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祁本鍛造鑑文肇博士

服部宇之吉先生述

日本弘道書

教化資料

四六版暇綴三十二頁

て此筈奄薦む

く一讃せざるべからざるものであるｃ道は通き芦卜在り︒敢へ

傘のろ︒関睡締祁作興の教典ともいふぺき本書は︑鯛民の牛し

むろ道咋説きて鯨す所なし︒今や官民一致教化縄動員の秋で

たろもの︑其の侭髄か説くや簡〆トして明︑然も平易に本曾の弘

本偉教化養料の一篇として聯に此本愈の強に就て口述せられ

ろ我叫人倫の大通である︒本誹は本命刑何長たる服部先生が

東西思想か緯とする所の︑幾用兼備︑醐古不易︑寓邦無比衣

の蓮とは如何といふに︑我建剛の粘祁を経とし︑Ｒ新日進の

︑木弘批脅は通走弘むろを以て其の使命とする︒然らば共

道
』

︵百部以上二割引塞料本書負鱈︶
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ｎ本弘通曾
竪岡支禽長

繁田武手先生著

新しき道徳

題して新しき逝徳といふ︒素より人倫の根本衣ろ大道に新

恋のある・へ舎筈がないが︑それは要するに新呼代に活用せる

所の迩徳と云ふに外ならぬ︒著者繁川先生は弘滋報幽をモッ

こと一武して並に四十年︑その熱と誠と慈眼とよりして得た

トーとして叫民道徳の振興︒批命教化の蛮際に身を以て武る

った︒それが即ち本番である︒那諭は聴く．へきであるが今日

蝦術な竪喰は︑昨代に活きた批践的な遡徳ル指示さるろに至

よりの用に足らぬ︒道徳は寸刻も変践難無覗出来ない︒故に

何人も直に等しく容易に賎まざ寵基か・いず︒新時代の剛民が

か聴くぺ今である．教化動員の際切哩本書の必調聯望む︒

新昨代の謎を直に賎まんと寸・患にば︑本需に従っで活きた池
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本曾ハ昨年昭和御大濃ノ記念二︑剛力聖世ノ徳化チ稗補シ奉り︑且思想善導

ニモ費スル所アラムト︑全図一二旦ル昭和ノ善行者チ表彰スベク計書シ︑既二其ノ

日本弘道含

＝

田画

第一回ハ昨年ノ十二月十六日ニ東京華族倉舘二於テ盛大二塞行セルガｂ本年ハ

其ノ残除ダル北海道︑京都府︑京都市︑大阪府︑大阪市︑兵庫螺︑長崎螺︐奈良

聯︑三重感心愛知螺︑滋賀螺︑岐阜際︑幅井螺︑石川際︑富山螺︑鳥取螺︑島
根螺︑岡山螺︑匿島螺︑山口螺︑和歌山螺︑徳島牒・香川螺︑愛媛際︑高知螺

禰岡螺︑大分螺︑佐賀癖．熊本聯︑宮崎螺︑鹿児島螺︑沖維螺︑朝鮮︑皇潜︑

開東︑樺太の一道二府二市二十螺．七四廃下善行者百六十四名ラ表彰スルコト

トナリ︑本十二月一日午前十時ョリ京都華族曾館ノ別館二於テ畢行スルコトニ

決定セリ・然シテ此ノ本曾ノ大事業モ之チ以テ愈柊了スルモノニシテｂ本曾ノ

昭和四年十二月
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昭和四年を送る

酋長伯露徳川達孝

光陰真に白駒の隙を過ぐるが如くＤ春祖き夏去り︑秋残して冬亦更け︑昭和四年は此に壷きなむとす
傭仰轄た惜別の感なき能はず︒

顧みれば昭和四年は︑正しく前年の末︑光輝比ぴなき聖天子御一代唯一度の錐典たる即位の潅及大
嘗祭を行はせられし瑞雲群煙︑尚普天の下︑率士の漬に蕊蕊し︑全図民の赤誠を傾け︑奉祇の至慶を表
し奉りたる除情濃かなるの中に迎へられ︑親しく紫震殿の盛儀に際して賜はりたる聖勅の誘訓を奉
僻して
謄
て︑
︑畢
畢圃
圃︾脅しく是れより路に粉骨砕身︑以て真個に邦家の進運を扶翼し奉らむとする全国民の賞行
期を展開せり︒

一方には大潅奉凧の除情猶ほ未だ鳩きざるの情勢あり︑一方には奮蕊興起の機運蒋に漸く熟せむとす

るの弾力あり︒彼の惰勢に駆られては︑人心蕩乎として頬唐に趨くの傾斜勝に愈著しきものあらむとし
此の弾力に促がされては︑閲状断乎として緊謂を要とするの畳醒正に盆切なるを加へむとせり︒此の如

き間に政局は一輯して︑財政固難と思想風難とは︑政府と固民と雨雨相呼雁するの一大命題となれり︒
外には如何にして金解禁を断行し︑画際に於ける我邦財政の聾債を重からしめて︑以て公私経湾の改建

を震にすべきかとの一要項あり︒内には如何にして固鵠威念を明徴にし︑現代に於ける図民精神の作典

を旺ならしあて︐貧生活の節制を得しむくきかとの一要目あり︒共に期せずして畢圃の耳目を餐動せし

ｊＰ

あたり︒人心崎に顔唐に趨かむとするの一傾智は︑烏に共の惰勢を殺がれ︑団歌愈緊南を要とするの畳醒
は︑忽ちにして其の弾力を加へり︒
︒﹄〃１．１︲
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是に於て教化総動員は︑先づ文部省によりて主唱せられ︑至図の教化関燈は一香に蝿起して︑其の計

書に参加せり一︒閏鰐威念の明徴や圃民精神の作興と︑生活経湾の改善︑民力民富の培養とは︑其の蕊翁
然として四海を座かしめたり︒綾きて公私経潤の緊縮連動亦内務省によりて唱導せらる︒一は教化閥鰐

を中心とし︑一は自治機開を通じて︑之が資現の方途を講じ︑之が悶明の努力を致し︑世情人心共に一

朝にしても奮謹興起の機運に蹄饗すること︑恰も旋風の渦に捲かれたらむが如し︒恰かも是の時を以て

官吏の減俸問題あり︑忽ち輿論の沸騰を招きだれども心政府の直に案を撤するに依り今や人心馬に安定

して︑我邦の鋭意財政の再造に腐心するの誠意︑自から閏際の信用を良好ならしめ︑篇替相場に於ける

幣償の高騰は︑日に月に箸しきを加へ︑金解禁の時期︑漸く近からむとして︑帝園財政の復興通其の前
：途や賂に洋今春の如きものあらむとす︒

是の時に富て共産糞事件の課審維結し︑事の詳細は司直の公にする所とな肌６︒圃謄鍵革の陰謀は単

に修養不完全の青年が︑圃外の唾除を袷臥て︑其の資金を仰ぎ︑其の約束を受けたるに外ならずと雛も
誠に聖代に於ける一大不詳事にして︑邦家のため吾令の最も慨歎に堪へざる所なり︒又之れと相前後し
て︑司直の府には︑更に勧賞疑獄︑軌道事件等の摘溌せられたるあり︒大臣たり︑顕官たり︑蒋叉大倉

壮の頭領たる者︑篇に羅致せられて︑事多く人の意表に出でたり︒斯の如き叉政治道篠上切に寒心する

所にして︑世を翠げて今や立憲政治の弊に堪へざらむとするものあるを感ぜしむものなからず︒

ｊ期の如き世態の波澗重鍵するの時に方ｂ心海軍縮少倉議の鴨に倫敦に開催せられむとするあり︒我邦

の米図に封する七割の要求を支持せむとするの方針略ぼ決定して︑太卒洋に於ける我邦燭特の地位を安

泰ならしむるが篇︑帝画全権の努力必ずや鮮少友らざる地のあるべきを諜想せられ︑世界に於ける我鼎

の軽重は︑鴨に此の一含議を以て列画に間はるＬあらむとするの賞あり︒斯の際を以て︑寓圃工業倉議

璽
壷
＝

寓圃太李洋倉議は︑端なくも我園の東西雨京に於て開かれ︑列風の碩皐大家の遠く寓里の波涛を越へて

1

ろ 迭 韮 年 四 和 昭
r：3

極東に末りし者︑其の数千人を職えむとし︑闘際畢術闘際工業の接濁と握手とをして︑一段の親厚を漆

へしめ︑一層の緊密を加へしめたるあり︒幸に菊花の馨ほり︑侭葉の鮮かにして︑川皆錦を披き渓都て

繍を展ぶるの麗槻︑偶ま以て恢界の来賓を慰むるに足るものあｂしは︑我邦今年の歴史に於ける偉大な
る悼尾の一振に算へらるくし．

︐畏く１大元帥陛下に於かせられては心霊に陸軍特別大演習を常州の野に閲したまぃ︑殊に天顔の

麗しく︑英姿の堀爽を加へきせられしと洩れ承はう︑臣民たる者誰れか盆感激に勝へざらむや︒引績き

て隣接地方の行幸を仰せ出され︑偏阪の赤子新しく歯簿を仰ぎ．近く龍容を拝し得たるをや︒是れ亦忠

誠の至情愈股なるものありしを疑はず︑尋て帝圃議含の召集．開院式の行幸︑倶に毎年の佳例として既

に其の課程を詑はらせられ︑世は今や政治季節に入りて︑歳末の窮臓亦僻に除日なからむとす︒一年の
経過する所を黙検し求って︑幸に我弘道の精榊料らずも頓に一世を畳醒せしめ︑教化閣謄最古の地位を
占むる我日本弘道含の使命をして︑稗たその重きを加へしめたるを威ぜし必たるものあり︒

録今や上に聖天子在弐して︑働精治を固らせられ︑下に教化閣燈の努力期せずして固運隆盛の基軸に
培沃するの功果自ら至大なるものあり︒斯の如くにして︑去年大磯を行はせられ︑畢閥奉澗の総動員を

行弘たるの志を縫紹し︑吾今は昨年十二月十六日の第一回に引績きて︑本年は此十二月一日にその第二
回の全団善行者の表彰式を畢げ︑以て聯か聖世の徳化に稗補し奉らむとし︑叉更に新に画家進運の扶翼

を賃現すべき︑精祁上並賃生活上の教化細動員を開始し︑既に其の第一歩を著して︑僻に来る昭和五年
を待ち︑更に大に馬す所あらしめむとするは・狗に昭和四年の飴せし至大なる足迩なりとすべし︒翼は

くは一年努力の賞績を受け繕ぎて︑我日本弘道倉員諸君の審しく捧砺の誠を鳩くし︑更に新たなる一年

の努力をして︑愈邦家進運の降昌︑斯道斯教の振興に寄典する所あらしめられむ乙とを︒一年の終りに
際し︑一言所懐を拝へ以て年を銭するの静となす︒

I
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鍬 、

犬

ろ迄も無い︒若し植民地の大官や警覗総監が牧賄し

内藤久寛

絶するものあり︑官吏にして賄賂を牧めざるもの無
く︑特に最も牧入の多かりしは警察官でｂ営時三百

リープルを桃って買求めたる警官の職が年収四十閏

間接の原因となりて︑遂に史上に類無き革命の惨劇
を減ずるに至った︒賞に画家として綱紀の素凱ほど

リープルの多きに達したと云はれ愉其等の事が直接

導を要する秋に常ｂ︑却て政治上に於て種冷醜怪の

恐るべきものは無く︲其の甚だしきに至れば亡画の

に︑遂に幕府の倒壊を見るに至った︒かくして世は

大勢如何ともす可からずして︑勤王論の勃興と共

主︑叉白河梁翁の如菖名臣の出づるありしと雌も

に於ては綱紀漸く弛み︑偶々八代蒋軍吉宗の如き英

民皆太平を認歌したものであったが．其の中期以後

我画に於て︑徳川時代の初期には善政行はれ．人

説を聞知するは︑慨嘆に堪へざる所である︒特に斯

侵略を受けて︑大羅馬帝圃は四分五裂の運命に維っ

固を艦大し︑文化を騒揚して︑偉大なる帝図を形成
したが︑幾程も無くして政治の腐敗を荻し心官紀の
素飢貴族の箸修甚だしく︐遂に其の虚に乗じ溌民の

昔︑羅馬に於ては明主賢帝相次いで出で︑大に版

奉り︒拘に恐催の至である︒

悲運を招くの外は無いのである︒

た６とか︑賞動局継裁が称聖なる授勤を金銭に依り
て左右したりとかいふ事あらば︐其の圃民の心理に
影響する所如何翻叉他固人は之れを問きて如何に考
ふるであらうか︒今日我が圃家が最も団民思想の善

「

た︒叉大革命前の伽開西に於ても綱紀の弛腰言語に

綱紀を正す可し
に

綱紀素凱して其圃の隆礎を期す可からざるは論ず

諺
の如き事態に封し聖慮如何に思召さるＬやを拝察し

L可す正か紀綱iニ大
5

明治となりて．王政古へに復ると共に︑畏くも五ヶ
催の御誓文を壁せられ︑繭機公論に決する公明正大
の御趣意の下に︑天皇親ら政を乗り給ふや︑廉潔ｂ

といふくからざるが如し︒之れに附随して又大小の

官吏が私慾の篇に不正の金鐘を吹受するものも少か
らざるやに徳へられる︒若し果して此等を以て事賞

なりとすれば︑政黛の弊害は幕末の秋政︑藩閥の横

暴を遥かに超ゆる４２といふも︑敢て過言では無
いＯ

きや︒我輩の見る所を以てすれば︑之れ唯だ固民の

然らば如何にして綱紀を粛正し︑黛弊を一掃すべ

り︑天下薫々として之れを攻撃し︑結局︒代議政燈

達識の士廟堂に立ちて大政を翼賛し鰯綱紀大に張り
て︐錘に新日本帝園の基礎確立した︒しかも明治の
新政には主として薩長其他雄藩の有志共の衝に常ｂ
たるため．年ならずして藩閥の弊を醗成するに至
の詔勅を壁せらるＬに及んだ︒此に於て政黛起り幾

こと．前日の比では無い︒従て今日に於て園民が真

普通選畢貧施せられ︑圃民参政権の績張せられたる

豊悟に侯っの外は無いのである︒政黛の弊害に封し
て大に輿論を喚起し︑圃民一致其の非逢を乳弾し︑
之れに相営の制裁を加ふるに於ては︑勢ひ薫弊も廓
清せられ︑綱紀の爾正を見る乙と明かである︒今や

多決死の志士は藩閥と闘いっＬ幽事に奔走したが︑
其後藩閥．政薫共に種々の愛遜あり︑明治の怒り頃
には全く政薫の天下となり︑次第に政薫の筈澗を生

ずるに至った︒而して今日は貧に政糞の弊其の極に

得ざるものは無いのである︒此時︑藩閥の弊害に代

に自畳する以上︑其の篤さんと欲する事にして筒し

ふるに政黛の弊害を以てし．綱紀の頬腰．其極に至

達せるの時である︒

新聞紙の報道する所にょ奴ば︐二大政黛は平時に
於て少からね経費を要し︑総選翠に際しては各冷数

の生ずる所以は種々あるべしと錐も︑其の主もなる

足らざるが故なりと云はねばなら餌︒蓋し此の弊害

らしむるが如き之れを切言すれば︑圃民の自畳尚ほ

百寓回の選畢費を支出するが常にて︑此の薫費を得
る篇め︑資産家に出金を要求し︐甚だしきに至って
は官位︑官職を責ｂ︑或は一の出願事件に封しても
金品を納むるに非ざれぱ之れを許可せざる場合無し

『

6

し可す正を紀綱に犬

ｐｊ

危きに救ふ乙とを得ば︑我が帝固の基礎愈冷堅賢を
加へ︑幣来一層国運の磯展を水すＺと疑ぴ無いと信

家の篇政黛の弊害を除く可く最も霊力すべきものと
思はれる︒かくして綱紀を術正し︑図民道徳洗共の

の如きも︑其の公平なる立場に在るを利用して︑図

約に止めず．更に根本に測って大に圃民の政治的自
受を促すことに力めなければなら楓︒叉貴族院議員

其の天下に向って読令する所も︑単に日常経滴の節

正するが如き︑新内閣の最も努力すべき所にして勘

一新を固るべく努力しっＬあるは︑其誇大に多とす
可きである︒併しながら緊縮を要するもの︑何ぞ猫
６財政の方面のみならん︒黛弊を葵除し︑綱紀を粛

最近．演口内閣成立し︑緊縮政策を提げて人心の

く一般固民の反省を希望せざると得阻︒

べからざる所である︒我輩は今日の危局に際し︑深

の擢常する所の政治の腐敗を氷すも︑亦如何ともす

の腐敗するは決して偶然にあらず︒而して其の黛人

を常選せしむるが如きことあらば．其の選出代議士

る︒選畢民が選畢に際し候補者に投票を責ｂ︑之れ

ものは選畢費の多額を要するに基因すると思はれ

し可す正走紀綱に大

ずる・

一

中村正宏

折にふ＊九て

○残菊

○谷間膿

根暇くも菊ぞ残れる霜枯れの︑へち費の蔓も
取りし垣根に

山を負ふ力あれども谷あいの︑農はやさし蔦
を旬はせて
○心の影

世の中は鏡の如しよしあしを通必のが心の影
○鏡

とさとれば〃

○︑家食事

すがた見は姿をうつすものならで︑心をうつ
すものとこそ知れ

行吟雨

大君のみゆきを壁の絹に仰ぎ︑箸をとるなり
小川の伏庵

婦ｂゆく子守の日傘叩くかと︑母は見つめ楓
野路のむらさめ

か６そめの言の葉草ょ咲く花は︑いかなる露
の恵みなるらん
老いゆ廻群知詐で働く人にまで︑松買へとい
ふ年の市かな

○草花

卜︲

−

、
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勤勢謄験の責畢

Ｉ

−日舞

５

の賓物をも︑只かの園に似たものが無いとか言ふの

◎その詮弊の及ぶところｂ西洋の事とし云へぼ総べ
て美︐すべて善とし．三千年来もち陣へて来た我が家

た傾のあったことは責に遺憾至極である︒

二も西洋と︐全く西洋に呑弐れ．西洋の奴隷と衣っ

の護達を補益すべき根本の精祁を忘れて︐一も西洋

かし篇に西洋の文物を呑んで之を岨嘱し消化して我

てり大に圃運の振張に資し得たことは宜しいが欄し

◎然るに明治の初めょｂ西洋の文明が潮のやうに流
れ末ｊ︑その結果文物制度に著しい鍵革が行は肌

人の鍵化でも無いことは勿論である︒

事物を用いるは心決して日本の改造でも無く︑日本

◎日本は永久に名響ある日本であり︑日本民族は無

五

◎私は之の度米風やメキシコ及びカナダの一部を税

何の激訓ぞ．我を忘れて何の功盆ぞ︒

川

窮に光築ある日本民族である︑彼の長を取り．彼の

︵上︶

荒
察し．色今の刺戟や激訓を得弐したｂ或乙とや旅行
は生きた畢問で︑殊に知らぬ族地は種々有盆有力な

０

歩に利用し善用し参考とする材料である︑我無くて

諸施設諸事物は︑只何れも皆乙れ我の完成︑我の進

◎既に材料である︑根本では無い︑即ち彼の諸文化

す／ろのである︒

て我を善化し我を良進し︑我を蕊達せしめる料材と

見︑物を聞き︑又いる／Ｉの事を塁ぶは．探って以

忘れてはなら楓と云ふことである︒いるノ＼な物を

◎しかし外園に旅行して常に心すべきことは．我を

は大畢校であり困難は良師友である﹂の古語に深き
意義あることを考へさせられ弐す︒

教訓を典へられ弐す︒此鮎から申してもかの﹁世界

翠貧.の駿盤努勤

◎殊に西洋を旅行し硯察する者が︑全く我を忘れて

のは︑資に慨しい次第である︒

之を軽覗し之を蔑如する不心得者を生ずるに至った

族を以て︑全く債値の無いものＬやうに恩α誤り︐

養ふ日である︒日本で云へぼ修身科の全課目と云ふ

ある︑静かに我を顧み︑我を受ｂ︑我を修め

◎即ち此日は修養の日であり︑修身訓話をきく日で

日として居るのである︒

誘教を聞き．静かに此日を我精稗を養人最も大切の

我を

西洋化し︑彼を呑む心掛無くして彼に呑まれたかの

以上に屡次見た︒

されたことは︑一再で無い︑それを書いたものは猶

は各畢校とも土曜．日曜の雨日とも休む云々ときか

◎私は西洋蹄ｂの覗察報告談を聞いた中に．西洋で

ものも少くないと思ふ︒

く其精祁を顧みない篇に︑トンダ不利損害を醸した

律凱雑自堕落の許さるＬ日かのやう︑六日修めて一

し謹寝をし．叉間食をなし通夜ふかしをする︑無規

◎日本には西洋の形骸をとりて．日曜日を全くの休
日と心得耐畢生や生徒と解放して︑此日を朝寝を

むるＺとは翠問では無く︑賓行であらねばならぬ︒

修身は皐科では無く︑修養の賓畢であり︑修身の貴
賎である︒修身畢科の講樺は︑修身畢的の智識とは
なるも︑修身の賞行とはなり難い修身即ち身を修

◎その代り彼には我のやうに李日に修身科は無い︒

◎然るに私は此度責地に覗て．全く其の誤りを知っ

ある︒

に考へたのは大きな誤りで︑かの図では日曜日と云
へぼ︑畢校の課業以上に最も大切の日とし︑朝も早

の基教徒は日曜日を聖日として居たからとのことで

大人は土曜日を聖日とし︑教含に行く日とし︒又他

◎かれに士曜ｂ日曜を休むと云はれたのは︒もと猶

くから教含堂に集ｊ︲聖書を翠ぴ．お祷りを篇し︑

日に崩す無意義無節度の日と化し去ったやうな槻が

◎篇めに中には頭から彼に呑弐れて．取捨探捧の考
慮を排ふ除地も無く︑其の外形を見て之を迷い︑全

る︒

てよい︒

＆：

如き有様の少くないことは．甚だ遺憾とする所であ

【

た︒彼等はその日畢校に通はないから︑休暇のやう

翠寅の触盛勢動
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1

〜
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智識を輿ふるもので︑修身上の心得は諸畢科を通じ
て悉く相伴ふのみでなく︑坐作進退懸劉出入常に修

◎日本には修身畢科はあるが︑Ｚれは修身に閥する

日曜教含を主として居る︒

あるが︑今腫猶太人も多く一般多数の習慣に従い︑

歩向上の大切の日として居る．平日よりもより多く

休む日ではない︑否人間を休弐ないのみか心一層進

◎しかるに彼の地では︑夏期は畢校は休むが人間を

に不規律放時の起居飲食は全く健康をも害する︑夏

てし設い︑第一畢期の習得を多く忘れてし設い︑殊

義である︒第一筆期に規律づけた善慣習を全く崩し

ｑＱ﹃電︻

休みは質に有害無盆の科程たるかの如き槻がある︒

身上の本旨に協ふＺとを旨とすべきであるから︑日

活動すべき日として居る︒

◎彼の地では︑恰かも我が農業日本の春と秋とに多
忙なろが如く︑夏期は何れも多忙多用の時であるか
ら．彼等畢生生徒は︑十歳前後以上の者は皆競ふて

をその畢資に充て︑中には一ヶ年の畢資の全部を儲

◎斯くして富豪の子弟でも皆相常の賃銭を得て︑之

各種の仕事に使はれに出るのである︒
◎近きは其の近方の農園に︑製造所に努め︑又含職
商店家庭等に働き．遠きはアラエカ其他の遠海遠地

◎父母を知らぬ者が︑世人を知ることが出来ず︑家
庭を知らぬ者が︑砥倉を知りやうが無い︑世人を知
らず︑耐含を知ら態とあっては何故に教育を受け畢
寧ろ営然と云ふくく翰役に立た友恥竜者を入が使って

け得ぬ者は無い有様である︒
◎私はある大富豪の只一人息子の大畢生が︑昨年夏

け得るものもあり．少くも畢査の半額許６は之を儲

◎夏期休業も日本の現状は日曜日と同じく全く無意

呉れないのも勿論ではあるまいか︒

に出行き働くのである︒

問をしたのか．斯やうな者が世の役に立たないのは

辿る心掛を指導したいと思ふ︒

いて祇曾を理解すべく︑人を知り世間を知る途行を

を筆ぴ︑家庭を知り家業を群へ以て︑父母を諒解す
るより進んで世人を諒解し︑家庭を理解するより延

日とする慣習を作りたいと忠ふ︒
◎即ち此日は家庭にありて︑父母一家の精祁や事業

曜日は之を家庭日とし︐主として家庭修身の大切の
畢賀の駿龍努勤

一 一

期にはアラズカに漁業助手として出稼ぎしたが．今
年は論文を書く便宜の篇．近く家庭にありて新聞配
達をすると云ふ者に出喰はした︒其の他大統領や大
富豪︐ロックヘラーや︐フォードの子弟たらも皆均
しく夏働きを勘むとの乙とである︒
︵下︶

めｂ金を儲くることの容易で無いこと．世を渡るこ
との困難なるＺとを諒解せしむる︑賃地責際の教育

逸したやうに思はれる︒
◎斯くして彼は年少の時から︑勤勢の風習に慣れし

校組織は西洋の形骸を弐ねして︑其の大切な精祁を

も短期とすべき詳合ではある設いか︑責に日本の畢

夏休みを最も長くし︑相営成人した狸い大畢生を最

しみ世務に接鯛する篇である乙とがわかった︒
◎若し衛生上の理由からなら幼沖な弱い小畢児童の

ると云ふ衛生上の理由ためでは無く︑全く勤努に親

ことを得た︒即ち夏期休業は夏の暑さが身燈を害す

く︑それから中畢︑小畢と漸次短くする理由を解する

◎此の賃際を見て︑夏期休業が︑大畢生に最も長

皐賞の馳髄努動
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を典ふることに常に其の力を用びて居るやうに思は
れる︒

◎教育は責行であり鰐験である︑質地を離れ燈験を

狭いでは教育は無い︑坐上の水練で箕水を瀞ぐこと

ほろ

は出来ないと同じく︑机上の空論︑教壇の口舌では

世を渡ることは出来ない︒

◎日本の夏は米風加州などに比しては︑負かに凌ぎ
よい︑殊に米圃山西中部の地方よりは一層凌ぎよ

い︒九州の一部︑並に沖純や墓湾等は別として︑中

園以東は夏期の凌がれないことは無い︑否暑さを避
けないで︑署さに馴れる教育も大切である︒即ち耐

暑の修養も忘れてはならぬ︒
◎只一年中を通じて畢校でのみの生活は或は善くあ

るまい︑課業を轄換して︑常に気分を清新にするこ

とには注意を要する︑故に農業地方は春秋農繁期を

勤勢時とし︑商業其の他の季節地方も夫れノ︑掛酌

考慮して︑勤努教育の責習法を立てたいと思ふ︒

◎凡そ人は働くべきものである︑働かざれば食ふく

からず︒是れ人間の規則である︑賞に人を人と偽す

は勤勢である︑勤勢無くば人無しと云ふてよい︒

−
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◎教育は勤勢を指導し︑四肢六官を有意義に活動せ
しめ︑以て活動を有功奉的友らしむることが︑其の
本領であらねばならぬ︒

◎私は西洋を巡るに営り︑日夜注意を怠らなかった
Ｚとは︑日本人であると云ふｚとである︑随て日本
の名響を傷つけてはまら
ぬ︑日本民族の品格をお

としてはならない︑わが

◎斯くして海外に在留する同胞も︑其の地位を高

ずる・

べき画と思はしむることは︑是愛圃活動の第一と信

して︑日本を重んじ︑日本人を尊び︑日本を親愛す

は此遥の心掛けが最も必要と思ふ§斯くして彼等を

◎私は閲民外交と云ふ詞

心を勢したのである︒

に心掛け︑此黙には最も

一畢一動もｂ常に背後に
重きノー日本あることを
忘奴ず︑以て日本の品位
名巻を向上することを常

畢資の割盟努勤

あむ其の名蕃を増し心以て厨威画力の振張増進に資

し得るのである︒

て見ることが最もよいと

◎私は此等
を覗
覗察
察し
して
て︑
︑大
大に
に我
我の
の掌
尊
当の
区見
長地
Ⅲか
ヵら
ら彼
被地
地を
貴光築を感
感ず
ずる
ると
と同
同時
時に
に︑叉大に我の刺戟蕊奮を要
するものあ
ある
るを
を認
認め
めた︑図
固の姿を見るよ
は刻
固牛
外と
に出て

陰到すとく

のたまもし江思ふ︒．︑

誰偲抑示に筆ぶべき鮎あると認

蝿や 識浮医◎それ等の話は之を他日
鉦哩 昨涯鉾僚に譲り心今回は只営而教
や雄 ﹄球婚中育の一事に開し︑勤努の
﹄ぼ唯麺郷識精神を養成する根本の一
︾畷 雌麺却義に就て︑彼の賞際が大

鈍

︒凸

に就て柳か所見と所感とを

こ鯵照か其思め︑日曜日と夏期休業と

叙述したのであり亥す︒

乱挺Ｐロ．ひ︒ｂ

０１

者育教･と雌幽想思
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ます︒剛家こそ正義の淵源であります・・図：一

別を︐剛家は法律に依りて平等に見て居り一

まず︒この自然的なる躯弱凝愚大小男女の︾

Ｉ１１ＩＩＩ

思想画難ＩＣ教育者︵その五︶

家の自然のデフエレンス韮公平に見る正義︾

ンターナショナルは階級的剛家老否認し︐

る︒黄ルクスなりレーンの主唱す島第三イ

二の黙とよく似てゐろが範隠が更に火であ

図民は正義の源泉であるといふのに︑第

難がなく江れぱ︑正義Ｋ来ると老ふること

義の前にに常に平等であ叩ま一︲︒今日の幽

になってゐます︒判我所は法雑の前には正

法廷に出して讃職罪として罰か加へろこと

ばありませぬ︒若し判官にして問達あらぱ

られませめ︒然かしこ・れぱ裁刺所の本厩で

氏が起って居ります︒之れはすでに前に詳一

大兄皇子の求めにはｎつけられてゐます︒一
平氏が六十鹸州か我物の如くすると身﹄は源一

之れ韮は︑つけてゐます︒蘇我の横暴は中一

四家の力む利己的に利川したときは圃家は一

汲に偏することなく︑若し閥族や一民族が一

それ自身に猫自性韮持ってゐます︒一露一一

団は決して階級剛家一ｒはありませぬ︒・剛家

次には我閣盤韮論じれいと思ひます曽我一

の淵源であり嚢す︒

プルヨア剛家は得手勝手なこと・ぞやる．か

ば間連ひであります︒．弱肉強食の今日の図

逃した所でありまして︑我悶は猫自の性質一

一

かる剛家はこはきなげれぽならいといつだ

家をこはし誰卜て生れてば来ませぬ︒現に

トロッキーの敗錨は何走物語ろでありま

ロシアに於いて然りであります︒

て階級剛家ではありませぬ︒

韮もつ︑金賦無峡の幽家でありまして決し︾

て︑大名︑家来︐親方︑小僧等階級意識が一

しれいと思ひます︒昔は士農工商等に分れ一

せうか︒今日の鯛家あればこそ三歳の童子

出来るのであります︒弱きものを助けて弧

やうに思ばれます︒富者と貧者は封立い求

あり︑ブルジョアとプロレ鋲リヤとなった

であることは否定することが出来ませぬ︒

くしなるぺく平均させやうと常に地めつつ

︑次には民族的図家意識について一考いれ一

でも︑地主でも︑・努伽者でも小作人で刷皆

あるのであります︒決して軽きに鯛ぴて弱

の保護か受けて︑一家の財産妬保つことが

平等であります︒裁判はブルジョアに厚く

して居りましたが心武士や百姓町人の意識一

も百寓長者も︑緒祁的にも身階的にも十分

してプロレタリアに薄しといふ事寅奉持ち

き芯いぢあるものではありませぬ︒人鰯的

はめつ犬としても︑今日の如斗﹄プルシヨアー

庭別走もちませぬ︒有産階級でも︑賛本家．

ませぬ︒裁剣官素より脚ならぬ身の事故︑

ではなくて同然に狸弱大小はあるのであり

裁判について考へますれば︑富者と貧者の

す︒司法に於いて行政に於いて正義の源泉

毎寺少
常の分剛走公平瀧らしむろものであり史

ゐろが︑図家は決してブルジョアの得手勝

藤井健治

我 義 函 り の く《

手恥やろものではない︒正蕊の源泉であり

郎

二一の川迩つれ裁列走なした事あるやも計
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者育敬と難園想思

