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１１

蕊皇噌箇曾道弘本日

蕊西村茂樹先生著

本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の曾岨西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂図の
験︑毅然こして日本道徳論を呼読し且つ之を刊行された℃偶々時の

首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるが︑また四十年後の現代思

Ｉ︲Ｉ

想を批判するものともいふべく︑混沌たる現下思想界に一大光明を
斎らすものでｂ員に国民必讃の良書である︒
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昭和四年度第三十回定期総含ヲ左記ノ通り開会員

｡

四月十三日︵土︶︵本曾事務所二於プ︶

十

一︑故正副曹長年祭：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．：．︵午後一時半︶

︵午後五時於富士見軒︶

一︑逼常総曾：．⁝；．︒⁝⁝・⁝：⁝・⁝・；⁝：．．⁝⁝⁝・⁝・⁝．︵午後二時︶

○︒︒︒○００○
廉務並曾計ノ報告
︒③︒Ｏ○ＣＯ令
各支曾状況報告

一︑懇親書

烏ぃ費威側︑四月十二日迄二申込ノコト︶

四月十四日︵日︶

１１

I

一︑諮問事項答議⁝：⁝⁝⁝⁝⁝︵本倉事務所二於テ︶︵午前九時︶
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四月十五日言型

一︑印刷局見事⁝：至子︶⁝⁝⁝⁝︵午前九時上野停車場集合︶

一︑溌濯子爵庭園観寛⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝：︵見肇後同庭二於一了中食︑各自持参︶

一︑西村先生墓参：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：︵本郷厘養源寺午后三時︶

Ｐ一

塞専⁝！⁝⁝⁝⁝⁝⁝三繊雲孝癖議事震Ｊ

一︑講弘這緬糾剛蕊剛馴州い剛馴馴一側主一細獅撫畢蝿順冨餓一噸一州︶氏・三
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百回也

︵善行者表彰費中へ︶
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二左ノ如キ御芳志チ恭フセリ裁二報告シテ以テ感謝ノ意チ表ス

六日御大典記念二全図ニ亘ル善行者表彰式翠行二際シ深ク賛意ヲ表セラレ特

本曾特別曾員寄附金募集部顧問子欝漉淫柴一氏ョリハ本曾ガ昨年十二月十

告

子爵職樺蕊一氏
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書道趣味と精紳修養

ゾ
ピェッ緬努農露圃の近況
政

古今座右修養銘

．︸一謎唾批剣的考察

と

芳

策録

昭和四年三月一日雲行

︵一こ；蓉蝋噌識高瀬武次

︵九︶；前代議士荒川五

．︵三︶；識鐸蝿鉢藤原楚水

．︵言︶．：本念圃評議員蕊田武季

︵え︶⁝⁝⁝⁝：諸名家

・︵美︶⁝⁝⁝⁝・⁝・︲割田知己庵

：︵一ｓ：女堅博士河合貞一

…

．︵美︶⁝本曾講師足立栗園
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砂金集︵美談その十己⁝⁝︒⁝・⁝．︵言︶⁝．．⁝⁝⁝・⁝記者

、

轄︾醗婚嫁耀鍵諏錘本含開係の人々⁝⁝・⁝・⁝．ｇご⁝⁝⁝・⁝⁝：記者

I

子供の幸禰と努力の習慣⁝⁝・喧・．．⁝︒︵麦︶：杯畢博士本多静六談

和服の革命・⁝・⁝．．⁝．．︵ｇ︶⁝：⁝：：⁝⁝中村正宏

各地の風習と徳説：⁝・⁝⁝⁝国こ：女畢士村上§辰午郎
在米の所感⁝⁝．︑︵塔︶⁝：．：：⁝・⁝榎本昌治郎

稚燕巾江藤樹雪の別れ⁝・⁝．．⁝⁝︵雪︶；：⁝⁝⁝：⁝稗山一蔚

文苑︵詩林︑歌園．俳壇︶⁝⁝⁝⁝：︵葵︶⁝：⁝・⁝⁝⁝一幸剥津嘩窪

一編輯部選

倉並支含藁報⁝・⁝⁝．：︵毒︶；・；心；：．：⁝⁝⁝．．⁝⁝；⁝・⁝⁝；．

故軒部塞曾識総鳩伊之吉君を悼Ｕ：⁝⁝⁝⁝︵三一︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝記者
本
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千埼東禰奈同同埼同同同同同衆同同埼京埼牒
葉 玉 京 烏 良 玉 京 玉 都 玉
螺 蝶 府 螺 螺 牒 府 螺 府 螺 名

紹介者

小野清次耶

入曾者

渡烏幸明

同

松倉腿三郎

同

深田平十郎
山本丈之助
橋本定五郎

慶江寓次郎

土屋正一郎

高坂玉井

長谷川良助

青山博吉

水野吉右衛門

高梨惣助

同

同

同

松倉慶三郎

同

同

川過誠一

大森勇

雨島甲子三

松倉度三郎

岩瀬久漁郎

内田染一郎

河野照治
開根岸郎
雨宮一郎

新井九十郎
松倉つる子

松倉道子
椿井定吉
山野義亮
伊藤回定
大井重元

池田清

同埼嗣東千同奈同東同埼宮同同同同埼東同同同同同千
玉 島 京 葉 良 京 玉 城 玉 京 紫
螺 牌 府 螺 騨 府 螺 螺 螺 府 螺

佐生長三耶

粕谷清一

間宮善夫

井上治一

久保田太一

驚藤貞司

東海林ふみ

帥田久市

鈴西木源一郎

森田芳次郡
竹内和太耶
小林幸之助
伊藤長三郎

小野禰蔵
石川藤七

饗揚朝之助
大岡子之吉
霜永武太郎

東本民遥
松丸盛識
見山正賀
佐藤精明
石川定彦
石川昌毒

同小中祁松同椿同長同小脳同同同同余白同同同同，同器

野 峰 島 丸 井 井 野 江 子 井 瀬
清 精 甲 祷 寓 排 久
次 一 子 武 定 丈 次 次 一 次 政 治
郎 耶 三 卒 吉 蔵 郎 耶 耶 子 郎

同同同同同同同同埼群同同同同伺同東同埼而同同同東
玉 馬 京 玉 島 京
螺 螺 府 蛎 螺 府

中井保胤
木本倉二
三枝砧介
杉山正治
大竹武夫

石川忠三郎
坂本政之助
伊東竹三郎

長谷部敬治

大塚要造
諸井宗半
片山隆信

武藤女吾

東京府立第二萄業
畢校校左倉岡書部

市川読解次

森田市太郎

白田庄吉

森田鶴滴
抑田要七

剛根大三郎
風仁田春吉

可兇一郎

清水友右衛門

木下藤次郎

同同同同同同同同金三同同天小繁禰而Iド同小菅自同禰加
子 好 野 松 、 烏 部 野 野 島 賀
排 禰 佐 甲 隆 清 三 甲 美
次 太 一 翠 武 子 之 次 郎 子 ￨ 剣
郎 耶 耶 峰 平 三 助 耶 治 身 三 光
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設立
目的
修業期間

１１１︲
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大正十一年四月設立ス
職曾問題ノ一般知識ヲ普及シ職含教化事業二従事セントスル男女二必要ナル知識ヲ習得

セシメ且シ職曾教育家祇曾事業家トシテ優良ナル人格ヲ養成スルヲ以テ目的トメ

夜間六ヶ月︵第一畢期第二畢期ヲ各三ヶ凡宛トナシ午後六時ヨリ同九時迄一畢科一時半

中等畢校一へ男女︶卒業若クハ之ト同程度以上ノ者

合計六ヶ月トス

宛一日三時間ニテニ皐科授業ス︶
第一皐期ハ四月十六日ヨリ七月十五日マデ第二畢期ハ九月十六日ヨリ十二月十五日マデ

及期間

一皐期拾五回宛トス︵但シ日本弘道倉員二限り拾間宛トス︑曾員二ヶ年舎費金参園ニ
六拾名トス

シープ入畢ト同時二入含スルコトヲ得︶

募集人員

ニ皐期即チ六ヶ月間二課スル畢科︽五科目又一畢期部チ三ヶ卿間一課スル肇科︽十科目
ニシテ六ヶ月ノ畢科ト共二毎週十単科ヲ教授ス

入畢願書提出ト同時ニロ頭試問ヲ行フ

入翠願書及臓歴書︽四月十日迄二提出スルモノトス

・授業科

入肇資格

授業開始

I

願書受付

試験
豊科及
講
師
■■■■Ⅱ９９１ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ０１０Ⅱ

一 吋 一 寺

−1

Ｉ

二畢期六ケ且ノ科目

Ｉ

Ｉ

倫理筆ノ根本問題東京帝幽大畢識授交翠博士吉田静

職含政策及勢働問題鯉済畢博士永井

哲畢ノ主要問題皐習院教授丈畢博士紀李正

現代ノ糎湾思潮東京帝剛大畢激授注畢博士河津

現代ノ政治思潮東京帝固大畢教授南原

宗教皐概説文畢博士加藤玄

鍵態心理千葉需科大畢講師中村古

成人教育ノ概説東京市就禽教育課長池園哲太

職曾畢概説東京帝幽大畢教授戸田貞

心理畢概説能率研究所長上野陽

東洋倫理畢東京帝幽大里教授丈肇博士字野哲

一塁期三ヶ且ノ科目

職曾事業概説才畢岬士矢吹慶

祇含教化概説東洋大畢識授加藤恥

現代教育ノ指針東京帝図大畢激授丈畢博士春山作

圃民道徳論東京帝幽大畢溌授文畢博士吉田熊

｛

正規ノ講義以外土曜日二即論ト責際トー就テ特別講義ヲ行う諸氏左ノ如シ

一

一

一

＝

、 、 ､ 、 、

､ ℃ ℃ 、 ､ ､ ､ 、 ､ 、

輝堂樹次致

亨美逼繁智峡郎三一人

5 4 3 2 1

10987654321

一

︲Ｉ︲１１１

法畢博士

東京帝園大畢教授農隼博士

女子大離教控

東京帝幽大畢助教授

中央大畢職授

内務省脈命局保謹諜愛

児童保謹曾︑王事

大正大蝶殺授

家庭畢校艇

内務省替察誹習所教頭

内務省耐蒋局黙療課長

復興局繋地部長

内務宥就禰局技師盤雛博士

三輪梁院主幹

前帝国大撃講師

恥

警察ト職倉問題

農業間題

東京帝図大畢助教授

寅京帝図大畢教授丈堅博士

文部省躍蕊官

倫理阜
心理畢
紙含教育
職念事業
圃民・道徳
婦人教化
職曾事業
児童保護
防貧及隣保事業
願化事業
醤療保護事業
法律思潮
政治思潮
儲療保護事業
哲畢思潮
民衆娯梁

女翠博士

文部省祁愈教育課長

圃書館管理法

新聞卜文化

小和中谷鯉m石古留長武富増土生小桑友佐松

野田田山沼'P原瀬岡谷田田子田江尾田枝藤井

慶 雅 川 愛

秀蔑俊悪卵太二安幸良真次懐誠孝範芳高寛

雄吉造林吉郎郎俊助信量郎永一之治減彦次茂

Ｉ
一印

１１

業理

︵現住所︶

生年月日

姓名回
９︵

一

ＴＩ

宍 戸 守 一 P F L 吟 一 一 一 一 一 ■ − − − 茸 一 一 一 一 一 一

１４１１ｊＰＪＬＩ可 可１Ｂｒ山■■■■巳●■■■ｐｌＪＬⅡⅡｇ８ＨⅡｇＪＵ

島・幸治

１ｆ１ｒ︑Ｋ︑ｆ︑ｒ︑〃︑〃︑〆︑ｆ︑″︑〃︑イ︑ｆ︑ノ︑︑ｆ１ｆ︑ｒ︑く

廷

ｊｊ︲９１１１口ⅡＩＤｒＩＩＩｌｒ

蕊鴫瞥務師王任武田慧宏

東洋大単教授

島卒三郎

可ｆ︑〃１Ｊ︑〆︑ＪＩｊｒノ︑ノ︑ｒ︑〃︑ｊ

東洋大撃教授

市電榊保町︵九段下三埼町停留場下車約一丁︶︵電話九段翁︶九番

東京市紳田町西小川町二丁目一番地

問伯爵松卒直亮
間男爵李山成信

事本倉主事庚江蔑次郎

監文筆博士吉田熊次

隼院長文皐博士服部宇之吉
顧顧幹畢副皐

シ ー 〜

ノｋＪｚ︑〃︑〃︑ｆ︑〃ｈノ︑ノーノ︑砂ｆ︑イ︑／︑ノｋ７ｒ︑Ｊ︑

履歴書

︵本籍地︶
︵現住所︶

︵入肇理由及勝森ノ希望︶

︵績柄︶
︵蕊歴︶
︵職業︶
ＩｌｌＩ聯

院長伯爵徳川達孝

抑遁癖脈含教化単院長伯欝徳川達孝殿一

ＩＩＩ

畢校所在地
I

小高

１１

事心

程放者保護
含童

昭和四年月日

祇兇

ロ−

鐘愛
読月三
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進講録
大皐の三綱領

高瀬武次

郎

物一鍔の仁を中心の観念としてｂ明明徳．親民︑止至善を能ふ限り明かに進講申し上げ童した︒︵下略︶

の立場から御進講申し上げ戎した︒大鰐に於ては王陽明先生の大畢間に準擦して孔孟の教を述べ天地蔑

恐察致しました︒此草稿の簡単なるは時間に制限が有った馬です︒けれども此短い草稿の中にも能く玩
味して下されば聖賢の無限の教訓が含弐れてあることは自ら確信し亥す︒私は李素卿か修畢せる陽明皐

此進講録は昭和三年一月二十日に聖上御賎昨後始て御文教の大本を圃民に示し給はんが篇に宮中鳳
鳳の間に於て．御講書始の御儀．御執行遊ばされた時に私が漢書進講の講師を仰せ付られて御進講申し
上げ費した草稿でござり妻す︒全く一字も改め楓ものであり玄す・御儀式は営日午前十時に始あられて同
十一時半に経はる御漂定で︑此間に三人の講師が約三十分間づっ御進講申し上げたのですから●其の時間
に適合する様に草稿を認め弐した︒講師一人の時間としては三十分は短いやうですが︑御休憩なしに三
人の進講を御蕊菖遊ぱさるる天皇皇后雨陛下に於かせられては一時間半は長いと御思召されたことと

序
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大畢の三綱領

臣武次郎

謹で大肇の三綱領を進講し奉ります︒浅畢を顧みず拙劣なる講義を以て天聡を煩はし奉り蜜すことは
誠に恐耀に堪へぬ次第でござり弐す︒先づ大翠の来歴に就て言上仕弐す︒大畢は孔子の遺書でござｂま

して︐曾子の徒の述言へ蜜したものでござり弐す︒其の後ら大畢は五経の鰐記の四十九篇中の一篇となっ

ハリニスルニヲリムニチリ一ルー

てござり童すが噸宋に至り識して米子が之を表章し．藤之に註稗を施しまして以来︒論語孟子中庸と並
で︑四書の一と篤ったものでござｂ弐す︒大隼は三綱領八篠目を以て儒教の大綱を示した重要な維書で
が﹂︾今︐９か盛牛９︒

大皐の三綱領と申し戎す本文を朗請致し弐すれば．大皐之道在し明二明徳一︒在し親咳民︒在ソ止畢於至善一

と申すのでござｂ費す︒普通には右の三綱領の文を約あて︑明明徳ｂ親民︑止至善と申し弐す︒
ハリニスルラ
初に大翠之這在咳明二明徳一と申し戎す二句より言上仕弐す︒明の王陽明の談に擦り哉すれば︑大畢の
二字は大人の蕊と申す意味に解稗致し蜜す︒
其の大人と申し弐すものは能く天地菖物を以て一燈と馬す者でござｂ裂す．即ち天地菖物一階の仁徳
を具へた人でござります︒天地菖物一燈の仁と申し設すことは天地蔑物を以て我が一鰐とする仁でござ

り戎す︒寓物一磯の仁と申し弐する即ち親愛の極度の事であると存じ弐す．猶叉た最大の慈愛即ち限り

なき悪の事であると存じ蜜す︒今此所に天地菖物一鰐の仁と申す言葉の起原を申述べ蜜すると︑

孔子の識か飢弐した仁の意味は頗る慶大でござり戎す︒孔子の教は仁の一字を以て総括さるると申し

ても宜しいと存じ蜜す︒仁の字の内容は極めて豊富でござり弐すけれども︑仁の根本の意味は親愛の二字

に婦着致す様に存ぜられ弐す︒其れ故に蝋孔子以後の歴代の有名蔵筆者の仁の解稗を参考致し或するに︐
ヲフト
膳の韓愈は博愛之日修仁と申されました︒此の博く愛するを仁と日ふと申す定義は至極通常と存じ訟す︒
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叉宋の周擁漢は徳愛日し仁と申され玄した︒道徳の中に於て親愛に開係するものを仁と申す意味と存じ

ハ可クテテシトテ７スト

玄す︒宋の程明道は仁者以二天地蔑物一馬二一鰐一と申しまして︑仁の最大の意味を示されました︒明道の

仁の説明も亦遠く濃記の穫蓮篇に聖人耐以亭天下一篤二一家一︒以二中園一馬二一人一と云へる語に本づいたも

チナリ
チチリ
のでござり蜜す︒朱子は仁心之徳︑愛之理と申され圃陸象山も亦吾心即宇宙︑宇宙部吾心と申され弐し

て︑人我内外を達観したる至大の仁を明かにきれたのでござ６弐す︒其後ち王陽明に至りまして︑犬畢

の首章を解稗して．更に詳しく天地菖物一燈の仁を説いて︑孔子の仁の説を充分に敷術されたのでござ
６ます︒

以上申述べ談した通り︑東洋に於き玄しては︑古代より天地菖物一鰐の仁と申す大まる観念が存して
ござり弐したから．本文の大畢即ち大人の墨を説明して天地寓物一惜の仁を得た人の肇と申すのでござ
ｋソか︽牛９〃︒

次に大畢の道と申し妻す道の字は︑猶方法と申す如き意味と存じ空す︒即ち大人の肇を烏す方法は．

明明徳〃親民脳止至善の三個膝に在ると申すことでござり弐す︒

猶天地寓物一鰐の仁は︐各個人の間に於ても行はれ︑岡家の間に於ても行は肌︑又民族の間に於ても
行はれ蜜して 総ての世界の人類を愛するのみならず﹄其愛は更に度く鳥獣草木等にも及ぶものでご
ざ︐弐す︒例へぱ今此所に一人の哀れむべき境遇に陥れる者を見て︑同情の念を起して之を救ふ場合に

ふ者は名誉の馬でもなく︑利盆の篇でもなく︑全く不幸なる者を救はふといふ真心からの仁の蕊現でご

常ｂましては︑其の仁が其の哀れなる者と一燈と爵るのでござり弐す︒此場合に於き戎しては︑其の救

ざり妻す︒叉妄ｂに鳥獣草木等を傷け又は害する如き哀迩へき有様を見て之を愛護しようと云ふ念の起
った場合に営ｂ蜜しては︑其の仁が烏獣草木と一燈と馬るのでござｂ蜜す︒

併しながら寓物一燈の仁を施す場合にも︑親疎遠近に臆ってｂ親愛を馬すに軽重厚薄の差別を生ずる

ものでござｂ蜜す︒決して無制限に︑叉順序もなく．只庚く仁を施すと申すことではござｂ喪せ楓︒先

ロリ︼

づ自分自身に近い親き者に仁を施し．除裕あるときは︑漸次遠く施し蚕して︑途には鳥獣草木等に及ぼ

す次第と存じ劃す︒天地蔑物一鰐の仁と申し弐すと．非常に大い言葉でござり弐すけれども︑貧際親愛
を馬し恩悪を施すことに着手致し戎す場合には︑一部分づっ之を施し︑漸次推し度めて参り弐して︑能

ふ限り度く及ぼすものと存じ動す︒若し理想的に蔑物一鵬の仁が行はれ弐して相親み相愛すると云ふ精
紳的基礎が確立致しきすならば．所謂四海同胞と申すことと存じ弐す︒之に反し戎して︑若し此の寓物

一僻の仁が私欲の念に蔽はれて︑唯自分のみを愛して︑世に所謂利己主義に陥り裂して︑他人を願ｂみな
い者があるならば︑之を名けて小人と申し蜜すのでござり裂す︒けれども︑猶能く考へ弐すれば︑小人
の心にでも︑寓物一鰐の仁が全く無いのではござり弐せ喝其故は人の性は善でござり弐すから︑誰で

︲も心の奥底には寓物一︲鰐の仁が常に存して滅びないのでござり弐す︒↑其の有様は丁度︑太陽は時には黒
雲に蔽はるＬ乙とはござｂ戎すけれども︑其の本謄は何時も赫々と照り輝きつつあると同様でござ６設

す︑斯かる課合からして︑之を明徳と名けだものと存じ裂す︒明徳とは人が天から受け得たる所でござ
り戎して︑常に昭かにして昧弐ざるものでござり愛す︒其れ故に大人の翠を篇す者は︑恰も黒雲話挑て

明月を見るが如くに其の心の私欲を去て．其の明徳を明かにして︑寓物一鰐の仁の本来の有様に復へる
ことを肝要と致すのでござう製す︒

其の私欲を去て蔑物一艦の仁に復へるの方法と致し弐しては︑大皐には格物︑致知︑誠意︑正心．修身

審家・治画︑平天下の八篠目を示してござり或すけれども︑其の内にては第二の致知が直接の方法であり

且つ最萌重要でござｊ弐す︒王陽明峰致知の知の字を孟子の良知良能の章に所謂良知と解稗し戎して致

良知の三字と致し蜜した︒王陽明は良知の二字を縦横に説き弐して其の哲畢の組織を完成致しました︒

其れ故に陽明畢を叉良知皐とも名けるのでござり蜜す︒此の致良知の三字は陽明翠の主要な題目即ち標

梼語でござり弐す︒良知を致すことに就て︑近く一例を畢げ弐すれば．我が図の陽明畢の開覗︐中江藤
樹は特に致良知に力を注ぎ愛して︑陽明畢矛宣惇され蚕した︒藤樹は非常に親孝行な人でござり弐して
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其の一生涯は賞に孝を以て一貫したのでござ６裂す︒藤樹は少年の頃より伊課の大洲侯に仕へ弐して．

漸く重く用臥られようとした時．郷里江州にある老母に孝養を途ぐる儲に︑柊に弧て職を瀞したのでご

ざｊ費す︒其の時は二十七歳でござ戎りした︒年齢がら申し堂すと気力方に盛にして大に活動しようと

云ふ時期でござりましたが︑郷里に錦て後は貧困な生活の中に老母の側に在て終身孝養を遂げつつ翠を

講ぜられ弐した︒藤樹は深く孝経を奪信して特に愛敬の二字を力説致しました︒藤樹は誠に能く良知を

致し叉能く孝の明徳を明かに致し弐した故を以て︑其の生前夙に世間から近江聖人と申す奪樗を得られ

弐した︒其の残後二百八十年の今日に於き弐しては︑既に藤樹紳斌として尊敬されて︑度く世人に感化を
Ⅶ〃ムニ一フ

輿へつっあるのでござり蜜す︒

次に在し親ソ民と申し蜜す句に就て言上仕弐す︒明明徳と親民とを腫別致し蜜すると︑大鰐に於て明徳と
明かにすることは自分の修養が主と篇ｂ 鴎を親むことば自分以外の人を愛することが主と馬︐蜜す︒

身心意知物、

も
−
一

明

一一一へ

徳

止

至

善

「

八篠目の中の格物．致知︑誠意．正心︑修身の五ヶ篠は明明徳に馬して︑蕃家諺治園︑李天下の三ヶ

け

大畢の三綱領八僚目相互開係の略圃に就て考へ蜜するに︑三綱領八篠目は皆悉く密接の開係を有し蜜す
修正誠致格ど
平天下一

れ
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篠は親民に属し戎すれども．能く考へ戎すれば︑結局は明明徳と親民とは相待ち相輔けて︑離れないも

のでござります︒其の故は明徳を明かにすることは耐必ず民を親む乙との賞際の場合に於てのみ篇し得
らるＬものでござり妻す︒即ち親民の外に明明徳の機含はござり弐せ楓︒畢寛融民を親む乙とが取りも

直さず︑明徳を明かにする課合であると存じ弐す︒親民の親の字には︑教ふると養ふとの二種の意味を

兼ね有するのでござり裂す︒恐れ茨がら御政治の上に就て申述べますれば︑教の方は圃民の教育を盛に

して︑文明の進歩を謀る意味と篇るのでござり弐す︒養の方は財政を豊にして圃民の生活の安定を謀る
意味と篇るのでござｂ費す︒斯様に教と養との二種の方法を以て︑民を親戎せ給ふ間に御仁政を施さる
るの仁の明徳は自ら明かになる課合と存じ奉り蜜す︒斯様に明明徳と親民とは並び進むものでござりま

す︒又親民の民の字は上下貴賎の別なく︑自分以外の総ての人を意味するものでござり愛す︒随って親
む方法も．其の場合に膳じ堂する故に︑世の中には千差菖別の明明徳親民が起って来るのでござり談す
其の著しき例と致しまして教育勅語に宜べ給へる諸徳の中の忠孝友和信の五徳を翠げ弐すると教育勅

語には﹁克ク忠二克ク孝一こと申す御言葉もあり．叉﹁父母ニ孝二兄弟二友二夫婦相和シ朋友相信シ﹂
と申す御言葉もござります︒乃ら仰で大君に仕へ奉る場合には忠の明徳が明かになう︑親に事つる場合

には孝の明徳が明かになり︑兄弟相親めば友の明徳が明かになう．夫婦相親めば和の明徳が明かになり
朋友相親めば信の明徳が明かになるのでござｂ玄す︒

リルニ

右の忠孝友和信の五徳の外．漸次種々の場合に推し及ぼし蛮して鰯親民の極度に於て︑明徳を天下に
明かにすることを得て︑遂に天地葛物一鰐の仁も達し得らるることと存じ弐す︒

終に在し止二於至善一と申す句に就て言上仕弐す︒至善と申し弐するは即ち至極の善でござり弐す︒之
を叉倫理畢上にては至上善叉は最上善と申し亥す︒凡そ事を虚置して宜を得て︑過ぎたることもなく不

〆及乙ともなき中庸の歌態を指して申すのでござう蜜す︒此の至善とは即ち明明徳親民を篇す場合の至
極の標準でござ６童す︒親民の場合及び方法が種々あり費して︐其の二が皆な宜に営る様に庭置致し
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戎するには確かな標準が必要と馬るのでござｊ費す︒丁度長短を測るに尺度の必要なると同様でござ§
戎す︒されば此標準は何虚から出て来るかと申し弐すと︑人が天から輿へられ或した本性の中に．標準
を示すに足るだけの霊妙な作用を偽すものが具はってあるのでござります︒其れが即ち所謂良知でござ

り饗す︒良知は之を良心と申し叉之を本心とも申し戎す︒此の良知︑良心︑本心と申す三術語は皆な孟

子より出で費して︑語は異なるも意味は同一でござｂ戎す︒但し現今我圃に於ては肇問界にも世俗の間

にも良心と申す語が度く行はれつつあると存じ戎す︒右の如く心の内に行の標準たる至善のあることを

知る時は自ら至善に止ｊ得る様になるのでござｂ交す︒良知は恰も明鏡の物を照らすが如く能く事物の

是非を判断し︑事務を虚理する場合に富て宜に合せしむる様に指導するものでござ６裂す︒良知は恰も

人生の航路に於ける羅針盤の如きものでござり弐す︒故に明かな良知の命令に従て行へぼ至善に止ｂ得
ることに攻るのでござり蜜す︒

最後に結びと致し戎して一言申し上げ喪す︒上水進講し奉り蜜した通り︑三綱領は互に密接不離の闘

係を有しますれば．至善に止ｂっっ︑親民を篤し︑明明徳を馬して︑天地寓物一鰐の仁を施すことが心

大人の翠を蔦すの方法でござります．若し徹底的に三綱領が賞現さる§ならば臆って八篠目も責現さる
奉り戎す︒

ることと存じます︒孔子教即ち儒教の範園及び目的も亦全く大星の三綱領八篠目に外なら函ものと存じ

新年の御嘉例に富ｊまして︑漢書進講の光柴を荷い愛したことは誠に感激に堪へ函次第でござｂ費す
謹で厚く御燈を申し上げ玄す︒

策封其と題間盟思
9

I
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川
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に蒜主義の反封醗醸方法にあらざれば︑潅薄なる枝

に勝る位のものは之れあれどｂしかし多くは他日の
反動末を顧みぬ一時的姑息の抑曜手段︑又は臭い物

施設し又施設せんとする諸項を見るに︑中には無き

しむる乙とを努めざるべからず︒
然るに文部内務其他に於て︑思想問題掛策として

て︑其根本に遡って悪化の原因を除く事に力を致す
と同時に︑其の正しきもの善なるものを指導蕊達せ

徳染せざる大多数の健全の人あるが如く︑只之を受
け入るＬ歌態に在るところに騒生博播し水るものな
れば︑其賞相や原因を仔細に検討し︑精褒に批判し

末ｂ・叉外来不純思想も陣染し来るなれども︑然飢
ども例へぱ博染病娼獄なるも之に胃さる腿もの§外

く︑政治や砥含の状態により自然に悪懸想軸蔓延し

し︑又一鰐の傾向環境によりて博染病を生ずるが如

思想問題Ｅ其封策

凡そ思想なるものは︑一般の縫海事情．職禽事情
等︑人類の生存生活叉は政治上賊倉上の状況等によ
る反映なれば︑特に抽出されたる問題として思想な
るものは存在するにあらず︒随って之が掛策も︑抽
出的局部的の封症療法の如きは．幾度繰ｂかへして
も結局徒努に蹄するは疑為へくもあらず︒
殊にかの警察官を特置して思想取締の職を設け︑
監督官畢生盤を増置して畢生監督を厳重にするが如

き︑主として形罰弾瞳を以て之に富らんとするが如
きは︑恰も鎌を以て悪草を刈るが如く︑地中にのこ
る根抵は刈るに従ふて叉生じ︑直ちに枝を殖やし根
を度げ反って蕃殖し末るを免れざるなり︒

かの自然の天候や空中の状況によりて害墨の繁殖

荒

０

葉末節︑若くは抽象的にして︑根本に鯛れたる罫膳

たるＺと非常なりしが︑今其幾十倍にも及ばんが如

曇に幸徳事件の起るや︑天下の耳目を餐動せしめ

や︒

者︑彼れ共産非鰯民輩と相距ること果して幾何ぞ

る者を憎︾Ｕ・恐催空虚の僻令を以て似非憂国を街ふ

澗漫鐙張するを坐覗傍概せんとす︒君子は似て非な

而も供手徒らに総す所も無くｂ其の毒思想悪傾向の

恐棟を畳ゆる煙るべき企てを蔦寸もの出づるや︑世
には徒に只口に﹃恐擢に堪へず﹄と繰り返しっｋも

らざること︐個人が良心を失ふて個人格無きが如し︒
かの共産糞無政府主義者の如き︑之を口にするだに

抑個人は個人の良心に支配せられて個人の人格を
篇すと同じく︑圃民は圃鰐の精祁を鰐して岡民たる
の資格を保つ︑固民は圃謄を忘る偶ときは圃民にあ

一一

るべきのみならず︑中には反て他日の危険を生迎へ
きものあることを襖る︒

を要して︑而かも其効果見るべきもの極めて乏肌票砕

１策は殆んど之れ無しと云冬へく︑徒らに巨額の経費

策封其と題間想思

き事件に直面して世人の態度意外に冷淡なるが如き

は︑賞に世相蕊化に驚かざると得ず︒天︑幸徳を出
して圃民を警謎せるに︑画民は世界戦争の如き一時

的好景気に解いて︒放縦淫蕩燕志弱行之が根絶に其
精を鳩きずして狭禰を飴すを願みぎりしかば．天更
に今回の大事件を以て大に剛民を警しむる所あるに

あらずや︒荷も圃民たる者誰一人も例外無く皆共に
倶に深く思いを此庭に注ぎ︑以て荷も之が掛策たる

べきものは︑事の大小軽重に論無く圃線べてあらゆ

る方法酷講じ︑以て寓這算なきを期せざるべからず

去る大正の大震火災は其の惨害責に未だ曾て無き

所にして︑馨国時天下樗然として色を失α︑篇に一時
世人の放縦を戒しめたること少からず︑人皆之を圃

難と穂したるが︒而かも是我帝園内に於ける只一部
の破壊に止蛮る︒今回の事件の如きは．其目的たる

園家根本の破壊にありて︑其影響する所の至重至大

なる決して同日の論にあらず︒荷も指導階級の地位

にある者．祇含上流に居る者が其の言行を填み︑真
筆巌働粉骨砕身以て霊す所あるべきは謂ふ迄も無く
杢圃民を塞げて恐耀戒慎努力漣誉以て其賃を塞ぐる

に精進する所なかるくからず︒馬に相営の費用を要

＝

策劉其と題間想思

寧ろ指導の任にある者の罪ならずや︒

くして遂に錯誤より大罪の深みに焔る者ある画是れ

にαき込設るＬは多くは止むを得ざるべく︑悪心無

等にして厳肌なる正義の批判力無き以上は︑自然之

を刺戟し・知識慾をそＬるが如き場合に遭遇せば︑
渠等が情熱に駆られて新しさを好む自然傾向は︑渠

進歩を見っＬある乙と少からず︒思想の事も之と同
じく︐悪思想をして遠けんとするも︑青年の好奇心

世間一般に映蓋を重覗することＬなり︐映書の改善

館の槻客の多くは小畢児童等にて︑之を遠けんとし
て反って其害を蒙ること多く避けがたきを悟るや︑
近年は其の善なるもの盆あるものは進んで之を慨せ
しめ︑之を教育的に利用せんとするに至れり・馬に

