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日太弘道書要領甲誌

忠孝を重すべし︑祁明を敬ふぺし
皇室を尊ぶべし︑本圃を大切にすべし
画法を守るべし︑圃盆を岡るべし
畢問を勉むぺし︑身鴨を掘健にすべし
家業浄働むぺし︑節倹を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くぺし
信義を守るべし．慈善を行ふくし
人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべか
らず
酒色に溺るぺからず︑悪しき風僻に染るぺか
ちず
宗教を信ずるは自由なりと錐閤本圃山害とな
るべき宗敏は信ずべからず

一︼

下に於てのみ完全に注げらろＬＬ

て固催の尊厳牢登鵜するに努むろこと

九園家と一髄不二にして至公至仁なろ皇室か奉戴し蝿家畢っ

家の二字を忘ろぺからざる事

八職業地位の如何に論無く一身の問家に繋ろことを知り念々国

ものは之か排する事

のなれば荷も言論行動にして団家の基礎韮危ぐするの虞有る

七祇曾的生活は固家の統制

とを期すろこと

我践力して世界文化の登達と人類祁批の漸進とに寄輿せんこ

六人類共存の本義に振り他剛民に封する敬愛の精紳九養成し彼

曾的生活の噸須峰件たることを明にすること・々

↑﹄

五・唯物主義に本づく階級闘争の偏兄か排し所謂陪級の共存が鮭︒

に蚕すること

︐て生活の没趣味に階ろ韮防ぎ一は以て精祁的生活の句上凌達

四︑＆生活の簡易を固ると同時脹健全なる趣味の養成に努め一は以

生活の簡易を固ること

三・物質的生活北以て心か累睡さ瞳らんが馬め其の程度に鵬して

﹄︸と

二・物質的生活偏重の弊賓牟脱し精祁的生活の向上褒逢を期する

所以の根本か樹立すること

一個人緒の完成に努力し以て家庭画家世界人類の嵩めに奉仕する

日本弘道書の主張

I

か責現し幽迩の隆昌か協翼せしむろことを期すること

十租先の潰志を鐙承Ｌ列聖の大訓を逼奉し以て君臣一槙の丸想
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同要領乙読
一世界山形勢を察する事
二画家の贈来を慮る事
三政治の良否を観る嘱
四画家の経潜を知る事
五教育の適否を考ふる事
六無識の者を教化する事
七道徳の園結を固くする事
八正論を張り邪説を破る事
九国民の風俗〃改善する事
十赴曾の制裁を作る事

−

八七六五四三二一
十 九

一

一
一
一

、

'

尚

￨

や

〆

一金或寓同

一金或蔑圃

東京市︵脅員︶一伯爵

東京市一鋪率一一伯爵

東京市一鑑率一一伯爵

︵令員︶一
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東京府︵脅貝︶一子爵
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一金或園同︵同︶
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横田五郎
中島重蔵
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茂木七左衛門

茂木房五郎
茂木啓三郎
中野長兵衛

茂木勇右衛門

茂木七郎治
石川仁李治

茂木信一

茂木林識
金参拾回同︵同︶
金参拾回同︵同﹀中川仲右衛門
南寅次郎
金拾五目同︵同︶
前田肺助
金給五園同︵同︶
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金百園東京府代々木
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金拾園同︵同︶森川修識
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保田七兵衛

和光堅正
金載圃同︵同︶
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金式園同︵同︶山下富三郎
松山鶴松
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金袷圃同︵同︶
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棲二Ｉ守道徳一考寂二実一時依二ｉ阿椛勢者凄二涼寓古一達

ハ
ノテフロルトモノチレルコト
人観二物外之物一思二身後身寧受二一時之寂実一母咳取二

ノラ

寓古之凄涼一

だう零﹄くせいしゆものいちじせき唾くげんゼいいあもの
︵道徳に棲守する者は一時に寂真たり権勢に佐阿する者は

ぼんこせいり？７だっじん叩都つぐわいものみしんごみおも

蔑古に凄涼たり達人は物外の物か﹄観る身後の身韮思

唾しじせきだくうばんこぜい・りやうとなか

７︿寧ろ一時の寂実を受くるとも寓古の凄涼を取ること母

れ︶

︵菜根謹より︺

弘道春
昭一和一

物走讃ますぺきか：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：：諸名家回

源八武栗

現代の青年には如何なる書物走諭ますぺきか・・：．：⁝・・・・・・・・・⁝・・：諸一

棚橋絢子女史茶話・⁝・・・・：：：⁝⁝・・・⁝・・・・．．⁝・；・・⁝．．：・×

現在的努力⁝⁝︒：：：⁝：⁝⁝⁝：：：⁝・⁝：⁝本含講師足

秋田固書館を訪ふ⁝・⁝⁝⁝：：．：⁝⁝⁝蝶岡支曾長繁

新日本の大皇風建設：⁝⁝⁝・⁝・⁝：⁝向島弘徳曾長小
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雪員紹介加入二闇スル規定

』

一︑含員チ紹介加入セシメタル者二封シ曾長ョリ謝状及謝濃チ贈呈ス

●

里エス

サル
ル場
場合
合︽
︽七
七月又︽十二月二於テ贈呈己
但シ禽員五名二達七ザ

昭和二年六月
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日本弘道含
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ヲ贈

ー︑謝潅ハ紹介加入セル曾員五名以上ニ達スルトキハ直二相常ノ謝潅
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○都下の牛乳搾取業者が炭痘病牛を隠燕せるこ︲ｃ・婆幌蕊〆↑依りて摘

駿せられしより︑取調べの進行に従ひて︑結核病牛を隠蔽し垣︑其の

乳を販責するもの︐府下三百像の牧場殆ど皆然らざるはなきことを暴

露するに至れり．是れ資に毒乳を無告の嬰児に飲ましめて︑自家の暴

利を貧るものにＩ︶て︑其の犯行の憎むべきこと何物か之に如かんや︒

営業者娘勿論︐彼等に買牧せられて其め犯癒を割助せる獣鍔輩は︑宜
しく厳重に之を虚罰すべし︒少も暇借する所あるべからず︒
○頃日某腫議員選畢に際して︑大事の畢生にして議員に営選せる者あ

り︒夫れ畢生は専心畢業を修むるを以て分Ｌ﹄す︒皐生ＩＣ議員とは雨立

せず︒議員の職を瀞して畢事に専念するか︒事事を放郷して議員の職
に働精するか︒二者其の一を選んで可なり︒

○第二高等畢校生徒同盟休校して校長を排斥せんとす︒而して二高出

身の大率々生之に聾援して︐其の目的の貫徹を期せんとす︒近来此種
の皐校騒動頻蕊して︑識者そして蕊盛せしむ︒鳴呼師道の尊厳．今や
全く地に瞳っ・慨して懐せざる可けんや︒

Ｃ圃民義務教育費の圃庫補助領は︑漸次増加して今や約三分の二に達

せり︒吾人は更に一歩を進めて︑義務教育費帥国庫支排を要望す︒教
育者の品位向上．激宵の効果増進︑及び蝋方財政窮乏山緩和の三識よ
ざるなり︒︵澄江︶

り見て︑吾人の要望は最も時務の痛切なるものなることを信じて疑は

新
本曾特別含員
固民新開献長
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篇は本愈豊岡支曾の附開事業たる豊岡大祭の第四回講座
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昭和
此の一

一

徳常先生が臨講せられたろ講演の要旨である
て

１

一とは言はざるまでも︑其の根本に至っては些の錘

昨日は或宮標より御招待を菱り︑其の際﹁如何な６もない︒即ち是は自分の熱誠の送りであり︑衷心
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是はは吾吾
如何なる豊悟を以て昭和の御代を迎ふ可きか︑叉其を貫く根太主張であふＱか︒﹂との御下問を受けた︒
の豊悟を定むるには如何なる根本思想を以てすべき之に封して二時間の長きにわたって卑見を申上げて
かと言ふ事に就き︑卿か意見を述べんと思ふのであ来たが︑自分の今述べんとするものも誰くそれと同

に
於

〆

よりの叫びである︒

︲戯Ｌ■車
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研究は︑大和民族が如何にして活動し護展し︑而し

て三千年の歴史を築き得たかを知るのが最大の眼目

今日の日本に危険思想等の行はる蚤理由を老ふる

に．日本人がⅡ本の歴史に何等適切なる研究をせざ

であり︑叉かくあらねばならぬものである︒

ぺしと高唱する︒歴史は要するに圃民及び民族の一
代記である︒即ち園民或は園民が如何にして活動し

りし罪である︒歴史は事貿である︒灰吹きから蛇が

出で︑瓢箪から駒が出るのではない・米を蒔いて稲

が生え︑稲が資って米が出来るのである︒如何に其の

技に巧なる人があらうとも︑毛虫に桑を典へては繭
は得られぬ︒篇が桑を食うて始めて繭が出来る︒歴
史亦然り︒起るべき順序があって起るまでのことだｃ
真に歴史を理解すれば．どうして赤化などが起り得

ようか︒畢寛歴史を顧みずして頭脳の空虚なる所へ︑

種々の雑物が入り込むに過ぎぬ︒哲皐１１それは危
険ではない︒併し歴史を取除きたる哲皐は危険にな

り得る︒何となればそれは空中楼閣であるから︑一

如何なる事でも成し得る︒之を例へて言へぱ︑数日

三

間食を取らなかった人が．手営り次第口に頬張るが

切の事資を無税して︑唯頭の中で考ふるだけならば

ある︒勿論正しき請方を知るのは必要である︒併し
伊藤ハクプンにてもヒロプミにてもｒ伊藤公そのも

如きものである︒一度歴史の事資を頭に入れた人は．

昭和一新

のに愛りはない︒その愛隠りなき伊藤公を知るのが歴
史の務であるｏ我々大和民族としてなすべき歴史の

をミッナリと讃むかカヅシゲと謹むか︒それを決め
るのが歴史なりと解すれば謬見間甚しと言ふくきで

も悪しからず︒横道に入るも亦答むべきなし︒然し
それに没頭すれば︑正道を忠るぁに至るのだ︒大石
良雄をヨシヲと讃むかヨシタカと讃むか・石田三成

った研を明にせねばならぬ︒然るに今日の歴史研究
を見るに︑その多くは的を失して枝葉に走り横道に
入り︑而もその根本を遺飢本道を忠る︒枝葉に走る

る︒故に我々大和民族が︑今や昭和の日本顧民とし
て世界に虚せんとするならば︑常に我々の由って来

壁達し又衰微したか︒如何にして昔に起り今に綾さ
居るかを︑民族的仁圃家的に眺めたものが歴史であ

昭和の御代に壱要／て自分は先づ歴史に根祇を置く

I

昭和一新
恰も食足りたる人の如く︐食し得るか否かを吟味し
て見る除裕がある・危険人物とは精祁的に飢えたる
人なり︒故に精祁的に満腹せよ︒我々の思想の根祇
を歴史に置け︒是が自分い叫びである︒昭和一新論
の主張も亦之に外なちなし・
荷も吾人の考にして歴史的に向へぱ︑過激思想に

て居る事だ︒英国人は擢利を最も尊ぶ︒潅利の為にば

生命をも捨てる︒権利の幸の連績が英圃の歴史であ
る︒英画に於ける最大の事愛は彼のマグナカルタ即
ち大憲章の制定である・是は勢力ある諸侯がキング
ジョンに権剰を譲らせたのだ︑叉ピュリタンの革命

死刑に庭して了った︒一六八八年の革命︑それも王
様と議曾の晴一嘩であるｃ一八三二年の議曾改革︒そ
れは人民と王様との権利の争奪である︒始より雑ま
で権利思想で一貫する︒此の大なる綱を握れば英圃

があった︒是は議曾と王様との権利の季である︒其
の結果議曾が王様を裁判し︑遂にチャールュ一世を

﹁隼の本は己を知るにあり﹂と︒然６１日本幽民
を知るのが本である︒而して日本画民を知らぅとす

史は到る虚容易に理解される︒権利の後に必卿一岬義務

陥らんとして焔り得ず︒自ら穏健着資の思想に落着

れば︑どうしても西洋諸画民をも知らねばならない・

あり︒英国民ば権利を主張する︒併し義務を放郷す
るとば言はない︒唯考へ出雲つる動機が椛和にありと

然らばＨ本帝函の歴史は如何︒一貫する根本思想
は何ぞ︒自分は言ふ︒それは義務の精祁である︒責

物事は綴べて比較研究に依って始めて明瞭になる︒

任・奉仕の観念である︒鼓に言ふ義務とば忠義に外な

管此の理に基いて日本の歴史と西洋の歴史︑特に英国

痛快である︒小さなアングロサクソン民族から潮世界

らない︒今之が責例を塞げんとすれば︑日本歴史の

言ふまで画ある︒

を淵歩する所の今側の大英帝圃に至る一代記は︑誠

どのページを開けてもよい︒先寺乃木大鵬がある︒

の歴史に就いて比較しようと思ふ︒

に雄大なものだ︒併し︑其の長き歴史には見逃し難

吾々が英画の歴史に眼を通すＬＬ賃に愉快である︒

き一事資がある︒それば徹頭徹尾権利思想で一貫し

くのである︒然らば歴史に於て何を第一番に知るべ
きか︒是日本の国民性である︒古人の言に日はく︑

四

〆

無数にある・大志良雄の話を聞いて之に共鳴する︒是

を真面目に取扱ふべきでないと信ずる︒彼の非行の

日本の歴史にもや労汚鮎を認める︒錘に李蒋門と
言ふ男がある︒併し自分は歴史的には彼の如きもの

私︾ヂ︒◎

れ大石良雄Ｌ﹄共遁する心があるからだ︒斯る義務の

如きあ︐０得べからざるものであって．是は歴史的に

して︑精祁病畢の材料である︒斯るものを真面目に
考へる所に歴史率の誤謬が存する︒
新井白石は政治家として︑文章家として叉歴史家

職は異るとも其の心に於て乃木大蒋上一共通する人は

観念が我が三千年の藤史〃貫いて居る℃臣民の義務

解群すべきものに非す︒即ち儲獄行のものに非ずし

調和である︒勿論除外例もなしとしない︒即ち圃政の
乱れた事もあった︒逆賊の出た事もあった︒故に日

として 徳川二百六十年間に傑出した人物である︒
自分も出来得る程度に於て尊敬して居る︒併し其の

て︑松淫病院行の代物である︒歴史事の材料に非ず

本の歴史のみ真白で︑外圃の歴史は謡く真黒な６と
は言はないＱ唯概括的に見て然りと言ふのみだ︒

歴史観を見もと．や蚤深刻過ぎると思ふ・織田・豊臣

人にして︑如何にして此の鮎に気付かぬことがあら

されど皇室の衰微を眼にして誰か﹁このまぅにては
すまぬ﹂と巻へぬものがあらう︒織鵬︐響臣の如き

は皇臆の修理を名︐として．皇室を挟みたりと言ふ︒

次は比の帝圃は上御一人の御私有物に非ずして︑御

ことである︒是犬御賓の話が明に之を示して居る︒

先耐より代々子々孫々に譲り給ふべき共詑物なりと

五

観することが必要であった︒人の行潟を刑事巡査の

う︒忠義の鮎に就いては叉彼等の本心より出でたる
もの＃解すべきだ︒白石は今少しくＨ本の歴史を通

昭和一新

は御祁偲の義務めるものとの御考が徹底して居られ
た︒義務と義務との調和︒子れが日本歴史の特徴で

の御信念である︒民唯天皇陛下の最も大切なもの画風

おほみたから

古来我が帝闘をしるし秘す天皇陛下は恥二つめ大
なる御考を抱かせ給ふ︒其の一ば人民を愛撫し給ふ

衝突一どある︒日本の歴史は君の義務と民の義務との

斯の如し・上天皇陛下におかせられては︑更に大な
る義務を食はせ給ふ・英圃の歴史は君権と民権との

併し乃木大蒋のみ忠誠の士かと言ふにさにあらず︒

1

財政行詰りしだめ︑之に代らんとする薩長の力が偶

︽︿

如き態度にて︑アラ探しをなすは歴史的事賃を誤る

昭和一新
ものである︒

然的に明治維新を現出したと解し︑或は叉維新は士
族大名の勢力と町人百姓の勢力とのバランスが顛倒

う︒併しながらそれ等の事のみにて︑維新の歴史を

後奈良天皇の御代は︑皇室が最も衰微遊ばされた
時代であみ︒畏くも陛下の御用度さへ御不足勝ちに
て︑山科卿等は到る虚を遜遊して皇室の潟に寄附を

解決することは出来ぬ︒

西欧人は新Ｈ本が一夜の中に生れたりとして︑そ

して偶成した貼考へる︒それには多少の事賓もあら

募ら飢た︒一天葛乗の大君が震筆を染めきせ給うて
御用度の一部に充てさせ給ふこときへあったとは．

れを一の不思議に数へて居る︒併し自分の考では︑維
新には少くとも五百年の歴史がある︒維新を根本的
に知らんとすれば︑南北朝の時代より研究すること
が必要だ︒明治御一新は後醍醐天皇の御震考を明治天
皇が大成し給うだのである︒楠正成︑新田義貞等の
志を西郷・木戸︑高杉等が完成したのである︒太手

極悪非道の足利韓氏さへも︑君に弓を引かんと思

記に始り︐五箇蝶の御誓文に終る︒如何にもして皇
室の御代に復さんとする曇き間の圃民の熱誠が︑維

我々の血を涌言立だせずにはおかぬ・吾人は忠義を
せねばならぬ様に生れて来て居るのである︒

うて弓を引きたるに非ず︒城山に立篭った西郷隆盛

畏しと︲笥畏き極みである︒而閏斯る御窮乏の際にす
ら︑民草の上を御案じなされ︑疫病流行の趣間召さ
れては︑般若経をお篇しになって諸方の紳献悌閣に
納めきせ給うたｂ今日其の御辰筆を拝する時涙潜然
たるものがある︒﹁人民の篤﹂是皇室の不文の憲法で
ある︒吾人が皇室中心主義を唱ふ・吾人のみが皇室
に忠誠を議すのではない︒皇室の御仁慈斯の如し︒
吾人が此の御恩恵を了解したる時．報恩感謝の念は

近来唯物史観の聾が高くして︑兎角事物を物質的

の心中こそ彼の心中である︒自分はすまぬと思ひな

新の大業となって現はれたのだ︒

にのみ解せんと！︲一・精もすれば我が朋治維新の大業

がら︑情義等に擁されて︑心ならずも勤王軍に手向

︑︑︑

をも物質的解せんとする筆者がある・或は幕府の

「

︑︑︑

ふた︒尊氏は戦に勝った︒併し精祁的に敗れだ︒正
成は戦に敗れだ︒併し精祁的に勝った︒嵯峨の天龍
寺は︑尊氏がすまいと言ふ悔恨の情に堪えずして︑
後醍醐帝の篤に菩提を斬りしなり．と樽ふ︒是やむに
やま恥ぬ苦境にありし︑彼の心中の表示ではないか︒

叉彼ば般若綴を書いて︑之を諸方に納めた事もあっ
たと言ふ︒かくして彼は悔悟悶々の情を忍んだので
あった・最も憎むべき逆臣の心根にも︑斯様な愛ら
しき一面もあるのだ︒

︲明治維新の際に於ける曾津藩や彰義隊等も︑君を
思ひ奉る心に錘６はない︒唯其の方法を異にしたの
み︒世人は維新の元勧として薩長土の諸侯を翠げ︑
維新の三傑を推す︒︐夫又然り︒併しかの大業を成就
せしめた根本の原因は︐此の外に存する︒外夷の黒

セ︒維新の大業も孝明︑明治の聖帝の御努力で成就

し埴それを補佐し奉ったのが所謂元勲である︒人民
も働いた︒併し天皇陛下は更に働き給うた︒孝明帝

は︑畏くも三十六歳の御壮年にて議遮﹃のらせられた︒

而もその御鵠格は尋常人以上におはせしと聞くも︑

如何に画事に叡慮を悩し給うだか︒之を拝察すれば

涙が携柁として下るのである︒
歴史の結論は以上の如くになる︒否かくならざる
を得ぬ︒頼山陽は詩に詠んで︑日本の歴史は縄べて

の御歴代の御治世が︑漢の文帝の歴史を締︐︑が如し
と言うた︒丈帝は漢の歴代中最も仁徳の君と稲せら
れた帝である９勿論詩の一句であるから多少の誇張
なきに非ず︒併し大磯に於て真に近き言である︒

歴史的に事物を観岱ょ︒歴史的に観ず鯉ぱ新しき
事．珍しき事︑面白き事は或はないかも知れぬ︒併
しどうしても其の思想は︑穏健着賃とならざるを得

ない︒露西亜ば専制主義の園から︑ソヴィエットと
なった︒歴史を知らぬ人は︑これで日本は露幽の侵

船が近海を脅やかし︑園内の議論が沸騰した際︐孝
明天皇は深く刷家の前途を御診念めらせ給ひ︑圃家
願された︒彼の元憲の折に於ける龍山天皇の御決心

略に封して安全となったと老へた︒されど専制主義

安寧のために尊き御身を犠となさんことを諏悌に所
と全く御同様である︒此の陛下の御精測を拝承した

の露圃よりも︒今日のソヴィエット露画の方か︑遥

七

我が圃民は︑期せずして熱誠に燃え上ったのであっ

昭和皇新

昭和一新
に著しく世界を畷がして居るのを観よ︒昔は幽門の
みに雷って居たが︑今は圏外に手を出して居る︒元
来ろフプ民族には侵略と言ふ病気がある・故にその
歴史は侵略の歴史である︒専制であっても共和とな
っても︑圃民性に鍵りはない︒スラブ民族は何庭ま
でもヱラプ民族である︒斯の如く歴史的に見たる謹
擦によりて事賃を知るならば︑世界に虚する思慮分
別を誤るこ︲とがない︒

︑維新山大業は︑大和民族の精祁的に高調した時代
に成就きれた︒斯の如き場合は常にあるものではな
い︒其の常になき精祁的高調め時を︑此の昭和の御
代に致さん事が自分の大本願である︒人間は絶封的
の善にはなれない・叉悪にもなれない︒善と悪との
混血児である︒比較的立派な考の出る人が偉い人で︑
比較的立派な考の出ぬ人が偉くない人といふに過ぎ

ぬ︒我々は成る可くょい方を多くせんと努む︒歴史
にも立派な時代と又いやしき時代とがめる︒我々は
立派な時代を作らんＩＣ努めねばならない︒

日本の特色を理解せよ︒自分は之を更に高唱する︒

日本圃民は大義名分がなければ︑少しも動けぬ圃民

八

である︒理想を奪はれぁぱ︐一歩も進めぬ画民であ
る︒之は隣圃支那と大いに異る鮎である︒閥の篇と
か君の潟とか叉吐曾の潟とか︑或る目的或る理想叉
は或る高き日標がなければどうする事も出来ぬ黙