熱識副糾惑域灘

す ︒ か く 優 秀 なろマルキストは図家否認論一

献含主義は興

ｂｒ沙ＩＪｂｒ︐ＩＰＥｆｐＱｐＬＦＥて少ＬＦ抄０沙勝ｈＬｆ少あく抄︑︐い

次は雨ルキストよりラッセルに行きつつ

に非ずして是認すること韮述ぺてゐます︒．︸

のであります︒

ある傾向の考察であります︒以上申し誰事

封プロレタリヤの意識があったか否やは不

階級意識Ｆ支配されれとしても︑人ばす・へ

明であります︒武士や百姓町人はそれ人︑

標識立証鋸唱一

柄からして到底現在の画家を菰入含こはす

確碓鋤極掴舞睡崎鋤恥鋤︾

て階級意識のみで支配されつくすものであ

もつ同胞でにないでせうか︑殊に日本のや

者無産者といつ菰所で︑同じ幽民的意識を

たてなければならぬといふ儀論に傾いて来

マルクス主義となって之をもぢって図家走

へてゐろものは殆んどありませぬ︑今や超

見龍いと恩ひます︒彼等の自由は動物的自一

家の存在主否認する思想について考察して一

函家流曾主議なろ語辛用ひて潤興は茸ルクー

うに祁先以来同じ血態分けれ︑言語風俗習

たのであります︒優秀なろマルキストは画

も︑レーンの如く極端に国家起少ブスと考

理由は立ち生せぬ︒竜ルクス主義者の間に

慣彩同じくする衣食住の殆んご同一なもの

家の存在と認めてゐろのであります︒例を

唯物論上に立つが故雁ｏ必然自分の恩ふ一

であります︒︒︾

由でありまして人間は函家悲立てて行くの一

次に自由不等か徹底せしむろれあに︑閏一

スよりラッセル雁傾いてゐますｃへ．

の国民意談は︒一層濃厚だと老へられない

オンデンは税逸の現内閣大譲大臣であり︑

理げて申しますならば︑ルドルフ︑ヒルフ

通りやらうとする人が︑妨げなければ之れ一

鯛員雁列して居りますが︑明か一卜画家否認

きば江ろ程妨げなければ自由に落ちるであ一
りませうが︑其の他にば自由ばありますま一

一な血を分け求人が︑互に結びついて弱い

は不可なりといって居り裳す︒証曾主義の

が自由であると考へてゐろ︒物が落ちろと︵

も感じないとして←︑他鯛に於て顔色なり

民衆灘の機闘離誌﹃就曾﹄の主筆にして︑

言語なりを等しくせる人に含つ菰とき︑ど

い︑人間といふものは物質 とのみ老へるこ一

翠者でなり︑貢レキストでありきす︒碓曾

んな隠永つかしぐうれしく感することであ郵鍬は到底食現出率な略ゲデレフレット

郭郵蜘郡癖毒蝕一

とば出来塁せ掴︒輪脚があ リ魂がありま一

うかがひ知ることが圃来蛍す︒ナシ宮ナル衆繍鶴開雑誌として蝦けれのであります

全ふすろことば出家ない︒

ト

す︒食慾韮全ふすろ求功．に

ｇ″ｑマｑ３ｑ○．１竃４刃ａｙ４″︑ぴあ０■ＪＥ８Ｐ−

伐働声たければ一

とでありませう︒即︸ワ食慾 と挫慾でお一りま一

由ば菰の存淑と自己保存毒 妨げられないこ一

１１

コンショナセル険意識以上に表ばれず︑港が︑綴に薩刊となってゐます︒新時代は黙

す︒身鰐的な満足ばかりで

りませう︒之腫依って︑も閏民的意識の程悲に一九二六年の三年前迄四十年間程批含民

意識彩瀞在してゐろ︒閲内に於てＫそれ秘

血は水より︑昌溌い︑何百年何千年以来同

でぜうか︒

お互県日本人同志ではないでせうか︑有産

り主せうか︒武士といひ百姓といつ犬所で

一 ー 一 戸 、 ザ ミ ヘ ー ハ 〜

" ー

〜 CLP〜グ ー

一

一

− 、
一

１１
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二︑嵩の分配について

一︑階級凹家について

〃︑︒ｆも一匹〃Ｉ︑ノーノ︑〃Ｌログ︑／︑ｕｒ︑〃︑〃︑〃︑／︑ノ︑／︑〃

い︒従って自由を拘束されるに至るので

三︑正義の親念について
五︑民族的幽家意識について

四︐潤自性について
六︑マルキストまリヲッセルヘ
の七項に亘って日本共産輔の考への誤れ

セ︑自由の考
所を論じ生しれ︒

そこで職育者ば破邪蝿正の剣な以って︑
従はぜなければなり急せぬ︒之れが拒め

底的に邪遊か歩むもの心排して︑正しき
に自分の身を以て範か示すにある︒裁場
於ては範悲たれも成人教育に際してば其
畢校の教師ば尊敬すぺきものであるとの

市町村公民として食って行ける道を誰じ
示恥恥方民隠興へなければなり堂せぬ︒
に於ては仁義迩徳韮校外にありてば衣食

ち教育者は正道をあやまることなく︑稜

道か講じて今日の思想剛難に虚するの縄
なる・へ奇か弧調致し生す︒ｇ否

Ｉｒ善

病淋吟六十八首の内？の己

金子胤穂

朝なＩ︑肺に乞所われなから病みてかひな

胸のあ衣り針さす程の苦さも博士はやかて

き身とそなりぬる

癒ゆとこそいへ

こそ安けれ

大船のおもひ頼めば病院のペットの上の身

身はたとひ疾むとも心迷はしな正しき道を

暗し率つれは

も何怯しからむ

泣のため霊し上後の報いなれは此身やむと

人はよし人とあらすも篤胤の大人の御言に

たかはさらまし

うけはろ

酒癖草もちゐぬ吾は病にも打勝つ力ありと

病める身の唯かなしきば金の力なく１９︑す

やみこやすペットの上の吾か祉界つきぬお

こす時もありけり

もひに日走迭りつ上

今こそばペットの上に横たはれいえなむ後

そ吾←ますらを

P 蛇 グ ー …

一 一 〜 曾 氏 一 ぜ ､ へ 岸 ジ ー

江りますまい︒費本がなければ働けま
りきす︒

食慾桂慾のみに依るときは家族制慶走
認しなければなりませぬ︒妻も夫もすき
もの悲引つばればよいといふ事に なれば
いといふ事腫なろ︒これが向由に 外なり

ろむ‐て良ま主にまに理生
ころて心し張餌す従的活
とこい的てす家･は自も
をとく自、ろを他煙由何

せぬ︒生慾色慾の満足でばとても 人間的

活ば出来ろものではない︒

食いた時に食ふ︑これでは宗教

もめつれものでばない︒道徳的倫

ば︑側億なきものか似値あるもの

ることが侭の自由であるのであり

人の倫理的道徳的自山を得るため
立てるのであり生す︒即ち彼等の

自由の考へは動物的の自由であり
人間的なろ造穂的糖紳的︑倫理的
由．大乗的自由よりして鴎家悲立
ことば︑動物的自由走之に従はし

であります︑こ上に風の自由があ
考へて見なければなりませぬ︒

結論
以上な要約すれば

へ一 へ

一

… ￥

ろ

にに微

のに

、

悟の内即暗

あせ

生まよな否

一 一

一
一
一一
一
一

ｰ

一

一

一〆 シ …

一
Y

一
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銘養修右座今古

一

一

一

し︑平生は一生の計をなし︑生前は早く死

からざる事延せず︑人見て悪しとすれぎ︑

一僕の罪︑軽き心殺して︑郡図を得ること

天の覗ろことよきことかば是心なすぺし︒

○

もせず︑何ぞ不義に興し︑肌に従ばんや︒

ろとを以て︑家の興隆を知るとひヘリ︑朝

古人は人の朝早くおぐむと︑ お そ く お く

のへて使恋命ず・へし︒その口の事をその日

丈走おくらんと忠はげ︑今夕よりかきと上

思ひばかりて定むくし︒明朝使走つかはし

日行ふことあらば︑必ず今日よりその事を

好み０何恥か悪まん︒我と共に従ひて安

の陰陽なり︑死生は斐夜の造なり︑何なか

風雷雨露霜雪みなわが行なり︒順逆は人生

海︐みな吾有なり︒森夏秋冬．幽明塞夜︑

仁者ば大虚空心とす︑天埋属物︑山川河

早くおＫろば︑家のさかふるしるしなり︺

はじめて思案し︑いとなめばほかゆかず︑

後の計韮なすぺし︒おこたるぺからず︒明

おそくおくろば０衆のおとるふるもとゐな

事にのぞみて︑或はさきたけ出来︒まぎら

りし︒

り︒朝つとにおきて︑事をつとむろを以て

はしくて通毎多し︒

毘僻ある人は事愛に臨んで驚かず︐畳悟

安積良杏訓言

見ならばしむぺし︒凡ての人を見晶に︑朝
・賎してば堅ぶ︑﹄ｊ一江らず︑家業おこたり

て︑・富めろもの段れなり②朝︑するばおた

干但の岡に振ひ︑足を寓里の流に濯ふが如

志恥持するには伯夷な師とすぺＬ・衣丞

の邪正得失韮争ひ︑治乱興廃の塾を細る

れぱ驚くことなし︒古人の書悲調み︑人物

きて色彩愛ず︑火の灸にても畳悟して住す

何某韮召し︒斥候庭適すｇ先評蝿戦姑討りし所

迩理は一に蹄するなり︲今川義元職場にて

理に内外なし︑事鍵は同じからざれども︑

に︑皆提橘する工夫なり︑造に古今なくｂ

にても恩ひ寄らざると寿﹄は︑手に常れぱ鴬

務むろものに︑一日恥以て十日とす︒つと

くなるべし︒衆韮容ろることば︑抑下悪走

なき人は狼狽して度走失ふなり︑一鮎の火

・めて怠りなくするとなればはかゆく故な

畢ぶべし︑天空しうしも︑烏の飛ぶに径迂

一喝のはじ功︑貧窮の６とゐなり︒よく事を

リ︒怠るものは十日を以て一口とす︒日数

海淵ふして典の躍るに従ふが如くなるぺ

人見てよしとずれ︾﹂も︑利の見ること善

し劃

多くなるといへ︾﹄ほかゆかず︑凡そ善を務

す︑家業をつとあて︑怠らざる韮良民と
す︒必ず富むｂ今日は明日の計をなし︑今
月は来月の計走な！﹄︑今年ば明年の計走な

○

功て︑怠らざる韮良士とす︑必ず家をおこ

熊淫蕃山訓言

身のならばしとし︐宗のいとあの則とし︑

貝原盆軒訓言

古今 座右修養銘

鰯

●ザ．
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銘養修右座今古
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る髄隠て︑側の人に低躍にて家隆の歌

し︑軍法に行ふくしとおり・彼士しほれた

しと命ぜしに︑巳の功罪貧り︲忠義の心無

透る︒義元大に怒り︑勢起一︲ぴ速に踊るぺ

江れぱ︑逃れ難く槍韮交へ︑首一級池得て

が多くなって来求︒金鐘を崇拝することは

及び．畢生時代に早く賀利震釜走考へる者

上に危害雅及ぼす︒此風潮は畢生の間にも

すぺきでないが︑之を偏重することが遁徳

ある︒資利恕正富に重んする事は敢て非と

の図民である︒褒明より模倣に長じ犠倣よ

ある︒従って一時牢糊塗する間に合せ主義

である︒勝率に封する思想に乏しい図民で

ってよい︒いはじ其日幕しに浦足する国民

白慢は︑その心理状態彩誘切して居ろとい

れて居ろ︒宵越しの鍵は造ばぬ江戸シ子の

ことありしに︑侍臣共事を告げしかぱ︑卿

とかく唱へＬかば︑義元益怒り何悲か云ふ

れ︒以て金銭の誘惑力の甚大なることル誌

々金銭の篇めにその節を誤つ龍士人もあつ

にする延恥ぢたる封建時代に於てすら︑往

ある︒

攻撃韮恐れてしまふも不断の修養あ怠る図

々として百年の大計走忌み︑外からの非雄

り偶作溌喜ぶ図民である︒目前の利益に汲

この現在主義ｂ間に合せ主義も明治の時

民である︒蕊するに現在走亨楽する幽民で

途に期することが出来ない︒先強の金走貯

るには︑寧ろ成功走坤したのであらう心それ

代になって︑欧米諸図と肩牟並べようとす

する︒若し梁修悲以て他日余鏡態得る手段

へ求者牢見てば成功となし︑之を羨望する

なりと考へるが如きあらぱ︑品性の修養は

と名警なりとて︑罪走赦しれり︒此人は急

が如きあらぱ︑人物の養成は絶望する外は

れども︑急梓の間家隆の歌走慮ひ出ししこ

る人なり︒

撞は何時狭軌から庸軌に改められるであら

が今我等に報いられつつあるのである︒蟻

る︒これが大団民などと威張って居る日本

う︒都市計霊など空騒ぎに止生れば幸であ

からざるもの江ろも︑之韮過重してはなら

ぬ︒畢生ぱ物質的の傾向に封して︑術に反

ない︒金銀は貴重なるも︑決して痕愛す︒へ

抗的態度を取るぺきであらうと信ずる︒

園民である︒大きな信念もなく︑大な理想も

なし現在に執して狩来彫慮らず︑今や其日

として金銭恥重観して︑節義と廉恥と韮見

が民族的信仰にも証曾的生活にもよく現は

きな理想悲有って居る閣民ではない︒それ

元来日本人は現在主義の図畦である︒元

容か充没し狩来に向って進緊胆ぱならぬ︒

せ主読か腰めれぱならぬ︒さうして向ら内

黒板勝美氏訓言

ることが甚だ錘い︒物質的進歩の激甚なる

的に現亦主議走打破せればならぬ︒間哩合

幕しすら危くなって来れ・我等ば先づ根本

時であるから︑益々この弊を増長する傾が

ろすら恥とした位である︒今日はその反動

建の時代には士人抗ろ者金銭のこと延談ず

か以て寓能の力ありとすることである︒封

現代杜含の風潮は寅利を過重観し︑金錨

赤司麿一郎氏訓言

梓の間に古歌を引き︑志起迦ぺしは穏悟あ

く沈吟して︑忽移怒色露れ屈蓮ざることな

見て捨て難き露の下折れ

苅登に身にしむ色は無けれざも

何れの畔代にもあることである︒これ韮口

F,
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時
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ければならない︒故に物償の引下げを唱

へ︑国力の培養一始期しても︑依然牧入に唯

じての生活をして居ることが止まないので

とすれば︑減俸も叉常然である︒然も鐙面

ある︒彼等も縄溶妖況に賑じて増俸される

から常然官吏たるものは白から緊縮の範走

するも︑時局に虚して総済閏難打開の見地

なりと考へるものである︒叉其の総祁より

三千脚以上位は一割二割の減俸ば此際常然

ば鮭リに世事に疎しといふも心宜しく年俸

々の観る所を以てすれば︑年俸一千二百回

まず︑物債の下落せざろばｂ上流者と収入

祁曾道徳も期すぺくもない︒今日賛津が止

る︒かやうな有様では風の共存共築

含全鵠︑一閏のためには案外飛頓満であ

じくする者とはよく一致し得るが︑炭く註

ことに驚かざる韮得ない︒彼等は利害起同

ては妃錬りに利己的であり︑自惚れである

ろこと恰も官吏の時擢かに主張するに至っ

か云々し︑子女の教育生活状態の苦咋訴へ

天下に垂ろべきであると恩ふ︒それには収

の定まれるものとの畳醒なきに依るのであ

割田知己庵

議に於天決議し穴︒然るに意外にも反響が
甚しく︑常面の官吏は一斉に起って之に反

ことは困難であるが故に減俸は緊縮賀現の

入か減ずることをせずぱ︑到底習慣韮破る

一千二百間以上の者に封して減俸す◆へく閣

範か天下に示す・へき一策として︑官吏年俸

が祉局に鑑みて此際官吏自らが率先緊縮の

精奮きに闘包ろ雌はあるが︑去る頃政府

封し︑都市中心の輿論としてば又それが反

ること海老へろとき︑その精祁としては貝

のでｂ政府は狼狽し一ての非江ろ走畳って之

築共存の思想も単に利害走共にする人のた

．第一に人間の利己心が如何にも狸く︑共

暗示か得たのでゐろ︒

題に縦て吾々は種々なろ見地から︑種七な

加へて︐今日に及んで居ろ︒そして敗入の

るに一方官吏は好況時代依然増俸に増俸を

弧制的にも緊縮潅やむなくされて居ろ︒然

しこの不況時代に虚してば自然減牧と共に

る︒其の他個人としての慾望もあらう︒然

等にも勿論磯面もあれば子女の教育もあ

今回政府の決議せる精祁はよるしきも︑宜

愛更す・へきでばないことは云ふ迄もない︒

走以て決する以上︑世の一言一動に妄リに

論尊重でばあろが︑政府が慎或誹議し確信

だといふことか痛感し衣︒素より今日は輿

際問題の上には映黙があつれ︑それが輿論

叉他は政府営局の言ぱ自重すぺきもの

あと云ふ一の封建思想韮脱し得ないことを

保誇たされて居ることは恵まれた溌遇でな

に積を得れものでなければならない︒

は非理なるか︑鍔精紳に於て非なるか︒吾

痛感し仁︒何となれば︑果して此減俸問題

走取り止めるといふ寸劇か演じ龍︒此の問

も︑婚

濁に呼曜し︑事垂大化すぺ誉形勢を呈した

一歩である︒今日地方の農民其の他は数年
前の半額にも常らぬ収入となって居ろ︒彼

減俸問題より観たる世相

側

餌

時

論
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て大いに多とするも折︑角の決議恥全部取

政府が坂止めたことに︑政治家の本分とし

の反封に脅しれことである︒これに封して

た悲しむものである︒今吾電は共産黙に就

しんぱ一人なりとも︑邦家に現はれたこと

決して多数とはしないが︑かＬろ人間のよ

訴者ときく︑吾八千閥の人口よりして数を

節一検奉以来今回Ｆ卜至りて八百除名の起

て多く悲言ばんとするものではない︒只幽

消す如きはあまりに根本に於て恨重と繋謹
に範を垂ろぺきである︒一居一動は決して

と感ずる︒

民の白昼と奮起ルー言促すこと鵡此際の要

韮映くの誹悲逃れないであらう︒政府は下
鯉々にすぺきでばない︒所含の教化上吾々

起破られたであらう︒吾々は切に閲家の前

図民は恐らく今回の瑳衰を以て安眠の夢

は切にその麦任を亜大刺せられんことか認
む︒
︾二

共産蕊擬畢に就て

龍ことば甚だ這憾とする所であつれ︒更に

外にもかやうな肇に平無で居る傾があつ

醒に微方を致して来た︒然し国民は事の以

途か憂ふるろのあまり︑多年杜曾人心の警

の検畢は︑天下をして心鵬を寒からしめ衣

嚢に昨年日本共産黛第一期三︑一五事件

ことば︑人々の記憶に新丈なろ所で︑そ

いて︑一大運動を興したので︑糟畢閏一致

の形となって其の効果も鉾くないやうでば

今回は政府常局に於ても卒先蛇に中心を置

あるが︑兎も角一般剛民は事錘に至る迄安

れ以来政府も一般蝿民も心鋪を樽して今更

動員も起させろ︑．︾ととなったのであるが＄

注意するやうになり︑引いて今回の教化総

ある︒

閑と平和の夢奉貧るぺきではなかったので

なられきり園畿の閲肌︑幽民精紳の振興膿

叉々十一月五日に四︑一六訴件の引綱き検

ぬ︒鯛民は上下等しく建酬の粘一岬に基いて

い計諜をたてて活動して居るのである︒而
して一般の人々の隙に乗じていつ生命財産
か奪ふかも知れないのである︒それを気を
付けても感ずかない剛民は危険千蔑銅の誰
千蕊︑而して又憐れなものでもある︒我悶
現時の稚含状態ば虞に此強盗の漸く多から
んとして居るのである︒今現に内務省の溌
表に依ってそれは没誼された︒一刻も堅く
国民は身遥の謄幽家の危険の状態にあるこ
とを自額ぜ胆ぱならない︒彼等の巧妙と巧
言との装ひに安心してはならない︒これは
他人事ではないｃ吾が身︑吾幽家に迫れる
鯛である︒人の注意走斗﹄くもよろしい︒警
宥の替戒な願ふもよるしひ︒而しそれにも
まして最も亜大なろ弧盗防禦ば各自の自錨
と注意に越すものはない︒
此自畳とは巾すまでもなく︑剛盤観念と
図民粘利の作興に目鯉ることこれである︒
これなくしてば一剛の政治も産業も将士所
有文化縄てが無意義であるといばればなら

例へて云へぱ吾々は毎凹抵漆に園まれて

の努むぺきば調去にあらず︑今後のことな

畢が終了したので︑内務省から謹表され︑

再び戦傑させられ菰︒然も此の度はその巨

て居るやうなものでゐろ︒彼等弧盗の活躍

居て︑其の中にそれた知らす平菜で生活し

︑もなる︒出来れことを徒に悲しむ勿れっ否々

頭連の検畢を見たことは︑閣家のため慶賀

ればなりである︒

共存共策のための文化であり︑康業であり
政治でなければならないからである︒吾々
は今回の如き不群事か生めること私無上の
恨事とする︒然しこれは今後剛民の自蝿如
何に依ってば叉刷走輔じて頑となす一因と

の至りであると共に︑一而拘に悲しむべき

は狗に巧妙であって敏速昨人目を忍んで悪
である︒

−、
一
一

︵明治節と西村曾耐を偲皇

足立栗園

心の掃除

ちの

こ害おも

こんじゃう仁こＬろそうぢ

ぎやうじゆざが含つこＬろく蔑診乏がひに毎ウＰｉｌ﹄一も恥

恨の情に堪へぬととがあります︒されば心の掃除といふこと

と今んＩざんけこうくわいあらださいをいみらはい

は︑行住坐臥に気を付け心を配りて︑御互に日堂守り行くば

としずゑ泡んそうかんぢやう

かりでなく︑時に酸悔後悔して︑新に更生の道に入るやうに

せねばならぬことでありませう︒年の末の一年の網勘定には

先づ此の心掛を立てるのが︑最も必要で︑叉遁切であると存

ま﹄﹄こ上ろがいたもつとひつえう◇↑たてぎせつみん

じ麦す︒

○明治節と責物殿拝観

私は此の間︑十一月三日の明治節に︑ゆくりなく明治榊宮

やたくしこあひにぐわつかめいぢせつめいぢじんぐう

きんぱいつい健うもつでんはいくわん全ゐか歩

へ参舜をして︑序でに賓物殿を寿激して参りました︒数ある

御賓物の中で︑最も私の目にと壷り︑心に惹き付けられた

ご里うもつ江かもつとわたくしめこ上ろひつ

明治大帝の御製と舜しまつる此の歌意の如く︑人は兎角に

のは︑明治大帝の日常御使用になった御机を始め︑文房具な

こと

むり

ひにうと

んせいえうばんこくつうし

寓鯛通史は西村茂樹︑加藤弘之の雨侍誌が之を進講したもの

田侍誰が︑明治の初年より久しく進誰せられた其物であり︑
○○○○⑤③の①⑧③③④りょうじこうこぃしんこう

．そのもの

︾噸堅付け池郵て垂浄て︑雲の立瓢非よる錐へ貞槻政要は元

そなつそだてふにていくわんぜいえう②

心底く見れば四書五経などの外に︑貞棚政要や鴎剛通史など

ごＬろみしよけい僅かていく

商の中に︑和漢の書冊が順序よく配列してありましたが︑何

さい錘かわかんしよきつじゅんじよはい拠つ王に

かんｆそごしよ

みそのうへさらごしよさい診ん

どぜいそうちたん世いぜんを含んいんい

一しようおつくえはじぷんぱうぐ

放心勝ちで︑つい塵ばかりの事と思ふて︑物事を投げ遣りに

どの︑御清素の裡に︑何となく薬然として居り︑謹厳の意の

つもみわづらひ

↓かあかあら主とごＴろあか十上含よご

ます︒シマリ身の垢を洗ひ落せども︑心の垢を濯ぎ津めい吾

こＬろ詩に﹃ふづかｂあんつくるかさずまこ今き

人の過誤に基づくのであります︒恐らく此世に身を虚する者
これたいきつ︸︶と正をざり・毎あいまい︑垂
の︑之ほど大切な事はないのを︑等閑に付し暖昧に付し︑わ

ざと心を鬼にして自ら表面を繕ひ飾って︑済まし込んで居ら
ものナくわ↑仁くし雪叱もし酷う毒うじついくわいくわい
ぬ者は少いととでありませう︒私共も始維往事を追懐して悔

めいぢたいていにらじゃ宇具

したり︑せずともの事をしたり︑無理をしたり︑非道を遂げ

ぼの見えたことでありました︒そして其上に更に御言密の御
さ主ゆかした
状の床しく慕はしく感ぜられたことでありました︒其の御書

うつかりがちりこと今一もものこと正や

たりするものでありますが︑それが積りノＩて︑身の累と
いへわざはひ正ひがしんうしなもと
なり家の服となり︑名遼汚し信を失ふ基ともなるのであり

め能ったいていざよ輩フぱいこかいごとひととかく

塵ばかりなる事と思へど

強らかだ
つもりては梯ふが難くなりぬぺし

○一年の総勘定

蕊

じんあや士りもと労そこのよろしよもの

20
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ちう含

め．と

そのと含い全ざらごと

と註記されてあるのに目が留まりました︒其時今更の如く︑
にしむらくわいそ彰うじろ戸︑
堂も箕うじしの
恩はず苗時を偲んだことでありました︒西村曾組の往蕊録と
ごとせんせい
かたたれごぞんじ
堂よ
御讃みになった方は︑誰も御存知であらう如くに︑先生は凹
さいとき手丞睦めいぢ泡んぐわつにらもつとうじ二うけん含ん毒懐き

もんぷしやう段うし半︽くかたばと舎人︑へいかしぜ言聖うこうしん

十八歳の時︑即ち明治三年五月十八日を以一Ｌ三等侍誹兼勤仰
つ

このひじｒらやう①①②③③そうでん

付けられ︑文部省奉職の傍ら︑時盈陛下に腿尺して洋書遊進
こ︸︒

誹せられたのであります︒﹁此日侍従長東久世通聴の奏惇を

定員とし︑禰羽美禰︵団典︶︑加藤弘之︵洋書︶︑元田永学︵淡

座て︑誠めて琴蝶帽癖識を擁ふ︑逓崎選俸誌は二葎を座て
ていみん⑤①③③こくてん●●①○Ｌ︽うしよ●⑦①○かん

しよしんこう③⑧②③いんろうみんてん弧︽ぜんぜいにいにん
書︶を進誹せり︑加藤弘之︑元老院に郷歩るに依り先生代征

せんせいれんマハ含と似こはんこくつつし●○

ところ

す﹂とは先生の年譜に記さる典通りで︑此の蔑閏通史は加藤
●くわいをひきつ野しんこう

こいし胆上けんろうじひぽうもつでん

氏と曾組とが引績き進講せられたものでありました︒所がそ
い傘いつ

そ江つ

たいていこＬん隼いみごかうとくあをたて全

れが今や何時︐１１までも︑此の石聾みの堅牢無比なる質物殿

に術へ付けられて︑大帝の古今稀に見る御高徳を仰ぎ奉つる
はん極い瞳んりんＩぱいわにごとこつうし全だごゐとくとも芯

と舎人︑

とと︑寓代寓糞代に亘るが如く︑此の通史も亦御遺徳に件ひ
えい骨う侭みん

ぼん壷くみんほいくわんゆろまんにんしら実うひ舎労くあら

て︑いつノＩまでも永久に保存せらる上ばかりでなく︑時盈
こ一﹂しよさいかきくわいそぜんぜいめいよとら︑︽含やフ

一般園民にも舜観を許されて︑寓人の覗鑑遼惹き記憶を新た

かんがおもなみにかんしや含ん

にし︑此の御書密ある限り︑曾皿先生の名響は共に不朽であ
で含

おもくわいゐんしょくんかたらわたくし

るといふことを考へては恩はず涙ぐましい感謝を禁ずること
が出来なかったのであり堂す︒恩ふに曾員護君も必ずや私と
しんしにい
啓うかん
同感であらうと信ずる次第であります︒

たしまし︑た︒

龍の臥す園の白雲ふみわけて

はいしよういた

草の庵を訪ふ人は誰れ
仁いじ今︑

しｒつ

たんあ印がたかにじ

くりかへこう含ん

これ

はい

所が齢事ではありまするが︑曾姐先生が此の御進誹の柴を

○西史年表と西村重器
ところ上じくわいをせんぜいこごしんこうえい

外は何ものもないのでありました︒

僅かなに

そしてか上る感激の際の私の心は︑唯だ清浄化されたものＬ

かんゆきざいわたくしこ上ろたせいじようくわ

憶を失うてはならぬと繰返しノ︑口吟したのでありました︒

如くうしな

察せられるのであります︒ア︑何と有難く辱け底いととでは
わたくしこ含よせいはいたて全つそ毒うだ含
ありますまいか︒私は此の御製を拝し奉りて︑其の御歌の記

さっ

する難局に御身を虚する立志の査料とせさせ給ふたものと舜

江ん含塞ぐおんみしよりつししれうだた

の劉備玄徳を御心に浮べさせ給ふて︑王政維新の大業を成就

③④①③熟ごＬろうかた今全動うせいゐしんにいいふ昔いじゆ

の大賢諸蕊孔明と其の臆に三顧したといふ史責であって︑之
かしこたいていこ
にれぴとしようらゐこと
は誰人も承知して居る事でありますが︑畏くも大帝には此

仁いけんしよかつこうめいそるこ

支那の三鯛時代に︑罰の劉術が漢室復興の篇に苦心し︑営時

したこくじにいしよぐ．ｅ●かんしつ・ふくこうためくしんたうじ

と大字に記されてあるのを舜諦致しました︒言ふまでもなく

い

よ室せられた御製を展へてあって︑私はガラズ越しに拝見い

ご﹄よ世いのわたくしごばいゅん

叉同書湾には︑金泥の色紙に︑大帝の御染筆左る︑孔明を

全た苧フレレ︽さい含んでいし身しだいていごぜんしつ○○

『

孔
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に江めい増迫んどら上じつ
荷はれた明治八年にほ御著述としての譲嘩謎峰の琴が輝撚識
含よ
上めら
全たＬいぜいしかんちよ客つこのとしはじ
許となって世に行はれ︑叉泰西史｜鑑の著三十冊も此年を始め

おひ〃ｆＩしやつほんじごひざわがくかいひえ告

として追々出版せられ︑爾後久しく我が畢界を禅益したので
か・・︑ごとくわいそ仁うじもつ俵せいしけんさんてんちからつく

ありました嘆此の如く含租は鴬時専ら西史研讃の黙に力を霊
全たそらしき偉人こぐみんあひに︒︽含うつと

こ恥客含あいぢ脇んせい世ん

しつ上︑叉其の知識を一般闘民の間に普及せんと勉められた
のでありました︒されば是より先なる明治三年には︑先生は
きくらにいさんじ厘うしょくそほんせいふけ︑ふじ上か

佐倉大参事を奉職して︑其の藩政を硯ながらも︑業務の除暇

もつをいし通んひやうしよへんぜい平︽くいん竜ふゆ

を以て﹁西史年表﹂の一書を編成せられ︑それを翌四年の冬

につしん︾︑うしよしはつ学フぞうしよ

に日新堂といふ害球より溌行せられたのであります︒同書は
エコツトラン服アラザクイクヲ砂んちよ里んやく

蘇格蘭の弗村撒・戴多位の原著を翻諜せられたものでありま
ぜい﹄︽うしげん骨うしやとひじやう︽へんりいうえ号し﹄︽もつ

幸をたうじ

たろゐぼんずくな

すが︑西洋史研究者に取っては︑非常に便利有益な書物であ
おら

ず正はわかんねん告ごとしなしに建んしがくしう

ります︒恐らく首時にあっては︑他に類本が少かつたであら
うと思ひます︒即ち和漢年契の如き︑支那史や日本史の畢習
じうらい労哩参へん⑪しゆつばん世いようしくわん
には︑従来多く便利なものも出版されたが︑西洋史に闇する

いた段とんぜつじナがだせんせいそ含︑ユ
ものに至っては︑殆ど絶無の妻であったから︑先生は其の念
じゅみためろうぐつこはん︷﹄くくわんりょう

ところさくらばんも℃︲︒⑥︒やく窪め
の虚には佐倉藩西村鼎東器鐸と記されて居るのであります︒

わたくしちかこしよらん含っ

私は近﹁．﹂ろ此の書を一覧してフト素が付きました︒それは
ぽか
せんぜいたうじもつはＯ︑︑︑︑︑︑０Ｏ︑︑
外でもない︑先生は営時・−次で専ら鼎と通秘せられ︑軍器と名

