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四六版暇装定贋金五十銭送料四銭

替一ノー町川小西
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講竺雪醤曾道弘本日

︾癖
年

本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の曾耐西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂圃の
齢︑毅然ごして日本道徳論を呼競し且つ之を刊行された︑偶々時の
首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるが︑また四十年後の現代思

想を批判するものともいふべく︑混沌たる現下思想界に一大光明を
斎らすもので︑員に国民必請の良書である︒
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曾告
本支曹連絡擬張部ノ新設

本曾定欺第十係ノ規定二従リ特別機開トシテ去ル四月二十三日付ニテ新二本支
曾連絡擬張部チ設置ス
○

右ノ如ク新二本支曾連絡砿張部設置セラレタルニ従リ今回徳川曹長ョリ左ノ

︲ｂｌｂ可︑１１口﹂︒ＤⅡ１Ｊｆや．１●旧Ｉ卜ＢＢＦⅡ

︑抄︲ｆｐＦ︲︑■．■■■・ｒｐＮｌＨ﹃４４１Ⅱ１ｈ勺可Ｐ

日本弘繊迩含

寺本巽左衛開氏・

蕊寄附金募集部主事︶

本支曾連絡磯張部主事

如ク同部主事チー委嘱セラル鼓二報告ス

昭和四年六月
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昭和四年

弘道︵第四百四十五蹴一目次
紳谷初之助氏追悼誌
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故祁谷大人を悼み訟っ典ソて：⁝・⁝・⁝⁝．．：：：．⁝：︵三︶・⁝⁝．：⁝⁝．．：・樋ロ作治

悼故紳谷初之助君；⁝⁝⁝⁝・・・．．⁝⁝⁝．︵一豆⁝⁝．．⁝・；⁝．：寺本省三郎

祁谷初之助蒋を億ふ⁝：．⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝．︵毛︶：⁝⁝⁝⁝⁝．小川清
祁谷初之助氏を追慕して⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝︒︵元︶⁝⁝⁝；⁝︒：Ｉ内田鼎
悼祁谷初之助君：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝・⁝三ｅ：⁝⁝・・⁝・⁝⁝石川兼六

悼惜祁谷初之助君．．⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝．．︵一室諾⁝・⁝：⁝．：⁝加賀美園光

故祁谷初之助講を追憶す．⁝・⁝．：⁝；・・⁝・⁝．．⁝︵三︶・⁝⁝・⁝．：：⁝小谷茂賓

故人を億ふ瓢・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︵三︶：．⁝本曾誰師足立栗園

祁谷初之助君の霊を弔ふ：⁝⁝・⁝：．⁝・⁝：．．⁝．︵二︶；⁝永命蔀議員橋本孫一郎

祁谷初之助君を億ふ⁝：：⁝：．．⁝⁝⁝⁝．：．︵ご⁝．：伯爵松卒直亮
祁谷君を億ふ：⁝．．⁝・⁝．．⁝⁝・⁝⁝父︶：．；女皐博士服部宇之吉
紳谷君を億ふ⁝⁝⁝⁝・⁝．．⁝．．⁝・：・兎︶：．⁝本含主事麿江葛次郎

神谷初之助君を悼む：⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝・・・急︶：⁝・伯爵徳川達孝

祁谷初之助氏年譜⁝・・；⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝つこ；⁝．：；．．⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝：⁝
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稗谷初之助君・⁝・⁝⁝．．⁝・・・・．．．⁝；︵一己．．⁝⁝・⁝⁝・・⁝⁝・⁝：⁝・⁝・⁝：

最後の一言：．．⁝・・⁝⁝・⁝・⁝・⁝．．︵言︶：⁝・本命剛鷲嗣員繁田武卒

榊谷観水氏遺稿集：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．．︵言︶⁝⁝︾⁝：：！．⁝；・⁝⁝⁝⁝．：

古今座右修養銘：︒⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝．：︵完︶⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝諸名家

時：論；⁝；⁝⁝．．⁝・⁝．：；．．︵三︶⁝⁝：：：⁝⁝割田知己庵
反省と修養：：⁝．︒⁝⁝・⁝⁝．：⁝︵雪︶⁝・本命画講師足立栗園

後藤伯最後の講演：；⁝．：・・・⁝・⁝：：⁝：︵毛︶・⁝・・本曾評議員繁田武卒
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試聴準備時代に就ての感想：；⁝・⁝⁝・⁝・⁝；．．⁝酋三：．：．⁝⁝：散中悠英男

q 伊 q f

倉員伏見鋤之助君博・︲⁝・⁝・⁝９；⁝・・・：⁝︵里︶；・⁝⁝⁝小・⁝．石川文註

白石さんを悼む：：⁝；．．：；：⁝・⁝：：へ塔︶⁝前本脅主班谷山恵林
故評識白石喜久雄氏⁝⁝⁝；・⁝⁝⁝⁝⁝．：︵兇︶；・⁝⁝⁝・⁝⁝：記者

文苑︵詩林︑歌園︑俳壇︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝：：︵五三︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝編制津輪︾

砂金集︵美談その十五︶⁝⁝⁝：．⁝⁝・⁝⁝．！！︵亮︶：：：・・・；⁝⁝⁝記者

藷雑中江藤樹雪の別れ⁝⁝・⁝・⁝．．⁝⁝．．⁝：：・・会う．．⁝・⁝⁝⁝⁝⁝榊山一驚
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痘禿︾史劇﹁玉の御盤﹂：；・・・⁝．．⁝・・⁝⁝：；：：︵実︶：：⁝⁝：！⁝：井手蕉雨
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日本弘道倉主意

日本弘道倉は明治九年故西村茂樹
先生の創立に係り其主旨とする所
は邦人の道徳を高くし圃家の基礎
を篭固にせんとするにあり而して
儒教哲畢及宗教の一方に偏椅せず
諸教の長所を探り明治二十三年十
月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要
領を質行するを目的とす
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日本弘道富の主張
一︑人格の完成に努力し以て家庭画家世界人類の蔦めに奉仕する
所以の根本を樹立する乙と
二︑物質的生活偏重の弊責を脱し精祁的生活の向上駿達を期する

三︑物質的生活を以て心を累はき壇らんが馬め其の程度に膳じて
生活の簡易を園ること
四︑生活の簡易を園ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は以
て生活の没趣味に階るを防ぎ一は以て精祁的生活の向上騒達
に資すること
五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が職
曾的生活の必須篠件たることを明にするｚと
六︑人類其存の本義に擦り他圃民に封する敬愛の精脚を養成し彼
我識力して世界文化の毅達と人類禰祇の増進とに寄興せんこ
とを期する乙と
七︑祇含的生活は固家の統制の下に於てのみ完全に遂げらる児も
のな奴ば荷も言論行動にして風家の基礎を危くするの虞有る
ものは之を排する事
八︑職業地位の如何に論無く一身の圃家に繁ることを知り念々圃
家の二字を忘るべからざる事
九︑圃家と一燈不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し園家畢っ
て圃鰐の尊厳を凌揚するに努むるＺと
十︑澗先の遺志を繕承し列聖の大訓を遵奉し以て君臣一徳の理想
を賃現し圃運の隆昌を協翼せしむるＺとを期すること
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秋色凋落シ木枯身二塞琴ト迫ルノトキ日本弘道倉主事兼寄附金

募集部主事特別含員正五位勲五等祁谷初之助君涜馬トシテ逝ク嘱

哀哉
顧ミレハ君零丁孤苦ノ間二人トナリ若クシテ故西村泊翁先生ノ

今不竹俄二此翼ヲ折ラレ此股肱ヲ断タレラ悲嘆極マリナシ鳴呼

百年ノ毒ヲサヘ賜レト癖リシニ長天何ゾ無情ナル

翼タリ股肱ダル君力努力二加待シーブ本禽ノ振興ヲ輩ラノ燦リ君二

募集二或︿諸制度ノ改革ニカヲ致シ縞二本含一二大光肌ヲ識セリ
不覚含員ト共二之ヲ欣上之二謝〆コト深シ而シテ只管蒋来ブ吾力

世二鑑ミラ本曾百年ノ基ヲ定ムヘク著々ト其ノ歩ヲ進メ寄附金ノ

警咳二接シ研讃スルコト久シ爾後日本弘道愈員トナリ或︽叉共ノ
評議員トナリテ根務二参シ鋭意本含ノ振興二識カスルコト今日迄
賀二四十有除年ノ長キー及ピ共ノ功誠二偉タリ特二宮内省退官後
大正十五年本曾二入肌テ寄附金募集部兼本部主事トナルャ深ク時
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・日本弘道曹長伯
伯爵
爵︑
達達
孝孝一
︑徳
徳川川

天ノ英霊ソレ末肌享ケョ
昭和三年十二月十一日一・一・

哀哉弦一馬昌阜一代り謹ミテ蕪言ヲ薦メ以テ弔鮮トナス童ヌクハ在
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贈年氏助之初谷伸
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明治二十四年六月私立山本小畢校温習科教員ヲ委嘱セラ

明治二十三年一月廿一日日本弘道倉評議員ヲ委嘱七一フル︒

明治二十二年十月赤坂高等小畢校教員トナル︒

明治二十二年九月東京府小畢教員検定試駿二合格ス︒

明治元年一月十八日東京市川谷唾坂町稲垣侯藩邸二生ル︒

紳谷初之助氏年譜
明治十二年厳君祁谷部氏逝ク︒

明治二十五年一月赤亜教育含糞長ヲ委嘱セラル︒

ノー等有功章ヲ贈呈サル︒

明治四十一年二月一徳曾講師ヲ委鵬サル︒
明治四十一年五月多年ノ功績二封シ日本弘道倉ヨリ所定

明治四十年一月皇室令蕊理委員附馬ヲ命ゼラル︒

員ヲ委雌サル︒

明治三十七年土一月日本弘道曾ヨリ醐民元素振興篇編纂委

ルＯ

明治一二十七年十二月西村茂樹先生偉記編纂委員ヲ委嘱サ

弟ヲ教授ス︒

明治三十七年論語日曜誹義ヲ私邸二開キ︑多数ノ子

明治三十六年十月二十五日天佑教曾ヲ設立ス︒

ル◎

明治三十年十一月一日宮内鴎二任ゼラルｕ
明治三十一年十一月日本弘道含麹町部曾商議員ヲ委嘱サ

明治二十五年六月十四日宮内省訓在課雇員ヲ命ゼーフル︒

明治二十五年一月道話含設立ニョリ講師ヲ嘱托サル︒

ノ

レＯ

明治十三年六月三重聯度曾郡山田暢溌畢校二入墨ス︒
明治十四年八月助田輿左衛門ノ門二入り︑筆算並二理
畢ヲ畢プ︒

明治十五年五月柳井貞赦ノ門二入り︑珠算︑天元術︑
黙激術ヲ畢ブ︒

明治十五年七月宇野敬三ノ門二入り漢畢︑詩文ヲ修ム︒
明治十七年三月糖垣潔ノ門二入り英語畢ヲ修ム︑

明治十八年上京︑同年五月ヨリ東京市芝辰攻玉杜
二入ルｏ

明治十八年六月田中従吾軒ノ門二入り︑漢畢︑詩文法
ヲ肇ブ

明治二十年一月耐川匝所在ノ専修畢校二入豊ス︒
明治二十年六月副島昭庸二就キ英畢ヲ修ム︒

明治二十年麹町二家塾ヲ開キ漢畢数畢ヲ教授ス︒
明治二十二年一月専修畢校修業︒
明治二十二年三月東京干駄ケ谷尋常小皐校授業生申付ラ
ル○

明治二十二年六月二十五日日本弘道雷全員トナル︒

L

譜年氏助之初谷紳
3

盃登組金百回ヲ下賜サル︒

大正十三年六月依願見本・官特二正五位二叙セラル︒︐

明治四十一年十二月七日皇室溌算念議書記ヲ命ゼラル︒
明治四十三年二月＋日岡書寮庶務課長兼記録課長ヲ命ゼラ

明治四十三年二月八日岡書寮綿修官二任ゼラル︒

我道徳ノ精髄タルコトヲ主張スルトコ

大正十四年三月伊勢参桝奨鋤曾ヲ設立シ︑祁先尊崇︿

ルｏ

明治四十三年十月諸陵寮事務兼勤ヲ命ゼラル︒
明治川十四年四月教育勅語道話一審ヲ著ス・
明治四十川年八月従七位二叙セラル︒

昭和二年四月十脚日西村茂柚先生徳記細纂委員ヲ委嘘サル

大正十五年十月一日日本弘道脅寄附金募集部主事兼本部主

画アリＯ

明治四十五年一月六剛史校訂材料収調掛ヲ命ゼラル︒

昭和二年七月脳溢血一二矛病床二就ク︒

明治四十三年三月十一日正八位二叙セラル︒

大正元年八月一日韓幽併合記念章ヲ授典セーフル︒

祭築料ヲ下賜サル︒

ル︑符内省ヨリハ特二生前ノ功ヲ賞シ

同月十一日告別式畢行︑多妻歴墓地二葬

有一歳ナリ︒

町二十七番地ノ私邸二逝ク︑亨年六十

昭和三年十二月七Ｈ術荊里リ︑午後七時半下谷腫上野撰木

煎セラル︒

事ヲ委噛サル︒

大正十五年五月﹁伊勢参宮のす上め﹂一巻ヲ箸ス︒

大正二年十二月日本弘逝禽脅館建設協議員ヲ委鵬サ

昭和三年十二月六日徳川含長ヨリ日本弘道含特別含員二推

ノ

レＯ

大正三年一月三十日正七位二叙セラル︒
大正三年七月二十日帝窒博物館主事二任ゼラル︒
大正三年九月十八日帝室坤物館継郡課褒ヲ命ゼラル・

大正四年十月︑大典義解一巻ヲ箸ス︒

大正五年七月徒六位二叙セラル︒
大正九年一月正六位二叙セラル︒
大正九年五月法規整理委員ヲ命ゼラル︒
大正士一年六月︾．︑︲従迂位一一叙セープル︒一︑・

大正十一年一月帝室坤物館総長心得ヲ命ゼラル◎

大正十三年一月在職多年勤勢不勘二付以思召御紋附銀
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を悼奄君.欺之初谷s

榊谷初之助君を悼抄

川

達孝

然し天性稀に見るの奮闘努力家であり︑堅忍不抜な
る糟祁の持主であったから︑克く刻苦精励して途に

奉職して居た開係上︑此方面に於ける知己の一人で
もあったのである︒
蕊く君は志州鳥羽の人で心幼時早くも親を失人の
不幸に逢った儲め︐人としての所有辛酸を弾めた︒

期すべく︑先づ含館復興と基本余作成非一計蓋し︑馬

ればｂ本曾の使命愈重大にして一日も安閑たる淀許
されない時である︒そこで本含は大いに其の雄飛を

桑に本曾は大正大震火災の厄に倉って︑含勢緩張
の上に一大頓挫を氷した︒然も一方圃家の現状を観

入るや共の評議員として枢務に参し︑或は又講師と

君は若くして西村先生に師事し︑叉日本弘道念に

部主事並に本含主事の要職を委嘱した所が︑身は病

そこで偶君が閑地にあるのを幸に︑其の寄附金募集

に忍びないものがあるから︑及ばずながら除生を之

して熱誠な意気を以て本含趣旨の宣博普及に努力さ
れた︒然も維始一貫賞に四十有除年の久しきと︑只
管西村先生の趣旨を奉じて︑一意画家を慮り世を憂

弱で其の任に堪へないが︑西村先生を初あ諸先輩の
恩義を深く感ずると共に︑一面圃家の現状に封し責

るの人であるといふべきである︒

所思の貫徹を期せるといふ．責に立志博中の一人で

に大正十五年寄附金募集部を設けることとなった︒

きは．世に其の人を需めて稀であると云はなければ
ならない︒而して叉同時に岡本弘道含史の一頁を飾

ふの録ｂ︑未だ曾て倦裂ず︑減らざるといふ芯の如

徳
ある︒以て君が人物の一端を窺ふ乙とが出来よう︒

回顧すれば柳谷君と私とは︑共に日本弘道倉員と
して久しい間の親交であった︒君は叉多年宮内省に

戸

む悼恥君助之初谷紳
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あったからである︒果せる哉・君は吾々の期待に背

す所必ず之を資現せずんは止弐ざるといふ底の人で

れた︒私は本禽の偽めに之を悦び︑而して大いに君
に期待する所があったのである︒何となれば君は志

に献げようと︑一大決心の下に心よく之を引受けら

謝の意を表せざるを得ないのである︒
併し蔵がら君が六十有一年の生涯は︑道に依って

に︑君が生前本含に誘力されたる功に封し︑衷心感

家の偽め哀惜の念を禁じ得られない軸のがあると共

は︑一層君が橘瓶の魔勢を進めたるなきかと老へる
とき誠に御気の毒に堪くい︒而して本含の篇め僻邦

し得よう︒恩へぱ君が鋭意本含の篇に謡力せる心努

培はれ︑而して其の道のために殉じたといふ︑誠に
貴き一生であった︒君が日頃の精祁よりすれば︑君

かなかった︒即ち君は就任以来病身たることも打忘
れて︑鋭意寄附金の募集に︑本命諸制度の改革にと
である︒

誰力され︑早くも本倉の前途に一大光明を謝したの

も亦之を以て本懐とする所であらうかと．僅に一路

の慰めを以て君が冥禰を祷ることとしよう︒
︑舷に君が生前の功に酬ゆるため︑其の追悼雛を護

行するにあたり︑思いを新にして今更に君を偲び︑

微衷の一端を表する次第である︒

郡h

然るに好事魔多して︑昨年の暮に至って︑君が宿
洞は愈重り炭の改まるの恥待たずして遂に再び起っ
能はざることとなったｐ本倉は君を迎へて之を悦び
之に期待してより僅かに二ヶ年有除︑斯の如く早く
一■胃晒ｄ甲ゆ １０型︒︽毎
喜びの涙をして哀惜竺狭に稗ぜし坊んとは誰か課想

、

里
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ふ憶走君助之初谷紳

紳谷君とは明治二十年頃からの知己で︑弘道含に

を説くことに努められて居りました︒東京の各厘に

うといふ希望を持って届られ弐してｐ通俗的に道徳

騨谷初之助君を億ふ

於て初めて而曾したのであり玄す︒其の営時は西村

毎週一回とか︑或は夜間等に含合を催されて︑恰度

松卒直亮

泊翁先生が含長として図家道徳の馬に御力を諾さ

昔の心皐道話的方法を以てし︑聴衆を集めて講話を

されました︒是等は祁谷君が営時畢生の力を致して

れ？講演に講義に︑或は遊説等日も亦足らざるとい
ふ状態であり弐した︒

たものであり弐した︒或時は本含の評議員と次ｊ︑

の趣旨を賛成されて︑本含の篤に熱誠を以て誌され

冷と論議されたものであります︒常時は弘道含員中

して︑始柊意見を提出され︑総含の席上等では︑潜

祁谷君は叉弘道倉に於ても︑中冷の論客でありま

居られた事であり戎した︒

叉委員となり︑地方遊説等にも努められました︒特

に熱心友老年壮年が多数あって︑熱誠なる議論を戦

祁谷君は其の富時未だ壮年であり喪したが︑本含

に紳谷君は道徳を通俗化して︑之を鯛民に普及しや

ふ憶態君助之初谷紳
7

人であり費した︒叉た宮内省に奉職されてｂ多年の

はしたものでありましたが︑神谷君の如きも其の一

痛惜に堪へない所であり戎す︒

ｂ︑又た本含の篤にも重要攻人物を失ったことは︑

君は事に常るや熱誠で非常な努力をせられたこと

動せしめたものであり裂す︒願へぱ君の如き明治二

間調査課に奉仕され︑叉圃書寮編修官となられ︑後ら

其の後宮内省を退官さ紅て間もなく︑弘道含基本

十年以来今に至る迄︑賞に四十有除年の間を始維一

は 公 知 の 事 賞 で あ り ま す ︒ 殊に癖論に長じて居られ

金募集部主事となられ︑叉た本曾の主事として叉た

貫西村先生の趣旨を奉じ︑弘道曾の事に就て講力を

帝室博物館主事に稗任せられたのでありましたが︑

西村先生博記編纂委員と衣ｊ力を致され心募集部に

せられたといふ事は︑多年の親交ありし小生匹於き

たので︑其の道義普及の講演等に於て大いに人を感

於ては殊に熱心に蒜されました︒篇に本曾募集事業

弐しても︑本曾及闘家の篤威謝に堪へない所であり

到虚其の職務に勉鋤された人でありました︒

も君の力に依って其の緒に就き︑漸次効果を奏しつ
つあるの時に︑不圃も病に犯されて︑遂に起っ乙と能

ｂ愛す夕

製す︒蕊に聯か往事を追懐して一言述べた次第であ

１︑５９７︒．二日１１１

はざるに至ったＺとは︑君も定めて這械のことであ

8

ふ 億 韮 君 谷 紳

谷君を億ふ

宇之吉

もいへるし︑叉無理をして毒命を縮必たともいへる

ある︒．

の践屋を助けたでもあらう︒意気で生きて居ったと

でもあらうが︑他力からいへば病魔の手博をして其

其の熱心なる意気は一方からいへぼ病魔を退治した

も寄附金募集の事其の他に開して自ら立案計書し︑
電話にさへ自分で掛ったくらゐであるのでも解る︒

しまった様である︒其の熱心さは病を得られた後で

斯文倉が毎年春孔子祭典を行ふに常６︑祭典部委
員として誰力された祁谷君を知って居ったが︑大正
十二年大震火災に依り湯島聖堂が炎上したので︑斯
文倉が何とかして之を復興したいと種種研究して居
る際に︑率先して意見＃一提出せられ︑其の後愈議の
際に屡意見幸陳述せられたので︑意見の立つ又其れ
を賃行する力と意志を有すると信ぜられる祁谷君を

であらう︒寄附金募集の事も橡期の一部分しか達し

論 を さ れ ると︑大低の場合に 自 己 の 意 見 を 貫 徹 し て

もあるし ︑ 熱 舌 恥 達 者 で あ る ︒ 甲 高 い 聾 昔 で 熱 心 に 議

んで居った次第である︒君は議論も立つし︑熱心で

じく需力せられることになったので︑自分は大に悦

知ったのである︒其の祁谷君が︑日本弘道倉の最も

部

ない中に︑君を失った事は誠に惜むべき極みであ

服

奮い曾員の一人であり︑晩年遂に倉の仕事に典って

＠

る︒恩臥出の一端を述べて追憶の枕を表する次第で

岬
主事と篇ｂ︑本禽の事にも寄附金募集部の事にも同

"

憶走君．谷・輔
;』
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谷君を億ふ

卿

度江寓次

月余が本含理事に就任し︑相共に主事として本含の
糎機に参輿するに至り︑猛君の性格を知るに至った
のであるｐ君が総愈の席上に於て︑定款改正の要職
を説明せらるＬを蕊きたるが︑質に微に入り紬を穿

ち窮めつくさずんぱ止まさる底の態度にて脳聡く人

て﹁不知老之僻至﹂といふ黙に至っては真に塞々たる

ったのである︒

気批者を凌ぎて自彊息まずと云ふ様な具合の人であ

力主義を以て事に富ｊ︑道を梁みて心常に光明に浴
し︑貧や賎や其憂ふる所でなく︑老いて盆旺んに意

をして遂に要諦に鯛れしめ︑自然に首肯せしむるに
至ったのである︒此一事を見ても君の人となりを覗
ふに足ると恩ふ︒即ち居常向上的精祁弧く︑蔑事努

ものである︒君は資に意気の人熱の人であった︒

調しき道徳の前には宗教も哲畢も遂に権威を騒揮す

君は叉西村先生の遺鉢を受け︑道徳至上主義を高

余の君と相知れるは昨年四月の初本含の総含のあ
った日で︑松卒伯の紹介により初掛而の挨拶を交は

忘憂﹂底の人ですら世に稀なるものであるが︑喪し

郎

したのは今筒記臆に新なる所である︒其後其歳の五

ふ冷語もあるが︑︑君の場合に於ては一淵の誇張もな
くこの語句を聴川し得ると信ずる︒﹁磯憤忘食梁以

人と鳥︐を説かれたるものなるも︑移して君の偉容
を形容するに恰好のものである︒﹁碑銘の讃僻﹂とい

鴨一レ至・﹂と云ふ論語の一節は︑もと孔夫子が自らの

﹁其篤咳人也︒蕊し憤忘レ食．梁以忘レ憂・不知二老之

些かながら追慕の供物として拙き筆を探る︒

紳谷君のメモリーに・逝き絵びし君の雲に封して．

〃
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徳を君谷稗
劇

﹁命とは何ぞ富貴に生る児も命である︑貧賎に生る

相の責際を道破せられたのである︒日く

かのみならず︑我が圃民道徳の冥篭は租先尊崇報本

児も命である︑死生窮達同じく命である︑而も人力

ろ事が出来ないものと信じて居られたのである︒し
反始に存し︑壁して忠孝一本の大義となるものにて︑

の限りを講さずして早く天命と諦むるは︑天命とは
云はれない︑人力を霊して後如何ともすべからざる
所が天命である︒貧賎も厭はず一死も僻するところ

西村先生の弘道要領の第一に﹁忠孝を重んすべし祁
し﹂と云ふ我閥専一の道徳を最高の位置に置かれ︑

でない︒識て今の牡含を見るに︑所謂命を知るもの

明を敬ふくし﹂とあｊ︑之れ即ち﹁忠孝を重んす琴へ

﹁祁明を敬ふくし﹂と云ふ宗教の部分に属するもの

を第二位に褐けられたるは︐確に先生の慧眼攻ｊと
喝破せられたるは︑資に先生の道徳意識を遺憾なく

余は雨三度見舞に赴きたるが咽病中天命と云ふ乙と

は︑真に悼弐しき極である︒其病床七ヶ月の間に︑

君は昭和三年七月より病樵に親しむ様になられた
のだが︑其年の十二月に遂に易賛せらるＬに至りし

へないものがある︒

はならない︒而憩其根本と在るものは濃である︒燈
とは意志の力にて中正に錦することである︒濃あり

ることである︒立つには自信と勇気と才智がなくて

て生命とするのである︒荷噺人と生れたる以上は立
たなくてはならない︒立つとは世に濁立して開歩す

れ耽其職に安住するところがない︒叉人は活動浄一以

果して幾人あらうか︒一般に職含の人牟は皆己の天
職を知ら衣いで︑徒に物質主義に傾き︑金権寓能に
階ｂ︑利の多きを追うて走らむとして居る︒従て何

に就て︑徐程修養を積弐れたるものｋ如く︑同時に

て人和し事逢ぐるのである︒然るに今の世に於て真

表明せられたるものなりと恩はれて︑誠に欽慕に堪

現下の世相に封して慨歎措かず膨常に論語の左の一

の稽を知れるもの是亦果して何人あらうか︒今や内

斥問題・錘湾封鎖問題起る叩︑皆濯を知らぬからのこ

し︑外には米函に排日移民問題あり︑支那に円貨排

には政治道徳腰れ︑経湾道徳は破綻し︑道義地に委

節を引用して余と論議を重ねられたのである︒
﹁子日不啄知咳命︒無雲以篤二君子一也︒不修知ソ濃・無二
以立一也︐不ン知し言︒無二以知戸人也﹂

君は此の一節を玉膝となし︑士人の心得を説き世

す弔な霊の君助之初谷紳
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とである︒次に我圃は由来印度の文明を入れ︑支那
の文明を吸牧し︑西洋の文明を輸入し︑日本固有の
文明を加へて東洋文化を形造ったのである︒之は確

やと問αたくなる︒こんなことでは何うして能く人
を知れるものと云はれうか融資に圃民の一大畳醒を

要すべき時である︒

此世に於て再び君の誉咳に接し得ないと忍ふと︑只

る︒時事慨世の除談である︒今や幽明虚を異にし︑

Ｚは君と余との間に行はれたる意見の交換であ

今日我国の現状はどうであるか︑思想は果して安定

管追慕の念に堪へ樋︒よって舷に聯か拙文を草して

に日本圃民は言を知奴ると申してょからう︒然るに
して居るであらうか︑諸種の思想は雑居して思想の

追憶の一端となした次第である︒

参拝倉なるものぞ起し︑書を飛ばして賛成を求む︑

畠︑

L

根擦地なく︑途には危険思想が幡蛎横溢して世人を

予大に其事を賛して︑率先加入し︑爾来年々親交を

‑"．』

脅威するに至っては︑日東新圃民の面影何くにある

榊 谷 初 之 助君の霧を弔す

橋本孫一
時より其知己を辱ふす︑然るに中途総集含に於て面

語り正を談し︑精養軒の曾食に卓を共にす︑養源寺

倉することを得ざる多年︑最も君は宮内省に奉仕の
含の事に開しても珊心合はざる虚ありて︑中間暫く
退居融其時を待つことなきゃの感を懐きたるをもあ

辱ふして︑総禽毎に而含すぃ昨年の綱集曾に於ては
特に親話することを得て︑上野の山撰花の下に性と

ｂき︒然るに先年宮内省を鱗すると共に通伊勢大廟

郎

身なれば︑兎角に多忙なるは勿論なれども︑或は本

・稗谷君は弘道含中の元老にして︑予は修身畢牡営

、
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す弔ﾋ,雲の君助之初谷紳

■

の曾旭墓参含席上に於て︑特に弘道倉要領の骨随た

鳴呼君は剛健不屈の大丈夫なり︑皇室中心︑至誠

生に親灸して心其精神を領得せる先輩の名士也︑尚

る忠孝を重じ︑皇室彫一尊ぶと云ふ僚目の上に於て︑

含耐西村先生が御精祁の在る庭を詳細謹揮せら奴た
るは︑責に含貝の篤防最も有盆の名言なるｚを感じ

くは英霊永く曾澗の霊に侍りてｂ皇室を守護し固騰

忠亮の臣民なりｂ本含創立以来絡始一貫の柱石た
り︑含旭西村先生を熱心景仰せる︑然も最も能く先

今や鱗明庭洋一異にす︑鳴呼悲夫︒君か老後の事業と

たり︑然るに此面含此講話が今生の暇乞と成りて︑

グ

々倭足〆

西村の祁の乙Ｌろをうけきっ児道につくしＬ君を
しそおもふ

血つる

去年の春花の上野にかたりてし君が言の葉忘れか

上野山きみかむかしそしのはるＬ大和さくらの花
かけにして

祁谷翁の霊前に﹄︲

を擁護し︑本含の事業を冥助して︑以て祇含教化の
榊と仰かる児に至らんことを︒

して︑退官後数年専ら弘道含の馬めに力を謡し︑寄
附金募集の主任となり︑併して本含蔑般の事に努力
せらる︒昨年定欺改正の如き耐大に苦心誘輝せられ
たるを信ず︒其功績の多大なること︑含員中君の右
に出るもの果して幾人かある︒予は僻遠に在て日常
本倉の篇めに講すとと能はず︑徒らに老含員たるの
みにて︑評議員の列に加へらるＬも︑衷心常に班促
たるもの多く︑只君の駿尾に附して︑本含事業の護
展を熱望するのみ︒今や其緬みとする庭の君を喪
ふ︑何ぞ痛嘆の至に堪へん︑今日本曾に於て記念鏡
を物せらる児の報に接し︑聯か追慕の情を述べて君
の英霊を慰弔せんとす︒

