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州道帥修養含講座第二回開講

修養曾第一回講座︽既報ノ如ク﹁現代綾癖思想の批判﹂ト題シ本含協賛倉員法翠博士河津遥氏ヲ煩シ

テ開講盛曾裡二無事維了ヲ告ゲシガ今回︽其ノ第二回トシテ左ノ如ク本曾副含長文翠博士服部宇之吉氏

ヲ煩シテ﹁東洋倫理に就て﹂ノ題下二開講１ルコトトナレリ︑就テ︽此際含員諸君︽申スニ及ハズ一般

希望者御勧誘ノ上振ラ御来蕊アランコトヲ切望そ

第二回修養講座

○○○○○○○

一︑東洋倫理に就て
講師灘歎総蕊丈畢博士服部宇之吉氏

毎日
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時州
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尚講座柊了後︽含員ノ座談倉ヲ催ス

日本弘道含
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今回徳川曾長ョリ左ノ通り本曾講師及本支曾聯絡援張部委員チ依嘱セラレタ
リ依テ鼓二含員諸君二曾告ス

本曹講師

高梨惣助氏江幡辰三郎氏
本支曹聯絡握張部委員

草間豊吉氏
昭和五年十一月

日本弘道曾
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既報ノ如ク本曾ガ去ル十月三十日教育二閲スル勅語漠蕊四十年記念式塞行二際

シ顧問伯爵松卒直亮氏ノ御芳志二従リ乃木大将謹書ニナル教育勅語ノカード謄

本チ参列曾員一二部宛贈呈セシヵ猶残部アルチ以テ曾員ノ希望者ニ限り之チ頒

布ス︑依テ希望者ハ郵送料金二銭チ添へ御申込アランコトチＯ右曾告スｐ
ヲ乞う

申込順二従リ頒布１︑故二若シ品切レトナレパ遺憾ナプラ之ヲ御断リスペシ︑至急御申込
各支曾所属ノ倉員諸君ハ支曾ヨリ取纏メテ御申込ノコト

昭和五年十一月

日本弘道倉
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入曾者
佐々木新造
牛込米活耶

作同人

進藤嘉田口謙譲
板谷孝之助同人
大津策太郎同人
小田童巨

吉野袖之助中催精一耶
中村芳五郎砂長彦四郎

矢烏藷蔵同人

岡部新吉佐久間越三

佐久間越三松倉慶三郎
藤野幸次郎佐久川越三

小山川寓治同人

三村長七同人
榊川憲談同人

騨 府 市 市 暁 府 川 市 市 螺 川 蝶 蘇

泌精司加賀美図光
中村弼一郎吉見三郎
鈴木達治中催精一耶

佐藤石太郎大野漬裁

中村順平同人

岡田磯三郎賓藤晋

渡遷輿四郎同人

下島俊一中陳精一郎

松津藤助寺本奥左衛門

涜口次郎本郷光治
山崎直山渡島幸明
大沼公介本郷光治

秋同雨同埼市北大東兵同同同東同同同同千束東同同埼

葉 京 京 玉
螺 市 市 聯
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田

桑田宇三郎

宮津幸正

馬揚賦一

／

寺本典左衛門

入江昨

同人
同人
草間豊吉
同人

鷲尾春雄

粂坂市兵衛

井上賢治

山田彦太郎

川島義一

江卒林作

海老原丑之助

贋江蔑次郎

栗腺一郎
鈴木濯治
中山寓吉
篠埼柳司

飯田砦吉
中井俊造

大島きみ・ゑ

中僚糖一郎

平井仁一郎
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今井信之
木下昌子

中燦蔑江

匿江方次郎

木村新太郎
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同人

中峰蔑江
清水泰重

同人

中僚雑一郎

中降輔一郎

小林房次郎

佐藤静子
丘つき子
飯島英三
安田藤作
棚木義次
宮深健介
糸井茂雄

閲哲夫

･上市

有明市郎
喪藤長助
中川正治
牧野善三郎
樫尾喜三郎

佐藤貞治
富藤重彦
武田堅一

高柳宗輔

佐々木千代治

佐々木武耶

三浦四郎
熊谷勝郎

佐藤弘
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︑角田踏みＧ
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﹂︲︑４ぐず︲︲︲蝿．・繰句

１園本＊弘噸苓要額︑也蹴

貴捜爆ノ離勢？︾薪ズル霧︲

皇鰯潅７崎来７患峰劣︲
皇球専ノ幾喬ヲ灘ル圭縛
嘩廟淡妙継涛凱知岬享

穴熟議茨葱グ赦棋ス地事茸

：典鎧︾幕と退蕃７葱﹃〃争

逗嵐繕Ｊ闘結ヲ鰯ァ入畿学皇
入騨鋳７張＃卵説乳越避苓一

云為鴎鼠嵐偽尻改誤驚享

箭抵静ｊ糾議泳確廻事︲：︽

︒宮■叩■︒■副Ｐ↓︲勺

い︸鐙煙聴織樹篭弓

首
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蕃修と外圃品買過ぎとは誠に溺家第一の患なり︑然るに世の中の人は気っかざるか︑

一向平気にて猶著修を行ぴ．外刷品を無闇に買入れて少しも心配の様子なし．質に本

気の沙汰とは恩はれざるなりや此箸修を抑へ外固品の買過ぎを防ぐといふ事は︑到底

男子の力のみにては及ばざることなり︒婦人も我日本圃を大切なりと恩はぱ・共に力

を合せて此弊を防がざるべからず︒前文に婦人も剛家の馬に霊すべしと言臥たるは此

事なり︒故に今日本邦の婦人殊に中等以上の地位にある婦人は︑よく画家の安危存亡

に心を注ぎ．戎づ第一に著修を抑ふることに心を川び︑務めて自ら質素節倹を行い︑

以て世の弊風を改めんことを求むくし︒たとα少しく我を誇る者あるも敢て意とする

に足らず．忠君愛図の精祁を以て其信ずる所を行ふくし︒次に外幽品のことに付ては

総て我固の製産物にて間に合ふ物は決して外圃品を用ふくからず︒たとひ其品少しく

悪く其債高くとも務めて我園の品を用ふくし︒全く我風に無き品物だけは己Ｕ乙とを

得ず外圃品を用ふるも可なれども︑此の如き品物は成るた暗多く用ひざる様に心掛く

・へし︒殊に著修の馬に外圃品を用ふるは最も宜しからず︑堅くこれを戒し迦へし︒

「
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訓 生 先 翁 泊

ろ琴へ遼雄節治明
3

明治節を趣へ奉る

倉長伯爵徳

達孝

淵源亦資二此二存ス﹄との一節︑此れ量に我圃民道徳の真髄を提示し給ひて除慈なきものにあ

﹃克ク忠二克ク孝二億兆心ヲ一ニシープ世世厭ノ美ヲ滴セル︽是し我力団膿ノ精華ニシーブ教育ノ

任務更に一段の重きを加へたるの自畳を新にする乙と倍冷切攻るものあり︒

し記念日に常るをや︒我日本弘道倉の綱領とする所に基つき︑彼れを思弘此れを顧み︑我曾の

況や是の日︑恰かも聖上陛下なほ東宮に在ましｋ時を以て︑青年圏に封する令旨を賜は︐

大業を景慕し奉つるべき明治節の佳Ｈに際し︑傭仰愈感慨に勝へざるものあり︒

を︑近く四日の前に迎へ︑畏乙くも明治天皇の溶慮淵謹を拝したりしに．今や天皇の礎徳

圃民道徳の軌準を昭示し給臥し教育に開する勅語の喚蕊あ６しょｂ満四十年に常るの昌辰

川

らずや︒﹃皇旭皇宗画ヲ肇公ルコト宏遠二徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ﹄と宣らせられたる冒頭の一
に語・ら

ら此や
ず れ 。
や亦＝ワ

・ィ『、皇

剛を筆めきせらるＬ乙と宏遠にして︑徳を樹てきせらるＬｚと深厚なり︒故に牢乎不抜の基

語．此れ亦我圃僻の本源と︐其の無窮の藤運とを説破し給ひて．明明歴歴︑一黙の陰溺なき所

あ 、 ず

且

ｌ

ろ奉へ逆を節治明

「

盤は︑千秋寓代に互うて動かざるの狸固安泰を得たり︒寓世一系の皇統は︑是を以て連膝たる

を得︒之汗一博承し給ふ皇室を一大宗家と仰ぎ奉っうて．無数の支派末流之を擁護し奉つり︐以

て一大家族を形成す︒寓世一系の天皇統治を圃謄として︐獄図士も固民も亦同しく菖世一貫のも

のたらざるなし︒支派末流の宗家に封し︑尊敬と誠賃とを捧げ︑中心その繁築と隆昌とを斬り

奉つるは︑人類の性情自然の謹露に外ならず︒︑ｔｉ：

是を以て斯の自然の蕊露に依り．圃鰐の精華として忠と孝との美徳︑旭先より世世我図民の

間に博承せられて︑その美を湾しその光を放ち．一脈の正気拘自から此の中より流溢し来る︒

教育に開する勅語に示めさせられし所︑畑として日星の如く︑以て子子孫孫相博承し︒愈剛民

性の醇美を完くし︑盆賛昨の陸運を旺ならしむるは︑一に教育の力に存することを明にした戎

αしなり．その最も力を致すべき青年圏の蔦に降されし令旨の記念日を以て︑明治天皇の成露

に奉謝する所あるは︑即はち之を年長より年少に︑現代より蒋求に博へ︑相承け相潅きて・世
世その美を湾す所以の一歩程にあらざるなきか︒

是恥此の一歩程たる此の佳節に際し︑殊に相働弐し相戒めて︑切嵯磨雲の功を積み︑一段の

精釆を加へて︑策進遥前する所なかるくからざる所以なり︒請ふ︑我含員諸査と共に︑同じく

此の心を以て努力し︑以て報敦の誠を致すあらむ乙とを︒弦に明治節の盛辰を逢ふるに際し柳

か奉祇の微衷を捧ぐると共に所懐の一端を陳ぶる所あらむとす︒

書見意の帥元蝶山
肘

教育指導に関し
原首相に典へた

堀内

大正九年一月

山懸元帥の意見書

・教育勅語下賜四十年記念として諸種の企てが各地に催ふせ

原首机閣下

の注意を桃ひ届られしが︑途にたまりかねて熱誠を込め時の

らる上を聞くの時小生は故山牌元帥が常に教育上に就て至大
首和原氏に贈られたる忠言書を此際榔度仙人の参考に供巷ば

内閣各位閣下

湘南一老生

有朋

恐る・へきものありと深く憂慮罷在候︒裟心自ら制すろ能はず切に

ろを得くし︒固より維済と思想とは互に相開聯し︑果を篤し

にしては経済問題︑形而上にしては思想問題を以て主眼とす

の品目容易に枚畢すべからずと雌も︑之を大槻するは形而下

は人心の機微に及ぼし︑其の範園殆んど計量すべからず︑其

るなり︒思ふに大戦の影響する所︑犬は園家の興亡より︑細

其の山溌裂き家を鐙へして満目荒修また嬢昔の面目を留めざ

ば一大暴風雨僅に過ぎて︑再び天日の期かなるを仰ぐと雌も

大なること︑殆んど意表の外にありと云ふぺし︒之を響ぶれ

や稲く其の維結を告げたりと雌も︑その篤蒙りたる影響の至

世界未曾有の大戦は過去五年に亘りて共の澗害を極め︑今

△

上下共に大いに益する鹿あらんこと＃信じ︑成るべく多くの
請者に示さんが篤めに貴誌に寄す︒

意見書
下記卑兄口授筆記せしめ候冊燭抑参考商覧に供し族︑近時背年輩
の無質著しく惰弱に陥り節義雁恥の志測勉努力の風漸く地悲抑ひ

自ら閲家の重きか以て任ずろの気慨なく専ら富貴迦美み金銭韮責
ぴ徒らに祇曾の間に寄生遊食して逸築裳曇韮貧るか以て維生の目
半ば従来の教育方法宜しきか得ざるの罪と存じ

的と鯛すやに被存候︑是れ畢尭一般杜愈の風潮Ⅲ前の機巧に傾け
るに由ると錐も

水

各位の熟慮恥希ふ所以に有之侯早々敬白

候︑此の時に櫛リ睡騒浮薄の思潮侯洲するに命はぱ一層危倣一暦

信
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因を馬して交互綜錯するありと雌も︑今暫らく維湾の問題を

て世の忌弾に鯛れ排斥を受けたるの欣況に比し河に隔世の感

新刊書籍雑誌のみ挺畢ぐるも尚ぼ三十種に及ぶと云ふ︒之を

なくんぱあらざるなり︒其の他日常の新聞雑誌に表はる上所

戦前に於て偶を牡禽黛に開する書籍溌刊されるや︒忽ちにし

を以て見るも︑其の耐含一般に及ぼせる勢力の根底深く且つ

の鍵態を来し︑事物の聴換極まり蔵く︑其の極端なるものに

至りては︑露図之が篇めに先づ瓦解し︑猫填永で土崩し︑除

離して︑専ら目を思想界の欣勢に注がんか︒今日世界の急激

勢バルカン小邦を経て伊太利︑西班牙を襲ひ今や殆んど全世

所謂貧困なる知識階級及無智にして雷同し易き斯謂労働階級

厩きこと想像するに齢りあり︒更に之を知識ありて資産なき

抑々極端なる﹁ボルシェビキズム﹂が国家及び人類の存立

に直接するものに聞くに︑彼等の現在祇曾制度に封する不平

界を風腿するの状況にあり︒

極力其の侵害を防ぐの方を誰ずろと雌も︑尚全く其の影響を

に危険有害なるは何人も能く之を知る︒此を以て英米俳等は

形式を以て征含組織を破壊せずば己まざるの勢ひあり︒之を

前途夫れ危き哉︒今此の危機に際し其の害毒を未然に防止せ

放つが如く︑途に其の底止する所を知らざらんとす︒帝図の

べし︒若し此の如き風潮を自然に放任するときは虎を庚野に

不満より惹て危険なる新思潮に感染するとと韮だしきを知る

以て欧米諸大醐は極力産業及教育の制度を改善し︑一は以て

苑る上とと能はざるのみなら歩︑所謂﹁デモクラシー﹂の新

新思想の緩和を刷り︑一は以て其の害毒を蝿減せんことを策

の努力を側倒して此の犬勢力に封雌せざるぺからざるとと間

んと欲す︒朝野の志士心を一にして寓般の施設を議し︑最大

つ然り︑自除の小弱図に至りては殆んど手を束ねて篇すこと

す︒英米伽等の剛家組織の比較的堅資なる大図にして尚庇且

事たり︒

より論なしと雌も︑而も最も根底とする所のものは教育の一

営今英悌諸図の篤政家も一方維湾的改善に努力して︑以て

を知らず︑空しく新思潮の暴威に屈伏するの外なし︒和蘭︑

丁抹然り︑西班牙然り︑葡萄牙然り︑況んや士耳其をや︒況

含各部に浸潤し︑不知不識の間に思想界に一大鍵改を氷し︑

或は白く︑所謂世界的思潮なるもの其の変生するや︑嚢生

根本的に耽曾組織の確立を岡らんとすと聞けり︒我が図の畢
者篤政家深く慮らざるべからざるなり︒

目前唯念の策を誰ずると共に︑他方深く幽民の教育を改善し

酒交として底止する所なく︑其の状興に驚くに堪へざるもの

すべき理由あり︑共の流行するや流行すべき理由あり︑故に

翻って我国の現状果して如何︑所謂新思潮は陰密の間に祇

んや支那をや︒

あり︒最近一年間に溌行壮られたる専門の思想問題に開する

書見意の帥元.郷山
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篤政者あり畢者ありと雌も之を如何ともするとと能は歩と︒

然り狗にこの事あり︑大凡人心の動くや︑其の時其の事の刺
戟に由る︒然れども其の動く正しきあり︑正しからざるあり︑

由来大戦役革命等は人を躯りて鍵態心理に確らしむ︒所謂愛
く︑甚しきものに至りては︑其の図を亡ぼし其の民を減する

熊心理の作剛に出づるものは概ね其の中正を失はざるはな

に依りて其の時共の事に先ちて︑極を立て其の方を示し志士

に至る︒是東西古今の歴史の誰明する所なり︒只畢我先艶者

善導し之を利川して以了一興隆の資となすを得くし︒之を我幽

仁人身を挺して此に務め︑衆民護償するあれば︑即ちこれを
の膳史に見れば︑外図思潮の我が図民を震湯すること一再な
らずして海内一時は之が篤騒然として混飢の肢を呈するも︑

事に志士仁人あり︑能く彼の長を探り短を捨て上順雌宜しき
を得︑探採節に合し︑以て帝図本来の根底を保全し得るのみ

知る所なり︒即ち往昔我は儒教を朝鮮及び支那より輸入せ

ならず︑却て之が篤図家興隆の資となす事を得たるは人の皆
り︒然れど哨儒教一たび我に入れば即ち日本化し了りて復た
支那の儒教にあらず︑我は支那古典の禰譲椛伐の論を排して
之を取らず︑専ら忠孝仁義の道を厚くして以一Ｌ倫を立つ︒叉

印度の沸道支那を経て我に陣はるや復印度の沸教支那の沸教
に非ざるたり︒蓋し我に問有の隅統あり︑間有の精刷あり︑図

鰐の精華寓古に秀絶し︑何ものも来りて敢て奪臓ざるのみ蔵

千年の歴史を重いて能く其の大続耐を保持したる所以なり︒︲

らず︑其の入り来たれるもの皆我に同化す︒是我が日本が幾

見たるも蕊審問性交にして帝図の本義を忘れ︑徒に支那思想

降りて江戸時代に至り戦雲牧まり︑漸く文運復興の曙光を

に心酔するものを生じたり︒是を以て活眼達識の士前後次で

起り︑帝剛問有の幽鵠観を立て大義を明かにし︑名分を正し

然るに挽近のこと果して如何︑片たたる筆舌者流は暫らく

以て一世を蝿醒し遂に維新の大業を翼賛するに至れり︒

にして猫且つ時流に投じ︑新奇を街ひ︑民衆政治淀説く者︑

措いて之を問はざるも︑自ら一世の泰斗を以て任歩るの畢者

紹述する薪︑皆奇矯の説を口にして其の名を衆愚に求むるを

勢働禽能を賛する者︑杜曾主義を紹介する者︑無政府主義を

入たるに止まり︑未だ嘗て其の世道人心に利害する所︑以て

能はざるはなし︒而も其の説く所皆混沌たる欧米思想の直輸

否や︑将又我が閏本に順唯して能く共の進展に萱すべきや否

明かにせず︑況んや其の所説英閏に適して米俳に適せざるや

想ふに明治維新の際欧米文明の輸入に急なるや︑我が畢者

やを審らかにするに遥あらざるなり︒

先疑者と稲する者︑亦↓概ね彼の畢謹技術の輸入に専注して復

た其の適否を職みざるの風あり︑此を以て青年子弟は翁然と

して此に風摩し︑其の英幽に遊ぶ者は︑其の箪術技誕を陣沓

すると共に︑其の心術慌緒英園風に化し︑俳澗に肇ぶ者亦同

犀

1
'
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ぺからざるの類にして︑彼の沸教儒畢輸入の初に鴬りても往

とく悌獅化するの傭あり︑是れ薪思想輸入の過程に於て莞る
登其の例を見たり︒然れども明治附図以来既に五十除歳を経

たる今日に於て︑猫ぼ蕩垂として此の弊を見るは河に慨歎に
堪へざるなり︒

抑々皐者に尚ぶ所は︑其の大鵬に通じ大局芹一察し︑向ら率

先して民衆を指導するに在り︒然るに今日の皐者往燕にして
然ら歩︑世俗奇矯を喜ぶの風あれば則ち﹁デモクラシー﹂の
論を以て此に迎合し︑労働問題起れば則ち過激思想を排へて

此に追随す︒未だ嘗て欧米諸岡が猫露の調主制を擁して英伊
白の君主制を保持する所以を審らかにせず︒英米が眼力と使
用して以て同盟罷業を飯墜せる所以を明にせざるなり︒彼の
身に材畢を負ふて而も世に容れられず︑失意不遇の境涯にあ
り︑新奇の畢読を高唱して以て自ら慰めんとするの徒あるは
猶ほこれを恕すべし︒

苛く哨固家の高等官吏の優遇を受け︑最高の畢府に教授た
る身を以て︑新を好み奇に驚き衆愚の間に宿を求め︑浮言相
動かして自ら得たりと篤し︑閏家の利害を顧慮せ歩︑建園の
大粘祁と相背反するの言動を敢てすろ者あるに至ては賃に驚
くぺし︒凡そ図家は各盈特異の存在あり︑之に充たすに特殊
の団民的大精祁を以てす︒而して共の精祁を持養して犬且剛
たるものは則ち興り︑暴且つ霞ゆろものは則ち亡ぶ︒填及民

、

族の然衰雑馬帝園の興亡共他世界諸国民成敗の跡珪零れるに

抑盈我か帝閲は其の歴史の正民族の純天下共に比すべきも

皆其の例に洩れず︒

のたく︑聖護恢闘規桟大壮︑義を制し︑正を養ひ︑一乗溌動六

合を乗ぬ八絃を掩ふ︒此れ古来屡堂外界の勢力の侵入に含ふ

も韓伽せずして︑却って之を融和し同化して︑益共我強大淀

致したる所以なり︒果党票間と云ひ教育と云ひ︑其の大本は

則ち国民的大精祁を掘養呈張十るに在り︒園民的大精祁正に

へ︑固民的精抑貧弱にして外来勢力に堪へざるもの則ち亡

して而も外来文明に封し︑能く融和抱容性に富むもの則ち柴

ぶ︒皐者先提者の天職自ら知るべきのみ︑彼の我が大締祁を

拾て去り︑徒らに他の思潮に附加追従せんとするが如きは自

亡自滅の蝦梁なり︒蕊考乃ち之を知らず︑其の世界的思潮な

りとの故を以て直ちに雷同迎合せんとす︒是順膳にあらずし

て届伏なり︒我の膏梁を畢げて彼の貧食に委せんとするもの

なり︒其の事や笈餐乎として危しといふぺし︒

夫れ畢問といふ︒貴自然的肇理の究明のみと云はんや︑科

畢を超越する所に最高の皐問あり︒最善の哲理あり︒曾て帝

国畢制を建一しるに富り︑帝園大望の画家の須要に膳歩ろ畢術

技謹を激授し︑其の瀧奥を攻究するを以て目的とすることを

明定し︑小畢校令に於ても道徳教育及び図民教育の基礎を以

て其の教育の骨子となせり︒近く教育令の改正に常りても此

の大本は菅に改鐸するととたきのみならす︒益々其の主旨を

明かにせられたり︒此の如く帝餌敦育の大本は一を図家を中

心となし︑維始一貫園民的大結祁の訓養練隣を主眼となせ

繊灘騨灘鎖鯛醗︾唾窪や準札一

いづれとも亜さ軽さはなからむもまづ公約ど世は望一

︾︾︾密黙坐鐸︾録癖一掃難鉦一

P

り︑徒らに論恥の末に趨り専ら技巧の細を玩ぶ︒これを死皐
といふ︒断じて一団教育の大眼側に非ざるなり︒然るに雌近
の園民思想の動揺と畢者の之に封する態度とを見るに︑国家

僻来の卿た寒心に堪へざる暇のあり︒今にして大いに倒民教

弘めん道はしきしまのみち︑

ありといへはあるか中にも人として

評日勤字此作主眼︒曾祇自彊不息之意︒亦可見実︒

君子勤弘道︒
愛固駿忠誠︒
聖詔敷文教︒
四海仰和季︒

弘道甲賜加賀美閏光

に致し以て細謬の策を誰ぜられんことを︒︵完︶

憂恨に堪へざるものあり︒切に営局の深く壌戒して恩ひを此

此の金甑無峡の帝園を如何せん︒恩ふて此に至れば愚衷篭だ

育の受醒を計り︑以て国家的大精祁の振興を促すに非ざるは

Ⅱ叩
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軍海と跡精際図

画際精刺と海軍
此の度の倫敦曾議に端と渡して団民一般が海軍並に固際開
係に付て非常に注意をするやうになったので︑﹁図際精祁と

が維り︑五年の長い間苦しみに苦んで伽蘭凹の図家を守った

ンは気達ではないかと申したとのことである︒即ち世界大戦

ョーヂ︑挑蘭西の宰相クレマンソーは賞に驚いて︑ウィルソ

とを提唱した︒首時其の話を聞いた英吉利の宰相画イド︒ジ

いた際にウィルソンは国際聯盟なるものを設けやうといふこ

のウィルソンである︒世界大戦が誰り︑巴里で平和禽議を開

ある︒而してそれに錠も早く注意したのが亜米利加の犬続航

に響くに至ったのは︑申すまでもなく世界大戦以後のことで

図際の開係︒或は仙界といふ概念が最も強く世界の人の頭

海軍﹂といふ題目に付て手短に御話巾上げたいと恩ふ︒

等

ホッシュ将軍が馬上翌に凱旋した時︑どうしてクレマンソー
に世界の篤恥といふやうな老が浮かんだらう︒併しウイルソ
シは︑是から各幽は手を繋いで世界の篇に霊すといふ考を起
さなければ︑此の戦争の結末を付ける意義がないといふとと

︵その己

高橋節雄

をロイド︒ジョーヂとクレマンソーに力説した結果︑漸やく

此Ｑ一人がそれではといふので︑鼓に園際聯盟なるものが出

来たのである︒然るに此の図際聯盟を最初に唱へたウィルソ

ンの本国に於ては遂に︑之を一蹴してしまった︒といふ不思

議なる現象を呈した︒所が図際聯盟を一蹴した亜米利加と雌

うに洗った︒今日では誰の頭も世界岡際開係といふものと離

も︑世界大戦以来枇界といふととに付ては大に頭を突込むや

る︒由来人類が図を立てｋ御互に棲息して居る以上は︑其の

れることが出来ないやうになったことは疑ひのない事資であ

さうして皆平等にさうして皆信義を以て互にやって行かねば

間の開係は益冷密接になるのは営然であって︑結局皆の鳶に

ふ︒併し資際の有様を見ると︑仲盈そうは参らぬので︑最近

ならぬといふ所の︑団際精榊といふものがあるであらうと恩

起った倫敦曾議の如き重要診剛際曾議に於てすら︑果して此の

る︑今後其の窪の班に閥して如何に考臓せねばならぬかとい

固際精祁なるものが正しく現はれたかどうか疑はれるのであ

／
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ふととは大切な問題であるので︑銭に倫敦曾議を中心として

穀場に於て先生が誰奄さんと言って小供の脊中を叩いた所

であるので︑一時は代川食を造って間に合せて居った︒併し

渦逸は三方敵に園まれて居たけれども︑科畢の進歩した園

る○

が︑其の脊骨がぐにやっと折れたといふ話があった位であ

冒頭に海軍のことに付て柳か巾述べて置きたいが︑今更海

それ位では中疫間に合はないの冨矢張北の方の海から汽船

恩ふ︒

海軍と団際精祁といふやうなことを御互に研究して見たいと

ので︑一つ方面を愛へて巾上げて見たい︒世界大戦に於て猫

軍が如何に必要底ものであるかといふ誰輝は除り小供らしい

て大海戦をしたが︑其の結果猫逸は敗北し一﹂唯交一つ残って

で以て食物を運び︑それに依って辛うじて維持して居たので

居た海を封鎖されてしまった篤に︑磯ど食料が岡内に這入っ

ある︑然るに大正五年に始めて英吉利とジュットランドに於

居ったに拘らず︑一兵卒たりとも外削兵を図内に入れ友かつ

て来なかった︒此の結果は図比を飢死せしめるか︑然らやん

に不思議なことには柵迎は五ヶ年の長い間敵を三方に受けて

た︒それにも拘らず遂に降参としてしまったのは︑一膿どう

ぱ生命を綾ける鱒には降服産するか︑北お何れかを選ば左け

逸は遂に敗けた︑併し猫逃は弱くって敗けたかどうかといふ

云ふ識であらう︒それは閏内に於て思想上色盈固民州に紛争

の海を守る海軍がどの位剛の生存に重大な開係があるか︑又

を生じたことも一因であったらうが︑それが直に猫逸を敗戦

猫逸のやうに殆ど陸地のみの図でさへ︑典死命を制したもの

である︒即ち猫逸は海を失った鳶に降参した︒して見れば此

って遂に降参したといふのが事賢であると恩ふ︒元来猫逸は

は賛に海であったといふことを︑五尽日本人は能く考へなけ

ればならぬ破目に陥り︑途に剛民を助けんが篇に降参したの

食物が製富であって︑世界大戦前には猫逸人一日の食物は三

ればならぬであらうと恩ふ︒之に反して英吉利はどうかとい

に導いた鐸ではなかった．共の他様盈な苦しい目にも遭った

千三白カロリー位あったさうである︒所が欧羅巴人は平均二

ふに︑御承知の通り川禰環海の図である︒随て英吉利国内で

らう︑併し食物の妖乏の篤に如何ともすることが出来なくな

千二百カロリー位であったから︑それだけ猫逸人の方が良い

使川する食物︑着物︑建築材料︑機械類等︑其の原料は皆外

図から輸入して居る︒其の篤に英吉利は仙界第一の海軍を維

百カロリー位しか柴養俊が露れなくなってしまった︒是では
殆ど柴養憤の無い食物を食べなければならぬやうになった︒

持して海を守って居るのは蓋し営然のことであると思ふ︒

食物を食べて居った課である︒それが大正五年になると一千

其の頃小畢校に居た小供などは骨に築養がなく近つた篇に︑
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そとで今申した大正五年のジュットランドの海戦に敗けて

るが︑遂に世界の徴が足りなくなって︑コンクリートの船ま

十寓噸の新船を造らうといふので︑凡そ英吉利と亜米利加に

でも造った︒それにしても筒且一ケ月の間に九十寓噸の船を

在る船墓の上で有りと右ゆる船材を集めて船を造ったのであ

補充することが出来ない所から雨園の海軍は非常な努力を梯

海を失った猫逸は︑どうかして英吉利の海を奪って英吉利を
を川ひて英吉利へ這入って来る汽船を片端から襲撃した︒何

危うくし︑さうして自図を有利に導かうとした結果︑潜水艦
分にも猫逸は死物狂ひであったので︑其の勢は非常底もので

って猫逸潜水艦の準減に力め︑彼の有名進ジープルージーの

閉塞戦董でもやって︑やつと大正七年の春に︑まあ是ならば
英吉利も此の鰯に敗けることはあるまいといふやうなことに

一月には猫逸の潜水艦の篇に撃沈された大汽船は賞に三十二

あった︒ジュットランド海戦のあった翌年︑即ち大正六年の
寓噸︑それが二月には五十寓噸に達した︒それまでは兎に角

どの位あったかといふと僅に百二十隻しかなかった︒此の少

の篇に敗かされてしまう所であった︒然らば猫逸の潜水艦は

数の潜水艦が殆ど英吉利の死命を制する所であったのであ

なったのであるが︑資にもう一と足といふ所で英吉利は猫逸

のでは間に合はないので︑英吉利に這入る汽船とさへ見ると

る︒して見ろと大海軍を有って居る英吉利のやうな所では潜

って沈めたのであったが︑さういふ面倒なことをして居った

闇打的にどん人Ｉ撃沈したのである︒其の魚に亜米利加の巨

水艦がどの位恐しいか︑叉小海軍を有って居る猫逸のやうな

汽船を呼濡めて︑一雄臨検をして人を下ろしてから魚雷と打

亜米利加は非常に霧慨して世界大戦に加はり︑英吉利と共に

ことは自ら明かである︒随て此鹿倫敦曾議に於て英吉利や亜

所に於ては︑此の潜水艦がどの位重要なものであるかといふ

船ルシタニャ瀧も英吉利の近海で撃沈の厄に遭った︒そこで

をしたのである︒それから三月になると五十五寓噸︑町月に

人道の敵たる猫逸を亡さなければならぬといふので断然参戦

するといふ此度の含議であるから︑日本に取っては最も重要

の如く海溌環らして居る園として最も大切なる海軍を小さく

の現状を維持することに努力した課が能く分るのである︒斯

なことでない︑一ヶ月に九十寓噸の船を失ったのでは︑英吉

米利加が潜水艦の至賎論を唱へ︑日本や伽蘭西が極力潜水艦

利に這入って来る築養物は殆ど噺えてし壷ふので︑亜米利加

左含議であって︑其の分量を少なくして団民の負捲を少なく

は資に一ケ月の中に九十茂噸の汽船が撃沈されてしまった︒

と相談をして此の封策を誰じたが︑巧い方法がない︒遂に仕

するといふことは結構であるが︑其の縮小の仕方が一歩を誤

斯うなるルー如何に英吉利と雌も亦距米利加と雌も︑仲為容易

方が左く九十寓噸の汽船が撃沈されるならば︑それに代る九

ノ
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って速力の早い︑巡洋戦艦隊が︑速力はさう早くないけれど

