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訓生先翁泊

今日道徳と云へぱ誰も知りたることの様なれども︑健にいかなるものが道徳なるかと問ふと

きは︑或は返答に差支ゆる者もあらん︒此道徳といふ者は古来より東西の聖賢皐士が数千寓言

を費して︑説きたる者なれば之を一言の下に説き識さんことは甚難し︒然れども亦之を言ふ乙

て行くことを言ふ葱︐︑鐘と

⁝︐︑蓋し人鶴腫動物：に鱗て蝿︐良書蒸愚徳嘩即ち仁義鰻

しば此

事⁝．是瞳鍾徳の臓畷と職適徳の膿と

智の性を天より受得たると以て︑其徳性の指園通りに行ふときは自然に道に協ふ乙とにて是即

麓にして即ち鍾薙

は何ぞｂ中庸日天命之謂し性圃率し性之謂レ道修シ道之謂鯵教と心此道と云へるは吾等が行くべき

泊と龍嘩ざるに非ず．余が霧ふる脈を以てするに道徳とは道に鯖

翁卿

生

に此道鶴を賃際腫耀用す愚に至︐ては︑時の古今鯛の東爾に催

て多少の輩異旗誉こと総ば

ず︑例へぱ西洋の道徳は東洋の道徳に同じからず︑古代の道徳は今代の道徳に同じからざるが

訓訓︾如し︒其同じからざる所以は如何︒蓋し道徳なる者は其固の圃騰と︑地勢と︑人情と︑習慣と

︑教育とに由りて︑其間に多少の蕊化を生ずる者なればなり︒今本邦現今の道徳を論ずるに富６
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固謄地勢習慣教育との開係皆之を論ぜざるべからざることなれども︑然るときは除ｂ冗長に流

Ｉ

るるを以て心今日は唯本邦圃民の性情に付きて論ずる所あらん︒
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も言ふなり︒此道徳の原理は古今を論ぜず︑東西を間はず皆同一にして鍵化あるァ﹂となし︒然

先も蓮徳顧︐︒古人が道之本§於失と言
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之を味臥得らるＬは竿れなり︒といふの︑真に其の然るを受えずむばあらず︒
今昭和五年の蒋に蝋の瓶る肥が如く︑日日刻刻に毒き去らむとするに常ｂ︑我邦閥鰐そのも

るの威更に深く︑情殊に長きは︑願念ふに共の真意︑固より他の鯛民︑他の民族に於て︑方今

在或し︑全圃正朔を奉して︑一世一元の制に擦れる一元銃の下に︑一年を送り︑又一年を迎ふ

日の鮮かに朱に似たるを讃ずるは︑人類自然の性情自から磯露して然る所に外ならず︒されば
暦を制し季を定めてｂ無始より無窮に亘るの時間に幾多の腫劃を刻する文化生活の進域に在る
の圃民に於て︑時序の更はるに威を深くし︑歳月の識くるに歎を長うするは︑さらに一段の意
義ある性情自然の謹露たりと謂ふ可し︒
然らば則はち軍に年数を算じ︑月日を記るし︑週間を重ぬるのみに止弐らず︑上限聖天子

に姿を重ね︑暑きに衣を薄くするの外を知らざる民族にすら︑月の新に眉の如きを迎へて拝し︑

告げむとす︒／花開いイ﹂春の求るを知りｂ葉凋みて秋の到るを悟り︑自然の推移を進ふて︑寒き

天は運ｊ地は稗じて︑日往き〃去り︑一年十二箇月︑三百六十五日は．今や勝に其の絡尾を

曹長伯欝徳

、

のたる天皇統治の中心にあらせた戎ふ︑菖世一系の皇統︑連蘇として天壌と典に窮まりなき
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を仰ぎ奉り︑我民族の租先より歴世を経てｂ子孫後代に互ｂｂ無限永劫に此の皇統を擁護し奉

つる畢固臣民の︑是奴亦血統の源泉を同くし︑遺徳の流脈を分かち︑皇統を中心としたる皇室

の家長を︑此の一大家族の主長と仰ぎ奉つること．千秋醐古に互りて未だ曾て減らざるは︑即
ち我帝園︑我民族の真面目なることを顧みては︑一年の去り一年の求るは︲直に雲煙の眼を過

くるに異ならずとはいへ︑一大家族の細胞時時に鍵移し︑一特立帝画の賞質刻刻に博承せらる

るを思いては︑鍵ずるものの鍵ずるに反して︑錘ぜざるものの愈鍵ぜざるに想臥到らは．蓋し

何人も更に一層の感を深くし︐一倍の情を長うする所なからむや︒
倫敦含議経ｂを告げて．所謂軍備縮少の海軍篠約は締結せられ︑曾議主席の全権婦朝して︐
圃民の大竿之を歓迎したるの後︑篠約の賂に批准を経るあらむとするに先だち︑一時植密院に

於て︲之が審査の際を以て︑圃防の甚だしき峡焔を生ずるに至るを憂慮し︑更に政府の軍備縮
少に依て得たる資金の一部を取り︑之を租税軽減の篇に充用せむとする言責の信頼し得られざ
るが如き態度を示しながら．此等重要事項を一の警告に止め︐途に積日の固執を一弛して︑批

准あらせらるＬを奏請するの議を決するに至りし︑鍵蒋極りなき時態の中に︑大多識を衆議院

に擁する政黛の黛首に依て組織せらるＬ内閣の首班者︑幸に一定不動の主張を一貫して．些の
稗回する所あらざりしも．亦鍵ずること恒友き世局の中に在て・依然鍵ぜざるの好賃例を示め

ならず︑農村の豊作と米債の低落とのために︑豊年却て凶年なりとの奇現象を呈せしむるに至

ししものなりとすべきに反し︑金解禁の鈴波崎漸次図民の賞生活を笹しく萎縮せしめたるのみ

りしと相待ち︑地方の疲弊その極に達したりと稗せられ︑中央の失業者亦其の数を加ふるの著

しきを告ぐるに至りしより︑此の如き現象の錘ずる所なくして．同一状態の愈加はるに外なら

軍
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ざるを．蕊しろ蕊ぜざろものよりして一緯して︑却て新に大に蕊せむことを渇仰するの傾向あ
るも．亦圃民性情自然の一礎露たる可し︒

一叉最も特筆大害すべきは．教育勅語換騒四十年記念の佳辰と︑明治祁宮遷座十周年祭を行はれ

たる明治節の昌日とを迎へ︑圃民道徳の規準と圃謄の本義とを昭示せられたる聖訓と︑此の
聖訓を垂れさせられたる希代の明天子叩治天皇の膿徳大業とを回憶追慕して．服膳純誠
と景行の至情とを新にしたること是れ也︒政治に於て．外交に於て働幣た叉経湾財政に於て．
如何に錘蒋極弐ｊなき局面と光景とを錯綜せしあたるにもせよ︑此の忘る児を得ざる最大記念
日に於て︑至大なる教訓の新たにせられたるはめ殆ど宇内各民族をして総て驚歎に値臥せしめ
し所なりと信ず︒加ふるに青年剛に封して賜はうし聖上陛下間ほ東宮に在まし腿時の令旨奉

戴五年の記念として．全風青年男女の代表者里香に慧穀の下に集合し︑畏くも御親閲を賜は
肱し光築と戚激との︑如何に蒋来幽蓮隆昌の扶翼に任ずべき後織圃民をして更に其の意気精祁

を新にしたりしかは︑恐らく中外を通じて同じく意料の外に在るべきを信ず︒昭和五年の一歳
に於ける最萌光輝あり︐又最も底力ある史賞の記録すべきは︑彼れにあらずして狗に此に在り︒
斯の如き間に崎天の霧震たりしは︑鍵ずることなき世局に︑一錘事として一時人心を驚動せ
しめたる崎首相遭難の一兇報是れなり︒幸いにして鱈痩日に卒癒に向かα︑時態政情固よう何

等の蕊革を見る攻きを得たｊと錐ども︑人心の現今に於けるが如き産業と事業との萎縮に憎み

ながら︒世局の鍵ぜむことを願ふの念甚だ切なるは︑願ふ者の現状に部すること除ｊに眼鋤な

るが篤めなるべきも︑隠忍持久や自然の機運を待って︑愛すべきの時に及び．始めて大に愛ず
ろに際曾するは︑蓋し賢明の期待たる可し︒

4
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第五十九議含はｂ此の如き時態と政局とを面前に展開せしめながら．召集せられも開院せら

れむとするの運命を荷ふ︒鍵ずべからざるものは︑如何にするとも人力の能くし得べき所にあ
らざるべきも︑鍵ずべきものの鍵ぜざるは．恰かも月改弐ｂ日新たにして・年も亦一蕊ぜむと
するが如く 鍵せざる〃ましろ其の本然に達ふものとして認めざるを得ざるくし︒鍵ぜざるも
のは．宜しく鍵ぜざるの意義を鮮明ならしむくく．錘ずるものは．宜しく鍵ずるの理由溌確賃
ならしむくし︒吾等の行くべき道は︑常に此に在て存す︒

是に於て乎︑昭和五年の一年を通じて・吾等に展示したる教訓の真に活きたる責例に富める
を回想し末６︐聴た感謝の情に勝へざるものなくむぱあらざるを．誰れか目して奇矯の言とか

なさむ︒按ずるに既往は皆是れ現在の厳師なり︒過去は総べて是れ未来の畏友たり︒人の無言
にして語る所は︑悉く是れ忠言ならざるなく︑その無舌にして告ぐる所はｂ正に是れ苦語にあ

らざるなし︒我日本弘道含の諸同人亦必らずや密しく是の観を徹すべきを疑はず︒
往くものは厳粛なり︒去るものは凄槍たり︒宇内に唯一あって︑更に二あることなき昭和の

元競を掲げて．長へに聖天子を奉戴するの異采真に六合を照らすの我帝圃睡我民族に於ける
御宇第五年の末尾に方りて．巌瀬なる其の訣別︑凄槍たる其の磯足を賎するには︑唯吾等最善

の努力を悉くし．久しく活きたる教訓を啓示して︑吾等を開導し来れる此の巌師︑此の畏友の

懇篤誠懲友りし冥誼極めて深かりしを顧み︑満腔の威謝を傾けて・絃に来るべき一年に努力し︑

以て感謝の責意を表するの一途あるのみ︒乃はち此の無限の至情〃一輪し︑我諸同人と共に謹み
て昭和の第五年を賎すと云爾︒

唱提の畢大幽海
5

で門戸を開放して︑人の園である日本人左ど入れて︑世界人

唾すべきでなく︑土地炭大に人口の密度少い土地の図は進ん

海圃大畢の提唱
わが日本人の中にはよく︑日本は土地が狭くて物資に乏し

らこれを抑へようとしてをる︒これは賃に仙界の平和を素し

しておきながら︑今では逆に鎖図主義甚採り︑正富の椛利す

０○Ｏ

いといふことを悲槻して語るものがあるが︑しかし世界は土

いふ意味で︑賞に海は無謀識のあらゆる物資を包含してを

自由自在に図民が飛躍し︑護展することが出来る︒しかるに

海はまた世界の公道である︒これによって世界の各方面に

か災害とかいふものは︑決して固定的なものでない︒必歩突

して人糞は努力もし︑資際力も川るのであるｃそれに困難と

における必然のことかも知れぬ︒しかしこの障害を破らうと

で︑米醐への移民が阻害されてをるのも日本民族護展の過程

しかし人生の雅展進歩には困難障害は必ずつきまとふもの

人道に惇る仕儀である︒

らぬ︒否利用させられぬ所があるのは遺憾の事である︒

至らうかといふ報道が仰はるのも︑よしそれが今資現なしい

あることを畳悟して︑鋭意に不断の努力を致さねばならぬ︒

とも︑しかし困難障害はわれらが営然通過せねばならぬ道で

破され︑排除される時機が来る︒今般移民法が修正さる上に

くので︑それに人口過剰とか︑土地狭小とかの特殊の事情が

すなはち米閏の日本移民に封する事資であるが︑元来世界

加はって鱒移が繁くなったのである︒従ってこれを阻止し防

の諸民族が各地諸邦に往来するのは︑人間天賦の活動性に基

現在この公道の一部が海外護展のために自由に利川されてを

てゐるが︑そは詮りに見解が狭い︒

る︒従来人袋は地上にのみ目をつけて︑物資に乏しいと嘆じ

る︒海とはヤマトととばでフクミより出で︑すべてを含むと

であるが︑御承知の如く

類の共柴共益をはからねばたらぬ

郎

米図の如きは︑はじめ日本の鎖幽を開いてこれを世界に紹介

五

が全部ではない︒そのほかに四方をめぐらす大きな海があ

川

地左らぴに地上のもの︑即ちわれ／︑の目前にあるものＬみ

○○つＯ

荒
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唱提の畢大固海

づけではないから︑時によって塗って行く︒善い方へ鍵つた

ぺき慶大なる舞墓が満たされて還る︒外圃のするところも釘

世界の各方面を眺めて見れば︑資にわが大和民族の活躍す

じ︑世界各国の人種醐情等を知らしめ︑海をもって伽通八達

うとする側きがあるが︑これなど蓮かに改めたい︒

るにも廉い匿い自由左船を捨て上︑狭い乗苦しい汽車によら

やうに仕向けることが必要である︑今日一般の人全は族行す

ならぬ︒・

それからまた畢生の近海乃至遠洋航海見畢の奨働法を講

かるに幸ひにして日本には人が多い︒その上繁殖力も弧い・．

とき︑これに進出するのが︑すなはち蕊展的の人物なのだ︒
００○０○○００
世人は日本に物資が乏しいといふが︑物よりも人である︒し

畑鳶たる大道とし︑世界をもって家とする気分を養成せねば

そして諏脳の働きも他の種族に劣らないから︑私は日本位ゐ

園策かの如くいふものがある︒土地が狭く物費が少く人また

いふ理由から人口の増加を悲観し︑これを制限するが営面の

しかるにもか上はらず︑慨間には土地か狭く物資が少いと

大望︑すなはち海中の勤柿物並に航海︑貿易︑船舶から移植

糟粕を嘗めて互に小競り合ひをしようよりも︑未だ開けざる

陸上のものは多く研究し講されてとるのに︑そのあとを逐ひ

これらの目的のために︑私は海図大畢を起したいと思ふ︒

少かったら︑一侭日本はどうなるといふのか︑惟界の大図日

開きたいと思ふ︒

民等海事に開する機開︑海図日本大進出機開たる海図大畢を

有望な前途を有する図は他にないと信じてをる︒

本もにはかに世界の小図となり︑遂に自滅に赴くのぼかある

ろ私は︑今春の特別議曾にわが民族の海外護展に開する建議

か上る考へをもち︑わが大和民族の海外護展を熱望してを

・天は決して職なく食なき人を作らぬ︑東海の洋上にある日

案を提出し︑百三土ハ名からの賛成を得て︑近来にない有意

主︽い◎

本は︑須らく恵まれたる海を封手に︑世界の各方面に進出し

義として多方面の共鳴を受けた︒私は今後ますノ︑奮進して

との目的のために毒したいと恩ふ︒︑

雄大剛健なる閏民を作ることを心掛けねばならぬ︒

先づ子供の時から﹁海﹂の知識を授けるやうにせねばなら
ぬ︒海洋︑船舶︑航海︑海産︑漁業︑海外諸図事情等を小畢
時から打込む必要がある︒

教科書へ成るべく多く盛って︑雄偉な罰民性の基礎を児童の
次に若き固民をして海に馴れしめ︑ 眼光を震く世界に注ぐ

I
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高橋節雄

比叡の如きものを念に減らさうといふのとは雲泥の相速であ

き特に数の少ない主力艦の中で而も十四吋砲を積んで居る

ては無用の長物で一日も早く捨てたい位であるが︑我国の如

も士一吋砲を積んだ古い軍艦であって︑最早亜米利加に取っ

脈で亜米利加の十八隻を三隻減らきうといふ其の三隻は何れ

減らして九隻にしやうと︑斯の如き約束が出来たのである︒

して十五隻にしやう︑日本は十隻あるから︑もつと早く一隻

早く減らさう︑亜米利加には十八隻あるから︑早く三隻減ら

る心現在英吉利には主力艦が二十隻あるが︑それをもう五隻

減らすのをもつと早く繰上げて減らさうと︑斯う云ふのであ

隻に︑亜米利加の主力艦も十五隻に︑日本の主力艦は九隻に

於て決めた通り︑千九亘二十六年迄に英吉利の主力艦は十五

になって仕舞ったのである︒結局戦艦としては華蝶頓曾議に

ものは通る筈がないのであって︑遂に共の説は此度は立消え

ふことに解せられるのである︒併し斯の如き道理に合はない

亜米利加の目的として居る太平洋を自由自在に歩るかうと云

て大砲だけは小さくして其の差額だけ燃料を津山に積んで︑

園際精榊上海軍
所で此度の脅議に於て三寓九千噸では除り無斐が掛り過ぎ

ナマ運河を通れるだけの大きさの軍艦を造って置いて︑而し

印燃料を深川に積込まうと云ふととに底るのである︒即ちパ

いふと︑十六吋砲を十二吋砲に下げた其の差額だけ石炭と油

うといふのであるが︑それは如何なる意味を含んで居るかと

の提案は大きさは其儀にして置いて︑大砲だけを小さくしや

小さくすれば軍艦も小さくしなければ底らぬのに弾亜米利加

なり︑十四吋砲が十五吋砲になったからである︒故に大砲を

申しく如く軍艦が大きくなった識は︑︑十二吋砲が十四吋砲に

而して大砲だけ十六吋にしやうと︑斯ういふのである︒鍵に

ろ提案をしたかといふと︑三寓五千噸は其の侭にして世いて

く軍縮の精祁に基いたものであった︒併し亜米利加は如何意

大きいものであるといふのが日本と英吉利の老へで︑是は全

も負捨を軽減することになれば︑奈隈の負捨の減じ方は資に

を十四吋にしやうではないか︑さうすると一隻に付て一寓噸

本にも英吉利にも起って︑二寓五千噸位にして大砲は十六吋

るから︑もつと戦艦を小さくしやうではたいかといふ蕊が日

F
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次に巡洋艦のことを申して見たい︒最近巡洋艦は非常に極