禁じたるも︑而かも其禁止は殆んど効無く︑各映議

かの一時世の教育家が．活動映言書の害を認むるや
児童等を映書より隔離せんとし︑一般に之を見るを

一一一

て蹟曙し叉猶橡すべきにあらざるなり︒

より見れば︑真に言ふに足らざることにして︑断じ

し．叉は若干の犠牲を排ふが如きは︑之を圃家の大

11

故に先づ幼時より確乎たる圃民道徳の潤養に力を
用ひ︑圃史圃謄の教育を徹底して鯛民思想の基礎を
作り︑大義名分の理義概念の把住洗確賞ならしめ夫
れより渠等が漸次成長し知識の進むに随び︑自由に
思索し得るに至り︑直接の誘惑や︑新聞雑誌．著

書︐其他の宣博講演等何時如何なる誘魔に倉しても
之に封して公正の判断を談ら楓やう．健賓なる批判

力を養成することを最も根本の要義とす︒疾病は身

謄的鍵態にして︑悪思想は精祁的錘態在れば値健全

なる身燈を養成して疾病を橡防すると同じく心精禰

を潤養して︑悪想の博染を防ぐべきなｂｏ
余は此近来の世相に直面して切に憂痛の感に堪へ

ず．心頭日夜此事を思い︑如何にかして之を根絶し
て圃民的一般の空気を清浄爽快ならしめ︑且雄偉正

大なる興圃的気風を振作せんと欲し︑思いつきたる
雲Ｌに叙列し永奴る掛雁策案即ち此稿なり︑而して

其の大旨は前述所論の趣旨により︑先づ教育上の施

設を第一とし︑夫れより諸般の事項に及び︑以て全

般的に征含の改善を固らんとするにあり︑希くは大

方憂国の士の切に教へを苔むなからんことを諸ふ︒

12
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四

第一児童教典︐青年教典を作り︑渠等児童や青
年男女をして︑常に口に唱へ︑心に銘じ︐身に行
α︐以て自然智α性となるやう普及徹底を期する
事︒

米幽の﹃児童道徳訓﹄はウイリャ︽︑ゼー︑ハッ

チンス博士の起稿になり︑ワシントンの品性教
育研究倉に依って公にせられ︑其後幾分の改訂
を加へて溌布したる児童道徳教典とも稗すべき
ものにして︑十一ケ喋よう成り︑各篠各数個の
細則を含む︒

我が園に於ても此例に徴ぴて賃行教典を作りｂ

それには我が圃民道徳の根本精祁たる忠孝のこ
とより︑其他日冷服暦賃行すべき主要なる教訓
を畢げ︐小畢及び中等諸畢校に於ても︑其徳育
の標準を鼓に置き︑世間も共に之が資行の徹底
を固り︐且一般兇童及青年子女をして︑雄偉正
大なる気性を養邸・誠賞健全の圃民たらしむる
やう︑畢悶一致の教典となすシ｜要す︒

予の統率する畢校に於ては︑数年前より﹃畢生

必行事項﹄幸一定め之れが励行に努めっｋあり．
営の効果あると一認む︒

未だ十分に其目的を達する能はざるも︐現に相

第二我が闘民道徳の根本たる忠孝楕紳︵︵前項賞

行教典︶︶の徹底を園る篤め︑此精を旨として教

育法を改善せる師範畢校卒業の教員第六項を全

圃小畢校に充責せしむるとと︒中等教育にも此
趣旨の高等師範畢校出身者を多数に︲少くとも
半数以上配営する制を立つること︒

第二一目下の雁急の馬︐各小畢中等畢の教員を召

集して臨時教習を行α・前項の目的に通はしむ
ること︒

教育事業は極めて重要なると同時に︑極めて困
難にして児童の本能︐心理︑噌好等を明知せざ

るべからず︒然るに世間多くは成人の知識慣習
希望等を以て児童にのぞみ．即ち成人的に捉は

れたる考を以て児童を律するの弊に瞳し︑鬼童
を凌達せしめずして︑反て共の芽生を傷害する

が如き場合少しとせず心誠に恐れて煉れざるべ

からず︒価て教員は必ず団史闘燈に通じて圃燈
観念を確立し︑且児童墨︑識育畢を畢習し︑賃

策封其と題間想思
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際指導の方法等を講究したる者たるをするを以

の基礎たる小畢教育及び其師範教育会第六項︶︶

故に諸他方面には出来得る節約を馬すも．圃民

者を招述する方法を講ずること︒
高等師範畢校は一種の大翠とし︑之を優遇して人

開する教科に重きを置き︑畢費を補給する等優秀

等諸皐校卒業生中より撰抜して収容教育する乙と
其科目は圃燈固史圃民道徳其他日本東洋文化に

第六︑小畢と共に師範畢校を大に改善援張し︑中

・へからず︒是圃民の健全なる護達向上を岡る根

本策也︒承

には十二分に徹底するやう之れが途を霊さぱる

て︑小箪校教員は悉く師範教育を受けたる者な
ることを本則としＤ其の足らざる数を補ふ場合
は特に之が講習を受けしむるを要す︒是れ本項
及次項を必要とする所以なり︒

第四小翠及び中等諸畢校の教員にして前二項の
教育教響を経ざる者の篇に講習所を常説し悉く此
講習を受けしむる乙と︒
五

第五．小畢に於ては︑一畢級児童凡三十名内外を
育の十分徹底を固ること︒
現下の如く多きは七十名も一皐級に編制して
は︑教授訓育の徹底せざるのみならず︑中にも

一動が児童一生の幸禰利害を支配して︑全般圃

秀の人を得ざるべからず︑教員の精紳．其一畢

ると否とは︑制度の問題なれば精禰教育を徹底
して其の賓動を翠ぐるには︑教員に人格高潔優

﹃事業の蔭には人あり﹄の語の通り︐事業の塞が

物を招致するの方法を誰ずること︒

算術の如きは少しの不注意より初歩の理解を鉄

民の素質に影響する所大なるを思へぱ︑荷も圃

標準として編成すべき制限を確立池︑以て圃民教

不幸困難を醸し︑篤に前途の志望を妨げ︑或は

くことが基となり︑在畢中常に不成績に焔︐．

自暴自棄となり︑中には家庭環境等の開係より
自然不良性を帯ぶるに至るもの少からざるを認

蓮護展を念とする以上は︑教員に其の人を得べ
くタトヒ相営の巨費を要しても．師範教育には
犬に其の力を注ぎ．世間第一流の優秀青年を招
致するの方法を講ぜざるべからず︒
む︒

I
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察考的列批の義主スクルマ

独舞唾批判的考寒その一︶

河合貞一

マルクス︑垂義は自ら科嬢的雁命癌主義と稗マルクス︑王義の批邦走試みんが侭には︐

へて︑マレクス以前の証含主義と厘別す︒マルクス主義が如何なるものであるかとい

然し必︽︐しも﹁科畢的﹂なのではなく︑それふ事起先づ知ら胆ぱならないが︑マルクス

はマルクス以前の壮脅主義なるものが︑人︑王義の概観非捉へんが厩にば︑マルクスが

間の本性とか︐人間の本性に一致した理想↑思想的に如何なる根底たもって居るか︑及

的な碇金地組織唯︾﹄か老へた空想的なものでぴマルクスが活動した喬時の祇含事情がど

あったのに封して︑マルクス主義では飽迄︒んな朕態であったかと云ふことか考へて髭
も現没の祇曾辛凝察しこれを分析して風理くことが先決問題である︒

芯求め？フとする態度をとるところから斯マルクスは猫大人であった︒猫太人に就
く云ふのである︒

いてば︑澗迩の批評家ヘラーが﹁天の選民
ｒ
マルクス︑韮義の根底九一なして居る思想ぼ恥以て矩じて居ろ︒従って尖協奉許さない

ドイツ哲畢であって︐エンゲルスが墨画タと患云ったが金く徹らない事ではない︒猫
の思想の盤系はフィッシヤー︑サンシモン太人は欧洲に於ける被塵迫民族であった︒

オーェン等の系統のみでなく︑カント︑うこの猫太人であるマルクスはへＩゲルの哲

イヒテの躍説↓坐享けて居ろ﹂といって居ろ躍を墨んだのである︒へ１ゲルの哲理は勿

ことによりても明かである︒私は経済墨上論唯心論ではあるが︑其の思想の展開は所

の立場ではなくて︑哲畢上の立場からマル謂矛盾の論理である︒彼に従へぼ一の思想

矛盾する雨思想は更に一層高等なろ思想に

クス︑王義に封する批到か試みようと恩ふのば必ず其の反鋤の思想を生む︒而して錐︿の
である︒

於て綜合せられろ︒一︐正１反ｌ合﹄是が宇宙

思想の展開の格調なのである︒言ルクスが

其の思想の展開に於て︑へＩゲルの矛盾論

理の展開法則悲坂入れて居ることは明かな

る事変である︑マルクスの思想にヘーゲル

へ︐ゲルの哲挙を祭んだと也云へるが︑一

の思想の影馨して居ることは︑マルクスが

面叉マルクスの性質が必然的にへＩゲルの

矛盾論理の哲蕊に傾向せしめたのだと考へ

マルクスが思想の立脚地とした現資の社

られないでもない・

ける英閣の錘漕就曾であった︒常時英鯛の

含なるものは︑主として十九世紀前半に於

たときであって︑蚕本家の横暴は言語︽卜麺

縄演界は賛本主義が最も悲惨な欣熊に階つ

二十三畔間の労働時間を以てしれのであ

必したｃ努勧者に壷ひろに愛に十八時間乃至

る︒溌時英固の議含に於て一議員が勢伽時

口から﹁自分は二十四畔間以下の制限心し

間に就て質問したの煙封して︑政府委員の

らない﹂と答へられたと云ふ話走以てして

も︑如何に常時の賓本主義経済が悲惨なる

であ↓か︒更に彼マルクスが活動した濁逸の

炊態に陥って居たかを知ることが出来るの

察考的到批の義主スクルマ
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って眠ってし量ふと云ふのである︒かくの

れ・アルコｉルル飲まされると︑乳児は酔

赤見にアルコールを飲裳して仕事をさせ

子供にまで幣働せしめた︒乳兄を持つ母は

ライン地方に於ても︑乳兄を持つ龍婦人や

る政治︑法律︑丈畢︑蕊術等マル〃ス主義

産事業によって決定されろ︒歴史上に生ず

て決定するものではなく︑物質闘係即巧生

ス主義によると︑歴史ば八の精刷力により

さて過去に於ける庇曾的進化ば︑祇含全

らないのである︒

ーゲルの排読法と恥結びつけた思想に外な

クスがフオイエルパッハ流の唯物哲畢とヘ

は階級闘争の歴史である﹂と書いて居ろ︒

難宣言﹂の冒頭に﹃従来の一切批含の歴史

い︒その祇脅組織なみに搾取階級と被搾取

いふのである︒今日マルクス主義を信奉す

員の一致協力起以てなされれものでば江

る人々は︑マルクスよりも一歩進んで更に

人類は陳始共産の時代を股するや直に階級

のいふ上部構造をなすものは︑何れも無済

唯物論的世界槻を立てようと努力して居る

闘争を縦けて来た︒自由民と奴隷・黄族と

階級とが出来上がって︑白己保存のために

たが如き︐博残慈善の行篤に止まらないで

が︑いづれにして︑もむ縄済闘係が壮愈組織

角雁制する者と迩臓制される者とば︑古来

的生産享補によって決定されろ︒即ち人知

此の事賓の上に縄湾法則起見出して行つれ

の基礎であって︑精祁開係はその反彰であ

の経済的生活の生産方法が︑祁愈的︑政治

ヘーゲルの矛盾論理か展開し︑一般的に安

のでああ︒しかもこの事変の分析によって

るとか愛形であるとか説くのである︑然し

如き証命状態を眼前にして︑貧しきもの︑

営なろ向然的法則なるものが存在し︑碓曾

て生産事情はそれに相唯した厭曾の凌達段

苦しむもの説救済せんが馬に人類愛に燃え

は必然的↓卜その法則に従って展開せざるを

不断の闘争韮細けて衆士︒︵京都教育︶

常に相反目して珊或は礁然︑或は公然たる

注に階級闘争海生ずろ︒マルクスは﹁共産

得ないものと猫断したのである︒

階か生ぜしある︒一定の脈脅組織は︑生産

的︑及精祁的の生活行程一般を決定すると

エンゲルスによるとマルキシズムは二大

就愈組織と生産力は調和するが︑生産力が

力の溌達程度に相順して出来上り︐或期間

飛竜ルクスは︑以前の人々によって行ばれ

壷見あし狼といふ︒その一は唯物論的歴史

×

×

×

×

平民︒領土と隆奴︑ギルドの親方雅人︑即

堀延捌立しれことであり︑その二は賓本生

この矛盾が盆々増大するに従ひ︑新たなろ

耐曾悲成立せしむぺき物質的僚件が成長し

段々褒達してくると雨者の間に矛盾走来し

て︑途には新たなろ雁蒋か州現せしめ︑か

る︒これはマルクス主義の二つの支柱であ
って︑その二つの思想に封して明快なろ批

産の秘密か擬いた事であるといふのであ

了解出来るトー思ふ︒

判態下したならば︑マルクスの思想ば自ら

ととなると云ふのである︒この思想はマル

くして証含的矛盾が一先づ解き去られるこ
先づ唯物史観限ついて述べようｃマルク

︑

×

｡,

ロ

割田知己庵
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不安起来Ｌｂ今や市民は何時如何たる者哩

てより並に四年有齢︑不幸にして未だ怪盗

所謂説教掻盗なるものが東京市に現はれ

におかろろば︑誠に遺憾である︒特に吾々

の箇少なろ夜間杢さへ安眠出来ざるの状態

安幸抱きつつ︑終日の疲勢を癒すべき唯一

生命財産を脅かされるやも知れずといふ不

の正盟見届けられず今日に及・へるは賊に遺

の感あるの一事である︒警保の要局にある

其の主力が帝都治安よりも政黛御用の警察

ものは︑政薫に依って左右され︑利用する

然なり︒之叉政黛の一弊にして共に官紀の

政黛は白身の保護に供せしめんとする跡歴

ことならず″や︒

弛める一詮と群すべきものなり︒心すぺ誉

弘前高等塁校長問題

弘前高等翠校長鈴木信太郎氏が︑その校

事件あり︒さらでだに近時教育界ば問題を

友曾費並匡同窓禽菱一寓齢回走費消するの

此の一読教亜盗の禾簿といふことが︑更

ざる所である︒

多々頻出するの時︑吾人は誠に慨嘆に堪へ

はその完美を誇る我が警察行政の椛威の求

に不良なろ者の心を動かし︑興味を生ぜし

今更いふ迄もなけれど︐校長たるものは

耀の事といばればならぬ︒過側帝団議曾に

見れようであるが︑それは不安である否な

あて第二第三の誘設涯盗を出現せしめｂ或

一校の敬職員を統率すると共に︲今校肇生

めに惜しまざる韮得ず︒

いといふやう芯水掛論で結局葬られて了ふ

は講談睡盗．ピストル狸盗或は何々といふ

されて︑大いに朝野雨黛の間にその論議を

の運命に際舎せり︒吾々はその不安の一事

悲して陶冶薫育は素より︑其の師表として

崇敬走一身に牧むろの入れらざろぺから

風に︑綬々と怪盗海出没せしむろに至る態

起得ぬものがある︒かくして市民の不安は

ず︑然ろにも係らず︑その身にある者が事

が政冶的に決議するに慣するの是非恥並に

層一層その度を増しつつあるに非ずや・

見て︑其の及ぶ影軽の甚大なるか恐れざる
頻々とし

語同噺の限りと言は︑ぱならぬ︒斯の如き

る所の不正か酸て働くに至りては︑風隠言

いふが如き如何なる悪人達も容易になさざ

の根本に於て帝都の治安恥専ら司る・へ誉の

者をして校長の要職にあらしあ︑而して駁

仙事たり︑畢生及稜友の金岡を私費すると

雛祇廃そのものにも亦多くの反省す︒へきも

何事に依らず通常局に立てば意の如くな

思ふに生命財産の保誼保護といふこと

のある韮感ず︑即ちそれは近時精もすれば

らざる種々の事情ある荘察す︒然れども其
ば︑文明剛民の一大特典とする所でなけれ

もなき事たる態疑はいものである︒

て市民を脅かしつつあることは不安此の上

かずといふこと．然も怪盗は日

吾々帝都の一員として︑確に怪盗の簿限つ

問題にしようとばせぬ︒只賀際問題として

於ても帝都治安維持決議案なるものが提出

怪盗による不安

園時論

ﾘ
ﾄ
ばならぬ︒然るに此一大時典が精もすれば

凸

時

茜

時
論
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青の寅走塞げ得ざるば鴬然の事といばれば
今日野桟騒動ば側に鞭嚢しつ上あるも︑

ならぬ︒

之は一而鍵生側にも時代蝋湖の悪影騨帳鯛
されての罪←多々あれども︑半面には教育

るに物事は何事にまれ年走経るに従って︑

けれる一半詑補ひ来れる雁依ってなり︒然

其の出凌の精祁はともすれば没却され易

しめたるなり︑之にて飴あて知識溌得の目

深く信じ行ひつつあろにあられ︾﹂︑只然か

以てするが如くに至るものなり︒我が邦の

く︑潟に他の一方起睡して代るに此の物走

的ば達せられしなり︒今日ぱ敏師自からは

ノ︑なるものとの知識牟説くに過ぎざれぱ

神文化の蔀ひに非ずして精抑文化に代る↑へ

即月我が邦の文質文明は今日に至りて︑精

文賞文明亦此域を途に脱せざる走癌感す︒

職常時既に兎角破倫行篇の噂あるの人︑然

世間はいふ︒鈴木校長は曾て京都大単在

崇敬の念の生ぜざろも亦常然たるなり︒

も某大官の兄弟闘係より今日の職に卿ぜし

れられてその一部分枚ろ黄金崇拝の一鮎に

吾丈質文明と化し︑叉丈質丈化の縮紳は忘

者側にもその罪なしとせず︑即弓古来激育

る虚の人格の寓潔韮以て生ける師表とな

老は自己の畢問修菱に依って完成せしめれ

る事起敢て云々するに非す︑然れどもかか

否定し得るものぞ︑即ち是非善悪の精紳的

集中きる︑而して其の弊今日愈至る起誰か

めしと︒吾々は事の風侭を知らず︑叉かか

る行弼恥腐す程の人物かかかる要職に就か

償値は何等今側意義なく︑只利謀得失ｂ黄

し︑それか以て陶冶辻しぬし恥︑今は之に
自からの人格か以て薫育するに非ず︑単な

しめ︑敬育界を不浄ならしあしには︑徴局

反し畢問は畢問︑人格は人格別々であって︑

る記憶的知識韮一時間幾何にて蜜ろに等し

ず︑切に望む︑吾人ば致育者特に校長の如

も大いに責任めろこと彩感ぜず入ぱあら

卦職のものには．畢間か間はす︑手腕走問

き教育と化せる傾あり︑弦が大なる峡黙の
で︑人絡完成の一方便に過ぎず︑而して其

て識育本来の没を翠げられむことを︒

はす︑只人格の禰潔者避以て任ぜしめ︑以

存する所である︒曜問は娯問の厨めにあら

じてこそ飴めて目的を達し得るものなり︒

の畢問の髄得は亦敬育者その人の人絡恥通

黄金寓能の弊愈到る

ろわり︑然も其の金は如何にするか︲もし
政黙者流の私我に宛て︐而して彼ふには幽
家の勤功を以てする厳らぱ︑畏くも上陛下
か御欺き奉るの大罪許すぺからす︑吾々は
切唯之恋恐ろ︒若しかくの如くならば一意
君閲に捧ぐろ虞の勲功者雄如何にぜんとす
る︒勝之が陶民思慈に及ぼす影癖韮如何に
かする︒吾人は切に此の遥の消息を明かに
し︑以て天下に其の昼醒を促してやまね︒

然も要一路の看之走一勘謡するあるさへ噂包ら

金の外に似値あらぬ有様と化ｉ一振るそ札で
あるｃ釜く﹁地獄のサダも金次館﹂が箕現し
来れるなり︒如何なる罪も黄金にて償ひ得
ぺく︑地位も窮審も勝ひ得らろぺし︒然し
錐に特に許すべきからざろば︑近時公然の
秘密旗ろ所の勅選議員何寓図︑男爵ば何蔑
回︲勅何等何々と聯寧いる聖一事である︒

即弓泥棒より説教されて誰か知識の畿得と

物質文明商唱されて姓に六十打除年︑一

人桁高潔なる人より承ってこそ始

而其の成果見ろ︒へ告もの多く︑我が邦の文

なるＷ

あて吾身跡容乃上鹿となり︑畿得さろろも

運主助長せる功勘なからざるは︑能く何人

も之牟認むる所である︒それば従来我が図

影起踏まずといや︽崇敬の念走生ぜしめ犬ろ

が精抑文化の一方哩偏せるに封し︑他の峡

のならすや︑古背の畢弟が三尺退いて師の

るもの隠して︑寅に宗職的信念に迄到達せ

ば︑唯に師の高潔なろ人格より生ぜし功た

1

亀車座穆毒
王陽明

ず︑枝ありて後葉あり︑葉ありて後責あり︒

初め根か種うろ時只管に栽培潅涯して枝想

一︒おもしろの程教や通世理鵡忘れぬほぎ

徳川書昭修養訓

飯を得るに︑兵糧の粗敷走思ひ︑衣韮製

するにｂ甲胃の窮屈か思ひ︑居宅を棒ふろ

は︑陣中の不自由を思ひ︑起居のやすきに

山野のくるしみ恥思ひ︑父母妻子同席︑兄

勿れ︑資想宅作す勿れ︑懸想の釜あらん︒

何の薯を生ぜむ︒

ひやりて︑今日の無事安穏を大事とせば︑

起作す勿れ︑葉想走作す勿れ︑花想を作す

より用ひじ漸々に科走盈たして進む︒へし︑

走拍れず︒

但だ栽培の功を忘れず︑枝葉花資あるべき

﹁おもしろの春雨や︑花のちらめほ︾﹂︒

じｂ廉恥か明らかにし︑丈道なろもの︐葬

解する所の武士の造れるもの︑節義を重ん

からず︒天朝︑素と武を尚ぶ︑而して近古

て本となすぺし︒徒らに技蕊の士となるぺ

文武の蕊を智ふもの︑常に文武の道起以

○

弟親戚と交ろに︑遠蝿雑居の時の悲歎走思

仙家に嬰兄を説く︑亦た能く唇へり︑嬰見

一ｂおもしろの儒畢や︑武備のす太らぬほ

小早川隆景壁書

て後能く立ち能く行き︑能く持ち能く員ふ︒

どＪ

一︑おもしろの武道や︑丈畢走わすれぬほ

倫を叙し︑徳義韮修む︑皆︒仁義忠孝に出

と０

−℃おもしろの酒宴や︑本心走失はぬほど

もの︑畢者知らざる可からざる也︒

でざるなければ︑即ち文武馬を同じうする

．

求推謹して得来らず︑故に須らく筒の本源

一︑おもしろの遊謹や︑辱をとらぬほど︒

は仁なり︒能く仁走行ふた徳行となす︒而

君子賀行を務む︑己を修め︑人を治むる

○

一︑おもしろの好色や︑身韮ほろぼさぬほ

一︒おもしろの権力や︒他をほこらぬほど

ぬほど︒

一︑おもしろの利慾や︑理義の道ふさがら

︾﹂◎

ある・へし︑聖人天地に位し寓物走育する限

明日雁剛く︑是れ胎を出づろの日︑便ち講

是れ精気日に足り︑即ち筋力日に温く︑噸

卒に乃ち天下の事能ふぺからざるなし︑皆

て後能く其の父母兄弟非識認す︑叉既にし

能く端く︲既にして後能く笑ふ︒叉既にし

の知識あらん▽胎逢出づろ後︑方に始めて

は母腹匡在りし時︑貝だ是れ純気にして何

墨か侭すには須く本源あるぺし︒本源上

牡

到るも︑只喜怒哀楽未来の中の上より養ひ
率れり︒

志を立て功を用ふろは︑樹奉穂くるが如
く然り︑其の根芽に方りて猶ほ未だ幹あら

ず︑其の幹あるに及んで︑筒ほ未だ枝あら
『

18

銘 養 修 右 座 今 古

銘 養 修 右 座 今 古
x9

嘗て其の途を殊にせず︑故に孔門の四教︑

賢畢に非ざるなし︒是肇問即ち事業心未だ

長ずろ所に随って．以って之走行事に施す

形の如く結構なろ家督を受けつぎ︑先祁の

なけれども︑わけて富有の家に生乃上人は

なり行くばり︒元より孝に富貴貧賎の隔は

かくありては孝の一宇ば︑あだし徒言に

ず︒

丈︑行︑忠︑信︑皆共の日用費賎する所の

大恩にて安桑態極むろことなるに︑安楽過

して︑言諾遥政治︑丈畢の如きｂ其のオの

もの︑皐者徒に高遠深奥を務めて︑而して

ぎて却て孝の一宇走失ひ︑人間の遁にはづ

いかにぞや︑孝雁一味の大毒あり︑此大毒

れ口惜しき無下なろ境界に階入なんことは

武行か後にする勿れ︒

大図隆正の教訓

に油断せぬやうにするが︑吾人孝の志を磨
く日用修行の妙方なるぺし︒

孝Ⅸ人間一生の道︑雨親存在の内は勿論
のこと︑たとひ我身年れけ・雨親に後れた

︑満々求乃青年時代には︑新走欲し

渡遥園武訓言
野

りとも︑此の身は其の遺溌なれば︑此心身
の持様正しからざれぱ︑即ち遣鎧を傷ふの

奇を願ひ︑如何かして前人未護の路か開き

道理なれば︑父母の祁霊もいかでか安心涌
足あるぺき︑しかれば即ち不孝の道なり︒

以て青雲の志を達したいと所願する︒荷も

足下にあるのである︒

孔夫子の言つれ辞に﹁義憤忘レ食︒蕊次

忘レ憂不ニレ知老之狩一至﹂と︒是れ厩に虚世

の要訣︑吾人成業の属髄である︒造次顛浦

の間猶且つ服腎すぺき全科玉練である︒世

の事業雌や行路難鵡訴へる虚の青年を見る

に︑口を利かすればなか﹄︑の名論を吐

く︑策を執らすれば天晴名文走書くが︑惜

む・へくぼ唯此一事鵡峡いて居ろ︒即ち償を

いで無耶無耶の間︑常に様々として大切な

壷す・へき時に愛せず楽しむぺき畔に梁まな

時日心浪饗する︒故に其の成る・へき事も成

らす達すぺき庭唯も達する能はずして︑終

生か群生夢死の間に送るので︑告むぺきば

だじ即湧彼等は能はざるにあらすして鰯さ

此耐御に非ずして寧ろ青年自身にあるの

ざるのである︒

×

波とび大なる過なくとも．我に擬えて正し

×

の北らｂ直ちに馳せ着いて我が立身の階梯

×

新奇な畢説とかｂ未聞な議論でも閲かすも

にしよう︒窮審の土蔓か造らうと思ふが︑

×

からぬことか︑目前箇かの楽しみに耽り悪

己れ一畢手一投足の勢走厭ふてはｂ日常の

×

ばされて︲大切なろ父母紳霊の安心満足雁
思弼さめ榛に︒此身此心走持たなくてば︑

些事ですら決して川来ろものぢやない︒況

して自己生涯の志願を遂げ心何事か天下限

先祁父母の祁頚に拝謁す↑へ身や︑果ては冥

加もなく︑其遼鵠の此身さへや塁ともすれ・

と難も︑誼は遠きにあるのぢやない︒近く

篤さんとするには猫更のことである︒然り

孝の一宇に離れて︑今日何の顔色ありて︑

ち難き雁至る人も︑紙にまＬ例すぐ江から

ぱ︑多慾の犬功に病身にもなり︑長命も保

④

たい

つかをくこうざう口へうとう

意議の上に表はれて来る︒

いしきうへあら︐

族の日を重さね︑硯聡を新にするに従
こぐみんをいくわつじやうたい
って︑闘民の生居状態がハッキリと

たびひかしちゃうあらにしたか

る︒汽車が西比利亜の砿野逓進行し︑

念しやしべりゐこうやしんかう

くわついとたゐひざんかんあ仁

しいものも更に差別はない︒その徹底
ぶりお︾︑ろ限かに賎んじん
振には驚くの外はない︒日本人などの
きよ弓う今は含んきういづ一﹂くひん世い
居住も極めて僅少で︑何れも紘貧の生
活を管んで居るのほ悲惨の感を典へ

ざら巻ぺつてってい

に着くものは家屋の樵造である︒平等
た一句隆きうらい世わり芯がや
といふ立場から鶴来のものは脊割長屋
やうかいざうなかぢう今よ画
様のものに改造しその中に住居して届
もちろんやくにんらろ学うしやと
る︒勿論役人も勢働希も富める識も鐸

繁田武平

ソビエット政府勢農
露溌の迩況
さい今んみすぢいみ皇︑ううらじぽ

群ん全いるろやうていたうは

最近或る筋の依嘱を受け︑浦騨より

をいぢけいざう診よこくじゃうしきつとき

モスコー王で一寓六干哩の長程を踏破
にらかんにつしつひや抄のら
し︑四十五日間の日子遊費して︑彼地

じみ．ふん

もつとちからいちてん

こくみんしよくもつこと人︑くわんきふ

国民の食物は悉く官給である︒一

・釣為〆

ていぶんりやう含ふよ

家五人腫ればパン何程三人なれば幾何

かにん液に偶響にんいくら

しょくりやうばい今︾ふじよ全へに陰んきしや含つ

といふ風に︑一定の分鐙溌給典する︒

ごうやうくわうけいてんかい

食糧配給所の前には日本で汽車の切
ぷかと含れつつくじゆん稜んく
符迩買ふ時に列を作２Ｌ順番の来る碇

ら幸

ろ︒金の有るものは斑給に依らず︑商

か泡めぱい奇ふよしやう

待つと同様の光景が展開されるのであ

らのやばりくわ人えいしな午いい

て
んこうにうしやうてん
店から購入するけれども︑その商店な

それじじつえうかゞかくふつう

ろ者が矢張官誉の品を賀入れて責るの

で夫にも時日を要するから贋格は普通
住いあた
やすざいくわつでき
の三倍にも常って︑安くは生活が出来

びんぷやうと〆︑ちやういさい

であるといふ鐸である︒

け

ぬ︒貧富一様︑そこが特長であり異彩

︑垂でのことである○

いくわん

列︑是が特色であり異観であるといふ

れつこれ・とくしよく

るから︑どれもこれも怠け審の寄合と
陸か︑ひの含んにシう
なって︑かせぐ馬鹿者はない︑勤惰同

漆二ものよ即ちひ

流して動勢しても結局他人か物に蹄す

たが含んらうけづ縁よくたにんもの含

鱗を政府に納めるのである︒夫故汗水

よ笹い︑韮券さそれゆへゐぜみず

ぞさところじかしょくれうのをざん
て牧むる所は︑同家の食料を除き︑窪

とかを貸し典へられて︑それ孝一耕作し

かあたこうさ︽︑

農家は一戸に濁し一町とか一町江反

のうかこたい・息・うちやうたん

○

の政治維涛及び闘情の観察を遂げて師
てう買うしにん・含やうさんしいざじつかう
朝した某氏の談は︑共産主義の賃行が

いかてい学糞こ推またこいよ

で含き

如何なる程度に行はれ︑又之に依って
ほどこうふくえるいな
人民がどれ程の幸幅を得て居るか否か

しち

を覗知することが出来る︒左にその犬
えう笹うかい

要を紹介する︒
○

うちじ塁ろこくいにいぼたう
浦騨に露鯛入りの第一歩を役する︒
こみだとろこくていぜいじにいとうばうけいりやく

こた含よち

此の湛は露幽が帝政時代に東方紙略の
根携地として最も力を入れた地軸であ
い全せ寺じつおもがけきめ
るが︑今は昔日の面影は底い︒先づ眼

○
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〆

こうげふぱういかん言うしはいかい
工業の方は如何といふに︑藍支配階

きうものかくめいまいのこきつりやく

級の肴は革命の際茂らず殺識せられ︑
くわいしゃぢうやく全声穿うやううんめいぐんだい

たいちゃうぜうたいちゃうもやう法

曾枇の重役も亦伺様の運命︑軍隊ＥＬ
も隊長とか小隊長とか︑長の名のつく
ものたいていけいたうつゆくわとかば

者は大抵刑刀の露と化し︑取って代る
もの谷ようざんたういんにばんぷらいかん
者は共康難員だ︒日本でいへぱ無蝋漢

そく

おぼで︑垂しゆつＬうで含

ためわれ︐ｒｌ

趣んらい煙う

而して此所に群米する民衆は︑﹁こんな

足のま上大手藍振って出入が出来る︒
しかこＬぐんらいみんしう

ものがあったが震に吾々は三百年来暴

あわさ土にぼん

せ
いくるしてうばごふち
政に苦められたのだ﹂と潮臆し手﹂心地
らんにうゐ

よげに矧入して居る︒その有様は日本

人には一寸熱見し得ぬ圃である︒

じんちょっとさうけんえづ

けいけんれんそ上ねいばい

いひわ仁し

るがいがら声ばりきうきうなかめん

敬度の念を注いで澱拝せよ一との言渡

令り

い

である︒遺骸は術子張の枢宮の中雄溌
置されてあるが︑生き似ｒ︑として死屍
拳も膿ご
とは忠へい程である︒

○ｆ

これ賦矛・そんすうぷを

は我盈の努力が足らぬ故だ︒今より二
泡んじじつかかたらりさうて垂しやくわい
三年の時日を締せぱ必ず理想的の祇曾

﹁マルクスの理想を賛現すべく︑識力
稚にぷんおもやう注ゐしかこれ
したが何分恩ふ様には参らぬ︒併し是

りきうじついんじんりよく

大官と語って見た︒彼等は日はく︑

たいくわんかにみかれらい

何れの村を間は未慨然たる銅像幸一建設

士湾めいれいあつ畦一い

吋斗﹄しＬ一コ

窪八Ｉ

場の能率︑含献の成績が難る筈はなく︑

ぢやうのうりつくわいしゃ産いを寺みがはす

として迎へられたＤである︒されば工
ぐんそい

今．りつ

いへ論うみや推力

全つちやう浄に似んにいじんぐうざ上晶修つ写と

われＪｆｌこくじ人そせい

くら︑卜︑かん

尊敬を桃って居る︒﹁此のお方に依って

酉ぞ剛八け蘇生したのだ﹂と口煮に感

しやこ鹿はなゐき・喜李全にさうざ・フばか

謝の蕊を放って居る様も亦頬像の外で
ある︒

て取締に任じて居るが︑榊様と同様に

じんろゐ含うざいしゃくわいかいざう

彼等の赤化運動は之を潤乙に試み英

かれらせきく？うん害うこれ琴いつごＬろえい

〃○

とである︒

様のものを綴ひて︑平然として居ると

装の如き︑何れも黒の上張り︑事務服
や
う全とへいぜんゐ

きう雷といづくるうばばじむふく

することは極めて質素で︑面舎時の服

鈴はしつそめんくわい書唇ふく

る︒而して感心な〃は園務大臣でも月
農んいじゃうぽうきふうけとみぢ
三百回以上の俸給は受取らず︑身を持

しかかんしんところこくＵにい腰んつ含

これよ

じんせつにんゆんかれらしん

われＪｆ１替印よくたゆ達いま

いづむらとけんぜんシうみうけんせつ

を迩設する﹂と獣言した︒彼等は庇に

Ｕ・かこう

し︑どんな家でもその像を誇悔の中に

きうしあが宕さもの詮漂舎よくノー１ちやう

祭り︑丁度日本で大祁宮様を祭る如き

之に依って人類の救済耐含め改造をな
かくしんもばたらゐ
し得るものとの確信を以って働いて居

壮士上りの如き者が其の部局為々の長

軍隊といへども︑唯命令と律制とのみ

そんけいばらゐこかによ

ばなはにさくご

甚しき錯誤である︒

○

のよかうちうきこうふうしょくところ

わうｊｆ１言みくぶつさうふごうていたく

は︑往々貴族の別班富豪の邸宅らしい

をゐがいぼぞん
モスコーには其の遺骸が保存してあ
ばんじんはいくわんゆろゐそ
って︑一般人に奔澗を許して居る︒共
みそいい雛こどん︑らう晋うしや
ものを見つけるが︑夫は今．悉く勢働者
のやうやうゐんゐていぜいに両い合う
でんけいぎよ告うやうあけは雁誰人びご琴