巡洋戦艦とは各掩隊を組んで共同動作を取り︑力が相富強く

が︑巡洋戦艦は二十七節位はある︒戦場に於ては此の戦艦と

の負嬉を軽減する篇に︑又世界の平和を間ろ馬に︑精一杯の

も︑極く力の強い戦艦隊を援けて味方に有利左方向に戦を展

今日の戦艦は三葛噸以上もあり︑其の速力は二十三節位ある

整理をし一←而して川来るだけの軍備を縮小をし︑営然封等に

開せしめるといふ建前で︑即此二つの艦隊が一緒になって戦

まると遂に一図の生存に開するので︑僅の差と雌も零易に切

在るべき軍備達亜米利加に封する七割を以て瀧足するといふ

争をするのが従来の建前である︒此の戦艦の代表艦としては

捨てることは出来ないことになるのである︒併し我図は図民

いふととは謂ふまでもない︒然るに日本は最少限度から更に

ととを申出たのである︒是は最も誠意の篭つた提議であると

略盈似た艦を造った︑是等が賀に今日迄に世界に於て肢も進

我固に於ては長門︑陸奥で︑其の排水量は三蔑鵬千噸ばかり

︲︐

歩した︑最も大きい軍艦である︒私も先年長門艦長たる柴を

ある︒今日英吉利︑亜米利加等に於ても盛華頓含議後に之に

本の園力︑叉日為起って来る剛際開係等に如何なる影響を及

辱ふしたが︑今此の長門に付て申すと︑三寓四千噸の大きい

に遺憾なことである︒是が勝来の日本の図防のみならず︑日

ぼすかといふととに付ては深く考へなければならぬ︒併しそ

艦に十六吋砲遼八門積んで勝る︒華磯頓禽議後に造った英吉

縮小しなければならぬやうな結果に到達したといふことば制

れは今晩の問題ではないから︑皆様の御考に御委せして之か

ロラド︒ウエストバージニヤ︒メーリーランドは八門で何れ

利のロドネー︑ネルソンには九門獄んで居り︑亜米利加のコ

ら少しく海軍の内容に立入つ迂御話申上げたい︒
先づ主力艦といふのは︑英語ではキャピタル︑シップで︑

も似たり寄ったりである︒此の十六吋砲の弾丸は一渡の目方

戦艦と巡洋戦艦との綿稲である︑昔は能く戦岡艦といったけ
れども︑今では言葉を詰めて邸に戦艦と言って居る︑次に巡

の弾丸をどんと打出すと僅か六十秒の後には三閏米の遠方に

ちる謹で︑其の途中に若し符士山があったとすると其の上を

行くから︑若し東京騨で打つと︑六十秒の後には横溌騨に落愈

が一噸あって︑一寸見ると吾堂の身僻位の大きさがある︒其

ぺく深川の大きな大砲を積んで力を弧くすることは謂ふまで

此の雨考の冊に如何なる差があるかといふに︑どらちも成る
もないが︑巡洋戦艦の方は防禦の力を多少削いても速力を増

かといふことば略々想像が出来やうと思ふ︒若し水の上に藩

通越すのである︒以て十六吋砲の一嚢の勢力がどの位大きい

洋戦艦︑是は箱前の示す如く戦艦と同様弧大なものであるが

に似たやう産ものを得やうといふ目的で造ったものである︒

し︑戦艦よりも一屑速力の早い︑而して大砲の力も略堂戦艦

L
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の位あるかといふと︑十五海里位である︒海上の一海里は陸

ちると︑大きた水柱が上り︑其の高さは三百尺蝋あるので︑

弾丸を打つかといふと︑大砲は甲板の上に乗って居って位置

此の長門のやう方艦ではどういふ風にして八門の十六吋砲の

置を計算に依って見出すことが出来るのである︒そこで今日

ことが出来ない︒今日は御承知の通り長門︑陸奥の如き大軍

が低いから︑其位置からは水平線の向ふに居る艦は無論見る

其の有様は賃に壮観を極めたものである︒三寓米といふとど

はある︒

上の一哩よりも少し長いが︑略壁同じと考へても約七里牛位

小さい大砲のやうな照準器があって︑それを動かして水平線

一番高い所に艦の大砲垂部を指蕪する所があって︑其虚には

トの一番頂上に上っても︑其の見える距離は十海離除のもの

の上に見える敵の艦のマストを狙ふのである︒小さい大砲の

艦になると︑艦首の方に高い塔の様なマストがあるが︑其の

であって︑十五海里の遠方迄は見えない︒然るに弾丸は十五

えて居る敵艦を狙ふのである︒其の照準器と下の八門の十六

様を照準器即大き底遠望鏡に依って︑僅かに水平線の上に見

艦の上から周園を見渡すと水平線が見える︑高い所へ上れ

海里の遠方に行くのである︒詰り見えない所まで弾丸が届く

ば上る程水平線が遠方に見えるのである︒併し幾ら艦のマス

といふととになる︒それで今日では戦をする時にどういふこ

に従って上げたり下げたりすると︑甲板上に在る大砲が上っ

吋砲とは電気装置に依って繋がって居て︑此の照準器を目標

たり下ったりする︒叉此の照準器を左右に動かすと︑大砲も亦

丸を命中さして損害を典へる︑而も唯交一嚢命中さしたので

左右に動く︒頂上で正しく照準が来た時に引金を引くと︑下

とを考へなければなら胆かといふと︑成るべく早く敵艦に弾
はいけないので︑成るべく津山命中さしたいのである︒併し

の大砲が一癖にドーンと出る︑即ち至艦の大きい大砲を唯だ

−人の射手が電気装澄に依って自由自在に操縦溌射すること

の弾丸を一度に中てることはむづかしいのであるが︑むづか

が川来るやうになって居るのであって︑共の威力の大きいこ

三寓米の遠方であると︑随分距離が遠いのであるから︑津山

に老へるのである︒随てまだ見えない向ふの水平線の下に在

とは申すまでもない︒斯の如く段を大きくなって来る傾向の

しければむづかしい丈︑一溌で哨二護でも早く溌射するやう

ある戦艦を︑先年の華盛頓舎議の際に︑此の上大きくしない

やうにといふ所から︑大きさ逓三寓五千噸に制限した︒所で

らば見えない敵艦に封してどうして大砲を打つかといふと︑

内ふの艦全賠の形は見えなくとも︑其艦のマストの頭位は見

軍艦はどうして大きくなるかといふと︑大砲が殿堂大きくな

る敵の戦艦に向って弾丸をぶつ附けやうとするのである︒然

えるので︑それが見えると何虚に賓際の艦が居るかといふ位

』

軍海ど稗，精際鴎
15

る︒十二吋砲時代には一寓噸で宜かつたのが︑十四吋砲で二

るので勢ひ艦を大きくしなければならぬようになるのであ

大き過ぎてパナマ運河を通れない場合には亜米利加としては

てパナマ運河は璽大なる働きとなすのである︒所が若し艦が

一朝蕊ある時は東西雨洋に在る艦隊を一ケ所に集める上に於

是は猫逸に於ても亦同様である︒猫逸にはキール運河があ

重大な問題であるので︑斯の如く提案したものと恩はれる︒

際限がない︒それで華嫌頓禽議に於て三寓五千噸に制限をし

の海軍はパルチック内海のキール軍港に居るのであるが︑い

る︒即ち北海とパルチック海を繋ぐ運河であるが︑元来猫逸

寓噸になり︑十六吋砲時代になると三寓噸になり︑又十八吋

て︑是より大きい戦艦は今後造らないやうにといふ相談をし

砲を乗せる魚には四蔑噸以上にしなければならぬといふ課で

たのである︒術ほ一寸申して置きたいのは︑十二吋砲と十四

砲と六吋砲とはどういふ比例になるかといふと︑各堂二乗の

であれば十四吋砲は三であり︑十六吋砲は四である︒叉八吋

逸の軍艦はキール運河を通るだけの大きさにしか造れないの

ナマ運河と同様にキール運河を胴鰹した所以である︒故に猫

離が速いので此虚を迂回することは非常な不利である︑是パ

らぬ︒而も其の海峡は非常に天気が悪く︑叉島も多い上に距

ならぬ︒若し運河がないとデンマークの北を通らなければな

比であるから︑八吋砲が五であれば六吋砲は僅に二である︒

ざといふ岬には北海に出で︑而して英吉利と戦をしなければ

斯ういふ課であるから口裡が僅か一吋か二吋連っても其の勢

いから大砲も小さくしなければならない︑是は非常に苦しい

で︑獅逸の戦艦は英吉利のより鳴型が小さかった︑艦が小さ

の略窒二乗に比例するものである︒故に例へば十二吋砲が二

力の差は賃に非常なものである︒故に互に大砲と大きくする

吋砲とは共の差僅に二吋に過ぎないが︑砲の勢力は其の直径

随て軍艦は際限もなく大きくなるので︑華盛頓含議に於て三

ので︑巳むを得宇艦を丈夫に︑大砲の威力を大きくすること

を研究して︑猫逸は弧い小さい艦︑強い小さい大砲を以て英

ことであるけれども︑運河を通行することには替へられない

吉利と戦争をしたのである︒此の事は日本の如く小艦︑小兵

も其の提案者は亜米利加であって︑何故に三蕊五千噸に制限
をする案を亜米利加が出したかといふと︑パナマ迩河を通る

力を持つものは大いに考へなければならぬことである︒

寓五十噸以上のものを造らないやうにといふ制限をした︒而

大限の艦と云ふ課であったらうと批評されて居る︑亜米利加

艦は三関五千噸以上では通らない︑詰りパナマ迩河を通る最
がパナマ運河を開雲したのは経済上の闘係が勿論︑軍事上太
西洋の艦隊を太平洋に移し︑叉太平洋の艦隊を太西洋に移し

者がある︒日はく偶ま溌畳せる者が不運底のだ︒此くの如き

面に多くの醜事が伏在し居ると言はれて居る︒世間往竺言ふ

なり居る人々のみでなく︑一般に今の政界は腐敗し︑其の裏

等国民は如何にも堪へ難い感がある︒然かも是れ現に被告と

に立つのを見るは︑閥家杜愈の風教の篤又其の膿面の篇に我

是等枇含上流の有力者が忌窒はしき犯罪の被告として公判廷

報導して居る︒大将︑前大臣の如き園家最高の大官を始め︑

士司曾牡長︑常商等の苦盈しき金銭贈牧に開する裁判事件塗

目下新聞は前総督大将︑又は前大臣︑貴族院議員︑前代議

政治家は正道を守り道義的に行動せねばならぬ︒由来金銭や

然かし鼓にも政は正なり政治は最高の道徳なりと自受して︑

夫れ故に之れを欲望することも政治家として営然であるが︑・

政治家に椛力又は金力の必要なることは賞際上疑がない︒

制裁を作ること︲一型あるの真意もこふに存するとと上思ふ︒

はらねばならぬ場合が多い︒日本弘道曾の要領中に﹁壮曾の

ならぬ︒叉たとひ法律上は無罪となりても道徳上の制裁は加

以て政治を浄化し︑図家牡曾の員賢なる向上護展を期せねば

ふのであるが︑道徳的批判と制裁は我等園民が之れに賞り︑

摺の責務と椛利とがある筈だ︒法律的判決は裁判所之れを行

政治を初め一切を道徳化するにありて︑而して我等皆其の分

政治家の道徳化

事賞は政界の裏面に於て一般に行はれ居るのだと︒畢竜世道

宗像逸郎

に厳正なる道徳的批評制裁のガが苅弱なるか鴬である︒換言

人心の根本的額敗に因るのだ︒而して世道人心の瓶敗は吐含

人の不正不徳をも︑雲畑過眼して之れを不問に附し︑疋邪善

化を以て自ら任ナべき政治家は此の貴重左ろ誘惑物に封し

であるが︑同時に誘惑的なるものであるから図家杜曾の道徳

是れ程濫用悪使され易きものはない︒此の二者は極めて貴重

椛力は正しく之れを使川すれば相営の憤値があるが︑同時に

悪ともに七十五日にして忘却し去るからである︒日本閏鵠は

て︑最も敬度厳正なる態度を以て其の取扱を公明正大に篤さ

すれば世人が一般に道徳尊重の精榊乏しく政治家又は吐曾公

道徳園震であり︑就含は連帯責任組織である︒日本の理想は

『
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ねばならぬ︒

階って鼓に政治家の篤墜ハづかしき賃際問題が生余る︒政
治は一面に正であるべきたが︑同時に他面には力がなければ
ならぬ︒金力椛力等がなければ政界に立て歩政治の資行が出
来ない︒虎が資耐曾は清濁併流し︑善悪錯綜し︑正邪混合し
て居る︒叉政界は一種の戦場にして有力が勝ち無力は敗れる
とと選畢を見ても議場を見ても明白なる事賞である︒

然らば政治家は此の賞境に立つに如何なる態度を取るべき
か︒或る人は言ふには︑濁れる世には濁らねば住まれナ︑悪
耐禽は善のみでは渡世が出来ぬ︒

又勝つ馬には如何なる手段も僻すべきでない︒勝てば官
軍負けたら賊だ︒勝軒は即ち権利者だ︒正道を守りて負け
んより不唖を●行ふても勝った方がよい︒目的の篇に手段を選

ばない︒椛謀術数脱侭慌着も事功を畢げ目的を達成する篇に
必要ならば止むを得ざるの活手段だ︒道徳と云ひ倫理と云ひ
目的達成の篤の用具だ︒目的成功の蔦に必要ならば如何なる
手段方法を活用するとも可なりだ︒成功が大事なのだ︑倫理
道徳が大事なのではない︒と︒之れは勝つ篤には不正を行ふ
も可なり︑成功の篤に手段〃選ばないと云ふ成功主義者だ︒
然かし一部一時の成功にあら歩して全局永遠の成功孝一畢ぐる

には倫理道徳を破壊又は呼覗しては達せられない︒全局永遠
の人生目的は倫理道徳による外に達成の道はない︒何となれ

ば倫理道徳は人類砿曾の目的を全局的永遠的に達成せしむ

る法則其の物であるからだ︒道理道徳に背反するときは︑た

とひ一時一部の成功を見ることありとも︑全局的永遠的には

必ず敗減せざるを得ない︒何故なれば道理道徳は人心人性の

根本的要求にして其の必然の婦趣であるからだ︒且つ人心人

事は善悪正邪多面複雑であり︑世態世相は清濁美醜千愛寓化

であるから︑倫理道徳の法則規範を資地に適唯活用すること

は談固より容易でないが︑教養ある者は倫理道徳の常識を有

して居り︑善悪正邪の判断力も具備して居るから︑複雑困難

なる世路ではあるが︑之れを正しく渡り得られるのである︒

何となれば人間は本来良知良心を天賦辻られ善悪疋邪美醜を

判知感別する霊妙なる本能遊具有し居り︑教養ある者は之れ

を健全に養成して居るから︑濁中に情を邪中に正を︑見出し

て︑清明正大に行動し得られるのだ︒其虚に苦心苦節は有るが

決して隅来ないことではない︒政治家は此の清明正大なろ態
度用意を常に堅持し︑私かに風教を以て自任して居らねばな

らぬ︒故に本来政治家の常に執るべき道徳的態俊は︑其の言行

が施含団民一般の観準範例となるに足る程︑聖賢的なるべき
ものだが︑少くとも自ら良心に恥ぢ歩且つ祇曾の道徳的批判

の要件だ︒随って政治家は其の職分上︑公私の別を明らかにし

に肯定せられるに定るととが政治家の言行に封する最小限度

荷も之れを凱さざるとと︑公職公権を以て私心私慾を誉まさ

､
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ろとと︑明暗を以て言行を二に篤さｒること︑必要の場合に

は其の言行は就曾の前に自ら恥ぢず言明し得る程に常に公明
なるべきを畳悟し居ること︑公的金銭の授受は特に其の取扱
を最も公明合理的にするとと等は政治家必須の厳格なる道徳
精祁で左ければならぬ︒之れは正しき政治家としての絶封的
要件である︑否道徳的人間格としての絶封要件であって︑之
れを峡いでは本質的に政治家でなく道徳的に人格の落第者で
ある︒

斌曾は複雑であり︑世相は清濁併流︑善悪錯綜︑正邪混合
して居り︑且つ批界殊に政界は一種の職場である︑此の間に
於て政治家が正しき態度を以て世に立ち然かも其の目的を達
成せんとすろは同より容易でない︒濁流悪世に住む限り之れ
と没交渉たることは出来ず︑叉戦場である限り戦って勝たね
ばならぬから︑鼓に策略も懸引も必要となってくる︒時には
国家就曾の重大目的の魚には正道としては好ましからぬ方法
手段を取る外に目的達成の道なき場合もあるであらう︒千態
禽欣の活耐曾に立ちて其の無誉継続を行ほんと欲せば︑間よ
り一本調子杓子候規なることを許さないけれども︑然かも其
の間に於て前記の如き道徳的態度と信催とは︑政治家として

能力を活用する政治家は清濁混流︑善悪錯綜の複雑なる活吐

之れ詮堅持し活用せねばならぬ︒此の態度と信係を以て其の
曾に於ても自然に其の適正なる行動を見川し︑正大なろ戦を

平生の信篠と用意が成功第一主義又は力主義であって︑道徳

篇し大局に於て必ず勝利を得るであらう︒之れに反して其の

を第一義とせ画ものは︑一時に成ることありとも︑大局に於

て必歩敗れるに相違ない︒不正を行ふて一時に勝つか︑正道

を履んで大局に勝つか︑政治家の選むべきは此の二者の一で

今や政界の裏面には頗る醜事が行はれて居るようであり︑

ある︒

の事と考へて居る者もあるようだ︒而して政界を腐敗させ引

今の政治家中には平然として醜事を行ふて之れを政治家営然

いて︑牡含人心に害毒を流すとと雀だしい・目下顕官高位肴

曾献重役並に富商等の苦共しき裁判事件の如きも其の顕著な

る一現象だ︒畢党一般的に政治家に道義尊重の精榊が直筆堅

賞ならざるに由るのだ︒而して道義尊重の精紳乏しき者は

邪にして勝たんよりは正を履んで蕊れろ精祁が政治家否人閲

政治家としての第一賛格を峡くものと批判せざるを得たい︒

の第一資格であり︑而して之れが大局永遠に勝ち柴える人生

の大道であるのだが︑今の政界は一般に此の大道を履んで居

らぬ︒政界は目下の醜現象を見て其の正に還らねばならぬ︒
︵五︑十︑十日︺

ノ

出
世
の

鍵
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出世の鍵
種も今年漸く八十三歳になった︒けれども慨力は御覧の通

繍

一

郎

すぐ様風呂を浴びて︑サッパリした気持になる︒六時︑朝食

お断り申し上げろ︒私は夏で哨冬でも︑毎朝五時に床を離れ

き遼してあるが︑偶然ながら私の遣り口とピッタリと一致し

それ位は生きる祇りである︒僧正は其の長生きの造り方を書

て居る︒如何にも︑私は砿直に働いて居るし︑毎朝風呂にも

て居るのが面白い︒其の第一係は嘘とつかず正直に働け︑第

入る︒粗食の像も︑私は玄米食にせい人Ｉビフテキ位である

二は毎朝風呂に入れ︑弟三粗食を社ょ︑第四にダラリと言っ

と卓を園み︑自分は書食と食ひながら仕事の模様を鶏き取

天海はたま／︑おならせよと言うて居る︒これなども私の遣

る︒それから午後の時間は︑どこへ出向くか自分にもわから

方で寧ろ私のはたま／︑腕ではない︒第四のダラリと云ふ事

はれるが︑私にはとても一合では足りない︒所で面白い事に

ので︑何時何虚へ川掛けても油断のない影日向のない人為が

については︑暫く其の意味が分らずに居た︒先頃勢働局の長

から︑完全な賞行者だ︒二木博士は玄米食一合で充分だと言

喜んで迎へ・て呉れる︒斯様に曾献を見て歩くとと川五時川︑

厳い︒開係諸含牡の中で︑気の向いた所へ出し抜けに自動車

そのま上家に戻って一休みする川もなく宴禽に出掛ける︒床

にくよ＃︑しないといふ事ださうである？出来て了った事は

岡さんに聞いた所が︑なるたけ心に除裕を持ち︑つまらぬ事

仕方がない︒潔く決断をして了ふのがよいのである︒此の方

に就くのは何時も十時頃になり︑一日中殆んど間断なく働い
れないが︑・癖になってしまふと一向に苦痛でなくや却って愉

て居るのであみ︒仲をつらいであらうと恩ふ人があるかも知

を向ける︒この出し抜けに脱察することが︑非常に有効なも

る︒十一時頃は︑いつも大概僻見の愁船所で︑各工場の主任

天海僧正は百二十一歳まで生きたと云ふが︑私も少くとも

快で愉快でたまらないのである︒

野

をとり︑七時八時には夫堂人を呼んで一日の仕事の指圃をす

ｂであるし︑精祁喝昔のま入であるから︑年寄り扱ひは平に

湊

go

出

、

人の盛りは八九十

といふのがある︒私もやっとのことで︑人の盛りになった

のである︒此の間百三歳に左るといふ老人と倉つたが︑私と

んだと言って居た︒兎に角人間は長命をしなければ︑仕事も

同様︑食事は三人前を平らげて︑百三十はどうしても生きる

を整へ︑寓年女性としての努力を果す様に心掛けねばなら．

諸君の内には御婦人も大分見えるが︑婦人はせいたＩ容色

出来ないし金儲けも出来るものではないのである︒

ちらは値切られまいとする︒﹁いやこれを五回でお願ひした

ぬ︒男子も今迄のやうに︑女子を呼捨てにする友どは怪しか

に本営の家庭が生れる︒夫婦仲よく暮らすと言ふ事も長生の

らぬ事で︑男女はどこまでも同椛で︑助けつ助けられつ共虚

重要左係件である︒私は一昨年七十一歳の妻を失ったが︑生

は五回で責ればかなり儲かることを承知して居ながらも︑口
にしなければならぬ場合が起る︒そこが所謂商賓上の駈引と

の正月の調べによると︑孫や曾孫と合せると︑丁度百人︑尚

云ふものである︒この駈引をしては凌らぬ︒否駈引をすれば

お腹の中に居るのが三人であった︒幸祇な家庭を持つといふ

く働き又よく務めて呉れた︒私には子供は十六人あるが︑此

のではないから︑天海僧正のいふ掛引きの中から度外して差

前は決して粗末にはしなかった積りである︒妻も其の代りよ

支へないと言うてくれた︒如何にも我が意遂得たことで︑こ

って心掛けても︑八十の留守居は一寸見営らない︒頭の白い

ポンヤリして来た様な気がしてならない︒今更留守居をと言

事は︑確かに長生の秘訣である︒私山後家になってから柳か

のけ仕方がないが︑との黒い眉毛が脹告で︑心持も鵠力もま

をすればこそ︑金儲も出来︑大事業も出来るといふもので︑

だノー若いといふ誘擦と認めて貰ふ様にお願ひする︒長生き

諸君におかれても︑どうか天海僧正の訓言を冨行されて︑

に︑

Ｌ

１号︑

四十五十は鼻垂れ小僧

大いに長誇を心掛けられるようおすＬめする︒或人の言葉

と恩ふ︒

れで私は何等の莱懸りもなく︑百二十一歳説を主張してよい

黙を話して見ると︑商費上の駈引は︑殊更に他人左陥れるも

ならば︑営方の元が切れて了ひます﹂と言ふ言葉など︑資際

を責らうと恩ふ時︑先方ではなるぺく値切らうとするし︑こ

るなといふことには︑一寸困ることがある︒我だがセメント

けれども賞を言ふと︑今の僚件の中嘘を言ふな︑駈引をす

ある鐸である︒﹂

さうすると︑皆さんとはまだ五十年位は識を合はせる機曾が

たる自分も︑どうして心百二十一迄は生きられる筈である︒

法で天海僧正が百二十一迄生きたのであるから︑共の賞行審

心

の

長生きは出来ぬとなると私は困る︒所が或畢者に此の心配な

世

鍵

んな事をしても成し遂げる向信がある︒兎に角日本人は頭が

私の仕事がある︒難しい却窟を云灸することは出来なくとも︑

との不景莱に慨む日本に︑人の盛りとなった私は︑これから

て日本の貧弱左産業を嫌り立てＬ行きたいと老へるのであ

ごろノ︑して居る事と思ふ︒この富源の開溌にば共に努力し

殊に常所の如きは魔い原野で恐らくはまだノＩ余儲の材料が

の寝言と思はず︑若い私の言葉として深く考へて貰ひたい︒

綾影堂職

Ｉ

側！

１１

郷．南模看月歎︑北苑封花傷・裂吊熊馨急︑愁雲

周年如一日︑据需未嘗忘︑吾住閣浮界．君漉浄妙

本間光蝿対小詳忌辰賦莫眺雲菊池秀言

評日爽筑逼人︒

虚︒絢側墓雲千里卒︒

︑︑︑︑︑︑︑︑

宿雨漸暗秋気清︒夕嵐吹面解除解︒ 幽人党句放鮮

︑︑︑︑︑︑

祇山宏

座にてなされし誹演筆記である︒︵丈責在記者﹀

︵本鯨は没業界の錬腕家滝野翁が埼玉螺裂岡支含の大畢識

私には八十年の生きた経臓がある︒やらうと思ったことはど

る︒︵完︶

リ

ぼんやりして居て︑仕事に封して熱心が足りない︒仕事をす

､ 〆 シ ･ 一 一 一 一 一 〜 − 〜 一 〜 ー − 〜 一

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

初秋散策

I

るにもコッー︑と人間の力だけのことしか川来なかった︒そ
れを外因から機械をとりよせて使って見るとか何十人の仕事
が一人で川来るのである︒自分が今迄やって来た事は︑総て

日本にはそれ以前に無かった事のみである︒今東京湾の埋立
をやって居るが︑これなどもシャペルや鍬などでは到底出来
るものではない︒千馬力もあるポンプを用ひて︑百坪の土を
一時間にして陸に仕上げる︒恐らく昔では想像も出来ぬ事で

百人前の仕事と言へよう︒﹁稼ぐに道ひつく貧乏なし﹂が私
の主義であるが︑常にこれでよいといふ槻念を持たずに︑努
力する事は肝腎である︒現在の日本は明日にも外敵の飛行機
が二十豪も上空に現はれたとしたなら︑殆んど逃げ場もない
有様である︒これと同じく産業方面は更に貧弱な有様である
から︑我共は一屑働かねばたらぬ︒働くにしても技術の問圃
遼無脱しては何にもならないから︑機械の利用も充分考究す
毎朝四時頃眼が受めると様だな事が頭に浮んでくる︒金儲

ぺきである︒︲

と長生きとぱ努めてやらなければならない︒との言葉は老人

ー 〜 ゾ ー ー

一 一 一 一 一 ‑
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度に於ては一概に橿府に攻撃ばかりは出来な

