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本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の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︑憂園の
齢︑毅然ごして日本道徳論を呼鏡し且つ之を刊行されたｂ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か︑また四十年後の現代思

︵本曾員に限り二割引︶

四六版恨装定侭金五十銭送料四銭

I

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︒

厘田紳市京東
一ノー町川小西

︲Ｉ

喜撃噌闇曾道弘本日

睡鐸西村茂樹先生著
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日本弘道倉主意

日本弘道倉は明治九年故西村茂樹
先生の創立に係り其主旨とする所
ば邦人の道徳を高くし圃家の基礎
を輩固にせんとするにあり而して
儒教哲畢及宗教の一方に偏僑せず
諸教の長所を探り明治二十三年十
月三十日の聖詔を遵奉し本含の要
領を責行するを目的とす

ｉ

日本弘道曾の主張

一︑人格の完成に努力し以て家庭圃家世界人類の倦めに奉仕する
所以の根本矛一樹立すること
Ｚ上︶

二︑物質的生活偏重の弊責を脱し精神的生活の向上駿達を期する

三︑物質的生活を以て心を累はき瞳らんが総め共の程度に膳じて
生活の簡易を園ること

四︑生活の簡易を園ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は以
て生活の没趣味に焔るを防ぎ一は以て精祁的生活の向上蕊達
に資するＺと

八︑職業地位の如何に論無く一身の圃家 に繁ることを知り念々園
家の二字を忘るべからざる事
九℃圃家と一階不二にして至公至仁なる 皇室を奉戴し園家畢つ
て圃艦の尊厳を談場するに努むる乙 と

七へ職曾的生活は圃家の統制の下に於て のみ完全に遂げらるｋも
のなれば荷も言論行動にして画家の 基 礎 を 危 く す る の 虞 有 る
ものは之を排する事

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が砥
含的生活の必須催件たることを明にすること
六︑人類其存の本義に擦り他圃民に濁す る敬愛の精紳を養成し彼
我識力して世界文化の溌達と人類禰 証の増進とに寄興せんこ
とを期すること

−

十︑租先の遺志と総承し列聖の大訓を遵 奉し以て君臣一徳の理想
を賞現し閥蓮の隆昌を協翼せしむる 乙とを期すること
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伽城雫認雛興鎖寄附金第拾式回報告

一金拾目埼玉螺脅員卿山熊蔵一金拾目東京府曾員
一金壷千目東京府同公徳川家達一金百回東京市同

東京府同

梅津曾五郎
若槻潅次郎

宇野哲人
吉田静致
曾津支曾
二水謙三

韮岡豊二
一金参百目東京市同度江寓次郎一金百目同同
一金試千回東京府同子碓津柴一一金拾目同男 前 島 輔
一金五百回同同服部宇之吉一金載千回 山形厩曾員 本 間 光 揃
一金萱千回東京市同内藤久寛一金五拾回 東京市同 松浦鎮次郎
一金拾弐回群馬螺同幅地五郎一金百回 同 同

一金弐拾七回同瀦蝿拾六名一金百回

雨脇蛎

東京府含員

一金百回東京市同中村正宏一金或拾五同

一金百回同同山本留次一金百伺
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昨年二月の頃︑祇愈民衆糞の候補者安部磯雄君の
雁援演説を此壇上で致したことがある︒其時は立錐
の地が無い程盛含であった︒聴衆が非常に熱心に︑
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めて御出になったのであらう︑並大抵の事をお話し
ては相涛設いこと︑恩ふ︒若し時間があれば日頃私

に御集弐ｂになって居る方こそ︑必すや何物かを求

起する︒今日は日曜で天気も良い上に花見時でもあ
る馬めか︑多数の方今が御集６でないが︑斯様攻日

びても駄目であると思ふ︒既に明治の初年西村茂樹

って居る︒斯様なことでは如何に蒋来物質文明が伸

精抑文化の風である︑遺徳の図であると思って老い
でになるかも知れぬが︑私は道徳の欲けた風だと思

規準の定弐らぬ風である︒皆さん方は世界に誇る

らうか︑今や我圃は宛ら無道徳の風である︑道徳的

ったのである︒常時の識者は濁り西村茂樹のみに限

の考へて居ることを十分に申述寺へたいのであるが︑

此の講演倉の主催者は日本弘道倉である︒日本弘

らず︑皆共産に箸眼して居った︒然るに今日の識者

今夕は成るべく時間淀節約して私が今日迄考へ求っ

道倉が創立されるに至った常時の目的や動機につい

と云はれる人冷は殆んど共庭に着眼して居ない︒併

と云ふ人が先見の明と云はんか︑其庭に碧眼して居

日︑どうして我々は斯様に惰眠を貧って居るのであ

が︑私も近年に至る迄は少しも知らなかった︒が近
年弘道倉の創立者西村茂樹と云ふ人が明治十八九年
の頃大翠其他で講演した日本道徳論なる小冊子を見
ると︑成るぼどと肯かれることがある︒昭和の今

、

たことの要黙を率直に申上げて見たい・

立含の警官妻でが耳を髪て凡蕊いて呉れたことを想

刀
く

ては今日の若い方々の知られると手﹂ろではなからう

／

露日本の献曾道徳

徳道曾証の本日

〆

偲道曾前tの本日
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建設しようといふ努力さへがされて届ない．挽言す

本には祇含道徳と云人ものが建設されて居ない︑叉

も判ることであらう︒一階何虚に政治道徳があるの
か︑何庭に綴癖道徳があるのか︒私は恩人︒弐だⅡ

のである︒試みに日冷の新聞を讃んだならば︑誰に

ら︑昭和の今日になっても風民が気が付かずに居る

しそれには尤な課がある︒それは明治時代の先輩が
道徳を無頑して来たからといふ課では衣い︒たぱい
つか時代の識者までが其庭に気づかなくなったか

度︑家族制度︑階級制度の下に一関の壮愈組織が出

が形作られて膳た︒それは封建の祁曾である︑封建制

前までは︑今日の祇含にむいては想像咽付かぬ祇曾

回想さるれぱ面ぐ判ることである︒今より五六十年

来を申上げる必要がない︑皆さん方が少しく過去を

に我剛の今日があるのは何故であらうか︒詳しい由

本の道徳を作りたいものと考へて居る︒然らば斯様

た閥とは旭へい︑どうかして我冷剛民が力を協せｎ

でも人並以上に排まへてゐる積りだ︒君あらば荊に

忠孝人倫の道を身に鱈み込む稗教へられて来た︒今

く信じて居るｐ而も私は幼少の頃より儒教の教へ︑

６をして置くが．私は道徳家でも倫郵肇者でもな
い︒併し私の言人乙とには少しも間述びがないと深

現はれ得衣かつた︒是は家が集って剛が出来て居た

のそ奴に非ずんぱ何人も一剛の政治上の舞墓面には

どをする必要はなかった︒一家の家長︑しかも武家

租吐曾で貫かれて居た︒固より剛家と祇禽の旺別な

献含である︒政治も線桝も道徳もまだよく分科さ肌

来上っｒ居た︒剛内には無数の叫家があって︑耐愈

私は今日の世相を見てｂどうしても道徳の術はっ

は何故であらうか︒

れば明治以来今Ⅱに至るまでＨ本の卿民道徳は未だ
建設されて居ないと私は岨ふ︒私はこの機含に御噺

は忠を致し︑親あらば親には孝を致し︑世話になっ
て何よりも大切なことであると信じて居る︒恐らく
今日の世の多くの人冷よりも人倫の大事であること

の職含道徳．剛民道徳であったのである︒是は一面

従の道徳は勿論忠孝の這徳であり︑それが叉共常時

が分裂して居た︒併し復雑ではあるが︑唯だ−筋の

た人には恩義に剛ゆる︑斯様な人倫の道が人間とし

からである︒而して一剛内も一家内も皆君主主従の
間柄に依って総ばれて居った︒其時代の君臣︑主

を知って居ると確信する︒而かも以上の如く巾すの

4

徳遁含赴の本日

階級道徳であって随分縦黙噛あったが︑併し其常時

岡家道徳であり他面家族道徳であり︑何いにするも

閣の制度が生れた︒かくて立憲主義資は宵僚主義の

請願へＬｒ−其腫に政黛が勃興した︒早く油十四年剛愈

設立の建白が起り︑季て十年代になると閲愈開設の

政治組織が出来た︒明治の初年には弐だ資本主義の

開設の詔勅が蕊せられ︑其用意だと云って十八年内

の斌曾細織より見れば寧ろ道徳の方が誰歩して居っ
た槻がある︒一家内に於ても親子の間は今Ｈ老へら

と刺今日の査本主義の士皇〃一築いた︒Ｈ情戦争の前

れるやうな那解ある指導的な開係ではない︒夫婦の
問は今日の如き卒等な封等な開係ではない︒親は子
に封し︑夫は韮に封して生殺輿奪の椛利キー持って居
った︒勿論蝉僕︑召使や家来左どは瀦原︑主従の開
係で純ら肌て居った︒故に一たび人が生れて耐禽に

後になると其成熟の過程に這入った︒而して他方明

経湾組織は出来て居なかった︒しかし十年代になる
と︑今迄は何事も側有宮鋳主義で新瀧業千興して来

出れば必ず其庭に階級が付いて居た︒斯くて一風の

政謄書は翌年早く釧糊千二両年前の大賓令に則った古

含組織が蕊った︒明治初年の五箇峰御誓文に基づく

織が先づ蕊っだ︒睡いで綴沸組織が鍵っだ︒一般脈

瀧徳衣乙とは行はれて居らぬ︒明治の維新に政治組

然るに今日は如何︑政治界に︑経湾界に︑一般職
命に︑布萌一歩を門外に出れば除６に私無這徳では
ないか︒物質文明の外何物もないと言はれて居る西
洋ですら︑精祁文化がそれと表裏して︑斯様な不

人であ−４がどうして弘孔孟の道即ち儒教の教では

した︒彼は常時早く訓考へた︒此人は儒教に通じた

西村茂樹と云人人ば早く蝋明治九年︑弘鍾含を設立

種したとき︑宗教は既に権威キー失って居た︒そこで

た．斯の如く政治に︑経満に︑右ゆろ献称組織か一

の間に行ばれた君臣︑主従の開係は許されなくなっ

も許され衣くなって︑剛民皆兵となった︒昔の武士

たのが︑それ幸一民間に委譲する途と開いて聴少なく

耽含組織が出来上って居ったのである︒

治維新この方︑特に十年代になると釜く道徳の某準
が無くなって仕無っだ︒久しく君臣の開係に依っ

い太政官制に錘ったといふやうに︑責に派沌たる有

った︒騒藩置繰が行はれて四民李等と衣った︒帯刀

て結ばれて居た砥禽組織は漸次に跡キー絶つやうにな

様であった︒が明治七年になると︑早くも民選議院

〆

徳遡曾壮の本日
5

今日の赴曾組織を律して行くことが出来ぬ︑去れば
と云って如何にそれよりも進歩して居るとは言へ︑

西洋の哲畢を其侭持って来て椎付けることも出来
ぬ︑俳教やキリスト教は批外教即ち宗教であって現
資の批含と律するもので衣いと︑私はそれに附加へ
ていふ︑祁道は明治の初年既に民心を支配すべくあ
戎りに民衆の頭が進んで居た︑祭事と政事を混同し
た左様次政治の下には間民はもう浦足して居られな
かったと︒そこで彼は胤索淀雛した結果︑西洋の哲皐

と支那の儒教の間には必ずや共通の真理があらうか
ら︒其虚に天下の冥理を求めてⅡ本の遊徳を建設し
なけ肌ぱならぬ︑と考へた︒その事は右のⅡ本道徳
論中に書いてある︒併し常時如何に西村茂樹と云ふ
人が左様な識見︑卓見を持って居ても一人や数人の
力では如何と酌する２が出来攻かつた︒所が西村茂
樹が日本道徳論芽一講じた僅か三川年従に︑畏多くも
教育勅語が換礎された︒常時の篤政渚が勅語の喚畿

を仰だ所以のものを察すると︑維新後二十年を綻過
した常時にあっては未だ資際の献禽組織に雁じ爪含
生活に合するやう友道徳が生れて居なかった︑しか
し道徳の規準友くしては肌含扶序が保たれ得ない︑

偲滋禽震制:の本II

6

とか島津家とかの君家即ち溌圃に支剛されて居るも

のと考へた︒是は決して皇室を戴く日本の剛家のこ

とはない︒蜜は斯様な考へ方を昭和の今Ⅱ闘民が少
し哨疑はずに居るのである︒斯様に考へて居てはＨ

本の側謄は判らない︒Ｈ本の皇室はⅡ本の民族を結
束しその象徴と衣って居る︒Ⅱ本の剛民を統一しそ

れを表現して居る︒天皇を中心にⅣ本の民族が雑ば

れて居る閥民が統くられて居る︒そこに枇界無比の

荊氏一鰐の剛磯が出来上って居る︒我がＨ本に於て

は︑如何なる場合にあっても︑天皇と剛民と〃一分離
分割することは許されない︒ｎ本民族のあらん限り

は永久にその象徴となってそれを結束すべく皇室が

あるべきであるＪ

私は数年来︑日本の剛綴に付て研究キー重ねて参っ

た結果︑既に幹書をも公に致して勝るが︑各地に講演

を試みた際談亮ぴ蝋騰に及べばｌ極縫て稀に例

外はあるが１１︲我か川本民族の胸巾に溝在意識とし

て横たはって鵬る民族の心理︑即ち終始一貫同じ一

つの剛階を支へて来た又支へて行かうと云人共通の

民族心那が直ぐ喚ぴ起されること察したのである︒

所が不幸にして今Ｈ我冷が教へられ︑伝ぜしめら

馬へに隊てれか斯機貴居で思到1るある時般のれ
すプとIﾘl統もばつ様命方るはふ解而I自らイ）代には、

に如治や如極プとなとが事な。さ命ざのの陸1，叉
奪足きの因何め･乙がた〃い斯れ這れも陵1.民蛮教
ら忠初襲にて斯となに私・くる徳ぱ、家精ばへ
な孝年に我IﾘIやをかはが恐言まで人蛮精刺j明、
いの早囚々暗う念つ今代らへでは格は刺Iと治儒
と置くばがなな頭た迄つくばはな倫営でし時じ
考徳ゴ、れ封・乙次にの徳て量と、いJ!1!時あて代つ
へと‑西て建と露はで統溌方て日・でのる晩のk
と以村ノバ時ででつあの言が決本故あ陵I。ば陸Iあ
の‑て茂る代あ少きる殺しプとしのにる家今れ家る
で､し樹かよるし6°をてのて陸￨此・道日て槻と
あてはvウ°〈浮私自ルト胸新民事陵｜徳はl居念乙
るは今判Iﾘ し落ぴV，らる'i>m道が民で民るにろ
。H後る治から出五破ににや徳今のあ道も外の
禰本はで時し着す年る過懐奇はli)￨il:る徳のな閏
津の到あ代此い戎ほだぎか碗建の称･ともら瀞
諭閏底らに一てでどけ攻れと設￨或l生人魂、ぬ糊
吉民儒うか事考に前のい燕吐さ民活倫か愛・念

訓道薮･けにへ至弐時・さくれにを道れは今江

板徳の然て徴てらで間たれもぬ能律徳てり1日る
垣と教るのし見なはと哩てのとくすに暦治一も

再４

武家の藤府の下に職迫さ奴て居った宮廷貴族が機命画来たからである︒︵っ壇く︶

糞も︑勤王裳も︑明治初期の民椛薫も鯛粋黛も獲り日本刷民の天皇である︑日本民族の皇室である︒そ
ばなかったであらうｃ併し肌治時代の蕪閥政府は閏の天皇に封し皇室に封して危害を加へ︑剛燈の鍵革
民に向って左様に教へ衣かつだ︒常時の明治政府はを企つるといふが如き徒輩と生ずるのも︑畢蒐日本
今Ｈ我冷が老へるやうな政府では友かつた︒永い間の風僻ぞ露西亜や獅逸のそれの如く考へさせられて

政椛を握る者には反叛したが︑皇室に封して勝敗を高貴の方々に危害咋一加へんとする者弐でが礎生しな
等ふ逆徒は未だ曾て史上に例を見ない︒恐らく皇室いとも知れない︑官民率ひて皇室を危難の淵に隅ら
を戴く日本の剛を恩ふ一念に於ては維新営時の佐幕しあんとして居るのであると嘆じたのである︒我々

へすものとは老へられて居衣かつた︒皇室を擁して皇室の如き運命に陥ってし︑ま人虞がないではない︑

錦の御旗汁掲げて皇室を擁して居る方が官軍と言はｊ居る︒明治の初年板垣や禰津其他の識者が憂へたど
れ︑然ちぎる者が賊軍と言は飢愈朝敵と名づけられを今日の時代に賞現せし必て居る︒営時の識者は明
ながら︑その賞敵味方何れみな皇室に叛菖剛燈を覆治政府の如き考を以てすると側本の皇室も露西亜の

退助も営時の卓越した識者は左様考へたのである︒を得て薩長其他の大藩武士と結託して出来上ったの
夙に明治の初年公議鯉蒲の思誤から蘭機公論の恩が藩閥貴族の政府であり︑︒それが幕府門閥の政府に
想へと︑それが五箇膝の御誓文となって現はれ︑其代ったといふだけである︒そこで再び政権が時の政
から維新の大精祁に則ったと云ふのが明治初期の自府から離れること＃一恐れたｋめ︑況んや営時の圃情
由民権運動であるが︑爾来斯かる思想がすっかり封は何よりも皇室に政権を集中する遅の必要があった
じら奴てしまった︒帝叫憲法の謹布︑教育勅語の喚Ｌめ︑帝室内閣即ち官僚一門閣の基礎を固めたのであ
蕊乙の方忠想が劃一されてしまった︒そもノ︑そのる︒所が軌ぞ知らん今日の幽民までを時代錯誤に陥
故何れにあるのであらうか︒叫治維新時の兵飢の際らしめ︑日本の圃謄を危からしむくく誤って概念づ
でも︑此︿他の際でも︑史上に陣へられてある如く︑けてし弐っだのである︒私はその事を常に喚んじて

徳道曾atの本f日
E
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日本弘道雷の事業中経済士道の

郎

一︑夫れ然ｂ吾人は本命の根本主旨要領主張に卦し

然の義務なるへしと信して疑は戦い︒

化して倍々偉大なる護展をなさしむへきは後人営

しむのとき︑博士の遺業の如きは時と共に改善進

巨人西村博士てありて︑吾人は今日職曾の風潮か
寧ろ私慾偏重倍冷懐凱的に傾きっＬあることを悲

ために日本弘道倉の創立を衣したるものは一代の

を憂へ︑懐然として恐れ奮然として鰍起し邦家の

一︑斯くて遂には滅剛的世相の出現となるへきこと

人等のた坊に漁冷相次いて那落の不遇に泣かさる
を得きる朕態を演出し末っだのである︒

ふに及び︑開刷三千年の博統は殆根底より鱒覆せ
られ︐正直正路律義真面目はあはれ羊頭狗肉の新

︲原蹴

一項を加へられんこ畷﹂を望む

られ︑消極萎縮の習慣を打破しなければならない
とせられたるは機宜の虚置衣ｂとする咽︑同時に
謙退沈黙寡慾鮮譲の徳風弐て噛翠けて奮来の順習
を以て排斥せられたことは︑そも半面の弊風を譲
成せしめたる遠因てあったとする︑蓋し産業開護
固利民禰の増進は表看板として如何にも立派なる
も︑其賞は一た弘泰西の燦蝿たる賛津文化に直面
せる貧弱閏の人士として︑さなから餓虎の礎肉を
零ふか如く︑自由貿易主義経癖翠の巧利主義は蕩
然として一世を風喋し︑加之各般の法制は定めら
れ︑時の刑法第二膝に日く法篭に正峰なきものは
何等の所篤と錐とも之を罰することを得さると言

五

幻

一︑明治維新の市めに常ｂ︑開閥進取の剛是は定め

鰯

溌 経
士
道
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らしめ有柊の美を成さしめんことを希望に堪ない

道の一項を配して以て郷士の総業〃一して倍か大な

Ｚとを希人ものなれとも︑只事業の一角に経滴士

てば敬虚以て博士の遺業に服し闘分一も貢獄せん

う︒而して其の大多数は就職難に苦しみつＬある

業者数は恐らく幾十蘭の多数を算する乙とてあろ

大に憂人べき現象として︑年々全固各畢校の卒

とせる歌生産手段即技術の手にあるものは先少な

とする︑併も世は漫性結核的不紫気とあって勤口
杯探して有るものてない︑隻手樹立事業を偽さん

とする恥のである︒

一︑今否圃間礎日に堅く謹望四海に隆々たるか如き

いとする︑其虚て所謂高等遊民なるものは雲雨と

なりて海内随所に蛎漫せんとしっｋあるのであ

る︒呼若し荒れた田地に徽菌は繁殖し易いのであ
るとしたらは現下の時相を葬常普通の眼を以て観

ることは出来ないわけである︑吾人は葱に昔人か

言ひ造してむいた一句を引川して兄る︒

上に仁義聖良の名なり却て街利糾謡之非難があるとする

も︑若し一且列剛掛時の状勢に鑑み．世界文化の
進運と比較封照するとき︑吾人は室しく現状を堰
歌して悠々委如たることか出来ないはかりてな
く︑賞に我剛の内而的現状は其の大概に於て遮憾
なから多敷の上下は察虚窮乏の事責を認めきると
得ない併も術ぼ其上に或は険に或は陽に大小軽
重の差こそあ肌窮零禰患は皇悶の杢士に摘漫しっ
ｋあり卜言ふも敢て諏言に非る可きかの域かある

に行はるｋもの産業上の技術改善殊に農蕊上の如

育亡幽の悲哀とさへ威する程なるに其翠間の蛮地

るのに今人口は驚くべき加速度を以て増加しつＬ

くものは先第一に厚生利用の道を以てしたのであ

−︑昔時人口は稀薄にして肥沃の田野は随所に開放
せられてある時代に於てさへも︑園を治必世を導

マつ︑１

下に窟厚丘川の稜なり却て案虚窮乏之賞があるとする︑

とする︒

斯る象徴は必幽以装亡を米すものであると獣するのであ

き批界の進歩に遅るＬ乙と今や脇に追随及はざら

あるの事賞はｂ今更事新しく言ふまでもないＺと

一︑皐間は十四年制とも言臥十七年制と１言α恐ら
く世界最高の教育制度を施行して其の半面には教

んとするの遺憾枚畢に逼かないとする︑娩近更に

4
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云ふ始末であって現代漆業文明か棚氷するところ

となり︑今Ｈでは恐らく二十億に珊友って居ると

除６を経過したる千九百年の初頭に於ては十六億

せられたのてある︑其は人類始って四十五閏年も
たってからのことである轍然るに其後わっか百年

なから︑千七百八十年の頃惟界の人口は五億と算

一︑或は主義とも云仏︑主張Ｌ﹄も言はんかなれと

蹴畿達である︑忠もよらない負擁の加重である︑
零落破産の脅威脅迫であらねばならない世の成行

の偽には脳誠に迷惑千曲なる徒らに賛津消斐の奨

は病坊る家族を有するもの︑多数の家族を有する
もの︑其他幸禰の機禽に接鯛し能はざるもの等等

のか︑若し旭ら遅れたるもの︑患かなるもの心或

も︑人間生命の馬の生活問題は︑是等主義主張よ
りは遥に先きに存する軸のであるとする︑又如何
に人道の鳥め御図の偽或は何か概念等等と言ふも
其奴もこれも人間問題の馬めには先煙の如しと云
へは言い得る事情も多〃存して居るとする︑衣食
足りて礎節を知るとは古人洲言α置いた事である
か︑今側以後は生活問題の前には道徳を顧る暇は

であるとする︑

の人口蛾加率なるものは釜く以て驚くの外はない
とする箇只此事責だけにても生活は人生の第一義

なり風柄であったとする場合︑其は恰も田舎物が

ないと公言して輝らない様な時節が到来するとす

となるべき大問題であられば友らないとＺろに︑
科畢の開磯はまだノー限りもなく進歩しっＬあっ
て︑舷に果して他に遅れずに進み行く剛と甚だ遅
れて進む園とは︑同じく生きて此世を過ぎ行く結

都含に出たと同じく出れば出る程︑調法便利に魅

れ霞ぱ先間達はないとする︑

的文化の進運々々とは云ふものｋ︑半面より見る

果るか多数の最後の敗獲であるとする︑賞に近代

蔵りて︑産を失臥家を亡して轄冷流浪の身となり

とするところ諺叉は利益とするところに遭遇した

之汁群へて居るのである︑彼等は若し自己の満足

の流露と仕たときに︑多くの人は大儲に於て能く

一︑そこで道徳の正謄が何である乎︑若し仁愛同情

すのである︑例之不幸にして後者に馬する民族と

果に於て禰禰利害か天淵月篭の差あることを見出

惑せられては有金を造び果して遂には敗支不償と

とき之れが果して人類全燈の篇め幸源増進である

るときは︑驚く可き藤に人道を後揮し︑時として

とき若し果して祇含人全踏の道徳を高くし以て圃
家の基礎を蛾固にせんとならは少数特志家の講中

むに何の遠慮はない筈であるが︑不宙を以て見る

より脱出して︑時として道徳人となり︑叉時とし
ては不道徳人となり︑祁出鬼没自由自在殆んど端

古の哲人の再生かと恩はるＬ程に︑立派な口もき
けば行もするのである︑然るに同一の人間であ
りながら是も亦自己の瀧足の篤泌利益の鰯の場合
に遡遇したる時は脳突然と言語に絶たる非常識と

脱すべからざる肺含大多数の綴桝人の頭脳の一隅

一︑不行は元来物祁不二一如として物質と道徳とを

に維沸士道の鋤釘矛一打ち込むことである︑

不術の別攻く収除は深山あるのであるか︑先火〃一

並行する矛一以て附必て耽含全般に行渡る可きもの
であると断じ︐ことに今Ⅱ及蒋来往々科畢の開磯

断行して惜弐ないたけのことを鰯すと言ふのが︑
世間の過半と見て深山は逮はないとする︑勿論賢

見たら火事と恩へ︑とは杵人の言博へであるとす
る︑して見ると人は自然にして善悪雨相を術へ居

せらるＬ世に於て其の然る所以を痛感させられる
のである鰯どうも古来霊を奪ふものは稲もすれば

拙鯛圭仏りり︒

湾士道の一項を配せんことを希望して止まざる次

るとする心之不宵が日本弘道曾の事業の一隅に経

くくある叉磯展せしめなければな参りないものであ

健全なる精神は健釜衣る身燈に宿ると言はるＬの
であって︑道徳並進の物欲は飽弐でも毅展せしむ

物を賎防過ぎたるの遺憾かないでもないとする︑

り︑善人必しも蕃家らず悪人必しも悪ならさる見
方もあるとする︑

一︑若し何も平も承知して居ながら機着を働く︑或
は知らぬ顔してとぼけて居ると仕て見ると︑斯る
横着者に向て雌純道徳を説ては見ても︑感心した
かの様に見へても賞は中々耳にも鼻にも入り難と
霜するも

一︑然らば道徳は遂に手の付けやうのないものであ
る乎︑決して左様なものでは攻いとする︑勿論教
化の道の大切なることは猫ｂ道徳はかりてない︑

何事にも教化は大切であるから教化事業として進

亀

樫

道 士 酒
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てぴ遊に那支力南

南方支那に遊びて景前︶

村

成︲允

私は教育家でないから教育を専門的に見ることは
出来ないか︑支那の文化的施設粥見ん篤めに数個の
大︑中︑小皐︑専門畢校︑責業畢校︑同書館などを
歴訪した︑上海は支那第一の大都市である丈け皐校
の数は頗る多い支那固立︑市立︑孫立︑公立︑私

も運動競技は比較的盛んで此等の設備や︒プール等頗
る蕊頓したものがあった︑要するに支那の畢界は程

は概して縫費峡乏に苦しみ十分の設備左きもの多き

に数分間黙祷共遺嘱溌捧讃する乙と我教育勅語捧讃

げ青天白日旗を交叉し︑儀式の際は孫丈の篤真の前

私は或る小畢校を参観した︑其内容は我小皐校に
類する私講堂の中央には孫文篤冥と孫文の遺嘱を揚

整術せるには威服した︑併是等の外固畢校を除いて

したか心何れも相常な規模て其中聖約翰大肇の宏壮

立等の外に外圃人設立のものもある︑而して大畢と
稲するものは剛立私立及外園の教含立合計三十齢を

決して其内容をお断することが出来ない︑上海の大

生を利用する開係から設立したもので大畢とは有名
無貧な馴のもある︑此故に単に大畢なる名稲丈けて

度の低いものもあ６︑叉近年支那の政治家が畢校畢

有するものあるも私立大畢の中には極めて貧弱で程

算する︑斯く多数の大畢は賞際大畢たる校舎設備を

衣どと︑私立は復且大皐︑光華大皐と米餌教禽立の
聖約翰大皐︑震Ⅱ一大皐等で︑私は交通．光華瞳聖約
翰等の大畢と徐家雁天主堂附脇畢校岡書舘等を琴槻

皐中著名衣るは剛立交通大皐︑蟹南大皐︑同湾大畢

岩

度同一で無いか中には頗る進歩したものもあって今
後猛襲達の道程にあるものたるを感じた︑

支那豊枝の概観

￨
蕊

てぴ遊に那支方南

1
＄

式と同様なるは支那の各皐校何れもⅢ一で︑校内各

庭に﹁打倒帝剛主義﹂︑﹁撒溌不平等催約﹂等の文字

が掲出され排外排日等の文字及総書等をも見た︑私

は校長に封し風民薫と剛民教育との開係等ぞ質問し
た︑彼日く畢校教員は剛民黛員と黛貝たらざるもの

があるか目下薫風は寧ろ少数てあるも醸校では杵迩

私は排日教脊として居るキー費兇したといふたから︑

の敢貝は除６政治問題は教授しないと梓へたから︑

各皐校には訓育主任があって三民主義の誰義友とは
童に其人の礁任である︑訓育主任は叫民黛員で岡民

蕊部からの命令に依り生徒に講演をするから左様の
Ｚとがあるやも知れずと︐頻りに癖解して鵬った︑
即ち政治問題沌廊教育は激育者として好まないか︑

閏民黛の命令であるから遵奉せざる〃一得ないといふ

意味に総いた︑

排日間題

私は絃に支那の政治や外交の問題を論ぜさる積り

であるか︑排日問題は一般に注意されて居る様だか

ら序に一言述べて置かう︑即ち現在の排Ｈ状況は如

何であるか︑支那は何故に排日をやるか︑排日は経

筋る商排利固も果動係が動民けくと々動各南畑
茂）所品斥用な亦Hはは出は政な依か止は地事す
、のとじ）しら多本政頗来￨測府ぃ然い弐一の件る

排牧没篤翠ざ大商治るぬ民はかとふぬ寸排其見
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14

てぴ遊に那支方南

に︑此排日運動には共産黛側の策動がある等麓雑攻
る原因があるから此運動が急激に終焔するものとは
恩はれぬ︑叉排日の起る原因謝種かあるが︑岡本側
の行動が支那剛民を激城せしめたことも少く衣い︑
蒋来日本は正常なる支那圃民の希望に封しては十分
の援助と同情を典へ其反感を排壁せざる様に努むれ
ば自然に誤解が出来ると恩ふ︑支那人士の中にも真
に日支親善の必要を認め居る者も少くないか︑一般
には未だ日本の圃情を熟知せざる者多く日本人も支
那の風情に通ぜざる者が多いから自然誤解を生する
のである︒

儒教問題
支那政情が年冷鍵化するに従い思想問題も亦常に
錘化がある︑大正五六年頃北京にて既に孔手反掛論
起り支那人は一孔子を奪ふを張弘られ他矛一尊崇する
汗一許さ哩ろば雌制なりと唱ふるものあり︑次て孔子
廟は支那杢閥に遜ぬく剛費を以て之を保存するは不