でん︾・ういりぐちかんとくくわんけんぜんかま

の殿堂の入口には監督官が侭然と鱗へ
とりし主のにんゐかみさききうやう

○

の療養院と底って居る︒帝政時代の宮

族行中気候のよい風色のよい所に

之に反してレーーラの尊崇振りと来
じつ窮奪ろ倉いいづ牡ら
ては賞に総入ったもので︑何れの町

で︑規律もなければ服従もない︒淵盈
・や判且へいけいばつおつゐ
たる不平を刑罰で押さへ請けて居るま
しさう
でのことで︑デモクラシーの思想とは

○

○

殿は駿城同様の明放しで︑何人でも土

I
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１１

画に手を染め何れも失敗に終った︒目

ごくてそいづしつ唾い券建もく
かなうかうてんくわんし江筆よびにばん全しゆ

○

の含そこん含しかわやこめめしわずたにん

下は方向が韓換して支那及日本に魔手

てん

つよしやうでうめだかん

のである︒︵昭和四︑二︑八日稿︶

と躯き衝動とを輿へるものと感余るも

○危険思想︵梁天子︶

○冬廃

車の吾にふやみさげつ坐

砂利まきし路走ひろひてゆく人の

○砂利路

玉と石とのわから必もみず

新らしきものをよろこぶ心より

危きものば人心なり

めづらしきものと喜びもてはやす

万や瓦か拾ふおろかさ

てる玉走忘れて外閏の

零、

を伸ばして来た︒其の根気のよいには

驚嘆する︒併しその結果がどうなるもの粟飯を望む如く共産の美名に瞳際し

が家の米の飯を忘れて他人
号やうたん﹂かけつくわあはめしの毛と然
とる
骨に
や我う
ざんぴめいだうけい
せ含しょく

あるひ含やくかぢ陸んぽうくわいゆもＬいるくらゐ
のであるか︒或は脚下の地盤が崩壊す て︑赤色とまでは行かずとも桃色位ま
モいしゆさうぞうあくくわものみとさく絶ん

ろととはなか躯宅診函い夫は岸謹や調像でに悪化した者さへ認められる︒昨年

に過ぎないが今露国内には反政府鳶がの春世人の夢を蕊した共産薫事件の
ぢ
ねつやうせんずいゐいつ陸くばつこいくは
地勢の様に潜在して居る︒何時爆護す姪く︑葎誕誌や騨掩までが之に加はつ

わかなんじんしゆしゆりいくわくて今そし曾て合じつかうくは仁いた

る

なんちう定んじい

○

るか判らぬ︒何にせよ人種は百四種のて計議的に組織的に賞行を企つるに至
しゆうがうれ公一レふうぞくしふかんしめざしきうじつこぐかたじんみんふぐり仁
集こと合だ︒歴史や風俗習慣も主義思想もつたＣ賞に国家の蔦め人民︑鵬和の篇
これらけうわつうしんたこと
異にして居る︒之を一致協和せしむるめ痛心に堪へぬ事である︒
ととは難中の難事と謂ふべきである︒

○ろこくわくにぜん〃Ｖこく鱈いこくじやう

身ことみことほんどくびわすたこくしうまたひつ

舞ろ
園と
我か
が国
とは全く
然副鵠し
と国状と
じ
つ
んとが
馨とこ
に
癖ぺての
事ぶ
物は
老か
へる
行ふ
はた
大を
異い
にし
てし
居る
︒な
然に
るに何る
を喜んで︑
けいてい

なる径庭がある︒聞いた事と見る事と本圃の美を忘れて他国の醜を肇ぶの必
やゐぷんたいきえうもけいざいそし号うへけつ

でさへ跨分吠瑳があ率調の詫華喝函淳要があらうぞ誼く諾地謡湾組誌の匙誰蹴

〜

｛

モクラシー如何にも結捲︑共産の文字黙があらぱ︑国状に膳じて之を修正す
４分うつくしかを暑くわるこくげんじやフとみぷん賎いおふこうへい
如何にも美しい︒併し赤化露図の現状ればよい︒富の分配に於いて不公平が
みおぱいそさうそうここ虻こく争う生こうへいばか
を見れば大に其の想像と異るものあるあらぱ園風に擦って公平を謀れぱよ
・はつけんずなは含やうさん守やうえいみらわたくしらうのうろこぐいんじゃうそじつ含やう
を溌見する︒即ち共産が共築の道でない︒私は勢農露幽の現欣と笑の賞況と
きやうに奇やうひん含やう桧うあくくわあ仁くはもくけ合そしざつにんそかん
く︑共堕︑共貧︑共乏の悪果を輿へらを詳しく目撃した其の覗察談と其の感
くわんくわ逐う含わこくみんうへにいいまし
れつ上あることを畷過してはならぬ︒想を鑑いて我が函民の上に大なる戒め

− − − シ ー ー ー ー 一 一 一 p 〜ー 令 一 一 へ − −

〜

一
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闘喜蕊と濡雲玉
藤原楚水

のい上ものが出来てゐるから︑これを

蕊註麓蝦騨遁蟹寵︾謹灘篭鶴

雛確織難鰯識恥識撫鰯撫韓︾

●●●ひじやうしゆるゐお腿●●の●●⑥③●●

んだがよい︒しかし︑蘭亭叙にしても︑舞懲郷の一↓瀞と一両はる入ものに︑季

した聖教序であるとか︑半裁碑等監畢のである︒

垂蕊かの鐸を僻僻秦が鑑課して癖に誰のでないまでも︑是非とも見るぺきも

それで行書の古いものを稽古するにと云ふ人もあるが︑虞世南の反蹟であ
は好づ瞬雲郷を識ぴ︑それから蕊誇りるに鍵誠ない︒蔭書としては些零のも

である︒
ざやうしよふるけいこいひと●の③しんせき

主墓誌稿本員蹟がある︒米元章の臨本

︾証鋪︾禿錘︾婦聴封酔鋤鉦諏僻誇榊筆．恥︾︾︾︾︾岬唖醗趨峨唖や一唾紳︾

蕊螺謹崖蒸嘩鞠蕊懲漁繁霧

養修紳精と味趣道書
23

︑●●●●●●●Ｆやうしよ圭佳曹

久間象山なども︑顔虞卿の行書は除程

はいとくがはじにいじなし

票んだものと見えて︑或程度まで手に

念な﹄かあるてい︾﹄沌

●ｅ●

で嘩．たつと

入ってゐる︒徳川時代︑一時は︑寧ろ

王義之の十七帖などよりも貴ばれ︑こ
全なひとナく
れを畢んだ人が少なくなかったといふ

に侭んじんザやうし上きがてんのうしんかん

ことである︒

日本人の行書では諺嵯峨天皇の震翰

・しやう●●●●

●

と稲さられてゐる李矯詩帖といふがあ
⑧︑●●●●●●●
る︒これは虞世南の汝南公主墓誌など
より鍵等珪に跨るぺきものである︒橘

●●●●●●●●●●●●●●
逸勢の伊都内親王願文︑室海の瀧頂記︑
④●④①●●②●の●●●●●

の④とうとうじんしようちい⑦●

風信帖︑三十帖冊子︑博教大師の手筒

頂跡等︑唐人の書の中に入れても争座

位帖位に比肩するに足るものが少なく

●③くらゐひけん仁ずく

ない︒

ぎやうし生もつしゆひ好んしよ

とう●●●

しよところひ

行書と以て主として碑文を害したの

は唐の李北海で︑その書せし所の碑は
よおよい●●●とも

にうじおも

●●

八百徐に及んだと言はれ︑蘇蕊芝と共

に営時に重きをなしてゐたが︑霊芝の
し
よそくぴこうぜい
書は俗垢であるといふので︑その後世

おもひとぼくかいひぼん

えいてら

ばくかいかいし生

に重んぜられず︑轍り北海の碑版のみ

四青磁蝿可蝿叩がやわ壷︒靴蛎や総轄
は︑端州石室記︑任令則︑魔正道の雨

秒①①⑭①③グ⑥②③②

ものに麓山寺碑︑李思訓碑︑李秀碑︑
ｅ
③③③●⑨①②
華寺碑がある︒そのうち法華寺碑は
う法た
がもぽくかい

④●⑥⑥⑤よ

識はしいものであるから︑若し北海を
事ぷ造らば麓山︑李思訓によったが宜
ぽくかいじ⑥②全施をくおちい

︒北海の字は義之を肇んで俗に陥り︑
けいっ
たいしふきへいう

しよじつようてきしよけいにゆつ

結鰐に習須があるから︑その弊を受け
ちういかんえう●⑧⑧⑧
ぬ注意が肝要である︒宋の米元章など
ごやうしよせんもんかさんかう
も行書の専門家であるから参考するに
③②のばきかくはるか
はよい︒黄山谷は覇気があって格が遥
くに①●②④⑧たいにんしや
に降る︒元人では趨子昂が第一人者

で︑その害は皆一用に適する︒書を雲術

けん今うもつ唾じつようしゆ

ひとへん全芯

として研究せす︑専ら賞川を主とする
人にあっては︑この遥のところを蕊ぶ
しやうけいいやし︑しよ昔い
が捷裡である︒しかし︑荷も書を精

しんしゆうやうしよ江けいじゆつかんしやう

ひとたちとういこ

耐修養の一助と篤し︑謹術として鑑賞

しよみ生な

の書は見るべくして単ぶべからざるも

しょうといふ人達にとっては︑唐以後

の⑬⑰①●④⑦

のである︒明では童共昌や︑文徴明が
ゆ
うめいし夫かてうし
ひく

有名であるが︑その書は可なり調子の

低いものである︒

睦らかかんれいずぐしかいん害．︑しや

︵二︶草書隷書の箪習法嘩癖確醗淫乱唾躍翻霊や唾
う識
ゐ峨
て癖
い翻垂皐
きうしよて樫ん

畦い

ｅｅｅ漢隷を翠ぶに必要な︑遠碑は︑その

しよ章書の手本としては誌誕は癖趣唇のに瀧わた墾なひつえうかんひ

こんにら

み

よ

︵三︶臨書から原拓へ

⑨●●ぱびつぢやうばふい

ところで近頃では︑曹全碑などよりは蕪東披も把筆定法なしと言ってゐる

ら卦ごろそうぜんひ

と︑尚ぼ原拓をさる速いものである︒

江ゆんたくと俵

た職であるが︑今日からこれを見る

匡寺

があつたぱかりであつたといふことでた群載い︒
へんくわ
ある︒鐸呼の渉峰狸として穣鐸な鍛勢罪短小ろ／識譲化をしてゐるが︑そ
の癖元奉が︑鐸耀に嫁て鐸霊峰の鰐娠の瞳筆潅潅︽皆同じ錠あ喝恥ら蓮三
みづかふくこぐよ
を持て︑これを自ら複刻して世にひろの碑虻霜熟すれば︑他は自由に書くこ
たうじてんか輝いい
めたものなど︑営時天下第一と言はれとが出来る︒
もつ

隷書ば︑漢に護達し︑専ら通行した畷小哩展湊掘割守噛癖一斌都斌奇嘩嬢
かんちうしん
ものであるから︑漢を中心とし︑その極鍛麺︑唖霜新哩癖癖閣噸︽面識較輔
じにいひぷん全推よ
時代の碑文を肇んだが宜い︒ところが霜鯉群︑聞烹長韓仁銘︑鶴陰令張擢碑
たいていとらもんばんずゐ
とくがはじだい
徳川時状には︑この砕擁の撫醗に涯恭舞敷独り左くある︒大抵虎の門の晩翠
じつちつみ
したものが砿めて媒なく︑鱈渥霞雲砕軒で責ってゐるから︑資地に就いて見

碑︑︒
魯相の
史農
饗孔
廟碑
︑術
尉卿
衝方
であ
る︒︒●ｅ毎︒︒︒廟︒
︒
ｅ
③
︒
●
れいしよゐんばつたつもつ険つうかう

澄浄塗僻︑停妻鮮鐸峰など︑琴錘は琵盗州球奇北噸湘擬講解︑伺叡較錆蛎猛
いんぽんシたくつ時いしゆつぼん
印本の佳拓が綾て出版せられてゐるか文石門頚︑百石卒史碑︑魯相韓勅造孔
かくしよしや
ら︑蕊害者にとっては︑難に錘舞吟蹄癖婚諦蝿鈴奉小姉蝉斗癖僻誹唖蝉牽唯

④⑳●④③の⑤①●

善嬬左圭恥ら弧の液が吐蝿零球や千ナうひじゃう茂てんわうねん︒︒＠・

票鍵瞬識儀灘躍窪尋蕊蕊

群あ電のみであるが︑それすらまた行
哩くかいざやうしよゆうめい
鰐を帯びてゐる︒北海の行書で有名な

ひぎやう
24

養修紳精と味趣遺書

養修紳錆と味趣道書
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壱としっぴつばふ

如く︑執筆法などにはきまったものは
むかししよはふぽんしよるん

を見ても所説は匡交であるが︑若し弧

・みしよせつまちノ︒１もし

ない︒昔からの書法の本や︑書論など

しっぴつはうし胆んし

つみ④①②しゆ

ひて執筆法を知らんとするならば段氏
じつひつはふきつしばんすゐけん瞳赤
述筆法といふ一冊子が晩翠軒にある笹
だから就いて見たがよい︒鳴鶴翁が朱

ひつしよにうついでことはお

でしぶな③⑮③今一なこと

筆で書入がしてある︒序に断って置く
曇へわたくしの︒①③①
が︑前に私の述べたことで︑鳴偲翁

●︑①にほん含これついしよにう

の弟子は︑皆鳴錘流を畢ばされた如く
ごかいやすてん⑪②⑧
に誤解され易い黙があるが︑鳴蝿翁は
と

揚守敬が日本に来て︑之に就て穀逆を
いらいこんにちわれノ．Ｉしゆらやうごと
問ふて以来︑今日吾 の主張さるが如
じいうけん倉うはうしんしたがもんじんみちひ

き自由研究の方針に従って門人を導い
翠書には︑初めは大字より始めて蓮

がくし生ぱじにいじはじうん

ふでごう全うじう生う︒
ある︒筆は剛毛がよ・いか︑柔毛がよい
だいだいじゆうしん
うで過じうまうけんきうつじゆん

かといふととも大鰐自由であるが︑買

に腕を練るには柔毛で研究を積むが順

じよ

しよがくあひ柊ちよくぜつたく建んつ

序である︒

一初畢の間は︑直接に拓本に就いても︑

じくわくふめいようひつかんきうとう
字劃が不明であったり︑用筆︑緩急等

ひとたちし縦らみひにせんもんかりんしよ

理解しがたい熟が少なくない︒そんな

叩かいてんすぐ

人達は︑暫くの間︑専門家の臨署叱喰
つけんさう

ものに就いて研塊したがよい︒何子貞
りんしよ②⑭②②④⑧

はじ⑦①の①③︑③りんしよ

の臨書した張遜碑であるとか︑感器碑

を始めとして潅齢初の郷文公碑の臨書
し芯じん
など︑支那人のものも少なく底いが︑

に怪んじんの④④⑨⑭⑤

寺＄Ｑ

だげんにいにいかしやう

日本人のものでも︑鳴憾翁の鄭道昭そ
たｈんしよもちろん④︑ｅの⑥⑧ｅ
の他の臨書は勿論︑比田井天来氏の畢

らひとたらけんしよつ念余抵

書茎蹄その池野現代の大家と秘せらる
し
よかひと
る書家で︑臨書のない人はないから︑

それ等の人達の臨書に就いて先づ撃
ついげんにくた愛

ぴ︑次で原拓にぶシつかるのが正しい

じゅんじよ雁くれた︑の⑨いごしょ

順序である︒唯だ呉為も宋元以後の書
冬
季芯らしよ

なにしようこじぷんひく

を蕊んではならない︒それ等の書がよ
みひとかんしやうがんひく
く見えるのはその人の鑑賞眼のまだ低

めた念毛くに人に堂みちふ

ってはならない︒︵完︶

酔獅精勤塾詩文課題

一月春廃賀某翁毒序
二月江村探梅調菅公鯉
三月春霊偶興郊外春遊小記
四月惜花飛行機説
五月劉竹弔屈原丈
六月題常岳固迭友人赴海外序
七月贈老僧展祁先墓記
八月湖村月夕滞海水記
九月征婦怨儒教不迂遠排

十月憎蝿諭閣隈

十一月浅鵬畷楓記

東京市外世田ヶ谷
町池尻樫町一三○

文荘石川二三造

精勤塾主

十二月歳晩蒋事書奮詩巻後

！

たものである︒

びつじゆう全些写いじうつ

塞しつかへたんくずたは経ん

さ

筆の自由なるを待って細字に移ってょ
腿いじしよぜつたいひぢ
いｏ大字を書するには絶封に肘をつく
さいじひぢ
ことだけは避けねばならぬ︒細字は肘

をつけて差支がない︒単鈎帥ち一本の
ゆび一年で零うぐ十江はほんゆび
指の筆をもって︑双釣即ち二本の指で
筆をもつも︑或は全部の指をかけて

ふであるひぜんぶゆび

たうにんか

い頭で速箇して︑正しい道を踏みちが

い何よりの誘携であるから︑自分の低

ぺんりふつがう

に便利でさへあれば不都合はないので

も︑それはどうでもよい︒営人が書く

心

世相漫談
足立栗園

身んせん主くつここんとうざい

仁いひかうさつふところい全さら

るところの金銭慾に就いて︑今古東西

を封比し考察して見た所が︑今更なが
そろゐじばたはお写ろ
ら其の類似の甚だしきに驚いたのであ
むかしぜに○︑︑︒︑︑９︑︑︑︑
る︒昔から綾は銭届に犬を重ねた文字

さうい

全たちじゃういこ上ろきよう

しも写もつとあさにんげん管さうものがた

﹄﹄

有する人たるに塗らぬとすれば︑其の
ひとものぐんきよついこぐか含よう
人茂る者が群居して途に閏家といふ姪
にんゆんレやくわいけいせいいじゃう
固なる人間賦曾を形成せる以上︑たと
ときことところぺつそいは
ひ時を異にし鹿を別にしても︑其の所
ゆらせだいにんじやうものふうぞくしうくわん
謂世熊人情なる者が風俗となり習慣と
陸あひかれこれふんがう
なる場合︑それが彼此吻合するといふ
ことわりおいあう
ことは理に於てまさに有り得べきと
わたくしこしよ
とである︒そこで私は古書の二三を

縮いて︑最も浅壷しき人間世相を物語

ふ

して見まぜう︒

哲人セネカの訓言

ろう全ゆうめいてつじんちよしよ
羅馬の有名なる哲人セネカの著書な

こうふくろんなかさん上くやしんい

しやうか

き

ろ﹁幸福論﹂の中の︑﹁貧慾と野心﹂と云

ふ章下に︑いろ︐ｒｌ記されてあるが︑

そをきうみ︲︲もんじてつ含

其の世相とも見るべき文字を摘記する
じつかきごと
と︑賞に下記の如きものがあります︒
ゐはい

含ん音んよくかんり

り︑そんな輩は屡全賄賂をつかませ

はいしばノー１０Ｏ︑︑︑︑︑

金銭慾で官吏になって居る輩があ

︑︑︑︑︑たう輝いにＡけんことどとしやう

にんこんじやう

きいものＥと

られて居る︒営代の人間は悉く商

人根性になってしまひ︑一切の物事

厭ふて法鰐となり︑辞世に一︐落ちて行

主人の貨殖飽く所を知らぬ貧慾にあき
すう象んりょうかぜ庭のちよ
れて︑数十菖雨を稼ぎ出して後に世を

を不信榊にもなして居る︒繁昌した

であって︑同時に其の報酬観念が人

のではなくて︑た時値段の額面から
︒◎︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑しん
評慣するやうになってしまった︒信
じんこ▲ろほうしうぎたいう
祁する心も報酬を期待し︑得るから

ろ︑︑︒○︑︑︑○︒︑︑
を見るに︑其の資質を見て尊重する
︑︑︑︑︑︑○◎︑○○︑︑

く奈落の底をのぞき見ん︑いかほど慾

正直であるが︑悪魔が横合からモッ
いま垂たとうざいてつじんげんちよう

ならくそこみよく
ふ
か
あ
な
み

いと︒はふたいじぜいおゆ

しゆじんかしよくめところしごんよく

の深き穴ぞと﹂とよんだといふのを見
たいていさっ
ても︑大底はそれと察せられるのであ

とよい報酬をやるぞといへぱ︑すぐ

そうめいかくちよめいびっくり

段うしう

めくま上こめひ

ぢい含んｊ︑すうはいうちわれＪ１

と人間は鍵節改諭をやる︒五男の親

にんけんへんせつかいるんわれ︑ｆ︑おや

しやうぢ言

いと信榊して居る間は︑人間はまだ

しんじんゐあひだにんひん

ゐはんしよう

とうじそぽうしうくわんいんひと

ろが︑今亦東西哲人の言に徴しても︑

や寵父やが︑金銀崇舜の中に吾全を

ふしんムー

それが一層明確著明であるのに吃驚さ
ずこ念人にん
れるのである︒いざ少しばかり漫談

は江戸時代大阪の紀伊固屋亦右衛門が

え写じぱいお僅呑か●の●①●●●●

ひとざんがいものとちか

歴史は操返すといふ語は︑真理であ
とかくここんとうざい
いなし
るか否かを知らぬが︑兎に角古今東西

で人を残害する者と説かれたり︑近く

ろんけんじおうもくひとおい

に論たく︑竪耳横目の人たることに於

古今東西に塗らぬ貨殖道
恥舎しくりかへごしんり

︵専ら金銭慾に就て︶

鰯
は相異なく︑又知情意の心の作用を
ゆてう
ひとかはそ

2
＆
．
談 漫 相 世

そにあわい洲ｖ
育て上げたのであるから︑吾々には
そこんじやうこ上ろそこしわに
其の根性が心の底までも染み渡って

いまてんがふさ士むか

くわんしや庫あひさいぜんすたは替鱈

しまひ︑モウ今は天の榊様に向って
感謝する場合にだって︑蕃銭即ち銭
かみさ全わうどんよるこ

◎Ｏ︑︑

をもってする︒榊様を黄金で悦ばさ
ゐ

うとして居るのだ︑そして貧乏を目
︑︑︑︑︑︑︒Ｏ︑︒◎︑︑︑︑︑
してさながら天罰か呪岨のやうに思

︑︑︑︑ふしじんそくわん埴ん
って居る︒見よ詩人さへも其の観念
てつにたいやうざんぴわうどん

くば

のこにんゆんてぢかわ

てつをん宮ん

立仁 つものは︑残ら歩人間の手近に置したり奉遷鍵霊逃た識︑癖騨鐸錘雁つ捷

にいか

．ふかちこくえ

詮かつばのら

いて下さったが︑徴︑金︑銀などはりする事に時間を費やし︑紅含にも自
いづにんげん琴うしりうけつ冬つがいにうぐこじいんたんらじつしって含ひえ念江
何れも人間同志の流血や殺害の道具己自身にも︑何等資質的な稗益を篇し

い全巻ら

くわん

ほうそもくてきとうだつ

とこる

なり代償なりであるから︑深く地殻誤曜いや詫謹る﹂垂先乞喝破して後ふく
おくそこひお
の奥底に秘して置かれたのだといふ徐ろに慾望諭より進み入って日ふ﹁慾

・こぃつか︑︑︑︑とき

尚ぼ惨め極まるものである︒錬鍵など

ことを︑今更ハッキリと感ぜられ嘩は謀の調的に到達してしまった所で
る︒

叫鱈の華亭の姪きは︑琴を識鰐畔確とは︑之を掴まうともがいてゐる時より
ほぞん
いわたくししょくん奪うつかのら
もセネカとも言は歩に私が諸君に紹も︑掴んで後に︑それを保存しやうと

ゐ

しか

くろううへ

うしな

含んぜん稜いくわん遍んもらかだくろうすう

金銭に封する観念の持方で︑苦労は数

あう

曾んぜん

署修亡国の深戒膳ん書ん段震
ん
に惨謄たるものになって来る︒まと

とみからおよしん足

居るではありはせぬか︒更に大きた苦勢であるし︑且つ又その

じていきやうわがくにこんにらこくじ

うしな

か
いた
しら
ょ︑く諸ん
介し
君はテッキリ職確呼挿のする蟻の瀧が錘に滝きな醗鑓がある︾瞳

ずたはぱふりつしようしよるゐつか

そくりょう

が手偉って︑太陽を讃美して黄金に
が
じにい爺うかわう
駕すといふ︑時代を調歌すれば︑黄

し

をきううが

世相を穿ったものだと速了せらる上ぼそれを失ふまいとすることが一つの大

しにん

金時代といふ︒かくして詩人までが

ど︑事程左様に我等の今日に酷似して震友諾勢で秘謁上に︑それを失
へ仁
ば︑
か念

じんろゐさいあくひざんさいぜんこうぷくみ

てんじにい

人類の最悪悲惨を︑最善幸禰に見せ

かゐ
掛けやうとして居るのだ︒

まだ仁いしやくくわんけいしやくわいじつヒエうして含

叉貸借闇係による肺曾の資欣を指摘
いは

して白く︑

にんげんいま含んん︑かばろうようひ

人間は今や金銀の代りに︑蝋と羊皮

紙と︵即ち法律による諸書類︶を使

土にらでごと卸うりかしげいやく

ふたり︒叉血の出る如き高利貸契約
はふはう
の誌鍵で蝿て︑霊瞳読瞬をやる方法

みつに含んん︑

を見付け出したので︑シマリ金銀の

な

然しセネカは富の慣値及び真の其のとに妙なもので︑金銭といふ蝿如は︑
聖うばうつい奇よくへんじつしゆじつさいちよくぜつそんしづ
用法などに就いて︑委曲に編述し︑主音際直接に損失をしなかった場合でも
ぜじんのいぽ客全つと↓ ゐ︾﹈んよくにんげん全う
として世人の迷夢を畳さんと勉めて居貧慾な人間は︑儲けなかったことを︑
そんかんがゐ
モもんじいかこうめう
る︒其の文字は如何にも巧妙で︑一麦損をしたと考へて居るのだ︒﹄と︒尚は
ぱとう
ようてんにうん︑せじんこれおもむ
これをうかい仁
之を紹介するに堪へないが︑二三要黙酒を世人の之に趨かんとするを罵倒し
いはをけんほんにんげんか過ちらみ
つにん作んかしよくいんも
を摘めば﹁人細は貨殖切論を持や吃ゐて調詠じ戸世調一嘘の人細誰︑詮誇確見
て︑それから離れない以上は︑富の貢て幸禰人と恩ひ倣し︑金持の境涯にな
壷よ
遇が
いたづ含ん︑ん〜しつのう
の用法を知らす︑た営徒に金銀を出納りたいと願ってゐるのであるが︑凡そ

︑︑︑じ

︲Ｉ

I

にいかにんゆん誓うしいがみ

代償となって︑人間同志を唾み合は
とうぐできわけ
せる道具が出来る課だ︒それにして
おそ含んルーかみ害念にんげんやく
も怖ろしい金銀よ︑榊様は人間に役

へ
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よ症かいら区ぜんぽうつ
じぷんざいさんか

世の中に苛立ちと羨望とが連れだって
くきょうがいよわる含よみがい
来る境涯ほど︑世にも悪い境涯はあつ

たものではない︒自分の財産や︑前つ
ぎ妙う陸ろゐごれいるゐしよゅう心

こうにいていたく

じまんう

てゐる牛馬の類︑奴隷の類︑所有地や
︑︑︑︑︑ｂ砧︑︑︑

宏大友邸宅を︑どうして自慢し得ると
早へ

◎︒︑︑︑
心境である﹂と︒

いひ得やうぞ︑モッと共の上にと慾望
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ｏ○○
する心に較べて見たら︑むしろ乞食の
およ写んらんあにんげんじゃくてんとくせ

骨た

がいたん

凡そ貧埜飽くなき人間の弱鮎特に世
じんかしょくうへおいへいがいれつぎよこれ
人貨殖の上に於ての弊害を列畢し︑之
やゆて登Ｕふかいゐ
けにたう
を郷捻的に教渡して居るのは︑差し賞
じろう念影いせけんたいりこしゆぎ
時の羅馬に於て世間一鰐が利己主義に
はし険つしつへんらうへい歩らいついこじん
走り物質偏重の弊に陥り︑終に個人を
＆
じここ
じ人ぜい隈ん誉
富まし自己を肥やすを以て人生の本義
しやしでいだくいたそ毎よく
として箸修賛津到らざる危く︑其の極
こぐかわすしやくわいわすかたむ含
画家も忘れ献曾も忘るょといふ傾を

つぎてん含んけんろん

やんしうざやフふらひら

群集は左右に道を開き︑アシとばか

舎ようたんそうしろがゆ

次に鱒じてスマイルスの﹁勤倹論﹂

りに驚嘆して︑やＡしばし其の後影
み毒くしかそ

と置く唾毒やかた含よ

お含ん上んかかしよくいぐわい

就ての弊を示して日ふ︒

ついへいしめい

かく古今の祇曾事相を列畢して後︑更
いくだけふくんくにさら︑︑︑Ｏ
に幾多の教訓を下し︑更に老後の富に

事たり︒
ごこんしやくわいじきうれつ雲よのらざら

こと

蔦の富を作りしクロックフォードの

まんとみつく

ーーユ今

事例や教威を一瞥して見ませう︒先づ

ちうふくしやじぜんしやうちうかＬ

中︑富者と慈善なる章中に掲げてある
上
いいＧふかいぺつみ＆

１様とは︑賭揮場の親方として︑亘

を見還るなり︒而して其のクロッキ

かいばいきんしゆきしとつへいがいしめ

八彼は拝金主義の史賞と弊害と矛一示して
日ノ︑．︑

いば

よぱい今んしうひとむかし
世に拝金宗の人あり︒昔︑イスラエ
ル城は識鍾の礎を鐸講し︑濡峰雌は

わ
うどんまつろう
黄金のジュピターを祭れり︒老パウ

全んパヴンドひょうかひと

ンダービーは一寓跨の評債ある人
お
．ｂゐりう

そろうぬんと露いふこう

老いたる余滴家が貨殖以外に一つの

あに

か

の財産は彼を利することなく︑却つ
わざわひた趣かれしゆぜんご

ば歩︑そを使用すること能は歩︑彼

きいさんかれりかへ

し生ニフ

何故ぞ︑彼は其の金貨を食ふとと能

なにゆゑかれそ合一んかくめた

どらく

を重んぜり︒パウンダーピーの頚流

てんかはだは酢僅ゐ．ひとしんにい

ば天下に甚だ多く﹁彼の人の身代は
いかんかひといくなんしうにう

娯楽なければ︑其の老年時代は不幸
しんにい毒そふと
なり︒身代こそ恐らく太るぺけれど
も︑礎の筏蹄は栽識一鍵底り︒そほ

つれ吾ところしつもん

如何﹂︑﹁彼の人には幾何の牧入あり

くんレかなｒびこ

や﹂などいふは︑常に聞く所の質問
もそけいらこ上ぜんｎようじんけい
なり︒若し夫れ郷等﹁此に善良仁悪

なる君子あり﹂といはん乎︑何人も
こ
いみ上シたむも

之に耳を傾けざるくし︒されど若し

り︒世人彼詮呼んで禽獣といひ︑三

せじんかいよきんじう

て鵬の種となる︒彼は守銭奴左り
りんしょくざいめくもつとぜんれつ
害沓は罪悪の最も賎劣なるものな

ぎんこうび時︒仁今だ今．んかか番

文の慣値ない人間となる︒臨終の際

もんからにんゆんりんしうさい

に銀行より引出し采りたる金貨を数

につど貝か魅んらの壱

とて︑常に俗物の群采する腿なり︒

へて︑莞鯛たるより他に︑何等〃望
ふごふさいごじつあはれ
みもなき富豪の最後は︑賞に憐むく

ききお

﹁スハ︒クロッキー様の御いでだ﹂
こ亀たにびとくらひびとぎ
といふ麓︑何人かの口より響く時︑

つれをくもつぐんしうところ

ふごマフついうこやうみ

後影を見送るなるべし︒ハイド︑パ

うしろかけみお・＄

かしうか極らめそ稜か

卿等﹁彼〃人は幾畠園の財産家なり﹂

けうらかひといく全んゑんざいさんか・

来せることを︑セネカは慨歎したもの
これためついろう全

こがいたんじご

であらう︒まとと此の慨歎は一時の杷

といはん乎︑衆必ず目を側だて彼の

ゆう

・１ク︑コーナーは︑富豪の通行を観ん
じれい

憂にあら余して︑之が篇に透に羅馬を
ぼろ
し全
なんよそこと諺ら
亡ぼして仕舞ふたと何と他所事とは思
はれぬ事例ではないか︒

英園奔金主義の史賓

、
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︒○︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