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑め里っいんぐわつかきぐふじこん

いごつうしやうなり⑪りょうやうあいもらい含たはいめい

めいれいくに

乗って居られましたが︑明治五年五月七日︑政府より一自今

さいぜんせいさっそく①③がいめい

以後通稲名乗雨様相用来る輩は一名たるべし﹂との命令が下

じうらいし炉含てんかし炉含

かたくろいみ

りました際︑先生は早速茂樹と改事名せられたのでありまし
で

せんせいこさい

しゆき宮うぐん

た・従来の重器は﹁天下の軍器﹂底どといふ間苦しい意味か

もんじかか

わたくししつれいなが

ら出たのであったのを︑先生は此の際アッサリと幾樹と伺訓

せんぜいしさう

としおゑんじくざかひけい

の文字に書き換へられたのでありました︒それで私は失澱乍
佳うしょう

で今

かんはい

らツマリ先生の思想も藍す／︑年を逐ふて圃熟の境に入られ
しだい

た傍誇とするとと鴨出来るのでないかと︑つくん︑︑感じ入つ

た次第でありました︒

○紳宮境内の心と外の心

わたくしこひあしついしんじゆくこしぷんてんたちよ

宮うてんゐんこさんちじんろ

私は此の日︑足の序でに新宿の三越分店へ立寄りました︒

か段

ところ宮うら

それは同店員の故参に知人が居たからであります︒所が同知

いつ

とかくみめ毒旦いんうつつ丘

きであったものが︑此の日に限って︑天乗醗報を裏切って︑￥

こひかざてん含よぼううらぎ

る︒成程殆ど一ヶ月齢りも秋森といはうか兎角雨多き陰欝綾

だるほシ樫とんぐわつめ全しう町ん

か︑稀な天莱で結碓で御座いますと︑何れも一ヨノー顔であ

量れてん倉けつこうござ

じんとうみなめいきついば︲全ことこんにらたいていひより全を

需を充たさん篇に︑かくは勢苦を積んで︑此の翻鐸を完了

人等皆挨拶して日く︑誠に今日は大帝日和と申しませう

ところ琴うしよくわんとうごつりようさくらにいさんじ②⑤⑦③●じよ

もつこうしんひえ含きうる

し︑以て後進を禅益されたものに相達ないのであります︒
所で同書の巻一頭には︑同僚なる佐倉大参事半野重久氏の序

ぷんくぼそつぎをんきいじＬんち上げんしか

文が加へられてあり︑其の次に先生自身の緒言があり︑而し
そ韮つぴさくらばんにいさんじ●○③しよきちしょくＩジ
て其の末尾に︑佐倉藩大参事西村鼎と著してあり︑更に初頁
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あき毛らぺきじつ全をしぷんせいてん

あひつらやう

さっそくこいこだナ江は

秋室一碧賞に申分なき晴天であったから︑早速之に答へて即
これごゐとく

あみらじんはなし上たいていどざいせいふざ

こてんらやう

ち之ぞ御遺徳でありませうと合槌を打ったことでありまし
た壁くわい

のらのこ

た︒或知人の話に接ると︑大帝御在世の砲りには︑此の天長
せつ﹂ゆくじつあめふ

じんこ茸もけた里

でんし今じきうしや奇じゃとの

おもしやくわい

人や子供駐蹴倒してまでも︑電車や自働車や汽車に飛び乗ら

おも

おたがびつくゐしやくわい庭い

診だがぴじ蕊ん

歩ともよかららやうに恩はれるのであります︒恩へば就曾は

御互が作って居る砥曾で︑誰のものでもない︑御互が自分の

物と忍へば︑今少し品のよい鰐裁のよい姿に作り上げたら︑

ものおもい全すこひんていざいナがだつくあ

砦も

ｚＬろがけ詮なＬば

こうとくこう壁ようしん

よかりさうなものと恩はれる︑公徳とか公共心といるノー︑六

ひと二Ｌろゆあ

これいば

節刷日に雨の降ったのは︑唯の二回のみであって︑後は残ら
そとうせいくはこうつうい全
せいてん
歩晴天であったといひます︒其の好晴に加へて交通は︑今や

○ゆるぶ心

謂心の掃除の一要件であります︒︑

ゆろこＬろそうぢえうけん

ぉだがひちうい

世つぃうｅ

づかしい説教を聞くまでもなく︑心掛一つで皆直ることであ

きんぱいものむり上すう全んにんのぽ

かう隈う全んよつぼけいにい

こぐじしう

こひおれい全宇⑧がたん︑めいぢとんぐう

四通護達の便利を増したから︑此の日御鵬参り労堂明治榊宮

ります︒御互に注意すべきことではありますまいか︒之も所

つうはつたつ毎へんり全

へと参拝した者は︑無慮数十寓人に上ったといふととであり
港とくちからにい
ます︒御徳の力もまた大なるものではありませぬか︒

あしとりゐく正さ世含にうあゆはこ

それに庚菱二十一寓除坪の境内へなだれ込む群集が︑どの
はうめん

方剛からでも足一たび鳥居を潜って︑砂石道へと歩みを運

りげんかうばうかいたづら

つら

こＬろらちも

ものみういづしうしやう

うんでい言うゐ

せいしくぼしやぜんばこを

に字きじやうていしやば

ひとへいぜいこいいにいほ

わざ人Ｉあんぜん

かんが

ぐみしゆくＬわいぎ

つ堂を

なん仁がひはらきがあひ

い津わがくにびん嘘う

ゆうめいはんこぐ

ばた

て居る如き状態では︑中共決して油勘のなるべき時機ではな

ゐごとじゃうたいだがノーけついにん・じ曾

しんけん

くわいぎしうしやうき

Ｕせんでうやく

こＵふうじやうたいかへおそ

せうわこんにら全こととぎつかぜえになお里ふよ

ぺんりぼ

熟を恩ふに︑世の中は太平無事の打績くほど︑人の心は他

もｋなか腿いへいぷじうちつ歴

ぶと︑誰一人指揮する者がなくても︑自然と左側を為となし

み勝ちになるもので︑又文化が進めば進むほど︑便利に柾れ
はうじう唾いくわつおらいやすもの
じいう江とかくひ含しま
自山に馴れて︑兎角引締りのない放縦の生活に陥り易い者で

つらん︑

く通行して︑往さ来るさの列を作って居ります︒そして誰〒

ありますｏ昭和の今日は誠に時津風︑杖も鳴らさぬ犬御代で

しぜんひ雁のがは

人喧鴬し放歌し悪戯などする者を見受け歩︑何れも殊勝ら

ありますけれども︑此の無風状態が却って恐ろしいのであり

たにひとりし合もの

しく禰祁に歩を献前へ︐ｒ〜と運んで居りますといふことば︑

ます︒ヤレ無職催約ぢやの︑ヤレ軍縮曾議ぢやの︑ソレ国際

︑んＩおも

客にこうつうせいり

全たぶんくわすＬす上

他の劇場や停車場などとは雲泥の相述であります︒そこで熟

含議などＬ殊勝索たことばかり綾いて居りますけれども︑果
かん

がら

為思ひまするに︑人も平生此の境内を歩するやうな心持を持

して︑それが員創のものであるか何だか互に腹の探り合をし
主たが︒ぜいくわつ診きようそうてき

さわ

仁いひと

ってゐたならば︑定めし交通整理ぢやの︑態交安全デーなど

つうかう芋フくれつつを

入いふ騒ぎをしなくても︑よいであらうと感じたことであり

からうと考へられる︒今は我園は貧乏ながらも︑勇名農園に

こくさい

ます︒御互に生活に逐はれて競争的にシイあ上なるのであら
こうしうおしのわひとりぷん今へうゐら悉ろう
うけれども︑公衆を押除けて我れ一人︑一分一秒を季ひ︑老

ｑ

一

と症

鍾んめいこぐ肱か全い

てう

くれ︐〃１

焼急に叉こちらへ参り有名なこの塔へ上りましたＯ

康の御様子恥拝し史しれ︒
グＥ︑ノＵ１ＪＩＥクロ︑〃ｆＬＵ〆Ｌ︑″１︒〃ｆ︑ノ日︑〃Ｉ︑ノーＩグ︑ノ４︑

︐︑ノ︑Ｉｆ７ｆＪｒ︑ｊｆ︑Ｊｒ︑〃芯︑〃︑〃ｆ１グ匙別ノー１グＬ︑〃︑︑β︲︑Ｂｆｔリグ︑Ｂ″Ｉ︑〃§Ｂグー０１Ⅵ〃︑Ｊ１︑″ｆ︑〃ｆ１ｆ︑ｊｆ︑〃Ｅ１〃１ノ．︑Ｊ〃︑″

Ｉ︑︑Ｊｆ︑″ｆＧＬ〃■︑〃︐§

候昨十七日固らずも御滞英中の御令息様に御目に懸り御健

じます︒含長閣下には定めし御健康に被鰯渡候御事と奉賀

東京は目下酷暑にて皆様毎日の御勤務も誠に御苦努様に存

かれたもので︑すでに御永知の事と存じ土寺が中僚蔑江

表而のは長い幽閉者かほつれもので︑いろＩ︑の方々がか

多くのくらひ階段の上方で叉一日れ込むほどつかれまし犬

用事

の巴里滞在で漸く動けるように成りましたので︑あるじの

ましたろうかと心にかＬまりすｕ扱私もお蔭様で一ケ月齢

職凱の鰯サイペリア線が不通になりこれまでの書偏ぱ届き

萱かいにい含生うこく客い陸んとかくくわこ乞ｂにときい陸ゆろ垣ん
轟ろきて︑文明園の仲間入り どころか︑
世界の五大弧図とか歳晩は兎角過去を想ひ出させる時であります︒所謂一年の

．にいはしやしやう乙
こくみんげん含いききいしん

三大濁者とか稀せられて居る

主ことみ年

り︑国民の元気︑意素︑精榊
わか

拘に危ないものである︒一朝
おも

か判ったものではない︒呉堂
であると恩はる上のでありま
めいぢたいていごよせいうけた韮

す︒明治大帝の御製と承は
ここ

．なかこ上ろにい
った中に﹁心﹂と題せられて
こ上ろ

事なしとゆるぶ心は産か
７１１に

あだあるよりもあやふか

よ

りけり

ひと

・世はやすくをさまりぬと
て人みなの

ゆるぶとＬろぞあだにな

〃︑Ｊｆ︑Ｆ１〆︑Ｊｆ︑ノｈ１ｆＬグーｔがｌＪＴ１″ｌＪｒ︑〃く凸〃１０・グＫＪく１〃も︑ノ︑／︑〃︐︑

た全みてう︾﹄こご辛︽せいこん︸﹂とばら十上曜やすつ廻そうぢ

るべき

とょませ給へろを見たことがあります︒丁度此の御製は︑今毎に挑ふて﹁煤掃いて休み一Ｌ常の掃除かな﹂としようではあ
握ら・子フたまゆんにいこくみんいました幸一ごとはい

毒たがひきつこ上ろゆるひきし

日を楓し給ひ︑現代の国民を戒め給ふものの如くに評せられりまぜぬか︒︵昭和四︒二・五︶

てなり垂せぬ︒御互に気を付けて︑心の弛みを引締めるやう

一

〆

一

一

け
1歩

が
と

も
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榎本

︵その六︶

治郎
いくにんぞとこくふ

すのですから︑幾人かの男から来る扶

在米の所感

いづこ・︑ふんちやうだんかなら

ご上いくしうくわ心いと多睡秒匡ん

な事は幾ら習慣とは云へ︑東洋人には

りつし上くひと諺くりもの

鐙に恩はれます︒彼等は街道を歩きな

へんおもかれらがいにうある

う

ひと全へかいふう

がらよく立食をやりますっ人から贈物

害いかにん⑭つざがだ

を受けるとその人の前で開封し壷す︒

てんつをつとたい

そして一度怒ればあの断髪が逆立ちし

て天在衝く︑それが夫であらうと誰で
あたちらじつ
あらうとおかまひなしで堂り散す︑賞

ぽうくんに昼んなこぢとう

持は稜んで山をなします︒ですから彼
らていモう
もんにい
等には貞操などは問題では底いので
た箕か．ぬう
池にもの
す︒只金を得るがためにこれ何物もた

え

ひかうしやうがうけつどん全をしこ

かれら

あるのはやむを得ません︒彼等はよく

過ん含んもらしかか蛇ら

けつどんしやうばいろふじん

おもをなんばか

いわたくし生でぐわいりい

てっていが雄さけえ

一﹂

・わ通いえい言これかへつざいきんえい

モダンガールと云へぱ私はこれ迄外来
語とのみ思って居りましたら︑何ぞ岡

乃

い

ぺいこぐ奴入だう

ふじんがたいていりゆう

は勝てぬと云ひますが︑米園では本営

こいしやくわいて含みふじん

全へ会つえんみちふじんあ

の前で喫煙すべからず︑道で婦人と曾

雁んしかたら贋うし

ても︑男子は必ず帽子をとること︑
ふふじ
んそふうお

きうやうしつたい及んだんの唾ふ

婦人は其の要なし︒エレペーターに於

的に危隙の少ない篇です︒又ピルデイ
はいときまづにんしとひら
ングに入る時は︑先男子が戸を開いて

てききけんずくだめ全た

側を通るのですが︑これは内側が比較

がはとほうらが唯ひかく

て︑下より婦人を抱き下ろす︑歩道を
と僕にんしそとがはあゆ︒ふじんうち
通るにも男子は外側を歩み︑婦人は内

り下りる時は︑連の男子は先きに下り

おと含つれにんしさお
しだふじん胆おぼにう

侭んにつばうえうふじんでんしやきしや

けるも同様で室内にて演城に登るも婦
全を

図へ迄も輸入されたと聞きました︒堂
こと

人は脱帽の要なし︑婦人が電車汽車よ

ち

津だくいふじんえんりよやさか

叉米婦人には遠慮といふ優しみが鉄
やうおももちろんえんりよてい
けてる様に恩はれます︒勿論遠慮も程

蚤す︒

地ではモガの事をフラッパーとか由

し

らん和製英語で︑之が却て最近では英
こ
ぐ企でゆにう 蓉たう

に暴君です︒日本では泣く子と地頭に

飛行将校に結婚を申込むさうですが︑

なり主すｃ之を牡曾的に見ても︑婦人

に婦人には勝てません︒大抵の理由が
きい心ん易じんしやうり
あっても︑数判なぞでは婦人の勝利に

し

にいこう建しやずふつ
け第二の候捕者を直ぐと見付けるとい
めりさ全じつてっていゐば江は

ふ有様で︑賞に徹底して居ます︒甚だ
しやうばい

しきは結婚を商費にして居る婦人もあ
含

るといふとと壁聞きます︒この商賓と
ぱいかいえいけふゐ・
いふのは︑媒介を誉業して居るのでは

つひ臆ふてい全でこれも

等は直に夫が離婚するやうに仕向ける

じＬん伊つこんずなはかれ
なく︑自身が結婚するのです︒即ち彼
らたｒらぞっとｂこんしＵ
夕︾

のです︒そして遂には法廷に迄之を持

導らんにい農へ全をあ迄僅

やに感じます︒獄に人に封して無作法

度問題ですが︑前にも申し上げた通り
かれらかんじやうろこつ晶一こと
彼等は感情を露骨にあらはす︒誠にい

かんことひと従いぷさぼふ

ち出すのです︒此場合大抵女の方は元
寺つとぷぢらら
の夫から扶持を貰ふのです︒かくして

なんにんけつこんつ要これくかへ

何人とも結婚してその都度之を繰り返

この陸らひたいていをんたはうもと

こ上全でく

とれは何のためであるかといへぱ︑落

いのです︒此虚迄来るとモダンガＩル

江ん封

恥徹底せる哉と叫ばざるを得ません︒

らつや全が恥

昌

ちて死んでも年金が貰へる︒然も彼等

す︒米閏婦人も勿論長所と共に短所も

−へいこくふじんもらろんらようしよともたんしよ

何れの団民でも長短は必ずありま

鰯

星じん客含と里ナ子へ
やつ一Ｌ婦人を先に通す︒総てこれレデ

全ことじよどくに
１フアーストです︒狗にこれ女譲の画

と

つてゐるのだと申しました︒

したうせん全を全ん

うつはもらいちにげつこん

賛として営然なことだと申し宝す︒葛

にいじたい含

美しからぬ歯の持主の鳶め︑結婚が
で出一来き
ふじ人とつ
なかったら︑婦人としては賞に一

大事だと誰かに聞かされました︒これ
し９こい言うやうばなし
アメリカ式であります︒之と同様な話
がんめん趣いけいけくわ
ですが︑アメリカには瀕面整形外科と
とくゆくゐしやもちろんにぼん
いふ特殊左蟹者があります︒勿論日本
誘い隼ん
にもありますが？アメリカでは隠分
ばんしようゐやう十こはなかたち
繁昌して居る様です︒少し鼻の形でも

うへさらに樫んしるしばんてん念

りうかうにぼんばつび

の上に︑更に日本の印伴耀を着るとと

が流行します︒日本ではこれを法被

を

︵ハッピ︺と申しますので︑これをモヂ

全なと含ん︑ぜう塵う

てハッピーコートと申し︑時竺消防
ふ夫シ様や
うえり含や
のものもあれば︑襟に﹁菊の屋﹂

かんじそ雁

ゑたにぽんにんしようもんつ唇はおり

などと瀧宇で染め出してゐるのもあり

ます︒叉日本の男子期の紋付羽織のも

全たふじんした含６やう

そ鰹

の︑叉婦人の下着模様をそのハッピコ

１卜に染め出したもの︑もあります︒そ
念いきやうノーＩある凸

してそれを着て意気揚盈と歩って居る
ふじん歩ゐぶん全ことこつゆいみ
婦人が随分あります︒誠に滑稽に見え

彼等は又化粧に浮身をやつすこと一

と匙をん芯にいかく逢いとう

かれらつ倉くわ心かたらしくわ

きがくかうがよころ全いにらお症

みらと区この

リカヘ来て畢校へ通った頃は︑毎日同

め．つとうへんばくわたくしはじこれぴ

じんしつしゃくところへん
へん全もうちあひたみち

やうじつかやうふめよう

ぱじいわか

だ愛だと思ふてる中︑或る日他の道を
と僅

ころふじんかん

との頃アメリカでは婦人間にドレス

は流行の奴隷ですから︒

宮のうかう容れい

これりうかう

などあまり感心しません︒之も流行な
一へいこぐ忍んしう
かた
らいたし方もありません︒米函の民衆

かんしん

一種の興味をそ典るのでせう︒それが
なんのかい世んたくばつぴしよう
何の理解も選採もなく法被を使用する

しゆ言ようみ

しかかれらとうようふうい

何んと彼等は美容に苦心する事でせ

ます︒然し彼等には束洋風と云へば︑

こと

ねんへい含ん浄らいふくけしやうつひや

いたところ

う︒それで至る虚にピュテーパーラＩ

やらおもすゐしやところゆ
悪いと思ふたら直ぐ雷者の虚へ行く︑
誰かれらびょうくしんごと

通りではありません︒女の大畢生等は

といふのがあります︒私が初めてアメ

かれら傘にいしゃうう含み

一ケ年平均五百弗を衣服と化粧に費す

じ路を通るので︑此どユテイパーラー

ます︒ですから彼等は美しい歯として
もそばんさんふじん全廻
聡
居ります︒若し夫れ晩霊に婦人を招い
しよくごやうじ
て食後にシマ揚子でも勧めたら︑それ

通つ．たら︑ピューテーショップとあり

が目に付く︑晦愛木の私︑初め之を美

こそ飛んでもない失腔な由︑何故なれ

ました︒そとで始めてその意が分りま
す芯はぴじんしつびょうゐん
した︒即ち美人室ではなく︑美容院だ

なもゐこと

みせもひと入琶さ全含れい
ふじんばかさみたしゆとう

るも︑婦人が曲を飾るも︑皆一種の投

人宝と課したものです︒所がどうも愛

ばシマ揚子を使はねばならぬ様な不良

しつれいよしなぜ

な歯を持って居ないからとの事です︒

ったのです︒

と

店を持ってゐる人が店先を奇麗にかざ

かれらうつく唾

ゐところいはゐじ聖うみもら

わたくしはじ

との事です︒彼等は月に一回必ず歯科
醤の虚に行って歯の異状を診て貰ひ

全を

は恩ひませんでした︒或時之琵婦人に
じば︽へいこぐしよくみんちじ雁い
間ふたら日く﹁米幽が殖民地時代には
にんし砦ほふじんひしやうすぐ
男子が多くて︑婦人が非常に少なく︑
ふじんたいへんにんしあいご
それでどんな婦人でも大鍵男子に愛護
そんゆいしゆうくわんいまのこ
され︑尊敬せられたその習慣が今に遁

韮もあるときこ砿ふじん

聞いて居ましたが︑まさかこれ程だと

です︒これ迄米函は女天下の図だとは

全で一へザこぐをん江てんかくに

きゐぽご
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○

ｔ希望して居れことである︒夫がため喜ん

○

で承諾したのであつ士︒

勝問田の公曾堂に着いたのは十月十口の

外有志の方々に迎へられ︐直に日本間の鰹

て幸先大接室に案内されろ︒床の間には祁淫諭吉先

郎次君︵先代︶故海野孝三郎君と共に螺茶業

一郵鍛咋癖蜘鵬華︾鋤鑑識織緬醒柳峰誕唾燕呼︾証癖州梱埴鐸唖癖雑蝿謎誕睡癖潅誕弛ら峠鋤皿酎蓉鐸鍛趣唾識嘩雄啄〆蝦榊華識

﹀↓事がある︒如何にもその言の如く︑鈴木君版用君に涯遁し︑再び熱望走繰り返され○

｜采有望の人士が二人ある︒鈴木孫太郎君と謝して訓ゆろ時機か得なかつ誰︒偶々本年婦人倉のこと︑詳細に承ることが出来たの
一飯田柴太郎君が即毎夫である﹂と言はれた九月︑就愈局の講習倉に出席し︑其の席上である︒

︾られた宮地繊次君は﹁静岡螺の茶業家中︑爵熱望であつれが︑余はまだ飯田君の熱望に親みか蝿えて︑報徳献のこと︑村治のこと︑

一茶業界の技術家として鍵に図立茶業試験﹁町村白治の理想と羅鹸とル︑我が報徳肺界の元老格であつ菰︒今其の令息夫妻が余
場長として︑日本茶業のために永年貢献せ員勝問田村民に話してくれ﹂とは先年来のの鳶に款待を霊されたのであるから︑一層

○

公曾堂である︒紳士は即ぢ飯田君であつれ︒下の茶業を代表し︑故丸山丈六君故三橋四

あられる︒間もなく着いたのは勝田間村のとしての畏友で︑金谷騨に出迎へて呉れたとして︑多年の懇親か軍︑求人で︑静岡牒

と一里餓にして︑景致は山丘と水田とに改茶業としての女人のみで江く・自治値主脳木下君の先代七郎譜は心蒋て中央含議員

走し︑秋雨煙る深縁の慈閥韮車窓に翫ぶこ縄歴遊有する所である︒されば同君は単に○

の大茶園に出て︑図立製茶研究所の前韮疾献せられ士︒此の鮎は自分と大に共通的のが接待役として斡旋の勢韮執られ赤︒

直に自動車中の人となった︒夫より牧の原ろ︒而して叉嘗て村長として地方自治に貢じぁ典へた︒木下七郎君とす瞳子令夫人と

の扮装で︑出迎に来られた紳士に導かれて脈長としての活動は賞に目銘しいものがあの揮塞が光を放って︑如何にも奥床しい感

されて︑直に下車すると︑雨の中を袴羽織樋械工場主設立して居るのみならず︑報徳生の謀が掛けられ︑届額には禰島安正狩軍

﹁かなや﹂﹁かなや﹂と呼ぶ騨夫の蕊に驚かばれて居ろ︒飯田君も茶業家と

繁田武平午常過ぐること約二千分であつれ︒鷺

静岡螺の報徳村を覗る

Ｊ１１ｉＪＪＪＩｉＩｌ

ろ覗起村徳報の嚇岡静

く・へし

︒Ｏ

二︑小財か積んで大財となすにば善種か蒔

︒○

三︑経済生活に秩序嘩梗あらしめ人には

右の糎念か超越して推談す・へし

四︑財堂牟永遠の作川あらしあん馬にⅨ占

分度韮立つぺし

に嘆賞すぺきことである︒されば余が勝問

０ｏ

田悲報徳村といふも常然の称呼である︒筆
︒Ｏ

五︑諸法則に椛威ある精祁活動あらしめん
には報徳の精祁なかろぺか偽ず

には荒田浄鮒愛する︵縄群的生活の教化︶一

愛し︵迩徳的教化と壮愈的訓練の賀行︶一一

唾麺垂函錯鍛極睦恥識曇確諏唖か翻梱認聴Ｊ

○

二宮先生の畔代には北は奥州仙蕊から︑｜

報徳流の目的とする所は心率直に言へ

の江い方策である︒要するに動と稔とに依

し︑之悲活凧するのであろから︑誠に申分

穂脈の狸ば千数百に達し︲其の分布は北海

立か見︑爾来次錐に蕊達して現代に及び︑報一

田報徳祇︒嘉永元年には牛岡組報徳脈の設一

徳脈の創立を嘱矢そし︑弘化四年には下石

の鍛化迩肋となり︑天保十四年に小田陳報一

南は九州熊本に至るまで毎日幾十百人とな｜
く仕法を受けた開係から︑やがて門弟諸氏一

ぱ︑貧乏退治と祇融の増進である︒而し疋

って財恥蝕Ｌ︑其の齢し得求ろ財の溌分を

誼から九州︑更脹朝鮮にまで互って居ろ︑一

以上の五大法則に依って報徳金か造成

其の目的韮達する協隠︑向然の法則赤ろ天

別ちて証稗公共の鰯に提供し︑以って共存

共の盛大太もの雁は︑報徳金十職蔑回に達一

撞と．人間の法則れる人遁とを撫緯にして

○Ｏ○

同乗を謀るものである︒
○

同走行ひ︑大日本報徳祁と称して︑事務所

して居るものすらある︒大正十三年春大合
︒︒Ｏ

報徳事業に妻加する加入金︑報徳事業の

と詔ふぺきである︒

○

１１ｉ︲Ｉ

りでも七十像蔑間に達して居ろ︒叉盛なり

百あって︑本祁の面接所管する報徳金ばか

在の杜長は岡田良平氏で︑所鰯報徳脈は七

る所闘報徳証を統轄することに芯つれ︒現

恥静岡蝶掛川町に種き︑全閲の市町村にあ

を識現するもので．この報穂仕法を勘行す

ＯＯ○

基本としての士壁余︑善松を半へき付けろ

資金となるものである︒そこに此の事業の

といふ聖的の公財で︑所謂証斡率誰の逢行

士彰照らす様に貧富内外か酒津して止まぬ

自財にもあらず他財に仏あらず暇同月の闘

︒ＯＯ

れば︲如何なる貧乏家でも如何なる貧乏村

等を縄折して報徳金と稲して居るが︑是は

善純金︑仕法か受けた闘鯉としての元恕金

る︒

其の方法としては

一大蒋色を隆見する︒即ち一には心田か開

4

一︑無財より財か裟するには勤努によるべ
し

'

○

でも︑早くは三年遅くも球十年以内には︑

蓄事業ではないＯ所謂道徳と縄済との一致

物質の宮足を謀るのであるから︑軍なる貯

Ｃ

紹介しよう︒

の序に報穂証の事業について︑其の梗概を

推談︑報徳の統測を鼓吹して居る所は︑誠

葉書やカレン〆Ｉにまで︑勤鍔ｂ善種︑分度

七日までの間を推謹週間ルー定めることから

が一貫し徹底して居る︒毎年十月一日より

〆

立派な富家宮村か建設するといふのであ

一

28

ろ頑を園村徳報の螺岡静
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︑自巳の敗入に封して︑其の幾分Ｐて生

峡けて居るからである︒判り易くいふなら

れば︐分度生活に依って︑その原因年除く

の所である所である︒之が貧窮の原因であ

！！！！；

中に
に分度と稲する一項があ
報徳雁の仕法 中

走謀る・へ・きである︒

と共に︑更に縄法的の凌展と激徳的の壷展

Ｉ︲鳥︲
ろ ︺ 是 は 極 め て 垂要な現目であるから︑少

善の使逢にあてる備立てがないからであ
せて顧みないからだ︒若し一朝不畔の災難

る︒右から取れば左に造ふ︒只緊通りに任

文化費一癖識霊躍郁謹鍔躍︾窪賓

生存饗一窪頚密い窪紳︾・住居費

今度生活を表示すると左の如し

︹︶

活し︑他の除分走蓄概して︑不時の刑と稜

身に賦典された才能力量地位等の一切をさ

に遭へぱ忽ち窮乏の淵に沈むのは固より其

抑々分度の分は天分といふ意味で︑我が

しく説明起加へよう︒

走れてることである︒天分起錘済生活の上

し︑度はその分趣度合に座じて耗済の術へ

一賓庵吹入

臨時饗一塞獅垂心ハ︾鋤雑怖廻︑

自譲︷識蔦隠推璽露蝿瀞撫準術蜜

人が貧困に陥るものは︑或は天災に遜ふ

に分ら︑更に之走細分して其の分度内で生

て︑其の内を純常費︑臨特饗︑白謹・他謹

右の表が 示す如く︑自家の全収入走計つ

三人の子族の人は五人の延考へ︑五人の家

の所は六十錨の人彩思って生活法をたて︑

の収入があれば八十鑑の人恥思ひ︑八十銭

よく縮むものである︒されば平均一日一回

縄湾生活は恰もゴム風船の如く︑縮めれば

他譲一蝿住隷一の馬に推誤一榊榊誰誹︾︾︾癖嘩坤鍛

とか或ば病雌に雁ろとか種々の原因がある

い藩には度内の生活饗に大部分走蕊する故

可●軌叫︑１別

︲︲︐︲

︲︲︲︲︲︲︐︲

１１！︲︲●

１１︲Ｉｉ︲︲︲１帥︲Ⅲｒ︲︲︲︲︲

族の人ば七人の案族の事走考へて︑其の生
暇Ⅱ照・酢刷Ｌｑい一価旧制制咽︲伽仙脈岬肌秘︲ｊ︲●伽ｒｌ︲︲ｆｊ胴︑肌刑乱即柵碓洲師Ⅱ脆矧即財蝉叩Ｅｄ句・飢旧

度外の自誕とば勢減少する課である︒併し

活起立てるのであるが︑天分たる収入の少

一臨時収入

分１１︷勤努吹入 ︶１１分度

『

に移せば其の人の牧入となる︒その収入に
碓じて一家の荘し方走定めろ︒即ち識算生
生活誰ろや放漫的のもので江く︑極あて正

活といふことになるのであるが︑その識算
確に極めて有効Ｆ︐叉極めて迩徳的に生活
の規範韮定めるのであるから︑合理的生活
とも言ひ得るのである︒尚又大庭より籾察

すれげ︑天迩を迩奉して人遁走達する仕法
ともなるのであって︑分度の意義が如何に

蕊

乎衣ろ信念︑即苧う指導原理がなく︐且つ之

正大公明であるか韮想見すぺきである︒

天

』

けれども︑其の根本は︑生活にわたって確

︑

︒ｈ
︲．ｊｃ︐
■Ｊ
■︲
８０−
︐︲ず・今・ヶ−︲〃０ｑ〃０９
４■
６１
Ｔ．
．■
１■ ■ ■ １ ９ １

︲ＩＩＪ１︲

か寅行する生活上の指針︑即ち生活規範が

○

一
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活基準を緊縮すれば．誰に４資行し得るも

資行するのであるが︑其の成績の佳良荘ろ

いふことである︒青年画が自治に雲加する

ものか︑報穂所が表彰して之を奨励すると

ＪＰ１Ｆ

今の産業組合は．自姶観念悲養ひ勤愉貯

ことは既に一般の流行となって居るが︑地

○

蓄態奨め兼紅て共存同築の道か開くといふ

方の少年が自治の手ほざきたなすことは未

のである︒我が閏家ぱ今や縄海図難に庇面

ことに目的恥置いて居るが︑其の賓際の有

｜

し︑政府では財政の緊縮や消費の節約を圃

様を見ろと︑中にば単なる利殖事業と選ぶ

だ多く行ばれて居らぬ︒是に先鞭か着けた

へてか︑疾くの昔から賀行し

の要求する縄

所のないものも多々ある︒之に託禽的の色

たのである︒

勝問田少年園は誠に模範的な好事業と感じ

民に要望して居るが︑報徳砥の事業は脚家
て居ろ︒吾人はその卓識卓見丞封Ｌ︑絶大

彩を加ふるか加へないかは︑一に共の縄管

本は獅逸の信川細合制度に基い求もので︑

力走菱ふ鰯めに設けられ犬者である︒その

は︑町村自治の姉妹事業として︑地方の喪

目下各町村に登達しつ入ある産業組合

証の精紳に墨んで︑事業に封する信仰的願

組合の理事表に向って注文しれきは︑報偲

尤も深愛とする所である︒されば世の産業

い事賓が起ることはなからうか︑是は余の

推移したならば︑勝率物質の蝕弊に堪へな

向って報徳訓か朗讃す〃ろ︒含場は森然とし

荘菰なろ態度で戒詞走奏し︑次ぎに一同に

面なろ天照皇大祁の祁幅に封って︑いと

の報徳派員が場に集まると︑飯田柾長慣正

愈々講演の時間が来た︒約三百五六十人

て静かなろこと幽谷の如しだ︒此の間に起

○

言はｒ模倣ｒあり︑借物である︒然るに報

って物質的の弊害か未然に防ぐ事である︒

念ど︑分度推譲の意識態多量に加味し︑以

○

なろ讃鮮走捧ぐろ者である︒

者の方寸に委れられてある︒若し此の侭に

より起つれもので︑創遼であり︑純日本的

徳耐の事業は垂然二宮尊徳先生の工夫考案

碓の方が︑一層弛歩的にして一段現代的で

言ばれろまＬに列席し衣︒閣員といふのば

るから参列してくれ上の話一があったから︑

余が講演に先だち︑少年廟の表彰式があ

にあることを論じ︑更に善き村の建設策と

聯携より説寿﹂起し︑根本問題は自冶の完成

化総動員に就いて﹂と題して︑教化伽盤の

隈く者も虞創ならざるか得ない︒余は﹁教

って講演恥行ふのであるから︑述ぶろ者も

あること悲捕感する︒即ち分度推謹に依っ

して︲向淵観念の養成︑産業の振興︑村格

○

て・財走積むと共に善を積むの精神が事業

何も紅小畢生である︒此の閣員は其の部落

の向上︑教化の振作等に説斗及ぼして︑約

である︒今之起両々相比較する時は︑報徳

の上に渡って居ろ︒殊に天照皇大祁の天地

毎匡一関を組識し︑通路の掃除から測境寺

二時間半の長きに互って．自分の理想と経

園の清掃等︑その力に礁じれ公共事業走担
常して居るが︑是は校長や竣師の干渉や指

験か詳述し誰のであった︒

報ゆろといふ信仰的の掴念をも交ふろに至
っては︑毎々現代を匡救するの霊薬であり

導を受くるものでなく︑一切向主自治的に

開開の大撞な遁奉し︐祁徳父母弧先の徳に

適策であると信ずる︒⑬

ろ覗走村徳報の懸岡鞘
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此の日報徳赫員は別室に於いて報徳金等
の受入奉行って居たが︑昭和四年五月に於
如くである︒

