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一ノー町川小西

認蕊霊繁田武平先生著

癖新しき道徳

題して新しき遺徳といふ︒素より人倫の根本たる大道に新

奮のある・へ暑筈がないが︑それは要するに新時代に活脱せる

蝶王埼

祁本認這詫文肇博士一 服 部 宇 之 吉 先 生 述

日本弘道含

教 化資料

日木弘識曾は道走弘祇ろを以て典の使命とする︒然らば其
の道とは如何といふに︑我建隅の締紳を純とし︑Ｒ新日進の

トーとして園比道徳の振興．牡禽教化の渋際に身を以て賞る

所の溢偲と云ふに外ならぬ︒著者繁川先生は弘道報関心モッ

こと一貫して並に西十年︑その熱と誠と慧眼とよりして得衣

豊富な催陰は︑時代に活き求黄践的な道徳を指示さるろに至

った︒それが即ち本書である︒理論は聴くぺきであるが今日

よりの用に足らぬ︒道徳は寸刻も資践を無頑出来ない︒故脹

何人も直に等しく容易に賎まざるぺからす︒新時代の刷民が

か聴くぺきである︒激化動員の際切に本書の必讃走望む︒

新峠代の蓮を直に賎まんとするには︑本書に従っで活きた道

町岡豊

所行壁

曹支岡豊書道弘本日

東西恩想牟緯とする所の︑霞用兼備︑寓古不易︑寓邦無比た
る我陶人倫の大道である︒本脅は本含副街長たる服祁先生が
本食教化資料の一篇として特に此本含の猶に就て口述せられ
れるもの︑其の艮髄か説くや簡腰して明︑然也不易に本曾の弘

むろ道牟説きて除す所江し︒今や官民一致激化縄励員の秋で
ある︒図民輔訓作輿の教典ともいふぺき本諜は︑叫民の等し
く一讃せざる・へからざるものである︒道は通きに在り︒敢へ
て此書走薦む︒
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一金八百園也特別曾員無名氏

一余試百圃也評議員伯簡堀田正恒氏

一金参百園也愈長伯欝徳川達孝氏
一金五百園也顧問伯鱒松卒直亮氏
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内親王の御降誕を賀し奉る︒ ⁝⁝⁝．⁝・つ一︶⁝曾長伯爵繕川達
明治節の佳辰を迎へ奉る⁝・⁝・竜⁝⁝︵一一こ：愈長伯臓徳川逢孝

教化総動員と本含の使命：⁝⁝⁝⁝︵四︶⁝季事唐江蔑次郎
日本の職曾道徳：︒⁝；：：⁝つく︶：羅涜堅陣士永井亨

難局の打開と生活改善⁝：．：⁝．：︵三ご・・錘諦改轄同蝿伊藤＆博邦

金解禁問題に就て！⁝⁝⁝・・・︵己︶：慰済醗柳士服郡文四郎
我が固の圃惜と圃民精祁：⁝⁝⁝：．︵玉︶；女堅博士西晋一郎
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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
︑

Ｚ上︶
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日本弘道書の主張
一︑人格の完成に努力し以て家庭画家世界人類の偽めに奉仕す
所以の根本を樹立する乙と
二︑物質的生活偏重の弊責を脱し精祁的生活の向上毅達を期す

三︑物質的生活を以て心を累はき瞳らんが篇め其の程度に膳じ
生活の簡易を園ること
四︑生活の簡易を固ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は
て生活の没趣味に階るを防ぎ一は以て精禰的生活の向上蕊
に資する乙と
五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が
曾的生活の必須峰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封する敬愛の精禰を養成し彼
我獣力して世界文化の駿達と人類禰柾の増進とに寄典せんこ
とを期するＺと
七︑砥含的生活は圃家の統制の下に於てのみ完全に遂げらる腿も
のなれば荷も言論行動にして圃家の基礎を危くするの虞有る
ものは之を排する事
八・職業地位の如何に論無く一身の画家に繁ることを知り念々画
家の二字を忘るべからざる事
九︑圃家と一燈不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し剛家畢っ
て圃燈の尊厳を凌揚するに努むる乙と
十︑旭先の遺志を繕承し列聖の大訓を遵奉し以て君臣一徳の理想
を賞現し圃運の隆昌を協翼せしむるＺとを期すること

る

る

て

達以

牡

先生の創立に係り其主旨とする所
は邦人の道徳を高くし圃家の基礎
を董固にせんとするにあり而して
儒教哲畢及宗教の一方に偏椅せず
諸教の長所を探り明治二十三年十
月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要
領を賞行するを目的とす
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内親王の御降誕を賀し奉る

酋長伯爵徳川達孝

竹の園生のいや柴え弐さむは︑我菖世一系の皇統連係たる皇室を一大宗家と仰含奉つり︑
四もに群れっ§奉仕し弐つる全図無数の末流・宗家尊崇の至情を捧けて一大家族を成せる︒君
民一家の圃謄ようして︑誠に慶賀のけはみにこそ︒宗家の家長に岩はする一天寓乗の大君に

荷くも慶びのあらさせらるＬは︑全図士に生きとし生くる一大家族の︑心より乙とほぎまつる

べきところならずや︒
こたび孝宮和子内親王殿下の御降誕あらせた設いしを︑吾等圃民の宗家にゐらせらるＬ︑
皇室のこよなき御慶事として仰営奉つるは．或乙とに真心よりの喜びに外ならず︒

﹃孝子の親を愛する者には︑必らす和げるの気あり﹄と記さるＬ穫記の文より取らさせられ︑
孝の字と和の字とを鐸ぴて御命名あらさせた弐臥しは．如何に吾等同心の友垣が心をこめて尊

びつる古へ聖りの道を︑章はさせたまふかを示めさせられ︑斯の道の重きを加へしめられし︑

著るしき無言の御教訓とし仰ぎ奉つるべきところならずや︒
内親王殿下の御健やかに御成長あらせられ︑孝の御心篤く︑和の御気色美るはしくあらせた
裂弘・世にたぐひなきめでたき孝と和との樟範を示めきせらるるを今より斬り奉つるは圃吾等

孝の道︑和の濫を尊ぶ輩の至情に外らず︒心の裂Ｌをつらねて︑うやうやしくＺとほぎの詞に
化へ戎つる︒

L

毎

ろ奉し賀態誕降御の王親内

〆

ろ奉へ迎心辰佳の節治明
3
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一明治節の佳辰を迦へ奉る

ｌＩ

命長伯欝徳川達孝
ｂ

黄菊白菊︑鯛漫の玉英を綴り︑長鴻斜雁心断績の蒙字を裁するの秋正に高く気方に期かなる
の時︑明治節の佳辰は氷れり︒

鳥免勿勿として︑光陰真に隙駒に似たり︒一年の前には︑鴨に大潅を行はせられむとする
の期既に近きに在り︐瑞群遍ねく四海に充溢したるを拝したりしに︑一年の後には︑恰かも国
難に頻するの諜頓に階一しきを加へ︑刑撒夙に八洲に鐸：︲たるを聞く︒
芳

一張一弛は︑人界に苑かれざる所︑綴祷の時難︐思想の世憂︒暴風全土の畳醒する所となるに
至りしの時を以て︐此の佳辰を迎へたるは︑一年の前後を以て︑世局時態の蕊易固より著しき

ものありといふと雛︑堂に邦家の至慶とすべき︐人心一稗の機迩方に熟したるを獣識すべきに
あらずや︒

古へより人心は催れ危ぐ︑道心は惟れ微なりといへり︒君子の道は消し易く︑小人の道は長
し易しともいへり︒今翠世の人皆道心を磯し︑君子の道柳か行はるるあらむとす︒端既に啓け
て．鼓に此の佳辰来る︒天意自から暗に期する所ありて則はち然るを致さしめたるに似たり︒
我邦の前程︑真に多難なり︒若し人之を知らずむは︑危き乙と累卵の如し︒今乃ら危きを知

り．改むに害ならず︒天職乙侶に到る︒吾等平生一世の道義を護り︑畢邦の徳教を奨むるの志

を同うする者︑此の秋を以て此の辰に逢ひｂ誰れか皇閲の禰祉員に無彊なるを威せざらむや︒

庶幾はくぱ愈切嵯砥砿の誠を渇くし︑名教孝一保持し︑治化に稗補し︑盆皇運を扶翼するあら
むＺとを︒一言所思を拝へ以て奉祇の誠意を表し併せて同心の諸賢に告ぐ︒

匿江菖次

べき問題であると思人がｂ之には大なる源因ありと

の一部に存在して居るのである︒要は西洋の個人主

れる自由卒等を唱ヘイー達も自畳せない者が槌に剛民

澗漫するや．其其諦を捉少ずつことを知らず︑往々謬

図の新思想の流入ありて彼２プモクラシーの園内に

と言α︑何れも我幽民の短所であって︑殊に近時外

弘．公徳心と言ひ？公共心と言ひ．和衷協同の精祁

時代の進運に伸ふて進歩せず︑例へぼ博愛慈善と言

争曲↑︽●司凸ｂ

順の如き謂侭縦の道徳は非常に進歩の跡を認むる
も︑一般職倉の秩序を保持すべき横の道徳は比較的

兄弟の誼即ち友︑朋友の交即ち信︑主従の開係即ら

君臣の義即ち忠︑父子の情即ち孝︑夫婦の道即ち和︑

信ずるのである︒従来我固は家族主義の園として︐

優越を以て世界に誇る鐸には行か恩のである︒此の

時の世相を評して︑思想及び経滴の賦難と言ふので
あるが︑之が果して住よき耐含と謂はれうか︑圃民
は之に濁し大に反省せねばならねと恩ふ︒何故なれ
ば由来我圃は圃謄の優秀を以て世界に誇り．金甑無
峡の画と稗せられ自他之を許し︑世界の一等風日東
の新帝図と呼ばれたるは吾人の噸々を要せざる所で
ある︒無論圃民の良風美俗が件はなければ固鰐の

としては真に畏しき極と謂ふ︒へきである︒世人は近

縮節約を旨とすと．之れ誠に時宜に通し時弊の肯緊

善を唱道せねば左ら鰹か︑之れ固民が等しく講究す

故に新に閥民精祁の作興を絶叫し公私経湾生活の改

教化総動員返本曾の使命

教化総動員始弐る︒日く園燈の観念を明徴にし国

郎

に常れるものと思ふ︒既に大正十二年には団民精祁
の作興に閥する詔書喚騒せられたることとて︑固民

民精祁の作興を促す︑日く公私経滴の改善を計り緊

=？｡.f､,産

如く東洋の君子画を以て自任する我画に於て︑何か

〆
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命使の合本と員動縄化教

「

命使の含本と員動棚化教
5

閥際的日本として甚だ遺憾なことで︑我固経癖上

末た確乎たる新らしき職含道徳の樹立を見まいのは

に其糟粕を嘗めて真の味を知らず︑今日に至るも尚

家族主義の闘民性に同化せしむることを努めず︑徒

義の内に蕊嬢せられたる新思想を探り入れ屯︑我が

鼓に一言本含の立場を明瞭にしたのである︒

の下に教化の一大使命を果さんとするものである︒

であって．今日の教化総動員に際し本曾は此の基準

でゞある︒之れ大衆的教化の大眼目であると信するの

る︒而も新らしき祇含道徳樹立の出蕊黙は共存共栄

す焼まず跡所期の目的を果すべく逼進すべきであ

雲をはらひて明らけ︑く︲

一雲にかくる比日の本の

中村正宏

をＺとほぎ愛っうて

明治節

の峡鮎も或は此逢より雁胎し来れるものと信ずるの
である︒加ふるに近時職含組織の上に多少の紋焔の
あることを知り︑其虚隙に乗じて途に共産主義者の
奔逸するあり︑閲燈破壊の無謀を密に企岡するもの
ありて︑危険思想の箪入著しく思想安定上危殆を戚
ぜしむるものあるは︑差偶然にあらずと信ずる︒此
の如きは近時大耀に於イ言思想安定せる外図に於ては
鎌ｂ見衣い・出来事である︒︑之れ我固の文化溌展の過

もろ共に

きくの香の

宮柱

聖よと

もろ共に

此の佳き日

御製にも

治しめまし上・大
頚へ︒まつらんも・ろ共に
まつりごと

程に於ける一の危機である︒依って之が匡救の道は

教への道は

高き代糞木の
仰ぎまつらん

外図よりも

三︐御業．畏き

か図やき匂ふ
覗ひまつらん

二詔勅尊き

一

如何にすべきか︑日く他なし飽まで従来の圃民道徳
に立脚し之に配するに新時代に順雄すべき穏健なる
新思想を以てし︐新奮思想の完全なる融曾に依って
蒋来の圃民を指導すべき新らしき道徳の樹立を期せ
ねばなら種︒Ｚは固より容易友ることでなく戎た短
時日のよくすべき所でない吾人は孜々として倦弐

帝

b

徳道含牡の本日

日本の献曾道徳︵承前︶︐
私はこの一年の間に長野牒下の青年曾心招に膳じて五回程

の畢説に心理的の研究が基礎づけてゐたならば︑左様には説

今日五男が研究するやうな心理の研究を怠って居た︑若し彼

やうな自由な園が出来ると説いたのである︒だがマルクスは

永井

行った︒或時は五日間にも亘って講演をした︒蛎下の方面委

もあるが︑たしかに心理的の研究が進んで居った︒唯だマル

て居た︑営時は心理的の考察が畢者の間に流行して居た時で

のアダム︑スミスの皐説の方が心理的の研究に基礎づけられ

かなかったであらう︒そこへ行くとマルクスよりも一世紀前

である︑自分の園の就曾組織や状態がどうなってゐるかを知

に於ては︑人間の私利心に基づく争闘性のみが働いて︑到底

ふのである︒私有財産制の行はれて居る今日の耐曾組織の下

働締祁が完全に合致する︒即ち溌肉一船の耽含が出来るとい

させる︑私利に基づく正義が行はれると説堕し居る︑所が日

本性が︑蕃遍の人性が︑私利と公益を調和する︑正義に合致

る︒併し必ず目に見えざる大きな手が︑自然の大則が人間の

が現はれ︑経済耐曾に於ては人間の私利心︑誉利心が現はれ

へた︒道徳献禽に於ては人間の同情性︑愛他心に基づくそれ

の跡を究めるといふととは出来なかったが︑スミスは斯う考

クスのやうに歴史的の研究をして居なかったかり︑就含進化

人間の愛他心に基づく協働性が働かない︑道徳はなく争闘ば

本に這入った功利主義は自分の幸禰を固れば宜しいと云ふや

うに恩はれて居るが︑就曾正義に合はない功利主義なるもの

かりである︒故に一と度無産階級が政権を握って有産階級の
何等階級の差別もない︑国家の存在もない︑其虚には天国の

画家を倒し︑さうして何人も筋肉瑳働を行ふやうになれば︑

た共産杜曾は︑それが賞現されると︑其時には筋肉努働と協

るかのやうにユートピアを描いて居る︒元来マルクスの説い

らない︑宛らマルクスの説いた理想の共産祇曾が今にでも来

んで居る︑併し彼等の思想はまだ幼稚である︑寧ろ時代後れ

れて行った︒御承知の通り信州の青年は全図で一番思想が進

員の聯合曾が弘道倉に講師の派遣を頼んだときにも一度頼ま

亨

〆

穂遠含牡の本日
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身を拠って研究を堂つけて居る︒︾私は永い間俗界に居って書

私も及ばずながら六七年前から虚弱左身鵬ではあるがや心

ぱ︑日本は到底世界に誇るべき図にほなれない︒是は決して

中には永遠な員理が含まれてゐようとも︑其牒では今日の道

時代の道徳注Ｉｆ即ち古代支那の道徳を踏襲して居る︒其

物と離れて居ったのでむづかしい皐問は知らない︑併し今日

はない︒ペンザムの説いたのでも︑アダム・スミスの説いた

徳にはなり得ない︒明治以降奮来の肺含組織を捨て上しまっ

の蕊門にのみ明いＩ政治に︑縫湾に︑逓鶴にのみ明い畢

生やさしいことではない︒

て︑西洋の祇曾組織を移して植ゑて来たが︑それは丁度烏の

者よりは︑少しは蹟い見識を有って居る積りである︒研究の

のでも皆さうである︒併し奈何せん︑今日の日本は古い封建・

一翼を本圃に置き忘れたま型飛んで来た︒東洋文化は物質文

雨翼と申すか車の雨輪と申すか︑西洋文明は精神文化と云ふ

りである︒今迄は私のやうな立場の素人畢者が除り日本には

結果どう云ふものが出来上るか知らぬが︑大にやって見る積

て︑．維新後二十年も経って漸やくその後の方に素が付いて道

明と云ふ一輪を既往に置き去ったま上偉はって来た︒さうし

は非常に多い︒中年か晩年かになって或る動機か機曾から畢

左い︒日本では今まで兎角畢問が賞際と離れてしまひ︑望者

界の人となり︑後代に胎すに足る豊読を打立てた望者が紗く

出なかったやうだ︑他固には随分ある︑殊に英吉利あたりに

た西村茂樹が卒先その事を説いた︑その結果教育勅語の換護

徳の規準が失はれてゐたことを知った︑夙に弘道曾を創立し

を見た鐸である︒併し今日でもその通りである︒片輪車の

器用に運搬しようと思っても︑持ち合せや出来合ひの片輪車

寧ろ富り前のことである︒何れ皆片輪車である︒如何に物を

精祁界︑道徳界を見ても︑皆行誌を呈して居るといふのは︑︑

或は道徳上の現象としてのみ問題を扱ふ︒ところが資際の問

であると云ふやうに問題を限ってしまふ︒政治上︑経済上︑

着すると︑政治上どうである経済上どうである︑道徳上どう

畢者に賞枇曾の鰐験が乏しい︒そこで或る生きた問題に逢

が畢窓に隠れて居る︒

では巧く参らぬ︒若し明治時代に物質文明を西洋から輸入し︲

ま上になってうまく動かない︒政治界︑経潤界を見ても或は

たので︑世界に誇るぺき自醐博統の文化をそこに復興させれ

も問題が亘って居る︒責際に問題遼扱ふ者は︑それが政治方

面にどう云ふ交渉を有ってゐるか︑経済界にどう云ふ影響を

題はさうなって居ない︑政治上にも︑経湾上にも︑道徳上に

の言である︒もつと祇曾が協力し︑各人が努力して︑日本の

及ぼすか︑世の中に役立つだらうか︑賞際に行はれるであら

ばそれで日本柵特の文化が出来上ると云ふならば︑．それは猿

偉統の上に新しい文化を建設するだけの努力と協力がなけれ

8

ことでは︑それでは立憲政治は永久に行はれぬ︑憲政の前途

は暗い︑政黛政治は行はれぬ︑議含政治は行はれぬ︑普通選

さん方が清き一票を投ぜんが篇に投票場裡に臨まれると云ふ

畢の意味は底い︒清き一票を投ずると云ふととは︑是は小畢

うか︑法律に燭れないであらうか︑徳義に外れはしないだらう

謂はず︑有ゆる場面︑一切の方面から見左ければ一つの問題

かと云ふや︾切に老へる︒道徳と謂は一能政治と謂はず︑経済と

も解決出来ないことが多い︒蹟末の問題でも他人の思惑我身

とはなら底い︑財康制限の行はれた総選畢の時でも婦人参政

の婦選の時でも︑何時でもに共通する無意味の標語である︒

校の子供に教へるならば宜い︑併し第一次の普通選畢の標語

は政治現象であるから政治上の法則で決めると云ふ如く︑問

宮有廉階級が政椛を握って居ったが︑今度初めて無産階級も

の利茶浮世の義理人情を考へ算薙を取ら左ければ分らぬ︑併

題を局限してしまふ︒がもつと大所高所から観察する必要が
あらう︒一国の杜曾に付ても一人の人格に付てもさうであ

にしたら無康階級駒有産階級と同じやうに政治を共に行ひ得

同じやうに政椛に参典することＬ造ったのである︑故に如何

し畢者は是は経済現象であるから経済上の法則で決める︑是

る︒私は政治と謂はず︑経済と謂はす︑道徳と謂はす︑有ゆ

今迄は有産階級や中康階級のみが政治に開興して居った︑事

ろ方面から日本の図︑日本の斌含を私の畢力︑思索の及ぶ限

っきりと意識して投票しなければ無意味底ととである︒唯だ

清き一票溌投赤ると云ふたけでは︑お寺の坊さんに浄財を寄

るか︑政椛を分ち得るか今は其門出にあると云ふことを︑は

捨するよりも︑もつと無意味の言葉である︑買牧されない一

り洞察を試みて居る︒一鵠のものとしてもろ／︑の現象から
論︑人口論を箸はして日本の研究をして居る︑今書いて居るの

考察を試みて居る︒そこで今日まで日本団鵠論︑民族論︑政黛

は日本の思想論である︒左様に自分の眼の黒い間は日本の研

だけではいけない︑況や俺はあの候補者が好きだ︑あの政黛

票を投すれば宜い︑干渉を受けない投票をすれば宜いと云ふ

ことである︒唯だ干渉されない︑買牧されない一票を投する

が好きだと云ふのでは︑まるで芝居を見物して居るのと同じ

究をつ野ける積りである︒と言っても︑何も日本の古い偉統
今や西洋の文明が這入って︑いはｒ東西の文明が接鯛し一Ｌそ

私は去年︑衆議院議員の総選畢の時︑此舎場の此虚の壇上

上に現はれ︑叉総ての階級をそれ人︑代表した︑もつと国民と

い︒故に国民の一函の吐曾の一切の階級の利益︑精紳が政治

だけでは︑何時髪で経っても今の腐敗した政黛は改まらな

に立って雁援演説と試み有権者諸君に申したことがある︒皆

さうしたいものだと思って研究して居る︒

こに日本燭自の文化を建設することが出来ないであらうか︑

に憧れて研究して居るのではない︒夙に東洋の文明が這入り

偲這曾赴の．本日

「

ばならぬ︑さうすれば自ら政界は腐敗しない︒イギリスの政

密接な交渉を持った政黛を形作るやうに園民が努力しなけれ

い︒情緒や精操が理智づけられ正邪稗悪を決する基準が立た

のであらう︒唯だ物のあばれを知った噂けでは道徳にならな

︽池・本道徳論を書いて公にしたいと思って居る︒まだ其時機には

日のを世間に諾表するまでの用意が出来て居ない︒併し若も私
本に天が永く命を典へて呉れるならば︑私は必ず死ぬまでに日

して居るが︑如何にも未熟の私で︑まだ日本道徳論と云ふも

やも時代に即した祇曾道徳が建設さるべきだと云ふことを確信

治家もよく理解してゐない︒左やうな課で︑私は何を措いて

立して居るからである︒是は営然のことであるが︑図民も政

ならば︑益公献曾の各方面に行詰を生ずるであらう︑と云ふ

の古い道徳を共侭いつまでも時代の祇曾組織に常飲めて行く

道徳を築き上げて行かなければならぬと恩ふ︒最後に︑今迄

る精祁文化を産んだ課であるから︑其偉統の上に新しい就含

徳であらうとも︑それに依って日本の民族が世界に誇るに足

士道も護達して︑帳令それが今日の就含組織に許されざる道

道徳が教へられ︑加ふるに武士階級の間ではあるがそこに武

ある︒併し既に日本の国民は永い間儒教によって忠孝人倫の

を導くやうな事にならなければ︑時代の道徳は出来ないので

時代の杜曾に順雁した︑壮曾の組織に通雁した︑寧ろそれ

なければ道徳とはいへない︒

倉達して居らぬが︑斯く申す着眼だけは誤って居らぬと思ふ︒

のは同質同型の二大政灘が同じ階級的地盤の上に陣統的に封

界が勝敗しないのはそれである︒アメリカの政黛が腐敗する

道今迄の如く封建時代に行はれた道徳で︑時代と共に愛って行

ことを附言して︑今日の講洩を怒りたいと恩ふ︒︵鯵︶

糞の租先が博へた垂身の感情や精測の上に道徳が建設される

違ったことは︑どの部門にもなくなるのである︒其時こそ吾

は最高道徳だとか︑政治から道徳が出るとか云ふやうな間

する︒従来の如く政治や経済に道徳入るべからずとか︑︑政治

れ︑経済と道徳も調和され︑政治も経済も道徳も分化し綜合

て︑証含の組織と共に護達して来れば︑政治と道徳は調和さ

溌展は期せられない︒若し斯う云ふ道徳が図民の自畳に伴れ

的な︑一贈的な園謄的な道徳が渡達しなければ︑一国の進化

徳く牡曾を律すると云ふ課には行かぬ︒もっと献含的な︑民主

９
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て就に題問禁解金

金解禁問題に就て

文四

なく制限であり特許である︒然らば何故禁止と云ふのか︑そ

放置しておいたならば取返へしのつかぬこととなるのであ

た時に︑銀の多産園たるメキシコが営時ストライキを起し︑

れぬのかといふと︑それは賦洲大戦の結果銀の使用が増加し

賞際は金銀の輸出解禁である︒然らば何故銀を問題の中に入

同様であるからである︒世間一般に金解禁と云ってゐるが︑

る︒かうなつては折角の精祁作興も何んにもならなくなって

それがため一時銀の大沸底を告げたが︑然し今日では従来の

し底いといふ有様にたって了った︒篇めに即ち今日では銀は

銀貨をつぶしても五拾銭のものは今日十二三銭の値打しか有

てゐるのか︑金の輸出を禁止してゐるそれを解かうと云ふの

ろのか︒金が禁止されてゐるのである︒日本ではどう禁止し

諸外図に於ける金輪出禁止の主なる理由は︑・金の矧出が金

から銀は取退かれて了ったのである︒

十二日の大蔵省盈令︵第試拾八鏡︶がそのもとである︒その

同様に憤値づけられてゐた紙幣の信用をおとすに至ったから

輸出を禁する必要がなくなったので︑自然に金銀解禁の問題

ヲ受クペシ︑但シ外園旅行者ハ百回マデ許可ス︑モシ之二違

内容は﹁金銀貨及金ヲ輸出セントスルモノハ大賊大臣ノ許可

ふ高が多くて受取る金が少いからである︒日本も目下の歌態

るにあった︒然らば金は何故出て了ふのか︑それは外図へ梯
ふのである・・故に許可を得さへすればよいのである︒禁止で

反スルモノハ三ヶ月ノ禁鋼又︿百回以下ノ罰金二虎ス﹂と云

である︒そこで金の輸出を禁止して信用の牧縮を防がんとす

である︑そも／︑この問題の護端はと云ふと︑大正六年九月一

金解禁とは金を解くと云ふことである︒何が禁止されてゐ・

なるの・である︒

了ふであらう︒経済界をよく導くことはやがて叉精紳作興に

現在日本の問題として金解禁は車要なことであって︑之をゞ

れは大減大臣の許可は大抵の場合許可されないからで禁止と

郎

ものである︒故に不備の鮎多々ある・へし︑御諒承か乞ふ︒

部

本篇は本含豊岡支曾に於ける服部博士講演の要項走筆記せる

服
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では受取るより支挑ふのが多いのだから心配せざるを得な

︒かくの如くしてこの問題は金の輸出禁止以来既に十二ヶ年

・質のものである︒

現在日本脚中に金輸出の根本的絶封的非解禁論者が幾許あ．

も経過してゐる︑所謂陳腐の問題である︒然し陳腐の問題で

りや︒私はないと恩ふ︒金解禁の絶封的根本的反封は成立せ

い︒然らばなぜあの大正六年頃の好景気時代︑即ち外図から

止したと云ふ電報淀うけた︒そこで日本でも驚き且狼狽し︑

あると同時に又新しい問題である︒

その四日後米閣同様金の輸出註禁止して了ったのである︒然

いふ議論になるからである︒金淀やめて何を標準とするか︑︒

ず又不可である︒絶鍔的非解禁論は金本位をやめてしまへと

六年九月十二日の四日前即ち九月七日に米幽が金の輸出を禁

らば何故米図は禁止したか︒営時米図は日本と同じく欧洲諸

受取る額が多かった時に金の輸出を禁止したのか︑丁度大正

函に自団の商品遼賓込み︑非常な好景気を来して居たが︑賓上

銭に相営︶が矢張り紙を標準とした篇めに一兆分の一に迄下

した篤殆んど無償値のものとなり︑又ドイツのマーク︵五十

落したことは世人既知の事ではないか︒これ安定性のある金

近くはロシヤのループル︵日本の一目に相営︶が紙を標準と

とになってしまったのである︒それにも係らず米図自身の金

金を受取ることが仲登困難であった︒即ち聞際間の最後の支

は日本印度支那等の東洋諸図に出て行ったのである︒そこで

ある︒そもノＩ金を貨幣として使朋し初めたのは紀元前七世

を標準とせず紙を標準とした上め起った弊害の頴著なる例酉

沸ひたる金は手に入らず︑結局品物は責れるが滞貸と云ふこ

米図は断然金輸出を禁止して了ったのである︒こうなると第

紀︵二千六百年前︶頃からの事である︒時に米や煙草を標準

一困ったのは日本である︒既に日本の金の唯一の出所たりし
英蘭銀行に金の輸出を禁止され︑今叉米園にこの手を喰ひ︑

とされてゐるのであるＯかつてジエノアやブラッセルに於て

開かれた全団貨幣含議で何がきめられたか︑二回とも紙を標

とした事もないではないが︑二千六百年この方金が一番よい

準とせす金を標準として採用しやうではないかと決議されて

と山に全く日本の活路は切られたのである︒之に反し営時隆
出て行って了った︒そこで我醐も米図にならって日本も狼狽

盛なりし紡績業の原料供給地たる印度に日本の金はどんノ︑
して金の輸出を禁止して了ったのであるＱ然して之は勅令や

のであることが分る︒

ゐるのである︒これを見ても金が標準となるべき城もよきも

然らば何故金が慣値の標準︵モノサととして可なるか︑長

他の法令︵帝函議曾の協賛を経べきもの︶とは異り︑大職省の

他に何等の手綾を純余して大蔵大臣一人の力で出来る所の性

省令で禁止されたのであるから︑金解禁をせんとするならば

1
曾
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ゐる︑之は所謂客観的のもので自由に伸縮しては困る︒所が

さにメートルあり︑重さをはかるに﹁グラム﹂が用ひられて

四︑輸出の自由

三︑輪入の自由﹄

の四つの自由は丁度四本の脚を有する机の様なものである︒

この内前三者は園内的であり︑後二者は園際的である︒こ

わけには行かぬ︒故に慣値の標準は時により多少の鐙動は免

何れの一本を妖いても完全ではない︒それを現在の日本はい

経済は主観であるから常住不愛古今を間はす動かないと云ふ
れ得酋いとしても︑その中最も安定性のある標準をきめる必

のであるから︑机として存立することは出来ない︒即ち不完

つぶしの自由と輸出の自由との二本の足をもぎ取られてゐる

全極まる金本位閲である︑日本の単位︵モノサろである回が

要がある︒日本の目のやうにゴム性では困るのである︒

米と金と慣値標準として何れが勝れるか︒日本の米は平年

は米国の四十九弗八十五仙と云ふととになる︒併し桑港まで

と︑無料で四十九弗八十五仙にしてくれる︒故に日本の百回

ふことである︒純金二十匁を米剛桑港の造幣局に持って行く

回は純金一千匁である︒これが米貨の幾何に相富するかと云

封米篤替相場は日本の百回を以ってする︑而して日本の百

即ち純金二分と一回とが結びつけられたのである︒

同が値のモノサシでその値の軍位は純金二分だと云ふとと勺

ば一目は憤値の単位︑之は純金二分だと云ふととになる︑一

金量目二分ヲ以ツーア債値ノ単位トナシ之ヲ同トス﹂逆に言へ

立である︒然らば日本の回の内容は何か︵貨幣法第二催当純

けて動かないやうにしておかぬばならぬ︒之即ち金本位の成

とがぐらついて来る︒モノサシである以上世界の金と結びつ

ぱ動かないが︑この結び目をゆるめると金とモノサシたる園

ぐらついてゐるのは何故か︒金と回とがよく結びついてゐれ

作で五千七百寓石出来るが︑之は殆んど固民が消費して了
ふ︑故に需要の伸縮性乏しく且園内的開係に止まる故︑世界
的市場を持たない︒所が金は世界中到る虚に需要がある︑即
界にどの位あるかと云ふと︵米固造幣局長の調在︶約二百億

ち世界的市場を持った世界的商品である︒然して金は現在世
あると云ふ︒之は今にして出来たものでなく往時からのもの
が蓄積されたのである︑従来世界中で造り出す金は年を九億
回にも上ったのであるが︑金の値を成可く愛勤させない様に
するため各国とも控目になり︑今日では年堂七億五千寓回位
に減じてゐる︒故に増減甚しくなく殆んど一定の標準を保つ

ことが出来るのである︒これ金を以って長い間慣値の標準
︵モノサシ︶として来た所以である︒そして金に謝しては従
来四つの自由がｅ︶胃胃︒︵言己許されて来たのである︒
一︑製造の自由

二︑鋳潰しの自由

て就に題問禁解金
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還るに荷造賃︑運賃︑保随料︑利子等を計算すると大鰐五十
仙︵約一・回︶に意るのである︒故に資際は四十九弗三十五仙

