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本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の含岨西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂図の
錠︑毅然ごして日本道徳論を呼読し且つ之を刊行された︑偶々時の
首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるが︑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
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来る八月十八日は本倉や覗西村泊翁先生の第二十八回忌に相営致しますので︑営編輯部に於いては

卿か泊翁先生を追慕するの微意を表すべく︑来る八月鏡に左の規定に徒６熱心なる含員諸君より請

口開封︑二銭切手を添附し封書に﹁懸賞何々﹂と朱書すること︒

口七月十五日締切︵厳守︶

口一種類各一人一首のこと︑︵但し一人にて各種の投稿差支へなし︶

俳壇：⁝⁝⁝泊翁忌：：．・・・：：：⁝⁝・⁝・・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：編輯部選

歌園：⁝⁝︒：泊翁先生二十八回忌に．⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：三浦直正選

詩林；：⁝⁝嘗恭賦泊翁先生第二十八回忌：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝右川文荘選

者文葵を特別に募ることと致し戎した︒振って御投稿あらんことをお願臥致し費す︒

規定

口各種共秀作三位迄を撰び粗品を呈す︒
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表題に場ぐる所の﹃弘道の本義﹄即﹃弘道倉の趣意﹄と
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堂

︵星﹄の一︶

藤

間道路にした︐９︑十三間道路を二十間に擬げると云

には東路︑都路と云ふ如く人間の歩くべき道路洲あ
る︒故に道を弘めると云ふ乙とは︑八問道路を十二

と蕊一音し通日本では之を﹃ミチ﹄と訓じて居る︒道

︲閑話休題︑此﹃道﹄と云ふ字は︑支那では﹃ダウ﹄

とでも名付くるのが最も至営ではないかと恩ふ︒

妙用と見て居る︒

支那の老子も亦此道に封しては宇宙の真理ｂ天地の

真理︑天地の妙用︑之を名付けて道と稗して居る︒

概には言い得ない︒是に於て更に穿蕊して見ると︑

あり︑悪道もある︒故に道とは美なる智悪とのみ一

と云人如く椎へ行く道︑即ち横道もあれば︑邪道も

にも

ふ意味にも解せられる︒併し弦に謂人道とは︑具鰐

りも其中に象あり︑焼たり惚たり︑其中に物あり︑

智はじな淫遥の蟹の横に這ふ
行かば行か奴る道はあうとも

的の道路ｌ道誇謂人のではない︒
然らば道とは何湾やＩと云ぶと︑顕肇者感︑蓮

錫たり冥たり︑其中に精あり﹄と説き︑更に﹃物あ

﹃道の物たるや︑惟慌たり惟惚たり︑惚たり焼た

道とは﹃瀧ツル﹄なり︑天地に瀧ら〃〃て居る宇宙の

とは﹁美将﹄美しい癖惑と鯉稗して居る︒成程道と

速断せら肌ては甚だ迷惑するが︑要するに弘道私見

加

は美しい智恵の現はれには相違ないが︑併し道の中

道の本義

聯か卑見を

弘
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たた
いい
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冒冒頭
して置きたいのは︑

瓢弘道ｌ道を弘泌ろと云ふこと
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るべし︑吾共名を知らず︑弧臥て之汗一字して道と日

ｊ混成し心天地に先らて生ず心寂たり雲たり心濁立
して改めず︑周行して殆うからず︑以て天下の母た

のＬ現ばれである︒而して此紳ながら︑惟禰の二字
が日本の歴史の上に初めて表は奴たのは孝徳天皇の

自ら脚の道あるまり﹄とある︒斯く漣じ来れば道と

御字︑大化三年の詔に初坊て此二字が見えた︒其惟
祁の註に﹃推測︑祁攻がらとは祁の道に随ふなｊ心

ふ﹄と老子は明確に道を説明して居る︒此老子の道
︵を雛課した亜米利加のホールヶーラス氏の老子錘を

ば︑荘子の所謂道は大極の上に在６︑無限の空間に
充足して居る・是は道の本謄に付ての観察であるが︑
道の現はれ︲ｌ吾々の眼に見える道の現はれは何か

無限の時間を貫いて居る︒叉之を察間的に槻察すれ

に之を時間的に考察すれば︑天地に先立ってあり︑︾

は宇宙の真理︑天地の妙用の別名とも言ぴ得る︒故

見ると︑道と云ふ字に色冷な意義を附けて居る︒ツ
ウ︒ウエイ︑リーズン︑パス︑ワールド︑シルース
と云ふ如く深川並べて居るが︑老子の道の説明にウ
エイを持づて来たのでは具合が悪い︑リーズンでも
困る︑ツウ︒トレイドでもパスでも而白くない︒そ
こで道とは冥理蔵りと課し︑叉言葉友ｊと解樺し
た︒即ち言葉は冥理の現はれなるが故に︑宇宙の真理

道と云ふ字＃一解樺して来ると︑其意味は狗に祁韻標

てある︑これはロゴスを課しなのである︒斯の如く

り順一と云人句の中の道の字の隣に言葉と註稗が附け

ふ之を道と詔ふと主観的に論断して居る︒更に悌教
に於ては之に封して二つの観察を下すことが出来

心の中に道を見る︒一噸天の命之を性と詔ふ︑性に従

探って居る︒併し儒教に至ると之を主観的に自分の

道に従ふことになると解することが出来る︒以上は
主として道の客観的観察で心支那の道教は此見解を

と云ふと心易には一陰一陽之を道と謂ふとある︒即
ち天地流動の賃相︑姿態の異る所に道があると説い
て居る︒斯く槻じ来れば一定の抑法に従人のが榊の

紗として捕捉することが出来ない︒斯く見る時は道
即紳友ｊと解稗することが出来る︒此解樺よりすれ

る︒人間が迷ひ苦んで居る境涯から悟の彼岸に到達

は道なりと︒叉新︒フラトン畢派ではロゴスと云ふ言
葉が道と云ふ字に一番能く常る︒されば新約釜書の
ヨハネ陣の第一章に腿﹃初めに道あり︑祁と借に在

ば我が日本の榊ながらの道は︑即ち宇宙の冥測共も
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する道を菩提と云ふが︑是れ即ち道である︒更に道

と云ふ乙とは︑物理翠の法則に依って判る︒其抑法
を利用したものが機械である︒併し此虐に一匹の犬

ぱ石炭をどれだけ焚けば汽車の速力がどれ位出るか

其間輿へられたる自然をより良くしより完全にす

だ生れた序に死楓まで生きて居ると云ふのでなく︑

と他の動植物と違ふ所は生れて死ぬまでの間に冒唯

は︑人間も他の動植物も全然同一である︒唯だ人間

する本能に依って動くのである︒故に人間も宇宙に
棲息する一物である以上︑物鰐の法則を離れること
が出来ぬと同時に叉生命あるものとしてｂ生命の理
法から離れることは出来ない︒此理法は猫§動物の
みならず植物亦然ｂ︑地下より築養を求めて芽は管
かとして伸びる︑是れ生きんとする本能あるが馬で
ある︒而も自己のみ生きんとする本能のみ在らず︑
更に自己と同じ生命を次より次へ徳へて行く本能も
ある︒此生殖本能は人間は人間の兇を生み︑犬は犬
の子洋一生み︑松の木は其種から蟹芽して若松とな
る︒斯の如く同じ生命が次から次へ繋って行く鮎

が居ると侭定する︑其犬の尻尾が今何方へ動くかと
云ふ乙とは︑物理肇の法則では判らぬ︒即ち生命あ
るものＬ活動は生命の理法に依って動く︒生きんと

に庇ふ心シ菩提心或は道心と云ふて居る︒此儒教と
沸教の思想を極化したものと思惟されるのが支那の
宋儒で其の朱子の畢説である︒朱子は人間の心を道
心と人心に分け︑此二つの心は誰でも有って居る︒故
に聖人と錐恥人心無き能はず︑飢えては食を求め︑渇

しては飲を欲する︒叉小人と雌も道心無き能はず︑

赤児が井戸に填るを見て誰か之を怪まざらん︒是れ
小人と雛萌道心あり︑聖人と錐も人心ある讃擦であ
ると説いて居る︒此朱子の詔ふ人心とは︑吾々人間
の有って居る動物的本能を指すのである︒然らば動
は除程困難であるが︑動物は唯だ生きんとする本能︑

物と人間とは何虚壷か異るか︑其厘別を明にすること

輿へられた本能に依って生きて居るに過ぎないが︑

人間は典へら航たる本能に依って生きて居るだけで
攻く︑更に典へられたる此世の中をより良くし︑よ
り完全にしやうとする理想を持って進む所に雨者の
相違黙があるのではなからうか︒
凡そ動くと云ふ黙から観察すれば宇宙の森羅菖象

を三つ匹分っことが出来る︒一は機械活動︑是は物
理翠の法則に依って動く所の物鰐運動である︒例へ

弘
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べき理想を持って進む所が人間と他の動物と異る所
以である︒他の動物は典へられたる自然の侭に生活
をして︑生れた序に死ぬ︒尤も人間の中にもさうし
た類がないでもないが︑前述の如く生れて死ぬ弐で
の間に︑典へら肌たる︑然をより良くし︑より完全
にしやうと努力し︑其繍には分らぬことは他迄探究
して到明きせやうとする︒舷に人間の知的要望が現
はれて科畢の進歩となり︑此人生をより楽しくした
いと云ふ情意が現は奴て蕊術となり︑此人生をより
住よくしたいと云ふ蛮際袖要求が現はれて道徳とな
る︒斯の如く科皐︑葵術︑道徳の三大文化現象が次
から次へ徳って来て現代の文化は成立ったのであ
つく︾Ｏ

由来此文化と云人言葉は︑自然と云ふ言葉に封して
考へられるので︑山に水が流れて居るのは自然であ
る︒其山川の流を利用して水力電気を起しや水道を

らである︒然るに人間は五百年前はをろか五十年ｂ

更に五年前と今日とは格段の相違がある︒此進歩は

何を物語るか︒絶えず是ではいかぬ︑是ではいかぬ

と創造に創造を重ね︑磯明に談明を重ねて︑より良
く︑より完全にすべく努力して水た結果である︒絃

に文化の向上があり︑生活の向上がある︒

昔から現在に至るまで多くの人冷が生れては死
に︑生れては死んで来た︒而して其間に仕残して呉
れた事業が文化永遠の生命となって今Ｈ吾々に貢献
して居る︒吾冷の現在の生活は皆過去の人冷の悪で
ある︒故に吾冷は此世の中を今一層完全に︑今一層
立派にして次代の人冷に引渡す責任があり︑鼓に人
間生存の債値がある︒之を吾人は人の道と謂為少

なくとも人の道の重要なる部分であられはならぬ︒

他の動物と異る所以も亦舷に在る︒

千差寓別あっても︑此道を行人と云人乙とは一であ

人の道は鼓に存在して居る︒故に人間の仕事には

梁博ふ鼠の道も道な弧ど
誠の道ぞ人の行く道

に人間の力を加へて吾等かの生活債値を向上させる

る︒古人が圃道にして行臥能ふくくんぱ車夫馬丁と

架設する所に文化と云ふものがある︒文化とは自然

彼等は五百年前の生活も今日の生活も全然同一であ

錐澗之洗矯さん︑道にして行び能はずんぱ高位大官

ものを謂ふのである・随て犬猫には文化がない︒故に

る︒是れ生命の持績はあっても文化の持績がないか
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弘

道
の

本
義

の債値あるが偽めである︒吉田松陰が一鰯生きて以て

吾に取って何かあらんと言ったのは︑蓋し道に永遠

いが︑弱い人には熱の毒な主義である︒そこで弱い

よう観察すれば千差葛別であるが耐其本謄に至って
は少しも連ふ所はない脳源は皆一元である︒されば

平等論が出る所以である︒是等は一雁尤な主張では
あるが︑凡そ天地間の有りと有ゆる物は︑其姿の上

張する︒是が現代に於て上に行くと下から反抗的に

人間は怪しからぬ︑彼噛俺も同じ人間ではないか︑
然るに彼のみ威張って俺が服従する道理はないと主

天下国家の馬になるならば吾生きん︑然れども依然
として名を成すＺと能はずんは吾死なん︑大丈夫は
唯だ眼中至誠あるのみ﹄と喝破したのも︑道に永遠
の生命があるからである︒之を行ふ所に人間存在の
意義があると恩ふ︒併ながら人間は人各冷異って居

は老前と云ふ︑所謂我利か〃主義︑個人主義︑利己

千差閏別であるが︑此差別槻を誤ったが烏に現代の
思想上に種やなる流が現はれて居る︒俺は俺︑お前

と有らゆる森羅蔑象何一つとして同一のものはな
い︒此原則は古今東西を通じて誤らざる所であって
元来同一物とは︑同時に同所に於て同一朕態を持っ
て存在するものが同一物である︒世界庇しと錐も︑
寓物多しと雌哨吾の外に吾はない︒斯の如く寓物皆

火屋も硝子であるから︑之をコツ︒フにしても宜いで

いで水差で飲んでも同じことでは左いか︑叉電燈の

僻論から言へぱ共に硝子であるが︑コップで水を注

云ふ乙とは果して正しいことであるかどうか︒例へ
ぱ比慮にコップと水差とがあるとする︒此雨者は本

素である︑或はエレクトロンの現は奴であると詔
ふ︒其言び方は様冷あるが︑本耀的に見れば蔑物皆
源は同じだと云ふ乙とは否定すべからざる事賞であ

唯祁論者は天地は刺の現はれである通或は心の現は
れであると言ひ︑叉唯物論者は物質である︑同じ元

主義︑エゴイズムがそれである︒人を押倒しても俺

る︑性能も違へぱ個性も逮ふと云ふかも知れぬが︑
此差異ある黙は軍６人間のみ衣らず︑天地間の有り

が冷冷で進んで行かうとするのが現代思想の一傾向

はないかと云ふ乙とは議論である︒

ほや

︵つ噴く︶

る︒然らば本謄が同一であるから同一に取扱へ︑と

である︒是も一面の道理はあるが︑此個人主義は人
を押倒して行くのであるから心張い人には都合が宜

４

てい就に教聖の千行素鹿山

山鹿素行子の聖教に就いて

謂ゆる聖教の要旨に就いて申述べやうと致し蜜すに

さてＺＬに町鹿先生の晩年に於ける畢説︑就中其

所の教でござい弐して心即ち同書の上巻︑聖阜の峰

の十人に︑孔子を加へた都合十一人の聖人が説いた

録などに於て説かれた所の聖教は︑同書の道統の像
に御書きに相成って居る通り︑単に支那の聖人︑即
ち伏義︑祁農︑黄帝︑察︑舜︑謁︑湯文︑武︑周公

に於ては﹁聖峯何馬乎︑畢二馬ソ人之道一也・聖教何僑

﹄ニリニフ

に於ては﹁道者︑日用所二共由富ソ行有二篠理一之名也﹂

以由行也云々﹂ともいい︑更に下巻道原の篠に於て

五年に聖教要録を箸はされて︑其翌年之が篇に赤穂

も︑矢張四書や五経を講樺せられたことがあるのみ
茂らず︑私の調査の結果により裂すといふと︑寛文

予破せられ心尚ほ配所残筆には﹁我等存候聖畢の筋目

而蓋し之百姓日用而不レ知︑古今相由而無ソ窮とも説

不咳渉多言一無二奇説造篤一以二自然之則而己︑可二言

は﹁道し之大原者出二於天地一云々し天地之道聖人之教

に幽せられた間に︑聖教の意義について更に一段の

聖教の批較研究

常って︑先づ以て一言群じて置かねばなら友い乙と
がござい弐す︒それは先哲叢談などに斯様なことが

乎︑教二馬し人之道一也﹂と申され︑叉其中巻︑道の篠

ｑｒ︿

書いてあり蜜す︒﹁素行赦に遭って後︑専ら兵翠を唱

とも﹁又聖人之道者人道也︑迩二古今一亘二上下一可二

御研究を積或れた様であり愛して︑既ら今迄聖教要

山本信哉

嘗

、

〆

へ︑経葵を屡棄す︒其見る所時流と件ふを以てなり﹂
と云ってありますが︑山鹿先生御自筆の日記によっ
て見ますと︑先生が赦に倉って江戸に婦られて後

四︑聖教要録と中朝事賓に擬ける

承
前
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たる所以︑人物の人物たる所以︑聖教の聖教たる所

是天シ榊︑瀧を正し給ふ俵なり云冷︑本朝の中州

と見え︑叉下巻の鐙儀の章に於きまして︑

候様に候云存︑此蕊相積る時は︐知悪日に新にして

は身を修め︑人を正しい世を治李せしめ︑功成名透
徳自高︑仁自厚︑勇自立て︑終には功もなく名もな

と見え︑又共政文に於窒弐しても

以なり︑

く無偽玄妙の地に可レ到︑さ肌ぱ功名より入て功名
もなく︑唯人たるの道謄諾すのみなり﹂とも道破し

尤も中朝事責の録附には︑赫教桃教に封して儒教

とも御書きに相成って居るので明瞭でござい費す︒

今往古の祁勅を覗述し︑人皇の聖教シ︾憲章す云々

然の則に随って定められた所の︑人間の日常に由６

のことを聖激と申された所もございますが︑併し山

て居られ弐す︒要するに聖教は支那の聖人が天地自
行ふくき筋道であって︑一言以て之を掩へば人たる
道を霊すといふ黙に錦着する様でござい費す︒然る

其性あって以て同じからずｂ唯中華天地精秀の気を

法り︑人物の情に本づく︑其教端を異にするものは
皆水士の差︑風俗の殊なるに因る茂り︒五方の民各

祁勅の大道は唯一︑にして二ならず天地の鰐に

鹿先生の御意見では︑

に夫れが御研究の結果︑僅々四五年の間に通山鹿先
生の思想上に更に非常なる一大進歩を致されまし
て︑寛文九年︑先生御年四十八歳の十二月二十七日
に︑巾朝事責孝一御著はしに相成った時には︑聖教は
我閥の祁聖の教︑即ち伊弊諾伊弊掛二祁よりして皇

教なり︑︵中朝事資附録或疑︶

合せたるが如し云冷︑桃教の如きは徹上徹下悉く異

得て︑外朝︵即ち支那︶と一なり云々︑其紳教と日α

旭天照大紳︑以下歴代天皇の御樹て遊ばされ︑自ら
範を垂れ給ふた所の道である︒是が即ち真の聖教で
あると書いてあり戎す︒乙隠に其読擦を翠げ蜜すれ

に守るべきあり心云冷圃其自らを修め︑人を治むる

天孫降臨するに及んで︑稗勅の厳あり︑祁器の常

孝忠義を士墓として大鰐同一である︑そこで日本の

も近く︑風俗も似て居るから︑随って其教も先づ仁

といって居られますので以て︑日本と支那とは土地

其聖教と日弘其皇極の受授︑天下の治政猶ぼ符節を

ば︑則中朝事貧の上巻の祁教の章に於き蜜して︑

の道︐至れり識せり︒是れ後世聖教の淵源に非ずや

てい就に教聖の子行素鹿山
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祁教も支那の聖教も恰も符節を合せた様に其祭を一
にして居るのである︒といふ乙とを申されたのであ

りまして︑紳教即ち稗道に相封する時には︑儒教の
事を聖教とも申されたことがあり妻すけれども心軍
に聖教といへぱ︑必ず我が日本の祁聖の教即ち祁道

大祁伊世二鎮座以後︽紳職ノ家相定リ購稗事祭臆

ノ役義ヲ知ルノミナレバコノ家流乃事祁ノ道ヲシ
レルニテマコトノ祁道トサス虚令代冷ノ天子三

タカミムスピ・ノ

公を家二相博ハレリト可ゾ知也・往古ノ祁勅ト云ヘ

ルコトアリ︑天照大祁︑高皇産霊尊崇二養皇孫一欲雲

往古ヨリ神道ヲ以テ貴ト尋叉是異二聖教一乎﹂との

山鹿先生の紳道説は其著一調居一意間中巻の﹁本朝︽

〆覗し吾ノ囚字希孝子順孫不〃改二父旭ノ道ノマコ

祁道ナルベシ︑サレバ賛鏡ヲ典へ給フ時ノ富し猶

トニ閏代資昨ヲフマシメ玉フ帝王受授博法唯一ノ

ゾ覗し吾も可雲輿同し床共し殿以馬二譜鏡一ト瞳コレマコ

︲降以馬二豊葦原中剛主即勅日吾兇覗二此賓鏡一富し猶

間に答へられた文中に詳説して暦ら飢裂すから︑乙

トニシテ︑乃大翠ノ教在し明三明徳一ノ四字︑尭舜高

を指して申されることに相成って居り戎すｐ

ざい裂す︒

Ｌに其要黙を抄出致し蜜すれば︑即ち左の通りでご

相徳へ玉フ允執二厭中一ノ四字一言トナルペカラ
ズ︑コレ聖人ノ大教ナリ︑．︑ヲ以テ案二︑本朝

朝政ト云︑二ヅァラズーシカレバ祁人一事ニシープ︑

↑職ヲ司ル人︑乃朝庭ノ政ヲシルガュヘニ祁職ト云︑

雁穫ヲ重ジ玉フュヘナリ云命今祁道ヲトリヂガ

諸官ヲ立フルルニ以二祁祇官一︑偽し上コト皆宗廟

慨怠一白地以二祁宮並内侍所不し嬬二御跡一ト出タリ・

禁中作法︑先二祁事一後二他事一且幕敬し祁之叡慮無二

コトアラズ︑順徳院の御記︵傍注云禁秘抄︶ニモ︑

更ニワキダメナシ︑コノュヘニ祁ニッカフル事ヲ

又東方ノ君主風ニシテ異圃ノ聖冷相績一芸トナル

得ル人ぐ乃天地ノ理二通ゼザレバ不〃合ユヘニ︑

ヘテ尤怪異甚深ノサタヲナスコト︽マコトノ祁道

本朝往古ノ道︿天一言レヲ以テ身ヲ修メ人ヲ治メ
人臣コレヲ以一プ君ヲ輔ヶ政鯵剛乃祁代ノ遮勅マサ
シク天照大紳至誠ノ祁道也悩営時ノ祁道トサメ庭

祁職ヲ甚重ンジープ大臣コレヲカネタリ云冷︑中古

二非ズ云々︑只事〃稗ノワザヲシルト︑遺勅ト祁道

ハ皆事し榊ノ道ニシーブ神職ノ所し知ナリ︑上古︽卿

ヨリ以前二朝政ト祁職トニッニワカレテ既二天照

10
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ト此二ツニキワマレリ︑トモニ聖人ノ道ヲ以テセ

我が日本の聖教のことでござい弐す︒

を今日の語を以て申せば川肥先生のいはれるヨコ

法唯一の祁道であるといふ御一寛見であり弐して心之

コトノ祁道﹂は往古の祁勅によって菖世一系にして
天壌と典に隆盛なる賓祁をふまし坊玉ふ帝王受授惇

ば︑忌部祁道と部祁這等の種々の流派もあるが︑﹁マ

といってあり裂して︑即ち祁道には紳職禰道もあれ

れは例の一雨居童間下巻に於いて下の如く癖じて居ら

的開係︑又ぴ圃民性の相違に蹄して居られ弐す︒夫

の差心風俗の殊なるに因るといって︑即ち之を地理

るかといふ鮎については︑山鹿先生は之を以て水士

に︑何故に支那の教と日本の教との間に差異を生ず

て︑澗聖の大道は唯一にして二衣らざるべ含筈なる

天地自然の則に随って︑人の人たる道を識すにあっ

支那の聖教も︑日本の聖教も︑等しく共本原はｂ

トノ祁道﹂は︑宗教的神道といはんよりもｂ蕊ろ政

れるので︑明に之を知ることが出来亥す︒

サレバ難二信用一也云冷︑

治及び道徳を兼ねた所の間鴨稗道であると評すべき

ハ事ノ用皆不咳同︑何ゾ異域本朝ヲ以テーッニ論

其水士二従一ブ人物各コトナリ︑人物コトナルトキ

朝ノ内ニヲイテモ︑五畿七道ノ風俗︑其水士ニョ

斯様に山鹿先生の神道は天照大澗の皇孫に御下し

であり裳す︒

に相成った所の往古の祁勅を以て教育の根抵とし︑
政治の中振とせら奴弐したが故に︑中朝事賃の附録

ッテ相コトナリ︑況ャ異図ト本朝トハ既二三千里

と害され︑叉同書の他の個峰には之を禰教とも︑朝

是れ紳職物に燈して道さざるなり︒

祁器と稲し︑其教を紳勅と日α︑其兵を紳兵と口ふ

出づ︑故に閏を紳圃と稲し鰯詐を祁位と稚し︑器を

夫れ中華の寓邦に精秀なるや︑悉く祁聖の知徳に

天下ヲ縦ニュルコト清盛秀吉卿ノ如トイヘドモ︑

業ノ君乃天下卜成テ天下ヲ成敗１︑本朝一ヌ武家

本朝ニハ用イガタキコト多シ云々異朝一員代々卿

テ︑異朝ノ制ヨシ卜云フトモ異朝ニシテハ可し凧︑

云冷︑異朝二異朝ノ政アリ︑本朝︽本朝ノ政アッ

ヲヘダテ東西ニワカテリ︑一同二論ズペカラズ︑

ゼンャ︑サレバ夫子モ下蕊二水士一トノ玉ヘリ︑本

に於ては︑斯道を祁勅とも申されて︑

廷の正教とも御書きに相成って居り蜜す︒何れも皆

〔い就に教聖の子行素鹿IⅡ
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動修王崇朝ノ道明ナリト可し詔也云か︑

御苗蒲今二天子タリ︑コレ異朝ノ例二比シ難ク︑

正統ヲ崇敬シ︑王代ヲ奪テ︑宗廟ノ元覗天照大祁ノ

績あ６︑賢聖之才臣輔し任奉り︑天地之道を定︑

や︑次に神代より人皇十七代迄は悉聖徳之人君相

事無之故也︐是仁義之正徳甚厚成が故にあらず

家宅︑冠婚喪祭之瀞に到迄︑各其中庸をゑて．民

朝廷之政事闘郡之制を定︑四民之作法︑日用衣食

やすく圃卒に心闘代之規模立て︑上下之道肌成る

と申されて︑即ち蔑世一系の天皇を奉戴し天壌と輿

是聡明異知の天徳に連せるにあらずや︑況や勇武

に無窮なる固謄を有することが︑賞に支那は愚か世
界蔑圃に封して比類なき誇りであるといって届られ

日本府を聖朝に弐ふけて武威を四海にか唾やかす
事通上代より近代迄しか６︐本朝之武勇は異闘迄
是をおそれ候へ共︑経に外囚より本朝を攻取候事

き物をあげしめ︑高麗〃一せめて其王城をおとし入

之道シー以ていはじ︑三韓をたいらげて本朝へみづ

蜜す．

然して叉山鹿先生の自序徳とも謂ふべき配所残筆
我等事︑以前より異朝之書物をこのみ日夜勤候故

では

云々不し畳異朝之事汗諸事よろしく存︑本朝は小
画故異朝には何事も不及︑聖人も異朝にこそ出来

はさて置︑一ヶ所も彼地へうばはるＬ事なし︑さ

れば武具︑馬具︑剣戟之制︑兵法︑戦具之品々︑
彼圃之非レ所咳及慰是勇武之四海に優れるにあらず
や︑然は智仁勇之三は聖人之三徳也︒此三徳一つ

候得と存候心此段は我等計に不鯵限︑古今之皐者
皆左様に存候而︑異朝を慕弐なぴ候︑近比初而此

もかけては聖人之道にあらず︑／今此三徳を以て︑

存入誤在りと存候心信レ耳而不ソ信じ目︑菜ソ近而取

し遠候事不ソ及二是非一候︐宴畢者之痛病候︑詳に中

本朝は天照大祁の御苗蒲として︑祁代より今日迄

べき所分明なｂ・是更に私に云ふにあらず︑天下

本朝はるかに裂きれり︒誠に裂きしく中園といふ

本朝と異朝とを一々しるしを立て校量せしむるに

朝事賞に記し之候得共︑大概を乙Ｌにしるし置候も

其正統一代も違不レ給︑藤原氏輔佐之比迄︑世冷不

の公論↑衣ｂ云冷︑

と前置して︑きて其本題に入って︑

絶して撮緑之臣相績候事︑乱臣賊子之不義不道成
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てい就に教聖の子行素鹿山

に比較枝量して見て︑其結果として︑正に日本の方

仁露の三達徳を以て︑彼我の風燈及其風民性を公平

ともいって︑支那の経典の真髄たる中庸に謂ゆる智

さぬものはあり弐せぬ︒け奴ども今から約二百年前

有の我皇一池皇宗の御遺訓に在るといふ乙とを承知致

印度に非ず︑乃至西洋諸圃に非ずして︑蜜に本邦固

山鹿先生の門流から赤穂の四十七士が出た事などを
以て非常に珍らしいことの様に賞賛いたし戎すが︑

に於いて皐問といへば︑儒畢か伽畢ある芽一知って他

せ楓︒勿論山鹿先生の復案としては除程以前から御
持ちに相成って居たであり弐せうけれども︑之を其
成文の上に於いて見ることは出来なかったのでござ

勿論夫れは大に賞賛すべきものでござい弐すが︑併
ながら私は未だ教育勅語も何も無かった時代に於

が支那より遥に立優って居ると断定して居られるの

い弐す︒聖教要録は露元天皇の寛文六年︑先生四十
五歳の時に公刊せら肌たものでござい妻すが︑夫れ

て︑本邦教育の淵源は資に我が皇旭皇宗の御紳勅に

を知らなかった時代に於きまして︑濁り山鹿先生が

ょ６四年を経て︑寛文九年先生御年四十八歳の十一

在るといふ事を主張せられた功績は︑我が国家存立

でございます︒

月二十七日に至って出来蜜した中朝事賃に於いて︑

斯様に我が日本固有の教が真の聖教である︒支那
の聖人の請った智仁勇の三徳にも協って居るといふ
思想は未だ之を聖教要鋼に於いて見ることは出永弐

初めて之滞見ることが出来るのでござい玄す︒是れ
は川鹿先生の畢問に野する根本思想の一大進歩でご

の精祁上もっと重大攻る︑もっと成歎すべき事柄で
は無からうかと恩ふのでござい弐す︒此事は除６世
人の気付かぬ所であり︑縦しや気付き空しても︑未
だ曾て世人の言はい所でござい裳すから︑注意の篇

我が聖教の根抵︑就中教育の淵源は皇加皇宗の御紳
勅である︒祁教である︑聖救である︒祁聖の教であ
る︒朝廷の正教であると唱道せられたといふことは
犬に注目すべき事柄であらうと存じ弐すむ世間では

精祁〃一窺弘費すには︑最も大切な所であらうと存じ

に一言申述べて老き戎す︒︵つぜく︶

ざい蜜して︑先生の畢問上に於ける識見を知り︑其
弐す︒今日では天下一般に教育勅語を下し給はｂ蜜
して︑誰一人として︑我が教育の淵源は支那に非ず

１１⁝１１ Ｉ ＩＪ ７ Ｊ
︵一︶
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言ふ所の思想幽難は若干なりとも我が同胞