可なれば孔恥を製らて共祁を龍むくしとの説あり︑

更に孔子の畢碗と非難し︑孔子は君椎を愈臥濁夫尊
制の弊と醸し易く殊に共和閲謄に適せず其思想も専
制にして今Ⅱの時代に叶はすとの論を生したるかｐ

其後共産的過激思想浸潤するに及吠儒教反掛叉は孔

廟破壊等の主張も盛に行はれ︑固民革命軍起るに及
び叉冷孔子廟破壊の風説ありて山東曲阜の聖廟も危

険なｊとの新聞記事を見たる萌其後無事なるを聞い

た︑私は此度の旅行中支那各地の孔子廟に詣でたる
に破壊されたるものなきも特に保護修理を加へたる

○○

もの次ぐ只成行に委すのみである︑叉孔子の説を非

は個人の自由を霧する等の論判消滅した６と見へｂ

難するの謎諭も一卜火となり︒忠は共和間に適せず孝

○○○○○っ○Ｏ

最近固民政府が教育の大本として磯表したる字句に

﹁忠孝仁愛︑信義和平﹂の八字子一以てするに至りた

るは其思想が漸く穏健に復しっｋあるか＃一知ること

が出来る︑叉儒教天倫の中君臣の義は共和閏に通不

適の碗は︐孔教大畢長陳換章氏の存倫筋に﹁近人民

主共和画家に荊服の倫無しとなすは大諜なり﹂と説
き更に﹁君主園の元首は君友６民主図の元首も亦君

なり君臣の道時と鍵通をなすも漁区の倫は蔑古不腰
茂り﹂とのい︑支那は古来革命の園にして民を得れ

ば洲となるとの孟子等の説を引用して居るやうな次

第である︑︵下略︑先︶

観治政の面富
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鴬面の政治観

ぼ︑幾多の不李も淡雪の如く禰免失するであらう︒

け奴ども官吏としては︑一の役徳を失った課であ
るから︑よし口に出さぬまでも︑腹の中では入らざ
る緊縮とつぶやく者があるか軸知れぬ︒併し︑大英
固努働糞内閣の首相マクドナルド氏が︑毎日電車の
吊り皮に︑乾鮭の如くプラ下って登閤するを恩へ

×

事小なりと誰歌影響する所は大である︒︲︲

は斯かる寸隙より生ずるのだ︒されば自動車蕊郷は

役徳と考へて届る不心得若が多かった︒綱紀の紫飢

是まで官用の自動車．咋一私川に糠川すると以て︑一の

は︑我々剛民として尤もの事と賛成する所である︒

の策一着手として恥各省︾の間動車整郵を断行したの

演口新内閣が財政の緊縮禰斐の節約を標携し︑其

霧

×

田

武

平

の斧蛾を下すは現内閣の一大使命である︒

閲の財政が膨脹し末つた事は事変だ︒是に整理緊縮

閣の施政方針は細くて積極的であった︒従って我が

政策に開しては︑最も深き注意を柳って居る︒前内

余は政蝋政派には除６交渉を持た歴︒併し政治と

×

用する問題である︒

散される︒総選禦が行はれる︒さうした場合︑圃民
は如何に選畢椛を行使すべきか︑是れ今ょ６研究を

蓋し至難であらう︒して見れば︑政策の可否︑施政
の適否は︑剛民の判断に待たねばならぬ︒蔑含は解

る課でないから︑五十七談含を無事に乗切ることは

現内閣は︑今の所談含に於いて多数の支持を有す

繁
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翻治政の面富

×

膨脹と緊縮とは相容れざる所にして．而も雨なが
ら必要とする所だ︒徒に膨脹することは固より不可
だ︒といって︑緊縮一鮎張りも褒めた話ではない︒
要は時と場合とに依ることである︒今我が閲は約六
十徳の閲債を背負って居る︒而して叉金解禁も断行
せわぱ友ら画場合だ︒斯る時に際しては︑宜しく緊
棒一番︑財政子一緊縮して愛力を養はねばなら函︒是

を以て演側内閣の標勝する財政の整那緊縮は︑昨脇
に照して最訓常を行たものと言ふくきである︒
×

て忽諸に附すべからざる重大問題である︒

議含が解散に友ｂ︑総選畢が行はる上時︑整理緊
縮を主眼する候補者に︑清き一票を投ずるか︑或は
叉積極政策を唱道する候補者に投票するか是が正

しき判断は心余が多年主張し末った政治知識に依っ
て決定せらるべきものである︒併し政治教育戦未だ

普及徹底せられざる今︑︑如何にせば︑去就幸一謡ら
ざるを得べきか︒

×

小間に道を失した時には愈老馬を先に立てＬ之に

徒へぱ︑必ず人家のある里に川づるものであると

は︑古書に記す所である︒政治思想の迷び兇になら
ざらん乙とを欲する攻ちば︑彼の老馬に比すべき指

然るに膨脹は馬し易く緊縮は行い難い所だ︒偽し

易き所には獄蕊が起り︑行肌難き所には織而が来

導者が必要である︒

日稿︶

の向ふ所蹄する所を定むるならば︑蓋し大過なきを
得るであらうと思ふのである︒︵昭和四︑七︑二五

が剛に於いても︑真の餌民的立場より硯たる善良な
る指導者を得て︑其の言と難き其の行を覗て︑自巳

先進閥に於いてすらｂ唱道せらるＬ所であれば︐我

民衆政治に善良なろ指導者の必要なるは︑欧米の

る︒是は人間の弱鮎で︑除程理性の壁達した者でな
け奴ば︑此の弱鮎を制することは出来ね︒現に整理
緊縮を是認しながら︑猶一方には事業の中止や繰延
に不平を鳴らしつＬあるではないか︒
見渡す所︑岡民として現内閣の政策に賛成し︑地
方人としては積極政策に共鳴して居る︒是が世間一
般の情状である︒此の矛盾矛一如何に庭侭するか︑一

歩を誰れぱ固家の隆替に開する︒真に立憲圃民とし

者育教と離園想凪
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思想画難さ教育者
︵一二︶

蔭井健治

が投票されることになる︒地主は小作人に

の人が有利であり︑頭のよい巾のきくもの

のよい者が選ばれて来る︒地方でも口きＬ

といふことば否定出来ぬ︑力や腕シ節や頭

ろといふのであるが︑長いものに農かれろ

する事に依って我々の目的を達することが

叫家悲士上きこはして私有財産制度か否認

由私語ろことが出来ろと言って居ります︒

の剛家悲破壊する事Ｆ依って︑はじめて自

平等は老へられないと言って・ゐます︒現在

レーンは閏家ある以上個人の自由個人の

等の人々に依って一剛の政治を相談する︒

封してえらぶ人延指名するといふ風になっ

出来る︒間家は私有財産制度か保護し︑私

力で抑へろものではないと言ってぬろが︑

て来て︑えらぶ方から見れば長いものに巻

有財庵制度に依って岡家の保全を計ること

と考へ虹ばならぬ︒働かなくて聡食ふに困

こそであります︒鯛り無産者のみ働かなけ

らぬといふのは︑全く忍有財薩制度あれば

ればならないといふ︑不合理が生じて来る

ごうしても之か撤匪さぜなければならぬ︒

然らずんぱ各人の自由は得られないと言ふ

理論上よりレーンは圃家か否認し︑私有

のであります︒・

財康制度を否認い穴して居ります︒

か比ろ老ルロシアに没現し︑第三インタ

ーナショナリズムか責博して︑自分の主義

の仙界赤化をつとめたものであります︒日

本共産漁は無政府共産韮義なろ鮎に於て︑

レーンより来つたものであることは︑新聞

るのであります︒日本共産減員はモスコー

紙上に於ける政府の公表で誠むことが州来

に行って︑第三インターナシチルの幹部の

而し今吋皆丸腰となって二本指しはない︒

ンは︑レニングラードの大畢教育難受け︑

指導韮受け︑之より其所謂戦術を一鍵い犬

問題ではない︒抑の吸い力の眠いものが勝

闘家が弧いものであって︑之に依って有産

西欧猫沸の杜倉羊義者と交際し︑岡隷館に

が出来ろ︒︑掻いものには昔武士があった︒・

つ事になる︒道理のみでは勝たれませぬ︒

階級なり地主なり謎本家階級が張者となり

於て研究し︑若いときより頗る讃許し︑叉

シール布く園でも＄狸い者が勝つといふこ
とに江って居ます

トロッキーと一所に事走やりまし龍レー

して居ります︒

選畢する人も舵術者も叉愉選者も狸いもの

てゐろ︒閣家かつぶし私有財産制度懇た上

炭く人︑と交って居ります︒ビーンはさやう

が勝つといふ事になってゐます︒ヂモグラ

が働かなければ食︿ない︒食ふ権力がない

きこはさなければ駄目である︒本斌に各人

又選ばれた衆議員は滋理の通るや否やは

かれるといふ事賀になります︒

事賞は之れに反してゐろのであり生す︒

ビーンはデモクラシーの鯛家は無暗に機

郎

かくして衆議に依る政治ルなすことが出来

アモクラジーとは中央に人韮送り︑之れ

鍵
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者育徴と醗圃想思

く思索し詔書し︑︒ヘテロぞフードにある間

に中欧掲侭に遊畢いたしました時代からよ
彼は勉躯かっぽけたが︑彼が讃礎したもの
はマルクスであつれ︒マレ〃ス研究者にレ
ーン以上の人ぼない︒モスコーに竜ルクス

研究所を立て︑マルクスの博記なり思想な
り延解稗して出版してゐます︒マルクス研
レーンはマルクスの思想を其儲賞行いた

究者の古Ｉソリテイである︒

とば如何︑国家ば強きものは弱尋﹄者に命令者に隅って来る︒今日の有産者は必守下に

し︑弱斗霜は弧を者に絞りとられるｃ強き薄ちて来る︒而して亡びろ︒かくして弧者

に露迫包らろろもの起激具として幽家ば出産者を雁倒し宋つれ鯛家は倒れろ︒依って

ば唾迫し弱きば睡迫せられ︑かやフに永遠ぱ倒れろ︒爪であり牙であり道具としれ無

の必要もなく︑それ自ら死滅する者である

来てゐろものである︑弧い階級の猶典としマルクス主義者は︑馴家を絶滅させる運動

て園家が成立してゐろのであるが︑温いも

に︑自然に死滅はするけれども︑なる・へく早

起何故否認する運動を起してゐろかと云ふ

のとぱ妾本家地主有産階級で︑弱きちのはと考へて居ます︒然りぱ必然死滅する園家

今日の国家ばプルクヨァの剛家である︒

無産者努働者小作人であります︒

あり走狗であります︒ブルジョアに睡包らに新献曾走生み出させるやうしなければな

るろものに外なりませぬ︒然しマルクスのら廻丁床産婆通勤である・放って延いても

プロレタリヤは遁具である︒爪であり牙でく倒壊せしめなければならぬ︒而して喪全

思想起賞現するといれしましても︑吐禽の生まれるけれども︑産婆に依って安全に生

して居ります︒レーンの思想ぱマルクスの

賞行されてゐろ︒世界には所訓マルクス主

各人の平等白由が完全に成立するでありままぜ拡げればならぬ︒然し馴家をつぶして

思想であり更にレニぞ卜よって茸ルクスは

生す︒浅薄な見方でゆがんだ見方でありま

て︑私右財産制度かこわしても︑習日から

直ぢに所冶欲ななくすることは出来まぜ

過剰から見れば︑パニック恐慌ば必ず起つ
のモクアミとなる︑之等をたＬきこわした
て来る︒有産渚の破産によつ．て之等は無産とて決して理想の証曾ば生れて来ませぬ︒

るでありまぜぅか亭口の謹潜雌態の生産尋蝿議溌瀦鵡︷鶴灘糊黙塀

す︒如何にしてブルジョア︵資本家︶ば倒れ

然倒れる運命ルもってゐろと説いてゐま

者・てあるブルジョアは菱本家は地︑王は必物惟より宋って居り史す︒何千蕊何億蔑年
の昔より末つた人間の自然性でありまし

あいて１例れんだと云ってゐろ︒今日の弧ろがため取りたいたいと老へます・之は動

りませう︒言ルクスは今日の閏家は放って無くすることば出来まぜぬ︒所右欲を有す

せうか︒雑にば必ず貧吉掴の階級に分れろ︑果して迦想の砥愈が出来るのでわりませぅ
憩い者ぱ弱い者悲いぢあるやうになるであか︑人間喉は所有欲がある︒之を其のま坐

義は多いが︑多分はマルクスを誤解してゐ
す︒正雷に見る人は︑おそらく一人位のも
のであらうと言ばれてゐろ︒レーンは︑マ
ルクスの思想より来て居ります︒思想図難
の正鐙をつきとめるならば︑マルクスの思

想に依って鯛家乃否定し︑私有財距制度を
否認するより起ったものであらうと忠ひま
マルクスは閏家はあってはならぬ︒私有

す︒

腿の思想Ｋ畢党階級幽家である︒階級削家

財熊はあってはならぬ︒マルクスの圃家否

時
論
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時

割田知己庵

一︑極旨徹底の我法は︑講演講話印刷物

の剛布その他賞怖に雁じ︑最適最好の途

か操ぶ・へきも簡易平明恥旨とし︑力めて

一︑本通勤は愛剛的奉係竹迩動たるべき

映撚企利用すること︑

一︑文部櫛臓輔諦隼校長等に封し本通勤

こと︒方法

とは︑岱而緊急の問題として︑一而政府の

園氏精祁の作興と財政純済の整理緊縮

英断彫要すると共に︑他而卿氏の自提と

一︑余聞的組維を有する教化事業州係有

の霞施に付訓令走出すこと心

教化総動罵
小橋文相ばり地方長官愈談雛二日に於て

力者を招集して︑文部大臣並に大蔵大臣

一︑新州雑誌の開係右力者を招きで文部

より本迦動に州する訓示か蝿すこと︑

﹄︑Ｌ﹄︑

大臣より本運刺の徹底に就き共力沸促す

一︑翠務部是獅議冷開きて本辿動の涜施

祈鋤走促すこと

宗教剛機︑婦人剛磯等の肺命教化機開の

一︑教化剛機︑青年圃鵠・女子青年閣他

方につき熟議を途〃しむろこと︑

にし︑図民精抑を作興すろこと︑︵ロソ維

力之が徹底を期す︒︵イ︺剛盤籾念か明徴

ヂオ等を併剛す︶

一︑講渡講話の開催︑︵講談︑浪花節︑ラ

の編纂︑

一︑ボスターの製作領布並に通俗的讃物

沸生活の改善を刷り︑閏力牟培養するこ

騨並に篤志渚等の活動か促すこと

に各諦教育機開及び裂化に闘係ある民間剛

一︑本通勤は朝野一致して之に常りじ特

Ｌ﹄ｏ

一︑教化綱領並にパンフレットの調墓︑

一・本運動は︑左の二項か標傍し︑縁

の狸一件とする︒

らｌむるためには︑犬略左の内奔走必須

聯鮮明ならしめ︑更に其の効果か緬著な

有効適切煎る計議とする︒木通勤の趣旨

寅剛触︑勤愉力行を鼓吹する恥以て最も

教化の縄動員を行ひ︑一般幽民に鋤Ｌ質

其の蒋起に須た︑ぱならぬ︒而してこれ

に

た怠らぬ所のものである︒其の要鮎恥見る

狼と軌牟一にするものであってや一府注意

化縄動員﹂の計識あり︑これ吾人多年の主

締祁の作興︑公私縄滴緊縮節約宣媒の﹁教

特に文部省に於ては︑本九月よりば隅民

と切なろ４のがある︒

相に封し︑其の婚来と成果ルー延期痔するこ

ものである︒而してこの抱負ぞ掲げＬ新文

↑てば︑其の階を得たろものたること延欣ぶ

女部所特の範圃として時局危急のものとし

・を述・へた︒今腎々は此四大綱目か顧るに︑

場の訓示懇試み︑新文机としての抱負維諭

奨脇教化通勤の装鋤と四大菰Ⅱ態掲げて一

が促進の方途多岐ではあるが︑朝野協裁

論

締抑教育の撚充︑醐民思想の啓導︑鵠育の

小橋文相の訓示と

鰯
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時

論

大慢共の綱嬰は右の如くである︒而して

運動の狩来に光明韮簡すものといふく薯﹄で

此二事を以てしてもＤ今回の教化熱動員の

ある︒

基準にはなり得ないことを痛感する←ので

と文相の人格とである︒何となれば今日の

此種の通勤は聾明せられたが︑迩憾ながら

に一歩牟出できることがある︒従来屡々

の方法に於てあまりに襟誰的で蕉来の方法

唯吾々に一の注文逃許今喧ろＬならば︲そ

心牟動かすことば恐島く出来ないであらう

他の方法に終て率にあ龍りて←︑現代の人

示責駒になし︑熱誠ル以て講演や謂物其の

ぬと考へる︒ざにあらずしてば︑如何に訓

の上にも理解牟以つて之走縦込土胆ぱなら

して︑それに以てするに︲充分なろ新思想

吾々個有の閣民精紳︑図案思想か基礎と

一々の其の項側は勿論異論は救い︒僻に吾

如く縄済行詰の際に︑撫済問題解決を期せ

其の効果には見るべきものがなかつれ︒こ

ある︒

ずして到底教化事業は効果か塞げ得ないｃ

れは一は方法に新味がないことと︑他は役

々が意を強ふ四ろ研は︑練済問題解決と相

調ふ迄もなく︑教化事業なるものが生ける

人の仕事が箪なろ形式でｂ風の理解と熱か

といふても単なる職権そのものの訓示が何

題であるが︑今日の就倉に於ては訓示々々

常局の献︐的努力恥吾々は切望する︒叉一

的の仕事であるか角形であってはならない

ふ迄もなく之等の率業は心から心に博はろ

縁者とならればならぬ︒而して我閏の︿叩後

の心は相寄り合は︑ぱならぬ︒軸鯛れ合ふ

少しも鯛れ合ばないのである︒元より雨者

となす︒これ何れ︐典勝手なろ逝を歩行して

と嘆聾す．若者ぱ叉老者か蔭き者度し難し

老い菰るものは若きものをして唆し難し

の効果起畢げ得ないことは勿論である︑職

んではな月芯いことも必要である︒

方民間事業に蝿解ある援助を怠一ハことを惜

俣って教化事業の徹底を期せんとする着意

就曾︑生ける剛家蝿民の教化であるからに

なかつれことであるといば胆ぱならぬ︒謂

こと走信ずる︒

不可能であるからである︒叉文相の人絡問

は︑夫等が生くる所の問題走度外覗しては

自身範を天下に示してこそ始めて効果があ

権と相並んで人そのものの人格走以てし︑

られ︑殊に敬神崇租の念厚く︑毎朝榊を祭

のがある︒即ち文相ば夙に人絡者としで知

文机は︑此黙に於て吾々の意を亜くすろも

丈の言ば書籍を読むと同様である︒幸に新

れのは一は之にあるので．ある︒役︑で云ふ

る︒往時の寺小屋式教育がよく成果か収め

ない如き思想丈にては︑．到底今日の教化の

る現代に於て︑蕉来の祇愈人智を一歩を出

的単純な思想︑或ば師曾状態辛異にして得

問題であ万・吾々は只封韮時代よりの基本

走なさんとするであら︑叩か︒之は亜大なろ

らないが︑果して加何なろ目標に依って之

準である︒之に封し常局の具鵠的意中恥知

更には叉此愛剛運動を以てする思想の基

あってばならぬ︒恰も祁や伽山愛や慈悲に

が子か雁迫し︑上官が下官に弧制するので

教化の事業は機力であってばならめ︒親

鯛れ合ふ善男善女の如く︐誠と誠の心い崩
れ令ふことに依って完成せらろＯ吾々は此
ひ教化縄動員が現祇禽の吐下雨隣老若の心
ｊ心の鯛れ合ふ率走期せられたいと思ふ︒

猶にたければならぬと恩ふ︒

り祁元左群することか旧課として居ること

歩むぺき強は正しくこの雨者の寄り合ふ中

は人のよ／︑永知する庭である力らである︒

一

低ん生ろたいあつあしやくわいや砿しゅん︑ｃけんらん

にんたいためやふくじうゆ

の本丸内に集まって勝る肺舎であれば︑矢張り種野の訴件問
にいおこ番とこれ仁寺うけつせうｊｆ１ふへいふ全ん
題が起る毎に之を多撒決できめる︒少冷の不平や不満かあつ

た逢うじ上低えうとき含んしそく憧・・℃う

ても︑剛鰐の篇には止むなく服従して行かねばならぬやうな

もので︑そこに多少の護歩を要し︑時に禁止や束縛を受けて
こ
いしの土ためまうばあひ

そのじよほ服んじうつい

も之を忍ばねばならず︑叉甘んじて受けなければならぬ場合

もあるからであります︒さすれば其譲歩や忍従やに就て︑それ

をつち尖く全もゆこ上ろがけナ肱は
くわんじんこく恋こぐぎいかぎ

を素直に守って行くといふ心掛かなければならぬ︒それが副

やたぎしぷしかきばつみなこのこ上ろえ必う

ち寛仁であり克己であります︒古句に﹁気に入らぬ瓜もあら
し

ばか

うに柳かな︲一﹁縦かろか知らねど柿の初ちぎり﹂皆此心得を認

刺したものに外ならぬのであります︒

嘗て詩人のパーンスといふ人が︑良妻の登格を十分して︑

くんかい

いふと︑何事にも堪忍し︑何物をも寛容し︑激昂したり憤怒

其の川分が寛容で︑二分が明勘︑一分が頓才︑尚ぼ一分が美

かつし陸んひとの多弗．さいしかくぷん
蕊くわんようぶめいにん味とんさいだぶび

した時にジットそれを抑へ付けて︑之を顔色に形はさ歩言語

即ち寵蛎や物言ふ眼光や︑品位や婆態などに能る所の美であ

いに

蕊んしんぼうみにんにいこれか雁ら

たがひ肱ぐざばゅ

ふフ↓ふかんかぎナベひとかてい秀うそくじよ
切ようぜい堂もう

があって剛性共に打ちくつろぎ︑充に慰めたり脇ましたり︑

わ
らかた士に全かんがうちゆんきけん
笑って詔らう間にも︑黙って老へる内にも︑いつも元銃の源
ぜんめいこう︑今もこもしそをばじ

すたはゐい今やうものいま江ざしびんゐしたいこもところび

のこぷざいさん職ういくけつとうごとつま

かうりよいひつえうそぼどん蕊ん
くわんようあい書やうじつさい弓が

老慮に入れる必要があるけれども︑其の殆ど十分の四五まで

おもにんにいひつえうふと

が寛容と愛矯などであるといったのは︑よく涜際を穿ったも

なんにんたいこ上みえい

て人生の梁みといふものが自然に磯生して来るからでありま

響へば家庭は恰も固家のやうなもので︑一の城廓を築いて共

たとかていみたかこぐかじゃうかく含づそ

しか

す︒然しそこに何で忍耐などといふ心得が要るかといふと︑

のと恩はれる︒そこに忍耐の必要といふもしが認められるわ
じつれい③③③＠⑧●ものがた的ちょっと
であります︒さて賞例として﹁善知識向謙尼﹂の物溌をユ寸

じんせいたのししぜんばつせいく

泉となる愛と幸鵬といふものが鈍り満んで居ってこそ︑始め

そ

に仰さず︑十分辛抱して居るのが忍耐である︒之は必ずしも

とき訂さつこれが禰︽いろあらいんご

夫婦間に限ったことではないが︑総て人は家庭といふ休息所

り︑残りの二分が財産︑教育︑血統といふ如きが妻たるべき
しかくしめ︲主ことおもしろじゃうしきて号せつめいおも
詩絡であらうと示したのは誠に血白い︑常識的な説明と忠は
十芯はけういくけつ生うざいきんたせう
る典のであります︒帥ち教育や血統や財舜といふことも多少

たにごとかんにんたに６のくわんよういふ︲こうふん︾﹀

訓諭せられたのは︑洞に適切な訓言であらうと恩ふ︒詳しく

寛仁と克己とが結合した時に︑妬めて忍耐の徳が現はれると
象ことて含ぜつくんゆん歩もくは

くわんじんこく守けつがうときはじにん仁いとくあら

昔の人か︑夫婦間で最も必要な心得は︑寛仁である︒其の

むかしひ生己与うぷかんもつとひつエヘうこＬろえくわんじんそ

家庭と寛容

足立栗園
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Ｃうかい上便

紹介致しまぜう︒

か含かへ

③の②

南無畜生菩提心の一語
いまめぎさいらう

めきふ

ぽうとくけんごにそうあん

隼十Ｊ︑や掌ざふかわい

今は私の鍛中とて︑自謙尼といへる道徳堅固の尼僧は︑庵
めいけつこう︐１１
しつにいこうぐわいせうようよるい
宝を立ち川でＬ郊外を辿遥し︑夜に入りても名月の岐をたる

ところ芯じちくしやうぽたいしんと江雪こ全ずさ一だぶ

わはＬ己盆含芯おも嘘上けうぐんおも腿

ました虚︑南無畜生菩提心と唱へられし御馨が過ぎ去り給

しやざい

ひし我が母の蕊と聞き倣され︑恩は歩母の教訓を思ひ出し

わたしは上袋けんふじん浬土仁かつ垣人︑わたしけうぐん

てかくは謝罪するのであります︒

妾が母は世にも賢婦人の罫れ高く︑毎堂妾を教訓せらる
うへわたしようじｂん含ぶかめんた全しばん︑くわん

上上にも︑妾の幼時より椿莱弧きを按ぜさせ船ひ︑厘々寛

にんしっと含ふじんみらけうかいに全

忍して嫉妬底きを期せ︑それが婦人の道であると教海し給・
迫んぜん仁いくわんか恥よさたまふざとくわたして
ひ︑五年前大患に椛りて世を去り給ふ刷りも︑特に妾の手

を賞で上左右なくは引返さず︑益盈山路深く分け入らんとし
た︒時に其の面前へ忽ち鬼女が現はれ出で︑物をも言はず剣

を握り︑懇交と平素の訓諒を繰り返させました︒そして若

ねと

ら歩

かた十か

やすごにつきつえもつなＵらくし幸・う理にいしんと芯

かめんとはづみようろよう匙うにょうぽ

み．と豚たまなむらくしやう毒ころ﹄さだがらわぱ上けうぐん一喝↑一

遂に今宵の凶行を恩ひ立ったのであります︒然るに最前尊

ついこ上ひ含やうかうおもたしか雲いぎんおん

か
うにおっといつ﹂・ふじん
行にあきたらず︑梢くきは夫を寝取りし婦人であると︑

常に心に錦記して居りましたが︑何としても現在の夫の素

つ泡こ▲ろめいきを澱んげんざいおっとそ

て唱へるがよいと示されました︒それ故に妾も此の教訓を

と猛しめゆゑわ庭しこけうぐん

さとさうノー︑にひ．らくしやう匙にいしんノーご雪くりかへ

し熔莱嫉妬の焔のもゆろ時は︑それを畜生道に瞳つるもの

りんきしっと限のをと密ちくしやう臆う毒

にぎこんノ．︑へいそくんかいくかへも

を抜いて飛びかＬつた︒それを尼にはピクともせず︑肩を換

ぞと悟り︑早皇雨無畜生菩提心盈奄と三度も川度も繰返し

ときそめんぜんたち念含ピよあらいものいけん

して遣り過し︑挑へたる杖を以て︑南無畜生菩提心と唱へつ
こころ﹄もときじよへいや︑ゆろに全
うおろ
Ｌ打ち下した︒すると此の蕊の下に鬼女は平伏し︑許させ給
へと暇面を取り外せるを見れば︑世にも美はしき容貌の女房
これめ季
き呼みう
ぽう砦まさ
であった︒芳紀正に二十四五歳とぞ見受けられた︒之には尼

はうがへうちお坐るわけしきいたつところそ

の方で反って打驚き．どうした課かと仔細を尋ねた所︑其の
にようぽうなみにともざんゆぼなじこ上ろ

女房は涙と共に峨悔談を試みたのである︒

女の唱へ給ふた南無畜生の御謹が宛然我が母の教訓の如く

れた

こ上ろとりなぱ

しっとねんおきが左こよい

と︑壁物語に及んだ︒

江がものがたの零よ

子に加へ給はれ︑御願ひで御座います︒

しくはに掌お遇がござ

り助けさ准給ふかと恩はれ︑かくは明白に今日の非行を謝

だすに念諺．ロ℃あからさ今一こんにらひかうしや

かんわは▲みた掌こ上身仁わにし象ら

﹁妾は此の附近に住む素封家の妻某でありますが︑夫な

に感ぜられ︑さては我が母の御嬢が此庭まで来って妾を護

わたしこふ含んずものもちつ念抵にがしおっと

る人︑近来或婦人に迷ひ︑事毎に妾を疎んぜらる上口惜さ

ざ
いこうへわたしにはふしで
罪するのであります︒どうか此の上は妾を尼法師として弟

ひと今﹄んらいある︒ふじん士よこ等んＩわたしうとくやし

妬ましさに︑心を取直しても嫉妬の念抑へ靴く︑今宵とそ
こつぎあかりじゃうそ﹃ふじんいへしのゆとうもときつ
此の月明に乗じて共の婦人の家へ忍び行き︑一刀の下に殺

がいこ上空ところおん﹃か

害せんものと︑此庭まで来かかった虚︑ゆくりなく算女忙
塾もけんふあ
拒払ま含との

でめ

鎚遁ふたから︑忽ち索を取り上ぽせ︑恩は幸剣を振り上げ

一

りませう︒然しかく織悔後悔し給ふ上は︑今史らしく僧とな

心を溌し給ふた︑之ぞ全く亡き母御の救はせ給ふ御慈悲であ

泣きＬて涙さへ落し︑﹁よくもＪ１過を梅ひ改め菩提の善

その時に自諏尼は亘細を打躯きて一変首肯き︑果ては貰ひ

夜火に封して愉言過言の限りを課し屡凝無鵬失鰐の目に除る

まり一家回流に治まらぬことＬなった︑それは営然の事であ

女の色沓に迷ひ︑沌留敷卿の後︑遂に其の女を身請して我家
迄も芯かへめかけにくはおいにじらいがない・寺うばたか
へ伴ひ締り︑妾として蓄へ近くに至った︒爾来家内に風波高

所を遊随した折しも︑不側足を遊里に踏み入れて︑只あゑ震

し上ゆうらんぞり尋︽とめしゆうり︑ふいと住い

り給ふにも及びますまい︑部身即沸と申すことも御座れば︑
すがだやはざいぞくそ圭入こＬろしゆつけと
塗は矢張り在俗の其の催にて︑心の出家を途げらる上がよる

蔀もあり︑気随莱嘘に事を硯ることもあった︒けれども牌揚

う江づはもら

しからう︑それに就けても尼にも心に礎えがありますから︑

せ親切を講した︒然し妻君は女心の邪推深く︑かくつれな

とぎ●●●きよさいうちき

緩々御話をしませう︒然し何よりも先づ夫の方にゆきて従来
けいくわめいばくものがたこんごたす・
の糾過を明白に物語り︑今後を助けらる上がよるしからう﹂

しんはつた詮これ全つたなぱ上琶ずくた念どじひ

どざ

これ企で

こふじんとも芯をつといへいだ

しかなに全発つとかに

つわたしこ上ろおぽ

そくしんそくぶつ全な

しかざんゆこうがいたま弓へいまさら堵う

た姓およ

ゆろＤｆｌおばなし

か挺め全

りくじ膳やうらんじゆつそと昏をつとひとみひかうこうかい

あ土全へわつ士しやじらいふうふめいわ逗ん全んか

り︑逐一事怖を陳述した︒其の時夫なる人も身の非行を後悔

⑪ｅ①芯つた

はうひろ

し︑尼の前に詫びて妻藍も赦し︑爾氷夫婦相和して園涌の家
ていつく

よ

庭いいま

か亜んまんおきたうぜん・こ室

と全つ詮ふじんわむいぼのを６ごとにら

含歩ゐき念▲ことみおうやう

やぞっとたいをうどんくやこんかぎつくしはルーぶれいしつたいめあ念

ります︒時に妻なる婦人は別けても胸の炎燃ゆるが如く︑日

こと

しゆじんいき上これとが︾つ煙ふじんたいかういよ

しんせつつくしか言いくんをん瓶ご上るじゃすゐふか

なる主人は︑柳か粥之を答めず︑常に婦人に封して厚意を寄

われゐはれみくはぼとそめいぞんなそう

にさへ憐柵を加へる程であれば︑其の愛する女には一層
ふ深をき我か
なさすゐの失うしつ
晴けをかけらる上ことであらうと︑かく推量しては︑嫉

ともうねんわれわがみこついむりひ象こう
妬の妄念我と我身矛一焦がし︑遂に無理やりに暇遊乞ひ受け︑
券つといへじわ音いかたがへじかしゆじん江なき

け深く︑﹁早く戻って来よがし︑幼き一子もあるものＬ事︑我

ぶかはやも轡こ素さなし感﹄ことわが

夫の家を離して我が生家へと立ち齢つた︒然も主人は猫ぼ梢

こふびん論もさいこん奇つぷんつうおよ

き

をつといへしのご
ろを待ちて夫の家へと忍び込んだ︒

樫の懐剣解ぎ澄まし︑彼の妾なる女遂殺害せんと︑夜の更く

けんくわいけんとすかめかけをんなさつがいよふ

に其の心蹴れ︑途には生きて甲斐なき生命なりとし︑一日邪

そこ上ろみについいかひいのちにらじゃ

ものか︑子供とて何程の事があらう﹂と︑只だ無念と嫉妬と

こ啓もなにぼごことたむ迫んしっと

ふじんこ▲ろなかノ●１とぎり祇涛

子不便に恩はぬか﹂と︑再三懇切なる文通をするに及んだ︒

せうかいＬた

で此の向謙尼の峨脇話を︑﹁嫉妬の目ざめ﹂といふ題で今一つ

けれども婦人の心は中灸に解けやら歩︑﹁義理も情けもある

むかしあるゐ液かふうふむつ念くらひとりだんしもうひと
昔︑或田舎に夫婦雌じく暮し︑一人の男子さへ畢けて人に
羨まる︲今素封家があった︒富裕の身とて︑某年都へ上り︑名