きものにあらずや︒世界が滅亡して

↑卜

︑︑︑︑︑︑︑︑含さし

も︑彼は尚ぼ其金貨と手離さざりき
か
れそ今んくわない含
彼は一つ一つ其の金貨を撫でつ典息
絶えぬ︒守銭奴ヱルウヱス︑将に死
おれ
さけいぼ
せんとして叫んで臼く﹁おれは俺の
ぜにもゆ準・一れざいきんたれ
銭を持って行く︑俺の財産は誰にも
やせんれつＧ↑にばな唯
興らぬ﹂と︑賎劣哨亦逃だしからず

や︒

これゑいこぐ泥うじせきう喉ん腰くち

０︑︑

芯

之にて英剛鴬時の世相一般を卜知すぺ
これつけつ今﹃よくぎうぜ
きであるが︑之に就いて結局ス翁は世
じんけふかい００︑０○︑︑︑︑︑
人を教戒して﹁金銭は光築を請求すべ
︑Ｔ︑︑︑︑︑畳人世ん号んせんすう
き資格を有せす︑令銭を金銭として崇
ぱい塵も〃 ろう○○︑○○︑○○
拝する考は順なり︑金銭は市場の一材
料のみ︲一といひ︑尚ほゼレミー︑テー
けんいんようよふごうりんしｋく

だ

し

うＩの言を引朋して︑世の富豪︑害音
か影幸一唾じんしごかれ会んまんか
家及び世人は︑死後に︑彼は金満家と
ひやうもつそ
成りて死せりとの許あるを以て︑其の
ぜつけんたひめ︒．︑鰍うしうざと

すしめ

節倹に封する悪報酬なることと慨るな
．︺かかぎいきんちかおいかれ
らん︒而も彼の財産は地下に於て彼を
だかさいごいちじろ
え言とこう
益する所たく︑唯だ彼の最後を著し
垂か︾﹄ロ罰〆

く不幸ならしむるに過ぎ歩﹂と示して
か泡しざう

し掌

を

ざん

人はどこでも兎角之に魅せられて了つ今日にて天下第一諏棚た室も．の誕錐

じん

れついたくわんか上
をろ
順う劣
の
至
りと槻ぜるに拘はらこ赤
︑世しまぜう︒曇ん
んにらてんかにい当う
とかくこれみ

り上うくわつよう︲やすかに砥含

ぜん世いきえいこぐことばそ

し含ひれつ︑り圭・︑

て利用し活州することと忘る上傾が銀なり︒されど哨金銀の事のみ主炊

じんことわ歩しやし底うこ・も

︑︑︑︑︑︑記︑︑︑︑︑︑︑︑

ある︒前状紀の英悶も此＠通りで︑其ぜぱ︑士筑都劣になりて利欲にのみ
ぜんけいごとけふＪ威しこん︾．﹄みらとたん毒ちいひと
へい瀧や全
の弊に悩まされたから︑前掲の如き教走り︑仁義の道は塗笈にだ
陥りら
ん︒入
生・﹄こュろ
じんざこ上ろ
きナが侭しゆ
かいふ
戒
を見たものであらうが︑流石に保守に仁義の心なければ︑唯だ利欲の心
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
てきしかしんしだうもつにんえいこぐ
的にして而も紳士道を２Ｌ任歩る英図のみ左り︒人心利欲のみ織蝉鷺れば

１以上樗繍漫蕊の一部ｌ

・・こん含う

八の事とて︑僅かに森修亡幽とまでに父延電込睦議す喝と廷も蝉詑威唖ら提
は至らしめなかったのである︒此等のれ凱世の基を開く︒唯だ倹約を主張
ばかじんざ
てんわ哩うじんいまと含労且いはいせいぬん
黙も我が邦人が今の時︑大に反省一番して困窮せざるやうに計れば︑仁義
ふらうし豚
おも
いんかん
して段鑑すべきものであらうと恩ふ︒の道をも失はざるぺし︒

あることに使び用ふぺし︒無念の誉

錦城︑盆軒の二大溌訓財を多く貯へ歩︑除りぁらば人に益
舎んぜん生くくわん琶一ごうしうわい

恒つま

用ひすして惜むば翰人に益あること

金銭慾に開する世相ほど醜汚のものみと蔦して︑財避費やすは徒ら事な
占
ばないけれども︑あ後
から︐ｒｌと生れてり︒惜むくし︑君幽の財をみだりに

Ｆ︑にんげん入距そてんてつ毒はし

＆んにんゐもと

来る人間は︑皆其の覆轍迩追ふて光つに財を用ひんが鰐なり︒たとへば百
ゐこれ跨哩いい全し
て居る︒之は大脆戒めねばならぬ雌か鍛践権鍛鋸孔咋噸輯誰垂認塞諦津い
きいけん

ある︒そこでかく漫談し一Ｌ居るも間よ＃一養ふは益多し︒叉百寓銭を出して

①︑②②④だいてつじんくんやんがＬ

り際限がないから︑識稚しは港に奉昨癖睦言荘鑑識坐卦海坐嬉哩挙酷戸嵯確認

ふ人なきは何そや︒

城去｜貝隙徐軒の二大哲人の訓言を掲げり︒又大富の人は︑一日の内にも千
て︑銭も娠雑り搾薙捗娠識り︑噸だ鱒確唾蔵鍔延輝い恥娠誹噸誇睡癖韮催

へいもた健うこくらんの会よくたつ

けいこくふでお

の弊の青らす亡蜘や蹴離の極に速せ湾
よ・フ

らんことを警告して筆を捌くことと致１以上家撞訓胤財の一節Ｉ

み

居るのである︒要するに金を死減する

ここんとうざいろんこれ

といふことは︑古今東西に諭なく︑之

、‑
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砂金
︵美談その十二︶

記

ノ

者

ふかかんいたものぎそうむれうしんれう

集

ら一う

含

かきいぽうぐ多

にふとじぜん

しよいたく

匡い栓んとうでふたぐら●●●じようしつ吐

しかなくところ

東京騨前で働いて居る勢働者で騨員の

とうきやうえ含愈へはたらゐらう苧うしやえきいん

のないのは誠に索の毒である︒自分は

生こと含砕くじぷん

事ではない︑然しそれに酬ひられる虚

ごと

﹁御大典営時の騨員の苦心は並大抵の

ごたいてんたうじえぎいんくしんなみたいてい

回が封じ込んであり︑紙片には

量ん易うこしへん

速吉田騨長とれを開封してみると︑五
ぜんと全
うけい
鍵︑十錘︑五十嬢取り雑ぜて︑合ど計
五

●③えきちゃうかいふう

わ
たくにたちざざつ
渡して下さい﹂といって立去った︒早

中︑年齢五十歳位の雨カツ・ハを着た努
え守らやう
蹴誌鰹の難恭泰て︑﹁これを騨
長さんに

第三番一二等出札口で森花枝嬢が執務

ちうねんれいざいくらゐあま含らう

窪一家に給典してゐた︒その事が最近で︑妻とらは看病の手がはなせ余︑従
Ｌ︽うやちやうくわいやくいんたちし︒かき菅で射たかた
になつて漸く町曾の役員達が知って︑って稼にも出られないので致し方なく

たべかぎふよことさい含んつ全●●かんびやうてしたが

給を割き︑味噌︑醤油など百除目を渡至り夫の病気は愈重態となったの

雪ふさ︲みそしやうゆうよ塁んわだい左ぞっとぴやうきいよ〃︑ぢうたい

飯塚豊松︵四六︶は︑昨年六月以来︑薄︵二︶の養育費を稼いでゐたが︑昨今に

きく通んぐわついらいばくやういくひかせきくこん

長男柴詰︵五︶の子があり︑
夫の薬代は竹内文吉︵三六︶はい群年十﹄月以来心
骨う
あり客うびやうとこ
お生さるか喰くることさへも窮するの有臓病で床につき︑仕事にも出られず︑
いんじゃうみかねつ全●●がな誇んな︾﹄かた
様である︒そこでこれが現状を見乗妻とら︵二九︶が代って女士方とたり︑
ごうちやうたいしゃうせいちくくわいしゃにんぶ
て
︑同町二四七二大正製竹曾社人夫懲隷にも蕊が蕊鐸ど子蝶瞬捧︵八︶峰奉
●●●ｅ

ちやうなん●●こをつとくすのにい●●●●きく迫んぐわついらいしん

の鼻緒内職を働んだが︑長女いと︵八︶町東小松川二一八八石井米吉方人夫

はなをないしよくぱげちやうぢよ●●ちゃうひがしこ・まつが盆②①●●かたにんぷ

ひるふきんこうじやうかよよるげたつぎとう告やうふかみ芯みかつしかぐん全つえ

思はしく嫁げず︑妻ヱキ︵三○がやむ○

先日のことである︒東京騨乗車口

ぜんじつとう︽吾やうえ一一じやつしやぐら

勢働者の篤志

て来たといふ︒貴き慈善である︒

き

子にあげてやってほしいと署に依託し

︾︾

聞 き つ け た小 松 川 町 三 ノ 七
セー加藤蒋蔵
誉ん
んゑ
みみ
ば ばは上
ひと含
ゑんん
といふ人から金十二回を哀
哀れなその母

こ全
が はが
主 らは主ら●●●●
こ
全つつ

が溌見して痛く同情し︑救 済方を協議
こ偲要いた
１中のところを
を︑
︑此
此の
の程
程に
に至
至り︑これを

はつせんいたい
︾た
︑﹀
うう
じや
じう
や曾
うつ
含ぎ
ういかたけう寺﹄

有様をぱ戸籍調査に
に行
行っ
った
た小松川暑員

あのさ３こききき
てて
うう
きさい
いこ全つがけしよいん

余の生活をして

きいもわつ

あ り な し の 家 財道 具 を 責 つ
ってどうやら
く
く
ぜいもわつゐ
食ふや食は歩の生活をして居たｃとの

、

造く書仕附近の工場に通ひ︑夜は下駄次にはこれも東京府下南葛飾郡松江

つき●●

上おも京し錠が︑不幸心臓を病み出してらぬ︒

く感
入か
り喰
ぺ遥
物の
贈や
料診療
慈善美談二つあっ簿んうち深参
はじ﹂
か
く寄含
う無ご
の斡施を打合せ︑而して家族を救護す
とう畳やうしぐわいわうじまらとよし全たＬふしよくこと．●●●●くん
・凍涼流外王子町豊島二四○五霊職ろ事となったといふ︒飯塚豊松君のと
にいが仁腿ん泡んぐわつぴ含よ雀こときとくい
渡部柴作︵四ｓは︑新潟から本年一月の美畢や誠に奇篤なことと云はねばな
じゃう言やう︑ふかうしんそうやに

閏

砂
金

桑．
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ｅうぐいが▲幻も●を仁よにくしんちん医つ全へにらとぜんじょうじやう

あるときこめむぎとさいふ含んたつすでこう含うめいてい

勢苦を柳かでもねぎらいたいと思つか︵六八︺といひ︑老いて頼る肉身もなは沈淡の諭廿九日午前九時群匙でマツ
わ士か弧きしあこごく含︾﹂くみぶんはんめい
て︑僅かな金ではあるが︑差上げるかく︑孤猫の気の毒な身分と判明したのチュラー龍からのＳＯＳを感受し亘二
庭いふくもちかじんぬんいば●●しふか写うじヤういちい過んかいりきうこうよくてうじころやうやけんじやう
ら大幅餅でも買って新年を駅っていたで︑清水氏は深く同情し以来六ヶ年と十海里逓急航して翌朝八時頃漸く現場

壁きたい︒いふもの︑或時は米表を︑︑ある時は衣附近に達したが︑既にマ鏡の救命艇は

しん虹んきうノ︑えんざさっ●●しか仁ひこんにらばつじんしぞか身ぅめいてい

いみことえんぴつはしがろゐぴやうき含やくひん︲めぐこんにらぼとんけうしつくわ含くわんしつしんにふ
といふ意味の事が︑鉛筆の走り書きで類を︑病気と聞けば薬品を恵み︑今日殆ど流失し︑加ふるに機開室まで浸入
⑰①えきちゃう上ろこいだ全であだぜんたいけいしゃはなはちんぼつひん
上
認しため
てあったので︑吉田騨長さん喜ぶに至る迄典へてゐた鍛錬は鍵百感に螺 し︑船罷の傾斜甚だしく︑沈淡に頻し

主いことか︑新年早妾縁起がい上と早つたといふ︒清水氏は堅く秘して今日てゐたのを溌見し︑死を冒して救命艇
そくえ今いんひろうらう群うしやこういよでをそんみんばじしよかつにあいぜんぷ含いじょ
速騨員に披露してその勢働者の好意を迄居ったのであるが︑村民を初め所轄を出し︑七十五名全部を救助したもの
わこらう胃うしやぐんまけん土つゐにし尖犬︾蜂うせんにうこう垂にぼんかいいん
ともよるこ
共
に喜びにして分けた︒此の勢働者の群馬螺松井田署でも誰れいふとなく︑である︒同船の入港を待ち︑日本海員
嚢んか処たふと仁にんこぐこび含︾よしいたみたかんいくみあひがは●①ふくくみわひらやう︒●こく言い
五図の金こそ貴ひもの︑かく他人の園此の美畢を知るに至って逗皆感じ入つ組合側からは堀内副組合長︑米窪岡際
かごほうこうちう・たいかんしやねんあんとくまこと含とくぶちやうかいいんけうぐわいがは●●●⑤●⑧
家御奉公の勢に謝し︑感謝するの念とたといふ︒陰徳誠に奇篤なことといふ部長︑
海員協曾側から紫波生馬︑岡崎
④りやうし上うけん念ろ幸と虻しよくいんおよ亨ふつう

＄た︾．ろ

船員に人命救助の美禦を謝し︑表彰す

そ叉美はしいものではあるまいか︒ぺきである︒憲雨氏が陽元ぜ丸
を訪ひ︑職員及び普通
んいんじんめいきうじよび会よしやへうしやう

にほんこぐ品んぴとかんしやおめ痕

美はしき六ヶ年の慈善陽元丸の人命救助ろ雁捗りたり︒これ誰底蘇癖雌惑鞭か

客たいしゃうねんとしせ全ぜんごう

孝行青年

しんえつぜんよこかはえきてつにうぢれうじよやへざいじ●●含だたいへいようじゃう
信
越線機川騨徴道治療所薬剤師清水北太平洋上アリューシャン議藍の確韮福本剛民の等しく感謝惜く能はざる
いりやうかあ含ふゆこう
●●し
一
男氏︵四六︶はし︑
狩猟家で秋冬の候に銭で︑喉職十一扉咋龍蹴雑に嚇してゐ所である︒
かなに含せんくわいしゃしよゆうえい
なると︑叶嘩の雌榊を鍵鑑じて唇るのた加奈陀アメリカン気船曾耐所有の英

であるが︑去る大正十二年の年迫った船シーフ︑オブ︑マッチュラー流︵九
ころあるひれいとぱうらみやうぎｂやうおとんのりくみいんえいじんかう含うせんいんせがれかうＪＩ１くわにしし
頃の或日︑例の通り裏妙義に猫を追う三六四噸︶の乗組員英人高級船員士二﹁枠が孝行して呉れますので︑私も仕
はしいりや全ざんちうやまごやめいしなじんかきうぜんいんめいきうじよあはきくにわたし全う
てゐたが︑端なくも入山山中の山小屋名︑支那人下級船員六十二名を救助し合せです︑まあ聞いて下さい︒私の盲
毒いらかぴやうしんろう陸あ推す＊ひ酔うぜん聖こはましうつのみやくわいそうてんないに旦んかいうんくわいしゃもくせがれくらう
に七十歳近い病身の老婆が穴居同然のた横溌市宇都宮回漕店内日本海蓮曾社目になったのと︑枠が苦鰐するのが一
ひさん世いくわつじじヤブしよゆう上うげん企ろとんごよじつそうしよはくじゃうやとひぬしくもの
悲惨な生活をしてゐたので︑事情をた所有の陽元丸︵七一四四噸︶は︑去日遭緒でした︒薄情な雇主の食ひ物になら
ころう陸①●●︐なんしやのよこは念にうこう聖うけん隼ろわたしめあち
づねると︑此の老婆といふのは山田な難者を乗せて横演に入港した︒陽元丸なかったら︑私も眠明きで居られたん
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かにとうきやう︑︽か話く生ら・麓心かだ

です﹂と語るば東亜府下尾久町舟形二
ねんぜんっＣ①宮うちやうれんぐわこうじやう

⑨○⑦②ｅ
三九︑成瀬金太郎︵五○︶さんであるｃ

あさ乙・がふぼんみ︑ｅ

十六年前金太郎さんが同町の煉瓦工場
唯たらゐこらむらさいかしら
に働いて居た頃︑村に十一歳を頭に四
にんこそ塗か上かふひやとひしごと
人の子と阻母を抱えた寡婦が日傭仕事
を漁って居た︒寡婦の三番目の徳松は

えいやうふりょうてあし樫温

四歳になったが︑誉養が良で手足は骨

舎菩い

かはある仁
じつ宮し

●

と皮ばかり︑歩くどころか立つこと
で含
そころの⑨①
も出来なかった︒其の頃金太郎さんは
こうじやう壷に今んい
ぼ誉はたら
工場で鬼金と言はれた職よく働いた︒
たづみふかた
あるひかふ守鯵．ん
或日寡婦は金さんを訪いて身の振り方
含ん号うじやう
さう腰ん
を相談した︒資子の底い金さんは同情
わたしもら
して﹁それなら私が貰ひませう﹂と徳
●わがやひきと

てし鰹

松を我家へと引取った︒
と
く全つふと書
徳松はそれからむくノＩと太って来
賓ん

た︒そして金さんの手蝉にかけられて

をくせうがくかうそつけふとし

ぐわつにいし︐川さいはたらもの含ん

尾久の小皐校を卒業したが︑その年の

九月が大震災だった︒働き者の金さん
そのとしくれが人ぴやうわづらにいがくびやうゐん
かゆうよ

しつめい

ず

は其年の暮に眠病を患った︒大望病院
にうゐん

今九

やだひ心し

では十日猶濠すると失明するから直ぐ
入院誕建と鱈はやた︒霊さん艇雇主に
八十園程の稼ぎ溜めが預けてあった︒

其の中十五回丈矛一都合して呉れと掛合

そうち忌んだけつがうくかけの

︑︑１

ひ鱈うやとひぬしし実くこうかぜ

にうゐんで含令んしつめい

つたが︑非道左雇主はこの職工の稼ぎ
に
わだかいこし念
潤めを渡さぬのみか解雇して了った︒
して了った︒

しま

入院出来ぬ金さんはしばらくして失明

とく金らきう通んちふしつめい

十四になった徳松少年は︑父の失明
そとしくい含ん
かくら
で三訳が暮せぬので其の年の暮か罪篭

じよしゆ十ゐ瞳か︑こうじやうしよくこう

所︑守随術工場の職工となり︑養母
だ
つとうう泡ん

は紬頁寅りとなったが︑それから二年
津に舗跨ぼ誇腰が権鵬で腰が壷たなく

かぜいけいこ上④⑨せう泡ん

蔵つた︒一家の生計は鼓に徳松少年の
ざ
うけんき︐ずこ

の大東工業曾杜の職工に灘じた︒徳松

にいとうこうけふくわいしゃしよくこうてん＠の

双肩にかかって来た︒そこで少しでも
きいきんがみをく生らきんや
しうにうき
牧入を増したいと︑最近上尾久町山谷

通う漣んゑさじいへでにら尖うきいじつ

くわいしゃけたら

もなく︑仕事さへあれば曾祇で働く︑

しごと

少年は朝は七時に家を出で︑日曜祭日

て健いゐぽ署とく

笹はとぎてつやば仁ら主うもくちＬ
忙しい時には徹夜で働く︑盲目の父と
ちうふうは上かもかれは渥らぬきんじよ
中風の母を抱へて彼は働き抜く︒近所
︲ひと人︑たんかうノｆ１通い逗ん
の人庵から﹁何といふ孝行な青年だら
とく
みならわこしつ
う︑徳さんに見省へ﹂と我が子を族け
る手本にして居る程だ︒かくして徳さ
りやうしんいたかうやういたつ倉ゑん
んは雨親に至れる孝養を議し︑月十園
やうんと︾こ陰
の家賃も滞ったこともなく︑生みの

親より育ての親といふて働いて居る︒

●おやそ雁諺やほたらゐ

やとひぬしわたしか唾漣く

号ん

こんなにしてくれるにつ識ても︑金

か

くらうを歩れ

さんは﹁雇主が私の稼ぎ滞めを呉れた

ら︑一家がこんなに苦勢もせ歩枠に︒も

す

いまくらうぷん
今の苦努の十分の一もかけずに済んだ

か絶か

たう否んもら

よこ︾

らうにと︑金を貸してくれといふので

量マフ○℃く

つひつう・ふんで

はない︑常然貰ふべき矛桟取りされて︒

こん底盲Ｈになってと趣に痛悩が出て

徳松君は舎牡から市内へ出張を言

③⑲⑦くわいしゃしないしゆっちゃうい

くるのも尤もである︒

かへでんしやらん荘つやく

あかへ世いくわっ

ひつかると︑降りの電車賃を節約する

ためにテクノく︑歩るい亡蹄って生活の

み

依ならかいがうやうぜいしん

たしにする︒鍵嘩給一睡四十鍵だが︑
やゆ今ふきんむつきゑんかぜ
夜業鍵務などで月六十回は稼ぐ︒かく
して準びたい総りの鐸を錐のために癖

よけいはくわかひ今〃︑︒③③つめ

て身に底って働く彼の孝養︑その精祁
里ことうろご上るい
たるや︑誠に美はしい心根ではをい

の垢でも煎じて飲表せたいものであ

あかせんの

か︑世の軽薄な若い人糞に徳松君の爪

ワつ︒

々 人 の 係 開 曾 本
83

，

本含関係の人々

十九日午後四時より麹町瞳の富士見府

光柴ある名響を措へられたる河に営然頭であって︑その教育界に入りて賞に

に一身を捧げられた功今に酬ひられて致されつ上ある女史は︑表彰者中の筆

〆

鯛木乙葉女史

を畷り誓ひを立てたのである︒辛苦す

穂義士に習って決死の士十有二人と血

を表することＬしよう︒知氏は本多家老側の首謀者となって赤

る一端をなり掲げ以て柳か感謝の微意を暗殺して了った︒女史の夫鏑木勝喜

次第である︒鼓に其等諸氏に就いて知守一黙な春に怨まれて︑遂に本多家老

面叉深き感謝の念と禁ぜざるを得ない返還を主張したので︑尚早在唱える保

を蒙るの喜びを切に感ずると共に︑一︑本多播鱗守は早くも時勢群一察して領地

致すとき︑本曾も亦その鯨光の幾部分つの大きな紛擾が渦捲いた︒時の家老

して頃日それ等の人糞に多大の御識力の時加賀藩士鏑木勝喜知氏に嫁した︒
を煩して居る本曾として︑数に恩ひをその営時加斑藩では領地返還問題で二

逓深く憾むの感はあるが︑併しそれはの人である︒
さておき何とも光柴の至りである︒而女史は加賀侯の城下に生れ︑十六識

の事であって︑寧ろその遅くして紗き前後五十有二年に及ぶといふ稀に見る

東京高等女畢校長棚橋絢子女史︑堀越
高等女畢校長堀越千代子女史等であ

史︑牛込高等女墨校長臼井政子女史︑

葉女史︑撰陰高等女畢校長後閑菊野女

報の如く︑東京高等女蕊校教諭鏑木乙

其の中に本奮闘係の重なる入廷は既

た︒

何れを間はず勤績三十年以上に及ぶ百
十九名の教育者達を選定して表彰し

の大畢︑専問︑中等︑小畢︑幼稚園の

等畢校に勤績廿五年以上︑及官公私立

合加入の畢校に勤綾廿年以上︑私立中

で︑勝田文相︑林博太郎伯等を初めと

る︒以上の諸氏がその多年の教育事業本禽女子部評議員として多年御謹力

者

して教育開係の諸名氏列席の上︑同組

東京私立高等女畢校組合では︑一月

記
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けふこ上に柴あるのりにあひあひて

の師範や高女等に教鞭をとることにな

一歩であったのである︒其の後愛知螺

ったが︑明治三十六年に一初めて上京し

小躍校の訓導となった︒之が女史の第

怨み避晴らしたのである︒此の剣劇に

て︑京橋の裁縫女畢校の教壊に立ち︑

同じく今回三十二年八ケ月の勤績者

るとと二年︑漸くにして酬ひられ︑明

女史は涙一滴もおとさず﹁よき本懐を

後同四十三年から現在の束京高等女畢

として表彰の光築に浴せる東京高等女

治四年彼暗殺考等を見事倒して家老の

．．⁝・﹂とて夫を勘ましたのであった︒

校に穂じ︑今日迄二十年間一日の如く

︵式典営日︶

そこで夫君勝喜知氏は入牢一年半︑三

専念同校にあって︑全校の生徒より慈

すぎし昔のしのぱる上かな

十二歳を一期に自裁して了った︒時に

二十四日大阪市東匡高麗橋詰町冊一番

畢校長棚橋絢子女史は︑天保十年二月

る人格といひ︑その長き教育界への功

捌橋絢子女史

女史はまだ花の盛の廿一歳であったと

母と仰がれて居る女史や︑その立派な

れた︒

邸酒造業故牛尾田庄右術門の長女と生

いふ︒

努といひ︑誠に世の蝿鑑たると共に又

心が燃えてゐたのである︒﹁私には亡

八歳といふに︑猫壮者を凌ぐの元気で

女史は嘉永五年の生れで︑今年七十

既に四書五経に通覧する所があったの

八歳にして言楽等をも皇んだ︒年十三

世の常の例に洩れず︑営時此若き未
亡人に封して世間はうるさかった︒併

感謝の念を禁じ得ないのである︒

夫の心が生き残ってゐる︑私の心は寡

毎日お伴もつれず畢校へと通勤されて

て十九歳のとき二本松藩倉邸稗守居役

で︑後は裁縫家政に心を用ひた︒而し

其虎で女史は先づ決心と資現するの第

とて左の二首かものせられれ・益に御披

女史は此度の表彰を受けての御感想なり

大作嘉忠氏に嫁して専ら家政を虚理す

美濃人棚橋新江術門嘉寛の長子である

甫六歳にして習字及八等見一を畢ぴ︑

て亡夫の家を糠がねばならない﹂とい

婦では底い︒私は何虚迄も此世と戦っ

りつ型筆を棚く︒

居る︒いや益々女史の上に幸あれと斬

女史は幼にして畢を好み︑弘化元年年

し女史の胸には此淋しい中にも確い決

ふのが女史の雄をしい受悟であた︺
一歩として︑邸宅を賓沸って間借をし

流浪して勤王の事に奔走し居ったため

年夫の二弟棚橋衡平︑平松雪枝久しく

る傍子弟の教授をして居たが︑明治元

はえのしるしをおくる此身は

なかなかに恥かしきかた今更に

露す︒

た︒そして書は附近の子供達に教へ︑

夜は裁縫︑袋物︑細工等の研究を積ん
だ︒而して明治九年に始めて金津市立

々人の係闘含本
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に︑夫の資産蕩毒し全く生計の途に窮

西日■︑

する有様となったので︑女史は専ら夫
に移り︑子弟に畢問裁縫等を教へて家

を扶けて一男一女を抱へ尾張一の宮町
計を扶けたのである︒又教授の傍愛知
撫養成校に入りその師範科を卒業し明
治八年始めて東京女子師範畢校川等訓
導を拝命したのであるが︑之が女史の
東京に於ける教育界に足を入れた第一
歩であった︒後畢脅院に教師となり︑

徳川公欝夫人︑近衛公夫人︑蜂須賀侯
夫人︑徳川水戸候夫人其の他名家の人

の剰功を思召され勲六等に叙せられ︑

もあった︒明治四十五年には初めてそ

し︑東伏見宮妃殿下に講話を奉れる事

動を綾けられてあるが如き心身倶に女

者を凌ぎ教育事業に蒋献曾的事業に活

川度九十一歳の高齢を迎へられ︑猶壮

はあるけれども︑今日の光柴の日をし

らう︒今更女史に就て認める駄言の憾

て再び恩ひを新らたにし︑︲鼓に女史の

史の如きは稀有の天才と云ふくきであ

知る所である︒又かく教育に従事する

功を稲へ︑感謝の一念を捧げ以て百年

咋年十月御大曜に際しては叉勤流等に

の傍ら︑大日本婦人教育脅︑日本弘道

陸叙さる入の光柴に浴したことは人の

倉女子部︑愛図婦人曾︑幅田曾恵愛部

の毒を脱ふ次第である︒

堀越千代子女史

海事協曾婦人部︑戊申婦人倶楽部︑海

軍協含等の創立に開係され︑今日も引

績き理事︑幹事︑評議員等の要職にあ

りて耐禽的にも多大識力を続け︑内は

女史も亦子女の教育に従事されてか

なっても猫修畢を怠らす︑夫煮修一

家政虚理と相侯って内外に識されつＬ

々を指導された︒

女川書諜註︑評樺女大畢︑小畢諜註︑

郎氏並に威武蜘主庚湘青村氏等に就て

ら三十二年八ケ月の勤績者として其の

名古屋高等女畢校︑愛敬女畢校等に嘱

女らしく︑婦徳の修養︑責科女子修身

専念漢文墨を墨召され︑更に英華畢舎

ある女史の如き狗に婦人界の一偉才とす

望されて之が創立維誉にあたられ︑何

害等多くの書を著して世の子女を呼蒙

女史は望者たるのみをらず︑一面

れも盛大に至らしたことは人の皆よく

す︑又多技多才にして書をよくし︑蚕

に数畢及団文畢を修め︑叉美術畢校教

る所である︒叉修身資鹸録︑女道叢話

知る所である︒叉明治三十二年以来現

を極め︑歌道を修めて幾多の傑作を残

場に小笠原澱法等をも翠ばれ︑特に裁

授岡田起作氏に就て習字を︑小笠原教

経誉の手腕に富まれ︑女子成立・皐校

在の女畢校長として子女の教育に壷力

せる等以て女史の人となりを知るべき

女史は資性勤勉長じ工家庭の人と

され︑今日に至る迄賞に三十有鮭年︑

である︒今や女史は功なり名遂げて目

功を表彰された一人である︒

其の間幾多の畢校に修身倫理を教授

I
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縫の道には意を用ひて勉鋤せられた︒

き一つでもあらう︒

畢校として現在に迄及ぶもの上最も古

た︒而して我が園に於ける和洋服裁縫

に樹立従事せられたるの第一歩であっ

努力の結晶そのもの上観がある︒

を致されつ上ある女史は︑誠に精働と

導と非凡なるその維誉の努力と相侯っ

和洋裁縫女畢校は女史が熱心なる指

屡を表彰せられたが︑大正十五年九月

帝園教育曾︑東京市教育禽共の他より

漸く世の認むる所となり︑文部大臣︑

女史が三十有除年の子女教育の功は

かくして日夜女子としての修養︑牌人
として基礎畢問の修得に怠ることな

女史が不断の努力は積って︑今日の大

就曾事業にも心を注がれ︑彼の大震災

には︑遂に天薙にも達し勤六等を授け

営時その椛災民のために多大の給典を

られるの光柴に浴した︒叉一面女史は

壁校令に依り和洋女子専門望校をも併

て日に月に隆盛に赴き︑夜畢校の設置

置して︑校舎も宏大なるものを新築し

となり︑次で高等師範部︑更には専門

裁縫であるが︑和服裁縫は申すに及ば

へも多大の謡力を致されたる決して鮮

なし︑又赤十字牡︑帝園水難救済禽等

であった︒特に女史が意を用ひられし
ず︑明治十七年営時に早くも将来洋服

一方女史は又市外中野町に大正十二年

名賢共に完備して今側に至って居る︒

迩遊さしめた基は既に鼓に築かれたの

フマン氏並に井上度二郎氏等に就て︑

来ろ︒

麦と盛大を致して居るのは︑人のよく

が︑何れも女史の努力は酬ひられ︑着

堀越高等女畢校を創設し︑更に昭和二
年には同地に堀越家政女畢校をも設立
して之が校長となり︑一般女子の高等
蒋通教育にも意と注ぐことＡなった

らむことを所る次第である︒

りである︒蒋来女史の上に益為多幸あ

斯の如き女史が生涯の功績や洞に多

裁縫を教授するに至った︒とれ唯今九

裁縫畢院を創設され︑子女に和洋服の

京府教育品展覧含審査委員を腫託せら

教育家事科博習所の教師嘱託︑或は東

知る所である︒その間にあって東京府

表彰の光築に浴せる一人であるが︑女

女史は四十二年五ヶ月勤績者として

いへば営然であるが︑然し又光柴の至

とすべく︑今回表彰せられたる常然と

段坂上に蕊える所の和洋裁縫女畢校の

る上等其の他各方面に一方ならぬ素力

臼井政子女史

前身であって︑賞に女史が子弟の教育

れて︑女史が人となりを知ることが出

少ではない︒

．明治三十年二月に日頃の素志弦にな

たといふことは︑その慧眼の程も恩は

り女史は一初めて麹町雨飯田町二に和洋

英︑米︑俳式の洋服裁縫を研究せられ

の時代来ることを察せられて︑怖人ホ

を極めさせ歩にはおかなかった︒即ち

く︑遂に女史が究畢の一念は其の瀧奥

凶

の係開曾本
々人
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居る所で︑今更申し述べることを鼓に

謀力せられ︑屡盈その間の消息は洩れ

史に就ては本曾女子部幹事として多年

として今回表彰せらる上の光築に浴せ

となって賞に四十四年十ケ月の勤綾者

つ入あるの人である︒その教育界の人

ておくとと上しよう︒

鼓には略して軍に祇意を表するに止め

ろ︒女史に就ては世間周知の所なれば

られたのである︒虞に御目出度事であ

を親子兄弟と共に相扶け相働みて︑子

昭和三年十二月七日湖西に所謂近江聖人の稗ある中江藤樹

４ノｑ〃ｔ〃くみくｒ︑〃うぐＪ処︑くノン込〃低″ミノ︑で刃Ｋ︑ぐ少も

曾員金子胤徳

先生の遺跡牢訪れ首毎に聖といふこと落入れて道すがら詠
める歌十首

言畢のやすきにかへて難しとふみちに叶かそ聖なりける

里人は聖のあしへ恐みてひとつ心雁祁まつりする

聖こそ神のかみなれ今ははやきよき牡に厚くまつらろ

道の錘の近江聖のおくつきはちよにつきせぬ激なりけり

つはらかに近江聖の跡とへはいょ上尊くおもほゅるかな

今もなほ近江聖のめてましＬふぢは書院の門にさかゆろ

聖とは誰か猛付けむ鍵らはふかみにひとしき人のおこなひ

ゆくリなく近江聖のあれ生し上今日の良日にあへる嬉しさ

年月のおもひ牢とけて嬉しきぱあふみ聖妙あとなとひたる

｛

は略するが︑女史が殆んどその全生涯

ＪＪ

女の教育に一身を捧げ︑今日の牛込高
等女墜校︑牛込家政女畢校の盛大を致
したことは︑濁りその功績を今更に稲
へざる矛得ざるのみならず︑資に感謝

と崇敬を禁じ得ざる一大美談といはざ
るを得ないものがある︒女史や稀に見
る同流祁徳︑不言賞行︑今その校長の
要職にあって全校の崇敬を一身にして
居る宜なることであって︑現代に得易
からざる世の教育家の懇鑑たることを
痛感する︒今回の築響を為覗ひすると
共に切にその多幸を斬る次第である︒