中に現ばれれと老へられるのであります︒

其の若干の人が無智無盲の人ならばまだし

如何なることであるか︑日本共産蕪の政策

なるものであるか︒日本共産藻の剛畷鍵史

りませぬ︒然らば剛家否認の思想とは如何

すべき内容を有すろこと走考へなげればな

藤井健

昨年五月帝図議含に於きまして︑政治縄済

について政府が変表いたして居るところ態

陶家否認の内容は如何な入ものであるか︒

と見れば例家否認の思想も又極めて重要硯

もｂ其の若干が妓高等の教育韮受けたもの

思想の三決議案を議決いたしまして︑それ

って居ります︒十三ケ催中特に申し上げ犬

見れば樹日本共産難の政策は十三ヶ惟にな

︑ｖノ︑

＃．︑鯛難に虎するの泣走講じつつあるので

特に教育岩に封して︑今日の思想幽難吟に

俄なろ施設な考察しなければなりませぬ︒

地没収である︒第一催第八陳の○○制の

とし出してゐます︒第八催は○○寺院の土

第一膝ば扶字になってゐて○○制の蕨止

早くも控訴するものがあり︑裁到も公哨禁

昨年五月十五日各地の公判にかけられたが

料避もち合はぜませぬ︒若しありとすれば

何なるものであるかに就て︑之韮知るの湖

共産薫の幽盤媛更︑圃家否認の思想とは如

る誼とは如何なるものであるか︒然しⅡ本

あります︒政治方面︑撫涜力而は別と致し

まして︑教育者に開係のおります思想図

際して︑こうしたお話走いれすことは叉意

瞬止︑寺院の没牧等は何か意味すろもの

雄に開しましてはｂお互に十分考慮して迩

義ある事とも思ひます︒

止のたあ︑被告の判事の訊問に封する言も

て知ることが出来ませぬ︑公荊廷に於ける

表はされてゐろれめに︑其の内容に立入っ

あるか︒第十隆はソビエットロシヤの防備

○○制腰止．○○寺院の無償没収によりて

陳述ばかりでなく︐Ｒ本共産蕪の文字は一

蛎一思想叫難とば如何なるものでありま

に於斗﹄まして︑提案者の説明に依っても明

閲燈延破壊し・隅家老破壊せんとするので

つも公にされて居りませぬ︒従って滴接に

知られ芯い︒叉裁判其ものも抽象的文字で

かであります︑形式のみでなく︑内容に迄

ありきす︒桑く現在と異なる杜倉走賀現せ

共産燕の内容に深く立入ることは出来ませ

云々の語がある︒其の他に十ケ僚があってゞ

立入りますと．随分こみ入った鮎もありま

んとする走目的といたして居ります︒簡単

奈部で十三ヶ催となって居ります︒第一の

すが︑政府が礎表されたもの海見ても大鐙

に申しますれば︑日本共産黛ば現在の固家

せぬ︒形式膳開することは昨年の臨時議曾

はわかると思ひ生す︒

せうか︑虻意味私考へて来なければ芯りま

す︒

彼等の胞懐する思想に封して教育渚の庭す

思想国難と教育

￨
潮
思I

きば︑第一︑第八︑第十の三ヶ催でありま

蕊
五月二十五日に政府より蕊表した事とは

か否認し︑破壊せんとするものであります

ｉｉＩ

ぬ︒面接に知ることが出来ない鳶に︑之を

１︐︐

シー

一一

郎

＃

シYV

一一Vーヘヅヘン､ざ園迫戸辿タンv,ご

I

一

育教と難幽想思
13

一︑

ＩＩｊ

像をもって間接に之を知るのであり主す・

て彼等の思想はかくあらんといふ︑半ば想

間擬に知ることが隅来るぽかりです︒依っ

迄城いて居ります︒其の主義政綱愈則の如二に封しての言葉であります︒第三インダ

す︒即角我が慶雁二年に起って︐明治八年第三インターナジョナルとは︑第一︑第

頚致しましてｂ一八七六年に亡びて居りまります︒

ナルば一八六六年に成立し心十年ばかり繕して明拍十二年来今日迄縦ひて居るのであ

つ犬ものであり．一一す︒第一インタＩナショ共通の利審問題の表視に勉釦てゐます︒そ

１１

かよう芯立場から之走見るに︑彼等ぱロシ

されて居るのでございます︒第一インター九年前始めて起ったものでありまして︑こ

身ものは︑マルクスに依って唱道され指導Ｉナショナルは倣界大戦後一九一九年即ち

ナショナルはかくして亡んだのでありますれ走リード位ろせるものは︑レーンであり

らずの間に理解が出来ます︒節十催のソピ
・て居り生す︒擁十催ぱ明かにロシヤル獄を

Ｉナショナルは今日迄綱ひて居るのでありば雛二インターナショナルより分離いれし

ヨナルが起ったのでありきず︒第二インタ塞げて居り生す︒第三インターナショナル

ます．一八八九年即一句明治十二年に鋪ニイまして別一肥一派を立てたものであります︒

が︑其の後一八八九年に第三インターナジまず︒而してモスコーに於て之が壷含式韮

かように間接の方法瞳に依りまして︑共産

通じて居ることば典の父雅︾に依って知るこ

蕪の思想ばロシヤを通じて知ることが出来

マルクスは八十三で死んで丁度明治六年にました事端牢お話致しますれば︑略々其性

ソターナシヨナルが超つ穴ときば︑すでに第二インターナショナルより分るろに至り

徴りますので︑錐二インターナショナルと質を知ることが出来るのでありませうパ京

ます︒ロシヤは第三インターナショナルに
の本家本元のロシヤか︸考へて︑其の興想に

第二のイン狂Ｉナショナルとは其の性質を

は直接棚係いたしで居りませぬ︒叉漉一と都教育︶

ぬ︒列閏勢働奏流曾主義画鵠の謹合に於て

×××

×××

群趣味か理解するためＦ︑逆って焼三イン

関係あるものであり︑之れよりして共龍窯

とが出来裳す︒

エッドロシヤの防衛云々延政策の中に加へ

ヤと閥係をもって居ります︒自然言はず語

I

及ぶことが出来ます︒それ故にロシヤの精

まＬて︑中央集権の終だしい﹄動のでありま

ルは列剛努鋤者杜倉主義凧機の聯合であり

す︒従って本部の雛力の頗るはげしい仏︾の

異にして居ります︒節一インターナシヨナ

すれば︑日本共悲黛の粘紳趣味か理解する

であり貴す︒が二インターナショナルは︑

ヤの思想も理解出来︑ロシヤの思想を郭解
ことが出来散す︒第一才ンターナ﹃﹀ヨナル

中央集椛のさほご亜いものではありませ

ターナショナルの思想か皿僻すれば︑ロシ

ンターナショナルは︑節一インターナショ

ルは如何なるものでありませうか︒第二イ
ナル︐錐二インターナショナルについで起

一

一

一

一

一

一
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召仕ふ者鋤瓶でも︑其振舞ほとに晴むぺし︒

臓外また拙き心也︒我身に油噺がちなれば

古今座右嬢養銘
︑北係長時訓一言

にも滴りの雛たるぺし︒そら言云ひつくれ

半句にて︐許虚言か申すぺからず０かりそめ

りて見苦し﹁サ事也︒上下寓民に封し︑一言

同等の人の尋︑来るにも︑ととくつき裳ば

公私の用を峡く也・手水韮つかばい先に︑

れば︑召使ふ者まで油断し︑つかばれず︑

ば︑くせになる也︒

朝は如何にも早く起くぺく︑遅・︑細きぬ

測向庭門外迄兇めくり︑先づ捕除す・へき所

一︑気前塞を取る聯第一の事

大久保忠這壁書

起似合の者にいひつけ︑手水か早くつかふ
ぺし︒氷はあり物なればとて︑衣じうがひ

く蕊ぽちひする亀と︑人に輝らぬ慨にて聞

一︑銅前のあしを時ｎ人の申言︑気に常り

し拾っぺからす︒家の中なればとて︑衣か
斗﹄にくし︑ひそかにつかみくし︒天に鋸ま

字間敷事

一︑身のあしき事︑人直仁申剛かする時︑

一︒気の出来不出来により腹立間難事

に柔かに持ち︑正直憲法として上たるか敬

レ存事︑

熱に勝り腹立ち以ての外の心得蓮と可

秤みかすろ事卿の行ひ也︒只だ心恥涜ぐ

り地に到すといふ事あり︒

し︑無きかば無しとし︑ありの雌なる心捗

一や窺前出来不出来が卜より︑人の身能く︑

可二心掛事︒

人の身わるき事︑畢寛わかる︒と常に

簡なよく可習事︒

一︑知らざる事︑人雁問ふミと恥と不可存

一︑蛎勤の身に雛堪こと致間敷事︒

僧月照十善戒の歌

不殺生︑世の中に生きとし生けるも一のは皆

犬Ｌ玉の緒の長かかれとぞ

も総ぱざろぺし︒

不倫盗・川守の許さぬ程ば谷陰に落たる栗

香に激を忘れもぞする︒

不邪淫・かみなへし匂ふあたりは心江ょ色

不統語︑霧島のあや細りなして言ひ立つる

ことに誠は少なかりけり︒

不忘語︑いつばりて活けらんよりは白露と

我か宿にやしない瞳ける犬だにも

身ぱ潔く消えも采てなん︒

打弓罵りて責めしと思ふ︒

様致し．術電く剛容ろ露一の事︑

に報ひのなかろぺしやは︒・ゞ．

不邪見︑身に影の離れぬかごとく善悪の業

より高く徳は積らむ︒

不膜意︑塵ぽかり怒りて忍ぺしのびてぞ山

一︑言語能く分り開坂よき様可申事︑

なりとＬ申させ︑．少しも申にくか§ぬ

一︑人の我身の心得蓮ひか申さば少し曽言

ひ︑下江ろ走ぱあはれみ︑有ろをぱなりと

悌責冥慮にＪ叶ふと見え挺り︒出世の時は
今日ば宿所にあるぺしと思ふとも︑髪ぞ早

申すに及ばず︑或は少しく煩所これあり心

く結ふぺＬ・はなげたろ帆にて見叩ろこと
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不雨 舌︑とに角に悪しく言ひもて葦垣の中

した人咋途中から止めきせろこＬ一ば骨が折

愈怠ってばならぬ課である︒然し酒に中毒

徳といふ通帳を出して見ては︑もうざの位

ければならぬ︒我々は一日一善と心得て修

ては架しんで居ろと云ふやうなやり方でな

犬まつれかしらんと梁しんて見るやうでな

れて︐而も効は少ないのである︒これと反

封に始めか︑ｂ酒を飲まなければ︑酒を飲む

いて行くその経過・ふ︑貯蓄家が通帳を見て

ければならぬ︒一日一日と理想の境に近づ

桑しんで居る如く︑楽しむ人でなくてば︑

慣習がないから︑｜自然有害な酒の如斗飲料

に染まない青年は︑同じ修養かするにして

るに営って︑語る人にも聞く人にも︑亦讃

克巳の修養のみならず︑すぺて修養を語

右三催御通念有間敷候也

に立たる閏家人民には無之候

一︑岡家人民の潟に立たる君にて︑君の鰯

すへ争物に無之候．

一︑人氏に閣家に周したろ人民にして我私

て我私すへきには無之候

一︑餌家ば先頑より子孫へ博候︑園家腫し

上杉薦山家訓

うしても漸進法でなくてば駄目だ︒

でも少しもかまはいが︑修養の方だけはど

方はその人の性質↑卜より漸進法でも成金法

百千の修養法ｋ何にもならぬし金非儲いる

で︐人は一止涯修養か怠ってはならないこ

む人にも通じて必用江ろ溌大の要件は︑修

上野陽一氏訓言

も其効が非常に著しい︒

九飲むことがない・之と同様に世俗の悪習

起隔つること一一卑しき︒

花掘り植ゑし昔とこそ知れ︒

不食 慾 ・ 咲 く 韮 待 ち 散 る ふ ぱ 惜 む 苦 し み は

島田三郎氏訓言
一口に修養といへぼ︑誠に匿い意味であ
るが︑私は特に青年に向って云ひ丈いので
ある︒﹃朝に泣走きいてタペに死すとも可

とは勿論である︒孔夫子は﹁十五歳にして

養に心がけて興味悲もつといふことであ

なり﹂︐と孔夫子が云つ衣が︲誠にその通り

志走立て︑七十歳にして心の慾する所に随

る︒一歩々々目的となる所に近づいて行く

その縄過に︑何とも云へぬ面白味をもつや

にしたがって︑修養の効が続々著しくあら

うでなければ．如何なる名僧知識が︑如何

ひて則走越えず﹂と云つれ︒彼は年を老ろ
ばれて束衣︒孔不は七十歳にして死んだ人

に巧妙江ろ修養い工夫起殺へたところで︑

であるが︑．七十歳以上になれば︑韓通吻人

それは何の役にもすれない︑金丸儲けるに

は一鐘二銭が積んで行くやり方もあれば︑

は最早修養叶止ってゐろ筈である︒孔子の

叉鯉千金の成金法もある︒併し修養の道

如き偉大な人は︑一生進んで止まなかつれ
のである︒聖人ば生れながらにして聖人で

には速達の法が芯いのであるから．憧かの

郵便局にで﹄︑預け時々その通帳走出して見

金韮日々又月々の収入の中から剥いて之な

るｃ修養か怠ら江い結果︑聖人となったの
であって︑此の修養走死に至ろ迄怠らない

あると恩ふな︑胎丸それば大きな間蓮ひであ

のが︑聖一人犬ろ所以であるから︑平凡人は

時

論
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時論
割田知己庵

休憩時間恥除くと正味勢働時間が原則通り

一目的が達せ射れろといぶものである︒こ

約八時間とな欧︑初めて努働者が所期の第

れは賞に我が隅努働史上に特筆大書す・へき

文質丈肌の輸入と共に︑著しく機械工業

ことでなければならない︒

り︑若し之に反則する者があらぱ︑工場法

の護展か促されて︑驚くべき産業の褒達を

れど事には一利一害走具有するもので︑此

迩反として何等隈借することなく摘蕊する
工場業主は十六歳末流のもの及び女子を

喜ぶぺき機械工業の進歩も半面には賛本家

束せる事はお互に欣ぶぺきことである︒き

して午後十時から午前五時に至る間就業越

と努働者との間に純済上の問題今や中心とせ

とい重大な問題でなければならない︒欧米

に於てば早くも八時間勢働が武現され・費

改善されて居ろ︒故に鍔働者が姿本家に封

本家の努伽者に封する優遇其の他も非常に

する間は側滑走縦けて居る︒近時我が関に

必要に迫皐︽られ︑誰希の主張と衣り輿論と

於ても厭愈の進歩は︑それが改善を計るの

れ︑噛局亦之に力走致すこととなりて漸く

なり引いて菱本家努働者共に同秘走促さ

今日八痔間制度が賀現さるろことになった

課である︒是遅蒔ながら今日に至れる拭麗

併しながら之が識施にあたって︑吾々は

賀の至りといば胆ぱならない︒

賛本家並に努働者に向って大いに望むでや

まぬ一事がある︒先づ賛本家側より云へぱ

の勢働苦から救はれるのである︑しかして

並に婦人工場努伽者約二十寓人が︑深夜業

至ったことである︒即ち勢働者走長畔間使

進せんとし︑人道上の問題をも惹起するに

ともすれば勢働者走酷使して生産能力を増

資本の偉力に依り︑奮来の主従瀕念の下に

に至つれ︒といふのは精もすると賛本家が

増して人遡上の大きな問題が新犬に生ずる

ぱならぬ︒而して短縮された時間の詮暇ば

上の勤務に劣らぬ能率をあぐ・へく心掛け奴

し︑此八時間努働韮以て従来の十時間以

縮と誤解するなくも此優遇に依って愈努力

る︒又勢働側は時間短縮を以て生産力の短

業龍率を益々増進することに努むぺきであ

て休養と慰安遊興へ︑待遇か改善し以て産

深夜業賑止に伴って愈勢働者の人幡を認め

此深夜業禁止の副産物として︑今一つ努働

役し然も休養と慰安起輿へろこと妙きが如

但し行政官螺の許可ル受け犬ろときば午

者に禰昔韮招来することは．事業主の多く

克く之走利娼して︑自己た教養し健康か増

後十一時迄就業煙しむろことを得︒

がこれがために午前五時から午後十時迄韮

暑﹄は︑全く勢働者その人の人格走無頑する

■

とある︑これが侭に十六歳未瀧の少年工︑

二部交代で就業せしむろごととならうから

ろ感怖の疏隔起すろあり︑更にば︽それにも

しむろこと主得ず︑

ことに決定した︒即ち工場法第四際に

図工場雁於ける少年工並に婦人の深夜業が
法規か以て韻制的に禁止されることとな

愈々七月一日から︑猫擬期限が終り︑全

深夜業廃止さる

鞠
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時

誼

員とＬてり鍔叉我が帝陶臣民の一員として

韮することに努︐の︑而して良会生産者の一

認めぬ︒然る態如何なる理由の下に今回の

給上にも含社として大なる峡鮎かあるとも

て敢へて高憤といふにもあちす︑其の他供

ら︑現下の瓦斯使用料は他の大都市に比し

得て︑此際を動機に同曾社鵡買収し︑市の

態延期しても︑経済的に何とかして箸源悲

期せ胆ぱならぬ︒故に他の事業ば暫らく之

に之走供給して聯か龍りとも頑祉の増進怨

耀管とすろこそ最も安穏の事といば艇ぱな

かくしてこそ初めて勢賓は協調され︑献曾

らぬ︒かくしてこそ醜市議に醜事の餌悲典

其の完きふ期せらろぺきであらふと思ふ︒

さればなるまい︒

問題が勃溌する一卜至つれか︑之に思ひぁ致

依って行動する︒瞥利曾耐と自治圃鎧と契

れ︑明るい政治家ば明ろい事業及諸施設限

明るい政治は明るい政治家に依って行ば

へろの一つか減ずることを得ろ︒

沖

は光明となりて一国の産業に純済に初めて

東京市含は従来所有醜状韮暴露して︑暗

其の肴進韮期することが出来ろと云ふもの
である︒

事変であらう︒．而して特に往年の瓦斯含証

黒政治の好見本とされて居求ことば周知の

に開する市議の醜聞は︑その最も大なるも

のと稲することは出来ぬ︒又それはやがて

約して行ふ市の事業の如き決して明るきも

東京市書とガス問題
︲新選畢後の初東京市倉は︑ガス料債下げ

ので︑↑侭に腐敗市議と共に瓦斯含就は市民

ることとなるのである︒

欲魔市議に醜事走行はしあるの機縁を輿へ

の怨府の的となつ衣ｃ而して腐敗市議は途

に今春の縄選塞に依って始ん︾二掃し得求

碓に交捗するところありしが︑命祇は之准

拒絶するに至った︒依って常局は目下曾牡

ろ牢以て︑今回は瓦斯曾祇に鉾ば向けられ

計量機使用料撤陵を決議して︑遂に之走曾

買牧か報償契約破棄かその二つの中一奄選

れ課である︒

て︑含就の機暴牟叫び初期の目的武現を期

である︒｜方市民は各所に市民大官を開き

契約して市の事業として︑市民の墓所の重

が本意であらればならぬ︒その含証と市が

も一方は菅利倉紅の事である︒曾献の縄管

如何なる契約がある雁しろ︑何といふて

はなく︑最も明るくあるべき自治︑お互が

む︒而して之は堂濁り東京市の問題のみで

市が百年の計の基礎走定あられんことを望

意議ありとし︑叉最も適営なろ方法を以て

此の意味に於て今回の漉斯問題か吾人は

ぱ胆ぱならぬ事となり︑目下考慮中との事

すぺく輿論の喚起に努めろといふ有様であ

要品態供給するといふが如さは︑決して営

ぺき信峰でなければならない︒かくしてこ

治め合ふ白治に於て︑何れも此事は蒋意す

卓○．

思ふに瓦斯は三百蕊市民の墓所に不可峡

そ自治の精抑ぱ一初めて溌揮され︑本来の目

む得た事とは云へない︒水︑電燈︑瓦斯の如

吾人ば確信するものである︒

的は達せられるものと云ふぺきであらうと

斗﹄は︑各家庭に於ける三つの生活上不可峡

の物である︒之等は市営局が市の事業とし

なるものがある︐故｜卜市民は其れが供給上

て之奄純誉Ｌ︑市民に最も親切に．最も安偵

の燃料であって︑其の及ぶ所の影馨は甚大

元より結構なりとする所である︒併しなが

訣くる所なきを望むと共に︑叉使用料低下

零圃鐙の精華

松倉秋之助

二年の紀元節の佳辰を卜して溌布され

雄酢報癖嘩識輝︑たものであります︒然し乍ら︑我日本

第一株︑大日本帝叫︿繭世一系ノ天の閲船は︑この憲法法典によって定っ

．たものではありませんＵ建国の始めに
皇之ヲ統治ス
を
いてんわがくに．こ・︑だいせうしきに土ぱふてんうへあき

との聖曲︿は︑我幽の固鰐壁昭示した︑も定ってゐるものをぱ注典の上に明らか
のでありまず︒僻郷には︑雛蔀な唾がにしたのに趣ぎないのであります︒

・満事記に︑
一︑君主鯛例︑Ｒ本︒イギリス︑イタ雨天照大御榊︑高木祁之命以︑詔太子

らがあ肘シます︒

正勝吾勝勝速日天忍穂耳命︒︑

二︑貴族蝋例︑口︿今はその例はありま﹁今半誰輩原中剛之白︒故随言依賜降

．坐而知看︒﹂・

三︑民︑王剛︵共和圃︶例︑アメリカ︑フ︒爾其太子正勝吾聡勝遮日天忍穂耳命答

日本は﹁寓世一系ノ天皇ノ統治﹂し緯ふ﹁隆講僻降装束之間︑子生脇︒名天迩

圃ですから︑？勿論君主閲であります︒岐志鯛迩岐志天津閥高刷子番能迩迩塞

而して︑との憲法法典は︑明治二十︲命︒幽十雁降也︒﹂一
｡

華精の盤脚
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﹁此聖輩原木穂鯛考汝婚知限言依賜故

処以随白之︑科詔香日子能迩逼塞命︒

随命以可天降︒﹂

天肌天照大川︑天孫蜜を杵尊をこ

てんそあ全てらす労峨﹃かか墨てんそんにＬ零﹄のみこと

とあります︒

拳ばやし↓ご﹄くくにた全さい

ごど

てんそごこう

勅せられました如く︑この天租の御後︐

せよく

の大八洲園に降し給ふに際しまして︑

えいしＬ︾でんＪ●︑おったすうわ
商が子営孫交に御偲へになって昭和の

たいていいに

ばんせいけい誤けつけいようし．

大帝に至ったのであります︒

じじつ

﹁寓世一系とは決して形容詞ではあり

まぜん︒事賓底のであります︒
こう舎泡んしやうとくてんのう︸﹄
皇紀千四両二十九年︑稀徳天皇の御

⑰①③●ちうぜい

宇不迄の臣︑皇欽を侵さんとしたこと

・うふていしんこうゐおか

こうゐさいはめん姪かえ

がありましたが︑和気済麿の忠誠にょ

めいばく

つちきく

り︑皇位は幸ひに安泰なることを得ま
くんふんぷんさに
した︒﹁君
民の分定まれること擁めで

よしう

かしういんかん

︵一一︶

明白であります︒

し芯

支那は四百鮭州︑この土に園を作し

づいとうそうげん

たものは夏あり︑間あり︑秦あり︑漢

めい

しん

しか

あり︑晴あり︑唐あり︑宋あり︑元あ

しんてう襖ろちるつくわよ今．ようわこく

り︑明あり︑清がありました︒而して

↑清朝は滅んで瓦中華と呼ぶ共和国とな
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華 緒 の 鵠 園

じつめ

ていせいのちこんにら叩ようわこぐ

ポレオンの帝制の後に今日の共和園と
管かいたいきんさいちうせいき

なったのであります︒

さんしゆざしやをざろうのう

今恥や一ニノ

産主義者の治むる努農画シャとはなっ

．ねんぜかいとう

ドイツは︑西紀千九百十八年世界統

せいぎ

たのであります︒

ゆめみ︒こうていたいゐ蚕う

一を夢見ゐたるカイゼル皇帝は退位亡
命の止むなきに至りまして︑共和閏ど

曇ようわ世い

めいやいた舎ようわこぐ

し

お

なりました︒オーストリヤも共和制が

布かれて居ります︒
イタリヤぱ︑擁嵯い灘であります︒
釣うしうに佳人もじ庶人せかいたいせん

微洲の日本を以って自任し︑仙界左戦

し吾うて含ふんらんなかこくすゐしゆぎからせい

の思想的紛凱の中に幽粋主義勝を制し
幸ひに事遊きを得て居ります︒

きいはことえゞ牽

︵一二︶

わたくしたちわ含あいノ０︑せいしゆんごと苦いくわつ

私達は和気需皇円春の如き生活を
よみこくんはんみんきこうしつわた鱗くし仁らご
獄ぶ︒一君蔑民︑御皇室を私達の御
しうじあほてんのうへいかこくふした
宗家と仰ぎ︑天皇陛下をば︑閏父と慕
たて詮つかみごこうしつかぎとじんじ
ひ奉り︑上御皇室の限りなき御仁慈
よくおをとい生あだ署りう
に浴して居ります︒外未だ侮を受け

ここく誉・たみ︲
たことのない此の国土の民たることを

暦んらうばう墨くせいいだ

光築とし︑これを職ぶ︒

くわうえいよるこ

いかでか蓋忠報団の誠を致さざる︒

てんそどけんこく

げ

第一催固鵠チ鍵革スルコトチ目的やシ

治安維持法

ぢあん画じばふ

ました︒・

・治安緋持法はこれが潟めに溌布され

ぢあいゐじはふた唯つぷ．

ます︒

に中毒し︑不遥の行跡ある考這憾とし

ちう︾くふていがうぜきゐくわん

徒らに物質主義を主とする外来の思想

いたづ蕊つしっしゆぎし︒ゆぐわいちいしさう

換へたる輩︑我剛膿の精華を忘却し︑

かやからわがこく定い壁いくわぼう今やく

昨今︑大和魂を面妖なる悪謹と置き

たｒいまや全とに全ひいめんようあくれいお

すゃ

これとりもたぽさ歩︑天組御建図の
どせいしかなたて塁つゆ塁ん
御聖旨に叶ひ奉る所以であります︒
てんそご秒いしけい﹄よう七全れい庭い拳こうしつ
天阻の御聖旨を糖承し給ふ綴代御皇室
士いたて２つご鎮うかうゆ蕊ん
に封し奉る御報効たる所以でありま

むべきであります︒

天地のあらん限り︑大和魂の守堅固
こ歩狸やレヱこぐいやさかさか
に︑此の大八洲閏をぱ撫柴えに楽えし

てんらかぎや全とたまひいまもりけんこ

せじ︒

大君の遥にこそ死なめ︑かへり見は

す屍︒

しか佳皿

海行かば︑水諜く屍︑山行かば草蒸

うみゆみづつしへ忽崖塾や全ゆくさＵ

ロシヤは世界大戦の最中西紀千九百

せいきをわ

アメリカは西紀十八世紀の終りに︑

こくわうしけいのちし陸ら

わうてふＵざんしやくわ小

おばぎみあたりし︒み・︲

凸毎

画ん

十七年︑ロマノフ王朝は無残にも祉曾
裁誇誌の手に砿されました︒やがて共

ぽんどくせいき

ります︒

かざそ入

べからざる︑一大汚熟であります︒ナ

・たいぞてん

惨たる史蹟は︑世界のあらん限り雪ぐ

きんしせきせかい

結果王を断頭豪の露と消え失せしめた

けつくかわうにんとうにいつ迫含う

フランスが西紀十九祉紀︑大革命の

せいぎせいきだいくわくめい

く共和政治が布かれました︒然しやが
はいわうせいふくここ入にらい志お
て屡され王政復古して今日に至って届

含ようわせいぢししか

へてして居ります︑図王死刑の後は暫

和民族の到底解し兼ねる様な行動も敢

とみん壱くとうていかいかやうかう号フめ

ろ者が︑死刑を行ふと云ふ︑私遠大

で︑十七世紀の半頃︑国王に封し臣た
ちのしけいおこたいわ窪くしたちや全

せ含いんごろくこわうたいしん

かく力の弧弱によって︑即ち征祁
しやせいしんしやいくわ入けい
者に征測者と云ふ闘係にありますの

ちから言ようとやくずなは・せいしん

を侵して建てた画であります︒

おかたくに

ｒに住して居ったアングロサクソン族

世紀の頃ノルマンの種族がイングラン
・じっソおみ〆︑

せい合ころしゆ巻く

その本国たるイギ叫入は︑西紀十一

であります︒

ぼんどくむほん砦いはひふこう
本刷イギリスに謀反して幸か不幸か
たＬかひか宮くりつこ・豊︑がた
戦に勝って猫立して鯛家を作したの

翌い費

ったのであります︒責に目もくらみそ
哩どくにがわ垂
うな程固が鍵って居ります︒

弓

テ結肌チ組織ジタル者︑叉ハ結杜ノ役
〃者ハ死刑︑叉ハ無期若クハ王年以上

貝︑其他指導考ダル任務二︑従事シダ
ノ懲役︑叉︿禁釧二虚シ情テ知リテ結
ノ篇メーニ︿ル行爾チ厨シタル器ハニ年

祇二加入シタル者叉ハ結汎ノ目的途行
以上ノ有期懲炎又ハ禁釧二庭ス︒
二項略ス

前二項ノ未逢罪ハ之チ罰ス

第二僚〆諜術な虚罰する旨の規定
第四係は制助者起罰する規定

鱒三怖錐叫降は煽動者を罰する規定
であります︒
﹁ｈリノ

こぐか姪ごうえたみ

かいいたところばくがいあこと

た︒聞家の保誰遼受け得ぬ民ほど
め哀まれしは
６かじん世
な者はありません︒ユダヤ人は世

小亜細亜に西紀十三世紀前ユダヤ民
巷
〆園
︑を
く作
にし
肱て
お居りました︒それが睡
族が
ぎせいぎほろ・ふんをくかくらざん
紀九仙紀に減ぽされ民族は各地に散じ

をうめじゃ世いき含いきぜんふん

第について一言しますれば︑

ゲリ﹄
ふざ営め
ん
ゐじはふばつ．ぷ凡し
右の治安維持法が溌布されました次
どんず

ぱい

一

界の到る虚で辿筈されて居ました︒殊
くわくめいぜんじいんこんりつ
に︑革命前のロシヤでは寺院の建立を

身
﹈ら
んれ
じ︑
ふ市
ん民
け椛
んをみ
禁ぜ
肌に
へ・
らが
れく
ずか
︑う
畢校る﹂と趣︾て暦ります︒

にうがく含んこぐみんとくけん・弧んぜんくにめつ誤っ・

入肇も禁ぜられ︑固民としての特椛の二千年前その函が滅亡したときに
す
・う共ゐ︒いか今．﹂うぜいしゆめらは

ふんをく う全

細くてを奪ばれて居ました︒それのみも︑何時か﹁メシヤ﹂︵救世︑きが現虹
と今雪恥吟砦−んいにい￥一やくさつ毒こ歴︸が人溶くナ︾︑かんが輩
ならず︑時に何蔑と云ふ大虐殺さへ行てユダヤ民族を救ふものと考へて居り

はれまし．た︒ました︒ユダヤ民族として生れた﹁イ
ふん会くうらみわず

睦かいじ人ろゐ︐ひとあい

ユダヤ民族はどうして︑この怨逓忘エス許卿屋ト﹂はと害れぞ﹁メシヤ﹂羅あ
めにむく
いｂ
れやう︑如
何にしてかこの仇と報えんろと職迎さ恥たのでありました︒然る
かみ ん 為 ﹄ く
かれらめく毎﹈やしやごとしうしうしんみ
ものと彼等は悪鬼夜叉の如くに復饗心にキリストは﹁榊はユダヤ民族の総喧
＆つ

に燃えてゐたのであります︒ なく世界の人類を等しく愛す﹂と︾哩理
をかい士い世んいのらをなもかみおしえ仁

労ひせ︑やるんぜんでんなきじかついだ

ころ

・頃はよし︑世界の大戦︑命の併しく無を以って柳︑教を説きましたので雨１
もの典わみ︐じゃう
い者はない︒その弱味に乗じて︑職織グャ民族は失望と悩怒の激怖から︑・途

吸うくわいお

つ仁ふん唇くわう・か人が

に於いて︑非職論の立体を篤し︑更らにキリストを十字架に付けるに至りま
︑
うじｂも
にと
︑ら
土地とパンのこ好
餌を以って︑呼錘した︒
︑ふへいろう琴一うしゃこさくにんつこ・膜う︐ふんそくい上施肥侭・えん心く
不平ある努働者小作人駐釣り込み︑暴ユダヤ民族は今も尚ぼ﹁ユダヤ民族
亭フ浄︸ん︾ んわうてうて︐ハぷくが竜心世んふん一？Ｌ・年一くせがい
動を煽動しロマノフ王朝を卿殺さしてば柳の選民であ﹃ごヨダャ民族が世界
しまひました︒次いでドイツをオースの他の民族の主たるべきもの﹂と考へ
トリヤを崩壊してし堂ひました︒このて居ります︒
しゆ似う︾う・

くにノー︑・動へいふ垂﹄んとせん︾︑うへいわ

ユダヤ民族ば秘密結肺を作り世界の

ふん毒くひみつけつしや︑つく遥かい

旬Ｌ

種の暴動ばイギリスにも︑フランスに正Ｉ
おこ

かぶせんふん

も起
起りました︒
も︑イタリヤにも
ぐわんらいふん毛く０

ツ︒﹂

パン﹂の好餌の下に世界ぬ剛家を打ち

こうじＵｂとせかいこぐかう

図共の不平不浦心徒詮煽動し﹁平和と
あざ

元来ユダヤ民族は ﹁刺の選民であ
いしんこうも

と云ふ信仰を持って
て居ります︒﹁ユダ

た賎︐めくるおわがに鼠ん

ふ
み人
んをを
人味
人ぐ味
わい
ぐふわ
んぞ
いくふ ん ぞ く み ＃ い を く

挺いじゃう迩欝ん庭呼

にも大正十一年第三イジターナショナ

かみしめい

倒そうと荒れ狂ふて居ります︒我日本
とうぢ

ャ民族
族以
以外
外の
の民
民族
族洋
洋一一 ぱ ︑ ユ ダ ヤ 民 族 の
て

手によって統治すべく刺は使命してゐ

。

華 精 の 盤 図
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盟園

華精の

きしてどうかお上の役にれつ立祇戴人と

いしよくだ私いせつしゅんしやくわいじゃう

なってもらひ士い︒如何に才気の力があ

しぷでき仁いしゃうねん

﹁衣食足りて贈節を知る﹂現祇曾の状
鉛ぽいいうりよ

態についても大に憂慮すべきものがな

櫛にして要︑剥隠して切︑千繭言の客よ

る所である︒﹂

んことを欲すると共に︑獅柴ゆくき方

としんらようかうりよしゆらよう

りも意味ば遥かに深挺・てある︒元帥は第一

るものであります︒

東郷さんのお言葉

必婆詐説き隼三に正道に進むべきことを誰

された︒我々が常に主狼して居る所とピッ

タリ一致し衣ことば批だ愉快とする所であ

世には忠孝走以って笛迩偲とし．現代に

ヂ○０

去る五月汁七日に拭節廿四回海軍記念日

又才診や侍み無毒員うて︑誠などは馬鹿者っ

要芯きものの如く誤解して居るものもある

公園一音楽堂に於いて翠げられ士︒紅顔に燃

図民態前に︑東郷老元帥が威あって猛から

ゆろばかりの元蕪と敬愛と距湛へた第二の

ざる温容に︑慈愛の眠走細めながら一場の
その言葉に白ばく９

訓話冷なされた︒

﹁海軍記念日に蕊脅式をあげて貰った事は

恐縮の至である︒諸設ば忠孝の二つを旨

る︒︵昭制四︑五︑二八日穂︶

専有物︑如くに心得︑珠声卜道徳など乃云鰯
するば︑年寄か暇人の除計仕事と合山する
が︑比々皆然りである︒今や世態躯げて︑
擢韮是れ季ひ利を是れ喪り︑世迩陛れて人
心危ぐ識者準して深墨を抱かしめて居ろ︒
此の時に鴬って︑我が束郷さんのお言葉ば
単に少年束郷曾の少馴民にのみ典へられ仁
訓話として聞くぺきでば芯く︑没に廿四年
の昔三笠艦上より蕊せられれ﹁皇典ノ樋匪
此ノー戦二在り﹂の各訓令と共に︑一般幽
民が呪脅すぺき金訓であると信ずるのであ

を迎へて︑少年東郷念の褒曾式が︑日比谷

翠軒生

に忠孝の二大徳目を塞げられ︑蛎二誠心の

途を瓶亜に老噸せねばならぬと主張す

建つともいやさか臭う

わたくしけつひくわん

にい

ルの支部が出来ました︒大正十二年の

っても誠の心に峡けてゐては何にもなら

．ことなみ上あだらこと

昭和二年の十二月一大稔畢が行はれ

きうわねんぐわつにいけん今よ話ご江

週んふに上そし含ゐらた

輝いけん含よじへいそく丈いしゃう
犬稔畢で一時昇息はし室したが︑大正
いではありません︒

でもらびたい︒之が東郷の諸君に希望す

堂した事は尚雁卦に新しい事でありま

よ◇フ

じＡてんのうと受とう害ぶんくわいにうこ

芯いのだから︑風の道を関連ひずに進ん

十三年再び組織を新にしました︒

私は決して悲観もしませんがまた
らく上わんわがこく淀いぜいくわてんじやう
楽観もしません︒我圃倍Ｄ精華は天壌
とも言は念いやさかさか
と共に窮りなく弼柴えに柴えあらしめ

す︒

ぢめんゐじばふやうけい陸つ惨んじう

治安維持法の様な刑罰の厳重なるこ
ひつようともわがこくたい
とも必要でありますと共に︑我剛隈が

世かいＵひじくわく含ん
世界無比であるの自畳をさせるとが緊
わがや傘とみんむくおん
要であります︒我大和民族はかつて膳

せうくわざんめいてんのう
をよく消化してしまった欽明天皇の

刺天皇の時唐土の文化を移入して︑之
ときいん︾．ぷんくわいにうこれ．せうくわ

時︑印度の文化を移入し︑之また消化
いづに侭ん翠んくわ

◆ソ凸フシ診︑

しました︒何れも日本の文化としたの
い全

であります︒未だかつて中毒したとと
け程しちうシう

みん客くせいしんしや

はありません︒蓋し中毒せぬかするか
は︑その民族精祁により室す︒その杜
くわいぱやうにいいかん

やうりふへいふゑん

含欣熊如何にあります︒
け
んこうぎくく
健康であれば︑毒をも食ってしまひ
寵す様に︑一人の不平なく不満なく︑

義者の乗歩壷へき除地はありません︒

たみやすいふばけぜい倉ようらくう
民安じてその業を勘み︑生を享楽し得
しやくわいじゃうたい宮ようざんしゅ
ろ斌曾状態でありますならば共産主
薯しやじゃうよら

I

一

繁田武平
○

ごうせいしめ↑ゐ

へ︑猟と催︑柔と剛との調象が面白く
か
んじじしつはうにん
感ぜられる︒事務室の方には十五六人

おんゆんじうごうにいしゃうおもしろ

その側には骨格の遥しい壮年の士が控

仁が︑羽織袴の婆で雁接してくれた︒
そばこつかくたく象きう強んししか

ひとはたのばか念すがた争うせつ

五十左右の温厚にして品格ある家職の

さいうおんこうひんかくかしよく・

事務所に到って刺を通すると︑年頃

じじしよいたしつう︾としころ

何にも豪勢を示して居る︒

か

場や立派な厩舎左どの設もあって︑如

陸のつぼうまやもうけい

巡査の詰所とになって居る︒左側には
しるれんがけしようとしよくわんたまつ含
白煉瓦で化粧した側害館があり︑玉突

じゆんさつめしよゐひ臆りがは

側に洋風の建物があり︑事務室と請願

がはよう雫ふうだてものじじしつをいがん

一﹄

購堀の正面には橋がある︒夫を渡る
おもてもんはしら⑧④●①④へう
と表門の桂に︑﹁池川文一郎﹂といふ標
ざつめえいもんぱいりょうがはうゑ
札が眼に峡ずる︑門を入ると雨側に弛
ずゐしよくじた上
込みがあって翠色滴るばかりだ︒右

