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徳 道 と 律 法

㈱法律返道徳
我が司法史上に一割期を攻すべき陪審法が愈今責

穂積重遠

全く閉鎖同様の始末であったから︑私は法律に開係
ある所を出来得る限り度く見畢して歩くことを日課
として居た︒丁度その営時日本から立派な裁判官達

各地を御案内することになった︒今から考へると陪
審到度の調査がその目的であったのかもしれない︒
私が御案内役となったのは︑常時の宮城控訴院長今

が覗察に求ら肌たので︑留畢生一同が夫冷分捲して

方は︑吾かとしては釜く新しい事である︒故に果し

た︒所が偶然にもその時誠に面白い事件が持出され

達二人が倫敦の或る大きな裁判所へ傍蕊にと出かけ

て居ったが︑英圃の裁到振りの立派さに心服したの

たとはいふものの︑これは只これ迄我冷がやって来
て居た事の範園が度められたに過ぎぬ︒併し陪審の
て立派な効果が翠げら肌るかどうかといふ乙とは︑
退互の心掛一つといふ事になる︒此陪審の本場は英

ら︑彼園がその運用の妙を極めて居ることは責に驚

大燈次のやうであった︒

傍蕊席に導かれて先づ裁判所内部の構造を見ると

であった︒

恰も大戦の初期に奮う．大畢は勉躯どごろではなく︑

曾て私が一留畢生として英固に涙せられた時は︑

嘆の外はない︒

の東京控訴院検事長三木氏であった︒或日の乙と私

圃である︒歴史芽一持ち経験を積んだ事とは言びなが

施されることになった︒普選によって立法に参典す
るやうになった閏民は︑乙Ｌに陪審に依って裁判に
参典すること§なった課である︒普選の時代になっ

オ

〆 ‐ ‐

四

Ｉ
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−

暫く壁内を見廻して居たが︑やがて廷丁を呼んで何
やら耳打ちをした︒すると廷丁は早速引下がってだ

待つ間程なく白毛のカッラを冠って︑見事な服を
着飾った裁到長がしづノーとその席に着く︑そして

○○○○

○○○○

１
−

んノー自分達の方へと来る︒何かと思って居ると︑

分達の虚へやって来て︑﹁どうぞこちらへ﹂と案内さ

れる︒恐るノー後へついて行くと︑遂に厳しい裁判

長の隣席へと伴れて求られた︒どうしたことかと不

思議に思って居ると．やがて癖護士から裁判長に詰
問が蕊せられたらしい︒すると裁判長は一言簡軍に

﹁極東よりの顕著なる来賓﹂と答へられた︒後になっ

て気付いたことであるが暇かような優遇を受けたの

は︑三木氏の名刺が役立ったのであらう︒英圃では
検事や裁判官の尊敬されることは非常なものである

から︑控訴院長と言へば︑拘に顕著なる来賓に逢臥

なかったのである︒私もお陰で最上の席について事
件の成行を聴き入ることが出来た課である︒被告も
護人も癖護士も皆自分達の方に向って陳述する︒又

裁判長は親切に事件の展開を説明してくれる︒書記
長は一今参考書類を示してくれるのであった︒
呼び出された被告人は︑ヴイクター︑チャーレス

プラットといふ青年で︑大戦に志願した一義勇兵で

あった︒この事件といふのは︑或る日この青年がその

友人ウィルキンヱの家を訪いだとＺろ︑生憎彼は不

I

在であった︒然るにそれにも係らず︑プラットは張

l

n

私達二人の前へ来て名刺をくれといふ︒やがてその

いてＺの夫人に面含を求あ︑途にその居室に浸入し

l

I
lOI！

ノ

蕊 傍
席

」

名刺が裁到長の手許へ届けられると︑再び廷丁が自

弓
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ノ

４

て暴力を加へたといふのがその梗概であった︒愈裁
判が始弐る︒型の如く住所姓名が讃み上げられる︒

次に日本ならば裁到長が口を切るのであるが︑乙腿
では誘人の訊問が行はれる︒諸人は讃人席に立って
一々質問に答へるのであるがｂこの場合其の申立て
ることに嘘億があれば偽讃罪にとはれるのである︒
その諺人を最初に訊問するのは癖護士で︑この時は
課め打合せをしておく事が出来るからすらＪ１つと

法行く︒それがすむと反掛訊問といって︑他の熱護士
律から訊問する︒この問答を聞いて事質を判定し湿犯
と罪の有無を決定するのは十二人の陪審員である︒
遁讃人席には常のウイルキンス夫人が立った︒そし
徳て図家側の涛護士︑日本でいへば検事に富るもの
が︑先づ夫人に向って継々事賞の有無を問い訊す︒
これも橡め打合せがあることとて︑夫人は総て肯定

した︒その次は反掛訊問に移る︒被告側の癖護士と
して立ったのは︑その富時の花形瀞護士エム︑一プ
ーラリ氏だった︒蒲栖なるその姿︑きびＩ︑した態
度︑巧み蔵その質問振り︑責にそれは手を拍たんば
﹁それでは聞くが何月何日被告があなたの所を訪れ

かり痛快を極めた︒

たことがあるか﹂

﹁ございます﹂

﹁書間のことか﹂
﹁い・Ｌ今冬﹂

﹁では夕方のことか﹂

﹁いＬえ夜のことです﹂

﹁夜の八時頃か九時頃か﹂

﹁⁝⁝・・・いＬえ﹂

﹁それでは十時頃か十一頃か﹂

﹁十一時頃のことです﹂

といふやうに急所をのがさない鋭い質問が績く︒
﹁それではあなたは御主人の留守にその友人たる被

告の訪問を受け夜半の事にも拘らず断り兼ねて面曾

を許し墓所へ連れこんだのですか﹂

﹁・・⁝・・・・はい﹂

夫人の雲はふるへを帯びてくる︒
﹁その人は生きて錦れねかも知れぬ義勇兵である︒

せめて別れの接吻なりさせてくれとあなたに申さな
かったか﹂

﹁申しました﹂

﹁勿論断ったでせうね﹂

〆
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である︒時に再びテｒラー氏が立った︒

のであるから︑日本の場合よりも一層責任が重い課

て雄涛を振へば満廷弊なく物陪審員も聞きほれて居

か︒蒋叉戦場に送らんとするか智とばかり朗々とし

君はこのカーキ色の青年兵士を牢獄に透らんとする

ぎて一寸手出しをしたに止る︒通常ありがちな男女
間の戯れに過ぎないことは明かである︒彼は彼女に
接吻した︑彼女は彼に叉接吻した︒そして仲よく握
手して別れたのではないか︒その間何等暴行などと
いふ乙とが認めらるべき行嬬があったとは恩はれ
ぬ︒一方この被告は誰であらうか︒帝画の運命を背
負って立つべき義勇兵の一人ではないか︒今や我が
英帝図は暴悪の徒を討つべく︑その兵の少きに苦し
んで居るの時である︒尊き自己の職業を捨て︑然も
二つと友き生命戎で拠って︑義勇兵を志願した彼で
ある︒一度銃をとれば︑既に生死の巷に入る︒生き
て再びこの地を踏むことも畳束ない︒一目在りとせ
めて友人に倉って行かうと︑ウイルキンスを訪ぬ
た︒生憎彼は不在であったが︑夫人が親切にしてく
れる︒かＬる場合に殊に感情に激し易い青年のこと
とて︑多少脱線位はしたかもしれぬが︑暴行と名の
つく程の事は致さなかったことは明だ︒諸君！諸

﹁断り蜜した﹂

﹁陪審員諸君︑正に過きＬの通りです︒要するにこ
の事件はへ夫人自身のふしだらが因をなす︒夫の留

た︑プーーフー氏の着席を待ちかまへて裁判長が立つ

と申述べる︒日本の陪審員は唯事賞の有無を判断
するのみであるが︑英団では犯罪の有無を判断する

ふから心然るべく御答申を請ふ﹂

に暴行を働いた事は明かである︒常然有罪の事と思

﹁陪審員譜君︑事件はおききの通りで︑被告が夫人

かくして反掛訊問も終ったので愈論告に入る︒す
ると国家側の癖護士が立って

あった︒

ンス夫人の畷ｊ泣く謎のみが時折耳を打つばかりで

た︒緊張しきった廷内は酢へるが如く︑唯ウイルキ

こんな風にたてっ営けの質問に遍種冷な新しい事
責が表はれてくる︒遂に夜の十一時頃個夫の留守に
被告を引き入れ︑請はるＬに接吻を許し︑更に蹄る
時には握手妻でして別れたといふ事が明かにされ

﹁断りきれ弐したか﹂

守に然も夜中男に面倉＃一許した︒男は調子にのり過

し

可

今度といふ今度は正に正義の戦だ︒我が国は之に依

﹁陪審員は本件を有罪とした︒但し特別の御憐感を

長は立ち上った霞︒．

旨を答申した︒あはれこの青年の運命何如︑裁判
戦である︒殊に平和を好む英圃人が．何故刀をとる

﹁唯今陪審員は本件を有罪としたから︐我冷はこれか

者たる軍団主義の猫逸に︑正義の鞭を加へんとする

諸ふ﹂

すると陪審長は立って

来た︒

ることとなった︒英圃ではこの評議が満場一致で︑
有罪か無罪かを定めねばならぬことになって居る︒
やがて一時間程もたってから再び陪審員達がはいて

か︒陪審員は裁判長の許可を得て別室に退りむ評議″す

君は断じて正しきをなせ﹄
とこれも蜜た前に優るとも劣らぬ雄癖である︒さ
て被告席に惜然と控へたこの一青年は︑戦場に透ら
るＬであらうか︒それとも牢獄に這らるＬであらう

鐙の徒が白悌の婦人に封して心言語に絶えた乱暴を
働いたのを見るに見兼ねた篇ではないか︒故に我が
軍はこぞってけがれない軍服に身をかためなければ
攻らない︒如何に軍人が足ら画とても︑今度こそは
無頼の徒一人でも加へてはならない︒故に諸君は被
告が軍人であることを考へてはならぬ︒諸君！諸

＝

って何等得る所はないではないか︒世界卒害和の撹凱

戦争は︑何れも皆義戦とのみは言へ友かつた︒併し

筒先刻は被告が義勇兵云冷のことを言はれたが︑
これも念頭から捨てなければいけない︒今や吾冷の
直面せる戦争は天下の義戦である︒英剛が今迄した

を考へて下さればよい︒

彼女はふしだらだったかも知れぬけれども︑ふしだ
だらだからといって︑男子が犯してもよいといふ事
は出来ない︒断じて許せない︒諸君が判断をされる
上に女がふしだらであったといふ事を念頭におかれ
てはならない︒唯男としてかＬる行をした者があっ
たらば︑我が英圃の祇曾制度にどんな影響が及ぶか

は︑夫人の不用意について張く話されたが︑成る程

﹁事件は簡単だから説明の要はない︒唯熱護士諸君
の言はれた内二鮎だけ御注意をする︒先程の論告に

から説示に入るわけである︒

た︒彼は二ｙルドといふ有名な法律家である︒これ

0

に至ったかといへぼ︑その近因とする所は︑責に野

丑
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する︒力ｒキ色の服に封して︑そなたの行嬬は此の

古来我が武士道は婦人を尊敬することを以て冥謄と

そなたを︑か児る所に見出すことを心から悲しむ︒

ら被告に言αたい事がある︒私はカーキ色を弐とふ

ら刑の申渡しをする順序となった︒只その前に私か

を誓び︑真面目な青年にかへることを誓約した︒叉

のである︒けれども被告は今の言葉で酒をたつこと

が義勇兵である鮎は考の中に入れるなと申し上げた

法は曲げられない︒そこで私は陪審員諸君に︑被告

い︒被告はけなげな義勇兵であるが︑併し天下の大

て貰いたいことは︑英画人として考へ禰者はある設

ある︒此場合一人でも多くの青年に戦場に出て働い

へかへれ︒今日この法廷で受けた恥辱は︑花々しく

上もなき恥辱でなければならない︒どうしてかＬる

﹃はい︑責は非常に好きで︑ついその晩も﹂
﹁いやノ︑酒に解ふたとて巾諜にはなら画︒酒に酢

戦場に於て雪げ﹂

行馬をなすに至ったか︒一艦そなたは酒が好きなの

ふと我を忘れるといふが︑酒のために過あるを知り

被告の顔は急に晴れノーとする︒癖護士席も陪審
席も叉傍蕊席も皆乙のはからいを喜んだ︒私は賞に
二十世紀の大岡裁きを見るの思いがした︒即ち先づ

陪審員からも憐感を典へる様に申されたから︑私は
この判決を延期することとする︒被告は直ちに聯隊

ながらｂ何故酒をやあないのか﹂

以て法津の威厳をあく迄示し︑被告の精祁をたＬき

ではないか﹂

﹁いや此虚はいやしくも天下の法廷である︒軽々し

直して︑然る後徐に温き人情味を説き聞かせる︒裁

﹁御言葉の如く今よりは必ず酒をや砧︑品行を慎し

判はかやうなものでなければならない︒恐らく何人

﹁これからはきっとｊ１つＬしみ弐すから﹂

とを誓い得るか︑満天下の者に封して誓い得るか﹂

く言をはく虚では友い︒今後断然酒をたつといふ乙

むことを必誓ひ致し蜜す﹂

後この青年が如何なったかは知らないが︑恐らくは

責見上げたものと言はなければならない︒私は其の

と錐もこの庭置に封して不李はある設い︒かく総て
の人が成る程と合黙が行く所に運んで行く手腕に︑

彼の顔に峨真叙の色も現れて見える︒それではこ
の青年も助かるかと裁判長の次の言葉が待遠しい︒
﹁資は私も一プーラー氏の言はれたことに頗る同感で

8
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的裁判の目的は︑かくしてこそ完至に遂げられるの

戦場に於て天晴の勲功を立てたことと恩ふ︒法の目

子に輝いて居る︒そこに美しく︑着飾られた法官一同

ろへて祇祷の文句を高唱するのである︒

が碕羅星の如く居列蕊︒定刻に衣ると静かな空気の
中に讃美歌のリズムが流れる︒そして一同は謎をそ

である︒

その後私は日本へ鯖ってこの話を幾度もしたが︑

爾二翼フ︒人ト人トノ間ノ正義ヲ司り︑罪無キ者ノ宝ヲ雪

﹁至人類ノ正シクシーア且恵ミ深キ裁判官ダル榊ョ︑我等

日く

感心の仕方が足り衣いと恩ふ︒一寸この話を聞いて

キ︑罪アル者ヲ裁断虚罰スル篤二︑鯛ノ使用ヲ蒙レル爾ノ

どこでも皆感心された︒けれども私に言はせれば︑

感心するのは︑成る程英圃人は常識がある蔵あとい

らの英雄豪傑文豪の骨が眼って居る所である︒私は
今日本の外務省に居るぺＩティー博士に紹介されて

のこのお寺はウエュトミンスター︑アーペーで昔か

をして︑然る後裁判所に入る習慣になって居る・倫敦

うぞ一命をとり給へと遥かに斬った︑といふ乙とを

官が︑毎朝白州へ出る前に縁側から愛宕山を望んで
若し私がよこし弐な裁判をすることがあったら︑ど

中に﹁自分は日本の昔話として板倉重宗といふ裁判

判所へ向って行った︒私は深く威服して宿に編る
と︑早速べ１ティー博士に岩燈の手紙を書き砥その

この所ｂを柊ると．一同は午餐を共にし︑然る後裁

ーメンＯ﹂

へ︒主﹁イエスキリスト﹂ノ御名ニョリーア所リ奉ル︒ア

二細心二且慈悲深ク彼等ノ祁聖ナル職務ヲ蓋サシメ給

彼等ヲシテ爾ノ民ノ幸禰卜爾ノ御名ノ柴光ノ篤二︑︑大膳

識別ノ霊︑仁愛ノ鍵ナル爾ノ聖霊ヲ授ケ給へ︒斯クシーア

僕等ヲ天ノ高キョリ照覧アラセ給へ︒彼等二正義ノ雲︑

ふ程に止るであらう︒然しよく考へて見るに果して
軍に常識があるといふだけでこれ程のことが出来る
かどうか︒私は常識以上の何者かＥここに港んで居
ることを信ぜざるを得ない︒

英圃では毎年夏休がすんで秋に入ると︑裁判を開
く第一日に官民一同が揃って塔寺へ行って所祷をす
る︒又巡回裁判がある時などは︑裁判官達は或るそ

幸にもウエストミンスターｂアペーの所祷式に参列

聞いたことがある︒今日の英国が昔の日本の裁到官

の士地へ着くや否や︑先づそこのむ寺へ行って斬祷

することが出来た︒荘厳を極めた寺院は五色の窓硝

〆

徳 道 と 律 法
9

の心を以て心として居ることは︑頗る感じ入り段し

葉を東洋に直せば︑正義を大膳に行ふは勇であり︑

として最も大切なるみならず︑如何攻る人々も兼備

識別を細心にするのは智であり︑仁愛を慈悲深く施
すは仁である．即ち智仁勇の三徳ｌこれは法律家

英圃の裁判は宗教的信念を以てなされるのであ
る︒唯常識のあるなしの問題ではない︒自分達は榊

すべきものである︒私はァ﹂の斬祷式に参列してｂ始

たと書いた︒

の御旨を受けて紳に代って裁きの庭に立つと信じて

めてかの廿世紀の大岡裁きも決して唯の常識のみに

依って出来るものではないと感服したのである︒

居るのである︒所祷の文を讃んで見ても︑裁判官一
コ咽
い怖何
側汀
りこ
院碓
醇な
唾牛態
赤准度
詮咋
起し
延し
フず居
し垂る
ログ
⑨際
がわ
恋罪か
浩レる
ふみ
ブ︒Ｏ南口
同
がや如
に
謙
遜
を
と
っ一て
か
が
︒

教に到って

分達は紳の供であって︑刺の御心のまＬに自分等の要するに法律を行ふには︑唯法律を知 る の み で は
自信も表はれて居る︒自分等の職務こそ祁聖なる職
務であって︑祁様以外何人の支配も受けぬといふ意
味が含ま肌て居る︒謙遜と自信こそ如何なる仕事を
する上にも峡くべからざる要素である︒
更にこの所祷の瀞の中で︑正義の霊︑識別の霊︑

仁愛の雲を授け給へと念じて居る裁判官は心正義を

始めて法律の運用が完きを得るのである︒今の世の
中に於て物足らぬ威じがするのは︑賞にこの根本映

焔があるからである︒論語に日く

﹁之迩導くに政を以てし︑之を密ふに刑を以てすれば︑民免

れて恥づることなし︑．之を導くに徳を以てし︑之を賓ふるに

薩を以てすれば︑恥づることありて且格る﹂

を行ふに大鵬︑識別をするに細心︑仁愛を施すに慈

あると信ずるのである︒︵完︶

と︑↓﹂れ賞に千古の至言であって︑民を導くには
政法も刑罰も勿論大切だが︑唯それのみでは駄目
だ︒徳を以てし燈を以てしてこそ︑恥ありて且格る
の世となるのである︒然しとは云ふものの︑こ奴が
ために法律の尊厳さは少しも減ぜらるｋものでない
ことは自明のことであって︑法律も亦道徳の一部分
である︒されば真にこの法律を我寺のものとして︑
その真精祁を凝揮することこそ︑我々の大なる務で

なければ本営の裁到は出来るものではない︒﹁正義

ある︒正義を守り︑識別が明かであっても︑仁愛が

以て第一としなければならぬことは明かである︒而
して正義を行ふには黒白を明かにする識別が必要で

悲深くと︑これ裁判官としての要素である︒この言

F

刀寸
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山鹿素行子の聖教に就いて

山本信哉

す︒この支那の教と日本の教とが︑本来全く異ったも

いて御説きに相成った所の聖教は︑日本の紳聖の遺
訓であって︑即ち日本の榊様︑及び御歴代の聖帝の
貧賎期行遊ばされた所の本邦固有の教でござい雲

のであるか︑叉は類似したものであるか︑若し類似し

︲たものであるとすれば・何庭迄が同一であって・何虚
からが相違して居るかといふ事を承知することは︑

山鹿先生が其著聖教要録と中朝事賃とに於いて唱道
せら肌た聖教は︑果して支那及び日本の教を総括し
て申されたものであるか通叉は支那は支那ｂ日本は日

彼我の国民性を識別する上に就いて最も必要な事柄
であらうと存じ弐す︒私は此見地から致し弐して︑

は︑饗に聖教要録に於て御読に相成った所の聖教と
は︑其名は同じくして︑其責が頗ぶる異って居りま

は大鰐類似したものであって︑共に之を聖識と稗す

ついて癖明致し︑更に進んで支那の識と日本の教と

本と個冷別々に申されたものであるか︑といふ黙に
た聖教で即ち支那の教でござい妻す︒中朝事責に於

す︒申す童で︑ござい蜜せぬが︑聖教要録に於て御
説きに相成った所の聖教は︑原と支那の聖人の説い

珍て御書きに相成った中朝事責に願はれた所の聖教

成った所の聖教であらうと畳召されるであう裂せ
う︒如何にも夫れに相違はござい設せぬが︑併しな
がら先生の晩年の著書で︑而も先生が最も精祁を込

いと存じ弐す︒さて山鹿先生の聖教と申せば︑誰で
も直ちに先生の名著﹁聖教要録﹂に於て御説きに相

私は﹁山鹿素行子の聖教に就いて﹂といふ演題の
下に︑聯か卑見を述べて大方諸賢の御批評を仰ぎた

一︑緒言

霧

丁●凸
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の顕著なる歴史上の事賞に徴して誇擦立って見たい
と思ふのでござい戎す︒是が私の特に御話申上げて

といふ事を︑単に理論の上ばかりで次ぐ︑之を彼我

鮎よりして彼我の園民性に如何なる相違を生ずるか

ることを得ると致し蜜しても︑其僅に異なれる分岐

であり︑叉如何なる性格を有して居られたかといふ

蒋軍の文章に擦りまして︑山鹿先生の如何なる人物

素行子山鹿甚五左衛門等に委しく記してあり亥すか
ら︑其等に譲ることＬいたしまして︑私は乙Ｌに極

山鹿先生の偉読や︑近くは叉松浦伯爵の箸はされた

に供し奉り心尋いで山鹿先生に御贈位のあり弐した

夫れは去る明治四十年の比心山鹿先生の遺著を天覧

事を︑一言申上ぐるに止めておきたいと存じます︒

めて簡単で︑而も能く其要領を得て居る所の故乃木

見たいと存じ亥す主要なる鮎でござい弐す︒

二︑山鹿素行子の人物
さて山鹿先生の聖教について︑其畢読を申述べよ
うと致し蜜するには︑先づ山鹿先生の人物及び其性

山鹿先生の御事蹟は︑誉くは山鹿先生が御自身で
御書きに相成り戎した自序博とも謂ふべき配所残
筆︑及び其御自筆の日記に見え心又賓永七年に津軽

を御聞きに相成る次ｊしたならば︑其要旨を御了解
に相成ることも容易からうと恩ふのでござい弐す︒

に山鹿先生は斯様蔵御方であるといふ概念を得てお
いて︑而る後に其著書を御覧に相成るなり︑其肇説

すけれども︑幣に先生の遺訓を服膳して︑仰いで以

と申されて居り蜜すが︑其語は極めて簡単であり戎

先生徳一世二高ク識古今二蹄ヱ︑畢問該博︑議論
卓抜︑夙二圃贈ノ精華ヲ穫揮シ︑中外ノ別ヲ明ニ

６であります︒

行等について一言しておく必要がござい喪す︒最初

政方の書いた山鹿誌や︑常陸の人稲葉則通の著はし

て武士の典型として崇敬せられた乃木蒋軍が︑特に

時に︑乃木蒋軍が自ら筆を執って御書きに相成り︑
謹んで山鹿先生の御霊前に於て讃み上げられました
所の御祭文の一節であり弐す︒其文章は即ち左の通

た山鹿子由来記︑肥前の人癖藤時良の作った愛博︑

精祁を込めて御書きに相成った文章でござい妻すか

ヲ兼ヌ・

シ名分ヲ正シ士道ヲ説キ︑志経論二存シ︑才文武

其他事賞文編︑先哲叢談︑偉人叢書等に牧或る所の

文五年四十四歳で聖教要録三巻を御書きに相成つ⁝
て．其上巻︑聖畢の篠に於き裂して︑﹁聖皐何篤乎

らり山鹿先生の性行を知る上に於いて︑其要領を得
たること︑此に越すものは無いと信じます︒蜜に乃

破せられ︑又其著剛所蕊筆に於ては﹁寛文之初︑

に仕候而︑畢問の筋を正し可ン申存︑それより不通

我等存候は︑漢唐宋明之畢者之書を見候故︑合黙不
ゾ参候哉︑直に周公孔子之書を見申候而︑是を手本

筆二馬し人之道也一︑聖教何篤乎教二馬し人道也一﹂と喝

木蒋軍の言はれ亥した通り︑山鹿先生は其才は文武
を兼ね︑其識は古今に蔵えて︑常に大義名分を正さ
れ︑内外本未の別を明にせられ︑我圃耀の精華たる
敬祁忠君愛圃の根本思想を悶明し︑之を護揮し之を
宣揚せんと勤められた御方でございます︒

に後世之書物をぱ不レ用︑聖人之書迄を書夜勘候而︑
初而聖箪之道筋分明に得心仕候而︑聖畢之の６を定

候﹂と記して︑聖人の教は直接聖人の書かれた経書
を見て︑是を手本として聖皐の則を定むくきもので
あって︑後世の隼者の書いた書物をいくら讃んだか
らといって︑合鮎の行くものでは無いといふ見識を

山鹿先生が常に我が圃謄の精華を蕊揮しｂ敬祁︑
忠君︑愛図の精祁を宣揚しようと勉められた努力
は︑果して何虚から湧出たものであり裂せうか︑先

知咳精二於経術こと書いてあり愈尚ぼ平戸の篭手男鱒

立てＬ︑営時幕府の奉じて居た宋畢即ち宋の程子や

素行一者︑皆覗以二兵家者流一︑徒し知し長二於霜鈴一未し

哲叢談の著者が記す所に依って見哉すと︑﹁世人稲二

賛にも﹁謂二是兵家者流一登知二先生儒者一也以二儒者一

家に蔵せらるる朝川善庵の題した山鹿先生の肖像の

朱子などの唱へた却須心性の説に反濁して︑別に一
家の翠を立てられたのでござい弐す︒之が馬に山鹿

治咳兵故其講し武仁輿ソ義・並聖教也﹂ともあり童し

も先生が赤穂に御預けになられたに付き弐しては︑

て︑即ち世間では山鹿先生を軍に兵肇者と見倣し︑

所謂山鹿流の兵法や陣太鼓で以て︑其名前を知って
居る位にて︑未だ其経畢にも達せられた︑立派な儒
者であったといふ事を知らないと云ってあります

他にも種々の原因があったのであり童すけれども︑

先生は幕府の忌諒に鯛れられ︑寛文六年十月先生御
年四十五歳の時︑罪を獲て播州赤穂の城主浅野内匠
頭に御預けといふ事に和成られたのであり弐す︒尤
が︑如何にも其通りでござい弐して︑山鹿先生が寛

可
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兎に角聖教要録三巻を刊行せられ︑営時の官皐に反

六年九月二十一日の篠に︑﹁今年夏︑聖教要録流二布

封して不屈なる書物を作ったといふ乙とが主要なる
理由であったといふ乙とは︑山鹿先生の日記の寛文
子世世人以矯二誹誘一︑且保科肥後大守却正切怒之也﹂

と見え︑叉同月二十五日の篠に﹁本多氏︑蝿永話ｂ
目演二説聖教要録之罪一︑公儀既定﹂と見え︑叉十月

三日山鹿先生が北篠氏長の宅へ召出され︑愈播州赤
穂へ御預けの言渡しのあった時にも︑先生自ら筆を
取って一氏長博二公命一睡二播洲一赤穂大守預咳之︑聖

教要録之儀也﹂とも書いてあるので明亮でござい弐
す︒

さて山鹿先生が専ら兵筆を唱へられる様に相成り
愛したのは︑寛文十一年召されて江戸に蹄られた後
の事でござい玄す︒是でも亦以て山鹿先生は兵筆者
であるといふよりも︑本来治風卒天下の道を誰ずる
立派次儒者であり︑経皐者であったと見る方が︑山
鹿先生の御本意に協い︑叉其賞際にも適する様であ
り亥す︒

所が近頃私の研究の結果により戎すといふと︑山
鹿先生は兵筆者であり︑漢筆者であり又漉畢などに

１１
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按察院光宥法印であります︒第三は庚田垣蔚翁であ

ぬ︒第一は林羅山先生であり弐す︒第二は高野山の

人の立派な先生のあった事を認めなければなり玄せ

了得せられる様に相成りましたに就いては︑正に三

屈するのでございます︒
山鹿先生が我が古典を研究致され我圃翠の真髄を

は極々あるであり戎せうが︑私は先づ指を其畢統に

果して何虚にあったかと申しますれば︑勿論其理由

を明にして圃皐者と篤られ閲燈家と篤られた原因は

れ︑乃木大脇の所謂鯛騰の精華を駿揮し︑中外の別

たに係らず︑其晩年に至って益々我古典を研究致さ

畢志二聖教一︑而不咳志二異端一﹂と言明して居られまし

も﹁予者師二周公孔子一︑不し師二漢唐宋明之諸儒一︑

初は非常に経畢を塁ぱ肌て︑聖教要鋒の序文に於て

さて山鹿先生が儒教の旺盛な時代に生娘られ︑最

妻︑山鹿素行の箪続

れた所以を大略説明して見たいと存じます︒

あり玄す︒乙Ｌに其祁道家と篤られ︑圃篭家と篤ら

り︑悶謄家であるといふ乙とを完垂に知り得たので

も通じて居られたと同時に︑叉立派な紳道家であ

、
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義と題して︑羅山先生が毅見せられた古来我が皇室

祇護文数巻等凡そ十部ばかりあり愛して︑就中紳職

第一の林羅山先生はｂ蒋軍徳川家庭公の信任を得
て心始めて幕府の儒官は備はり︐聖堂の基を開かれ
た所の立派な儒者であり妻して︑山鹿先生の日記及
其配所残筆に擦って見裂すと︑明正天皇の寛永七
年︑即ち山鹿先生九歳の時に︑稲葉丹後守の紹介で
始めて林羅山先生の門人となられ︑専ら儒畢を修め
られたのであり蜜すが︑此羅山先生は儒筆は勿論我
が園の歴史に精通し︑稗砥及び祁道の事にも極めて
明るかった人であり弐す︒儒肇に閥する著述．固史
に関する編宴等の事は誰愁能く知って居る所であり
蜜すから省略致し弐して︑其祁祇及び祁道に開する
方面の事を少しく申述べ弐す奴ば︑羅山文集附録に
股むる所の年譜に擦って見弐すと︑羅山先生は慶長
九年に祁祇道を京都東山の老僧に蕊いて居られ蜜

に博はｂ費した天皇の知看す所の祁道即ち理営心地

う蜜す雪︒

す︒此僧は卜部清原雨家から惇授せられたといふ乙

の祁道の事を述べて︑左の如く書いてあります︒

害私考各一巻・伊勢内外宮勘文二巻︑武州王子職縁起

る著書には．祁代系圏巻・祁祇考三巻︐祁祇考詳節︑祁

唯一祁道であり弐す︒そこで羅山先生の祁祇に閥す

赫力なり︐是は天照大祁より相偉弐しき︑祁武以来

迩正は榊の姿也︑政行はるＬは榊の徳也︑圃治とは

別の祁なく別の理なし︒心清明なるは稗の光也︑行

一︑理営心地旭道此禰道即ち王這也︑心の別に

祁道以上三振の禰道の事を述べてきて其次に祁道奥

唯一宗源の祁道︑両部智合の禰道︑及び本迩縁起の

づ其営時盛に行はれた所の神道三流と申し妻して︑

此本は私が先年風害刊行倉の依頼によって編婁致し
弐した祁道叢説の中に牧めて活版に致しておき弐し
たが︑其の中に斯うい上乙とが書いてあり蚕す︒先

の藩主酒井忠勝に奉る篇に書かれた本であります︒

羅山先生が後光明天皇の正保元年十二月︑若州小演

てあり堂す︒叉祁這に閥する著述には祁道博授抄︑
禰道秘訣各二巻．禰道秘偉抄折中俗解十九巻︑中臣
稜抄二巻等があり裂す︒さうして此祁這偉授抄は︑

大証の事を申された所蔵どに︑﹁或日﹂として引用し

考の説は山鹿先生の中朝事賃の上巻ｂ皇統章の出雲

とであり費すから︑羅山先生の神道は即ち吉旧家の

河越天刺縁起︑築波山縁起︑二荒山祁陣各一巻心寺

てぃ就に教聖の子行素鹿山
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代々帝王御一人しるしめす事也︑御幼少の時は左右
大臣撮政開白など博授奉る事也．
と害し︑叉羅山文集附録の行状の中にも︑羅山先生が

﹁曾日心本朝之祁這是王道︑王道是儒道︑固無二差

と記してあり裂すが心此の常に持つ心の神に所をな
すといふ事は︑即ち羅山先生の祁道偉授に心の外に

別の祁なく︑心の外に別の理なしといふ理営心地脚

道教理と全く一致して居る様でござい裂す︒此等の

生の国鰐に封する観念と︑祁道に封する信仰は︑正

文章や和歌によって考へて見ますといふと︑山鹿先

すが︑此の祁道は即王道である︒心を清め行を正く

しく其師林羅山先生から承けら奴た所が極めて多か

等一所し謂理富心地迩最可ソ識し意﹂とも云ってあり弐

しｂ政行は肌圃治まるは即ち祁道である︒是が即ら

ったと申さ肌るのでござい空す︒

第二の按察院光宥法印は︑これは真言の名僧でご
ざいまして︑始の紀州の高野山の蓮花三味院に住

天照大祁から御相博まして︑祁武天皇以来御代冷々
の天皇の知るしめす所の道であるといふ林羅山先生
の禰道に封する意見は︑即ち山鹿先生が中朝事賞に

叙せられ戎したが︑後江戸に赴いて雨部祁道を博授

野按察院祁代巻上下を誰ず﹂季秋より十月朔に至っ
て畢ぬ﹁三十除日の間火を別にし素を食す﹂と書い
てあって︑即ち日本書紀の稗代巻二巻を講ずる凡そ

八歳の時にかけて﹁今年祁道を光宥に相承く﹁高

いてあり︑筒日記には︑之を寛永十六年先生御年十

して居り戎した︒山鹿先生が此光宥法印について雨
部祁道を隼ばれたのは︑先生の自序徳によって見弐
すと︑先生十七歳の冬であり費して︑﹁祁代之巻ば
申すに及ばず︑祁道の秘惇不残博受せしめ候﹂と書