い︒現在の景気不景気は昔のやうに米の響凶で決定するとい

くこしらへて費るやうにせねば外固との鐙零ば到底出来な

十八弗半にも大暴落をしたり︑近くは四十三弗四十六弗もし

如きは︑木に依り魚を求むるやうなものである︒若し厩に景

望まれないことである︒金の解禁もせず景気を直さんとする

よるのである︒それがためには金心輸出を禁じてゐては到抵

って必景痢が直るとは災らない︒日本の慨界的誰展の如何に

てゐるのは︑日本の回が金本位を脱しゴム性になって来てゐ

気を唾さんとするたらば︑金解禁をなして一には金本位性を

ふやうなさう簡軍には参りませぬ︑米が穫れ養溌が豊かであ

るからである︒かくの如く金の輪川禁止は金本位の破壊であ

確立し︑二には団際経済的の競争に打勝って行かなければな

になって了ふ︒故に金の輸出禁止さへしてゐなければ︑篤替

る︒直の金本位団ならばよろしく金の輸出禁止を解かなけれ

相場は之以下にならない筈であるのに︑大正十三年の如く三

ばならぬ︒之前途のジエノア︑ブラッセルに於て薩した決議

らぬ︒

金の輸州を禁止した閏は世界で四十六ヶ園あるが︑その中

に達反することになる︒多少の長短はあっても机は机として

トガル︒１１・コー︑メキシコ︑日本の五ヶ園である︒兎に角四

四十一ケ画は既に解禁され︑今残ってゐるのはス・へイン︑ポル

四つの脚だけは形だけも持って居なければならぬ︒殊に輸出
の自由と云ふことは緊要中の緊要なるものである︒この大切

ものを安く責ろより外に方法がないのである︒世界と競争す
るに徴って物慨が高くて競争が出来得るであらうか︒且日本

際的護展に侯たなければなら底い︒それにはどうしても︑い上

様である︒故に日本の経済生活をゆたかにして行くには︑図

が出来ず︑紡績絹糸は外園へ喪らなければ生活が立たない有

その上輸入超過であるから︑まさに二重の睡辿である︒これ

を年五分に見ても一億一千寓回の金利を挑はねばならない︒

てゐる︒即ち日本は只今二十二億︑借金があって︑之が利率

は債務函であり︑輸入超過であるため︑二重の苦しみを受け．

ノサシが述って来︑取引が繁昌しなくなるのである︒且日本

四十一ケ固の園から結局取礎されて居る蒜である︒そこでモ

ても現状維持である限り︑進歩の道程にあるとはいへない︒

つた園は未だ改善が出来ないのだ︑日本を如何に最良めに見

十一ヶ団だけは改善の逝程に進んでゐるものと見てよい︑礎

なことを必要なしとする所の絶封的根本的非解禁論の論理の
立たないことは云ふ迄もないことである︒

は粗製凱造を以って世界に知れた図である︒悪くて高いもの

日本の現在の経済組織はどうかと見るに︑食料は自給自妃

を責るのでなく︑どうしても今後は良いもの︵比較的︶を安

忍んでゐをければ日本の不景気回復は望まれない︑苦しいか

之は日本に取って苦しい事である︑苦しいがこの苦しみを

して金解禁必要の理が起るのである︒

を取のぞかなければ景気は到底回復されない︒之が根本策と

．金を解禁すると不景気にはなるだらう︑併し解禁によって

せねばならぬだらうし︑金利も桃はねばならぬだらうｏ金利

らと云って現状の蚤まにしておいたならどうなるか︑輸入も

おく必要があらう︒篤替相場が直ると輸出が困難になる︑即

・篤替相場は四十九弗に復する︒何を苦しんで四十六弗にして

の信用は落ち金利は上り︑愈を最後に金の輸出をせねばなら

一と輸入超過で墜迫の度は重なるばかりである︑自然各国から

所が︑篤替相場が四十九弗になった生め日本に於ける値段は

ち米国で百回分の絹糸を頁ふのにこれまで四十三弗で買へた

らず︑結局絹糸の値段が安くなるのである︒故に篤替が上ると

へるやうにたる︒所が日本では絹糸をどうしても寅らねばな

の中やるかの二つであるばかりである︒弱り切って助かるか

金解禁はせねばならぬ︒只問題は最後に行詰ってやるか健康

如何なる経済現象も資際を離れては存しないのである︒所詮

ないとよく云ふが︑貢の理論と賞際は一致するものである︒

なくなる︒この原理は賞際と一致する︒理論と賞際は一致し

輸出が嗣難と友り物憤が安くなる︒輸入はどうかと云ふに之

助からぬかの時に手術をするのは愚の事である︒よろしく健

｡

鍵りないが︑米国では絹糸が高くなったと思ふから︒自然買控

だけ頁．へることに底り︑原料品たる徴︑砂糖の如きものが安

まで百回で四十三弗のものしか買へなかったのが四十九弗分

ても︑之を忍んで金解禁をせねばならない︒

康のうちすべきである︒故にそれがため多少の不景気はあっ

の賃際はそれ程むづかしくない︒私は金解禁の問題をかく恩
ふとして博なくかくあるべきだ即ち営鴬の問題として考へた
い︒而して理論と賞隙を照し合せて研究することは大切な事
である︒理論が賞際にどう現れてくるかを研究しよろしく之
に善虎せられんことを希望する次第である︒︵文責在記宥︶

ら︑平債との値開きが最も少い時するか︑日本銀行が解禁の
準備をしてゐるかどうか考究せねばならぬ︒ともあれ余解禁

かそれは資際問題である︒篤替相場が安いと影響が大きいか

然らば金解禁はいつしたらよいのか︑今年するか来年する

くなる︒自然之に加工する製品の慣格が安くなり︑工業者は
一般に損失を蒙る︑一般金利はどうか日本の金利は現在より

安くならないであらう︑金利が高くなると物債が安く造る︒

金の輸出禁止をしてゐるから篤替が安いとは一部の理で全部
の理ではない︒大正七年に五十二弗にもなった事がある︒之は

日本の受取分が多かったからで今の篤替の安いのは日本の挑
ふ額が多いからである︒故に今解禁すれば金は外園へ出て行
って了ふのは事貸である︒随って我が通貨は牧縮し信用の牧
縮となり︑之に伴ひ金利は高くなり駒憤は一般に下落する︒

】
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刺繍民圃と陛圃の図が我
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我炉圃の圃跨と圃民精紳

西晋一

｜

い︑交通産業大に開けて物質的享楽の資が潤淫となり︑叉畢

る︑しかしこの時早くも剛民の精祁は弛み初める場合が多

活が豊富となり︑叉畢問謹術等所謂文化の内容も大に震達す

団蓮が既に隆盛の頂に達する頃には衣食住等すべて物質的生

と民族精刺とが旺盛であり︑生活は概して簡素質素であるが︑

歴史の跡に鑑みると︑剛の牌に興らんとするときは図家概念

団謝時の棋様と園内の政教如何とによって礎装消長がある︒

祁的生活の美名の下に一種の耽溺生活に知らすノー陥り︑賞

ん歩る傾がある︒特に謹術的亨桑の如きは一歩を過らば︑精

の事とのみなり︑或は哲畢的説明を事として日常の賞行を疎

錬練の修行歴たれて徒らに怖の瀧足に馳せ︑個人の安心救済

となり︑或は甚だしきは名利競争の機曾となる︒宗教も戒律

或は思想横溢して統一し難きを致し︑或は思想的生活の耽溺

朴の精祁に常に反省する必要がある︒畢問の盛といふことは

幹を弱くする恐がある︒図の将に興らんとするときの軍純素

身はよいものに相述ないが︑枝葉を適度に菱除しなければ根

と雌も利のみあって其弊なしとは言ひ難い︒畢問塞術それ自

術の研究に専念し︑思索に沈潜し︑特に謹術的鑑賞の情が細

洩れ難いから︑・物質的生活の護達ばかりでなく︑又所謂文化

やかになるは盛りが過ぎて寧ろ降り坂と言てもよい時世であ

し過ぎると園民は自己の足元を忘れ勝ちと左る︒即ち文化の

に於て吾為が到る庭に目撃するのである︒文化の思深に沖浴

隆昌は園民的固家の基礎的工事の堅責に基づき︑後者は民族

行的意志を弱くする︒此等は歴史の示す所でもあり︑又現代

分に含まれ︑素朴なる道徳的気慨の薄弱を意味することを苑

ることは諸方の歴史によく見る所である︒文運の盛といふ立

れぬ︒文化溌達の時勢に逆らうことは出来ぬこととは言ひな

派な言葉の裏には物質的並びに精榊的の享楽といふことが多

国家の前途民族の将来を思ふ心は何人にも固有であって︑

がら︑如何に結織な事も過ぎたるは及ばざるが如しの例には

、

どの民族に限り特に弧いとは恩はれぬが︑時代一般風潮と列
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ものすら此の如きである︒麦して物質的生活の豊富であるこ

精祁の握健に因ることを忘れ易い︒精祁的文化と稲せられる

し︑特に最も大切なるものは我閏の歴史以来我図家的自畳と

的悌教日本的儒教とも稲せらるべきものでたければならぬ

するものの中でも︑特に我閣の歴史に開係が深く︑謂は哩日本

我民族的糖祁とを謹揚せる事蹟と言論と︑並にそれらの皐術

はなからうか︑中林成昌が曾て﹃畢範﹄を箸はした主意は︑

韮西洋の文物がわるいに極つたものでない如くに︑東洋の文

との弊害の一層甚だしきは言はずして明かである︒

畢問をす．る者は先づ何の篤めに躍問をするか荷くも我身の本

てそれに精力を集中するでなければ︑敏育の効果を見難いで

叉その歴史的連絡上特に我邦と親しい開係に於てあることは

を恩ふとき家園のためといふととが聞民たるものの第一番に

的組織とも言ふくき剛民的道徳論である︒かく範園を限定し

言を要せぬが︑漢土の畢問葵術︑印度の宗教蕊術でありさへ

念慮とすべきことである趣を掲げたに外ならぬ︒蓋しさなく

邦は東洋の一部分であり︑所謂東洋的文化は︑その性質上︑

すれば︑悉く皆我が国家的観念と民族的精神とを作興し︑潅

化と概榊せられるものが何でもよいといふ識でない︒成程我

養するに適する恐のなりとは勿論言へない︒俳教の内容は庚

で必歩しも園家観念と民族縮刷とを養ふに足るとは限らぬ︒

而してかかる図民的自受の表現たる言論著作は先づ我邦の古

ぱ只西洋の皐塾ばかりでなく︑東洋の文化と雌もこれを単ん

其教に徹底し︑それと融合した暁でなければ忠謂愛国といふ

典たる記紀から始って居るのであるが︑かかる古典の根本的

ら国民精祁作興の刺戟を直ちに受けることは難いので︑除程
如き︑猫特の園民精岬は生れて宋底い︒その葵術の如きは楢

汎であり︑世界的であり︑又一面個人的であるから︑其教か

更そうである︒叉漢畢に至てはその内容が政教に閥すること

述した多くのものの中に就き参考のため左に数種を掲げる︒

此等は殊更に掲げるまでもなく人の多く知る所であり︑且つ

研究は暫く措いて︑差営０手近に我国鎧と図民道徳の要を論

多くあり︑且つ今日我因に多少持て雌やされる支那畢は︑多

此等で事足るとするのではない︒東洋の望問蕊術は勿論西洋

が相営多いやうであるが︑それすら我閏柄と相容れない所が
くは文畢葵術等の純文化的なるものに馬し︑所謂道義名分に

にするものでなければならぬ︒

の文化もかくして明かにせられ︑民族の精岬を内容的に蝶か

紀惟貞著園基︒八川知紀特経義大意︒中林成昌著畢範︒藤

開する方面は殆ど振はない︒この状態では︑いかに漢畢を奨
恩はれぬ︒上述の如き事情であって見れば︑団家観念民族精

田東湖著弘道館記述義︒曾津正志著新論︒同退食間話︒加

働しても格別蝿家観念及民族精祁を振興する助けとなるとも
祁を振興する助けとなるものは︑沸教漢望等の東洋文化に馬
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・一茂填淵著聞意考︒本居宣長特直毘嬢︒同臣道︒矢野玄道著

米人︑獅乙人︑支那人は各狩我日木人の有たぬ大なる長所弧

・れぱ直ぐに他の乗歩る所となる賃備を知らねばならぬｐ英人

味をそれ人Ｉ有て居り︑此等に封抗して我の臨むべき長所の

紬三係大意︒伴林光平著おもひで草︒三宅槻澗著中興鑑言Ｊ
此等は徳川時代に蕊達した剛民道徳論として︑岡鰐概念養

︑栗山潜峯著保建大記︒谷重遠著保建大記打聞︒等

ばかりでなく︑賞に護幽の金城織壁であることを知るのであ

那遥にあるかを老ふるとき︑我園鰐は只精榊界の文華である

︐如上は畢問の上から言ったのであるが︑しかし図民固有の

成上入門的のものである︒

根本であって︑所謂人類とは諸民族の総榊に過ぎぬので種族

る︒抑咽種族民族は人類生活の核心であｈ﹀︑創造的生活力の

左らぬ︒次にこれにつき少しく言はんとす︒

あげた我図民道徳について思想的にも十分の自信を抱かねば

民的自尊心を鋤ますべきである︒尚ほこれについては前段に

起し︑叉たとへ兄第稽にせめぐとも︑外その侮を禦くべき国

力して一宮鰯の存立と名誉とを失墜せざるべき民族乗慨を振

徒らに敵慨心を刺戟せざると共に︑園内の上下諸階級一致協

上の認であるから︑吾交は篤と鰯際的競争の資精に通じて︑

全く其の鴎する民族の消長に依ることは又言を要せない︒如

はなく資に個人を産み出す所の種の力であり︑個人の運命は

と生む力を有つ所の資在ではないが︑民族は個人の集合名で

民族的黛慨を鼓舞奨働するに特に有力なるものは．列園封時

の状況と諸民族生存競争の賢情を適宜に剛民に承知せしめる
︲方法を識ずることである︒彼を知り己を知ることは図比の自

覚を促がし︑慢心油断を警戒し︑彼の恐るべき所敬すべき所
瞳知って侮らず︑叉崇拝せず︑己の弱黙を知ると共に︑又何
を特みとすべきかの黙をも知り︑図民たるものは何はさて措
き先づ第一に︑自函の存立と繁柴とを念とすべきことを知ら
しめるに最も有効である︒現代は歴史あって以来未だ脅て見
ざる所の物質的生活の繁柴を示し︑図盈は富み人口は増殖し
識育も盛にして翠問蕊術も柴え︑従て人心或は弛緩し︑享楽
きに至らざるは一全く園際的生存競争が︑各閲民をして自警自

忠孝は所謂天地人を一貫する大通︑天下幽家の大本︑一切逝

であるが︑又思想の粉趣する現代に於ては思想上に於てもや

忠孝は一つの感情であり︑叉それであって賞行力となるの

二

に流れ︑堕落する恐さへある時代なるに拘らず︑その荘だし
蕃の心を絶え歩起さしめ︑敵閣外忠あるが故に︑図が却て滅
びないといふべき精勢産るが故である︒世界的平和は貴き理
想であるに止まり頼みにすぺきものは畢寛自画の資力以外何
物もなきとと礎承知して︑岡内の平穏繁柴に慣れて油断をす
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徳の根本虞理であることの自信を確賞に有たれば底らぬ︒こ
の理は直髭的には簡単自明のことであろうが諺一たび思緋論
難の渦中に投ぜられるとき聡明才誹の人士も往糞自から疑惑
を起して︑容易に確乎不動の自信に達することを得底い︒ま
して青年畢生の徒に至っては︑其素質及共境遇が純正である
でなければ︑荊溌であり畢才あるものほど却て忠孝の虞理に
惑遂抱く場合が多い︒資に性情の純を得ずして怜荊なるもの
ほど危いものは無い︒忠孝は仁義の異名︑正義人道と同責︑

慈悲と光明の人倫的表現︑天父上帝への愛敬の具鵠現である
理を徹底的に知ったならば︑我が園忠孝の教は古今に亙り︑

東西に通じて不易の道徳的置理であることに秋窒の疑もない
でめらう︒忠孝の教は一面人類普遍の親子の人倫と一面我国
稲特の君臣の固鰐と︑かかる図民日常即今の生活に邸して︑

人間の道徳は天地蔑物を貫通する道の最具僻現である有様を
いとも親切︑適切に言ひ表はせるものなることを知るべきで

ぺからざる理をよく鉾へ︑忠孝は我民族的精紳の現賞であり

ある︒易はらぬものは本性であって︑教法は図堂異ならざる
我園家と維始し︑我圃民道徳の全鵠であり︑あらゆる徳目の
統一原理たると共に時勢に職じて新たなる徳目を創生する原
力であることを知るべきであ為︒可惜才畢の人士簡易なる我
国民的思惟法と犬に其趣を異にする西洋古今諸固の様交なる
論理的誌域の理解に其糖力を菱やし︑現資的牡曾生活の諸相

についての十人十色の説明に食傷して︑軍純直裁にし一Ｉ﹄平易

に説かれたる我肥孝の教を平易なるが故に︑却て軽耐し等閑

秘して︑それが性命に根ざして一身乃至家画の根元であり︑

山海の珍味を璽賛がりて︑飯と汁とが資に圃民を養ふ根本管

普遍の道徳的頁理の表現であることに気診つかぬ有様は︑恰も

たるものに︑この弊が多くあるのは其原因大略二あると恩は

養であることを忘れるに似てをる︒而して共智勝れ共才長け

て︑敬信の念に基づか虫ととである︒直理に封する虞の憧環

れる︒共一は畢間の出溌郷が主として知識欲と興味とであっ

は賢哲の尊信と博統的文化の信受とを通じて現はれるのが常

であって︑知識欲の流足といふ征服的自我心を通じて来るも

のではない︒ことに毒厘の誤千里の差を生ずる機が潜んでを

る︒これは其才畢が其徳性に勝つものの︑特に陥り易い弊で

あり︑筒ぼ其原因は現今教育の一般の趨勢にも存する︒青年

畢徒が目から知らずして︑自から是とする所のこの知識欲す

ら此の如くである︒主して教育を受くることを一身の利益を

来たすべき資本の蓄積乃至武器の準備であるとのみする者に

と能減ずして︑椛力に封しては︑叉椛力を以て反抗せんとす

至ては論外である︒其二は椛力に封するに道徳を以てするこ

る人情一般の弱黙である︒道徳あるものに椛力の師するは︑只

理想世界に於てであって︑所謂天定って人に勝つなどといふ

ととは︑只断片的にのみ現責世界に於て見られることであ
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多︽数力を以て抗争せんとするものであり︑一の力を以て他の

含主義と稲してをるものの如き︑全く費本力の横暴に封して

とするが故に︑結局血を以て血を洗ふの類を免れず︑たとへ

力を砕いて自から快とせんとする自然的本能の要求を共根抵

ろ︒歴史の跡を顧みれば︑現世を司配する者は共闘其時代に
は門閥の力︑或時は武力︑或時は財力︑或時は多数の力が︑

猫特である︑それ人︑の椛力であるかのやうに見える︒或時
兎も角も形の上では耽曾を司配しゃ而して其等の根抵には︑

はない︒此大本の所を達槻して︑徒らに財力の賊眉に憤慨し

知るべきである︒力の抗争によ２﹄庭の正義の生れ来る索造

て︑力を暇りて力を制せんとするの過に陥ってはならぬ︒叉

共をして志を遂げしめたとしても其結果の如何なるべきかは

椛力には叉椛力と以て劉抗し︑或は門閥に封するに武力を以

其の経済畢説の精細に見えるのと︑其の賞行的組織の複雑巧

人間の智勇が働いて︑其耽含の司配的勢力の独得に熱中する

てし︑或は武力に封するに金力を以てし︑或はとの査本力に

妙なるとに舷惑せられて︑其根本思想は曾てソクラーァスが寓

のである︒椛力の行使は人に病的快楽を典へる者なる故に︑

ば︑そこに是非正邪があるかの如くに見えても︑大概すれば

一ゾフイステス﹄の主張以来︑西洋の思想史上共外叩的形祁

古道義のために︑極力排撃した所の椛力は正義なりといふ︑

封するに多数の力を以てする︒その渦中にある者から見れ
畢寛異種の椴力の競争であって︑道徳上の善悪の沙汰ではな

を種走に換へて川現して絶えることなき道徳破壊思想である

いのである︒現賞杜曾を先づ以て統一することを急務とする

資際的政治は椛力を無硯することは出来ぬが︑椛力の根祇は

ことを見逃してはならぬ︒

く︑仙人的利害一切を棄却して何等佃人的の所謂椛利の主張

御すべくして︑之に駈られてはならぬこと︑食欲に委かせ歩

は︑鋪一に知識欲は他のすべての本能的衝動の如くに之を統

上述の二腺因を除去して︑純忠純孝の置理を明かにせんに

道徳でなければならぬ理を深く考へて︑立法の原理は椛力の

無き大なる道徳力であることを知らぬはたらぬ︒此大なる道

に︑知識欲にも食傷あることを知って︑冥理の敬愛によって

して身鰐保存の直意義の箪重によって之を節すべきが如く

平衡乃至仙人的利害の受協といふ意味の皮州的正義ではだ

徳力は︑我邦にあっては忠孝として現はれてをる︒忠孝の前

知の萌芽は児子の︑その父母に封する天然の信頼敬愛である

之を統一すべきことを知らねばならぬ︒而して虞理敬愛の良

にはただの椛力の競争は一大迷夢として消散し了はるべきで

あり︑叉現に歴史が︑それを明白に教へてをる︒即ち推力ほ

ことを知って︑教育の根本をすべて父母師長の敬愛に置くべ

短く︑忠孝は長く︑ただ忠孝のみが此固を維持し︑この威徳
によって今日吾だがかく生存してをる︒夫の自から科肇的祇

ぱ祖搾春嘉等の説と藤樹間害等の誰と︑いづれか是︑いづれ

教の正道順路を知るべきである︒故に政教哲畢に於て︑例せ

それ人Ｉの意義を混同することなく之を明かに排別して︑政

０きである︒次に第二に現賃生活の統一に於て道徳と権力との

べきことで︑従来これを惜面と言ひ節義とも言った︒人は一般

国民のすべてが︑各自の面目を重んじ︑責任の感の鋭敏なる

に今日大切と恩はれる事である︒先づ第三として畢ぐべきは

として述べんとする所は︑団民多数一般の身心雨面に於て特

杜愈指導の地位にある者の事である︒以下第三︑第四の二項

あって︑共に主として教育政治に従事する看︑その他一般に

ｚ

し︑従て之を立法の原理と見んとする英・米諸家の説とルソ

いといふは厚顔ましくも利権を鼓ひ食って括として恥づるな

に利に走るか︑感情に流れるかの弱黙を有つ︑現代に於て弧

か非︑或は衆多の個人的意志の合意を以て正義の内容とな
ー乃至ヘーゲル等の超個人的客観的意志を虞の立法的主鵠と

きもの︑やさしいといふは恩愛︑悲哀︑好梁等の感情に流れ

なす説と︑いづれか是︑いづれか非︑是非明白ただ一を取つ
殿て︑他を斥くるあるのみであって︑理非一県妄の取捨に於ては

れるも︑また畢寛個人本位なるからである︒即ち我身のこと

のみ考へて他を顧みないからである︒我身のことを故無く放

て︑義の考が薄弱なるものである︒利に馳せるは勿論儲に溺

蝦折衷を容れず︑安協を許さず︑吾人固有の良知に照らして義
閣と利と判然︑些の詑誹の除地底からしめねばならぬ︒同時に
鐙現責の複雑なる世相のために判断を惑はされざるために歴史

るのが人畜の別をなす︒この心を援充して︑情を縦にし︑利

人にはすべて天然固有の差悪の心があって︑恥ぢらう所のあ

的といひ元気とか護展とかのみ言ふ故に佃人主義的となる︒

をいといふ守る所︑恥づる所を立てずして︑ただ進取的積極

自他公共の事である︒かかる事柄はどうあっても決して篤︾ｃ

始て虞に進んで鴬す所の勇索が養はれ︑而してその鴬す所は

るに先だって守る所篤さざる所がなければならぬ︒然る後に

である︒己を全くし他を全くし︑自他雨全の公道に赴くは︑

郷しては底らいが︑他人の上を無覗するは恥づくきの茜しき

刷

唾に鑑みて︑冶蹴壁妾の道義に垂大なる開係あることを知らし
職め︑叉忠臣義士︑孝子貞女の事蹟を述べて︑理窟を超えて直

各自の面目を重んじ廉恥の心鋭敏なるにある︒即ち進んで取

る０

接に人人個個具足蔽ふくからざる本心の感雌に訴ふべきであ

第三
上来述べた所は第一︑只漠然精肺的生活とか︑東洋文化と
か言はずして︑直ちに自図の前途と民族の将来を念とする人
明かにし一﹂︑確乎たる画民的自信を抱くべきこと︑この二で

間固有の忠愛心に訴ふべきとと︑第二︑忠孝の普遍的頁理を

い︒面目︑鰐面︑節義︑廉恥は献曾健全の最も一般的なる陳

熟純大なるものでなければ︑流れて個人的慰安享楽となり易

件である︑宗教的感情と雌も︑叉塞術的趣味と雌も︑齢程醇

数一般が︑悉く有つととは其図家民族の健全存績の根本的陳

場として︑罷面を垂んじ︑名を惜むといふ自尊心を剛民の多

に走ることを制し︑人格として叉碓曾に於ける各自特殊の立

てこそ身は弧健なれ︑衣食住を喫満にすれば︑身は虚弱とな

を以て根健の道とする謬見も行はれて居る︒衣食住を節約し

涼に︑冬は淵にと︑只管身鴨に奉仕し↑．﹄︑これ日も足らざる

るべく多くの滋養物を織取し︑衣は峻厚居は便安に︑夏は

の謬見が行はれてをろ︒その如くに又身鵠の事に於ても︑成

一﹂︑生活内容を蝋富にしさへすれば︑人生の意義を得たりと

よ︲のとの謬見と同様に︑すぺて諸欲を増大し︑瀧足せしめ

るのである︒食足らずして死する者は少く︑食ひ過ぎて病を

件である︒英人は﹃オノア﹄を以て︑紳士第一の徳となし︑

砿もすは比左皆然りである︒猫り豊浦と節制との理非のみな

する所なるべく︑日本の川河に育つものは︑米菜を食とし︑

フランス人にも﹃ノー︐プレス︑オプリッヂ﹄の諺があって責

植物を衣とし︑藁茅の下に住むが雄も共身を健康ならしむる

英図壮曾稚健平正の基礎となってをるといふことである︒叉

る︒これ皆人類固有の蓋悪の心の修養によって成された所で

に揃することは︑平々常交最も見易き理である︒すべて或は

らず︑品質の事に於ても︑欧洲の図土に生育するものは獣肉

あって︑杜含健全の根本像件は東西摸を一にしてをる︒吾等

果賃︑或は烏卵︑或は獣肉︑其他これを肘に供すべき性質の

を食し︑獣毛と着︑岩石煉化石の中に住するが︑其自然に芯

若し徒らに自由︑諾展︑躍進︑元気︑積極乃至愛︑美等の言

ものは養料を盛んにして喫富多量を専一とすれども︑かかる

﹃エーレ﹄尊重を以て︑回家存績の本としてをると陣へられ

葉に肢惑せられ︑これを以て︑世界的近代的と考へ︑荻古来

ものは其身は川に供せられて︑目からは短命なるものであ

任面目の感を献曾徳義の第一とし︑叉ドイツ人も図民各自の

に於ても劣るに至るを菟れぬであらう︒

る︒目から主と底りて強健持綾を事とすべき入船は飽かしめ

最も長としたろ節義を忘れる如きあらぱ︑却て西洋人に道徳

第四

題も水土の開係剛康の性質に準じて考究すべきであって︑人

たらぬ︒粗衣細食は概して弧批の催件である︒剛民の誉養の問

すして寧ろ乏しからしめ︑養ふと共に攻めることを忘れては

の保健の道に於て︑大なる謬見が相営流布してをりはせ泡か

頬一般的の抽象的概括が必ずしも正直の畢理とはせられぬ︒

身鵠を弧健にし︑餌民の綴力を増進する方法乃至佃人各自
と恩はれる︒知識欲を只管滋足せしめて︑ただ多くを知るが

抑精民図と盤園の剛が我
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ても︑時刻でもないのに客に無断で飲食物を出したり︑或は

合が除りに多きに過ぐるのである︒また来客の接待などにし

である︒随て盆暮は勿論其の他に在っても︑一般に贈答の場

訪問するにも︑手土産註持たなければ往かれないと云ふ画民

ことを態々複雑にして居る傾がある︒例へば一寸他人の家と

至ら余相易ら余因襲に囚ばれ︑奮慣に泥み︑簡短で済むべき

難局の打開Ｅ生活の改善

本邦刻下の経済上の困難を救ふには固より種堂の方策もあ
らうが︑私は図民の生活法乃至生活様式を改善することが︑

最も適切且つ有蚊の解決法であると信ずるものである︒蓋し
げ得られるばかりでなく︑同時にまた生産能率増進の上にも

生活改善に依り吾盈は一切の無駄を省き︑消費節約の賃が峯
大に資することが出来る︒故に生活改善は何の方面から見て

に食事孝一出すにしても︑外園などに比べると一般に其の品敷

妄りにそれを狸いて客を困らすと云ふ悪い風がある︒また客

が多過ぎる弊がある︒この黙は宴曾の料理や宿屋などにして

も︑之れに反封す今へき理由がなく︑比較的無理のない方策と

も同様である︒其の他衣食住日常の生活から︑冠婚葬祭に至

恩はれるからである︒殊に本邦今日の生活様式は︑とれまで
だもので︑随て複雑を極め無駄不合理と認むべき黙が極めて

殊に本邦人には妄りに尊犬振り︑自ら手を下して勢働する

て居る所であらう︒

る壷で皆との方式で︑一般に無駄の多いことは誰れしも認め

曾て整理を加へたととがなく︑昔の侭取残されて今日に及ん
多く︑改善の除が地少くないのである︒

ことを賎み︑ｎ分で手糎に出来る事までも︑一共女中や書生

イ・生活の軍純化我邦今日の生活様式は︑大畷徳川三
百年間泰平が打ち綾き︑華美遊惰に耽って居た時代に韮達し

宿屋や料珂屋などでも︑同様妄りに女中給仕人に川串駈命じ

涯どの手を煩はし︑自宅に居る時ばかりでなく︑族行先きの

たものだから︑寓事が頗る悠奨で複雑を極めて居る︒併しなが

ら今日は最早そんな呑気左生活として居られる時代ではない
のである︒然るに我画民は今日尚未だ虞に時勢に目醒むるに

たり︑汽車の乗降りにも一為赤帽青帽の手を煩はしたりして
生活を愈々繁雑にする風がある︑それにまた本邦人は時間の

概念に乏しく︑他人の財産椛は相常尊重して妄りに之れを犯
すやうなことはないが︑時間の問題になると全く別人のやう
で︑他人の時間を奪って革も意に介しない風がある︒その矯
め人を訪問するにも課め何の打ち合せもなく︑突然押しかけ
て往き︑雑談に長い時間を浪饗して先方の諜定を狂はせ︑或
は勤務時間中にも拘らず︑停車場などの逢迎に貴重な時間を
津斐し︑或は一旦他人と時刻を約束して世きながら︑平莱で

之れを破って他人の迷惑を何とも恩は厳いと云ふ有両様であ
る︑之れが篤い圃民の活動能率を減じ︑剛蓮の溌展を坊げて
居るとと佃畷か知れない︒

我圃雌の生折を斯くも繁雑にし︑無駄と多からしめたのは

資は図民の脹築心である︒阿民の心に斯う云ふ油断を生じ弛
みを来たしたのは︑一は徳川時代の泰汗が除りに長く続いた
上に︑維新後も幸か不幸か我が図民は︑虞に塗炭の苦しみと

資産の幾割と云ったやうな︑何うしても本気と恩へない程の

莫大た費刷をかけて怪しまないのは︑一つは長い間の智慣の

惰性にも由らうが︑全く時勢に無自畳で︑只管華美豪著を誇

の児女の宮詣や七五三の脱に︑往廷無理をしてまでも身分不

りたいと云ふ脹柴心に駆られた盲動と見るの外あるまい︑彼

相雁な晴衣を着飾ざらせ︑自動車で飛び廻はるのも︑等しく

のに過ぎないのである︒賀儀呪事ばかりでなく︑葬儀や仰事

近隣に見せびらかし︑縁者に誇りたいと云ふ虚築心に出たも

にもまた同様︑妄りに華美を競ふ風が認められるのである︒

前に言った妄りに尊大振って︑自分で容易く出来ることまで

かりでなく︑等しく此の虚柴心から来て居るものである︒斯

も︑一糞他人の手を煩はすのも︑質は本邦人が無精な篇めば

と資に何程か知れない︒故に此の病弊が根本的に除かれ︑虚

う云ふととの篇め冗費を増し︑生活を困難ならしめて居るこ

たることを莞れないのである︒

築病の全治しない限り︑日本人は何時までも忙しい貧乏剛民

意義左不合理極まる生活に甘んじて居ることである︒例へば

倣すぺきものは︑衣食住肺交等本来の意義を没却して︑甚だ無

回︑生活の合理化本邦人生活法の今一つの賦陥と見

泰平無事の間に培はれて︑深く国民の鵬裡に根ざした虚築心

云ふ程の図難に出宮つたことがない鴬めであらう︒この長い
の馬齢︑衣食住にしても或は祉交儀嶋にしても︑何時しか其

らしいばかりで︑滋養に乏しい不維済極まるもの詮平気で買

日掩食膳に上す材料の如きも︑成るべく安個で築養慣値に富
んだものを選んで買はうとはせず︑初物や走りのやうな唯珍
例へぱ︑娘の結婚の仕度披露の宴曾に︑非常な賓津をして

とする風を成すに至ったのである︒

本来の意義を忘れて︑徒に外槻を飾り見楽を張り︑自ら得意

善改の活生と開打の局雌
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分を惜素も履く打ち捨てたり︑又其の取扱方を誤って徒に食