後閑菊野女史
女史はかつて皇后陛下に御教授参
らせしとともあり︑現在は拠蔭高等女
畢校長として専念子女の教育に講され

一 〜 ー 一 一 一

へ

〆一戸L戸一戸−一里〆、多一画合一込み埠戸蛤云里ハーーヘへ〃一一一へ〆唱へ戸、へ官盈、へみ､ダヘーヘ負茎へ畠ご〜一画〜へごターヘ〜〜
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Ｊ１

！

︾鯵．ｂよくしふくわんとく拝ｂよくつうにいこＰもてんぜいじよ・ワやうばつき

題を研究して見て︑幸砺は結局自分のせなかつたことは︑子供と反て不仕合際生活に必要な精祁教育を授けて︑何
努力に依って︑その望みが叶って愉快せにしたことだと恩ひます︒でこれか岸でも織韮鐸癖が畔奉るやうを圭舞を

識瀧灘総統鵜輔職雛議甥功鵜騨離職撚撫︾識︾擢撚迩謡測蝿離

かぅふくはやがてん

溺壁離鋪灘電騨鮭延聴鱗灘灘暁噌睡裂幡鱒雛蕊鱗繊湾溌螺隣北

ざいさんじうぷ人じういく一Ｊ唯はたｒけん・負うかいけうい︑あだこたう匿い

舗鍔鮮鱗遷睦窮腰鱗廟誰諦咋濫蕊馴謹力鯛綴篭鱗篭墓鮮

有益な御話であるので︑錘に御紹介致しま尚幸禰は其の謡質跡砺壁的函詠黙的ィも申紅織九尭郷く︑泌鍾以匪碓輿岸

繊鯉緋繊蕊蕊蕊蕊識識識

らよいかといふ心掛けを語られまし穴頗るな腿かうふくそせいしっこていてきえいきうてき全を蚕とひつえういじゃうあたへ

の瞬来の幸禰といふことに就いてどうしたのものでもないことがわかりました︒力するものではありません︒トルスト

蝋︾卿卿撚縦洲撒鮒蝋総雛撫鵬鯉淋︾測瀞剛撫撫撫職蛎蝿一︾

本多静六氏談磯燃鵡蕊般燃料黙穐
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慣習の力努と鹿幸の供子

I
−

けうぐんあだ

奇やうぐうりょうにいく書の聖く

I

あびに瞳ごもつと骨らやうゐざんびん唾う

したが

奮う仁いぐうをい

こと像

あぢ

ことばことりなぬで告

やうゐせんこう

響くむつピザふ労こもしつあらを

くわつじやうたいしごとぷんたん

かうふくていぎ

うぬぼれ全んしんもと

じじつ

で倉

罪ほかばへいらうし

はつと〃含人た

らうし含巽うちばくごとうぼくらいつみなびんぽう

仁挺しごとおもしろはたら

だう

︑媒仕舞が両狛くて働き︑そして道

つか

じぜんけういく

雑峰識鯵賊溌洗灘睦鰯謹職誹鍛醗拝職凝磯唾闘灘撫縛撫鯵擢
ぜい

しみでなく︑かへつて楽しみであるとって害避蕊し謹滝︒幸蛎の定霊や鈴称桑の錨に識が出来る雫診に獲ります︒
じよちうしよ
じかくしふくわん
いふ自録と習慣をつけます︒女中や書らない富豪の子供は︑決して世話甲斐この粕は古くなると子供を害しますか

身んらうくるかんばん

他の家事の手博ひをさせて︑勤勢は苦の看板かかへって自塊や慢心の因とな

たかじてつに

よで念
ひつえうマハ苧フこ︾雫らばじゆうしうおば仁にんたやす
くん札ん
るやうに訓練しておくことが必要で富豪の子供は初めは優秀なものが多他人より容易くそして良く出来るやう
しゆみしやう
つひ
しぱい含んらやうか写りよく
がくれいごろ声だんじゅんせい
す︒そこで壌齢頃からは︑他の翠純生いが︑次第に緊張を妖いて努力せぬたになって︑遂にはそこに趣味が生じて
かへにうちく
にんノーにいかやうぎれんあいぷんがくよけきくつう
じぷんいへ
くわつかてい身しゆく
活の家庭に寄雅させるか︑自分の家をめ︑段を退下して遊戯や懲愛文畢に耽来︑苦痛どころか︑反って道楽になり
じんせいきい低いかうふく
おやるくわう
しゆしょくおぽ
かげいてつ幅
しつモにんじゆん
質素軍純にして︑その家業の手博ひや︑り︑酒色に溺れて︑やっと親の威光やます︑これが人生最大の幸祇で︑かう
ざいみえ含巣れい
蘇り衆ぎ︑豚ひ註り︑輝罪や濡癖その鑑趣歴よって騨織は葵謡してもが︑そなれば一切の見柴や虚陛はいらなくな

て含

しごと
言の
も頭
みに
たし
全み
こ込
かませ︑且つそれに適すす︒多少苦痛でも︑何時しかその仕事が
供
︑

ことで含はやこ

の生活上少しも努力の必要がないや言葉です︒小鳥でさへ羽が出来ると︑郎氏︑清浦伯︑後藤伯等何れも皆貧乏
けんにら
けつこ︾．６塁
ぎいさんのこかうふく
うな財産を残すことは幸禰ではありま決して子供に餌逓はぐくみません︒いが今日をなさしめたのです︒あらゆる
どとり労としょくけふせんしん︺﹄ｂよくばじあひに
全うめい
せんｏとの事琵出来るだけ早くから子たづらに盲愛するのけ小鳥にも劣りま蝋諜捻︽う専心に甥功すれば初めの間は

きいくわつじゃうずこ写りよくひつえう

の運命を開拓させるのです︒従ってそといった言葉は︑まことに味はふくきしろ︑大川平三郎氏にしろ︑服部金太

うんめいかいにぐ．

て︑只親は猫立するまでの間を保護は︑最も貴重な遺産は貧乏だといひや出来ます︒
ご診ばくらやす程叩やうおうはじあきのおう
じぷん︾．ｂよくきいこう江んしうしそんぴでんか
そのら
し︑︲其の後はおのおの自分の努力でそ西郷南洲が子孫のために美田を買はす故大倉︑安田雨翁を初めや麓野翁に

仁Ｌおやごくむつ

輿へ︑その上溌揮すぺき天性のある子けまぜん︒これにはいろんな教訓を典く︑その境遇を利用して︑忍苦努力の
あらだたほちからあ種みんししうくわんにいかうふく
言もす△かうとうけういく
供には︑進んで高等敦育をさせます︒へて︑新にやり直す力を典へる暗示で習慣をつけ︑大幸羅となるべきです︒
ぴんほうそに
かねもちこ客らかうふく
こあんしむな
毒ｂよく響くりつ
こ写も
つまり子供にはみづからの努力で猫立︾すから︑此の暗示を墓しくしてはいけ金持が子供を幸幅にするには︑貧潅請
ぼかろち
ぺいこぐ膳いとうｂやう
からにけういくあ仁
をいくわつう
生活をなし得るやうな鵠と教育と輿へません︒米国大統領だったガーピルドてにする外途がないといふことが断言

あだうへはつ含てんぜいこ

歩

します︒凋立して事業を興し︑若し失は︑零ふぺからざる事賃です︒だから供が幸耐になるばかりでなく︑勢働問
んばうにんこ言もけつひくわん
ばい
して
っ物
て質
唇的
今ふ
敗
しけ
てつ
も毎
決つし
にざ
救い
済してはい貧び乏
人の子供は決して悲観するととな鍛奔稲曾問題はたちどころに解決され

』

慣習の力努と頑幸の供子
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陸り奇すぐため

・・︐︲︲鼠璽鄭．霞似卿・典・︲ｉ青！●●圃箪侭

︒︐傭

１︒

︲値．︲●

でもありませうが︑一 贈 我 国 民 は ︑ あ

たいわがこくみん

ら 成 績 が 畢 り ま せ ん ︑ 馬力の少ない篇

せいき含あが

中村正宏

職固和服の革命

日 ︲ ︲ ︲︲︲︲︲−︲︐︐

・・●噸︐●︲︲Ｉ離職●噸憾

１噸１︐！！！！⁝︐腰馴値曝︲

もくかわがこくみん全い号ものこば雷やく

︐畷・卿︐鯉︐︐箪蝋

ｰ

めさ

これ伯よ

これみ

い

ば御座い妻せんが︑之に依って之を翻

ござ

気地が無さ過ぎます︒

をあてられてもまだ目受め通とは︑意

含ぢなナ

なければならぬ筈です︒・改善の耐に鞭

しいです︑資は自渡的にとうに目畳め
はづがいぜんかみむら

じつじばってきめざ

な縫込を津山裏に飾って置いて何が嬉

ねひこみ先くさやフらかぎ室肱にうれ

まりに因襲に促はれて居ります︑むだ

2

H

いんしうとらを

I誉

ＩＢｊ００１１０Ｂｎｒ︐回︐ＬＪ３０︐︐ｒ︲︐︲︲

１⁝

やくじゃうわっ律まいきもの

巾物を奨勘して居りますが︑遺憾なが

罫

誉

目下我園民は︑一枚の着物に小巾約
じゃうもち寺ところお姪は堂もの
三丈を用ひて居ります︑所が大巾物を

もち

商工省に於ては二三年前から此の大

せうこうすうおい艇ん全いこおほ

上の利益は大鍵なものです︒

じゃうｂふきたいへん

用ふれば約一丈で立恢に一枚の着物が
しあがこぜんしやねひこみ
仕上ります︑是れ前者は︑むだな縫込
おほこうしやロひこみ審んん●Ｉ
が多く︑後者はむだを縫込が全然ない
朱を全でせいくわつ
からであります︒申す迄もなく生活

蕨

画し

ばＦもの営ゾれいぞいかん

照

︐

ｒＩｉ

順ｉ⁝

労僅は陸ものこくうんばってんうへじうにい

国．⁝

は識米人に悦ばれて居るのだが︑悲し
こ嘘澱ものゆゑこれゆ
い哉すべて小巾物産るが故に︑之を輸

あう垂へいじんよるこゐかた

先生ゆお蒜に依れば︑我園の織物は︑
がらおいじつ
その質に於ても︑その柄に於ても︑賞

琶人きいばなマ﹄よわがくに辛のもつ

いに之を宣陣し︑和服の革命を固りた
毒︲︒じよかうし江りたじゅんこ
いと思ひます︒なぼ女高師の成田順子

これせんでんわ・ふくかくめいほか

出することが出来ないとは霊に残念で
けいざいけうくわおぽ
われわれは︑経済教化の一として大

しつでき全狗とざんねん

卿

くわんけい

あにこつしよふ

れば︑大巾物ば園蓮護展の上に重大な

可けんやであります︒

潤係かあるのであります堂忽諸に附す

こ４れいひとひものたちかたごぜう
鼓に一例として軍衣物の裁方を御紹

前にも雁用することが出来室す︒

ざんおうようでき

倉致します︑此の裁方は︑袷にも︑丹

かいいたこたちかだあばきたん

I

劃

繭
＝P
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1
、

村上辰午郎

鍵各地鼠雪博謹舎：
︵六︶延慶寺梅の樹の博読

それ

日本帝園の西の端︑九州は熊本螺内の天草灘と穂する荒波の中に浮べる一孤島
中の本渡町に延慶寺と稲する寺があって︑その境内に大き底梅の樹がある︒

は花が嘆いても賞がならないといふ不思議准樹である︒それに就いて下の如き博
昔小西行長と加藤清正とが力を併せて︑天草を征伐したとき︑天草の大将木山

１１

L

読がある︒

﹁我が君いづれ﹂と叫んだ︒その時清正が﹁下にあり﹂といったので︑その臣は︑清正

弾正が雁戦した︒或山の中で ︑満正と弾正とが出 逢ったので︑組打となった︒弾
その時︑弾疋の臣が通りか上り︑
正も剛のもの︑清正を下にし て馬乗りになった︒

た︒然るに城内にゐた弾正の妻が︑凶報を得て︑無念骨随に徹し︑主人の鎧をつ

をぱ主人と恩ひて︑弾正を一刺にしてしまった︒これが篇︑清正の一命は助かっ

は直の弾正で左くして︑之が弾正なりと恩ひ︑逃れんとした︒弾正の妻は︑清正

けて︑馬に打乗り︑城を出でて︑戦頭に立った︒清正の軍勢は︑山にて殺された

直に殺された︒その時妻一詠じて﹁花は咲くとも資は成る底﹂といった︒それ以来︑

を目がけて突進したるも︑その兜が梅の木にか上って︑女・攻ることを溌見せられ
此大木に資は成らないことになったと︒
'

説鯉と習風の地各
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42

艶博と習風の地各

︵七︶三井寺の名と甚五郎作の大蛇

大津一二井寺の如堂に接して︑由緒ありげな一の古井がある︒此井水噂畏くも

子の容姿ょかれかしさとかれと︑明昏忘る

上暇もなし︑之れぞ聖の波なる︑胎の教と名

づけ上る︑康竪あげＬ其の朝︑五盤と上のひ

生の時にも用ひたまひ︑途に此井戸を三井と稲し︑寺を一二井寺といふに至ったと

寺院を建立して︑御井寺と稲した︒然るに︑その後叉も︑二天皇相綾いで︑御誕

餓ゆれど共子にはｂ我乳足らずぱ貰ひ乳︑

聞き分け色に見て︑熱さ寒さに心いれ︑其身

びぞ限りなし︑加之も喜びかなしみを︑蕊に

容姿ょきを︑始めて見たろ雨親の︑其の喜

陣はってゐる︒扱此井戸を蔽ってゐる館の梁に近く︑左甚五郎の作と穂する大蛇

せず︑なでつきすりつ看病なし︑鍔師走迎へ

若しも病にか坐りなぱ︑幾夜ともなく熟睡

人皇何代の何天皇御誕生の際に︑御使州になったので︑爾来御井と呼び︑此所に

の彫刻があり︑その目の所には釘がうたれてある︒案内人日く︑昔時此大蛇は︑

言葉遣ひや振舞の︑族の道にかけはなし︑之

願ふば親の傍けなり︑三シ四シ五少其間︑

只健かに蕊もしく︑千代の齢もたもてよと

あゆめとたらち胆の︑其身の老はうぢ忘れ

とて０はへぼ立てよと穴らち弧のｂたてば

白銀品黄金︑玉よりも︑子に蚤す費あらじ

悌に斬るなり︑日に日にふとる様見ては︑

いたはりつ︑我身に稗へよの願ひ事︑祁や

毎夜入相の鐘と共に︑必歩人家に向って襲来して︑土地の人を困らせた︒土地の

人は困り悩まされた揚句︑遂に蛇の目に釘を打ち付けた︒ところが︑その翌日か

ら蛇は出なくなった︒それが基因を篇して︑今更毎年正月七日には︑藁を以て︑

大蛇の形を作り︑各町より奉納する習慣になってゐますと︒正月七日が釘を打っ
た日でもあろうか︒か上る信ずべからざる博読も︑また一興なきにあらずであ
る︒

︵八︶厄年の年越覗

れ其庭の教へなり︑ばや畢齢にと蛍きなぱ一
信州上伊那郡では︑他の地方と同じく︑男二十五歳︑四十二歳︑女子十九歳︑
二 千 二 一 歳 を 厄 年 と 無 し て ゐ る ︒ そ し て 此 地 で は ︑ そ の 年 の 人 は 正 月 の 年 取 り の 日 一 文殿にのぼせ智を啓含︑穂あすＬめて後の一

みに育ち犬ろ︑其子の老延養ふは其み心を

の慈悲︑比ぶろもの世にあらじ︑此のみめぐ

りけろ︑山より高き親の恩Ｄ海より深き親

に︑野にある大柳の若い一年生の枝にて箸を作り︑之にて年取の御飯を喰ひ︑そ一 日の世渡りの種蒔き付くる︑大人と菰りし一
の飯を喰つた椀の中へ︑その年の数だけの︑あなあき鐘を入れて夕刻に於て︑道一 後 ま で も ︑ 蕊 の 事 に 心 そ へ ︑ 忘 ろ 坐 時 ぞ な か 一

租紳のところへ持ち行き︑そして道姐祁に尻を向けて︑その椀を投げつける︒道

租紳は石で出来てゐるから椀は砕ける︒そして砕け方がこまかい程よいとする︒

叉投げた常人は︑後へ振り向いてはいけないので︑投げたならば直ぐと蹄らねば

かく篇した後︑正月中に親戚友人等を招いて︑年越の脱をする︒否︑それらの

ならん︒その時椀の中の鐘は附近の子供が拾って行く︒

人に年越耐をして貰ふ︑といって居る︒此席に招かれた人人は︑暇装して踊るの

である︒そして招待主が﹁有難う御座いました︒お蔭で厄が落ちました﹂と言ふま
で︑騒ぐのである︒

︵九︶御身渡リー

信州諏訪湖は年年厳寒の十二月二十五︑六日以降に底ると︑湖面が一様に氷結
おみわた

して来ると︑所謂﹁御身渡り﹂︶御祁渡りとも書く︶と濡して︑湖面一杯なる氷面へ

する︒それが四︑五日乃至十日位経って︑毎日寒さが烈しく氷が其の厚さを増

大鰐一直線に近い程度に氷が破れて凸起が出来る︒其の高さは其の年奄寒気の

状態によって蓮ふが︑普通三川尺である︒此の凸起が毎年必余諏訪榊献上砥︵湖

南村に在る︶と下誠︵下諏訪町は在る︶との間に出来るのである︒︵上碓と下紅とは

湖水を挟んで南北に封して居る︒凸起は一夜の内に大一音響と共に出来るのである

或時︑港村在住の漁師の某が︑置夜中に庭へ出ると︑物凄い一音響が聞へて来る

をわづらは︐し︑身に暖き絹恥きて︑口隠は

くみばかり︑其喜びか迎へんと︑千々に心

甘き物寸上め︑辛き苦しきことわざば子の

し忘乃Ｌ暇︑もなし︑熱さまさに心おき︑い

婚ふぺき務めぞと︑親をいこはぜ慰めつ暫

とまめやかに働きて︑親の杖とも柱とも︐

てＬ︑父と母とのほまれをも︑世にあげみ心

ならんものとて鋪あくばり︑其身の築達企

喜ばせ︑家旋諸共打揃ひ︑仕へまつりてぅ

ときまノーに︲心を砕くやさしさょ︑され

き事も．よる年波も忘れます︑工夫もがな

ば如何ほごうき事も︑親の鰯にはきらひな

なりと︑親をしたくろ子心は︑子走思ふ親

く︑︑風樹のなげきの直心は︑これ寓善の基

の誠心唾︑露もかばりばなかりけり︑此心こ

の愛となり︑同胞にては友と江り︑友に交

そ後維に︑君に仕へて忠となり︑妹脊の中

り信となる．五千鈴蔑の国民は︑親子の愛

常な速さで︑湖面を過ぎて行ったのを見た︒其の過ぎた後に凸起の線が出来て居

渡るらん︒

けく平らけく︑皇幽の光日に月に蝿ょ輝き

か忘れずぱ︑淀にそむく民もなく︑鯛安ら

った︒此れ以来地方人は其の龍は祁鵠であるとして︑其の凸起を﹁御身渡り﹂と

稲する様になったといひ徳へられてゐる︒︑尚此の﹁御身渡り﹂はその年により︑多

少其の出来る所が遠ふ︒其の出来る場所が上就︑下祇の封立線より下に降る︑即

ち天龍川河口の方に近く出来れば出来る程︑その年は早紘が綾くか︑雨が多く水

×

Ｉ承一

巳ノミｊｆ３グ︑●ノ︑ノｔＪｆ︑／︑ノミノ︑〃ｒｊ︑ノ︑β︑ノ︑ｒ︑〆︑ｆ︑ｔノ︑ｒ︑ノ︑Ｊ９︑ノ︑ノ︑りくノ始りＪ︑を

×

1

｛

ので︑恩は歩湖面を見ると︑丁度其の時︑大き左龍が上献の方から下牡の方へ非

Ｉ

×

説博と智風の地各
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読博と香風の地各

１１１

開西急行略記

ｂｇ〃１歩︑少Ｉ″ｑ少晒少Ｕｂざ〃ロ︑ｆｐｑｐｌ〃Ｋ刀︐

曾員金子胤徳

昭和廃世の大窪御式場跡を同志をして親

しく奔溌せしめんと︑澱てより我が宮西東

京府祁職含長の御剛慮下されたろ結果︑此

たび同行者約三十名は理事諸氏斡旋のもと

に十二月四日午後七時汁五分︑東京騨溌急

軒し︑五練橋畔の暗鴇棋といへ乃旋館にて

行列車の人となって五日朝一同無事京都に

別Ｋ〃ｋ〃︑伊恥ノ凡〆ｈ〆足″もグＬＦｋ〃＄ｆ︑″︑〃︑ｆＪｋノ︑ｒ︑″ＬｒＵｆあくノＬＰｆＪＩ〃ｋ〃Ｌ刀恥夕牡

涙の跨詑たるものあり︐我等紳嗣日本の園

拝狸してば恭敬崇高の極︑威慨こも／〜熱

六日は早朝より紫辰殿・大饗殿︒大嘗宮等を

の多数が一堂に脅して懇親曾を催し士︑

午後七時より京都ホテルに於て三百五十名

各自思ひＩ︑に市内外の窮所薄跡形訪奴︑

的の食事走寓し︑夫より少時間逢利用して

平楽に平安朝の盛時走追憶し︑式後園遊曾

願祭を行ひ︑引綱き大曾韮催し︑寓歳桑太

る︒午前十時より証頭に於て閏家隆昌の所

百餓名と聞く盛大のほど計り知るべきであ

安紳宮に詣ろ︑全図伺職の含する者二千三

少憩の後︑直ちに釜剛祁職大宮式場なる平

養老孝子に就いては︑僕はその取調べの篇に︑彼の地へ出かけたことがある︒

く２Ｊ＄くず︐ｈくくｆ︐︐くｒＪＪｊ１くｆ︐︐︐〜くぐｆ１︐４〃︐１

１１畷蝋；Ｉ伽Ｉ

養老孝子に似た偉説が他にもある︒鹿児島螺出水郡大川内村字角石の入口に︑

を知るに足る︒祁砿として此偉読を尊ぶ人もあるが︑淋秘なるものの多くは︑幼
稚をる思想であるといって不可はない︒

所以を世に示さんとしたその時代の人為の思想が︑如何に幼稚なものであったか

敢て不可川小議とするに足らないが︑併しかくの如きことを以て︑孝子の孝子たる

うとの説もあるや水が酒の味となったといふととは心理上の解樺をするならば︑

上る名は︑農民としては頗る疑はしく︑時の天皇元正帝の音によったものであら

出てゐるところの水が酒となったのだといふ︑孝子の姓名を源駆内といふが︑か

な説であるが︑一読では︑養老寺より少し上の掬水祁壮の脇の︑今も清水が涌き

老寺よりも数町離れた所だといふ︒養老の瀧の水が酒と蔵つたといふのが︑有力

養老公園内の養老山養老寺では︑此所が孝子の誕生地だといひ︑一説では︑養

も頗る暖昧てある︒勿論偉説であるから︑暖昧なのが営然であらう︒

孝子の誕生地にしても︑水が酒になったといふ場所にしても︑叉孝子の名にして

今と上へ孝子の偉読を加へることにする︒

︵一○︶孝子の博識

云へば不可思議な頚象である︒

此御身渡りの現象は水と氷の客積の差によって解鐸されるが︑併し不可思議と

って︑豊作となると云ひ徳へられて居る︒之は迷信といふべきであるが︑久しい
年月の間︑或程度迄は適中して居るといふととである︒

害があって凶年となる︒反封に上に上来れば出来る程︑其の年の天候は順調であ

』

r

﹂︑グ

侭といふ所がある︒昔現在の坂元に一人の孝子があった︒老父が非常に酒を好

Ｕ︑家貧しくして給する能は歩︑或日山に登って︑薪を採らんとすると︑名酒

目がする︒怪しみてその香のする方汁一探り行くに︑形謹の如き岩の下より湧き

﹀る水ありて酒香を放つ事甚だし︒掬みて味へば︑世にも珍らしき良酒である
−１ｑロｉ・﹄﹄ｑ︲

民としての名審圭眼を息ふと同時に︑責

い︑殊に澗職たろ者暦一庵森働努力園家

の竃且つ大なるに想到せすにば居られま

貢献する鹿なくてば窪に粗済まいことだ

す︑併し是等に識一︐ろ詳し島︑感想は雄大

非常に精祁の緊張する牟畳ゆるのであり

ろ思想を有する先凝の筆端に溢れること

白然拝承するの機曾か得ることＬ信じ

そしてそれから後は︑普通の水となったといふ︒現に其所に泉が湧き出て

っ︒そして三角形の板に︑達春な筆蹟で右の次第を記してある︒

す︒さて拝籾終りて門外に出づれぱ午前

l
､

ｊ喜
喜び虫
てて
瓢瓢
をを
持待
ちち
来宋
りり
︑︑ 吸 み 取 り て 急 ぎ 締 り ︑ 父 に 給 す れ ば ︑ 父 の 喜 び 一 方 な

密︽嬢嬬温泉郡塚村に︑十六機といふのがある︒昔一人の孝子があった︒一老父
に一の撰樹を愛したが︑奮暦一月塞肌身にしむ頃︑父は病重くなり︑春の樫花

上鴨雨大祇︑金閣寺︑平野祁祇︑北野紳

西多摩の中村光晴君と行か共にして︑上

ヘ ヘ

侭○

楽まずして他界するをいたく悲しんだ︒孝子老父の意を知り︑↑母日︑程遠き谷

依りますれば目下諸圃鎧切耗覗者毎日赤

繍然裡に祁踊韮観に行きまし龍︒閲く昨

て橋鉾険の謡曲に興起添へられ︑一同知

詞悲逃ぺられ︑鏑木鳥越祇司は此地に岡

を代表して猿渡大幽魂宮司より鄭重なス

曹長より懇篤なろ挨拶があり︑蝦いて一

を解散致しまし北︑曹長差支の求め春田

基当庇夜旅蝕に於て晩餐曾今婚催し本旅行

ましたろことか厚く感謝致します︒規約

の職員方は皆親切に案内乃至説明して呉

し︑午後三時半旅館に蹄り弐しれ︑各祁

石清水八幡宮︒稲荷祁献等走参詣拝顔か

時三十分︑私は同僚なる浅草の渡遥綱吉

に行きて︑清水をくみ来り︑之を棚樹にかけ︑老父の死に至らざる前に花の暁

んことを榊に斬った︒この誠意が刺に通じたか一月士ハ日︑老父の死になんな

とせる時︑葉も出でざるに樫花が嘆いて︑老父を微笑せしめた︒その後毎年醤
一月十六日には︑葉出でずして︑花のみ嘆き今日に及んでゐる︒

現に一種の不可思議なるものと眼に見せつつ︑一種の教訓を輿へることは︑人

純朴なる頃にありては︑常然のことにして︑叉有力底るものであったに相違あ

まいが︑就曾の進歩はいつまでも開係なきものに開係をつけて置くことを許さ
いｏ機が寒い間に花を開くことは性交ある︒
Ｌｎｌ

二一︶吉田町結婚式の夜

庚島市と︑盆地で庚烏蛎下で有名な一二次との中間に位する吉川町では︑結婚式

夜に面白い風習がある︒一近所の青年が祁宴も経って︑人だの潅静まった頃︑墓
｛
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石︒地蔵尊︒その他色冷な重い物遂︑その家の園園に置いて踊るのである︒ところ

がその墓石や地職尊等淀もとの所へもどさねばならないので︑近所の若い人為は

皆出て手博ふ︒自分等で運んで来て︑自分等でもとへもどす手偉をするのは勿論

ある︒かくして酒やその他の御馳走にありつくことを目的としゐるが︑併し之は
花嫁がドンとその家におちついて︑出てゆく様なことの底い様にといふととから

鳶すもので︑加賀地方に於て嫁入の晩に︑家の内へ石を投げ込むのと︑殆ど同意

二十菖人の多数に上るさうです︒従って此

の古き都の大路小路に迷ひ入る人もあり史

すので働京女に迷ふの旦那ばんやと郷撤さ

れる向も紗くないとのこと︑是亦皇恩の除

津と思へぱ淘に有難いことではありませぬ

犬ゆゑ︑今七日は早朝より各自恩ひｒ〜

味で行ふものであらう︒扱叉覗宴の晩には︑青年が肥槽をすって︑キー／︑と一昔

をた上せるのをよく聞くことがある︒これには花嫁に熱心に農業に従事してくれ

に向ふ者もあります︑私は多年近江聖人の

橋︒之を渡って直に川に沼ひて左に折れ︑一二町進むと道の左右に︑たくさんの

万に名刺の交換走嬬し一見奮知の如く甚だ

め去る二日京都に行かれての蹄途なので︑

稚瀞峠函誹叫韓岬呼天確櫛軸恥醒銅誹酬樗一

大津より江若殿道に乗換へ大溝に向ひまし一

此度ば敬拝の宿志を貫徹せんと決しまして一

掛けてありまし士︑︒﹄とゆゑ︑いかにＬても一

群ある中江藤樹先生の遺跡彩訪迩大いと心

に直ちに蹄遼に就く者︑叉は奈良︑伊勢等

といふ意味がふくまれてゐるといふととである︒併し近頃は警察の取締がきびし
くなったのでこれらのことはやらなくなった︒

︵一二︶瀬戸物市

七月一子四日に旅館の女中が︑僕に﹁昨日から明日までの三日間は︑陶器禰砥
の祭で瀬戸物市が立ち︑瀬戸物で造物ができて︑大阪の名物の一つで﹂といった

商店が出てゐる︒瀬戸物のみでなく普通縁日などに出る︑あらゆる店があって︑

とは小川就司より本Ｈば聖人の御誕生日で一

愉快であり生す︒殊に有難く思ひましたこ

から︑僕は直ぐと出かけた︒大阪毎日新聞砥の前を過ぎ︑一町ばかり行くと西図

その間が︑あまり長いには驚いた︒東京は魔いが大阪は狭いなどと恩ふから︑こ

崎騨錘癖舞銅萄確睦葬露渉峰鑑︾趨謹野華一

どまし衣︲蝕事ながら一寸途次悲申上げま一

あり史すと聞かされて︑心中益々喜悦を感一

んなことに驚くのだ︒今後は狭いなどと軽蔑するなよ﹂と︑自分で自分に意見を

代︒静御前等で︑その衣服は瀬戸物をあつめたのである︒陶器祁祇境内の造物は︑

岩戸祁楽︑即ち宇受姫命の舞であって︑よくできてゐるのかわるくできてゐるの

−、

？

加へた︒所為の造物は祁武天皇束征︒一つ家ｅ曾我兄弟ｅ恵美須と群財王︒加賀の千

I
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か︑僕には判断がつかなかったが︑まあよくできてゐたと言って置かう︒陶器紳