が︑我々の有龍する最大の特色である︒明治の大業ば
此い特色に依って成就した︑理想に向って進む︒此

の美はしき特色を︑昭和の犬御代に這憾こぐ謹揮せ
しめたい︒是が自分の主張である︒而してやがては

昭和一新論を上梓した動機である︒︵丈責在筆記者︶

●

一侭忠衛

これは何の潟めであるかを云ふに．杜鱒的正義の

たのである︒

は︑勢資協調の能力を溌揮することが出来なくなっ

にして勢資の階級闘零は生じて︒正義ｒ銘々勝手に
解群して階級道徳として信じたから︐正義そのもの

産を無幌するに至ったのは著しい現象である︒斯様

正義の観念

勢資協調の基
本としての

七︑人格的正義の意義
吐曾的正義の濫鯵を観るに︑これは個人的正義の
鉄焔を修正せんが篤釣であった︒そして個人的正義
の根本的鉄焔は︑個人の豊醒によってその人の人格
を擁護することが正義であったのを履き達ひて︑一
個人の自由を嬢張する篇めに他人め自由を束縛する

最も著しい現象であった︒吐簿的正義ほこの鮎に留
意して個人の人格を耐禽的に擁護することが正義で

抑も誤解の根源であって．個人的正義に破綻を生じ

愈的正義ではこ奴を吐曾的に解癖して居た︒こぁが

に至ったことである︒殊に沓︿本家が個人的正義の観
念に立脚して．勢働者の生命財耀辛無観したことは

あったが︑絡に履き連ひて職禽の自由を濃張する潟

たやうに︑蔽脅的正義にも破綻を生岱ざ︽幻を得ない

概念は個人的正義の観念に於けるが如く︐人格︽帥観
念に由来したものであるけれども︑その考察の方法
が幼稚な潟めであった︒第︽一に個人的正義に於て人
格の観念を個人的に解稗して居たと感じ方法でｐ斌

めに個人の自由を束縛する結果を招いた︒殊に勢働

結果に陥った職である︒これは全く個人的正義が個

九

者が赴鋪唖的正義の概念に立脚して︐資本家の生命財
静養協調の基本としての正義の観念

①

勢資協調の基本としての正義の観念

人の観念によって却ってその人格の観念を濁して不
明瞭にしたやうに．砥曾的正義が吐愈の観念によっ
て却ってその人格の観念を掩ふて不明瞭にした結果
である︒即ち本質的に絶封性を有する人格の根本観
念によって組み立てなければならぬ正義の槻念に封
して．相濁的な個人とか吐禽とか云ふ客観的鴎性を
輿へたことが一大縦黙であった︒特に正義が魅曾道
徳の一種であると云ふのは︑個人を無覗して耐曾を
偏重した意味ではない︒これは私徳に封する公徳の
意味である︒即ち自己が自己に鍔する行潟では無く
て︑自己と他人との開係に樹する行篤であると云ふ

一○

ものである︒ロックに依れば人格は思考する所の叡

智ある質在であり︑理性と反省力を伴ふものである︒

カントに依れば︑行篤の責任に鍔する主譜の唯一性

であり︑自由にして且つ燭立せるものである︒ヘル

パルトに依れば自己意識であり︑自我である︒画ツ
ッエに依れば直畳的自覚質在である︒ラシュダルに

依れば意識的︑恒久的︑自己群別的︐箇別的︑活動
的なる賞在である︒今此等の諸説を縄合して考へる
に︑人格は人間の人間たる所以の資格として奥へら
れた人性である︒これは人間の理想に封する意識の
統一者であり︑行篤の自動身であり︑可能性の謹揮
者である︒これを普遍的に主観の上から鵠験して見

れは一の自我であるが︑これを特殊的に客観の上か

そこに有識的の開係を作馬するのである︒それで自

ら封象の慨界として見れば．個人となり牡倉となり

正義ではこれを誤解して︑個人を無税して赴曾を偏
重したものにして了ったのであるから︲これは滅曾

我が生物としての人間世界に於て人格者として存在

意味であり︑赴曾道徳としての正義そのもの動中に
は大に個人を尊重して居るのである︒然るに献曾的

道徳の性質すら失２Ｌ居るもので全く人格の意義を

する矯めに︑個人と職曾とは人格鋤具鴨的封象性と

牡曾の平等が人格的に考へられたりするのは皆その
結果である︒それで個人的正義に蕊ても︑赴曾的正

なるのである︒個人の自由が人格的に毒へられたり

鉾へぬことに原因して居るのである︒︵
人格の意義を零れて見るに︑これは人類の良心の

中に存在したもので︑その観念は東洋にも西洋にも
あったものであるが︑特に文葵復興以後に登達した

り︑自然的のものであり鞘統一的のものであること恰

人格を個人的に考へるのも魁曾的に考へるのも相常
の道理がある︒けれども人格は本具的のものであ

の普遍者としての営潟であるから︑本務と権利とは

り︑他の一面に於て権利である︒そして規範は賃在

は二種㈹要素がある︒一面に於て義務即ち本務であ

悪用に階っだもので︑全く人格権に閲する倫理的考
察の足りない結果に外ならなかった︒道徳的規範に

も人間の身髄に異ならない︑然るに個人的正義や吐

義に於ても︑人格的に各の一面の真理を有して居る︒

愈的正義に澱ては．単にその目鼻や手足を切り離し

一一

互の本務なる鮎に存するのである︒即ち生存権︑自
由椎．機曾均等権．所有権︑勢働樵．名蕃縦等の人

である︒けれどもそれは博愛の徳とは自ら異なる︒
その異なる所以ぱ専ら他人の人格の奪巌に封する相

自己に封する徳では無くて︑自己が他人に針する徳

本務と権利とは必ず具備されなければならない︒そ
の併立の上に至善は資現されるのである︒
斯様に考へて見れば正義は質に個人と個人との開
係に於ける本務叉は権利の上に生する徳であって．
謂ゆる私徳に勢する公徳である︒即ち自己が軍燭に

を生じたのである︒一方を道徳的本務と譜ひ︑一方
を道徳的権利と謂ふのである︒それで本務ＬＬ権利と
は共に人格の属性である︒人格が存在する潟めには

賞在の進展であって︑人格の中に融合して居たのが
吾人の良心に現はれてや始めて客観的な二箇の濁象

で．勝手な理窟を附けてこれが人間の正鶴であると
主張するやうなものである︒その正義が真個の姿を
表はさすに︑軍に幻影として世間を騒がすのはその
結果である︒

次に個人的正義も赴曾的正義も︑共に正義の本質
として︑その源を至善に封する本務と徳との観念に
溌したのは︑人格の襟利を創造してその可能性を賃
現しなければならぬからである︒随ってこの二つの
正義は軌れも権利の観念の上に磯達した︒然るに過
去の権利観念瞳専ら法律の思想に支配きれて居た総
めに道徳性がなかった︒それが篤めに個人的正義も
斌脅的正義も権利の思想を豊富に有っために︑人格
の思想が貧弱に茂り暖昧になり︑柊に権利の擁護者
が盛に瀧利の侵害毒に鍵った︒これは法律的権利の
勢賓協調の基本としての正義の観念

勢姿協調の基本としての正義の観念

格擢に封する相互い本務上の徳である︒尤もこの徳
を禽獣草木に及ぼして︑これを人格的に擁護してそ
の生命の倉厳を擁護することは︑謂ゆる徳の禽獣に
及べるもので正義の大なるものである︒それで正義
は専ら人格権に閲する主知的の徳である︒然るに博
愛は専ら贋い意味の人道叉は狭い意味の正義によっ
て︑良心の高尚なる情操的動機に謹する徳であり︑

自ら主情的のものである︒この二箇の徳は自己と他
人との閥係に於ける公徳として︐それ人〜に特色を
有するものであって．何れも尊貴鉄くべからざる道
徳である︒

一一一

と調和して曙ない鮎が多い篤めに通道徳に反しても
法律にさへ背かなければ此の世の中は大手を振って
渡れると見るのが︑現代人の法律概念である︒それ
で粗製濫造の咋是今非な法規に立て篭って︑その権
利の鐘重と擁護とを叫ぶことが真個の正義であると
妄信する結果を生ずるのは自然の成行である既に

現代の牡曾はこめ傾向に憎んで居る有様で︑正義し﹄
は一鴨何であるか︑正義は何故に必要であるか︑正
義はこの世の中の何庭に存在して居るか︑それは叫
ぶ者の御都合によって解稗されて居るのである︒こ
れは全く人格権に閥する倫理的基礎を有せぬ偽正義

の致した罪である︒若し正義が人格的に意識さ恥爾
個人と魅愈上言を統一して人格権の根本的意義から考
へ出されるならば．人生の最高善の前に咳只だ人格
愛護の徳があるのみで︑互に鏑を創って攻め園ふ鐙

正義は斯様に権利の上に生ずる道徳であるから心

れな屯個人を盆することを専一とする正義は必ず

行は想像だに出来ない筈である︒

して季ひ潮ふ結果を招くのである︒殊にこの正義を

必ず個人を害することになり︑互に正義の旗職を離

るから︑八格擢の観念が明瞭になって膳なければな

の観念に生じて︒その権利の上に構成されるのであ

斯様に正義の観念は個人と斌雪とを調和した人格

し砥曾との間に利益の衝突を免

法律上の権利問題に膳用する場合には．一層その開

らない︒正義の観念の暖昧なのは人格権の観念が暖

ば︑勢ひそこに個人

これを個人的仁解稗したり吐曾的に考察したりすれ

赴禽を害し︐赴韓を盆することを専一とする正義は

係を悪化する傾向を有って居る︒現代の法律は道徳

味な潟めである︒それで人格権の観念に就いて確乎
たる意義を判明して置かなければ︒正義の概念は確
互に正義の戦を主張し

立されないのである︒今日までの正義槻が便宜主義
に捉はれて利益の手を始め
たのは︑全く人格権に閲する知識が浅薄な総果であ
った︒若し人格権に就いて統一された知識を有し︑
且つ醇化されたる情操を有するならばｖ生存・自由︑

機曾均等．所有︑勢働鯵名響等に閲する人道的意義
が明瞭になるから︑個人の献脅的生活に於ける利盆
の協調は自ら定まる課である︒況して利己と利他の
統一的倫理や︑競争と協同の統一的倫理によって︐
その個人の人格的開係はますＪ１明瞭にされて︑何
人もその蔽禽道徳としての正義の観念を禽得するに
迷はいやうになるのである︒これ資に人格的正義の
本質であって︑正義ば唯だ斯様な意味に於てのみそ
の属相を窺ひ．その人遊的意義を理禽することが出

資の階級闘雫は︑各自の正義観の異なれる立脚地に

原因して綴るので︑資本家は個人的正義の城廓に立

て篭り︐弊働者は吐曾的正義の塑橡に擦って︑そこ
に永久戦を開始して居るのであるから．その協調的

卒和は全く絶望的のもので百年河清を侯つめ夢に等
しい︒その結果は謂ゆる正義の戦からして・執れも
深手を負ふて良心を麻嘩させ．悪虐無道の行鯨を霜
し︐惨忍酷薄小悪魔となり︑利己一片の動物に化し

て人道の大破壊に柊り︑借に共に滅亡せざれぱ止ま
ない運命に達するのである︒これは一全く正義の悪用
であり︐人格的正義を冒涜する者の罪である︒そ脱

故に︑この勢資の協調〃冥耐目に考へてその祇曾政
策の人道的使命を達成しようとするには・必ずこの

人格的正義の倫理蕊的意義を明にして︑最善の正義
観を樹立しなければならない︒今日まで盲信して居

た誤った正義の概念を棄一毒し西︑こい新らしい唯一絶

調の真正義を徹底して人生観の根本的改造忽鴻園し
なければならない︒若し資本家と鍔働者とが人格の

来るのである︒

そこで前論に遡２︲勢資の協調に就いて考へて見

絶劉的恒久償憤を鴨験するならば︑何人と雛も一個

一一一一

唯一性に立ち︑その直豊的自畳の資在に住し︑その

るに︑これは全く上述の人格的正義の観念に由って
のみその目的を達成し得るものである︒爾来この勢
勢溌協調の基本としての正鑑の観念

−

勢賓協調の墓一本としての正義の観念

随一の正義に霊感して︑心砂欲するところ其の矩を
職えざる苦境に達するは自然の勢でゐる︒
これは責に斌曾政策の根本的基調である︒この基

調だに確立すれば利己は利他と協調し︑競争は協同

ＩＩ

孔子頒徳の歌︿鶏謹崎泡

一

て︑世界観の競争叉は理想の競争となるのである︒

泰山寓古雲に立ち

山河と共に識きせじな

狐川千歳水あせず

一一

一一一

博へし道は敷島の
色香も妙に咲き出でし

ひとの幸祇世の中の平和の光輝かん

湯島の岡にそびえたつ大成殿の中よりぞ

御馴の花そうるはしき

大和心をうるほして

導く本は仁にあり

貫く道は一つにて

孔子の偉業盛徳は

して善く勝つ︒﹂と云ふ人格的必勝が正義の望む所で

孝悌忠信百行を
修身香家禽民を

と和衷して︑人間の競領は生物的生存競争では無く

四

論語に日ふ一君子は肇ふ所なし︒必ず射か︒揖譲し
て升６︑下って而して飲む︒その季や君子なり﹄と
所詔君子の索のみが正義の認める唯一の索である︒
小人の手は利を射るのであるがｂ君子の幸は仁を射
るのである︒老子の詔ゆる﹃天の道は幸はずして而

￨ ニ ー

四

ある︒その結果は義利合一して理財の徳が明にさ
れ︑天下は一人の天下に非ずして天下の天下である
ことが了解され︑寧ろ天下の憂に先って憂へ︑天下
の薬に後れて楽しむの人と為るのである︒これ賃に
正義の偉大なる功業である︒吐曾政策は資にこれを
責現する倫理運動として︑現代の暗憶たる誕潜世界