憶な人故
囚
]3

私

○

故人を億ふ

至りである︒

に彼の世へ這り去られたのである︒含の馬に惜迩へ
きのみでもなく︑祁谷君其人に取りても惜むくきの

逸なやうな而も元気に充ちた容顔をも奪はれて︑遂

道倉に取りては︑其の多忙の身を此の使者に迎へら
れ︑叉其の晩年の梁みとし事業とした弘道含艦張の
矯め華金募集の事を中絶せしめられ︑而して其の瓢

使者とは︑死其者の形容詞である︒今や祁谷君は弘

とはカーライルの語と聞くが︑言ふ弐でもなく此の

て送り去る︒

をも怠惰なる者をも等しく迎ふ︒而して人として
快楽及び事業を中絶せしめ︑又其の容顔を拙奪ぴ

肉眼の見るＺと能はざる使者は︑世の多忙なる者

ゴ

足立栗園

私は紳谷君とは三十除年間の相識の間であったと
恩ふが︑親交を結くりといふ程でもなかった︒然し
どこか心と心との間には心多少許した所がないで
もないやうに互に威じて居たのであらう︒常に途上

で逢ふても禽合の席で逢ふても︑いつも道の話をＬ
だ︒そして世態の鍾遷したこと︑人情の移り行ける

ことをも語り含ふた︒蓋し祁谷君は西村含覗時代に

弘道倉に入られたもので︑常時は青年期の元気に任
せて恢慨もし悲憤もして心遂には倉の烏に束奔西奔

東京附近の地方町村と巡講せられたやうに記憶して
居る︒然し私の弘道倉に開係した頃には︑君は既に

宮内省の人となり︐後には博物館の主事といふ多忙

の職務に就いて︑倉とは一時全く離れら肌た姿とな
って居た︒それが閑地に就くやうに友ってから︑其

14
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にあったのであらう︒

努力の跡を遺し︑所謂悼尾の運動を試みられたやう

の晩年を再釧倉の馬に謡さるＬやうに次って︑大に

たのは︑淘に遺憾の極みであったに相違ない︒

得意の鮎であったらうと忠ふ︒然し其の所謂抱負の
百一を成さずして︑遂に見えざる使者の迎必を受け

に此の識に力を議さんとしたのは︑亦たしかに長所

とは︑フレデリック大王が︑死に臨みて逢巡せる武

へるか

汝等犬の如き奴輩︑汝等は永久に生きんことを須

である︒シマリ倉とはどうしても︑霊きい因縁の中
恩ふに人の功勢などといふのは数へ上げて見奴ば
際限も衣い︒死後其の差引勘定をして︑多少にても

功の多い方を債値あうし者として徳へて置くばか
りである︒叉凡人には短所もあり︑峡鮎もあり︑仔
細に評せぼ庇だらけに相違ないが︑それでも何人に

の職分がありとす蚊ばり犬は犬なりに︑牛馬は牛馬

士に封して之を叱吃せる語と聞くが︑人ば誰でも生
を倫み死を厭ふものである︒武人すら之であるから
況して常人に於てをやであるが︑然し犬でも多少其

も長所はあり得意な黙があらう︒乃ら共の長所得意
の黙を多少にて鞘礎揮すれば勘始めて人生の意義を

ものとするであらう︒かく語って見れば︑凡人でも
生きて真面目に働けば債値はある︒紳谷君の如きは
釜く之に反して︑確か其の死所を得て最後の頁を飾

り得た一人者であると恩ふ︒

なりに︑其の務を議して行くことが生存の意義ある

なすのである︒祁谷君が晩年に世態人情の鍵化を見
て姑これでは豚うしても道徳一黙張りの呼ばりでは
動きか取れ蔵い︑少しく経湾の黙に重きを置いて︑
倉の基礎を壷固にし︑而して後其の活動を大ならし
むる必要ありと見倣したのは︑確かに一見識であら
う︒私も此の黙には大賛成であった︒而して君が特

す憧旦彩君助之初谷紳故
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が︑間もなく秋田畷に赴任し戎したので心君との接

放瀞谷初之助君を追憶す

谷茂責

﹁日本弘道倉特別含員故神谷初之助君の逝去に就
道︲一の一部を割いて追悼競矛一磯刊するにより︑君に

封する威想を寄稿せられよとの言なるが︑余は君と
の交情日淡きを以て︑別段事新しく述ぶべき乙とな
けれど︑些か感じたる事の一端を述べて追悼の意を

は宮内省に入って激務に就かれて居ましたから︑暫
くは念に姿を表はさなかったのですが︑一昨年閑散
の身となられたので本含主事の要職に就かれて︑倉

表すべし︒君が日本弘道愈に入倉されしは明治の初

の漉張やら寄附金募集の事業やらに非常の誘力でし

年で︑三十歳前の時であったかと記憶し弐すが︑早
くから西村先生の薫陶を受け︑倉の偽に熱心努力せ
られたることは賃に敬服する次第であり玄した︒西

なって黄泉の客となられたのは︑責に痛嘆の至りに

たが︑偶々病魔に蕊は奴て遂に起っ乙とが出来なく

やら曾計の事やら須要の事務に典からせたのであり

堪へい次第であり玄す︒

のか︑青年の君を畢げて商議員となし︑曾の護展策
蜜した︒余も此頃は商議員の末班に列して居ました

村先生も早くから君の熱心と隼識とに眼を箸けたも

論談話含茶話倉などにも必ず出席せられて︑滑冷雄
癖を振は肌て居ました乙とが歴然でしたから︑余は
心窃に威服して居た次第であり玄す︒それから後君

て︑本曾は君が多年の功績に酬いんが篇め沙雑誌﹁弘

●

近は甚だ短かＬったのでした︒夫故君の熱心努力せ
られて居た賞況はよく知り妻せ攻んだが︑常時の雑
誌﹁弘道叢記﹂を見ますと︑相愛らず君は例含は勿

小

の架上には和漢の珍書が堆積されてあったのと見て

るｋが︑未だ活動演劇などをのぞいたことがないと

家庭は頗る厳粛であった︑淫山の令息令嬢が居ら

も︑如何に漢書を好弐汎たか噌分る︒

世に立たれた人であったそうですが︑果せる哉君も
亦漢籍を好弐れ造詣深かったそふです︒病床にあっ
ても身遥に書をもたらさしめ︑病の少しでも怠ると

のことである︒宜なる哉畢稜の成績皆優等である︒

賀美国光

て軟掌せるものあり︒恐くは共任を全ふする能はざ

う僻すべからざるも︑惟憾む今現に畢生の事業とし

宣博賞行二部を置き︑責行部〃一余に嘱す︒余は素よ

以て人心を振興せしめんと謀る︒余大に賛し速に決
行を慾慾す︒大正十四年春︒伊勢参宮奨働倉を設け

を憂び︑剛燈の淵源を説き︑敬祁崇租の義を明にし︑

君資性剛直︺恢慨気節あｂｏ深く世道人心の敗頑

吾子の如く︑含祁在す時よりの奮含員たる者︑義と

人のみ友らず︑数子協力数年ぞ期すべけ奴は︑須く

所にあらずや︑亦勘む勿れと︑君日此委員は一雷に一

参宮奨働含役員を僻せし理由は︑君の巳に諒とする

金寄附募集委員たらん乙と溌余に勘む勘余暴に伊勢

集主事に就任の故を以て︑伊勢参宮奨働含一時中止

君乃ら之を諒とせり︒其明年慰君日本弘道含資貸募

の巳む尋へからざるを告げ︑弘道含館復興喪︑事業資

る乙とを︒庶くは其任に適する者を他に求めよ︒余

加

して一員に加はらずんばあるべからずと︑亦鮮す能

悼惜紳谷初之助君

きは手に巻を放さなかったといふ乙とでした︑害寮

君は篤畢の人であり蜜した︒君の父君は儒を以て

屯

は役員の外に立ち︑及ぶ限り宣博に協力すべしと︒

pfr
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君助之初谷刺惜悼

はず︑遂に君の勘に従いたりき心而君病に確るや︑
寄附募集の数︑速ならざるを憂慮巳費ず︑余其病に
妨げんことを恐飢︑暫く解任し優勝静養を勅Ｕ︑君

勢参拝の忽にすべからざることを︑一般信徒に懇篤

諭達を要求し︑若容れられずんば瞳則ち我圃に於け

る邪教として排斥せずんばあるべからずと︑蒋臼誠

に然ｂ︑我亦吾子と同行して︑共に説く所あるくし
須く我全癒を待てと心而叙上協合の志︑執れも中道
にして幽明を隔っ︑今や余四十年来の知己を喪ふ︑

慨然として日︑募集の功を見ざれは︑決して辞任す
べからず︑我病必ず癒ゆ︑故に募集期間は︑我を退
かしむるなからんことと聯我が嬬めに︑含長顧問雨

豊無量の感攻からんや︑鳴呼︒

加賀美圃光

祁谷の君の祁さり弐せるを

閣下へ哀願せよと︑其情雀切なり︑因て君の篇に諸
ふ虚ありき︒又病間閏光君に謂て日︑方今一大宗教
に於て︑伊勢の大洲を十柱の一に配祁せるものあり

Ｏ

きり蜜せる刺やいつくと人とはＬ
高天の原に皇圃弐もらむ

清

其信徒たる者︑祁る所の本部へのみ参拝すれば︑伊
勢の参拝に及ばずとするものあるに至れり︑我圃民
をしてり荷も此の如き誤解あらしむくからず︑故に
余は営該管長叉は其責任者に親しく封面し︑先づ伊

赫谷初之助君を億ふ

川

余が初めて祁谷初之助君の風羊に接せしは︑去る明治三十八年日露戦役の際︑君は本含巡廻講師とし

小

ふ憶起君助之初谷紳
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支含に臨まれしが︑其時軍用糧称調謹の事あり︑我

て各支曾に派遣せられ︑巡り来て八月廿七日我瑞津

聖を凌ぎ卓越せる祁謹と稲すべし︑此偉大なる紳力

端津村は村役場及小肇校構内に於て正に調蕊品緊集

によ§て今回の外難は必ず凌ぎ了すべく︑皇蓮益々
隆昌なるを期すべし︑此機微の消息に入りて含心す
べしとて︑二時間に亘６懇冷講演せられたり︑講演

の最中なれば︑講演倉の準備も賓客の待遇用意も未
だ調はず︑急速に曾員は集ｂ末りて曾場を準備し心

に不婦の客と次りしは是本曾の篇め痛恨事とする所
にして︑遺族に封し誠に哀悼に耐へざる所なり︑是

畢るや皆我蒙を啓き得たるを喜び︑慰勢の小宴を設
けて而て謝せり︑君は快く受けて記念の馬に白扇を

総聴衆を促して起立せしめ天皇陛下及皇園の葛歳
を各三唱し︑其より壇上に立ち徐に皇湘皇宗の事業
と其偉徳と悪細論し︑殊に世界無比なる図燈を成せ
る始湘天照大祁の祁徳を賛歎して日く︑我皇澗天照
大祁は三種の祁器を以て皇孫環冷杵雲に授け給ぴ︑
且つ勅を下して賓称の昌ゑ戎さん乙と天壌と常に窮

通ずるの諺によれば︑君が生前の宿志は決して空く

聴衆を招来して漸く五六十人集るを見て開含を告げ

りなかるくしと誓ひ給臥しは︑其言簡にして其事資
逢はず爾後年を閲すること幾千蔑友るを知らず︑歴

失すべきものに非ずく恰も日本弘道曾は君の功勢を

探り和歌一首を認泌て支曾に寄せられたり︑其後今

史は港群をなし世鍵相移り屡冷内憂外患ありて︑篇

憶ひ特別雛を菱行して彰表する佳畢あり︑此機倉に

たり聴此時君は﹁建闘の精祁を蕊揮すべし﹂と云ふ演

めに固家を危せんとせしことありしと云ふも︑機一

於て君の心事功業は崖く全国の同志に知了せられも

題を以て標し︑先づ壇に上る前敬度在る態度を以て

髪の間必ず偉人の現れ出るありて圃其危局を轄じて

其熱誠は威竿せられ︑其遺志は遠からず達せらるＬ

に至る弐て二十除年を閲しｂ年次文信互に相通じ︑
永く愛願を蒙れり︑君は先に宮内省に於て責任の重
を群たるに因り︑弘道倉講師を休みしが︑近年官途
を退き再び弘道倉主事となり︑基本金募集の大任を

安泰に復し心皇運を盆冷振興せるは是れ天照大紳の

に至ることと信ぜらる︒

叉天命にして如何ともすべからず︑乍併至誠は天に

荷いて極力奔走せられしが︑宿癒募りて窪得す︑遂

祁霊の涯りて友す所に外ならざる尋へし︑正に世界三

てし墓追走氏助之初谷祁
IP

礎やＬ立んとすれば往年の災厄に一矩忽ち蓋餅に蹄

し︾命勢停頓の姿にあり︑思想幽難の際本倉として

尤も寒心せざるを得ず︑只希くは早く資金を造り因

君の鍔を煩せし所以の１の亦是にありしならんか︑
而も熱烈義憤なる斯人を喪ふ亦本倉の不幸なり︑愛
に往事と愚威を述べて祁谷調の恩顧に酬ゆるもの

て事業の潤淫を計り︑含勢の復興を急務とす職祁谷

て惇惑に陥り方向を失ふ傾あり︑此時こそ真に弘道
倉の努力一番して固鰐の基根を明にし︑度く剛民の

なり︒

更に我日本弘道倉は其本旨とする所︑之を浅く見
れば通李凡庸事の如く︑深く究むれば至醇冥賞にし
て︑彼片々たる流行的思想の如きものには非ず︑世
人は俗耳随眼に誤まられて弘道倉主旨を知らず︑軽
覗し去りて放漫の際不知不識思想難を醸成して︑却

畳醒を促し開悟せしむべきに︑不幸は本含を蕊ぴ曾

榊谷初之助氏を追慕して

題下に述べられた末節に︑私は病躯老齢にして到底

にか児る大磯義解︑及同雛の大正天皇御即位営時の

躯を提げて事務に戦掌する次第であると︒賞に献身
的精祁の穫露である︒叉昨年十一月雛に︑氏の謹述

内田
本含鶴張の任に富るに堪ふる者ではないが︑寄附金

恩び出とい人文を讃んで︑御大鶴の御儀や掌典方の

昭和二年十二月雛に︑氏が西村先生の道徳といふ

募集に依りて本命の韮礎を固むる事を得て︑有馬の

私は氏が如何に簿識であり︑叉如何に本含の篇あ識

任務等の事を明かに知るととが出来裂した︑そこで
士が西村先生の遺業を振張するの便宜に供したく︑
叉一は含鮪再築の一日も速かならんことを欲し︑病

鼎

ｅ

庫せらるＬかを欽仰景慕致して居りました︑然るに
氏は昨年十二月七日宿癒の篇め︑遂に六十一歳を一
期として逝去されましたことは︑資に哀惜の至りに
堪え弐せんでした︒そして氏は含耐西村先生の薫陶
を受けられ︑本含員定ること五十年に近く陰に陽に
本含蕊展の篇あに多大なる壷力を致さ肌しを︑本含
が氏を喪へたるは誠に遺憾此上なきことＬ思い弐
す通今其功勢に酬いん篇めに︑追悼銃を蟹刊し戎す
ることは篭最のことｋ恩びます︑卿所感を述べまし

、

て追慕の情と表します．
○

何事天公無暇妻︒遣篇想見古精祁︒

兼六

華洲日祁谷君余亦有親交︒篤人活溌而剛直︶深

川

道の篇め献身的にいそしみし
君がすがだも仰ぐすべまし

悼脚谷一初之助君
石
泊翁門下説舞倫︒謹憤宣博有此人︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ー
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漣畢︒長癖論︒最留心弘這含︒宣揚泊翁先生這数

晩年常重任︒志業未就而逝︒惜乎︒善有弔詩附記

寄威︒俄然接計涙潜然︒和協曾謀徳教宣．奮誼欲

温終不果︒姓香非翼拝南天︒

悼故紳谷初之助君

夙奪孔孟重忠孝

請看侃誇絶倫人

更侍泊翁研究新

寺本省三郎

赤誠言論凝篤玉

故紳谷大人予悼みて

樋口作治

いく千代も世に輝かむ玉ぼこの

道の鏡の君かみいきを︽

祁去りて天にましても日の本の

み園護りたまへたふときみ魂

悼惜紳谷主事
加賀美国光
．．敬榊憂悶志相投弘道孜冷四十秋
二竪犯君雛可惜英霊長護我祁洲・⁝

⁝其二

改革の際︑帝室博物館主事に抜擢せら肌たるもの旗

り︒君は宮内省に奉仕する乙と二十年︑常に忠誠を

躍んでて︑切々偲冷一日の安を貧らす︑正に是れ宮
内官中の模範︑君が立志の経路は︑吾人をして感奮

せしむるもの多し︒君は明治元年一月四谷坂町の稲

垣侯藩邸に生れ︑厳君祁谷郡氏は︑奮志州鳥羽藩主

稽垣侯の儒官たり︒後伊勢祁宮の祭官たりしも︑︑君

が幼年の時世を去りぬ．君は一老母と共に四方に漂

落し︑零丁孤苦の間に蟹雪の勢汗一積み︑︑年甫めて十

五︑伊勢山田の小畢校教員となる︒い

弘道資賀募集中︲ず喪君胸裏韓仲々へ︲
︲須期他日成斯館︐協力同心克奏功↑︲

ｆ２其三偶感；・

明治十八年上京して攻玉祇に入ｊ侮次で専修畢校
に法律聯一修め︑田中従吾軒翁に漢畢を皐ぴ︑西村茂
樹翁に道畢を聴人︒君年弱冠にして東京に家塾を開
︒４０■０画﹈→Ｊ

︑︵日本之精華より︶：

１︲祁谷初之助君︸
犀・へⅡ

帝室博物館主事として︑東京上野公園︑博物館ｂ

表慶館︑動物園の事業経誉の重任に富られろ祁谷初
之助君は︑素と宮内省に於て微冷たる雇員より身を
起し︑明治三十年宮内省厨に任ぜられ︑後圏害寮編
修官余掌典に翠げられ︑大正三年七月に︑宮内省大

冷の響あるを恩ばしむ︒

に得る所ありと云人︒君は櫛風泳雨の中に人と成り
且畢問に根底あり︑精赫に修養あるを以て︑自ら動
烈俊逸の骨韻を群ぴ︑資枇裂た英遜激宕︲鼓いて錨

を練磨せり︒君は殊に支那哲畢に造詣深く︑初減程
朱の道畢を専攻し︑叉王陽明の皐読を訓研鐙し︑大

年︑其の間交を諸名士と結び︑志操洋一砥砿し︑気節

翁の設立に係る日本弘道含の総泌に奔走する乙と多

き︑︾生徒に教授し︑或は出でて教師と衣ｂ︑叉西村

Ｐ志士誠忠期有馬愚人興亡成敗雨休嘘く︑
妾撰花巳落今新緑；人世楽枯亦似斯︲４︑

君 助 之 初 谷 稗
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言一一の；後．鼓
●

例

繁田翠軒

して病状シ尋ねると︑一雨日求重態に陥り蜜したが︑

京して樫木町の宅を訪れ︑二階の一室で令閏に面倉

れて了った︒

の常時の面影は今猶眼前に髪案として居る︒

最近には弘道倉の資金募集について︑度今君の宅
を訪れ︑唯弘道一鮎張の話に︐時の移るも知ら租乙

とが常であった︒

て敢行する士は極めて乏しい︒頭の人口の人は多い
が手の人脚の人は誠に少い︒君は卓識を有する資行

今の世には翠者や論客は津山あるが︑責務に富っ

＃｜掛けると︑ルッキリ眼階開いて﹁繁田君︑俺の病

し↓臆︒︵昭和四︑五︑二○日稿︶

気戦随分永くなるが︑なに一度は直るよ︒直ったら

斯様な容態であるから︑持ち直すことＬ信じて居

とは獣冷として言葉がなかった︒一

倉の事も一緒にやらう﹂と言い終って眼瑞閉ぢ︑あ

家として︑弘道倉に重んぜられたが︑その人今や亡

って︑如何に私痛々しく思はれた︒先づ私から言葉

是非老目にかＬりたいと仰しやい蜜す﹂と言ふ︒早
速階下の病床に見舞ふと︑水腫の篇に顔面は脹れ上

言葉です﹂といふ︒﹁さうです﹂と答へると︑﹁では

夫でも気は礎でござい訟す﹂といふＰ話をして居る
うちに︑女中が下から上って来て︑﹁今いらしった
岩客様は︑繁田様ではござい製せんかと旦那様の老

私は三十年も前に君が講師として豊岡支含に求ら
れた時︑真に活動的の道徳家であることを知り︑其

ったが︑雨三日漣つと︑涜涛として不婦の客となら

【

最後の三言
や
d

祁谷君の病が革裂っだといふ報知に接し︑蒼皇上

白

口

一込

へ秋ごと

ゆかまくおぼえぬ︒︑︽

新宿御料地植物園の温室を拝観してよめる
．．︵明治三十五年︶

蘭の香のたかく清けき室のうちに
うき世わすれて吾た上すみね
仙人のすみかにやあるとまとふまで
花の香きょき室のうちか准
犬君のめぐみの露のしけけれは

ことほぎて

冬もたぼさくとこなつの花

．下網叫匝瑳郡椿海村の人祷癖村翁の七十の齢を

思ひ︐１１の世にこそありけれ

みつくぎのことなる見ても人心

題書霊帖︵明治三十七年︶

ぶく風に左びく柳の蒜よりも
いととみたる凡吾かこＡろかな

寄柳．↓

︑春もさひしぐ茂りにけるかな

きその夜のあらしに花はちりはてて

惜花

花室をとと世の春と飛ふあぶは
がらすの外の冬をしらしな

．さきなぼとりそ室の撫し子

霜をいたみすもとり草もちからなし

︐︑写吾が日本の室にさくかな

ふゆしら砲図の花さへあた上けき

観水祁谷初之助氏這稿集
西村丈畢 博士のみまかれるをかなしむ長歌

う ち わ た す ︒ 墨田の堤春ごとに︑花こそにぼ
■

︑堤なる

いつこにかかくれましけむ 奉 蝉 の 人

趣 き さ と り ひ ら きてすみまししわか師の君は
緬そのいぼすてへ

１

心。

に月こそさゆ れかくはしきその花よりも 主さやかけ
き そ の 月 よ り もかくはしき・頂こ比ろもちて ま さ や け

』

巳P

のの
この
なきあと在と
認のこ
世世
はは
ははかなくそかなしかりける
ｂ画１
︒月見てもなぐ
ひのみ某ひぼとときす血になく４
わ︑
れは
助ひの
み
某
ひ
ぼ
もＩ
氏
さま
に花
花見てもわすられ左くに︑春くとも花はた
遺さま
なな
くくに
つじ
ねじ
錦つね
秋秋
くく
ととも月にむかはしうちわたす器田の堤

23
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椿の花は君や見るらむ

八千歳をは一の春とさためつる
なＬそちを麓の路と君はして

今日よりのぼれ千歳の高嶺に
秋の夕稲田ぬしと墨の盤をき上て
吾ひとりきけはかなしき墨の言も
きみとしきけはたのしかりけり
鹿瀬巾佐の遺著航南私記通竹内泰信君におくろとて