鯉って居るではないか︒そして其の調理の佳方を見ても︑燃料
の浪費は勿論︑野菜や魚鶏で相営尚役立つ部分や︑貴重な成

訣竺﹂居るからである︒

ものは断然之を改めて︑常に改善進歩を計る能力と勇気とを

交本来の意義に遡２Ｌ在来の習慣様式を枇料し︑不通常なる

不合理厳生活にも種為あるが︑彼の迷信に支配されて︑日

牢

て居る鴬めだらうと恩ふ︒殊に常識に乏しい鳶め︑衣食住註

味を損じ︑滋養債値を夫２Ｌ皇も意に介しない︒これ等は少
し考へて改善したならば︑費用の黙だけでも槌に一二割方の

登の行事悉く其の左右する所となって居る位愚なことは恐ら

刻下の一大急務と謂はなければならぬ︒

て︑日本の生活法を一新して之れを合理化することは︑責に

少しく固民の常識を高め︑科畢や経済知識の唯用を盛んにし

固民の活動と妨げて居ること甚だ少くないのである︒故に今

居るではないか︒斯う云ふととの篇め貴重左時間を案費し︑

族立ち引越しなどに日の吉凶や方位の善悪を彼れ是れ言って

く他にあるまいと恩ふ︒科畢の進歩した今側尚葬式婚耀普請

節約を行ひ︑同時に少から歩手数を省いて尚且つ家族の健康

に必要な柴養を︑十分に美味しく擬らせ路ととが出来るの
・である︒衣類にしても亦同様で鯵彼の幾通りもの常備服を︑
砺必要なものだけに整理し︑洋服常用者は二重に和服の潅服ま
の

打でも造らぬやうにし︑衣服地の選捧衣類の保存に注意し︑染．
開め替へ裏返へし改造等に依って︑更に幾年か着延ばすやう少
と

生し工夫を凝らしたならば︑是亦家族の健康︑便利︑外観等の
砺鋤で少しの失ふ所もなく筒且確賃に被服費の一二割方或はそ

る庭に見出され︑それが一年中を通じて繰り返へされて居る

かりでなく寓事がこの通りで︑物資の浪費や無駄な手数は到

時間の除裕を造ることが出来やうと恩ふ︒濁り食物や衣服ば

け︑其の範園内で生活するやうにしなければならぬ︒欧米函

大禁物である︒生活を改善するには顔め一定の家計議算を設

生活をして居るものが甚だ少くない︒諜算の無い家庭生活は

肝要である︒日本の家庭には無計蓋産︑往き堂りばったりの

生活を合理化せんとするには︑計謹ある生活を誉むととが

のである︒これを固民全鰐の上から見たたらば︑賞に非常な

の人は一般に家計の誤算に重き詮置き︑毎月の牧入の内から

識れ以上を節し︑同時に少なからぬ手数を省き︑婦人に必要な

浪費で︑其の全損失は恐らく幾億回と云ふ巨額に達して居る

金に向けるなりする︒そして其の塵りの金の範園内で生活す

課め幾割かを天引きして︑必圭申之を貯金するなり︑保険の掛

我が国民が斯んな不合理な生活を敢てし︑情として顧みな

ることにして居る︒斯の如く月壁諜算を設けて計霊ある生活

ことであらう︒

いのは︑畢寛彼等が科畢的知識に乏しく経済上の思想に峡け

善改の活生と開打の局難
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を誉むと同時に一ヶ年を通じても亦同様︑一定の計書の下に生

を豪箸を極めたり︑安逸遊惰に耽って居るものの少くないの

常に恐耀して居たも︑どある︒然るに近来民間に却って非常

宮中に奉仕し︑御歴代の資に御質素左御生活振りを拝してや
り

である︒故に本邦の家庭に於ても是非家計諜算を定め︑家計

を見て進だ遺憾に恩ふ︒

ハ︑内面生活の充責生活改善には今一つ根本的な大

の家の家計の許す範園で︑例へば︑休日の家族同伴誹営持参

ある︒虞の生活改善は決して左様なものではない︒其の人共

うに速断する向きもあるやうであるが︑これは非常な誤解で

ことは不可能である︒即ち限りある物資を以て︑限りなき慾

望は限りなく増便するものだから︑之れを悉く満足せしめる

と左り︑憐むくき餓飢道に陥らざる詮得ない︒元来人間の慾

趣を明かにしなければならぬ︑然らざれぱ人は単に慾望の因

切底問題がある︑それは絶えず請祁の修養に力納精祁生活の

の野遊びとか︑或は活動嘉虞安偵な芝居見物とか︑或は簡易

望に膨歩るととは到底州来難いことである︒殊に日本は図土

生活を極度に単純化し質素倹約にすると︑往為乾燥無味に

な園まとか除り金のかからぬ健全な娯楽休養の方法を講じ︑

が狭小で︑天産脊︑源に従だ乏しいのであるから︑衣食住生活

である︒塾術︑道徳︑宗教等各方面の教養に力め︑人生の意義錦

人公好む所に随て其の趣味を満足させ︑術に精川を愉快に保

の必需品は少からす之を海外からの輸入に仰ぎつつある有様

向上を期することである︑内面生活を充資し蝶かにすること

つことは︑吾為の生活上極めて必要なことである︑斯くの如

である︒蒋来人口の増殖に連れてゐ不足を感歩るとと益々多

陥る倶があるが︑無味乾燥は決して生活改善の本旨でない︒

く愁望を適度に浦たし︑文明の恩悪に浴することは︑五男の

厳生活に甘んじ︑軍純な生活に満足しなけ↓ればならぬ︒故に

度の生活の改善を徹底し︑消費節約の賞を畢げんとするなら

からうと思ふ︒此鮎から見ても︑我が図民は出来るだけ質素

ば︑出来るだけ内面の生活遊豊かにし︑締祁上に瀧足を求め

生活を大に意義あらしめるのみならず︑同時にまた作業能率
楽休養の時を設け︑叉毎週毎月或は夏季等には必歩心身を休

ることの出来るやう︑精祁の修養に努めたければならぬ︒

とれを要するに生活改善は︑以上述べ采つたやうに︑生活

らぬ︒さりながら︑何程家計が蝶かでも健康で働けるもの
が︑妄りに遊惰に流れたり娯楽に耽ってはたらぬ︒私は多年

養し精抑を媒しましめる篇めの機禽駈設けることを忘れてな

増進の上にも必要である︒随て一日の時間制中にも︑必歩娯

生活改善とさへ言へば︑直に無味乾燥な消極一方の生活のや

活を誉むやうにしたいと恩ふ︒

簿を怖へて牧支の記帳を怠らず︑諜算の範園内で計謡ある生

活し遂に之と生涯に及し︑老後の篤め相常備へる所があるの

、

なければならぬ︒生活改善資行闘総の申合せ事項は︑其の地

くきものに及ばたければならぬ︒そして其の賃行関鍔の加盟

の単純化合理化主義を日滞の生活上に鵬用し之を賞行するこ

者は︑親類︑同族︑同僚︑同業者︑同一町内︑同一部落の在

要が認められ一し居るものを先きにし︑固民全鵠の弊習と認む

篤めである︒五男が改善を必要とする事項には︑各個人或は

住者のやうだ︑常に就交開係の親密なものを糾合するか︑或

方に於ける通弊とか悪風とか云ふもので︑特に其の改善の必

各家庭軍猫で商に蛮行出来るものも勿論少くない︒各個人単

とである︒然るにこの簡単明瞭な事が仲変資行され底いの

猫で資行隅来る事項は︑其の人の墨悟次第で容易く之を賢行

る︒この加盟者は成るべく通常な徽章門標の類を定めて︑之

は各種既設閣罷の舎員を︑其の催利用することが便利であ

は︑畢寛我が闘民に生活改善に鮒する十分の理解がなかった

することが脳来る︒併しながら︑家族全鰐で資行しなければ

あることを標示するやうにしたい︒そして時盈曾合を催して．

れ逓蒲けるたり掲げるなりして︑誇互に倉員であり同盟者で

ならない事項になると︑全家族の意見の一致を見ることが必
要である︒主人が何程改善に熱心でも︑細君が之れに賛成せ

一個人又は一家族に止らないで︑世間の多数の人の申合せ

開の最有力な利器である︒私は刻下の難局打開の篤め︑此際

生活改善は資に消費節約能率増進の最捷径であり︑難局打

打合せを行ひ︑連絡達計り資行を督励しなければならぬ︒

を要する事項になると︑前者のやうにさう簡単には往かな

とと駐切望して巳まいものである︒

杢国民が奮起してとの利器を利用し︑改善の賞を墨げられん

のであるＯ

す︑家族に充分の理解がなければ到底其の資行は望まれない

い︒先づ以て一地方の住民なり関鰐の禽員なりに︑其の趣旨
せは恰も電話の加入のやうなものである︒電話は加入者が多

淀十分了解させ賛成を求めなければならぬ︒生活改善の申合
くなればなるだけ︑其の敏能を増して来る︒自分の家一軒だ
け架設して居ても︑他に仲間がなければ全く其の用をなさな
い︒生活改善も其の通りで︑成るべく多数の賛成者加盟者が
のである︒故に一地方から漸次他地方に及し︑遂には全国に

出来て︑之れを雷行するやうにならなければ蚊果が畢らない
亙って賛成者を求め︑畢函一致で之が資行を期するやうにし

壷
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教化動員峰﹂婦人の使命

山脇房子

シ見︑魂百までと申します︒此言葉は要するに子供時代の教

思想問題の解決が婦人の力に侯つといひますのは昔から三

ってのみよく解決し得るものであると信じ垂す︒

経済生活の改善を刷り剛力を培養すること﹄

育がその人の生涯を支配するものだといふことで︑人間の素

罰鵠観念を明徴にし固民精肺を作輿すること︒

現下の世局に鑑み文部省に於ては教化綿動員を企議し

との二大項目逓標椿して図民の麗醒を促されました︒晩近

質的たものは或獣までは子供時代に決定してしまふものであ

く剰へ財政は中央地方共に膨脹し︑貿易は累年輸入の超過を

そして此大切な子供時代をあづかるものは母でありますか

ります︒

園民思想動もすれば中正を峡き浮華純桃の智今や都都に治ね
示し︑固債は積んで六十億の多きに達すに拘らず園民の消餐

ら︑母の教育如何がその子供の僻来を決定するもの従て思想

問題にしても︑その子供が悪化するといふやうなことがあれ

は︑依然節度を超え図家経桝の危急特に目艇に辿り︑思想及
経湾圃難は将に祁図を細せんとして居ります︒之が匡救の責

ば多くの場合子供時代に於ける母親の教育に妖けるところが

に若し世の婦人が早く自麗して子女の教育に遺憾蔵き逓得ま

あったのだといふととも出来るのであり藍す︒ですから反封

任は婦人も亦共の一半と負荷しなければならぬことは申すま
でもありません︒

何事にもあれ婦人の力を必要とせぬものはありませんが︑

就中此教化運動に就きましては殊に璽要なる使命を持って居

西哲の言葉に﹁家庭は根幹なり︑根幹にして溌育せざれば

に此問題は家庭教育が最も大切であります︒

果筒枝葉悉く成育せず﹂といふのがありますが︑家庭こそ根

したならば︑思想問題の解決も易々たるものであります︑故

我園の現在に於きまして雄も蕊ふくきものは思想問題と経

ると恩ひます︒

済問題でありませう︒私は此二つともが賞に婦人の自覚によ

奉幹であって人物をつくるもつくらぬも要は家庭にあり︑家庭
教育にあり婦人の力にあると信ずるのであり堂す︒此事は不

治費節約！国民奈鰐に犬に目受めなければ産らぬ時で

何ともする事が出来なかったのであり表す︒

所に於ける冗費をはぶき外見の篇めの蹴費を排除し︑・飽迄経

す︒特に婦人はよく恩ひをこ上にいたし︑諜算生活を誉み墓

消費節約といふことば沢して大きな数字で現はれるもので

たりません︒

済的に堅賞なる家庭生活の支配者として立って行かなければ

良少年等について見ましても明らかなことで︑子供が不良化
ふ例が最も多いのです︒

する最大の原因は母親の家庭に於ける教育が誤って居たとい
かく考へて参ります時︑母としての婦人の責任は賃に重大
なものと申さをければなりません︒

とへば瓦斯や電気の使ひ方であるとか︑野菜の皮のむき方で

はなく︑極細小な数字が集まって大きな数字となるので︑た

あるとかさうした僅のところから浮び出るもので︑しかもそ

次に経済問題でありますが︑これまた婦人の自提にまたな
畷ければ︑到底賃績遼畢げることば出来ないと信じます︒

れは各家庭のことですから賃に莫大な数字となるものであり

１

蝿如何にして消費を節約するかといふととで左ければなり篭せ

のではありません︒電索を寝てからつけて置いても何の役に

瓦斯は或る程度より徐計に出した所で決して熱量を鋤すも

︑季圭一４〆○

動経済問題に就て考へなければならないのはいふまでもなく
礎ん︒而して此消費経済に於て間収も重要な投割を持って立つも

煙のも亦婦人なのであります︑いふまでもなく︑消費経済の主
命要なるものは家庭経済であり︑家庭維湾を司るものは婦人か

が教化動員と計需されたことはまことに機宜を得たもので︑

内閣が思想問題と経済問題の解決に向って寓全を期し文部省

消費の節約を計るより外に局面を手開する道はないので︑現

自受し一方に於ては子女の教育者として一方に於ては家庭に

も亦婦人であるといふことを考へ︑婦人は責任の重大なるを

斯ういふ風に老へて来窒すと︑現在の経済的剛難を救ふの

ばなりません︒

も立ち主せん︒これ等のことは切に婦人の自提に侯たをけれ

私共は常にこの方面に向って努力してゐたのであり妻すが︑

な用意がなければならないと存じます︒

於ける消費経湾を司る主婦としてより以上の努力を以て充分

今日との経済難局にあたってけ︑固民全偶が心を引き締め

だらであります︒

政府首脳部がと上に着眼し自ら範を示すの態度に出られない
ことには国民の闘心をひく事困難で従って効果の薄いのを如

教化の根本義

宗像逸

凡そ事の超るは起るの日に起るのでなく速く基づく所があ

要するのみではない︑海に剛民粘祁の建直しを要する時だ︒．．

る︒国民精帥が裳菰堕落したのも経済生活の不虞面目なる

今や因民の良心は肺坪し精祁が勝敗して来た︑腐敗しか山つ

日は図民の精祁生活も経嶋湾生活も所謂建て直しを要する時で

教化穂動員とは教化に志す者が︑朝野協力一致して団民精

ある︒大職大臣は剛家の財政建直しを要する︑随って国民経

杢不徹底に存する︒明治初期以来の政治と教育教化は︑其の

も︑其の主なる原因は明治初期以来の政治及敏育教化の不健

た固民耕祁は根本から建直す外はない︒

みでは次ぐ圃民の精祁生活も今は建て直しを必要とする時代

た︒功利を主として迩徳を従として来た︒道徳を本とすと教訓

換言すれば賃利を第一として道徳は事賞に於て第二義とし

あって︑敬度主義︑精紳主義︑道徳主義︑人格主義で底かつた︒

かに知られるが︑函民精祁の状態は無形内部の事であるか

や法令の上では唱へながら︑賃際は功利や賞用や成功が主に

主調が常幽弧兵主義︑物質文明主義︑主知幸義︑成功主義で

ら︑数字を以て一目瞭然たらしめ難いけれども︑其の衰繊堕

に切迫して居る︒財政上経済上の事は数字を以て現はすこと

落の有様は今や殆ど其の極に達して居ると云ふも過言である

あった︒されば明治以来今日まで大官高位︑富貴頴柴の人交は

／

は明治初期以来今日まで数十年間我が政教を一貫した賃相で

して道徳や誠意や人格は従であったことは季はれない︒之れ

曾の上流有力者たる富貴頴要の人篭か︑言語道断なる己貰し

まい︒例へぱ近時の賓勤私繊等の疑獄事件の如きは之れと貰

が出来るから︑如何に財政経済が困難を増しつＬあるか明ら

済も建直しを要すると叫んで居られるが︑之れは財政経済の

祁作興と節約経済の賞行とを国民全罷に質現せしめんとする

世相と言ふくきではないか︒今日は単に財政経済の建直しを

き疑獄の因を鴬すが如きは賃に人心腐敗し瓜教地に塗ちたる

郎

倫皿運動であって︑時節柄頗る結雛なる企岡である︒資に今

一︑・道徳第一主義の高唱

L』

誇するものではないか︒閣民の俵表となるべき大臣大官や吐

義･ 本根 の‑:『化:教
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して奮式のものは︑今日既に無用有害となれるものが少くな

骸を固守しようとするものでない︒否道徳の形骸は新陳代謝

一主義を信じ之れを力説するものであるが︑死せる道徳の形

適切とすべきかを研究するは︑教化総動員の事功を墨ぐる篇

在の日本に於て如何なる内容の逝徳を如何に力説するを以て

方は特種の時代と就倉状態に唯じて異ならざるを得たい︒現

道徳の精祁は古今東西一貫不愛であるが︑其の適用と説き

に極めて必要且つ有効なることと信ずる︒言ふまでもなく今

くないが︑然かし道徳の精榊其のものは恒久不塗に一貫し常

多様雪多端である︒之れに謝して軍に在来の思想を在来のま坐

日の紅愈は極めて複雑にして思想界も醤思想新思想等極めて

に生命あり常に新たなる活力がある筈だ︒日本園鵬の本質た
る敬度仁愛忠誠の道徳精祁は︑即ち恒久不愛の生命的動力に

ねく敬度の民︑仁愛の民︑忠誠の民とならねばならぬ︒新時

する︒新時代は大衆自畳④時代であるから︑大衆蔑民は皆普

は日本国民に向って敬鹿化︑仁愛化︑忠誠化すべく要求期待

黙らざれば日本固罷の本義に副はないのである︒日本画鰐

新道徳を力説し徹底せんとするか︒恩ふに共は閲より各自特

服が賞川に通せぬと同様である︒教化総動員の篇に教化事業

からである︒例へぱ成長したる大人に封して成長以前の小児

制時代的耽曾生活規範を以てしても︑其は事賞上用をなさぬ

して居るから︑之れに封して未だ一愛せざる以前の封建的専

ば祇曾が経済的にも政治的にも思想的風習的にも率資上一愛

に力説しても其の効果は恐らくは大なろを得ない︒何となれ

して常に新たなる力である︒吾人は此の精祁を自己の人格に

家庭に︑就含制度に︑政治に︑教化に資現徹底せねばなら

代は寓人に向って高き道徳を要求する︒上下貴賎共に糖紳的
に更生巷ねばならぬ︒其は世界的に時代の要求であるが︑道

に共通なる道徳の原則がなければならぬと余は信ずる者であ

殊の立ち場に於て︑多少の特異あるべきは営然なるも︑一般

ぬＯ

徳園龍たる日本は其の固鰐の性質上其の先登を鴬すぺき責務
造も必要となる︑此の二者は相待って進まねばならぬ︒吾人

は証曾の存立溌展を否定することになるからである︒然らば

何人も否定する能はざるものであって︑之れを否定するとき

る︒何となれば祇禽の存立護展の篤の要件たる道徳の原則に

に儲面する諸氏は果して如何なる新時代に迩切なる新内容の

がある︒それには国民各自が自己改造を鴬すと共に制度の改
は古来の道徳の形骸に囚はれて道徳の締祁に背かぬよう注意

に四個の原則詣畢ぐべきである︒一には善用の道徳である︒

其の遺徳原則は何であるか︑余の信ずる所を以て言は堂︑鼓

せねば次らぬ︒単なる保守は園鵠精祁に副ふものでなく︑さ
ればとて資地に根擁せざる概念室想は勿論現賞の祇曾税範と
するに足るものでない︒

る︒自己と耐曾の賃善美化の篤に是等一切の力を有効に善用

ぺきである︑一切事業の成功は皆︑力の善用に基づくのであ

力︑時間力は皆之れを有効に善用して其の慣値を賞現せしむ

其の能率を増進せしむべき道徳である︒綴力︑智徳力︑財

である︒一切の天物をして其の慣値を溌揮し共の天功を成し

一切の慣値ある物は之れを善用して之れを徒費悪用せぬ道徳

楽善の道徳である︒先づ善用の道徳とは身心︑財物︑時剛等

二には義愛の道徳である︒三には敬忠の道徳である︒四には

て愛に本づく︒愛は平等一鵠概を特性として義は秩序差別観

愛︑生物愛等であって大我は愛によりて成り人間美は主とし

人間であり得る︒而して愛は一家愛︑圃家愛︑耽曾愛︑人類

ある︒之れを履むによりてのみ尊厳なる人格は成り立ち庭の

序法則であるから︑利害得失に拘らず必寺履むべき人間道で

澱義︑義理︑義務の義であって天地の公道であり︑祇曾の秩

倫理︑祉曾共柴の原則である︒義は道義︑忠義︑節義︑正義︑

成立護展の篇にも必須の倫理原則である︒即ち義愛は人格の

徒費悪用が罪悪であり不経済である︒人格の完成も賦曾の護

ば近世の文化は吾人の生活を著しく相互依存的︑有機的︑連

特に此の義愛精紳の高度なる溌現を要求して居る︒何となれ

せねばならぬ︒義愛は古今東西一貫の道徳であるが︑現代は

達も皆吾人の善用に基づくのだ︒故に力の善用が一切善の根

帯的ならしめたから︑単に利己的個人的否猫善自修的すら許

を特性とする℃吾人は秩序によりて平等共柴の大我心を溌揮

本であると言てよい︒然るに今の我が国民は一般に甚だしく

することが道徳の根本であり︑一切物の侭値渡揮であり︑庚

此の善用道徳の思想と風習が妖乏して居る︒財物を徒費悪用

る︒此くの如く現代人は古人に比して一層義と愛とを高度に

さずして是非共奉仕的生活を要する時代となったからであ

義の経済である︒故に一切の善用は善行善徳であり︑一切の

して居るとと多きを始めとして︑鵠力や精祁力や時間等を徒

が如く︑道徳的に自鍵的義愛の賦禽人即大我人でなければな

らぬ︒然るに現在世相の事賃は大いに之れに反して居って︑現

要求せられて居る︒現代人は政治的に参政自治の固民である

や︑其の他制度の妖陥不合理の篇に︑大量的に身心財物の貴

に於てのみならず︑黛季や関鰐的階級的不和や︑閥の軌榛
重なる能力と浪費悪用して居る︒是れ資に大なる罪悪にして

無覗し︑公生活にも私生活にも所在到る虚に醜態を暴露させ

第三に吾人は敬忠の精祁を道徳の原則となさねばならぬ︒

て居る︑是れ義と愛の道徳遼大いに高調すべき所以である︒

代の我が園民は義務責任を重んせ歩︑私利私慾の篇に道義を

第二に義愛の道徳は人格の成立完成の篇にも︑斌曾園家の

用の倫理道徳を高唱力説せざるを得ない︒

且大左る不経済ではないか︒吾人は現代国民に向って一切善

費悪用して居る事例は驚くべく多いのである︒単に個人生活

義本根の化教
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榊を敬し良心に忠なる敬忠の道徳は祁人合一の原則である︒

人間は図家赦命と荷機的一鰐となるのみに止まらず︑刺と合

である︒道を敬する心は進んで道を楽み善を楽むに至らねば

ならぬ︒然り吾人は口為に楽しく明かるい心で善勉努力せね

る︒是れ我が過去の根本を回想して無量の恩愛恵漣を喜ぶと

恩︶を感謝すると共に善因善果の嵐却を桑むことが肝要であ

ばならぬ︒それには四恩︵父母恩︑君国恩︑祇曾恩天地紳悌

本に徹底し底い︒大根本に徹底して立たざれば其の生活に安

一して川人合一の生活をなさねば道徳生活が絶封至尊の大根

心立命があり得ない︒祁或は俳或は天と合一して始めて人は

り︑祁意俳心の宇宙心が人州界の倫理道徳として現はれて居

であるが︑而かも我が現在の善因善行は必ず現在及び永遠の

たる聖代に文化人として現在して居る︒是れ員に感謝すぺき

善美化がある︒我れは久遠無量の恩恵によりて今日文化燦然

だ︒恩ふに吾人に久遠の大生命があり．︑無窮の進化文化︑虞

る︒我が皇道の如きは即ち是れ祁道にして責に宇宙天道の賞

未来に善果善功を及ぽすは因果の徴則上疑なきと恩ふとき︑

共に︑現在未来の光明を眺望楽観せしむるものであるから

現に外遊らない︒同時に吾人の良心も亦祁意俳心其の物の溌

安心立命が得ら血る︒倫理は人篤法と訓はれるが︑其の人篤

現だ︒されば此の道を絶封に敬ひ︑此の祁性に絶封に長み︑

に無量の恩恵あり︑現在未来に永速の光明あり︑誰きざる善

吾人は明かるく架しき心を以て善を行ふことが出来る︒過去

法は畢覚自然の天則に基いたものだ︒天道が人道の根携とな

常に敬忠の精祁遼護持し︑以て善川︑義愛の道徳を貴賎弱行

が励まれるではないか︑吾人は過去現在未来に一貫する大生

生命の進歩護展ありと思へば︑染んで努力し明るい心で善行

せねば底らぬ︒是れは天命を奉鰐し紳意に敬忠なる刑人合一

の生活であって︑質に敬庚忠資産る確乎たる道徳生活は此く

証曾に善因は善影響通︑悪因は悪痕跡を永久に残し︑前看ば

共が其の営事者に報ゐずとも︑或は可秘的に融現唯歩と鴫︑

因に善果あり悪因に悪果あることは華末の疑哨ない︑たとひ

滅にして因果の法則は天地と共に不騨の織則である以上︑善

ぼけ︑益誉文化の興善美を現はすであらう︒而して精力は不

久遠の進化溌展をして来たが︑未来永劫無窮の進化護展碇つ

命を有する永久不死の大我である︒此の大我的大生命は過去

の如くにしてのみ得られるのだ︒然るに今の我が園民に最も
多く峡くる所は此の敬忠心即ちまじめな心である︒道を敬せ
ずして金銭を崇拝し良心に忠ならずして私心私慾に仕へんと
するが世人の大傾向である︒かくして人智益姥進んで人徳は
愈盈表へんとして居る︒︑百の知識あるとも一の敬忠心なけれ

妖かば一切の知識も智能も無益にして有害である︒第四には

ば知識は好智の用を鴬すのみ︒天遼敬し良心に忠なる一心を
築善の道徳精祁を作興せねばならぬ︒梁善は禰徳一致の原則

牡含即ち大我の生命を助長し︑善美化し︑後者は之を損害し
醜悪化することは︑天地祁明の前に明登昭々である︒今や世

余は之れを約言して左の如く言はんとする︒

愛︑敬忠︑楽天は人生道徳上の四個格言と申してよいと思ふ︒

あるから︑之れを人生の四原則と謂ふぺく︑随って善川︑義

雄唯物主義個人主義利己主義に囚はれて︑過去生命の根本に
感鍛謝することを知らず︑現在未来に善因善果︑悪因悪果の

要するに人間枇含は道徳第一主義の上に立たねばならぬ︒

敬忠に守り善を染め

善く用ゐ義と愛つくし人の道を

界は混沌として居り生活は不安定であるから︑過去現在未来

大法則が永遠無窮に行はる上ととに気附かず︑加ふるに思想
を通じて何等の光明なく︑感謝も楽天もなく︑四方暗婚︑唯

に︑教化に︑制度に︑風習に︑普く徹底せねばならぬ︒然る

而かも日本は本来道徳圃鵠であるから︑道徳第一主義が政治

生活苦界の錬獄巾に︑剃那の感受的刺激を求めて居る︒かく
戦の如くにしては図民の元気も努力精進も向上渡展も現はる入

ふに方りて善川︑義愛︑敬忠︑梁善の四原則を高唱して道徳

に現在の世相は頗る遺憾なものが多い︒今や教化縄動員を行

のみを馬すべきで底いが︑感謝の事賞と因果の法則に基づく梁

の根本義は数に存すると信ずる︒

経済共に其の向上溌達を期せんと希ふものである︒差し教化

化ものでない︒吾人は間より迷信迷想を以て空脱な梁槻や室頼
根善的努力の道徳精祁は︑現代の如き病的時勢に於て特に教化
本振作すべきものと信圭外る︒面かも感謝梁善の生活は貧富貴賎
に拘ら余何人も之れ駐篤し得ることを特に舷に附言せざるを

蜜とは何悲いふかと訊くならば勺直ぐに金銭とか財喪と

は祇曾生活の原則である︒之れによらねば就酋生活が成立ち

Ｌ︾恩ふのであります︒︵宗波帥︶

も此善といふ霞に比ぺろと︑何等寅の鍋傾がないであらう

地位も︑一つの蜜に遠ひありませぬ︑然し以上の何れの賛

素より金銭も賛であります︑財産も資であり︑叉名響も

か営然うだと答へろであり塾衷せう︒

得ない︒第三の敬忠は榊人合一の原則である︒之れによらざ
禰徳一致の原則である︒之れによらざれぱ道徳と幸禰欲とが

れば絶封至尊と合一し安心立命が得られない︒第四の楽善は

い︒之れによらねば一切の便値が溌揮きれない︒第二の義愛

則である︒或は之れを庚義の利用厚生の原則と云ふてもよ

義得ない之れを要するに︑第一の善用は寓物の佃値溌揮の原

一砂

３皇致されない︒此の凹者は人間生活の篇に必須の道徳原則で
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今回の教化総動員に封して︑私は悲

錘唾需︾宮田修

文明の味を噛みしめればよい︒

文明に編されず︑日本闘有の東洋精祁

努力すれば良いのである︒欧米の物質

剛健皇室中心主義で各自の業務に奮励

員とは昔に還へり︑日本建国精祁質賞

吹き巻くって居るのである︒教化総動

輸出入の反濁の差を生じ︑不景気風が

馳られ身分不相営な賛浬を篇し其結果

を失なって居る故︑軽桃浮薄な思想に

本人の大自然心を失亡して居る者が多
く︑精祁文明の員味を噛み分ける能力

今日は欧米の物質文明に賑されて此日

奉歩︺是れが日本人と云ふものである︒

し忠孝に立脚し一朝事あれば義勇公に

教化総動員に就て
陸軍中狩堀内信水
教化総動員と文字は新奇な言葉であ
りますが︑日本にては建園営時より常
に総動員的に上下一致して肺と人君と

臣心を同ふし︑力を協はせて各凌其業

の馬めにし︑天皇陛下の御心を安ん

務に向かって奮働努力し︑而して其結
果を個人に求め貧らずして図家の安泰
じ奉る事を只管に斬りて其虚に皇統連
綿として︑世界無比の我大日本帝国が
生れて来たのである︒別に教化とか畢
校とか特別の設備を篇して︑始めて日
本園が形造られたのではない︑大和民
族の大自然性が蕊露したのである︒大
和民族の大自然性と云ふのは︵徒らに
冗費せ歩︑箸らナ常に皇室中心を宗と