ける勝間田村報徳冠の報徳金総．額ば左表の
円

一︑○六五ｎ○○特別士墓金

九五六︑四二土皇金

六︑七三六︑八四善種金
一︑○○○︑○○善種推誠誘券

九二︑○八善報準備金
一○も○○○︑○○加入金
五○○︑○○未抑利子
○

二○︑三五○︑三四合計

かいもの戊除きや特に目についたもの走左

三年度︶などは誠に行屈いたものである︒

し︑百三十四人の雌姉韮取扱はせた︵昭和

といひｂ何れも世に魁けた善施設といふ・へ

といひ︑蕊所改善誰といひ︑敬祁参拝貯金

その他兄童愛護倉といひ︑興村証券の溌荷

婦人教化施設研究協議倉は︑村長報徳牡

○

に述べよう︒

長婦人脅小単校長僧侶各艇長有力者等が曾

○

身﹄である︒

勝問田ではよく印刷文化に依って成人の

合して︑諸般の事項につき協議をなし年度
期保育園は前記の協議倉にて決定せられ︑

等妬三十一文字の歌にて示しｂお産の心得

教育を施して居ろ︒墓所心得ば料理の秘訣

内の施設方針を決定するものである︒農繁
それを貴行しれもので︐農家の最も多忙と

数へ年二歳以上七歳未撫の児童か︑各部落

十訓の中には﹁娘時代は人生の二百十日﹂

は気の利いたパンフレットで教へる︒庭女

する六月の中旬か選び︑五日或は七日間︑

の寺院︵叉は公禽堂︺に集め︑朝の六時よ

ば親の肩をた上け﹂﹁器堂を誇るより＃心悲

﹁恩ひき吐働け媒が見て居ろ﹂﹁ひまがあれ

見せよ﹂などの好歳が載せられ︑嫁の十訓

鼓はお諸りに︑架しく一日を過させ︑以っ
て父母かして誰護の心配より脱せしむろの

り午後の五時まで︑式ば遊戯に或はお話に

標奉定めて居ろ︒夫は碓含事業の興否と姉

いずきとにこノ︑がよい﹂﹁わすれても﹃坐

には﹁家風に順雁する恥最先となす﹂﹁きれ

余は毎時も町村を耐察する時︑二つの目
人曾の振否である︒若し証曾的の施設が備

紙細工や自由蜜や小族などを毎日お土産と

では﹄といふな﹂な︾﹂の善戒が翠げてあ

である︒幼児の心か引きつけるれあに︑折
して輿へろなど︑保蝿者の心遣は全く感心

る︒如何にも感心す・へき熱心さである︒

はらず︑婦人含の活動がなければ︑如何に
町村の自治的地位は決して高いものではな

役場や畢校の建築が立派であっても︑その

のは婦人含の役員達である︒

させられるが︑此の事業の第一線に起つも

○

い︒斯ういふ速断ば一見乱暴の様に思ばれ

胎見の保護事業として村に巡回産婆か設

夫より自動車に乗ると木下夫人は是非自宅

れ４整然たる外鯉と内容とを有して居る・

夫妻の室内で︑役場と皐校とに到った︒何

講演が維ってから︑飯田就長及び木下君

勝問田に封してｂこの雨つの眼恥向けて見

置したの伐静岡中勝問田が噛矢で︑年手営

○

ろと流石に報穂村だけあって︑証曾的施設

弐百回の溌箆を以て開業産婆二人恥蛎託

るけれ︾﹂も︑事賓は極めて的確である︒今

も婦人倉の事業も目墨しきものがある︒紬

一一に立寄ってくれといふ︒且つ﹁お竃さんの

幸御知り合と承りますから︑どうぞ蕊前にお
一線香懇手向けて下さい﹂と熱心に言はれろ
一のであつれｏ此の言葉はヒシと私の胸に感
信｜じたから︑其の言に従って木下君の邸進訪
一れれ・同家は地方有数の大邸宅で︑泉石樹木

一の求蛍すまひも趣深き庭園か︑自然の造り
水が流れるあたりは︑賀哩幽雅の景致であ
る︒俳壇の前に案内されて︑故木下七郎君
のために︑韮香韮捧げて冥祇走所ろと︑奮懐

今慌泉の如く︑胸裡に湧き出づるのであつ
︲．︑︾○

７

○

すづ子夫人は村の婦人倉長として婚又蝶
の愛幽嬬入舎の役員として活躍して居られ

るから︑話材ば極めて豊富である︒過日
聯知事の招集走受けて静岡市雁到り︑純済
緊縮委員曾に川席した常吟の模様な︾︺を語

り心常奥座敷より罫紙三枚に記した答申潜
起持ち来って︑︷︑今日図家は金の不定で悩み

切って居ますｃ此の時に際し︑無駄物を貢は

い位では追ひつきません︒夫故婦人ば大羅

悟潅以って︑指輪や善其の他金溺製の装飾
−
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具は国家に提供します︒若し無償といふこ
とが不同意ならば︑溌らにか政府に翼上げ
て貰うことにしたらよ力らうと恩ひます・

是は私の考ですが︑御意見は如何です﹂か
と尋通られれ・余は斯くも目錫めれ婦人が

地方に存在することを知って︑大に人意恥
亜うしたのである︒

○・
奥座敷に年の頃七十六七と経叩ろ老姉人が
挨捗に出られた︒極めてつつ生しげに質素
な身なりをして居られるが︑之は故木下君
の令閏である︒故人ぱ紳士的の類貌を有し
その服装等は多人数の中で一風彩走放った
ものであるが︑今日斯の如き内助者のある
こと起しって︑一入床しさ走感じたのであ
る︒そこで老婦人に向って︑﹁砦夫人が村や

螺の厩に働いて諸方に川掛けろこと態︑ど
うお老へですか﹂と零れてみた︒﹁私は縄・へ

て家の事走引受けてやりますからｂどこへ
出掛けようと︑一向平気であります﹂ノー馨

へら一△︒その顔面には満足の表捕さへ看取

されたのである︒新選婦人の衝突は︑若婦

人が証曾的に活躍する一事にも其の端怨壁

する所であるのに︑木下老婦人の如き誠は

に推歩的の意識と窓容と妬具備し求黙に於

いて︑正に昭和時代の良姑と群す・へきであ

る︒

○

近頃公私純藩の緊縮とか教化間の総動員

とかいって︑大分やかまし身﹄折柄︑余は招

聡か受けて勝間田村に到り︑固らず佃人と

しても藤倉敏化としても．識徳耗済一致の

理想寅現に︐得難き好養料に接し我︒どう

か斯の如署報徳村が︑全幽的に出現するこ

と韮希望して画譲を梱ノ︑こと塾する︒

︵昭和四︑一○︑三○日穂︶

ｉＩ

…

〜；；ｊｊ７︐

ところうか上圭らあひせいぢ

呪するの勢もなからん︒唯々要は此等己設

的卜薪教化園耀を設くるの必要なく︑獅子

信念の上に一大活躍か試みなぱ︑何等蛇足

設の圃鎧あり︑これ等諸凧畿が風に確たる

曾怖救榊激耶蘇教報徳曾天理教青年圃等己

我鯛には己に教化剛鐙として︑．各種の遺徳

法走以て永遠に之牟持綴しれいことＬ恩ふ

篭はこの畢一時的に止散らずｃ何等かの方．

は︑誠に結橘なろ施設と思ほろべされど余

り︑畢鯛一致以て数化総動員の蕊に出づる

ふ︒こＬに於てか新政府は大に顧みる所あ

しめ︑そして幽本を確立せ胆ぱ江らぬと思

今日︑一大叱呼して鯛民の信念を確賞なら

険思想赤化運動に閉する悪思想の禰漫せる

物をも顧みざる風潮と︑又一つには所謂巷

大官紳士にして金錘慾名器慾の外︑眠中何

なれども︑この頃託曾の道徳大に腐敗しｂ

信念の必要なろは今更喋々か要せざる所

曹員の謹

ｉｉｉ

園1

様に︑否それ以上に奮闘起つｒけ得るや否

園階が今日の線鋤員教化に於げろ奮闘と同

一

１ １ ⁝ｉ ｉ ｉ
平野碧渓

しんこくし動もかげしのつこう

令つびやくはいおよじゃうねつこれとも江

貢に罰士の悌を偲ばしめ︑次いで︑叩

︶蛤うしう零んぱいしうこ▲ろざようこう

頭百舜するに及んでは精熱之に伴ひ︑
み心しう仁すうげん傘か・れら
民衆の多数はその言に魔せられ︑彼等
汀をい鹿んとやう主くしんじん
を議政壇上に還らんとし︑直にその人
ぷつせいかうしゆわんつ象びらかこうわ
物の性行や手腕を群にせす︑甲和し
おっと肱へいったあるひ足うぐた
乙唱へ︑丙博へ︑或はその走狗と篇り

て︑銅臭を散じ買牧を試む︑健倖にし
かれらたうせんえいくわんうかつせん

りいんそん

て彼等営選の築冠を得るや︑括然とし
ぜんげんはくめさらにい
て前言を食んで悔ゐず︑眼を皿火にし
底はｒかたとへせん今甜よは・︽かいぎん

て利椛の存する所を硯ひ︑待合政治を

し

警うどんおほけんしよくしたがおぼ

馬して障らず︑仮令撰畢法は改善せら
ぎやくようみんじっ毎ぱいだらく
るＬもこれを逆用し︑民衆を腐敗臆溶
けにこんにらせん含よへいがい
せしむるもの蓋し今日の選畢の弊害に
たぎゐ人にいきうぺつ
如くもの無かるべし議員に大小の別あ
いへ響もへいがいでんぱ単い︾﹄くなが
りと雌その弊害を博播し客毒を流すに
いたずでかれらざせいにいじゃフ
至っては一なり︑既に彼等議政壇上の
ひとなぉうどんとぱけんのよくすぐな
人と罵るや︑黄令乏しければ柑力少

獣︑識霊多溺れば椛力随って多し︑
写かいごとのう
故に黄余を散ずるとと土芥の如く︑嚢

国

一

相1世
す慨態
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Ｉ

ｌ⁝

ていくうぽういた拝腫んしゆつさく貝よう・砿・卦︑透んいい
ごロブ

底室乏に至れば他より捻出するの策をんぱたとひ百千の良法︑善令ありと
きち︽くいたふ泡じけん舌とじゃくいへ︾︑もねんか心﹄い差しと
講じ︑その極板舟事件の如きものを惹雌︑百年河清を待つに等しからん︒
含せじんじゆくらとこう瞳ん含んこぐかしやくわい七い含もようくわわ含しん
起するは世人の熟知する所なり︑この娩込園家杜曾に封し奇矯過激なる新
ほいいか遣いじたくしかせつし﹄・うとう芋フノ●Ｉこくたいそじこくじゃうも︾﹄
輩に如何にして政事を托さるべき而も論を唱導し往捲園硝に背き園怖に惇る
みんしんらかんめへらやしとくぎせいきいＬきうくわいは︲フもの全ことさい
民心弛緩して敢て怯まず︑徳義の制裁の思想を懐抱する者あるは︑狗に千歳
くはじんじゃうやうことみなたこＡじいしかいへ︾﹄ら
を加へす︑尋常一様の事と見徹し︑他の恨事と謂はざるぺからず︑然りと雌

じ
つせつじよくためらくろうじゃうわしゆつばそしつばくじゃく
日雪辱の篇に逐鹿場裡に出馬せしむる撫蔵は雛ろ賑悔飛識するも︑素質薄弱

ふたじつきたかぎりいて６こうのよくとはところふちやくでん嘩

え

ち一ブリ上う

じくわく生じくわく稚

の自畳に待たざるべからず︑自受無くぺからず︒

ｉ；

︑︵松本嘉平︶

園民道徳として︑明治廿三年に賜廿りた乃
聖勅雅奉戴し︑之を我が信念として黄行し
た小事と信ずる︒己に我が信念とな卸ぱ︑
賞行は自づと出来ろ︑賀行出来ざろば︑未
だ信念とならない誘蝶である︒こ上に至る
とソクラテース王陽明か照起さざる韮得な
い︒知も激烈なろ感情の加つ仁所謂感知と
なれば︑己に賓行力多小持って居ろ︒只如何
にして人をその感知の域に至らしむろか瞳
一大問題で︑聖人が幾人１Ｊ閣内に刺操して
感化を及ぼすならば︑非常によいが︑これ
は甚だ鶴束ない︒そこでその信念を養成ず
み機開設備が必要と想ってくる︒

と思ふが︑其他何等へも開係なき人には︑

主義方針を確信して責行すればそれでよい

徳曾等に加盟せらろ上人は︑含それ白身の

にその細目方法等は略します︒宗殺或は遺

篇め．一の考案を作りまし菰が︑今ほこ上

私は之に開しで昨年の御大典延記念せんが

時勢の韮化上同然に消滅するものと思ふ︒

存在恥危ふすろが如き分子．か含むものは︑

彊にしても迷信的分子主含み︑或は国家の

貢献する所が多からうそ思ふ︒己設教化圃

剛催お互の奨励ともな１︑祇禽剛家の上に

各確信の下に証含的活躍韮したなら硬諸

くり︑以て永遠にこれら諸剛鐙が協力一致︑

ら諸剛盛を一括総合しれろ一の大関結乃つ

やが疑問である︒そこで私ばかう思ふ︑これ

I

ヘヂーー

！

に至りては︑資に沙汰の限と謂ふぺにして抵抗力乏しき所に附着偉播し︑
堂もこ▲いためにぐわいたんけつ産うけんていこうりよくおうせい
し︑思ふて鼓に至れば貴慨歎せざるを決して剛健にして抵抗力旺盛底るもの
ひとぜいとうしやりうおよびぎゐんこうけ奇にいそ句﹂くみしめあに
得んや︑猫り政黛者流及議員を攻撃しに封しては︑其の毒威を示すこと能は
せんきよへいがいして雪なんこうくわにんげんしやくわいおいあくし逐ういう
選畢の弊害を指摘するも何の敷果あらず︑人間牡曾の於ても悪思想を有する
しからへいがいばんこくみんものおよびふむようぷんしいたところかいざいそ
ん︑而してこれ等弊害の一半は国民も者及︑不良分子は到る所に介在し︑其
管曾麹．いかぜい己﹄くがたく全しせいしん竃うけん
その責を負はざるべから歩︑如何に政の毒牙を逼ふせんとするも︑精祁剛健
とうしやりうあくじたせん含上とも池へいしやくわい動いるりようし
黛者流が悪事を篤し︑選畢に伴へる弊なる就曾に於ては︑その威力を示すと
がいいへごもせん二口よしやおよびこくみんせいしんゆんじつあだもつにらじゃうしがつ坐ちつ
害ありと難選畢者及醐民の精祁堅賞と能はざるを以て︑日常瓜牙を包み塾
せんりょううなんかたぷくもしそに︾﹄ぐわいぶ舎主う塁ん
忠良ならんには選良を得る何の難きと伏す︑若夫一度外部より狸援あらん
しかこれしやうさつかれら︾﹄うきあいらと︾︑うろゐめい零コが
とかこれあらん︑而も之を省察せずか︑彼等は同素相求め同類相雁じ︑敢
い
たづらつやかたかおもぜんもうゐ・ふろた︸﹄
徒に罪を他に嫁せんとするは︑思は然猛威を振ふとと無しとせず︑これ吾
佳たはにしかいへ︶↑も仁いかじん諺僅いザいせい・ところ
ざるの甚しきのみ︑然りと雌︑大厘の人の犬に弊醒せざるぺからざる所た
．Ｌつがぱくざ上ところあらいげ今よき堕卜うノー︑一はいにらくかうおん・
覆へらんとする一木の支ふる所に非り︑今や畢世潜堂腐敗瞳落し︑高速の
し垂︑くわいこぐかふはいにらくとうていひとりし入ゆうな︐︶︐心えんけいくわくなぼんくわいあん
ナ︑牡曾国家の腐敗堕落到底一人のよ志趣無く︑深遠の計策無し︑本含員た
あらすべかこくみん宅一ろ上へいぎ一毎さいにんあた
屋ようせいう
く矯正し得るものに非す︑須らく園民ろもの宜しく時弊救済の任に常らざる
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ゐ虻かぜううぷ

ふ教育もうけ歩︑川舎に月姓として生

さいと含上ようり・ふぐ非かじゃう

曾て司法省で三十一の全圃の耐曾事

泡んたがめひに琴ｂよくせう過ん哩ご

ゆふ胆ん仁いごかしをんでん仁つ

なか

喰た伊うくわゐ

わか

そとしれん

は果して教化がされて居るのかどうか

も判らない︒どうしても外の試練があ
そてん

ひと

し

って︑其の鮎がはっきりするものだと
か
んがくは雁はんだい
老へたからである︒との企てには反封

する人もかなりあったのであるが︑氏

．にんぜんつ号〃わいこうぎうびせいていかいぱう

くろう

は断然月二回の公休日を制定して解放

ゐ

ひとかだ含ぞく

して居るといふことである︒か〆苦努

してたＬきあげた人のやり方は規則に
か上ばとこるこうたいえき傘へみ世じ

拘った鹿がな賂交代に騨前で店で自

かせいくわしうりそき響う

はいたう

ばだらを

ちよきんで含

家製の菓子を寅らせて︑利益は一同に

配歯する︒働いて居れば貯金も出来る

歩︑安心して仕事に溌念が厳いといふ

にん

だずうぜう週んたかぴやう含

い全ふしぎゆろやしてもとに
今は不思議にも寛か左氏の手元から逃
ものいすもの

去の放埼を梅ゆるやうになるらしい︒

こはうらうく

苦努人の家庭に接して知らず知らず過

きされて来た感じ易い少年の心には︑

含がんやすをうれんこ上る

しんせつくわんぴやうふりようせう胞んつ念

かＬものＵずめ上通

有様である︒多数の少年の中挺は摘気

ありざ主

あんしんしごとよ処ん

仕組なので︑少年達も将来の心配もせ

しぐみやフ迫んたちしやうらいしんぽい

って︑不良紗咋だといって捨てた
も者をで知の
泡んけいきつ
はないと︑明治四十五年から警察

に幌る群があると︑娘さんの米ちやん

●

や保護醐冊から少年を預かって世話を

が親切に看病する︒不良少年と瓜はじ
ある︒

ぽ︲ごにんにいぜういんめづぜわ

中に︑十七年の問い間猫力で少年保談
じげふつ時とくしか
事業を綾けてゐる特志家がめった︒そ
とう含ようふかいけぷくろまち④①ｅ︑①
れは東京府下池袋町七八○糟永久一郎
したいしゃうねんいらいねん／︑ご
氏である︒氏は大正十五年以来年々御
かし号んめりが声こさにぱいゐ
下賜金の有難い御沙汰を拝して居るの

したのが六百人からあるといふことで

しじげふ樫と畦けんし

であるが︑氏の歌業は殆んど世間に知

くろうにんかていをつししくわ

ししぜいがくしや

じぷんところ僅か

氏は折堂に少年が逃げ出すのを見て

は︑これは自分の虎より外がよいから

かんがで含のらちうい

だと考へて︑出来るだけその後は注意
をやす．しむ
して居り易いやうに仕向けた︒そして
くわんぜんぽごしや芯．

よいのであるが︑完全な保謹券が雌い

にい

げる者や︑盗みする者がないといふこ
かんくわ全たかんくわひと
とである︒感化するには叉感化する人

み江ぱい韮とみせ

いか

月に二側宛は必余自由に遊ばせること

の如何によることは大なるものがある
・ワゲヮ

つきくわいあてか江らじいうあそ

といふので︑皆んな尚今に留めて店に

にした︒どうも家にばかり置いたので

くわし上よくにんつかこんにら裳でこつく

ー記

菓子職人に使ってゐる︒今日迄刻苦し

られて居ない︒氏は至誠畢舎といふも
と墨んじうぎよたかたけんざい
のを自分の住居の中に建てて︑現在七
めいをうれんしうよううら
十名の少年を牧容してゐる︒その中二
めいずでけうくわをはそとで
十名は既に教化か終って︑外へ出ても

る

しおりＪ１〜をうれんににみ

し

業の関船へ・御下賜金を博達されたその

けういく

の本格な行き方である︒氏はこれと云

て人となった氏のやり口は︑理窟抜き
ばんがくゆがたしい

ひとしくちりくつい

砂金″集室談その二十一︶

至誠塁舎の稽永氏

者

れた︒二十﹄へ厳の時郷里幅岡から上
書ようしばうちてつこうじやうにんふたう
京して芝浦繊工場〃人夫になった︒賞
じにんふ鮭か全けつしゆつじんぶつ
時人夫仲間にも傑出した人物のあるの
ふりようぜうねん十

かつしばぶしやうぜんこくしやくわいじ

記

−
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こ雪もめづ

かんざいめいこ︾・瓜︾旧星いく

垂んこ

︾﹄守句毎勺創〆兇

毒やたち江

ある子供を頂ってゐる︒樺膝飛騨鍔し蝿いて塞げかくれるので︑親達を泣か

つうかんこことりくつ

みもつにいいんにんじやうめいこと

た↓しにい

せんでんしやうれいあるこの可とくかり

なん

ことを痛感する︒此の如き理窟でな

かんしや
ざい

じんけ・ゐぴ

ねんナみこ・

よ虻

凸と含ち生きん唇よくちゃうみと

くしやくわいばんおも勤皇

こ吟もあづか仁くじＬ上全

ぬり渉へかせ

は若い保畑さんが母さんのやうに子供を頚ろ託児所を先づポスト塗替で稼い
かね
ちで
そ泡あた上てそ梶こ︾も
に添ひ渡をする温かい手に育つ子供はだ血の出るやう左余ではじめた︒
ときザ巻くさくちゃう④●
仁いしゃう皿ん
せいくわつつか合うおや泡ん
生活に疲れ切った生みの親に一年に一大砿四年になり︑時の浅草随長山崎
●⑧①⑪りかい︾﹄うじやうえきう
害雁
二度の抱っこをしては却って︑﹁とわ林太郎氏の理解と同情をかち得て︑相
風いくじ
たうたてものえ
韮ぢ
お陸
い小父さんだよ﹂一Ｉその小母さんだ﹂と営な建物を得てはじめてと典に保育事
かへ

為とつちやんなど︑てんでに呼び馴らやうな苦を欣曾一般に思ひ及ぼして︑
がをく
くら
して一家
族のやうに暮
してゐるが︑確手か 愁い酉鐸瀞ぽ峰む窪露のため弄蝿

わか偲監は上

此園にもう七年も住込んでゐる十三篇は︑時の貯金局炎にすら認められ︑
ぬのか
こ︾もかしら
おしこ↑にんこうしうでんわしつ壁フぢ
の子供遂頭に︑四つの唖の児まで・六人公衆電話室の掃除やポストの塗替へを
こ●●●乏札ら牛うぜ人暫い
の子
が坂巻氏を園長先生︑おぢさん︑躯蚕けて蓉鵬涛痔たが︑呼鑓の鍛練の

このゑん

るといふのである︒の宣惇奨働をして歩いた︒此奇篤底行

きか

く︑身を以て鵠験から人情愛から事に
ゐ舵いそとく力う
あたるものの偉大さ︑其の篤行たるや
感謝に堪へない次第である︒

二百詮名の慈父坂巻氏
孤児と拾兇︑親はありながら家庭を

こじすてご勢やかてい
全づひごこらめぐ

もたぬ貧しい人の児︑これ等恵まれぬ

彰冬こよめいしうようところ
全ちかいがんぶん見ん︐ｆ︑ちやう⑤●⑧③⑥

幼底兇二百除名を牧容してゐる所の︑
とう倉ようあきくさ陰しばらよう号つじやうゑんちほけんばた
東京礎革橋場町の同情園と千葉螺八幡

かたおやこおやびやうぐわらうこおやにうごく

鯨ん逢んしゆ

・かせ

て現在四十一名の小供を保育してゐるせ一Ｉ一し妻ふほど園の兇になりきってゐ
いつ垂﹄ん樫いくれうしばら・う
が︑一ヶ月十回の保育料を支沸ひ得るる︑何といぢらしい幸祇であること
にん
きいごにらみが
のは︑三人しかない︒生後三十日の赤か︒
塁んらやう●●①こ含ようとらざしばんぞ
ちやんから十三歳のヤンヂャ樵りまで園長の坂巻氏は故郷の栃木師範を了
そに
くろう江みたいてい
じゃうきようあらゆるう合一ぜそこ世い
低ん
育てあげる苦勢は並大抵ではない︒本へて上京したが︑所有浮世かドン底生
ゑんてぜ全お皇無人ゑんはうナ全くわつあぢ
の
●●●●⑭でん
園は手狭でその多くは分園の方に住ま活を味はったのち︑故江原素六氏の博
ふろ勢こ江つ
ｒｒやう浬謄煙ん農んきよ
せてゐるが︑こんな事情で保姻は本圃記を讃んで三十一から奮ひ起った︑納
ひろ土にん上る︑ふたりぶんゑんにん定うとうう
そうぎや
書間四人︑夜二人︑分園は七人︑常の豆費りからはてはお掃除屋さんまで嫁
Ｃ●●ゑんらやう
か芋うでふじんにんこのこ・ぴやう
かしよおうふく
坂巻氏は悶長としてこの二個所を往復いだ片腕の夫人は三人の子殖残して病
そし昼んＴつくるかき
ゑん﹄︾し
してゐるが︑人件費だけで六百回︑子死した︒しかし素志は令徴︑苦しい稼
なかちようたいとくいさき砲うびんちよ今ん
浄もしょくじいふくぱいい三ん
供の食事や衣服代を入れて千回はかょぎの中にも︑町内の得意先に認便貯金

町海岸にある分園園長たる坂巻頴三氏
ら
いう炉ｐＬ
は︑生みの父のそれにもましてそれ等

こ．寺もたらしたたうり

の子供達から慕はれてゐるのも道理︑

ほん塁んけいえい＆こともんじＰ侭みなにあせ

保育事業の先駆者として︑これ迄二十

ぽいくじげふぜんくしや全で

五年の閣経誉は誠に文字通りの涙と汗
げつしやう

橋場の本園は低年生活者の子供百三

はしはぼんゑんていれんぜいくわつしやこをも

の結晶だった︒
めいひ苧りつき堂んあづかちうかん仁くじＬよ

十名を一人一月一回で預ろ書間託兇所

じＬよ

と片親の子親が病臥中の子︑親が入獄
的ようしんともいへそ
のもの︑雨親ながら共に家に居らぬも
写うこ雪もたらと僅いくちうやたく
の等の子供達を泊めて保育する書夜託

兇所の二つをやり︑分園は主として︑
こじ寺てごめじちうやほいくぴつよう
孤児︑拾児︑這兇など書夜保育の必要

集 金 砂
⑪イ
画秒

ゆる

そ世寺お

密うじやうゑんゑんらやうぜんせいてん

業のしっかりした礎石を置いたペンキ
や

屋のおぢさんが同怖園の園長先生に韓

身した課である︒

みわけ
氏は本年五十八歳︑今その抱負を聞

Ｌ億八艇冷さいい等扱うおう含

し全びん承んがい﹄﹄こらしぬん

島の貧民街へ飛び込んで︑足かけ七年
けがにん作ん世いくわつじようくわうん茸うふんとう
汚された人間生活浄化の運動に奮闘
︑①④③⑤
してゐろ鈴木読平氏といふのがそこに

ある︒

かばし全じようくわにんしりんぼじゆふ

とこ

をしうつ

たいふくわ

ばじてうせんう心↑

みつが

こ︾﹂ららけうくわうん官フｂつ険けうくわい

で︑子供等の教化運動は立派な教曾と

みむすけんじつくわつ署うつ丘

くわんけいや︾﹄おしよく

たって資を結んで雌賞な活動を綾けて

せんろう︾↑うしやい全つ告にん

ゐる︒そんな開係から宿を迫はれ︑職
ば
推しずくてう
に離れて氏のもとに救ひをもとめる朝

じゆ︾師もちろんか垣

される篤信ではある︒

とくかう

りり
︑︑感謝
のである
る︒
︒拘
拘に
に尊
尊き
き事
事業
業で
でああ

全こ
たた
いふ
とし
かし
ふ 抄ふかんしや
全
こ野蚤
と

も︑事業の紳管も充
克派に底されて 居る

し入れんじようくわじに
よ うん
くわにんたてもの
の信念であって︑
︑そ
そし
して
て浄
浄化
化関
関の
の建物
じけ
けい
えい
つ患
じ
けふふ
け
い句え
い句つ法凸

それ
そ
坤だ
瀧け
け仕
仕堺
堺に
に向
向け
ける
る︒
︒と
とい
いふ
ふの
のが氏

しごとむ

そして十卿斬って五回輿へられた時は

震んいのゑんあたとき

心配はない︑金のいる時は林に斬る︑

しん陸い・か他︾・曾かみいの

か︑正しい道を踏みさえすれば飢える

仁■ふちふう

江んしよめぐ

皆ん友世に働く途がつくまで親切な避

鮮勢働者は今でも月に三四人もあり︑

みよはたらみちしんせつひ

くに︑

三河島浄化園︑これが氏の隣保事業
ぼ
んぷ瓶げうくわ
の本部の名であるが︑そこには教化︑

しばくにいひょうとうしやくわいぽゆふ

市でも莫大な費州と投じて牡曾事業

難所と悪ま巾てゐる︒

きた︒︑

●てうぜん盲たくみ

若い頃朝鮮に住んだことのある鈴木

わかころてうぜんす●●

にまた上く間にとの一帯は浄化されて

＄

て︑貧民街の天闘だ﹂と激賞させた程

ひんみんがいてん萱くけ害しやう低嘗

れぬ立派蔵成絃を筆げ︑賀川さんをし

け馬賀川さんの教へ壁受け継いで︑自
じつを丸守うかう
仁み
ら賓践弱行してゐるもので︑他に見ら
わつば世いぜきめ①②

②＠

てゐる此仕事振りは榊戸の細民街に於

このしごとぶかうべさいみんがいお

砂人さうだんじ里言いみんしんさうじゆくら

ちよきんしやうれい雪ゆうよしょく抄ふせうかいとういにん

たくじじゆくはく壁・ふい″ようさいはうしょくけふけういく

託児︑宿泊︑救療︑裁縫︑職業︑教育

こ粋もやくしよ

はうめんいゐん︑ほとやくにん

含たい婁哩江わら

やくにんこ夢も

をやって居るが︑もとノー︑役員に子供

貯令奨働︑給典︑職業紹介等生きた人

こうした事業には勿論金がいるのだ
かぬ
が︑その金はどうしてつくられてゐる

ゐ

が育てられるものですか︑子供は役所

間相談所である︒細民の直相を熟知し

そに

の期待通りには泣いたり笑ったりはし

蚤せん︒方面委員にしても殆んど役員
Ｐうやうわたくし
けんら
と同様だ︑私はどうしてもこの見地か
しぜつほじよはうしんで
ら私設に補助をする方針に出られた

ひとえ

い﹂と︒
じゆふじいふ・りくわいねつせい．とくしゆ

事業は事梨に理解ある熱誠ある特種

すべでき

左その人を得なければ総て出来やうが
わほいく・ごとなぽさら
をい・別けても保育の如きは尚更であ

●③⑪ご嘗筆ことひと

らう︒坂巻氏の如き︑淘にその人とい
とくかうじつかんしん

氏は︑朝鮮語に巧である︒それでこ上

い

ふくく︑篤行は賞に感心すべきことと

よにんてうせんろうＰうしや

全いにらあた▲ゆめむす

あった︒今三百六十除人の朝鮮勢働者

いや↑

云はねばならぬ︒

ばか

に飛び込んでまづ妬めたのは朝鮮生れ
ろう苧フしや侭置こ＆も必けういく
の努働者の保護とその子供等の教育で

↑天国の主人
の今なみこ

きうめいじやう賎くしぷ︾﹄のよくけつくわ

でゐる湘愛城北支部はその努力の結果

が毎日のねぐらとして温かい夢を紬ん
かは

軒並千五百戸︑そこに七千五百許り
にんけんぼそぼそけむり

の人間が細い細い煙をたてＬゐる三河

−

えいぐわしゆやくじよゆうひやうばん

にけぜだたかみわけ
ば︑それ丈背丈けを高く見せる課です
若き婦人を凝覗してだいちかご
ろ かふじん塁くそうあ・
足立喜久子衆殿唖櫛弛帯岬燕執梅︾恥磯郵詫捗蓉
いかたちおもしろこどあだ