うちやものもちふゆうみひとＬぜみやこのぽめい

一子を托して妻女尼となる

紹介致しませう︒

こ︑①①ざん炉ぱなししっとめ

庭を作った︒そこで向謙尼の名は陣ヘノＩて叫方に蕨まり︑
ぜんらし含かっかうものお陰いたところ
さて哨世にすぐれし善知識よと渇仰する者多きに至った︒所

じよいろ・か段よえんりうすう炉つのらついそ芽んなみうけわがや

と︒かく語りて尼は︑やがて此の婦人を件ふて夫の家に到

むや雀らくゐらに奴にいぜん

忍

なたみ挺毒と

耐

訓
話
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一︽じんこ▲めかけしんしよ卜含ひトーか

かくて婦人は鼓ぞ妾の寝所ならん︑隙あらぱ一と飛びに駈

い

ずでつ上︶﹂てそりふし学も含こ
け入らんと︑既に妻戸に手孝一かけんとした折節︑思はず岡ゆ
えうと猛暑きゑわこ・ひ︲がやうすうか狩
る幼兇の泣謹︑さては我が子かとジッと控へて様子キー窺っ

ときかめかけこ怠

た︒

なた韮仁今．おこさゑ

時に彼の妾の雲として︑
﹁泣かせ給ふな︑むつがり給ふな︑いたはしの御子様や︑

告いせつおんはＬさ掌いく掌をしゐかへた士ひ

めさ

わらにした七生よかな江さけこと

大切なる御母様は︑幾たびか申上ぐれど蹄らせ給はず︑日
ご
ろくめ全にう攻らＬの矩たゑ翁ら
頃来る数多刀乳杜の乳さへ飲み馴れ給はず︑か比ろ乳もな
き浅ましの妾りみを慕はせ給ふ︒世にも悲しく情なき粥で
今みあいた全わがみおんみ診んみは上ぎみ
はある︒かく君が愛させ給ふ我身こそ︑御身や御身の母君

ざ工みにがた会した全おき膝おんみ

様の仇敵とは知り給はぬか︑かＬる幼き御身のいたぱしさ
みはやけＬぎみがへ全ゐたこのみ
を見るにつけても︑早く母君を返し参らせん篇め︑此身を

し

こ上ろ

棄てんと厘々恩へど︑︑主人の厚き恩義に捨てもやられず︑

をはやは上

十し佳人︑おもしゆしんみつおんざす
し

死ぬにも死ねず︑心をもがいて居ります︑さはいへ早く母

言弘さ全含げん江をこみちかごろにんじきてんまん

君様の機蝿の直るやうにと︑此の身辻近頃断食して︑天浦
ぐ
う会きいこをそ主ことと崖い士

〆

た念

したい︒おむつがりし給ふな︐一
ひとりごと詮ごＬろ辻つる
えうと

と︑幼兇をあやし．ながらの猫語︑こり置賃心の溌露ともいふ

かん

じゆつくわいこれこ壁いばゆろじふしやて雪こめかけ
ぺき述懐は︑之ぞ古語に﹃所謂仁詩に敵なし﹄此の妾のや

しかなさふろ淫ひたら告ふじん
施きい・そこ急きかじよ
いつい主も

さしくして而も儲けある振舞には︑立穂く綜人はホト・ノーｌ惑

じ入り︑遂に恩はナワッと泣入った︒其の聾逓聞くや彼の女

は鐸ぎ岸を雑き︑一癖雌の琴涯一と呼感ろや︑識をも祷れて
仁上わこ客孟
きうノ︑に
うれは退き全ご仁仁全
一︲嬉しや母様の来り給ひしぞ︑早々抱かれさぜ給へ和子様

えうじてわ浜これみふじんかん侭

睡圭﹂︲こ︑

いひつＬ幼児を手渡した︒之睦見て婦人はいょノ＼感に堪へ
たち歩たづざくわいけん鈴のみ︾・りなかみのけきばら
ずや︑忽ち排へし懐剣もて︑直ちに己が緑成す頭髪を切り桃

たつとかぎたお宮ろみばこれとららそ
しかふじんこ上ろかいごともらう沙仁全こと

へぱ︑夫は駆け来って︑驚き焼て︑之を止めんと競ひか上つ

た︒然し婦人の心は悔悟と共に牢として固く︑かＬる誠ある

人とも知らず︑今まで妬みたる我が浅蝿も︑今かく菩提に入

ひとしい韮ぬたわぁさはかさい全狸にいい

ゆろた会全たわし︒りんじよたくナヘくわんぜん

い全なにうきよこ上ろおさうノ︑︑しゆつけゆ凸

れぱ許させ給へ︑又我が一子をか坐る賢女に托ぜば末も安全

なり︑今は何とて浮世に心置くととあらん︑早々出家を許さ

た生こんＯＩＬことわしゆじん髭のいそしん
せ給へ﹂と︑懇堂と事を分けて主人に頼み入った︒其の一心
ふらん泡がしゆじんついこいと時かめたらに

に述べた自誰尼の経歴織悔談であります︒忍従の徳こそ誠に
ゆかかぎ
床しき限りでありませぬか︒

の●●⑦けいれ奇ざん炉絵だし淀んじうとく堂こ卓

爾来此の婦人は其名も自謙尼と稚し︑道徳堅問の尼入道とな
つい今やうかんくわ侭︾﹄ぜんらしきこれ・ぜんにん
って︑透に一郷を感化する程の善知識ともなった︒之が前段

じらいこふじんその豚︑●⑤しやうだうとくけん一﹂ゐ生にうにう

婦人駐して旧家得道して其の寺に住持せしめ︑かくて永く組
ぜんほにいとららかそのよひと八︑めい・ふくしう
先の菩提を弔ひ︑且つは爾除の人々の冥陥をも修せしめた︒

ふじんしゆつけとくにうそてらじうぢれがそ

僧の鳶にとて標近き地を卜してそこに一宇を建立し︑やがて

不蹴の願ひに主人も終に之を止め兼ね︑さらばＬそ新しき尼

かへ含た命もかへごわらはそくざいと主こ

そうため凪︾恥ちかあたりぼくうこんりつ

官へと祇誓を総めて居り表すや其の戒心届かぬかして今に

ゐ仁はふしおんみちやうめい寺しゆつせあきゆふいの全を

踊り来給はい︒若し飾り非まぜば︑妾は即座に暇乞ひし︑

尼法師ともなって御身の長命︑御出世を朝夕刷り申しまぜ
たとへ全だし屍じんめ全ゆろたまわらは毒んみザ
う︒服令又主人が尼となろを許し給はねば︑妾は御身の下

わこさ念をおもぜんせいん

じよなきがたいせつにもいた

いた

女と成り下り︑どこまでも大切に抱き守り致しませう︒あ

かね︸﹂そうけんおんか仁うけた全ちかごろや津ひとこ

鐙痛はしの和子橡や︑かくいと階しく思ふのも︑前生の因
こごろ唯込ぎみいかにみたき
縁とやらでありませう︒此の頃母君は如何し︾し居給ふや

．し庭たまなにと毛︐ｆ１こわこざ全一はやおあ全を

ら︑課て御壮健ならぬ御方と承はれば︑近来は病の床に

でも観しみ給ふか︑何卒交交此の和子様に早く御逢はせ申

ドIソピエ仕奉約節
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︑︑

◇

節約奉仕ｆ

一﹂

それより少し多かった︒

ナニ勃思

包︑所持金は三十側足ら赤︑公金袋は

づＬふしよぢ今ん塁んだこう含んぶくろ

た蚤こふろし雪
のであるが︑手には唯一川の瓜呂敷

正宏

エビソ１１ド

こぜつやくはふにいしゃう

私が節約奉仕の要領は前漉所赦の

中

琴弛うけつにらわ輝くしとうぜうぐういし

同月卜一日のこと︑私は東照宮の石
湾うらうかには凸歩やこにんくびそる芯
燈雛の傍に親子六人首を揃へて泣い

一Ｌ唯いしよ︑

︾﹄

ゐ・か作︒︑みあ念あば
て居る一家族を見た︑齢りの哀れさに
ことよし含みナ全ゐ樫んじょ

あるじしやふつ土

事の川を聞いて見ると︑住居は木川︑

浄もにんやしたゐ

こにん

主は車夫︑妻は手内職をしながら︑子

供六人を養って居たのだが︑此の六人
ふたり渉亀さ

の子を連れては到底逃げられず︑とう

．ごつとうていに

吟い

ノ︑小さいのを二人世去りにしてしま

・ふたりこかめい多め

わか

った︑その二人の子が可哀想でならな

こさ

しよぢ含んさら

い︑それに此の先きどうしていＬか分

らぬ︑といふわけ︑所持金は更になく
き
ものわたくしふしの
荒物もポ画Ｊ１である︑私は見るに忍

ふりかたた全いのこたちさ

ナ姫はこうぎんぶくろ藁んめぐみ
ぴ歩即ち公金袋から三 １回を悪み︑身

すがつ土ずがわ仁︑し

の振方をつけ給へと言ひ愛して立去ら
あゐじところ芯まいぜひき
うとした︑主はお川とお名前を是非聞

裂く

かせてくれと細る︑妻も細る︑私はあ

わたくしじゃうようとくめい

つさり一︲僕はミョノタミさ﹂︒

ミョノタミとは私が常用の匿名で

ある︒

てん詮ゐやけひきんしみｊＦ１あぢ

ころ

おら

い

ことＩＦ︑み曇い

ひとり孝とこおも

来で暫らく宅を覗いて居たが︑私の姿

てしはたくの桧ゐわたくしすが拝

恰度その函であった︑一人の男か住

てう琴

の常座私ぱ着のみ着のまＬであった︒

たうぎわ仁くし舎昏

として同町役場へ透ってしまった︑そ

一﹄うちようやく陸毒く

るのもＭじことだと思って︑悉く兇舞

診た

た身の︑入ごととは恩はれず︑誰の困

みひとおも早たれこ土

類二十五黙︑丸焼の悲惨を泌々味はつ

ろゐ

ふ

谷が大火に愛はれた︑私はその新聞を
見るや︑鍵は錐聴麹雌から鯉まれた衣

や仁いくわ韮そわたくししん蕊ん

その翌年即ち大正十三年三月雑司ケ

よく処んすがはにいしゃう迫んぐわつぞうし

◇

村
◇

わたくしぜつやくぽうしえういうぜんごっし覗一きい
と僕

ぬんぐかつとうか．やうしぜつやく世人でんさいとか

通りであるが︑此の節約法は大正十一

年八月︑東京巾が節約宣僻の際︑都下
しんぷんさっし世うかいなかんづくじつげ︑却の

噺綱雑誌に紹介された︑就中﹁麿業之
肱九ひと塗こ涯やす登つやくちよちく
日本﹂は﹁何人にも行ひ易き節約貯蓄
に身にい
もつとせうきい含じゆつ
法﹂と題して︑録も詳細に記述せられ
た︒

焼となった︑私は︑上野の森に遁れた

やけわたくしうへのもりのが

翌大正十二年九月一日大震火災に丸

よくたいしやう塊んぐわつじつにいしんくわざい全ろ

◇

みばいこき
を見るやスクノ︲Ｉ這入り込んで来た︑

ゐしやふ

しんさいをのうへの
たれおも
誰かと思ったらそれば震災の折上野の

もりさ排した

森で妻子と泣いて居た車夫であった︒
いにくし十全めわか

﹁どうして私の住居が分りましたか﹂
じ
つかしやふ幸のＬ

﹁賃は斯ういふわけで﹂と車夫は職く
やう港ごけいくわかた

よくじついた堂か泡こ﹄︾らら含

様に其の後の経過を語った︒

﹁あの翌日︑戴いたお金で子供等の着

ものかさつモくぎかえこ︾﹂もら
物を買ひ早速蒲替させました︑子供等
上ろこじ
はどんなに悦んだか知れません︑だが
と含わたくしこ上ろかはを
その時はモウ私の心は塗って居りまし

め帥詐たおも

うへのえき全呼めきくき

て︑有難いこと﹂は恩は歩︑ひねくれ
こ上ろあるひ

傍に︑手提金庫がありました︑その

かたはらてざいきんこ

もらぬしひと廷いを

せいかう

童よｇひろよ
を

を下ろして讃汁索もなく︑拾ひ識みを
ミヨタさ
して居りますと︑ふと﹁御代の民﹂ミ
なめ
ヨノタミといふ名が眼にとまりまし

た︒

と言淋迅

ミョノタミ︑もしやあの時お金をく
縄
んな元にひと

くに

さ

い屯友び

じ哲たち

下さいと︑幾度も職Ｉ︑お辞儀をして立

去った︒

をわたくししやふ隼いにらもと

ぴやうしんばＬ

その後私はその車夫から﹁毎日元の

いもうとやした

めは毛とめ

人力車を挽いて稼いでゐる︑摘身〃母

くろ全ひかせ

たよりうけ坐

と妹を養ってるといふ哀れな少女に

含んゑん毒く

１１

謂中に締込まれた︒

ぐわらう鐸のこ

みちえい

り︑同課製作の二辿るべき道﹂てふ賊

酔うくわせいさくたぜ

因みに記す︑此の堺賛は︑ある動機
とうきやうし上やくわいけういく上わしところ
から東京市壮禽教育謎の知る所とな

ちなじあこじじつきう奇

とく﹄守

ったやっぱり徳孤ナラズだ︒

金一側逢ってやったといふ書翰を受取

全こなやすぜつやく争沙よらくばふにいもぐ

れた旦那ではあるまいかと﹁何人にも

い

◇

行ひ易き節約貯蓄法﹂といふ催目から
くりかへよ

全をし

改めて誠み︑繰返して調みましたが︑

あだよ

し

とうもそうらしい︑そうだとすると申
わ
け豆んミけたはこせつ
課がないぞ︑あり三十回は酒煙草の節
やく吾んたびぜつやくぎん
約金だ︑シャツ足袋馳郷約金だ︑
それ
ものめろ
と城知らす︑おれは金持といふ者を呪
警ろ似うなん全をしわけ
ひ泥棒になってしまった︑何とも巾詳
いくゑわび
がない︑幾重にもお詑ぴせねばなら
ぬ︒

恋も蛾も振舞︽糠か蓮の健蒔︶へ行
み
量ゐところ

って見ようと︑すぐ参りました所︑お

住居はお茶の水××番地だとのこと︑

すまゐちやえつ陸人ら

あし全だ１うか垂
し臆い含じ﹃上百夕Ｅ

それからその足で叉すぐこちらへ為伺

ひした次第︑あの記事の﹁御代の民﹂
にんなさうゐあんたん
も旦那に相達ないと存じます︑何とも

詮をしわじしかこかたら

ありません︑併し是れからは必ず
全申漬諜人に
んけんゆろ
間にたりますから︑どうぞお赦し

I

た心で︑或日ぶらり上野瞬前から湊草
はうめしほこところやけいしかき
の方へ足を運んだ所︑とある焼石垣の
らう

近くには持主らしい人が次をかいて居
よぶんか魁ひんこん
りましたが︑除分の金はよろしく貧困

しやめぐえうのやうてさゆ

に

者に患むぺしと︑要領よくその金庫を

をところりふしのは赤のいけ

かつばらって逃げました︑それに成功
わたくしけふわること
しました私は︑今日まで悪い羽ばかり

して居りました︑所が今日︑不忍池の

みちぱたおゐさつふろさっしひろ

道端に落ちて居た一冊の古雑誌︑拾ふ

今ひろみたいしやうわん

月の﹁賞業之日本﹂西郷翁の稿謹に腰

ぐわつじつけふのに僅んさいがうおういしだ上みこし

気もなく拾って見ると︑大正十一年十

I
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にんけんたしめんも

咽喉元過ぐれぱ暑さを忘るるといふ

の害もとすあつわず
が︑人間は確かにさういふ一面を持つ
ぞ
けふむつみ

て居るやうだ︒今日の暑さに曾って
奇のうめつわずは

は︑昨日の暑さは忘れ果てて︑どうも

一記

万へ

一畦の催しい雄めがある︒錦れぱムサ

ヒやうはんしよきいおめれう

なかノ︑かぜこづらにく全で

クルシイ川盛牛の書斎を押し開けて涼

ぱい含全つば肥かつくえ

をとる︑けれども中為風が小顔愉ひ迄

吐か

ありさ全士ことおぎやうぎわら

に入って来ない︒やがては侭裸鵠で机

は施しいるいた聖︲

に向ふといふ有様だ︒誠に御行儀の悪

われノー︑めた

ゆ

ひしよ

い話だ︒けれども許して戴きたい︒こ

仁いないあせ言えんりよ

れが五身に典へられた唯一の避暑底の

まんひつもらろんらたいひしよしよさんめいら

愁望は浦されるから笑いものさ︒この

と渦する︒が併しブッカキ氷心一杯で

がつしかこうりぱい

からにめん封よ念かでで

だから︒けれども鵠内の汗は御遠慮な

かんしょさ

け︑どうにかなりさへすれば寒暑を避

く身鵠一面を泳ぎ廻る︒出るだけ出る

もにん砂んほんのう︑含わが父上

えいきやしだおもたれ

けて英気を巷ひたいと恩ふのは︑誰し

よくはうみ拒やす

よ

漫筆も勿論裸罷避暑の所舜だ︒一名裸
たい洋んひつしやうたんざやうぎ
冊漫筆と稲するもの︑何とお行儀のわ

もどうにもなら腹い︑ま上凌らぬ世た

るいととだらう︒川登︒

ひ生われノー〜かつてかん

こうへい含やく上わんせいけいりようき

やうあへなけ

湾こひしよ

いか︒何虚へでも避暑すべきものばす
われ︑イーやう苫こでか

やつぜうし

を

鈴も

ないで居られるものでもあるまい︒こ

われｊｆ１

方わみならんやで︑何人も御耐様な風
含ようばくゐこく世いめい全たしか
に掘辿されて居る︒一因の生命も叉然
全んて倉 そぐんたいえう
ｂだ︒百函の敵を恐れない軍隊を要さ

かたなにひとご誓うやうかぜ

物質戦︑維譜職の世の中では︑澄棚り土

票つしつぜんけいざいぜんよたかめたひと等

この夏は降ら底いけれど︑現代の様な

虻つふけんにいやう︒

﹁土方殺すにや匁物はいらぬ︒雨の三
か
ふかれらうだもつと
日も降ればよい﹂と彼等は唄ふ︒尤も

香かたころはものあめ

か入

ることを歎く者がある力も浮世だ︒物

たけものう含よもの

ばなる様になる︒敢て歎くまいぢやな

わすばこ空しあつかくべっ

しか忘れ恥てて︑今年の磐さは格別だ

くちばし啓こまてかん
などと口走りだかる︒何旗迄も感じと
やつ作んざいＬゆずかんが

全にい

ぺしだ︒五胃の様に何庭へも出掛けら
れ左い奴だからといって︑まさか焼死

わけ

する課でもない︒叉﹁云ふまいと恩へ

けふ心つかなめさ睦んまでくりかへ
ど今日の暑さ哉﹂・と朝から晩迄繰返し

いふ奴は現在主義だわいとつく人Ｉ老
しかぼんねんあつこ
へさせられる︒然し本年の暑さは此の
けんさいしゆぎあつしんじつ含ん通ん
現在主義の暑さではなく︑演賞近年に

ない酷暑のやうであった︒それといふ

て︑飯も食はず︑痕もせず︑働きもし

こくしよ

のは︑綱り吾廷力勝手な感じばかりで

われ︒ｆ︑われノー１ゆろいぶら
れで五男には吾々で許された生きる辺
もあるからよくしたものだ︒吾盈は

めしく泡且たら

はなく︑公平な客槻性ある計量器が
ｎつはしようめいところものがた
玄派に誰明してくれた腿がそれを物語
めつさむ
るからである︒暑いにつけまいにつ

×

今日は暑い︒昨日よりも苦しい様だな
またさとし推つ
どとつぶやく︒又去りし年の夏はいつ

けふあつ今﹄のうく今動やう

者

も持つ人間の本能だ︒あながち索我侭
隼だ愚つ
とばかりはいへまい︒叉かく欲しつつ

園納涼漫筆
納

涼
漫

筆
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８
り一

げんにいじんほここんくわた上か

ない︒現代人の誇る文化で戦はだくと
けいざ︑︑せんこぐせいめい

もちろん蕊んくわけいざいぜんにいしりよくあだ

もよるＬい◎綴済の一戦で一国の挑命
くわんぜんたかいで
は完全に他界のものに能きるぢやない
か︒勿論文化ぱ耕湾戦に一大資力を典
世心さん仁廿ぶんくわちからお

へる︒それ生産は唯に文化の刀に負は
けいじつぽうじつ炉ふか

毎つさい世かいかくこぐ巷いまんゆふとく

ねばならぬからである︒顕日某賃業家
を訪ねな際に︑仙界各閣が生産業︑特
のう炉・勘はうめんおいぷんくわちから芋フよう

に農業方面に於て文化の力を雌用して
諸究︾ろ瞳ってん今だゐ︾﹂こ全で十上

屍官こ齢そ

に樫んひと

納驚くべき護展を来して居て︑何虚迄進
心町さ上

いかｋうち弓︑ｋうきう

むか底恐ろしい打様なのに︑日本が拙

涼り如何に必幼稚で鯵って諦とても鈍走
に

にならないことを歎いて居られた︑日

蚤んくらゐじつてん

へい
んば
にん
し収
うに
漫燕の舞継を殿よや︑平均
す会れ
段
入う

五十回肱だといふぢやないか︒賞に天
こ上ろ理そかぎ

筆識和鐸筆錘もこれでは心細い限りだ︒

や韮雁し怠︾︶う
科望
のゑ
懸ん
朋い
にじ
よゃ
っう
てえ
山ゐ梨あた幼詑蒲萄
にん
は段江百園以上を得て居る︒名古屋に

ゐひとにぼん

き︐﹀ふつくはくにいりぞさ

は刺身のシマを作っても莫大な利を牧

一日の作業の大半はそれを研ぐべで賛

にらさゆ・︽たいばんとつひ

ゐむかい

されて居る︒こんなことでと一﹄必世界
ぷたいぎょうざうたい

の舞垂で競走にはなりつとない︒一鰐

日本心皐肴越も︑一向にこれ等の事に

に樫んがくしやたらこうらこと

無頓着であるから困る︒二三百年来︑

牡とんちゃくこ才ねんらい

今ぐこらいにらぶんぜいさんのよくいぜん

機具で︑古来の一日分の生産力は依然

にらぷんせいさんりよく十こそう．﹄ん

一同分の生産力で少しも増進がない︒

にほん島か含み一く毒ちいばかこうゆ・︽

のう炉ふし晋んあ笹Ｌ券さ主ゐ
農業は自然相手だなどと敗って居ては

日本は近く危篤に陥る外はない︒工業

方面も︑過度川とはいへ︑勢賛間庖で

はうめんくわ雪含ろうしもんにい

さわずここくさんげふ

騒ぎはするが︑少し肌二閏康業といふ
じくわくにばんこ舎元・げふぜかいのう
自畳がない︒日本の工業は世界でも能
りつひじやうひくしやうけ︑︽

象たふにうとくかんおば

率か非常に低いも〃だ︒商業はどうか

ずここくけいざいじくわく

といへぱ︑これ叉不遜総漢ばかり多く

しやうにんいむかしＬのうこうしやう

て︑少しも一園糾済といふととに自覧

どゆんじよおとついや

がない︒商人と云へば︑昔士農工商と

いふ順序に於かれたが︑賃に卑しいも

たい江いぐわいよもじめつ

ぽんどうはらししよせつごとかれ

のがある︒これでは封内外共に自滅あ

るのみだ︒本競原氏の所説の如く︑彼

に里んｅいざいナく

ぬととを痛感する︒

つうかん

れに依って日本の維満を救はねばなら

よ

を裁吹することは急務中の急務で︑こ

こぷきうむらう含うむ

らいはゆろこらいぷしやうｂつはた全しひ

めて居る人もあるといふ︒日本はあま

等に所謂古来の武士の様な立派な魂

くわかくて舎ようらのうぐみ

りに科畢的に幼稚だ︒農具を見一Ｌもわ
ず含くわなんれんらい

かる︒鋤も鍬も何百年来のそのもので
いへたかん江

とがぱ︾確哩淀癖匪吐坤鋼畔穆蝉︲
恥蚕
癖と
誹争

二宮翁は一︲天地の悪み積み世く無誰

このみや乞う心めつらめぐつ．おむじん

ぞうくわ瞳にか上か

た︒廃業の根本は天典の開溌にある︒

先息ゆふこん慢んてん上がいばっ

織鍬で堀り出せ鎌で刈りとれ﹂といつ

いばいるもつうに

しか

所謂物幸一産み出すもひでなければなら

︾芹一見ょや︒此遥の考へ︾恋麺め徒待命せ

ない︒然る↑求謂ふ派︾識群推確馳粋炉

しゆく

ゐ

がなく︑一種のパクチ鞭推でや左暮ら

ふしんる

し症居る詫誰な沙跡︒彼痔は典の鎌評
を絞って只人を陥れて五勺を利するこ

こぐけいざい

と彰
につ
脚弥
心域
しお
てつ居
る︒これでは聡の恥隷
し上いうへい
が乙と菱り︑乙の町有が丙になるとい

う
鋒会よ雑
睡帥症蝉据蝿池癖雫堆恥︾︾錘燕

われわれか人がけしざひせんしやうりＬやけかずい

ではないか︒

虻久にんちから

吾こ
全ぐの
譜ん
溌よ
職ほの
仇つ
式老
うへ
てる
いて
う勝
ご利務ふん総浩
誠厩の雲諦は︑天唾︿の製庫を︑人智の

ＨＬ−Ｌ功り出し︑その儲吋遥総を骨子

と一︽匿うと︒︑こつし

限りを謡し吃︑一人で五人十人の力を

じいよう今入うぞうも外か．縄︑

心幸もずこｒたし乱つ

として需肋仙溌を値淵底らしむること

ぃ︒豚口する咽れかあっては大憂だ︒

へいこう命そたいへん

にあると恩ふ︒少し訂が暑く造ったわ

此の暑いのに梅琵を兵︒︵八︑一五︶

こめつどめん︑んＩ

砂

金

集
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砂金集
孝女の優等生
守やうと﹃ふ卵つふくちや生かうとうじよがくかうぼん埴んそつ

京都府立幅知山高等女畢校の本年卒
砂ふせいち・フがくけふきうかうと６いうしうがくかう
業生中︑畢業操行共に優秀で︑皐校か
Ｌんほしやうじゆよ③⑯⑲●
ら進歩賞を授典された大槻科子さん
またかうじようろびにんしよいう

ば︑叉孝女として寵はしい美談の所有
し
や①のいたまじめ
者である︒科子さんは至って嵐面目で

しんぜつつうがくとちうがくかう全へさかみち
こと

親切で︑迩皐の途中など︐単校前の坂道
こ士ゐくろまあとおし

︐︑いらいだん署かぞ

で胴って居る車の後抑をした邪など︑

にうが
仁い

いた

な

ゐ

入畢以来何度あるか︑それはとても数
で冬またおき芯こ浄ら
へあげることは出来ない︒又幼い子供

に封しては至ってやさしく︑泣いて居
も
⑳
みなぐきくるゐ
ろ者を見ると慰めてやり︑苦しんで居
たす唯だぞ含み

るものを助け︑鼻緒山切れたものを見
とうそ

ると︑それをたすけてやるといふ等共
丈しゅん︑ぜんかうすぐな

一方畢校の生絃も︑其の操行人格の

ばうがくかうせいぜ壷そさうかうじんかく

の他種為左善行も勘く底い︒

︵美談その十八︶

者

つけたのである︒

い↑脆

病は至ってやさしく︑赤誠をこめて世
わ
俵とよめ遇かいばう
話し︑殆んど夜の目も寝歩に介抱した

其の母親が病中にあった際の着
ぴ特
やにう
いたせ骨きいせ

とくそば上おやびやうちうさいくわん

の至りである︒

病の際だけのものであるのは誠に精勤

ぴやうさい罪ことぜい言ん

るのが極めて懇切丁寧で︑毎日朝仕事
ばん全たろうゆて
をやり︑晩も亦老母の手をわずらはす
しかとうかうかだらはや観ん
ことはない︒然も晋校も必ず早く︑本
ねん替きちこぐはやび合けつくわ
年度も一度の遅刻︑早退妖課さへなく
かいきんしやしやうじよっうぬん
皆勤者として︑賞炊を受け︑五ヶ年
つうわずけつせきちこくはＬおやくわん
通じて僅かの妖席や遅刻も母親の看

含はこん世ってい過い全いに易あきしごと

只二人の家族ですが︑その叉母に仕へ

たｒふた︑かみく正にばＬつ沙

又家庭にあっては︑年老いた養母と

またかていとしおようば

営時に於いては︑中位の成績であった
丑つげふさいいうとうこ
ものが︑卒業の際には優等にまで漕ぎ

ちうゐをいぜ含

みがふいへいかうこうじやうにうがく
磨かれるのと洲並行して向上し︑入肇
仁うじお

記

こと

くナリもちろんしよくもつとこ

は上おや生ろこやういだつく

事もあった︒お薬は勿論食物からお床

は上おやわこ

ぼんらいな

まで︑母親の喜ばれる様至れり謀せり

なか

で︑母親も我が子ながらも︑本来生さ
ぬ仲︑それにこうまでしてくれるか
かんろゐ上ろこゐ
と︑もったいないと感泣して喜んで居

じつかうしもほんにおも

しかがくかうぺんがく

た・賃に孝子の模範とするに足ると思

さ念ぼんたう

ふ︒然も畢校の勉畢もおろそかにせず

くわんびやう

なえ腰ほき矛ら雁けんこう

看病しつ上つとめてゐる様は︑本営

乱うゐかなら全いゐさおず動じ全へ

に涙ぐましい程である︒身鵠の雌唆に

うへゆら渉はつぐみさんほいまいた算で
上の曲良川堤を散歩一して︑今に至る迄

も注意し︑必ず毎朝起きると炊事前に

けんこうぽぢしや

もち

競技はしないが︑︑健康の保持者となつ

今﹄やｂ垂うぎ﹄

けいをく
そためたべつうん亭う
縦綾してゐる︒其の馬か他に別に運動

ゐ

詮たつ弧がくかうよしうみこ仁

て居る︒

叉常に畢校の諜習を怠らないのは勿

ろんがくかうめいさいほうしゆ伶妃つぐわとう

諺くやう涯そたきげふ

論寧校から命ぜられた裁縫手蕊圃書等
きくひん
つとかたわきじつ
の作品も︑せっせと勤めて︑必ず期日

もはん

とく千つゆふぜん

に遅れない様に出し︑其の他の作業に
がくかう・
仁い念じめねつしん
封しても頂面目熱心で︑これも離生の

奪うかんしんことねんせいそつげふ倉ぷん

模範と蔵ることである︒特に卒業前一

お

ず・︽こと

同の感心した事は︑五年生が卒業痢分

て

きいじうらいがくかうし主う

でそはＩ︑して然ちつかず︑綿ての事

が手にもつか砲際︑従来畢校で使川し

3
1
》

砂

集 金

うん︾うがくかうふく一与全う挙っ
た迩動シャツ︑肇校服の不剛とたる物
びんじ野んてかていふく迩姪ほか
品を自分の手で家庭服に縫ひ直し︑甲
ひ八︑はたらざ差雲う会．うせい
斐々をしく働いてゐる様は︑同級生は
もちろんたんに人けうしら含やうたんところ
勿論措仔教師等の溌歎した跡である︒
雌神寺さん雄︑羅く淫腰を知渉︑五