い︑而して速力の早いものを造ることに各剛共競争して居
ろ︒御承知の如く今日巡洋艦を見ると長さが非常に長く︑其
の煙突なども大鍵短い︑長細くて丁度蛇のやうなのは速力を
早くする篇めである︒又煙突が低くなって居るのは︑成るべ
く形が小さく見えるやうにする篇である︒即煙突が高いと大
砲の目標になり易いから︑成るべく小さく短かくし︑そして
速力は出来るだけ早くといふことを各馴共競争して居る︑現
に我図に在る大型巡洋艦は七千噸のものは四隻通即ち古聡︑

加古︑衣笠︑青葉等で何れも八吋砲を六町積んで居る︒外に
一寓噸のが八隻ある︒華盛頓曾議の際に巡洋艦も成るべく小

さくしやう︑一寓噸に制限しやうといふことになって︑華盛
頓曾議後からして世界各幽は一寓噸で最も兵力の弧い︑又最
も速力の早い巡洋艦を造ることを競争して居るが︑是が此度
の倫敦曾議に於て最もやかましい問題になった次第である︒

此の一寓噸巡洋艦なるものは︑主力艦が若し無くなった際に
はそれに代るぺきものである︒而して主力艦の如く鈍重なも
のでなく極めて撫快で︑而も大遊乃砲力を有って居るもので

あるので︑各閣共何れも之に力を注いで解るのは蓋し営然の
ことである︒随て華然頓曾議後始めて造る一寓噸巡洋艦は︑

どんなものを造るかといふことを御互に注意して居ったので

ある︒我国に於て最初に出来た艦は那智である︒それが一昨

年の御大典の際に横涜に於て行はれた観艦式に参列した際︑

丁度英吉利の東洋艦隊も式に参列したのであるが︑英吉利も

矢張り最新式の一寓噸巡洋艦ケント型を四隻持って来て参列

したのである︒其の際に最も注目すぺきととはⅡ本の那智に

積んで居る大砲が八吋砲十門であった事で︑是は日本の海軍

が非常に苦心をして造ったものである︒所が英吉利から来一に

四隻し一寓噸巡洋艦は何れも八吋砲を八門しか有って居な

い︑此虚に於て英吉利の海軍は日本の那智を見て賞に驚いた

のである︒そこで英吉利の艦隊は日本の那智鞍是非見畢さし

て呉れといふことを申出たとか言ふ事である︒併し八吋砲十

門積んで居るものが︑八門しか積んで居ないものと交換見畢

の如く日本の海軍は非常に苦心をして常に賃力の上に於て世

して見た所で篇にならぬから御断りしたといふ事である︒斯

界のどの図よりも秀いでやうと苦心して居ることが分る︒然

らば如何にして斯様な成績を得たかといふに︑日本の巡洋艦
に於ては銘だの住ふ部屋を減らしてまでも大砲の勢力を増さ

うとした結果であって︑此逢の犠牲的精祁は十分味はって戴

かねばならない︒外因人は衣食住︑就中鵬住を犠牲に供する

ことは容易にしない︒併し日本人は握りめしと梅干で以て戦

をしやうといふ固民であるから︑多少居住を犠牲に供しても

大切を砲力を殖やさうといふととに付ては誰も異諭仕ない︒
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か積んで居ないのに︑日本猫り十門積んで居る所以である︒

此結祁鵡印園に封する此犠牲的精祁に依て︑英吉利は八門し

は必ず亜米利加の七割以上の勢力を持たねば左らぬといふこ

といふととを考へなければならぬ︒それを此匪の含議に於て

簡単に補助艦といふのは営ら左い︑寧ろ荊来の主力艦である

が今後の海軍に非常に重大な開係に在るものであって︑之を

とを熱心に主張したのである︒然らば主力艦は華盛頓脅議に

此の一蔑噸巡洋艦は那智の外に三隻︑合せて四隻は川来上っ
は目下建造中である︒術ぼ将来建造するのが鳥海︑嘩耶等で

は何虚迄も七割でなくてはならぬといふのは如何なる課であ

於て途に六割で我慢をしたのに︑此の一寓噸巡洋艦に限って

て居る︒即ち那智︑妙高︑足柄︑羽黒で其の外に愛宕︑高雄
都合八隻︑何れも三十三節といふ大きい速力を有って居る︒

は極力それを主張したのであったが︑︲魚に曾議が決裂サーんと

いふととは其の営時も主張されたのであって︑殊に加藤肇椎

るがといふ疑問が起きる︒主力艦が七割でなければ左らぬと

併し斯ろ艦が斯様な大きい速力を有つと︑船鰐が耐へ切れな
いので︑我が造船家は非常に苦心をして届る︒那智を見ると

した時︑英吉利の全椛パルフヲアー氏が来て︑主力艦六割逓

御分りになるが︑甲板の線が前から後の方に下って︑後の方
は一称のカーヴをして居るが︑是が那智の船贈を弧くして︑

易交と歩るくととが出来るのである︒殊に航塞母艦を護衛し

り左平洋はまだ各剛共に十分防備を施して居ないから︑其鐙

であるかといふと︑其の時の現状の侭に太平洋を置かう︑詰

る︒此の太平洋の防備の制限といふことは一鰐どういふこと

倉議を纏める篤に調印しやうといふことで承諾したのであ

柿ひ︑そして尚太平洋の防備の制限をする左らぱ兎に角此の

たので︑結局六割は河に遺憾であるけれども︑之を補助艦で

たら多分此の話は縄まるであらうと思ってへ大いに力を入れ

た︒バルフヲアー氏は乗が付いて太平洋防備の問題を相談し

へて居る︑それは太平洋の防備に開する問題であると言っ

た所が︑我が加藤全椛は︑日本はもつと後に重大な問題を控

承知して貰はなくては此の含議が決裂するといふことを申し

而も速力を輿へるカーヴである︒此のカーヴを非常に苦心を
して渡明したのは我が平賀造船中将である︑同中将は此の曲
線の褒明に封して一昨年であったか畢士曾院の恩賜賞を頂戴
した狸である︒此の位我が海軍々人は縮小された我が海軍の
勢力を大きくする篤に非常な努力を排って居るといふとと淀
御承知置き願ひたい︒

而して此の一寓噸の大巡洋艦は︑ハワイから出掛けて来
て︑さうして日本の近海に来て行動をなし︑引績共の足でハ

て日本の近海に近寄り︑而して再びハワイ迄蹄ろには最も都

ワイに姉るだけの燃料と速力とを有って居る︒即ち一寓浬も

合の宜い艦である︒此の偉大なる勢力を有って届る大巡︑是

一
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に現状を維持し一Ｌ置けば︑将来平和を維持し︽て行く上に於てら出て来て︑日本の近海に現はれ所定の任務を経って悠交へ

楽であると斯ういふ事である︒それでは之が主力艦の行動とワイに蹄るだけの力を有って居るから︑其の途中に根擦地が

には戦艦しかないが︑此戦艦なるものは鈍重友もので︑町隻る︑随て主力艦は六割で我慢丑し︑ても︑一寓噸の巡洋艦は矢

如何なる開係があるかといふと︑主力艦と言２﹂も亜米利加あらうがある主いが︑それに開係左しに行動することが州来

なり六隻なり八隻なり練って一つの隊を組んで戦をするの張りそれと同様にといふととはどうしても出来ない︑況んや
で︑其塵に非常な強みがある︒然るにそれか一隻々全離れ離主力艦六割の弱軸を之に依って楠はねばならぬに於てをやで
れになると︑恰も速力の鈍い認がぶらりノ︑歩いて居るやうある︒

たもので︑濁りでは齢り効果を溌揮しない︒階て主力艦は必以上で大鰐主力艦と一寓噸巡洋艦とはどういふものである

て太平洋の防備が現状の侭であるといふと︑之を亜米利加で利加は此度の曾議の初めから一寓噸巡洋艦を十八隻請求し

ず艦隊をつくり離れノーになるべからざるものである︒而しかといふ大謄の黙は御理解になったらうと恩ふ︒而して亜米

八隻なり主力艦が隊を組んで這入らうとしても這入るだけの八隻都合士一隻合計十寓噸あるが︑亜米利加はそれに封して

申すならば︑ヒリンピンの如き或はグアムの如きは四隻なりた︒日本は前に申した通り七千噸巡洋艦が四隻︑︲一寓噸のが

設備が術はって居をい︑尤も色々設備をすれば出来るが︑現十八隻十八寓噸を要求した︒所が遂に其の十八隻を千九亘二

状の侭でそれが川来ないとすると這入ることが出来ない︒即土ハ年迄は十五隻で我慢をするが︑千九亘一千三年︑四年︑・

ち其の結果は主力艦の行動に非常なる差支へを生ずるので︑︑五年に後の三隻を一隻宛に起工するといふことを申出で︑日

随て此の黙に於て照米利加の主力艦の行動と非常に制肘する本は途に承諾をしたのである︒亜米利加が十八隻を申出て後

ととになる︒即ち此故に主力艦蛙ハ割で先づ表慢をして置か十五隻に減らし︑後の三隻は単に起工するだけであると言つ

う︑殊に叉補助艦が其峡鮎を捕って呉れるからと︑斯ういふたのは︑現在亜米利加には一寓噸の巡洋艦は殆どないのであ

結論になったのである︒．然るに此の一醐噸の巡洋艦になるとる︒それを今年から千︐九百三十六年迄の六年の間に十八隻造

主力艦と異り︑一隻交交離れ離れになっても係務に差支へならうといふので︑従来の縄験に徴し事責出来をい相談であ
い︒若し一隻々共になってもグアムでも︑ヒリッピンにでもる︒故に千九百三十六年迄は十五隻で間に合せるといふとと

自由自在に這入ることが出来ろ︒叉先程申すやうにハワイか〃︑果して譲歩の誠意があって言ふのかどうか頗る疑はし

い︒亜米利加は昨年十二月にやつとソートレーキ．シチーと
いふ一寓噸巡洋艦を一隻造り︑此の春に．ヘンサコラといふ同
じく一寓噸巡洋艦をも●う一隻造って︑やつと二隻になったが

筒ほ十三隻を千九百三十六年迄に造るといふととは仲俺骨で
ある︒況や其上に三隻造るといふととは殆ど不可能である︒
即ち此度千九百三十六年迄に十五隻︑それから三隻造るとい

たからといっても︑譲歩した意義は其間に少しもないだらう

それから潜水艦に付ては先程一寸御話したが︑我幽に取っ

と恩ふ︒

ては最も大切た潜水艦︑それが現在では七漢七千噸あるが︑

それを是非保有しなければ近らぬといふのが日本の提案であ

力を較べると︑暇りに六割であっても本営の勢力は五割にし

は品新のものばかりであるから︑其の艦齢に依って賞際の勢

に遥憾に思ふ︒若し六割を日本が承諾したとすれば亜米利加

あることは殆ど疑がない︒此の大巡洋艦に開しては吾凌は賞

十六年迄に三寓噸造換へることになるのである︒乃ち之を悪

隻も迭換へる必要がないが︑之に反して亜米利加は千九百三

いものばかりが残ることになるので︑千九百一一芋六年迄に一

ら比較的古い潜水艦を二寓五千噸引くと︑後は割合に年の若

ある事と能くノ︲︑御記臆願ひたい︒我国は七寓七千噸の中か

るｐ此潜水艦は主力艦六割の妖獣髭補ふに最も大切なもので

った︒然るに英米は之を五漢二千噸に下げて︑さうして御互
に同じだけを持つてゐやうといふやうに決定するやうであ

か徴らないことになりはしないかと恩ふ︒願くは此の大巡洋

く想像すれば︑日本に封しては千九百三十六年迄一隻も造る

ふことは譲歩に非歩して亜米利加自身の都合でやったもので

艦に開して将来日本に細の起ら底いやうに︑此黙に付て吾交

に随分津山の駆逐艦を造った結果︑其古物を今日は持除して

らす噸数は一見僅の様であるが︑其賞亜米利加は枇界大戦中

随分深山の逐駆艦を減らすやうである︒而して日本は其の減

次に駆逐艦のことであるが︑亜米利加は此度の脅議の結果

になったらしい︒大鰐各艦種に付ては右様の治様である︒
・而して日本は補助艦に於て亜米利加の略掩七割を保有する

十六年迄に一葛六千噸だけ造換へることが出来る﹄限ふこと

此度特に日本は提議をしてやかましく言った結果︑千九百三

入換へをすることになるので︑是は誠に不都合である所から

ことが隅来ないやうに制肘し︑亜米利加は其間に一寓噸だけ

︑ロ凸

は非常に懸念して居るのである︒

各所の軍港に繋留して居り︑如何にしたら此の駆逐艦の始末
の含議か起ったのである︒即常然捨てなければならぬ駆逐艦

加は世界大戦中に造った鯉巡洋艦︑駆逐艦が津山あるが︑日

ことを認められたと言ふけれども︑先程来申すやうに亜米利

を付けることが出来るかといふことを考︿て居た際に︑今度
を捨てるのであるから︑特に亜米利加が津山の躯逐艦を捨て

三
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本は毎年ぽつ人Ｉと補充して居た篇に︑比較的船が新しいの
で︑側本は千九百三十六年迄の間に鞭巡洋艦並に駆逐艦の代
換が僅に三寓噸に過ぎないのに︑亜米利加は其間に九倍に堂

ず︑此後何時淫山の軍艦を造らうと心配はない︒所が日本は

今日でも工業は比較的幼稚で︑而も海軍としては英吉利︑亜

割といっても賞際の勢力はもつとそれより低くなることを吾

げて居たのであるが︑先年華盛頓曾議で以て軍備を縮小した

になった︒即ち軍艦を辿為篇に一尺の工業を三尺の虚迄引上

一尺の時に︑三尺の高さの軍艦を造らなければならぬこと

米利加と競争しなければならぬ︒即日本は元来工業の高さが

共は非常に恐れるのである︒之に開しては叉更に日本から色

篤に聯此の工業は今では二尺の塗迄下って居る︒所が今度更

る二十七寓噸の代換を必要とする︒故に日本は亜米利加の六

廷申出た結果︑日本はそれ蚤でにもつと津山入換へをすると

迄下がるので︑寓一海軍休息期が識きて︑十年以前のやうに

に軍備を縮小するのであるから︑此の工業は又元の一尺の虚

次に造船の状況に付て一言申して置きたいが︑英吉利︑亜

いふことに話が翻ったやうである︒

米利加︑日本の三園の中で言日本は今申すやうに毎年艦を造

製艦が出来るが︑日本は容易なことではない︒故に日本の工・

製艦競争の時代が来たとする︑英吉利︑亜米利加は何時でも

いふととは容易に想像出来る︒今一つ重要なことは英吉利は

いて或る程度迄維持して行かなければ︑いざといふ時に直に

業に封しては常に何かの刺戟を典へ︑何ものかを造らせて置

換へる数が少ない鰯に︑造船術に封して非常に窮境に立つと
昔から強大な海軍を持って居た剛である︒昔の艦は大抵帆前
船︑即ち木造で︑英吉利の海軍が帆前船であった時代には英