︵一元︶

の風浪を照らす所の燈明蔓でなければならない︒

一 一 一 ｰ 一 ,

なりといふぺきである︾

な︒思へぱ杜曾人の調書選捧の責務や重皿大

新附の讃誇に依って得る知識の如何に多きか

へろ者の祁縄麻癖者であるとは云へ︑この陸

結果である︒素より此等は此の時に於ける迷

思慮なる・者の頻々と篭出すろあろば︑其等の

諸名家
しく旺盛となり︑然も一方印刷術の進歩は０

教育の暫及・﹂伴って︑一般の読書欲も又著

何人にもこの欲求な容易脹浦たし得るので心

無如何恥問はす︑其の階級の如何に諭なく︑

ば狐ぱならない︒着ょや︑老若男女知識の有

底し北感がある︒これば誠に結構なことＬい

ぐし︑︑盛り洋山の雑柔か製造し・その混沌

である﹄即ち科雛的研究の進歩は︑分化を繋

さの中にあると共に︲二皿恐る・へきの過渡期

御承知の如く現代の思想界は混沌とせる複雑

なろ弊害のまた伴へる態恐ろろものである︒

この人か害ぜらろろば︑絶大なろ問題であら

盛衰ば聖げて青年の心の内にあるといへる︑

背ふヘキ﹄亜大なる責務あるの人・崎来の一図

に︑やがては桑へある︐帝幽の勝来を墜隔に

く僻槻し得る所でない︒いふまでもなく青年

人病恥青年に蕊延位しむろは︑心ある人のよ

日々若干の昨間今ハ書物に或は雑誌の誠諜脹利

たる布様は蹄一する鹿聯迷はしむろ︒而して

然し一面雛って老ふるに・談悲に依る甚大

胴せざる者はないといつれ吠態でゐろ︒然も

雨々相呼唯して現代は︑正に調書の響及海徹

誼諜の場所や畔は︐必ずしも家庭の番喪に限

にめまぐるしい︒それ故に波１烏の正槻は︑

朝の非は夕の是︐雑風の吹き来り吹き去る礎

ると共に︑識する←亦讃菩である走忠へぱ︑

力の盛なるのとき︐青年か盆するも談諜であ

り﹂といった言の益々風なりとの感か深くす

起槻て︑吾々は先礎か﹁祁命は大なる皐校な

よ斗﹄畔間である︾如斯現代の諏蒋普及の状態

家の犬め寒心に堪えざることである︒此の頃

には︑恕すべきものぱあるけれども．然し幽

韮路を見失って︐起脳にさへ迷ふ青年の心理

か紐臥させられるのみである︒随って自己の

ざる峡態で︐何れか是か何れが非か︑唯脳裡

ひて良講の御描定を御願ひした次雄である︒

き出し得永くてはならぬと︑錘に諸先生に乞

一日も早く暗鼎より青年を救助し︑光明へ導

か統一せしぬ︑進路か端示し︑自母か促して

良諜か選定し︲これが談諜をす上めて︲裡雑

如何でか空手勤岸事祇得られやうぞ︒何とか

本誌は此虚に槻ろ所あり︑現代の如く調書

らず︐朝夕勤務の往復時間電車の中に︑或は

容易にその是非恥判断せしむろ時間を滞在せ

艇ぱならない︒

凡て現代人の利用するよき誠悲場所であり︲

汽車自動車の内にｂ或は仕班の休憩時間等︑

るものである︒何となれば知識の縄馳活川と

図家か忘れ︑建幽の精祁悲排へす︑祁先や歴

一五

幸に諸先生には︲本誌の意のある所走諒せら

始あて祇索は誠に畢校なりといひ得るからで

史恥無頑し︑猫自己の僻統に依る血幸さへ無

共に︑一面止まざる讃霧による修養あって︑
．ある︒吾々は知る︒一般人の知識は書籍雑誌
如何なる諜物か読ますぺきか

如何竃ろ妻物九一讃まずぺきか

れ︑責重なる御回答を鵬つ衣ことば︑本誌の
光柴とする︐と共に深謝に堪へない所である︒

諸先生の御意見や御指定の良諜雁依って︒現
い←のである︒願くぱその効のあまれかれと

代帝年を欽涜し得る一助たる今小確信して？ま

念諏せむ︒

諸先生の回答
峠霊戦識静窪宮田修
佐藤一驚先生著

言志四録
小生は此書を青年必讃の書として最も推奨
するものに有之候

蕊誕謝瞬雲平山成信
拝諦御来示之旨敬承仕候得共一寸御回答に
困り申候近時誉籍の出版無歎喉て其内には
青年の厨め有益なＺもの多忽有之様被存候

存候拝復

得共数育募問の方に無之ては灘操六ヶ敷被

瀞瞬鞠輪島三輪旧一意

本来課は滋養物の如きｊ心のと忠ひます︒如

何に滋養物であっても︐満化する力がない

と︲反って胃腸か番し雛股・恋損ひますｃこ

る力がないと︑全く猟に小判と存じます︒

れと同じく如何に有益な書物でも剛消化す

そこで書物か披く前に営リ︑先づ之か詣導

す宗叩鰯功先誰が一礎批判し綴く必要があり

裳す︒塁校の穀師は徒らに教科書ばかり拾

くるか止めて︲談書法でも講するが善いと

思ひますご特順青年愛育と銘打つ誰斌含教

育では善書と悪誹とを比較して彼等か指導
すべきものし繍一信じます︒

癖癖癖州霜鵡小笠原長生

現代の青年教育に望ましきは︐正大なろ信

仰を一般強調するにあり︲随って之に闇す
る書物か誰きせ稚く恩ふこと切なり︒

癖榊鍋唾癖錘有馬砿政

一︑修養書明治天皇御製集

一一︿

女子に憾特に︵昭憲皇太后御歌集︶

論語杉浦重剛著倫理書

徳富猪一郎著国民小訓昭
和一新論烏野幸次有馬耐
政共編修養文庫有馬肺政
等編簡野遜明講述和漢名

詩類選評程の類

一︑歴史書紳皇正統記

日本外史︵殊に論文︶

一︑一般的日本歴史一

般的世界歴史各種人物

簿記等

一︑科挙書政治縄潜

文塗地理生理衛生

一般的理化畢に開する代表

的芸述の類

奄b〜̲

ヵ ら 口 授 す あ が 第 一 Ｌ Ｌ 存 じ 候 ︑ 情操か養ふ

典 の 中 の た と へ ぼ 槻 音 蝿 に て ｊ 画躍 齢 の こ 率 ゐ 高 ︒ 眼 以 庚 ︒ 慮 以 深 ︒ 計 以 遠 ︒ 自 進 二

拝 復 論 語 厚 て も ︑ バ イ ブ ル に ても︐叉沸計愈近︒若超二乎現代二歩︒則見以

拝復現代の諸問題の由りて乗患所以を明か

ものとしては噛誹もよく古今災も 可 ・ 猫 楽 者 上

一︑青年今争捧二易し議之垂見故易レ露二

現代瓜尚之所ジ染︒諒二難読之書︒則
まぜたく存勇必一倍ｏ遂至了無一難し誼之圭毘無恥難

錨清水︾

事

上○

七

ー

捧雌鋤窪金鎮嘩嘩蓋加藤玄智

にし︑兼れて叉諸問題を︑本人の立場より

しみつつ道に耐ふもの馬琴もの ならば椿説

一歩﹃故所咳讃之書要下先捧噸超二乎現代一

解決する根本智識を典ふるの各諜籍か誼ま

に候︒

畔耐祁鑑餓脚噺
著者の粘祁の龍れろ譜

例︑頬山陽日本外
若考の人桁のあらはれＬｒ見る傘へき響

例︑西郷南洲翁文集
本含特別倉員伯爵二荒芳徳

営
之

る良い請物で若い人達に是非調

弓張月に元代小説水耕呼錬は弱
弱消に同情す

手取早く世川をなさしめやう

図家己性を知る・へき書籍即ち古典なり

癖命群議諏慶率闘府種徳
一︑現代青年︒一以レ不し後二千目前風
筒一篇し念︒新見愈低︒眼愈狭︒慮愈湊︒

し

ぜ度候以上

・鉢蟻蝿祷率加納拾五郎
外にも適街のもの可有之候へ共誹減鮒文化
可有之候秤復

曾溌行の雑謹作興﹂の如きは其の一に

あまりに功利の一方に

驚雛躍謬損卒沼淑郎
現代の青年敷育は
利か主とし

偏したるやうに考へ︑ｂる︒諒脊もとかく震

とするやうに細談れてゐろ︒従って口には

人格養成を云云するに拘らす資成鍛は少し
が急務なりと信ずる︒

も翠ってゐない︑古聖騒の審物ぞ詔まする

群蝿趣軒銅︾轄輝辻村靖子
如何なる誇物を読ますべきか

澄

史

虚がさすがに教育界の女傑

橋一郎氏︑御夫婦として︐動奥

はこれまた人も知乃教育者棚

の目は酋然・御尤御尤・御令息

本氏頭か掻きながら微苦笑︲

の燦ですよオホ本・肩︑橋

×

八

て居る一見七十歳位︒

垂れ︑諏髪は大方僅々と輝い

生

棚橋絢子女史茶蒜

たる我が棚橘女史︑一度お姿

子女史茶話

に接してピッグリ︑髪哩一本

様の方がお若くは見へまぜん

か︑⁝︒：何失稚なことむ︲

女史日く私は人様から作と

詫に臼く橘木氏は長く白髭牟
︑

士ホホ・⁝とさう見る人様

と︒女血笑みつ上恰度私の作

すか︑楠本圧日く×﹀です︑

て︑童方はおいくつになりま

うすると女虫は稿本氏に向っ

よりもお若い怖ですょと︑さ

詳が徳川愈長日く︒橋本さん

女史が言葉恥聴いて届られれ

本鈍堂氏が届合せた︒前述の

或る畔折しも遠江支含の橋

×

夫嬢に見られますんですよ賜

Ｊ︲０１４ＪＩ

Ｉ

つ柾らしく善くから譜むのに

ります︲同じ事か〆一ブノ︑長

何でありますであり斗寺であ

の若い人達は手紙悲諏くにも

ないではありませんか︑叉今

ャと書けば石屋か悪者か解ら

も同じこと四十八字だがイジ

利︑一つで川を排する︒佃宅

ても一度単ぶとそれは／︑便

です︑漢字は大鍵字簸があっ

ないで組立てるのだから不便

が︑それは一つでは用が足り

足るなど今時の若い人はいふ

字︐暇名字は四十八学で剛が

女史日くローマ字は二十六

×

棚橋

三輪田女史と共に我が幽女

の向き恐雑へず︑色蛎はとい
へぼ鞭だしく︑鯛は全部親よ

り賜ったものばかり︐歩行の
一見お歳走知っての記考が制

有様もピンーＩ︑しれお元気︑

引して見ても五六十としか思
へない︒締祁的にも肉罷的に
も凡人とは異つ穴もの︑夢か

現かと記者は我が雁をツネッ
て兄北がやっぱり異状のない

×

×

絢
目で兄六事武︒

×

千教育界の先畳者とｉその墜
壁棚橘女史・御令息がといへ

ぼ若さうにも聞えますが最早
六十除歳︑御孫さんといって

も四十からで稗孫さんに二十
からのがおありと拝聴︒

かう聴けば大愛な御老人で

ある︒鯉康だといつ放脈が︑
身のお守が出来れば上々であ
る御年輩︑世間通りの相場か

ら推して御存じないおばさぅ
お考へだら︑う︒

ロ■■■■■■■■■■■Ｒｐｌ１１Ｄこり．ｊ日伊・凹抄も宮野ｌｌｈ︑山１吋山

×

×

×
×

×

×

×
×

はどんな気がしてこんな職業

内で赤襟嬢逸捕えて︑お前達

な︑畔には煎じて飲め︑不老不

瓜の垢彩御守に肌から離す

け︑味へ︑骨身に徹せさせよ︲

ソガール達よ心女史の言を聴

起思ひつＬ倖人の勤走惜しう︾

歎かはしい︒この時にこの人◇

へぼ残念ながら限りある身が一

の下に今口迄努力さいて来た

女史は良妻賢母主義の理想

女史は過Ⅱ西村先生墓参の

際態々参ざらる︑中々の元無

拝し︑創家の潟め意奉強うし

で大無焔を吐かろろ御様子を

の時幸に女史の御健在か所っ

れｏ三輪田女史も今やなしｂこ

て髄く︒百年も千年も；・⁝．

アン︑合掌︒合掌︒

畳え侍る︒︑

間様隠ば適用されない事を思

うんざりします︒そんなこと

に就いれのです︑男の職業韮

ＩｌＩｌｌ︲ＩＩＩ１ＩＩＩし一

をしなくも﹁侯﹂と一字書け
横取りしてからに︒女は女ら

死以上の霊薬なり︐さらば日

く言って剛かせきす︑私等は
しく女は女としての務がある

：ぱ事は潜む︐私は畢生達によ

漢字奉畳えて来てどれほど重

せて恰も鳩がマメ戦砲に含つ

本は救はれん︒南無阿蝿陀仰︒

マ字論者剛字諭者以って如何

れ時の様子ソックリ︒でもこ

と懇々と説きたてられるので

となす︑女史をして領かしむ

の赤襟さんには可愛い所があ

あつれ︒赤襟さん目悲白黒さ

ろ丈の明確な理由ありや否
見へるから︒

る︑いくらか良心があったと

と︒図字間題の喧しい時口１

や︑敢て男の子方に問はんと

喪して居るか知れはしない

す．．⁝．︒さあ返答如何に︒

女史はその主宰する芝三田

××

の東京高等女畢校迄︑本郷か

それがために今日の催脱走保

るさうです︒女史日く 私は

をとられ今まで蛍行されて居

一切の間食か腰し︑二食主義

けれものださうです白そこで

でｂ御雨親に大睡御心配恥か

幼年吟代非常にお弱かつたの

御披露致しまぜ私か︒女史は

序に女史の健唯法の一︲端走

×

ろ︒然もその問の電車内でも

れも八時迄に き っ と 出 ら れ

の至誠の熱情は赤襟雄に迄及

しい今時の：似のを凡て︑女史

文化運動と心得て居る︒浅ま

しこの楯溌通勤も一澗人の人

冬がくればまた春が来る︒然

もいと感慨深くし響く︑然し

知るのとき︑棚橋さんの茶話

史逝いて︑浦女流天下の秋を

忘れて男になろこと走新しい斯界の墜醸だった 三輪田女連とか

ヤレ十畔︑ヤレおや

ぢ得た のです︒と︑無謹大食

決して空しくは過されない・

ぶ程であるｃこの歳にしてこ

頃 の 女 が 自 分を

女史にかういふ有名なエピソ

の元気︑この熱楕鯉燕な毛〆

、

そ方である︒今

×

む、さノ

ケラ戦はよくお雑きく

︒あなたがたは哀しい

﹄御注心々々︒

長命ば出来さうもありま

九

ら電車で毎日出勤されろ︒

ートがある︒それは電車に女

せ哉だ食

つとか勝手な名今やつけて．飲

車掌が出来求唖である︒冠車
棚橋絢子女史茶話

よ長いう

ー

×

×

×

×
×

×

ｐＩＬＩｐ
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現在的努力

ｈＦ・Ｉｉ■写渇

０叫閏

略ｆＮ１ｆ少ｂｖＪⅡＹも

〆

現在に質値あらしめよ

Ｉ

二

ＩＩ︲！

○

こんど吾ら之

い

おく毛う

お之くわこげんざい

Ｌうけうだうさ〃︑

から

の参考償値たらしめ其の未来をして吾人現在の考慮

ひ〃ん

私は嘗て﹁現在を忠る労こと勿れ﹂の一文の下に

に入れての憤値たらしめねばならぬのであ︐ります︒

お恩なんごじんいき

半育や︑フル︑・フ

腫紳むかし

げんざい

柳か卑見を陳じたのでありますが噸今度は更に其の

ツマリは宗識でも道徳でも︑吾人の現在をして︐ょ

てい

おくまた

ぜにんげんせったをく昔のぷけ

心的活動たるに外ならぬのでゐって．それが昔より

退現未三世をも人間剰那の生命に印して︑昨円は今

」

がア

甲斐ある一生を送らねばならず︑叉かくてこそ人生
から．．︾うりいはゆる〃︲わ
の憤値も生ずるといふ道理でありますから．所謂過

︽た

延長とも見るべき﹁現在的努力﹂てふ事し就いて管見

り善き職雷たらしめ︒よりよき境遇たらしめん潟の

さんかうかちみら桐．ごじんげ凡承い

は現在に重きを置きて活動し︑其の過去をして現在

げんざい

げんみぜつう
現未三世を通じての精祁的生活を這るＩしても．要

木曾講師

１１１１画Ｉ１１ｌｌｒｌｊ︲ＩＤｌも０Ｊ・ｊＬＩ１ｆ︲剖判川刈刈
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足立栗園

』

を呈したいと思ひます妻︒蓋し何︲といっても吾人は生

みこきつ

かつわすなか鋲ん

現在的努力

一 一 ＝

必あすち幸伝はん
丑﹂

きぼ

このひ

げろ〃︑ん

いた

ごど

妬んぞ〃︑

ぜいんが︐︑だジ§わ

りかう

主たた率陰つかう

全に履行きるべき事でもなく︑叉直ちに質諦せられ
らうしさうほうき６
ては︒勢資双方共︑男女雨性共︑どちらも己れぞ有

づずだま

きざ

−秒と刻み込んで三世因果の説明を下し︑ツマリ過

利ならしめず︑従って赴曾を素凱し家庭を破壊せず

日の過去ｂ明日は今日の未来と縮め︑更に一時一分

去も未来も現在を去ること遠からず︑否な寧ろ連績
二じん

せいくいつ

ほか

たん今上〃︑ん

うんずう

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

之ちよプロプレー叩スオプノーデ．︲

ぺいこぐだいふかつ

げんざい

したががてぷはくわい

したる珠数玉の如しと教訓するに至った所以であり

に演まいといふ難局に立たねばならぬこと︑なるの
みらい
これしやうぢ昔ざころ
であります︒きすれば之は正演な所︑遠き未来に望

各一のふ

一︶

ます︒古人が﹁世の中は此日よりこそなかりけれ︑

みをかけての運動であって爾営面の現在をより善く

一

かならわすきたみらい

えうげんざい

弐三

一う

昨日は過ぎっ明日は知られず﹂とよんだといふ如き

するものではない︒そこを米圃の大富豪なるアンド

ひご

ゐ

者を郷猟して居るのであります︒

力ｉネギー警語︵兎と諺

しやくわいしゆぎうさぎかめ昔やうさう

串︽

は︑必すしも過去を忘れたのでもなく︑叉未来を考

リューカー・ネギーは其の箸﹁今日の問題﹂の中に評

あす

へぬのでもないが︑要は現在に慣値ある生活を透っ

ため

毛

てこそ︑人たる甲斐はあ奴と悟ったものに外ならぬ

げんざいれす

？ゆ

論して︑其の所謂個人主義と斌曾主義とを比較しゞ
てうせうて含
いうめい︒︑Ｏ︑︑︑︑
有名なる兎ｌ躯との誉愉を以て︑潮笑的に祇曾主義

かそうぐたちは
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かんさうけんきう吟︼いが︒︽かくもくてき

礁掛せら虹だ︒四十歳位の和服姿ば温厚な氏の風格する書籍を購入して自由に思ふ存分研究に従はせる
げんざい
ぜん↑
とほ
さい昔じうｈう
あら
を表
はすと共に才気縦横の鋭さを見せて居る︒一通のである︒現在め研究生ば全部で廿除名ある︒本年

あいさつ

〃１一﹂︑︼ノ

ヒ﹂辱つ︸ワー

こともつと

べん野・？うねつし︲凡ゐ

なかお厳か

の挨拶の後早速質尚を護して練管法とその感想とを度舘研究生の中で卿護士試験に合格︲か
ぃ見
事す
その目的
た
伺った︒同氏はゆるやかな口調で経験︲己抱負とを述を果しおルものもある﹂と︒こ画まで語られ一〆植ぐそ
の研究室へ案内された︒ノックして館長が丁寧な言
ぺられる・

ぐわんらいぼうとくしう

﹁私は元来報偲宗の一員匪鍾義といふ事を最も重ん葉海かけるし﹄中から雁答がある︒ドーァを押して中
ちいとつ
ずる・中等挙校までは親の保護を仰いで勉強したが︑に入る︑と研舎究生が熱心に請書して居た︒すぐ傍には
りつぼ

け人争うぜい

即ち苦皐といふ真剣な鵠験を持って居る︒この鴨験勿論専門の書に減たされて居る︒同じ様な室が幾つ

全つた
高等皐稜以後は全
く苦隼に依って大皐を卒業した︒立派な書棚が飾られ研究生の姓名が謎されてある︒
ｆ４１ｖ名〃〃︑

〃︑がく岳︑寺ノー迄ゐｌ上みお︑や
か
ん
が
が
な
ら
少
つ
ざ
が
く

から考へて見て率問は必ずしも大季へ行かなくともも綾いてその中で研究生が孜々として専門の単をい
で
きばり世︲かも恥がく︑しやてつ号血諒人こみ・らび

ぎＦは

も︽Ｐ︲︑

平手

たつ

出来る︒大琴へ入らなくと§立派な専門鐸堵准なりそしむのである︒やがて磯筋四膳造りの文庫へと道
得るといふ弧い信念を持って活る︒此の秋田畷の如かれる︒その識書の唾暑壁なるは言は︷呼詑かな︒館長
てい︑と

きは帝都を距ること甚だ遠く文化の恵嘩に浴載喝事の談に依れば十禽州悲私達すといふ︒再び館長室に

ユー﹄

が極めて困難で多くの人が大阜に入るこどは容易に儒細圃書館・主催の市民講座の説明窪潤いだ︒こ雄は
の
ぞたうちトいうちし身．１−うたう
望み得ない︒故に常地方の文化を高め知識を普及せ市内の店員にして和富の畢力あり専門の研究を志望

もの砿つまで

一︶﹃フジこ

副 ｐ ︑ 嘘 うめ
めん
ん

とこ ろ

ゐ

みぎて

かち

受こ

︐とか各方面に活動して居る・議書のみを誇る圃書館

じばんまで

する者を募集し一月より三月迄一週に三晩︵七時ょ

坊もてげ人く わん

がく せい

あ

ゐ

ある︒束 京新聞五種大阪新聞二稲地方新聞四極が供

しゆおぼさかしん︾副ん乏な

表玄 開より入った右手の土間には新聞閲覧蔓が

しんぶん

でない所 に秋田岡書館の僧値がある︒

たいやう

り九時竿迄︶宛高等専門の講義を総かしむるもので
だい

ある︒第一同講座の内容を見ると

法制講座三十時間

ａ寺司草

が＃︑せいいぐわい

じゆんぴちつ

へられ率 生や市民が津山謹み合って居た．筒諸雑誌
えつら土じよ

府螺市町村行政と其自治

と︑人さら

じ録ん

の閲覧所 をすぐ隣に設けるべく準備中である．といふ
Ｗ﹂つ

と

法畢通論．議曾普通選畢法並に陪審法

自 分 は 更 に館長に問うた・﹁自分の町も圃書館教育の

﹄字乙煮こ上﹄

此の黙に ついて貴下は如何に考へられるか︒﹂と︒館

み

との鯛係︑正貨と尭捕券外観篤替並に物債
農村継鱗と其の金融

長はすぐ答へられる︒

ｗ︑︐宮．し上しゆ

たい
いと
と志
志し
して
て居る︒併し畢生以外の一般人
賃を蕊げた

ゐ

特蕊講座二十五時制
．中央銀行の職能 日銀金利の高低と園内金融

商業と一般銀行並に投資及信託業

﹁先づ新聞や雑誌を極めて無造作に閲覧出来る様に
こ
うだんしよもつをな

一︶一Ｌん

ましん︾令ん

昔か

やう

し識談やその他娯楽的の書物を多く備へることが讃

おこほ翁やうみぼんゐ

むざうさ

に 請 書 趣 味を起させるといふ事は誠にむづかしい・

帝圃々防並に日本の地位と使命

趣味講座十四時間

こ和

ないやフみ

ばうしん

がいきうだ

つじと

くわんちゃう

ない︒之が私の主張である︒魂如きは館長︲こして
Ｉ
一かくじ舞え

としよ囚︑わん

讃書をして居る内に内容あるものが見たくなってく

どくしよ

る︒耐愈裁育等もかぁる方針で普及に努めることが

書趣味を起させる第一歩である︒かぁる興味本位の

教育
秋田厩産鍍物の種類と其の産状並に賓石鑑定
欧米諸幽民情
またねつしん

必要と思ふ︒圃書館は之を街頭に出さなければなら
せいせき

しゆつこ沙

丈謹論並に沙翁紹介
こ︑うし

書琴怪

講師は何れ製織奉仕的に出講し市民も亦熱心に礁講

たいた

こしょく

の資格は何一つ備へて居ないが自分がかくあらねば
︑レール

し極めて良好の成績を収め得たといふ︒その他園書
Ｌよしゆてんらんくわい

ならぬ︑と信ずる組織か立つに至るまでは此の職を奉

やかんろ一つがく

二

鶴主催にて夜間中畢を開くとか諸種の展寛曾を行ふ
秋田瞳講館奄祇ろ

七

、

ゐ

秋川園詐術迩覗る

じて居たい︒唯日本の東北隅から圏書館といふもの

︑こず一三砂︑が︑︑７

かきえんみおも
いつに

眼底

レレ︾ふかん

は斯うするものだといふ気焔を翠けて見たいと恩ふ

ことほ

かちばってん

かⅦたいてへ言腫うはふ

せいじんげう

のが私の詐らぬ野心である﹂と話された︒自分は氏
§ん芽しやう

の言葉の中に多くの償値ある黙を謹見した︒

︐やつた

文部省にても献禽激育の具僻的方法︲こして成人教
いく

しかがうくわどり上く

育に意を用ふる様になって氷たこ・こは喜びに堪へな

とよなかだいがくてん

い︒併し之が数果をめげるには多大の努力が必要だ
じ銘ん

しゆだん

しやくいいげういく

自分が主催する豊岡大皐も大いに此の黙に留意して
ゐ

たい

ぐう達んらひに四．︲じゃフおば

居る︒吉針氏の理想資魂の手段︲ｃ自分の赴禽教育に

げんざい

Ｊ︑

のさへあ２りま︷９︒

倉員諸氏が樽店通知を下さる場合折心新嬉居

名のみで︑姓︽名を書落したも

整埋の上に大愛支障を氷しま すからｂ今後は奮
居地と新居地を並記されて姓 名を必ず御認めの

金

程お願ひ致します︒

集

御承知の如く︑本曾禽費集 金 の 方 法 は ︑ 支 曾

集 金 噛 直 接 木 含 集 金 の 外 有 り ません︒或は勧誘一
ＩＰＧ﹀
ロ■︲凸．００
員或は何々ｊ﹂瀞して︑ 集 金 す る 者 が な い と も 限

りませんが︑右
右二
二方
方挫怯に依る外一切禽費御挑込

１

I

しんほあづか

ニ

なき様御願ひ致します． 念のため御注意にまで

申上げて置きます雲︒

I

｜

ふぴ

鍔する企萱とが偶然相似て居る事に非常鞍欣快を豊
Ｌせつ
おこむいた
えた︒もしもかうる施設が農く行はるＥに至ったな
１︶りん

−

本 弘道曾
一 Ｊ １日１

らば現在の制度の不備を補ひ祇禽の進歩に興って力
あるべきは信じて疑はいものである︒

ノ
凡

●

げんせつ

じつげん

む

せつせい

おも

８．責任を重んず

向島弘徳含長

新日本の大皇圃建設
ｂごくるん

とういつどうぐわ

我が国民は常に大皇圃の建設を以て理想とし︑無

かへ

ゆうがうとういつ

はくあいきやうそん

こう§ズきぎむ

八郎

またこくみんせい

一個人生活に関するもの

圃民道徳改造の方案

こ〃︑みんだ勺とく

いた

こくみんだうとく淀のこくみんせＵ
錘に圃民道徳の美誰物長し．棋圃民性も盆々優秀に
して高潔崇大他に其比なきに至る︒

して此の自畳の大なると︑思想統一の完全なるＩＣで︑

りて︑鼓に圃民道徳あり︑叉圃民性あるに至る︒而

︾︶■

こじかくくわんぜん

圃僻によりて圃民の自畳あり︑更に思想の統一あ

こくたい

ちうかうび

９︑節制を尚ぶ

もっ

せんどうしやへいわ

限的蕊展︲一切の統一煽化︑正義人道の資現を以て

︑︑忠孝義勇の美を揚ぐ

とも

ごじん

進み来てる︒吾人は東洋民族の先道者として竿和と
くわんぜん

ため︐

文化の鳶に議すＩＣ共に東西両洋の文化を融合統一し

皿︑博愛共存の誼を厚くする
ふくさんおさ
画︑恭倹勤勉業に服し産を治む

け︑丸叶一つ

て完全なる新文化を建設するを以て︑最も重大なる

︲し・他賑

名一つじよ

二じかくしりよ

蝿︐公益世務に蓋くす

烏

使命︐とす︒

園民精卿の作興
ちとノ︑ざうしん

１︑智徳の増進

ふうぞくきようれい

こ︑きしゆ．少︑せい

２︑綱紀の粛正ゞ
・画沙︑わぼうじうしりを

３︑風俗の匡働

いまし

４︐浮華放縦を斥けて冥賞剛健になる
−じんりん

５︑軽桃誰激を矯めて醇厚中正に録る
﹄︶Ｊ１色〃●︑

６︑人倫を明にして靭和を致す

二

７︑公徳を守りて秩序を保つこと
新日本の大皇閏建設

九

げん

小

みぬ︾い

新日本の大皇圃建設
や︾汚し・ん

ず壮

１．個人の人格を重んじ︑権利を尊びて義務を怠
狼︾いうクヘうりとう

らぬこと
ぜ誉にんかんすると
２︑自由卒等を正解して責任感を鋭くすること
やしな︾・がつ︒．﹀って各﹄せい少︑わつ
３︑鯉湊的思想を養ひ︑各自の物質的生活を整ふ
こと

答じんかく

４ｂがくじんぜいたいじぜんあ署ら
４︑科畢を重んじ人生調自然の開係を明にするこ
１戸︺

しうややつと

５︑修養を努め．己が人格の自蕊的創作性を養ふ
こと

二家族生活鰻開育るもの
いへけいＬんすう乏ねん

しぢよ

かうだう

かいぜん

三○

二くかこぐかほうし

あきらか造いぢだうとく

２︑国家の意義を明にし︑圃家奉仕の精祁を養ふ
︸﹄？﹂

せいぢ

３︑政姶の意義を明にし︑政治道徳の護展を箇

けうい〃︑じゃうとくやうせい

里ヂ︒−﹂１と

﹂こう抄おもＬゆくぜい

４︑激育上特に公民の養成を鼠ること

５︑公務を重んじ厨綱紀の粛正を固ること

四獄喜生活に鯛するもの

つう

せいしん

ること
とみげんりよくおよ
こうせい
公正の観念を明にし︑富権力及び名響の分配

協同の意義に通じ．耐禽奉仕の精祁を穂起す

けうさう

７戸︶

共存の意義に通じ︑耐禽連帯の道念を養ふこ

吾やう津てんつうだうねん
１入︑

2

け ２さつ

辰かこれ
こくさしくわＡねん
１︑圃際観念を明にし自画の向上を計り︑之が品

五国際生活に闇するもの

５︐勢資開係其他の赴愈問題を研究すること

らニノしくわんけい毛のた

１シ﹂

４︑輿論を健全にし︐吐曾的制裁を厳しくするこ

上主我的態度に出でしめぬこＬ﹂
よ
ろんけんぜん今ぴし

3

℃

，

１︑家の観念を明にし︑敬紳崇組の念を養ふこと
みと

２︑子女の情操を養ふて孝道を生せしむること
しぢよ

．やしな

３︑父母長君は子女の人格を認めること
ふ．暖らやうじや

ちうい

てってい

'

