫火

一初日の出柚が家の戸に閣旗立つ

蔽入に賑ふ夜の草家かな

薮入を待ちて剛母立つ門遥かな

元旦の汽車着く騨の茶店かな

寓歳の行く術につ壁く子供かな

禰島甫水栃木無町畦

日かげさす窓にどんどの煙か底

斗書初に新らしき筆の太さかな

薮入や威儀塾へし紋羽織

茨木一

薮入の俳壇灯す直書かな

吸入や白足袋はいて篭の前

茨城杉彦誠

舟門松やいさ上か辞ふて雪を掻く

◇春塞

貰ひ湯を戻る野路の除寒かな

千葉笹舟

鞍入や崖土祁へ額きて

大阪西流

薮入や母と居して火鉢抱く

大阪
泰風
一初東風や岩を背にした御
赦

茨城維泉子
害初の机の上や幅毒草

栃木無町畦

風痩馬を飾り立てたる一初荷かな

庵

東京喜久考
正月や鏡にうつる頬の髭

流初日さす門に投け込む賀状かな

茨城杉彦

潮汲みに岩下りて来る除寒かな

祁奈川金風

東京かをる裏山を越して客来し除塞かな

初鶏の鳴き交したる山家かな

甫誠︾春寒の茨床
城 一に語りぬ壁隣り

編輯部選

率率俳壇

己

春寒の演の別職閉ぢてあり頭巾着て木を切る人や春まし
茨城一

茨城杉

大阪西

初凪や岸をはなれし舟一つ

大阪泰

蔽入の友待つ今朝の門遥かな

祁奈川金

薮入や鶏の蜂聞く門の畑

春塞の泥にまみれし田芹かな

茨城杉

湖見つ奥鯨塞の騨に下りにけり

＠課題

春浅し種蒔・二月五日限

１１

蛙︑蛙の子︑五形花五月五日限

水流む摘草三月五日限
長閑春の月四月五日限

彦

流

風

門前の梅咲き初めて春まし

幅島北斗春塞や養米散れる手洗石
春寒や山壁に見るまだら雪春寒や豆腐責待つ朝厨
東京喜 久老
菜を洗ふ門の小川や春まし
ゞ新潟文甫春寒の火漣園みて諭書かな
栃木無
客待ちて部屋に一人や春まし

〃

石段を下り来る禰宜に初日かな

輪飾のつましくか坐る小家かな

誠

畦

風

風

彦

汽車窓にか上る粉雪や春まし

鉢に並ぶ卵のからや春まし

栃木無町畦

春寒の濁酒くみて寝入りけり

山口松

１１

禰島甫水

根芹つむ田川のすそや春寒し

ｌ

＠秀逸

茨城緑泉子

雑謝識詑即詠需跳諦癖

子◇雑詠
茨城緑泉子

水車小屋閉めて人来ぬ除塞か蔵
襟巻の色槌せて来し除塞かな

春寒の路次に入りたる雛技かな

大阪泰風風垂

春塞や裏の田甫に焚く煙

大阪西流流

春寒や汽笛の吾に飛ぶ雀

春塞や梅林ぬけて萎畑

春塞の湖の烏射つ夕かな

庵同一誠
新潟鍋牛庵

草の戸に梅まだ嘆かぬ除塞かな

◇◇◇◇

町

〆
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れ別の雪樹藤江中

ざぶとん

含らこいよめじ尖そなた

榊山一驚

蕊中江藤樹雪の別れ二
よじ言をつか

ぶじ︒しんあんしんいたよしあな仁

いつ

＆含

芳﹁灘マァお疲れでございませう﹂と座布関をあげる︒吉﹁此は嫁女︑和女
げん

かんし尖おうかが

モつ

においても無事でをつて員に安心を致した﹂芳﹁貴講さまにも毎もたがら御機
宮おてがみちょうだい

全ことお

そん

きら

上こ上ろ

嫌ようゐらせられまして︑．．⁝・寒暑の御伺ひはいたしてをりましたが︑其の都
たづ

度御手紙を頂戴いたして誠に有りがたう存じます﹂吉ごア︑能く心にかけて

ぞん

ときそｌ

め

尋ねてくれたが︑養評の締雁舞鐸なるに侭って︑砿は歩も計癖索毒となり礎で
しかこ宮もぷじせいしんいだ
よろここと
上し
ある︒が然し子供も無事で成身致したやうで喜ばしい事である﹂芳﹁ハイ珍有

かゆこのと侭ぶじそに
いとうたらうめいて
とうおぢいきけんよいら

りがたう存じます︒お庇さまで此通り無事に育ちましてございます﹂その時側
骨ら

かしこおと江

毒ぢい生ろこきちざてよ

より出でて藤太郎愛らしき手をついて︑藤﹁姐父さ主ご機嫌よう︑能く入シし

妾らいたぴやうしん︐

みづかいへじ

それ

やいました﹂吉﹁オ︑︑賢い︑温和しいな﹂と粗父さまも喜んで︑吉﹁堵奥右
豆もんじきよしよめんくや丑土を
こと含言く︽
よし
衛門の死去は︑書面にて悼詞を申せしが︑殊に素の毒なことをした﹂芳﹁ハイ

しかとうだらう

このこせいしんたの

よしわたし

ちようめい

吉﹁至って病身でありしによって︑自ら家を解すくらゐ︑夫がためにモウ長命
あだ
そなにあとのこきび
をいたすことは能はんであったらう︑和女は後に残りて淋しいことであらう

かくどいたお

そこお奮い

曇ら

たうちたちよ・

が︑併し藤太郎といふものもあれば︑此子の成身と楽しみくれい﹂芳﹁妾もそ

の畳悟を致して居りまする﹂乃で胆父さまは︑吉﹃イヤモウ営地へ立寄ったの

こん︾﹂ごしゆじんいよのくに診ばすくにかへこ

ごこん

けふく入

寺んいみしじ塁んてもと

りつぼ

み

は︑だ
他こ
のと
事ではないが︑今度御主人が伊藤園大洲にお圃替と込んでやりたいと存赤る﹂言はれて見れば弧いて自分の手許
くにかへ

強う雪くに吾かいみ芯と

それ

ぜひ上しえよししか

あ
江た
ょ﹂Ｌ
相い
成っ
芳﹁それはそれは︑お園替とあればナカノ︑御浜において教訓をして︑立派にならないときは︑それ見たこと

今ら毛にたけつしん

雑ざつでございませう﹂篭・﹁それについて伯害の国の境港からかと言はれねばならぬ﹃夫がために是非なく芳枝も︑芳﹁然

なにどをつく腫

このはうしつたつと含とうたらうごうにう全い

そはんよ

ゑら
るへ
が渡
わに
と是
うま
ちで
ゃく
越
前ぜ
のん
敦つ賀
っこ
てれ︑
到い
着に致したとて︑それからやうなら何卒お連れ下さいまし﹂吉﹁和女がさう決心がつけ

ぱなしこゑよふゐよ会．こ

せがれよゑもんばか全い
はなし
それへとお話
をなされて︑梓
血︿右術門の墓参りなぞをして︑ぱ︑此方出立の時藤太道を同道して参らう﹂スルト共の晩夜
おも
しんはんころよしながめざ
り
よの
う容
す子
ごを
ら御
ん監になると︑
雨よ
三う
日か
御ご
滞仁
留い
さり
れう
てお
居と
りう
︑た
藤ら
太う郎
虞牛の頃ほひに吉長眠を受まして︑モウ何咋蕊だらうかと思ふ

含

わがてもと

つぎ正

うこれこは上て︾子一雁
にり
怜こ
刑だ
︑
是
ほ
ど
の
子
を
母
の
手
一
つ
で
育
て
る
より︑我手元でと︑次の間でヒソｊ︑話の聾︑夜が更けて居るから能く問え
いよくにお里
よし渉士へおぢい鎧しつたつおとら
含らよしえ生し
中謙て上やりたいと︑お気がつきましたので︑吉﹁芳枝や﹂芳る︑芳﹁爾は耐父さまの御出立に御供をして︑伊諜の画の大

江書ら全こと毛推仁しこみよるに瞳いますとちぃぷんぷみらをし農上

このはうい咲お里す

とう

かめ

ゆる

藤﹁ハイ﹂吉﹁直に和女の仕込が宜しいによって︑只今のところ洲といふ土地へ往って︑文武の道をお教えと凧ふに依って︑
き
し
ゆ
ゆ
ふ
どこのうへよおぢいおばあ
じつこ︾恥もよたに透とこ上ろえ
樹では︑賞に子供として︑能く何事も心得てをろ︑何うか此上能く租父さまや秘母さまのいふことを諾いて︑修業おを
いたす
ぢい

蕊しにうけふいく

そい
つは
雪立沢りな
も
の
に
し
て
や
り
た
い
︑
夫
に
つ
い
て
は
︑
此
方
伊
諜
の大洲のですよ﹂藤﹁ハイ︑母さまさへお許しなれば︑耐父さまの
かのら掌いから胆い仁
生し
とも全い
をん

へ譲参りて︑瀧獅において武士道の教育をしたいと存ずるがお供をして参ります﹂芳﹁それでは彼地へ参って︑身鰐を痛
別のい
かがよし︒たらわにし託つとかにみょをしぅとう

しんそ江だお嘘ゐ

よおつ

まもりつ嘩

よし

れ如何であらうか︑芳一︲ハイ︑足はぬながらも妾が夫の遼念とめいやうに能くお教えを受けるのでありますよ﹂
藤﹁ハイ︑
わたくしおぽ
りさび
全には丘
こ上ろえこれてもとおよういくモの仁け︑ふくんとうおこた
心得て︑是を手元に置き︑養育其他教訓等も︑怠りなくいた又母さまもお一人で淋しうございませうが︑私が大きくな
く解
ごぶじ
も雪まい
ち父
Ｌ上うさへ
してをろやうなものの︑
室そ
がお
然う
う仰せられ毒すれば︑って戻って参りますまで︑御無事でおゐで下さいまし﹂芳
そいこのは上げんこみ全もそのはうせいしんたのし全
てもとそに
しかた
たざ
其
のけ
俵つ
もこ
結う
繕み
にん
存じます︑併し成るべくは手許で育てたいと﹁夫は此母が堅固に身を守りて︑其方の成身を染みに待って
そいその砿うぱ上のここぐいうへおぢい
金らにうりしにい仕上りこりあひにがら
みん
は存
じてをります﹂吉﹁道理の次第だ︑母一人子一人の間柄ゐます︒夫から其方が母を残して四国に往く上は︑組父さま

錘く職れて侠譲の穂獅へ垂れて律くといふのは︑直に和女に組母さまについて︑能くその仰しやることを守って︑立流に
もとちう
そばうこおも
ぶ憶うおこに一も警

いかけふくんあに

このおうみくにかへ

こと

めい芯
やうなことでは相
成らんによって︑文武の道は此方手許で仕おいて此近江の園に飾るやうな事があったら︑母子の縁を噺

ぷんぶみらこの唯うてもとし

告含く
９は気の
毒なれど︑如何によき教訓を典へるとも︑武道を怠るなって涙らんければ︑其の方を子と恩はんから︑お
若やし
途中に
こえん含
ＫＵ

I

しかこ旗ろえしゆゆふ

とう

か
わてか
Ｌ︑Ｒ
︑
全嫌ご
ゆ・ん
りますから︑然やう心得て修業をなさるんですよ﹂藤﹁ハイ﹁然やし
うな
らこ
之に
おち
別れ
父．
上様
︑ざ
御機
よぎ
う・
⁝こ
．此りや

だ告げん

とうぱ上

と藤う
ら
よ岨お
ぢまい
と供も
ち
含菊をつけてお窪
帥酸さまの賑せられることは峰と誇ります﹂読﹁それではい
往く
太た
郎や
︑う
能く
父さ
のお
をと
して
︑う
途中
とうよしそのばうおぢひお桧ら

ｂつばひと

すぎころ

かを
らに
ととに
なされよ﹂藤﹁ハイ﹂芳﹁其方が岨父さま︑組母さまで底さい﹂藤﹁ハイ︑母さまにもお身鰐
おい
厭と
ひなすって︑
そ俵
し

とう

くざ住かけよるこあそ

のお傍にあって︑立派な人にならうものなら︑過し頃ぼひお御機嫌よう﹂とお琴腔彫譲り野琴しつつ鵬れる︒賑で餓読鍔
＋︽典℃

わすよしゆけふ巾つ

いへ○もご

お︒︒

死にあそばしたお父さまも︑どんなにか草葉の影でお喜び遊はやがて家に戻りましたが︑堵き
親て
と方
しや
てこ
子のことを思はぬも

て

ｒろ
もら
し含
ば
すことだらぅ︑母が言ふことを忘れずに能く修業して︑立のはございません︒手のうちの垂をとられたやうな心こ持
で
頻
帳せいしんたちがへ

上をしつ

とう

め

しさ
んれ
俵る
い︒
や夜
ぶ分
んな
とぞ
きも
お時
り折
や夜
ば半
んの
こ頃
ろぽひ︑ツト眼がさ
派に成身して立録り主すやうに申付けました﹂藤﹁ハイ⁝⁝りに心配