︵その二︺
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ふやフ

よし

え

わかひとたちくわぴけ群はく

私共の様に︑絶えず店頭・から外部をヨンと云った形で︑面白い郭には︑新

わにくし︾︑もやうたてんとうぐわいぶ

たがゐ

ふじんぷくさう

いみ

と上のざようぎぎばふもとづ・

眺めて居ますと︑若い人達の華美職簿らしい映識の註役女優が評判にな沙ま
ーみ
の風をまざノ︑と見せられますので︑すと︑きっと近いうちにそれと同じ
またろゐじふく協うもん
い全わかひとたち
寺うへいし
奮弊か知れませんが︑今の若い人達をか︑叉は類似の服の注文があることで
？句もつい◇一かたい芽えいぐわ労ほ詩い会﹂よう
すこシんなにいがくし宮ひも寺
も少し女大畢式に引き戻したいと痛切今の方が如何に映識から多くの影響を
労もおそ
・今も去言うしきうあらうそ
かん
に感じます︒しかし服装は思想の現は受けて居られるかを恩ふと恐ろしくさ
めん
れですから︑一面にはそれに依って思へなります︒
きうすゐいし︒芯かγ１１会ようみふかおもわたくしふじん﹃ふくモうあまてうはって含
想の推移が知られ︑仲為に興味深く思私は婦人の服装は齢り桃蛮的なけば
にぼんノ︑らい
はれます︒あのスカートの錘が撫謹蝿ノ︑しいものでなく︑そして日本本来
し

な婦人の服装も︑その意味でやむを得のよく整った行儀作法に基いた︑よい
しぎしたあるにぼんふくさうとうよう今ふくそう
ないかも知れませんが︑膝から下で歩日本の服装︑よい東洋の服装といふも
おも

インチ江が

けひんこらやうあるかたおうしうこと

し含

全にいま

量に今ろＬぐあるに隠んふじんつくあ
いて︑股から頁直に歩けたい日本婦人のを作り上げたいと恩ひます︒叉今の
すこたがめひざてい︾﹂えいぐわおし

には︑も少し侭目の膝をかくす程度の映識から轍へられたあのヤンキー式の

はうおも

方がよいと恩ひます︒一吋長くすれ下品に誇張した歩き方を︑臓洲列にイ

〜Ｉ

ＪＪｒ

〃ｊＪ 〜︐

【
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I

れかぴと
か

ことた堂い念

け
けが

おも

おもいじゃうやう︲

かんこ迄ほかころいさ

一寸道をいったり︑偉染病患者券一扱つ

ちょっとみちでんせＡびやフくわんじゃめつか

硯してほしいと恩ひます︒以上の様に

し

在を︑東京市叉は韓刷聴で徹底的に︑監

君とうきようし全たじいしちょうてっていて言かん

料品︑殊に直接飲食させる商賓屋の稔

拠うひんことちよくぜついんしょくしやうばいやけん

して種盈の博染殖の諜防の篇めに︑食

いみんＩでん含んびやうよぼうたしよく

少し情操にしてほしいと恩ひます︒そ

ずこ世いけつ

電車や省線の中の室莱ごみつぽい事も

でんしやしやうせん・たかくう唇こと

ぴ場所 と
と云
云ふ
ふも
もの
のが
がな
なく
く︑
︑怪我をしや
生だしない
しないかと︑はらＪ１します︒叉市内

たじよい
は

の市内 は
は原
原割
割整
整理
理の
の篇
篇め
め挨
挨醒が多く︑非
じゃう
うひ
ひ亜
亜い
いせせいい
てて
奇奇
とと
ももこ幸もあそ
常に非
非術
術生
生的
的で
であ
ある
ると
と共
共にに
︑︑子供の遊

しない
いく
くＬ
Ｌわ
わく
くせせ
いい
のの
たた
こご
みみ鈎僅．ひ

の事が
が一
一番
番気
気に
にか
か上
上り
りま
ますす
︒︒殊に只今

ごとばん含

往来を歩いて居ますと︑商賓柄掌気

諺うらいゐゐゐしやう注いがらくう含

母親に衛生思想を
・多川澄子

恩ひます︒

おも

廷が好ましく感ぜられるか知れないと

歩き方に改めたら︑どん底に若
八いＩ
このかんし 若いい人

あるかたあらた

ごしぜんうごてい署ひんちからつ
ちか壬
らつよ
く力
力弼
掘
極く自然に動かす程度の︑品よく

婦人達の様に︑自然に動く所だけを︑

ふ．じんにニワやつしぜんう戸﹂ところ

ギリス︑フランス遇あだりの漣癖遊奈磨の一

｝
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て感じる事の外︑この頃はガス値下げ

fJ^S**^'､ ､/､へ､ﾊ,､ﾊ．､ ､〜一 ､ ､ﾊﾍへ ､'､ ､ ､… 雪､〜

〜 一

；

i

38

想随感随家名流女

も凡にいを鴬いろりトーつうせつかんこと舞僅

問題其の他色を痛切に感じる事が多い
冬いきんゐしもつとこ上ろう

江いかくとうけい含よくばつぺうにほんじん

I

とう

わだくしこの

ふじんじゃうし含

そはうめんちからいた

一年間ひたすら其の方面に力を致し︑
もくかしゅんＩてうざを

おじぷんみちじくわく

さん

たかめるため目下種だの調査をして居
ふじんせいぢじゃうさんげふじゃう
ります︒もし婦人が政治上︑産業上に

也んかん

五十といは言葉さへ︑現今では常ては
じやうにい
い法さ
まらないと云ふ怖けない状態です︒こ

わたくしゐしや

こん

事は︑鍔働問題と階級意識ですが︑今

ことろう薯うもんにいかいをふいぎ

於ける自分の住置を自昂したなら︑参
きいけん
いもんにい
政権がどうのこうのと云ふ問題はない
は歩
ふじ人もんにいとり
筈です︒そしてこれから婦人問題を取
あつか嘩糸ひけつわす
扱ふ場合に︑決して忘れてはならない

ります︒

ふじんげん

の問題も共に取扱って行くつもりであ

もんにいとも守りめつかゆ

歌を知らせて自受を促す場合︑それら

いものになり史せう︒それで婦人の現
じゃうしじくわくうながぽあび

ろうシうもんにいをいぢぱな

後益為生活問題が深刻になるに従って

ご全ずノ〜せいくわつらんにいしんこぐしたが

開係の深い私等女醤は︑乳児の死亡率

いよノ︑勢働問題は政治と離れられな

ゑいせいしさう？ふこ

ぬんふじんいおよ．ふせんくわくとく

１︐１１︐︐；Ｉ

一般婦人は云ふに及ばず︑婦選獲得

大潰英子

婦人の自畳を促す

く感じて居ります︒

かんた

衛生思想淀吹ま込まねばならないと

すぐ虻ちきよう町よくは上おや

を少くするため︑一致協力して︑母親

くわんけいふかわたくしらじよゐちのみ量しぽうりつ

此結果に封して重い責任と使命を感ぜ
わ陰Ｌ鈴や
ゐ
幸には居られません︒とり分け母親に

このけつくわにいおも警彩にんしめいかん

い鳶だといばれます︒私は馨者として

ため

い事︑青年期に於ける結核死亡率の高

ことをいれんきおけつかくし陰うりつたか

四年乃至五年︑甚だしいのは十年も平
含んじゆめう．みぢか諾けん
均涛命が短くなって居ります︒その原
いんしゆわくににうじＬぽうりつ仁か
因は主として吾が図の乳児死亡率の高

ねん肱いしぬんは肱はぬんへい

たおうぺいぜんしんこぐひかく

パンフレット等によって︑婦人常識を

ることが急務と恩ひますので︑私は此

合ふじおも

現在の自分がどう云ふ地位に居るのか
いこと
しひとすくた
と云ふ事を︑ぼっきり知らない人が少
やうおも
そこなに
くない様に思はれます︒其虚で何より
全に低んふじん炉んざいゐらしんし
も先づ日本婦人は現在の位置と貢に知

げんさいじぷんいちゐゐ

の責際運動に携って居る人の中にも︑

じつさいうん宮うたづさはゐひと准か

'

れを他の欧米先進閏に比較しますと︑

ことばいんこんあ

民の平均毒命は四十二年で︑人生僅か

ふんへい奇んにゆめうねんじんぜいわが

︑生命表です︒これによりますと︑函

たれたのは︑内閣統計局溌表の日本人

せいめいひやうこく

握冒にを開も‑歩此易いい因X均寛四れま五民尭のた
く衛島少r係#に結竺篤撮事屋は涛臆年男をら十の生潰れ

のですが︑最近野師として最も心を打

… ．
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←

1

．．霞・江↑︒

であるかのようにも考へられます︒

代の泰平の封照として或意義あろ展狸陳列

そしてそれが革命時代の恐怖とじ王政時

よい封照の様に忠はれます︒

冠式の賓物がかざられてありますのも亦つ

大鍵面白い封照で殊に此塔中に現皇帝の戴

赤い服装の大きな兵士が警戒して居るのぱ

の気が何虚にも漆っております︒その中走

す︒室内はすべて暗く窓が小さい馬︑︑陰惨

時の様子や何か瞳そのまＬ残っておりま

表而はロンドン塔内の識教室で今も尚甜

′

〜 シ 一 一

１１

１１

さうぞくにんだ・

ちよくけいひをくさきていしだがかとく

松倉秋之助→

﹁女大豊﹂を今様に
ふじょしせいちゃう仁にんいへゆ

にんし

夫女子は成長して他人の家へ行き︑ダル直系卑族ハ左ノ規定二従上家督
しうとしうとめ．つかへ

あいほしい土上そ侭

ぞっと・いへゆ

りやく

勇姑に仕るものなれば︑男子よりも相続人卜篤ル︒
釘やそしへ
ふぽら失う
親の教ゆるがせにすべから赤︒火母寵一︑略

愛して窓に育てぬれば︑夫の家に行二︑織拳ノ熊シキ譲ノ蹄圭一霊テハ
かたら含表ゐ老つとうと全に

とこさ含・
きて必ず莱随にて夫に疎まれ︑又は男ヲ諾先
ニス
しうとけうせい

た

おも

つひ

りや〃︑

のやく

りやく

勇の激正しければ堪へがたう恩ひて︑三︑略〃
しうとうらそしなか
勇を恨み誹り仲あしくなりて︑経には四︑略

雪ぴにぱぢ
迫
出
さ
れ
恥
を
さ
ら
す
︒
五
︑略
じょし・毎厘おしへことい
みざきてい
これみなじよ﹂港やおしえゆゑ

にん

んうへ廻え
女子の父母わが訓なき事を云は永し右の規定によりまナご︑一番塵上
の姉さ
しうと釣つと
おもあやまり
侭んしたおとうぜばうさきざう
て︑勇夫のあしきととのみ思ふは訳んよりも一将下の第さんの方が先に相

けんぷんた壁よやすやう

ところしかこく栓・ユこくみんせいくわつりつ

なり︒是皆女子の親の敦なき故なり︒績するとあります︒
ぜいくわつちつじよ．

︵原文い但し雷み渇き様になしたる脈然し図法は闘民の生活を律し︑︲その

！

りくつもん

やばりくつ腫

ときたか隼がはら

︑⑦●●

て身を隠した主ひき︒︵中略︶

紳中の三柱の耐はみな猫祁成りまし
みかく

ぎに高御崖巣日祁︑つぎに紳産巣日
●うち協うかみ害くし入江

●●●●③●

をせる祁の名は天之御中主の耐︑つ

かみな●①⑪④③かみ

﹁天地のはじめの時に︑高天原になり

てんら

ります︒園史を縦きますと︑

こぐししもさ

天原民族藍中心とした一大家族函であ

父がはらみんをくちうしんにいかみくこぐ

にして︑お聞きを願ひます︒我幽は高

曇週がわがくに仁か

れから申上げることも矢張り理窟抜き

まをじめ

題ではありません︒でありますからと

腫い

に外ならないのであります︒理窟の問

ぽか

は嫁に行くと云ふ事は生活進化の結果

よめゆいことせいくわつしんくわけつくわ

畢寛するに︑男子が家を篭ぐ︑女子

ご〃︑ばふおいたかしか
国法に於てすら尚ほ且つ然り︒
ひつ告ようだんしいへつじ上し

ない限り鍵更が出来ます︒

右の民法法僚もその規定に依るとと
たすうひとｒＬ全仁はんたいもの
が多識の狐誹翼誼寺︑叉反封する者が

ふきふん唾ヤｆＩでうきていｚ

『

ちうかみ

昼昼
迎迎
てて
いいちうかみ
いつご
ごう
うき
きて
てい
い陸
陸め
めぴぴたた

；

みんはふにい

で う ひ さ う ぞ く に ん シかそ
そく
く

ご毎コ

民法第九百七十催被相続人ノ家雄す︒

ひつと
じや
ゃう

め余
まかみ

の

みことも

︒くにつく

〃︑イーくノ︑ぴ可イ刀くｆⅦくノ︑く〃ＪＫくｆＢくみｆｒＤ

た全いひよた全
ん︒現行法規を見蛮すと︒︒合のよ
いの
もよ
のい
ともな
定必
で定
あで
りあま
・合
のる
とと
なと
る必
とと
りまを賜ひて言依さし賜ひき﹂

す︒とあります︒

子に限るとか必ず女子に限るとか
合な
な規
規定
定で
であ
ある場合
定定二柱の
とと
云云
都都合
合に
には
は︑
︑他
他の
の規規
榊の
に榊
﹁にと
よよ
︽へる園を作
二柱
﹁の
とた
の野
た野
．︵習って昔ほ︑垂そくわけ
か正らてうわ
むつ含よくつ
かた
ま画全ち
ふ不動的な法則がある詳ではあり壷
壷せ
せに
によ
よって
和さ
され
れて
て︑結
て必
必圭
余外
やや調調和
結局
局は
は都
都ｊ堅り
め堅
なめせ
まま
ひひ
︑︑天みの
な﹂
せと
﹂諸
とた
諸た
詔矛
けんかうばふそくみ

じかぎか瓶らじょしかぎ

あり︑而かも意を曲げず︶生活に秩
しあ
むら
るし
もむの
すますと人に天つ榊もろノ︑︵の命を以ち
生序
活あ
にら
秩序
るで
もあ
のり
でま
あり
と
比
に
天
つ
榊
も
ろ
ノ
︑
い 全 や う か と く ま う 壱 く も の か な らら
胆胆ん
ん
もきていた
仁うがいじあんつふ
●●○●み
みこ
こと
と④
④一ｅ●みこと
︵今様に︶家督を相綾する者はす
必男
ずか
男か
しそ
その
の規定
事事
案案
にに
︑︑
不 不て︑
らら
︑︑
若若し
定が
が営
営該該
のの
命命
︑︑
伊伊●
皿
て伊
︑邪
伊那
邪岐
那岐
邪那美の命
ー ヘ ー ー ー ー
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あまつのりと

﹁天津禰詞

Ｉ

ふうふわごう

ＩＪｉＩ﹄

︑等うふゐひにせつご

つ良し

こと

法んぢいかい・

ふか﹂・⁝・垣イエスは身と屈め︑指に

み︒か堂︒ゆぴ

ゞを我等に命じたるが︑汝は如何に云

．︾われらめい

律法に斯上る者を石にて撃つべき事

りつぽふかものいしう

のま典捕へられたるなりモＩセは

夢ら

し

新約聖書ヨハネ博第八章
芽小なかんいん
⁝⁝﹁師よとの女は姦淫の注り︑そ

しんやくせいしよでんにいしやう

とは出来ません︒

でも

ならば︑決して他人ばかりを責めるこ

で含しづうらかへり
ことは出来ません︒静かに内に顧みる
．けつににん・世

﹁喧嘩は雨成敗﹂何れをもよしと云ふ

けんかりょう菅いばいいづい

一家平和の源であります︑来訪の稀人
よみこ仁のしかへことで含
も獄んで染んで蹄す事が出来るでせう

かへいわみたも︾﹄らいはう〆ＩＬｒＬ

あ

す︒夫姉の間にも節度があります︒槙

くわんらくにこぐみで雪

の職梁こそは他聞に見ることの出来な

み合はねばなりません︒夫婦の和合ば

との儀な家族制度の中に教養された

やう沖壱くぜいざなかけうよう

よなかもつとうつくひやうしやう

い世の中で最も美しい表象であります
とうようじんとくにばんじんにうとくじゃうひいてん

あることは︑西洋人が個人韮ゞ義の物質

せいようじんこじんしゆぎぶつしつ

東洋人特に日本人が道徳上秀でた熱の

ぽんゐで野しさうまったてんらさ
本位に出来た思想とは全く天地の差が

げういくきくわんくわん

あるからであります︒教育の機開は完

ぴ巻しかじゃうきうけうようか

凸与

術して居ります︒然し晴操の教養は家
にもと
ていそと
庭を外にしては他に求められない︒不
のようぜう処人ぜうじよかてい

おやろ歩そ

良心年少女の家庭がどんなであるかそ
とうげいひやう昨んかていい
の統計表を一見しますれば︑家庭の如
ｋんげんしやう郡よえい
かんい
何と云ふととが人間の一生に及ぼす影
含生うじんにい

わか

響の甚大なのに驚き恐れねばならぬと

我が子と雌も単なる我が子ではあり主

の中︑罪なき者まづ石を郷げよ﹂と

て地に物書き給ふ︒かれら向ひて止
みおこ
なんぼら
まざれば︑イエス身を起して﹁汝等

〆らちのかたき︒Ｕかとｒ
せん︒大日本帝園を織成する言貝とし

云ひ︑また身を屈めて地に物書きた

に主

しもこくみん零ｒプレつごぼう

﹁子散に迷ふ親心﹂ではありますが︑

ての我が子であります︒遠く想を廻ら

主ふ︒彼等之を聞きて良心に責めら

こゆゑ最よ劫やごＬろ

とが判ります︒

せば更らに畏れねばならぬことに心付

わけ

さ

全娯毒もひ全ば

にいにぼんてもこぐこうせいゐん

粂一Ｌ

一﹂平︽〃︑号．上

けうよう

れいざ

全ことめいす

お車し平↑／︑

おそこ上ろつ

わこ

した

みが陸ちらのか

わかものひとりＪｆＩ０

かれらこれき︑︑︑︑︑︑

︑し王ん

のこ

とのみ遥されたり︒﹂とあります︒

へ − 〜 一 一
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高天原に祁留坐す︑祁魯伎祁魯美命
以て諺皇御岨祁伊邪那岐命︑筑葉廼
日向の橘廼
廼小
小戸
戸のの
原︑
に御
︑・御
阿阿
波波
岐岐
原に
李潔
潔
減ひ給 ふ時に生坐る減戸の大祁等︑

諸の柾 事 罪 犠 を 赦 給 ひ 清 給 へ と 白 須
に斑馬 の耳振立て聞召と長み長み白

事の曲 を天都祁図都祁八百寓祁等共
す﹂

︑■ず

もつ︒わがくにしん逢いくに
これを以ってしても我脚の祁聖な園で
めいばく

あることが明白に左ります︒
・わたくし友らやうしんもいちう仁か

私達はこの様な祁聖底血を承けた高
士邸吋らみＡみくたくに坊よ
天原民族でありますから︑他の園の及
つロブつみも
ぴも付かぬ羨しいところがあるのも
もつとわり沙ふごＬうしつおそお僅

ぴ給ひました︒下固民が御皇室を御宗
かあをうや念したたてまつむぺか江
家と仰ぎ敬ひ慕ひ奉ることも宜なる哉

くでせう︒子の欲する倦にのみ親の欲
全ご

そふぽふぽ昏斗うにいしゃ愚

一﹂

わこいへ皆たんわこ

であります︒

れ志人をはじめ若き者まで一人一人
定かたをんな
でゆた堂
出で行き︑唯イエスと中に立てる女

こぐみん釣ほみ仁からおいつくよ
くも国民を﹁犬御賓﹂とまで御慈しみ呼

ちいわたくしにちいへノーみ
小さい私達の家糞について見まして

する催にのみ教養しては誠に相澄まぬ

尤な課であります︒上御皇室は畏れ多

も︑耐父母あり︑父母あり︑兄弟姉妹

詳であります︒

そくにんらくあいこう

今うち︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ・

あり︑子あり︑孫あり一族圃築愛の交

﹁親しいなかにも鵬俵あり﹂でありま

I

い

蕊が日夜綴けられて居ります︒責に此

くわんにちやつ麦をじつこ

、

〆 − − 〆 、 ー ､ ハ ー 一 へ 一
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主人はどうしても少年の正燈が解せなか一

くノ３く〃く／︑ｆりくｆ︑でＪ︑ノ︑そＪ︑／うぐ．ｆ︑くノ︑ノ︑ｆ︑ｒｊ氏ノ氏ノ︑︑ノ︑ィうぐノ︑ｆＪ︑〆︑くＪくノ︑／うぐノ︑くく／︑／０く／も／︑イーィりく●ｆ７くノ§くノ︑ノ刊くｒｊｋくｆＪ︑イノ︲︑ｆ︲ｆノーノ§ｒ・？くＪ︑くノ︑ノ︑／︑／︑ｒりくノ︑くノ︑／︐ｆ︑ノ︑くノリくＪ︑ｆ︑くノーくノー︑／うぐノ１ｆｊＩｆｊ§へ

制洲裸足含線ば一鵠何庭のものかね﹂

にすぐ向ふの三階です﹂

﹁僕︑６名をデロー︑〆ペリーと云ひます・家

あろ日のこと︑ニュ−
ー１
ヨヨ
ーー
クの
ク︑
のあ
︑る
あ印
る印﹁﹁
靴靴
下下を
に買
買っ
って
てござ
んい
だ﹂
い﹂と云って︑印刷屋の筋向の古ぼけた家韮指
をそ
そん
んな
なに
うう
すす
るろ
んだ

軍

出した︒

僕ば
伐靴
雑誌
誌か
かここ
そ牟
れ賓
韮っ
賓て
って従んだい﹂
す︒催
しし
らら
へへ
てて
︑︑
それ

士︑それでも︑僕は︑お小使を あ り っ た け

韮見ろと︑累校の先生とか︑軍人とか︑市

打衣れた︒そして︑少年の持って束求原稿

坐るといふ︑ ︶とを知ってるのかい﹂

これか靴誌胆すると︑ 戸 ︲ も つ と 深 山 お 金 か か

﹁うむ︑而白い子供だ︑それで︲

郵 便 代 に し て ︑ どんＪ１手紙起書いれんで

長とか︑可なり名韮知られた人ばかりの原

﹁知って走ります﹂

主人は︑少年の燃えるやうな眼の輝きに

思ひながら︑さし出されれ原稿を一枚々々

主人は妙な少年が飛び込んで乗れものだと

稿で︑しかも︑みな商筆のものばかりであ

﹃そのお金かごうする﹂

いぜ﹂

お前は︑

﹁靴下韮買ふんです﹂

った︒主人は︑この少年が︑どうしてこん

一雑誌韮買って柳ひます﹂

られてＬまふやうな蕪がした︒

一夕﹂

があれば靴下は何十足灼買へろぜ﹂

﹁ナニ靴下！お前︑これを印刷す・ろ位の金

れぎも︑少年のいかにも︑風刺で︑鼠面目

な原稿韮集めて来たのか解らなかった︒け

﹁でも︑雑誌は一冊も質れないかも知れな
よＩ︑鷲かされれ・

少年のこの意外永答に︑印刷屋の主人はい

１Ｊ

！

坊くって見ながらかう零れ士︒

﹁僕ぱ何百足も何圭．足も頁ひれいんです﹂

で︑一生懸命戒態度に︑何となく惹争付け

﹁お金を儲けてごうするんだい﹂

から毎月出して行きたいんです﹂・

稿さ
恥し
さしろる
ｊノ
︑︑
なな
ももの
たん
んで
です
す︒
︒こ
これぃないって︑淫山返されて来たんで困りまし
といって︐少年は︑ひ︶
とと
抱抱
へへ
のの
原原
稿恥
の私
韮書
書い
いて
て貰
貰っ
った

﹁こぃです︑これでお金
るる
んん
でで
す﹂
金か
か儲
儲けけ
す﹂さいさ
れい
︑れ
僕︑︑僕一
っっ
てて
偉偉
いい
方方に
︑生
一懸
生命
懸に
命な
にな
にい
いつれんです︑手紙をやって名︑宛名がわから

﹁ナニ︑雑誌？︾﹂んな
誌誌
だだ
い﹂
な雑雑
い﹂ろんです︒
ルで
ぢすさ
誌じ
を雑こ
へら
てへ
下てで
るん
︒ん
走じ
ぢ雑
さん
誌し
をら
こし
下す︑これ丈け集めるのに︑八十日もかか〃

﹁雑誌をこしらへて貰ひ
のの
でで
す﹂
ひ衣
菰いい
す﹂うんと儲
て儲
貧け
乏てな
に達
靴に
下靴を
やや
﹁僕占手紙を書いて︑偉い人達にやつれん
うけ
んと
貧友
乏達
な友
下買
をっ
買て
って

﹁何の用か﹂

大︒差はみんな貧乏
でみ
︑ん靴
もで
買︑へ
んへで
うして︑お前はこんな胆．原稿を集め
主人に曾ひれいと言っ一
た︒
達は
な下
貧乏
靴な
下い
も買
な︒
い﹂
んで

年訪
が胆
訪て胆
てや
やる
るん
んでで
校友
の友Ｌ士︒
刷屋に十二歳ばかりの﹀
少少
年が
来て
て来
︑て︑﹁
﹁友
友達
達に
に分
分けて
すす
︑︑
僕僕
のの
畢撃
校の

一
−
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裸
足

曾

い﹂

○

賢人にして財鵡得れば心悲乱し︑凡人に

して財を得れば過ちか増す︒知愚賢不背准

ば︑これか貧しき少年少女に分けてやっ

かくして狭ペリーが十六歳の時迄に少年

１１叫Ｉ肌ＪＩｉＩＩ

することは充分槙まれぱならぬパ快天︶．

れだ粗末にし叉は他人の物か濫に己が有と

きことである︒眼令僅かの物にもせよ︑そ

末にする傾向をもってゐろ︒風に悲しむ・へ

なればそれが貴重な物得難き物にせよ︐粗

常に大切にする︒併し他人の物公共の物に

れがいかに微細にして粗末な物にせよ心非

れるものである︒人は内分の物なれば︑そ

む時︑財は自らその人に必要なるだけ恵ま

焚なろ思想と信仰の上に蔑事彩虚理して進

して︑堅蹴なろ思想と信仰にある︒この堅

して艮賞の道た﹃らしめるものは財にあらず

それが求めに︑雑誌はいょｊ︲．ｉ薮行がよく

〆ペリーは︑自分の家ルー裸足曾﹂の本

愉ぜず︑人を誤るものは財である︒吾人起

一

；

なつれ︒

な喜んで︑進んで面白い記事心投書した︒

た︒このこと延博へ聞いた名士たぢは︑み

１１１
﹁きうしたら︑僕を丁稚小僧に使って下さ
一︲ナニー丁稚小僧に使ってくれ？﹂
﹁もえＬ﹂

少年の心は天風無邪気︑至誠↓ての←のの輝

た︒裸足稗はだんＩ︑に賛成者が多くなっ

部と呼んで︑雑誌の賢上げで靴下な買って

主人の双眼には涙が光つれ︒

て︑その命員と名乗るものの中には︑時の

きであつれ︒

んでも︑おれが印刷してやるぞ﹂

﹁よし︑印刷してやらうり喪れてもｂ萱れ

々衣ろ名士が職限りも江く並んだ︑アメリ

アメリカ大統額マッキンレールはじめ︲・堂

カばかりでなく︑遠く外圃にもその名か知

かくして︑印刷されて︑祉に出衣のが﹁サ
ご一Ｉ︑アワー﹂といふ雑誌であつれ・その

后とか︑スペインの皇族とかむヨーロッパ

られ︑イギリスの王女だとか︑ロシアの皇

主人はこの少年の願心いれ菰︒

主筆は十二歳の少年テロー︑〆令へリーで︑

諸幽の阜族黄顕紳士が進んでこの倉に寄附

彼は自ら街頭に立って︑その雑誌恥呼質し
︑︑︒

午ｊ

少女に分け典へた靴が五千足︑靴下が一蔑

起申込んだ︒

靴をひっかけてゐろものや︑甚だしきば靴

︿が求めに︑靴下鵡穿かずに︑裸雄のまＬで

足像に上り︑その外に裸足合の基金とし
て︑十五葛ドルか職立てることが出来た︒

も穿かす裸足のまＬでゐろの韮見て︑少年
一ながらもいかにも扇の誰に恩て︑どうか

惜しいことに︑このダペリー少年は︑十

ダペリーは︑自分の翠校友達が︑貧乏なろ

I

一

一

一

〜

一

トー.〜〜〜､‑‑‑、

一して．これらの友達に靴下雄穿かせれいと

ある︒

１１１

人ｊｂ及ばな
ない
い大
火 きな仕事韮してこの世か去

彼の雑誌は︑忽ちにして世の評判に上つつ衣ので

I

永のであつ椎︒

いふ一心から︑雑誌Ｆ・今儲することを考へ六歳でそ の 一 生 鵡 維 つ 犬 ︒ し か し ︑ 彼 は 大

レ ー ー ー ー ハ ー 一 一

裸
足
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謙虚索謙郎

炉ｑｐｏ４ｌＵｌｂ

夏以来胃癌と繕尿病とを併溌せられて

再び超つととが出来なくなり︑遂に七

十六歳を一期に九月廿五日午後九時二

ることで︑御生前多大なる恩職を黍ふ

平山渡遥雨翁を億ふ

せる本含の如きは︑特に邦家のため哀

である︒返ヘホノ〜も惜しんで齢りあ

十五分眠るが如く逝去されて了ったの

り夜は六時頃迄とい・ふものは︑寸暇も

誠資な男爵は規則のやうに朝は八時よ

ある︒依って左に故男爵の人となりの

悼の念を禁赤るととが出来ない次第で

１１．

・史書け山
その頭た謙
の随省。二

故軸倒︾癖蝿耐 男 爵 卒 山 成 信 氏

含教化事業︑産業方面︑或は育英の方面

なく或は博愛慈善の事業︑或は他の祇

た新聞愛平

て癖仙濯銅諏疹蓉酔噸趣碓馴率埴華辿

一端を綴り︑以てその人を偲び而して

柳か憐れ今は亡き男爵の恩に酬ゆるの

男爵は竹漢と脱して書もう壷かつた

よすがともしやう︒

が︑特に詩は宋代の風韻を鱒へて営代

で奥御防筆組頭を勤めてゐた竹村七左

随一の妙とはいれてゐた︒幕府の旗本

るけのりら

術門の一番の末子として生れたが︑輪

傑者若そ従
物と年の兄
でし寄訓に
あて平育営
つ維山とる

たことは︑周知の事賞である︒男爵は

に︑尚又躯密顧問として陛下の諮詞に

をの後と上

稀に見る回浦な人栴者で︑然も非凡な
識見の所有者だった︒男爵が居らるる
所徳化普しといふ有様で︑誠に賞践的
道徳人の椛化ともいふべき人であっ

共に指導の任にあたって居られたので

答へ奉る等︑所有方面に一方ならぬ活

見利ちたか

た︒本曾が曾てその副曹長にと所望さ

あった︒↑然るに健康を以て鳴らした男

動を捧けられて︑邦家のため奉公の一

の幕氏養藁

れたこともあったと聞くが︑宜なりし

爵もとの数年来は兎角胃腸を害されて

名末は子の

事である︒最近には叉献倉教化畢院の

者

念を貫かれて居られたのであったが今

顧問の要職にもつかれて︑松平顧問と

記
居たやうであったが︑それにも係らず

にでこ氏ん
そ､郎のど
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二郎氏は常に教えて白く︑

ＬＩＩ

藤長専横の明治初年か
もので︑従って篠

時︑父と共に男爵も亦と比に移住し

ら︑その間に伍して著為と地歩を進め

て来たその苦心は一方でなく︑これだ

けでも既にその資力は何人も認めたの
である︒

度に陣篭曾で外図を歩るいて居る中

に︑種堂遊日本品の輸出の途を開ひた

り︑叉外図からパンを焼く方法や︑鉛

筆などを持って来たものださうな︒明

治十一年には外務書記生となり︑それ
から大職省にも居たし︑元老院にも︑

又松方公の第一次内閣では書記官長も

務めた︒その後種誉な役を経て︑貴族

鐸鋪鍛嬬霊渡遥武助翁

て︑蒋叉結城支曾長の要職にもあった︒

る所の賞に本含の現存せる唯一の元老

翁は殆んど木曾の創立賞時より開係あ

であった︒費性剛健にして忠誠の念厚

く︑賞に剛士の風格があった︒明治三

されて︑本酋に入って其の主事とな

十六年には時の含長谷干城子爵に抜擢

其の手腕を振はれ︑一意本曾の護展に

り︒其の職にあること六ヶ年︑縦横に

あった︒其の後蹄郷して専ら地方の子

力を致されたことは︑多大なるものが

して其の趣旨の普及を固り︑或は本曾

弟を教育し︑一面本曾の結城支曾長と

・１１１１鰻︐︲︑

︲峰〃；４

ｉＩ︲︲︑︲響Ｉ︲蝿

１︲僻Ｉ

４︐ｑ
ｆ︐︑．︲ＯＬ４Ｕ守４．ＪＯＪ︒１かｒ山細？０副ｑ申ｑｄＰｐＦ同
日 Ｉ Ｈ Ｉ 咽 Ⅱ 皿 Ⅱ Ⅱ Ⅶ １ ４ １ １ １ Ｉ Ｊ Ｉ １ １ Ｎ ｌ 川 Ｉ ｌ ｌ Ｉ 川 ｑ １ ． ｒ ｏ ｂ 負 今 ｔ Ｆ Ｉ ４ ｎ ︑ ０ く い ︲ 岬 ６ ２ ４型
１Ｉ
ＬＬ
︐．
︑．