し︑雨部祁遭︑就中真言神道に精通して居て法印に

於て︑稗教とも聖教とも叉朝廷の正教とも申され︑
叉其著一雨居童間に於てヨコトノ祁道﹂とも叉﹁脚

代の撞勅にマサシク天照大祁至誠ノ祁也﹂とも申さ
れた所の我皇旭皇宗の御教と全く一致するものでご
ざい蜜して︑今一つ山鹿先生の紳這槻が︑羅山先生
と其撲を一にして居られたといふ傍護に供すべきも
のは︑山鹿先生の日記毒元天皇の延賓八年七月朔日
係に︑去月廿四日夢中に稽荷大明祁の御告によって
感得せられた所の所願を詠んだ和歌を載せて
常に持つ瀞に祇をなす時は
心の願かをはいはなし
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たことがござい玄す︒其歌は今日でも価ほ人口に臆

海の無い図総て十五ヶ図を二首の歌に詠込散れ童し

三十日あ弐６の間は︑毎日火を改めて精進潔譜せら
れたと申すことでござい弐す︒此光宥法印は承礁元

炎して居る所のもので︑

拙者を頼候て合鮎不し参候庭︑所冷皆承候︑是叉今

付護書を越候︑其中比より石手群刀参候て︑我等に
断神書承候．垣審は頓而死去仕候︑紳害之事・帯刀事

神道令二相博一候︑其節忌部祁道の口決不残相博候書

れ弐した事は︑これも配所残筆に﹁其後壮年の比︑
慶田垣譜と申候忌部氏の嫡流の者有之︑根本宗源之

は違って︑賞用的の有益友歌でござい蜜す︒さて叉
山鹿先生は︑此垣寮翁から忌部流の祁道を博授せら

といふ歌でござい愛す︑世間に有鯛れた月次の夫と

近江路や美濃飛弾の図甲斐信濃上野下野これぞ海なし

海なきは大和山城伊賀河内筑紫に筑後丹波美作

年九月十三日に伊豆固走湯山の伊豆権現で残して居
り蜜す︒其著書に冥俗興腰記といふ本があり︑叉筆
蹟も配所残筆に依って見弐すと︑中々達者であった
第三の庚田垣驚翁は︑本姓は忌部氏で︑天孫降臨

様であり蜜す︒

の際に藤原氏の澗祁天兇屋根命と相並んで功勢のあ
うました天太玉命の後箭で︑自ら其嫡流と稗して
居り或した︒最も忌部祁道に精しく始て根本崇源之
祁道を唱道いたし哉した︒後陽成天皇の慶長十二年
に猪熊少蒋勅勘の時︑其縁坐により戎して京都を立
退き︑江戸に寓居し薙髪して垣譜と銃し蜜した︒秦

いふ乙とでござい弐す︒山鹿先生は最初此垣驚翁に

の像を箸はしｂ叉別に朱注の祁代巻二冊もあったと

旗本で︑名は吉深︑常軒と談して世々牢屋役人であ

ら︑序に御話いたしておき弐す︒石手帯刀は幕府の

先生と同門で後に山鹿先生の門弟となった右の石手
帯刀に就いてはｂ頗る面白い逸話がござい蜜すか

以て其書付有之候﹂と書いてあり玄して︑而して山鹿

ついて和歌を畢ばれ戎して甚だ勘能であり蜜した︒

り弐したが︑寛文七年二月六日︑江戸に大火があっ

山集に丹祷と書いてあり訟すが同人でござい弐す︒
常に闘東諸圃を住末して盛に祁典を講じ︑和歌を教

賓永十九年御年二十一歳の時︑或る大名と諸圃の地

てＤ博馬町の牢屋に延焼しやうと致し裂した時に︑

へ戎した︒稗典では紳代巻祁貌抄を作って忌部正統

理の談話をせられ︑席上戯れに我が五畿七道の中で

て︑一人も逃亡したものは無かったといふ事が︑明良

ったら︑三族を亡して仕舞ふぞと申渡し弐した所
が︑何れ三日といはず︑翌日になると直ぐ蹄って来

キット一同に煽って来い︒約束通り蹄ったものは赦
して仕はす︑若し約に反いて踊って来ないものがあ

あるから︑一且逃がして仕はすが︑併し三日目には

ない︒貴様等を看す／︑焼き殺すのも気の毒の至で

襟刀は念に多人数の罪人を集めて︑火は巳に牢屋に
燃付かうとして居るから︑最早どすることも出来

旋田垣驚翁の唱へた根本崇源祁道︑以上の三流が流

して︑第一には林羅山先生の唱へた理営心地紳道︑
第二は光宥法印の徳へた忌部習合の祁道心第三には

さて斯様に山鹿先生の祁道の源泉には三流あり戎

常に遺憾に恩ふのでござい弐す︒

山孫大蔵あることを知って居るものの甚だ紗い事を

も尚ほ石手椿刀あり︒山崎闇譜あり︑竹内式部あり︑

大石良雄や吉田松陰等のあること〃一知って︑其他に

と私は固く信ずるのでござい戎す︒︵っ瞳く︶

す︒私は世間で山鹿先生の門人︑若しくは其門流に

洪範といふ書物にかいてあり弐す︒以て其機略に富
み︑兵法に通じ山鹿先生の門弟たるに恥ない人物で

れ込んで山鹿流の本源を形づくり︑其がその畢説の
根抵となり︑其信念の翼髄と篇って願れて居るので
ござい裂す︒而して途に山鹿先生をして立派な祁道
家たらしめ心模範的圃謄家たらしめたものであらう

あった事が知られ弐す︒而して是は私の駿見でござ
い愛すが︑谷子爵家の御先加の重遠といふ人の書か
れた秦山集といふ書物に擦って見ますと．彼の有名
な垂加祁道の開旭たる山崎闇蔚翁は︑責に此石手帯
刀について忌部流三種大秋の陣を授けられたもので
ござい弐して︑闇驚翁は正に山鹿先生の孫弟子に雷
るのでござい蜜す︒而して此開寮翁の門流に浅見間
譜が出でて︑谷秦山が出で・玉木葦蔚が出で．葦驚の

門人には竹内式部が出で︑山鹿先生の門流山綴大鼓
と交を結で︑盛に勤王の説を主張したものであり弐

I
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察考的剣批の義主スグルマ

マルクス

批判的考察︵その三

河合貞・一
といばなければならない︒

次にマルクスの憤値論を一考して置く必

値か抽象した商品は老へられない︒物には

必ず市場の需要開係から狩種的な使用慣値

叉マルグスは﹁勢働には性質の相違ばな

が存在する︒

く︑分量のみが存在する︒故に如何なる努

働でも単なる努働︑︵筋肉勢働︶に還元せら

紳的勢働︑例へぱ何かの謹明の如きは︑肉

れなければならない﹂といふ︒けれども精

スは筋肉勢働のみか以て︑鍔働なりと考へ

艦努働に還元することは出来ない︒マクク

必ず存在することを考へないわけにはいか

穴のであるが︑物品の交換にも精祁努働の

物にぱいづれも使用債値がある︒商品が

用がある︒︾

る︒言ルクスに従へぱ︲徒用個値の如く︑

交換されるのは︑交換債値があるからであ

つあるのである︒彼等勢働者にして千九百

の保護を得て︑段々責本の蓄積をはかり

象︑それば勢働であるといふのである︒﹁経

ぱならない︒交換憤値としての共通なろ封

が鳶には︑各の物に共知するものでな〃れ

換の封象となり得ない︒交換の封象拒らん

物に依って性質の異るものがあっては︑交

想上の空中趣閣であると結論されるのであ

物史鯉と慨値の特別鯉腫立脚する単なる思

ス主義なろもの態考へる江らぱ︑それは唯

琴

十三年から千九百二十六年に至る間に︑株

済研究には抽象のみ走必用とす﹂といつ求

して︑心から信奉する若き峡徒の多いと云

しかろＦかくの如き矛盾をもつ思想に封

千ＣＯ

以上述一ヘ来つれところ胆よって︑マルク

倍に達したといふことである︒現今に於け

マルクスは︐物の使用侭値から勢働か抽象

ないのである︒

る賓本主義は︑マルクスの考へた如き賓本

しれのである︒商人は商品の交換に依って

ス主義なるものか理解して居らないからで

ムの根底に流れて居る人類愛の思想が︑彼

あるといふことが出来るも︑叉苛ルキシズ

ふことば︑一つには彼等が伺充分にマルク

とるものであるといふのである︒しかしな

製作に必用なろ勢働以外の努働個値を盗み

がら事寅上マルクスが言ふが如き︑使用債

利益を得るがもこれは勢働者からその物の
ス主義の中間階級消滅説は︐思想的構成物

つつあると断じなければならない︒マルク

であって︑現今に適合せざる鯛我論である

者に集中するのではなく︑資本が証曾化し

券︑函侭等走所有するものの歎が︑黄に十

ち現今の賛本主義に於ては︑蚕本が少難の

主義ではない︒賓本主義も亦登達する︒即

であるか︑アメリカの努創者は新工業政

をも傾けないといふ事賓は︑何詑語ろもの

カの勢働者に至っては︑共産主義などに耳

が︑賓本主義縄済の最も護達しれアメリ

て共産祇含が必然に生ずるものと考へれ

マルクスは賓本主義の登達しれ結果とし

主義の

￨
潮
騒

｢一−

短長の育激教宗
蝿

る不浦が不知不誰彼等起して反証含的な思

云ひ得る︒更一卜は叉現在枇含の脹態に封す

等若き畢徒の血を感動せしむるかであると

ふのである︒︵雑り︶

含的峡陥を一掃する決心が必用であると恩

く賛本家の善導必ｉｌ考へて︑現亦赴蒋の価

者のみの誰導悲考へろのではなくｂよろし

内に於ても外に於てｊ沙非講に粉精混凱した

熟練された溢徳上の美しさもなく︑一家の

種々の峡陥が見られる中に︑其の最も大き

起がある︒ところが現在の惟相の上にば︑

ある︒そして其虚に非常に力狼い信念の湧

前略︒謝り如き東洋の宗教態度ば南無に

入って来て︑総程之か助長したのであらう

ある︒此の風潮ば近来マルグス等の思想が

を敬ふ敬上心が甚だしく減耗してゐろ事で

日の赴含で蕃しく我々の眼に著くのは︑上

気分が油然として湧いて来るのである︒今

9

︵聖徳記念倉誌︶

起

徳を︑証脅生活の茶礎とすることである︒

育非施して︑共虚から生れて来る力戦い迩

の途ば何であるかと云へぱ︑それは宗教教

る筈がない︒だから今日の時代走員に救ふ

りやうもなく︑随て又十分なろ閲結も細来

態を以てしては︑決して完全なろ同胞

用しようとするのである︒斯の如き緬帥肱

の利己心恥満足せむがために圃鐙の力迩利

主義︑和己主義に趨ろのである︒そして其

下の念が閲けてゐろから︑唯物主義︑賀利

園髄精紳にげ︑其の主要の根源丈ろ敬上慈

てくるのだと老へる︒ところが今日の同胞

の事からこそ︐風の同胞剛搬粘榊は現はれ

と私ほ恩ふ︒そして斯かち敬上慈下の信念

多数の下級薪に博愛の情韮注ぎ得るである

上か敬ふ心の深いものであって︑初めて

耐倉状態か現出するのみである︒

想に向はしめるものであらうと思ふ︒この
黙に封して教化の立場にある人達は︐努働

な映陥は何であるかと云ふと︑一般に賢箕

と思ふが︑兎も角上下の階級態認めろとい

宗教教育の長短

江信念のないことである︒だから此の峡鮎

ふ意識が最近目に立って蓑へて率つつあ

大村柱巌

雄補ふ求めに︑此の特色を持ってゐろ宗教

る必要はないかも知れぬが︑一般的に槻て

ろ︒尤も見方によってば階級意識を重入す

立派な人格蒋崇仰するに足る徳行のある人

らぬ︒斯かる立汲な人物は之を上位雁置い

て敬ふといふ老へがなけれぱ・国鯛生活の

物は︑概して上級に位するものと糎坦ぱな
我無心の生活かす乃所に︑上に向って敬虚

秩序は保て氷い︒其鹿には職節の美しさ︑

鰯命の心持︑師毎自分以上の何物かに自

の職を寵し︑下に封しては慈愛の傭を持つ

分の全生命態捧げ︑自分を任せきって︑無

果があらうと私は考へるのである︒

一般子弟蕗して剛健な信念を抱かしめる効

灘
蕗利用して︑滴祁教育の養料とし龍ならば

ノ
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詩聖タゴＩル三度来訪す

己庵

容易ならず︑公平なろ第三者の言こそ正し

きものといふく寿﹄である︒翁が三度訪れて

の愛する瓶幽起顧みることとしやう︒

日の感想詩奉綴り︑而して美はしい我東洋

割田

の深く純ぢ入ると共に︑一段の考慮恥致さ

依然我鯛民に自畳なきた嘆くｂこれ我国民

閉締祁の芽走愛せよ・・・⁝と︒切ない時の測

ねばならない所である︒左に翁が今度の訪

れのみ的に営時の市民は或は風刺に此の言

の愛の票教と生の哲畢は生れて行く

私の空腹なろ魂にとってば尊い信仰の糧

沼の榛に深い祁秘な東洋的な冥想から護

それ態明瞭に物語るにあらずや︑即ち白く

起胸に刻んだことであつ衣らう︒然し感ず

﹁私は日本へ来る衣ぴに不安な蕪持に襲は

あ上私は一人のメッセンジャーとして︒

新らしい生の歓喜と幸頑走肥らせて行く

その憧れの土地を目指して帆走って来穴

詩聖は初めてⅢ本牟訪問された折も︲叉二

れることが一つある︑それは日本が漸次膨

私達印度の民族が同じ東洋の血か別つれ

るに易く︑忘ろＬに易斗﹄我固民は果してそ・

度目の訪問たる震災後の大正十三年にも︐

張して行くにつれ︑古宋か畠持ってゐろ美

極東の祁秘妙帝園の民族へ直接の友情を

は︑カナ〆図政府の招待に従り︑同悶教育

各所に講演して異言同意に︲日本が白分の

しい自然愛や濯謹威蘇等が都曾化し薄らい

携へて歩んで来た︒・・・：．と︒

大洋上の長い旅疲れも

持つ美はしい縮刷文化恥忘れて︑即ち我を

で行くことＬ︑西洋文明のために東洋文化

の後六年の︿﹃Ｈ之か忘れざりしか・否か・此

代ゆくからざろ自己の蛮物恥失ひつつある

忘れて︑寿外にぽかり向け︑漸次何物にも

が破壊されつつあることがなげかほしい﹂

度の来訪に従って詩聖の目に映ざる日本は

ことを説かれた︲今記者は彼の大正十三年

と・これ三度来訪せろ今日の初印象である︒

席するの途中を︑三度日本牢訪問されれ・

に親しく翁の啓咳に推し︲御高説か承つれ

ろ︒日本閲民は西洋酒の醇より未だ醒あす

翁に承って成程と忠ひｂ翁去れば忽巧志る

大曾で哲畢︑丈畢︑蕊術等の諦演のため出

ことが印象に浮んで来る︒其の時翁ば何と

たろは単なる物質なり︲それ態惜しむより

て後︑諸君︑然しこれか悲しむ勿れ︒失ばれ

らずや︒澗中にあつ疋我が砺走知るこさは

と共に心ある人も亦嘆かざるか得ざる所な

依然自己の喪恥失ひつつあろは︑翁の言葉

巽導に努めんが蔦め︑文部省では来年度濠

に就含一般に封し︑閏髄精紳の潤菱思想の

近時思想悪化の趨勢に鑑み︑畢生生徒並

識含教育

文部省の思想善導並に

となり︑

云はれれかｃ先づ大震災の惨害恥慰問され

過日詩聖〆ピンｒブナールタ垂Ｉ〃翁

知

も︑今にして此の灰塵の中より芽ぐみ出づ

，』
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「

て懸曾も之を承認し︑無事に通過したので

要求した所︑時勢に適せる施設の諜算とし

算に於て之れが縄費として八十一菖除回を

か見るに︑一︑縮祁科畢の奨脇︑二町畢生々

吾々の意を弱ふすろ所である︒今其の大綱

此時に於て文部有常局に此畢ありも誠に

る恭礎であって︑それが事の成否は今後の

ざるか恩はざるか得ない︒然し成案は車送

途行さるろあれば︑その効果も亦難なから

況に通じ︑而して献身的努力ある鮎に於て

優れりといふもｂ資力乏しくして．そ鵡寅

努力如何に馬す︒民間の事業は梢資際の妖

現する上に大なる支障あり︑政府の惑業は

の三に別ち︑先づ第一の精祁科畢の奨励は︑

日本及東洋の糖祁文化に閥する研究韮助長

背後に大江ろ威厳あり︑然も賓力に於て叉

徒指導監督及訓育施設︑三︑肺曾愛育施設

続祁科畢の護達韮固らんとするものの如

振起せしめ︑我が閣畿の糖祁を明かにし︑

つ主ことは︑閉家のれあ誠脹慶賀の至りに

我が園の現状は各種の方面に於て行詰り

遂行するにあたって︑熱意走映き０機械的

豊なるものがあるが︐惜しむらくは事業を

本四月より之れが賃行に蒲手される事とな

理由もあるが︑夢するに其の根本は図民に

起生じて居る傾向がある︒之れには種々の

め︑内外に於ける祇騨思想及皐生々徒の思

く・第二は畢生々徒の思想牢善導せんがた

堪へない・

肖罷な寺﹄ため︑諸般のとるぺき方針を誤れ

導者韮召集し︑短期識智曾か開き．二︑思

主事︑各種激化事業開係者．男女青年園指

ては︑一︑中小畢数員︐府蝶澗撃︑杜曾教育

して現下焦眉の問題たる思想問題︑並に牡

らんことを望んでやまざるものである︒而

の施設の没現悲期せらろ・へく︐寓遺憾なか

１１力Ｌろ映鮎に賂曾一となく︑鋭意そ

これ丈の諜算とこれ丈の抱負を有するから

に今度の文部営局の折角の此の新施設も︑

道か踏み誤った詰行りである︒此の隙に乗

想問題に棚する新刊諜籍に就き良書の調査

含的教育及諸施設の上に回猫なろ解決を望

形式的に流れ易き憾みある起術とする︒故

じて近畔勢を得来れろは︑不這思想の撞頭

三︐思

に努めんとし︑第三の派脅激育施設に就い

であって︑これは現時に於ける最も深刻に

推薦を帝鯛岡番館をして震さしめ

んでやまざる次第である︒

想的傾向並に連動の調査研究非して︑善導

して最も複雑なろ重大問題でなければなら

想問題に閥する書籍にして未だ世に知られ

ることに基因することが多いといふぺきで

ない︒而して此の思想か瀞化し隅鵠精岬を

ざるものの文献賛料の編纂私専任嘱託を詮

ある︒即ぢ我帝悩が我帝鯛として進むぺき

閑則するといふＥは叉急務中の事といふぺ

誉調査せしめ︑四︑優良教育映叢作成の補

つ室やⅡ︽も▽宮も

剛鐙及杜含教化︑碓曾事業方面の圃機は︑

助︑五︑教化事業に謝する奨勘等は既に具

きである︒素より幾多の民間に於ける思想
極力之れが封策に桑力走集中してその貫徹

鵠的成案なりと開く︒

ることに異存はない︒而してそれが完全に

吾々杖以上の諸項が一々適切なろものな

態期しつ上あるといへざも︑然し政府常局
のこれが霊力と相協力して事にあたる走得
ざれぱその全きを得ざるくし︒

里

時
論
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七悌の世に出でざりしその先きばた涯暗

八葛の諸経起とくは何ならんた憧一すぢ

の夜に菅も香もなし

ぬろならびある世を

九ゆろとも今ばかなはじ生れ来て必ず死

のみちをしへなり

にして︑各々其理由ありといへごもむ所詮

あらず︒この故に仁に心の徳というて︑外

楽ぱなし

十悪準除く心のなかりせぱ一時の間も極

内より生ぜ紅ぱ員の徳にあらず︑公の理に

に徳をいばず︑仁に愛の理というて︑外の

心の仁あろば．人の元気あるが如し︐人

中井焚庵自誓

の元気は豚にあらばれて．心の元気ば愛に

と知る︒︽︸し︒

理起いばず︑そのいばざる所に深き意あり

玉のうてなも膝走容ろＬに過ぎず︑錦の

に物韮こそ思へ

一つある心を知りて皆人のＬごろもごろ

富み梁えたろ際ば︑味恥つくして食へど︲︒

教訓歌

て︑常にいきたる物ぞかし︒よりて父母か

二つともあらざるものかなどさればみが

起重胆ても︑肌へ常に寒きやうなりｂみつ

物種りて望みたらず︑おりものくいてたま

恥づろ事か知る︒若し椿なく哀れを知らず

ず感ずる事態知り︒不義か聞きては︑必ず

し遜謹症ざるに忍びす︑義か聞斗﹄てば︑必

ざるに忍びず︑歯徳を見てば︲自然に涯譲

五穂とてかりに現世に顕ばれて出づろも

とてもかへろ大空

四大とて地水火風なかりあつあかへさず

角を藩ぜょ

三喪にいのらぬとてＬみな人の心の鬼の

思ふとも︑大のおそれとみにいたばれば︑

ていよ／〜好む︑能とへこれか架し安しと

に移り︑こなたにわ水り︑いよＩ︑にしみ

なれて︑きょらかなりとも知らず︑かしこ

葉よつぱにつくりみがきても︑住みなれ眼

いるも誰か知るらむ

なふことあり︑しかし︑士営もとめにやす

物みな澗叩︐盗のうれへ来れば喪或はうし

く︑失ふにがたきものを桑し塾或んじつらつ

何走以て恭敬せん︒義か聞いて感ずる事な

・ひなりけり

六道と思ふ心ば迷ひな叩思はいもまれ迷
是を以ていふに︑仁義潅智いづれも心の徳

く︒不義を聞斗﹄ても恥づろ事なかる・へし︾

・急番搾さ芯知らずなりなん︒何を以て︑愛し

ぱ︑典の心頑然として鬼畜木石の如く︑痛

腹膜みつれば土の如し︒彼のやんごとなき

見ては︑自然に親愛し︑親愛せざるに忍び

身﹄ても見ょ智慧の鏡を

衣も風走防ぐの外川なし︑魚鳥の数あるも

ず︑君長をみてば︑自然に晩敬し︑尊敬せ

物なるにより人に情あり︑物の哀れ走しり

仁は心のいのちとも申すぺし︒夫れ心は活

如き︐愛の裡ほろぶれ顎．心死する程に︑

あらほる︒豚のかよび麺ゆれば︑人死する

室鳩巣訓言

鱒古今座右修義
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｢

自ら進んで危険江巷唯足牟入れ︑何時しか

新島髪氏書生訓誠

一︑先づ其根恥養へぱ︑樹木の亭々として

ら天地のおのづから江ろ景気走見よ︑山あ

大空に秀で︑能く暴風に耐へ︑大雨か忍ぶ

瀞までに瞳落して了ふものがある︒この最

初の﹁おれば大丈夫だ︐一と言ふ意気込はよ

て︑地中に婚ろが故なり︑吾等若し砥曾一喉

所以の者は抑佑又これに適常なるの根あり

悪風に感化嘩吟れ︑済度する道との出来な

と起用ゐずと︲唐人もいひし︑もとむれば

いが︑結局するに俺は大丈になるから困る

立ち一大事業を厨さんと欲ぜぱ︑須らく先

れかあばれとばみぬ︑情風明月一のがふこ
こ▲に至りて長へに失ふことなし︑す・へて

ころに近寄らないが何より安全である︒尚

のである︒だから鐙初よりも︑さう云ふと

り︑川あり︑あめつゆ雲風のけばひｂいづ

いへぼ一とせにしてわかではょつなり︑四

この境遇と云ふことに開聯して︑談書等も

ちかく見ればｂ祇蛍一日の朝夕なり︒

つが一つに︑千歳のあばれ韮あらはして︑

人傑士の博記を識むとか︑聖人溌子の説を

二︑先づ一身走撚てｂ我等若し一の事業を

油りＯ

づ其根本なる資力起養はざろべからざろな

聞くと言いが如きは最も良い方法といふぺ

走撫ら︑之が鴬に弊ろの決心なかるぺから

馬さんと欲せぱ︑必ず先づ之が厨めに一身

一つの精神修養の方法であらう︒就中︑偉

きである︒要するに四園の境遇韮以て︑自

三︑気根仕事︑世の中の事は凡て気根仕事

ざるなり︒

黒岩周六氏修養訓
分で鹿理する﹂には︑患うし我ら良からう

己なるものか制し︑心を磨いて行くといふ

籍祁修養の松本間遮れろ﹁自分の心走自
か欺・私はこれに就て自分の境遇を成るぺ

ある︒

ことば︑見逃すぺからざる軍大なる事柄で

にして︑無根の温きものが最後の利走得る

くことである︒人間は賞に境遇に支配され

く自分の糖紳が間迩はないやうに作って行

四ｂ播来の目的は兎に角︑決して目前の義

に至るものなり︒

成る・へく近寄らぬやうにする︒叉所謂道楽

酒鍵は須く主一か用ふ今へし︒理韮窮むろこ

墨は其れ知ろぺきなり︑行ふぺきなり︑

五︑男子の胸中︒宜しく大海の小石走投す

小倉三省語録

者等には︑成る可く接し江い様に心掛けね

とば書を誠む韮以て要となす︑譜か讃むは

のあらざるぺからざるなり︒

るも矯めに幾何の波潤を生ぜざろが如きも

なければならぬ︒白分より劣つ犬ものには

易い動物であるから通境遇を第一に注意し

ばならぬ︒孔夫子が一己れに加かざるもの

と英れ︑奇異なろこと莫れ︑看来り着去っ

鏡を平にして商量するにあり︑迂澗なるこ

て而して着々歩走進むぺ斗﹂のみ︒

走友とする勿れ﹂と言つれのは︑即吟この

務を忽緒にすぺからす︑目前の義務を勉め

鮎韮戒めた言葉である︒叉君子危きに近寄

て至常の義に蹄するのみ︒

｢

らず等言ふ言葉も同様の意味に外ならぬ︒
能く世間に﹁おれは大丈夫だ﹂と云って︑

I

銘養修右座今古
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商界の進歩と商人の反省

より︑機を見るに敏く利を園るに抜目

含ふきとりほかねけめ

所で此の傾向が近年著しくなった所

ところこけいこう今里●一入ねんいちじろところ

るに至ったからであります︒

較的鎌債に衣食住の改善進歩を助長す

かくてきれんかいしよくじうかいぜんしん賎じう角よう

自然にそれを需要することに依て︑比

れなく牡含の各方面に分布する所から
し
ぜんじゆようよつひ

しやくわいかくはうめんぶＡばいところ

医上たいわようぜいさんぶつも

なり運搬が自由になり︑機械工業の進
歩に因るアラュル大量の生廃物を︑漏

つたといふのではなく︑交通が便利に
うん陸んじゆう含かいこうゆふしん

こうつうぺんり

た︑之は必ずしも剛民が森修賛津にな

これかならこくみんしやしｒいたく

し︑衣食住とも頗る小統麗になりまし

いし全くとうナこぶこぎれい

今や都曾といば歩地方といは歩︑諸
こぐいたところちようそんぜいくわつやうし含唾含
岡到る虎の町村では︑生活の様式が昔
むつ・へんめんもくあら
日とはガラリー愛して面目を新たに

いまとくわいら強うしよ

いた

足立栗園

しやうにん含そてん怪ひろきうしょく

かいかいにて

ふマフ

江

︐・しかくわとじ

代の常とて︑此等商界を見渡すに︑商

にいつれこれらしやうかい丑わたしやう

改めて居るのであります︒然も過渡時

ああたゐ

至った所以で︑少しく都曾がかった市
いう
いちじろ含うじひあんもん
邑では︑著しく奮時に比して面目を

いたゆ三んずことくわい︑し

つたのであります︒之が即ちデパート
ゞかくちもう
メント︑ストアの各地に設けらる上に

これずなば

で問め上げるといふ風になって︑そこ
たり当う毎つびんちんれつこきやく士
に多量の物品を陳列して顧客を待つに
しかもこ入にらしやうけふ
至った︒加之︑今日の商業は︑とても
ことん逢うしぽんこりって含
個人の小資本の孤立的のものでは成り
た
じくわく
およ
立たぬといふことを自畳するに及ん
会一ん値んかくしやうにんくみあひつくし険ん
で︑近年は各商人が馴合を作り資本を
あはこう習うきようのよくもとくわつ醤ういた
合し︑合同協力の下に活動するに至

た︑ものを︑二階三階建のコンクリート
かたあ

の溌恥商人は︑競ふて店舗を魔げ装飾
江かもくみうへらや
遼彩かにし︑中には木造の平屋であつ

聯新時代の商人精紳
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脚精人商の代時新

ｂ

捗令ふぱうとくめん基んしうて号しん

業道徳といふものが︑一面民衆的に進
巳
くわんたはうこじん

じやうせいじゆ入らゐしやうにん

た槻かあるけれども︑他方︑個人
て的歩にしき
たいぼ券も
は退歩したのではないかと思はる

毒僅いはん世いじくわくかしやう

上肢勢を馴致して居ます︒そこに商人

おたがひあい上全しところ

として大に反省もし自畳もし︑且つ商
げ・知邑んらいせいしんわす
業本来の精祁といふものを忘れてはな

らぬといふことを︑御互に相戒むる所
詣も
がなくてはなる主いと思ふのでありま

す︒

完全なる商人と其要件

私は嘗て完全なろ商人といふとと

わたくしかつくわんぜんしやうにん

つ字フ今へいしきしやしよ等うしら丑

くわん轡んえいこぐしやうにん

に就いて欧米の識者の嬬読を調べて見
たことがありますが︑中にもダニヱ

ル︑デフオーの﹁完全なろ英団商人﹂
にいしよしよちう生しやうにんをい
と題せる著書中に︑先づ商人として成

こうゆ量んはうとしめさけんでつ

な

み

ずなは

功する所以の方途を示して︑左の言説

しやうにんものしやうけうかさうあそ

を馬せるを見たことがあります︒即ち

商人底る者は︑商業は仮装して遊ぶ

ぷとうぐわい︑︑︑︑︑︑︑︑
︒○○○
いじ

舞踏含でば底い︒正直な生活の繕書

こＬろめい．

︑

であって︑用心と倹約とにて維持さ

︑こ上ろもら

しうとう

けん

る上ととを心に銘すべきである︒店

務に心を別ふるとと周到にして︑随

−

祁糖人商の代時新
25

やくむぬをいくわつ︑が

いづ含んけんざん肱こＬろ鋲・

いかなゆこ上α
よ

じじつわがくに

めんともめしはんめんそん

これ︑︑︑︑︑︑ずな蚊こうさい

こと芯替ごんかとかくじこため

生だしゆＵふくんぼん

しやうにんきいくわつこうおい畢

すなはこじんて含しやう

あるひのれんか上

けいこうし﹄︷うやす

論隠いきゅう

あらへいがいかれらとかくしやうけふ

しようぢ合せい

踏をして居る気分とたり︑正直なる生

とうゐきぶん

するといふことを以て︑一諏仮装の舞

もつしゆかさうぷ

しく現はる入弊害で︑彼等は兎角商業

ご今う

せらる上のであります︒特にか比ろ傾
いらじろ
こんにら
向はどうも今日のデパートなどに箸

とくけい

問は必ず馴致されはせぬかと大に杷憂

あひにかならじゆんら

ては既に資現されて居る︑今鶴暫時の

したり︑蔑如したりする傾向が生じ易
わがくにこんにら
いのであります︒それが我函の今日に
ずでじつ抄んゐこんごぎんじ

ぺつじよ

として本来守るべき商業道徳をも無脱

ぽんらい念もしやうけふにうとくむし

とかくしやうにん

いから︑さう／︑正直一遍にぱかり出
含
．
来ぬことがあるとかいって︑兎角商人

含﹈はしやうじ否げんやく

ごとこうゐ

ゆふににいいばゆろかはふかけんそＵ

らよう

たと︑︑︑︑Ａ︑︑︑︑︑

歩︑例へぱ責任阿避とか正直を守るこ
ごとへいがいじ上
︑︑︑︑なが
との粗漏に流る上といふ如き弊害を助

なろ商人の生活や交際振りのみなら

をした歴礎を残し博記を留めて居るの

長するのであります︒即ち個人的の商

しん庭い全
約を旨として生活すれば諺如何なる
身代も︑どれだけにでも増すととが
で念かししつつ通しうにうすぐな
出来る︒且つ支出が常に牧入より少

であって︑今も屡為立志陣の材料とし

業の時代には︑所謂家法家憲に背くこ

何れも勤倹塵を成さんと心掛け︑それ
ためふにん︾・り我くばら含●｜よく菩げんやく
が篤に不断の努力を挑ひ︑極度の倹約
れ含しのこでんきと琴ゐ

ければ︑必ず身代が大きくなる︑左

て引用牡らる比のであります︒乍併此

とをしてはならぬ︑或は暖簾に閥はる

およ

いまし俵ノーリつしでんざいれう

も厳ければ︑如何に成り行くか錘に

の善費二面あると共に︑悪き半面の存

如き行篤があってはならぬといって︑

いんようしかしたがこ

言ふに及ばぬ︒

じてゐたことも事資であって︑我図な

かたらしんにい諺ぱさ

せつめいしかけんめいしやうにん
と説明し︑而して﹁賢明なる商人とし

どでは之を仲間の付き合即ち交際とい

じやうけん

ぜいたく唾いも伽つ寸丞は④ようしやな

浜ノＯ

とことこだいこじんて含しやうけふ

商人の統黙を拓摘したもので︑東西符
せ
うあはか
節を合すといって可なりでありませ

しやうにんけってんしてきとうざい・卦

人の避くべき四催件などは︑一堂此等

す︒即ち前掲のデブオーの賢明なる商
虻
んさＵようけんこれら

すなはぜんけいけんめいし胆う

こを戒めたのが又一種の教訓本となつ
おほよあら
て︑多く世に現はれてゐるのでありま

いまし

解の事と思はるＬのでありますが︑そ

かいことおも

読本や講談本を縦かるＬ諸請の夙に了

をつぼんこうにんばんしも轡しょくんつ二りょう

ふ事杯に言を暇りて︑兎角自己の篤の
じゃし苦い次ぐてらすぐなしうくわん
著修賛津を街ふととが︑少からホ智悩
付けられてゐたのであります︒之は小

づこれせう

二︑蜜津なる衣服即ち華麗に着飾る

轡部たくいふくす芯はくわれい含かぎ

とと

一︑賛津なる生活即ち嬬箸を鴬す

さ

い

て避くべき催件﹂は

極めて正直であり倹約であつたもの
号よう響うてきしやうゆふため
が︑共同的の商業となった篇に︑そん
へんくつがんこごといゐ
な偏屈頑間な事を言っては居られぬと
あるひじぷんりゐえいゆふ
か︑或は自分一人のして居る誉業でな
しようじきへんで