こ庭

ふす全こ

ぎなかえたらうさ乙一もん

を世つ
よ
てにも
た
話思も
ｂ人の
中ハイ﹂と答へてゐる︒襖越し
にこれを聞いて中江太郎左術門めれば︑さて夫は
をと
去り
︑さ
手許
おと
いて
楽の
しく
ふ一
らくるい
江読感︑職はすハラノーと滞涙をして︑アー擁ひ好って蹄の子子は韓く川野に識はす鰐稚︑確雌蛭は無事礁薙とするを鍵し

藤管つしやみつそしんらぅ等億・︾の噂わかこのばうともいよた堂しん茅ついのこＬろほそそひすごお

樹を拙装者いに
共に伊諜にみに︑唯盈祁悌を斬って心細くも共の日ノく１を過して居りま
ｂ預
つけ
ばる
こ其
たの
と心
う中
た︑
ら又
う此
こ母
上に
ろ別れて此方とさ
すがおやご

じに
雪参ると︑立派に答へし藤太郎の心のうち︑アー流石に母子とした︒然るし
にか
一つ
月含
程段
経嘗
室へ
しし
てよ
書め
面ん
が曇
参い
り毒したには︑無ぶ事
毒もよしなかよめしんらうおき准暮﹄こふろく
のも鰐く擁ふたりと︑恩は幸吉長︑嫁の心中︑幼き子の心を汲誰隷昨たしたによって︑安心をせい︒営人も至って温和しく

んしんたうにんいた診とな
別ろうじんなみ鰹とらよあかそこそ聖くぁさよ城じらら
んしんいた

よしおんら上うへ巻がれお上もいよ全い

ｒ ﹀んで︑老人涙と共に夜を明し蚤した︒乃で其の翌朝になるとしてをる︒といふことを讃んで︑始めてや︑当安心を致したｏ
７
つ泡こと肱

常全
に異
こら
となく︑芳﹁御父上︑体も御供をして伊漂に参る繰縫恭継は涯鐸さま涯駿さまの誰に琴り︑鞭熔嘩睦かけ唾誕
をる登
・けつこうことうたらう

し

含

とう
申し
すそ
﹂れ
吉﹁
ーと
︑も
さぅ
結い
鱗ノ
此ぢ
りや
と
きまち
おアぢ
いか
よ︑全
と︑
う︑お
い藤太郎や﹂えられる︑一を畔いて十を知り︑十を聞けば百にわたるとい

なん琴

とくしん

隣﹁ハイ﹂吉﹁夫では朋父と共に伊諜へ参れ﹂藤﹁耐父さま︑ふ読鋳で︑錨らんととは何度もき上なぼして︑得心するまで
客
つくにりょうてたのぱ上わか

そ

さに
すが
わ感
ん心
し産
んさ れ ま し た ︒ 其 の う
何う
れや
下こ
され
組お
父︾
さや
まくも
い
だぞ
いお
ず連ぶ
た﹂と両手をついて頼む︑母に別れるのをは嘩詫やまず︑流石
たこ枠もよほごちがゐおぢこ鑓りぶぎやう詣低つ
こ上いくｋらたいりう

でき

いよ〃ｆｌしつ

はや
んゐ
かになり
否と云はず︑速かに答へるのは︑他の子供とは齢程違って居ち岨父さ麦が郡奉行を仰せ付けられ︑風か
早ぎ郡
をぐ為
預づり

じぷ
こ此
のか
は郡
やぐ
ん百
しや
争︑
睡一
う土
︾一
た野
の
る
︒乃で何日までも滞留いたすこと§出来ないから︑揃出ました︒ところが其の毛時
分んの
風ぜ早
の
姓うは
郷
叉念は
たつ
そしつたつひぱ上とちうまでみおくよしぷしそた

いも
づせ
琴さ
︑う
ん今
︾﹂
かへ に な っ て
立といふととになる︒其の出立の日に母は途中迄見送る︒芳武士其の他のものに何れ
煽ん動
れこ
て︲︑
度く圃に替

「−−−

にいみやうをいぢとりかにわ︒昏堂こりょうしゆき全

くる大名の政冶の執方が悪るければ︑一撲を起して領主に迫

全ことばんにん含わるなかえたらう

らんなど入いふ︑質に一般の人気が悪いところを︑中江太郎

ざ
ゑもんひ壁うや上しやうあ陸それよ
左衛門が措営けまして︑箱ともすると百姓が暴れる︒夫を能

しづや全しづあせ封も

そのばうらぱだらそ堀よい

睦山賎の汗と思へぱ

おぽめし

こ上このよ定かたもかみしら

と思し召てござる︒其方等が働いてくれるのを︑夫で宜と

はしておいでなさらん︒乃で此世の中が保つのだ︑上は下を

し其の方等に於て︑此は斯ういふやうにして貰ひたいといふ

憐み︑下は上を敬まひ︑正しきことは服従せねばならぬ︒併

あばれしもかみうやた好ふくじうしか

く治められましたのは︑硬直にして情あり︑義に弧きところ

やうな事が︑若しあるなら腹識なく言ふが宜い︒聞き取って

りょうしゆにみたみりょうしゆしかおば

ばなふてんもとすゐ曹ひんわう害わうみんあら

ぱたら

それ

ふくきういよきと

になる︒夫がために今迄のやうに︑只椛城をもって叱り飛ば

いま全でたｒけんいしかと・
よばらはいりがふと

ると此方が云って聞かせるから︑心得達ひのないやうにして

このはういきこ上ろえらが

生だか肱これねがか江

ことも

そはうらおいこ上かもら

の中江太郎左術門吉長︑漸盈其の人気を直し︑其の場合には
なぬしはじにんぐみあるひくみかしらしやうおぼぜいよ
名主を始め︑五人組︑或は組頭など上稚すろもの遼大勢呼ん

やる︒叉可能はいことは︑此はどう願ふても可能はんのであ

鉛さ沙うらよくなさけぎつ上

で領主あっての民︑民あっての領主︑然れどもこれを大づか

よ
足のはうらこのはうさうにん零と
能く共方等と此方と相談をしてやらうではないか︑とお諭し

なかえたらうざ塁もんよしなかにんｐｆ１毛にんきなぼそ陸あひ

みに話せば︑普天の下率土の演︑王土王民に非ざるはなし︑
ゆゑみなてんしざまそいわがしゆじん①①④③の④●④

故に皆天子様のものだ︑夫を我主人加藤左近太夫貞泰どのが
あづかそごりょうら全にぷぷんこのはうめづかまつり否と

こ上こ淳もけふいくこ▲ろ上とうにらうたいぷんぷみちおし

琶きはやぐん版いやうや歩群やき

し働かせやうといふのではなく︑能く腹へ入るやう理合を解

お預りになった︒其の御領地の叉一部分を此方が預って政事
なかみめどしょくぷ

をとるのだ︑何にせい上は有りがたいものだ︑三度の食を無
これにんいんこ上ろ

かれたので︑極く気の早い郡内が漸く穂かになって来ました

じ

事にするといふのは︑之人間の心がけるところだ︒

こういんやごとあうみくにつ含仁はや

乃で子供の教育に心を寄せ︑藤太郎へ封して文武の道を教え

はしとむめつらみよおんめぐ

箸取らば天地御代の御恵み
しゆじん券やおんあぢ

主人や親の恩を味はへ

こかこ上そしゆじんじゃうおそおぼ

泡ん全つゆんかんみまひじよう念い

枝より︑年末厳寒の見舞欣が参りました︒

え

られる︒光陰は矢の如く︑近江の閏より連れ来って早くも凹
ねんめとうたらうはやさいあい法そとしくれあうみ睡上よし
年目︑藤太郎も早や十歳と相成った其の年の暮︑近江の母芳

といふ古歌がある︒菱だ︑其の主人と秘するは︑恐れ多く

てんしさ全生だごりょうじゆそごおんふ俵このから

天子様︑又は御領主さま︑其の御恩と︑父母のために此身
恒鵠もも
らそおんわすあ
をつくって貰った其の恩を忘れず︑アー有りがたいとと

宮しょくじぷじいた野よるこくた
だ︑三度の食事も無事に頂けると喜んで食ふたら︑何んにも
みふそ・・︑おこまたかみはう

ずみ全書こめけぎまめい涙

身に不疋の起るものではない︒叉お上の方では

炭に薪米萎豆に至る蚤で

一

れ別の雪樹藤江中
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記の式彰表者行善

１
畑道帥善行者表彰式の記

︵その二︶

一記者

客年士一月十六日華族曾館に於て墨行せる︑日本弘道曾全団善行者表彰式の

際諸賢より賜りし覗僻は左の如し︒︵尚被表者六士一一名の中本含曾員︑東京

子節婦忠僕等古来表彰セラルルチ憧例ト

ノ慰津者及博愛慈善ノ篤行者チ加ヘテ孝

者壷忠報国ノ精神二厚キ者地方公益公務

ルノ際其ノ特二敬淋崇祇ノ行篤頴著ナル

方今人心蹄趨二惑上往々操守テ葱ル者ア

ザル所ナリ

テ以テ念碓ナス者ノ倶二深ク欣慶二勝へ

市河内澄粛︑山形螺佐藤清治雨氏のあることは︑木曾として特筆大書し︑以
て感謝の意を捧ぐる次第である︒

覗鮮
善行ノ表彰ハ古来聖王治化チ扶植スルノ

要務トセヲルル所ニシテ瓶宗列聖ノ必ラ
ズ意テ致サレシ所二馬ス
今乃チ日本弘道曾ハ

聖天子上二荘マスノ時而カモ大濯テ行ハ

シタル美徳者テ選プニ意チ用ヰラレタル
ハ殊二推服二値ヒスト謂フペシ

セラレテ未グー月ナラザル本日ノ佳辰テ

捧ピ既一二府十六螺三白丁テ各府蝶長官

願フニ含ノ創立者ハ言テ

り今ノ倉長亦

川治天皇二侍講タリジ故西村茂鯖翁二係

ノ選二係レル六十三名ノ善行者二封シ並
二表彰式チ畢ゲラル其ノ聖代治化テ神補
スルニ意テ壷クサルルノ厚キ君図ノ報効

！︲Ｉ

先帝ノ側近二奉仕セラレシ徳川伯醗其ノー

人ナリ宜ナルカナ其ノ含二於テ昭代ノ端一

レ以テ大濯奉賀ノ丹衷テ嵩セヲルルコト

群卜稗セラルル善行者ノ表彰ニカテ致サー

ヤ翼ク︽斯ノ愈二於テ表彰セラルルノ名

警テ荷ハレタル善行者諸君ノ盆自重自愛一

能ク今日ノ築春テシテ更二一層ノ光輝チー

加ヘシメラレ其ノ示サレタル儀範チシテー

贋ク畢仙ノ人心テ照サシメ以テ猿聖世治一

ランコトチ

代ノ醇厚チ致サシムルニ寄典セラルルアー

表彰ノ式典テ察ゲラルルニ方リー言所感一

テ陳ペテ以テ祝辞トナス

内閣総理大臣男爵田中義一一

昭和三年十二月十六日

覗酢

日本弘通命力明治九年故西村茂樹翁ノ首一

唱二頼り創設セラレ錘二五十齢年含員諸一

氏不断ノ努力テ以テ圃民道徳ノ向上二従一

事シ今叉徳行奨剛ノ︑主旨二基ヅキ孝子順一

孫節祷義僕テ顕彰セントシ木日チ以チ其一

ノ第一回ノ表彰式チ畢行セ｜フルルニ至リー

シハ拘二欣賀二湛へザル所ナリ
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顧フニ維新以来泰西文明ノ並且及スルニ伴スコト五十有齢年噴古ノ大皿︿チ記念セン惟フニ純近世態ノ愛移ハ深ク人心チ寝ジ