を陸いんぎいわくけやくＬわい

●

だいし︾・うぬんぐわつこのえ．︲︑かつしん少キさ刀涯心に︒わ﹄︽うきいじつ

三︵二七︶さんは診た服十年士月近衛活を一身に引受け︑更に日曜祭日には
ぽへいにい鞄んにいにうえいぜい唾舎さいりようこうゆくえ︑毎めい￥﹂けいし尖ざいてうさつと
歩兵第貢聯隊に入祷し︑成績妓良好で行方不明の義兄の所在調在に努めた︒
かししがん
越んぐわつみ︑ん︾ざうろ争心そごさ＄ぬんいたぜん言産しよてん今よ
下士を志願し︑十三年八月軍抑に染其の後昨年に至って前記の場所に韓居
しん苧フ通ん泡さんぽう観んぷつ③
つ今ゑんやらんしばら
進︑同十丘年にぱ抜かれて参謀本部付し︑月十八回の家賃を支沸ひ︑十三○
えいぐわいきよじうあさくさた肱からようらやうぼんさい殿んせうがく芋フつうがく
となりも普外居住に左つ一﹂湊輩田中町長男と十歳ｇ一男とを小皐校にも迩望
ばらか︑ちかだゆしゆくもつ陸ぐんむ十一いきん
わ素種う今う生うてい
原を 口方に下稲し︑諏粍鐸諮に誇勤孔迂せしめたが︑僅か左俸給のみでは到底
けいひ影妄な﹄一とで含しゆつらようりよ
居ったが︑之より先大正十刈年に拝↑姉その紳費遼姉ふ事が川来歩︑出張族

ようじよ

歳のとき叔母なる現在の和久家に厄介
えん︑じつか

さい

になったのが縁で︑どういふても賞家

かね子︵三七︶の嫁入り先埼玉螺浦和町蕗自分の食詫等を全部之に充てた上︑

禁つたようは③ｅ

さらげつ渉允りうノー︑しんくずえら尖らくナう

②ｅユ﹄う毎的一やうにうじかいぐ人乏うわゎがわらくがていたちかへ全たごのみひに︾︒｜う﹄︑ん

埋誠を乗し︑突然無断で家出して所在の義兄地太郎も良心の苛責に耐へられ
のこかざいし
ぼんい︑や了かつへう寺−んながのまちどっかたち
不明となった︒礎された一家の妻子四す︑木年五月漂然と中野町の賃家に立
めいまったとはうくぜいくわつふ．ゆうはくひも害ぜんひくしんいゅ︑毎ばけ
名け全く途方に暮れ︑生活の窮辿は日戻り︑前非を悔いて一心に表進を脇む
ぜ堂含このじｒやうし
やう
にノー迫って来たが︑此事備を知った様になり︑紫では泰誠も癖絞徳露して

ろじやう︒︽．だとつぜ︑加匠にんいへでしよざい︒￥﹂けい⑧⑧のｂようしんかしゃく﹄﹄

●①●③⑧らくだ凡浄んやけいえい

Ｌ︽めいさきさいた詮けんうらわまち一ひじぷんしよ〃入﹀とうぜんぷご妃ゐうへ

へかへらないので︑養女となったもの

会ったこのはＬかやう

章Ｄロこの備上このこ

たったの凶全く此母が斯様にさせたも
のと思域れろ︒此母にして此子あり︑
しやうらいかていそうろう生むうよう

ある︒感ずべき少女である︒

かん・世うじ袋

特来は家庭にあって一層老母に孝養を
伐欣ともしやうばいてにすよし
卿むと共に︑商賓の手助けをなす由で

●④●

であるが︑これ釜く養母の科子さんに
仁いじあいふかためたうにんがうし
封する慈愛の深い篇で︑営人の孝子と

吉川健次郎は︑木炭問屋を経誉して︑更に六ヶ月間粒ぞ辛苦の末貯蓄した敷
きうたうてぴろえいゆふみところついて雁あいん知うぴんちよ弁ん︒今にそころ海もに
相常手庚く管推して居た虚︑透手を出百園の郵便貯金を引出し︑其の頃重荷
じけ毎しつ駁い崖くにいしゃくぎいぎやうぴや卸どやくくろし一＠あれろや戸︑にい
した事業の失敗から︑莫大の借財を郷と病弱に苦んで居る姉の醤薬代をも
りのこじゃう寺やうふかてらじ浬なら号へ長含しばらじぷん含
わ歩
里に幾して上京︑府下寺島村前崎に支沸ひ︑自分の着るものとては︑僅い
うつかけざ秀呼んかうゐん今んむから
︑ふにゐぎ全いぐわいしゆつぐ入ぷ︒︑ｋう
移り︑川崎銀行員として勤務︑辛くもに普常着一枚︑外出は軍服のみで用
唾いけいきＬゐついぜうわ廻ん
仁やら仁しんざをいじつし
生計を支へて居たが︑遂に昭和二年七を足し︑全く一身を犠牲にして資姉一
︽︑わつ署うざんかうかいこいちいしやくざいとうが今うじト︽めにゐ
月に同銀行を解雇きれ︑以来は借財等家の救助に獣って居るのである︒
わ歩ら
はせいしん
のために煩はされて︑果ては精祁にも鐸の鯉諦か鯨鑓を摩へ蹄いて︑娠葎

人情軍曹の美塞
ぐんそう炊く会う弘も元︾ん三．ゆう

けんり再かうふたＬもとわら・″︑かてい

一軍曹Ｄ苅給の身を以って︑貧窮の
そこ孟やじつまいかめいナく今ん
ドン底に憎む賃姉一家町名を救ひ︑動

とう今．やう今ふか定かの︒言冗らざうへ念ら含↑︽じう

犬嬢曹長は︑術時一介の一軍曹で︑僅一家和楽の家庭に立踊り︑又此間同軍
ゑん更う含ううゐずそうばってきそうちゃう
か五十五六回の俸給キー受けて居るに過曹は抜撫されて曹長にもなった︒との

倫力行して再び元の和楽を家庭にかへ
いぴ胆ん
らせたと云ふ美談がある︒

東京府下中野町字上町三八八○居住

ぎなかつたが︑箇然一家妻子餌名の生世智辛い世に︑犬鑑曹長の美しい行ひ

郡・鰯﹄うぼ八ぷどよむくわ⑳ん廿砿へいそうちゃう⑧④③

にんぜんか去菩いしめいきびきちからよ③①ご可らやううつくおこ江

参謀本部庶務課勤務の歩兵曹長大鐙忠

集 ． 金 砂
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辱●一んらいけうことぐんぶにうきょく

は︑近来稀有の事と軍部営局でもいた

ば施し全と

こいつ仁きふ

との話が擬まった︒之を陣へ聞いた附

ぐ感激し︑表彰することとなったとい

近の人為も叉在郷軍人倉のこの美畢に

号んひとん︑全たきいごうぐんじんくわいぴ含よ

ふ︒誠に感ずべきことといふくし︒

感じて︑手体へを申し出でるものもあ
そうぜいにんさびぜんぷたうゑ
り︑綿勢十三人で︑去る日杢部川柿を
ぞわていれでき︑み弘仁君
経って手入も旧来なかった水田が︑早
なへゐ娘なみうみちゆひとこＬろかん
苗の青波を打って︑道行く人の心を感
ゎく
ゆきゐ
ぴ宍よ
激させて居る︒この美肇がいつしか陸
ぐんにいじん曇こぢもとらようくわいさい苧フ
軍允臣へも聞えて︑地元町曾や在郷

かんゆきへうしやう

三二二○の貸家に︑覗父忠減︵七ご姉

軍人含本部も共に夫を篤行の人舞を厚

松戸町の美談
能らしのきへいれん仁いぽいちうたいとうそつ

習志野騎兵十五聯隊第四中隊二等卒・
●③⑨⑧⑦しがしかつしかぐん垂つとちようめぎくりや象

そふ⑱●

ら・泡

岩崎禰松科は︑東葛飾郡松戸町字栗山
じつか

りのこさくいん

ぐわつにうえいみねつれがんびやうしんけい？フ

江やぴやうぐわをちか涙．ろのうばん今

ばなし

ちかごろも

とうきやう︾ふかかみこ全ごめ

わかむすめかんしん唯推し

みこ・赤み庭

一人の足腰たたぬ年老いた父を養ふ

りめしこしたとしおちＬやし肱

にらがはたらてめにとつぜんいへ

︑三十日に一家の働き手の兄が突然家
でゆく盆くら
出し行方を晦ましてからといふものは

たうぜんぼそてたよくちかり

で含

営然すえが細い手一つに頼らば口を糊

唾たらばだらよめ↑

することが州来たくなった︒

こうじやうかよひよ︽咽んじよいへてつ

虹

すえば働けるだけ働いた︒夜の目も
ばたらあさゆうがに含んじよ
寝歩に働いた︒朝から夕方まで近所の

工場に通ひ︑暇かあれば近所の家へ手

わづか泡ち上
やくにいかせゐいへぬし⑨●●

に

い

体ひに行ったりして︑僅かの金でも父

くれとなく而倒を見てゐる︒

めんにうふ

の薬代にと稼いで居る︒家主の蝶木氏
はじきんじよひとかうゐかんゆき江に
始め近所の人もこの行篤に感激して何

けなゅかうゐちょうくわいＬうし艇ら

やく陸しところ

きうごめぐみ

との健気な行篤は町含有志達にょ

太陽が訪れるであらう︒

って役場の知る虚と蔵り︑救誰の悪を
とうきやうふしんにつちか
う
受けるべく東京府に巾達したから︑近
うへあにＬ
くこのいぢらしのすえの上にも醜かい
はたらつｒ

︸︶Ｌ

並にある︒

との話といふのは︑東京府下上駒込
ながや少だや⑲
川九八の︑コミノ︑した長屋の下駄屋梶

きくれんく翁︑

たいやう診とづ

に働き綾けてゐる若い娘の感心な誌が

ために︑身を粉にして涙ぐましいまで

感心なる孝女

賞すべき美筆である︒

へうしやう

ぐんじんくわいぼんぶともそれん︑とくかうひと八︑あつ

かんてつにもをい

しん︵四己の二人駐鎧して︑昨年十二

く表彰することとなった︒近頃以って
しやうぴきよ

まことかん

月入誉したが︑姉は常に眼病と祁維痛
に悩み病臥して居り︑近頃の農繁期に

はい︑モふとうていて詮わ

み︑さきおちいとはうくめゆく仁い

入っても姐父と二人でも到底手が廻ら
で含か
いひざん
たうゑ
す︑田植さへも出来兼ねると云ふ悲惨

つうらなんぜん

な有様に陥り︑途方に暮れた揚句隊に

凸⑭●①

居ろ祁松君にでも通知して︑何とか善
ごさくとりはか・しんぽいゐこの
農策を取計らうかと心配して居た︒此
けなし全つ警らようざいごうぐんじんくわいひやうぎゐん⑦④の
誰を松戸町在郷軍人倉評議員岩佐岩
ひじやう奪うじゃう浄うぶんくわい
⑭の含
吉氏が聞いて非常に同附し︑同分曾
らやう⑨④⑮の黒うぞく灸やうぎうへぶんくわいはん
擬青木克氏に報告し︑協議の上分含班

とこつ

④の⑦すう込ん全つちうふうばんしんふやゐ

︵七二︶娘すえの親子二人が暮してゐる

雁すめ労やこりくら

が︑松五郎は数年来の中風で半身不随

川方の三鍵一間〃一借りて︑門中松五郎

①のでう上か●③ｅの①

となり床に港いたきり友のだ︑昨年暮

ゐんめいゑんじよかにさうにんところたら上

目九名とその援助方を机談した所︑忽
ち錬諜建妙認が識諦手蛎鱗で昨擁をしく
みくにただいないをいきん
て御剛の篇めに︑隊内に紡働してゐる
晶〆︑念つこうこうい

禰松をして後職の蕊ひなからしめよう
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鋒士義家多本賀加

加賀本多家義士録
本含女子部評議員鏑木乙葉
女史の亡夫のことざも

鏑木勝喜知氏忠ｇ十一霞︶

歌を贈り至誠あ表したり︒

我蒋のかしこみこＬろひろこりて
阿蔑請人に秀て語へと

慶烏支含長有末清重

氏のことども

の頃ｂ時勢に感する虚あり断然漉宗信徒を

氏の定素と厩宗の閥門たりＬが明治六年

脱して祁霊に鯖心するの一念を起し逐に我

我こ坐る誰そ知るらんひ茨すらに
君かさかへか所ろ外簸き

邦固有の祁迩に復蹄し︑固催の尊宗と敬祁

と報本反始の誠を致すべく︑汎ろ公私鳳篭

宗祁の寅統溌揚に志し居常世迩人心の涌養

君の悪そいがてわすれん
つつめともいつしか出ん兵心を

天地の光り韮うけしますら態は

りしが︑降て六慨の孫勘兵術海永年間本多

今そ顕すますらぁの通

祁先満氏は天正年間加賀蝿松任の城主た
安房守政長に事へ︑仙々庖籍に列したり︒

かれてより捧げしもの走今更に

一が旗亭鮫雌に多賀と一騎打恥試みんとせ

曙して之走佐け過なき走期せしめたり︒弼

にして血燕に逸ろた憂臥︑私かに勝喜知に

の亜鎮矢野策卒深く信頼して︑禰一の往々

じ︑叉菩ぞ善くし︑傍ら闘畢か修む︒同志

勝喜知は敢厚にして機略に嵩み剣道に長

りたり︒叔母は後に鏑木家に縁故深き松住

に従ひて極楽往生疑なし︑安心あれとて贈

を取りて左の和歌ル作り︒蓮如上人の御教

で︑詫磨の絢か満き南雌阿煽陀伽の頭文字

に武士に信心の念乏Ｌと嘆き居る走思ひ出

朝夕詞諭して精神牟養ひ︐而して叔母が常

おふみさまを差入れたり︒勝喜知大に喜び

寺に嫁す︑勝喜知入監中の身か勢リ︑傍訓

勝喜知に一人の武力叔母あり︒野町往還

競も長き極みなりと思料し︑速かに之か改

子のもの更に意に介せざるは紳霊に封して

試務所の破損槻ろに忍びざるものあるも氏

治二十九年紳献の就殿及之に附燭せる屋舎

途に現今の石鳥居老建設せり︑工竣句や明

蕊れぱ︑明治廿七年の交我白紳祇従来より

虚士り︑然り而して氏が敬澗志念の例識な

以て今日に至れろば︑世人の夙に知悉する

と聯繋か保ちて︑或は講演に指導に霊律し

丈久二年勝喜知家督牟襲ひ︑中小将組にて

何思ひけん武士の道

し走諌坊︑叉岡野の嵩返り計とならんとせ

町本誓寺に墓辛建て︑此の歌と雷を埋薩し

本多家に勤仕せり︒

家老席執雑役か動小︑匪藩澄蝶後も引傾き

し間一髪飛込んで岡野に斬込み禰一を危き

て誹世の和歌か刻じて冥耐を斬り犬りとい

衆多に推されて︑同駐の氏子網代に畢げら

築及其他の修繕に心走奇する︑折しも氏は

起となりて同志の士か語ひ︑巨財を投じて

して壊倒の運命走来すぺきた憂慮し︑自装

か腐汚し去り永績の力ば到底姫年を出くず

の建訟卜か塁ろ木造の鳥居は何時の頃より

に教ひ︑叉常に同志間の意見の協調に誰．﹂

南︑何事も外一卜もの韮ぱ思わすに

ふ︒

居たろ等︑人知らぬ苦心努力の跡走認む︒
勝喜知主家奄思ふの念深く︑監倉に在り
ても忘ろろ隙なき飴り︑幼主資松へ左の和

録士義家多本賀加
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無◎昔しより今に惇わる法の遺

言か博へしに︑勝喜知より左の一首悲附り

きことしてけりと悔めども及ばず︑鶴口詫

くも梯子韮惇ひ降りしが︑今更にはしれな

・へからざるか力説し︑時に或は氏子中各戸

か求め︑刷殿の頚破は敬祁上一Ｈも忽にす

れたる起機となし︑氏子一同のものＬ塞集

た衣ひれすらに頼む弼陀悌
悌心九得ろぞ算と吾

の麗はしき挿話あり︑乙葉金津師範堅校在

注にも矢野︑菅野の恩醤捌係と同調異曲

市内中央部の祁祇として些の迩色なき程限

して之が落成か告ぐろに至り︑今や我庚島

進捗走剛リたるが侭釣︑漸く一年五ヶ月に

日自ら出場して工夫あ督励し以て︑工事の

すに至りＬが︑其工半に着手中の如きも毎

んど潅食か忘れて之が改築修繕の工事ル起

心訪問して唯分の寄附韮仰ぎ︑東南西走殆

・深草のもとに細々鳴く識を

宋り穴り︒

阿︑有難や罪劫ふかき人々を
よきに導く弼陀の願力

職中︑職へ子の中に高崎某なるものあり︑

至らしめたろば︑責に氏が精働努力の賜に

弼︑御教へにすこしもちがひ申さ弧ぱ

乙難其の潟人を愛し僻に薫陶に意鵡川ゐ︑

露かきわけて尋れ袷ふか

某女亦師を蕊ひしが︐或日其の母乙葉牟訪

に至るも尚氏韮推して氏子網代に翠げ以て

よらすんぱあらず︑故か以て氏子のもの今

極楽往生疑ぞな音

づれ︑ｎ分夙に挨拶に来るぺき走知りなが

心済めて轍に唱へよ

伽︑伽恩を報せんとての念併は

消へゆく身なりか胆て頼めょ

・陀︐只今も無常の風が吹くならば

自裁の日勝喜知拭控所に在りえ凧番の至

ら︑延引今岡に及ぺろは事慌ありての事な

ノ

る態待つ︑艇て案内あるや側に往き︑然る

清水藤四郎と答へしかぱ︑豚喜知即座に左

己丸介鉄する人走顧み︑其の名牟間ひしに

る所なし︒

も何と挨拶すぺき術起知らず︑されど州共
に武士として公憧の徐に出でしものにて︑
又我等の川には何の怨讐もなければ︑互に
介せぬこそ然るぺけれとて打解けて語り合
ひ︐爾楽交帖誌深く常時相性朱し︑叉其の
女←乙葉い後撰に依り︑束班に出でて高等
教育か受け一流の教育者となり交誼今に減

Ｌげき梢峠まとふ蔦の葉

法溌︑善行院羅氏忠居士
僻世︑ちりてこそあかき心も顕はろれ

一月一日私期して伊鍔大廟に参拝する心以
て向己の行事となし明治廿九年より︑昭和
の今日に至るまで其年七十有除の高齢なる
にも拘ばらす一歳として之を峡きたる串な
Ｌ礎に肺に見る牧神熔厚の人たり大正十二
症時の紳宙紳部瑞反蛎島勝七氏翁心評して
日く﹃吐くの如き敬紳の人ぼ紳官参↓拝省多
き巾にも至て稀なり﹄と覚虻ろか戴今や我
螺内艇しと雌布くも刑威の興隆に志し風教
刷新〆︾意韮致し旧遺人心の啓溌に貢献する
の人果 て幾人かある特し夫れ暇１に之あ
りとするも其奮践の程度奈何に於ては恐ら
く氏の右に出づろもの蓋し・絶無なりと言ふ
も放て誕言にあらざる避信す︒

氏は赤夙に祁庶崇敬の念極めて厚く毎年

其徳を稲揚せざるものなし︒

後従容導かれて高裁場雁臨み・座に直りて

り︑事怖とは他に非ず︑故本多従五位暗殺
者の一味をⅢ指され放る岡野悌五郎は︑礎
は自分の弟にて先生に取りては 主君の仇
敵附係となる次蛎なれば︑自然鰐路したる
なり云々︑乙葉之韮聞き︑さらば吾夫こそ
商推弟君に匁走加へたる者なれば︑災Ｌ﹂て

の一首か奥へたり︒人興の沈着なろ態度に
骸ざしといふ︒

浦げき水の瀬にや流れん

年々に蕊へ柴ふろ藤の枝の
之より前或日の事︑勝専知の素乙葉は︑

本多蝿一母堂と共に監倉に近き商家の屋上
に登り．監倉悲見鰍したろに心固らずも良

人等より見返へされて身の置所走失ひｂ危
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︵その一︶

です︒そして良妻になるといふこと
い虹遮こやうつか

は︑犬猫の様に使はれるのでは注ぐ︑

こと

生だことし

おっとひめひしやくわいこうじやう
夫を引き上げ︑引いて耐曾避向上さす

事であって︑又さうする事により︑目
ぜんふじんちゐたか
然婦人の地位も高まるのです︒ととろ
らかごろじよせいなかにんない

が︑近頃の女性の中には︑男性にさう

いじゆうゆろじよせい

らからふじんこん隆んをいくわつや︒︒

しぎかいぜふ

じこ

が︑力ある婦人になる根本は︑生活様

式の改善にあって︑もつとＩＩ︑自己の

あた詮こしらゆ

修養時間を産み出し︑直の生きた人間

しうようじかんうにしんいにんけん

ぜいくわつやうし号たんじゆ々くわ

ルァしての頭を鋪へて行くことにありま

わたくしじつきいちよくめんつよかん

すから︑もつと生活様式を軍統化した

ずるのです︒

いと私は賞隙に直面して弧くノ︑感

無駄の多い生活

千本木道子

註いにばんじんＵにお陸

すべてに於て︑日本人は無駄の多い
こ
とたかん雲つにじ
索を絶えず感じさせられます︒全く時

かんけいざいろう卵よくそになになにまでＵ

ち全砥くわ孔しん

間︑経済︑努力其の他何から何迄︑無

だい

駄と云ふものに除りに無駒心なのがも

てぢかかていかいざう

云ふ自由が許される左ら︑女性だって

壷ん

り尖うきい

女流名家随感随想

頁妻になると云ふ事

帆足みゆき
ころかていひ会こゐかゆん

この頃は家庭に引込んで居ます加減
しうゐじぷんかていふぴてんめ

か︑周幽や自分の家庭の不備な黙が眼

と云ふ風に解鐸して︑男性と同じ行動

はかこくみんたん

んが︑岡家的に考へると︑此経済観念

こぐかて含かんがこのけいきいくわん通ん

ば︑さう大した班でないかも知れませ

たいことし

ざん過んいだかた

について︑一番との手近左家庭の改造

ったいなく︑残念で致し方があり鳶せ
こじんこじんそんしついことい
ん︒個人佃人の損失と云ふ事から云へ

ひとゑこと江炉か

にいおこもん鹿いせいくわつやう

それから第二に起る問題は︑生活様

しい次第です︒

しにい

い・等．かいしやくにんぜい牢だかう善う

を置剥に考へ左ければならぬと思って

をとうろとする人もあるのは誠に歎は

にいふうふくわんけいかいざう遅い

しんけんかんがおも

ゐます︒第一は夫姉開係の改造で︑性
てき梶んしじゆうふじんくわらよう

的には男子は自曲であり︑婦人に過重

腰うとくえうきうば一ふせいて登ふじんみ

しきかいぜんそなかいふくじうたくかい

のない馬鹿な鯛民があるかしらと︑嘆

かたらひつ

たしことで含

圭ら

侯やうとう

息せすにはゐられない位です︒叉共同

そくくらゐ全たきやう苧フ

善をはからねばならないと恩ひます︒

さ

ぜんおも

式の改善で︑其の中でも衣服住宅の改

尼うとくＬわん︒︑んひくにん通いひあ

てクョノーする事はなく︑寧ろ婦人は

むしふじん

し
んろうひことずゐ慈ん
心のないために浪費してゐる事も随分

こと

あるのではないかと思ひます︒共同し

の道徳を要求し︑法制的には婦人は見
下げられてゐる形でありますが︑沢し

せんから︑他に弧ひる事は出来ません

尤も人の趣味は尊敬しなければ底りま

ざむいふうかんが

もつとぴとしゆうみそ々けい

のが義務であると云ふ風に老へたいの

道徳観念の低い男性を引き上げてやる

想随感随家名流女
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ゆじぷんききい

はみひ海区

し

て行くには︑自分を犠牲にしなければ

ならない場合も多いか明知れません
こぐかはんえいじぷん企みおよ

かんがけつとうがん

が︑罰家の繁築はやがて自分の身に及

ぷことを老へますと︑〃決して等閑には

で含涯僅に淫んじん
と云ふ気がします︒

い含

出来ません︒術も一つ日本人はクリー
いことむとんちゃく
ネスと云ふ事に無頓着なのではないか

た生きうる寺とここことちうがくせい

ふ

みくるふくさう

例へぱ道路や︑男の子殊に巾畢生な
かんがあに誰

どによく見る︑あの見苦しい服装など
み仁ぴ

を見る度に︑かうした老へが頭をもち
いううつ生をけつ
い

せい

てお澗落をせよと云ふのではなく︑浦

しやれ

あげて憂欝になります︒と申して決し

潔に凡帳血にすると云ふ莱持をもつと

けつ告ちようめんいぎもう
そんらよう

尊亜していた蝉きたいのです︒

鼻汁たらす子供

野見山不二子
しさふきてういろ﹄︑︑が〃さう

久し振りに蹄戦して︑色餐の感想を
はなゐ
老

子供を見る度に︑あ比日本の文化は︑未

もって居りますが︑鼻をたらして居る
二やもみたぴ
に樫ん謡んくわい＄

ぽ替ひく影も

だとれ提に低いのかと恩はれて︑それ
ばんかなは上診や
が一番悲しくなります︒そして母親に

くわがくて毎にい︾﹂こ︾︑も妙ういく

もつと科畢的を態度で子供を教育・して

しんりてぎけいこう合いぜん

蕊では︑江旗になれ︐ぱ既に将来の大燈

おもざいきんし把り
いた画きたいと恩ひます︒最近の心理
がくさい今でしやうちい艇いノｂ︑

唯込けういくいりかい

の心理的傾向が決まるので︑それ以前

母がよく教育と云ふものを理解し︑
にに聖
しにうい

正しく指導せねばならぬと云はれま
そこおう今へいにうがく全へこ雪もい
す︒其庭で欧米には入畢前の子供を如

何に教育するかと云ふ知識と技能を主

かけういくいちしききのうしゆ

七分鴇とパン食普及

高鍋千代子

し上くもつけん含うゐくかんけい
食物研究にたづさはって居る閑係

じゃうにらやめた全はな

にぼんこぐみんぜん都むずなぶ

上︑日夜頭を離れないものが二つあり

たやうくわんぜん書

ます︒一つは日本幽民が全部無砂七分
つ
きはん蕊ん

柵︵ヴィタミンＢが牛分ついへる︶き
を食べる傑にするため︑その完全な機

ふ客づがくかうは上ことも

姉に授ける翠校があって︑母と子が共

械を早く礎明したいといふとと︑︒ハン

に隆んそしきで唇詮で

かよじつらけういくうゐくらゐ

おも

むしやぶつくわん

成したいと思ふのです︒

迎いおも

心して食べられる無砂の七分褐きを完

しくた

下痢を起す位ですから︑早く誰にも炎

ナりおこくらゐばやたれめん

隙で︑鵬の弱い人は却って脇を壊して

分拙き洋一食べますが︑これは非常に危
けんちようよわひとかへちようこは

︑御自分の賠質を職みず︑玄米や三
ぶてつ
にひじやう含

ごじぶんにいしつかへりげん全い

めごかい

食の杵及で︑家庭の主婦は是非平生か
じ︾う幸へんたうし姿く
ら児童のお瀞鮒をパンにして︑パン食
しうくわんやう
の習慣をつける様にしていた陣きたい
毒もことぜんしやつＢゞか
と恩ひます︒殊に前者に就いてば︑近
ごろぱいが金一い哲んぜんたし﹃？フとたん
噸旺芽米が宣仰される篇め︑素人は伽
でも芽さへあればよいやうに誤解し

しょくふぎうかていしゆふぜひへいぜい

かいはやばつめい

に通って貸地の教育を受けて居る位で
奇

てそとでは近眼やかましく云はれて届

らかごみいゐ

す︒日本でこの組織が出来ない迄も︑
てし会一かんもうなつやすりょう
或る一定期間を設け︵夏休みを利川し
こうしうくわいひらば上おや
てもよいでせう︶誰御愈を附き︑母親
あに全こしら
動も
の頭を祐へたらよいと忠ひます︒そし