いのであるｃ併し兎角吾侭になり勝ちなのは

祁ならぬ人間の常であるとか︒柵府自身に於

となるが如きもなしとせぬ︒

に出たり︑政黛的感情の表れるが如き事もあ

てもともすれば本来の使命を超えて嫁イピリ

り︑又政鍵の原動

もすれぱ政府生殺の擢迄も握るといふが如き

憾なく映鮎走暴露した︒そこで先づ橿府内部

のロンドン催約討議に就ても枢府の態度は迩

叫ぱしむろ動火線へと導く所以である︒今凹

割田知己庵

走認む・へきでもなく叉あるべきでもない︒立

これが感情に鋤する感情の現れとして改革逸

意の代表である．へきであるから︑風に政府の

憲代議政鐙に於ては︑少くとも時の政府は民

との議が持上った様であるが．之は根本策で

から事務規定其の他の問題韮ぱ先づ改正せん

虎識が民意た代表すれば︑畏くも陛下に於か

で今日迄に到って居るやうである︑︶而して叉

いへろであらうか︒昭和の大疑獄事件か見て

り︒鯛家の蝿功献身的努力態抑ひつつあろと

黛政治を見るに︑果して風に民意の代表であ

ば一日も其の早き咋翼ふものである︒而して

も知れ芯いと恩ふ︒吾々は橿府の改輩に付て

って或は橿府改革が一歩々々と責現に赴くか

兄らろろものである︒而して之が出裟鮎とな

一方には改革か叫ぶ政府自身に於ても︑我確

にこそ寧ろ年来の此の事は根本的に資行す・へ

今伽の如く梱府が遁憾なく映鮎か暴露した際

はないにしても梱府を反省せしむる一助と＄

勝手のこをもあり︑未だ其の行ひが隅民一般

も分る如く︑兎角政治が政椎起利川して利縦

きであったとさへ老へるものであるが︑砿

とと恐察し奉るのである︒併し我閑現下の政

の首肯するだけのこともないので︑所謂政府

とも多く︑剛利民禰の大眼凹の下に風に民意

走漁ろとか︑黛利黛略に利用さるろが如きこ

って一方政黛政治の現状恥思ふとき︑或鮎迄

せられても必ずや之ば抑裁可あらぜらろろこ

の吾侭しれさの重イピリ位にしか忠ばれ江い

を代表せざるが如きの朕態である︒此の時に

願ふに立憲政鐙なるものが鼠に碓立するな

頁ば垣ぱなら幻︒故に現下の我代議政治の程

・へく︑充分なる検討か怠る・ヘか島ざる責務を

あって鐙高諮諭機朋たる概府は︑之走監脱す

政髄の確立必期さ胆ぱならぬことか痛感す

擢府の改革韮疫現するＦは︑一日も早く代議

る︒現代我立憲政治の醜妖か以てしてば幅府
べきである︒即ち現在の我が橿密院の如くと

らば椙密院江るものの権限は極あて縮少さる

もならなかつれのである︒

といふこともあって︑輿論喚起といふことに

りの有様︑先づ自己の後生大事との一日逃れ

かず︑腹の中の虫恋噛み殺して歴代泣舎潅入

てば鼠のことであって見れば︒容易に手もつ

古いことであるが︑何と云ふても政府にとっ

枢密院改革の聾が叫び出されたのは相常に

福府改革の問題

熱時論
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て此の現状の織椴ぱ樋府の吾雛を益々助長す

伐州常の椎限か有た︑ぱならめし︑さらばと

善虚することなく︑只政府に泣きついて能事

ぢ生糸の暴落に就て醐民は自己の力に訴へて

ば唯の凶家或は政府の寄生錘でにない︒各・か

心掛は自分か信じ白分か尊或して猫立鯛行の

・へき金部でばない︒それよりもより永大なる

である︒故に自分の郭は先づ自分で虚理しな

凋立の存在であって而して閏家に暁するもの

粘祁を梱養することである︒奔剛氏たるもの

泣きついて﹁祁だのみ﹂をやって居る︒失業

つれて下落に下落率以てするや︑又々政府に

問題にしても亦然りだし︑其の他側から何迄

足れりと得々たる如Ｌである︒叉米の豊作に

ぬことを姉感する︒而してかくすることに依

ければなるまい︒これには自己を信頼し自己

ろこととなるのである︒故に吾々は梱府の改

って愛淵的樫府の映鮎は向然の中に術へ去っ

泣畢あれば直ち雁政府へ訴へこの依弧であ

の物Ⅸ生活と精祁生活たるとか問はず︑常に

か算蓮しなければならぬ︒こり精刺こそ吾勾

革は先づ政黛政治の虞の確立にまたればなら

て︑本来の使命に蹄乃ものであらうと思ふ︒

る．政府果してこれ等の一々に唯じ織るや否

﹁せつない時の帥だのみといふ︒人間何か不

蔑能なりとするともそれが祁聖なるものの限

ば︑祁仰と錐も到底此の一々に封し︐如何に

御願ひかするといつ求工合であったとすれ

事は自分で虚理するの心掛けあらぽ敢へて泣

なるものである︒不景鏡だといへ︾﹂も凶分り

鐙も力強く吾々の頭の中に酒謎さるぺき菰大

潤立潤歩の精紳

や！祁例に所ろに百人は百色の各勝手なろ

る︒けれども何事もなく暮す人々にはともす

事走唱へる要なく︐前の好景気時代により之

幸に陳徹すると往奄にして祁伽にすがり穴が

りに於て唯じ飛廻ることは明である︒何とな

て政府に依顛

れば祁俳の狸念には無附心で勝るものＩ少く

要はない︒好景窺Ｆは勝手なことかし︑或は

けるの努力ある・へし︒さらば自分彫空しくし

には絶鋤に出来ないであらうから︒政府の立

考へなく有頂天で過して︑やがて反動がくれ

に術へて善庭するとか︑或は自力で之を切抜

直接目前に死走痛感するに非らず︑餓命短き

といふよりも寧ろ最も公平なろ立場から之に

場も之と同様であって︑これ等一々に封する

ば祁だのみに腐心するなどば決してあるまど

ひぁも入れて而して祁抵鯛することのない様

た感ずろな身﹄若人に於ては宗教意識も極めて

きことではないｃそれ澗立燭行の精神こそ景

れば各人利害得失を異にするものを何人の願

稀蔀であることを常とする︒これ等と同様隠

善虎するより外ない︒而してょしんぱ此の態

窺に不景気に何れに虚しても必ず各人を善虎

ないのである︒叉死あるが故の宗教とはいへ

して斯の如く﹁せつ芯い時の祁だのみ﹂とい

ものであって︑よく其れが繭全か課し得らろ

庇を採るとしても︑政府の力にも限りある

怖詣り祁詣りば兎角老人の専有物かの如く︑

つれ依頼心は日常生活の所有方面にも現はれ

ぜしむる唯一の指南表でなければな月い︾

でやまぬであらう︒併しこれが客個人の昼す

勿論晋花は鴎民として常局者の善庭を望ん

××
×ｘ
ｘｘ

一棚を落ちる鐙タモチを待つの

ろ︒特に吾が園民に於ては吾々は此の映鮎を

るこふは望む方が無理である︒

として︑郷湾界不況の際に虚しても幽民の依

痛感するものである︒而して現下営面の問題
報心は遺憾なく現はれて居るやう浜思ふ︒卸

一
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︷門阿竜寿垂坐蛎吟自討獣鐙魚之微曹有所レ賦・

佐藤
佐藤

〆、

一

シデ穴居シ◎各交共ノ性二従う︒祝ンヤ人生ノ貴キ︒天ノ費

給甚優渥︒宮室以一ア風雨ヲ禦ギ︒衣服以一ア儒膚ヲ覆う︒故二

蔽蒜ノ由ツーア生ズル所︒而シテ繭蒜︿衣服ノ精好ナル者也︒

之ヲ得レバ則安ク得ザレパ則病ム︒登重カラザラン哉臼霊︿

供ス・中世以降︒草綿海内二滋蔓シ◎霊ト並ピ行ハル︒兵農

故二先王必ズ之ヲ民二鋤メ︒后妃弱カーブ桑トリーア以一ア祭服二

登不ソ重哉︒﹂童者繭統之所二由生雫而繭総者衣服之精

ノ分ルル皇及ンデ︒士ハ率ネ都城二楽居シ︒俸ヲ上一一仰ギ︒

一ピハルシナ

ナルニズメラニカ｜フトリテテス二

其ノ婦女復獄篠ヲ事トセズ︒農夫ハ稼稽ヲ務メ︒以一ア君臣ヲ

シ

穴居︵︾吟ゴ︶資給金

サ︶雲優渥︵奉珍やテ︶精好気杢乍︶先王

一割﹃副詞一有所賦念眠渉毒嘩フ︶魚篭免霊︽ス︶野庭今︽運

ク︒而シテ養慧鞘衰フ・﹂

ヲ省キ︒直廉ニシーア而シテ給シ易シ︒是ヲ以テ共ノ用益全庚

ゾ能クカヲ霊事二用ヰン乎︒唯草綿︿殖シ易クシテ而シーア功

養上夙夜吃乞蒋二南畝二走ルノ暇アラザラントス︒又安ン

好者也︒故先王必勘二之民圭后妃期桑以供二祭服毛

ルルニハネシニギテニノ・タ︑ｒ

分圭士奉緊︒居郡城↓仰二俸方上↓其婦女不一一復事二意

プハメテテこうニル

二ン卜アランゾクヘンチニハク・ンテシ

模↓農夫務二稼稽↓以養二君臣↓夙夜吃々︒蒋下走二南

テ美ラヒニシテテシ︑ンテテノ々クテ

畝一之不舎暇︒又安能用ニカ於慧事一乎︒唯草綿易し殖

而省し功︒直廉而易レ給・是以共用盆度︒而養意箱
衰美︒﹂

一脚州崎哩天ノ物ヲ生ズル︒禽獣錘魚ノ微ヨリ︒皆賦スル所

I

〃題

精明原著
忠助編述

P

有り︒禽烏樹二巣クヒ︒魚睦淵二潜ム︒獣ノ錘ト野庭シーア而

八

中世以降︒草綿滋引蔓海内坐興し意並行︒及二兵農之

禦二風雨↓衣服以覆二僻層一故得し之則安︒不ン得則病︒

ギ・ラテフテニレバ・ラチ︑ンチム

各従二其性牽況人生之貴︒天之資給甚優渥︒宮室以

禽烏巣し樹︒魚篭潜シ淵︒獣之興し鐘︒野慮而穴居．

々フノーンャそ兵テ
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代︶砿や︵

ソセッ

シウ
シフ
那歩ハ︶南痘嘩睦︾姉跨︾釧錨咋郡砕鍔認
誕
瞬密

天下敢一ア漕蓮ヲ腰セズ︒稼稽稀永早叫媒ノ忠無キー非ズ︒而

峠︽荊華準癖や炉坐一マ

窄川︶草綿︵犀吟潅嬬チ︶滋蔓︵豆民ノカヲ此二用フル若漸ク語歩︒然しドモ或ハータピ其ノ利

抄︶懲練認蓉

︵誇聖︶后妃︵︾サ︶祭服︵万四
魂﹀仰俸於上︵裁禦一

畝宛ハ︶省功舞誌廼

﹇阿叫門一及圭開港通恥︽二緬総之直什杢信於古一峰民之シテ天下敢テ耕縛ヲ塵セズ︒堂二利スル所大ニシテ而シテ失

肌︽ル於此一者蛎衆叱鵜ド壷ハー錬寿韮︿利↓昨汎捉恥ハ画垂未甑フ所小︒豊穣多クシテ而シテ凶職寡キヲ以テニ非ズ耶︒霊ノ

足︾嬰亜利害↓也・伽レバ叫舟桟者非磨鵜一一覆溺之澗雫眠得失有ル︒亦猶此ノゴトシ・共ノ術ノ精疎巧拙何如二在ル
テ耳︒我が絹蒜輪出物ノ大宗鴬リ︒而シーア貿易輸入時二輪出二
ープセテ・ズ当一一

雲蓉悪灘撫一瀧灘蝋螺蝿耀耀獅鰹塗軒講蕊砿︾饗︾雛懲謬蛤

愛穣多以二而凶撤寡一郡︒鴬廷有二得快↓亦猶修此︒在二塾ズ可キ也︒此年以来地租益為重ク︒農夫疲弊二堪ヘズ︒都市

御譲識荊懲潔鞠韓講壷窪謹蕊雲禦鑑

賎業一考池后妃期獄桑以勘ゾ民︒而慨術不一興起一考︒ニノ案乏卜民カノ貧弱トヲ憂へテ而シテ其ノ本二反ルヲ知ラ

趨劃都市一一逐宝末↓者降繁哩師勝食之婦女推衆嘩宜湾躯宰是ノ理有ラン乎︒故二須ラク大二溝醍ヲ督働シ以テ意練之業

可二甚嘆一也︒比年以来地祁益々重・農夫不ソ堪二疲弊圭ズ・警へ．︿猫共ノ剛二糞セズシテ而シテ秋牧ヲ望ムガゴトシ︒

テラルラノニヘ・ハホシテセノニテムガテランし妓毛今方ノ急務也︒

此輩↓従辱畢養議一施政者昨憂雪府謡空乙飢︵↓民か貧弱↓二就カシムルペシ︒殖産常叫ノ道︒駕ヨリ大ナルハ莫シ︒是
而不し知峡反二其本至善猶下不レ糞二共田一而望寧秋敗塑有ニ

ノニク二・ンブナムカ二

シナルヨリレモ

是理乎︒故須乙大督励漉星以使叩斑煮練之業函闘制圏開港通商︵畔舞寛一異溺︶什典謬馨舜稲︶

殖産富圃之道︒莫〃大ン薦︒是最方今之念務也︺汎折念誌憾︶舟桟病毒ャ︶覆溺︵抄︾耐跨り︶水早毎毒悟小

郡﹇剛い園﹈開港通商スルー及ビ︒煎蒜之露叱古二什栢ス・故二筈︶風娯︵拠酔蕪勢ィ︶巧拙︵称蓉一大宗︵誌吋︶府帯︵捌錘︶室乏
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念鐸垂少秋牧危舎嘩卜︶急務金︾蓉劾程塞

グーレドモスレ

テハ考二・ノ凸テⅢ﹄ムル

チニテリ

篤二出口之大宗↓製茶亜〃之︒然比二諸欧米一則有二遜

グレパニチミ

ゲレパニチシニシテ

色一馬．至し如二米穀一却有下需二南京蘭貢一者垂出貨

浮二進貨一則圃富︒進貨浮︒出貨一則圃貧︒故奨．働

庫犀岬州一コノ篇ハ意蒜ハ衣服トシテ精好ナルノミナラズ︒
現今本邦貿易品中ノ第一位ヲ占ム︒然ルー一中世兵農分レテョ

農工商一以増引多共出貨↓乃所↓一以充二質閲力︒是最

リテモニズルーテテレトモ

チ

シ二毛フト二

爾来暖盈今日之繁礎ヲ致シ︒貿易毎年億菖金ヲ累又︒而シテ

我ガ短ヲ補う︒明治ノ後︒諸港ヲ増開シ︒魔ク外国ト通商ス

外国ト交通シ︒有無ヲ貿易シ︒工謹寅則チ彼ノ長ヲ探り以一ア

民相噸リ以テ共ノ業ヲ振興スルハ︒自然之理也︒﹂本邦古ヨリ

侍ツテ而シ一百冒・農ハ商エヲ待ツテ而シーア隆ナリ︒故一三一

ク︒一日モエ匠無ケレバ則チ民寧歴スルヲ得ズ︒商工︿農ヲ

レパ川チ民生ヲ途グルヲ得ズ︒工匠ハ器物ヲ造リテ生計ヲ資

一酎剛川圃一商貿︿百貨ヲ城ギテ有無ヲ通ズ︒一日モ商貰無ケ

有・﹂

一フン

識や山岳可咳移︒河海可し填・絶大事業何不し成之

而不〃汲︒忍耐恒久︒積累不シ息︒則長二知慧一増二才

毛ス
ン
パ
↓
︑
チ
ジラシ
ノルコトカうし
テチモクステモクムノ

荷有二明哲偶し之者雫則衆庶翁然和し之︒錐し遇二難難一

モラパノフルチ

或有二造漏↓或未し得二要領↓是所︒以共効未二大願一也．

スト

スルテレモ

リ農家︿耕作一フミ従上養慧ニカヲ致スノ除裕ナク斯ノ誰精

嬬二急務印従来在二府螺一亦非し不し設二奨励之策↓然・
ハリ
ハ女
ラ
︐ノダニハレ

テテスルハノヲチ

菱へタルヲ説キ︒今ャ恢復成績大二見ルペキモノアリ︒シカ
ノミナラズ皇后期ラコレヲ飼養セーフレ勧奨シ玉フー呈拘ハラ

ズ︒人民ノ尚ホ奮起セザルヲ慨シ◎宜ク溝惰浮食ノ徒ヲ督卿
シーア斯ノ業二従事セシメ︒以一ア殖産富閲ノ道ヲ岡ルペキヲ論
ジタルモノデアル︒

周Ⅷ岡一錦織晩香日．至論確言︒足雲鈴割謹標皇
女荘臼︺虞布川之丈︒

スチヂ

興二商工却
一陣ｌ陣一商貫恥菅貨惹︾有馬︾一睡幾吋賢↓叫民

ゲルヲテハリテテクテモケレバ
チス地テハツテテラニハヅテテテ．ナリ

不ン得し途し生︒工匠造二器物一資二生計二日無ニエ匠圭
則民不シ得二寧虚↓商工待ン農而昌︒農待二商工一而隆︒

ニリテス八︿ノラ
故三民相頼以振︒興其業や自然之理也・﹂本邦自レ古
シ二テハチリテノテ一アフ

我短雫明治之後︒増︒開諸港零度典二外国一通商︒爾

スレ縁︿則チ遜色アリ︒米穀ノ如キー至ツテハ却ツーア南京蘭頁

鴬総出ロノ大宗鴬リ︒製茶之二亜グ︒然しドモ諸ヲ欧米二比

ワガテ

典二外圃一交通︒貿引易有縦軸工蕊則探二彼長印以補一

ス
シラシ
ヌラ
ラクナ

求暖冷致二今日之繁盛↓貿易毎年巣二億閏金一而意蒜

不二戒耀一乎︒是故不雲専需資本於銀行↓商資二於工之

ルセノーラメテニハトーン

↓一需ムル者有り︒出貨進貨二浮グレパ則チ岡常ミ︒進貨出貨

所・造︒工資一於農之所一し崖︒農資二於商工之所一レ管︒

入

・二浮グレ︐︿川チ図黄シ◎故二農工商ヲ奨胸シーア以一ア其ノ出貨

三民相頼︒増引加出費↓教育亦不雲徒馳二高遠↓而進ニ
キヅ
ラチ

ギ︒財界ヲ撹飢シ︒毒ヲ剛家二流シ・上下似二共ノ弊ヲ受ク

放漫二失シ易シ・政府ノ監督厳正ナラザレパ則チ破産相腫

レバ︒則チ事業ノ畢ガラザルヲ憂へザル也︒而シーア理財ノ逆

清廉信賞準縄ヲ格守シ︒人ヲ知リーア能ク任ジ︒五二相糊勉一︿

一ｗ剛榔周一然リ而シテ商エハ大抵賓本ヲ銀行二需ム︒銀行都
郡二棋列シ︒而シーア貨幣之融通セザルヲ蕊ヘズ︒之ヲ掌ル者

農工商之智識印則圃家富眠之基可レ立也︒﹀

リテ今ンチタニセニテメパ

テルハトシテー︿池ハトシチ〃︽

ヲ輸多スルハ︒乃チ剛力ヲ充賞スル所以︒是最モ急務卜篤
ス︒従来府聴二在リーアモ亦奨勘ノ策ヲ談ケザルニ非ズ︒然し
ハレザル所以也︒荷一七明哲ノ之ヲ偶フル者滴ラバ・川チ衆欺

ドモ或ハ遺漏有り或︿未ダ要領ヲ得ズ︒是其ノ効未ダ大二噸
く申ハ

翁然之二和シｏ銀難二遇フト雌毛而毛温マズ︒忍耐恒久︒積
累息マズンパ・川チ知慧ヲ長ジ才識ヲ増シ・山岳ヲ毛移スベ
ウヅ

尊ク河海ヲモ填ム可ク︒絶大ノ事業何ノ成ラザルコトヵ之有ラ
王ンＯ﹂

雀シキハ則チ姦億並ど起り︒義ヲ忘レ利二趣リ︒徒一二家之

私孟唾︑︒而シーア人ノ困弊ヲ願ミザル考往全ニシーア有り︒営

義哲︵姪咳睡︶翁然念劫杢ご積累尭耗測ヵ︶絶大念や趣禿げィ︶

器農ハエ商ノ誉ム所ヲ賛トシ︒三民相頼り一語出貨ヲ増加

則チ剛家窟弧ノ基立シ可キ也︒

キ︶放慢︵森却パ︶撹乱︵ 壱一︶戒催勇奉

一岬門岬画棋列診妙雑︶掌之者︵趣翫ノ︶信資︵娠戸小

０

︵妙謬峰ミ︶準棚︵征

吋己相頼忘季型

︵仰十頁へつ管く﹄

格守

シ・教育亦徒二高速二馳セズ・而シーァ農工商ノ知識ヲ進メ鱈︿

路考笠戒僻セザル可ケン乎︒是ノ故二車ラ資本ヲ銀行二需メ
苓商ハエノ造ル所ヲ資トシーア︒エハ農ノ産スル所ヲ資卜

二丁シロ︾苧ニノレバ

弊雫甚則姦偽並起︒忘レ義趨ソ利︒徒狗二一家之
ｒ
﹃其ブ
テルミノラニシプリニケン
２私↓而不﹄願二人困弊一者往冷而有涛︒常路考量可咳

ノテシ託ハチビリレチリ二二ミ

則破産相腫︒撹︒乱財界や流二毒於圃家聖上下倶受ニ

血︒而郵財之道︒易し失二干放慢韮政府儲督不二厳正銅
チ
ギシラ﹃ンラーーニク

守準純↓知し人能任︒互相勘勉︒則不レ憂二事業不ゾ畢

シチｎ．テヲクジニスレパチルヘノルチラ

郡一而不し憂雲貨幣之不二融通↓掌し之者清廉信質︒格コ

二デヘルチセルラ

﹇伺卿幽鍋昨商エ大抵需一資蕊於銀行幸銀行棋引列都

愛一・割ｌ麗一商賀︵歩時︶百貨舞和封枢ノ︶工匠一︑夷ク︶塞虚愈

繭瑳裟薙慧識蕊綴

芋

︑︼

晒昌曹三久署昌一里一房一一一塁一一色一画一一﹃哩一医一一面星画二皇一塁一国﹄胃弓里一塁二浬一画二厨司

咽婦人公民権岬時：⁝：鴇五年十月土日午後四時半
ず識曾圏騨巨富雲闇雲識⁝霊⁝ツ⁝自家弘鐘含事務廓

︒罰可

いった心配はないものかとも思はれないでもないのである︒

︵武藤山治氏綱公民講賑中の奈良女高帥校長松川英淵氏の説非誼み

松野氏私も加賀美君の説に梢相同じき所があるが︑とて

出席者
徳川含長︑服部副曾長︑庚江主事︑加賀美倒光︐服部捨郎・松

上げ︑大隅此の説に賛成なりと云も現代の政治は賃に傭敗堕落

野緑︑海老原丑之助︑江崎辰三郎︑繁川武平︑下村毒一︑器材
・成允︑小豆津英男︑増子懐永︑鏑木乙葉︑辻村靖子︑山岡源子

に努めねばならぬと恩ふ︒然るに今の侭にして行くならば男

上にまで延して共に相扶け扶けられて園家のために之が革正

して居る︒之を浄化するには家庭に於ける女子の内助を政治

徳川酋長今夕は念を内務省より采議曾へ提出さるることと

女の闘争が生ずるなきやを恐るる︒私は速からす営然婦人公

其の他十吸氏︒

なった婦人公民椛問題に就て諸飛の御意兇を伺ふくく︑これ

民擁は許さるべきものであると恩ふ︒﹄．

が座談曾を開催致しました所︑御繁川の師を多数御出席を得
一室したことは感謝に堪へません︒別に御指名等は致し蚤せん

ありはしまいかとの御意見もあったが︑婦人の全部が天下国

家をのみ論ずるといふ様にでもなれば兎も角︑男子にしても

海老原氏婦人に公民椎を附典すれば︑家庭を剣すの恐れが

をかつたが︑かやうな時代は既に過ぎ去った今日︑婦人の公民

今日或特種の人によってなされるの有様で之はあり得べきで

から︑どうか御自川に御話しを御願ひ致します︒

椛といふととも或は時勢の要求として止む淀得ない事かと忠

加賀美氏古来ともすれば男尊女卑といふ様な観念がないでは

・ふ︒然し私としては多少懸念がないではない︒即ちそれは政黛

からうと忠ふ︒特にそれが自治催に限る公民椛だけであるか

０．︲．卜ｆｌｌ■︑︒■甲１Ｍ︐旧叫刊１Ｊ４ＪⅡⅢⅢ則刈川川ⅡⅢ岡川ｉｉ１ｎ■■■巳■■■■■■■Ⅱ■■■

ない︒さすれば敢て家庭の回浦を峡くといふととは心配はな

『

に利別されるといった嫌もあり一家の平和が或は剣されると
−
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であらうと恩ふ心愉自治鰐であるから教育の牒度も問題では

ら︑自治鰐の仕事は︑§教育とか電燈とか瓦斯とかいった問

ばならないが︑併し何時迄も此の侭にして置くならばどうに

と云ふことを言ふが︑これは大間題でよく群究して見なけれ

廻る人をも亦左様である︒尤も多くの人七は家族主義を風す

もなるまい︒尚早しといふも何時かは施さねばなるま陪結

ふのであるが︑自分は猫よく考へて見たいので参考上不成賛

幸であると恩ふ︒私は最早此の問題は議論の除地はないと恩

局時の間題で私は一日も早く資施さるることこそ闘家のため〃

服部氏私は男女同椎論考である︒我園の皇組たる天照大

の人盈には如何左る根擦ある意見があるか今日は反封の意見

江幡氏婦人参政椎問題に就ては︑私の知る所では反封と

を是非伺ひたいものである︒・

上確諭で何等論争の除地はないと老へる︒男子ぱ既に普選に
或は一家の平和問題等面倒なことが起りはしないかとは誰も

政黛の弊を婦人の力に依り一﹂矯正することを得るといふ二つ

て幼稚であるといふとともある︒併し私は家族制度の助長︑

けのやうである︒そして女子の教育程度が男子と比して秘め

の理山で賛成するものである︒女子は元米頗る虞面目である

見るべき有力左説は極めて少い︒只残されたものは尚早論だ

のことは網て男女協力して相努むぺきだ︒内務省の案は頗る

家庭の職務を捨てて了ふといふ辞のことはある麦い︒世の中

から悔敗の世を救ふには充分効果がある︒唯公民椎を附典し

恩ふ所である︒が何虚迄も男女の性は砿別さるべきで各の分

私は結術であると思ふ︒一日も早くそれが賢施を望んでや

はよく考究すぺきの問題であると恩ふ︒

か︒之は重大な問題であって︑これこそ弘道倉員としてこれ

下村氏先刻来諸君の多くは賛成の立場であったやうであ

て後に婦人の公民教育政治教育を如何にして徹底せしむる

いと恩ふ︒自分は多年町村自治に開係した届た贈鹸上︑町村

るが︑・私は素より反封でもなく又尚早論者といふのでもな

繁田氏私は古くから婦人に参政椛を典ふくしと力説した

まぬＯ

を守ることに努めねばならぬ︒然も公民椎だけならば婦人は

なった今日女子にも営然附典さるべきだ︒併し博統上の問題

祁も女性にましますではないか︒然らば婦人の参政椎は理論

る︒

ないと考へる︒婦人の公民椛附典には私は賛成のものであ

題であるで︑寧ろ婦人の最も理解のあるもので非常に有効

弓．

ものである︒今日漸く此の案が提出さるろといふのは寧ろ遅

民教育政治教育の必蝉を唱へ︑杵選の要を叫んだのであるが

民が自治に無翻心であることを浦感した︒そこで早くから公

い︒弧いて言へば霧重罪議論者と言へよう︒此の問題は理論

︲１１１１ｌ１１１

＝

今日婦人公民椛問題に付て多くの人は尚早論を喝へる︒私を
一
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題にしても信仰け自巾で︑夫婦剃子信仰を異にして居ても影

︲Ｉｏ１ＶＬ■１△

一一としては問題はないが︑資際の利害上からは亜大左問題であ

響か底いから︑政治上にも問題はあるま︑いと云ふものがあ

４■ＪＩ１ＪＩＯａ８１ｄ叩１

ゞる︒自治鵠だからと云ふけれどもやがては国政の問題になる

て始維争った︒そこで或る選畢の時に果してどうしたかと云

る．過日新渡戸博士の話叔欧洲大戦後英国でも婦人に参政

て居ないし主としてアング画サクソン系で賦州大戦後の問題

日反封候補者は一票儲けたよ︒自分の好きた候袖者へ投票し

之に柳かでも影響があるとすれば︑何もか上る犠牲を挑って

やがて国家組織とも云ふぺく︑誠に美軸とする所であるが︑

一狂し易いものであるから︑家庭に如何なる影響を典へるで
一あらうかはとくと考究しなければならぬ︒我幽の家族制度は

一ぱょいが︑尤もこれでは男子に二票を典へると同じことで役
一にた上ぬ︒若し男子と意見を異にする場合政治はとかく熱

一民椛を輿へても政治上の意見が主人と同様な意見であるなら

蔀制度の上に如何たる影響を典へるかの問題である︒婦人に公

一詩も言はれた如く︑家族制度の問題であって︑即ち我図の家族

一あらうといふ︒これも確であらう︒併し妓も重大なものは諸

一進的であるから︑急進的行動と阻止し温健な道行をさせるで

一直接の問題として結雛であらう︒それ・から黛弊の浄化といふ

が︑これを男子のそれ迄に向上することは勿論であらう︒そ

て見たいと恩ふ︒政治教育︑公民教育は婦人に綴けて居る

方面からなどは除程考へなくてはなるまい︒故により反省し

ヴ左典へることにでもなれば剛家の重大問題である︒教化の

参政権を許すこととしたならば︑今日日本婦人の婦徳は大い

ある︒叉婦人に封する教育の手段方法等も果して今日の侭で

本にヒピが入ることに左るので︑急いでする必要はないので

婦人の貞淑温雅其の他の美黙にヒピが入るとすれば︑園の根

題は未だ分明しないもので︑若し参政椛を典へたが篤めに︑

ふのである︒これならば心配はないが︑併しながら此等の問

入れて来たといふのである︒所でその夫人も白く︑私も貴下

に衰へて来たのであるが︑この婦徳を暇つける所のモチー

よいか此所迄も考へて見なければなるまい︒若し今後婦人に

が困るだらうと思って反封の候補者に入れて来ましたよとい

迄急いで資施する要はないと思ふのである︒或る人は宗教間

やうと思ったが︑お前が困るだらうと思って反封の候補者に

ふと︑その夫は先づ選畢から師って来て妻に向って臼く︒今

である︒利害得失といふても多いが︑政治上のことから少し
一含施設︑瓦斯電燈の問題等が多いからこれ等婦人の参加には
一く論じて見たい︒市町村の問題は子弟教育とか衛生とかの祇

桃を輿へたが問題になった︒夫と妻と政治上の意見を異にし

リ

ない︒尤も外園でも俳伊等其の他ラテン系の剛では未だ許し

1

一のである︒外園の例がどうのかうのと云ふことで解決はつか

ﾔ
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して婦徳の酒養に就ては将来はかく／Ｉすると云ふことを制どうもよろしくないといふものも多く︑必ずしも意見は一致

になるのである︒私は女子青年国に閑係して居るが︑それにを云はれてゐた︒家族制度は西洋と日本とでは異る︒然も外

度上なり何なりに見せて下さるとよいが︑さうでないと心配して居ない︒叉家族制度に封する懸念は下村氏と同様なこと

備へるために公民生活的訓練をやって居るが︑一方日本古来図に於ても識審問ではどうもｎ本や支那の方がよろしいやう

の婦徳の源養にも努めて居る︒これが︒ハランスがとれるとだと目下盛に研究されてゐるといふことであるが︑家族制度
〆

結榊であるが中々容易ではない︒ともかく現状のまＬでｕ︿大の美鮎は何虚迄も存綾しなければなるまい︒此の際思想関船

一般日本の立憲政治が果して立派に出来たか否かと云ふことと其の人袋は云ってゐたが︑私もさうだらうと忠ふ︒賞は此

勢だからよからうと云ふのでは卿かどうであらうかと恩ふ︒などは此の婦人公民椎問題に就ては肇げて反封すべきである

いに取り入れた篇めではあるまいか︒此の失敗を再び参政権と思って来て見たら︑今迄の所では賛成説の方が多いといふ

は疑問である︒これも外剛の侭似をして何等の用意も川来なの席に出ろ迄は日本弘道愈では必ずや反劉意見が多いだらう

問題で操返したくないと恩ふ︒又婦人の要求が眠いかどうかので意外に恩はれたのである︒
一般婦人が虞に要求して居るかも疑問だ︒唯特殊の婦人の要増子氏︒既に此平埋の諸君の御説で諭旨はつきてゐると恩ふ

求に限られて居はしまいか︒理論上としては誠に立派で反封が私も一寸申上げ一Ｌ見よう︒瑚諭として私は尚早論といふこ

の除地はないが︑尚早論もあるからにはこれが雷施には幽家とに根擁がありはしないかと恩ふ︒日本の女子は参政椛公比

百年の計の上に詮程考へねばならぬ事と思ふ︒︾椛附典迄には尚多くの訓練なくしては尚早ではあるまいか︒

いので︑過日此の婦人公民椎問題に就て共の方面に通じて届のはどうかと恩ふ︒との意味から日本婦人に封しては尚早論

岩村氏私は総て献曾問題等に就ては何等の知識をもたな怖燥の訓練なく礁情の陶冶なくして政治の如き感附に走るも

ろ人為から伺って見た︒今晩はそれを御取次して見よう︒共を唱へなければならぬことが多い︒従来兎角日本では形が先

の人達の意見を綜合して見れば大鰐下村氏の意兇とほぼ同様に旧来て内容が後から術はるといった風であったが︑この意

であったやうである︒外因に於てもアングロサクソン系では味からは或は婦人の畳醒を促す上には公民椎を典へるといふ

欧洲大戦後婦人に参政権を附典したが︑其の成績を聞くに︑ととは急務かとも恩はれ易︒この見地からは尚早論は弱くな

婦人達は非常によいといって居るが︑一方一般の蕊としてはるのである︒一方には尚早かとも恩ひ︑一方では急務かとも

Ｉ

↑け女子は兎角感惰にのみ走り理性判断に磯けて居て︑訓練し

一て居るが︑其の維騒から見ると柳か矢望してゐる︒失望の黙

恩はれるし多少迷はざるを得ない︒私は女子青年圏に閥係し

育等によって制限したならばよからうかと思ふものである︒

か︒兎に角私はもつと準備が出来てからにして︑徐交にその

に棄権が多く︑溌想を裏切られるやうたことではあ一るまい

容易に相一致するものではない︒叉賞際開興して見たら案外

徳川酋長種盈と諸君から御意見を伺ひました︒未だ御意見

資現へと向った方がよいかと思ふ︒或は輿へるとしたら叉教

てどうであらうか︑恩ひ牛ばに過ぐろものがある︒何時にな

のある方も御座いませうが︑時間も御座いませんので遺憾な

て見ても中を両者が溶け込まないのである︒故に若し公民擁

ったら吾々の望みがとけるだらうかと思ってゐる︒

がら閉曾に致します︒御苦勢様で御座い毒した︒

を許したとして男子と同じスタートで出溌させて見ても果し

小豆藻氏人杢はともすれば婦人の長所を上げるが︑一面又
短所もある︒婦人は始めの中はどうも買ひかぶるが︑段全に
その峡獣が出てくる︒そしてその位のことはすぐどうにかな
ると恩ふことでも中凌責は容易たものではないのである︒普
通に裁縫も苦楽も料理も婦人のものだと考へて見るが︑いざ