宮︑ｌ Ｊ凸

は鼓舞し或は指導して専念邦家のため

・へも常に種だの意見を提出されてや或

ある︒現在では植密院顧問官︑内大臣

１︲Ｉ

方面では保善牡の理事長︑育英事業︑

た赤十字肘の祇長でもあった︒又産業

府御用掛の外︑創立以来力を致して居

院議員になったのは︑明治二十七年で

華洲渡遥武助翁は本曾の評議員とし

之助︶が静岡十七寓石に封じら恥 たあらう︒

喜公の後として現徳川家達公︵営主

て慶喜公を主張した謂所水戸派で︑

ｌ
一︑功は長上に肺する事を心がけょ
自己の能を街ことは恨め︑

一︑同僚中に不誠資不勉弧の者ある
も不平を起すべからず
といったといふ︒男爵はこれを以て

深く心に銘じ︑一生の虚生の標語とし
て︑た野直賞に︑た障穏かに︑かつて
不平が主しい事を口にせすに日を送っ
て来たといふ︒

明治三年即ち十七歳の時父と共に住
んで居た静岡藩からた堕一人横漬に留
畢して︑フランズ語を勉弧したが︑こ
れが幸になって︑明治六年オーストリ
アの維納で開かれた蔦閲博礎曾三級事
務官として初めて外国の土を踏んだの
であった︒それ以来これが因逓なして
か︑我図が外嗣と協力して開いたもの
は勿論︑岡内で開催のものでも︑男爵
有様であった︒

が開係しない博斑愈は全くないといふ

︲

養父の平山省蒲氏は十五代将軍とし
１

た

現下の如き慨かはしき時態を思ひつ

徳化の普及に務められしにも係らず︑

う︒翁としても又多年一意邦家のため

失ふたととは︑何と悲痛なことであら

き我元老にして熱誠と識見に常む翁を

晩秋を名残りに散るが如く︑昨日住一

を叉重ねて︑憐れ紅葉葉の一葉袋盈と

に一本含の歴史の年を重ぬると共に齢

の創立常時の至誠憂幽の士もいつしか

立以来五十有蝕年になると共に︑往年

致すこれが道の一つを知る︒誕倉も創

１︲︐

一が至誠は膿をも貫く気慨があって︑口

つ︑此の世を失らるるととの何と心裟

０トーＩ

︑に或は詩文に憂幽慨世の義憤をもらし
一て︑血湧き肉躍るの熱誠を常に示した
一ものである︒翁の熱には畢ぶもの多

りであったことであらうか︒あの燃ゆ

１

く︑其の論説に或は詩文には鍵くべき

り少なき梢のいと紅なる健気と見し共

人今日は一人といふやうに散って︑残

一徳化の普及に識力されたのである︒翁

て︑はた功勢者として崇敬を一身に占

只一つ今翁亡きの時その志を縫いで細

外祁父中島維昌翁の門にて︑四書五経

研識した︒次で慶腫三年十六歳にして

六年八歳の時児島東海の門に入って

結城郡大花羽村字花鳥に生れた︑安政

翁は嘉永五年三月十五日に︑茨城職

の一意を吾灸は鼓に誓ふ次第である︒

はないか︒翁の難を錘に弔ふと共にこ

酬ゆるの心を鼓舞するの一途があるで

く︑努力以て其の任を果し︑其の恩に

に族立つともそれを鐙ぐ希の何を慨

か︒よし創立営時の先畳功勢者は他界

された︒今や本含も更生の期に際した

今日の此の時に逢って︑一︑暦の涙を催

の一葉も今叉同じ運命にさいなまれた

ものが多く︑今や翁は本曾の元老とし
て重きをなして居た︒翁が本曾史にし

めるものは多大なるものがある︒然も
度畢げられたのであるが︑柳かも老妻

翁は老て愈推んで︑喜の耐も昨年目出
なく︑翁の如きは鴬に百歳の毒を保つ

のであった︒然るに生は不可思議にし

るが如き国士の心中は察するに除りあ

一の人であらうと︑邦家のため本曾の密

て計り知るぺきものではない︒去る九

るものである︒鳴呼世はまＬならぬも

かに喜びとすると共に意を弧して居た

月十四日俄に蕊病し︑十九日には経に

の︑意地らしきものではある︒吾登は

腕に鞭打２Ｌ柳か微力を邦家のために

翁の雲を慰むるの僻を知らない︒然し

一吾為と此の世を異にする人とはなって
る︒時潮に鑑み馬とき︑本曾の使命は

一了ったのであるや全く夢叉夢ではあ
一重く︑そして一屑の活動を期すぺきと

一

で海霧毒＝

も

︲ト
Ｉー
！ｌ
Ｉ

り
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早くして向けた︒同年に貝谷校の校長

請願に議力し︑︲寅く眼を教育以外にも

又明治十三年には団含附設の篇その

二年には︑高山彦九郎の肖像の中畢校

表したことも一美談である︒叉大正十

碑を凋力を以て建設し︑叉報恩の意を

葉桂園︑中島時行︑児島東海の先生の

ザ

となったが︑同十五年にはその職を離

に勤めたが︑明治二十年七月に中畢師

んとしたり其の後再度校長としつ諸校

年立憲改進蕪に入って剛政に力を致さ

洲︑甫嘩羽峯︑土屋風洲︑杉浦重剛︑

野成粥︑大沼枕山︑小野湖山︑三島中

るものである︒翁は夙に川田蕊江︑重

しめた︑これ翁の風格の一端をよく語

めた︒又水海道に研法牡を設け又︑此

範科漢文科の免許状を得︑これを以て

て︑畢を語り園家を論じたのである︒

内川遠湖︑石川文荘の諸畢者と親交し

金玉の文字で︑忠君愛圃の思想を以て

本教育の基礎なるものがある︒何れも

現れたるもの順がる多い︒著書には﹁日

地の碑文共の他に其の筈︑其の詩文の

叉普をよくし︑詩文に秀でて︑〃・全図各

聯教員生活を僻して了った︒そして自宅

人格を慕って門に蒐るもの千鉄人にも
及んだ︒而して専ら忠孝仁義を論い

に私熟を開き華洲熟と稲したが︑翁の

に呼推して︑遂に文部省をして訂正せ

教化書に載せたるものの誤れる逓天下

あった︒大正七八年の頃には︑恩師秋

て曾務と統理し︑四十一年迄其の職に

る︒次で明治三十六年には本曾に入っ

三妻提防の修築等に需力されたのであ

れ︑水海道中豊の設置︑豊水橋の架設

l
lI

し俊白弧斌を創立し︑人心の振起に努

一級訓導となった︒↑

土浦の師範畢校に入りて︑之を卒業し

田の畢校に職を奉じた︒︲後向九年には

を受けて小畢校教員となり︑花島︑岡

左畢んだ︒明治六年には小豊科の試験

神
一

−

−
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捧ぐ︒

の翁や今はなし︒呼︑それ此拙き文を

翁が至誠の表れに外ならなかった︒此

もの︑其の書に︑其の詩歌文に何れも

一生の事業とぜる尊き後人の懇鑑たる

き︑忠煮愛画の一念に絡始し︑徳化を

であった︒呼翁の生涯は七十八年の長

あったが︑思へぱ翁の最後を飾るもの

受けた門弟が相寄って翠げられたので

昨年は七十七の賀を多年翁の薫陶を

一貫して居る熱意が窺はれる︒

I

−
一
一
一

郡Ａ４Ⅷ恥苅︲

鯉蕊窪鶏羅蕊懲御｜﹁癖懲悪識鑑識鮭穂識

地の百蔦長者であり行田足袋ミシン機械縫一左に其の大綱を記せば

一時着それより直に高城支倉長の案内で︑土に在り﹂の題下にて淳々丹競斗出され主︒

出張され臨先っ徳川曹長は同日午前土それより徳川酋長は立って一蓮ば題き

雑繊鰯識競鑑繊裁

日である︒同校小畢校講堂に於て午後一時の顛末並に一般への希望韮叙述して開曾の
から同地諸賢の熱誠になる大講演曾は開か群となす︒寺本主事は﹁日本弘道倉の使

を翠げろ事となっ喝それば去る十月十九氏が﹁教化雑動員講演倉開催の趣旨と其

隼曾を開き︑埼玉螺下北部に先・っ其の第一壁長松村平八氏の挨拶あり︑支曾長高城駿

．任されて︑並に人容走整へ穴ので俄然活気閑談峠蝕咋費した︒それより午餐をとられ
一韮呈Ｌ心此際峠局に艦み教化縄動員大講演て午後一時半より講演倉に入る︒先副支曾

一一叉同町の有力者松村平八氏が副支曾長に就工程十六側に渉ろ作業を具さに観察し︑筒

一今回同町長高城駿氏が新ら士に．支曾長に時間鈴︑百足が十三畔間鮭に該鴬する分業

一埼玉牒忍町なる本含忍町支含に於ては︒一八分間であり即ちこれ走延にして十足が一

記

脳妊鍬Ⅷ教化総動員講演倉の記

へ者
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１１︲１

易ならぬものと考へてはならない︒吾々

１︑此１４甲■１．１酢Ⅲ帥Ⅷ剛ⅡⅡ■ロ画︒Ｊ口もⅣ四町即■■４４１１０ＩＩＬｂＩＩｒＩｌＩｌｌｌ・１１︐１１１川Ｉ．ｐＨⅡⅡⅢ

・の日常身のまわりにも津山にある︒古い

言葉で云へぱ︒修身書家治函半天下であ

るが︑今の言葉で云へぼ表庭道徳．厭曾

種々なもの↑脂別れろと云ふ有様で︑吾々

迩徳心園際遺徳である︒又それの一々にも

のである︒営地は産業池であり商業地で

は容易に直角に踏める道に園まれて居る

ある︒商業には商業道徳が必要なことは

である︒之が振興に努めて産業に商喪に

勿論である︒そして商業道徳の根本は信

内地は勿論外聞の舞台に向っても確たる

地位彫得︑ぱ江らぬことと信ずる︒営地

は足袋の産業と聞く︒翼くぱこれ牢滴り

忍町の足袋でなく日本の忍の足袋として

・意義あるものである︒私は足袋の製法其

轡戴きたい︒足袋は日本固有のもので誠に

の他暮問の事に就ては諸君の前に申上げ

る何者も持求ないｃ然し足袋に就て錘に

面白い話がある︒と云ふのは足袋にょつ一

て人走感化したといふのであるｃ之に依

１

品商品ではなく︑叉資に感化の上にも役鍔

．って見るも此足袋たるものは単なる産業一

・立つもであることは注意す・へきである︒

１１１軒引計◇︲少︲企引︲︲Ⅱ川叶１町ｊＪ１ｌＦ＃証恥１．Ｍ卜ｉ＃Ｌｌｌ卜︲ｌｌｌｌｌｈ﹂肪祇師．．︲−

柾︒或時気候が塞ぐなったので融儲獄を

とて常地に因める一挿話を巧脹捕えて日一し功求いとの念願から︐大鍵苦勢され
く︑其の話といふのは︒彼の難波大助が﹃

げ

一群諦幽癖臥叱擁唖室蝦窪峰壁駒櫓馳幽郡犀一

一ふことば大鍾一卜苦痛なものであるやう︾

と話すや︑聴衆は期せずしてこの訓戒に︾

からｂお前に︑乃履

一稚・妓後に講師たる卒沼博士は﹁純潤と一

は﹁日本閣民糖祁﹂と題して熱癖起振はれ一

で本曾川越支愈幹事遅松倉慶三郎氏一

一画錘恥極抜蝿拝唾濫葬碑汚長恥錘鍛雑髄詮圭

か・してやらう﹂と

てゐろ︒されば金解禁で←看板に喋れば一一

緊縮の蕊が目下世間の流行ものになつ勢

刷民性﹂の題下にて得意の雄癖走縦横に揮一

柾か知れないが︑

ある︒宝た愉今の緊縮の雛並に．金解禁の一一

部嘩睦癖言郡岬一垂蝿唖密輝準乱峰識諏一一

自分の鰯したこ

一に寸鍛鵡刺し︑緊縮は要するに緊張ぜろ一

感走亜れぬとチョピリ緊縮と金餅金の論一

に︑単一卜皐究の徒からすれば噸ろ奇異の一

一所説には夫々根底があるやうであるが故佃↑

Ｉ・順今︐ｆ︐Ｉ

動かす力か持って居ろと思ばれろ︒それ

ものは︑Ｒ本人に取つ

Ｊ﹃確に足袋と云ふ

弓隣磁礁感一

ふやうな所を見て

とである・・きう云

ひ改めたといふこ

とは悪かつ犬と悔

に感激し︑初あて

動して︑其の親切

非常に其の時限感

が大助は何走感じ

へれのである︒所

云ふので足袋悲奥

袋な買ってやった

の家の子供にも足

ば大鍵寒い︑自分

波其の時に﹁今日

獄中に﹁あってきうしても自分の愛し士こ↑預って居る役人が難波大助に足袋を典へ

Ｄ今設

△

．。長校曜小

とについて後悔しないと云ふので︑横田

和宮ら■幸４己Ｉ︑凸々げ︲

即ザ籾卿︲１４脚冬

唾．い︲い群

奄恥餅嫁●．﹄

蕊鳶職

て色々な場合に側々として日本人の心を
一

長倉川徳の察覗業作袋足、行の場工店商助喜本橘
長曾川徳。事主本寺。長校女高忍子金りよ右。行一
忍木鈴。事幹之郷越村。人配支縄藤加･長倉支城高

さんば大鍵に困った︑然し日本閏民とし

て一度は悔悟させ︑せ沸ても噺罪走逃れ

ｌｉ

閉の曾演職員動麗化教
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破るＬが如丸一．拍子走透りて降糎︑かくして

高城曾長の閉倉の挨拶ありて︑此講演含を

有意義に雑つ衣︒・聡衆は無慮六百除名に及

︑今後益々これ

商業の上にも一層の光走添 へ ら れ ん 日 の 来

が珊漫と咲き出でて︑やが て は 同 地 の 産 業

に同地に本含の蓮が愈按擬
まま
りり
︑︑徳の華

これを機にして︑本抑の趣旨芯一般に

ろか翼ふ次第である︒

んだ︒

野﹄︑種々今後の封策か協議する所あり︒時

刑識胸蓉激舗聯合含謹含式に出席して

千葉螺は西村泊翁先生褒生の地であっ

て︑本曾とは肢︑も由緒ある所である︒畔局に

模範となって︑泊翁先生に封しても此地こ

誉︑泊翁先生褒生の地佐倉に於可﹄ば︑聯合

｜と準備成り特に第一回の褒含式を開催すぺ

一して螺下各支曾の聯合倉を組縦する事とな
ったのは既報の通りであった︒其の後着々

に︑同支曾幹事たる入江昨氏木村雌戒氏其

命長たる堀田仙識の熱心なろ御桁導の下

力にて︑愈其の機が熟したので︑菊は黄白に

の他諸幹事延始め倉員諸君の一方な月ぬ誰

と共に︑力を協せて一大飛躍・恋なし︑一は以

いふことば︑螺下の有力なろ十七支含の曾

て含覗に︑ひいてば邦家の技め報ひれいと

そ此由緒わるα名か辱めてはならない︒是

一祇︑そしてそれが和談は此泰千葉市公脅堂
に於てなされ︑茂場一致本含支脅の魁走な

記

非此機に常螺下の支禽の親睦を鷲に倍する

鑑みて強か弘むぺく此地こそ先駆と江リ︑

者

責僻する龍めに︑直に役員の協議含走開

１１

彩
期

員諸君の期ぜずして心走一にし犬所であつ
I

駒

記の曾演講員動縄化教

匂ひ︑紅葉は浦山に錦を飾るの自然に悪ま
れたろ十一月の九日︵士︶を期し︑佐倉小
畢校にその溌命式並に教化総動員大誹淡曾
な開催することと江つ士のである︑連日打
曇る晩秋の日の後をうけて︑此日は自然の
美を愈美上く祭えあらしむろ紅葉口和︑菊
日和と云ふ絶好の好天無である︒本愈より
特に寓障走差繰られて徳川禽長剛席さろろ
こととなり︒随行として︵贋江主事差支へ
のれあ挟席︶寺本主事が出張︑記者も亦そ↓

の光築に浴し浪課である︒雨侭騨恥午前八
時四十分銚子行列車出壷の溌定で︑徳川曾
長には寺本主事と共に同八峠に早くも雨園
騨に着かれた︒暫時休息の後列車中の人と

ある︒一足後れて堀田伯爵も同車されれ・伯

なつ菰︒二等は意外にも空席が多くて静か
な中に楽々と身か震く事が出来て何よりで
爵は邸より自動車で佐倉へ直行されるとい

ふことであつ求にと思って居れのにで意
外に思つ赤︒伺って見ろと︑謹路が悪いの
で騒更されれといふ事︑鼓に東京より出張
の人々は期せずして揃つ施鐸である︒そし

その同髄心知らざる者で︒弘猫街の使命は

響の少ない事の様に云ふ者もあるがこれも

防ぐといふ事に止らない︒叉庶接日常に影

しも一而の道を講じ︑謎を弘め︑或は悪悲

及して︑本曾の糖祁使命とする所は︑必ず

命の挨拶聯述ぺ更に日本弘批稗の使命に論

表すに充分ではあろ︒◆
一先・っ堀田聯合含長は聯合含開曾の開

く︑色と匂ひは清く美はしい先生の精神彫

その散ろを知ら胸所泊翁先生の説く遁の如

叉壇上に置かれた幾つかの鉢に咲く菊も︑．

く︑呼鳴此地なる哉と恩はず叫ばしめた︒

先生の高徳か慕ひ叉偲ぶに特限其の感が深

の筆になる一軸恥掲げてある︒拘に泊翁

大誰堂で︑正面には泊翁先生の肯像並にそ

設けられ衣ろ含場は約千人も牧容出来るの

ある︒少憩の後聯合含壷含式か開曾︒既に

席︑来賓の敬も多敷によって控室は浦員で

倉五十四聯隊長其の他常地の名士多数出

半であつれ︒富日は特に後藤知事代理︑佐

躍校へ自動車に分乗して着いた︒畔に十時

倉高等女撃校長の案内にて曾場たる佐倉小

騨仁ば多数鵬迎へて居られれ・先づ中川佐

I

もつと積祇的な日常生活に面接的な通き者

一

ＩＦ４８．．Ｆ・可Ｉ

﹄１︲９︐ｂ

・●︑．・１Ｊ罰︐匂

︲一口︐︲︲︲ｒｏＤ︐●ロー

庚汎なものであると論じ︑本聯合倉の使命

に鑑み︑園蓮の隆盛韮愈期すぺく努む・へし

も亦日本弘道倉の使命である︒諸君は時局

次で徳川含長は︑共産薫事件の礎生

と訓す所あった︒

態兄み慨かなしき世租を見本倉の使命愈垂

誉の時諸君の礎力に依て泊翁先生蕊生の地

に本聯合含の溌曾恥欣ぶとて駅群走陳ぺ︑

１１

曾ト稗シ事務脈チ愈長指定地二紙ク

第二膝本愈ハ円本弘通曾千誕喋支稗淵合

徹底チ間ルチ以テ目的トス

聯絡提携テ密二シ岡本弘道稗主旨ノ蒋及

第一峰本曾︽千莱螺内二於ケル各支含ノ

皿滋鉾千葉繰支命判聯合金詞規約

た︒

明し︑寓場異議なく左の如く可決決定走見

佐倉支命粋班木村康哉君提案理由韮説

宜し議長席に着く︒先づ曾則の協議に入り

て議事に入る．堀田聯合含長ば開脅な

唱すぺき走思ふとて脱僻演読むなし︑維っ

必眼くすろの本倉の要敬をして現代に厳高

すぺし︑道徳の圏結を固くし︑託曾の制裁

次に知事代理沖畢務部長は︑節倹沓逼と

一

￨

て中央部に席を領し︑四蔑山の話に一時柵
牟の退屈な時も忘れて佐倉騨に着いた︒同

I

てし席出に式含護含合聯
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てし席出に式曾蛮曾合聯

第三峰本含二左ノ役員チ置ク

ー︑曹長一名
二︑副含長一名
三︑理事各支含三一名宛

一↑すろこととして一時保留し之恥以て本日の

一結局は後より追って各支含より意見あ提出

木村幹事提出の理由チ説肌し白く︐稗員

一にて共にした︒因に営日の冬支曾より出席

ゞ議題奄終了した︒これにて一同午餐を別室

一︑含員章改定心本含へ建議スルゴド

章は毎貝祁互の親睦魚員の肉重心を保持す

一雄君︑安房支含正木多剛君︐匝瑳支曾松山
英胤飛．南部支曾管谷義太郎君︑東部支含

代︑支宮中川陸三郎霧︑千倉支含岩本溌

一煮︑同小川清君︑銚子支含加瀬倉吉君︑千

野田支含松山鶴松君︑瑞浬支脅小川信治

一された理事は左の如くである︒｜

る上等より平素之か侭用する走必要とする

も︑従来の含員章は其の鮎より迩憾ある韮

以て改定する必要ある延認むと云ふや︑蔑

四︑幹事二名
スルゴトテ得

但シ理事幹事ハ曹長ニテ五名以内弘樹員

一︑本曾線含川席者テ優遇スル方法テ読替

儀しれが︑これは松山野田支曾理事其の他

曾頑田長司君︑香取嘉三君︑大木忠男君︑

宮野昌平君︑吉田支禽那須剛三君︑西部支

ラレンコトチ本官一一建議スル事︒に就て審

より従来関多少の侭遇方法もあること故︑

成毛寓之助君︑木内彰太郎君︑根本長君︑

陳情に止功たいとの意見ありて︑諸氏の養

成あり︑依って陳情に改めることに可決

長生支曾高橋喜惣治君．佐倉支曾松島秀雄

己之助君︑砦淵穂太郎君︑武藤彬君︑辻新

君︑木村康哉君︑入江畔君・中川良助君圃藤川

し次で協議題に催リ︑佐倉支曾提出に係

｜一郎君．藤川卯之助君︑五准陛助君等であ

争○◎

ジムル方法如何︒に封し︑両部支曾より

一︑支含聯合曾ノ活動テシテ適切有効ナラ

誰︒先づ講堂の状況を一渡り見るに︑さし

午後一時より識化総動員講演脅を開催し

つれ︒

講演倉チ開催スルゴト︑講師ハ本部二於

も厩き誹塗は此の演説か聴かんとす熱心な

一︑螺下各支含テ通シテ毎年一回以上巡回

テ斡旋シ無喪ハ開催地毎二其ノ支曾二於

一千名を優に砥へることが出来？フ堀田

上級生︑中畢校上級生を前にして合計正に

第七峰本曾ノ無費ハ各支含ノ負婚トス

一

ろ人々で満員でなる︒此地の高等女堪校

先づ之に就ては木村西部支含理事の提案理

一

第八峰本規約ノ愛更ハ織含ノ決議二依ル
モノトス

由の説明あり︑諸氏より質問や意見鞭舟し

一︸負婚スルョド︑なる課題態提出した︒

佃シ必用二雁ジ臨時開催スルコトテ得一

本曾縄曾テ開催スルモノトス

ナリ支愈所在地二於テ徴該支命ト併セテ

第六峰本曾ハ毎年一回支曾交番二主催ト

幹事ふ曾長ノ選任二依ルモノトス

就任シダル時ハ前任ノ雄期間トス

伯シ重任スルコトテ得︑補峡選畢ニヨリ

各三ケ年トス

シ理事ハ各支曾二於テ選畢ジ其ノ任期ハ

第五味曹長及副含長ハ理事倉一一於テ懇畢

ハ其ノ職務チ代理ス

副脅長︽含長テ輔佐シ曾長事故アルトキ

第四峰愈長ハ含務チ統理シ本含チ代表ス

場異義なく可決︑次で

一

は

−

次で聯合徳ノ議題二入り

一

一

一
一

てし席出'二式曾壷曾合聯

犀に従って御勅語の精祁使徹し︑水恥打つ

﹄園んで遥を清め︲大講堂の中は徳川曾長の

︾小春日とや云ばん︑長閑なる腸の批誰錐を

川含長位恭しく教育勅至罷捧諦幸外は

一聯合曾長は開倉の挨拶を陳ぶ︑次で徳

講師放る早大理事長法理輝士田中穂積

意する所も心を引いた︒それよりば本Ⅱの

折々に挿入して話すあれり命長の聴衆に留

して女畢生や中畢生にはそれに適した話も

の奮起韮促す所があり大喝米を博し衣︒而

切なるものがあると説き︐時局に鑑み諸蒲

しこと荘だしいものである︒然らば人力は

炭・石油等の自然の富源に恵まれて居なら

犬︑ぱならいが︑悲しい畿日本は︑鐘︑石

縄済の褒達は︑同然の濡源と人力とが州俣

る心細い事だと私は思ふ︒何となれば産業

は然りだが潜来は如何と云ふに︑これ叉頗

︾時の日本の吠態より説いて日本弘道倉の歴

弓日本弘通曾の沿革﹂と題し︑弘道合創立街

米三画の含議であったので︐以来日本か世

少脅議がワシントンに開かれその畔は日英

して牛耳をとり︑叉大正十一年には海軍縮

て平和曾議を開いたとき日本は五大弼閏と

曾て欧洲大戦経りて交戦列陶がパリに於

耕地の狭いこと＄小作科の高いこと惟界無

ないとは心細い次蛎だ︒農業はといふと︑

に比して凹分の一五分の一の能率しか持祇ゞ

る能率が上らない︑統計上職工などは挺米

といへぱｎこれ叉欧米の生熊力に比して頗

ぱ︑如何に其の貧乏であるかが判る︒現在

て的今日では既に四百回であるごとむ忠へ

一た様な静寂と緊張さと震す︒これ云ふに云

日本﹂と題して口態開いて白く

氏が域上の人となり﹁縄海上より見十皆︒

一史より西村先生の御活動︑精神Ｄ人裕等に
﹄及びて︑時局に際し諸君の奮起を望んで降

界の五大強図或は三大強幽と人も亦我も稗

へる︒然るに日本はこれにも係らず不合理

比である有様で蝦来決して望みはないと云

一

ばれぬシーンではある︒怒るや寺本聯絡

一壊す︒それより徳川含長は﹁西村泊翁先

するやうになつれ︒然し政治誕溶蕊問所右

︾部主事は︑庚江主事映席のれぁ代って．

一生乃憶ふ﹂と題し︲我が図は余風無映の園
一鐙私有しｂ上に聖天子ましまし︑政府箭局

︲ｌｉｌｌＩ

韮以て産業を生かすより外ないから︑此事

い︒自然の富源に悪まれない岡本は︑人力

して居てば祉界の落伍者となるより外な

には驚く︒此不合理な生活起し︑然も安閑と

でも千七百五十脚といふ如きものがあるの

はないのに︑日本では三越に行くと帯一本

洋にば姉人の夜衝服でも三百側以上のもの

比して日本の賛津ば心外必至りである︒西

な生活をして居ろ︒賦洲の質素倫約振りに

方面から見て︑果して其の武力ありや︑静
かに胸に手をあてて考へる必用がある︒私

一星は上を禰翼し奉りて善政韮しかれ︑鯛際闘

ば今艇藩上より日本の現状か考へて兄やう
と恩ふ︒先づ一目諒然たらしむぺく欺字を

係は益々親密にして文化は日に進みつつあ
に平安無事天下泰平だが︑これは表面的で

口六千四百閥として一人一ヶ年の峡人が約

年の縄牧入は十三億に上る︒之走暇りに人

一ろといへぱ︑何等云ふぺきことばなく︑淘
一あって︑一歩踏込んで図家の朕態走見れば
一思想上︑政治上︑経済上り其の他所有方面

千四百側・英閏は千回︑彼の領興猫逸にし

二百脳といふことになるｃ然るに米叫は一

以てこれル説明して白く︑現在日本の一ヶ

一に憂慮すべきことが少なくないのである︒

一灘側恥総側側撫灘雛梨
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てし席出に式曾褒曾合聯

に注意しなければならない︒彼の濁逸韮見

一■■■■■■■■■■■■■画ｑ︲︲岡１１１１

よや︑職敗の悲惚に遜つ犬時濁逸中央銀行

ＩＩ

中の人となる︒計らず１．此席にはこれも仙一

部主事と同迩池袋騨八時三十五分嚢で同車一

合●曇

寓葉中興の覗仙畳律師の唯一の置蹟地で

路律師碓碑式に御出晩の佐勾木信綱博士も

窓外は時雨に曇り︑折角の武識野の風怖も一

麻師宇郷政脈の所在確定して︑倣地有力者

碑除幕式を畢行することとなつ衣︒而して

今日は味ふことも出来ないのが淋しい︒而一
して窓彩打つ時雨は硝子牢曇らせろ︑一層一

の賓客が期せずして席奄占駒士形である︒一

此目出度日をして叉報本反始の精祁に厚き

陰気雁する鋤此日は日曜日でトットキの紅一

居られて︑此所正に小川町仙憾律師建碑式一

同地の人々は︑世相に深く慮る所あって︑

の熱心なろ霊力に依りｂ今度愈其の竣工琴

此際幽民道徳の振興を計るぺく︑日本弘道

には御気の毒ではある︒然しそれがために一

必ずや吾々の旅行にば混雑を逃れてよから一

葉見日であったが︑此雨の稚狗多くの人々一

うと勝手な考へ芯持って届稚所心以外にも

時にその式を翠行することとなつれ︒思へ

霞を翠げさせられ椎ろの日心淘に思ひ出深

ぼ︑昨年の此月此日ば盛代の距典たる御大

行は安々と腰を下すことが出来戒︒やがて︷

寄居行列車ば満員であつ求が︑幸に曾長一

られて川席さろろ繁田武平︒松倉度三郎雨一

て居られて︐．尚此日小川支曾へ菰障悲差繰一

山氏走始駒多くの人々が時に含長走出迎へゞ

川越に着く︑此庭には川越支曾の有力者小雫

吾日でばある︒此日は朝来より紅葉韮地
思ひに導く走畳ゆ︑徳川曹長は昨日より連

上に誘ふ時雨やまず︑肌うら寒く人の心走

倉の支曾を褒曹することと江り︑これ叉同

見れので︑十一月の十日を期して愈其の建

彼の寓葉抄十巻の執筆地土ろ武蔵餌比企郡

者

の総裁は云って日く︑﹁我濁乙は今や悲憧そ

の極に達し国力の前途は必ずしも梁凝走許
されない︒然し吾々は今後をして全力を畢
げて人の二倍韮働いて二倍の貯へ走しなけ
ればならぬ﹂と叫んだが︑これが言葉ば以て

日本に移し植へる金言でなければならぬと一

結び犬喝釆に透られて降壊す︒之走以て
此の・︑を盛含裡に蓬つれ︒それより三十
分程の時勉利用して︑堀田伯爵の案内にて

伯爵別邸の庭間韮見せて戯いた︒日足短き
ろ庭園ヰ散策し︑紅葉を賞し臥龍梅の風情

秋の日の既に没する起浴びつつ︑宏大な
その木に細れるアケピの紫の黄の集へろ
など︑或は霊錐富士を←此庭園にとり入れ
て︑奮佐ゞ倉城の跡韮とＬむる凹閲の宏大な

ろ状態とりＪ１に面白く暫時た都塵恥離れ
て仙境を味ふかに心情く後別邸にて茶菓の

饗唯に疲れか癒やし︑五時二十三分の佐倉

日の疲鍔も兄せず︑今日も特に出席さるる

騨蕊にて蹄京の途についま︒今拙き筆起捨
てるに際し︑堀田聯合曹長を始め︑同螺下

其の御努力には窃に感謝の涙走催される︒

含長ば此日講師衣ろ閏府種徳氏と寺本聯絡

各支禽諸賢の一方ならぬ御霊力を邦家斯迩
のたあに感謝する次第である︒ａｂ二︑三︶一

記
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辛閉づ︒場内満堂の人敬虚心に律師の功を

て此建碑も亦然リ︑多数の人の苦心と︐財力．

しことば容易ならざるしのならすやも而し

副Ｉや︒Ⅶ１配３︐脚■１用噛八齢︐凸四＄いり︲い抑喋酉・■■■■■■■別ⅢⅢ１１１卜川︲ＩやＩＬｂ︐ｒ︲ⅢｒⅡＪ岬呼作化●ｈＩＩＩⅡⅢＩＬＭトー１１ｍ出

氏も乗込まれて俄かに一行ば賑かになつれ

雨のみ一音を蕊にして居ろ︒六百六十年前の

れれえて︑露か祭るに謡り屋外は只謡寂・時

に依るかくの如くである︒事落成す必ずや

と蒜く︑時に既に十昨走過ぎて居求事だら

は縄ての事に盤して常に感謝韮捧げなげれ︐

一吟より支倉凌脅式並に教化動員講演曾に︸

移った︒︲．↑

さて別室にて午餐韮なし︑休息して午後

ぱならぬこと恥流感す︒

容易ならぬ犠牲と熱誠なる苦心を件ふ吾↓タ

か︑而して酬ひらろろも剛ゆろものも共に

昔話偲ぶにふきわし︒これ多年の研究成り

一同人力車にて今日の含場たる小川小畢校

美はしく︲聖代に於ける誠に貴き光景をこ

う︑此虚に伐加藤支曾長︑大塚副支曾長起

へと向つれ︒同小翠族は新築の賀に堂々丈

上に呈した一ことば︑近来の快事であつ症︑事

し功今にして酬ひられた律師の嬉し泣の雨

ろものである︑きぐ兼て女畢枝として建築

れ︒支愈長には加藤忠雄氏︑副支舎長大塚仲

成立せる支宙の縄過並に役員の報告があつ

加藤支含長開曾の挨拶を迦へ︑次で一
に祁談し︑麻師宇郷政所の登見に蒲手した

門にある頃︑博士の意逢以て加藤忠雄町長

ろ︒︑それより一同起立鷲が代を奏して次で．

太郎氏就任︑支含長より幹事数名態指命さ．

十年前富地の歌人石川巌氏が佐々木博士の

に従れぱ昨日の好日和に碑前にて畢行すぺ

が︑これを一歩として其の後端玉牒史践訓

ば恭しく徳川含長の激育勅語の捧讃ゐり︑

並に今日に至ろ迄の苦心なきくに︑曾て二

く一切の準備藩整へ穴が︑此雨で中止する
一こととなったと︒︑海に造憾ではあるが︑此

査委員祇ろ同町議大塚仲太郎氏︑・並に同塑

雑って識演惟診ろ︑蕊衆は約八百名堂に浦

れ別室があって︑こ上に休息す︒幹部の話

雨天ではこれもやむ態得まい︒定刻十時半

にマンコロガオＦの史蹟の壷見となり︑建

谷俊太郎氏の一方ならぬ苦心によりてり途

ぺ︑・祭官の修稜職招魂︑献撰︑贈位記糞供

碑恥見るに至つれもの江といふ︒総て事ば

宇郷政灰起選定する迄の苦心を語り縄過を

跡としての仙畳律師の遁蹟﹂と題し︑廊師

っの盛含なり︒先づ鰯谷俊太郎氏は更

村茂樹先生﹂と題し︑日本弘道曾創立常時

報告す︒次で寺本主事は﹁日本弘道曾と西

一朝一夕膜して成ろものでばない︒仙羅律

が心なく之走見ればｂその苦心の程も感ず

創立の精神走述・へ︑泊翁先生の高徳鵡蒋へ

の図家の状態より説いて︑やがては本愈

︒ⅡⅡⅡⅡ０１１１■■■■■■■■■■ⅡⅡⅡⅡⅡ！■■マ１１１
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て本官の使命に及び︑諸君の奮起を促して