秋の夜のなかきれさめのをり︐１１に

この益良夫のふみはよみてよ
池内信嘉氏の東北地方に旅行せられて蹄り穴み
上｜身︾よみてお︐１ろとて

宮城野の萩の花妻とひて来し
君がたひこそうらやましけれ
足立美堅君の戦死をかなしみて

ち山のみの父の と土ろとうたひつつ
大御軍に出 てし君はも
令息美堅君 の職死走かなしみ て足立正竪君におくる

底きあかす夜半もあるらむ郭公
なみたは人にたえて見せねと
橋上釜︵明治三十九年︶

さよふけて人もかよはぬ橋の上を

・壁りみこそとびわたりけれ

あやふくすぎてゆく蚤かな

うなゐ子かかけよるひまに橋の上を

谷杉
／

底ふかき谷を抜きいつる大杉も

とすゑのみこそ世にしられけり
谷底におひ立ちぬれと青雲の

宝にそひゆる杉もありけり

秋のうたとてよめる

秋はたＬかなしきものと人はいへと

千草花さき錘もうたへり
あきはれの花をしはしのやととして

いさきよくちる露の白たま
賎か家のかきねにあかく見えたるは

とりのこされし烏うりかも
遠の山さかやにみゆる秋の日の

・ゐなかありきの心地よきかな

ちからのかきりうたふなりけり

夜をさむみ聾ほそりゆくとぼろきも

うつやきぬたの夜半にきこゆる

田かへしにつかれ果てたる賎の女が

夕時雨

・・．○︼

一う

集稿遺氏助之初谷沖水観

一枝のもみちを笠に山賎か
かへるさいそく夕しぐれかな

〃残菊︐
秋草はみなかれふしてさき礎る

〃・菊こそ園のあるじたりけれ
両村泊翁先生の墓に詣てて

のちの世の人もしたひて詣てこむ
道の聖のおくつきそここ

なきからは此のおくつきにくつれとも
君かみたまはいきて世にあり
いかにせんとはましととの数多あるを
︒︒君はねふれりこの苔の下

おくつきの苔の下よりよひおこし
︲ふたＬひ道をとふよしもかな
さまノ︑にむかしのことを恩ひ出て坐

たちさりかれつ溝かおくつき
ｔ︲赤坂御苑の菊花か拝籾し仙錦閣のあたりにて

︑︲懸けわすれたる衣かとそおもふ

うろはしき林のにしき天人か︑
洗心亭のあたりにて

さらノー︑と御池にそ上く水の香に︐γ・
心のちりも清められけり

楽芳亭のあたりにて

︾ｆ︾

菊もまつらん芳をふかめつつ

千代かけて吾大煮の出ましを

窪香亭のあたりにて

雪の中に花の香たかくかをるらん

御苑のおくの梅の林は︲

三十九年三月蚤蛙曾春季大倉罪清水谷皆呑園↑卜

開きし折鮎者小出桑大人の秀逸の歌のうち腫選

蛙

ばれたる〃

田にしとる賎があゆみになきやみし

山田の面の初蛙かな

ふる神谷の君もともすればいまめかすこそうき

右大倉の折酒席にて小出翁予に戯れて﹁ちばや

﹄１Ｌ

︑

ちなしの翁ときけと中々煙世をののしりの君に・

世なりけれ﹂と云ばれしかぱ︑予収敢へす﹁く

てありける﹂とよみかへぜしかぱ一座興がって

きよめを﹄ぬ︒

新年河

よへとこたへす利根の川きし・

年ぼきの酒やくむらん渡し守

︺新年糧︵明治四十年︶．

I

26

集稿遺氏助之初谷紳水観

初夢にさへ松を見しかな

あら玉の年のぼき歌さ上けむと

海眺望・
雲か山か見わかぬまてに沖遠く・︾

︑・︑二Ｊ畑にかすむ伊豆の大島
むらきもの心もひくく也にけり：
み室につ上ぐ海の左かめに︾

︑若﹄︲菜．↑４

・しらで少女か若菜つむたり

畢舎にゆくへき朝のおくるるも

ｒ︒

よめ左たんぼＡと上にかしとに

しもはしらたちしあら野も春くれは

畑︑一
夕けたく姻立也山かけ︑

もりのあなたに家やあるらん
み底と出しふれは波間に影きえて
なこりの畑遠く棚引く
猫おぼろけに畑麓れり

ふれはとく島かくれしてみなとには
０Ｊ

畑立つ也桐ケ谷のさと﹄・華

小雨ふる秋の夕にむくろやく

：︲若草

しらいまに若草生ひてゆききせし

あさみも人にいまれさりけり

野逢のちかみちあと方もなし
若草のうちにまじればはりをもつ

征頭花

主うてくる人影もなしたまかきの

さきそめしよりにきはひにけり

うちのさくらはちるにまかせて
あれはてし杜のやしろもさくらはな

﹃氷︑口

吾こふる人やきますと家にのみ

けふの一日をいかにくらさん

蚤ちつる春の日こそ永けれ
つまも子も花見にやりてのこり居る

閑居鴬

人やきぬらし吾かくれ家も

やふかけに鳴く鴬のこゑやみぬ

碁

きのふ責けしはあはれ此の手と

つれノ＼にと石いたしておもふか蔵

新・樹

ちりしける花の白雪きえいまに

集稿遺氏助之初谷紳水観
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くらすも君かたまものにして・

春は花秋はもみちをながめつつ

御大鰐の術掌典か奉仕し

︲﹃賢所韮御羽車に移ｌ未りて︵大年四年︶↑：

﹄■
守

心のとけき春なかりけり．〜・

今冒Ｆ

うなたれて のみ世に立つべしや

秋雨ふりて 寒 き 今 朝 か な

︲大正十年上野公園に大博蝿啓韮開きし折激多の

たへｊｌｌひＬく秋の夕は

しのひすよ忍か岡にうつかれの

夕の鯨

とすもすの花ちる庭にしくノー︑ と︲

秋雨降りけるあし士

心

あはれ人ダリヤの花のさく如く

折にふれて

あまた年花の上野にすみしかと

・心せはしき上野山人：池

ときの鋪あけくれき出て中空に

︒・に申しければよみてつかはしける

・或人上野の官舎住ひの求瞳／︑の苫かなるやう

何事をおもふい上まもたかりけり
たたかしこさに我をわすれて︑︒

ー 〜

梢青葉にはやたりにけり

夏木立わかはのそよく吾もなし
あしたの風に露はちれとも

首夏月︐ＬＪ︑二・／毒ｊ
はやかはほりの軒にとびかふ

タ月の光いつしか夏めきて﹂

テニ

Ｐｑｊ︼Ｅ
グい︒

︑Ｌｑ︑︲

古の 反 冊 の 入 江 を 慨 ろ 祇 萩 祁 奄 江 畔

鴻蕊に遊ぶ︵大疋元年︶
壬 子 の 歳 十 一 月 隼 三 の 土 曜 ︑日午後天気晴期 遊興俄に辿り走て 鴻墓

に赴き皿見氏の古職場乃訪ひ︑

に手兇名の詞在り︑時に寒色蒼然として江走篭・め寒月一端族として

人間寓古の愁走照す・

も９屯

一あしのかれはに風よそくなり

古のまＬの入江にきてみれば；：．
Ｌ・Ｉご

芳山春暁︹大正二年︶．．．ｋ
よしの山そらは樫にしらめとも

：．ゆめ底ぼふかし芥かけのいぼ
奈良より伊勢に赴く汽車中にてよめる︲
春の雨しくノーＩふれはさしてゆ一ぐ

笠澄の山も打けふｎつづ︲
・〆︐陣物館幸事に任ぜられたるときよめろ︵大正三年︶

白雲の花のうへのの山もりに
︐しばしうき世を吾はしのはむ

グ、I

樹木態移植し叉伐探せしか僚惜しみてよみける
︐．︲歌二首ゞ

やうｊ〜に根はり枝はり生ひ立ちし
上野の若木またぬかれけり
花さくとおもへは惜しも老木とて
きりすつくしや此の山裡
上野にてよめる歌︵大正十三年未完梢︶

いく度か花になみたをそ上きつつ

此の山守に身はくちむとす
上野の川の花を守りぬ

風をいたみ雨をいとひて此十年
吾なくも上野の花はさくらめと

立去り難き吾が思かな
木をきる由斗︑Ｌて

二本杉の原に東京府美術伽 を 雛 ぢ る 爵 数 多 の 樫

と凡かしと数多の樫きられなは
上野の花は如何になるらむ
木の下かけにき上すなくなり

若荷山夕こえくれば御緊室の

五味倉の逝去牢悼みて

風をいたみ雨をいとひておもふまｔ

Ｉ

さきも得さりし信濃路の花

１１自１
１〃
然より受けたる教訓

愛誠者杉山健吉

或年盛夏の頃謹濯の畳・めし時ふと庭前韮眺めたろに梨の木

らしき賀生えの二 三寸にのび居︑ 而かも水分の乏しき所にて

識にあらず礎と
と左
左

桁言を感受致しまし

能く斯くも生々と し て 育 一 ｂ つ Ｌ あ る や と 卿 か 不 審 ↑ Ｌ 堆 へ ざ る
士︒

剰那に於て否々不

は能く培養ずれとＬ生育し難し

一︑変生の草木は靖養心怠るも能く生育す他より移植の草不

皆さん御承知の佃り世間性々にして嫁と姑と叉は養親と養子

との間に岡浦た欠き家庭上種々面白からさることの多きこと

の今も昔も髪らざるは資に慨歎に湛へざる所であります中に

すぺからざる自然の風理を解さざるより起卿するに外なら・ず

ば色々異なる理由もあることＬ察しますが要す魚に前言動か

と存するのであります私は常に之れ延憂ひ友人知己に談する

附言

と同時に自然より受け丈乃教訓の有難きに感謝して居る次第

であります

︵向然は宗教にして宗教瓜自然なりと解し教物根本なり

と私は自信して居るのであります︶

１Ｆくｊ４１くりｒＪｒＪ︑ｒ３ぐＪｆｊｇＤｒ︑イノ︑″︑ｆｂｆＢｆＢ４Ｄ

リ

枝はらふあらしはやがてやみぬろを
何とて花は散り果てにけむ

思
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︑法度は僕走養ふ家根︒

別なることなれども︑交って己に盆なし彼

も益ななし︑彼来らぱ拒むぺからす︑我よ

り迎ふること勿れ︑義理あしきことば鰯す

こと勿れ︑信走忘ろ可からす︑他人は桁別

通えず診︑目々反思致すべき事︑恢食州節し

なりＪ一︑行儀作法︑随分簡単にして常に

出入動綿柑心得︑前後寸蔭走惜み思ふぺし

和鋪じ得やう心得・へ号事︑一寸書附候物す

遼臓節一の事︑言語多からず︑一々詳密に

る書正しく︑況んや文理和通じ侯やうに︒

右僚々洲守り浮操佳癖︑惰弱︑放志のも

のの︑心易く向ふより不向師様随分心得ぺ

きこと︑第一多情ならぬやう致すべし︑多

儒なれば遠慮致す間なく︑自然韮徒に日走

一︑雨親をとぼしからず致す・へ野やう心得

救ひ候手段︑第一に心得御雨親の御安心を

事ル曲げても︑内職は出稀いたし︑困乏懇

迭ろこと出来るなり︒雨親御出被成候内は
べき事︒一︑躍問をして遠く慮り︑議走か

木崎弘道氏訓言

鬼祁に誓ひて可奉而候事︒

と多し︑家近き人ぱ更なり︒伺藩の者は格

其外は見るぺからざる事︒一︑常に交ろひ

きて急奉救ふ事︒一︑書物は純害に隷萱︑

渡遥華山︑座右銘

右十ヶ峰常に忘ろぺからず︒

一︑我雛は剛友に隔てらろろ障子︒

﹃華麗は借金の板敷︒

一

一︑仁怖ば家走修むろ錘︒・

一︑・多蕪慮外は身を亡す根維心︑

一︑珍膳珍一味は貧の桂︒

一︑愉洞ば対に仕ふるの材木︒

一︑苦勢は築華の礎︒

一︑堪忍は身を立つろの壁︒

一︑姪酒は早世の地形︒

本多忠毒壁書

古今座右修養銘

綴

論語に﹁人にして信無くんぱ其の可なろ

何を以て是を行らんや﹂とあ零か︒此言葉は

韮知らす︑大車鈍無く︑小車趣く無くんぱ

陳腐の如うであるが︑何人と雛知らざる可

からざる千古の卓言と謂はなければなら

興亜には古今東西は無喰信は賞に寓事

ぬＯ

の根本で︑是無くては︑．吾人は片時も世に

立つ事の出来ないものである︒嘗て︑︐子路

れ︑孔子は心富図と強兵と教化の三つの必

が孔子に︑政治のこと洋間ふたことがあつ

要な事を翠げて是に答へられた︒子路は研

うち止むこと非得ない畔に於て︑執れかす

究心に富んだ人であったの・て︑此の三つの

ててよろしいかといふ事か訊奴衣︒すると

孔子は﹁先づ兵走すてん﹂と答へられ衣︒

子路は虹に﹁残れる二つのうちｂ止むた得

せうか﹂と追究された︒孔子は

ない場合︑すてるとし求ら︑執れでありま

﹁食をすてん﹂と答へられ︑更に．︲

と日うて︑信小銭も寵要であって一日も

一古より他に信無んんぱ立犬ず﹂

峡く可からざる事左読され衣︒

3じ
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むれば︑カイザーは智者であつれｃ而して

正直では金儲けが出来ないとか︑うまく

など凡て人間界恥動す一切の力がこＬに表

その﹁力﹂菰ろや富の力︐智の力︒癖意の力

叉患者であつ穴︒﹁政治ば力なり﹂と申すが

法網を潜ったものが成功者だとか︑今の世

現せられ比較せられて最後一卜その鰹劣悲決

高橋是清氏訓言

にＩま波そんなさもしい考へ恥持つものが
するのだ︒

すぺし︑上下の分恥乱ろぺからす︒

武備を忘ろ可から子︑士を選ぶ距本と鰯

耐面決して従ふくからす︒

若し二心を懐かば︑則弓我が子孫に非ず

列国の例海以て自ら届るべからず︒

大君の俵︑一心大切に忠勤恥存すぺく︑

保科正之氏訓言

少くない︒否︑そんな率九するのは︑文
ろ︒なきけないことだ︒なるほぎ一岬の金

明人の特権であろかの？７にさへ考へてゐ
儲けⅨ出来るであらう︒或は自分の一生は
所謂成功で絡り得るかも知れぬ︒しかしな
がらそれに何等の生命があらう︒永遠があ
ちゃならん︒永遠の生命あるものでなくて

らう︒男子の事業はもつと天宮海淵でなく
ば駄目だ︒言か換へればｋつとノー︑﹁力﹂あ

す︒・

金銭は︑私意韮挑んで人言か拒むぺから

恩ふ所恥蔵さず︐以て之を幸ふぺし︒

甚だ相手ふと雌も︑我意を介すべからす

法を型リ調は︑宥すべからす︒

伊勢貞丈家訓

一︑宥身は︑身あかへりみろとよむ也ｃ常

々我悪しき事には心︒つかずして︑唯一すぜ

に我する事をかんがへ見る事也︑すべて人

に我はよし︑人ば悪し︑我は滋理なり︑人

は無理なりとぽかり恩ひて︑我悪しき事︑

しむろ事なきはあるまじ斗︾堺也︒人・の事を

我無理江ろ事かさがし求あす︑我身あいま

るものでなければならぬのである︒﹁人格は

つＬＬむぺし︒如此すれば耐起らず︒

ぱさしおきて︑我身ふかへり見ていましめ

一画改過とは︑あやまちをあられむ也︑我

主か亜んじ耐法を異る・へし︒
家中ば風儀を軍んず．へし︒

兄か敬し・弟恥愛すぺし︒

動かすもので︑人格の力ほど偉大なものは

悪き事牢あらため施すといふ也︒人々我が

力なり﹂といふ語は侭理である︒人間界韮

他にあるまい︒明治天皇の偉大放る御人格

悪今事ぱ早く改む↑へきなり︒

かしき事なれ︶改むろは人のほむろ事なり

あり大なる掘失なり︒改めざること︑ばづ

むろふはづかしき様に恩ひて改功ざる事も

は浅ましき事也︒或は悪身﹄事︑雄にばかに改

悪き事走悪きとは知りながら改むろ率なき

士走撰ぶに︐便畔便侯なる者か取るべか

而面︑依願晶庇すぺからす︒・

らす︒

賄走行ひ︑帽を求むぺからず︒

にま一幅導き給ふたではないか︒富の力に於

涯侍の者走して人の善悪か告げしむぺか

は︑東の一孤島たる我が邦か価界の一等幽
て︑智の力に於いて︒遥かに我が邦に優れ

政事は利害悲以て遁理韮狂く・へからず︒

らす︒

てゐたカイザーの潤逸帝剛の末路かごうで
あったかを考へて見れば︑蓋し恩ひ半ばに

過ぎるものがあらう︒予恥以て言はし

時
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のである︒殊に近きより遠きに及ぶの理の

上に大いに貢献する所がなくてばなるまい

殊に残が悶民不彼に畢ぶぺきものの中降

と忠ふＯ

命道徳︑閏際適徳の一鮎︾一Ｆ︑ある︒古来我が

吾々が永大なろものあろを猟感するば︑価

剛は大洋上の一孤島であった蝿に︑岡際脇

下に︑英剛最高の勲章たるガーター勲章を

御父皇帝陛下の命に依り︑災くも我今上陛

ター公殿下が御来朝遊ばされた︒殿下には

去る五月二Ｈに英剛皇帝節三皇子グロズ

最も近きものといふべく︑随て剛際親善上

あるの幽柄であるからｂ我倒民の精に於て

の道徳の規範に於て︑和一致するの共通黙

歴史妬有し︑然もその剛比性に於て将又そ

平和の求め︑努力して柳か貢献し来れるの

別の親睦さを以起東洋平和の鰯め︑否仙界

れに止リ︑横への凌達が全く峡けて居た伽

又我図の道徳が古来縦にのみ壷達して．そ

係が同然疎遠であつ犬ので︑剛際逝穂とい

捧呈遊ぱさろろと云ふ亜大なろ任務雅雑ぱ

鋪一に蒲手す．︑へき間なりとｆ︲稲する韮が出

如く︲曾て我幽は英閏とは同盟恋結び︑特

せられて︑遥忽我が日本図韮御訪問に成ら

来やう︒看ょや英叫は上に皇帝心奉戴して

は切に望む︒今日此時吾々が︲日英親善のた

片の鯛際情誼の俵例ではない︒而して吾人

たろ蝋常然の．事であって︑決して形式的一

を披渥して之か撒迎し之を欺痔し︑参らせ

よりのこと全圃蝿の畢げて衷心よりの誠心

斯の如き剛情なり︑吾々は︑彼は我に銀けた

否定し得るであらうｃ斯の如き剛係あり︑

其等の一々が我幽に共通の鮎ならすと誰か

たる誼徳悲彼剛にも有するの事か︑何れも

しとすることを︑叉我剛の武士識道徳に似

を叉人格恥重んじ︑所洲紳士韮以て最も尊

それが統率の下に一図か形成して居ること

れて居ろ︒然し英幽の個人主義ば徹底して

のである︒・英剛民は普諏個人主義上群せら

れって︑我が剛の迩徳律は大混乱か来した

く縦より隅壷して横に及ばんとする峠にあ

立して居らないといってよい︒故に今日漸

も心耐倉入たる他人に封する迩徳ば全く成

係に限ってその満徳ぱ頗る韮歩したけれざ

があるので︑即ち忠孝といふ様な上下の蹄

己の欲すろもの限封しては仙人にも之建尊

謎徳或は批愈猶徳への之が推準となり︑自

めグロスター公殿下の上に椎涯亡ろ誠の熱

に札顧み洲働まして︑互に向己を完成へと

居ろ︒即ち個人観念ぱ愈深：徹してへ剛家

導き︑而して祉界平和の上限︑恢界女牝の

る怨術ひ︑吾は叉彼に串ぶべ卦﹄を隼びへ共

︲吾々は一隅の和平か期すど共に︑更に進

濃厚たらしむろ原動力とはなさんことを．

んでは剛隙間の親善走愈希望してやまぬも

情か︑愈持縦せしめて愈雨耐親善の厚惰走

か疎外し︑之を裏切ることさへ少くない︒

信義韮亜じても︑他図人といへぼ︑折々之

一家族︑同郷︑同四の人々に封しては愛み

ふ如き黙が頗る峡けて居る傾がある︒即ち

と見る︒へくｂ我が皇室に於かせられてば素

れたのである︒是日英親善の具慨的の徴象

グロスター公殿下の御乗朝

〔頚〃℃
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々の叉以て彼に理ぶ所のものでばあるまい

る︒是英蝿人の英蝿人たる所であって︑吾

功すといふ風である︒而して人格を算︐す

重し︑自己の排するものは之韮他人にも求

るばる来た妻か侭去りにした︒その後この

るに夫なる男は満洲に渡り逢に異郷からは

質的の捜助冬へも典へたほぎであつ穴︒然

夫なる男か呼んで懇々と諭示し︑時には物

端を負は︑ぱ載らぬ様な感限打たれ心その

量の感慨に打求れれのであつれ︒﹂と︒

本人と今の英人と起封比して︑そぜろに無

謝意を表した︒博士もこの一事か月前の日

訪し︑良人も亦汀嘩にわが妻の恩人の鴛鳴

例か恰度好い機曾であるから御紹介するこ

掛くぺきではあるまいが︒此狭鮎ぞ物語る

而して横への遺徳を褒達ぜしむろことを心

前日本で世話した米婦人がここへ来訪した

突然一婦人の来訪に接し菰︒奇縁︑奇遇以

聯盟事務局へ事務次長衣として赴任した際

移って其の後八年︑博士がゼネヴアの鯛際

婦人がぶつきり吾信を細ってゐたが︑時は

れ︒その値上が思想葬導餐帳充てるものと

は反封の気勢か示し︑示威的行動が始まつ

帝大は諜如二十間の授業料値上から畢生

おまけに前からの許婚の間柄であった一日

ロ︑米閏踊りと云ふのに就職口さへない︒

で無財産︑柱と頼む良人は放蕩で信朋はゼ

婚し衣︒日本へ来て見ろと︑話は弱るで逆

︿博士︶のお端を新聞で見たから︐昔の御恩

に蹄つ士︒今度住宅走新築したが︑貴下︑

る同僻と諒解か得て途に結婚し︑昨年郷幽

過去の一際走打明けてその英人の心からな

﹁その後横演にゐた一英人と知り合になり

ん卜｜する反動とも見るものである︒而しこ

係洋完く無覗して︑横の開係へ全部を注が

されろと云ふ様なことか嫌ふ︒これ縦眠闘

とも云ふぺきである︒即ち現代青年は善導

又現代の青年心理の一端を窮ふに足るもの

い︒即ち政府と畢生間の衝突とも見ろ・へく

云ふ様に考へて・畢生は憤怒したものらし

帝国大豊の騒動

す・へきに非らざる一変話でばあるまいか︒

とにしよう︒これは新渡戸博士の話である

のである︒その話膜

本婦人が公然と家庭に入り込むと云った具

浴によい所があるから︑御夫人御家族御友

返しに是非一度来泊されたい︒住宅は海水

人ざなれでもお越し下されてゆっくり御泊

が︑今日の幸頑牟喜び手主握って語り合つ

ると共に︑不思議な運命に弄ばれた彼の女

ワ︒︒

考慮に入れて︑そこに雨者間の一致を見出
したいものだと思ふ︒きばれ︑兎角匹何か
と問題走作り︑近時蝿生の騒動頻々代ろば
身最高畢府の畢生の求功にとちぎる所であ

て横へ進み︑一方横へ行く者ぱ縦心充分

この騒動価︑一方は縦にのみ行かん傾きが
カリ︑一方ば横にのみ行かんとする季ひで
あると云へろ︒吾人は一方伐縦牟茶礎と見

みと慣ほりのあまり︑一時ば失祁せんばか
りに悶え犬が︑思ひあまって未知の新渡戸

結婚し犬のに︑この始末です︒﹂⁝⁝と涙な

犬︒その後その良人なる人と共に︑再び宋

との事であった︒博士はその厚意老謝す

りの程を願ひ穴いものです︒﹂

と聞いて見れば︑博士も何となく責任の一

がらに訴へ衣︒自分の著書が取り持った縁

んで︑日本人ば頼もしいものと信じ切って

博士延訪れ．︑﹁妾は貴著英文日本武士道韮讃

合である︒彼女ば証された裏切られた悲し

めの口車に乗せられて︑米閣の一婦人ば結

﹁来園に留畢しれ或日本青年の旨い事づく

この話の如き御互に吾准が心なく讃み過

か︒即ち吾々剛民はもつとｊ︑個人に徹し

【

世代の推移と虚世の要件
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客うゐをいぢしうけう醸んがく

相違︑政治︑宗教︑文畢

いく掌んほしゆてき奪うきよくてき

幾分保守的でもあり消極的でもあり垂

しかしながらごじんじうしん︽ごいかしよせいうへ

これひつえうこころがけ

す︒乍併吾人の修身︑商家︑虚世の上

と

ここんとうざいけんてつゐじん

に取りて︑之ほど必要な心掛はありま

ひと︑んＩこれためじこ

じつぜんあは

せぬ︒古今束四の賢哲偉人といはる凡

人糞は︑之が篇に自己にも賞践し︑併

こればんしめくんゆんのこを

こうしそもんじん

せて之が範在示し︑訓言をも遁して居

せいけん

られます︒わけても孔子や其の門人︑

ごろく

あきら

骨さい

ソクラテスやプラトーなどＬいふ聖賢

さつけいけんくはこうしんためのこ

の語録には︑明かにそれが記赦せられ
い急だひかりはなを
てゐて︑今尚ぼ光を放って居ります︒
ひかりたごさらじ鐸んかり
しか
而してその光を辿って︑更に自分の考

が即ち千百の教訓書であります︒わけ

十肱はけうくんしよ

察︑経鹸を川へて後進の篇に這したの

つうをくけういくうへ雁いきり．よくばら

ごと

そいちじろ

ふことは︑今更吾人の濡明を要さぬ所

い全さらごじんぺ人めいえうところ

人の心裡に感化影響を及ぼしたかとい

じんしんりかんくわえい含やうおよ

にせられてから︑如何にそれが我が邦

が︑翁の自助論即ち西図立志綿を公け

いかわ経う

おうじぢよるんずなはさいこくりつしへんおばや

ものでありませう︑かの中村敬字先生

②①①の①●

徳教といふ如きものが︑其の著しき

とくけう

著書︑それから心畢道話︑二宮翁の報

しんがく腫うわ⑧③＠厘う

えいこく

ても通怜教育の上に大なる努力を挑は
これくわ凄おちおゐ
ちし
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しつ
はは
いい全
全通
通

や矛盾を生した
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場合
合

れたのは︑英国にていへばスマイルス
おう坊よしよわがくに＠の⑧⑥ｅ●
翁の将書︑我画にては貝原茶軒先生の
あらかじちういけいかいところ

に課め注意し弊戒する所がなくては

わたしこころ

ならぬのであります︒こ型に私は心の
もちかたつい牟仁ものとりみつじゃう弱い

持分に就ても又物の取扱ひ上に於ても
いばゆろはんせいしうやう樫いひつえう
所謂反省と修養の大必要ありといふこ
り舎唾つ

とを力説したいのであります︒

反省といふ語は︽考察して見れば︑

↑反省の語意と渥俗修養書
室はんせいごかうきつみ
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束と誤まらぬやうに︑其の勇ましき行
進曲に歩調を合すと同時に︑其の前程

くわ八さうゐ

機械工業の進歩︑それが産業革命の

春くしやしょくんつと

これシうじ

かくととせいしんじゃうぷつしつじゃう

こかんしよごじんそしやう

ぼ其の進行を縞けて居るのであります

あります︒此の如く精祁上にも物頚延
しやくわいめざうつ
にも︑就含は目凄ましく移りつ上今尚
そしんかうつづゐ

御了知のことであります︒之と同時に
しきうじゃうへんくわずなはぜうすうしはいしやて
思想上の愛化︑即ち小数支配者の手か
かくじんじこためみづかせい
はな
ら離れて︑各人が自己の鴬に自らの政
治をするといふデモクラチックに進ん
こいいちじろへんくわ
だといふことは︑之は著しき鍵化で

ごれうら

ぢすず

化を招致したことは︑讃者諸君の夙に

くわせうら

害うくわせんぜさうじやうこんにらにいへん

動火線となって︑世相上︑今日の大愛
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立
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ら︑此の間に鹿する吾人は︑其の将
らかい
あやそいきむう
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と省反
養修

いんじいかへい賎ん
くらゐ

一

一陰んいうしんし古きいじゃうやくた

して︑吾人の修身庭世上に役立つやう

含ふ唾くころしゆ◎０ず芯は

ばん含んぜいやうてつがくゆにふ

ぶつしっせいしんりやうばうめんひじやうへんくわ

物質精祁の雨方面とも︑非常の鍵化淀

含だゐじにいもつとひつえう
しかごじんにい

来して居る時代には︑最もそれが必要

自己の倣置せる立場をもシッカリと定

あります︒然らざれぱ吾人は第一︑
じでこ
ゐらたち陰ざに

と共に︑精紳的の意味に川ひられて︑

で奇垂仁さら十上き

今では何人も重きを此の語に置くやう

れましたから西村曾岨などの著書中に

積極的の語と見倣し︑吾人が現在は勿

も注ぐ盲目的に︑時勢に引摺られての
のらくゐのこ
み後の悔を胎すこと人左るからであり

もうもくて含じきいひぎづ

は︑艇を位格といふやうな熱語が用ひ
をこれ土を
られて居ります︒之は申すまでも底く
びんゐじんかくｈやくご
品位人格の略語でありませぅ︒それが

わ．たくし巷もいき﹃しがくこどろざ．つうそくりん

しばん︑０Ｏじゆくともち

にしむらくわいそちよし典らう

私共が柳か斯畢に志して︑通俗倫

て居るのであり堂す︒

論︑蒋来にも必要なる必掛なりと認め

りがくらよしよ労ばやころ壬

みこごえいご

せいじんかくことろん

性や人格の事を論じたことがあり︑藍す

ゐ

こぐか

方面に研究の歩を進め︑多少警世的の

唾うめんけん今う樫ず上仁奪うりいせいてき

ためわたしじしんお礎こ

いふ風の文字に接し少から歩感興を催

ふうもじせつすぐなかんきようｂよ

品位は一に図民道徳の如何にあり﹂と

びんゐこくみんにうとくいかん

て︑開巻努頭に記してあった﹁団家の

かいくわんへ含とうしる

私は夙にスマイルスの自助論を総い

わたくしつと上じ尖るんひもと

韓遥の這鶴的傾向

ろんしやうらいひつえうこＬろがひみと

ば︑最も重き孝一世いて︑之を進取的︑
せききよくて含ごみたごじんゆんざい６垂

ます︒そこで私は此の修養といふ語に

わたしこしうやうご
もつもおも雪に鰹じんしてき

理畢の著書を公けにした頃には︑其の
とぐろ人ぎじろん江かぜんせいちらしよぱいしやく
徳諭や義務論の中に先生の著書を舜借
かあら痕ひん
して︑時播︑僻瀞底どと書き改めて品

になりました︒一罷之は品性陶冶とか
︑︑︑︑
ふうこと険さいしよしよう
人格養成とかいふ風の語に最初使用さ

たいこれ︑︑︑︑

い士なんぴとおもこぞ誇

めることも出来ず︑又更に進み行くべ
ぜんとけうしんゐ金えわけ
き前途の方針をも明らめ得歩︑た野謹

ともせいしんてきいみ０．ち

とくこんにらこと

るといってもよい位であります︒さて

にせねばなりませぬ︒特に今日の如き

どじんのつし

こ・しうやうごしんじゆくご

であります︒言僻は如何にｊも平凡であ

此の修養といふ語は新熟語でありまし

ぜいけん

りますけれども︑理路は如何にも井然
しめ

しんりこへいほんりそん

りろいか

として居って︑虞理は此の平凡裡に存

て︑奮幕の頃には︑主として長養即ち
やじゃノはふくらゐもちゐ
養生法といふ位に用ひられて居たので

を

在すと︑いふことを示して︑吾人の立志

あります︒それが軌近西洋哲畢の輸入

お僕さそこんご

しよせいじゃうい象は八世いしれう

ずい

虚世ｋ︑今でも反省の賛料とすべきも
いく処んかんかたらよやくたｈやうしよ

のが多くあります︒恐らく今後とても

幾百千年間︑必ず世に役立つ良書であ
またこいがんかうくに

①①④④①●けうくんしよ

りまぜ弓︒叉之と雁行して下らないの
は︑貝原毎軒先生の教訓書であります

こんにちけんの⑤①のぢうはん

なんけいけんじゃう

にも平易親切であって︑私共共の害に

へいいしんせつわ声し砦もそしよ

今日現に稀軒十訓として重版せられて
ゐ②●●①①●③③⑤⑧③④いた
居る家道訓︑大和俗訓以下養生訓に至
それらち上しよもじ
いか
るまでの︑其等︑著書の文字は︑如何
仁い

封するとき︑何とはなしに敬虞の情に
これよお陰
打たれるのであります︒之は世の多く

て印︑似んしゆぎじこぜんでんうかたしゆ

の敵本︑証義や︑自己宣博の賓らん哉主
汀でちよじゆつ

義に出た著述で底いからであります︒

修養の語一意と其の塗遷
つぎしうやうことついかんが晶
次に修養といふ事に就て考へて見ま

して見るとツマリ此の語は英語のセル
こじんいはゆる○
フカルチュアであって古人の所謂心
いさうたう乙
○︑０Ｏ

田の開溌といふ意に相堂して居るので

ぼし︑それが篇に私自身も畳えず此の

こごばんきいご

すと︑此の語は反省といふ語よりも︑

ありまぜ５︒

さて此の心田はどこまでも之を開溌

こしんでんこれかいはつ

︲少々其の範幽が蹟いやうであります︒

をうノ︑モはんゐひろ

一いむしはんせいしうようなかふく

否巌寧ろ反省は修養の中に含まれてゐ

養修と省反
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もじろう

︑

じらい苧フタヘいがくかいざつみ苧フベいしゃくわい季今こ

文字をも弄し史したが爾来欧米︑醗峠界察して見まするに︑欧米耐曾に起った
．かく：っんしんほともこどんにうとくこへいふうい全わがくにせいき︑
では︑畢問の進歩と共に︑個人道徳の此の弊風が︑今や我国でも生起しつ兆
しうい・うとうじにんたいて身噸しうやうずだば︑︑︑しかがくがい舎一じゃう
修養と同時に関鵠的修養︑即ち耐含道あるＤであって︑而もそれは畢界机上
ひつえう町会一せつるん孝一げん一つんと蟹険んしやくわいじつじゃ．う
徳といふものが必要なりと力説論議せの言諦に止至らず︑一般耐曾の賞状の
つゐせきうへんくわＪ−６もつ陸うへナこぶぴ全んけいかうしめゐ
られ︑慾には世相の鍵化と共に︑専ら上にも︑頗る禰蔓の傾向を示して居る

こうしうにうとくすなは℃︑℃︑︑︑︑かんしゆ
し

りめんナこぶこいけ妬ｖ︐︾

公衆遁徳帥ち圃鰐生活の嬰道といふもといふことを看取せらるｋのでありま
ひ含ん私い全一を含んらぃわがくに
ためこじんにう仁くけい
ぢゆうえうし
のが重要脱せられ︑篇に個人道徳を狸す︒卑近の例で巾せば︑近来我園では
かにむき・今︾なんぴどこじん雁うとく
硯するやうな傾となって来ました︒け何人でも仙人道徳などどうでもょ里り
こｈやうしやけつ主うへん今一︑ふうふぐだへうめん垂
れども此の雨者敬︑決して一方に偏椅やないかといふ風に見下し︑表間には
こつ空めはユご︾たひ人せいじんか／︑一︸くら
すべきものではなく︑間より併せ打は品性ぢや人格ぢやとい︑釜梱を口にしま

諸うこ・う

しんちから

あんじこｂ・えきばか

れねばならぬものであって︑一方に公すけれども裏面には噸る之を軽脱して
しゆうばうとくわさまと︑ｂにばうこじんこれらしうやう肱冴ざりじにいす上
衆道徳と緋ふると共に︑他方には仙人此等の修養を等閑にし︑た野時代の進
群うとこれしうやうところじ荘いう竃つそかう︾いう雁ん
にうとくがへり
道徳を顧みて︑同時に之を修養する剛み︑時勢の動きに伴れて其Ｄ行動を闇
すここころたいて野一ずＬさうご・ふじよ母やう管うち
が左ければならぬことは︑少しく心あ柵的に進め︑棚万扶助ぢや共同一致ぢ
ものにんしぎとこみ会．やうをん号や︾うえいごしやくこう
る春の認識する所であります︒さればや︑共存共柴ぢゃといふ語に薪口し
琴と

こそオイッヶンや如潅馳駆鰹和物あ蝿江ハー暗に自彊の細懸を栂罪ことにのみ

道徳としては︑此の根本的の心地寿一蓮汲々として居る傾が著しいのでぁ
た今う

そせいぎよ
典うにうじがく
壱してはならぬといふ風に︑営時の畢り表す︒さ肌ばこ子其の正義呼ば氏り
かい鈴こへうふうつうゆきゐぱうと夕︑うん︐１１さけ
界に圭陛つた弊風を痛蕊して居るのであ逝徳云々の叫びなどｌいふものは︑ど
こ．ことぺつろんじゆつうばず学へ・しんけんふとほ
ります︵此の事は別に論述します︶うも上︑返りのみで置刺味に乏しいので
じこし人し
なん
あります︒伽となれば自己を紳士とし