４︑父母長者は子女の創作性を養ふこと
Ｌゆの

５︑趣雲味と資金とに注意して生活の改善を園るこ

こくみん

１︑圃民の園篭観念を徹底せしむること

三国家生活臆開するあの

と

こくさいてきぜいざお典

性を高めるこ︲Ｃ

２．画際的正義及び人道の観念を明にし．圃際道
たこ電

つれ

かうさつ

徳及び圃際法律の護達を岡ること

︲やしな

３︑他圃を研究し︑常に国際問題の考察を怠らぬ
一︶７浜と

しんしうてきゆうわ

せかいしごう

．じだい

４︑進取的融和の精紳を養ひ海外護展を園ること
たい毛うじやい会︾

﹄﹄少ワ７こ

しげん

５耐世界思想を研究し︑時代の輔換を知ること

Ｌ︽

ど少︑しや

はふ毛〃︑じゃう

こと

大要上記の如くであるが︑是れ固より予の私見で
うがうじん
ある︒讃者の注意を喚起し得れば幸甚とする︒
げんり

ところどこ

予の考へでは．法則上の権利と云ふ事の本は何虚
い

・じうらいの

にんげんゆ声

にあるか︑権利の由って来る所の源泉ば何庭に在る
貴ん

ぼんらいね恥ｊｉＩ

だうとく

おい

げんせん

かＬし云ふと︲予が従来述べ末たる人間の人間たる所
おも

以の精祁生活の根本義︑詰り道徳山根本義に源泉が

じっ

まんぞ〃︑

附し獄ｐ凡

あると思ふのである︒本隷我々は其真髄に於ては同
すがた
一鵠であるが︑それ人︑理念た特殊の姿に於て現は
たひと
れて居る．賃は同一の普遍であを︒随って他の人
斗︽ん一一〃︑

たひと．１１

々を本常に流足させるやうなことが︑自分を本営に
おの

ぼんたう

満足させることになるのであり︒他の人々に取って
へんたう

これにんげんにんけん

本営に善い事がそれが己れに取って本営に善いこと
い

だと云ふことになるのである︒是が人間の人間たる
新日本の大皇圃建段

︑とくしよく

所以の特色である︒

るＱ椴利︲と云ふこ率とは共荊善仁取って必須畝？︑可か

むづかしい語を以て言へば︑共通善と云ふことが
これに鴬るのである︒誰にも満足を輿へる所から共
通善と云ふのである︒勿論人間は自利私慾をも有し
て居る・之は巳むを得ぬ鐸であるが︑併ながら共通
善と云ふことを考へて︑其共通善と云ふ観念に基い
て行動することが人間の特色である︒自利私慾の念
があると同時に︑共通善の観念に擦って行動するこ
とが出来るから︑自利私慾の侭に行動してはなら
ぬ︑所謂義務の念が湧くのである︒共通善と云ふ観
念に基いて行動することが出来る人間であると︑其
虚に自ら義務威が起るのである︒そして叉共通善の
篤にどうしても必須縦くべからざることであると云
ふ要求が権利と云ふものＥ出て来る源となるのであ

らざること逮しての要求である︒斯かる必須的要求

出す↓本である︒

と云ふこ︐とが︑資に法律上の権利︲ｃ云ふ意味を産み

人格は共荊善と云ふ観念に基いて行動することの
出来る唯一の存在物である︒他の存在物にはそれが
出来ない︑共通釜尻観念に基いて行動することの出
来るのは人間だけである︒共通善に取って必須畝く
べからすとの要求が資に権利といふことの生命とな

６源泉となるである︒︵つぎく︶

一一一一

思 ひ 出 す ま 坐 二Ｉ

︵故三輪願真佐子先生のことども︶

思ひ出す４％に
あ

女蔚幹事山

一

岡源子

朝鮮総督におなりになった安藤大将の御母堂安藤菊
子刀自︑故人になられた明治生命保険曾吐長夫人阿

部優子刀自︑叉藤野真子さん．石本男爵夫人等も︒

このお歌の倉で御懇意になったのでありました︒

れ︑須磨子さんは富時紳田駿河蔓にあった︑棚樵先

れました︒そして秀子さんは一昔薬事綾へ入って居ら

のお塾には︑御男子の方が三人居られ︑婦人として
は可毛利須磨子さん．清水秀子さんのお二人が居ら

間にして輯そこに先生と山下さんと私と︑梅岡さん

て︑午後四時からお伺ひしたこともあれば︑夜分の
こともありました︒夜は八雲と六雲の間の敷居を中

標は．まだ山下富三郎さんと仰いました︒

常時は先生が五十幾歳かと存じますが．今の元道

生の成女畢校へ通って居られたやうでありました︒

てお講義をして戴きました︒お講義が了りますと︐

確か明治二十二年頃かと畳えますが︑私ば三輪田
先生の姪御にあたる︑三輪田せい子さんの御紹介で
初めて先生の門に入ったのです︒営時先生は祁田の
小川町に居られました︒承る所では御子息様のお亡
りの後であったらしゅう御座いました︒其の時先生

私は先生から論語のお講義を伺ひ．叉時々はお歌
の曾にも出ました︑今の木越中艦の災榛になって居

お菓子を戴いて齢６など致ししたものでした︒その

の四人が机を並べ︐真中に八分シンの一フンブを黙し

私には特に先壷生が時間を構はすお識へ下さいまし

らるる︑柳出貞子さんや︑その頃戸山畢校長︑後に

頃十二三の女中が居られ︑先生は築地の高等女皐校

まで三銭の車代でありました︒三銭の車に乗ったの
は一生に一度です︒常時を思ひ起すと隔世の感が致

たが諺これに乗って行きました︒新花町から三丁目

がきれるから︑端折って歩るけと仰せられました︒

から喜禰寺へ参る途中を︐先生は歩るくと着物の裾

お訪ねなさるといふので︑・私を伴れて行って下さい
霞した︒静女塾の所は新花町かと思ひますが︑そこ

たが︑お見受けする所︑御病気はよほど御軽快の御

立派な特等室のベットの上に横たはって居られまし

に伴れて行って戴きました︒さすがは華族の奥様で

に参らう︲と先生にいはれました︒そして私も先生︑

いふものかと知りました︒御飯を戴くと瀧師は︑九
鬼隆一さんの奥様が御病気で︑今大畢病院へ入院し
て居られる︐そこへこれから御見舞に行くから一緒

︑︑

だ︒私は娘心に初めて僧侶の生活といふものはかう

︑︑

の御馳走になりました︒姿飯に淫庵と申しましても
よもやと思ひましたら．真に御言葉通りでありまし

たので︑﹁食事はまだで御座います﹂と申しますと？
それでは変飯に淫庵だが︑一緒に食べませうと夕食

出来ました︒禰師は﹁まだ御飯前だらう﹂と仰いまし

恰度喜源寺へ参一ります︲ｃ︑獣仙職師にお目通りが

します︒

や︑音楽皐校へ︑御出勤せられて居られました︒
其の後私は都合で萱週間程もお宅へ置いて戴きま
したが︑先生は朝五時にお目醒めで︑御自身に御飯
の用意をして下さいまして︑それからお勤めに出ら
れるやうでした︒

先生は不束者である私を大愛に可愛がって︑此虚
彼庭とお伴れ下さいました︒先生の御紹介で弘道雷
へも入曾致したので御座いますが︑或る日のこ︲と︑弘

道衡女子部の集愈が︑平尾光子さんの静女塾であり
ました︒その錦りに多分本郷の喜禰寺と申したかに

然し若い娘の私はそれが恥かしくて︑先生が先へ歩
かれると︑そっと端折を下したりしましたが︑途に

様子でした︒私達が打連れて訪ねたのを非常に喜ぱ

思ひますが日置黙仙職師が其寺に滞留であったのを

私の疲れをお察し下さってか．先生は車に乗らうと

れまして︑常時ウチムラナキと申しまして︑松山か

︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

いはれてｂその営時二人乗の車といふのがありまし
恩ひ出すま上に

三
三

思ひ出す幾ｔ峰三四
︑︑

御出で下さって︑激働の御言葉ま

時も︑先生は態々元這さん同伴で

いました︒叉私の娘が米国へ行く

ら御到来の果物を侍女の方に御言ひ付けでＤ御振舞場合にも．詩を詠んで下さって大層およろこび下苔
下さいました︒その時にウチ
︑︑．︑︑︑
ムラサキを題にして︑歌を詠
みなどしましたが︐その歌は
忘れて了ひました︒その時も

で下さいました︒この一葉の罵冥
は︑その時の紀念に私の庭で撮っ

叉先生ば私を可愛がって下さ
るのあまり︒或る時は私を子
として︑縁付けてやらうなど

て感慨が深かう御座います︒

御気嫌伺ひとか︑或は弘道倉へ御

にかけながらも︑暫らくは覇盆暮の

何の彼のと取紛れた忙しい生活に
入ったので︑先生のことを日夜心

それから私ば家庭の人となり︑

たもので御座います︒

と御心配下さいましたことも

出席の場合などにお目に懸る位し

種々と有難い御思召しをいた
野いて錦りましたが．今にし

ありますが︑この事は種々の

もので︑思はい御無沙汰の年月が

︵元道標︶が御相績者となら恥た

事情のため成りたちませんで

り曜皐校内今の四番町に建てられ

績きました︒その間に山下さん

其の後私がツマラヌ皐校を

る運びになったり致しました︒ま

した︒

持ちました時も︑先生は態々

達のために一場の御講演を下さり︑また﹁至誠﹂と

｜

だ先生が藍綬褒章を賜ば２トリ︑度々雲の上にも筒
され．そして有難き御直々の御言葉を賜ったといふ

御出援け下さいまして︐生徒
いふ額を書いて下さいました︒その後私が結婚した

1

した
たの
ので
で上
上り
ことを伺って︐真に親がその数々の光築に浴したか今年も畢梗の卒業式に御案内がが
ああ
りりままし

守・口・凸■Ｌ・︲

Ｉ︲

もつ

大分
てに
途式
に場
式場
にな
なら
らず
の如く︒衷心から御喜び申して居りました︒ました庭．大分御
悪御
く悪
てく途
にに
もも
御御出出に

先生は震災前後にわたって︑特にお弱くなられたでしたが御寝所でお目にかぁりました庭聴私の上
かにお見受け致しました︒私がお訪ね致しますと何た事を非常にお激ぴ下さいましてどうかあとの事

︲■

結婚の時賜はつれ詩
秤︲乎啄心叩詑叩ｂ
辛口︲︲・凸ロトォ宮︲国

野凝︲蝿︲聾︲弾

葬諏韓鍾輔︐

︾鰯稚

よろしくと二度までもお仰でございましたｂ私は涙
を呑んで次の間に下りますと．お鮒の人が少しまっ

風凸

特阜・１．︐．４

思ひ且つ淋しく感じましだ︒然し先生には．何慮か

て臭

時も．きまってお床に居られますことを・お気の毒に

御丈夫の所がおありのためか︑あれだけの御毒命を

ま し だ ． か く 御 重 態 の 折 に も ︐ 私を生の子のお思召

三
五

ｃの事でしたが︑やがてお片身の御品を下さい

お保ちになり︑然も皆様の手厚い御看護の下にγ天

思ひ出すま上こ

でお扱ひ下さった事は永久に忠 ら れ ま せ ん り

､

毒を全ふせら此たことは︑御幸禰の事と存じます︒

灘鱗

二

故三輪田員佐子女史

へられし人の身として縄てを

れ︒まして女史の如きは︐典

きこそ道を知るとやいふぺけ

であらう︒

へ︑奇しきものともいふぺき

りＬことば︑偶然といへぱい

の先羅者が八十七年の生涯れ

求︒八十七年なる歳月は︑女

女史の一生も八十七年であつ

思ひ起せば︑彼の跡見花漢

日をなす奮闘心命と頭みし唯

倫畢舎時代︑畢舎腰止後の今

栽ｂ未亡人後の猫力経管の明

全︽一一︑
一一一斗〃

人の典型であつれ︒己れの身

女史は誠に純粋なろ日本嬬

である︒

の飴世恥歩むに心すぺ島﹄こと

のではない︒これは吾々後人

く︑幸而でもなく︑安易なも

道は決して始終の快楽ではな

思へぼ人生の良の道︑大成の

て磨き得詑賓玉の感がある︒

勝気の魂が︑よく無難と戦っ

に女史の如きは︑強き意志と

はよく人な玉にす﹂といふ︒誠

史である︒古諺に日く﹁難難

きとなすにあまりにも涙の歴

憐にして幸禰は愚か︑美まし

奄辿らぱ︑その意気も寧ろ可

一人の令息燕失つれなどの跡

〃

誰︒然してそれはやがて画家

はよく一家の篇に犠牲に供し

‑ −

三輪剛興佐子女史

日本婦人の典型

風佐干女史は．その身の生き

果し終へたるを忠へぱ︑よろ

偉人傑士の歴史は必ずしも

子教育者の厄年ともいふぺき

得られる丈牟生き︑使命の果

しく只々哀しむの心を愛じて

幸雨なろ而して華々しいもの

かなることにもあればｂ其庭

女子教育の先豊者

緒言

限りな議して︑老齢八十七歳

すだけた果し．叉自己黄現の

女史が在世の効奉群え︑感謝

生涯を思ふの時︑更に此の感

ではない︒吾々は錘に女史が

て︑揃ひも揃って女子教育界

を現世の形見に︐人として名

の一念小捧ぐろ︑敬虞なろ情

であらう︑そば兎も角もとし

蕊リなき光明の彼の世へと旅

と化し︑女史の意思を総承し

か深ふすろのである︒勤王家

然の法則に随ひ︑思ひ返すべ

立犬れれ︒傭に於て千蔑年の

三輪田元綱の妻となった女

は畳りぁ開きて︐天の命︑自

毒韮保つとも．尚愛惜の減す

つつ他界への旅立ちを送る詮

黄務鵡果すぺきを誓って羨み

女子愛育界の先提者三輪川

ることのあり得ざるは︑傭の

史．その不遇なる良人に使へ︑

看病しつつ︑生活苦と戦った

なきを知るが︑効成り名逢げ

ふに及ばず︑何人も等しく女

し女史の逝去に封する忠なる

所謂伊深山時代はいはずも

常然であれば︑近親知己はい
史の如き人物の吾等と境か異

所以にはあらざるや︒

して︑限りある身走思ふば．

る︒然し限りな暑﹂世を封象に

にせろを惜しまざるものやあ

人情の常であっても矛盾の明

Ｉ

者

故

記

Ｉ物︑ｉ︑１

１
１１１
１１

は︑効成り名走逢けしめし理

となれば女史が前半生の善因

女史は﹁男に頁けないやう芯

粥に残念がつれといふ︒然し

雨親は女史が男でないのを

者になったが︑更に天下の畢嘩

Ｊ動押されもしない一人前の畢峠

女史は以上の如く既に押し一

■■■■■■■■■■■■■■■■０■■■■■■■■田■■■■■■■■■マー︲１ＩＨＩ１ｌｐトーＩ︲１１１●１Ｊ︲ＪＩｌＩＬ

就曾の犠牲であった︒然しそ

想の善果か招いたではない

立派な畢考になります﹂とい

１１
れは自己の放棄ではなくして

か﹄血統的に細えた三輪出家

れたさうである︒

自己の斑現認自己蛋揮謹揚で
は︑然もよく精祁が継添され

の大畢といふ位孟にあつ液江

者にとの志起起し︐稚時漢筆︾

るといは胆ぱならない︒この

あった所に偉大性と個値があ

人の貴き犠牲であって心美鮎

ろ︒かＬろ犠牲が誠の日本婦

って大乗的風の賓現といへ

あつれことである︒これであ

結果は︑これ小我の溌揮でも

に入ったこと︑大我に入った

開係は即ち小我恥棄てＬ大我

光りに女史は叉永遠に生くる

彩ば永久不滅であって︑その

の一生が︑婦人史上に放つ光

全走兄出しれ感がある讐女史

象界に於て︲女史に初めて完

不完全の人間に︑不完全の現

完全者恐求功︑ぱやまぬ如き

て益々梁え行く︑鳴呼吾々は

とである︒

へ務めたこともあるといふこ

輪誹の席に列し

父の代講さ

講じ︑大人の畢者達に交って

三の公卿家に召されて論語韮

の頃に早くも︐岩倉家共他二

である︒その努力は十三四歳

って不断の勉強を細けたさう

様娠計るといふので︑雨親の

の岡本黄石氏が入畢の出来る

に︑恰も同じ星股門下で詩人

かどうかで蹄路してゐろうち

ば足りなくなって︑番か粟田

女史ば経に家塾の勉強丈で

も長州へ下らなくてはならな

征伐が軸まり︑世話役の黄石

恰も明治維新の直前で．長州

許し奪得て︑準備した所が︑時

つ菰︒然し女子の入畢恥許す

であるのである︒軽率なろ現

のである︒

戸の渦島聖堂へ入墨恥思ひ立

代婦人が︑大我に入ろを知ら

江戸遊撃も止むなく中止し︑

くなったので︑梁にして届衣

女史の生立

宮に︑和歌を岩倉智光院に堅

ずして︑小我の世界に自己寅

ぴ︑漢文の添削走岩垣松苗に

︒ヴ

女史は天保十三年十二月三

現を主張せんとするば︑税り
日本婦人の美鮎恥失ふに止ま

いて儒道を熱心に勉強︐一た︒

京都で谷鍛心．宇田栗園に就

だ︒特に星膿夫人の紅闘女史

女史は前述の如く幼時より

に︑詩丈走梁川星厳に事ん

には感化された所が多かった

男になった心持で︑只畢間の

乞ひ︑図畢の講義な高橋武之
れ◎侍耶氏は憎時京都に於て

と見えて︑話の雑りには必ず

十一日に職旗本の士︒中際侍

有名な漢畢者で︑蕊畢舎とい

紅閲女史の思ひ出話が出れと

耶の一人子として京都に生れ

因果雁報は︑必ず﹄も現世

ふ漢畢塾を開いて教へて居

ぱならない︒

に於て完全に果されろとは言

た︒女史も父に就いて五六歳

みを励んで居た︒然るに岩倉

で︐誤れるも叉甚しといは収

へない︒然し女史の如きはＤ

いふことである︒

結婚生活

これが現世丈に於てさへ︑賀

から四書五経の素誼か授けら

︲︲Ｉ

現されたものといへよう︒何
︲●●︲ｉ︲１１

故三輪州虞性子女史

三
七

も家事恥立派にやることが出

配してゐましれ︒所がい

故三輪田風佐子女史

具祁公は︑そい才色琴見込ん一

三八

困苦時代

憂幽の志士であつ症三輪田

には手紙の代筆をさせら

よｊ︑来て見きすと心時

いふものは垂く無かった︒そ

元綱は︑在官中とて︑蓄財と

かれて縁談は目出度まとまつ

れろ︒叉古書を調べれり

れが官恥辞して然も病床につ

来さへすれば可からう﹂と説
れ︒然し女史は中降家の一人

蔦しれりの用も命せられ

婚さすぺく周旋しれのである
元綱は伊擬松山の藩士で︑

痕で︲相調人となって居れの

で勤王の志士三輪田元綱と結

圃畢者であり勤王家であつれ

い衣のであるから︑生活の苦

であつれ︒

難ば想標するに録リあるもの

ろ︒歌詠みの客があれば

埼此の

相手もさせられろ︒匿っ

て墓所の仕事より

﹁生活の苦を病人には開か

で︐宇田栗園の養女となり︲

方が忙しい位であったの

せれくなしも知ろぺからざ

その上で三輪田家へ輿入れし
汝のである︒営時悲思ひ出し

です︒つまり机走持って

三峰河原に果したといふ謹話

て︑女史は曾て次の様に話さ

くるやうな女でなくては

足利軍氏の木像の首恥斬って
もある程の人︒かつては
親といへど二人はあるたこ一

れたことがあったさうだ︒

に貰はない︒﹂と兼てかういっ

机を持ってくるやうな女は妻

い皐問などは不用だ︒自分は

勿論女史に於ても異論はなか

されてゐれ人物であったから

志士︲畢間識見共に世に推服

と詠じて王政復古に霊力しれ

るやう江女は嫌ひだと申

が︑良人が机を持ってく

とを考へて居りました

第一に果さ胆ぱならぬこ

上ば主婦としての本務あ

稚叱ですから結婚する以

やう心掛けて居りまし

賓際にも畢問を賑用する

教って居れので︑家事の

いといふ事か父からよく

理か談するのが畢問でな

て育って来ましたがり空

﹁私は幼少から机に向っ

就いれ︒．

蹄つ龍が間もなく病気の床に

来すり官を辞して郷蝋松川に
采

主義と経に同化することは出

王家元綱は︑明治政府の開図

の像を斬った如き熱血なる勤

に任ぜられ犬︒けれども尊氏

維新後明治政府の外務権大丞

見が岩倉公のお気に入って︑

裁官であったが︑その外交意

元綱は大星の小博士といふ

生しれ﹂

務まらなかつ菰のであり

此一呼野代で︐Ｌ振・

で一辛苦しかつ六のは責に

皇し稚のでしれが︑一生涯

旬起思ひ出し︐濁り心丞勤

﹁嘗二誰辛砿一心如〆澱︲﹂の一

求︒この時溌は星殿先生の

つく＃︑女の身を嘆きまし

が多くてもやって見れいと

事があれば◇どんなに苦努

ました︒お金の得られる仕

せず︑全く困りぬいて了ひ

っては︑良い顔あせられま

るの借金も二度三度と菰な

ずや

人なきわが大君九一人は知ら

て居龍位だつれので︑これ態

してゐれと聞き︑少々心

理を任とすぺ署﹄ものだから深

然し元綱は﹁妻は家事の整

つ求︒

容易に承知しなかつれ︒そこ
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で岩倉公は一︲机か持って来て一

