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本書は明治年他間に於て徳一世に高かった本曾の曾耐西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞言げて欧化思想に心酔した頃︑憂園の
除︑毅然ごして日本道徳論を呼競し且つ之を刊行された︑偶々時の
首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本

書である●今より四十年前の著述であるが︑：また四十年後の現代思

想を批判するものともいふべく︑混沌たる現下思想界に一大光明を
斎らすもので︑貢に国民必讃の良書である︒
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すので︑例年の通り其の墓前に詣でて追想の誠を表したく存じます︑依って炎

本月十八旦旦は本曾創立者泊翁西村茂樹先生の第二十八回忌に相富致しま

し
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Ｈ本弘道曾祇倉教化塁院講師

斌曾進展と青少年
東京市献金皿教育課長

東京文科大挙教授

Ｒ本弘道含諮誌

縦の減倉と横の社書

岡山螺岡山支曾に於て

八月十二日

島根嬬松江支曾に於て
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奈良螺宇陀支曾に於て
現代社書と人格生活
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暑中御伺ひ申上げ候
日本弘道喜融雷教化翠院

畢院長伯欝徳川達
副畢院長文翠博士服部宇之

肇監文単博士吉田熊

幹事藤江寓次
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男僻平山成
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日本弘道曹女子部

幹事

吾妻一親子

臼井政子
嘉悦孝子

横河下枝子

前波辰子
山岡源子

暑中に際し皆様の中峰霞江
御健勝を斬ります辻村靖子
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てぴ遊に那支方雨

南方支那に遊びて

村

成允

十詮年前に米国で流行り始ったのが今はす⑳たり気味

かれて雲の如く誠に奇麗であった通元来此テｒプは

紙テープが船客の手と岸壁に立つ見這うの手とに引

の汽笛が鳴る頃甲板に出るとｂ幾千膝となき五色の

うて私を待って居た︑船は定期の午前十一時に出帆

る賑かである︑私も梯子を博ふて般室に入れは藻て
同行を約した洋書の大家涌谷鰯四郎氏は早く室にあ

去る四月十日の夜樫嘆く帝都を鱗し東海道線の客
となった︑翌朝祁戸に着くと直くに埠頭に向へは⑮
日本郵船含祇の日支聯絡船長崎丸は黒煙を脹らして
岸壁に横付けとなり︑乗込む客見送る人睡を接し頗

一千年間雨餌を往来した人が皆帆船に乗り幾多の日

シたか畳へ蔵いがｂ随唐時代から我明治の初弐て約

各省に在住するＺと通して二十除年で幾度此海を渡

＃一出し祁戸から僅に二書夜で上海に到達する︑而か
も船内は善美な設備整い頗る愉快である︑私は支那

長崎丸は上海丸の姉妹船で速力二十一節の快速力

とを見送りのない私が考へて居る間に︑七千噸の巨
船長崎丸は岸壁を離れて西に向シて動き出した︒

三等客の方は一人で何本も持つ者があシて非常に多
いのは何如なる世相を語るものであるか︑こんなこ

錘に過ぎないが数千本なら総額数百回に上って其用
途はホンの瞬間だ︑一等客は除ｊ引張シて居ないが

だと聞いたが日本では中冷盛である︑此慨は一本十

講話か禍載されてあるから参照されたい︒

き其観察談を本誌に掲載することとし北︑昭和二年八月識の本誌に﹁現下の支那に就いて﹂と題する同氏の

岩村氏は外交官として多年支那に駐在し一昨年来蹄陶滞京中であるが︑先鍍再び南支那へ族行せる由を聞

岩
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てひ遊1二那支方南
＄

子を費し危険を冒して航海したことを恩はいことば
ない︑殊に此優秀快速の船に乗シた時に威慨を深く
した︑私は二年除前に北京から日本に蹄シたから支
那から去て久くはないが剛民政府が南京に出来てか
ら此方面の最近の様子を見たいと忠シて行くのであ

者数十名が態冷出迎ら奴だのは感謝に堪へない︑三
時過上陸蘇州河畔の旅館東和洋行に投した︑此旅館

は明治二十七年の頃朝鮮の名士金玉均氏の暗殺され

た庭で有名で諺私も二十鉾年率屡投宿したことがあ

るが︑此度来ても家屋の改築や内部改善の様子も見

上海の一瞥
上海に着くと直くに奮友の来訪錘を接して中冷忙

へないのは史跡保存といふ意味でもない様だ︒

しいり翌朝から日支雨剛各方面を訪問し或は覗察し

る︒

烏喚を眺めっｋ瀬谷書伯と美術や風景を談し︑開門

夜は招宴に赴き寸暇なく早くも一週間を過ぎた︑私

︑瀬戸内海は静なること鍵の如く雨岸の峯瀞大小の
海峡や玄海灘は夜中に過きて翌朝九時長崎に入港暫

は支那の事情を地坪書か案内記のやうに述べる積り

時上陸して知人を訪ひ正午船に踊り午後一時出帆一
直線に上海に向シた︑翌朝食事を終ると少し海水の
黄濁を威しるのは揚子江口に近づくと知る心間もな
く馬鞍烏を左手に望めとも大陸は戎だ兇へない︑﹁雲

圃商職の練管で人意を弧ふするが︑数年来勢働問題
で罷工や何かの紛擾が屡起ると聞いて居る︑午後二

幾十と建井へた墨宏大な紡績織布の工場は多くは我

走シて居る︑それに便利なことは人力車が戎だ津山

軌遁電車も大部殖へた︑自動車は一閏輔以上有シて
乗合バスは日本のよりズット大きいのが狭い街路を

る傾向である︑街路は多くアスファルトで鋪装され
て郊外戎て延びて居る︑電車線路も数年前より延長
された︑上海には古くから有シて日本には見ない無

はないが一寸気付いた淵を暴けて兄やう︒
上海は世界有数の貿易港で支那各港中の首位を占
め市街の繁盛在職は従前と鍵りない︑否年か磯達す

時半船は上海の涯山礁頭に着く︑重光総領事を始め

あシて賃銭が日本よりズット安い乙とだ︑江岸宍ン

耶山耶英耶越﹂とは正に此遜から言ふくきである︑
江口の炭さは二十里とも三十里ともいふが船はいつ
か江中に入り黄蝿江の支流を源る︑北岸楊樹浦遥に

領事鈍員︑諸含職員心支那側は王一亭氏〆其他有力

4

南
てぴ遊に那支方

一でも文明的設備は出来て居ない︒

較にならない︑南京は圃都となシたが城壁は支那第

天津︑漢口︑庚束衣どは大市街であるが上海とは比

域や郊外にも立派友建物が年冷殖へる︑支那で上海

の洋館か櫛比して居る︒支那街の家も支那風が減シ
て洋風に換はるのが多い︑英租界︑伽租界の住宅厘

ド︶や著名街路の曾祇商店は追冷建換はｂ五層六層

﹁擁護蒋介石﹂︑﹁打倒共産掌﹂も多いが中には﹁打倒

不李等喋約﹂などが多く又﹁打倒日英帝団主義﹂︑い

い︒其文字も種冷あるが︑﹁打倒帝閲主義﹂︑﹁撤腰

ーは普通二三尺位の紙に書くが印刷したものが多

多いことである︑恰も日本で前年選畢戦の盛んな時
の様である︑賓際日本ではポスター宣博を支那から
畢んだので此鮎は支那が日本より先進閥だ︑ポスタ

に数十戸数百戸あるは珍しくないが上海では番地は
分らない︑市街で目に附くは宣博ビラやボスターの

読札丈ヶが目あてである︑日本では一つの番地の中

南湖北安徽江西河南四川各省の財産家が居留地で安
全な上海に績冷移住して来るのも︑大なる一原因で
ある︑それは上海以外の都市が除ｂ壁達しないので

説数菖字を一町も二町もの長さに書いてあるのが注

の遺嘱や三民主義衣どを大害し︑甚しきは孫文の演

の如き設備の整シた段賑な京街は外に無い︑北京︑

民閲革命以来十七八年間刷内に戦凱止弐す︑圃民
の経涛力は表へて居るが上海のみ繁盛するは何故で

分かる︑上海の市街を歩行いても排日気分などは分

意を惹く︑責に宣博の世の中で其時冷の世相の一端

も見へた︑宣偉の大々的なのは固民黛宣博部等で各

圃民政府﹂︑﹁打倒蒋介石﹂︑﹁擁護共産掌﹂といふの

﹁打倒日本帝園主義﹂も少くない︑﹁擁護倒民政府﹂

あるか．これは内地に居ると屡政鍵や内乱があヅて
危険であるから︑南は山東天津北京方面から西は湖

からない︑弧盗や人擢必が鳩シて危険が多いと聞い

がこれで分かる︒

寺院や大建築の培壁を青地に塗り其上に白字で孫文

たがソンナ様子も知れ衣い︑只各商店や住宅には皆

支那圃民政府は至圃統一の記念として多年戦凱に

教育郡美術展寛書
名の標札が褐けられて居るは稀てある︑各家屋には

荒んだ民心を和くる見地より一大美術展覧曾を開催

堅固な織扉や鎖鋪の設備がある︑個人の住宅にも姓
一定形式の戸番銭が標記せられ人を訪ねるには此番

することとなシた︑此計書は最初杭洲の風立葵術院
から蕊企され首都南京で開催する諜定であシたが︑
同地には多数の美術品を陳列すべき建物が無い篇め

は全部掛軸仕立で額張りの無いこと心日本の展覧倉

の榛衣大作は稀で多くは賞用的であること︑書は新

派ｂ奮派︐文人書画篤賞派種かあるが︑日本の様に繕

である︑叉出品は杢幽各方面から集シて居シイ﹄我輩

具や胡粉て盛上け絢綱たる彩色あるものが少ない鮎

が曾て聞かない大家が少くないことを知シた︑西洋

に句逢に四月十日から上海の新普育堂で開催さるＬ
乙ととなシだ︑此展覧倉には日本美術家にも出品の
勘誘があシたので画東京に支那教育部美術展覧含出

書は歎も相営多く僻関西などで研究した書家の出品
には随分善いものもあシだが概して我邦から蓬シた

と釜然同しく美術品として取扱シて居ることＤ書識

に多大の貢献を江したことは手前味噌となるから多
く述へない︑次に彫刻其他は出品が多くないが参考
品として唐宋元明清各朝の名蓋墨蹟が多数陳列され
たことは有盆であシだ︑其陳列船は毎日取換へ例へ
ば今月は何家の所識品︑明日は何家と何家の出品と
いふ乙とが掲示されてあり︑其持主は営日早朝出品
を持参して自ら陳列し夕刻携帯して鯖ることになシ
て居る︑多数の中には我輩にも真偽を疑はるるもの
もあるが︑曾て見たことのない名蹟を展観するの機
を得た︒斯の如き大規模の美術展魔曾は支那では最
初であって︑随分な不整理もあり叉玉石混溺もある
が脳よくこ奴丈け多数を集め得て全鰯美術の麹勢を
知ることが出来たのと︑吾人の参考とす尋へき鮎も少
くなかつたことを感じたｑ︵つ瞳く︶

洋書の方が評判が善かシた︑我固の出品は参考品部
に能く注意して陳列されて支那側は日本から遥冷出
品したことに封して非常に感謝し︑日支文化の聯絡

品協含を設け︑同協含で我圃一流の洋蕎八十除鮎を
集め出船することとなシだ︑私は此方面の用向を委
託されたので瀧谷書伯と同行したのである︑此展覧
倉は数回参観し多数の支那側美術家とも面倉したか
ら少し其状況を述べやう︒
展覧含場は上海厩城西門外の直ぐ前弐で刷貨展覧

念があヅた臆で ●建物は赤煉瓦建の宏大衣三階造︑室
数は三百除あり 此展覧倉が閉つれば上海市政府が
此虚へ移るとのことであ一 ︒︑ 其出品総数を聞くに東
洋書書一千八百七十五鮎︑西洋爵五百八十黙が主で

密に観る違が無かシだが︒日本の展覧倉と異る所は︑

計三千鎌黙の多数に上る︑東洋書書は斯く多数て綿

其池金石︑彫刻︑建築︐工蕊︑篤冥の各門に分か肌総

、

５書と書と打交せ全部随別してない乙と部ら書も嵩

'て・ぴ遊に那支方南

6

てい就に教聖の子行素鹿山

哉

︵承前︶

信

子に至る凡そ十一人の聖人の説かれた教によって養
成せられた所の支那闘民の理想と︑同じ山鹿先生が

天下なり﹂説明して届られ弐す︒この﹁風の本は民

夫れ天下の本は鰯家に在り︑闘家の本は民に在り︑
民の本は君に在り﹂と申さ奴︑何故に民の本は君に
在るかと申し弐すれば︑﹁君明なる時は則ち民安し
民安き時は則ち園治り家審人︑閥治弐り家蒋ふ時は

った支那の聖教︑即ち伏義榊農．黄帝以下︑周公孔

後に中朝事賃に於いて唱へられた本邦固有の聖教︑

之を彼我の歴史上顕著なる事資に就いて比較研究致
し蜜しても︑其結果に於いて甚しき相違鮎を見出す
Ｚとが出来るのでござい弐す︒

是より彼我圃民性の相総について申述べ裂すに営
ｂ弐して︑事の順序と致し玄して︑先づ山鹿先生の

あり愛して︑質に其言の如く︑人君は常に圃家の本

此﹁民の本は君に在り﹂の語は︑山鹿先生の創見で

家にして始て之を言ひ得るのでござい弐す︒想ふに

云ふ能はざる所でございまして︑我が日本の様な画

事は︑古来諸外剛の帝王等の言ばんと欲して決して

に在り﹂といふ乙とは︑支那人でも西洋人でも常に

能くいふ所であｂ費すが﹁民の本は君に在り﹂といふ

置かねばなり饗せぬ︒山鹿先生の圃家に封する御意
見は︑中朝事資の祁知章に於菖戎して﹁愚謂ふに︑

園家及圃謄に開する御意見の概略を御紹介申上げて

醐鹿素行子の聖教に就いて

五︑支那及び日本国民性の相逢鮎を
謹明すべき史的事賓と其批評

本

即ち皇湘皇宗の御遺訓によって潤養せられた所の日
本圃民の理想とは︑理論の上は勿論であり蜜すがｂ

さて最後に︑山鹿先生が聖教要録に御書きに相成

山

けり
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は民に在りと恩召して︑臣民を以て﹁オホミタカーこ

御方の御心得方を記し奉られて︑
謹みて按るに︑人君大賓を私するときは即ち天必

於いて︑斯る世界無比の闘家に君臨あらせらるべき

家安泰にして賓昨の無窮攻ることが出来るのでござ

を蕊替す︒此に常て耐宗蕊元の重を顧みず︑群臣

は︑則ち陵臣進で賢良日に疏し通貴き乙と天子た
ｂ・富四海を保ちｂ宴安共心を狂し︑謹色其耳目

ず興せず云冷︑高も富貴を以て一身に奉ずるとき

即ち画家の大賓であると愛重して之を大切に遊ばさ
れ︑臣民も亦深く民の本は君に在りと信じて︑天皇
を以て﹁アキッミカミ﹂即ち現祁とも超人とも崇拝

います．而して叉山鹿先生は我が全廊無欲の図燈に

誇冷の諌に因らずんば︑殆ど弦の間に卓爾たるｚ

し奉り︑上下互に相敬し相親む所に於いて︑始て圃

論及して︑如何にせば我が蔑世一系の皇統を天壌と

と難からん︑

は同書の第三巻に︑後回融天皇の康暦元年︑鎌倉管

相違黙を讃明して見たいと存じます︒即ち其第一例

た所の忠義と︑支那の聖教から現した所の忠義との

今特に山鹿先生の御書きに相成った本で︑而も中朝
事責の註稗書ともいはれる所の武家事紀の中から︑
武家に闇する著明な事賞を引き求って︑之を支那に
於ける模範的人物と掛象し︑日本の聖教から磯露し

に於かせられても種々の賃例がござい裳すが︑私は

と申されて居られ愛す︒
さてｚの群臣誇々の諌方に就いて︑古来我が皇室

共に無窮ならしむるかといふ大問題に到達して︑同
書の同章に於いて︑下の如く癖明して居られ弐す︒
即ら
夫れ天地は至誠息ＵＺと蔵く︑悠遠博厚にして︑

物を覆ひ物を載せて此無窮を得たり︒君子以て自
ら篭て以て徳を厚うする時は︑則ち行くとして利
あらずといふ乙となし︑人君之を膿して四海を御
する時は即ち葛圃威く蕊し︑是れ天壊と窮り無き
と説破して居られ弐すが︑私は是まで天壌無窮説に

︽所以なり︒

開する種々の説を積んで見裂しだけれ共︑其語の簡

人心を失びしに乗じて︑逆心を企だて︑代って蒋軍

領足利氏満が︑京都の僻軍足利義満の政事に怠り︑

明にして而も能く其要領を得たる未だ此の如きもの
あるを知り弐せぬ︒而して山鹿先生は更に叉同章に

目
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と篇らうと致し愛した時に︑其家薩の上杉憲春が屡
今之を諌め弐したけれども︑何といっても御聞き入
がない︒そこで﹁諌めに死するは忠臣の道なり﹂とい

って一紙の諌般を書いてず主君氏浦へ上り︑同年四
月八日腹掻切って相果て弐した篇に︑氏満は大に驚
いて忽に逆心を恩止弐っだといふ事賃でござい或
す︒

其第二例は同書の第七巻に︑後奈良天皇の天文二
十三年閏正月十三日︑織田信長の家来平手清秀が其
主君の篇に諌死した事を記して︑﹁清秀は信長の父
信秀の命によって保育の役を勤めて居り弐したけれ
ども︑信長は山川に遊び︑放薦漁猟を事として一向
に圃政を税ませぬ︒清秀は目夜之を諌め弐したが︑
信長は聞飽いて勘しも之を用ゐ戎せぬ︒之が篇に何
時しか政治も表へ︑風倦も異って︑捨置く時は園の
存亡にも開するものであり動すから︑数喋の書付を
上って心即がて切腹して其志を示し弐した︒信長は
其至誠に戚激して先非を悔ひ︑彼が追善の篇に尾張
の風に寺院を建立し︑其名を紀念する篇に之を清秀
寺と銃し︑三百貫の寺頒を寄附致したといふ事責で
ござい愛す︒

以上二つの例は何れも平時に於いて死を以て其君

を御諌め申した例でござい弐すが︑次には戦時に於

メンジユ

いて君の御馬前で以て其君を御諌あ申し︑其志を遂
げ蜜した例を申上げて見たいと存じ蜜す︒夫れは同

じ武家事紀の第十巻に見えた柴田勝家の家濫の毛受
庄介家照の例でござい裂す︒初め勝家の部下に佐久

間玄蕃允といふがあって︑主君の軍令を奉じないで
賎が獄の合戦に打負け蜜した︒其報知が勝家の本陣
に達し蜜すと︑味方の軍勢は聞怖れして諸方へ落失

せ︑手廻り僅か千人にも足らなくなって仕舞び戎し
た︒勝家は此庭で打死しやうと畳悟致し童した時に

家薩の庄介が躯いて之を御諌め申し︑馬印を無理に

引とって︑勝家の馬の口をば其本圃越前の北庄の方

へ引向けて︑鞭をあてて追立ておき．さて後に庄介

は池原山に上って︑主君から拝借した金の御弊の馬

印を押立てて︑僅か三百騎計で勝家是にありと笥っ

て︑追付く敵兵を支へ一歩も進弐せず︑其時庄介の

兄茂左衛門も亦乙ｋに末って︑弟と一虚に討死しや

って︑兄をば狸いて蹄きうと致しましたけれども︑

うと致し蜜したが︑庄介は古郷の老母心許無しとい

一向に鶏入れないで︑兄弟諸共名響の戦死を遂げた

てい就に教聖の子行素鹿山
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号

の木主即ち位牌を兵車に載せてや東の方其天子と崇

あ奉り︑先湘代々鴻恩を蒙って来た所の天子討王を

職致し︑天正十一年五月朔日︑北庄に至り裂して︑

吉も庄介が其君の危急な場合に死を以て之を御諌め
申したのみならず︑兄弟諸共討死した事を非常に威

ぶ︑・孝と謂ふくけんや︑臣を以て君を試す︑忠と謂

て諌て申した詞に﹁父死した奴ども葬らず︑干支に及

伯夷と叔譜とが之話途中に要して︑武王の馬を叩へ

のでござい弐す︒之が篤に勝家は安令と北庄の本城
蜜で錦ることが出来或した︒そこで敵の大脇綱柴秀

早速毛受の老母と其妹とを召出して︑︑之に多分の扶

伐って之を攻亡したのであり弐すが︑其出征の時に

持米を典へ︑毛受兄弟の忠臣たることを族表致した

ふくけんや﹂と申し弐したが︑其時武王は一向に用
ゐないのみならず︑左右の使者は之を殺きうと致し

といふ事賞でありますｑ

め奉った時に︑燭ｂ伯夷叔蒋丈は之に事ふることを
恥ぢて︑周の粟を食弐ず︑洛陽の東北首陽山に隠れ

製した︒時に武王の参謀総長たる大公望がこれ義人
也といって︑扶けて去らしめ或した︒武王己に股の

に随って．臣たる道を識した所の日本臣民は︑倍臣
でも斯の如く何れも死を以て其君を御諌め申し愈能
く其君の非行を止めて居り費す︒而して若し又不幸
にして其幽は亡び︑主君は外れきしても︑何某は責

て︑薮を探っ食い︑途に餓ゑて死んで仕舞ったので
あり裂す︒是事あって後︑孔子や司馬遷なども非常

我が皇覗皇宗の御遺訓に由り︑本邦固有の圃民性

に立派な家来を持って居たといはれる様にして︑Ⅷ死
んだ跡弐でも其君を聖君とし︑英主と致きうと心懸

に賞めて居られる様であり蜜すがｂ唐の韓退子の如

天子を試し奉り段の臣民は委く逆臣武王を天子と崇

けて居るのでござい戎す︒

天地を窮め菖世に亙りて願みざる者攻り︒昭乎たる

日月も明とするに足らず︑畔乎たる泰山も高しとす

きは其伯夷の頚に於いて︑﹁伯夷の如きは特立猫行

るに足らず︑瀧乎たる天地も容とするに足らず﹂と

さて以上申述べ玄した所の是等の歴史事賞を︑支

せう︒・伯夷と叔譜は司馬遷の史紀に擦って見弐すと

弟の事蹟に比較して見たならば果して何うであり戎

評し︑支那第一の理想的標範人物であって︑到底高

那に於いて共君洋一諌めて名高い所の伯夷と叔寮の兄

段の朝廷の菱へた時に乗じて︑周の武王が其父文王
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湯や文武周公あたりの聖人などのかけても及ぱ侭所

御勤めの時に︑本書を御通請に相成り︑彼の﹁戸を

でも之を臆病者といって卑しむのである︒

以て諌むるを君子といふ﹂とあるあたりを御覧に相

といって居られ戎す︒故乃木勝軍が晩年翠習院長を

として居た様であります︒斯様に彼の園の聖人君子
が認めて以て︑支那第一の理想的模範人物とした所
の伯夷叔譜を︑我が画の忠臣︑即ち饗に列畢した所

成って︑是は資に我が武士道の冥随であると申さ奴
弐したといふ事を︑其常時同院に奉職して居ら奴た

の上杉憲春や︑李手清秀や︑毛受庄介達の行篤に比
べ弐すといふと︑皆様は何うい人御威想を御興しに

松本博士から直接に承って居り弐すが︑此黙に至り

て御説きに相成った我が聖教の精紳︑及び我が固謄
の精華に開する肇説の要旨は︑之を聖教要録に於い

頴者なる事責に就いても︑甚しき相達があると申す
所以でござい蜜す︒而して山鹿先生が最も力を込め

非常に連庭がある様に恩はれ蜜す︒是が即ち私の認
めて以て支那の聖教と︑日本の聖教との比較研究上
理論の上は勿論︑何人も疑ふ乙との出来ない歴史上

製すといふとｂ支那人の理想と日本人の理想とには

相成るでござい蜜うせか︒私は乙Ｌに季素私の敬服
して居る所の先哲の説を引き末って︑皆様の前に御
披露致して見ようと存じます︒夫れは彼の﹁敷島の
大和心﹂の歌を詠んで有名な本居宣長翁の賞子︑春
庭翁の説でござい裂す︒即ち其著﹁道の佐喜草﹂に
於いて斯様に批評し︐てあり或す︒

日本の君子は︑若君不宜を行弘給ふ時は︑御諌
め申して聞入れ給はぬ時は︑戦時衣らぱ君の先陣

ょ６て了解し︑感得するより外はあり弐せぬ︒乃木
蒋軍が亡くなられ蜜す三日前︑即ち大正元年九月十
日に︑東宮御所へ最後の御告別に参候致され戎し

℃見ることは出来玄せぬ︒是非とも之を中朝事責に

きは︑支那人としては其志は殊勝であるけれども

て︑特に自費で出版されました中朝事資二冊を皇太

して討死し︑卒時ならば即座に腹掻切ってＰを以
て諌むるを君子といふ︒かるが故に一且仕へし君
には︑治凱張弱にかＬはらず︑其約を蕊ぜぬもの

我日本の君子に比べて見れば遥に劣って居る︒若

子に御献上に相成りｂ﹁御歳を御召しになるに従つ

を君子と稗する園風である︒伯夷叔譜の兄弟の如

しこれが日本人であったならば︑山家の樵夫炭焼

てい就に教聖の子行素鹿山
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て心此書の面自味が増して参ｂ戎す︒乃木は一番好
い書物と存じて献上致し弐す﹂と申上げられ蜜した

中村正宏

Ｉ１ｆｋ砂／ｒ︑〃︑Ⅱ！︑クーノ§ノ︑／Ｌ１ｒ︑ｆｈ１︑０㎡．ｈｒ１︑︐︑︲︲．︑＄︒︑１．︐ｒｋｊｒ︑Ｊ︑︲〃ＩＦＥ〃ｈノＬ１ｋＪ︑／亀ＪＦｑｏ〃も︑４︐４ノ︑″ｆ︐︒︑〆︑〃Ｌクー砂５︐．４１４

にある様でござい設す︒︵完︶

〃︑Ｊｒ︑〃ｑ︐１ｆ︑ｒ︑ｒ︑ノ１１く︑く︑４ｒ︑ｆ︑

勤倫数へ歌

及弧舎映い大労脱てりぼの能柿めいいけ々蒔勤

に蒔きませう蒔きませう

に勤倹の︑勤倹の

想せに鏡を蓄ら片措幸せ努生の篤〈に築ば心互

︵乃木大崎遡悼愈記躯及素行子山鹿甚五左術門順癒る︶といふＺ

とは賃に是れあるが篇であらうと存ぜられ弐す︒

六結論

七つと
八つとや
九つとや

＃根剛に腰も忙肌いあい苦康木弘よ附く益に忙

益々向上す︑向上す
ぐは己れなり︑己れなり
附いた枕の花︑梅の花
よい手本︑よい手本
る道
道端
端に
に︑
︑道端に
弘める
木柿ゑてくれ︑柿ゑてくれ
熊能率 を ︑ 能 率 を
慣値を知れ︑偵値を知れ
苦の償
ぬ ほど ノ ︑ 節 約 を ︑ 節 約 を
除慶あり︑餓慶あり
も 公 共 の ︑ 公 共 のの
ぎませう︑脱ぎま
ませう
せば疲努する︑疲勢する
切よ︑大切よ
てその影を︑その影を
せかし︑映せかし
にどの種も︑どの種も
き色添えて︑色添えて

鯉
都
瞥
個
召
や
摺
何
箭
無
噌
愈
:
世
#
瀧
馬
奮
閑
人
思出曾の性貯たは事は理てを花の貰雪をひ種々

飯らぴに之が変行︑鶏に

流汗筋だどは到底比較︾ＩＦならず︑然るに残念ながら蝋へ歌は古い典

州踊出津捌順樋踊眼い鯛塑

︾

シーー一=やマーーーーマーﾏｰｰｰﾏｰｰ

−−−年ご〜①

ゞ之を要するにｂ山鹿先生の皐問の琳渦の中には︑

林羅山先生の繰畢や︑尾畑勘兵衛︑北篠安房守等の

ととと．ととと

五つとや

つ
つ つ つ つ つ っ

蝋粧雌撫繍蛎撫卿総磯純一

や や や や や や や や や や

一、,＝
〜■−−･も〜〜
ヰヱー

兵畢や︑隠元臓師の臓皐以外に︑更に羅山先生の理
営心地祁道︑光宥法師の雨部祁道︑慶田垣香翁の忌
部祁道の三大祁道説と之に附随せる閲総説とが非常
なる勢力を以て︑自然的に注入せら奴て居り弐ずか
ら︑山鹿先生は儒者であり兵畢者であると同時に︑
立派在る祁道家︑圃騰家であり弐す︒夫れ故︑山鹿先

生の晩年に唱道致さ飢弐した真の聖教の大精祁は︑

天地自然の則に随って︑人の人たる道を謡すばか
りでなく︑苛も日本画民たる以上は︑上下相一致し
て往古の祁勅︑即ち皇租皇宗の御遺訓を奉戴し︑常
に忠孝を働み名令を明にして︑金厩無映の団本を擁
護し︑天壌無窮の皇連を扶翼し奉り︑之をして蒲益
々隆盛友らしむることを期せねば相成らぬといふ鮎

ノ、

､ 了z読欠藤循一ﾏﾃｰｱﾍｧ
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弘道の本義
此李等観は雛て共産の思想に玄で蟹展して行く︒
何でも一緒︑・一緒と云ふが心同じと云ふことは賃に

概念的のことであって︑概念的には同じと云ふ乙と
が言へるが︑賃際に同じものを持って来ることは出

へ

承
前

て生ぃ或、じ

一

加

藤

ﾛ
出

堂

貧は何ぞ岡ら凡同じものが別々で︑別々のものが同
じなのである︒丁度自働車に乗って歩くと道を歩く

い︒即ち吾が現在の生活は直接間接に祇含の多くの

ると自働車が邪魔になる︑是も真理である︒だが何
れも一部分の真理であって︑釜燈の真理ではない︒
それと同じく別々と云ふのは一部分の真理︑同じと

云ふのも一部分の真理︑結局同じものが別々で︑別
々のものが同じである︒即ち差別即平等︑季等即差
別が是である︒

Ｉ

ある︒元来人間生活は人と人との相和合と云ふ上に

が愛と説かれる︑其言葉は様々あるが意義は同一で

得ない︒孔子が仁と説き︑稗迦が慈悲と説き心基督

貢献し得るのである︒是れ人間生存の意義を全うす
る所以であり︑人間の道は鐘に在ると断定せざるを

人冷の共同の恵を受けて居るのであるから︑吾も亦
世の篇め︑人の儲に働いて初めて祇倉の共同生活に

活が出来る︒故に如何に俺が冷冷と云ふて威
も︑俺一人で祇含生活が出来るものではな

が︑それが協力して相互の力を協せて初めて

俺は俺︑お前は遇前と云ふ如く差別があるか
は俺に出来て必前に出来ぬことがあるかも知

人間
間の
の砥
砥含
含に
に付
付て
て籾
籾察
察す
する
るに
に︑
︑人間としては
之を人
者である︒故に共同の目的を持つことが出来

つ曾な、が同

八が邪魔になる︑是は真理である︒叉道を歩いて居

来ない︒都合の良い時には俺も老前も同じ人間だと
謂臥︑都合が悪いと俺は俺︑お前はお前と謂ふが︑

張賦れらる皆

義 本 の 道 弘
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家に於て出来ることで︑俺遜のやう左小さな仕事と
して居っては︑祇魯の進歩護展に貢献するＺとが出

い︒⁝：⁝・それはさうだけれども︑共同生活を果し
其進歩護展に貢献するに付ては︑大政治家︑大賞業

る︒此﹃けれども﹄と云ふ言葉は除り良い言葉ではな

云ふと︑それはさうだけれども⁝：：と云ふ人があ

是が人間の道であると私は確信して巳弐ない︒斯う

其進歩護達に貢献して文化永遠の生命に寄興する︑

る︒叉今日大人物と謂はれる人でも︑其成功は決し

４１の職分に雁じて祇曾の共同生活の進歩凝展に貢
献するもの攻ｊと云ふ大自畳心を奮ひ起すべきであ

ば時計は止ってしまふ︒職含も其通りで︑如何に小
さ次仕事であっても自ら卑下することは友略それ

俺が一つ位居なくても宜からうと言って休んだなら

れつして動いて居る︒若し其中の小さい歯車が︑

大きい歯車︑小さい歯軍があって︑互に持ちつ持た

んで居るだけのことである︒之を時計に引例を求め
れば︑時計の表面には僅か二本の針しかない・是で時
間が到るのは裏面に津山の機械があるからであるｐ

道徳の基調を打樹てて行くべきでて而して吾冷は祇
愈の共同生活を果し︑共存在を意義あらしめ︑更に

来蔵い：⁝⁝と云ふ人があるならば︑其人は職曾の

悪であるＺとに自畳せねばなら餌︒

大臣も必要であ奴ば︑役所の小使も必要である︒叉

へ方であって︑絶掛の上に大小の厘別はない︑皆祇
含の共同生存に必要なるものである︒故に内閣総理

認あられて居る︒大と謂臥小と云ふのは相掛的の考

た者は俺の腕で失敗したとは言はない︒運が悪かっ

したと云人乙とを自慢半分に書いて居る︒叉失敗し

・之に付て面白い話がある︒能く雑誌などに成功し
た人の話とｐ失敗した人の話が出て居るが︑成功し

て自己一人で築き上げたものではない︑皆世の人の

共同生存の意義が明でないのである︒一艦人間の生
活に何を大きい仕事と謂臥喧何を小さい仕事と云ふ

下肥〃一汲む者が友くても困る︒斯の如く仕事の如何

たと謂人︒そこで腕で成功したと云ふ人を捉へて来
て︑貴方は何に依って成功したかと訊いて見る︒す

か︑職禽に必要あればこそ其職業の存在は許され︑

を間はず皆職曾の共同生活に貢献して居る︒唯其中

ると戦争の岩蔭だと云ふ︒其戦争は誰が起したか︑

た人は皆自分の腕で成功した︑︐勤勉努力の結果成功

の或ものが祇含の表面に現はれ︑或ものが裏面に潜

14
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の如く割引したら或は皆無く救ってしまふかも知れ

ぼきうだが其虚が俺の腕だと言ふ︒然らば其成功し
た人から俺がを取除けば除ｂ成功とは言へない︒斯

て儲けたのであるから︑貴方が直接儲けたのではな
い園から儲けさして貰ったのだと云ふと．さう言へ

風が起した︒それでは園が戦零を起したことに依っ

総理大臣であるから不真面目で宜いと云ふ道理はな
く︑役所の門番も真面目にやって行かねばならぬ︒

は誰でも持つことが出来︑何人も必要衣心である︒

して居る︒誠は天の道であり・人の道である．此真心

之を儲性と名付け︑カントは無上大法の命令と説明

の俺である︒本営の俺とは何か︑仰いで天に塊ぢず

と云ふ真面目な心を持たねばならぬ︒是が人の道で
ある︒此責任の観念︑祇曾を思人心心其心の基調と
なるものは何か︑日く誠の心・ツルＩセーフ︑本営

分の現在の成功が直接間接に多くの人々の悪である
と恩ふ友らぱ︑吾も亦此斌含の恩淫に酬いて行かう

が悪かったと稲する人は︑蓮ではない︒自分のした
行馬の結果であると自ら反省しなければ在らぬ︒又
同じ人間である友らは平等︑博愛の精祁を以て︑自

な者は現代向でないと艇す︒是は現代吐含の道徳的

褒め︑正直で損をした人があると︑あんな馬鹿正直

淘に常ら狐ものが多い︒唯だ金を儲けた人を無暗に

経湾的問題に付ては好んで評債したがるが︑其評は

に寛容な閏民であると謂はなければならない︒又善
斗善として褒めることを知らない︒是は道徳的標準

犯して居る者が︑刑務所の中で立候補して固家の選
良となる海に遁芽出たい世の中である︒日本人は賃

功の裏に祇含恩淫があるのであるから︑俺が冷々と
言はずして世の恩恵に威謝しなければならぬ︒又運

ない︒要するに皆が集って一つの成功が成立つので
あって︑決して自分だけで出来るものではない︒成

勢働者珊資本家も亦真面目でなければならない︒所
が此必要な心が現在では多くの人に峡けて居りはし
ないだらうか︒是は耐愈制裁の力が微弱攻鮎に起因
するのであるから掴もっと祇魯の制裁を眠くし︑善
いことをした者は褒め︑悪いことをした者は罰する
やうにしたい︑所が今の世の中では何遥も々冷罪を