蔓るべき思想悪化の現状しぅ鐙て
ぅ悠遥
かうけつひん管ぃぅへ
養し︑其の高潔なる品性の上に︑

わたし︲ひろがへ．わがくにけんじやうくわんこくみんしやくわいじんたちはたら

そこで私は翻って談園の現舷を概剛民として耐曾人として立働くのでな

しんこく⑰

︒こう今↓やうぜんはつ含鰹ん

くては︑鐸脅惟れにあっても頁の国利

嘩癖︑︽一画ひ擬へれば公共善を震擁し関

たいせいくわつ全●﹄そかにそじんしんて含せ仔

しんこうて今令︸じげふうへげんしゆつ

紹生活の基礎を問めて︑其の献身的精

榊を公的事業の上に現出することは︑

及びも付かぬ企であるからでありま

およつくばにて

かろ

たんへうめんじゃフしゃくかいて釜しん

す︑これは織賎×僻峨としての峰毒を

しゆうえうしうえううんゐゐけつくわ

慨んじて︑蝿に表面上にのみ祉曾的進

川に要する修養を云篤して居る結果で

いかせさうへんくわ
そじ

しざうじやうすいゐちよくめん

あります︒言ひ換へると世相の鍵化︑

勢に呪摺られて自己と虚するに急ｌ︲
たかへり一かずこ毎れいだんためほか

思想上の推移に直面して︑た貰其の時
ぜいひ鋸うじこしよ｜．会︑脅亡︑

他碇厭ること頗る冷淡なる鳶に外な

しやくわいじゃう

がくもんじゃう

には中流以上の人士であり︑畢間上で

ちうりういとやうじんし

らぬのでありますｏさればこそ牡曾上

ちし砦かい唇︑・ユなく︑℃かろくり１１をうわい

あるひ世人今よ

は知識階級に馬する者が︑綾々贈賄︑

しうかいじけ人けん今よ

とひいたところそ

牧賄の事件で椀畢せられ︑或は遥禦の

ふ世いうん言Ｊ

て学．ばつみ

じ舟うにいげんしゆつゐ

不正運動などにて︑都都到る雌に共の

摘溌を見るといふ肱態急芹一現出して居る
しかこようにんどと
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献身的赫榊に乏しいのであります︒
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あります︒そこに此等上流者の反省修
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的︑公共的なる利益増進の陰に隠れて

治者︑被治者の階級の侭立した古代と
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これめんこ戸・︑口苧フしかところみ
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壮なる家屋を建築するには︑必ずや堅
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うてつ含ん含そ全
づ以て作って置かねばならぬ︑と同様

もつつ戸︑お︾鶴．やフやう

牢なる徴筋コンクリートの基礎を︑先

ところこんにらぶつしつじやうた

をいしんじやうとかくこひつえうわす

であり垂す︒所が今日は物質上には多
せうここといもち
少此の事に意を用ふるやうになったけ
ゐ

おこな

れども︑精澗上には兎角此の必要を忘
これし
れて居るやうであります︒之は知らぬ

すなはわこにみんこんにらたいさじゃう

のではない行はないのであります︒忘
ゐ
かへり
れて居るのではない︑顧み底いのであ

ります︒即ち我が闘民今日の態度は上
げこもりｆ１りせいこご嘗似
下交々利遊征すといふ古語趣りのやり

かたへうめんこうじつりつよ

じつじにいきくごぱ江ば
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養修と省反

年私が自治鵠

肯脳とし一︲﹄の維駒を

大谷雨大人の外に︑後藤伯がある︒先
娃礎に︑﹁町村格﹂蔵る一書を著して︑

物色した︒而して時の内祁水野博士や︑

之が序文を論ふぺく︑冬方面し大家を

特に知を辱うして居る︑一木桝机等
が指に折られたが︑別けても厚き尊敬
仁うじとう−．．やうしちょうじぢわうしやう

と弧
き景仰を持って居ったのは︑その
ＩｌｒＩｐ｜副４月４１︲一ヶ．勺︲１１１Ｊ〃ｄｑＪ︲１︲
を

しい

田武平
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琶いいこ

ぎ産ういらいゐゆ

げ合一れい巻１↑らたかおやこせわ

誠意を込めつ上︑希望し依頼し慰諭し

電とくわんどんにいじんかにがき

激脇する様は︑恰も親が子の世話をた

ひと

のむが如き識があった︒前大臣の肩書
くわんりょうかぜ
ある人には︑官峨風はつきものであ
じぢだいとうしゆ
ろが︑白治鵠の頭首として︑どこまで

へいみんて含姻・たい︾

すぐなくわん蛾く

も平民的に石かうとするその態度に

くわい臆く

しやくばうらうふでか
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望を醤せられたのである︒．

ぽうい

とう仮つこんらざ含れいわたくし・かつ

し一し︑﹁川行舎撒﹂﹁自治者人之本能﹂

宮こう

は︑少からず感服したのであった︒
かやうめりさら︽じよぶんもちろん
斯様な有様であるから︑序文は勿論
びと

じぢせかい

ある︒されば自治の世界な どは振り向
①②③いた
ところ

か

押皇までも快誌せられ︑百忙中筆を川
ゆをころ

き も せ ぬ 所 で あ る が ︑ 猫 り 後藤伯に至
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︸︾

りては行く所として可底らざるはな
とう今鳥・うしちょうじ篭ざやうぜし含はん
く︑東京市長として︑向治行政の朝範
じふか妙たぐしのう
しめ
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裡に感激を刻みつ典あった︒﹁是非とも
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すると︑折悪しく風邪に妨げられて︑

おりら

報に接し︑その翌直に上京して参邸

似うせつよく仁腔らじゃうぎやうざんてい

懇請に及んだ川︑幸ひ承諾を得たとり

こんせいおよところさいはしよう渡くえ

覗ふことが久しきに嫌った︒或年の如
⑲⑧︒つうきけんせつはいが冬い
き︑粕谷満を通じて︑紀元節舜賀の際

うか堂

を仰ぎたいとの希望が生じ︑そ心機を

あば

して居ったが︑磐岡大畢に是非共臨講

坐ぞ

治人として且つ活動家の範として私淑

ぢじんかくわつ夢うかはんレ上ゆく

夫れ以来景仰の念は愈々加はり︑自

そ◆い巳いけいざやう趣んいよ︐ｆ〜く嘘じ
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わ恋しが鍵渉鍔撚する逓謎には︑溌鱗

藤伯最後の講演
騒後後購
暴
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繁
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護鍵
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演誹の後最伯藤後

ついらくて壁たつで含
逢に目的を達することが出来なかっ

た︒

じらい曇ぼうひろがへじつゆんこ上ろ

爾来希望を翻さず︑その資現を心
がぞ
ころうもと

と︑玄関糊ば自動車で埋められて届

ろ風姿であった︒

らがゆゑ詮つだこうＪ１診やぢぜん
達ふ故であらうか︑全くの好々爺黙た

らいいとりつぎいらい

めんくわいしつでんごん

は凧命室も左いから﹂との偉言があつ

○

奪うや↑﹄う昼ごやうばくよくてうでんわ雪

同夜は東京に一泊しや翌朝髄活で御
ざいひう恥一陸ごぜんじめんくわい

さくらにていはすぐさ生しんくわん

畢蓄フぜつ

在否を伺ふと︑午前十一時なれば而酋
へんじえ諺曇いよるご
する﹂との返毒を得たので︑犬に喜び
いさたぜちじ︾︲うしやめいじ辻ん
勇んで︑直に自動車を命じ︑十時半に

はじ含一﹃︺うしよさつ︽．．上つしよさいけん

裡刷邸に走せつけた︒直様新館の雁接
しつめんないしつ肱いは．︑ちよしよ
素に案内される︑室内には伯の著書を

始防︑容贈書冊が山と積まれ書斎錠唯
舞うせついぶうにくじやうしよきつ

接室と言った風である︒卓上の書冊を
て
ひ一ついよろはう

ひらわ．ふくすがたろう裳くあら

手にして拾誠みをして居ると︑一方の

っさくじつ壁毛く

ドアが開いい江︑鋼服萎の老伯が現は
れ︑封ひの椅子に篤られた︒昨日貴族
こ今宮散つ

②①一︺いづいでとういん

令じ

皐とじまようふくちやく全ろ口Ｊ１

いん砲．うちようせ管はくいうしけいと含

の溌族院議員が︑質問の矢を放つので

院の傍総席より︑伯の雄萎を拝した時

暑鴫心くいんざいんしつも人やはな

後藤伯は伊豆より鵬て上吾院される﹂

時に下り・た様に嬉しかった︒

じおやううれ

わたくしむ・ぬじはかたおもに
私の胸は一時に晴れ︑后の諏荷か一

とにし一式せう一と此の二言を聞いて︑

こごん合

考へて居られたが︑﹁それでは参るこ

うか﹂と熱願した︒伯は少しの間
か非どん
が寺︒全ゐ

ひこんぐわんはくずこあひに

短刀直入に年来の熱望を述べて﹁是

たんとうちよくにう鞄んらい泡つ似うのぜ

ふ︾フー﹂

ろ︒刺を通︑ずると﹁これから貴族院に

ゆんくわ︲ん念へＵ客うしやうづろ

つう含そくいん
でしそ
あと

お出かけ︲一といふととだ︒夫れから後

毒︲匿ういんいたｃ③⑨●つう

を追うて同院に到り︑赤秘呪縛を通じ

部かい

掛けて居った︒三顧の勢などは間より

て来意の取次を依鞭すると︑一︲とＬで

そ
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いとところ

厭ふ所ではない︒﹁蕪下に震ねても﹄と
くわくご

いふ受精であった︒

ちはうこう弐八

ちよ昂とご・︽・唖姉うずがたとうきら︲うこうえん
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ろのぞみ

ゆうじやう○も︐﹃︒．にいくわん①●②ｅ

た

にば︑太縞の洋服を着し︑丸々として
わかｊｉＩ手ふかにけ かふくさう
梨灸しい義であったが︑今日は服装が

居ると︑﹁優誌問題に閲し︑赤池ｏ永岡

ゐ

落膿した︒夫れでも若しやと一綾の望
つなしんぶんじんじおうらいちうもく
を紫いて︑新聞の人事往来を注目して

も

どは絶封に駄目です︲一と言はれて犬に

せったいだめい幸ぽい

すら︑為降りですから︑地方の誰油な

ことわ

も一寸御不自由の番です︒東京の誰演

の希望を申入れると︑﹁閣下は伊豆滞
よ
くちう十こけがほかう
浴中︑少しくお怪我を産されて︑歩行

号ぽう能をしいくわくかいづたい

本年三月︑犬畢棚誹の日も卸辿した
ことし
けつしんもさくら
ので︑今年とそばと決心を以って︑樫
世らよう唯くしやくてい鈴とづ①④ひしよかね
田町の伯欝邸を訪れ︑小野秘書に乗て

瞳んねんぐわつにいがくかいこうひせつばく

○

といふ訟事があつだので︑此心機逃す
さっそくじゃう全や．うき人了呼
べからずと︑早速上京して参邸する

さいきんおうしう

を観察し︑殊にデンマークの団歌に就

しざつことこく眠晶・うつ

がある︒持地といふかたで︑競近欧州

︒③

りがありませうか﹂と懇談に及ぶと︑
それ
毒もつきい全てう書こうし
﹁夫はよい思ひ付だ︒今丁度よい誹師

こんだんおよ

したいのですか︑通常な誰師のお心徴

て響たうこうし一心＆ろめた

夫から更に﹁今回は婦人部をも開誹

そいさらこんくわい号蔀じんぷかいこう

られた︒

日は犬に託すことにしよう﹂と快諾せ

じつ毒僅いはたくれいにく

た︒伯は之を一見して︑﹁夫は至極よ
せん趣んらいしめらようたう
ろしい︒先年来の主張であるから︑営

ばくこれけんそれし辱く

として御誹減を噸ひたい︸と差出し

さし運

政黛﹂迄碧缶て︑︾が一失臓ですが此を題

そこで私は名刺如窪面に一自治と

わたくしめいしｂめんじぢ

○
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ふかけん含うと

いてば︑深き研究を遂げたものであ
たのあ
きいば仁うていゐ
る︒幸ひ鴬邸に居るから頼んで上げよ
−へつしつはい仁
う﹂とて︑別室に入られたが︑間もな
響うはんわたくしせうくわいそ
く︑同伴して︑私に紹介せられた︒其
しんせつくわんしやたかせいよう
けん

め

ときくら

の親切は感謝に堪へない︒禅って精養

奇〃もやうくわんいま

軒にてお目にか比つた時に較べると︑
匙ん

べろ土ふかひそ

何となく気亜の様に感ぜられたが︑今
おもあは

居ったものであらう︒

ぞ

から恩ひ合せると︑病臓が深く潜んで

○
ぐわつに・かこうえんひ唇

ちようそ︑や胆んじよせい

やがて三川十七日︑洲瓶の日が来た
ばくえいしせつめいせつうけたきは
伯の英萎に接し名説を承らうとつめ
し

かけるものは一市二十三町村の男女青

絶んゆうよめいおばたついづ

しんけん絶つしんちょうどうせい

年四百有除名の多きに達した︒何れも

質筆にして熱心な聴講生のみである︒
稚定の時刻十時が少し過ぎると︑一皇

じ琴うしや陸くおんとよおかこうくわい腫う

よていじこくじすこす．にい

の自動車が爆一斉をたてＬ︑腰岡公禽堂

いんくわんよこづなか＠

④︒●⑨③︑のともな炊くしやく

の玄開に緋情けになる︒中からは︑持
ぬうしめら

わにくしにいぐわんと苧ごうり

地女史と飛田給仕と遂伴ひて︑伯爵の

雄姿が現はれた︒私の大願が滞な

じようじゆよるこにもの言う毛う

いるところ

た箕ららいひんしつＵか

ぐ成就した︒この喜びは他の者の想像
を許さぬ所である︒直に珠賓室に趣へ

ぜうけいのらにんじやうひとゆんかう上う

ノー︑と解

よういしうとう

小憩の後壇上の人となられた︒原稿用
．こん︐Ｉ︑じゆん
紙十除枚を手にせられながら︑懇々諒

じよまいて
くいんぷ〆︑ほか

愛と説き川される︒その川意の周到な

ろには︑威服の外はなかった︒
○

わたくしぜん廻んらいぜいぢりんりくわていしよう

を上うししる
其の要旨遼記せば︑

こいこうにんしや浄師よくよ

﹁私は先年来政治︑倫理化を提唱
こぃせうざうしいんがう全んぷ
し︑之註小冊子に印行して廿七寓部

蕊札ふ

を頒布しか︒是は雛識就の努力牟に
依
ん全いる
ることである︒が間目から二潤哩を

いうぜつこれしｋゆ・ふきうつと

そい

けんこうがいもくかきうようちう

遊説して之が旨趣の普及に努めた︒

夫がために健康を客し︑目下休養中
しかさい軒んおも仁

み

ゆ含

の身である︒併し蚊前からの恩ひ立
けつかう

ちであるからして︑ロシヤ行だけは
め

く

どうしても決行しなければ駈らぬ︒
とらうにぱ

たとへ途中で倒れても蚊へて悔いな
くわくピしゆつ唾つさいはぷ
いといふ蝿悟で川藷したが︑幸ひ無
じ
含てうで含ちかでろ
事に綿朝することが出水た︒近頃は
Ｐこせうへいじたいゐ

このところまかりでしだい

何所の招鵬も僻退して居ることであ
④⑰③とよをかにいがくかくぷへつ
るが︑繁山調の豊岡夫畢だけは格別
ほうとう

理んろんはい

である小ら︑此所に罷出た次第であ

る﹂と冒頭してから本論に入った︒

○

さ
てじぢいかぜいぢ
﹁槻自治とは如何なるものか︑政治

りん︲りくわいか

姫にことに堂にん

の倫理化とは如何なるものかといふ

に︑何も六かしい事ではない︒唯人

句あずＪレ

じこじんかくじめいりえいにつ

グ︑舎庫

間らしく幕すことをやればよいの

まよ

にんゆんにんゆんた営

だっ自己の人格を侍し︑名利柴達に

迷ふことなく︑人間が人間として正
せいくかつそれ慌
しく生添すれば︑夫で足りることで

わたくしいじぢちようそんじ移

ある︒唾

じぢすこぶひろ上

私の譜ふ自治とは︑町村自治とい
ごとを主に人作 んや﹄いくわつ
ふ如き狭いものではない︒人間生活

の自治で頗る職いものである︒世の

なかほうりつにうとくしじぢ
牟つ仁ゐもの

中には法律も逆徳も知らぬが心謂治

活は︑猫を槙むといふことであるｃ

くわつひとりつＬし一

を全うして居る者もある︒自分の
封ご豚びりんりくわりんりくわ
行を倫理化しようとして倫理化す
じんろゐをいくわつじ・ぢて舎世い
るのではなも人類生活の自治的生

はやいとき

ぽうとくはうｎつ鉛な

遁徳にしても法律に証忙蝿側しであ
る︒早く言へば︑お客に行った時の

それぼんらいじぢしん

心︑刺の前に起った時の緒川であれ

こ上ろかみ朱へにときせいしん

りょうし人うらぎにせをい

る︒要するに良心を裏切って侭の生

よう

ばよいのだ︒夫が本采の自治心であ

も
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一﹄Ｌ一つ︐︒

くわつ
しかそれ
活をしなければよい ︒ 而 し て 夫 は
で含うここ
と斗圭﹄﹄Ｌ
にも出来得る事であ る︒曲った心
ｂさう
持つ人は︑自治とか 理・想とかば六

もひとじぢ
た壁よ

あるひまたなかごんぺゑたう
これたいかうに号たうい

﹄﹄〃

い

ふんかんかうえんさいっやうゆんご

と合そくせい

よ俊習穿りよく

かうえん寺は

ちょっとはくそ伐

ぞんじやうし〃梱菩舎

戒を賜はるなど︑その温桔は親戚もな

かいに念

なければなら底いよ﹂と忠言を典へて
そう陸うらひにかかん
くれたといふ︒勿忙の間親哨斯かる蔵

ちうけんみた

としてば蒋来鈴稗気を付けて事を石は

しやうらい上ぼ︾．︑今つこと動こな

中為耐曾的に活動して居るが︑その子

なかノ．Ｉしやくわいてきくわつ学フゐこ

と︑伯は誠一を側に招いて﹁君の父は

ばく苦いそ崖竺盈号みら上

離れた︒その時︑息誠一ばかりにたる

炊触

私が他の要務のため︑一寸伯の側を

わたくしたえうむ

加へられたのである︒

錨謹吹起太平楽牛背村童笑大臣の詩も

し

中には帝力於吾易篤春姻蓑風笠見天境

法か

てから十枚許の揮阜をなされた︒其の

全いばかり含がうそ

左されたものと感激した︒講演が経つ

かんゆ含

じ

って誰演せられたのは︑除程の努力を

かうえん

熊は︑五分間の講演が最長限度だ﹂と
やくじかんだがわだ
言ったが︑それを約一時間の長きに撫

仁い

その後或人が﹁後藤伯の目下の健康欣

ごあるひと皆とうはくもくかけんかうじやう

子に党りて居寝りをせらる上など︑何
けん管とぼやうかん
とをく元気に乏しい様に感ぜられた︒

え

許その誹話を鍵いて居られたが︑椅
ナ間よ
る粧低なん

次ぎに持地女史を紹介せられ︑一時
かんばかりかうわ号を

つぎら苧っぢぢよ﹄含うかい

○

或ぱ叉︑一向ふの樵唾衛が××蕪だか

ら︑之に掛抗する篤△△蕊に入る﹂
やう蚊にいろわ・含よしうけう
といふ様に旗色を分かち去就を沢す
かやう蝉んしな瞥いたうふにう

い

じぢせいぢしうゆふぶつぜつくわんけいえ駅こ・︑しぜんで

含

来たもので︑人篤的に作ったもので

のであるから自然の働きに任ぜねば
てんせいとうろんいそれじぢ
残・物たいぜ一つ

がりむくもと

・ければ結局損だから這入る﹄といひ︑を諮られたのである︒

批難はあるが︑株式含祇にはいらなら︑最後に少年園の話に鱒じて講演
けつきよくそんぱいぞは・

ひなんが︾ず︾会．︐︑わいしゃさい一﹂小一う︑ねん臆んばなしてんこうえん

ろ︒憲政の常道を行ふには政黛が健詞も資行して頂きたい一
ぜ
︐地しかとかくのかこれせつめいゐに
全でなければならぬ︒然るに﹃兎角のと述べ且つ之が説明段も典へてか

けんぜいじゃうにうおこた舟一いたう・けんくんじつかういた必

よ

︑﹁現在の政黛辻貢の政黛でばな勉る︒私はそこで自治の三催として
唇たんいりけんさう輝つか旅し皇寺﹄くわいしゃひ 一傘﹄わ
忌輝をく言へば︑利椛争奪株式曾吐一︑人のお枇話にならぬよう
ひとりわれｂきよう︾・うひとせわ
．だ︒人も利し我も利するといふ共同二︑人のお世話をするように
て毎りえき
的の利益ならば可い︒けれども我利三︑そして報いを求めぬよう
がり全う上やしふが︑︽回肱はめい・わくことし︐心でうゐしよ
我利亡者の集合では甚だ迷惑であといふ事を信侭として居るから︑諸

一樽して政黛諭に這り︑なら砲︒夫にげ自治が一番大切であ
・ゆんざいぜいとうしんや一いとうわたくしじぢでう

ばない︒二大政黛は自然に出来るも

胆いせいたうしぜんでき

○し善んはだら︑李か

詳述せられた︒︑

自治・政治ｏ宗激の密接たる際係をくものもあるが︑英函のは自然に出
しとや
ぅじゃつじ人ゐてぎ．つく・

亨つ．一身一いこぐまねにいい英一
うこひ
つ鰯え
う要と
国い
に腫た
似て
大政
の必
を説

だ︒非倫理的の政蹴は公蕪でなく︑
かみ象へゐ全︑う骨よ仁堂こＬろしたうししたり
らめ
そら
ひそ
こひ
れこ吃
うし
しょ
りく
しめ
ょく
れ毎
ぱ．
じ
祁のじ
前ぜ
にん
居芯
ると
様な清く脈しき心にな私黛
︒︒
私私
利利
私私
慾慾
のの
手手は
私だ
黛だ
は是
是よ
より
り始
始
れば自然に成し遂げらる上のであまるのである︒

政治の倫理化も自治精叫の溌達も︑

しいが︑服しく直き 心を持てば︑
ろ︒斯様方︽分子より成る政黛が不道
な宮え
く
と
く
主
生こな
秘
こと
の苦＃なく成し得らる氏のである︒
徳を行ふこＬ−は言ふまでもない事
琶いぢりんりくわじぢや一いしんばつ毎つひりんりて
辛り一
りたこ
たたう
ひき
りん
てい
きた
をい
りう
こう
う

何鷺かをろ誰鳶

＝

およところ

七暦がんゆき

ぼ及ばぬ所にして︑ 唯感激するのみで
ある︒

はく

介蹴面4露ろ撰腎。イE
に曾I種1号川偶共そは

よる

．ぜんじつたいへんやくかい

ごでん俳人

一は昨蒋なかったか︑﹁先日は大録厄介に

﹄町本邸に参ゞ向して︑丁度その日は露図
︑くわんけいじうえうらい号やくし準 めんくわい
︐開係の重要来客があって︑親しく面曾

︾Ｅやうぼ人ていざんかうちや︒う響ひろこと

評の後直に上京し︑稚物を訓へて撰川

︑ご仁幽らじゃう念やういいものと上のさくら彪

︾飛川給仕を徒へて︑錦京せられた︒共

．とぴた骨ふじしたが含争やうそ

諜定の時刻午後三時に意ると︑伯は

よていじこくご跨じ

○

いつあがもん炉︾んいちざつ

︑たＱ
時う
上っ
もや
門前
市き
をた
の雑
︽
た
ふ何て
とてき
らはと
ぺすつ
香で︑朝にある時と野に在る時の別を
︿みためんたかくいづ区うめん

一見滝い︒多面多角にして︑何れの方面
ぜいさいぱつぎところまこと砂ん
︶に封しても生彩を雑擁する所は誠に現

一読和無け一い誠識瀧却う識操獅赤郷稔降僻錘

一掴難︑翻済岡難等様為な試練時歌に誼
こときあ仁
而して居る︒此の時に樹って︑伯に宰
そけ
りん
く閲
う．
ハ打
に
一椎・か恥織を鋳ばせて其
のい経
倫この
蓮

奄開の上に雌倒せしめたいと恩ふものは

抽一かいうへけいたう芋ｂ

︾鍵り垂口雌のみではなからう︒し
然か
るを
にか
岡
つひ

も．や全がうえん畦かとちう含やう琴おぢうくわん

︒〃〃 Ｊｆ １﹄

︾川訴斌に向ふ途中︑京都に於いて軍患
はってあついれう
かひ
︾を溌し︑手厚き鰐療もその効たく︑透

はくぎよくろう・ワうひとなん
に白玉極中の人となられたのは何とい

ご吟じんしんかいゐところ
吾人は深戒として居る所である︒

じぢせい乞うくわぜいたうくわいか・産まう

にいていけんにい江いやう

つた︒夫故に態煮﹁自治と政蹴嶋一との

それゆゑわざノー︑じぢせいたう

ばく肋いくわいにんめん岳

自治の政薫化と政黛禰を如何に議防

砂つい腰えいこんてんのぽ

ふ悲痛のことであらう︑蝶岡の講演後

するか︒伯の明快ある断案が鑑きたか

ひつうとよ左かかうえんこ

一ケ月に至らずし一Ｌ︑英兜は天に上ら
じつこぐかたいそんしつ

いうしをんげんせつかんげきけいざやう

れた︒賢に国家の一大損失にして︑そ

うか鱒豪︑わいえいゑんいつしま

農なしい

はくがうけん

題を提言したのであったが︑題の内容

るわれＪｆ１しんけうめいしやうたう

の雄萎と温言とに接し︑感激と景仰と

まで申入れなかったがために伯の高見

も

に燃えて居る沓どの心胸は︑哀傷と悼
せ
きふたし土

戚とに流されて了ったのである︒

は責に千秋の恨事である︒瞳︒︵昭和山︑

じつしうこんじみ上

を伺ふ機含を永遠に逸して了ったとと

四︑三○日縞︶

榊蕊×

天耐教命の押旨は価の人々に脚明韮畏敬

せし功天逆走行ひ以て上天の詑助な受け天

命牟全うし各々其の祁証恥得せしめんとす

るに在り︒

天芯識含本部

四谷瞳四谷右京町十一番地神谷方

︐︐﹂Ｏ

者とす︒

一︑教愈は左記の日之か開斗﹄講話をなす

一︐敦愈の趣旨を信Ｌ入倉したる審走信

しげいさくかへ

じぢにん

政務を施すのであれば
ば︑
︑敢
敢へ
へて
て不
不可
可は
しかしらやう毛んじぢに八
ない︒然るに市町村の
の自
自治
治は
はす
すべ
べて
て談
がふてきぜいさくもあらそひ
えつう
あ らつ
そひ
えう
合的で︑政策を以って
て手
手ふ必要はな

一︑信者は含費として毎月五銭か紬むく

たうきうくわらうい
おつ
らい
つと
ひと
ひ
ぢぢ

精榊を失ふに至る︒今
今日
日醗
既成
成政
政薫
黛が
が自
目
ぢわざはひじゃうせいどつじど
やつう
じやみ
うみ
治の稲を醸成しつ上上
ああ
るる
賞資炊
紙を
を見
見て
て

せいしん．うしないたこんに
含ら
ぜ含い
いい
たたう
こら
んに
ぜぜ
いぜ
うじ
じ

って黛争の渦中に陥り︑途には自治の

かへ

い︒弧ひて政策をたて
てる
ると
とすれば︑却

あ

酔いじぽとこあ︑卦かふか

ひ︑図民多数の賛成す
する政策定園
国家の

こぐふんだすうざんぜい遭い
くく
ここぐ
ぜさ
いさ
くか
か

ぶついなかへいうがいシ
シダく
︑ぶ
ぶつ
つゆ
ゆ受
急
物だ︒否却って有害の
の悲
深物
物だ
だ︑
︑暑
暑の
の故
こぐ通いじゃうかくせいたぜ
うい
ぜい
めら
らそ
矛
ささ
くく
ももめ
は剛政上に各政蹴がが
政政
策策
をを以
以っ
って
て手
手

﹁立憲図としては︑政煎と剛
間より必要
じぢたいむようち
・
むや
よう
ち句
やう
だ︒けれども自滴淵としては無用の長

ｂつけんこぐせいたせ
ういも
ひもつ
うう
たと
う・
とえ
ひ︾
つえ

自治と政黛との際係について︑私は
かか
人がへもる
斯ういふ老駐持って居る︒
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︽なった︒宜しく﹂といふ御体言があつ

演誰の後最伯藤後
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一

ｉ１１
受鱗準備時代 に就ての感想

であります︒︵記者︶

牒英男

擁閲でも突破すると︑︑先誰顔をして

I

講習倉と考へ方研究牡から度々︑色々の御尋ねのある度毎に皇

４１７

ふ︒依って慨の受験生並に受瞳生を持つ親達に参考になることが多いと考へて︑錐に掲載する次第

して居るあ決り︑叉礎際艮の人間らしい生活といふことか教へろあ衣り︑盤に右意義のものだと思

の人生の生活といふ見地から︑受聡準備畔代の純一な緊張ある生活か論へて反省か促し︑注意を促

然性か脱しない縄醗恥手本にき︑℃やうとしたりする←のであるがｂ同君限ば少し︐ひそれがない︒良

誇張的な白己縄験の苦心談でも述ぺて見るとか︑反省心走失つ衣自己満足的な言葉韮弄したり︑偶

させられ︑慰められ︑護横するに充分であります︒兎角受膝

いふ友特味でぜう︒何といふ反打的な態度でせう︒世の多くの四苦八苦な高校妥雛準備諸瀦が考へ

し衣Ｊ本詩彫讃んで見てもよくそれが窺ばれろと恩ひ生す︒何といふ員面側溌反剣さでぜう．何と

一心心まつしぐらに奥へノーと並み︑その究極を見屈けなければやまないといふ情熱上純置な人で

に︑併して︑脚己の本心に忠箕に︑即ち何事も個初功に蔀↓ず︑何事態極めるにも妥協せずＬで純な

にして途に逝かれて了ったのでし衣︒同君は枇に稀脹見るの純興な茶き究意者であった︒雛に風刺

才 な 以 て 知 ら れ ︑ 多 大 の 望 を 鍔来喋蝿きれて居つれのであⅦ〃まし北が︑不幸 昨年夏︑未だ高佼も半

のれあに書かれれ所のもので あ り ま す ︒ 同煮ば本曾評議員中候縮一蛎氏の三男漣して︑夙に秀

本 篇 は 中 候 君 が 曾 て 東 京 高 等 躍 校 在 畢 中 ﹁考へ方研究社﹂の依頼に雁じて︑雑誌﹁考へ方﹂特別誠

中

私は所謂試駒準備をして居る頃︑犬愛御世話になった日土いつも種だの理由からよい御返事も出来なかったことの御詫一
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１１
ｉＩ
一︑〃︑Ｊｆ︑ノー別〆︑″ｆ︑〃︑″