ぜいたくゆうじんすなはじ姦んいじゃう

とと

三︑蟹津なる友人即ち自分より以上
ら全じは

のそれ等と交ること
ぜいたくぐわいしつすなばくわぴよそ

み

四︑賛津なる外出即ち華美を粧ふ
とと︑
けいこぐ

などであると警告したのを見たことが

けんへいぼんしか

も其の中に頗る質理を含んで居ること

そうちずこぶしんりふくろ

あります︒一見平凡であるやうで︑而
かん

を感じました︒

所で︑古代の個人的なりし商業が︑
しんはこんにらごと含よう啓うて合陸
進歩して今日の如き共同的となった場

そう学こやすぜいたく

共同的商業と商業道徳

あひ

合に︑一展起り易いのは︑か上ろ賛津

やわんらいこにいしやうにんとうさいのようようつう

元来古代の商人は東西両洋を通じて

』
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昏舎ゆうゐじたが︑︑︑︑︑

︑︑︑

こんにらＬやうけふかいじようぜい

いと希求して居る︑従って無制隈に競

くわつしゆくづ︑かんがが拒むきしようゐ

活の縮固とは考へない煩が生じて居
これわがくにこんにらしやうにん今ふかいまし

手するといふのが今日商業界の朕勢で
こ
れてうせ告世とで号
之は一朝一夕に堰き止めることの川来

てんおも

子

西哲の言残せる商業道

徳訓

ぱ︑﹁正直は公正な資際的な︑賢明な

しようぢきこうせいじつさいて含けんめい

せんてつしきうぢきけんかいした
先哲アルペルチの泥直の見解に従へ

併乍︑如何に純理主義なりといつ

われノー︑

今よ轡うしさうよく幌うもこと人ｌ

らうわくいにん言とつ虹われノー︑つし↑雌が

仲介人の如くに︑常に我毎に付き随ひ

我々の一塁一動︑思想︑欲望等︑悉

しや．﹃ザふしやくわいて含こ

ても︑商業は斌含的のもので︑一に厩
舎
．やくあいてじご

しかしながらいかじゆんりしゆぎ

左い大勢といはねばなら砲︒

たいせい

ろ︒之は我園今日の商人として深く戒
むべき黙と思ふのであります︒

無制限の競季と個人道徳
翻って思ふに︑産業革命後の今日

我登の行状に最後の上瞬きをかけるの

言ひ﹃ふて今せいしんせいてつい言く

ひろ瀞へ蚤もざん炉︒ふかくめいどこんにら

客を相手とするのであるから︑自己の

は正直である︒昔から正直は道徳の最

すなばＵかししようもくて含せいさん

道理のみにて支配されて居る傾があ

ゐ

ナな唯もくか

めい？〜ばくノ︑

きいいざそん全にしんをいこうゆ

ゑん

たうり

く之を椛衡に掛けて慣値を吟味する︑

しようぢぎむかししようぢきにうとくざい

われｊｆ︑こうじようさいごう理ふが

ぜんけ．︽しとくぎしんはんろへいわこうふく

せいくわつじばしかもわれら

つ盈いうようことくしう

る生活の慈母であった︑加之︑吾等に

よ・フ

われらふう念めい野んじんばう

とって常に有用たもので︑此の徳を修

の基礎的精肺でなければならぬ︑而し

ぜんしんえ

ぱ︑其の本来の精神に立脚して︑個人
て含しやうけふぽうとく全もところ
的にも商業道徳を守る所がなくてはな
いか告
らぬりであります︒さすれば如何に企

てそれは古今を通じて謬らず︑叉中外

きそぜいしん

こにいしゃうにんじんしゆこじ人にうとく

いま

以浄︾こも＆Ｌ・し

ある︒さればこそフランクリンの如き

どと

ここんつうあや士まだらうぐわい

念そて含ぜいじんしか

善信が得られるものである﹂とある
こしようぢ倉にうとくじつしやうけふにうとく
が︑此の正直の道徳こそ賞に商業道徳

業の方針︑誉業の面目が大愛化を来す

に施して惇らぬものたりと信歩べきで

げふほうしんえいけうめんもくにいへんくわ含た

とも︑古代商人の遵守した仙人道徳と

をぼんらいせいしんわつ会﹃やくこじん

こ艇はかりかからざんふ

活動に依て︑益だより多く顧客を利す
こきやくほふいけつ今よくそん
ろといふ顧客本位でなければ︑結局存

善の教師︑徳義の属伴侶︑平和幸砺な

︑︑︑︑︑箔．︑

くわつ害フまつ象ずノ︑お区こきやくり

以のものではないことは明︑今臼掩なる

在の意義も存せず︑叉填に成功する所

の企業的精榊は︑西哲の言へる如く︑
じつひやＬ
︑︑︑︑︑や︑
一に絶封の純理主義で︑賃に冷かなる

ろ︑即ち昔は使用を目的として生産し
欧んこんにらかうくわんもくて告をいきん
たのに反し︑今日は交換を目的に生産

養すれば︑吾等に常貴︑名聞︑人望︑

程うりしはいろかたむ含

するのを経済活動の方針として居る︑
で曾お後ｂえきと
そこで剛来るだけ多くの利益を取ると

道理であって︑それが帥ち目ドヘンリ
しゆらようところ含
Ｉ⑯フォードなどの主張する所と聞く
しやうげふたづさしやうにん
から︑どうしても商業に携はろ商人

かれらりきうしたが

きいきんぶつびんひんしつしゆろゐも人迄い

いふのが︑彼等の理想であって︑従つ
て生産した物品の品質や種類は問題で
そとところにそじつこういかん
なく︑其の問ふ所は唯だ其の賞行如何

ゆゑしいようほうしんこ

めすう

である︒故に主要の方針としては︑顧
曾やくざがもとこれ殉そにいようけん
客を課し索恥詫之を襲ふのが第一要件
で︑次には出来るだけ安く責ること︑

そつぎもくてきたつためじゆうこう
其の次には目的を達する篇には自由行

かつのとみせいたうはうはふ

しょうぢきえとみ

も嘗て述べていふ﹁富は正富底る方法

いふものは︑今で必その基礎精祁とし
をんそくばつ念ところ

て存続し︑溌揮する所がなくてはなら

含えつもた

動に出る︑之を一口に短言すれば︑初

ごうでこれくちたん抄んしよ

﹄う

に依りて得べきもので︑正直に得た富

よ

ぬ︒之が我図商人の特に今日に於て注

ところ麺も

これわがくにしやうにんとくこんにら主いちう

代の制限から脱却して︑一に自己の技

でなければ︑喜茂を賀らすものではな

けいざいじゃうせいはいきに

樫い違いゆんとつぎやくじこ菅

意すべき所と恩はる上のである︒

りょうよ

い

侭に擦りてのみ経済上の成敗を定めた

「

定んじもりえ含ため矩にらのう

ぢゆんもつとモレぶり

おも

て左︑言のあるのは︑最もよく其の消

そくうかｒ

息を窺ふぺきものと恩はれるのであり

上うこ札にらみんしうて全巽涯か

要するに今日は民衆的の世の中であ

ます︒

塵んじんこうとくおもこう含失うしんよう

り︑一般人も公徳矛重んじ公共心存一養

古風の商寅思想即ち他人に打克って

よるｂようしんしづちい

い︒汝若し利益の篇に何物をか漬らん

成して︑常に耐曾的に生きんと勉めて

居るのであるから︑最も民衆を相手と

ぜいつ垣しやくわいて琶いつと

るもつとみノルしうあいて

のみ成功が出来るといふ考は︑之

壱いくわつしれううしやうにん

らしやくわいにうとくいじゃうす上

陸・小じんひえ含こう含尖うしんやし抵

承と

じつこうひとにらさいしよしやう嘆いて含

世いこうできかんがへこ狂

こ︑等フしやう陸いし苓勺ず矩ゆたにんうちか

とするか︑宜しく良心の静かな小さき
こゑけいつようて含たうりえ倉もつ全ん巷く
雲に傾聴し︑通営な利益を以て浦足せ
かいてけちじようり

して生活の資料を得べき商人にありて

を資行した人達ですら︑最早商責的

よ︑買手の無智に乗じて利するととが

くん力いゐ
あってはならぬ﹂〃と訓海して居るので

ば︑それ等祇曾道徳以上に︑進んで一

ひんかくえたのに壁じじつぎん

しかしよしや・っにんしんよう
ある︒加之︑﹁余斌商人としての信州
と品格とを得んが篇に︑雷に蔀賞︑勤

い

罵著と見られぬやうにと勉めたｕ余は
しつそい︑ふく皇とたいにゆうぎ
質素なる衣服を縄ひ︑意情蔵る遊戯の
陸しよ↑含いでいりけつざ膳︽りょう
場所には一切出入せず︑決して漁猟に

喜うこ・・︑はくゐ

含ようえいしやうげふじやうしんせいしんちやくｐｆ１じゆふ

しやくわいあんせい仁もえひろ

ばんふんしうこう一昔︑り卓へん号虫う含うゐ

のであらうと想像せらるＬのでありま

こんにらおよびみやう

きんじ世かいじ亭りしやヤフうだ

日﹂てふ著書平に︑此等新精榊を述べ

にらちよしよざうこれらしんせいしんの

かのヘンリー・フォードの﹁今日及明

ひそところ

おも

認めてゐる︒云之
わがくにしやうにんご客・ふかおもこれらてん
我剛商人の如きは深く思ひを此等の黙

尿とうんぬん

響を典へるものは蔵いといふことを

唇ようあだ

活動ほど︑永綾的に他人の幸祇に影

くわつ学フえいをくて言仁にんこう︑ふくえい

ので︑即ち経渦上の活動は︑凡て自
ぜんはムモく昔いさいもどしかじん
然法則の刷裁の下にあり︑而して人
せいいかくわ．つ︾﹄うしや・うばいじゃうひ跨
生伽ゞ何なる活動も商賓上の日常の

すにロけいざ部じゃうくわつ言うす↑へし

告そ
︑︑︑℃︑︑︑
雑滴畢と杜舎道偲とを基礎とするも

商賓に封するアメリカ人の理想は︑

﹄しやうばいにいじんｂきう

で︑ないと認めるやぅになってゐる︒

般人を稗益するといふ公共心を養ふ
と
ころ身ようそん含巽う
研がなくてはならぬ︒そこに共存共
えいしんじゆくごばつ世いふい梶
柴など上いふ新熟語の溌生を見るに至
ぼんぎんせかい
つたのであらう︒さ恥ぱこそ娩近世界
とみ栓ときうしう淫いＬやうけふばってん
の常誼殆んど吸牧して大商業の潅展と
見て居る米園にあっては︑此等共存

であります︒

に潜むる所がなくてはならぬと思ふの

一へんしようぢきらいだ

そしんじこう
も往かなかった︲一とさへ其の心事と行

共築といふ商業上の新精祁を着た事業
うへ栓つきこれこうくわをざゐ
の上に溌揮して︑之が効堪を牧めて居
ばんじんしうちじじつ
ることは︑寓人湖知の事賃であって︑
膳いじけ・毎峡つこうともだ含んけんわう像う
そとに大調薬の勃興に件ふ令椛の織暴
ゐかＬ
や︑謡継の鰐隷が礎唇して居るに拘は

みゐ参へいこぐこれらきよう毛ん

動とを告白して居るのである︒これに
いかしやうにんしかくしやうげ号ふ
て如何に商人としての賓格には︑商業
没うとくひつようしかまたそうち
道徳が必要であり︑而して叉其の内で
し虫うぢ含含んべんぜつよくひつようけん
も︑正直や勤勉や節慾などが必要件で
りょうら
あるかといふことを了知すべきであ

らす︑よく牡曾の安静を保ち得て︑庚
しんせいこう含に

これいかぷんくわて含しやくわい
ろｏ之でなくては如何に文化的杜曾で

く一般民衆の幸幅利便狩一供給して居る
きうぞう

あっても︑風に成功・迂来すものでな
全にそせ︽言．にんまつにえり
く︑叉共の責任を完うし得ぬことを理

す︒近時世界の自動車王とも躯はるＬ
かい

解せねばならぬのである︒

新時代に虚する商人精瀞

〃

I

正直であったのみでなく︑噸惰︑
含勉︑尖
うしやみよ
卿輔人商の代時新
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臆うとくしゆないしん注いそぐこいにん

仁

道徳は主として内心を制束し之を認
しきかつじんしゆもつｂようしんばんぱん
識且遵守することを以て良心の判断に
念かはふりつ蓬と含やくＬわん
委するものにして︑法律の如く客観
て会一毛んざいゆう含そく
的存作を有する規則ではないのであ
い塁にうとくろばんこれ
ろ︑故に道徳に遠反するととあるも之
ぐわいけいじゃう・をいきいう
が篇めに外形上の制裁淀受けること
しかはふわつとんるゐ曾よう
はない︑然るに法律なるものは人類共
Ｐうせいくわつひつようじゃうとうちからしゆけんよ
同生活の必要上統一の力︵主椛︶に依
ぞんりつかきょう世いて今註こた含そく
りて存立し且つ弼制的に行はる上規則
ひとしようにん主
その
であって︑人の承認を侯たずして共

もくて含こうくわじつけんで含

自的とする効果を賞現することが出来
十江はばんぐわいけいじゃうせいさいぐゆう
る︒即ち一般に外形上の制裁を具有す
こにうとくばふりつ毒よしうけふ

昔時人類尚ぼ少く食物潤淫であつ

せ念じじんろゐだずくたしょくもつじゆんたく

るのである︒是れ道徳と法律及び宗教
あいことてん
と相異なる黙である︒・

ころじんろゐきうごめひだせいそん今ようさうおこ

た頃は人類相互の間に生存競争が起ら

る◎

にうとくもつじうぷんおさ

ないから︑道徳を以て充分吃治むると
でき
いよノーじんみる毛うし形ァ︑
が出来たのであるが︑愈々人類が増殖
そいみんふくざつ
したがいし堂くざんじふ
し生存複雑となるに従ひ衣食が漸時不
そく
い
た
そ
の
あ
びにせいをん会．堂うさうしよう
足するに至れば其間生存競争を生ず
しかこきいるんきょうさう
るととになる︒然るに此の生存競争は
庭うとくむし労こな
道徳を無硯して行はれるものであるか
腰うとくもつ
こ
れ
へ
い
てい
ら︑道徳を以てしては之を平定せしむ
で含
そのあひにじんろゐ
るととが出来丘い︑そこで其捌に人類
きうごくわんけい含りつかくじこうゐぜいげん
相互の開係を規律し各自の行篤を制限
は・ふそくかくじんろゐじこ
する法則がたければ︑各人類は自己の
よくぽうみたたにんせいくわつ氏うがい
懲望を充たす魚めに他人の生活を妨害
ざうけきていしついきよう苧つぜい
し雫閲停止するところなく党に共同生
くわつめ︑Ａぜんはつたつ会で含
活の安全溌達を期することが出来ない
ことんるゐ合ようＰうせいくわつうへ
ととになろ︑是れ人期共同生活の上
ば・季師つひつようゆゑん
に法律なるものの必要なる所以であ

鰯道徳道法律との差異
大島正義

28

異差のと律法と徳道

ゆ里庭うとくぱふｂつ郡じゃうと迄二一

しかｈようしやともじんろゐきよう︾︑うせいくわつ

故に道徳と法律とは以上の如く其の
えんげんこうりよくこと過
淵源と効力とを異にして居るのである

が︑併し雨者は共に人類の共同生活

ほぜんそのこうじやうばってん含

とは同一である︑故に逝徳と法律とは

︾●一うゆる︸にうとくはふりつ

を保全し其向上蕪展を期するにあるこ

つれみつぜつくわ八けいゆうそ含ていじつしつ

こと

おほたとしゃくざい

常に密接の開係を有し其の規定の賞質

を異にしないことが多い例へぱ借財を
こ域ら庇うとくはん

曹うじは︑ふりつぎてい品︷たばん

して之れを桃はざるととは︑道徳に反

ごと客つじんこうめたがうとう江

すると同時に法律の規定にも亦反する

にうとくけん￥うじは︑ふりつ

が如く︑殺人行篇を篇すこと弧盗を篇

ばんこうるたいにうとくじゃうせいさい

すことば道徳に反すると同時に法律の
合ていはん壱とた時これらにうとく
規定にも反するが如し︑唯此等道徳に

反したる行罵に濁してば道徳上制裁を
加ふる方法なきも︑法律に反したる行

ゐたいこぐかけんｂよくもつきようこうて含

くははうはふばふりつばんこう

に制裁を加ふることが出来る︑即ち債

晋いきいくはで舎すなばさい

篤に封しては団家の椛力を以て弧行的

むふりこうたい寄裟う今一いしつこうた

きつじん誌よびがうとうこうゐたいけい陸つ

務の不履けに封しては弧制執行孝一篇し

殺人及弧盗の行篤に封しては刑罰の

ゐすい塁

ぜいきいく砥ごとばうとくはふりつその

こうくわこと

制裁を加ふるが如く道徳と法律とは其

は・・一ｈつ念よう写うせいくわつじやうにうとくもつ

効果を異にして居るに過ぎ左い︑故に

法律は共同生活上道徳のみを以てし

へいていで倉ひつようじゃうぜい
ては平定することが出来ない必要上制
てい
定せられたものであるから︑逢癖の職

｢一一

煙あひ

ゐ

上垂う

い

︷ぞ

せいきい

ゐ

かぬ

しぜん権う

やえ
はんざいもちろんその

て居ない︑そこで服妻あるに拘はらず
すうめいめかけおるものたくさんめ
数名の妾を置いて居る肴の深山在るこ
じとつ・こはふりつかんぜう
とは事賞であるが︑是れは法律が干渉
にうとくじゃう
しないから止むを得ないが︑道徳上の
犯罪たることは勿論のことである︑其
やくそくものそのやく
仁ｂよこう
他旅行をすることを約束した者が其約
じぜんこうゐ
そくりこう
束を履禰しなかったとか︑慈善行篇を
おこ涯
すると云ふて置きながらこれを行はな
胆うとくじやうみばい
いごと
かったと云ふが如きは︑道徳上の速背
はふりつこうゐ
ではあるが法律行篇ではないのである
こぱあひほふりつあかんせう
から︑此の場合法律は敢へて干渉しな
ばふりつ合一よう晋うせいくわつひつよう
い︑要するに法律は共同生活の必要
ばんゐ第いぜいてい

徳とは其跳蹴亦異にすぁ所以である︒

とくそのはんゐ全浜ことゆゑん

範礎に於て制定されて居るから自然道

１１伽１１

机の塵

しをやった句沸師は︑確に今時の俗世

堂の裏手を二十除尺も堀り下げて蜜探

に居る人ではあり得ない︒もっと美し

い少年お伽話の園の住人だ︒金の欲し

い夢を見た王様は︑すぐと金が出てく

る夢となった︒天下泰平︑然し東本願

寺前法主だ︒これでは壇徒五寓の衆生

は極楽へはやってもらへますまいぜ︑

地下の親驚さまは泣くじゃろぜ︑法師

ツハツ︒．⁝⁝⁝・⁝

さまが亡難のやうな夢の人では︒アハ

○

帝函議含で﹁人民の名に於て﹂は何等

然るに植原参典官︑次で森次官の解職

憲法にもどら蔵いと名言して下さった

が陣へられ植密院で叱られて居るのは

どうしたことだ︒俺が大滞総理大臣の

パアタイザに樋府攻撃は書かないと名

第︒それを見馴ふか埴原参典官︑アド

言と恩へばこそアッケにとられる次

東本願寺の前法主句悌師が法衣を脱

言した翌日は免官︑不思議なるは現代

○

杢部に封して干渉しないことは叉常然

がせられた︒それは透覗術者を済度す

の所謂政治家の言であるわい︒

毎んゐめかけも公︒ん

煙あひ宮ふた▲迎いさいめとはふりつ

たとにんしせいざい

の事理である︑例へぱ男子に正妻があ

モッタイナクモカタジケナクも阿禰陀

るＥが出来なかった罰であるさうな︑

じり

る場合に︑再び正妻を要ることは法律

ぜんぶたいかんやつ＆たＬう遥ん

上設けられたものであるから︑道徳の

以上の如く法律は共同生活の必要
じゃ
うまうにうとｃ

いじゃうごとは・ふいつきよう津うせいくわつひつ主う

同の目的を達せねばならぬ︒

専うもくてきたつ

阻止せられて遂に野嬢幽となることは
主
を全でこは︑卦ｈつ
申す迄もないことである︑是れ法律は
にうとくはんゐにいあだゆゑん
道徳の晩随を脱すろこと能はざる助以
したがしやくわいしんほはつたつばか
である︑従って肺愈の池歩森達を計る
こりょうしやだがひあい区．よくその今よう
には︑此の雨宕五に祁輔翼して其共

そしついや嘘んこぐ

ことと罵り耐曾の進歩は之れが篇めに

て結局遡徳も法律も完全に行はれざる
なしやくわいしん俵こた

けつ会よく雁うどくぱふりつくわんせん拳こた

んと欲せぱ道徳に違反するに至ろを以

風つだうとくゐばんいたもつ

鍵反するに至り︑法律に従って行動︲せ

道徳に従って行動せんと欲せば法律に
ゐばんいたはふのつしたがこう窪う

肥うとくしたがこう︾・うよくはふいつ

に相抵燭する規定を設けたる場合には

あいていしょく曾ていもう

園を晩することの出来ないのは勿論道
とくていしょく含ていもう◇
で含
徳と班鯛する規定を設くることの出来
たうぜんもそばふりつ
底いのは営然である︑若し夫れ法律に
おいぼうとくめいこうゐ今んしまたその
於て道徳の命ずろ行篤を禁止し叉は其
ぎんし
こうゐめい雪とｂようしやらよくせつ
禁止する行篤を命ずる如き雨群直接

凸につでき畢︒らろん庭う

＊

が禁じて居るが︑妾を持つことは禁じ

1
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少粘わつ量うよへいおうＪｆ１

て他方には赤貧洗ふが如くその日の生

わず

舎李つしんけんばふしよゅうけんご欧とも錘

めいぷん

凋逸新憲法には所有椛は義務を件ふと

明文あり

生だとちし臭ゅうりんしやとち恥うこう

叉︑土地の所有椛者はや土地を有蚊

全たこうえきたしようかいたく

すむおい︲ゐ

と云ふ︵穂積博士︶

い

に叉は公益の篇めに使用開拓するの
義務を負ふを云ふことになって居る

ろしめけいはうけんりらんようけい汀いくぱふ

る

事になって居ると︵日本瀞護士倉機闘

こと

露西亜刑法は椛利の濫用は刑罰を加る

肋盈ほ・ふりじゃうし主ゆうけんこうえぎじやうぎむ

雑誌︶

故に法理上所有椎は公錦上の義務を

と
もないづシうしかす版喰
伴ふことば何れも同一たり︑然らば則

世いぬいしんたいざいさんしよゅうけんふくとう

は︑生命身鵠財産︵所有権を含む一等

けんり

・つうだ︑ふつうはたしか

しよゅうけんゆ．う

めんぎじとも江ずなはせつ会﹃よくしよう昏よく

ぱ〃有椛を有するものはその椛利の一

面には義務を伴ふ︑即ち積極消極の
ぎむとも芯
いば瞳ふれい
義務を伴ふものにして︑謂ゆろ法令に
ぜいげんないよう江
より制限せらる型内容を潟すものな
い塁しよゅうけんぜつ先い

活に窮するものありて︑その除弊往々

所有柵は公法上納税並に牧刑法そ
た笠いゅん窯だしは．つじやうたにんけん
の他に制限せられ叉私法上も他人の擁
りしんがい
しょう全よくて会一ぜいゆん
利を侵害すべからざる消極的制限と

しよゅうけんこう瞳︑ふじやフのうぜい正らぴしう上う瞳．毎

と云ばざるべからず︒

い

り︑故に所有権は絶封のものにあらず

﹃ふしやうばんきいおこかがいしやひがいしゃ

ともふらん

生活に要する凡ての物に封する所有

共に不安なり︒
をいくわつようナペものたいしよいう
げんみとぱふのつこれぽご匙んはふにい

椎を認あて法律之を保護し︑民法第二
ばふれいせいけんない幸いじ
百六膝により法令の制限内に於ては自

ゆうしようしうえきしよぶんけんりきてい

うしんがい
そんがい陸いしようぜ含
受け︑侵害したるときは損害賠償の責
にんはつせいいた

由に使用︑収益庭分の椛利ありと規定

いははふれいせいゆん

任溌生するに至る︒

しか

仁ばう含号んひん大すう

民衆ある場合等は︑土地建物の賃貸料

みんしう陸あひとうとちだてものちん壷いれる

出さず︑他方には磯餓に瀕する多数の

に

食料用︑米萎其他穀瀬を多く所持して

しょくれうようぺい窪くそのにこくろゐ訪建しよぢ

建物なき蒜多敬あるが如き︑若しくは

たてものものたすうごとも

明家にして股き︑一方には居住するに

あ今や主はう雪よじう

鍬如き︑或ぱ多くの借家用建物を厭有
これしゃくやにんしようＵな
して之を借家人に使用せしめ歩室しく

ご己あるひおばしやくやようたてものし畠やフ

一言う争っ

こうさく
てむ低しうゐ
耕作すべき耕地なく手駐察して居る

樹木の苗木を植へ︑而して︑耕作人は

じいもＰ︐︑芯へ告うしかこうぎ毎︑垂ん

蕪せしめ︑或は之と山林にする篤めに

募あるひこれざん勺んに

を耕作人に使用せしめずして︑之浄一荒

こうき・箔にんし上うこいくわう

はうこう庭いとちこうらＬ堂や・フこれ

逆通じて篇すが普通なり︑果して黙ら

ち一方に庚大の土地︵耕地︶を所有し之

れん︑義務を負婚す︑その義務の遂行

ざじふたんぎむついこう

内と云ふに深い意味のあるを忘るべか
ゆらいこぐみんこくかしやくわいたい
らず︑由来園民は剛家就曾に封してそ

正いいふかい承

松倉慶三

翰蕊公共的救伽所設置
てん陸んぶつ奉建多すべものの
天は寓物を覆ひ池は凡ての物を載せ
たいようひかりねつたいきともてんらかん
太陽の光と熱とは大索と共に天地間の
診よこく品んこぐか段
あらゆるものに及び︑園民は園家の保
盲Ｐう
こＬし曾うじ九いやしくし
誰を受けて鼓に一硯同仁︑荷も私す
べからす︒
しかこくみんせいくわつじつきいはなはふこう

郎

不群の犯罪起って︑加害者も被害者も

たはう世舎びんめら産とひせい

然れども剛民生活の賃際は甚だ不公
へいげんしようともはうふゆう
卒の現象を伴なひ︑一方には富裕あり

！

さる︑然れどもその諸ゆる法令の制限

f
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｛

う

あだ陸あびぺいこぐ危い唇ん

くい一︾くし袋ゆうしやしよゅうけんらんよう︑︽

を受くる能はざる場合哨米穀の代金を
あ．たばあひとらたてもの
う
受くる能はざる場合にても︑土地建物
米穀の所有者は所有椎の濫用にして不
唯
ふこうゐ江だえ
法行篇を蔦すものと篤らざるを得歩︑
な
んしよゆう壱くこう
何となればその所有に畷するものを公

え曇し聖う仁仁すうひと人ｌ

せいくわつけんしんがい

詩に使用をナして︑篇めに多数の人狩

の生活権を侵害する正となればなり︑
こりろん露ひろせいくわつじゆよう
此の理論を推し蹟むるときは生活必需
ひん兵︑んびんしよゆうまねこれ偉い
品たる金品を所有するもの叉は之を責
ぽいしやうにんふ失う

ろうじん全仁ようせう泡ん季へうすゐしやたい

買する商人は︑扶養するものなくての

が上ふ︐びん舎は

老人叉は幼少年︑病衰者に濁してはそ
をいくわつじゆようひんきうぎじ
の生活必需品を給するの義務あるもの
い

と云抵ざ津べかと赤そ
︑斯
惑し
極まる
んろし不か
もの世に多くありて存す︑而して知ら
おぼ

ざるもの多し︒
けい苧フねんぐわつにいぜうくわんしよみんだい

慶唯四年三月太政官の庶民に封する
かうさつ

こ︒フ

赤ほまたおうこていわうじふじ

高札に︑
かんかこきくはいしつあばれここ
一鯉寡孤猫嬢疾のものを隅むくき事

の一項あり︑尚又往昔より帝王仁慈の

はつげんいづこれ今うじつ汰含た

溌現として何れも之が救仙を篇し来ｊ
くんみんごつぢこくたいおいこくみん

たり︒

君民同治の団鵠に於て図民たるもの
テペかこくみんうち句ところやす
須らく園民の中一人もその所を茨んぜ

含うしやてつ胆うざびくわ

いだせいくわつめんてい︐︾．﹄△嘩吟しよゅうけんたうとが
零るもの滝蕊に琴浄まで生活の安定をらしめて︑鼓に始めて所有椎の貴き慣
期して︑自活に困難するものの救満を値が礎錫するものと云ふくし︑若し然
な

其方法としてあり︑親子心中あり︑夫婦相殺すもの

鴬さざるぺからざるなり︒らずして窮者︑織這の錆と化するもの
そのはうばふ鍔孟・こしん一つう︑知うふめいころ

ぜんこくて奇かくらはういたロふけん蓬とぺうじゃくろうずゐようせっじくわつあた

一︑壁悶的に各地方に至り︑一府隅毎あり︑病弱︑老衰︑幼少︑自活し能は
すうかしよあて含うみん含うじつじよをつび全かん江ざし
に数個所宛窮民救仙所を設備するすして飢窪に泣くものある逓座観し

たいかかうろうがごうぴしうほしい全上

とと︒て︑大厘高機に佳肴美酒を︲窓注他津

せうに失ういんぺうしつもの︑ぶよう学フ↑へいこぐその仁ざうこみ

︑

含うじつじ主おい含うじつものろうじんみぎんしゆくかぎ⑦①ろう
身に錦繍を飾り珍翫を弄して︑金銀財
こ︑救仙所に於て救仙する者は老人︑

今↓●一うじつしや含んびんひつようひんちよくぜつこう︒ユをいくぞつこれがへりにうとくじゃう

少児︑幼年︑病疾の者にして扶養賛︑米穀其他を倉庫に満たしむるもの
し
やじくわつあにもちろんゆ君うたう
者なく自活し能はざるもの︒は勿論︑そこまでは行か歩とも相営心

こ﹄フ

を講ずること︒
ばん含ふ

×××
×××

すと謂爾︒

しかいふ

三︑救仙稀は金品必要品を直接交付す生活をして之溌職みざるものぼ道徳上
生だふ聖うひきうけしやいだくばんさいばふ⑩つじやう︑年は︑ふ
るか叉は扶養引受者に依托してその犯罪た為のみなら赤︑法律上の不法
ひつようひしきうて会﹈たうはう喰・︽こうゐくわくち
の必要喪を支給するか通常の方法行篇たるものなりと受知ぜざるぺから

書うじつしよしぎう舎ぱん含んかくらばうゆうし

四︑救仙所の支給基本金は各地方右志

︵任意寄附蔵るも成るべく牧入

にんいぎふなしうにう

より一般に寄附すること︒

がくひれいこうへい告・罰

Ｌ﹂○

瀬に比例して公平に寄附するこ

こもくて詮たつひつようはうはふ
五︑此の目的を達するに必要なる方法

いじゃうばうはふようんようもつこぐか

以上の方法を善く運用して︑以て剛家
涯かのぜいくわつふのう
の中
に一人も生活不能のものなきに謹

$2

ろ覗雄村範模螺良奈

奈良綴模範村を覗る

繁田武平

じぢさん炉ふくわんかうせつうかが

正
らい憶い蕊つやまといかし瞳むら密ひとも含み
奈良と言へぱ大沸︑大和と言へぱ橿村をよりよくしたいから︑是非共譜

睦らじんぐうふんをくいや上とこ価しごく

原祁宮︑民族と言へば大和︑是は至極の自治と産業とに開する高説を同ひた
つ舎なみてを心︑たしたらゆんたはらむらいねつ寧司十．きしよめんをつこれわだくし
月並的を話だが︑奈良螺心田原村と言い−との熱望的書面に接した︒是は私
亨フけんじんの︽﹄はかたいていところ匁人らいしゆらようちこと
へば︑伺撫人を除く外は大抵そん凌所の年来の主張に一致した事でもあるか
みた全かたむ
たはらむらいうさっそくしようにくへんじつう氏う
があるかと頭蓋傾けるが︑田原村は優ら︑早速承諾の返事を通報したのであ
りようＵらならけんかががやゐ

ぼん虹んぐわつ

良村として奈良隅下に輝いて居る︒ろ︒

喜員の麓

いつの議脅に於きましても待合政治と

ふ竪韮聞かぬことはございませんが︑いつ

か︑黛略政治とか心或は日比谷の蛙とかい

の世になったら君子的政治の嘩恥聞くこと

が川来るか︑変に困ったものでございま

どうしたら政治が遺徳化されるかに就きま

す︑変に困つれものとは忠ひながら︑さて

一盤現今行はれて居ります所の選畢は根

れて居りません︒・

しては遺憾ながら国民の間にあまり研究さ

本的にその出蕊鮎が誤って居ります︒御承

中央曾の懇話衛席上で︑奈良際茶業の三月廿日に上京して︑豊岡大豊に

代表者たる林識灘郎溌より是非茶業上態諺臨識霊ら轍た後藤伯輯郵韮塞揺誕
差ぽう

の指導として来聴してくれ﹂との希望一片の挨拶を済ましてから直に東京騨
ごたび人︑全ぞしこしか
があつた︒そり後度々の巾趣があったに駈けつけ︑苓鍔一癖蕊の飛韓に蒋悲
らやゆふてん栓り錘らでとちうしづ今でか陸く︐弓ややふくわん

けれども︑茶業の一報張で奈良雪で出§んだ︒途中静岡に一泊︑茶業に開する
分
き
た企・Ｉ１苧うぐんようはぺんそよならら聖くこうじこくひやう

掛ける気にもなれな命かつた︒偶街同君要霧を鱗じ︑其の夜奈良直行の時刻表
わたはらむら洗い︐﹂やう迫人をんぜぜいごぜんじぷんや
より﹁我が川原付でも大正六年村是制を刷ると︑午前一時・一子分とある◎己
ていためそんせいてうさおこなじらいきうたうえかめや．きえ今一﹄ばく︑評うしよくわん
定の馬︑村勢の調査を行ひ︑爾来相富むを得ず躯川騨に一泊した︒同所は閉
しせつれいこうゐな瞳すず・さいぜんちうゆうめいえき客涯ｂよ
の施設を働行して居る︒が︑尚進んで西線中有名な騨であるから︑定めし雄