傭して地に塊ぢない俺である︒王陽明は之を心の無

良心が麻蝉して居る誘擦であるから︑此道徳的良心

を正しく評債することが出来ないからである︒其癖

き主人公と謂ひ︑孟子は良靭良能と説き︑俳教では

義本の道弘
15

節

『 ■

相手に教育しやうとするけれども︑民衆の眼に第一

不真面目で︑宜い加減なことをやって居て︑民衆を

それは至極尤である︒献曾の表面に立って居る者が

れはさうだけれども兎角今の政治家が悪いと謂ふ︒

を奮臥起して異面目に善を善とし︑悪を悪とする祇
含的制裁を作ることが必要である︒斯う云ふとｂそ

限られて居たが︑今回弘道倉が善行者として表彰し

日一府十六畷の善行者の表彰を行ったのである︒従
来善行者と云へば孝子とか︑節婦とか︑義僕などＬ

ふ者を表彰すると云ふ乙とを企て画昨年十二月十六

て筆を以ても道を弘めて居る︒更に弱を以て善を行

で次ぐ︑雑誌を磯行し︑或はパンフレットを印刷し

０

に映づるのは祇含の表面に立って居る人である︒故

た人は︑単にそれのみに止裂らず︑祇曾公共の方面

ふ所より我が弘道倉で善行者の表彰を行った次第で

化の理想賞現であり︑又道を弘める本義であると云

なる人を表彰し圃之を世に出すと云ふ乙とは︑職含善

に慨泥たらざを得ない︒そこで功あては世の模範と

て居るが︑措て自身は如何と間はれた場合には︑狗

れるのが一番宜いのである︒私共口で説き︒筆で書い

由来道を弘めると云ふことは︑貧賎期行の範を垂

隠れて居る人冷を表彰して︑以て世人をして之に倣
はしめんと試みたのである︒

に功を蕊げた者圃家の賢盆を塞げた者で︑而も世に

道含は此庭に講演倉を開いて口で道を弘あるばかり

に道を弘める上に於て先づ第一に感化しなけ艇ぱ友

ち函のは︑是等巨頭であることは否み難い事責であ
る︒其政治家が今日最も恐飢る所のものは何である
かと云人と心選畢と其地盤が恐ろしいのである︒就
中地盤の動揺が一番恐ろしい︒故に良い政治家を得
んとするならば︑其地盤の民衆が自畳して︑真の良
心を持って︑闘家を恩ふ心を持って選良を選出すべ
く心掛けいばならぬ︒此意味に於て民衆の政治的自
畳を促し︑真面目な心を弘めて行かう︒是が弘道１
１適確弘める本道である．
此道を弘めるには口を以て説く方法もあり．或は

途に築光あらしむくく︑是等の理想を資現して行く

ある︒糞一くは此確信を以て新に来るべき新日本の前

或は筆を以て書くよりも︑真に道を徹底的に人に弘

弘道倉の趣意に向って御同感を得たいと思ふ︒︵経︶

筆を以て書く方法もある︒併し口を以て説くよりも
必て行くには期を以て之に鴬らねばならぬ︒我が弘

潮
思

思想風難と教育者︵二︶

藤井健治郎

中三つの渡が分離いたしまし衣︒第一派は

や︑職争の否認論を抱いてゐたのでありま

最も温和なろ一汲であり︑職争がばとまる

して︑職零走せぬ前防止に勉めて牌りまし

味するのであります︒インタＩナショナルにごんな影響一心奥へたれ士ものでありまして︑しごシは自分の主

ますれば︑風連の隆昌及埴民地の護展走意一九一四年世界職幸が起りまして︑蛎二ましれ︒レーンに依りて主張され︑指導さ

ろのであります︒帝固主義とは何かと申しかつたのであり生す︒第一歴と袖を分って︑別派走立つるに至り

てゐろ西洋人も叉帝閏主義韮とり来ってゐヨナルは起りましても︒充分術躍走なさなばとても出来ぬ︒極左の第二一派は第一汲心

あると見て居ります︒かやうに批評い衣し状態でありますｏ依って第二インターナシ来ぬ︒主錘韮裏切るものと力を合せろこと

戦争なりルぱ︑日本の帝剛主義の表はれですけれども︑屡疫は之れん調歌するといふあります︒叉中央雛と事韮共にする事も出

年の日清戦争なり︐明治二一十七一八年の日露まぜぬ︒口隠は帝幽圭義奄否定して居りまアィロニックなろ言塗弄するに至ったので

略しますが︑西洋の歴史家は明治二十七ハが起りましても︑それ程活溌に活動は出来する温和派を融含・主義的愛図者なりと稗し

せう︑一々例か畢げて申しますことは之走す︒これが求めに第二オンターナショナルのはなまぬるいものを排して︑第一派に鴎

間飴りば帝国主義時代と穂すぺ身羊︑ありまりまして帝倒︑主義か調歌いたして居りまれもんだのもめをやりまして︑最左翼のも

が︑一八七○年部ら我が明治四年以後︑一れます︒努働者は口に帝閏主義か罵倒いれかやぅに考へてゐ衣のであります︒
九一四年倣界大動凱に至ります迄︑四十年して居りますけれざも︑腹の底は反勤であ戦争中第二インダーナショナルは︑すつ

は帝洩．壬義昨代の旺凝期でありました︑勿・活溌唯なって来れば︑努働者ば増して来ま考へて居りまし北︒悌関西の第二インター
論凡てさうだとＥ一二臭い所←ありませうす︒鍔働者の敗入は増し︑時間ば短縮せらナショナルに風する第一派のもの共も心叉

ますが︑之が起りまし求常時︑枇界の形勢大いに蕊達いたし士のであります︒商喪が馴閑は自国が勝って戦争は総紬するものと

即角明治十二年より起りましたものでありりまＬて︑そういふ時代にあってば産業はといれしまして︑鯛逸の勢働者︑流含︑王義

第一インターナショナルは︑一八八九年しめ︑海上貿易老隆盛ならしむろものであ汝︒事賓戦争が超つれので︑止む参婚得ない

灘
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活溌にする︒帝函︑王義は製造工業潅空勃睡をであります︒之が求めに勢働社含主義阿鐙元ケレンスキーが一時漬擢鵡掌握いたして

にし︑殖畦地と本幽及殖民地相互の取引をナショナルに大なるショック芯興へたのとしたのであります︒既に国内革命言か超つ

殖民地の義展︑鯛運の隆昌は産業起盛んでありまうか︑此大戦ば食に第二インダー義をロシヤＰ於て一九一七年之走礎行せん
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者背教と難園想思

居りましたが︑之を倒して立ったのが御承

し︐第二インターナショナルより分離いた

自分の柔義起ロシヤに於て災現せんと

考へて剛家は粘祁難以て命令するにある︒

之れか統治するのでありまして︑本質的に

剛家の大事な鮎ぼ命令なり潅方をもって

︑ノーく︑くで︑ノ︑ノＩｊ４︑Ｊ１抄ｑｂｋノ︑／ＩｔＪｑ″︑″Ⅵ″︑″︑矛唖ＤＥ０ＫＤ１ｒＬ

知のビーンであります︒第三派は鹸もはげ

しまして︑姓に第三インターナショナルが

権力に従って函民走抑へる︒幽民ゞは常にお

§

しい一派でありまして︑我々は主義として

起ったのであります︒第二インターナショ

イノ︑くＪ︑く・ｑ４ｆ６４ｄ４ｆくノ︑／︑ｆ︑くＪ１ノくノ︑ノ込〃︑ＪＩノ︑″︑〃ｔノ︑ノ︑〃く︐●ｔＪｇ１

がないとは云ばない︒若し仕方がないとす

が上りませぬ︒図家ある限り又自由ば伸ば

職争走否認する︒巳にはじきったから仕方

させぬ︒図家の命令に服従するより外あり

であります︒閏家に封してはどうしても頭

勝であります︒これで略分離し拒事が察知

って之れが白由走拘束する︒之れが馴家の

ませぬ︒命令に服従せぬものは︑刑罰に依

きへられて泣く子と地頭にはかたれないの

された事と恩ひますが︑更に積極的に第三

本質であって︑之ある限り個人の向由平等

ナルは︑就斡主義的愛国者化してゐろ︒中

らぬ︒之が主義に忠笈なろ所以である︒抑

インターナショナルの主義綱領政策の如何

ンターナショナルが分離した理由であり事

戦争はだれがやつてゐろんだ︑猫逸や露西

なるものであるか︑叉如何なる思想より来

央黛叉語るに足らないと云ふのが︑第三イ

亜や例闘画等の図家主義の政局に常ろ者が

は起って来ないといふのであります︒

々は何虚迄も戦争を即時休止せし功艇ぱな

戦ふ事を主張して居る迄のことである︒故

思ひます︒

れるものであるかについて考へて見たいと

れば︑それは主義延捨てることになる︒我

に之をなくしなければならぬ︒即男戦争は

い︒かくすれば戦争は止んで来る︒幽内を

くＬて新らしい団家韮立てなくてはならな

して現常局走遜ひ出さなくてはならぬ︒か

とは如何︑之をレーンの思想に依って見れ

主義にあるのであります︒無政府共産主義

到すると卦﹄︑彼等の抱くものは無政府共産

を一活して︑其の根本的なろ重要問題に想

第三インターナショナルの主義綱領政策

てゐます︒︵未完︶

り長いものにはまかれろといふ性質に出来

る︒デモクラジイの叫家と言っても︑やは

る︒デスポティック︵専制君主︶な鯛家であ

シアは︑個人の自山走抑へてゐろ専制であ

レーンの隅家とち言ふべきソビエットロ

即昨やある︽ヘきである︒各幽内に革命か起

第一非主張して︑この方法に依って戦争心

韓種さして其の途恥講ず・へきである︒革命

居ります︒

ば︑現在の幽家牢否認するの思想をもって

今日の聞家がある限り・張い者が勝ち︑

否認し主義の敬底を計らうとして居まし
働くことや︑飛賛募集に臓じないといふの

依って之起倒さなければならないといふの

弱いものは泣き浸入の仕組になってゐろ︒

旗ｃ従って戦争のための軍需品製造工場に
であります︒右の如く温和なろものｂ中間
した︒

×

×

シーシーレー、…

、
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恥歩むもの︑最極左のものの三波に分れま

であります︒
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した課なのである︒故に民政蕊そのものの

らぬ︒今公平な立場に立って田中内閣の足

信報でＫないといふことを深く心得ｕばな

淀に抵鯛する如き亜大な失態といひ︑所謂

跡韮見るに︑不戦僚約問題の如き︑帝画意

ひ︑緯済圃難打壊の雄標か出現したに︐動係

満洲某砿大事件といふ図際的重大問題とい

田知己庵

の縄涜は行詰り︑その結果は思想上にも憂

︲兎伽の風評を醸す雲綱紀粛正上にも

誠に遺憾の鮎があった︒然し之腫濁り一田

的に

はらず︑愈無済窮乏は深刻ル極めろやらに

難に涼口内閣は成立し北９然も財界態一切

ふぺき朕態潅来し︽鋤﹄ことは︑常に吾々の遼

功として各方而畢って一審に之が成立を歎

なり︑更に警祇網監の牧賄︑或は朝鮮綱督

るに民政黙中心の演口内閣の川現となつ

迦し覗祁しれ︒然も全剛民の期待は未だ曾

ふ︺之ば果して何に原旧するか︒民政鍵の

て此内閣の如きは恐らくなかったらうと思

政蝋内閣の弊走繰返さざる様切に望んでや

蕪中心の滝口内閣にも︑吾勾ば此際従来の

聞利民禰を怠り勝ちであ乃嬢ひがないでは

に．ともすれば賦利蹴略の求・駒に急にして

のである︒然るに従来爾政者の所作か見る

の文化進展の馬に蒜力せらろろか以て足る

してば︑愈親睦恥厚くして餌際平和並にそ

ばない︒只内に叫利民耐を計り外列幽に封

人がその嘉閣に就かれやうと政て間ふ所で

吾々は内閣が何人に依って釦維され︑何

述べて︑新内閣に一言を望むこととする︒

かの影鯉Ⅸあるが︑民政薫はとんだ捕物を

であるｃ勿論謹厳なろ積口氏の人格も幾ら

たので︑鼓に演口内閣の覗耐とはなつれの

せずして剛民の気分は渋滞憂欝から放たれ

つ菰時に︑積口内閣の成立を見た鳶に︑期

って︑何とか方向の輔換を望んで止まなか

れⅢ巾内閣に︑釜く剛民の気分が溢滞し切

はない︒それば変に各方而に行詰り彫生じ

か︑否之が期待に決して民政燕への信頼で

の言行が一致Ｌて始めて敦果は此ずろｄ轄

決して諸事ば解決する者ではない︒路宕営

に注意す・へ吾である昌只一片の訓示で以て

以て示し︑而Ｌて之牢下に及ぼす・へきこと

が︑朝にある者伐これを充分嵯資地に身を

ぺきであらう︒特に綱紀粛正の問題である

が解決か待って思想上の諾問題も叉解決す

立施走行って人心の安定を期し︑而して之

まない︒而して先づ第一に行詰れる採涜の

も之が弊を見るのである︒依って並に民政

陛下統治の下にある我憲幽民として．一園

認歌か信用か︑播流口氏其人の人絡の期待

中内閣に限らず︑吾々は何れの政黛内閣に

る︒依ってこの際吾々は鼓腫日頃の感想を

の政鍵に無開心たる事は冊来ない筈であ

廷■

ノ北心素より否々は直按政治に何等の問係鵡

憾に蝋へない所で少貿択馴

なかつれ︒故に綱紀は瀬正せられずｂ一関

割

有求ないし︑叉政黛にも同様である︒然し

面楚歌の柳に糊齢職となり︑識にそれに代

田中内閣は成立以来二ケ年右除ｂ今や四

演口内閣成る

￨
鐙

時
論
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下の不正か焔正することば不可能である︒

ろ人が兎刈の風評ある鉾に至ってば心到底

醤雄悔が不正かなし︑殖雌地の政治悲統曇へ

ものであるから陶虹である︒不正迩正締ろ

上の一畢一動は一般に亜大な影響唖及ぽず

ては︑上の者は下之韮見倣ふものであって︐

に日本の如き縦の閥係のみ畷達した鯛に於

ことば術ない︒近吟我鯛の穫揮さ加減は︑世

押桝的破綻期にあることに想達して居ない

人心漸く登深に馴恥︑倦怠して来て︑之が

犬職といふ突溌的偶然事の影禅の菰駒に︑

備川の零であることか哀し散ないで︑恢界

閥民は一般政治家を始めとして此の撫澗的

ぱ借金が出来ぬといふ有様である︒然るに

諏的にに信川全く零で︐商利奄以てぜざれ

蝿柵界三大岡を以て任じて届る我剛かや維

敗軍となるとも︑飾乎として主張か在げて

諜徽緊縮の祇駒地力利慾民の同怖を得ず

ること勿れ︑これ歴代内閣の陥れる弊なれ

叉政府は地方利椛者流のために主張を裏切

て賦貝となって居る如き凹民は向樋せよ︑

郭にあたらなければならぬ︒利奉寅ろた以

れが何虚迄黄行Ｌ得るや心勿論衡民合同

り走来して来る︒釜く一昨逃れである︒此

を促してやまねものである︒

府に所信の髄現奄望むと共に︑国民の自畳

のはない︒何れも十時間以上である︒其の
他同く何同く何と所右方而虐閏東の復興の
たあに縄てぁ機牲にして杢力卒傾注して居
ろといふ︑此意蝋は蕊現下の幽民の叉持丈
︑ぱな︑ｈぬ所のものである︒吾々は此際政

ない︒努働者峠八時間努鋤な︾﹂延唱へるも

ものはない︒婦人にして装飾品の所有者か

識子といへ︾﹂も醜の借金の純高な知らない

民の復興逢上にある意鍾走希よや︑三歳の

政祇の間池に係る．へきではない．今珊逸幽

之に漁ら胆ぱならぬ︒これは腿をたる政猿

縄済閏難打破は鯛民一致して自墨の下に

ろものでもあらう︒

以となり︑而して叉民政雛が信走天下に栂

て︑政戦の責探政消たる本領乃蕊抑する所

ば虻りだ・よしんぱ純避禦か控へたりとてｂ

あるｃ所右覗が金のために不正生じ︑金の

．又近昨余の雌魁に就ては寒心すぺきことが

は煎らない︒かくして内閣韮投げ出し士と

鰯脹不正も慨ばれるに至ってば︐閲をして

界に其の比がない有様である︒勤勉と緊販
となくして︑只生活の向上のみを欲してや

不平悲並・へて流曾問題のみ起して居ろとい

まぬ︑而してそれが意の如くならざる時は

ふ和様である︒経済概念に峡げたろこと我

は餓平として一掃す︒へきであらう︒蚊に吾
々ば新内閣の剛・現と共に︑叉其の所謂十大

危に陥らしむろであらうＪ依って之か弊風

政綱の褒表と共に︑大いに之に期待すると
共に︑其れが蹴行を切に望んでやまぬもの

康韮不振︑金輸出楽止︑これで行詩ちない

圃雌の如きは恐ｈくなからう︒輸入超過︑

家に︑蕊がない︒地方蕊貝に利椛走典へる

課ばない︒然るに剛氏に︑職がない︒政治

である︒而して吾々の希望も蒲々し一解決さ

れ魁今日行詰りの脈態にある我閉の前途に
光明か商されんこ︑とか望むも望ｒある︒

求駒には一剛縄滴な膜外祁して居る︒ため

薪内閣は生か賭しても此純澗剛難か打壊

の政治家の無責任といつたらないｃ今度の

には澱雛の驚くぺき膨張左衆し︑猛々行詰

せんと新任早々天下に誓言し子品之は大い

縫湾国難と園民の自豊

に吾々韮して快哉を叫ぱしむろ研である︒

斑恥促しては居ろ︒これは緒樺だ︒然しこ

内閣４溌箪緊縮︑金解禁を叫んで剛民に白
我函腫世界に於ける借金王であ・ろ︒一等

た唖もつ牡かしんないかくざいやじ
侍を以て迎へられた︒新内閣は在野時
涯いしゆらようせいさ−．︑いよ〃ｆ●１じつかう鰹ん
代に主張した政策を命覚賓行するの段
取となったが︑如何なる順序方法を

繁田武平

麗弘義騨灘蕊諏縫認⁝

けん余うて舎たい雪０．つちうも︒．︑ゐ

よぜいぢくわんもつとねつしんか
余は政治に開しては︑最も熱心に且
つ研究的の態度を以て注目して居る︒

こいｂつけＡこくみんたうぜんせ含む

以て︑之キー賃現するか大に監脱を要す

もつこいじつけん毒健いがんしよう

︾︑りいかじゆんじよ唯うばふ

る︒けれども今日まで政黛政派には超

こんにらきいとうせいはてう

是は立憲幽民として欝然の責務であ

然として交渉がない︒所謂厳正中立だ︑

ろ︒不渡手形は商法上の遠犯︑食言政
さくぜい言にうはいしんともろくにん
策は政治道の背信︑共に黙認すべから

それ

しん晋晦ひ坐だんてい

ひとせげん君のれゆろくわん

は全ぐらしゆきうざい

子の篤さ野る所である︒演口首相は在

ところ

らぬ︒人を蕊むる厳︑己を許すこと寛
仁重みめしと
きがもつ
唯畢げ足を取り︑あら塗捜すを以て︑
のうじ
ごとせうじんＬわざくん
能事となすが如きは小人の仕業で︑君

しな

やじ涯いせいぢ害いかうにうとく

い

かそかくど世いこうに件をいぢ

野時代に﹁政治は最高の道徳である﹂

こうめいにいこくふん世いしんさくこう萱いめい

と言ひ︑且つ組閣農の政綱第一に政治

つつ０

の公明第二に閏民精榊の作興を啓明せ
ごじん鈴はいじんいつよぬ
られた︒吾人は太に人意を弧うして居
涯にと毛こうめ．いきい胆いくんして言かう写うよ
る︒何卒公明正大︑飛子的の行動に依
哲いけうはんしめ
って政教の範を示されたいものであ

○

くわんけいいうじ表ぜつ全

蹴って︑文教の世道人心に至緊至要

しるがへぷんけう世にうじんしんしきんレよう

ところしたがこれじうせ尋にんもの

なる淵係を有することは︑紫説を須た

しゆぎしゆち虫うちよくぜつせ鯉うじんしんこうぱいえい

ぬ所だ︒従って之が重責に任余る者の

主義主張は︑直接世道人心の興展に影

にんさうノ︒︑け︾・鯵いくせい︾﹄さっしんしや

係早々︑一︑教育制変心刷新︑二︑杜

響するものである︒小橋新文相は︑就

曇ようこほししん不んきうしう

思想問題の八釜しき際に於いて︑其

くわいけう群くしんこうこくふんだいゐこうじやう

三綱目を筆げて文政の目標〃一示し︑且

こんご罪ぽいぜいしみきいくわつＵか

逢い垣んがくぜひぶつしつ茅たじみくふうた

こう︑？︑あ蕪ん．亡いも今︐︑しやうしめか

言動にあると馬す者も勘くはない︒兎
かく世いぢかごんかうせけうくわん
に角政治家の一言一行は︑世教に開す

つ青年畢生が物質に傾く悪風を婿むる

倉教育の振興︑三︑国民鰐位の向上の

ることが極めて大であれば︑政治家た

ために︑今後は犬に精祁生活に同はし

ものとうぷん瞳いきいところ

ぎはだい世聴つか

ろ者は充分に反省する所がたければな

げんごう江ものナくなと

あくＬわびんいん瞥騨っかふきんしん

の悪化の原因は︑政治家Ｄ不謹慎なる

し︑きうもんにいかまさいおそ

ふれたｂてが声きうばふじやうゐばんしょくゆんきい

夫でなければ︑虞の是々非冷は断定せ

ざるものであるっ

しか唯んへ●管．よたい

たんけん告うて言たい轡ぢ

しん

ぜんこ・︲なういばゆるゅん世いちうりつ

られないと信ずる︒而して選畢に封し
お区いしにうて含にい瀞もつ

ては︑単なる研究的態度を侍するとい
そぃせん含よけんせいひんせん

ふのでなく︑太に指導的の態度を以て
ことあた

こいくわくせいゆんか含うじ

事に苗つた︒夫は選畢が憲政の源泉で
主も

こくみんさうたう含

あり︑之が廓脈ぼ現下の急務であると
恩ふからである︒
○
ぱ全ぐちないかくしゆつやん

涜口内閣の出現は︑ 剛民に相常の期

○
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やうしにう助含せつ

むる様指導すぺきことを力説せられて
ある︒

○
聖かつ仁なかしゆきうしようだし釜よう

りょうごと

げんにん冠い過んきう処ん

あるひろうじんかんじあるひ含うじにい

領の如きすら︑現代の青年壮年には竃

或は老人の閑事として︑或は潅諮代の
る︾欝司つお崖汀へり
遺物として︑多く顧みられぬ有様であ

ぜいじゃ・フせいぢか蕊んＵうじやうじん

の一政治家でなく︑文教上の一人
か政上く
か夕奇

およ底ぼ書ぷん世い孫んけうじう

格家だ﹂といふことを聞いて﹁さうか
おもぜんじつくんじぷ
しら﹂と思ったが︑前述の訓示を脱る

に及んで︑﹁成る程︑文政と文教との重

迎聖贋んしきうこ一く︑なんあ金毒そ

しんらい弧ん仁か

責に任じ︑思想叫難の秋に於いて︑其
そ
ららや全おぽい
の措瞳を誤らぬものであらう﹂と︑大
に信殺の念を高めたのである︒
○
そもノーＩせいしんぶんくわぶつしつ蕊んめい秀らよう

．てうやし今しやせいとうせいはてう

抑々精岬文化は物質文明の蕪洲であ
しさうもんにんじんじひやく臆んこん牛ん
って︑思想問題は人堺百般の根源であ
そじうにいせいぞつたいてき逆いとう
ろ︒其の重大性は絶封的にして︑政黛
ぜいは肱たじろしせいきくひ
政派の披印たる︑政策などの比ではな

い︒されば朝野の識者ば政歳政派を超

ゑつしんけんけん鈴うのつさくじつかう︾

ことゐむ雷おぼ

︒而し一﹂政治家その他の人士も人の
するこ
とと唾阜てに

しかせい︾っか仁じんしひと

ぬ事にきめて居る向が多い︒

好かぬ事には逸ざかつて︑手出しをせ

○

余は排て川中荷相が瀧川氏を起朋し
ぷんきういすあ仁ときいぐわい
て文相の椅子を典へた時には︑意外な
じんじぎようせい曇︽失うたん・り
人事行政として蕊唆した一人であつ

しようたぜんぷ人ぢうとうや︽うこいう舟一いしんぶんくわ

勝川前文相ば︑東洋糊有の粘榊文化

た︒その後さる人より︑﹁勝田文相は文

とも世かいじんろゐ︑ふくしぞうしんこうけん

はっやうこくみんせいしんさくこう

に句ようさ〆︑

またこれ唯んぷく︸﹂としぜつ

の肋．ひとしようだぶんさうぷん

を発揚して︑園民紬抑を作典せしむる

と共に︑世界人類の幅川増進に貢献せ
にてつがくしうけうにきしけういくとうぜい
しむ叉篤め︑哲寧宗教雁史教育等︑緒
しんくわが鋸︑けん奇うしやう凡いがくかい
帥科騨の研究を喚剛し︑畢界のために
輔助金を支剛するのみだらず︑東京

似℃恥息●︾んししつとう舎よう
およびひろし誰〃よ◇秒邦んりくわにいがくこくみんにうと参・︑こう

及炭島の雨文理科大皐に園民迅徳心講
さ
とくせつの︑ようしや

〃比較すると︑新文州は文政一般に亘

座を特設すること＃一述べられた︒雨者
ひかくしん鯨んきうぶん世い恢んわだ

いけんゆゑぜいしんさくこうくわんはう必ん

っての意兇故︑精榊作興に勝する方面
の
つ土びかんしか

ぜんぷんさういたしこうぜん胆う仁いざく

は述べて詳らかならぬ憾がある︒然る

もつとこうけいみた鋳んけんにたう

に前文相に至りては︑思想稗導の封策
こい上

として︑最Ｊも肯繁に巾︲り︑淑雌受岱︑

是を措いて他に良策なぎ一を姓えしめる
韮６しんぶんさ・ンいへ響

のである︒想ふに新文札と雌も︑よし

くわんきう巻ぜんぜふこい低
し

緩急の差はあみとして︑粂然︑之を無

越して︑腫剣に研究し立策し麓行すぺ

﹃︽つせつくわんけいいうこうだうくわいしゆぎよう

しかせいしんぶんくわしさうもんにい

観し︑翠之を反覆するが如き施設はせ

きである︒然るに結祁文化や思想問題

しん

られぬ頚であらうと信ずる︒

に密接の淵係を有する弘道含の主義要

ひとしんしん

士に骨よう札ついうこく

士が紗いのは慨嘆に堪へぬ︒

して今や迎合の才子が多く︑憂函の志
しす︑ながいだんに

い士けいごうざいし診隠いうこぐし

合して毒杯をす上むる者すらある︒而

ごう︾Ｌ︐くはいものしか

べきであるが︑才子は却って人心に迎

まいしがへじんしんひい

損ふことも亦弧烈である︒されば憂園
し逆りう妄言からこつうへい公磐臭う辺
の士は世流に逆うて此の通弊を矯正す

そこ施

の噌好をそ上るけれども︑人の心身を

しごう

だ︒弧烈な味と沓とを持つものは︑人

てなか逼けるゐごとてきれい
的である︒彼の酒類の如きはその適例
きようれつめぢこうもひと

併し刺激性の弧烈なるものは多く破壊

しかしけ含昔い雲．ようれつおばはくわい

するとかいふものは︑狸烈なる刺激性
いうひつようじゃうけん
を有することが必要催件としてある︒

合ようれつしげ全せい

縄ぺて人気を博するとか︑人意に適

ナにんきぱくじんいて含

○

○
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の響一

しげ李雪せいとぐ．ついらいしてうじ心しんけうくわｃゆふしんこう隆がナナ

巷うめくくわこ心やん拝かの侭ときおいうざ心

・咽︲い︽・とうシ

んらんくわよく毒も

想悪化︑根源に糊ろ時は︑或る有塵

こ・一ノ枢うし含んぎふととしゆつ品ほろぽ

階級の寅埜過慾にあることを恩へば︑

しかそいいうさんかい

弘道姿金の寄附の如きは一種の罪城し

ともなることである︒併し夫は有産階
舎うちうせう姦芳んつい

ぎ

刺激性に富んだ外来思潮は︑人心のては︑教化事業の振興より外に︑進む
の︽じ・やくてんとうたら隼かんけいしんみちくらけうぐ邪じけ．︽い
弱黙に投じて︑忽ち微辿せられた︒心べき道は底い︒一口に教化事業と言つ
ずゐで醤わくよさくしゆｊ８１しゃく・わいたしゆたやうわこうだうくわい
酢︲から溺惑と造り︑除毒は陸だの爪曾ても多種多様であるが︑我が弘道含の
きう
巧ら
す雁はしざうて鋳雪ご宝たれんれ一一じいうそしゆ寺﹂しゆ
相となって現はれて来た︒即ち思想的如き︑多年の歴史を有し︑其の主義主
困難の蕊米となったのである︒是を救張は︑東西の畢縦を酌み︑天地の員理

こん沈みしうら秒こ︑すぐらようとうきいがくせつくてんらしんり

ぜん載んたいいうさんかい

↑↑

こうきようひとか︾﹂

○

自身の幸幅であるのみ淀ら歩︑叉以つ
しやくわいこぐかふくし
て証愈剛家の禰証となるものである︒

根となさしめた底らぱ︑雷に有産階級
じ
しんこうふく全だも

こん仁壁いうさんかい争う

裕は川ひ方に依っては︑柵根となる危
けも●評つ含けん︾母つた堂ｂらぜん
臓物だ︒その危隙物を正しく用ひて善

抽うもちかたよくわこん骨

級の者に比較的に除裕がある︒その除

壁うものひかくて昔よゆうよ

全般に封していふのではない︒有応階

級中の一小部分に就いて言ふことで︑

さくいかん蒜んぜいよいなゆんざいがついにしへさか勾喉い士てら
ふの紫は如何︑文政に依るか︑否現在に合し︑古に遡っても今に照して

せいぢかたのたけういくしうけうみや匙ふしよくくわいこう

か・薪︑唾﹀ふんりつたがひもんこか全むくほいつとめ

弘夫らのに錘しうけう尋うにい全さこう樫うぐに

の誠治家頼むに足らぬ︒教育と宗教とも︑謬りなきものを︑扶植し恢弘する
これ全たやすじうにんたくじゃうさくしんみ
に頼るか︑是亦安んじて重任を託するが上策であると信歩る︒して見れば︑
で含けんがくとなかふこころ樫んくわい含そ含ようこくわつ︾．｜うけん要う町よく
・ことは出来ぬ︒現に畢徒の中より不心本金易基礎を誰固にし︑活動の原動力
得春を川して居るではないか︒宗教にを増大することは︑正に公に奉じ園に

へ︑一致を峡いて居る︒たとへ宗教法

道しても︑各派分立して︑互に門炉霊職報ゆる第一の務である︒

い︾﹄てさ含みやくつう
○
報識に侮って︑制度せ的
に素脹を通ナると
瀧奴はくじ垂もくかんじんしんこ⑰じよりよくせい−︽たの
しても︑尚鵡弱の憾がある︒よし人心さはいへ之が助力を政府に頼むぺき
きすうたいしうて含ぜん庭うしうけいお↑﹄いしううつたぶつ． 一つゑんじよ
園の蹄惣を誌衆的に善導するは宗教を描ではない︒大衆に訴へて物質の援助を