ヒ我力治具文物ハ大二其面目テ革メタル︼力篤並二本日テ以テー府十六螺ノ善行者篤二道徳碩駿ノ兆ナキニァラズ此ノ秋一一

制度二及永セル影響ハ賀二大ナルモノァ

義及ピ個人主義ノ我力道徳思想及上家族

モ利ノ在ル所ハ弊亦之二随フ所謂功利主

美俗ノ酒養毎々其ノ急チ感スルノ秋此ノ

惟フニ時運ノ推移世態ノ鍵遥二件上淳風

二堪ヘサルナリ

六十三氏ノ表彰式テ畢行セラル室二慶賀

以テ今後症々徳行テ積ミ今回荷ハレタル

湿ウスルニ足しり諸氏翼ハクハ自重白働

々壷キザルテ語ルモノニジデ大二人意テ

築審チ顔揚セラル︑ト共二其ノ風術チ弘

ルノ諸氏テ出〆セルハ昭二道義葬倫ノ脈

リ則チ我ガ固有ノ良風美俗ノ年テ逐フテ

少二非サル︿シ翼クハ表彰ノ光築テ荷︿

畢ヤ世撞人心ノ匡救二神輔スル所蓋シ紗

方リ善行美践世ノ模範トシテ涯表セラル

推移シシ︑アルハ遜慮二堪へサル所ナリ

ノ陸搬誰出スルニ至ランコトチ脚力所撰

ク江湖二布キ自ラ醇厚ノ俗テ成シ篤行者

テ述ペテ覗酢トス

内務大臣望月圭介

文部大臣勝田主計

蓮ノ伸張二蚕スルニ在り今ヤ聖上陛下

聖訓テ漣奉シ風チ典シ俗テ正クシ以テ函

惟フ〒率含ノ主張スル所言一教育勅語ノ

リ

ハルルハ邦家ノ焼メ深ク欣幸トスル研ナ

アルテ見ル註二本日テ以一プ表彰ノ典チ行

チ奨メ圃家ノ基礎チ固クズと一興リテカ

ノ綱弧二曲り共ノ事業テ躯ヶ剛民ノ迩義

日本弘通命創立以来蛙二犬十年ニ近〃其

覗跡

昭和三年十二月十六日

以テ昭和新政ノ興隆二貢献セラレンコト

チ表彰式二磯リー言蝿望スル所テ述ヘテ

翠クルー努メ健全ナル民風ノ作興二霊シ

ル諸氏更一二段ノ奮働テ以テ弼之其績テ

是ノ時二富１我力良風美俗チ永遠二維持
セントスル本曾表彰ノ翠ノ如キハ艮二時
須二腰スルモノト調フヘシ

厩鮮トス

抑憾行表彰ノ畢ノ加キハ固ヨリ図家ノ事
テ畷然起テ之二常リ一意世道人心一︸稗益

ナリ

リト詔フペシ邦家ノ馬狗二欣慶トスル研

式チ翠ゲラル正二機宜二適へ池ノ美畢ナ

調査チ途ゲ錘二本日チトシテ之ガ表彰ノ

ハ今次ノ大瞳チ記念セン焼弘ク善行者ノ

齢年我嗣教化阿催ノ遡楚ダル日本弘道含

剛民弛徳ノ鼓吹二努ムルコト変二五十有

脱辞

昭和三年十二月十六日

業二脇セルモノナルチーノ私立閲畿テ以
スルテ以テ目的トス軌レカ其ノ畢テ讃セ

サランヤ必スヤ閲家ノ風教チ補う鮮少ナ

Ｑ

シテ冠含二貢献スルノ大ナルヘキテ期待

ラサルモノアヲン余ハ本曾ノ将来益滋展
スルモノナリ此レチ祇僻１ナス

宮内大臣一木喜徳郎

昭和三年十二月十六日

覗僻

ノ伸張チ岡ルチ以テ目的トシ鏡意力テ致

日本弘道含創立以来図民道徳ノ振興固運

生
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覗齢

東京市長市来乙彦

覗酢

中央穀化刷艦聯合含長男爵山川健次耶

昭和三年十二月十六日

ヘテ覗鮮トナス

ムコトチ本日ノ廃式二潅ミー言所懐チ述

心二及上醇厚ノ俗聖代ノ美チ済スニ室ラ

二其ノ徳風向カラ弘ク世迩二布キ深ク人

以ニノ今日ノ名審チ益々頴揚セラルルト共

ハ自軍セラレ向後更一二層ノ美綾チ畢ケ

︑Ｊ４Ｄく″︑ｒ︑ｒ︑ｒ︑〃︑／︑〃ｔＪｔ〃ｊＬＪＬ４１ｆｆ４ｊＫ︐︑くり唖

人倫テ霊シ或ハ私テ忘レテ公二奉ジ共二

ルヤ大ナリ翼クハ益々善チ識さ徳チ累ネ

寓人ノ範トスペク其ノ世道人心チ扶披ス

セラレ邦家ノ前途虞二洋々タリ此ノ秋二

今日ノ柴琴チシテ亜二光輝アヲシムペク

御即位ノ大濯テ行ハセ給上圃民忠誠ノ至

際シテ恰モ本曾表彰ノ典アリ度〃全剛二

コトチ錘二蕪言テ述べデ以テ祝癖トス

日本弘道含亦益々教化ノ弼読力セラレム

情チ顕現シデ聞彊ノ精華愈々中外二謹揚

渉リテ私テ忘レ公二奉シ善行美続ノ以テ

其ノ効果テ期スヘキ毛ノ蓋シ

昭和三年十二月十末日

国民ノ儀表トスルニ足ルヘキ士女テジテ
濁り共ノ而目テ揚ケシムルノミナヲス世
人ノ瀕感興起スヘキモノ其し如何ハカリ
スル所愈

ソヤ之テ蒋来二推ジデ本曾創立ノ趣旨ト

式チ畢行セラルルニ常リー言覗鮮チ呈ス

ルハ余ノ最毛欣幸トスル所ナリ催フニ近

並二本日チトシ日本弘道含力善行者麦彰

時文化日二月二進ムト雄毛質賞敦厚ノ風

図民道徳テ向上シテ図本ノ培養二賛シ五

ハ今次大澄ノ記念トシテ普〃善行者ノ功

菰腰シ浮華鯉挑ノ俗漸ク兆サントスルハ

十有除年ノ長キー貫溌ラサル日本弘道曾

績テ宣揚セラレムトシ本日並一二府十六

狗二寒心二堪へサル庭ナリ此ノ秋二常リ

テ覗僻トス

螺下二於ケル該富者二封ジ之力表彰式テ

多年函民道徳ノ振興二霊津セラレタル日

ヘルノ好畢ナリト調フヘク邦家ノ篤虞二

抜擢シ其ノ徳行テ表彰セラレントスルハ

市以下一府十六膳ノ善行者六十有除名チ

本弘道曾力御大典チ記念セン力蔦メ東京

夕

民ノ感激高潮二達スルノ時蓋シ禰宜二適

畢ケラル今ャ砿古ノ距典瀞リナク詑リ剛

紗少ナラサル毛ノアヲム一言テ陳ヘテ以

東京府知事平塚匿義

昭和三年十二月十六日

覗辞
ヘン我力日本弘・遡含夙二綱常チ維持シ風

欣賀スヘキナリ

鳴味徳教ノ振ハサルャ久シ何ソ慨嘆二壇
激チ振興スルニカム今ヤ聖上陛下砿古ノ

惟フニ輔近惟態著ジク推移シ公私ノ道義

大典チ翠ケサセラルルノ痔二蹴り善行ア

二欽傾二塩へサルナリ惟フニ表彰ノ築審

ラシメ以テ皇代ノ宣揚二貢献セントス誠

ル拘二椎敬二禁へスト謂フヘシ諸氏翼ク

徳世ノ麺鑑タリトシテ至大ノ柴警チ荷ハ

秋二方リ錘一二︿十有三名ノ諸氏ハ積善累

篤二或ハ頚腰スルナキヤチ感セシムルノ

モノアルチ疑ハス

チ昭ニジ道義ノ作興二資スル所多大ナル

裳二時宜チ得ダル美畢ニシテ聖代ノ徳化

ル者テ表彰シ一世テシテ誇式スル所テ知

チ荷ハレタル各位ハ或ハ操守チ固クシテ
４〃

翼クハ本日表彰ノ柴響チ婚ハレタル諸君

I
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〜 一 一 一 一 シ ヅ

朝歴代ノ盛事特二開明ノ聖代二於テ此ノ

孝子忠民チ彰シ節婦義僕チ賞スルハ皇

居る次第に御座候

状賜り裳ことに光築の限りと感涙にむせび

御寵招走蒙り数毎の御記念品及得難き表彰

指導誘披二努メ以テ閏民道徳ノ振興卜図

典無カルヘカヲス我日本弘道曾ハ夙二忠

覗辞

蓮ノ興隆二貢献セラレンコトァ靭力所感

日本弘謎曾御中

菊地ヱミ

岩手燐上閉伊郡遠野村

十二月二十九日

切に願上候

責曾の益々御隆盛にわれらせられむこと

甚だ略儀ながら錘に厚く御租申し上候

奉つるつもりに有之峡

将来一層節潅全くし御曾の御主旨に添ひ

もりに御座候

此の責き賜物は我家重代の喪といれすつ

昭和三年十言二月十六日

ノー端チ述ヘテ覗餅トス

︑嘉祥ノ時二営リー府十六螺二互リ六十

トスルモノ今ャ砿古ノ大典チ行ハセラル

被表彰者惣代答鮮松涛榊響達

聖旨チ奉戴スルノ責現ニシテ資二空前ノ

有除名ノ善行者チ表彰セラル︑誠二激化

事業家等ノ善行者六十齢名二封シ表彰状

美事タリ此ノ盛畢アリテ掴我曾ノ主旨名

下二於ケル孝子節婦公共激化事業及証含
並二記念品テ授ヶ賜上且シ含長閣下並一一

日本弘道曾ハ本月本日テトシー府十六螺

御臨場ノ内閣賭大臣閣下ヨリ懇篤ナル貌

此ノ典テ率ケラルルニ常リ支曾員一同喜

責共二天下二溌揮セ﹀︾鴫呼快ナル哉本日

諸氏ノ蕊チ醜シ本曾ノ事業是ヨリ益登展

舞歓離ノ至二湛ヘス謹デ表彰セラレタル

シテ天下遁義ノ進運チ助ケ兆民ノ標望タ

々複雑テ加へ之レカ改善思想テ促スコト

愈々切ナルモノァリ生等一同柳力信スル

ランコトチ所ルト云爾

遠江支曾長岡部誕

昭和三年十二月十六日

ー鮭申し裳ゐら杖候

被表彰者濃状﹃そのロ

今度御大臆記念善行者表彰式御催しに際

Ｌては数ならぬ身の徴紙に封し御鄭重なろ

爾今一層各位ノ御教示テ燈シ自重自修賞

期ス

践窮行以テ御期待ノ寓一二醜ヒンゴトチ

典テ畢行セラル恐惟感激措ク所チ知ラス

ノ表彰チ蒙リ吾等ノ焼二此ノ盛大ナル式

漸悦ノ至り二溌ヘス然ルニモ固ラス貴曾

何等成果ノ見ルヘキモノナク願ミテ淘二

ニ唯是レ誠意チ以テ一貫シタルニ過キス

惟ルー就曾ノ状態ハ時運ノ進展二件上益

僻チ賜フ生等ノ光築是レニ過キス

テ醇厚ニジ入倫チ尊重シ袷フ

東京商工曾議所曾頭藤田謙一

孝チ重ンシ神明チ敬プチ以テ行事ノ主眼

今後益々行量磨キ徳テ積ミ進ムテ後進ノ

I

、

徳川酋長年末慰勢含の記

噴画

んを助けて今日に至り︑東京京橋の壁紙を商なふ店の留守番

開ヶ原の戦以来種だの事情で前田家としても同家を庇ふこと

客年十二月二十八日午後五時より︑徳川本書堂長は例に依

が出来なくなって︑今日に至る迄賞に三百年といふ永い間を

り本曾役員並に開係者中昭和三年度に於て特に御講力を煩せ
この日出席者四十有除名頗る碓曾なりき◎先づ定刻に至るや

何虚に居るかも分らずして︑只小さくなって居た所の家であ

す︒同氏の血統は加賀前川侯の御兄弟より篭がるものですが

一同食堂に着席宴に移る︒宴半ばにして徳川曾長の挨拶あり

をして居るといふ極めて簡軍な生活をして居るのでありま

それに封して井上哲次郎博士は一同を代表して答辞を述ぶる

いと考へて居り壷した︒その第一着手として幸に自分は宮城

ります︒政敏氏は日頃尊信して居ることを是非賞行して見た

し人掩を華族曾館に招待して︑年末慰勢の宴を催されたり︒

ところありたり︒かくして宴絡るや︑別室に移り例の如く諸

に近い所に住まって居るからといふので︑先づ二重橋前を毎

氏の観想談に入る︒先づ徳川曾長は立って︑一層本曾のため

っても一日とて休むといふことはなく︑毎日袋を携へて普通

日掃除することを始められました︒氏は雪が降っても雨が降

かたです︒のみなら歩︑私費を投じて印刷物を作り︑多くの

るぺき諸氏の有益蔵る御槻想なり承りたしとて
先づ園府種徳氏︑小野秀雄氏等を指命せらる︒

人にこれを配布して居ます︒その印刷物は︑表面には﹁御製﹂

諸氏の御識力を懇請し︑併せて本曾活動上の参考費料ともな

そこで国府種徳氏は立って
日本弘道倉が此の程峯行せられた善行者表彰式は誠に時節

を掲げ︑裏面には﹁二重橋の前を通行するときは︑帽子をと

れたる一人の徳行者を御紹介致したいと思ひます︒それは

は︑特に結嬢なことであったと恩ひます︒そこで私は鼓に隠

には或日憲兵がこれを見付けて不審を抱き︑後をつけて行っ

るのです︒かくして毎日怠ったことは一日とてない︒その間

れとか︑或は二重橋の由来︐一等種交のことが詳細に記してあ

の人が一寸目につかない程のものを迄拾ひ歩るくといふやり

に封して念篤き人為を善行者中に選ばれたといふが如きこと

柄結構なことであった︒尚今迄にない敬祁崇耐並に皇租皇宗

前田政敏といふ方で最早六十歳にもならうとする誠に現代稀

たら︑叙上のことと知れたといふとともありました︒叉新聞

︑︑︑︑

に見る立派な人物であり蚤す︒同氏は身篭が弱いので︑弟さ
二
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にも出されたこともありました︒やがて皇宮警察で此事と知