元網は途に不遇の恨みを呑
といふ蝿梅に僅かのうちに二

一人から二人︑二人から三人

上京

さうである︒

この畔はすでに女史の名は

あつれ︒

知られて居たので︑その人物

を信じて娘か托しれいといふ

んで︐不蹄の客となった︒こ

夫元綱の忘れ形見一子元孝

で二階では狭くなって来たの

十人程の門人が出来犬︒そこ

にば苦しまなかった︒細川潤

名門の人も多く︑円人を得る

十八歳であつ穴︒

は︑生来至って虚弱であった︑

れ明治の十二年で︒女史は三
で︑別に一戸走構へ塾名彩明

出来なかつれ︒そこで女史は

松平面亮伯夫人︑大町桂月︑

明倫箪舎

それ故普通小畢校にやる事が

﹁震ばこちらには本が一冊

蝿井雨江氏夫人など．何れも

次郎男︑伊津修二氏の令嬢︐

倫単舎と群しれ︒

女史の辛酸も天無情にして

家庭に於て自ら小畢の課程を

し人生魔の多しで︑かく事が

翠松畢舎の出〃であった︒然

もないものですからｂ門人

の自分の仕事は︑元孝悲立派

授けれのである︒女史は今後

に仕上げろ事にあると考へた

の持って来る論評孟子など
私向ふむきにしてｂ一宇一

所で元孝を東京の中畢隠入れ

ので・女史ば家屋家財書籍衣

服など全部を賢沸って．借金

こへ行くと一人々々親切に

字さして数へるので︐あす

末は大祭迄も卒業させたいと

効吟なく︑元綱は途に逝いた

彫返し犬が︐後に残ったのは

激へて下さるといふので︑

明治十九年松山師範罷校雅酔

孝君が︑駒場農科大畢の入墨

が上京の主要目的であつれ元

安堵の胸をなで下す頃・女史

順調に運んで来て︑女史も稽

一銭銅貨が一枚だつれといふ

大へん喜ばれ︑弟子が弟子

しく閉ぢて上京し誰︒

し︐思ひ出深い明倫畢舎も惜

悲惨さであつれｃ

夫の在世中こそ︑借金して

でた︒

起つれてくるといふ工合し

試輪中︑脚無衝心のたあ天死

も過せ丈がｎ今後はどうして

立されたとき︑漢畢者三輪田

愛媛螺師範隼校が初めて設

って生活することにし︐畢生

識であるが︑やはり私塾によ

らぬことは︑上京後の生活の

そこで錐一番に考へ︑ぱな

察するに雄くな蛸一吟は全

子話亡つれ女史ｂその胸中や

れ生命と頼みたりし一人の寅

の大打撃であつ衣︒元孝はま

しれのは︑女史にとって再度

が勘謹といっては肇問より外

風佐子の名は豚内に高かった

の多い祁田の錦町に︑翠松暴

翠松翠舎

に何もないので︲小さな二階

のでぶ女史はその教諭に任命

とがあった︒

と鴬時の感想を物語つれこ

も凋立せなくてはならなく芯
つれ︒そこで女史は一子元孝

の一室恥借りて︑漠畢戦授の

され︑家塾と畢校の収入でや

難伴ふて松山の城下に出でれ

着板走かＬげた︒﹁天は自ら助

一

q

一

7L

自分の婚来の仕事とし︑ま

だ十九であつ衣︒

くろ者を助くる﹂といふ︒そ

１１１

く緬望の淵に沈んだ︒然し思
４９１ｍリＵｒ６喝６︲Ｆ○Ｊゆ一曲●＃１１１１９︲

舎といふ漢興塾恥開いれので
同ⅢＨＩＰ

、

ノ

っと生活の心配はなくなつれ
■ず９１︲Ⅱ

故三輪田嵐佐子女史

I

I

の語は空しからず︑入門者が

I

て︑後進を指尊せられたり︑

に︑毎雅名論を御執筆下さっ

四○

築にさへ浴し士︒

篭及御菜走御下賜あるの光

故三輪田嵐徳子女史

その基︑礎は女鐸の徳望に因る

選に際し評議員に蕊げられ︑

領いて三十一年には︑役員改

面の力が大に興ってゐるが．

三輪田女史

ひ返して元孝君の親方で秘同
こといふ迄もない︒

日本弘這曾が︑明治二十三

や︲明治三十五年十一月二日

女子部が常集愈な開設する

と本書

明治四十五年九月︑多年激

年女子部か開設するや︑その

には︑九段坂下日本罷育倉講

第光
育に議した功労た認められて

史は西村曾長の指命に依って

翌二十四年十二月ｂ三輪出女

前二校を辞して専ら女子大翠

大墨が設立せらろろに及んで

教へ︑明治三十四年目白女子

校︵後に第一高女︶にも漢畢を

校誰師となり︑東京府立女皐

には鵬托せられて東京音蕊畢

盛名天下に高くなり︑歎年後

行の雑誌﹁女鑑﹂に毎雅執筆し

女史は上京以来︑圃光職謹

しｂ瑞賓章悲授けられ︑叉御

本年四月一日には勧五等に叙

一枝の品々か下賜せられ︑尚

子一折︑盆栽二個︑御園紅葉

形各一個︑御風那一篭︑御菓

盃一個︑緋縮緬一疋︑呑営人

有難き御言葉か賜つれ上︑銀

皇后陛下に拝謁仰せ付けられ

綴いて同年十一月廿五日には

御菓子一折の御下賜あり︑引

り︐綾子一疋竜御菓子料一封

異告遥りより特別の思召に依

﹁家庭と人物・﹂修養の順序﹂

のしみ﹂﹁女子教育の意義﹂

きて﹂﹁女徳の楽﹂﹁婦人のた

﹁名賀を正してよ﹂﹁忍耐につ

の急務臆あらじと﹂を跨頭に

初誰に﹁誰かいふ修徳は女子

道叢記か嚢行するに至るや︑

縦いて女子部が雑誌婦人弘

御霊力に預かつれのである．

の茎礎走固められ

尾雨女史等と共に︑その創設

務一切韮委任せられ棚橋︑平

女子部幹事と唯り︑女子部事

二日︑等其の他常に女子部例

廿六日︑同四十四年十一月十

九月廿二日︲同四十一年九月

叉同四十年一日二十七日︑同

二十三日︑同十一側廿六日︑

同十月十五日︑三十八年四月

月廿日ｂ三十七年五月十五日

月五日︑同九月四日︑同十二

月一日︑同玉月廿四日︑同七

る︒三十六年二月一日

し起初めとして︑同十二月七

堂に於て︑修養講話をなされ

さったのである︒

養子として貰ひうけ︒一高か

勧六等に叙し賓冠章恥授けら

今日に及び︑只管に御誰力下

ら帝大文科へと卒業させた︒

れｂ大正九年十月廿九日には

に漢皐を誰じれが︑翌三十五

病気の趣に皇太后陛下は態毎

である︒近来は老蕊に入られ

含に出席され︑講演されたの

︲ｌ︲卜

同三

日にも︲同講堂に諦演かなさ

年には三輪田女畢校延設立し

﹁母の心得一則﹂﹁婦人の理想﹂

１１ｌ︲−１︐●

１１１

非常なる

翌年高等女畢校の認可か得龍

御使走差向かはせられ︐有難

﹁女子教育家の一則﹂といふ様

三輪田女豊校

これが元道氏である︒

山下富三郎さんといふ青年を

止宿させて迩堅させて居た︐

教育し︑上京後も翠松皐舎に

年で松山の明倫隼舎畔代から

一

同校が今日の盛況私見ろに至

い御誌と共に宮廷樫鶏の卵一

：Ｉ１１１

ったのは︑息元道氏の経管方

１１

1

●１１

て︐直接御指導なされる事は
稀であつ求が︐それでも何か
と御指導を賜ったことは少な
くなかったのである︒
大略叙上の如くであって︐

三輪田女史と木曾とは密接な
闘係があり︑今後も尚先生の
御指導に待つ多き走切に念じ

ｉＩ

愛護せられた青年讃物百種

︑共役立てば幸である︒

二菰の技奉である︒讃書の案内として︑或は清年園文庫編成の参考として多少

綿計百種百二十八冊︵この侭二百七十二回三十銭︶である︒その中の宗激及び
一鋤諦釧
剛蝿一

こ聖に牧錐した園護は︑日比谷圃書館で最近愛誼せられた同書の中から選捧したも

l

四

居れるに︑この二三年来は兎

宗教
著者

一

角御病床に親しまれ勝にて諺

書名

相田隆

木村

島治郎毅

淋しく思って居た矢先︐遂に
去る五月三日午後五時五十五

世界宗教十六講
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かにも終らせられ衣のである

枚宝・輪田興佳子女史

､

１１
1

圃
I

思潮小劉
ｉＩｉｌ︲
斯うあリボいと恩︿︒

すら７１︐と運ぶものでない︑

世の中は自分の思ひ通り︲

ことになる︒意無地の無い者

ならぬ世の中だ︑といふ様な

四二

くもなる︑がそこは我慢しな
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って︑失望落鵬︲自分延滅茶

いて蟹も︐道理乃踏んで︑最

ければならぬ︒石にかぢりつ

善の虚涯を収りつ置けてゐれ

苦茶に破壊してし農ふ様なこ

人は多く忠ふ様脹なったと

ぱ︐必ず志は途げられろ︐事

とがない・

きに失敗し︲恩ふ様匡ならぬ

業ば成綴かあげて来る︒

事敗るとも踏みと瞳まると

ときに伸びろ︒﹃名私成すば常

いふ信念か有拒奴ぱ世には生

に窮苦の日にあり︑事の敗る

典は多く得意の時に因す﹄と

で︑世に比なき成功者である

きられぬ︒盤大閤ぼ律い人物

人の信用走得て︑事業の成

古人もいってゐろ︒

無路を尋坦て見ろと︑﹁こ上だ一

が︑この人が此庭まで至った
思ふ様になるも一昨０思ふ

﹁忠ふ様になる﹂そのときに︑

様にならぬも一時︑だから間

統をあげてゆける様になる︒

或るときには思ふ様になら

な﹂と忠へろ節々がある︒翌一

ぬ︑思ふ様になるも一昨︑思

噺なく向上し努力してゆか胆

ふ様にならぬからといって︑

有頂天になることも無く︑思

思ふ様になつ求からといって

世の中延斯う悟って見ろと

くじ思ふ様にならぬからとい

こと起やり出す様なことがな

有頂天になり︑馬鹿々々しい

思ふ様になつれからといって

といふ心掛けがあるならば︑

営操か以て道理か踏み通す

す︑呪ひたくもなり︑恨みた

辛い︑よくない根性が顔を出

際には︐誰もが悲しむ︑愛に

思ふ様には和成らぬ︑といふ

更に成績があがらぬ︑何一つ

人から信用されぬ︑事業は

瞳まろことを知ってゐた勇土一

犬閤の如きは︑敗れて踏みと一

て︑賎ケ獄距奪ひ返した︒豊都

して喜んだ︐早速軍走すＬめゞ

其の場にゐろと聞くや︑雀躍・

ぐらせれ︑敵は勝軍を誇って︽

才ｏＣ

人は多く失敗する︑取り返し

ふ様にならぬも一時もいつも

ぱならぬといふ意地をもたれ

であるが︑蝦太閤は逃げない

望落臓孤軍を乱して逃げる所牽

ときなど︲大抵のものなら失一

かも忠ふ様になるといふこと

ぱ駄目である︒常操韮以て逆

首く上ってしまふことも無い

踏み止まって敵状を斥候にさや

大閤か賎ケ獄の合戦で敗けた

もなげれぱ︑いつもかも忠ふ

理か踏み通すといふ心掛けが

のつかぬことをする︑これは

様にならぬといふことも無い

肝要である︒

誠に気築である︒人間は是非

◇

大に誉戒を要することであ

ものである︒

になり下ってしまふ︒

ってかまはい︑な乃様にしか

腹の無い人間になるｃどうだ

ルハキ魅へると肺抜けになる

様にならぬも一時︑といふ悟

思ふ様になるも一時︑思ふ

◇

或るときには思ふ様になりｂ

◇

子爵謎淫柴一

虚世の信喋

・
￨

￨

Ｉ
である︒

︽敗れて踏みと壁まるといふ
信念を有つと同時に︑我等は
まれ︑勝って退くといふ信像
韮有つことが肝要である︒勝
って退くといふ信峰は賀除的

な禅家には古来尊ばれ来たも
ので．十成を忌むといふこと
が即ちそれであらうと思ふ︺
祁語に﹁︲語は十成彩忌む一な

どＬいふのがある︒しやぺっ
ても七八分の所でと営めて漣
く企調子に乗ってしや︒へり過

ザ︒︒

支那の惹能和尚は﹁膳無所

正しく得意にも居らず︐失意

であらうと思ふ・﹁其の心を生

にも居らぬこと走いったもの

ることをいつれものであら

ず﹂といふのは︑何れ善歴す

思ふ様になるときにもｕ有

︑可″◎

ぬときにも︑滅入り込んでし

頂天にならず心思ふ様になら

まはい︲而もその時その時︑

最善の虚髄藩取ってゆく︒こ

れは決して稗の悟であるばか

りでなくｂ震に現笈吻世に虚

圃民激化ｉ亡産業組合

ばならぬ︒︵郡の生活︶

するの悟であり信峰でなけれ

二世界はそれに比例していかないとすれば︑ここにま

安部賢之助
疑ひである︒

た疑ひが超あだらう︒それこそ文明と常にはなれぬ

世ばますＩＩＩ大きくなったといふ︒しかも人々の

敬勝ばその世界が小さい馬だらぅ︒

岡ったり︑小さな世界の敬であっれりするからで︑要

だいぶかしい︒これ竿は小さな自分に生れた愛であ

ひがり慰敬するといって︑おかす風が生ずるのは甚

近頃⑳愛がとなへられて︑しかも互に相反する嫌

賀ならぬ意識の椛威であると信ずる︒

づきて馴れず︑遠くても親しみのはなれぬこそ︑物

近づくものは馴れ︐遠ざかるものは疎んする︒相近

愛は相近づき︑敬はとかく相遠ざかる気味がある

住︑而生其心﹂といふ言葉で

ﾛ

悟ったといふが︑その﹁住す

部面衣ろ逝徳的方面を︑持に

図民教化とは︒岡民殿養い一
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ろ所無うして﹂といふのが︑

私が︑錘に主張せむとする

倶画3

いふのである︒語に限らず何

藤鶏蕊
◇

ぎかと︲とんだ敗北ルすると
でも十成起禅は戒めてゐろと
いふのが︑然うあってこそと
調子に乗って︑やり過ごし

思ふ︒

得意になって眼の暗んだとき
に筋人は滅びろ︒﹁事の敗るＬ

は多く得意の時に因す﹂であ

１１思１
Ｉ
潮小槻

四

愛
と

◇

更に別芯言葉か以てするなら

活の慾求にのみ専念ならしめ

醗弊が︑国民を蕊げて外的生

思潮小観
高調する教化運動か指して云
ばｂ遺徳と純溶個人と施曾と

木種だの方面に於て天恵に宮 んでゐろといふこ
出来ない︒農事上の天悪から いっても日本には
率が比較的少い・それ故に海 外 と 迩 緒 し ︑ 共 同
天悪の不足は右無相通じて以 て褒展向上を計ら
ならぬ︑宜しく進取的なれ︑ 決して退守的であ

其の内的生活走順みるの暇な

はこの退守主義には反盤せざ ろを得ぬ︒それで
如 く こ れ た 書 き 改 あ て 見 た ︒ ﹃ 人の一生ば汽車に
て旅するが如し︒思卿はざろく からす︒不自由は
によりて除くぺきものなり︒ 失望せし時は成功
例走思ひ出すくしｃ努力は向 上 褒 鵬 の 基 ・ 怠 慢
と恩へｔ頁くろを安１−として ︑ 勝 つ こ と な ぜ ざ
︐唯下にのみ沈み行かん︒森 岡して進功︒退く
日夜孜奄及ばざる恥恐れよ︒

巳モ

川家旗は次の如き遺訓を述べ 犬 ・ ﹃ 人 の 一 生 は 重
奄頁ひて遠き道悲討くが如Ｌ ︒急ぐぺからず︒
由 心 常 に 思 へ ぱ 不 足 な し ・ 心 に望み起らぱ困窮
ろ時雅思ひ出すぺし︑堪忍は 無事長久の基︑怒
敵と恩へ・勝つことばかり知 りて頁くることを
ざれぱ害共身に至る︒己を責 みて人を責むろな
ざるは過ぎれるよりり勝
勝れ
れり
り﹄
﹄

れ︒

､ぱ敵し夫リの予ぼらはこ白荷徳勿ぱ、照(工目

の各相違せろこ方面の葛藤心

なればせ工乗次及知りし不きろ弧し日と

からしをろの結果ではなから

丙乙垣稽士鯨畢農

其の内容とする︑物質文明の

闘 奮

ふのである︒

教育の機開が次第に整備し
教育の方法が愈々進んでも︐
圃民激化の愛が之に伴伐すじ

感化輔導の施設が普及し︑作
業が護達せるに拘らず︑思想
遷善の成絃が聖らず勘寧ろ徳
操碩腰︑思想悪化の傾向の著
うか︒

しいのは心抑々何か故であら

一一

惟ふに︑現代に於ける資本
主義的煙涜組織の下に在りて
は︑経済生活と精祁生活とは
動もすれば矛盾拝格奉来し．

自由競争の思潮と証曾連帯の
思潮とは︑二者恰も氷炭相容
れざるものがあ︑ろ︒之等質生

活上に於ける矛盾と凱鑑とは
途に人を駆って不徳不義に階
らしめｂ叉詑激の言動か除儀
なくせＬむろではなからう力

｜

四四

うか︒

一一一

産業組合な内ものが︑縄潤

機開であることは勿論である

が︑而も綻湾と道徳個人と牡

曾との各々の間に完全なろ交

渉あらしめ︑遁徳な其の内容

とし祇倉連帯の思潮走健現し

せしめむとするものであるか

一

て吾人の斑生活起節制し向上一

必然的に吾人の生活の態様が

ら・其の支配の下に在りては

でわら奴ぱならぬことＬなり

人格的であると共に︑協調的

叉不平不浦か懐く・へき︑何物

其庭には不道徳を醸すべき︑

をも持ち得ないのである︒如

を現出することに依りて︑始

斯打てば響く所の現変の祇曾

あて蕊校に於ける倫理遺徳の

動の一切も便値づけられて︐

講義も心祇含に於ける倫理連

並にいばゆろ職曾殺化の完成

が期せらろＬのでばあるまい

て進堂うと思ふ︒

に年は老いてゐろけれどもｂ術ほこの方面に注意し

ろ方面に努力することが最も必要であらう︒僕は既

ふ︒昭和の聖代の皇恩浴すあ吾々としては︑か上

ならば箇側本の圃蓮は隆々として興るであらうと恩

至るまでｂ蛮行といふことに重き悲匠いて努力した

て身恥修め家恥整ふるその小より︑天下閏家の大に

論に比して焚行の力が頗る弱い︒もし間民がこぞっ

今日の価の中では議論が非常に多いｃ然もその議

に見る馬鹿﹄といふのだ︒

ない︒﹃議論より黄か行へなまけ武士閲の大事ルよそ

歌悲詠んでゐろのか見て︐今日︑３忘れることが出来

催は子供の時に︑維新常時の志士の中でかういふ

新生面が閲かろＬばかりでな

毒輿諦諺
育官
細

大

郎二庭

く︑善導作業の一切が慨値づ

行

けられ︑錐に飴て其の徹底が

五

陸監
軍軍
大事

の源泉がなくなり︑思想上に期し得らろ上のではあるまい

」
か︒

匹

北米合衆幽大統錨故ハーヂ

ング氏ぽ其卿逝去する少し前

成功の事綴を列畢し︑一・我園ノ

に︑諦外図並閣内組合事業の

に何物毛無ィ﹂と極言された

勝来は組合精神ノ興隆ヨリ外

と云ふことである︑風に玩味

要するに︑弛徳と経演じ個

すべき一言ではないか︒

人と祇倉との各相逮せる二方

の末価であって︑今や物心一

面の蒋藤は︑謂はゆろ人類

如・祇命述帯の各一元的凡地

に韓換せなければならぬ時代

が到来したのである︑之を現

の姿か取ったのが産業組合で

震化する使命の下に特殊具催

ある〃産業組合の奥底にばか

って居るのであるから︑国民

うし拒雰む︒へき−大信降が織

をして此の統祁な把握せしめ

其の信峰に生くるの工夫を嬬

り急務である︒︵地方︶

さしむろことが最も必要であ

四五

子孫に及ぼす酒の筈卜就いて

‐
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庭

I
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いけ

し

わ．かい・か

上辰五

職唖つ

病震ました︒僅かの日数の滞在では御座いましたが難く思ふ人が少くありませぬが︑二回三回と接する
除程私には土佐弥瀕に入りました︒どうしたことがに従って︑その剛情は寧ろ純白な性質によるのであ
き
気に入ったか︑自分ながらよく分りませぬが︑気にることがよく分りますので︑私の気質とよく一致す
入ったことはたしかです︒勿論第一は人情であるのるかの如くに思はれま︐した︒私の素質がよいのかど

よく記憶は致しませぬが富数年前に初めて高知市へ剛情誰もいふ黙がないではないので︑く初
めは交際し
ｆＬ

には非常に気に入った地があります︒何年でしたかなく︑寧ろあかるい感じが致し舎一︵す︒峡鮎をいへぱ

きおくす一心ゑんぜんばじデうじや・７にじかうさい

︑と今ご

ひじやうなにねんむしかん

しかせつかＡ

ひとユやもと．舎一︐い︑１とさゆかん

世の中には酒の害がその常人に及ぶことば知ってです皿冠が日本画中をいつも旅行し一ｉ帽ｂ港す中に
Ｉ記ん
ゐますが︐それが子孫に及ぶことを知って居らないも︑土地は澄いが人間に接して非常に暗い感じが致
人が多いかと思ひます︒私は時々土佐へ行きます︒しまして︑霜に不快に威︷がることがよくあります︒