は過分にかユリ︑その過分の餐用は後日ど

責任感が極めて薄弱のみならず︑選畢費用

に買ったのですから︑営選致しましても︑

ふ状態であります︑つまり投票老有形無形

私かお援け下さい︑右や左の旦那様﹂とい

選畢民に封って﹁私に投票心入れて下さい

といふのではなくして・反封に０侯補者が

知の通り選畢民が﹁あの人格者牟畢げ衣い﹂

もうおうくわいこんわくわいせきじやうならけんも垂疹︑ふぐわつかじゃうき聖うとよおかにいがく

ちやけふくみめひ

本年二月のことであった︒茶業組合○

鍵

鱈がひやう⑤︒︑⑨くん箸ひら垂思や恥じやうわざ︐んＩりんこう①③ばくしやくていきんすう

−

、

ろ硯を村範模隅良奈
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くわんせつびいうしうおもと全墨

舎つかば・

熊の設備も優秀と思ったが︑泊って見
あんぐわいいつしうわ余やや写
ると案外な劣醜で︑伽か一夜の宿とし
ば流はふゆくわいことちや
ても甚だ不愉快であった︒殊に茶とき
じこしやうばいがらた齢ら含つところ
ては自己の商賓柄直に気を付ける所

らやないり

きつちや

の祇廟を参拝することは氏子の．一人と

ことに江リ︑途には醜怪一事が突凌し︐新聞

こからか︑何とかして︑搾り坂らうといふ

墨ぺう客い錘いうぢこり

して営然の義務︑否義務といふことば

るのであります︑か様な有様で︑函民はざ

の計含欄に御厄介をかけろといふことにな

じゃう︾︑ぼひがしす上とりゐひか

渉雁やぽ替あしみづ

仁うせんぎじい雌ざむ

すら稔かでない程である︒脚は目から

とりゐく瑳栓んでんいたけいけんしん

しん含やうけいらじんしんを胆く含よつく

かみすが仁浄うくわ

た耐境の景致は︑人心の汚濁遼押め認

かん客ろさかいけならこう逢んこうふく
感があった︒猿洋の池︒奈良公園・興暇

じわかくさや土とうにいじゆうらんめたのし

よてい・じかんひやうひ

寺︒鰍草川・東大寺と遊覧の眼を楽まし
乗合自動車中の人とたった︒

のりあひじ字フしやちうひと

むるうち︑溌定の時間は消斐したから
○
ｂつば生うふくきたい書いや

くわいしゃいんふう奇よくめいふじん含やくめい

立派な洋服を蒲て態度も卑しからざ

る︑曾耐員風の客二名と婦人客二名と
のあしやないちょっとにぎば
に乗り合はせて︑車内は一寸耽った︒
わかて上うふくきやくむかたばらじらもやう
若手の洋服客忙向ひ︑田腺村の棋様を
たづ

ところ

﹁田原はよい村です﹂と総括的に答へ

仁はらむらそうくわって倉こた

零れると︑

た︒

﹁よいといふのはどういふ所がよいの
ですか﹂

韮果すことに努力します﹂と心から誓はれ

残りはない﹂と喜び﹁常選の上は必ず責任

の重大なろ走路えまし衣︑よし落ちても心

送りまし求・所がその候荊考は始めて責任

分一個人の義務として運動愛の叩へ全十回

て︑自分が墨げたいと思った候輔者に．自

私は先般東京市愈議員選畢に方りまし

るものがありませう︒

ませう︑何人か待合に出入して政か料理す

の責任の亜旦大なろか悟らざるものがあり︒

畢げろことに致しましたならば︑何人かそ

回と運動饗を支出しまして．その候禰者を

力に膳じて︑或は三岡︑或は一回︑或は五

思ふのであります︑即ち選畢民は各々その

す．鯛民はそこ迄あざめていれｒきれいと

頁播すぺきが常然の義務でめらうと考へま

ますから︑その選畢費川は︐選畢民に於て

は︑申す迄もなく議員は剛民の代表であり

そこで私がからもしたらと思ひますこと

こまでも無開心では居られません︒

三催通りを束に進んで一の鳥居に向ひ

二の鳥居を潜って本殿に到り︑敬炭森
ゐのよくいる含んばく
鱗の錘に祇諦を悪した︒翠す緑
の色金碧

それ夢びんうつ

むきちやこんごうおぼが垂いぜん

君

居られない︒茶とは名ばかりで︑煎り

の光︑天然の美と人工の寵とを兼備し

であるが︑一喫して創遼しかめずには
妻と茶とを混合し︑大釜に入れて煎じ

して︑祁そのもの上姿に同化したるの

ひかりてんねんびじんこうれいけんぴ

夫を土瓶に移したものだから︑喫茶に
しうみももの
きっとへいこう
趣味を持たぬ者でも︑雌度閉口するに
さうゐ
こい
ち
や
に
いおかへ
相違ない︒是ではお茶代を置くも却つ
含浄〆︑りゆう
しま
て索の毒だと邪曲づけて了った︒

○
よくちゃ︽うじはっならゆきれつしやのりこ

ぷんばつしややくじ

じ

翌朝七時震の奈良行列車に乗込み︑
ぷ人だらえ告たつＵ趣
九時三十分奈良畔に越した︒その旨を
だほらむらはふでんつうじ響うしやや
田原村の方へ電通してから︑自動車屋
渉とつたばらゆぎたづどこじ
を訪れて田原行を尋ねると︑午後二時
三十分に蕊車するといふ︒まだ約五時
かんよゆうかい含りじ︾﹂うしやといあ
間の除裕がある︒頁切自動車を間合は
りんりきしやかけらやまぢ

すと淀い︒人肋騨を掛錯ふと﹁山路に
か比つては二人引でも上れぬ︒おまけ

じかんいじゃうか▲そくこう

に五時間以上掛る︐一といふから︑運行
み雪らならけんぶつはやがは

は諦めて︑奈良見物と早愛りした︒

私の氏刺は春日榊紅であれば︑そ

わたくしうぢかみかすがじんじゃ

{

しかこんやそんらやうはじそん一

て︑今そこに出洞豚所です︒．：⁝や一
他岡害館等の設備が悉く整って︑
む
ら争司今雪︲ずこぶよるいばい
るもはんむらい
村の風紀も頗る宜しく︑所謂模跳村つばりあ底たも川原にお出でになりｏ

ど

同事務所は最近の建築で農業倉庫縦
ようたてもの含ぜんきういつゐ

まい旅館兼料理店といった風の家が膳接宝に案内された︒核誇糎糾識んと
めつまわたくし害もいせつぴ
あって︑そこに集ろのです︒私共言ひ設怖といひ︑とて︑も川間一小荊の

印よくわ入けんれうのてんふういへおうぜつしつめんないかうしやぐわいくわん

の間の卿遡はⅡ下附蕊工堺巾で︑器石
と更に一歩を進めて零れた︒
てう︾﹂やくぼがくかうちかところなか７１︾﹄もくあび陣わみちびがくかぅ
土木の閲を分けつ︲上︑導かれて畢校の
﹁丁度役場と望校とに近い所で︑仲交

さらぼずすにつゐひ涯け４催うもくかかいきぐこうじちうがんせき

﹁夫はどんな所に含合するのです？吟は︑一見眼と驚した︒隣は役場︑其

それ生ころくわいごう

○用の建鋤弥識燕託して舞錘叱江掘る砿

泥たるものがあった︒

したのみならず︑我が埼玉を顧みて￥紐
○
づじむしよさい雪んけんちくのういふさうこけん

やさいた注沙へのじゅく

且つ噸年度の事業計謹をも和談する腹を幾迂回しつＬ︑漸くにして川原村
一Ｌいりうじやうつ仁階らはやしくんか屋あら
の停留場に着くと直に林漁の顔が現は
のです︒
それ苫うぐん
こにかへ雪Ｌようかぶんくわてきあいさいこうくわん
と答へる︒斯かる僻境に斯かる文化的れて︑挨拶を交換する︒夫より同君の
とけ︑ふぼつこう凸じつ今﹂やう曇唾つあんないさん炉︑う︑ふみひじむしよいた
事業が勃興して居るとは賞に一驚を喫案内で産業組合の事務川に到った︒

かあう︑︑人亭．じゃふけもくわくざう豚んぷくいくうくわいやうやにばらＵら

があって一瞬輯の癖ての蕊を嚇超Ｕは百碑か翫露︑一瀧域千艇の識毎︑雌↓

とのことであった︒鼓に於いて田原に
百五十六軒は悉く電力を利用し︑
ナうれんぜんれいのうそＡでんくわじつゆんくわんよびらしぎにいにいしうとくじ言う
十敬年前より例の農村電化幸一宮現し開する諜備智識は大鵬習得した︒自動
ゐこんやでんぬうくわい室︑くいんそうく・和いＬやや隼ぢ今﹄うこうばいはしゐはう
て居ます︒今夜は電友曾乃役員綿禽車は山路の急勾剛キー走って居る︒一方

は二百五六十軒ありますが︑其の中倉は出来ますまい︒﹂
けんことん ︑でんりよくり誤うここおたばら

﹁同村は茶が主要なろ廃物で︑製造家方面に州掛けたさうですから︑御面
けんそうちくわいでき

ぞうそんちやしゅようざん蕪つせいそうかはうめんでか

﹁では康業方面は？﹂含議員の一部は町村槻察として沈洲一

さん吟ふばうめんくわいざいん墨らようそんしさつ

です﹂ますか︒併し今夜は村長を始め︑銅一

い淫んじ﹂︽きいねんばんし草・平くわいくわつごうそとうほうでん含ならしつちょうじよいん
︸﹁夫そは
男女青年詞主婦含Ｄ活動︑共のは東方電気の奈良出張所員であつ一
仁としよくわんとうせつびことん︑と上のいまでひところ
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乃覗を村範模嬬良奈

ました︑その候補者ば幸第二位で常選しま

して︑日下控めて風面目にその職務に常っ

図民の自疑か喚起する上に︑御参考にも

て居ります︒｜

︵東京︑中村正宏︺

なり蛍すなら幸でございます︒

○

弘通倉では表面から高く﹁忠孝﹂といふ

ことを掲げるのであるが︑この結構な標袴

も虞正面からやって来られろと︑現代の青

年達はすぐと耳走背けて総ふのである︒こ

らない︒といって第二の図民たるやがて帝

れも昨代の然らＬむろ研で容易にぎうもな

闘恥脊買って立つ青年にしっかりして貰は

︵埼玉．宮崎生︺

す︒そして︑毎月妾の名宛で迭らろＬ弘道

妾の家庭では全部奮員に芯って居りま

○

職く普及する方よろし＃いんと思ふ︒

はもつと薄くして廉慣にし︑多砥溌行して

しい︒それでなくてば到底駄目だ︺又雑誌

彫内容として表而に現はさない様にして欲

とするｃそれ茂﹁忠孝﹂といふ如きはこれ

胆ぱならないがためには︑之が参加か必要

｡

み僅琴にうｊＩ１

かうちゑうのの①⑤くんけふいくかあづ

ものとは見えぬ程︑塗ぞたるものであ
ぼごしゃこうか︑しよたいめんあいさつちう

ろ︒校屋川中正徳君蹴致育家として珍
らしい程の肺交家で︑初封面の挨拶中
さい釜ひらめくわんしゆうら
にも才気の閃きが看取された︒その内

むらひとた泡んかう的．よういくえいじんいよく

ざいじよやくｅ③⑥︒・︑んにいりしゆ

役場の方も見えられた︒村憂さんは不

の封准切ろこと彫楽しみにして讃んで居り

まんくわんとくざん髄つみぽかこうりとう

の五高貫を特産物に聖げ︑その外凍豆

ふりんさんぶつあきれのらく

ます←のです︒そこで感想やら希望を一寸

へんことに︑不勧の努力を注ぎつ上あ
とごろじついしゃう

○
酵うそんやくぱがくかう

同村は役場と箪校と遷一芯撞として

かくしゅにんにいてつらくわつ等うゐ

各砿の闘惜が手を聯ねて活動して居る
さんゆふ・もみめひ雪とのうけふさうこりょうさん
犀業組合Ｄ如き農兆倉庫を利用して産
詮いひやうじゆたくはん催い雪こだ舎妾う鱈ニノこう
米六八八俵の受託販寅を行ひ︑共同雌
にうしゆもくしゆ歩ぼきおよにいひ

えいりて含じいふみ

瀧かノ︲１せうがくけふいくい

しだれ校長く風の吹き

一砧︑秤迦錐前の椴水は

︑頑本友治

仙皇行︵その三

たいと考へて隅乃︒︵川口︐永湖嘉右術門︶

含でも設けて将来本愈の思想の弊及走計り

とする切なろものがある︒及ばずなが・ｈ支

の如く人蕪の荒い所でばか上ろ思想を必要

その活動延期排してやまない︒雑に憐地力

許焚で︑現代の肌櫛に我弘弛愈の如き誠に

見る所の量が増したこル．走欣ぶ︒誠に穏健

近頃雑誌の方もよくなって来たやう没︒

○

恩ひます︒︵武賊︑春子︶

婦人方の書いた←のか載せてもらひ衣いと

のか嬢張して頂きたい︑そして今の新しい

希望としてば爽庭柵とか婦人棚とかいふも

もっと平易にして戴きたいと凪ひ史す︺又

解と忠ばれる所が多ふ御座いますので妾は

申述重へさせて戴きますと︑︾﹂う←雑誌が難

隣︵七寓側︶︑林産物︵川闘凹︶︑麻布誌

がいしっぽくにんじやうじゆんこう今んけんび

と︒ゆびＦ︑つふうをく
ざん
産︵各一禽同︶等に指を屈する︒風俗は

概して質朴︑人附涼厚にして勤紘の美
ふういうゐふそん〃よう壱くこいそん
風を有して居る︒﹁常村良硲一是が村
ぜにいこうもく雲たたはらむらじぢ
是︑二大綱目にして︑又川原付心自治
て会●一しやうごぜん毛ん・かくしゅ含かんゆう含て登
的標語だ︒全付各種の機淵は有機的の
れんらぐたらあいだす全ためいきそぜんそん
連絡を無ち︑相助け叉州競うて︑杢村
みんぜんぜいくわつうへひかり泡つうろ観ひあた
民の全生活の上に光と熱と潤とを典

やく瞳かだみぞんらよう・ふ
在で︑助役巾寓一郎洲が代理として種
人︑ふつぜん写うぐんにんわうち
々斡旋せられる︒同飛も談諦の小に一
しゆかびんそすひとみづふつう
種の気品を存する人で︑自から普通の
ものこと広ところ
含ところ
者とは異る肺がある︒聞く所によれば

ろ所は賞に偉と稲すべきである︒

こんにらもはんをんけんぜつぜん泡ん

ふだん浄りょうそＬ

村の人で多年佼長として育英に毒力さ
ぐわつぜんめいよによやくずゐぜん
れたが︑三月前から．名群助険に推聴
ゐ

せられ︑今日では模範村の建設に専念
されて居るといふことである︒．
○

そもノ１１仁はらむらや企とのくに挙可が駄霊うりめ

抑曳田原村は大和閥添上郡に在り︑

江らえきへ腫仁

奈良騨注距ること十二キロメートル︑
じ秤うしやこ・．しんじかんやくぷん生う

入の獅目は五十種の多に及び︑火は肥
れ
うせういたとりそろ
料より小はマッチに至るまで取揃へて

はらひこ︾︽しきん仁い過んわり暗いにう

ある︒挑込費金に封して年一割の配酋

をなすなど︑管利的事業としてのみ観
世いぜ含
るべきものでは凄いけれども︑成絃は

ぼしうがくかう鰹んし蕊じょしぶわか

郎一

自動車の行進時間約四十分を要する︒
ひろ
はうりめんや＄もつかこ
庚さ一︑二七方里︑四而山を以て園ま

ちう歩うぷせい蕊がい

れ︑中央部より西部にかけては概して
へいたんこうけようところりか︑含
平坦であるけれども︑陀陵が所盈に起

こぐしゅよう夢つきんちや

一﹄

仲脅よい︒小箪教育は云はずもがな︑

孟くこうらそあひにひらゐ

補習肇校は男子部と女子部とに分れ︑

こめ寺．

すうこんこうさんゆふ

は米の五千五百石を主要産物とし︑茶

伏し︑耕地は其の間に附けて居る︒戸
数は四三五︑人口は二︑五五六︑廃業

｜

ろ覗恥村範模螺良奈
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かくかうとうぐわけん言うくわ労にんしぷ

仁過

各高等科と研究科とが置かれ︑男子部
けんきうくわそがくしう壷がうと・フぜうがくモつけう
の研究科は其の単智期が高等小畢卒業
ちようきわにいづ
ざうていけんざ
より川丁捻奔までの長期に亙る︒何れ
じつきい奉らん過んくわいかていじつしう言ようれい
も脅際を亜じ︑年二回家庭賃智競働
くわいけ人蜜うばつひやうくわいひらもつとけい
含・研究霊表曾を開くなどは︑最も敬
令管︑︑十今やしようあだへそれらがく
服雅美に値することである︒夫等の単
に・小じよせい趣んにんくわつ亭フ
しうつ
源を積みつ上ある男女青年園の活動は
ふう含かいどんざんけふ
めざま
目羅しきもので︑風紀の改善・産業の
しんこう今．︸んけんららよくと・りじぢこ・フしんにいぜん
振興・勤倫貯蓄等自治行進の第一線に
全とうかんふ
よそ
起って居る︒他防にては未だ等閑に附
しゆふくわいぱいツころかいぜん会よう
ぜられてある主婦曾が︑墓所改善識
れいくわいじつこういかじつ
働曾を寓行しつｋある産ど︑如何に責
せいくかつかいｂよ・フしまけんうかがし
生活の改良に直刺であるかを覗ひ知る
で含む曇へか洋むらゆうりょうそん
ととが川来る︒宜なる哉村は優良付と
けん鱈んしぜい旭んたん隠しうがくかう
して腺より︑男子青年関︑補習畢校は
もんぷ均いじ︐ルじょしせい処んにんさん吟︽くみゐ貝蚕び
文部大臣より女子青年国・産業組合及
とし皇くわんけんらじゃんじんぷんくわいｈくぐん輝い
岡書館は螺知事より軍人分曾は陸軍大
じんそい︑人︑ひやうしょうそん菅の襲う
臣より夫々表彰せられ︑村是の﹁良

なくはやずでたつい

い位である︒

くらゐ

俗﹂は早既に達せられたと言ってもよ
○

はやしくんなかじよやくあんないしゆくしや

林謂と中助役とに案内されて宿舎に
つでんゆうぐわいちゃゆふくわんけいしゃやくいん

着くと︑電友倉︵茶業開係者の︶役員

お旗の山の紅葉ば

今韮盛りに舞ひ踊る

一八︑大橋渡れば城門の

電燈鮒らす其影走

菊桐蝿く紋所

にぼんちややふにいせい字隼と

舎ぽうとこみ場やい︑ふしやう

心家と意見を交換することは私の最

らい腰い

束﹂と題して︑日本茶業の大勢より大和
や韮とばんけぼんもと

らやひびやうげん今うこぐかはつようら
茶の批訓些一両及し︑一︲図家の溌輔地と

してた和ぱ本家本元であるが︑茶とし
ゃ全しろうぢたみつたうや全と
ては川城宇治の猪に雛倒されて︑大和
ちやとこれ雪よくめんにかい
茶を説くものはない︒之が局面打開の
せいさんはう出ん随い︾﹄のよく上う
さく
策としては製康方面に大なる努力を要
ともはんぱいはうめんそうい
すると共に︑販責方面にも一層の意と
含獄う旺．屯の
を呉

展姪じつさいてきし︑つらんぞくしつこ人涯ん

注がれんことを希望する︲一旨を述べた

ときうつ茅わ蕊んくわい

夫より貸際的の質問が綾川して謬談に

時を移し︑経りに宴曾となったが︑と
はうめんふえてとらう

ごめんこうＥ

の方面には不得手であるから︑途中で
御苑を募った︒
○

はやしくんめうにらこうゑんじかんうち

林調より明日の講演時刻について打

しうごうこん雁ん

書一食は一時に振る習慣であるから︑午

あほごうぐんげんにうち
合せがあった︒同君の言に﹁営地では
ちうピ含じとしうくわんご

後二時でなければ集曾困難だ﹂とい

ごじ

ゆゑたづこ毎つばう

ふ︒その故を尋ねると︑此の地方は一

記念の墓表そは何ぞ

一二一︑白石河畔に侍立する

含津い古城菰づぬ・へし

●

輩名主詩のあないにて

まれも仙蕊停車場

二二︑飛車に恐く行先は

武を練る露の勇ましさ

蹄の吾の襖馬場

秋雨暗れて眺めよく

二一︑朝のけしきの天圭墓

今ば教導畢枝ぞ

前には二十批聯除

華名屋敷ば北の方

二○︑乾門より出入する

衛兵威儀を正しけり

兵舎兵庫の雄てられて

門前近く場所恥占む

一九︑田村片倉屋吸跡

行くは兵士の勤番か

も希望する所であるから︑一︐茶業ハ｜将

席の誠話を﹂ルー懇望された︒康業の熱
しんかいけんどうくわんわにくしもつと

四五十名が集合して祁淡が始められた
うちわたくし仁いちやいふくわん
その内私に封して﹁茶業に淵する一
をきこうわご・処ぽうさんけふねつ

めいしうごうさうにん唾じ

ノ

／

愛の権化に歌はろ奇

駐んあさじちやかゆじらやうひつェうおも

訓導小野氏は人の知る

じびろしょくつぎやし生く

般に朝七時に茶粥をとり︑十時に茶受ることが必要であらうと思った︒

ちょっとにうわくおももちせいけいせいけんうちせいしきさん候いりょう

たが︑その後久しく煙滅して六七十年

壁もくかん含うじじよちうそ恥はやしくんけいいひやうだめちうじ主

忠臣金上戦死せろ

二九．誰端伊達家の各戦に

霧の海原涯リなし・

窓姥期くれば山の峡

田舎の汽車につぶや島﹂つ

二八︑煤姻いれく室に入る

都韮照らす此庭の水

開け行く世のありがたさ

織管兄えて注意ひく

二七︑東京踊燈溌電所

遼り迎へつ霧の問い

熱海商玉鴻泉場

含津支線の夕景︾巴

二六︑郡山より乗叩換へて

おのが身しらすなり下る

秋の畑野蕗飾りつ上

柿の縞産さながらに

二五︑トルネル越えて岩代の

今公園に校舎あり

白石城は窓近く

籾守か固めし輩名氏の

二四︑開ケ原なる職ひに

け︑一時に書食︑その次が夜食で︑一○

にらしょくしうくわ八ゐしゆくしやうらてみたくヤブにんてんのうごり聖う
日川食の習償になって居る﹂といふ︒宿舎の塁手に糊って光仁天皇の御陵

いか告ゐかんあだちやかゆじゆもくうつ丞うせいち象ら

ようせい喉やしく︑ゆわたくしくわんにいごぜんじばんりょうばしゆ茅③

如何にも奇異の感を典へたが︑茶粥とがある︒樹木欝蒼たる聖地を途すがら
なすこぶわたくしこう含しんうごぱいとき客んぽい上ていじうようじ
いふ名が頗る私の好奇心を動かした評した時から︑参秤は諜定の重要事で
めうらようぜひちやかゆぜつはんめづかナたはむ娘つうお
から﹁明朝は是非茶粥のお接伴に頂りあった︒乃ちその旨を通じて置いたの

たい一と要請した︒林荊は私を職待で︑午前七時半になると︑陵墓守部中

いみやご・しらめしめうお＄②④くんせいふくでＵか

する意味で︑宿に白飯を命じて置・いた西善一君が叶服にて川迎へられ︑いと

が︑﹁朝食に淡泊なるものを採ぶは年来御陵は人皇四十九代光仁天皇の聖地に

あきめしたん陸くえら弧んらい香りようじんこう低いくわうに入てんのうぜいら

ものだから︑一寸営惑の面持であったも誠敬擬虚の裡に正式の参拝を了した

諾を得た︒

の主義なることを説明して︑快く承して︑今より千三両年前刺鋲ましまし

しゆぎ唾つめいここるよしようい念弧んぜんかふしづ

だくえ蚕ひき︑えんみつ延ん

やうやばんめい詮こと
○前に漸く判明したぜ
もんの
であるとは誠に

よくちようもうもん︾恥ばりら全ふゆでいろみ労それ鐙以ｅ⑦くんかうい
翌朝は注文迦茶粥が出た︒色を見る畏多いことである︒中西調の好意で︑
易よつとめかみ郡ゐちやわんとをりょう瞳ごしやしんさん喉いしようそげい
と一寸赤味非幣ぴて居る︒茶碗を取つ御陵墓の御篤虞に参舜護まで添へて悪
くちはこしにざ含しうぐわくちや毛う
てロに運ぶと︑舌より先に喫畏が茶を鴫されたのである︒
ふくしやうめいわれ︐ｆ︑それ象こと

含むことを諸明する︒我糞には夫が誠○

・に気持よく感ずる︒給仕︑女中にその夫より林君に敬意を表する篇︑中助

に知だ含かきなかはん急や毒ふくろやくひろ諾かちやザふ趣つしんか労ぼたに含んしゆくわいＥよう

炊き方を聞くと﹁お釜の中に恭茶の袋役ゾ廠岡︵茶業熱心家︶大谷︵禁酒含長︶
い
りいたぺつくんあＡない号つくんていたく鈴とつ

−﹂

入迩入れて炊くのです﹂といふ︒別にの三詞に案内されて︑同君の耶詫誌訣
てすうじゆくれ八ようゑいぜいゆうこうちよらや土ぢの陸
・手数も熟練も要せず︑衛生には洞効のれた︒五六丁の川路を上ると︑茶丘と
上やうしょくゆたん陸かこにいていだく含ぎん
ものであるから︑常食とまでは行か田圃とに側まれた大卿宅が︑娩然とし
ばんかていと金一おりらやが抄ととのそびえゆんにんことしさい
ずとも︑一般家庭にて時折茶粥を訓ふて蕊立つ︒巌謂は今年七十六歳だとい

匡 一
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はんえんと主やう

がＰ・やしや〃︑かじさいⅨいふゐ

こんにち

ふが盤鍵として家顎の采配を振って居
ばにらざがぞとこぎかはやしくんこう
られみ︒働き樵り男縦りの林君が公
含ようじいうくわつやくかじて含
共事業に活躍せられるのも︑家事的に
しん陸い
うなづむら
心配がないからだと首肯かれた︒村の
ちうわうじいん
ずんか︑すさんけい
中央に寺院がある︒寸閑を愉んで参詣
いんしゆけん
しんゆんしう
した︒院主の言に﹁とＬぱ腫言の一宗
らかごろれいてん伽けう途は倉
ですが︑近頃例の天理教が巾を利かし
ゆうよこしんじやふ
て︑百有除戸の信者を殖やしました
かた

か︑今日はその繁延だけは止つた様で
すが﹂と語った︒

れい嬰鮭にくん

あたくしらいひんしやく賎

．○
にらがくかうそつゆふし失うし典じゆよし含ご

廿三日は票校の卒業詩書授興式が午
ぜんらうおこな

さんれつ

前中に行はれるので私も来賓肯に加
わ

へられて参列した︒例に依って何か訓
いらい
そつげふせいぜうがく
話をとの依頼があった︒卒業生は小畢
かうぼじよがくかうけＡきうくわかくしゅ

一﹄

校袖助畢佼研究科の各様であった︒此

むらぽしうがくかう隈とぜん矛けんきう

の村は捕智畢佼より殆んど全部が研究

くわにうがく巻とこちようへいて害れいがくを含

科に入畢し︑男は徴兵適齢まで皇畢籍を

は
たねつしんあるひじ
離れぬといふ熱心さである︒或は三時

しんどん世いけいせつしょくんｇ

さようきば鋤ぽわれノー１ふんみく

森厳な易聖景に接しつ肥ある諸君は左
樫毒かんご賑ん窓・もじつ
程に感じないかしれぬが︑自分は昨日
いらいごりょうはいごとせいしんじゃういにい
以衆御陵を拝する毎に精祁上に偉大な
かんや言含んらようふんれいおこ
る感激と緊張と蕪働とを赴しつ上ある
くわんきよう世いしんじやうおよところ
のである︒環境の精祁上に及ぼす所
しょくんたい

江ん

の作用は極めて大きい︒吾盈は民族の
低ふりぼんもと

そんけいしん労こしょくんわれノー

本家本元である諸君に封しては︑何と

なく尊敬心を起すが︑諸君はまた吾々

たい

くわんとうしんかいらものき

いやうみの

しやう

に調しては︑開東の新開地の者が来た
かと異様に見えるであらう﹂と述べて
一笑させた︒

ゞ○

べっしつちや通つしんかだずうしうごう

よさう

しつらんこれそつげふせい

別室には茶の熱心家が多敷集合して
ちゃみばん庭こいひひやうばんぬん警
茶の見本を出し︑之が批評から本年度

じゃうしんらくざはふしつちょうしうにんじよぜいぬん

の諜想やらを質問する︒是は卒業生に
たいくんわやす
謝する訓話よりもお易いことであるか
しやうきいしよけんの
ら︑一常詳細に所見を述べたのであ
い上︐ｆ よＴいこうえんじこぐ含くわい
る︒愈璽諜定の誹減時刻が来た︒含

場は新築の作紘室で︑艦衆は男女蒜年

園員軍人分禽員︑その他一般村民とい

雁んいんぐんじんぷんくわいいんだほんそんみん

間の長きに亘り︑脚部にシピレた起す

かんながわに含やくぷ竹こ

陵墓︶人心教化︵皐校中心︺祇曾教育

りょうはじんしんけうくわがくかうちうしんしやくわいけういく

えんにいかかせいしんとうもくしやうご

かばぽれよみたけらＵら

ふ謹鯛であった︒﹁余が硯たる川噴村﹂
こむら逢いしんとうらうすう

は漣しこ含うよ

といふ演題を掲げ精祁統一の目標︵御

と言

りて﹁此の村には精祁統一の中枢たる

時であるから話の呼吸も六かしい︑依
くわうにんてんのう考りょうめざゆう

光仁天皇の御陵がまします︒朝に夕に

摺上限の松の森

見渡す墓に苔のむす

三○．縦に黄金のなりさがる

折リノ︑皇子の遊びます

磐梯山も募れて行き・

翁島さへ黄昏ろ坐

三一︑含津若松夜の雨

いざや走らん東山

開のとばりを下すとも

紅葉の秋は遅くとも

三二︑黒川くりの祁住家

いと懇膿もてなして

輩名主君と我等をぱ

昔語に夜を深かす

三三︑霧立婦のぼる東山

つ斗﹄ぬ流れの黒川は

璃残のもみぢなほ紅く

せＬらぐ水の影臼し

三四℃葦塙氏蒋提の天寧寺・

移り錘れろ世態かこら

城芯す昔の様もなく

祇先の位牌に叩醐きい

小田山下の賓積寺

三五︑聡氏公の木像や・

にんピよきいぬん鱈んかくしゅにんだいと雪こ

︵男女青年圏各種圏燈︶より説き起し
じぢ似んざ・さんゆふしんこうとおよ

濁逸人の気風〃

飼民皆兵

不具者でない限り男子は必歩兵役に

こん︶﹄きがうぜめめかくてらようしく

て自治の本義︒産業の振興に説き及ぽ
やくめばだこうえんをは
して︑役目を果した︒講減か了ると︑
今度は揮革攻に雷つた︒各手帳に詞句

徴せられる︒初めの一年は六週間かの

みと安元ゐとあといちい

る◎

の競技倉が行はれる事射撃曾脚様であ

をなし置く義務があって︑各部曾に馬

は出来ないし︑常に軍賜としての訓練

馬は或重量以上のものは脊負はすこと

ときは︑馬も無償で下付される．其の

取るやうになって居るが︑諜備になる

して帽子の上に賀品をつけて蹄ってく
るものに出遭ふ︒騎兵は大抵農家から

れて︑︑日曜日には射繋曾があり︑競技

て居ることが度盈ある︒賃弾も供給さ

けて︑自宅から一切の武装をして集っ

剣︑背嚢等は︑自熟に保存るすことに
底って居て︑不時に一寸非常召集をう

週間づつの召集をうけて居る︒小銃︑

短期教育を受け︑四十五歳まで毎年一

を認め氷２Ｌは︑後から後からと依頼
ずう全いかをやうやじ漂八
する︒十数枚矛書き絡へて漸く自分の

ゆうししやすうめいていりうじよおくを

身鎧としての自由が典へられた︒夕刻

からにじゆうあ仁いうこく
右志者数名に停留所まで透られ︑惜し

わかつこようぢ生らばく

き別れを告げ此の夜は宇治町に一泊︑
よくじつしやうでんさんモう診とづちやにうせつめい

翌日は松殿山雌を訪れて茶道の説明を
号それきょうといたごしよはいくわん
蝋き︑夫よ０京御に到り御所を舜槻し
ろうは含たくあいきっ
た︒老母に齢宅の挨拶をなしたのは廿