ぜいじんけういく．じ誉うにうがく全へけういく

る成人敬育と︑児童の入躍前の教育が
こ
よ筆こなしんぷん
一緒に行はれるのです︒それから新聞

さっしふじんおよび望Ｌいくわんきじ諺医

い全じつさいて雪あま

雑誌で姉人及家庭に脱する記覗を多く
の
たいへんよるこ
載せるやうになったのは︑大鍵に害ば
こと

しい事ですがが今の資際的な除りにく
つうをくてきげんにいくわがく
だけた通俗的なものよりも︑現代科畢
て含しきうもとづ

的思想に基いたものを︑もつとのせて
いた壁きたいものと胆ひます○

I
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汝
の

母

英吉利の士官は︑此射殺した敵と︑其の老

と０且は早く亡くなつれ自分の母の事とか老

私の殺し士敵士官には︑あなたといふ母親が

親があるのか見て︑羨ましく思ふのですが︑

私ば︑子供の昨に低走喪ひ︑今でも人に母

感に打たれれのでず︒

へれ︒さうして途にその姓名走辿って︑彼が

母とか恩ひ綱け末︒それと共に脚分の身の上

母へ手祇を透つれ︒その文は次のやうであ

汝の母
最近の枇界大磯で︑英吉利の一飛行士官

あり︑死ぬまで其の亮混恥抱いて居られたの

が︑凋逸の飛行溌を射落した時の事である︒

ん︒殺した私の手紙か御覧雁なっては︑口惜

か見ては︑自分はじっとしては居られませ

﹁自分に英吉利の飛行士官ですョ何月何日私

ずつＯ

に︑それに乗組んで居る敵の士官の事起思っ

の人の母御に封して︑恰も自分の母に封する

しく←お感じになりませうが︑私としてば彼

彼は敵の飛行機が地匡落ちるのを見ると共

その敵兵は︑死ぬまで母御の篤興を大切にポ

ません・

やうな親しい感じを︑悲しみの中にも禁じ得

ば敵衣ろ凋逸の一飛行機心射蒸しまし求が︑

ッヶット唾蔵してゐまし菰︒それ妬壷見し求

て藩陸し主︒敵の飛行機は翼が折れて︑散々
に破細︑乗組士官は地に横祇はって︑呼吸は

ので︑その母御士ろあなたに︑此手紙を差出

て︑敵の迩壕の前ではあるが︑其の跡恥追う

既雁絶えて居れ︒敵ながら︑今迄空中に飛湖

します・

る︒今職死した士官は︐空中で職ふ間にも︑

であって︑それにば﹁汝い母﹂と書いてあ

らうと探り出して見ると︑それは一葉の篤腫

りにざほろと其虚に堅い物があつ士︒何であ

慨を片附けてやらうょ︑胸のボッケットの過

るのであつ衣︑併し敵前である︒．早く其の死

ふと︑物の哀が感・せられて︑墨えず涙ぐまれ

菰でせう︒此不幸か防ぐ潟に︐私吹敵機奄射

を受けｔ︑幾人かの兵は︑その鳶に命走失つ

踊られたなら︑その結果︑味方は反封に攻撃

が︑味方の陣地を空中から偵察して．無事に

の義務でした︒敵士官邸ぢあな求心抑子息

す︒唯職零といふ殊忍な仕事に於て︑此は私

犬ろあなたの悲しみ走察しない筈もないので

の人か憎んだのでもなければ︑その人の母御

私はあな菰の御子息走殺しました︒併しそ

り︑筆恋執る手は煙へて居ります︒

もうこれ以上には醤けまぜん︑涙で眼は曇

が︑一緒になって課くのだと思って下さい︒

森く此の手紙は︑彼の人←私との二人の魂

な恩のあるのた察して下さるでせう︒今私の

の亡く芯つ菰代りに私にｊ︐人の雌か得たやう

人走赦して下さるでせう︒而して叉︑彼の人

衣あなたの御子息も︑此非を思って︑私の殺

な悪魔のしれ事です︑あなたも︑叉亡くなつ

私が彼の人か殺し北のは︑戦争と云ふ残巡

して︑閏の雨に努力してゐた人であつ犬と恩

常にボソヶットに︑其の母の寓艮を燕してゐ

落しましたが︑その乗組士官の身盤には敬意

に乗って︑筒一戦したが︑幸にも武運弧く︑

の母御士るあな永の寓風を登見して︑無最の

か表し︑其韮片附けようとする時匹︑其め人

人の尾走喪つ士婦人が︑これ韮讃んだ時の心

手審経て︑稲逢剛内の宛名の人に屈いた︒一

此手紙は︑英吉利軍の本管から︑中立閏の

づその死盤を味方の迩壕に斎し︑再び飛行機

柾のであった︒士官は一層の哀に堪へす魁先

安奈に味方の戦線の後に蹄つたのであつれ︒

汝i

i・《の
母
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や７︒︑

私ば三人の男子があり︑職死したのはその

末子ですが︑兄二人︑もやばり職線に出て居

として何竿の怨みも︐仇もあろ課はない堺は

て

のも︑殺されるのも︑共に各の函の鳶でも人

お互に明白の事でぜう・其の怨←ない者が︑

の後︑長い手紙走審いて︑彼の英吉利士官へ

互に殺きうとするのは︑畢寛は戦争の焼なの

持ば︑どんなであったであらう︒婦人は数日
送った︒その大意伐左のやうであった︒

ぬ︒併し稲は末子の

何時弟と同じ運命雁なるかも計られませ

﹁御手
手紙
紙の
の着
着く
く前前
候候
︑︑作の職死は知ってゐま

したが︑其の戦死の

芯汰は死んだ枠と︑

︑７ｃ其の時にぱ︑あ

思って迎へろでせ

の兄もあな求を弟と

いと思ひます︒二人

家に一度来て戴きた

私はあ北たに！︲私の

に蹄乃事があれば︑

そして兄二人も無事

済み︑平和の時が来︑

か得ました︒戦争が

たと云ふ新らしい子

戦死した鰯に︑あな

︵中催女子部幹事よりの書信︶︵そのロ

てしまひました︒只今船は墓湾海

う北斗皆でよ男こんでおります

海上にて中峰蔑江

もおか．げ様で夜もか放り眠れ此分ではどうやら目的地まで参れそ

私共一行の中少々弱ったものが一人あるぎりあとは賊に元気で私

峡にか上ろ庭ださうで御座いますが︑しあはぜに海波おだやかに

其後は忠ひながら御無沙汰を

相手穴ろあなれの術
の私の思は︑御察し

深い御手紙か見た時
下さい︐通常江らぱ
あな旗か作の仇敵と
いふ所ですが︑御述
懐に接してばその仇
敵が︑却て伴い蘇生
となって︑此錘に手
紙心寄せてくれたや
句に思へます︒あな
たが︑作の懐にあつ

れ寓風に濁して︑亡

ん︒唯仇敵といふぺ斗﹄あなたが︑私を冊の如

ですが︲︑これに就ては︑私は何も申しまぜ

て最後に一汝の畦﹂と彼の潟艮に書いてある

の側の早く来らんこと走祁に折ります︒そし

秘の家庭にいつまでも滞在して薮きた喝其

として︑弟として

うに︑あなたの御手紙ば︑私にとっては︑戦

く思ひ︑私も亦︑あなたが死んだ枠哩身代り

あなれと二人分の子

死した作の手紙としか思ばれません︒︲あなた

通りに書いてあった︒

斗母御に剥すろ心持

は︐枠を殺し北と云はれ︑叉︑事変その遡り

のやうに思へるのは︑何たる不思離な率でせ

がすると云ばれるや

に漣ひない事は︑勿論知って居ますがｂ殺す

水戸黄門
︵その二︶

井手蕉雨作

い全とくがばけにいしやうぐん芋うじげんわえんぷい全こ▲

紋太夫さればでござる︒今徳川家は五代の将軍︑住時︑元和の個武より︑今鼓
ゆんあくねんおよたちさやゆふふくろをさ全よたいへいねんとくが咳

ドーラマ劇

ラヂオ史

陸
光閏む︒
し

ごれんしあ全つきてんか尋今いしゃうぐんわ大

みといへごえいくわみづあ・わこと

ろに御館に於かせられては︑毛頭左講の銅了簡これあるべしとも存じませ
ねど︑閏ケーにも右儲の︑ふしぎの思し立ちありとせば︑今太平の肌の中
た心土せんらんち診たへんゆんみんとたんくるうとうしょうしんくんどけつみやく
も︑忽ち戦剣の巷と愛じ︑菖民塗炭の苦しみを受け︑東照榊君の御血脈た
る︑水戸のお家の御築華もさながらに水の泡︑それのみ左らずその事ょ
てんかみに江いへごそうけ念でいしづえにいじ
り︑やがて天下の蹴れと成らぱ︑お家のみかは御宗家迄礎ゆらぐ大事の
住めひおもこ上ろこ上ろいへばんぽいふえ今迫がおそおん壷・かたお
場合と恩へば心も心ならす︑お家の寓代不易を願へば︑恐れながら御館御

まん︾ら毎にいい全たいへいよなか

わやかたおもうとうさやうごりょうけんみん

らる上御身瞳以て︑以ての外の御不了簡︑即ち将軍家を始め奉り︑老中
いたりｆ１にクっやそぎどくしんうけた念はせつしやお︾﹄ろぐしんもつおし
の方々にも日夜其の儀に御苦心と承って拙者の驚き︑愚臣を以て押はか

おんみもつも瞳かご曇勾りょうけん十なはしやうぐんけはじたて全つろうちう

Ｐ紋太夫峠擁の継庭はいざ知らず︑御連枝といひ剰へ︑天下り制将軍に渡らせ
岡ｊ

町人にて︑単間分別ある者を︑ひそかに五幾八道に娠篭龍られ︑何事をか
黄罪んしらこ
こ︑
と此住
も漏きれこ
と水
害戸の
御の
調べ
事く
幕ふ
府に
聞み
え︑
殿こそむほんの御野心︒

戸故か館には︑知りに京都に縦を通じ︑或は外幽の遺臣を扶持し︑御慨内の
ちやうにんがくもんふん季へつもの含にうはけんなにごと

ゆゑやかたしき含やうとくわんつうあるひぐわんこぐゐしん︑ふぢ一﹂れう江い

のながれ那垂く︑蒋軍家の御礎いょ／︑Ⅲく︑臨民鼓腹の折なるに︑何

いやながしやうぐんけお〆いし争え

水に元除九年に及び太刀は軸︑弓は袋に論ろ浄代︑駄秤垂郡に誠十年︑徳馴
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曹員の髪

趣旨といふことばかりでたく︑新しい道徳

旋没の虚さうである︒それから私は本含の

方にはいざ知らずｂ吾奄の様な若者達には

上．仁偏して居る様な気がきれて来る︒老人

と何と云ふことな１−に直翻的に﹁古い﹂こ

ふ様な本含の要領が掲げてある︒之咋見ろ

弘道誌の開巻︑雰頭に先づ忠孝云々とい

○

私の修養の一の資料と致して居ります︒︵見

器開巻全部を誠んで居ります︒そして之は

は︑何となく手にするにも気持がょ︑人︑毎

いと恩ひます︒近頃紙質が良くなつれこと

の椎めて短い文章を蒐めて掲載して戴き衣

れども私の希望としてば多くの諸先生方

れて居りますが︑勿論それも結椎です︒け

弘道には毎城前段に長篇の論文が掲載さ

霧

り

わんいのらだて全つ全をごそうけぽうこうらうざ

お瞳わらひいんばうみつぐにはう・ザ兇ぜつとう

一人︑︑御命をす上め奉るも︑申さば御宗家への奉公︑忠義のためには
がたおも客にごろうらうひみつは方せつしやもぐるみふちう
かへ難しと︑恩ひ定めて御老中と︑秘密に計りし拙考の目論見︑ょも不忠
た堂このうへおれが奇みおて一︲一しやうがいいへめんにい
量を
とは申されまい︒只此上の御噸ひは︑君御手づからの御生害︒お家の安泰
唾かた全このうへごふん今へつ吐睦か︑●●苫かいしやくうけに全は
と計らせ給ふが此上もなき御分別︑陣りながら紋太夫︑御介錯を承り⁝
●Ｄ●︒︒●︒︒︒ｃｏｏ︒︒︒Ｏ

じゃくぬんこみ含りょうぶしぞん

光閏むはＬＮＬＬ︒︵大笑︶あざとしともあざとを陰謀︑光囲抱腹絶倒いた
⑧ｅの

ばつてぎとうようにひふんぺつげんごに︑︒︑

す︒コリャ紋太夫︑そちは若年の頃よりして︑一と器量ある武士と存じ︑

これまで抜擢登用せしが︑おもふには似ぬ無分別︑言語には絶えたるたわ

け者︑大義を忘れ名分を排へす︑人の臣として殺虐の企てに典するとはい

︑ものにいざ・わずめいぶんわ今牟ひとしんさつきやくくは仁くみ

水ふちうもの
はうやうたき不忠群めがッ︒

ぎめいぷんみんひつししよそん全を
戸︑光閏雌せにはござりますれど︑大義に
名い分
を存ずればこそ必至の所存と申した
ぶなよ茅をことばさいぜんそらことば階蔀

な︒たわけめがッ︒そりゃ皆予が申す詞じやわｃ最前汝の詞のうちに︑頻

含やうとくわんつうぐわいこぐゐしんとやうかたみしよこくばつ

恩ふ︒︵今井塚勇一︶

に就ての研究や評論をも掲げて裁きたいと

○︑

妾は一瀬旭亭氏の千人針か毎縦楽しみに

して讃んで居りＪ一︽す︒あれば妾達婦人の譲

シタもの走今後より多く載せて頂き衣いも

物とし誠に結構な←のだと思ひます︒アァ

のだと希望して居ります︒婦人の立場から

Ｑ婦人︶

○・

弘道ば従来締紳方面の運動に従事する開

係上︑物質偏亜の弊か矯ふぺく努力して来

黄りに京都に疑を通じ︑外削の遺瞳をふちし︑城下の民を諸図へ派すると︑

不思議の事に申しをへたな︒外幽の這挫とは舜水先生の事であらうが︑先

ふしぎこと全をぐわいこぐゐしん⑦●ぜんせいことせん

拒やうである︒然し現亦の生沃にあっては

よのがちうざしこいふぢこうぐうひとみち念はんがく

とをしたひ︑世を這れし忠義の士︑之を扶持厚過するは人の道︑特た藩皐
こうじやうそた王たちやうにんし上こぐはに既んこぐぢういたとこ髪．Ｌに︐Ｊ１にん
向上の其の篇めじゃ︑叉町人を諸園に派せしは︑日本幽中至る所国々の人
傭を察し︑地理を探り︑恥有る時に備ふる篇め︑光園一人の私事と恩ひ

とやうきつちりざぐことわとぎそなたみつくにりわたくしごとおも

をことお光含やうとおんことみつぐにひとう全含かめ炭よあ

と風おやごゐとくちかそ身ぎみと．うしやうし八く人つち上うへよりふきこうおん

居るかッ︒殊に恐れは京都の御馴︑光鯛人と生れ来て斯く安のんに世に存

も出来ないと忠ふ︒故Ｆ物質の結び付いれ

精紳生活の主張であってほしい︒︵○○生︺

私も一言申述ぺさせて頂かう︒

賜︑まった︑不肖の身を以て従三位椎中納言の高位高官を舜せしは︐長

とは大賛成です︒︲併しと必苛れぱ主義主張

︵ご雑誌がやさしくなり︑大衆的となるこ

てんはんじやうおゑぎみおおと坐しちつＬみぎり

位山のぼるもくるし老の身は

くらゐやま動いみ

がにぶり︑諏恭に迎合的になること︑叉は

くも一天菖乗の大謂の御めぐみじゃ︑されば一昨年致仕の殉り

るは︑遠つ租の御遺徳︑近くは岨父消東照祁君︑次いでは父上頼房公の御
仁津ものふせうみもつじいゐごんらうな③ごん沙うゐかうくわんはいかしこ

只物質走一概に軽税し去ることはごうして

門常みんて
ぅゐしんこぐか侭ろしんてぅはしの●●④︑
生は明朝の遺臣︑固家亡びて清朝のアワを食むに忍びずと︑伯夷叔脅のあ

３

９

○

家庭雑誌であり︑更に婦人雑誌趣味雑誌で

け胆ぱならない︒一つの雑誌で研究雑誌Ｔ

深みのない重みのないものになることは避

と一首のうたに心をこめしを︑そちも存知の筈ではないかッ︒汝が宗家に

あることは到底望めません︒是か京んで編

き冬ず

心を寄せ︑光聞を害せんと企てしと︑大義名分と心得しは︑一逓知りて未
ぐまいしんくんきいゐたいしゃうぐ入てんかたいへいばか
だ其の二を知らざる愚昧︒榊君征夷大将軍として︑天下の太平を計りし

輯したならとて︑も鍵な雑誌となってしまひ

もとの里ぞ住みよかりける
しゆこふ上
ろぞんぢは領そらそうけ

は︑元より御武徳宏大ながら︑とれ以て︑大君のみいづを頭にいただけば

そ

し

もと一﹄夢とく上わうにい拾つ洗ぽぎみめ七掌

にうみとけ全を診よそうけ一胆いしやうぐんしょくぶゐかいたい

み瓶︽忌心うとごしよおもみつぐにぶ

ひき

もとわすずえはし侭いきうけいじう

とか︑名士大家の金玉の文字なぎは︑幾度

文︑抜奉でない記事です︒勿論古今の名言

られたものに最も多い︒即ち輔載でない論

かな残す文章はこの雑誌の厨に態を筆九と

︵二︺私蓮が本誌か迩諏して︑︑先づ頭恢何物

くなりばしないでせうか︒

から見て識抜けないといふ不平が︑最凸少

したならば︑上から見てあ牙﹄たりない︑下

迩文章走のせて頂きれいと思ひます︒さう

義主張燕か上げて︑一々頭にピンとくる様

或る階級を座切り︑これル目岱に堂々と主

階級などを大磯調査して︑その中堅となる

緊切な問題があります︒我は︑諸者の種類

張もはっきりと表ばすことを得ないといふ

す︒而もこの目標がなければ︑我が主義主

らよいかば︑甚だむづかＬい問題でありま

て居りますから︑この同標即どこに定めた

あり︑修養雑誌であり︑興味雑誌であり︑

とそぢや︒堂水戸家は申すに及ばず︑宗家五代の僻軍職の武威を海内に

ます︒我が弘道の諸君は極めて贋般に渡っ

ごＬろよみつくにがいくぱにたいざめいぷんこ上ろえしいま

か野やかすも︑昔これ京都御所さ表のおんかげとは恩ひをらぬか︒光悶武

しんいんし含やうとたふとたてまつもとそのところみつぐにこ２

●おそれい

夫恐入ったかシ◎

光閏謡ぞ︑症謡じや！

の泣藍聞える︒

なき置ゑ会．こ

紋太夫むょシＱ：：：：恐入り奉ると︑紋太夫道理に服す︒此時次の宝にて女

封それいたてまつｅ②●庭うりふくこのとぎつぎへやぞんな

にかば減すべき︑人は死しても心は死せぬ︑永久の命は心一つぢや︑紋太

：公の墳墓を建てへ此遺熱を後世に陣へ︑忠義をす上めし赤心は︑いつの世
めつひとしこ登るしとはいのらこＬろ︑②

こう︑恥人ぽたそのゐれつこうぜいつにちうぎ全ご入るよ

が剛鵠を保誰し奉り︑御歴代の山陵を修めまゐらせ︑叉南朝の忠臣大柿

こぐ仁い旦をたてもろどれ今庭いざんｈ一・うおさ︒↑全たたんてうちうしんにいなん

て閥
ん家
かの
こ御
ぐ篇
かめ
診に
ん︑
に犬
に日
いに
光閏涯野蝿隷の彫なれども︑天下
本ほ
史ん
をし
編へ
修ん
なし
しう
︑わ
我

門紋太夫サ︑それは︒

誤りし︑汝の愚論︑かくても大義名分を存じたと申し張るかツア︒

萱ためらふと
やぐ
︒ろ
そん
れ仁
にいはぎ引
心と
やあ
土ら
なん
んじ
あか
いへ
ぶ︑
人本
みを
ん 忘諏末砿奔り︑大小軽重を

●①③①

臣の連枝として︑京都を尊み張ること︑元よりして其所じゃ︒光囲が皇
しつあがたふとしうけばんにいいしづえそはうこ上ろ
窪を
めや
薫む
はと
︑や
がい
て宗
葛代
礎と
其ん
の方
はこ
心が
かぬ
︒も
水しうけて
う崇骨
う
た
た家て
全りっ
ふ︑し
蓋
たつと
きかみ
つし
又たとへ宗家たりとも︑一朝京都に封し奉り︑不臣の行ひある時は︑光
くにしん●●みか函﹄生もたてまつそうけがいしうしよくたら
閏一身をにえにして御門キー守り奉り︑宗家といへども鎧袖一鯛立どころ
戸うちほろぽ
骨みちう骨んね誉たて全っ十だはたいざおやあっ含んけんなに
に打亡し︑君に忠勤を抽んで奉る漣これ即ち大義親を減すの金言︑何が

０
４

■

●●●たいしつ●①なみだいり奇だ

含ふき全をつとふち・フく区

と︑これにて紋太夫の内室君江涙ながら入来り︑

見ても讃飽かず︑粥に教へらろ上所が多い

これも少しばです︒私は態々筆を︐こられた

ものですから︑少しはあった方がよい︒が

に尖うぽ

れ︑中吉物語なぎは常に泣かさる坐ものに

就きて詞ばんに︑砂金集や中江藤樹雲の別

て出ろものならむか︑先づ雑誌弘道一讃帳

答ふろ所を知らず︑只々感涙なろもの溢れ

かしくその何のために然ろかと心に問ふも

涙を催ふすこと陸なにして．自分ながらを

老来涙脆く見ろもの聞くもの︒畳えず落

○

︵埼玉古谷再代次︶

讃ん江まＬの感想を率直に申迦ぺましれ︒

致します︑失職な申分かも知れませんが︑

尊い玉稿が︑尚津山本誌をかざる事を希望

君江わが君様︑いはうやうなぎ夫の不忠おゆるし産されて下さりませ︒

態にゆ急じがい

紋太夫や︑そちは女房：．⁝⁝︒むょシ︑

●②⑭ざいじよ

江倶

て︑叉今般推理せられし人々の忍苦の善行
くわくご

美事などは︑畳えず感涙悲催ふせり︒夫故

こ栓てう

光閏お上よい畳悟じゃ︒それへ直れッ︒

人前杯にては気の毒にて讃む能はざるの無

持世らろ典也・珠に本月出版の弘道の一つ

暗涙の文字と解す・へＬｃ

に堪へざるの思ひあり︒風に予にとりてば

の思ひ出での文杯な見てば︑流沸落涙卒讃

紋太夫僻ん睦にても⁝：：：︒

光閏繰奉浄︑まゐるぞ︒

と刀を抜く︒紋太夫静かに首をくつろげ後れ毛をかき上げる︒

節義に死せし︑君江に手向くる予が寸志じゃ︒
が
たなね●ｅ●しづくびおくけめ

ぜつぎしぎみえてむよすんし

ん租
ぢの
ふ功そ
た二つには
光閏織り齢にもいたすべきものなれども︑汝な
の父
にこ
めう
で全
︑叉

紋太夫スリャ此の場にてお手討ちに．：⁝⁝︒

せいばいくに
紋太夫鱗津浸窪雌薙をも嘘しまぜ噂イザ御成ご敗
下されませう︒

畳悟をせぬかッ︒

くわく置

の殊勝左最期に封して︑そちや恥かしうは恩はぬか︒イヤサ武士らしく

光閏婦人に似窺なき丈夫の魂︑それでこそ水戸の女性じゃ︑紋太夫冠君江
しゆうしやう逐い母にいはづおもぷし

ふじんに炉じゃうぷた念しいみとじよぜう●●①●●

と藩入る︒

おちい

つま︑あなたもおかくご遊はしませ︑モウおさらばにござりまする︒

あそ

のにせん夫の企み︑つれそふ妻の私が︑何んで生きてをられませう︒わが

ぞっとたくつ士わたしない

り︑けふもけふとてお能の催し鵡数ならぬ私まで拝見仰せつけられしをこ
きいばつぎしのうけたみばいよごやうすもったい秀ふさ全●の●
れ幸ひとお次に忍び︑承りし今の御様子︑勿鵠ないわが君様を︑左きも

のうもようかかわ仁しはいけん牽塁

光閏お上紋太夫の妻女であったか︒何故あ２﹂自害いたした︒
この媛些
をつとやうすふ勝
さ
君江雌輝とはお精けなない
︒此提よりして夫広様子︑肺に卜洛ちかれることばか

と懐剣をのどへつきたてた︒

・くわいけん

君江評無呼癖晦唯
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迩々かろＬ年中討事の一なる弘通含惣渠

開催に際しては．願くぱ有益の好結果あら

光閏今炭ッ︒
昏印︾﹂魚ナろ暦と・フ今りさ●⑧＠た樫ぶたいはう

と切婆説く一刀に斬下げる︑絞太夫倒れる︑これをキッカケに舞嘉の方にて

んとか望む︒就ては年々議決せらろ坐所四

のう掴やしぼこ

演寒灘生︶

生の雛力の賜吟のルー偏に感謝する所也︵横

ば︑是迄に曾て見ざる所にして記者諸対先

るべく︑右益有用の文字充涌し見答へする

ば︑常に感謝する所也・記事の糖選大に見

近来雑誌弘道の編輯に一入の御骨折ある

其人の集命なろに於てかや︒

ぐひまれなろ嵐而凹なろ弘通命貝の渠含戸

化苧いれて︑現出することならむ︒世にた

ろ︒へく︑必ずや理事者の参考養科となり消

聞きシ放しに雑らしむろが如きば蔦ぞなか

や或ぱ其場限りにて消失し所謂言ひシ放し

名論卓説は如何なる運びとなりて経るもの

能の噺子鑑える︒

んも
光閏誰ぞある︒面をめ掌
てッ︒

わが含み●①⑤

光閏紋太夫は仔細あって手討に致した︒其の毛凝にて死骸をつ上み︑能果つ

①②●しざいてう易いだそもうぜんしがいのうは

格之進は上ッ︒やｋこりや我君には雌井氏を：：：⁝︒
さた

こＬろえ

るまで沙汰いたすな︒

毎とく泡んぢうぞうくわんしやうぎにいじん含いれい

格之進はシ心得てござりまする︒
●●●全く

光閏格之進は揚幕を︒
格之進はＬッ︒
雀くあ
争う７

と揚幕を揚げる︒

舞嘉の方より嚇子再び聞え来る︒︵完︶

霊たいばうはやしふた▲垂こく

光閏諦﹁そもノーこれば︑武徳年中贈官せられし︑鈴埴大臣の糖霊なり︒

〆
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一瀬旭亭

じん睡いを●①③い全かへごこざおかゐ

︑恥にんぼんこんいいめだごしだいへい含ふじさ含

かように心配をして居りますところへ︑﹁中村君︑今飾った︒どうも何虚を探しても御母さん
ゐ

ろくものいちや陸いかかへし１−香こ

／

は居ないんだ︑平常一番懇意にしてゐると云ふ愛宕下の家へ行って聞いて見たら︑今朝来たには

きらわかごくろうこちらおあが

来たが︑磯に物も言はないで︑茶を一杯飲んだシきりで蹄シてシて仕舞ったそうだ︑それで何虚
い

み含くいましよくこうちようめうにら①②︒にいこ

へ行ったか︑更に分らなと﹁それは御苦労きま︑どうか此方へ御上んなすって⁝・⁝：﹂

③念①●④拡上串至やゐはフルＩこＬろめた宛が

﹁これは皆な来て呉れたのかい﹂﹁今︑職工長が﹁明日中村溝が立つといふから行って来な沙一

唇

い

さあわか

と云ふので来たんだが︑聞けば中村君の母親が居なく底つたさうで．．⁝⁝・﹂﹁方変心富りを探して

じつい主ゆおもふんいく
ひかし
し
こ
全
し
含

来たんだが︑更に分らない﹂﹁賞は︑とちとらも今行かうと思ったんだが︑皆なが行って呉れたと

しん煙いをいりぐちみが仁もつにいいこえ含こ

い

云ふから︑控へてたんだが︑知れないかナア﹂﹁どうも知れない﹂﹁そいつは困ったナァ﹂と頻り

もったいあｈが淀よぽ害かばゐ

に心配をして居りますと︑入口で﹁ア上︑有り難い︒⁝⁝・勿罷ない﹂と云ふ齢が聞える︒﹁オヤ︑
おふくろかへ含
母親が蹄って来た﹂

ありがいもったいなにおかめいゐもうたいおのがだ

﹁ア上︑勿階ない︑有難い﹂・・・・．．⁝﹁こりやア除程鍵って居る﹂

みづいい海こうりかぎは込

﹁ア上︑有難い︑勿鰐ない﹂﹁何を御母さん言って居なさるの？﹂﹁勿鵠ない︑ア上有難い﹂﹁どう

なさいました︒⁝・・・⁝サア水と一杯御あがんなさい﹂⁝⁝⁝﹁どうだい︑氷で・も買って来て︑母

かく

い

さわ

し壬︑こうり

い

毒

お

わたしおかめおかげがくかうい・・じ塚んよ

せんせいはなくに

童よ

このくにう全もの

こ拝もときせんぜいい

あた全はい

てうさこんごじつらぎむつくできふ

つよ

およ

せけんいを

りく壁んぐんじんかいぐんゐ

含みらしようけんめいく御つ

あいてこん言しゆつぜい

に賎んぐんじんは上恥逮．世がれしゆつせいめん含ちが

しんほいおく

とうそつぐんふくつみおかめ

．言くに

⑨⑧おふくろ含たしも

わたし含

じやうにんおいたやか

ざつ号は上おややうナみる︒．きち瀞

い

き路がめちが

い

だいじゃうぷおも

にいじゃうぷおも乙

たと

吟が

はＬ診や

こうの一

肱に

それほどの扱いロシアを祁手に今度出征するのです︒それを買って来ようとは言ったが︑大丈夫だと思って居たんだ﹂﹁何

いいゐ

及ばないんだ︑君等も一生懸命やって呉れ﹂と仰しやった︒・なんて言ったが︑話らア大丈夫だと思ったんだ﹂﹁おらア氷を

かこ

こを
う買
りっ
かて
ぎ来よう
識雌も彫じ酢捧城だ︑砿で輝雲の瀧が芯寒寒で︑塵韓の藷が一坪つきは雌とも娠弛いやうだ﹂﹁だから此こ
・や
奴つ
は氷

が︑軍隊では皆な憤慨をして居ます︒︷陸軍の軍人も海難の居ないやうだ︑気が速ふと︑目つきが逮ふもんだが︑母親の

ぐんたいふんふんぐわいゐ

陸軍の方は趣もロシアには及ばないと︑世間で言って居ます﹁おれも先刻から母親の様子を見て居るのに︑気が違っちゃ

りくｒんぱうとて

た陸軍を備へて居る︒日本では海軍の方は大丈夫だらうが︑か︑そりやア有り難い﹂

居ましたが︑丁度今度︑貸地に義務を課すととの出来る身にしないョ﹂夏？﹂﹁戯談を御言ひで無いョ︑痩せても枯れて
なにあいて
いたいこぐをかいひｒ
●●●●はＬおや含角が
なりましたｃ何しろ相手はロシアと云ふ大園で︑世界に響いも中村熊吉の母親だョ︒気なんど連ふものかネ﹂一︲さうです
のく時人毛芯ゐにばんかいぐんはうにいじゃうぷ
ゐがだ

ゐ

仰しやった︒子供の時に先生から言はれたのが頭惜に入ってや︑心配して御呉れでない︒私は気なんどはちっとも雄やア

おつ

先生が話して下さいました︒﹁此団に生れた者が︑いよノ１１い弓さうだとも︑中村の母親︑気を確かに持ちなさい︒偶令
こぐかにいじい
しんめいたけうこぐか仁はたら●●●しゆつせい
︑つるけつしんぱい
園家の一大事と云ふときには︑身命と拠って図家の魚めに側ひ熊吉君が出征しても︑こちとらが附いて居る︒決して心配
おそ恥おばてんのうへいか︑岸ぽうこうこぐかぎむ
めが仁ごさ
せが恥
くのが︑恐多くも天皇陛下への御奉公園家への義務だ﹂としなさることは無いよ﹂スイ有り難う御座います︒⁝⁝⁝枠

た

さい︒私が御母さんの御蔭で畢校に行きました時分に︑能くれど︑隊に行けば愉卒です︒御母さん︑シッカリ・して下さ

たいゆひいそつおかめ

サァ汗を拭いて上げます︒：⁝・⁝どうなさいました？﹂﹁ア上て居ても︑斯うやって一等卒の軍服を箸けて居ます︒御母さ
めのがた雪かめわたじぜんさうゆ
一そりつ陸とうそつぐんじんおかめ
有難い﹂﹁御母さん︑私が戦争に行くからと云って︑そんなにんは其の立派な一等卒の軍人の御母さんだから︑シ班カリし
しん喉い含くる
くにくにおもて︾﹂侭とうぷつやむすこ
ぐめんよ
心配をして気が狂っちゃア可けませぬ︒どうか落ちついて下て下さい︒表通りの唐物屋の息子左んどは︑工面こそ好いけ

めせふあ

﹁御母さん︑何で其んなに汗だらけになって御いでなさる？天皇陛下の御恥辱になります︒御篭港さい・私などは貧乏はし

いか

俊んりくｒんちじよくに厩んりく管んらじよくシそれお樫
を買って来る厳ん一ごそ日本の陸軍の恥辱で︑に日
本
の
陸
軍
の
恥
辱
は︑恐多くも︲
方かめなんそあせ
てんのうへいかごらじ巽噂
雪らんわたしびんぽう

こ新
ぐ聞
しの
ん隼
埋も
う書
いかれたら薄それこ
鐸の鍵嵯諦つけやうか﹂﹁マア騒ぎなさるな︑静かにしろ︑氷ふことを︑若も
しぐ
外わ国いの
雑ん
報ざ
につで