へなければならぬといふこと左能く記憶して燈かれたい︒斯

困ってしまふ︒故に我国民は之を日本の画策として大いに考

共もの上やうな艦になったのと並行して其工業も段共溌達し

議に封して︑十分の誠意を披涯して出来るだけのことをして

くして日本は不戦膝約を川溌鮎として居る所の今度の倫敦曾

吉利の工業もまだ幼稚であったか︑それが今日のやうに機械
て来たのである︒即斯の如く漸次並行的に蕊達して来た英吉

来て少し蝋差支ない︒叉亜米利加を見ると︑海難を持つやう

其儀行って居るから何時軍艦を造っても同じやうなものが出

と︑戦争を図の政策を遂行する具に供しないやうにといふ約

常に遺憾なことである︒一僻不戦篠約とは何であるかといふ

本の最小限度の骨壷でも削るやう左有様に立至ったことは非

居るに拘らず︑英米は尚ほそれを以て足れりとせナ這逢に日

になったのは極く近年であるといっても宜いが︑此図の驚く

束である︒我国は古来国策を遂行する篇に戦争を道具に使つ

利の工業は︑暇令数年間軍艦製造を中止しても︑工業状態が

べき進歩した工業は︑今日綬令製艦を中止しても微動だもせ

−
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る必要もあったのかも知れない︒所が尚も国策の鱒に戦争を

閥策遂行の馬に︑又征服の篇に戦をして居たのである︒従て

に欧米各固は全くそれとは事晴を異にして︑つひ最近までも

家の渦立を維持する篇めに己むを得ず戦った戦である︒然る

たことは左い︑日清戦争にしても︑Ｈ藤戦争にしても諺皆幽

である︒斯様な状況であるから︑此度の曾議の結果に付ても

に亜米利加の研究に依って表明されて居ると申しても宜い位

想像される︒即曾議に於ける雨醐の主張の意義が︑最も明白

何なる意味があるか︑叉日本の提議の根捺が何虚にあるかが

る︒之に依って見ても倫敦曾議に於ける亜米利加の主張に如

が七割以上であれば︑亜米利加は勝算少なしと震表されて居

ら︑如何したらよいかと賞に心配して居る︒能く私の巾すこ

吾盈は若し日本の兵力に不足才感するやうをことがあった

戦争を図策の道具に使用しない馬に︑不戦催約を成立せしめ

とである︒今日其鮎に於て最も注意すべきものは︑亜米利加

しようとするものがあるとしたら︑夫れは誠に容易ならぬこ

る時は︑名は平和でも賞は奴隷の平和である︒兵力が雌りな

とであるが︑彼に蕊つ力除りあり︑而して我に防ぐ力足らざ

いとしたら如何したらよいか︑餌民は賞に大いに老へなけれ

の支那に於ける機曾均等︑門戸開放の剛策︑彼のヘー︑ドク
殊に世界大戦後︑共の蝶常なる商品を捌く鴬に支那に目を付

ばなら砲ととである︑吾交は一方に於て餌際精祁を考へると

トリンと稲せられる馴策である︒亜米利加は風力溌展の鴬に
けて︑機曾ある毎に支那に於ける門戸開放︑機曾均等を叫び

れず︑而して世界の舞嘉に出るのでないと最も大切な時に最

同時に︑一方に於て自図の図力の護展といふことを片時も忘

も大きい遺憾を感ずる︒吾共は願くは此軸に能く留意して︑

ある︒而も亜米利加の議曾に於ても屡交公言されて居る通
り︑此の図策を維持する鴬には東洋に於ては日本と衝笑する

うに十分注意せねば斑らぬと忠ふ︒甚だ詰らない御話であっ

益益我海軍の力を弧くし︑︑一朝事ある時に引けを取らないや

共の国策に向ってずん人︑進んで居る事は普く人の知る所で

ことを蝿悟しなければならぬ︒随て亜米利加の海軍は日本に

たが︑大略共逢の開係を御話申上げた積りである︒︵鯵︶

封して攻勢を取らなければならぬので︑其の諜定で亜米利加
の海軍は計霊されて居るのであるといふことが繰返へし言明
されて居るのである︒此の固策遂行に開する海軍の研究は随
分露骨で︑文書として世間に公開されて居るものも津山ある
が︑それ駐見ると︑皆日本の海軍の勢力が亜米利加の勢力の
六割以下であれば︑亜米利加は必ナ勝つが︑若し日本の勢力

Ｉ

一 一 へ

14

かろ得れらあ高てLに何如は徳道の民国

宗像逸

画民の道徳は如何にして高められ得るか
教育に開する勅語が御下賜せられて四十年を経たる今日︑

の聖旨に基づきて団民思想が統一せられ︑圃民精榊が旺盛で

上せしめられた効果の偉大なることは︑今更に讃嘆感謝を禁

出来得るものでない︒外面的物質的事業や或は或程度まで椛

勿論思想や道徳の向上推歩は︑其の性質上本来簡単容易に

に因ると申さ時ろを得ない︒思ふて錘に至らは︑此の聖勅が

至大なる指導原理となりて︑園民を努力精進せしめられたる

今日の其れは非常なる護達を見て居るが︑是れ亦此の聖勅が

複雑多岐の考察研究と要するものである︒然かし並には他の

して錆祁道徳の生活は経済生活祇曾制度と和開不離の性質を
有するものであるから︑思想や︑道徳向上の問題は︑極めて

勢上︑経済的に証嘗的に鍵動混乱が激甚なる賞状であり︑而

は一層複雑多難なる性質のものである︒殊に現代は世界の大

ざること淀得ない︒

過去四十年間に現はせし偉大なる威力と効果に封して感激せ

此の問題に開して所見を述ぺたい︒経済生活も祇曾制度も其

自の修養に待つ外はない︒然らば何を円的とし如何なる方法

国民思想幽民道徳の向上進歩は︑其の教育教化及び図民各

の改善は結局閲民の精祁的道徳的識育教化及び修養に待つ外

如何にも鍾憾且つ恐擢の至りである︒勅語には﹁脹爾臣民卜

寧ろ悪化退歩したる方面あることを恩はしむるものあろは︑

によりて之れ一と行ふべきであるか︒之れが奮際問題であるが︐

含的状態を考察するときは︑此の聖旨に副はざる所多く︑四

倶二拳全服暦・ン一ア威其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾プ﹂と仰せら

之れを大鰐について言は堂目的は人間道日本画民道の何たる

凌いからである︒

れてあるが︑今日の人心世相は此の御期待に適はざるものが

十年の歳月を以てして今筒聖旨の御期待に通ふこと能はず︑

然かし又他の方面から現在の闘民思想︑及び其の道徳的牡

方面は暫らく措きて︑国民の教育教化及び修養の方而から︑

あったに因り︑又四十年前の国力及び文化の程度に比して︑

し得ざるものがある︒例へば日清︑日露の戦勝の如きも︑此

面目に研究考察して其の劉策を誌せねばたらぬ︒

頗る多いではなからうか︒それは何故であらうか︒之れを真

郎

力を以て行ひ得べき法政事業に比して︑思想人心の改善向上

過去を回顧すれば︑此の勅語が園民の思想を統一し道徳を向

一

行ふことが人生の目的であり︑随って教育激化修養の目的で

り圃民たるに絶謝必須の要件である︒之れ遊守る所に人格も

く︑日本団民道許一行はねば日本圃民でないから︑道は人川た

かを知り之れを資賎するにある︒人間道を守らねば人間でな

に念じ︑常に求むるに至るのであるが︑更に念歩ろときば一

敬ては行ふに至り︑行へぱ必ず梁みを受え︑楽めぱ之れを心

かに道を知らぱ信ずるに至るのである︒信すれば敬ふに至り

至らねばならぬ︒楽んで念するに至らねばならぬ︒資際明ら

らねばなら酒︒敬して行ふに至らねばならぬ︒行ふて楽むに

に篤く念ずるに至らざるを得ない︒されば此の道に封する知

暦深く之れを知り︑篤く之れを信じ︑敬ひ︑行ひ少築み︑更畢

幸幅も護展も質の生命もあるのである︒されば道を知り道と

ひ︑道を念して其の資行遼努むるにある︒一言に之れを言へ

ものであるが︑其の循環を反復するによりて精刷生活道徳生

活は屑一層螺旋的に向上護展するものである︒されば締測道韮

信︑敬︑行︑梁︑念の六種開聯の心理作川は循環的に活動する

徳遂向上牡んと欲せば︑此の六種心理を悉く活動さぜねばな

ば聖勅によりて道の何たることを知り︑拳糞服腐して其の質

へ給ふてあると信ずる︒余の本文を草する所以も賞は主とし

へられると共に︑拳を服暦の御言葉を以て貴賎の心法をも訓

い︒即ちたとへ遁遊知ると哨信赤るに至らぬば進行は巾断す

らぬ︒其の一を縦くも決して其の目的を離し得るものでな︑

ひ行ふともそれが梁みとならず苦しみであるならば行も長く

る︒又信ずるとも敬ふととなくぱ行と左りて現はれない敬

知︑信︑敬︑行︑楽︑念の生活は期せられない︒

績かい︒又心に念じ常に之れを志求せざれぱ︑更に一屑高き

此の見地より従来一般の閣民的教育教化の状縄を観察批評

するときは︑尚其の用意工夫の足らざるもの多かりしを恩は

り直ちに行を求める態度であった︒即ち知らしめて直ちに行

ざるを得ない︒鼓に詳論の暇は産いが従来一般の状況は知よ

を求むる風であって︑逆を信じて之れ溌敬ひ︑之れ溌築み之

先づ聖勅によりて道の何たるかを知る淀要する︒明らかに

道を知りて道を信ずるに至らねばならぬ︒信じて敬するに至

六︑溢走念すること韮要する︒即巧念韮要する︒

五︑謎か楽むこと恥要する︒即ち梁を要する︒

四︑逆走行ふことを要する︒即ち行を要する︒

三︑弛か敬ふことか要する︒即ろ敬避要する︒

二︑通か信ずることを要する︒即ち信延要する︒

一︑猶を知ろことか腰する︒即ち知を婆する︒

が魚には左記六種の心理道程を践むことを必要とする︒

大淵に申せば右の通りであるけれども︑道を知り道を守る

て此の拳を服暦の心理心法についてｒある︒

践を努むるにありと申すべきである︒聖勅は道の何たるを訓

腿もある︒然らば之れを守り行ふの方法は如何と言はｒ道を敬
かろ得れら功商てしに何如は徳猶の民圃
15

16
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れを念じて之れに精進すぺき心理心法の指導と︑其の資修に

必ず他の馬︑肺曾の篇に善を篇さねばならぬ︒他の魚牡愈の

が有機的開係である以上吾人が自己を向上善化させる馬にも

ねばならぬ︒されば吾人は共同的に人間道︑日本園民道を善

耽愈閲家の向上善化は吾人の共同事業連帯責任であると言は

思はれる︒然かし道徳教育︑道徳生活の鴬には道を知ること

開しては︑割合に注意と研究閑職と努力とを致さなかったと

重要なることは︑道を信じ敬ひ楽み念ずろ教養及び賞修であ

修精進して勅旨の如く皆共徳を一にするに至らんことを期す

い︒此くの如く自他は開聯し祇含は一鵠のものであるから︑

る︒然るに此の最も重要なる方面の研究経験は寧ろ閑却せら

ぺきは明らかである︒此くの如く批曾の向上善化は献禽細隠．

馬に善を鰯さねば自己を善化向上させることは絶封に出来な

れて居たと恩ふ︒之れでは決して虞に道徳心を養成すること

の共同責任ではあるけれども︑然かし其の中に分播を異にし︐

の重要は勿論であるが︑之れと同様に︑否之れにも優さりて

は之れを知るのみで行はれるものではなく︑之れ碇信じ之れ

にはならず︑随って其の賞行を高めることは州来ない︒道徳

群︑操狐粁︑各稚祇曾の上長考︑及び一般家庭の父母等は共．

之れに概重先後の別なきを得ない︒教育︑教化︑政治の常局

の責任上先づ道の修行者精進者でなければならぬ筈であると

逓敬ひ之れを楽み之れを念ずるによりて︑之れと行ひ之れを

同時に︑彼等の善修精進は其の及ぼす所の効果も亦特に大な

高めることを得る＄のである︒是れ教育者︑激化考︑政治家
らぬ所である︒

更に特に蕊を大にして言ふべきものがある︒共は今日及び

るものがある︒

及び世の父母上長者及び一般耐曾の今後厚く意を致さねばな
世の父母や教育教化及び政治の営事者其の他就曾の上長者
は各盈其の分措に於て︑園民の教養指導に任すべき者である

って︑時代を救ふものは此の外にないと言ふとと是れであ

る︒今日物質主義が流行すると共に︑物質生活難が叫ばれ︑

今後の時代は︑道徳生活精刺生活の向上が益↓々緊急重要であ

物質科畢︑機械工業︑資本制度が溌達して︑一般の物質文化︑

が︑他を教養指導せんと欲すれば︑先づみづから道駐精進せ

は壮曾的生物であり︑自他は有機的忙開聯して居るから︑自

他をして之れを行はしめんと求めた黙であった︒恩ふに吾人

には文化漸く燭熟して世道人心の綱紀が額敗し︑貧篇上下を︑

は異常長大なる進歩を見たが︑一面に努資闘争があり︑他面

ねば左らぬ︒従来一般の通弊はみづから之れを行はずして︑

己の善化は他の善化とならざることなく︑他の向上は又我が

通じて一般に人心に信係なく生活に安定が底い︒蓋し是血は．

向上を助くるとと必然である︒自己の完成は他をして完成せ
しめ．他を完成せしめることが即ち自己の完成となる︒献曾

かる得れらめ高てしに何如は穂道の民園
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営然の趨勢露結である︒何となれば人間は本来物質生活者で
したる現代の思想︑現代の文化を以てしては到底行き詰まら

あると共に精祁生活者であるから︑物質主義や物質生活に偏
ざるを得ないからである︒換言すれば物質主義物質生活に偏
して居ては到底人剛性を完成し人間的生活を満足させること
は出来るものでない・されば之れを救ふは今日の急務であり
時代の必要であるが︑其の救済の道は畢寛人間道日本固民道
を明らかに知り︑信じ︑敬ひ︑行ひ︑染み︑念じて之れを精
進する道徳生活︑錆祁生活の外にあり得ない︒物質生活は勿
りて求め得らるべく︑之れを措いて求むる道はあり得ない︒

論人生の幸幅も護展も直生命も地上天図の建設も皆之れによ
宗教の如き精祁生活も人心本来の要求でもあり︑時代人心の
人である限り︑道徳の道を資際に念持精進することは寓人共

救済の鳶に尊重すぺきは言ふを侍たぬが︑然かし現資の世間

代は之れを一言にすれば道徳の時代でなければならぬ︒時代

通普遍の絶封的要求要件でなければならぬ︒されば今後の時

ぬ︒而して其の道徳と言ふは前述の如く知りて信ナペく︑敬

を救ふものは道徳であり文化の蹄趣も亦道徳でなければなら
ふて行ふくく︑梁んで念ずぺを敬信の道︑行楽の道︑念行の

逆であるから︑之れは道徳的信念の道である︒他の宗教や皐
読は此の信念に兼て信ずるは各人の随意であるが︑此の道徳
合

的信念丈けは何人も之れを持たねばならぬ︒此くして蒋来は

杜曾の一切が道徳化されねばならぬ︒教育教化は勿論︑政治
も経済も杜含制度も畢問も葵術も皆道徳化せられるに至らぬ
ば度らぬ︒此くの如く耐曾の一切が道徳化せられるに随って
各人の人格も生活も向上し家庭も就曾も園家も乃至世界全髄
も健全化し度の文化の褒展を見るに至るであらう︒．
由来日本の園鵠は道徳醐罷である︒国家吐曾を蕊げて道徳
化することが其の本来の正鵠であり其の一貫の理想である︒
上述〃如く一切を道徳化することは我が園鰐本来の要求であ