職は極めて大きいと言ひたいが︑資は極めて小さい︒誰を斬ったのか︑榊職の人

︵ｚ﹄の二︶

には大層いそがしさうであったから聞かなかった︒

在米の所感

榎本昌治郎

此の前私は米園婦人の表情の巧な事を申上げましたが︑今私は﹁白人は日本人

の顔を見ると面のだと思ってゐる﹂といふことを知りました︒日本人は感情を押
し隠して容易に悲喜の感情を顔には現はさ左い︒畏くも不出世の大帝明治天

皇におかせられては︑彼の日露戦争に於ける族順の海戦に幾隻かの軍艦が沈没し

日本の戦略上に大きな打繋を蒙つたが︑その時も決してお困りの様な御態度を見

て雀躍されるといふ御態度もあらせられなかったと承り主すが︑要するに日本人

せられなかったといふことであり︑其の後遼陽や奉天の陥落の時でもそんなに敢

は苦しいからといって悲痛な色遼現はさねば︑︒嬉しいからとで叉有頂天にもなら

ない︒之が日本人の特質と恩はれます︒虚が米人は感情と露骨に現します︒話は

又スク１ルポーイの頃に移りますが︑私の居た家庭に大皐と出た二十四五のお嬢
さんが居ました︒彼女は巳に婚約準髄来て居たので︑相手の男も時全訪ねて参り

交す︒或日彼女はその男からダイヤの指環を貰ふたのです︒只でさへ虚築に富ん

私の所迄やって参りまして︑﹁Ｅ！私は私のスウィートハートからこんなよいダ

だアメリカの若い婦人の事とて︑キャッノーと跳び廻って居ます︒そして途に

ノ

所 米 在
感
47

時間半妬要す賃金往復一同四十一二銭︑また

料態献じて遁物を拝鯉し一三の印刷物を求

田氏に諸うて藤樹書院に入り︑︲御位牌に香

して聖人の墓前に少時伏拝の後︑同所の淵

間お邪魔するば却って失濯と存じ頓て辞去

献司も数日間不在せられたろことゆゑ長時

りました御厚遇のほど深く感謝致します︒

し穴ろのみならず︲中食の馳走にまで典か

唯一の貴重の御文章を拝調するの光柴に浴

延させて戴き︑そして祁献の秘識にか坐る

ぬ︒恥かの玉串料を献じて親しく正式拝憩

参り合ばせ求ろこと芯衷心歓喜に堪へまぜ

れましたり私ば遇然にも祭祁の誕生の日に

年還暦に達すとて種々有益なろことか話さ

なこめて末仕せられてたります︒刷司は本

せ給ふ︑されば小川現献司も朝夕専心至誠

ろ畢徳走御遜寅あらせられて正四位を贈ら

らろ︑皇室に於かせられても祭祁の偉大な

郡長等の熱心なＺ登願企岡に依って創立せ

ます︒厩硫藤樹祁忙ば大正七年時の螺知事

賀螺高島郡青柳村大字上小川と解して走り

先生の居村小川村に到ります︑唯今では滋

鍵︑ま求此虚より行くこと約五丁程にして

此庭より青柳村の途中まで乗合自動車二十

イ

P

め名残落しくも有名なろ先生御遺愛の古藤

に別れを告げ︑雨中大溝に向ひ午後七畔四

十六分大津装の急行列車に投じ︑八日朝七

時牛無事師宅致しました︒聖人御誕生の地

を訪問Ｉ一て深く感じましたることば閑静な

ろ農村︑敦厚なろ風俗であることに心付ま

上あるには驚嘆するの外ばありませぬ︒此

した︑聖人の造徳の今にして益々溌揮しつ

夜車中にて新潟蛎の松長西尋常高等小畢校

長原一平氏と懇意に江りました︑氏は私の

聖人遺跡拝観の感想談牢熱心に聴かれ︑そ

して白身往訪せざりしことを非常に悔恨淫

られました０車中左右の人々も心よく傾鑑

して呉れ堂したりされば私に取りましては

意義でありたることに就き蛍しては貴重な

此度の拝観旅行の最も愉快に叉最ら有益有

×

×

×

ぐろ次第であります︒

×

ろ銃面韮借用して右概略ながら謹んで申上

×
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か︒勿論之は結構です︒然し吾等は一度輿へられた侮辱は永線領事館からの訓令と云へばモ一つ面白い事があります︒

ふ事を聞きますｏ奮怨を棄て上親善に復せよと云ふ意でせう・馬は馬連れ之千古の名諺と思はれます︒

了ふではないでせうか︒吾袋はよく親米とか日米親善とか云気取って見た虚で仕方がないではありませんか︒牛は牛連れ

はず︒蔦すべき時に篤さ歩に経ったら何時でも馬鹿にされて黄色民族︑亜細亜民族です︒今更白人の尻馬に乗って白人を

蒋叉母閲では騒いでも米闘事情に通ぜる在留民は営然な事とたものＬ様に知りました︒その原始の教ある人種の中に白人
してこの移民法を甘受したと思ったらうか︒云ふくき時に云系に鴎するものでもあったのでせうか︒何れにしても現在は

はさすがに大画民丈に少しも騒がないと感心したでせうか︒︲と︑賞に多くの人種が相混合して現在の大和民族を作り上げ

よく総領事の警告を守って淵順しくしたその態度駐︒日本人って居ましたが︑其の後原始日本に就ての種たのむのを見る

い外交官は︑陛下に封し奉りても忠ならざる外交官といはねなる推定でも下し得る何物かがあるでせうか︒日本人は軍に
ぱならぬでせうｏ柳て米固人の方はどうでせうｏ在留邦人が大和民族といふて︑私共の少さい時は極純粋な人種の様に思

留民ではなく︑在留民の領事館だと思ひ主す︒民意に添はなねばならぬ﹂とありました︒人類畢上日本人が白人の一分派

それこそ馬鹿か亡図民ではないでせうか︒吾変は領事館の在黄色人種として東洋の指導者として立つか︑一つ二つを選ば

薮の弧幽たる我が日本の民族が︑若し冷静で居られるなら︑ました︒そして﹁結局は白人の一分派として世界に立つか︑

けた様に平気で冷静で居られるでせうか︒特に世界に於て有分派蔵どといふて威張ってるものもある﹄といふととがあり

はないでせうか︒こんな重大事に直面して蛙の面に水でもかた︒その中の一節に﹃︲日本人にも顔に白粉を塗って白人の一

なことであったと恩ひます︒之は全く不可思議干寓なことです︒私は此頃蘇峯の罰民と政治といふ小さな書を讃みまし

の演説禽やそれに閲する集倉は開くべからず・・・⁝﹂といふ様せうか︒吾糞は断餐乎として此悪法の徹震を要求するもので

掛して冷静であれ︑隠忍せよ︑靭肇妄動してはならぬ︒一切へるものがあらば︑それこそ除程語目出度い人間ではないで

明確なる原文は忘れましたが︑何んでもその大要は﹁時局にも︑欧州の一二等団以下にも蹴落とされて︑猶心から親善を唱

た︒其の時桑港の帝固総領事から在留民に警告を震しました擬悟し︑決心したのでした︒今我邦は世界の一等閏となって

の憤慨もさることながら︑在留邦人の憤慨も非常なものでしといふ事が流行しました︒流行したのみ蔵らす︑之を念じ︑

１１

I

久忘れ得るものではありません︒曾て三国干渉後︑臥薪響膳それはまだ私が渡米しません頃の事です︒東京騨に靴磨きを

一

一
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の商賓があります︒豆腐屋でも立派に商賓が成立つと見え︑

専問に商賛してる人がありました︒米国には日本にある大底

語演説をなし︑猛烈に日本を攻撃しました︒宣陣に乗り易い

ラヂオを利用して全米に向って日本の軍国主義を痛罵する英

謀者は桑港にある支那新聞です︒それにもあきたらで彼等は

のです︒それに封して日本側では唯二一度聾明書を溌したに

日本人の居る所には必ずあります︒それだのに米園ではつひ

せば除り上品な職業とは思へないでせう︒然るに段盈詳しい

過ぎません︒吾々は大いに支那人に皐ばればならぬ所がある

ぞ靴磨きといふ商費は日本人には唯の一人鴫見ません︒職業

事情睦聞いて見ると︑総領事館が在留民に訓令を溌して靴磨

と思ひます︒之を思ひ叉前の排日移民法通過の際に於ける総

人が如何に辞令に巧みで宣偉に上手であるかを思はぜ一られる

き丈は禁止したといふことです︒誠に滑稽ではありませんか

領事の警告を思ひ出せてくるとき︑日本には如何に遠慮莱兼

米人に果してどんな印象を輿へたでせうか︒吾鰭は鼓に支那

靴磨きを禁ずる位ならば何故仕事をせずに賭博常習者などを

には勿論負陵のあるべき筈もないでせうが︑靴磨きなどと申

取締らんのでせうか︒左ぜ醜業に従事する婦人や︑それを抱

るべき道をとり︑進む︒へき虚へ進み云はんとする虚を云ひた

をしてゐるか堂知られ誠に吾交遺憾でなりません︒吾全はと

塞岬娠唖坤僻垂︾歴刈彩唾唖殿唾斡率癖蓉輝鵬娼銅唖峠挫識一

次に申上げたきは自働車のことです︒何事にせよ数字を出

いものと思ひます︒

へて誉業する者達を取締らんのでせう︒大きな矛盾ではあり
ますまいか︒

又元に返りますが︑支那人でさへも封支出兵の際日本在留
支那人は彼方此方で大曾を催し︑種共左決議をなしたりして
大いに日本の輿論を動かさうとしたではありませんか︒そし
て支那本国に於ける排日は愈童金共猛烈となったのです︒支

働車で消費する金は年額にして︑加州農産額よりも大きいと一

も四墓も持ってゐます︒或人に聞いた話ですが︑加州では自一

ってゐるとの事です︒加州だけでも百何十葛とかいひ鳶す︒暇一

篭蕊塞継謹蕊雌饗坐妻

那の国民運動は誠に徹底的だと思ひます︒営時加洲に於きま

支那料理店に晩餐に行ってもサーブさへしない︒肉屋へ頁に

しても支那人は日本人に濁して非賓︑不賓の同盟をしました

も買に来るものは無かったのです︒そして日本人経誉のホーア

行っても責っても呉れない︒勿論日本人の店にたぞ唯の一人

る額︑修繕費︑ガスリンやオイル等責に莫大な額に上るもの

申しますが私はその貢億の程は知りません︒自働車辛購入す
ルに泊って居た支那人は一斉に引き上げたものです︒その首

でせう︒アメリカでは貧乏人でも容易に一霊位の自働車は手

一寸した自働車で迩畢してゐるものが津山あります︒第一時

はないのであります︒米圃ではハイスクール塗の畢生でさへ

電車を四十分も待たされた事がありますが︑日本には富の程

間の節約です︒私が東京に居ります頃︑忙しい用があるのに

度︑道路の開係︑ガスリンの産出の少き事等で︑自働車がそ

三百弗は一ヶ年︑叉は一年半位の月賦にして呉れるんです︒

そして廉いものは新品で五百弗で買はれます︒若しそれ古物

にすることが出来ます︒先づ二三百弗を現金で入れ︑残の二

でも買はふものなら︑三四十弗からあります︒日本で二十回

な夕な市民は電車に乗る時︑命懸けの様な有様を演じます︒

これは唯公徳心が峡乏してるからのみと速断は出来ません︒

れ程溌達しない鴬め︑か典る嫌な目に遇ふのです︒東京で朝

や釜が必要だと同様に自働車も家具の一つとして必須品と考

るので︑一車を見逃したら二三十分も来ない時があるの有様

私用自働車のない日本では︑通勤者︑畢生等皆電車を利用す

位で古自韓車遊買ふのもアメリカで三四十弗の古自働車を頁

へて居るのも尤もなことです︒日本人の農園勢働車といへば

ふのも同じやうなものです︒白人が若しホームをつくるに鍋

御承知かも知れませんが︑季節を追ひ︑仕事を追ふて東奔西

ですから︑従って此電車の前にも生存競走が現はれる鐸です

し得ない日本は精けない事です︒米幽では私達が汽車に乗っ

致し方がない事です︒それ程必要に辿られて尚自働車が護達

かく自働車は民衆化されて居ます︒紬でも杓子でも自働車を

車礎達のお陰で︑自働車を持たない人間迄楽をします︒﹁少

人達でさへも自動車を持って居るものが敷知れナあります︒
持たぬものは人澗の仲間外れの様に恩はれて主す︒
かく貧乏人堂で自働車を購入して居りますが︑買入れても

の頃よく口荒んだものですが︑営時は唯に一つの詩として吟

年老い易く﹂の詩や︑﹁青年重ねて来らず﹂等の詩を私は青年

旬

走し︑一定の住所もなく何百哩も駆け廻るのですが︑か入る

後の修繕費やガスリン等種堂の費朋がかなり脅威である︒そ

ても電車に乗ってもユックリ腰を下すことが出来ます︒自働

れヂャ貧乏人は自働車等を買はなくてもよいではないかと人

が︑今となって取り返しがつきませんが診此頃になって時間

じた迄で︑時間の貴重だといふ事を充分に畳りませんでした

の勿鰐ないと云ふ事端染在と感じて来ました︒時間を浪費す

はいふかも知れない︒然し今日は昔と時代が蓮ひます︒特に
したものですが︒現在日本から自縛車をとり去ったら不自由

望ましい事です︒

るのは確に罪悪です︒その意味に於て自働車の溌達は非常に

米園ですから︑日本でも昔自縛車の購入が非常な蟹灘事に潟

ですが︑それと同様に現在米園では自働車は決して賛津品で

で仕様がないでせう︒そこで賛淫品も今は賞用品になった鐸

｛
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山一寮

肺

其の手紙にある通り言ことを諾かざる時は︑折樵い・たしくれいとまであるでは
それそめはふよ蕊んぶ忍らしこ
舎依いか︑夫に其方に能く文武の道を仕込みくれいとある︒それだのに鐸の手縄

そてがみとぽいふ一竜と含せっかん

江の園に馬りたう−．﹂ざいます﹂吉﹁何うして蹄りたいなぞといふととを申すか︑

みくにかへ今ちごかへ全を

は壁きてがみてとつわかじぉぢう力そて
なすった母から来た手紙を手に取て︑解らぬ字は祁父さまに伺がって︑其の手
が
忍よたに︲︲おもとうたらうおぢわたしおう
紙がすっかり讃めました︒スルト何を思ったことか藤太郎﹁耐父さま︑私は近

に最早此手紙が解るによって読んで見よ﹂藤スイ﹂そこで耐父さまからお渡し

もぱやこのてがみわかよぶとうおぢわた

太郎や此は近江の閲の母の許より寒中の見舞として︑贈りし手紙ぢや︑其の方

たらうこれおうみくに強上もとい︲んちうみ全ひおくてがみ毛はふ

ば︑尚一層心の鋤ともならうと恩し省て藤太郎を為呼になりました︒吉倦膝

肱ほそうこ上ろぱゆみ鈴望めしとうたらうよび舎らさて窒う

り候ふといふととが認てある︒乃で岨父様は︑藤太郎に此手紙を誠したなら

きふらした上めそこ諺︾ついさ祭とうだらうこのてが一参上き

偏へに願ひ上るといふ文意︑其の末に近江の園も︑今年は寒気一層厳しく︑妾
これおぽひ堂め舎排ぎれ幸弘づし︸﹂とせつ彰隠なん雰一
なども︑是まで畳えなき併鞍のために︑水仕事の節など大いに難儀いたしを

ひとねがあげぷんいそ十塁おうふぐにことしかん含そうぱゆわたし

寓二言ふことを誹ざる畔には︑御折機之あるともお怨み申さ余ノ︑御仕込の隣を

診んい曇かときご世つかんこれうら全をおしこみぎ

てがみ念かんらうおんみまいのち上うへざまは上うへさ全おんみご
その手紙には先づま中の御見舞を述べ︑それから父上様︑母上様の御身を御
たいぜつくにきふらしたた世がれとうたらうじう夢んごけふいく垣が
大切になし下され似ふやうと認め︑枠の膝太郎を充分御教育のぼどを願ひたい
耐

れ別の雲樹藤江！↑
6
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よ

そのはふおうみぐにがへけ

とう

わだしぷんぶみらおしう

を讃んで︑其方が近江の閏に師りたいといふは怪しからぬと
とだ﹂藤﹁イ︑エ私は︑文武の道のお教えを受けまするのは

有難うございますが︑母さまが脱較のために御難儀を准さ

ありがたは上ひ晦心弥写﹄れごたん寺﹂
それわたしけ上そば全ゐ

ろのでございます︑夫ゆゑ私が母さまのお傍へ奉りまして︑

典の御難儀を少しでもお助け巾したく︑夫でお願ひ申したの

そ︾﹂だ︑八ぞ﹄ナこたす全巻それねが全を

曇弓一らさそれしん広Ｌおもねん

諺もに︑よ

でございます﹂︲吉﹁オ︑無やうか︑夫は箕に母を恩ふの一念
あ全は上たとへび好あがぎれ辱
詮ことくわん
員に感ずるに除りあれど︑母が帳令併較が割れやうとも︑

き

如何なる捌儀を致さうと︑其方が早く立派になってくれるの

いかたんざいたそくはふはやｂつい
〃︲・にらとま

を︑画許に待ってをるのだ︒然やうなことを恩ひ立たんで能
し
ゆゆふがおぢいを催さが
く修紫をいたせよ﹂と斯う班父さまに言はれて其の場を退つ

一合てとうたちうは上きざむつよ賦杢

たが︑術肱太郎︑母のことが気になる︑寒さが弧いのに母さ
ひとりひ貯めかご心さぞごなんざ
ま語一人で︑餅戦のために嘩御難儀をなされることであら

そよ週吐迫むめききは上がぽ

ばやいた鮫んざたず窪を生

うと︑其の夜なぞは眼らうとして眠られず︑目の先に母の顔
ら

が散らつき︑早く往って共のお難儀をお助け申したい︒良い

とういに涯一へ唾戸

さなシぞ

や謀ん石

ます﹂藤﹁痛いか﹂鍋﹁痛うございますとも︑まい風のある

ひこのひ壁ちで

それゆ歩ものしろづ

ふせ

日には︑批併から血が出るのでございまして︑夜分になり御
いた
迦じぷん
ようず孟
用を湾しまして︑臥る時分にはそれはノーピリ／︑痛いので

いたひ︾﹄

とうあかざ妙はふ

ございますよ︑夫へマア柚のやう産物の汁を塗けたりして臥

なべめな誉れこれだくさんわ．お

とう轡

りますが︑痛いことは烈いのでございます﹂藤﹁鞍の方は

全だめびまたわ

どうだい﹂鍋﹁鞍などは是も深山割れて居ります﹂藤﹁何

こぶぷんなべか上と

ゆぴこわ

とうめしお士へ

虚の部分だい﹂鍋﹁錘でございます︑叉指の股にも割れるの

わたしお僅あし

でございます︒指にも此んなに割れてるんで﹂灘﹁足を汝︑

にみなべいや

にみなく芯佳つ

出してお見せ﹂鍋﹁否でございます︑妾は大きな足ですから﹂

とうおばが土

おつ

わにしあしもんこう胆かとうおぼ

藤﹁大きくて哨構はないから出して見せよ﹂鍋﹁何んで坊ちや

あし丞李へしつれい︐

みおつ

ま︑そんなことを仰しやるんで︑妾の足は十二文甲高﹂膝﹁大

らんい

とう

たいへんわ︐

きな足だね︑韓鍋﹁ソラ︑失鵡でございますが︑見たいと仰し

いた

なくあさおふ

で含

やるならご覧に入れます﹂藤﹁オャオャ大鍵に割れてゐるね

とうひとで寺いに

ヱ︑痛いだらふ﹂鍋﹁モウ朝起きて踏みたてることが出来な

とうき

よけいふか葱いた

はふか上とあをで

たくわだししやう

とうそ

瀧正一へさく垣んあかぎれ

でございますから軍除計に深く割れて痛いんで﹂藤一共つち

なべに札だま

いのでございます﹂藤﹁どんな人でも出来たら痛いだらうぬ

くすりは上ひｒあかぎれ肱侭Ｌ含

お薬をもって母さまの餅鞍をお癒しをしたい︒とばかり頻

ヱ﹂鍋﹁誰だって堪りません﹂藤﹁黙うかい﹂鍋﹁妾瞥ｉ／唯

とう↑にらうめんお妥一よくてうばやおみづか侭

りに肱太郎案じて居ります︒其の翌朝は早く起きて水で顔を

洗ひ︑朝飯が淡んだ頃ぼひに壷川に来て︑藤﹁コレ鍋や﹂鍋

めらあきはん十ころにいご﹄ろきとうな︽へな↑へ

こうやくな

うらはふつちう

の方の錘から青いものが出てゐるが︑何んだと鍋﹁昨年鞍

そ池距

の膏薬が無くなりましたから︑裏の方の土を埋めておいたん

さ

鞍が割れて居るかい﹂鍋コア︑御覧あそばせ︑餅は此通

ぱつたんごよう︐とうお全へひぜ
一︲ハイ︑坊ちや堂︑何ぞ御川重︑︶ざいますか︲一膝﹁汝は朕や
あかぎれ寺﹈ゐな参へごらんひ遥このと隠

でございます︒黙うすると︑夫で癒ってしまったんでござい

とうたいへんこ隼一か江争へこのと樫みなわお

りでございます﹂藤﹁大鍵に細く︑﹂鍋﹁此通り皆割れて居り

Ｉ

４

ことし

にくろがつちなか．ひえめぐ

ますが︑今年になると肉が上って︑土の中にあった稗が芽生

尾Ｕとう陸かい虻ぺ
んだん鷲︶ざぃ讃す﹂塵︲馬鹿なことを言ふでな哩鍋﹁それ

じようにんところ陸てい含んすけ含ん冥つ

江になべからがってとう冬えずけ

は冗談でございます﹂などといってる所へ馬丁の金助︑金﹁坊
ちやま︑何をお鍋に郷揃っておゐでなさるんで﹂藤一︲金助︑
なんぢひ正あかぎれ舎一んどのと匙とうたいへん

爾︑餅や鞍があるかい﹂金﹁此通り﹂藤﹁大憂にあるねご

含んう全すそゆ︑つかことうたいへん

金﹁馬の裾湯を使はせるから此んなで一︺ざいます﹂藤﹁大愛に

ひ響そいだ含んいだとう

そこ●︑①③●

どうしお

烈いねヱ︑夫れはマァ痛いだらふ﹂金﹁痛うござい蚤す﹂藤
二こんくずリこのり＆ゐしんや↑︸ころ
酔﹁雌か鍵評一読るかい﹂金﹁蕊は此六里参りますと新谷といふ所
藤が一︑︶ざい壷して︑共塵に中仙便閑脅といふ郷士が居ります︑

そひとところまゐそくすりそ

がいもらぎつけ宮あかぎれひ壁また守り

樹其の人の所へ参り蚤すと︑夫れとそゑらい薬をくれます︒夫

を一貝貰って来て塗布ますと何んな蝉で必勝でも︑又切
の雲れ客
づばんなぼたいへん

鍔︑︷︐りそぽ︾︑こしばか︑画に

別傷のやうなものでも︑一晩のうちに癒ってしまひます︒大鍵

う

雀ゐ

もら

責ってくれといふわけには参りませんから︑マア貰ふので

れによい薬重言︶ざいます︒夫れは施に出すので︑金を出して

この全へ称いもら含つけ陸ん江僅

僅か心︒の麺れわたしつけ

す︒此前一貝貰って来て塗布ると︑一晩で癒ってしまひ主し
た︒サァ他の者が︑巳にもくれ︑私には塗布さしてくれと︑

か壬をたれいたおな﹃第６つけ
斯弓申します︒誰の痛いのも同じことだと思って塗布さして
ぜつかくもら昏陸んな

あげました︒スルト折角貰って来たのが︑一晩のうちに無く
そ

い全

いとうさたれ

なってしまふのでございませう︒夫れだから今んところぢや
もら

ァ︑貰ひにァ往かれねヱのでございます﹂藤﹁然うかい︑誰

い

ぞこうらく奇んく

が往っても其鹿の家では興れるのかい﹂金一︲アー興れますと
た
ひとうわ
そてつばくろや含ご士あぶらい

象を

くずｎ含まきしいこうこしらせん

も︑何んでも他の噂さでは︑蘇徴の葉の黒焼を胡麻の油で煉

つたのだと申します︑それア楠正成公が語造へにたり︑職

ぢやうもちそこうちかでんくすり

そじつどくすリもちしれ

場で為用ひになったのだといふことで︑其庭の家の家偉の薬

たいへんよくすりぽつ江そ

なんで︑其の賞何んな蕊を用ひますか知れませんが︑ともか

たづとうに蛍モ舵壁

く大愛に良い薬でござい主す︒坊ちやんは︑何んで其んなと

よ

なにひへんじそひそ

とをお訊ねなさるんでございます﹂藤﹁イ︑ヱ︑只夫を聞い

ておけば宣いので﹂と何気ない返事をして︑其の日は夫れで

ナごよくじつめさはすあさばんナころし

過して翌日になりますると︑朝早く朝飯が済んだ頃ほひに支
たく仁堂ｂかぎはやとう．り掌琶やうしよでしんや全でり
度をして只一人風早郡の奉行所より出かける︒新谷迄六里の

みちこ︾﹂もふしやうけんめいやって上ゐとちう含含

まゐ

かなたながやもんにうちをし

道を︑子供の身で一生懸命に歩行参りました︒途中で訊き訊

き参りますと︑彼方の長屋門の立ってゐる家であると教へら
たいそうよろこそやしきもんぜん含み一江かやり

れて︑大層喜んで其の屋敷の門前に来て見ると︑中には槍︑

雁ぎなだ企にたが生き亨つきる主ろひ黒ほぜいいゑ

言ろし

薙刀︑叉は長巻︑胴丸なんどの鎧をつけて大勢をる︒今にも

かつぜん欧じまなみたいていこ

このこし号うちなか上うナうか蚤みなか

合戦でも始りさうだ︑尋常大抵の子なら驚くかは知れません

りしろしけほえろうじんこのとうたら・ンみ

が︑此子は頻りに家の中の容子を伺って見てゐる︒スルト中

こゑそたちまちらひにりけらい曾

に一人︑白い髭の生た老人︑此藤太郎を見まして︑△﹁ソレ﹂

こ啓も錘んじ陸んこ上曽とう
堂つがた毛れごだうけごしゆじん

と聾をかけました︒夫れがため忽の間に︑一人の家来が来
●●③①③

て︑△﹁コレコレ子供︑爾は何で此へ来てをるか﹂藤スイ︑

中田長閑脅さまと仰しやるお方は﹂△﹁夫は御富家の御主人

︾﹂つち全ゐとうわたくじ壷建す全心●

であお・何方から参った﹂藤﹁私は大洲から参りまして中
ものそなんよう

●⑧︑②全ぞ

江藤太郎と申します者で﹂△﹁フウン︑夫れが何の用があつ

念とう．﹄たうけごしゆじん毒念盈がで

あひくにとう

ひｒあかぎれ唯ひで害なん汀いだてかみ

のために併輝か烈しく出来まして難儀を致しまする手紙が

ひ壁ゐ排ぎれ江んざすこ

︾︶こちらよくすりちよう
お
ぢもよ念ゐ
粗父さまの許へ参一りました︒何うか此方さまの良い語築を頂

櫨いは上もとと壁

どだうけおかでん

つ上みに含しゆじんわにちようかんざいて

ば上びとあだ︐とうわ

るかと子供ながら見て居りました︒

こ津もみお

除り高くない景色の宣い山︑其の山に登って︑此家がどう底

あ士仁かけし含よや全そや全の風このうち

りがたうございます︑此御恩は生々世を忘却はつかまつりま
くわんしん
全をざ十がちｋうかんさいあつは
せん﹂と申すや︑流石の長閑掛一アー天晴れノー﹂と感心す℃
とうにらうぱい瞳いこのやであとみおくち主うかんきい
藤太郎三拝九拝をして此家を出る︒後を見送る長閑索︑↑﹁ァ
ひとごとこらら
きうぽうむつ産こ琴も
１︑相貌といひ立派な子供もあるものかな﹄と猫り言︑此方
．とう声らうなかにもんでほうじやうざんや念
は藤太郎︑中田の門を出ると北係山といふ山がございますが

このごおんしよう︐ｆ︑上上医う奇やく

から﹁此を爾に奥へるによって︑母人に輿へられよ﹂藤﹁有

これなんじあだ

典へよ﹂△スイと二包出して来て主人に渡す︑長閑掛手づ

わに

しゆじんこくすりにこのこ
つ
くとう
講されよ﹂藤スイ︑ハイ﹂主人﹁此りや︑薬を出して此子に

ことあれど︑営家は斯の如く混雑︑今の孝心を後迄も母上に

たうけかくごとこんざついまかうしんのらまではＬうへ

識嘩の窪癖識るに蝉りあり︑餓撫か象の姪について評きたき

を蝉吋季ねて乗て︑鱗泰へ梁澄錘ひ心来るとは︑如何にも親

いか坊や

良い語蕊を︑私 に頂かして下さい﹂主人﹁倦盈判然と申し
こ津一もふりとこば
上わかこごも
て︑能く解る子供もあるものか左︑子供の身重ハ里もある所

よくすりわたくしいたに︑く柊しゆじんさてＩ︑はんぜん全を

江さけ

戴して︑母さまの許へ語屈けをして︑勝蝉２章︶難儀を少し

毛恥

めたないかあく輝

ずく士を

て来たか﹂藤﹁御営家の御主人様にお願ひがあって出ました

なりとお救ひ申したく︑お情淀もちまして︑御営家御家博の

害おとりつぎ強がにｒい土

によって︑何うか御執次をお願ひします﹂△﹁コレコレ只今は

此通り御混雑であるから︑子供などには御曾ひなさらない︑

このと区雪こんざつこさもおあ

なんようきし．かへとうあ江仁

あ

どうじやうご写もそし会じん

ます﹂△ヨー何んといふ弧情な子供だ﹂といふと其の主人

ごらん

△﹁然やう更令﹂ざいますか⁝⁝コレ︑夫ではお含下さる﹂擁

全かこ﹂こうわたくしとう声らう

おうみくはば上おやｂのこ

れてをります﹂主人﹁フウン﹄藤﹁母親が近江の園にて︑寒気

蚤す︒只今私は大洲の加藤家の中江太郎左術門の許に養は
しゆじんどうはＬ毒やおうみくにかん含

た匿い全わたくしおばすかとうけ●●の⑥●●●もとやし芯

申しまするが︑近江の図に母親が一人残ってをるのでござい

念ぞ

閑密︑何用あって罷り越したか﹂藤スイ︑私は藤太郎と

●①ぼによう

をかけてゐる︒主人﹁此りや子供︑此方が営家の主人中用長

しゆじんここ津もこのはうにうけしゆじん③⑭⑬

やありませんか﹂其の人に連れられて来る︑老人は床机に腰

そひ之つくろうじんしやうぎこし

﹁ソレ︑御魔じろ︑足下は可んといっても︑曾って下さるぢ

さ

が﹁何か分らんが頻に含ひたいといふから︑倉って遣す﹂

江んわかし含りらあつかは・

な

れでも私はお噸ひがございますから︑何うかお執次を願ひ

わ仁くし泡がシとりつぎぬが

て解ります﹂△﹁黙止れ︑此御混雑の中であるから︑子供な
この江ふし生うちとうい
ぞにお含ひなさらんといふととは︑此方承知してをる﹂藤﹁夫

わか胆まこのごこんざつ江かこ︾︼も

川で来たか知らんが錦りなさい﹂藤﹁オヤオヤ︑足下は
迂御何主のし
ゆじん愚上むし﹂
人に語訊なさらんで︑お倉ひなさらんといふのが何うし
れ別の雪樹藤江中
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詩

林

文荘選

川

も︑︑︑

評臼二首宇々有血︿ｏ足須聖徳明鯛隠︒

陪東京府地方饗嬢恭賦

況堂天野佐一郎只王舌

吟班新設稀諏蝿撰決開壊池液浦霧枯章や嘩一蛎
蔽篭艶︾蹟瞭洞粛穆︒進止自安詳︒金画者千加

葛︒嵩呼頚聖皇︒

昭和己巳元旦所懐

︑喜
︑逢
︑大
︑典
︑柴
︑︒
︑五
◎兇
０恭
︒奔
︒酒
︒鰹
◎築
○︒
℃乃
︑翁︑高︑齢
皇統連綿陣蔑春︒情如父子義君臣︒克明峻徳昨秋

恥︑・週︑︑鴨︑︑︑︑．︑ｂ︑︑︑︑八十五翁立見四郎︵茨城

００︽ ︷○０．００◎
定乾位︒聖毒無悪千蔑春︒

瑞気気意浦紫辰︒錦膳日月彩光新︒盛哉大典能嘉其盛儀︒

評日鶴聯鍵亦同感︒故隠棲郊外不交枇人耳︒評日況堂詞兄︒以其居近多摩陵︒曾編其近邑地誌料︒
︑︑︒奉頚港極大趣く︑爾噸喧詳艶圭米郵︒︒頗有功績︒冗突登極畔︒有賜瞬柴．二首荘重典雅

唱︒詩成惚不才︒

一酔歌︒︑︑診︑︑圃

︑︑︑︑青天明慢幕︒恩賜盛鐘開︒鍔卓人相列︒期時
世
峻坂我嫌過︒回頭傭仰無窮感︒笑付深更蕊壷倫︒蒋溶静恋鰐︒柵蕊鍵浄搾︒談筆癖一一
︑途
ｂ︑

来
賓○少
書院猶獣讃諦多︒官海激波君同莫渡︒．︑︑︑︑︑ｂ
ＯＯ
○０︒
○○

烏免勿勿奈老何︒騒人歳月似飛俊︒卿暦豊
℃︑︑︑︑︑︑︑︑℃︒○００︒︒Ｏ

評日能篇太平象︾宛然如識︒・

歳晩所感同人

蕊蝿嚇水表佳辰︒須看聖代君恩治︒箪壌認歌

年︑３︑

鼓腹民︒・・︑︑︑︑︑︑

歳華麗︒柳箪群煙風物新︒仙鶴舞室獣吉兆︒

迦瀞昭和亡巳春池躍瞳旭日蝿瀧憧函悔壱瑞須臨蕊庶︒普率洋冷聖津新︒

︑︑Ｅ℃

新年作頚湖神山隈三︵埼玉︑︑︑︑︑．︑︑︑︐

石

詩
林
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︑︑℃

℃＄ｂ

︑▼︑︑︑︑︑

八四集︒亦是同浴賜杯柴︒歳改皇運盆雲築︒
韮︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
森羅寓象霊向築︒畢圃一致維新楽︒六千寓民
仰光築︒何幸一家安旦築︒兇孫四一増繁築︒
築字︒翻弄之妙︒匪夷似思︒敬服︒