、

日本の軍人の母親か︑枠の州征を案じて索が違ったなどと云を言って居やアがるんでい﹂

1
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毒かめ仁にんさい嬢うぜん

父へ準じかへこ

きくじつはうんＩい

いおれが

しゃくしるもめんか

め恥り部んぢやうふ

じすけう︐少Ｉみろ︑壷もち

はりねく臆

けふばやではや

よ

わだしおもて響ほごふく

ます﹂と斯う仰しやる︒それから︑お前が無事に蹄って来ら

し

さくじつ罪へにいかへ

⑨●じつわだし企へきくじつ膏含ん︑ｆｌた上かひや
﹁熊吉や︒賃は私はネ︑お前が昨日来て︑近々に戦に行く

れるやうに昨日お前が隊へ蹄つたあとで︑私は表通りの美服

かおつ

と云ふからネ︒私は徐所の親たちのやうに親らしいことをす

屋さんで︑五尺ばかり白木綿を買って︑昨日は方交へ行って

わたしよモ諺や牢や

ることは出来ないが：⁝⁝・と云ふのは︑お恥が六歳のとき

．針づ比縫って下さい﹂と言って︑御願ひをしたんだ︑夜

狛と．う

たく沙へき

ａみ
いみ

命で方々持って歩いて︑縫って貰って︑段だと新橋の方に行

めいぱう０卜Ｉも苧︒いもらにん八︑しんはしはうゆ

しあしき

七百二十何針ばかり州来た︒それで︑今日は早く出て︑早く
おもしようけん
きへ号ら
仕上げて仕舞って︑お前が来たら上げようと思って︑一所懸

いくはりでぎ

れから宅へ蹄って来て︑ラムプの燈光で勘定をして見たら︑

や

に︑御父さんが死んで︑御母さんが他人の裁縫をしたり︑洗

も十二時過ぎまで方営歩いて︑縫って御貰ひしたんだョ︒そ

で含冬一へ逐い・

濯物キーしたりして︑お前を畢校に遣った︒お前ほ能く畢校へ

子へんきようそつゆふ彰やｂ涙ところいか

たくも︒全くがくかうや全へ上がくかう
い

行って勉弧して︑それから卒業すると︑親方の所に行って鍛
ぢしょくおぼてつにう葱よくこうじやうゆ
冶職を受えて︑さうして織道局の工場に行くやうになって︑

お前が幾らでも戴けるやうになったので︑私は安心した︒間

ていしやははう毒ぼぜいひとゐなん

い

くと︑停車場の方に大勢人が居る︒何だらう？と聞いて見
①●●諺に

を誉ることは出来ない︒どうしようかと思って居ると︑差配

思って居ると︑昨日お前が来ての話︑除所の親のやうに賎別

おもゐさくじつ念へ念は芯しよそ蔀やせん︽へつ

﹁ヤレ安心﹂と思って居ると︑今度︑戦が始まった︒お前が

でも蹄まれると可かんから注意したのぢや﹂と言って︑行つ

叱言を言ったが︑出征軍人の母でコレｊ＼だと言ったら︑﹁足

ら︑早く出来ようと思って︑行って︑女の人と見ると︑誰で
︒彰企は伽をわだくし
汀全たの
も雛はす戦んだんだョ︑さうすると︑巡査さんが来て私に

ると︑婦人の方が深川に居た︒彼所へ持って行って頼んだ

ふじんかだだくさんみ︑あすこｂいにの

ると︑大山様が御立ちになるんだと云ふ︒それから行って見

人の御内儀さんが御言ひなさるのに﹁御母さん︑熊さんもい

で仕舞った︒それで皆さんに願って︑縫って戴いたんだが︑

さきおかみ堂い垂が心くま
ではも全含こしらあ

こ童とい

口︷︲

し全

しゆつせいぐんじん拡込

ちうゐ

．いい

みな趣がぬいだ堂

あめ垣つゆうあらけんや

かんゐんのみやでんかい幸かに含へいむよ胆んらやう毒は

全へかんゐんのみやき象い毒かだし窒

い

ばやできおもいをんなひとみたれ

よノー川なさるんださうだが︑腹巻を拓へて上げなすった

ら
ぜんさうで毒かめ
若し戦争に出るやうになったら︑御母さんはドウしようかと

ばらまききにん

話前︑閑院宮様と云ふ御方を知って御いでかい﹂

ぞんなひとはりねばら﹂幸含しゆて含た△一あだ

ぜんら着

あし

か﹂腹巷シて︑どう云ふのですか？﹂シて聞いたら︑千人の

﹁閑院宮殿下と云ふ御方は︑騎兵族園長で在しまして︑今は

で奇鈴もゐおばや

女砂人が一針づＬ縫った腹巷を締めて行けば︑敵の弾丸が中

戦地に御いでになって︑雨に濡れ︑露に打たれ︑荒き原野の

ぷじかへこはう人Ｉこしらゐ

い堂

らないで︑無事に蹄って来られるといって︑方交で捕へて届

かめあいかはほたらゐ．ねんおっとぷじず
母さんは相愛らず働いて居た︒三年の御勤めも無事に済んで
あんしん訂もゐこん害いぐさぽじ企へ

もなく︑お前が三年︑嫁へ勤めることになった︒その巾︑御

隼へ過んたいつとうちお

全へいくい渥堂わたしあんしん全

能く働いて御炎れなんだ﹂頁い﹂﹁其んなやうな稗だから︑

よぱたら毒くそわけ
千
人
針
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千
人

針

そひでんかさ全いおか仁
たのだョ﹄﹁へ−ご﹁其の妃殿下様と云ふ御方が︑﹁そなた

たいぜうにいじん

いま

ひでんか宮こおいあモ

たいへん

ものいた堂ものしはＬおやもかぎ

孟ん

わろ

なろものだナ︒中村︑大愛な物を戴いたナ﹂一︲何でもエラい

③●怠いへんものいた迂

側に聞いて居た表は︑ビックリして﹁大鍵なことになりア

そ陸含ゐもの

い室堂かみ庭なあきｑぴ
戴き︑祁棚に上げて切火をかけた︒

鱈青磁津より塞琴た睦巷を錐詮疑せてぅ燕しく権

︾︺Ｌ

ョ﹂夏？これは恐入った︒して妃殿下が何庭を御縫ひ遊ば

おそれい

世がれせんら課じも壱いのつかおつ

へいそしよくともご
かぜ罫ら︾﹂ぐんむつ
風に曝され︑御軍務に就かせたまひ︑兵と鹿食を共にし︑御

の枠が戦地より無事にて戻るやう斬って造はすと仰しやった

墨やさ＊ぜんじゃういめ・

しゆつせいあに全へにぼんぢう鈴やのこしゆつせい

おんみうへあ

おかめ曇んしぎよくえうたふと

苦心を遊ばして在らせられます︒御母さん︑余枝玉葉の貴い

したの？﹂一；此虚だョ﹂

くしんめそめ
御身の上で在らせられる宮様でさへ︑戦場に行って在らせら
われノ．Ｉこぐかた・堂ん諒んごおん瞳う
れるのだから︑我為どもが画家の矯めに瓜分の一の御恩報じ
そみやき士

に出征するのは常り前です︒ｎ本中には親を残して出征する

ひとたんにん誰んにんし

かんゐんのみやさ全ひでんかさ＊幸つおかに

人が何千人あるか︑何百人あるか知れやしませぬ皇共の宮様

そ毒かたじゃうさ．︑とふこう奉っ

ぢやァないのだョ︒閑院宮様の妃殿下様と仰しやる御方だ
えら歩かた当ひめざ念かんゐんのみやさ全おこしいり

ョ﹂一︐其の御方は︑三催賞美公と仰しやって︑大政大臣をなす

み

絶が

かんがみものじ

は上おやむちうたれか傘むか

で含

名の十こ

ういふ物が戴けたのだ︑母親が夢中で︑誰でも雛は赤︑向ふ

らのいた芦

い

物を戴くには︑物を知らない母親を持つに限るナ﹂﹁オイ悪い

そ彰

ゑらおかた

った偉い御方の御姫様で︑閑院宮様に御入輿あそばして︑今

ことを言ふない﹂﹁だって老へて見ろ︑物を知らないから︑さ

封いぬそおかたおみあ全辛

あいこくふどんくわいくわいそうざいみそ

は愛図婦人倉といふ舎の総裁を遊ばして︑なかノく︑偉い御方

お

です︒御母さん︑其の御方を御見上げ申したのかい︒其の御
かたごようふくい
しにはうが

雅挫諺かめそ

ちが

わ力みそむてつばう

こ仁人せい

で雪

見歩に︑ツカノＩ願ったから出来たのだ︑これが物が少しで

そおかたき象ぬくに

方がネ︑御洋服と云ふのかい︑下の方の斯うパァッとした御

めしものめゐ

も分って見ろ︑其んな無繊砲なことはしたいって脳来るもん

そたふとおかだ労毛喉診

●●

い

召物を召して居らしった︒其の御方様がコレを縫って下すつ

か﹂﹁そりやァさうには連ひ狙いが︑悪いことを言ふなよ﹂
よけいくわん芯ん鐙つ

わる

たのだョ﹂﹁エ？どうしこ︑其ん左貴い御方の御側まで︑御

から診

熊吉は︑ひらき直って﹁御母さん︑其んなにまで御丹精く

ごぼうこう

このばら今一念掌きん少へつこがしゆて登た全あた

︾︾Ｌろ﹄﹂

⑦⑥きつきいと娘

母さん御いでに左つたの？能く警官が何とも仰しやらなか

だすって何とも恐れ入ります﹂一︲熊吉や︑先刻も言った通り︑

ほりねく艇い諺ねが

わにしそ

としＬ仁くらゐ

江ん毒そい

つたネ﹂﹁私は何も知らないものだから︑何庭の御方でも婦人

よそ拳や
せんべつや
で含
齢所の親のやうに畿別を遥ることが出来ないから︑心を篭め

い土いひでんか勢いくに

全へ

はじ

雪こ筆針だふじん

と見たら．針縫って下さい﹂と言って御願ひしたのだ︑さ

た此腹巻がお前への霞別︑之を締めて行けば︑敵の弾丸が中

かたしたｋし

うしたら今言った妃殿下が御縫ひ下すったのだ︑私は其んな

らないから︑シッカリ御奉公をしてお呉れ﹂

しよせいおしく

たマュとおかたし

み

貴い御方とは知らなかったのだが︑お前より二つ三つ年下位

の書生さんが︑教へて呉んなすったので︑初めてピックリし

れ別の雪樹藤江中
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譜

侭えたて

わがわんしつ含

︒い辱一ふ

毛肥

毛えんさ含

くる全渥おうらいたれ版んざ

いさかけ念ゐあと

港でくはひ兵．に

かあひここシもやうやにみ

みろり誹握は？︐ね

おうらい

しろけむりでらえこうから

ろうそうたちく寺︲りとりに

鰐が猟まって和かになるトタンに息を吹きかへした︒老僧忽まち蕊を取出し

に鋤だ上たご

其の州に子供の漁ってゐる衣類からポッポと白い畑が出る︒冷氷ってゐる身

そあひにご写もしめいるゐ

く︑夫から施架を折無く︑ドンノ︑開城裡の火を焚き︑米没洗って粥を煮︑

まして︑此を抱えたまんま荻庵室へ来ました︒開嘘裡の傍らへ寝かしてお
毛れそに鯵のく
ゐろりひ仁こめみらかゆに

これか上

せる﹂近寄て見れば子供藷︑僧一︲ヤレノ︑可愛や︑此りや子供﹂漸う抱き上げ

ちかよつみこ字もナがた

から老僧が来る︒頓で雪を掻退けますると袖を卿へて引出す︒僧﹁オ︑往来
ゆ舎含ぜつ雪じん
寺宮くせん殿んやそうてあて企ゐ
の雪のために気絶をした御人︑ヤレ／︑索の毒千寓︑愚僧が手鴬迂して参ら

ろうそうくやがゆ奇か毎．の

徳の言葉は︑犬にもよく分るものと見えまして︑勇ましく駈て参ります︒後

とくこと徳いいわかふ

てゐる人を見付て来たか︑何りや老僧が参るから案内をせい﹂斯ろ老僧の仁

ひとみつけ舎警ろうそう金ゐめんないかＬろうそうしん

に黒犬が来て︑ワンノーーと呪立ろ︒僧﹁アー黒や︑又往来に誰が難儀でもし

くみいい含

み︑咽喉が乾けば湯を呑んで︑是を其の日の笠夜の業としてゐる︒其の縁先

の琴が肱ゆのこれそひろうやけふ

がために此虚に火を焚いて︑眠い時には眠ります︒眼が受めれば経文を口吟

このところひた迩低ときねじめぎ含やうもんくちずざ

さて順唯和尚は職夜中なども往来に難儀をする人が折々ありますから︑夫

一

蕊中江藤樹雪の別れ一八一

山

じゆん舞うおしやうよ症か毒うらい正んざひとおりノー１

紳

ノ
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れ別の雪樹藤江中

あずこ

な

ろうそうかゆには芯

たんよなかやくただをめ

さいは︒いいみ

ここきおや

ぐわつ

あがた
それぐそうこころ
げたい︑夫か愚梢の心がけるところ﹂膝一Ｉ有り難うございま

から三月まで︑此山道に難儀をする人を︑恥か面倒を見てあ

ぐわつこのやまみらなんざひと︾いざざめんにうみ

ぐそう

藤﹁ハイ︑ハイ︑御老僧臆何方にゐらつしやいます﹂僧﹁ヤモ

とろうそう宮なた

さねば成りませんぞ﹂と老僧は粥を煮ながら話してくれる︑︲

にいじゃうぶｂようがん

こシも含たしも

畦駐錐て蕊溶砿畔せ︑獄を蕊ぎ遊む︒腿と鱈り昼琵撫で︑憎

ウ愚僧たぞは︑何の世の中の役に立す︑切てのことに︑十月

それそれ

きにしも

﹁コレ気を確かに持たれよ︑コレ子供︑気を確かに持たれよ﹂
あがたござ
の曾と里
グウーッと咽喉へ通る︒藤﹁ハイ有り難う御座い主す﹂借﹁オ
会

︑気がついたか︑夫でよい︑夫でよい︑モウ大丈夫︑雨眼を
かいはうくだあがた壱ん

ゆきなかに樫

見開いて川逢を見て︑藤．︶介抱下され︑有り難う存じます︲一

みひらあだのふ
宮のこう

ぐそうい缶す

一うりかみ訂が唯むらあざお非や鮫ざところははきま

に万のこのおうらいなにようと里

仁かし金二

そかゆ仁

それか幻がばじらぱは

たづ

るアノ騨犬が知せに参ったゆゑ︑愚僧が往って助けてあげた

くろいロしらまゐ

す﹂徹﹁幸にして犬に見つけられ︑此虎まで来たのも親を
にんゆんこころ
おもがうしんてんあばかたす
恩ふ孝心︑天の憐れみ且つ助けたまふので︑人間は心がけが
上あやと含かみ僅とじたすけう
かみ隆とけめみ
宜いと︑危ふい時は榊俳の助を得るので︑榊や僻は眼には見

僧﹁ヤレノ︑怜刑ものだ︑雪の中に倒れてゐた駈︑彼庭にゐ

のだ︑只一人で此往来を何川あって通られるか﹂藤スイ︑

えんが自然と助かる︑謂助る今宵雪に埋もれてゐるのを︑愚

竺ぞしめござ

すいゆでを

ぐそう労く

そうかいはう

かゆで含

かゆけつこう

かかき

やばてんたすぐそうたす

そかゆた

いまこめにかゆ

はお粥ほど結雛なものはありません︒今お米から煮たお粥を
から雁ぜんじんゆびざ堂めに仁
いまひえ
仁

粥が出来まして︑其の粥を食べさしてくれる︒斯ういふ時に

ぐ

高島郡上小川村字青柳といふ所に︑母様がおゐでゆゑ︑お訪
たづ

よめ

し轡んたすいはこよいゆきう

ね巾上げるので御座います﹂僧﹁夫では彼の小川村にゐる母

僧か介胞するのも︑矢張り天のお助け︑愚僧が助けたのでは
やが
めがたなん
てん巻しづ
ない︑天のお指揮だ﹂隆︲ハイ︑有り難う存じます﹂頓てお

全今うそく

を尋ねられると︑モウ直ぐに粥が出来るから︑其の粥を食べ

そ

て先づ休息さっしやれ︑夜明けになって懸僧が還りますか
このゐろりそばから腫あた仁こころ毒ちつ一
ら︑夫れまでは此園隙裡の傍で身鵠を温め心を沈着けるがよ

食ぺますと︑今まで冷きってゐた身鰐が︑全身指の先まで温

いた

がたみん

芯ん

れい

このたすこうじご毒ん

よこれめんないしん

とうや今一でらか垣はあけからすしののめ防か

そ

お全へ署こ
い上のくに全ゐ
い・・・：⁝・シテ爾は何鹿から語往でだ﹂藤﹁伊諜園から参．りま

かになりました︒其のうちに搾れで噂くか︑識嘩鋤露雪を言げ

と＆いよりいともつ拠

それ正いじ毎︑うぶこころざじゃずんそぎは

ともたんつい吐嘘唇けんうか堂曇ゐ

露ほす

した﹂僧﹁伊諜の園は何虎ぢやい﹂・藤﹁大洲﹂僧一・アー猿獅︑

る︒遠山寺の鐘が早や明六つ︒烏は東に向ってカァノ︑と

いまくに章こ

夫はノＩ︑遠い伊譲から一人でお性でか︑供でも連てか﹂藤

いふ︑僧；サアモウ宜い︑此から案内をして進ぜやう﹂藤﹁有

それ

﹁供も何にも蓮ないで︑母さまのご機嫌伺ひに参りました﹂

り難う存じます︑此お助け逓被りました御恩のほどは︑忘れ
にうり窒全へせいじんのらえらひと

よろ量ただにんよつく

およ

め

りつは

僧﹁オ︑夫は︐く︑大丈夫の志し︑蛇は寸にして其の索を吐

は致しません﹂僧﹁何のＩ︑︑そのやうに謝潅をいふに及ば
ひとわい
八．もも
よ定か
ん︑世の中のことは皆な持ちつ持たれつ︑他のことは我がす
おやかうこう

わす

くの遁理︑雨さんは成身の後ば偉い人になれますから︑立祇
になつて親に孝行をなさるが宜しい︑叉他人のために能う識

われ
ひと

ろうそうこ︾﹂もてひつえ十が

い︑たみらめん江い

めぶ

る︑我のことは他がしてくれる﹂犬はそこへ立って道案内︑

このさかこえまむかみおがはじらな︽Ｌ

き

老僧は子供の手を引き杖に縄２Ｌ︑僧﹁危ないから気をつけ

＠③︑い□みに＊抜診王へ

みち

さっしやい︑ソープ此坂を趣れば直向ふに見ゆるが小川村︑早

生ゐよそ札ろうそう含ゆん

いら

う参るが宜い﹂藤﹁夫で睦雪﹂老僧さま︑一︑︶機嫌よう﹂僧﹁道の
ぽご含

程を気をつけて性シしゃれ﹂藤太郎は犬の頭を撫で．膝一剛
全ことあがたこん客よにんゆん
わたしたす

のために私は助けられて︑質に有り難い︑今度の世には人間

かい・うきいいねみた垂沈

界に生れて箔や出で﹂犬は頭を撫でられて率を誰かし雄等を振
はなならよるありさまろうそうい︑ひいや全かへ

り︑プンノー鼻を鳴して喜こぶ有様︑老僧は犬を曳て山に蹄
こつらをしみちしやうけんめ．いふんく泡んぶりお
中る︑此方は教へられた道を一生懸命踏で来る︒四年振にて小

虚川村へ立蹄りましたが︑母親の住む家の門口︑藤﹁母さま︑

江がはむらたあかへ吐皇やすいへとぐ・っ億ば

ははたｒい父ら審

鱈母さま﹂と言ながら門口に産も笠も投げ捨て︑家の内に入つ

樹ほはいか替ぐち雪ざかさ法すいへたかはい
ばはナがたみ

別てみれば︑母の泰が見えす︑藤﹁母さま︑只今戻りました︑

こたへさ喉はゐ

母さま︑只今戻りました︑家の外を一周り廻ってみたが︑更

ればはた陸いまも轡いへそと全わ塾はさら
．十がたふいづ

このいへ手裳ゐ

それわたしいよ

に姿が見えず︑何れにても答はせず︑情ては母さ圭はお居で
いへ＄が
か処わたしで
なさらないのかしら︑家でも蓮ったものなるか︑錠て私か山

幸﹄〆︑

ぴやうきなん

こ客もごこるむ也

るときには此家にお住居あそばしたのに︑夫では私が伊諜の
︿にやま
たひっこし
それこん
国に住ってゐるうちに︑他へお移稗になったのか︑夫とも今
度来るうちに病気にでもお成なすったのかと︑子供心の胸の
うちこん路んはは
し含よ
うらぐら
中は混蹴して藤﹁母さま︑ノー﹂と頻りに呼びながら裏口よ

り瀬戸へ出て見れば︑垣根の向ふた車井戸を汲みあげる管が

鉛ぜとでみかきねＵひ．くるまゐ︾﹂くおと

それい唯はうへたすきいまつる一へ

する︒夫へ往って躍れば︑母上は裸をかけて︑今しも釣瓶の

なぱたぐ韮も抽含なかりょうて

はは①●びっくりと陸丞丘いよ勢哩す全ゐ

純を手繰ってゐられるにぞ︑思はず雪の中へ雨手をつかへ

⑥①◎いまここくさてひごろこいおも

る︒母の芳枝は吃驚いたして︑遠く離れし伊溌の大洲へ参つ

このは睦たぶらなわにざｂようて吟から

てをる膝太郎が︑今此に来るわけはない︑扱は日頃慾しと忠
わがこ秀つ過たぬきわたししんらうざつせがれずがた陸
ふ我子のことゆゑ︑狐や狸が妾の心中を察して枠の姿に化

けをつて此母を証かすのではないかと紬を握れる両手に力を

こ
含つそのはうにらははうへおん
徳めて︑吃と此方を白眼んだとき︑藤﹁母上さま﹂と二の一音の

かよそたしにんけんわがこ●●●きう凸
きっとはは●●つる︽へたぐゐ

通ひますれば︑夫れでは確かに人間で︑我子の膝太郎に相違

はないかと︑吃驚おどろく母芳枝︑釣瓶を手操りあげて︑井
づつか︾﹄あ・︽是つかんぶうたち・つらら

品ち③﹃●●ばはうへ金ゆん●●

筒の角におけば︑溢れる水は寒風に忽まち氷柱となる︒母﹁．

し其方は藤太郎か﹂藤﹁母上さま︑ご機嫌よう﹂母﹁ナニ藤太
④
直おまへここいで瞳は
郎︑コレ何うして爾は此庭にお入来た﹂藤﹁ハイ︑母さま︑

此ほど粗父さまの許へお手紙を下され︑其の御手紙に︑勝

このおぢもとてがみく腰そおて・がみひ陸

あ騨か
ぎれなんぎわたしよくすり貼卜正
に運︑﹂難儀をあそばすとのこと︑私は良いお薬を頂いて

これ奴はみゆきをいよくにほるん︑くずりも

て参りましたのでございます﹂母﹁ナニ︑此母が池父さまに

是を母さまに為進申したいと︑伊諜の岡より遥盈括薬を持つ

全ゐこのはばおぢ

蛸つた手紙のうちに︑餅輝匡Ｌ難儀いたすといふを見て︑

おくてがみひ堂めがｖ﹄れなみ￥﹄み

そなた・くずりもつ含これきばは●●しんらう

わがここころかあいに含めおも

爾は薬を持て来たとか﹂藤﹁ハイ﹂此を聞いた母の芳枝心中に

園し唾か泡にそのときちかはそこと主

て︑サーァモ我子の志ざし︑アラ可愛やと︑拘上げたくは思シ

たが︑イヤ待て暫し獅余てより出す其時に誓せた其の言葉︑

む虹とばらこだ●●●そ沈握

たしません︑母さまが餅騨でお辛いとの事に︑良いお蕊を

てがみはいけん

て︑早くお傷み所をお癒し申したいと存じて参りました﹂母

な
かや詮や垂全よゐの①⑥●③⑤
Ⅷ中といふ山にて迷って居るうちに︑建膝源左補門といふた

それはは︒〃たんも
︸﹂
手
にい
入りました﹂藤﹁夫は母さま︑何にも持たすに畔まして

道中の入費は何うして桃って来た︑金子や何にかは何うし一﹂

これ言つ︾﹂ 営めかごね含匂伽づすぐ正建
是をお塗けあそばせ︑何ん左餅蝉でも切傷でも直に癒る
惨てい①●全をそれにらはやこのくずり
と︑馬丁の金助が申しました︒夫ゆゑ一日も早く此語蕊をお
わけ争季を︐しやうけんめい全ゐ・このばつ琴ゐ
准申したいと︑一生懸命に参りました﹂母﹁シテ此方へ参る
にうちうにうひ︾﹂ぼら舎詣にからなに宮

田反閑粛と仰しやる方から︑施しのお蕊と頂いて来ました︒

●●●●おつかだ・懐﹄﹄こくずリいた堂含

来たのかい﹂藤スイ﹂母﹁シテ圭蕊といふは何れから﹂藤﹁中

﹁夫ならば︑爾は此方へ祁父さまも組母さまも御存じない間に

それそなたこちらおぢおば言をんあひに

吾くずりいづ●

ばやいだ︾Ｌころなほ念をそん生ゐ

たのか﹂藤﹁イエ︑然うではございません︑お手紙を舜見し
た

く
ずｂおぢゆろもついこおぽ垂ゐ
蕊は旭父さまのお許しで︑持て性って来いと仰せられて参っ

差上げたいばかりに︑是へ持て参りました﹂母﹁シーア︑其の

きしむこれもつ全ゐそ

広はひｒあかぎれつらことよＰ︑ずり

を断るといふたことを忘れたか﹄藤﹁イ︑ヱ︑夫は忘れはい

母子の劉面をする︒若し途中において師るときは︑母子の縁

おやこ仁いめんもとちうかへ滋やこえん・

ｏ
つほきんじん︑ひとかへくめでたく
立派に成身をいたして︑人となって蹄り来るとき峰目出度

が四年以前粗父さまと参の時︑此母が何と申し聞けました︑︲

を胸に問ひ︑腹に答へて︑母﹁コレ藤太郎﹂藤スイ﹂母﹁爾
．垣んいぜんおぢ土ゐ古きこのばばだん全をき

偶然なれども峰ところは︑追返さぬばなるまいと︑辛き思ひ

ふびんむひかへつらおも

1
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含わずそれわず
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れ別の雪樹藤江中

炉食わくたず

．が

ヲん︑んが揮

方さ主の奥さんに助けられまして︑斯やうノー云発﹂︲と語り
めがたひろ菅
は借．●●これき
ました︒母の芳枝は之を聞くと︑︑母﹁アー有り難い︑魔い世

間に人鬼はないと申士了診ざの通り︑樋てノ︑我子の難儀をお

けんひと診に生をことわと姪言わがこなんぎ

ナく︑くに師︲．そ●●ご等つふこころそか仁

うちとめい漣蚤

きうだうちうりょそう・

救ひ下さる︑其の遠藤御夫婦のお志ざし︑其のお方さまのお

かたらそかた︸﹂毒んわす江

家へ泊て頂いたのかい﹂藤スイ︑而して道中の族装もして
く庭

これ

ひごろこのはは・通んしん夢つ

そかた

・わが

下さいました﹂母﹁必ず其のお方さまの御恩を忘れては成り

あ

ませんぞ︑此といふのも日頃此母が念ずる祁俳のおかげ︑我

こ江んざずくくだ

かゆこちらまゐ

さく崖んくら含やとぼけ

子の難儀をお救ひ下すったので有りませう︑では其のお方の

お蔭で此方へ参られたのかと藤スイ︑昨晩は朽木谷の峠

え

︾﹄

ゆ含なかた塁

ごろうそうたす
ゆきなか会うし
で︑雪の中に乗を失ない堂したのを︑御老僧さまの為助けを

毛のどろうそうすぐく雁

にとへ害

たんざ

得まして︑是れ１１重尋︶ざいます﹂母﹁アノ雪の中に倒れた

全ゐ

はぱざらかことばとほ罫ん夢みち

のを其御老僧が誇救ひ下されたとか︑仮今何うやって難儀

しゆ呼却ちうとも喜そ江にずかへよかへ

をして参らうとも︑母は先きに誓った言葉の通り︑文武の道

ふ句世かん鱈う鈴や

﹃﹄

淀修業ならす︑半途に戻りし雨ゆゑ︑直ぐ師らぱ宜し︑蹄ら

かへ︒・・

んとならば︑・不離きって掛営なし︑親ではない︑子ではない

しかりいよこ・い含

すこれがへこのこれすいよかへ

併し一人で伊課から来られる意気があるなら︑師れぬととも

︲主士ご号ゆん生か隆〃はいけんい握

あるまいから︑直ぐ此から師れ︑此ま上是から直ぐ伊藤へ蹄″
ご

・士ｂ句ＪｆＯ︒

るか何うぢや﹂藤﹁母さまの御機嫌の宜い話劃を舞見を致し
なにとぞこれ全ゐ
す｜︶れいよも︾︾
ましたから︑直ぐ是から伊稼へ戻りますろ︑何卒此まで参つ

ゆらく庭

たことはお発し下さいまし﹂

留集募金附寄の服征暑酷
5
ズ

酷暑征服の寄附金募集部

念無想国家は線動員されて居り藍す︒

吐く齢裕を典へまぜん︒全く同じ方向に同じ努力を以って無

恩ふに︑思想団難も維演剛難も︑之を救淡する其の根本

は︑一に固民精祁の作興とそれより生ずる不屈な意蕪でなけ

御承知の如く刻下の日本は二大園難に通遇致して居りま

雌に虚して今が員の自蝿の溌露を見るべき城絶好期でありは

感致すものであります︒而してそれはやがて叉我阿比の二大

記者
す︑而して思想と経済の二大難は︑それが経となり緯となり

ればなりません︒故に吾堂は鼓に画家総動員の必要を目下痛

まして深刻に織り込まれ︑久しく平和に馴れ楽園を以て任じ

とになったときく︒之は吾だの双手を聖げて共の意を得たこ

・今度文部省に於ても之に留意し︑全図激化細動員を行ふと

しますまいか︒伽ｉ

や剛民は試練の針川に立たせられて居るのであります︒果し

とを欣ぶ所のものである︒而して之に常局が着眼し︑剛民亦

て居た我園も俄然世界共通の文化戦線の渦中に投ぜられ︑今
て克く之を征するか否か︑これは一に厩って吾登国民の締祁

之に一致して白畳参同するならば︑我団も始めて二大剛難よ

り救済することを得ることが出来ようかと忠はれるのであり

と努力の如何にあるでありませう︒

人間は何事に依らず︑難事に含して始めて蓄積され培養さ

ｄ

今日此等をかく老ふるに︑木曾の使命は愈亜くｐ狗に其の

ます︒

すれば彼の世界大戦の敗北者猫逸の状態を観るべきです︒世

れた緒川と努力の風の溌露を見るものです︒今現下の例に徴
界大戦に依っては財の何物も︑健全なる男子の何物も残らな

ます︒即ち吾登は本曾の資力を豊富にし︑含館を建設して愈

に際し特に吾が寄附金募集部の奮起を促さる上とと切であり

胃礎による剛民精刺と不屈の意莱が護礁され︑言は歩語らず

本禽此際の活躍に精力を注入するの資を輿へ︑或は祇禽教化

賃償を溌抑せねばならぬことを痛感致します︒再にナーを恩ふ

の中に期せずして図家再興の綱動員となった︒世界大戦経了

かった︒然し彼は此どん底に落ちての翌日より︑其虚に虞の

して鐘に十年︑彼の復興状態は世界の驚異の的で︑人間の一

ことに力めねばなりませんでせう︒

皐院を益々護展せしめて︑時弊救済のための材材を養成する

木曾寄附金募集部が創立されてから鼓に二ケ年有鱗︑その

致せる続祁と意気の偉大さを立派に論明して居ります︒彼等
が闘家復興の意気は︑不遥思想の侵入や粧済風難等の溺吾を
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間松平︑縦灘雨顧問の御講力を始めとして︑堀川委員長︑繁
川副委員長以下参輿委員諸氏の識力は想像の外であ２Ｌ︑誠
に感謝に涙ぐむばかりであります︒叉本曾側よりは徳川服部
正副愈長を始めとして一方ならぬ援助を致されつつあるの有
様です︒至誠と熱勢は必ず人に通ぜすには居りません︒其の
結果は其の折掩に褒表した通りであって︑普く篤志家諸賢の
御賛同に依って諜期の好成績を畢げ得つつあることは︑深く
感謝の意を捧げると共に本含の欣幸之を禁ずる能はざる所で
あります︒

人の誠に訴へるには自ら誠を以てし︑︲自ら努力してたすべ

きは理の常然であります︒今や炎暑焼くが如きの療夏である
にも係らず︑正副委員長以下一同此暑さと競ふて血まみれと
なって活動を綾け︑而して此の誠意を示して以マー篤志家の御

同情に訴へて居る有様です︒委員諸氏の熱誠は目的達成のた
めに暑さも憂えず︑各自受持を持って連日篤志家を訪問し︑

或は趣旨の徹底を促して居ります︒再に叉最高幹部は種交の
方針をたて︑或は委員を督働して居ります︒月に一三回は部
含をも開堕Ｌ劉策を錬り︑各自の報告︑及びそれに徴しての
いふことさへ忘れてへ否之を克服して居るの有様です︒かく