之れを剛解すれば左の通りとなる︒︵以ド次鍵︶

ると信ずる︒

想理と鴎正の篭園が我

〃〆宮＄︑

田武平

して︑薫蒲を鐸ば歩之を鰍迎し︑奮物一洗に走って︑玉石を

考察することが必要だ︒明治の初年は両洋文物の輸入に急に

如何にして彼の勅語が漢渡せられたか︑先づ営時の事儒を

◇

しつＬある︒是は我を団民として獣止することは出来ぬ︒

だ︒夫がために︑勅語の御精祁を没却し︑聖訓の光輝を減損

語と呼稲して居るが︑熟盈老へれば︑其の稲呼が甚だ不適

は︑儲かに共の主要なる者である︒此の勅語を一般に教育勅

十周年左迎へた︒道徳の大本︑教育の基準諸示された雫や勅語

聖帝の御偉業＃手短かに言ひ課す事は不可能だが︑華に四

明治聖帝の御洪護に依る事だ︒

斯かる名響を博し得た所以は何れにあるか︒言ふまでもな

速に道徳勅語と改穂すべし

世界三大海軍の互頭が︑ラヂオに依って軍縮の放送を行っ
たが︑その一音響ば︑如何に世界人の鼓膜を刺激したか︒平和

の霊索が全世界を被うて︑軍団主義的精祁を少くも千九百三
十五年までの間︑完全に幽閉し得たといふととは︑職に職善
穐讃に値する快事である︒
◇

由来白哲人種は︑黄色人秋に封し︑嘩倒的封度瀦持し︑容
易に剥等的地位を典へたかつ方︒然るにロンドン脅議には︑

日本が英米の二大弧閏と共に︑樽弧折衝︑平和の蕊明に︑重
要なる一役を果し︑世界三大弧鯛たる貫藤を︑団際間に示し
得たことは︑黄色人種のために寓丈の索を吐いたもので︑函

る︒

繁

奮套に飽きた口を以って︑欧米の文化を味ひ︑其の新趣に胸

判ぜず之を廃棄した︒営時の頴職大官は︑多く批年気鋭の士

Q

I

民としては勿論戴洋人としても︑絶大なろ誇を感ずるのであ

◇
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Lぺす稲改と語勅徳逆に速

ぺしす禰改と語勅偲道に速
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をと瞳ろかしたことであるから︑改革の斧が時に破壊の銭と

中にも兼営り困惑したのは︑教育者であった︒従来の儒教

通遂交附す能く

勅語を下だしたまひたるに付共謄本及本大臣の訓示各一

今般教育に開し

勅語の喚装せられた翌日︑芳川文部大臣ば直轄畢校に封し

◇

道徳の経典畢校教育の憲法が大成せられたのである︒

意に満たぬ所があれば︑更に改訂を命ぜられ︑斯くして廠民

熱心なる︑一宇一句の末までも︑御深究遊ばされ︑少しく聖

経て︑聖旨を陣へたものが即ち彼の勅語である︒聖帝の御

元川永学︑西村茂樹等の畢春が加はり︑旗亜なる研究討議を

られた︒榎本文部大臣から︑芳川文部大亜に亙り︑井上毅や

文部大臣に︑道徳の基準教育の方針を確立すぺきことを命ぜ

明治聖帝は此の形勢について痛く叡慮を悩まし給ひ︑時の

だ０

確立といふことが︑地方長官曾議にまでも持ち出され↓たの

がために︑其の去就に迷ったのも尤である︒遂に徳育方針の

基いたものか︑事が除りに重大であり︑差が殊に多大である

主義に擦って子弟を教育すべきか︑夫とも亦欧米の新思想に

某大官は極めて熱心に︑日本語を英語に改めようと主張し
た︒是には心酔論者もさすがに賛成を躍跨した︒忠告や駁撃
の言には少しも耳を籍かい剛の者も︑一たび外人の一喝に倉

が湧いた︒けれども大官は主張を容易に曲げなかった︒邦人

ても︑営時の風潮を察することが川来よう︒

ふや︑直に主張を翻したといふ事賞がある︒是の一話に依っ

◇

西洋文明の調歌に依って︑著しき動揺を来たしたものは︑

東洋所産の道徳観念であった︒何でも皆両洋に限るといふ蹴
純な思考であるから︑祁道儒畢沸教などは︑片端から排斥ぜ
られ︑是等に依って養はれ培はれ来つた園民道徳も亦︑奮時
く者を撚儒と潮り︑英米の功利主義や︑俳人の自由民椎や︑

代の順物として蔑硯せらる氏に至った︒従って忠孝仁義を説
基督の教義を高唱する者を︑改進達識の士と崇めた︒是を以
って図民の思想は大に動揺し︑道徳律は基準を失ひ︑右せん
か︑左せんか其の趨向に迷って了った︒
◇

◇

◇

化し︑恩ひも寄らぬ失策を演出することも勘くはなかった︒

I

ー

聖意の在る所をして貫徹せしむぺし．

といふ訓令を嚢した︒是は文教の常局者として常然の務で
あるが︑何時か知らす︑教育界のみの勅語の如く誤解せらる
上に至った︒

彼の勅語は賞に図民道徳の大本と︑建園本来の面目を明に
せさ迂給ふたもので︑僅か三百十五字に過ぎぬけれども︑古
世不磨の経典である︒四十年後の今日之を舜荊して︑時代指

今の大道東西の倫理を︑抽擁網羅して遺す所がない︒賞に寓
導の露光が赫凌として︑人道を照し図比生活の針路を明示せ
らる上事を弧く深く感侃致すのである︒されば日本臣民とし
ての心得は極めて簡単だ︒たぜ勅語の奉鵠者となればよい︒
勅語の人格化︑之だに出来れば充分である︒

近来の世祁に封すると︑誠に慨歎に堪ぬものがある︒文弱
の汗風が青年間に侵潤し︑矯激なる思想が就曾に波打ち︑或
は享楽に耽り︑或は危言を窓にし︑動もすれば賦曾の審寧を
素り︑国家の護展を妨ぐるの所篤に出でんとする者がある︒

是は賞に我を閣民の深憂大患だ︒之を匡救せんには聖勅の御
精祁を普及徹底せしむるが第一策である︒

て正しき責が筆るのだ︒

子も﹁必也正し名乎﹂と言って居る︒正しき名に依って︑始め

るととが第一だ︒︑名は資の賛として軽んずべをではない︒孔

適の冠詞を使用する罪である︒されば先づ砿しき稚呼に改む

係なきものＬ如き謬見注抱いて居る︒之は﹁教育﹂といふ不

然るに世人は聖勅を畢校の専有と誤解し︑剛民生活には開

◇

信するのである︒︵昭和五・二・三日稿︶

聖帝の叡旨に奉答し︑聖上陛下の崖襟を安んじ奉る道と確

行を律せしめたならば︑瞳悪なる世風は自か信改窯り︑平和
昌盛なる安楽世界が打開せらる上であらう︒是が即ち明治

り斌曾といふ大世界に移し︑日常生活の経典として︑一言一

するが︑通常と信ずる︒若し道徳勅語を畢校といふ小範園よ

して居るが︑余は判かり易きを旨として﹁道徳勅語﹂と改稲

田中智畢先生は夙に激育勅語と言はす︑特に﹁勅教﹂と榊

◇

◇

◇
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尊王愛風諭鐸義
ムチ

伽二窮民

結明原著
忠助編述

澗飢ヲ煽動スル考有ラントス︒其ノ既一一護スルーー及ンデ︒逮

﹇回Ｈ周一茶園川裾跨足吟恥徴賦鯖趣叫爽造︒銭貨↓製一

ジ︶培克一噸吟銅誕凋︶惟惇︵陳︾ルォ︶迩逃︵準廼

ご穿綴︵季ス︶姦充︵署︶罪戻︵砂症︶逮捕︵嘩一私痘︶生息︵垂咋

一周崎周一非費︵霊︾抄抽上︶流離奔散︵梱坊私劫庶︶間里︵垂

也︒

破産迩逃日二多ク︒而シーア君亦其ノ弊ヲ受ク︒是し必然之勢

享ク︒若之二反シ緊欽培克︒庶民ノ惇惟ヲ願ミザレパ・則チ

息︒其ノ富庶ヲ期スレパ︒則チ民富ミーテ而シーア君亦其ノ利ヲ

ピ

賑ご窮民印固不レ失し篤二圃家之米粟一也︒海内之庚︒

捕征珠︒兵ヲ刑ヰ財ヲ蕊スルハ・之ヲ未肪ノ先二治ムルニ執

テチク一アクノテレ

他︒倉庫ヲ礎キ窮民ヲ賑ハスハ︒間ヨリ醐家亥米粟駕ルヲ失

両側凶周一財ヲ散ジ錨ヲⅢムハ・費二似一ァ而シテ費二非ザル

勢也︒

樵惇↓則破産迩逃日多︒而君亦受二其弊や是必然之

富而君亦享二其利圭若反し之緊鮫培克︒不し顧二庶民

臨咳民︒厚悪而薄賦︒休養生息︒期二其富庶圭則民
ミ
テテクノヲシシニレクハミノ

手テ人ルハラレゾヤムルニヲ二し
誰︒用し兵躍修財︒軌到若治二之於未萌之先王夫君之
ムニシ・一プテ
セパノラ

ニーフンｈｒシニうりニハ

ルーカラゲナフ錘ンパンデーテハナチ

若レゾヤ︒夫レ君ノ民二臨ム︒厚悪シテ而シテ簿賦︒休養生

里二横行シ︒穿謀認盗自ラ罪戻二陥り︒或ハ姦充ヲ達ウシ︒

苛モ時二及ンデ而シーア之ヲ救ハズンパ・則チ将二流離奔散間

ハザル也︒海内ノ魔キ︒飢餓二迫ル者勝ゲーア計フ可カラズ︒

佐藤
佐藤

一

遁二干飢餓一者不似可二勝計地荷不二及レ時而救ワ之・則

キ

〆、

粥罪有下硫離奔撒横二打間里至穿綴溌盗潤棚一罪戻や或
遥二姦究牢煽︒動祇凱一者圭弓︒及二其既蕊↓逮捕征

ハスチヨリルハルテ

一胤川四散嘩恥伽か窮電処ソ鋒恥鵡馳鍵也．蕊一一零倉塵一

九

デフチケ迦担チタナレハチ
ナフ凡ス子

賎︶ク近雷壁紗盈縮不ゾ常︒頗撹二錘民産↓乗井好剰喜一調︲鋼一徴賦︵樫州鑑一毒ノ︶交紗︵錨蛎︶盈縮︿峰裟諏訓唾︶

・ン

聾交紗↓以補し之︒貨幣多則物偵貴︒貨幣寡則物債所ヲ知り︒各共心ヲ民事二識クス︒良法卜謂フ可シ・﹂
命●

略漸禰．吉咽盆雲苓富・ず貧録々貧麺価膏吏織球唖日噸走粂井好利︵訊雪湖弛汽言潅麺蓉吟峰︶害嵯呼競︽誇蒜君︶術程

其門↓小民典一衣物圭湾二田圃一尚不ン能ソ給・ス離し業雪唾恩貸之制︵一云渉奉渥浬殿最愈撚迦流亡︵︽勢売討
ツテ
レラ

逃ゾ籍︒父子兄弟不ゾ得二相保韮答嵯呼読杭斗樫子道ョ︶
二ズレパチススレパチジクノチフ︑
峨恥繊州叩蕊鯉念捌鍛岬製蟻峨一個粗鼓叉如一圭之館圭従不一救揃葱畜

テノラへ．ラ

案︒安得二悉復婦一乎︒椴使二復蹄一無二共産一則
カラシープタン
二狭ラントチ

雲醗溌珊霊講賎鯛賑灘議唯職雛津職雑織蕊議蕊
二シフＵｒ

ｌ愛干民事至可〃謂二良法一美・﹂

テテレ
バサ
ガラ雌
ホフ蕊
テテテ
ルガ
ケチ鍾
スルモ
︾綱蕊洲塗塞鋤澱篭蝿撫釧蕊ノ潅
蕊
卿
鶏
際

義貴ク︒貨幣寡ケレパ則チ物慣賎シ︒近者交紗盈縮常ナラズ︒共振一コトラ奔散垂睡不恥唾吟得也︒鵜ハ恥如修誇価坐匪宜﹀

剛ル民産ヲ鴻擾スやン議井好利ノ路漸ク開ヶ︒富ハ益交富︒貧馳寺兆壮者寺移一一考南北諸島一開鯛掘ン唾共地︾画逗所ヨ以

ハ益盈貧︒而シテ青吏徴求︒日二其ノ門二臨ム︒小比ハ衣物鹿錫版圃↓也・抑乞兇者︒曇一人之駿除一篤吟活喝共

ヲ典シ・田圃ヲ蕊ギ︒尚給スル能ハズ︒業ヲ離し締ヲ逃し︒スルラモシクヶラテ采テハハンク瓜ハ

蕊瀧蕊嬉蕊畷蕊舞灘銃雌雄職漉蝋撫搬濫蕊寒

パ則チ徴賦ハ厳急一一失ス可カラズ︒宜ク恩貸ノ制ヲ立ツペキ御仁ニエ之穏彦十也︒銅テ則迅滋ラ而給コツ駿識評執ゾリ

二カニチ一ンリラテス二

也︒在昔川野ノ治否ヲ以テ︒守牧ノ殿簸ヲ考へ︒百姓ノ流亡少而責多︒興咳吸引養之一所一笑異哉・且使下其入一

十人以上ナル者︿・見任ヲ解ク︒是ヲ以テ守牧自ラ戒筋スル救育院一各冷就寧工蕊畢則可索造二服飾器物一以供車世用埜

義程論聞愛王尊
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カラカル二

ノ
ルツテテテチ
其得失不下待二知者一而後知些也︒教育院之不レ可咳無既
・ンノテノ︐刀ルクルテハシルレバクレバテ

二チノフテーテスルテラバチセンクク

如〃此・而各牒所引以難二於設一し之者︒差恐下設二之一

リランラカ

時設二之各螺一耳︒海内之比︒軌不啄有乗舞之心一軌

二クラニ

方至則海内流民争而騰至上也︒然則如何・日宜雲同

鰯

十篇ルヲ知ラザル也︒何トナレパ則チ人交ニシテ而シテ酸除
ナン

ヲ給スルハ︒少キガ如クニシーア而シーア賞ハ多シ・之ヲ一所ニ

二就カシムレパ・則チ服飾器物ヲ造り以一ア世川二供ス可シ・

牧養スルト笑ゾ異ラン哉︒月共レヲシテ救育院二入り各工塞

可カラザル鉦二此ノ如シ・而シーア各撫之ヲ設クルー難カル所

共ノ得失智考ヲ待ツーア而シ｜ア後知ラザル也︒救育院ノ無カル

以ノ者ハ︒兼之ヲ一方二設クレパ則チ海内ノ流比争フーア而シ

ランセルラニダノナルリテリ︑ｒ
不ソ欲し居二父母之邦聖惟其磯寒之切︒焔偽二流民や
ステレ壷一ケンルセシ俺ハハ

セン・ロク式ク何時

議割害善類や是豊可ソ不二寒心一乎・倫日涙銭穀征賦今

ヲ恐ルル也︒

モ邑

同ハ寺︒則チ吾人民離散シ・剛家之忠日二益交大ナーフンコト

鑑識征賦ハ今日ノ急務ニシー秀何ゾ窮困ヲ伽ムニ達アラント

一ア流民ト篇リ︒善額ヲ議筈ス︒是登寒心セザル可ケン乎︒価

トガイ

執力父母ノ邦二居ルヲ欲セザラン︒惟其ノ淡塞ノ切ナル陥リ

キンら

日之急務︒何遅参伽引窮困聖則吾レ恐二人民離散︒圃

二之ヲ各聯二設クペキ耳︒海内ノ民軌力乗蕊ノ心有ラザラン︒

テ庸至スルヲ恐ルレ・︿也︒然ラ鯵︿則チ抑

二ナランコトテ

号シナゾアラントムニテチレルルシ

家之患日益々大一也︒侭遁一士隼曹
一吋州樹州一又辱婦刀徒ノ如キ︒尤救他セザル可カラズ・砿奔
ハンエン

圃家令ヲ下シ・乞弓ヲシーア各盈其ノ本貫二復蹄セシム︒是亦

己二難シ・何トナレパ則チ世交乞弓ト篇リテ児孫蕃術其ノ本
貫ヲ知ル可カラザル者多シ︒安ンゾ悉ク復蹄スルヲ得ン乎︒

憲阿脚同一乞巧︵垂︾︶本貫春野や︶蕃術︵

︾極︶潰裂四出

トス︒則チ潰裂四出禦グ可カラズ︒今乞巧ノ跡ヲ絶タント欲

︵呼赫一汚磁テ︶鳥之所念狐痘︶閑︵癖

ケワイレヅ

暇上復蹄セシムルモ︒其ノ産無ケレ・︿則チ勝二復乞巧夕ラン
シーア︒而シテ之ガ所ヲ鴬サザレパ・猶獣ヲ畜ｚァ而シテ閏ヲ

蝕蝕︵垂咋ノ︶救育院霊識舞稀障錘吐︶流民黍祢恥卦奪愛錨芋

藤ソ︶

救伽ノ急務ヲ論ジ︒其ノ方法トシーア救育院設置ノ必要ヲ叫ピ

策ヲ刺引タルモノデ︒特二住ムニ家ナク治ムルニ産ナキ流民

一割割部副一コノ篇ハ我ガ剛窮民ノ賞情ヲ述べ︒コレガ救済ノ

噌︶膳至念娠吋リ︶乗舞傘や斗却︶寒心余

討評︾し︶版間︵利率ゥ︶

設ケザルガゴトク︒其ノ奔散セザランコトヲ欲スルモ而カモ
得ペカラザル也︒然ラバ川チ之ヲ如何セン︒白ク宜ク共ノ壮
シＬン

者ヲ躯リー語之ヲ南北諸島二移シ其ノ地ヲ開拓セシムペシ︒

是我ガ版岡ヲ魔ムル所以也︒抑乞兇ハ人之蝕除ヲ乞フテ活ヲ
篇ス︒其ノ良民ヲ害スル尤甚シ︒宜ク救育院ヲ設クルハ・共
ノ供給二勝へズト︒是所謂十ノ＋篤ルヲ知り一語未ダニ五ノ