︑／︑Ｊく︑〃︑βくＪ０︑〃︑〃ＫＪＩ

くｒそくＩＩくくくくくくも〜〜〜；ｊｊ７７７７２２？２１く４くくくくくく︑

さて資際︑毎日の生活を見てみると︑どれだけ前の時分の

生活に較べて人間らしい生活といふととが出来ませう︒勿

論︑入畢後は受馳昨代の如く刻苦淀除俵なくされる事もな

でひろ〃か︑した野原に歌っても何のそれを束縛する様なも

く︑秤無に時には而白く遊びまわることも向山です︒大盤

のもありません︒友述と一緒に大はしゃぎする聯も出来ま

白線の帽子を戴いて朴歯の高下駄ふなみらしてぶらつく事

す︒然・﹄それが果して人間らしい生活なのでせうか︒或は

﹁○○君︑︒大分御無沙汰して了ひました息︒久し振りで君に

云ふ事が出来るのでせうか︒

も自由でせうが︑それがそんならどれ位人間らしい生活と

です︒然し賞際人川としての生活の貴さは︑斯の如き黙に

し得て同時に︑うんと遊びまわらうと恩へば︑それは可能

存するのではないといふことを明に知って置かねばならな

帥ち高校の生徒となれば︑前の様な豪放快澗な行動をも馬

はどうしても君に知らせたいところの一つの感想が︑頭に

いと思ふのです︒何の理あって高校の今を貴しとするので

僕は︑この通信をはじめ一枚のはがきに一寸書かうとした

上って来て了ったからザてれを書いて見ようと恩ひ壷す︒そ

これから反り人間らしい生活︑光輝ある生活が眼前に展

考へる除裕もなく過ぎ︑念試鹸も絡って入皐出来た時こそ︑

といふことであります︒僕は︑受聡時代は無我夢中で何も

生活だと思ふのです︒何も受験時代のみが貴いと云ふので

めて其の人の生活の貴さも生じ︑且つそれこそ人柵らしい

受峨時代に於て刻苦して勉皐してゆく時に於てこそ︑はじ

その生活が貴くあることは可能です︒

すか︒そんな老け破らねばならぬ︒如何なる境遇に於ても

開さ恥︑澗分はその展開された春の如き震野を淵歩して生

は左いのですｐ唯そのやうに︑緊張した興面目なゆるみの

意い敬皮な生活こそ︑賃に貴いと凪ふのです︒考がこ上に

〃︑白ｆ︑くノ︑ｆ︑ｆ︐ＫＪｆ︑／︑〃︑／︑ノ︑／︑／︑／︑／︑／︑ノ︑ノ︑ノ︑ノｈノＲＪＫＪくノｋ″で３Ｋノ︑ノ︑グ︑グミＪ恩Ｊ４ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑Ｊ︑ノ︑ｆりくＪｔｊく〃くノ︑Ｊ︑ｊくＪくノ︑ノ︑ノーｊくノ︑ノ︑ノ︑〃１Ｊくりｆノく．ノーＬｆうぐＪＩＪく︑／魁ノ︑ノ︑ノ︑／︑イ︑でうぐＪｆｂくＪｆ︑ノ︑Ｊ１︑くノー︑／︑ノ︑／︑ノＮｆ︑ｒ︐くりくりｆ１くｊ１Ｊくノ︑ｊくｊｉＪくｊｆｊｌノ比ノｋノーノノ唖殖／︑ノ︑／︑ｆ１ｒ︑ノ︑ノーノ色リー哩ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ｆ︑

す︒↓

きて行くことであらうと︑賞に晴たした気分に蔵つたので

資に光輝あり︑その生活は貴いのだ︒︑

れ﹁受験準備時代こそ決して決して灰色の生活ではないｂ

のでしたけれども︑書かうと思ったとき一つのこと︑それ

から元気でやり給へｑ・

書くのも愉快です︒その後勉批も捗りますか︒よい気候だ

だ時︑急に︑明確に弧く僕の頭に上って来た感想であります︒

人の友瀧Ｉ鋭在受験準備中のｌに手紙礎出す鱒桃に噛ん

そ奴は︑この夏以来久しく香信なく過ぎて居たところの一

なりました︒

も得て戴きたいといふ虞心から︑遂に筆を執るといふ気持に

ぴと︑今一つは是非受駒生諸君に︑理解して何か僅か葱りと

ﾉ

僕は筆をとったま上暫く考へて居りました︒
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赫谷氏が講師として蓋力

せし道話曾趣一意書

道話含は︑人心遼正し︑風俗を善くし︑耐曾の人塗を︑正

道に導かんとの目的にて︑老幼男女︑誰人にも了解し易く︑

極く平易に︑且つ面白く演読をなす所の道徳曾玩り︒概叉︑

此含は専ら修身倫理を説く故に︑何等の宗教を信仰する人と

雌も来聴すれば必赤益あり︒抑貧方今人情日に薄く︑我邦

忠孝の美風︑漸為汚下に超くは︑賞に歎はしきことたり︑山

て此の曾を附き道徳振興の一助となす︑諸君希くは賛成して

入舎来聴し給へ︒

︵但し毎月日午後七時より開く︶

明治三十一年︾

麹町瞳七丁目

道話含

；︐３Ｊ７︐１︐ヶ︑〜〜〜〜︐Ｊ１？ｆでで？？︐︐１ノ︐ｊｊｊｊ１︑〜ｊｊｌ？？〃１Ｊ？ｌ〃？？︲凧伽伽聯凧︐皿仙Ｉ−Ｉくｊｊｊｊうりｊｊｊｉｆノンう〜§ｊｊｊ〃か？ｆ︑〜〜︐７ぐくく〜〜；樫︐Ｉ？ｊうぅ；？シううｊｊｊｊｊＪ︐ｊうち

すると往灸間連ひますが︒﹂

とといふものは︑少いものですねｐた蝉皮相的な考へ方を

要するにその考へを深めて見ると︑賃際に次色た不幸産こ

に光輝あり︑その生活は貴い︒﹂

﹁受鹸準備時代こそ決し一︲一決して次色の生活では底い︒賃

す︒移りに繰り返して言はぜて下さい︒

履望ましい生治の中に生きて行きたいと熱望して居る位で

す︒僕もやがて再び蕪２Ｌ︑老のまさに至るまで︑この様

生の賞に美しかった生活の一つともなるものだと恩ひま

の虞面目で微塵を生活こそ︑資に崇高な麗しい︑そして人

智力を増進するといふやうな表面的の意義からでなく︑そ

てゆく範圃で受験準備してゆてこそ︑雷にそれが其の人の

ならそれこそ次色の生活です︒然し健全に己の鵠を維持し

なら全く次色の生活です︒．自分の脳を破壊する迄にやるの

然した野入単したい一念から︑鰐を害して迄もやってゆく

遜るとさへ恩ふのであります︒

至ると今の自分の生活こそ︑賃に︑営時のそれにくらべて

Ｊ川
ざ想感のて就'二代時準備憩受

博君助之鋤見伏員曾
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倉員伏見鋤之助君博

文荘石

十六歳入大畢醤畢部︒未幾而退︒十八歳移上州桐生

︑︑︑︑鼻

君名嬬成︒通稗釣之助︒江戸人︒其系出自菅原道冥

︑︑︑︑︑

常高等小肇訓導︒精勤不怠︒四十年退職︒四十一年
繍大単史料編壌掛︒奉命赴京都︒検内廷古書︒先是

溺盆修儒筆︒明治十九年齢東京︒住四谷舟町︒時赤

授以孝経大阜句讃︒現今成諭︒時営幕府末造︒圃事

明治二十二年︒馬日本弘通倉員︒本愈宮中顧問官泊

︑︑︑︑可︑︑︑︑︑︑︑

日非︒考深憂之︒噌然嘆臼︒余素皇家臣︒今則馬徳

翁西村茂柵先生所設也︒其旨在高邦人道徳輩剛家基

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑両︑︑︑︑︑℃︑
礎︒不偏儒教哲畢宗教︒探諸数長所︒事遵奉教育勅
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

巳︒娩日遊歌︒躍下山中盛征之女︒以貞淑聞︒能撫

鹿通俗倉︒聡先生使厘民聡所説︒松手簡堂伯︒典久

服其畢徳︒篤本含多所謡症︒典太田安茂謀︒開四谷

︑︑︑︑

語舞隻訓︒期行本倉所定要領二十篠︒君乃謁先生︒大

育君︒教有義方︒後篇好人所欺悉尖其産︒尋喪兄︒

︑︑︑︑︑︑

保恵隣︒山木忠彰︒波多野巽政仁科粂次郎小田資治

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
科︒秀就橋瓜保幸盆研究儒畢︒保幸愛之︒大嘱望︒

田安茂井上行信植木七郎松島虎之助山口亮諸子︒設

松本冥弦小津彦九郎津田彦十郎風常朔郎三森繍正太

君襲後典批居︒先是君八歳徒大久保敢譜受句請︒尋
入市谷洞雲寺第二校︒官設番町小畢也．入修普通

而死︒齢僅四十二︒有二男三女︒君尚幼︒哀駿不
︑︑︑︑︑︑

︑︑

則自裁以報徳川氏奮恩︒使余子孫仕朝廷耳︒維自瓜

︑︑︑や︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

川氏睦下︒皇家興徳川氏其潅不合︒進退維谷︒故余

︑育

政︒罵御書院番︒即君之考也︒君天資頴敏︒嬉考愛之︒

亦以鱈釆地也︺尋入群馬篠師範畢校卒業︒秀就林皐

̲エー心

公︒九世孫津戸次郎馬庚第三子馬守︒馬源頼朝有戦

ノ、

松則良︒中村正直等︒篇静岡繰入剣育英含也．君典
罵︒又開成章畢舎︒教授子第︒二十四年︒馬四谷尋

乗

功︒其喬繍次馬後北俊氏︒以武勇聞︒其子勘七郎繍
則者仕徳川氏︒始稲伏見氏︒世々住江戸表六番町︒
食臓千五百石９至七世始日勘解由︒九世日忠四郎繍

川

ﾛ 一 一 一 − 可

色養余至︒其喪批也︒夫妻哀製骨立︒観者莫不感︒
君有一子︒即芳太郎也︒常謂之日︒先峨旭父山中登

四谷部含︒君亦典有力篇︒叉設修養倉︒蕊先生開於
東西雨洋道徳哲肇書︒含者松李簡堂伯以下二十除人︑

岐守盛美篤田安府老職︒前後二十年︒勤像興家︒屡

談

於日本弘道含︒三十餓年︒因欲載綴其這事於師友雅
謀之於含員加賀美君側光・松手簡紫伯亦賛之・乃

風樹之獄︒因録考批逸事︒以胎子孫云︒余興君相識

請書︒能筆札︒工和歌︒尤善排歌︒然晩年︒常幕府
末造︒家道迩遜︒災害並錐這先蛾残干憂愁中︒不堪

蒙賞賜︒其事詳安積艮譜撰文墓碑︒先娩有遺風︒好

蓋在京含員之俊秀者也︒先生残此含篭績子今者︒賞

涙倶下︒使人感動︒叉巻線泊翁年譜︒以頒含貝︒大

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
君之力也︒君典含員相而談︒毎及先生追慕不措︒蕊
︑︑︑︑︑︑︑

正十五年四月十日︒君羅病︒五月有日本弘道倉創立
五十年記念式︒君以病而不能列涛・深以偽憾︒後得
小康︒六月再凌︒七月二十五日維残︒享年六十五︒
葬四谷西迎寺︒樺誰日慈徳院仁普鋤道居士・西迎寺︒
貧篤伏見氏累世香火院︒此寺所有大悌石臓二像掩鐘
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
等皆其耐所贈云︒君居常敬祁明︒慕師徳︒毎歳八月
十八日弘道倉諸子展泊翁先生墓於駒込養源寺．君即

芳名不朽︒精霊膳欣然子泉下実．余興君相識日本

擦共嗣芳太郎君所示家乗及諸同人所示逸話立之陣︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
此篇伏見君行跡︒終始一括︒巨細無道︒叙事卒坦
︑︑︑︑︑︑︑︑︑．っＯＣ○○○○○○
中︒自有道義不可動者︒敬紳明慕師徳孝慈母︒皆
是責賎本曾要領者︒足以篤命員儀表突︒君得此文

其赴大肇也︒途過市谷︒必詣八幡洞︒蓋以此洞馬︾曾

毎歳必展其墓．三十年如一日︒除子亦所不能徴也︒
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ると聞かされました︒しかるに二三日を出でざるに新島さん

んからあなたがこと暫く休んでゐるが︑明日頃から出勤され

近くの畢校迄行った序に古巣に立一ち寄ったところ︑新島さ

足らなかったでありませうが︑あ左たは隠忍よくその風を見

の合の手位のところであり︑それだけに共に仕事をするに物

護して頂いた︒年齢よりすれば親と迄は行かずとも︑親と兄

事の職を汚した時に︑常時弱年の私に後楯として陰に陽に掩

・た頃からでありませう︒その後風の吹き廻しで私が主事と幹

白石巻んを悼む

から計報を陣へられた︒無常迅速とは誰も云ふ︒けれどもど

云ふところ表裏なく︑行ふところ危な気がなく︑一心を許して

なたは私にとっては肱股と云ったやうな感じが致しました︒

ぜ歩︑畔には笑をふくめて色為の献策壷でして下った︒私か

き跡の淋しさを物語り︑よく話に出た愛犬ベロ君も萎を見せ

かたのむと依蚊すれば全く骨身惜まずにそれをなし遂げねば

ました︒それによくあなたは然諾を重んじ一Ｌ下さった︒どう

やまれなかった︒本曾の創立五十年記念式や西村先生二十五

助けて貰ふことが川来ました︒拘に安心してつきあって頂け

意を示し迎へて下さったものを︒やや久しうしてあなたの遺

更そ感が深かった︒若しあなたがゐられるならば心からの好
骨だと云って火葬場からもって来て沸壇に飾られ︑私も手逓

れてゐた︒支曾などに使をせられた際でも︑必ず要領よく目的

必歩一方の部署について︑しかも表に立たず裏で虞刺に働か

一を達して編られましたことは︑何時も私を敬服せしめずには

・周年記念式難行の際などば︑云ふに及ば歩︑誰浪曾の時など

どこかにやっぱりあ蔵たがゐられると恩ばれてならない︒あ

ず︑何のかかはりも底いものとしか老へられませむでした︒

なたと相識つたのは私がまだ単に献含教化畢院の教師であつ

合してみたがその遺骨とあなたとは全く別物としか恩はれ

ず︑入口から寂翼の感に打たれた︒黄昏であっただけになほ

飾ることを忘れられたかったが︑そのダリヤ畑もすでに主な

うして驚かずにゐられませう︒ああして早速あなたのところ

林

らかう云ふのは返って失愁にも間へるかも知れませぬが︑あ

悪

てきて︑吾れ人に頒ち典へられ︑曾合の時などは特に机上を

山

を訊ねた課です︒あなたはよく美しいダリヤを事務所に持っ

谷
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語きませぬでした︒あなたは前後十年の間本倉のためにお毒だと恩へば︑叉奇縁を感ぜざるを得まぜ砲︒一昨日もある脅

しになったそうですが︑十年は決して短い月日ではありませ︽合で畢院の教師の長谷川さんに舎ったら︑たいそうあなたの

ぬ︒それさへあるにあなたには本曾危急の際には︑一方たら死を惜んでゐました︒色共おつくしになった女子部の方盈に

ず心配として頂きました︒私はまだ誰れにも話さないでゐる
話倉ひする時にも︑必ずあなたの話が出ます︒勿論あなたと
と思ひますが︑畢院が財政上立ち行かず縮少するかょすかの知ってゐる本曾の含員からも哀悼の辞を聞きます︒ありし日

い︒私は浅慮からそれを取りつが

るやうにしか 恩はれませぬ︒︑例の臨

つ ば り あ な た はまだどこかにゐられ

瀬戸際になり︑私が一方ならず苦しんだ際︑あなたは寄附をのことあれを思ひとれを考へれば︑走馬鮭いやうにあなたの
申出でられたことを未だに忘れま
葵が眼前にち らつきます︑私にはや

いて本曾諸事業の護展に素そうと

かったが︑あなたは俸給の一部を

○ 春 滝 に 魁 け芽ざす蕗の葵

口春浅し

維の前日とか に作られたと云ふ

ってゐます︒何時も仕事を銭金で

○春滝し垣 根の裾に残る雪

御念慮を常に有されるやうにうか
算せず︑銭金を出して迄もよき仕

三種の俳句を 見せて頂きました︒春

○春滝し雁 が 吾 寒 き 更 夜 哉

さればこそ新住地の阿佐ヶ谷では

をはぐくむことと念とされました
年函︑虚女曾︑畢校後援曾さては

し ま す Ｏ こ れ から一段と直創な活動

とされる時にあたり︑濫駕として逝かねばならぬあ左たにと

滝 し ︒ 春 浅 し ・狗に春浅い感じが致

められて語
おられたことは︑奥さんから承りました︒それ等の

っては春は浅かった︒

倉のために除力を用ゐ斡旋大につ
開係者がところせまき迄に通夜に来られたとも聞きまして︑

あなたの内外の活動を恩ひ合さざるを得ませぬ︒あ左たはよ
く畢院の居礎りは自分にとってはまことに難有いと云はれて
ゐたが︑畢院の先生方の講義があなたによって賃の一を緒ん

，氏雄久喜石白記書曾本故
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争亡

故誹瀧白石喜久雄氏

臓が悪いなどといふととは詞逢これ迄聞いたととがなかった

らうといふことを話して居たといふことであつだ︒心臓や腎

とと︑併し日増しに良い様だから︑︑今一三日で出勤出来るだ

記が見舞ふたところが︑診察の結果心臓と腎臓が悪いといふ

三日頃であったかと恩ふ︒所がその翌々日だったか︑新島書

で︑叉例のそれだらう位に純く思って居た︒多分それが二十

れ迄も時登腸胃が悪ろかつた篇に絞勤することがあ・つたの

工合が耐白くないから峡勤するといふことであった︒然しこ

ひながら戯談逓加へた︒それから二三日するとどうも身鰐の

といふ歳はどうもよくない年だからなあ：⁝・などといって笑

飲んだ︒然しそれでも平気なんだからおかしい︒此の六土一

ば一口ですぐ解ふものが少しも酢は底いから︑綾けて三二杯

なことがある︒お元日に屠蘇を飲んだところが︑いつもなら

が良くないのでとの事であった︒そしてどうも今年は除程鍵

種を左雑談を交した際に︑どうも雌三日来少し身鰐の工合

︑本年の正月二十日頃であったか︑白石氏と語輩の休息の時

、

者

い婆で話し出された︒白石氏が亡くなったって！聞

・・所の今は空しい椅子そのテーブルを暫し見詰めて居たＰする

これを疑ふべき？記者は思はず白石氏が日頃用ひ馴らした

鳴呼人間の生と死と︑紙一枚の隔たり︑何を以てこれを信じ

て居た心もさうかと初めて合戦し放郷するより外なかった︒

いて見れば︑その突然さぶ日増しに良かったといふ話を信じ

はと零れたら心臓肺癖だったといふことである︒成程！聞

氏が﹁死んだと聞いても暫し信じられなかった︒そこで病名

０００

話に月末には全快するだらうと新島書記に話したといふ白石

たりは出勤することだと心待ちに待って居た白石氏︑先日び

さ︑との間迄良いとのみ思って居た白石氏︑今日か明日かあ

き直して見たがやっぱり間達ひではなかった︒あまりの突然

でと力な

て来た︒そして氷らく御厄介になったが遂に昨夜義兄が死ん

所が三十日の書頃に︑白石氏の義弟といふ方が事務所を訪ね

増に快いこととのみ思って︑誰も見舞ひにも出ないで居た︒

にと皆でいぶかしく思って居た︒併しそれからの経過は只日

記

50

ふ億を氏雄久喜石白記書曾本故

と知ら歩ノ︑のうちに胸が迫って来る︒逢の空気迄が念に落
着いて漉滞し出す︒やがてそれからそれへと故人への思ひ出
がはっきり頭へ浮んで来るのも淋しいことではある︒とは云
ふものの今は詮なし︑この恩ひ出こそせめてもの故人への遺
されたろ唯一の交渉であるではないか︒

白石氏と記者との交際は僅盈此三ケ年間に過ぎない︒然し
ながら朝夕同じ屋根の下に勤めて居たこととて︑次から次へ
と恩ひ出は霊きない様な気がする︒そこでこれから記者の眼
に映じた故白石喜久雄氏の一端を綴って︑今は亡き氏が霊に
捧げ︑一は生前御厄介になった記者がせめてもの報恩の微衷
を表したいと思ふ︒

一︑その人物︑氏は資性稀に見るの廉直であった︒さすが

軍人出身であるだけに︑之を一言にしていへば軍人型の人物
といふ言につくされるだらう︒何虚迄も生一本で熱情的で正
義のためには一身も供へるといふ所があった︒故に正義の訓
言︑或は美談を見聞してば感激禁じ難く︑落涙之駐久しうする

といふ有様であると共に︑反封に不正不義或は虐偏の行動を
．見聞しては︑青筋をたてて之れを限りなく憎むといふ風があ

った︒叉一面には親切で世話好きであって居町の小畢校のた
めに評議員として或吐畢務委員として一方ならぬ議力をした
そして時折は兇童に訓話などもされたといふ︒それから杉並
町報のためにも妙なからぬ後援をして︑町内の通信機鮒の護

達を計っても居た︒或は又知己親戚間の種兵の面倒を見たこ

とも並だではなかった︒特に居町に巡査派出所を新設すると

きの如き︑非常な努力であって︑遂に寓難を排してその責現を

期した︒こんな風だから居町の信用も厚く︑此春の町倉議員

選畢には町内の人与が一致して推薦するといふととだつたさ

二︑本曾書記としての白石氏︑白石氏はよくこんなことを

うだが︑それをも知らず先だって逝かれて了ったのである︒

云ほれた︑本曾に奉職して居るからには︑此身も本曾の趣旨

を心から信奉して執務し︑又個人としても︑柳かたりともそ

一言が即ち氏の勤務上の全部を語るものであらうと思ふ︒全

の趣旨の下に日常の生活をする様心掛けねばならぬとｏとの

が白石さんの机の上は塵溜の様だといった︒それは何ん左も

く貢面目に本曾のためといふ一念から執務された︒よく同僚

のでも後持の参考にと捨てないて取って置くといふ風であっ

に︑事務をとりたいと思って居るといって︑賃に丁寧に親

たからである︒又何時自分が死んでも直ぐ後任者に分る様

切にその日ノー〜の事務はその日のうちに薬理してから蹄る

といふ風であった︒一寸したことだが感心すべきことだと常

に恩はせられたことである︒事務の分捨は入退含者の整理︑

誌師とか諸官街︑諸閣鰐との折衝役︑女子部の事務等が重

なるものであったかと思ふが︑何れも親切丁寧の一言で霊き

る勤務振りであった︒そしてよく犠牲と造って蔭仕事等にも

I
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に諜力される御精祁遊思ふとしらず涙が−４ぽづｏといって時

顧問といふ様た方均に封して︑その絡始一貫剛家のかめ水禽

力と致された事等は一同が皆感謝して居た所である︒叉含長

悦薬でもあった︒

た︒ともかく釣は氏にとって唯一の精Ⅷ統一の方伽であり又

で蒜い人達に時盈釣を奨めたりする﹂などといはれたりし

る人でなければ︑人間としてさもしいことだ︑僕はこの意味

純た精紳世界を楽しむ時が欲しい︒この心を味はひ理解出来

それから盆栽や草花にも趣味をもって居た︒盆栽には素人

折感謝されて居ったｃ叉西村含旭の御人格には出生が自↓分と

事務所へ出入の商店の小術等迄に時折迩徳のことを話され

有ったやうである︒叉種為の草花を好み︑屋敷内に栽嬬した

離れのした鑑識を持って居て︑白身でも又幾つかの珍愛品が

同郷といふ術も加はって非常に崇拝して居られた︒氏はよく
て︑本舎に川入するからには︑商費するとも本曾の趣旨を奉

務が経ると︑何時も明Ｒ唯の天候を気にした︒そして一週一

一つである︒此逢にも氏の一面がよく窺れるのも今は涙のた

時節に雁じた花を頒つといふ親切さは今も忘れ得ないものの

なかったし︑事務所の職員達にもその背心して喚かせた所の︑

でもある場合にはきっと入廷を慰めるために机上の花を忘れ

草花が四期を絶えないといふ有株で︑事務所などに何か集禽

じてなすべ一きだ左どと話したことなど︑如何にも白石氏らし
い一面だと今も記者が恩ひ出の一つである︒

日の清遊を唯一の楽しみにして居テつ氏にとっては︑その天候

れである︒

三︑趣味︑白石氏の第一の趣味は釣であった︒土曜日の執

が失望と光明の分岐黙であったのである︒月曜日に出勤する．

又晩年に至って俳句を作った︒それは昭和三年の五六月頃

と︑よく昨日雌日の釣の有様など話して︑その梁しみど一同

であったかと思ふ︒記者をつかまへて︑次の様なことを話さ

に分つといふ風が見え迄何んでも速く千葉脈の方まで必出
掛けられたらしい︒然し氏が釣道楽は獲物の楽みでもなく︑

しするから︑少し除生を楽しみたいと考へて居るので︑既に

れたと・とがあった︒僕もこの一二年で勤めもやめ︑子供はな

千葉螺の方に屋敷を買２Ｌあるから︑そこに家を建一Ｌて隠居

それが漉物の調味を楽しむといふのでもない︒全く釣そのも

する計霊をたてた︒それが除生の梁しみに釣と俳句で暮した

のを楽しむといふ釣至上主義であった︒﹁傭深い信仰心ぬる
白石さんにも似合ない︑猟などしては亡蕊の崇りが恐いです

記者もその心中をお察してそれは結構なことだ︑折角御勉弧

いと考へて︑俳句を初めて見た︒一つ見てくれないか﹂と︒﹄

よ﹂などと戯談を浴びせたりしたこともあった位︑白石氏の
釣は一種の耗祁修養のやうであった︒即ち精祁統一と無心の
境心悦楽のためであった︒﹁人間は現賞の煩しさから逃れて
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った︒然しその除生を楽しむ計書も責現されずして逝かれた

た︒それから喜久老の名が折々弘道の俳鍾にも見える様にな

を望むと共に︑弘道誌上に御褒表されたら如何ですと促し

授けられ︑更に同三十七八年戦役に勤七等に陸叙せられた︒

あった︒それから明治二十七八年戦役に参加して︑勤八等を

された︒その問に千葉厩佐貫町小畢校教員を俺職したことも

多かったのでそれも途離縁して了った︒その後養女をされた

を育てて某私立大豊まで出したが︑不幸親の意に叛くことが

いふのは氏は子供が一人もなかった︒ために十除年の間養子

四︑家庭︑家庭の人としての氏は極めて淋しかった︒それと

る︒記者は鼓に氏が公人私人何れより見ても哀惜に堪へぬも

て賞に大きな打繋であって︑惜しんでも猫除りあることであ

心諸般の事務を見られた人を失ったといふことは︑本曾とし

に豊富左経駒を有ち︑然も心から本曾の趣旨と信奉して︑熱

の永きをよく講されたのであった︒氏の如き多年本曾の事務

に奉職してその任によく精励し︑本年一月廿八日迄足掛十年

これより先明治三十年四月陸軍省軍務局工兵課に奉職し︑大

が︑然し多年養子のための苦心が水泡に鯖したことが非常な

正五年八日迄同省に勤めて居た︒其の後大正九年日本弘道曾

失望と底って︑除深養子といふととには断めを有って居たよ

のがあるので︑私の見た而し一Ｌ感じた所の故白石喜久雄氏
の一端を記して︑而して遡慕哀悼の微意を表する次第であ

される︒︑

うであった︒結局︑自分は自分一代といふことを心にして居

ことは︑ま入ならぬ人の世哉及どいぢらしさに思ばす涙が催

たやうである︒子供のない人にありがちの様に︑氏は犬を非

る︒︵昭和四︑五︑一五︶

ら泣き悲しみ︑せめてもの心に立派友葬式をして懇に葬っ

常に可愛がった︒所が昨年正月その愛犬が死んだので︑心か

さて最後に其の経歴の概略を記して見ると︑白石氏は明治

た︒そして自分の側に永久に眠らぜるんだといって居った︒

元年五月千進聯君津郡に生れて︑十五年小畢校卒業後植野三
省氏経営の中畢塾に入り︑十八年之を卒業した︒後東京成立
二士一年五月に歩兵科を卒業︑更に陸軍戸山畢校に入畢し︑

皐舎に英皐矛修め︑更に明治二十年陸軍教導関に入って︑同
同二十四年にその剣術科を修業した︒而して一等軍曹に睡任
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讃者：

女雲詩

昭和四年三月十三日派
策命使子溝口直養公墓前︒

石川文

︑︑︑００○○○○Ｏ

︾評日間中涜而︒風可美・

園三畝︒雨讃晴耕梁晩年︒

荘選

愛山寺本省三郎早葉

陸軍記念日︵昭和四年三月十日︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑や︑
距今二十五年前︒連戦追窮到奉天︒嬬虜不支
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑

山獄申岩尭綴突天︒古松老納稚群畑︒倣然拝脆

．‐『11上、陰

典︒恭賦二絶︒・
上野懐孝︵新溌
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑や︑︑︑︾︑︑︑︑
堂§策命聖恩隆︒藩治生光仰偉功︒諏訪山遥

評日一誠使人謹想術年之快職︒

終遁走・請看史上偉勲偉︒

年､老、
。柏､槻

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

Ⅱ

拝朝鮮祁宮槻陰成毛跳之助全︲葉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

億､古、

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

I
I
J
．

春日腿︒溌公墓畔満薫風︒歴代藩公徳政隆︒
︑︑︑︑︑も︑池︑︑︑︑︑︑輪︑句︑︑︑
光雅趣翠樹文功︒百篇作泳皆純正︒猶見郷民
﹄﹀

評臼溝刈公益蕉新蕊帆藩主而夙通儒畢︒著書亦多︒宜

蕊､松、

畢世酔今君濁醒︒宣博正義自忘形︒毒威天賜

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○

毎Ｊ

三楽木村新太郎耐島ｊ兎

寄祇華州渡遜先生喜毒へ︽

評日二首︒能寓斯欺絶勝︒使人遊意更切︒

尋人跡︒身在白雲仙境遇︒

清清
泉泉
︒難
梁蕊
蚕迩
迩力
力
吟杖牌探閏仮睡︒踊
蹄巌
巌職
蹴権稲湘湘
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一二哩

浴悪風︒
・実文教益Ｐ後枇如↓斯而有推職築︒上野氏以蒋臣故
致︒進慕意殊切︒亦非．偶然也︒

ゞ賀某翁古稀中根其堂︵埼玉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
本支百世子孫親︒祁毒由来必有因︒除慶大都
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
由積徳︒幸哉斯雨古稀入︒