含今辛こじつ

げん一さいしうじうの・で急だか↑催ところた蟹いう﹄今ど

のをがたとこみしやいうさんかい争うすがもくよき↑︽つ

たいいうさんかいきうしきうらんにい

易︒︵昭和四︒七︒一○Ｈ穂︶

躯ゑん

ならぬ︒高僧の托鉢ば抑徳修行の馬め
よご・ふぽしうこうにうばうこく
余か寄附募集は弘道報閏のためであ

かうそうすて隆ら・みつとくしめざやうた

のものは前述の如く︑鯛根芹蕃根とな
しさう刀くくわじようくわ
いしばか
し︑思想の悪化を浄化するの意志に外

ぎんじつごとくわこん笹んこん

それあ

たとへ公共のためとはいへ︑人の門
に起って寄附を乞ふといふことは賃に

分

いて他に道なしとするも︑現在の宗教望むも亦難しとする厩である︒唯有識

つらい蕊である︒夫藍敢へてなす町以
賎か

こと

家には望み難い所である︒背と狗陸階級に従って目的を雄するよ

外ば左い︒一鰐有厳階級と思想問題
○舎丘男暑くわり６
いいう

とは極めて緊密な開係を有するもの
しか吃いゐじんしゆつゆん全これしきうあくくやこうゆきほこにいちや﹂く

然らば一偉人の出現を待つか︒児はだ︒思想が悪化して攻葉の矛が雄｜清
く
ｂつかごとひかものいうさんかい奇うきたし
雲を掴むが如きもりご︑とんとあてにに向ふ者は有麦厩階級ではないか︒又恩

かがんが今●たさうＵよう・画︑わだいばんあん︾﹂かんもの

茂らぬことである︒斯く考へ来れば︑想が浄化して第一番に安堵を感ずる樹
しやつらいとかくげんじしきうぜんにうさくおないう言んかいきうさらし
将来は兎に角︑現時の思想善導策としは同じく有産階級ではないか︒更に思

駒一の話道知温
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道徳は時勢に連れて塗るとはいへ︑

生んこちしん言齢れうこんくわい

東西に愛りのないものであります︒

とうきいかは

で︑心の奥底から出る誠の婆は古今

こころ⑧拳くそこできことすがだここん

それは表面に現はれる形のみのこと

ひやうめ．んめらかたち

にうとくじぜいつかは

霞

ひがし肱かまち●●①⑪ゐしやナ
束仲町に安中徒庵といふ鍔者が住んで

お準んめふＥこん

ゆゑわたくしごほうこう
それ故私はいつまでも御奉公をし
て居ります︒御仰せには︑どうも今

ことござ

後給銀さへ挑へ兼ねる︒他家へ奉公

否きう金んばらか上そほうこう

しかわたくしなん

したら︑よからうとの事で御座り讃

するが︑然し私はこれから何にも

入りませぬ︒叉食べる丈の事は随分

いまた上にけこど幸ゐぷん

わたくしじしんいだこれ

私向身で致しますから︑どうか之
淫ぼめしつかくに

い

かれＵきう含ん

まで通りに召使って下さい︒

の妻は六十三歳であった︒

営頃主人の益庵は齢執って八十歳︑其

十三年間勤償したものであるといふ︒

庵夫婦を養ふて居た︒所が重ねノ︑の

そ︑むらうちんざんしゆじんえ含
め︑其の貰ひ受けたる賃銀にて主人益

わかみち鋤はなしいた

きいこ

ちうふうしやうかか

いと江かぎんじ

めんふうふやし豚ゐところサさ

仁いくわざい量公舎●一あんすみかるゐしやうし全

・蔀こ・ひこひんか全そまよう隆迅ん

震いくんもみともくわちうたちのもうくわ

ふえ含めんたすにこれ涯

へて妻溌諾共に火中を立退いたが猛火

臥せる徐庵キー助け出し︑之を抱きかＬ
とき全んすけいは

したのであった︒時に蔑助日く

たちまこいへつ上かぎいにうぐ

ばひしま

は忽ち此の家を包みて家財道具をスッ

がにかなら

カリ次爆にして了ったのである︒そこ

私が居りませねば︑あなた方は必

鋤すふじゆう

ず明日から不自由をなさりませふ︒

二

わたくし諺

に貧窮に陥り︑経に多くの召使共をも
かいこいま差んすけいと念と
術雇し︑今は幽助にも暇を取らせんと

びんぎゆうおちいついお侭めしつかびシも

かけふ

ばんじようかゆだくら

己ころこえきめんさいしよかいふきうだう

つ念さい

そのころしゆじんえ金めん︾．しつも壷いを

は少しばかり︑蓄幕時代にあった忠

所で此の掃庵は︑最初は家業も祁営

ぼくせうぢ含ものがたりはん仁いしょく

僕の正直物語と︑それと反劉に私慾
でざいぶつぞとこしつ級いだんぜんあく
から出た才物男リ失敗談とを︑善悪

に繁昌して︑可たり裕かに幕してゐた

不幸は此の貧家逆襲ひ︑享保十七年の

と︑かく言ってからは︑彼は無給金に
つとうへし知じんいるゐのこ
て勤めた上に︑主人の衣類までも獲ら
せんだくよる島今んにらいんじもん
余洗濯し︑夜になると附近の日輪寺門
ぜんすかごやとせいかんすけらの
前に住める認能屋渡世勘助といふ背の
はうかよこくめいかごかつわざ滋ら
入じ
そわざお賎が．ご
いつか其の業を礎名し駕龍かきを始

の岐れ通として御話することＡ致し
全江つ過むけさまこう
ませう︒頁夏の睡素畳しになれば幸

が︑六十歳を越してから中風症に擁り

じん

︵上︶忠僕菖肋物語
病み且つ衰へたる主人
夫婦を養ふ
いまむかしきようぼ通んらうえ替あさくさ

今は昔︑享保年中のこと︑江原浅草

方へ通ひ︑克明に駕総キー捲ぐ業を智α

甚であります︒

大火の際︑然庵心住家は焼失して了
そ一傘ごり傘︽んすけいそびやうしやフ
つた︒其の刷り醐助は急いで病床に

ねんかん骨んやく

公に住み込み︑享保二十年まで堂約三

こうずい会一よう樫絶んやく

の時江戸に出で上︑此の続施の嘘へ奉

てゐたが︑彼は伊豆伊東Ｄ荷で︑十歳

かれいづいとうものきい
と釜え遣いこえ含めんところ賎う

居た︒其の家に寓助といふ下男が勤め

ゐそいへ全んすけ伊なんつと

栗園

駒
立

家業もハカト︑しく誉み兼ねて︑漸次

すこ今一うはくじにいちう

そこで淵故知新の材料として︑今回

足

一
一
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こむこそ

添鐸瞳け一膳震は鍔討謹鉦一に隆弘提の霊議へ趣へ芯れ︑評飛は雌の琴謎雌に蝶を
びやうけふま

葛助は健気にも之を保護し︑或る些かして病家を見舞はった︒此の鐸は其の

うらに猛かうしゆじんふう・ふナ全距じゆはくよひと

な裏店を借り受けて︑主人夫婦を住は名を誇伯と呼んだ人であるｃ
じぷんともすよろぢ
わかしゆじんできのらまんすけしゆ

せ︑自分も共に住み︑夜なノ︑路次をかく若主人が州来て後も︑寓助の主
しめ宮Ｌゆか↑トちいか蚤やかせじんおもいぜんぜんじつこと

ちう含んつｒ

此の一伍一什を洩れ聞いた近隣の人

こいちぷしｒうも含きんじよひと

忠勤を綾けることにした︒

々は︑誰哨彼も寓助の忠誠無二なるに

ん︑たれか全んすけちうきい吐

かんいと金置くかんさい全んずけあはぜ

感じ入り︑時しも極寒の際︑寓助が袷

ひとへらのかさぎゐ含

そのころぢとう

あきくさでんぱふいん

之を耳にされた院主は︑如何にも奇特
もの
かんだんた野藩にくわんもん
者底りと感歎あって︑直ちに銭三貫文
たうざ里うび全人すけくに
を餅座の褒美として蔑助に下されたの

これみ坐いんしゆいか含とく

へ其事を具状して燐みを乞ふた︒時に

そのことやじゃうあばれことき

啓く

一つに箪衣の重ね着をして居るの藍気

いくらちんぜんもうし︸﹂とナ

〆切って主家を立出で︑駕総屋を稼い人思ひは依然として前日に異ならず︑

ちんぜんかぜ

の毒がり︑営時の地頭なる浅草偉法院

１寡言●︾めんふうふこづかひてい会よう

よるがご

で
幾許かの賃銭を儲け︑仕事が読むと夜は駕篭かきをして賃銭を稼ぎ︑それ
しゆかたらも︾﹂ろぢ

珪録へ立戻りいか路琢を羅塞／罰獅い淀を掃掩夫錦↓や訓鐙沫誕て提に供してや

わがや

寝泊りした︒然し其の度毎に徐庵の家た︒然る鹿︑突然寓助の郷里より︑最
な
い仁いとあく
内が超ち出で上︑戸を開けて呉れるの窪碇嘩にもなったであらうから︑我家
品︷んすけ含琴・く労もついか︶﹄や↑婚ちかへおやめどめきうきぐ

然るに寓助は難有く之を頂いて後︑

やうやりゐしやわかもの

しゆじん毒厘いこれかんしや

これらかうじやうた瞳びとふたにもつ

上申したのである︒

じやうしん

助の行状を互細に詔紡︑町奉行所へと

ずけかうじやうこさいみと生らぶぎやうし我

には棄て置けぬとて︑透に連署して葛

すおついれんしよきん

人々開き陣へて何れも感歎し︑其の侭

ひとみ︑含つ仁いづかんだん毛全上

受け入れぬものはない︒そこで町内の

ち装うない

した︒此等の行欣は何人とて涙を以て

奥﹄い

それを寓助に輿へて涯はしめることと

全んすけあだ全と

あるとて︑早速布子一着を買ひ求め︑

ざつ疋くれのごちやくかもと

とかく
腿んじくに
し︑兎も角それは汝に下されたもので

へ棒けたから︑主人も大に之を感謝

き上

た正毛ぜんぷ勤しめじん犬舎めんふうふ

しか全んナけあ⑪がたこれい惹堂のら

である︒

を︑寓助は気皇峰に思ひ︑終に駕篭屋へ立蹄って︑親の跡目を相綾するがよ
かんすけいへそよゐあすのよあけ
い
こ
含
こ
れ
ま
ん
ナ
け
勘助の家に其の夜を明かし︑翌朝未明からうと言ひ越して来た︒之には寓助
しゆかかへあいかは炉たん鰻うこう
︑︑たうわく
かんが
に主家に蹄りて︑相愛らず下男奉公をはハタと歯惑したが︑つら／〜考へて

直ちに其の全部を躯げて主人存庵夫婦

たちはたら
ａいまこ栓あひろうしゆとんふす
こしゆしやつこ上ろがけかんいしゆじんかへ
たら全そひくらしさし

して︑麦めノ︑しく立働いた︒見るに︑﹁今此の場合老主人を見捨てＬ

しゆじんみんぜいうちとてひま

此の殊勝なる心掛に感じ入りて主人帰っては︑忽ち其の日より生計にも差
えきめん非んしやめょじぶんりむ十め
きちか
掃庵は感謝の除り︑自分の一人娘が︑脈へ︑祇志ひにも畦り椎ふことば明ら白
つとさたけこうおくじよちう仁返んぼうこう

卦たじたい

夙に佐竹侯の奥女中として︑多年奉公である︒されば主人存生の内は迎も暇
槌︽︐ひ皇︾
ゑんすけ
としつしかじ蕊んおとう生
してゐたのを喚ぴ戻し︑それ淀菖助にを取るに忍びない︒而も自分には舎弟
めあ蛾言う雁んしかりつぞ﹄へんり
婆合せんと相談した︒然るに律義一通二人もあることであれば︑どちらでも
象んナけ
もったいことござ
堵やあとめつお
の蔑助は﹁そんな勿胎ない事が御座いよいから︑親の跡目を繕がせて置けば

ますか﹂といって問く緋退し︑それかぞづ寺一向ひ謎は藷たう︒さうぢやノー﹂

よく趣ん

含くゆしよノ︑はう人︑たづ公一以
けつしん樫毛かだついそことつぶ
らは気を配りて所々方脅を尋ね廻り︑と決心の隣を固め︑途に其の事を具さ

くにい幸くじぷんあいか睦や

霊年液なつ一江漸詠起臥の謡者の請群錘に郷里へ言ひ送り︑自分は相愛らず病
かとし勢しゆじん︑寺うふけなげ
探し富て︑之を娘の笠と定めて稀庵方みて且つ年老へる主人夫婦に健気にも

駒一の話道知温
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余一昔クワ一つ毒寺凡ｗか

じつわい全さう屋ふじよ

﹄・︹ノ０

に一人の犬商人かあった︒附近に互多
だ腫仁しよいうそしうｋう
り田畑を所有して︑其の牧人によって

江戸時代の中進に︑地方の或る城Ｆ
ｂお隠しようにんふぎんおばく

．え琴じにい江かごろちはうあじやうか

ざんかうしれう

なろ賃括︒今でもたしかに相万扶助

とき唇よう氏生らぷぎやういうめい

時しも享保の町奉行は︑かり有名な

の参一考資料となるものでありませ

おば審俳ゑちぜんのか．ふさつそくぶか

る大岡越前守であつにから︑早速部下

めいそじつひてうさところ

雪

に命じて其の資否を鋤杏せしめた所︑

つい樫︑﹃び

しき胆僕であるとて︑遂に褒美として

らう掻く

聞きしにも勝る忠勤振りであることが
企つたくめいばくこれちがきみめづ
全然明白となったから︑之は近頃珍ら

ゆだか昔いくわつしたが幸僅

るやう︒

ぜう︒

なにかんがとこうごとうちかに
と︑何か老ふる川ある如くに打語った︒

もの

ばんとういしょくときみざ砂なん
と悉頭より依堀した︒その時右の下男
いさいしやうちつかまつさっそく
は﹁委細承知仕りました﹂と︑早速
でいらかにしゃくぜう雪もよよ︶れ柔での
出入方の百姓共を喚ぴ寄せ︑従来除け
くづまいしゆかめいれい
物にしてあった府米をも︑主家の命令
︒これのうにう
なりとて之を納入せしめることにし

であらう︑随分索を付けて奉公せよ−

そこで﹁さらば︑此の役を汝に申付くる
ナゐぶん奇つ哩うこう

こやくなんじ差ぞしつ

曇るとしゆかおんためりえ雪み
吃峻主家の御篤に利益をあげて見ま

吟味が多いやうであります︒若し之
くに
わにくしかめい
を私に下命なすって下さるならば

どうも従来は吸稚米納入の時に不
ざ﹁人
みおばｂこれ

これまでといいれ全いのうにうときふ

て雁いけ定んしえきゐところある

嬰裕に生活してゐたから︑従って多く

てうもくＰ︑わんもんかしいたこれ
鳥目五十貫文を下賜するに至った︒之
じん幸恵．ろかいえ苫ちう県もの

じうぜんぱかくおＡてん畦

は従前にない級絡の恩典であって︑世

の手代下男とも使役して居た︒所が或
ひりげ矩ん険んとうてにい全ぞしい
日一人の下男が伴頭なる手代へ申入れ

人を総かし彼は江戸中の潔め街となつ
と雪含﹈よう俊紅んぐわつこと
たのである︒時に享保二十年二月の事
しゆじう◆くわんけい

かへり

であったといふ︒︑主従の関係底どとい
こと今んらい

ふ事は︑近来はとんと噸みないやうに
せけんじつじゃうやゆ

やとひとやとひとずなはぼうこう

なりましたが︑肌間の衝欣は矢つ張
ゐ

り︑雇ふ人雇はれる人︑即ち奉公とい
い無おこな
ふことが︑今で哨行はれて居るのであ
このまんすけご上るがけやと

りますから︑此寓助の心掛は雁はる凡
か
にも屋んおも
方の棋範としてよいと恩ひます︒

︵下︶地主と小作人逸話

こくみ︐軸きいくわつとくしゆ

下男の世智蕪と手代の
目こぼし
これ坪．んぜい

之も近世にあった︒国民生活の特殊

含び
か抄従ん
た︒そして彼の下男は一堂それを厳し
きん寺が管つれんレフのう父いれい

で含これ

く吟味したから︑同年の牧納米は︑例
越
んひへうよぶんとい

ることが出来たのである︒そこで之を

年に比して三四十俵も除一分に取り入れ

ふばんとうてにいお陰いかんいざつそく

かれこうしやうこうご今う全いへう

見たる作頭手代は大に感じ入り︑早速

毒も

彼の功矛賞し︑向後は給米十俵ばかり
かれとゆくノ︑てにいひきあ
も彼に取らせ︑行々手代にまでも引上
念そのことぼん
げやらんと忠ひ︑一ト先づ其事を二番扉
ばんとうてといきう膳ん
件頭なる手代に州談したのである︒剰
ときこれ谷ぼんりん︑とう雀ゆひモ
．時に之を聞ける二番伴頭は眉を鐙め

全こいみた全

か砂たんこ上ろえものござ
﹁イヤ彼の下男は心得ぬ者で御座る︒

じ罫んひぢしわつにしめ

先づ之井一見給へ

とて自分の管の縦を突き出して示し︑

ひとふこしわじゆう

さていふやう︑

こうのう

ちうぎに

﹁人の身も此の級がなければ自山にな
い詮しゆかくづまいへう
らぬもので︑今︑主家へ屑米三十俵

ゐ

さナがげなんこと

ふやして牧納させたのは忠義に似て

居るけれども︑流石に下塊の事と
ひとみちわ含阜もつはおの

て︑人の道を緋へすして︑専ら己が

こうに今うしかたひ昨﹄

る︒惣じて主家へ出入方の者共は︑

さうしゆかでいのか仁凪っの菩も

し

功を立てるに急な仕方︑それは人の
がいかつかへしゆじんひとみず
害となり且は却って主人を人に見捨
もとゐ
てしめる基なるを知らぬものであ

いつ省んぞ舎盈かくわんけい

⑨鼻やふるめしつかわ・記ら苧フ管化しゆじん↑Ｆめにい

秒孟らこのものて

６何れも先租よりの深き開係あって︑むべきであらう︑必ずノー此者を手

﹄﹄

誉く
召せ
使つ
はぞれん︑
たい
ゐ我等同前に︑主人の鏡歌な韮手に処て諏なゆま毒まい︒碓池

いづ診ばひんふんゆゑ全へノーー

さやうせらぺんろうしゆ階﹄ん姓じ

を大切と存じて居るものである︒而際炊雌度其の罪を言ひ州かせ︑以来

も何れ副塞試沈貧翠倣にへづ揃津な沙睡憾麺世知排溌癖して︑︑王人を始め
Ｂなわろゐその柔上う

皇をしわた

リ

愛国金言

○愛図心ハ人間二於一ア最上ノ道徳ナ

死︿鴻毛ノ雌キト墨悟セョ

義ハ山岳ヨリモ重ク

○愛し飼如レ愛し家

○普天ノ下王土二非ザル無ク率土ノー

演王臣二非ラザルハ無シ

カザラントスルース其圃ヲ以テ己一

国民ガ若シ其圃民卜云ヘル名二負一

ガ身ト同二皿スルニアリ

一

ご

さっそくか

丈夫ノ忠魂義騰︿裁確ノ城ヨリ堅一

百錬千解ノ功ヲ経一ア鍛上出セル一

○一寸赤心惟報レ幽

鴎リ

して︑雇給の外に少玲の屑米或は古吾袋共までも罪科にをとさぬやうに

たにしんにいたちゆでんことば雁うりしごく

ぼうぴ

のう

ラ己心

識縮鋤や瞬唾睡鍛恥唾錘垂聡耀梶郵礎電と︑かく巾渡されるがよるし

へうふそ．．§

うこく

ズ ノ ナ

樫きいしばごくゐ
ところ
こんノ．︑りわぜつめい
母妻子をも育んで居るのである︒所と︑懇冬叩濫分けて説明したから︑一
われらしゆじん
温で我等の︑天人としては︑雌の犀捗二識僻誌も確確と︾ｎ黙し﹁さう畔けば詩

知十俵不足したとて︑伽も褐代の薙行殿の一言は道理至極たり﹂とて︑早速彼

道恥函と討遜岸﹂とはな一℃然る誕彼やの稗薙を唾ぴ畔して︑鐸の理唯を一一回ひ

にん

かへがれしつせご
話下男がに賢
子俵を無きかせ︑褒美どころか反っ
て
彼を叱貢
︾ら
フ立
にって︑此曾一
たとひとの評
よく辺んいぜんでとしうのうばふくわん
の道にへぎ
く
牧納訟を寛
し出
苫し
うた
ぜの
んは
こ︑
と壁へは人の喉し︑翌年よりは以前の如
でいりもゐみな奪う
一を締むるも同前の事である︒そして芯に錘した︒そこで出入の
坐ね皆一同に
鱗それ琴の姪球を匙宝︑鑑渉裁盤を鍔騨議し︑峠の桑鐸く︾︑み鐸へたとい

しもたでいりかたおんけい

き︑ツマリ下に立てる州入方の恩忠

こう量る否めへういた箪

しか

ちｂＪ
むしめはれ

１１

人といはせ︑叉家を亡ぼす基を開ふ︒苛酷なばかりが能ではないｏ

しか

ていしかれらそこ江
を停止して彼等を害ふものである︒

いかてんばつて今めん

然るをそれを功にして全米十俵陛戴
な辱

さと

く杯といふは如何にも天罰の観画な

いだ

なところ

るを悟らぬものである︒黙しそれは
り・症んふ

下男の身であるから︑そこまで智慮

到ら余して篤す所であれば︑寧ろ憐

ヲ人造
稗ハ徳
読其ノ
ズ身尤
ル位モ
コノ貴
卜尊重
ヲ卑ナ
怠ヲル
ル問ハ
ペハ報
カズ則

シ

一

ー

弓

−

一

ノ
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書

○施して報走順ばず︐受けて恩な忘れず︒

は心をみがくぺし︒

○他山の石は玉走みがく・へし︒憂患のこと

太田錦城一字の戒

へし︑是

一︑飲食もなる︽へ喜丈けば蔀くす・へし︒

一︑居室もなるぺき丈けば少くす

群難能をあばれむ︒

制すると︑放縦の欲走抑へ制すると︑天下

一心是家か守るの法なり︲奔修の念韮抑へ

一︑居室も荘ろぺ斗﹂丈け↑卑肥なろ・へし︒

一︑先祇の祭距恨み＄子孫の教走忽にせず

一宇︑至近切鱒の聯なり︒

画家悲治めろ人も︑一身を守る者も︑抑の

一︑器川もなるぺき丈けば愉朴なるべし︒

ぺろちかき手本としるぺしＯ

一︑酢はゆるくして誠ならむことを願ひ︐

し﹄

○おきてにたぢよ︑火にルぢょ︑分別なき

行ぱ披くして厚からむことた欲す︒

はならぬものと知るべし︒

にあぢよ恩を忘ろろ事なかれ︒

一︑老卵敬ひ︑幼韮いつくしみ︑有徳走尚

○欲と色と酒とをかれきと知るぺし︒

興謝蕪村自警

一︑善か見てば法としｂ不善を見てば戒め

−︑怒りに難か恩へぱ心悔にいたらすじ欲

族とす・

〃一︑我に華子祥族なし︑書識本もて妻子呑

からすＪ

に義か恩へぱ︑恥悲とらす︒

１亡辛９．

○九分にたらず︑十分ほこぼろ上と知る・へ

○人の過あいはず︑我が功あほこらず︒

一︑我に家〃︑ら川畑山味川等なし︑斡霊韮

一︑我に衣川なし︑番誰走もて衣服とす︒

一︑我に金蝿なし︑番誰韮︑︐診て縦袋とす︒

一︑没に朋友なし︑稗識をもて朋次︑とす︒

ろもの少なからず︒

○猫はょロリ入ろもの多し︑澗慎︑より入

入ることばかれし︒

人は答むとも答めじ︑人ぱ恕乃と︐︑怒らじ

もて策倉瓜地山林川↓とす︒

怒りと欲と恥棄ててこそ常に心ば楽しむ︒

○

○分別は堪忍にある︒へしとしるぺし︒

−し○

一︑倣より若に移る事ば易く︑寿より稔に

○小なる率は分別せよ︑大なる事は驚くぺ

○朝潅すぺからす︑話の長座す．へからず︒

○子ほど靴を恩へ︑子なきものは芽にくら

一︑衣服もなるぺき丈けば笈素なるぺし︒

東
里
壁

身を全ふす・ろの法なり．︾

蝋菱

一︑父僻韮いと起しみ︑兄弟にむつまじき

言 今
座
右
修

○筈は楽の種︑楽ば杏の種と知る・へし︒

塁古

ば︑身恥修ろ本なり︒本かたければ末しげ

光

Ｏ主人と親とは無理なるものと忍へ︑下人

需騨
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銘養修右座今古

て遊ぶ所とす︒

・一︑吾遊ぶ所へゆかす︑講寮交易俳諾をも

唯花見のみではない︒今日の勘定〆

と云ってゐろやうに︑共犀主義などは︑

﹁ロシアにも金持ちもあれば貧乏人もある﹂

道を聞けば夕に死すと；沙可なり︒では物足

らぬ︑朝に道雅行へぱでなくてはならぬ︒

まとあてこそ︑日々是札好日である︒朝ｒ

一︑吾に無し師︑古今の袈書謹玲もて地獄極

欧州に於ては

悪訴諏は必ずしも帳尻を︑始めから胡魔化

もうそのまＬでは賞行出来

れだのに日本では︑一部の畢者迄が︑寅現

ないものと云ふことをよくＪ１知った︒そ

すつもりではな唾︾唯勘定を延ばし︑延ぱ

一︑我地獄極築走しらす︑審蜜をもて地献

出来るもののやうに畢生青年に孜へるのは

楽とす︒

概桑とす︒

之を亜んず︒

天下の重きを以て向ら便する者０天下亦

しまふ︒一脚の政治︑外交みなそれである

§しすろうぢに取り返しのつかぬ郭となって

大なる談である︒

る教師も共に深く戒むぺきである︒

この黙は︑青年諸氏もこれが指導限あた

一︑詮天下の法恥守りて︑紳伽の像蜜を安

置すといへども︑あへて所らず︑我心畿を
以て祁伽とす︒

思想？王義と云ふものば︑畢者や思想家

が散底して行はろる︑二に二を加ふれば四

何物も︑何時←︑何虚でも︑理といふもの

理は宇宙の誠︑道は天地の正︑天地高物

ざれぱ及ばず︑此薬に非ざれぱ癒えか︑然

鉄石灸治の及ばざるところぼ︑此の薬に非

頃脚の良能あり︑湯散丸の治イーざるところ

自反秘旗は蕊病を通淵するの聖薬・換骨

建部遮音氏訓言

の頭の中で考へたことで︑それが蜜行され

である︒これ程わてになる正直なるものは

高田早苗氏訓言

得るとか否かばまだ分らないものである︒

道ば

中江藤樹訓言

故に若し之を質行するとなれば︑除程に研

天地の正そのもめに外ならぬｇ

ない︒この理に術ひ行ふが道である

あると信じ︑之を斑現し得るものとしてし

ず︒士里この思想や主蕊ばかりが︑反黄で

は不可である︒必ず歩むことかせ紅ぱなら

の上に立大胆ぱならい︑併し唯立つだけで

では︑はまれば信倖芯り︒人は自分の下駄

向らの下駄をば斗﹄︐且歩め︑他人の下駄

に御座なく候︑世俗に移され候も世俗に答
なくて︑答は喪心に抑躍候︑能く卿反なさ
れ︲心上の意臓ぞ御除き候へぱ︑天下に崇

外物に引き候も︑虚我心に在りて外物

りと錐も服食すろもの導なし︒瞳︒

る︒青年血燕の人々ばこの事資に気付か

究と考慮と逃縄なければならないのであ

まふ︒それと云ふのも．主義や思想の研究

子の心該提の愛敬にして良知なり︒

知なり⁝：．⁝：・誠〃本小の愛徳︑謂ゆろ赤

誠は純一無雑︑侭笈無妄の本鵠︑即ち良

に定むる

稀なろ心の水雁住む月のかくるろ波を時

となすもの御座右側敷候︒

が先きになり︑震生活の縄験がこれに件は

今日の勘定︑明日に延ばすな︑明日あり

ぬ︒前へ進まればならぬ︒

上思ふ心の仇裡夜半に嵐の吹かいものかは

ないか︒ｈである︑︾この黙はひとり堅生ばか

だが曾て来朝し菰露西亜§努働代表も

りでなく︐若い先生方も同じやうである︒

、

鍵簡約奉仕

えら

﹁そう穣撃がついたとは偉い︑よしよ

こぢ室てづたびこ上ろ

し此の爺だがお手徳するから︑その心

がけの
掛を仲ぱぜノ︑︲一

つ．垣にうろぶしんこのかうじん串へんみ

常に道路普譜を好み︑行人の便を見て

は腕んだ︑夙に子女の歌．養に意を川ゐ

︾よるこつとしじよけうやういもら

じぶんい︐ルノ０１せいせきゅうにいこづかひかにせん

﹁そうだ︑薙銭の謎へが霊れぬ嬢では銭鐙の侭雁に撫では錐に瞬縦であった

ある︒

織雪ｆ暫溺一一ｚ中
ｉ村正宏嘘繍職勘瞬鰯︾鋤瀞哩

慈悲の若芽

だくしさいとき
爾私がわ誠
誇装あった．を智裟墓穂ど自分は溝成篭第一小鍔や︐薯ｌ蕊もやれば

とある松林に年の頃四十ばかりの男等︑賞欣ｆ戴いてゐるが︑先生の教へい上なと畑ぢた時は十五銭渡して︑十
と燦・ふこうひと写フヒャフできが寺﹄せんのこ毒たびだ
の通り︑不幸の人に同附し︑出来る限銭は残して世くんだぞ︑旗立ちなどに

逢んもかへ

約乞蕪灘蕊溌琴さ窪し醤みを篠て濠ることを評掴臓︑一呼やれば樵だなと陣ば三懸

奉乞錘を鵬秘て犀たが一割窪や錘飛譲輝﹂耀耀鍵和雄岬勢郷確坤﹂拒鐙誌か諺嘩諏にし一渓二回は持つ江蒜る孔だぞ︑諺い
とばかり綾けざまに土塊を投げつけ慈剖韮碗に心掛け︑耐愈公北への篇に謹さふ調子︑そうして残金はちゃんと之と

最初の奉仕

らせてじシと燦へてゐたが︑糖て鍛え﹁鱈謎耗馳る熱ぬた︑繊してくれ︑津鍛跨吐江唾酔唾謙州建唾弛襟科を本人

仕た︒告鐸は鎌詠の錘は唯艇ばかりを芯うと蝉く錐峨した︒ら蓋らく認と管ｆるぃけいばんにん

かねて男泣きに泣いた一︲そなたの通ふは僕の恩人だ感謝します﹂

〃がくかうせんせいあはなさ・

灘慈蕊霊溌蕊認識爺偏：冒島留鍔誓舞蕊穏わ

を
しが全
もぬ言
けと叫んで⁝：．．：⁝その夜私は︑その日の出来事をお爺て﹁村の維滴が許さぬ蔦︑理科の器械
教へ
守れ
か﹂

みなさんはな砿︲登︾・く

こ
た私
くの
し肺
は肺
いを
ふ貫
つい
らた
ぬ︑
う内
ちに
ひ潜
そさ
はん
なに話し表函含詣んじんゞや識酢蕊舞を露って癖修ととが昨窄
此で
のわ
一語

とお識澄された︒︒

わ若
か芽めはこ
よに依って︑﹁して其の乞食が恩人だといふのか﹂歩︑生徒辻には甚だお気の毒である﹂
めるじ
慈ひ
悲の
此︸
の﹂
一語

⑨︾じうよくしゆし︾﹂ともに
２慈雨に浴した種子の如く萌え出たので﹁そうです﹂↓
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節
仕 一 奉 約

己は蓮し瞥がわ↑雫もし︽墨§うおく︶ざ﹄んか一んちうかくかうでナう処んかん奪うがくかう

此のお話迂甚じく私の胸臆の琴線中箪校を出てから数年間は小壌校に

らよらくうち金一﹂ん乙︾んもらう苧フかう二けつぐゑつかぜい一言︑一心づがり︒と

ふざつそ︒︑ぢい霧・フぼん
けう手へん全
ひつえうきき
に綴れた︒早速お爺さんに相談して︑教鞭を執ったのであるか︑必要に迫ら
つい

貯蓄
の中から金垂掴を貰ひ受け︑同校れた教具などは自ら製作し自ら求める
ぴびんび
ことつ
おしこけん

ぜきにんかん

に備品費として寄附した︑是れ賞にのが常であった︒おのれの教へ子が喧

かふしやう佐あひ

であった︒

香んぜんみわがたしかろ︸んけつ今﹄う季︸んぜんじうたく

じひもつゐしちわようもと
から自費を以て竪師に治療を求めるの

私が公共の篇に捧げた最一初である︒嘩をして負傷した場合蔵どは︑責任感

わたくしこう今やうため冬上きいしよ

節約開始
わたくし

それから私はつくん︑金銭の有難併し士二回の月給と二回十銭の住宅
かんばんじせつやくよちよちく
ゎやうじずゐひよう砂つやくゑん・さしひ
さを感じ︑悪事節約に依って貯蓄をな料で自炊費用一ケ月約六回を差引け

そ全つ

ぜんりんちよら〃︑

稀一ん

３つと

けつ会よ・︐︑こ

よもくてきぱた
っと
ろゐ彰やもと
し︑それに依って目的を果すことに努ば︑譲り九鱈十蟻である︑衣い類
は親元
せんえんひつか
ぢい
もらあんしん
こ
ゑ
ん
めた五銭の鉛筆を買ふくくお爺さんかから貰ふから安心としても︑此の九回
せんもら
せん
全んそく
吐江は
ら五銭貰ったが︑四銭のでがまんしよ十銭では︑おのれを満足せしむるに甚
遺んちよ〃ゆくやざっししんぷ・んし抵今のはふ︾苧如
たしうにうみち
うこ銭貯蓄︶お草紙は新聞紙で間に合だ不十分であった︑だが他に牧入の道
ぜんちよらく悼めもら
で雪
せよう︵六銭貯蓄ご竜婆さんに貰ったおを求めることも出来ないから︑結局此
つかびらんかしか
塁
ん
登んせつやく牢︽くわつよう
使賃︑お菓子を買ってしまうことはモの九回十銭畦節約に依って活川せしめ
せんらよちくかみくづにい
ぼかふち
ゥよそう︵五銭貯蓄︶紙屑代︑これもるより外に道はなかった︒
か