か全へぼ⑪しやうめんはしそれわ仁

韓東北富豪訪問録
むう上ぜん毒建まがりえ含げしややわつ

やとめ会﹂だ０んせんぼく一﹂ほり仁かなしむらぱし

奥凋線大曲騨で下車したのは五月六
かごぜんじごろ仁輝らじんしや
日の午前十時頃であった︒直に人車を
雇うて秋田隅仙北郡高梨村へと走らせ
それ苧っじんにいふこういけ涯けばうもん
た︒夫は同嬬第一の富豪池田家を訪問
ためさいユどんかいつうけん
する魚である︒最近に開通された山間
にうろでんえん江かもんじつらぬゐ
道路が田圃中を一文字に貫いて居る︒
芝やフ型んぽけｒＤしやじゃフたが

繕の様な田園の景致を車上より眺めつ
すＬ〃よみぎてたんぽなか︾﹄て
上進むこと里許︑右手の田圃中に土手

含づ・かこうへさくらう

ところえとがはつ上みそ

を築いて園みとなし︑その上に樫を植
大邸宅の質中には大畑突が天に沖し︑

たいていにくまんなか腰いえんとつてんちう

ゑた所は︑江戸川堤ソックリだ︑其の

しやじゃう輝にこうじやう

さかんけむりぱゐがんぜんてんかい
盛に煙を吐いて居るのが︑眼前に展開
たづ

した︒車上から︑﹁あれは何かの工場で
いけに巻主

もあるのか﹂と尋ねると︑﹁あなたが
と答へた︒

二に

おいでになる池田様のおやしきです﹂

ぜいきうれんがくうけちらじむと

よおもむろげんかしさつらんにい

の青壮年が︑各受持の事務と執って︑
わ
含めふはゆゐＩみ
脇目も振らすに働んで居るのが見え

た︒

わがくにしやうらいのこれたい一一く

そこで余は徐に現下の思想問題ょ

こうにうくわいくわくらようもつとて含せつ

り我国の将来と述べ︑是が掛策として

ｈ壁せつお挫きがりしくわいばってんぜひ

は弘道曾の砿張が最も適切なること

を力説し︑大曲支曾の護展に是非とも

御富家の高配を仰ぎたいこ︲二を率直に

ごにうけかうはいあほそっちよく

申入れた所︑﹁︲如何にも御尤なる御言
もくかしゆ
陸しゆじ︑んとのつ

全をしいところいかどもつともおこと

め

で含

葉︑よく主人に取次ぎませう︒目下主
よこばらいた過くわん
じん
人はテニスにて機腹を痛め︑遺憾なが

らお目にか比ることは出来ないが︑ど
いねが
うぞあちらへお出でを願ひたい﹂と
懇に言はる上ま上︑案内されて表書

いんはういに

れんごろいあんないおもてしよ

○

院の方へ到った︒

おもてしよずんじゃうじ壁全うちねお唾びる

表書院は二十擢敷三棚打抜きの大寅

全とこ津たけ肥診嬢ふくか込
間︑床の間には竹田の大幅が褐けられ
含んぺう罫ざしぎはいらしやうめん

しゃくあひに今﹂んぺきさんぜんぶつ膳ん

金昇風が座敷に配置されてある︒正面

①⑲①③③●きざにいゐはいめ

九尺の間には︑金碧燦然たる俳壇が︑
つ
くこそなか●●③
作り込みになって︑其の中には温恭院

つく︑是は池田家前代の霊位で数年前

これいけにけぜん極いれいゐすうねんぜん

穆山了道居士と刻まれた大位牌が目に

由

録間訪豪富北東
畷
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録間訪豪富北東

隼物つ
しれ
ゆたじ
う主め
尖面こかて
に
故こ
せら
とん
いこ
ふ︑
人ん
公ま
には
いだて号やくざ

ちょうくわいらようつと②●①⑰②⑧①⑪

あり
︑し
その
横口
手に
隆ら
一階
建樫
の客座
えつえよいはゆる今宰んして窪
いがた
く
一
・
つ
謁を得な．かつたが︑世の所謂千金の子敷がある︒邸宅の敷地が一寓五十坪︑
毒ぽいめんもくことけんにうにいねつしんそぽうとみ毛れあきら
とは犬に面目を異にし︑剣道の大熱心素封の常伏夫のみで明かであるｏ
かはんし︑●①︑①せん誰一いせったいはうくわいしうしとうわか
家にして︑範士高野佐三郎先生はよく接待の方より﹁倉の旨趣等↑よく判つ
︾︑うけぜっへいゆんしゆひとゐしゆじんざうたうじぃ一ｂ我くい紅
同家に招鰐せらる上ので︑現主の人とて居ますから︑主人も相営の助力を致
駁涯曾﹄そくぶんゐとしれいはんぜんそれ一きぎにおぼきがのぜんしくわいらよう
焦り等は灰聞して居る︒年齢は判然しします︒が夫に先ってルヘ曲前文曾長
さい券とこさかたか鉱しむら①の②はだし麺がこ．ソ
左いが三十瓦﹄ハ歳の男盛りで高梨村の田口君にもよくお話を瓶ひたい﹂の好
そんらようじぢじんナ寺⑧あ今︸たけんらようそんいことばえ︾﹂うていじ今﹂よ
村長として自冶に諜捧し︑秋田蝶町村意ある言葉を得て︑伺邸を餅去した︒

しょせんぜいへいかくらじゆ〃殉くわいもんで一からむか世いよう︺つく

長曾長をも務め︑山下信義︒後藤静沓○

造どの諸先生を鰐して︑各地へ巡回門を出ると道の向ひに︑西洋造りの

こうゑんから帳んふごうことな︽﹄く嘘江ら︾Ｌくりつｈつ陸たてもの
講演を開かるＬなど︑一般の富豪と異役場に並んで︑獅立の寸沢な娃物があ
しやくわいてきこう今﹄ようて今こじゆふ角からつくへうさついけにけしんようこうぱい．．︑ａめひじむ
り︑耐御的公共的事業に力を識されるる︒標札に﹁池川家信用職買組合事務

所は︑心ひそかに多大たる敬意を梯つ所﹂と親宅れてあるから︑通り過ごす

ところこ上ろた時いけいいばらしよ全●﹂と輪︵ず
ゐ
寺︽．そく上るまおじ

て居るのである︒ことば出来ない︒早速車から下りて事

Ｕしよ恥とづしゅん︑ぜつあいもとそれ
○務所を訪れ︑極々説
明を求めた︑夫に

ぜうおくさし含お僕に寺いけにけしよいうで︐少ジやくちよう

請ぜらる上ま上奥座敷の大チャプ墓よると︑池旧家有符の川地は約一千町
しやつめんちゃくきき毛よう︑ふくすかた︲ぷずうそんわ↑へゐそくわん
の正面に着席すると︑間もなく洋服姿歩あり︑数ケ村に渉って居る︒其の開
きうじめら樫ん否ん僅かぜん準●て︽けいしやす肱はこきくしゃくらしゃくや
の給仕が現ばれ︑本膳の外ニノ膳及び係春即ち小作︒借地⑧併家をなすものが
あいしゆはこひじやフこう今菅よううよめいものく幸かめひいん
銘猫が運ばれ︑非常なる厚饗を受けた千三百除名あるが︑その者を組合員と
ぜんていいけみづゑんノ４１た上含ひれうのうぐとうざん緋ふようひんざとう
前庭の池には水が満々と湛へられ︑樹して肥料農具等の廃業州品より︑砂糖
み跨りいしいづいうが鴨やおりものよこ ふ・″︑じてんし︽と・フけいいずようびん
の綴り石のた営未史ひ︑何れも優雅を茶︒織物ｅ洋服・自聴車等の一経済州品を
号﹂修とうきょうはうめんにいめうやしきこう偉いから槌孟↓﹂ん一生ひし諺こな
極め︑東京方面の大名屋敷ソックリリ購買し︑且つ貯金と貸餐とを行ふもの
今つち芯かにはへにしゆじんこうゐくみゐひいんにんゆんざいしゆつしがく

風致である︒中庭を隔てＡ主人公の居で︑組合員は三三九人︑現在出賛叡

やくたつ己

池川家の家政は行務部と内事部とに

いけにけかぜいかうじ蕊ないプぶ

は約五葛に達して居る︒

わ抄うじぷのうじやうくわじゆゑんしゅん

じゃ︒﹃とうけいえいざらこれらしにフいん窪んりん

別かれ︑行務部は農場②鼎樹劇・試駒

くわんわがＬり︾﹄こうかぜんかＬ心諺よびご・んか弓舎んゆうばうめん

場等を経誉し更に是等︑指導員︒山林

管理掛︑土工河川掛及銀行金融方面
つかさごものとうす︽へにんゐぶ

おくむ倉こと十一んしやう︾ずゅよういかにん

をよ
掌ろう
審誇
総ゐ
於てな
十六
人居
るが部
ら
お
い七じ
ぷ
長を置いて之を統べて居る︑内事部は

じむいん轡うけしゆにんぐんらようかく

奥向の事を専掌し部長以下十二三人の

幸の一つｏ

事務員がある︒同家の主任は郡長格の
しゆわんからそ港いにいおも
手腕錐︑以って其の盛大を想ふくしで

○

ぐやつかくわうぎうぷんこぷんこらよう⑤●③ｅ

五月七日光丘文庫の文庫長白崎良蝿

くんみ〃殉びや全がたけん身ごうぼん詮け

はうもんいんしゆ﹃必つやくんぴやうごほよう

肴に導かれ一し︑山形際の富豪本間家を

もくかた渉紘お

ん．せふにうよくろうよし

訪問した︒現主光揃消は病後の保養と

して日下田川温泉に入浴中である由は

ふざい含ださ

でんわうけた全ばぜつかくさか仁含
電話にも承ったがｐ折角酒田まで来

とかく鰹ん全け拳とづ

て不在と聞いたのみにて立ち去るべき

ではないから︑兎に角本間家を訪れて
み
いけつしらざ含くん
見ようと意を決したのである︒白崎宕

めんないおくざしきせ・．全

きいどうだんしう世人せりけんてん

の案内で奥座敷に諭ぜられると︑先づ

めひ

目を惹くものは西郷南州先生が﹁班天
あいじんかへんがく拳よ②②④⑥①︑
愛人﹂と書いた偏瀬及び束久世通聴伯
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6

る目的で設立したもので︑資産二十一

するといふ惨欣だ︒殊に秋冬心候に至

たる砂原には寸草尺木もなく︑西北の

寸芯ばらずんさっしやくぼくせいばく

の書幅とであって︑何れも墨痕淋潤た

寓有除︑基本金七葛四百回︑書籍二葛
いうよさつざうゐさたいしゃう
七千有除甜を職して居る︒去る大正十
泡んぐわつ︑しこ世いじゃうへいかせつぜい
川年十月に城畏くも聖上陛下が掘政

ると︑雨雲が風伯に味方する故︑其の

もくかしゆじんふざいちうゆろぷづ含たくし

おてがみしやうちお

にんどじよりよく泡が主審Ｌい

る本間窃吉君が現はれて雌接せられ
た

亭の

・毛んゐ

かたじけのところ

おり危いりんくわうえい

全んゑんきふけんらくらやくしさく趣ん

やうやらくせいこうゑんらたかにい樺し

Ｕ私含うでんつくないぷせいようふうこう

め︑棟は宮殿造り︑内部は西洋風の雛

をうじつ言うノー１ゐくわんていゐ
造で︑賞に堂堂たる仲棚を呈して居る︒

けん芯がわに
東西約二面江十間の撞きに亘りて︑数
い鋸う今う寺﹂づ
鋒の礎雲を悪癖して︑一大胆機
丘を築き

州︾挿癖榊僻蕊殿年い晦嘩天認
侭
癖
んら
よ飛
うや
く雑
けん

まい迫んしＬはん

怪いじんずこふえんだい

霧燕蓉誰誹畦嘩榊の繊礁溶鐸がたが︑

一どんがいいより１１は池嘘涯ご加もにうろ

うせつ・ふうばくみか↑↑ゆる一そ

酢香ん．Ｃやつここしう学フこういた

街上に人影なく︑商舗戸を鎖して酔息

がいじゃうひとかけしよ・う懐ととぎへいモく

風が一度起ると︑細砂濠々全市を蔽ひ

かぜ替奉こさいさもうノ︲︑ぜんレおぽ

ろものである︒やがて同家の理事格た
●③⑥①①みら
おうせつ

の尊位に為はしませし折︑墓臨の光柴

惨害は愈為甚しい︒是在以って常路

もくてきせつりつしさん

全らい上のにばんこう膳うぐわい
ろ︒先づ来意を述べて︑日本弘道念の

を辱うした所である︒
どたいてんき城んしきん
径ん士け
本間家で峨御大典記念として︑黄金

奏私該ろ堵は一凡もなかったのであ

しよふくいづ僅ｊこんりんり

篇め−段の御助力を願ひたいと申入れ
ところさすかぼん土けあいきっ
た所︑流石に本間家だけあって︑挨拶
ようｂようえゐ
き命ごろとくが唯くわいらよう
も要領を得て居る︒﹁先函徳川酋長

壷菖回遊寄付して建築に着手し︑昨年

る︒是に於墜Ｌ大人は頗る遠大にして

しつらんいさいの

＆んいうよ含ぼん含んゑんしよぜ含

殿よりの御手紙にてよく承知して居り

漸く藩成した︒公園地の高皇に場を占

写うけりじかく

ますが︑目下主人不在中故何れ姉宅次
にいごへんじ企港しあ
めいきつ
第御返事申上げませう﹂との挨拶であ
そいぼんくわいげんじや弓先撹びじゆふかうがい

つた︒夫より木曾の現鍬及事業の梗概

︵︺

そもりｆ１①⑧③●④⑨ぐ．わうぎう鱈いじん詮を

べ︑且つ自分の主宰する磐岡大畢のこ

かじぶんしゆさい．とよおかだいがく

について質問があったから委細を述

ぐ莱英み
ねむの雪う
︵ぐみ︶合職木︵ねむのき︶を植へて

蜜をつくしかなん全んたいすう

あるひふと

そんすありさま

埋められ︑或は吹き飛ばされ︑千百に

一フ

斯様にしてすら︑弧風のために或は

かやうきょうふうみるひ

きつたへいしよく

の松苗を移植したのである︒

基礎を作り︑而して何十寓といふ大敷

そ世いかくごうきかったつし

の生れで︑其の性格は剛毅舗達︑而か

ためならば千余を一郷しても苔まい気
が
いいうおそつたこう

含んて言おし会

て居った︒叉公共の念が厚く︑衆庶の

おまたこうきよう迫んめつしうしよ

しｂよしうぶつとくけいきいみちちよう

も思慮周密にして特に経済の道に長じ

具ノユ今

舎よう樫虹んい余ほんぜん

抑も本間四郎三郎光氏大人と申す

こた

は享保十七年︵今より百九十七年前︶

と

とまで︑間はる上ま上に答へたのであ
ヲつ０

○
きかだまちきんわうにいざいばんはふじんくわう会う蒜んこ

酒田町山王嘉に財闘法人光丘文庫と
としよくわんこ部んこぽん念け

一二を存するに過ぎないといふ有様で

けんし弛みつやくんぼん全けそらうらう

いふ岡書鮒がある︒此の文雌は本Ⅷ家

慨を有して居られた︒其の徳ふくき功

に名将が共戦に遡ひて茶々勇むの態度

あった︒大人は更に屈する色なく︑頁

から︑其の苦心は酬いられ一︲一終に一大

そくしんむくついにい

を以て︑百方術を謡して迭林に嵩つた

もつはうじゆつつくぞうりんめた

めいしやうくせんみ⑪心すＩＩいざだい︾﹄

仁いじんさらくついろしん

の現主光噸君が︑本間家の組四鄭三郎

林券一成木ぜしめたなどは第一指に屈す

綾は非常に多いが︑百難を排して防風

こうしうえつらん含ようもつがくじゆつけんしうこく

酒田の地は西北日本海に面し︑荒涼

ざかたらせい懐くに偶んかいめんこうむよう

べき偉業である︒

るゆふ

守﹂きひじや・うおばなんぱい砿うふう

りんせいばく催い４しくつ

くわう会一うにいじ舎人いまかみ全つゐ

光丘大人︵今ば帥に祁られて居る︶の
遺志を承け︑有掃なる剛書を蒐集して

るしういうえきとしよ含しう

公衆の閲蝿に供し︑以て蕊伽の研修団

うんはってんしあはし入とくけんしやう

蓮の溌展に費し︑併せて祁徳を頴彰す
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丑つ金やし廷いんふ害ｈや季つちそらようみん

い・●手け仲こ凡うどし︐ｌ●広

松林を成し千年の緑風致を添へ︑町民

とあ

は堵に安んじて業を勘み︑戸口年に加

ことである︒

ねんのら垂んへうちく稜含ａ
年の後には一寓俵の蓄積を見ることに

しかそじつかうかくじつ

しきんけ〃じゃうこれ里ん

した︒而して其の貰行を確賓詮らしむ

和伽︒五︒二五日稿︶

ある︒池川家と雌も亦同一である︒︵昭

いけにけいへ浄全渥亨フ

いて益々隆盛なるのも所以あることで

生ず１１町うせいゆえん

組先が善を積んだがために︑今日に於

そせんぜんつこんにらお

に亘って其の常を保ち益を感大を加ふ
しか
るものもある︒どうして然るかといふ
それさいきん含そにうとくお話
に︑夫は財産の某礎を道徳に置くと置
漢ん全け
かざるとに鍔邸するものだ︒本間家の

わだそとみたら掌すＩ︑ぜい腿いくは

またすうにい
らくし全
落して了ふものもあれば︑叉よく数代

て亘閏の富洋一累さね︑又一代にして没

今一よ牟︽んとみが全だにいぽっ

凡そ富豪にも種々あって︑一代にし

およふがうしゆ・Ｊ１にい

○

所以あることである︒

ゆ蕊ん

今や大人の英媛は︑榊に祁られ︑幾
た
ひ
とそ八十画ゐゑに
多の人より尊崇せられて居るのも︑又

て︑追賞の意を表されたのである︒
い全にいじんえいれいかみ全ついく

ついしやういひやう

上杉侯は大人の牌前に白銀十枚を供へ

うへすぎこう淀いじんひぜんばくざん土いそな

に際し︑其の計書が偉功を奏したので

きいそけいくわくゐこうそう

全よびみばしやうたが習うばんらうか縄

るため︑資金をも献上した︒是は﹁本

Ｏ
くわう等うたいじんゐぜ今きばにぼうめん

にいじんちぐう
こと尽遊つたので︑大人はその知辿に
かん企︒⑧︑②⑤はう春く
感じて凶荒怖毒籾穂の方錐をたて︑十

戸善政を通じて種玲へ意兇を徴せらる上

の①③つうしゆノーーいけんＢよう

晦川公の耳に達し︑遂に藩の中老職在

④③④み上たつついばんもうろうしょく●

ある︒斯か雫ハ際故大人の盛名は自から

かざいゆろお﹄いじんせいめい一毎つ

矢張財政の窮辿には困難を感じたので

やはり壷いせい含うはくこんなんかん

その営時米嘩には麿山公が新に蕪主
えい上はんぜいかいかくあて
となり︑鋭意蒲政の改革に富られたが

○
たうじよれざわ●③●あらだばんしゆ

して︑遂に其の軍責を果した︒

ついそじうせきは痕

が窮乏を告げた時︑財政薬理の大任を
ひほんりぎいて今しゆわん底つ含
めい
命ぜられ︑非凡なる理財的手腕を溌揮

きうぽうつと言さいをいＪ１りたいにん

であるが︑大人の遠望が興って大に力
また評うばんおかつてもと
あるものである︒叉同燕にて御勝手元

にいじんえん銭うあづかお膜いちから

たものは︑藩侯の仁政に依ろは問より

はんこうじんせいよもと

内藩にて︑一人の餓死者を出さなかつ

ないばんｂがししやに

もみひやうけんぴ号つち聖ちく善﹄た
扱二葛四千俵を献じて備荒貯蓄を行は
てんめいにい会ようけ人さいさう
しめたりした︒天明の大凶獄に際し荘

わにゐきうないばん今んＤ平一うけん

光丘大人の偉績は︑極めて多方面に

は正い全Ｌらもぷぢしんらまつにい念ら

ばり︑﹁花の今町紅葉の新地松は嘉町

間諜備粟﹂と稲して永く同蒋中に語り
つ
淀のちてん腿含上ん
陣へられたものである︒後天保の飢鯉

かナみで◇一らおき肱がひ咋一ｂや全一きくよう

霞の出町沖を眺むる日和山﹂と俗謡に

渉って居ろ︑砿内蒋に金千両を献し︑
りしじいんしうぜんひあ
その利子を寺院の修繕費に充てたり︑

うた

も唄はる上ととＬなったのである︒
○

ぜんとしよくわん寺うめつ労ぽいぷんくわこうけん

たいじんあんたいじたけいきうもう
大人はまた按待寺を建て︑経蔵を設
ないぐわいてん世含あつがくこふろざ
け︑内外の典燕を集めて︑望に志す
しょく ６つきょう含うしう
もの
者のためには食物まで哨供給して︑修
が喝ぺんあだかんがへ十錘はじ
夢の便を典へる考であった︒即ち慈
善岡書館を設立して︑大に文化に貢献

もくてきこれきよかねがい
する目的で︑之が許可を願ひ出でた︒

しか瞳．ハこうこれゆろ偉く

然るに藩侯は之を許したけれども︑幕

ふぼんみんちＬ吾かいはっむよう
府にては︑一般民に智識の開溌は無用
いけんついふ舎一よかしま

これじつい全れんぜん

との意見にて遂に不許可となって了つ

としよくわん低い

た︒是は賞に今より百三十三年前のと
こんにら

けういくにんむつかき琴これ

とである︒今日にてぱ剛書館は一の大

なる教育任務を掌ろものとして︑之
ぜつりつくわんらよう労ぼいしようれい告ころ
が設立は宵臓にて︑犬に奨励する所
もたいじんし会一けんいかかう

さうけんで昏

であス︒以って大人の識見が如何に高
えん

ぼん全けくわう雪うぷ︐︑こせつ町つその・口し

遠であるかを想見することが出来る︒
苧っけいたつ進い段ことたんしやう

本州家にて光丘文庫を設立し︑北遺志
を紹縦し達成したのは誠に歎賞す︑へき

談 漫 士 ． 富
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士漫談

富
ふけい含

わかい

足立栗園
ゐ

くわい書ら言いいうあら

回は更に材料の新た誕秘釦詫錘わ提隷

事談を取り交ぜて︑讃者諸消の睡気畳

とにんと主

こあびにこうじ全一ちくみんくわいもよ

しとすることにしませう︒

シイ此の間麹町随民含の催ぼしで

れいけんでんちよじついうめい④⑤⑭②ｅ

きいてんときわたくしさんれつ

例の八犬博の著述で有名な曲亭馬琴翁

の祭典があった時︑私も参列をして
そ
ゐぶつはいけんそ
其の遺物など蕊舞見しましたが︑其の
せ
つ勘づ字フふじざん

罰

けつこうくいば

ふじこぜかいや含めし

●①③いぼ

おも

にか

罫んじんがざやく含んかけしほ

きたしはｊｆ１とさんしぎ今聖一いつわな︺﹂ものが↑トリうた

こめ

月の季節︵即ち今の七月︶に記赦されともあり︑叉埋堂登山の史胎逸話杯と物語﹂の歌には︑
こんと参・．じや４−﹃ふじ
せうくわい含勤く券
いはゆろ泡んぢうざやうじ
てあって︑所謂年中行事の一つとなつ紹介したと記憶して居りますから︑今時知らぬ山は富士のねいつとても

〃︑わつ今せつ十だはい全ぐわつききい

なかいうめいいせ
さう︑ふろ世誰ぼや
こしよ
す抵はふじ全うで︒
即
ち﹁富士詣﹂といふととが古書の六ものを草して︑古く世に公けにしたとのでありますが︑中にも有名な﹁伊勢

れ争う嘘くじにい
ことで︑こ之
は奮幕時代にすらあった︒所で私は嘗て富士山信仰史といふアラュル文人雑客の吟懐を絞らせたも

ところわたくしかつふじさんしんこうし

かお
もも
ぱ 想ひ川されるのは︑我固唯いと︑恩はれたのであります︑御存知
ぬ︒江中
に
翁の富士書一賛些健 じ書んいうよ ん画かし
うばう陸団ハこぐふじさんとはん
一のし秀
峰︑菖図−２品士山に祭○
華馬
す琴る
の遡り︑富士山は千有除年の昔より︑

力に高山助渉をやって︑識環を蓑ふのす︑故に炎暑の時を待って登山す﹂と副かに乳誠巽翁の崇罪恥し巷逓な識諦
そしよう
もつとふざ
が最も和唯はしいととに加速あ鋤壁電諦議されてあるのが其の一読です︒的の︑贋僻的の︑物質的の見方がご面
白
ぞん
じ

ばんこと

総懲蛎婿蝿縦︾綴騨職聯鴨掛謝螺誹塞織説織焼澱訓瀧髄底りと

弛めじさゐ

老少の身は兎に角として︑血気礎んのな企無苛︵たら詞虹炉歳津託﹂の痩沖制に一一一国一識の訓︽雪はしらげたる米の
圭円年が狭苦しい一室にごろノーと午睡﹁六月朔日富士参︑前円︵五月晦日︶よ如く︑雲は頚のけぶりに似たり︑誰

都 郡 到 る 虎 に 見 る 豊 山 熱 で す ︒ 婦 人 や 脚 定 の 門 に 辿 ら ん と し た も の で ︑ 結 榊 句 に 日こ
くく
︑りうや生ゆき
くは雁てえ︾斗江﹄いじ含江つぶ
ろうせうみとかくけつ骨ざか

とひいた︑ところみとざんねつふじんぜんぢやフもんにど

くっ
思た
っ誕
た姫
の︑
は鐙
︑誹
翁一
が品
富壮
士山
て居たのでも判ります︒言ふ堂でもな節︑節
珍︑
ら珍
しら
くし思
ふでかそのうへたばことくば
○夏季の登山熱
︑︿
其上
上に
に戯
戯言
言を
を川
川
く︑毒は巽詠 蹄なる雌の雌を峨一縁を毛を
筆一
書筆
き書
にき
しに
てし
︑て北
韮もへ
ん
じく
えんしよこう全いぬんたか
炎
暑の候となって毎年高まるのは︑唯の雑鍵どして︑癖蛎の確を鉢りつ上て居らる上一軸一ごありました︑其の文

ま
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鹿子まだらに雪のふるらん

かゆこゆき
こかのこゆきてんぐわ

うふＯ○込診︑︑里みここんにら
湖でよく御山が見えたと喜び︑今日は

︑︑︑︑．︑︑とんＰ︐︑ら全．欣つ①

︑︑

守か岬︶︲やへいし弓与

御凱か拝めぬと歎じ︑口を極めて蕊山
乙

にうちうふりかへ︑︑︑︑

々廷 といってある︑そし一 ﹂ 藤 枝 か ら 袋

井麦での道中で︑振返って富岳の絶

倉お

J
一

い全

ご〆︑

せ

一州どこか

ごへさいおう全つぱいち

ろう↑しつもんはつた・﹀﹄

おも

わたくしかつくわ人さいえんのうちうぜんしうさかい

か

私恩冒﹄開西流留中に︑泉州堺の
念らみそ
あるこつとうやたちよ
町に遊んで︑或骨輩屋に立寄り︑ゆく
ワＪＣふじじぐわざんぢく
り底く加茂季臆の富士の自謡讃の一軸
こくわんとうくわんさいりょうとか
を購ったが︑此の隣東闘西の雨都歌

○富士潅讃の詩歌

一寸︑奇抜であると恩ひます︒

ちょっと含陰つ

五大洲中航海日何選更見二似し斯一峰

美哉我閃玉芙蓉欲し間西洋老閣龍

士山の詩で最も図粋的に索焔尭揚げた
ほうし
のは︑某氏のよんだといふ

じさんしもつとこくずゐてき壁えん心

達ないことは︑艮茄翁を付て始めて知
り得る限りでないからであります︒富

ゐ

うがざふ

︑寺つ

ら眺めても同じ葵の青空一栗の玉芙蓉
ことうかいぜんざんこ札この忍泡きう
まことに是れ東海の仙山是︑此峯に相

&

といったのは誰も承知の事であります

界一とさへなったもので︑日本といへ

胆いゆびふじざんくつ
ぱ第一に指を富士山に脇せられるぼ
ぐわいじ人かん索ほ
ど︑外人間には大もてといふことであ
おふにはかぜ

ります︒かの御札博士のフレデリック
とうかいにう⑪よかうこのやまえき

スターの東海道族行にすら︑此山が騨

えきや野やゆめはいみ

登の宿屋の夢に入ったものと見えて︑

沼津から吉原までの道中では︑頼根の

垣土づよしばらにうちうばこ値

まえ､景、

鹿子まだらの雪が一卿化して︑
③此
⑤の⑧
や含めし︑そやき
めしむ泡たかてうむ・型つかたかこめ．江

曲亭翁の焼飯となったもので︑其の焼

飯が胸育八丁の胸に支へて高い米に泣
︑︑︑︑︑

は
VJ、

そのばやふじさんしう

︑それも其筈

IT
I

な
お
たが
がお
なな
ナがたあぞ毛らにぎよくふよう

催r

︑︑

ええんん 懐 う こ ん 富 Ｏ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑
を遠 望し︑今度は豆のやうにしか見

世いくかつくいきづゑ含ところ

くと︑生活苦の息杖を利かせた所か︑

底く て 物 足 ら ぬ な ど と 記 し て 居 り

︾︶戸︑

せいこぐするが力ものばんごくおうみうみ

、

が︑今では三図一どころではなく︑世

たれしやうらこと

士
m

けいめうおも
軽妙であると恩ふのであります︒

○三国一が世界一となる
生だいうめい●①③④
又かの有名産太冊罰山が︑三国一の

ふこさんさん一こくすみて告きえんゐ

富士山を賛して函粋的の気焔を場げ

生圃駿河称本則近江ノ湖
言﹂くざん像かしゆ庖灰人で寺ふぜなし
︐三国一山ノ外出塵出店無︒
ござめまばら
とうじん
暦人はこ人まで御座れ天の原

どくや全み

三幽一︑の山が見たくば︒

す

かのコロンブス老に質問を震した杯は

かいに懐ん

談 漫 士 富

ばんじきいめい趣圭うそ●の

あづ土ぢふ︑趣ふじ

壇に一時盛名を馳せた翁が︑其の往返
︑のょていこや患み艇した
舟の族程に此の川を仰ぎ慕ひ

にお宮ろ

束路雫やゆ篭かひ航優鈷士のねは

兇し目にも似ず蕊かれけり
た︾﹄このひとこのや象すう

あ仁か①①ｅ舎一よう・のゐ今抽少．かへり

とよんだ杯は誕此人にしても此山の崇
か
うじゃフむ塾うみ
高な峡には胸を打たれたものと見え

る︒恰心頼山陽が郷里安謹への往返に

ばんしんらかかぶとや念あばそかうしん

舎仁かつ言上うルーしくわいらよう⑩②の⑦

阪祁近くの甲川と仰いで︑其の孝心を
ひ
帆舎にがよゐ
披渥したに吟似通って居る︒

叉嘗て京都支含長であった猪熊夏樹

●め戦って入のう幸んときごこうし誤けじ

巳﹄

翁が明治天皇の御時︑御識書始めに
とう曇ようでめる室し
三度までも東京へ出られたが︑或年

舞なふじうたおも

私の篇に一の短冊を認めて下すった

わた〆︑しためたんざくした土く健

それが同じく富士の歌であったのも面

しろ

あまふじ仁かかみ

︷ｐい◎

たてりといはむ外迂かりけり

ぼか

天そ坐る篤士の高ねは榊さびて

マユピかみノー１十がたなんご生み

さすがこくがくたいかさど

富士の耐をしき姿は︑何とも言畢げ

ぜいｅのついふじくのこ

しょうが壷いと︑流石の図皐大塚哨縫
を投げて居らる上黙は︑かの一世の俳

なてん

聖たりし芭蕉が︑途に富士の句を残し
え
Ｐうやうおも

床しい心地かする︒

いかこ上ち

得をかつたと同様であると思はれて︑

富

漫 士

こ盆ごめくつだうほんどうしんくゃつじあるひこいしかばばくさん

駒込別営本郷員光寺︑或は小石川白山

どんけんしやぢあるひせん鰐や段んぐうけいにい

椛現吐地︑或は千駄ヶ谷八幡宮境内に

何れも富士参りの日が定められて︑そ

いう︑︑︑︑ひざに

士参りといふことが始まって︑六月朔

日には︑参詣客が殊の外靴踏したので

．とこところくわんえいはしいたそのら

︑
の⑥⑥
＠の
② ②②①③ぱいれうらそ

しもやしき

そ

の下屋
犀敷
一敷と底つたが︑ そ れ で も 由 緒 あ
ひとＩＦ︑ぐわつ入い
そやしろのこ
伽ソとて趣
其くの祇のみ残つ て︑人壷ハ月朔

蹟:極垢古こ

かぎわくわいそ

さてと上まで書いて来て︑我が曾岨

ふじざんみる
●●︑①
西村先生はいかに富士山を見て居られ
そるえいたづところはだ
たかと︑其の遺詠を尋ねた所が︑果し

したおやまさんけい

こへ参詣すれば︑親しく御山へ参詣し

さんけい

たと同じ功徳があるなど上惇へられた

ｓつはしでみ

て立派な一詩に川遭ふた︒

お芯く︾・くつに／

玉容獅仰十三州気熱峠蝶逼二斗牛一

き

のがそれである︒そして其の日には貴

そひ

寓里洪涛洗二峰影一五更初日射二川頭一

賎の老幼男女が雑踏して抑合ふたので
あります︒

え︾﹄じ胆いはじぼんごうめるらてん

典に載せてあるが︑中にも面白い奇蹟

じゆの江かおもしろ令性含

書の中には︑此の富士参りの来歴が極

え害めいしよき酔うごみひろご
江戸橘所記や同座拾ひなどといふ古
しよなかこふし祭ゐらいれ含しゆ

ぜんろうようにんじよきったふおしめ︲

片雲忽散褒中雨穣雪便留太古秋
傭看鮮密皆蟻姪月下牌二泰獄一擬中朋儒︑
生さとうち
必じ恥いきんし

富士硝讃の詩としては︑正に二剛地を

抽いて居る万かある︒

ねゐくわん
○江戸市内の富士詣

は︑江戸時代の初め︑本郷の或地軸に

小高き丘があって︑山下に大木があつ

こほかちかや詮しただい屋く

とれから元へ戻って少しく江戸時代

あるとしぐわつＬいたち︑毎しざ毒ほゆき

た︒或年六月朔日に不思議にも大雪が
ふ
一こきしたつもひと

登山は多く弧健なる青年や探険家蔵ど
あひ鷹おこ江ろうずゐしやめしよは
の間に行はれたもので︑老衰者や脚弱

あ
ある︒所が寛永の初めに至り︑其地が

たちさんけい含やく二とばかさったふ

の婦女子や怠惰者には︑所詮賃行の出

が江戸市内で行はれるやうになった︒

えごし推い・筆こた

富士登山に摸して富士参りといふとと

ふじとぷんも︑︑︑︑

恵与亡よしたいにしやしよせんじつかうで

来ないことであったから︑そこで此の

そ仁いぼくた上ふせじら呼却

びとこれみそこふじどんげんくわんせい

降って︑此の水の下に積ったから︑人
々之を見て︑共産へ富士椛現遊勧溝し

とざんお陰含やうけんせいれんたんけんか

りうかうしかこ

といふことが流行しました︒然し此の

や不二信心の謝蹟は︑今典裁に述ぶる
偲雪争うばくむかしふじとざん
までもない程︑奮幕の昔には富士登山

て︑其の大木の崇り症防いだ︒爾来富
じ
全ゐはじぐわつ上い

ふじしんん︲︑じぜきい念さらこ上の

・罰じ零つでこじ己およ﹂■ふ・じこう

の富士詣の故事に及びませう︑富士誌

もとも雪ずこえさじ胆い

、富ふ塵烹
中聯士c拾：

加賀小松 中納言の舜領地となって︑其
しもやしきゆかり

含．こ

談
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日には必圭酬富士参りに来た︒そこで祭

たちが正らやぶじ全﹃︒含さい

にいざんけいしゃあいてこしやうにんで

曜の祁事産ども厳かに行ばれたが︑境

れいかみごと鈴謹﹂そ齢こなけい

匿う畑んしっぴやう帥うかう

内には参詣肴を相手の小商人も出て︑
媛うぇいころむぎわらつくへびう
賓永の砿から姿薬で作った蛇を責るや

うになった︒それは某年の疫嫡流行に

うわさたか

此の蛇を買って置いた家には︑忠粁が

産へびが．おいへくわんじゃ

ひじやううれゆぎてい

なかったといふ噸が高まって︑それか

のらそへびよひぎわら一合いくはんしやう

ら非常の寅行を呈したものだといふ︒

幻こなあい夢つかのこ

後には其の蛇に因れる萎蕊細工が繁昌
からうちはうぃ胆てんめこ﹄ろ
して唐削屋などをも讃出し︑天明頃ま

こふくしや６︾︼おもふじうらぱ

でも行はれた︒そこで名物鹿子に

子服考Ｄ戻りは重し篇士闘届
くのこゐ隼一たこ．やしろ
などの句が残って居る︒叉此の牡
耐へは

小兇の痘痩などを避くる篇に︑古来参

こ評もぽう亭？ざためこらいきん

けいみそともなゆ︾︑うじみな

そｅＣ

詣したと見え︑其の件ひ行く童子は皆
かみみに．きんけいれいしう
剛して参詣させた︒そこで似の宗
髪を制

ゐ︲こさいれいえさ

組共角は
しら抽琶わがしうふじ隼うで
白雪にくろき兼衆や富士指

とよんで居る︑かくて此の祭確は江戸

じにいつうは︐蛇しやうけいにいみぜもの

しよみ含ん辞の含ならみせ．はの廻りてうちん

時代を通じて錘菖し︑境内には見世物

諸商人軒を並ぺて店を張り︑職弱提灯

蝦しく建て連ねられて景気を惹き︑

学び仁聖たつらけいきひ

てん樫うすふな全つらようなんしやはな土ん響う

徴砲洲の船松町からは︑南杜へ花寓燈
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ぞさ会よう里泡んひ零つ蛙