にらごごじ

六日の午後四時であった︒

︵昭和四︑四︑六日稿︶

山川の末にながるるとちからも
身と捨てこそ浮かむ瀬もあれ

■

二

−

、

ＪＪ

ろ覗態村範漠嬬良奈
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こな穴かな士の墓所

到乃虚に香華焼く

三六︑直盛公の築かれし

黒川城は禰垣と

膳塊にすさぶ風寒し

樺の古木いと高く

三七︑輩名一族二十代

小田山一帯墓所

あばれはかなくなりにけり

戊辰の役の兵喪に

三八︑小田の嬬家にひろげして

蹄リル急ぐ一行は

別れ走惜む含津騨

葦名主対の見送りに

初代は葦名盛連公

三九︑覗先は佐原十耶公

二十八世の御末なり

奮主と仰ぐ通達公

四○︑霜朝以来四百年

我等がⅧ先の葦名家走

含津文化の開拓者

嵯昭代のありが稚さ

訪ひつ訪はれつ今の世膿

細道帥第三十回定期綿含の記

四月十三日午後二時より例に依り故正副

者

曾長年祭韮開く︑此の日は徳川︑服部正副

一三回

Ｂ

本含第三十回定期総倉は四月十三︑十四︑

含長走始めとし心遺族西村一彰氏︑募集委

設けられたＺ祭壇に韮まれ祭丈︵別項参照︶

絡りに服部副曾長の濯奔と共に菅員一同燈

一 、 〆 − − 、

１Ｊ
祭文

天地正大ノ気溌シテ一目蔑采ノ樫テ開ク
ノ展テ以テ済酌庶麦敬デ故日本弘道念長西
村茂樹先生故雷長谷干城先生故副曾長南摩
綱紀先生故副禽長松平忠威君故副脅長一子爵

花を悩ます春雨ば降り綾いてやむともせ胆

員長堀田正恒氏︑諮議吉田静致氏︑監事祇

十五の三日間を期して畢行された︒前日来

ぱ︑天候如何にやと気遣った所が︑折よく

松平親信君故副禽長侯爵徳川頼倫君ノ鐘テ
昭和ノ大瀧既二誌ハリテ歳亦改言リ新御

祭り是ノ日本禽第三十回総含ノ開催チ告ク

更に脅員約五十名︑地方よりは祇烏支脅の

郎氏等其の他多敬の役員方の御出席あり−

にうら＃︑とかきろひ立つ風憎も春の麗か

木村氏︑千葉螺東部支含の布施石橋二氏︑

島甲子三氏︑評議員松井茂氏︑同高島平三

さ走偲ぱしむろ︒本年は気候が不順で︑否

佐原支曾の青木氏︑豊岡支含の繁田氏・八

も十三日は朝来より晴れ渡りて︑油へる緑

宇ノ第四年胎蕩ノ春央ニシテ今ヤ上二

例になくまいとは︑人々のよく口にする所

い︒狩萌えづろ草も木も然りで︐誠に自然

て造族縄代として

期誼あり︑次で含長玉串か謹前に捧げ領い

庚江主事の挨拶に次で︑徳川含長は兼て

王子支含の天野氏其の他出席さる・

は正しく時起知るものである︒自然は叉確

この恵まれ求日に晴れの第三十回の縄含な

村一彰氏の瀧奔あり︑

かなものであろことよ︑この票まれた時に

られて樫花は蝿漫と咲きほこる時韮遠はな

であつれが︑か上る人間の感畳は見事裏切

色の空牟現し︑霞は遡り走覆ひてそここＬ

至尊ノ鋭意治化チ園ラセラレ下二釜幽民ノ
大患奉祇二常テ傾注シ泰リタル忠誠・ノ至情

トシテ春海ノ加キ者アルハ常一二段ノ精采

未タ曾テ衰へサルアリ邦家進運ノ前穏洋洋
テ加へ切瑳磨砺更二策進迩住スヘキノ秋ナ
ルチ感セシムルャ切ナリ故三先生並四君ノ

夙二心カテ霊クサレタル所其ノ功空ジカラ
スシテ陶運ノ郵隆年一一其ノ歩武テ進メ以テ

世道卜人心トー資益スル所アリト難︑而カ

今日二至り本蒋ノ期圃スル所亦著々トシテ

育勅語稚捧誼麿江主事の本曾甲乙要領の則

含す︒先づ徳川倉長一同敬潅裡に雨し︐教

暫時休憩の後午後二時牛︑定期総愈恥開

拝し之にて年祭恥終る︒

ざる走得ざると共に︑うた比慨の鍵遥と勝

開く本曾や︑その醤き染えある歴史か偲ば
モ欧洲戦後一ダヒ人テ疑惑二投シ人テ不安

率の畳悟に思ひ及ぶや切なろものがある︒

第一日︵四月十三§

二暗レタル思想上並縄漕上ノ不健賞ナル潮
子園ノ渚テ淘上謀叩淘上去リテ賓夜チ分タ
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誼ｂ徳川含長の別頚の如き式酢期讃︑総り

I
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流ハ今術無形有形ノ千波寓波来テ我東海君

《
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記の曾協回十三第曾道弘本日

に千葉螺東部支含代表布施錘次郡氏の呪辞らぬ差額︑及諜怖我の使途雑に就いて問ふ

謙なく可決︑それより珠算に移り︑之又一

期顎︑山形螺飽海支愈よりの覗髄披露あり所あり︑庚江主事之に答へて決算ぱ繭場異

ぱ寄附金募集部の事に就き一言され︑特に

同異議なく可決決定す︒それより庇江主事・

ス大憩奉凧ノ際二表魂シタル君民一家ノ完

鵡述ぶ︒次に徳川愈長は立って﹁本Ⅲ第三

次で高梨惣助氏は愈員一同を代表して答僻

十回定期総愈を開くに憐りましてば︑熱心

武平氏紹を介一︐︒それより背山泰次郎︵東

今回就任されし寄附金募集部副委員長繁出

カレサルモノアリ是レ蹴二愈閲髄ノ大盟チ
明ニシテ人心ノ疑惑チ解キ畢鯛一小道義二

な乃曾員諸君が蔑障怨御誤繰りあって︑多

美ナル鯛箭モ其ノ恭軸往往ニシテ殴愛チ宛

勇ミ徳操テ養上加先ノ通風チ頴彰シテ心心

数御出席下さいまし証ことを深く感謝致し

より含勢掻張に開し意見韮述ぶろと共に︑

京︶繁田武卒︵埼玉︶加賀美幽光︵東京︺氏等

相承ケ脈脈州博へ金臓無映ノ邦家チシデ益

ます︑顧るに祇態の鍵遜は驚く・へきもので

光輝アラシ今へキノ途上二立シ毛ノトス
今縄含チ開クコト正二三十回君子ノ道未

そして本日は之か以て打切りとしたいとの

非明日の協議膜之走上ぜ︑群議せられたいｐ

然も日に増しに細てが物質的にのみ流れて

この五六十年間に於て改善されれことより

タ意ノ如クニ長スルチ得スシテ小人ノ道撤

縦上時運ノ然ラシムル所人心ノ饗フ所大風

も悪風潮の方が多いにいふ右様でありまし

て例年のＥとはいへ︑総脅の三日間は何と

動議恥提出す︒此の畔頑烏甲子三氏は立っ

田武平氏は立って︑含勢描張に鮒してば是

ノ傾クカ加ク一木ノ能〃支フル研ニアラス

て︑今や我日本弘猶曾の責務の益々大なる

か短縮するの方法はないだらうか︑お互に

営局の意見たも訊す研あり︒最後に再び繁

ト雌荷クモ中流ノ砥柱チ以テ任ト甥シ而カ

Ｅか感ずる次鉱であります︒何卒含員諸君

多忙の身をして︑三日冊は容易でないと思

つつあるＥは誠に寒心に堪へまぜん︒随て

モ世祁時態間今Ｈノ如キテ苑レストセハ不

は吾な起鞭捷式ろＬと共に︑協力一致して

行くの結果魁．あたら緒祁的方面が影か潜め

肯等ノ誠意未タ弾クササルモノアリ努力未

本命のたあに層一層の努力を致され︑以て

君ノ英識二識シテ伽悦二勝ヘサルモノアリ

タ到ラサルモノノ存スルカ鯛ナルナキチ得

ひられむことか翼ふ次第であります﹂とい

現下壮曾の憂忠を一掃し・皇恩の寓一に報

消セシムルチ得サルモノ多ク故三先生並四

ス是レ錐二不肯等ノ今後更一二層ノ策勘チ

ても御考慮九願ふとの注意あり之にて徳

ばれるから︑明年腿よりは何とか常局に於

加へ憤溌興起以一プ斯女斯強ノ億二身命テ惜

トチ度テ故三先生並故四君ノ霊前ニ誓う所

マス以テ君剛ノ偽二寓一ノ報効チ岡ラムコ

東京府下の稗員並に支曾の炊勢に就きて訊

あり︒終るや吉田王丈君︵東京府︶ば現在の

務の報告︑並に別項の如き決算諜算の報告

ふ意か以て挨拶せらろ︒次で贋江主事の庶

曾︑含長の挨拶に始り各自自己紹介乃兼て

急いだ︑含すろもの三十七名︑午後六時開

それより九段富士見肝に於ける懇親倉へと

日の日程は並に無事終了悲告げ衣︒一同は

以ナリ言ハ易ク行ハ難シ在天ノ英霊幸二不

し︑次で珠算と決算との間に生ぜる少なか

川含長閉含走告ぐ︑時に四時半なり︒錐一

幾フ

肯等ノ前路二愈加護テ垂レラレムコトチ庶

雨

記の含縄回十三第曾道弘本日
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記の曾縫回十三第曾道弘本日

昭和四年川月十三日
日本弘謎含長伯爵徳川達孝

式鮮
裡花蝿漫トシデ寓采ノ春正二会圃土テ粧

同一Ⅱの鍔↓．︾忘れて楽しく散倉す︒

意←聞かざる者多きといふ有様︑九時半一

た︒然し熱誠は鮭って五分間の禁を破り注

菰分冊のテＩプルスピーチに一同慨を霊し

活動が出来るのである︒さて荊徳の問題で

も動く︒本含も亦此二者丸俣って父完全に

ある︑而して此二希韮兼て始めて完全に舟

であるが︑無形の石炭は即弓熱心と努力で

西村先生の如きは︑将世界何の先哲も然り

と誰く︒然リ之は拘に尤も江ことであるが

あるが︑人或ば道徳も時勢に準ずる要あり

今日も昨日に引寂身き快晴︲麺好の花見

であるが︒一面時勢に準ずると共に︑一面よ

第二周目︵四月十四８

縄含チ開クハ其ノ．事固ヨリ毎年ノ佳例チ追

日和である︒然も日曜日にて︑今日恥措い

鮎スルノ時我ｎ本弘通倉ノ恰カモ第三十回

ハ人チシテ附仰感裟スル所アラシムルモノ

う二外ナラスト錐回テ甑ネテ此二到リタル

らろ上ので．本倉の如き時代に準ずると共

り多く時代に先行し百年の大計をたてて居

に更にそれ恥超越Ｌて︑時代先行の一人あ

てば本年の花もあた負見逃すといふ好期に

疲れも見せず綴々と出席され︑その開曾恥

も係らず︑熱心なろ曾員譜君は︑昨Ｈ末の

年年歳歳撰花ハ常二蛋然ダル清白雲チ欺

似て自任しなければならぬと思ふ︒今祉曾

午前九時開含︑畦頭先づ諮問事項の討議
に入る︒諮問案は

０○○○○○○００○○００Ｏ
政治道徳二開シ圃民ノ自豊ヲ喚
○○○○○○○

あるが︑これがやがて縄ての方面に弊害を

み汲々とし︒明日の事態考へるものは稀で

Ｌありとはいへ︑只それ日々眼前の事にの

の状態を眺むろに︑生活の不安に襲はれつ

促さろろの状況である︒

多シ

クノ光テ失ハス而カエ﹂歳歳年年枇態ハ必ス

紛如ダル難糠締チ素スノ端チ異ニス一貫シ
テ漁ハサルモノ既二斯ノ如ク寓化シテ窮マ
リキナモノ復タ是ノ如シ此レチ守ツテ彼二

理筆者の仕事の様に老へる傾きがある︒こ

起スル方法如何

徳川曾長は立って︑含員諸若の昨同率の

ス一大光明ニシテ又拘二稚邦ノ進路テボセ

鵬ス吾力迩錘ニ在り是し本曾ノ前途テ照ブ
ル一大指南車タラスムハァラス刊．花ハ語ラ

に開し何卒充分なる御討議の樫悲願ふと冒

鍔走謝し︐重収て本日亦諮問案並に協議題

る其中の有形の石炭は所謂韓通の焚く石炭

炭を要する︒万炭には有形無形の二つがあ

く．今註に一つの舟乃動かさんとすれば石

あるの昨︑本脅は時代に先行Ｉ︑病気を未

署か現代が総て時代に引摺られて行きつつ

霧ハスムハアラス本倉ノ任務因ヨリ此二存

願フニ今赤ハ大鵬テ行ハセタ言ヒシヨリ

ス

正二五箇月テ算スルニ抵キス全測念然ドジ

１１Ｉ

然に防ぐの名鋳たら胆ぱならないと論じ︑

化されれ結果︑ともすれば道徳を以て一倫

ス世態ハ滞ラス而カモ沈獣ノ中二啓示シ推

のが名署か︑病蕪走未然に治療するのが名

れ叉誠に寒心に堪へない︒病人を治療する

生ざしむろと思ふ︒叉現代は跡有事が真問

移ノ間二開展ス天意ノ存スル所人心亦此二

頭し︑次で同諮問案提州の説明か述べて日

１１Ｉ
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I
デ叉没二全図民ノ提エス範チ後代二垂レタ

至情員二樫花ノ澗漫タルト其ノ盛観チ同シ

テ吾力皇ノ銀典チ奉賀シタル忠誠無二ノ

れた所である︾撫芳に近来ともすれば政治

異論のない所で︑西村先生も兼て力説せら

道徳が密接なろ開係を有することは伺人も

次に政治道徳の問題に入って日く︑政治と

といば奴ぱなら推卦鴫本曾としては常問題

で︑立憲何々蕊と云ひ︑立鶴とはいふもの

私は道徳と政治の開係及睡別か説明して

がない有様である︒

或は文書に誰演に一大逆動走起すこと法律

ること︑及立徳政薫設立の三個降走提示す

係丈恥調査して謎徳に反する部分走改正す

の如きとくと考究せればならぬ所のもので

高梨惣助君︵東京府︶例に依り幾岡支曾の

ニアラスヤ斯ノ続華チ愈閲揚シ此ノ本色テ

ある︒今娃膿．政黛の存在が良いか否かを諭

のがあると恩ふので︑之が答申案に就き同

答申案が作成されて居るがｂ至極結構なも

るものである︒

盆溌揮スルハ大衡ノ使命タリ思想ノ和殊レ

議すろこと侭容易ではないが︑要するに曾

繁旧武卒君︵埼玉螺︶御請求に従り農して

支曾の説明を願ひたい︒万

て其一々に就き具艦的に説明する所あり︒

我支愈の答申案に就き説明申上げます︑と

加賀美圃光氏︹東京府︶私は本問題に封し

乃期せらろろであらう︒木曾は先蝿者走以

焦眉の急務であら紅ぱならぬ．此の見地か

ぬものは致し方がないからである︒そこで

敢て大きな問題か掲げれくない︒責行出来

私は政治道徳に開する記事延雑誌の上に努

らして︲同問題蕗本年の諮問案とし諸君の

於かれては充分の御審議あらんことか願ふ

御協議を煩し放課である︒故に何卒諸諦に

て任じ︑政治道徳の嫡正に識力するが如き

︑

︑ｆ・よく日本化されて而してよ︑く浬用の全き

塞

ル利害ノ同カラサル勢上千種寓別ノ蝿化ナ

て伽教が乱鹿より支那︑支那よりⅡ本に博

ハ正二壮年ノ戚域二蹟リジモノトスヘシ絶
食テ開キテ側数此二到リジチ願ミル一一畔代

此の畔本命Ⅸ政治逝郷の喚起か促すぺく意

の選畢が行はれんとして居るの時である︒

海老原丑之助君︹東京︶今や市町村念議員

めて掲載せられたならぱと思ふのである︒

南勝太郎君︹東京︺本諮問案は時節柄重大

少継々述ぶろ所釣叫も魚審議に入る︒

コト既一三一タヒ歴史アリテ雲り未タ曾テ右

て飴あて金きん得るも︾いか︑特に立徳側Ⅲ

虻問題である︒政治は元来道徳態中心とし

に際し画か坐る注意をなすことは効果が少

︐︑ｒＱＪ︑〃ｊ︑Ｊ１ＦｂＪＬＪ︑〃︑Ｊ︑〃足〃心ノＬＪＬｂ〃．︑ｒ１ｆ

見書か配稲してば如何︑選畢の行はろ上時

Ｌ１ＩＪｋノ︑ノーｂ︲︑アくりノ︑ノもｆ︑ｒ︑くノ︑／︑〃︑／ｈ／︑ノ︑〃ＬＪｈＪＩＪ︑〆︑／︑〃１Ｊ︲︑″ＬＪＬ″ｈＪＬノｈ〃︑〃︑〃ＬＪＬＪ１くＪｋＰ︑Ｊｑ１１１宮Ｔ３３１ｊ︑グー１１︐．１

本に於て此の老へが閲民から失ばれて宋求

ラサリシ倣界ノ大戦乱アリシ後今ャ十有二
年歩域二進ム本曾ノ使命ト精神卜︲チ老フル

二誰力復タ凌燕興起更二大二篇ス所アラム

ことば遼憾である︒政黙の如き︲も法律慨能

年チ閲ミセ叩而カモ縄含チ重ネテ齢正二壮

ノ推移誠二隔世ノ感ナキチ得ス御宇改マル

豆

キチ得ス自カラ多諏異様ノ蹄趣ナキテ晃カ

華ト本色トチ愈鮮明ナラジムルハ本愈ノ樹

態世洲二迩腰シテ此ノー賀漁ハラサルノ紡

ニ至テハ柄トシテ日月ノ如シ此ノ如キノ時

って︑それがよく日本化された如く︑政蕪

と迩徳が別とになって来たことは誠に談り

〉

レスト雅其ノ間チ一貫ジテ漁ハーフサルモノ

ル所二係ル此ノ至怖ノ溌露チー質スルモノ

…

此レ登二我力閏鵠ノ締華我ヵ図民惟ノ本色

クセルハ夙二宇内ノ歎服措カサリシ所ニシ

〉

齢チ重ヌルコト三十卜言ヘハ個人二於デ

二努力スヘキ所タリ

一 ，

１１柳１１１

、
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次第である︒

繁田武卒君︵埼玉︺もはや論議もつきたや

瀞化のたあその黄行為期せられたい入翼ふ

︑ないと恩ふ︒叉来月鞭の雑誌に同問題に

うであるから︑委員附託に願ひれいとて︑

︐

高梨惣助詩︵東京府︶私は小畢校に奉職し

討論絡結の動議悲提出す︒派場異議なく可

封する本曾の意見准謹表せられたい︒

ダナルチ加へ殊二今年ノ総曾錘二三十回チ
い︒私は小畢校時代より道徳及政治遺徳の

て居る開係から︑此の方而から論じて見た

リ下二倒民畢鯛一致忠誠ノ至情チ棒ケニ″大

に政治遊徳か酒菱する様な話な聞かせる様

いふ様なことがあるが︑此等か教うろ場合

現在の修身書にも︑市町村︑選畢︒公民と

事か教育することは必凧であると老へる︒

して耐委員に附託することとたり圃腐江主

となる︒此の時本倉提出の協議事も一括

決し︑倉長より九名の委員か指命すること

知ル可シ不符乏キテ愈長二承クルコト多年

是二於テカ其ノ意義愈深長ナルモノアルテ

溌な効果があると思ふ︒

掛けに依て︑六ヶ年の課程恥絡ろ迄には相

にするのである︒教員に心あらぱ不断の心

りたり︒

ノ金剛土一二旦リテ澗漫ノ盛覗テ呈スルモノ

瀧テ奉覗シタルノ除郵術衰へサルアリ梱花

事協議事頂起説明して同意か求むろ所あ

上﹃一吾力皇ノ鋭意治チ岡ラセタマフア

チ派玄ス

算スルノ歳二於テ意気更一二段ノ新タナル

ハ日二新タナリ今本禽ノ透奮興起亦年二新

一トノ感チ深フセサル
サルモノアラムヤ君子ノ墨

… 一 一 〜

︶

石川二三造謹言東京府︶娠側新聞紙上を見

ふ︒

ても黄に道徳上慨歎に堪へない世和であ

﹄

ノ盛麺チ凌クニ至ラシメ由テ邦家ノ進運二

シテ棚花ノ正二眼前二展開スルカ加キ鰯漫

寄興シ由テ以デ吾力皇漁化ノ葛一二稗補

本支曾迩絡披張ノ方法

一︑木含ヨリ責任アル人チ汲シ各支曾テ

ー︑右出張員ハ各支含所在地二付キ支含

巡歴セシムルコト

ト祁談ノ上有力皿熱心ナル同術者若干テ本
含二入含セジムルコト

ー︑支曾ノ設ケナキ地方二於テモ前項二

ー︑前項ノ同儒者二於テ含員ノ勘皐二任

準ズルコト

１１

南勝太郎君︵東京︶韮耕部の事業惟就て訊

ズルコト

ふのではない︒私ば今後益々霊力して祇曾

ろ︒然し道徳含が救ふの醗地が之なしとい

す所あり︒

シ奉ラムゴトテ乃ハチ総曾ノ初二方リー言

１１１

所感テ陳へ以テ式群ト烏ス

！〜

協議事項

今術隣邦一衣榊水チ隔ソルノ大陸術民生ノ

と率に
いて今
ふ居日
ころ種．

斐定チ得スシテ人心ノ寧静チ得サルモノア

脊椴

磯搬蕊鰯︺繊織窯溌
慾くた
を慾･

ルチ望見シ我邦ノ世洲時態ノ惑上易ク動キ
易きプ目賭シ本命ノ使命愈敢キチ念上不肯
ノ任亦極ハメテ重キテ致シタルチ感ス糞ハ

ろば至
o多つ

とは没に政治壁の骨子であるから︑この無

クハ命員諸荊ノ協力卜輔翼トー依り縄曾ノ

あ末に

齢正二三十二達シタル本曾ノ使命テ完ブセ

の不施
で始す

慾といふことか義へろの必要があると思

墓蕊

シムルカ馬二読本含ノー貢セル努力チ褒揮

湖ぞ

一 一

−

奄道て
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か︑量韮軍んするかといふことである︒私

申述ぺたい︒それは愈員の質を亜んずろ

川幕府の堕落しきつれ際に彼の四十七士が

時弊を救済するに適切である︒故に恰も偲

一つｊ︑が今日に雁凧Ｌ活用されて立派に

ば勿論である︒弘逝禽の乙雅要領の如きは

してば大いに努力しなければならないこと

円本弘撞含第三十側縄曾祝僻

は戯か問題とＬ稚いと老へるのであるが︑

朋祇如く︑昭和の所右方而に行詰った今日

勢描張に就きて一言

凡ソ賢哲ノ圭世二出デテ呼雛スルハ必ス

とく．と御考慮牟願ふと云︑かや︑徳川愈長は

諸溌は委員附託前に之が根本方針に就きて

繁田武平君︵埼玉器

時代ノ疾患チ救ハムカ癖メナリ両シテ疾患

ろの畳悟がなければならない・

我日本弘逝脅は今日の四十七士を以て任ず

昭和四年四月十三日

大ナレハ随テ大ナル道念卜努カトチ要スヘ

之に答へて質は勿論重んずろことである

の上に重大な影騨を及ぼすものである︒そ

上に居る者の一畢一動といふものが︑一般

日本弘黙脅長伯爵徳川達孝

シ日本弘通曾祇西村先生ノー身チ棒ケテ弘

が︑量も素より多き走望むとアッサリ形付

木興左術門消︵典京︶小川満洲︵千葉︺雨勝

繁川武平君︵埼玉︶宗像進眺蒋︵東京府︺寺

元来日本は縦に変達し北閏であるから︑

道二需津セラレシモ亦此義ナリト信ス即チ

けて︑委員走指命さる︒番貝左の如し︒

レチ見テ婚来チ涯慮スルニ出ツレハナリ愈

ノ間チ窺上隙二乗シテ襲来スルハ殆ント外

是二於テカ疾患ノ従大チルテ知ル可シ其

た待つより外荘いと迄言はしむろに至っ

何か大きな問題にでも出合してｎ蝿するの

り走生じて居る︒故に人恥してこの職では

考へ誤すに現代の仙祁は所有方面に行詰

へぱ︑それは震際生活に卸して大衆に喰ひ

者を得つ上あることが何に原因するかとい

ことは勿論であるが︑然し彼等は途日共鳴

メキノ︑と進出して来た︒彼等がよくない

た︒然しさうだからと云って︑何も教化の

たりでも儀程注意しなければならない所で

入るがたあであＺ︒この泌ば日本弘滋衡あ

ー

グ

へ

…

常時教育施設ノ方針武ジキチ失ヘルモノァ
祁逝去セヲレ後総者通志チ迩奉シテ大二努

て居るの有様であるところから︑上に立つ

鮎が多く︑随って一般の上に悪感化恥末し

て上にたつ人々の行鯛が術もすると遺憾の
王丈消︵東京府︶

者をして如何に教化するかと云ふ重大な問

こで今日の朕態ぼ政府要路の人々走始とし

右委員は別室で委員曾走開くことＬなっ

一郎君︵八王子︺高梨惣助譜︵東京府︺吉田

ク所ハ人カテ以テ如何トモスル能ハサルヵ

たが︑その前に本曾評議員法畢博士松井茂

・太郎飛︵東京︺木村新太肌君︵祁島︺天野佐

抑々人カノ未タ至一フサルモノアル力近来奮

題さへ叫ばれて居ろ︒

力スト錐人怖慨態ハ益々険悪二趨キ逢二思

然立テ凹民批徳ノ事業二禰ラルル人士卜剛

氏の御感想牢聞くことＬなつ士︒そこで同

想固雌来ノ蕊チ聞クニ至しり登二大勢ノ趨

魁トハ決ジテ紗シト侭サス而シテ猫ホ斯ク

輝士は立れれ衣︒白く︑

剛思想ノ病菌一一シテ其長蝕ノ劇ナルコト蛮

ーテ防術二勉ムルア｜フムノミ両レトモ健全ノ

除地が全然ないといふ鐸ではない︒吾々と

ＪＪ
一︸蒙古衆ノ如シ此際上下一心結束チ固ウシ

さてそこで無産縦などと云ふものが近頃

ノ如シ

｝

聡躯ハ如何ナル妨森ニモ熊染セサルテ思へ

一

一
一

１１
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徳チ鼓吹シ職皇叫祁明ノ徳チ禰讃シ歴史ノ

錐要ハ洋畢ノ偏垂二瞳セスシデ大二東洋道

反嬢メルゴドテ得ン其叢策多々アルヘシト

ハ巣シテ叫民弛徳・充武スル諺／畔必能ク之チ

一鮎になって︑それに渦されるやうになっ

にやがて立憲閏となると凡てが法律の理論

一黙張り江時代は権力が専ら行ばれたｃ次

原質として二元的であると私は思ふ︒縦の

ある︒元来法律や迩徳︑宗教の三謡はその

題を常隠考究することが緊要であるｃと結

政治か無説してはならない︒そして賞際問

い︒吾々は経済を抜きにしてばならない︒

水の中に居ては決して廻穐するものではな

車は水に即して廻ろもので水の上に居たり

︑″︑Ｊ〃ｈ″″ｈＩ″ｈ

這義チ閑明セ金刈ク以テ蒔迩テ挽回シ得ソ

てが蓮徳化されなければならない︒既に古

た︒之ではならない︒今後はどうしても凡

徳先生の教訓は味ばふぺきものが多い︒水

今ヤ木曾ハ含鮪復興事業黄金テ決行シテ基

達ジ命弧ノ難二劉揚スルコトチ得ン謹テ部

歩武チ趣メッ︑アリ庶溌クハ本愈ノ主張テ

の如き法律が迩徳化されつ槌あるといふこ

て勺遡徳時代になすことによって︑その図

斗︑擢力︑法律に依る域から一日も早く脱し

り一同之に異議なく可決す︒

議事項の拝申案を示して賛同を需むろ所あ

員倉の錘過を報告し︑別項の如き諮問案協

午後三時半再禽ｂ繁山委員長は立って委

昭和凶年四月十三日

○○○○○Ｏ

諮問案並に協議事項の答申は左の如し︒

化ぼ衝現す・へくもない︒共産露の連中が現

屑ろものＬ如く考へて居るやうでば到旋教

濁りそれ等のものと切り離されて超越して

燕集シテ観民誠木テ編纂シ之ガ普及汎行チ

曲︑講談︑標語︑浬謡︑川柳等︶及圃蜜チ

一︑政治通憾二閉スル沌俗交霊︵小説︑戯

攻治迩徳二開シ幽民ノ白昼テ喚起スル方
︑︑
法如何

諮問事項答申
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

るか走思ふとき︑本稗の如き一口も嬬閑と

代に如何に所右手段悲識して活躍しつＬあ

ー︑前記ノ事業チ官臆ノカニ依リテ蛮行ス

の如き何庭迄も武際に即さ胆ぱならぬのに

二雄謙スルコトー
峨峨抑諦卦諦寺︾一砕紳郵三

ペク本曾ハ他ノ教化側溌卜聯合シテ共ノ筋

〃︑ｆｂくＪＲノイノｑｊＨ０くｊｑｊｑ１ｆｊｑＪ々ｊｑ︑ロイノ︑イｊく〃国ノ︑グ︑″︑ノ︑ノ︑Ｊ︑ノ︑〃︑ノ︑ｆ１Ｈ︑Ｊ︑︐″︑〆︑ノ■︑Ｊ︑″ｆｊく〃Ｉ叩Ｉｂｆ︑ｆｊｆ１４ｙｆＪＩＪ４Ｊ１ｆｊＩｊｆｊ岡ｊくイ︑

意しなくてはならない︒この意味で二寓専一︑畢稜教育及

空郊空論になり衣がろ傾かあるか．ｂ除程注

ｉＩ

してば居られないものがある︒叉政治弛徳

謀り皿テ一般叫民ノ自鮎チ促スゴト

るといふことか忘れてはならない︒迩徳が

教化と云ふものと政治が不可分の闘係にあ

教化に従事するものは︑経涜と道徳即ち

とば︑大いに注意すぺきことである︒

は慨界の鯉者たり得るのである︒現に潤逸

論され求︒之にて卿時休憩委員竹に移る︒

礎チ確立シ大ナル猶念ト努力トチ以テ堂七

I

悦チ陳シ祇誹１蝿ス

布施義次郎

千葉螺香取郡東部支曾代表

耐電々
︵山形藤飽海支曾︶

セイカイチシクスアクウミシカイ

千葉嬬豊利支宮
誰シデ盛雷チ祝シ未ル

１１

ヘ

ハ

､

−

−

へ

１１１
〜 …

−

r刃

雁セシムルゴト

一︑本含ヨリ責任アル人チ汲シ各支含チ巡政府あたりでもかやうな方面には多大な援一

助走致すぺきである︒一面叉含向身が祇曾一

ー︑﹁弘道﹂二政治道徳雛チ溌刊スルコト

徳チ涌菱ズレ様其ノ筋へ雄諏スルコト
一︑各支蒋ノ細含ニハ本曾ヨリ誹伽テ派遣
命セシムルコト

れたといふことば意義あるものであつれ︒

唱した善行表彰の如き事業が途に昨年行は

もあろ︒その意味からして私が早くから提

ー︑右旧張員ハ冬支緯所在地二付キ支命卜的に焚際仕事をして而して・次節に認あられ一
祁談ノｊ有力且熱心ナル共鳴者テ本命ロー入ろことに依ってその横張な計るといふ必要一

一︑認畢ノ祁正チ期スルタメ其ノ祁聖ナル

ー︑支衡ノ設ケナキ地方二於デモ前衷二準

シテ政府強徳二開スル識演チ行うコト
ゴトチ白斑セジムルト伺昨二法的制裁ノ厳

起センニハ公民教育及幽民道徳ノ普及徹底

中樋トイフペシ之二蹄スル剛民ノ向毘チ喚

れれる走機とし︑感想ル承る難となれり︒

それより評議員高島平三郎氏の川席せら

昭和四年四月十両日

世も出来ない︒商賓も出来ないと考へる︒

て来た傾がある︽﹀迩徳等ル守って居ては出

限は必要のないものだと老へるやうになっ

叉地方に中心人物をつくって︑それ悲中心

ズル戸ト

テ期スルガ根本策ナリト雌モ焦府ノ急二適

ふ︒殊に通俗丈蕊を以て宣解するの一項の

白く諮問案馨巾か非凡して誠に結椛だと恩

に連絡をとるといったことも必要であら

セズ依リテ印刷物識談ノ雁念法二待タザル

生の何れもが僻カンニンゲである︒誠に困

龍から現亦入畢試験の有様など見ても︑畢

ー︐前狽ノ共鳴者二於テ命貝ノ鋤募二任ズ

ベカラズ而シテ之ガ萱行一ヌ他ノ教化閲盤

如き至極私の稜成すろ所である︒世界大戦

ったことであるｃ故雁これ等態導くにはｂ

ルコト

正チ期シ就曾的制裁ノ喚起チ促スゴト
へ説明︺政治道徳ハ剛民遡徳ノー部ナリト

予協カシテ事二俄ルチ要スト雌モ又官臆ノ

後椛利といふものが失ばれて来た︒何れ新

青年達の生き汝生活といふものに即して行

イヘド毛立憲蝿ニアリテハ寧口圃民道徳ノ

カチ籍リテ共ノ礎行チ確班ニスルゴト必要

れないが息どう４椛利よりか感惜に依って

らしい椎利といふものが生れて来るかも知

善行なす込めろといふ風な傾向が著しくな

か︑ぱ虻らない︒この心得ば按張の方面か

今の青年は梢ともすると遺徳走以て現代

﹃可〃◎

ナリ斯クシテ一方一天惇徳者二反省チ促シ
且ソ祇命的制裁テ加フルヤウニセバ剛民ノ
政治道徳二鋤スル自畳ハ白ラ喚起セラルル
ニ玉ラン

って来たやうである︒沸幽．澗逸等でも何

終って徳川酋長より附含の挨拶ありて一同

ら必要なことである︒との意な話されれ・

夜は本郷三丁目の帝大怖教青年曾館に於

散含心時に午後五味であった︾

れもこれが行ばれて居るやうである︒そし

次に愈勢捜娘の方法であるが︑これは通

て非常によい効果態収めて居ろ︒

ー

ー

ヴ

一

昭和四年四月十叫日

ＯＯＯ○０Ｏ

協議事項答申
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

1
本支倉連絡及ピ愈勢披張ノ方法

Ｉ山

ノ
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て開曾︑康江圭事の悶衡の挨拶に次で︑本
命協蓑愈員加藤咽雄氏は﹁弘道の本義﹂と
題し︑約一時間齢に亘って雄癖走振はれ︑