るのです︒そして彼地には六十五ケ図の新聞を作るべき記者

露図では新聞の原稿は綴て一堂政府の捻閲を経て後に掲げ

上げて見やうと恩ひます︒

まいとよりノ︑相談に上りました︒そこで其の旨詮本人に博

を養成する所が出来て居ります︒何れもソビエット政治養成

り非常に寄篤なことだと感謝し︑宮内省でも表彰せねばなる
へると︑氏はそれはトンデモない事だ︑困るといふので︑私

聞と共産主義の新聞の二種類の外には新聞はありません︒

伊太利も曾ては出版法の下にあったのであるが︑今の所こ

の下に総てがなされて居るもので︑只今露園には共産蕊の新

が同郷の開係もあり︑宮内省にも開係して居るからといふの
で相談に来られたので︑それと始めて私は知った様な課であ

ッシズムに反封しないといふが篤の登録です︒叉編輯長もそ

れを失ひました︒新聞記者は一堂登録されます︒それはファ

りました︒氏は今日も依然としてやって居ります︒同氏は自
分の行鴬を誰にも知られたくないといふのです︒ですから世

色紙に書いて戴いた︒二三ケ月の後にはその色紙を遥舞湊川

今迄は政蹴統制の新聞でありましたものが︑今は主筆或は経

猫逸はと見れば︑これは只今面白い現象を呈して居ります︒

されて絡つた形であります︒

しては居りますが︑今の所伊太利は全くファッシズムに統一

ます︒パリで一部のものがアンチファッシズムの新聞を溌行

の主張が﹁ファッシズムでなければならないといふ風であり

間には全く知られて居ない隠れた徳行者です︒私が舷に申上
げ蚤すことも︑同氏にとっては﹁よいかわるいか﹂が懸念され
る様な鐸であります︒

叉御製を拝見すると︑湊川のことを詠まれたものがあるが

祁献へ奉納しました︒叉小楠公の歌を書かれたものはこれ又

形式でなく︑政黛的統制の下に行はれるものである︒然しこ

誉考等が政黛に好意を持ってやって行くもので︑誉業新聞の

これを誰も知らぬといふので︑入江篤守子鱒に面曾して之を

四篠畷紳批へ奉献しました︒極めて純粋な心の持主で︑未だ

金を懸けて投票用紙を新聞につけてそして新聞を責るといふ

英幽でのデリーメートの維管法は︑運動競技などに莫大の

て生れた所の一種の管業新聞でなければならない︒

に色を持たねば居られないのであるから︑公衆の志望に従っ

れも醤業新聞と何等鍵りないので︑即ち民衆は何れかの政蕊

曾て世俗の話を聞いたととがないといふ程の虞面目さです︒

今の世に於て賞に感心すぺき︑而して表彰すぺき奇篤な人で
あると恩ふのであります︒

小野秀雄氏
私は本年猫逸で開かれた新聞畢曾へ出席して︑一通り賦洲
諸国を巡って参りましたので︑破地の新聞の事錆の翻想を申

一一

一︒﹄

唖

記の曾努慰末年長曾川徳

経に露西砺に就いて一寸した私の感じを申上げて見まぜ

う︒私露函は只通過したと云ふに過ぎません︒それですから

方法在とってやって居ります︒

あるのに比し︑タイムスは僅姥十六葛に過ぎないが︑タイム

デリーメートの壷行数は百九十蔦︑エキスピレス百五十湾で

る統制がめるやうに思って居たのですが︑賞は之に反して居

ることを感じました︒そしてこんな現状では果して今の人杢

途中種ぐの人を通じての観察ですが︑私はこれ迄今少し確た

讃者を持って居る︒そして新聞の維管方針は︑何虚迄もアン

で勢農政治が保持して行けるかどうかが疑はれると迄思はれ

スは他の諸新聞に比して︑讃者の種が連って漣比較的上級の
グロサクソン民族の美黙を失ふまいといふ民族或は国家観念

露西亜のパンは世界中で一番悪い︒白パンといふのがまるで

ました︒先づパンのことに就いて一例と申上げて見ますと︑

所で我国をと見るに︑どうも日本は兎角世評に動かされ易

よりの統制を以て出来て居るのである︒

人巧に依ることであるかと聞いたところ︑それは人巧に依る

らうか不思議な位である︒これは一贈天災に依ることか将又

よいといふからなどといふので読むといった工合である︒最

ことだといふととであった︒彼等が理想に向って進む上に多

次色です︒どうして今の文明時代にこんなパンを作るのであ

近の世界各園の新聞の欣態を見るに︑何等かの統制的観念が

い傾がある︒例へぱ日本帝閣のためになるからといふ見地で

新らしく生じて居るのを知る時︑日本でも此形が生れ来らん

のサボタージュが行はれるがためであるといふ︒勢働者達は

くの予盾があるので︑即ち富を分配する所から︑先づ農民達

新聞を讃む者は少なくて︑只々世評に従って何々新聞は大鐙

とするに接近して居るのではないかと私は恩ひます︒欧洲で

を破壊して居るのではないかと恩ふ程であった︒靴等も外に

以前私が参った頃の濁逸は︑全く無道徳かの状態で津道徳

それ迄だといって居た︒そしてそれは千九百三十年迄ださう

及すれば︑何人も共産主義の理想を理解するやうになるから

かといへぱ︑ソビエット教育に依る老人教育︑成人教育が普

三時間も遊んで居た所で賃金が貰へるのに︑農業が一番割が

出しては置けないといふ有様︑外団人に封してもチンチン︑

である︒けれども現在の如き努働者専制の下に︑何の自由も

はジャナリズムの中に統制的概念が流れて来たとき︑Ｈ本は

︵支那人の意？︶と呼ぶやうな有様であったが︑今はそんなこ

なくて果して従来の教育を受けた者達が堪へられるかどうか

悪いとい２Ｌゐる︒然らば何時に左つたら理想が賞現される

ともなく至って住み心地がよい︒兎も角所有方面に於て何か

とポッチカロフといふ人達はいって居りました︒をあ不安で

百本観念に統制される時が来るであらうと思ふ︒

新しいもの逓生み出さんとする虞剣な努力が窺はれました︒

記の曾努慰末年長曾川徳
釣

ます︒要するに露西亜の現在の政治といふものは︑歴史のな

何時どうなるものであらうかといふのが露西亜の現状であり
い知識階級が頭の中で考へ出したものであると思ひます︒

松井茂氏
顧れば今年は︵昭和三年︶御芽出度いととも多いが︑反封に

哀しむべきことも又多かったことを遺憾に恩ひます︒即ち十
が峡けて居たかと云ふことを暴露し︑又普選が施行されまし

五銀行壁初めとして幾多銀行破綻事件があって︑如何に道徳
たものの︑東京市含が醜状態を現したごとき誠に哀しむべき
ことでなければならない︒それから思想問題として重大なる
来れば幾多の悲しむぺき事が多い︒今度の御即位の勅語に︑

共産糞事件が勃嚢したごときも遺憾の極みである︒かく数へ
﹁教化ヲ醇厚ニシ﹂との有難き御言葉を拝し︑五男は先輩諸

賢の膜尾に付して来らん年を待って大活動をしたければなら
左い︒

維に

嗣島甲子三氏
は善行表彰事業及其の他本曾の活動並に護展策に就腰Ｌ︑

具鰐的に種盈と熱心に意見を述べられた︒一
かくして有益に和気露登裡に十時一同職を講して散倉せ
宙シ◎

題書三首︒名古屋人︒井手蕉雨氏

七十七翁華洲学

所描︒贈奮門生石塚花村︒

張子房箪履黄石公園
︑︑︑︑℃︑▽︑︑︑︑︑︑︑︒Ｏ○○①００

功名千古仰師思︒惟帳蓮零人所奪・捧履受書唯在忍︒
０コ００︒︒Ｏ
換乎開得漢乾坤︒
王特奇︒

丈荘日︒此作主脳亦篤唯在忍三字︒結句用換乎二字︒明漢鴬火徳

忘憂草圃

︑︑︑︑︑︑Ｕ︑︑︑︑︑︑︑◎ＣＯ︒︒︒◎

築以忘憂気自融︒本来忘也見高風︒忘言忘履適之通︒
Ｏ○Ｏ③○つＯ
真意却存忘意中︒

女荘日︒狸出忘字篇骨子︒且字字有典甚妙︒

犬山城園

︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑やｂ︑︑︒○０Ｏ◎︒○

溌墨淋潤濃淡中︒知於米識別成風︒犬山勝書凌巴萄︒
００⑦０︒︒Ｏ

丈荘日︒犬川城自有白帝彩雲之解︒宜美入日本八勝之撰・此詩雄

突九飛模餐大崖︒︐

葎︒逼李太白︒吟涌羅快︒
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寄贈新刊圏書紹介
︵小豆窪英男氏寄贈︶

本皐畢要
理肇博士山口鏡之助校一訂

文筆士小豆津英男註輝
本書は民族輔紳凝場思想潤養叢諜の一篇
として謹刊せるもの︑本畢畢要は人も知る
荷田春浦︒加茂展淵︑本居宣長等と共に︑我

が国皐者の四大人とも云ふぺき大閏隆正翁
の名著にして︑賀に我が光輝ある建閲の糖
祁を説き其の縞髄走穿ぢて至れるの名著で
ある︒然るに世ば維新以来めまぐるしく総
入する外図文明に魅せられ︑皇園の業績文
献韮あたら顧みる使命を忘れられたろがた
功︑一般国民は久しく此の名著にも接する
韮得ざる有様なり吾︒然るにその誤りは錘
にめざまされ再び本に反りて亜蜘の精祁を
味ふの念誘なろに迫られ途にこの名著に思
走致さざるを得ざるに至れり︒印ら外来思
想に混凱されて国民恩悪ば漸くその銃一を

一シーミハヘグ戸

先ひ寧逢限は柄として輝く皇幽の大続祁を

も惑はすが如きものさへ生ずるに至ればな

り︒遅蒔ながら国民が祇園の再吟味といふ

ことに︑鶴醒し来れろば︲境に喜ぱしきの

現象なりといばざろぺからず︒而して祁圃

の再吟味に際して︑風に迩幽の所以を知り︑

建国の大緒祁の精髄走曾得せんれあには︑

もの土ろ心信ず︑蛍に本書の洲現は早天よ

隆正翁の本畢の如き先づ第一に手Ｐすべき

りの慈雨たろ感あり︑小豆瀧畢士の註耗叉

何人走も本畢の耕祁を愈得せしむろに充分

簡にして然も能く締祁を解課せる︑現代の

なり︒筒巻末には隆正研究の権威者山岡理

翠博士の﹁忘れられれる本教本肇﹂と題せ

る大論文ありて︑隆正翁の人と締紳走説か

れて像すなし︐これも本書に一層の光彩迩

添へたる籾あり︑現下に於ける恕想善導の

唯一の精岬讃本としてｂ是非本書の一誠を

望むと共に本書刊行の躯に謝し︑衷心感謝
の念恥捧ぐろものなり︒

︵菊版洋装クローュ製．美本・

定償金壷園蕊行所東京市麹町

厘富士見町五ノ九教育研究倉

︵土屋政一氏寄贈︶

市町村融和事業の責際

︑士屋政一著

明治の維新に依り我が建園の精祁復活

して錘に六十有齢年に至れるがｂ此急激の

鎚化に件ひて種々なろ献含問題の生ずあり

其の一として過去久しきに亘れろ封建時代

されたろ証命問題として生ぜろ融和問題︑

に依りて因襲づけられたろ差別観念に耐ひ

これが解決か期すろたあの融和事業︑これ

ぬ︒而して従来融和事業に就いて︑其の理

は賀に意義深き重大な問題でなければなら

論的方面は幾多論ざられつＬあれども︑未

だ其の理論韮髄現し具磯化する礎際方面に

塞考となる・へき著書も極あて稀であったこ

就いてば誠に幼稚であって︑随て此の種の

とは遼憾の至りである︲元来理論は査現の

燕礎であり課備に過ぎない︒事業の第一義

ｋ即ぢ其の寅際的方面にある︒我が図の融

の域恥脱して溌際方面に諮手す・へきであ

和問題起りて鼓に識おり︒されば稀然論議

守○０
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著者土屋氏は中央融和事業協曹にあるこ
と多年︑錘に思ひを致して正しき理論を出
壷として︑各市町村の同事業震現の賞際的
方策限及び︑その豊富なる理論と経験とに
ある︒斯道に携はるものは勿論一般人士の