お

を納めることが享保二年より引績いて
むかしもの寧仁町
ゐたといふ︒これは昔の物語である
いまふじ祭へらようばんごうこ上呑め
が︑今でも富士前町といふは本郷駒込
のこたんそ索もかゆとめ
に残って何となく︑其の梯を留めて
居ります︒

○山岳愛好の情念
仁いとうようこらいじんしやや全あい

全ことせいてきさん

一鰐に東洋では古来︑仁者は山を愛
らしやみづ仁のしざんせん
し智者は水を梁むなどといって山川を
れいきんお

穐讃して居りますが︑狗に静的なる山
がくしだにんじんくんししん会よう
岳遼慕ふは仁人君子の心境であるとい

号うて雪かきんしだ

しぜんうらはぐ

ふぺく︑動的なる河川などを慕ふのは
ちしやさいししん会よう
智者才子の心境であるといってよいの

にん排んみこしぜん

であります︒どうせ自然の裡に青ぐま

れた人間であって見れば︑此の自然を
．せいふぐつくしぜんとゆんおう
征服し謡せるもので透く︑自然に順悠
し醤んともいしぜんともほろゆ
して自然と共に生き自然と共に滅び行
うんめい
じくわく
く運命なるてふ自畳がなくてはならぬ
け歩しか含んねん仁いせいつの
筈です︒然るを近年は泰西かぶれが募
ぶつしつばんのうかたむき一﹄とぜいて食
って物質禽能の傾とたり︑殊に静的
にんじんくんし全なごうて含ら
茂る仁人君子を畢はずして動的なる智
し
やさいしもせん

者才子をのみ摸することを専一として
圭
唇よくたんはし
居りまするが︑それは極端に走ったも

勿邑えんしよさい﹄よＪｂ１

そふ閣碁にさもにたるかな

世のさまわ鴬と烏のみだれあひてあら

かうさん漆︵︾しやうｒううう

のと思はれ壷す︒されば炎暑の際諸所

やはこじんふじれいさんごと

非徳素非済弊器︒悠為自適絶堅気︒

世風人俗剣紛転︒政海波澗何足云︒

陵龍金田光義

時事偶感

は数とりとなるそうだてき

みだれ碁の劫をあらそふさ壷ににて世

の高山を践渉するといふ流行もよいが

それは矢張り古人の富士鵬讃の如く︑
らはう︲ｆ●︑かうざんしゆんれう助いこう

鈍訪窪登 稿弧峻裁を愛好するとい浴
情念から出護して貰ひたいものと刑

なにけつき全かや韮あら全は
ふ︑何も血気に任せて山を荒し廻って
えいゆうどうけつぷのう
英雄豪傑振るのが能ではないから︑ど

じやうそうてんらしぜんし仁し

うかやさしき情操を︑天地自然と親み

か含あびにやし潅

山川風物娯無識︒賢聖経害総有欣Ｕ

日夕招人弄烏鴬・花農宮友談詩文︒

凹時行梁滝天地︒憐殺名奔利走群︒

○・金津啓助

ながら︑せめては夏季の間だけでも養
もら
ふて賀ひたいものであります︒それか
全にせいそんきょうきうげきじんげんにいをきういくぶん
又生存競争の激甚な現代世相の幾分遂
くわんわいせ今て豊かうシうおも
緩和する慰籍的行動とも左ると恩はれ
るからであります︒

たまノーに先生見えし時しもや︑ス

先生の常よりもなぼ親まれけり︒

好むと︑ぼょ笑みていひ総ひける︑

らしきものもあるかな︑焼芋は吾も

ずうちまもり︑た堂にありけ鴇︒珍

寄せまつる左めげをば︑誰も言ひえ

り︒先生の坤士の譜に芋召せと︑言

トプ園みうまらう夫ら︑芋食みゐけ

努力

山形螺菊池秀言

飢に左やむ人になりわひさつけつＬ廿
年あまりつとめけるかな

すめらきの道につとめてす上堂ばやな
どうらまむ亜米利加の富

折にふ既て

競博と智、風の地一各
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他はお迎へ船でドンノ︑︒コンノー︑とあちらの船でも︑こちらの船でも︑太鼓と

口にしてゐる人が多い︒さうでなくては︑此あつさにたまったものでない︒僕に

鐘とを力一杯に打鳴らしてゐる︒ぼこりの多いとと受合のアイスクリームや氷を

で叉出た︒七時頃であったであらう︒今度は朝日新聞肱の前を過ぎて︑渡逢橋へ

とっては幸にも︑旋館が直ぐそこだから一度旋館に蹄り夕食の後︑氷を一杯呑ん

ＴＩＩ

弘道の旅一

繁田翠軒

金とを翻す効果は現金である︒本年の出礎

人事百般の上に好影響怨輿︑芋心︒矢張吟と

のである︒夫は店務上の事ばかりではない

加ふろ上に於いて偉大虻ろ効果か商らすも

か持って行くといふこ︑︑一は︑相互の親みを

僻々報告によって大磯ば明かであるが︑顔

約店を一巡する行事がある︒折々の通信や

例年茶の端塊期には東北地方の支店及特

○

使命悲排ぴて活拡のであゐ︒

足ぼない︒況して今回の旅行にⅨ極からい

日他出しても︑踊って来れば話の材料に不

士娠話を擬げろ程のものではない︒併し半

上東北地方乃かけまばつれのであるがら︑

私の旅行はＨ数にして十日に過ぎずも其の

ば︑大きな顔をして旅悲語る養格はない︒

では南米だが︑どうしても欧米を練なけれ

は玄那漫遊︑砦い所でば南洋帆察︑速い所

旋付も近頃は世界的になって︑近い所で

蟻
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期に臨んで︑弘道称正副倉長及び堀田委員
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１ １１ １

議融穏踊蝿蕊一議雌蕊緯騨羅篭睡溌一

人出が少いので︑どゐらい騒ぎだとの評判の夏祭もとん底ものかと思った︒だが

橋の向へは往来止となって行くことはできない︒中央公舎堂の裏手へ来ると︑堂

島川の南岸に多くの船が出て︑たくさんの人出である︒大阪ホテルの如きは︑階

ｆ階下人で一杯である︒成程どゐらい騒ぎである︒船渡御といふのは︑祁輿を難

波橋あたりから船にのせて︑松島まで行くので之が日本三大祭の一であるといば

れてゐるｏ大江橋の方へ来ると︑と上も犬層な人出︒行列はすんだといふが舟渡

御にはまだ時間がある︒多くの船の中には︑一種の鹿告的のものもあるが︑その

1
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名地の風習琶博説︵その四︶

村上辰午

鄭

七月二十五日は有名な大阪天満天柳の夏祭船渡御である︒午後五時頃︑族館の

︵一七︶大阪天満天瀞の船渡御

畷
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盆後だから︑︑斯くも多くの人が来るのであらうと思ったが︑年中かうだと咽して

或は友の篤とその心が鏡にうつるならば︑無量雑多で︑涙禁ずる能は歩であらう

子の其幅遊祁る篇に来る人もあらうっ或は良人の篇︑或は妻の篇︑或は同胞の篤

で︑来る人の眼ざはりであったであらう︒親の霊を慰める篇に来る人もあれば︑

はたしかにうつりがわるい︒では︑洋服で立ってゐる僕は︑うつりのわるいもの

男が五人来た︒そして男女いづれも和服である︒洋服の人は一名もない︒洋服で

からも来た︑あちらからも来た︒僕が一時間立って見て居る間に︑女が十八人︑

につけて入れるので︑入れにくる人が可なりある︒そら来た︑また来た︑とちら

れ入る石桶へは︑法名を書いた小さた薄板をたくさんに入れてある︒長い竹の頭

可なり大きな緬形の石があって︑その躯の口から水が流れ出てゐる︒その水が流

；大阪天王寺境内に︑︲蝿井水と書いた額を掲げた一堂があるｃ堂内地深い所に︑

︵一九︶義井水

は大阪・一帯の風習ではなくて︑ 九 係 あ た り だ け の 風 習 で あ る と い ふ ︒

く の で ︑ 子 供 ば か り が 拾 っ て ︑ 大人は決して拾ひはしない﹂と咽してくれた︒之

ＪＪ
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で聞えるといふ︒聞えたと極楽から手紙をくれた亡者があったか︑︐それとも此寺

くれた人があった︒泰銭を上げて︑堂内の鐘を打鳴らして貰ふと︑それが極楽ま
の僧侶が︑極楽まで旅行して︑此鐘の一音を聞いて錦つたのか︒．阿尭．：

︵二○︶精露流し

１１

くくげりくくｆノ︑くくくイノノ〃乱くくィ旬

ゾ

長崎孫島原町のお盆は八月十三日から始まって︑十五日に精蕊船を作って透り

流すのであって︑十三日の晩は精霊様が御出になると云ってや各家毎に燈篭をと

１１１

I

説博と管風の地各
■ ①

読解と智風の地各

34

て来た︒

云はれて居る︒近年耐曾の不景気の篇めか金が津山か上るので︑段全陵れか上っ

精霊流しは長崎市及び熊本地方から見物に来る人が津山であって︑日本一だと

濡れてビッショリなるのも物ともせず︑亜敢に働く︑木の枝より滴が首筋に垂れ

て不快なこと篭だしく︑時にはあの細いオリプの葉で眼とつくといふ有様です︒

次にクリスマス近くになれば蜜柑の探牧です︒之もやはり一箱幾何の請負仕事︑

慾と二人で百斤も入れた袋を下げて︑梯子を猿の様に身軽く上り下り︑これも時

盈あのトゲデ手や創をいためる︑容易底ことではない︒それから年を越えると果

樹園の勢定︑柊日これも梯子と鉄を友にパチンノ︑切り落すのですが︑腕が折れ

場程に働くのです︒かうやつて一年中それからそれへと身隈の限りを毒して普通

努働の少なくとも二倍以上働くのです︑非常に身鰐を虐使するのですが︑年に二

千弗位牧入のある人もあるさうです︒若し夫れ帝画平原地方の瓜の摘探請負にで

も行ったらそれこそ︑肉をエグリ骨を削るの苦るしみです︒即ち百二三十度もの

！

I

I

Ｌ士Ｃ

評鋤匪一

１１１饗

ら︑現主に曾って時に敬意を表して後州謹

Ｏ・一

代の町長として町治の功努肴と聞いたか

に充つるの感がある︒館の先代は鳴子町初一

洗ひ落せば︑心気爽快︑復活の精力が全身

した・鳴子ホテルの新築の館で︑旅の疲れ韮

蕊謝涯軸蝿師殿蝿吋べ蝉峠酔確癖

て胃肱描には卓効があると稲せられて居一

硫黄泉で︑陳飛皮膚荊等に効がある︒別け一

共に花洲山の峻舗恥望み︑南一卜烏各ケ森の一
翠色か眺め︑風光四時皆適の地だ︒泉質は一

鳴子町は戸数七日五十︑人口二一千坐ハ百︑一

けたが︑後に鳴子と改めたともいふ︒

咋唾雑確幸一７鍛鋤排鉾唾椴癖咋娠奉蝿錘華一

柾唖咋呼鍵睡汚職唯諏嘩叶呼晴癖︾︾崎聯一

祁らせ鳴難の湯と稗しれ︒是が地名の起原炉一

廷に奏した所淵泉神職牟徳五位下に叙して

烏谷ヶ森が震刺すろこと数日・途に山岳が一
鯛壊して熱泉が湧川したから︑此の旨か朝一

１１

』

高温の庭で瓜をとるのですから︒彼等はそのジリノーと焼き付く様な強烈な日光

）

一

在米の所感︵その四︶

榎本昌治

郡

葡萄の探牧が経ると今度はオリプの摘探労働だ！露の朝︑霧の朝︑上半身が

職

１１

一

１７

一

の下で猛烈な競走的のピースワーク︑彼等は暑きに堪へ兼ねて︑畑に術へ付けて
ノ
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1
』

ｉＩ

ある氷水をガプ人Ｉと呑む︑それでも尚凌ぎ難く氷の片をハンケチに包んで首に

く上り付けます︒すると氷は暑さの篇めに溶けて脊筋を陣ふて下へと流れ落ちま

すｃ何たる不衛生なことでせう︒そして暑さのために食欲が進童ないので致方意

く冷飯に冷ミルクを注いで︑日本でいふ湯漬の様にして食事をするのです︒勿論

何仕事に不拘請負と蔵れば︑朝は早くから晩は遅く迄ですか︑いくら虎穴に入ら

ずんば虎子を得ずとはいふものの︑それ程迄にして鰐を酷使してからに金を得る

心持には私等にはなれません︒時に或は白人が或候件で諸負ってる所に︑日本人

が諦負金額をさげてその仕事を奪ふとともあります︒こんなことは誰に云はせて

です︒農園の仕事で請負努働など必ずしもこれだけではありません︒外に幾何で

もあまり感心した事ではありません︒白人誇働春に排日の一口賞を典へるのも確

いくらアメリカだとて決して並大抵では金は出来るものではありません︒詰り無

もありますが︑一為畢げるのも煩しいから鐘にはやめますがこんな有様ですから

これまで私は新聞や雑誌が輿論を作るものと思って居りました︒所が民衆の輿

理につくるので丁︒

論を無税し︑思潮に反して論文など書いて見た虚で︑新聞は喪れなくなる︒そこ

で仕方なく自分の主張や考と梢速ざかつたものを掲げて民衆の心を釣る︒いくら

耐曾の木鐸とはいひながら︑一ケの事業である限り民衆の意に引かれて行くと何

かで見ましたが︑かうなつて来ると新聞も雑誌もその本使命を遠ざかって誉利的

に立ち廻る︒これ現代式の新聞雑誌らしいです︒近来日本では即興的︑誤梁本位

の新聞雑誌が雨後の符の様に現はれたのは何に原因するでせう︒要するに民衆が

経に米画式雑誌の編輯を思ひ立って︑新らたに娯楽的雑誌を謹行し詞その鰐裁内

秋田には二男涯次が一の店舗ぞ縄管して

居るから︑誉業上には純々の要談もあるけ

れども︑夫等ば後廻しにしてｂ支含の幹事

壷展策︐支愈長の推選等につき意見韮交換

岡精忠︑東山太三郎の雨君悲訪脚︑支愈の

れが︑仲々の熱心家にて夫々意見を述・へら

し︑更匡曾員高橋了存加藤義悪君を睡訪し

れた︒三︐四Ⅱ走秋田に過し・翌五日には

共産蕪の策源地と稀せらろ上士崎港た覗察

しれ︒倉員の有志に而愈して尋︑ろと︑棚

用の印刷機を密蔵して居れとのことで︑﹁夫

橘某が某婦人︵女鍔︶と典謀して︑主議宣博

はボンの一部局的のことでさう騒ぐ程のも

のではない﹂を案外平然として居ったが︑

仲々油断のならぬことであるから︑澗悲未

へれ︒

然に防ぐの上策なることか述ぺて警告か奥

○

六日には秋田畷隼一の富豪池田丈一郎氏

長田口謙蔵君に而曾︑種々意見を交換し求

か訪れ︵その記は別にあり︶叉大曲前支愈

夫より新庄町へ一泊翌朝最上支含長金田光

机にもれせて詩作中であった︒初封面の積

義飛鵡訪弧ろと︑七十に垂んとする老遡を

一

一

、

一

一

一

一

〜

一

〜

一

ー

一

"

、

ー

ー

一

一

一
一

−

−

−

‑

1

それらの砿類の雑誌を好むからでせう︒或雑誌の如きは賓行ハカ鯵ハカしからず︑

Ⅱ
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；

〜〜へ一一一へヘーレー／シ、〆シシシ､／シッリ

１１

黙検由鵬溢血症な起して死去せられれ

１１１ １ １

馴十夫歳︑垂く武士が職場にて宅蕃の戦死

年

起逢け犬と同一の最後であった︒常時現主

川Ｉ

企業家も除りに大きな利潤を掠めたり︑搾取するはいふ迄もなくよくないと恩ひ

よって協調を得たいものと恩ひ蚤す︒かく申せばどちらにもつかぬ中間の蛎蛎の

ます︒私は跨資が除りに大きな葛藤を起さず︑努働者の確譲と賛本家の同憂とに

の封であったが︑急報一ト接し蹄郷した︒夫

の良蝿君ば年十七歳の弱齢で︑東京遊阜中

以来畢業ぱ歴したが︑叉租の志牟篭いて公

かして居らろ上といふことである︒

共事業に携はり︑現に光丘文庫の首席理事

○

曲形市に一泊してから︑川形螺町村長含

の校長連全部入倉したが︑更に有志か勧誘

ついて懇蝿すると︑﹁既に東村山郡二十二名

長の田巾廠茂沿か訪れた︒支含設蔽の件に

と総て金本位では堰吐を催します︒単校の庚告でさへこの通りで︑他は押して知

牧入があります﹂又﹁との講義録遂卒へると︒○○弗の牧入の職にありつける﹂

ないと恩ひます︒資際米園逢では皐校の公告に﹁との一畢校を卒業すれば○○｜弗の

あら恥たいと思ふのであります︒何も米図逢の金傭本位の新聞雑誌に倣ふを要さ

好く様な事や記事や論文のみを掲ぐるにとまら歩︑旗色を明にして天下の標的で

雌も吾が行かんと信ずる所を以て民衆を指導されたきものと思ひます︒只諮者の

そこで元に返って新聞は新聞の態度を鮮明にして民衆に婚る事なく︑千寓人と

あるでせうか︒

様な誠に不徹底な感を起す人もあるかも知れませんが︑もしこれより良き方法が

I

して支含の設認は必ず賀現させろ﹂といふ

返答︑誠に人意走張うした︒七日の夜は禰

烏市に泊する溌定であったが︑是より先扇

さる人から勤められて居た︒未だ何れとも

島に行ったら飯坂鴻泉に一浴恥試みよ﹂と

ー − ー 凸 一 一

｝

るぺきのみです︒吾等は過ぐる大戦を一期として精榊文明に進みたいものと恩ひ
ます︒︵つ壁く︶

−３ブニー

ろとｂ飯坂行の電車が物恥侍ら顔に停って

決定しなかったが︑プラットホームに降り

屋に着いたのは夜の八時過であつ犬釜

た答へた︒乃ち直に乗込んで︑温泉宿橋本

行程は三十分を要し︑賃銭は三十鍵です﹂

居るでばないか︒そこで車掌君に尋弧ろと

ｉＪ

U

1
、
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句題上逢州縄日節長天巳己
39

己巳天長節日穂州途上絶句

Ｌ﹂

犀東国府種徳

靖閲祭辰父艦陪︒車諦衝ゾ澗過二紀海↓天長節日萎青堆︒剛蹄過紀洋正在七年前

ＯＯＯＯＯＯＯ０００００００ＯＯＯＯＯｏＯ供奉姦溌行啓陪軍艦金

旭旗卿峨緑陰瓢︒耐従二聖喜一到二端午↓表し慶菜花連二野橋函

○○○ＯＯ○○Ｏ○ＯＯ○○○○○○○○○Ｏ

一架低垂是白藤︒春尾夏頭生意足︒天長群在二葛村興や

○○つ○○○○○ＯＯ○○ＯＯ○○○○○○Ｏ

都無ソ不咳著咳旭旗紅︒菜花野又松賛路︒車走郊村書幅中︒一

○○○○篭○○○○○○ＯＯ○○００ＯＯ○○Ｏ

播ソ種黄牛黒泥傍・別有二田家忠蓋厚︒春華満ゾ野網耕忙．

○○○露一○○○○○○○Ｏ○○○ＯＯ００○○Ｏ

Ｐ

騎蔚緑陰園室奮臆雫留ソ芥這煽墨華儒︒東睡布得小王化︒求ソ自二中庸一巻書屯

０００００００○○○○○○ＯＯＯＯ００００００○○○○︒｜

過大原先生奮棲

呼祁饗湾滞二深瀞↓ 五位築今照二墓門聖自毒営年邸樹朽︒英霊長護小桃源︒

ＯＯＯＯ００Ｏ○ＯＯＯＯＯＯ０００ＯＯＯＯ１

中和村爵大原幽事先生境

０００００ＯＯ
鶴輿洪奉七春回︒
００ＯＯ○○Ｏ
何趨天長佳節標︒
○○○つ００Ｏ
晩紅粧鮎緑千層︒
００○○ＯＯＯ
毒得天長一望同︒
○○Ｏ○○○○
天長節日苗青狭︒

5

雪︐

嘩偽
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句緬上逢州縄日節長天巳己

二十二年前度松︒再来不し見翠何重︒長偉二性畢一敷二郊里↓古色蒼蒼浦二古躍↓

０００００００００００００００００Ｏ００︒０００００００

聖眠慕膨化一郷淳︒山頂石篭今降咳祁︒稜稜松風是天鱗︒洗ソ心洗し耳地無し塵︒

０Ｏ○ＯＯＣ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

路小姑

楽翁公百年祭白河南湖一洞率賦此二首玉月三日

０００○○○○ＯＯＯ○○○○○○○○ＯＯ○○○○○○○○

魚遥︒白河闘外存二這津︒一鏡波明一百年︒

００○○○○００Ｏ○ＯＯ○○○○

其二
煙陥有二薫風↓救﹀荒治ン邑叉経ン園︒麟鳳長推源梁翁︒

○○○○○ＣＯ○０○○○○○○○○００

０００○○００００

洞在甘業勿ン薯東︒波涌二華表一書圏同︒責し身誓使二段湯避↓ 断 行 勇 従 二 周 武 一 通 ︒ 水 郭 山 村 無 二 菜 色 ↓ 雨 肝

０○○○○○○○○ＯＯ○○ＯＯ○○○○○○

０００００００

君蕎棲棲光変然︒水郷長憶古侯賢︒参二稽花洛名園記圭披展洞庭横幅天︒ 請 奏 湖 雲 洞 樹 裏 ︒ 鼓 鳴 林 烏 渚

０００○０○○０００００

萎秀卒郊礎二翠涛や腿輪貫走似二飛伽杢金波凝覗菜花遠︒無綾電橋雲表高︒濡船途上

○○０００ＣＯ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ＯＯＯ

十里肥田八寓葱︒埋二蒋椿海一拓二卒郊や詔衣曾轄二法輪一到・長展二稽雲一雲似咳岐︒望舌椿海一憶二箪輝師一

０００００００ＯＯ○○○○００ＯＯ００○○００○○００○

婦途偶得

靴底上柔縦歩軽︒都門謎路厭心生︒池塘春草萎萎色︒野水青蛙閣閣聾︒

０００００○○○○○○○○００ＯＯ０００００００００００﹄

村

哀傷の歌
中係ぬしの御ときに
母上よ許したまへと云ひすててよみ行く人を誰れかととむる
うつし世の汚れをしらぬ小百合はばかみのみそのにひき枢ゑられぬ

白石大人のみたまの前に

も

菊の花をりてつつみてた圭はししおもかけいまに目にのこりけり

塔ひしぬしはゐまさぬ故郷にもえいつらむか菊の若芽は

論語をよむことにつきて
祁谷大人にちかいだる

いにしへの聖のみちのあととめむしつのをたまきくりかへしつつ

私のかなしみの歌とも
よみの道いてます宮のみともしてふみ行くらむか春のあは雪
何ことをまつともなしにははひとりまもらふ韮に橘のさく

淋しさをいかにせよとか君なくてひろきいへゐにわれひとり生く
夕つけてわれかへれとも逓かりきいかにかせしととふ人のなき

辻村靖子

ﾉ

哀

傷
の

歌
41

砂金集
︵美談その十六︶

記
ゆうがくいんかうとうくわきく泡んそつけふ

ばＬこかた

ａ

あいかぎひやうげん

やう号失北塞・式うぷ

んのために愛の限りなき表現となって

居る︒この様な女丈夫であるからこそ

で含くわんしんわけ

男も及ばぬあれだけの家名藍興すこと

ぞとこおよかめいおこ

が出来たのだと感心される鐸である︒

左に姉の喜美子さんの物語りの一端を

さあ．垂⑧ｅ●ものがたたん

ごぜうくわい

心らか蚊やのよくわんけいえい

御紹介しよう︒

わたくしら上

迩んこ
ご

松川屋といふ族館を経誉したのは︑
れんぜん
わく
たく
ししさ
さい
いと
とき含いい
全全れんぜん
私僧の
の六
六歳
歳の
の時
時で
で︑
︑今
今か
から
ら四
四十
十五
五年前

な

しゆ
ゆつ
つせ
せい
いせ
せん
んし
と 倉 にに
ちち
ろろ
せせ
んん
ききううし

です︒しかし私の父はその十年後に
むかおっとわたくし
亡く な り ︑ 迎 へ た 夫 も 私 が 二 十 六 の

時に
に日
日露
露戦
戦争
争に
に出
出征して戦死しました

わたくし

と量
念いもうと

たじ
うじ
わわ
たた
くく
しし
いい
へへ
へへや
やか
か汐
がく
くら
らゐ
乙
数も四十五位
営時の妾の家は︑部屋敷

こおっとわか●●つき

でし
した
たが
が︑
︑私
私が二十八の時に妹の

かげふばってんらか

きさ子が夫と別れて英子を連れて来ま
りて
した︒そして﹁さアこれから二人の手

で家業を溌展させよう﹂と誓ひ︑十三

のであった︒妹きさ子さんは文字が

妹のきさ子さんは師範畢校を出て︑
けつこん父たふこういぎわかれ
結婚されたが︑これ叉不幸生別された

京の竹早町の女子師範を出て校長の媒

家用自働車七墓︑トラックニ皇を置い
いもうととう
て︑どうやらやって居ます︒妹は束

年後の今では部屋数も二百キー超え︑自

れん蚕い念へやかやこし

で︑その日登の生活を永年書かれた得

一人娘の英子さんを残して亡くなった
じつぬせいあい雪んけか六
が︑賞に母性愛の椛化ともいふべき方

達者︑文章が叉達者で︑出版された﹁嫁

が種につきとつむずめにいくわ

し●●

たっしや隼んしよう全た上つしやしゆつばんとつ

むすめにつき含ろくくわんさう

おもぼ亭ほずの

お

分は小畢校の教師をして家計を助けて
しかそうらいまの︑う念
居りました︒然し其の中今の英子が生

ぶんせうがくかうけうしかけいたす

しやくかうとうしばんぼうとくたいせいけつこ人じ

含ようたけはやらようじょし上はんでかうちようぱい

ゐ

かようじ奪うしや雁いにいお

難き日記が︑﹁嫁々娘へ﹂と題されて過

酌で高等師範の某特待生と結婚し︑自

じつしゆつぼん

●●●の●

うつのみやかうピよおさらじゃうきようじ

いもうとこもんじ

日出版されたのである︒

ぐ娘へ﹂といふ日記の記録は﹁感想と
こ吾もしりい
か︑子供への指針とかであるが︑よく

ひ堂せいくわつえいね人かえ

室井きさ子さんの一子英子さんは︑

いもうとこしはんがくかうで

んの主人は︑不幸日露戦争で戦死され

しゆじんふこうにちろせんきうせんし

由畢院の高等科を昨年卒業されたので
あるが︑それには母きみ子さんの一方
専ｂよくしじよけう
底らぬ努力があったもので︑子女の教
いくひじやう泡つじん
育には非常に熱心であったといふ︒そ
たいへんざいさんも
して大鍾な財産を持ちながら︑なりふ
とうすこが全しつモ
リ等は少し戦祷はず︑その質素さには
たれみ推毒︾︲ろ哩害今﹄やうにいｂあいに
誰も皆驚く程であった︒姉妹二人相似
りつはりんじつかたいもうと●●①
たる立沢な堅賃な方で︑妹喜美子さ

者

もあれだけのことがと思はれる程娘さ

りむナめ●●のこ江

かはやしゆじんをん芯

症ず堂んぜんお瞳りよくわん全つ
那須温泉きっての大きな旅館に︑松
川屋といふのがある︒と上の主人は女
しゆじんし念いりぼそうで舎づ
主人で︑それも姉妹二人の組腕で築き
にいしん杉い抱え③①⑤
あげた大身代である︒姉さんは庚川喜
④⑧③●ｅ
⑧●
いもうと
美子さん︑妹さんは室井きさ子さん
いづともにぼんふにうきかん
といひ︑何れも共に日本婦道の蝿鑑と
けんふじん言い含んいもうと
すべき賢婦人である︒最近妹さんは

婦道美談

鰯
宇都宮高女を卒へ︑更に上京して自
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こ害もじぷんて垢腫
れると︑子供は自分の手で育てるのが

希望ですから︑皐校の方を止めさせて

香氏うがくかうかにと
下さいと夫に申し出ますと︑姑や夫は

く膳おっと土をでしうとおつと
むじやうしう

それがいけないとの無情の仕打ちに︑
ぴ全

﹁ではお暇をいたｒきます﹂といって

こ彰もそＫ

の⑱つわたくしところかへ舎
英子を連れて私の虎へ蹄って来たの
です︒それからは子供を育てるといふ
枢いしゆぎか砂斗ばってんちから

ととが第一主義で︑家業の護展に力を

つくはう全うにらこともにつきか
いてゐました︒それがため﹁嫁ぐ娘へ﹂

とつむすめ

議す一方︑毎日子供のために日記を書

ちから毒もいもうと

となったのですが︑その力と思ふ妹

きい含んけずめゆはいときのうじう

も︑最近娘と湯に入ってゐる時︑脳充
血で倒れ︑可愛かった娘に抱かれて死

なみ雁なが

けつ仁陰かあいＵ手めいにし

んでゆき堂した︒と涙を流された︒

鞄んじにい己冨にさいた全ぐんほしみやぜんそんめがつぷいった奉僅やぶかいだく

さけと稜くう含みふ．んくいこぐみのちやくしゆ

年時代の北埼玉郡星宮で︑全付襲って潰れると言ひ博へられた大鍾の開拓に

酒と賭博に浮身を扮し︑米穀の賞らぬ着手したのである︒
ばくらたいぢちう含
かあい
としく

め

りくわい症と

年が暮れては明けたものである︒﹁可哀さうに︑博突退治の忠さんが気
し
かてんやはむらみずちがめ
然し天は矢張りとの村を見捨てはし狂ひになった：．⁝いまに目がつぶれる

左かつた︒︒⁝．．といふのは一人の快青よ・・⁝・・

返んまうぜいしゆやうららむらびときぐちやうせうちやくノ︲１

ひとしよゆう轡ぜんそんこうらりょうもとひらい

年が救世主の様に現はれたからであけれども村人の危倶と瑚笑は着着と
まちようぶこうらことん︑仁毛んうらぎずばすゐでんかれご
る︒七十醗町歩の耕地は︑悉く他村裏切られて︑素晴らしい水田は彼が努

の人の所有に蹄し︑全村四十二戸の中力の下に開かれて行った︒
なかばここせいぬん全いみさたんじお
含う上にゆ

窮して夜逃げをするものが牛を越し此の青年が毎朝何時起きるのか︑お
かＬはむらぢざうさ象てん鰐うさ士・ばやいだけたれ
た︒それにも係らず︑村ではお地臓様天道様よりも早いと言ふとと丈しか誰
以外の者は誰でも悉く博突を打ったも知る者がなかった︒そして彼は村全

せい狸んふんぜんとばくたいぢせいぜんたいすゐでんみ令一ば億たけちういばついく

いぐわいものたれことん︑ばくらうしものが札Ｕらぜん

青年は奮然として﹁賭博退治﹂聖戦を鰐の水田を見廻り︑畑を注意し︑溌育
せ
んこぐ仁ふりよう諺もたれたはたひれう

宜告して立ったのであスｂ不良と恩へば︑誰の田畑へでも肥料を
わ仁もの置けんかてつとうとうざん︑デフ

明治の年も二十卿年︑青年は又こ上して榛まない何十年といふ年月が夢の
りつぜんこうらくわくちようこ上ろざ強いめすし念こうがんせいいん
に決黙耕地振張に志し︑入れば目がやうに過ぎて了って︑紅顔の青年だつ

だめ
っいた
︒の日常であった︒に
こら
のじ
様ゃ
にう
しや
てう
一に
日らと
ぢとしねんせいれん生だ仁ゆたんねん迫んけつゆめ

からは一反営り米一俵の牧漉さへ困難に貸輿して何物も求めない︑これが彼・

たんあにこめぺうしうぐわくこんなんたいよなにものもとかい

みやむらえいれんこうはい全かこうらも枢かいひんこんしや﹄

さて賭博の悪風が撃退された後の星くる⁝⁝
宮柄は︑永年荒屡に委されてゐた耕地持ってゐる丈けの金はみんな貧困者

とばくあくふうザ含にいのちほし

くわいぜく弧んてつ也含せいざたにんむぎ陸たけよやはたらとは

渡り者の九吾︑喧嘩の識︑等々の残やるといふ風であった︒
そかなかよしらＪＩ１めはなはじじぷん
にんにんじうめんあ
忍蔵人獣が凹面に畢げる楚歌の中に︑夜が白堂と明け離れて︑始めて自分

おこしかしじよ．ためしんけつさＬをい

ごと含やうにいちからあ咳か

かくの如く姉妹力を合せて一家を

生命淀的にした快青年の徴石の正義はは他人の萎畑に夜がな一夜働き通した
つ
い汐ひ含くわいしんびきうひとしうか
遂に勝つ日が来た︒のであったと快心の微笑を人知れ歩浮

胆んしやう

談と稲すべきものである︒

いのらまと

興し︑而して子女の篇心血を捧げて精
ぜつ全つたいんふんとうしもつび
節を完ふした三十年の奮闘史は以て美

星宮村の救世主小川忠
・次郎氏

．や．やたはた十差ずさ

痩せに痩せたその田畑︑荒みに荒ん
むらびとこ上ろ廿いようめいぢ
だ村人の心︑これが形容は︑明治十五

４
４

がねい全さいろうじん

た彼も今は七十七歳といふ老人になつ
Ｌま
しかかれナがたかなとら
て了った︒而して彼の姿が鍵ろと共に
このむらウペふかはむかし
此村の凡てが皆ん底鍵つた︒その昔は
げんしてぎみくそんほしみやむらいまかれ零分よく