名利を貧らす︑他を利し亦己れを利し

喜雨面の感を厳すものである︒園を筆

程︑園内の室気が濁ったと思ふと︑一

げて教化運動に熱狂し港ければたらぬ

面には堪ら遣い淋しさを禁じ得底い︒

然し此ま上根抵まで腐らして了っても

止むを得ないが︑朽溌を未到に防がう

として政府先づ自畳し︑団民亦之を迎

へやうとする機運が作られたと恩ふ

と︑淋しい中にも云ひ知れぬたのもし

何としても行詰った思想界︑行詰っ

さを感ずる︑

ることは︑我が日本図民の前にさし迫

た経済界を打壊して新しい活路を求め

った緊急にして必至の問題とせねばな

らぬ︒朝野聖って八千寓同胞の一人残

に伴ふ努力とを促すことは︑何ものを

らずに︑此必要を認めさせることと是

置ても高調しなければならぬ︒だが講

漣からよびかけたり︑冊子を配ること

だけでは効果がなからうと思ふ︒少く

とも是を唱へ是に携はる先受者が﹁我

に従って来れ﹂と云ふ強い意志を以

て就に員動総化教
釘

て︑資産弱行のあとを示し︑日時に他
をして之によらしむろ熱がなければ造

極謬瑚百一理章三郎

今次の教化運動の二大目標は︑まこ

とに簡にして要を得たもので︑目下の

らぬと信ずる︒自分は床に居て他を起
さうとしたり︑及び腰の態度は此際禁

急務たるのみならず︑永世の要道であ

な思想に封する方面である︒

一︑我が剛贈と相容れない惇逆無道

ると思ふ︒共は

ると︑私は二つの注意すべき方面があ

る︒其の第一の方に就いて郡見を述べ

物としなければならぬ︒

文畢博士加藤玄智
舞復︑教化縄動員Ｉ小生は斯ろ動
員令の降下を嘆息致し候︑而もその動
員の活動す可き尖鋒は︑上流か下流か

者に封する方面である︒

暴嬬箸を醤み人心を悪化せしめる

二℃我が園鵠の椛威の下に隠れて横

この細動員︑一罷全韻どこへ行く︑嘆
又嘆を溌せざるを得ざる次第に御座候

我が圃罷と相容れない惇逆無道な思

日本弘道曾に寄す︑貴曾の如き︑立派な

にすること︒

ほど︑益を団鵠精祁を作興し︑団

二︑制度又は人の上に非達が存する

せんとする志莱を振起すること︒

賠の本義に依り︑其の非違を匡正

である︒そして私は今日の時弊は制

度よりは人が其の逆を得ないことに原

るとしても︑狐の篇に城を破壊し︑鼠

由すると恩ふ︒たとひ城狐賊鼠が存す

の鴬に紅を焼乗するの愚を篇してはな

らぬことを図民に明かにしたいのであ

いと申すのが如く︑今回の教化総動員

世の中に一本柱より二本柱の方が弧

る︒

国府種徳
有の固催に開する自隠のないものであ

といふのに︑柱が二つあるので︑鮭ほ

る歴史を有し歴代人格者を曹長に戴
き︑政撚政派を超越せらる上日本のエ
チカル︑ムウプメントたるもの︑現時

るから︑我が国の歴史を通じて︑我が

想は︑海外の思想に耽溺して︑我が特

の世相に鑑み義憤一番︑毅然として立

どの強味があるやうであります︒

二に生活経済を改善し︑民力を嬬養

を作興する︒

一に団鵠概念を明徴にし︑圃民糖祁

我が国鵠の椛威の下に行はれる横暴雛

と其の常路の人だとの匠別を厳明

一︑図罷と政治経済等の時代的制度

著に封しては

国鰐の本義を鰐得せしむべきである︒

九月廿九日於御殿場

して︑貴答と致し候不宜︒

ては如何︑肯て非潅を顧みず所感を記

ち︑断乎︑現下日本斌含の上流腐敗の澗

東

根減誰に道徳上の十字軍を送り出され

犀

、

3
(
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する︒

てよからうかと存じます︒

ことば︑言を待ち重せん︒結鱗と申し

一︶

と上に述べる所も︑質に中途半な感

想に過ぎないと恩ふし︵一○

日清戦役以後政府はいるノーなモッ

トーの下に︑民心の振作に努めた︒勤

教化縄動員は今日最も緊急たる事業

も愛りがない︒要するに︑民心の緊

農皐博士霞村員

といふのが︑即はち共れであり宝
す︒

精祁方面から来る理由を第一に掲げ

なろを認めます︒而して教化細動員の

るしは異るけれど︑根本の主旨はいつ

倹貯蓄精祁作興︑思想善導等尭其旗じ

を︑賃生活の方面に結付けて行くとい

弧いていはば︑標語を新にすることが

張︑経済の改善が中心になってゐる︒

て︑それから得た︑固民精川の現はれ
ふのであるから︑精紳と資生活との二

如きことを行はねばならぬやうになっ

唯今回の綿動員が従来と異るのは︑

ある︒

其時営に人心を昂醒せしめ来つたので

即ち目先を愛へる所以で︑これを以て

た世相を悲しく恩ひます︒

鋤央大窪増子懐一水

つの柱から弧みを得るのは巾すまでも
ないのであります︒単に公私経済緊縮

を合理化さして主張するよりも︑根搬
を締祁方面に持ってゐて︑それ寺賞生

活の中へ賓現せしめてゆくやうに勉

し︑此原稿が雑誌に掲げられる日は

棚の藍が政府の方針となって︑名資共

み行く現代に於ては︑勝来是非とも民

である︒けれども何事も民衆本位に進

よるにしても︑共思立ちは粂然受け身

たので︑運動そのものは各自の立場に

賞は政府の掛け聾に依て︑始めて起っ

いふのではないことである︒しかし共

各国鰐猫自の誰動に待つのであって︑

綿動員の大半は終った頃である︒し

少しく皮肉かは知れないが︑此原

日本の図鵠観念が狸烈になって来る

て見ると︑総動員に封して︑いろＩ１

稿を書く時は︑教化綿動員の既に或

ならば︑ヂットはしてをられないの

旗希望を述べても︑・殆んど賞現する

め︑お互ひ努力するやうに導くのが︑

で︑分相雁の資生活にそれ淀資現せし

機含はなし︑其成績を批判するもの

古来名煮賢机の残された足迩であると

めないではをれなくなるのでありま

とすれば︑今から其釜般を課知する

決して政府の弧制に除儀なくされると

す︒それを群集心理の大きなはたらき

ことは出来ない︒それであるから︑

は将に起り起らんとする際である

で進むならば︑その効果は︑必ら歩大

老へるのであります︒

でありませう︒弘道の一端であります

で就に･員動縄化教
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に猫自の創案によることにしたい︒ざ

はじめてではない︒これ蚤でもあった

倫理運動を提唱したいと思ふ︒

﹁団民緊張運動﹂とでもいふ名の下に

作興総動員﹂とでも或は﹁国民的総動員

此運動の目的であるならば︑﹁画民精川

入らない︒図民精祁の作興を促すのが

一︑私には﹁教化﹂といふ文字が気に

ることが想像されてをり︑同時にその

云ふのは︑所謂教化縄動員が︑或る短

なり勝ちな理由が既に見えてゐる︒と

まで寂滅してゐる︒今回も︑またさう

ことだ︒そしていつでも不徹底的なま

それから︑か上る運動が︑いつも農

とでも名づくぺきだ︒博士は単なる物

るらしいからだ︒

雅動者が文部省方面の一角に偏してゐ

代議士石坂養卒

村にばかり除儀なくされて︑都曾地を

識りであり︑官吏はその場限りの浮草

ういふ意味に於て来るべき時機には

征服しきれない遺憾が多い︒世人は諸

であり︑政治家は口先ばかりの虚言者

り︑同時に呪岨の焦黙である︒﹁郡曾地

ことがある︒都曾地は羨望の的であ

だ︑政治家が何だ︒彼等の精祁が緊張

宿ってゐる︒博士が何だ︑官吏が何

﹁教化﹂されことに反抗する或る力が

も就含としても︑除り弧くその力を認

従来教化と言ふことば︑固家として

○

ことは出来ない︒

むに足らず︑・政治家も亦之を能くする

の作興と風紀の改善は如何︑法の力頼

遼達することが出来よう︒然らば民心

の緊縮も︑常局の努力に依って︑目的

て資現することが出来よう︒地方財政

固の財政立直しは︑政府の力に依っ

武業家繁田武季

い期間に︑或る目的を果たす篇めであ

評するが︑私が各地巡歴の維騎を以て

種の計書遼目して徒に空宣博に経ると

が改まらないではないか﹂といふ概念

してゐるとは限るまい︒彼等が冗費節

であることを充分知るに至った民衆の

が︑常に地方人の心裡に往来してゐ

約を賞行してゐるとは限るまい︑博士

意識のどこかに︑かう云ふ人達から

る︒文化の中心地が動かぬ限り︑続祁

も官吏も政治家も即ち教化せんとする

いふて︑却て反感を招く稲根を職する

的にも︑物質的にも除裕の少ない農村

人も︑民衆即ち教化さるべきものも︑

観れば︑地方人は無理を弧いられると

を風歴することは出来ない︒

する人さるる人の差別を掻無して一艦

二︑教化総動員に似た運動は︑今回が

精祁作興運動が行はれるであらう︒

となってこそ︑そこにはじめて本営に

Ｂ１−︑︑︑．︑

敢て教化総動員に限ら歩︑あらゆる
運動は︑先づ都曾地を封象として起
るとと詮︑将来のために希望して置
〃︑◎
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かいふ方面の仕事となって︑何等吐含

めて居ない︒所謂篤志家とか物好きと
想像に難くない所である︒

下の難局を打開す昂目的であることは

営局の力の及ばざる所を助け︑所謂現

いものである︒︵昭和四︑一○︑六日稿︶

を以て︑他の善を成すの宏量がありた

一般献曾からも︑先づ相営に徹底した

一方教育は如何︑制度の上からも︑

に安んじて任せることは州来ない︒結

難局の打開は︑現在の宗教家教育家

の風を起すは︑責に黄河の流れの満き

をしらぬ︑之が封策を練って淳朴敦厚

浮華軽跳の風が全国に被ってゆく所

貧業家原識五郎

に椛威がない︒

ことは事賞だ︒されば教育の力は昔日

い︒併し除程の英傑が出現せざる限

局耐曾的教化事業に待つの外はあるま

に常るといふのは至極尤もの事である

から︑普通の動員でなく︑総動員で事

英傑の出現もあてにならぬ話である

く吾人は寧ろ其遅かりし逓感ずるもの

動員は誠に機宜に適したるばかりでな

無駄排除の二大綱目とする至園教化総

に於て国民精耐の作興と冗費節約所謂

気を膳らしきって居る矢先︑政府営局

を待つに等しき感を以て吾人を平常に

に比して著しく増大したものと見るべ
きである︒

省より鯛れ出された︒が是は泥棒を見

が︑其の功果は如何︑成否は一に教化

り︑仲交期待することは出来ない︒

一鵠教化は教育と連って︑資際的善行

て縦をなふ様なものではなからうか︒

者の愛肩にか上る事であるから︑大に

此の度教化総動員といふ言葉が文部

のである︒然らば︑其の善行者の養成

者の感化に依って︑始めて行はれるも

使ふが︑教化に圃民線動員といふこと

園難の時に国民総動員といふ言葉を

は言ひ難い所である︒

見様にも依るが︑よく行はれて居ると

畢圃一致難局を打開すべき時に常り︑

冷笑的言僻を弄するものさへある︒今

極的の共鳴を避けるのみか︑甚しきは

成しをがら︑政黛的開係等を以て︑積

の働行も教化総動員にも︑心中では賛

の国富を奪った開東大震災の災害を忘

当め賜ひしに︑数寓の生霊と百億以上

句登吾人蒼生に向って風俗の匡働をず

ハ前緒ヲ失墜センコトヲ恐ル﹂と言全

モ亦夕生ス今二及ヒテ時弊ヲ革メスン

﹁浮華放縦ノ習漸ク前シ軽跳読激ノ風

かしこくも躯自ら範を垂れさせられ

である︒

ば充てはまらぬ言葉だ︒想ふに教化事

些万たる行掛りを固執するが如きは唾

れたかの感ある数多の耐含祁は︑不景

然るに世間の或一部では︑消費節約

奮勘を望む所である︒

業家の総出馬といふ事であらう︒是れ

棄すべき事だ︒宣しく光風舞月の心情

がよく行はれて居るかといふに︑是は

今日の思想上財政上に︑法の力や政府

て航に員動総化徴
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の一大脅威を被り︑農村に於ては小作

り︑都市は努働争議の惨害に生産組織

てらひ誰激の風は剛民の思想に喰入

気をかこちつょも︑流行を逐ひ新奇を

のには程度がある︒

たぬものがあろうか︑併ながら凡そも

の影を踏まぬ教へは何人か心の慕をも

ゆかば草むす屍の歌︑又七尺去って師

表徴化して居た︒海ゆかば水ずく屍山

て︑共よりも新らしき交際縁故なるも

ろで︑組合なんかは名ばかりであっ

云ったら先邪心杯皆目ないとしたとこ

其れがどうであろう︑此頃の有様と

打は可なり鳴り響いたにか上はらず︑

政治思想経済の国難を叫び︑僻銃の飢

つ上ある︑団民代表の衆議院に於ては

従であり︑共も極度に質素を旨とし︑

行ふにしても︑心を主眼として物質は

ひ病莱を見舞ひ或は冠婚葬祭の俵を取

古来の横習に依れば︑人の健康を訪

併も物質を用ゆるでなければ交誼の表

風良俗も日に糞盈破壌されつ上ある︑

交際が不規則任意に峨庖して古来の美

何百倍と云ふ数になって居り︑共等の

のが近親縁故の何倍何十倍人によれば

杯夢にだも思ひ寄らない事であった︒

争議の名の下に殆壌減的時相を演出し

無心か無能か百弊飢舞の姿を日盈に享

自らも亦た過分の失費註なして後患を

第一語互に人を煩さないようにつとめ

鐙すことのないように戒めたのであっ

は誠意にかける︑成るたけは店舗にも

動員の教化運動があり剛民を拳げての
運動を見るは誠に喜ぶべき事である︒

た︑何月何日は誰為の冠婚葬祭と聞け

とめる其れも新品と流行なれば尚よい

楽してゐるのである︑この時に於て細

併ながら賞効を畢ぐる上に於てあまり

ものであった︑謝恩弔祭物を用ゆるに

ば共日は勿論あとさき訪問を遠慮した

徴にもならないかの奇観を呈し来つ
た︑そうなって見ると物質も手作りで

に至難なるととをもへば︑余は如斯運

となり心は徒となり︑ｊそうして又其れ

と云ふととになってくる︑物質は主眼

が極度に輝かしくなければなら底い︒

しても︑手作りと手元有合せは主眼で

人を煩はすこと蝦しく︑雨親の葬儀を

動は寧ろ恒久的に行はれ︑近きより遠
きに低より高きに資行の手の染めらる

のであった︑共も近親縁故に限られる

あって︑店舗の新調は寧捜斥せられた

りする︑一人の心は千寓人の心である

に人をたのみて親戚縁故になって貰た

浩交風をなす事になれば︑猫り儀式丈

立派にする心を責むるでもないが︑特

皆をなし︑物を川ひて他人の正義を腐

のであった︑如何ぞ物を以て自家の庚

蝕し物を用ひて自家の非望を達せん事

近所隣家も数戸の組合に限られて居た

上事を希望して止ない︑今其第一着手
一︑虚擢陵止に付て

抑も我国風古来先づ君恩に報じ父母
師長の恩に報じ叉親戚朋友隣保辱知の

恩に酬へる至誠の流露は所謂大和民族
の特有の美風として和衷協力其ものを

討一
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支挑経済は驚くばかりの膨張を来し︑

ければ左ら底いやうになって︑各人の

頁求られｌ︲山の奥に堂で舶来品でな

となれば下駄や草履まで寅屋の如くに

最も好き催件である事は疑ひを容れ凌

の篤の冗費節約無駄排除が金解禁への

るのであるが之︑に付ては朝野共に深
き注意を要する事と恩ふ︑生活立直し

約は一大重要事の如き観を呈しつ上あ

金解禁への準備の馬とし一Ｌ消費の節

しむるにある︑減税の断行に常然行政

の世界の経済戦場に戦闘力の除力あら

の断行をなして以て固民をして解禁後

済界に虚しとは︑先以て政府は大減税

戦に克く勝と制して貿易の均衝を得せ

を以て見れば如何にして解禁後の維済

事は何人も異存なからうと忠ふ︑吾人

縮節約がたとひ序幕の重要事ではある

途には産を失ひ流離稗全の身となる

いとしても︑其れが唯一の逆でない事

次第である︑次に

ものも甚だ少くないであろう鞄負捨の

はあ妻りに明らかであると云はねばな

ふくくして至大至難の事ではあるが是

財政の根本組織改善を要する︑併も言

ではすまない︑平生の衣食住から内外

過重は素より最大原因をなして居ると

らない︑今日は都曾と雌も不景莱に弱

にしても︑其れが根本準備の全で左い

しても︑之等上下を通じて鵠面堂堂物

りぬ堕し居る︑まして地方都市農村郡

﹄一︑消斐節約に就て

質尊重浪蟹激棚の弊替に因由するとこ

大多数団民の状態は不景気と負措過重

次は園内一切生産組織の根本改善に

非ともやって貰はなければならない︑

一切に於て︑物質は唯一の表徴である

ろ極めて重大なりと信ずる︑近来頻溌

に苦しみ切って居る︑即窮乏の極色盈

一戦に行われ︑併も体統の美風を損傷

ない︑不肯は先此浪費虚柴の征伐が第

這般縞動員が何事に選進するかはしら

の弊習と離すべきであるからである︑

ずる︑それは貴き偉統の顛倒時代錯誤

源に至れば函民全鵠の責任であると信

なる事怖も絡まって居るとは云へ源の

に於て︑金解禁を断行せんとするは寧

公定歩合を昇進せしめつ上ある︑言ひ
換れぱ世界は金の飢鯉状態にあるの時

支持せんが篇に驚くべき程度に金利の

なる時であって各幽共に其金貨本位を

面に於て今日世界は金需要の最も旺盛

凌憂ふべき事態を惹起しつ上ある︑牛

とも左らぱ甚だ惜むくき事である︒

に封して却て不幸の結果を招来する事

に生産に必要なる消費までをも緊縮し

若し従らに緊縮と節約とを唱導して途

て世界市場の競争に堪ゆぺきである︑

ある︑能率埴進にある︑如斯して市め

しむくきやにある︑如斯疲勢困腫の経

しつＬある疑獄の数盈共れに幾多複雑

する事なく︑克く懇切徹底的に行はれ

ろ悲痛の抵固と云ふぺをであって︑繁

て︑民心を萎微退縮に誘導し︑金解禁

ん事を望んで止まない︑一言を陳べた
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教化綴動員計蓋案
第一︑趣旨
我日本弘道曾の趣旨目的は邦人の道徳を高くし国家の基礎
を誰間にせんとするにあり︑即ち教育に開する勅語の葬訓を

日本弘道曾

有の見地に於て奮て其趣旨徹底を期せんと欲す︒

咽全く其義に外なら歩︑鼓に大に共鳴して之に参加し本曾固

一︑木曾機開雑誌﹁弘道︲一十月及び十一月脱に於て細枇主黙を

鋪二︑方

左の弊項に置き︑教化運動の趣旨に副はんとす︒

迩奉し︑本含所定の要領を賞行して耽愈の病弊を除き︑鋭意
本含創立以来鼓に江十有除年︑共間世態の推移思想の愛遜に

膿槻念を隅明し敬祁崇旭の精祁を鼓吹すること︒

１︑祁宮式年遷宮に淵する斯道椛威者の記事を掲載し︑幽

の計謡案を明示し之を全国各支曾に配布して其蛮起を促

２︑教化細動員に鯛する本曾衛員の意見壁掲載し︑尚本禽

し︑所在各地に於て一般民衆的倫理運動を起さしむ︒

形式のみを婚謹すろを許さざるものあり︒依って木倉は特に

３︑公私経済に開する名士の流説を禍戦して緊縮節約の合

南は朝鮮︑喜灘︑開東州︑支那に至る迄禽員准曾員約一寓有

本含は日本全図北は樺太北海道より本土は申すに及ばず︑

二︑講演含開催・

理的生活を促すこと︒

時代に順雁すべき穏健なる新思想を以てし︑新奮思想の完全

に時宜を得たるものにして本曾が五十有除年間鋭意努力せる

国的教化運動矛企議し深く園民の受醒を要望せらる︒之れ誠

時勢に鑑み教化総動員の計霊を立て諺二大項目を標傍して全

し︑且つ其具鰐的責行を誰じつ上あり︑此際文部省は現下の

なる融含に依りて将来の国民と指導すべき道徳の樹立を期

我固固有の図家道徳及び就愈道徳に立脚し︑之に配するに新

雌も最近耽含状態頗る急愛し︑道義の賞行宜仰も軍に奮来の

件ひ常に道徳閣隈として之に濁膳し活勤怠らざりき︑然りと

道徳の振興固蓮の伸張を岡り以て聖化を神補し奉らんとす︑

法

詮あり︑全図各地には百有除の支曾を有す︑其内主として支
曾の存在する左の各地に終て︑堂該府聴の各支曾を糾合して
一般誌演含を本年九月より明年三月迄に開催し︑漸次他地方
に及ぼさんとす︑中には既に賞施せるもあり︒
︵１︶諜定開催地

ァ︑北海道札幌イ︑宮城厩

ウ︑山形聯号禰島嬬

禰島螺幅島市講演曾九月十三日開催︑講師第二師囲長
同聯白河町講演倉九月六日開催︑

文畢博士講師服部宇之吉
オ︑群馬際前橋市講演倉十月五日開催

講師倉長伯爵徳川達孝

同評議員法畢博士松井茂

力︑栃木職宇都宮市講演宮九月六日開催

講師本含副含長文肇博士服部字之吉

キ︑秋田聯ク︑茨城螺ケ︑埼玉厩
．︑新潟螺サ︑東京府シ︑千葉聯
ス︑刺奈川螺セ︑長野腰ソ︑富山厩

夕︑山梨腰チ︑静岡暇シ︑愛知腺
テ︑京都府ト︑大阪府ナ︑奈良厩
二︑岡山厩ヌ︑庚島聯ネ︑島根螺
ノ︑山口聡︿︑徳島螺と︑禰岡螺

笹
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フ︑熊本螺へ︑滋賀厩ホ︑三重嬬

○︵千葉黙︶千葉市に於ては教化運動の賃行を期する目的を以

て巳に七月七日同螺下にある十七支禽代表者集合し本倉役

員と共に賞際的蓮動を協定せり

講師池園哲太郎

○︵島根際︶松江市︑講演曾七月十三日開催

誰師文堅陣士吉川静致

︹岡山厩︶岡山市講演曾八月十二日開催

︵奈良聯︶松山町講演含八月十三日開催

講師文畢博士吉田静致

︵２︶講師は大鵠左の本含役員及び協賛曾員諸氏に依嘱の諜定

副曾長服部宇之吉諮議吉川謙致

同吉田熊次同宇野哲人

同春山作樹評議員国府菰徳

同高島平三郎同繁田武半
同深作安文同松井茂
同三上参弐同三輪田元道
同宗像逸郎特別倉員男爵阪谷芳郎
同佐藤徴太郎同矢野恒太

同堀内文次郎協賛倉員井上哲次郎

同遠藤隆吉同村上辰午郎

同本多識六同加藤玄智

同加藤咽堂同宮田修

第八︑婚潅に閲する注意

第九︑葬祭に開する注意

第十︑動植物に開する注意

右リーフレットを数寓枚印刷して︑全図各府牒本書百有除

の支禽及本倉を貝に悉く頒布し︑以て善風美俗の繊立と経済

生活の改善とを岡り︑図力の培養に蓑し全国各支含をして随

其賢行を促すことＡせり︒

リーフレットの講談倉を催し︑率先して趣旨徹底に力めしめ

時綿禽を開かしめ︑所属含員は本倉の雑誌パンフレット及び

主事庚江寓次郎同寺本典左術門

の善行者を表彰して其功績を頴揚し︑以一Ｌ聖世の徳化を禅柿

本曾は昨秋行はせられたる御大潅を記念せん篤全園各地方

五︑御大澱記念全図善行者表彰

フレットを凡そ一寓部蕊行し︑八銭以内の少額の賢費にて

回として︑東京府︵別に東京市︑蒋祇臆︶刺奈川螺︑新潟聯や

し奉り併せて思想善導に費する趣旨を以て︑昨年は先づ第一

の一府十六螺を樺ぴ︑一定の調蚕標準に依り各府懸より三人

長野厩︑宮城鵬︑而島癖︑岩手螺︑青森職︑山形聯︑秋川聯

埼玉螺︑群馬厩︑千葉職︑茨城聯︑栃木聯︑静岡媒︑山梨聯

第一︑居家脆身維演生活に開する注意

三年十二月十一ハ日華族禽館に於てへ内閣総理大臣︑宮内大臣

を以て︑本含は訟衡の上悉く之を表彰することとなし︑昨昭和

は詳細なる調書と共に善行者合計六拾三名を推薦せられたる

第五︑公共物又は一般杜曹に閲する注意

内務大臣︑文部大臣︑東京府知事︑東京市長︑中央教化関鰐

以内の善行者推薦方を各府係知事に依頼せしに︑各府撫より

第六︑集曾及宴曾に閲する注意

第三︑清潔及衛生に開する注意

第七︑訪問接客贈答に開する注意

第四︑交通に開する注意

第二︑他人に謝する言語動作に開する注意

を印刷作製す︒

四︑経済生活及び風俗の改善責行事項に開するリーフレット

頒布し図鵠槻念の明徴園民精紳の作興に資す︒

ｊ本禽刷曾長文畢沖士服部宇之吉氏口述﹁道﹂と題するパン

三︑﹁パンフレット﹂の溌行

同辻善之助同下田次郎
同補永茂助同︒大島義備
同河津遜同・佐藤寛次
同田中義能同永井亨
同荻原披同亘理章三郎
講師池園哲太郎同足立四郎吉
同深田五郎同辻村靖子
案盛計員動縄化教
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聯合曾長︑其他朝野貴紳の臨場並に本含員列席の下に盛大た
計蓋を立て︑京都府︵別に京都市︶大阪府︵別に大阪市︶兵庫聯

る表彰式を畢行したり︒本年は第二回の記念表彰をなすべく
長崎牌︑奈良螺︑三重際︑愛知畷︑滋賀螺︑岐阜螺︑幅井聴
石川螺︑富山聯︑鳥取螺︑岡山螺︑鹿島聯︑山口聯︑和歌山
際︑徳島螺︑香川聯︑愛媛螺︑高知郷︑禰岡螺︑大分際︑佐

百除名を各長官よりの推薦に基き︑来る十一月を期し京都市

賀際︑熊本腺︑宮崎聯︑鹿免島聯︑沖細牒︑北海道︑朝鮮︑
窒湾︑樺太︑開東洲の一道二府二十七牒四聴下の各善行者二
に於て表彰式を筆行する計書を立て目下着登準備中なり︒

等行者調交標準
一︑敬祁崇旭ノ行篤淑著ナル者
︲二衆人ノ尊敬ヲ受クル券︑識忠報国ノ精祁二充チ義勇奉公

二︑平素祁明ヲ敬上皇岨皇宗ノ祁鐘一一封シ敬度ノ念一一窟ミ常

ル者︑

ノ念三厚ク共行動衆一一擢ンデ資賎鵬行以一ア模範トスルニ足

三︑孝子

祇曾教化畢院は大正十一年叩月の設立にして祇曾教育及砥

六︑本曾附鴎祇曾教化畢院卒噌業生の活動

ノ文字ノ入リタル扇子二本︵箱入︺及ピ木杯チ記念トシテ贈典ス

備考冬善行者ニハ表彰状ト共二本含々瓶ノ染筆本愈長ノ自筆

岡︑節婦
五︑忠賞ナル従業員傭人等
六︑地方ノ公益公務二諜庫シ共功績頴著ナル者
七︑坤愛慈善ノ篤行アル者

案豊計鯵員動純化激

含事業の専川家たるべき人材挺敦蓑し︑且つ一般人に此種知
識を普及することを努めつ上あり︑現に卒業生は男女百五名
を算し︑全国各地に散在して各種の献含教育若くは牡曾事業
に従事しつ上あり︑今卒業生の行ひたる主なる事業を塞ぐれ
ぱや震災営時簡易食堂と誉み衆隊の便を計り︑或は托兇川を
設立するあり︑猫力教化圃鰐を組織するあり︑或は沸教主義
に基き民衆説教堂を談くるありて︑其成績は漸次祇曾の認む
る所となれり．現下の教化総動員に際しては卒業生の中心人

物を随時各地に派遣し︑映書の利用︑講談︑童話︑・通俗講演

んとす︒

等に依り一般民衆に封し徹底的に教化運動に従事せしむ︒
七︑修養諦座開設
道徳の修養と思想研究の篇斯道権威者を招跨し︑本禽講堂
に於て毎月一回東京市を中心とし府下及び近牒の曾員を糾合
し︑且つ一般人の篤に連績的誹義及び時事問題等に閑し講演
倉を催し以て研究と修養の基礎を造り︑斯道振興の策を樹て

八︑女徳修養誰座
本禽は従来特に女子部を設け時盈婦人含員の篇に誰演曾を
開き︑若くは修養誹座を設けたりしが︑本女子部も夙に杜曾
教化に着眼し共賞行に努力せり︑今共一例を畢ぐれば震災前
に於て愈員の献身的努力に依り激ケ月に亘りて子守教育を行
ひたることありて此種の事業に腐心牡り︑術本年十月より毎
週土曜日に繕綾的誹座を開設し︑婦人禽員及び一般婦人の馬
に之を公開して鴻誰せしめ︑或は名士を鵬して識淡脅を附き
女徳修養家庭教育の資料に供し︑以て家庭浄化の魁たらむこ

とを期せしめんとす︒︵経︶

項事行賞善改の活生済裡ぴ及俗風
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節三︑活潔及衛生に閥する注意

雄二︑他人に封する言語動作に閲する注意

ぁ節すること

五︑飲禰喫咽Ｋ之れを歪腰するか或は之れ

川ふろこと

四︑生活上必需の品物は主として閏産品を

日本弘道宮

風俗及び経演生活の改善貴行事項

国民の風俗習慣の良否と認済生活の善悪は

第四︑交迦に開する注意

園家の窓衰杜含の興腰の分かれる韮である︑
我が閏現今の風俗習慣には改善す・へきものが

六ｂ業務心卿み畔問恋有益に川ゐること

鋪五︑公共物叉は一般壮曾に閥する注意

七・身の廻りの事は自ら之れぁ庭理し成る

第六︲蕊愈及宴曾に呪する注意
第七ｂ訪問接客贈答に附すろ注意

の事例多端にして二畢げ難いから錘には特
に注意すぺき事柄態掲げて圃民一般の注意を

第八︑婚瀧に閲する注意

頗る多く︑関民の消費ば依然節度を超ゆ︑其

求め其の賞行な希望するのである︒どうぞ本

第十︑動植物に開する注意

錐九︑葬祭に肌する注意

する注意

第二︑他人に謝する言語動作に闇

之を講究し低くこと

十︑地震︑火事等の急鍵に虚する道は平粥

に力心誰すこと

行ふ・へく雇人は其の家に封して親切忠賞

九︑家の雇人県封しては祁憾に親切愛敬走

こと

八︑撰乃前には火の元及び戸締り琴検する

︒へく人手走煩はさぬこと

共に︑一般我が男女同胞諸君が各自厚く注意

島・緊縮節約彫旨とすること

三︑碓活ば簡易を旨とし衣食住の冗我乃省

愛敬和合し苦楽審共にすること

二︐親子夫婦兄弟姉妹冬向其の本分を守り

の崇敬する祁仰に職秤すること

一・毎朝長上に蔭し且つ皇室祁先及び自己

第一︑居家虚身に闇する注一意

含々員諸君は率先識行せられんことな望むと
せられて︑其の震行に勉められ我が図家耽含
をして安泰ならしむろと同時に︑総済状態に
於て世界に於ける善風美俗の閏たらしめろこ
とル望む︒今のまＬにては世界の丈明幽とし
て恥づ︽へき事が少くない︒是れは日本圃民と
して残念な事である︒

︵質行事哀の要目は下の遡りである︶

第一︑居家庭身錘藩生活に慨する注意

一

５

バリ注意すること
七︑祭事に常りては華美逆避け逼遠の誠を
捧ぐべ斗一こと

一語手金

古谷惟洞

昔或る侍が︑諸剛遍歴の族に上つれ︒とある町に通りか上ると︑﹁堪忍袋蜜捌所﹄と

いふ着板が目に着いたので︑﹁これはしたり．誠に珍奇な質物江︒自分は平素短気と癖

展らう﹂かう老へれので︑早速立ち寄って︑貧物を一見に及ぶと︐錦の袋にでもぱい

癌持で︑時々失敗起出かすから︑是程の必要品ばない︒一﹄れ一つ蝋への土産脹買うえ

って居るかと思ひの外︑樋あて粗末な撫の袋ではないか︒手に取り上げて兄ろと桁別

第十︑動植物に開する注意
一︑牛馬︑犬猫家畜走愛護し之恥虐待ぜざ

物も這入って居らぬ様子故︑﹁是は空袋ではないか﹂と零れろと当いや大切なお守りが

・ろこと

風其の他有害ならざる限り動物か残酷に取

ふ︒除りの高価故︑つ一んな袋に︾﹂んなお守があるか知れないが︑千雨ときいてばビッ

納めてあります﹂といふ︒﹁では代慨は何程か﹂と開くと︲﹁千雨で︸勇一います﹂とい

及

まず︒夫・心朝夕お守りになれば︑一生の御仕合︑百寓雨にも換へ難い品で︾︾ざりま

クリする︒もっと頁ける諜脹Ｆは行かぬか﹂﹁どう仕りまして︑千雨は大まけでござり

俗・扱はいこと
しむろと共に自然に封する趣味を菱ふこ

欲二︑植物か愛好し成るぺく其の生育を途げ
組
済

あてみろと︑是は意外︑た贋﹁マッタリ心マッタリ﹂と紙に記してあるぽかり︲一

す﹂といふから︑大度胸に千金を投じて︑堆忍袋態求め松︒店を出てから︑中味を

生と
率凱に言へぱ左の遡り具ある

砺以上の事衷は多端であるが其の大趣意走簡

六︑君図に忠義乃認すこと

五︑祇禽に奉仕すること

四︑家風を良くすること

変一心身準恨み業起卿むこと
諏二︑緊縮節約韮旨とすること
哀三 ︑ 人 を 愛 敬 す る こ と

は狐一卜ばかされれ様な無もし求が︑よくｊ︑考へて見ろと︑如何ド﹄も逝理に適すろ
ら︑そのま上持つ去つれのである︒
長汀曲浦旅のが終って︑家に蹄つれのは夕蕪時であつ衣︒内を覗くと︑障子一Ｌ映
る妻の影︑その手には徳利を持って居ろ︒ハテ不思誌と昨奉凝してみろと︑盃走出
た柑手は︑正しく男の姿だ﹄侍は之を見て︑赫と怒り︑﹁おのれ夫の翻守中不義・かし
ったな︒よし姦夫姦婦︑目に物見せてくれんす﹂と︑刀の鯉口をくつろげ︑婚に蹄
込まうとしれが︑不岡﹁マッタリ︑マッタリ﹂の一語恥思ひ出しれので︑ジッと怒
押へて︑襟子走見ろと︑姦夫と見たのは妻の父である︒外鼠は︑娘の夫・か不在中︑
心の深切を以て︑留守勝に来て呉れた︒妻はその勢をいたはる心議しな ︑︑晩酌を
Ｌめた事が判ったので︑彼口︑内分の誤解が恥かしぐあり︑早速 並︿の座に入って

改

寅態物語り︐堪忍袋の功徳か感謝したといふことである︒

時
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文部省

教化開係者諸君に
訴ふ
世局難難

か︒Ｌろ難局を打開するの方策は︑蓋し一にして足らざるべ

教化動員計豊

久し○世局誠に銀難なりと謂ふくし︒

め難きの賞情に在り︑剛民の前途に不安の暗影を投歩るとと

而もこの傾向は日に其の深刻を加へ︑今日容易に一輔世し

に見聞しつ比ある所の如し︒

し︑公私経済の逼迫愈壁雀しきものあるは︑蔦人脅しく日毎

多年の習慣を馴致せしめ︑其の勢今に依然として祇曾に禰藁

活と軽挑諭激なる思想︑行動とは︑安逸浪斐の流瓜と共に︑

模頓に膨大を来た蝶たるの惰力に駆られて︑浮華放縦なる生

難局に常面す︒往年世界大戦剣の除波を受け︑国運進暢の規

我が閥家並に図民は︑今や︑思想上並に経済上︑至大なる

I

に依て︑剛民相呼雁し︑醇厚なる教化を打ち建つるは︑即ち

きも︑其の根底を左すものは︑図民の自受にあり︒其の自蝿

古来国難を湾ひたる束四の俊傑齢何れも簡素質賃の民風を

現下の急務なり︒

興すを以て︑其の第一歩となし︑教化を振起せしめて︑函民

二一俊傑の力に待つの時代にあらず︒餌民全惜を打って一々園

と共に力を合はせ︑以て其の大任を完うせざるなし︒今日は

り︒即ち文部省が園民教化の見地に基いて︑全図の教化に捌

を成し︑畢図一の大なる俊傑となって事に富るべきの秋な

係ある諸関鰐粒に篤志者の奮起を促し︑枇愈教化の一大運動．

を遂行せんとする所以は賞に此に存す︒

聯携的行動

間より此の難局たる︑多年の惰勢漸く窮まらむとして︑今

日恰かも一輔機の時に達したるものなるを以て︑教化に開係

ある諸圏賠粒篤志者の︑何れ哨夙に年来の世態を看取し︑憂

図の至情禁じ難く︑既に力を之が厘救に誰しつ上あるは︑図

民と共に深く感謝する所なり︒然れども教化を一般図民に徹

底普及せしめむが篇には︑其の運動の個別的にして︑偶溌的

准らむよりも︑寧ろ聯挽的行動を有利とするは言ふまでもな

は︑共通の大目標を掲げ大凡そ一定の期間内に於て︑各方面

き事なり︒殊にか上る聯携的運動の効果を偉大ならしむに
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ふ訴に君諸者係開化教