依り多くの参考的賓料を提供されたもので
一韻ｒぺき良書なり︒

︵ポッヶット形椴綴定償金参拾

銭駿行所東京市外下練馬七○
○三束京融和教育含︶
︵田中巴之助氏寄贈︶

日本とは如何なる函ぞ
田中智畢箸
本書の鴇成を見るに︑先・つ第一に総論︑

第二に日本帝国の成立︑第三雁固民を説き
第四に歴史た通じて函の容易ならざる騨来
恥明かし︑第五には幽鎧主義の普及徹底第
六は世界に封して吾図の立場を考へ．第七
に至りて新興国民の新しき羅悟恥述べて結

氏が此の書を著す︑只に日頃の研究駿表

んで居ろ︒

祇園愛︑断て︾﹄断たれざる憂幽の一念より

難いふが加きものでばなく︑燃ゆろが如き

日頃の研究の臓起開かせられれるものとい

一念の叫びとも云ふ・へし・氏はいふ︒﹁︲思想

ふぺく︑一巻に溢れれる熱情は恰も宗教的

善導﹂の﹁民心作興﹂のといつれ様な手ぬ

るい話でなくて︑是非共知ら︑ぱならぬこ
●

とで︑何故か古来より閑却されて居た﹁捨

て本書走なす著者の心走知るぺしである︒

置けない︑露大の意義恥述︽へ永の江と︒以

今日思想動揺の叫ばろ上に至れるば︑国

民が等しく祇剛を知らず︑自己走知らざる

ざも︑風に微底して吾の姿芯示せろもの誠

より起る︒それは溌多先哲の説くことあれ

に紗きも其の一因とす︒或る者は理なき情

これである︒著春はこの弊牟思ひ．弊に堀

に走りて説き︑或は情江斗迦に階ろが如き

へて徹底的に書かれ北もの︒然も行文荊俗

へずして之が責任芯感じ其の柳畢識見に訴

平明︑昭和幽畿読本の籾あり︑本書を側々

座右にして玩味せぱ日本圃畿の要領芯知り

に至り︑．以て皇幽の光りたして愈加ふる肥

因って畢幽一審に函民の風使命走含得する

至る季へＬＰ

︵四六版洋装三百除頁定償金八

拾銭謹行所東京上野鴬谷天業

民報斌︶

大阪職業紹介所談行

阪蝿諜雑介恥報告書

一宮阜園事業報告

中央融和事業協曾駿行

融和事業年鑑

翫偲児童愛護命日磯行

箪資補助事業報告

東京市祇含局溌行

罪軸東京市施設砥含事業要覧

□1

口
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Ｉ

ぐれぱ左の如し︒

就曾事業概説︒小窪一氏︑防貧並隣保事

業︑長俗川良信氏︑醤療保護事業︑古瀬安

俊氏︑兇童保護事業︑武田質量氏︐青年指

口本曾女子部修養講座は新春の第二土咽は

等である︒

休講し︑第四土曜○一十六日︺より開講のこ

導︑池園哲太郎氏︑感化事業ｂ小島幸治氏

有除名頗る盛大なりき︒席上国府種徳氏︑

口客月二十八日夜徳川曾長は本曾闘係の在

小野秀雄氏︑松井茂氏︑加藤咽堂氏その他

とと芯れり︒

京者走招き慰鍔の宴を開かろ︒出席者四十

の有益なろ感想談あり︑一同数をつくして

氏迩去さろ︒哀悼に湛へず︑氏は故厩本日

口客月廿日本含協賛含員元陸軍職授珂制劃

つ上あり︒

葉山の別邸に韓居されこの寒気を避けられ

ロ本曾顧問松卒伯爵は新春早々静養のため

は贋江主事代表して出師す︒

別式を畢行さろ︒哀悼に猫へず︑本曾より

逢に薦去され︒同月七日谷中墓地に於て告

ロ本含特別曾員子爵封荊翻訓到珂は正月二日

漢書控を仰付られ菰︒

の控を︑叉本含協賛含員内藤虎次郎氏には

至った︒本含協賛含員黒坂勝美氏には和書

既に同講師及控仰付られその登表を見るに

口宮中講書始は一月下旬とり行はる上筈で

き新たに同協曾長に就任せらろ︒

は今回日本庭球協曾長朝吹常吉氏辞任に付

口本曾寄附金募集部委員長伯爵堀田正恒氏

本年の雄飛方に就署︑協蟻する所ありたり︒

荘﹂に於て新年宴含走催し親睦を計り大に

口本曾有志青年部は二十一日︵月︶紳田﹁今

南氏と共に義士糖肺の鼓吹者として一鍔た

口本曾千葉螺東部支曾長絹鴻伊之吉氏は目

十時駁曾せり︒

りＬ人なりし走・

下重患なる由ｂ一日も早くその御快癒を所

口本曾維身含員鶴岡市副副詞封矧剛珂は一

今の◎

口本曾証曾激化墨院第三畢期杜含事業講座
とＬなれリ︒因に同科の戦科目及講師を琴

は愈正月十四日午後六時半より開識するこ

ｌ

綴〃霧合本

月十六日午前六時途に逝去きる︒哀悼に不

堪同氏は山形螺の大賛産家なりき︒

口今回私立女畢校の聯盟にて︑多年女子敬

育に議梓せられ菰ろ人々走表彰せるが︑其

の被表彰者中に本含闘係者は左の如くであ

勤鰻五十二年一ケ月鏑木乙葉子

字︒ｏ

勤摺三十一年十ケ月堀越千代子

勤惣四十二年五ヶ月臼井政子

勤捜四十四年十ヶ月後閑菊野子

勤糎三十二年八ヶ年棚橋絢子

ロ千葉鰹東部支含長淘劉倒割割氏は病無の

建逢に一月十五日逝去きる︒哀悼に湛へず

同氏は騨下に於ける有力者にして叉本曾嚢

展の賞めに多年壷力せられ放る其の功や賞

に多とすべし︒本曾々長よりは特に弔鮮を

送り氏が生前の功鵡惜しむ所あり犬リ︒

口久迩宮殿下御莞去遊ぱされしは︑圃民の

等しく衷心哀悼の至りに認へず︑二月三日

今の︒

御葬儀に際訓徳川含長はその司祭長と滋ら

曾 緊 含 支
、

7＄
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支曾業報
次紳撰走撤す

昭和三年十二月九日を卜し御大典記念奉

ん玉城百個へ御大典奉説の旗走附けて天空

常日は覗賀の沈め癖火敷百本打揚け風せ

田野素沙鳩

白鳥村親睦含長

次脚職参列員退下

次昇紳

脱至賊塔竣工除幕式を畢行せり参列者七百

以上

名にして壮巌限行はれれり其の順左の如し

左に式酔及名士の駅僻三二を職告す

観鮮

奉既至誠塔新ダニ成り本日ヲ以テ除幕式

テ畢ゲラル惟フニ今ヤ人心日二頚溌シ道

田野素鳩
日本弘道倉秩父支含長

別紙報告岩田鹿太郎
外十戴名

山田鹿太郎

日本弘鐘含諜父支含長

配酔

謹賀御大典記念至誠塔建設除幕式

日本弘遁曾結城支曹長

昭和三年十二月九日

渡遥武助敬白

東京兼六石川女荘

祇御大典記念至誠塔建設覗詩

拝恩献毒効虐祇︺

遥賀我皇登極儀︒

菅公廟畔建雲塔︒

誠意更斬文教駅︒

四来惇曾鎧仙堂︒

・御大典記念至誠塔除幕醜詩

幹事田野素鳩登伯ハ深ク之チ憂上濁力本

大稽菅洞好記念︒

貴扇願伸得蚕裏和

至賊塔畔仰齢光︒︑

大典及菅公一千廿五年祭一也︒今錘畢二厭除

匠也曾有二至誠塔建設之素志一︒是爵し記念二

幕雰予亦列二其末班一賦三所感政博一忠仙堂

塁仙堂田野素鳩蜜伯者予奮知而︒斯道之距

ハザルモノアリ一言以テ醜齢トス

家二貢献スルゴトノ多大ナル期ジテ待ツ

昭和三年十二月九日

ペキナリ予幸二席末二列シ感慨禁ズル能

ノ先駆タラントス其ノ至誠ノ天二通謬閏

予共二奮然起ツテ道徳テ振興シ畔弊矯救

塔テ建設シテ即位ノ大典テ奉祝記念スル

ザルモノアリ日本弘道曾員並秩父支曾ノ

次紳撰を供す

田野素鳩

偲地二瞳チテ閏家ノ前途寅二寒心二堪ヘ

次謝醗

次参列員覗僻

次記念至誠塔建設除幕式僻

次参列貝玉串悲奉て奔鵬

次含長除幕し玉串を奉りて拝憩

次降祁

次一修蔽

先紳職参列員着席

式次

にはなし揚げ貧に壮観なりし

御大典記念碑除幕式畢行報告

I
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主人一築一

維吟昭和三年臓月初九日

宜欧軒主人西有慧堀識
曾洞宗両有禰帥は右呪詩か脈じて覗酢演
説たなせり錘帳略す︒外秩父警察署長墨校
長各多数の覗鮮あるも以下略せり︒

御大典記念至誠塔境内覗睦園と名命し天
然石高さ七尺巾二尺へｎ本弘通曾結城支曹
長七十七翁波遥華洲先生に園名三大字の輝
て側に戯百年韮鯉たる老梅樹存せり並に華

竜走賜り彫刻せり荷園内には菅公の廟あり
洲先生の奇せられ菰ろ一詩走謹刻以て詞呼
︵石は仙蕊石丈六尺巾二尺の碑︺

に雛設す
碑文

至愛感天地梅飛西海陳威霊長庇護正気浦
榊州

菅公賛華洲肇人手

素鳩田野豊伯︒深信二菅公一︒建レ洞奉祁︒今
秋下行二一千二十五年祭一︒動二養於石一立二洞

詩一︒余亦夙崇二敬菅公一︒乃欣然揮レ竜︒録二

畔一︒併篤中登極大典記念一︒遠寄レ書求二余

一首一贈し之︒時昭和三年辰戊十一月也︒

︑

北縄七十七翁華洲手再識

木内千里明治廿七年九月二日生

連わるも大差なきに依り省略

御大穂記念事業として善行者表彰の計壷

西部支曾善行表彰式？２︺

韮なし調査中東大戸尋常高等小翠校に於て

郷土に於ける修身教疫資料として別紙の如

き事蹟概要に依り調査せられ衣ろに依り右

九名起善行者として表彰することＬし左記

表彰状に木杯一個走添へ其善行を表彰致候

木内彰太郎・

日本弘道曾呑取郡西部支曾長

に付此段及報告候也

記︐
表彰状

千里又孝心深く︑母は不幸にして十数年
前より不治の病に橘り︑起居不如意なるも
終始一日の如く︐或は食事に或は入浴脹意
か用ひ︑或は慰安に之れ努むろ等孝養の朕
外目に見るも涙ぐましき程なりく月明の夜
など時には床中の母起慰めんと︑母を背貝
ひて赤の早苗︑夏の青田︑秋の豊熟等恥見
せしむろなどは折々見受くる所なり︑一昨
年本村多年の懸案衣ろ大戸停車場の開場式
恥畢ぐろや千里母をサイドカーに乗せ騨に
至り停車場の夜景雄隈なく見せしめて獣ぱ
しあたりと之れ皆孝心の厚きた物語るもの
にして地方稀に見る孝子とし狩大叉篤農家
として模範とする峠足るものなり