くわＡぜんむくｂようきよくたん

原始的底悪村星宮村も︑今や彼が努力

が完全に報ひられて︑雨極端ともい
いう句装うそんくわんぴにう

ふべき優良村とはなった︒完美した道
ろもうくわんがいじうおうずゐろいば汁にいば
路網︑潅慨縦械の水路︑白く何︑白く

柾うかていけうしやくめちうじつはた

料家庭教師の役目を忠責に果してゐる

音い趣んじ胆いさいこんにら全でぜん

のである︒

青年時代から七十七歳の今日迄︑至
りよくあ
むら
つく
⑧●
力を畢げて村のために議してゐる小川

⑧⑦●①い隼いたかかみ冬歩

らんじゆもりふかぎうせいしゆ

忠次郎氏は︑今や生き乍らにして榊様

何と一々が何れも模範として︑農林省

になった︒鎮守の森深くこの救世主の
とくあらはみかけいし腿いせきひこ・心りつ
徳を表す御影石の大石碑は建立され︑
りん垣としつきめめい
輪廻の年月逓わき目もふらす愛らしの

なんいづもぱんのうりんしやう

村を見守ってゐるではないか︑知者は

し崖ノーｌしざつこ全たたふけん

しさつにんたいま

こぐゆたえのか怪ふゆうふ

実ノ○

全くらもと

てん星くしゆつくわ

ついわらふとんもうつしったいぢう

が︑枕元のランプが願復したので出火

し︑途に藁蒲園に燃え移り︑室内中一

めんもひろしま

毒やこにんからうたん毒く

面に燃え擬がって了ったのである︒

そとで母娘三人は辛じて一旦屋

ぐわいのが︾・うしつ

外に逃れたのであるが︑同室してゐた

に逃げだせなかったので︑さだは孝心

母とみ︵七三︶が中風で身が不自由な篇

はＬ色うふうみふじゆうため
に
かうしん

深く︑責任感も担いこととて︑狂気の

ふか哲公にんかんつよ含ようき

如く産って再び老母を救ひ出すべく猛

どとふだ上ろう住すぐ超もる

このは坐みに●●●●

火の中へ飛び込み︑母を救はんとし

くわなかとこは上すぐ

の二名も母の跡を追ひ︑叉飛び込んだ

めいぱＬあとお垂にとこ

た︒此母を見て逃げしだた安雄︑一雄

しかときずでおそもうくわ蛍こ

て手の施しやうも底く︑哀しい哉老母

て壁ごこかなかたろう催

然しあはれ時は既に遅く猛火に園圭れ

ぜうしと

妻さだ︑安雄︑一雄の四人は共に無惨

つ士あすをかわそ侭んともＵざん

たる焼死を遂げたのである︒Ｕ

むざんしか
あはれ無惨で︑然もそのいぢらしい

かうしんほ砦いたぢらと抱うしかんゆき

じよこのざせいしん全こと

感ず昂にあまりありといふくし︒

己毎ん

つの詣やこぢざうけ人せつ

募って親子地赦を建設することとなつ

孝心の程は痛く地元有志の感激となり
こをうししやにんめいふくいむかれ
此の焼死者四人の冥幅を斬るべく金を

埼玉螺秩父郡吉田町相田由太郎の一
かめいせうしつひさん
家四名が焼死したといふ悲鯵なことが

たといふ︒さだ女が此犠牲の心は誠に

で由太郎妻さだ電﹄二︶が長男安雄︵八︶
と
なん⑤①ゐ
次男一雄︵四︶を添終して居たところ

⑭ｅのつ全ちょうなん︑●

粋うけで・フ全

ある︒それといふのは︑同家八蕊の間

さいた全けんらＡぶごうり雲しに士ら●①⑨●①

る母子

老母を救はんと焼死せ

て︑現代に服州せしむものべきであら

けんにいふくよう

を以て賞現せる彼の如き只に一村の救
世主であるのみならず︑その尊き七十
通んぜいくわつよ守よところれいやく
七年の生活は世を浄める所の霊薬とし

せいしゆたうと

もつしつゆんか竜とた畦そんきう

ろんじやお里しかおもみ

ちしや

砂からも屡庵硯察に来られた︒叉他府螺

あり︑論者は多い︑然し思ふことを身

むらみ全も

からも観察国が絶へなくなった︒今や
五穀は豊かに稔って︑風は富裕に吹き
ずさはぜ含じつおもかげいまいづこ

と含いまいぜんかは

ょうに凡てが一として鍵らざるものな

恰も悪夢の様に消え去って了った︒か
すぺかは

金荒み果てた昔日の面影は︑今は何虚と
あにかあくけやうききしま

集

霊の時︑今も依然として愛らぬものが
かれたいかい
只一つある︒それは彼が大海のそれに
にあい倉よう

だいせん瞳たら全に全ノ︲ぬんいた

んずゐがいよ懐ういん
春 山 十 二 一 年ねに
は水害諜防員と

も似た愛郷のまどころである︒

心露て

ひれう書よ︾習うこうにうくみゐひつくいエよう

して第一戦で働いた︒叉近年に至って

ぱ肥料共同購入組合を作った︒今や養

さん客ろうおういぜんゆん含

永き春の日矛一日ねもす夜もすがら︑一

意期であるが︑老翁は依然たる元気で
な
かばらひひ上
けんごとぜんそんたづしんせつようさんむ

軒毎に全村を訪ねて︑親切なる養蚕無

史女子鶴倉松員･倉
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曾的に活動する夫をして少しも内顧の菱なからしめて居る︒

くわいてきくわつごう章つとずこなど﹄うれいゐ

時に叉良き子の母であって︑家庭の寓端は一手に引受けて牡

上全だよこは上かてい瞳んたんてひきうしや

鶴子女史は家庭にあって誠に文字通りの良き妻であり︑同

つるこじょしかてい全こどもんじ︾︑ぽよつ全苧フ

御子女史のあることを見逃してはならない︒

つらこ．じょしみのが

がや氏をしてかく充分な活動をさせるには其の背後に賢夫人

し︲じうぷんくわつ︾︶うそはいごけんふじん

思想善導にと吐含公共のため献身的努力を致しつつ︑東奔
せいざうせきみた人ひ士け人にい造れぷとくかうしや
西走席の暖まる暇もないといふ︑現代稀に見る篤行者である

し咋・きうぜんにうしやくわいこ︒うき一ようけんしんて含嘩﹄．ｂよくいたとうぼん

松倉氏は多端な職務に費す除力の全部は︑畢げて杜禽教化

撃つくらしたたんしょくむつひやよりよくぜんぶめしやくわいけうくわ

糾合とをつたからである︒

きうごう

その人格の力が時代の状勢と相侯って忽ち熱誠なる同市民の

じんかくちからじにいじゃうせいあい念たち今一迫つ李﹂帥ごうしみん

力者である松倉慶三郎氏その人の倦むことを知らぬ熱誠と︑

しかこれけつぐうぜん︾岬うちぺん己しいう︑
然し之は決して偶然ではないといふのは︑同地の濡誰﹄士で有
ｈよくしや⑤⑤●⑧①⑤ひとうしねつぜ味

支含が新に創立されたことは︑人をして驚嘆せしめた所だ︒・

しくわいめらたきうりつひときょうたんとこ−つ

きく胞んのあ含かはごえしＩとつじよいうよめいれんめいもつ似んくわいもぱんてき

含員松倉鶴子女史

記者

川越市に篤行者の
明星と輝く

家I
庭
1

昨年秋川越市に突如五十有除名の連名を以て本曾の摸範的

鍵

にげこらいかがくにと蛙がたいばゆら助些９冬砂けんぽを

といってこれ丈では古来我幽の通り型の所謂良妻賢母で︑世

け●んひと０つたれしかつるこごよしにＺや其

とｒ・ふじんじょしふじん象れじむて会きいのう

間にその人は淡し一Ｌ稀ではないだらう︒然し鶴子女史は只是

に止まる婦人ではない︒女史は婦人として稀な事務的才能に
ひい賑つおつとけいらうしかにうでゆひしよやく

しやくわいて告かぼひろ●②のたうぜんそしよ

秀で︑雷に夫慶三郎氏の片腕ともなる唯一の秘書役でもある

のである︒献含的に甑の鹿い松・震氏のこととて常然に其の書

じゃう苧フふく砦びに堂すう笹いりじつつるこじよし

にらじやうしょく世．こエういざＬおっとわ赤らは

歌の往復も彩しい勤であるが︑それが整理は責に錘子女史

全拒①③④つ弧しや．くわいけうくわしきうぜんにうとうひ嬢みづ

の日常の職務であって︑此の用に柳か・も夫を煩すことはな

た厳いしひとうそんヤブあいこぐせましんに梱僅んこぐみんぎむあるひ

い︒叉松倉氏は常に祁愈教化思想善導等に禅捕すべく︑自か

ら多大の私費を投じて尊王愛幽の精榊︑日本幽民の義務︑或
にぽんにうとく苧フくわん含くわ・んはつかうこれぜん

は日本道徳等の喚起に閥するパンフレットを藩行し︑之を全

こぐむれうはいふこれげんこうぜいりあるひ

ざいきん主い①⑭④ちよ︽へんごしぼん芽んその辺︵託にんめら

園に無料配布しつつあるのであるが︑之が原稿の整理に或は
じむけつそうとうい淀全でいづみなじょしてよ
事務溌逢等に至る迄︑・何れも袴女史の手に依ってなされるの

含Ｂうじやうこう今へんこぐほう含そはらし嘩訟﹄いじんこ・つえん噂ふりつこくみん

である︒最近に於ても松倉氏の箸﹁嬬護士の本分と其責任﹂荒

とう

やつぎばやにしかそらぜんこく瞳いふ

木中将誰演の﹄﹁団防の基礎﹂原司法大臣誹演の﹁法律と剛民﹂

・いづすうまんたつみなじょして

等︲のパンフレットを矢糖早に出し︑然も其れ等迩全図に配布

し

今一こどひとしの．壬いじゃう含

すること何れも数寓に達したのであるが︑これも皆女史の手

ところしゆ定いじ辻うめんぽけかていふじん

になると知っては︑誠にその人が偲ばれるであらう︒以上記

平舎フサ

砂含むほんかていしふとうていおも歩よ．

した所は主として内事方伽であるが︑これ丈でも家庭の婦人

ところ

じょしざらそよりよくもついへＪそとびくだくわつ

として容易ならぬ劇務で︑一般家庭の主婦が到庭思ひ及ばぬ

所であるが︸女史は更に其の除力を以て家を外にしグ幾多の活
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動を綾けられて居るの精力家である︒即ち川越市に於ける種

う要つｒゐせいり上くかずたはかば︸﹂之し君しゆ
さいはいおかつ準だか︒ もしや．患う
球産婦雌睡鰐吟韓部どして︑采
既をふって居り︑且叉各種の誰
しうぐわいこうえんくわいとう念で沙たらじょしかばふ

習曾講演含等に迄も︑必ず女史の顔が見えないことはない
ふじんないぐわいともくわつ︾﹄うひと遇けん

さうだ︒かように婦人として内外共に活動さるる人は世間に
Ｕとえがにかてい法いちうじつふじんしやくわいて含僅うし
需めて得難いであらう︒家庭内に忠責な婦人は祇界的奉任の

じゆ﹄卒あんかんこ民願うくわ凡ゐときそ

な事業に安閑とし一Ｌ之を傍観して居るの時ではなく︑其の一

じ会しさっそくかはごゑしちうｂういじゃうかていこ︽へつばうもんふ

挺んじ主匂巽くこれさ上ふかけつしんところ
端の助力を之に捧ぐべきだと深く決心する所があった︒そと

で女史は早速川越市の中流以上の家庭シ茎登戸別訪問して婦

人に之が助力方を訴へた︒而して女史は一堂説いて白く︑同

じんこいじよりよくかたうつにしかじょしといばザフ

いくじいんさいた全一けんかゆよあはこじうへくわう

育児院は埼玉螺下に唯一のもので︑世の憐れな孤児の上に光
めいあ仁主こといきしゃくわいじけ吾晶ぼんらい
明を奥へる誠に意義ある祇曾事業である︒本来ならばかやう

かしょくらゐせつのつじナう

みなき全がた腫いふんはっいがようい

市あたりにも一個所位設立すべき事業であるが︑そうなれば

し

じいふこうれつ仁うぜんなたうかはごゑ

めんかしや〆︑わいて含くわつやくひとかじごとかへり
一．面を妖くし︑牡曾的に活躍する人は︑家事の如きは職みな

な事業は公立として営然馬すべきであり︑さなくとも堂川越

つ虹よかば腰なあらは

いといふのが常である︒そして世に甑を出し名を表すことの
しゆがんやうてんはけいばくふじんたち骨んにいおｂノ△Ｉ

じょし竃とじつちやくじつに哩んでん︾︒うて奇しくじ表

みが主眼の様なお韓婆な軽薄な婦人達は近代折盈ないではな

皆様方の大奮溌を願はねばなるまい︒といってそれは容易で

たち陸おうぶんじよりよくたうぜんかんが

袋は此事業に封して開心をしには居られない︒吾廷は婦人の

Ｊ１このじザふたいくわんしんあわれノ︒〜ふじん

したいと恩ふ︒育児の事は婦人としての職分の一である︒吾

おもいくじこと勺与じんしょくぷんわ⑪

おも全もつ仁うめん奮ういくじいん乏んじよ

いが︑女史の如きは賞に着賞な日本の陣統的淑女であって︑

はないかと思ふから︑先づ以て営面としては同育児院を援助

じぷんはいめいじこことこいひめら蛾あり

自分の寅名どころか自己の事は之を秘して現はずといった有
ところいかゆ

害全

様である所が如何にも幽かしいのである︒

坐﹄ころさい言んじよじやうこと全おばとくかうぱつけん

つぎごとぼんくわいさいた念けんかずみせきしくわいちよう

所が最近に救上の事にも増した大きな篤行を溌見した︒そ

立場から雁分の助力を常然すべきであらうと考へられるの

に出来るでせうになどと云ふものもあった︒之等の人に識し

こと

事をしなくとも︑蕊智氏は富豪であるから︑私産を以て立派
で
含いこれらひとたい

●の②ふごうしざんもつりつ睦

には上流の婦人などに貴女は除計なお世話をなさる︒そんな

衣服で結擁であるからと︑理論正しく浩登と説きたてた︒中
じゃうりうふじんあ錘によけいせわ

いふくけつかうりろんた岸たうＪ５１となか

かていこ章もがたふろいふくずこくらゐら

なにぶんごかうりよわ赤らはあへ含ふせん企み

れといふのは次の如くである︒本禽の埼玉螺霞開支曹長で

で︑何分の御考慮を煩したい︒それには敢て金銭をと申し

﹄ういくじいんけんかゆもくか︽のはこじすう

●③①●④けいえいところきいた全いくじいんかすみせき

ある護智庄平氏が経誉する所の埼玉育児院といふのが霞闘に

害こ毒虻あごゆうぐれなかＤＩＩようい

あ

ある︒同育児院は隅下に唯一のもので︑目下憐れな孤兇数十

上げない︒どちらの家庭でもお子供方の古い衣服の少し位持
み
ばことこがた含ふら
ち合せのない事はあるまいから︑そのお子さん方の着古しの

めいあづかおひじやうせいせきあるしぜつに人たいけい
えい

名を頚って居り︑非常左成績を塁げて居るが︑私設風船の経

つ一宮︾じ﹂︽したう含よくしやいた字つじやうこいうい哲けん

誉として︑何虚も同じ秋の夕暮で︑仲交容易なことでは篭︵
たう含よくしやかだくしんゐ
く︑営局者は一方左らぬ苦心をして居るのである︒これを見
てとった礎子女史は︑営局者に痛く同情し︑此の有意義な際

下唯一の事業を何とかして扶けたい︒今や五男婦人が斯の様

かゆじ砂﹃都たんたすい全われノ０１・ふじんこやう

かばごゑしきつりつ

のをゐ

よひしよやくＤようさいこしゆじん

いふ意義ある活動であらう︒而して何といふ良妻賢母にして

いぎくわつ︾﹄うじか江ん町ようさいけんⅨ

あＬなんうらじょしをいしんたん

を望んでやまないと購い躍雌をされて居るといふことであ

じ上しさらいばも

て女史は更に白く︑若しこの川越市に設立するとしたら七千

ゑんゑんすぐみな

る︒鳴呼何といふ美はしい女史の精祁であらう︒そして何と

たう哲んよぼごじよりよくいが

園や八千回は少なくともなくてはならないが︑さうすれば貴

涯

家などは営然除程の助力を願はねばならないでせう︒これ

ぼごしゃくわいこうきようじゆふたいひとたものしか僅

良き秘書役であるととだらう︒この良妻あって此の主人あ

全たくわうえいところ

めいじよう沙腔やゐぽ札くわいかくごととくこうふじんくわいＬん

まこといつよ

鍵や雄鐸が薙輝ぽ︑祷剖碓鐸識確耐錬講舞か鍵錘を輝咳て

いレフ

こしゆじんこりようざ帥いまじょし︲と／ｑかうかばごゑ

程の献曾公共事業に封し︑猫りにまかせて他の者は知らぬ譲

り︑此の主人あって此の良妻ありだ︒今や女史の篤行は川越

客つそくいくじいんまでと腔じぶんひとい

しやにいいるゐ含ふえじよし誇区よるここれ

過つしんうごついたすうさん害うもとくわもつじ雪う

令望呉〆

をしては居られますまいではありませんかと説くといふ風

市にその明星と卸いて居る︒本曾が此の如き篤行婦人を曾員

と

で︑その熱心に動かされて遂に多数の賛同の下にも貨物自動

に有することは誠に意遼弧ふし︑叉光柴とする所である︒

る

車に二量の衣類の寄附を得た︒そこで女史は大いに喜んで之

る
しかことそことりかい
居る︒然し事をするにあたって︑其の事に理解あり︑それに

ばいのいてきじぶんじ誓うしや臆にふ

ことふじんたちｂかいくわつやくそうしよくぱう

熱誠なる人物に乏しいことを憾むのである︒而して特にこの

滋つせいじんぶつとぽうらしかとく

し

を早速育児院迄届けることにしたが︑さて自分猫りで行って
は賓名的になるからといって︑自分で自働車を出して他の婦
じん雪うかうもと写ういくじいんたづところことくかう上ろこ

人に同行を求めて同育児院を訪ねた︒所が此の篤行を喜んだ

事に婦人達の理解と活躍の一層嘱望されるものがあることを

ひといく七いんけいえいしゃあばすうめいこじたら

のは濁り育児院経誉者ばかりではなく︑憐れ数十名の孤兇達

痛感する︒此時に女史の如き人を鼓に見ることは︑早天に慈

つうかんこのとぎぢよし雷とひとここみかんｒん砥

うかんぢよしいましゅんじうとみ︐ひたすらじょし

歩ゐきだみにだがよることぼ

も随喜の涙を流してこれを喜んだことは一通りではなかつ
このめりさまみじよし宮うじやうそうふかこ唇もたち

雨の感がある︒女史未だ春秋に富むの身である︒只管に女史

うへたがういのこ上雪しにい

た︑此有様を見て女史の同情は一層深くなって︑この子供達

の上に多幸あらむことを祁って鼓にペンを柵く次第である︒

これぶんじゃうところ含上よるここ曾もたらたい

じ言うしやのみづじ学うしややと

は自動車に乗ることもあるまいからと︑目から自動車を雁つ

て之を分乗させた︑所が嬉々として喜ぶ子供達といったら大

あはこじたちうへ含にさいはひ

添へになりたい︒そして憐れなる孤児達の上に来るべき・幸

み

て泣きついたといふが︑それも無理からぬことであらう︒女
じこんごつ倉︑ｆｌいくらふじんたちはゑんじよたんもちから
史は今後も月盈幾何かを婦人の立場から援助し︑何等かの力

供等は一斉に﹁叔母さん︑今度は何時来てくれる﹂と涙を以

へんゆめお害くる健轡ぢよしかへの悪こ
鍵で夢かと躍り狂ふ程だった︒そして女史が蹄るに臨むや子
菩もらせいお陰こん喜いつきたみ胆もう

なむりじよ
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村業事含杜範模

一模範吐曾事業村

一記者
一︲徒に全価界のために空想すること起や

めて︑小江ろ隣邑のため変際の事業を成就
するの債値ある韮知れ﹂といふ︑チヤルマ
ーの言葉を賀地に行ふために︑東京小石川

歴大塚仲町一帯に市の流含事業村が現出し
な敷地で︑小石川氷川下から植物園方面へ

・ようとしてゐろ︒同所は元養育院跡の旗大

かけての地域をバックとし心模範的牡曾事
業牟行ふのに蛾も有望な土地で︑将来は東
東征含事業の中心地鮎である︒青葉の繁っ

この中注目すぺきば︑四階蓮宏准な隣保

飴で︑こＬは市民の生活に即し誰教化事業

室韮録親及び将来母親たる娘さん達の研究

り︑至れり霊せりの証愈の家であるといっ

室あり︑講堂あり︑食堂︑岡害室︑浴場あ

橿機闘となるわけである︒其の中には宿泊

となり︑また各種含碓事葉の調沓．指導の中

蛮地研究を奨卿するとの事である︒

叉甑掻鏡や其の他の器械を術付て母親達の

食物︑教育等あらゆる方面の研究走指導し

こ上に指導者をおき︑文献を備付け︑衣服

なかつ丈のは妊親教育である︒此の求めに

従来最も大切なことで最も顧みられて居

室に捧げることとなった︒

てよい︒この中で通俗講演曾もひらかれば

きをしたのは昨年七月二十一日でつあた︒

大塚託兇所の黄色の建物が出来上って店開

を行ふ市民畢校となり︑市民の流交クラブ

人事相談所雌買組合も設孟され︑園碁︑胸

である︒階下にに保育室︑遊戯室︑浴場︐階

︑既に定員八十名以上の申込があったとの事

棋ば勿論︑闘球盤︑ピンポン︑楽器︑活動

稀運動の指導や︑親切な家庭訪澗まで行は

上には乳完室︑兄童相談室ｂ調理室︑固書

亮展等の娯楽機鮒から︑保健については各

うといふ隣保事業のあらゆる方面に手がの

も同託児所牢市内十ヶ所の託兄所の中根機

出来ることになつ六・東京市祇曾局の意向

れ犬託兄所及び児童相談所に母の研究室が

それから大塚の証愈事業村に新に設澄さ

．なって居ろ︒費用として乳児は保育料二

仕事の闘係上午前六時から午後六時までに

組である︒幼稚園とは逢って時間は父母の

の室で唱歌か歌ったり遊戯をし犬りすろ仕

いペットの上で安らかに裳リ︑幼兄は階下

は階上の室に十個並ぺられた風白な新らし

室等あり︑外には砂場を作ってあり︑乳兄

開とＬ・事務の聯絡韮はかる外︑各種の育

﹄・

児に開する訓査走行ひ︑同師の各種調査の．

つ料として各二銭・つＬ徴牧する規定である．

銭︑牛乳料として十銭兄幼は保育料及おや

ぺられてゐろ︒

結果ば各託兇所の標準となる課である︒市

た気持のよい大塚公園はもう早く出来上っ

力らも特に衛生技師庚瀬醤皐博士が一周二

た襲撃枝もあり︑それに近く落成する堂々・

完成して附近住民の識迎を受けて居ろ︒ま

童睡康相談所を併置した︒又児童託見所が

ら本確築内で事業か始めて居れが︑最近兇

公衆食堂︑職業紹介所︐公鋪質屋も早くか

て居り︑少し離れて大塚仲町電車交叉鮎の

回づつ出張して勘一般の兄童健康相談に常

といふ︒

たる市民病院︑同看護婦寄宿舎︑隣保館︑

ろ外種々の指導をされる筈である︒特に一︺

授産場を加へれば正に日本一の証曾事業地
厘である︒

むし惜起氏門衛右郎七木茂

中には叉幾多の模範支曾もあるとは

本含は一百に近き支禽を有し︑其Ｃ

故酔嘩群舞壷茂木七郎右衛門氏を惜湾しむ

！

ろ︒特に日常杢函各家庭の墓所に不可

縦の花形醤油躯甲寓の茂木として︑又

鍵職騨蝋聯

童子も此の茂木氏の誰である一

︽ｂエクＯ

かを知らないものはないであ

来たのである︒恩へぱ達にさ

不断に致しつつあることが出

其の茂木氏の人格に依りて一

日あるの跡を静に観察して︑切に痛感

もあるべきことと肯ける︒然るに此の

荻が野川支曾は結足し︑一糸一

するのである︒抑此模範支曾たる野田

と賃に三十有五年の久しきに及ぶとい

時代の人心をも一貫よく之を率ひ︑柳

支曾は何人に依って其の成果を畢げ得

創立であって︑今日迄星霜を閲するこ

かの微動だもなく女子部と併立して︑

蹴れず一致の華をしい活動を一

よく祇禽を教化し混頓たる思想界の善

茂木氏が不幸二霊の冒す所となり︑本

することとなったことは︑誠に痛惜の

年四月十九日途に吾交と幽明境を異に

至りであって︑之は濁り本含の哀
哀しみ 一

たかといへぱ︑その大牛は中心人物に

の評議員で支曾長を兼ねた茂木七郎右

基因する︒其の中心人物とは帥ち本曾

衛剛氏その人である︒野田王園を築く

ではなく︑邦家のた洗惜しみてもあま
恐確嘩一
りあることと云はねばならぬ︒天命は

所で︑邦家のため本脅の常に感謝措く
何事に・まれ事の柴へると裳へるとは

茂木氏といへぱ野田を恩ひ︑野田とい

能はざる所であった︒

一に係って其の中心人物の如何に存す

くくくく＃くくく︾

るであらう︒吾盈は之を野田支曾の今

⁝Ｉ

︐へぱ茂木を恩ひ浮べる程の茂木氏であ

導に禅柿して来た功績は誠に偉とする

﹁へ︑克く時勢と共に相進み︑鍾遜ある

つたる野川支曾は明治二十七年六月の

とも稲すべきものである︒其の内の一

るべきもので︑責に我支曾の二大明星

云へ︑野田支含︑豊岡支含等の如きは
其の中にあつ買最も優良中の優良な

、

Ｊ１
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又之を如何とも致し難いではあらう︒

〃Ｉ 少凹

り︑天何ぞ此人に百年の毒を賜らざる

る時愈其の人の識力を嘱望さるるの除

人︑而して混頓たる現代の世相を眺め

道曾には早くより其の趣旨を賛して入

作興とに霊力する所があった︒日本弘

ら家業の護展と地方開護と斌曾風教の

総承するに至ったので︑これよりは専

ある︒

られたる誠に光楽の至りといふべきで

四月廿四日特旨を以て従六位を追賜せ

く幾多の功績は遂に天鑑にも達し本年

をなせるは最なことである︒叙上の如

るものなく︑野田の大御所として重き

氏が養望は愈高く一郷其徳を欽仰せざ

業の蛮達に講力されたのである︒それ

やと憾まざるを得ない︒

に大疋四年先代柏衛翁の後を襲ひて野

倉し種盈斯道に努めつつありしが︑特

至りて田中穂五郎の塾に樽じて漢畢を

湖の塾に肇ぶこと二ヶ年︑後同五年に

た︒翌三年に幼くして上京し︑大塚東

松山永沼氏に就て初等教育を受けられ

より明治二年に至る三ケ年間は郷里の

起して人材の養成に努め︑幾多の英才

である︒その間巨費を投じて謝恩倉を

は資に今日の成果を畢げるに至ったの

徹底に民心の善導にと力め︑其の結果

る迄十有五年の間を︑克く本禽の趣旨

田支曾長に就任せしよりは︑今日に至

し︑その功績と哀惜の念をこれ永久に

あらず︑錘に拙き文にその一端を綴り

愈切なるを痛感する︒鳴呼今やその人

その人鮮く︑その人の嘱望さるること

に費せる氏の如き今の世に需めて何ぞ

を以て産業の護達に︑蒋耽含教化の上

氏は資性温厚篤貰で︑維始一貫至誠

×

×

とどめることとする次第である︒

柳か氏が生前の功に酬ゆろの微志を表

拝受するに至った︒叉郡含議員町含議

を輩出するあり︑或は幾多の教育事業

員として地方自治のため三十有除年力

修めた︒叉その後明治十九年頃に至り
営時欧米の畢術を極め︑早くも文質
文明の必要を力説して天下を風蕊せし
に就て研識する所があった︒叉其の傍

を致され︑産業方面には野田醤油曾杜

からず︑鴬に大正十年には紺緩褒章を

宇都宮三郎氏に就て職造化蕊をも望ぴ

長︑北縞織道株式曾牡長︑野閃商誘銀

公共事業︑慈善事業等に貢献する所紗

蕊へたのである︒明治七年には一端鯖

将来の事業に謝する基礎修養を一通り

禰津諭吉氏に就て︑経湾及財政の一綴

／

氏は寓延元年二月二十川日先代茂木

明治二十九年家督を相綾して家業を

念研究しつつあった︒

I

柏衛翁の長子として生れた︒慶雌三年

然し茂木氏の如き諾て之を得難きの

イ

行頭取を初め︑幾多の要職にあって産

×

…

I

×

ー

〜

一

一

一

I

I

国して父の業を助けつつ資地に就て専
一
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むし借を氏門衛右那七木茂

故醇都支華山口直胤氏ぞ惜しむ
本曾京都支禽理事川口直胤氏が逝去
され︑鼓にその哀悼の文を草すること
を哀しむ︒本簿京都支曾は明治二十五
四十有除年に近き歴史を有する最も古

年六月の創立であって︑支禽としても

守的で︑人心は極めて堅賞ではあヌ︾︒

きものである︒人も知る京都の地は操

に今日依然たる地歩礎示して居ること

然しながら我が京都支曾が盛装を度外

年六十六歳であって︑その将来は未だ

りあることである︒

多くを蛎望されて居ったものを惜しみ

久元年三月七日京都市寺町御

前松蔭町に生れた︒若きより

一年六月より京都市常有小亭

育者として身駐たて︑明治十

校に就職して校長となり同校

にあるとと賞に三十年の久し

きに及んだ︒氏は誠宵勤勉な

る人格春であって︑専ら教育

枇脅方︑に蒜力された︒明治

力せられたることたくば︑到底今日あ

第拾同総曾の際は彰功欣及三等有功章

及金色功労章を更に四十二年四月本曾

の教育に開係ある方面に一方ならぬ努

事︑家政女畢校主邪及京都府市の幾多

曾︑天泉含誹師として︑漢皐研究倉理

主事︑に並評議員をも錠ね︑叉平安義

八月よりは一徳曾に入って其

氏は明治二十八年日本弘逝含京都支

ることは州来たかったであらう︒

を送りて︑其の勢を柳か彰したるも常

に地味な資質左教育教化の事業に始絡

力を致されたのである︒氏が一生ほ賃

したもので︑誠に貴き一生であったと

の勢を感謝すると共に︑老て益全元須

に本愈のために泰力せられつつありし

いふべきである︒

然なことである︒木含は常に氏が多年

に霊力されたことは多大蔵ろものであ

或は講演等に依り専念木曾の趣旨普及

き︑突然五月廿五日胃潰癌のために不

を斯道のため誠に慶賀として居たと

霜を経て居るが︑其の棚各地に川張し

った︒ために明治四十一年五月本含が

含瑚平に就任してより三十有除年の星

は氏が同支含避一身に汗負って鋭意努

山

創立三十年記念倉に際しては︑功勢欣蹄の客となられて了ったのである︒享氏は壮年より谷繊臣翁に師事し︑

ー一 一 シ ー ン 池 〜

一

ー

シ

ン

シ

一

一

一

むし惜避氏胤直口山
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Ｊ１
２一南と雛し詩を好くした︒叉和歌を高崎源柔敦厚能接人︑虚物篤義交誰回
５一服風阪正臣雨氏に軍んだ︒叉謡曲も深夙志剛風叉善書︑叉好謡曲趣淵々

し︑霊家として︑既に世に知らるるの入天泉禽篇講師︑私淑陸王耕心田

細筆

心一噸毒味緬翻潅筆鈍必郡擁癖馳縮確鐸蓉榊鋤織植蓉縄華添輝鋤幽枠癖識癖

岬一癖袖塞平球馴郡玉や華錘唇礎轄鎚碓睡蓉峰︾頻燕鈍祁率耐確鋤い

氏一めてもの幸とする所であって︑故人も吉人篤韮︑日不足︑年垂七十庶功全

輝一亦以て意を安んぜらる入所ではあら臥疾十日濫駕逝︑臨経泰然安如眠
皿一瞬得︾︾却準蹄抄岬韮認鍛癖︾︾鋤岬三樹杜鵡如裂吊︑泣血弔煮情綿交

がにごればかみがくらくなり︑ょろづ

ありながらくらく︑此比磐のごとく心

雲霧もにごりて︑雲霧があれば︑月は

はあらはれとおなじ事である︒又空の

たる水にも月のかげはさせども︑月影

べにはやどるといふ俵である︒にごり

左る時は心の水すみ︑此時賑直のかう

ある︒人の心はくねりてにごり︑正直

ある︒祁はすぐにしてすみたるもので

る︒是を砿直の首にやどると云ふので

・ヴ

て︑明なる時は︑わが心即ち榊であ

やどり給ふにあらす︑我心正直であっ

は︑除朋より必ず祁のやりかりありて

帥は砿直の頭にやどると云ふとと

○

死とい窪侭唾癖識奉諦坤吟隼樺与も一のし
わわ
ざざ
くく
ららく
のし
くな
なる
る︒
︒

一鉦恥碓句惰峠︾評坐隷錘鐸錘嘩︾皇山口氏の酢世

一老後違糞鹿公益︑開導読披常拳々

死ぬ時の采は知りやえぬらむ一

一洛陽畢園執教鞭︑積年立功鼓了縁死といふはいかなる事かしらねと

主

一

‐
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記の式曾褒曾支原術北
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岬迩鐸北蒲原支曾謹曾式の記
本命北茄原支衛謹曾式並に識演曾は︑五月二十七Ⅱ午後二時より
新溌田町御免町校に於て開催され士︒支命員並一般聴衆は定刻前よ

たし幽民を支族となし君民画を成し父子家を立づ天倫著明

名分礎存復た素るるととあるなし世蓮愛移し斯道時に頴晦

ありと雌も古今率山し億兆遵奉す是を以て治教世を上に盛

稲々本・秤溌展策に就き協議恥逢けられ︑同夜新礎田町に戻りて蛙に

ぱ前日新潟市に於て尾崎知覗以下本愈員有力者職十名と愈見してｂ

る︒これより先本含より臨める徳川愈長︑閏府評議員・騰江主事に

之れ有るを得ん平等と咽へ自山を説く椛利義務の議是に於

租先に承けて子孫に博ふるにあらす父子の親兄弟序安にか

か之を求めん其家を蔦すは一己の生を誉むに在り既に之を

図を成すほ民庶緊圏に出づ既に上下の分なし君臣の義安に

んに風俗毎に下に美なり海外諸邦に至っては則ち然らず其

一泊し此川の午前は︑新溌川支曾より念長香川氏︑及役員附水︑

てか起る利川厚生の術日日に興り舞倫道徳の道愈蹴る亦勢

り摺々と詰めかけ︑開曾の唖には既に約千名にも達せるの醗況であ

土田︒原氏等の案内恥以て同地得方而の澗察態行ったのであつ丈︒

の必ず至る所安んそ我大公至正の道の如くなるを得んや我

読し以て今日に至り上下を間は歩公私を論ぜず畢世奔波唯

に趨り忠孝を蔑し仁義を鞭んじ椛利を重んじ自巾平等を呼

固の知識技塾を欧米に求むるに念なるや遂に此を含て凡彼

而して定刻に到ろ心以て支曾長案内にて命蟻に歌む︒此時は副支宮
長原常一郎氏開愈の挨拶恥述ぺて︑次で上野獣狂氏よりは常支絢溌
含隠至るまでの経過か詳細報告する所あり︑終って支脅長香川錬弼
氏式鮮を述一へ︑次いで漁田幹事ば左の支曾宣言を鐸高々上則讃す︒