患ん

逢ん

今抵は

患ゐとうかいにう

うら︑ひ士

おこときか

か

したくっしたたび
粗末にはすまい︵二銭五厘貯蓄︶即ちシャツ︑ズボン下︑
靴下︑足袋

よく怪う壷こ

斯うしてこ回となり三回となってはの類は︑東海道五土ニッギせぬ中は暇
よためあはひとためぼご﹄あるとき
で
世の篇哀れ友人の篇に施した︑或時はをやらなかった︑五士二シギする迄父に
ひ人睡塁にいのうもに
ろうふうふめぐ
餐散に滞納で悶えてゐた老夫婦に悪んは遜畦か擁らしいのを頁ひたいなとい

でやつたとと嵐どもあった︒ふ欲望が起る︒その起った時に︑頁つ

に貯蓄してしまうのである︑一旦別に

たと思って四十銭なり五十銭なりを別

０○○○ぜんぜんへっ
是公金也鯵ｆく
潅
ん
く
つ

いじ卒うこれこう一己﹂ん詠めぜつだいＬ

ようゆろ

こうきん

した以上は一︲是公金也﹂として絶封に私

剛を許さないのである︒
こめにいずこた

可

﹁お米の代が少し足りないから公金を

借りようか﹂

﹁いけません胴／︑﹂

ちょっとぐいゐ罫ぐらゐ

ちょっとぐらゐ

わにくし

三寸位︑一度倣い︲今じゃないか﹄

﹁その一寸位がいけないのだ﹂

斯んな調子であった︒

こてうし

私の節約標語

○⑤◎○

わたくしせつやくひやう一﹂

一︲Ｌ﹂畑もって

ともたず

匿名一ど一︲世の中は鯛ち一軍もたれつもる

これが私の節約標語であって︑私は
かたこれ全もこれじつかう
せつやく
堅く之を守り之を賞行した︑なぼ節約
今んずなはこうぎんししつ陸あひ圭鯉
金即ち公金を支出する場合は︑多くは
とくめいよなかも

うたそ

れい

共に助けあふこそ人の道なれ﹂といふ

奇縁

歌を添えるのが例である︒

かへ町ふぜつやくかいし

厩れば節約を開始してから二十八
ねん瞳うし含んがく乏・地・こつ詮
ヶ年になる︑奉仕金額は三千回を突破

しか

せつやくやつ桧かで合
した︑節約といふ奴は馬鹿に出来ない
塁ん辺ん全い
こじ含げんう全

ものだ︑併しその三千回も二十八年前

全く奇縁である︒

全つ大含舜ん

のあの乞食の一言から生れたのだ︒

答 間 禁 解 金
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金解禁問答
古谷喜
いばじよ

こうしざ主

Ｂ﹁何故そんたお布令を出す必要が

なぜふれにひつえう

香んしはじ全
禁止の始りさ・︲

今みたいしゃうれんおうしうにいきん

あったんだらう︒﹂

こうぜんこぐ

Ｙ﹃君︒大正六年といへぱ欧洲大戦

きいちうご毛んぢ

ユや巳

の最中なのは御存知だらう︒交戦圏は

じぷんこくないせいさん

うへぐんようひんぐわいこぐかいこ

自一分の園内の生産にはかまって届られ

こく

ぬ上︑軍川品避外阿から買込まねばな
くにこく芯い
らない︒どこの剛だって園内にかねと

〆︑Ｐｐ

とっておきたいさ︒かいといって哨園

含んゆしゆつ雪んしとこと

はめひもんだいもんにい

﹁ヤァＹ君丁度よい所だ︒金解禁論を
せ
舎垂ん菅くらにん
一度癖じてくれないか︒僕等との四人

の場合だ︒問題が問題だけに一口には
い

言へない︒金の輸出の禁止を解く事と

守心

をんざんくわやく

畔間では我堂の懐にある五側紙幣や

さいかんわれ︐ｒ︑ふところ産んしへい

でさつきからやって届るがどうもはつ

いゐ

ぬんゆしゆつ含んし

もちろんにぽんうらえいこぐ含んめづ

持出を禁じた︒世界の大概の図は⁝⁝

もちにし今●言んせかいたいがいくに

きんたう竺じぷんくに含んりうしゆつ

五十銭銀貨では役にたＡない︒そこは
い全

Ａ﹁あっけないな︒金輸出の禁止を

金の尊さだ︒自分の図の金に流出され
えいこぐ舎人
こき
ては困るといふので︑英刷がまづ金の

と

解くことが︑今やかましく言はれて届
みけんざい含ん姉しゆつで守
るのを見ると︑現在は金の輸出が出来
たいしやう過んい土

をくなってるのだね﹂

じつさい

一︶

らちにし

しがた含ん

くらとざでくち

じ

分の凶で賀ひ込む支挑はつけなければ

ぷんくにかこしばら

がもって来られなくなったからとて自

ことば

ておいたのだが︑英醐でパッタリ持出

えいこぐ

勿論日本もその内．：：．英幽へ金を預け

たいしゃうねん

Ｙ﹁さう︐／１１．大正六年⁝⁝今から

含んぢ雪んゆしゆつ

た堂雰ばくらにい

む

ひかくてきせん客うと陰

こぐない含ん

茂らぬ︒はいる口を閉されて出る口を
会︸んしおた

臣の許可を得くしと言っておいて賞際
空．︾よか

許可しないから禁止と同じことだ︒⁝

も人寺へいき

明けておけば︑園内の金がなくなって
かくこく
しまふ︒これではならぬと各国もパタ
今んくわ

ノ︑門戸閉鎖をした︒比較的戦争に遠

客種

毒曾んゆしゆつ

いふととが定められた︒これが全輸出

：．それと金貨をつぶしてはいけないと

じんきよかうい

いけないとは言は左かつた︒唯大撒大

い

れん韮へ

﹁エッ解禁論︒珍らしい所で︑珍らし
もんにいけん秀うこのところ毎﹂ふ
い問題の研究だね︒よし好む所だ︒誰
等の方から質問してくれ船へ︒わかる

を勘ってしまったから仕方がない︒金

らばうしつもんた士

余地金を輪州してはいけない：．⁝尤も

もう十一年も前になる︒大正六年の九
ぐわつ諺嬢くらしやうれい
できんくわ
月に大撒省令といふのが出て︑金貨や

こに

にん・あひにうしら

くはばんくはきた

四人の間へはいってＹがすわる︒後
る︒

には鍬が五木︑桑の木に立てかけられ
客つそく含んめしゆつかい

Ａ﹁では早速ながら・・⁝・金の輸州解

禁とは一言にして言へば何の事かね﹂

舎ん一﹂んいなんこ陛

もつと

だけは答へるから﹂

は陽炎がもえて居る︒
かい費入るん恥づとこみめづ

か昨ろうゐ

て呼止める︒案には雲雀が鴫り︑地に

よびとそらひばり毒へづち

年︑畑の一隅に車座を作って談じ合つ
る
てうさと農みと
て居たが︑丁度通りか上りのＹを認め

にん世い

いったらどうかね﹂

Ｙ﹁白く恕か︒は上とれでは孔子様

次

きりとつかめない︒﹂ＡＢＣＤ川人の青
也んぱたりナみくる心幸さつくにんあ

くんてう宮とこみ含んかいきんろん

代

ぐ

◎の
Qノョ

答．問禁解金

みわねｐｒ１らきつうらこの

ずなはつうくわしうしゃくずばあひ

る︑即ち通貨が牧赫し過ぎた場合には
今一ん敬．めがぐわいこぐとうし江が
金利が上ってくるから外国の投資が流

画ぺい三く含んし

て見よう︒我を︑持つ札の裏には︑此
け︐廃ひきかへごんくわ法んゑんわにむ胞
券引換に金貨何側を渡す旨がかいてあ

出は促進されて︑令が次第に我幽に戻

ぎかつて居た米園堂でが禁止してしま

らう︒我々にとって見れば︑一堂金貨
ひ壁かへゆひつえうぐ
に引換に行く必要もなければそんな愚

いふのであ一る﹂

り︑物慣低落といふ現象も恢復すると

つたので為隣の日本もそのまねをした
のだ︒
い含んしし知槌ん

ものにぼんざんかうある

書・︽﹄〆︑わ

てい宮含んくわ詮だ含んぢ書んひ雪がへじゆんび

＆

調帥力を持って居る事を話したのだ︒

てうせつりよくもることはな

Ｙ﹁これは金本位が物腰の上に月働

含ん渓んゐ球つかうへじきう

Ｂ﹁なる程ね﹂

僅鍔

ぶつかていらくけんしやうくわいふく

しゆつそ今．︑しん含んし庭いわがくにも夢

れこむ︒篤緋開係も良くなるので︑輪

か注昔くわんけい上ゆ

みをんさうだめしかた
Ｃ﹁して見ると戦争の篇︑仕方なし

をする者もない︒だが日本銀行では或

と芯りに震ん

かう言ふ禁止手段をとったのだね︒こ

程度の金貨叉は金地金を引換の準備と

きんし宴かつ︸﹂う話こ

われノー︑み雪ん︒．︑わ

れを禁止してはどういふ不都合が起る
か．．⁝・﹂

いよノーもんだい鰹んずぢｇ

Ｙ﹁愈々問題の本筋にはいって来た

してもって居なければならない︒金貨
にくさんたくざんさつにことで
が津山になれば津山の札を出す事が出

舎ずくなナこほつかうで含

来るし︑少くなれば少しきり蕊行出来

に隙んくに含ん隈人ゐ

ね︒みんな日本の図が金本位だといふ

篤替を例にとらう︒抑も：⁝・といふと

ぐわいこぐかはせ

金庫に除り津川金貨や地金銀があり過

ば震替銀行へ行２Ｌ篤舞手形を買って

かはせざんかういかばぜてがたか

恩ふもの・・⁝・多くは輸入業者だが︒⁝・・

汚も窮似ゆにうゆふしや

うとするものさ︒外幽へ金を逢らうと

ぐわいこぐか紅諸く

に︑篤替手形を使ってその手数を省か

かはせてがたつかてすうは華

は一堂外岡と金のやりとりをする代り

ぐわいこぐ訂越かば

お里け君

大袈裟になるが⁝・・・外図篤替といふの

かはせれいそもそ

それには︑日本と一番闘係の深い封米

にぼん瞳んくわんけいふかにいぺい

こん雪かはせうへてうせつｂよくかんが

今度は篤稗の上の調節力を老へよう︒

灸ん観んゐめうみ

失はれるに至ったのだ﹂

きた父

Ｄ一・余本位の妙味といふと？一

こん写ぶつくわめ全きがす

で曾

ふんかうみぜんしやうこうしや

うけと

かば世てがたかば世ざんかうか

りたいもの⁝⁝反封に輪州業者：．⁝は

ばんにいゆし畑つゆふしや

逢ってやればい上・叉外剛から金をと

おくまたぐいいこぐシ・煙

篤替手形を篤替銀行に買ってもらつ

安くつくから︑溌入が増してその支沸
ため含ん華くひつえう含んなんら

もの︽忙買ふより外固のものを買ふ方が
や
すゆにう全しはちび

かぐわいこぐかばう

のを頁ふのには除計のおあしが必要に
十推はぶつか占う雪ないら
なる︒即ち物債が騰貴すると︑内地の

あしの値打が下がる︒従って一つのも
かよけいひつえう

通にんさしたが

舞俊

ぎるからだ︒おあしが多くあれば︑お

含んこめ全たくさん含んくわぢ会ん八︑ナ

ゐかていに侭んざんかう

ところに栓んつうくわあ念

遊いのだ︒所で日本に通貨があり除つ

奇んぼ人ゐくわんぜんため含ん

ゑん尋まゐこと

じゆん会んふんもつ

事ば知ってるだらう︒純金二分を以て

て居ろと侭定する︒これは日本銀行の

ことじ

一回とすと定って居る事がそれだ︒そ

じゆういこみ

してこの金本位が完全造る鴬には︑金
もつとじゆう
といふものを︑最も自由にしておくと
ひつえうこと含んくわぐわいこぐもちに
とが必要だ︒殊に︑金貨を外閣へ持出

してもかまはない︑自由に錆つぶして
じゃうけんひつえう

もかまは底いといふ催件が必要底の

てしまったのだから︑金本位は破られ

合んぼんゐや蕊

お僅くらしやうれい含ん
だ︒それを大破省令でこの二つを禁じ

わＵ書ん栓んゐめうみ

て︑かねを受取ることが出来る︒これ

た鐸だね︒だからして金本位の妙味が

の蔦に金を送る必要がある︒金に何等
せい雲あろてい署象でむわしこぐだが
の制度さへなければ或程度迄外国へ流

遼銀行から見ると前者には寅り︑後者

夕一

ってくる︒今度は物債が鈴り下り過ぎ

れ出す︒するとそれにつれて通貨が牧
し
ゆくすぐなぶつくわさ
紺し︑おあしが少くなって物価が下が

うしないた

Ｙ﹁まアゆっくり聞いてくれ給へ・
含んゆしやつじゆうはめひわくにれい

つうぐやしう

金輪州が自由な場合の我が国を例にし

答間禁解金
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写る言ろ

おく

ひとがはせさう律み

を進らうとする人が篤替相場を見て︑

かきうばすなはたて泡

四十江弗が五十弗になったとする︒と

かはぜかいて土かいて筆

はじぐわいこぐひんていか宮ら

かい

すなはわりやすてい

かはぜ言う

ぺいかはせ

たいへん苧へんりあだ

要るはん

じにい
Ａ﹁あ上それでわかった︒一時は封

ることになるのだ﹂

健うえ壁抄ふしや

かはせざうば含ん知しゆつゆんにうてんゆにうけんにう

ぐわいどく含ん
み全みがゐ
に除り上がって居れば︑外図から金を
おくもちはうこと

かはせかおく

からは蹟ふ︒だ からその相場師ち建値

の場合日本の輸入商の立場になって老

除り下がって居れば︑篤替を買って途
にぼ人ざんかうきんかもら
るよりも︑日本銀汀から金に換へて貰
これおくばうめすめがけん仁い
って︑之と送った方が安上りだ︒反謝

ん

へると︑一初めは外国品定債四十五弗の
てう菩蕊んか
こん酵

︾か

ことで今

ゆにう韮

ずたはえうかば世さう金

ゐ

には二種あるわけだ︒そこで輸入が多

ものが丁度百回で頁へたが︑今度はそ

てがたあがい掌土で葱ん拝ろ︲

かこん吾ゑんやる
せつめい

まかば征さうばめかはぜさうは

こと

金本位が完全だったらこんな事にはな

舎人俣八ゐくわんぜん

米篤替が三十八弗牛にまでなったね︒

しにい今んぼん

位の常道にかへれ﹂といふ笠即ち金解

こと

増すと篤替相場が上がる︒篤替相場が
心ゆにうつごう
ゆにう＆
上がると輸入に都合がい上︒輸入が増
かはせさうはさが
すと篤替相場が下がるどいふ事にな

は歩

Ｃ﹁成程加白いものだね﹂

いか

ら蔵かつた筈だ﹂

Ｙ﹁今のは篤替の説明︒これに今度

なろぽ寺診もしろ

ワ︒﹂↓

あ窪き

くなると篤替の買手が増す︒買手が増
ものめたひあが舞江ｂくつかはせ
せぱ物の慨は上ると同じ即浦で︑篤替

の五十分の四十五即ち一割安で手に入

逢って貰ふ方がよい事になる︒そこで

かやうけつくわ

かんが

手形も上る︒今迄百側で五十弗のもの

れる事が出来る︒そこでどしＩｆＩ買こ

篤替相場は金の輪川現道鮎と輸入現道
てんめひ型へん砦うかぎ
熟との間を愛動するに限られる︒これ

ばんにいゆにうまう叩て
る︒反封に輸入が増せば責手がふえ︑

ところぱ注はおもしろてう緋うりよく

かばぜさうばさ

唾あびにばんゆにうしやうたら瞳

が頁へたのが今度は百回で四十江弗の

むだらう︒輸入が増すだらう︒鱒替相
はきが
．わけ象たもと
場ば下がるだらう︒といふ鐸で叉元の

が貿易業者にとって大愛蔵便利を典へ

知にうおば

ものしか買へ砲といふ様な結果にな

説明へかへる︒即ち要するに篤替相場
さがゆしゆつつごう
いしゃつ
が下がると輸出に都合がいｌ︑総出が

したが泡にんきがごろ言ろ
やうがはせざうばあが
従つ一﹄値段が下る︒鵬十五弗が五十弗

となる様になる︒これで鱒替相場の上

さが

り下りはわかつたらう﹂
・四人﹁わかった︒わかった﹂

﹁賑で甚だ間白い調節力がこ比に
そ存Ｙすん
ゆにう診厘
るのだ︒い上かね︒輸入が多くな
ったとする︒篤替相場は下がるね︒五

禁諭が起る評だ︒鍾態な金本位︑篇に

いぷ上でにほんひんしやうふ腰恵ん

宮ろかことぐわいこくじん

ｑ︑︽

凸畢押﹄︒

含ん僅んゐくわんぜん含ん

ぐわいこぐしやうゅい

い全の札や︒かはせさうばへん︺︑う

含ん低んゐくわんけい

︲へん影う

なかノ︑こんなん

移ったい

しわく

もつにん

い

ごゑず姪は今んかい

したが蕊つ

か唯査ざうばちょっと

めがさが

かい含んにんかう

に隈ん

てん

にいこ﹀

る︒又世界の大概の図は皆刺営の努力

全だせかいたいがいくにみがさうたう画りよく

かあんてい

迦貨の訓節がうまく行か歩︑従って物

つうくわてうせつ

きんろん労こわけへんたい今ん倶人ゐため

ゐじゃうにう

Ｙ﹁如何にも︒こんな次第で﹃金本

＋弗から四十五弗になったとする︒と

は金本位との関係をつけなければなら

償も安定しない︒篤替相場は一寸した

こん営

の時外函人が日本の品物を賀ふと考へ

蔵い︒今誕べた例で認漁港相場の鍵動
を四十万弗から五十弗と言った︒がと

思惑でピンーィ︑上ったり下がったりす

し
ゆつけつくわゆしゆつ
出がふへるといふ結果になる︒輸出が

い象かば管ぜつめい

れば︑今迄日本品正札百回のものが︑
琴ろにお
五十弗出さねば買へなかったのが四十

んなに鍵動があっては︑外国との商費

曾ろ評ろ

さかんかにばんかゆゆ

は仲ぞ困難がある︒金本位が完全で金
らちだしじゆう
へん毒うこと
の持出が自由ならこんなに蕊動する事

を以て任するとの日本が．．⁝・といふ軸

をして解禁を断行した︒それを三大閏

と含ぐわいこくじんに桂んひなものかかんが

は磯に買ふだらうし︑日本はお蔭で輪

五弗で買へる事になる︒そこで外幽人

は絶封にない︒どうしてかといふに金

かはぜざうばあが

ふえるとなると︑篤替相場は上るね︒

肱きばやかい雪ん

かい今んろんシ二

に

仁ぜう

おくぺう

にんたちめが彰喚めし糸とおも釦も

たか

が一局い・︵了︶

砿

ぱうこうしるゆそらひ

五人が立上る︒大きな足跡が恩ひ恩

たぜうくつう雪生

は多少の苦痛を及ぼすだらう︒多少の

ふけい奇ことわ心ｐｆｌくわくごひつえう

ひの方向に印せられて行く︒裳には日

いさぎしれんう

︵窃衣罷官一律之高談︶

含耐泊翁西村大先生
二十八回忌辰恭賦莫

啓沃幾年侍紫哀
講忠報闘至誠身
天嬬木鐸各州遍
手栽樟松諸道伸
弘道七句五姿葛
昇天二十八秋春
江西書院博千古
都北養源仰聖人

曾祁西村藤棚先生の多まかり
絵ふ明滴三十五年の八月十八

一・絵ふ口明
五恭
年位
の御八
走滴
追三
起十
して
供月
へ十
ま八
つ

一転銅鈍雑旅窪麺誰蛇詐砥︑

謹江小笠陳郡根草河

一睦冷群雑秘跡雫暗池認はれて
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不景気がくる事は︑我鐙も畳悟が必要
くつうよさう
だ︒だからその苦痛を諜想して︑それ
たいさくじゆみび竺疾
くつう
が掛策を準備し︑叉なるべくその苦痛
すぐやうしめ槌んかんが
を少なくする様な手段を考へること

含うロかんがい士われ︐ｆｌしれんとき

が急務と考へる︒今や我袋の試練の時

またひてつぽう

だ︒潔よく試練を受くぺきだ︒臆病で

置くおもかい舎んはや

あってばならないが︑叉無繊砲であつ

てはならぬ︒僕ほかう恩ふ︒解禁は早

おぼずぢ

あせ

I

からも解禁論が起る﹂

Ｄ﹁それなら何故早く解禁し近いの
いま上でわけいきいかいと

しれん

ばやためくら
くなすべし︒早くなす篇には口ばかり
さわじつらじゆんび

ありが嵩ところわｎＦｒ︑こくみん

ら師がわれ︐ｆ︑く瞳

あごで砦やうき

たつ有難たう︒我冬も鍬をとるのには
り合ひが肌来た様遊気がする﹂

一

だらう？﹂

辰んざいかい

Ｙ﹁それはさ︒今迄我が維湾界は兎
かくへん淀墜Ｌ念ビやうたい合
も角も鍾態的な歌熊になれて来た︒そ
とつじよかい釜ん世いくわながに銘つ
れを突如解禁すれば正貨は流れ出し物
かざかはぜざうば含うめが
慣は下がり篇替猟場は急に上る︒その
えい書やうところにつにぽんぎんかう含んこなか
影響する礎は賃に日本銀行の金庫の中
われ１ｆ︑ふところ正か
から我登の懐の中までだ︒だから日
はやしれんとつ陰ぜいじゃうじゃうたい

本の財界にとってこれがよい試練だ︒
かい含んそくかうろんこれ

でわい︐ＩＩ騒ぐより︑賞地にその準備

たちかへ

早くこの試練を突破して正常な状態に

にいそしめと︒どうだね︒大筋はつか

じゆんぴ

四人﹁いや有難う︒所で吾を園民と

めたかね︒﹂

立還れといふのが解禁速行論さ．之に
ば人にばんはいさいかい仁いしんくわさい鹿いさう
反して日本の経済界は大震火災で大創
凸うぎんゆう
め錦ら
漢を受け金融パニックで油をしぼられ

しての準備は？﹂

けんこうにい

われノー︑

Ｙ﹁夫は勤倹の二字に蹄する︒さア
全たくは

にんじ笠うこくｂよくじうとつ

はたけたがや含ん矛いきんじゅん

〆︑争圭

Ｉぜはところ圭び

さ︒さァ鍬をとらう︒﹂

備であり︑一任務だの要は剛力の充賞

び

それ含んけんじき

まだノー︑しっかりした健康磯にかへつ
い窒誹いきん

叉鍬逓とらうか︒我をがかうして汗を

ゐ

て居ない︒だから今解禁をすればそれ
たいへんじげふ
だ且にぼんぎい
こそ大憂︒事業はパタノ︑倒れ日本財

こやしに畑を耕すのも︑今解禁の一準

かい含んしやうさうろん

かいあくこく

かんが

界は晴黒になってしまふと考へるのが

いけんちが

Ｂ﹁左ろ程︒日本財界の現状を加何

哩雪に樫んざいがいいんじゃういか

解禁尚早論だ！一
しんきつ

たうし共

に診察するかによって意見が連ふのだ ５Ａ﹁忙しい虚ぞ呼とめてすまなかつ
ね﹂
とかくかい会．ん

Ｙ﹁兎に角解禁をすれば︑その首一利

守 へ 一 一

一●､垂へ錫・戸‑〜亘〆一
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答 間 禁 解 全

客ひ雁がのけんうへ肥しうへ胆逢うがくでうぐんにう

おばザとをし

らく掌かは炉舎ううじゆんしょく

︵美談その十七︶

﹃︑煙退冒

弔うたり

にうじゆんしょく
僧
の殉職した振翫訓鍵睦展畔が雛

やうやく探り鴬てた様な誰である︒

にまち⑭の︑①⑥なんこむろしやうけ身

ねんかんじけつせ含しかざいゆうとうぜいせ含

川町小背勝減氏の二男で︑小諸商業を

かうそつゆふじゃう身ようとう含やうにいざんかう

五ケ年間無嫉席︑然も鮫優等の成繊で
幻と侭Ｌ・﹄さいたいしゃう虹ん再う
押し通した秀才で織る︒大脹十四年同

＆うしょくかじつ写うきくねんぐわつ

枝を卒業し︑ｔ京して東京第一銀行

しうしょく今Ｌようかけいめ念ぬたか

に奉職したが︑家事の都合で昨年六〃

や君＠の③うへ艇かうとうじよがくかう

就職して蹄郷︑家計が除り蝶でないた

六︶の畢賛汁一袖給するため︑本年三月

め︑優しい小菅氏は上川商等女畢校三
抱八ぜいつうがくいもうと⑦⑦③
畢生に通熱し一﹄ゐる妹の千代江口
がくし僅舎うぼん処んぐわつ

から上田小単校の代用教員となり︑高

こずゆ

冊訓導の手で救ひ上げられたが︑小背

しうしょく廷わ非いつざ番い

とうぐわ〆弛んしやうがく上わたんたう

うへにせうがくかうにいようけういんガう

訓導の藷は再び浮き上らなかった︒そ

等科一︑二年商単科を推営してゐたも

しだのざんかう僕んてん痔んＵ

ので︑就職後僅かに一ヶ月でこの犠牲

となったもので︑信濃銀行本店に勤務

らに①②⑭③

先づ上川稜からは杢職﹇員︑高一︑二年

してゐる兄倉三郎氏は︑
とう寄ようかへ含

東京から蹄って来たばかりで︑こん
こ
とかあいさうめづか

な事になったのは可哀想ですが︑預り

こぷじ十くこど忙にぼん槌ん
子を無事に救った事は何よりで︑本人
ばんぽうかな

ことばゐ

の言葉をもらして居られたさうであ

もさぞ本望でせう︒と悲しいあきらめ

ほゐいたけＡじゃうかりうやくけんうへ

在に努めた結果︑翌二十近日午後二時
うづ士炉ぎりう

市柳原︑砥石禰重少年が一寸したはづ
あしふ

釦ちこみつ会そ・・い

つた小菅武夫︑恩田安信賑訓導はその

●︑⑭③①︑④②帥よ・甜・ｔ︑ん沼う

に溶込んだ︑それと見るや付添って行

ごにうと苫せいこ十参〃︑んにうし
此の尊い犠牲となった小菅副導の死

うつＯ

みで足を踏みすべらせて︑渦巻く激流

さつとけつくわよくにちごｒじ

し︑夜を徹して六百名が恩師の死需捜

の柳原侭からは︑青年達が裸馬に一鞭
たに
くれて駈けつけた︒そして炊き出しを
よるてつめいおんししたい港う

やなぎはらくぜい迫んたちばにかう韮むら

にんぜいとめいゆんじゃう宍一うかうやじうぜう虹ん

男生徒四百名が現場に急行︑蝿亜少︸年

けいしゃうらんにふ今ん坊よし肱い

くＡにうナがたふだ上うめが

とで警鐘は矧打された︒附近及び市内
せう仮う缶いぜうねんくわんいんひじやうせうしう
の消防隊︑青年曾員は非常召集入れた
全うへにかうぜんしよくいんかう︑ん

にく人にうて十くみ

ともしづ客いばひしやう迫んお人

恐盈うずく仁正とこ

者

危急を救ふぺく直ちに飛び込んだ︒す
こナ妙くん程うやじうしやうれん
ると小管訓導は聴重少年にからみつか
から鰹じゆううしなり
れたために︑身胎の自由を失ひて二人
共あばれ沈んだが︑幸にも少年は恩

託

牛に至り︑現場から下流約三十間︑上
稔しふ今．ん少ほそこしづ
︑くみ
川嬬附近の河底に沈んでゐた︒小菅訓
掌の詔織を泳鍾が癖避奉跡訓率か鯉で

しやなぎはら①●●⑥しやう皿んちょっと

る丸木橋にさしかＬつた︒その時上出

市外小牧地籍なる千曲川にかＬってゐ
念ろきはしときうへに

しぐわいこま毎﹄らせきらく詮かば

枝高等一年生の遠足曾の蹄途に︑上出

かうノ︑ｌとう虹んぜいゑんそくくわい会とうへに

このじけんぐわつかもよううへ腫
此事件は四月二十四日催された卜川

多大なる感動を典へたのである︒

仁艇いかんさうみた

はんとして︑千曲川の激流に殉職し
じりんかつ全つもと︒§んにうおのくんにう
た事件は︑曾ての松本訓導︑小野訓導
ＦゆんしょくまぜんけんかひとＤ〃︑
の殉職にも増して︑杢蛎下の人燕に

へ子高等科一年生砥布州蒐︵一四︶を救

こかうとう・●︑わ焔んぜい参︒⑧①ずく

小菅武夫君︵二三︶が︑溺るｉ愛しき教

●●⑧②③

去る日長野聯上川市上田小肇校訓導

殉職訓導小菅武夫君
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号たがのけんらとさつ手宅くっへにしおも心

Ｐっなみこずひくん鰹うさう誉さいぷんきう

ある壷いか︒

かつ込屡底しちょうめん珪咋したこずゆくんだう

き︑蝶股市長の案内で親しく小菅訓導

を聞いた長野媒知事は早速上田市に赴

因に小菅訓導の葬儀に際し︑文相の
てうし番ごと

ゐそくゐもん菅フ．Ｌん苧フかうゐけういく

の撞族駐慰問し︑同訓導の行篤は教育

かい庭いけうぐんずゐしよう︑れいぜん

句佳つにうぐ老い︾﹂うきょう
に理髪道具一切をかつがせて︑同協
くわい湾とづめさじゆうがにじ

倉を訪れては︑朝の九時から夕方五時
かみそりう雷てぜわ
評ろ
頃まで︑バリカン剃刀を動かす手も忙

故小管武夫氏は昭和四年四月二十四
か言うかうええそくＬわいきよかうさい
日同校足遠曾の塁打せらる上に際しそ

しかりん且うしうう
ろ︒然も一厘の報酬も受けずに︑﹁︲ま

あ陰もうじんたらめいてせけん隆なし

界の一大教訓であると推賞して︑嬢前
かんや含なみに涯がはうこ淫い
に感激の涙を流した︒一方此の大なる

の婦途児童のあや毒２Ｌ千曲川の激流

たとの次の休みに：⁝・⁝﹂と闘って行

さつそ／︑し．さんじくわいがくむいいんくわいひら

がうさうよさん幻我てうゐ雪ん．詮んゐ壱く熱く

塞ふ今ん卦江おもでほ

てんらく

かかｎぜんしんてい

仁よ

しよくせ母つく

倉うじよ宝もむついし表く・じゆんいた

︒Ｌんぎせい

文部大臣勝田主計
の記念品

全づうへもうもくみばひとＪＦ︑しう

誕一品Ｊ

貧しい上に盲目の哀れ蔵人常を牧
みさくさしがし区んがんじぷつがん含ようくわい
容してゐる浅草東本願寺の悌眼協曾
くわいゐぢひこまたりから己
では︑倉の維持費にさへ困る折柄︑子

言もちう泡んよめい３Ｄうじんたちｈ︐はむ

いだかた

びと

︾﹄

相談して居るとのことである︒此の理
ばつや︸﹄となうろばこ上ろ誕
髪屋の如き︑何んと麗しい心根であら

さうにんゐこり

から五銭宛を川して貯金し一Ｌゐるが︑
法に含れん章くもの
くれ
暮になったら何か記念の贈り物一和一もと

せん空のて胆ちよ箸ん

達は一度刈って貰ふ度に︑貧しい財布

たち害かもら︸﹄迄弓つｇいみ

何とかお鵬の心までと︑この噸は盲人

なんれいこＬろころらうじん

ても受取らぬ必で致し方が底いので︑

うけと

のではないのだからといって︑何うし

も︑理髪屋さんは︑金儲でやってゐる

句ばつや﹂才迅もうけ

すこか弧と仁の

き嘗く
むれうめ注諺にな
無料では除り仰が何んでも気の毒だか
ら︑少しでも金を取ってくれと頼んで

して呉れるのである︒私も盲人達も

わたくしもうじ人たら

何のゆかりもないこの人であるが︑
や
うつ含智こ全つた

たん

つぎやすかへゆ

をしながら︑六十除名遂世話して居

よめいせわみ

しく哀れな盲人達を相手に世間話など

ショク︑貴い教訓を受けた上川市では

に鱒藩するや敢然一身を挺してこれが

ノ︑のである︒

弔詞は左の如し︒
●①⑧●③②せうわ過んぐわつ

早速市参事倉︑畢務委員禽を開いて︑

救助に赴き途に職に殉するに至れり︒

か様に月に二度づ奥来られては︑全く
ほうしうて＠全づひとたちｂはっ楓ご
奉仕的に貧しいこ上の人達に理髪を雌

いだＬかひめんこす歩くん雁う・・うへ

念とじ浮う

校葬諜算及び弔慰金一千間を遺族に贈
ことけつぎさらぜんしふんこ上ろ
る事に決議し︑更に全市民が心から巌

これ一身を犠牲にしてその職責を識せ
ものまことききかん
る群誠に世の懇鑑とするに足る︑依つ
きんぷうおく
ひやうしょう
て金一封を贈りこれを表彰す︒

たふとけうぐんううへ雁し

る寄附金によって︑悲しき恩ひ凪の場
し﹂ず動くふ一か瞳んじゆ︐坐しよく急ねんひけん進つ
所千曲河畔に殉職記念碑を建設するに

六十名の盲人からお鐙

めいの錦人しやう︲こぐ一助

筆となった﹁本願﹂と題する︑人間本然

ちく全がはけ身りう

至った︒而して碑面には小菅訓導が上
腿
せいれんしよぱか香つ
田声年誌に寄せて︑それが計ら赤も絶
ひつ隠人がんにいにんゆん僅んぜん．
の愛孝一述べた文章をそＤま上刻し︑裏