一局し・

轄鋒鍵銅睡錘郵廻狸癖鐸識錘詠塗幅擁錘鐸

千里は束大戸村大戸農木内巳之助の長男に
生ろ︒家は中産にして父は夙に篤農家とし
て知らろ︒千里は郷校に尋常科恥卒へ直ち
に父恥助けて家業に従ひ克く其の命走俸じ
忠黄勤勉にして早くより模範青年の稲あり
精々長するや農村の疲弊に鑑み農業の縄済
的経管に着眼し農事の改良副業の増進を叫
び農業暦に月中行事に日々起床就潅畔に至
ろ迄一々之を定めて掲示し十年一日の如く
励行し能率噌弛向上を固り或は率先して米
妻作心始とし︑果樹洗莱類恥栽培研究して
其の成績大いば見るべきものあり︒各種の
品評曾には常に入賞して其の範走垂ろ︐又
土地の利用に着眼し︑掌大の地と錐も之を
棄てず︲特に敷地の利用走岡り垣根︑土手

木内千里殿

費性温良ニシデ克ク家業チ勘ミ率先農事

二封スル看養十年一日ノ如ク拘二衆人ノ

ノ改良チ固り父母二事︿テ至孝特二病母

模範クリ価テ木杯一個チ贈呈シ並二之テ

年月日支曾長名

表彰ス

河田課堅殿北崎きみ殿
萩原てつ殿小倉と駒殿
片野ち恩殿黒田ばつ穀
日直りん殿小島あき殿

表彰状ぱ大鐙木内千里雁封すると字句の相

−

︾０

万イ

うら

鰍報歎縄中吉物語

貞山作

胆ん拒さ全およること含た全ごお印づめかき

えれい身代を打渋したと云ふ日一郷かネ﹂スイ﹄﹁其の向ふに大けい家が見えるだらう﹂貝部﹂﹁共の大

しん渡いうちつ註いにん芯そぽかでついへけ七でつ
︲となりちいうちひと駁かゐむかでいうちい

島の下総屋さんの旦那が居らつしやる所を御存じで御座いますか﹂﹁あの大きい米屋の日一那なかね︒

し全しらふ冬やにんなゐところごぞんござおばこめやにん鮫

へ
んきみずこおき全をござなに上うこのへん栂がん
漫で聞いて見まぜう︒⁝⁝少し御聞き申したう御座います﹂スア︑何か用でがんすか弓此遥に雛巌

話は主人を思ふ話ばかりで︑他の話は少しも出ません︒漸袋のことで︑やっと来たのが逆井で﹁此

は池ししゆじんおも嘘なしにはなしずこでやうノ肌含さかさゐこの

み︑愈凌霧巌島の長吉の宅をでました︒そして途中種だと話をしながら二人は参ります︒中吉の

いよ︑ｆ１れいがんし全ちよう含らたくとちうしゅんＩばたしり全い江か今ごら

長吉は着紘を着替へて︑鶏卵の折詰をもつ︒中吉は寝道具から着替への著物を大きな風呂敷に包

ちようきら雪もの含かへにまごおりづめたかきら迩庭うぐきが舎ものおば・ふろしきつ上

は肺って来るから﹂﹁頭︑大丈夫だ︑安心して行って御いで﹂

かへくかしらにいじようぷあんしんい彰

そこで︑出かけた留守に︑若し火事でもあったら若い者に﹁能く働けといってくれ︑日暮方までに

でろすｂくわじわかもの巽吐たらひぐいかだ

げて下さい︒さぞ日一那様が御喜びでせう﹂﹁オイ︑お時︑鶏卵の折詰を一つ買って来な︑⁝・・・いいか

くに

から︑あちらへ参って日一那様の御世話を致したいと思ひます︒﹂ヌァ︑早く行って御世話をして上

全いにんなさまお世わいたおも賦やいおせわゐ

そこで中吉は﹁姐さん︑永らく御厄介になって居りましたが︑旦那様の御身の上が案ぜられます

にかぎら週えし嘘ごやくかいおにん江さ傘おんみうへめん

英

(
4
)

けい家の⁝・・・﹂スイ﹂﹁隣の小せい家だ﹂・⁝．．﹁人一忙馬鹿にして居やがる︒﹁向ふの大けい家﹂って言

I

一 −
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一
−
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中

吉
物
話
＝言一堂室垣＝

&‐

．で↑うち勢もと肱妙ちいう星をしかだしゃく客は

ふから︑大けい家かと思ふと四隣の小せい家だ﹂シて言やアがる︒教え方が癌に障らア﹂
そちいうしいりやら倉
とすき主のをみやぷたＬみうへあぶらじふとん﹄しげ
共の小さい家の入口に来て︑ソーッと戸の隙間から硯いて見ると︑破れ墨の上に油染みた蒲園を敷き︑髪ポウ／︑とし

ご健んひら諺ぽつかよゐ

やうす

いぎんしもふさやにんなおも

頭髪は鳥が巣を造りさうになって椎志潅蕊準擁︑蕊謹確泌燕シ畦い一野の脊騨の螺に醒り港み︑帳識謹を獄から鐸けて︑

かみとりナつく
ばんほんわか

ちようきちし陸しあきの心ろ

にんた

のみふく区

津へ二耳企参く

何の本か分らないが︑小本を披いて受来なく讃んで届なされる様子が︑どうしても以前の下総屋の旦那とは思はれない︒︒

殿んとう

長吉も暫時呆れて硯いて居る︒
﹁番頭さん﹂スイ﹂﹁アレガ旦那かどうだか硯いて見て下さい﹂﹁ハイ﹂

のみみちいこ塁にん法さ全ひ︾﹄哩全
ずつこにん江ふみつ
めたわだくし垂ききはい毒わ

ごもっとも

ソーッと硯いて見て︑小さな聾で﹁旦那様です﹂﹁甚くなって仕舞ひなすった︒マアお前さん此虚に待ってて御呉んなさ

ごめんく庭

たれれいがんじ全ちよう身らこぎ

ちよう含らかしらさやうそこゐはいくに

い・直ぐに連れ込むと旦那を踏付けるやうに富る︒私が一先づ先に這入って御詫びをしますから︒⁝：︲一﹁御尤さまです﹂

わたくしりゐ

さやうごめんく窓

匡んなざ主おば芯レ

﹁御菟下さい﹂﹁ハイ︑誰だ？﹂﹁雲巌島の長吉で御座います﹂﹁ナニ︑長吉？頭か﹂﹁左様で﹂﹁其虎を明けて這入って下さい

いぜんちがた姪ゐ

以前と運ぶから誰も居ないよ︑私が一人で居るのだ﹂﹁左様ですか︑御免下さい﹂
とみちようきちなか瞳い芝んなさまこんにら
ちようきら含

ガタノ︲︑シと戸を明けて長吉は中に這入る︑﹁旦那様︑今日は﹂﹁ア︑︑長吉か︑よく来てくれた﹂一︲どうも旦那様︑御話を
主こと．

ぎくしやうゑもん

し全

うけ惹念は
うけた念おみ
わたくしけふ賦じ鯉ん錘ざ念こっちいで
ゐザ
承りますれば︑誠にとんだことで︑私は今日初めて旦那様が此方にお出でになって居ると云ふことを承はり︑御見

撃かゑかりいでわけ

舞ひを兼ねて罷出ました課で﹂﹁ア︑︑さうかい︑よく来て呉れた︒庄右衛門もとうｊ︑こんなになって仕舞った﹂﹁どう
しか全へ
唖拝
みわたくしわるたれうら
い全冬らこうくわいき

けうかく

人の心の奥ぞ知らる上

乙とこＬろおくし

落ちぶれて袖に涙のか上るとき

おそで陣みに

致しまして﹂﹁イヤ︑これは皆んな私が悪いのだ︑誰も怨むことはない︒今更後悔先きにた上ずだ︒併しお前はさすがに

侠客だ﹂

&
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で︑畦呑綜峨が聯う蕊錬したら︑識も茶てくれることでないが︑露謡泌よく叫祇を識れずに燕てくれた﹂﹁嘩誰鱈︑廊嘩

だゆう倉仁

にらはやおだほくに

まことめが仁にんなさゑ

栓んやんころお
たんいた
よおほしめごじょうぶおくに
しかいしかじ
ないで何と致しませう︒併し石に噛りついても快くなる恩召しで御丈夫に御なり下さい主し︒人間は七鱒ぴ八起きといふ
ござ

けふで

しるし

ありがた

いぜんちがみぷん

いた

ととが御座いますから︑どうか御勇気をお出しなすって︑一日も早く御療り下さいまし﹂﹁ハア︑誠に有り難い亀旦那様︑

と言にんなざ全けふねが

たことござ

紅ん傘へ腰んな君主おいと態かう⑧なか

これは今日出ましたお微志で﹂﹁これは有難い︑こんなことをしてくれても︑以前と迷ふ身分だから︑⁝・・・﹂﹁どう致しまし

舎ち

法か含ら

わにくし

い

お

けふ雁んな各象唯江レい握

て・⁝・・︒時に旦那様︑今日お願ひがありますが︑それは他の事では御座いませぬが︑三年前に旦那様から御暇を蒙つた中

吉さんが⁝・・・﹂﹁ホウ．．⁝・中吉がどうかしたか﹂﹁私どもにお出でになって居り表すが︑今日旦那様のお話を致しましたら
いた
にんなざまわ
く金を
なか身らわしわびわしうちゐ

うら

ござ

雁んなさ韮切からにおわる

︑

釣いへごはんじよう

全いばんノ︑じん

どうか旦那様にお詫びをして呉れと申しまして⁝・・・旨ナニ︑中吉が私に詫を？私を怨んぢや居ないかい﹂﹁どう致しまし

しやぶつかくさんはいお

めんもく肱かさら

と含わし含い

か全でれいらく

て︑怨むどとろでは御座いませぬ︒旦那様の御贈の御悪くならないやうに︑御家の御繁昌いたすやうにと︑毎晩毎晩︑耐

い全さら江かきちあはか僅

虻か壁らあ

ほやつ含く胆

にん施さたごかんぺん

耐俳閣を参拝して居りました﹂﹁ア︑︑面目ない︑中吉のいふことを︑あの時私が聞き入れたら︑斯ふ迄零然はしなかった

らうに︑今更中吉に合せる面もないけれども⁝⁝中吉に合ひたいから︑早く連れて来て下さと﹁それでは旦那様︑御勘緋

す

全い

ごめんくにかしらはやお越が象をよるござ

色夕
かんぺん肱はやあ
めがたぞんい＆このご含んじよゑで告お
く︾
ｆ
厳すって下さいますか﹂﹁勘群どころで無い︒早く含ひたい﹂﹁それは有り難う存じます︑今此御近所迄来て居りますから︑・

直ぐにつれて参ります︒．⁝・・御尭下さい﹂﹁頭どうか早く御願ひ申し嚢す﹂一︲宜しう御座います﹂

ばやお

まへ江

．わたくした

ちようきらこぐわいでにもつおろ
なみ胆こほなゐなか
しやうゑらんやうすうかがゐなかきち．
長吉が戸外に出ると︑荷物を下して︑ソーット庄右術門の様子を窺って居た中吉がホロＪ１涙を零して泣いて居る︒﹁中
含らだん池さ士仁いそう封よるこ

し堂わたくしがいぷんにんたいつよはうは上おやし

はらなゐたみにつぷばんこ陸

わにくしけ

吉さん︑旦那様が大層御喜びだ︒サア早く御いでなさい︒：．．：なきなさるな︑⁝⁝ア︑お前さんが泣くので︑私も泣い

で

て趣ぐひぼん麺らし全

て仕舞った︒私は随分忍耐強い方で︑母親が死んだときも腹で泣いて居て︑涙は一粒半しか零さなかった私だが︑今

必けふたみ陣

日といふ今日は︑涙がこん左に出て︑とうｊ︑手拭一本濡して仕舞ったわい﹂
ちようきら江かきちにもつもたかはいにんななか含ら象い
長吉が中吉の荷物を持って中へ這入る︑﹁坦那中吉さんが参りました﹂

Ｉ

卜

､
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江かきちしやう塁もんすかたふだんなざまおか八参へんくにありがそん

ぽいじよう蕪

なかき路．よき

鱈んなざまわたくし

中吉は庄右衛門の姿を見て︑﹁旦那様︑御勘鱗下され︑有難う存じます﹂﹁オ︑︑中吉︑能く来てくれた﹂﹁旦那様︑私が
釣そば全い

御側に参りますれば︑モウ大叉夫です︑どうぞ樺鍬吐涯さい︒わ稗しが透から締︑毒癖ぅ鍵して︑蛙癖ながら緋涯誇を謎しま

しやう乏もんての陸なか会らてにゆ熊かきらにんなさ全なか会一らにん肱さまたがひめふめば

りょうにん

あ民がたいま西ら全へあはかぽ涯全をしわけ能
いだ
もつたいし石くござ
す﹂﹁ァ︑︑有難い︑今更お前に合せる術は無い︒申諜は無い﹂︲イ︑エ︑どう致しまして︑勿鰐至極も御座いませぬ﹂