どうだらうかしら︒現代の維済細緋は夫婦を共稼ぎといふ事

賢母ではあるまいか︒故に参政催を典へるたどといふことは

でも入り易いが奥がないのである︒婦人は何と云ふても良妻

と愚考致候日本婦人固有の美徳失墜の本に無之哉と憂慮致さ

拝讃も近きに可有之と被存候婦人参政椎問題は剛家の重大事

催の由︑時機に適したる緊要なる題材と痔讃致各位の御意見

金田光義氏弘道雑誌慨に婦人参政権問題に就て座談含御開

したので掲載致します︒

附記常︑映席されし二三の人々よりぱ書面で回答がありま

底どにもしてへ職業婦人を作ったが︑これがために家庭を飢

ｆ

されることも少くない︒この様に政治上の男女同擁は一層家

︐一︑婦人に参政権附典せさるは幾千蔑の婦人の不幸なるに

一︑婦人の心身は男子に優劣なきや︒

一︑参政権を典へされば婦人君園に議す道たきや︒

や︒︑

九候・

ゞ優秀なものとなると失張り男子でなければならぬｃ一寸何に

×

庭を副しはしまいか︒市雷乗議︑共康堂事件等種糞の問題に

際して女子には営局も資際テコズッタといふ話も聞いてゐ
ろ︒審唇際の適用といふととになると除程私は考へて見なけれ

１４１１１１１１ⅡⅡ０日

］

ばなるまいと恩ふ︒叉婦徳の涌養と公民教育との雨翼は中毎
︑ｌ︲︼﹁

／

q"一

やワ

座

談

曾

一︑参政権なきため不平の婦人果して多数ありや︒

一︑参政擁獲得運動をするは西洋かぶれの蝿桃婦人にあら

〆

二︑現在も同様の意見にて婦女子に封して男子と同様公民

行︑増補再版昭和維新之光二百十頁以下等にも拙諭あり

京法律新聞等へ掲載︑軍行印刷も震災前に頒布︑昭和二年蛮

一︑婦●人公民権に付ては大正八九年以降小生日刊新聞及東

松倉慶三郎氏

養はれて来るでせう︒

まだ尚早の感がないではないが開係させれば漸次其の能力も

に開係させるのは主義として合理的であり営然であります︒

りますが時勢上自然で御座いませう︒又婦人として公共生活

宗像逸郎氏問題については如何かと不安に思はれる黙もあ

候右心に浮びたる侭卑意を愚陳仕り候・

ろは頗る尚早にて斯ろ志望の起らさらんことを斬る者に御座

数の婦人の熱望する時期に至れば格別や今日参政権を附興す

日本の日本たる美風差にあるものと存ぜられ候果して日本多

営然の理なれども︑婦人の美徳は我幽古来固有のものにて︑

団民の過半を占むる女子に男子と同じく各椛利を典ふるは

一︑婦人参政権の家族制度に及す影響如何︒

一︑民政政友黛派者流は戴勢上婦人に鳴る嫌なきや︒

ざるか︒

ー − ﾛ エ ー

権を輿ふぺきものと信ずる故地方自治鵠の公民権に制限すぺ

1

きものに非す︒

︑参考

三︑男子にも住所年齢其の他の制限迄寛和せさるべから

四︑刑除者破産者の公椛停止叉は公椛剥奪は之を撤腰せさ

す︒

数年前大正八年頃拙論法律新聞に掲載其後諦願書も出て論

るべからす︒
者も出づ︒

其後小生重ねて軍行印刷もあり︒

五︑選肇法並に選禦遠反取締方法に付ては改良すべき黙多

除弊

をあり︒︑

普通選緊擬大は勢ひ止むを得ざることなるも除弊は一層大

となり資質は将来無庫黛内閣の出現と魚らん︒其の弊の極ま

る所に於て之が救済方法として専政政治の時代も来らむ︒

語りあかせ婦人公民権

園のため思ふ心は秋の夜を

◇

座

談

含
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建圃創業

琵琶歌︶
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井手蕉雨

ぞひもと品力つちひらそめそのはじことあまっ毎みいつかみよた唇よむかし
夫れ日の本は天地の︑開開け初にし共始め︑別天津祁五はしら︑祁世七代の往古ょ

ひとへとく．しまねゆろ︒な

り︑偏に徳をしきし弐の︑や蜜と島根ぞ動き無き︒

じんむみかと・かみびうがくにたかちほみやゐ・ふか︾お険．．と三ろ
紳武の天皇いその上︑日向の園高千穂の．宮居深くも恩すらく．こＬは所もあ弐ざか
ひ唾ゞ

ひんがし

ちゑらたひ
夕︑にたことばじたより
るｂ都にしあれば園を建て︑業を創むる便なし︑そもやいづれの地を選び︑いと平ら
．あめした．まつりごとき・う

一Ｊ︑

た．．

かに天が下の．政をか蕊き得べき︑いで束にうらむかひ︑進みす﹂まんいでノ︑

や毛ともを秒昔み圏がう？かこうみ︑ちつうらともづな・

とｂ八十伴の緒を率ゐっＬ︑美々川の河口なる慰美今津の浦に篭を︑とくノ︑立て

たつかゆみやたけご画ろたりひうがく峰いたおぼみ．画ろ壱・
や手束弓︑矢竹心の焼みなく︑日向の画を出で立たす︑大御心ぞ雄冷しけれ︒

がぜじゆん・ふなあし心﹂やすゐたどかいじゃフミをいつひ二あた才一
ふたざあないたよりなほ
風順にして船足恥︑速吸門の海上に︑樟根津彦に含び玉び︑ 海 路 の 案 内 便 宜 よ く ︑ 猶

』

ひ鋲しすいみこ・ろざしああぐもしらかたっつに主亀

犬しき分とし含進めう

いうほは弓く二と

た

足曳の︑大和の圃に入り王α︑宇陀の兄宇迦斯を詠識し︑忍阪の窟に群れ龍る︑八十

あしぴきや糞とく娼いた夏うだえうが．し琴つうりくをさかいはやむこもやを
たけろうおほろ

健を打滅ぼし︑兄師木弟師木攻撃ちて︑勢α破竹に異ならず︒

や
ががみたらことむやわなぼ
総てあらぷる祁達を︑言向けなどめ平和しっＬ︑猶弐つるはぬいとをしも︑はら

したがたみのぞみうねぴかしにらみやゐさだあ量した

つくにかむみちずよろづよひとすぢ

αらげ従へて︑蒼生の輿望を畝火なる︑橿原に宮居を翼め︑天が下をぞしろしめす︑
御稜威の程こそ畏乙けれ︒

みいづほどかし

くにさかえとよあしはら虹ぴくさき

園の蕊は豊葦原︑摩かね草木もなか津圃︑祁ながらなる道直ぐに︑蔑世かけて一系の慰

零

心匙みかみをしへやたがら−９しる︑ぺえ瞳ほ一争雪
つるぎ
たらどころわぎ
し鉱もて︑立地に斬りなびけ︑天っ御祁の訓により︑八腿烏の東道を得ｓ猶しも進む

かくて長すねぴこと戦臥つ．又紀の園の熊野にて︑醜の荒祁あらぴしを．祁より賜ぴ

なが↑たＬか．全たき．くにく監睡しこあらがみかみた

も東方へ進みつ§聴津の跡輝塞の蝉澄縫て︑御志も青雲の︑白肩の津に箸き玉ふ︒

『

君主の皇耐と仰ぐなる︑君主の皇耐ぞ難有き︒︵完︶

0
も
…
弐
・
.ム

、

含みみおやめ・︽きみみおやありがた

1

雄
￨
型

桑 創
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少

秋季哩反省
︵明治大一帝を偲び奉りて︶

足立栗園

奔一・畢含たづしょくんともごみけふついくわいか一萱ゐとくしの

①●●●

駕記を零れて︑諸君と共に御偉業を追懐し︑ｎつ御遺偲を偲
︑たて桑つ．いた
ぴ奉ることと致しませう︒

○秋夜請書と反省修養

麓いていへいかいつ︑︑︑︑ぎよぽい

どき釣そ険・ザざはいけん

見る巻全の数をつくして

み全身ｊｒ︑かつ

大帝陛下には︑嘗て秋夜長しの御題にて
あ含よなが
秋の夜の長くなるとそうれしけれ

みそ

かんしやうみ土ぜつきく

と遡ばされた︒時に御側に侍坐して拝見してゐた岩倉右府は

生きかアノ︲〜

感唱の齢りに︑拙作左がらとて

尋みみ

みそなはす巻の歎全くりかへし

然と慶賀にのみ此の日を過しては︑蕗だ済まぬやうな気がす

と詠みて差し上げたといふ︒之はヅーッと明治の初期の事で

めい琴し些奇こと

る︒それといふのが聖徳庚大にして海の内外に溢れ︑今尚ぼ

あったに相速ない︒そこで吾等は大帝の此の御製に封し奉り
らうしんざんきはんせいひごろけんにいい土し
て︑衷心より甑塊し反省して︑頃来の倦怠超戒め︑せめて燈・

かたじけなきは君が御こ上る
よさあ
︐こい

吾人をして襟を正し︑感侃措く能はざらしむるものがあるか

下親しむべき此の好季節から︑火燃を擁するに至る冬季にか

層じんえり先王かんぼいをあに

ずだはわれらこをいじつおい丑圭よ

ばん世いしんかいくはこくみん里んぷんじ・にわくところ

輝いていへいかみもつこく

ここう今せつくわろ坐ういたとう舎

十江庖

ザでサいいふうへかくじていしょくＵ

釣も

おのれ・っのうけい吟つとく舎

い．︽肱上かにいれ幸へつここんとうさい池いけふ

てつゐむんち上しよしだ

ころみか

が．〃︑せいぜいとあび雁もちろん

ｒやうじゆ

わにらたいていこず上きい仁いたて全つ

らであります︒乃ち吾等は此の聖日に於て︑せめて身に及ぶ

けて︑業務の除暇には誰れ彼の別なく︑古今東西に於ける賢
い

ふんしひやうもばんた旋土そだかうじやうしの

乞うゐ

だけの反省もし旗戒も加へて︑剛民の本分を同畳する所がな

哲偉人の著書に親しみ︑それ人︑己か智能を啓溌し︑徳器を

きいとくこうにいうみ江いやわいめふい全な

ければなりませぬ︒言ふまでもたく︑大帝陛下は妬を以て閲

成就するやうに心掛けねばならぬと恩ふのであります︒即ち

よつがくじみこＬろ喧

か一・う

民の師表となり︑模範孝一垂れさぜ給ふた︒其の御行状を偲ぴ

入らねばならぬ節だがあるのでありますつそとで少しばかり

かしに

垂つることに依て︑ヒシ︐ｆ︑と各自︑身につ蚤され心に塊ぢ

畢生盈徒の間は勿論のこと︑既に成業の上各自一定の職務に
たづさ唯ゐらの
はうたいく腫含ようけんししつ
拠って居る岩でもや一方に鰐躯を練って健強の資質となる

やりけいがこひ十ごば江は十含

ど目出たく喜ばしいことはありませぬ︒が︑唯だ上の案で漠

祭日となって︑永久に岡民紀念の印象を深からし脇る︒之ほ
め
で上ろこたうは是らぼん

寒いじつえい身ふこくふん含ねんいんしやうふかこれ

時代の天長節のことであります︒それが今日でば明治節の大

全いいんで今あきこうぎせつ封もうか・めいぢ
毎年出来秋の好↓季節になると︑恩ひ浮べられるのは︑明治
じにいてんちやうぜつこんにらめいぢせつ鷺い

○慶賀のみにては湾まい

鐘

いふし人︑ずこ

省 反 と 季 秋

省 反 と 季 秋
37

・念↑﹄う仁仁ばうをいしんやレなけんぜんらのう６ら

っと

ともかくだうせい

を期すると同時に︑他方には精祁を養ふて健全なる知能の持
ロし

主となることを勉めねばならぬのであります︒兎角営世は一
泳ぐせいめひ隠うん︾うねつうか

○御箪問所と御侭徳

番らたいていへいか一﹂がくらんしよ幻んの町さ念しる定か

更に大帝陛下の御畢問所の御有様を記したもの比中に︑

ぱうへんやすがだほ含

御椅子の後方の古瓦や化石杯を置かせられた御卓子の前に

ぎよぜいうち

つぎ全︲かざりだなしたそ写﹄つしよぜいつかい

ひ︑叉御卓子の上には粗末なるインキ壷が載せてあって︑御

ゑたおテーブルうへそ全つつぼの釦

かさくさん︑ごしよるゐい

つ処ようぷつてんもらくっしたい︑がみばこいく

診るすうしろふるがばら参．︑也世寄睡︾﹀おぉテーブル全へ

方に偏し易き傾があって︑畢生の間は運動熱にのみ浮され︑

は︑常に洋物店で川ふス靴下入れなどのボール紙の函を幾つ

客

ぱい

しうしよくふけや

成人の後は業務上の交際などと言ひ紛らして︑酒色に耽り易
これ客うばうふかい全しそへんき
いのでありますから︑之は双方とも深く戒めて︑其の偏僑を

も重ねてあって︑それに種餐の御書類が入れてあったとい

こいらおい全し

辻いじんのら抄ふじじゃうこうさいい全ぎ

避けねばならぬことであります︒
みう

さて是等を御戒めになったものと舜せらる上御製の中に︑
しら

そ全つ手ぎいだはこいしか

次の間の飾棚の下には︑粗末な書生の使ふやうなインキ入れ

ぎじゃうつぽい誼心すふく

釘いのようどじしんそ．とくりとこる距

とくり

の徳利が︑粗末なる杉板の縮に三つ四つも入れてあり︑而も

下のやうなのを見受けます︒ｌ
と雷うつば全へ
時はかる器は前にありながら

インキ御入用のときは︑御自身に其のインキ徳利の虎に成ら

こごよせいと陰ひとじゃうゆきせん一へつたにびと

ひとこ上る

たゆみがちたり人の心は

せられ︑インキを机上のインキ壷に入れて御椅子に復せられ

めいくわう︒ｆ︑でんとう

お

これけつじゃうばんごと

した際の外封を其儒御手づから御始末になったもので︑時々

きいぐわいふうその全上おておしゑつと曇人Ｉ

山亜ねてあって︑それは剛務大臣などより上奏案として差出

きんかさこくじ瀧いじんじゃうそうめんきしに

る大なる状袋の三方を切って︑それを二重に折った物が深

輝い上やう基くろ・ぱ歩含じうそもの淀く

ちょっと匿いそちう胆ん心よくわんせうしよう

ふぢか江＆ナペおすみ全たおテープ公よこ

産じゃうようおすぜり睦こなかづかふるお﹃ふで含ば

とく？話ん陸うぐいたこ把ま寺しめ塾した

まことに此の御製の通り︑人は上下貴賎の別なくや何人で

たといひ︑特に文房具に至っては是ぞと巾上ぐべき御品は一
とけい全へ

たいてい仁いにて全つず

ゐ紅じ

ごとだじじつけいくわさい炉つ封く

い唯

Ｕだつくえよ
ゐ

そ雌

も怠惰がちになり︑放逸勝に造り︑つい浮か︲ｒＩと共の篤す

つもなく︑御常用の御硯瀧の中には︑使ひ古した御筆や︑極

凸う

べき事をさへ篤さ学に時日を経過し︑歳月を送るのでありま

めて短く斜めに磨り減らされたろ御器があり︑叉御卓子の横

はういつがら

す︒祝んやハイカラな時計を前にしながら︑明晃共たる電燈

には一寸とした墓があって︑共の中段には諸官省にて使用す

たいに

の下で︑机に鰯りか凡りつ上︑居眠りしたり︑うつ臥しにな

つたりして居たのでは︑大帝に謝し奉って涜まいばかりで

いた

ひといが
＆だじつとけい七いでんとうたい
なく︑︲又賞に時計に封しても電燈に封しても︑人として如何
は

御詠草の御心提えなどを御認約になる時︑総て此の封紙の裏

室もちお雁華ようけつにみだら

ごえいさうおこ上ろおぽおした上と壁ナベこふうしうら

にも塊づべきの至りであります︒之は決して冗談事ではな
いづく
みうと二ろ
め士かん︐づがら
い︑何家にてもよく見向ける所であって︑齢り香ばしき岡柄
と︲ころ

を御川ひに和成ったもので︑か凡そ御剛には沢し一﹄他の剰し

■字
■宇町む
くれ人Ｉ華に歩ひい全し

ではない︑呉全も御互に戒めねばならぬ所であります︒

芯､

省 反 と 季 秋

顎みしよ功め毛
き紙
を使川遊ばすことは左っかたといふ︒遷零は露に恭棒や識︾やや鈴

●︾

私

呼の﹁嫁癖郷磨咋の緋淫搾無嘩﹂の語障壁えて皆る確か一罪︽・一議およばざること産おもひそうつせみの
堂も
七い虫らが

でありますから︑大した間趣ひぱなからうと恩はれるのであ身はぽどノＩのありけるものを
てんはんじやうしそんへいか影んみ

とくごじつかう

こ柾われ／︑しんみんもぱんおしめくだ

いか全つだこ雪をいしんくいぜいけん
ります︒といふのがふり・藍すが︑陛下は全く此の御へ精
祁より︑平生像
かんが

こどけんとく生も七生し

歩ゐぷんぜけん

かん含う雁か

とＬで考へさせられるのは︑一天寓乗の至尊陛下の御身に徳を御智行にたり︑之を五星臣民の模範として御示し下され

みぷんものいぎいだくつくぷえは

○大鹿を放させ給ふ

して︑此の御倹徳を守ら牡給ふた一事であります︒随分祉間たものと︑感泣の外は底いのであります︒
そしよさい垂陰りみ〃︑ヤブさい町くりくわんてい

には︑さ蝋ない身分の者でも︑入らぬ賛稚を謀し︑外見を張

そ筆しうぐかん

はいきつ

雪ｂ

こと雀を

さんや宮フぶつい仁

し﹄うピん︾Ｌれん

りや其の書粥の周遥だけ見てもや光彩陸離たる柵詫呈するも
くら正んおそお風
た
い
て
い
へ
い
か
お
ん
と
く
こ
ソ
ぼ
い
い
ま
さら昨ん全ところ
のあるに比べ一﹄・何と畏れ多いことではありまぜぬか︒恩ふ大帝陛下の御徳の慶大底ることばや今更言を待たぬ所であ
港どじひ舎んピう
たいていへいかごえう奪うあび涯穿Ｆようと一﹂しよずご仁全たう管
診堂ゐ
に大帝陛下には︑御幼少の間を京都御所に過させ給ひ︑徴時りますが︑典の御慈悲の禽獣にまでも及んで居るのは︑いか
かんだんたしにい
ぱく・毎浬ん音いころしせんおて今︷わごりんぞわ猿た主
へいぜいごしようやんば
は幕府全礁の頃と一Ｌ︑自然御手廻りも御倹素に渡らせ給ふたにも感歎に堪へい次第であります︒平生御飼養の軍馬たどの
を部付正こうていへいか

た生のちそご寺う私んくは七ｓ

つに

めい琴趣ん酸つ

から︑其の御習憤もあることかと拝察されるのであり主す事は申すまでもなく︑山野の動物に至るまで一覗同仁に御憐

たま

いかせじんあ賎みだらいた七生う全かへご含ふけ心︑

けんそ季傘言

が︑世界に名だ当る皇帝陛下とならせ給ふて後も︑其の御奮閥を加へさせ給ふたのであります︒陣へいふ︑明治九年の夏
いかとう賎くら吟うごＵゆん一﹄うぷぎやわつかめ冬につくやうあゐざいしよ
くわんナに上
慣
を棄て玉ふととなく︑侭癖として疋ら砲琴惨鐸鍛に嘘らせ陛下へ東
北地方御巡幸の砲り︑六月八日の朝︑日光の行在所を

毒ひるくざよ↑全ゐ

給はたかつたといふことは︑如何にも世人の仰ぎ見て倣ひ出で立たせ給ひ︑馬返しに御休憩になり︑やがて雌岨の山路
勢こしちうぐうしざやうこう
しやＵしよ診たたき
たて全つご赤うじやうごけうぐん釦も
奉るべき御行状︑御教訓と恩はれるのであります︒さればを御輿にて中宮洞に行幸あらせられ︑祇務所に降り立たせ給
にいていへいかざ上ぜいけいなか

一︶

たころ

大帝陛下の御製を拝する中に︑ひ︑御書の供御を参らせられたことがある︒此のとき︑所の
④

こと

ぷびどん〜ご恥・墨めづえもの

た正一Ｌぜん

そんみんとうい謬僅しかごぜんざ上
槙村民が︑一頭の生きたる大鹿
を御前に献げまつ上たから︑供

み

ひ

おもふととおもふがま上になりぬとも率の人凌は之を見て︑珍らしき誰物であるとて︑直ちに御前
だいていこれごらんぎよかんたなめみつそん
身をつ上しまむ事をわするなに牽かせた︑大帝には之を御覧あって御感斜なら赤︑厚く村
阜︒甲︒阜︒﹄曲や笹今ロ

氏共の赤誠を嘉みぜられ︑彼等に物産脇ふて共の擁を稿らは

ふい命︑らききすい生か妃らものたきそろう誕営

しかそのらぷｃしんめ〆

えものおもゐにげへいか跡こず産しっぽうしか

趣旨に通はせ給ふものなることを泌盈と感歎して止まないの

わこうそこうそうとく淀しんこう一﹄
はせたる﹁我が皇阻皇宗の徳を樹つること深厚なり︲一との御
しゆうしが江仁全しみた︑解んにんや
であります︒

にいあぎ号ぜつろくめいみ上卜一のしごと畢ふうがこ上ろ
一僻︑秋の季節に鹿鳴を芽にして梁むといふ如き風雅な心

樹は︑速き上古の代より始まったものと見え︑仁徳天皇の御

がけと僕じゃうこにいはじみにんとくてんのうご

事蹟の中にすら前述の如く其の事が存して居て︑其の藍琴亮

じ世含なかせんじゆっごとそことそんるそこゑさや・が

蕊誹議︾て鮭ると之ぞ全く陛下御悲心の然らしむる所であつ

にして悲し︑共に可憐とおぽす﹂なとと記されて居るのであ

そこうにいごぜいとくかもいいをお僕

ごとそ全上おほしかこうや吐なこぞりお

き

しぷ・・

せの如くに其の催太鹿を庚野に放ってやった︒此の折しも御
とも．ひとり①①②③②かんきうあ全をいとくせうたて土つ
供の一人であった土方久元仙は︑感泣の除り聖徳を頚し奉つ

とらころくめい基入モきょうしゅや

つたものである︒さればこそ程遠からぬ江戸幕府の時代にす
ぷんがあびひとひさしののぽりかねざとしゆつゆうよ
ら︑文雅を愛する人は︑武賊野堀兼の里巌どに出遊して夜と

主だいうめいにんじゆおくや韮もみぢわなしか

かなともいとそし︲しろ．︑ゐ．︐︲

て︑吾為凡俗の考とは一段超越したものであると︑今更の如

わ札ノ５１ぼんむくかんがへにんちよケゑついまさらごと

く共の宏大なる御盛徳に感じ入ったのである︒そこで急ぎ仰

る︒又かの有名な百人一首の﹁奥山に紅葉ふみ分け鳴く鹿の
しうかごとよ・フＪ１ろくめいわ
こゑとぎあぎか態
聾きく時ぞ秋は悲しき︲一の秀歌の如くに︑助廷なる鹿鳴は我
しぜんともこつや全とし坦全にぴびと
が自然を友とし梁し傘ひ大和島根の放人などの僻織溶葬れに露
隆署と僕え宮ぼくふじにい・

これ量ったへいかごひしんしかところ

き獲物ぞと思って居た丈に︑陛下の御言葉に失望した︒然し

かしこ傘訊距Ｄｆｌこ砦いくぎよ全ゐごのうへ
はハツと畏つたが︑皆盈今宵の供御に参らすには︑此上な

給ひ︑﹁あの鯵は雄してやれ﹂と仰せ出された︒そこで侍臣共

せ船ふたのであり毒す︒然るに其の後間もなく侍臣を召させ

庭産

た生労陸鯉じしん署も

． ら .
I

て︑左の一詩を賦したといふ︒

噂し命放還荒獄下︑助共難速入二幽谷一︑

共に︑此の鹿鳴を具にし其の興趣を遣ったものである︒さ

く

山の奥にもあほれあろもの

や全

まてしばし起きて聞かなん小男鹿の

毒悪さをしか

一夜鹿鳴を聞き付け︑端なくも

やろくめい毎つ性し

の篤に其家溌勘営せられ︑速く上総八幡山の別宅に雛って︑

ためそのいへかんにうと陸かづさやは仁や琴串へつ侭︑こも

え害しんさきちゃうふしやうＵずこ●④⑧の●ものはうとう

仰知明主好し生心︑更見深仁及二蕊鹿一︒

ればこそ江戸荊崎町の常商の子息森田牛兵術なる者が︑放蕩

ぜいこうみこＬろナん轡６んじ

主ととによく聖皇の御心を付度した文字であります︒

○鹿鳴感話と反省
Ｑ

わだくしこ毎じもつたいていへいかごじんと戸︑こうか庭い

私は此の御一事で以て︑大帝陛下の御仁徳の魔且つ大なる

ずゐさつだて全つうかんがおうこ

とよみや遂に改心して其の素行を俊め︑復ぴ江戸に喚ぴ戻さ

めでかとくさうむくごと︑︑︑

つひかいしんモモかうゐらだふた上え︾﹂よ・もむ︾

こと垢推察し奉り得ると老ふるのであります︒そして往古︑
にんとくてんのうつがのろくめい霧た全こじくらみば
仁徳天皇が兎餓野の鹿鳴を聞かせ給ひし故事と比べ合せて︑

れて︑目出たく家揺を相演したといま・如唾卜恥齢艇芯Ｌ狂ら

われ命．にいこうしつごおんとく︒︒みまいがみんゆわだけういくらよくどのた全

我が歴代皇室の御悪徳の普く下民に行き渡り︑教育勅語に宣

L
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９．１

釦

いぎ華誇をも儲して暦るのである︒：ｈ
わにくしザＡにいひとと倉そせんえいて釜かんじやう
そとで私は現代の人も︑せめて時には︑其の尖欽的な感傭
てんらしぜんふところぽつにふやきよゆうじぴ秤うじやう
を天地自然の懐に波入して︑優しき除裕あり︑慈悲同情に

たに

じにいもの﹄．．と途んたんゆよ魅か

富む生活を保つやうに︑少しは心掛くる必要ありと恩ふので

とをいくわったもずここ上ろがひつえうおも
きいじ

にんゆん泳つしつはんのうめいじひ骨しか

ＰＬ■■︑︒︒ｕ■■ロ００■■Ｅ■■ロ■■■■■︒︲・１１川

時事評？の己

寒選楽天

縮むてふ言にそむきて接むるは世をぱ欺く罪とこそ

上︸て

減税は兎にも角にも補充をと我田に水はなくもがな

減税

]

た上へむ

なりしを

きくだにも嬉しきものはとの年の秋の資りのゆたか

てＩ
ま
﹄

やすらけく簿はすらむ御心も聖けき年ときとしめし

大聖作

にぞみる

開けたる御代のたまものありがたき世の有様を一目

らにみる

人の智のすＡみによりてありがたく園の姿を坐なが

Ｉ

手にとりて園の妻をありノ︑と見ゆろ鏡とた入ふく

しんかいめいぢたいていどらとくしたそこうりょうじんじ

ごかうじやう正ら僅かしん
１Ｊ

︵二十七頁より︶

｜画国薦堅コノ篇ハ立図ノ策一プアッテ︒我邦古来外岡トノ交
通貿易ノ状態ヨリ今日二至レル経路ヲ叙シ︒諸外国二比スレ
パ尚ホ劣レルモノアルヲ歎ジ︒農工商ノ三民相頼り相助ケーァ

益を貿易ヲ療大ニスペキ所以ヲ述べ同時二銀行業者ノ不誠意
ヲ痛論シ政府ノ厳重ナル監督ヲ促ガス等営路者ヲ響メタモノ

デアル◎・・・
．
１１
ル

Ｌ九二ヲ

一癖Ｉ陸匡古城坦堂日︒堂々商工立陶策︒末段痛ゴ毒時弊与野ヨル

讐営路之人↓

閏勢調査

が︑彼方此方と其の鼻を衝くが如き大悲惨事に適逢せ歩には
止むまいことを虞るＬものであります︒それには呉共も反省

からむ

１１１１

し槙戒して︑明治大帝の御遺徳を幕ふて︑其の宏量仁慈なる

公約をふみてまがらぬはからひは其雄々しさに人は

知

あります︒何もスピード時代の物事尖端を行く世の中とをつ

たればとて︑蓑爾たる人間が物質寓能の迷夢に引永られ︑而
しぜんをいふくにいけんさうでもとぎりにんじやう
も自然を征服するなどといふ大言搬語の下に︑義理も人儲も
れ奇士こく仁いふうきくかへりたりよくはうめいよはう
群へナ︑固鰐風俗をも顧みず︑唯だ利慾一方︑名響一方にの
ぜ進ん
ついし
かはな
いや土
み佐
慕く
然突
すと
ると
ふん
ので
︑ら
必ず
今にガラス擁の鐘維
あ江たこなにそはなつだとにいひさんじそう舞う

れ

御行状に徴ふの外はないと信ずるのであり藍す︒

や刃そくいん●︑ぼんぜい
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翁内井和と湖田和十
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十和田湖己和井内翁