あん︾︲うぐんにう匿う世含ろくば訓

面には同訓導の功績壁鋒する筈である

雅黛こたふとぎぜいしゃゐがい全と

惟ぴらふくらみめけくつじ

といふ︒尚此の貴い犠牲者の遺骸に鰹

ばれたろ脊庚服︑編上靴︑三時二十Ｕ
・
ふんとうで琴けいぜつ

月二回の一公休日を割いて︑四人の弟子

つきくわいこうぎうびざにんでし

妻きよせといふ奇特遊郭髪屋夫婦が︑

つき含とくりはつやふうふ

並に同顧松葉町二︑八重床の千葉正平

こ入雲うぐ全つ睦らようや患尋こ④③③⑥

にと庭あいさ全

分で止まってゐる腕時計をはじめ︑絶

までは手が届きかねる有様であるが︑

供から中年の七十除名の盲人達の理髪

ひつかん苧ブ毒んずゐきいシわとう毒つこうかいうへ

華の感想文︑水彩霊等は追て公開の上

今ううへにじゃうしやぐら韮いて・一ノこくわん樫をんうへに

醤上田城剛櫓前徴古館に保存し︑上田

し樫こえいきうつ仁
市の誇りとして永久に僻へることとは
犀んうろいぎぴ胆ん
なった︒何と美はしい生きた美談では

砂
金

集
認7

きいらようたの

ち侭けんら陸ぐんつに迩生公一畢函おぽくぼら§

千葉螺千葉蝿津川沼町大久保三一目

ちようなん②のｅ

長男大太郎︵六つ︶の成長を梁しみに一

兵軍曹足立岡四郎氏は昭和三年四月よ

かくごととんししやいんにいもとえ

生懸命に稼いで居たのである︒所が昨
ねんおつ念
ぐれつか
年も押し詰った十二月の六日といふに

奉職中のものであるが︑同訓練所は従
恭娠もすれば雌雁蓉症液揖であるとこ

帝大屋を救ふ町雪の美肇
とう含雅︽うし低んごうぐていにいゐがらん込尺ていにい

ていにいやしやう

やたいみき

東京市本郷侭帝大赤門前に︑帝大や
かうがくぜいこきやくゐやごフ
ー高の畢生を顧客として居る家続を

や

もはやいくにら十がた

きったと

り

おっと④④①とつぜんのロうひんけつしばる

けいつう肱や

たち似ん言うめちよう︑わいきうきいかたたの

はうくゐみかきんじよひ産

し鮮上んせいくわつひはじよとうけつぎい畢一

ひきうつ↑

しんけいつうぢりようとうこと

敷金︑生活費の補助等を決議して今ま
ずゐぼんごう︒め
め
で住んで居た本郷六丁目から五丁目一

江に引移らせて︑脚維痛の冶擦等︑事

しよしゑんじよ

からにやうやよ

へいぐんそう⑪①①③④⑧ぜうわ渥んぐわつ

下騎兵弟三聯隊第三中隊剛鵬の課備騎

つに麺まちようりつきい燈んくんれんしよしばういん

隙うしよくらう

春うぐんれんしよじう

り津川沼町立青年訓練所指導員として

しこれいたうれとんじ津ぼ

ふんこつきいしん全つにしんしょくわすしゆくや

そこうじやうぺんれい評りよくけつくわこ通つ

こうぜがせきめう

いにこと

誠に燦化されて︑今では賞に螺下第一

蕊んしうしやうしうちうと含ごと小ふむじ

の好成績幸一畢げ得るまでに至った︒殊

ごうくんれんじよ

に淡脅召柴中の時の如きでも︑業務時

間からの寸暇をも惜しんで︑同訓練所

かんずん・かお

かよぜん卵よくかたむしにう栓うしん

年である︒

盗ん

れノＦ１の僚目にあてて懇罵迂る表彰
＆こと含とくぜい
をうけることとなった︒誠に奇篤な青

じゃうちくこんとくひやうしょう

津ことざいごうぐんじ人含かん

ありきみこのａ↑恥とくかう

に通ひ︑全力と傾けてその指導に捧身
こ幸ソ

空に面倒を見てゐたが︑諸氏の援助は

にほんにいが色世い︐こ浄ら

しょ

するといふ有様である︒此稀な篤打は
や仁いに

うら舎人じよ

わけ

ので︑またノィｌ屋墓を出させてゐる課

その効ありて︑身柵も漸く快く蔵つた

かいがり・

ラつ０

青年訓練所美談

二階借をしてゐる日本大豊生は︑子供
せわやたいぐるまひ
とうそ
の世話やら屋峯車を挽いてやる等︑其
とくかう舎
ものがた
の篤行は聞くもうれしい物語りであ

である︒特におつるさんの家の近所に

とく

楚に在郷軍人の懸鑑としていつしか所
をくれん仁いもようおよびら唾けんらじ象でたつ
馬聯隊長及千蕊螺知事に迄達し︑そ

ルーめんたうみ

か雪へいにいれんにいば唖ちうたいはいをくよび奇

夫庄次郎が突然鵬灸血で死んだ︒赤を
がんぜんしかかせひとし
目前に控へて稼ぎ人に死なれ︑二人〃
こ評もかＬしかたう
しん
子供を抱へて然も鴬のおつるさんは榊

ろから︑氏は之を痛く憂へて︑文字通

あめよかぜよやすこと

﹁帝大屋﹂と稲する﹁おでん屋蔓店があ

はる

る︒雨の夜も風の夜も休んだ事のない
ことし
とのおでん屋が︑どうしたことか今年

しやうゆんめいかせゐ

紳揃に悩むこととなったので︑全く途

り粉廿砕身︑全く寝食を忘れて︑夙夜

がたこと

う︒斯の如き篤志者は現代に需めて得

方に暮れて居るの咋一見兼ねた近所の人

其の向上勉卿に努力した結果︑斯の熱
せいかんくわい全じつけんかに呼

いんぜんこのていにいやゆづう

鐘ころきく

難き事といふくしである︒

達が本郷五丁目町含に救済方を頼んだ
ちょうくわいさっそくりんじそうくわいひらやらん
町曾は早速臨時紐曾を開き︑家賃︑

み

ぐらゐをんなこ

じゃうれんがく世いたらいづ

の春になってから︑最早幾日となく萎

かぢ更う

を見せないので︑常連の畢生達が何れ
ふ
しぎゐ
そご
も不思議がって居た︒ところが其の後
めひやつかかみさん
の或る日に病み疲れた内儀があへぎ

さいぞとここあとおみせ鹿

ノく︑雌搾をにぎり十位の女の子と︑五
ひじやうさじよるしよぜい

六歳の男の子が後を押して店を出した

守ふ

ととがゐり︑非常にまい夜などは書生
やたいひく
さんが屋豪淀挽いて来ることもあるの
みだへん

つま

を見るやうに蔵つた︒そこで皆が﹁鍵
おもゐめろと命じやうれんり
だぞ﹂と思って居た︒或時常連の一人
じ瞳やう善
やおかみ
が事怖を聞くとおでん屋の内儀さん
の①⑦①⑧

は小池庄次郎︵五五︶の妻つるといつ

て︑五六年前に此帝大屋を譲り受けた
ふうふちょうじよ②③
ものであった︒夫婦は長女初枝口こ

38

題問の養修と人需働勢

もん源い

にいしやらうりうかい今う

傍働争議は過渡期にある我が国が直面せる最も深刻な一大
こいい津で
もんにい
しばんかろうごうしゃさうごたうめん
問題であります︒之は云ふ迄もなく資本家努働者相互の常面
しよいうばうめ．んじうにいえいきようこうＵ

にら

の問題であるのみならず︑第三者たる中流階級も︑これがた

かんがふきうぎくわらうひとたらさうご

しんかう瞳凄胆いしやしゃくわい

厳どから考へて見ても︑争議の渦中にある人達が︑零議その

ついこうＵとんちゃく

きうざ健んらい

ものの進行がどれ程第三者たる耐含の人の迷惑となるであら

うかといふととに就て︑一向に無頓着であります︒争議本来
いぎとかくぐわいめんあらさうざけいしざにがノーおも

の意義は兎も角︑外面に現はれた争議の形式には苦餐しく思
．しかもくかさうざらうふぐ
はざるを得ないものがあります︒併して目下争議中にある幅

沙うきうとくこうらいひかくて会じうじゆん

ろう︾うふじんぱいご庭んしせんシうえさうぎもんだい

ひきおこ分ゐこれつ訳ろう写うふじんし

きうぎふじんて

誼こな

ゐさくら

にんいお

しやくわい含失くろう轡うくわてうさ

しよくげふて今にんしみんさい

つうれい毒

↓じうらいじ上こうきうざりめんが矩らざうざ

ごと

逃してはならぬ︒就含局勢働課の調査によれば︑浅倉百七
にんいとににんごうシう
十人︑糸田四十九人︑合同が凶百六十人ｌと云はれて居り

のが

をかあさくらろうわうせいしおよびいと庭だんこうゐゐ郡うぺごうごうとう

え

も等閑に附して置けないことで︑各階級を通じて最も度剣に

岡の浅倉中央製蒜及糸田炭抗或ひは榊戸の合同マッチ等では

かくかい合うつうもつとしんけん

考究せねばならぬことであります︒特に従来は比較的従順で

いづれも争議が婦人の手によってのみ行はれてゐることを見

とうがんふ

あった鍔鋤婦人までが︑背後に男子の煽動を得て争議問題と

ますが︑従来女工の争議の裏面には必ず争議ブローカーの如

との原因は主として女工に根抵がないことから嚢して居りま
ごじゆくさく弧がいた

○・
じょこうさうざかぎさい蜜んしえいど︾．．うしやノーしよう仁いゆふ

ひとり女工の争議に限らす︑最近の市醤自働車車掌の怠業

けんいんしゆじよこうこんてい

じよこうこんてい正

ばつお

い

たいなんにん奇盛にん麺

で含

れて居る日本の紡績工業では︑従業員の約八割以上は賞に女

ゐに樫ん鷺うぜきこうゆふじうか言却いんやくわ伽いじゃうじつじよ

ふべきであるか︒比較的世界に誇ることが出来るとさへ云は

ひかくて全せかい里こ

つ

き︑職業的男子が存在してゐるのを通例として居りました︒

常に賞際問題に就て考究され斯界に豊富な識見を持たる上方
こ上
せつ雷憩う〃︑わいいに
であります︒依って弦にその語説詮御紹介することに致しま

す︒﹁女工に根抵が無い﹂ことに就いて︑一鰐何人が責任を負

Ｌ︷

したから御熟読をお剛ひ致します︒︵記者︶

つれじつきいもん胆いついかう含うか上い懐うふし秀じん念かた

印か

頻りに趣して参るやうにたりました︒之に就て勢働婦人と資
ほんかがははんぜいうなが罫んαんぺんつからとじょし
本家側の反省を促された一文か本編であります︒塚本女史は
ひとしふじんへいわ妾ようくわいりじくわつやくおか仁
人も知る婦人平和協曾の理事として活雌されて届らるる方で

釣に所有方面から重大な影響を蒙るのでありますから︑一日

塚本はま子氏談

勢働婦人と修養の問題

I
重
二
二
雲
〕

ろう亨フさうぎくわ︾﹄含わく輝らよくめんもつとしんこぐにい

霞
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こうしかじ上こうたらこんてい
工であります︒然るにその女工達に根抵がないといふのは︑
じよこうせきにんたいばんけいえいしゃおよびけいえい

それは女工の責任ではありません︒その大半は縛普者及終管

家を背負って立つ健賞な婦人を想像することは出来ません︒

かせおだけんじつふじんさうをうで母

即ち近来﹁女工は嫁には貰へない﹂との叫びが地方農村の青

すなは今んらいじよこうよめもらさらはうのうそんをい

迦んゐひにおこゆ三んひつくわ

ざ

ところけいえいしやめるかんとくへい

ほんたういみおんじゃうもつたがひふあやうおも

も︑人間と人間との封立である以上︑欺購的な温怖主義でな

にんげんにんげん仁いりついじゃうじまんて念おんじゃうしゆぎ

そとでかうした問題を解決するためには︑たんといって

もんにいがいけつ

も︑女工に根祇がないからで綿する所経管者或ひは監督に率

じよこうこんてい

年の間に起る所以であります︒すべてかうした結果になるの

しやいふくかんとくせ今にんわたくし冬い含んしんしうりよかう

者の意を含む監督の責任であります︒私は最近信州を旅行
かくこうじやうきしゆくしやさんくわん今しゆくしや

して︑各工場の寄宿舎を参柵しましたが︑どこの寄縮舎にも

わ
しきうかげんいん
和思想が縦けてゐることに原因してゐるのであります︒

庭うりんＩとしよくわんせつびしかたすうろうしょ

堂堂たる卿書館の設備があり︑而して多数の職書がありまし
しかざつしし上せきぼんやてんとう
た︒併しどの雑誌も書籍も︑本屋の店頭にあるそのま上で︑
いざ碁えつ︾心くこんせ含あん肱いしゃ登つめい
些かも閲讃された痕跡がありません︒案内者の説明によりま

く︑本営の意味の温怖を以て括亙に鯛れ合ふ様にしたいと思
ごくしよこん舎う崖ろう写うひ
ひます︒さうすれば調書の根気さへ奪ふやうな努働を弧ふる

これひろうけつくわ写くしよよりよ・くまづ仁じよこう

して︑之は疲労の結果︑諌書の蝕力が全く女工にないためだ
かれらせうがくかうそつけふ罫じよこう

けんざい会よこんごうめけ汀すじよこういかすぐ

もいうかんふ

つ
くじよこうたちほじめぐ諺も
作るなら︑みぢめ遊女工達も始めて悪まれると恩ひます︒

てこ三ケ月だけでも女中になり得るだけの教育をする機開を

砂つじ上らううけういく含くわん

人があって︑移民の準備の如く工場芹一はなれた婦人達をせめ

じんいみんじいんびごとこうじやう−ふじ九挺ら

ならぬことであります︒室想のやうではあるが︑若し有閑婦

〆︑・フシ雪呉幹

問濯として現在托婚同盟を結ばれてゐる女工を如何に救ふぺ
れんだいせ舎一にんしゃくわいかんが
きかといふととは︑連帯の責任として︑祇曾の考へなければ

もＡにい

しやうらいりきうてぎのうそんしゆふうしかこぐか

かうした人間と人間との封立を老へ墨遺ら︑女工の生活を経
けんふじんしごとのうむつ影いしう腰ん世いくわつくんいん牽呼
駒した婦人こそ︑仕事の能率に於て集関生活の訓練に於て︑
将来理想的の農村の主婦と左り得ることでぜう︒併し刻下の

にんげんにんゆんたいりつかんがじよこう遇いくわつけい

ぽう会んきちはうせいしこうじやうじよこうけいやく

びやうしつさんしつりうようとうみにく含くわいず

こともなく︑病室を産室に流川する等の醜い機含もなくて済

し

しうようじがんあた含じよこうこんてい

となったら最後︑寄病舎の寝床以外は仕事場あるのみで︑少

しの修養時間も輿へられないと来ては︑女工に根抵のないと

いたうぜんまたぼうこうじゃうないもくゆ含

いづのうそんかへ

郵も

さい︸﹂含しゆくしや廻国﹂こいぐわいしごとはすこ

といふことを知りました︒彼等は小畢校を卒業して一度女工

むと恩ひます︒某近畿地方の製綜工場では︑女工に契約して
きいしよねんかんにらじかんはたらじかんぺんきよう迫ん
も︑最初一年間は︑一日三時間働かせて四時間の勉強︑二年
め
にらじかんしごとじかんぺん誉よう鼻うじよこうたい
目は一日五時間の仕事に三時間の勉弧といふ風に︑女工に封
こうじやうみちこうゐところもこうじゃう
し向上の道を講じて居る所があります︒若しすべての工場で

云はれるのも営然でありませう︒叉某工場内で目撃したので
ぴやうしつぴやうしつこと・ん︑ざんしつりうよう彰
あり主すが︑病室といふ病室が︑悉く産室に流州されて居
もちろんじよこうきんしんほんたうぴやうき

りました︒勿論女工の産室であります︒そして本営の病気の

じよこうむりやりはたらじゃう種い

じよこうぴやうしつざんしつしようじよこうたらをいくわったいめん

女工は︑無理矢理に働かされてゐるといふ状態であります︒

わたくしたちをしじ聖こうたちしよう

女工が病室を産室に使用することは︑女工達の生活の内面を
じよこう

はっきりと私達に教へるものであります︒女工達とて一生
女工であるものではなく︑何れは農村に師らねばなりまぜ

いづかつ裳け上

ん︒そして何れは一家の妻と茂り︑母とならねば底りませ

しかげんじよこうぜいくわつししやうちい

ん︒併したがら現に女工のかうした生活を知っては︑将来一

4
(
）

母のンオレホ・ナ

当

ロ

ナポレオンの母

穴︒母はま士子供の教育の大切であること

韮よく知ってゐたので︑努働の寸暇走盗ん

では︑慈愛の総つれ教訓か垂れて︑愛兄を
導いたのであった︒

とって︑母は静かに口か開いれ︒

﹁ナポレオンょ！時勢は何時も悪い庫ば

かりではありませんぃやがて僧正の傭父様

が来て助けて下さろだらう︒画ですが政府

からも恩給が下がるやうになってゐます︒

叉悪深い祁様のましま寸事も忘れてば芯り

ません︒ナポレオンよ！力を落さないで

配して居る母さんの鳶にも︑い坐えこのコ

お父様のたあに︑も︑こんなにお前の事を心

しっかりして勉強して下さい︒亡くなった

て蹄省し犬︒彼は権度の表弱と心の捕手に

父の逝去の翌年︑ナ談レオンは休暇か得

病人の様に力なく見すぽらしかつ求︒彼へ

た︒夕闇は樹の間か立龍めた︒樫の幹々が

々句々は彼の肺脈に心よく没罰か込んでいっ

ナポレオンば粛然と頭か垂れた︒母の言

ルシカの矯めにも楓・・⁝・﹂

へあった︒華やかな兵畢稜時代の雌活に︑

となって居丈︒否全然送金して居ない月さ

の毎月の月謝は勤父の死後ば常に通れがち

破れて古くさく江つた服を蔚犬ナポレオン

に光る︒母の眼にも︑ナポレォンの眼にも

熱いＩ︑涙が淵ってゐ衣︒彼の母の手をと

未だ消えやらない薄明りに灰白く夢の如く

母は子供の悩みを知り過ぎる稚知ってゐ

って︑堅くノロ︑握りしめた︒母は彼の頭Ｆ

の姿は︑同級生の侮蔑ル買ったのだつれ︒

た︒けれど今日のみすぎに迫はれて居る齢

一ｉ短躯倭小がなんであらう︑破れた服がな

慈愛の接吻韮した︒

んであらう︑勉強しよう︑偉くなら乱︑此

裕なさ難どうしやう︒荒れ果て士家の中に

した︒そして母ば一言も言はずに戸口から

貧しい母と子ぱ言葉なく顔を見合せて封座

一層の節約延加へた︒それと同時に︑夜の

慈愛深い母上の錨に．．⁝・﹂

に於て青くまれたの悲誰が知らう！

ナポレオンの他日の成功が︑此倣撹の園

れ︒母はナポレオンルミレーに件れ出した

のだった︒倣撹の園の古い樫の樹蔭一卜座を

外に出た︒ナポレオンも獣々と母に頓い
て辛ふじて僅かに皆の口悲菱ふ事が出来

目も眠らず一生懸命に働いた︑それに依っ

膳走固めて職起した︒母はこれ迄の生計に

そこで母は敢然として勇気走振ひ︑決心の

ば︑一案の者は皆餓死するより外はない︒

現在︑なき父の偽に徒らに涙私流して居れ

募れた︒明日にば餓が用捨江く迫ってゐろ

た︒母は八人の子女冷抱へて一時は途方に

である父かなくしれ蔀ば非常爺揃手であっ

貧洗ふが如き一家の生計に︑大事の働き手

ポレオンは漸く十大戯の少年であった︒赤

したのは︑母がまだ三十二歳の畔で︑彼ナ

︑ナ求レオンの父が︑モントペリエに零死

い︒

導いた母の話はあまり世に知られてゐな

る︒彼の名ば世界に遍く高いが︑被韮育て

・是は有名な大英雄ナボレ式ンの言葉であ

ろは︑一に母の愛によるなり﹂

﹁わが蓮な開号︑我をして今日あらし．めた

鱒
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何にならう︒ナポレオンの母は．徒らに口

た︒路傍に愛を誰く人がある︒口先の愛が

ざ其れに樫入智慧と愛と勇気と忍耐があっ

ナポレオンの母は畢問は左かつれ︒けれ

て言つ求︒﹁稲を抱いて蹄れ︑然らざれぱ鮪

と︒昔スパルタの母は職場に行く子に向っ

っと其虎に止って時期をお待ちなさい﹂

父様の矯器か殿つけてはなり誤せんぞ︑き

てあ兆し士振舞琴してばなりませんぞ．お

愛な暴動が起った由︑・けれどもお前は決し

も恐れなかつ赤︒少しも後悔しなかった︒

かま殺しにせよと命令した︒だが母は少し

オリーは大鍵ゞ怒って︑ポナパルト一家の者

ることが州来農ぜう﹂と︒これを聞いたパ

事が出来ませう︒どうして英剛の女子とな

あります︒どうして蛎蛎の様に二心韮持つ

に載せられて︐一と︒ナポレオ・ンの母の雄々

落着いて一家の善後策に腐心した︒かくて

又少しも其の忠ふ所走狂げなかった︒母は

れ︒

先の愛孝説かず︑常に身韮以て行ってみせ
其の愛には力があつれ︒愛兇が常に健康

﹃七九○年︑ナポレオンが二十三歳の時

せて逃遁さ迂誰︒一夜門前に嘘騒が起つれ

は伽のマルセーユに︑それＩ︑委今小鍵へさ

レオンは西海岸のカルヴィに︑リュシヤン

長男ジヨセフぱ東北岸のバスチアに︑ナポ

しさは︑丁度此故事奉思ひ出させろではな

添醤師吻アントマーキーに其の労か謝し祇

カ島牟悌悶の手か．ｂ奪って英閏に渡きうと

であった︒パｕカル︑バオリーは︑コルシ

いかＯ

と希望恥失はなかったのも道理である︒後

後︑一︲されざこれ到底母の苦心に比す・へくも

年ナポレオンがセントヘレナの孤島で︐附

あらず︑鳴呼魅上よ﹂と云ひながら其の顔

度畢校の休暇で蹄ってゐれナポレオン︑其

企んだ︒之を知つ衣ナポレオンの母は︑下

残りの子供悲護つれ︒だがそれば味方の兵

開人して来たのだつ赤︒母は羅慨心決めて

一群の兵士が白匁か閃めかして︐靴一音高く

か覆ったのも無刈はない︒

ナポレオンが二十歳の時である︒巴里市

の弟リュシヤン及長男ジヨセフの三人をし

士で︑︵すリーが今此家側蒐けて︑攻め寄

ュの牢獄か破壊し汝︒そして火勢の囚人を

せて来るの奄告げに来求の液つれ︒母は子

民ばｎ曲の旗を鍋げて群をなしてバスチー

オリーは直に使考を途って白く﹁貴女が若

て断然伽幽の肩を持衣せれ︒之恋知つれバ

解放した︒姓に即ぢ悌職西革命の第一弾が

ンＩロン包閏の奇策態樹て上︑敵軍韮撃

士に誰られ夜陰に乗じて我家を忍び出た︒

破した砲兵大尉ナポレオンの名は漸く高く

供の潅巻の上に一三枚の着物恥着せて︑兵

す事に収計ひますが如何です﹂？と︒だが母

私は直ろに武家の財産の没敗されれの韮戻

は静かに頭を左右に振って答へれ︒﹁言葉は

られて︑伊太利に於ける悌軍の縄督に任ぎ

なってゐ求︒十七歳の時逢に彼は抜擢せ

し其い子息霊の行動悲止あられたならば︑

言をこ虹ま・ゼてりコルシカの島にも報ぜら

有り難う御座います︒けれど閣下はコルシ

投ぜられ︑ナポレオンの風運に乗する機曾

れた︒丁度兵畢校に在畢してゐたナポレオ

カの母達の心恥お忘れですか︑ゴルジカの

走導いたのである§巴里の騒擾ば色々の虚

ンの安否走気づかひながらｉい︑母は彼に一

既達ば︑私も今は桃蝿の女子となったので

らい士︒其の後の彼の名嘩は日に月に高く
﹁私の可愛いナポレオンよ︑今巴里には大

通の書面悲錘つ衣︒

のであつボ︒

裏表に流れようとするナポレオンを戒める

忘れず︑いつも質素に幕し︑や入もすれば

なっていった︒けれ︾﹂母は常に志貧の昔韮

げ出してナポレオンの許に送った︒陰口を

沓と裳で陰口を当﹄かれた母は︑桑財産を投

常な鮪倫家として︑或時などは世人から各

だがその願は途に許されなかった︒此時非

れからどうしてお悪しになるのですか﹂母

北Ｌいて居た一人が母に言った﹁貴女はこ

は答へ求・﹁私ぱどうならうと排ひません︒

ナポレオンが悌図帝王の位に就かれ犬時
ぱ其の手九母の前に延ばして之に接吻を求

Ｌならば︑私はそれで浦雄です﹂と︒此時

ナポレオンが少しでも淋しい島で慰めらろ

の或る日の曾合の時であった︒ナポレオン

め赤︒西洋の習慣として目下の者ば目上の

母は六十に間のない老齢であったのだ︒

者に封して接吻すみのが例である︒ナポレ
オンは例関西閏での溌上の皇帝の位にある

母の絶間ない慈愛があったのだ︒我等は野

一世の風迩見の陰にかくも血の鯵む様な

のだ︒だが母は厳しく之を拒んだ︒

泌の草花にも画然の悪みを見ろ︒まして人

のだ︒彼の上に出るｋのは彼より外にない
﹁私は伽関西皇帝ではありませんか﹂と彼

い︒並に英雄ナポレオン九︾思ひｂ而して其

の子である吾等︑其虚には限りない優しい

と流石の微岸なナポレオンも此一言に口起

の母か偲ぶときに誰か親の恩に感ぜざろも

母の愛の手のあること態忘れてはならな

喋んで︑母の手に接吻した︒権勢に恐れず︑

るものがあらうＯ呼︑親の慈愛よ・

のがあらう︒而して孝の一字私思ひ起さざ

へた︑私はお蛍への母親でばあり主せんか﹂

富貴に膳らず︑常に赤貧の昔悲思って︑騒

は不平さうに言った︒母はそこで静かに答

薯か戒めた母の偉大さは之に依って知るこ
とが出来ろ︒

ワーデルローの一戦に哀れ敗軍の婚とな
レオンか慰めんと︑母は愛兄の許で一緒に

人おぽき人の中にも人ぞなき

跡の悪でゆく末もよし

いとなみは正直にして精出せよ

ながるる水のくさらぬを見よ

長命は只はたらくにしくは産し一

底らぬといふはなさｒればたり一

なせば底る蔵さねば底らナなに事も一

ほしくばやらふ勘らいてとれ

苦にするな金は世上へあづけをく一

道歌

蛎、I

人となれ人ひととなせ人

｜

り︐セントヘレナに流寅の身となったナポ
暮さんことか欧洲同盟閏の君主に願った︒

）
−〜〜ｰ〜〜、〜〜
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母のンオレボナ

、

・・⁝．青白く澄んだ夏の夜︑白い霞のやうな

今頃になれば天頂のあれり：．：・頭の虞上

しさ︑素肌の美しさを誇る江戸の女がｖ感

夏の涼味深き最物詩でしたｃ殊に素足の美

流して男に贈れば．⁝：などいふ︑慧の迷信

の古歌を七夕竹に結ぶ姿や︑叉屋敷町のお

ませう︒その天の川は一年中心通じて逓も

すまいか︑南の空に浮身﹄流れる天の川は︑

などぱ江戸の夏らしい相の一つではありま

天の川が︑ずうっと一音床しき流水の流れに

よく見えるのは︑夏即ち七月から八月半ば

起以て針となし︑爪果走陳︑以て巧を乞ふ
鋼子︵くも︺ありて︑爪上に締する時は︑乃
ち巧准得ろとなす﹂荊楚戯事記︶とてｂ女子

とであり生す︒

は針仕事の上手雁なるやうにと︑熱姫に瓢
恥かけたものであります︒ま誰古い昔には
七夕祭の前夜︑小町踊と云ふことが行はれ
ました︒少女達が七人一組となって︑朱の
日傘をさして︑太鼓心鉦を打って蹄り︑懸
に果敢なき二つの星か慰あるのであります
が︑まち音楽舞踊の上達悲祁ろ意と︑も云は
れます︒今日でも荷京都在︑掘津在等には
此みやびやかな風脅が遡って勝るといふこ

で︑釜畿の形が覆輪のやうで︑其の中に吾

震に江戸の乙女がやさしくもいみどき懇韮

を職ろと帯の雌に見えるのです︒銀河の基

吾の住む地球があるので︑こ坐から天小川

ります︒焼くが如斗﹄徹夏の側中の熱もいつ

川に姿態現はすと︑烏鵠翼か延ばして︑慧

七夕祭は七月の節句︑叉は星祭りとも云

って︑支那渡来の行事でありまして︑天の

つれ光りが届く位の遠方にある恒星の集り

要するに銀河は夜の十一時︑十二時頃が
一番はっきりと見典ろもので︑これは一つ
一つでは見えない程の遠くにある細かい星
の集りで︑夏は北から南へ︑冬は東から西
へ帯様に一と廻りしてゐろものです︑普通
の恒星は光りが太陽系まで届くのに何百年
何千年とか入るが︐此天の川は︑何寓年経

心ぱ湧然として流れ︑詩情自・埼誘ひ出され

のかけ橋辛して︑織女恥渡して牽牛と逢は

て此銀河系の星の集怠りはｂ方々に飛び放

礎ルなしてゐる星の集まりを銀河系といっ

忍び誌ろ封象とされたものでありまし菰︒

川の雨側にある牽牛︵鷲座の主星︺織女︵琴

るのを疑えます︒天の川︑まれの増は銀河

せろといふのです︒これ延星合︒叉は星の

しか冷え切って︑夜←十一時十二時といふ
光りは江んＪ１と冴えて︑無数に織在ｖろ

座の主星︶の二つの星か︑一年に一度天の

支那でば雲漢︑銀浦とも申します︒

ど腰れて総ひ・茨しれが︑昔ば毎年七月七日

綜篭を結び︑七孔針走穿ら︑或は金銀鍛石

の解説でありますが︑昔は一

れてゐるものですｃ

れて瀧山に別の宇宙を作ってゐろと老へら

いまでは世が忙しくなるにつれて︑殆ん

は七夕祭︑軒端帳さらｊ︑といふ七夕竹は

この日姉人は

契といばれて居ります︒これが即ち七夕祭

風に段々と更けて行くにつれて︑乳白色の

も美しく︑飽く迄も涼しく︑知らず幽遠の

星ぱ恰も銀砂そのまＬであります︒飽く迄

で︑此時こそ殊に堀賞すぺき麺好の時であ

いて︑梶の葉にやきつく胸の想ひ恥諜き

者

嬢さんが此の七夕の夜︑芋の葉の露雁墨と

記
も似て︑北から南へ夏い夜空の涼味は心何

川

といふても天の川にあるといふことが出来

鯉懲・天

川の天の懲
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評日錐二句︒此作之主脳︒

丙
評日至箭自是動人︒

丁

評日遺影二字︒此作骨子︒使人追慕其一音容︒

暁
︑︑︑℃︑︑︑

翁大島義湾
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織麓三上成章

教聞遠通道明元︒中
忠孝期全聖徳存︒ 含祁忌辰重廿八︒ 霊前稽首拝師恩︒
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評日堂之自爆世皇謹叙来︒及明治天皇換嚢致勅事︒後叉一輔嘆装雌或陥欧米物貿弊︒慨然不巳︒途及曾刷先坐創設本曾事︒
頚其畢徳︒逼蕊之術︒自溢言外︒措語亦秩然有序︒敬服敬服

一到鍵不己︒人能弘道量偶然︒正気由来天地満︒立言精確存遺編︒廿八年忌弔英露︒一群心香薦先賢

乙耕雲内田鼎

○○○○○○○○○○○○Ｏ○○○
長計︒墓倣欧米物質弊︒徳者有言信可徴︒誰憂邦光僻掩蔽︒泊翁先生先着鞭︒周漉北馬叉南船誠心
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維忠維孝根倫理︒鳴呼明治聖天皇︒允文允武振八荒．換謹教勅風基固︒嫡涛具膳Ｈ月光︒蕊民或誤探

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

僻儒．静頴錘秀窄寿費︒弱海猫識鯉即銀狐・蝿畢鞭望評評響評︒伊砂謬琴鑑鰐署︒緋趣塞癖鋪茅隷慰池餅︒

陽宗先従賜谷出︒高昇扶桑仰旭日︒天覗君臨肇稗函︒歴聖皇護厭徳壷︒建圃鰐制最優殊︒況補王道有

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○○○
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丈

苑

歌園

泊翁先生二十八回忌に

天千葉水内循市郎

毒光峰市勇鼎治風

西村の茂げき木かげになく蝉も道の腫れをなげく心地す

卒香

正

田．久

作香

評騨帥遡蕊の御心よりしてこそと三訓いれしまし液

海

とも人︑１に遣したまひし道弘めみたまなぐさめたてまつらばや

口田

田部典

湯塙野矢境内樋蕗

地埼玉中根其堂
人下野山口則之

鳥城綿、口城城迩純

世を慨き道弘めむと獅子恥せし道のみ耐のむかししぬばゅ

祇 茨 下 山 茨 茨 北 下

○

世の人の乱れ勝なる心をば正し堤翁偲ぶ今日かな
年を錘ていょ偲世にこそ輝かあみ耐の大人の蓮の光は
道の篇め倉の柴えを謀るこそみた弐弐つりの手向攻るらめ
祁去られ二十とせあまり八年へて道は弘まり謡くる乙となし
た弐まつる真夏の書一もいと涼し君が弘めし道をたどれば
弐しまきばかくもすさめる世のさ堂を如何にせ蜜しと見そ家はすらん
君逝きて二十八年月に日に這す偉業のいや梁ぇ行く
ひとまきの道徳経をひもときて弐つしのふかなありしむかしを

田

女
苑
45

た臥竿い香無

ぜ ろ さ 町

千葉

奮友の集ふ一間や泊翁忌
泊翁忌祭填立てＮ額つきぬ
毒むかへ遺著締き租泊翁忌
泊翁忌立らて秤みぬ像の前

岡 深 形 京 演

追いやりし乞食弐た永忽泊翁忌
○

千葉

埼玉

ﾇユ

東京

山ロ

同

繁松秀正梁

良

静研山東隣

選矢榊大小菊中窪

ふか松一青

一応馬甫水

遺墨懸けて花を活けけり泊翁忌 東京小雨

庭はいて木蔭に売るや泊翁忌

蹄省子の来り含しぬ泊翁忌 蕊 江 花

みを

者高造識風言宏天

子る風誠雲

準号

瀧森池村津

部

代一

しし逸む峰畦

天に弐すみた童︑黄つりてあり／︑と悌浮べ偲ぶけふかな
弘坊行く道を忘れず久寺にみ墓へまゐる道忘るとも
皇らきの道を弘めし翁の名はとしふることにたかく次りけり
身はすでにくちはっとても今に尚人を動かす翁の言の葉
弘めてし道の聖のみいさをにむもび出多き二十八年
玉鉾の道の馬にと一筋につくした蜜ひし君をしそ恩ふ
綴絢をはげみし里の人の家にい弐は残れりきみが水くき