第三日目岡月十五日︶

今日は前二日間の勢か楠らふぺく︐午前

次に同協養曾員永井亨岬士は一・日本の脈禽

て今日も快晴︑見るもの開くもの美の団夢

の築園へと誘ばれて行くやうなチャーミン

は印刷局の雲籾である︒十三円以来引綱き

振はれて何れも多大なる感動か聴衆に典へ

グを感ずる︒午前十時事務所に勢揃ひ起し

道徳﹂の題下にて之又一時間以上の熱諦走
る所があった︒怒りに騰江主事より本曾が

朝鮮︑嘉濁︑式は内地と種々なろ紙幣は︑

て︲大手町二丁目の内閣印刷局を琴翻す︑

締巧江ろ器械に依って︑恰︑も﹁天勝﹂の奇

その善行を表彰せろ本郷厘内の河内澄謝氏
証含教化に封する稗補の一助たらしむぺく

か紹介して︐その善行の概略を述ぺ．以て
本含の事業と河内氏の美畢を紹介す乃所あ

ら左へと取扱って居て︑心なく過せば何に

術然と美はしく現れろ︒吾々が日常右か

一枚の紙

八度も印刷にかけられるといふことであ

幣が出来ろ生でには︑多くの人々に依って

も州段に注意もせずあるものを

り衣りＯ

それよりは階上の別室峠於て︑厩烏甲子
暮職四十名の人々と一同に曾し︑茶菓を奥

ではない︒一日に︾﹂れ程出来るか知らない

る︒侭造な︾﹂といふことば巾々出来ろもの

三氏の霊刀に依りて拙待せる本郷睡内の名
す︑この畔河内氏の挨拶︒禰烏甲子三︑炭

切手︑ハガキ等の製造状況恥見た︒ハガキ

は一蕊の機械で一昨間に一戎五六千から二

蔦刷れるさうである︒その中に働いて勝る

多難の女工達の︑式は紙悲磁へる︐選別恥

分業に従いて居るが︑その熟練されて居る

する︑揃へＺ検査韮する日く何固く何と各

ことと一云ったら人間業とは思へない位だ︒

分業はかくまで人間韮熟練に機械化へと導

る蝿械工業の偉大な魔力に今更驚かざるを

くかと驚く︒それと同時に科祭の護達に依

散命す︒

得なかった︒十二時印刷局を群し一同自由

午後三畔よりは本郷養源寺に西村先生の

以下一々獣想燈拝して︑二十七年前の先生

墓参である︒曾すものる十八堀︑徳川曹長

た偲ぶと共に．現蹄の脈含状態恥歎くの涙

造される紙幣は︑一枚か二枚折々に手にす

か彼の大工場で多くの人々と機械の下に製

菰︒徳川曾長︑足立栗園︑棚橋絢子︑原円稔

一同霧院に於て西村先生の追憶一卜時を過し

起風正面からさして居る様も長閑である︒

麗かな日もいつしか西に傾いて︑寺の西側

詐誘はれ︑一同一層の勇走促され犬︒春の

る吾々から見ると驚くの外はない︒誰だか

り総ぎて午後五時過ぎ散曾す︒斯て本含第

甫︑木村新太郎の諦氏こもノ︑語り川で語

三十回定期縄含の三日間は無事終了せり︒一

こんなに紙幣を製造してざうすろのだら

霊恥洩す者もあった︒それから清券︑手形

ぅ︑貯燕でもして置くのだらうかなどＬ歎

が山をなして居ろ︒この勢で三百六十五日〃

中宗太郎二氏の挨拶あり︐時に九時半︑一
同和気露々裡に散含す︒これにて第二冊目
も無事維了走告ぐ︒此の日は日曜日にして
且つ縮好の花見日和とて聡衆如何にやと懸
念したろば︑加藤︑永井二氏の花形講師の
講演曾とて︑聴衆二百有鹸弔の多数︑頗る
盛愈を極めたることは︑講師諸氏に厚く御
鐙か申上げて置く︒

１１１

ー

一
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乾隆女子同窓奮の美畢
やわつかび正金つりひこ聖

︵美談その十四︶

ひじやうぎじゆつすぐゐ

こうえい生く

蹴吐

ときし

ぶくんぱやしにわか

いそんはたこ

■■■■■■■■１１０︒■０︲１１１︲

『

る光柴に浴したさうだが︑その時の指
膳うしやこぐしん濫みだいてい
導者エイ子さんの苦心は並大抵なもの
した逢こうづけん含うよめ
ではなく︑下絢や繕岡の研究に夜の眼

も眠られなかったといふことである︒

こかていてきはなはめぐ

ひと

エイ子さんは家庭的には甚だ恵圭れ

をん・芯こ

なん

かなさびこ上ろらちいにかれん

たのである︒エイ子さんにとっては何
全健が江
しか
と大きな哀しみであったらう︒然もこ

一﹂

を一人残して早く§此世を去って了つ

りのこばやこのよさし全

の一人息子は︑花子さんといふ女の子

りむすこはなこ

こおそナ江ば

ずえりつ陸けふいくか瞳上にあいかぎ

ひほゆ

はその子を養育するとと詮唯一の梁し

ゆたの

︾﹄

人の男の子があったので︑エイ子さん

り圭とここ

ない人であった︒夫煮には早く死別れ
おっとわすがだみた堂
た︒けれども夫の忘れ形見として唯一

たが︑非常にその技術が優れて居たぱ

みとして︑その日／︑を鋤んだ︒そし

こ上ういく

かりで厳く︑子女を教へるのに誠に懇
睡ってい趣いつ虹禄ていしょく
切丁寧で︑常に身を挺して職にあたる

て末は立派厳教育家にと母の慈愛の限
つくしかなんいん煙ん・ふこう
り矛諾した︒然るに何の因縁か不幸は
きいしよおしこ

しじよおし主ことこん

の人であった︒であるからエイ子さん
おしごい詮黒なりつ患しふ
の教へ子たちは今では皆立派な主婦に

主たこのエイ子さんを襲った︒即ちそ
かた

砿うしょく泡んあひ樫のこ

．言ようとしぜうがくかう

こうせきじつずぼめ龍ワ堀ん胆い

︾﹄

エイ子さんが奉職三十年の間に遺され

ところおんし①●②③●

り・やりうじょし

寺に於ては︑見るも涙ぐましい法要が
いとた
管まれた︒それといふのは︑乾隆女子
害うそうくわいおよびけたりうしよ︲ん︑くわいひとたち
同窓含及乾隆虎女禽の人達によって

のことであったか︑京都市で小箪校の

た功続は賞に多かった︒明治三十年代

の哀しい淋しい心持を抱きつ＆︑可憐
まごの．こ
底いとけ底い語孫さんを残して︑エイ

こい士越んぜんちやうぜい

がく砂いひんだいてんらんくわいも袋ふ

畢蕊品の大展礎含が催されたことがあ
と含けんｈうかうこ
った︒その時乾隆校ではエイ子さんの

④①③⑧めんにうみ

ることになった︒

ははかた

子さんも今から七年前七十一で長逝さ

坂田エイ子さんとは︑以前乾隆校に
ほうしよくひとていしくふ
奉職してゐた人である︒その貞淑な婦

ぜいさくおし塁会よくくう蕊

舎曇くないきうかいあ

しゆつびんひじやうｈづ陸で

しにう

れたのである︒そこで遼孫花子さんは

鞄ん

指導によって製作した押績の六曲鮮風
︾﹄

だが泡んいつしとよけふ生うわく

とく

徳によってエイ子さんは三十年といふ

母方にあたる野盈口家が面倒を見られ

︑の②②④い管んけんりうかう

ついとうえ

もよう

道悼曾である︒

はや六十にもなる方があるときけば︑
い
かふるごとし
如何に古い事であるか噂知られやう︒

奉心

左って居る︒そして最初の教へ子はも

ひとこ

三月三日雛祭の日であった︒凍えつ
ひせつはつほる紫嘩．ふゆめみと
くやうな氷雪が初春の舞踏を夢見る都
じんし己ころうへいらにゐ
人士の心をいやが上にも焦燥て上居た
礎に︑霊誰討郎謎塗能予燕騨ぷる雑婚

者

催された所の︑恩師坂川イエ子さんの

とおい︒みたみには︑ふよう

記

を出品したが︑それが非常に立派友出
乗だったので︑宮内省にお買上げにな
あった︒専ら裁縫を主として教へてゐ

もつば害いぼうしゆ毒し

長い年月淀女子の教養に識されたので

で

集 金 ｜ 砂
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全わさい炉つほや

一﹄

ぽにいなぐさけつえんひと

悉きいしし江いちりけんきう仁

その除をぱ救済菱にとあてることにし
こんにら全でしよ含うさいふろう
た︒今日迄氏に依って救桝された浮浪
しやとうていか壱鮭害ひじやうにすう
者は到底数へきれない程の非常な多数

め上りきうさいひ

生活を切り詰められる丈切り詰めて︑

しみづしょくしゆぎあるひ
とで氏は自から︑二食主義をとり或は
ぜいくわつきつだけ雪つ

然し身は薄給である所から︑思ふ様
こころざしＵつげんで曇
に志を賃現することが出来ない︒そ

しかみばくぎうところおもやう

たのであった︒

信念に従って救済善導しやうと志し

しんれんしたがきうさいぎんにうこころざ

ゐたので︑と上に彼浮浪連をして此の

かのふろうれんこ

て救はれるといふ凋自の信仰を持つて

すぐ喜くじしんこうも

し︑これによって恵まれ︑とれによつ

易ぐ

にらけつくかすゐもくぎん宮ふ毒うそんしんぼう

あった︒氏は元来︑太陽を中心とする

しぐわんらいたい主うらうしん

︑ふろうし幸亨フむれみふかかんところ

其の際氏は市内の地理を研究する篤め
めさくさこうゑんと．．いこじき
に︑篭草公樹等に行って︑そこに乙食

浮浪蒜等の群を見て︑深く感ずる所が

廻ろ歳ｊは早いもので︑いつしかエ
ゆ
イ子さんが逝かれて手篭は七碑の嘩津

とうぐわひかりなかの医かうえん
ゆらぐ燈火の光の中に︑上りゆく香煙
かほりいつくげんばい詮ねふところ
の葉は︑云ひ毒せぬ現代稀に見る所の
うる
ひと人１こころすがだうつ
美はしい人糞の心の姿を寓してゐた︒

ー︶

・ぜんきごと︲

であるが︑前記の如くであるから︑エ

していじゃうかみごと

日月火水木金土よりなる不動尊を信奉

こと

師弟の傭ともすれば紙の如くうすらぐ
と
き量仁なんうる
時に︑これは又何といふ・：⁝⁝美はし

汚しひと挺ら

くわい

いんと〆︑ついあら亀かけいしらよう

公園にたむろする乞食浮浪者達に薄給
しょく６ついるみとうあにかたばらしんこう
をさいて食物や衣瀬等を典へ︑傍信仰
ぜんにうことじつ蛇うよ
によつて善導する事と上に資に十有除

こうゑんこじきふろうしやたらはく合一℃

烈風の夜と云はす︑専念立ち議し玩該
つうぜいりげきしよく
通整理といふ激職にありながら︑非番
ひりよう
あさくさこうゑんゐるひし陸
の日を利用しては︑浅草公園に或は芝

ねつぷう醍いせん越んだつくこう

く東京銀座の街頭に︑雨の日と云はず

とうきようぎんざがいとうあめひい

計錐韓の窪︑唯の錘が確か姪く漣ま

陰徳陽報の渡遥巡査

い事であらう︒

イ子さんの菩提を慰める血縁の人とて
とき診んしいいなぐさ
はない︒この時恩師︑蕊を慰めねばな
︾﹂

５る

ら産いエイ子さんに教へとうけた人達
にれい

ほふよういと芯

は︑誰云ふとなく美はしくもこの七回
を底ふようあつまけんのうじょし
忌法要へと集った︒さうして乾隆女子
亭うそうくわいしよ︐Ｆ︑くわいなひ
同窓曾と庭女含の名によって︑こり日
客かとけしゆく眼う峻ん含うじおいついぜん
坂戸家の宿坊である本久寺に於て追善
法要が誉まれたのである︒

ゐ

ふぶき象こ像ん腿うじつきじ
吹雪の舞ひ込む本蛍は賞に寒かった
さんいつひと人︑びとみあつなみに
けれども参列する八常の瞳は熱い涙に
ちかろうじん
うるんで居た︒六＋近い老人から二十
ぜんごＵすめにんあまふじん
前後の娘さんまで︑百人に除る婦人が
あつ芋おほらいひんあつま全たし含
集った︒多くの来賓も集まった︒叉式

迩ん

とう書ようし窪一ようほし・少︑今にこんやしよきんじ④

それは東京市京橘砿北紺原著勤務川

にん

①＠の③●

ごと

しかんくわ砲んこじ含

きは︑氏の感化によって七ヶ年の乙食

きいくわつたな今へじゃんさ会い吟つゑん

もら

かんしやきんろういみ全い

生活をやめ︑田遥巡盃に毎月五回づ上

︲①③

遥新平氏︵四六︶その人である︒田遥︵〆

を賀ひながら︑感謝勤勢の意味で︑毎
めさとうしようぐう詮へモうじ泡ん
朝東照宮前の掃除をするとと三ヶ年に

し︑北紺屋零勤務となった人である︒

含痘こんやしよきんじひと

とゆんさたいしよう泡んぐわつけいしらようじゆんさぱいめい

巡恋は大正七年九月警覗廃巡査を拝命

︐ひと

の息ゐなかげんざいし駁こう達ん陸ん

に上って居る︑中でも現在芝公園の番

じゃうえんが険︲け妃りうかう過んいじゃうじよせい

年︑この陰徳達に現敏れて近く警覗廃
ひやうしょうこと
から表彰される事になったといふ︑

人をしてゐる︒池谷吉之助へ六○︶の如

りぱなこなみ鰹瞳とぜうかう

と

場の橡側には乾謹殿の五年以の上
の女生
こ
徒もしめやかに参列したｃ還された一

世にも感心な交通巡蚕がある︒
おしひとたらがはる０卜︑おんし

の⑦●③

よかんしんこうつうどゆんざ

人の花子さんが涙に咽ぴながら焼香を

すますと迄教へられた人達が交堂恩師

いぱい垣かあめ掴かこころぬか
誌みにしてい

．れい

の位牌に縦づく︑鴫呼︑額づく心︑級
づかれる霊︑これぞ涙ぐましい師弟の
彰
んあいかんゆき
恩愛のきづなではなからうか︑感激に

同
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去年五月途に同寺番人に抜擢されたと

やう一りるはなし限響

いふ様な美はしい話もある程である︒
し
めりさきこじき

氏はかやう厳有様であるから︑乞食
なか
象つ泡しゆ垂ばかみ

仲側から常に﹁髭のお巡りさん︲一と刺
客
全うやまもっとも

様のやうに敬はれてゐるが︑尤なこ

︲③③じゆ︑如きいへとう告ようししは

くは象堂つらようつ生
あびににいさうごつと．ちょうじ匙

こちょうたんしんめいぜうがくかう通んぜひの

ひぜいくわつろ

かたほたらかに陰としよくわんかよ︾︲くがく

こんくぺんれい

注・鐸ノわ処ん

方で働き︑傍ら圃書館に通ひ︑燭墨し

ぐわつこうしゆがうかくれいにいにう者い

て刻苦勉糊してゐたのだが︑昭和三年

わけ

●の

一月に甲種合格で一聯除に入管したの

くん

いぜん

であった︒かやうな課であるから泰純

︾ｈよｆ・

じつかんしんなんひやう

まった

乞う︒④し

まして異常な努力を綾けて居たもので

い︐じゃう琶弛りよくつ畦心

君はそれからといふものは︑以前にも

幸⑨

江樫警うぐん琴たぐんじ

彰し一Ｌやりたいと恩って居るといって

居るさうである︒尚同君は叉軍事にも

つかし患くさうたうくらい

じつねつしんいく轡じゃうぐわんひややしやう

家計の助け・としたのであることが別つ

かうこうへいしもばんへいしひょう

た︒そこで孝行兵士︑模娩兵士として計

されたことがあるといふ塁とである︒

賞に熱心で︑幾度か上官から表彰

ほたらかいぜん邸くにもとおく

を華謹と随伴にじ匿葬︒し︑添悲捧辱野

あそでいにちようぴ
そと遊びに出て行く日曜日にも︑いっ
しょあそい
こと
全いしう
ぞ一緒に遊びに行った事もなく︑毎週
もとしめじんみぞや孝晶なふち生うしん茅んばん際い
元の主人青山南町三の四四斬聞販寅
てん︒④①しかだゆぐんぷく言つそくしゐし桧ん
店松尾隆一方にげき︑軍服を早速印判
てん塗がはい毎つくわくちようてつに
天に着換へて︑配達や砿張の手偉ひ
きよっりかばごえしこせん域
をしてゐる︒郷里の川越市小仙波では
のようしんいもうとりかけい・
両親と妹一人があって︑家計があま

ある蛍の松尾氏も

およつい︐雇うじゃうじしところ

り豊かでないのに︑働き盛りの泰純君

﹁全くなみノーの努力ではありませ

ｇよ抵んぐわつつい言うじほんにん睦ってき

とである︒田遥巡変の家は︑東京市芝

がゐないため︑別けてもわびしい其の

︑資に感心のいたりです︒何とか表
しんや
うおもゐ

も及び︑途に増上寺の知る所となりや

硬演松町一○一五にある︒妻タケさん

日の生活をして居るところから︑かう

わそ

との間に第一相屈に勤めてゐる長女と

て働いた金を全都図元へ送って︑
かやっけ
いたすわが

﹄﹄

じつうらはゑん全んかてい

判者となったのである︒家は元水源藩

ばんものいへもとみとばん

家は牡曾の茶礎として︑最も確一

ｌＩＩｉＩ

︵

I

いたばだらざか⑧④くん

Ｌ子さん︑長男祁明小皐校六年生︑浩
④
じ
じ
よにんぐら
君︑次女まさえさんの流人悪しだが︑
とうかんくわまたかていおよ
此のお父さんの感化は叉家庭にも及び
えがたとくかうしや④①しうへ

けふい﹀・りむずこ●

に仕へた士族で︑棚徴な暮しをして居
ちら③＠しむかしかたきかき
たが︑父舜泰氏は昔莱質の勝ち気から

､

賃に麗しい回流左家庭であるといふ︒
よ

さいばひ

世にも得難きこの徳行者脚遥氏の上に
幸あれ︒

孝行兵士

よりこの家族制度が重んぜられ︑

の道は生じて居るのである︒

虚よりあらゆる道徳は生れ︑人倫

を篤してゐるのである︒而して此

かなものである︒殊に我邦は古来

せめて︑教育なりともと一人息子の泰
ｅくんくるなかかばごえちうがくい
純消を苦しい中から川越中畢に入れて

ここあさぶにいれん仁いこうかうへいし

鼓に麻布第一聯隊に孝行兵士として

国家そのものさへも一大家族の姿

せうわ泡んぐわつそつゆふ

昭和二年三月に卒業させたものの︑そ

しやう泌う写ブリようせんゆう流かまちかごろひやうばん

ころくらむ

復興を志し︑苦畢をしてもと︑中豊

全でいこころざしかんげきいへ
迄入れてくれる志に感激して︑家の
ふつこうこころざくがくちうがく

の頃から暮し向きは一層悪くなって来
①⑥くん鋤やとぶんちから
た︒泰純荊は親がこの自分に力をかく

そうわる含

勝校や同僚の戦友仲間から近幽評判に

ゐゞこうかうへいし春う

底って居る孝行兵士がある︒それは同
れんにい角うたいとう足つ③ｃ②⑫く人ひと
聯隊三中隊一等卒安積泰純讃その人で
にうえいいらいにせんいうたちいづＵ

ある︒入誉以来他の戦友達は何れも﹁令
ふ娯盈やすいひらぜんに〃．︑び

日は特休めだ︑命の洗濯日﹂といそい

田

〜 へ ゴ ー へ

一−

一

ノ
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１１

︒〃︑Ｆ︑〃︑〃︑〃︑〃恥〃︑〃︑ｆ︑〆︑〆︑〃︑／Ｌ〃且ＢＦ︑〃Ｌ〃ｋＪｔＪざ砧伊︐ｆも〃４抄焔″句哩Ｊｄ３４Ｊｑ９ｆｊｒＪＫノ︑︐ｆｊＩＪＩ０ＩＪ４トーりくＪ守︑〆︑夕も

美歌に母懸しと泣くは只に不良兇のみ

女史を讃へた歌としか響かぬｃとの讃

るとも︑心喜ばしく雨親に仕へ︑寓

その時より因難産る事情起ることあ

耐いたすべきことを深く心中に感じ

１１

明治十五年の夏の頃までは賞父母の

元に儲りたき心常なり︑即ち十五歳

家庭蕊校長として︑祇曾事業家叉は

ではない︒世⑧母たる人も等しく涙を

事いさぎよく働くとと出来たり︒そ

留岡夏子女史の記録

︵十七歳か︶の時に始めて心付き︑女

の先夫人夏子女史の記録︒それはしひ

不良少年の父として有名な留岡幸助氏

誘ふでありませう︒研岡夏子女史は︑

この記録は正に涙を以て綴られた狗

ら出た﹁肺の深き御導き身の上に象り

これは夏子さんが病死後手箱の中か

れず︒

お方は私のよき手本と感心してわす

時に︑御忍耐なされし事をき上︑此

の頃中村源識様の奥さんが若かりし

る六つかしきととも悲し妄一時にも忍

たげられた求道者の妻として︑一生を

は一度他家へ嫁入せし上は︑如何左

夫と姑の板ばさみとなった若き頃の苦

に貴い一つのヒューマンドギユーメン

す︒

舟六歳で逝かれた︒その病名は誉養不
良から来た腹膜炎だったのでありま

しみ︑妻として貧しき夫を激働した記

がては病に鍔れ耐を感謝し︑愛子をく

幼き詮背負って鱒道に立った記録︑や

御照介致しませう︒

トでなければ友り垂せんっ左に少しく

×

た幸助氏も︑明治十流年洗鯉を受けた

〆

録︑それがために子供をぱ他人に託し

で行った女性の記録の断片︒

れ←Ｉも頼んであはれはかなくも死ん

し事﹂の一小冊子にあった一節だ︒

敏︑勘︑幸男とふゑ子にはかすかの

感化事業の先覚者として︑畏くも昨

×

と戦ひ抜いた人も知る家庭畢校から︑

畳えあるくけれども︑清男と健助に

秋特別民間功勢者として語召に典かつ

西菓鴨の高蔓に少年感化蹄年の星霜
との貴い記録ば生れ出でたのでありま

は露ばかりの記憶もあるべき筈なけ
す︒

れば⁝⁝．．︒

Ｉ

時︑その墜迫は先づ肉親から来たので

0

これがその書き出しである︒

す

母は涙乾く間なく
所ろと知ら歩や
と雛もる哀切の讃美歌は︑この母夏子

×
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上

出て居ます︒

この記鋒には夏子夫人が維済に経済
を重ねた小遥が夫幸助氏の洋行を思立
たしたこともある︒洗ひ張りに偉道に

六日元和元年︑木村重成大阪夏の陣Ｆ戦

ゼントヘレナに病死す︒

五日両暦一八二一年︒ナボレ式ソ一世︑

一日西暦一七六九年︑英幽の名勝ウエリ

Ｊ息嶋罷︲

愛児を人に預けて働いた記録もある︒

家庭の困難と戦ひながら夫に﹁アメリ

カからヨーロッパへ廻られし方よるし
きかと存じ候﹂などの一節も見えます︒

死す︒

七日享保十五年醐撃の大家本居宣彊生ろ

十一日明治二十四年︑巡査津田三蔵露函

皇太子︵後の匪帝ニコラス︺恥大津にて刺す

断飛行の途に上る︒

同Ｈ西暦一九二六年︑アムンゼン北極横

ンデンプルグ大統領に就任す︒︑︑

十二日西暦一九二五年︑ドイツの窮勝ヒ

す︒そして五人の子はどうしたかと申

十三日享和元年︑伊豆韮山の代竹江川太

しての情感に咽ばしむるものがありま

た夏子女史が最後の晋信は︑虞に母と

す︒だが五人の子女を鍵して死を畳つ

懐姫の身で幼鬼を背負ひ︑一人の不
良兇と出獄女囚を指団して︑草刈りな
どして居られた営時の記録もありま

涙の記録です︒

五月の歴史

瀞な試
試練
練が
がこ
この
の記
記録
録に
に泌
泌み
み居られます︒
き女性の陰欝

廿七日明治三十八年日本海の大海職︒

同日明治十年ｂ水戸孝允蕊す︒

生ろ︵孝昭天皇の四十九年︶︑

柵六日西暦紀元前四二七年︑プラトーン

廿五日延元元年︑楠正戊湊川に討死す︒

同日窃永十三年︐伊達政宗死す︒

フヲジ夢帥顔薙葦︒︵泌化幽曜︶ｌ

二十四日西暦一八四七年︑英幽の探検家

す︒

二十日西暦一五○六年︑コロンブス病死

十九目正保二年宮本武縦病死す

十七日文化六年︑間宮倫宗北海恥探検す

十六日竃政四年林子平幽閉きる︒

十五側慶鵬四年︑上野彰義隊の決戦︒

エー
ン始
ナー
て痘
稲韮
痘韮
︒︵
︵寛
寛政
︶
とある◎
め始
てめ稲
施施
すす︒
政七
七年毎
︒親と夫の思想的な執榛に若れ︑後の二人は賞業界に飛躍を期してジェンジナ

同日
暦皐
一七
六閏
年︒
閏ド
のエ
ワド
ード
や
心配配
堪ず
へ︒ず︒薬皐校を卒へ︑一人ほ大豊教授となら同日西暦一
七西主
︒九英
の英エ
ワドＩ
．．
やと
と心
にに
堪へ

父上の迫害致すことはやま永日々悲て最一初に図に殉じました︒一人は官吏那左術門生る︒
しき日を透り我が心に如何なり行くとして今京都に居りますし︑一女は昔十四日肌治十一年参議大久喋利迩殺さろ

川
しますと︑一人は海軍の飛行将校とし

廿八日建久四年︑酎我兄弟富士の裾に父

同日明語三十三年︑北浦半鍵起るｃ

ヤヌ︒〆！〃火刑に虚せもる︒③

三十日西暦一例三一年︑怖蜘の女丈夫ジ

の仇を討つ︒

一 一 一
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詩
林

春寒二首叶雲菊地透辰蝋
陽和閉塞不禁寒︒凍硯珂来難染翰︒祇見青松

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑

○○○○

持勤節︒未蕊緑竹報平安︒河心風急穀絞凱︒

犀角雪堆金字残︒最可杜門尋古道︒唐詩焚掲
○Ｏ○
擁蛎看︒

︑︑︑︑

春寒逆蒋芳寒来︒飛雲績紛積似型︒得意黄童

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

成沸像︒無情青帝妬花魁︒茶錦沸沸燈前煮︒

︑︑︑

世念粛講臆底次︒風霞今宵庭竹携︒艦陰戴笠
猫排梱︒
評日︒老兄︒夫餓右捕︒今則快癒︒錐赤寒︒或締書坐鰻
泌︒或戴笠歩塔陰︒其老促可智遮︒

建碑書懐排雲内田鼎︵茨城

情誼厚︒豊碑舵立砿師風︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
育英積歳末成功︒頑健徒億喜毒翁︒多謝及門
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
詐日︒師弟傍証之厚︑可想突︺

正襟先頗聖恩隆︒献毒陶然薬不窮︒多幸清時

七十七自述二首耕雲内田鼎︵茨城
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石川文荘選

︑︑︑︑

草庵安分酒詩親︒風月江山也養群︒ 休笑老顔

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
身術健︒笑迎七十七春風︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

浮喜色︒喜齢迎得須加新︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

蒋婦郷示吟友椀舟均水諸兄

評日︒藷然和気︒白溢其詞Ｏ

︑︑︑︑

碁脚祁山太三郎︵川越市

隣居一自結鴎盟︒文字有縁篇弟兄︒今日登園
︑︑︑○○○○︑︑︑

離別涙︒婦郷情似出郷情︒︶

評日︒結肋拠出郷精二字︒讃之者亦漣然涙下︒

失題同人

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ
甲論乙駁事紛か︒咽今議場多乱雲︒肉食誰期
○○○○○○○ＣＯＯ

評臼︒古人日︒幸和銅用調書人︒宋趨弊︒常識論語調旨︒

真宰相︒騨梅唯勿累明君︒

臣有論語一部︒以半部佐大耐定天下︒以半部佐陛︒下致

所以致太卒︒

太平︒齢窃以之︒望虞宰祁︒若夫議場︒篤黛人季︒恐非

千山蔑獄望悠然︒灘海荘令軍需畑︒一陣潮風

釜山沖船中作槻陰成毛葛之助早葉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

薗苛

二斗
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︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
吹徹骨︒旭光浮出水天遥︒

題高山先生寛政元年江戸日記
七十八翁華洲渡逢武助烏城

此書係筑後史談含印刷︒其費久留米

市．倉田泰燕君支癖之．篤志可想︒

惜花金石河野金蝿︵塞駅

評日︒宛然謁中之趣︒

春老無情雨若肺．一年芳事委托沙︒明看詔景

余平生欽慕先生︒今辱恵鮒︒欣然披

︑︑︑︑︑︑︑

夙従事教育︒今裁己巳︒齢蹟喜毒︒
奮門相謀︒設報恩曾︒建頗徳碑︒余

耕雲内田翁︒常陸行方郡武田村人︒

評日︒子爵一生事業・牧在二十八字中︒首埋自有反映︒

何幸禰︒喜齢慶宴亦皇恩︒

︑︑︑︑︑︑︑○○○００○○ＯＯＯＯ
青月蕊憤海西村︒白首光築近至雲︒五禰並蕊
○○○○○ＯＯ○○○

評日︒三畑斬新而奇Ｕ

添汚耀︒涯呼柵栂伽終疋︒娠跡却識執峨迦咽

厭替聖朝能保身︒猶迎剛健喜齢春︒毒遥歓浦

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ

毒詩駒一音

賀渓水金子子爵七十七毒次其自

評臼雛三句挫心字太奇︑句亦痩有正筑︒

害心書︒生気蕊存遺墨中︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
首唱尊王一世雄︒維新大業仰英風︒心謹歌詠
○○○○○○○○○○

讃︒不堪威激︒乃賦此篤謝︒

逢巡識︒暗識炎光次第加︒賎別寂塞方帳恨︒

欲留惟惇共驚嵯︒何堪吟罷回頭虚︒一畷烏藤中

︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑泊︑︑︑︑︑

惜赤之意逢改史切︒

︑︑︑
日易斜︒

ｌ讃血遜害磯礎上野懐妻職綱

︑︑︑︑︑︑︑○○ＯＯ
興誰欲諦濯緩歌︒到虚浩々振濁流．左道得時

○○○○○○○○○Ｏ

評日左迩筈剛髄・蓋子所謂邪説誕蝿充塞仁鑓考︒淘可畏

中道膳︒泊翁有識域如何︒

也︒穴実愈祁︒布先見之肌︒設弘減愈︒而誘技後進︒以
閏催可載ｏ山作慨峠事︒頗潟到切︒

徴明治天皇御製︒波留布加美︒
也肺乃波蛎志耳︒幾古由茶利︒
和潅速未知計無︺宇具比須野巨

蕊野︒意︒迩肌禰山宏民識

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
欲賞春光出帝城︒東風一路馬蹄狸︒山鴬似待
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
吾行楽︒花木林中脱院鳴︒

評臼︒措語奇腿︒無韻深穂︒能篇御製意︒

駒寄懐︒

撰其文︒翁欣然賦一絶刻碑陰︒乃次

酬奮誼︒長留師弟報恩風︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
及門欽仰育英功︒多歳薫陶頼此翁︒奮筆勃碑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑

厚可想︒

評日︒吾兄篤此翁︒撰頒徳碑文︒今又次其詩談︒交情之

耕雲内田翁頚徳碑
武田村︒雨宿人︒考日宇兵衛．批家女︒翁其
長子︒億人温和謙譲︒幼受句讃井川素考．越
謙譜︒後働嫁業︒明治五年︒官頚布畢制︒翁
感奮志畢︒遊郷儒驚藤晩晴門︒専修漢皐︒七

翁名鼎︒耕雲其読︒内田氏︒常陸風︒行方郡︒

年︒入土浦師範畢校修業・尋開塾鹿島郡飯島︒
十年︒入茨城師範肇校修業︒明年任結城郡三

晩年入日本弘道倉︒謀一郷徳化今叉設武田支

○○○○○○

箱及賞状︒既而養老鎌事︒開興風塾講皐︒

其退職池︒官賜恩給年金若干︒本郡長亦賜硯

含常議員・地方理事・郷士誌材料蒐集委員等︒

員︒勤績凡三十八年︒乗定期試験係︒郡教育

坂小畢校教員︒居三年婦郷︒任武田小畢校教

詩
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○○○ＯＯ︑︑︑︑

倉︒盆致力績張︒余興翁交︒距今五十二年穆

︑００００００︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑

以育英除力︒講究詩文︒後久絶音信・大正中︒

其詩見弘道丈苑︒因復温奮交・頃門弟寄書日︒

恩師耕雲先生︒齢鱗七十七︒生等欲建碑以頚

︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
徳︒請篤作文︒余謂方今人情樫薄︒覗師如路
で︑︑︑︑︑︑︑︑○○００Ｏ○○○
人︒今有此畢︒淘可嘉也︒翁老而盆艇︒能宣忠
○○○Ｏ○○○○ＯＯ○○○０ＯＯＯ

○○○００

孝之教︒師弟交和︒従道安業︒可謂不悦篤昭

代之臣子実︒乃快然奮筆︒叙其梗栗︒且係以

銘︒銘日︒

Ｏ○○○○○０○○○○○○○○Ｏ
○○○○○○○○○○○○○○○○

：立志修業・従事育英︒海而無倦勤勢功成︒

群弟承化︒報恩致誠．頚徳不朽︒維石堅貞︒
昭和四年巳己三月

日本弘道含結城支含長渡遥武助撰並書
日本弘道曹長徒二位動二等伯爵徳川達孝蒙額

此篇淡々着筆９叙交勝之雑始︒以育英徳化等字馬骨子︑

前後自有照鵬︒結尾一段︒説師道可重︒調刺仙人︒亦是

痛快︒石川兼六妄批

もワ

歌園

一等

の初昔に耳を澄ましつ坐身をぱ忘れて家を出にけり

高くも匂ふ花かな樫花庭にありても山にありても

佳作

くれんと吾が見る窓のすり硝子に影さして烏の枝をわたるもｊ︐

一二垂︾

評四句でい込御歌となりまし誰

毎に肺に額つく小さき子のかぼそきうなじいとしかりけり

二等

評まこと小畢の教にこそ

なノ︑子らに籍をとらするは庭の教のはじめなりけり

1

はすみれ畑に菜の花豆の花土堤にたんぽ上春は花の世

ろとひをかさねていばふ盃にみてたるみきや千代の豊神酒

三浦直正選

本城己之助

渡逢秀明
岡田要
本多七郎

遠藤惣之助

林春英

山口直次郎

磐城高久北斗

茨城小林てる子

葉

川城葉葉玉城

謹者

一人聞かんともせぬ常陸野に校歌すさみつ餅草を摘む

奈

文讃

もれる樫の中を行きにけり春の陽射しの暖かき正午

1

千

榊茨千千埼茨

朝
朝

"
つ
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夜の部室我一人にていねつれば時計︑音のさへて聞え来
久しきに脚病みおればおのづから脚病む人に寄る心かも