郎

／、

子孫砿及臓す酒の
害に就いて

丈翠士

村

よたかたうにんおよ・しにぼんこぐぢうり上かうを

一

雲マタハ

こ芸やソかんこのごろお・峰

故郷へでも来た蔵が致しました︒此頃でも︐同じく

たにん

ｖこ一ご卜︶

身ラ︑わい

この︑ときちにう

おほさげのみ晶少︑ふう

たうにん

がいし

︾︶ユや︒Ｆ︽

はっけうしんけいすゐじゃつ

坐ワ︑

ぼかとさ

まちがきしつ
うかは存じませぬ︒間違った気質であるのかも知肌

逢い地方へ出かけるならば︑他よりも土佐へ行きた

けってん

すぐな

て

ませぬが︐他人域兎も角も︑私には土佐人の気質が

いと思ふて居るのでありますので．しきりに出かけ

．かん含こ誤〆

︷少

︑と序曲

うれしく思はれるのであります︒それに叉土佐は気

たくてたまらないので︑機雷があるならぱと．待つ

処

候がよいので︑あかるい威じがします︒気候がよい

て居る様な課であります︒ですがや此土佐地方にも

かうさいかた

にんじやブ各︸こううへ

Ｌんぜ斗唇

とう告﹄やら

たいしゆ

おも

︐といふよりも︐よ過ぎる︐こいつたがよからう︲と思ひ

一の峡鮎は御座います︒それは大酒飲の悪風であり

おもまたとさ

ます︒人情がよいのにＤ気候がよい︑その上に親戚

ますので︑駿狂脚紳衰弱その他︒酒の潟に招いた病

冷﹄

ゐ

ゐ

でないが︑親戚の如くに交際してくださいますお方

気が少く御座いませぬ︑それは鴬人のみでなく︑父の

こ↓つ

おち

が︑高知諺に居られます︒東京にそのお方が居られ

大酒が︑たしかにその子に及んでゐるのもあります︒

かうちひじやう

坐■ｂ

ました頃から︑交際していた胃いて居るのでありま

おもせい

年が祁経衰弱であるか良その心理治療をしてくれ﹂

びと

そしてそれが父の酒から来た害であることを知つ

て︑それが叉私にはうれしく威じました・之も私を
して高知は住み易いと威せしめた原因の一となって

と要求して来た八が多い中に︑三名だけは︑たしか

い

〃︑だものるゐ

かうもＬ

ごと

また

のちまたで

宮士

ねん

ゐ

えう合﹄ふ

たいしゆ

ち鱒は︑

これ

たうに人

下一シ一戸︑

せんぜい

う挙り

しん・げいすゐじやく

しんりちれう

さけ

ほ大
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１己う

仁ん

ぢい

おこ・ろナハが

圭二鯉

たしか︲の

に父の大酒の除毒でありまして︑祁継衰弱と思って

たいのず

てゐない人が比較的多いと私には恩はれました︒﹁青

ゐるのはたしかです︒叉食物が翌富でありますｔ魚

居るのは．あやまりで確な糖祁異状の者であります

また

すが︑高知へ行くＩＣ非常によろこんでくださいまし
かんこれ
かうちかんげんいん

類︲といったらスバラシィもので味がよい︒そして叉
これ
野菜類もあいぱ︑果物類もあります︒之内また燕に

﹁之は大酒の除毒であ膿ります﹂ＩＣ申しまする︲ｃ︑そ
ｆＪｌｕ一ごり略

づきかんだいやまおく

ところ

だい

げつかんたりざいいたたび︑人︑記Ｌこと

ち皇じん

ぎ上

入ったに相違ありませぬ︒それですからその後叉出

の父こり母なりか﹁先生それは何か御心得達ひでご

またしょくもつ

かけて︲二ヶ月間も滞在し↓第三回側には山奥の田

ざい４式せぬか︑雷人は少しも酒〃一用ひませぬ﹂とい

かの堺Ｄ

井村といふ所に竿ヶ月蝋罰滞在し︑更に高知雨に叉半

ふ・﹁いやさうではありませぬ︑父さんか加父さんの

ろゐ

ヶ月間滞在致しました︒かくして度々出かける毎に

大酒の害ですよ﹂といふと︑果せるかな三人の父は

ざ﹄うゐ

知人もできてきますので︑第三回目の如きは．生れ
子孫に及ぼす油の害に就いて

子孫に及ぼす酒の害に就いて

およ

シ一・餌凸七夕■

．︑じ

ちｂおや

四八

おほい

とで︑あ唾

たがため未来の良人をきめた人があるならば．大に
ば
んかうかんが

ひと

まないかなどはどうでもよいとしてゐる人がよくあ

がい

いか

みらい

皆大酒家でありました︒﹁さうですか︑禰父や父の大
︽今典壷りみ﹂

︑ります︒あ芯だがたの父親で︐そんなこ

﹄や︒

酒の害が子や孫に及ぶものですか﹂Ｊ一初めて悟った

お毛唯

のであ︐りますが︑こ︑に及んでは︐悟っても知って

あるひ

あ民︾ひ

きんね北ていのうけう

を

きち瀕

ごとおの少︑みつ

お尖と

に

マリ︺

し

をとこがうじや雲ノ

した顎

旅しつ診と

が居られるかも知飢ませぬが︑その剛情こ窪槙に恐

じぷん

に列して居られまする男の中に．そんな剛情な父親

いつ

酒が好きだといふと﹁そんなこ とはない﹂などと剛
あるひ
情をいひ張る父親があるかも知れませぬ︒或は此席

宝﹂け

酒が子孫に及ぼす害を説くがよい︒それでも自分で

さ︑け

およだいはんかう

ろ一んな

反抗をするがよい︒父親の考へが大間違ひであるの
・やき渉少︑

かうくわ

も渥くて用を篇しませぬ︒そしてこんなのは．如何
台︑一つ

だから︑女だからとて︑そんな間違った意見に従ふ

と〃︑い

に私が得意とする心理療法を用ひましても．効果の
奇︶雪ご

には及びませぬ︒ですが大反抗︲Ｃはいふが︑父親の

あ

これ

有るべき筈が御座いませんので︑たぎノーｌお気の毒
かん

に感ずるのみであり裳す︒之が土佐人ばかりではめ
さけ

頭を薪の如くに心得で︑斧で打割ったり︑組附いた
ござ湧百おや
りなさいといふのでは御座いませぬ︒父親に向って

このちゃ矛ち侭う

し

とを知って居らない人が少くないこ

り燈すまい︒此秩父地方に於きましても和く栖が子孫
に害を及ぼす寺︶

あるひ

ころいんし由
おも
とかと思ひます︒男子青年の頃からの飲酒の篤に︑

しゆ

その子は或は天死し︐或ば白痴となり︑或は狂人と
．ぴやうじや〃︑
なり︐或ば病弱となり或は白痴程でなくとも︑一
種の低能となるのが少くありませぬ︒近年は侭能教
けんきっ

弓うゐ

青の方法をいる１１１と研究するやうになりました︒

いり§

べ意ものです︒﹁自分ば酒が好きだから︑娘の婿も
さ酒る飲け
のち・おや
みを選揮可・る﹂などといふ父親がめるならば︑

ひつえう

がくご

さがへ

それは必要なることに相違は御座いませんが︑それ
ていのうじ

一一

その人は鵬病院へたぁ琶込ルでしまはねばならぬも
一鱈んな

こんいん

す︒親といふものは結構なものです︒私

病気が治ってからその娘さんは婚姻すべきでありま
お
や
け
つ
︶
言
ノ
険
画
お
や
母親は七

たほ

直ぐと脳病院へ行きなさい︒鵬病院に入った父親の

が︑ｃ

よ入ソも．低能兇をこしらへない豊悟が一層大切で践

のです︒こめ席からお宅へ一度お錦勺になるでなく
す
ゆたうぴ？琴／ゐ化

老とこさけ

さけの

亜直非︽

ありませんか︑それには男は酒を飲まないこと女は
いんしゆか

らか幸一餌一Ｊ ︑

飲酒家ぜ夫にせないことであります︒﹁あの甥蛎畢校
毛つげふ
せいぜ昔
での成績が良くて優等で卒業した人だから娘の婿︲と
して不足のない人だ︲一などといって︑酒を飲むか飲

さい

︑永︲乏くてんじい

﹄ほう

ま一鞭

れん協い

十五歳で昨年十↓月に死亡いたしましたが︐年齢に

０．０○０ござた幸エ

すべきめてものが御座いませぬ︒これからは唯良い

おやをうけつこうごｂろ

かんえう筆こと・卦掻

親１﹄なり︑一層結構なる親となる様に心がけること

しかさび．

さぴ

あんみん

ちかごろ・・

かしここれ・全じ︾ふんかつ

ごさっだんいぐわい

一子寺

のぞ

手の如くに思ば触るから︑せめては孫なりとも除り
賢くないのが欲しい低能を望むとあるならば︑そ

て

自分の子供には賢いものばかりで之ではチト自徐勝

じ錘ん

おもまご

するなどは息大いなる不都合であります︒そ奴とも

おほ

不足もなく︽天毒を完了した︑と申してよいので御座

さびしゆもやう﹂

が勅肝要であるのです︒殊に娘の婚姻には父母は大
いんしゆかあうと
もち
いに心を用ひねぱなりませぬ︒飲酒家を娘の良人と

ゐ

います︒然し非常に淋しい感じが誠るものです︒申
さう
７れ
するまでもなく．誰が死んで訓︑淋しく感ずるに相

やう

逢必 もますまいが︑その淋しさが一種異様な淋し
なに
さで御座いまして︑氷か側かの中に埋められてゐる
・あんみん

様な冷えきった淋しさを感ずるのです．よく安眠し

わげけつこうさう心

た私もあまりよく安眠ができないことが近頃ばょく
あります︺かやぅな謀で噌親は結構なものに相謹は
い

あ該ひだ

れば御相談以外であります︒
だいたいいたす
これはたざ大鰐のお話を致したに過ぎないので御

おやけつこう

ごうト︶やう

ぞ人

こどもばつふ
あんな

四九

畳悟がなくてはなりませぬ︒︵っｙく︶

かくご

おしろいをっと

しんたい

おしろいこお圭

あ喋りませぬ︒生きて居られる間ば︑それ程Ｌ﹄は思は

座いますが︑しかし白粉と酒とがその子に及ぼす害

し

なくても︑死なれて見ると親の結構さが知ら血ます︒
おち

迄うけつこう

これ

は 之 で よ く御 了 解 が で き た こ と と 存 じ ま す ︒ と も か

おや

﹄も思はない人であるとすれば

おや

おや

もしも親が死んで何
ゐ

Ｐｂ
才血を
皿Ｐも
一・精
捗り
主仰
飾叩
腸健
Ｐ−全
ＪＢな
掘啓る
久痘
恥み
るｚ
Ｊ吐
がす
ア弗る
眺↑女
９るは
庁︽
ま爪誌と
く
身埼隈
祁
を
も
子
供
を
欲
ひ

つよ

る畳悟があって欲しいものです︒私にはもう庵親は
かうかういた
居りませぬので︑どんなに孝行は致したくｌも圃致
子孫に及ぼす酒の害雁就いて

ふ

ひと

その人こそどうかして居るのであります︒かく親は
さうゐ

く白粉を用ひず︑叉大酒家を良人に有たない︐とい

けつこう

結構なるものに相違はありませぬが︑たとひ剛情が
つよ

読さ

結構な親で
かＩ剛情の強くない人であるならば一層総

打すめおや

弧くｉ仁も親はどこｊＪ︑ｌまでも親であるのですが︲し
﹄︶

おやとうけつこ↑おや

あ︐ります︒子として．娘としては︑親に孝

うる行

ればなりませぬが︑親としては一層結構なる親とな
が
く雪ほりやうしん

雨名親鷲を
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詩材
体

杖頭携酒柴無准︒

廷︑﹄．︑︑︑︑

涜職汚名只惑金︒

ロ尽守︑草︲ｆＪ︑︒引１岡１月

︹丈駐日︺二首揃揚共人︒使諏者崇敬不巳︒

︐︒４ｐｂＤｌｑｐｌ︲●︒●ｌ●．﹃ｑｑ！．Ｆ

概碁記威同人

堂々立論縄凝刺︒

︑﹁．︑︑︑︑吟

牛徒李黛余紛紛・此際誰能護聖君・僅有至忠憂国士︒
︑︑℃︑ｂ︑︑
金科併告玉篠文︒
︑︑ｂ︑︑︑︑
博聞聖世出雌鱗・能便臣民最幅新・志士憂時猶執筆︒

漬昭和一新論有威次蘇峯先生巻末詩謂二首
︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑泡︑︑︑

怪也︒

︹丈荘臼︺今之政客椛謀術策︒而無誠心︒其涜職汚名︾亦不足

同人

自古仁人跡善尋︒雁知道信在誠心・堪憐政客謀牧賄︒

◎︒︒０．○○︑︑︑︑ｂ℃︑

︹文誰日︺花岬湿遊諸家園︒其忙似陸放翁・

偶賦同・人

春日慢吟牢浦菱木和︵千葉︶

I

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
梅花殆謝李桃華・更有樺花燭爆箸・此際閑人遊意動︒
︑︑︑︑︑︑
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I
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川

文

︹女誰Ｒ︺妙比嘘︒

五○

芋批

ぐ巳巳

℃や︑旬も︑司
犬吠岬頭煙需牧・風光明婚入吟拝・登高展望無織騒．

︹丈荘日一句々能罵斯人心事︒使人感慨不措︒

登犬吠燈蔓同人

掲生取義是精忠・不屈権威心鵬雄◎養涛堂々浩然気︒
︑一つも︑︑︑
千秋蔑古仰高風︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ⅵ︑０⑤０ＣＯ００

︹丈詫白︺奇縮二字︒可移以詳此作︒

謁宗吾索廟同人

鋸様之山悌像巌

昨爾初晴上行族︒車窓展望紗荘間・風光奇絶房州景︒
９０○０○０Ｊ

︑︑︑︑︑弓︑︑︑︑︑︑︑︑◎○○○○００

雌屈幅山宏︵埼玉︶

房州途上口暁節五

︹丈雛日﹂逝義頭敗莫雑於今ｎ．而常局者不察之︒抑何意︒

不宵依然憶帝邦︒

もも︑︑︑︑︑

智識錐登徳義降︒一般人冊恨侭腔・銀行愈耐猫相乱︒

︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑弓︑

ﾕ巷

凸

人世嘆同人

盛衰衝桃一秤碁︒

︑︑︑訂︑︑︑

石

１１１Ｉ︲︲ｌ！︲︲ｉＩ１１１１︲１１︲！！︲１１１１！ｉ

鴨軍鷺嫁隙相窺︒妙策奇謀善極危・請見香家治刷事︒

︑弓も彩り︑︑３−Ｊ功︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑

−

−

︑可ｂ︑︑︑︑

眼界窮遥是米洲︒
︹丈誰日宛然一脈萱︒

浪逆浦舟勝中口占同人

︑ももも︑︑︑
偶悼軽舟巡水郷・風微波静睡鴛鴬︒菖蒲花溌潮来島︒
︑了．︑︑℃︑
濡聴絃蕊興史長︒
︹女荘日︺右此佳作︒其勝撮顛︒

謁誕生寺糎鯛之浦同人

︑︑℃︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑ｂ

想昔弘安辛巳戯・澗師奮起潜時難︒驚看索跡多奇端︒
︑︑︑℃︑︑︑

溌洲鯛魚蹄浪間︒

雲涛辻勝太郎

︹丈荘日︺以奇筆篤奇瑞︒霊跡盆瓢︒

教育謹詠
孝子父母

︑︑︑︑︑︑︑
所奉鍵親恒盆敦︒春秋定街孝心淵・悪深於海高於獄︒
︑︑︑ヅ︑︑︑︑

難報多年佑待恩︒

友子兄弟

！
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︲４１１
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︑︑︑︑︑︑︑
一家輯睦有芳名︒︵未完︶

ｌｌｌｆ︲︲鯵−１︲︲

︑︑︑︑℃︑︑

春日偶成柳汀小倉聖一郎︵埼玉︶

溶々春水潅痕新︒競渡垂楊垂柳津・小艇児童多彩帽︒

︑︑私︑︑︑︑
圭田紅相映笑騨頻︒

︹丈荘日︺三四叙事甚新︒

︑︑︑︑︑︑︑

湯河原温泉同人
恥も︑︑︑︑

仙路殊開草木鮮︒初知此地翠微速︒清遊今冊愛奇最︒

︹丈荘Ｈ︺一︑浦遊︒有此佳最︒間迩可羨︒

露境温泉不記年︒

惜春冥石渡遥久只茨城︶

︑︑︑︑︑℃︑可︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑埴︑︑

花落烏畷姻雨中．・除香細々不禁風・恨随片々浴流去︒

︑︑︑︑︑︑℃
只恐明朝瀧樹室︒

︹女荘日︺惜春之情︒溢子言外

夏夜司人
︑勺．︑︑℃︑︑

情風如水挑塵族・晩上旗亭亦快哉・蔦蒜陰中山吐月︒

荷花含露透涼来︒

︒○︒○００○︑︑︑︑︑ｂ︑

︹丈荘日︺一諏之亦呼快哉︒

夏日偶吟同人
や︑︽し︑︑︑︑

蝉馨鯛語翠微間・一客不求心自閑・泰地狂風捲簾去︒

︹丈荘日︺雛二句︒此作之主脳

奔雷躯雨過前山

一︑一︲一鯵︑︐●・昌一︲●一！仏︐瞳一

五

︑︑︑℃︑︑︑
出自同根透一生・連枝花葉見芥楽︒弟兄和築潟欺庭︒
︑︑︑︑︑︑︑
可掬家庭友愛情︒

林

夫婦相和：
︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑

勘寸

互潟崇敬有中情︒琴溝如和至梁謹︒夫唱婦随借老裡︒
善冒し

歌園
一等

一二壁寺

○山形二宮源六

暖かし里は霞に包まれて山のあなたにき貸す鳴く底り

○・埼玉小倉柳汀

老春一静岡野中娠平

佳作

段とよかったかと拝見い衣しまし稚

︵評︶池︾ぬ面に日かげあもらすといふ様に御扱ひなろ方が一

池の面に遊ぶ金魚にちらノーと日かげをもらす夏木立かな

夏木立茨城渡塗久一

︵評︶静かな農村の精黛が眼前に展開されます

風もなく月暖かきあぜ道を鱗取る灯の紬き行く見ゆ

○千葉野平香峰

二等

︵評︶作者の澄み渡った心境か尊亜いれします

水車かたりととりと言たて典夜寒の遠を杜鵬崎く

聞杜鵬茨城渡逢久一

園

亡き母を恩ひいだして言葉なく長閑な春を夢にのみみる

不二之舎直正

五

隣家の主が飼へる鴬の朝鳴く雲と今朝もきょけり

きかな

○東京金津啓助
舟大阪一樋正幸
新樹風同同

ふせいぽのたつきつなきてわきも子がたぐる生糸のうるはし

筑波髄のすそをつＬめる朝霞長閑けき春の姿なりけり

蒜千蕊菅谷義太郎

筑波山を見て茨城蕗田誠一

いやしけり茂る園生の新竹は柴ゆる御代のためしなるらむ

降りつもる雪とけ初めうれしくも聞きつるものか軒の玉水

○静岡大瀧繁職

あれましＡわか大君の寓代を呪ふけふこそ始なりけれ

○林米吉

天長節禰島湯田久毒

語互に季ひもせず楽しくも田をうちにけり泥にまみれて

貧しくも孫子まとゐし朝夕帥なき父母の偲はる入哉

和楽所洋小暮松風

選

二

一浪花なる水の都の川為は舟の通ひて賑はしきかな

I

歌

根尾川の景色を見て同同・

○新潟赤調武雄

折にふれて千葉小峯春江子

夕日影西の川棚にかげるひて風そよぎつ上夕迫れり

かりそめの別れにあるも老らくの母は悲しく吾を見給ふ

○山梨望月貢

す上り立つ夏山みとりひたしつ上流れも清き根尾の川水

けり

千代ふへき木の間をもれて吹く風は塵の世なりとおぼえざり

谷汲観香を来拝して静岡笹川清之助

色も香も形も時もたかへすに咲く花見れば心修まる

永き日を酒を呑む人の話き上て面白から歩黄昏にけり

○大阪池上生堂

︲１１１︲ＩＩＩＩＪＩＩ︲！︲Ｉ１１Ｊ
夏めきし木堂の梢は青葉して吹き来る風の香はしきかな

首夏の歌の中に千葉寺門一平

吾蒔きし梅の果今年なりそめぬ猶まきおかん子や孫のため

折にふれて千葉梅の舎斐満

我のごと老にたるかも庭撰今年は造とか花の小さき

不知千葉開保之進

吾友は香取の野逢に住みながら鹿島潟をば知らぬなりけり

○千葉渡逢秀明

若竹にさら﹄︑渡る月の夜は風さへ青き初夏の山

古寺新樹千葉菱木正道

春雨の降るの山寺花散りて木くらきまてに若葉した上る

ゞ牡丹千葉菱木和吉

今年五歳の女子茨城岡田要

人のためを恩ひばかるは吾性よされとも時によるにさりける

な

身一つもまたなきわれと思ひては軽きたもとのふりやすきか

り

か上る日のめぐり合ふとも知らぬ子は母の白髪かぞへぬきけ

○選者

かそふれば春はいよノーふかみ草花唯きいて上はつかにそな

壁静岡祇島武

飢れちろ玉かと見えて窓近くつゆ吹く風にとぶ壁かな

農業同同

○・十勝松本みつ子

山谷をきり平げて田に畑に蔵りはひの道はげむ楽しさ

今年こそ春を知りてか咲きにけんおぽつかなくも咲く樫花

岸山吹干葉遠藤惣之助

赤の歌の中の千葉宮内四郎

春を惜しむ心をくみて匂ふらむ小川のましの山吹の花

Ｉ歌園

五1
1

Ｉ
◇若葉
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編輯
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若葉道はたと霊きける湖遥かな

親を離れ遊べる雛や庭若葉

若葉暮れて燈龍灯る壮殿かな

城肌に難ゆる大樹若葉かな

渓掩ふ雨岸迫る若葉かな

雨晴れし庭の若葉や夕映ゆる

住みなれし若葉の庵や山麓

雌の淵を饗ひて丘の若葉かを

紺砦の湖に映れり夕若葉

新らしく建ちし洞や丘若葉

門閉ぢし山荘鹿し庭若葉

若葉山縫ひつＡ登る車かな

寺若葉讃経に灯る御難かを

若葉風酒旗はためける野茶屋かな

山雨舞れて苗寅る護や垣若葉

登りつめし峠の茶屋や若葉風

寺g巳

雲︲．︒●一割Ｉ．︲

から峯までつ博く若葉かな

費の御壁を包む若葉かな
葉暮れて山の端の月凹かなる
︑庭若葉凪来て鳴く且かな
蔵・伽ふ納屋の灯みゆる若葉かな

若葉蔭工夫が眠る線路かな
淵泉の町はやも灯せる若葉かな
谷若葉柚夫にか比ろ雫かな
庭若葉小暗き池に金魚浮く
若葉して見えずなりける宮居哉
寺門過きて若葉につ固く山路かな
山若韮出づれば朱き鳥居かな