今後の方針を協議する等︑募集部は暑中休暇は愚か︑暑中と
してこそ始めて天下の人に訴へることも叉川来るといふもの
でありませう︒今や時局は重大であり︑本曾の使命は重い︑

然も募集期間は切迫した今日や募集部は此の熱誠さでありま

す︒是非初期の故果を墨げさせたいものです︒

元来教化事業の如き︑草木の幹枝でもなくや花や賞そのも

のでもなく︑それ等の根幹に肥料を提供する所の︑地下に陰

を︑之に従ふとするには虞の誠がなければ出来ません︒然も

れた縁の下の事業です︑誠に楽えない地味な事であるもの

幹も花資も根なくして︑肥料なくしては決して生ずることは

認めらるる所となるでありませう︒今や三井︑三菱も之迂賛

出来ません︒此の事業とこの熱勢︑これは必歩心ある人全の

同され︑近く金額も決定さる比ととになって居るし︑其の他

の責業家も績交と申込んで居らる上・畢者も政治家も然りで

あるといふ有様であることは︑直に之を物語って居るものと

いふべきであります︒是非五男は此の事業を完成せしめら

れ︑邦家危急の際本含の使命を全ふせしめられんことを切望

してやまぬものであります︒︵八︑一○︶

読博の習風と欺各
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、

各地の風習と徳説へその五︶

村上辰午

郎

畷覇道誠鴬

同館は浴室といひ座敷といひ︑諦数の設

料は極めて低廉瓶ｃ大抵なら三脚から三回

備ばよく行肌於て申分がない︒而して措泊

ものを築き︑石の上からはセメントを塗って隙間のない様にして︑動物︑殊に琉

五拾錨位と恩はろ々饗鵬で︑二間五十鐘と

一浴をすＬいたいと思った︒自分も都合が

は仲々の幼強振であつれ︒他の方に４是非

らさういふ齢祷のあるからだでないから

出来れば期間滞在したい所だが︑礎念なが

れにすろ方が︑群集心理に通常することを

非く惹には．男子の緒姿よりも︑婦人のそ

するにつき祁々考究中だが︑一般人の注意

た︒自分は此庇茶商組合でポスダー距作製

人は年十七八歳︑稀なろ美貌の持主であっ

記と緒葉蒋か求めたが︑其の雑食版の一婦

八側の早朝停留場の前にて︑土地の案内

翁残惜しくも一泊の試浴にとＬめて了つ

から棺をならべて置き︑決して子の死骸を親の上に置くことはない︒墓の入口に

文化の程度が低いとのみ思ってゐた沖縦に︑たくさんの石造建築が見えたのでぴ

れる︒嘗て沖細蛎聴へ勤める篇︑一初めて沖細へ来た一紳士が那覇港へ近づくと︑

墓はセメントで直白に塗２Ｌあるので︑三川里の遠方からも明らかに認め得ら

頃琉球の農家が非常に疲弊して居るので︑墓を抵営に入れるものもあるといふ︒

る︒かくして墓に金をかけるのは組先崇拝の念からである︑といはれてゐる︒近

先づ何よりも︑墓を持へる︒貧乏な↓家では親類中で一つの墓を有って居るのもあ

方がその築造に於て金がか上る︒墓がないのは非常な恥辱となし︑金をためたら

墓を造るには随分と斐川がか上って︑普通の家庭では︑自分の住家よりも墓の

る︒人が死んで葬式の時に︑墓の入︑を開き︑柏を棚の上に置くｏ

は人川が少しか

んで出入のできるやうにしてあって︑平常は石の戸を閉ぢてあ

墓の内部には幾段もの棚が緋へてあって︑親から子︑子から孫へと代の順に上

は普通高さ七尺位で︑厳さは十五蕊位は敷ける︒

球特産のハブの川入を不可能ならしめる︒墓は大小いるノ︑あるけれども︑内部

琉球の墓は他地方の老れとはその趣を異にして︑大きな石を集めて平屋に似た

︵二一︶琉球の墓

鍵

斑

賦博の脅風と地各

ろ婦人をモデルにした・ものかと︑その容貌

認つ士︒そこで車中誰彼の別なく︑如何芯

に注意して居ったのである︒所が回らずも

見した課でめろ︒｜名を間かうかそれば態か

此の所に於いて余の注文に適した美人を装

つくりし︑上陸後それが墓だと知って︑二度びっくりしたといふ︒

ｅここ怪火︾・

沖縄では︑奮暦八月の十日から十五日迄は︑老弱男女が貢夜中に︑村落を一目

○

はなかつれのである︒

てくれ菰︒がポスターのモデル捜しも梁で

くのですれ︑渡泌さんです﹂といって教へ

す﹂といふ︒﹁苗字は？﹂﹁大層詳しく聞

笑って︑﹁夫では言ひませう美ゞ律子さんで

した所が︑車掌君は通輔手と二人で大きく

求のか笑って答がない︒そこで理由か認明

に彼の婦人の名か聞いてみたが︑何と思つ

って下車したので自分一人残って︑車掌惹

った︒祁烏市に蒜くと多くの乗容は先を張

間うて心で打消しつ上︑電車に乗込んで了

しい︒篇嵐を無心するか猫更愛だ﹂と心に

に見下される森の山に登る︒それは怪火を見る篇なのである︒八月の十五日から

次の年の八月迄に死人が出る家からは怪火があがるといばれてゐる︒森に小舎を
椿へて︑その内で寝て虞夜中に起きて︑怪火を見る人糞もあったが︑幾度もかく一

して見んとしても︑一度も見たことは底いと言ってゐる人もあり︑叉たびＩ︑見

たといふ人もある︒殊に中年以ゞ上の婦人に見たといってゐる人が多いが見ないと
いふのが脹直な正味であらう︒

怪火は︑怪物が来てあげるのだといはれて居るので︑各家ではその期間中︑怪一

物を避ける篇に︑大きな一音を蕊する花火をあげる︑怪物はその一音に驚いて逃げ出

すといはれてゐる︒何となく琉球らしい言ひ陣へでは友いか︒

︵二三︶土佐のシメ飾と門松

東京にてもその他の地方にても︑正月のシメ飾は十五日に取り去ってし蚤ふの

であるが︑士佐ではいつまでもそのま上にして置く風習である︒僕は大正十五年

襖も殆ど一緒に花が晩いてゐたが︑正月のシメ飾は︑どの家でもそのま上であっ

武毒君走訪問し士︒同君拭鼎護士にして政

目下中風症にて臥床の由故︑副支蒋長伊藤

頑島市にて曹長二宮君に而曾当小求めたが

た︒聞くところによると︑年中そのま上にして新年となって︑之を・新らたにする

年に及び︑地方切っての能榊家である︒来

治家だ︑腰含議員の職にあること現に十六

の正月を高知市で篤し︽そして同年四月に︑又高知市へ行ったが︑その時は桃も

のだと︑正月の牛で取り去るよりも︑斯くして年中そのままなのが︑ほんとのや

意を通すると面に奥座歎に講せられる︒そ

りかたであらうと僕は恩ふ︒

然るに門松と登ると︑シメ飾と反封に土佐では︑正月の五日に取挑ふ家が多い

説僻と習風の地各＃･；
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そして正月でもないのに︑門松を立てることがある︒僕は大正十三年の十一月に

初めて高知市へ行費一︑此所彼所に門松を立ててあるのを見て︑奇に感じ人に聞く

と︑入管を脱するためだと咽してくれた︒入誉以外のときも門松を立てることが

あると聞いたから︑﹁然らば婚魁の時はどうか﹂と問ふと︑その時は立てないとの
答であった︒

︵二四︶塗った名

土佐では男は勿論︑女にも動物の名遂つけるのが多い︒即ち虎江とか︑龍子と

満懇︒

Ｏ○

がいふのが少くない︒殊に躯の字を川ふるのが多い様である︒遊蝿︒勢躯
Ｏｏ

参蝿などはその例である︒僕が知ってゐる婦人に︑小牛といふのと︑熊雄といふ
のがある︒男では猪三郎ｅ砿猪⑬虎熊などがある︒

一

一

に眼丸惹いた︒同鷲は倉祁に一三度愛心受

こにば西村含覗の濡興と拝老とが何より先

けたことがあるといふ話だ︒開ｕ一恭諦っ

て日ばく︑﹁祁島は蝶の巾拠銀行たる百七銀

財界ぱ水延打つ赤如く︑従って人熱は温喪

行走姑め祁烏商業及貯畜の三行とし附餓で

とも心より放しばしないが︑日下投げ遺り

Ｌ・何れの兼業も生気がない︒弘通ｗのこ

有せられた・・初めて岱地に末られた時︲禰

の姿で誠に相すまぬ︒含刷は流洞に畑眼杢

島は遁徳教育の地に在らずと道破せられれ

が︑如何にも其の通り︑とても此の地の人

の状態では何とか考へ︑ぱならぬから︑知

には弘道主義は歌迎せられない︒併し今日

事にでも話してみてくれ﹂との事であつれ

動物の名の外に︑他地方でばあまり無い様な︑むづかしい名が︑土佐では少く
ない︒高知市中島町の表具師は山木鱗といひ︑その鉢向の理髪店主は深湘馴︒そ

の外︑之に類したのが多い︒一時は字典と組打をして︑↓成るべくむづかしい字と

事木村君と協議して局・面の打開策韮講じよ

て居られるので大に愉快恥感じれＱ何れ幹

韮述べられろ︒全く自分と同一の考か持っ

があるけども弘道含が雄も適切だ﹂しく意見

々の熱心家で︑﹁今日他にも幾多の修養剛燈

闘命員寺田庄太郎君に面曾し赤︒同君は仲

幸ひ加藤知半ば先年来の知人であるから︑

域

凶

選び出し︑そして我が子の名につけて︑お父様は非常な物知りであったといはれ

−

雁南地方の砺筈帆察中とのこと故︑覗膿課

×

直に自動車に乗って撫礁か訪れろと︑目下

×

たい︑叉他からもさう恩はれたいと望むことが︑日本凪巾所だに流行し︑叉か上

X

る名華ずつけられた営人も︑読み易い猪の人より喝偉いが加くに恩ひ居ったことが
あった︒土佐のもその類ではあるまいか︒

■﹄

凡日必

×
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豚跨馳一在米の所感︵その五︶

榎本昌治郎

兼に通作に中にはよく婦人の事があります︒御許し下さい︒東洋人から兇たア

メリカ婦人といふものは︑除りに異様に感ぜられるからです︒オテンパと云へば

オーァンパですが︑米国婦人の勇気にはホドー︑感心せられます︒私が嘉湾から蹄

って居た時に︑東京に平和博がありましたが︑其の時不忍の池で遊覧客浄︲乗せて

飛行機が水上滑走をして居りました︒そこで例へ機開に故障が起きて︑運韓が不

能に左つたにしても沈没は免れるでせう︒それでもイザとならばあのせまい池で

泳いでも知れたものです︒所が米閏ではチョイとした町でも飛行機があって︑二

うとのことで辞去した︒夫より鯖京の途次

日東京に藩いて復命韮了したのである︒

宇都宮に立寄り︑藩含の状況走祁察し︒十

○

今回の旅行に封する感想としては︑弘道

事業の雄衰は熱心家の有無に閲すると共に

叉其の地方人心の良否に開することか畳つ

犬︑即角弘通邪業は風俗人怖思想の如側を

面既ぢ演業上に思想上にも猫又杜愈事業等

示すバロメータＩである︒酒田竿では各方

にも溌達恥見せて居るが︑それは何れも弘

撞含が内部的に活源を江して居るのである

ても耐描悲感．せめ︑之に反して祁島の如き

か坐る所は︑他よりどんな悪思想が侵入し

ぱ含祁の畑眼に映じた如く︑道徳の興らぬ

弗五十仙も出すと十哩も飛んで呉れます︒そこで私の様を臆病なものは何んだか

てその飛行機に乗って空高く飛び上り︑幾哩も飛んで来て︑嬉しがってキャー

か末し︑目下悲況の辰に陥ってもがき苦ん

地だ︒夫故銀行界の破綻から責業界の恐慌

危険の様に恩はれてなりません︒然るに米婦人なぞは牢︲索なもので︑小供を抱い

ノ︑云ふて居ります︒昨年であったか一婦人が桑港からハワイ迄飛ぶといって︑

で居ろ︒自分は此の二つの賞例起見て︑弘

とう／︑上海で行衛不明になりました︒無謀か何かは知り窯せんが︑併しその勇

遁事業の大切なろを流感ｌ︑並に弘撞報園

和四●玉●二五日記︶

の誼に通逃せんことか期するのである︒へ昭

気に敬意を表するものです︒私がスクールポーイをして居る頃︒或る夕私に一羽

﹁あれは鶏ではありませんか？﹂と訊ねろと︑彼女は﹁否私が今日捕って来た鴨

の丸焼の鶏の料理を呉れました︒私は其賛津さに驚き麦した︒食事が済んでから
其所のお嬢さんが︑忍！けふのダックはうまかった？﹂と云ひましたので︑

よ﹂といはれたので更に驚きました︒彼女はその日男装して愛人と共に鴨撃ちに

出掛けたのです︒賞際米婦人の鰐格といふたら︑私なぞを眼下に見下すのが幾ら

在
瞬 米
悪
5
7
.

日本人も男子は徴兵捻査で見ると︑最近三十年間に一寸位丈

もあります︒そして肉付だって賞に堂々たるものです︒尤も

を下るとき︑婦人の住所姓名を聞唆﹂︑その宅を訪ねて行き

謝するに殆んど其の僻に窮したさうです︒そしてその自価車

それから或時私が夕方仕事から締りに︑自働車に乗り後れて

て饗してくれたさうですが︑何んと美はしい心の人でせう︒

大鐙に喜んでくれて︑能覚コーヒー迄沸かしてケーキ避添へ

かやう産オーアンパ左米蜘婦人の中にも︑中々しをらしい︑

一哩もある所を群働服の催トゴノ︑歩いて居たら︑之も若い

御鯉を述べて土産に花の鉢を持って行ったところが︑彼女は

優しい気の婦人も亦多く居るといふととも事賃です︒或時私

姉妹らしい婦人が自働車で来て︑自働車に乗竺Ｌくれました

を作り上げねばなりますまい︒

の知ってる日本人の一軍生か︑一寸のことで電車に乗り後れ

が高くなって来たといふことですが︑もつとノＩ優秀巌鰐躯

たので︑堀車線に沼へる安全地帯で次の電車を待って居ると

しましたら︑彼女等は日く︑﹁緋はん

私は其の時除り汚い服を蒲て居たので︑私の方から一度遠慮

た︒

哨感謝の餅を述べて逢って貰ひましたことたどもありまし

１︑﹂と申しますから私

立派な婦人が自働車で走って来て︑その畢生に祁先きを尋ね
誤りがある︒多

た︒するとその畢生が某大畢迄と答へると︑其所迄態々送り
届けてくれた︒そして電車の蓮韓士にも時

分その際の迩輔士も悪意で止めなかったのではなからうと恩

巾寸迄もなく米図婦人の見識といふものは︑敬服すべきも

のです︒家庭に於ける一切の椛利ば奔主姉に脇し一Ｌ居ます︒

どと云ふととはありません︒コックを履ふにも家政婦を煙ふ

がある︒又これも私の知人であるが︑自家用の自働車で百哩

ふと薄電車のモーターマンの事迄癖解して呉れたといふとと

にも︑スクールポーイを雁ふにも︑皆主婦の自由です︒彼女

た拶挨︒決して﹁主人が蹄って来てから相談して御通事﹂な

駄目なので︑恩ひ齢つたので︑後から来る自働車に合回して

電話などがかかって来ても︑快刀蹴肺を断つ如きキビノ︑し

見るが︑誰哨見向きもしないで通り過ぎて柊ひます︒日は暮

等は又祇倉的にも賞に偉大な勢力を持って居るのです︒彼の

にも走れなくなりました︒種盈と苦心して修繕して見るが︑

れて来る︒益為焦れたつくなる︒其の時一婦人が後から自励

の姉人の努力等は︑とても日本婦人には反似も出来ぬことで

禁酒法通過の際に於ける婦人の活動︑不戦催約が成立する迄

ばかりの旋行をした際︑途中で自働車に故障が川来て︑どう

シフランシネコ迄送って呉れたとの事です︒勿論其虚に世い

す︒叉中流以上の家庭の主姉なぞは︑殆んど全部大里を出た

車でやって来て︑快く彼を彼女の自伽働車に乗せて呉れてサ
て行った自働車には錠をして桑港に行ったのです︒彼は之に
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に唯一の女子大票で教育されたものとは雲泥の差です︒曾っ

﹁婦人愛闘々防含議︲一といふものが催されました︒現在天下

があり詣す︒婦人とても同様です︒本年二月二日華府にて

無敵のアメリカに於て︑婦人があの赤い唇から雀の様にペチ

ものですが︑彼等は大事で男子と共畢したもので︑日本の様
てば東北帝大で二婦人を共望をしめたものですが︑夫れきつ

でせうか？外に

戦ふととなくして
民族は生存して行
けない﹂と︒かう
なつて来ると︑国
際親善など云ふ事
が果してどれ丈の
信頼が置けるもの

米阿の敵である︒

白く一︲平和主義は

演をしたとの事︑

それに陸軍次官が
出席して一場の講

防稗議！そして

泰千の畔に於て国

ャ／・〜禽議を開いたとは珍無類ではありま
︷せ
せん
んか
か︒
︒而
而か
かも
も此
此

康をいのっております

船中にて．中僚謹江

ル携帯といふありさま誠に物凄い感じがいれします︒皆様の御健

さず途中でやっと目的地を知らすといふ位．勿論同行希はピスト

ンドが横行して少し金持らの人は外出の時運韓手に其出先をしら

は雑然騒然として喪にルパンの小説か思はせるやう︑プラックハ

是ば上海の風俗で一寸上陸いれしましたが各種の人を集めた此地

中篠女子部幹事よりの書信︵その二︶

り婦人に封しては官立大畢では門戸を鎖して居ますが︑彼等
はそれだけ知識の
持主の課です︒少
し我侭な家庭の主
婦でもあれば︑家
事の一切をコック
て︑自分は終円自

や家政婦にまかせ
働車で跳び廻って
居ます︒亦宅の日
は害燕︑．雑誌︑新

聞なぞばかり読む
ので︑維日オフィ

１・・︲

親善を唱へて内は
１１１︲．︲．︲ｑ・︲．・

スで︑まるで生馬
抗叩▼ＦトュⅡ６﹃固﹄ずｆ︐︐一寸と１口４６６︐〃︑ｈ肝ｒい｜・トー１︐ｆ︲１．ｒｑ・ｑ１０︲・

の目を抜く世と間

って来た夫なぞに︑其の日の出来事を語って聞かせるので
す︒そして夫なぞより寧ろ新らしい頭の持主です︒

ます︒︵つ堂く︶

軍備の充貸︑吾等
は彼等の軍備縮少や不戦催約に随喜の涙を流して迎合する前
に︑先づ彼等の内心を吾々は細心の注意を排って見ねばなら
ぬ事と恩ひます︒人をも剛をも信ずるといふ事はよい事でせ
う︒併し詮り難卒に信ずるのは雄も恨まねば通らぬ郡と忠ひ
私は前に米婦人が不戦係約に就いて犬鍵努力した様に申し
をしたが︑何時かも申し上げた様に︑米人には甚だしき矛盾性

詩

林
駒

蝿蝿詩林
勝洗叙亭︒亭在京城郊外一重︒

塵界遠︒遥看城壁翠微頭．

槻陰成毛寓之助牟葉
０○○○○○○︑︑︑︑
巨艦怪石傍渓流︒洗籾亭逼可洗愁︒山色水光
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評臼洗字狸出更妙︒

題松窓士屋老兄佐渡旅行記後
安蒜斌恕︵千葉

評日樵思妙高四守・可移以評此作︒

︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
法華功徳及人文︒撫思妙高皆絶群︒山色依然
︑︑︑○○○○○○○
金北下︒遺雌直指橘花絞︒

不戦膝約成
︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
不戦締盟安蔑邦︒干犬影靭復誰庸︒放牛蹄馬

文荘選

川

槻養老瀧

評臼至誠弘道四字︒溌薦愈覗糖紳︒

八回忌︒追慕情成追慕詩︒

秋香河村儀李次鼠松
︑︑︑︑︑︑︑００Ｏ○○○Ｏ︑︑︑︑
畢徳淵深仰帝師︒至誠弘道世皆知︒也逢二十
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

恭賦泊翁先生第二十八回忌・

評日佳話好誌︒亦是可以鱒千載︒

一瓢酒︒千載流芳孝子名︒

︑︑．可︑迫︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
涼気浦襟身自軽︒仰看露境爆泉清︒追懐養老
︑︑︑○○○○○○○

届舟杉江孝春騒賀

詐日此作命意亦脱陳套ｕ斬新可喜︒

還陳腐︒披漉褒誕錦繍胸︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石

一

上野獣狂︵新潟

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
垂訓幾催金玉篇．破邪顕正策圃杢︒誰能弘道
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
縦翁後Ｐ自尖主盟三十年︒

生之雲︒亦常膜泉下・惟憾先生門人︒大半凋落︒頗

評日今之曾長︒畢秘飛術能縦其後︒甚右嘉識Ｊ泊翁先
畳寂真︒

︑︑︑︑

中根共堂爵玉

評日洪壁経圃︒憾油翁先生之旨︒含貝中果出有篤志則

其霊亦常眼地丁突︒

英蕊否︒共欲孜冷明大倫︒

二十八回逢忌辰︒尊卑追慕涙抽巾︒薦蓋足慰
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

諸子之作︒結碓難異︒追慕先生之情則同︒因不可

評日至誠之言︒侭足慰先生霊︾

木内循市郎早葉

軒軽也︒然本曾嘱余以懸賞︒余潅畢固不堪共任今

︑︑︑︑

選者文荘石川二三造識

暫選其最精錬而篤凹科︒諸子誌恕汚︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
憂固情深志士魂︒夙鳴木鐸古風存︒追懐二十
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

忘難得︒斯含之隆永可陣︒

弘道孜〃や文教宜︒湾民糎閏慕前賢︒泊翁遺徳

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

菅渓寮藤直

諺云枝無忘根︒徳無忘其報︒作者亦有然乎︒

八年跡︒遥拝墳前謝大恩︒

同

同
同
同
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F

歌園

讃巻
文謹

三浦直正選

天埼玉松本清三郎

評作者のまじめな糖祁牛活の種が思はれてい比御歌と拝見い丈しまし犬

野仕事に疲れたる父と向ひゐて獄しつ上父の蚊を追ひにけり

地磐城高久北斗

評ゆく物はかくの如きか源泉凌々として諜夜燕すてずが恩ひ出されまし求

夕暮れの川の面さびしわが上を流るＬ﹁時﹂もかくて師らす

人岸和田牧野惣吉

跡忠礎な描寓〃

彼の岸の光はつかに見ゆれども満潮の夜は潮騒もなし

佳作

若き時植ゑ置きたりしひはの木ほ棟をこすへくたちのひにけり千葉小安雄三

風呂桶にむし殺されし雨蛙親もあらうに子もあらうのに埼玉林春英

汐風の吹くになよノＩと揺らぎたり浪よけ垣に咲き出でし茨東京金津稗助
並び行きわれいそがねど足を病む友は次第に後れ勝ちなり埼玉横山築毒

一日のつとめしわさを語りつ上夕館のさ上をくむそたのしき
朝風の稲葉の上を波立て上我ふところに入ろぞ涼しき
南京米の袋を腰にまきつけて煙草の録を拾ふ朝かも︲
田圃路自聴車踏めば朝風の吹き来る方に水鶏鳴き居り
古里にしる人も遊く氏祁に七十へだてＡしのぶ今日かな
濃く淡く咲き誇りたる朝顔に今日も朝前の迎ひ受けけり
闇の夜の晴れたる案の遠花火くつろき見るも楽しかりけり
みはるかす秩父嶺たかく青室に白雲湧きて夕立ちにけり
何地にかたどり行かんと恩ふ間も涙とともにふり出でし雨

母袋元徳

境一男
蕗田誠

蕗川誠一

池谷勝太郎

大瀧繁賊

川久毒

︑晋

芝

居躯太

山

清水わく若葉のかげに害をよみて今日の暑さを忘れつるかな
お盆までに経へさせんとてこの頃は鉾営持ちて野良仕事かな

暮松
部良

古届

﹃１

風 庵 郎

湯

｢
I
I

矢 小 水 鎗

渋

谷白

口

人の事をあしくいふ人そのひとも悪しき虚はある世なりけり
長峰のつ上じは今やさかり底り早来てみませいま盛りなり
暗の夜にともし火ともし子蟹の母を尋ぬる心もとなさ

陸よりは楽しからんと思ひてし波の小舟もうき物にして

則

者

狐…之

玉島岡葉総統（城野

野葉津

城

玉

選

下 茨 長

下

禰 赫 千

埼

埼下千所茨

62
ﾛ,＄

歌

園

蕊俳壇
編輯
：◇打水

打水をよけて自陣車通りけり

選

盆栽に水打つ如露長公し

茨城難

水打ては蛙とひ州す小庭かな

打水に街路樹つ唾く家並かな

祁烏甫

黄昏や水打ちし庭に藤椅子出す

打水に蟻のふためく小路かな

埼玉吐

打水の飛沫かＡりぬ妹蜘の網〃

打水を済まして主人裸かな

幅島北

水打てば涼しさ増しぬ膝の茶屋

水打てばいよＩ︑赤し鳳仙花

同萎

打水に鬼等が遊べる街路かな

千葉香

部

栃木無町唯踊り娘の髪の蹴れや演の月・

水打って一寝入する庭の縁茨城一談

水打ては街路の子等の逃けにけりｌ踊り疲れて畦の小径を戻りけり

打水や庭燈篭にちる雫︑禰島北斗

埼玉知足子村伽り月出し原に夜もすがら
峰打水に行く手断たれし暫しかな白みゆく空もうつ上や盆踊り

打水に夕つく町の往来かな山口松風

埼玉吐月

大阪竹節踊子の拍子揃ひし夜更かな
秋打水に軒の自韓車濡らしけり打ならす大鼓に集ふ蹄り子よ

：山口松風お揃ひの浴衣に踊る夕かな

打水に朝顔の鉢什れけり

千葉香峰

斗打水や緑滴る演の庭田草とりし疲れも知らぬ蹄かな
打水に涼しくなりし小庭かな

通る人待って水打つ道路かな

祇島甫水

茨城一誠月の積大漁節を輪に師る
月打水や忽ち乾く庭の石︲脂粉の香夜筑に漂ふ師かな

大阪竹・節八木節に拍子揃へて伽りけ︐

水打水や雄が出て来し庭夕べ・︲娘子の足並揃ふ蹄かな

．埼玉誰谷寺の庭月影踏んで踊りけり

◇踊茨城鶏水

製作を見越して村の踊かな・栃木無町畦

水手拍子に足拍子よき蝿かな盆踊稽古に更けし演挫かな

児を友にあづけてしばし踊りけり

千葉変秋

飛ひ入りの一寸踊りて去りにけり大浪に日落ちて浦の蹄かな

埼玉知足子〃ｊｊｊｉｆＩＩｆｊＩｊ１〜〜〜︑

踊り了へて憩ひぬしはし草の上◇雑詠

埼玉知足子

千葉萎秋コスモスやピャノ打つ一昔折共に

踊り了へてさ上やき通る姉妹かな

盆踊見にゆく磯や生臭きコスモスの窓まＡに咲く狭庭かな
＠秀逸

茨城水芝庵

禰島甫一水コスモスをめぐりて飛べる蝶堂かな

埼玉知足子

打水や小鳥降り来し庭の石コスモスの花向きノ︑に暁きにけり

埼玉知足子

茨城水芝庵

打水やためらひ歩りく夕巷柚に聞く里への道や茸狩
山口松風茸狩って縁に並べて数へ見る
水打ちし門に人集る夜店かな

茨城一誠茸狩や山奥に見る一軒家
水打ってしばし見やりぬ庭の樹掩乙女一人交りし群や茸を取る

◇コスモス︑茸︑茸狩︑九月五日限

＠課題︵各題五句宛︶

↑〃千葉香峰〃︲１１︑東京浮舟城

今踊らんとする娘等や唄を待つ

禰島甫水
更け行くや踊り太鼓の遠ひひき

埼玉知足子一◇城州崎水鳥︑新年雑詠︑十二月五日限一

踊り子や夜明けて戻る渡し舟へ◇野菊︑秋の雨︑秋出水︑十月五日限

I
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俳
埴

語

葉柳や謎やれば躍る池の鯉

世を避けて住める主じゃ夏柳

◇野菊

＠課題例句

捨臼の朽ちるがまＬや野菊咲く

鰻江
王郎
草風

日は薮に落ちて色なき野菊かな

演の砂吹き寄す律の野菊かな

◇秋出水

月峰
萩の丈浸し経んぬ秋出水
雲風
温亭

樹に華ぢて提灯振るや秋出水

◇秋の雨

干竿の落ちて流る上秋出水

癖三酔

浅茅

川宿の戸なき廊下や秋の雨

桐の責を踏み割る闇や秋の雨

本含棄報
暑恥避けられつつあり︒︑

暑せらろ︒叉服部副禽長は那須別邸に之叉

口本含特別愈員正五位勅四等本間光揃氏に

○八王子友曹長武薩丈吾氏︵快員タリシ

モノ︺

る・哀悼に堪へす︑氏は本邦地理畢の唯一

が︑七月廿六日午後零時十五分途に逝去さ

本年一月以来腎臓病のれあ加療中なりし

口本曾協養含員理畢博士山崎頂方氏には︑

けられつつあり︒

とである︒葬儀は八月七日酒田町瀞砿寺に

たりし走思へぱ︑惜しみても尚蝕りあるこ

く人の知る所︑然も氏は未だ享年五十四識

業︑時に教化慈善方面に意を注がれしは普

の富豪匹して︑夙に祁先以来耐含公共事

誠に哀悼に堪へす︑氏ば人も知る東北第一

の虚其の力及ばず七月計一日漣に蕊去さる

口八月十八日︵日︺午前九時より本郷駒込養

や活動訓頚に就き考究さるろ所あり北り︒

も係はらず出席され︑稲々協議され︑封策

田正副委員長以下各委貝は残暑厳しき折限

於て寄附金募集部委員倉を開くｂ堀田︑繁

口八月十四日午前十一時より本含事務所に

任︺理事香取磯吉氏︵新任︶

助氏後任︶副支曾長品村元右衛門氏︵新

○千葉匝瑳支含長松山英胤氏︵故布施鷹

伊之吉氏後任︶．

○千葉東部丈曹長布施鑓次郎氏︵故繕鳩

の樵威者たりしば人のよく知る所なり︒

於て畢行さろ︒本曾よりは弔電︑︐弔齢︑御

源寺に於て西村先生鋪二十八回忌法要を畢

は乗て肉腫を患ひ︑慶雁病院に入院加療中

口元本含評議員特別倉貝従三位動三等制到

する虚ありれり︒

香料恥捧げ︑准前の御諾力に封し椴意九表

ロ顧問松卒伯爵には葉山の別邸にて暑牟避

創制珂は七月稀六日午後六時遂に蕊去ざ

細は別頂に記載す・へし︒

なりし韮

を以て畢行され︑遺骨は郷里山口螺萩町に

繁田募集部副委員長︑千葉委員︵見山参典

日午後八時ヨリ宇陀中撃校講堂一一於テ講演

本月十三脚本曾諮誌吉田博士テ招鴫シ同

宇陀支奮報告

支曾葉

本愈と聯合して椛大に行ふ︒詳

埋葬さる山︑氏は枇橘培培の恩人と

口支含長幹事に死亡其の他の事儒に従り左

峡席︶募集部事務の協議牢なす所ありたり

て人

の功績をあげられ︑晩年ば錦鶏間砥侯たり

氏礎任︺・

の如く異動ありたり︒

○小田原支曾幹事草仙惇造氏︑内田百遊氏

き心本曾には夙に其の評議員として委房支
ず︑常に感謝措く能はざる所なりしか︒

○千葉西部支曾副支曾長大木忠男氏︵八

○平塚支含長鈴木清毒氏︵故般津愛之助

本含よりば榊料並に弔鮮を捧げて哀悼の意

木道之助氏後任︶．．

●か表す︒因に氏は亭年七十九歳なりき・

含長として誰力せられれること︸方なら

ゞの知る所︑曾ては知事等にも雁任して幾多

Ｄ

口八月六日午後十時より本曾事務所に於て

F

る︒哀悼に堪へす︑告別式は伺汁一日祁式

I｜

行Ｄ本年は従来松卒伯主宰の修蓋倉の主催

I

口徳川曾長は八月上旬梅木螺璽原温泉に錘

報

令木
嚢報
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倍加方法二付協議チナス従来ヨリ倉員間二

倉チ開催セリ開含前二臨時縄含チ開キ曾員
常二瀞へ居レル問題ナルチ以テ今皿ノ講演
含テ機含二急速二募集テナジ本年十一・月ノ
頃新加入含只ト共二︲秋季綿曾チ開ク事チ曾