以て文部省は︑今回全国の教化に開係ああ諸圃鰐並篤志者の

に於ける教化の力逓此に集中するに如くはなかるぺし︒是を

鹸を有するをや︒然れども園難は固より戦争のみに限らるＡ

函一致︑絶大の威力を溌揮し︑幾たびか函難に赴きたるの経

況や我園民は︑嘗て日清日露其の他の封外戦役に於て︑畢

り︒此の列閲競争の間に立ち︑園内人心の安逸を求め︑浪費

ものにあらず︒現代正に文化上粒経済上の列国競争時代に在

砿起を望むに堂り︑深く時勢に顧みて左の二項を標糖すると

を喜ぶが如き︑現下の難局に虚せむには︑一致国結以て時弊

とよしたり︒

一︑図鰐概念を明徴にし︑国民精紳を作興すること

恥シ◎

．国民の娠祇を増進

し︑閏家の安きに置かれむことを切望して己まざる次第を

以て年来の傾向を一稗して難局を打開し

らる上を翼望す︒かくて全国の教化開係者各位がや協心識力

特質とに膳じ︑清爽なる意気と懇切なる心情とを以て事に賞

上もすれば陥り易き排他の行篤を槙み︑地方の情況と謝象の

品︑畢識︑徳望︑気蝿襟度等によりて之を望むの外なし︒や

顧ふに教育教化の効果は︑啓導の地位に立つ者の風格︑風

有終湾美の道

間に狂然として漆り来るべきを信ず︒

民大に催ずるの意気が各位の売力に依り︑必ずや国民一般の

匡救の大事に富るの意気最も旺盛ならざるぺから赤︒この函

一︑経済生活の改善を固り︑園力を培養すること

教化霊場の好機
今夫れ民衆を導き赦曾を警醒するの任に富らる上教化開係
の諸国鰐粒篤志者各位よりせば︑此の如きは︑看て以て遅き
に失するの畢とせらる上所ならむも︑希くぱ其の機運今に至
って漸く熟したるに察し︑文部省の意のあるところを十分に

諒とせられむことを︒事は固より団民資生活の脅威︑図家資

力の障碍に閲す︒政局一時の椎宜に出づるの問題にはあら
ず︒幸に︑各位懐抱の主義信念等に基き︑右に標梼せる所を
提げて︑従来に倍するの力を致され︑本来の団民性に基きて
節制を奨め︑勤勢に導き︑大いに教化の賞績を肇ぐるに勉め
らる上あらば︑即ち其の本領と権威とを溌揮する所以に於て
ナ︒教化の光輝遼溌揚するは︑今正に其の時に際含せり︒

這憾なきを得︒属に邦家の篤至大なる貢献たるべきを疑は

時弊匡救の意気

伯荒二と員動綱化教
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教化網動員と二荒伯

村正宏

わけ

し桧ぱなし

とおっしゃる︑さてどういふ事情かし
わたくしむしいぐわい
ら︑私としては寧ろ意外でたまら余︑

こＬろ含ふふかしづ

心は急に深く沈んでしまひ︑暫し話も

ていでん

停電してしまった︒了

ありがた

併し伯にいつ迄も立ン棒させるわけ．

しかはく全でたら賎う

よわたくし

切ってしまうのは如何にも珪念に思は

かんが︐

にはいかぬから︑イヤ有難うございま

でんわき

したと電話を切った︒

りになる筈だといふ︑翌十五日の晩電
話をかけてみると︑まだお蹄りになら
にらご陸じごろざらでんわ
ぬといふ︑十六日午後一時頃更に電話
をかけてみると︑お儲りにはなったが
ぐわいじゆつ
ごうじつゆ・卦がたごめ
外出されたといふ︑同日夕方四度目

れ︑その翌十七日早朝︑四谷霞ケ丘な

き

の電話をかけると︑伯は御在宅だとい

る二荒邸へ押しかけた︒

ひやうぎゐんかつさいた全けんとよおか全らしくわいちゃう

の教化講習曾に︑わが弘道曾からは︑
①①③︑⑤わたくししゆつぜき

評議員にして且埼玉聯豊岡町支曾長た

が含うけいしよ④③③

しゆさフけうぐわこう且んくわい⑥③⑧①は︒︑こう

したの

はく

ら

たづ

うか垂

ばくござい輝く

こうしぜうへいけん

ごつがふいか堂

ぜうＤｒｌ全

ほ夢・わにくし③●

でんわぐち仁

で

ごたぽうため

はくいばこうえん

わたくし全きようしくつ上しようけん全ぞ

こうえん

いかぎん過ん．おも

よくにらめざ生つやかすみをか

の②ていお

はく勺全さ這う週ん型んりじくわいで

たんぐわん

らや分

しふようよく・ふか

ちうしんじんぶつ①③＠ねつしん

りつ体こう客うた

ふんにんけつうつく

ずなはとよぞか全ちじぢいうめい

やうぎりやう

素より私には︑伯を口溶き落すとい

もとわたくしはくく署おと・

きく雁

き

お話︑自分としても此のま上話を打ち

ほだしじぷんこぱなしう．

併し繁田氏から是非頼んでくれとの

しか︑︑●ぜひたの

どうも合熱がいかない︒

かてん

その夜私はいろ︐ｆ︑に考へてみたが

ふ︑それでは是れから︑誰師招賠の件

伯は富に少年園の理事倉へお出まし
ところわだくしためずこじかん
に造る所だったが︑私の篇に少し時聞

①ｅばくわたくし過んらいしだうう

津齢伯は私が十年来指導を受けてゐ
わたくし．︑のは﹀しかる二へくこうす︒

る恩人である︒
くわいにく

そこで私は︑二荒伯に可然交渉する
ひゆうがたばくこぎいだく

かへ

で語伺ひしたいが︑御都合は如何でせ

を割いて︒下さった︒

聖くにらぼんでん

うとお載ねしますと︑少持語待ちくだ

ふ様な技価はないが︑嘆願たけはした

はづ

る繁田武平氏と︑私とが出席した︒

さい⁝⁝程なノ︑モシノく︑私は二荒です

即ち豊岡町が自治で有名なること︑町

わ

十四日のこと︑休憩所で繁田氏が
わだくしむからいゆったかばとよそか圭ら
私に封って︑来月中旬︑わが豊岡町

と伯はみづから電話口に立たれた︑
私は先づ恐縮した︑謹みて用件を申

民の国結の美しいこと︑修養欲の深い

けうぐわこうし・タ︑わいこうにうくわい

主催の教化誌演曾に︑二荒芳徳伯を講

し上げると︑伯の白く︑講演ならおこ

こと︑立派な誰堂も建ってゐるとと︑

かへ

師にお頼みしたいが．：⁝といふわけ︒

とはりします．⁝：﹁御多忙の篤でござ

中心人物たる繁田氏の熱心癒るととな

で人わ

ことを快諾した︒

うが壁たぽうたぼう
いませうか﹂と伺へば︑多忙も多忙だ
はくごりよかうちうめうばん沙へ

︾︶

さてその日の夕方︑伯が御在宅であ
①⑧ていでんわ
るかどうか︑ご荒邸へ電話をかけてみ

が︑モウ緋演にはどちらへも出ません

中
ると︑伯は御於行中だが︑明晩はお蹄

ぐわつかしうかんしやくわい
去る九月十四日から一週間︑牡曾
舎よくＬわいぎしつかしさいちうわうけうくけ催ん担い
局曾議室に開催された中央教化閣催

画
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傘をお

字うじやう動岳

ど申し上げて︑同情を仰いだ︒
ばくしやうち

わたくしごと全がでため

だが伯は承知してくれたかったつ
一・私如きものが罷り出た魚でございま
しつらんこ上ろはくせいぜん

せうか﹂と質問を試みれば︑伯は整然

くわ

じｒつこうえんごあと①●はくし舎けんわたくしいまさらかんぷく

ずなはしゆさいしゃぜきにんて舎こう

し今﹄けんひぼん

けいふく

粟のないことは事質だ⁝・・・講演後の後二荒伯の識見に︑私は今更感服した
こんくわいこんくわい
ぼと
し斧つあとし全つ
始末︑その後始末遼するものは殆んどわけでは産いが︑今回といふ今回は︑

びかしゃくＤいぜん輝う

くちこた

かた

ない︑即ち主催者が︑責任的にその誰その識見の非凡なるにつく人Ｉ敬服
えんえうてんちょうしふじつせんきうかう
減の要黙を鑑衆に賞践朗行させるといした︒
ついこうしふぽいかこうしｅ︑せい
やうもつとたいせつ写・のよくかいむ
ふ様な︑最も大切な努力は皆無であ序でながら講習第二日の誰師高橋政

おん

し・いぐわい︾﹄睡仁いせ呼

かんが

ずなはこうえんこうくわ

せんきよめいぢがくはかせ

︑として︑イヤそんなわけではない︑恩

る︑だからごらんなさい︑選畢も相か治畢博士エピソードとして語るらく︑
こうしこ上ろせん催んていこぐざくわい⑦●はくたなかしいしゃう
せいかいあい
ばらす︑政界も相かはら歩︑公私の心先般の帝図議曾で二荒伯は川中首相に
もちあい

師以外︑誰方がお出でになっても︑政
や
ふかたい全ゐ
府のお方が為出でになっても参りませ
．しやくわいけうぐわじやうとうえんよる

わたくし仁いんけいけふじやうこうえんこうくわふと

強

こたへ

ん︑私は多年の経馳上講演の効果を認

ちょうしふなんびやくぜいくわい

むらこ

涯んおくゆが

の御教訓を有難く感じて退出した︒何たる奥床しさ︒

どけうぐんありがたかんたいしゆつ

たがひ

私は青菜に蝉といふよりも︑寧ろ此するといふのである︒藻とした中に︑

わたくしあをばし鐘

こうえん
身僅・・
だ⁝⁝﹂仰せならば︑どこ
へ
な
り
と
行
っ
てい識
演
のん江か

別なく︑朝は早く起き︑正業を鋤み︑さてわれ／︑としてはお互に︑左る
うへがにごやくかい
ずみや
じかんをこくたいそんらやう菅いがい
時間を愛しみ︑閏賠を尊重し︑政界をべく上っ方に御厄介をかけず︑趣かに
さとところ客とじつかうところじつ
きよせん含よた時こうしとも
浄め︑避畢を正しくし︑公私共にごま悟るべき所を悟り︑責行すぺき所を賞
けいざいわす窪みやうせつやこかう
かさす︑経済を忘れず︑君の様に節約行すべきではあるまいか︒
はく診んし
ちよちくじつかうできしやくわいため券はご人の
貯蓄註質行して︑出来るだけ祇曾の蔦終りに一言述べたきは︑伯が一恩師
診んし
くわくご
艇めいぐわいい
こうけん
に貢献するといふ畳悟でなけりや駄目以外﹂と言はれたことである︒恩師の

ない︑何事も貰行の秋だ︑誰彼の唾であったと︒
ぺつあさはや垂せいいふはけ

豚にごとじつかうあきたれかれく

派なものにしたいと考へてゐる﹂と口と塔砕た︑すると二荒伯﹁あなたの答
単も
はく生仁しづこんにら
むす
通結ばれたが︑伯は叉徐かに﹁今日はは大抵そんなものだらうと思った﹂と
む懐しきけんばつき
じつつうくわい
こうえんくわいひらやうじにい
モウ講演曾を開くといふ様な時代では大いに識見を雲揮されたが︑賞に痛快

︑②ばく

持も相かはらず︑即ち誰演の効果はな謝って﹁献愈善導とはどういふことか﹂
たいだなかしい
せんかう回江びてきしごと４ろたしつもんこも．ろ
いわけだ︑モウ線香花火的の仕事は全と質問を試みた︑これに封して田中首
わにくしにｒきう個人にんりつしやうしやくわいた壁みちび
くおことはりする︑私は唯少年関を立相は﹁就曾を正しく導くことである一

めないのです︑吐含激化上緋演か宜し
せなかよ

けづたの〆︑いこ・フ

いとするなら︑世の中ばとうに善くな

えん

るべき筈だ：⁝・頼みに来る︑行って誰
菰する︑鑑衆何百︑盛曾であった⁝・・・
の
ここ・シにらじん
残るものはいつもそれだけだ︑今日人
しんずこしんはかうぜん

けうくわそうシう

心は少しも進歩改善されてゐないでは
蚕もつと

底い・か⁝・・・・

﹁御尤もではございますが︑教化総動

ゐんお町がらはく一﹂と．がたこうえんで

わたくし琴もふんしふめいしじん

員の折柄︑伯の如きお方が︑誰演に出
やうこ全
くに
て下さらぬ様では困るではございませ

んか︑それに私共は︑民衆が名士の人

かくせつけうくわじゃう含ほ

格に接するといふと峰は︑識化上極め
かうぐわ
て効果のあることＡ信じて居りますが
わたくしすが

めんみかたこう

﹁それも一面の見方ではあらうが︑効

⁝⁝１−と私は純る︒︑

おもらんせい

足立栗

もつせいそこ正もの江んこと

ひつもつぷう含しょくぽしい

︑を決して以て富貴にあき︑噌欲を縦
ならん︒

まＬにして以て生を舷ふ者と何ぞ異

にいじん仁いくわんしうわい伝いくん

仁いぼうとあんらく

かの大臣︑大官にして牧賄したり責勤

へいぜいこうり艮抄なんらうち

やうやくわんらつ

そ

そちじんぽう誤こいおん⑭⑨︑

って︑漸く官に有り付かせた︒其ｏと

．ためひやフクっやうぜいじゆつ毒ざづ

き其の知人某は︑之と恩として梁公賞
なにしやれいおも逐いはじ寡んたが
に何か謝鵬せんと恩ひ︑幸ひ自分は長
いきひとゆつゆん会ふゐ︒ところ
生の秘術を研究して居るといふ所から
にら③①⑤とに人わとじわたくし
一目梁公賃を訪仏談話の途次︑私は

ごさ

あなたの鴬なら︑秘賊の長生術を御授

けしてもよるしう御座いますと︑かく

皇ものがた︲ところこれうち宮⑥︑⑯

さっそくこた

物語った所︑之を打聞いた梁公賞は︑

早速答へて︑

わたくしなきいばひてんらかん︐ひろ

届ｈソます︒

ざか．．

ヤ私の名は幸に天地間に鹿がつて
は イ．

こ・てんに全もの

み︑苦心して居り震す︒何とで今更

つい

ｌ此の天の脇をどうしてよく︑盛んに
ろ
つ
う
身に着け得るかといふととに就ての
．くしんを
たんい生きら

ちやうぜいじいつかう含ふゐいと一一

〃長生術などを考究して居る違があり

ませうか︒

し

といひました︒と上が梁公賞の偉い虚

︒⑤○えらところ

求むる虚たき者は︑皆かくなるのが理

ちゃうじゆ

ふう倉えみ

て見たい︑おまけに富貴も得て見たい

み

ずして︑名齢も博したければ長需もし

︒めいせいはく

とかくよなかひとあ

で︑兎角世の中の人は飽くことを知ら
柴華は浮雲の如くであります︒

えいぐわふうんごと

たうぜんいばゆろ︑ふざ

の営然であらねばならぬ︒所謂不義の

て了った︒平生功利より外︑何等内に
も
とところもの・み推り

南しき

かくけん菩隠ついろゐえいほづかしこうじ

したりして︑それで大望を遂げ安楽を
泡がでとけいりよやからずなは・こ
希ふたといふ如き軽慮の輩は︑即ち此

ひと．

と人ご・入図ろにかへりました︒

こじんザいけんじゃうう全

って居ります︒

よくしんみ

ところちびと

と︑それはノ︑欲心に滝たさる上ので

しんらうつれこう⑪み︑

肥うとく

ありますが︑ツマル所︑それ等の人は

政治家のよい手本
じとめらじん

心中常に功利に満たされて︑道徳とい

むかし①③⑤

昔︑梁公賞といふ人が︑或る知人を
いうめいせんせいせうくわい

李子鱗といふ有名な先生に紹介してや

④●◎

愛して自ら愛すろを忘る︒夫の性命

・あいみづかあいわすかぜいめい

︐ず︒身を剖き︑珠を戯す者は︑珠を

みさた全かくもの仁念

かね主ら１つかもの︒かいみひとみ
金を市に撰む者は︑金を見て人を見

ぬ古弧も維鹸上なか／︑旨いことを言

い

手近の修養害を繰り魔げて見て︑やつ

て言か︲しうようしよくびるふ

るやうにと︑菜根課や剣掃といふ如き

きいこん膳んけんそうごと

浄になり︑イラーノ〜

じよう・

を縦きました︒そして成るべく心の清

の格言通りで︑遂に繰洩の辱めを蒙つ

い些

園

しい恩ひの鎮静す

．しも琴

わたくし
らことふでくち
た私は︑一糞それ等の事を筆にし口に
言こじんしよ
するのも厭はしくて︑立って古人の書
なこ上ろぜい

恥除りに世事の醜怪なるに驚きあきれ

あ上きじしうくわい和寧ろ

金を市に擢む者ゞ

躍澱鰭鯉癖箪

肇渉書播
弱
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鑑渉書繕

寄巽じゃう漣んいよらいだ

ふ津い情念を容ろ入除地なきに至って

る晋いぢじつけふた歩さ
属るからであります︒政治や責堤忙携

も︑そうこ上ろしうよう十唯はとう

はる者は︑そこで一層心の修養即ち道
とくかんようひつえう号
徳涌養といふととが必要となって来る
のであります︒

こつき

こ上は一考して貰ふ所
にいしう生う

一鰐︑修養といふととは︑克己とい

おのれしょくうかく

ふととでせう︒己が私欲に打ち克つ工

呈うそ胆いほ
こつき
夫が其の第一歩でありませう︒克己が
で含いか品一たこぜいげんしよ
さ

しんみ

ところ

出来ずしては︑如何に眼を聖賢の書に
おもとうざいけいしば
曝らし︑恩ひを東西の経史に馳せたと

こじんご

ても︑頁に身につく所はありません︒
︲じぷんうい
上ちそ雌
それは自分に受け容れる除地が備はつ
み

こ上ろさに

ば心定まる︒
こつきしうしやうひつえう

を去れば累消え︒逆を以て心を錬れ

以詫修に歌桑ぱ修靴やいつ省謎狸詫累

て居ないからであります︒古人の語に
けんもつびんかひんわず匡啓こし
倫を以て貧に勝てば貧を忘れ︒雄を
もつおごりかしくわしやうもつろゐ

と

とくひんかこ

といふのは︑シマリ克己修養の必要を

二Ｌろえるそから臣上

︑︑︑︑すみ

む

ふととは心得て居て︑も︑其の燈の宜し

う

い全ひごけん
れるととでありませう︒今の人は︑倹

きを得るといふととは六づかしいもの

やくもつびんせんうか・つよばん

約を以て貧賎に打ち克つといふ弧い反

ぜい江含ごと

かん菱ここと

しつれいあ仁みたにんみ

であり妻す︒おべっかに過ぎて見たり

省がありませぬから︑いつも泣言ばか
たら
り列ぺるといふととに底るのでありま

てイヤな感じを起させる事さへありま

失潅に富って見たりして︑他人から見

全だ上にんきう樫うすぐにぎ

す︑叉他人の窮乏を救ひ賑はすといふ

す︒之に反して貧賎の人を遇するに

へたおんざかへあ臆

行渡り︑無産者階級︑擢頭の時に常つ

ゆきわだむさんしやかいきう庭いとうときあだ

い︒特に今日の如き四民平等の観念が

とくこんにらごとみんぺうとうくわんいん

る︒然し兎角貧賎の人を見ると︑懲儀
といふものを峡いて︑シイ侮るといふ
そ蕊りふろ雀ひ
素振や振舞をしたがるものでありま
ぜ侭いちうゐ
す︒こ上は大に注意しなければなら

かあ肱害

いふ心も起り︑管際分相鵬の救仙もす
しかとかくひんぜんひとふいいざ

こＬろ彰こじつざいぶ人さうおうきふじつ

かあいすぐみ

こいばんひんぜんひとぐう

じ
ひしんうどしやしＬん
慈悲心が動かぬから︑いつでも箸修心

は︑アン可哀さうだ救ふて上げやうと

呑うちやう私こＬろうばそら

ばかりが増長して︑身も心も上の空で

くわんらく力くる琴というかんがい
椴梁をのみ迄ふて車を飛ばし︑有閑階
かういたｒ

級などとの呪を受けるのであります︒

きうのろひう

あります︒

どうかと上は一考して頂きたいもので

﹄︼

１古

虚世上注一意すべき二要件
ごじんじよぜいじゃう

それから吾人の虚世上︑なかノ

なか

れいか．こじん

かれら

ては︑下手をすると恩義が却って仇と
ふうきひんせんひと全こ上ろえ

人は警句と多く示して居ります︒中に

しんげいくお僕しめを

なることがある︒それはツマリ彼等を

らうとします︑けれども元来道徳なる
もの金一毒のれみこれをざやした
者は︑先づ己が身に之を修め養ふもの

ぐわんらいだうとＰ︑

は︑兎角人を自分と同じ稽義廉恥に縛

とかくひとじぷんおなれいぎれんらしば

むかしにうとく上陸・もの
それから昔から道徳呼ばり註する者

は一層槙壷ねばなりますまい︒

そうつ上し

すら戒めて居ります位ですから︑今人

い全し巻くらゐい土ひと

待つの礎を妖くからであります︒古人

全

も富貴︑貧賎の人を待つ心得として︑

いうきひと全◎︑︑︑︑︑︑

富貴の人を侍つは︑澱あるに難から
︑︑︑Ｏ︑︑︑︑︑ひんせんひと
歩︑而も鵠あるに難し︒貧賎の人を
侍つは︑恩あるに難から歩︑而も又

告Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

あぢは晶呈ことじん

０︑︑︑了︑
潅あるに難し︒

とかくたれ

とありますが︑味へて見ると︑誠に人
をいしきよ〃︑かだを

説いたものであり壷せう︒特に貧を卿

生地雲錘を籍つ玩居りまげ︒魂角誰で
も富貴者の前へ出れば︑鴎を守るとい

ひとしやしつぬひとごご

つ人や︑箸修を常とする人は︑此の語
︒．あぢは墨距ろば雪うなづ
をよんで味へて見れば︑成程と首肯か

書播

筆渉
腕

ず

あだ

ひ

に過ぎぬのであり表す︒されば狸いて

たにんえうきうこれ渉

他人に要求し之を責めるには常りまぜ
かくじめいり＃１ばんぜいしうよう

ご私

生いばゆろ贋うとう

ぬ︒各自銘堂が反省修養すればよいの

家の一般に毛嫌ひされる一因と恩はれ

いんおも

であります︒之がどうも世に所謂道徳

恥陸ん奇ら

もうさりあや上りしやうもと

ところ

〃︑ヂワ

きいめら含よ
ちうい．ところ
いばゆら生わす
も性意するといふ所がなければ︑所謂未だ忘れられず︑一切よく城ひ津むる

あだかくさしやうごと

ー竜の差千里の謬を生ずる基となるの所がないからであって︑かくては口に
そひ
たいじところ
とた
であります︒そこが大事な所でありま唱へても輪いつかニョキーｒ︑と其の卑

こ上ろがろよめいぎゆにん

ふ争う容今

能く冨貴を蝿んずるも︑一たび富貴きものでありませう︒決して露ばかり

よふうきがろ

こしん

んめ兵士胆
せう︒古人が心が頭を出すこしと
︑恰も草のけ
生つず
る如
つゆ
かる

おも

こＬろ診も

全たき

めいぎ

あだ

道徳者無量の功徳

を蝿んずろの心を軽んじ︑能く名義も油働はならぬのであります︒

ごじんし巽昔いこうざいうへ

ぷんしや〆︑りょう戸︑ば

彰のｂっ

釣も

ますから︑吾人の虚世交際の上には︑

・らつ

を重んナろも︑叉復た一たび名義を

ひとばく

ねんはつき

いば

み

そ

ゐ

重ん歩るの心を重ん歩ること能はざゞ
しうようにんこＬろを
こじき上うぢんぷんいまばら
ところ
ろは︑是れ事境の塵気未だ掃はず︑所でかやうな修養談を試みて居りま
びつしやごと全だせけん詣健りうくわじ
しかしんきょうかいにいいまわすこ
而して心境の芥籍未だ忘れず︑此のす筆者の如きも︑叉世間多くの教化事
労そいし捗・毎したがゐかたＤハーあるひと
ところはつじよ奇よ
虚抜除して津め歩んぱ︑恐らくは石業に従ふて居らる上方燕でも︑或人か
さくさ全しやう
い︑︑︑︑︑
去って草復た生ぜん︒ら言はすれば︑入らぬおせっかいをし
十たばしうようしろ
きとを
と諭して居りますのは︑即ち修養の至て居るやうに見えるでありませう︒け
これら？ことなに仁の
労も
ぽんと
難を説いたものでありませう︒恩ふにれども是等の事は何も頼まれてして居
全にこの
晶うきひとふうき鈴もおあい
富貴の人ほど富貴に重きを置かす︑名るのでもなく︑叉好んでするのでない
表なか十こじ巽う
悪ひとめいぎふり全
義ある人蔵ど名義を振舞はさぬのであけれども︑どうか世の中を少しでも浄
？と６７︑たのし︑卦わら
な全ばんかふう書めいぎくわ
りますけれども︑生半可の富貴名義の化させたい︑共盈に楽しく衆と笑って
はしん
ひととかくこいはたふりま
くら
人は兎角之を鼻にかけ振舞はしたが暮したいといふ婆心があればこそ︑共
めろひとい
こ上ろうご
しかのみならず含里しやうふう告かろ香と
る︒加之︑居常富貴を軽んずる如きの心に動かされて︑或人から言はすれ
じつさい
えんしたちからも彦ゐ
こうふんもら
口吻を洩すものでも︑どうも賞際はさぱ橡の下の力持をして居るのでありま
ひやうく
こじん
ふう告れんらやくこ上ろなや
うでなく︑富貴に識着して心を慨ましす︒それを古人はうまく評して呉れま
ゐどれえうぜんぶんいばゆらじ
て居る︒之は要するに前文に所謂︑事した︒白く︑
骨よく奇ようふん詮ばらしんきょうくわいたいしくん◆﹂ひんものすぐゐに
境の境気が未だ掃へ歩︑心境の芥蕃が士調子の貧にして物を湾ふ能はざる

い

十分の酌量を加へねば蔵らぬことであ

こしんくい成

ります︒古人句あり︑白く︑
れいざれんらもつ影のりつ

魁義廉恥は以て己れを律すべし︑以
て人を細すべからず︑己れを律すれ
ず矩はあや全毎つずくなひと俵く十江は
ぱ則ち過寡く︑人を細すれば則ち一

ごじんおたがひけんｊｆ︑ふく袋うめいゆん

合ふとと寡し︒

あずく涯
おち

とれは吾人御互の拳為服暦すべき名言
と思はれるのであります︒

し芯んこと

修養は一刻も油断すべ
からず
そも／︑しうよう

全たこ上ろえかた

抑為修養といふことは至難の事であ
ぐわいらい

るけれども︑叉心得方一つのもので︑

外来のものでないから︑一念溌起さへ
たれさっそくとりかＬ

すれば︑いつでも誰でも早速に取掛る
で雪
ととの出来るものであります︒た堂よ
さいしんらういばらいやうへ
くノ︑細心の注意を桃って︑獅が上に

ものひとちめいところみ︑︑︑︑
︑群︑人の擬迷の虚に遇ひ︑一語を出
︑︑︑９︑︑︑ と今なんところ心
して之を提醒し︑人の危難の虚に遇
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ひ︑一言を出しＴ之を解救するは︑
含縄こ００○○○○ロ
亦是れ無量の功徳なり︒

こぐとくつためしくんし
おも

全
はゐけついと全
廻って居るのであるから︑決して違が

ないのではあるまい︒さすればそれよ
てがろうちもとしう尖う・

ここんいば

たせうこ時ろおちつしづ

しやくわいじ幸︽うくわで奇し

耐含を浄化することが出来る︒思
碁ょくう
ぜんたうこ

想善導といふことも︑と上まで来ねば
う
そごじんけつじ
嘘でありませう・吾人は決して一時の

そう声うゐんじつかうあが

しよぶんくわくご

綿動員で︑雷蚊の畢ろものでないこと

有末清重

延命長書法

ｂＤＤワｂｌ︲︒﹄ロ１００口ｈへ

︵昭和四臭○③四︶

を充分に畳悟せねばなりますまい︒

ｉｉｉｉＩ

りもモッと手睡な︑内に求むる修養に
た
いいと全いはっ
封して違がないとは言はれな協舌であ

ぜみこ企臭うもと

ります︒古人日く・

世味濃やかなれば忙を求めずして︑

しか樫う彰のづいたせみ雁ん
而も忙自から至る︒世味淡なれば︑

かんいずしかかんおのづきた

なんめいげんよ

間を愉まずして︑而も閑自から来る
と︑何と名言ではありますまいか︒世

江かことぽうさつ言
の中の事は忙殺されれば切りがない︒
よくかばそうそよくしばうご

しうよう

慾を乾けば一層其の慾に縛られて動き
が付かぬ︒それをアッサリと閑を見付

つかんみつ

に侭鴻脳州ＩＩＩＩＩ−

一一類は永く動はかたく色うすく食ぱ脈食

へ一大事にお︾﹄ろかめこと

一気を北ひらかにもの走苦にせぬこと
一勇気を活溌に隈病走去ること

こと

一適術に運動すること
一夜は早く窪て朝は早く起ること
一食は腹八合に美食せず野菜態多くとろ

一日光浴ｂ空頻浴を怠らぬこと
一除り心勢せぬこと

−房亭悲つ︲一しむこと

一規律正しく仕事すること
一毎朝日の出ぬ早朝に新鮮呼吸か鼻で行
ひ午前午後一度づＬ乃至一日に三度ぐ
らひづ上おこ北らず没行すること
一常に丹剛に力を入れていること