京玉城葉木

濁江の真中を一筋青々と清水流るＬもとはそも何

俳壇
◇泊翁忌
泊翁忌二十八回となりにけり
街に出でＬ道を説きけり泊翁忌
泊翁の忌日につけて庭を掃く
人皆が遺徳恩ふや泊翁忌
一詩以て師を思ふ夜や泊翁忌
泊翁忌一族園みて灯に語る

同東埼茨千栃

４−

丈
苑

れ別の雪樹藤江中
麹

F

鍵

/ −､､＜
g

垂

‐型

』 巳 ，

燕 搬 中江 藤 樹

雪の別れ︵七︶

紳山一驚

昏らそれあし泡んあひだはた

きを章かみ・

雪うそのたいごい

すると三吉﹁夫ぢやア足かけ四年の間離れておゐでなすったんだから︑お
⑯ひ

よろこ

かんしん

書になったら班阿母さまがお喜びでございませう﹂と一同が其態度と言ひ︑〆

こ込乃犬だんの生くゐよひとむほ怪いけんかたみざわなか

沈着て話しをする容子と言ひ︑世に稀なる怜刑な子でございますから感心を

おちついはなようすいよ生れ即こうこ

守わ

ゐよほ浄写けうつよかんしん

してゐる︒ナカノＩ心得のある鵬力の狸い人だ︑大勢が喧嘩だと立騒ぐ中に
このの師あひ肱か

なにらの

彰推へ髄腫な

チャンと坐って一ョｊｆＩして居るのは除程度胸が弧いと感心をしてゐる︒ス
わたくし含しうあの仁ずい世の

めｂだざいなん

ルト此乗合の中でメソノ︑泣き出した群がある︒甲﹁雨さん何を泣くんです﹂

お主へない

なにかだ

わだくしとき

△﹁私は紀州の有川在の渚でございます一甲一︲ヘヱー有出在の何といふところ
さつ念
舎しうめりたむらせいざ蕊もんもの世がれ③の⑤上巻
で﹂△﹁紀州有田村の清左術門といふ者の枠で清太郎と・申します﹂甲﹁先刻か
おやぢな

りこ

は唾おやたい通つ

ら繭さん泣てるが︑何か悲しいことでもあるのかヱ﹂清﹁ヱー私は十七の時

ぞうらよう︾うらく

いへとうぼう

に親父が亡くなって︑一人子だものですから︑母親が大切にしてくれるのを

い曇

宜い素になって増長して︑蕩梁をいたしまして︑トウノ︑家を逃亡しまし
てう雪ねんはうん︑まぱろ
おやあがた
さてこ念

このふ泡の

た・丁度三年ばかり方裳巡って見ましたが︑借困ってくると親の有り難いの

．わかこん雪くにかへしんるゐひと仁のわび軍と

一﹂

このぼつ

きいみおうふ

が分りまして今度故郷へ錦って︑親類の人を戦んで謝言をしやうと此船へ乗

り込みました︒スルト此坊ちゃんが︑↑十歳になるお身で︑近江におゐでなさ
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れ別の雲樹醗江中

はＬおや

たづ

そごかうしんふかこ上ろもら

こ江

おか

おや

ばな拳史へかいしん

てんらか

幸やこうかうそいけつこう

くにかへ華やたいせつ

そ

ひく

りこもしお土へ矛へときあいへちつとうたえ

この唯上ごぜんをざ準全をわけそれあと

ひ戸﹄ろしんじんこうはう髭いししよ

しんせつひとがくじことばそ

此母子の封面は賞に不思議だ︑マアマァ能く阿母さんを安心

会つごみんしん全をのりめひひとこれ缶いｅっ
て吃と御安心をおさせ申します︲一乗合の人が此を開て︑全坊
雪圭へかゆかひとかいしん
ちゃん︑爾さんのお蔭で斯ういふ人が改心をいたしました︒
この弱やこたいめんじつふしごよおかめ心凡しん

は何卒御勘群なすって下さい︑私が改心をして︑是から齢っ

江にと蓉置かんぺんくにわたくしかいしんこいｐへ

か一緒に煽って働いておくれ﹂清一：阿母さん︑今までの不孝

いっしょかへけだら毒かめい韮ふか日

師が改心淀してくれて︑此んな嬉しいことばないから︑何う

にをるとは知らなんだ︑ところを︑坊ちやんのお話から
お船中ま
へかいしんこうれざ

せんらうし瞳つは江し

巡拝して︑何うか枠に含ひまするやう御利益をお授け下さる
やうやどじゆんはいナんい全はるふ処の読浄へこの
やうに︑漸う御巡拝が湾で︑今治から船に乗ったが︑爾が此

じゆんぱいご恋がれめきりやく客づく胆

は親類に頼んで︑日頃信心する弘法大師さま︑八十八ヶ所を

しんろゐたの

き

一人の子で︑若爾が蹄らない時は︑彼の家は血統か絶てしま

うか萱い﹄了ｆ︑じぷんふかう詣毛

る母親さんをお尋ねなさるといふ︑其の御孝心深いお心持を

ふ︒然うすると此母が︑御先組様へ申し課がない︒夫ゆゑ後

ばやこのふれへうごつ

なん

伺って︑猟自分の不孝が恐ろしくなりました︒此れぢや成ら
くに沙へは異診やあんしん

ば上おやことしん唾い

左いから︑故郷へ錦って母親に安心をさせやうと︑何となく

このぽつ

母親の事が心配になり麦して︑早く此船が兵庫へ着けばよい
くにことかんがかれおもこれおも法みだあふいたしかた
と︑故郷の事を老へ︑彼を恩ひ是を恩ひ︑涙が溢れて致方が

砂つこうはやくにかへは上舞やわび字っらく

ございません﹂三﹁此坊ちゃんのお話しから爾さんが改心を
こうかう

すりやァ結描だや早く故郷へ蹄って母親さんに湖をし︑蕩楽

じぷん

しねヱで孝行しねヱ︑親といふものは天地に換へられない︑
釣れえ︾．︾かばらよう今ぺらねんぜんりようしんみおくおれ
己なんざァ江戸三河町の三吉︑三年前に雨親逓見送って︑己
わけ

ァ自分でいふと一謝しいが︑親孝行だ﹂清﹃夫ア紬鱗でござい
らのがた

主す﹂三﹁そんな鐸だから︑マア故郷へ蹄つたら親逓大切に

私︷﹄﹄

しねヱよ−浦﹁へ−有難うございます﹂其のうちに日が洩れ

ねひとくぴもちめ

系江やか

ず〆こり

じつ

手一がれつ堀にもつうしろはうひ書きか唾つ

あ江だらほめくめあがわたし典

ば喜んで︑枠を連て荷物の後の方へ引下る﹂三﹁坊ちやん︑

よろこ

ぜつかく拳ぽめてうにい
そまつかし江にとそめあがく胆そこけＬおや

・膳と；し患く胆こ恥③こ←ろ心︒が仁

頃つこいまことしつれいせんちう乃今な含

をおさせなさい︲一と親切な人は各自言葉添へをいたし主す︒

・ふいなかちいあかりつみ距
にもつかけりふじん

ね

蚤した︑船の中には小さを燈火が熟いて皆ゴロリノ︑Ｉと横に

母﹁坊ちゃん︑是は虞に失耀ですが︑船中に闘ってゐる為菓

し

し

なって癌る︒スルト荷物の影から一人の婦人が︑女﹁オイ︑

子︑お一つ何卒召上って下さい﹂藤﹁此は／︑お志ざし有難

かよお全へぶと

こらおやふがうおふくろ

鱈かめ

夫にゐるのは清太郎ぢやアないか﹂清﹁母親さんでございま

うございます︑折角の思し召しですから頂戴いたします﹂母

③③②

すか﹂母﹁能く爾は無事でゐてくれた﹂寝た人が首を持上げ

﹁エー粗末蔭菓子ですが︑何卒召し上って下さい﹂乃で母親

それ

て﹂△﹁此ァ親不孝さんの阿母さんか﹂母﹁皆さん為喧藍しう
せっかくやす

しつれいお掌へこのふれ

ござい蛍せう︑折角お休みになるところを湾み壷苛一ん﹂△﹁此

貴君に彼のお婆さんが呉れましたから召し上れ﹂藤﹁私は欲

あ芯にめしあがら芯だ

ア失濯︑汝さんが此船にゐることを知りませんでした﹂母﹁麓
たつ

しくございませんから諺貴君召上れ﹂三﹁マァ貴君﹂藤﹁イヱ

わたくし・毒一一へであとお全へとうらくいけ

は妾は爾が出た後で︑爾は蕩築をして可ないけれど︑只た

れ別の画樹藤江中
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もら

御遠慮に及びませんから召上れ﹂三﹁夫ぢやア退屈だから︑

俵つ

ごえんりよおよ一めしあがそい仁いくつ
いた愛︒ｏ

−つ頂き麦ぜう﹄甲﹁オイ︲Ｊ１︑坊ちゃんがお賃ひなすった
せっかくく鈴つ︲﹄
もの︲おばやつはしけ
物を︑大きな奴が端助るのか︐一三﹁折角食へと仰しやるから

い
握塚．︒．﹂それ︐おれもら
頂いたんだ﹂甲﹁夫ぢやア己も賀はふ﹂二一﹁慨だ修峠の霊を一一塵

是

ふ麺しんこうよくじつひ
﹄
おっへて胆．
て︑爾も手を出すのか︑其のうちに船は進航して︑翌日の正

かいじゃう章雁せつしうへうごみなとはい
ろす．どゆんふう
午過査に︑︑順風のために︑海上穏やかに撤州兵庫の港へ入り

こさか

君守がえ菩ものひ︒心途つ■●●かぎ

この旬ら派織蕃か淳一う鰹う腿う

てあげませう﹂流石に江戸の岩で親切だから︑麓太郎に笠と

産を頁はして︑此三吉が大阪まで同道してくれ蚤すから︑道

中が能く解り麦した︒頓て大阪へ来て塁．坊ちゃん︑私は此

ちうよわか︽歩海挫きか含雰つ巾芦しこの

お
ほきかようせんにら念へとこみ分
大阪に用があるので︑千日前といふ所に︑どうしやも二日三

かにいりうように万ざんぬんこい

わか全を含ようとじゆんおうみいご込ん

日滞留をして用を達さ左けりやア成ら底いで︑残念ながら此

めか上︑そふちづわか

でお別れ申します︒京都から順に近江へ語往でなさい︒御縁
全

①●︒ｈこり

にうちうひとこ上ろやす

があったら復たお目に懸ります﹂モウ共の道連れに別れる

たかしまりょうぶんこ土こせんじゃうこか

木を越しますと︑直に高島へ入ります︒此朽木峠といふのが

含こたｒらたかし全はいこのくち含とぼけ

には︑何うしても京都から朽木趣といふのを致します︒・此朽

轡会ようとくら含こしいたこのくち

愛で近江へと往く其の道を聞きました︒スルト其の時分は︑
きょうととうかいにうくに一芋うみ仁かし采ごうり全ゐ
京都から東海道を下るのではなくて︑近江の高島郡へ参るの

こ入︲芋うみゆそふち含そｃぷん

こ上︐おうみ樫んじゃう評ほ④③︒④や︾﹄と全
髪で京都で一晩︑三像通りの角屋嘉吉といふ宿へ泊りまして

らないから︑其の晩は大阪に泊って︑翌日京都に入りました︒

そばんおぽさかと土実くじつ秀ようとはい

人と道連れになると︑何んな悪黛が往来をしてゐ底いとは限

らん︑他人を見れば雛人︑火を見れば火事と心得︑迂潤に他

ひとみ画ずぴとひみくわじこＬろえうかつた

と︑藤太郎ほ怜刑でございますから︑道中の人とは心易くな

言︲めらそじゃうりく

そこで皆相手って吾もノーと先きへ争って上陸をいたしま

ましたＱ︽
．﹃〃み江あいあらそわれ

にん﹃かちづ曹あくとう学フらいか苛

︑きしうめりた⑬⑧①ものわたくしこれ

たが③⑤●●今こ害もおちついぼんめとふれ

す中に︑中江藤太郎は子供ながら︑沈着で︑﹂番後より船か
あが

ろうは

ら上りまする︒紀州有川の清太郎といふ肴に︑藤﹁私は此か
めなたおかめたいぜつ
主うみ︲くに全ゐ
ら近江の園に参りますから︑貴消は阿母さんを大切になさい

そごん●●①ら

まし﹂其の一言に清太郎﹁有りがたうございます﹂老母は又
め虻たからにたいせい
隆つ今領ゐぶん・ざゆん
﹁坊ちやま随分ご機嫌よう﹂藤﹁貴女もお身髄をお大切にな
心かんにさぎらよう・きち左とこ・わしおばざか
さい﹂スルト祁田三崎町の三吉といふ男が三﹁私は大阪まで
毛れ
彩嘩さか・しよ念ゐ
土ゐ︑
参り堂すから︑大阪までご一緒に参りませう﹂藤﹁夫ぢやァ

それぽつ鰹うちう．
つくに
お連れ下さいまし﹂三﹁夫にやア坊ちゃん︑・道中をするのに

ふぼくしう

高島の領分でございます︒此虚は古戦場で古歌がございま

くちきの柚の花ざかりかも

そ止は芯

︲さ野なみの大山守の姫ゆゑに

おばやまもりひめ

かさござかひ
すがだい
そ〃なお姿ぢやア可けまぜんから︑笠と蓮をお質なさいま

か．也なわたしかつあげよる

す︑夫木集に
しつれい

し︑失潅でござい主すが︑金子が無ければ私が買て進ても宜
か

も
そくら
しうございます︲一藤﹁イイヱ︑其の位のものは持ってをりま

↑それわたしむかあらものや

す﹄三﹁夫ぢやア私が︑向ふの荒物屋にありますから︑買つ

一

のり
戸ａ

全涯込

さふ袴れか憶

いばかりです︒然れど哨夫に恐れず勇を鼓し力を龍めて来る

しかそい封そゆう二易からこく
叉他に陰ゆふ﹄き書ふた鰹
塗涯鯵あが

こ上仁かし土りょうさうゐ

そ︒︷きひひと

仁かし全

ちにけ
︑烈か
しい晋
吹雪霞
のたへ
めにっ
一三
度吹
き倒
され
る︒
又起き上
五月雨の川あとたてて高島やあうる
う
し
ろ
指
ほ
っては歩行ども︑風のために前に傭める︒後にドット倒れる
くちきの柚木挽く人もなし膳ん
ｆ了ばらへじんか墨らど

といふから︑此虚はモウ高島領に相達ございません︑義誰蜘季垂嘩識蓉耗唯︾羅碓砺唯塞語料奪奉唯詮蝉麺牽吋峰筆墨

じらかはぐちえいざんはいごとぼくちきたにこのくち書こし仁上ゆうぎうさすがこうし①の●ゆぎ全かそ

仁かしま・でばんちかみち

そいやシやこん

ふせ

言ぜつ

の白河口から叡山の背後を通り︑朽木谷といふ︑此朽木越と職かふ勇気も失せ︑流石の孝子藤太郎も︑雪に巻かれて其の

いふのが︑高島へ出る一番近道でございます︒夫を宿屋で懇詮と窪へ備る︒深の平タンにグウーと一璃絶をいたしました︒
とく諾し
たら詮た偶ゐ⑧●●
篤に教へてくれましたによって︑蝉の錘を鍵めて一鐸ぅ織綜夫卒綿や嘩弱遊雪が稗浄症来霊誕ら︽忽ち倒れて居る藤太郎
圭うちいた
もはやけふはＬおやもと全ゐおも
に︑最早今日は母親の許に参れると恩ひまするによって︑毒の上に悉皆
て銀
︑け
小ざ
磯ん
高ち
くう
雪た
中姪
にり埋
く積
ちっ
きと
すめ
くられました︒往来絶

中ちうしぜんっかあし書含ぃふらばか寸喬だやうへたる朽木の峠の山中にて︑誰か一人救ふべきものあらざる

いねちからおよやがくろいぬもとみち

雲こ菅みたてぃ爵ょをしいらはむらふき鳶のそでくはひ今皇こ含ぜっ︒

し一
き疋
びの奇
虹を
ふ踏
きで
ふ駈ん
江中も自然と疲れた足も先に出で︑道の程も進み采りまして漸ところへ︑不思︑
議ふ
にも
黒く
犬ろ
がい
︑雪
けか
て曾
来た︒
藤
︐１１や全みちとらうぐひとみら含窪ゐゅきうゐ︒②︒に僅ひか塵へ●し
樹為と山道にか上る︒途中来る人に道を聞きノＩ参りまする︒雪に埋もれて居る藤太郎のをるところを︑香を喚いで前足で
の子供のととゆゑ皆丁嘩に能く教えてくれます︒市場村といふ雪諮掻退け︑袖を卿へて引起さんとしたが︑モウ類絶して層

このいち．産むら

うは
こん
きは
じら
ると
から
犬ぎ
のあ
力に
ばっ
赤︑
黒う
犬は
友ろ
ろう
道へ
ウーッと
蝿のにか．当りました︒此市場村といふたの
︑く
営ら今
朽あ木い村
相︑か
ん及し
ろ頓
うてそ
こ元の
そドう

江毒

てらいん会よぺつにんやくた上
わつ
琴の隠据津し江いつ別鍛役にも誼ん唖ら毎十月ぐ瀞

くち含たに④●●●●

成って居りますｐ鐸︿の呼飛は鐸り雌塞は霊も遊池三韓四報︑唖蹄碇癖稜需歩咋榊蹄嘩嘩塗唾蔀竜峠嘩
がひ
鋤量塞
こ雌
れ識
ぜん
う認群一列率
あろひけん
ナころやわつ
或は五
六め
軒んの
ろ︑を
︑つ頃
十き
二が月
そら
くと
もこ
かん
寺過
うぐ
ばに
らし
江も
上つ
りのことでござい霊︲い謹滋︒毛

す︑空は一面に曇り寒風肌を貫ぬく申下から︑チラノー雪ら翌年の三月霊で︽蝉往来証庵建を造語へ輝ん堤津火を談い淀寒

・ふりくゆぎそなかし︽︑うけんめいＬそと賎げたか唯

おせうぷく

ひかくにゆほい

が降って参りました︒然れども此峠さへ越したるなれば︑鐙索につ謬れ率の雪牝凍翠︑叉は韓蛙薙切て難儀杯する者を助け
しと唾ふ畷●埠擁にお呼嘩りが昨蒋ると︑舞がために唾潅雌ま遣り︑又は此土地は柚なぞが多く住むところでございますか

ころ生ずノー１ゆのつよこれかぜつ

歓してくれと来るものを快よく︑サアノ︑︑綴りと体まつしや

︑へ
和尚
まり
一畑
やく
るか
火参
を貸
てく
下さ
︑湯を一杯
し︑降来る雪の其の中を一生懸命急ぎます︒峠牛らば
かさ上
の草全
こら典
準しつ
やいず

二Ｊご

フゥーッと雪は︑寓字巴と吹きまはされますと︑動きもつか譲る綜俸でございます︒

とだす
こ上
れ虞
全こ出
とし
肋つ
みＥ
ました頃ぼひ
は︑益誉雪は弧くなり︑是に風が附きますかられと︑人助ひけ
のために此に
来雪てゐられる︒是こぞ
家
のけ這
を
ゆき傘んじ宮もえ︑︽

千
人
･針
里

獄餓歎撚千人針
そとこみせんごく︐しよぜい奇

誌煙み

・毒かにかんいんみや冬士ひでんか

し上ぜい掌たび三

瀬旭亭

さましみ

みやさま歩惟らよし

てんの争訓へいかこうｒうへいか

かいいんのみやざ全いみやき全

こう仁いしでんかこ・切に︑ごしひ一んか

みやさま

むかし辛がめつぶい

労そ凡おば

ごめいさつ釣他め

みだばり個

かあいおばしめおねくに

にんばりたのいる

いた

診かたおひとり

の手に渡すと恐多いから︑其の侭早く家へ蘇って息子さんに話すが宜い︒お

てわた黙それ鋤ほそい↑Ｌばやいへかへむすこはたよ

つたのだ．お前さんは千人心針を頼むと言って居なさるが︑あの御方御一人
たひと
ふつうひとぜんまんにんあだくらゐ
主ぬくに
の御縫ひ下すったのは︑替迦の人の千寓人にも歯る位のものだ︒モウ他の人

まへ

て下さいと願って居るのを御覧あそばして︑可愛さうに思召して御縫ひ下す

くに泡がゐごらん

川征軍人で︑お前さんが其んなに汗だらけになって︑皆さんに一針づＬ縫つ

しゆつせいぐんじん全へそあせ

しました︒ろくノ︐︑︑御挨拶も致しませんで：⁝・﹂御挨拶？御婆さんなど
なにお詮へむすこ
で唇わけ
ごあいざつ
に御挨拶なんどは出来る諜のもんぢやない︒何しろ︑御前さんの息子さんが

琶あいさついに

位の貴い御方なんだ﹂﹁オャノ︲︑︑マア恐多いことで︑とんでもないことを致

くらゐたふとおかに

から宮様と︑斯う云ふ御順序になるので︑昔から拝んで幣眼が潰れると云ふ

みやざ土かいどじゆん響き

云ふのは︑天皇陛下︑皇后陛下︑それから皇太子殿下︑皇太子妃殿下︑それ
い

御裏方だョ﹂﹁アラ？宮様？﹂﹁御婆さんは能くは知りなさるまいが︒宮様と

みうら跡に

知らない？︺あの御方は閑院宮様の妃殿下で﹂﹁エ？﹂﹁閑院宮様と云ふ宮様の

じ

の熊本ですか﹂﹁御婆さん︑今の御方をどなた様か知って居なさるかい︒：．⁝

くょもと諺俺めいま毒かた

共の所へ先刻の書生が来て﹁オイーＩ〜御婆さん﹂ヌイ︑書生さん︑叉肥後

一 ・ 一
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千・
人

針

全へ吐ずこ一唾←︐︒．いづ診がくかうけういくあぐんたいけういく

ばやかへこわけ瞳抵しよせい

前さんの息子さんは何れ畢校の識育測も有らうし︑軍隊の教育
あ

らｈが紅ござこれしゆ能生

も有らうから︑早く齢って此の鐸を話してやりたまへ﹂﹁書生

にいじゃうぶあめがたそん

さん︑有難う御坐います︒それでは之を締めて行けば︑弾丸

圭砲め全へ④●③③えらひとしゐ

は大丈夫ですネ︒⁝⁝消難う存じます﹂

﹁御婆さん︑お前さんは庚瀬少佐といふ偉い人を知２﹂居る
ひろきさま当つりよじゆんこうや全ふ魁シつ

あがおかたｂよじゆんこううみふ．盆しづ

かい︲一﹁ヘイ︑庚瀬様と仰しやるのは︑族順岡の山へ船を界い

お侭めこう︑卜︑さ全ひろ竃て海とめそ麺

かい御婆さん︑皇后様が震瀕さんの手を御執り遊ばして︑御

堀澱芽い
おつさやうござそひろき
一仰しやったんだ胃左様で御座いますか﹂一︲其のとき︑庚溌

ちうゐあぶおそれ圭医たん生寺しめかた
そ峨すかたかにおほ

中尉は鉄り恐多いので︑何とも巾上げやうがないので︑堅く

かたそごかんにくちうわう夢うをうた

なってしまったさうだ﹂それは共の筈です︒堅いも堅い︑大

このと含かだげんいん

いに堅い︒其の後祁田雇の中央に銅像と透って立ったやうに

なったのは此時の堅くなったのが原因ださうです︒珂糞

こうん︑芯全そと壷かたじ弥践かんごよ

ひろきそばゐてぶくろ

それで皇后様は其の時﹁恭けない﹂と仰せられて︑還御に

かみじ匂うつ上きれつ上し壁うへそみた

﹄て

で上った御方ですか﹂一︲さうぢアない︑族順口の海に船を沈め

底つたさうだが︑其のあとで匿瀬さんは其の縦めて居た手套

いおかだもかこ上

毒かた注んせがいは雁く・却狸め

た御方だ﹂﹁何で哨枠が話して呉れましたが︑船を上げたとか
さ

と

下げたとか云ふ御方ださうで⁝⁝﹂﹁さう分らんぢやア困るね
を晩って︑紙に三重に包ん一で︑布に包んで︑始絶勝の遥りに
つ
おぽくがらにかいてん
ひ
ろ
き
ち
う
ゐ
あ
き
ひ
い
箸けて居られたさうだ︑さうして一︲僕の身賠には斯う云ふ天

品が附いて居る︒今後は外函を相手に戦をしても︑此天品

ぴんつゐこんごぐわいこぐめいてたみｐひこのてんひん

ふ軍艦に居たとき︑皇后様が−１朝日﹂に行幹かあった︒其のと

があるから︑敵弾などは必ず中らぬ﹂と言って︑自信自畳し

ぐんかんゐこう︐〃︑さ争一あさひぎやっけいそ

い︒あの魔槻さんが︑まだ中尉のときぢやった︒﹁朝日﹂と云

き？既瀬さんが御案内をする役だった︒一恭先きに炭翻さん

て居られた︒それだから族順ロで︑あんな偉い最後を途げら

そつぎかんちょうふぐかんち共う毎あんないこう︐ドーさ全ご

らんすぐ・州かんけんもんじよ・フ含ぜんおうつあそ

つ堂たうとひ肱はやたく計へむすこはな

榊を弧めたのだ︒今の妃殿下様から賜はった御針は︑それに

しんつよいまひでんか害墓た全諺ばり

が︑皇后陛下から握手を賜った手袋が︑庚瀬さんの報馴の精

こう０伽︑へいかあくしゆたえはてぶくるひろをぼうこく蟹い

で含ひろをえらひとちが

毒わゑじゅんこう犬ら客いごと

て含にえかならあ仁いじしんじくわく

其の氷に艦長副艦長が御案内をした︒そこで皇后様の御

れることが州来たのだ︒庚湘さんも偉い人には速ひないのだ

ひろ倉ごあん魅いやく唾んさひろせ

蕊が鴻んで︑軍艦の舷門から蒸気船に御移り遊ばさうとした
影それお陰こ・っ人＼さ隼おナヂヘぎよくたい

とき︑恐多くも皇后様が御滑りになり︑玉鰐がくづれ一し︑

おもゆるせきよくしぬと全ゐおと

アハャと思ったとき︑鹿瀕さんが王手を探り参らせて御止め

父をこうりん︑き●一こしせいおた正あそひろせ

綾くやうな尊い品だから︑早く宅へ儲って息子さんに話して

しない︒敵弾なんかは碑けシちまふに達ひない﹂﹁有難う御座
詮やさ土おはりく胆このばら全含たれいくぬ
います︒宮様の御針を下さった吐腹巻︑モウ誰が幾ら縫って

て唇にんくにちがありがたござ

た生これしおなにときあだ

申した︒すると皇后様は御委勢を御正し遊ばしジッと庚瀬

やり給へ・之を締めて居りやア何が飛んで来たって中りやァ

か里ごらんみ今ぴやんじんこ上ろゆう

さんの面を御覧あそばすと︑身は厳しい軍人だが︑心は優に
やさせぜｐうかほあらゐこう︐ｆ︑へ僻か箸よくがんお

柔しく︑誠忠面に表はれて居た︒皇后陛下の玉眼︑それを御
見抜き遊ばして︑改め又中尉に握手の腿を賜はった︒分った

み幻あそ↓あらたちうゐあくしゆいいた＆わか

ア﹄成るほど﹂

猛

遣ると云ったって︑縫はせやしませぬ﹂誰も縫って遣る︑と

う︒どうも皆さん︑御忙しいところを御いで下すって恐縮

このしよぜいとしｂ︲このしよぜいぜつめい

お陸め曇ようきごとひと︾﹂み確か

言は底いのに．⁝：Ｑ御婆さん狂粛の如くになって︑人込の中
いをうちかへ
を飛んで急いで宅に蹄る︒

です﹂﹁ナアニ︑職工長の言ふには﹁明日︑中村君が立つと

みにやろうは恥でんかおはりいた野い

い

黙准

かい

めうにら③⑧＠挺

勿い毛がお・″時に含ようしやく

しよくこうちようい

い

めひにみここ号わけめうにらめお

幻︑わかごしんせつみがに

じつと号とかく

ろか居られないか分らないから⁝﹂﹁それは御親切に有り難う

いしごとか上さしつかしま

此節は諜夜兼行で働いて居るので︑身鰐は綿のやうに疲虹て

ぞん

こちらは芝匡柴井町の七番地︑裏疫屋に中村熊吉といふ徴

存じます旨賞は疾うに来なきアならないんだったが︑兎に角
この世つら・っやけんかうはに・んゐから胆わにつか

にんしごとき寺

戸︑まい

ともばらじ蕊ん

ゐ

ぜんらい

クッい

るひとずにとこうじやう

われｊｆｌからにつかい距圭らせん

れんらうふしよけんめいたＬ小ひゐ

届るし︑と言って仕事に掛らなけりやあア差支へて仕舞ふし
く士こんにら

其虚へ織迩局の鍛冶工が五六人仕事着のまんまでやって来

戦地へ行ってる連中は皆な一所懸命になって戦をして居る

く全

うちた樫

いけつしんみ江唾だもゐ

地へ行って居る人たちに済まねえ︒それだから仮令ひ工場で

打倒れる蜜でも︑やっつけようと云ふ決心で︑皆働いて居る

わかものぜんさういないちくすゐ

銭見たた
しわか全へがだで
ら︑﹁確かには分らぬが︑お前さん方も出るんだらう﹂と

のは︑何だか索が利かないから︑賞は願役所に行って聞いて

龍んききじつくやくしよいぎ

位だから︑若い者で戦争に行かないで︑内地に鱒ぶって居る

くらゐ

ゐひとおい︐ｒｌ樽ういんれいきが②⑧②こんごしゆつぼっ

おらつか沈僅し険そうちこうじやうばたら

わけつかて含世んきうゐひと

にぱ其れで宜いや︒だが︑今はモウ御上の軍服を著て︑立派

やうな評だ︒疲れたときは︑敵と戦争して居る人はどんなだ

琴⑥⑧⑧い

た近衛の歩兵さんだ︒それを﹁熊﹂なんて言ふ奴が在るか︒第

らうと恩ふと︑疲れが癒って仕舞ふ︒其の中に︑工場に働い

くんい

め

言ふナア胃けれども︑物には鰐儀と云ふことが有るからナ

い

君と云ふのは可笑しいぢやアね﹂いか﹁大愛やかましいことを
皇もの恥いぎい

れは済ま底かつた︒ぢやア：⁝・熊蒋﹂ナニ﹁熊君﹂だと︒﹁熊
おがたいへん

ずく士くんくまくんく王

はいくござ争一ものし陰喜

い

一澱儀を知らないと云ふもんだ︒オレが先づ﹁中村君﹂と言つ

て居る人も︑追走動員令が下らうし︑中村溝も今度出護する

肥いざし

て入って来るのに︑貴様覇物を知らないにも程があらア﹂﹁そ

このえ侭へいくまいやつみにい

い﹂﹁なぜ？熊だから熊って云ふんだ︲一﹁そりやア友達の時分
渉かみぐんぷくきりつ崖
いま
そ

い

毎つものいく全いやつみ

①②ゐ

て︑一︲中村君弓ハイ﹂﹁オオ︑中村︑居たかい﹂﹁ハイ﹂﹁熊︑今日

のに︑五男が身罷が疲れたからと言って惰けて居ちやァ︑戦

②③③

は﹂﹁ヤイ︑気を付けて物を言へ﹂﹁熊なんて言ふ奴が右るか

そこてつ鰹う今﹃よ戸︑がぢこ﹄

ヤリと坐って居る？

ナ修ゐ

にう箸よくかぢこうこの犬ぐんふくきざしき土んなか︑の

遁局の鍛冶工︑近補の軍服を箸て︑座敷の填中に︑一人ポン

やうありが仁︐︒ｆ力ちが

②︑
こ今
ん度轡
つ御
陸川
つ溌ださうで﹂﹁イヤ稀鯉
﹁さて③
中︒
村君
は三
いし
よゆ
ノー

此書生さんは年齢はいかないが︑若し此書生さんが説明を

云ふから︑ちよいと行って呉れ﹂と斯う云ふのだ︒それで︑

か一

輿へて遣らなかったら︑老婆も妃殿下の御針を戴いたと云ふ

ちよいとの間を見て此鹿へ来た諜左んだ︒明日曾って居られ

い

Ｅ︑この様左有難いといふことも分らなかったに雄ひない︒
しばくしはゐちようばんらうち芯がや⑱︑の●てつ

やい︑︒にい垣や

千
人
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か
いでたのまい健らなたらゐ
斯う言ふから︑出るのを楽しみに毎日働いて居るんで︑つひ

見ると︑宅に居ないから︑隣家で訊ねると︑昨日私が締つ

みたくゐと獲りだづきぐにつかたくしが︽

みと雪こでいさくやじずかへ含
た跡で︑何虎かへ出て行って︑昨夜十二時過ぎに蹄って来て
た
にひきひとりごといると広りあう
何か頻りに猫言を言って居たさうです︒それから隣家では明