の一０

リノパナカンカサチ

哀澗側恒︒仁者之言也︒
０

其今側之窮︒所遷以致二池口壱毘未レ足二深憂一耳︒但此篇切中二時病む

潮野日︒本邦沃陸︒故多二惰民↓其窺適足三以興二其惰↓則
ノ田中ハ
スラダラクルーニル二

二﹃ンノマルテスニノチチ

勺水日︒山し衷之言︒諭し之伽然︒軌不し動し心︒

亦井整有二規度雫・

房勝儒一羽峯日︒語感切演︒繁々憐崎誕窪鍵蕊感熱章法

４ダル錘賃懐槍ヲ極メタル文章デアル︒

王

算一風桑海防↓
疾癖鼠
ツ水

カラクノさナラチタセノテ

海之地敷千里︒不〆可三濁省二冗費や使〆研引錬其技や
一アスルニ
カラヒクムテシナセ

乗供二賞用一也︒巨艦亦不し易シ購・宜レ使二邦人製造↓
レ
ルテム桝二ラキモノク

ク寿ヲス

是亦足雲以勘二工毒莞如二水雷術潜水艇や宜雲盆々研

一フリハ

テ

シク

ーフパ

フガテクシノフガニシ

ヲ

シテステ
ニチ
究以期二完備一也︒且下開二鍛道一供雫士卒進退之便﹄則
クス
クス
西睡有咳虞︒可ソ磯二束圃之暴北遥有ン響︒可レ出二南

圃之師↓緩急相膳︒如二腎之使彦指︒如二影随一し形・可婁

テ

テフ
﹃プフテ
以補二船艦砲蔓之闘↓今也衆庶知二織道之利↓争企副

スノヲ
クジノラテスラチ
圃其業雫官宜下允二其請︾以期軍完成釦則一畢雨得︒上
ケノテリテハニチクメラシラテク
下享二其利壬在二治世一則可下庚二交通一連二物貨一以助亭
ラツテハルーチンセテ﹃ンラテグ
ハラパカラルハテニ

ラ

股一員富咳有二事愛や則可下載二兵卒一輪二糧食一以防車

ク︑︑ごプス

トセパ

憲賊些突．船艦器械略備︒不ソ可ソ不し養二勇敢之士函故

ハ

クシナガテテ巽テニリ

ハ今ソ二二

ラニクムラシナ

イ︲テフニーニチル

ルテタ

至三干其措置施篇動合二機宜↓則不し得咳不二待智者

ツテハノ

補二軍需↓此数者事業固大・宜ソ期二成功於歎年後函

徒︒事此辛則不下獅勢二筋骨一磨寧鏡鋒︾其漁利足割以
フ
ニラノハヨリクステノ二

七ニチシテクノミラノハルテ

活物一較レカ︒其進退離合不し異二水戦壬宜咳使三士卒

スラノ

艦一銭叫撫之塑又捕鯨之業出引没干波涛淘湧中宰常典ニ

テスヲ

未し有し所し属者︒宜下移二我民一以開二士彊↓時這二軍

ダラスル

使雲兵卒熟リ二航悔一狸則莫シ如し務二遠略雫聞南洋諸
島中︒有二人跡未し至之地↓或士人僅少．蒙昧榛狂︒

メントテシテ七二チシクハムルニラク

上テ

論之半噛似雅一不摸之鍵印し海陸二軍之相領︒猶下車廷

徴兵之外︒壮丁好ｖ武者︒宜雲牧用篇二義勇丘尭欲ゾ

リナハニチ愛ラ二へ

勘二勤倹↓絶二玩好↓殖二貨財↓大修二海軍印振二士気↓

チ
シス礼テ寺テテスガ
則興二寓圃一雄飛︒宣．場威武や可二得而期一也・﹂我遜

乎臣民感激︒献レ財助咳之︒苛不レ失二此機↓抑二著修弛

銃器亦鋭︒燭至二海軍一則未鯵得二完備圭聖天子夙憂レ
テシテ二二シナテーアツーテニ
之︒諭二旨廷臣函又特出二内帯↓以充二海防費電於咳是
ジテテクチモハニヘテ
〆テチテ﹃ンラニメテハざテ

首更引張兵制圭取二法於西洋↓如二陸軍一訓練既周︒

本邦濁引立東洋↓其重二海軍一固勿し論耳・王室中興︒
卜
・シテ・ンテルデーキノニク

義海吟或比憐接座譲吟ノ鍵潅陸軍嚇称奄々有訓軽重緩急↓

稗雨輪上不レ可一偏溌一也︒夫各圃地勢不し同・或四面環〃

癖眉釧一難之娩鯛熱愛蕊石之雄
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ユグ

之運毒一也・﹂

一吋桝吋門一武備ノ調嫁二於ケル︒猫蕊石ノ疾病二於ケルガゴ
トシ︒之ヲ平時二州へ以一ア不虞ノ鍵二膳ズ︒海陸二軍ノ相須

ッ︒猫車ノ雨輪ノゴトク偏匪ス可カラザル也︒夫レ各閏地勢
同シカラズ︒或︿四面海ヲ還ラシ︒或ハ比隣壌ヲ接ス︒故二
軍ヲ重ンズル問ヨリ論勿キヰ︒王室中興首トシーア兵制ヲ更張

海陸ノ軍備亦各々祁重緩急有り︒本邦東洋二猫立ス・其ノ海
シ︒法ヲ西洋二取ル︒陸軍ノ如キ訓練既二周ク︒銃器亦鋭︒狐

海軍二至リテハ則チ未ダ完術ヲ得ズ︒聖天子夙二之ヲ憂上︒
旨ヲ廷臣二論シ・叉特二内需ヲ出シテ︒以一ア海防費二充ッ︒

是二於テ乎臣民感激︒財ヲ献ジテ之ヲ助ク︒荷モ此ノ機ヲ失
ハズ︒審修ヲ抑へ︒勤倹ヲ勤メ︒玩好ヲ絶チ︒貨財ヲ殖シ・

犬二海軍ヲ修メ︒士気ヲ振ハ葛則チ寓剛ト雄飛シ◎威武ヲ
宣揚スル・得テ而シテ期ス可キ也・﹂我ガ遥海ノ地数千里︒偏ク

砲豊ヲ置ク可カラズ︒必ズ之ヲ隙要二設クレパ則チ足ル︒而
シーア之ヲ築クハ宜クエ兵ヲシテ事二従ハシムペシ︒是猫冗費

ヲ省クノミナラズ︒其ノ技ヲ研錬セシメ︒乗テ資用二供スル
也︒亘艦亦購上易カラズ︒宜ク邦人ヲシーア製造セシムペシ︒

是亦以テエ蕊ヲ勘ムルニ足ル︒水雷術潜水艇ノ如キモ︒宜ク
ス１・

恭堂研究シ以テ完術ヲ期スペキ也︒且宜ク繊道ヲ鮒キ士卒進
北逢警有ラバ南国ノ師ヲ出ス可ク︒緩急相礁ジ︒誉ノ指ヲ使

退ノ便二供スペシ︒川チ両睡虞有ラバ東国ノ兵ヲ溌ス可ク︒

フガ如ク︒影ノ形二随フガ如クシ︒以テ船艦砲蔓ノ閥ヲ補う

ク其ノ誌ヲ允シ◎以一ア完成ヲ期スペシ︒則チー緊雨得︒上下

ユル

可シ・今也衆庶織道ノ利ヲ知り︒季フーア其ノ業ヲ企固ス︒官宜

共ノ利ヲ享ケ︒治世二在リーアハ則チ交通ヲ魔メ物貨ヲ蓮シ以

テ股常ヲ助ク可ク︒事錆一有ルー鴬ツテハ則兵卒ヲ誠セ糧食ヲ

輪シ以テ冠賊ヲ防グ可シ・船艦器械略怖ハラパ・勇敢ノ士ヲ

養ハザル可カラズ︒故二徴兵ノ外︒粥丁武ヲ好ム肴ハ宜ク牧

セパ︒則チ遠略ヲ務ムルニ如クハ莫シ◎聞ク南洋諸島中︒人

用シテ義野兵ト鴬スペシ︒兵卒ヲシープ航海二熟セシメント欲

スル所有ラザル者︒宜ク我ガ民ヲ移シテ以一ア土彊ヲ開キ︒時

跡未ダ至ラザルノ地有り︒或︿士人僅少︒蒙昧棒狂︒未ダ潟

力夕

二軍艦ヲ遣り之ヲ鎮撫スペシ︒又捕鯨ノ業ハ波涛淘湧中一一出

没シ︒常二活物トカヲ鮫ス︒其ノ進退離合水戦二異一フズ︒宜

ク士卒ヲシテ此二従事セシムペシ︒則チ猫筋骨ヲ勢シ鋭鋒ヲ

膳クノミナラズ︒其ノ漁利ハ以一ァ軍需ヲ補う二足ル︒此ノ数

置施篤動イーア機宜二合フニ至ツーア︿・則チ智者ノ蓮慧ヲ待ク

者ハ事業固ヨリ大︒宜ク成功ヲ数年ノ後二期スペシα其ノ措

ザルヲ得ザル也︒﹂

画門尉蜘武備︵刻沙↓ノ︶不虞飛化裁時︶偏溌余↑崎チ︶比

隣︵勢塑銃器念妙舜ノ︶内怒識琶玩好誕副弄︶険要傘

恥ノ︶研錬︵窄獅キ︶完術寿命権ソ︶西睡麺ご緩急相膳愈方
／

義鐸髄圃愛王尊
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〆

海軍ノ完備ヲ必要トスルハ勿論デアル︒故二徴兵ノ外二壮丁

共二必要デハアルガ︒我邦ノ如キ四面環海ノ図二於一アハ特二︑

スレ

リ

而シテ謀ヲ献ジカヲ致サズンパ︒則チ船艦術ハル卜雌モ︒余

ノ

レドモ白しテ

右読師を招聡せられて其の目的を賃現せられんことを

献曾の教化に資することとせり︒依て禽員諸君にして

講帥に委嘱して大いに本曾の趣旨を蒋及し︑一は以て

鍵に木曾は足立栗園︑高梨惣助︑江幡辰三郎の諸氏を

含告

鯛堆下拓二南島二事煙

裡浅白︒大題Ｈ・大議論︶立言有し叙︒然其策不睦免二於常套や僕

スクノテテ

不し知吾兄別有二此策一乎︒

｜評語一椅堂日︶柵一潅挫愛と心↓此犠第煉一要著︒亦節一難事︒

ラニル

ーア其功ヲ奏スペシト断ジタルモノデアル︒

・チレノ

シムベキヲ詳論シ◎未段海防ノ策ハ富有知者勇者共二協力シ

ノ武ヲ好ム者ヲ義勇兵トナシ︒海防達略或ハ捕鯨ノ業二常ラ

砕趨惜一︶企圃︵︾泌啄テ︶壮丁雰訊鋤迄蒙昧︵耗一毒︶榛狂韓

ズ

鹿︶淘湧念ご措置施嬬余が鐸準と蓮窯

奉錘小碑寿︽︾
︵一画リ︶

方今之懲在訓財之峡乏壬録浄が財

チシトシナニテスニ叩・ナ

｜掛倒耐回議者或日

二シラハ・﹃一テハシラ

則武備可二唾咳手而致斗亦巳過美．抑・々防海之策非二

ー端一揮︒擢忠愛之心↓富者致咳財．知者致ソ謀︒勇
ハ・ンテラテメテシスノヲ？．︾し二三↑シナスル

ラナンバジテスヲチモハルトルノ美ラ

者致し力︒而後始可レ奏二其功一美︒若夫徒急雲干供ニ

フル−・

資財記而不二献レ謀敦該力︒則船艦雛し術︒余恐二其無ジ
所し用馬︒︵明治一千年恵

一側回議者賢渇蓄今ノ忠︿財ノ瞥二在り︒単
財有ラ・︿則チ武備手二唾シテ而シテ致ス可シト︒亦己二過テ

キクワク・

リ︒抑掩防海ノ策一端二非ズ忠愛ノ心ヲ揮擢シ︒常肴ハ財ヲ
致シ︒知者ハ謀ヲ致シ︒勇者ハカヲ致シテ︒而シテ後始メテ
其ノ功ヲ奏ス可シ◎若シ夫レ徒二資財ヲ供スルニ急ニシテ︒

一

〜

日本弘道曾

することとせり︒御参考の露一言申添へる次第である︒

鉾せらるれぱ何時たりと都合のつく限り其の需めに睦

切望す︒誰師招鵬希望の場合は︑共の旅斐ど宿泊料を自

ＩＪ﹄

−

其ノ用フル所無キヲ恐ル︒

■■■■■■■■■

−

I

一割建議者癖謬嘉燕乏雰毎︶非一封舞無
ィ︶揮擢の撮丞一幸

コノ篇︿海陸二軍︿車ノ雨輪ノ如キ開係デ︒雨方

固
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時論
財界不況と農村の救湾

村の現況である︒派時漸く﹁麗村か救へ﹂

は懇惨共の擁と：鈍云・釦へき疲弊芋心地方農

其の中にあって最も智々の心昨打つもの

する所である︒

ることは吾々の以て誠に来心卜湛へないと

すれば︑向暴向粟冷静を主ふの伽向さへあ

Ｌて人心の正に萎稜其の極に達しや桁と心

々雛へ来れば際限もない程の事である心而

激育問題生糸米穀を中心とする農村問題等

業界の不振に伴ふ同く努蕎問題も失葬刑題

ろ年であったといふ事が川来やう︒即ち事

昭和五年度は緬済を中心とする多事多難な

とき︑感慨愈々切なるものがある︒思ふに

年の事ながら過ぎ末し一年の跡を佃願する

・昭和五年度も今や幕れ去らんとする︒例

』

の聾ば識者問に呼ばれＺやうになって家

割田知己庵︲
衣︒而して過Ⅱも金剛の農曾代表者は東京
に集って協諏し︐頬いて幡局を訪問して之

が敏淡方を懇願に及んだやうである︒併し
常局は﹁ナィ袖ハ振レヌ﹂の一︲方であろか
の様に聞く︒勿論農村向身︾Ｌも年来向ら蕃
虚の策遊講じなかったといふ罪もあらう︒