々長たる旧中庸茂君か訪れ︑支含の凌展策一

につ各懇談か重胆︒市中一巡の後︑直に秋

田行きの列車に乗込み︑支店の出迎韮受け

その蛍上秋田支店に安着しれ︒久々にて親

子語祁乃の械倉韮得︑支含の現況やら事業

の蛎来やらか︑聞きつ語りつして︑・痔の移

クニックから︑異邦の糎光世界の漫遊まで

スケートまで加へられ︑遊魁にも一日のピ

として有名であるが︑近頃は夏の登山冬の

︲赤の花見秋の紅莱狩は︑遠き昔から行楽

入仲者も少く︑支曾の事業が振はないのは

すが．あ奥して蛎士の御読演がありながら

拒折︑お話か承りまし求・私も愈員の一人で︑

です︒今春態々弘通倉の鯛に御来講下され

ると︑彼の紳士が﹁私は山形の田中︵鶴吉︶

誠って呉れる一紳士があった︒好意か開す

覗ばれ赤︒本年四月に落成式を畢げたとい

蹄られ求人で︑覇無と熱誠とが眉宇の間に

近南洋方面の日本人教育の覗察をも果して

剛の師範教育家として︑新智識に富み︑最

に訪問した︒同氏は秋川蛎下は勿論︑我が

繁田武
企てらろＬ今日となつれ︒旅行には祁沸の

誠に残念です︒弘道誌上で拝見すると︑酒

ふ校舎は︑織築といひ︑設備といひ善美走

歴の探垂だ︒花延覗たり月を賞したり．時

の中に見出し菰ことば︑愉快に湛へなかつ

語らい菰︒斯の如く同志の一人悲族群雑沓

の感を奥へ汝︒依りて昔の感想を述べろと

謀したもので︑今日の緊縮時代には不釣合

三等室に乗込むとＴ田中鷲は﹁あなたも

︑百○

に温泉の一浴か試むろ如きはホンの附れり

所に改めれもので︑費用は二十六寓圃か要

﹁愉地は政黛開係で心前の薮地悲鍵更して此
丁

韮潤してから︑夜のｆ野騨にかけつけ衣一

此の車室ですか﹂といふ︒同君は私の滴正

和田支曾長の談に依れば︑﹁毎月十八日を

した﹂といふ説明であった︒之起聞いても

行は例に依って例の如く︑商友と旅友と恥

脹行悲知らないから異様に感じ求ら・しい︑

命︑と定功︑街員は五十有除名で︑多数と

×

兼ぬる信州の土橋︹永作︶溌︑外には山形支

翌朝山形着︑支店の要務悲癖じてから︑支

×

政黛の力の偉大なろ事走泌々感じた︒

店の主任及店員である︒騨の休憩所ば︑腰

︲ｌ﹄

金肌設立の功勢者にして．山形螺の町村長仲

Ｉ

の掛け場も芯い程の混雑液︒偶々余に席を

九月二十日︑東京にて茶業界の重要川務

である︒

翌廿二日支含長和田喜八郎君か師純畢校

Ｊ

参拝川水の探勝︑或は避暑避寒︑或ば浴泉

旧でも秋田でｌ仲々の盛況の様ですが︑識

る牢忘れた︒

保養等々Ｄ色々の目的があるが︑私の旅行

に美しく思ひます﹂と熱情を面に現ばして

ｘ

親祭︑第二は弘道報幽の賓現︑第三には地

は少しく趣か異にして居ろ︒舘一は事業の

平

ば言ひ難いが︑軍人癖護北教育案宗教家寅

若い者か成るべく多く見物させて置きたいが︑明治十七年藤田組の手に蹄してより︑

話すと︑主人は破顔一笑﹁私の丈夫の内ににかふり︑最初ぱ銀の深堀が目的であった

宥起網羅Ｉ天居るから︑量よりも質に就い

業家等︑何れも市の概要なる地位起占むる

批間には皇婿間の不和が鰭分耀曲に惇へら法走大成して︑銅伽たるの某ゞ礎を．確立し

までのこ卜です﹂と頗る進歩的の意見だ︒ゾ銀鍍峡乏の活路牢銅鍍の製錬々開き︑向鋳

のである︒揺醗君の様に進歩的解放的の意あるが︑掘割法は本邦未公郡有の開掘法で︑

れて居ろ︒夫は皆薪蕉思想の衝突に磯するた︒無披法は掘荊探鍍と坑内探鍍との二つ

て優るものがある﹂と白慢交りに話された
が︑如何にもその言の如く︑意無溌測︑狩

の含有する硫化金崩の醗化に依る凌生熱を

播酵煮を東逝の主として︑我等一行は土利用し・鋳融製錬する方法で︒舛迩製錬法

×

伐弘道倉員だけあると感心したのであ角．︒色がある︒白鋳製錬法といふは︑装入鍍石

見ならば︑不和の超ろぺ島︾筈はない︒流石鍍利悲遁さず︑且つ探蛾費を節減し得る特

来護展の好望が明らかに看取せられ︑大雁
人意恥亜うしたのである︒
×

一しれ︒新婦市子夫人が心牟龍められ北︑土

得窓栽ろ田川商店た訪れてから︑鍍山の見作業は便堂上分って錐談︑製銅︑電錬︑及

崎騨より︑哩羽線大館騨に向ひ︑同地のおの如く骸炭を使用しないのが僻徴だ︒興錬

夫よりお得意なる土崎町の播磨君か訪問
一地の名物珍品六種の饗を受けたが︒雌憎共

鍛識ば藤川組の純替で︑貨車運搬恥主とし麺化を施して後︑鈴鑑鱈に投じ︑迭風機に

畢を目的として︑小坂鍛造に乗込んだ︒同精銀の四とする︒先↑司鍍石に種々の配合や

の日は腹具合が冗しからず︑折角の好恵を
充分に享受することが出来なかつ衣のは︑

たものであるから︑乗容は殆んど貨物扱だ依って火力韮助くると︑漸次鈴融製錬が行

洞り口腹の抵憾赤ろのみならず︐新夫人に

客ば何れも巾稼ぎの人ばか叩で︑婦人４股精錬悲経て︑一見土石と韮ぶ所のなき蛾石

封して何共和済まぬことであった︒播磨君

引脚紳の男装だ︒十五六貢目もある迩荷韮が︑化して燦然たる銅となる︒之韮大阪腫

と︑プシと異臭が鼻乃術くではないか︒乗って自から籾精良否が別たれ︑更に雑多の

かけろと︑忽ちの快諾だ︒其の席に在った

脊負込む所依︑漫喪的情景である︒是に至送って針金と江し︑其の他種々に鍵形して

設術の不備は言ふまでもなく︑車内に入るばれ︑鐘底に流れ柾錆鍍は︑比重の差に依

若夫婦は︑十和田の地理や風景を頻︑りに吹

とは︑雨三年前から十和田湖一麺の約が結

聴するから︑よく聞いてみろと︑今夏既に

って︑東京附近の冠車が批難ばあってＬ難世の需川に唯ずる・鍍石の中には金銀も含

んであった︒乃ち其の約遊履む・へく誘ひあ

一一遊を試みた上の邸だ︒同家は一人娘に蛎

有味を増して来る︒．生れ︑ビカーＩと光韮放って居るが︑夫を

将に採取するには斐川がか坐って︑黛盤が

一恥迎へれもので︑その婿氏易君が鼠氏よ

小坂に着いた︒同鍍川は文久元年の変見持てない事があるさうだ︒黒津愛太郎君が

×

↓り先に名勝の遊蕊をなすといふことば︑
一奮来の習慣と異って居ろ︒その旨を主人に

I
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案内役として．詳細に説明してくれた︒此
の事業に携ぼろ者ば三千五六百人の多きに

に案内せられれか略︑酢子詰め難雅苑れ話は卿じて先代貞行翁の苦心談に入つぎ

誠に無持が施しい︑やがて膳郡が蓮ばれの事︑十和田湖は八郎と郡する怪力の大男．

こ上は薙築も新らしく︑設備も完全して︑灘︑八郎と名づけられて居る︒昔々犬昔

秋田螺に三大湖がある︒それは十和田︑．

先︒左にその大要走述べよう︒

約五百十〆︑銀が約一繭五千〆目︑昭祁川年

龍︒驚いたのは何れか見ても鱒づくあだ響の楼み研であつ弦︒脈が南祁坊と索乗る高

上り︑錠産額は銅が約九百二十寓斤・金が

属れじ鯛雌入高百九寓回に達するといふ︒

フライ︑皆鱒走臓料にして只目先か少しく途匹一大霧岡を演じれが︑名にし負ふ八郎

白ばく刺身日ばく盟焼白ばく酢の物日ばく柄が水って十和胴湖の開け渡し九迫った︒

度調である︒此の鍛伽には鵬買組合が設け

我が繁田風でも製茶韮納入して居る所か

鍵へたばかりの事︑お椀に芽悲添へ茨だけの怪力も︲途に南祁坊の法力には通し難く

ら︲組合の主任川守田政縫君の知走得た︒

同溌ぱ私が先年永く地方自治に州係しれ聖

が異色といふ分の率である︒併し料那法は住み橘れ大十和田に未練か残しながら逃げ

谷︑一方ば壁立幾百尺の峻睦だ︒浬輔手が

が出来て出綾期悲前に．和井内主人に而愈秋の彼岸後は八耶が田浮湖に来って冬龍を．

と︑衆ｎは一封の批評であつれ︒船の川意ば八郎が勝を制して妹背め契か結び︐毎年

綿糊糊糊柵撫柵祁噸州州鋤恥帥剛酬淑胸聯撫一

手に入ったもので０仲々の手腕鵡兄ぜて層去り︑新に八郎湖の主となった︒話が鍵つ

堂で熟知せられて︑祥だ愉快であつれ︒

鍍山乃辞てか・い︑自動車中の人となり

．×
途中毛馬内町及び大湯温泉心過キ﹄り︑十和

一つかぢあ誤れば︑掛け換への江い命走棒

交へ犬︒主人は四十五六の働き嘘り︑鄭重之に反して八郎湖は主なき湖となって荒れ

却求あれ戒に唯接室に請ぜられて獄詰むかする詞となり︑田無湖は深さ韮増すが︑

田に向つれ︒道路の一方は懸崖数千係り渓

に振ら紅ぱならぬ︒誠候危隙千茂な事であ

い◎

お散しか願ひ讃す﹄人なか；

十和醐湖ば青森秋田二卿の境に在り︑周

︑愛洲がょＬて融け去るといふ樺説がある︒

稚雌丘識錘誰唾群峰睡唾柚薙釦恥癖確州四岬禾汚排弛呼極確準咋枇唖壁諮睡や手御酎一

に換拶走述↓へる︒﹁こ出ば先代が養魚事務所堀り︑堅氷厚く鋲して人馬の往来山出来る

る轡内勤車が峠か越えると︑湖水が遥か下
方に見えろ︒併しそこに下るにはケーブル
カーなら桁別だが︑例の自動車故一気に走
すわけには行かぬ︒右曲左折︑傾斜の逝走

迂凹して︑漸く湖畔の和井内ホテルに茜
いたのは︑午後六畔半であった︒苛年畢生

¥

韮以って洲員であったが︑私達四人は別館

1
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かなかったのである︒

に︑魚類の潮流が不可能といふ原因に気付

Ｘ

和井内貞行翁伎肌治の初年︑小梁校に教

鞭迩執ろ蔀数年︑同十四年の冬小坂鍍山の

い理師畔蝿諏唖紳坤

一一

煉盤か探っては利する所がなか

岬癖恥虹年蛎鈍準

つれ︒

いもの故︐

養魚場より︑或は日光養魚場より︑稚魚を

それから鱒の放養を企に︑或は琵琶湖の

買入れて之か放ち︑白から菱魚の研究をな

吏員と江り︑十和田支山詰か命ぜられ士︒

し︑その魚類が樺息せざる理由なきことも

．是走以って同然十和田湖との親しみを増

法の誰習恥受けしめろな︾︶︑一家を畢げ︑

すのみならず︑二息を各地に派遥して養魚

全財産を投じて︑初一念の貫徹に猛進し

叉千古の迷信が︑あた品湖水を無用の長物

で一大決心を以って︑鯛力養魚の細普を志

た︒然るに河鱒は非殖こそすれ︑散住する一

に化Ｉ一去ることも知り託して届つ菰︒そこ

し︑蔀給走割いて鯉魚六百尾恥購ひ︑郡長

出来なかつ求︒是に於いて︑﹁青龍椛塊の紳

罰だ﹂とか鍵に密漁して口腹悲喜ぱせ求猪

がた・駒︑漁狂は巌期の成統恥畢ぐることが一

兄等の潮罵避︑到る所聞く様になつ末︒潮

と鍍山長との内諾か得て之韮放養しれ︒時

代であつれ︒郷人は之走聞いて︑狂と呼び

は明治十七年の秋︑分が二十七歳の壮年時

痴と潮つれが︐更に頓着なく︑偏に魚馬の

事業の放棄韮祇諌一︐ろ者さへ出て来求︒然

る惟父翁治郎右工門氏ば﹁作は愚ではある一

笑は郷人のみＦ止吏らず︑親戚にも及んで

岸の民は驚喜して之な濫獲し︑先に潮笑し

つるので芯く︑事業に投するのだから是非

が︑馬鹿者ではない︒放蕩や賛津に金走拾一

︐蕃殖雄のみ所つ求︒放養してから六年目に

れ者の食卓韮賑すに至つれ︒翁が湖水使川

︑して︑尺除の鯉が波間に跳ろか溌見し︑湖

榛か狸得するに時日か要し衣から︑その間

に大分漁利走奪ばれ誰が敢へて屈せす︒益

ないことだ﹂と答へて砿合はなかつ衣︒叉

鱈藤際雛畷

々養魚に努め︑逢雁藤田組を勇退して斯柔

に一身を投ずろこ上となつ丈︒其の後鯉魚

、

夫人か伸びて湖岸に率り︑之か硯せて喜び

せ§れ大︒卿化蝿は間口十三間拠行七問い

﹁ど﹄︑ぞ養魚所走見て項きれい﹂とて案内

１１

か別つ求︑若し此の最後の企にして失敗し

×

蕊苦心共にしたから︑翁の志ば一難は一雄

主なら︑夫婦諾共湖水の燕屑とならう陛畳

●一１●１１

よＷ堅く︐何とかして初志か貫倣せんもの

︲︐

態と︑百方目的達成の道悲求めて己まなか

で卿化育養悲行ふのだが︑育養池は十二坪

建物で︑階上ば事務所及物紐に充て︑︑階下

寸しれ話の中より︑カパチエッボといふ鱒

命打開の鍵か握る腿命に接した︒それは一

﹁天は自から助くる者延助く﹂で．嫁に運

×

のも偶然ではない︒

治四十四年四月勅定の繰綬褒賞延賜つ振

け夫れだけ︑喜びも多く功も多い鐸だ︒明

腹背洲翻して職唱浮沈する様は箕に見事で

る鱒兇が群をなして渉泳し︑首尾祁卿み︑

のものが三価ある︒池内には焚育の十分な

阿瀧し嶋泳ず率か様ば︑管ひ様←芯い美醗で

え魚の群︑銀鱗を閃かし水紋走漂にして︲

に上って湖而怨ながめろと︐突如眼に映ず

年の春秋が移つ士︒一目卿化揚の物見梯子

苦肌骨に迫るの感があつ椎︒漸くにして三

も事を快き︑三食な二食に減ずるなど︑貧

既に蕩霊し︒物資の映乏は︑毎日の食物に

年は翁に取って千秋の恩があつ赤︒家産は

至らなければ判らぬのであるが︑その三ヶ

翌年稚魚か放った︒その適否は三年の後に

カパチエッボ鱒卵を移入し︑聯化育養し

命走此の一撃に繋いて・膿振の支妨湖より

ない事韮知り得たのである︒是に於いて運

放地Ｆ回蹄して産卵する故︑漁捜も側雌で

禰地にまで畢げらろＬ程有名になつ菰︒︒

は日本八景ノーに数へられ︑叫立公剛の候

せりである︒其の勢は空しからず︒今日で

を純管して︑来客か欺待するなど至れり霊

娘ましむろ事に努め︑自から和井内ホテル

態誹じ衣︒又一面には交通走便にし遊客を

輿へるやら︑何れも時代に順鵬し粧宜榔策

するやら︐或は美術家を招いて探勝の便な

編著に︑或は東部十大新聞雑誌記者か招待

の宣師か試みた︒風景篤展版に︑︲案内識の

士︒翁ば火に之走惜み︑機愈ある毎隠湖景

深山僻陣に埋れて︑之悲知る者ばなかつ

和︑湖の絶勝は天下の珍であるけれ︾﹄も︑

和田湖の風光か天下に紹介し誰恩人だ︒十

翁は蕊魚の苅勢者龍ろのみでば芯くり十

所で．祥て貞行翁が毛掘内に住ある老夫母

の見柵が峠つ︒是か即角鱒の遊群ル眺める

的でない所が床しく感じられれ・岸頭腫火

旅館の主人や番頭さんと異り︑親切も商買

透心受けたことは感謝に私へない︒響通の

暇恥告ぐるに常り︑遊覧船の出溌まで見

×

洋第一の稲がある︒

に放湖するのである︒設備ば完全して︑東

十Ⅱ韮縄て成育十分の者奄︑晴天無風の日

蕊生し︑其の後四十日にて投餌し︲更に四

と三十日にして淀眼する︒後五十Ｈにして

化盆に入れて︑雑氏八唯の満水椎に股くこ

制合で︑相互の生殖腺子を混交し︑之か雛

か用ひ︒親魚の腹部ル切開し︑雌三雄二の

ある︒此所の人工卿化法はアットキンス式

が蒋殖も容易で︑放養後三年にして必ず原

×

つ衣のである︒

傭し求事悲思へぼ資に感慨錐最であつれ︒

P

悲風惨雨二十除年︑その苦の多かりしだ

1
'

あつ菰・翁ば狂喜して氷に走せ蹄り︑カツ子

1
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１１秒二０４曲４．リグ■・１口■■８町由﹃﹄笹も■

宮山︐■ｐ・巳Ｉｐ９７５０Ｌ０

狂は今岡に亙り︑一通りの探勝を果し

１

た︒先年九州に旅して︑耶馬漢を尋艇︑山

×

ｉ■１４Ｊ・■９４︲０．︑みり．ＪＤＢ︒

て︑一層の感鵡深め仁︶遊覧船は湖上の風ではない︒湖の水色ぼ寄緑澄明での海や河

群走見せに春負って上つれものだと剛いろに過ぎないＪ牡姻秀美筆舌のよく議す所

かつれ焼か︑聞いた程の見所がなく︑落暇

陽華投けの松をも見丈が︑是は諜想の大き

し︑参拝か果した欝芳衣ろ樹木は翠色滴る讃の傍には漢流が走って居ろ︒漢水と路面

あるから．荷物伐総べて船中仁留・あて上陸どなって大樹木に挟まれた道恥徐行する︒

建焼いてくれろ︒私達は再び乗船する者で和井内支店に小休︑夫れより自動車中の人

手荷物など走受取って︑甲斐々々Ｌく恢話と三時間齢洗然祇ろうち﹁子の口﹂に着︑

ならば︑耶鵬渓の上に出ることば蔑々であ

し山賜迦して十和田の勝景を筆にか上せた

︑湖の景色は︐没に想像以上であつ士︒若

り恥畳ゆろが普通だ︒然るに此の度の十和

か疑える程であつ丈︒凡そ名膨などは見劣

ばれたかも知れぬ︒漏り景勝のみではない

らう︒従って日本三景の古稗にも改愛が行

美姉人がｂ質店の前に立って土産物を勤鈎の故は湖画に堰があって水量走調節するか

とが︑即一

何物でも宣博力が大切だ︒巧に宣博するこ

士︒湖岸に蹄らうとすると︑前に出迎へた濫するかと思ひの外︑一向心配はない︒そ
て届ろ︒質店は他にもあるが︑出迎へられ島である・雲井の飛潔阿修羅の流︑紫明漢な

零鐙蒲の地で︑景稗江ども自から名つけたと

めが人精だ︒私達もその質店に立寄って︑泉に達し士︒此の期は文豪大町桂月が維生

々ぞ﹂といって．敬穂走添へて居ろ︒旅館

秋町人は︑話をする時﹁和井内様々々々

︲ｌ腰︲ｌ︲︲

１１

●ｈ卜ｋ・９卜ｈ脚画Ｉ則１判刈刈叫引ｕザ■ザ解りｂｆ︲ｌトトーＩｂ乃可０りむ８Ｊ

１：ｌＩｉ︲１１︲！︲︐︲；！︲ｌ卿！．︲ＩＩ

り︑その偉功心搾り︑犬川岱といふ部落で
ば和井内夫妻を脚に祁って︑其の遺憾を仰
ぐ所を見るに及んで︑姑めて敬牌走用ふる
所以が測った︒﹁人ば一代箱は末代﹂といふ
が︑和井内貞行翁が︑よく迷信を註って遺
利か礎し︑理れたる天悪か開いて郷土の公
鋪か被め求偉功とカツ子夫人が一身同鎧と
なって夫の志か途げしめれ嬬綴は．湖光と
共に天下に輝き千歳に博ぼろであらう︒

様に感しれのである︒然るに十和︑湖に到

色ぞ土産物を訓へ北︒何商喪に限らず

︵東北本線︶に着芯盛岡に向ひ同市に一泊︑

︲三本木騨から議車に乗り替へ︑古間太騨

の名に様づけかするのであるから︑一寸異

︲ｌ

中川崎︑臼はく自篭の岩︑操の松︑千本松二十七日の〃刻でおつ衣︒

莱島︑日はく高砂の浦︑︲九重の浦︑別府岬︵八十三歳︶に無事蹄宅の挨拶をなしたのは

日ぼく大黒島︑悪比須烏︑兜島︑鎧島︑蓬り︑山形及秋円支嘗の状況か報告し︑老母

明してくれるが︑頗る堂に入ったものだ︒懸納した︒率蹄詫東京にて本曾事務所に立寄

再び推覧船に乗ると︑機闘手は細かに説裂日大慈寺に諾し︑卒促宰祁原敬氏の墓か﹄

×

く︐Ａ＼感したのであみ︒．

の心を捉ふろ事が繁昌の秘訣で今与ると︑ついふ事だ︒︲︲

名か高功響を姉かす墓である︒

た識理に封し︑其の店か見過すことの隅率︾﹄︑車窓より眺めつＬ︑昇天橋を渡り蔦温

が加ぐ︑湖光に映して一層の風致走添へＬ︲は俺かの差拒︒芳し・一雨来れば途上に汎

︵

の褒着所に若い龍竜一美人が出迎に来て︐誠に他にば見られぬものだ︒勝景に酔ふこ

光を紹介しつＬｂ中山牛島の十和田紳凧下の水とも異り︑富士五湖のそれと屯遼ふ︒

か︑五里の間馬背をかりて件ひ架り︑鱒の松烏帽子岩等々︑唯ぞその一部を記憶す

t
l
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︵美談その三十二︶

ｌ

●︲︐Ｉ︲︐１１︲Ｉ

一旦何か事があると美はしい閲民の

の三名の通肇校である東京市川谷第七
せう球くかうしようひんしようじやうじゆよ

をもノーこふゆいきかぜしんこぐ象

ある︒

抑此の不景気風の深刻に吹きまく

る時︑痛しくも烈しい生活職級の尖端

ときいた全はけせいくわつせ八ぜんせん篭ん

と云ふと︑人間は美はしい心の潜み勝

をうじエ江⑨③⑤ｇ

仁ゆうかんにＬかｎそにん

に立って︑勇敢にも職ひ抜く其の三人

とう

なくしてから俄に家計困難に陥った︒

にわかかけいこんたみ韮ちい

議し︑喉獄一家の躍審あるお父さんを

かめさいしよかみゆひゆ

ふ含やう仁一．やくあ生

お母さんは最初︑髪結をしてやって行

かたてくにもの

かうとしたが︑不況の鰯め客も除りな

いので︑こんどはバケツ片手に果物の

ぎやうしやうろやうじょ●⑭

で慶唯大畢病院に給仕として勤防︑日

けい苧フにいがく夢やうゐん会・毎じつとにつ

行商をはじめた︒長女である千代さ
かめ．め切さ隼みずＬ
んは︑このお母さんの有様を見て進ん

委・︽せんれいきいかねかせか

母やうにいたらせわ・さい

人の家計の助けとし︑家にあっては小

給一一千八銭の零細の金を稼いで一家誌
に
んかけいにすいへ

して母を助けてゐたものである︒

は＆促す

さい弟妹達の世話から一切をきりもり

堕崎まさ子さんＱ四︶

①ｅの動だ雁いせうかくかう

まさ子さんも同じく第七小畢校でも

たににらはうみさび幸らぷんけうじゃうばう

谷町の方でなくて旭町分教場の方に
か
よ角にんじ蕊んよ害
通ってゐるが︑一家は五人︑自分は淀

しんこぐふ

いまこう肋いきかせふ

の小女の名は︑谷千代子さん︵一三︶︑
︑
①Ｃ●●④の︲．③

橋の工場に女工として勤め︑辛ふじて

いた

くにさん︵ここであって︑何れも書間

ひる土ろう宮うはけよみ

き去って︑浦ましいばかりの深刻友不

な物語りも生れるが︑一面叉その中に

は働き︑僅かなひまをさいては叉専心

﹄つ里﹈

こ▲ろばつちひがたりそくＴＩ−曾

ものがたう韮めゐ全仁定か

景莱が襲来して来る︑と︑各所に悲鯵

けいきしうらいくかくしよひ零ん

も美はしい心の壷した物語も績左と間

四谷第七小翠校の夜畢にと通畢してゐ

しか︑これらヲらかんしん

をうれんせうじよたらとくとう今やうしけういく言よく

唯たら市末まだぜんしん

やにいせうがくかうやが少︑つうがく

やくたに嚢ら

群千代子さんＱ三︶は︑四谷庭谷町こ

人︑妹が三人︑これにお母さんの六人

ノー七に住んでゐるが︑小さい弟が一

すんぜい彰とうとひと

では何等かの方式のもとに表彰すぺく

か趣けいくわくところこん客寒含

りいもうとにんかむゞにん

ノロ︑○

庄司みくにさん︵ここ

はまたかＬさずに夜畢に通畢するとい
たみ雁写りよくつｒ
ふ涙ぐましい努力を積けてゐるとき

やがくつうがく

書間の勢働の激しさにもひるまず︑夜

との家計を救けてゐる︒まさ子さんは

かけいたす①の●

佳じこうじやうしぃ︽ごうつとから

くやうになる︒而して之等の中で感心

たものであるＯ

聴崎まさ子さん二四︶それから庄司み
①
●いづひろ全

な少年少女達をぱ特に東京市の教育局
なん巳はうしきへうしやう

雪

ちなものである︒今や好景莱の風も吹

い

に或は家庭に或は個人にしてもが綴く
にんいふうろこ上ろしそが

あるひ渉ていあるひこじんつｒ

ぜいしみばつろとかく肱んとくぺつじじやう

小翠校で賞品賞朕が授典されたので

めいつうがくかうとう守やうしれいばい

も成績は優良である所から︑諏京端張
雁へうしやう
の名で表彰することとなり︑去る日共

をあぜ全ゆうのようとこゐとう客やうし・知やう

者

緒祁も渡露する︒兎角何の特別な事傭
いはゆろへいめんぷじひあろば聖
もなく所謂平安無事な日ばかり或は世

涙ぐましき美談
だん江にことうろこくみん

､記

兼てから計蓋してゐた︒所が今度左記
あいかぜいけいたすほ．戸らしが
の三名が一家の生計を救けて働き︑然

1
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1

冬い

せいしゆんいすし念

うゐ

ぺんがく

うへ⑥①●ふこうやつ・ぜ

あくせいがんびやうわうらぱに巳

ん

た︒その上庄吉溌は不幸にも二ケ月前

から悪性の眼病を惑って働けなくなっ

たう︒②⑧そ

⑨①︒

乱Ｌ診やこや害ｂに上ぜんせい

②⑧③せんでいじつしぬみ

さんと父親は此の優しい温かい先生に
危いういたみに江がよみこちＬ牢佃や
封し嬉し涙と流して営んでゐる︒父親

庄吉君は一長谷川先生には賞に親身も

ぉよ哩曹ごおんうｆたん

の食事も礁々食べられない︒悲惨な生

一間のバラック小舎の中に住ひ︑三度

長女である尾久雰舗椅等小票校四年生
砂んざいでう
あやごこさんの二人は︑現在の六畳

あやに五十銭の御小遣と護方と害方の

に泣かされて居ます︒此の間も先生が

ます︒全く親子の者は毎日先生の御恩

して御恩返しをしなければ罰があたり

ちやうじ陶︽ぞぐじんとやうかうとうぜうがくかうねん世い

たのである⑪そこで営の庄吉君と其の

活を逢って居るのを︑あやの受持の先

教科書を買って下さったので︑あやは
ひじやうよみこいへがへ含
非常に喜んで家に踊って来ました﹂と

しょくじろくｊｆ１だひきん稚い

こ▲ろもらぬし

きい③●⑪●●

①●

し

きい

くわつおくゐ︑︑弓けもちせん
らいうみ

含ゐ

さくねんぐわつ穿ろ

ひゐぺんたり６

こＬろいにうご

全たり・う

ぜん︲？諺こづかひよみかたか毎か仁

江ゐこらひにぜんせい

やうへわしよかくに

かんざう

じ蕊ん

ひとかたり全たたう●●

●︑●︐

けん韮んぺづわたくしこシも仁い

か

全つた影やこもの全いに＄ぜんぜいごおん

生長谷川孝子︵二三︶さんが知るや︑性

及ばぬ程の御恩を受けました︒何とか
ご毒人がへぼら

来美はしい心の持主である孝子さんの

ばかり人に語ったといふ︒叉営の長谷

こや肱が十全・亭

心は癌く動いて︑昨年の十一月頃から

川孝子さんに感想淀たＡけば︑自分の
と
くかうお灯
篤行をばビタ押しに押しかくすやうに

ひと全

あやがお蓋のお誹営を持って来て居な

い時はパン産んかを買ってやり︑又敷
科書孝買ふ金も無いといふ話を聞いて

して是恥といふ世話をしたのでは御座

けうぐわしよかみにほか全いゆつかなら

一︺

謙遜しながら﹁別に私はあの子供に封

能好こ響もあ全かめひきう

みみかちょっとしじゃう念

ので︑見るに見兼ねて一寸事情を間い

すうくわぽいろゐしょくれうひんこめたづさ

ぜわござ

ば教科書を買って典へ︑その外毎月必

いません︑唯あの子供が除り可哀机な

くわしよかかぬた住延し舎

ず敷回衣類や食料品や米なんか産携へ

︑︑いへ又うもん恥いきいじ浜ん塗・フ
ー﹂あやの家と訪問し︑零細な自分の俸

て見た位に過ぎません︑私の教へて届

くんいぜん

そたなに

かていめん浮う

る組の児童の中で︑共の子供だけが特

ふふくそうかばいろ
めを・へいぜいめを

ましたが︑昨年十一月に十日除り離席

しよくこう⑤⑥の●

舎ぶさ里ん塁んこづかせんめ仁

給を割いて一回二回の小遣ひ銭を典

に見すぽらしい服装をして︑顔色なん

とう会やうしぐわいわうじまらふ江がた全身ゑ

いふは東京市外王子町舟方一川五蒔綱

へ︑其の他何くれとなく家庭の面倒を
み
かへうろばやき
見てやっては蹄るといふ美しい優しい

んは是れ迄自分の鰯した事は誰にも沢

土じこ言もいへいかてい

さくいんぐわつかめ土けつせ含

かも蒼いので︑平生目については居り

は相常な蒔繕職を営んで居たが︑其の
どじげ・邸しつはいあ全つきこひ今やうみ
後事業に失敗し︑剰へ此の悲境を見る
つ全これ骨ら
や妻は之を嫌って︑喉蒋の鐸に一確稚

しか

したので一初めて子供の家へ行って家庭

かた

して語らなかったのである︒併しあや

吟んなこついへとにしま

の女の子を連れて家を飛び出して了つ

めぐ喚害二ゐ
⑦●
悪みを施して居たのであるが︑孝子さ
こ全でじぶん江一﹂とにれけつ

みくらゐずわたくしぞしゐ
くみじふうなかそこ春もとく

職工平山庄吉︵四○︶君であるが︑以前
さうたう全含盈しょくいとたゐ﹃べ

可憐な自分の教へ子と其の父親から
すぐ
めがみかんしやゐぎ
救ひの女紳のやうに感謝されて居る奇
とくせう邸くかう診んなぜんせい
篤な小畢校の女の先生がある︒それと

女教師美談
集か れ ん じ ぶ ん 落 し 一 ﹂ そ ら ︲ お や

金浮荊な連中の蕊である︒

ふばくれみぢうくす町

歳にしてよくこの美はしい勉畢よ！

砂・こふ
Ｌ心ろ
た雷ｉかん鼎
には只為感ずるの外ない︒二十一

わ今へん含やうしんつ△

つた様である︒然も給金は全部郷里へ
おくじぷんぼにあさはや
送って自分は殆んどっかは歩︑朝早く
上る
全でいへ定わこ害もき
から夜おそく迄家の世話から子供の世
話のかたはら勉蝋を一心に綾くるとい

やうしかごふきんぜＡぷ唇ようり

してゐる所︑まるで青春を忘れて仕舞

︒ところ

二一歳といふのに六年生で︑四谷南寺
公らえいしんじじよらうざ
町の永心寺に女中をしてゐる︒お下げ
かみなか症なかしん一へん今今やう
髪のやんちゃな仲間の中に一心に勉強

が仇言い他人遭い今みたみてら

８みくにさんは生れは宮城鴨である︒

うまみや￥けん

、

じじやう含みはんたうじじやう

の事情を訊いて見ますと︑本営に事情
た幻やあひ二んめぐ

かあひきうこ﹄も

めぐ

めぐ

わたくし

に堪へないので︑親の愛も十分に悪ま

しにい

れない可愛想な子供ですからつい私も
なん正ぐさこと像か
何かと慰めの言葉を掛けてやってゐる

次第です﹂と︒恵むものも︑悪まれる
ものそことば
こ上みぬ
だふにで
春も其の言葉といひ心根といひ涙の出
うる

る美はしさである︒

車掌の篤行
含

れつしやじゃうむゐん危い・ふし々きっ

こい

ともすれば列車乗務員に封し不親切
ひたん労且と曾
だといふ非難の多い時︑これはまた聞
舎もらほ正しくわじつどぜんじ一言や
く蝋鎮持のよい話ｌ過日午前八畔頃
とう会やうえ今寺．うらしやしようかんともしつ釘とづしんし
東京騨裏の車掌監督室を訪ねた紳士
ふ↑ ．・のしやしようこいあく
が︑二人の車掌さんに之を上げて呉れ
かんしやとやうそたはこ