三始駒て寓葉の研究に志し︑三十ヶ年の献

志成り︑研究に着手して大成奄見ろに至り

身的祇願空しからず︑四十三にして始あて

る極めて少きめるやも知れざれ︾﹂も︑．年十

師の寓葉研究もさること江がらじ今日吾々

博士等よりそれ仏︑の祇酢ありて此の式
︲ｌ︲︲︲︲︲ｌ ︲︲！！ Ｉ１１︲

より知事代理︑徳川伯爵︑佐冷木

正子楽師等に依る吐厳なろ祭式あり︑それ

それより識涛式に移り︑蝿谷祭官以下破名

事代理寺屋挙務宮以下順次玉串韮捧ぐ

か終し︑祭官は祭詞起上る︒それより加藤

ｒ

一曹長態始めとして徳川伯爵︑細川知

遺蹟保存曹長加藤忠雄氏開倉の談心述

開倉︑仙疑祭並に建碑式を畢行す・仙疑律師

したものなるとか︑そこ限は既に設けられ

一始め多薮幹部の方々が出迎へられて居れ︒

彼を此走と華咲く話に︑いくしか小川町へ

I

L

、
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ー

走煩はして特に筆額延願ったと曲率を陳ぺ

其の岡安家の後商でわらるろ徳川達孝伯時
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の所心紙幣い︾束叔離︑及議員選畢別紙ほ

川町は純粋の日本紙の産地としてｎ本唯一

ｌｔｌｌ

降壇．それより徳川含長は塾ナに透ら

も忠鴬とはいへないものがある︒彼の共産

相態翻るに︑餌民精祁は此の使命に必ずし

精神恥振興す↑へきであるが︑然し近時の世

築に浴して居ること話衷心悠鮒し︑報測の

い所で資に寓邦鉦此である︒吾々ば此の光

我が図の固監に就てほ今更喋々を要さな

紙の唯一の特長であるが︑近時の日本人は

ば耐久力が非常に鰻れて居ろ︒これは日本

更に西洋紙は持久力に耐へないが︑日本萩

れぱならぬと喝破すれば寓場拍手を送る﹄

に比して今日の人情は紙よりも諏しといば一

畔西洋紙等ばかなり厚いものがある︒・それ

采人情の薄きこと紙の如しといふ︑然し近

始めて志が成って狩軍軸紹の命で寓葉の研

祇願をこめれといふことである勺年四十三

ある︒そして漁三十ヶ年間をそれがために

東言葉から考へて研究したいと老へたので

分Ｋ東閣に生れたので︒寓葉の中の東歌韮

て何故茂葉の研究を志したかといふに︑自

三にして鎌倉徹時に於け一心常陸の田舎に於

小川町製の紙に限られて居るのである︶古

難事件はよく之を物語るものといば弧ぱな

ともすればこの側本紙と反鋤に忍耐に於て

究に着手し︑その後七十歳の八月迄の消息

日ノ︑︑

れて溌垣︑﹁図鑑に就いて﹂の題下に述べて

らない︒此事件に就て新聞以上にて小山検

非常に峡くる所がある様に思はれろ︒願く

と語り︑それより何故仙墨ば鎌倉からこの

は到るが︑其の他は全く事蹟か不明である

冷木信綱博士は﹁蔑葉集に於ける仙軽

話に結びて劃一愚なして降埴す︒次で佐

此肺師宇郷に有った関係であると考誇Ｌ免

律師が住んでゐた鎌倉の新稗迦堂の領地が

麻師宇郷へ来て居たかと巷へろ雁︑それは

贈られたといふことを披露？一︑律師は年十

中にはともすれば︑此の有難き我が園鐙牟．

事縄長の談といふのた見るに︑多数国民の

は日本紙の如く我日本人＃忍耐力走以て特

それより仙疑律師は今度天裏宗より盾正起

知らぬものがあるといふ︒かＬろ事が我同

長とする様心掛ければなら掴と巧に紙に

胞にありとずれげ︑誠に遺憾至極の事とい
ばればならぬ︒よし共産麓事件限て桧畢さ一

律師の功績﹂と題し︑先・つ壁頭に於て世には

に比すれば決して多くはないにしろ︑一人

れ犬ろ者は八百除名にして之恥壁幽民の数

りとするかと云ふ限︑α

碑をして物韮言はぜる碑として戴きたい︑

れ喉就ては元藤時代の契沖と共に寓葉集に

簸後に寓葉集癖究に於て仙畳は何故偉大な

而して仙墨の功績を不朽に輝がせたいと希

於ける二大功績と瀞すぺ︑今畢者である︒

て居るのがあるが︑願ばくぱ常母仙律師の

い︑而して衷心遣憾なことである宝口々は蔑

望走述ぺ︑次で田安宗武は賀茂風淵圃荷田春

往々斬角の功綴碑に物を言はせないで了つ

ぺく︲努めて国民道徳の振異韮はかるの急

邦無比たる我園畿彫して毎々光揮あらしむ

満等の歌人走聡して特に和歌に意悲注がれ

でもか上る不心得者を出したことは申課芯

務態高潮するものであると結びｂ筒附加

犬事は人のよく知る所︑私ばか上ろ闘係上︒

葉集の完全並ろ註鐸は一もなかつれのであ

二︑蕊葉渠註舞を書いたこと︒それ迄寓

一︑寓葉集の校合九﹄しれ︐といふこと︒こ

して日く︑営地は紙の産地と聞く︒︵註小一

‑÷

I

式曾致曾支川小聯玉埼に並碑建師律畳仙
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を訪迩んかとの誰もあったが・雨天の鰯

中依然車内は混雑︑辛ふじて一行は席を

めろを得た︒川越峰て松倉︑繁出雨氏と

ユュコ

れて池袋に溶いたのは既に午後の八時で

つた︒

常日加藤支曾長︑大塚副支宮長を始め雷

幹部諸賢の一方ならぬ御霊力と御厚情と

１Ｆ

序ながら鼓に深く感謝する次第である︒

はくぱ由緒ある武蔵の北方麻師宇郷に︑

提の功繊のいや益々不朽に輝くと共に︑

の華のそれの如く晩き盛らんこと韮切に．

ってペンか憎く・︵四︑二︑一四︶

︾弧

恥Ｙ︐一

ｒ

母／

Ｉ

汽車にて小川畷な名残り惜しくも立った

山容易ならずとて止め︐六時二十何分か

登 碑

の
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淵瀦詩林
位勤賜︒禰毒名聾雨々釜︒

賀安藤定一君古稀毒
愛山寺本省三郎早葉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
教育専心四十年︒人才輩出似山連︒宜哉優渥
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

女荘選

評日華洲翁之詩︒激切沈筆︒能得先師大沼沈山先生衣

鉢︒惜哉今則蹄遊山︒金玉潟不可復調也︒

悼華洲渡遥先生

隔幽明︒詞林寂翼

○

虞可惜也︒

評日華洲翁高齢七十八︒弧健如壮而不匪丈詩︒一朝而

碩人逝︒痛惜詩林秋須加︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
未接其容思厭徳︒幾年弘道飾詞華︒妥天不惑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

聞華洲渡遥先生易賛撫然有作
安蒜斌恕︵千葉

作著︒郡以億反君守︒亦非過騨也︒

評日往年天台道士︒選道徳家百人也︒華洲翁亦在其一・

道、

得其蒜︒此作撫此縄語也︒

川

東耕石川藤作︵三妻
Ｏ０
Ｏ
︑︑︑︑︑︑︑︑︑ ℃︑︑︑︑○○○
箪道問文三十年︒恩師 長 逝 涙 潜 然 ︒ 吾 容 毒 髭
○ＯＯ○○○○○○
忘難得︒哀悼蔚令夜不
︑︑ｊ︑
︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
儒教宣揚孝典忠︒高齢 叉 及 斯 翁 ︒ 畢生守
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
真君子︒赫々英名後世

隆 ､誰､眠○

ロI

評白中庸日︒大穂必得其位︒必将共録︒必将共名︒必

見晴亭眺望︲

同人

中根其堂号玉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒︑︒︑︑︑︑
水田蔑頃在村東︒黄稲成堆望不窮︒元是椿湖
︑︑︑一︑︑︑︑︑︑︑
開拓班︒見晴亭上一鮮中︒
評日宛然如叢︒反不負見崎亭名︒

悼渡遥華洲先生

哀何禁︒寓世流芳同古賢︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑
誌上常牧金玉篇︒鵬々有響筆如禄︒俄然易賛
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石

ー
ニ
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詩
林

中秋賞月

耕雲内田鼎︵茨城
︑︑︑︑︑︑︑

一黙無雲影︒秋空菖里清︒老翁迎月姉︒掛酌

︑︑︑

坐深更︒
評日老翁月姉︒四字相封・能寓艶祁︒似有寓意︒

書含席上賦呈榊翠書伯同人
忽得
得丹
忽
丹圭
青妙︒皇端能篤真︒前途今可肌︒必是

︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑
︑︑︑
入選人︒

︑︑︑

︑︑︑︑

柳汀小倉聖一郎尋王

評日二四措語︒自不陳套︒

惜別

嵯長別︒自是一音書更奈稀︒

江上脚杯遼子婦︒千行涙落露治衣︒柳枝折去
︑︑︑○○○○○○Ｏ

実︒

評日亦是古入所謂明朝相憶路漫々之意︾惜別之楕可想

実石川定翁︵享年八十一塁

露湖祁山熊識鳥王
元来人生夢一場︒畢一寛天地亦無常︒生者必滅

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑も︑︑︑

誰得免︒青山漠漠水決決︒昭和四年正炎陽︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

定翁駕鶴向仙郷︒渦乎形影難再一認︒惟右香煙

綾北郎︒八十一年克勘精︒千辛葛苦出至誠︒

朽・蕊乎英霊筒如生︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
禰徳園満令人羨︒功成業遂有除築︒遺業赫赫
︑︑︑︑︑︑︑︑
千歳耀︒芳名漬噴四郷評︒鳴呼香骨百年縦錐
︑︑︑︑︑︑︑︑

定翁斌膜泉下実︒

詐日定翁以毒維︒功業亦不朽︒矧女婿篤行有此就詞︒

悼渡遥華洲翁︒次其易賛前十日寄石川

文荘詩駒︒柳塵高橋友次郎罫潟

霜色好︒楓前援筆賦清秋︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
交歓如昨己年周︒計報使人催暗愁︒翁逝道山
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

卒調︒

二首能嘉交際之寅︒叙逼塞之情︒字々皆涙︒不忍

衰溌日︒伊人可惜短春秋︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑
儒風夙慕孔兼周︒講道曾湊蕊斜愁︒ 今日斯文
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日

砿

園
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歌園

文讃

赤い緒の草履貰うたうれしさに座敷の上をはいて走れり

三浦直正選

上総篠原炭寛

隣り家の柿の熟れ賞の探られ行き一日一日に秋は更け行く埼玉横山楽詩

素足にて外に出づれぱ秋なれやありなか風も傷雄に泌む︽︑埼玉松本清二郎

眼さませば早起き給ふ母上が米とぐ一昔の聞こえきにけり小川原本多金風
人心かくもありたしうつ釘のうてはうつほどうちしまりつ凡上総椎の舎雄三

うつき咲く谷川岸にた入ずめば鮎子飛ぶなり清き浪間に長野︐母袋：元徳

佳作

日受けよき戸口並ひて風除けの蕊垣作る初冬の里

青き空見つめてゐれぱ我もまた青き心になると思ひぬ
評青き心とはどんな心かと言へぼ言ふもの上理窟なしにい坐歌波と恩ひます︐

︒

人静岡大瀧繁職

評裳づ一服といふ庭でせうか超越し祇作者の錆祁生活︾か忠はれます

刈り終へて畦に置きたる稽束に腰打ちかけて筑波山見る

地ｉ東京戸田害美子

天下穂蕗田香風
謹者

移り来し今宵寝られ余夜半にしてけら鳴く聞けばいよノＩ冴えぬ
新らしくノーとや我が友は新奇を追うて何時も居るなり
木かくれのいほりの庭のしつけさをさ上やく如く木の葉落ちしく
せんすべのなしといひては日毎／Ｉ安堂を愉み何暮すらむ
かきねにも秋は見えけり日あたりにさきてのこれるあさかぼの花
頚徳の石女建ちて猫更にいさをたき身の恥かしきかな
今までは青き世界の野山にも秋のおとづれ渡り鳥来ぬ
秋の陽は静かに照りて小庭逢に白く咲きけりコスモスの花
飛行船上る産待てば身疲れて遂に草の上に腰下しけり

透り来し書よみはてつ人も来ず茶ものみあきてた堂雨をきく︲

●

岡田要

河野吟月

菅谷義太郎

中根共堂

田口晋
内田鼎
境
勇
塙則庚

蕗田誠一

山口則之一

池谷鰻

者香久柳惣

秋の陽の入らむとすなる山の端の空限りをく映え渡るかな
文畢に武けて浮世を渡遥や華洲の大人の在りし世おもふ
裏の柿もぎ礎されてニッ三シ今日の日和に赤き色増す

綱島玉城葉野総城城城玉玉葉城城

岡野惣作
小倉柳汀
湯田久誇
野平香峰

孟巳巳

た上ひとり山路をいそぐ法の師の小笠にかふる夕時雨かな
演路ゆけばす上きの影に虫の琉くま書の静寂燈嘉も見ゆ
虎と見て引き放ちたる其征矢はまとと石をもつらぬきにけり

睦
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今回の補助を受ける人々は多破に上って

其の研究題目を畢げれぱ左の如くである︒

居るが︑左に本曾に閥係ある諸氏の人名と

東京帝大としてｏ加藤玄智氏の︵本邦生

文化の進腿妬促す見地から︑文部省より輔

・既に自然科畢の研究者に封しては．我図

たれば消化することばⅢ来ない︒その所謂

ならないがｂそれにば健全な自身の胃を有

其の長所恥管養として探ることは怠っては

らり一得なきにしも非ずである︒依って各

研究︼東京商大﹂︑峰間信吉氏の︵水戸単思

調査研究︶宇野哲人氏外一名の︵曲崎闇斉の

作樹氏外一名の︵明治初年における教育の

洞の研究︺・覚克彦氏の︵古事記紳代巻︑日

助金怨出して居つれのであるが凸更雁今回

健全な胃の脈は即ち吾々が日本人としての

想の王政維新に及ぼせる影響内各藩各地方

本書記脚代巻中に見えれる画膿精紳︶春山

文部街では時局に鑑みて︑︑精神科単の奨働

信念と根底である︒現今はともするとｂ吾

■︑

費逓蝿支出し︑以て思想善導に費すの一と
として東洋文化の研究と併せて剛総統岬の
風随にふれるものを研究せんとするものに

否胃荊の結果として︑身をそこなうことを

自分の身鎧を大分傷めて居る﹄然も食傷︽

恐れがある︒即場封外の食物に耐きれて．

他極めて多数に上って居るがこれ走期とし

念の閲明︶等走畢けることが出来ろ︒其の

研究︑特に紳道の研究により園鐙の根本観

ことであるが︑明年度からは出来るだけ虞

忘れて無理やりに不爵の食物が食・へたくて

て︑その奨励とその研究の相俣って︑初期

︑・ず

江らないのであるの有様である︒この時文

である妙．．．

の目的の貫徹せられんことを切に望むもの

■歩

く此趣旨恥以て奨励費垂輿へる．ことにする

みるために︑吾花の血をなして居る所の東

部省に於て自分の身を錠ふぺく・自分心顧

洋文化の研究は極めて必用一とす・へきであ

といふことであら︒

想がめまぐるしい迄に出没し︑蹄する所を

る︒幽催といひ︑図民精祁︐ｃ云ふ︒これが
ら一凸

知らない有様でキツｏ・此呼に虚するには各

れめには充分なる研究とそれによる信念迦
その研究の必用を病感するの・てある︒

．▲叩Ｌ

自隠確穴ろ松庇と信念を失って居たら頗る

有れなければ誤るのである︒吾々はこ上に

あるか

隙である︒ 素より種々な思想は冬現はれ

・・今日ば誠に過度期であって︑種々なろ思

︵図鐙顕念走基本とせる日本倫理思想史の

封しで︑今年度は珠算の開係から︐私人お

に及ぼせる影響︶﹁東京高校﹂︑皇土田誠一氏の

よび図盤には典へることは出来ないといふ

々民族にこの健全なろ胃を峡くと見られる

Ｌやうと云ふことになった︒その趣旨は主

■８７６■■ヨー

Ⅷ臓鮒撒叱︑稲峨文部省の計蓋

●

ろ・へ含理由が あ っ て 生 れ る も の で

る危

1

１．．．厚＄

■﹄１

協議を逢げらろ︒

松卒顧問本含事務所に出席され︑種々重要

口十一月一日午後徳川曾長︑服部副曹長︑

先づ支含の入容走整へ︑含員を増し︑近々

今回時局に鑑みで衝催すスミとと労り︑

支曾は之れまで活動不振の萎であつ衣が︑

出席せらろろの諜定である︒口埼玉螺所津

期講演曾延開催︑河津法畢博士講師として

々共鴻者を得て︒連日新入曾者韮見るに至

口御大渡記念本曾全図善行者表彰式第二回

り︑其の事務に本倉は忙殺されて居るの有

は︑愈来ろ十二月一目京都華族曾館別館に

ること江つれ・

本多博士か鴫し再興隼一の講演曾を開催す

蕊去された︒亨年九十歳であつれ︒誠に哀悼

於て奉行に決す︒尚講演曾起も開催するこ

口徳川含長は十一月九日千葉騨下各支曾聯

あつれが︑十月廿日午後十一時十五分途に

蹄京す︒︑

ととなり︑三浦脚行氏︑外二名の講師か依頼

様である︒之は邦家御報公の忙殺である︒

ロ山岡女子部幹事は南浦撫順地方へ旅行中

の筈京都支曾の人々と相呼膿して準備に忙

に堪へず︑同月貢十日青山祭場に於ける告

ロ十月二十七日第四土噛日午後二時より女

ろろに付︑佐倉町に赴く︑筒常日は聯合曹

合含登曾式並に教化動員講演街の開催せら

口十一月廿四日千葉蝶野田支曾に於ては定

子部修養講座走本含講堂に開き︑辻村講師

殺されつつあり︑追って詳細は後日に譲る︒

長として堀田伯爵も特に出席され猶本含よ

本曾は意気込んで居る次第である︒

の論語並に源氏物語の講義ありたり︒

町に畷谷俊太郎氏走訪奴︑秩父壷曾の登展

口寺本聯絡部主事は十一月四日埼玉蟻秩父

別式に際してば︑徳川曾長代理として新島

口十月九日千葉螺佐倉町に於て千葉各支曾

す︒

りも寺本主事持田書記︑割田編輯員も出張

書記が出向かれ︑弔意韮表せり︒

嚇合曾嚢含式走兼れて激化動員大講演含開

策に就署﹄種々協議する所あり︒

興せらろろこととなった︒

催︲法阜博士田中穂積氏講師として出張さ

口服部副曹長は十一月六日出変約十日間の

ロ本曾特別含員揖識割劉割刻叫副は動脈硬化

及講師として閣府種徳氏出張さる・

曾式あり︑徳川含長を初あとして寺本主事

口十月十日雁ば埼玉螺小川町小川支曾の嚢

も之に呼唯して︑一意奮闘した効果は︑綴

は︑何等かの成果あるぺきは賞然だ︒本含

一致の努力に依ってなすことであるからに

やうであるｃ時機に適すると共腫一は官民

□教化縄動員はともかく相常の敦果がある

諜定にて島根舎厩地方辛旋行さる︒

月八日サイペリヤ経由にて無事爵朝さる︒

口中燥締一郎氏同夫人蔑江氏には去る十一

輯員出躯す︒

酵萄■

壷含式の求め徳川曹長︑寺本主事︑割田編

ロ十一月十日仙畳律師建碑式並に小川支含

出席きる︒

症で市外千駄ヶ谷四九六の自邸で病臥中で

なり︒

都へ出張中の所十月二十一日用務を経ぺて

口本曾庚江主事は善行表彰式準備のため京

る・富本曾より徳川曾長︑庚江寺本雨主事

は公益事業に壷力の故を以て紺綬褒章を授

ロ木曾寄附金募集部委員長伯爵堀田正恒氏

︲ｌ●

一本陶藁報一

66

報 棄 曾 本

〆

1

蕊曾支
報
67
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１

菟曾某罷一
口■Ｉ！１１亘凸︑

ｌ秋田支書報
秋田支含の再興成り︑大いに其の活躍を
期すこととなつれことは既報の如くである
が︑先づ其れが次第に具慨化し︑注に人容走

整へることとなつれ︒而して支愈長には螺
教育曾長であり︑秋田師範翠校長士ろ和田
喜八郎氏の就任走見ろに至り︑岡︑東山雨幹

求︒和田支含長は蛎下致育方面に於ける有

事補佐の下に一大活動韮起すこととなつ
力者であって同氏の就任を見たことは︑支

●口

日態例曾として種々協議走重れろと共に︑

含にとって力握いことである︒筒毎月十六
曾員相互の親睦を計る霞定である︒

久喜支含
十月十七日午後一時より定例に依って秋
一﹄疋

季縄曾並に講演曾態開催す︒講師としては
同騨出身者たる林翠博士本多静六氏出張さ
れ︑﹁幸禰に生きる道﹂と題して約一時間半

に互って熱排怨振はれ︑聴衆に大いなる感
動を奥へられボリ︒常地もその接漸次熱し

て斯道に蓋し多数の漸く自畳を見るに至り

つつあることは︑常支曾の多年の努力も亦

空しからざる韮思ふものである︒営日の講

演倉に於ても例になく多数の集合を見︑然

る静聴振りであつれ︒

も︑それ等の人庵に熱意あり︑水を打つ振

︾忍支書報告

十日十九日武地小畢校講堂に於て︑時局

に鑑み︑午後一時より日本弘道曾教化縄動

員誌演含か開く︑副支曾長松村平八氏の開

曾の挨拶︑高城支曾長は講演含開催の趣旨

鵡陳ぺ︑寺本主事は．﹁日本弘道合の使命﹂

沼博士は．﹁縄済と図民性﹂と題して何れも

に就て︑徳川曹長は﹁道は通きにあり﹂平

熱排起振ばれたり︑躯衆約六百名頗る盛曾
なりを︑・午後五時散愈９・

佐倉支曹総曾並に皇

悲宜し規約並に協議題を審議し午餐走なし

理事と含合縄倉延開く︑堀田聯合含長含開

て︑午後一時より教化綱動員講演曾起開く

堀田聯合曾長開曾の辞あり︑徳川倉長教育

革﹂徳川曾長の﹁西村泊翁先生牟憶ふ﹂講

勅語韮捧讃寺本主事は﹁日本弘道倉の沿

本︲一・と題する熱鉾あり午後四時散含︑聴衆

師田中穂積博士の﹁縄済上より見たろ日

的千名盛曾江りき︒．Ｔ

小川支書報告ｊ一

仙遥律師建碑式を兼弧て小川支含の凌曾

を行ひ午後は一時より凌倉式並に講演官に

式畢行︑午前十時より仙羅律師の建碑祭典

移り加藤支曾長の支曾成立役員任命の縄過

史跡としての﹁仙畳律師遺蹟﹂寺本主事の

報告あり︑講演含に移り先溌谷俊太郎氏の

﹁日本弘道宮と西村茂樹先生﹂穂川曾長の

集に於ける仙毘律師の功績﹂園府種徳氏の

﹁国畿に就いて﹂佐々木信綱博士の﹁蔑葉

﹁弘道と仙畳律師の足跡﹂と題する講演あ

千葉懸各支奮聯合雪報告

西村先生謹生の地佐倉に於て︑営支含縄

●ＦＤの

意 義 に 謬 る ︒ 雨天なるにも係らず聴衆約八

り ︒ 何 れ も 聴 衆に多大なろ感動悲興へ︑有

百名頗る盛雷なりき︒

曾並に千葉螺各支曾聯合官護含式を十一月

午前十時より開含︑各支含より出席せる

九日塁行︑徳川酋長︑堀田聯合曹長を迎へ・て

‑ 一 一 一 一 一 一 一 一

松江支書報告
本曾副含長服部文理博士出雲大祇参拝の
逢次漁地御立寄の報あり︑此好機肯に於て

ろものあること︑曾祇西村先生の弘道含

創立の卓見より道の本義について孔孟の

十二月一日節二回善行者表彰式を

京都華族曾館に於て．理行すること

仁義説を比較鋤照し︒道は東洋固有の概

び完全の共同生活は力の幽家にあらず︑

は別報の如くであるが︑愉富日午後

演奄請ひ置きたるが︑本月六日愈御宿松に

穂の幽家なりと個人主義家族主義国家主

念にして︑人性に従ふものなることを説

付翌七日午後三時半より教育含蝕の講堂に

義函家共同主義韮打って一剛としれる調

ろこととなれり︒先づ講師としてば

き︑差別平等観より現代思想の訣隅に及

於て開倉することＬなりｃ時刻竹内港麦倉

和人遁読を力説し︑最後に国際聯盟の功

副含長服部丈肇博士が﹁仁義と現代

鳥卒三郎氏は﹁現代の価値﹂と題し

氏は︑﹁園民性の完成﹂と題し︑叉高

思想﹂と題し︑叉丈翠博士三浦周行

大講演倉を同曾館講堂に於て開催す

て︑全固善行者表彰記念激化縄動員

六時から︑本曾と京都支含糊合に

長謹起者起代表筆して開曾を宣し博士を嘗衆

るの要なくして︑我濁特の道を以て彼を

指導するの大畳悟なかろぺからずと特に

績を塞げ︑今や我帝国は只欧米に追従す

あり︑時節柄一同に深斗﹄感動を輿へられれ

前途多望の皐生に向て︑語阜研究の急務

に紹介す尋で博士登壇﹁仁義と現代思想﹂

り︑営日は天気険悪なりしも激育曾員富支

なることか奨働されたり︒

右御調演の詳細は筆記整理の上蝶致育曾雑

今回本官より溌表せられれる風俗及純済

ヂ︒︒

て︑何れも熱榊恥振はろろ筈であ

含牟催うして聯か微迎の意走表し︑食後斯

生活の改善笠行事魂は其要を誰くしたろも

大按張成り︑近く一躍百名にも達す

Ｌｂ

誌島根教育に登載の筈に付︑追て迭呈すぺ

道に関する講話牟交換し或は常支含員より

のなるに付一般に賀行か促がさんが焼︑本

ろの状況である︒

あらう︒尚京都支含は此際︑含員④

此日は定あし盛倉を極めることで

毎年本含より名士を派遣せられて講演曾を

年七月本市に新澄せる唾長六十八名に壷部

食堂にて博士を主賓として︑簡素なろ晩餐

御講演後常含幹部共他二十数名申合同館

席者無慮四百塩に達せり︒

曾其他愛員官公吏男女中等峡校上級生等出

︒と題し一時間牛に亘リ要旨左の如き御講演

島根螺教育含及常支脅の篇めに一場の御講

一

開きたしとの希望を述・へ同七時を以て閉曾

右御報候也

づ上配付し旗リ︒

明治維新の五箇像の紳誓丈開園の御趣旨

しれりＯ

鵡踏み誤り︑極端なろ西洋崇拝に陥り丈

l
r

酉
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l

奉琴亘冥
定例募鳴部委 員曾は本曾事務所に於て︑
十一月六冊午前 六時より開催した︒出騰せ
ろ人々は︑委員 髭堀田伯爵︑副委員長繁田

武卒︑主事寺本典左術門︑委員加賀美剛光

募草間醗吉︑海老陳丑之助．石原勘一郎の諸
集睡榊鐸嘩鐸細雛鵠馴諦捧瞬詐州郷唯鋤唾一
部・後の方鐙並帳活動に就いて協議する所があ

蕊つ衣︑尚来月は最早年末になるので︑募集
至るか以て︑此際極力本年最終の意鍵を以
て街剛することか申合せて散合した︒紙は
不景鋪のどん底に至り︑然も蕊集部の期間
︑も除す所一ヶ年といふのである︒同部の意