評日句中用縄禅話︒壮璽可諦︒

退職書威扇舟杉江孝春感賞

南
胤
i
i
i
藤､畷

篭林

久事育英功不全︒掛冠新結酒詩縁︒家書百港

登･

行

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

仰
m
穂

亀

』

報文徳︒清禰無彊鱗喜齢︒

ｰ 一 一 当 一 一 一 一 一 一

００００００００００
評日屈原廉直︒見疏於￥１句華洲雁直遭昭代・不亦幸乎︒

若園祁山翁︒武州狭山人︒頃見示
蹄田詩︒乃次謂寄懐
七十八翁華洲畢人学
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏフ○
悠：静退梁除年︒雨讃晴耕好圃田︒圃利熱存
○○○○○○○○○Ｏ
評日三日向基幽雅鞭立案︒亦自右風雅趣︒

風雅趣︒狭山千頃鏡茶煙︒

橘園矢野乳翁︒肥後園河原村人︒

夙嬬本含員︒頃寄書日︒交遊己二
十二年︒老契毒康︒篤道自愛︒

乃賦此寄懐

○○コ○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
曾遇都門結道縁︒別除雁信夢相牽︒養真不敢
○○コ○○○○○○Ｏ
評日交通之厚︒不青雷陳︒可欽・

追塵俗︒一貫心交廿二年︒

結城支含評議員︒新井球翁︒寄書
祝余健康︒乃賦此寄懐︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ＯＯＯ○
閲歴漁桑老更親︒古稀加八気加新︒幸哉保毒
○○○○○○○○○○
評日頂奉加話︒妙味津々・句中挫用加同一一宇︒亦奇︒

共談書︒同甲同郷同志人︒

−

〜

−

−

〜

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

[唯､､

詩
林

歌園
等

等

評人情の偏らないところと思ひつ上拝語い↑卜しまし求

汝が嫁くをねがひし母が汝が嫁ぐ逓さぴしとかこつ尊きなみだ

二

６︑︑〃辱

﹄

しばらくは戸をしめかねて松並ゆ月のはなる上を待ちにけるかも
評作者の満い御心の程が思ばれます

三浦直正選

栃木山口元次郎

築毒

埼玉松本静露

埼玉横

三・:要筆 光助

三等︲

i
i
‑
:

うた比ねの冷え知る頃に狐の聾おもてに間ゆ客あるらしも

雄 啓

ｐ喜口０︐︐ｌ１１ｆｒ

田一

山

安 津

佳作

和田の原よせくる波のはるＩ︑と異鯉の皇子は今日着きましね
何事ぞたｒに月日を重ねつ入我は何時までかくてあるく堂

小l岡塙金

謹者

恐ろしく獣一勲蔓に露おきて卯月望月天にか上れり

の

葉陸城京

文讃

ゆけと／〜ゆけどつきせす小金井の清き流れにさきうつる花

千常茨東

歌
園
55

56

歌
園

●

敬患花を弔ふ如く鳴りひｒく春の夕への山寺の鐘・

ぎごちなき手つきに妻がバリカンと動かすことを褒酌／︑刈らす

見渡せばつ蝉ける里のときは木にほどよく交０梅の花喋く
草も木もいとはざるらむ春雨を花のちろともよしや今脊を
このあした枝葉楽ゆる新竹は皇御国の姿なるらむ

群ひはてＬたるをまくらにむすぶゆめ左ぼも花野の道を歩みて

遠足に子を透り出しいさ上かのこ上ろのゆるみおぽへけるかも
花鳥にうかれ遊ぶもなか１１に春の日かけはくらしわびぬる
小山田も程近からむかすかにも野路のゆくてに蛙なくなる
純を細ふ機械の一音の絶間左く永春き日の暮れんともせず

世をすねし翁すむちふ山里も春は春遊り桃の花嘆く

はや夏のけしきを見せて風字む三保の浦曲の混帆片帆かな

寝てきけば雨とひ落つ一息臼のしてふる春雨は一昔たにもなし

寒空に一人畑うつ女見れば母のすぎし日忍ばる比かも
長閑なる春の小川の蒜柳水を鏡に舞ひつ踊りつ
夜くたちにふと眠さむれば我駒の草をはむ一音かすかにきこゆ

美しき錦の衣と見つ上あれば是や昨日の畑の桑の葉

全 ． ＝

奈

禰下下埼千幅所安大下埼茨両

葉演

岡総総玉葉島津房阪総玉城川

多七郎

浬楽天子
城巳之助

平香峰
樋正幸
谷勝太郎
暮松風
川久詳
谷義太郎
根共堂
田香風
田誠一
瀧蕊誠
祁堅減

口

林てる子

本寒石大蕗蕗中菅湯小池一野酔小本

選者

千横

垂画

１１

蕊俳壇
◇五形花．

部

・茨城一
五形咲く田に痕そぺりて峰仰ぐ
五形嘆く田に水引きい竹のとひ

大阪西
五形荘飛びんＩに暁く川の堤

蓮花草咲く田に寝ねて句を案ず

千葉香

︒①

率壁
毒起

げんげ田や牛寝しあとの水たまり
げんげ刈る畦に鎌研く反書かな

××一
とばれ種喚きたる路の五形かな

教材に持ち寄る児等や蓮花草

山口松
畦路に摘み残されし五形かな
五形花菱蒔かぬ田に咲きゐたり

道ばたのげんげ零れて歩きけり・花片を浴びて水面の蛙かな

埼玉青雲苗代に水引く夜や蛙鳴く

ところ人︑畦に嘆きけり五形花むらがりて黒きがをかし蛙の子

茨城てる子大阪西流

一耕地げんげ盛れる夕かな沼尻にむらがり動く蛙の子

嘆き敷けるげんげ田に疲し小牛かな附すくふ手綱にか入る蛙の子

道すがらげんげ摘みつＬ戻りけり沼岸に這ひ上りけり蛙の子

栃木無町畦山茶屋の寛の水や蛙の子

水が湧く深川に晩きしげんげかな埼玉青雲

焚城水芝庵我れ行けば小川に消えし蛙かな

◇蛙︑蛙の子茨城一誠

土手に暁いて人にふまれし五形かな庭石に雨後の陽ざしや雨蛙

禰島甫水雨となる夜を鳴きそめし蛙かな

Ｘ×︑一笑千葉香峰

腐り水たまる小淵や蛙の子一水溜る背戸の小溝や蛙の子
山火事のうつる水川や蛙なくｆ外風呂の湯落す溝や蛙なく

た阪西流茨城水芝庵

水淵む川の隅に見し蛙の子鍬洗ふ小川に泳ぐ蛙かな
貝殻 杓子で掬ふ蛙の子我が家のぐるり水田や蛙なく

山口松風栃木無町畦

雨やみて棚川の月や雌鳴く古池の滝瀬に生ひし蛙の子
蛙釣る子等集ひけり谷の川水温む苗代に葱く蛙かな

風

輯

一耐島甫

誠
流

峰
笑。

水

編
げんげ花果て左く咲くや新田南

！

俳
垣
57

5
{
弓
．

俳
干
命

濁り江に渦巻く波や鳴く蛙

茨城て︑る子

寓蒲喰く沼の浅瀬や蛙の子
提灯をたよる野道や蛙なく
森黒く調か典る夜や蛙なく
︲め子虞黒くよりぬ水の窪

瓶の中に尚生きてあり蛙の子

千葉香峰石暑し鶴噛弾く道蒋講

早南

×××蕗の葉の銀に食はるへ暑きかな

稀で杭の見えずたりけりげんげ畑

＠課題例句．◇雌︑羽蟻

︲千葉香▲峰

藍の子の海月かぶれや夕暑さ

○秀逸

◇署さ・一
別天極
孤島絢膳を貼りし柱や羽蟻とぶ
海濁る沖どとまでの暑さかな
蝋川
一碧襖戸袋の穴を入る出る羽蟻かな
等仙
蛇筋
魚藍の中がさつく蟹に夜暑し

・〃・虚子大木へめり込む斧や湧く羽蟻

．春鳥城伏せ臼を起せば猟蟻崩れけり・

大阪西流

鎌を研く我に飛び来し蛙かな

禰島甫水
費りしあと尚憎む川や蓮花草

橡面坊無花果に薪納屋暗し羽蟻とぶゞ

鬼︲城

暑き日やすずれ編む吾ばさり／１︑課題︵各題五句宛︶

癖・三醇◇暑さ︑蟻︑羽蟻七月五日限

．松涛捜◇ダリヤ︑茸︽九月五日限

× × 一 鋒 天 谷い樋の割れて水噛く暑さかな◇打水︑踊八月五日限

げんげ嘆く麓川慕れて街灯る

げんげ田の打ちかへさるを惜みけり

圭門々
× × ︾ 一 笑 録洛の柿地に縛る暑さかな
町の灯のうつる裏川や鳴く蛙
．碧洋庭にみつる榎の影や蟻迷鮮宇
・ 茨 城 て る 子 藍粕も染め利く布や日暑し・１ｔ〜⁝〜⁝１１〜⁝１〜ｌ〜

麓州や暮れゆく雨になく蛙

禰 島 甫 水 松影に走り込むまで暑さかな．．郷晒

夕焼の映ゆる田面や蛙なく

、

︵美談その十五︶

Ｅ・
屋冒

一

者

そご●●●ふく全くじんざうや
るに其の後百太郎ば腹膜と腎臓を病ん

くわつきうくわん琶裟雪今︽やとぴや夕晶

弟妹等を養ふことになった︒一方同町

の活動館の女給に雇はれて︑病父と
ていまいらやし症⑦うむ命うちやう

やく陸ちやうくわいいうし幸﹂ｋノ屋やうう

ぼそひおく含

役場や町曾有志などから同傭を受けな

どして︑細くもその日を還って来た︒
はるひかかん
ことしの●
そして今年縫子は十八の春を迎へ︑榊

にくしん賎うちやうへん含つさてんぢよぎふずこ

雲●

よ炉つをとこいうわく︒じゃう

川厩榊保町遥の喫茶店の女給に住み込

んでゐたが︑去月ある男の誘惑に乗ぜ
びやうふてい士いすゆくへくら
られて︑病父と弟妹を捨てＡ行方を晦
●の③距砂かに
ましてしまった︒百太郎の嘆きは一方
ごよかみ後とけ
びやうしやうくるぐわんゼ

をらず︑此の世に刺も桃もないものか

に生活に窮し︑途方に迷はざるを得な

めてゐるキャラメルや菓子類など見て

せうぢよびにん

かしんさいぜんかん庭いま

野ん雪陸しようつ

たいしゃう

をつととも

・つ上びやう．全

ここうらゐむじやう

めぐかてい

①④しんざうと

びやうしょうし入ざん

区

くわしるゐふ

男重治は隣家の子等が︑うまさうにな

とう

とう

ばにら

彩さ江むねけつしんとうやく

ち上みおとうと

やち上全くらべごな

く

聞いた近隣の人共は大いに昨傭して︑

き今んりんびと・ん４１おばＰうじやう

け穴ゆらふかた
他飛にも父に語るのだった︒これを

み

を見つけてよ．：．⁝⁝・⁝・﹂

来るわ︑ネーお父さんどとか働くとこ

あつ脇．やうぢよ③●たうじさいふきん
に救け︑優女縫子︵常時十川歳︶が附近

公に州し︑次男政治︵営時川歳︶を他人

こうだじなん①②たうとさい仁にん

写うけちやうなん④③仁うじさいこさうほう

同家は長男保孝︵首時十一歳︶を小僧奉

年の秋︑せんは遂に病死した︒その後

ご・

に病床に坤吟してゐたが︑大正十凹
賦んあきつひびやうし

と︑病床で狂ひわめいた一︒頑是ない三
なん①③りんかこら

かった︒そこで妻せんは健気にも近所
らじんはめしごとあるひ世んだく
や知人の針仕事︑或はす凡ぎ洗濯など

は﹁父ちやんあたいも欲しいよ⁝⁝﹂

やくじしにみ
・たう白
で薬餌に親しむ身となった︒常時十二
かしらＫんこ︾・ももかひじやう
を頭に六人の子供を持った一家は非常
せいくわつ含うとはう全よえ
つまけなげきんじよ

達をよそに見て︑恵まれぬ家庭に生ひ

をして辛くも飛夫の薬代と六人の子女

と病む父の枕遥に来て泣きせがむのだ

といふ少女美談︒
とうぎやうし

だわづあはせうぢよけ沈け

の糊口に常てて居たが︑無情にもこの

った︒かうした父を見︑かうした弟
みじぢよの⑨●かれん
のいぢらしさを見た次女せつ子は可憐

②①①

それといふのばかうである︒東京市
ぐわいたかに垂らざふしや．︐す⑦
外高川町雑司ケ谷一脚七三に住む︑澱

百太郎︵六二三家は震災前壷で祁川今
がはこうぢさうたう産ふくてんいと江
川小路に祁営産呉服店を営んでゐたが

しんさいやに老いこうちから

戟揮ｒ

震災で焼け川されてからは再興の力も

なぐ︑一家を窯とめて前記の場所に移

すかしにぐろまげふはじ

はれさ型やかを暮しを立てて居た︒黙

ぐらたゐしか

り住んだ︒そして貸荷車業を始めてあ

からびやうふやくにいにんしぢよ

立った僅か十二三の哀れな少女が健気
せいくわつせん︐ｒｌふろやらう
にも生活戦線に奮ひたって︑病める老
ふをさなてい全いらかにんやし芯
父と幼い弟妹等一家四人を養ってゐる

ったせんも心臓に取りつかれて夫と共

恵まれぬ家庭にはまたノ︑綾いて病魔
詑遥き
かにいこぐはしら
が襲って来た︒それは一家の大黒柱だ

寺

にも幼き胸に決心して︑﹁お父さんの蕊
喧
いのこつかひかせ
代と重ちゃんのお小遣をわたし稼いで

赤！群！行楽に浮かれる人
た世
ちはみ
めぐかていど舞

上寄る・はるかうらくうかと

孝女美談

篭砂金集
砂

金
集
昼
？
】

6
(
）

砂

金
集

壁警らかざうしやぽちまへひらゐ唾江てんあん

程近き雑司ヶ谷墓地前の平井花店に案
ないぞんだせわく
内女として世活して呉れた︒それから
⑧●③あさはやおびやうふてい全い

新軍事美談一

かつこくていけうくわしよ・へんにふ●●

曾て国定教科書に編入された．太
なみにぐんじ

ｎんき舎瓦へいごうにんの聖うしん

こと陸ざいえいたんぐわん．のようしん

し︑一年師休兵としたが︑同人は雨親

の言蕊をたてに存管を歎願し︑雨親も
こんにらざい
雄一識識の綜帳を誌さず︑今
日なぼ在

えいゐしんにらう

鄭や−い﹂にもまさる涙ぐ垂しい軍事

●

美談が第二師廟管下にある︒去月全図

である︒

君の忠精近来稀有のことと賞讃すべき

せつ子は朝早く起きて病父と弟妹の
をのわ
羅亡で

世話礎しつつ店に出てはまめノＩしく

師関長倉識に参列した赤井弟二師圏長

しにんちょうくわいぎ塞凡れつあかゐにいしにんらよう

．かしこせいじゃうへいかそうじゃう生をしあ

くわうえいぐんじぴにんもち
た・この光栄にか野やく軍事美談Ｄ持

麺し仁かた茸くりつきか住うだいにいちうたいじゃうとうへい

主は高冊獅立川砲隊第二中隊上等兵︑

原籍新鴻際古志郡上野谷村出身稲田一

Ｌげんきぎにいがたけんこしぐんうへの仁にむらしいつしん⑧●●

⑤⑮

鄭君である︒

らうくんら上ろうれいは上ふぐいもうと

さく泡んぐわつかうしゆごうぐわくしや・

一郎君の父は老齢︑母は不具︑妹は
もうもくともろう砦うで含らうくん
盲目で共に勢働出来ぬため︑一郎君が
かにいこぐぱしら・からがけいざＬ
一家の大黒桂となって辛くも家計を支
今写

かしこじゃうぷんたつらう
１い︲一として畏くも上間に達せる一郎

くんちうせいきんらいけうじやうさん

美談燕の井物語

い念とぎぢじうらよう④ｅ●●●たいしやう

ゑんの

か上

今は時めく侍従長鈴衣貫太郎大勝の
くわんていおもてゆんくわんさい会ん
官邸表玄開について斌近のことポロ

もめん橡りようがさつえみからうふ含

ノ︑の回タクを乗りつけ︑一抱へほど

こしろうじんおた

ある木綿張の洋傘左杖に赤毛布を着た

九州豊律因日向泊の長溝烏戯といふも

しう誌んどのくにひう排と企り①③●の

よるノＩ腰の老人が降り立ち︑いささ
おくいろげんくわんし
かも臆する色なく︑玄開子に﹁わしは

ナヱ雪おばにんなござ・

あんない

のぢやが鈴木の大旦那ほ御座らつしや

くきものおも

そとへ大潜が録って来てやっとのこ

憶いしやうかへ含

ぎが始まった︒

はじ

廃の恐いをぢさん︑てつきｈ曲粁詮調
こさつ毛．︑︑ひた
ひ込み︑早速引き立てようとして大騒

らようこわ

を乞ふ方︒面食ったのは玄闘子と藩覗

こめんくちけんくわんしけいし

．め

で︑津畔峨鐸媛韓勢鐸謹の手織識室をと

ろぢやろかお目にか上りたい︲一と案内
たらい

むようしんわづねんほうぎうあびに

い

そんみんくわんげき

響うれん漣いらうくんかていじｒやうさつ

同聯隊では一郎君の家庭の事情を察

た︒

して入管させ︑いたく村民を感激させ

にうえい

ゐるから行ってお勤めを果せ︲一と激働

石にかじりついても︑おれ達は生きて
ナ上仕だゆ今一れい

いし

つたが︑雨親は一︲僅か二年の奉公の問

へて来たが︑昨年一月甲種合格者と
らようへいにうえいいた・
して徴兵入管のやむなきに至ったの

誉して居るものである︒﹁新一太郎や

立ち働いてゐる︒墓参一客からもらう僅

から畏くも聖上陛下に奏上申上げ

か︑みせしゆじんわく
ちゃくわしかのぢよいへも

びにんにいしにんこわんか含よゆつ香んこぐ

かを金も︑店の主人から分けて呉れる

たばにら柾さん含やくわづ
お茶うけの菓子一つでも彼女は家に持

かへち上ていまいわ
ち締って父と弟妹に分けるのだった︒
骨よけつにらひらゐ陸なてんか

はたみい①⑧③あた

去月十五日に平井花店では一家をあげ
て花見に行ったが︑せつ子はその典へ
会うじつなぱ上ぽざん
られたこの休日を亡き母の墓参にルー︑

妹のふく子をば連れて同道深川の常

いもうとの●●・つ誓うほうあかかはじゃう

せんじいみｂざ食③●●

かうやうしんぽ等

泉寺へと行った︒こんな有様でせつ子
の孝養心は︑まことにいぢらしい程で
い全こうかうせうぢよ含んじよひやう曜んもの
ある︒今孝行少女として近所で評判者

であるといふ︒
ぴやうしやうちＬＧ①①こかうやう

病床で父向太郎はこの子の孝養に

たみに江がじぶんこ拝も︒⑤●

なは上ぼさんでかや弓す

涙を流して︑自分の子供蔵がらせつ子
全つだかんしんやつはなみにらやす
は全く感心な奴です︑花見一日のお休

ねんしみこ

みを亡き母の墓参になど出掛ける様子
なみになが

など︑年歯もゆかぬ彼の子がいぢらし
︑もつと

のも尤もなことでせう︒

くてなりませんと︑涙を流したといふ

含

ゐゆうめい＆言正ふうら

てせいめい夢つきつ生いもたづさ骨たんちょう

牌邸に迎へられ︑一二週洲滞在詮して

しやうていむかしうかんだい誓い

になってからは︑年一度必ず沸谷の大

れん︾かならし洋やたい

大勝か僻隊矛剛れ︑東京に住むやう

たいしゃうかんだいはなとう今やうす・

た︒

くわんしつゆうじん仁いしゃうたづ

ば手製の名物薩摩芋を携へて旗艦の長

てい通いあいさっ

の井﹂といふ有名な井戸が浪打ぎはに

ろうじんすぐ樗

とに老人は救ひ出され︑﹁やあよく来

官室に友人の大将を訪ねるやうになつ

たびごとたみお

二千五面八十除年来︑村人が必ずその
ナな瞳らかこひこんにち全でつ仁含
砂を桃ひ︑侭をして今日迄仲って来た

よねんらいＵらびとかなら

寄せて砂のためにつぶされる︒それを

よ守な

その井戸はあらしの度毎に波が押し

ゐと

あるＯ

おくと険

てくれた﹂と丁寧な挨拶に﹁やあ﹂と
みけんくわんし全は

ばかりかしこまってやがて奥に通され

りめ

た︒これを見た玄開子とお巡りさんは
おやぢくわんてい通んごかく

二人で目をパチクリｊＩＩさしてゐる︒

てう害おりぜんじつあらし

窮当ろ

じよきくし念おこ推

ふといふすばらしい計悪があったとい

けいくわく

てることに底り︑今夏その除幕式を行

こ人か

に蕊超人となつ夏︲刺の井﹂記念碑をた

はつきにんかみゐき池んひ

お土蔵の中には大将自から老人と共

ふやけなかたいしゃうみづろうじんとも

といふのである︒

つけて玄瞭子とお巡りさんを驚かせた

けんくわんし桑に

しはアしぶやぼんていたづ

舌じうちよう

ひじやうかんだいゐぜけんはた
非常友欺待をうけて居たが︑価間離れ
ぜいくわつろうしんし人ぷんよ

ものである︒丁度その折も前日の嵐の

の生活をしてゐるとの老人は新聞を讃

す堂舎しれいらようくわん

はなし

やろうじんきたいしやうひじやう
屋のこの老人から聞いた大将は︑非常
よるこたちまりす江ほらかこゐ

て来たのであった︒この話洋一むつつり

き

居るところへ︑鈴木司令長官がやつ

ゐ

りあさはやきすなはら

かみゐながみ毛ろうじんにｒ

まった︒

ために全くこはされ︑つぶされか上つ

んだととがないので︑侍従長になった

たいざい

それからこの老爺は︑官邸で懇ろな獄
たいうたいしや↑みづかじ雪うしやしぽい
侍を受け︑大綿自らに自働車で市内

た−１ｍの井﹂を︑この長猫老人が只一

し全は

週間の後︑数だのお土産までもらひ︑
いうノーかへい
鉛やぢけんくわん
悠宇と踊って行った︒この老爺が玄開
あや
むｂ
子やお巡りさんに怪しまれるのも無理

しうかんうしろか歩ノー︑みやけ

けん罫つあんない

見物の案内までしてもらって︑滞在一

人軌早くからやって来て︑砂を柳って

ととを知る筈がない︒溌谷の本邸に訪
こうじ母らくわんていゆをしへ
ねたところ︑麹町の官邸に行けと敬ら
ゑん
ふんはっおもてけんくわんの
れ︑卿タクを裾溌して表玄開に乗り

おやぢ幸ぽいたけんさはくわん江い

ぜう

ばない︒老爺は大分蝦佐伯灘内にある
お里いりしまへ全﹂そんひうがと全りな

とさへて了った︒

に喜んで忽ち二人して砂を桃ひ︑園を

大入島の僻村日向油の橘もない一百姓
すところＥ①の●ぢ

に過ぎない肋の張満烏赦といふ爺いさ

たづろうじんかみゐ

それ以来縦隊来航の度毎に︑鈴木捉
とく
ひうがとまりたづ
督はこの円向泊を訪ねるやうになっ

いらいかんにいらいこうたびごとナ酷辱．てい

しま

んである︒
はなしナ睡含ぢしうらようれんごうかん仁いしれい

まいねん宮かならながみぞろうじん

さて話は鈴木侍従長が聯合艦隊司令
ち生うくわ凡じにいはじかんにいぜんざくんれん
長官時代に始まる︒艦隊は戦技訓緋

前の或る夏の朝早くその日向泊に上陸

どんＵてんのうごとうぜいみぎり

おつかめ

とつながみ迄ろうじんむどんなかしにゆう

おＰろ

ふことである︒

そうゐ

た︑いつ訪ねてもこの老人が﹁帥の井﹂
詮ものぬしこともくノｒ︑しづをい
の守主の如く︑そこで鰍盈と静かに清

のため毎年二三度必ずこの長溝老人の
すさへ含わんにうこう仁いしゃう泡ん
住む佐伯湾に入港する︒大勝は五六年

と美はしい勅語であることであらう︒
ごかばく

人となってしまった︒その後時折老人

うろ

ものがにり

めい
あい
ともいま上江ん
愛するも愛さる上も共に今の世に伺

掃して居るのには驚いた︒さうしたと
そゆくこのさじらいぼにたいしゃ・う置く
とから素朴と好む武人肌の大勝と︑朴

ぜんみなつあさばやひうが除くじゃうりく

した︒そこには祁武天皇御東征の刑︑

咽の長溝老人とは無言の中に親しい友
じ
んごと震おりろうじん
ことを古くから云偉へられて居る︒一ｉ耐

今
伊
全

御暇油なさって御使ひ召されたといふ
ふろいひつた
ゐ沙み

;
■
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れ別の雲樹薩江中
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こ浄もちが

しかわがつまつもとてんたす

ざやうざ

こよひとシくね・

とうたらう通雀含舎

わかや

いらん︑かんが

こ酵もね

さ含

だにんいへばんじこ上ろがねやうす主こと

これふしぎおもゐつぎ

脅うたちうめさ念

い＄お

しつれいいに

︾︶▲

害や

ます︒子﹁然うかい﹂スルト藤太郎目を受して︑藤﹁失職を致しました︒お早う

呑

るのは何庭の子だヱ﹂女一︲夫れは御新造さまが昨晩お連れあそばしたのでござい

部屋から女中が女﹁坊ちやま︑お目が受めましたか﹂子﹁今起きたよ︑此虚にゐ

替ここ

へやぢよらうＥつ
め客
そ雷しん壱きく像んつ

ァ鐙だ菱ァ︑何庭の子が来たんだらう︑此は不思議だ﹂と思って居ると︑次の

へん

の子供と蓮ひ︑ナカノー行儀といひ︑他人の家と菖事に心矛語く彼の容子︑誠
があいこ苧も
ほら元か華も
Ｐうこのよしんよくてう
に可愛らしい子供である︒と腹の中に恩ひつつ一同此夜を窪につく︒翌朝にな
こりうちとうたらうめざエみかたばらをとここ画
これ
ると此家の藤太郎︑目を畳して見ると︑傍に男の子が膿てゐる︑子﹁イャア此

章ここ含

居る其の隣の虚へ並べて寝かした︒そこで藤太郎渡衣を着かへ︑﹁それではお先
︸﹂めんかうむ︑ばつ今りあいきつ廻
ふう・ぶかばみあはじゅんじやう
に御菟を蒙ります﹂と判然と口誼をして寝ました︒夫婦は顔を見合し︑尋常

るそと江りところたら泡

て涙を拭い︑さて疲れてゐやうから︑今宵は兎に角寝かしてと我家の子供が寝て

なふにぬぐつか

一念は恐ろしきものぢや︑併し我妻が連れて戻るも天の助け︑産どと種衛考へ

いん乞毛

とうだらうこのざよ亭フざし含
みしゆじん砂ふざ塁もん
なみに矩瀞
瀧太郎の此畢動を座敷でじっと見てゐた主人の源左術門︑ホロリと涙を流し
つ全はなしや．うナけＬひとりこのこひとり仁よいだみことそ粂惹こ︾﹂も
妻の話の容子では︑母一人︑此子一人を頼りに致して居るとの事︑其の叉子供
かいりくへ雁．と渓めふみくにぱ上した︲ゆこれしん影やにじゃうすうし．
が海陸隔たる︑遠き近江の園まで母を慕ふて行く︑此が虞の親子の情︑孝子の