なふに江が

雁にごふじゆうもの

よこぐにわだくしいへ

庄右衛門は手を伸して中吉の手を握り︑一︲中吉﹂スイ﹂﹁旦那様﹂﹁中吉﹂﹁旦那様﹂と互に目を見合せたとき︑雨人ともポロ

ちようきちやうすみ沈み鱈たがたかきち

ノーＩシと涙を流した︒

と蟹

にＡなざ全

おからに雪にいピ

かしららり渉だ逐え

長吉もこの様子を見て涙を流し︑﹁中吉さんエ︑何か御不自巾な物があったら︑さういって寄越して下さい︑私が家か

とぼところどくろうざ全

ら届けます︒日一那様︑それでは御身鰐を御大事になさい︑わ稗しはお峰浴謎します﹂﹁ア︑︑頭︑どうも有難う︒姐さんによ

かへ
え
るしく言って耗さい﹂祁琵も﹁蹴準モウお凝りですか︑遠い所を御苦努様でした︒どうか御お婦
りになったら︑姐抱さ
んによ
く鱈全をしき
労つ

るしく仰しやって下さい﹂﹁申聞けます﹂

さま江かきち庭んなざまい

てにざか段ふ

じやう

芯い

てくかん歩

ごぐわいでちよう壁蚤おシろしゆじう
くらゐ
ちよう肱いふむわかしうたらたかきち
戸外に出た長吉﹁どうも驚いた︑主従といふものは︑あの位でなくちゃ底らない︒町内の為店の若へ衆さん達に中吉さ
ぱなし雪
ずこため
くわんしん
にんなざ全うれかほ潅かきちにんな
んの話をして聞かせたら︑少しは篇にもなるだらう︒ア︑感心蔵ものだ︒旦那様が嬉しさうな面をして﹁中吉﹂スイ旦那

池かきち

胆ん江ざ上なか唇らにん正ざ全

いだ含つ心

いたき

様﹂﹁中吉﹂﹁旦那様﹂と言って︑あの手を握って面壁見たときの情といふものは何んとも言はれなど手を組んで考へなが

つあ

傘へら含

あるよ

芯い

︾︲｜ぴやくしやう

え専らの

ら﹁中吉・⁝・・ハイ旦那様⁝⁝中吉：．⁝旦那様．：⁝﹂コッーン⁝⁝﹁ア痛い︒気イ附けて歩るかねいか﹂﹁オ︑痛い︒⁝⁝素

みざ健う害

なか壁ら企たひほり唯うざ

ィ附けて歩るけって︑お前等も気をつけて歩いたら宜かんくい﹂﹁何イ言やがんるだい︑土百姓め﹂﹁なんぽ江戸者だって︑
全へらわる

い

き

で含

ぶつつか

たにねか

かたいあだ全うちつ

にん丞さ全
童剛等が悪いぢやないか︑おれが右の方へ避けてくると︑お派が義藤をかためて﹁中吉イ﹂又左の方へ避けると﹁日一
那様

まへあた念

やわら

芯にい

いしみ七さうちつ

めひで

ァ﹂なんて言って︑とう／︑避けることが出来ぬいんで︑突営つたんだ﹂﹁何イ吐しやあがるんでい・堅い頭を打付けやが

って﹂﹁お前の頭だってあんまり柔か上アねいちやねいか﹂﹁何イ言やあがんだい︑石頭を打付けやがって︑目から火が出た﹂

中

吉

羅 物
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なにめひでひで蝦くかく歴にい↓．・
むろ

かしらごくろう

泡

含ものお曇か

ひさぶ

ところい

おそと僅

いにみだ全こぶできし隼
﹁何︑目から火が出た？火が出たら一服貸して呉んろ﹂﹁何イ言やがるんでい・⁝・・オ︑痛い︑頭に癌が出来て仕舞つ

いまかへ

た︒⁝⁝ア︑︑ウッカリ歩くもんぢや無い﹂

おちやおちが

かめ

ゑか

にん誌ごやうす

そ

﹁今蹄つた且﹁頭︑御苦努だったネ︒：．⁝サァ着物溌御着換へなさい﹂﹁久し振りであんな所へ行ったが季恐ろしい遠い

ちようきちひぼらむかすわこ

や﹂﹁さうだらうネ︒どうでした⁝⁝マア御茶を一つ御喫んなさい﹂

ごれいらく

釦ら

お含宇くめあ

長吉は火鉢の向ふに座り込み﹁どうも斯うも有りゃァしぬい︒紬にも描けねいや︒旦那の御様子は⁝．：﹂﹁オャーー︑其

さきぱいにん芯ごみいきつ

労よろこ

よ含く

おつ

お

そで

んなに御零滞なすったの？胃おれもあんなにおなり左すったとは恩はなかった︒御気の毒で目も堂てられやしねいや﹂﹁さ

たみにな

い芯

よるこ雪

江かきち吐芯しなか含ら

うかい﹂﹁おれが先へ這入って︑旦那に御挨拶をすると︑御喜びになって﹁能く来て呉れた﹂と仰しやって︑﹁落ちぶれて袖

つれこ

にんなおよるこ

だか含ちてにざあ

吟とこことにんなざまわたくし永い

に涙が﹂何んとかカントカ言って泣かないばかりに喜んで御いでだった︒それからおれが中吉さんのお話をして中吉さんを

にいじ生うぷこめんしんく鱈

いにんな

およる二峻

推か宍一ら庭ん芯なか含らにん丞

連れ込んだ︒すると旦那が御喜びになって︑中吉さんと手を握り合って︒：⁝マアあの男の事だから﹁旦那様︑私が参れ

いた

な

まへそはたし

ぱなし

そ

いた

ぱモウ大丈夫だから御安心下さい﹂と言った︒旦那もあんまり御喜しいもんだから﹁中吉員旦那﹂﹁中吉﹂﹁旦那﹂﹁コッーン

よわかやっ

ぱ雁し正い

芯かきちにんななか含らにんないとちうかんがこと

ァ痛い⁝⁝﹂﹁何んだい︑お前さん共の話は？﹂﹁それだけしか話はないんだよ岩其のコッーン︑ア痛とといふのはおれが
とちうしやうあに津ぷつ入
念へうち形かぱなしとらう仕江ししょ
わか
途中で百姓に頭を打付けたんだ﹂﹁だって︑お前さん家の中の話と途中の話と一緒にしては分らないぢやアないか﹂﹁てめい

い

めた隼ぶつ上

全へいおみま全を

かしらそひ仁いこぷ

いまばな

も齢つぼど分らねい奴だア︑それシきりシか話は無いんだョ﹂﹁中吉﹂﹁旦那﹂﹁中吉員旦那﹂シて言って︑途中で考へ事をし

とちうしやうぶつ上こしらこぶ

いこぶにいし

おなにい

て居たら︑コッーンと頭を打付けたんだ︒⁝⁝マアお前も行って御見舞ひ申しねい冒頭︑其の額の癌は？﹂﹁これが今話し

そよくじつちようきらにようぽうざかさゐしやう塁もんところみ詮いゆ

た途中で百姓に打付かつて持へた癖なんだ﹂﹁マア好い癌だ︑大事にしてた置き﹂﹁何イ言やがるんでい﹂

こ抄ら芯かきち仁上みや脆のたＬみ毒もてかへ

じぷんやぐふとん鱈んな泡こめ↑ひやうかこしやうゆたるか

それから其の翌日︑長吉の女房が逆井の庄右術門の所へ見舞に行く︒

此方は中吉が竪屋を頼んで鶴の表替をし︑それから自分の夜具蒲圏に旦那を寝かし︑米を一怯買ひ込み︑醤油を一樽買

8
(
）

中

おふ限くにきずがしやうにんけいさんたし

ものこがひ

じぷんたく催港か泡と

お御
い醤
し者
ゃい
せ大
つ切
にな
ん日
万那
客様
土こ
く私
しが
そ側
ばに
ひ電諦淀を評ひ︑露を胃って識の擁迄鐸けきみ︑そこで
にわ
行た
っく
てし
﹁た
私いの
がび
御や
病う
索き
でわ
すた︒
力

居りますから︑御見舞ひ下さい﹂流狗に商人で計算が確かだから︑物の小買をしないで︑自分の貯へて置いた金で一時に

じぷんしょくじ

か定
買ひ調ひ︑汚れ物は近所の洗濯をする婦人を頼んで洗ひ張りとさせ︑雛は鶏か世謡から紳蝿の字津握じ跡があると魚ざを

かと生のよどものきんじよせんたくふじんたのみらは

うゆあ令距も署くくナリせんあおかゆこしら雁んなおてあてじうぶん

費りに行く．商ひから戻って来ると︑薬を煎じて上げて︑御粥を椿へて︑旦那の御手首を充分にし︑それから自分の食事
やぶん

ぐあひ

態
象しろ
ぜ
と済す まして︑彊誕錘ぎには譲掘を資ろ︒それから夜分になって︑壁那鑑が砕睡みになってゐ
居る
間あ
を按ん
摩を
て歩
い糎
て錘を

ふう上るひる腫胆ん注さ士おきわ

建ひ︑鐸の錘を緋雷誌の歴一鐸て行って髭けるといった工合である︒

こんな風に夜も書も寝ないで日一那様の御世話をする︒それが一畦や一酢︑五酢や＋呼子郡の醤誇ではない︒まる一年いん

ごほんぷく

りあるいき含

いしゃ庭いじようぶ

あびにしんしょくわずじよけんめいくわんびやう
や土ひくわんぴやうくずのくらゐ
ねんあ全
の間︑寝食を忘れて一生懸命に看病牡しました︒病は一に戸︽看病︑二に薬といふ位のもの︑これがために一年詮りで︑

スッカリ御本腹になった︒さうなると︑モウー里ぐらゐ歩いても呼吸が切れない︑お醤者も大丈夫だといふやうになりま

う存じます︒以前の旦那様が御病気御全快とあれば︑御親類から御出入から御見世の者︑皆な御暁ぴを申上げて︑御硯ひ
牽さかづきいた垂ござけふ鰹ん応ざまわたくしりょうにんしかこの乞さかづきいぜん準一ざ全んにんおさかづき雪怪しめく陣
の御盃を戴くので御座いますが︑今日は旦那様と私と雨人きり︑併し此御盃は以前に勝る千寓人の御盃と御思召して下
かたじ上ろこちょうだいわたくし︒おめでおきかづきいたｒ
さいまし賃ア︑︑黍けない喜んで頂戴をします﹂﹁私も御目出たく御盃を戴きます﹂といって琴ぼ錐詫潅鍵雪答ふ︒

みんいぞんに凡汰ざ上ごぴやうきと壱んくわいごしんろゐおでいり毒みせものふんお上ろこ父をしめ者いは

主す﹂﹁イヤ︑勿篭ないことを仰しやいます︒旦那様の御運勢が御扱いから御癒りになったので御座います︒誠に御芽出た

もったいおづにんなざ上ごうんきいおつよお江建こぎ垂ことおめで

が︑お前の丹精︑登別の御世話が届いたので︑命拾ひをしました︒お前は私のためには命の恩人だ︒有り難く御潅申し

全へたんせい全へおせわと陸いのちびろ態へわたくしいのちおんじんあが仁毒れい全番

ば御病気御全快で御目出たう御座います︒今日は御床揚の御覗ひを申上げます﹂﹁中吉︑おれはモウ現世の者では無かった

をぴやう含ごぜんくわいおめでごさけ今毎おとこめけ労いは父をしあなかきちけん世も○定

か唇ら鉛ききばん仁かしらつ号さかなしやう屋もん曇へおぜん十だん江ざ士ごうんぜいおつ生この隆替
語 そ 差そこで肱
中吉︑御赤散を炊き︑御頭付の魚で庄右術門の前に御膳を据ゑ﹁さて旦那様︑御運勢の御狸いところから︑此程