陣 〜 〜 へ " 〜 〜 〜 〜 一 へ 〜 〜 〜 一 ・ 一 一 一 一 シ ー

此の功徳を積みたい篇に︑士君子なら
み鯨んふさうぷうけうぐんよば
わたくしら
ぬ私等も︑いつも身分不相唯な教訓呼

乙

こうにうくわいごと胆うとくにんにいみんざい

ばり淀して居るのであります︒恩ふに

ぽや全は

弘道倉といふ如き道徳関鰐の存在する
労そ
句ぬう詮た
理由も︑亦と上にありませう︒恐らく
＆たぐわいじゃう

庭うとくしんか

私と

叉街上をドカノーガチャ︐Ｉ︑離し廻
こへん
含ふせいぐんきつけう
る救世軍の説教も︑やっぱり此の遥に
見地を置いて居るのでありませう︒そ

けんら動ゐ

けて修養せば︑多少心は落付き静まる

ふことが出来る︑叉穐義廉恥を語ると

で含量たれいざ堀んらかた

を愉まずして閑は自から来るに相述あ
ほしにんじやうぎりい
りませぬ︒そこに始めて人晴義理と言

いすかんおのづくさうゐ

しかぐかいよ兎むやみたや

とに道徳の憶憤といふものは認めらる
かんが

ｋのではありますまいか︒よく考へね

而も外慾に無暗に惜まさるＡととなく
たＡＪｆｌよしよいはゆろかん
して︑淡為よく世に庭すれば︑所謂間

ばなりませぬ︒

とかくぜじんザふむいそ

忙中に閑を求めよ

た歩ゐぴ全

さて兎角仙人ほ業務に忙がしくて︑
しう生う

︑できずたはにうとく
とが州来る︒それが即ち道徳でありま
腰うとくしんかもとひと

せう︒道徳の置慣をそこに求める人に

般の人が此の修養反省に目畳めてこそ

睡んひとこしうようはんせいめ．ざ

へるのでありませう︒そして叉世上一

全たぜじゃう

はじじみせいのかいい

修養左ど忙携はって居る逗がないとい
ひとゐあんどらく
しかごいそ
ふ︒黙し此の忙がしい人も慰安や娯築

して︑始めて人生を理解したものと言
いんしょくゆうぎくわんけきないしぴじゆつ準ん

勺︑︑︑もとゐ

は︑いつもこっそりと求払て居る︒そ
れぱ飲食や遊戯や獅劇へ︑乃至美術一音

桑骨董いぢりにまで︑外を逐ふて走り

双くこつ上うそとおばし

一 一 一 二 一
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新奮道徳の課

繁田武平
近来新らしき道徳といふ語が多く用ひられる様になって来

ある︒

り言へぱ新雪の別がなく︑用の上より言へば新奮の差が生す
る課である︒
○

孔子は仁を説き︑鐸迦は慈を説き︑基督は愛を説いた︒而

って居るけれども︑その精紳に至っては全く同一である︒是

してその教義は今尚世道を照して居る︒且つその所説は各異

を以って道徳の根本は東西一軌︑古今一貫なる事が明であ

るｕ今西洋に於いては自由卒等の思想が蕊達し︑縄ぺての道

徳も之が基調をなしてゐる︒が︑その本源に測れば︑茶督の

博愛に蹄着する︒而して東洋に於いては忠孝仁義の概念が道

徳の基本となって居るが︑其の川来する所を毒ぬれば︑孔子

輝迦の倫道に到達する︒是に曲って之を観れば︑目川平等の

説も忠孝仁義の教も︑共の源は同一で︑恰も信州高地の渓流

となるが如きものであ墨︒

が︑南に注いでは天龍川木曾川となり︑北に流血ては儒濃川
○

斯く地理的に道徳の綱要が異るばかりで左く︑歴史的にも

道徳の適川を異にするものである︒雲へば昔は雲中に符を掘

ければ容易く川が足りるのではないか︒殊に孝行は箱のみに

るが孝道としてたＬへられたが︑今の世ならぽ瀧詰の口をあ

ち資行である︒道徳の鰐即ち精祁は︑古今を通じ東西に亘っ

ても︑君の馬前に討死をするのみが忠義ではない︒それより

限った事ではない・・親の心を養ふのが本旨である︒叉忠にし

．と場合とに依って愛化するものである︒是を以って鰐の上よ

て︑一定不塗のものである︒而して道徳の用即ち質行は︑時

凡そ道徳には催と用との別がある︒鰐は即ち錆祁︑用は即

より説かう︒︲

また﹁ある一とも言へる︒甚だ暖昧であるから︑先づ新奮の別

﹁道徳に新奮の別があるか﹂といへぱ﹁ない﹂ともいへるし︑

○

徳者の避難町でもない︒是に於いて︑其の妄を緋歩の必要が

けれども新らしき道徳は︑不徳の隠れ家でもなければ︑叉惇

徳の名に依って獄誰し去らうとする︑或る一派の新人がある

はない︒併し︑道徳の締祁に反した行者までを︑新らしき逆

から︑新らしき道徳の現はれるのに︑何の不思議があらう筈

た︒新らしき思想や新らしき婦人なども川で来る時代である

皿
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排の徳遁蕗新

名尚︑日交の業務を勘み︑人のお世話にならず︑人のお世話
以上の説明に依って︑道徳の根本精祁には古今の別なく︑

をする様に努むる方が︑何程忠道の本義に適するか判らぬ︒

道徳の資行方法には時と虚とに依って差を生する︒従って新
時代には之に適する新らしき道徳が現はる上ととを了解した
こと上思ふ︒
○

新しい道徳と︑昔の道徳とは根本的にどんな遠ひがあるか
といふととも考へねばならぬ︒

しない︒又老幼婦女子に車席を譲るといふととも︑杜禽的に

現はれた道徳である︒是等には法律的の制裁は底いが︑之を
○

守るは即ち公徳上の問題である︒

遠方の知人に時折手紙を出すとか︑畢生が父兄にあて︑起

居を尋ねたり近況を知らせるとか︒雨に逢うて傘を借りた

時︑夜中提灯を借りた時︑用がすめば早速返却する︒こんな

では︑世渡りの道があるかれぬ課である︒左側通行は交通道

手近な行を凡帳面に行ふのがや人の道である︒夫れが怠り勝

昔の道徳は主として家庭的であった︒孝悌友和などの徳は

とから︑勤倹貯蓄を鋤行することまで新時代に現はれた諸問

て︑是交非為で進むは政治道徳︑その他公衆の衛生を守るこ

閲を家に準じての徳行と見るべきものである︒その中就曾的

題を︑奮道徳の精祁に基づいて働行するが︑即ち新らしき道

徳︑清き一票の行使を誤らぬは選緊道徳︑黛派的偏見を去っ

の意義を有するものとしては友道があるのみであった︒然る

詳しく述べられ︑叉比較的よく行はれた︒忠義などの観念は

に今日にては道徳も亦献曾的に進出して︑寧ろ︑家庭内より

適せぬことはないの意味で︑主た如何なる時代にても︑必ず

はれん﹂と︑是は忠信篤敬の言行ならば︑如何なる虚にても

論語に日はく︑﹁言忠信行篤敬ならば︑凝狛の邦と雌も行

徳である︒

も祇曾に於ける道徳を主として重んずることになったので
ある︒

○

祇曾的と家庭的︑と上が新奮道徳の相違識で︑如何に家庭

に至っては千古一貫して鍵化はないのである︒只その時代に

の言葉には相遠があるけれども︑道とか徳とかいふ根本精祁

依って︑其の通用を順礁せしむるだけのことである︒

適する鐸である︒要するに︑・新といひ奮といふ︒其の文字共

その人は決して立派な徳行者とは言はれない︒たとへぱ︑電

的の道徳が行はれても︑祇曾的の道徳に峡くることがあれば
車内にて︑無遠慮に煙草を吸ふといふことは︑乗車道徳の許
さぬ所で︑家庭に於いてよき夫たり︑よき父たることには開

﹄︒︒﹂

砂金集
︒︐感心な小使さん夫婦
・ノしがけんが全ふぐんひらだならせうがくかちけんむらやくぼ

がらい全よ

砂吻確賀螺稲蛙郷平田村訓畢校兼村役場
・含んらよく

使丁︑木戸三吉さんと妻のすみさんと
の謹直ぶりは︑せち辛い今の世にめづ
ゐ

︵美談その二十︶

ありさま●●ぢいヲ全つ江か

てう津労うかうかうらやう●の

廷器用で︑大工の置似もすれば左官の

有様︑おまけに三吉爺さん生れ付き中
ノ０１含生うにいく全ねさくわん
ま砲

きうやう廷いく全也じゃう歩ところ

置似もする︒丁度同校の校長の野村さ
んが同様大工の虞似が上手な所から︑

ふたりやく睦がうかうしうりつくへ
二人で役場や醸校の修理はおろか︑机
こしかけりつ陸しあ

砲んちか含一んぞくこづかび

しかいかぢ︑し
る︒然し如何に地主となったとはい

一度も月給を上げないのは不合理だと

警︲けつきふあふごうり

へ︑二十年近くも勤績してゐる小使に

江かひらそんらやうこ上ろいく雪こう含ふ

中西村長の心づかいから︑幾度か昇給

瀞令を渡された三吉さん夫婦は﹁そん

じいいわに②⑧ふうふ

よけいかおむら上さん

に

つ害しやう

なに除計なお金があるなら︑村の諜算

に出してもらひたい︶とてその都度昇

こづかひみりんりがく

碓に今時見られない篤行である︒老齢

昏ふじれいあが仁かへゐ
給僻令を有り難く返して居るあたり︑
にしかい全営舎みとくかうろうれい

しよこうぎあるひ⑤④＠の●

ところ

の小使の身にか上はらず︑倫理肇︑四

書講義︑或は大町桂月氏の﹁この所に

みち港︒たしい﹃もつ・虻陛

そ

約に意を注いでゐる被等夫婦の私の節
や
くぶりいなに全い
約振は云はずもがなである︒何しろ毎

つ含いた堂けっ毎ふわ歩塁ん

月頂く月給は僅かに四十回だが︑その

ち上ざんつもつも
うちから貯金をしたのが積り積って二
ゑんとつばかたんぶじか

かんしん

①②ぢい

労やしんにいゆづ

と感心なことであらう︒

なん

三吉爺さんが親から身代を譲りうけ

と含ちやうたんぶぢぬし

た時は一町五反歩からの地主であった
めぐ④●

みなしっぽいとうノ０１たいしゃう

が︑すべてに恵まれない三吉さんは︑

ぐわん処ん雀でそせんでんらいた侭たぜんぷひとで

することなすこと皆失敗で︑到頭大正

元年迄に組先博来の田畑全部を人手に
わ
仁つひ娃ひこ上う

害うじやうむらびと

のお蔭で前記小使として救はれた三吉

へ困る有様となったのを同情ある村人

二全ありさま

渡してしまひ︑遂に其の日の糊口にさ

さん夫婦︑その間に於ける三吉さんの

勺上﹄う曲上

かげぜん含こづかひすぐ③○
あひ庇お●⑧

回︶の田地を手に入れるなど︑倦まざ
きんろうくわうめいめ陸
ろ勤努はつひに光明に芽生えて︑この

ぢぬしさ上ゐ

ごろでは一かどの地主様となって居

千回を突破し︑且つ三反歩︵時債三千
ゑ
んでんちていう

じんだうけん奇うせうしん

人道の研究に続進してゐるあたり︑何

かれらふうふかつ

はじ

ぼ虹みを

かうちやう

むらけいざい鈷袈えいきよう値んＪｑ︑す

道あり﹂など其の他の書物によりて猫

ぐんらやうそのた

から腰掛までも立派に仕上げる︒おか

ずうくわい言ｒ

ら︑感心な小使として表彰をうけたこ

かんしんこづかひへうしやう

ふうふ

め夫婦はこれまでもすでに郡長其他か
雨

金らしく︑稚讃の的となって居るが︑こ

しやうさん全と

者

げで村の経済に及ぼす影響は年為少く
そんみんちやうばう縦こ
ないとて︑村民から﹁軍賓箱﹂のニッ
てうにい︑かおぼやけせつ
クネームを頂戴してゐる︒斯く公の節
やくいそ上かれらふうふわたくしせつ

そんらやう

弧くへ炭や茶を粗末にしようものな

しむことを知らす︑殊に節約の概念が
つ巽すみちやそ全つ

しこと・せつやくくわん泡ん

︲以来村のため畢校のためなら骨身を借

いちいむらがくかう

ばれたのがそも／︑の始まりで︑其れ

窮し︑大正二年五月村役場の小使に拾

きうたいしゃういんぐわつじらやく腿ごづかひひめ

ておちぶれて了って其日の糧にも全く

しまそのひかて全つた

集とは撒回に止まらない︒彼等夫婦は曾

１

ふら︑村長さんであらうが︑校長さんで
でんもとしかと
６あらうが一言の下に叱り飛ばすといふ

F

記

ｰ
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金､、砂
集

くろう

ふでかみつくなみにい

へうしやううが僕あか
底表彰を受けてと顔を赤らめたといふ

哩
皆⑤⑧●②ごと釣こ
程の栗山渡君であるが︑その事の起り

菅いこん

といふのは去る日のこと浅草の歳前の

︾とさつごくはにけつぎよだばん

Ｔい︑

低なものではなかった︒その精根はっ

苦努はとても筆紙に謡せるやうな並大
きて自殺を二度も企てたが︑結局︑識

交番へ﹁無名青年より﹂の封書が舞込

ぜん．じんぜいこうししん雀ことみち

ふしぎつ韮がくかう

とき︑不思議にも妻のすみさんは畢校
やく崖こづかひ言いよう

くとうつ正やうやぢぬし

吐じ

よじゆじんもとはにらお

られて︑急に世間が明るくなって元莱
づせうくかいじよあたＬか・ぜわふた上
付き︑紹介所の温いお世話で︑再ぴ
良い主人の許で働くやうになった︑小

今．うせけんあかザんき

へてあった︒・
主琶あんぐわい江ざ
﹁こわい小父さんに案外な情けをかけ

開封すると小篤替金一回と手紙が添

んだととから始まるのである︒
かいふうこがはせ今んゑんてがふ足

こうばんむめいせい週んふフしよ全ひこ

さひあざくさくら隼へ

然さとって人生の更始一新︑誠の道を
あいあらたうぢがみちか
歩むことに改めて氏榊に誓ひをたてた
③③

じらい①⑧ふうふ全こと

へ︑三吉さんは役場の小使にと採用さ

れたのである︒爾来三吉さん夫婦は誠
みち↑たふとぜいしん
の道がいかに尊いか︑結進までもつき
はびんばうぜいくわつたいけんけう
くん

果てた貧乏生活︑との二つの鰐聡を教

ひ生だろろう十えくわいらうじ

ゐたが︑暇を出されて銃浪の末懐中無
も
つ泡と一︑ろ
一物になり︑渡るにも宿の左い〃から

前記塞家へもぐり込んで居たもので︑

ぜんきみ︽辺やこゐ

そぜう迫んすぎ一ゆこ上ろ侭轄客つ

︾﹂うじゆんさこづかお﹄んあ仁

其の少年の荒ぴ行く心の程も察ぜられ

うへこんＤＩＩしやうらいまと浄うやくわん姫い菅うめ

たので︑同巡査は小遣ひ一回を典へた

ふりようむろぶとう

上︑懇交将来を諭し︑同夜は管内小梅
なりひらちやうきらんや︾︒なりひらくわんと
業平町の木賃宿業平館に泊めてやつ

めい

かんしんとくかう

た︒そして不良の群れに危なく投ずる
すく
ところを救ったといふ一罪の琴瀧が縦

といふぺきである０

明したのであった︒感心を篤行である

相済まない﹂

職寺淫かつ方の同居人堀しづゑ︵九つ︶

あいす

父さんから頂いたお金は頂き放しでは
いみつｒ
との意味が綴られてあった︒

ぜんきはらにわしよいしはらこう嘘幻⑦①

に八人︑しらそのおぢ

じゆんざわか酔うしよみやらとけいぶ・もららえしよ

巡査と判って︑同署宮本警部へ識前署
全わきしらざ

ぐわつにら坐じばんごろ①②じゆんさ

から廻して来た︒訓べてみると︑去る

七月二十二日夜の十時半頃︑栗山巡査
くわんないじゆんくわいらういしはらちやうしよざい
が管内巡回中に︑石原町六の所在の

とうきやうしぐわいたかた主ら雫弓レや垂らＵ

東京市外高州町雑司ケ谷町一七一無

ふうＬひかそうし

ふ含んひやう唾んこうかうじずめ全いあさ

しよく②ｅ●①かにごう守ようにん●⑧●①

じ

時ごろから風雨の日も峡かさず︑靴司

や重んのこは江うりあるしか
えぴやうしやうふば上

て得たもので病床に臥す母みす︵三八︶

ケ谷一回を残らす花責して歩き︑而し

くずｂにいかきいくわつひゐ
の薬代から一家生活費にあてて居ると
いかんしんむずめうへじぷんにしず
云ふ感心な娘で︑この上に自分は四菓

たのであるが︑天は何故か此の一人の

鴨の時習小畢校二肇年に通墨して居っ

てん芯ぜこひとり

沙年は靴兼道生れ志い佐稚秀治津玩︶と

渉もじしうぜうがくかうがくれんつうがくを

云ひ︑先頃蚤で市内の米屋に奉公して

ぜう迫んぼくかいにう上・全．●●み③

室家に寝てゐる少年を護見したが︑此

あ言や過せう泡んほつけんこの

孝女とそれを廻る美談

ところが段々調べると其小父さんと

は︑附近でも評判巌孝行娘で︑︲毎朝六

ぢい犬壁がねいた堂喉芯

訓にあらゆる苦闘を績けて漸Ｋ地主と
たぜうちよ唇Ａ全でで全の
なり︑多少の貯金迄出来たのだが︑三
●ふうふつ煙てんらしんめいかんしや
吉さん夫婦は常に天地祁明に感謝する

いふのは︑前記原庭署石原交番の栗山

で左ければならない︒

ともＵちびとおれいけつわす

と共に︑村人への御濯を決して忘れな
掌毒と
⑤⑨ふうふ
いとのこと︑拘にこの三吉さん夫婦の
ことよゑれみひときかんひ皆
如き世稀に見る人で︑蝿鑑とすべき人

青年巡査の篤行

とくかうじゆんさくわじつ

ろろうせうぬんばく骨ふあた

うる

流浪の少年に薄給をさき典へて︑そ
ぜういんはうぷんせい泡んじゆんさ
の少年を嚢奮させたといふ青年巡査の
美はしい篤行がある︒この巡査は過日
とう含やうｆ兇んじよはら庭わしよちやうじぷんいぐわい

東京市衣．斯原庭署長から︑自分は意外

÷‐争
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ふこう

さるひ胆いぼうふうさいらう

を

らばむすめ巻いばひみた

哀れな娘に幸を典へ底いで︑不幸は
あり呑全

それからノく︑へと背はせられるといふ

有様であった︒去日の大器風の最中で
．ご堂じごろじゆげふちうはＬおやとつ

し

ある︒午後の二時頃︑授業中母親が突・
ぜんし

黙死んだとの知らせがあった︒しずゑ
むがむちうか
はビックリして夢我夢中で駈けつけて
みゐ感ぱＬおやしん一ずう土しおご

十でことしかぐ一くらもとわ余か

見ると︑哀れ母親は心臓肺郷を起し︑
ありざ藍

既に事きれ︑然も枕元には僅に四十五
ぜんあき

し念こ号砥こう︑諺やこ︾﹄う含よ

銭を除すのみだったといふ有様︑しず
塁つだ喜ぼうく
ゑは全く途方に暮れてあっけにとられ

る③︑③③⑨なんしん瞳い

て了った︒此の不幸な親子を同居させ
かつとしわか

て居る寺洋かつも︑何とか心配はして
み

でき

見るものの︑かつも夫に死に別れて四
にらほぶえうで含じ上んこんなん
十九日の法要も出来ぬほど自身も困難
仁

ず全

ゐ

である蔦めに︑どうすることも出来な
いで︑た堂とれもあっけにとられて居
けんし
しか
るばかりであった︒然しどうやら桧腿
．にかにしよゐんき

そうざできあはじ堂やう
との葬儀も出来ぬ哀れな事精を︑し

だけは高田署員が来てやっと演した︒

うんざ心ゐ

け液ひ某

弧んぜん巻いとさふこうら上おやをタっがらよ朱つに含とくふ含ん

ひ念とこと
引
取る事にした︒蓮を支へて居たといふ健気振りには︑

ゆ

しずゑは三年前２ハ歳の時不幸父親世智辛い世に全く奇篤なことと附近で
たかんづくにうえい
ひやうほんゐ
し一へつ季ようｂにいがにひとりしんせ含
に死別し︑郷里新潟には一人の親戚もも評判して居たのであるが︑就中入昔
け肱一﹄にちようきいじつ含うかぐわいしゆつかなら
のら
たく︑ために手の後はいぢらしくも健後は日曜祭日などの休暇外州には必訴
全処さんしるし
おさ芯てぴやうじやくは上おやしゆかか
気にもこの幼い手一つで病弱の母親主家へ駈けつけて先づ墓参をなし︑印
らかごろめづかうじ上ばんてん骨が仁よ言いしび

寺つる

すく

す︑︒︑ろうは上ていまい

いづ

やしなき
を養
って来たといふ近頃稀らしい老女紳天に着替へて頼りない妻子を引蓋乗
かけふてつ胆なにく
宮うじよ十・︑
客うじよ
なので︑同
女はもとより︑同女を救つてて家業を手惇ひ︑何呉れとなく瑳掴
ついみ
②ｅとｂへうしやうかたしんこく
た吉井共にその表彰方を申告したといをするを常として居たのである︒尚護
かじつぷ⑤④ピんｂぎしや︑ふ
なみにもようえ
ふ美はしくはた涙を催さざる矛一得ざる家には賞父篤赦は人力車夫をして︑勤
ものがた

写も上たふととくかうしや

物語りである︑救圭れるもの叩︑救ふ勢し︑母と︽ん渥郵迄群があ函夷ら荊諏

ものも共に世に貴き鰐行者といふへきもそれ人Ｉ勤勉協力して人も羨む園

の枠正司に封して常に白く︑俺の丈夫

んかていむすしかじつぷ④＠
である︒慌な家庭を結び︑生き而
して賃父篤赦はこ
がれ⑨ｅ仁いついいば奉れじゃフ蕊

しゆか定Ｉ

一兵卒の報恩美談は臆らゐでひ
にるじ
か
ふと催
い配辻ずに
働け
間っ
は賞
家し
のこ
は心

つく砕含れい

全ごと

野職琵睡舞無八職暁謡四嘘暁一零垂輝くまでも緋睡のため︑また主家の篤
⑥の②⑤＠凪んいんぐわつにうえい

うをしやう③⑧②③⑥かた泡ん含僅うこ・ブちう

前田正司君は︑本年一月入誉したものめに識せと激闘してゐるときく︑誠に
仁うえいぜんこいしかばくやな￥﹄ちゃうたみにほ管ぴにん
であるが︑入誉前までは小石川匠柳町涙ぐましい程の美談ではある︒
さく迫んぐわつしゆじんふこうぴやうばつし全

一七魚商寺尾喜三郎方に年期奉公中︑

一昨年一月主人は不幸病袈して了つ

主家と見捨てず︑それ庭か以前にもま

た︒然し正司君はこの藩目を見ても猶

マフヘ

るごく言いしゐ唾きやきれいか

げふむ透公れい︾Ｌうけちうきぎ

︾．ころいぎん

して業務に精勘し︑同家の柱石となつ

しか②③①おちめみな銭

ずゑに花を原憤で分けて輿へてゐた︑

て︑遺族の妻十を尉籍し︑激鋤して家

し会輝

しゆかみナ

市外幽巣鴨町向原二九七○花屋吉井又
さっそく警うけおもむそう
︑④含
三郎が聞きつけ︑早速同家に赴き︑非

しぐわいにしずがも全ちむかうばらぱたや︒④◎

式を州してやり︑その上このしずゑを

︐はなけんかわあた

〃

金解禁並に
公私繰済緊縮

圃難東

繊二﹁ぁの︑千岡ぢゃないんですか？﹂

くと心意外千回と思った金が八百三十六岡九十銭しかないＧ

︵全四巻︶

原作︑脚色細山喜代松

一ヶ月半の後アメリカの義兄から迭金の通知が来丈︒蛾つあん夫姉は泣かんばかりに喜んで郵便局に取りに行

十五ドルと譜いて出した︒

常時︑日本の劉米馬脊相場は三十八ドル半に降ってゐれ︒其虚で鯉つあんは郵便局で救った通り手紙に三百八

其虎へ千岡の送金を依霜することにし赤︒

フや恩ひ付いたのが︑女房の兄の事である︑殿年前アメリカへ州穣ぎに行って︑今では可成り成功してゐろ◎

だが困った事には喋珂は立汲だったが墓口はカラだつれ︒

彼は﹁その借金はおれが柳はあい﹂と債擢者の前に歯切れのい上唯珂走切った︒

惟来の侠気かち獣ってばゐられなかった︒

蛾つあんは江戸っ子の生え抜きだったｃ女房のおトシが元奉公してゐた︒謂伐壁奮主の要馬屋の窮状を見て︑

これた知ったのが︐お鵬入りの魚屋識つあんだった︒

ばなＲない羽目に至った︒

川玩具商の豊島屋も︑不景須のあほリル喰って︑父が築き上げ士店舗も匝かの金で俵権者の前に投げ出さなけれ

何虚まで行くのか底知れない不景気が頚い龍︒世界大職術時は世間の活況に乗って︑成金とまで云ばれた︒韓

ｌ梗鯉ｌ

霊映

・局員﹁蓮ひます︑侭蓉相場が四十六ド楽︑すから︑米貨三百八十五ドルは日本の八百三十六回九十銭座なり

、
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まず﹂錘つあんは面喰つた︒

日本の金とアメリカの金とが相場に依って蓮ふなんて事は︑今日
遁夢にも知らなかつれ︒だから日本の千回は矢張りアメリカの千回
ごとばかり思ってゐた︒

錘つあんは郵便局の窓口で痛癌玉を破裂させ︑早速得意の阿咲を
切った︒

恰度その時脹接室で局長と勤談中であった或る経済雑誌記者の堀
井喜一郎が︑この騒ぎ恥蕊きつけて︑蟻つあんを局長に而談させ菰
鐙つあんは痴疲玉を局長にプッ突け犬︒

仔什恥聴いてゐれ局長と堀井は︑諭すやうに銭つあんに封外馬替
相場の次第恥語つ犬︒

江戸っ子の鍬つあんは︑すぐに事の次第を呑み込んだ︒がまだ少
し判らない虚があつれ︒

織二﹁成程こいつぁ喧嘩になられぇ︑だが一侭全捜その鴛替相
場って奴は誰が決めるんですか？﹂

堀井﹁それは漁のあ・ろなし︑賓行のよしあしで君達の相場が生

だ﹂

れるやうに︐輸出入の状態やその時の経済事情が傭替祁揚私生むん

鋤二肩が︑鰯ならどれ程︑鯛ならいくら位と大篭の目安とい
ふものがあり生さめ︑鰯に鯛の値私付けたって客は貢やしませんぞ

堀井﹁その通りだ︑丁度いまの日本伐鯛の値で鰯鵡頁り付けら
織二﹁日本って虚は︑そんなに物慣が高いんですか？﹂

れてゐろんだ﹂

堀井﹁世界中で日本が一番物個が高いん産

織二﹁それで商頁が出来るんですか？︸

堀井﹁出来ない﹂

昭和三年度だけで外固へ品物走喪つれ額より貢つ稚額の方が︑三

億三四︑八○一︑二五一回も多かったんだ﹂

蟻二﹁大愛ですれ．終ひにゃ日本中の金がみん江外函へ出て仕

堀井﹂ところが︑大正六年九月十二日以来︑日本ば金の輸出を

舞ひます胆﹂

禁止したんだ﹂

蟻二﹁そいつぁ好いれ︑金走挑は江くて溶むならこん沓周え事

局長雪ろ吐ずぺ含事だ．借金起して賛津をする︒その末路は

にないぢやふりませんか﹂

必ず悲惨を極めろ﹂

堀井忍の輸出が禁止されてゐるので︑それが嬬替相場に影審

Ｌ︑我が閏の貿易は丁度羅針盤を失った船が嵐に遭つ衣やうに︑

何の目安走も得ずに苦しみ通してゐろのだ﹂

◎圃民経湾の移動原理

典一悶一が上あと圃一が下る
その結果

Ｂ一間一が上り一間一が下り

ｑ一間一が上り｜圃一が下る
そして

h

園
.
：
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国一瀞窺蝋雷騒
堀井﹁羅針盤がしっかりしてゐたればこそ︑ョＩロッパのドイ
ツから極東の日本まで夜の闇や難風を突いてツエッペリンも来られ
れのだ﹂

堀井﹁日本は一等画薦世塁一天強幽の一つだ︑それなのに経
済職でばいつも劣等の立場に置かれてゐろのだ︲一

縄済海悲︑イギリス鑑︲フランス読︑アメリカ謡︑イタリア砿︑
ドイツ雛が埜々と通って行く︒

それに反し日本丸は脆足走曳きながら最後に随いて行く︒

金翰出千三百蔑岡ロケ年︶

堀井研ぅして十四臆の外憤と四十億の内債Ｌ是負婚する我等
らざれぱ

日本人の勝来悲思へ︒今にして我等の祁閲たこの債澗より救うに非

日本は？

祇園は？

︵撫漕破綻膿操る幽家の倒裳韮示す︺

００．︒︒◎
堀井爵難来︑固難率︑

我等は今︑縄溶国難に直面してゐろのだ︒

堀井貝これを救ぅもの

金解禁の一途あるだけだ﹂

一︑園際縄済の動きを自然ならしめ

堀井﹁即ち︒金輸出禁止解除は

二︑篤替相場を妙．定し

堀井﹁ベルギーは貿易だけで園を建ててゐろ．職争で惨敗し菰
ドイツは鏡意経済職で勝利た占め︑再び立てまいと危まれ能のに圃

三︑産業貿易に目安韮奥へ

銭二一号や金解註藷なぜやら江いんです︑一日魚早くやってぁ

鐘つあんはすっかり感心して縫った︒

り心その救済策として﹁金解禁あ理論と賓際と走屡々説明した︒

局長と堀井記者とは熱癖か振って︑日本の経済的現状の危機韮語

八︑国民生活か安易ならしむ

七︑外債の償還を容易にし

︲六︑転出超過か誘致し

五︑物債を引下げ

四︑通貨を縮少し

力が釜く恢復したといばれてゐる︒

外債一四臆五一︑二九寓二︑○四四回九四錘

堀井﹁然るに戦捷日本の現在は
内債四四億三九︑三一説九○二五岡○○銭
といふ巨額の借金がある︒

堀井﹂これこそ我等同胞が耕然償却しなければならぬ国辱的負
債なのだ︑しかも⁝・・・﹂

我闘の全産出年額か示す

外債十四臆五千百寓回
利子七千三百寓回︵毎年︺

函

難
宋
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日本の品走使ひませう︒

Ｏ外圃の賛鵠品恥買はないやうにしまぜうの

○無駄費ひぁ止めませう︒

たし達の生活恥築にして下すったらい上でせう﹂
局長一︲それには胸を繋げて和盤の準備と畳悟とが要るのです﹂

日本閏民は六十億の内外債があるのです︒

局長は諺々として︑公私経済の緊縮老説斗﹄︑物慣の下落︑輸入超

過の減少韮固り︑その必然的結果として︑矯替祁揚の徐々に恢復す

その後半歳．勅険力行ひたすら外侭の俄還に努力した蛾一二家は

闘民結祁の作興走叫ばれ穴︒

された︒鞭いて文部大臣小橋一大氏もマイクロフォンの前に立って

この脈局虚理の大任に耕ろ大蔵大臣井上準之助氏ｋラヂオか放送

綱理大臣演回雄幸氏が一プヂオ走放透して鯛民に訴へて︒

この時政府も大連動態開始しれ︒

○そしていつでも外債燕償還し得る準備をしておきませう︒

一ヶ年で二臆五千寓岡になります︑

○お互に毎日一銭づつ勤愉貯蓄をしませう︒

ふ時はｂ解禁常時恢固より解禁後に於ても経済界に容易ならざろ影

る悲侯って金解禁するの術造である事ｂ若し何等の準術なく之走行
蝉を典ふる事か説いた︒

蛾つあんはすっかり感心して経つ衣︒

鋤二﹁解りまし衣︑なぁに稼ぐに追以く貧乏なしだ︑十四億の
借金位︑側水中の人問が蕪私揃へて働けば朝飯前だ﹂
・其虚・て同伴の俵椛者梅田に云つ衣︒

織二認ま通えが︑お聴きの遡り日本が貧乏なんで二百岡ばか
くんなさい﹂

り掴し衣んだ︒不足分は近い裡にきっと金解禁しますから待ってお

彼ば債権者梅田に二百回に近い残金を返湾︐し︑更にアメリカの義

漸く金解禁の嬢蓮に到達する事がⅢ来た︒

れた豊島屋の主人佐吉も︑蛾つあんに云ばれてから︑今迄の登津韮

椎田も快よく承知した︒

梅田吾互に助け合ってしっかりやりきせう︑そして生活の負
据を蝿くしまぜう﹂．

やめ心夫嬬協力して働いた結果︑蟻つあんに返す千回の金走稼ぎ上

蛾一面偶然の盤鹸から今まで鉦頓悲ぞあ心た剛家の無済問題に就

蟻つあんぱその金悲受取って考へ誰︒

兄に返演する千岡の金か貯めることが出来た︒一方蟻つあんに救ば

局長と堀井と蛾つあんと梅田とは明るい緊張に互に固く握手し犬

げた︒

いて悟る事が出来た︒そこで何かちつと図民として有意義な仕事を

□鐸

それからの蛾つあんは︑一家の耀酒ルグッと緊縮する一方身挫の
彼の胸中には鯛家奉仕の念が燃えた︒毎Ｍ蒲て出る緋謹には﹁金

しれいといふ希望が油然と湧いて来れ・

掴く限り働いた︒

て賛津な服装韮してゐろ人や︑高債な煙草延喫ってゐろ毛〆ンポー

其虚で二人ば協力して名間月本屋といふ看板韮出して輪出玩具の

解禁﹂と大きく染め抜かれ︐仕奉の合間悲見てば道行く人恥物色し
ィル見ろと左の様なリーフンットか撒いて歩いれ︒

,､郡ﾖ
ﾄﾆﾕﾆ

製作韮開始したｏ

僅かな賓金と瞳かな人員とで力一杯能率的に働いた︒只金諾儲け
る嬬功に粗悪な品でも椿はずに輸出して︑世界の市場で外剛品と競
的見地から優良な品を製作し菰Ｑ果然返品は一つもなく更に註文が

走してドシー︑返されろといふ︑在来の弊風恥改めて︑もっと国家
殺到して来たも

日本屋は日毎に繁昌した︒

この痔政府が愈々剛を畢げて準備完了して金解禁奉断行した新聞
の読外屋の鈴の昔が威勢よく街頭に鳴った︒

日本閏中が一時に明るくなったやうだつ犬︒その時アメリカの義
兄へ返すぺき金が百八十七回除り返戻されて来求︒
それは金解禁の結果日本の篤替相場が昂騰し稚鴛めである︒

鐘つあんは今度は面喰はなかつれ︒そして佐吉と固く手薄握り合

〆

鍛二﹁愈慰日本の金も上った︒之で名賀共に一等図に江ったの

って云った︒

心一Ｊ

要﹄Ｏ

さあ油断なく働かう
そして日本あ世界の最優等の国にＬやう︒

横演港悲吃水の深かい船輸出品を満載して出港して行く︑船尾の
日章旗が紺碧の秋空に師翻と．：．．⁝・・・⁝・⁝：．︒︵完︶

悼本間光捕君

菊池秀言

恨不祁交共死生老存少残若蔦情恭謙持己和三

族慈愛及人因一誠白玉模中嶋影潔菩提樹下鏡

嘉清細床深夜焼香坐孤蓄鋸鋸雑雨謹

薩中遺膳歎行書流湧看来意有除大正盛儀遜鶴
駕昭和鴻典侍龍輿畢生唯重忠而孝平素不安名
輿晋聞説臨柊無一語端然合掌拝震居

１１

ＩＵＩＩＩ・ｌｌｌｌｌｌ１ｏｌ９

１１１１

手ふるか乙とく君はゆきけり

遇はしますみかとの方をふしをかみ

君長逝の折に皇居の方を拝ししとききて

楓らすは老のたもとなりけり

なきあとをたのみし人にさきた§れ

○
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︵一︶

浦 蔵 寺天山

人の一心

教育
講談

︲むかしＬいし

昔朱子が

●一をと僕ひとしんはげ．なにことぜいじゆ

陽気装虚金石亦透︒精神一到何事不レ成︒．

つじ陸んおおうらいみばそたちういい握

しやい﹂今日で申せばめ四遥に便所が無いので︑秀識の壷鐸に輝雄を鰐りる

﹁何だ﹂﹁燕峰湾みませぬが︑ 便 所 を 御 貸 し 下 さ い ま し ﹂ ﹁ 宜 し い ︑ 這 入 ら つ
こんにら全ぞあたり二へんじ墓正

たん

其所に年の頃十九か二十くらゐに成ります若い者が﹁御菟くださいまし﹂

そのところとしころたわかものごめん
ほほがり毒がくによる唯い

って居ります︒

審

其の寄合辻番に老人の番人が雨名︑膝隠しを前に置いて︑内職に楊枝を削

そよりあひつじ崖んろうじんばんにんりょうめいしぎかく全へ・毒ないし上くやうじけづ

で︑之を寄合辻番と申し表した︒

こぃよりめひつじばん全を

下で一つの辻番を置いて︑往来の見張り其の他の注意を致させましたもの

もと

た・一軒の御層敷だけで辻番を置くと云ふ課に参りませぬから︑数軒の御旗

けん造やし露つじ陸んおいわけまゐナうけんおばた

徳川幕府御繁昌の頃ほひ︑江戸三番町に御旗下の御屋敷が津山ありまし

とくがばはくふご心↓んしやうころえ写﹄陸んらやうおばだもと労やし号たくさん

もので御座います︒

ごさ

と申した通り︑人は一心になって勘みますれば︑何事でも成就いたします

｡
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其の若い者が迂番の便利を借り︑用を達し︑出て来て一︲誠は辻番に詰めて居り堂すだけ御座いましてや御大名︑桐旗下