と︑感謝状に添へて慨草パット百佃入
は圧さし漣
しんししぐいいた
り一雑を差出した︒この紳士は市外田
きい式いけずめ

端五一二藤井義治氏で︑氏は此の程三

恢に⑨⑧⑧●●しこ哩︾﹄
とうとく含ふ

冨あたり今やうとたび胆しぜうじよふたり

等特急﹁さくら﹂で十二歳と九歳の娘

二人を京都へ族出させた︒少女二人は
韮じきやうとつやくしうかん含やうとけんぶつ

無事京都へ着き︑約一・週間京都見物を
ず
ゑたききやう

済ませ︑又さくらで師京したのである

・ふたりぜうじよおうふくにつしや江いせん

が︑二人の小女は往復と哨列車内で専
むしやしようひじやうしんせつめん︾いうみ
港車掌から非常に親切に而倒を見ら

注ん・ふめんたの町上かう
れ︑何の不安もたく楽しい族打をする

で含ｂようしんはなｈよう

ことが出来たと雨観に話したので︑洞

しん・ひじやフーリようしやし﹄︷うかんしやなに幻や

親は非常に雨車掌に感謝し︑伽か親
お札い．︵・労もたすえかん

として御耀をしたいと恩ひ立った末監
と
くしつおとづそめい
●③⑪⑤●⑨︑よ・７くんゞ︑

督室を訪れたものであった︒其の二ｆ
しやしようとわしらけつくわ②⑪⑪
の車掌といふのは取調べの結果金子松

太郎︑池畑定吉の雨君であった︒そこ

③●しやしようかんとくひじやう上ろこさっそくへう

少やうたすう

ぜうじよめん寺うみ

で本川車掌監督も非常に喜び︑早速表
彰することとなったのである︒多数の
ひ〃一とのあつかいみＤＩＩゆきむ︐︲たか
人を取扱ひ︑匪盈の劇務の中にあつ

上うい

全こと

て︑よくご少女の面倒を見たといふと
とくかう雫われ＃０１かん咋含ところ

とは容易蔵らぬことであって︑狗にと

の鮪行は我々の感激する所である︒こ
る︒

とうきやうめ寺や全しよう全

ばくこうこうつうじゆ・℃さしみ感・ゐ︑

がにん

諦倖なる一交通巡査の死Ｌ哀れな鐙

警察美談

れでこそ蜂に維識に輝な・る卵醒でもあ

じ

た美談がある︒

鬼たちをめぐって︑東京吉川署に生れ

あ群やまけいざつしよづめこうつう心ゆみさ③⑨⑧●●

たいしゃうねんけいしちよ●うじゆんさ噂いめいいらい

青川蒋察署詰︑交通巡蚕瀬川米吉氏

は︑大正三年弊刷聴巡査を拝命以来︑
寺ん寺く虹ん鉢よぜい言んじゆん呑

勤縞十八年に及ぶ請勤巡査であつた

きく趣んやわつごろけんにうれんしうさいじれ・つよ

が︑昨年十月頃剣道練習の際︽胸を強
ついんいんけいきつぴやうゐんにふ
く突かれたのが原因で警察の病院に入

ゐんかりようろうつひし今一よし全・

あかきかくめぞや全み肱みちゃうたく

院加療中︑途に死去して了った︒そこ

これもくかもうちやうえんけいきつびやうゐんに︑ふゐんちう

で赤坂歴青山南町五の九○の宅には︑

ちやうなん●はじちや５じよほな︲じよ

之も目下盲腸炎で警察病院に入院中の

長男費を初め︑長女はな︑外三女あ
つまねんぜんし住う

こ・江がぴやうぎ

り︑妻はすでに二年前死亡してゐると
こ︾︑もぜわ・さい乞い
ととて︑子供の世話は一切十六歳のは

な子がやってゐたが︑永の病気のため

葬儀症出す費用もない有様︑これを聞

そ凡ざにひ上うめりさ全︒③

・みをや朱しよしよゐんたち鈴ほ再うじやう

ゑん母上念んおくさら・・こんくわいろ

いた青山署の署員達は大いに同情して

全ろや全そうかんじゃうしんゐぞくきふさいほか

二百同駐醗金として贈り更に今回の異
︾︲．うしんにん・ふくキかしよちやう今よじつむ廻
動で新任の耐岡署長は︑去日との旨を

ことはじしよゐんをいしん

丸山線監に上申︑遺族の救済を岡ると

う

ぴ胆んｈんノ●Ｉさいノーひと＄おな

の鐸である︒これで初めて署員の誠心
うろ
あひわ
も通るといふもので美はしいし哀語が

しか上みづよ町わりうみ

生んだ美談である．年々歳左人は同じ

ゞゞひとこＬろ

でない︒併し寓代鍵りのないものは美

はしい人の心である︒

1
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何れも悪漢を手本にした希であって︑戒としないばかりでは村氏の人物を知るには︑同僚たる下催直幹氏が其の三回忌に

弧盗が現はれ・ると直似説教が世の中に出る︒其等の人間はる大功労者の力が積り積った結晶でなければならない︒営木

書が現はれると世の中に幾多の員似ジ︒コマが現はれる︒説教盛大を至したのも決して偶然ではなく︑木村氏の如き隠れた

本として居るかといふととによって知られる︒即ちジゴマ映主家大事と高島屋に忠勤を毒したのである︒高島屋が今日の

はよき吾交の戒である︒故に吾人の操行は其の人が何人を手没する迄︑その間満四十年といふものを一意専心︑絡始一貫

の振は無上のよき五男が手本である︒それと同時に悪人の振十月に初めて高島屋に一店員として入り︑大正五年九月に病

他人の振見て我が振り直せといふ︒生きた人の美しい賃行演後最早十五年にもなるのである︒大津市の生れで明治八年

動となって来るものは叉賞行である︒其の木村幸次郎氏とは高島屋の店員であったが︑今は故人

役にたｈないからである︒尚垂男に扱い刺戟を典へ︑深い感一助たる霊薬の効左奏したいと恩ふのである︒

のは州来ないものである︒そして質行とならなければ責際にに魔く紹介して此の美はしい手本注生かし︑世の思想善導の

ではあるが︑それ等の道理を承知しつＬも仲交資行といふも︑ろ之を埋木とすることは誠に惜しむぺきことであるので︑世

を至誠世の鴬主家の篤に奉じた木村幸次郎氏の事蹟であつ
百の御説法も一の資行に及ばない︒御説法は勿論尊いものて︑現代吾交のよこなき手本であると共に︑折角の手本で・め

記者稀に見る一人の善行者を見出したのである︒それは尊い一生

記者は此の考へを持ってゐた矢先に︑折よくも此の程世に

忠勤物語鶏灘譲篭弾の病源を此息からも擬治する鯵

〜Ｉ

；

底く反て悪に利用したのであス垂︒一方立派な人が現れた際に締した同氏小博によってつくされてゐる︒今それを見るに︑

い︒特に現代に至っては此の老へが鉄乏して来た︒即ち善用と共に高島屋大阪支店に在勤し︑氏が朝は人よりも早く夜は

之を手本にして生活すべきであるのに︑仲堂此の種の人は鮮心氏は四十年を一日の如く忠質に精鋤され︑現に余は長く氏

することを忘れて悪用するに走った傾である︒善事が行はれ人よりも遅く︑孜毒として勉めらろ上に顧みて︑自ら勘まし
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ないで悪事は忽ちに蔓延する︒園民道徳が展れたと歎かる自ら鞭ち︑氏の直似をしやうと努めたこと賞に幾回なりし︑
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１１

夫を促しても誰れも迎ひ侭行くのを嫌がって行手がない︒兎︾一

ＩＩＪＩ

をも気付かれずに事なく済んだが︑二番目の時提灯が消えて一

いふととが雨度もあった︒始めのうちは顔も認められ︷卵︑聾一

び︑覆閲して車を曳き雨を冒して寺倫を迎へにいつた轡こう一

角するうちに時刻は辿る︒氏は自から恋って車夫の法被を綴一・一

一高島屋の本家である飯田家は決して成金ではなく︑日に光

時の鍛錬とに外ならぬ︒氏の生涯には波澗はない︒それけ準第

路傍の家へ火を貰ひに入った篇に経に雅見された︒常時氏は︾
甑に三等店員の上席で店では相営よい顔であったので︑寺僧一

は大いに恐縮されたとの事であった︒

十七歳の頃早くも率先して﹁盟働組なるものを組織し︑裁一

一氏は専心主家の商賓を恩ふの外︑全く自己といふ感念がな
一かつた︒一言一行悉くこれ主家の篇商賓の鴬で︑自己の功名

ち方︑積り方︑並︿の他織物に閥する要項︑商算の教授を始め一

とと弗一調得して締つ一Ｌ︑翌晩之を部下に教授された︒毎夜商一

られた︒夕刻商賓の絡るのを待って仕立屋へ行き︑とれ等の一

たが︑か上る研究をなし︑一方には之を教授する︒其の間の︾一

費の残務があって︑十一時や十二時になることは普通であつ一

へて華客に渡すことにした蔦に︑大いに世間に信用を増すに一

部下の者を戒むるには資に懇切で︑諒々と説き聞かされた︑一

至った︒

或時例月説教の晩に生憎暴風雨で坊さんが来られない︒車

分の事柄を頼む様に云はれる︒そして其の事柄が都合よくゆ

やうになった篤に︑一た之を仕立屋から取戻し︑仕立物に添一

ととが世間の脅慣で︑之を怪しまなかったが︑商算研究の結
果︑何ほどで何ほどの端切れが出ると云ふことが明かに分る一

仕立屋の所得となり︑或は責場の係員が之を取り込むといふ

苦心は決して尋常一様ではなかった︒その頃は出切れは或は一

一つた︒従ってその生涯に特に目立つやうな功名の少ないのも

勇んで賞行した︒従て人に物を頼むのでも︑部下に物を命ず

一ことでも︑布も︑王家の総商費の馬といくぱ︑快諾一番︑喜び

一くから勉弧家の稀を典へられて居た︒その商費に熱心であつ
一たことは随分イヤなこと︑ウルサイこと︑迷惑そう左と蝋ふ

一尤の次第である︒氏の勤勉は恰も先天的とでもいふべく︑早

一の苦心や働きが人に知れようが知れまいがそんな事は素より
一開する所ではない︒手柄の目立つやうな役廻りは寧ろ人に誰

一を少しでも人に知らせようなどとの考は毛頭無かった︒内分

一他主義の努力の結晶であるからである︒

一ちて出で︑星を戴いて蹄る︑腿先以来の勤努の蓄積︑自利利

来主家第一と心掛くる忠賞の精祁と負けぬ頻塊とに加へ︑平

ことはできなかった︒これは氏が弧健な身総にもよるが︑本

三日や四日は綾くが︑一月とはどうしても氏の反似を綾ける

；

けば資に嬉しさうに護をいばれるのが常であったといふ︒

而
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↑大要木村氏の人物は斯の如くであった︒此の心掛けと資行

しきを加ふるものがある︒

とが︑各職業の如何に諭なく閲民一般に行渡るならば︑国家

人も等しく木村氏の斯の如き美しき行ひと精祁とを日常の手

その︑襲来する除地だにありやうはない︒園民はよろしく何

二年二等店員に累進︑別家桁となり東京州弘所詰︑二十九年大

阪出張所主任︑三十一年大阪呉服店販職部蝿︑三十五年一等店

員︑四十二年高島屋飯田呉服店と組維鍵吏後も選ばれて大阪支

店主任となる．

一

一

部下に過失のあった場合には︑氏は直に自己の過失として︑．

に部下のものは直接自分が叱られるよりは一層恐縮して大い

華主に封し長上に封し︑只管に謝するを常とした︒之がため

氏は己を持するとと瀧巌ｙ祢哨人より非難を受くる様な言

本としなければならない︒而して此の手本をば型れ木にしてα

の隆礎は期して待つべきである︒経済剛難も思想幽難も何の

行は毛頭なかった︒叉己れを奉歩ること至って蒲く︑衣食共

はならないと思占︒

に氏の徳とし︑過を再びせぬやうに努めた︒

に質素で︑食事については且つて小言を言ったことがない︒

すぺく努めてゐたので︑その人物を窺ひ知るぺく︑一層の床

元治元年に生れ︑明治八年十月京都飯Ⅲ呉服店員となる︒三十

因に木村氏の略歴を記せば

叉何の道楽もなく︑渡て咽受めても商賓のことのみがその念

頭を雑れなかった︒晩年病床にあるも尚ぼ専念商寅を忘れ

はと急きたて上儲らせるのが常で︑病革りても術ぼウハゴト

ず︑店員の病床を訪ふものがあれば︑店務に差支へがあつて
に商用を口走り︑一言も私事に及ばたかつた︒

氏は且暮とれ主家の繋柴に心血を注いだ外︑私事を順みる
の逼なく︑私財に封する観念が雀だ淡薄であった︒従って俸
給や賞典の多寡など固より問題とせず︑己の勤務を天職と心
で︑常に心庚く階昨かなるものがあり毒心の平和も保たれ︑

得︑天の篇に其の日ノ︑の﹁ペスト﹂を議すと考へてゐたの

郎であったが︑常に孝の字を用ゐたのは︑忠孝を以て己れの
…ハ学へ.−−〜ｸー

孝の観念を養ひ︑これを根本として公務の上に虚世上に賞行

﹁モットー﹂とした篇め︑故らに孝の字を川ゐ︑徹底的に忠

１１１

垂四
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頁の幸禰を同提して幸幅の一生を経られた︒君の本名は幸次
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旅日記の中より

︑

はり印度の革命家なのだ︒

︵其四︶

篠蔑江

さり気遊く私も隅の方の椅子によって︑熱心に彼の話を蕊いた︒や

してゐるのをみた︒中にはＭ夫人Ｓ公鮮夫人も居られた︒

丁度其夜のサロンにゆくと︑この僧が大勢の人と相手に︑盛んに論談

斯う聞いて︑︲私の心は更に彼の話を聴きたいと恩ふ念願に燃えた︒

ふんだそうだよ﹂

意外な位だ︒一つはなしを聞いて見たらどうかな︑オッタマさんとい

﹁驚いたなあ︑あの坊さんが︑賞に達者な日本語を話す．それは全く

所が︑今日午後のお茶から蹄って来たあるじが︒

ゐた︒

がなあ︑と思ってはゐたが︑之は全く無理旋願だとばかり思ひ切って

一鵠︑あの人は何語で話すのだらうや少しでも日本語がわかると良い

で糟にある達摩大師そのま圭底のを見て︑私の好奇心は動かされた︒

きいた事だった︒課て︑この船に印度僻の荒の衣を見︑それが︑まる

今日特筆すべき事は︑印度の僧侶の色登の話を︑夕飯後のサロンで

五月二十五日︵晴︶

中
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せるのだ︒それでも政府は私を恐しがって大勢の警官淀つ

﹁私の革命は︑一人の人を殺さず︑只︑口でみんたに同意さ

をくんだりして︑何等倦怠の色も無く︑よく談じよく聴い

の宝の中央にある大き蔵ソファーの上に腰を掛けたり︑胡坐

この僧の周園に一つの大きな集圏を形作った︒彼は喜んでこ

が好い撫梅に熱も無い︒然しそのためか︑珍しく寝つかれな

昨夜は︑すえ子がまいといひ出したので︑ひどく心配した

鍾月二十六日︵快晴﹂

事も︑ある時はもどかしくさへ恩はれる折交もあった︒︒

の質問にきき耳を立て乍ら︑その中心になる事を避けてゐた

女だてらにｌと恩はれる遠慮から︑私は彼の話や︑間園

た︒

け︑到頭牢にほうり込んだ︒私は一文の食費も使はず︑大勢
の警官に誰られ幾年も幾年も牢で暮した︒有難いこっちや︒
なあに︑印度人の小便だけでも︑英幽は流れて総ふんだ﹂ア
ツハ︒︒⁝⁝︒

かういつて咽を大笑しつ上︒

彼は印度人特有の冥黒な顔に︑その物凄いまでに大きな眼
を郷かした︒尚︑その話の中に︑

﹁昔は日本人︑みん蕨袖の下を使った︒今︑洋服になっても

が揺れる︒すえ子が眼を醒した位だった︒到頭臭素ナトリュ

かった︒夜半には愈交玄海灘にかかったと見え︑なかノ︑船

袖の下は止まない︑そうでしょう︑奥さん﹂
何といふ達蒜な日本語だらう︒

書に︑細やかに鰹欣を書堕し逢った︒

う恩ふと殊にその員情が身に染みる︒それで直ぐ二枚の讃葉

中套容易蔵率では庭かつたらう︒殊に此玩具など域ｌ斯

物のみで︑あの超世側的次１人がこんなに取集めるにば︑

特に選まれた玩具や紀行文等︑それぞれ有益な親切の龍つた

れた茄物を︑今漸く附く暇を得た︒見ると︑何れも私達の篤

ったので︑直ぐ御鵡の電報を返した︒立つ時︑皿氏から贈ら

七時頃迄熟睡した︒事務所の寵氏とＮ氏から見錐の電報があ

ウムの御厄介になり︑やっと寝つかれた︒それからは一息に

彼は又︑日本に封する自己の著作を示した︒それには︑・其

営時の我図の風俗の殆ど網て遊網羅して︑篇虞に撮り︑委し
く説明されてゐたｕ

二食主義の彼は夕飯は撮らなかった︒しかも牛津大畢を出
た彼はまた︑流暢な英語をあやつった︒

﹁奥さん︑私︑この鞄一つで何虚迄もゆけます︒簡軍でせ
う﹂

彼は︑其小脇に抱へ込んでゐた︑茶革の折鞄心可成り汚か
たのに︑はち切れるやうに詰込んだのを私に示した︒それか
らの此サロンは︑殆ど船客の知識階級全部を網羅Ｌて︑毎夜︑

リaii>の記日旋
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明日あたりから︑愈共揚子江の水でなければ浴槽に入らな

愛なまいるい︒然し騨湯だから︑風邪をひく様なこともある

切な注意により︑間もたく入浴したｃ前と蓮ひ︑これは叉大

いｌ彼に職する尊崇と愛慕の念は︑凡てを絶して︑母なる

判断といふ事︑それは飽迄理智的に公脹でなけ虹ぱならな

かういふのが彼の解繰だった︒

途に分れて説明しなければならない﹂

得たものとすれば︑自殺といふ事と教化といふ事が︑自ら二

まいと︑良く温って川た︒何しろ﹁ホット﹂としてある方の栓

この世に絶したる母と子として︑悠久の世界に相曾丁ろのみ

私に偉大なる信仰と尊敬を起さしめるのだ︒私はどうしても

い事になる︒今︑きれいたうちにと︑いつもの係りの人の親

は中盈女の手では開けさうもないので︑槻念してよく淵ま岬

私はこのオッタマ師が只一人︑平然として黄の袈裟の中に

が︑今の私にとっての信念であり激鋤でなければならない︒

うと︑色々試みた結果︑到顕擬て入る事が川来るやうにな
り︑﹂何が幸になるか分らないものだと︑後でみんなの笑話に

夕飯頃から︑愈灸楊子江に入らうとするその河口に︑諸川

なった︒

い︒かういふ人に倉ひ︑この熱帰を聴く事を得たのも︑この

牛津大畢生として留畢までした畢識を包み︑死の前に尚目幽
の猫京を爾唱して陣ら凌いＩその意気に感ぜざるを得た

恩ひ切った長途の族行に依って得た賜物といはなければなら

の流れが一時に錯綜する鴬か︑船が可成り動揺する︒喚枝が
午後︑お茶の一寸前︑ホールで彼のオッタマ師に倉つた︒

夕食に列したが具合悪くとうノ︑中坐した︺

底いｐ何故︑私は彼の在世中︑斯かる機曾を作り得なかった

だらうか︒今との梁しかるべき航海中にも︑彼の笑ましげ

同師は明日愈掩この船を去るといふので︑誤て考へてるた自

厳風葬ｌ藍想懐する如きことある度令私の心は哀しみに

う︒そして︑せめてはこの家の篤子等の篇︑我心を鞭打って

﹁それはもう︑幾世に渡る罪だ﹄

殺といふ事について︑彼の見解を蕊いた︒

前進する外なか善いう︒晴︑それにしても除り鮮かた彼の笑顔

満ちて︑四園の情景も何も一切眼に入らナ心に岨響かない︒

言それで臓乃水火牌の死ｌ鯉のため死ぬ躯ｌそれをどう
解糠し喪すか？或蹴一人の死ｌ青年の純潔さを保たんが
篤 青年としての人格完成の理想の下に死んだｌ斯うい

：夜に入ってへ船は可成り動揺する︒Ｓ公爵夫人も食堂に出

が叉しても私の諏前に栃桃するではないか︒

臆︑またしても私はこの心境に没入するのかｌｌもうやめや

ふ事は何と解樺しますか？﹁
彼はいった︒

﹁それ憐死蹴飽迄悪いｏ然し︑その行篤により人を善導し
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盛られた事が︑一寸可笑しい感じがした．成程︑故闘を離れ

られな賂今夜は珍しく味噌汁が付いた︒然し︑瑚誹茶随に

さんの世話になる事の意外さを思った︒上陸する時は︑吾を

来た︒Ｎ氏は林家の自動車をもって迎へ忙来てくれた︒これ

五人の他に同船者のＮ氏夫妻と︑三菱商事の人達が二人と︑￥

なら大丈夫といふ気がして︑こんな虚で岡ら士もとの若いｘ

往年美術界の奇骨故器村透男が長い滞欧中﹁この頃はパ・ン

他に飛行機の機織を全部金鴎で作る事を研究中の飛行牌校草

て始めて︑様今なものに封ずる懐しさが分る︒
と肉とにあきはてＡ茶づけのめしをくはんとぞ恩ふ﹂と画．Ｉ

氏などが１ｌ私達は林家の自動車瓦他の人述は三菱商事の世

話でそれぞれの車に分乗した︒§皇

マ字でかきおくられた事が切賞に心に浮む︒：︲︲︐

脂海租界も師追堂輸出の品数が減じ︑倉庫に貨物が堆積する

先づ三菱支店に行き︑支店長から色々の話をきいた︒この

挑暁には愈灸上海に碇泊するといふので︑どうやら心待ち

１１従って金融が稚滞ずるｌ誠に脚ったものだ︒要するに

五月二十七日農晴︶
に待たれて六時頃に眼がさめた︒︑船中では注意書を出して︑

一歩故閏姥離れると︑．しみじみ園力の弧弱の及ぼす所甚大な

との数畔間の上陸は︑ひどく私に上海とい今一虚め︑難然騒

どを訪ねる事に産り︑ランチの泊り場で挟を別った﹀

う後２−菰を除す程洲腹した︒団男は唯枝と一緒に友人のも

流位の料亭らしかった︒本場だけに品数は巾堂多く︑とうと

ため支那料叩を饗雌する罪になった︒導かれたのは︑先づ中

やがてもう正午近くなった︒支店長は次席に命じ︑五男の

来なくなった色交の話をきいた︒

活動しやうとするこの人々の篇に︑同情の念を禁歩る事が出

るのに興味を持得なかったが︑而も私は遂に命胆闘を離れて

疲れた私達に碓遊椅子を哨典へず︑自己の立場のみを説明す

事溌感ぜ赤には居られない︒私はこの支店長が割合長い時閲

上海に上陸するなら若い人は止めるやうに︑鵬脊随膜炎や腸
ルでＭ夫人も︑

窒扶斯が殊に多いからといふ事だった１１昨夜晩餐後︑ホー
﹁明日は︑午餐に公使館から招待されてますが︑どうしませ
うか﹂；・

などいふお話があり︑それに鯉へてあるじが︑：
﹁兎に角︑お迎へを出す以上危険は無いと恩ひます︒然し麦
任は持てませんが・・・⁝﹂

など︑冗談交りにいってゐたＣ

所で今日になると︑もう朝飯前から在留のＮ氏や三菱商事
の人達が私達を迎へに来て見えた︒

そろそろ乗客もざわめいて︑上陸の人達の数も多くなって

りょ中の記日放
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往来する事だらう．干謹離別．識にこの文字通りｌ恥の探

紅茶の二杯は例に無い廿さ薪賢えた︒夕食には好い噸梅にＮ

丁度お茶時本船へ儲って︑可成︑乾いた喉をうるぼした︒

Ｉ期せずしてみん在が一致した︒

偵小説に見るやうに︑その街路の角には各種の人だかりがあ

さんの食卓も取れたので︑珍しく他人を交へた食事が賑かに

然たる事を恩はせた︒何といふ雑沓︑何といふ様燕な人菱の

り︑それから叉︑悠然と只見物するｌといふ風に︑此虚に

人歩きは難しさうに見えたが︑境遇は遂にこの白而の青年を

して︑斯く老成せしめ︑賞川的の人にした︒人は矢張り或程

終ったｕ元来との過さんといふ人は︑ひどく内気で︑中袋一

げて乗客の方が遥泌蝿くｌ半裸鰐に髪を振り飢して行く苦

度まで野色だの環境に置く可きものかも知れない︒そして︑

一関︑彼虚に一国と群を成して往来を見てゐるｌ本営に唯

力︑一輪車に亘大溌催ｌ日本の四斗俵の催位のｌ何が入

様舞の僻験が人を作るのだらう︒軍に平易に活きんがために

見てゐるのだ︒絶間なく往き交ふ苦力の人車︑高く揖棒を上

ってゐるのだらう︒その車を唯一人で押してゆくかと思ふ

今刊も師る途上瞥兄して憤砥に堪へないのは︑外人の跳眉

は平凡人たれｌ

だ︒何か車夫が人混みと自動車の混雑の中に︑前進州来ない

と︑僅かの物に数人の人が着いてゆるゆると押して行く︒軌
車︑折交大きだ雲で人を脅やかし乍ら︑その間を荷車がゆく︑

遁無しの電車ｌ支那風にけばけばしく赤蒲と塗り立てた電

人

祁←︐ｌ汝人類愛の大なるを知らざるか１１一

五月二十八日︵晴︶

のを怒って︑車蕊を蹴りつつ怒総Ｌてゐるｌ耶鮮識園

印度人の巡張ｌ鵠躯の偉大に容貌魁偉蔵１１
聞く所に依ると︑この租界では年中︑否︑殆ど毎日富豪の
子弟を誘拐して金に換へるとのこと︑誠にその霊園気を察知
されるやうな有様だ︒何乗無く歩いて行く私の足下を凝める

早朝からまた融達んが自動車をもって迦へに来たので︑・一あ

るじは三菱支店に行かれた︒酔守中︑Ｏさんといふ︑この土

だ

地で事務所を持ってゐる人が見えた︒何かこの土地特有の建

恐しい形相の支那人Ｉ成程︑このキルク草履が珍しい

麓ｌ而鳴その恐しい眼差しには︑私の雄賦疹くの詮さへ感

築に封する意見を聴き度いらしいが︑生榊留守なので御主人

に宜敷くといふ事で蹄つた︒午前十時頃︑・おもひがけす昔の

る可き幾多の顎賃が伏征するだらう．恐しい虚だＩ一目し
ただけでも︑私はこの地に職を得んが鱒奮闘する同胞の忍苦

Ｉ令嬢ｌ今の唖夫人が一人でこ︑船を訪れた︒久振りに食

じさうだ︒紛然たる租界の裏面にはへ・探偵小説の材料ともな

の生汚を憶った︒早く船へ齢って︑ゆっくりお茶で遮飲まう
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って見ると︑藤て人の噂に聞いたｌ︲豪箸な生活ｌｌそんな
ものは諜想されない程質素な服装と凡ての感じがそんな弄莱

斯ういはれて︑岡を憂ふるとと特に深かった父上の残後︑

刷露の戦役を経て仙界戦争さ一へあったのだし

父窪さばＩの感は塾に凧樹の感のみでは底い．虞に閏を

鍵へて身命を惜壷厳かつたｌその卓越せる識見と熱誠とに

斯う考へられる程︑もっと彼女賦虞

剣の生活に燭れてゐるらしかった︒昨日函男に聞いた所では

く塞狩たる事を億ふ時︑父は蛾に私の父としてだけではない

依って︑この混濁せる政界に一道の光明を奥へんもの︑今斯

な沙汰ではある藍い

私の妓も嫌った妖純な瓜淀装ふやうか嬬態は全く影をひそめ

昨夜からの腹痛が︑非常に節食してゐるにもかかはらず︑

邦家のため逼懐ｌ哀憎の情に堪へないものが顕るのだ．

家は石炭商なさうだ︒それに三人の弱い年子を擁して︑溌て
て︑じみな︑而も除り美しく無い一婦人が眼の前にあるのみ

んで持込んで貰った小さい卓子が︑どん底に今日は役だった

萱の食卓には遂に私を列せしめなかった︒船室の中に特に頼

だった︒Ｔさんも到頭賞生活に直面して︑自らを陥れる脹築
の溝を埋めたのだ︒ああ︑これで良いのだ︑誤て私の直感し

らうか︒藩着堕Ｌ一人との部屋で卓子に封した心持ちは﹁あ

た通りを資現されたならば︑如何なる艶名をこの異境の地に
流したかも知れない︒人生は重荷だ︒而し︑との船に荷役の

あこれが一番良いのだ﹂と心の小に叫ばざるを得ない︒

やう些の動揺も無い︒愈盈との濁流が澄む時︑この船は揚子

いくら大きくても揚子江内は和かだ︒まるで燥の上に居る

持込んだのを思ひ出す︒

嘗て英男はかういつて︑汽車の中へさへ一枚の板を抱へて

﹁卓子がなくては群着かない﹂

少い時は安定を失ひ勝ちの様に︑家庭といふ亜荷は︑ある種
船は愈糞揚子江を出やうとしてゐる︒

の婦人にとっては安定の錨ともなり得るのだ︒

紗荘として際涯の無いこの大いなる江河の流れ︑そこには
の利を有しつ上︑尚且や劣等剛として待遇されてゐることば

軍艦さへもたやすく出入する事が出来るＩこの大いなる地
他所目にも礎念に恩はれる︒

往年西村の父上が御在世中彼の日清戦争があり︑それに封

断ちがたきを恩はせて︑遠く遠く船の影が見えなくなる迄︑
我等のハンケチはふるふのを止め得なかった︒

心からこの曾合を喜んだらしいＮさんの様子は︑更に離愁の

江以外に川て太洋に入るのださうだ︒十二時過ぎ︑殉．夫人と
Ｎさんの二人はランチで蹄ることになった︒見送る舷門には
Ｍ夫人をお見送りの篇ださうで︑爆竹の昔が喧しい位だった︒