物した︒
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本篇は日本弘道倉が昭和三年十二月

十六日華族曾館に於て御大鵬記念事

業として畢行せる全図に亘る善行者

表彰式に於て表彰せられたる善行者

の中第一期分一府十六螺の府撫知事

推選による六十有三名の善行を録せ

るものにして︑中には孝子︑孝女︑

節婦︑義蝉︑義僕︑模範公吏︑祇曾

事業家︑敬祁崇組家︑愛図者等其の

他匿き範園の篤行者を網羅す︑誠に

昭和の一大善行録と稀すろを得くし

︵記事は昭和三年九月三十日現在とす︶

日本弘道曾
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日本弘道倉編纂

模範公吏高橋平兵備氏

東京府豊多摩郡中野町大字中野二三五
弘化二年十一月十三日生

四年間の久しきを︑格勤精働一日の如く専念公共の事務に勤勉したる勢や誠に頴著なり︒

明治二十九年三月之を濡し一Ｌ中野村長に就職し︑殆んど畢町の徳望一身に集る︒爾来重職相縫ぎて其の二十有

選抜せられて芝歴役所に鵬致せられ︑出納掛長︑物品出納主任等に雁任す︒奉職中中野町民一同の懇請に従り

が︑郡役所の創設と同時に︑元東多摩南鴨島郡役所に奉職して勤続数年に及び︑事務に通暁する所あるを以て︑

氏は明治四年七月置蛎賓施せらるるに際し︑嘱託せられて之が調査事業に従事す︒設置後は村役人を勤めし

東京府

善行録
2

善
一

行
録

通

町長退職後は中野町農含長となり︑よく老齢の身をして常に草蛙掛にて専ら隣接町村の農事状況等を調査観

察して怠らず︑以て中野町の農事を護展せしめ︑公衆の利益を興したる成績頗る著明なり︒氏は富八十四歳に

至る今日も︑猶且つ草蛙掛にて農業の研究に霊粋しつつあるが如き賞に稀有といふぺし︒

曾て米騒動勃渡せる常時の如き︑生活必需品の急劇なる暴騰に依って︑地方民生に著しき鍵動の来れるに鑑

み︑大正八年株式組織を以て中野新井信用購買組合と稚する産業組合を設立し︑専ら生活必需品を一般市債よ

り低廉にて分ち︑組合員の経済上に大なる好影響を及ぼし︑民生及思想の安静を計り︑索ては同地方に於ける

市債をも緩和するに至らしめたる功又以て特筆大書するの事たるべし︒而して氏が公共の職にあるとと賞に四
十五年間に及ぶ︒誠に公吏の模範となすに足るべし︒

女窪田せい氏

東京市麹町唾三番町八五
明治九年八月三十脚生

生計を扶けたり︒明治四十一年には母が病没し︑其の後父も職を瀞することとなりしかば︑一家はせい女の牧

父の牧入のみにては家計至って困難なりしため︑せい女は十八歳の時震て修得せる長唄を以て健気にも一家の

せい女は奮幕臣東京市麹町瞳三番町亡窪田荘司の長女なり︒父荘司は大蔵省に奉職せしも︑家族五人にして
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主知道氏の今日に至る迄資哩干有九年︑一身を犠牲にして献身的に主家のため至誠忠勤を勘みつつある現代
稀に見る所なり︒

先代知行氏は軍職にあり︑夫人も亦畢校に奉職してありしかば︑彼女は高坂家の家政一切を虚理して︑全く

主家をして後顧の憂なからしめつつありしも︑知行氏は大延一年彼女数年の手篤き看護も効なく遂に死亡し︑

間もなく夫人も引績いて病臥し︑これ叉二人の幼児を残して憐れ後を迫ふの不幸に含す︑然も其の後二人の孤

児は屡燕病に侵される等ありて︑その間の十年にも近き彼女の看護其の他の心勢は︑夜も一三時間の睡眠をと
るに過ぎざる状態にし人をして只只感歎惜く能はざらしめたり︒

との主家の不幸に際禽するや︑彼女の同情心は一稗して犠牲的精祁となり︑他人の勧めをも肯んぜず︑我身

の結婚をぱ断念し︑唯袋主家の隣むべき二人の孤鬼の生立に一生を捧ぐべく悲槍なる一大決心をば定めたり︒｜

而して其の後は二人の遺兇の教養に専ら心血を注ぎ来りしが︑その効は報ひられ今日芽出度長子は農畢士に︑
二男は満州雷科大畢に在畢中たる迄に至れり︒

一方彼女の孝心亦感涙すべきものあり︑貧しき給料より月登を老ひたる郷里の母に仕逢りし︑且つは叉毎年

一度は温泉に渦入湯せしむるを例とせり︒而して老母よりの便りを唯一の楽しみとせしが︑老母死亡の後は長

兄に封し母に仕ふる如くなして今日に及くり︒而して兄の子を我が養嗣子に迎へ︑これをぱ日本大豊に塁ぱせ

て︑今春卒業後癖誰士試駒にも合格の築冠を得たり︒かく主家に封し我家に封し彼女が牛世の苦節は︑祁も照

額の負債と五十八歳になる老母︑幼児︑及娠娠の身たりしキチ女とを残し︑遂に死亡せる悲歎に倉せり︒次で

同年十月一百女児を分娩しければ︑乳児と抱きて衣食を得るの道も難き苦境にたてり︒不幸は猶之に止まら余

して︑明治岸二十八年祁着村の大半を失ひたる大火災に逢ひ︑其の生命とも頼める僅盈なる家財をもあはれ類焼

に錦し︑其の悲惨の歌たるや︑責に極に達せり︒斯の如き世人の克く堪へ得ざる所の悲運に虚して︑キチ女は

依然として不撲不屈︑只質賞を旨とし︑貞操を守り︑姑老を勢り︑幼児を教養し︑而して織手能く亡夫の負債

0

を整理し︑更に家産の増殖を固りたれば︑其の苦室しからずして︑今や資産の然るべきものをさへ残すに至れ
り

蝉今野みょの氏

東京府下碑会町碑丈谷一四四六高坂知遠方
明治十六年二月八日生

九月秋︑十七歳の時初めて現在の東京府下碑裳町碑文谷一四四六高坂知行氏方に女中として雇はる︒爾後現営

みよの女墜鵬島市大字曾根字古舘に生るｏ不幸十一歳より子守奉公を勤めて郷里にありしが︑明治三千二年

蕊

如き︑拘に稀に見る所の節婦にして︑世の模範たるべきもの左り︒

行斯の如く盤根錯節よく運命を開拓して二子年に近く︑絡始一貫節操を剣さず︑且つ家運の挽回に努めたるが
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主知道氏の今日に至る迄資に一手有九年︑一身を犠牲にして献身的に主家のため至誠忠勤を鋤みつつある現代
稀に見る所なり︒

先代知行氏は軍職にあり︑夫人も亦畢校に奉職してありしかば︑彼女は高坂家の家政一切を虚理して︑全く

主家をして後顧の憂なからしめつつありしも︑知行氏は大正二年彼女数年の手篤き看護も効なく遂に死亡し︑

間もなく夫人も引績いて病臥し︑これ叉二人の幼児を残して憐れ後を迫ふの不幸に含す︑然も其の後二人の孤

児は屡登病に侵される等ありて︑その間の十年にも近き彼女の看護其の他の心勢は︑夜も一三時間の睡眠をと
るに過ぎざる状態にし人をして只只感歎借く能はざらしめたり︒

この主家の不幸に際倉するや︑彼女の同情心は一輔して犠牲的精榊となり︑他人の勤めをも肯んぜす︑我身

の結婚をぱ断念し︑唯奏主家の燐むべき一Ｘの孤児の生立に一生を捧ぐべく悲恰底る一大決心をば定めたり夕

而して其の後は二人の遺児の教養に専ら心血を注ぎ来りしが︑その効は報ひられ今日芽出度長子は農畢士に︑・
二男は満州醤科大畢に在畢中たる迄に至れ︐︒

一方彼女の孝心亦感涙すべきものあり︑貧言しき給料より月登を老ひたる郷里の母に仕送りし︑且つは叉毎年

一度は温泉にも入湯せしむるを例とせり︒而して老母よりの便りを唯一の楽しみとせしが︑老母死亡の後は長

兄に封し母に仕ふる如くなして今日に及くり︒而して兄の子を我が養嗣子に迎へ︑これをぱ日本大畢に壁ばせ

て︑今春卒業後癖護士試駒にも合格の築冠を得たり︒か４主家に謝し我家に濁し彼女が半世の苦節は︑榊も照
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篭し給ふて今日報ひら恥来れるはせめてもの彼女の慰めなるべし︒

其の後現営主養伽子知道氏の代に及びても︑彼女の忠勤は依然愛るところなく︑今日も家事一切を虚理し︑

二十九年一日の如く己を犠牲にして主家の篇めに霊せる頁に類例なき篤行義烈の婦人といふくし︒彼女は常に

﹁人を相手にせ赤︑天を相手にせよ﹂との一語を信係とはして今日に及ぶと聞く︒軽桃浮華徒に利己にのみ忠

資なる者多き現代にあって︑彼女の如き狗に世の懇鑑とすべきものなり︒︒

東京市

融書事業功静者河内澄斎氏

東京市本郷睡駒込動坂町一三六
明治七年九月十側生

氏は性温厚篤賞にして敬祁崇祁の念厚く︑且公共心に富み賞践躯行克く衆民の範と垂れ郷黛の信を一身に牧

む︒大正十二年九月開束大震火災の際住家は倒壊せるにも拘らず︑自ら在忘れて他を救ふに努め︑或は僅の所持

米を提供し炊出しを篇して避難者に悪興し︑羅災者救護の篇めには噌好の酒を煙草も禁じ︑盤ならざる財政

中より大震火災善後含に金圃を寄附し︑其の他幾多の知巳の避難者に金品を恵輿したり︒叉自巳営業に属する
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東京鍵製造同業組合同業者たる擢災者救護のため︑約三ケ月に亘り市内外を巡回調査し︑焼失を苑れたる同業

者より義損を募りて之を各椛災同業者に配布するあり︒或は其等擢災者の篇めに記念碑の建設に就ても特に壷

力せりといふ︒又同年十月震災後未だ秩序全からざる時動坂夜警園を自ら組織し︑翌三年三月まで持績したる
が其の間常務委員となりて霊力する所ありしといふ︒

氏は又大正五年東京鍵製造同業組合理事に就任以来︑組合の改善に着手し︑先づ雇傭者台帳を新たに作製し

て雇傭者待遇改善策を講じ︑其の他役員及組合員功努者に封する表彰法を設け︑陸海軍鼓に民間の大工場観察

を行ひ︑或は斯業に開す講演倉を開催する等︑製作品の改善研究に資し︑組合事業を有意義ならしめたる篇

め︑最初八十除名なりし組合員が︑一躍百六十五名を算するに至れり︒同十一年全図鑓協曾創立に参劃し︑創

立と同時に専務曾計として現在に至る迄勤務せり︒大正十五年十月鏡規格統一に開する勅令嚢布前︑元組合長

故山田彦太郎と共に︑陸海軍雨省及織道省に出頭して︑之に就き意見を上申して賛成を得︑名古屋市外十数ケ

所の各都市所在前記三省管轄官街へ数十回出張︑意見取纏めに奔走せること等あり︒

鍵用鋼は従来主として英米雨園より輸入せしが︑故山田彦太郎と共に八幡製織所に製鋼を乞ひ︑供給を受け

同業者一般に使用せしめたり︒又鍵輸入の駆逐は多年の宿志なりしかぱ︑之が賞現に就いては専心努力せしが

幸に酬ゐられて輸入漸減に向ひたり︒又大正十三年六月本郷麗駒込動坂町曾創立に参霊議粋し︑副酋長となり次

で曹長に推され︑目下熱心其の曾務にも賞り共同隣保の貴績を塞げつつある人の皆感謝惜く能はざる所である︒
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口屠蘇の酢ひも愈糞醒めてはやくも如月となりました︒一年
を通じて賎も寒さ厳しき折であります︒邦家のため切に諸賢
の御自愛を所ってやみません次第です︒

口本脱は前競を承けて︑新渡戸︑松井雨博士の御説を蚤ス
課です︒そして本競を以て何れも雨御高説は怒りを告げまし
た︒御愛讃を剛ひます︒

口本漉より趣味の諌物として村上肇士の各地方の面白い風俗
や智横の御話を承るとと上致しました︒その中には自から吾
だの知識の上に修養の上に得る虚が紗くありません︒又禎本
氏の在米感も同氏が多年彼地に居られて表面の槻察ではなく
裏面よりヤンキーの種堂なる賞際方面を伺ふことが出来ます
ことは有益なことでありまして︑これ叉吾変は彼を知ると共
に自己とも大いに考へさせられる所があると恩ひます︒御愛
護を為願び致します︒

ることに致しました︒而して約一ヶ年を以て絡了の議定です

口本暁より本愈が善彰せる善行者六十三名の善行鋒を掲載す
その上は一冊の単行本とたるの便を計り最後に纏めて編輯致
しました︒御愛請御利川を希梁致します︒

試銭
蝋１１

不要

Ｊ不１
要

凡テ前金ノ

半頁一回一一金拾五回一コ卜

昭和四年一月三十日印刷

１１

割田斧二

振響貯金口座東京四三一七

電話九段九番

東京市祁川歴西小川町二丁目一番地

東京市牛込雁早稲川銚巻川三○八

印刷所文陽祇
蛮行所日本弘道曾

編韓兼
腰行人

東京市祁田旺内小川町二丁目一番地

昭和四年二月一日蕊行
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