榊山一驚

燕中江藤樹雪鋤別鰹︵五︶

田

封箕へ︾﹄ここわたし心ふみくに

︽．︶ざいます﹄子７イャア鰯は何鹿の子だヱ﹂藤﹁私は近江の図へ

正ゐとらうざＬほんどちら函うかいとうたらう接を

︲歩主へたとうたらうき

参る途中︑昨晩此方要︑︶厄介になりました︒藤太郎と申し一霊

一﹄

か侭あら

はや
めざめ缶
ばやか段めら
お早うございます﹂母夏罷目畳になりましたか︑早く顔をお洗

・ふだりうがひてうづ︲

毒とう◆はや

ひなさい︒アノ誇子もＬ子スイ︑チョイと顔溌洗ひませう︲一

おかめ

臆や

とうたらう

雨人で含水手水をいたしまして︑子﹁阿父さま︑お早うござい

わたしとうたらうお象へいくつわたしさい

告砂んよｇ

す﹂子﹁やア雨の名は藤太郎といふのかい﹂藤﹁然やうでござい

はや

ます︑阿母さま︑お早うございます﹂父﹁ハイ／︑﹂藤太郎

よか

そくすり卜冒

ぞぢを︲︽縦もともと

にんりんＩゆんざ詮もん尋うふしんぜつ禁を・署

しらくに

らふみくに

もごたうけ

わたしあふみくにまゐ

またこのくすリと爵

み江とせつしうへうごみなと︑罰ねかよ

モれ

＆んにら

そ

い土

あのがたＬ

其の痛い足を休めて参ったら宜しからふ﹂藤﹁ハイ︑有難うご

そいたあしやす詮ゐよる

そい全ぱるびんぜんうち券とこつけ
ｂやうじつ
ら︑其の今治の便船まで︑家の男を付一Ｌやるぽどに︑一両日

治といふところの港から︑鍬州兵庫の港へ船が通ってをるか

はる

のやうに致すが宜い︑併し方角達ひに来られたのだから︑今

︲いたよしかぱうがくちがこ

に母親の許へ曾に行きたい︑叉此蕊逢屈けたいとあらば︑其

はＬ諺やもとあひゆ

の一生懸命に︑源左術門夫婦に順みますから︑源一夫ほどまで

しようけんめいげんざゑもんふうふ担の

から︑何うかお怖けを以ってお知せ下さいませんよう︑今日
しゆつら
そぎごしよち泡が
こシもごこる︲
州立いたしますから︑其の儀御承知を願ひます﹂とて子供心

宮なさもつしらく胆

祁父さまへ為知せ下さると︑私が近江の凧王で参られ麦せん

蕗ぎ

まで一度お蕊を持って参りたうございます︒若し御富家から

警くずリも︲．まゐ

うか私は母さまの御客子を︑お見屈けいたしたく︑近江の国

わたしかめごやうすぶと壁

た方が宜らふと︑漸堵と源左術門天姉が親切に申した︒藤﹃何

︲瞳うよか

にして︑現時世話になってゐる肌父さま組母さまの許へ戻つ

いまぜわ

まで自身に参ら余とも宜らうから︑其の薬だけを屈けるとと

じ．しん全ゐ

其堤へ手をついて︑藤﹁お鼎うございます心ご機姉語宜しふ﹂
あいさつ
あきめしたべ
あとあふみくに
と口訪をいたす︑で朝飯なぞを食させました後で︑近江の図

そこて

蚤す﹂子﹁私も藤太郎だよ︑耐何歳だ匿藤﹁私は十歳﹂子﹁ヤア

たう存じますが︑然ういふ事にもなりませんので︐一子﹁サア此

私も十歳だよ︑爾さん私の家に長くゐらつしやいな﹂藤﹁有が

わたしさいお主へわたしいへ芯があり

るんざことこら

方へ入つしやい﹂藤﹁ハハ﹂一歩雌は手蝿能舞︑印が鑓たばかり

らいら

肱か︲よくこのうらとうたらうてひいこ上とう

が／︑もんこ上わたしけん・じゆつに・２つや．うこ出

で交情が睦なａ﹂︑此家の膝太郎が手を引て︑子﹁此虚はお父

きい纏うこＬ舎やくへや

さんがお畢問を左さるととろ︑此虚は私が剣術の迩場︑此庭
Ｊじよらう

に蚊でめそこには

は女中どもが裁縫をするところ︑此虚がお客さまのお宝です
幸寺

よ﹂藤﹁︐黙やうでございますか﹂子﹁お庭へ出ませう︑彼唯に庭
さうじ
かくざう罰やつぐ警ん．．狸つ・
を掃除をしてゐるのは角赦︑彼奴は愚鈍だよ﹂角﹃坊ちやま︑

わたしぐ︾︑んひ︾﹄唇このこ

私のことを愚鈍だなんて︑蓬いぢやアありませんか﹂子﹁此子
・
をしそ︾差﹂きしよ

ａわがことうたらうてひ脂はうちめぐ

に教へてあげたのだよ﹂角﹁其んな事を教えなくても宜いぢや

たか︲てとに蚊うちあるそ弓つ

ァございませんか﹂我子が藤太郎の手を引いて庭の内を廻つ
みしゆじん砂八ざ豆らんこ琴も企ことかみ毒と
てゐるのを見て︑主人の源左術門︑アー子供は虞に刺の如く

亦一段と喜んだ︑子﹁雨︑先刻から足が痛いのかい﹂藤﹁ハイ︑

ぢや︑万ひに手を取って庭の内を歩行く︒其の美くしきこと
主だにんよるこお全へさつきあしいた︑

身のふむりみろばれを

昨日無理に歩行きましたから︑チト腫て居ります﹂子﹁それぢ

侭はあるやめざ︲︶含ゆ釘かめ

やア為庭を渉一行くのを止てお座敷へ往きませう⁝⁝御母さま

１

ﾉ
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注ん苧フゆん汀亀もんふうふ
らエめしほむ
ざいます︲一除りに足が睡てをりますから︑遠藤源左衛門夫婦

毛いにところ涯嶋︽と毒やがずつかり

いだとこる芯ぱ

ゆうすけそのはうこい

が︑其の痛み所の癒るまで留めて置きまして︑頓一︲﹃もう悉皆
痛み所も癒り堂したるから﹂源一︐勇助﹂勇﹁ハイ﹂源一︲其方此から

ともう
い誰ぢこのこつ全をふ凪の
今治まで此お子をお連れ申して﹂船に乗せてあげろ︑途中も
げんざ塁
もしいたいかなるせ毒つ

足を痛めると可んから︑成たけ背負てあげろ﹂スルト源左術
もんつ今一さてそ江たこの含んす妙だし全へしんじやう
門の妻が︑妻﹁借足下や︑此金子を妾がお前さんに進上するに

こいかめもとまゐよとちうや存や

さ

よって︑此をもって母さまの許まで参るが宜い︒途中の宿屋

か通とめ

．そこの今やばんわらじかけこれうち

でお金さへあれば泊てくれますから︑然うなさいよ﹂藤﹁ハイ
あｈがと

ちやう幸﹄生あお全へしん

有勤うございます﹂妻﹁夫れから此脚祥に草蛙掛︑此は自家の
Ｐう橡うとＬの

藤坊に訓へてあったのですが︑丁度間に合ふから爾さんに進

これ胆うちうじゆんびわらぢ書生に

ぜるゆゑ︑是で道中する準備瞳なさい︒草蛙も土間へ出して
こんにらがくかうゑんぞくこ︾し６わらじばかあし

のちへいたいと含よういか

ありますから﹂今日の豊校で遠足に︑子供に草鮭駐穿して足
うらかだ

いざときわらじはきし

導挙匙堅めさせるのも︑接に兵士になった時の用意に斯くす

はゐみじつひとから

るのであります︒卒といふ時に草鮭の穿やうを知らんといふ

にぼんいま世いやう念恒くつほそ

ダラシもなく穿いて居るのを見ると︑責にその人の債値がな

くつやぶのわらじばいく巻かためしにつしんにちろ

い︒日本では今こそ西洋を直似て靴を穿きますが︑夫れでも
むかしさむらひこみなわらじばか

靴が破れた後ち︑草軽を穿いて戦に勝った例は︑日清日露の
せんきう

渉やしこ

しかゑんでうけんき

戦争にもあるの写．︶ざｒ試す︒昔は武士の子は︑皆草畦を穿

もとちやうそがぺけらい

せるのを︑親が仕込んだものでございます︒然れば速砿源左
衛閥も︑今でこそ郷士ではあるが︑元長曾我部の家来だから

盈もんい全がうし

班が恥が畑これらこしらむかし生︑へ置く

全へ巴けにいたいしゆしやうぐん隼へみづわらぢばき

枠のために兼て此等を調べてありましたのです︒昔百菖石の

ごらん

にいしやうぐんいへみつこうごかんぷく

前田家四代の大守が︑蒋車さ室の前で︑自から草蛙藍穿かへ

これよじ

い全ゑん

られたのを御覧になって︑三代の蒋軍家光公が御感服となさ
そここみかしうにうとくがはけはにらと書やフにん
れた︑其のお心懸けの周到なるには︑徳川家のお旗本鳴驚嘆

︾﹄うけんざひ一寸一んつ上江かえとうだらうろひか虹めしじゃうそく寺・やはんわら

されたくらゐでございます︒此は齢事でございますが︑今遠

藤源左術門の妻が中江藤太郎に︑路費の金と足装束の脚神草

ぢがけにみたとうたらう毒配よるこせっかく

おぽめしこの今﹂やばんわらじがけいたに

蛙掛を出して輿ましたので︑藤太郎は大いに喜び︑藤一折角

の恩し召でございますから︑此脚枠に草畦掛は頂きますが︑

この３人すちやうばいいた雁んおそれいこころ

せんぺつこのか泡から雁にいぜつそかみ

此金子を頂戴致しては何とも恐入ります︲一妻﹁イヱィヱ︑心

ことう仁らうい全になんぢｂつば

ばかりの賎別︑此お金をもって身罷を大切に︑其のお母さま
ら

に為曾ひなさい﹂源﹁此りや藤太郎どのや︑現時爾が立派に

釣やおもこころそこころいつわすをいじん

のちかうこうつくし・かとちう

親遼思ふの心もち︑其の心もちを何日までも忘虹歩に︑成身

の後ちまでも孝行を議されよ﹂藤﹁ハイ﹂源﹁然らば途中は

たうけゆうずけものあん江いしんみたいやらあ︑ふみ

くにゆ聖このごうおんわす

営家の勇助といふ者が案内して進ぜるから︑身を大切に近江

の園へ行かれるが宜い︲一藤﹁此ご厚恩忘れはいたしません﹂

そればはびと＆腰あはよいうく鰹そ江に
源一︲夫では母人には未曾んが︑能う言て下されや﹂妻一︲爾が
ら︑かみゆ含そのかうしんかめ︾﹂ょろこ
し

とうたらう

このこごめいざつ

近江へ往なされた︑其孝心を母さんが︑何のやうにお喜びか

みなた琶舎げんぜつかくなじみ

知れません︑藤太郎や︑サア此お子に御口誼をなさい﹂子﹁夫

れでは貴君御機嫌よウ︑折角お馴染になりましたが︑モゥお

蹄りですか﹂と遠藤藤太郎別れを惜しむ有さま︑藤﹁種盈お

かへろ︾ん号つとうにらうわかをありいる０合〜

F1

れ測の（雪樹1.藤司江中
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ぜわみ江にきぎゆんたが労うだうそば瀧かえ
啄全このいへ

でとき芝んごうきがれとうたらう

世話さま︑貴煮さまにも御機嫌よう︲一互ひに確答終って中江

とうたらうゆうずけつ

彰ざみ おくこ曾もよかん

藤 太 郎 は 勇 助 に 連 れ ら れて今此家 を出る時︑遠藤の枠膝太郎
かたそでなみにで

全ゐ

ふ姓で

へ参仇まして︑

そとくさふききき今めん

いへ

露錘晩の嘩継恥辱︑襟鍵磨跨露祷といふ家

か ら 船 が 出 ま す か らら
︑︑其の徳佐の店先へ来て︑勇スイ︽．︺第

そこの

よ﹂﹁入いらシしやいまし﹄勇﹁嘉巌の緯誇での職は吋睡時ます

このばんで

よる

△﹁モウ此一番が出るのでございます﹂勇﹁夫れぢやア此お

こへうこみ矩との企を

や傘江かゑん言うゆんさる﹄もんやし令おく沙仁

︑子さんを兵庫の港までお乗廿申しておくれ﹂△一︲ヘェ宜しう

蕊内︾・うさ生み

一︑ございます﹂勇﹁山中の遠藤源左衛門の屋敷から送るお方だ

したて上る

たの士を．

た︒此からこの勇助︑・途中中江藤太郎を背負つ・て今治まで急

にん法↑ごしんすう

ぜんち．うにの

に写つ

皇︒Ｌかへ︒︒古﹂しゆじん凸 ﹃﹂竜ふうマ知

ふなにのみ念老．害錘

ちやんは兵庫の港までお住でになるのだから︑船中頼みます
し︑じうや全めそ︒

しうございますかち︑お怜荊でよく御本なぞを誇讃みにたり

夫れから私
てぬぐひ・たづ江合し

全をあ

ぎゆんい

ました︑￥どうかお師︐になりましたら︑御主人さま御夫婦へ
一よる︽︒おつ﹄

ふれでかいがん仁ｊ全．そ︒

宜しう仰しやって﹂勇﹁ヱー申し上げます︑ご機嫌よう入シ

０のごｊ︑ひとふな︑斗趣つういいかりめ

●．Ｌやい藍し︑船の出るのを海岸に立って待ってゐる︑其のう

ち乗り込みの人ば皆船に移り︑モウ立いと錨を揚げました︒

みおくたちがへしゆじんゆん三もんこと念巻
よるとくさいへでふ処いつ

とゆんぷうぼらふ垣ぱしゆうずけかいがんたつふ垣み

気性で﹂藤﹁然うでございますか︑ナカノー宜いお方で﹂勇

順風に帆を揚げ船は走る︒勇助海岸に立て船が見えなくなる
全にかあゆ

よろ

どにんじやうふかが仁一わたしとぎ

﹁彼でナヵー︑お幼いけれど︑御人怖の深い方で︑．私ども時

まで見送りました︑立蹄りまして主人源左術門にその事を甲

し

めなだこれかあ一一・のひ・一︑︾﹄

人Ｉそひ秤めあ

おさな

糞其んなに酷い目に逆ひますが︑叉お可愛いところがござい

したとき︑源﹁ア︑それで宜しい︑徳佐の家から出る船は毎
ぜん︾﹂うよめんしんいつ一考うふともよるこ
も船頭が宜いから安心ぢや﹂と云て夫婦共に喜びました︒

ぬれ

ます︒良君が此から阿母さんに括曾に左れぱ︑何れほどお喜
いる人︑唯ない全はる
とびになるか知れませんから﹂なぞと種だと話しながら今治

そうＩ？：・
わたし喉つ︒Ｉさご
其んなことをなさら蔵いが︑私どもの坊ちやんは然ういふ御
尖かだ●
今しやう舎

ハイコラドウノ︲︑と識つ腹を蹴られて随分困ります︒貴君は

袈こ像らけずゐぶんこま・あなた二

が四つ這に這ふと︑上へ乗かつて︑手拭で手綱を訓らぺて允

険びばうへの

きして︑而して時為私に馬になれと仰いまして︑

たしとダル︑わたしうまおつしや↓そ．わたし

８雲Ｌむ
だ寺に
きかお

ますが︑只諾気が勝って居りますから︑始絡川遊びをなさい

γよ︑皆さんお頼申します﹂と藍をかけて︑勇﹁夫れぢやあ坊
ご含炉ん一ら芯彪︐くらう︲あり．がた︑︐１．一
ちやん御機嫌よう﹂藤﹁貴消さまご苦労さま︑有難うござい

ｈこうご懐んよ

私どもの坊ちゃんは︑旦那さまや御新迭さまが︑︽お仕立が宜

わにレ・里つ

勇助ぱ背中の藤太郎に勇﹁貴君はお怜荊でゐらつしやる︑

ゆうすはせなかとうだらう・あなた息：ｂ・かう．．・・・・

ふく０一．・一↑

からお頼み申しますよ﹂△﹁ヘヱ﹂遠藤さま︑然やうなら宜
ふなちんばらはしけのいまでふれ
しうございます︑そこで船賃を挑ふ︑解に乗せて今出る船ま
グこのぽつ
︲凸ゆうナけおくこせん粋う
で勇助が送り込んだ﹂勇﹁船頭さん﹂船ヌイノ︑﹂勇﹁此坊
へうごみなとい

︾が呼峰

は︑片袖に涙の出るの 駐押へて見 送る︑子供ながら齢ほど感
たみに江か
み一こつらふり
とう仁らう
じたと見え︑此方も振 かへり︑．藤太鄭ホロ・りど涙を流してゐ
︐いへぢよちうこ○ものいた
なみにの歩く
ろ︒家の女中小者に至るまで︑皆涙を含んで送ってくれまし
これゆうすけとちうなかえとうたちうせおいまはるいモ

海
?
：
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乱ｒＪ
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ひこらうたんそく︑

とこれにて嘉一郎は退場︒︵人昔︶．

嘉一郎郷識混さり蚤せ︒

るかナ︒

高山返すノーも父上や母君に孝行を忘れては成りませぬぞ︒オ︑もう行かれ

玉なひおく

めほ吟さやまひおかゆめ今やうぢそらがよみつくし

の︻や乗．︽病に胃霊魂︑雲は京路の察に通へ
︲ど
樫︑
の身
かは
ぎい
えた
醤づ
おら
もに
て築
け紫
この
うばてに

病み臥して︑素懐を叔ぶるよしもなく︑次に聞けば︑江戸表へ下向されし

御なかや塞曾やぅこ異るざしさてつ・つつきょおふみ菅にぃ

◇ワ垂フ￥↑

ぐわいてんたいけふ

中山卿にも︑志殴嵯Ｌ−Ｌ塾勝の御身となられしよし︑聞くにつけても大
じ
さこ③⑤⑫③①．：

一ぴ

涯

聾事は去った︒
高あ
川ひ彦だ九
︑かいぜか
しにて樫回
大う
業へを
とぶ
げん
．此
よの
処ん
め郎
めも
生く
くに
しも
けづ
ん天
この
ぐぢ
入な
れし
含つ
と︑二十除年がその川︑雨に浴し瓜に櫛り︑日本厩中遍歴なし︑具さに
なかんたんしんく
おもは人ぜいゆめ
替めし難難辛苦も︑ア︑恩へば牛生の夢であった︒忠義のために篤したる
こうへ
しおわ
い匙かへふちう
ととも︑今は却って不忠となる︒此の上はた蝉︑死して御詫びをいたすば
かりじゃ︒

︑ふかきたん

○Ｏ

さいは

かじひえずこてうづばらみ索

．と深く瑳嘆しだ︑
しものわざはのこ
るゐし全つ
高山野がさき鐘に雄津にふれ︑同志言
のう者
に災ひを遺さぬよう書し
類よの
始末をい

たしおかうか︒﹁水音﹂む上︑︑幸ひとれなる寛の水へ此の手水鉢の水にひた
うれひのそ
すん人︑ひき

して寸々に引き裂きすて︑のちの憂を除くといたそう︒

がたばらたびづつ﹃かたはしよるゐと雁ナん人Ｉひやぶにばたえん

と傍の放包より一束の書類を取り出し︑寸疫に引き砿り︑庭にをり立ち縁

宗卒︶

○

Ｌ

頁敷はもつと少なくともよいが︑雑誌の

紙質をもつとよくして欲しいと思ふ︒それ

から記事はなるぺく一寸の間に読み雑ろこ

ふ︒︵埼玉︑西久保治平︶

とが出来る様なものにしては如何かと思

︑．︾○﹃両 幸もや

︲﹄

﹄↑
戦友といふ雑誌にば一頁丈職友としての

宮１ｆ︾ｄ

精神を鏡いた所の論説があつ．て︑その他は

杢部平易なものばかり載せて居るが︑その

ふ︒御参考までに書いて見ましたパ埼玉︑

様な風にするのもよい方法ではないかと思

鈴木蔑吉︺

■Ｆ

○︒ベｒＪ︒︒

貴賓グロスター公か送る

英剛皇子グロスター公父帝に使命を涌足

に果され︑我が帝室の御欺待︑閏民の歓迎

召し︑御溌程ありＬな§む︑今や御蹄航を

韮到虎に受けさせられ︑定めし御涌足に思

送り︑御航海の無事ならむこと韮澗ろパ昭

こと号しゆじんかぜんとうじやう

潅の誇娠錐の雄に鋒し飛舞き癖てる︒︵紙を裂く言︑水一昔︶

此の畔︑主人嘉膳登場︑

こていみ学シろ

︑此の階を見てうち驚き︿人一音︶﹄︲
嘉膳や人誌雌嘩には雌蕊をいたさるるな︒

みやしよるゐめ

し去るゐにいじみつしよ

〃といひつつ水にひたせる書類に日をとめ︑

嘉膳ャ︑それ准ろ書類は⁝：大事の密書：．：．

壁か

砲んらいごくしん

．といひかけしたが︑気迩替へて︑
いみ

嘉膳イヤ︑二十年来御苦心の︑︑
ｉ︲と意味ありげにいひ︑︲

さうはう念み

嘉膳迩の継尋旨らうなｐ︲
たかや全いえ

︲

︲︑ざふぐ

あとかたご・

や水に浸して引きさきすて︑痕形もなういたしてござった︒

含ぜん農にざ

嘉膳︲も亦座について︒〃一 暗 ６ 舎

！ねんのらよくにこぁろ﹃た量？一しよるゐ

Ｆ唖

︵つ蟹少§︶

ら熱索も高い様子御手前お脈を舜見いたさう︒ゞ

泡つぎ士かやうす診て全へ﹃かやくはいけん・

とといたされた︒高山氏話見受け申せば︑お顔の色も益登悪しく︑どうや

たかや季うぢみう全をかほいろ生ずロｒ︑あ

嘉膳千百年の後の世まで︑図たみの心を正すあたら書類でござったを残念な

ざんねん

︲︑と座に復す︒︑︾・

みかしたひ

あとｐｒ１かへめん写うぞんゆゑ
可
ＪＩｌだから︒︑もの
ｒ賓准れども︑なまじ︑かようの物があっては︑後凌却って面倒と存する故

高山いかにも︑此審類こそ派之が︑身にも命にもかえがたきみくにのための

︲︲と双方気味あひ︑やがて高山はその意を得しやううち合黙つつ
︑︑︑
このしよるゐまきゆ告みいのら

５江つ含

嘉膳御病中の御身とあるに風にあたられては好２﹄ざらぬ︒殊に熱莱のある
置く・
みすゐらうて
おん身にて水中に手をひたすは為毒でござるぞ︒・

もりうぢ

高山おご典
︑森氏︒〆よこ些趣っ雪
・へうちう診んふかぜ
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︵枇演窪津振作︶

遥げき海路つＬがなかれと

すあみ子韮迭りて稗に所ろ哉

和四︑五︑二三︶

℃夕

毎月熱心な奪員諸君より其の叫び態承り

誌に開係のあることが多々ありますが︑ぞ

蛍して誠に感謝に堪へ史せん︒其の中に雑

り多蝋な諸君の希望のやうです︒そ著屯本

．の中弘通の紙質の改善と云ふことば︑かな

曾も深く願みて︑締々考究の結果愈本月漉

求︒錐に御報告致します︒これも諸君の熱

か億弘泣用紙を改善致すこととなり農し

︐心なる﹁曾員の蕊﹂に動かされた一事資です

た何ひ土いもの噂であります︒︵記者︶

︑か様な鐸ですから今後も振て諸君の御意見

Ｆ眉

１

口﹄

本含棄報

Ｉ
口四月二十八日東京本郷六丁目交誼命の懇
請に依り本倉講師足立栗圃氏ぱ講師として
出席し︑．本含の沿革反精祁に就き講演せら
今︒︒︒

□四月二十九︑千葉牌南部支含春季講演倉

曾連緒接張祁主事参列麗意を表ず︒
﹄口本禽書記新島六之助氏令雄は今回元の明
遥氏と結婚さる・慶賀︒

大野球部主蒋たりし川崎第百銀行員稲葉歪
口寺本本支含韮絡部主事は五月六日東京ス

テーションホテルに於て事務所一同か招待
しｂ就任の挨拶ありたり︒

口五月十一冊第二土曜日午後二時より本曾
口五月十三口午後六時より九段富士見軒に

事務所に於て女子部修菱講座開講︒

於て本支曾連絡擬張部主事寺本興左術調歓
迎倉を有志青年部役員含主催にて開催︑一
同歌談裡に午後十曾溌倉せり︒

其の間祭典委員として︑菓集部委員として

悼に湛へす︑氏は本衡々員衣ろこと多年︑

口五月四日含員狗ｌ剛剥引割氏逝去さる・哀

して旧張せらろ・

師として木曾より評議員宗侭逸耶氏講師と

報︑五月六日千葉厩両部支含講演含開催八講

り︒尚今回唐江繭次郎︑足立栗刷二氏新に

委員狸以下冬委員出席協議する所ありた・

て河村先生解記編纂委員曾杢開く︑柊平伯

口五月二十日午後四昨より木曾事務所に於

出席協議する所ありたり︒

委員長︑隣江︑寺本雨主事︑其の他各委員

寄附金募集部倉開催︑堀鴎委員長︑繁田副

口五月十五日午前十一時より本命事務所に

其他溌多の職に就かれ︑本曾の求めに誌力

□本含評議員中峰錆一郎氏︑本含女子部幹

油り︒

同委員を松平伯委員長より委蝿せられ求

自宅に於て告別式塾行︑本含よりは寺本亥

として元老の一人なりしを︒同六日内谷の

せられたること一方ならず︒資に本含々員

蕊師として出張ぜらろ︒．ｒ

演含開催︑本曾より評議員三輪出元道氏講

曾口五月五日千葉螺東部支脅春季縄命並に講

て出張せらろ・

本開催に就き木曾評議員国府種徳氏講師とし

7"

廿日午前十一時機漬解綾の香取丸にて欧洲

事中練蔑江氏夫妻には一案族か聖げて五月

と云ふ︒

漫遊の途に上らろ︒本年末蹄朝の溌定なり

庚江蕊次郎氏随行の下に上野騨壷新潟蝶新

．□五月二十五Ⅲ徳川命長には閏府諏徳氏︑

登田支曾溌含式に臨まる︑術新潟市へｔ廻

り二十八︑蹄京さる︺．︑↓

口寺本通絡部主事は五月十七日埼玉螺鴻巣
虚ありたり︑﹄

支御に赴・今種々含勢按張上県就卦懇談する

口五月廿九日午前十一時より本脅事務所に

於て寄附令募集部委員稗開催︒堀田委員長

ろ︒街徳川服部正副曹長も特に出席さる・

繁田副委員長以下委員多難出席協議せら

○寺本本支倉迩絡部主事は五月廿五︑埼玉

螺忍町同廿六日埼玉螺飯能町へ起き共に支

帆ソ○

曾今後の薙展策に就き協議する所あり稚
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十餓年町治の改蕃と龍業の裟建に力か致さ

郡称議員・となり叉野田町曾議員北ること三

り傍ら野川町外四ケ村の戸長か始小東葛飾

専昌醤油醗茜業に従事して其改良壷謹か計

を助け︑同廿九牛家督を和綴家業か継承し

につき醸造化畢韮畢ぶ︑↑明治七年蹄幽案業

につきて経酒財政の大意韮︐宇都宮三郎氏

湖塾及田中蝿五郎塾に畢ぴ︑後祁津諭吉氏

の長男として生れ年少にして上京︑大塚東

翁に寓延元年二月廿四日先代茂木柏術翁

十戯︺︑

廿六分逢に濫潟として逝去ぜらろ︑享年七

養中の虎薬石其の数なく同十九日午後九時

町の自邸に於て上峰︑入津雨陣士につ罫療

は四月十五日以来二蛭の冒す所となり畦田

本含評議員野田支愈長茂木七耶右術門翁

茂木七郎右術門翁逝去す

野田支奮報告

支含業報
0

ー

れ︑が野田商誌銀行の設立を蕊起して典頭取

十飴人含葬者前記宮脇知事の外横漬市長有

本螺知事以下弔詞か則讃叉は捧呈する者七

吉忠一氏．貴族院議同演剛俵兵補氏︑衆議

に就任し︲大正七年時勢の進運に鑑み野田

油株式命耐走設立するや其祁長走兼︑大正

郎︑本愈主半魔江蔦次郎の諸氏か始鉢式場

院議員高木益太郎︑折原巳一郎︑本多貞次

町に於けス醤油醸造家八家合同して野田醤

し次で就長に塞げられ︑到乃庭令名ありｐ

午後側時一般の希望に依り式場か開放す

り同下町安心坊に埋葬す︒

に参列せろもの二千三百除名荘巌裡に式絡

十二年鍛造株式愈爪に入りて取締役を兼任

時に教育の振興と民風の作興とに心血を

注かれ夙に日本弘道菅に入舎し大正四年父

るや場外に待ち受けれる含衆ば雨然と列を

柏術翁の後を樵ぎて野田支含長に就任︑爾

を致し叉巨費を投じて謝恩徳か起し人材の

来十有五年卒先本曾の趣旨の暫及撤底に力

すろもの壷醐舎参千齢名に及ぶ其如何に徳茎

い弔詞

ば左の如し︒

今常Ｒ則試せられたろ知事小弔詞走記ぜ

の商かりしか恥知ろへＬｃ︾・

なして入場し午後八時膿至るまで濯舞焼香

ぜろもの多尺︑詫望愈高く一郷其徳を欽仰

養成に努功其の悪に浴して修畢の目的恥達
せざるもめなし︒
グタ

日本弘遡愈千葉聯野川圭含曇茂木七郎右

五なるか刀︑朗滞四十一年文部省より教

育功統審とＩ﹄て表彰せられ︑大正十年蛍勲

術門君ノ鯉二告ク飛養性淵厚熊焚︑謹

・蕊１

趣畏くも天聡に達するや生前い功を謝せら

局より紺維褒章悲授典寧いれ︑︑今川逝去の

直ニシテ軍厚而モ道義ノ念頗ル厚シ夙二

五側に野田祷油獅刷構内職場に於て例式に

生花及花蕊の寄峨二百五十侭基雁及び同廿

ル兜二哀悼ノ勝二堆ヘス鼓二恭シク薄恥

向眉ダリキ然ルー今溢潟トシテ遠逝セラ

多大ナルモノアリテ風二地方支脅長中ノ

振興上其功蝶紗カラス木金皇君二頁ブ所

勢ノ進展チ企捌シ翼賛按助之し計り斯道

︐本曾ノ趣旨二後シ其要領ノ蛍行二努メ曾

れ徒六位に叙ぜらろろの光築に浴す︒

逝去の報迩近に博はろや︑弔問群織るが

依り葬儀走特むや︑常地金乗院住職池田睦

如く弔篭か奇せられしもの四百五十除迩︑

完老師以下十右五人の鱈侶の誠雑の後背脇

1

支
曾
間
謂

j報
戸の

唖

一

:
．
7
4
支

蕊 曾
報

に入曾せられしもの五十七人に達せり設立

含員の増加に努めつ心あり此四月末日まで

後木だ二ケ月に至らざるに斯く迄に命員を

ヲス︑能〃頁寓ノ財チ投シテ産業ノ興隆

得れることは岱支管にとりて最喜ぶ所なり

方面二渉リ直婆間接一二具獣スル所鮮少ナ

ル無論二依リテ成し〃誰綴ハ枚畢スルニ

ト幽民道義ノ涌養トー資セラレ其蝶常ナ

心算である︒︵内田鼎︶

術益々含員の増加を計り曾の描張を期する

表亮

ノ科式スル所ダリ而シテ価永幾多一ノ抱負

演書報告

東郡支書開催総書及講

遼アラァハ瀧爽幽愁愈高ク要望益加１−世

テ霊前二供シ含員一同卜共二深ク弔意テ
昭和四年四月二十五日

日本弘道曹長伯爵徳川達孝

弔詞
野田醤油株式曾祇長茂木七郎右術門翁不

ト計訓トチ蔵シタランニ．今ヤ空ジク莫シ

翁ノ病革言ルヤ維世ノ偉紙ハ畏クモ天聴

淘二揃恨哀惜ノ至愉二禁ヘサルナリ︒

幸二竪ノ胃ス研トナリ濫鴬トシテ遠逝七

︐ラレ幽明錠合一隔クリ徳昔聾咳再ピ接ス

前十一時間十二分前に出迎とＬて本曾幹

一︑御出張講師三輪佃先生旭騨蒜の時刻午

：ヘヵヲス鴫呼悲シイ哉

二窪シ特旨一テ以テ叙位ノ恩命チ下サレ︑．

事菅佐原源滝郎外二人︵青年剛と聯合の

翁人絡高潔謙譲ニシテ温雅︑識見卓絶ス

総め同圃員︶出張し同所旭棋に於て尭食

触光ハ燦トジテー門二輝キ永ク後人チ益

スルニ足ラン翁亦以テ腰スヘキカ

夙二醤油醸造ノ業テ父腿二総キ斯梁ノ改
・良登達二専念シ試駿所チ創設シテ不断ノ

差上げ買切自動車にて午後二時前府馬小

卿力嘆仰ノ意一テ表シ弔詞斗呈ス

畢校の含場清

二︑午後二昨講演開始す聴衆ば曾員及青年

常支曾は設立日術ほ湊く別に報告すぺき

道に復蹄すぺき縄路を剛示し譜誌中笑蕊

武田支曹報告

千葉蝶知事宮脇梅吉︲

昭和四年四廿五月日

・進歩二寄異スルノ機開タラシメ献替﹂ハル

．所頗ル多〃又醤油砿造組合チ設ケテ同業
﹃者ノ協調融和ト事誰ノ潅展トー賛シ更二
時運ノ趨勢二順膳シテ同族同業ノ数多個
株式曾耐テ組識シ之ガ耐長トナリ措据謹

程のものこれなく只誕過の概略奉記すろの

入叫詳々として二時間に及くり

起る時勿ち緊禰襟を碓さＬむろの論鯛に
モノ賞二翁ノ努力二買う断多ジトス

今ながらも本命の設立雅見るに至れり併し

●て役員を公選し其承認を得て先づ殊に不完

既にして内勤車来りたれば宮野剛曾長諾

躍風牟慨逃し愈員に斡雄走興へられたり

三︑講演終了し暫時伏憩の間尚現代誌激の

就て現今思想界に於ける峡賂そ批摘し正

管不携ノ志テ以テ業務二精働シ今ヤ幽内

み去る三月八Ｒ支含設立の申請なな１同十

・倒員等大約三百塩也演題一心の慨界﹂に

屈指ノー大含批トジテ斯界ノ覇権チ掌握

一日恥以て認許せられ同十七日選塞含に於

々分立セル工場チ合併統一シテ野田醤油

シ野副醤油ノ名宇内二冠紹スルニ至レル
加之翁ハ公共慈善ノ事二語ヅ蛾迩ノ誕菅

未だ溌曾式を行ふきでの準備に至らず一向

■ぜ

二水道ノ布設二病院ノ施設二其他各般ノ
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岳乗して旭騨に到り五十五分の汽車一卜で御