併し今川刻下の惨炊韮救ふ雁は御説法では
常局としては酒むことではない︒先一つ第一

㈹に合はい︒又只﹁ナイ袖ハ振レヌ﹂では
に生き︑ぱならぬ︒生きものの死生の境を
前にして﹁どうにも江らぬ﹂丈では常局と
して無簸の非雛悲逃れないであらう︒

先鯵つ農家に於ける畑よりの取入な見れ
ば︑野菜は殆んど無代に等しく︑寧ろ商人
に沌賀か支柳って之が虚分走乞ふといふ状
態である︒更に菱はと見ればこれ叉問題に
なる昨債では芯い︒而して其の最もれる養

意ルと見れば︑糸慣暴洛に従り一貫目の

ふ悲惨であ躯次に︑の職入誰ろ米ば称有

繭没我大岡なるものが蕊禎一脚五十強と誰

の豊作も手惇って震僻憤玄米一ハ後大岡五十

袋と云ふ有様である︒故に観に百脚の金の

収入さ・へ中売階級では不可能でめるに至っ

一方支出走と見れば︑納椛方面に於ては地

てば惨父惨といばなければならぬ︒然る脹

かも減じられては居ない︒諸物個走と見れ

方税と刷税とを問はず︑禰加しない迄４卿

上に於て何等此の概陛に減じられたろ牧入

ば物によりては多少の下落もＬれれ大勢の

避助くるに足らぬ︒今の現状は働けば働く

となり︑兄童子弟は畢業か中止せしむろの

だけ損も亦大なりといふべきで納税は滞納．

やむなきに至るも致方なきの位遜にあみ︒

も鈴料の丈挑か滞る等義務教育上にも重大

引いてば小皐教員等は甚し身﹄は六ヶ月以上

商業に於ては原似に手蝋料を加へ士もの

問題か惹起しつつある︒

家は陳佃や勢力の幾何穴ろに論なく商人の

が多くの場合賓慣となってゐる︒然るに農

附すろ似絡に鵬するといふ不利の立場にあ

走韮として其の幾割かあ徴牧さろらに係ら．

る︒叉管等収益税や所謂税は年々の奴敗入

／

時

P■‑り■

識
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1
[

ず︑農家は資敗入と無闘係に或一定の率に
よって徴税さるろものであるから︑連噸せ
Ｚ不況に際してば極度に困難であるといば
垣ぱならぬ︒

斯の如く支出か殆んど一定せる如き立場
にある農家であるからして︑之が孜入上に
４産物の個絡の大愛動なき悲得ごしあれば
ならぬ鐸である︒即生糸雁しろ︑米にしろ︑

其の他重大産物に封してば極力政府は人工

池以て保持すス様に努め︑叉金融上に於て
も安易に低利蚕金其他の方法を以て同滑に

供給すること左必要とする︒今農村の小畢
児童にして朝食或は賓食を食せられぬもの

多数に上り︑或る地方に於ては子供より謹
牟︑部墜フレルの急なろ悲恐ろろの詮リ︑霊

の合固たる汽笛を中止せしむろ等の事も聞

くに堆へぬ哀話ではある設いか︒而して等
Ｌく貧困者といへども︒地方にあっては殆
んざ救済さるろろ道がない︒寧ろ都脅の所

◎︒︒

ろ︒併し如何にしても生き得られぬ者か多

の不髪定は彼等の来ずろに最上のチャンス

生されつつあるの時．此の醜民多数の生活

でありｂコンジシヨンであるＯ賀に彼等左

薮産出し︑此の貧困の最後のウメキを四方

にしてもこの政策が百年の計と云ふなら

傾連の役は︑度野の枯草に投ぜらるろマ

らうか︒

マッチの火の如何でか青草か矯舎得るであ

原をして青々として置くの要あり︒されば

上成立せぬことにして︑これ韮言ふ前に草

枯草にして火か招来する勿れといふは理論

本の火走招くあらぱ一夜にして焼野となる

心一チ一本の火である︒枯れ切った草葉は一

ば︑それは正しく虞の百年の大計ではあり

得ない︒痩々と所謂大計のために其の日の

来る北前にして多くの者は消へ行くの理で

あるからである︒政府営局は槙重に考慮す

る所がなければならぬと思ふ︒正しく今は

反封薫がどうの︑露勢がどうの何のと云ふ

様なこと韮言って居る時ではたく︑虞に国

人間窮すれば思慮を失ふ︒而して自己的

家のため至精恥捧ぐべ号の秋である︒此の

化し︑向己の境遇のたあに走るばあⅦ得る

方する如き甘言に趣くぼあり得ろ︒此虚匹

現下に虚する政府の態度如何は︑一民政内

勢賛の相敵封し来るた深想し得ろ︒故に思

閣の問題ではなく︑資に我閏政治家の否政
吾々が犀走枯してこれか絶叫してやまぬ

ことである︒即ち貧すれば貧者の求めに味
所以はｂ此の現状にして依然持頼さるろ江

黛政治の唯一の試練であると恩ふ︒

らぱ︑思想問題を中心延して国家の一大危

極度に農村を枯草化するば危険此の上丞

せしむろにある︒十駈年に亘ろ不況領含に

想を中正に導くには先づ閏民の生活奉安定
期率招来するなきやあ憂慮するの鮭りであ
る︒閏の安定燕計り悪思想の一梯は賛に民

Ｌｏ教へ農村を︒面して奮ひ立て農村よ・

珠

の生活の安定に待つより急なろはたい︒然

×

謂大木の下にあってこそ貧困者棚救はろる

×

るに斯くの如き極度に不安なろ固民生活の
現妖か前にしては如何なる幕を展開せずと

識

の日もあるといふもの︑都市集中の傾向は
誠に止むなきこととなるのである︒

も計り知る・へからざるものがある︒さらぬ

龍に左傾思想の求功近時長入其の毒牙に賎

×

国民は国家百年の計の求めには如何なる

困難胆も堪へればならぬことに勿論であ

ヱ
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哀れと思へ物くれ歩とも

とよまれたものがある︒いかにも同椅心の篭つた深切な志

である︒人は何人もかういふ志さへ持って居れば︑人間耐曾

施典と歳晩
１

左らぬ︒慈善事業といひ救伽事業といふ如きは︑寧ろ語弊が

の志の必要を教誘された︒所謂日常の心掛である︒若し貧窮

されば古来︑聖賢︑俳陀︑あらゆる此の世の指導者は︑此

を︑禽獣のやうな浅ましい世の中にせずして済むのである︒

あるが︑鴬然起らねばならぬ人間世の義務である︒否な防謂

又日く

の心を生ぜよ︑随喜の幅報は施と異なることなし︒

の人︑財の施すべきものなくば︑他の施を修するの時に随喜

若し施する物なきときは︑他人の施をなすを見ば︑身を以

平生に心得べき切要件である？

なく均浩せしむるやうにするがよい︒之が世上一般の人共の

特家の補助者となって︑其の所謂慈善をして公平無私に寓遍

自分もいつかは此の奇特の行状を欝行せんと志し︑叉随昨奇

くとも︑此の施典ほど人生に霧ひある行篤はないと知って︑

即ち此の言の如く︑自己に施すぺき物なく︑施し得る力な

て往いて之を助けよ︒

滝ましい了簡であらう︒

はごくむ袖のせ主くもあるかな︐

哀れまんと恩ふ心は魔けれど

ばない︑昔の高徳の歌に

あれば︑所謂貧女の一燈で︑何も寓更此の本務の講せぬとと

である︑無い袖はふれぬには相達ない︒然しそれでも志さへ

勿論他を恵むといふことは︑自己に有り齢っての上のこと

なると︑兎角嬬曙する︑否な忌避する者さへある︒何といふ

といふ理窟は誰も知って居るが︑之を資行するといふ段に

倫理上の就曾に封する本務以上の︑吾人の大木務である︒

助︑同胞的に相携へて︑浮世の荒波を打ち越すやうにせねば

献曾は共同鰐である以上︑各人共存共柴を旨とし︑相万扶

○

鰯
門に立ち物乞ふ聾を聞くならば

！
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○

恩ふに本年の如きは︑従来に見ざる深刻の不景莱といふか
ら︑歳の押し詰まると共に︑窮乏者は一層其の数を醤すこと
であらう︒職藍失ふ者︑業に雛る上者︑稼ぐに虚なく︑食ふ
に途なく︑全く無告︑天に叫ぶの外たき着︑郡郡到る虎巷に
其の慈悲心を溌揮し︑詮りたき群も相営の助力と活動とを以

満ち︑野に溢る上ことであらう︒か上るとき︑除りある肴は
て︑同胞幽民の念を救ひ賑はすべき務めがあると思ふ︒勿論
中央政府に於て蝋︑地方公共閣謄にあっても︑或は諸種の圏
罷に於ても︑それ人︑に救貧防貧に助力せらる上であらうけ
れども︑個人にして明︑及ぶべき丈け︑其の能ふ限りを諾し
て︑一団のポロを海外に出さぬだけの髭悟がなければたらぬ
のである︒

○
くれ

私は毎年歳の晩に左ると︑必ず街頭に立って︑往来の人に
施典を勧める慈善鍋等の催しを見て︑何だか商寅的にやって
居るやう左気がして︑嫌悪の崎を起さぬとともない︒然しか
上る人誉があってこそ︑多くの貧困ぞ一る人も多少ぱ救はれ︑

働く人糞も此の鍋の鴬に其の日を糊すことを得るのであると
恩ひ返せば︑左まで枇難すべ蚕一筋もなからうと信じて居る︒

何れにしても同胞固民といひ︑恰も一家の如き日本民族の一

大集閣なりと自榊して居る以上は︑及ぶ丈け団民力を合せて

和万扶助の賞券畢げるやうにせねばならぬ︒誰も彼も歳晩の

忙かしい時に︑他人の救助でもないと言ふ人もあらうけれど

も︑何も大した勢力を以てせよといふのではない︒多少の金

品即ち古着でも︑古足袋でも古洋服古ヅポンでも︑乃至家具

でも玩具でも共の有り除れる物を以て︑貧と寒とに凍餓せん

として居る哀れの家族に施したいといふに過ぎない︒
○

是に於て一輔して少しく言を作し一見たいのは︑平生民衆

教化を以て任として居る逝徳削絡厳どの行動である︒勿論彼

等の本職は所謂教化であ２Ｌ︑言語を以て文章を以て︑精榊

的の糧を一般に供給すろを任務とするけれども︑さればとて

る︒勿論佃人為堂に於て︑それ人︑慈善救伽の畢に出て居り︑

献曾の慈善救仙に釜く無闘係であってはならぬと恩ふのであ

叉所謂﹁右の手でせし事も左の手に知らせぬ﹂的の陰徳を行

ふて居る向もあらう︒けれどもそれ等の人に依て組織せら

日常生活に即したる責際問題の上に︑少しく生きたる活動を

るＬ園鰐の行動としては︑公然何等かの機開を設けて︑此等

せねば斌曾の信頼を博うすることは出来まいと恩ふ︒本禽の

要領に於て﹁慈善を行ふくし﹂といひ︑﹁同郷州助くくし﹂と

いひ︑或は﹁道徳の閣鰐通固くすべし﹂といふ如きは︑即ち

のへ﹄

寸上

聞いて起つやうになったもので︑之は今日の教化閣贈などの

郭院となって其の端を附いた所からも世上の特志家共の風逓

かく施興の必要を説いたが︑然し之は必すし暇報酬を得よ

○

るものではない︒と上をよく考へなくてはならぬ︒

づ是等眼前の慈悲的行鴬がなくては︑決して満足して締服す

法﹂といふものを授けた鮎にあるけれども︑乍併凡俗には先

の渥債は此の一時的救済にあらずして︑寧ろ﹁永久安泰の仕

何よりも他を感服せし納畏服せしめたものである︒間より翁

ず︑一所懸命であったといふ︒此の献身的なる慈善行動が︑

ちて東奔西走日も亦足らず︑其の間煙草も吸はず酒も呑ま

を被︑朱塗の槌めし鞘に古き柄袋の刀を帯び︑冷飯草履を穿

配布し︑自分は赤縞の粗末なる木綿着物を綴ひ︑樺色の羽織

たが︑常時翁は毎日多くの書記を随へて︑日共金殻を各戸に

を資行し︑篤に小川原領四寓除人の生命を取留めたのであっ

努力した事がある︑即ち天保飢鯉の際︑恩ひ切って救急湾民

開き徳化を布いた事蹟の牛血には︑率先して慈善救仙の事に

又言ふまでもない近仙の偉人二宮尊徳翁が︑其の報徳教を

○

宜く模範とすぺき所であらうと恩ふ︒

是等の活動を意味するものである⑫されば本曾は勿論支曾に
一生面を開いて活動するといふととは︑刻下の急を救ふのみ

於ても︑地方全堂により︑それ人︑本年の如き窮乏の年には︑

なら歩︑曾の存在を知らしむる上に於ても︑最も適切なる生
誇文であると恩ふのである︒
○

少しく昔謹になるが︑今も存讃して居る奮幕時代の心畢道
話の剛胆たる石川梅巌の知きも︑平生通俗教化の誰読に日も
足らざ幽靴に似ず︑一方には門人と謀り門下の青年を携へて
己が居住辻ろ京都の洛中洛外を施行して廻つた︒即ち八代隅

軍吉宗時代の元文庚申の冬より辛酉の春にかけて︑上京下京
の町の端交に閲窮稀の多きを耳にし︑而も歳晩のことＬて︑

施行する人の少奇を見て途に批中和謀り︑梅巌自ら門人を伴
ひ︑三四人宛に部署して︑貧民街を訪問し︑極月二十八日よ
り日登虚を鍵へて金品を施典して廻つた︒此の特志の行動に
感激して翌春に至るや︑正月二冊より諸虚に特志家現はれ︑

慈奔救伽を普うするに至ったといふ︒是は彼の事蹟に明記さ
るろ所である︒

恩ふに石門心筆が奮幕時代に於て︑平民教化に効果があっ

たといふのは︑其の講読の平易親切であったと共に︑裏血に
は丑程慈善的伽救済通勤かあったからである︒即ち諾ふ先づ

L

晩歳と奥施

32

晩歳と奥施

うと欲して之を行ふのでもなく︑又一時の急を救はれたから
とて︑之に慣れて遊惰であってはならぬのは勿論である︒
一膿︑東洋古来の教などは︑一面どうも此の施典の鴬に何
︑︑︑︑︑

等か其の報償を受くることをほのめかしたり︑或は救はる土
者もそれが営然のことのやうに考へてゐた︒それは無理もな
い︑古へは治者被治者の階級が礎立して︑一般庶民の如きは

何等園家牡含の上に権力もなく︑勢威もなく所謂椛利を付典
せられぬ代りに義務もなかったからである︒然し今日は昔日

と異なり︑闘民一般が此の園を脊負ふて立って居るのであ
り︑即ち立憲政治の下に園民自ら自己の政治を行ふて居るの
であるから︑之に目畳めて古代の如き平凡幼稚の考へを蝉脱