員一同協定チナシ講演称ノ時刻二至ルチ以
テ臨時縄曾チ閉ヂ講演稗二移り山岡幹事開
生祇ノ題下一二一時間二互リ諒々細ヨリ徴二

曾ノ挨拶チ述令へ吉岡博士︿現代祇含卜人格

入り打益ナル御講演アリ一百鯨ノ聴衆ハ砦
熱ョ不係静寂二熱心二傾聴セリ川遥幹事閉

きば

中村正宏

ね野いる
唯ひと色の

我等が皇閏

りわれらみくに

め藍も

かかや

愛でっ護︐９つ
と

もる共に

いや輝かせ

め

さらめぐ

めろふ

蕊ゆる皇国

さかみ・くに

ふか

いや富弐せ

根ざしも深く
けがみくに
汚さぬ皇国
とも

あ

ね

忠孝の
ひまる
日の丸を

つちのへ

ちうかう

もろ共に

愛でつ青てつ
よりよきぼ弐れ

とも

日に映ゆる

ひは

窮みなく

愛圃歌
一︑

一一

一弐︐

いざ翠げょ

幸に悪弐れ

そだ

地上は
許みぐ︐唾︑

とも

民草の

愛でっ奮いつ

め夢ら

気高き皇函

け庁かみくに

日本魂

やまとだ圭しひ

は︐つ︒．︽︾

もろ共に

羽ばたき眠く

ゆうひ

雄飛せん
さくらほな

とも

撰花
ふじゃま
富士の山

愛でつ拓きつ

ぷんくわ喰な

もる共に

文化の花を

さ

咲かせなん
︐〜ｊ︑くくく〜︑く〜︑
グｑＪｑＪｆ︐ｒ９Ｋ３ｆ︑〃︑Ｊ氏ノ︑ノくＵノ

一 一 〜 鴎 一 一 一 シ ー ー ､ ＝ ､ ハ ー ハ

含ノ旨チ告ケ宿泊所山過幹事ノ宅二引上ゲ

、
℃

タリ礎署殊ノ外酷烈ノ折柄吉川博士ノ風手

ぐ︐︑ｒ︐く少．︑〜

三

四

二接シ御熱誠ナル抑講演チ秤砿ブ含員一同
感謝ノ意テ表シ居しり
右及報告候也
昭和四年八月十五日
日本弘道舎宇陀支曾

岡山支曾報告
咋十二円午後七時岡山市公舎堂に於て思想
の縦の賦曾と横の就含と題し二時間に捗る

講演含開催︑本含諮議丈肇博士吉田静致氏
講演有一般限感動か輿へたり聴衆五百侭人

ハーーーーーへ一習一￥へ戸､ハーーヘジへ拝L戸姑八ご〜…ジ、句
へ
一
一
一
ヘ

嘘
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配の要法忌回八十二第生先翁i白
6
7
席

泊翁先生第二十八回忌法要の記

か︑或江又凋立にするがの識も現れた︒そこで一臓松小伯藤の意

本典左術門︑足立栗園の三氏と︑村川修養含幹事韮煩して伯僻蹄哀

見起伺ふ事にと江リ︑倶楽部設立委員に選ばれたろ加賀美醐光ｂ寺

日此の日にふさ

含したのであつれ︒因に松卒顧問伯は葉山より御出席の筈の庭少悲

はしい事ではある︑繁川氏排附の玉沸︑加没美氏

寄附の白葡萄酒︐及主併側よりのサンドゥヰンチ及菜子等に渦を描

の後御訪虹すること走依報し︑一段落韮告げた︒これ等のことも今

ら本含でむすぺき事業である一一とは勿論である︒故に本年は修養命

で多年の間執り多飛ばれて来たのであるが︑本来含弧の法要であるか

丘Ｌ︑餓な凌ぎて午後二時一同この意義ある先生の法要忌走雑り散

従来泊翁先生の個忌法要は︑松平伯爵の主宰ぜらろろ修養倉主催

と木曾と共同主催で感大に執行することトなつれ︒

近来稀なろ土用の暑さの後起うけて︑礎暑も至って厳しい此日十

参拝者芳名︵順序不同︶

あって御中止になられたのであった︒

徳川達孝︲三上参次︑村田朔一郎︑土屋銀子︑大島義済︑烏谷義

八日︑午前八時半参集の橡定時間には悉く熱心な乃含員諸君の御参
Ｌて心からなる耐りを捧げ旗︒それより例に依って先生の墓前に額

武︑上野啓吉︑南詳山︑新島六之助︑足立栗園︑加賀美剛光︑高橋

集走得たｏ九時より一同座に就て法要に入る︒約一時間の問韮煎と
斗﹄︑︽てれより書院へと引あげた︒並に於て一同くつろいで先生の追

一郎︑寺本典左術門︑河内澄碕︑小谷茂愛︑西村一彰︑風常朔朗︑

平太郎︲瀬戸峯次郎︑持爪欣久・炭江繭次郎︑青山泰次郎︑石原勘

耐烏甲子三︑千葉垂太郎︑繁川武平︑中村芳三郎︑松平稽吉︑萩野

懐談に時か費すこととした︒先・つ修養含幹事村田朔一郎氏よりの挨

れる誹議員繁出武平氏より先生の追憶心兼胆て木曾の羅展策︑寄附

拶︑礎江本曾主事よりの挨拶あり︒それより豊岡より遥々出向され
金募集部の輔業等に互りて語るあり︲次で寺本聯絡部主事︑加賀美

子︑土雌銀子．繁出武平勘加賀美剛光︑

徳川曾長︑松卒顧問︲砺島監事︑西村一彰︑上野啓吉︑萩野貞

左の如くであった︒

術此日先生の御霊前に金岡並に品物走供へられ士ろ方々の芳名は

貞子︑制田斧二︑

閥光氏︑小谷茂批氏︑足立栗圃氏等よりそれＪ１の懐奮談ありｕそ
挨拶かされれ・而して今日蝿原へ御蹄りの鞭とて一足先きにと蹄ら

れより徳川曾挺限は今日の法要に避暑地蝿原より態々隅席ありて
ろ＄これより世加賀美氏提議に依る﹁弘通恨楽部﹂設立の件に就て

日泊翁先生の命日こそ吉日とて早速具鵠化すべしとなし︑加賀美

諸氏より意見ル交換される所があった︒一同皆養成卜の事卜て︑今

戸︲︲︑グｑＥｒ﹄リ０Ｆ．︒

氏の含則草案を中心に愈倶楽部内容の具慨化か見るに王つ士︒然
Ｌ鼓に修養含の内容を改めて倶楽部の事業をも入れることにずる
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寄贈圏書紹介
一
一

とか申上げるのである︒

︑箸者ほ倫理畢界の大斗にして︑東京高等師範に教鞭をとちる上の
人︑深く並に慮る所あり︑若漢含叢書の一篇とＬて本書か刊行せら
ろ︒誠にその意深くして︑叉時韮得たろものといふくく︑その勢を
多とせねばならぬｑ著者は先づこれが理解研究にば第一に讃方であ
り心第二に内容なりとし︑誼み方に就ては聖上陛下が御朗讃遊ぱさ

るば容隻易ならざるものがある︒

ある．︒然るに字句難解︑意義又深遠にして︑何人もよく之を理解す

謹んで案ずるに︑聖旨の程は誠に崇高深遠であって︑容易に窮ひ
知るぺきではないが︑昭和御大憩紫旋殿の御儀の勅語はｂ祁宗の御
遺訓に本づき内外の趨勢に鑑みて︑昭和新日本の崇高なろ理想をし
て︑我等臣民に御示し遊ばされたものと恐察Ｌ奉るのである︒故に
畢って吾等臣民たるものは︑申すまてもなく日夜謹んでこの聖旨走
奉鐙し︑協力一政昭和日本の理想起費現すぺく感憤奮起し︑卿かた
りともそれが求め睡分の貢献を致さればならぬ︒特に其の身或ぱ父
母姉れり︑愛育教化の職限任たるものの如き︑一層御趣旨ルよく理
解せ胆ぱならぬ︒叉研究することの必用たるは論か俣拒ざる所で

のこ

本書の御大鐙勅語とは︑昭和三年十一月十日︑畏くも今上陛下が
御即位の大憩を行はせられし際︑紫辰殿の御儀に於て賜り犬ろ勅語

荻原渡謹解

︒御大鳩勅語解

ジ

もなるぺ︐１０

れしまＬの王一音を溌高の標準として深甚なる注意起梯ばれてゐる︒
叉内容は︑第一段御即位職の御事︑第二段園倦の精華︐第三段先朝
の御索業と御希望︑館四段統治の御方針︑第五段臣民への御期待と
御大孝との五つに分類し︑之牢更に義解と字解とに別けてｂ或は日
木及支那の古史か徴し︑式は先哲の言走引きて︑深遠なる︑聖旨を
解明して総す所なし︑吾人は切に望む︑昭和の日本図民は羅夢も勅
語の御糖祁より離ろぺからす︑而して聖旨を奉侭し︑そ起賞現せん
がためには︑本雷一桧を常に座右に術ふく含こと悲︒畢図一慨勅語
の御精祁琴誠に理解し︑誠にその賀現へと努力するならば︑期せず
して昭和の維新は資現され︑而して皇恩の寓一にＪ副報ひ奉る所以と

同含編纂

明治聖徳記念墨書寄贈

︵菊判︑暇綴美本︑百六十頁︑定債萱倒五拾銭．
東京市京橋鹿南博馬町二丁目五番地目黒書店凌行︶

明治聖擦記念豊富紀要

菊版並製美本百八十頁︑非寅品︵倉員組感

常に腫而目に東洋特に日本の精祁思想の研究を以て倦まず︑就中
宗教壌的その研究に至ってば︲︑か上る見地から現代の諸嵯界に一異
彩藩放って馬ろ本誌はっ並にその第三十一巻を壷刊した︒本漉にも
加藤博士の生詞谷紳祁の由来︑久松教授の古典文畢と近世歌論との
閏係︑石田氏の那料壷堀物の悌教文化史的慨値等の見るべき研究物
あり︑其の他︑八束撃士︑岡︑博士︑倉橋翠士︑大村畢士︑川剛肇
士其の他の卓説あり︑何れも一制して枯渇辻ろ現下思想罪に︑初めて
意走浦してくれる清泉に出合った恩ひ韮禁じ得られないものがある・

東京市小石川厘丸山町十一番地
財園法人明治聖徳記念筆含蕊行
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一ひ

錐

氏は又同村屈指の資産家にして︑多数の小作人を有するもめ常に小作人を愛撫し︑肥料資金等は低利又は無

利子にて融通するの外︑毎年二回小作人慰安宮を催し︑砺考の親睦を刷りつつあり︒昭和三年三月小作人一同

より大火鉢壷個を贈られ︑感謝の意を表されしに見ても其の一端を窺ふに足るぺし︒

氏は温厚篤賞にして︑前述の如く慈善心に富み︑地方人の信望厚く︑村治︑教育︑郡治︑農事︑各種組合の

功勢者として同地の尊敬を一身に蒐めつつあり︒氏の如き資に稀に見る篤行者と構するを得くし︒・・

婦小山なを氏

宮城螺本吉郡文月村大字丈城字若荷深一三

慶膳三年二月十日生

にと努め︑而して其の僅少なろ収入と以てしてや健気にも・一家の生計を支へ来れり︒然るに其の勢苦の効もな

病床に親しむこととなれは︑二人の鍔薬料は只為嵩むのみたりしを︑底を女は克く農作物の裁培に︑或は日傭

て入誉することとなれりＱ然るに其の後は不幸頻りに重たり︑誌左術門は病のため展兵の身となりて蹄宅しへ

家事に働むと共に︑長子甚左衛門の成長を待ちつつありしも︑長じて家政を助くるに及ぶや長子も亦徴兵とし

を識すと共に︑愛児を養育しつつ女の手一つにて一家を丈へたり︒然も夫は除隊後常に病身たりしため︽専念

何もなく日清︑更に日露の雨役にも従軍するの有様なれば︑留守勝なりしを︑其の翻守中を克く老父母に孝養

なを女は資性温良︑明冶二十二年十一月小山太郎兵衛に嫁す︒夫は間もなく軍隊に入り︑一度除除せるも幾

節

Ｉ﹄

く︑老父︑夫︑長男相績いで遂に死亡す︒左を女は一時全く悲嘆に暮れたれども︑猫も之に屈せ歩︑此後も不

榛不屈の精祁を以て他の救助をも受けず︒殊に諸税の如きは一回４滞納することなしといふ有様で︑公役義務

の責任は柳かも之を鉄くことなし︒此の心掛けは世の男子と雌も克くなす能はざる所なるべし︒尚老母は九十一

歳の天命を完ふせるが該之も賞になほ女の孝養に依るものと灘すべし︒なを女は目下孫みさぽの教養を楽しみに

依然精勘して我家の再興に努力しつつあるが︑明治二土一年嫁して以来︑三十九ヶ年間を銀難苦と戦ひ︑雨親

に孝を夫に貞節を︑我子の教養にと努めたるなを女の志行は他の模範たるべし︒

婦高橋きょ氏

明治二十四年四月八日生

宮城螺加美郡鳴瀬村下新田字一木柳五四

０

をよ女は烏瀬村亡細谷害惣治の二女にして︑明治四十二年十九歳の時︑同村高橋賀久治に嫁し︑一女三男を

墨げたり︒同家は元より資財左く︑生活は不如意勝ちなりしも︑夫婦相和して楽しく共稼に依り生活を誉みつ

つありしが︑不幸にして大正九年一月︑夫は難病に確り妻の手厚き看護も其の効なく︑途に同年一月一子八日

幾日も病まず突如死亡せり︒営時長女は十一歳︑長男は八歳︑二男は五歳︑三男は三歳といふ有様にて︑此の

幼き兇と川名護されてきよ女は途方にくれざる↑と得ざりき︒殊に長男の如きは生来の病弱にて︑常に醤葉に親

しむこととて︑夫の在世中より中交困難なる生計なりしを︑今に至って一層其の度を加へ来るに至れり︒

し

節
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今や家財とては︑僅かに宅地と雨露を凌ぐに足る住家あるのみなれば︑毎日三度の食事をさへ事峡く有様な

れども︑きよ女ば大決心を篤し︑自己一人の勢力にて一家の生計を樹てんと奮然鰍起し︑朝は未明より︑夕は

星を見るに至る迄︑川畑の耕作蕊細工等にと勤勢し︑或は他家に傭はれる等︑全く粉村砕身の勢働を綾け︑而

して勤少なる共等の牧入にて︑一家の糊口を凌ぎ子女の教養に努めつつあり︒かくして今や長男長女は共に高

等小望校を卒業し︑二男は高等科一年︑三男は尋常川畢年に在畢中なるが︑何れもきよ女精働の結果になるも

のなり︒夫死亡後八ケ年間︑維始一貫一家を支へ︑子女教養に努めたる衆の範とするに足るべし︒かくの如く

なれば近隣の人だはきよ女の細腕にて一家の生計をたてる困難を見るに忍びずとて︑後夫の媒介一再ならざる

も︑きよ女は亡夫に封する貞操蓮全うする篇︑断然之を拒絶して今日に至るを見ても其の志行思ふくし︒

禰島螺

箪皇愛園及育英功勢者佐藤精明氏

嗣烏螺相馬郡石神村

弘化四年十二月六日生

氏は奮中村藩士族佐藤充明の長男にして︑幼より読書を好み︑質賃恭諏︑妄りに言笑せず︑年十六藩校育英

館に入り︑孜餐として業を修め︑兼て武道に志し槍倒を翠ぷ︒明治二年東京に至り︑鴻儒安井息軒に就き︑経

史文章を講習し︑四方の俊髪と交り︑業成りて郷に締る︒郷畢潅善館の助教と鴬り︑生徒に教授す︑五年私塾
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を開き進修塾と濡し︑弟子日に進むや六年十月相馬郡南新田小畢校創立に営り・首席教師として諸般の事務を

措任せりへ七年原町小畢訓導に任せらる︑十二年二月禰島撫御用掛拝命地誌続輯に従事す︑伊達郡長岡村誌以

下十五冊︑相馬郡中村誌以下八冊を綿成進達し︑叉幅島螺開墾誌一冊を細築す︑十五年二月耐島師範畢校助教

諭に鱒じ︑五月辞職︑同年七月原町小製校長に任せられ︑十六年一月解職︑同年四月太政官修史館御用掛拝命

︑十九年一月に至る︒氏は賞時文望の淵叢たる修史館に在りて︑諸先輩の指導を受け︑編纂の業に努力し語史

料稿本二十除冊を編纂進達せり︑寒ら斯文畢曾々員に列し︑職務の除間に︑礁講作文を怠らす︑又廻澗麗津雨

文献に出入し︑力遼文章に享らにせり︒同年五月涯一信暁に任せられ︑判任官八等に叙せらる︑二十年五月非職

と迂る︒後原町高等小畢訓導︑禰島際中畢校教諭︑宮城際立古川中票校教諭に歴任し︑四十三年九月に至る︑

復た私塾を経誉せり︑八十詮の老齢に及び︑尚ぼ郷里小畢校父兄倉長として︑教育の後援に努む︒明治の

尋で退隠料を給せらる︒四十四年三月宮城牌立白石中畢校教員を嘱託せられ︑大正元年四月に至ろへ郷に蹄
り︑

初め羅制蕊布小里創立営時教員たりしより以来︑︵其開官椅に鱒任等にて断績ありと雌も︶前後凡そ五十年︑︲

子第を教育する三千人に及び︑材を成す甚だ多し︒平素道徳教化継世に闇する書遂緬述して︑人才の陶冶に資

せり︑共編箸の概略を墨れば︑誹武除韻︑松川詞藻︑愛峯文紗や同績集︑開成山みやげ︑蛙謹集は既に刊行せ

られ︑勧畢談︑忠烈史談︑日本立志美談︑愛峯詩史︑相馬感奮集︑東北鴻爪︑磐常紀行︑鴨族漫吟︑文苑唱酬

録︑愛峯随筆︑其他数部あり︒脊て本邦漢文藤原怪嵩以下三十六人を選び︑文星閣と銃し︑其文各一篇を楯間

に掲げ︑又石川丈山以下詩宗三十六人を選び︑其傑作各一首を探り︑日夕調調︑其人を景慕す︑蓋し近来漢畢
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の衰ろを歎じ︑倒澗を廻さんと欲し〃古人を尚友しゴ以て復興を謀るあり︒大正十一年十二月稲島撫東部聯合激

育曹長より︑表彰状及び記念品を贈り︑氏が多年専心忍耐︑文教に貢獄せる効綾頴著なろを褒賞せらる︒内

木村節堂文星閣記の一節に白く︑錐峯先生少うして文を畢ぴ︑喜て和漢古今の文草を抄録し︑著作頗る多

し︑曾て西京に源ぴ︑詩仙堂の蹟を訪ひ︑丈山の高風を慕ひ︑私かに擬する所有らんと欲す︑謂ふ彼れ詩を選

て漢土人を取る︑我登徒に銀に倣ふ者ならん乎︑是に於て邦人藤原怪嵩以下三十六人を得て︑各其文章一篇

を取り︑親ら毒して楯間に掲げ︑鏡して文屋闇と日ふ︑括据十有鯨年︑其商量する所︑上名匠錘工より︑下後

単に及ぶ︑其遥捧の公平無偏たる︑椛衝を侍歩して知るべき也︒鴫呼氏の才及畢を以て︑三十六家逓選ぶに︑

其文字の偉観︑果して如何と漁す︑紫眉面目塚龍乎として古入来りて閣中に倉するを蝿ゆるなり︒因て億ふ

夫の丈川斬僻塞放の手を棚して︑超世絶俗の筆を姉ふ︑富貴を見る浮雲の如し︑其高風清韻︑叡山の霞鴨川

の水︑之を助くる者あり︑宜べたり名姓山川と倶に千秋に徳ふるや︑今氏が少搬描蕊の手を以て︑鉛粟を執り

名利を勉つば則ち同じ︑佃叡山鴨川の風韻を助くるが如き春有りや否や︑巳にして論を得たり︑白く磐城に松

川浦あり︑風光明加︑我松洲に亜ぐ︑益し氏が其勝概を擬し︑以て作文の気を養ふ︑是を以て選文の功︑唯其

●

易きを見て︑其難きを見ざるなり︒是に於て文星の闇詩仙の堂と︑東西古今和漢詩文相映謝し︑以て天下後世
一に不朽なるに足れり云令

．氏は晩近外来思想の沈激なるを憂慮し︑尊皇愛図論を著し︑八十の老躯を以て︑自ら一本を繕篇し︑偉献の

後︑刊行して世に問ひ︑専ら勤王報陶の精祁を鼓吹しや海内の同志に頒ち︑或は畢校岡書館に寄贈する等︑百
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方思想善導に毒力せり︑旧方今漢文を讃むもの少なくして︑其文義を解程玩味する人今塞餐たるを憂ひ︑門人

●

某に臆し︑繰義を起稿せしめつ上あり︑他日其著世に出でば︑世道人心に禅徒する必ず大なろものあらん︒氏

の如きは其精祁を尊皇愛国に︑特た経世湾民に注ぎ︑育英と興畢の目的を貫徹せんと欲し︑絡始一誠︑覗勉倦
まず︑世の儀表たる資畢篤行の士と謂ふくきたり︒

模範公吏斎藤兵鬼千氏

禰島螺河沼郡野
野津
津町
町字
字原
原町
町二
二一三六

元治元年七月十五日生

氏は明治三十八年九月野淫村外二ケ村の組合長に筆げられ︑大正十五年四月病気の馬め野津町長を僻するに

至るまで︑屡組合長又は町長等に歴任し︑或は叉郡含議員︑聴曾議員等にも選ばれて︑一意地方の公益公務に

窯津せる功績は誠に頴著なろものあり︒今其の主歳るものを摘記すれば︑氏は教育の責蹟を塞ぐるには︑教員

の優遇と設備の完成とに依るもの左りとし︑優遇法に封しては︑螺所定の義務額以上の支出を篤し︑叉住宅料

をば支給して其の賞を塁げ︑設備に就いては︑普通教室の増築は勿論︑講堂兼鰐操場迩ぱ他に率先して新築

し︑鰐操や連動用器具一切の備付を固る等︑著しき改良を計るあり︒叉小畢校基本財産の造成に力を注ぎ︑専

ら村民を督働して畢校林を造り︑此面積二町歩に達し︑之が完成の暁には畢校の基本財産として多大なるもの
たるべし︒
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：叉氏は一面敬祁の念頗る厚く︑常に祁祇中心主義を鼓吹し︑従来瀞祇財産の開係上︑祁媛幣吊料供進なかり

しものに封し︑極力氏子を督働して指定祁献と篇したるもの一二衣ら談︑又祁杜の合併を企蚕し︑之を資現せ
しむる等︑祁耐行政上頗る意を致せり︒

叉野津町は元野津村︑芹草越村︑正中村の組合村なりしが︑明治二十二年町村制賃施の際︑各村の猫立を認

められしと雌も︑固より資力薄弱にして永綾すべきにあらざるを以て︑再び三ケ村の組合を組織するに至〃れ

り︒而して人心の統一行政事務の刷新を刷り︑著しき成績を現すに至る︒

更に農事改良方面にも力を致し︑採種圃の設置︑品種の統一︑産米品評含診堆肥共推含︾或は特に小作米品評

含等を開きて︑鋭意之が改良と奨働に喝されたることも妙なからず︑大正十三年には︑面積百三十町︑人員二

百二十五人の耕地整理組合を組織し︑之が組合長と底り︑潅概川水野灘大堰の取入口を改修し心之がために百

四十三町除の用水に支障なからしむるに至れり︒其の他曾津木炭同業組合︑野津信川組合の設置に開し識力せ
ろこと一方ならざりき●

斯の如く氏が其の多年の間公益公務に毒律したること．一堂枚畢に遅あらず︑今や病みて職を退けると雌も︑

寸暇も其の指導の念を忘れず︑何くれとなく力を致しつつあり︒氏の如き誠に一生を公務のために捧げたるも
のといふくく︑模範公吏として推賞するに足るものといふくし︒
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婦渡漫フサ氏

雨勝螺石城郡草野村大字泉崎字岸四五

慶陛元年七月八日生

其の間今日迄資隆一子年の久しきに及ぶ︑フサ女の心努や到底筆紙のよくする虚にあらず︑然も志操堅責にて

れどもフサ女は斯の如き人生最大の悲惨不幸に哨堪へて︑之にＪ鯛屈せで再び家運の復興に努めて怠らす︑

然るに天何ぞ無箭なる︑又全大正九年一月には他郷に在りたる長男死亡せるに曾ふ︒何ぞその痛ましき︒然

フサ女は意を働まし︑家政の維持に︑子女の教育にと勇を鼓して一層の力を致すこととはせり︒

今や一家の柱石たる重大なる責務ある彼女は伽時迄も悲歎を悲歎として涙に幕すを許されず︑共産で健須にも

去するに遭ふ︑呼一時の此の不幸︑フサ女の悲歎やる方なし︒全く途方に暮れてその幾日をばありしが︑然し

大正七年十月には又二男腸窒扶斯に確り︑一家は益盈窮状を呈せり︒然るに共の翌月に至り︑夫姑相次で死

れば︑之が看誰の任は容易ならざりしを︑フサ女の心議しは卯かの不足を感ぜしめざりしと云ふ︒

はり看護孝養至らざるなく︑殊に雨人共手足不自由にして︑食事は勿論雨便をも自らする能はずといふ有様な

に此不幸に際脅して一家の窮乏は其の極に雄せり︒然れどもフサ女は更に屈せず︑一意家業に勘み︑病者を労

十年に星は不幸病死し︑大正元年中には姑は中風症に確り其の翌年に至りて重ねて夫亦病を患ふに至る︒一時

フサ女は明治二十二年八月渡遥家に嫁し︑男姑に仕ふろに至孝︑夫に貞節を毒し︑二男六女を墨ぐ︒明治三

節

一．黙の枇難を聞かず︑今や二男は立川飛行隊に入瞥し︑園家のため奉公の任を致しつふあれば︑フサ女は家に

只凋りありて︑専らその任果つるの日を梁しみつ上ありといふもいぢらしきことならずや︒

大正十年十月には石城郡長より︑又同十二年二月には幅島聯知事より︑何れもその篤行を表彰せられしも淘

に宜なることなり︒人と生主れて此不幸に倉す︑宮に一面同情に堪へ歩と雌も︑之に打克って重大なろ責務を

木義識氏

果したる人のよくなす所に非ずして︑篤行や重重すべきものといふぺし︒節婦の模範として世に椎讃すべきも
のたり︒

岩手螺

模範公吏

二年より四十二年迄戸籍庶務を捨任し︑常に敏速適確に虚理して蕊頓を峡くことなく︑簿冊の整理に至っては

今氏が在職中歴代町長を怖けて施設したる重なるものを畢ぐるに︑先づ事務の整理振りを見れば︑明治二十

示して之を誘披指導す︒又歴代の町長をぱ軸けて︑時運の進展に伴ふ施設の篇に森津したる効績は偉大たり︒

殆んど休日をぱ塵し︑薄給に甘んじて敢て柴達を好まず︑孜交として我が事務を研究整理し︑吏僚に範を自ら

暦選今日に至れり︒自治の事務に従事するとと賞に四十年一日の如し︑而して其の格勤締剛驚くばかりにして

氏は明治二十二年町村制資施せられし年︑始めて岩谷壁町書記に就任し︑Ⅲ二十九年聖げられて助役となり

岩手螺江刺郡岩谷堂町

柏

謎
行
鋒
88

善
行
錨

郡内の模範と榊せられき︒叉同三十年より園税は納期に完納の成績を見︑同四十二年よりは郡長及仙姦稔務

監督局長より賞捗らるるに至る︒叉町村制賞施の際奮村より引縫を受け︑畢校基本財産として管理せる米及金

員は︑明治士一年来佃人貸付となして放任され︑回牧不能の状況なりしが︑氏は鋭意其の回牧に努め︑其の結

果遂に明治三十九年全く其の整理を了したるあり︒又町内三ヶ部落所有財産をして統一し町に之を寄附せし

め︑町の財産造成を刷ると共に部群民間のそれがために粗隔たりし感怖の融和を期したるあり︒又町交通機開

の葵怖に意を川ゐ︑物資の交換を回滑底らしめんため︑道路組合を組織し︑一里一士二町の道路︑五ヶ所の橋

梁を改修し︑近隣への交通の便を計るあり︒更に稗じて教育方面をと云へば︑小畢校舎の増築︑高等科の新

設︑商業補習畢校をも併置して︑町子弟の教育開溌に費せるあり︒岸業の諸施設には氏自ら町農曾刷含長と底り

て農禽の活動を促し︑適期藩水︑稲早刈︑糖倒立の絶溌︑生掛乾燥︑共同販寅︑共同作業の働行︑優良︑叩極の改

良︑農具の許及を回る等謡力し︑以て江刺米として東京市場に迄謹便を博するに至る︒而して箪笥製造︑養豚

奨働等を促して町民経済の潤淫を刷る効妙なからず︑叉耕地薬理組合︑水利組合等を設けて農産物の増牧を計

るあり︑叉同町は由来良水に恵まれず︑氏は深く之を憂ひて種を誘力の結果︑水道の施設資現し︑十川寓七千

回在投じて遂に之が完成に至らしめしあり︒叉氏は常に勤倹貯蓄を奨働して︑佃人経済やがては町経済の回滑

を計り︑ために今日個人は元より町並に皐校の基本財産をして巨大たらしめたり︒更に稚災救助資金をも造成

毎■

して︑献禽事業方面にも意を用ゆる等数へ来らぱ枚畢に連あらず︑それ氏の如き河に町公共事業に献身せる人
といふくく︑公吏の模範として推奨措く能はざる所蔵り︒

、
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○本年の暑さは近年にないものでした︒然し事もなく堪へて

ｉ
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諸賢と此の初秋を迎へましたことは川度の至りであります︒

参園一税不要
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○また鼓に大震災第七年目の九月一日を迎へました︒七年と

ご
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昭和四年九月一日
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へた大震災後七年経った今日︑その教訓に育くまれて各自は

定
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昭和四年八月廿九日

＝

いへぱ生児も七つになります︒彼の凡ての人に一大教訓を典
如何蔵る成果を牧めたでせうか︒話互に胸に手をあてｋ老へ

、
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割田斧二

振祥貯金口座東京四三一七

電話九段九番

東京市神︑旺西小川町二丁目一番地

一溌行所日本弘道曾

東京市牛込応早猫田鶴巻町三○八

印刷所文陽牡

編獅乗
磯行人

東京市祁田唾西小川町二丁目一番地

礎印

て見なければなりませむ︒

○本脱には永井先生の日本の耐禽道徳なる御高説を承ること
に致しましたｏ先生は人も知る日本の新道徳建設に努力せら
る上方です︒随って只古典に立総って居て見れば新らしさに

驚く方がないとも限りませんが︑お亙に奮来の訣陥を知り進
むべき将来に封し蒙券一啓くべきではないで牡うか︒訳解たき
やう本篇の熱誠を語脈ひ致します︒

○経済士道の御意見に就き原先生の御高説是又吾人の傾雌す
ぺきものであります︒先生は産業立固維済士道の提峨群で︑
一大見識を有たれる方︑帝剛農曾共の仙極だの機開の主鵬者

で︑これが畳醒を促すべく努力されて居ることは人のよく知
る虚︑経済士道とは先生特有の熟語で︑即ちともすれば下品
硯される経済人︑経済生活に所謂士道の魂を打込むことの意
であるといふととです︒
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