てうやうす母みおもをけきばやごこで

し全

腫やうす話かいばなし

朝様子を聞いて見ようと思って居ると︑今朝早く何庭かへ出

含にけばＬ歩やわたくしたよ

い

二︑これから先き︽詩に倉へるか曾へないか知れないから来

て行って仕舞った︒何んだか様子が諦しいと言ふ話です︒あ

んな気丈な母親ですが︑モウ六十川ですから︑私を便りに

﹁ナニ︑母親は気が違った？そいつは大鍵だ︑どうしたん

きくる
たいへん肱に
て︑気が狂ったのかも知れませぬ﹂﹁そいつは大愛なナ︒何し

思って居た其の私が戦争に行くと言ふので︑ハツ！と恩つ

おもゐそわたくしせんきうゆいおｂ

だい︒あんなシッカリした母親が？﹂賞は中隊長どのが︑

ろ心配だ︑皆で見て来て造らう﹂﹁先刻いらしった方為が見に

わたくし券やこりいよどぞんわたくし

なかＵらこの仁いちかうちでけふば上おや

﹁中村︑此除も近い中に出ることになるから︑今日は母親の
ところい

く悼

かへこわたくし

しんまいみなふきやせんこぐかたん︑ふ

い

除も出るのです﹂斯う言ったら︑﹁何虚へ出る？︲一シて言ふ

しを得一Ｌ︑母親に曾ひに来ました︒で﹁御母さん︑近々中

宜からう﹂と斯う云ふ御話︑それで昨日芯中隊長どのの御許

たナ︒中村君が出征すると云ふのに︑母親が乗が狂ったと云

気にか上るので⁝⁝﹂﹁尤もの話だノウ﹂﹁さうだ︑困つちまつ

が宛が遠って家に残って居ると恩ふと︑出征の門出が何だか

不束の身ではなるが︑蕨て画家の蔦陛下の御篇めと︑受悟
わたくししゆつせいあとり口上毒や
いたおり
を致して居ますが︑私が出征した後で︑たった一人の母親

行って下すったのですが︑まだ蹄って来られませぬ︒私は

のです︒﹁何庭へ出るって︑戦に出るのです﹂と言ったら︑一︲お

ふのは︑親一人に子一人だから無理は無いんだが︑何しろ困

い

え

たいでかい酵こで︑い
言こでいぐさでい
全へちかい︲ござ

けＬ釣やめ含おかめちか人︑らう

かいおば法しさくじつちうたいらようおゆろ

前も行くのか﹂・斯う言ひますから﹁さうで御坐います﹂シて

ったナア﹂

上

琴こい全んしうい
めいてた上かい会ばＬぢや

を相手に戦ふんです﹂と言って聞かせた︒すると母親は﹁そ

い

ごくろう
な龍いたうちじ
れは御苦努だ﹂と言ったつきり︑何も言はない︒其の中に時
か
んをい抄んひまつたいシへＵさ奇
問の制限がありますから︑暇を告げて隊へ蹄って︑今朝来て

含

諺やりこりむりた託にこ主

の●●しゆつせいぱ込むや含くるい

もつと吐雁しこ垂

含ちがうちのこゐおらしいつせいか害でなん

言ふと︑﹁何陛まで？﹂と言ふからや﹁満洲に行って︑ロシア

所へ行って︑近登出ると云ふことを︑其れとなく知らせたら

し

私が親子二人きつりだと云ふことを能く御存じで︑私に

ふつ上かふか泡こぐかためへいか諸んにくわくご

唾上毒やじつちう億いちょう

らか︐夜Ｉでいそし

ば上おやきちがたいへん

毒や含路が
親は気が遠ひました﹂

たのだ︒⁝⁝時に織親か見えないが︑どうした？﹁ヘイ︑母

と全な上おや︲みほＬ

さ

まで︑御用多の中を悲孟下すって︑どうも済みませぬ﹂﹁ナア

含みめゐし含

ごようたなかきくにず

こ
んにらこわけみ芯ごくろう
今日まで来られ左かつたやうな課だ﹂﹁それは皆さん御苦努さ

千
人

針

ラヂオ史
ドラマ劇

井手

水戸黄門

一・徳川光圏
一︑藤井紋太夫
一︑同妻︑誹江
一︑渥美桁之進
一︑佐々木助三邸

場

雨作
蕉

光閏榊か鯉︑まだ紋太夫はまゐらぬの︒
しゆつしば歩み

⑥①●

ろうしん①︑①③⑥きた全
老臣膝井紋太夫の来るを待つ︒

と典は江戸小石川なる水戸侯邸内︑今日しも能楽の催しあり︑老公自ら﹁皇帝﹂
からうものはいけんいる
のシテをつとめ︑一家巾の者に舜見をさし許さ〃っ︑
いまろうこうしやり含︾低いしんなりおけこし含んしう垂廻
今し老公は続埴大腿の扮装にて︑かつら柄に腰うちかけ︑近習して招かせたる

○
え啓こいしかはみとこう一Ｌいないけふのうがくちよぽろうこうみづかこうてい

三一

格之進酢舞丞僻や奉呼︽跡︑盈遊れて出仕の筈︑オ︑もはやそれへ見えましてご
お侭したが①⑤①害う胆う

ざります︒

ｅ①●たいご

喜三員の︾壁

錐洞生

近来の雑誌には始より終まで．眼韮通す

見て一二章拾ひ談み懇するヤ物開の山だ︒夫

様なもいは殆んどない︒その多くは目次を

に適せぬ事が蛾大陳因である︒

は私の疎噸にも依ることだが︑記事の好み

◇◇

私が机上の友にぱ﹃弘通﹄がある︒是のみ

は一弧り調了する︒七月擁を手にして︑第

一に感じれのは紙質の改良せられれ事だ︒

何と言っても補鞠の美酒は夜光杯に盛ら胆

な紙に印刷されたのでは︑価値韮落すこと

ぱ風の味がない︒折角の名諭卓説・も︑粗悪

寓々龍︒紙質の改良は最も喜ぶ所である︒

｜居錆錘癖亜輪慰恥諮琳廻諏馴鍛鑓癖穂牝吹

◇

壱

肋三郎はシ︑仰せに従ひ藤井氏を同道いたしてござりまする︒

光閏助三郎大儀であった︒
助三郎ははッ︒
たらようじつぎた
光閏そち達に用事はない︒次へ立て︒

蕊

◇

水

戸
黄
門
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二人はヅ・：
よ上

なにごと

●

走にごと
光圏浄てＪ１︑予が呼ぶまでは何事があらうとも：：．イヤ︑何事
によらず次つぎ

ひかめい土

に控えて相待ちをらうぞ︒
鋤一﹃一郎渉舞づて一塁ごります︒
ぐに

む姐

繁田先生の東北富豪訪問鋒牟讃んで︑感

じ菰事は︲本間家の積徳であるゞ

光丘大人ば世人が託森事業のシヤの字も

公共事業のコウの字も︑口辿唱へない時︑

推賞の僻韮知らないのである︒

早くも至難なろ防風林の造成韮企て︑私金

か投じて厭含人の困苦恥除き︑尚岡書館教

ちか

しこう

育の先鞭宝でも着け様としれ遠謀大計には

くわきうめと

紋太夫︿︑シ︑火急のお召し︑取る恐のもとりあへ歩伺候いたし葛﹂ざります

二人ごめん下さりませう︒︵去る︶
光閏紳奉尭浄ちかれた︑近うす上め︒
ごよう学もじ

る︒シテ御州の趣きは︒

光閏そちの胸におぼえは底いか︒
紋太夫は︒

大凡公共的堀念に富めるものは︑経済的

思想に貧しく︑経済思想の褒達しれ者は︑

光閏錘和寿︒
毛ふじ

公共観念に映乏するのが通例である︒然る

︑︑

壁峰

じゆふぎやくにう

ｅｅ③しゆつしよう

富を保有して家名非墜さぬ所以延明にし士

建設しれことむ知って︑本間家がよく其の

︵一寓倒ぱ誤植︶の巨費恥投じ︑光丘文庫を

心距留防︑大人の遺志を奉じて︑十一蔑回

筒本棚家の現主人公が︑常に公共事業に

◇◇

揮って賞ひれいと痛感し北のであるｃ

か地下より呼び起して︑園難壊除の采配を

に︑大人は雨者を兼有せられた︒私ば現下

③⑧①ぜんぜいしめばみら王なそばう

たいざめ．いぶんそんところわき全

思想倒雌と経藩鯛銀とが叫ぱろＬ吟︑大人

孟望ぜ

紋太夫：：：⁝：：⁝：⁝：︒

紋太夫はッ︒
たいざめハロぷん全を

◇

光閏そちャ大義病分と申することを存知てをらうな
みん

◇

光閏かりにも朱舜水先生を師と仰ぎ道を畢ぴし其の方が︑それを存ぜぬとは
己却

くんそく

申されまい︒いやしくも大義名分の存ずる所を群へをらば︑順逆二道を
踏みあやまつをこのふるまいは無いは歩じやな︒
紋太夫⁝⁝⁝⁝⁝：⁝︒︒
︒︑③い象とくがはだい号みつ錘よしこうとくがくけんめい曾ふ

かみそうめいお樫たて土つご

光閏コリャ紋太夫︑今徳川五代の消綱吉公は篤豊賢明の君なれども︑君側に
かんしん

好臣ほぴこり︑上の聡明を掩ひ奉り︑聞くにたへざるひせい百出︑生る一

れんぴめいもといぬあいひとそこ芯けん一一ほいろちか
ゐ憐みんの美名の下に︑犬を愛して人を害ひ︑賢を遠ざけて色を近づけ︑︾
い隼のｅえづかかたここうていのうがくちうたごとえい一

：曇．．．︲︑今光囲が自ら奏づろ這の﹁皇帝﹂の能楽のクセ地の謡にある如く︑柴・

ひ

花を極め世を保ち︑色を津んじ給ふ故湿⁝⁝春脊短かきを苦しみて︑日荊

か畳はよたもいろおも仁まゆゑしゅん︑﹄全う﹃かぢくる

滝
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もつほか︾﹈かうじやうしもｊ●︑くらばし

いいじ正んよ

即ち道徳の基礎の上に築き王ろ財寅は︑永

にかおいてうせい仁
①①⑥

久に崩れぬｊっのである︒

いぬくほう

犬公方とうたはるる︑紋太夫︑そちは﹃犬﹂といふ字を何と讃む︒

高く起き出で︑朝政も絶え／＼にと以ての外の御行状︑下交の口の端にも

紋太夫ャ︒じゆん涯うし
ょうがくり塵うい催
れわら
いいざ唾らひ

ぺつたうけんじ〆つようじゃ菅いゐ仁いしゃうぐん．しょくそ江庭い含みいわしやうぐんいぬく

光園そちは犬侍といはれて嬉しう恩ふか︒かたじけなくも停和奨畢雨院

じやうの！

ふにいしゆかゆみ

ことわざじんめんじゆう

の別営源氏の長者︑征夷大将軍の職に伽はる五代の君を︑犬勝軍ょ︑犬公
③②⑳そはう
こと釘も
樫ういいじかひたて生つ
方よと︑犬の字避冠らせ奉ろは︑ただ螺とは恩はれず︑紋太夫共の方と
．みと轟人どくよてんかふくしゃうぐんゆらたうみとはんとし
いふても︑水戸三十五寓禰︑世に天下の副将軍と許さる上︑街水戸燕の年
しんぐわいぞん
らいいざむらひ窪を
よりやく悪んぷたぷし
寄役︑文武に長けし武士として︑若し犬侍と申されたら︑サゾ心外に存

微くかく

水紋太夫螺侭は⁝：ｂ

全いねかわ

戸光閏まして幕閣のいぬとなり︑譜代の主家へ弓ひくは︑諺にいふ人面獣
しん

心ッ︒

黄紋太夫やシＰ
⑭③③

光圏紋太夫︑そちャいつの間に犬に代った︒

門紋太夫ナント錐営避ばす︒

かやしな

そ江

じゃうみら

次に感じたこ弘一ば︑松倉鋤子女史の篤行

である︒私は赫誰士松倉腿三郎先生が︑一

般法律家の型走破って︑迩徳の鼓吹者であ

り︑教化の指導者であることを︑遥に敬服

して居る一人である︒而して令夫人鶴子夫

的努力ば令夫人の内助が興って力あると共

人の篤行を知るに及んで︑松倉先生の救世

とを泌在感蓉し求のである︒

に令夫人の篤行は一に良人の感化であるこ

◇◇

私が常に抱く所の婦人狐は極めて︑簡明

である︒﹁時代に順膳しれ世話女房﹂是が私

ではない︒入りては夫の秘書役か承って︑

て働く外に能がない︑といふ如きも望む所

世話女房もよいが︑唯勝手元に手鍋走下げ

らと言って︲﹁新しき婦人に邪魔な乳があ

の望む所の日本婦人だ︒時代に順雁するか

り﹂といふ如く︑子女の教菱にも任ぜず︑
ひと

全をいいかへひとこ

研・は非ひむと
ぅま診んざわずしゅがい﹄ふちぅもの
くき筈の︑人と生れて恩誼を忘れ主を害せんとする不忠者ッ︒

はるれば能く其の主の恩を知る︒五りん凡たいを術へつつ︑五常の道をふ

よそしゆおんし

．⁝⁝世に犬岩と悪︒﹄ざまには申せども︑犬は却って人にも越えて︑三日蓑

よいぬりｒＩあ

紋太夫かくすなと御意あるは⁝⁝︒
●④あし︒おも
光閏そちャ光悶を目盲と恩ふかッ︒
紋太夫琴が蝿て⁝⁝︒

￥﹂よい

光閏はて︑かくすなＩ〜︒

◇

家を外には廻廻ろ婦人は︑尤も鮫ふ所だ︺

い︑し

◇

光閏おもひぐま︑人は左かノＩなきもの詮︑あばれに犬のぬしを知りける︒

−

８紋太夫やッ︒
５光閏錨に釜りし示嬢き煙とは確かととじやッ︒

ごおばみふせう●●●●⑨いい

紋太夫とわ︑おもひもよらざる御仰せ︑身不肯なれども藤井紋太夫︑犬とよぱ
方ほ

●●すゐばんふにいしんかうろく瞳えうしょく⑮にばん６

るＡ畳えはござらぬ︒

たくら

光閏いふな藤井︑水蕪譜代の臣として︑高藤を食み︑要職に常り︑一藩の摸
ば
んなみばくふこ上ろ皇①③︾くがい
範とも成るべき身に一Ｌ︑ひそかに幕府に心を寄せ︑かくいふ光圃を毒害せ
ようい

み︑

んと容易ならざる企みのあらまし︒

紋太夫やッ︒

水光閏池泳涛くより看抜いてあるぞッ︒
つよ①④⑤こ込み客にえりたｒ
みら

だひみつ全もけいくわくろけん

と強くいふ︒これにて紋太夫グッとつまりしが︑キッと心を定めて襟を正し

戸紋太夫げにかくるるより悪はるｉは莫しと︑秘密を守りし計謡も︑かく露見い

うへいまさらつ入かくこめいきつととおそたがど

たす上は︑今更包み隠しませぬ︒いかにもやかた御明察の如く恐れ乍ら御

じゆみやう

黄毒命を︒
光圏むッ︒

ば
も
とおい
へおた
ぞ
門紋太夫ちぢめまゐらせんと計り
しか
も元
より
家の
篇め
とん
存じて⁝⁝︒

しただがし③●＠にいきうおんしゆがいいへたなこと

光閏舌長し紋太夫︑三代相恩の主を害し︑お家の馬めとは何んのたわ言︒
ごりつぷＰ．︑くわくご全へ
紋太夫その御立腹は豊悟の前︒

光閏げんと︒

さうかい・しゆくんしゐたて主つたくらしきいらく全をし
紋太夫しゆみ蒼海にもかへがたき主君を殺し奉らんと︑企みし仔細逐一忙申
あ

上ぐるでござりませう︒

い

全をみ
光閏云ひわけあらば申して見よッ︒

に活動する姉人であり衣い︒即ち松倉令夫

事務塞虚理し︑出でＬは公共慈善等杜曾的

人の如きがその好典型である︒美衣には喜

び︑試錬には泣く︲笑と涙の容れ輪の様な

婦人は︑風卒御苑である︒︵昭和四︑七︑五

側稿︶︐

○

内容が段々に誼みやすくなったことは︑

の美談の如きは︑事変に柳した記事ですの

うれしく思ひます︒殊に家庭棚の松倉女史

生︲館砂刊行の雑茜︑青年﹂に﹁隠れれる偉人

一

で︑感銘深く誠みました︒私は曾て日本青

の師表ともすぺ野﹄隠れたる人の事礎博ぱ︑

と云ふのに響いたことがありますが︑我等

全く誰れでもうなづけろと恩ひます︒無名

職死者なぞにも随分本営の意味での図の柱

す︒こうし誰記事●走全幽的に蕊集するもよ

石ともなった人々の博なぞもよいと恩ひｊ

い事と思ひ史す︒それからラジオドラマ︑

﹁玉の御鴎﹂は識によく︑あ上しに︑ものも内

容がよければ出来るだけ出していた置く

とよいと思ひます︒︵繁田四郎︶

者

る向島︑舟洩あたりを経て︑江戸川や荒川をと打ち渡れば︑

来て居るからたまらない︒ヂメーＩとして煤煙に覆はれて居

得るやうになって来る・こなたには田草取る男女あり︑野菜に

窓外もいつしか晴れノーとして︑漸くなつかしき自然に接し

手入れする人あり︑岩とこ上に散在する農家も打ち眠るが如

牧まりかへって尻るのも︑都市には見られぬ風怖である︒とや

くに静まって見え馬︒芥焼く煙も恰も白き筒をたてたやうに

は着いた︒依って直に自働者を雇って三人同乗聴臓裏なる赤

かくして居るうちに︑何時しか目的地たる千葉市瞬にと電車

本支曾連絡推張部が設けられて以来︑寺本主事の活動は目

に又同部の主唱に依って︑千葉嬬下の各支含聯合懇談倉を附

った土地だったか︑其の後護展して他の城吐町を抜いて市制

十字愈堂へと向った︒千葉市は元微をたる一漁村に過ぎなか

ぬ同牒下唯一の街とはなった︒然し道路といひ建築といひ市

を敷き際聴の所在地ともをつて居て︑今や押しも押されもせ

くべく極々と努力準備中の所︑幸各支禽の賛同を得たので︑

は最も縁故深き土地であり︑且つ十有七の盛大厳る支曾と二

て居られた︒禽堂は現代都市風の建物で︑二階建の堂堂たる

曾より先溌の寺本︑持刑雨氏は既に種廷の準備を塾へて待っ

ものである︒二階の窓外より見渡せば︑眼下に都川逓隔てて

どしては誠に淋しいものではある︒やがて曾場へと着くや︑本

かれることとなったといふのも︑決して偶然ではあるまい︒

千に近き曾員を有する所の︑本曾としては唯一の勢力範園地

此日本倉からは徳川禽長を初めとし︑贋江︑寺本雨主事︑持

して居るもので︑此庭の眺めは半ば都市風︑半ばは向然の風

る︒一段と高嘉で︑公園をなして居る其の中にそれ等が散在

致を添へ︑正に同市随一であらう︒午前十一時頃に至って各

蝶聴舎の背後が望まれる︒その左手には武徳殿が舞えて見え

此頃は梅雨の再来にか︑降るでなし晴れるでなし︑欝陶しい

前八時五十何分かの電車に乗つ込み千葉市へと向った︒今日

支曾代表肴は綾盈と州席せられ︑諜定通り悉く顔を揃くる︒

田書記が特に出席せらるることとなったいで︑記考蝋其の随

事といつたらない︒その上日曜のこととて電車内は満員と

行を恭ふし︑徳川禽長︑庶江主事と同道︑京成線押上騨渡午

である︒されば此土地に今本含簸初の各支含聯合懇談曾が開

ととなった︒由来千葉牌は曾岨西村先生溌生の地で︑本曾と

愈七月七日午前十時より︑千葉市赤十字曾雄に於て催するこ

効を奏しつつあることは︑誠に結樵なことである︒今回は更

畳しいもので︑其の名の示す如く本支曾の連絡親睦は着だと

記

Ⅷ道鉢千葉蝶霊支聯合懇談曾の記
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とは同氏の熱怖と誠意の程感謝の至りに堪へない所である︒

０此日特に本禽評議員繁田武平氏はや迷路を態々出席されたこ

志保淫敏夫氏の御出席を合せれば十三名に達する磯況であ

他に来賓として本曾評議員繁田武平氏︑千葉擬杜曾敷育主事

倉吉氏の十一名でる︒︵他の六支含代表は都合に依り妖席︶

谷義太郎氏︑東部支曾代表布施蕊次郎氏︑銚子支曾代表加瀬

６

別室に於て各自の紹介を経り︑漸時懇談に時を移す︒木曾附

平氏は促さる上ま入に立って︑自己の信念より説き起し︑更

前記の諸氏は一同懇談裡に曾食に入る︒暫くして︑繁田武

る︒

催に就て叉撫よりは特に祇脅教育主事志保津敏夫氏御出席あ
って︑種々本含並に本曾支禽聯合含のために螺営局として御

外の汁柴であって雄謝の念に堪へない︒共産で徳川禽憂は立

状況やら経駿談をと披極して参考に供し︑而して各支舎の代

識力致され︑今鶴共御配膳願ふくく御承諾を得たことは︑望
って本日の聯合含開催に就て諸氏の御足勢を煩したことを謝
軒され︑次で木聯︽幾国の趣旨とする川を話されると共に希望を

表者達の奮起を促丁所があった︒其の話す所は熱誠を以て順

た如くに傾聡せしめ︑首肯せしめたことは本日の此の曾をし

には自己の努力に依って今日の大をなさしめたる豊岡支曾の

鵠述べらるる所あり︑次で庚江主事より本曾の精榊より今後の

益と説いて識きず一堂急所を突きさし︑人餐として水を打っ

鞭ろ所あり◎それより寺本木支倉連絡部主事は︑木曾と千葉際

支封策に就て抱負を披涯され︑今後隆一展の御講力を願はれ
鑑の開係より説いて︑諸氏の御誰力を煩したき希望を陳べ︑更

一堂に就て逐催審議に入る︒

て一層意義あらしめたことを感謝する︒それより協議事項の

川支含代表︑依知川勘治氏︑佐倉支含代表入江昨氏︑瑞溺支

野田支含代表松山鶴松氏︑長生支曾代表高橋喜惣次氏︑吉

曾の整頓を期する様にすることは望しいことであるといふの

の場所を嬉任すべく幹事を設けられて︑支含の活動を計り支

各支禽は勢ひ幾ケ町村かに散在するを逃れない以上︑適営

一︑成ルベク幹事ヲ多ク置カレタキ

った︒

これは満場異議なく承認され︑早速断行せらるることとな

一︑支雷長峡員ノ支曾ハ此際支曾長ヲ選定セラレタキコト︑

韓に本日の協議事項の一々に就て説明し︑諸氏の御協議を望ま
で︑一同食堂へと移ることにした︒

れる所があった︒時に協議半ばにして既に十二時となったの
因に鼓に営日出席せられたる各支含代表者は左の如くであ

曾代表︾小川信治氏︑安房支曾代表︑細谷裕吾氏︑西部支曾代

で之も早速賃現すべく一同承諾された︒

る︒

表木内彰太郎氏︑千倉支曾代表岩本幾雄氏︑南部支曾代表菅

・一︑土地ノ有力者︑町村長助役︑軍人闇幹部︑青年園幹部︑

の基金を有するといふととであった︒其庭で協議の結果早

も一つはそれである︒繁川氏の話に依ると︑同支曾には数藻

た○

造るといふ様なことは尤も良法であらうといふことであっ

速資現すべく決議した︒其の方法は随意であるが︑無霊註

中等翠校長︑及其職員︑小肇絞長職員等一只是非入舎ヲ勧誘
セラレタキ事

是は素より中登容易ではあるまい︒併し土地の有力者淀抱

本曾と各支曾相互の連絡を計ることは勿論であるが︑それ

一︑千葉郷支曾聯合含ヲ設立セラレタキコト

相協力し一﹂統一ある指導をなし︑以て本舎趣旨資現に努める

と云ふことは最も必要である︒其虎で本牒は前述の如く西村

と同時に各隅下に於ける支曾が連絡して相互に親睦を計り又

曾租御溌生の地である開係上︑本含の魁として各支含聯合宮

曾の勢力は禽員の多少に依るものであるから是非賞行した
たといふことである︒

一同何れも賛成されて︑是非聯合含を此際設花したいといふ

て特に諸氏の御考慮を煩す所があった︒そこで各支含代表者

事に一決した︒そしてそれが設置の具鰐栄に就恒Ｌ種交と考

を設けられたいと云ふのである︒繁剛︑寺本雨氏より之に就

催することに努め︑且修養曾をも設け︸し︑日常生活に於て曾

究されたが中登纏らない︒そこで庚江主事は左の具罷私案を

多数の含員を加入せしめても︑之に封する恩典を典へるこ

は曾員は時を相含して共に研究する様に致すぺく決定した︒

貢各支宮中より若干の理事を選定する事︒

交代にする事︒

一︑聯合曾の主催地は各支愈相互申合せの上各支曾に於て

講演禽を開催する事︒・

一︑聯合雷を年一回乃至春秋二回催することＬし総曾並に

提出して参考に供した︒

基金に依るものである︒響岡支曾が今日の活動をして居るの

物事は何事も同じであるが︑倉の活動を完からしめるには

・一︑各支含維持費ヲ造ラレタキコト

睦を計るやう決議する所があった︒

を開く隙は他の支曾へも通知して︑その出席を乞ひ︑互に親

特に佐倉支曾代表の入江氏の提議にて︑各支曾に於て誌演曾

員たる特色を溌揮すべく或は自からを修め︑自家を賛へ︑或

とを忘れては退酋粁を出すの外はない︒共虚で誹演倉を先づ

一︑誹減含若シクハ修養禽ヲ時折開催セラレタキコト

いといふととであった︒そして東部支曾等は既に之に着手し

一︑本曾二於テ決議セル曾員ノ倍加運動ヲ賞行スルコト

上ものといふべきであるからとて︑之も異議なく可決した︒

含してこそ支曾も権威あるものとなり︑随て活動も期せらる

曾談懇合聯曾支各螺葉千
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時

林

謝繁田園主見贈新若

叫雲菊池秀言価形

身祁浄︒間讃維摩舌本香︒

︑︑︑︑苧︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
三怨嘗来院璃光︒喉頭先潤漉枯腸︒瀧庵唯畳
︑︑︑○○○○○○○
評日淡々蒲●筆︒亦有妙味︒結局更奇︒

奉迎英圃皇子二首
愛山寺本省三郎早葉
︑︑︑︑

英圃在西皇園東︒同盟登一雷夢魂通︒動章高捧

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

来朝日︒金色燦然正殿中．
︑︑︑︑

皇子巡遊西又東︒勝厘到庭興無窮︒一行歎待

︑︑︑○○ＯＯ○○Ｏ

無寧日︒親善更加親善中︒

評日第二首結句︒鍵親善二字更好︒

題松窓士屋老兄佐渡旅行記後

︲安蒜斌恕争葉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
法華切徳及人文︒構思妙高皆絶群︒山色依然
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
金北下︒遺跳直指橘花絞︒

評日此作亦構思苦心可想︒

拝命祁官

グ

扇舟杉江孝春詮賀

．︑︑︑︑

評日文老尚拝神官Ｊ吾只至誠所致︒可以欽也︒

多年吃今育群英︒嬬昔乞骸忘利名︒叉老堪欣
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒︑
身尚健︒齢生一貫捧祁明︒

繊塵絶︒聴遍鐘聾響募天︒

漉曹然寺在京城府
槻蔭成毛菖之助早葉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
百尺老松苔色鮮︒伽藍輪典章香姻︒荘厳津界
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日静境宛然︒使人脱煩悩︒

車駕幸八丈島金石河野金蝿侃京

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

吾皇仁徳輿天均︒初夏過洋鳳箪巡︒八丈鳥人
もｂ︑︑︑︑︑︑︑︑

皆感泣︒欣冷雀躍奉迎頻︒

評日直叙賞事︒不施彫琢︒亦能足表鳥人之喜︒

夏夜

柳汀小倉聖一郎︵埼玉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
扇影回看幾黙壁︒水遜明滅叉青青︒行人未散
︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑

評白白飛光千鮎去還来︒句脱化采更添奇趣︒

無風庭︒冷焔有情池上亭︒

歌
園
65

歌園

讃者
文謹

等

評法顛三識の天竺に渡りて故郷の扇殿や見ては悲し

三浦直正選

下総野平香峰

ご蚕室とある徒然草のことが恩ひ出されまし北

下総蕗山香風

夕近く雨やみにけり土間狭く吊せし桑はいまだ乾かず所浬小暮松風
野に畑に降り．し嬢の見渡され御岨の墓も庭わかたず新潟鎗居懇太郎

雨晴れて夕日まばゆき長田狭田あらそひ植うる露の玉苗︑栃木山口元次郎

みどりなる葉にもまじりてアカシヤの花は虞白尺縄にさがれり

一枚の舌を二枚に三枚に使ひて恥をのこす世の人茨城内田鼎

：佳作

世を捨てし身にはあれどもなつかしきふるさと人を夢に見しかな

評．涜遥の状が見える様です

一二等．千葉矢部良高

おもふどちまとゐする夜の歌むしろ山のはこして月もいりくる

︑詳細ぐ落ちる水の昔までが聞える様ですゞ

水ひきに畦の草露踏みゆけば下弦の月の今出でんとす

二等煽島湯田久喜

一

物事にか上はりすぎて手も足も出せぬ男となるをおそる上
夕ばえの浪にか蝉やく千葉の海のあなたに浮ぶ富士の高根は

中根共堂

池谷巌

田口晋
境
勇

選

雨はれて由比ケ演逢の夕なぎに沖のあさり火まさりゆくなり
朝夕に群や悌を拝するは是ぞ我身の清めなりける
雨降り一て凹き小庭の水溜樹のゆらぐ度影の動けり

王

横山築言

小林てる子

塙正光
松本清之助
岡田要

高久北斗

遠藤惣之助

大瀧繁蔵

蕗田誠一

穂 城 玉 葉

岡

玉 城 城 玉 城 城 葉

山海の珍味並ぺしうしろには猶もてなしの水圏扇かな
はげしくもふきくる弓削の川風にあらそひたてるあしの一本
自働車は大地と野ろにおのが立てし砂煙りいちに姿を消しぬ
久為に都の友のたづね来て暮る上も知らず語りつるかな
おもノ︑と赤ばら暁けり清登しく白ばらも喚けり競へる如し
初夏の緑の風吹く頃にして吾も一人の叔父となりたり
あまりにも青きわが顔父母の憂思ひてほ上紅をぬる
風冷えて竹の葉余れのさやノーと低き雲馳せ雨は降らずも