干早振る祁代ながらの道はしもゆるかぬ代為のいしすゑにして
雪ふりて夜は明けぬれど寒しとか今に幾時を告げざる

うるさきば鼻をかめども忽ちに叉出て上来る恩ひ底りけり
昨日まで西風吹けと今日は叉東風のまさの肌に泌みる

勝

義田

世の中や雨の悪みに暁く花の頓ては雨にまた期らさる土
はしもなき昔しのへは大井川渡るにやすき今の大御代

無常なる世とは知れども今更に老の涙を手向せんとは

さかつきにかけをうかへてふち波の花のさかりのうたけたのしも

勝算のありてか太郎笑顔して脹れり明日は試問ありといふに

部口田嘩根田谷瀧田田谷安本山

楽口

やうやくに春雨ふりぬ菱畑も今朝は青みて色さやか茂り
近けれど遠きが如く見ゆるかな霞へたつる三浦半島
野を山を埋めつくしＡ雪の日のし峰まを破る河の一音かな

日ねもすを風に揺られつたかむらに一もと咲ける寒椿かな

おのが子を人にたのみて育てあけ育ての親を悪しく云ふ親

棄てられん物の屑をも拾ひ置き折あらば世に活かせてしかな

高元三子晋堂毒郎鼎賊一風郎三芳静

者

矢山室窪田中湯菅内大蕗蕗池小松横

毒

l
う
&

歌
種

千下下横埼埼禰千茨静下下千千埼埼

呂芭巳

葉野組涜玉玉島葉城岡穂縄葉葉玉玉

良則庚天其久太繁誠香太雄静柴

蕊俳壇長閑なる花の木蔭の澱嘘町
茨城一

長閑さや兇豚這ひ出し垣の外

編輯部選長閑さや寓年青植え更ふ日向庭

◇長閑
″埼
玉竿逸

大阪西

茨城てる

長閑さの縁にざれゐる小猫かな句碑立てる丘奮蹟や長閑なる
牛曳いて堤長閑なる夕日かな

◇春の月

山口松風花蔭に稜の吾開く長閑かな
長閑さや砂涜に集る人の数長閑さや夕日営れる丘の宮
東京蒼
入海のかすみわけゆく舟捷閑
禰島北斗犬追ふて走れる子等や春長閑
長閑さや犬ついてゆく川刷道

畑に出ぬ旗日の里や萱擬閑
埼玉半
茨城水芝黒く浮く大きな艦や春の月
長閑さや草摘む乙女五六人海に臨む桃の浦宴や赤の月
長閑さの野道行きけり篭提げて
千葉菱
大阪竹節濡れ網を提げて戻るや春の月

刺奈川金

長閑さの座敷立ち州で芝生かな沼越えて間ゆろ伯や春の月
長閑さの書を寺訪ふ翁かな

．祁島甫水青柳に大きく出でし赤の月
朝晴れの畑に鍬打つ長閑かな雨晴れる樹だの梢や春の月

畦

誠

流

子

川

逸

秋

風

俳
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ﾛ

茨城水芝

春の月並木の堤を戻りけり

・禰島甫水

赤の月か上りて高き蕊かな

春月や丘逆に立つ影法師

花ちりし梢にか上る春の月

大阪西流

閲恭曾の果て上戻るや春の月

卜か﹂に財や一エｗ賎

友が来る舟のへさきや春の月

↓罰シ糸弘一屋一口

川に添ふて影濃き森や赤の月

外風呂に春の月見る裸かな

︲栃木無町畦

春の月やうたひ女一人堤をゆく

大阪竹節

春の月どこからとなく笛の一音

而島北斗

春の月森を離れて池の面

春の月客を還りね花の堤

︲山口松風

島つ上む深き霞や春の月

春の月花ちりしきて庭魔し

子東京卿
菓燕や雨に灯りし軒行燈

茨城てる
春月や軒端に置きしぼけの鉢

︑可

◇暑さ︑蟻︑羽蟻

◇簿︑藻の花︑鮎

八月五日限

七月五日限

六月五日限

＠課題

◇打水︑蹄

︵各題五句宛︶

曾ふ人に親しさありし春夜かな

春暁や渡舟の松のありどころ

紅梅の池に鯉浮く反書かな

誠貸船に午後の日鈍く水温む

斗

芝東京一
流群馬逸

愛知青

すうノ︑と大橋くぐる燕かな

◇秀連

句に耽る窓の灯や春の月

茨城一
長閑さの膳うごめく小川かな

同水

長閑さの畑に集ふ雛か底

大阪西
長閑さの丘の上たる洞かな

幅島北
苫舟遂うつさ蝉波や春の月

大阪竹

×××

さ野波の動く小沼や春の月

◇雑詠
栃木無町
風落ちて雨とな塔夜や春の雪
梅活けし机上に讃むは歌集かな

東京涼︑
小流れに浮く鍋炭や水温む

＠課題例句

◇洋

水やせて洋除る汀かな蝶衣

津に落ちて緯の符淋し

相子

捧の渦に戻りて沈みけり愈青

洋や日南に遠き山の冷渉平
洋や汐さし時の逆流れ譲蕊

◇藻の花

藻の花に息して沈む蝶蛎かな蝶衣

水巴

藻の花にか上る舟なき入江かな

釣人の去にて淋しき花藻かな死酒
紫湯花の影浮く池の花藻かな吾柳
流れゆく水に花藻の戦ぎかな和風

◇鮎

塘午庵

鮎を焼く鰭の大きさよ草の宿三千里

鮎掛や舟庭割りの岩見えて青嵐

ノ

やｒ

瀬頭らにこぼれ夕日や鮎はねる

庭の行皆見ゆろ瀬や鮎の飛ぶ暁村

山廓や馬下りて食ふ鮎の味六花

I

石

桃

蹄

山

〆

水温む沼に遊へる家鴨かな

節
畦

風
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徳川翠院長の訓示一
回卒業及修了誼詳授典ノ式典チ蕊グルハ余

本日莱賓並識師諸賢ノ御来臨チ得弦二第六
ノ最モ欣幸１スル所ナリ顧フニ韓近文化ノ

誕遜測り知ルペカヲザルモノァリ即チ思想
々ニシテ生活ノ愛定チ峡キ政治迩徳ノ不握

混沌トシテ強義地チ梯上経蒲界ノ愛調ハ往
ハ其ノ度チ加へ人心其ノ蹄趨二迷う矯二不
ノ閥難燕チ叫バシムルモ亦故ナキニァラズ

安疑倶愈加ハリ閏民テシテ逢二思想及錘済一

此時機二際ジ今上陛下ハ昨秋御大謹チ畢
ゲサセラレテ畏クモ剛民迩徳ノ根蕪ダル報
本反始ノ瀧チ正シ禰先崇拝卜忠孝ノ震範テ
垂レサセラレ荻ルノューナラズ殊二教化テ醇

厚ニシ愈民心ノ和愈チ識サンコトチ示サセ

ｌ■Ｐ４︒

三月二十三別︵土︶の佳日態トして︑朝野

−

︲︲卿１１

０

了丈でも潤立し︑然も之を三塁抑修了して

第三畢期は枇曾事業講座として︑一筆期修

鯉嘩瀧嘩勉霊華癖娠︾睡諦鍵誰怖唖織輯畷一

云毎するも要するに彼岸迄﹂とは古来言ひ

回の卒業誘書授典式は畢げられれ・﹁寒暑を

る︒この試みは只に畢生諸煮の便壷走とい

完全な本塁院の教授課程態果すものであ

来賓多数の参列の下に︑赴含教化隼院第六

癖へられし俗諺であるが︑宜なろ哉︑その

ふ鮎から試みれものに外ならなかつれ︒然

言に違はず︑この頃は目立って春の訪れが

二第三の畢期は遼憾なが雲ｈ溌期の成続彩畢

し第一畢期ば非常な好成統恥収めしも︑第

感ぜられろ︒自然の山川や草木も眠りより

さめ︑往来の人々も老に若きにな・へてりそ

年に其等の皐科を配鴬するの新制度に改正

岡年度よりは︑凋立講座制を砿してｂ一撃

げることが出来なかった︒そこで又々本

の面持︐その装ひに輝かしさか放つと︑よ

るとさばろと人のさ上やくこの二十三日の

朝来の長閑さ︑霞はあたりかこめ︑投げかけ

するのやむなきに至つれ次郎である︒元よ

ろ陽のみづＩ︑しく︑肌へに鯛乃皇そよ風

も血を踊らすの思ひである︒そもこれが更

り本腰院としてはも艮胆剛家肺愈の求め之

のが目的であるから︑敢て畢生の多少起諭

が教化の事に従事する有馬の士な菱成する

生の向然とす縦ぱ︑姓一ヶ年ぞ蕊院に於て

ぜずとはいふも︑か上熟偉大なろ諸設術を

研究の衣功登雪の勢を軍︑︒その効成って

心新拒に雄々しくも活献脅の戦線へと乗り

ず︑何卒天下同志有鰯の士の多峨剛家賊曾

人なりとも多きことは勿論望まざるにあら

なして縄管するからには︑又有鰯の畢生一

出す蕊えある我が卒業生誘君も亦ｂ人間の
更生と稲することが出来やう︒

本年ば一躍期毎に濁立せる講座制にした

新らしい初の第一年である︒第一畢期は等

唾唖

総フ︒聖隣宏遠誠二感激ノ至り二堪ヘズ此

ノ隙脚民ダル毛ノ溌悩興起シテ一意謝旨
チ奉畿ジ圃鐙ノ結華ダル圃民惹徳ノ振興二

努メ叫民ノ自羅チ促シ以テ飛邦現下ノ疑幌
不安テ錘ウノ逆テ講謬思想及生活ノ﹈笠定テ

鉦硫癖索識詠鑑一

企岡セ歩ルペカラ式共法一ニッテ足ラズーゞ
︾奉錬盤鐸蝿麺識蓉娠一﹃

、戸
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１１

のたあ本畢院に入壊の上御研究あらんこと

置族院議員佐藤信古氏§財務監腎祁島甲子

評議員棚橋絢子氏︑法撃博士刺戸寅次郎氏

・ｑＩ︲︲︒．ｆ︲△ヴ︲４日日■●８口■■■■■■■Ｉ・ｑＪｈｊ０一同Ｐ︲１Ｊ■．Ｊ１０．１Ｉ︲

を切に望んでやまぬものであるｃ

トー■︑日

ルチ痛感ス

午後二時度江畢院幹事開式の挨拶に次

ｌ︲

諸氏ハ固各業務二服シ既二碓含ノ蜜状チ知
悉シ荷本畢院二采ツテ孜々冠勉倦マズ邦家

で︑徳川躍院長激育勅語ルー同起立裡に捧

１

迩徳ノ根本義チ剛叫シ証曾問題ノ理論及責

氏︑外簸氏であつれｃ

三氏︑高師教控萩原按氏︒評議員宗像逸郎

際二通暁セリ語二日ク志士仁人ハ生チ求メ

菅野美恵子︵東京府︺日野静子︵東京府︶

渡嘉職澄子︵沖細蛎︶石渡砿代︵静岡螺︺

卒誰生

因に卒業生唖に修業生は左の如し︒

代表の笠巷嘉吉に読書か授典し︑叉一ヶ午

祇酢︑東京市長の祁誹あり︑来賓を代表し

平松孝太郎︵静岡螺︶河越蔑三郎︵鳥取螺︺

篠崎徳太郎︵千葉螺︶増田清次雌︵千葉隅︶

下尾崎仲裁︵鹿剣烏螺︶等

修柔生

笠巻嘉芦︵島根螺︶片岡好︵茨城螺︶

て東京高師教授荻原按氏は︑卒業の貌詞を

散ず︒

なし︑叉茶菓を喫して︑桑しく本日の式を

陳・へ此め式悲閉づ︒捲って一同記念撮影を

︵別項︶笠巻嘉吉卒業生網代として雰餅を

代表して税詞か述ぶろところあり︑最後に

の鶴悟走促さろ︑次で金津稗助君又校友か

鳥海諒只埼玉螺︶高橋増太郎︵宮城螺︶

小山熊次︵東京府︶中鉢迩男︵秋副蝶︶

白木郁郎︵千葉螺︶牧野立次︵東京府︶

漉遥薬一︵埼玉螺︶古寺テッ子︵禰島螺︶

府深みつゑ︵張野蝶︶大里政治︵千葉蝶︶

之を職華別にすれば︑小畢稜教員十三人

水島修一云岡山懸︶

ぱ文部大厩並内務大臣代理︑東京府知事並

中等工業畢掩教員一人︑黄業二人︑畢生二

曾祇員三人︑官公吏三人︑祇含事業家一人

人の合計二十五名である︒

東京市長代理︑本含並に畢院開係側ば徳川

！︲Ｉ

吉田熊次氏．丈皐︑博士吉田静致氏︑女子部

畢院長︑服部副躍院長走初あとして︐畢監

術常日列席せられし重なる人々詮まぐれ

杉山正絹︵紳奈川蝶︶砦松正存戸東京府︶

力元芽︵長野螺︶

述べやがて耐脅の現炊を説いて卒業生諸氏

大臣祇詳︑内務大臣の覗鮮︐東京府知事の

れより別頂の如く徳川堅院長の訓示︒文部

結勤者として笠巻嘉吉ｒ︷賞品を授興す︒そ

告あり︑終って鴎院長より卒業並に修了生

誠しそれより匿江幹事の昭和三年度畢事報

デ以デ仁テ害スルゴトナシト布モ鯛士テ以
テ圧ズルモノハ必ズヤ教化ノ前線二立千常
二聖旨テ奉鯉シ本命ノ趣旨チ曜守シ犠牲的
精榊チ以テ一身チ挺ジテ賊含革正ノ重任二
常リ時代進展ノ機浬チ促進シ以テ皇国ノ蕊

審チ溌揚セサルヘカラズ諸子夫レ総チ勉メ
ョ姓一二言所懐チ叙ベテ訓辞トナス
昭和四年三月廿三日

伯爵徳川達孝

日本弘道含就命教化畢院長

祇鮮
卒業生諦子諸子ハ所定ノ課窪チ雑へ婚二
証脅二出デ︑其修得セル所テ蛮地一一運湖セ

ントス国家ノ篇諸子ノ篇慶賀二堪ヘズ
方今文化ノ進歩ト倶二流含ノ組織複雑二
赴ムキ其施設亦益之陵キチ加プ是チ以テ教

化事業ノ普及上専門ノ智識手腕二富メル人
材ノ必要甚切ナリ諸子ハ木畢院二於テ修得
セル智識テ以テ耐含ノ要求二膳ジ新鋭ノ意
気テ以テ大ニカテ斯業二致サントス此レ以

一
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益々塁チ究メ徳テ進メ以テ図表冠含二貢献

・テ人意テ強ウスルニ足しリ望ムラクハ諸子
スル所アランコトテ

文部大臣勝田主計

昭和四年三月二十三日

祝鮮
現下我ガ肺含事業ノ摘勢チ察スルニ其ノ
形成内容共二箸シキ進境テ見ルー至レリト
離間未ダ創業ノ域テ脱セザルモノアリ一層
二鱈ミ註含事銅謁調刻麹劃函引偲圃シ本日チ以

新進ノカニ侯ツペキモ多キチ見ル本筆院並
テ津六回卒業誘書並二修了読書授典ノ式テ
畢行セラル邦家ノ侭裳二度覗二禁へザル所
ナリ卒業生並修了生諦子翼クバ深ク世局ノ
趨勢二鑑ミ克ク皐院教養ノ趣旨チ機シ爾今
韮ンヂ変際ノ事業二係ジ或ハ教化善導二或
ハ保誰救済一二意奉公ノ至誠チ致シ以テ図
民ノ禰利剛運ノ隆昌チ期セラレンコ邪チー
言所懐テ述べデ脱鮮Ｆス

内務大臣望月圭介

昭和四年三月二十三日

祇鮮

一︑六八三三三

二︑四二九一六

助皇成酋第拾七回決算報告偲型一皐唇
第一何積立金

八八九七

二六六八九

三五五八六

二三九二○

第二回積立金

合計金四千参百五拾壷圃六拾九銭

第三回稜立金

ｊ

Ｉ一宮

監事子爵本多康虎
幹事寺本興左術門
幹事海老原丑之助

理事島谷義武
理事小谷茂覧

助成脅曾長伯鯖徳川達孝

総現在高合計金四千参百五拾壷凹六拾九銭

利盆之部

損益計算書

常期敗入利子

嶋霊正職繍隻崎斜劉帳欝曜箪
損失之部

青年部交附金ゞ

ｌｂ■

合計金参百五拾五面八拾六銭

青年部不足補填

昭和四年四月五日

右之通二候也

卜

諸氏多年埜雪ノ功空シヵラズ銭二卒業諺

昭和四年三月三千三日遥二寵招チ辱ブス依テ謹弄税意チ呈シテ日

１引引

書チ投典セラル誠二慶賀二堪へザル虚ナリ

二率先シテ此畢院テ設ヶ以テ閏家道徳指導

シ其冥助アルニ因

ノ本チ確立セントス是レ弘諭含ノ活眼ニジ

チ重ネ修養二努メ今ヤ蓋雪ノ功渠シカヲズシカ

卒業生諸子ハ本畢院入嬢以来不断ノ研鑑テ西村含匝ノ精榊二的︿

流辞

・東京府知事平塚庚義ク就念教化ノ識未決工新シキ時早クモ天下

惟フニ閏運ノ隆昌ハ旺盛ナル青年ノ元無

二侯シ虚大ナリ長クモ
天皇陛下即位ノ大儀一一際シ詔シテ圃民ガ

昭和新時代二鹿スル畳悟テ昭示シ給ヘリ今

ク室二慶賀二漣へザルナリ惟フニ純近我幽化チ醇厚ニシテ心民ノ和脅チ致シ閏運ノ隆

勢ノ溌展腫二願著ナルモノァリト難一七内外昌ヲ推メムト宜シ給フ教化ノ語己ニ

錐二卒業ノ柴テ婚フ諸子ノ再ピ蓋シ察スペ昨秋ノ大典二常リ聖勅テ仰ケバ内ハ教

ルー剛健武蛮ノ風漸ク暖し眼前ノ小事二睡

ノ僻勢ハ更二図民ノ奮起チ促シ益々祇森教天隠二達ス本院ノ名審大チルト共二其責

ヤ国民州替メテ奮本ノ随習チ去り更生ノ意

句︲
駅トシ員二邦家ノ縛来チ慮り跨職ダル気蝿

化ノ振興チ必要トスルモノァリ翼クバ卒業任亦重シ卒業ノ諸子必ズ感泣拝服以テ託曾

鋪ラ以テ関連ノ伸展チ園ルペキノ秋ナリ然

チ有シ敢然所信テ断行スル人士漸ク乏シク

スル勅語ノ御紳旨チ奉ジ永ク本院教育ノ錆ごトチ奮働努力アルペキナリ

祁チ髄シ先ヅ自ラ人格ノ修養二努メ其ノ品今ヤ我邦︽勿論東西柑通ジ教化テ以テ中

生諸子克ク日新ノ大勢二鑑ミ常二教育ニ開教化ノ中心トナリ以テ聖意二副上奉ラム

象チ持シ高遠ナル理想二通進セントスル者

青年モ亦之ノ風潮二流サレテ徒ラニ愉楽チ

漸ク乏シカラントスルハ室二恨事トスル虚

セル知識ト技ト能チ蹴際二活朋シテ風二国業者チ出ス弘道曾ノ事業此右二出ルモノナ

格テ高億ニシ其ノ心事テ高潔ニシ其ノ習得心トスペキ時ハ乗しり此際己二第六回ノ卒

楚上一時ノ倫安テ食ルモノ多ク澗達ナル気

ナリ此時二樹リ諸子本校所定ノ課程チ卒へ

ナリト錐モ其概フ所チ明確ニシ不抜ノ志テ

性二脚力所懐チ述ペテ以チ覗鮮トナス院二於テ百尺竿頚一歩チ進メ夜テ鞄ジテ裳

民教化ノ賓績チ墓ゲ以テ大二皇運ノ扶翼卜シ並二謹デ卒業諸士ノ柴警チ税スルト共二
国カノ伸張トー寄興スル所アランコトチ
大二太含ノ厩メ従来二望坐鹿アリ即チ本

其志ス所二一向ハントス諸子ノ前途ハ筒遼遠

持シ自ラ題メテ息マスンハ仙日ノ大成期シ

チ考察シテ誌含ノ制裁テ確立セムコトチ壷

心トナリ正論テ張り邪説チ破り教育ノ適否

東京市長代理東京市助役船田中英材テ集メ曾員ノ子弟テ募り以テ教化ノ中

昭和四年三月二十三日やナン更二中等程度ノ畢院テ増置シ天下ノ
翼クパ諸子常二人格ノ津砿テ癖ルコトナ

瓶僻

教化筆院第六回卒業ノ式典テ畢ルー際シ二卑言テ呈シテ盛典ノ祇群二代フ

−

I

テ侯ツペキモノアラン
ク夙夜二題勉シテ以テ剛家ガ諸子二期待ス
ル所二背カサヲンコトチ

些ヵ所嬢子陳ペテ覗僻トナス
I
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トー寄典セントス

磨シ奮闘努力以テ蜘家ノ伸展ト既曾ノ耐祉

ｎ本弘道曾評議員橋本孫一郎ト錐エ﹄今後更一二暦ノ研錆チ積ミ徳操テ琢

昭和四年三月二十三日・チ完フシ得ルヤ否ヤチ疑ハシムルモノアリ
卒業生答鮮

○・

聖上陛下にガーター勲章奉呈のため︑英

園の第三皇子グロスター殿下にはｂ遥々遠

路海悪なく御上陸︐我邦牟訪問せられ︑五

ラルルニ篭リ朝野頴士ノ責臨チ辱フジ加之コレ生等ガ鰍今以テ陣頭ノ大飾トスペキモ

本畢院第六回卒業並修了確書授興式テ奉ゲ厚ニシ外ハ即チ図交チ親善ニシト宣セラル

ばされて︑確き御握手か賜つれ次第であつ

も聖上陛下には親しく東京騨迄御出迎遊

月二日午前東京扉に御着遊ばされた︒畏く

テ鳩キサレハ逢二之テ排スルテ得ベジ時々

れ︒これ我邦の歴史か飾る一頁であって︑

来の親密さか新にするある遊切に欣喜して

開係ある間柄で︑今日此事に接して一層奮

吾邦と英鯛とは古くより特別の親密なろ

り︑司法省前にて奉迎せり︒

二日午前十一時に東京府教化園鴎席に加ば

本曾でも特に贋江主事が代表して︑五月

ろ所である︒

画民畢げて瀧腔の誠意を捧げ叉奉迎致した

子ノ懇楕テ垂レサセラレ叉諸先生ノ熱誠懇仕センコトチ期ス靭力蕪誹テ述べテ答辞ト

動七等笠巻嘉吉

第六回卒業並修了生総代

切ナル御指導ハ生等テシテ克ク師管教育及ス
証含事業ノ理論並二黄際二就キ其ノ綱領テ昭和四年三月二十三日
窺ハシメラレタルハ誠二感謝一一堪へザル所日本弘道曾祁含教化畢院
惟フニ我帝園ハ金甑無闇ノ光輝アル歴史

ナリ何テ付テカ之ノ鴻恩二剛イン

やまざるものである︒

×

Ｉ

×

テ有スル図鵠ニシテ宇内二冠緬シ寓古不易

×

君子一盤世々其ノ精華チ礎揚シ末レルモノ

×

ナリト難モ鈍近物質文明ノ横溢思想図難ノ

×

ノ秋二際曾セシム此二於テ乎本畢院並生等

×

ー星霜其ノ閲畢院長閣下一天親シク師弟父生等ノ忠愛ノ赤誠テ以デ教化ノ第一線一一奉

回顧スレバ生等ノ本皐院二入墨以来既二刻々一一愛化スル時代ノ推移二適唯シ燃ユル

喜何者力之呈加ヘン

懇篤ナル訓僻及祇誌テ賜フ生等ノ光築ト獣ノナリ潜々ダル濁水ト難毛清水ノ渡々トシ

御大鰻直後春風鍍霊ダル本日チトジ並二昨秋御即位ノ勅語ニハ内ハ則チ教化テ醇

一

一

へ

、

〜

−一

へ

ー

暴渡ハ途二我邦テシテ昭和更新ノー大改革

、

ノ使命愈々滋キテ加ヘントス生等ノ前送ヤ
多望責務ヤ重大ニシテ非オ湊畢克ク其ノ任
ｒ卜■

I

●
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昭和四年度藻算書
歳入経常部

科目昭和四年度換算鯉郵三年度前年度二比シ△癖
三○︑○○五○︑○○△二○︑○○

第一欺含費二一︑六○○︑○○二︑七六○︑○○八四○︑○○

隼二欺雑誌
喪上代

利子

四四︑五○四四︑五○○
三○︑○○三○︑○○○

第二一歎利子七四九︑五○八九九︑五○△一五○・○○
収入
第一項公債
利子

第二項預金

編纂寄附金

歳入臨時部

第一欺簿記五○○︑○○六○○︑○○△一○○︑○○

合計一九︑四七九︑五○一八︑六一九︑五○八六○︑○○

臨時部計五○○︑○○六○○︑○○△一○○︑○○

昭和四年度歳出藻算書

歳出経常部

科目昭和四年度識算鯉銅三年度前年度二比シ蝿減

第一獄諸給三︑三六○︑○○四︑○二○・○○△六六○︑○○

第一項主事一︑五六○︑○○一︑五六○︑○○○

所調

第二獄事務一︑二二○︑○○一︑一三○︑○○○

第三項雑給三六○．○○三六○︑○○○

俸給

俸給

資金利子

第二項書記一︑四四○︑○○二︑一○○︑○○△蚕︿○︐○○

第三項墨院六七五︑○○八二五︑○○△一五○︑○○
告料並雑収入

一ハ○︑○○六○︑○○○

○五○︑○○△五○︑○○

四○︑○○一五○︑○○△二○・○○

第四欺雑誌漬四○︑○○二○○︑○○△ニハ○︑○○
庚告料

第一項雑誌
第二項講習
料詑雑牧入

科

一八︑九七九︑五○一八︑○一九︑五○九六○︑○○

第八欺授業六○○︒○○四五○︑○○一五○ｂ○○

寄附金

第七欺特別一︑○○○︑○○一︑四○○︑○○△四○○︐○○

捧毒識附識途二︑七○○︑○○二︑○○○︑○○七○○︑○○

派出寄贈金

第一項備品
五○︑○○五○︑○○○
費
第
二哀印刷二二○︑○○二○○︑○○Ｏ
費
露三項消耗二三○︑○○二三○︑○○○
第四項通信一七○︑○○一七○︑○○○
費
第五項電話一三○︑○○二一○︑○○○

第五欺講師

第
九欺教化二○○︑○○二○○︑○○○０
事業助成金

第
六項修繕二○︑○○二○︑○○○
費

第七項難費三○○︑○○三○○︑○○○

料

品費〃
一︑○○○︑○○一︑○○○︑○○○

第十獄前年
度調齢繰越金
鯉常部計

1
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」

費

第三駄集舎

第一項総曾
費

第二項含員
談話命費

員曾費

第三項評議
第四哀雑費
第四歓雑誌
費

第一項印刷
費

費

第二哀編戦
員手営

第三頚編輯
費

第四頚原稿
費

第五項郵送

第六項雑費
第五欺宣博
摘狼費

及講演曾費

四 六

、 、

、

、
ー
ケ
、

、

、 、

館一項講師
第二項支曾
講師波出費

第三項晦嘱
講演費

巡廻講演費

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
、

■'一
一
一

△
△
△

第四項各地
第五哀雑我
第六獄調査
研究費

料金

第七験振替

四 六 ，

五五○○五○○五○六○○一一五六○二

四二二三二6一四四九一宍共二三
○○○○○○○○○○○○○○（
）○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○ ○ Q o o､o、o､o
ooooooo五○○○五
､ ､ ､ 、 、 、 、 、 ､ ､ ､ b ，

四 一 二 三 二 ○ 一 四 三 一 六 五 二 三

五○五五六○五一○五○九○○一一五六○二
○
○○○○○○○○○○六○○○五○○○五
、 ､ ､ , 、 ､ ， ､ ､ 、 , L , ､ b , 、 ロ 、 、
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○o○○○○○○○○○
○ 五 四 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ． ○

第八獄補助
金
五○○︑○○五○○︑○○Ｏ

第二項女子部

第一項支曾
術
助金四○○ｂ○○四○○︑○○Ｏ

票友曾補助金

有志青年部畢院一○○︑○○一○○︑○○○

第九獄衰彰

節十欺諸税

菱七二○︑○○二○︑○○七○○︐○○

四六五︑○○二・三五○︑○○一︑一一五︑○○

金並保険料三二○︑○○三二○︑○○○

第
十一欺畢三
院費

第
一項講師二︑三三○︑○○一︑三○○︑○○一℃○三○︑○○
報酬

節
二頚事務一︑一○五︑○○一︑○○○ｂ○○一○五︑○○
費
第三項固謹

第十三歎溌

費三○︑○○五○︐○○△二○︑○○
第十二欺減
僑
賓金一○○︐○○一○○︑○○十

歳出臨時部

捷常部計一八︑九七九︐五○一八︑○一九︑五○九六○・○○

備金九○九・五○一︑○九四︑五○△一八五︑○○

第一欺博記

臨時部計五○○︑○○六○○︑○○△一○Ｃ︑○○

編纂費茨○○心○○六○○︑○○△一○○︑○○

合計一九︑四七九・五○一八︑六一九︑五○八六○︑○○

一︑昭和四年度追加諜算

歳入臨時部

歳出臨時部

第二敷連絡摘張費奇附金登千回

第二欺頚絡按張費金壷千回

68

本
曾

報 蕊

口四月二十四日正午に堀田委員長繁田副委

に就き御相談せらる︒

河内澄害氏か道徳涌養神補の一助にもと一

に就き協議せらろ︒荷特に徳川曹長服部副

員長等参集され︑寄附金募集部の根本方針

間きれ︑三井三菱雨家に於ける寄附令の事

般に紹介し︑尚本郷の名審職韮招待され︑

曾長も出席されれリ︒

口財務監督禰島甲子三氏ば十四日本含縄曾

れたり︒

或は同講演倉の求め種々なろ御霊力を致さ

口寄附金募集部委員長堀田伯爵には五月英

講演倉の際に兼て本曾が表彰せろ本郷歴の

既報の如く第三十一回本曾線脅を開く︒詳細

口四月十三︑十四︑十五の三日間韮通じて

口本含特別含員増山正浩氏にば四月七日午

その接伴役か拝命せらろ︒

図グロスター殿下御来朝遊ぱさろろに就き

口本曾特別含員舶爵後藤新卒氏雁は四月十

柔事雲列弔意か表す︒

の題下にて誰演さろ︒頗る盛含なり号︒

丈畢博士吉田静致氏出席され﹁自由と平等﹂

際し講演命開催︑読師として本含より諮議

口四月二十一日埼玉螺久喜支曾春季縄曾に

子

ロ四月十六日より本含証含教化畢院新畢年

は別項に報告せり︒

前十時三十分途に逝去きる︒哀悼に挑へず

三日午前五時三十分途に莞去さろ四月三日

ロ四月十八日新宿御苑に於け角蝿籾倉に

筆研究のため鯛乙に留畢起命ごらろｓ

口本曾派愈教化畢院商議員荻原按氏は倫理

に譲力致しつつあり︒

部より埼玉蝶川口支曾︑所津支禽等の凌展

口既報の如く茨城螺武川支曾は内︑鼎氏の

岡山へ川装のたあその途中列車内で惜溢血

民間功鍔者として御宴に召されし人々の中

口四月二十日午後二時半より深川歴蔑年町

壷力により其の後績々と新入念者を見るに

ロ本含証含激化畢院講師古瀬安俊氏は今回

哀悼に不堪︒

留岡幸助︑星野錫︑繁田武平︑山脇房子︑

主なる水禽開係者は三宅雄二耶︑矢野恒太

第二明治小畢校に於て斯文倉と聯合にて講

延起して京都府立鍔大に入院以来十日にし

国際努働含議政府代表として同含議に出席

鳩山春子も吉岡蝿生氏等なり︒

演曾恥開く講師は吉田熊次博士︑塵谷温博

至り︐既に五十有除名に達す︑其の他連緒

の求め四月十一日東京騨走出斑す︒

□徳川倉長服部副曹長は同道にて四月二十

月十六円青巾祭場に我の皆即式行ぼろ︒

志青年部幹事含開値︒

日には三菱合賓曾賦に青木菊雄氏延四月二

士の二氏であった︒

て途に再び立つ能はざるに至れるなり︑四

口四月八日午後四時より本曾事務所に於て

十三日には三井合名曾賊に有賀長女氏を訪

口四月五日午後四時より助成含纏曾並に有

祭典委員協醗含開樫︒

口曾員榎本竿童氏には過日突然逝去きる︒

十日一端蹄京さろ︒

中なりしが本曾の縄曾を控へれろ求め四月

口服部副含長は凧月上旬那須の別邸に静養

静養の庭全快され出席さる・

手部修養講座走開く︐辻村講師は兼て病気

口四月二十日第三土曜午後二時より本曾女

開講

同十二日告別式に際Ｌ本曾走代表して騰江

本曾報薫
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口本曾評議員野田支曾長茂木七郎右衛門氏

世に高き徳望家たりし走惜みても猫餓りあ

就の牡長等同地に於ける大御所にして叉一

の人︒野田醤油批長︑同銀行頭取︑鍛逝曾

職にあって︑鋭意本含のたあに壷せられし

趣旨に愛して︑評議員及支宮長としての要

幹事出席弔意を表す︒氏は先代以来本命の

曾を代表して贋江主事も募集部よりは持出

不堪︒本含は廿五日の告別式に際してば本

目的を達成せしめて︑吟局重大な折柄本曾

て詮くことは出来ない︒一口も早く初期の

の不自山をいつ迄も不自由だといって捨て

らないものがあつれ︒然し本曾としてばそ

といつ穴形で︑何くれと活動上意の如くな

いふものの︑一の大きな指導機闘走失つれ

集部としてば不断の努力かして居ったとは

れてから︑もはや六ケ月になる︒其の間募

寄附余募集部主事の祁谷初之助氏が逝か

見タリ

程改正ニョリ新ダニ左ノ如ク職員ノ就任テ

昭和四年四月一日日本弘遁含賓金募集規

に繁田氏の元筑と熱は必ずやその問に何か

采配をふられつつあるの有様であるがｂ特

致されつつあるし︑堀田委員長も御多忙中

であらう︒曾長も副愈長も叉一段の助力を

曾等と云ふ風に順次手をつけることとなる

ることである︒

はその払礎か固め

寄附金募集部の活躍

口寄附金募集部副委員長繁田武平氏には五

いやが上にも岡滑にして︑本含百年の大計

にぱ去る四月十九日途に逝去きる︒哀悼に

月一日出溌︒川形︑秋田︑宮城︑禰烏の諸

く︑卿かの御奉公走致さ胆ぱならぬのであ

を築き︑邦家か泰山の安きに就かしむぺ

る︒そこで幹部に於ては屡々協議私亜れら

主事︵本部主事︶庇江蔑次郎

同宗像逸郎

参典︒中煉輔一郎

同禰島甲子三

同子爵漉灘築一
監事・矢野恒太

・顧問伯爵松平直亮

同副委員長繁田一武半

寄附金茅築委員畳伯爵堀田正恒

○

一同は期待して居ろ︒

の形となって︑現ばれることであらうと︒

蟻に亘り︑寄附金募集部の要務並に含勢覗
□本支曾難絡披張部主事寺本典左術門氏に

ら北に本曾に於て稀に見る熱心さと努力ル

れ穴結果︑募集部規約の一部を改正して︑新

この際厨一層の活躍か

察恥兼て出張きる︒

地へ出張され︑同支曾の護展策に就き協議

以て誰力されつ入ある本命評議員募集部参

は︑埼玉隅川口支愈︑埼玉螺所津支含の雨
する所ありれり︒

同︵本支含連絡按張部主事︺

輿繁田武平氏ル副委員握に委蝿し︑雨主事

と外に幹事か任命して全く陣容話たてなほ

幹事烏谷義武

同持田欣久

寺本輿左衛門

し︑一大活躍をなすこととなつれ︒其の第

一着手として先づ三菱︑三井雨王剛には既

に交渉走初め衣が︑これより賞業家華族牡

ｒ
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中

吉

物
賠

一

ごさ

わだくし

かんしん

英貞山作

よいところめつ

さやうごさ

れん︒あびによこ週

全へもう

わたくししょくてつ胆

ざまおめ．が過ちが

やう

こんにふ

●

しか

わらぢひも

だくらゐござ

全へこたん

さ全わたくししんくだ

かぬでき

しじうこころわす

おさぬぢ

わだくし

﹁イヤ︑それでは宮屋が困る﹂﹁その様にあなた様が私を信じて下さいますなら︑私の

とみやこ全

ず働きましたので︑雄の錘り銭が恋ゑましたひで締磨います︒どうか御牧めを願ひます﹂

はたら

ったかも知れませぬ︒私はあなた様の御鑑識遠ひになってはならないと︑始絡心に忘れ

し

しなはれ﹂﹁それは可けませぬ︒私の私慾が手偉ひましたら今日これだけの金は出来蔵か

い

した︒そこで宮屋が﹁これはお前ばんが儲けやはったのやから︑お前ばんが是れで何なり

とみや

それから中吉︑此の千雨を持って行きましたが︑三ケ年経って一寓雨にして持って来ま

います﹂一それはさうやらう︒なかノー尋常のことで金が斯う寄るものやオマへん︒どうや
や
ざやう肴ざ
こかい＆んりょう
こりょう念んのよういだ
此の金が一禽雨になるやろか﹂﹁左様で御座い毒す︒此の千両を一蔦雨に致しますには︑夜
薬ん泡
春ん
もロ・ゆく全んいよう
分だけは寝られるだらうと存じます旨そんではこれを持って行んで一寓雨にしなはれ﹂
たか含らこ一一りょうもい
ぬんだ全んりょうもき