﹁との戦は勝っても敗けても困ったものだ︒昔から所詔︑唇

して父上は︑

歯輔車の餌︑唇亡びて曲寒しの感が鉦瞬やうにしたい﹄

秋
の

七

草
59

︑﹄ロ名在Ｉｊ４Ｉ

がしますｏではどうして秋の七草の中

に入れられたかと考へて見ますと︑そ

れは詰り秋の野遥を背景にして︑そこ

また藤袴朝顔の花﹂と歌はれて居ると．

も東洋的である︒これぞ吾だの岨先か

秋の七草

に萩の花が露をもった一の風怖を賞し

てのことであらうと恩ふのでありま

↓吹く風も身にしみて深く秋の乗娠ぎ

とから来て居るのであります︒此の歌

す︒かく考へて見ると︑東洋的雅趣︑

ろ頃となりました︒此の時自然界へ心

は秋の野逢を見渡して間にふれるま上

ら受け継いだ仰統であるやうに老へる

ものばかりでありまして︑これといっ

は何べを指して見ても野遥に普通ある

東洋的底考へ方が含まれて居るやうに

はなかったにしてもが︑そこに自から

が老へると︑或は憶良ばか上る意味で

香ひだとかいふ直接的な︑科皐的な

花そのもののみの色だとか形だとか︑

西洋的美の味ひといふのは花ならば

風流といふ様な美の鑑賞方法が如何に

溌はしらせますと︑先づ第一に秋の七

を選んで極い意味で詠んだものではな

のであります︒

て特に美しいといふ稚のものではあり

思はれるのであります︒

郡讃して来たのであらうかと老へられ

秋の七草などといって︑背かち人盈が

って床にさして見たとしても︑カーネ

例へぱ萩の花にしてもが︑それを折

ます︒

らば︑藩第鮎をつけることＬ老へられ

萩の花准どは恐らく西洋人が見たな

﹁萩の花尼花葛花な℃しとの花女郎花

に寓葉の歌人山上憶良朝臣に依って︑

花の形も小さく一寸問題に茂らない気

る︑ものではありま世ん︒香莱も少なく

ではなく︑自然の秋の風情を背景とし

然し萩の花などは︑折って眺める花

るのでありますが︑それといふのは一

ーションやスウヰートピー程趣味のあ

ところがあるのであります︒ですから

壷ぜん︒それならば何故にそんな花を

へられて来て居ります秋の七草︑それ

いかと恩ひますが︑そこに現代の垂早べ

者

草遊思ひ川されて参ります︒昔から稲

記
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らうと思ひます︒さうすれば︑歌の中

のいふ朝顔ではないので多分桔梗だ

〃憶良の歌にいふ朝凱は︑現在の我堂

せう︒︒

は︑要するに形と色と香ひであるので

のであり室す︒ですが花の品評の要

て眺める︒そこに美が初めて成立する

す︒

るものが或は出来るかとも想像されま

的美の味ひ方がよほど迄に影響して居

か典味あることでせう︒現代人の西洋

博統が今の人為にどれ丈縦り込まれる

う︒そして玉員東洋趣味的な風雅さの

つくれば様盈たるものが出来るでせ

蚤す︒即ち現代人の趣味に適した花で

す︒︑

と葉の裏が白く見えて奇麗なもので

りも葉が歌はれて居ります︒風が吹く

葛は﹁裏見葛の葉﹂造どといって花よ

が︑萩の棋様といふのはある様です︒

居ます︒萩の花は岡案には使へたい

ナデシコとキキョウは紋に使はれて

女郎花は野の花としては相賞美しい

でのいさ上か現代的の花といふのは︑︑

も︑庚い野や庭に植ゑる花です︒要す

品といふことや深みといふとと︑幽し

形や臭ひといふ黙は結樵ではあるが︑

たものＬ方が多いやうです︒

を観察したものは少く︑寧ろ袴にかけ

興味のあるものです︒藤袴はそれ自鵠

ものですが︑寧ろ女郎の文字によって

るに七草の歌は古い時代に秋の郊外の

さといふ様なことで物足りなく恩はれ

撫子︑桔梗でぜう・食卓に飾るより

景を直観して︑そこに見られた花の数

るのです︒東洋趣味はやっぱり保存世

然し吾交は西洋的見方は︑成程色や

灸を言葉の綾でほめたものであると恩

１・宮

直文

濡れて伏したり尾花かるかや

逓みなへし花さく野べの夕露に

ねばなります壷い︒

次に七草の風情に就いて一寸申上げ

はれます︒憶良の七草は古典的七草と
してそのま上今日保存して置きたいも

て見ますと︑七草の中では尾花即ちス

︑キは﹁招く尾羽﹂などといひ︑武職

のであり室す︒

現代の人為としては或は此の憶艮の

野を背景として見たら立派なもので
す︒

七草でなく︑思ひ忍びに又種だの配遇
をして作って見るのも面白いかと恩ひ

ｒＩｌｌｌに冊トー︲←︲ＬＬ−ＨＨｑ１ｊ︐４０１Ⅱ︲︲叩叫Ｊ■８０Ｄ卜皿■

机の塵︵世相十月の巻︶
昭和大疑獄の公判開始︒政界其の他の醜悪腐敗如何なく暴

露さるると共に元大官連の末路そぞろ︒憐一葉然ちて瀬天
下の秋を知らしむ︒雛Ｊ

◇一
昔は凶年即ち不景莱︑蝋作即ち好景気︒今日は現下稀に見

る豊作にして即ち蔦めに不景気︑これ経済の仙界的になりし

が故なり︒仙人の純済的掛策の上にも今日経済の核雑化に留

意するを要すぺし︒
◇

蓮稗手殺しの自動車泥棒塊はる︒蓮聴手に兎刈風評のよく
たいことを耳にするどき︑客にも亦斯の如きあり︒油断なら
ぬ世の中にぞありける︒
◇

四

１１

三ハ事件の公判東京控訴院に冊かる︒此の時一被告の母

凌ろもの傍聴席より判官を罵り︑或は努側歌を高唱などして

稔束されし者川づ︒此の母にして此の子あり︒瓜の麓に茄子
はならぬもの◎

◇

世界第一の巨船を以てならせる英画のＥ一○一脱不幸暴風

に逢ひて臆落しての一ｋ惨謝航空大臣を始めとして五十有
除名惨死す︒とれ果して例外事か︒縮室界の護達程度を語る
ものかｐ

◇

画ンドン篠約暴風雨︑地震︑火事其の他防謂苦岡に堪へて

やっと御裁可となる︒さて一安心と忠ふ閲もなく補充誹議と

卿民負婚継減問題で板挟今︑海軍も図民も共に皇剛の剛民︑
削防もさること茂れど図民の苦しき生活も重大な考噸に挑は
れるべきだ︒・

◇

帝牒例により上野の秋を飾る︒併し開院を前にして搬入受

日銀利下げの護表︒批評の説腿々︒これ現下の財界封策に
就て輿論と統一する瀧のものたきの誰なり︒評するば易く行

な美術家連と軌道的常局の衝突として茶飯事なり︒されど世

付け問題で京都側と帝展常局の間に純れあり︒これも無軌道

ヘ

I

ふば難し︒誰か此際に虚する蕗全の策に自信めろものありや

1

の動きも追交とこの過程へ近寄りつつはあらざるか︒
〉
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一︶

とうごきゆんよるおとうじゃうぷはにらゐ

御奉公だ﹂﹁水で雑巾がけを致しますから⁝⁝﹂﹁さうか︒モウちつと近けりやア御父さんが行つ
ぞ
うきんくらゐ今えそ労ついによう上こ
て雑巾がけ位してやるがナ﹂一語前さん︑其んなことを仰しやっちゃア可けませぬ﹂と女房が小

一︺哩厚つかう愚づをう含んいたちかおとうい

どうも有難いととだア︒オ︑恐ろしい手だナ︒どうした？﹂﹁上ずで御座います﹂一︲ンウ︑それが

頭さんも御父さん御母さんに宜しくって﹂一︒有難う﹂﹁これだけ御小遣を戴きました﹄﹁さうか︒．

とう

ありがに〃封そて．どざ

おとう毒かめよるあのがだおこづかひい声

人様に忠義を講して異んなョ﹂﹁其の事は御母さんから承って居ります︒旦那様も御内儀哨番

じん客土ちうざつくくそことおかめうけた↓一はを狸んなざ土おかみざん険ん

って︑マァ有難いことだ︒斯う云ふ御丹精を受けるのだから︑能く働いて︑大きくなったら御主

ら卯がたかいごだんをいう主唾たら註ぱごしゆ

斯ん左奇麗な好い着物を捲へて下さり︑帯から股引から足袋から雪駄から︑すっかり椿へて下す

含凡いよきものこしらくに封びらＬしきたびせったこししく哩

⁝⁝丈が高くなったナア︒⁝⁝そっちへ向いて見な︒御尻などは肥って固くなった︒．：⁝善吉や

るョ︒お前は美味い物を戴いて働くと見えて︑大層回シこくなったナア︒．．⁝・サア立って見な︒

をいたりじみおしりふと全乙⑤②

全へう全ものいた蓉吐緯らみたいそう全ゐ握み

ました︒﹁善吉か︒大きくなったナァ﹂﹁・御父さんも御機嫌五しう﹂﹁御父さんも丈夫で働いて居

●⑤お陰

す︒御母さん御目凪たう存じます﹂﹁ア︑能く御いでだ︒御母さんは昨日から心待ちに待って居

おか心幻めでぞん上封おかめさくじつこＬろ主生ゐ

て︑﹁御早う御座います﹂︒吉兵術は﹁お辰や︑何虚かの小僧さんが来なすった﹂﹁何を言って居
うち︑︑
●③
︒●
おとうおめでぞん
なさる？家の善吉です﹂﹁ナニ︑善吉つ上一？．．⁝・ンウ︑善吉か﹂﹁御父さん御目出たう存じま

診ばやござ＠③③︑︒︾︶ここ唇フ含正にいる

︑光陰矢の如く︑月日に開守無く︑翌年の正月の十六日︑朝早く吉兵衛の家の入口の戸を明け

くわうゐんやごとつ秀ひききもの江よくねんしやうぐわつにらあ言はやｅ◎①うちいりぐふと心

交大

I

︑ｆ●も
戸︑愚考つとい

い

の①

こ評亘もうちくろう

い挿

奉も

の．らｂつ志

麓で夫に言ふ︒﹁善吉や︑上ずやアカギレを痛いなどと思つ
をもてシおりざかやこぞう

ては可けまぜぬョ︒子供の中から苦勢をしなければ後墜皿派

ひと江

あめマユ

ナあしわらぢはご装う舎

な人には成れないのですョ︒表通の酒屋の小僧さんなどは薄
抽含ふ

き

釦かめ

うけた土はを

しょうけんめいばにら

雪が降っても雨が降っても尋素足に草鮭を穿いて御用を間き
き

ご里うこう

に来坐痔すョ︒こぐもアカギレも切れてゐるが︑一所懸命に側
ゐ

いて居るョ︒それが御奉公です︲弓御母さんから承って居
たん勢も
りますから︑つらひとも何とも恩ひませぬ﹂﹁さうだらう︑
こ津もとき
雰とう
いと俣

おかめ

含

今ものぎし士

モころやぬし

御母さんの言ふ通りだ︒御父さんなどは子供の時に︑上ずや
おやぢゆうき
距んおｂ
アカギレが切れたが︑何とも恩は左かつた﹂と親父は勇気を
つ

付けてゐる︒

ござ︑

けふや浄長が

いつごしんぼい

︑岳ご●●

こんにら

を

●●①こつうはい

吉兵術夢中になって居ります︒

少

ご

﹁今日は﹂﹁ア︑吉兵衛かい︒此方へ入りなさい﹂﹁どうも御

勺ごぷ言にがくじつめ
ぶさたいに
無決汰を致しました﹂﹁ナニ︑御無決汰だ？昨日曾つたぢ

④①

けふや津さがりまゐ

なにい
さくじつご嫁きた
アないか﹂﹁ヘイ昨日から御無沙汰を⁝・・・﹂﹁何を言ってるん

陸め①●●生ころ①のや今垂画がりき

だい︒⁝⁝ア︑善吉かい﹂﹁ヘイ︑今Ｈ宿下りに参りました﹂

①④

罰吸

﹃プ︑さうかい︒婆さんや︑吉兵補の所の善吉が宿下りに来

誰めでござ

ざ十が泡ふきよこみう

たョ﹂一︲オャーＩ︑︑善坊かい︒オ︑／︑大きくおなりだネ﹂

生陰やおぽ

おやぢぱＬおやみんしん

﹁御目出たう御座います﹂﹁オ︑流石は御店が良いから小僧な

０⑧生しんばうおとうかうこう

みが宜いや︒早ぐ大きくなって親父や母親に安心させなくち
い

やア可けないョ三︲善坊や︑能く辛抱して御父さんに孝行す

⑥．①③けふ害こつゆ
あきくさつ全ゐおも

金一へ

ざやう己さ

造必

まへや

えらみ

職︑金瀧山の御茶漬ｌ御茶漬と申しても蝋かい御餓Ｉを

毎えりうざん拳ちやづは諮ら︽づけ全をみた上ご減ん

吉兵術は見枇物を見せればとて︑篇になるもの駐撰んで見

③︒②みせものみ

たＵ

か
へおやぢつだのあきくさざで
蹄つ一Ｌ諺親父が連れて楽しさうに浅草淀指して出かけまし

前ぢやアないョ﹂﹁左様で御座いますか﹂﹁お前には遣りはし
①の毒としに詮いた壷・お海い全ぞうちたん
ないョ﹂こ上で善吉︑御年玉を頂いて御鵬を申し︑家に一旦

た

るのですョ﹂コイ﹂﹁吉兵術︑今日は何虚かへ連れて行くの

幻とう

﹁マア御父さんが着物を著て仕舞ふまで其所に居な︒家主さ

つゆ

んに連れて宿かう﹂﹁さうで御座いますっ毎恥御心剛をして

エ

せがれ洗う趣ん

よるござ

かい﹂﹁ヘイ︑浅草へでも連れて参らうと恩ひます﹂﹁成るた
そつｂを
み世ぱやがへ
け店へは早く還すやうにしなさい﹂﹁其の減りで居ります﹂
むかがふきん

せが札ござ

Ｇ

はめとしに全やん？

しよ秀
⑫◎封とう
くに
下さるのですから：．⁝﹂一ザア葬吉︑御父さんと一緒に来な﹂

﹁婆さん︑年王でも造なさい﹂﹁ィ︑ェ宜しう御座います﹂﹁お

○

①⑪つこぐわいで

の

○⑨

︑善吉を連れて戸外へ出ると︑向ふの内儀が﹁オヤノく︐吉兵

衛さん︑善ちゃんですか﹂﹁枠で御座います︒今日は宿下り

こんにらおめ
．仁いそうおぽお
で．⁝．．﹂﹁大層大きく御なりですネ﹂﹁をばさん今日は︑御目

たいそうおふと

塾ざやうぎで
毒めで
で
おぎ
出たう御座います﹂﹁ヘイ御目出たう︒能くマア御行儀が川
舎︲

来ますね︒大層御肥りになりましたネ︐弓ヘイ枠は餅年十一

○①︒しゐ
会よれんさいゐ
になります﹂﹁吉兵補さん知って届ますョ︒去年十歳で居な
さやうＧいいんほか

すったから：⁝・﹂一︲左様で︒来年は十二に左ります筈で﹂と

■１り
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に

︒固のも

うらかへによ・つぼ②●したく

たいそう陰やござ

かひと入の企みい全

ある

診糸せおくこ土上●●おかみさんにんな鐘め

︐こ吾う江か俵んばや巳つど・含

殉

だのゆぴを動ぞ全ろ

もく

りよう

親は年に二度の宿下りを一日千秋の恩ひをなし︑働きながら

なもの︑母親の好むものを御みやげに持って来る︒それで雨
しんねん宮や︾﹄さがにらをんしうおもはた鯵ら

武上法やこの

それより善吉︑年に二度の宿下りの時は︑必ず父親の好き

︑︒週ん︾︾や︾﹂さがと合かな今些ら上一一一やす

ピル江おがみさん蚕含けんよる

罪上錘肥い全をしわ

御店に透り込んで母のお辰は︑御内儀にも旦那にも御目に

ゆ封

食くさ世︑みやげ雲物を持２﹄家に蹄ろ︒女房お辰は支度をし

懸って御潅を巾上げる︒小僧の中で一番早く戻って来たの

ごくらう

ばやおふな跡へ釣もの②かへ

毒みせ６

て︑御店へ持って行く御みやげを買訓へて待って居る︒﹁今

で︑旦那や御内儀の御機嫌が宜しい︒

がへ

師つたョ﹂﹁御苦労さんでした︒大層早いぢやア御座いませ

ぬか弓早く御店へ還さうと思ってナ︒それに善吉も﹁蹄ら
が
へいいそゐさやうござ
う師らう﹂と言って急いで居るから・・⁝・﹂﹁左様で御座いま
むふざわたくしおくゆ

ちかひろ主

梁しんで︑指折り数へて待って居る︒

ひさぷ

すか︒ぢやア御店へは私が送って行きますから⁝⁝﹂﹁ンウ

さうして呉れ︒おらア久し振りで︑近ごろ書Ⅲこんなに歩い

労とう

封たっしやご命ゆんよい

封かみさん煙んとうよみ全をしわいく上る
ござ

封くお

かへ

で

や脇．上おや︒たつしゐ声︑欧上

あＡもして遣りたい︑と父親心染んで居るｐ母

わかしうわだくし上こや士らやうてうめ③②●

●の●

話つおかだて全へ

すると一日十七八の若イ衆が﹁私は横山町三丁目の播解屋

にら

一方ならぬものでした︒

かに

子が御店から下ったら斯うもしてやらうと︑親たちの丹錆ば

こ趣みてきがが準やたんせい

親も怠ら歩︑人仕事︑内職などをして︑幾らか貯へて︑あの

労やおこたひとしごとないしょく・いくだく峨

や

てう登さい⑨①のいかねんぷじつ全を

たことは無い︒それぢやア善吉︑御店へ戻ったら旦那様へも

丁度十歳から播磨屋に行って十二箇年︑無事に勤めて居り
いんｎい全うこうすそ．・とき・か
まするｂもう一年で澱奉公が済むから︑其の時には斯うもし

④の．労みぜ：も登にんなさ全

御内儀にも番顛さんへも宜しく巾上げたと言って呉れ﹂﹁宜

て遣りたい

た

しう御座います︒御父さんも御達者で︑御機嫌能く在らつし

こん害く象ゐ

とぼじかみさん●がへ

やいまし﹂﹁今度来るのを待って居るョ﹂
ご含げんよ

隣の内儀が一︲オャ︑善ちやん︑モウ語蹄りですか﹂﹁をば

リつ煙こそうな華うらい︑で●

さん御機嫌能う﹂﹁あなたが透って御いでなさるノ︒⁝・・・マ
全へご娯画フこうい

ア立派な小僧さんに成りなすったネ﹂往来へ来ると﹁善ちや

さやうさやうとらうらやみ

なにご上うむずこ

にん正ざま舎一ふご逐うにん・ぢき・封ぬか

②⑤⑧ござ

から出堂したが︑吉兵衛さんと仰しやる御方は？﹂﹁手前が

含ん

ん︑お前御奉公に行ったんだってネ︒モウ踊るノ？﹂﹁ア︑︑

古兵補で御座います︑何御用で？﹂﹁こちらの息子さんのこ

ゐ

金ちやアん左様丘ら・一﹁左様なら﹂﹁友だちが羨ましさうに見

しょうけんふい億尼らひとあため

全を

かへ

わたくし︾

かしこ︐唾んご

ｑ

なにござぢき一い

って蹄ろ︒

よう

坐で︑旦那一様が念に御相談があるから︑直に御いでを願ひた

いと申すことで﹂﹁私に？﹂﹁ハイ﹂﹁畏まりました︒何の御

雁ん肱さ全た

①●むかしかいしゃう・にん唾〃
て居る︒遊れて殿る達すがら︑お
辰は︑昔斯う云ふ商人の番
ちうぎかにめヴ﹄かいしゃうゆい・じゃう歩ひと
とう
頭さんで忠義な力が有ったとか︑斯う云ふ商賓の上手な人で

用で？﹂﹁何で御座いますか︑直にどうか入らしって﹂と言
御店に逢って参り垂した︒

︲は姫塾ふぜかく全ゐ

旦那様の鴬めに一所懸命になって働いた人が有るなどと︑篤
になることを話しながら︑

ことよぜがれが越つかこ

な

たいへんい垂幻みせ上びつ
サァ大録だ︒今茨で御店へ呼付けられたことは無いのに︑
たん

肱

たん

た

かん

腿ん正ざ土●●●動

こっちが

いにごかいさい

なにい

しいこん

きく心ｇね分た

こつ

ご

たにどぞ三かん

舞さ江ときみ

漏詫⁝⁝﹂﹁オイ︑何を言ってるんだい﹂﹁ヘイ︑幼い時に密

ぺん

願ひたい︒どうなり致して御皆滴いたしますから︑何卒御勘

過が

かんぺんでき

はたしわか

ます﹂﹁旦那様︑吉兵術さんが御いでで﹂﹁さうかい︑サア此
らおはい
上るござ
そこ
方へ御入り﹂﹁エ︑︑これで宜しう御座います﹂﹁其礎ぢやア

群つ

何だらう？．鋤に依ると枠が金でも造ひ込んだのぢやア無い

話が分らない︒此方へ御いで﹂﹁エ︑︑これでドウか⁝⁝御

いまおみさすぐこ

かしら？．今まで御店から直に采いをん一Ｌ仰しやったことは

勘誹が出来ますことなら︑月賦なり年賦なりで御聞き済みを

し皆しん注いゐ
仁購い全いところかへくい全刻一ふせ●

いつぷねんぶおぎや

無いんだが︑何だらう？と頻りに心配をして居る︒

﹁唯今﹂﹁ア︑好い所へ蹄って呉れた︒今御店から他さんと

鮭ん

いおひと含腫んなぜがれ今・かさうたんめすぐ
か云ふ御人が来て︑旦那が枠のことで急に相談が有るから直
含く
さくやゆめみわる殿ん

たｒい隼そ

︑⑧いまはんとう

ず

弓何

正に

に来て呉れシて﹂﹁何でせう？﹂﹁昨夜の夢見が悪いし︑何だ

い

乞とうなにいゐ

こららおはい

④⑲み途で

さい﹂と言ひながら善吉は見世に出る︒

い

幻ほい

しやうじ

で﹂﹁御父きん︑旦那様が御話があるさうですから御入りた

由とうにんな客永おはなし

﹁吉兵術︑此方へ御入り︑善吉︑モウ宜しい︑見世へ御出

●︑●こちらおけい●●よるみせおい

を明けて﹁サア此方へ御入りなさい﹂

め

掛らないか﹂﹁御父さん︑何を言って届らつしやる？﹂障子

が上

って居ますから︑調縦を着て︑一三ノーして出て来一﹂﹁御父
ごしゆじん距江さ堆喰
さん入らつしやい﹂﹁ア︑︑まだ御主人の御怖けで︑細には

さい﹂﹁ヘイ︑・・・⁝善さん﹂﹁ハイ︲一善吉今ではモウ番頭にな
る
ば誇り岳
で含彰とう

い︐ゐ

柑を一つ︑⁝：・二朱金を一つ．：：・樫の木の根方に⁝⁝

とき全へとく

を言って居るんだい﹂﹁唯今ぢやア共んなことぢや漬みます

いつ

そ

︲い

こ入るたかしん壁いゐぞつとはけ

はやい

らう？寧そのこと︑あの時お前が止めて呉れなかったら一
正ん

江にわか
お匙
まい﹂﹁オイ︑何だか分らないナア﹂﹁大きくなりましたから

おも

恩ひに⁝⁝﹂﹁何ですネ︑其んなことを⁝・・・マア早く行って

錨の百耐呼﹂﹁砿だか識が殿らない︒彫捗がら壷口苛を浮びな
おしたくな

ぐら象へおぎしき︑

●

いらつしやいまし﹂心の中で心配し一﹂は居るが︑夫を卿ます
ていじよ●●

きらの今がゆ

貞女のお辰︒

もと昨つぼしやうにんこんにおろう︾・ういたゐ

﹁着物を著換へて行かう﹂﹁サア御支度を篇すって⁝︒：宿つ

かく紗びしばなり今︷い含で

ていらシしやい﹂元は立派な商人ゆゑ︑今日勢働は致して居
そとで

るものの︑外に出るときは角帯を締めて羽織の一枚も箸て出
話ひとの●がねりやうつかこ戸一ぷぎや弓．しよ露く

ゐ

④●

ると云ふ人︑善吉が金の百雨も造ひ込んで御奉公肋へでも透
しめんよこや全ちゃうてうめ①①＠
られて居はせぬかと︑思案しながら横川町三丁目の播腰屋に
ゆ

行く︒

でいわぐらはうごめん

にんなさ全お主らう

出入口の方から﹁御苑くださいまし﹂ガラノＩＩ⁝⁝﹁吉兵
③

術さんですか︒日一那様が御待受けです﹂﹁蔽前の御座敷へ⁝

︾あがたござ
いつごはんじやう瓢めでござ
⁝﹂﹁有り難う御座います︒毎も御繁昌で御目出たう御座い

I

人
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肥の合演講曾支倉佐

れないので︑本曾よりは匿江主事特に先嚢して一時以前に曾

場に到着することＬ庇り︑後より服部副含長︑河津博士︑繁

田氏等一行は押上騨十二時十五分護の電車で出蕊することＬ

はなった︒此の日河津博士の如きは大皐の誹義を十二時十分

前に経了して直ちに押上に向ふといふ不休の御努力を願った

佐倉支含講演倉の記

記者

一躍本曾第一の大支含となり︑さすがは曾租泊翁先生の地

活動に術へるといふ時間の合理化振りである︒此の日は兎角

のである︒此の一行四人は議定通りの時刻に京成電車中の人

雨勝ちなりし彼岸の後をうけて珍らしくも絶好の小春日和︑

となった︒而して電車中にて兼て用意の誹営を開いて午後の

誹堂に於て大講演曾を開催すること人なり︑鼓に曾員の精

十年記念を前にして︑十月四日午後一時より佐倉町小畢校
祁を鼓舞し統一せしめて︑以て来る教育勅語換溌四十年の記

る所からか︑曳船あたりからは乗り込んだ女畢生の一国電車

郊外ピクニック等は士畷日ではあり見逃すべからざる日であ

がある︒斯くして雑沓中を速力の早い同電車中にあるとと約

遊占領して俄に市内電車のラッシュアワーを偲ばしむるもの

一時間七分にして目的地佐倉の蝶へと着いた︒同騨には佐倉

此虚にも同支曾の着賞たる意気を観て頗る感ずるものがある

高等女畢校長たる支含幹事中川良助氏か出向へられ︑用意の

として入江木村等の諸幹事が出向へられた句時は午後一時半

ある記念をして︑只一片の形式的御祭騒ぎに経らしむること

である︒やがて此日特に支含長として態全出席せられた〆︾奮

なく︑邦家の篇め斯道の振興の上に幾分なり費すぺき方途に
此の日は木曾より刑曾長兼誰師として服部陣士出張さる入

藩主堀田伯鰐も迎へられた︒それより休甜ぢ間もなく河津博

自動車にて曾場へと到着した︒曾場には佐藤剛支含長を始め

とと上なり︑又講師としては帝大教授協賛含員河津遜博士評

士には時間の都合上にて面ちに演壇に立たれることＡなっ

郵より﹁現代批相と日本弘道倉﹂の題下にて約三十分間の講演

たンとれより先堀田女曹長の挨拶にて開含︑次で藤江本含主

を辱ふすることＬな〆ノた︒

出でられたいものだと翼ふものである︒

鐸である︒これにつけても願はくば各支曾に於ても此の意義

§

手し邦家のため斯道振興を期さんとの意気込である︒吾交は

念として最も資質的方法をとって︑曾員の更に倍加運動に着

なりと吾々に叫ばしむる佐倉支曾は︑此の秋教育勅語換溌四

鐸

議員繁田武平氏︑庚江主事出張に決し︑記肴も亦随行の光柴
佐倉支曾は元来支曾事業の一として﹁時間励行﹂の資行は
一のモヅトーである所から︑開舎時間其の他は分秒も遠へら︑

イ⑪

た︒然るに一般は唯有頂天であった︒戦争前は川億

金塊を

があった︒其の後をうけて拍手に透られて河津博士は壇上の

しか有しなかったものが三十二億の金塊を持ったのである︒

供へたに反し︑我閣は何等の封策がなかった︒故に戦後の反

債其の他才戦前に戻し大いに緊縮政策をとって︑其の反動に

然るに愛則的景気であるから︑戦争維了後は欧米諸剛では物

人と底る︒誹堂正面には西村泊翁先生の七十歳頃の謹書にな
ろ書額が掲げられてある︒これ狗に本禽場にふさはしく︑先
校及高等女単校上級生一言名程を中央にして︑左右には各禽

云ふ有様で︑緊縮政策︑物債引下げには少しも努力する虎な

動に逢って困った︒然も大正六年には金の輸出禁止を行ふと

生溌偲びまつるに充分である︒砿衆席はと見れば︑〃同地中翠

員を殆めとして郷下の名嬰職にある諸氏多数居並ぶ︒叉佐倉

であって︑之がため不景莱といふことはない︒只政府の沿費

ざれば到底経済は常態に復し得ないので︑之は寧ろ後れた位

は今度の金解禁のために不景気だといふ︒然し之を行ふに非

く過したのである︒故に輸入は超過して益盈貧乏した︒人或

五十七聯隊の兵士達激十名の聴詐先づ目惹く︒合せて聴衆約
数百名に達し︑講堂は満員の盛況である︒さて堂の河津博士
は一︐我継済界ノ現況二就一ごと題して日く︑現在我固の不景

気は之を封外的と封内的との二つの原因に依るものである︒

節約宣博は稲誤られて不景気をましたことは事資であらう︒

先づ封外的の方面には種為の論もあらうが︑要するに豊作其
の他の生産が製富であり︑且つ米園あたりの大農組織大生産

暗な牧入滅である︒これは考へねばならぬことであったｃ只

とれは吾交繰演生活の改善といふ方面にのみ意義あることで

岡民は消聾肴で生産者を兼ぬるものである︒無暗底節約は無

ある︒故によろしく金解禁準術後は閏康愛用こそ唱ふべきだ

があるのに比して︑之に供ふ購買力がないことに因る︒即ち
通のものであり︑各剛協力して之が不景気を一掃に努むろよ

ったものを之は政府営局の誤りであったと見るべきである︒

その暁買力の妖乏は片寄りした篇である︒而して之は世界共
り外ないから今此の方面を論じやうとは恩はない︒それより

叉不景莱ノ︑の聾に一方精祁的の不安が資際以上であるとい

之が封策は封外的の方の不景気の原因はさて置き︑封内的

も我園の不景気はより封内的の原因が多いのであるから︑之

我団特有の方面に就ては充分考慮し茨ければ茂らぬ︒金解禁

ふことも柵をなして居るから之を一掃しなければならぬ︒

営時の政府の政策及一般餌民の虎置が鴬を得なかったのは其

に依って常熊に復して最早牛歳以上にもなるから一鵠景気は

に就て一言申上げよう︒我函の不景気時代はかなり長いもの

の第一である︑世界戦争営時の景気は戦争のためで鐙則的の

であって︑之が原因の来る所は遠いのである︒即ち世界大戦

ものであるから︑戦争の維了と共に営然去るべき景気であつ

1
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みを見たものである︒共産主義や無政府主義者の誰も人間と

己自利の方面からのみ見て来たが︑之は人間の動物性方面の

動物の地位に引下げ人間の動物性たる階級闘争や相互扶助を

を唱へるものが出来た︒古来法律畢者や経済畢者は人間を利

苦しめるやうなことはないであらうから︑政府も誤った消極

好調に赴くぺきであるものが︑世界的不景気其の他の篇めに

政策や消費節約を唱ふることなく︑剛民も精神的不安を一掃

は前者と異り人間の利他的方面を主張するもので︑これは即

唱へるのである︒これ人間の自利利己の方面である︒仁の説

恩ふ様にはならぬが︑徐交と効果は現はれ吾共を此の上長く

し︑貝萎微することなく︑共交に協力一致して現下に虚すべ

した︒即ち動物中最も優秀なるものが人間となった︒既に進

ち進化論もよく護明して居る︒猿と同じ姐先から人間は進化

きであると結ぶ︒

次に評議員繁田武平氏は一︲不景気打開の道﹂と題し︑現下

時代の尖端を切るの考慮の要を論き熱涛を振はれ約三十分に

を論じたいとて︑人間の他力主義を排して自力主義を高調し

らにして震現するものではない︒之を畢ぴ而して知ることを

あると痛感する︒而して道は人性に基くとはいへ︑生れなが

たい︒然しそれに依って生れた資本は否定する︒これ矛盾で

物と異って︑温い容相を以て接するではないか︒文化は蒙り

●

と封するに戦闘準備で人聞は接し得ないではないか︒即ち動

化といふ︒動物であると共に人間は人間であるのである︒人

の不景気に封し経済運用上の方途に濁しては種糞の説もあら
うが︑之は要するに一時的の途に過ぎない︒私は此の方面で

して降壇さる・次で最後に本含副曾長服部博士は﹁固燈二就

●

なく︑永久なろ道即ち不景気時代に虚する人間の心の持ち方

一ごと題し︑先づ弘道の意味より論きて閏贈の問題に及びた

る︒而して此の聖人を五身は崇敬する︒之は東洋道徳の特長

要する︒誰が教へてくれるか︑これ聖人に依って知るのであ

であると論じ︑更に自由意志の問題に移り︑知ると行ふとは

いとて田く︑日本弘道倉の弘めんとする道は︑自然理法の道
者は倫理畢上道徳他律説と云ひ後者は︑道徳自律説といふ︒

や肺や聖人が作った道でもなく人の性に基いた道である︒前

に従って異るものではないが︑園鵠︑風俗人情等に依って内

って行となるとて︑知行の意義を明にされた︒更に道は東西

容に多少の鍵化を逃れない︒その中の一なる園罷に就てとて

同じでない︒知って︑正しく理解し弧き信念があることによ

く説かたくてもよい︒同情と愛情の結合したものと解するこ

簡軍に園鰐論を以て結びとせらる︒との州約一時間にして痔

とが出来る・・仁は古来非常に難しく説かれたが︑左様に難し
とが出来る︒仁は差別に始まりて無差別に及ぶもので︑近きよ

此の人性に基く道は何であるかといへば︑仁の一に蹄するこ

り遠きに漸次進むものである︒近時共産主義無政府主義など

は既に五時半である︒鍛後は佐藤訓支曾長より閉禽の僻とし

て講師並に一般装衆に挨拶ありて曾逓閉ぢた︒此の日一般聡
衆は多大の感激を受けたものＬ如く︑各講師の一語をも聞き
洩らさじと蕊きぼけし熱心さは︑蝿て常支曾の精祁を窺ふぺ
く︑痛く感激に打たれた︒特に鼓に記したきは︑堀田伯僻に
ば所用のため閉曾を前に婦京せられたが︑御繁用の所を特に