女つれて上るお窟の若葉かな
宮若葉入日さしたる杜殿かな
窓あけて灯す机上や若葉風

淵泉出て堂二階から見る若葉かな

深く吸ふ朝の大気や庭若葉
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梅雨晴や繭商人の来し噂

梅雨時や欄に干したる夜具の色

椛雨つどきかびの浮びし煙草かな

梅雨時や濡れ桑を乾す土間の夜

星一つ見えて曇りぬ梅雨の室

柿雨時や屋根草に嘆く花の敬

畑草葉の虫捕る畑や祢雨時る上

岡 阪 口 島 城

博若同生同松同桃同一同紫同久同春同
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･軒一

称雨明けて客立つ宿の旦かな

×

旦蔭

醤油職蒸し暑き午後や梅雨に入る

梅雨の庵灯して耽る仰書かな

梅雨の庭苔生ひし石の夕べかな

梅雨空や暮る上ともなく町灯る

梅雨庭や掃き捨てし資に芽の吹きし

降り綾く椎雨に航えける蛙かな

傘を干す茶屋の斬場や梅雨時る上

梅雨時や常士つ上む朝の雲低し

×

同静同大同山同幅同同同同同茨同同同I

五五・江
日日日

称雨哨や小鳥来て鳴く庭庇し

◇課題︵各題五句宛︶

◇夏野︑蚊

◇夕立︑豊顔
◇虫干︑紫蘇

五五

×

限限限

×
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治 圃 為 風 房 誠 朗 一 洋 i i

壷智庄卒論とその毒像除幕式

の如く生活しれ﹂といふペス

らず愈人心の醇迩示すものと

青に師道の隆起表するのみな

智庄平翁の薫陶を受けれる門

斯乃雰園気の中に在って登

溌智庄李翁とその毒像除幕式

狭ロッチの偉讃は︑欧洲全土

して甚だ讃美一夕べき事である

霞ヶ関支曾長

日木弘逆含

に震天動地の沸澗恥捲起した

然るに現時に至りては︑畢

○

上理公園の西郷二重橋の楠

大奈翁の盛業に比して︑遜色

れども︑それは閏家が危難に

へぬものがある︒某蝶某中阜

る帳至っては

誠ド慨嘆に湛

に空谷の堂音として吾人の心

銅毒像悲建設しれことは︑誠

ず︑洲恩曾を起して堂々衣ろ

弟子等が︑蓄師の恩顧か忘れ

公九段の大村恥始とし︑銅像

か多い︒併し之走部分けして

校の如きは生徒が校長及教頭

胸に大なる欣快を解ふるもの
ては偉人の出規一がより多く必

である︒

際してのことで・平時に在り

に反抗して︑頁傷せしめたと

見ろと︑武功に開するものが

いふ悲む↑へき事賀さへ報適せ

多き韮占め︑丈続匡闇すろも

要であると忠ふ︒此の意味よ

られて居ろ︒斯様な有様でど

及耐曾の家ろ害毒に至りては

なければ教育の硬産で．図家

筈はない︒完全な人物が出来

に出勤せられれる雄姿は今

生が肥馬に鞭ちて定時定刻

校衣畢時代なり恩師輩智先

と能けざろは黒須高等小畢

か縦きて其の香韮忘乃ろこ

吾等が過去に於ける夢の巻

日ばく︒

その謝恩曾設立の趣意書に

のば少い︒是れ武功は丈綾よ

は丈綴の表象として世に多く

うして完全な教育が出来よう

りして銅像も武功の表象より
現ばれんことか希望するので

至大なろ感銘を典ふろ所以で
はなからうかｃけれども丈紙

既に完全な教育が出来ぬとな

昔には華塚といふものがあ

恥哉き人道を識されれる訓

つれ︒是ばいふまでもなく恩

ず︒︒

猫昨裡に在り謀々懇々人生
晶して筆塚となつれもので０

師に封する弟子の感謝が︑結

測知することが出来ぬのであ

ればｂ完全な人物が出来よう

ある︒

ふ道理はない︒

彼の不世出の英傑ナポレオ
ンと激化の偉人ペスダロッチ
とについて考へて見るも﹁乞
韮徴へんが求めに白から乞食

食に人間の如く生活すること

○

が必ずしも武功に及ばぬとい

りも赫々として輝き︑人心に

を蔑世に博ふるものもなＪ１

その多くは師弟の汗搭より来

者

校騒動といふ汚風が流行して

記

の出現は極めて必要であるけ

○・

六

ある・へきものではない︒英傑

五

逮設に依ってその威風と偉業

守

か施されたり︑夙に物笈的

愛と恥傾けて精祁的の教育

任ざられ厳父の情と慈母の

的努力か以て子弟の薫陶に

一身一家の私情か樋ち献身

言ば今楢呼応に在り先生は

思蕊し恩師奄最仰する者は

日に於て吾等の如く恩師恥

想ふに師道の頑擁したる今

高恩と恥思はずんぱあらず

蕊一苦未だ嘗て其の高教と

善導の一助ともなるくし同

縁となり祇愈の馬には思想

自己の篤一卜ぱ教訓活用の機

恩の一端たると共に叉以て

て張り是れ先生に封する報

悲加箕に褒露せんことを企

道装が菰・陸したといふのも︑

ことが出来ろ︶今日師弟間の

陶を感謝しつＬあるか韮知る

共に叉弟子が如何に恩師の薫

英の道に専念したか恥知ると

が如何に名利の外に起って育

愛智翁に鋤する謝恩倉の激

○

であらう︒

叩いて捜しても尋迩愉らぬ所

弟間の情義の如きほ鐘太鼓を

畢校教育の賓相だ︒碇将翁師

江ければ恩義もないといふが

りにて蔑事が決酒し︑責妊も

小買︑俸給と授業料のやり取

問の切り凝り畢ぶ者は智識の

たからである︒数ふろ者は畢

其の基ば諾神的の交感ル忘れ

あらじ伯思慕の情と景仰の

文明に溺れたる知育偏重の
して堅賀なろ志操恥鍛へた

除弊走慨し修身大綱か制定
・ろが如斗﹄又机上の死畢か排

して活畢の教養に努め自我
・韮投じて修畢旋行か断行し

たるが如き皆噴々者流の夢

想だにも及ばざる所なりき
愛倒の精脚も剛鯉箕震の気

・現今漸く高調せらろ上忠君

巳に四十年墨画帳於て之彩

・風も勤倫貯蓄の奨励も既に

蟻蟻騨灘溌

々は何れも墜手を塞げて養成

が一たび飛ぶと︑蕉弟子の面

鼓吹し之か潤養し叉之な勘

の微衷浴諒とし奮って御盗

是に由って之か﹄測れば・伽

設の大業老完成し北︒銅像の

リ︑一製にして恩師の毒像建

五七

ざるなり

し︑巨額の資金は立渇研に集

門同志の諸七希ばくぱ吾等

行路に超ちて愉安恥戒むる

の警策となり困愈恥慰むろかりしは吾竿い最も栽憾と
の雰甘となるものは責に先すみ所なり乃ち鼓に謝恩曾
生の訓言にして一喜一憂一を組織して弟子切々の風附
髪評庄卒翁とその毒像除幕式

助あらんこと走切望に壇へ

未だ之悲外に現はすの機な

像毒銅翁智護

行寧︲つれ衣り吾等が人生の念と彩内に蔵寸ろのみにて

−

用の鞭廼持って起立しれ様ば

て整っ書羽織袴の扮装に乗馬

恰︑も探照燈の如き燕がある︒

壷摺翁の事業か機槻すると

五八

たけば八尺入寸︐之を二丈二く名聞の一外に雌立して居るの

壷智庄卒翁とその詳像除幕式

尺の華尚石蕊座の上に頂い求と封境欺が俗塵の汚れか受け

光韮注キ﹄︑底の底まで照明し

或る闇黒而に向って蝿々北ろ

誰さ︑ぱ止まぬがその特色で

莞爾として笑ひ温乎として語

ある︒而して一方の闇の庇韮

所は誠に偉観一︑ある︒東京あざるとより老へれば︲銅像の

是より来賓の祝詞に移り︑

らんとするものＬ様である︒

野手埼玉蝶知事︑武田川越市

ある︒批年吟代にば小誤数育

それが探鮒燈と一致する鮎で

の暗黒而走照破した︒次には

破れば叉他の開黒面に聴ずろ

筒況砿には松平直亮伯粕谷前

長走飴めとして各方面の代表

衆議院議長などの名家瀦士の

両村先生の主張に抵鳴して日

図民遊徳の暗に樽じれし愈租

十二氏順次に祇僻か副諏しれ

れりで委員連が旗亭一卜太陣走建設地として蓋し漉嵩の所で

除幕式は五月廿九日を卜し

○

構へ︑人夫を睡使して工事にあらうｃ
臨めば︑正に五蔑回か費すで

あらうといふ程の立派さであ
ず○Ｏ

名ｊ●ｊ披露ぜられれ︒主賓蕊智

常側の饗膳としてば園遊曾

んでは本曾の革新に鑑捧しれ

ケ閉り支曾を設立し︑更に進

本弘道倉に入り︑黒須及び霞

翁ゆ謝辞が終って式は盛禽裡

が設けられ︐模擬店にば様々

に閉ぢられたのである︒．︑

戸池と稲する面積二町歩齢のせられたものであらうか︒朝

るが︑群く常任理事として改

現に評議員として雄任して居

銅像磁設の地は埼玉蝶川越て畢行せられ衣︒一三日前ま
市の西方二里許走距れ犬霞ヶで夕立癖をなした天象ゆゑ︑
開村︑即ち装智翁居住の地で噺ろれぱ雷雨︑晴れざれぱ陰
ある︒その地に新に開け求霞雨になりはせぬかと心配した
ケ開別天地と稗する所は︑野然るに天もまた此の事業恥嘉
沼池を中心に︑自然の林木を采快晴にして終日雨の心配か﹄

な飲食物が用意せられ︑殊に

革の急先鋒となり︑田舎より

四釧非樽三本の鏡を抜いて酌む

西に奔走し北熱誠は︑晩に幽

飛び出してば縦横に誰策１︶東

に任せたのは︑上戸獄にば緬

好のもてなしであつ士︒尚餓

のであるｏ此の附理一一十蔑坪リ式は畢けられたし曾貝が着

興としてば協饗曾の謡力で太

背景とした幽遂閑静の境で︑除かれ北のは誠に好都合此の
風に別天地の名に背かざるも上なしでゐつれ︒午前十時よ

は皆蕊智家の所有に係るも席し衆賓が臨席すると︑奏築

誹梁が僻され︑如何にも呪賀

士の梯があった︒黒弧銀行の

韮樺〃〃で蒜媒が建設せられたを未糞する︒次に毒像必噸呈

刺立︑入間梁友曾の描張︑装

の︒此の野源池畔翠緑滴る地の中に祁職が赦除走行ひ玉串

気分か波厚にしれのである︒

礎じて暗黒面走照したもので

智農命の設立竿皆その時瀧に

惜むらくば新開の浄涜で未だとなり際幕と芯ろ︒翁の愛孫
い事だが︑褒智翁の事業が悉威風堀爽たる銅像が面一小摩し

多く世人の足跡を印せられなが紅葉の．如き手に綱雪心引くと
○

から忘れ去られて居ろとば誠Ｋへぼ翁が育兇院握として雄も

中最も必要にして大切なろこの悲求むれば︑天下の腹き巣
とである︒その大事柔が世澗して幾人あるであらうか︒吾

湾といふことば︑献含事業の縄誉の才あり教育の眼あるも

院の事業であ島う︒孤兇の紋ぱならぬ︒資金あり慈愛あり

あるがｂ目下翁が老後の心血のみではだ未完全と解すろこ
芯注いで暗黒面起照射しつ上とは出来ぬ更に事業挫管の手
あるものは通想ふに埼玉育兇腕と裁育的の眼光が術ばら風

る︒翁が毒像い蓋石に刻しれ

鮎の多い罫な蝶するのであ

封照して老ふれば︑頗る壕似

料翁が着手し北事業と雨々祁

留功ず﹂といふ句がある︒褒

し︲己の惟功には何﹄動の恥も

１人の仁駒には蔑率をつく

ヴエルドンに於ては人民の師

於ては剛立醸校の創立者ィｉ

凌智翁の銅森俊雄没の塾に念
し求︒吾人はその奇縁たる迦

於いて偶然にも類似鮎の多い

相糖する年である︒その年に

本年は恰もぺ氏の百年祭に

型及縛遼阿部一難

諦命及有志者養助陳

嚢智先生謝恩倉建

昭和二年丁卯四月三日

左漉遜華洲翁也

に不思議な事賓でぬる︒はまり役士ろあ信ずるのであ

ては孤見の父悩プルドルフに

る︒ペスタロッチでさへ貧兇
○

感ぜずには居られぬのであ

他の懇親者は溌智邸に引き上

式後謝恩曾の役員及びその

ずｏＯ

る銘に日はく

孝養源抑強扶弱親衆済民公

先生群詠志日尊皇愛閣忠

孤兇の救済には心血か雄ぎな

迩命の受難者衣ろ孤児は既がら︑世の咽笑を買った程で

蓮近創立日本弘道命醐支脅以

燕談を交換し北が︐その多く

鞭於黒須高等小堅徳化遍子

慈葬等功統頴薪常遜国事愛

れ搬悔話であつ仁︑さながら

は花埋昨代に胤師から叱られ

た︒五分Ⅲ宛の感想談叉は懐

裡則挺身努力不塊幽士実今

げて水入らずの懇話曾か開い

妙齢六十有四剛健如燕一家

小言の古物展鍵曾ｌ訓戒の

津有年導致力育英殖産郷済

大切なものであるが・銭に困

斌睦子孫弧築生等協力醗金

異槻であつれ︒

復習称の狸があつれのに甚江

普及道義白採進革新本命鑑

明正大是篤和魂教壮執雄教

ある翁も熱誠と熱血とを傾注

に人生の薄倖者である︒而し

て動もすれば祇愈のドン底にして此の事業の篇めに努力せ
隅らんとする性状走有して届られて居るが︑世人がそれ程
ろ︒之恥撤酒するば人の不遇に祇てくれぬ者の多いのは︑
恥慰むろと共に叉不善走菱除側ながら蕪の毒に汝へないの
して善根を蓑ふ所以であ々︒である︒

難とすぺきは金力のみで救はスウイスのイーヴエルドン

建設銅製毒像以表最仰之微

○

ろぺきない︒慈愛の力が必要にあろぺ入ダロッチの塑像り

衷於不朽実而抑筆者先生心

孤見救溶の事業は斯の如く

である︒然らば資金と慈愛と礎蕊にはフーューホフに於て

五九

があればよいかといふにそれは貧者の恩人︑︑スタンッに於
嚢智庄平翁とその毒像除幕式

ワ

○

護智庄平翁とその毒耀除幕式

誰智翁の教育法は極あて巌

え興起催した門下生達は︑褒

小言の古物展覧倉に味を畳

○

惇り義に遠ふものがあれば︑

智翁を中心に

格であった︒少しにても道雁
厳戒立所ろに降りて柳かの容

懇話倉を開くことに一決し求

毎年一回づ上

って垂く異彩延放ち︐忠臣孝

赦もない︒其の修身救授に至
子義撰節婦等の談に至れば．

と穂した︒是まり小言の珍品

曾は翁砂雅雅に因みて霞洞曾

う︒訓戒が心の奥底から蓋ひ

も毎多く陳列せらろ坐であら

謹科翁の教育は心の禦恥以

訣乏であり訓戒の種切れであ

成人の憂とする所は小言の

○

み、

里圭

たちゆく人の心を︑祁直毘直ぐ正しく︑みちひきて教へ

こなひのうれたきかもよ︑かはり行く人のこ上ろを︑く

ふるまひのいきとぼろしも︑ひたふるにくぼさ季ふ︑お

くか︑人心すさひも行くか︑ともすれば函をおもはい︑

しき人は︑とむ人を恨みの上しり︑人こ上ろあらひもゆ

ながらに富みたる人は︑貧しき人を侮り︑いそしめと貧

く︑二方に別れ行く世は︑鯛津日のなすわさかもや︑居

富みたるはいよＩＩとみて︑貧しきはいよＩ︑まづし

手塚義手

をりにふれてよめる歌

青
I

たつべく︑物しりの大きひしりの︑今も世に出よ︑
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時に嘩涙共に下るの概があっ

かれば趣も今の立派な校長様

た︒それ故弟子等の感動のし
方が技術的帳なさる巧妙のお

て心の板に刻む心術だ︒小言

る︒その銃乏と種切れとが失

Ｆぬく﹃ノＯ

出して度く露せらろ塁であ

が易に浸みるのも常然であ

小言の古物展蝿愈は誠に近頃

敗の原因か成すことを忠へぼ

話に比すべきものでにない︒

三四

有盆なろ企であると侭する︒

る︒心の板に刻むから

の護到符となって役立つの

吾人は霞洞含の毎々隆盛なら

十年は愚か一生の卿か通じて

だ︒教育走以って教授的技術

んことか脱而して錘に淵華す
る︒︵昭和二・六・一○記︶

となし︑何々の教材を如何に

取扱ふかなどの末節にのみ拘
て語ることは出来ない︒

泥するものとは日か同じうし

−

I

小事生の校長弾劾
事件
過日新聞紙の報ずろ所によ

れば︑山形螺北村山郡高島村
小肇校に於て・︲生徒が校長を

弾劾せろ事件あり︒事の起り
る楯石山に楠林せる際︲Ｊ生徒

恥見るに︑畢校の基本財産た
に苗木を捨てたる者多きに０．
校長は其の不心得今小叱つれ所

﹁吾花に労働恥強ひみは不懲
なり﹂︐とて弾劾し︑そ帥輔任
恥迫り︑︑貧現する迄は同盟休

校すとの決議をなして︲村役
場に押寄せ不穏の畢に出てた

ろものの如くである︒これ歎
ば︐しき近代凧潮か物語る一事

にして︑心あるものの看過恋

一

Ｐ

１

︽畢校騒動は︐中畢程度以上

に於て近時の日常茶飯事と化
し︐名物の槻がある︒併し小
畢校にあってば稀有の事であ
む附く司〆０

︒︾物質文化の飴弊は恐ろぺき

計ものがある︒古来東洋に於
あり岨・美はしき楕に依って保

ける師弟の闘係は︑道徳的で
たれたのである︒﹁三尺去って

師の影私踏ます﹂とば師弟闘

己庵生

ら教えるのであり︑月謝を出蝋に利益闘係的に菱達した今
すから識はるのである︒凹家日︑毎忽悪ば起る２ぐある︺

の権利で戦へ︑剛民の義務と吾々は卿々遡義腿領の結果と

して畢ぶ︒履歴あるが故に激して︑畢校騒動芯批列し︑柳
へ︲履歴な得る鰯に蕊ぷ︒そか識者妙凌噴を促しつつあ

の問に何等の道徳的意譲が成つれが︑今や義務教育の少年．

立して居るのではない︒生徒に迄及ぶか見て・影鯉の甚大
は帥の人物老崇敬し匝師は生なろを切に感ぜざるを得な

するｃ故に物貿文明の教育は

蕊境の馬か︑世の罪か︑単な

教育制度の罪か︒教師の罪か

徒を愛撫するのではない︒そい︒然も単に形式模倣の華に
の間に責任もなく情もない︒あらで．彼等少年の心理もす
形式的極あて冷かな闘係であでに師弟父子的剛係の温精美︲
ろ︒故に一片の利害問題の犬風に峡くる迩読するものであ
ぁに椛利義務の上から衝突ろ︒か坐る子供求らしむろば
﹄．洞故に互に責任か排ち．人

る谷所が現代の師弟闘係は︲

一︿一

て︑知識教育である︒そこでろ一事の罪にあらす︲世奄畢
衝突の場合ば︲生徒は民衆のげて道義を除外したる人心の
力により︐師は権威維持の上物宜文明に腐蝕ぜろ蝕弊なり
から雁み合ふ︒然も澗人主義今にして轟醒せずんぱ︑恐ろ

感化教育人格教曇育ではなくし

係を表すモットーであって︑

4

格教育否成し得られたのであ
喪買の開係であり︲椛利義務．
的賜即ち科皐的である．より外

何物でもないｃ俸給を取る力

知

ｒｒ１１ｌ︲︲Ⅱ

言

許されざるものである︒

事

I
時

時事一言

1

1
，

きなり︒

時事一言
●へき結果乃招かむ︒哀しむぺ

北支那の危機と
我出兵
果しなく支那の動乱は祁擢
止むなく帝国ば邦人の生命財

ざ︑綴に浦蒙の危機悲報ずｂ

れに封し支那ばとかくの議論

康保護の求めに出兵せり︒こ
をなすあるた聞く︒素より支
那一国の事件は︑他より干渉
走持たぱ邦人の生命財産の保

するの要はない︒然して責任

支那の保誘や信ずるに足らざ

護も彼等に委すぺＩＯ熱るに
ろば︑愛腫南支の状態を見て
も明かである︒故に出兵が正
営一妙庭置赤ろば︑明々白々で
ある︒瀧蕊に於ける帝閲は︑特

殊の飢位にあるのであって︑

一部支那側論者の如く︑涌謙
句なしに支那の白由に一任す

は元来支那のものなれば︑文

さろべ卦ものではない︒

ぺきものなろかの暴言Ｐ無税
吾々ば切に思ふ︶浦蒙は果
して元来支那のものなるかと

外国人も支那自身も明に唾別
するに非ずや︑それば歴史が
よく物語って居るのであって
明治三十七八年戦役なかりせ

三圃曾議上﹄比準問
題

ジュネーヴに開催せらろ乃

三図軍縮曾議も愈々近づきて

々と乗り込むに

つれ︑軍縮の具磯的問題が各

各図代表の迫

園に漸く論議さるろ様になっ

て来たｇ曾て米閣華府に開か

米日の比準起して︑五︐五．

れ祇ろ第一軍縮曾議の際︑英

支那の汝功固際正義のために

三︑なろものた決議しれので

ざりしや︑それが爵めには︐

ぱ箭然瀧蒙は露図の有にあら

帝図は︐明治二十七八年︐三

て︑義噴血か湧・かし︑曾議に

ある．常時帝国国民の輿論は

於て委員も亦脱曾か賭して論

素よりその不公平なろを雛じ
し︑そ湖結果峰約上より特種

き同胞の血を流し︲骨を藤ら
の地位か得並歴史は削らんと

議せるも︑終に斯の如き片頬

十七八年雨役か開き︑幾多貴

してなす能はず︑これか護る

なる率が承認されるのやむな

へ︑今回の曾議ば途に所謂三

の似ば軍縮愈議幅不参加を唱

伊か始めとして︑日英米以外

きに至つ征のであ乃唐篇に．例

ば明治天皇の風霊Ｐ封し奉り
諸先輩諸同胞に封し営然の責
務でなくて何なりゃである︒

我等は枇界に向ってこれ恥諜
明する走要すと思ふ︒

国曾議となつ液のであるが︑

か坐る︑不平か抱きつつも猫

一ハーー

リ世界平和の震めに我帝圃は

雲一加せるのである︒か坐る立

る我が帝図の態度こそ︑特に

場にあつイ︑今回の曾譲雁臨め

吾々は世界平和のため︑勝又

るものとして注目さる坐ので

帝図の篇めに京大なる責務あ

海外電報の報する所に依れ

ある︒

ば︑寮藤全権の言として︑輔

五の封等に要求すろかの意見

助鯉建設の比率を︑五・五︑

叩︒これか観て我々は帝圃の

度の態度として質現さるべき

抑も軍縮曾議の間・かろＬば︑

北希濯して止まぬものである

ぞ彼米観が比率今生提出し︑

世界の協調平和の尤・功に非ず

それ話固守して一歩︑もひかざ

ろが如きは︑既に軍備使朋を

膿定は愚かｂ確に課想せるも

問守するの理か見出す能ぱい

のに非らざるか︑然らすして

のである︒各閏Ｆして誠意だ

I

一︼

の如きは各剛にして興に解腕

なすも難くはある迅一侯︒帝画

にあらぱ︑軍備は夢の幻想と

言して瞬く︒

﹁誠﹂の一宇にあること悲明

である︒吾々が問題とするば

らぱ唾世界平和のために慶賀

ｉｌＩＩ
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の誠意かめらぱ︑軍備の如き
伐完くの夢ともなすに騨蹄せ