評日立見翁齢近九十︒詩筆之健︒何且如斯︒此作拠出

元旦屈軒小林篤助爵玉

︑︑︑︑︑℃︑︑︑Ｕ︑︑℃︑︑︑︑︑
圃旗松竹九街新︒難蕊群雲遼紫震︒遥望皇城
︑︑︑︒○○つＯ○Ｏ
評日三四︒語錐興率︒能寓君臣合一之状︒

恭献毒︒八千除寓一心民︒

新年雑詠三首鍵韻
︑︑︑︑

獣狂老人

田家香掲旭章旗︒北越風寒春尚遅︒凌雪白梅

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
窓外笑︒新年賦得御題詞︒仁峰日出好揚旗︒
◎０ＣＯ０つ○︑︑︑︑

城外雪深花信渥．自笑七旬新意気︒老永頻賦
望春詞︒

︑︑︑

憾不詳其姓氏︒稗獣狂老人︒荒監而避世譜乎︒

詐日作者齢及七十︒有新意気︒詩筆之健亦凌壮渚︒惟

同人

︑︑︑戒症除液︑︑︑︑．︑︑︒︒︒◎
袷：我足大卒民︒四代経来鵜迩春︒濁富無求

︒①︒︑︑︑︑℃︑︑

却憂少︒嘘遥煮惹築清貧︒
評臼渇富清貧四字︒自然反映︒有一段風致︒

守歳扇舟杉江孝春農賀

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｖ︑示︑︑

寓牛難挽歳華遷︒空惜光陰濁不眼︒竿百齢過
︑︑︑もも︑︑︑︑︑

評日句々皆批感慨︒

冥是夢︒追懐往事恨綿々・

耐本間光禰君光築

眺雲菊池秀言価形

本間光禰君︒蒙寵命︒参列即位
大典︒尋叙動四等︒重賜識宮城

感紳人︒恩潤塗薬治︒威敷寓圃新︒恭加鵡駕

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
登極修鴻典︒天皇御紫辰ｏ頚聾森海獄︒嘗祭
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃○○＠．

○ＣＯ００︒

扇舟杉江孝春騒賀

評臼荘節典雅︒足以頚大典黄光築︺

列︒寵錫仰尭仁︒

恭賦震題田家朝

︑︑︑︑︑︑︑︑も︑今今も砥℃℃︑︑︑︑

迎得昭和第四春︒豊穣尤喜穀堆困︒早朝先向
℃℃︑︑︑︑︑︑︑︑

評日鐙一句鍛潟田家継︒而叉映前後︒

東方拝︒聖嘩洋々治率漬︒

︷﹃も︑︑

四方拝蕗田誠一菱城

君代曲︒洋冷自頚太李春︒

畢童先喜講堂新︒遥向朝峨拝紫哀︒唱出歎謹
︑︑︑︑︑︑もで︑︑

畢也︒

評日古人日︒教畢鋳先︒此作篤畢童之状︒亦所以重教

ＰＧ

○

歌園

わがさかりくだつも知らにうきノーーと浮雲迫うて走りけるかも
評よき激草にもこそと奔諦いたしました

三浦直正選

下野山口則之

晋

掘津一樋正幸

香七

鶏鳴鳴き牛またなきて家毎に豊かに立つる朝煙かな

田川多

評鼓腹嬢壌の御代のさまにこそ

埼玉田口

要 風 鄭

夜もすがらまどうちし時雨けさはれて秩父嶺たかく雪にあけたり

岡蕗本

佳作
清らなる鴬の蕊を暖かき寝ざめの床に聞きにけるかな

城城川

等
等

砂原に相撲を取りて砂食ひしをさなき頃を思ひ出づる日

奈

文讃

六歳左る妹も交りて豆撒きし去年の今脊は故郷に居たりき

茨茨祁

等

慧者

ー
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歌

園

春の族面白きかな山と山霞みかけたりかすみとけたり

踏まるれぱふまるＬま入になりゆきて時をまち顔に見ゆる道草
日の御族蕊家の軒に輝きて里のけしきも春めきにけり
寒かりの身にありながら綿の図に居ても武赦忘れかねたり
初鶏も先づ結構と歌ひけり貧しきながら雨洩らぬ庵

めづらしき品とりＪ１にかさられていつもにきはふ店の内かな

新春にふさわしく雪の降るなちし家なりどょもし風吹き出でぬ

淋しければ慣れぬ煙草も呑みて見る何虚からか鶏の夜鳴き聞え来
本箱を一つはぼしと思へども足らぬをさとる我となりにき
ひろき世にへたての垣遊とりのけて雲の上にものぼる人あり
すめらきの三種の賓祁代より我国民のたからなりけり
春の野は笑ひ初めけり遠山に腰ほとなる雪を残して

暮谷瀧林池田本久田野井逢

松太繁篤秀誠静北久 懐右寛春秀

義

者

埼千静埼山茨埼禰幅新千水埼千

選

水にうつり露にやとれる月にさへ思ひぞ浮ぶ君か面かげ
脚冷えて寝つかれず居れば火の番の語りながらも庭通りたり

事みなに成ると成らぬをかへり見ず進むは半なりしなりけり

ノ

歌
'
画
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玉葉岡玉形城玉島島潟葉戸玉葉

小菅大小菊蕗松高湯上高源林渡

風郎蔵助言一苔斗毒孝近熊英明

大阪竹節幅烏北斗

蕊俳壇種藍蒔く頃と魔︐け︐畑を鋤く識岸の樫に灯︐て泰鶴Ｌ

編輯部選緬詐趣緬測榊袖錘稚荊脊早き街の静寂や春鱈し

種蒔いて立てし名札に夕日かなぬかるみのかわきて野路の泰滝し

幅島甫水穂蒔きし手につく土の匂ひかな梅林に風つのり来て春鵠し

子等砕く池の氷や春瀧し

◇種蒔赫奈川金・風大阪西流
種蒔や堤に影さす梅の花

昇る旭に種蒔く丘の一人かな茨城杉彦同泰風

茨城一誠藁塚を除けたる跡や種を蒔く春滝く柚の宿にたつ夕畑

種蒔や祁僻脚に幣たて上種蒔や雛の外の裏畑温室の花のみ生けて春浅し

祁田の水流しけり種下し新潟文甫山口松風

千葉笹舟種蒔いて癖たる其の夜の小雨かな川壁に雲のとりゐて春湧し
栃木無町畦咲きそめし梅に風出て春溌し

砿蒔や頭巾をとりて案仰ぐ

種蒔の野良着干したる夕日かなょぺの雨に畑耕して種を蒔く
茨城一誠
大阪泰風
山口松風春滝き門に苗床作りけり
枯芝
の畑
うち
かへ
し種
を蒔
く 鰭掘る子供かな﹄
種蒔や大空に舞ふ鳶一
つ
春
浅
き
岡
に

種を蒔く畑に繭買ひ尋ね来し◇春浅し帥奈川金風

同西流茨城杉彦奪滝き土手に摘みけり蕗の蕊

種蒔いて尚も土かく一人かなたまさかに渡舟の人や奔浅し春浅き畑に菱踏む一人かな

種蒔の畠に草摘む乙女かな髪刈りて春湧き街戻りけり大阪竹節
禰島北斗千葉笹舟隙間もる宿の一間や春滝し

種蒔や子を負ふて行く族商人池の樋のまきし催や春浅し御手洗にはる薄氷春湧し

新潟文
篭の鳥ねらう小猫や春寵し
蒜湧き畑を見廻る翁かな

栃木無
梅いまだ雷のま典や春湊し
春溌き庭木に霜の覆ひかな

甫幅島甫水我れのみに走る電車や雪の街

雪どけの寛の水や春浅し冬木宿鳴いて追はれし小犬かな

枯葉鳴る淋しさにをり族の宿↑

東京白雄子

◇雑詠首輪なき犬殺さるＬ多木かな
町畦栃木無町畦専断の友そしらる虫媛嘘かな

冬篭襖煤ぴし一間かな

這羽子や風にさからひ両もつく

寒菊のかげ踏む難の吹かれつ上

崖笹の暮れゆく一言の風塞し

水新潟夢城枯蔓がゆれつ上いつか日暮れたり

雪焼けの手袋はづし見せにけり

幅烏甫
大沼につのくむあしや春潅し

行く年の頚に残る濡神かな

風木枯やとぎれとぎれに荷揚唄

計報もちてひた走る夜や川千鳥

彦大分虚詩
灯して冬座敷ちらと覗きけり

風魚の骨食ひ識す猫や冬の風

東京浮舟城

節牡蛎舟や小島へ通ふ舟灯る

朝日さす畑の葱ぬく女かな

子供等の角力遊びや土手土筆

風東京千草

誠初雀御寺の屋根に日のあたる

︑課題︵各題五句宛︶

◇長閑春の月四月五日限

◇洋︑藻︑鮎︑六月五日限

岐阜方園園◇蛙︑蛙の子︑五形花五月五日限

詩

宮城ちよの雪踏んで人来る気配出て見たり

初喚きの梅のたよりや赤湾し

＠秀逸︑

山口松
種蒔や畑の日暮に風曇る

茨城杉
祁奈川金

種蒔やひねもす日さす氏の畑
種蒔いて親しき土の日影かな

茨城一
春滝き裏の菜畑や難遊ぶ

榊奈川金
春浅き陽の沼に集る鴎かな

大阪竹
春浅き夜の星に知るあすの霜

》
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故軒部螺曾馴繕鳩伊之吉君を悼む

昭和四年の新春を迎へて未だ屠蘇の辞も醒めやらぬ一月十

就任せられて以来︑宮野副支曹長︑高寺︑成田︑布施青柳等

君の逝去の報に接した︒本愈と
しては誠に大きなショックであ
って︑漸らくけ唖然たる姿であ
った︒

回顧すれば同支禽が創立され
あって︑本曾支曾として三十有

たのは︑資に明治廿六年九月で

つである︒其の間幾多の曲折は

七年の歴史を有する最も古き一

経たものの︑今日百数十名の禽

君は度安本曾を訪問され︑種

々本支曾と聯絡を計ることを怠

らなかった︒客年十二月十六日

本曾善行者表彰式の際も出席さ

れ︑同聴下被表彰者松本貴少年

層孝行を努めて将来よい人にな

を見て涙を流して喜ばれ︑．

へぱ之が最後の本曾訪問となゃ

れよ﹂と動まして居られたが恩

ひ︑かく書きつつも君が逝去といふことが且つ信じ且つ疑は

た鐸である︒夢か現か︑かく思

本曾趣旨の普及徹底に努めつつあるのは支曾中異数とする所

君は千葉藤下に於ける名望家であった︒それは資性謹厳篤

れる思ひである︒

言ではあるまいといふものである︒君は大正九年に支倉長に

であるが︑其の今日あるは同君の御霊力に依るといっても過

員を有し︑多大の活動を績けて

に講力せられたのである︒

諸幹事の助力を得て︑其の多忙なる中をよく鋭意支曾の溌展

記
五日といふに︑
︑突
突如
如と
とし
して
て本
本曾
曾千葉螺東部支倉長績鳩伊之吉

者

生

一
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に理財の道に精通し︑小見川豊商銀行の頭取︑千葉農行銀

責であって然も熱情に富む有徳者であったからである︒特
行取締役共他の銀行曾献の要職にあって大手腕を振はれたの
であった︒叉郷黛の公共事業に講されたことは螺下に於て稀
に見る所であった︒故に君が逝去は又郷糞に於ても大攻る哀

惜であった︒居町町含は直に倉議を開いて君が生前の功に
酬ゆるため︑町葬を決議した︒而して町葬を以て十八日に菩
薩寺修鑑院の其の告別式は荘厳に誉まれた︒曾葬者三千名と
いふ盛大を致したのも︑一に君が生前の功と蕊望思ふくしで
ある︒君は亨年六十七歳︑末だ多大の蒋来を嘱されてありし
散って浦天下の秋を知るとか︑君が一葉の凋落は︑本曾のた

を︑惜しくも永久に蹄らぬ客とはなられた鐸である︒桐一葉

明治十年︒府馬村石川城山翁ノ門二入り漢畢チ修＆

同七竿郵便取扱役拝命

同十九年︐任三等郵便局長︵府馬郵便局勤務︶

同十三年︲岡等郵便取扱拝命
同十八年︑補三等郵便取扱役

同叙判任官十等給上級手営

同廿三年ｂ叙到任官九等給下級手常
同廿六年︑千葉螺第九回勤業諮問衡含員二推薦セラル
同廿九年︑香取郡農簿幹事二推選セラル
同冊一年︑株式曾証小見川農商銀行取締役頭取二選肇サル
同冊二年︑所得税調査委員二選畢サル

同計三年︑臨時聯隊歴徴兵参事員チ命セラル

同日本赤十字就府馬村委員二喝託セラル

同府馬村博愛証チ創立シ献長トナル
同水難救済徳香取郡委員チ嘱託セラル

同冊四年︑赤十字祁千莱螺支部商議員テ咽託セラル
同計五年︑香取郡教育愈名審職評議員二推騨セラル
同冊七年︑郡農曾副曾長二選畢サル

い︒鼓に拙文を草し︑併せてその略歴をも掲げて以て︑生前

め勝満天下の斯道のため此上もない寂しみでなければ左らな

同三十九年︑千葉螺農工銀行取締役二選鋸セラル

同職農曾常議員二推薦セラル

同四年︑叙従七位二級効統章受興セラル
同五年︑叙動七等瑞賓章動記テ賜ハル

同府馬村耕地整理組合長トナル

ル

犬正三年︑逓信大臣ヨリ三十六年以上勤緬功章一級テ授奥セラ

ヲグル

同大日本農曾縄裁宮ヨリ農村風紀改善名審賞状下賜セ

同四十一年︑叙正八位勤八等授瑞賓章

同日木赤十字託特別曾員二列ス

の君を偲び︑其の功に酬ひなんとする微意ともしよう︒幸に
して君逝くと雌も︑君が功は永遠に渡するなく︑君が事業は
るあれば︑以て君又膜すぺきである︒呼・．．⁝

よき後縫者ありて︑其の志の資現に一層の努力を擁ひつつあ

故繕鳩伊之吉君略歴

千葉騨香取郡府馬村

繕鳩伊之吉
丈久三年二月四日生

同九年︑Ｈ木弘道倉東部支含長二推薦セラル
同十四年︑郷戯愛宕紳就喪出一反十七歩及同祇奔殿建築饗千四

同十二年︑小見川農畢校創立功勢者トシテ銀盃一組贈ラル
百五十側寄附二付賞勲局ヨリ表彰セラル

同十五年︑日本赤十字社二識粋ノ故チ以テ同耐縄裁宮ヨリ有効
章贈興セラル

昭和二年︑千葉鴨農工銀行勤綴二十年慰努トシテ金壷寓測覚典
セーフル

同千葉蝶農曾．水産哲．山林曾へ千回寄贈ス
同府馬村小畢校へ金汽百脚寄贈ス
同千葉市小畢校へ金五百側寄贈ス

奉洲渡遥武助

善行者表唾式︒賦此表賀意︒並越含祁油翁先生之雲︒

大典齢光映四陸︑休哉彰善振綱維︒聖言遵奉能弘道

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０Ｏ

評本含美畢叙得簡明︒

○○○○○○○
於穆時誰教化基︒

働精弘道誉清寧︒景慕泊翁遺徳馨︒彰善宜人乗報本

︑︑○○︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○Ｏ

︑︑︑︑○○○
致誠慰得在天露︒

評善行表彰式︒爵本含美畢︒泊翁先生泉下之善亦可想︒

老杯︾翁有七男三女︒係陸海軍士官者六人︒茨城

老友天愛立見四郎翁ｃ齢麟八十四︒今値大典賜養︒

螺知事黄之︒賜木杯及表彰状︒乃賦此寄賀︒

シテ金盃三組チ贈典セラル

同三年︑小見川農商銀行創立三十年並二同行新築落成記念ト

同日本赤十字耐千葉支部資金トジテ四分利債券百回威

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑

咋事

華誌犀利︒鱈節漢諏此詩常塊死︒

０○○○○○○
愛節人皆附熱人︒

誰道文明日又新︒紛弔政掌凱如塵︒徒管利利貧権勢

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○００ＯＯＯＯ

イ

自異︒不娠其煩︒老手々々

評天愛翁荷稀代架︒可謂天幸︒此詩用数字錐多︒句法

○○○○○○○
欽荷一門稀代蕊︒

八十四翁功巳成︒六男講武議干城︒杯重恩賜何多幸

拾枚寄附ス依テ聯知事ヨリ表彰セラル

以上

同千葉鰹耕地整理協含評議員二推薦セラル

ノ
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本含藁報
ロ本曾女子部幹事︑女子修謎講座講師︑辻
村靖子女史の夫君︑梱調剤剥到幽利鋼剣には

兼てより熱海に於て病気静養中の虚蕊石効

なく︑一月日逢に逝去さろ︒哀悼の至
りなり︒

口二月八Ｈ午後四時半より本含事務所に於
て杜命激化畢院の畢制改正に就き協議曾起
開けり噂徳川鰻院長︑服部副畢院長．吉山
畢監・各講師︑贋江幹事等出席協誌する所
あり衣り︒

口二月九日午後六時より本曾事務所に於て
有志壱年部茶話命を開き︑本年度の満年部
活動方針に就きて種々協議する所ありれり
口本念女子部修養講座は︑辻村講師の夫君
御逝去の求め此の二月第二土雁為休識する
こととなれり︒

口二月十四日午後四時より本曾事務所に於

具篭案へと進捗協議する所ありれり︒

三日杉浦敢剛翁抵悼御席上にて暴漢に襲ば

口本含評議員井と哲次郎博士には︑二月十

れ︑昏倒せらろ︑その後の経過はよるしき

も右眼或ば失明のおそれありときく︑御気

の毒に湛へす．何その際井上博士恥救助に

出られし︑本含祇含教化蕊院読師土田誠一

氏←全治一ヶ月の重傷韮おばれたりｂ度江

本倉主事は早速雨氏牟見舞はれたり︒

口二月二十八日午徳五時より本倉事務所に

ろ事業並にその方針に就きて種々協議彰遂

於て理事稗を開催し︑昭和四年度の亜要な

げらる入溌定なり︒因に同日は諮議の諸氏
も特に出席ぜらろ上筈︒

口辻村女子部幹事は︑二月二十三日の女子

部修養講座には服講︑源氏物語及諭語の講
義走綴行せられたり︒

口松平伯顧川は新春来葉山の別邸に避寒中
なりしが二月中旬蹄家せらろ︒

口本含曾員長野螺倉津運平氏の主催にて同

螺上田市に二月九日現代思想批判の諦演曾

曾員経済翠博士永井亨氏を依頼し凍りしか

走開催︑本曾を通じて講師として本含協賛

開し︑委員を畷託せられし小野秀雄︑谷山

ぱ︑同氏の御出席を領せしに頗る盛況︑蕊

て過日協議含の際証曾鍛化壌院単制改正に
票林︑庚江葛次郎の諸氏出席せられ更に
︒：凸見﹄︑寺貯凡

衆霊に二千名に垂せり︒

口本曾講師足立栗園氏は過日千葉蝉大東支

出張せらろ︐頗る盛蒋なりき◎

愈青年部の懇請に従り講演曾に講師として

口本脅女子部幹事町岡源子女史は︑過日暴

漢に襲ばれ衣り︒誠にお鋪の毒に壇へず︒

然し幸にも一同事なかりしはせめてもの不

幸中の幸とい︑芝署か︑其の後数名の警官

たり︒

に依ってｂ幾日か私一家の護衛にあたられ

口昭和四年度諜嫌編成︑雁曾激化畢院の翠

姑を極功つ聖あり︒

制改正等の諸事務のため︑本曾は目下大多

口過日本含評議員宗像逸郎氏︑本曾読師足

立栗剛氏共に本命態訪問せらろ︒

の趣旨か賛成せられ︑入倉せらろろもの多

口客年中本倉が表彰せ乃善行者中讃々本曾

数にのぼる︑本曾の切に感謝する所なり︒

口脅顧問松卒伯醗には御不快にて目下臥床

らろ︒一日も早くその御侠癒な斬る︒

中一切の両曾悲絶たれて専含御静養に怒め
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︲弔詞三十八通
弔篭百四十四通

弔詞

日本弘通酋長徳川伯代理

年渡遥前支命長の後任か．承けてより克く斯

病か以て逝去ぜらろ鴫呼悲い哉詩は大正九

日本弘道倉香取郡東部丈曹長糟鳩伊之吉君

知事代理戸阿馬

心を蓋せしこと勘からす凡そ君が赴脅公共

猶の振興に勤め含員の増加篤打者の推奨等

重なる含葬者は

東部支曾長繕鳩伊之

鵡浬代議士

支含葉報
吉氏葬儀報告

一月十五日病走以て蕊す趣えて十八日町葬

日本勘業銀行千葉支店長

千葉貯蓄銀行頭取

千葉螺銀行懇親倉長

ざるべけんや今や園民思想の頚駿は上下共

向て霊捧せる斯くの如きは堂に偉蹟と謂は

措かざる所なり而して父性通人心の興隆に

の事業に於びる功続は没入

↓喧々稗揚して

起以て菩提所修徳院に於て告別式を執行笹

両隣五ケ村長等也

一般町事に於ける講津の功勢多大なる恥以

頗る厚く夙に本含の趣旨に饗し其要領の賢

の露に告ぐ煮養性温厚篤黄にして迩義の念

日本弘道倉千葉螺東部支含長鰭鳩伊之吉君

りと錐常支曾一百五十名の含員は皆至誠道

燈火走失ひて途に迷ふの憾あるに似たり然

ば常支曾の不幸如何ぞや我等ぱ恰４闇夜に

や切なり是の時に満り君が如き倖オル失ふ

に痛歎する所にして誼徳禽の奮起を要する

て其病喪を聞くや町は直に含議な開き町葬

弔詞

を議決せり其贈糞物の衆盛なろ避覗ても生

ふも狙喪頓挫することなく必ず能く謹奮興

走思ふの人士あり余等は信ず此の不幸に週

起して君の遺志牟蛎紹し以て其成蹟を瞳さ

行に努め曾勢の進展韮計り斯道振興上其功

ぎｂんことを叉信ず君が鰐蝿は地に蹄し精

削の功勢を推想ごらるべきなり左に薮項に

然るに今濫嵩として遼逝せらろ裳に哀悼哩

の誠梱を代表し以て棺前に誓ふ英霊翼くは

今永別に臨み生前の功勢懇謝し支魯員一同

りして永く常支含奉守護するあらんこと走

魂は天に去ると錐英霞必ず能く天翻り剛翻

日本弘道含長伯爵徳川達孝

昭和四年一月十八日

情に湛へず錘に恭しく薄鱒率霊前に供し曾

努紗からや虞に地方支曾長中の白眉ホリき

曾葬者二千二百四十人外胆小畢校生徒
六百人

花薮二十五基

造花八封
生花二封
弔旗三十四流

貝一同と共に深く弔意を表す

就て摘記すべし

に於ける激育︑道徳︑讃路︑耕地整理其他

腕走揮ひしのみならず夙に郷黛の公共事業

らろ同氏は理財に長じ銀行業に於て大に手

香取郡東部支曾長結鳩伊之吉氏昭和四年

日本赤十字祇千葉支部長代理

1

膜ゼよ

昭和四年一月十八日

宮野属乎

日本弘滋倉東部支含副支含長

西部支書善行表彰式？の己
片野ちゑ
明治四十二年四月十七冊生

ちゑば東大戸村大戸農片野敬治郎の長女
と生れ郷校の尋常科韮卒へ家業に就く︑家
豊ならざるに父は大疋十年幕に母は狸十一

年春に机次いで病魔の侵す所となり三児と
七十有除の老祁父母か通して残せり︒時に
ぢゑは十二歳︑弟ば九歳︑妹は五歳にして
無に老表幼弱の身一案の悲歎察するに齢リ
あり︑砺来ちゑは一家の支柱となⅦ苦戦奮
闘の生涯に入りぬ︒妙齢の子女称もすれば
髪に衣裳に鉛粉にと心為移し勝なるにちゑ

表彰せられ賞状並に鏡面一個を授典せられ

範とするに足れり︒果せるかな去る昭和二

すること勤愉にして叉槻良貞淑庭に虚女の

は必ず出席して智徳の向上恥慨らず身を持

も常に修菱隈志し講習倉魔女曾等の曾合に

は弟妹走裁育す斯かる寸暇なき麓遇の中に

第一線に立ちて厳寒の旦も酷暑の風謹も甲

ら需めす夙夜孜々として家業に励み努働の

に事へつＬ病弱・い身も厭はず一日｜の安きす

気の養父母の意に従ひ最も従順に鎧も誠礎

の慰安として愛育しつ上誰臓剛直なる昔堅

二十有除年の貞節内守り一子千代松牟唯一

固き決意ル以て此の苦境に善吃し爾来窄閏

斐々々しく野外に其の姿を表はさざること

年香城郡聯合虚女含長より模範虚女として

本年復嬬立佐原高等女畢校創立記念側に際

に殆んど一身にて耕作すと云ふ其の勤努賞

なく作付反別一町五反歩を峠々の傭夫祁手

此の間一子千代松も成人し今や中阜の業走

語るものにして強路謹言ならざるなり

は野山の秦由子の如しとこれ共の平生を物

に言語に絶するものあり躯人評して彼の女

し同校長より碩徳せられアイロン一価を賞
庭女の模範として推奨するに足れり

興せられたり之れ篤行の致す所にして一郷

北崎きみ

明治廿年四月十四側生

卒へ某銀行に醐務し養父は本年七十五戯の

た祇耐しつＬ農舞に勘みつＬありきみ女は

老齢にて病没し今や養泳に批へ一子の狩来・

きみば本郡神崎町本宿青野清吉の挺女に

生れ十四歳にして本村上小川北崎宗作の養

郷蹴の模範として推奨に値するものなり

尋常一様に非ざる稀に見る節婦賢女にして

女となり直ちに家業に従事忙吐

北崎案は本村に於て有敷の養産家にして

常裕の衆庭たりきみば年齢十九歳にして翌

途に破鏡維維の巳むなきに至れり畔に年僅

も間もなく夫は不幸に養父母と折合悪しく

黒田ばつ

ながら恰も一家の主婦の如く寸暇溌惜しみ

ばつは本村川尻農黒剛粂太郎の長女と生

養子を迎へ琴毒祁和し一子千代松韮翠げし

克く老祁父母に事へて孝養心霊Ｌ野外の努

か蝉二十二族近隣同情せざるものなし含み

ろ︒父は今丞距ろ九年大正八年病死し︑溌

は克く自巳の境遇と責任とを自羅して二九

作韮一身に引受けてば風雨寒暴走厭ばず家

は一時悶々の怖抑へ難きものありＬと難も

明治四十四年二月十六日生

業に糖勘して家計恥とり亡き父母に代りて
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"

の手に養育せられつ上郷校の尋常科の課程

絞りしなり︑されど慈愛に富み放る魂父母

七歳と三歳にして悲歎やろ瀬なく涙ド訣を

不幸に遭遇せり︑時にばつ衝に十歳二妹は

に復蹄せられ並に雨親に別ろＬの人生最大

程も江くして母は三児を棄てＬ離籍し生家

るもばつは叔母を慰め着謹至らざるなく病

となれリされど折々病床に叩吟することあ

に取りては今や母とも頼むぺき大切なろ人

野働には従事し得ざる身なれども此の家

て病残せり元来叔母は病弱の質とて激しき

の一家起襲ひ叔母の夫は二歳の愛完走残し

河野乾次郎︑堀鶴三郎︑垣見秀男︑中島治

岩津毅．西山幹三郎︑赤深乾一︑陶守邦蔵

義三郎︑入江勝胤．山崎竿次郎・篠岡春太

野崎叉太郎︑尾形惣三郎︑馬場正志︑岡野

午後十畔敬曾す出席者左の如し

り晩餐を共にし岡野義三耶氏の感想談あり

耶吉評議員に新任の外再任に決す縛曾韮経

身にありながら克くこ妹の世話ルなし又家

ばつは性温良にして友愛の心深く幼少の

家の堂々たる主婦の如く終始一貫容姿調度

力は日一日と加ばり妙齢の身を以てして一

足るか上る悲境の中にありてばつの奮闘努

きといふ之れ又ばつの心情の一端を知るに

本亮︑加納利亮．三宅廻太

郎吉︑兄子喜六︑原野莞爾︑掛谷令三︑河

なりて妹と共に田畑作付反別一町歩除態耕

一時豊岡公脅堂に集合し同一時半より左記

常支含に於ては例により二月十一日午後

豊岡支曹報

むろ程甲斐々々しくも立働令老いたろ祁父

作しつ典測父並↓卜病弱なろ叔母に事へ妹並

建固祭次第・

の順序により建鯛祭を畢行したり

一︑君が代︵合唱二回︺

一︑開始の挨拶

に姪怨愛育しつＬある彼女の生活は良に一

など一切意に介するなく全く一家の支柱と

然れどもばつの珠勝健無なろ精紳は年と

に涙か催さざるものなし

とし朝夕の炊事は云ふち更なり洗濯等に至

共に壷揮し恰も大人の如く二妹の旧話を始
るまで目琵しき程の活動振には見る者驚か

本含の要領走期讃し尾形幹事事業状況及曾

語殿に於て第十四回縄曾咋開き野崎支衛長

本月十四日午後六畔岡山市門田東山紳宮奉

一︑大日本帝陶蔑歳

一︑皇后陛下蔦歳

一︑天皇陛下寓歳

一︑紀元節唱歌︿合唱︶

一︑橿原祁宮遥拝

宣言文期讃

偶々叔母は先年某所ｒ嫁ぎしが故ありて

計の報告をなし議事に移り本年分支含費韮

一︑

離縁復蹄の身となりした幸としこ上聾走迎

議定し以て役員浦期に付改選の結果中島治

岡山支書報

へて一家の急走救ひ家運の挽回遊園らんと

ｊ︑︑の不幸ば一層経済上の窮乏を諾ぐろに

ざるなし素より家計豊ならざるに此の童奴

しれるも雨三年雁すぎずして又々不幸は此

至れり

郷虚女の模純として推奨に値するものなり

母亦痛のために世態去り一家の悲惨聞くだ

事の手博かする等近隣の者をして涙ぐまし

走卒へたり︒

者起して感涙にむせばしむろこと屡々なり

●

「

催し衣り︑繁田支曾長先づ超て脚分も大に

右畢ろや別室に於て諜定の通り座談曾を

一︑終了の挨拶

一︑宮城及明治紳宮遥拝

の極最近に覗察杢維へて蹄朝せられれる直

いふことになると前提し友人松浦五兵術氏

て題目を掲げれば建酬の精祁と努農露幽と

平君日く︑私の今日申上げたいことは張い

ろ所以走捕説せられ犬︒次に支含長繁出武

大要走述ぺ︑進んで皇室中心主義の大切な

に散含し張り

下０大高源吾等の演奏牢聴き一同感激の中

琵琶Ⅷ法衣川笠原旭笠氏の白虎隊︑松の廊

打切り用意の茶菜悲剛して儀興に移り筑前

師も来着して居るので遼憾ながら座談倉を

併し従来の様では既に単校若くは役所の祇

紀元︲脱賀式と雄関祭と何等睡別はない︑

希望走演ぶろや忽ち繁阿四郎潜起って日く

ろことを極論せられた︒祁戸壬太郎君日く

と日本鯛民としての綴悟起せざるぺからざ

同様が日本函に生を受けれる幸耐なろ所因

につき詳説せられ菰後之れが批列難なし御

話なりといふ︑最も有益なろ露園内の現状

ー︑第八同講座ぱ従来の組織起愛更し男

午後四時半髄倉し士リ

挫岡大理役員含悲開脅し左記の協識延逢げ

翌十二日にば午後一時より常事務所内に︑

附

の者より順次意見延謹表して貰ひたいとの

意見か陳述したいが︑先に青年側最も年少

賀式の感がある心畢寛民衆化させればいけ

子部二日女子部二日都合四冊間総蝦し

て開催すること

江い︒今後は町として大々的に建剛祭恥や

一︑聴講料は男子部女子部とも各金五十

−．講師ば後藤新卒．井上準之助・阪谷

自分ぱ毎年甲州に出張して滞在すること数

云々等の宣博ビラが到る所に見受けられれ

十側間である︑此の間農村の賞況農家の生

されて居ること故︑自分は我々人間に質業

該地に現今行ばれつ上ある小作争議の貿見

事である︒前年来は麺えて無かった夫から

ってほしいそして町の年巾行事として徹底

の必要の起因恥研究して以て白己の職業に

高島平一二郎の内一人を招聴すること

芳郎海中心にＬ他の一人は忽消谷快天

的にやりれい︒古谷喜代次君日く自分は職

銭卜すること

努力して行きれいと思ふ︒野村糖君日く吾

談及びこれが救済の方法恥詳述せられた要

一︑女子部の講師としてば和田富子︑川
口愛子二人恥招鴫すること

のは無産階級何々とか勢側問題講習倉開催

々圃民は昨年の御大典に遭遇しれので深く

するに大がふりではいけない小さい実庭的

一︑其他男子部講師の候補者としては埼

活状態等九見て来て本年最←醜様に感じれ

建閏の精祁即ち我が圃鎧の世界に比類なく

が大切である何事によらず足元から固めて

に煉端に番茶をす入りながら善導すること

玉螺史編纂主任稲村氏︑同顧問柴田博

業閥係から目下専ら澱業遁について研究し

尊きことは閣民一般の脳

士︑図民新聞証平林隣人等か蕊けホリ

ること

我が皇室のいと

行くことが一審肝要であると︒尚緬々意見

一︑開期は三月十七日の日曜進中心とす

裡に徹底的に打込まれたこと坐思ふ︒筒去

も出る筈であつれが時間が移り職定の儀興

て居ろ︑今日建幽の締岬に還れと大醗疾呼

月廿七日川越市に於ける園本厭支部主催の

]