の言論激の行其間に横行し政教否まし風俗順醜復た言ふく

利を逐ひ名と求め既に獲さる者は膜目抗争を是れ努む奇矯

忠孝仁義の大道は皇姐皇宗の遺訓にして賃に政教の淵源

からナーたび剛家の前途を想はるる雄れか能くま心強ざる

古昌一言

百行道徳の根幹たり蓋し我が画家の成るや皇室を大宗と

いては身を修め家を雷ひ進んでは斯道を恢弘し時雄をに救

我が日本弘道禽北蒲原支愈鼓に成る木曾の要綱を格守し退

は北術原郡官比布力者の殆んど全部か網羅し非常な盛含を極めたこ

軒公の偉功か述べ霊した︒斯くて五畔半営日の式走閉ぢたが︑式場

た題し︐該陣な知識燕蓄乃傾けて約二時間に亘り︑弘道の本義と浩

望して降壇ず︒最後に鯛府氏は﹁弘道の主眼鮎と贈従三位浩野公﹂

し以て慨道人心を寓古に維持し祁聖無比の闘鰐を無彊に擁

とは斯誼の赤め勝本曾のために誠に睦変の至りである︒伽に徳川智

９もの︽て

護し上は以て皇祁皇宗の叡志に奉答し園恩の寓一に報し下

長凶府評議員︑魔江主事には翌二十八日里朝上野騨若蹄京されポリ

以賀

ｑノーＪ４Ｕ夕︑〃ｈＪｆ心ノ︑ｆ︑ｆｊ０︑ＪｋＪ１ｆ言リロ

多功績︒使我剛光千載清︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑

忠孝常期致至誠︒畢来府螺六三名︒ 他年定識

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

Ｉ

寺本省三郎

者見レ招︒余以見力乏不能行賦此

日本弘道倉︒表彰一府十六螺善行

は以て租先の遥肌を宣揚せん天下同憂の士と共に従事せん
ことを庶幾ふ敢て念く
昭和四年五月二十七日
日本弘道倉北蒲原支曾
右の朗讃絡ろや茂雷の如斗拍子に迎へられて徳川含長はモーーーン

グ姿の身を壇上に運び︑別項の如き告鮮尭朗誠直り︒以上奉以て支
命の礎倉式は絶って直ちに誰斌曾に移る︒共産で清水中四耶氏開曾
の挨拶牢述べて開禽すｃそれより庚江本曾主事は簡車に本曾の趣旨
杢述ぺ類いて徳川命提ば域上に現はれて︑﹁道徳の本義より見たろ世
相﹂と題！﹄︑巧妙なろ世俗の例を韮として︑滑々数千言迩徳頚陵ｗ↑

兆老見迂つつある現代を教ふぺく︑本曾員の弧固なろ一致圃結を要
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一
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本曾北蒲原支曾蕊含式に徳川曾長の期譲せる覗齢は左の如し

祇瀞

緑天緑地ノ初夏繁茂ノー気方二江山原野二張ルノ時沃土遥二天二連ナル北越蒲原ノー雄藩ヲ

以一ブ開エシ新磯田ノ地二求テ親シク日本弘道倉北蒲原支金同溌倉ノ式ヲ翠ゲラルルノ席二蔽ミ一

片ノ耐意ヲ表メルコトヲ得ルハ不肯ノ深ク欣幸トスル所ナリ

畏クモ允文允武ニァラセラルル我
天皇陛下ノ大瀧ヲ行ハセラレシ昨年十一月十日ノ佳辰二於カセラレ特二奮新磯田藩主故溝口直

養公二封シーブ従三位ヲ陸贈シタマヒタル︽僅二約五箇月有半ノ前二在り其ノ夙二尊王ノ大義ヲ
明ニシー藩ノ財度ヲ豊カニシ刑律ヲ慣ミ民命ヲ重ンジ畢校ヲ典シーブハ文教武道ヲ蕊メ牡倉ヲ設

ケーブハ凶荒非常二備へ封内ヲ富マシメ民一暇ヲ進ムルガ篇ニハ其ノ身質賞ヲ旨トシ共ノ志聖賢ヲ

希上賓績ヲ治化ニ牧メラ儀範ヲ政道二垂レラレシモノ蓋シ聖霊ノ照ラサセタマフ所トナリシニ

願念フニ贈従三位公ノ身ヲ以一プ示サレタル所︿誠二濁り藩制ノ時代二於ケル杢圃藩主ノ模範

是レ由しリ・

トスペキ所タリシノミナラズ叉賞二隻二時世ヲ珠ニセ〃現今ノ盛大二於プモ何人タルヲ問ハス
荷クモ一地方ノ中堅タリー郷邑ノ首長タリ一族一門ノ重望ヲ負と一事業一曾献ノ中糎二膳リ一

家ヲ荷上一身ヲ立ツル者ノ都一プ儀標トスベキ所タリ尭二経術ヲ資地二行上身以一プ聖賢ノ書ヲ讃

ニノ責例ヲ示メナレタルナリ此レ登二我日本弘道命日ノ趣旨ト精禰トヲ百三十有除年ノ前二於一ブ
夙二雷地方二責現セシメラレタルモノニァーフズャ

今ャ時運︿進暢シープ霞藩士奮藩民共二審シク陛下ノ赤子クリ同シク忠良ノ臣民タリ然しド
モ其ノ身ヲ以テ
ヘカラス

陛下ノ赤子タリ忠良ノ臣民タルノ賃ヲまクルーヌ必ラスャ贈従三位公ト同心異鵠ノ人タラサル

孔天子日ハク人能ク道ヲ弘些道ノ人ヲ弘ムニ非スト弘道倉ノ名︽即ハチ賃ノ存スル所ナリ今
贈従三位公ノ奮封一天千幾菖ノ同心異跨ナル贈従三位公アリ就中有力ナル篤志ノ諸君子乃ハチ
膏謀テ道ヲ弘ムルガ篤二斯支含ヲ開設セラレタルハ誠二其ノ誇左ヲ眼前二示メサルルモノニア
ラズヤ

道ヲ弘ムル急畢一理ヲ談シ翠ヲ講スルノ上二在ラズ寧シロ・贈従三位公トナッープ自カラ身ヲ以一プ

之ヲ行フノ上二在りＨ常生活ノ間二於テ道ヲ弘メ路ヲ行キ人ト語ルノ間ニモ道ヲ弘公我弘這含
ノ趣旨ト精祁トハ即チ此二存ス

刻下人心動モスレ︽本ヲ忘レープ末二迷う時斯ノ趣旨ト此精祁トノ常地方二先シ其ノ根抵ヲ扶
植セラルルハ邦家ノ篇メ斯道ノ魚メ慶賀二堪エサル所ナリ

今乃チ常支曾ノ駿含式二際シ贈従三位公ヲ表彰セサセ給ヒタル聖慮ノ深キヲ仰キ奉り更二

達孝

親シク道ヲ行上道ヲ弘ムルノ諸君子二逢ヒーブ用意ノ深遠ナルヲ喜フコト切ナリ鼓二謹ミーブ常支
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一瀬旭亭

泡んぐかつにちろこ︽︑こうにん炉うせんノ︑せう毎つやくＬ庭

蹴職歎纏千八針

めいぢ

ぐんや︑んしれいくわん●︒④︒ごじゆつ患つ

つ勝にいぐんしれいくわん●●●ご

にい

明治三十七年２月︑日露の園交断絶し︑宣戦の詔勅下り︑それより第

一軍の軍司令官黒木閣下が御出蕊に造り︑綾いて第二軍司令官の奥閣下が御
そうしきくわん
にらごしゆつばつ
腿い伝︑ん⑰︒⑭②ぐわづ

①①の⑧さんぽうそう毎司よう③②③︑ぐわつかごしゆつぼつ

しいつはつ

そ里くじつにい

川溌になり︑第三軍の乃木閣下が五月の二ｔハ日に御出護になり︑総指抑官
やん③④⑪︑旨しゆへぽつ

の大山閣下︑参謀細長の児玉閣下が七月の川日に御出護になり︑其の翌日第

そぐわつか⑦●●①①⑭⑧④ごしゆつ険つひしんはしステーション生へ弥〆︑﹃

側軍の野津閣下が御州溌にたり表した︒

じつこのとき

哲んしら

ぱうそう

其の七月四日︑大山閣下︑児玉閣下御出護の日︑新橋の停車場前は認各腫
モうしきくわんさん
ば仁仁
そ仁おも
いうしこくき
の有志が園旗であるとか︑其の他恩ひＩＪＩの旗を立てまして︑綿指揮官︑参
ぽうそうらようかくかごしゆつばつおたく

しん樫しきん里ういおよ

︾﹂つうかうす茜ことば拝はｂつずゐ上ら

しふん泡つ

謀総長閣下の御出霊を御透りをする︒賞に此時といったら全市筆げての奉送
せい今よくてんたつ

じつわた

ござ

新橋近傍は云ふに及ばず︑御通行筋は言葉通り立錐の除地も左く︑市民の熱

お

ろうほ

かみむすびんけさゆうたみら：

誠は極黙に達して︑資に湧き立つばかりで御座いました︒
ずこ全へとしころ
そいまの●＠＄ばしや異テーシヨンつ
其の今︑大山閣下の馬車が停車場に着きまする少し前︑年の頃は六十三凹

そ雀つひ鐘へもの含しんめら

ゐいか童

雪びしざうり・ァ

と畳ぽしき老婆が﹁おばと﹂に髪を結んで︑髪の毛は左右に垂れ︑洗ひざら

はへうすげたばて

しやく

した粗末な軍物を着て︑心の現はれて居る如何ほしい帯を締め︑草履だか下

駄だか分らないやうな︑歯の減った燕い下駄を穿き︑手には四五尺ばかりの

仁わか
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しるもあんばり６あき
そ幻旦ぜい

こ塁か

白木綿と針とを持って︑汗ピッショリかいて︑其の大勢の

ひとごみ江かわごふじんみ
うつく︑ザ︑さうそうしきくわんさん段うそうらようかくかおＬく

人込の中を割って︑御婦人と見ると︑薯シ／︑﹂と霊を掛

い含ゐおかだよと

主ことナ

ござ

け︑美しい服装をして組指揮官︑参謀総長閣下を御還りをし

おはめ肱

ょうと云って来て居らるＬ御方を呼び留める︒
吃の︑いた堂

ござ

＆ことず

ばりぬ

て雪たきゐ

わだくし

﹁御婆さん︑何んです？﹂﹁あなた︑誠に済みませぬで御座い

ぬくにほら全一号し生ゐ

ますが︑どうか一針縫って戴きたいので御座います︒私の
せがれこん晋せんら全ゐござ
にんふじんはり
枠が今度戦地に参るので御座いますが︑千人の婦人が一針づ
全を

つ縫って下さった腹巻を締めて参りますと︑敵の弾丸が中た
いにｒ

ござ

ふずこ

らないと申しますから︑誠に済みませぬが︑どうか一針縫つ
て戴きたいので御座います﹂

号ふじん争食ろう陸そ像玉く

貴婦人たちは汚ない老婆が側へ寄って来るから︑身を少し
さゐしゆつせいぐんじんは上
含

全へむすこせんらゆ

避けて居たが︑出征軍人の母であると聞いて︑﹁さうですか︑

せんきう

しいたしか淀

お前さんの息子さんが戦地に行きなさるのですか﹂スイ︑

ひとこござ
な

ぢじかへ全ゐ

いだ

猫り子で御座います︑戦争のことゆゑ︑死ぬのは致方があり

ご・６つと

いあ

あ

ませぬが︑成らうこと溌ら無事に蹄って参るやうに致したい
ので﹂﹁御尤もです︑サア繕って野げませう﹂﹁どうもめ
有が
りた
難ふ
浩ぬく脆

ございます﹂
が仁ござ

ゐ

そくばつ当かた

﹁あ左た喝御縫ひ下さいまし﹂﹁ア︑縫って上げますョ︲一﹁有

御縫ひ下さいまし︒．．⁝・丸雷の御方⁝⁝夜曾巻きの御方︑．．．

り難う御座います︒︒：⁝そちらに屑らつしやる束髪の御方︑
おいぐに
全ろまげおかたやくわいまおかた

舞いが父をあがたござお丘

毒かにふ法ごやうナわか

・・・どうぞ御願ひ申します︒：⁝︒有り難う御座います︑大ハイ

ろうばし合おつむりむすがたよ陰り虹

カラの御方どうぞ﹂﹁アラいやですョ﹂皆さんの御様子が分ら
いた壁

たのお

をいので︑老婆は頻りに髪の結ひ方を呼んで︑一針づ上縫

ぬあい︑・くに

って戴きたいと頼んで居ります︒

江か宮こどれいじようわかじよらうつこも

てんでんに﹁サァ縫って上げますョ﹂と言って︑縫って下

さる中に︑何虚の御令嬢だか分りませぬが︑女中を連れ︑鯛
ものがさざむらざ含いろほか迅一めおとしころさい全こと

ごようすよかあい季母かたおば心やきこゑ

蛎傘を鶏して︑紫色の袴を召し︑御年の砿は土三歳︑誠

に御容姿の美い︑可愛らしい御方が﹁御婆さん﹂と柔しい鐸
お
か全へけずこぜんさう
お

わたくしばりねあめがた

を御掛けになる︒スイ︑ハイ﹂﹁お前さんの息子さんが戦争

ぞん

に御いでになる左ら︑私も一針縫って上げますョ畠有り難

う存じます︑さぞ際が謹罫ご癖磨いませう﹂

これみひとりんＩかんしんおじやうみゐいづ
之を槻た人為︑たｒ感心をして御嬢さまを見て居る︒何れ
よごかていごけういくおうごれいじゃフこの鱈且

ひとたかろう陸全ん悉くあだ塁卓かんぷく

良い御家庭の御教育を御受けになった御令嬢だらうが︑此多

に峡んじんら手Ｌこ上ろひと上ろこみ

くの人の中で︑老婆に満足を典へて御やりになるのは感服
お

か〃もこウフ

のつ陸︑如くさうご軍如じん父ゐ

だ︑さすがに日本も人智が進んだりと︑心ある人は喜んで見
そこ

て居りました︒

ろうばそそば舎全ことす

其虚へ四十椿好をした立派な服装をした御婦人が参りまし

はｂねくにたのご・鋤じんわたくしこのと

た︒すると老婆は其の側に来て﹁誠に済みませぬが︑あなた
し

ばりもだ上ノーＩｂ

も一針縫って下さいまし﹂と頼むと︑御婦人は︑私は此年

齢になるまで︑針を持ったことはないのです︑偶々に持つと

千

人

このめひにゆぴついたわたくしところｎかぶくろ
此間も指を突シついて痛くしました︒私の所では糠袋でも

肱み睡こし仁のこのせつてうは・毎おかね
何んでも皆三越に頼むのですョ︑此帥は調法です︒御金さへ

に

なん全わわたくしはりもで言
出せば何でも間に合ひます︒私ほ針を持つことは出来ない
そ像ゐひとわ・

い

そごふじん全つかかほひとごみなか才がたかくお

のですョ﹂と言った︒すると傍に居た人がハ︑︑︑と笑つ

た︒其の御婦人は虞赤な面をして︑人込の中へ婆を隠して御
し象

仕舞ひになり堂した︒

鋤もしよきいかすりひとへものこくら

ばか傘ぱぴぢはぽうしほすかぶ

するかと忠ふと︑二十一二の書生さんが緋の軍物に小倉の

雪住めい全ふじんとしさいぽう

﹁つんつるてん﹂の袴を穿いて︑肱を張り︑帽子を斜かひに被

なさふじん︲おばらたのゐ

って﹁御婆さん﹂﹁ハイ﹂﹁今の婦人はあの年齢をして裁縫を
し

にんしできふじんつまゐ

知らんちうのは附けない婦人だネ︒御婆さんの頼んで居る一
ほり

彰つと書の湧くわがぱい・にんしそくらゐ

針ぐらゐは男子でも出来るんぢや︒あん底婦人を妻として居
ろ夫は懲然なものぢやネ︑我雄なぞは男子でも其の位なこと

お

や﹂﹁へ︑︑︑︑そんなに塗くては苧・蹄の時に︽ロひませぬ﹂

い

こん蔵ことを一声って密る嘘に﹁締いでだ︑御いでだ﹂と云

二皇あたりにわをいしゅくじゆん巻ひきにろひと

い

ふ聾︑凹逢は俄かに静粛になり︑巡査が顔りに立って居る人

ぜいゐ

ところ

﹁オイ︑婆さん︑そんな所にウ画︐ＩＩしとシてちやァ可か

ほめ

を制して居る︒

しゆつきいぐんじんは上あしえ

い

い﹂﹁遮識さん︑締餓瀕下さい︑わ稗か吟鍛雌匪︑韓誇に窪るの

らマフい

です︒﹂﹁ア︑︑出征軍人の母か︑足でも踏まれると可かんか

と健はいくわんみやさ士おばしやさ象

其の中に︑黒塗の二頭立ちの菊の御紋章の附いた御馬車が

そうちくるぬりとう胆含くごもんしやうつおばしや

ら︑それで注意をしたのぢや﹂

垂ゐ

い

み芯ノ︲︑せいしゆくひかお

おでＵか

参ります︒遠くから拝槻すると︑宮様の御馬車︑どなた様で

いた

あいこくふじんくわいくわいちよういわくらこうしやく一﹂ふじんせんけとう

在らせられるかと︑皆を静瀬に控へて居りますと︑御出迎へ

を致したのが︑愛国婦人曾の曾長岩倉公爵御天人︑千家東

京府知事の御夫人︑其の他︑愛園婦人曾の貴婦人方︑何れも

しん陸していしゃ律いしかいにんところおでＵか

あいこくふじんくわい

労たち

総裁閑院宮妃殿下︑麗しき御曾顔に笑を含ませたまひ︑御立
ひか沙た．ｆ︑彰忌しゃくめそこ含ひんごけいきうじよ鈷
迎への方交に御舎輝を遊ばし︑是れより貴賓の御休憩所に御

そうさいかんいんのみやひでんかうろばごそん解んゑみ亀ふく

搾時華の擁から識郁織鍾畔で鐘ばしたのが︑愛園婦人曾の

致す︒

いだ

ごようさう

含ようふらじご︑ハピんそたあいこく・ふどんくわい今ふじ人がたいづ

できばか歩岬﹄ころやぶ異くし

御洋装で︑ズラッと新橋停車場の石の階段の所に御出迎へを

柊︑下宿屋の二階で繕シちよるから︑課はない︒僕が一針で

は出来る︒袴の綻びだの︑シャツの破れたのなどは︑僕は始

じうけしゆくやかいつくるわけ厭くはり

はりｐあしよせいごしんせつ全ことありがた

も一・針でも縫うて上げやう﹂﹁書生さん︑御親切は誠に有難う
きとこかだいにんし

ござ

可かんネ︒それでは僕の姉を頼んで︑縫うて貰ふて道らう﹂

進ず上みになるので︑露ぃ鐸ぅが締雲献で︑舘雌減識と締飛り錘ば

そこんざつさい季●一でむかなかり③︑の

へんござにしはうと僕

うとする︒其の混雑の際︑御出迎へをした中の一人の中山孝
１︑四谷か麹町塗りで御座いますか﹂﹁イヤ︑肥後の熊本ぢ

﹁どの遥で御座いますか﹂一西の方で︑ちと速いんぢや﹂﹁へ

上つやこうじ士らあだをざひごｒ全もと

﹁此虚に居らつしやるので御座いますか﹂﹁イヤ︑家に居る﹂

こ上乙ござうちゐ

御座いますが︑男の方では可けまぜぬのです﹂﹁ナニ男子では
い
ばくあ泌たのいもら令

針
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●こいごふじんうしろい全入をろう陸

子さんと云ふ御婦人の後から諺今申した老婆がいきなり﹁モ

いたかこ
ばかエつか
．じゆんさと今﹄たけいぶと合ろう生ひざ

シノーぁ左た﹂と言って︑孝子さんのお袴を撰んだ︒

たかこ含ばつごふじん

すると巡査が飛び来り︑警部が飛んで来て︑老婆を引き下
けいくわんお土くに

なん

げようとすると︑孝子さんは奇抜な御婦人であるから︑﹁ち

し全ゐ

てき

にんふじん

ょつと弊官︑御待ち下さい︒．．⁝・あなたは何ですか﹂スイ︑
わたくし世かれめうにらせんさう全ゐござ

歩か仁ばりぬ

私の枠が明日︑戦争に参るので御座いますが︑千人の婦人

ご少︑みう

の御方が一針づつ縫ひましたものを締めて参り壷すと︑敵の
仁忠あだ
全を
はりおぬく庭
弾丸が中らないと申しますから︑あなたも一針御篭ひ下さい

いとたんひでんかおめしおと念みるこちらろう

まし﹂﹁オ︑︑さうですか︒それはマア御苦勢ですネ﹂

にんふじんはりこありさま
人の婦人の針殆乞ふ有様︒

と云ふ途端に︑妃殿下の御足が御止り遊ばして︑此方の老
像竃らん
あせｎわこたしやうけんめい
婆を御覧あそばす︒汗に濡れ︑我が子の馬めに一生懸命︑千

にんふじんばり・

しゆつせいぐんじんは上ござ

ものしお

法に主を

うほ
︽締鱗あぞばして︑癖が解舞うに戯はれ﹁あの老ろ婆
は？﹂と

おたづ

ゐ

御尋ねになる︒﹁あれは州征軍人の母で御座い窯す﹂﹁何か申

て言に全あた全をはりこゐ

して居るのですか﹂﹁千人の婦人の針にか上った物を締めて居
香ざ

おめさわ

労そおぽござ

りますと︑敵の弾丸が中らないと申して︑針を乞ふて居るの

君嬢

ご〃ようがん毒んたみに

で御座います︒御目障りになりまして恐れ多いことで御座い
をす﹂
こときひでジルかろう陸すがだごらん

ぶな垣おと

此の時妃殿下は老婆の姿を御覧あそばし︑御雨眼に御族を
うか

浮べたまひ︑﹁皆さんで縫って御取らせなされ﹂と仰せられ

つか

幸埋

会・ふじ人がたろう栓ど象おかみい

ねしん

ました︒それで貴婦人方が老婆を取り巻き︑﹁御上が縫って

あ印がたみん

み芯ごし︒如きつめのがだぞん

造はせとの仰せであるから︑縫って進ぜませう︲弓ハイ︑︿

ィ︑有難う存じます︒⁝：．皆さん御親切に有難う存じます︒
世がれよるこござ
おれい曇をしめゐ
さぞ枠が喜ぶで御座いませう︒﹂と御鵬を申上げて居る︒
ろう住こ・フ肱にやうすわか
おやりこりござ

ぜんさう柔ゐおかみたし

いと

老婆が一向に何も様子が分らず︑﹁親一人子一人で御座い
雌

いかへ

いたみん

ます︒戦争に参って︑御上の篇めに死にますのは厭ひませぬ

毒ね︒︑に

め町がにぞん

が︑成らうととなら生き一Ｌ踊りますやうに致したいと存じま

して︑：⁝︒どうぞ御縫ひ下さいまし︒．⁝・人イ︑有難う存じ

ます﹂と言って畔る︒
嘘んし象ひでんか
蛾町趣つか
一報終ひに︑妃殿下が﹁わらはも一針縫って造はし壷せう﹂
↑︾岬﹄

くわいらようおそおて心
と仰せられた︒曾長が恐るｊ〜御手に上げましたときに︑

でんかはりおねのそろうはｂはさみおてと

いとばさ

ろうは

ぜがれ

殿下は一針御縫ひ遊ばして︑老婆の持ってる鉄を御手に取ら

せんらぷじも︾﹂全ゐいのと

み町がに客ん

せたまひ︑蒜を勢まれて︑﹁コレ老婆﹂スイ﹂﹁そなたの息子

幸かれよみこござ

よに低ひ

が戦地より無事で戻って参るやう所って取らせる﹂﹁有難う存
ござ

たんにぼひござ

じ麦す︑さぞ枠が喜ぶことで御座い麦せう︒：⁝・マ︑佳い沓

ひでんかゑみ︑ふく

み

てつ鴫つきよくちようごぜんにう

で御座います︒何の杏で御座いませうれ？﹂

いく含つ

ひでんか診んうし十がためと

そとで︑妃殿下は笑を含ませられ︑徴道局長の御先導で
かいだん侭ぽ
ろう陸わか
階段に昇らせたまはったのを見て︑さすがの老婆も諺分らぬ
お

ながら︑幾らか素が付いたか︑妃殿下の御後ろ姿に目を注め

て居りました︒
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忍翁

『乳＆雛

戯
霧

燕中江藤樹雪の別れ一室

紳山一譜

きてこちらせんちう逆んらうしよこくひとのりみか誕ひと．り

にん主へばららくすわいまいみ含﹄ぜん

傭此方は船叩︑船中には諸幽の人が衆合ってをります︒金のある人は一人

で三人前も抑ってゐるから︑梁に座りこんでゐる︒今で言って言ろと︑汽船
とうはうみた︽︑︾ふんあだ隼あに全
とうとうとう

とう含やくたいぜつ含しや参・︶しやらんしうにうとう

一等二等三等でございます︒一二等の方は皆でゴタゴタ︑夜分は頭と頭と︑
ぜ背の中な
かせ雁か謀つふ全くら孔しか
と背中が打付かるくらゐで︑枕もとへ継砂誉いて寝てをりますが︑併し
一︶

とう

幸滞唖かばほ膳金かひと

此の三等のお客といふものが大切なもので︑汽車で鴨汽車賃の牧入は二一等が

奉以
多
いので秀︶ざいます︒一等だとい２Ｌ大きな顔をして巾を利してゐる人は︑

やはりわりわるそれ之うでい処いみつたんと・フ

ひとみさけあつかかぎＵかびん恋んとうとうとう

矢張割が悪いので︑夫ぢやア三等避町唾に扱かふかといふと︑何となく三等

とうおもおまえ浄今吻らわたくし詮ようと余ようと

の人を見下る扱ひがないとは限らない︒昔しの便船は︑一等も二等も三等も
かひととうかれ
訣江しよしかそあび鹿よけいか胞に
別わかれてゐないで皆一緒だ︒併し其の間に除計金を出せば︑彼の人が一等︑彼
上ところ

が二等と思はれる︒甲﹁開さん何方宮︑︶ざいます﹂て﹁私は京都で﹂甲﹁京都は
てんレゐめいしよきうせざ
宜い所ですな︑天子さまの届らシしやるところ写︑︶ざいますから︑名所奮跡
お
因よるあなた害こわたくしおば
は多くあるし︑宜しいところで一一︶ざいますな﹂甲﹁貴講は何唯﹂乙﹁私は大

声か諺圭へ群ららむらえ琴さお念え

わしきがみわしちくぜん・わし含しうわしかゐわしし江の

阪﹂乙﹁蘭さんは何方﹂丙﹁己ア江戸だ﹂乙﹁然うでございますか爾さんは﹂

丁﹁私ア相模﹂戊﹁私ア筑前﹂巳﹁私ア紀州﹂庚﹁私ァ甲斐だ﹂辛﹁私ァ信濃だ﹂
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と吾今﹄ｋうとぎだ嬢歩旦毒か〃︑ひ一脂僅

なにいつ

わし嚢らご
いるノＢｉ唾危ぱじ．く
壬﹁私ァ越後だ﹂といふやうに種為な話しが始まって来ると︑

めれお樫ざかひとぜつきぱた

戊﹁時に京都の着倒れ大阪の食倒れといふととは︑何を言た
全た︒登ようとひとこのぺぺよ

この

んでございませう﹂巳﹁彼ア大阪の人が糖々と側らいちやア

う全ものた
おりものよ

きものことが人が

え曾かたよいこしか︑も

含

美味い物を食べます︒叉京都の人は︑此絹布が宜いとか︑此

な

織物が宜いとか︑着る物の事ばかり考へてゐるから︑着だふ
つか

それ︑︑︑

れ﹂戊一︲成るほど﹂巳﹁江戸のお方は脊越の銭を持たれヱと︑
と

よ

し

たんおこと

取ちやァすぐとドンノＩ費ってしまふんで﹂戊﹁夫もさつぱ
えんざわる

い

しかきようと

りして宜うございます︑死んだからって何の惜しい事もござ
いませんな﹂丙一︲縁喜の悪いことを言アがるな﹂甲﹁併し京都

えら
てんしさ士ず全ゐ
ごしよに栓す芯
は偉いもので底︑天子様のお住居あそばす御所のお庭の砂を
いた庁おこりや上ひや
そやまひお

た跨ら江＆

え宮こ巷

そらたごしよ手猛

頂いて︑︐殖といふ病を病むものにかけると︑其の病が落ちて

え菩

い

直に癒シてしまふワ﹂江戸シ子が聞いてゐて︑丙﹁オイオイ

お全えそ

えらし

浩そ

爾たちは其ん左とと駐言ってるが︑夫ア成るほど御所のお砂

な

も偉ヱかも知れぬが︑江戸にやアもつと恐ろしいものがあ
そらえごかたな
る﹂乙﹁夫ア江戸のお方何んでございます﹂丙﹁何んでござい
天竜﹂しろしやうや︑んず雀ゐ

ますといって︑江戸のお城の将軍さまのお住居に底ってゐ
げんくわん全へじゃり１口つに廷みぎつお

る︑お玄開出の砂利を持一﹂逃げ出して見るや吃と落ちらア﹂

こは

じぷんくびおき

おこり
肱んくぴ彰
．こは
甲﹁潅重︑︶ざいますか﹂丙﹁何の首が落ち．るんだ﹂甲﹁オ︑恐
じ

いことや﹂丙﹁恐いことやシて自分の首を押へてゐるが︑自
ぜん︾﹂うみづ煙い

分の首が落ちるんぢやアない﹂甲﹁オイ︑船頭︑水を一杯く

夢んくびお↓

えごか食はなむちう

の雲か辻

んな﹂甲﹁江戸のお方ばんが話しに夢中になって︑咽喉が乾
か声

泉全つ

らなたみづいひ

宮畦ん香ようとひと
え導
いて水をくんなと吐嶋はる﹂京都の人が京﹁モシノ１Ｉ江戸の

たん

みづ

ひや

ひや

お方はん﹂江﹁何だい﹂京﹁貴君マア水やと言なはるが︑語冷
い
営
さ

きつきようと

ひやいみつい

と言ったら何ないなものどす﹂江﹁ヘヱー︑水のことをお冷﹂
さ

びやいさすが舎辛︽うとや主とことば

京﹁然うどす﹂江﹁吃と京都あたりほお冷と言って水と言はね

きようとことまえる

垂娯ぜい．ものさ

こえ

ヱを﹂京﹁然うどす︑話冷と言ます︑流石京都は大和言葉︑
宮

それおれ書ようと含とぎはじ巽啓かはせふづ

京都言葉は豪ふおます﹂大勢の者が△﹁然うぢや︑此りャ江
偲允全ゐ
全け︲壁らえ害こ
戸はん︑一本参ん左はった﹂負す嫌ひの江戸シ子だから︑

ひやい

それ

江﹁オイ︑夫ぢやア己が京都へ来た時︑始めて淀の川瀬の水

ぐる土ふみ私上︾﹄かばぜひやぐる全

あれみづぐ一つ全みそ

車てヱのを見たが︑彼ァ淀の川瀬の冷車といふのかい﹂京﹁夫

そこと唾しりとつも

アモシ被ァ水車﹂江﹁ソレ見ろ︑其んなら為冷とばかり言ア
けんくわ

だら僅かはた

．このふぬ

しねヱぢやァねヱか﹂△﹁モシノ︲〜其んな言葉尻を取て︑若

そのめひについくつ

し喧嘩にでもなつちア成んから︑他の話しをしま廿一う︑此船

．へうごみなとつゑ︐

たに毒もしろ

だがはなあ

え雲

が兵庫の港まで着くにア未だナカノィｌだから︑其間退屈しな

え書

とくがはいへやナこう十全ゐ

いやう︑何か耐白いことをお互ひに話し合ひませう﹂江戸シ

こそれい

乞い

子が江﹁夫が宜い︑マァ江戸にやァ徳川家康公がお住居にな
え轡
ひら砂んじにいしゃうぐん
って︑江戸がどんノ︑開けて︑現時は二代蒋軍さまになって

ひま﹃ふしんできこれせめめれ笹の
それ奉れこのらくりぷんほうふいん

大したものだ︑日に増し普請は出来る︑此でも狭ヱ彼でも狭

壷舎

え湾に巴ん住しよ

ヱと︑夫アモウ己が此地へ来る時分にやア八方普請だらけ﹂

△﹁ハア︑然うですか︑江戸は日本一の場所になるの重壷﹂ざ

r
】

里ら

かくじは推し

つ好わほさか季ようと

おまえ

いますから︑大いものでございます︒綾いては大阪に京都
巻︲

こうしう

われあだ生うち

国

て︑識儲の雌ぐらを軒う唾たら昨うだ﹂越﹁漆うすりやア斯

しんげんめに土

のりあひひとお︾しろ

じようにん

やアない︑話しに夢中になって喧嘩を始めちや可ねヱ︑止せ
ちうさい忙ん
けんしんしんかんいたくつ寺﹄や

はなむちうけしく・わはじいかや︽

た局．念け︐聾︑わ

うだ﹂と情玄の頭をポカリ︑叩﹁ャ︑己の頭を打ァがつたな﹂

わしこうしうさ

や﹂越﹁然うだ﹂といふやうに各自が話をするうちに︑越﹁爾

と忽一ｈ喧嘩になる︑乗合の人が驚いた△﹁オイノ︑︑冗談ぢ

蓄こ

さん何虚だい﹂甲﹁私ア甲州だ﹂趣﹁然うかい︑甲州といふと

わし

たいそうぶ含うよ
さこうしうぷ琴・コ
ころは大層葡萄の宜いところ﹂甲﹁然うです甲州の葡萄とき

よぶ砦うできおまえ奮こ

．なる

ぱいＵかし

りうとうりうぴくる掌がかり

そばぎい

わるな

わたくしあんしん

かだ

けんくわ

せん雲う

このにいかいおぢしん

こＬおり

たいへんたらけんくわ

こうしう逢今こ﹄わかい

この④︒︒ｅ④

けんくわしづ主

けんくわこうろん

み雁

めぶ

ぜんさう

つい晶

人を産すった一合方がございまして︑喧嘩も鋲りましたから︑

にん

やか詮
ぽつ
△﹁オイ︑坊
ちやん︑語喧
しうございました﹂藤酢一誌お惟舞

座って居りましたのが此中江藤太郎︑藤署シノ︑皆さん﹂

十わお

て︑江戸シ子が江﹁サア甲州も越後も和解をしねヱ︑戦争だ
かばだかじま仁Ｌかひ・評拠
ば肱むちう
わ厘〆︑
から和睦をしねヱ︑話しに夢中になって︑川中島の戦を船
え︾﹄こくち含いわかい
に全
定か
の中でやられて堪るものか﹂と江戸シ子が口を癖て和解をし
おぽぜいたきわなかぼゆしら
ました︒大勢が起って騒いだ中に帆柱のところにキ承シんと