一家曙殺問題頻々

三陛下御避暑御取
止め

Ｌろ戦傑すべき事件の生ずろ

家三人殺ありｂ連日の如くか

日にはこれ叉府下是崎村に一

田植か遊ぱされ掴百姓の農作

みれ給ひつつ︑御手づから御

水田に入らせられ︑泥土にま

天か土厭は迂給はす︑親しく

離寓御内苑の苗代川にて︑炎

六月廿三側には心府下金町

ずまして比率恥設け固守一︐ろ

は︲誠に悲しむぺ壷世州なら

隙勧の御心遼を︑親しく御悩

の愚ななさない︒結局帝幽が

すや︐彼等も妻や子に謝しま

験遊ばされたことを剛民の

畏くも聖上陛卜には→赤坂

た夫に封して︐人皆に愛愉恥

年は諒闇中でもあり心畏くも

なられたことばないｃ殊脹本

お厭ひなされ︑未だお脱ひに

ても︲陛下は不自然な涼風を

から爆風機走お勤め申し上げ

になったことはなく︑側近者

にても︑暑いなどＬお漏らし

ある陛下には如何なる暑熱

秤離すろば＄誠腫畏き極みで

す︒

か︑一考を要する問題なりと

なす︒醤人の罪か︐祇曾の罪

りしなり︑然も敢てこの事か

して生くるにあまりに善人な

きに甘へるに︑また悪事かな

持てるも︐得るに職なく事に

比率恥問題にするのは︑各圃

一

一

魔多く．物質的親戚知人の冷

に一家五人殺しあり︑翌廿四

の誠意か問題にすることに蹄
また世界平和ぱ共存共築で

着するのである︒

ある︒協調でゐろ︒この精紳
は両愛であり平等である︒差
別か設け差別税し好悪ありて

如何でか慨界平和の震現し得
ぺきや︑比率を作る如きその
精祁に反する悪しきものとい
ふぺ身である︒新聞の報する
所に依れば︑今回の米叫の輿
たらしめよと叫ぶかに剛くじ

論は比準彩五︑五︑五の平等

る看板か否か︑注︑に侭する

彼等米剛民の軽醒か︑鰯りあ
ことであるが︑幸に前者であ

畔事一言

汗にまみれて働く民草の上に

大御心を注がせ袷ひ︑且つ皇

后陛下には︑八九月頃には御

慶事があらせらろ上などにて

御避暑あらせられないと承る

雨陛下ともこの夏ぱ何れへも

には︐毎年夏葉山に御避暑遊

また宮城に衣ばす皇太后陛下

ぱさる坐のが例であったが．

本年は悲しき御追憶迦新にす

祁成ったと秤剛する︒

るとあって︐御雅砦を御中止

五百圃御下賜

天皇皇后雨陛Ｔには︑六

月七日北海道紋別郡迦部村妙

召心ぐれ︑十一口附起以て金五

火災の殺霧甚大の由たきこし

両剛か︾御下賜遊ばされた︒．

聖上御招宴

天皇陛下には六月十日砿午

畷香間砥侯徳川泰達公＄毛利

元昭公︲近術文暦公︐浅野長

﹄︑一↓↓

一ノ一二

L
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1

公︑九篠道賓公仙鰐司信輔公

掘家の一降変高公︑二降厚基

伯徳川達孝伯並に奮五

勤侯︑山内製景侯魁柳原義光

されて居るｃ銅像は凡て胸像

年計識の下に之れが完成延期

武藤山治氏等が後継して︑十

ヶ崎作三師氏・鶴見砧輔氏︲

男淋初め︑川川大背郎氏︑内

七尺五寸︲重量愛に一関三千

内村の産︒高さ三十九尺︑幅

石は美事な仙蕊石で・石巻升

碑恥建てる計譜を菱表した︒

蕊一榊隊前に８日本一の犯念

百齢の史跡恥整理し︑側民思

集し・現在各地方に散財する

長としも筆画的に寄附金恥募

支部走・おき︑府牌知事認支部

し︲吋
要人
１刺
１曇
・と し ︑ 答 府 雑 に

時報

の諸氏起御慰勢の求め︑赤阪

に類し士ｂ圃民識本といった

︐想の潤養の拒め︑鯛定教科書

及すること怪決定し衣︒

形式のものな作り︑一般に普

はあまり大きいので︑始末に

困つれ程で︑今回紀念倉に寄

貢の自然石である﹄伺村有志

が︑所謂百傑の人選決定方法

附することになつ仁︒六月廿

で・繕謹館前の二筋の道路に

は閥民一般の投票に依る邪と

日識遺省の好意で飯田町騨に

石隙寵式Ｐ建立するのである

なった︒明治大帝の御遺業を

地ならしで約半歳か愛し︑来

送られろといふｏ意匠其の他

明治三年越前藩の教育監督

↓けられれ・︾

御即位大識準術委員含の委

永遠に偲ぶぺき︑閏賓殴であ

として来朝以来︑五十八年間

：大漉準備委員決定
員長以下凌表さるＣ委員は内

る記念精霊館前に︑明治史牟

居と並んで︑その偉槻彫見せ

年の記念側には九段祇頭大鳥

鵠をいとはずぅ近代日本か見

雌涯か捧げ︑今回八十六の老

日本文化の促進日米親善に全

圃民思想澗養の讃

る筈である︒

を著述する博士

明治大帝御一代記

閣側丈雁て︑宙内省側ばまだ

飾れる各方面の代表的人物の

委員長宮内大臣一木喜徳耶

あることで︐像か刻む人は既

銅胸像悲剛紐するば︑意義の

副委員長宮内次官脇屋貞三郎

いふ︒

に彫刻家に内諾を得て居ろと

走塞げて悲喰の血走湧かしめ

本年六月十五日は恰も剛民

が保存して居たが︑今回内務

で史賀走調査し︑各地方国盤

々は︑これまで宮内省編纂局

明治大正雨天皇の遼跡の敬

﹁今回の来朝は近代目本を

る

丁ぺく十一日東京走立つれ︒

した︑ゲリフィス博士ば諦幽

ろ・へく三度目の日本訪問かな

た常陸丸遜難の節箭四回の年

で︑猫立しれ訓沓磯鮒か設澄

省地理課で経登六蔑回の換算

本作成

荘麗典雅な明治祁富外苑聖

忌に和雷するのであるが︑今

日本一の大紀念碑

徳記念給謀館前に︑我明治史

度殉職記念含でば︑九段派頭

百傑像

か飾れる所謂肌治百傑の銅像

見て私の老後の枇事である

博士ば老鰹を名残惜しげに語

建立が計書せられ︑阪容芳郎

外苑繕豊館に明治

学︵委員略す︶

同内閣書記官長鵡川一郎

儒未定である︒・・︾

離宮に召され︑御陪食仰せつ

六
四

︑それが資料蒐集のために来

く外圃に紹介することとし

明治大帝の御事跡悲瞬く深

市祇畢が熱心に﹁昭和新薮育

約三ケ月に亘って二十除名の

期する事を思ひ立ち今春以来

確立し健全なろ日本の鍵展乃

の蕪風韮作典する事

鯉挑浮薄の凪か戒め笈寅剛健

事

子入灘常子間強田遜子

熱六等川脇房子同嘉惟孝

允許さる・

求のであるが︑越前の祇井
た嫁︾新標は精祁愛行の二方面

標﹂の根底か申渡す事になっ

童畿育の制上に努むろ事

一︑︑髄育衛生の振興か固り兄

に分龍れ各六項で．現代脈含

一十寸

馳六等鯉山春子戸板開

迩︶

鯛遜赤十字二等瑠琴章︵各

岩佐富士子岡田徳子

妬訪問して非常な歓迎韮受

資行方面

け衣ことば私として忘れら
れない︒懐しい嬉しい記憶

し畢級教授の改善に努むる事

二︑児童の個性境遇等に割意

羅馬法王千九百二十五年聖

とつき︑新日木民族よして行

の瞳落したる諸鮎かピジノ︑

年祭記念布教博礎愈功僻章

です︒私はこれからハワイ

三︑免童の自凌涌動を飯算し

に立寄り︑紐育郊外のプラ

詰まれる時代の打開雛を先分

的情操の陶冶に努むろ事

︲燕惟女史ば女子商紫班校長

物であり本曾命員である︒

校長にして女子激育界の大建

川脇女史は︑川脇高等女皐

︵冬迩﹄

スキーの故郷へ流りますが

創造的態度の菱成に努むろ事

五︑溌授の震際化を間り数育

にして本曾女子部評議員で教

口Ｉ
女子教育家受章

八塩の女子教育家並に赤十

長で．女子の技蕊教育に努力

戸板女史ば戸板裁縫女擢校

ま衣本命々員である︒１

長にあぃ女子教育家の長老で

長の母堂にして女子職業梁校

鴻州女史ば鵡川内閣書記官

ならしむろ事

と資生活との開聯薙一層緊密

四︑敬虞の念か養ふと共に美

に指導してゐろ︒．

精祁方面

そこの静かな自然に浸りな
がら明治大帝の御一代記を
著述する心筑です︒﹂と︒

二︑首府の市民た角肖路を高

室尊崇の念冷深からしむろ事

﹁帝都の市民として特に皇

課勺

︲昭和新激育標成る・
図民思想が動揺し道義観念

三︑本市の世界的地位延明か

ある︒

た東京市の教育局長藤井利晋

にし幽際的粘澗の涌養に努む

育家として人の響く知る所で

氏は新帝朝見式に下し賜つれ

ろ事

六︑勤労か愛好するの智憤を

勅語の︑主旨に従ひ︑蒋来の日

四︐自治の精祁彩養ひ公民的

字功努者に封し頭書の外圃功

駒愛市の念を養成する事

本咋背員て立つ小岨民たる東

訓練に努むろ事

勢章及名零章の受領及侃用鵡

が地か柳ってゐる様を歎い

京市の二十蔑小蕊児童に封し

五︑︲犠牲奉仕の念乃養ひ禦函

菱ひ且つ職業に開する指導か

昭和の新教育か注入し合せて

・一贈共存共梁の縮刷を高むろ

氷す事︲．︑．隈・

五千教員の指導の根本方針を

時．．報

L

六
五

一 一

本含記事
せらろるの人︒

窓曾勤丈祁餅局の事件となる

口五月廿八日午後五時より本

文部鱗局は今回の問題が畢生

四十年の歴史を無覗し畢生の

曾事務所に理事曾走開き種々

赤化通勤と開係ありと公表し

自治を破壊する校長の反省を

と協議する所あり︒

側賀出逸子女史ば梱精顧問

促すためと稜表す︒皐校騒動

口六月一日宇野部長原編輯委

田徳子雨女史は共に鍔畢博士

は散て珍稀にわらざろも︑政

員割田編輯員川席七月擁編輯

問官目賀川男夫人入津常子岡
夫人にして前者と赤十字証の

府直維の皐校に於て赤化不赤

に就き打合せをなす︒

畢生は赤化呼ばりル憤慨し︑

満洲駐師閲より今回左記部

化の零ひぁ生ずる加ざは栽憾

陸軍省部隊派遣公表

功勢者である︒

隊恥派遥

口継務服部博士は朝鮮大観縄

長としての要務のため渡鮮さ

の極みである︒

畷隊︑歩兵第六十三聯隊妙

口六月九月白石詳記は要務の

ろ０

︵六月廿阿日ニュー

約二千人︑工兵及び無線電
信隊若干︑旅剛長歩兵錐三

ドイツの風紀取締法による

口本倉霞ヶ開支倉長装智庄平

菰功繰岡支倉及水戸支愈へ出

右は北祁支那動凱のたあ邦

と蔚髪の娘に一ヶ月一マーク

氏の毒像除幕式は五月廿九日

ヨーク菱篭︶

人の生命財産保護のため派

盛大腫畢行さる︒本禽よりば

張蹄京せり︒

造せるものである︒

課税することになったが︑ベ
ルリンでは御輔婆娘が大々的

位︾わるＣ

哲長代理として祁谷主事琴列

である︒

宿病の腎臓病にて専ら静養中

口抑谷主事は六月上旬より︐

動恥起し遂に同盟休校を江し

封の気勢を翠げてゐろと．

にこれが抗議の含を催して反

校長封畢生の問題は引いて同

の二高に於て岡田校長排斥迩

四十年の歴史海有する仙蕊

二高校長排斥

結婚して断髪すれば一マーク

十三族圃長郷田兼安

断髪女に課税

歩兵第三十三族園歩兵第十

』

一ハーハ

口六月廿丘日午後一時半より

芝厘靭柄小祭校に於て本含講

演倉走開催せり動謀師として

せ

りろ０

高島平三郎︑河津握恥氏出噺

口徳川念長の事務所に見える

定期の日は︑火曜日であり︑

ヂ○○

服報総務の定期は月磯日であ

口六月廿一日午後六畔より︑

Ｏ巳

事務所に青年部の茶話命恋開

ノ︑

口六月廿八日午後五時より︑

官か鴫し︑支那問題に封する

事務所に於て岩村公使鮪書記

畔局談か聴く︒

口耐奮教化畢院の一撃期晶維

振業は葛七月十五日・女子部

日であ一ろし

修養講座︑雑授業は国七月九

﹃

ＦＬ

一支含記事一
ｉ
ｉ毎
日本弘道曾久喜支

含穏曾並に講演曾
状況報告
埼玉鵬南埼玉郡久喜町日本

弘道倉久喜支含第三十四回
縄曾は五月一日午前十時より
同地小畢校新築校舎に開かれ
たり覇俄日榎本支曾長病窺の
細いて同氏教育勅語を捧談し

馬宮内訓支含長の開曾の僻に

次に式辞か述べ委員長の推
薦に係る篤汀者南埼玉郡浦久

老測父及病父か助けて傍ら四

薬餌効なくして病渡せり爾来

訓練所垢導員何生徒︑青年

吏員村曾課員皐務委員青年

一一

淳々として自己意識より人

度と熱烈な乃語調と態以て

畳悟﹂の題下に韮重なる態

手喝采裡に蟹畷﹁現代人ノ

輝士か紹介すあや博士は拍

の開脅の辞に始まり雑いて

錬と共に坤士の入場支曾長

僻て又折しも鱗二の閥曹推

隅なく響き頁ろや洲溺斗恋

二時︶に至り第一雛鈍場内

敬百有除時恰も定刻︵午後

稗職命を侍つもの食に其の

は勿論宥志並各祁剛慨貝来

思想に接せんと定刻飾愈員

の椎威吉田博士の遠大なろ

顧みず本部御派遁の思想界

此の日曜繁の岬期なる避も

含員村長ｐ小畢校長同恥員

下に政治樫藩教育

人の弟妹か扶養し家庭の事業

廟長同圏員其他有志等百有

三︑重なる聴講者

亘り前後二時間に亘り時勢に

恥一身に推燃する外田畑約一

齢人

各方面に

凱切なろ講演ありて大に聴衆

町歩牢耕作して一家の活計悲

農繁等の支障あるにも拘はら

散含せり常日は養懲褒生其他

を啓溌する庭ありて午後四時

立つ其努力の程郷戦の椎食し

四︑概況

日本弘道魯久喜

昭和二年五月一日

附りて之か表彰す

彰規程蛎一雛に擦り金一封走

て措かざる所なり姓に本命表

す百有除の曾衆か集め得求ろ

昭和二年六月七日

は寧ろ意外の好結果なりき︒

日本弘道曾
久喜支曾

支禽長
榎本善兵術

日本弘道侭香取郡

表彰状
南埼玉郡浦久村大字

西部支曾主催講演

禽概況報告

上清久五十番地
農穂次郎孫

︵明治四十年六月二十二日

昭和二年五月廿二日︽午後

内田まつ

並に金一封韮贈呈し畢って榎

生︶賛性温順父母に仕へて孝

二時Ｉ同三時三十分︶

一︑期︑

本幹事の庶務及び曾計に鯛す

養怠らず父耐平難病の鰯に臥

呑取郡束大戸尋常高等小畢

村内川まつ氏に封し表彰状

る報告ありて縄愈か閉ぢ少時

床して以来二十除年なり数年

校講堂．

一︑場所

休憩の後誰演含に移り東京高

て両親の看護に従ひしも母は

前母の病に臥すや潅食恥忘れ

一三泊

等師範皐校教授萩原披先生の

六七

三1

﹁戦なければ道徳なし︲﹂の題

支含記事

L

一

名したる役員左の通り

支含記．事
ゞの完歪性な説き然して共通

副支禽長成毛蔦之助

︵小御門村︶

同棲井相治郎

︵滑河町︶

幹事青柳良

︵高岡村︶

善ょ肌権利義務の観念に迄
・論及して現代人の長短を鰐
︽識的に説き来リ説き去り悪
・衆に深き感動を典へられれ
華り時既に錬定の時刻となり
︒たれば博士ば最後の結論を

なし降填するや場内再び拍

同・青野孝一郎
︵高岡字︶

同大竹太助

︵瑞穂字︶

少︒叩

ｂ０口印が■

主生じ．それが蒐集に窮したる求め︑康く含員諸賢よ

りの御同情か御願ひ致しましたところも早速多数命員

よりそれが御喜捨か恭ふし裳して︑誠に深謝の群に湛

えません︒御蔭様にて桑部整理が就きまし衣ことば本

挨拶致すぺきですが︑誌面の都合上蛙に略しまして御

曾の光梁とする所であります︒一々御芳名申上げて御

支曾長木内彰太郎

昭和二年六月

日本弘道曾

澱の言葉を申上げ込次蕊で御座います︒

以上の外現に役貝たるもの

六
八

副支禽長八木道之助

幹事渡遥庄吉

︵・居住地佐原町なるも

営支曾員なり︶

■︿

一

一 一〜

手の音に充たされたり蓋Ｌ
本日の諦演含一般聴講者を
︑して神盆すること勘少なら
︒．ざりしことか欣快とするも
のなり

︑講演含後通常総曾を開き増

員役員の選畢は投票の繁を
省暑含長の指名に一任し午
後四時三十分閉含せり

ゞ日本弘道曾
︲西部支曾長
木内含彰太郎

五月二十二日通常縛曾
の決議に依り曾長の指

｛

ー一 〜 一 、 ハ 〆 一 曹

〜

〜

、 〜

−

I

−
ｰ
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今・山

編輯後記

口特に今七月に編輯部が企てましたのは︑現

代青年には如何なる書物か読ますぺきか﹂で

共にｂ本誌の企てました意のあるところをｊ画

あります︒諸先生の貴き御回答走味ぼろ上と

御熱誠牟願ひます︒４
ロ本部女子念評議員三

って居ります︒あれもこれもと改造計蜜かた

磁日の後諸賢の御手元に御届けする喜びに渡

口七月銃の編輯か只今経って一息致しつつｂ

ｌＩ

てて︑努力致しては居

輪田風佐子女史逝去に
就きＤ女史と殊に闘係
深き山岡女史の追懐談

女史に於てもまた本曾
の至りであります︒

出来ましたことは．故

か戯き掲載することの

ル加納盛道︑倉持園之助両氏
︽今回自ラ退曾相成候二付今
後両氏︽本曾トー切開係無之

としてもまことに浦足

昭和二年六月二十八日

候満念曾告仕候也

在来曾員募集二誰力サンダ

曾告

りますが︑出来上って
見ろと何時も不満だら
けなの走殺憾と致しま
す・諸登り御批判御按
助悲願ひますじ

口巻頭に桝常先生の童
︑

ることの出来たのは︑

重なる御高説た掲載す

編輯部が皆様に御告げ

ロ足立講師︑繁田支曾
長の玉稿も例の如く︑

す︒御愛讃か切腫望みます︒

誠に有益なろ讃物で

の原稿か得ることは絶望なのですが︑全く本

口棚橋女史の茶話︑思潮︑警世語録︐思潮の

日本弘道書

誌の望外でありまし誰︒只誰演誰記でありま

思ひます︒

溌津子のもの︐家庭欄等本誌濁特なろ読物と

であります︒今日先生

する大きな喜びの一つ

筆か偲ぶことは出来ませんこと恥惜しみます

慶一

▼騰告料は前金のこと

▼半一旦金十五回▼一頁廿五回

上面・×

廿泳即鋤舜霊認廿五銭

料一

恥廻一︾鑑

東京市祁田瞳西小川町二ノーや

︾螺確必谷山恵林

東京市牛込厘早猪田鶴巻町言︿

印刷所文陽吐

東京市祁田歴西小川町ニノ一

東京四三一七

変行所日本弘道雷事務所
電話九段九番

錬磨

｜一東京市稗田厘猿築町一ノニ光融館一

堰一一稚拙榊銅御誕雌下ル需酔華躍岬邑

︾所一確準神峨町

且
也
警

I

磯畷姻γ聯睦

，

すので０文章か筆記者がメチャにして彼の麗

ます︒

1

口今月は談話室の原稿のなかったことを淋し
く思ひます︒皆様の御投稿か是非御願ひ致し

や

環Ｄ得易からぬ其の内容韮充分御熟談玩味せ

られんこと恥御願ひ致します︒︲
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弘道第四百二十二読

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
斎ちすもので︑貝に園民必讃の良書である︒

昭和二年七月一日琶行毎月一回一日段行

昭和 二 年 大 月 二 十 九 日 印 刷 顕 本

︒

h

Ｆｊｐ

ロー

振四
替三

率七

京番

▲

ﾃﾉﾆ町川小西I

心

本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の曾耐西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂圃の
除︑毅然ごして日本道徳論を呼溌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間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
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