学蹄京せられたり途中無事なりしを信ず
右不取敢御報申上候也
昭和四年五月六剛・午前・

Ｐ︲Ｌ巳毎

↑呑販郡東部支稗長布施雄次郎︲
︑Ｉ再ＩⅨ

．役員報告
支曹長布施懇次郎一
副曹長ｌ宮野昌半

一・一と故急挿﹄恩ひ立ち本曾護展篭匡就き一日

の満談雄なせり︒

憐日出肺牟申出でられたる者ば二十鍵名む

つ穴が徴日に至り病銅其の他止む心得ざる

蕊蛎の大功銚席者が出来た上朝来降雨烈し
かりし篇出席者は左の諦氏であった︒

繁田武半訓山太三郎近嘩芳雄
加藤政昌抜井牛内西浬昇三郎
１両久保治平諸井宗卒鈴木鯛吉
山︑

．α野村精繁出清助見玉政義

液い

４︑何となく親しみにくい雑誌だからも︑

つと親しみ易くしたい

５︑輪需︹漫萱の類︶を挿入したい

６︑断片的の記事がよろしい

７︑紙質をよくし永いそして大家の筆蹟

韮挿入しれい

下に含祁西村先生の持論の一節若くは

８℃巻頭上段に大家偉人の筆蹟を掲げ其

１．︾・劇

格言様のものか記載すること

二︑本含の振興策につき

に一任し畢寛布施鯉次郎氏藩推畢す同氏僻

支曾長鈴衡に付暫時交渉の上副含長の指定

り協議含心開き決箪報告の認定妬求め綴て

下されたろか謝し開愈の挨拶となしれり夫

意と恥迦ぺ更に御多川の際に４不拘御来念

貝有志の懇談曾怨思立らたる動機と其の旨

・一同来蔚席定まるや繁田支曾長より本日含

・恥載すること︑夫には含貝は勿論念員以外

三︑善行美談を編輯部に送って﹁弘道﹂へ記

︑砂長彦四郎Ｊ

退せしも意を得ずして雁諾し尚副称長は宮

より大鵬左記の順序により本抑振興策につ

一五月五日午前十一吟宮野副脅長座長とな

右決定す

野氏雛網することル諾しれり曾計及び幹事

き各自隔意な身意見罪求めたるに其の要鮎

星宮村大学小敷出の人で而︑駒翁ば古くか

忠次砺翁の善行装談である翁は北埼玉郡

前の時事新報紙上に掲載せられれる小川

して大に誇るべき事柄がある︑そば敬日

新聞の切抜き走持ちて起ち錘に常支曾と

と繁川支酋長希望恥並ぶろや砂長幹事は

度く諸君の見聞したろ事賓悲報告しれい

入者を勧誘すること．・

２︑此の際お互に一人宛でも含員の新加

○シ一﹂ＪＵ︲

は支愈長より推定一︲ずハ筈なるが見込の表銃

は大略・の次の様であつ衣︒

１︑含貝の質悲吟味して量か多くするこ

席もあり講演時刻に迫り北ろ鰯め遂て客氏

ー︑本脅機闘雑誌﹁弘道﹂厚つき

︑面白味を拝求せて女子の修養に費し

．にしたい

２︑女子の讃物か取り入れて案族的讃物

てほしい

１︑六ケ穀過ぎるからもつと通俗的にし

凸デ

の承諾走得て決定することＬせり︒

・・豊岡支禽報告︑
営支倉に於てば最早農繁期も差迫り今後
営分の間お互に両談する様の機命遼ざかる

は河に縁因の深きことＬて感激の齢り別

ひ常支脅員として加入せられて居ること

のである︑翁が十敷里恥隔てた常地走慕

ら常豊岡支含員に籍か置かれて居られる

明せられ菰りぬ次に

野川青雲山橿原祁宮参拝上の感想を詳に説

賓物等︑膳烏市商工待長熊平氏の人物︑高

管の跡拝観の所感︑巌島刷就の祭祁・建築

に於ける七支曾に接衝十八人の有志訪問の

り殊に出張を命ぜられ丈ろものにて其の間

て木曾復興費並同事業養余募集の蔦木曾よ

方に州張専ら本含の事業掻張紫か講じ併せ

住居延構ひ穴が去る四月ょⅦ元狭山村の故

郡役所へ奉職の鳶故郷九後にして川越市に

緋山太三郎氏ば今雅去ること二十齢年前

みなるとによって詳細錦密武に遺憾なく陳

に至ってば氏の鋭き籾察力と其の溌表の巧

られたる本間池田雨家問の場合通説く

梗概か陳ぺられ尚彼の禰豪か以て天下に知︾

病記載の如き新聞の記李を期讃して翁の

郷に踊ったのである此際蹄郷の感想牟伺ひ

述せられ室に稗益することが多かった︒︾

事統老紹介された
．︐せしむる求め大講演愈起開脅すろこと而

四︑鴬支曾主催にて本曾の趣旨恥普及徹底

たしとの請に際じ忽ぢ起って日く余が蹄郷

玉︑本部総魯へ出肺されたる加藤政昌氏

鷲．い淀夫か・均庭園に植ゑて置いれ小ざな梅

と皆がいって居った自分式其の意外だのに

呉れたが裳に盛愈で村はじまっての曾合だ

ので造憾ながら閉含することになつ狼︒

午後三時より他の含合が催される筈である

霊くる所か知らざりしも本奪場を使用して

千ともいふペキ﹄熱心家揃へ話題も搬出して

本日の曾合者ぱ室く意気技合の士一騎岱

﹃︶して其の時期及講師招聴等に開しては一

一︵評議員︶より第三十回定期総曾の概況及

の木や裏山の樹木の成育ぶりにぱ驚いた︒

に際して認怖深き村人等が歓迎倉か催して

・︐感想談があった

切支曹長の裁量唯一任すろこと

是にて剛意の午餐を共にし暫時休憩の後次

人株になってしまつ衣︒而しながら在来の

筒隣り近所の家が大方代がばりで自分が老

淳朴の村風は今以て依然として居ることは

の如く懇談倉に移つれ︒

豊岡尋常高等小畢桟訓導繁田清助氏は去

礎に心証く頼錐？硬く感じて居る余は今後此

る四月中腹島市に於て閉曾したる全剛澱員
の旅行中の感想の一端を漏らされたしＬ﹄迫

大命限出席の築春遊荷ひたるれあ是非共其

って行きたいと思ふ夫れが村の篇であり砥

田園生活中に青年の指導否利談祁手位にな

曾の焼であ系叉老後の仕事として適常であ

られ犬れぱ氏は起って教員大含に於ける問
感の一端か申上けんとて先づ庚烏市に於け

題研究事項等は他日に譲り本日は一般的所

進んで本月一日より約十日間に亘り東北地

繁田武平氏は奈良螺田原村の覗察談より

ると考へて居ろ︒次いで．・
る昭和大砿覧含の概況及之に封する市民の

意銅込︑市の過去現旅湘来︑明治大帝大本

凸戸
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群馬隅佐波郡剛志村字小此木五九五

．．．明治元年四月十日生︒｜
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ぺり︒而してあまつさへ大正六年一月夫平九郎の賞弟蝿四郎の妻が︑乳児を焼して死亡せるため允とれをば見

棒等を持って彼女を殴打するあれども︑革も意とせず︑忍び得ざる苦脳の日を重ぬるとと二土ハ年の長きに及

して生活の資料駐求むる等︑計り知るべか厩ざ︾勺辛酸を篠めつっあると︑狂人友る夫は時を暴れ狂ひて厘々梶

蹄郷して自宅に療養することと底迂り︒これより貞順なるとき女は身を挺して若誰に努め︑傍ら賃仕事をばな

にやむなく涙ながらに同鍍山を辞し︑東京典鴨たる痕瓶病院に人院加療せしめたるも︑更に共の故なきため︑

しく生活つつあ叩・し碇．︑人生臓事多しで︑その幸幅も束の間今度は夫平九郎は精祁に異状を来せり︒依て数

りてやがて恢復しければ︑岐阜牒茂住鍍山に務ゐることとなり︑遂に職工長となり八ヶ年よく精鋤して一家梁

声︒

とたり︑途に足尾銅山を退くのやむなきに至る︒共の後はとき女の手鰐き看護の下に専ら療養に努めたる効あ

て篇めに夫の成績も非常に上りて︑上役の信用頗る鮪きを加ふるに至れるも︑不幸夫平九郎は病の犯すところ

とき女は十九歳にして岸平九郎に嫁す︑平九郎は雄尾銅山に繊工として働く身なりしが︑克く内助の功をた

︲グ心︽器叫．
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ろに忍びすとなし︑とき女は身の苦脳を顧みず︑蒲四郎の一家を引き受け︑親切に世話する様買に涙ぐましき

イー出１４

句Ｕ１︶地●１１

〃剛︑︶﹃幻些認︒﹂ｐ・口↑︒

宇︽七

﹄﹃令

ものあり︒斯の如きよく人のなし得べき所にあらず︒近時動ともすれば道義地を擁はんとするの時︑とき女の

己ＯＥ一︸
︽一
Ｔ寺
．ｆｊ

行動の如き責に現代に於ける節婦の薙鑑となすに足るべし︒
釣・ｆｔＪ

凸至心

・︲ず慈霊弓者根岸辰五︑郎氏

・・・︒↓うふｊ恒〃︽少﹁．・一︑４−﹄明治十三年九月人日生

し︲型︲｜︽︑：１．蚕．：し︒◆唖﹄．︑鼎千葉螺君津郡風舟村裡井五二○

・・・

二・︐６ｔＤゾｏｆＦＰ−ハ︒

千︾葉際ｊ：塁↓︲︲星

二も一ダｑ・国Ⅲロ一一

↑白で

︐﹂︲Ｌせりグ﹄ヰイ↑且毎Ｌａ︒↑ｂ亘凸

氏は大正北年諦繊業苅込滴助方雇人と齢り︑君津郡賃舟村に鰐住せり︒然るところ︑主人治助が同八重郡原

村へ韓住しければ︑其の擬ほ主人の業務を継承して同所に日を僅かの牧毎を計り精勘して今日に及ぺり︒氏は

元来煙草を好み︑且つ酒豪家にて時には不良の徒とも交り︑叉金銭を鱗けての遊び等もなして︑決して虞面目

一方の人とは云訟難きものありき︒然るに氏は天性煩ろ義狭的精祁に富み︑↑尚克く業務を励み︑粥に意を耐曾

公共的に用ゆろ等誠に奇篤なるものあり︒即ち新聞記事に或は風評等に依り︑世に不幸にして同情鞠すべきも

のと詔むるや陰れて金品叉は衣類等を悪輿するとと妙なからず︑殊に妓近は自ら受るところありて︑従来の不

良的行馬の一切を悔ひ改め︑酒は全く之を断ち︑煙草や日常の生活斐等も出来るだけ節約し︑而して専ら献曾

の慈善的行篤に認力しつつあり︒最近に於ける慈善の主なるものを列肇すれば︑大正十五年一月同村樫井なる

椎原清一なる一家の貧困を見て同怖に堪へ歩︑之に夜具一組を悪典する左り︑或は同村泉水吉五郎の貧困に
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同情して苦しき中より金参拾回を贈るあり︑昭型一年十一月には東京府懇戸町氏名不詳の肴に金五回を贈る
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あり︑叉同年同村隔離病者看澗人佐久間友三郎へ金十側を︑更に同年君津郡湊警察署管内に暴徒の勃護せる際

・
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に︑職に殉じたる柿沼巡査遺族へ金五回贈典することあり︒叉昨年十月より今日に至る迄居村の孤猫なる老病

．﹄一日

者鈴木寅賊を深く潤み︑慈父の如く自ら看誰扶養に努めつつある等の如き︑常人のよくなし能ぱざる所なり︒
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氏の一家は大正十一年頃より市川町に居住し︑青物商を善み︑辛く一家の生計を支へ来れるも諺大正ナ立年

八月より父幸燕は不治の病に臥したれば︑爾来母カツが一人にて青物行商を誉み細き畑をたつることとなれり︑

長男たる賞少年は殊勝にも母の此の苦心を察し︑営時尋常小畢の四年なりしが︑進んで畢校を退き︑毎朝自ら

青物行商を篤し︑疲れたる身を夜畢に利用して市川責業補習畢校に通ひつつあるも︑よく勉励兇童の模範とな

すに足るとの事にて︑校長は毎朝全校生徒に訓話となす際︑極力資少年を稲へるを常とせりｃ之を聞ける生徒

一同は︑資少年の篤行に痛く感じ︑各自申合せをなし一Ｌ小使嬢を集めしに︑其の額九十四回となりければ︑之

に職員の醗金を合せて百五回となし︑内百脚を貯金通帳となし︑五回を営座として典へたり︒此の肇あるや︑
蛇

市川町方面委員林徳松も亦此の窮状に同情して︑町長と協議の上︑父の病気を療養のため︑赤十字誠千葉支部

病気療養川に入防の斡旋をなし︑金五目を輿へそ遂に同所に入院せしめ︑困苦を救ふ一助たらしめたり︒家族

は母カツの外にⅢ男ありて五人の生活なるを︑一日親子行商して︑その牧入とては僅かに登回内外に過ぎざれ

︒︒Ｌロ

ば生計の困難同情するに除りあり︒而して資少年は今や父に代り一家の生計を支へる中心たらざるべからざる
タ︽
●Ｊ
は︑その健気さもまた不閥の涙を絞らざるを得ず︒資少一年の孝心河に感ずるにあまりありといふくし︒

b
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婦天羽ひさ氏

千蕊螺市腺郡菊間村菊間一三一九二

朋治十二年二月二日生

可

孝養を謡し子女の教育に意を川ゆるの傍をば日傭出稼にと努めて︑辛苦精蹴貰に十有七年︑この間を経始一貫

と共に︑一方健気にも繊弱なる女の腕を以て自ら家計を振り起さんとし︑これよりは専念家業を勘むと共に︑

戚知己とても相談相手にはならず︑一家は全く窮乏の極に達せり︒此の時ひさ女は泣き明す雨親を只管慰むる

↓以て父母は只管前途を案じて煩悶措かす︑枠喜作の無怖を憾みて只に泣き明かせり︒か島る時に立到づては親

更に自家を顧みず︑さては情婦と共に上京したるまＬ絶えて蹄宅せず︑されば家計は益登窮乏を告げ来れると

りて稼業を励ます︑父母親族間に於ても之を憂ひ︑時だ上意見を加へしも酷き入れず︑依然放浪生活を績けて

ノ︑の生活を送りつつありしも︑やがて二男三女を翠げし頃より夫喜作は放蕩に身を持ち崩し︑酒色にのみ耽

営時家計は豊かならざりしも︑小作農を営むの傍ら︑夫喜作は荷馬車帆青をなし︑苦しき中にも事なくその日

ひさ女は同螺市原郡市西村新堀中田香吉の長女として生れ︑明治三十川年九Ｈに保賀五郎長男喜作と婚姻す︒

節

吾家の再興のため所有難難と戦ひつつありて︑途に其の蚊は宝しからす漸く生活の安定を得るに至れり︒・︾
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この間にあって老母は大正十年十一月死亡し︑長女次女は共に他に嫁し︑長男次男又共に高等小畢の課程を

了りて専念農業に従事しつつあり︒特に長男磯吉は現に青年訓練所に入所し︑置而同ＥＬ村青年の模範として

間こゆ︒老父保賀五郎は現に八十三歳の高齢に達し︑ひさ女の心を篭めたる孝養の下に楽しく除生を送りつつ

あり︒斯くの如くしてひさ女の鍔は酬ひられ︑一家は和莱謁全の中にあろは目川度き極みたると共に︑同女の

辛苦偲ぶや切なるものあり︒同女は任溌果せるの今日︑客年菊間村若宮婦人農曾の設立せらるるや︑率先して

之に入曾して専ら活動しつづあるが︑含員の模範として村民の好評を一身に蒐めつつあり︒

現時婦人の思想漸く軽兆浮薄の風ある今日︑ひさ女の如く思操堅奮にして︑窮乏の極に至れる一家をよく復

ゾ

興したる一般婦人の懇雛として賞讃するに足るべし︒

茨城螺

模範公吏湯原一氏

茨城蝶稲敷郡阿見村

麗悲元年三月三日生

元来氏が居村は鰻ケ浦南岸に古擦し︑地味比較的佳良左るが故に︑久しく村民は天悪に慣れて遊惰に流血︑

￥■
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且つ飲酒を好み賭博等にも耽るの有様友りき︒かつて明治十六七年頃より同二十五六年頃に引績ける不景気に

依り愈民心萎寵し村内甚だしく疲弊するに至れり︒明治二十九年三百六十除町歩の官有原野沸下げに依り︑一

時二三有力者と小作人とに零訴訟起り︑篇に殺代健訟の風を長じたりしも︑幾何もなく目浦に解決せられたる

ため︑鼓に一大富源を得たり︒爾来他府牒より移住する者年一年に増加し︑耕宅地の開拓亦頗る多額に上れ

り︒斯ろ村情の中に︑氏は明治廿五年四月より村曾議員となり︑爾来引紬を勤綬三十有七年︑叉単務委員とな

りてこれ又勤績三十有川年たり︒更に又郡含議員となり︒村農曾長等の公職に就きて勤続久しきに及ぶ︒

明治三十六年に至り︑氏は衆望を婚ひて遂に同村捻長に翠げられるや︑夙に村政の改善に努め︑鋭意弊風の

一部掃に蒜力する所あり︒営時移住民の増加に作ひ︑民怖刈俗を異にするの結果︑異風村内の一部に起るに至る

や︑村民漸く畳醒せんとして︑村情は益々混沌たりき︒時偶麦義務教育年限延便の資施に倉し︑阿見︑若栗の

二小畢校共に何れも狭随を告ぐろを以て︑この機曾に於て胴校の合併統一を企側したるに刷らず︑村民一部の

猛然なる反封を招きたりしが︑氏は屈せず開係官署の懸援を得て︑側ナ一年遂に之を断行し︑よく数年に渉り

校舎
舎を
を蕊
薬備
備し
し覇
覇口
且つ高等科をも設置し更に農業補習畢校を附設して︑初めて並に同村教育の基礎を確立せしむ
るととを得たり︒

︾明治四千川年に同郷禽是の賞打に際し︑遂に模範資行村の選に入るや︑産業の護展を期し︑爾来村治の功勢

着て行者精農者等の表彰を行ひ︑大いに之が奨働に努め︑教育方面に於ては普通教育の上進を固り︑特に意淀

１
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牡曾教育に注ぎて青年魔女其の他の関鰐を起し︑之が活動に努め又産業方面に於ては資行組合を組織し︑村農

曾地主曾等との連絡活動を固るあり︒衛生方面に於ては同組合を改善して之が活動を促し︑又納税方面に於て

は是叉組合を設け資行を勘まし︑火防方面に於ても火災溌防組合叉は消防組を設け︑鋭意督胤に努むる等︑各

方面に力を致したれば︑各機開共に一審に活躍するに至れり︒之と相保って一面には各道路の改修交理に努め

て交通の便を固り︑各諏基本財産の造成を確貸ならしめ︑候例規程淀改善して行政上の施設をなし時勢の進運

に臆ぜしめ︑進んでは村是詮設定する等愈同村の諸施設備り︑成績大に塞がるに至れり︒大正三年大正博覧倉

の開かる上や︑之が事績の出品をなして褒賞せられたるあり︑かくも所有方面順調に進展し来るを︑大正八年

偶全海軍航空隊の建設さるるに際し︑二百八十除町歩の耕宅地を買牧せられ︑ために多数の各種誉業者一時に

移・入し来り︑忽にして奮来の純農村は破綻され︑永年の辛苦になる計書は根底より鐙へされ睡あたら農村特

有なる純直朴賞なる美風亦大いに傷けらるるに至れり︒而して此の一大鍵遷に際曾して氏は深く憂慰すること

一方ならず︑鼓に一大決心を定め日夜鞍掌席淵まるの暇なく部下を督し之が善導にと努め︲︑一方には村有志と

謀り或は開係官署と協調を保ちて村民の湾ふ所を謬らしめぬ様素力す︒更に又納税の成績頗る悪しければ︑納

税奨働に開する印刷物を配布し︑或は講話に或は個人堂堂を訪問して説得する等鋭意之が挽回を期すところあ

り︒叉営向の急務たる道路の改修︑住宅の経誉︑小畢校校舎の建築︑村役場の移韓新築︑役場内部の改善等所

有方面を凡て時代の鐙遷に順膳する方針に出でで施設維誉を決行す︑斯くして漸く村容鼓に塾ひ有良村となる
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に至れり︒︑︒

序
．今日も依然村長の要職にありて︑益常村政のために謹力ぜられつつあるも︑その間三十年に近きをよく
︽︒
︑０
氏は

今日に至らしめたる人のよくするところにあらず︑今日迄其の功を表彰せられしこと屡なりきといふも宜なり︒

礼哨ｌ

明治九年二月二十二日生

茨城蝦那珂府爪連村字爪連八四八

模範公吏清水初太郎氏

公吏公職にあるものの腐敗を叫ばるるの時淘に模範と濡するを得くし︒

争１

．氏は明治二十七年四月初めて瓜連村書記を命ぜられ︑次で同一子九年八月に牧入役に畢げられて八ヶ年間よ

く其の職責を果し︑成績大いに見るべきものあり︒秋て更に助役に累進し︑同四十四年に至っては衆望もだし

難く︑︑途に村長に推されて今日に至る︒その間公職に就いて前後二千三年の久しきに及び︑然も一意専心村政

の改善溌達に努力したる所稀に見るのところなり︒今事絃の見るべきものを畢ぐれば︑氏は夙に村基本財産の

遥成並に部落所有財産の統一に留意し︑明治四十一年以来側有林の挑下民有地の買入をなしてへ全部之に殖林

し︑既に良材逓得るに至る︒叉常に競争絶えざりし部然財産を統一し︑田畑山林等のそれをして畢校の基本財

産に締入し︑かくして村及畢校の基本財産を着交︸と塾へ↑た秒︒４崎に一反六畝除の畢校基本財産たる山林に殖林

−
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の際の如き︑自から全部之が殖林管理をなせるといふを見ても︑其の熱心の一端と窺ふべきなり︒或は又同村

役場が借地借家たりしを深く遺憾とし延非常な努力を以て宅地を鱗入し︑役場をして倉庫と合せ新築するあり

稗に同村は明治九年地租改正地券状溌布常時︑同誇券を循保として水戸逢より高利借入を篤し︑何れもその返

済に窮し︑抵営流のため同村土地に大なる異動を来しければ︑氏は之を憂ひ︑一︲吾々村民今後の畳悟と責行﹂

なる意見害を印刷して普く村民に配付し︑叉常にその畳雌を促して鴬に漸次恢復に赴きつつあり︒か上る状態

なれば︑明治三十川年頃同村は各種の税を滞納する者頗る多かりきっ故に氏は常に税概念の緬養に努め︑或は

爾来十数年に亘りて納税義務履行者の美績を調査し︑模範とするに足る者数十名を表彰する等︑之を矯正し之

を奨働したる結果︑今や納期内に凡てを完納せざる春なきに至り︑常局より表彰せられたる既に伽回にも及ぶ
といふ︒これ氏の力に侯つ所のものといって過言ならざるくし︒

更に農業方面に於て見るに︑煙草の耕作を奨働し︑自ら同組合を組織して組合長となり︑誰習曾に或は指導

春逓牌して︑その栽培を完からしめ︑同村に一大経済の資源を輿へるあり︒叉衛生思想の普及を計り︑特に婦

人衛生組合を組織して家庭の婦人より之が矯正に認力する所あり︑又一面交通上にも留意し︑請願して白水徴

道の布設と賃現し︑同じく久慈川に架橋をなし︑共に村民の便利を刷りたる等何れも村民の感謝しつ上ある所
なりといふ︒

氏は一面又敬祁崇組の念頗る厚く︑荒腰に齢せる瓜連常澗寺の再興を志し︑山林桃下げ︑寄附共他に依って

Ｆ﹄

善

行
録
53

基本財産の造成に東奔西走し諺更に本堂の建築を遂げ墓地の蕊皿等をも経へ︑同寺も始めて維持職れ以て同寺

埋葬の霊をして慰むるを得たり︒叉同村紺根刷紅の基本財産も︑氏が極力誰力する所に依て愈その辿成を見︑
賦殿祭祁も蕊ひ鼓に祁祇の倉厳を保ち︑氏子等の回流を計りたり︒

以上の如き諸項は氏の事績を云云する浅部分に過ぎざれども︑二十有除年間︑村長として今日迄一意誠意を

．明治四年四月九日生Ｌ

茨城蝦筑波郡属瀬村大字高良田二一︐

模範公吏市石恒七氏︾

以て村治のため或は牡含的事業のために識して倦まず︑よくその成績を畢け得たる誠に公吏の模範として表彰
すべき人なるべし︒

■Ｐ一

一●

氏は明治四十一年十一月九日一初めて侭湘村助役に推され︑次で村称議典︑郡曾議員等にも選ばれ︑大正十年
追に同村埼長に筆げられて今日に至る︒

氏が就職営時の同村は非常に剛れ︑随て納税の如き滞納者頗る多かりければ︑氏は自身それが薬理に各戸を

訪問して督促すると共に︑納税義務観念の要を説き︑専念その弊風を一掃するに努めたるの結果︑今日滞納者
絶無といふ成績を氷したる氏の徳望と識力に依るものといふくし︒

Ｉ

"
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又明治四十三年に小貝川大洪水にて︑地先堤防破損し︑三百八十除町歩の川畑農産物牧穫皆無となり︑家崖の惨

害甚しかりし際の如き︑氏は自家が全部浸水せしをも顧みず︑その救済に書夜兼牛Ｕ努力を致し︑畏くも椎災者

九十五戸に封する御下賜金に封しては︑克く其の趣旨を説示し︑椛災者全部に亘り永久記念貯金となさしめた

ろは︑同村民に貯金奨励の一大刺激となり︑今日も依然同貯金縄績さられ︑村民又大に感激しつつありといふ︒

又同村普通水利組合随域内排水樋管不完全なるに︑水川耕地百八十除町歩は排水不便の蔦︑年を降雨時に際

しては停滞水害を家むること紗少ならざるを憂ひ︑大正十二年三寓二千回の諜算を以て起工し︑途にそれが完

成を見るに至り︑今日は排水の魚に稲されること全くなく︑一般村民は多大の幸幅に浴し居る如き氏の努力の

賜といふくきたり︒更に同村には従来消防の組織なきを遺憾とし︑大脹十五年消防細並に水防組を組織し︑第

一部より第七部迄とし︑屡を襲来する水難と︑火防との篇に大いに好成績を見るに至れり︒

氏は初めて公峨に身を献げてより︑二十所有除牛︑其の間力を部落所有財産の整理畢校統一︑樋管改築等の

事業に識力せられたる誠と頴著なれば︑遂に其の筋の認むる所とたり︑部落より自治功労者として表彰せられ

叉大正十四年四月閏民精祁作興に開する詔書の御趣旨に基き︑同村全般Ｅ白一り規約貯金組合を組織し︑倉員組

織に依り月掛貯金を脚行し︑郵便貯金とたし︑今日依然潅績されつつあるも︑其の額巨額に上り成績極めて優

良なれば︑同蛎知事より表彰せられたることもあり︒此の如く︑自己を忘れて居民の幅利の篇に多年心を致
し︑其の貰現を期したるが如き世の模範と濡すろを得くし︒

編輯後
○本焼は錠て御報告の通り多年木曾のために謡力され殊に大
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六冊︵半年二一金登回五十銭一税不要

ａ︑〆︑がｒ︑ノー︑〃４︑ｆ︑︲く︐ｒ︑ｆ︑イ︑／︑ノ︑Ｊしりｂ︑ｆ︑Ｉ

︽

へ

割田斧二

東京市抑田睡西小川町二丁Ⅲ一番地

束京市牛込随早稲旧鶴巻川三○八

印刷所文陽職
所日本弘道含

振祥貯金口脹東京四三一七

電話九段九播
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一冊︵一年星一金参回一税不

刷

正十五年よりは水禽主事とし工病躯をも願みず︑多一大の貢献

九

一

一頁一回一一金武折五回一凡一ブ前金ノ

印

毅行

日日

を致された故祁谷初之川氏の辿悼脱と致しました︒

月月

○刺谷氏逝かれて早くも六ケ川今此追悼脱を細靴して湧き出
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識郭献軒忍州珂騨竜

昭和四年五

ﾉ、

東京市抑田歴間小川町二丁日一番地

‐ﾖｰ

づる涙の再び新たなるものがあります︒即ち禽長︑噸問︑刑
含長等の方庵淀一初めとして多数の方をより衷心故人を哀惜せ

昭

年

編獅兼
磯行人

四

行

らるるの一念から︑切なる追憶の王稲駐賜りまし一Ｌ卿感無量

左ろものへと知らずノ︑誘はれるのを提えるのであります︒

○それはさてとしてかくも諸賢の御賛同を恭ふして充置した
追悼銃を蕊行することが川来ましたことは︑洲に感謝の至り
壱あり︑叉一面斯の如くして永く記雌にと営めることにょつ
て木含が故人生前の功 に 封 し ︑ 柳か州ゆろの微意も質現され
たことと厚く感謝の意を表する次第であります︒
○尚本競にはラヂオドラマ﹁王の御騨﹂を掲赦致しました︒

熱請御識判を切に鐙賊睡？議す．Ｉ
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