え客こ

ご海の員中で降されちやア大菱だから︑忽まち喧嘩はやめ

うみまん延かおる

なけりあア成らない︑喧嘩をしなさるなら此虚から降なせ

な

いで︑若小縁へ尻餅でもついたら︑此大海へ落て死でしまは

もしこぺりしりもら

ヱーｆ１．．．オイ皆さん船の走ってゐる最中喧嘩をして︑立て騒

でものくやつ

ノＩ〜︑オイ謙信︑信玄︑ア痛子・⁝・食ひ付アがつた︑仲裁人

そ．塁ら

たら︑とても良い葡萄が出来ます︑爾さん何虚だい﹂趣﹁私

に出た者に食ひつく奴があるものか﹂船頭が︑船﹁オィ危ね
みな︒却泡ばレ寒いらうけんくわ．たつさわ

逢ちごゑちごよ

ア越後﹂甲﹁越後も良いところだってねヱ﹂越﹁夫リヤモウ越

さ蕊ら．ご︒けんしん

と土①

にんこうしうしんけん寵うすゑんよにんたいぐん

塁ら

わら

ごりようしんよ

私も安心といたしました︒喧嘩口論をなさると︑途には負

しんにいばつぷこい﹃知健う︒あへ全少しやうかう

ふしやう

傷でも致しまする︑負傷をいたしますると︑御雨親に宜うご

しやうい食

い﹂趣﹁坊主だから坊主といふに︑悪いか﹂甲﹁悪いかとは何

ざいません︒身鰐髪庸之を父母に受く︑敢て毅傷せざる詮孝

にうにうぼうか．労だおれ⑨③③①︲

あれにうにう

んだ︑爾の方の謙信も矢張坊主ぢやアないか﹂趣﹁彼ア入道

お生えはうけんしんやっぱりぽう歩

だ﹂甲﹁入道だって坊主だって同じだ︑己が武田信玄になつ

里う赤ぼうず

園の大将を武田の信玄坊主とは何ごとだ︑大僧正の位にある
いかゅん
しんげんこうつかしんげん賎うか
信玄公を掴まへて︑信玄坊主１１ノーと︑宜い加減にしなさ

くにたいしゃ宮？たけだしんげん腰う歩龍に・にいそうじゃうくらゐ

術へで︑信玄坊主が敗れてしまひました﹂スルト傍に聞てゐ
わたし
こうしうひと
さつき程まつ骨い
た甲州の人が︑甲﹁オイ先刻から獄止て間てゐりやァ︑私の

そだしんげんぽう歩や夢

負てしまひました﹂△﹁フウン︑大いな﹂越﹁龍頭龍尾車掛の

きけ

杉謙信公に八千五百人︑甲州の信玄坊主は三寓除人の大軍で

⑨●の③

が川中島で︑甲州の武田信玄坊主と戦ひをなすった時に︑上

かは雌かじ土こうしう●⑥⑧の①④だＬか

△﹁然うだ越後の謙信ときちやア大愛な大勝だ﹂趣﹁其のお方

ごめいしやう
わたしくに●②⑧③④
は私の園では上杉謙信公︑たいした御名将でございます﹂
たいへんたいくやうそかた

１﹂趣﹁乃で米が津山牧穫ます﹂甲﹁成ぼど﹂越一ｌ第一マア昔

そここめ．・たくさんと恥

ご
たてり上こよ〃ｂ
後は︑堅が八十三里︑横が一子除里で﹁尋︶ざい主記﹂甲﹁ヘヱ
れ別の雪樹藤江中
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吃と

せいじんと

けんくわ

の始めなりと︑聖人がお説きになってございます︒喧嘩をい

かなら害こいたしんげんこうかばつめ

しんげんこうひだい

こぶで

たしますれば︑必ず何虚かを痛めます︑信玄公のお顔から爪

あとちで

ぎ

いらいけつけんくれ

里うよる

の痕がついて血が出てゐます︑謙信公は額のところに癌が出

ぽつあた仁お胃ろ

さな

来てをります︒以来決して喧嘩なぞをなさらん方が宜しうご
お里やつこ琴もいけん
ざいます﹂甲﹁ヘヱＪ１﹂大きな奴が子供に意見をされてへ

毒亦め・は△り

わ一椎くしや．ぢさいときしよ全ゐしゆゆ︑︽

や母さんと為雨人でございますか﹄藤﹁イヱ母は一人でをり

を致してをります﹂三﹁ヘヱ︑租父さんと仰しやるは何方に﹂

ます︑私は組父さまのところへ︑七歳の時一緒に参って修業

いにぢいおつ害らら

いよのくにお陰すシとう炉じんざ
りこのふ込の警ららわたくしお農ふの

膝﹁伊藤図大洲の加藤家の臣です﹂三﹁ヘヱ︑然うでございま

すか︑お一人で此船にお乗りなすって何方へ︑藤﹁私は近江
くにたがし全ぐんか是おが砿低らゐぎみをやきおかめ

う壁あかぎれご稚んじう

園高島郡上小川村字青柳といふところにゐらつしやる母さん

が︑併や蝉で御難儀をあそばすといふお手輝を群賎したか
それよ
くすりもご含ゆんうか宝全ゐ
ら︑夫に良いお蕊を持って︑御機嫌伺ひに参るのでございま

し

ヱーノー︑言ってゐる﹂三﹁坊ちゃん︑貴君は驚きました︑お幼
たいへん
あだたごこ

私は江戸三河町の三吉と申す者でございます︑金比羅さまへ

す︒﹂三﹁ヘヱ︑近江の閏までお一人で︑阿母さんのご機嫌伺

かんしん里つ

さんけい・かたりｆ〜こぐ全わこのふいの

けんくわいた

ぉ・そい

けんしんこうおえまいくつ

い〃︑つわたくし害い

じようにん

庇つ労まえ艶つと農このしん作んけししんいとし

としい

こんぴら

参詣をして︑方灸川図を廻って此船へ乗ったんですが︑爾さ

ひに為往でなさるんで﹂藤スイ﹂三﹁オイ︑謙信公も信玄公

いけれど大愛六シかしいことをお知りです﹂貴君は何方へ︑

んは年は未かないが感心な坊ちゃん﹂藤﹁ヘヱ恐れ入りまず﹂

も確りしねヱ︑大勝の自慢話しで︑此船中の人に迷惑をかけ

わたしえ雪かはらよう骨ら全をもの

三﹁賞に願さんの仰しやる通りで︑此信玄︑謙信が宜い年を

るなんて︑何んの態だ︑今此お坊ちやんの仰しやる事をきい

しん炉んこういくつ

ぽつ

懇嫌伺ひに往くと仰しやる︑此んな親孝行左お方があるのに︑

おまえしつ毒をいり江

けんうか堂い拳つこむやかうかうかた

もとごしゆゆふおつかめひｒ

たざ全い二この怪つおつこと
毒とつ客いときなく送りざいおぢい

しつか・たいしやうじ全ん陸芯このぜんらうひとめいわく

けんしんこうしんけんこう

毒うみくにりおかみ今ゆんうかｒ

して喧嘩なぞ致して︑オイ謙信公︑爾さんは何歳だい﹂越﹁三

たか︑阿父さんは五歳の時お死授︑七歳のときから御阻父さ

諺全え

十二﹂三﹁信玄公は何歳﹂甲﹁二十八でございます﹂三﹁冗談

それさいこいけん

い

ぢやァねヱ︑坊ちゃんはお何歳﹂藤﹁私は十歳﹂三﹁ヱー二十

の許で御修業をしてゐちつしやる︑すると阿母さんが朕や
あん蝉でか
ぎれたんぎくナリもき
難儀を・してゐらつしやるといふんで︑お薬を持つ要．︶援
のようにんよ

主︾︲み

八に三十二︑雨人寄りやア六十だ︑夫が十歳になる子に意見
しつ

樫つおまえ穿り

をされるなんて︑確かりしね昌甲﹁ヘヱノーー﹂いよ︐Ｉ︑驚

さいときお言いいよくにい

爾たちは雑かりしねヱ﹂△﹁ヘヱ恐れ入麦した﹂三﹁ぢやア何
わたくしち上わたくしさい

いて︑三﹁坊ちゃん︑閥さんはお武家さまでございませう︑

準とつたに

さ

でございますか︑七歳の時組父さまと伊嫉の図へお往でなす
そい

それ

言の

阿父達んは何をしておゐでなさる﹂藤﹁私の父は私か五歳の

おかめ

さ

って﹂藤﹁ハイ︑然うでございます﹂

ときしに

きく

蓉言

時に死没ました﹂貢﹁然うでございますか︑夫アマアお索

毒でございますして︑母さんは﹂藤﹁でございます﹂三﹁夫ぢ
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ラヂオ
Ｆｒ−フマ

かし⁝⁝・・・⁝︒

嘉膳む︒
︑ふ茸もみやく

こＬろみやくはいけん

高山身共の脈よりそのもとの︑心の脈を舜見のいたそうか︒

嘉膳ヤシｐ

聯窓舎︸﹂ろごこんせつひこらうけつ匙うきやく

くわくご

とかく

もと

一

白崎良捕氏のことども

記者

出羽酒田と云へぱ︑古来常城主十寓石の

殿様よりも偉らいと唄はれ誰富豪本間家が

る日本海といひ︑五十有徐里沃野走流ろる

すぐと聯想されるの土地だ︒目前に開けれ

最上川の下流と云ひ︑没に一望千里の庚々

遥こそ魁黄には難舌に謡くせぬ紹景である︒

れろ眺め︑而して大海と最上川の相合する

一陣して陸へと眼か輔ずれば酒田公剛が

れた所の光丘祁祇がある︒之は本間氏の先

あり︒郷耽側枝祁祇があるｃ叉最近砿築さ

代光丘氏悲崇敬してやまぬ土地の人々限

依って建てられれものだ︒それから一寸小

高い丘の所に光丘文庫があり︑それを少し

て辿りつけぽ右側雁一丈除の御影石で建て

まわると更胆小高い丘がある︒石段牟昇っ

記念の巧碑はそも何人の功走永久に鰹ふる

られれ石碑が毅然として聾えて居ろ︒この

飽海支含幹事として丈土地の名望家犬ろ白

すが仁えごおもてご言うにうつか全つ

ものであらうかといへぱ︑現に本倉山形蝶
こ表い

高鯉ナニ︑身共に同意せよとは？

時良弼氏の亡父酒田消防組頭取誰りし良禰

嘉膳密了脊のうちに姿をかへ江戸表へ御同道の仕らぅ︒

み︾○も再うい

嘉膳それにつき高山氏︑是非とも御同意が願ひたい︒

高 山 い か に も ！ ⑱⑧②ぜひご害らいねが

嘉膳ナ一馬別れ⁝：：⁝：？では何れへか御溌足のおぽしめしか？

がもはやお別れいたす毘悟じゃ︒
いづごはっモく
わか

わか

こうへごめいわくめい
へ︑此
の上御迷惑相かけるは呼潅織溶不燕瀞じや︑雌かとお渉謡群臓ふた

高山先頃よりの御懇切は︑彦九郎決して忘却いたさぬ︒その恩義あるその許

おん誉

嘉膳あ上啄や︑その儀なれば御気造ひには及び申さぬ︒
心ん全巻
ひこらうすゐ町ようぱづ
害やう詣嬢
高山いやノ︑︑左様に仰せらるれど︑彦九恥の推最は外れまいと存じ申す℃

子お含つかおよ全を

か沈らごしんはいく庇

井手蕉雨作

玉の御替：二︶萱壊

こと

I

高山いや︑さしたる事にもござらねば︑必ず御心配下さるな︒それは兎に角
いくりうが環し渉人みあいわく
み浄もこいへあ
身共が此の家に在ることを︑もし暇幕吏が伺ひ知らば︑御身の迷惑もさぞ

劇史

高山何んといはるる︒写
65

66
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ふこらみしぱくり

嘉膳お鐸しぬ煙く︑是︽ん身が此の地に在ることをさぐり知り︑幕吏︑ぜんさ

めやえ砦て管らに

氏の功績表である︒三面に漢文恥以て詳細

にその事蹟が刻まれて居ろ︒その全文を蕊

あ

とうにいかへしたくら象かち︲みしのじせつ士

くきぴしければ︑このまＡこ上に在るは危ふし︒江戸は敵地に似たれど

ぐれぱ次の様なものである︒・

鹿いじ

全

けひそかこＬろ

かぜんしうとａ③⑥①●⑦とうじやう

おんみさき寺うやうたいざおやめつ象をごしんしやく

とうじやう④●かぜんなか

登場︵人昔︶嘉膳に封ひ︑

力絶人家遁釜旺残千明治六年十月君自幼

壬班残干嘉永三年九月考謹一誠幼字謙吾総

其除善行頗多藩韮屡賞之絡絹燕二十凹石列

光唾協力菱倉庫賑泣窮峨亦自捕金穀以周急

節築天保凶荒際説町奉行加藤某典巨室本間

文政元年十一月祁諒一賀字以直渉彊謹史有

章服尭賦役給俸五口命篤街長世掌防火設干

鳩力公益不可枚畢藩主酒井侯深嘉其功努賜

時瀞庭蕃鐘報災結束馳救解白白崎火丁其柁

諸防火器共以備非常又家養杜夫三十鹸名平

人瓦屋飴鍔警鈍鈎諸各街預儲剛筒鈎梯蝿菰

充修理我以鴬耐久之計更投資財創製甑鑑勤

水池百七拾除所致私田若干嬬公田畢其吹入

恭夙憂之文化中真請町奉行揖資督工塘設貯

田蕊於沙癖屋舎櫛比火災従多而防禦不完一

諒一恭宇子謙好醗有オ幹見義莫不働先是酒

前屋雅世榊五右衛門家賛富鱗雄干悶郷蒋腿

時郷因氏馬朝倉氏亡乃翠家来酒出蹄商以越

也其先租日五右衛門仕朝倉義量佳干趣前白

君謹一随稗良蝿雛松宙姓白崎羽後酒田港人

故酒旧浦防組頭取白崎良涌君碑︐

も︑燈皇却って下暗し︒一先づ彼の地に身を忍び︑時節を待ってかねての
・淀⁝．．⁝・⁝︒
ひ大事に
かや生

︲と言ひかけるを高山はおしと醒めて︒

高山あ︑いや侍たれい︒

ご腿うしかたじけさいレ全冬ゆきか

と四下に窃と心をつけつつ︒

高山その御芳志は恭造けれど︑そのもとには妻子もあり︑正之ゆえに一家
ｂざん雁にしの全ぞ
生寺しもて

の離散を何とで忍ｅれ申さうぞ︒

さいし

といふ時下手より嘉膳の身永野十左術門登場︑︵人昔︶
ごひょう

十左イヤ︑妻子あるは御身様も同様じや︑大義親を減すと申せばその御掛酌
は御無用でござるぞ︒

私●⑪●●●ｅしうとご︾﹄うい

高山む典︑おん身は永野十左補門どの︑そりゃ星にも御同意か︒
粋ういもちろん
⑥⑥●④い全ねんわかなにむこ誉の準と

十左桐惹は勿論︑この十左衛門も今十年若ければ︑何婿殿にも劣らうか︒夕
としたみこしゆみときや． ︑たむこ
ぐ口惜しきはよる年波︑腰の弓ではマサカの時の役に︑も立たず︑コレ婿
琴ゐわれら夢んちう雪たのＵすめがＦ︸んつ主

殿︑我等の分も忠義を頼むぞ︑コレリヤ娘︑これへまゐれ︑嘉膳妻おかつ

わたくしてんかためもはいめ

しうと︺︲のそのぱうかぎんかたじけ

かつこれに為りまする︒私ならぬ天下のお篇︑最早や生きて為目もじとは
み
いんおものらどけ逆んｅ④●ごご
未練らしう恩ひませぬ︒後のことには御懸念をく︑高山様と御一しよに御
座いつばつめそ

出溌遊はし壷せ︒
全を

嘉膳お上︑よう申した︒勇殿といひ共方のこ上ろざし︑宴膳恭なうおもひ
うへばつそくひめいにちおも︒

ますぞ︑かくなる上は溌足の日を命日と思ひくれよ︒
ひこらうらくろゐ

ととれにて彦九鄭は然涙し︒

竪 御 の 玉
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く胆

しうとど

かぜんご・手フ今与ひこらう

高山男御をはじめ︑嘉膳どの御夫婦には︑さほどまでに彦九鄭をおぽしめし
下さるか．
ばんかんじぬせ上くちや﹄らりと寺﹂くれが処きび辱いこ︒

と寓感胸に逼り口吃する時︑暮六の鐘淋しく聞ゆ︒呈巴
肋うぐれずこはや江によういＯ
十左おお︑はや夕暮︑少しも早く何かの用意を：⁝⁝：：
こＬみえ

かつ心得て壷ざりまする︒
たみにかぜんゐらだひこらうＵが

とて︑かつは涙をかくす︒嘉膳は更めて壱九郎に向ひ︒
え替おも一Ｌ雪圭亨フにう江にとみさどういく腫
とほしぽい

ひこらうざにん

嘉膳お群きの通りの次第なれば︑江戸表への御同道を何卒御同意下されぃ︒
藷０℃い

と恩入っていふ︒彦九郎は唾咳しつつ︒

談書暁大義嘗奉十年本螺布告消防規則周旋

吏民之門編制防火夫懲八部君矯之二部長而

嬬消防組頭取掌職前後十流年銑︵坂口識指鑑

事陽草創氾暖百出詩鋭意不捧桔据太力既而

秩然可見一︑微批丁数百名城褐防火技干大

洲君躯馬指睦己畢謹逢而疾俄作墜馬轡奴之

六葬淡詳寺挽枢者一千五百人飛身材長大風

蹴思既紹強二十哩篭︿月十四ｎ也亨季四十

手俊爽少僻頁難馳馬躍剣戊辰之役以牛隊長

蝉開調越之間有功維新以後委身公事不復省

温稚恕己待人是以人皆推服駕噸郷蕪及荊防

私事常謂寧破勿破公傍南喫茶長挿花而賓性

ゐはい

高山継坪も礎ばね鯉き棒薙志︑畿蓮付んの遠背ござらう︒
ごしやういんく胆
嘉膳そりや御承引下さるるか︒

夫等蝿思対家川仙祁縫管火役及逼悼譜蝿職

こよひずご

高山今宵を過さす︒︵意味ありげに︶

嘉膳え︒

務菅諮勝雄碑干公悶地具其博状手鑑識粂乞

しやういん

丈全閲其手錐有云澗防一事吾蒋祁以来取刻

高山イヤ承引いたしたＯ
ふだ正かへ

ずこはやたびぢようい
十左詠咋壁の統潅鍬あるからは︑少しも早く︑旅路の用意を⁝⁝⁝⁝︒

之取使然也鳴叶其購志如此笠夫厘な市璃激

苦紙番至肌治二十三年始将達宿志差が時運

古確須田丈撰並沓

利奔禿塵挨者之此乎哉其亦可表也夫

噛の故良弼氏は︑専ら町の公共事斐に霊

された愉地の有力者であって︑常時推さ

嘉膳壁きて再び蹄らる上か︒
かぎだが
高山こよひ限りの永きわかれか︒
なごりこぐか
十左つきぬ名残も国家のため︒
錆んみごたいせつ
かつどうぞ御身を御大切に⁝⁝⁝⁝︒
嘉膳雑わぱ露碍蛙職いたす︒

十左秤琢混され︒

の消防組といふのは︑一糠の有志倒錯の如

れて消防頭取になったのであった︒その頃

た壁い全みかりも

かつ只今お瞭火を持たせてつかはします︒
ぜわ

にん声いじゃう○○

きもので︑何虚雁も殆んど組維されて居る

高山お世話でござる︒
と三人退場︒︵人音︶

こ恥ひにじぜい

さいご

高山は二首の和歌を認め︑机上におき︑心静かに一刀を腹につき立てる︒

たかやまし婚わかした上ｇじゃうこ上ろしづ令フばらた

８・高山此の間に辞世をかきのこし︑最後といそぐといたそうか︒
ぢ

高山ム︑︑︑・
こときけじよあん雪んもとじゃう００

・此の時下女おまつ行燈を持ち登場︒︵人苦︶

お松お毒擁唾語瞬輝を痔って雲じました︒
ひこらうていふざやうてん

ひ全おりげじよこゑ

といひつつ彦九郎の態を見て︑仰天し・
今やくぎ全とせつぶく
にん症ざ主ごしんむうさ士
お松あれシお客様がシ︑御切腹を⁝⁝⁝：．旦那様︑御新造様︒
圭健ご急仁いじゃう○○
と大韓あげつつ退場︒︵人一音︶

こめひにひこらうつたかだな

此の間に彦九鄭は突き立てし刀をキリノ︑と引き廻はす︒折から下女の藍に
玉ェさろ①
④ふうふ命●④●らとう慕う︑︑︑︑︑

ｓＣ︑ばら

驚かされて嘉膳夫婦︒十左術門等登場︒︵烈しき人音︶

と

びこらうじじやく

くに

の嘉膳や典︑高山氏に域お腹めされたかッ︒
十左雌雌あって娠維鑑識じゃ︒
御かつお薪をたしかにおもちなされて下さりませ︒
と取りすがる︒彦九郎は向若として︒

蕊高山符逓癖！・掘坤吟！露確霊戸の繊舞も︑諾ろ暇塞なく誌熊に蹄し︑た
こかゆあめきた労ころもそでね
毒もい
た豊さ

のむ木蔭に雨もりて又もや御衣の袖や濡れん？恩へば生きてかひ無き正
砲ぎ
ごほうしむ厄んひらごようしやくに

︒

之⁝⁝⁝⁝︒それにつけても御芳志を無にせし段︑平に御容捨の下されい︒

嘉膳締雌花お蕊し諺

ひこらうて

お

こしつゆけつこもるもとむ一己﹂のばやてあてしん
十左雌はしかあれ此の出
血では心許なし︒婿殿早う手営をして進ぜられい︒

嘉・膳はッ︒
たち

と立か上ると︑彦九鄭は手をあげて押しと野めて︒
﹄﹂

す

高山いや︑た障此のま上に捨て為かれい︒
か取
たら
なで
と療
り治
よさ
うへ
ぢ加
くへ
ぱず
てば
ま︑
へ壬
ぷ別ん一あ
嘉膳皇一簿ではござれども︑刀も
分い
相た
立

火災諜防のためそれが祇含的に峡くぺから

虚なぎはなかつれもので︒所が良蛎氏は︑

ざるの要走熱心に力説して町民の賛同走求

あり而して他に率先して創設したのであつ

れ︒そＬて創設以来推されて澗防組頭取に

載って居た︒氏ば年一回消防紐の出初式走

行って︑之を鮎検一︑ろのによく乗馬で雄々

六月十四日の事︑その式走例の如く乗馬で

しくも之走行つれ︒然るに明治二十町年の

黙検して居て︑逢に突然崎溢血か起し︑あ

ばれ消防組の頭収たる白崎良弼氏ばハタッ

トと馬上から蕊れ落ちれのであった︒時に

前途洋々たる壮年であつれのである︒鳴呼

畿歯飯に︑十六といふ︑あたら惜しむぺき

夕

良弼氏の如は︑熱心公共事業に身牟捧げ︑

直に﹁所謂職の矯に蝿れ北﹂所の人であつ

て章き劇を犠牡に供すると同一であって︑

犬︒恰もそれは軍人が閏家の求肋戦場に於

氏の如斗﹄世に稀有の偉大なろ殉職者として

感謝惜く能ばざ乃所のものである︒歴民は

に顕彰すべく此の石碑の建立とはなったも

痛く惜しみ相謀りて︑その功続落して永久

現良蝿氏はその時いまだ十七歳で︑東京

のである︒

企てみて

あい

くに

しかどば？ざ﹄賎君とはか心たの全を

ち髪嘘ぬ︒柾げて手営をおうけ下され︒
ひこらうしやういん

こうへごめいわく

とこれにて彦九鄭は承引し・

ときまつとうじやう００

高山此の上に御迷惑かけては相すま増然らば御法辿り御取り計ひお頼み申
す︒

か彪江はながぜんらた会づぐらめらに

と刀を放す︒嘉膳等は立ち上り傷口を桧める︒との時お松登場︒︵人昔︶
やくにんみ

お松お役人がお見えに茂りました︒
うつ仁

かつそんならそちがお訴へか⁝・・・・⁝・・・

とうじやうひこらう堆佐たるよとく

まつはや
ゆゑけんしあいみこうへゆう友
嘉膳お上︑それ故の桧覗と相見ゆる︒此の上は猫諜はならぬ︒お松シ︑早く
ごめんない

とぎけんしやくにん⑥⑧⑧⑨

御案内いたせッ︒
み

もの

といふ時︑枕使の役人川上主水︑ツカノ︑と登場︒彦九郎の傍に立寄り鴬と
見て︒

川上賑雄晶岸咋琴心恥とは鐸逓か︒シテいづれの者じゃ︒

の高等商業撃校に亦畢中だったさうである

のもとりあへす︑無我無中で例の難所板屋

が︲卒加此の父が危篤の報に接し︑とろも

峠恥も物ともせず越えて駈けつけ仁が︑憐

れ事切れた後であつれ︒それが篇に蕊業は

一家の求め︑地方公共のため亡夫の後牟継

中途退墜するの止むなきに至り︑其の後ば

いで誰力し今脳に至って居ろ︒氏は現に本

の要職にもあって︑同地に亜きをぱして居

曾飽海支愈幹事北ろ外︒前記の光丘文庫髭

ろ︒叉夫人も非柑な既夫人で溌多の満鋤韮

て居らろろ程の人である︒此功維輝く父程

なさい︑之叉同地婦人諾剛髄の午耳あとっ

して此の父の志恥擬ぐ現常主良聡氏夫妻あ

此事り︑積善の家に除腿ありとは即ちそれ

こうづけのくににつ仁ごプリほそやむらさん

高山上野幽︑新剛の郡細谷村の鳶にござる︒
ぜつぷくしさいつ夢Ｌ﹄きし鋤
川上雌輝あっての切腹じゃ︑仔組具さに申上げよ︒

×

ひこらう含よう含

であらう︒

一

高山彦九郎狂気いたした︒
なにとをひきとく胆

×

こうへ圭彩

×

川上や︒

もん夢にいじゃう○○

と主水退場︒︵人吾︶

×

高山此の上申すこと欲ござらぬ︒何卒お引取り下されい︒
こかみ季泌しめ
川上むょ︑此のよし上へ巾上ぐるでござらう︒

こか晋んわたしく胆

合じゃうわか．め

とこのうち︑おかつの机上の和歌に目をとめ︒

×

かくいお陛
こと
詮を
⑧③⑪ｅ⑥③⑧
十左高山氏︑十左補門冨．︶ざる︑巾しのこさるる事どもあらぱ︑隔意なぅ仰
せられよ︒
おるし表

嘉膳また御這害ど堂︑︶ざるなれば︑此の嘉膳へお渡しの下されぃ︒

×

王
の

御

鴎
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かつ雛が姪にお唾脹がござりました︒
わか
嘉膳詠い坪！とれなる和歌
は？

み宮もゐしよ

︑７芸やおき

高山それこそ身共が遺書にござる︒

み

嘉膳今ぴ恩⁝⁝﹁松崎の鐸の長に問ふて知れ心づくしの族のあらまし﹂

かつ﹁朽はてし身は土となり墓なくも心は園を守らんものを﹂
よ

と積む︒

てんかしＬしかどひろうく抵

高山天下の志士に然るべく︑御披臨の下されい︒
嘉膳歩くの鰐は僻雫と群擁いたした︒
うけに設唾くにもとおこさ全

かつ承ればお園許には御子様がたもおゐでのよし︑そのおなげきが見るや
がた

うで︑悲しいことでござりまする︒
肱

と泣く︒
ひこらうやうやおとろ含そぐえん︐ｆ１こゑした・

もりし

ていと

壱九郎は漸くに裳へて気息流たたる藍の下より︒
めた

高山森氏︑全く帝都はいづれに常りませうな︒
垣かき

ぞん采を
嘉膳班雄とおぽゆれば︑あのあたりかと存じ
申す︒

と向ふを指す︒

さはうむか

高山お里︑

と指す方に︑うち向ひ︒
さうもうしん③①⑧⑭⑧●⑧もばやこよ

のにたぼ

かぜん

ひこらうひと人︑江み鰹うちし

高山草葬の臣高山彦九郎正之︒最早此の世のおいとまにござりまする︒

と乗り出して倒れんとすろを︑嘉膳はさＬへる︒彦九鄭は人為の涙の裡に次
にい字ついひとんＩす▲なこゑわかはやせみ迩俊そ骨こがけし是つひ時含

あきちかかぜ

胆んをく

き︑秋近き風の蚤にノ︑箇績す︒︵完︶

金宣弓冥の麓

気も清々しき青葉若葉の茂る頃二三の青

口にて或る家韮窺を祁肌への道を問ひます

年と近江藤樹抑託に要しましたが︑村の入

いり懇切に其方向丸教へて呉れられました

れば︑主人は手の機走止め然かも立って典

獅態熟なる態度ル見せられ︑古の大聖人の

の流か汲ましむろ者かと︑今更の様に聖徳

永住ばかくも未満の村人迄も良感化され徳

の偉大を感じました︒盃に感慨戦量とは此

時の腹合走云ふのでありませう︒同伴の青

︵大阪湖南生︶

年達にも兜に好印象遊興へ犬事と有難さの

錬り記す次第であります︒

r』

第に藩入る︒人々の畷り泣く鑑に和する歎に早設の一音細く聞え︑寛の水の韻

一

一

一
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肇 御 の 玉

詩
林
71

君

蝿瀦詩
四月十八日恭召

至幸至敷等︒頚祷不巳︒訓琴

︑．

評日夫孝一同庚達古稀畢金蛎式拘仙所希︒宜突此賀詞用

堪羨慶・高堂定有泌鰻飛︒︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
一門記喜金婚式︒翁鳩同庚達古稀︒至幸至獄
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

賀某翁金婚式中根其堂爵玉

．宛之勝︒以碩聖徳︒︲自得其盤︒

宜実名間九重・有此光築Ｊ此排律荘飯典雅︒能寓禁

評日老師不背単遡内外︒誰達古今︒天資温厚而好賑伽

謝恩情︒野諮全忘老︒明蒙錫寵築︒

縄競争︒雲翻塔樹白雪映︒玉池清︒寓歳商詔
○○○○○○○○○○
響︒諸班鵡鷺盈︒龍顔冥有喜︒葵葉一傾誠︒
燕上人博名︒花間客畢餅︒漸無似橡筆︒難述

︑︑︑︑︑︑︑
欽逢借梁典︒御苑召観機︒閥色拘肌鑑︒天香
︑︑︑○○○○○○○○○○○

叫雲菊地秀言︵山形

．新宿御苑観撰含︒恭賦紀恩

林

評日巧篤勝景使人忘塵累︒

小牧山城跳口占

往理亦妙︒以来字︒鍵出成章更奇︒

評日中間引塞翁馬故事︒能誇苦築来︒

塞翁馬︒菖苦喜来築亦氷︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑

偶出吾家駿雨来︒天晴髭卜運不園求︒人間百事

霊湖紳山熊識易玉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

．雨︒偶感

赴入間郡教育懇談倉︒途上逼騨

評日結句用其人姓名亦奇構︒

敵背進軍欺子房︒義旗雛庭隔玩湘︒豊公機智
︑︑︑○○○○○○○

施無所心徒賞本多平八郎︒

安蒜斌恕早葉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
偶伴良朋探勝遊︒雛家出郭意悠冷︒山川十里
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

市原文田

文荘選

川

薫風起︒絶愛層繕白霧浮︒

初夏登山

石
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詩

林

賀榊山清君解椿吉濃同
人
︑﹂︑︑︑

世子七歳真美材︒今朝解群賀鐘開︒ 鳳鴬潮舞

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日・瑞気洋洋︒自溢言外︒

麹蒋踊︒家禰無窮猿猿来︒

節分夜戯作同人

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

節近立春芳草新︒今宵撒豆禰祁蕊︒吾生六十
︑︑︑︑︑︑︒︑︑︑︑
更加六︒豊錬依然多幸身︒

評日︒吾兄老健如此︒亦是耐紳之籍身︒

○碧漢卒野金次郎字葉
恩師養病腰吟峨．欲訪推遷歳月過︒西望忽欣
徳好信︒秋風今日得酎歌︒
玉露揺風秋色晴︒雛遜香挺菊千華︒漠紫深紅
黄又臼︒清賞脚杯造世情︒

清暁出家任馬蹄︒羊腸一路入幽渓︒鐘謹何虚
空山裡︒鞍上回看路欲迷︒
一樹撰花蔭四隣︒芳罪潤慢含騒人︒行盃錬句
閑亭上︒移坐山荘揮栖新︒

爽岸垂楊照回澗︒臨江模下水漫命風清姻外
圏今月︒愛此橋頭夏亦寒︒

己巳五月二十八日︒

七十八翁華洲畢人学

聖上乗鑑︒臨幸八丈島︒観風察
俗︒以無島民︒拘空前之特典也ｃ

恭賦一絶記威︒

歎無極︒寓丈光第八丈洲︒

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○︑︑︑︑
皇津普霧孤島陳︒錦旗燦映大洋浮︒群蕊林舞
︑︑︑○○○○○○Ｏ

妙︒

評日・︽此作不奮寓営日盛儀Ｕ結句寓丈八丈四字︒封照更

詠豆腐

津留君韮八︒熊本市人︒業製豆

腐︒家道箱裕︒頃介矢野乳翁︒

求顔詠︒乃賦此寄贈︒

○○○○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

語築誇︒

哩皿琴礎寒誉才︒晒詞癖娠癌縦串

滋味能含浴泊中︒質於牛乳総相同︒世間噌好

雪作ｃ可併諦也︒

評日詩亦滋味能含淡泊中ｃ典先師大沼枕山先生根岸篠

五月十二日︒行中洲三島先生︒
満十年忌祭於二松畢舎︒余以一類
老不能参列︒乃賦此薦之︒

難展墓︒濁懸遺墨拝温容︒

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○︑︑︑︑
十週年祭慕儒宗︒仰見婆庭釜二松︒悦我龍鍾
︑︑︑○○○○○○Ｏ

評日︒至精之言︒自是惑人︒

ロ

歌園

讃者
文謹
等

ぽつねんと蛙なく馨き上居れば慾も忘れてねむくなりけり
評静かな周園︑其中に居る作者の様子までが見える様です

二等

雲間もる初夏の陽射しに卸きて桐の若葉の風にゆれ居り
評まじめな扱ひ方の御歌と拝見いれしました

三浦直正選

下総蕗田香風

榊奈川本多・金風

形菊池秀言

堂郎毒郎寅

三等

共太久太

つたへきくひじりのみょにまさりけり民とたのしむおぼみこＬろは

勝 義 則

評文王の苑のことも思ばれます

根谷田谷

佳作

よろこびのある日はうれしみづひきをはさむ鉄の一音をきぐさへ

五月雨る凡堰に釣り人二人三人繕筆持たばと思はる上かな

古里に心のこして箱根越え海をへたて入あはの港へ

苔の上につゆをこぼして庭木立若葉を渡る風の涼しさ

中池湯菅塙

』

明日すべき事はあすせよけふすべき事おこたりてことたるべきか

玉葉島葉城

山

埼千碩千茨

歌
'
園
73

‐1

道路をとへ黒塀をひたすあふれ水あくた流れて電柱にか入れる
よそぼひは外園人に醤ふとも心虞似ぶな大和人々

士にいき土に返らんわれＪ＼は土にしたしみ園を富夫さん・
しぼらしう角ふり立てＬ出出虫の雨の雛を這ひ廻り居り
新らしき鹿野の園に来て見れば九十九谷を一目にぞ見る．ず

大君とみ民の獅柴斬る左る朝な夕なに祁に仕へて

教壇の常の先生のそれよりも親しまれけり芋食す先生
うたＬねにうれしくき上し春雨も族にしあれば袖ぬらすかな
進み行く世なれど金のある人に竿入れたる人心かも
年毎のためしのまつり待ちうけて色あざやかに樫さくなり