をわかものつじ陸ん瞳上かりがよクたつでき冬︶とつじばんつをござ勢鱈いめうお唯痘もの

めりがたみんこ上おかくに上こ▼ろえを陰江レわか

つじばんしきにいところかしきかんがこを全へえ警含わたくし⑪ようしんか段をん

に有難う存じます︒．．⁝・ちょっと此虚を御貸し下さいまし﹂のことは能く心得て居り︑話が分ります︒

といって︑辻番の敷蔓の所を借りて︑頻りに考へ込んで居り﹁お前どうして江戸へ来たのだ？﹂﹁私は雨親の面を存じま

ほらいだばらいにこかあい詮つやまきじやうろう

世ういへう全巾生うしんほやなく施
主す︒せぬので﹂﹁ホウ﹂﹁百姓の家に生れまして
︑雨親は早く殴り

﹁どうした？腹でも痛いのか？⁝⁝腹でも痛いのなら︑此ました﹂﹁ホウ︑それは可哀さうに﹂−４そこで︑松山の御城中

こくずりみやごしんせつあり歩だござ●●ｃ①⑦②ざまい毒か仁ござこきもうち

ばらいだどき正にかんがこそこ話きわひらうばうこう

所に薬が有るから典らうか﹂﹁御親切さまに有難う御座いまに山田四郎兵衛様と云ふ御方が御座いまして︑子供の中から

る

じつわたくし．替こ竃ほうこうゆぉも⑪●さ詮泡んぜんえさおやしき雪を

すが︑腹が痛いのでは御座いませぬので﹂﹁何を考へ込んで其虚で御世話になり︑下郎奉公をするやうになりました︒と

やしきぱうこうでいわたくしそお専ら全ゐこん琴●●客全

居るのだ？﹂﹁賞は私は何虚かへ御奉公に行きたいと思ひまとろが︑山田様が三年前に江戸の御屋敷に御いでになって居

世わやよ替こものこつごうおくにおかへわたくし毒くにつ

すので﹂﹁ホウ︑屋敷奉公に出たいと云ふのか﹂﹁ヘイ﹂﹁それりましたが︑私は其の御供をして参りました︒今度︑山田様
い

↑し曇生らふ︽へんござつじばんゆぉつわたくしよかんがみおくに

なら世話をして遣っても宜いが︑何虚の者だ？﹂が御都合で御園に御踊りになりますので︑私を御国へ連れて

と云ふのは諺屋敷町は不便で御座いますので︑辻番などで行かうと仰しやいましたが︑私は能く考へて見ますと︑御園

こものちうやんお伽ずけせわたのざうたうわかものあ︲いおや江含やうにい法しんゐゐによ

をわくいいまこだみうへござ雁〃芯さ全雁い

小者︑中聞︑折助などの世話を頼まれ︑﹁相営の若い者が有へ行ったところで︑親は無し︑兄弟は無し︑親類はなし︑頓

つたら世話をして呉れ﹂と云ふやうなことで︑今のやうに戸りの無い身の上で御座います︒それゆゑ旦那様に﹁どうか大

ぜゆめんやかまつしばん・ぜわずみことくわいおえ︾﹂しやう華くござおは芯し

籍面が厳しくないから︑辻番で世話をして︑それで住込んだ都曾の御江戸で一生を還りたう御座います﹂と御話をしまし

びりいくみ

諮っ

わたくしいよ今弓や全さいもの︸﹀ざ④①さ全おだらと言しかがはおおく全を

平︽

者が幾らも有ります︒たところが︑﹁それも宜からう﹂と仰しやいました︒それで

のｅ①⑨⑧●①④ごりょうぷんものざやう主わか全を一﹂ざじぷん↑浄ららごほうこう

一︲私は伊諜の松山の在の肴で御座いまして．．⁝・﹂﹁ア︑さう山門様の御立の時には品川まで御送り申しました︒それから

ござ

⑨④⑨さ余こんにらじうゐじぎうた呈一り生わかござ全いにちはう八︑・

か︒それでは松卒隠岐守定通公の御領分の者だナ﹂﹁左様で御別れ申したので御座いますが︑さて自分でも何方に御奉公

御座います﹂﹁さうか︑隠岐守様は今日は従四位侍従で溜りをして宜からうか︑分らないので御座いまして︑毎日方ミ

間を御詰めになる︒田安大納言様から奥様が行って在らつしし口を零れて居ります︒江戸の様子がよく分りませぬが︑御族

全毒つ⑦●①の心さまおくさ◇一いるくらたづをえ宮やうすわかお吃た

心

一
一

もと話やし念ごぼうかう呑んじつこへん

＠●封含士さんいくくに

い毛

距い淀いそう
いまＡで●●よわか◆もの含
今迄治助ほどの好い若い者が来たことは無いと云って︑大層
およるこ

下の御屋敷にでも御奉公をしようと存じまして︑資は此の逢

さがぞい掌あたごした

御喜びになる︒治助は御給金を幾ら下さる？と云って聞く

の④呑全おやし含稚いゐざやうござ

を探して居りますので﹂﹁さうかい︑それでは今まで愛宕下

肱

そうぢ

しゅよう

ちうぴつ１はにら⑨⑧③⑤●②菩企おく君主
では無し︑た蝉忠資によく働く︑佐盈典左衛門様も︑奥様も

の⑭ざまはう③③碧念

●の●●客土ごぼうこうあしいんめてう醤なつ

御高も少ない︒今は無役で居られます︒

門様の奥様の御弟で御座います︒佐共様の方は向井様よりは
おいたかすぐい全Ｕやくを

●さまおく雪上おとうとござ

御高二千四百石舜領なされ︑今の蒋監様と云ふ御方は典左術

⑤⑦③③●のぎ全錆くさ全ぼんじよいしばらおすまゐおふ肱てがしら

さがしん淫にらゐ

の③ひま

の松平様の御屋敷内に居たのかい﹂﹁左様で御座います⁝・・・

感心をなさる︒治助は暇さへあれば︑掃除をするとか︑主用

の③⑤︑②⑤さ全いおはだもと

かんしん

あまり外に出ないので︑様子がちっとも分りませぬ﹂﹁それ

を探して一心に働いて居る︒

そこ毒やし含としわかこもとひとり隈ちつ

こざ

エとでやうすわか

ぢやアどうだい︑此の先きに佐交典左術門様と云ふ御旗下が

佐糞興左術門様の奥様は︑本所石原に御住居の御船手頭の
ゐ︒︑③③ざまい
●④●②さまお
向井蒋監様から御いでになって居る︒向井蒋監様と云ふのは
趣ん仁かこくはいり失うい全⑧●言上いおか↑た②①●

・︶

ある︒其虚の御屋敷で年の若い小者が一人欲しいと仰しやる
とのさ全ごしゆめしゐがずこおさけうへおわ
のだ︑殿様は御酒を召上ると︑少し御酒の上が御悪るいが︑

おさけめしめがゑことよおかにそおやし舎

御酒さへ召上らなければ誠に好い御方なのだ︒其の御屋敷へ
人・ゆ
せひや窪ことぁ句篭どき

おせわ泡が宮う

行くなら世話をして造らうか︑どうだ？﹂﹁誠に有難う御座

な全へなんい③︑今一をと

のいます︒どうか御世話を願ひたいもので︒⁝・・﹂﹁それでは同
やくこわかもの③④さまおやしきせわ
一殺蕊ろ此の若い者を佐糞様の御屋敷に世話をしませう﹂﹁それ

い

おしたく

ぼんじよいしばらｅのやし合全ゐ

蕊草履を穿墜﹂︑尻端折で御供をする︒昭和の今日昔の御旗
しいかは雁
もと︑しらう苧フらいざ土串はなし
下などが市中を往来をする様を御話とすると︑一種髪つた扮

わらざうりはしりつぼしぞりおともぜうわこんにちむかしおばに

金づくりの木刀を帯し︑竹の子笠を被り︑腰に手拭を挟んで

が処もくとうざだけこがさかぶこしてぬぐひはき

芯偲を雌緩で砕鑑橘になる︒治助は紺看板に尭天帯︑置鋤銅

●②こんくわんぱんぽんてん詔びしんちう壱う

そこで︑輿左衛門どのが菅の一文字の笠を彼り︑袴羽織で

①の●③すけ６んじかさか︾かばか全は彩り

依って︑供を致せ﹂﹁畏まりました﹂

主ともいにかしこ

されて︑﹁治助や﹂スイ﹂﹁本所石原の向井の屋敷に参るに

③●

うちひとりこんにちお全煙

治助が佐盈様へ御奉公をして足かけ五年目︑丁度︑夏のと
⑥●●●●＠さ土壬
⑧③さ全にんお会やく
と︑向井様で十人ほど御客をなさる︒佐盈典左術門様も其の

︑③ざまおやしぎせわやよりゐひつじはん

たうねんござてうごよ

が宜しからう﹂﹁お前名は何と云ふ﹂﹁治助と申します﹂﹁年

中の一人で︑今日御招きであるからと云ふので︑御仕度を左

ました︒

そこで佐袋様の方から辻番に何がしの御世話料を下さり︑

②③さまぽうつじはん江におせわれうく胆

懸命になって︑影日向なく働く︒

けんめいかけひなたぱたら

なに間速ひは無いから︑安心して御使ひにたる︒治助は一生

︑佐空ま
様の
方が
では
︑ら
辻番
ら世
をし
寄越
下郎
︑そ
ち
な
んかし
ん話お
つてか
︑す⑥
しにや
うん

④③さ生はうつじばんせわよこひらう

の小林丈助と云ふ老爺が︑佐兵様の御屋敷に世話をして呉れ

︲①①のグいぢ登い●の涯全彰やしきせわく

それでは佐掩様の御屋敷へ世話をして造らう﹂と︒寄合辻番

︒〃し．いく

心齢は幾つだ？︲弓営年十九で御座います﹂﹁さうか︑丁度宜い

１
７

一

一
一

しゆつぼつおエ

をさして出獲に及ぶ︒

４今たぃシ恥つしやいたところひじやうみ諸くごき

らう

わゎ宮て〆舎かひうらめへい釣のＪ■︑

したので︑僅かな土手を境に盤合ひました︒兵が各交百三十

ばつに全もをう燈で鴎︸おい︐ｆ１ちうたい安息︑う

溌の弾丸を持って居り毒したのを準ち切る︒敵は追廷中隊長

れつしやつふこ

ぐんとう今ふるちかよやつ唾らうらはらてき毒ひノ︑

に増加した篇め︑此の中隊あはや全滅に垂だとし︑相原中隊

そうかたこちうたいぜんめつにんＪｒｌ②ｅらうたい

い

と叩きにく唾くく②ｅのぶれいもの

７内地の列車は到る所︑非常な見送りで御座い毒したが︑書

を取巻いて肉薄して来る︒相原氏は﹁無鵡者！ロスキー！﹂

ず

ぐわつみつ全ざか

夜兼行︑列車の中で腰を掛けたつきり︒七月の暑い直シ盛り

と言ひながら︑軍刀を輝って近寄る奴原を打挑ふ︒敵は追盈

やけんかうれつしやたかこしか

を︑緋をつけたやうに︑ギッシリ列車に積込まれました︒そ
たれあつ
くる
きりつた聖せい
れでも誰も一︲暑い﹂とも﹁．苦しい﹂とも云はない︒規律正しく瀞

わに建んてい葛く

てんぜんノ︑︑

にんつ仁鶴もの

よこめひじうそうたづさ誼れいもの

そいき煙ろへいお字ら

宰一秘−

らやうナでて含じうそうぜつ肱いづみぞ
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そ

●●ちうたい吟やう①⑰⑨③だづ

ねられた︒﹁中村一等卒は見えませぬ烏此のとき︑中隊長

④⑧とうそつみこちう正いちやう

さて其のとき相原中隊長は﹁中村熊吉はどうした？﹂と尋

した︒

場と云ふものは︑責に筆にも認し難く︑言葉にも議し難い程
今ふしやうへいで季旬じつさうをういじゃフござ
で︑負傷兵の出来ましたことは︑賞に想像以上で御座いま

じゃういこつ．︽でつくがたこと峰つくがたい︷登

の有様を御話し致しても︑左様皆様に御感じが無いかも知れ
たうじへいむかにぽんへうふんとうゅ含せんゆん
ませぬが︑常時ロシア兵に向って日本兵が駕闘激戦をした現

ありざ全君は江い念さやうふ江さまおかんなし

今日では既に二十有詮年の星霜を経て居りますから︑営時

こんにらナモいうよ過ん世いきうへぞ仁うじ

で倒れた者は衛生隊が捲架に載せて暇繍帯所に運びました︒

に皇もの逢いせいたいたんかのがりぼうたいじよはこ

人の中隊が漸次減って八十六人になって仕舞ひました︒それ

にんちう乞いぎんじへにんし全

に向って三人まで突き倒した者がある︒其の勢ひに露兵驚い
みとざり
乏んごたわこらうたいかけつけ
て逢巡する︒ところへ援護の篤めに我が一個中隊が駈付たる
そい寮区てき︑ご堂た浄含やく
其の勢ひに敵は三食伍盈退却をした︒こちらは二百二十一

てき

長も既に敵の銃槍にか上らうとした剃那︑何れより見て居つ

いづ含たう

↓しゆく診
たうじれつしやのｈこゐひと江
瀬にして居りました︒これは常時列車に乗組んで居た人で無

たか︑横合から銃槍を携へて﹁無耀者！﹂と呼はりつつ︑敵

つばもの毛とこなかをとこじこうあつくらゐ

そらつくるわか

ければ︑其の暑さ苦しさは分りませぬが︑何れも一騎営千の
仁うじこくみんじゃうけともちいだ

千↓勇士︑男の中の男︑時候の暑い位はピクともしなかった︒あ
の営時︑団民が上下共に一致を致して︑と上ぞ我が日本帝圃
涯いじ
い含ようて含あだ
そゆう
の一大事であると云って︑弧敵ロシアに常りました其の勇
うい
ざい
人．鋳︑無の識睦奉職の蝉鵬は︑左か／︑容よ易
なものでは御ご座
ませんでした︒

⑤③⑧④仁いれんおくし陸︒そうし含くわん●の①●

針と上で中村熊吉︑大連に送られ︑暫らく総指揮官大山閣下

毒てを
ぐんにいけつゐんで含た
の御手に居りましたが︑どの軍隊も峡員が出来ます篇めに︑

瞳じゆういたそけつくわこのえたいれんたいにいちうたい①●②●①

いらうにいちゃうてへんぜい

補充を致した其の結果︑近衛第一聯隊第三中隊の相原伊那造
艇んぐわつにら③●ちうたいちゃうこらうたい

さんと云ふ中隊長の手に編成されました︒さうして韓戦堂堂
けつくわ

ひききがぜんうちしもやなぜほうぎよあた②③①③

の結果︑三十七年の九月二十二日に︑相原中隊長は一佃中隊
●●ちうたいちゃうしきて会じようレさつじうじ

と率ゐて︑沙河戦の中︑下柳ケ瀬の防禦に富り︑中村熊吉は
相原中隊長の指揮で敵情偵察に従事しました︒

そゆうけいいたふいて含こもうたいでめ

ところが其の夕景に至り︑不意に敵の二個中隊に出曾ひま

千
人
針
75

がｈぼうたいじよここんざつなかの●ぐんふせいおたづ

ぜんそうすしがいごりかだづ．十めとそうぢをわ

が戦争が済んで︑死骸などの取片付けが済み︑路掃除が経
ところいみぢごく蛍やしい
あめよどあらさ

り︑雨が汚れを洗ひ去った所に行って見れば︑地獄林と云ふ

③◆③①いものはいぶくわんつうもＬくわんつう

わざ人︑暇繍帯所に来られ︑混雑の中︑河原軍馨正に御尋ね
になると︑﹁中村熊吉と云・ふ者は肺部貫通で諺股も貫通され

は唯だ名のみ︑前記文堅士の方が︑縦察をされたそれも︑共

ちうたいらようかれみつ陸はだらてあてでき

こゆ今ぜんのづ仁いしゃうぐわくかけつしんやぶ

じ野つ生らがぶんしやうでぎ

にうじじつらしいかゆん︒︽でさ告か

ぜん含ぷんがくしかだくわんざつそ

て居ります︒唯今人事不省で居ります﹂と言はれたときに︑

の常時の資地を知らないで︑好い加減のことを筆の先で害か

うか含泡がよる戸︾ざこと瞳ひじやう
こんざつ全うなゐかた・さてあていた

たな

中隊長﹁彼は通れ働いたものであるから︑どうか手営が出来

れると︑事賞と間速つた文章が出来るのです︒

をた蟹い全しんじふせうをい

得る限りは願ひたい﹂﹁宜しう御座います︒此の通りの非常

いに

くわい世きさんかんらくて含樫うてんはうめん仁い会やく

にほんぐんきけい雫ふみと堂︑ふんせんよ

此の激戦のとき︑野津大蒋閣下は決心をせられ︑こ上が破

●●らぅにいちゃうわてふしやうへいみ全にんら

な混雑︑先づ坤って居る方から先きに手営を致します﹂そこ

れれば︑日本軍の敗であると云ふので︑踏止まって恋戦︑夜

ひ含め

全恥庭いぜんさうせんきうナらぷんがくしお

で含ぱいぐんざんぼうらやう④④③の

歩くことが出来ませぬ︒それで第四軍の参謀長上原閣下が

ある

旭亭私は戦争中に該地で脚莱になりまして︑思ふやうに

で︑同じ働きで余鶏勤章の戴ける者もあり︑又其の戴けない
含芽もひと．ござ
気の毒な人も御座います︒
壁エくていわだくしせんそうちうがいらがつけおも

壁距ぱたら垂んしくんしやういに丘もの全仁そ︐いに垂

明けに至って三塊石山が陥落し︑敵は奉天方面に退却とし
じつ七い逆んそうござそとき●●ちうたいちゃう
た︒と上が質に大戦争で御座いました︒其の時相原中隊長が
③︒⑧⑬くんこう江主愛念
し全
ぜんし
戦仕をして仕舞ひましたから︑中村熊吉の勲功は何にも留ら
まったてんうんおも
せんそう
ないのであった︒戦争ばかりは全く天運にあると恩ふばかり

あ

で相原中隊長は我が手の負傷兵を一舞見舞はれまして︑任地
に引上げられました︒

こ＠●④の⑨②ぐわつかさ．がぜんさうにいゆきぜんさい
此の相原伊那進氏は︑十月八日︑沙河の戦争で大激戦の際

て唇にんあ仁奄々ら．︑ざがぢごく唾やしせんきう
い

敵弾に中り戦死をされました︒これは沙河の地獄林の戦争と

云って︑稀なる大戦争︑戦争が潤んだあと︑或る文畢士の御

方が戦跡を調べられ︑沙河の地獄林と云ふ所を見られて︑﹁何

ぢごく塵やし含ぼんところ
ことぷんしやうかその

かたをん注ぎしら雪がぢごく陰やしいところみたん

い

だ︑これが地獄林か︒木が二三本あるばかりでつまらぬ所
だ﹂と云って︑その事を文章に書かれたことがあります︒其

ところぜんそうぜん全んしう理れはやして含う私か仁

私に自由行動を御許し下さいました︒それで本幽へ蹄らう

うばらわ余そせうぷ鱈んのこ港た

くらゐわ誤ぐん仁いそのところせんりょう全いもくさんだんさんぴ全よく

斯く私を愛して下さったかと云ふのに︑身は講談師にして

①
どじしん・みつ・じつありがだわけ
下の御仁心の厚かったことは資に有難かった︒どういふ鐸で
かわたくしあいくだいぶこうぼんし

と云ふ決心を致しましたが︑其時藤田軍鍔総閣下が︑本国へ

いけつしんいたそのとぎふじにぐんらかんくわくか匡んごく

わたくしじゆうかうごうおゆらくに・ぼんどくがへ

所は戦争前は︑満洲に稀なる林であったが︑敵も撃ち︑味方
さうばうばゆうにすうか蕊・はやしぼうにんに
も撃ち︑愛方で激しく撃った篇め︑数十株の林が砲弾の篇め

か
へ手へん砂ばかおつ④⑧④
踊るがよい︑便利と燭ってやるから﹂と仰しやった︒藤出閣

幸フ

に撃ち挑はれて︑僅かに其の一小部分だけが残った︒其の篤
ししやあ王仁できぜんそうたうじ︲しがいやまつ◆い
めに死者も数多出来て︑職零営時は死骸が山と積んだと云ふ
位で︑我軍隊が共所を占領したときは︑満目惨潅︑酸鼻の極

じつぢごくはやしと芯くらゐふけ主だところ

﹁資に地獄林ぢやナ﹂と唱へた位の身の毛の弼立つ所︒それ
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評日村居風景︒逐層寓得︒中間有隼聖賢文章報鯛講葬

佐冷木基

倫竿語︺乃知作者非尋常詩人︒敬服敬服︒

追懐亡愛嬢二首

幽腹隔︒吉群寺畔莫新筆︒

︑︑︑︑幸

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
去年今日進優生︒親子相歓約賞行︒今日今年
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

南窓下︒泣唱遺編第一章︒

烏兎勿牛編閲霜︒回頭往事轄傷腸︒哨然濁坐
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日二首棲椀側岨一調涙下ｃ

悼渡遥華洲先生

露湖榊山隈三︵埼玉
︑︑︑︑

一隔幽明不可追︒皇天底事奪吾師︒高齢畢徳

︑︑︑

浮生易遇断腸時︒棲風惨雨孤墳畔︒門下幾千

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
人皆仰︒満腹経論世所推︒往事難招添涙庭︒
︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑可︑︑︑︑︑
誰不悲︒

隔鯛別︒冥如夢実︒今談高作︒感慨韓切︒

詐日華洲翁相交︒四十年︒丈詩徴逐︒殆無虚日︒今則

宿懐小山観涛在佐州

如水田宮従義︵越後
︑︑︑︑

四隣人定夜蔚然︒壁際残燈影可憐︒携手尋花

中間狭其地勝歴︒感慨特深﹂

︑︑︑︑

雁語同愁瀬浦煙︒欲寄相思何庭是︒浮雲漠冷

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ＯＯＯ００００
如昨日︒聯吟賞月記前年︒識聾倶坐臥牛雨＠
○○○ＯＯＯ○○○○○○○○０○○Ｏ

○○○
佐州天︒

評日

秋夜偶成

思悠今︒

平生志業未能酬︒半夜高吟望斗牛︒名利念随
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○００○○
秋雨淡︒栖遅意典白雲浮︒慕親鴫語枕頭聡︒
ＯＯＯ○○○○︑︑︑︑︑︑︑
懐友鐙謹夢裡愁︒一穂青燈明古道︒聞窓濁坐

評日尻椅吐露不施粉飾︒一一讃使人想其平生︒

弔渡逢華洲先生

江東片口安含山

︑︑︑︑

惣淳洞先疾呼彊呼誌糎唖道聖人梼︒鯵鴬忽去
知何庭︒絹水波山寂翼秋︒

評白華洲翁志士而非尋常詩人︒宜突︒先天下蕊︒今則

悼華洲渡遜先生二首

逝実可哀也︒

耕雲内田鼎異城

詩賦文章共絶倫︒揮墓況復勢驚祁︒俄然凶報

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

毛
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︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑﹄
︑︑︑

冥耶蛇︒遺墨掲来増威頻︒壮歳育英相共親︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．
老来吟泳楽天真︒今朝接計登無涙︒五十除年

欽慕人︒
評日二首Ｕ詳叙華洲翁平生之美踊哩使人犯慕不巳︒

弔渡遥華洲翁

︑︑︑︑

金石河野金蛎︵東京

無虚日︒冥是営年弘道魁︒

可惜儒宗逝不回︒老齢勤畢也稀哉︒舞倫講説
︑︑︑０○○○○○○
評日華洲翁雌謄草葬︒志在弘造︒詩固其緒鹸︒群有彫
飾休篤無用吟︒由来斯道在清心句し亦可以見其抱負︒
今而逝︾篤弘道曾可惜︒高作働弘遣魁︒亦非過審也︒

謁渡遜存軒先師墓

大塚規一早葉

︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑○○○ＯＯＯＯ︑︑︑︑
育英多歳世篤師︒無逸則章明訓垂︒畢徳厳然
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
存偉蹟︒青山斜日仰豊碑︒

忘不得︒枯香一拝弔先師︒

低梱願望憶営時︒短袴吾曾侍維雌︒海獄之恩
︑︑︑○ＯＯ○○○○
評日余亦曾興存粁翁相識︒丈詩徴逐︒今己鴬隔也人
然門人叩多出英オ則其霊亦常膜也︒

題勤王志士水野主馬君遺墨

七十八翁華洲渡鍵字

畢︒事敗見刑︒君天賓英敏︒文武無洪︒今欲建弔慰

君奮紡城藩家老也︒元治甲子之識︒輿筑波山之義

乃賦此記感Ｕ

碑穫遁鎧︒其語雌慨而姥仙︒其講端研而有気舗︺

遼恨終難答聖明．更比紅葉篇心赤︒瓢零流芳

Ｏ○○○○○００○○○○○Ｏ︑︑︑︑
祁頴威雲千載盛︒人蒙恵津菖年安︒志士絶筆
○○○○○○００○○︑︑︑︑︑︑︑
何高尚︒正気蕊然漉心肝︒義畢一蹴忽見刑︒
︑︑︑︑︑︑︑○ＯＯ○○○○０００○

評臼語短而意長︒能寓志士之心︒自有窺築し

０ＯＣ
絹永清︒

其二

留正気︒英風葬髭見天真︒

︑︑︑︑︑︑︑ＯＯＯ００００︑︑℃︑
書乎心書蔦其人︒筆致清高妙入禰︒遺墨一聯
○○○ＯＯＯ○○○○

評口肇致浦高四字︒可移以評此作︒

賀詩︒介斯丈曾︒朕求奏知︒乃次請寄賀︒

／

塗峯佐藤精明余︒祁島暁老儒也︺賦合書六十年白

誘琴梁︒更自金婚蹴十年︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
壁白菜衣五彩鮮︒満堂蕃唱九如篇︒先生長亭
○○○○○○○○○○

評日措誹之妙ｃ匪夷所思︒所以震老手︒

Ｌ

・１・岨

天

歌園

譲者

文謹

つぶらなる眼なるかな子守児に負はれし稚子のその眼はも
島﹄ます

三浦直正選

千葉池谷巌

幅島湯田久毒

千葉矢・部良高

評おＬ可愛いＬ見よ何てまあ可変い上目つきだらうかといふ様江作者の感じがこの歌を見る人にまでよく群

都人に提きぬき園子すＡめけりひなの住家の何もなければ
評事柄といひ歌のよみぶりといひ飾らない美しさが溢れて居ます

評昭和の伯夷叔脊にもや

、

谷川の清き流をにこさしと山にかくれて我はすむなり

蓮沼健吉

遠藤惣之助

林春英

葉 山 島

佳作
硝子窓すかして見ゆる庭の松に雪降りつもる冬の夕暮
幼子が手植の園も見はえして秋の日和に花のいろいろ
右左ふたてになりてはやきそふ男の子おとるな少女劣るな

千 松 幅
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黙

園

高久・北

選者

大瀧繁
母袋元

蕗田一

鵜浬昌

境

内田
田口

塙正

松本清三
菅谷義太

一樋正

横山柴
山口則
野平香

野岡綿．葉城玉城城葉玉阪細野玉城

ｑｌｏＤ

長静下千茨埼茨茨千埼大下下埼磐

ｆ

くつろげと旋宿はわびし子等今し夕飼を経へて主だ寝ずあらむ
久し振り故郷に来て驚ろきぬ新たに出来し震き道路に
獄かふ郡の乙女はつ唾れ着て都のにしき夢に見るかな
月賞むる聾封岸にするけはひ仲秋の夜の更けゆくま上に
山の端に煙うかぶと見へたるは初めて来たる雁の一列
淋しき時野道歩む程よきはなし今宵も出で上虫にしたしむ
天地の其のことはりを悉くきはめつくさむ世はいつの世か
嫁きたる従姉も来て居り四方山のはなしは識きい明月の下
虫の藍さびしく秋の夜はふけて猶眠られず心なき身も
あけかたの中津河原に龍たちてかそけき昔を水瀬にそきく
明月も不時の雲にはおほはるれど雲の晴ろれば照り勝りけり
古の聖の跡を某ひ行く人の心そいとも尊き
とぼろきの藍もあばれに聞ゆなり秋の雨やむ庭のさきより
水音は鶏鵡返しに聞えつ上霧にうもるＬ那智の大瀧
世を恩ふ心の富をてらせとやさやにか蝉やく夜半の月影
木にのぼる人をし見れば士詮はふ人を見れば同しさまなり

言勇晋鼎光郎郎幸峰之誇斗

人

徳 蔵

歌
￨
園
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俳
種

蕊俳壇灯に白く野菊礁琶ゐる小膳かな◇秋の雨

同ゆり子千葉かつ枝

昔ながら月照る丘や野菊さく

編輯部選移り住む官舎に植えし野菊か淀貰ひ乳に尚哨泣く児や秋の雨

◇野菊同嘉子秋雨にぬれて咳する小犬かな

札幌翠竹
栃木深雪月の庭野菊の客を迎へけり
提灯に戦く白き野菊かな袖ぬらす露しく野路や野菊咲く今日も亦土手の工事や秋の雨

東京津子石切場慶れしあとや野菊咲く秋の雨戸さして灯す山家かな

崩れゐる墓園み嘆く野菊か産同秀誰夜更くるに軒の滴や秋の雨
雨晴れて野菊咲きゐる堤かな室家の庭にた唾咲く野菊かな隔岡静子

書の雨に虫なく原や野菊咲く§拓き残る丘に月さす野菊かな・静岡喜久子

月祭る苦に添へし野菊かな東京かをる秋雨や蕊か上りたる渡舟

千葉かつ枝同やすま母に書く文の長さや秋の雨

路端に塵れし塚や野菊咲く穂苦を抜くに踏みゐし野菊かな秋雨や郵便夫来し毒嫁端

川に添ふて堤行く子等に野菊嘆く同ふみ子東京痴人

禰岡静子かりそめに植えたる野菊咲きにけり秋の雨謡稽古に灯しけり

静岡喜久子同た堕し秋雨や話とぎれし時の鐘

年盈に減り行く庭の野菊かな同たか子山道によろめく脚や秋の雨
夕日さす草の径や野菊嘆く崖に高く野菊見出でし川遥かな〃．︲同ゆり子

せ人らぎに暮迫りたる野菊かな今日も亦野菊咲く路まわりけり秋雨の堤道いそぐ脚夫かな

温泉の宿へつ野く山路や野菊嘆く同ひろし同虚志

東京・痴人野菊咲く土手を下りて渡舟かな秋雨に水嵩増せし小沼かな

同やすま

秋の雨に目畳めし山の温泉宿かな通畢の子等に渡舟や秋出水虫追へば飛び去る崖に野菊かな

札岨翠竹夕日どかと落ちし径や野菊咲く

§栃木深雪秋出水高張の灯に人集ふ
秋雨の土手遠くゆく人馬かな

同ふみ子
秋雨や風が鍵りし菅原兵士一人川に落ちけり秋出水
．東京嘉子大橋に集り来る人や秋出水垣に添ふて嘆きゐる庭の野菊かな
同かをる
祁岡静・子
秋雨に病院の窓曇りけり

病みつきて頼る心や秋の雨秋出水水車とまりし精米所野菊嘆く庭に茶を汲む野茶屋かな

同ゆり子
同秀雅筏衆今日も泊りぬ秋出水
千葉かつ枝雨に伏したるま上嘆ける野菊かな
秋雨や山門朽ちて傾ける．︑

栃木深雪朝なノー弓ひく庭に藩葉かな

秋出水養魚逃げ来し川畔かな︲栃木白雄子

秋雨に虫鳴きっのる夕かな種蒔きし畑流れけり秋出水︲無獅諦Ｉ〜靴ＩｉＩ４
◇秋出水︲

・東京秀雅山道をまわる童や秋出水桐一葉ばさと一音して夜の道

秋出水盤の浮きし小家かた秋出水茨た上えし川の開ゞ恥僻嘩や桐歴潅硝唯噸哩信廻柳

秋出水橋が落ちたる噂かな東京虚

◎秀逸

伺あつ子秋出水海遠く去る帆舟かな
炊出しの舟来し町や秋出水︲

秋出水鍬提げて行く河原かな

柚か戸の闇に白きは野菊かな

堂︲し︒

静岡喜久子同たか子ふ︒

失したるにつき投稿者にして本競の選
に入らぬ方あるやも知れず御諒承を乞

ｆ︑ｆ︑く３くノ︑／１くノ︑ｆ︐く／︑ノ︑４Ｊｋ／︑ｆ︑くノ︑ｒ︑くＪ︑ノ︑〃︑くｆうぐノ︑ｒＪｌ０ｆ︑ｆ１ｒＬノ︑ｒノ︑〃ｊｆＪ

村の衆堤にさわぎぬ秋出水同ひろし俳句原稿十月分選者より郵逢中一部紛

織橋にか上る筏や秋出水・・
東京た
同淫子川迫るところ丘あり野菊暁く

志

俳
境
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所の祭壇に向って︑遥御あらせらるるといふ正后後八時に︑