せなければならぬ︒その黙に目畳めさへすれば︑始めて慈善
救仙といふことを只だ課もなく甘受する筈もなく︑又慈善救

仙をして之が報償を期待するなどといふ考も起らぬ筈であ
る︒そこに始めて相瓦扶助も︑共存共築も意義あることとな
るのである︒

︑○
菜根謹の中に

恩を施す者は︑内︑己れを見歩︑外︑人を見ざれぱ︑印

ち斗粟も寓鐘の恵みに賞るべし︒物を利するもの︑己れの

施を計り︑人の報溌責めば瀞百鋪といへども︑一文の功を
成し難し︒

とある︒之ぞ最も味ふべき格言であって︑恩恵施典を以て

︑︑︑

之が報償を望む如きは︑全く不心得の甚だしきものといはね

う

ばならぬ︒今一つきついのがある︒

う

平民肯へて徳を極え︑恵を施すは︑便ち是れ無位の公

相︑士夫権を食りて篭を市るは︑有爵の乞人なりｏ

今でも昔でも徳を種え悪を施すといふととは︑人の篇すべ

き所で︑此の事あって始めて︑貢に献曾の上位に立ちて他の

尊敬信頼を受け得るのであり︑之に反して若し権勢者が其の

地位を利用して︑慈善救仙等の名の下に︑政策的に恩を賛る

如きは︑昔にしては有爵の乞人であり︑今でも人の信頓を博

蝉

すろ所にでもなく︑従って上位に班する力とはなり得ないの

である︒されば施典する人も施輿を受くる人も︑今日にては

よく時勢を察して其の宜しきを制せねばならぬ︒然らざれば

其の所謂義を失して施興恩恵更に何の効なき無意味のものと

なって了はねば蔵らぬ︒歳晩は一層︑人をして是等のことを

恩はしむるときである︒︵昭和五︑二︑五︶

危安の含証及衰興の家園
33

租税の
軽重と

一

１

松倉慶三

ときに尚ぼ騨専責の篇めに税の重きを負ふが如き不合理を感

持する能はざるもの数百寓人︑日荏の食を減じて露命を維く

徒らに固民が納税義務観念の衰退したりと見るべきものに

戻しを受くる能はざるものあり︒︵積立金の挑戻を受けられ

者が多敷賃銀の支挑を受くる能はざるもの︑並に積立金の挑

ずる︑其の心理状態は之を等閑にするとと能は歩︑工場勢働

非す︒各地に起る滞納事賞に徴しても全く負捨の重荷に堪へ

農村の生産物債独の賓買代金支挑を受くる能はざるもの数

がるもの五千詮寓目の多額に上ぽる︶

き惨酷を極むる法催の存在せる法律に準擁して極端に租税︑

︵起訴公判中のものもあり︶斯る際に関税徴牧法第十七篠の如

方には全図に危険思想の抱臓者出没して磯を窺ふものあり︒

：経済不況探刻を極め︑多数の園民は生活の脅威を受くるこ

︵地方税も含む︶の滞納虎分を篇すこと其の度数を積車するこ

億回に達す︒此等筋肉勢働者の不平麓勃故なきに非らず︒一

と其の極に達するときに於て︑税制の整理の不備に件ふて賦

ともあらんか︒鼓に撰鰯激裟一大不群事を現出牡ざることを

を保せす︒︵地方税徴牧に剛税徴牧法準用あり︶

ふるに生産債額の低落激甚を極めたる結果︑租税金納の詮弊

﹄

課の公平を失し︑苛欽的の税法溌止せられずして存在し︑加

牧法に依る滞納虚分を篤さんとするものの如く傾く所も厳き

財政の困迫を招きたる結果として納税の督促に次ぐに岡税徴

ざるもの多きば歴然たり︒園家財政の妖乏を来たし︑叉地方

と其の絶頂に達したるを知るに足る︒

今や園税地方税の納付延期の運動及軽減の要求が全国的に

失業者数十蔑人︑失業者に非ら歩して鋤きて尚ほ生活を支

果を生ずる悲惨蕊なり︒

として殆んど三倍四倍の重税を更らに課せらるると同一の結

画家の興衰及耐倉の安危

租税負措の軽重と徴税取扱の寛巌如何は民力の消長と人心
の向背を決し︑園家の興衰と耐曾の安危に繋かる軍大問題な

郎

現はるるを見聞するは︑闘民が其の重税に堪ふる能はざると

り９東西古今の歴史は有力に之を物語る︒︒．

寺

に重税を課し︑或は課税の不公平を来たし︑徴税営局の苛酷

︒由来我圃現時の税制は無益有害に複雑を極め居りて複数的

法律は尊重せざるべからざると共に悪法は之を溌止せざる

保せ余︒

ぺからす︒︵善法も時勢の鍾遷により悪法と魚ること周知の

せざるべからざろものに封しても負荷謙欽の結果と罵るもの

を極むるに便なることもあり︒更に園家又は地方閲鰐が保護

法律は之を適用せざるぺからざるも︑之が糖祁と目的とを

換言すれば馴民は納税の義務を識さざるべからざるは言を待

る運動を鴬して貢に憲政治下の良民として図家百年の大計を

園民も亦法律に典へられたる適正なる方法に依りて公明な

之が救済は金納に加味するに物納を蝿梅することなり︒

壊の因と篇る軸に付て之を蓮して居るが如き一大失策あり︑

財政及地方自治の財政の基礎を動揺し︑叉団民の経済状態破

尚ほ又徴税の便宜のみを考へて物慣の高低によりて国家の

ざるもの多全あり︒

ありて︑之が薬理を断行して之等の弊政を一掃せざるべから

ことなり︶

考究して時代の推移と環境とを洞察して之が正義化を期せざ
るぺからす︒登に法律の適用以て幽家献倉の澗矧を賊成する
ことを能事と篤さんや︒

闘政の振興地方自治の溌達を期する其の財政に待たざるべ

たず︒然れども篤政者は日本画民に封する陛下の慈仁天の

に篇すととを期し︑園民生活を安定して函家柵凱の原因除去

建つべき方針に向て園民負擢の軽減と閏家財政の基礎を堅賞

からすして︑之が充賞藍期すろば剛民奉公至誠の上にあり︒

如き大御心を蔽ふが如き不忠不臣のととあるを許さず︒即ち

に最大努力せざるべからざるなり︒

１１

国民に封し苛欽珠求を極め︑園民をして生産安んぜざらしむ
ろが如きことは天皇陛下の大御心に刑はざるものにして︑
篤政者の最も戒しめざるぺからざる所なり︒

図民は約束は之を守らざるぺからず︑叉債務は之を緋演せ
ざるぺからず︑則之信義誠責の表現なればなり︒然れど．も事

情の菱化激蓬なるときは其の債椛者の位置に在るものは之が
のあり︒換言すれば履行の延行も篤し或は分割履行も承諾し

寛和と適正とを計りて公平正義の賞溌畢げざるべからざるも
或は減額粘篤ささるべからざるものなり︒

I
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てし列参に閲硯御表代年青

＃3う

Ｉ．
１９

１日

青年代表御親閲に参列して

１１
郎

東部支愈員程胤居土

この政稲は十月三十日常支脅の勅語漁謹

﹄画のなるもそのことなく反古中と江ろべ

阿十年記念式に於て巾迦す可く単しれろ

きものなれご御誌の総白を拝階して溌今

私は所定の澱装に身を蕊へ︑午後二

の光築を婚ふ︒

され︑私ども亦特に陪観さし許さる上

妙なるべく︑殊に私は此ほど我が巾畢

〃恩へぱ︑或は一佃毛色鍵りの青年も

親友は私に年寄青年の名をくれたこと

でも年寄の役も出来得ぺく︑私の或る

の拠褒されて四十年Ｈに備り．各地雛校宮

難明治天皇様がおきとし下さつ龍教育勅語

︵前説省略﹀君災一徳恒久不磨の雌有大道

御親閲を受くることは出来まいか︑む

時に和川倉御門より東御車寄に参入し

の運動宙に於て職側競走に縦高年者を

なしルお伽ひします︒

て︑明治節の御賀を巾上げ︑御川帖に

なりをも私の意凡か州えて下さ乃様取り

職氏名を識記して下り︑砿門前の御鋭

以て意外にも多くの年批職員を凌ぎ鉱
三等賞を得てレコード破りと秘せら

ｐＨ口回０口■８町ロ︑

君■ロ■ＨｐＤＢ■０１ｒ︲■Ｕ０Ｂｕ８１４卜ＢＩ０ｐｂ印ｂ制小川ｆ噸ｌｒｌｌ．ⅡｒＬ．Ｊ助１０トー︲・１１１４１．凸切削ｊ団Ⅲ日︑山川川川貞ぽＲロドｎＮげ㈹ｐＫⅢＬＦｈｈⅡ■日制Ｅ︑︲−１肝．

〆

！

叩帰ｌＩＮｆＩｄＪ山ｑＪＩ１Ｈ１ｍＭ４剖ｆ二月Ｎ鼎４４個﹄．Ｕ脇９０１日０５■■■■■■ⅡⅡ１日

１１Ｉ．︐Ｉｌ︲

誠に好都合なこと上恩ひます︒

けることは︑一醸随民融合上ありがたく亦

凧訓練所庭女脅のお方等と一緒にさせて頂

の課にてｂ糟地の支曾員は皆さん始功青年

行ふこれに参列し瀧腔の敬意韮捧げる様と

合上記念式か差しつかえる侭各地小隼校雁

支禽長からの書而雁は︑倣支仲は或る都

爪なものと欣ぶ次第であります︒

現亦の思潮か嬬蕨韮導Ｔろ鮎腫於て意銭深

治天皇様の御聖錐をⅢ恕巾上ぐろと共に︑

署それＩ︑に記念式を暴行することは︑明

閉場にいたれば︑さしもに旗き大廠場

れ︑又祁宮外苑の記念奉祝の全図鰐育

ⅡⅢ似川１．叫叶１１１１︲．１Ｎ凶ｄ鯉ｄ仙琳ｊｌｇ■

元莱には感心だとおだてられて柳か心一

たところ︑六十六歳の老齢を以て共の一一

する篇なればとて︑参加を承諾しまし

ふて居なかったが︑只奉呪の誠意を表

も既に人を以て埋め︑小春日和のうら

列し︑今やおそしと︑陛下の御臨幸を

は︑各自所定の場所に方陣を作りて整

習票校生徒等三寓五千と言ふ若う人

女青年閣員︑青年訓練所生徒︑資業補

大曾に際し︑勿論勝うなどとは更に思

かしは若年寄と云ふ役名あり︑若うど

りも︑閥島聯の代表考の席に川はり︑

私は私の養格の場川にて階槻するよ

おまち巾上げて居る︒

襲驚貝荒
｜か嘩唾嘩袖惟雛誕弛玩坤唖華の雌奉癖

一聖上陛下には十一月三日明治節の佳

五

Ａかな天素に︑至図各地より到れる男

一︾蔀蝿蝿榊鉦袖鋤鋤嘩確岬鯉恥窪塞幽

川

ｅ一旬１１

．注おどらして居た上に︑意外にも勝者

の中に入り第二等賞を得ては︑小児ら

Ｌくもひそかに快心の笑みをもらした
・のであります︒

︲私は決して老健を誇り得る臼信をも
・たないのみか︑少年の時から三度も死

の率ゆろ同螺代表粁隊を見出し共の列
程無く三時三十分瑠朗たる君ケ代の

に加はることを得ました︒
一昔梁と共に︑日光にか蛍やく菊童天皇

旗の燦然たると先営に︑馬上御ゆたか

に陛下はしづノＩと御歩みを進ませ
られ︑御陪棚の秩父宮殿下以下並に陪
槻の涜口首相等整列の前にしつらへら

お勅語波褒餓時の枇の方様︾てれから御趣

旨等に付いては︑先生方や御来含の御力な

のお呪ひとしてそれ︐Ｉ︑お説肌亦お話もあ

述べさせて頂きます︒

りませうから︑私は次の様なことがらを申

我が弘道緯の倉祁西村掩樹先生は佐倉藩

のお方で︑むづかしい言葉で申せば遁義衰

退欧肌心酔の明治九年︐と云ふに︐既に迩徳

の走述・へてゐ

の結託士ろ弘道曾走創立して教育勅語の御

締一脚そっくりの命是と云ふ

生す︒これ走弘弛含の要領と申して甲溌乙

お勅語も脅祁の作られた要餌も蹄する所

L

病にか上り︑漸く危機を脱して今日に

れた玉座のところに御馬をと営めさ
せられ︑ラッパ一聾一同最敬腔逓さ上

ぐる中に︑門中文机から御親閲を仰ぎ

ッー︑と馬蹄幽音おだやかに第一菜園

され衣ことに外ならないのです︒よく人は

ば立汲な人桁者勤勉力行の人となれよと示

に済ますと云ふ立派ではありません︑それ

突き飛ばし押し排けて迄して己れ一人立派

砿と申したらよろしいでごう︑悌教の言葉

は風の立汲とは云はれません︑形のみの立

に大乗と云ふことがありますがｂ至らぬ人

迄誘ひ合せて倶に倶に一緒に立派に江リ︑

ロ

Ⅲ至れる老者なれど︑世間普通に拘はる

所の年齢なるものは︑これは一の形式

奉る旨の奏上と共に︑陛下は御畢手を

であります︒︵蒋甑記載省略︶

村先生は一般称員の振る所と示され衣もの

︲にして︑世には若くして衰弱の若年寄

もあれば︑老いてますｊ︑健弧な年寄

賜ひ︑夫れより方陣堵列の数歩前をカ
から順次御巡閲せさせ給ふ︒一同は﹁頭

雛二項に分け各十ケ膝からなりたって︑西

青年も居る︑質際に充資した元気が盛
・気は資質的に青年であり得ると恩ふて

であれば︑年は形式的に老齢なれど︑

にて目曜申上ぐれば︑陛下には御簡素

！右﹂の続令と共に直立不動の萎勢
なる陸軍通常御耀装藍召さ壮られ︑御

居ます︒

そこで私は何とかして青年代表者に

馬は初緑とて黒毛のいとたくましく︑

立汲な人と申しますが︑立派な人とは人走

加ばり御親閲を受けたいもの︑去りと
て我が螺の代表席を見出す術も無いと

御行列は十七騎︑斯くて御巡閲を了ら

恩ひつＬ陪槻の人だの間を縫ふて進み
つ上︑幸に小林海軍次官に遜遁して其

せられて︑王座のところにて御下馬直

．■︑旬由

の列の位置を教へられ︑係官に請ふて

１１−

に玉座に立御あせらられ給ふや︑軍梁
Ｉえ１

1

尋ね巡り漸くにして野田就曾教育主事
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つＡたか︑斯くて更に諸員一同最敬潅ゞ