舞ひ姫の袖ふりし名をたち花の小島がさきに匂ふ山吹

明けぬ日をかくもうれしく恩ひてか聾たからかに寝言いひける

業ためしためし経りてかへる児の言葉すぐたき嬉しかりけり

絶間なき蜘妹の誉み見つ上いま心明るくなりにけるかな

成し遂げん心にあれど吾が思ひかなはで墓る上若き一とせ

よもすがら針持つかけのうつれるは背子の衣を妹や縫ふらし

たらちねのなさけも深き言の葉に首たれつ上涙ぐむわれ
故郷の床の下にも鳴く雌姑を今脊は一人都路にきく

友垣を集へ集へて輪となしてったぎて堅き鎖とはせん

淳る之築一・秀誠則啓名繁之正忠

者

74

歌
￨
園

選

茨十茨埼埼埼千新千下下千束

静千大山

城勝城王玉玉葉潟葉網野葉京

岡葉阪形

岡清小松横林撰柳渡蕗山池金無大本一寺

田 て 清 春 鹿 道 谷 己

田林本山田遥田口深記瀧城樋田

要作子助毒英郎造明一之巌助氏減助幸男

］
『

俳
壇
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編輯部

蕊俳壇
◇鮎

栃木無町畦

献上の鮎釣る淵や雨夕べ

祁奈川百奪
碧鮎や土橋の下の手綱人

三階から宮士見る雌や鮎の味

鮎釣や嶺色に知る今日の晴れ

千葉香峰

水せきて鮎閲ひゐる寄洲かな

よき客の隼ひし宿や鮎の里

鮎釣るや宿の底からつ畔く漢

埼玉半逸

つり上けし鮎の光や笹の篭

鮎釣やけふも尚立つ淵の棚に

古沼にかたよりてさく花藻かな

茨城水芝庵千葉香峰

釣上けし若鮎の腹光りけり

岩かげに小鮎飛びけり雨の川藻の花や石投げて見る沼魔し
鮎釣の早瀬に立つや汽車過ぐる藻の花や馬曳き入る上沼瀬川↑

山口松風︲︑茨城一誠

山影に立ち一Ｌ鮎釣る瀬川かな藻の花の舟過くる度動きけり

茨城則匿底知れぬ古沼匿き花藻かな

川滞みてきらめく鮎の腹白し同水芝庵

藻の花の雨に動くや風多少

埼玉半逸◇洋

川蝉の飛び去る沼の花藻かな埼玉半連

幅島甫水洋や水底見えぬ沼古し

藻の花や釣する人の聾ひくし洋の瓜にかたよる夕かな

藻の花に山影藩つる小沼かな禰島甫水

大阪西流葬や提に見付けし落し櫛

藻の花や疏水工事の除け小沼洋に塔影落ちし夕日かな

藻の花や古江に映ゆる山の色千葉香峰

◇藻の花

鮎川の朝を舟から投網かな．栃木無町畦

同路水藻の花や渡舟をつなぐ堤の抗

瀬滝きを渡りて淵に鮎を釣る茨城則庚

茨城一誠藻の花にうつる山寺の蔓かな

禰 島 甫 水 焼鮎に山の旋総の灯りけり山口松風

鮎狩の川岸に集易霊前かな

鮎釣の雨の瀬に立つ一人かな

大阪西流

選

クーー

朽ち舟に薄しげる小雨か底

拝のより来る岸や拾小舟

大阪西
洋睦めぐりて動く緋鯉かな︲

茨城然
捧に徳りて息する蛙かな
津に水鳥巣立つ且かな

同一

祥や渡舟温きゆく向ふ川岸
洋や魚跳ねしあと尚動く

山口松
洋の風に動きし小沼かな
祥のかたよる川や汐干時

栃木無 ︐Ⅱ
洋とわけゆく沼の小舟かな

幅島甫
茨城則

青葉影さす瀬頭らや鮎の飛ぶ

同一

夕日さす淵の瀬を越す小鮎かな

同黙

瀬を上る鮎見て立ちぬ橋夕べ
底澄める石の瀬川や鮎の飛ぶ

大攻西

藻の花に術降りやまぬ山雨かな

茨城則
藻の花に魚飛ぶ朝の古江かな

耐島甫
葬の渦に巻かれし早瀬かな

水

魔

誠

水

水︾

庚

﹄汐

流

◇打水

＠課題例句

波空

打水や道蜜ふ藤の二軒茶屋

金鶏城

石に水打てば母衣曳く走り蜘

撰碗子

蚊柱に畦ふみ落ちし夕べか産

瀧白く飛び散る岩の砦葉かな

I

川落ちて小雨降る夜や鳴く蛙

江の貝踊子のせし船婦る

雑詠木打つや夜曾の人の早来る
芝庵新◇潟
文
甫
︑
◇
蹄
凡淑
茨城水

大阪西

鮎釣りの震かけてゆく渡舟かな

⑤｜秀連

町

覇天郎

墓一つ這ひ出し溝や木下闇草の原虫の雷踏んで踊りけり

城雄の凹剛に嘆きぬ五形花おどり子や萩の流に柿る

蛙子の雨に殖え来し薮田かな

流栃木無町畦守露

葬のかたより干たる小沼かな

１１１

I

流
水

誠

風
畦

洋のひろごる雨や沼庚し

ー

ヱヅ
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誤

倉員諸君に訴左

私は感謝せずには居られませんでし士︑因みに同日徳川家達公から

今春綿曾の演説倉に於て永井享先生は﹁現代の幽氏は現代の政治

は金一千岡の御寄附がございまし犬︒

家に教化指導され胆ぱならぬ程の馬鹿ではない一と熱熱走揮はれま

あと先き除いて中の段とぱ浪花節の文句でございますが早速中味

行か胆ぱなり生せん︑その機開となるぺきものは申す迄もなくわが

乃磨き︑そうして環境韮美化し︑愉快に﹁誼﹂を辿り﹁道を弘めて

し我が全く然りりわれノーは︑われとわが身雅鍛ひ︑われとわが心

走申し上げ生す︑東京市街はあらかた復興致しました︑神田西小川

弘道倉でございます︒就てば諸君︑あとは言はすと知れたことでご

倉員中村疋宏

町附近も勿論美事に復興致しまし穴︒然るに同町内に唯一戸のバラ

ざいますが︑三井家岩崎家共他の富豪もお骨折下さることにぱ柑違

ございませんが︑今五千三百の曾員詣悲が平均五回づＬ御祷溌して

ックが哀れに建って居り生す︑此のバラックこそわが日本弘弛含の
〆

下さるとすれば︑立ち所限二蕊六千齢遡の金が寄ります︑そうすれ

事務所でございます︒

礎は先月十九日︑復興費金蕊集に閥して同所に委員衡が開かれま

諸君の中にはモウ再三御恋装のお方もでございまぜぅが︑錦くは

ば在庫金八蔑齢回と併せて少なくとも十五六蔑圃にぱなりますから

此の際︑今一度片肌を股いてやって下さる様切雁お願ひ即発します︑

したのか︑私ぱ覗き幅参りました︑所が定刻には徳川森長さん走始

され︑梅雨上りの暑さにじりＩ︑照り附けられて居るトタン屋根の

皮切りと致しまして先・つ私が金百回奮装致します︑序でながら弘道

改築だけは出来るわけでございます︒

下で︑同問題に閥！︶て協議せられまし衣が心その熱心振りはむしろ

功服部博士︐堀田伯︑繁田翁︑厩島翁共他一名の映席者もなく蔚席

涙ぞましい程でございます︒殊に服部博士の如きは噸ろ御多忙の御

倉振替は口座東京四一三七番でございます○

●

身でゐらせらろ坐にも不拘︑三井岩崎御雨家へ頭を下げてきたとの
御報
御
報告
告．．郷岨埼玉からの道を遠しとせざる繁田翁の活動振りも敬服

に慣する︒

資金募集の苦心とは言ひながら是れ即ち﹁遁走弘めろ﹂鰯の苦心

−
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口此度東京赤坂厩教育より︑本含が弘道に
礎表しつつある善行録か教育養料とす・へく

其の掲載の分の釜部か購入するといふ通知

海道︑裏溌︑朝鮮︑闘東州挙に亘ろ善行者を

選定す・へく︑過日各の長官にあててその避

●

定方走依頼する所ありたり︒因に本年は此

秋十月頃東京に於て畢行する事となるぺし

口本含々員前橋市江原桂三祁氏には六月六

口京都誹含幹事として同支脅を双肩に描ひ

口六月八日持出募集部幹事は埼玉蛎製岡町

下に於ける財界の大立物たりき〃

日途に逝去さる哀悼に堪へす︒氏は群馬蝶

多年霊力せられれる山口直胤氏は去る五月

に繁田募集部副委員長を訪問同日蹄京す︒

に接す︒

二十五日途に逝去さろ︒哀悼に埴へす︑本

あ葉山の別邸に於て御静養中なり︑一日も

ロ顧問松卒伯爵には六月上旬より病気のれ

せり︒

早く御快癒を所ろ︒

含長よりは特に弔電走迭りて哀悼の意を表

口六月三日午後四時ょⅦ本含事務所に於て

され種々協議する所ありたり︒

足立︑原・小谷各委員及割田輯貝等出席

慶賀︒

ロ山岡女子部幹事令嗣過劉結婚せられし由

支曾に赴き種々協議する所ありれり︒

口寺本連絡部主事は六月十五日埼玉蝶所津

口昨年御犬濯記念に全瀕善行者表彰式韮畢

口六月十九日午後十一時より本含事務所に

／西村先生隊記編纂委員倉開催︑康江︑高木

行せるが︑其の残鮭士ろ二十七螺及樺太︑北

於て寄附金募集部委員倉開催︑堀田繁出進

副委員長以下庚江寺本雨主事︑各委員出席

将哩徳川曾長︑服部副曹長︑祁島監事も出

席せられて︑募柴上に就て菰々協議する所

あり誰リ﹄

口寺本本支金回韮絡部主事は埼玉牒秩公支曾

へ赴き岩田支含長其の他幹部と面倉し同支

含蕊展策卜就き種々協議する所ありれり︒

口六月九Ｈ服部副曹長は三菱合蚕蓉凧に理

事青木菊雄氏と面曾し寄附金の用務にて懇

談する所ありたり︒

口此夏季汰暇中を利用して地方に講演倉を

開く・へく目下種々考察準備中である︒

口六月二十六日何後二時より本脅事務所に

於て繁募集部副委員長︑禰烏監事其の他の

諸氏出席募集部の件に就協議せり︒

てい就に式彰表者行善回二第念記租大御
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迦道鉢御大鰐記念第二回善行者

織馬蝶︑千葉鰹︑茨城蝶︑栃木蝶︑静岡螺︑山梨螺︑長野螺︑宮城

一定の調査標準に依り各府螺より三人以内の善行者推薦方走各府螺

螺︑流烏蝶︑瑞手燐︑青森螺︑山形隅︑秋田螺の一府十六螺を樺び

三塙走推薦せられ本含ば詮術の上悉く之丸表彰することＬなし昨昭

知事に依頼せしに各府螺よりは詳細なろ調書と共に善行者合計六拾

︲表彰式に就いて
本曾は昨年御大澱葬記念に杢剛に亘る善行新か表彰する﹄大事業

大臣︑文部大臣︑東京府知事︐東京市長︑中央教化閣鵠聯合含長︑

和三年十二月十六脚華族雷館に於て内閣縄理大臣︑宮内大臣︑内務

か企て︑既哩昨年十二月簸一河は華族含館に於で蝶行し︑一府十六
鵬に亘ろ六十有三名の善行か表彰辻ろが︑其の瀧二皿緊行に就ては

其他朝野貴紳の臨場並Ｌ本命命員列席の下雁廃大赦ろ表彰式悲畢行

屡々幹部に於て協議中なりしが︑愈本年秋十月の候恥卜し京都に於

府︑兵庫螺︑長崎螺︑奈良蝶︑三並蛎︑愛知蝦︑滋掛螺︑岐卓螺︑祇

致し候本年は節二岡の記︽表彰を遂行する計識を立て京都府︑大阪

それ＃︑別項の如・身書状か蕊したり︒

て畢行することに決定せり︒依って過日京都府以下一府一通二十七
蛎叫晦下の各長官に封し︑善行者選定方雅依頼すべく徳川曾長より

井螺︑石川螺︑富山蛎・鳥取螺︑烏根蛎︑岡山蝶︑庇島蛎︑山口鴫

善行者調書標準

昭和四年五月

御依頼申上候敬具

日本弘通曾展伯爵徳川達孝

入以内御選出に和成り来る七月十一︑迄に御通報被成下度此段特に

に御賓同被成下別記善行調書標準御諒蕊の上置に於て・

太開東の二府一逝試拾七螺臓下の各善行新か選定し来る十月態期し
表彰式走畢行致度候につき御繁川中御手撤とは存し候共本命の趣旨

和歌山鵬︑徳島喉︑香川螺︑愛媛鵬︑高知螺︑耐岡蛎︑大分蝶︑佐

因に二府一道二十七螺凹聴の善行者選定を鋸ぐれぱ左の如くであ

賀螺︑熊本螺︑寓崎蝶︲鹿見烏螺︑沖緬螺︒北海滋︑朝鮮︑蕊濁︑樺

る０

−︑各府螺は三名以内︑二心京都大阪市三人以内︑三︑北海道は十

六︑朝鮮ば十三泣容三人以

四支臓各悲廉二人以内︑四︑樺太臆ば七支鵬各支臓五名以内︑五︑

開南醗ば二民政署三民政支袈五人以内

内︑六︑裏濁三聡にて州三人以内聡二人以内︑網計百九十一人以内
の選定︒

拝啓．時下溢御涜穆の段踊邦家奉賀候陳者本曾は肌治九年故丈堅博
民道徳の振興及醗家の燕礎確立の鳶め誰捧し衆りたるものにして純

スルニ足ル︒三︑孝子四．怖婦五︲忠噛ナル従課員怖人等六

一︑敬祁崇祇ノ行憾瓢著ナル者平素抑明チ敬上皇祁皇宗ノ祁璽二
封シ敬虚ノ念二常ミ常二衆人ノ尊敬チ受クル者︑一一︑課忠報固ノ精
祁二充チ義勇奉公ノ念二厚ク其行動衆二擁ンデ諏践期行以テ模範ト

士西村茂糊先生の創立に係り爾来今日に至る迄五十有鉄年間幸に図

んが嬬全蜘各地方の善行者か表彰して共功紙を職場し以て聖枇の徳

善行︒閲シテ︽可成詳細ナル訓誤テ附セラレタシ

アル者備考一︑賞勧局一三ナ表彰セラルヘキ人ハ除カレタシニ

・苅方ノ公益公務二誘搾シ其功綱瓢苓ナル者ゞ七︑博愛慈謹再等ノ篤行

近の世祁に封し深く慮る所有之且つ昨秋行ばれれる御大澱亦記念せ；
化九神補し奉り併竺塔思想善導に費すろ趣旨彫以て昨年は先つ津一
回として東京府︵別雁東京市及警祁臆︶刺奈川曙︑新潟蝶︑埼玉螺︑
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報棄倉，支

京都支曾報告
京都支念幹事として多年霊力ぜし山口直
胤氏逝去せられたる起以て︑過刑縄集曾を
開き︑其の後任其の他に就き協議し・左の

如く新に二氏の幹事就任することとなれ
一Ⅵノ︒

京都支含幹事

伊藤顧也君
渡島幸明君

閉含越叫聴衆凡そ四百鶴名なり︒

右術門の痕華節等あり午後四時頃雄曾裡に

味なる御講演あり経て除興として桃中軒繁

先生の弘道の精祁と題する有益にして有趣

講演含にうつり本部より御来臨の閏府種徳

告︑村症高木文繊氏の覗酢あり︑夫れより

要領か期領し細いて挨拶奄兼血前年度の報

育勅語の捧讃に次いて菅谷支曾長画弘道曾

カクテ午後四時散曾︒

静聴セル効ハ多大ナルモノアリシテ認ム︑

風ノタメ聴衆ハ百名二過ギザリシモ皆熱心

アリテ多大ノ感銘チ聡衆二輿へタリ富Ｈ列

︵静致氏︶ノ﹁自由平等ノ権利﹂ト題スル講演

講演含二移り︑帝閣大畢教授吉田丈畢博士

本支曾長勅語捧誠ノ後諸般ノ報告アリテ

十一日正午ヨリ開催榎本幹事開含チ宣シ榎

因に記す右は小畢校々友曾の縄含と聯合
にて開催せり︒

日本弘道書久喜支含

第三十六回総曹粒講

四月二十九日午後一時より千葉螺香取郡

含ニテハ第三十六回縄含並二第三十八回畢

埼玉螺南埼玉郡久喜町日本弘道曾久喜支

演雪概況

中和小峯校々堂に於て開曾せり菅谷校友曾

術講演含チ久喜尋常高等小畢二於テ四月二

南部支書春季線集書

副含長の開曾の辞あり︑寓崎支脅顧問の教
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栃木螺

子江

連開治氏

梅木蛎堕谷郡等根村
字金
金津
津一七九↓八番地
村大 字

明治四十年五月二十日生

裁猛於て氏は母に計り︑意を決して家屋の全部を抵営に供して借財を整理し︑己は妹逢手助けとして小作地の耕作に

ぱ今後の生計の道だにたたず︒

のなかりしと云ふ︒然も亡父は生前家業と怠り居たるを以て︑年年に家財を失ひ︑遺産とては口︿多量底ろ借財のみなれ︑

たれども︑其の効も底く再び超つ能はざるに至る︒此時に年十七︑氏が哀働追慕の有様は︑人をして貰ひ泣きせざるも

然るに大正十二年父は突然病を得て臥床することとなりければ︑憂慮一方なら歩︑日夜母と共に一意その看護に課し

漸く尋常小畢校を卒業すろを得たり︒

なきを見ては心より母の努駐慰め︑幼き身にして弟妹の撫育に助力する等孝心深し︒かくして家計製かならざる中より

む酒を進め︑その喜ぶを見て之を楽しむといふ有様なりき︒又一方母は一日の勢苦に疲れ︑夜は幼兇多くして休養の暇

は専ら母を輔けて宗業を鋤み生計を助けつつありき︒而して氏はこの父を憾むととすらなく︑却て窮乏の中より父の晴

一氏は幼より孝心深く︑父鮭と共に租先博来の農業に従ひしが︑父は日常酒を好み︑とかく耕作に怠り勝ちなれば︑氏

孝

−

畢奉回

働み︑或は叉日傭人となり︑或は樵夫ともなりて勢銀を得るに努め︑夜は種交の副業をなし︑専ら質素倹約を事とし︑

一家七人の生計の資にあつる勢苦容易ならす︑而して休日とて未だ曾て遊べるととだになしときく︒かくして其の心掛

けは遂に酬ひられ︑今や借財も総てを返済するに至る︒斯の如き貧困の中にありて氏は又弟妹の教育を忘れず︑妹は既

に高等小畢校を卒へ︑更に女子補稗畢校にも入畢せしむ︑叉弟は目下高等小畢校に︑二弟は尋常科にありて︑其の畢資

等も一に氏が精働の賜に外ならざるたり︒又氏は悶貧の中にありと雌４︑画民たるの義務を怠らず︒年だの租税は未だ

嘗て納期を達ひたることなく︑青年訓練の如きも︑多忙の身を以て一里牛もの路を辿り︑忠賞に訓練に服し︑其の行篤

資に稀に見る所なれば︑模範訓練生として遂に表彰せらる︒其の他青年宮員として︑或は消防組員として︑経日勢働の

疲努をも厭はずして奉仕を怠らず︑拘に奇特とする所なり︒叉自巳の畢力の雄らざる．︾ィ︑歎き︑農業柿智教育を受くるこ

と前後七年間︑孜々として倦ます︑叉公徳の志厚く軍猫公共の場所の除草掃除に常ろ等︑家運の挽回に専念すると共に

一︾方共の鮭を献含公共のためにも奉仕する斯の如き現代稀に見る所なり︒今や孝子として模範青年として其の名は近郷
に知らざる者なし︒

女田名網ヤス氏

栃木螺安蘇郡赤見村大字石塚

ヤス女の父は今より二十一年稗前に︑常時八歳の長男と︑六歳たりしヤス女及び母を鐘して家出せり︒同家は元より
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資産とてはなく僅かの賃機及日傭の労役より辛うじて其の日の生計をな迂るの有様なりけれ︑其の後の困窮は一暦甚だ

しきものあり︒依て母は長男をば伯父の許にとその養育を托し︑女の細腕をしてよく精鋤刻苦して︑ヤス女の養育に努め

たるも︑折柄の不景索に逢ひて止むなくヤス女は尋常一年修業にて退畢の除儀なきに至る︒而して其の後は母娘共に力

を協へ︑賃機に精働し︑辛うじて十有除年の星霜を経たり︒然るに一家の不幸は果しなく綾き︑大正十一年に至るや母は

中風症に雌りて身鰐の自曲を失ひ︑用便すら達するを得ざるに至る︒さればヤス女は娘盛りの身をも顧みず能く病母の

看護に心を致せり︒大正十二年には兄定吉の除隊蹄郷するあり︑定古は日傭によりて催かをりとも鰐銀を得て一家を助

けるに至りたれば︑ヤス女は力を得て愈勇を鼓し︑疲跨をも忘れて只管賃機に耕棚し︑而して忙しき其の織る手を休む

馬間は専ら病母を慰めることに心掛け︑時には手押しの小さき浦車に乗竺Ｌ錘りを散歩せしむろあり︑或は日盈の食半︑へ

用便起居等一切を︑︑全く人の手を煩はさず心を篭めて看護する如き︽特に妓近二三年間の如きは︑毎夜一時間毎に病母

の介抱をするにあちざれば詮方なきの状態にて︑全く文字通り朝は早く夜は遅く迄働き綾け︑終始一貫いと深き孝心瞳

以て母に事へ︑今日に及びて資に十有六年の長きに及ぶ︒蓋しヤス女の如き現代稀に見るの孝女として︑誠に生ける篭

鑑たるべし︒患．↑

︑ｂ

､

善
‑行
録
67

一 一 一 一 一 一 . ー 一 一

58

善
行

鋒

あるといふ健素さは︑叉可憐を極みである︒

女吉岡 ハル氏

足利市築町一丁目

明治三十二年四月二十三日生

き弟妹の三人を扶養して倦まず︑一家を恩ふ一念から弟妹三人が小壌校を卒業する迄は決幸て他家に嫁がずと語りつつ

働者となり︑粗衣粗食︑節約を重ねて生計の資を産み出し︑然も結婚を勘むる人の言を耳にも入れ歩︑病弱の稽母と幼

たかりき︒ハル女は此の有様を見るに忍び歩︑富時二十川歳の若き身空なるにも係けす︑健気にも講然立って一家の主

超つ能はざるに至れり︒さらぬだに辛き生計は一層容紡ならず︑潅母ハル女及幼き弟妹の三子は只々悲歎にくるるの外

業後も家にありて孝養を謀し傍ら商責を手偉ひて細き生計をた一Ｌつつありしが︑大正十一年十一月父は遂に病んで再び

け︑術夜は父を助けて街頭の商賓に励む等見る人をして涙を惟さ一Ｍる程の立働き淀なしつ上小皐校も卒へぬ︒而して卒

の努力を以て辛く一家を支へつつありき︒さればハル女は畢校より蹄るや︑幼き弟妹を勢り或は又何かと確母の手を助

姐先博来の住居を引挑って︑他に細・かなる家を借り︑僅に駄菓子店を出し︑夜は市内の街頭に出て鰻頭の販寅をなす等

叉も蕊ひぬ︒即ち父は商業に失敗して家運は傾き︑月交の生計にも困窮する有様とは底れる蔵り︒鼓に於てか止むなく

兄由太郎の二人を這して妻に先立たれたり︒依て同年六日遺子扶養のた防糧母キサを迎ふることとせり︒然るに不幸は

ハル女の父啓太郎は米穀商を誉み︑何不自曲なく生活せるが︑不幸明治三十四年四〃︑営時僅哩一歳のハル女及其の

孝

かくして父死後よりするも今日迄早くも六ヶ年︑経始一貫一家の犠牲となりて減らず︑今猫誉は家にありて近隣の針

仕事に励み︑夜は十二時を過ぎるの深更まで︑街頭に立ちて父以来の鰻頭を商ひ︑以て糊口の蚕を得て辛くも一家の細

き煙をたてつつあり︒而して病弱の糖母への孝養も賞に感ずべきものあり︒郷黛皆共の孝心を賞讃せざるなしといふも
宜なることといふくし︒世稀に見る孝女とといふべきなり︒

婦卯木ヒデ氏

栃木螺足利郡毛町村大字勘農

よく何人もなし能はざる所︑然も家に蹄れば一方中風症にて病める環重三郎の看護あり︑幼を子女の養育ありて︑︑終日

一家はその日を透りつつありき︒かくしてヒデ女の辛勝は︑朝は尿を戴いて出で︑夕は月を踏んで蹄るの有様にして︑

するあり︑叉機物が不況に陥るや︑僅かの噸煎餅の行商をなす等︑所有事を身の限りと側きて一家の糧を得︑辛うじて

れなる一家を支へんと決心す︒即ち書夜を努めて賃機に精鋤し︑又或時は通路摘梁の修緋工率等にも男子と伍して締事

活にも窮する有様となりて︑衝に見るにも忍びざるの悲惨に立てり︒此所に於てかヒデ女は雌莱にも女の細腕を以て此憐

程なれば︑著産とてはあるべき筈産く︑今俄かに柱訂を矢ひ︑男姑と七歳を頭に三子を抱へ︑一家は其の日其の日の生

ヒデ女は不幸二十九歳にして夫幸吉に死別す︒素より卯木家は賃機に或は日怖にと辛努して︑堆計をたてつつありし

節

終夜内外共にヒデ女の勢苦は止むときなく︑あばれ一時の睡眠さへとれざること珍らしからずと聞く︒然るに斯の如き
9
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中にありて孝養を認せる効もなく︑勇重三郎は大正十二年八月遂に死亡せり︒然もその後は姑に封する孝養の以前にも

増して一層深きものあり︒一方叉此困窮の中にありて︑居村の義務的服役等には一回哨続くことなく努めて︑責任を果
す等誠に感ずることといふくし︒

斯の如く辛苦して一家を支へ︑病める男姑に孝養を議し︑叉子女の教養に力を致しや居村の義務をも果す等︑かくし

病砥が
生︑側

岡牒

明沿三十三年十月九︑生

静岡螺榛原郡金谷町金谷五拾六番地

少年園事業功静者山城多三郎氏

て今日に至る賞に十有除年︑その間の心欣言語筆紙のよくなし得る所に非す︑世人に以て示すべき節婦と解するを得ぺ
。

三月十一日紀元節の佳辰を卜し︑金谷町の一部に少年少女割を起して自ら倒長となり︑専ら少年少女の教養にと任じ︑

頃よりは青年国自治雪等の篤め毒力するとと妙からず︑殊に少年少女を扶披善導し子﹂︑地方心教化を扶け︑大眼十二年

の生計を誉めり︒而して意志堅固にして逆境に庭し曾て届ゼホ．然も義侠心に富み耐含奉仕の念極めて厚し︒大正凶年

・氏は大工を本業とし︑克く勤倹力行身を修む︒夙に父の扶助汁一受くろを屑とせ歩︑早くより専心大工職に勘糖し猫立

し
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縞て大正十凹年六月一日更に金芥少年闇を創設し︑現に二百五十有川名の閣員と篇り︑克く統率其の宜しきを得て︑園
員は円に月に益盈増加の趨向を示し︑優良なる模範少年閏たり︒

然して氏は右少年風創設以来副長として︑自己の職業の傍ら幼き馴員を率ひ︑日曜畢校︑短期殖民生活︑一泊修養

倉︑義士祭︑修畢族行等︑或は叉槻月含︑運動愈等を催し︑更に巡回講話︑他町村少年園の覗察見畢等を行ひて︑以て

修養に資し︑尚金谷少年園の機開紙として閣報を渡行し︑其の児童修養に力を誰すこと妙なからす︑．又少年国の事業と

して土地の開墾を行ひ︑該開墾地には柿苗の栽培を篇す等︑何れも成績頗る良好なる結果を牧めつつあり︒今や同氏の

指導
導教
教育
育に
に依
依りり
︑︑金谷地方少年は︑悪癖あるものは改められ︑各自の園結心は愈堅く︑幼少年の扶披に大なる貢献を及
ぽしつつあり０

氏は其の指導に常りては︑克く畢校と聯絡を保ちて教養に霊し︑一方児童は何れも氏の徳を某ひ︑身逢に集ひては飛

び槌り員に兄弟の如くに懐めり︒是氏が人格と指導の賜といふべきなり︒

氏は又耐倉事業の鴬には敢て私財を苦袋す︑身は禁酒禁煙産賀行して乏しき内上ｈ良く投じ︑批の怖約の脅浄脅尾救

演事業に︑︲或は少年国事業に費し丸或は交通︑火防︑ヌートル宣博等に至る迄活動して援助を怠らず︑以て就舎風教の改善

益にする所狗に茜大なり︒身は一介の貧しき大工職に在りて︑業に従ひては勤勉︑少年国の扶披に鴬りては善導之努め︑

児童精紳の指導向上に任じ︑一面就含施設事業に封しては極力援助を怠らす︑而して地方青年に其の範を示しつつあり︑

故に近郷氏の志行に感ぜる者無しといふ︒賞に現代稀に見る模範青年として︑︑就倉事業家として賞讃するに足るべし︒
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篤行者祷藤浅太郎氏

静岡蝶賀茂郡南上村蛇柄大群地

明治二十六年五月廿日生

氏は阿歳の折賃母に死別し︑父と二人の家庭と起りしが︑家計は赤麓洗ふが如き状態なり︒加ふるに父は病弱蔵れぱ

幼兇たりし氏を抱へて生活と立つる能はす︒依て氏は母の生家にて養育さるることとなり︑辛じて四ヶ年の義務教育を

修了することを得たり︒其の後父は後妻を迎へしが︑これ又篭母は暫くにして不治の難病に襲はれ︑鴬めに僅か許りの

家産は全部築憤の資となり︑遂に家計は支ゆること能はざるに至れり︒即ち住家敷地等をも凡ての一切を畢げて櫓保に

供するの悲境に沈満せり︒此時に氏は少年の身を以てよく一家の不遇と理解し︑雄々しくも家運の挽回を志し︑夜は縫

母の看護慰安に之努め︑萱は農事に精働し︑又木炭の製造に涙ぐ主しき奮闘を篤し︑以て家計の一助に議したり︒

元来父は労働を厭ふの風ありしも︑氏が孝心は空しからす︑氏が甲斐共垂しき孝養振りと勤勉とに感化され︑遂に協

力して家事に勉鋤するに至り︑叉擢母の病気も殆んど快癒するに至り家運亦幾分挽回し︑先きに人手に渡せし家屋敷等

をも買展すに至りたり︒氏は大正六年に妻を婆り琴碁相和し︑一家又和合同瀕して︑同村に於ける摸範家庭を形成し

居れり︒然るに不幸大正九年に其の妻肺患に蕊はれ病樽に親しむこととはなれり︒葱に於てか氏は恐るべき其病を何等

意に介する所透く︑日夜看護周到至らざるなく濃か底る切交の愛怖もて病妻を勢はるに︑病妻も亦夫の愛傭に封して常

に感激の日を綾けつつありき◎然るに斯の如く夫が愛情を傾注して︑只管病妻の看護に努めしと雌︑依然病勢は表へず︑

日を追ひて益奄重態に赴くの有様蔵りき︒かくして大正十一年二月夫の心識しも効准く愛妻は不幸一子鞍這して遂に死

亡するに至る︒然れども氏は此悲嘆に忍びて︑克く家政を蕊へ︑専念家業に精鋤し傍ら愛児の撫育にと努め此不遇相潅

ぐ悲惨なる一家を支へ来れるに︑愛妻死去の翌年に父叉病魔に侵され︑爾来鍔蕊に親みて現今に及ぶ︒其の柵幼児の成

育に蒋病父の看護にと容易通らぬを︑病父に封しては噌好冊を何不自由なく典へて慰害孝養に専念し︑家業も一厨の奮

励駐致す等常人の及ぶ所に非す︒特に感ずべきは︑斯の如き中にあって︑生来公共心に富む氏は︑共同覗業等の如きに
封しては衆に卒先して出役するが如き有様なり︒

斯の如く氏は志行衆に卓絶し︑維姑一貫塗ることなし︒刷れば氏の如き幼少より不遇の中に身を世き︑具さに塗炭の

苦みを味ひ悲惨の家計を脊背ひて内に幼兄病妻病父等を抱へ︑外に衣食の猟に逢ひつつも︑良く此逆境に虚して苦境と

救ひ︑公共事業に総力す︒それ此志打以て衆人の模範となすに足るといふくし︒

婦大庭みね氏

部岡蛎駿東郡小泉村調脇四十九番地

明治二十年九月二十八日生

夫縮吉は生来酒を好み︑泥解しては業務を怠るが如きこと艇たなりき◎ためにみね女は時を逆ふ等のことなく謀々とし

みね女は明治四十二年二〃齢二十一歳を以て大庭家に嫁す︒元来大庭家は小作農を管み来り︑家計は富裕ならざるに
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て之を諌止する所ありたりｑされど夫鎚吉は更に改俊の肢無く︑剰さへ農を厭ひて従来の業務を捨て材木の販費業を始

めたり︒然し夫は依然として酒に溺るろのみならず︑馴れぬ業とて忽ち失敗を招き債務嵩み︑遂に家に居ろを得ざるに

至れり︒依て大哩二年四月に漂然として出奔し︑流狼の身となりて一音信等も全く絶えたり︒鼓にみね女は寡居克く情操

と守りて︑・家を塾へ農業に精鋤し︑或は傍ら内職等を篇して心から老幼に仕へ︑三児を撫育して終日維夜具さに辛酸を

嘗め︑只管に傾き行く家運の挽回を岡れり︒此間行方知れざりし夫の所在も大里ハ年頃に至りて漸く判明するを得たれ

ば︑みね女は親族近隣群を介して夫逓家に姉らしめたり︒然し流浪の洲茶帥土工等の如き放浪生活に身を持崩せるた

め︑猫更に暴飲の悪癖を増長せしめ︑斯の如きを一旦味はひし其の生活は︑彼の夫の心をして一層に自暴自棄に階らし

め︑既に精祁も腐敗したりとや云はんか︑全く前にも増し一Ｌ家庭を顧み歩︑再び妻子をも捨て余ねまじき行状を示して

家を去らんとせしなり︒然るにみね女は之を恨まず夫に仕へて慰籍怠らす︑克く夫の意を迎へて一途に家庭の平和をば

願ひたり︒斯の如きみね女の心蒸しも憐れこの不良なる夫の心を返さん術もなく再び夫は家を捨てて放浪の生活に入

り︑爾後全く居所不明とはなれり︒此時みね女は既に姫娠の身とをり勢働意の如くならす︑一家の惨状は筆紙に講し難

き悲惨の深淵に沈満せしなり︒されば近隣はみね女の此境遇に一入同情を篤し︑慰籍鼓舞大いに鞭鍵してみね女に力を

致したり︒斯く近隣の臓籍同情に力を得て︑みね女は全く以前に倍するの奮闘努力を以て老幼を扶育せざるぺからすと

決心し
し︑
︑爾
爾来
来辛
辛銀
鞭十
十年
年苦苦誰節に堪へ︑農耕に賃仕事に内職に待々として粉骨砕身業に勘み︑孤嬬塗炭の悲境に栃捜しつつ
一家五口を糊し来りたり︒
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編輯後
た︒諸賢が海に或は山にと︑涼を追ふて御消光さる上ことと

口梅雨の鮮陶しい季節も何時しか唯れて愈堂礎夏に入りまし
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存じますが︑何卒邦家のため折角御健康の下に御過しの程を
斬って居ります︒

口世相を見れば犬は馴家のことから︑小は一身一家の事に至
る迄吾産道徳閣柵の見地から見て︑歎かはしい問題が頻全と
勃誰しつつあることは吾盈が責任の往々岬からぬととが感ぜ
に封して︑吾だの見地から是が批判遊怠らぬと共に︑一方に

られます︒就ては五男は其れ等日に新らたに起る一堂の問題
は道徳の基礎を論じて其の必要なるを力説し︑愈測蚊に先哲
の言をば再び之を見返して各自身の修養をも努めねばなりま
せんでせう︒

せん微力で諸賢の意の寓一に添へ得ないことを塊ぢ入る次第

口営編輯部として極盈の計譲がないではありませんが︑如何

であります︒何卒不断の御指導をお願ひ致します︒．
した︒幸に御好評をお願ひ致します︒
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□本競からは愛園美談千人針一篇を更に掲げることと致しま
口八月十八日は西村愈肌の二十八回忌に相営致しますので︑

之を記念に特別文雲懸賞募集を致すことに致しました︒振っ
て御碓募あらむことをお願ひ致します︒
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