出席されて支曾員を鼓舞し指導さる人事は︑富支曾の士気の
上に重大なる開係あるもので︑かくして伯爵の人格と御努力
に依って営支曾の犬をなす所多大なるものあろは邦家のため

江幹事の案内にて自動車に分乗して赴いた︒此の庭園は名庭

迅

めたる午後五時過といふに︑堀田伯爵邸に佐藤副支曾憂︑入

と端く蝉の聾もいつしか消えて︑日は西に藩ち︑遥りは白け初

感謝に堪へざる所である︒かくして小春日和の今日を名残り

御芳志になる夕食の御馳走が運ばれた︒料理は総て土地の産

日く何てふ品堂で︑所謂山海の珍味である︒追廷と日暮も深

物になるもの︑初茸飯に印膳沼の鯉のアライ︑鰻︑白く何︑

月見気分で︑一日の勢も此虎にすっかり打捨てられた︒興は

くなりて月の光も増し︑ビールの満を引きつ上さながらのお

識くべくもないが︑時間が迫ったので惜しくも別れを告げ︑

諸氏の勢を謝して佐倉騨へ向ひ︑午後六時十五分の押上行の

電車中の人となった︒入江幹事は特に騨迄見透りを辱ふした

ことは感謝に堪へ底い︒経りに臨み︑此日堀川伯欝を始め︑

︵五︑一○︑一○︶

を衷心翼ひ︑以て勿会の拙き講演記の︒ヘンを捨てやうと思ふ

同支禽の愈交盛大に邦家いため貢献多大なるものあらんこと

志に封し深く感謝の意を捧げると共に︑諸賢の御努力に依り

佐藤副支曹長︑入江︑木村︑中川其の他支曾幹部諸氏の御芳

１１

瞳なし

堀田伯邸の庭園にて記

○彦右術門苦心の物語のか芯しきを
この庭脹きく江つかしみに居り

○芝庭に程よく亜てる政の松の
賓生えと問きて見る古木かも

○秋の側か庭に咲きほこる︑芙蓉
見つつＬ淋し笈のまじりたる

しづむか月の白らけて昇る

○日ば西に残りたれ︾﹂も青空の

者

作りの彦右術門の作ときく︒擬大なる庭は塵を挑って清めら

れ︑静寂の此所をよしとや虫の麓も未だ募れぬ今より何虚に

かしきりに聞え︑遠の山脈をもこの庭の眺めに取り入れしあ
たり庭作りの如何に仏苦心の跡が偲ばれる︒十三日頃とおぽ
しき月は光なく昇り︑白き英蓉の共虚此庭に一本或は二本と
暁く花も︑色あせて資結べるの雑れるなども秋の深きの恩は
れてあはれの情をそＬらる人ものがある︒やがて眺めつ土語
りつ上或は茶室︑或は不動紫等杢を廻りてやがて別邸の一間
に案内された︒鼓には乗て用意の堀刑伯侭と佐藤剛支曾長の
り
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耕雲内旧鼎︵茨城

春来気候致和卒︒百物倍常皆満盈︒繭米憾今

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

田家記事愛山寺本有三郎羊葉

評臼句々藩涼︒白是傷人︒節二句蛾切︒

鍾語咽︒涙痕熱破客衣来︒

○○○○○Ｏ○︑︑︑︑
南朝宮跡幾低佃︒心典川雲欝不開︒烏語如愁
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

南朝懐古河村秋香骨岡

雲哀惜亦有故也︒

評日刀︑貞操而有内助︒叉養士女︒併哉今則逝突︒耕

乗鶴去︒蕊帥川上咽哀蝉︒︵薬師山寺争

︑︑︑︑︑︑︑〃︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑
仰看姿貌自蝉研︒内助有功人頗賢．何料芳魂
︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑

母堂濃子刀自︒

弔行鹿支含副含長宮内克己氏

風景甚美余竹陛迩此地︒今調高作︒不魂今昔悠︒

評臼符巽寺及繋対松︒蛎堀調正亮稚及太川弛潅駕跡︒

欲､松、
間､薬、
碑､舟、
遥、。
森､棟、
色､歌、
幽､蕊、

念弓亘貝

斌恕干莱

極､阜、

文塗
激育勅語換蕊四十周年記念恭賦

緋雲内田鼎︵茨城

民不惑︒舞倫叙得賛皇献︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
泰西文物入抑州︒教育淵源欲鼠流︒聖諭一降
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日推戴典雅能願聖徳︒

味史次某時事有威韻

八十六翁立見四郎灸戸

酬肌主︒何事私心談是非︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
夙辱殊恩着繍衣︒老采猶叉列梱機︒至誠只合
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

安蘇

公迩而後身名︒立貝翁此作︒能述此意︾以調刺世人ｕ

評日貿誼日︒人臣剛耳忘家︒公那忘私︒揚震亦日︒光
使世人柾泥︒

青雲寺郵岬幕

誰復間︒夕陽依奮照山門︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑
蕊舟松朽不留根︒寺日青雲今術存︒ 一 片 古 碑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
繋舟松碑

戯､億、

可
−

−

遥､樹、評子､露、

草､復＃南､刺､公魚農到、

．鷲巧得､鬼、然而家、

識､蕊勾玉､宏、土操ミ
叢、童入朝、。

I郷柳、

語、十､猫、

愁、春､通、足･生、

。 倶 以 l i 1 f o

織驚燕 ・
呼蝉職蝿灘
蕃昌燃七､蕪純
句楠v

・言噌鴛職
婆菱節､韮礁郭
縦麓三上成章掻笈

悼性悪僧都
︑︑︑︑︑︑︑
忽然乗鶴去︒清焚覚無側︒職室川光白︒新薬

金渓十勝詩併引

評日後二句﹈同然成封︒

秋草芥︒

︑︑︑

秋､夕、
。陽、
落、掃句護､驚、。。稔田、
傷心之意使人懐然︒

偲躍繍蕊;建

評口

墓 ､ 祇 、 征 、

湖幽栗太郡︒有三黙日鹿渓︺雑石臼稽渓︒郷土

日金渓︒密勝各属勝腫︒而堂窮寂而不箸︒蓋

山霞秘之欺︒雅客一到則悉畳水清山秀之景︒

十六勝︒今叉到金渓︒真是非偶爾︒人間清禰

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
出意表耳︒余獅檀鹿渓八勝︒叉入稽渓．深探
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

何物加之．金渓十勝詩成美︒妓録以示韻士︒

宮坂白樫
地在霧洞畔．芳流幾片雲︒春情青譲外︒傭仰

白紛紛︒

瀧谷奔泉
︑︑︑︑︑︑︑
路入従林挺︺凍多小洞天︒岩頭人才立︒漉沫

︑︑︑
翠子煙︒

︑︑︑

０○○ＯＯ．○Ｏ

金嶺暁嵐
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
好是青山暁︒埜峰半白雲︒金烏飛出虚︒吐読

紫煙気︒

龍窟奇巌

好山沙蕩飛︒累石悉生雲．蔑古碧苔色︒更添

○○○
蛇背絞︺

︑︑︑

首々詩能寓識不能篇︒淡而有味︒

普門悪霊
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
畑謂模糊白︒弧村落日避︒石灯紅一鮎︒夜夜
照金田︒
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阜一

歌園

含員
文謹

天

椎の賞や栗の賞拾ふ兇等の舞暁深く裏山にきこゆ
評秋の川村が思ばれます

見事なろ稲の出来なり畔に立ちて穂を手にとりて粒かぞへみる
︐人

何事もとＬろ一つにいそしみてわらふ門にぞ幸は集まる

一争一

下縄

浦

正

暮松風

平鐸胤

直

静岡河村木風

埼玉

選

千葉

三察

元

郁岡
繕工の筆もおよはで柿の葉のもみちちらして吹く秋の風

畏野

袋 安 瀧

佳作

小

ﾉ,L

母′I

むら雲に気造はれたる空も晴れ心もはれて十五夜の月

とし並に勝る乗穂の色見えて午等かいたづきうなつかれぬる

徳 雄 職

野

̲ｴｰ

地
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歌

園

大室をとびゆく舟のあるよとて土の下にも汽車のかょへる
亡き父を恩ひ出だせぱさみしもよ今脊も亦尺八の一音きこゆ

秋のあさ障子開けば向ふ家は霧にしづもりはるかに見ゆる
吾が病怠り初めて今脊また情けを秋の月を見るかな
波のぼはこかねの色にきらめきて旭かかょふ大海の原
朝夕は肌も少しものまく秋とはたりぬ面烏鳴き初めて
川ぺりの葦の茂みにた比ずめぱたそがれ時によしきりの鳴く
入江田の稲田の上を往来する崎蛤の様の識かなりけり
虫とりに稗抜取りに村人の水田に動く上に日のてる
有明のほのぐらき中にうかび出てかそけくゆろ朝顔のはな
魂あへる友に園まれ秋の日を昔語りに若返りつ上

かさノ︑と静かながらももろこしの葉ずれをき凡て秋をおぽゆる
も

繭と芋と同じ直なれば芋を植ゑ変を蒔けとて桑をこぐかも

千葉遠藤惣之助

王子朱賞

東京戸田喜美子

千乗矢部良高
祁烏湯田久毒

茨城境勇

祇演窪津楽天
下総蕗田香風
下総蕗田誠一

大阪稚野キミヱ

下野山口則之
平秋山︐紅葉
埼玉中根共堂

者

同横山柴毒

ｑｑＴＦ●ｓＬ

1

蟻蜂の鳴く言淋しも秋雨のゆふく静かに降りしきりつ上

楽しみも苦しみも皆世の中に望持つ身のならひなりけり

選

駅
回
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穂草みな伏し たるま上の野分かな
山小屋の掛笹 吹き飛ぶ野一分かな

山口松風

野分やんで薪拾ひや苫の森

野分やみて月 天心に澄みゐたり

同毒南

埼玉霞軒

畑中を帽子追 ひゆく野分かな

栃木無町畦

野分跡稲川廻り
りて戻りけり

埼玉知足

雁島甫水

大阪西流

埼玉天山

編壇

停電のま上吹 きすさぶ野分かな

◇野

畠
毎
､
,
，
暑

袖 垣 の 道 に 冊 れし野分かな

茨城一

千葉稗

幣ゆらぐ薮の小耐や野分あと

東束倦

柵くべて皆が蝦に寄為野分かな

り

茨城諮

野分あと淵泉に浸りし夫婦かな
穂苦にｎ群ちて原の野分かな

埼玉牛
野分して尚も灯さぬ小家かな

同光

埼王牛

野分やｌはげしくたりし夕かな

◇蛸蛤
拓きのこす苦の原や赤崎始
虹の穂にとまりし朝の靖蛤か宏
祁千一狐圭円

肥車に飛び添ふ街の靖蛤かな
釣舟の竿にと麦りし崎蛤かな

大阪西
盆栽にとまる靖蛤や朝の橡
拓き了へし耕地めぐりて靖蛤飛ぶ

千葉嘩胤

子守唄聞ゆろ堤や崎蛤飛ぶ

夕凪の沼に群れ飛ふとんぽかな

稀島甫水

とんぼ釣り今日も川溝に蒲ちにけり

埼玉毒南

同霞軒

石俳の頭にとまる蛸蛤かな

栃木無町畦

赤崎蛤舞ひ戻り来し庭の草

茨城硲水

夕映ゆる禰穂に飛べる蛸蛤かな

埼王光星

堤に添ふて崎蛤飛び交ふ夕Ⅱかな

門遥捕く錠りに飛ぺる婿蛤かな

山口松風

あきつとぶ糟穂に夕日藩ちにけり

茨城一誠

蛸蛤追ふ我児に魔き小庭かな

千葉朱貸

靖蛤釣り日暮る上堤を戻りけり

埼玉天山

可

誠

胤

海

水

進

星

逆

城

流

;
｡
,
.
.
,
占
，

▼霧

錆蛤去つ て穂草のゆるＡしばしかな

同知足

長野雨村

澄みよど む朝の湖遥やとん厩飛ぶ
夕日さす垣
垣根に飛べる崎蛤かな

埼玉知足山口松風

芋切って干し並べけり倉の前＠秀逸

芋畑の雨すさまじく暮れにけり

茨城一誠

捨て芋の葉太り伸びし裏畑野分凪きしあとの木の間に月光る

大阪西流胡脈殻の門に吹きよる野分かな

都人とめて月見や芋を煮る

嘩埼一

束京澄﹃
掘る程にはや日落ちけり芋畑

埼玉霞需

す駒︾．

同知足

癖︾岬諦蛎蹄︾僻五恥垂卵一叩畔一

山口松風鍬置きて門の小川に芋洗ふ

芋を煮て月照る庭のまとゐかな禰島甫水

茨城路水張り衣の乾く日さしや蛸蛤群る

くず芋をむさぼる豚や芋の秋同槙軒

栃木無町唯稗の穂を抜き取る小川や赤蛸蛤

掘りし芋土産にさげて戻りけり

同需南橋落ちしま上の野川や蛸蛤飛ぶ

繭買の来て泊りけり芋の秋同天山

埼玉半逸細をなふ士聞の灯陪き野分かな

芋汁に開架更けたる草家かな埼玉光星

禰烏甫水募り来る野分に消えし灯かな

東京澄脅 とほろぎの鳴く書畑や芋を掘る千葉樺胤

雨あとの 竿にとまりし蛸蛤かな

芋

埼玉光星

芋を掘る 手先冷たき夕かな
泊り客に 芋 掘 る 畑 や 月 出 で し

茨城一誠

縫ひ了へ て厨の妻や芋を煮る
庭につ野 く夕日の畑や芋斗掘る

東京青城

芋掘りに 果てた寄蕊を切りにけり

埼王天山

芋蕊を切つ
って尚掘る裏畑

い さ 上 か の芋干してあり山の寺

掘る足のひや上かに
黄昏や芋掘

千葉撫噺胤

芋汁を吹きつ上山の朝伽かな

一◇陸軍始︑恵方︑串柿一月五日限一

一 国 一

◇

芋洗ふ香に夕づく厨か蔵派

嘘卜
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本曾革報

加叩空包︒

□十月十一日午後四時より本曾事務所に於

して出張さる・

豊岡支嘗の姉妹事業従ろ豊岡大掌に詳師と

長︑巾膝粘一郎︑繁田武平︑隣江主事︑高

て建築委員含か開き︑徳川斡長︑服部剛禽

口十月十五日午後二時より本含事務所に於

口第二剛修誌講座は十一月より十二月に亘

曾を開催し頗る盛曾なり吾︒

て端人公民雛問題に卵し︑曾員有志の座談

り五回の漂定を以て開催さるろこととなれ

回の協議か凝せり︒

木八太郎等出席含館の設計調査に開し第一

口激育勅語漁四十年の記念に東京丈理科大
リ明治思想界展蕊蒋開催別木曾よりは西村

長服部悼士が講索さるみことに沢す︒

リ︒誌師は東洋倫理に就てと題し本曾副曾

皐に於ては十月二十四︑五︑六の三日間に亘

先生の著諜此の他走出品する筈筒松平伯餅

不幸生じ︑郷里石川に蹄省きる︒

口本命評議員剛府稲穂氏は十月上旬親族年

は病蕪静養のたあ常分析動意の如くならざ

口十月中旬諮誰宇野哲人淳士には朝鮮地方

る恥以て別報の如く草間委員新に任命され

には西村先生の著者其の他の迩品を多敬特

口託禽教化雛院に於て﹁禰峡の飛要川題﹂

口本含雑別機開本支命聯絡砿張部寺本主事

か誹議せられし紀卒博士にば抑繁忙のため

へ出誰さる︒

ロ十月四日佐倉支含に於ては縄命叩を無れて

十月より脳峰院大蝿教挫松永材氏代って同

に出品せらろろこととなれリ︒

大講油愈開催︑誹師としてば木愈より河津

．Ⅵノ０

於て編紙称開催十一月誌編輯に就て協議達

口十月二十一円午後二時より本含事務所に

和則ノリ

遥博士．及副含長兼訓師として服部博士出

されしものか︑更に金八拾側の寄附恥巾出

口野田支森員割到荊訓到詞氏は十月十六日死

去哀悼の意走表す︒

口多年本曾に壷力せられし東京市含員早川

政匿氏逝去さる・哀悼に壇へず︒

1

寺本主事に代って活動さるろこととなれ

で島れて︑合せて金百側の御寄附となされ

講義か描舵ぜらろろこととなれリ︒

口十月三Ⅱ本命協焚仲働川崎卓吉氏夫人の

たり︒深く其の御芳志牢感謝す︒

席さるｃ術支愈長し﹄して堀田伯僻︑評識員

告別式に際し本愈を代表して陵江主事参列

□奈良螺宇陀支称刑脅握黒川誕太卿氏には

口愈員髭僻準爺氏は十月九日本命事務所を

弔意を表する所ありたり︒

兼て病顛の所天詳か藷さす︑遂に逝去さる

繁川式平氏︐主事旋江蕊次郎氏︑荊田編輯

口十Ⅲ十一Ⅲ節二土曜Ｈ女子修養諦座開催

哀悼に堪へす︒本倉曾握よりは早速弔電を

訪問され︑無て寄附金へ二十回の芳志走致

辻村講師の諭謡〃源氏駒語の講義あり︒

変し氏か生前の鍔に醜ゆろ所ありたり︒

員出張す﹄

口十月七日午前十昨堀田伯時︑繁剛武平の

ｎ本命剛脅挺服部祁士には十月十一日本曾

雨氏は庇江主事と本倉串務所に於て︑寒集

︐部残務の要務にて種々協議する虚ありた

"
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支含乗報
佐倉支雪報告
十月四日午後一時ヨリ営支倉秋季識渡曾

四十年記念トシチ本日役員含一一於テ左ノ通

昭和五年十月十日日本弘通命佐倉支愈

り決定致候二付御報告申候也
日本弘道命御中
記

教育勅語ハ剛民二賜ハリ荻ルモノナルテ

一︑本曾ヘノ逮議

テ佐倉小喋校榊雄二開催左記ノ通り畢行

スルニ止マラス贋ク諸官街命肺銀行工場

以テ柵リ諸撃校二於デノミ儀式ノ時捧談

等二於テモ必之テ捧謝スル様本称長ヨリ

一︑開曾ノ挨拶支曾艮何爵堀田正恒
一︑現昨ノ慨州卜日本弘道竹ノ任務

其筋二建議カチ本愈二具申スルコト

拝啓秋冷之候愈噂御椅群奉賀候陳迩来十

隣江本含主事
河淑法皐仰士

月叶日の教育勅語抑換溌四十年記念に於

ニ︑曾員ヘノ通知

一︑不景蝋打開ノ通繁田豊岡支愈長

て本愈にても大に鯛民遡徳振興の偽め努

一︑我陶撫群界ノ現況二就テ

一︑剛側二就テ服部本命副命長

は之を朋行すろは勿論なる・へく多数の人

・力致度候に軌ては左の各項に亘りて曾員

支獅釧称長醤畢坤士佐藤恒二

々か誘導賀賎する様緋為御謹力州成度此

一︑閉愈ノ挨拶

含員百繊名雛賓共他約七百名ニテ執レモ
劉切熱烈ナル所論卜崇商深奥ナル所説トチ

昭利訓年十月十日

段得蛍意候

捧澗式二必参列スルコト

一心十〃冊日ハ各自ノ町村小畢校ノ記念

愈貝殿

日本弘逝竹佐倉支愈長堀田正恒

誰聴怒刺シ午慨五昨確脅裡二間倉セリ
右及御報告候也

術支称二於テ氷十月叶日ノ敦育勅語拠褒

同

カ或恥之チ開スル訓話チナスゴト・

一︑同日ハ各家庭二於テモ之チ捧抽スル

シ且此機含二於テ蜘旗二鋤ズル糎念チ

一︑同Ⅱふ毎戸叫雄テ掲揚シテ覗意チ表

一︑君が代の介唯又ハ郷吹奏ノ場川二在

明確ナラジムルコト魚

ノ敬意チ表スルコト

リテハ共二合唱スルカ或ハ起立脱帽等

ジ捧誠式チ懇クル様勘説チナスコト

ーｂ諸官街町村役場・岬祉銀行工場等二割

飽海支倉報告

斌支樽に於ては十月十四日より何十八日

迄五口間教育勅語換溌四十年の記念として

光丘文庫に於て斯遊に開寸乃誹話術並に展

口述の﹁弘通の本義﹂なるパンフレッ瓜︲を

覧念を附雌し︑其の際木含糾愈握服部博士

溌行して一般に叩布するこ・ととなれリ合

豊岡︽支曾報

本支愈と姉雌開係のある蝶岡大嬢︾卜て

◎十月十一日

は︑左記のｎ割を以て第十一伽誹庄走脚催

し士︒

Ｆ︐︒︒ⅡｐＬｌＬｌ川醐烏凹

２我旧一・Ⅱｎじ︾も弘

何十晦半ｌ同十二晦

一︑開訓の跡理事長繁田武平

内山準院是羽仁もと子先生

一︑小より火へ

午後一鴫ｌ同三峠
女雛博士服部字之吉先生

丈︑併し来賓や役貝側の男子が数十名臨席

りであとは女子であつ従邸ば礎想外であつ

名の巾訳があった︑典内男子ば八十名計

蛎黙峡席の鯛東川幹那代戊叫開愈の挨拶走

か折・均れ介すろもの左氾十二塙秋川支獅涯

牛唖市叩Ｌ火災ありし鰐魚員出嚇の川失鼻

激青勅語・﹄なる胆下に誰演あり︒

述・へ命貝大ろ憂誠少晦閣らの﹁軍人粘紳と

誰はりて来乃．十月叶Ⅱの致育勅語拠迩四

し我ので癖き誹錐も立難の除潮北斗﹄嘘況で

秩父郡︲束京府下稚腺郡︑両多摩郡︑北多

ぐろ事とし九時過散愈せり︒

十年記念には鵬教化閣樫と共に記念式恥畢

あつ犬︒郡外の聴講者には川越市︐比企郡

の熱心なろ誹演と︑聴訓者の緊張ぜろ態鹿

摩郡等からも一二名づＬ見えた︒誰師先生
とは他に其比を籾さるの感があった︒夫か

ら中日の修養座談含といひ︑品絡日の懇談
含といひ︐執れも有益なろ意見の溌表鍛出

営支竹十月例愈は十八日午後七時より聯

持田欣久君退職慰努倉

過般持旧欣久君退職について︑有志装起
の下に之が慰勢の求め十月七日午後六時よ

り麹町厩飯田町大紳宮側大松軒に開催し

くで曲る︒

衣︒六時半食卓につき︑デザート︑コース
に入るや︑高木八太耶君は縫担側距︑礎江
寓次郎君は本曾役員側か繁田武平君は募集
部側を代表し︑海老原丑之肋君は有志青年
部側を代表しそれぞれの立場から慰勢の挨
拶あり︒経リに持田欣久君の謝僻ありて盛
含裡に午後九時閉曾しれ︒此の倉に封し特
に松卒伯爵から金一封の御寄贈があつ士︒
深く謝意ん表す因に常日の出席者は左の如

持田欣久︑吉田熊次・吉田静致︑繁拙武半
旗江蔑次郎︑足立栗別︑脇谷義式︑大脇正
義︑江平林作︑海老鵬丑之助︑峨川斑吉︑
高梨惣助︑高木八太郎︑寺本興左衛門︑原
忠鰯︑新島六之助︑瀬戸峰次郎︑加賀美閏
光︑石原勘一耶︑高帳卒太郎︑中村芳三帥
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小趨翠峯︑兄山脈強︑︵溌起人︶
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一︑現代思想と仁義

◎十月十二日

午前九雌ｌ同十一時
一︑修養座談含

出した事は喜ふぺき現象であると思ふ︒因

の宥様︑ことに女子からも相岱に意見の頓

一︑課外識演

に誰漁雑記は後日印刷物にして︑礎識者其

同十一時ｌ同十二時

理鯉柳士男侭山川鰹次郎先生
午後一時Ｉ同三時

本支含にては本月三十日午後一時より豊

秋田支書報告

目下計劃中である︒

念街を開くことに決Ｌ︑具韻案については

岡公含堂に於て激育勅語御下賜四十通年記

他へ頒布することになってゐろ︒

一︑農村打開の強農翠博士東郷武先生
︑十月十三日

午前十時ｌ同十二時
一︑懇談曾

午後一時Ｉ同三唯
一︑貧富に虚する女子の道

立女子師範埋校に於て開愈せるが同夜六時

秋剛支愈十月例含

右開講三脚間共秋日和の晴天湖§誠に好

1

悪泉畢園長河井猶子先生
都合であつ菰︒聴講者の員扱は二百七十除
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記念畢曹紀要︵箆一茜巻︶

のは何時もながら︑何人も一諭すぺき有益

だ︒人間は現在の努力の鯉椴であると共恨

努力の向上や自毘か促されろと老ふ・へき︑

岡積善曾

襲行所埼玉腺入間綴豊岡町豊

四六版暇綴二十除頁
↑定償金五銭税二銭

Ｆワ︑可〃Ｏ

永久に封する自畳の努力である︒好最無に
塵して或は不景蕪に庭して雅陛心の持方と
その努力が必要だ﹄好景慰には何の考もな
く夢と暮して不景鋪になると泣言韮ならぺ
れがるのが俗人の耐だ︒之は寒心すぺきだ
著者繁田氏は夙に憂仙慨剛の士︑然も身は
寅柔↑Ｌ従事せらるろ鹿から震際に封する細
済界の豊富な知識と机合して︑雌に不景気
退済の通と題し︑鋤に我剛民に向って不景
気時代に庭する畳悟と自樋恥促す↑へく呼び
かけたものである︒人間は心の排ち方で不
景気４景蝋を招来し得やう明ろくもならう
不焼不屈の粘祁も菱ばれやう︒政府に依頼
しれり或は他人を頼りにしてのみ居るやう
な不心得では困る︒不景無な陣するも仲ぜ
ざろも鯛民の心の一つにある︒此の見地か
ら極めて具髄的に従地に就て番かれれもの
で︑趣味穴つぶりな誠物にして然も卓兄と
至誠が吐露されて居る︒此の書を試みて而
してよく硬行せぱ︑不景蕪拭聴じて好景無
となり︑泣斗言は耐の笑ひとならう︒而し
て剛は閥勾歳だ︒本然は空腹に鋤する川海
の珍味だ︒よろしく金五錨恥投ずぺ卦﹄であ

な諸論文に満たされてゐろ︒

菊版約二百頁仮綴︵非責品︑曾

員のみに分つ︑正含員は二回︶

駿行所東京市小石川厘丸山町

十一財閣法人明治聖徳記念筆曾
︵繁田武平氏寄贈︶

不景気退治の道一冊
繁田武平著

である︒景蝋は現ろものであるといへぱｂ

不最蹴不景紙鈍嘩で今や天下は持も切り

士︑古神通た開する一考察黒板坤士︲大稜の

溌潅記としてば雌米教育の現況林柳太郎博

得ないことである︒世の巾のことば綿て無

そ始めて人間の縄溶生涌に封する知識考慮

にしてもが好景蕪もあり不景窺もあってこ

上進歩といふもの︑も可能となる︒故に景銅

へ︑努力もし考腫も抑ひ︑而して即ち向

のだ︒これでこそ人生も様々の試練にも堀

殺風景と塞無に聾はれる冬もあるといふも

い︒砦称しい夏山あれば物淋しい秋もあり

何岬！︲欺梁い未ばかりだといふものぢや永

粥である︒何岬も柳の下に泥蛎ぱ居ない・

好景菜もあれば不祭蕪も来ることは止む恥

最も感副する庭であって︑邦家の士功拘に

紹介することに霊力されたことは︑吾々の

枠に脚本の緋祁文化悲欺女恥以て諸外剛に

あり︒此の称が大正元年刺立されてから

〃レメント氏其の他の欧文棚による論文

御遠忌中村助教授等あり︒此の他小野満一

縄澗と村政鳥羽雛士︑醍醐天皇と其一千年

本淵浴の史話中桐激授︑近世に於ける森林

詞に測れたろ敏の思想に就く御皿教授︑日

には︐加藤玄智伸士の生洞巡池あり︒叉舗

謹行の第三十四巻である︒収むろ所研究物

本禰は明治聖穂記念理命の昭和五年秋季

同曾編纂

明治聖籍

︵明当聖徳記念豊曾寄贈︶
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慶賀に堪へない︒其の他本誌に攻あたるも
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︵十月四日︶

１１１

堀田正恒氏

佐藤恒二氏

服部宇之吉氏

繁田武平氏

河津渥氏

匿江万次郎氏

月︑十月︶

〃１Ｊ鴫ノＫノＬＪＫひｒノ砧夕ｋノ︑／︑ノ１Ｊ︑ノＫ〃５ｂＦ︑■ｒ町ロ

︾本曾事業業報︾︵九
佐倉支曹講演曹

︵十月十一日︶

︵十月十一日︶

女娯岬士
副支令長
雷撃博士

本命刑愈曇

本命評議員

法撃蝉士

木曾主事

佐倉支曾長伯爵

⑳⑳⑬⑧⑨●鋤④⑧⑳⑬⑳④⑨●︑④④②⑭⑭⑧④

挨拶
現時ノ世相卜日本弘道曾
我園経済界ノ現況二就テ

不景気打開ノ道

園鵠二就テ

閉含ノ群

婦人公民権問題座談富

本書特別機開の事業

女子修養講ゞ座
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と編輯後工記

﹃ザ︒●一一Ｆ・

届﹄函一日

一誉圏︑一巻獣一↓；︸

・考に資することが少くないであらう︒矛子︑・・ずザ︷三雲

一声

柄諸先生の有益な意見泌伺︽︾﹀︒とか伽来涯一や抵吾樗一の似一て拳走

○婦人公民椎問題座談曾の記事は望外の原稿であった︒時節

雫錨ろ︒・戸︽︾●一綴︽一一息缶庫一一・一．蕊︑二言：

﹂己弔邑一

Ｆ皇呈−−︾唾定一
︑︒︲︐て︲玉︾︷毛．︒

○本競には美談方面にも意を注いだ︒忠勤物語等は其の一つ

﹃・酷︲﹃／

女史等の一文は趣味逓兼ねた有益なものである︒

稿を頂くことの出来たことは感謝に堪へない︒叉繁田氏中篠

○本銃には堀内中将︑高播少将︑宗像氏︑浅野翁等の特に原

に因める細斡に意と注いた鐸である●

れた︒叉井手氏には建園創業の詩を寄せられた︒以て柳か之

酋長の一文を初め︑足立栗園氏にも之に因める文章を寄せら

覗典を畢げらるるといふ意義のある年である︒本誌には徳川

し得るは慶賀に堪へない︒殊に本年は明治祁宮鎮座十週年の￥

く御毒ぎ奉りしが︑今も猶明治の佳節として団民等しく奉覗

○黄菊白菊薫る頃とし云へぱ吾産は明治の天長節として久し

』

○愈員の麓の原稿は寄らなかった事蹴這憾であった何卒諸君︾へ
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