講演倉に出席せられ丈ろ原司法大臣講演の
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かねこめ会なあそわたしおむかで曇で毒全くに

おくらくに

今の時勢では五雨の金は何んでもないが︑ズット大昔のとと故五雨は大金︑今は世が進

いまとをいりやうかれ江毒曝むかしゆゑｂやうたい毎﹂んい土上しん

商ひなりと遊ばして御暮し下さいますやうに﹂

ゐ寺な

の五雨のお金は私が御看病いたして其の暇に働いて貯めましたので御座います︒これで小

句やうか迫わだしごかんぴやうそひ藍ぱたらた一﹂ざこ

ませうが︑﹁石の上にも三年﹂と云ふ警嘘が有りますから︑御辛棒遊ばして下さいまし︒此

いけれど是非に及ばぬ︑お前の恩ふやうにしてくれ﹂﹁旦那様が御一人で御寂しう御座い

ぜひ主よ全へおもにんなさまおひとの毒さび音さ
いしうへ通んいた全へあごしん姪うめそくにこ

毒様散︑大阪へ参り︑大阪で旗揚げを致すの所存で御座います一﹁さうか︑別れたくはな

︾﹂くさ畢一ゆ豆おぽさか象ゐかぼさかはた劫いたしよそんござわか

ことをしてゐる﹂︒なんぞと人が申しまする度毎に旦那様のお名前が出ます︒それが御気の

御迎へに出ますろ心得︒江戸で身を堕して働き室すと︑﹃アレは下認屋の番頭で︑あんな

詣Ｕかでこ上ろええごみおとはにらしもふきやはんたう
ひと全をたびぽとにん虻ざま施主へで毒ぜ

うに﹂﹁お前はドウする？﹄﹁私は是から大阪に参り︑一働き働いて旗揚を致し︑旦那様を

柔へわたしこれ話腿さか全ゐは↑﹄ら唯たらぱ仁あけいたに人走さ土

上げますから︑此のお金で小商ひでも遊ぱして︑私が御迎ひに出る迄御待ち下さいますや

め

暫らくして中吉﹁さて旦那様︒と上にお金が五雨御座います︒あなた様に此の五胴を差

しばなか秀・少姪ん法寒念か趣のやうござざまこ師やうさし

英貞山作

(
4
)

『

０

歩して外圃と交際を致すやうになり︑貨幣の位も段建廉くなり︑今日の五園の紙幣の小さくなったこと御覧なさい︑十年

届ぐわいこぐかうざいいたくわへいくらゐ極そノ︑︑やすこんにらゑんしへいちびどらんねん

陸へゑんレヘいくづ・こんにら乙﹄んしへいくづ通んぜんゑんはうつかでよす上す上

が貨
か幣
へが
い少ず
よ所
た帯
いがふ
こ︒
ぐそ
みれん
く力
ばを
っ護
て展ん
にし
従た
って
しこ
でこ
はし
此の
振り
切含
れゆ
まゑ
せぬ
故ち
団り
民上
は智
しふ
てこ
富ぐ
圃といふ錘遂城畔も誇れずに︑癖ての

前の一園紙幣を崩したのと︑今日の五回紙幣を崩したのでは︑十年前の一回の方が使ひ量がありました︒世が進めば進む

て
んちういい仁はたらい今﹄わけゆしへいちひこゑんしへいつか
黙に注意を致して働いてくれいと︑一堂言って聞かせる課に行かないから︑紙幣を少さくして毒斯んなに五回紙幣は使ひ

で江今一つばたちはたらもうをいふてがに鹿しめゐこＬろづしへいちひ

たくさんもしごくけいぺんいおやたいせいはたらもうくわへいゆみづごとつかばかむすこせけん

量が無いぞよ蕊気を付けて働け︑働いて儲けろと︑政府で手形を出して示して居る︒それを心付かないで︑紙幣が小さく

芯か主だい念ろ﹄んしへいちひひ過んたけんび零やうみ寸力

たって︑津山持てて至極軽便だなどと言って︑親が丹精して働いて儲けた貨幣を湯水の如く使ふ馬鹿息子も世間にはある

中やうです︒中には又一︲今こんなに五回紙幣が小さくなった日には︑モウニ三十年も経った︽虫し感稚鏡ででも見なければ分

らないやうに成るかも知れないｏさうなったらドウして勘定をしやうか﹂などと詰らない取越苦勢をして居る人も有るさ
うです︒ハハ︑︑︑

しか江かきちしゆじんしやう産もんわにｂやうか垣仁いそうあうこ上ろざしこｂつかでかねござ
併し中吉が主人庄右術門に渡しました五雨といふ金は︑大層な厚い志の龍つた使ひ量のある金で御座いました︒
江虻えほきがさゐしやうち﹄もんいへじなか今．一ら客つ毛くいいがんじ念ちやうきらところこんにらなか含らお

い沙がおかげにんな巻まこ上るよけつかうみな生へ

泣きの涙で逆井の庄右術門の家を僻して中吉は︑早速雲巌島の長吉の所までやって癖た︒一︲今日は﹂﹁ア︑︑中吉さん御

いでなさい︑如何です﹂﹁ハイ︑御蔭で旦那様も快画くおなりなさいました﹂﹁ソレは結雛でした︑ソレもヵも皆童剛さん

のでせうが︑全くお前さんの御丹精で﹂﹁さぞ御心蹴でござん

だん芯ざまごうんきいつよお涯隠まつに全へごたん世い産しん陸い

かしらいろ？︲１せわわたしこん︾︶均奴さかまゐ﹄ばだら蚊たらつもたいそう

ごたんぜい
の御
丹精︑一つは旦那様も御運勢が弧くて御癒りになった

したらうれい﹂・⁝．．﹁さて頭︑種登お世話になりましたが︑私は今度大阪に参り︑一働き働く獄りでございます﹂﹁大層

と陰おつこうへと今︒ん︑胆ん江ざ全おみ彼はくに諸途われがこぎ
しか全へからに正いじわ李らさいはひぢやうぷをざかみがたゆ

遠くへ御いでですね﹂﹁ハイ︑付きましては此の上とも時を︑日一那様券一御見廻り下すって御世話を願ひたう御座います﹂
よ

一︲宜うがす︑併しこれから童剛さん︑身鵠を大事にしなさい︑煩っちゃいけませんよ﹂幸丈夫で御座います﹂﹁上方へ行

・ろざんら諺ごしんばい

きなさるに路銀などは？﹂﹁それは持って居りますから御心配なく﹄
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正か曇らいとまつしにかばふえふらん士みん﹄↑とか垣ろ︾﹄ん主よ江かや念たらかへ

いんぷ

そとで中吉は暇を告げ︑品川から笛を吹いて按摩をし︑按摩として取った金を路銀にして︑佐夜の中山に立踊りました

かじん源つゆゑりやうしんいよしゆかけんじやうどぶん鋸じつとゐかんしょともてがみもついおく

のが十年振り︑

としよ

りやうしんみにしん賎いだんえきゆゑあんしんいおく

斯ぅいふ人物のこと故︑雨親へは未だ主家が繁昌して命自分も無事で勤めて居るやうに︑寒暑共に手紙を以て言ひ逢つ

ひさ＄ｆ１も幸﹄含りやうしん毒健よるこあによめあとこ︾一もにんできはたらおひきノ６１こと

てある︒年寄った雨親や︑兄に心配をかけたところで何の益もないこと故︑安心のためさう言ひ逢ってあるのですｏ

そこへ久為で戻って来たから︑雨親も大喜び︑兄は嫁を要って子供が三人も出来て働いて居ります︒﹁マア久盈の事だ
から﹂といろ︐ｒ︑諜澄する︒

雨親の喜び一方ならず︑其の中に兄嫁が醐鈍を打って馳走をして呉れる︒

りやうしんよみこかだそうらあによめう︾﹂んうちさうく

そ陸んわたしこん︾﹄お低さかしゆじんようでしはおめか上こん唾んおとうおかめご
其の晩﹁私は今度︑大阪へ主人の用で出るのですから︑暫らく御目に掛れない︒それで今晩は御父さんと御母さんの御
命やうぢいｂやうしんかみしも蕊んｂやうぢｂやうしん雪かゆからにやばらよこ△ろも易

ねんじゆみやうのぎもちいよるこそば赤お建さかでもおもゆ

療治をしませう﹂と言って︑雨親の上下を充分に療治した︒ところが雨親は﹁御蔭で身鵠も柔かになり︑どうも好い心持

じざつしことよこかうノー︑しじ全しいご上るもちしやうけんめい

になった︒五六年も涛命が延びたやうな気持がする﹂と言って喜びました︒それは其の筈︑大阪へ出て若し恩ふやうに行

そ

遍んｂやうぢこもおりやうしんかんてつござ

かなかったら︑自殺でもするかも知れない︒事に依ったら是れが孝行の仕経ひになるかも知れないと云ふ心持で一生懸命
そばんやくかいよくじついと全つしゆったつむよ

にやった︒其の一念が療治に篭って居りますから逗雨親にも貫徹いたしたので御座いませう︒
そとで其の晩厄介になり︑翌日暇藍告げて出立に及ぶ︒

とちうきで心におくくにいおからだ極つしやおとう茸かめおとしめ

よるねがこ雲もにいじそにく雁そうらわだじおてつ要こめんしんお全を

途中迄兄か逢って呉れました︒﹁マア︑兄さん︑あなたも御身鰐を達者になさいまし︑御父さんも御母さんも御年を召

しんみことばのこあにわかつき上のなかや全たけや主査言うえんじくわんおん︾︑うもうしんふらんくわんおん今﹄やうめ

しましたから︑宜しく願ひます︒子供を大事に育てて下さい︒其の中に私も御手偉ひをして御安心を御させ申します﹂な

しゆかさいこうたいがんな

どといって︑親身の言葉を這して︑兄に別れを告げ︑佐夜中山の三獄山久延寺の観音堂に詣で︑一心不蹴に観音経を謂
げ︑主家再興の大願を篇した︒
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しやう

ゆん
わたらごりをい
じんしんぶついん
ぜみだくににしゆじんだめおやため
君の篇め園の篇め主人の篇め親の篇などといふので︑一心に榊悌を念じまするときは︑必ず御利生のあるべきもの︑現

おばと

とてか

こくみんじゃうげちあるひかみいのあるひぽとは泡んらうじゃくにんじよこ︾・もいた

に大きく取りますれば︑匪需韓尭のときに締手は雄睡の需評零捗郷に躍えたる芯韓を鍔へ︑輝識毒あるところから一生
けんめい

までろしあう

い含

れんぜんれんぜうつひぜんしやうぼ全れうともせかいとうこぐしや︒︑やう建些

懸命にやらなければ迎も勝てぬといふので︑園民が上下一致して︑或は榊を斬り︑或は俳を念じ︑老若男女︑子供に至る

全たしゆかため

そふき上しん迫ん〃しんぷつたすお

か雁ら⑪杏い

迄露西亜討つべしと云ふ素になりましたので︑連戦連捷︑途に戦勝の響を得ると共に︑世界の一等園と無揚される程にな

くにた土

わけのきよ患ろ会一やうたうじふんぷきやうときたかのふか醤ゆゆにう安一やうごちやうあいめ詮進じゃう庭いじんにんゆゆ

りました︒又主家の篇などといふので︑其の身を捧げて一心に念じまするときは︑祁悌も助けずには置けない︑必ず利生

は・夕︑わうごううさしんたくしやうくわうゐゆづ☆全

ぞぽしめ寺よまろぷぜんうき垂んおつか

しんりようかど

を下し給はります︒されば和気清麿卿は営時民部卿︑時の高野の帝が︑弓削道鏡を御篭愛の除り︑太政大臣に任じ︑弓削

こきよみろわく？フしつ時にいじしんき上ごしんぎんへいふく

おとびらきゅうひらごしんだい

法皇と暁し︑宇佐の祁託と稲して皇位を譲り給はんことを恩召し︑清麿を蝶前の宇佐八幡に御遣はしになって︑祁慮を伺

はしめた︒此のとき清麿は我が皇室の御一大事と︑一身を捧げて御紳前に平伏したるところ︑御扉が左右に開き︑祁鰐鰐
ぱいごしんらよくた隼たて垂つわくわう室うにしよじはかみこれゆろた全低温みやこかへそうじゃう

をアリーーと拝し︑御川勅を承はり奉り︑我が皇統他氏を交へず︑祁之を許し給はざる旨を都に師って奏上いたした︒
これ象ゆ砂にう否やうば液はいか含表象ろあじナぢきくわんゐけづけがれ全ろなおぼずみろきいそふ泡とらう正ん

尋舎︽しぎぴやうそく麓ら全もとごと冠儀くわうにんてい

之に依って弓削道鏡涯だ怒り︑清麿の足の筋を切り︑官位を削り︑砿麿と名づけ︑大隅に流罪した︒其の船︑途中にて難
鎧うあかいじゃうた鴎失うさ吐土江がよかみきよさろ昔いれん︒こ上ろあばれあらた全
風に逆ひ︑海上に漂って宇佐の演に流れ寄った︒脚︑清麿の清廉の心を憐み︑現はれ給ひ

含みこ上る

ありきつつきつつみれどもいさぎよき
君が心をわれわすれめや

うだくにおさか曇えにもつきよまろひざ江に全

ざようみやこかへ

しかよいんぎいきうへ仁狩いま会一やうとしか弘舎やうぐさくらおかえんちゃうらんご

ところぺつかくくわんぺい

と歌を下し置かれ︑榊の枝を以て清麿の膝を撫でさせ給ひたるところ︑不思議にも病足忽ち奮の如くに癒り︑光仁帝

しやがうめいてんのうさ上かえい泡んごわうにいみやうじんしんごうた士はしやうゐごぜんか

含よ全ろせいちうばたし

の御宇に洛に姉られました︒然るに一千除年の星霜を経て︑唯今︑京都市上京腫樫岡固町に銀座まします所の別格官幣

こ竺らが

なか寺一らしゆかざいこめしんぎぐわん

牡︑孝明天皇様より嘉永川年に護王大明榊と祁競を賜り︑正一位の御宣下がありました︒これは清磨の精忠のお話︑それ

とこれとは事は達ひますが︑中吉は主家再興のため一心に而願をこめたかのであります︒︲

編輯後
○本焼には陽明畢の権威京都大豊教授の高瀬武次郎博士が心
血を注がれて︑畏くも今上陛下に大皐の三綱領に就て御進講
申上げたそれを其の侭の草稿を頂戴することが川来ましたこ
とは︑本誌の最も光柴とする所であり︑蚤す︒鼓に謹んで巻頭
に掲載致しました︒諾賢の御精讃を切にお願ひ致します︒

○又現下の重大問題たる思想問題に封して多年代議士たりし
れ叉見逃せざる読物であります︒

思想家荒川氏が具罷的に其の謝策を提示せられましたが︑こ
○目下日本に於て軽薄者間に大流行を来しつつあるマルクス
主義に就・ては其の派鵠が果して如何なるものであるかは何人

も承知せずぱなるまいと恩ふ︒その思想を知らずして只その
非を咽へるの愚は今日に用をなすまい︒故に正しく理解して

而してその非遊高唱するのでなければ嵐の償値はありませ
ん︒と上に河合博士の批判的語読を総くととが出来ましたこ
とは幸です︑今後三四回に亘って本誌の思潮欄に見ゆろ溌定
です︒

○毎月多敷諸賢より寄書を黍ふして居りますが種掩の都合で
早速に掲載出来兼ねることもありますが︑出来る得る限り期
限は後収ても掲載は致しますから不悪御諒承を願ひます︒而
して益盈御寄稿の程を希望致します︒１

毒畢

へ

１１１冊ｉに憾域畷儀蒋Ｉ獄Ｉ戯︲

編輯兼
溌行人

小川町二丁目一番地

割田斧二

東京市祁田睡

昭和四年三月一日壁行

昭和四年二月廿七日印刷

一一頁一回一

六冊︵半年︶

函鎧

料告塵￨表痩定

東京市祁田厘西小川町二丁目一番地

東京市牛込歴早稲田鵡巻町三○八

印刷所文陽職
溌行所日本弘道

振替貯金同座東京四三

電話九段九

七番倉

記
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大正十三年市勢訓森及同十四年第二回図勢調森の際調森員たり︒現今は赤十字就維身禽員︑愛圃婦人倉特別

耐員日本水難救済曾員︑日本弘道曾員︑産業組合中央曾東京支曾賛助含員等各種閣鰐の含員たるより見るも功
如何に公共心に富むかを知るに足るべし︒

一方又常に現代思潮の浮華文溺に流る上ことを深く饗ひ︑只管教育勅語の奉鰐を旨とし︑我が建幽の精岬を

鼓吹し︑思想善導にも努めつつある等︑氏が日常賦曾公共の篇めに毒粋せ昂功や拘に彰して除りありといふく
し︒

淫
試書事業功勢者鱈
淫正
正 一郎氏

東京市下谷歴山伏町二番地

氏は大正五年四月蕊起して︑知徳曾を創立し以て貧家の子弟の教育並に徳性掘養を目的とせり︒初めは浅草

厘祁吉町四十九番地所在の住宅を事業場に宛て︑同志土田修一郎︑Ⅲ中友次︑西島恒徳の援助を得て開始す︒

営時は夜畢曾と日曜畢校とに厩別し︑夜蕊禽は不就畢児童に義務教育程度の畢科を教授し︑日曜肇校は毎日曜

午前中児童の徳性漁養の目的にて童話等をなす︒之が指導者としては︑騨津氏と始として︑妻ヨネ︑土田修一

郎︑川中友次︑西島値徳之に鴬れり︒然して諸氏の熱心はその事業と時と場所上を得て︑世人の職迎する所と

友り︑開場するや夜畢入所生浦八歳より二十一歳迄の者合せて五十名を数へ︑一方日曜畢校も毎回五六十名の

』
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集合ある有様なりき︒然るに事業上の牧入としては夜畢生一人一ケ月十鐘を徴牧するのみにて︑一切の経費は

騒淫氏個人の牧入即ち営時砲兵工廠職工として得たる給料を以てし︑夫妻の生活と併せて之を維持せるものに
して︑其の困難たるや一方ならざるものありき︒

大正六年三月事業擬張と相侯て一面経費も節約の意味にて入谷町四十八番地に移韓Ｌ︑知徳倉託児所と改稀

す︒之と同時に氏は砲兵工廠を退職して専ら此託兇保育事業経管に常ることＬなれり︒然し常時事業資金とし

て僅か六十回を有するに過ぎず︒又唯一の牧入たる工廠も退職せるを以て︑氏が経誉の努力は一層容易ならざ

りしも︑その熱心に動かされて入所する人掩は日に月に増し︑その翌年は早くも百名より二百名の多数を得る

の成績となれり︒依て愈全努力し八年には建物も改築し経誉にも漸く小康を得たれども︑大正士一年大震火災

に因り全焼の厄に躍り︑あたら事業も一頓座するのやむなきに至りしが︑同年十二月政府の委託事業として経

誉補助金六千八百回を交付せらる上に遭ひ︑以来今日に至る︒其の聞氏が経誉辛苦の功酬ひられて事業漸く吐

曾の認むる所となり︑大正九年よりは東京府並に市より助成金を受くるに至り︑更に大正土二年よりは宮内省

内務省慶耐倉の助成金及寄附助成をさへ見るに至る︒而して現在は愈交基礎を固め︑事業の充資を計り︑其の

成績大に聖る︒今は託児所︑乳幼児健康相談所︑娠婦相談所︑児童圃書部︑貯金奨働︑親の含等の事業を行ひ

つ上あるが︑氏が十有詮年の刻苦精働は漸く花を開き賞を結び来るものといふくし︒身は貧苦の中にありて︑

世の恵まれざる子第のために犠牲となり︑至誠奉仕せる其の精働や偉とする所にして︑今回耽曾事業功勢者と

して彰迂らる典狗に故ありといふぺし︒

識書事業功静者松涛紳達氏

東京市下谷厘入谷町六十八番地

氏は僧侶にして現に東京養老院理事長︑悌教婦人救護倉顧問︑下谷第二方面委員等の職にあるの人︑明治二

十七年日清戦役に際し︑率先穂信徒を勧誘して戦地へ慰問品寄贈駐なし︑一面出征軍人家族慰問に霊力す︒爾

来私人として水災火災疾病貧窮等の人堂に封し専心救助の賃を墨ぐぺく努力したるも︑微力到底個人として成

績を見雌きを知り︑之が後援倉の創立に苦心せるも︑営時は人般世人の祇曾救済事業に封する理解なく︑其設

立困難なりし折柄︑明治二千七年日露戦役に際し︑幾多同胞の不幸敵図に捕塵となりし人全の顧みられざるを

遺憾とし︑是が慰問をなすぺく麦に悌教婦人救護命国を創立し︑陸軍省捕虜情報局並に外務省を通じて数回に亘

り金品を贈岨︿し在露同胞捕鴎慰問の噴失をなす︒平和後も同曾を存績維誉し︑爾来毎年土一月東京市内外在住

の軍人遺族︑陵共家族︑現役兵家族貧困者へ一定の補助をなすことを怠ら余︑楢天災地鍵に依る確災者救護に

講捧し︑殊に大正十二年九月一日に於ける大震災の際は︑菟災せる自坊長松寺を開放し︑臨時擢災者救護を篤

し︑一方菟災地曾員を督励して救助金を勧募しぉ市内外に於ける擢災者へ夫交分典し︑大正士二年末日限に自

宅に於ける臨時救済券一閉鎖せるも︑其の敗容救護人員約一寓六千九百人︑経費二寓四千回除なりといふ︒︒
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又明治一一子九年三月東北二一癖下大凶作の際陸中の一の開より飢餓に迫る貧孤児三士二名を自宅に牧容し畢齢

児童は就畢・せしめ︑或は就職せしむろ等配慮するあり︑或は明治二子九年同四十二一年八月市内大洪水の際は擢

災者三百鹸名を自坊へ牧容救護するあり︒

一方明治四士二年東京養老院前理事菊地尚彦氏が同院の経誉困難に含し︑解散の鮭儀なき場合に遭遇したる

に依り伺箭に堪へ歩︑同院牧容者廿九名を自坊へ引受け︑幾多の困難を排して之が維誉擬張に努力し︑大正元

年牧容所を市外瀧の川に起工︑二年士一月落成移聴す︑それより明治天皇青山御葬場殿帳舎並に昭憲皇太

后代餐木御葬場殿御廊下等御下附相成りたるそれを以て講堂に記念改築し︑或は震災事務局下附のバラックを

基礎とし︑牧容所を増設し︑更に大正土一年東京市耐含局より震災による老衰者救護を依畷せらる上に際し︑

牧容所の大増設等をなすありて︑着為と内容の設備と相侯て牧容所完備し現在牧容老人一盲士二名を救護し得

るの大をなすに至れり︒而して氏が明治一子七年より征曾救済事業に従事して今日に至る迄三十有除年︑其の

間救誰せる人員は賞に十一寓除人に及ぶ︒然も事を行って給料報酬を未だ曾て受けたる事もなく︑一意専念生

涯の大半を此尊き事業に捧げて一刻も倦まざる拘に現代稀に見る所にして︑其の至誠の功績に謝して衷心感謝
の念を禁ぜざる所なり︒

ノ
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模 範 傭 人林幅太郡氏

東京市川谷瞳博馬町二丁目十九審地

丈久二年一月十二日生

︵大津一昔吉方︶

氏は徳川家の直参なる由緒なる武家の息として︑東京府下漉谷町下漉谷町に生ろ︒川五歳の頃より漢書︑剣

道等を肇ぴ︑幼年時代塁︲若様﹂として何不自由友き身を透る︒然るに氏が物心つく頃より不幸家運日に傾き︑

遂に一家離散の悲境に陥るや︑賢明なる氏は常時十七歳なりしも︑深く決心するところあってこれよりは技術

e

の隅にて自身請書することも忘れざりき︒更に営時主家が印刷業を兼管せしため︑日夜寸暇なき繁忙の中を主

営時主一家には十人の子供ありしため︑除暇にはその子供達に手習ひや漢畢記教へる一方︑叉深夜一人仕事場

前掛萎にて早朝より多くの朋輩に雑りて根索よく仕事に従事することＬなれり︒

動かされて承諾することＡなれり︒依って氏は大いに喜び︑雨刀を提げし手に︑今は木槌や錐を握り︑小倉の

其の様子に﹁職人は到底不向き．⁝：﹂と幾度も氏が堅き意志を棚さしむくく説きしが︑途にその熱誠と懇願に

っての頼みがある︲一とて面曾を求めし際︑先掩代の域三郎氏さすがに膿を潰し︑武家育ちの如何にも上品なる

紋服に二刀をたばさめる白面の若殿原が︑一人の供を連れ突然溌告もなく判屋の店頭嵯正ちて︑主人に﹁た

判業大津一音吉氏の先︽々代鍍三郎氏の印判徒弟として入店せり︒

を修得して猫立自誉の逝を開拓捗一んと︑朋治十年のこと自から進んで現在勤める主家四谷厩偉馬町一ろ十九印

;

人と共に孜々として精働し︑先代一斉吉氏︑現主人吾吉氏と三代に仕へ︑今日に至る迄主家に五十年間一日の如

く刻克精働し︑十七歳の入店常時の意志を柊始一貫せるといふは狗に稀に見る所︑然も今日迄猫立するの機曾

自自
１から之を差控へ︑一意専心主家に議し︑只管主人のために家のために店のためにと至
は屡含
交の
あり
りし
しも
も︑
︑氏
氏はは
誠一身を捧げたりしなり︒

氏は資性温厚︑謙譲にして︑身は由緒ある武家に生れながら︑︒未だ曾てか上ることは匂はせし事だになく︑

只﹁主家のために働く﹂事を以て無上の楽しみとはせり︒今や大津一家に於ては主人の如く待遇され尊敬されつ

Ａあるにも抱らず︑氏は寸時もその地位を忘れ歩︑其の儀耀の正しく然も誠資勤勉なること十七歳より五十年

勤績の今日に至る迄柳か鐙る所なく︑然も氏の感化は現在主家大淫家の二十六人の使用人を揃って宛然我家の

如く働かしむ︑氏はそこにあって︑彼等の力を求むる相談相手であり︑慈父であり︑監督者であるを以てして

も︑氏が人物の如何なるかを知るに足るべし︒主従観念︑犠牲精紳︑責行力︑至誠奉公の念に峡け来れる現在

にあって︑氏は正に泥中の蓮花とも濡すべきに非ずや︒狗に世の懇鑑となすべきなり︒

東京市本所礎緑町五丁目七番地
明治十四年七月十五日生

小野はる氏

婦

はる女は千葉職海上郡本銚子町演田房吉の次女として生る︒八歳にして同所小野利助の養女となるれるが︑

節
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家赤貧なるが故に幼にして既に家計の手博を専らにせざろを得ざりき︒故に十一歳にして早くも結髪の内弟子

となり家計を助けつ上十七歳にして業を卒へたり︒十八歳にして夫幸七と婚姻しや男二子を畢ぐ︒

之より先養家に於ける養母マツは言外の不貞者にて︑はるが九歳の時道ならぬ事より出奔し行術不明となり

しに︑夫利助亦之が妻の後を慕ひ︑同じく行術不明となりしかば︑はる女は可弱き幼子の身に組父母を抱へ︑

粉骨砕身只管家計を樹立せんと寝食を忘れ結髪の業に泰働したる甲斐あり︒長ずるに従ひ技能練達し︑牧入も

逐次増加して辛くも一家を維持するに至りしかば︑夫幸七を迎へ専ら父組に孝養を毒しつ上ありしも束の間︑

姐父は脹満と言ふ病に椛り次で︑租母も亦中風症に椛り︑掲て上加へて夫幸七に至る迄病臥するが如き窮境に階

りて︑一時に一家三名の病人を抱へ︑看護の傍ら賓夜を分たず家業に奮蹴しつ上ありしは︑見るものＡ涙せざる

はあらざりしといふ︒さる程に壮年なる幸七の病漸やく癒え︑柳愁眉を開くに至りしも︑夫幸七は世にも稀な

ろ放蕩無頼の徒にして︑常に酒色に耽溺して更に悟る所なく︑益盈昂して魔道に陥り家財道具は勿論︑遂には

病者の布函虻帳類迄も剥ぎ取り︑之を酒色の料に代ゆるが如き言語道断の振舞を仕議したる揚句︑一家遼捨て

上何虚ともなく姿を消隠し︑爾来晋信不通となれり︒鼓に於て惟莱にもはる女は悟る虚ありて一大決心を馬し

老夫婦の看護︑小野家の振興並に幼児の養育等︑可弱き女の身には除りに苛．酷なる負櫓券一も意とせず︑寝食を

忘れ︑賞に臥薪嘗謄其のもの入如き思ひ牡以て只管運命心開拓に勇往迩進しつＡありしか︑老齢年月を貨すに

由なく︑数年底らずして老夫婦は前後して永劫不錦の客となりき︒鼓に於てはる女は二子を件ひ︑姻戚に富る

I

営時本所唾に住せる小野サトなる者を頼り︑蕊に居を定め︑己が業に鋭意努力只管養家の復興と二子の教育に

身命を賭しつｉありしが︑悪魔は更に不幸を呼び︑杖柱とも頼りしサト女は中風症に擁り︑再び起っ事能はざ

るに至りしかば︑他に寄遥無き不幸の彼女髭己れに引取り︑専ら療養に努めしも病重くして︑快復の見込た上

ず︑長き看護の甲斐もなくて遂に之亦逝く︒果の不幸に心身を傷めたるはる女は︑更に一段の奮起を篤し︑従

来の結髪業は小児の教育上不適富なりと悟りて之を塵し︑新たに小資本を以て古道具商を営み︑鋭意家業に謹

捧したる其の努力や空しからず︑途に祁明にも通ずろ所となりて日を経るに従ひ漸く家運隆昌し︑今や同町内

に於ても有数の店舗を樵ふるに至り︑昔日の辛苦を談笑の間に物語るに造ふ︒

はる女は思想堅賞稀に見るの女丈夫にして︑凡百の難難に遭遇するも意に介せず︑盆交婦道を溌揮し︑毅然

として節を屈せず︑子としては孝養の限りを講し︑婦となりては貞操を重んじて妻たるの道を遵守し︑母とな

りては賢母の響高く︑幾多の難関を突破して以て充く所期の目的を貫徹し︑遂に今日の域に達したるが如き︑

其の堅忍不抜なる行篤に封しては賞に婦人の躯鑑として聞く者をして自ら襟を正さしめ︑其の辛苦に於ては狗

菊地ょ旭氏

に壮烈鬼紳を泣かしむるものあり︑方今稀に見る節蹄として推奨する蓋し遇然にあらざる蔵り︒

義

川村氏方

珊殆元年八月八円生

東京市芝厘西久保巴町閥十二審地

蝉
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よれ女は明治二十九年一月川村家の乳母として雇はる︒是より先明治二十八年同家は子女五人を残して父母

共に病没し︑一家悲愁の極に在りしを︑よれ女は其の境遇に痛く同惰して深く決意する所あり︒爾来五人の子

女に接するや︑頁に慈母の如く︑就中末子党三︵現戸主︶に封しては︑殆んど資母も尚及ばざる愛と情を以て之

を育撫し︑殊に同家は営時遺産相綾問題等に付き︑近親相争ふの醜欣を暴露し︑五人の這兄を顧みる者なき中

に在りて︑克く彼女は子女の魚を計りて誤らず︑恩ひを孤児及川村家の将来に及ぼして︑日夜砕身家政整理の

込

任に常り︑其努力酬ひられて現主免三が現住所に店舗を鱗へたるが︑其の後不幸妻女を失ひたる免三の鳶に︑

更に慰安と家事一切の虚理のために全力を傾注し︑免三の幼児養育の任に富りつｋあり︒其の間前後駐通じて

三十川年間一日の如く︑然も何等物質的の恩恵を受けざるにも不拘其の精勧賞に嘆賞すべきものあり︒殊に資

東京市芝厘高輪警察署勤務

模範警察官吏渡逼誠氏

性淵厚にして寡言正邪の観念頗る張く︑近来稀に見る女丈夫にして︑狗に義卿・としての鍾鑑として推賞するに

警覗聡

録除りありといふくし︒
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氏は明治二十年八月八日初めて稗奈川螺看守を拝命し︑翌二十一年土一月二十四日願に依り一度看守を至ぜ

られしも︑同二十年二月二十一日に再び婆覗聴の看守を拝命するとと生なれり︒然るに同二十三年一月八日官

制の改正せらる上ありて︑巡蚕に韓職し︑爾来精働格勤今日に至る︒而して看守並巡森を通じて在職するとと

賃
に四
四十
十年
年十
十一
一ケ
ケロ月といふ長きに亘る︑其の間を常によく画民保護の重責に捧げて然も其の成績頴著なる狗に
責に
稀に見るの所なり︒

氏は又資性温厚︑素行善良にして内も亦家庭頗る倒瀧︑人として官吏として鉄くるなき者といふに足る︒氏

が今日迄の功は既に世に知られ︑表彰せられたること賞に五十一回にも及ぶといふも宜ならずや︑一般警察官
吏の模範と称すべきものなり︒

模範消防官吏小川龍次氏

東京市小石川唾白山消防署勤務

氏は明治三十九年十二月十五日一初めて警覗臆消防機関手を拝命し︑大正二年六月十三日官制の改正巷らる上

と共に︑消防手と改濡せられて現在に至る︒其の間勤績二十一年七ケ月といふを︑よく市の防火といふ重大た

る職責に格勤精勘して一日の如く倦ま歩︑今日迄其の功勢を彰せられたること三十回にも及ぶと聞く︒これを

見ても如何に氏が職務に忠賞であり︑特殊の功績ありしかを知るに足るべし︒淘に消防官吏の模範として彰す

与
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