かならずと思ひしととは七重八重残るくまなく手を毒してん

者

離

園

埼 茨 茨 埼 茨 磐 千 静 下 茨 埼 千 埼

俳
壇
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茨城一誠・古家の軒より出づる羽蟻かな千葉香峰

曇り月に夜鳥なきて潜暑し山口松風砂糖落ちし縁につｒけり蟻の列

食卓にうるさき蝿の暑さかな雨雲や蟻並ひ行く畑の畦庭石をめぐりて列ぶ小蟻か産

東京武士刺木の洞に夕日や羽蟻とぶ︑茨城硲水

道の草挨に白き暑さかな背戸の桐うつるから出る蟻の群祁苑の大樹から飛ぶ羽蟻かな
自動車に砂挨立つ暑さかなカレンダーかけし柱や羽蟻とぶ蟻の塔見て立つ道の小供か蔵

氷店の暖簾をく堂ろ暑さかな◇蟻︑羽蟻樹の枝で相逢ふて去る小蟻かな
×
×
一
笑
．
稲
島
甫
水
×
×
一
笑

車ひく牛の背焼けの暑さ︐かな寝床出て戸を繰る縁や夜暑し羽蟻とぶ就前の楠の割目かな

汽車とまる海錘の畔の暑さかな機開室に石炭運ぶ暑さかな喪膳する児の背を這ひし小蟻かな

埼玉溌谷埼玉牛連茨城一誠

柚の戸に朴の葉かけし暑さかな︑幅島北斗夕闇の野道につ唾く蟻の群

禰島市水町の屋根皆光りゐる暑さかな．埼玉漉谷

午農する兇の足黒き暑さかな祁奈川百尋羽蟻とぶや就前の杉のうつるより

庭草の萎れて募るＬ暑さかな丘の岩かぎとる霧の暑さか底．すさまじゃ腕糞っ野く蟻の列

山口松．風．︑千葉香峰栃木無町畦

◇暑さ湧くが如き田の草をかぐ暑さかな山雨特に到らん雲や蟻の群

茨城露水身に鮭ろ餌をひく蟻や暮の縁

編輯部選朝汽車に乗り遅れたる暑さかな禰島北斗

栃木無町畦垣朽木から羽蟻とぶ夕日かな

蕊俳壇木蔭追ふて属Ｉぬぐ暑さか履織にそふて⁝すっ噴く小蟻かな

、

馬の背に木の葉をかざすさ暑かな蟻の列うちつ壁をけり寺の道蟻の列祁木の洞につｒきけり
ｌ︲︲１１１

９

や︽群

瀞… 塁

−

一 ． 一 ■
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俳
垣

Ｆ凸Ｌ■４

鰯干す鐘返せば蟻散りぬ消えて蚤たと底りし草の蟹かな
埼玉半速橘二ついつしか越へし納涼かな

無性寺門の古さに飛ぶ羽蟻馬のあと人の鋤きゆく田植かな

１︐ＩＩＩＩＬｊＩ！︲

〜〃．りくｆ︑／ｊ４ｂｒ︑／仏くＪくｊ９ｊ︐︑／︑／︑／︑／︑／︑〃︑ｒ︑／︑／︑／︑／︑〃︑〃︑ノーグ︑〃︑ＪｖＰｒ︑〃︑Ｊ︑ｆＪｊ１ｐｆ︑ノル

忘蕊繍溌

貸家の札は古りけり飛ぶ羽蟻栃木白雄子

祁奈川百尋東京旭東子

︑秀逸親も子もぬれつ上植えてゆく田かな

◇コスモス

︑課題例句

頼みにし雲また消えし暑さかな栃木白雄子

肌ぬげば身に尚迫る暑さかな初夏の苗賓立てる門遥かな
禰島北斗我に吠ゆる犬叱り過く垣青葉

埼玉半逸：夕立晴洩れ灯に光る青葉かな
暑き日や水浴びてゐる篭の鳥した上る水の一斉暮れか上る山青葉

踏まれだろ茸殊に惜しき心かな↑

孤星
茸山や誘はる上まＬに湖も見し
哲郎
茸狩の疲れを焦れる大樹かな
星雨

◇茸︑茸狩

コスモスの蹴れ嘆く戸を垣間見し

成岩生

コスモスや乳あらはなる草利女

痩梯
菱村

コスモスの書室に狂ふ日影か一な

栃木無町畦東京浮舟城

朽木打てば尚も飛び飛ぶ銅蟻かな初夏の風たのもしや変の出穂

東京武士掃き出す塵躍り居る青葉かな

讃み耽る灯に飛んて来し羽蟻かな同みどり
茨城難水雨上り青葉に映えて日傘かな

夕立のそれて日暮れし暑さかな薄の花の白さよ宵の雨

千葉香峰同浮木
夕立たん青葉ノーのゆらめきて

同文也

握風に裏あらわなる青葉かな

縁日の店の灯つ蛍く暑さかな五重塔わづかに見ゆる青葉かな︑

◇雑詠

栃木無町畦

一
一
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圃士の霊を琴一拝せり︒ゞ

れＬに際し＄本命よりは塵江主事出席︑此

口七町十七日午前十一時より九段常士見軒

あり・之を以て今秋迄暑中あ休講する筈︒

開き︑辻村講師の論語並一卜源氏物語の講義

口七月十三日后後二時より女子修養講座を

１１︲ｌ︲●

や．ｂ

口本倉評議員元財務監督子癖本多康虎氏に

表す︒

ロ六月二十七Ｎ午後四時より西村先生博記

は兼て病気療養小の所薬石効なく急性腸炎

一に於て寄附金募集部委員倉を開き午餐態共

りは寺本︑王事弔僻並に御香料か鋒げ弔意を

編纂委員薄開催︑松卒委員長以下謄江︑足立

の衣駒逢に七月七Ｈ午後七畔十分逝去さ

口抵月五日は蒲生君卒忌に相富するので︑

小谷︐原の径委員出席協議ぜらろ︒而して今

る・誠に哀悼に堪へす︒子爵は人も知る奮

下行谷中坂町臨江寺に於て其の法養を管ま

回彫以て大髄材料の蒐集並に協議を一先づ

近江藩士にしても認厚篤賞賛に人格者とし

本曾棄報

終了愈執筆に坂掛ろ諜定なり﹄

て崇敬せられたろの人︑叉本曾には多年の

日本弘道曾乎葉嬬支

口七月七脚︵日曜︶千葉市公脅堂に於て午前

を・禰乃︒

意か表す︒本曾よりは弔鮮並に榊料及花

報ずろ所あるべし︒今取敢へす蛙に哀悼妙

年六十有玉歳なりき︒追？て詳細は後同に

紙は愛に本翰史避飾るものである︒閃に享

加Ｌ

諸事項に閥し協議念を開き衣リ出席者左の

支命代表者の出席韮請ひ本脅との聯絡及ひ

千葉市赤十字緯堂に於て千葉蝶岡本弘道曾

本倉本支含聯絡描張部主催にて七月七日

曹代表者協議書

十時より千葉蝶支御聯合曾走開催千葉聯の

輪を溌前に供へ︑有志青年よりも弔餅走捧

ＩＦ

口本含有志青年部顧問高木八太郎対は六月

閲読力せられたること一方ならず＄其の功

にし種々協議する所ありれり︒

上旬皿来荊熟のため静養中の由︑その快癒

拝支倉代表者一同と本曾より出席せる徳川

西部支曾長木内彰太郎

千葉解支曾より出席者

番記持田欣久

編輯員割田斧二

本支含聯絡披張部主事寺本興左術門

主事鹿江蔑次郎

曹長伯爵徳川達孝

本曾より出勝者

倉長繁田評議員隣江寺本雨主事及持田幹事

か︑ｏ

る所ありたり９

等と極々今後の礎展策に就いて協議懇談す

前身ともいふ野へ音博愛祇雅創立されれ人と

口本曾特別倉員正二位動一等松卒乗承氏に

して知らろ上研︑本含のたぬにも多大の御

は索て病蝿の所逢に去る七月十三日午後二

口今夏中恥本御諮議宇野博士ば北海蓮地

霊力か致されたりしか︒十七︑辰後三時よ

畔蕊去さろ︑哀悼に堪へす︑氏は赤十字賊の

方︑赤川博士は千葉螺地方︑吉胴静致博士は

り奇山謂場にて告別式恥執行きる︒本愈よ

一畢期の授業九終了し︑暴中休暇に入る︒

九州より岡山地方へ講演のため出張せらろ

口七月十五日を以て本曾肌含教化畢院の第

︒Ｌ漂定なり︒
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・性倉支曾幹事入江昨

吉田支含幹事依知川勘治

野田支愈幹事松山鶴松

東部支含長布施絶次耶

一︑支曾長峡員の支曾は此際可成速に之走

談話をな︲︶大雁意見を交換する所あり衣り

者諸氏よりも各自支宮の状況雁つき有益の

明し冬支含代表者の参考に供せられ各代表

巡囲して本含讃張に従事せる事項につき詫

選定すること

協議事項

︽瑞深支含畏小川信治
銚子支曾幹事加瀬倉吉
長生支含副支含握高橋専惣治

一︑支曾によりて各事梢走異にするも可成

の幹部︑青年剛幹部︑中等墨校長及其職

一ｂ土地の有力者︑町村長︑助役・軍人園

幹事か多く置くこと

南部支曾長菅谷義太郎

員小皐校長及其職員等には可成入曾韮勤

安房支曾幹事細谷裕吾
千倉支曾副支含長岩本懇雄

如し

賞行すること
一︑講演曾︑含員相互の修養含

くは無誰含等走時折開催し以て曾員の利

談話曾若

−︑本含に於て決議せる含員の倍加運動恥

誘すること

筒営日差支ありて峡席せられし支含ば左妙
匝瑳支曾︒佐原支含︑市原支曾︑千代田
常日蝶蝶より祇禽教育主事補志保津敏夫

支曾︑豊和支含︑太東支曾
氏及び埼玉螺豊岡支曾長本含評議員繁田武
平氏ば特に臨席せられたり

一︑支曾維持笠走造ること

裳及親睦走計ろこと
一︑千葉螺支曾聯合念を設立すること

午前十一時開脅先つ徳川倉長の挨拶あり
に希望するところあり次Ｆ寺本主事より本

支脅聯合倉の件

一︑命名を左の通りとなす

Ｒ本弘逝含千葉螺支曾聯合含

堀田正恒氏か推戴すること

一心右支脅聯合命長には現佐倉支曾長伯爵

−℃各支含には理事一名宛奉謹くこと

但徒倉支含に限り郵事二名恋錘く

膜置くこと

一︑支命聯合魚事務所か佐倉支含事務所内

一︑支愈聯合含は毎年春秋二回冬支曾交番

に開催者となり支含所在地に於て常該支

曾縄含並に識演含か開催し本含及び各支

に協議倉を開くこと

曾に通知して其代表者の参列走求め同時

一︑支禽聯合含開催の際は千葉螺知事に上

の貴衆雨院議員︑牒含議長其他の名警職

申して開係官の臨席か諸ひ同時に螺出身

に案内状か護すること

頁婚すること

一︑支含聯合含の維持羅愛は冬支含に於て

ぱ佐倉支含に於て其縄費咋負措すること

但入江佐倉支倉幹事の提議に基き︑営初

理事は各支曾に於て決定し本月中に本

含胆通知すること

一

以上の各衷目に就き協議懇談か重れ何れ

左の通り決定しれり

に最後の千葉蝶支含聯合含設立に開してば

も賛意を表し班行を期することとなれり殊

次で庸江圭事本含の使命を説明して支曾長
協議含開催の趣旨及び協議事衷の説明あり
了て別室に於て含食したり

午後一時過開曾︑繁田武平氏ば自己の主
宰する支含の事業倍加運動並に東北各螺に

︵安房支曾は正木多聞氏心理事となす︶

支曾葉報
旧ＦⅡｈｒイ←こり︑︑︒︲●９・ｊ０６ＬｕＩｂ︒咽■８■ｒ町．︑出ⅡｍＩＭＩ９間Ｈ１凶

秩父支曾員事業報告
日本弘道曾秩父支曾長故山︑謎太郎翁が

女子修徳含韮聞きて背年女子のため虎世修
身道徳の教へ走講義し支愈員中に於て講師

記念として開始苛一られれろもの田野氏は門

○右至誠塾の設立は昭和三年十一月御大典

題に封して自重心が起る様になり蚤す

といふ幾面上自然心を引締めて総ての問

一自重心の壷起︑自分は弘道含員である

り塾生ば皆熱心に勉狸し品行方正巌格か守

希望者には書道費道彩も懇切に指導し私れ

に増加するに依り躍問か修めしむろと共に

以て斯道の教示を乞ふもの紗からす日に日

Ｌます︒

ながら左に愚見か陳べて御入含韮御勤め申．

して稗員なるの幸祁走感しましたから借越

ぶ様に江りましれ︒我等は幾多の羅駿に徴

せられ士通り人心悪化し途に思想幽難を叫

ます︑爾来世蓮は不幸にして含祁の御蕊慮

︽

る喜ばしき事と思はろなり︒了

らろれぱ他目の成功も何はれて現代に於け

です︑本含の曾員は皆益友でありますか

とありますが其れば友の種類が良いから

四︑輔仁の友︑論語には友を以て仁起輔く

があります︒

ます︑含費も狩来はもつと低下する見込

して講演曾其他一切が排せられつ比あり

くありませんが叉支曾には聡典がありま

たろ記事がありますそして廿五鎧では高

考へても一家内の各階級に其れ／︑適し

家門喉光輝韮感じ散す︑単に雑誌として

含誌を配布せらろＬ丈でも品位が附いて

ります︑家庭に細えず滋徳上の権威ある

員祁互の意見交換や叉詞壇の競美でもあ

の記事ば礎賛的で博士諸大家の論説や曾

三命誌の効果︑毎月剛付せらろＬ本曾誌

の尊敬をも曳く様になりゑす︒

の自重心に延長して其家庭が自然と他人

得蚤ぜんｂ其れで本人の自顔心から家庭

といふ節制心が起ります︑否起らざる走

責任心に促がされて衣食住に分度老慎む

こ家庭の節制心︑弘道管員の家庭といふ

下たぱ従前より養ひ居られたり・
右秩父支含員事業報告候也
昭和四年六月廿日

日本弘道曾秩父支曾

千葉綴香頚郡東部支曾報

今回常支曾 に於ては喬電員の倍加運動に着

醜
布

数名を選み其の任にあたらしめ講脅者も六

脅

̲
̲
夢
／

十齢各に達し賀に熱心なりしが翁の他界後
一時休曾となりたるは遺憾とする所なりし
が

／般

泊翁先 生が剛家の前途か憂感せられて設

・・故山円誌太郎翁の門下にして日本弘道曾

り
髪

員秩父支含幹事田野素鳩氏は山田翁の遺業

あ刷

し衣帝 図唯一の道徳園盤であります︑我が

っ印

泌蝦承するの締抑を以て自ら秩父至誠塾を

め左

東部支 合は明治二十六年十一月十九日避以

量
予

せり素鳩氏亦書畿遡及漢詩に秀でらろ上を

のし

開き男女子弟の屑人格向上道襖教育に霊津

勘取
寒敢

て認許ル得たので支愈としての古参であり

員手

【
】
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＆

ら途中で逢ってｌ︺其家の門先を望んでも

なつかしみが湧き蛍す又近き将来に東京
︲に命館が立祇に出来ますが上京の時なと
簡易共同宿泊の便を噺企園してゐますか

一
一
一
一
穴
一

ら早晩賃現すると恩ひます

此外筒降杢書き立つれぱ幾らもありますが
煩を避けて打切り生す︑只思想国難に直面
Ｌて︑帝圃唯一の道徳闇彊に加入した丈で
も陰に陽に道徳進展上報幽の意味に営ろで
はありませんか従来含員には入曾以来三四
る︑老人は兎角活動力が鈍くなり生す︒是

十年にもなろ方が津山あるから老人があ
からは鏡気溌測たる青壮年の御方が津山御
入曾なさいたら一段清新の気走帯びて更新
的に曾運が振ふことＬ思ひます︑其れが曾
租及醗家に封する忠義と思ひまして切に御
入禽牟勤むろ次鋪であります︒

本部縄曾では念員の倍加運動韮決議しまし
赤各曹員が一名づＬ勧誘すれば倍加します
から何卒御識力を御願ひします︒

日本弘通含香取郡東部支含

本雪寄附金募集部懇談書

七月十七日後前十一時から九段富士見軒に於て寄附金募集部の懇談曾を

開いた︒本年は土用を前に連日既に九十度を突破するといふ有様で︑天の猛

威は如何なく地上のものどもを苦しめる︒此青葉の樹盈に覆はれたる高蔓の

雪峯富士が目の前に莞ゆる富士見軒の一室もさすがに︑四方の窓を開けて入

れもよそに汗は肌を流れて止まらない︒然し募集期間も切迫し最後の何とか

れる涼風ではとても堪へなれない︑扇風機も塑蔓盛んに活動して居るが︑そ

の意気に満ちて居る募集部としては︑堀川委員長薬川副委員長以下各参輿主

事委員等悉く参集本禽側よりも特に徳川服部正副曾長以下職員一同列して︑

先づ徳川曹長︑服部副曾長の特に三井︑岩崎雨家への交渉を一初めとして︑

此懇談倉の室気は既に緊張の意気を示した︒

各委員何れも分婚する所の其の任務の経過に就いて報告する所あり︑それよ

り食堂に入って午餐を共にし︑支那料理に将た日本酒並にビールの震生せし

むる熱に一同汗を絞ゐ︒而して一家園梁裡に卓逓園んだ食堂を閉ぢ︑更に

別室で将来の募集方針に就いて協議する所があった︒各委員の熟心振は何れ

も最後の五分間的意気で︑意見も百出すれば︑盛夏も朕は歩活動すると力む

有様である︒結局数項の資行方針を作製し之に依って一同今後を努むくく約

閉ぢた︒此の盛夏に此意気の募集雪の開含を見たことは本含の窃に意逓弧ふ

した︒そこで早速本日の決議事項を起草し︑一同の承認を経て午後牛舎を

する所であって︑其等諸氏の勢を深く感謝するのである︒

−

昭和四年五月一日

ヘ

の含
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一方再度の出奔以来沓として行方知れざりし夫懇吉は︑十年後なる大正十三年に至り放浪落擁の姿を梢然吾

が家に現はし穆叉更に一方妻は夫の悔悟あらん日を待柁ぴて︑洞に暮したりしととそも幾度蔵りし︒鳴呼共の

克く節を守り孤岡十年︑今夫が蹄れる時のみぬ女が心中や如何なりしならん︒一家肱畢げて職喜に満されし

なり︒而してみね女は心秘かに恩へらく︑夫の蹄りしは︑是今迄の非を悔悟しての事に非ざるかと︑然るに何

ぞ固らん︑此時既に夫蝿吉は酒筈をうけて身鰐不自由となり︑放浪生活に堪へ難くして家に戻りしものなりし

とは︒而して撮るや間もなく病昂じて︑殆んど全身不随に陥り︑全く病癖に親しむの止むなきに至れり︒みね

女は夫の失蹄以来堪へ難き重き生活の負荷に加へて︑今叉夫郎るかと喜べはこの有様にて︑頓に生計窮乏に傾

きたり︑然し逆境に馴れしみね女は猫之にも屈せ余︑日夜勇を鼓して勢務に服し傍ら病夫を勢はるや買情に維

始し︑老姑に仕ふるに孝養を以てし︑子女を掬育して現在に至る︒かくして朋勉努力孜交として清淳不倦一家

の存亡を繊腕に丈へて粘盈として進みたれば︑其の甲斐ありて五男相共に健康に成長し︑内二男は既に家計の

補助を篤すに至る︒而して昨年拙丁械在行はるるや︑優子は首尾よく合格し︑本年静岡三十四聯隊に入誉せし

も︑みね女は一意奮闘更に家を塾へ︑長子をして後顧の愛無からしめて︑克く奉公の誠を致さしめつ上あり︒

順れば酒癖の夫に嫁して貞順に仕へ︑夫の州奔に逢ひては具さに生活苦と戦ひつつも︑清悪身を持し︑細腕

克く一家を支へ︑夫放浪十年にして病を得て漂然と帰り︑病縛に就くや懇怖切に看護慰撫是に任じ︑或ひは老

姑を勢り五鬼を掬育し︑一子を闘家の干城に送る︒此の間の奮闘正に二十二年︑志操更に鍵らず︑狗にみね女
の如き節婦の模範と瀞すべきなり︒
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山梨螺

婦雨宮かく氏

山梨螺東八代郡英村成田一九八五

明治十二年五月六日生

店を誉みて辛じて露命を繋ぎ居たるありむ然るに病勢は日に進み一﹄身鰐の自由を失へるに至れるも︑素より着

治の病に惟れるがため︑途に懐郷の念に耐へ難く底り︑生地石和町︵かく女住所の隣接町︶に錦り︑貧しき飲食

除年︑後の夫とも死別し其の子女他家に嫁捗一しも︑之亦行術不明となりたれば身の寄遥を／︑なれるに加へて︑不

グ
と

る︑即ち夫貞吉の生母マツは元来素行修まらざりし鳶に︑早く父偉兵術に離婚され︑所盈を流浪するとと三十有

るとと流閲年︑其の効は空しからす漸く常時生活には窮せざる迄に至れり︒然るに此頃に至って︑一の不幸又来

するの状態に階れり︒されど之に屈せず︑健賞なる夫妻は念盈堅き決心を定めて︑益為質賞に専念家業を精鋤す

然も家庭は十三歳の子女を頭に三児を抱きて︑其の後の赤貧は宛ら洗ふが如く︑日掩の糊口すら過すを至難と

かに一家身を以て避難し辛ふじて漸くに現住地に居を定め︑家屋を建築して雨路を凌ぎつつあるの有様なり︒

害勘なからず︑特に明治四十年常螺下にても未曾有の大水害に迩遇せる際の如き︑所有財産を悉く流失され︑僅

富士川の支流たる笛吹川沿岸に位し︑年為出水甚だしくして︑田畑は云ふに及ばず家屋等に至る迄浸水して被

かく女は明治二十九年十八歳にして夫貞吉に嫁し︑爾後貞節を議して同棲今日に至る︒同人の居村英村は︑
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護するものも蔵く且つ食ふに糧なきの窮状なれば猫り病毒に岬吟して只死を侯つのみなることを灰間しけれ

ば︑かく女は直に夫貞吉に諮るに︑マツを自宅に引取りて看護せんとしたるも︑夫貞吉は不貞背徳極まる者を

今更自己の母として看護するは︑亡父に封しても亦道に非ずと稲してかく女の言を諾かざりしも︑かく女は此

侭捨て置く時は︑病人は日に日に衰弱するのみにて途には救助する能はざるに至るべければとて︑熱心に夫を

説得しければ︑夫貞吉も其の熱誠に動かされて漸く同意することとなれりっ共産でかく女は自からマツの家に

赴き鄭重之を自宅に迎へ来り︑身の自由を失へる病人に封し懇切看護に努むる所あり︒今其の一例を肇ぐれぱ

毎食事時の如き︑病人に自から箸を取りて食をとらしめ︑其の経れる後見女と共に食膳に就くを常とせり︒又

マツは入浴を無上の楽とする所から︑冬期は隔日︑夏季は毎夕に必ず風呂を湧かし︑夫と共にマツをぱ婚ひて

之を浴せしあ︑長時間に渉りて良く身鰐を洗ひ輿へ︑或は夜は病床に侍して足を操み︑雑話を聞かしめて之を

慰むる等や其他極庵と病人を慰安せしむる方法にと心を勢し︑然も朝は未明に起床し︑夫を扶けて農事に精勤

し︑未だ曾て其の勢を表に現はしたることなければ︑病マツは勿論︑夫並に近隣者等しく其の徳行に感謝し︑

賞讃せざるなし︒然るに客年十一月廿八日マツは病勢愈重り︑その臨絡に際するや︑枕頭に侍りて専念看護する

かく女の手を戴き︑マツは衰弱甚しき老の目に洞迩浮べて︑これまでの厚意を感謝して息を引取れりといふ︒

マツは夫貞吉の生母なりとはいへ︑今や姑として仕ふべき人にもあらざるを︑虞の親子の間にも増す愛情の限

りを講し︑其の苦節は資に十有六年の久きに及べるといふが如き︑其の篤行彰して除りあろものといふくし︒

今やかく女・の善行は牒下新聞紙が数度腫臼一りて賞する等の事あり︒嫌下一般に其の孝行嫁の名を知らぬもの
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はなく︑又節婦の模範として仰がれつ上あるは誠に宜なる事である︒今日一家は頗る回満にして︑力を合せて

生業を働み家財も生ずるに至り︑幸禰なろ家庭の下に生活しつつあるは︑其の尊き酬ひとやいふくし︒

婦深
深淫
津ちよ氏

山梨蝶中巨摩郡野々瀬村一四八

明治十七年九月二十﹃日生

の如き︑狂暴性となれども︑誠心を以て之を愛撫し︑時には傷つけられて流血を見る等の事ありしが︑少し

が食事より汚物掃除等凡て自己の手に依りて之をなし︑柳かも掻靴の嘆をせしめざりき︑偶為病状昂奮せる時

其の否なるを説いて肯んぜ歩︑一子豊の養育に努めつつ一意看護に努め︑只管そが快癒の日を侍てり︒即ち夫

りと将来を頼るべき夫が精肺病に催りて最早望みなきを以一Ｌ︑離婚復錦せよと促されしも︑健気にもちよ女は

日為の食事にも事妖くる中を︑更に屈せ歩夫の看護を一意怠らざりき︒此有様を見てはちよ女の生家よりは頻

るに至れり︒斯くの如くなれば︑貧しき家計は益為窮乏を告げ︑七十歳を越ゆる老父母と五歳の幼児を抱へて

不幸其の効なく病勢は益々激増するばかり左れば︑大正五年七月自宅に監置室を設け︑涙を呑んで之に牧容す

ありしが︑大正三年七卸に至り︑夫辰吉は過勢の極遂に精祁に異欣を来しければ︑爾来専ら之が治療に努めしも

夫を扶けつつ家業に専念し︑特に翌年には長男嬰を畢げるありて愈睦しく園備裡に何等の事なき日を送りつつ

ちよ女は明治四十三年二月夫辰吉に嫁し︑爾来生計豊かならざるの中にも琴蓋相和し︑叉勇姑に孝養を壷し
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も流たることなし︒時に名醤名葉ありときけば遠路を脊慮せず直に赴く有様にて︑常に薬餌を断ちたるなし︒

又病人と雌も衣服の清潔︑調髪調髭等は品位に開係し︑且病人の精榊に及ぼす所も大なるものあるを思ひて特

に意を之に努めたり︒今や其の窮乏筆舌に絶するの状態なるも︑生来の猫立自営の奮闘的精神は愈堅く︑朝は

未明より田畑に働き︑或は探薪遥肥等怠り底く︑更に其等の外に除暇あらば︑出でて人に雇はれ︑粉骨砕身以

て一家五人の生計を支へつつ暮せる容易なら歩︑然も自己が日夜の疲労等少しも顧みる所なく︑夫遂愛撫しつ

つ一方老衰して起居自由ならず︑自ら食事をさへ取れざる易脊次郎︵八十八歳︶及姑ぎん︵八十川歳︶をも箸を持

って日々食事を進め︑且つ看護を篇す等席の暖まるを知らず︑ちよ女は賞に近年来衣を着替へ︑眠に就きたる

の事もなき有様である︒かくして殆んど望巌き夫及老父母の三患者を看護しつ八一子豊をば一日の妖席もせし

めずして小豊校へ通畢させる等︑其の容易ならぬ日を送るとと賞に十有除年︑一日として倦むこと左し︒とも

すれば浮華薄蝿に流れむとしつつある現今に於て︑誠に其の範を示せるものにして︑節婦として最も賞讃に慣
するものといふぺし︒

長野螺

敬稗崇組家池田良治氏

長野螺埴科郡西篠村三八○二

明治元年四月十五日生

氏は生来尊租敬称の念厚く薄自家の旭先に封する祭祁の厚きは勿論︑更に明治二十三年以来呉服太物商を行

商しつ入あるその途次に於て︑必ず所有祁杜沸閣を拝し︑或は又其の境．内を清掃する事を忘れず︑叉墓地の荒

れたるを見れば何虚の誰彼のものたる遼訪はす︑之を自ら清掃するあり︑道路を愛護することも亦有名なるも

のにして︑到る虎其破損したる箇所あるを見ては︑土石を運び而して修理を加へる等︑其の孜々として倦まざ

ること︑賞に四十有除年の久しきに及ぶ︒斯の如く尊租敬祁の念に篤く︑且つ公益のために賞際自から行って

れ迄屡をその善行を表彰せられたるといふも営然なことといふべきなり︒

其の範を示さるるの行篤こそ︑賞に尊費隆濡歴とは濡すぺく︑か上る人を求めて今に得べからずといふぺし︒こ

6

節

婦

て大なる不幸は謹来するあり︒即ち夫計佐誠が偶心臓病に胃かされ︑是叉病祷に親し訂と詮儀なくせられたるな

斯の如くこと女は二人の病人看護の一切をば克く一身に引受けて︑専念家事に働めるの時︑又も此上に重ね

義人は生来蒲柳の質にして功叉之が哨乳と糞便をも彼女の手にてなさざるを得ざるの有様にありき︒

日病勢は加はるのみ隆﹄喫食糞便等一切︑こと女の手に依りて鉾歩るの外なく︑而して是のみならず︑夫の弟

とと女は明治三十年夫計佐蔵に嫁す︒其の醤時既に姑ツヤは握度の僅麻窒斯に椎りて起居の自由を失ひ︑日

明治十二年六月十二日生

長野賎諏訪郡平野村一○九○

武井こと氏
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一
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」

り︒一方家財とては何物もなく︑辛ふじて己が・住家を有する程に過ぎざるを以て︑三人の病人を看護するの

醗暇は︑只一人の老父を扶けて専ら農業と養蔵とに従事し︑僅かに生計の道をたつるべく︑展食を忘れて奮働

せり︒然るにこと女が心蓋しもその効なく︑義弟義人は経に死亡す︒此時とと女の悲みは恰も我子を失へるが

如くにして︑見るものをして何れも袖を絞らしめたりといふ︒後明治四十五年に至るや姑ツヤ叉多年の療養も

叶はず︑死亡するあり︑此問責に十有四年︑とと女が孝養は至らざるなく︑姑は只管感謝の裡にありき︒次で

杖とも柱とも頼る唯一の夫計佐職も︑礎病以来十八年の永きを病床にありしも︑其の間一日の如く看護に議せ

る遂︑とと女の力も及ばす︑大正六年三月再び超つ能はざることとはなれり︒

﹃斯の如く不幸は再に不幸をと此家を蕊ひて︑涙の乾く間もなき日遂透るとと女の心努は容易ならず︑加之明

治三十七年には長男資太郎︑大正土二年には二男光重共に病死するあり︒とと女は今や全く身を廻る凡ての人

を失ひ︑人として所有不幸悲嘆を嘗め議して︑然も之に打克って卿かも志行を愛ぜず︑其の後は口︿調りの老勇

を助けて家政に或は農事蕊業にと精働し︑父母に孝養︑夫に貞淑︑子女の教養︑一家の挽回にと今日に至る迄殆

孝子並節婦

明治十八年生

長野螺北笠曇郡池田町四三九四

丸山きよ氏

んど前後の苦節三十年間に達す︒これ人のよくする所に非す︒其の篤行は正に現代の模範とするに足るべし︒
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きよ女は同螺東筑摩郡生坂村中津市太郎の二女として生れしが︑きよ女が十歳の春に兄毒一郎徴兵に合格し

て入管するに至りしかば︑家事を助くの鮭儀なきに至り︑小畢校を退畢して製蒜場に女工として働くこととな

れり︒而してよく勤倹して多少の貯蓄をなせしかば︑之を以て大正八年三月三十五歳の時︑池田町の丸山津一

郎に嫁す︒常時丸山家は貧しき小作農家にして︑且夫は身鰐虚弱なりしも︑きょ女は老姑に孝養を致しつつ克

く夫を扶けて農事に精働し︑又閑暇を利用しては他家に雇はれて生計を助け︑何等事なき日を送りつつありき︒

然るに大正九年六月より老姑は脱痕病と稲する病に冒されて雨足の自由を失ひ︑綾いて大正十三年三月よりは

力と頼む夫叉肺患のため憐れ病床に岬吟するの悲境に賂りたり︒｜然れども家族一二人のみにて︑姑と夫共に枕を

並べて病むに至れる今日︑きよ女の外他に手偉ひを求むる術もたければ︑きょ女は愈勇を鼓して少暇を利用し

て近隣の農家に勢役して看誰の手偉ひを交換し︑献身的によくその看護にあたり︑病人に珊かの不足を輿ふ

ることなかりき︒然も其の傍一手にして稲甲一反歩︑及副業とする乾瓢並に野菜一反歩の農作に努め︑之を以

て辛ふじて醤蕊及生活の資となしつつありき︑然るにきよ女の心誰しも其の数なく︑夫は大正十年土一月途に

死亡するに至れり︒かてて加へて老姑は我子の死亡に一層心身を痛めしにや︑病勢頓に高まり来る︒きょ女は

悲嘆の涙遼拭ひつつ朝夕の用使は勿論︑総ての看護に一層の留意努力を致し︑富子とて到底人の及ばぬ懇切を

議したりき・即ち或時は老姑が外界の状況遊見ること能はざるを以て︑其の心を慰める篤農作に開して︑苗の

生育状況より本田の有様迄知らしむくく︑責物駐抜き宋りて之を示して喜ばし︑時には又老姑を背負ひて田園

を巡回して賞見せしめるあり︒叉営地へ始めて電気識道の布設ありて︑其の開通式の際︑及び賓科中等畢校新

築蒋成式坐打の街日の如きは︑歩めぬ不幸の母を背負ひて式場に出掛け︑慰安せしむる等︑其の懇切さは皆人

の驚歎せざるはなかりき︒かくして老姑溌病以来満八ケ年間を一日の如く孝逝を謡し︑昭和二年士月老姑逓

して安んじて眼るが如く安膜せしむ︒誠に美しき孝心といふくし︒前には夫に先だたれ︑今又姑に死別して一

時悲喚に幕れしが︑きよ女は此の悲哀と不遇に屈するなく︑益盈共の後を溌奮して丸山家の維持再興にと努め
且品行上柳かの否難なく範を︾郷里に示しつつあり︒

きよ女は登性洲順にして叉純朴敬祁の念に深く︑不言質行︑勤倹逓旨として︑然も近隣の人堂に封して懇切

丁寧攻れば備望の極めて鱒しといふ︒其の篤打といひ︑其の人といひ世に稀なる孝子節婦と云ふくし︒

宮城

：鋤謬蒸識鈴木源一郎氏

宮城鵬宮城那多寅城村商略字上野五四

叫淵十九年十月十日生

方側にと岡地の指導渚となりて︑専念諜捧せられつつあるの篤行者なり︒γ．．：﹂↑：：︒︑︲

患に岡されて止むなく退畢し︑其の後は専ら郷里に師りて農業に従事するに至る︒而して敬祁崇祁へ︲耽曾事業

氏は宮城聯立第一小製︑熊本五高を維て明治川十三年東京帝岡大畢文科に入皐し︑在翠二ヶ年にして不幸大
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て立派な成統を収め︑今や牌下に於て最優良なる成績を墨ぐるに韮れり︒

大正十年には自ら主唱者となりて同村に信州購買組合を設立し︑組合長となり努力せるの結果︑金融機開とし

らるるや︑氏は進んで多額の寄附を進んでなし︑後有志の援助を乞ひ︑自ら幹部として識力しつつあり︑更に

催し︑婦女子の教養に努力しつつあるも︑此の費用も皆氏が負捨に茂るものなり︒叉同村教育後援曾の細織せ

し︑更に同村唯女禽を組織して倉長となり︑爾来婦人の心得べき潅法︑割烹︑染色等の誰習曾を毎年一二回開

次に公共事業方面に就て見るに︑多賀城村青年愈に多額の寄附をなして︑同禽の基礎を造り共の護展を期

立替たる金額滅千除固に達すといふ︒かくして此事業に益皇蕪力し︑目的達成のため努められつつあり︒

然しながら参拝閲の穣立金は︑一人分六十回なるも︑中には積立を篤さざるものあれば︑参拝剛組織以来氏が

参宮︑挑山御陵参拝圏の釧維は︑追々と近隣に於ても認むる所となり︑申込者続出するといふ有様を呈ぜり．

前述の如く賓力の乏しき中流以下の村民に封す昂皇覗皇宗の祁蕊を参拝せしむる目的を以て組織したろ伊勢

十五年三月其の節一回の参宮を決行其の成績大に見るべきものありければ︑引績き参宮を資行しつ上あり︒

宮の目的を達成ぜしむるの計霊を立て︑村民一般に加入を勧誘したるに︑二百有除名の加入者あり︒依て大正

宮並に桃川御陵参拝園を組織して︑自から之が園長となり︑毎月金宣園づっを貯蓄せしめ︑向ふ五ヶ年間に参

山御陵を参拝すべきことを力説したるも︑中流以下には之を賞行するもの厳きを慨し︑大正十一年二月伊勢参

りしも︑農村賞際の状況に鑑み︑言論のみを以ては不可能なるを察す︒即ち国民として一度伊勢の大祁宮︑桃

氏は元来敬紳の念厚く︑常に各種の諦演曾等に於て︑皇阻皇崇の肺鍾に封する敬度の念を喚起せしめつつあ
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編輯後
愛を切に所ります︒

Ｏ今年は殊の外の峨署で誠に凌ぎ難い昨今です︑諸賢の御自
○本流には瑞村先生より支那に就ての王稿を賜ることが川来
であり︑特に我邦に於ては経済上︑軍事上︑民族上其仙所謂

$

m

何

まして何よりでした︒支那は御承知の如く世界各闘注脱の的
方剛から蒋接な開係ある園ですから︑一筆一動克く之に注意
しなければなりません︒瑞村先生は外務省よりつひ先日派遣
されて．脱しく専問の慧眼を以て棚察されて締朝されたばか
御熟讃を願ひ垂す︒

りで︑訓は堂ホャノーの支那事情で︑得難い讃物であります︑

○倉員中村︑古谷剛氏の節約或は金解禁に就ての所牒も何れ
も参考となり面白いものです︑御注意を噸ひます︒
○今〃に﹃ナポレオンの母﹂を掲載致しました︒多少なりと御
したいと思って居ります○

参考にならうかと肌ひます︒今後此極の仙界美談券一御紹介致
○﹃玉の御嘩﹄も好評柳に経了し︑次で鼓に水戸前門を描栽致

しました︒とれ父御熟讃御好評を御肌ひ致します︒
○紙面の都合で﹃各地の風評と体説︑在米所娘︑弘辿の放︑

何れも来月焼に護り︑休載することとたり蚤した︒御諒承を
お願ひ致します︒
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