敬虚心を清めて遥拝す︒それより徳川曹長は恭しく敦育勅語

を棒讃し︑経って別項の如き覗洞を朗讃され︑匿江主事の閉

あらせらろると聞く此目出度皇覗大祁の遜御あらせらるるの

御民吾等の生けるしるしあって︑滝二十年目に一度畢行

しき時を過し︑后後九時半此式を閉ぢした︒営夜出席者の芳

秀美︑森芳丸の諸君よりそれ＃︑その感想談があって︑清々

と共に戴き︑遷宮に開し︑或は皇租に封し︑服部捨郎︑一像

式年遷宮遥拝式の記

日を迎へた︒然も盛代に於て初めての鍾典であ２Ｌ︑吾盈は

曾の僻あって式を閉ぢた︒それより供へまつれる祁酒を一同

鼓に今更賓詐の無窮と国運の隆盛を︑我皇租大榊へ誠心こめ

の精祁に立締り︑其の任務に之努め︑而し阿蓮の隆盛を所り

の折 を し て ︑ 五 星 団 民 の 総 て が 只 敬 度 心 を 一 の 誠 に し て ︑ 建 国

るの秋である︒今畏くも皇阻大耐が新宮に遷御あらせらるる

今や世は教化総動員の時であって︑柴えて愈兜の緒を締め

六︑瀬川寛一︑松木初代︑佐藤式雄︑増田精三︑割田斧二︒

前迫義三郎︑杉野嘉治雄︑浦城満之助︑船田故龍︑鬼灘繍

井︑大久保高明︑中村弼松︑杉山脹治や大田和︑倉戸三郎

甫︑幅武喜多子︑臼井政子︑足立四郎吉︑田中久︑浦野安

次郎︑森芳丸︑中村正宏︑藤本ツョル︑小林秀吉や原田稔

葉子︑服部捨郎︑松平穏吉︑加賀美園光︑森田賞︑瀬戸峰

彰︑島谷義武︑持田欣久︑新島六之助︑一篠秀美︑鏑木乙

徳川達孝︑旗江寓次郎︑寺本典左衛門︑工藤一記︑西村一

名は左の如くである︒︵順序不同︶・

て所りまつると共に︑此柴えある御代に生を亨けて此喜びに

奉る べきである︒かくしてこそ教化の総動員も始めて頁意義

浸ることと得ることを衷心感謝せざるを得ない︒

を震 揮するものといふべきであらう︒

倉は此日祇含教化畢院と共に︑此趣旨と此心を以て一同

場に 参集︑兼ての設けられたる伊勢大祁宮の方向と受ぽしき

事務 所講堂に於て遥拝の式を翠げるとととした︒先づ一同式

本

SI

記の式拝遥宮遜年式
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曾演講員動化敦含適弘本目

Ｆ１ Ｉ Ｆ ｆ ｆ ０ ｏ ０ ０ １ ︲ Ｉ ｒ ︑

︐

曹員の賛

︵投稿歓迎︶

ｊｆｆｊ０ｒｊ

封へて日く︐政は正なり︑子師ひて正せば

昔季康子政を孔子に間はれ穴ろに︑孔子

・現内閣が組織さる上や︑早速文部省は時局に鑑み園民精祁作興と画力培養とを

ひ︑孔子に間ばれたろに︑孔子封へて日く

布←子不欲なれば之か賞と錐も︑籍まずとこ

是れは政治家の溌も服智すへき絡言なり︺

然るに我国に於て上下賭蓉妄逸に流れ︑盗

賊横行ぜろば︑何が原因あるくし沙︑小生

の如き草葬臣は天下の大勢は熱知せざろも

あり︑果して信江りとせば︑季康子に告げ

窃に憂慮せり然るに小川前大臣疑獄の事

れる一語は海に千古の格言焼る恥誇するに

足る︒若し夫れ荘子の所謂釣走籍む者に誌

せられ︑図を霜む考諸峡と焼る如くなれば

るぺく︑淘に恐ろ・へしＪ穴なる法官の言黄

刑賞は行はれず︑是れ盗賊横行の原因とな

走重ｃ︑今日の事あるなり︒昔宋越普は論

家的事業を遂行する本曾である︒志を同じくし︑目的を等しくするからには︑其

ば︒東洋史上の美談なれば︑世の大臣を以

半部を以て太宋走佐け︑太平を致されれろ

語半部悲以て宋の太宗走佐く︒天下を定め

の方法に於ては又自から協力して事に営ることをさけるものでもない︒故に本曾

の主義主張を貫徹すべく之努むるものであることは勿論である︒然し畢含一致図

援するとか云ふのではない︒依然として本曾は本曾の立場を以て︑従来通り従来

慶賀に堪へない所である︒そこで本曾の如き今政府の事業に共鳴するとか或は後

ることとなったのは︑畢図一致の見地から吾盈斯道に従事するものの邦家のため

ね一Ｌ︑園家的運動に平 然たりし政府に於ても 自ら先頭に立って民間と協力事に富

れれ
︑︑ 各 自 が 何 れ も 此 の 間
雨 問 題 は 国 難 と 叫 ば る 上 迄 に各自の前に癌となって現は畦
題と痛感せざると得な いだらうからである︒ 此時従来は専ら民間にのみこれを委

ろか？然し閣家の現状は 之が聾淀大にすべ く好機で はある︒即ち思想と経済の

ではない︒それを世間ではさも新らしい事の様に騒ぐあたり官尊民卑の致すとこ

て居るのであるか●ら︑只奮来の事業を遂行すべく平素と何等の鐙りがあるべき筈

に何等かの運動を始めると云ふものではない︒本愈の事業は経始之を以て一貫し

教化動員を肇行するといった所で︑別にこれとい２﹄準術し︑或は計書し︑殊更

年来一貫して︑教化の動員を行ふくく畏醒に努力して来たものであって︑政府が

執れか敢て正しからざらん︒季康子盗恐忠

日本弘道含教化動員講演宮

鰯

経とし緯として︑畢図一致教化の総動員を行ふことを藍明した︒教化の縄動員と

者

云ふ︒決して新らしい事でもなく︑新溌見の問題でもない︒本曾の如き五十有除

記

／

曾演講員動化教曾道弘本日
師

としては畢園一致此一大運動の起れる際︑本曾の運動も又愈馬力・を加えて︑邦家
のため御奉公の一端の職責を霊さうとするこれ叉不思議はない︒

木曾は今暫らく共の名を借りて教化運動といはんか︒其の本曾の主義主張を以
て斌曾の教化のため共同動作の目的を以て︑其の猫自の立場から︑今夏以来第一︲

線に立って︑柳か種をなる方法の下に努めて来た︒然し本曾の事業の如きこれが
永久の事業であって︑一時の事に非ざる以上︑一時化され易き活動と異って︑着
生と除力駐養ひつつ虞面目な︑堅賞な︑活動を綾けなくてはならない︒即ちそれ
は名ひろめや︑庚告の事業ではない︒本曾は雑誌に︑・ハンフ・レットに誰演に不断

の活動を綾けて居るが︑此主義で至って堅賞に頁創に永綾的事業として努力して
居る︒故に他の康告屋的活動と比して︑世間や上その地味さに物足らなさを云ふ
かも知れない︒．然し地味は無篤ではない︒誠意と地味とは寧ろ道徳蓮動の唯一の
持味でなくてはならないものである︒
・今講演曾に就て見ても決して無篤ではなかった︒恩へば今夏以来︑左の如く数
・へ上げることが出来るのを見ても解ると恩ふ︒

一・．○七月十三日︵松江市︶○十月十七日︵埼玉郷久喜町︶
○八月十二日︵岡山市︶︒﹄○十月十九日︵埼玉際忍町︶

○九月十五日︵埼玉螺蝶岡町︶等が畢行されることになって居

○八月土二日︵奈良聯松山町︶が数へられ︑間近く
：○九月五日︵幅島市︶○十一月九日︵千葉螺佐倉町︶
○九月六日︵宇都宮市︶○十一月十日︵埼玉聯小川町︶

○十月五日︵前播市︶ろのである℃

−

て自ら径ぜろ者は︑孔子の栴言走服脅して

超普起模範とせられんこと韮希望す︒我日

本弘道倉は︑教化の根源とも日ふべき食な

上ｒ一至尊の哀慮恥慰め︑下は以て庶民走救

れば︑此際は宜く此旨韮天下雁公言して︑

ふぺし︒若し論語を口諏するも︐蛮行せざ

り︒︹世田ケ谷鮭士︶

れぱ亦是孔子の罪人なり︺猛省すぺきな

○

貴含溌刊九月鋸拝見ぜしに︑寄附金第拾

二回報告有之其列記氏名の節一番に私共の

氏名有之︑次ぎに徳川公侭の萱千回とあり

徳川公は昔の公方様の御家や乃ち十六代将

軍様である︒如何に時代の鎚歩とは云へ︑・

の次第︑これが閲離も雷ならず︑審壌の差

私共が公方様の上席にあるとは︑寅に漸塊

とは此事ならんか︒アマリの難有さに感奮

一時即納といたしました︒蓋し三度の飯も

し三ケ年賦抑込みを礎更して︑三ヶ年をぱ

二度雁減じ︑敷島のたばこは胡蝶と化けて

にて梯込みました︒：賀に貧弱の老生措大な

︵昭和四年十月七日より︶早速松山局へ振替

の精紳に感奮せしに外ならず︒︵○○生︶

れ︾﹂も︑貴脅の御主旨に共鳴しぬ泊翁先生

一
一
一
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時廿五分眠るが如く途に逝去された︒拘に哀

養中なりしが︑薬石効なく九月廿五日午後九

平山威信氏には去る七月以来胃癌の松め静

口本曾特別曾員並に託含激化祭院顧問男爵

のため京都支曾と種々打合せ恥なし︑且つ蹄

く︒京都に於て今秋畢行の善行表彰式の準備

口炭江本倉主事は十月六日出褒して京都へ赴

となれリ︒

ｌ

悼に堪へす︒男爵が幽家の癖多年読力せられ

口十月五日前橋市に於ける教化縄動員犬講演

選定である︒

ば一方ならぬものがあつ丈︒何れ詳細は後日

含のためにも多年幾多の霊力悲致され龍こと

路松江支曾恥も訪紅て約十日間走以て蹄京の

悼に堪へず︒翁曾ては本曾に入って主事と

炭江︑王亭の演誘あり︒

倉は非常なる盛含の下に徳川曾長︑松井博士

し功は今更喋々起要せざる所なれども︑叉本

なり其の手腕を振はれて幾多の改革をなされ

に譲り︑今は取竣へす銭に哀悼の意を表す︒

日午前四時途に逝去さる・亨年七十八歳︒哀

口本含評議員華洲祁卿割珂洲罫は九月十九

B￨

垂が︒本曾の資に元老士りし人なろあ呼悲しい

張︑同支含役員曾を開催して教化縄動員に闘

口十月四日寺本連絡部主事は埼玉鰹忍町に出

に就署﹄協議さる・

て出席︐同愈の栽化総動員に封する運動方法

圃霞聯合含理事官に本含の庚江主事理事とし

口九月汁日東京府臓に開かれれる東京府教化

参列され︑弔鮮韮表せり．

汁八日その葬儀に際してば本含より鹿江主事

口十月十七日埼玉騨忍町支曾講演曾にては徳

講演せり︒

穂就の教化線動員に講師として十月九日出謹

口本含評議員繁田武平氏は静岡螺金谷町の報

延本曾事務所に開く︒

口十月八日午後五時より有志青年部醗酵縄曾

成る︒

部副曾長口述の﹁逆﹂なるパンフレットの出版

活改善没行事項なるリーフレット成る舟尚服

口教化線動員に開する本曾の計蜜案︑並に生

員として︑居村結城支曾長として常に指導韮

哉︒追って詳細は後側に誠り︑取敢へず錘に

する同支含の活躍方針︑支脅褒展策に就き種

川曾長︑及び法堅博士平沼淑郎氏出張︑頗る

際しては持田書記本含を代表して弔辞並に香

報は哀悼の意奉表す︒廿二日午後二時告別式に

倉怠らず．其の間今日迄賞に五十年にもならん

料〃捧げたり︒

々協議する所あり︑その結果十月十九日午後

長寺本︑王事出席に決す︒

□埼王螺久喜支含にては十月十七日林翠博士
本多静六氏か恥し秋季講演含韮開催すること

醍含なりき︒

口九月廿四日寺本連絡部主事は前橋市に十月
五円教化縦動員の一躍走畢げろためその準備

として同地へ出張きる︒．
□九月廿日顧問松卒伯爵には︑寄附金の用務
にて態々男爵間琢磨氏韮訪れらろ︒

ず激化綿動員講演倉を開催本曾よりは徳川倉

一時より法肇博士平沼淑郎氏を聡Ｌ︑取敢へ

本龍ろば人のよく知る所︑其の後ぱ本曾の評議
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れり︒即弓過ろ九月廿四日夜秋田技塞単校に

参集し︑具鵠的に再興方法に就き協議する所

各家庭二於テ

ー︑十月二日園旋掲揚︒遥拝︵午後八時︶

日本弘遡含豊岡支禽長繁田武平

一︑十月五日同︵同︶

倉員各位

昭和四年九月

井上贋吉︑石田全詳︑繁出慶治︑萩原易治

あり犬り︒徴日出席せる愈貝は
岡忠糖︑加藤義悪︑吉村定吉︑高術了存︑

豊岡町及町内各種副燈合シテ遥拝式チ畢行致

本愈員ニシテ豊岡町在住者ハ次ノ時刻二於一フ

であつれ︒

三脚正健︑東山太三郎︑妹尾馬之助の諸氏

瀧津信義︐武田幸吉︑艮崎大雄︑佐藤良燕

︑一︑淡題大和民族の使命

シ壷スカラ御参列チネガヒ言ス

伊勢の大紳宮様ば二十年毎に御肺殿を新し

九時氷川紳杜

十月四日八時愛宕紳壮

午後七時春日榊職

豊岡支曹報

一︑主催栃木螺激化事業聯合曾

一︑来聴者破約千球百名
一︑挨拶︑講師紹介等本曾畢務部長留岡幸

剛家の式典と定められ︑次で持統天皇の御代

郷軍人倉豊岡町分含︑蝦岡町背年圃︑瞥岡町

限責任豊岡町信用購賢販賓利用組合︐帝国在

らろ上皇大神宮式年遷宮祭には豊岡町及有

識支曾に於ては来る十月二日御畢行あらせ

︐豊岡支含報

に雨宮共第一回の遜宮祭か畢げさせられれの

虚女含と協議を逢げ各国鐙聯合の上各大字鎮

す︒これは千二百有鹸年の昔天武天皇の御代

くお造替へすることが古例になって居りま

既に二十有齢年前に宮地にも日本弘道含の

であります︒本年行はせらろ︑御遜宮は丁度

守に於て次の時刻走期し奉拝式悲畢行するこ

五十八回目に常乃ので来る十月二日の夜な以
て内宮に同五日の夜か以て外宮に夫冬遜御の

しれのであったが︑︑其の後種々なろ事情の下

遺憾の事であった︒

に殆んご脹止回様雁なって居ったことは誠Ｆ

十月二日八時大字扇町屋愛宕紳雁
九時大字高倉氷川稗証

午後七時．大字黒津春日神託

ることＬなしたり︒

とを決議し︑各圃畿代表者は三鎮守心順拝す
て飴めて拝し得る事でありますから我々図民

此の儀式は我幽濁特のもので︑我祁幽に於

の作興を期す・へく︑諸氏との協議愈熟したる

記

に鑑み︑此際是非本曾の趣旨に従り幽民精抑
か以て︑秋田支曾の再興を錐に促すこととな

は其の心で左記の資行を致しませう︒

然るに今回本曾よりの督働もあり︑且時局

御鴎式が行はせられるのであります︺

支含が設けられ︑大いに幽民道徳振興に努力

秋田支曹再興の計書成る

正遜宮について

一ｂ含場宇都宮市．蝶公含堂

一︑日時九月六日午後一時

服部博士の講演曾

栃木綴激化動員に於ける

：
男氏以上

報 棄 含 支
86

如き刷物を酌布し以て慶賀の意を表すると同

０右につき常支曾は直に支含員に封し別紙の
９．

人せり︒︑

吟に謹んで御盛事未説の微衷を表し奉ること

上大膳間二於デ前橋支含主催ニテ開含ス

来含者ハ市内外ノ有力者チ初メトシ警察官

開曾二先チ前橋支曾長木村二郎氏ハ諸氏ノ

吏畢生竿五百有除名

車チ待シ同騨ニハ知事代理群馬螺替察部長本

ヨリ出張シダル寺本主事ト高崎騨ニテ合シ着

ー行チ高崎騨二出迎へ前日ヨリ準備ノ篤本衝

本曾埼玉螺豊岡支含の姉妹事業衣ろ豊岡大

間精氏並橋瓜保安課長清水高崎替察署長共他

饗岡大醗錐九個講座

れリッ既に同大翠は三百名の畢生があるがｂ

敷民モ亦一行チ出迎へタリ︑其他前橋消防組

皐の飾九Ⅲ講座は左の通り開念することとな
何れも同地の指導青年で現代一流の名士が説
支を講せられ︑其の成績は頗る見るぺきものが

．十二時十七分清車徳川倉長テ初メ松井法畢

高崎騨二州迎フレアリ︒

役員諸氏ハ自動車ポンプ二乗リテ松井博士テ

女子・部

倉ある︒

々拶挨テ交シタル上︑自動車上ノ人トナリ

博士隣江主事等下車シテ川迎へダル人々一二

・鈴木珠子女史

前橋二直行シテ十二時半頃臨江閣二着ス︒曾

棄十月十七日．これからの青年女子

報十月 十 八 日 ︑ 健 康 へ の 道 竹 内 茂 代 女 史

太郎︑闘根逝之助諸氏ノ霊カニ依リテ美事整

場永副支含長樫井菊次郎氏チ初メ幹事三吉弼

十月十七日︑修養の目標阪谷芳郎氏

ヒテ開曾チ待ッ︒

男子部

十月十八日︑現代畢校教育に就いて

挨拶アリ０次二贋江主事ハ日本弘道念ノ使命

テ午後五時閉曾シ少憩ノ上六時二十分前橋騨

二審熱熱チ振ハレ聴衆二封シ充分感動テ典ヘ

剛燈ノ要義テ論多勤険ノ蛮行二及フトノ題下

徳川曹長閣下の剛基の培養︑松井法堅博士ハ

一時四十分開育先シ木村支含長ヨリ開禽ノ

尾高豊作氏
十月十九日︑大衆心理高島平三郎氏

前橋支書報告
教化総動員講演倉

十月五日午後一時ヨリ前橋市臨江閣別館槙

企二︑Ｉ西ｂｒ︑夕も︑在︑刃６Ｂｐｄａ０Ｆ︑〃１″巳１Ｐも一ＪＢも〃ＬＢＦｈＪＱ︑ｆ１ｆｈＦＥＢ︲一︑Ｊ︑ｒＬ︑凸．ｈＵｒ砥ＪＬ

護車ニテ一行合携へテ蹄京セラレタリ︒

庚烏弱行含設立ノ趣旨

・本命贋烏支含長有未清重

ルアルコトヤ余輩不肯一一シテ敢ヂ侭スアルニ

今ヤ祇愈ハ文明テ以テ姉ラル︑モータピ其裏
面チ窺ヘパ逝徳ノ頼雄セルコト尤モ排〆ジグ
日二瞳落シ月二腐敗シ祇ト人下並ピニ極フ可
カラザルノ悲境二陥ラントス是際退イテ一身
ノ徳チ修ムルノ士或ヒハ之アル可キモ錘ンデ
之チ他二施スノ人二至リテハ殆ンド之アルテ
聞カズ宜ナリ心アルモノハ同慌ノ妖乏二泣ケ

足ラズト雌モ此現状二封シテ感慨ナキ能ハズ
乃チ日二我身テ三省シテ以テ道徳テ賛践シ射
行シテ叉柳力他ノ篤二施ス所アラントス余篭
ト感慨チ同ジウスルノ士請う幸ヒニ微衷在ル
所チ諒トセラレ協心戦力此志チ戒サシメ給ハ

︐旗島射行含々則

ンコトチ

ニ依り祇愈的遁徳チ趣ムルチ以テ目的トス

節一味本含ハ蛮践射行チ旨卜シ積極的方法

業チ行う二足ル可キ有志チ念員トス

第二係木含パ如上ノ目的テ以テ第三峰ノ事

第三峰本含ノ行う可キ事業ハ左ノ如シ

ー凧曾各種ノ模範的人物即チ孝子節姉義僕
等ノ善行チ表彰スル事
二公私ノ職務チ行フニ常リ不時ノ災厄二擢
リタル忠賀熱心ナル公人及私人ノ不幸チ
弔慰スル事
但シ此事業テ行う範園ハ麿烏牒内チ限ル

第四陳本含二於テ善行チ表彰シ又ハ不幸テ

弔慰スペキモノハ官公私立剛畿ノ推畢若ク
ハ報告二基クモノトス

第五峰木曾ノ倉員ダル有志ノ出金ハ各自ノ

随意トシ別二其金額チ定メズ随時之チ醗出
シ其都度決算報告テナス可シ

委員︑曾
口定例募集部委員含起九月十八日午前十時よ

り本曾事務所に開催︑繁田副委員長︑贋江主
事以下各委員ｂ本念側よりは徳川服部正則愈
長特に出席せられ︑菰々募集上に就き協議起
途げｂ午後二時散曾悶此日堀田委員長には風
邪のため峡席さる︒

委員書
口九月廿七日︵金︶に午前十時より定例委員

脅開鰹︑徳川愈長︑服部副含長︑募集部より

は繁田副委員垂︑旗江寺本主事︑委員中村正
宏・草間豊吉︑加賀美叫光︑千葉軍太郎諸氏
出席︑種々協議の上午後二時散曾︑伺営日α

れれて金威千回を特に同部に御寄附ありし報
告あり︑一同大に元気か得て散含せり︒

委員書

有志青年郡臨時穂雪

︑秋雨は維日やまず霊︑うら淋しさを感ぜしむ

ろ十月八日の夜午後六畔より本含事務所に於

て有志青年部の臨時縄含か開く︑海老腺丑之

助君︵幹事長︶開曾の挨拶走述べ︑経って顧

問津田五郎君より本縄命の議題に就て共の趣

十月九日午前十一時より本曾事務所に於て
募集部委員曾恥開く︒雷日は堀田委員長︑・繁

旨走途棟に亘りての説明あり︑其の議題とす

郎︑寺本典左術門の三君迩委員として不日本

の原案は錘に略すも︑海老原丑之助︐津田五

の開陳あり︑踊勤一致脈案心可決決定．其

服部拾郎溌︑加箕美隅光君等より種々意見

のである・

年部の具鐙的意見を本含へ陳上せんとするも

め︑寄附金募集と愈館雄設恥前にして有志青

の永遠の基恥定めて治動態岡滑ならしめんた

る所は要するに︑︑本愈の荻礎を誰固にし︑其

田副委員長︑参典見山正賀氏ｂ主事寺本輿左

術門氏及委員加賀美鯛光氏︑中村正宏氏︑千
葉重太郎氏︑石原勘一郎氏等出席︑本曾より

は徳川含長特に州席︑目れ︑冬委貝其の後
の各自活動の状況か報告し︑それより今後の
方針に就て諏々協議する所ありたり︒而して

繁田副委員長︑寺本主事は三井合名含耽に酒
井重役走訪間せり︒

竹へ具申することとせり︒経って教化総動員

に剛する有志青年部の活励方針．秋季遠足曾

十時散曾せり︒

及童話戦育の試み等の問題等恕４種々協議し

′

一

横漬の富豪大谷嘉兵術翁よりば徳川曾長走訪

､
鼻

報蕊部集募金附寄
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形螺

公盆事業功勢者佐藤清治氏

山形蝶飽海郡酒田町本町三丁目十八呑地

元治元年十月二十八日生

或は明治三十年頃大日本私立衛生含飽海支脅設立に際しては︑卒先奔走して各地に衛生講話を開催し︑時

る婦依心の褒露にして︑思想善導上稗益する所蓋し紗少ならざるべきを信ず︒

の内へ金三百回を寄附し︑同時に新井石輝氏の筆になる石標建立費に叉金三百回を寄附せるが如き︑熱心な

大正十二年中出産地なる飽海郡東平田村大字開に︑聖観世言菩薩の御堂逓設立するに際し︑率先して建築費

ばれて郡内各地に悌教講話講演者として︑一ケ年平均六七回宛本年迄出演し︑熱心に思想の善導に努め︑又

又氏は夙に悌道に婦依し︑明治四十年中部内の各宗寺院聯合して酒田桃教曾設立さるるや︑其の理事に選

営れるは最頴著なる事項の一たり︒

員八千人の児童患者に封し治療に従事し︑一革の蕊慣も徴せず︑治療費拾寓固の全部施療を以て︑献身事に

明治三十二年より町立三小畢校児童のトラホーム諜防撲滅に封し︑今日迄約三十年の久しきに捗り︑延人

氏は資性潤達公共心に厚く︑品行端正にして平素の行状誠に衆人の範たるに足る︒

山

録

■釘︑︲

には又迫害墜迫をも意に介せず毒力せり︑依って現在は基本金一寓八百回に達して今日の盛況を見るに至れ

るは︑一に氏の努力献身の賜と講せずんばあらず︒古は雷を以て仁術蔵りと云へるも︑今日は兎角誉業化

せる傾あるの折︑氏の如く醤を業として︑全く仁術となし︑祇曾公共のために奉ずる如き砥求めて今に難し
といふぺく︑世の鵡鑑として推賞措く能はざる虚なり︒

秋田螺

孝子小玉友吉氏

病苦も薄らぐに至りたれども︑全身不随となりければ依然病床に臥して氏の手を煩すこと一切ならす︒氏は

慰拝に日夜殆んど帯をも解かず︑専念看病を怠らざりき︒而して回一子三年の頃よりは其の蚊ありて︑母の

に亘っての日夜の病苦は︑醤師も之を救ふの術如何とも致し方なく︑ために氏が憂慮すること一方ならず︑

今その善行と認むくき事項に就て︑其の一端を述べんに︑明治三十年母がリウマチス擢病以来︑約四ヶ年

ざるなし︒

氏は資性淵恭寡識品行正しく家業に精鋤し︑叉平素孝行の大道を賞践し︑郷人は等しくその善行を賞揚ぜ

明治十四年五月二日生

行秋田蝶南秋田郡旭川村泉字八丁六
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その飲食物は先づ自ら之を試みて然る後に母に進むるを憤性となし︑或は病鰐の清潔︑潅具の虚置等にも鋭

意細心なる注意を擁ひ︑且多年病床に臥す母の無柳を慰むる篇︑盆栽花井等を枕頭に並べ︑或は諸雲人を呼

び︑或は病母の友人を招待し︑叉は朝夕新聞記事を残らず物語る事等を日課とし︑一意孝養を怠らす︑今日

迄賞に三十有一年の長きを︑未だ曾て怠らず一日の如く孝養に努むるは︑狗に孝子の模範として世に貸すべき

なり︒然も生活程度は中以下にして︑家計を虚理するも容易ならぬものあるも︑孝養の除暇は専ら家事に働

み︑柳かの不安を感ぜしむるととなし︒斯の如くなれば︑勿論近隣知己親戚間は頗る園満なりといふ︒曾て

元治元年十一月十一日生

同蝶同郡同村段ノ上六十七湊博治方下僕

秋田癖北秋田郡荒瀬村三十四ノー

僕湊三兵補氏

大正十四年二月十一日には︑居村旭川尋常高等小畢校長より世稀に見るの孝子として表彰せられたるあり︑
叉今回は本曾の此築春を捨ふ︒狗に宜なることと云ふぺし︒

義

公し︑其の鮪き志行には只を感ずべきもの勘なからす︒此土地の風習として︑主家なるものは多年奉公せる

﹄氏は幼より営湊家の下僕となり︑現主人湊博治︑其の父勇吉︑其の子郡司三氏の三代に忠勤を抜んでて奉
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者には︑・其の功績に酬ゆるため家屋敷を輿へ︑而して分家せしむるを例とす︒営主家湊家も先代以来多数の

分家を出し︑即ち氏をも之等と同様分家にすべき時期に達したりといへども︑不幸先代勇吉氏の代に︑鍍山

等に多大の損失を蒙り︑ために流石村内第一と稲せられたる湊家も︑繊かに現在の家屋敷及宅地と多少の耕

地を残すのみとはなれり︑忠恕たる氏は︑今や天地を縛換せる如き︑此主家の悲境を見ては︑此時ぞ奮起一

番して︑日頃の御恩に酬ひざるぺからざる時なりと︒これよりば一層の忠勤を働み︑家政の挽回にと努力せ

り︒然るに不幸は更に不幸を産み︑先代勇吉氏の死亡に績きて︑伽減氏の妻郡司氏の妻等相次で逝くあり︒

これよりは一時に女の手一人もなく︑然も遺されし多数の幼兇子女の保育あり︒依て氏は農事其の他の家事

●卓

一切を妻と共に引受け︑今日迄忠賞に仕へて終始一Ｆの如し︒斯く忠勤を励むこと人のよくする虎にあらず︒

狗の義僕と秘するを得くし︒世に以て躯鑑として表彰すぺきなり︒現時主従開係紙の如きの時斯の人を鼓に
見るか至賓とも稲すべき哉︒

女笹森タカ氏

秋田螺山本郡能代港町盤若町一二ノー

明治十五年十一月二十三日生

氏は資性柔順にして孝養心に富み︑品行方正鵬譲に厚く︑平素親戚兄弟等に親しむことも狗に深し︒然も
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一念婦道を守り家政を経理し︑其の志操は他の模範たり︒

明治二十五年以来︑母ノブは脳を患ひたるも︑父基延は劇務なる官公吏の職を奉ぜる篇め︑家庭を顧みる

、 ｰ

Ｌ﹈

暇勘なかりければ︑彼女は幼心にも必ず母の病を癒さんと︑虞心を篭めて病母を慰め︑介抱に除念なかりし

かば︑母も幼きタカ女の心霊し︑然もその篤行の尋常なら砲有様には常に涙を流し︑彼女の言のみは何事

を措いても之を蕊き入れざるなき有様なりき︒斯の如くなりければ︑タカ女は不幸小畢校に通ふことも綴か

に二ヶ年計にて退畢するの止むなきに至れり︒然れども些の不満を抱くことなくして︑片時も母の傍を離れ

ず︑よく難薩なる看病に力め︑傍弟二人の掬育忙営りて専ら家庭の親睦を計れりっかくして妙齢に及ぶや屡交

婚姻を勘むるものあれども︑一家の歌態を顧みて堅く之を同僻して従は歩︑一生を孝養に捧ぐるを希へり︒︾

家間より富裕ならざるを以て︑傍裁縫等によりて生計を立一しつ上ありしが︑母は六十七歳にして昨春死亡せ

り︒然れども其の間の長きを孝養に一意霊されたる人をして涙を催させざるはなしといふ︒

其の後は専ら家政の挽回に努め︑親戚故奮等よりも援助と求むることなく︑居宅内室室を貸付け︑之より

生する所得と︑彼女が裁縫賃等に依りて健索にも生計を管みつＡあり︒

曾て大正十四年十月中︑皇太子殿下行啓の際︑特に孝子として御菓子一折御下賜せらる上の光楽に浴した

へ

りといふ︒叉大正十五年二月十一日には秋田媒より︑同年同日能代町より共に孝女として表彰せらる︑孝女

として世の躯鑑たるべく︑今や固民精祁作興の叫ばる奥時︑狗に尊き手本たるべし︒
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編輯後記

ー

○菊花薫るの明治節の佳辰を錘に迎へましたことは同慶の至

０︑６ざ

一

へ

東京市抑田歴西小川町二丁目一番期・

コ凡軍

りであります︒忘れもせ歩五員は︑十一月の三日は多年明治

回

天皇の天長節として毒き奉れる思ひ出深き日であり︑同時に

一

昭和四年十月廿九日印刷

頁

昭都和四年十一月一日壁行

但i¥m

一

叉維新日本の回顧を禁じ得られません︒

一金拾五回

…

−

○本月競は本曾の教化動員銃として特別編輯に致しました︒
と一面には又政府の意のある所をも加はへて︑剛鵠概念︑国

其の主眼黙は官民一致畢馴動員の見地から︑本曾の主義主張

し︑又剛家の維演を知らしめんと云ふ所にあります︒

料告度

護

民精神の作興並に経済生活の改善を述べて国力の培養に留意
○閲博士︑伊藤公︑山脇女史︑宗像氏等の御高読は其の根本
の諸名家より御槻想を承りました︒共に是非御熟読を願ひま

をなすものと深く信じます︒又教化網動員に就て︑本曾開係

す︒

竿

行

○本月漉は井手氏の一←伊賀趣﹂は都合にて休載し︑その代りに

映霊剛難来を掲げました︒本競に因めるものとして御覧を願
ひます︒

○本洗より教育講談﹁人の一心﹄を掲載致しました︒従来通り

Ｃ禽員の難の御投稿切に御願ひ致します︒
ー 岬

卜 テ
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露の御高評を得たいと恩ひます︒
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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岨西村茂樹先生の
著述である・明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂国の
静︑毅然ごして日本道徳論を呼読し且つ之を刊行されたり偶々時の
首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるが︑また四十年後の現代思

京番

■１

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︑虞に圃民必讃の良書てある︒

四六版暇装定侭金五十銭︵柊誇謡喧腰︐二割引︶

麗田紳市京東
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曾道弘本日
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