窮と努力には一方ならぬものがあるのＬ尤

に阪井重役態訪問しれが︑生憎不在だった

起指導し虚理きれて居らろ一わ所袈力上から

齢にして猫壮者韮凌ぐの元気非持って一際

に蜂須賀侯爵か訪問︑更に浅野合名曾耐︑

に貴族院議員津村重舎氏訪問．それより芝

い時代に於ては︑到底各自の意走浦してや

て︑今日の如く種々なろ閣撹から寄附の多

ろ︒然し如何に健闘憂幽至誠なる大谷翁と

見ても亦稀なろ偉人であるといふ・へきで幻

二目●寸

ので︐止むなく引返し︑日本橋津村順天堂

する所ありれり︒

山本山茶店等訪問．募集部の件に識て懇談

ことである︒然るに本脅にとってば特に其

心

ｊＱ〃

︑１

ることは︑困難であることは申す迄もない

の多数の中に手紙一本で速急一金球千側吻

○・

十一月二十日千葉螺長生支倉副支含長高橋

多額奄御寄附されれといふに一・は只事でな

○○⑥○○Ｊ

長代班持田幹事皮草間委員等訪問の濠定︒

喜惣治氏邸へ寄附金の用務にて繁田副委員

迅ｅ︾

いことは云ふ迄もない︒翁は古くから本曾

繁田募集部委員長は十一︲月十三日共に蜂

走見られて︑畔勢か深く慮るに︑日本弘猶

ぬ掻助池戴いて居るのであるが︑今回の畢

の趣旨を錠して︑特別脅員として一↑方なら

須賀侯爵韮訪︑︑次で三井阪井重役訪問の

之を助く・へき﹄は急務なりと叫び︑・早速徳川

含の活動は最も望ましき事である︒依って

繁田副委員長大谷翁を訪毒か

所病臥中との事にて漂定走鍵夏し︑溌倉に

様意気込んで居る次第だ︒

一同蕊心感謝の涙を催し︑期待に反かざる

れ︽卜といふのである︒此理解ある翁に封し

命長を華族含館に訪奴られて蔵協に申込ま

的喜一ｌ正

大谷嘉兵街翁走その別邸に訪れ︑過側の奇

■ゲ

附金の御濯の御挨拶を申上げ我︒

大谷翁が二千回を寄附する迄

横波に於ける大谷嘉兵術翁の希は︑大礎

業家として誰知らぬものはない︒海外貿易

の上に︑茶業其の他種々の方面に功努があ

とろと共に一面祇含事業方面雁も夙に篤志

家として知らろるの人で本年八十六歳の高

l■■a巳

もである︒

繁鴎副委員長三井訪問
繁叫則委員便は十一月五日三井合名曾祇

己

書

報部の事業も自然活動意の如くならざるに
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教育
講談

よる

い通んお

︵一一︶

はなしよき

造はして呉れ﹂﹁委細承知いたした﹂﹁興左衛門どの︑貴殿は明日に至り︑｜昨

つかくろざいしゃうち⑧⑤③の会でんめうにらいたさく

今日︑此場合で切ることは州来ない︒明日︑其の下郎治助とゃらを富屋敷に

こんにらこの陸あび一︾でユ口めうにらそげらう●●いた§やし雪

のもむシとして来て﹁それでは切らう﹂と言ひ出した︒﹁切りなさい﹂﹁併し

人は責り言葉に買ひ言葉で︑輿左衛門どのが除り言募られたので︑蒋監ど

含含い騨含・しか・

ひと．うこと賎︒かこと陸●●●●あ全いひつの●＠

ｚ︾○

い﹂︒端から宥めれば宥めるほど酒癖の馬すところで︑溢堂募って言張られ

趣し肱に定にざけくせ・た一生ナノーつのいひば

でない︒拙者の申したることを疑って居られるのだ︒是非切って聡さっしや

せつしや全をう仁ぐわぜひ壁ため

したまでで︑何も貴殿の鑑定が鈍いからなどと云ふ課ではない﹂﹁イヤ︑さう

涯に奇でんかんていにぷいわけ︒︑

言はいでも宜からう︒蒋監どのが貴殿に念を押したのは︑内輪だから念を押

︽ｂｌつ

つ て 御 駒 し に な っ た ら 宜 し か ら う ﹂ ﹁これはケシからぬ話﹂﹁宜いから切

"

いよ●●含でん値ん湾うちわねんお

この●●●①かんていお雪

しやい︒此
此典
典左
左衛
衛門
門の
の鑑
鑑定
定が
が御
御気
気伝
に入らぬゆゑ念を押され るのだらうから︑
かた●●
の●含
ため
よる
治助を切って勝されたら宜しからう﹂︒すると二三の方が﹁佐奄そんなに

毒だめ

き
い此
は方
こが
の連
陸れ
うて
つ参全
幸ひ
っゐ
たゆ
下ら
郎う
治●
助⑪
とい
云ふは︑鐸も哩舞呼鯉響︶識︑礎れを罪

満蔵寺天山

心

人
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巳

あ

．い︑ひらうたうやし含

胆いじゃうぶこの

夜は酒の上であったから．．⁝・・：などと言つ﹄て︑下郎を富屋敷

卓︑白兵︒﹄フヘ︒
つか

に遣はさぬやうなことは有る主いナ﹂﹁それは大丈夫だ︑此

ゐさいしやうち

しか

方も武士だ︑武士に二言は無い︑典左術門確かに承知いたし

はうぷしぷしごん腫の③⑧⑧たししやうち
たしかしやうち

●●⑨●もつま

いた

かくゐごつこうよる

た咋弓それでは雛に承知されたか﹂−︐委細承知いたした︒確と
やくそくかくゐ⑧●ひぽん④●めうにらたうやしきお
約束した﹂﹁各位︑佐倉の下男治助を明日︑常屋敷に於いて︑

仁正い全も雪おつころゞ巽藩

まし﹂﹁唯今戻った﹂と仰しやる頃は麺醇ひもスッカリ醒めて

仕し全舞ひました︒．︒︑ダ︑．↑：

︐輿左橋門どの︑何事もない鰐にて︑其の夜は御臥みになる

．⑥④●●なにごとたいそ生ろおやず

をこの住う艶ざしき．ごらん●

至る日︑書遡になりますと︑治助は御庭の掃除を澱りに致

のくひひろすぎ雪●●おには︲そうぢし含ゞいた

して居ります︒それを此方の御座敷から御覧になりました典
●①⑤
泡んらう含んつくふびんやつしか
あし

左術門どの︑・ア︑足かけ五年も忠勤を霊した不惑な奴だ︒・併

しかごめいてい

しにくいた
にん

ｅ

③●やしき里ゐまゐにはとほ

し

うゑき全をしうやくそくわかしこ

い

を持って︑向井の屋敷に参れ﹂スイ﹂﹁参ったら庭に通れ﹂
にはばう主ばよる
と言ふかと知れぬから︑さうしたら庭の方に回るが宜しい︒

も

らうナ﹂﹁ハイ︑存じて居ります﹂﹁左様か︑それでは此封知

ぞんをざやう︲ｉこの・苧うばこ

那様︑何御用で？﹂﹁其方へ昨日行った向井の屋敷を存じて届

沈ざ全正にごようそのばうさくじつザ①●やしきみん堵

治助は何事かと心得まして︑等逓樹木の脇の方に置き当旦

のｅなにごとこＬろえぽう奇じゆもくわ倉はうおにん

そうぢ上︑︑こ出こ．

Ｌい土かい●⑥かにつかわりゆ．かあひ
い拒かだかんがてが公か・ふう蛾こい⑨①

さくや●⑦ぶし︾ことちか︐

永正の耐定を以て虞シ二つに致すから︑各位御都合宜しくぱ

しながら昨夜牌監と﹁武士に二言はない﹂と誓ったからに

そく

ｂ表うごく

︐れい仁逓おわか全を

たし・堂やく

御見物くだされい﹂︒遂に意地張づくになって︑確かに御約

はや今さら畷を僻監方へ造はさぬ課には行かぬ︒・可哀さうだ

．おひとま旨い

い︒●＠

そ俵んつ奇圭哩んじよいしばら

●＠さ全おた

つひいちほり

束なされた︒併し御酪酎を産すっても︑御武家のことゆゑ︑

が致し方が底いと考へ︑手紙を書いて封箱に入れ︑﹁治助﹂

ごけんぷつ・

いよ﹄︑御暇乞ひと云ふときには︑澱を正して御別れ申した

﹁ハイ﹂掃除は宜いから︑︒．ちょっと此虎に来い一

リ御認りば井。が解よ堂〈す

渉ぶけ

﹁佐々様御立ち！﹂と言はれて︑治助はちゃんと仕度を致

はず﹂の慣ひ︑解ひ

全たいたぼしわた

植木を申受けることに約束をして置いたから︑⁝⁝弓畏まり
毎ロ

を明日は縮めなけれ

めうにらち上

ら︑とんだことを向

瀧象よひほんし準．う仁

住んらよう釣やしきおかへ

③③おかへ

に︑三番町の御屋敷に御蹄りに なる︒治助は﹁御蹄
よおくさ主おじよちうらおで むかおかへあそ
と呼び︑奥様︑御女中等が御出 迎 へ ︑ 御 縁 り 遊 は し

で急ぐには及ばぬのだから︑見物でもしたい所があったら︑︒

見ると︑一分と云ふ金︒﹁これはドウも恐入りました﹂﹁それ

ました﹂﹁これは其の方に造はすから︑何でも共の方の好き

そにうつかたんそばうす

を来て︑狙板橋を渡
毒ぽしめ

全ことふびんい

︑誠に不黙だと云ふ

ぶんくよあがたみん
なものを十分に食ふが宜い﹂﹁ハイ︑︲有り難う存まじす﹂︒と
み︐ぶいか泡おそれい
いそお主いんぶつところ
弼増して︑どうしたら宜からう か と 恩 召 し た ︒

いや全よ

⑦⑨の⑥
や江ざばらこよかぜふ
で柳原を来られると︑夜風に吹 かれて典左衛門どの
がなら上
く雪

其の晩は月夜で︑本所の石原か ら 雨 鯉 に か 上 り ︑ 段

イ其そ感X，蔵・と・醒さひと，
1のじ九・ら約ぞめが進年幸篇
些中；が段易い束そる道ざん ひは

人
の

心
71
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ぬる︑ｆ︑けんぶつゆよかしこ生い全ゐ

しがしは・フはる俺かみ

〒叩ようごＦ︑

下ずのとは韓率ひまして︑鐸︿の味ぼひの嘘識雌からして奉拝

えこうゐん︲望んとうや漣︒め〃しだところむか・︽やなぎばら①●＠の●

しちうみ室ろ

緩々見物して行くが宜とスイ︑長りました︒行って参り

市中を見下しますと︑東の方に遥かに高く見えるのが︑雨幽

⑤●④●⑤●・寺フほこうけとぶわか垣ちやつだい

ご〃誼ろう

ます﹂﹁御苦努である﹂

●●

の回向院の本堂の屋根︑目の下の所には向柳原の藤堂和泉守

⑧②⑧⑥③⑧︑の④●ゞ︒②③●●⑤⑧のとう

様の御殿の屋根︑其の他は堀丹波守様を初めとして︑内藤︑

ききごてんや泡そた⑨②﹈④●さ全はじ

治助は典左術門どのから封箱を受取り︑一分の御金を頂戴

黒川︑酒井︑建部︑大田原︑溝口︑石川︑小笠原︑鳥居等の

にん姫ざ全毒つＪいそおよいこんにら

じ年んへやも︶﹂言もの含がこしてぬぐひき

して︑自分の部屋に戻り︑著物を着換へ︑腰に手拭をブラ下
たけこがざかむわらをうりまおやし含髭毎沙い
げ︑竹の子笠を被り︑藁草履を穿堕Ｌ御屋敷を立出でました

しがしぼんがんじ笹いがんじゆう強んじ・狸うおんじ︑全た弓じう・にうｂん

識唇鍵の棒瞬の匿樗を竪滝す︒藩推の癖に彫え・ろ種きな緋誌

は東本願寺︑誓願寺︑肪念寺︑報恩寺︑叉五重の塔の九輪は

旦那様の仰しやるには︑急ぐに及ばぬと云ふから︑今日
か廻﹄﹂ざんけい拳もゐかんにめうじんさきおやしろ

は課て一度参詣をしたいと思って居た祁田の明祁様の御社に

樹木の間より雲に舞え︑観世音の御堂の屋根は霞の中に現は

じんばうこ言全ゐたｒい全毒が回士ら全

こん鱈らおも・かん眉めうじんさ全君やしろさんけい

じつえい壷ところけし含画

③①

治助は︑あＬ今日は恩ひがけない神田明赫様の御祇に参詣

ところてまへじん陰うらよう全をところ︒⑦●②ｅさ全い孝やしき

じゆもく一ら・腫くも忍びくわん菅診ん１み︾︑一うや︑泡・かナみ肱か．めら

参拝して︑それから行かうと︑九段坂を下り︑姐板橋を渡

れ︑資に得も言はれざる所の景色︒↓

さん俵いゆにんざかくに？．垂ぽいたはしわ仁

り︑紳保小路にか比って参ります︒これは唯今の小川町に曲
がる所の手前の榊保町と申す所︑祁保伯害守様と云ふ御屋敷

をして︑此結描を見晴し駐眺あるのは何と云ふ染みであらう

生ら全がひにリおしやうへいはじかんにめうじん

けいそ陸くにん人Ｉ・みおぎ

う農やがし

めよるこ︑︑めうじん客土いしにんおそばや

このけつこうみぽら江が江んいたのし

がありましたのでや人呼んで祁保小路といふ︒あれから小川

と勺目を恰ばして︑それから明紳様の府段を下り︑蕎萎屋に

ひとよじんぽうこぢおがば

町に曲りまして︑左に折れて昌平橋にか当って︑祁田明祁の

御牡に参詣する︒其の時分には︑明榊の山と来ると︑夏向き

造やしろさんけいそじぷんめうじんや念く江つむ

︑くばら

入って薬姿を食ひ︑暇段為と道を聞きながら御厩河岸をさし
くと︒つうにい・ふくもらかくしろこやの・こ．すしや
て来る途中︑大幅餅を買って食ひ︑汁粉屋に乗り込み︑鮮屋
はい・ひごろく
おも・しゆじんい・ど銭しやうぢ含
に入り︑日頃食ひたいと思ふものを主人の言はれた通り正直

い罪で

にいろ︐ｆＩ食って︑腹はイッパイになった︒︲
わだ悪いひとの
てうきう企やがし堂ゐ
丁度︑御厩河岸まで参りますと︑渡し船に人が乗りまし

て︑今や出ようとするところ︒．．

・ゐそこばしか・

↑雌鈍癖呼農と嘘すのは︑嵯鍔は嘩羅ど詫して︑鍵棒函癖れ

そ・ころ﹂わたふれござ

唯今のやうに︑数十本の煙突が競って煙を吐き出し︑室は

ど其の頃ぽひは渡し船で御座いましたｐ一彼所に謡を架けまし

けむりお侭ひひかろくふとう客やうしないみ

ドンョリ煙に饗はれて日の光りも緑に見えない東京市内遂見

た眠い全ずう陵んえんとつあらそけむりはに︑そら

﹁ア︑涼しい︑どうも佳い所だナ﹂

すｒ上ところ

治助は明榊の山を一回り回って︑見晴しの佳い所に来て？

●●めうじんや全全は全はろばら生ところ．含︲

に夏季は繁昌した所︒

か公ぱゐじゃうところ

明榊山へ涼みに行かう﹂などといって出かけた位のもの︑資

す堂え︾﹄しちういきひとかん腰
の涼しいことはタイシタもの︒江戸市中で粋を人は﹁祁田の
めうじんや一一今時ゆでくらゐじつ

人
の
r一一一

心

輪

人

怪じぷん会う過えかんけんい正が繊し

ナゐがいたおしたがそご生れに

た初めは文久年間で︑八十六間と云ふ長さの橋でありました

しか①●②③●心●⑨＠らぴとおかみねが

が︑水害の篇めに押流されて︑其の後復を渡しになりまし
た︒然るに︑日比野泰砿︑和田京助と云ふ人が御上に願ひま

しひもつ含注しがたがけんは堂

して︑私費を以て木橋を架けましたのが︑長さ八十五間︑幅

けんばんそげいひぼん三んはし胆いとおうらい

胆うひろさゆうかくけんしゃく十ん

かばかば唆しいま旬めづ全嘘しあんえい泡んしひ降

道の匿さ左右各一間四尺五寸︶

大川橋︵今の吾妻橋︶は︑安永三年に私費で架けましたが︑
てんめい過んぐわつにちしゅすゐたおし灰が

それが天明三年六月十七日に出水の篇めに押流されました︒

此長さが七十五問︑幅が三間半︒

このたがけんぱ堂︐けんばん

雨園橋は︑寓治三年に架けまして︑初めて大橋と申し︑享

ｂようどく陸し全んぢねんか土じおぼはし全をきよう

侭ねんぐわつかしゆすめなか低喜けん諺し肱が

保十三年九月二日の出水に︑中程三十六間ほど押流されまし

とう壁やうなにか勢ほ

きます︒

けんじん庭う．︲ひろきゅうかくけ起

の架換で︑繊橋で︒長さ九十間五分︑幅十問︑︵車道の魔さ

六間︑人道の臓さ左右各二卿︶

は擢栂︑謡健舞夢嵯繰の黙認を註鐸し︑鵬雲の俵いととは江

え

えいたい嘘しげんろく・値ん・か▲江がけんよけ壁けん
永代橋は︑元藤山年に架りましたｃ長さ百間鯨︑幅草間一
しゃく十ん強したかにしふかくのそ舎一だつどは仁いみなみ
尺五寸︑橋高くして︑西に富岳を望み︑北は築波に封し︑南

ａ︾だいしやう●●●○し

︐ひがしにてん毎へんぞのそめ陸かいきたかしさんざこうじようとうＪ９１にせつナ

戸第一と稲せられました︒服部南郭の詩に︑

ｑ毎砿んいつぺんしゆうしよくをかＬひやぶらんとばつすらやう・等フはんりのたみ

東望二天遥一海気高︒三叉江上接二浩浩一︒

とありますのを見ましても︑永代橋の江戸全盛営時の眺望

みえいにいばしえシぜん亡いたうじて﹄︽はう

布帆一片懸二秋色一︒・欲し破長風寓里涛︒

千 住 大 橋 は ︑ 文 緑 三 年 九月︑初めて架けましたが︑それが
けん欣珪いんばん

Ｏ

正がけんぷぱ堂げんし
げゃ
んし
くゃくしや庭うひろけんしゃくじん

ざいれいひとでザん

華もこのはじあんえい垣んぐわつにらしゅすゐ

天明三年六月十七日に出 水の篇めに押流されました︒此長さ

を想ひやられます︒此橋は安永の九年六月の二十六日の州水
おし芯が・毛ごか全権てんめい泡んぐわつ
で︑あらかた押流され︑其の後架けて叉︑天天六年六月十七
にクワけんおし距がぷんくわ砥んぐわつにら﹃ふかｒは企ん
日に二十間ばかり押流され︑文化四年八月十五日︑深川八幡

てんめいぬんぐわつにらしゆつずゐだ詣し肱がこの施渉

が七十五間︑幅が三間半
あづ全住﹂めいぢ逆んかけか
かけ
へ かへ鞄んしうりてつ会やう
吾 妻 橋 は ︑ 明 治 二 十 年 のの
架架
換換
︑︑三十一年の修理で︑繊橋で

の祭濯のとき︑人出のために三闇ばかり落ちました︒

せんじゆお僅唯し夢んろく迫ん

はし江が・ゆんしゃく仁ｒいまりようこく唾しめいぢ・泡ん

させたのが明治の初年からで御座いました︒唯今の厩橋は徴

た︒橋の長さは八十九間四尺︑唯今の雨園橋は明治三十七年
かじかへてつ念やう正がけんぶは麦けんしや胆うひろ

ねんしうり

はしたん過んころか上かＬ

つ
いおばなしおい士よたか十上まゐ
序でに御話淀して置きます︒今のやうに世の中が進んで参

三十四年の修理︒

母奇やや
う う江がけんぶは壁けんしやにいひろけんしや．︑

橋で︑長さ八十六間四分︑幅七間︑︵車道の庶さ三冊五尺︑
じん腰うひろきゅうかくけんじゃくナんめうぢ泡んがせつ
人道の庚さ左右各一間三尺五寸︶で︑明治二十二年の架設︑

めいぢしよいんござ仁壁い韮う念やぱしてつ

三間半︑其の経費は一寓三千目︑それで橋代を取って往来を

ノ

長さ八十一間血分︑幅七間
間四
四尺
尺︑︑︵車道の匿さ四間一尺︑人

ぐわつばピか

か ら ︑ 東 京 の 名 高 い 大 き な橋のことを︑ちょっと御話して置

ばし︐１．︾封賦涯しお

諺墜診かたごしやうら
心詫雑 で 緋 醇 い ま せ う が ︑ 多
くの御方は御承知がありますまい

すと︑あの橋は何年頃架つたのかといふことは︑掛りの
お御りま方か
だいしらおナおか仁ご
か︑さう云ふことを調べることの御好きな御方なら︑御

の
73

一

ふ
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千

人
針

一

−

卓

し江じんこうらんむきぽは堂すん．たてすんぷゃふ鰹王いぜんむさぽ

た

おも

て全はた上かひじつ

てう等ご陸

このぜつくわふづあだこれあ江め

かぬ．かこ全かつまは施し

じはんどろ

ありさまみ星わかいみ客やう

はいけんよるござ含み推舎み

で御座いますか︒それでは舜見しませう︒宜しう御座いますか﹂﹁讃がイヤで無ければ︑来て見

ござ

うか︑今行く︒⁝⁝どうだ旭亭君︒君がイヤで無かったら︑兵の臨維の際を見て置かぬか︒どこ
追うちうい
しの轡
が誠忠だと云ふのは︑死に臨んだときの有様を見なければ能く分らぬ︒行って見たまへ︲弓左様

い象ゆ●⑧●含み肱．へいわんしうさいろ主

﹁院長殿﹂﹁何だ？堂︲今︑騎兵が一人︑容態が悪う御座います︒どうか御いでを願ひたい﹂﹁さ

ゐんらやう曾串のたんい念含へいひとり星う胆いわるござおれが

しやって︑時計を見られると︑丁度午後の九時半頃︒

とけいみ

も及ばぬが︑人の索のつかぬ斯んなことにまで金が除計に賛るから︑つひ御話をしたのだ﹂と仰

を牧容しても手が廻るやうになった︒戦をすると賞に金が費かる︒こんな細い詰らぬ話をするに
お
よひと含こかいよけいいおばなしおつ

しう上う

じなや
︑あく
し︒ん
まで臆
ふ
やゐう
い兵
やうな薙峰屋しいものになるまでには︑び
非常
苦う
心で
った
モい
ウ今
はん
一手
人し
くら
のへ
負傷

けて︑針金を通して︑堤の口に括りつけ︑其れに病兵の姓名を記すことにした︒漸くマア今日の

はｂがわと段びんくらく上そぴヤブへいきいめいきやフやこんにら

り居る︒これではとても堪まらぬと恩２﹂︑此節は雌詰めの空いたブリキを救って︑之に孔を穿

ゐ

錆えさせたところが︑支那人は工賃を負って︑幅一寸に縦二寸五分くらゐの札を一枚二銭づ上貧

こし＆

れて来た壕の茎いたものを集めて︑水薬堤にした︒それから其れに病兵の名を書くのに︑木札を

合一びんああつ墨づぐすりびんそ二ぴやうへい法かきふ腫

ところで薬堤が足りないで困った︒仕方がないから︑方盈で空くビール壕だとか︑或は何か入

くずＤびんだこ全しかたゞ士うん︑み一びんあるひ法にい

鍬蝦数燕千人針
一瀬旭享

(
6
）

…

引

ところおい蚕しんさつか壁ごらん

●②︲

害こかへ含

たい毛うぐろ

所に御出でになって︑御診察くださり︑ちょっと面を御覧に

海かへいしゃう全ろせんとうにたい堀ん参る毒たる圭らぜん

を冒して︑平壌丸が先頭に立って︑大連丸︑小樽丸の二船に

なって﹁旭亭ぢやアないか︲弓ハイ﹂﹁大層黒くなったナ﹂﹁︿

へいそ．ざうけん↑．さいばひい●葦たら︐︲・

今↑へらつ趣らくみからにぜんらくわつ￥フで
うだらう︒お前等は常に楽をして居た身僻で戦地の活動は出

匪握雛つた湾が壷いと雌しやいましたから．Ｃ⁝●﹂﹁さうか︑さ

スイベ抽厳から引返して参りました︒藤田軍馨監閣下が本

せんらや

木越族圏を搭んで︑夜間に無事仁川に上陸し︑其の魚め木越

イ戦地で焼けましたので﹂﹁フーン︑︲何庭から肺って来たか﹂
④●ぐんゐかんくわくかぼん
しゆがんひき沙へ差ゐ

含一﹂し．りよ臆んつ・んやかん・ぶじ歯んぜんじゃりめくそだ含ごし

︲旅圏が大いに敵の鋭気を挫くことが出来ました︒其の功にょ

りよにん勿僅て告えいきくぎできそ津こう
かいぐんにいじふくわくかおぼさかし垂﹄うぜんくわいしやらやう●⑦④①⑤ｅかんしや

り︑海軍大臣閣下一から大阪商船曾耐長中橘徳五郎氏に感謝
じゃうおくｑひ父上を一あいせんちゃｍｅｅｅｅ②てうぜん
肱を贈られました︒それは今申した箔船便石本常吉消が朝鮮
かいてうりうくば．した艇ん・けいけんいん全もつ・・や
海の潮流のことを委しく知って︑多年の維崎練磨を以て︑夜

かいじんせんじ？プリくせいこうとどざか九めい

間︑仁川雲上陸の成功を途げられたかちで御座います︒︑斯る名
せんちゃうしき上うごへいじゃう上る．と・ん・ふ温・

ばやかへ

けつこうご︾ざ妙に・・曝↓︽﹄おつ

い

来ぺきでない︒平素壮健であったから︑幸に今まで保ったの
さやう︲ござ・・
わるばやかへ
だ︒まだ悪い︒早く齢らなけりや可けない﹂﹁左様で御座い

ますか︒早く師れますれば結構で御座います﹂﹁さうか﹂と仰

一とん今ふれのるこ上らいだみんしん

船長の指揮に依りて動く平壌丸︒千二百噸の船ではあります

ふのは︑なか︐Ｉ︑大鍵な混雑︑営り前では三週間や凹迦間︑雷一
ひ．ろし全たじざいゐ．︲ようい︐とう秀やうかへい

︑④︑鼻た い へ ん こ ん ざ つ め 拒 ︑ 季 え ｂ し う か ん し う か ん ・

くだ．︒◆そ

が︑〆三四千噸の船に乗って居るやうな心地が致し︑安心して

それ炎り私は職島に透られ︑陸軍諜術病院の第三分院の二

わたくしひろし＆おくりくぐんよぴぴやうゐん・にいぶんゐん

謀じうじ族おくこ
無事に宇品に送り込まれました︒蛙・︲．．︑｜

しやっが︑雌侭鵬零琴織鐙離蒋の維懲置画躍竪が臼礎く唾し
罪僅つごうよる﹂ござ・
て下さることになり︑其のために大きに都合が宜しう御座い
ひろし土こうそう港とう毎やうこうそう
ました︒鹿島に後送されて︑其れから東京に後送されるとい

十四搬室と云ふのに容れられました︒此二十四椛室と云ふの

？ごうしつい︑いｈこの・ごうしつい・一

くわんじゃしやうかうそのところいしんにいそいが塗んお

鹿島に滞在して居ても容易に東京へ錦れぬと云ふくらゐで

含鐸叩毛く・・を︑︒．．ｅの︒●④③・の．いぴやうふんらやうごぜんにう

の患者は賂校で︑其所に容れられ論展墓の側に鞄などを置き

いむｑひ︼

した︒

④ｅぐんゐそうかん︒︑わくかごくわいしんい・にゑじよ怪︾﹂．おも

酉Ｌ

卓←

休息をして居りますと︑大西躯太郎君と云ふ病院長が御先導

み⑤◎くゆくがごしんざつうひじゃう

︼■今

で︑佐藤軍醤総監閣下の御回診と云ふのは︑営時除程の重き
坐みこ７たとへくつうひとこＬろとりなほくわくかごしんざつう

諾置いたことで︑皆な従藤閣下の御診察を受けるのを非常に
喜び︑仮令苦痛の人でも心を取直して︑閣下の御診察詮受け
いゐりさまこざ

わたくししんにいごうしつすみところ

ると云ふ有様で御座いました︒︑︑．
①⑤くわくかたばうしんざつを陸んしまわたくし

ところが私は渡壷が二十四暁室の隅の所でありましたの
で︑佐藤閣下は他の方の診察を経へられて︑一悉経ひに私の

趣

千
人

針
77

．写ざ︑

一

編輯後

口今や締韓部は来る新年銃の細韓に忙殺されて居ります︒紙

ぎま壷ん︒

があります︒これ本曾の活動を諸君に御紹介するの微意に過

とに致しました︒又本貌は恰も教化総動侭講演倉報告雛の感

ます︒其の他本雅各方面のには短文を集めて御参考に供すこ︾

を空しくせぬ様︑熟讃玩味して意のある所を膿したいと存じ

王稿を賜はったことは望外の光柴でありました︒此の御芳志・

口本競には内藤久寛先生︑荒川五郎先生等より得易からざる

す︒

として寝食も之を安くせず御奉公の任に富つた心算でありま

るものがあります︒教化総動員の第一線に立つ本曾の一機開

すれば吾堂微弱ながらも︑本年の活動には今にして感無量な

口富編輯部も本年卓尾の編輯を暁しい裡に絡りました︒回顧︽

の御越年あらむことを耐ります︒︑

口芯を昭和四年を鼓に送ることとはなりました︒悪なく諸賢

L

いと精鋤して居ります︒それが是非は御手元に御着の上御批

面装頓其の他一際の面目を改めて努めて諸賢の貴意に添ひた

て光明を来る年に待ちませう︒さらば︒
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曾告
其ノ後ノ支曾新役員ハ左ノ如シ

支曾長松山英胤君

○匝瑳支含
副支含長品村元右工門需

粋堺菊間八郎右工門君
○西部支愈
支禽挺木内彰太郎君
副支愈長成毛繭之助君

幹小青柳良煮

支曾長木村二郎君

背野孝一郎君
副支曹長裡井菊治郎君
○前橋支曾
○東部支含

4

r

同同同

育成高

ノノノノゾ

柳田寺

瀬佐祐

次久三

耶司郎
君君君

支含長布施鯉次郎君
副支含長宮野昌平君
幹事井上治右工門誰

A

支含長吉田敬三沼

○安房支倉︑

同正木多聞消

幹事細谷砧晋君

司菅谷信夫君

同佐宗勘次郎君

同千代田徳次郎君

同今泉演五郎君
同反野賢一郎君
同今津寵之肋君

同柴田甫沿

同金子遡啓君
同鈴木三郎君

同村越源太郎君

禰岡沿郎助君
千葉牒各支愈聯曾
魯理事

同木村康哉君

西部支含木内彰太郎潜

銚子支曾加瀬倉吉君
東部支曾宮野昌平君

野田支曾松山鶴松︾譜

副支曾長松村卒八君 匠瑳支曾松山英胤君
日本弘道曾
評議員加藤大三郎君

支脅長商城駿満 安房友含正木多聞君

忍支曾

千倉支禽岩本幾雄君

同 田 野 砦 吉 君 太東支曾吉田箕君
同永田知良君 南部支含菅谷義太郎君

同商橋八郎術対

同高橋要造君

幹事田野素鳩対

副支脅長井源多十耶駕

○秩父支愈
含長伯僻堀田正拒対
支曾長端Ⅲ鹿太郎瀦 佐倉支含入江昨

幹事松山郁満
同粥藤倉吉湘
伺茂木林司君

幹事松山雌松諮

支曾長高梨兵左工門君

○野田支含

支含長菅谷談太郎君
副支曾長遠藤新造君

同宮田芳俊君

同熱田桁君

高木久賊対
同木内新左工門君

同遠藤惣之助譜

顧問商木千太郎君

同星野願沿
同遠藤良太郎栽
同山崎厳讃

同杉崎周太郎君

同木内佑一君

同菅谷初太郎君

各菅谷喜一君
同堀江器尼君

幹事小林慶一君

同藤井正一識

評議員多田艇次郎請
○南部支曾

同菅佐原源治郎君

同木内左代二飛

同佐藤誠君
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︵本曾員に限り二割引︶

１１

喜撃雪簡曾道弘本日厘蝋癌羅
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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湘西村茂樹先生の
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
除︑毅然ごして日本道徳論を呼読し且つ之を刊行された︑偶々時の
首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるが︑また四十年後の現代思

】

i

年百竿立創
版出念記

皇I

想を批判するものともいふべくｂ混沌たる現下思想界に一大光明を
斎らすもので︑員に園氏必請の良書である︒

｜

頁

｜蕊西村茂樹先生著

但夕。