じんじゃう沙趣か王

解いて熱く睡たことは御座いませぬ︒五年の間凡横になって寝ましたことは無い位で御座

とよ通

僅かの年限の中に此の千雨︑随分骨が折れやはったらう﹂﹁左様で御座います︒草職の紐を

わづ泡んゆんなかこりようやいぶんぽゑお

︲そこで富屋金右術門はすっかり感心をして﹁能くさう云ふ所へ眼が著きやはった︒併し

●●●●●尋

(
7
)

'一

しもふざや

ゑんざんひ堂舎こ梶うじ全含

じ
じ年
ん賦い
釣下
かさく
企参
いりますまいか﹂﹁お漆ばんの蓑雌と麦ふは識や？﹂﹁海岸の識騨建の識峰露浄御昨で緋醒
主ゆ
人に
でん
御無
貸し
るわ
課け
には
しゅじんひもつ

しゆじん︲ぺうちうくわんご

かやうノ︑

ぷき
んどざ
います﹂﹁エッそれな客
ら先
るん
分散しやはった下線屋かい︒あのときの分散では響きが此の堂島まで来たくらゐな︒それ

お僅さか全ゐごり尖うぢい声呼みるおうち冬塞ごひゐ轡めづ

でや語昨はんは砿だって鐸鰻をして瀞やはった﹂﹁主人が無一物にたりまして︑主人の病中看護いたして︑斯様を鋳で︑
ぢんざん芯・ごしゆじんばぢうば
たんごぜいだく
そたびごとしゆじん江全へで
え
江凄
戸江
でに
何い
か淀
致しますれば︑其の度毎に主人の名前が出まする︒一旦御賛浬をなすって︑分散まで篇すった御主人に恥の上

堂

ん存じ︑そこで大阪に参り︑御療治を致して歩いて居ります中︑あな方様の御韻展に輿かりました
ぬり
塗
を・させるまでもた
無を
いと
釣も
た勃かだすがしゆじんいへざど︾う
わにくしおたずくにおかだでき
どざ
ので御
座います︒それで私を御助け下さる御方が出来ましたから︑其の御方に純って︑主人の家を再輿いたさうと思つ
しよけんめいばだら１
ものりょういおが処おかく渥
ざまわたくし
しか
中て居りました︒然るに︑あなた様が私のやうな者に百噸と云ふ御金を御貸し下されましたから︑ここぞと一所懸命に働
ねが

わたくししゆじん也んぷ江に侭宮おかく庭

ｌます︒願はれますことなら︑どうか私の主人に年賦で何程か御貸し下さいますやぅに一
きましたので涯
御客
座い

圭口これ含＠①③⑪③●沈みに江が全へじつたとにうとごじんぜんかよなか垂ら

まへごしゆじん③●②のえ︾︶こ罪ぽさかつき

え苫しつばい

之を鑑いて富屋金右術門︑涙を流し︑﹁お前はんは資に醤へやうのない貴い御人や﹂と︑全家のものを寄せて︑中吉の
ばんとうわかものこぞういた全で江か昏らしゆか仁いぱたら茅含びじやうかんふん
物諜澄癖かせたとき︑番頭︑若い者︑小僧に至る迄︑中吉の主家に謝する働き振りを聞き︑非常に感奮いたしました︒

園と上で﹁それでは︑お前はんの御主人やった庄右衛門を江戸から此の大阪へ連れて来やはれ︒江戸で失敗しやはったん
い正か含らおぱい上ろこりょうかい雪か全を
わだくしともちからあ
釣像さか壁
やから︑大
阪へ来やはったら︑一つ私も共に力になって上げうから﹂と云ふ︒中吉大いに喜び二百雨の金と御借り申し

奇しやゆめ
毛Ｕぷん
い今急
画ぐに鐸祷弛零に乗って︑蕊謹べ⁝．：⁝⁝
なゆ
ら行きますが︑其の時分のことゆゑ︑汽車などは夢にもない︑喪を部に乗

え︾
もて
ま参
ゐざ
さゐ
わに
くら
●●
●て
とこ
隼ゐ
いで︑
江﹄戸表
に
りか︑
逆全井
待ゐち
詑●ぴ
暮ろし
て居る庄右衛門の所に参りました︒￥一

こん客し陸う

︒わけ
なぎ罪だよろごてにざあ
生ろこ
睡容瀞咋と幡塞︑紗えて遮しき鎌疏に︑一たびは喜び︑一たびは嘆き︑又喜んで手を握り合ふ︒さう妾ふ鐸であったな一

らばと︑唾垂れから蓉潅の厩侭啓を躯確ひ︑騨斌識の建議か確睦雫て一娠一僻を識し︑錐職をして︑それから今度は芝の字
にん人Ｉば江しうけにま
挺ん芯おかみさんごし生おぼざかゆ

勺田
△鷺
ち田
よう
①備
⑮さ
⑤●
こに
ろ来
含 て︑さてと入で日一那と御内儀を御一緒にして大阪に宿きたいとの段だの話︑承はった一
７
川か町は高
屋●
清●兵
ん｜
のと所

､
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編輯後記
○いつしか樫花も散りしきて︑すが／Ｉしき若葉の候となり
ました︒この時や五男の活動に充分なる精力を典へると共

に︑ピクニック其の他に於て又五員が活動の疲勢を癒やすに

︲︲

誠に絶好の期であります︒
○本晩は穂積博士の御説愈佳境に入って河に趣味の中に高遠

なる理を了得させられます︒叉山本博士の山鹿素行先生の玉

稿も得易からぬものであって吾々は先哲の意のあるところを
心静かに味ひませう︒とれ即ち淵故知新に叶ふものです︒
記事︑諜算記事等のために︑﹁各地の風替と博説﹂及在米の所

○本晩には第三十回細曾の記事︑並に第六回祇曾教化畢院の
感︑中江藤樹雪の別れ︑其の他が休載のやむなきに至りました
ことをお詑ぴしなければ左りません︒不悪御諒承を願ひます︒
○﹁倉員の婆﹂の原稿を募集しました所熱心底る含員諸君より

早速礁募下さいまして本競より早速紙面を飾ることが出来ま
したことを深く感謝致します︒今後毎競絶え永皆様の叫びを
舜聡致したいと希望して居ります︒

○来月鏡は肺谷主事追悼読ですから多少編輯も菱りませう︒

主す︒

何卒御援助の下に充資したものを出したいと努力致して居り

一プ前金ノ

割田斧二

東京市祁田厘西小川町二丁目一番地

東京市牛込砿早稲田鶴巻町三○八

印刷所文陽職
溌行所日本弘道曾

編輯兼
蕊行人

東京市祁田歴西小川町二丁目一番地

昭和四年五月一日蕊行

昭和四年四月廿九日印刷
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にくきん吐うのうモピをういろうぞうどじやうぷいかごりえきえかやうご告しん

号そなかきらわたくし

を津山に奉納いたした︒其のとき慈照と云ふ老僧がまだ御丈夫であって︑﹁如何なる御利益を得て︑斯様に御寄進をなさ
るるのか﹂と聞いた︒其のとき中吉﹁私が﹂

よ
で象だこわ食いのらざよなかや詮
世に出ずぱ叉とは越さじ我が馬めの命なりけり佐夜の中山

おだうぱしらし仁仁こんにらのこおす芯はにいぐわんをいじゆいにそおれいござ

と御堂の柱に認めましたが︑それが今日もアリァリと遣って居ります︒即ち大願成就を致しました︒其の御潅で御座い
の

じせうまたいかわけしに診包ぎつつぱだろうそう芯み催ふ
ありがたごじんいおほかん尋晶でとそことか含のこ

主す﹂と述べました︒慈照が﹁それは叉如何なる認で﹂と次第を聞いたら︑包ま歩話したとき︑老僧涙淀拭き港がら

﹁ァ︑有難き御人はあなたである﹂と言って︑大いに感じ︑筆を執って其の事を書残されました︒
定かき鳥しようゑもんおぱさかかへょう・ふぽかうょうつく尋ふうふめひにがらロつ曇ナＪ１か噌知しつぜい芯に肱や
中吉の庄右術門は︑それより大阪へ師り︑養父母に孝養を霊し︑夫婦の間柄も陸ましく︑益登家業に出精し︑浪花屋の
いへ＆すノーばん上やう

なか壁らしゆかさいこうにいしゃうぐんいへつなこう竃ぢせいしかにいしゃうぐんつなよしこう言と告鑑んがくおほナナ昔い厚２

家は益盈繁昌いたしました︒

中吉が主家を再興いたしたのが︑四代熔軍家綱公の御治世︑然るに五代将軍綱吉公︑此の時に文畢大いに進み︑聖堂の

大成殿を御建築遊ばしたくらゐ︑醸者も叉多く出ました︒其の後柳津出羽守の家老の曾根権太夫︑柳里恭と云はれた方︑

にいぜいでんごけんらくめそがくしや染たおばでそのら●ｅ④●③かろう●の①●●の⑭●いかだ

ごおかたぷんぶりょうにうひいしかしよがとうぷいいぷんにうゆるつうもおにいじんぷつ①ｃ

●●⑧●●●いくらゐ含りょうじんモおかに法か会らさよの能かや隼たけざんくえんじえんざとうん

此の御方は文武雨道に秀で︑詩歌書書等をもよくなされ︑武蕊文道の許しを十六通も持って居られたといふ大人物︑柳津

れましたのが中吉の御話︒

なかきらおば虻し

の曾根か︑曾根の柳津かと云はれた位の器量人︑其の御方が巾吉のことを佐夜中山の三獄山久延寺の縁起から取って︑雲
びょうざつしいらよしよなかか︒ほ晋たうとこころざしものこうせいものしめ畷からい︑ふでと
薄雑誌と云ふ著書の中に書かれました︒これ程の貴い志の者であるから︑後世の者に示したいと︑力を入れて筆を執ら

大昔でも大正の今日でも︑主家を恩ふと云ふ一念は賞に貴きもの︑小さく取れば庄右衛門一家の再興をした御話ですが

おぼむかしたいしゃうこんにらしゆかおもいれんじつたうとちいと●●④＠か．さいこうおはなし

ここころざしおほとわおほぎみたい随て上つ世いちうもつごぼうこうできうこざわたくしふきう
此の志を大きく取りますれば︑我が大沼に濁し奉り︒精忠を以て御奉公の出来得ることで御座います︒私は不肯な
わひもとこくふんらうかうい姫んしゅんかんわすできこくみんきたわずあいすこころえ

がら我が日の本の園民は忠孝と云ふ念を瞬間も忘る１ことの出来ませぬ園民であり︑又忘れては相潤まぬと心得まするに
よ
せい廷んしょくんたいなかきちしゆか客いこうおばなしごしようくわいいたしにいござ
依り︑青年諸君に潤し中吉の主家再興の御話を御紹介致しました次第で御座います︒︵怒り︶

．︹好評の裡脹本篇を終りまし丈︒次には代って愛国美談︑千人針毒掲載の諜定です︺

編輯後記
○いつしか樫花も散りしきて︑すがノ︑しき若葉の候となり
ました︒この時や玉昆の活動に充分なる精力溌輿へると共
に︑ピクニック其の他に於て又玉員が活動の疲勢を癒やすに
誠に絶好の期であります︒

○本焼は穂積博士の御説愈佳境に入って河に趣味の中に高遠
なる理を了得させられ毒す︒叉山本博士の山鹿素行先生の玉
稿も得易からぬものであって吾々は先哲の意のあるところを
心静かに味ひませう︒とれ即ち温故知新に叶ふものです︒

○本暁には第三十回細曾の記事︑並に第六回献曾教化畢院の
記事︑溌算記事等のために︑﹁各地の風習と陣説﹂及在米の所
感︑中江藤樹雪の別れ︑其の他が休載のやむなきに至りをした
ことをお詑ぴしなければ底りません︒不悪御諒承を願ひます︒
○﹁倉員の蕊﹂の原稿を募集しました所熱心なる含員諸君より

早速雁募下さいまして本競より早速紙面を飾ることが出来ま
したことを深く感謝致します︒今後毎競絶え寸皆様の叫びを
舞鑑致したいと希望して居ります︒
○来月鏡は祁谷主事追悼貌ですから多少編輯も鍵りませう︒

何卒御援助の下に充資したものを出したいと努力致して居り
蚤す︒
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ＬＦ
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東京市神田厘西小川町二丁目一番地

東京市牛込歴早禰田鶴巻町三○八

印刷所文陽職
溌行所日本弘道曾

編輯乗
磯行人

東京市祁田厘画小川町二丁目一番地

昭和四年五月一日磯行

昭和四年四月廿九日印刷
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年七月蹄図せるも︑之又同様一家を潤ふすの財を得ざりしのみなら歩︑宿病の篇め歩行自由ならざるに至る︒

次で継母も亦中風症にて半身不随となり︑共に数年間を患へるも︑歩雨人相次で病没するの不幸に遭ふ︒かくの

如き中にあってツョ女はよく鐘父母に将病夫に孝養の限りを議せる常人のなす所に非歩︑個猫となれる其の後

の彼女は︑よく貞節を守り他をして一指を染むるの除地だに典へず︑且つ一家の経済に付ては決然として此難

局に富り︑然も多き吾が子女の教養に専ら意を注ぎてその幾年かを経たり︒その効ありて今や子女は何れも相

営なる生活をなしつ上あり︒即ち長女芳野ほ長岡女子師範畢校を卒業し︑後数年小蕊教員を奉職せるが︑後場

ノ谷村大村芋川星庄平に嫁し︑夫と共に南米に移民して目下相営なる賃業に従事しつ上あり︒長男太郎は母ツ

ョと共に額賎せる家運挽回に夜駐日在努め諺目下地慣面六十二回八十七嬢及動産見積五千回除を有する迄に至

る︑今猫温泉旋人宿を総誉し一層の努力を致しつ上あり︒次男次郎は海軍一等兵曹として横須賀に勤務し︑三

男三郎は大畢林を卒業して同郡側禰寺住職︑四男哲夫は他に入饗し︑五男は篇虞師となり︑六男又横須賀に海
軍兵として服務中底り︒

かくの如くツョ女は今や難局を打開せりと雌も︑顧みれば過去幾十年︑涙の種ならざるはなく︑特に夫死後

「且

より見るも十八年の長きを克く耐へて一黙の非難非達なく自己の責任を果したるが如き狗に現代節婦の鎚鑑と
して貴すべきなり︒

､
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埼玉嫌

四番地

敬瀞者大久保耐昌氏

埼玉厩北足立郡指扇村大字指扇四百一工

弘化三年七月十三日生

氏は資性温順園浦にして夙に敬度の念に厚く︑明治十年四月十五日指扇村袋献氷川祁賊氏子惣代に衆望を婚

ひて選ばれしが︑それ以来今日に至る迄五十有除年の永きを引績き其の職に在り︒氏は其の間敬祁崇姐の一園

なる燃ゅるが如き熱誠を以て︑氷川祁祇の護展を謀り︑至誠奉公其の経誉改善にと努め︑能く犠牲的精榊を以

て維始一貫祁明に貢献する所資に頴著なるものあり︒即ち同氷川祁牡は氏が惣代に就任営時は僅かに参段六畝

除歩の土地を有するに過ぎざ︐しも︑今日に於ては四町宣反歩を有するに至る︒又其の他の諸設備の完成にも留

意し︑風教上郷薫の敬祁思想を涌養鼓吹するに努め︑祁威の鴻大崇高を謀り︑又は氏子経済の緩急を計り或は施

設を蕊備する等極力氏の励める所のものなり︒氏子も亦氏が熱誠に動かされて︑協力一致事に従ひしかば︑其の

劃策は着交と効を奏しぬ︒今其の一生を列畢するの煩に堪へざれども︑その一例を記すならば︑同氷川祁献は

I

創立久しきものとは陣へらるる所たれども︑其の巾緒何等記されたろものなくして詳ならざりしかば︑氏は之

、
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を遺憾と左し︑古書に或は口碑其の他種盈なる材料を調査研究し︑遂にその由緒を明にすることを得たり︒即

ち同就は人皇十二代景行天皇の御宇紀元七百七十二年︑日本武尊東幽征闘の折︑庶民皇化に浴し此浄土を卜し

て︑中夏の吉日を撰び一宮氷川耽より祁幣を分ちたるものたることを確めたる底り︒そこで氏は︑鼓に由緒を

申請認可を得て有志と記念碑を建設し︑同時に祁楽殿も竣工せしめて︑大祭典を畢げしと聞くが如きあり︒

︑

斯の如く氏が多年一日の如き朝夕の刻苦奉仕によりて︑今日の壮厳なる祁域を見るに至りしも︑その間氏の

苦心は容易のものにあら余︑郷黛今や翠て其の徳を欽仰せざるものなし︑曾て耐職曾総裁より其の功を表彰せ

られしといふも宜底ることといふくし︒拘に敬祁崇組家として世に摸範とする人たるべし︒

函者新井九十郎氏

埼玉蝶入間郡鶴ヶ島村字脚折一六八三番地

明治六年六月二十六日生

所のものなりき︒即ち氏は郷に鰯るや︑常に兵力の消長は是れ図蓮の盛衰にか上ることを力説され︑明治三十三

日清日露の雨戦役にも従軍す︒氏が在管中受けたる精祁教育︑殊に軍人に賜りたる御勅諭は最も心階に銘せる

園を組織し︑研畢に開する雑誌をも溌行す︒然る所明治二十六年に徴されて近衛歩兵第三聯隊へ入誉︑績いて

氏は資性誠資にして明敏︑且議忠報図の念極めて篤し︒明治二十五年十九歳にして同志を糾合し︑大日本少年
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年十一月三日を以て︑率先して鶴ヶ島村在郷軍人倉を組織し︑以て軍人精紳保持鍛練と︑地方軍事思想の鼓吹

に努めむとはせり︒その後十ヶ年を経て始めて帝園在郷軍人倉成るや︑直ちに同分含に匙を鍵更し︑愈益登令

旨の普及徹底に毒力せらる︒翌四十四年四月よりは︑分曾報を溌刊せるが︑是帝園在郷軍人分曾に於ける分曾報

として矯矢をなせる所のものと聞く︑その含報護刊の目的たるや︑勿論分曾員指導の篇なりしと雌も︑一面魔

く他の地方分曾へも之を配布し︑其の指導誘披に資する亦大なるものあり︑氏がかく日夜熱誠を徳めて軍事思

想を鼓吹せるの結果は︑漸時良好の成績を牧め︑今や同村軍人分曾は地方に於ける最優秀蔵るものと賞讃せ

らるるに至る︒是れ一に氏の壷力に依る所のものといふぺし︒大正元年陸軍特別犬演習が中央武識野平野に於

て行はれ︑畏くも天皇陛下川越中畢校に御駐輩遊ばされし営時は︑分曹長として氏は文字通り寝食を忘れて分

曾員を指揮し︑奉逢迎並に演習部隊の後援等に議津せる時の如き︑折悪しくも氏の賞母重鵠に階り︑次で死

亡せるの厄に曾す︒然れども喪を秘して曾員を指揮し︑悲嘆をも忘れて専心軍隊の後援に活動せるが如きは︑

人をして窃かに涙を催させたりといふ︒かくして分曾曹長の職にあるとと十七ヶ年の永きに亘り道を後進に譲

る︒熊谷聯隊碩管内に於て最も優秀たる分曾として其の名は螺下に高し︒叉日露戦役後入間郡徴兵慰勢義曾の

解散せらる上や︑氏は之を大いに遺憾とし︑村長を論きて共に鶴ヶ島村徴兵慰勢義曾を組織し︑全村の賛成を

L』

得て悉く之を曾員とし︑

一︑除隊錦郷者へ慰勢金の贈典

グ
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隊隊
者者
のの
奨漠
働及
一︑在在
閣慰
及籍
慰鍵・
一︑戦病死者の吊祭及遼族の救護

等を重凌る事業とし今日に及くり︒而して同倉は創立以来昭和三年度に至る迄︑除隊兵百四十名に濁し︑慰

勢金一千三百回を寄贈して其の勢を稿ひたり︒其の他自費を以て入管者を宇都宮其の他の衛戊地に送り︑又在

誉者を慰問する等志気の鼓吹に努めだり︒氏は一面専ら農事に精働し︑叉篤農家として推奨するを得べく︑品

評曾︑共進倉等に於て受賞するとと数十回の多きに及ぶ︑而して之等の審査員審在長たりしととも数回あり︑

又消防方面に在りては部長より組頭︑次で川越警察署管内消防聯合曾長︑埼玉螺消防協曾評議員︑同常議員等
にも歴任して二十年間の長きを識力する所紗からす︒

更に又一方氏は敬祁崇姐の念篤く︑大正九年より村就白髭祁砥氏子網代︑或は字脚折善能寺壇徒線代として

今日に至り︑能く斌寺の事に就ても力を致しつつあるあり︒最近には更に閏民思想の悪化を切に憂ひ︑率先し

て鶴ヶ島興隆曾を組織し︑口に筆に極力皇室中心主義を高唱して︑思想の善導を期し︑又大正十四年より図本

新聞をば毎月二百部乃至八百部を購入して︑地方青年に震く之を無料配布して今日に及ぶ等氏が篤行枚畢に逼

あらず︒現在日本弘道曾員たり︒氏の如き現代稀に見る愛園者といふべきなり︒Ｉ
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謎曹事業功勢者長島作左衛門氏

埼玉螺大里郡太田村字上江袋四六番地

明治二十七年四月二十九日生

氏は同地方の有数なる豪家に生る︒劫にして父を喪ひければ︑専ら母及姐母の慈愛の下に人となれり︒長じて

は早稲田大畢に塁ぴその業を卒へて齢郷してより今日迄爾来十ヶ年︑その間氏は専ら地方教化啓溌の篇めに議

粒に村政の改善を間延︑或は教材教具の多くを寄附し︑蓮動場遼無料貸興して畢童の縄育孝奨鋤する等枚畢に違

津す︒即ち畢費に乏しく然も向畢の志ある者には畢賓を給するあり︒或は畢務委員村曾議員として︑同村の教育

あらず︑然も事に臨んで至公至平︒博愛温厚の徳を以てすれば︑今や氏の謹望同地に普く︑その重きをなすこ

と盤石の如し︒曇には厩共漕曾に萱千五百回を寄附し︑叉小作問題の勃溌するや卒先して農村共築を高唱し︑

親興曾なるものを設立して︑地主小作人間の親密を謀ると共に︑私財五千回を提供し︑之を肥料購入資金として

小農者に貸輿することとなせり︒詞精穀場を私費を投じて建立し︑以て勢費を節約せしめ︑且つ肥料の自給を

奨励せり︒一方吏に融和親善逓重んじ︑同地方民に絶大の同情を寄せるの齢り︑私有土地の多くを開放して新

道路を開きて交通の便を奥へるあり︑防火施設として消防器具を輿へ〆時に叉は娯楽を共にすべく活動篇虞等を

公開し︑或は談話倉を屡全催して意志の疎通を計ること等あり︒更には叉嬬下に乾繭利用組合の組織せらる上

や︑大里郡同組合理事長に畢げられ︑専身講力の結果︑今日非常なる盛大を致さしめたるが如きも亦以て平常

氏が教化の力大なるもの預て力あるを感ぜずんばあらす︑今秋の御大典に際しては︑恭くも大嘗祭献殻者とし

ての光築を婚はれしといふ︒かくの如く氏が地方梓溌に誰力せらる土夜も日も是足らざるの有様なるにも係

らず︑寸暇を以て同牒農政研究曾幹部として螺下の大勢を巡硯し︑又牒外をも魔く硯察して︑農村の賓際を研

究して以て︑地方善導の上に完きを期しつつあるといふ︒未だ若き身を以て︑一意地方改善の篇めに献身的努
力を怠らざる氏の如き現代稀に見る所なりとす︒

節婦清水むめ氏

埼玉螺北葛飾郡川遥村字赤崎一五○四審地ノー

明治二十二年七月二十四日生．

・むめ女は現戸雲主幸作の母にして︑明治山十二年十一月十九日同螺北葛飾郡響野村大字赤沼井上家より︑常戸

主幸作亡父●保三妻として清水家に嫁す︒元清水家は相営資産ありて代狩染物業を誉み︑その傍農業に従事しつ

つありしが︑先袋代染吉が藍王染料及魚粕肥料の賓買を粂管し︑その事業の失敗より頓に家計裳へ︑篇に代盈

卜■

世襲の財産を全部他人の手に譲渡すの徐儀なきに至り︑日々の生活にも困迫するの餐窮に陥りたりｐ先代保三

／〃
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には長兄次兄ありしも︑何れも此貧困に直面し弘同家の相績を嫌ひて他出せしかぱ︑保三は末弟の身を以て之

が相績をなし老母を扶養するの除儀なきに至れるなり︒むめ女は健気にも此貧苦なる家庭の妻として専念夫保

三を扶けて︑努め卿まし只管一意家計の挽回にと努力し︑其の間の苦心は容易に筆舌に霊し得られざるものあ

り︑而して幸にも酬ひられて遂には二反除歩の田畑をして買戻すの域に達せり︒然るに悪魔は尚も此家を呪岨

するが如く︑杖とも柱とも頼む保三は心身過努の結果肺疾を患ひ︑遂に不幸病床に坤吟す．ることとなれり︒．其

の後のむめ女は一層の勇を鼓して病夫の看護に将老母への孝養及四人の子女教育にと努力し︑其の傍織弱左る

婦女の身を以て軍猫小作田畑を耕し︑辛うじて一家の糊口を凌ぎぬ︒夫保三は此可隣なる妻女の心霊しを感謝

しつつ専ら療養に努めしも︑憐れその効なく途に思ひを遣して大正十年六月三日死亡せり︒むめ女は営時現戸

主幸作十二歳︑老母ちか六十七歳︑幸作妹とみ九歳︑同もと五歳︑同せい一歳の老幼の多くを遺して夫保三の

此早世を狂凱せん程に悲しみ︑その有様や見る人をして只に涙を催せしめたりといふ︒隣人はいたく之に同情

して切に入夫を勧めたるも︑むめ女は断然耳を傾けず︑克く貞節を守りて維始一貫此の苦境と岡ひ︑只管老母

に孝養を致し︑子女の養育に勘むこと其の後鼓に七年︑漸くにして営主幸作も母むめ女の手助けをなすの年齢

に達したれば︑梢安堵するに至れるといへども︑むめ女が此間に虚せる苦闘と節操とは︑営さに常人のよくな
す所にあらず︑節婦の模範と稀するを得ぺし︒
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群馬螺

模範公吏 噸田彰三郎氏

群馬螺碓氷郡板鼻町二一六

嘉永五年二月二日生

氏は費性温厚篤賞にして公共心に常む︒明治三年六月名主拝命︑綾て同九年畢務委員︑役場吏員等を経て︑望

明治三子一年には遂に板鼻町長に畢げらる︒爾来公職に在ること五十一ヶ年︑献身的努力を以て絡始一貫自治

の進展に謡津する誠に稀に見る所なりｏ今其の概略を記せば︑町長に就任するや同村の経済的確立の必要駐力

説し︑基本財産の蓄積に努力し︑現在凹寓除目を有するに至る︒或は町傑例規程を完備するあり︑或は又鋭意

敦育の振興に識し︑郡長︑知事等よりその効を彰せられたること屡為なりき︒叉成申詔書喚溌せらる上や︑之

を記念に組合を設け︑勤倹貯蓄を町村民に奨励し︑聖旨に添ひ奉ることとなせり︒其の他兵事軍事方面に或は

土壌の分折肥料配合組合を設置して︑農事を奨勘せる︑衛生の向上其の他講力せる功績畢げて数ふくからず︒

●

氏の如く一生を公共に捧げ︑然も一回の嵯践も無く徳望を一身に措ひて郷黛に仰望せらる上者は︑誠に稀な︐
と謂ふぺし︒

、

一 一

模範公吏木桧仙太郎氏

群馬撫利樋郡新治村字須川一八

安政六年九月六日生

氏は質性簾直謙譲にして︑狗に忠賓勤勉︑資行的なり︑明治十七年八月初めて須川村五ケ村聯合戸長として

がら︑・手足にタコを出して責行しつ上あるを以て︑郷黛皆之に徴ひ︑徳化融餐たるものあり︑氏の如き賞代稀

来奨勘し来れるそれ等の事項を期から行ひ︑以て範を村民に示さんと︑齢七十に及んで而も相営家産を有しな

特に氏に就て大書すべきことは︑時間働行︑生活改善︑勤倹の賃行にして︑今や氏は老齢公職を退くや︑従

暇なき迄に一生を公益に議したる功績は資に偉大底るものあり︒

員製糸組合碓氷賦三園組合長︑報徳肺長︑村農禽長︑消防組頭等︑所有公職を歴任し︑殆んど家事を顧みるの

就職以来︑今日に至る迄四土ハ年の間を一意公共のために身を献げたり︒即ち戸長︑牒曾議員︑村長︑皐務委

邸

安政元年七月七日生

群馬螺山田郡境野村大字境野三二

模範公吏吏
境鏡
証鉦
．短
デ氏
悪
太←
←邪郎

に見るの人格者として︑模範公吏として世の懇鑑たるべし︒
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明治七年同村境野小畢校使丁として就職し︑同十年一旦退きしが︑二十三年に再び就職してより以来今日に

至る︒三十九ヶ年の間勤勉忠賃を旨として服業し︑その精働振りは無比と稲せられて今日に及ぶ︑叉其の間よ

く畢校の僕た渚ことを鉾へ︑荷も児童に悪影響を典ふが如きこれなからむことを努め︑日常の氏が心霊しは誠

に嘆賞に値すべきものあり︑依て其の筋亦之を認め壷大正十年七月境野村村曾の議決を以て同村より金五十回

を授興し之迩表彰するあり︑更に同十一年二月十一日群馬螺知事より金拾五回賞興︑同年十一月には叉山門郡

教育曾より金拾同賞輿するあり︑以てその人と知るべきである︒かくの如く同一畢校のために全生涯を捧げて

女松岡ッル氏

校僕としてよく其の職責を議したる誠に営代求めて得易かちぎるの人と云ふべきである︒

一
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群馬螺馬郡桃井村字新井六六三

明治四十年一月七日生

左橋門姉かく協力して家業を管み︑盲母及幼弟等を辛じて扶養し来りし所︑大正七年兄は高崎聯隊に入管する

｜ツル女の家は豆惚製造販賓を業とす︒然るに不幸ツル女九歳のとき父を失ひしかば︑其の後は父に代り兄喜

孝

ことＡなり︑次で西比利亜守備として出征せり︒然るに更に姉かくも近村に嫁したろを以て︑錘にツル女ほ劫
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涙を催さｒろなきと共に︑又郷黛畢げてその徳行を嘆賞せざるなしといふ︒淘に営代に得難き孝子といふべき

を︑よく一家の生計をたてる犠牲となって︑更に逢幅を修めず︑｜男子をも凌ぐ活動と健気なる精肺とは誰一人

十士
一一歳︑女子として身を飾り楽しみを欲するの年盛なるを︑大正七年以来今日迄十ヶ年の間
ツル女
女は
は営
営年
年二二

ぺきとと上いふくし︒

努苦を嘗めてよく一家を養ひ︑然もこの苦しき中より末弟をして高等小畢校をも卒業せしめたる如き狗に感ず

を加へ来れる陛以て︑爾来ツル女の奮闘は見る目にも気の毒なる程にて︑朝は未明より夜は深更迄粉骨砕身の

す︒而して亡兄夫婦の間に生れたる幼児を藍されたれば︑従来にも増して一家の負捨は増し︑赤貧は愈その度

に天何ぞ無情なる︒その安堵も束の間にして︑大正士二年六月兄の不幸病死するに逢ひ︑従て兄嫁も里に復蹄

衛門は首尾よく任を果して除隊となり︑績て嫁を迎へたるを以て︑鼓に一家始めて愁眉を開くに至りぬ︒然る

に努め︑製造は申すに及ば歩之を槽ぎて責り歩き︑健気にも細き煙をばたてつ上ありしが︑漸くにして兄喜左

を身を以て一家の主脳者となり︑家計を支へざゐべからざるに至れり︒其の後ツル女は一層の勉働を以て家業
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