ｉ︲■ｌ

隊の行進曲につれて各集園は順次進ん

のうちに君ケ代の奏楽と共に天機いと

リヴ９画？Ｌ４吋︒︲０口

で集合隊形に愛り三寓五千人の若人は

ｌ

︑︒
山弱
才押
げｍ
ｌ．︲
！
Ｉ
１

I
，

I

で︑明治天皇を仰げ︑明治天皇に集ま

ありません︒何が立派でせうむしろ滑巷で

の鋪一頁に申されてぬまず様︒その第一峰

我が郷土の誇り大原幽撃先生もその語蹄

を恩ひ︑私はつとに明治節の御制定淀

１１１１︲︲ｌ●

︲︲︐︲ｉ︲︲︲︲︐︲︲︐⁝︲！︲︲・

ゐ宣す︒身分は一段とびくＬとも正しい行

が︑虞の立派な人を作る根本士蔓走なして

う︑共産糞があり・言︸をう︑正しい行ひこれ

糖祁と親孝行そこに何の過激派がありませ

の密接芯鮎走云はれてゐます︒あＬ勤勉の

て尊敬せ胆ぱならぬ言葉で︑勤勉と親孝行

農家にしてはこれは侭の正しい峰丈とし

出ることなし

農家の主人毎夜細細ふ家に絶え疋不孝子

おろじうら

に日く

のであります︒

日鼓に閏民的一大聖節は制定セられた

一致の切望を御嘉納ありて同年三月三

貴衆雨院全総の建議となり︑遂に畢図

も建議したのであるが︑昭和二年には

も御承知ある通りである︒共後議曾に

含議にも提案したことは蝶下校長諸氏

には東京中等教育曾議や全閏中畢校長

のぞみ此意見を溌表し︑大正十三四年＠

れと︑常に閥民意識を高潮する要ある

森脇努力其のものＬ御守り榊様と仰い

や犬に只締麗な着物韮つけ犬と何等愛りば

てゐれとすれば糞土と同じであります︒縦

るで趣か替えてゐます︒正しい行ひ走映け

目に立派に見えても私の今云ふ立派とばま

ではないかと老へられます︒しかしそれは

と人に︑も云ばれ自分も忠ふ世の中になった

よい乗り物奄乗り廻す︒これが立派なこと

ものを食・へ︑よいものた着︑よい家に住み

今の世は兎角向分のみよい暮し必し︐よい

立汲にさせてやるでなげればなりません︒

』

ばありませんか︒

ましませば︑我等閲民は皆明治天皇を

の護展を遂げたまひし世界的の英主に

て天下に重きを潟し︑有史以来未曾有

の大業を成就し︑更に世界的に進出し

時に御努力あらせ給ひ︑途に能く維新

明治天皇は我が図状最も多難多事の

御うるはしく還御あらせられた︒

勇壮の祁意は如何に至誠をあらはしま

唱し奉る︒其の厳粛の気にみちた中に

経って文相の溌謹にて一同寓歳を三

歌舞はまことに高潮に達した︒

し奉れば︑大内山をどよもして感激の

︒⁝．．﹂と令旨奉符歌を騨尚らかに合唱

同は﹁円嗣の皇子のかしこきみこと⁝

了るや軍楽につれて満場整列の青年一

文相恭しく進み出で上奏上文を奉讃し

に︑一同君ケ代の団歌合唱の後︑川中

この感激にみちた一幅霊園の光更裏

なん詞も無い次第にぞある︒

的の図礎国風の象徴︑ありがたしとも

づと感涙の催すを受へて︑資に超世界

ろところ︑感激にみちた光景は︑おの

く︑宮城前を唾して敬度厳祁の気の漆

田稚がそよ吹く風に一癖になびくが如

諸貝一同最敬澱︑怜かも砿潅とした

あります︒

御前に一関とたりて威容を整へたので
r
可

Ｉ
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ひの人はつぜれぽ入か纏ってゐても立沢汁一

でこ上らば皆さんを一段に愛奮して労勅語

今の世の有様ばよく似通ってゐ冬子︒そう

症の長

か休養すろこそ長なれ︲大酒暴飲は両審百

りません︒立派な地位勢望走冠ってゐろ催

びの人ば例へ大厩にしても糞土と鍵叫にあ

の御耕祁に惇らぬ様勤めますことに必ず致

奉公も寒心に犬へまぜん︑必ず出来裳す︑

生すが︒この位のことが出来なくてば義勇

る若人酒乃飲む畔は刻不蕪の門か開きて以

成没誌に﹃飲油は衆生を悩ます鯛罪因とな

先づ皆さんにし誤Ｌては時冊牢守る﹃必ず

ことなれば今日からぎしノ︑Ｉ致しまぜう︑

雁守﹄慧校蹄校に道草をせぬこれは内分も

しまぜう︒取不敢変行が肝心ですから善い

つけて鰯偉人とで︑も申した方がよろしい

でもありません︒それにばニセと云ふ字恐

ゑて垣韮作らざるが如しと説いてゐます︒

て能く定及び諾の善法悲害ふこと衆呆か極

いでせう︒この偶は一群手取早く伽教縮抑

の頑きば勤善の二字につきろと申してもよ

祁Ｋ八繭似千の何の法門から入っても鹸後

からも富士川項は究められろ︒伽教吻賦粘

向口からでも御殿場口からでも亦は吉川口

ゐ斗哀すが︑同じ高徹の月に到達するやう大

方而か喝教へ乃所の手江て方だてに川来て

門等と一ｎに云ひ︑大愛大きく庵く多岐多

と云・︽偶があります︑例教は八繭四千の法

峰延守っても現代農村不況を救済出来ろと

飾九擁の班行かお薦め巾します︒この一ケ

ら大人の方にこの日出鹿い記念に要銃甲雅

時間恥守らぬ害誰伐扱々あります︒それか

かせまして橘の奥さんに迷惑をかけろ等々

その他川件を経っても蝿川の雑談に花を咲

まして美食し反って食偽心到すことになり

惑九苑いまず︑澗裳等には畔間韮逢延長し

ぬこ上は幣頓の士肇粉祁を作り自他共に迷

ん︶亦大人の方にしても昨間避不規律にせ

扉が幻りますいみでも？ｂ︑ぱなりませ

納税完納の一部にもと心かけたいも妙であ

して醜畿百出の躍防と経満上の融和に菱し

がふりと？ｂ多く硬くものは節酒し亦嬢油

ョイｊ︑見受け半寺から．人の振り児て我

かやうなことはあり堂せんか︑他所にはチ

度お酒を召し上ると風俗を乱し︲醜強百出

は人格者立汲なお方とお見受け巾しても一

たしかに酒は起罪のもとになります︑日頃

三十六失悲峯げて衆生か教えてゐ設す様︑

叉挺阿含維は飲酒大火を翠げ善悪所起郷は

る可か島ず

九︑酒色に溺ろ可か．ｈず悪しき風俗に染

がし恐縮雁存じ干す︒

取り止めもないこと恥申しましてお野をけ

り土寺・今日の側川度い旅上に於て脱線的

御都合主義の話で川雄よみしき恥得て疲れ

酒は百蕊の曇上巾したすが︑一てればｎ分

ます︑仇し本ｕお菜叶のお方稚にば断じて

見蒋しいのに礎憎をつかすことが折々あり

か約言し犬もいで︑悪いこと・ばやめてよい

云ふ副産物があります・

西村先生が弘通称を創立められた昨代と

ことに凝りはないのであります︒・

村先生の示された喪競＆古今正しいと云ふ

千年の大昔に散へられたお稗迦様の滋も凹

ことは進んでぜょと述ぺられ士も・ので︑三︲

諸悪莫作諸善奉行

でで７．お綿の中に

他人も先生も迷惑なく授業して行く亦利な

物としか見えません︒立派な人でも椋い人

この問題韮出すし﹂兎州媛やがら恥

人でありますｃこれに愛って︲や蛍しひ行

I

ん（工破に天
P9

巻

天に歌はん
天地もうごかすばかり言の葉の
まととの道をきばめてしかな一一

古谷喜代次
に新しい感激に燃え無限の御教訓がひ
しノ︑と辿ろを蝿える︒賞にそれは蝋

Ｉｌｌｌ

鍵雷量豊

小生十一月五日夕と夜上野公園へ行き︑

失業者の群に付菰々率怖走情胆︑惑惨の極

と︑桑剛各地知人よりの各地方の状況と︑

粂閣無産猟の通勤興凱蹄烈と．全剛的系統

的撫耕状態と生派脅威全幽的に波及激甚ｂ

政者の虚祇と地方自治鰹の虚冠との宜しき

てひたすら精進をつま牡られた尊さ︑

天地を動かす程の高大なる目標に向っ

歌の御理想をのべられたものである︒

る︒資にこの聖典こそ寓古不易叫民道

底といふととは最も機宜を得た事であ

この思想界の動揺時に営って聖訓の徹

の有益左る催しが行はれた︒如何にも

本年は教育勅語換渡四十年とて幾多

こと其他に徴し︑日本の今日以後全く蕊慮

と．知識階級老中の共産猟赤化指導の多き

内務省鮒係官聡の油断し居るに過ぐるこ

なる教訓的道歌やセンチメンタルな詩

而も天皇の御言の葉即ち御製は風流な

徳律としての完壁であって日本民族は

申すまでもなく明治天皇の御製で

どのなまやさしいものでない︒宇宙を

これを把持して行く限り雅展があり進

態得ざる事︑教化剛畿と中産以上の鯛民及

一貫するまととの道を討ね究めまとと

歩があるといはねばならない︒さりな

地主共他の所有機の保護ＦＬ付︲遡良抑識郷

などとは全くかけはなれた弧さでありα

のま上を現はさんとなされるのであ

がら勅語を讃んで聞かせ又は讃ませる

切に奉願候︒︵松倉度三郎︺

ある︒而して御在世中這しおかれたる

る︒三十一文字の羅列を以て和歌なり

だけでは聖旨のある所は徹底しない︒

光である︒

として得掩たる輩などに天地を動かす．

如何にしてこれをこなしくだいて剛民

幾百千の御製の一つ一つに流れた御作

など恩ひもよらぬことである︒宜なる

皇室の擁護と剛家肺含の秩序維持には何

の数諏蹄結と恐乃ろことに候︒

法に溌大努力せざれぱ︑日本の赤化は必然

此の僻に韮行して止まず︑之が善虚の方

に堪へず︒

かな吾々は常にその御製を秤菊する毎︑

−
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ん は 歌 に 天

ふ︒それでは更によい法はないかとい

を牧めて居るかは頗るあやしいと恩

し果して確賞に充分といふ迄にその蚊

幾他有力な手段が講ぜられて居る︒併

り既に先人が心逓くだいた軸であって

の心の奥︑心にしみこませるか︒元よ

れた方法であると恩ぷ︒

の奥底にしみこむ様にするのが更に優

語の本営の意義をさとり情の上から心

下御みづから這された御製によって勅

から道を説くのも一法ではあるが陛

と言はなければならない︒勿論智の上

せようとする方法は疋鵠を失して居る

き︑良く計すれば深味があり︑自然である

雑誌﹁弘通﹂の表紙が︑老人向き︑隠居向

新年銃よりは目の醒むろ如き︑日本的な

ず︒

の人の自慰で︑民衆ルイットすること能は

紙から改むろの要あり︒南賓趣味は︑一部

遺徳韮してに接近せしむろには︑先ず︑表

ふに私は御製に作曲して毒調すること

勅語の中に明治天皇は﹁爾臣民ト倶

りない︒歌ひたい御製を朗らかに歌ひ

し之を調せしむるのもよいがまだ物足

尖端的ならざるまでも︒ｌ少し創作性走も

高尚なろ表紙に考案ぜらろろ様殊に切望す

二拳々服麿﹂せんと宣せられて居る黙

つものに工夫ぜられたし︒︵埼玉繁田川郎︶

御製を一安明快に解鐸して国民に示

より親奉って此闘民に下された勅語は

に成る﹂とは論語の一節である︒孔子

をとり入れないものは一つとしてある

が論語に窺れる︒古来宗教の中で言楽

流行歌を知って果して平然たるを褐よ

に歌が民心を導く︒心ある人は今日の

は一つもない︒民心が歌を生むと同時

垂員青年が大謹に青空に向って歌ふ歌

とこの勅語にのらせられた道徳律とは

主い︒喜びに歌ひ悲しみに歌ひ働くに

も吾楽といふ事を非常に重んじた様子

相一致するものと申して差支ない︒即

歌ひ遊ぶに歌ふ︒それが人間としての

従って勃語の別な御表現更に換言すれ

抽出せられたものが教育勅語であって

墨民族に我が日本民族をして行きたい

間は歌を知り且つ歌を歌ふ︒歌を愛す

楽しさであるといへる︒人間らしい人

か︒これこそ聖旨普及青年教化の最良

ｌ︲︲！ｉ１

められんことを希望してやまない︒

の作曲こそ願はしいことであるまい

ば御註鐸が御製であると拝察すること

含の如きが率先してこの運動に手矛一そ

手段であるとして識者に訴へ日本弘道

が出来ると思ふ︒．徒らに文字上からの

み勅語を解樺しそれを団民に畳えとま
４

なるジヤズソングの流行の中にあって

ものである︒現今の如き鞭眺且つ低級

うか︒天に歌ふの歌として我全は御製

ち幾百千の御製の中を流る土御理想を

窺はれる︒して見ると最初に掲げた御
⑧＠●●●
製の中のまととの道と仰せられたもの

たいのである︒﹁詩に興り瞳に立ち楽

一

︐Ｉ

一面陛下の叉御理想であったことが

を提唱したいと思ふ︒

−
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Ｆ

裁判所を聖ら︑而し一巡小官をお殺し下さい

﹁本月本日か以て︑帝剛の法律か躍鯛し︑

面走合せろと︑酢無蕊然しとて︑

然し見島は更に屈する色もなく︑某伯と

迫しにかかつ衣︒

とぽかり︑手か愛へ品悲愛へ︑児島を睡

気な奴ぢや﹂

﹁砂たる一裁判官のくゼに︑さりとば生意

言葉態聞いた某伯ば大いに怒り︑

そして渡りに舟と泣きついて来た螺令の

此の山口にやって来た︒

それから数日の後︑時の内務大臣某伯が

名士の逸話
児島惟謙の一意気
大津事件で弔騨一時に畢つ犬兄島惟謙
ば︑司法権の濁立のために︑常に自己恥犠
牲に供して更に悔いなかつ北︒

彼が曾て山口裁到所長を勤めてゐ衣時で
あつれが︑蛎令と螺民の間に紛擾恥生じ︐
途に行政訴訟が提起されることになった︒
・最初か昌非の己にあることを知ってゐろ

其の螺令は︑大いに驚き勺急ぎ使ひ恥鬼島
裁判長の許に走らせ
﹁如オもあるまいが︑今度の行政訴訟は君

Ｉこれが閣下への私の御返事で御嬢いま

すると児島は即座に

風廃してゐた某伯も︑すっかり兇島の鏡塊

之には︑其の常時威椛赫セとＬて政界を

Ｌ・輝乃ところなく言ひ放つ旗︒

す﹂

﹁いぞいかに螺令の仰せであらうと︑紳

と︑半ば雁迫的に頼んで来た︒

の腕で何分よろしく顔む﹂

聖武司深椛の観立の求めに︑左様なことは

来なかつ衣︒

に打たれて︑もはや二の句走つぐことが出
遊卦﹄つぼり突シ制︑て了った︒

厨じて出来ませ輿〃と御惇へ下さい﹂

かくして︑此の裁判の結果はｂ途Ｆ騨令

の敗訴になつれ︒

外交界ｓ第一人者︵その一︶︑

米図ポーッマスの日露誰和談判に於て︑

其の膿略鵡以て偉名世界に錘いれ小村毒太

は︑何人も異存のないとこ易であらう︒

郎が︑近世外交界の第一人者であること

此の小村が外務省でまだ一局長の椅子さ

へ占め得ない薄給無名の小官吏であつれ時

であつ赤︒大隈軍信が０−︐︑その早稲田

の邸宅で宴脅避催しねことがあつれ︒席に

の大臣０次官︑局長蓮がズラリと揃って︑

は︑時の総理大臣伊藤博文瀞はじめ︑各省

その時︑餓興として︑三遊亭圃朝の人情

︑主客歓悲誼しれ︒

話があつれ︒それが鯵ってから︑樫朝野を

腿してゐろ伊藤博文は．鷹揚に栂へつつ図

朝か顧みて︑／

と盃を向け衣︒

﹁回朝ひ盃悲遁らう﹂

同期程の塞人でも．官尊民卑の思想で凝

れをなして︑酢して席を進め兼迩求︒

り固まってゐ穴雷時のことであるから︑恐

−
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話逸の士名

するとｂ此時夫張り末席にゐた小村は尻
ごみする脚朝に向ひり

﹁圃期ｂそんなに遠慮するには及ばないぢ

やないか︑早く進み出て盃非受け給へ︒こ
の席では︑誰よりも君が一ばん倖いのでは
ないか﹂

と言つ衣が︑岡朝は︑那捻ばれろとでも

あったｐ

叉毒太郎は︑曾て︑這外大使として某幽

に眺剖吻蒋守中︑外務荷の馬僚中に老朽の
丈駒に淘汰された一老吏があった︒

この老吏は︑数十年間一日の如く格勤遊
互に鴎全し︑それ悲銭とした︒

悩しまなかったので︑同僚は同情を寄せ︑

それから間もなく小村ば蹄朝して外祁の

梢子に坐ったので︑その畔の価話役の一人

思ったのか︑和鍵らず丁準に頭を下げて︑
﹁ヘイー史ことに恐れ入り士︽した﹂

が︑この事奄外祁に話す︐とＵ

白石の記憶

く感じたといふのである︒

小村の情義に篤く︑下僚あい大呼◎心に深

之を博へ聞い求劣内の大小常診吏一同は︑

ったＯ

も切らずに其の僻持たせてよこし稚のであ

こし士︒開いて見たら．俸鵜の垂部を︑封

村ぼ一封の金包を世話役の下へ持たせてよ

それから一ケ月ばかり過ぎた或る日︑小

てくれ﹂

﹁宜しい︑承知した︑だが︑少しの間待っ

といって︑智らく考へてゐたが︑

﹁さうか︒⁝⁝⁝．．﹂

と答へ 心ばかりであった︒そこで毒太郎
ぱ︑更に
﹁君が死んだらば・君の衣鉢悲擢ぐものが
あるかごうか﹂
胎訊くと︑回朝は︑

﹁それが無いので．︑頃残念に存じて居り
ます﹂

と答へ仁︒隷太郎は︑すかさず
﹁それ見紡へ︑それだから︑此の席に居る

薪の巾では︑群が一ばん倖ハルいふの江︑
此の席に肘られろ元老や大臣は︑皆死んで
し歌った虎で︑後総考はいくら４控へてゐ
ろぢやアないか﹂
と澱肋した︒一一れで回朝も初めて元気づ

いて各大臣の盃を受可ろことが出来たので

徳川六代婚軍家宣の侍誘として貢献著し

かった新井白石伐．輝覧強記の人であった

が︑同時に叉脚己の記臆力のみに頼らずし

のであった︒

て︑見聞した事変を一々かきとめてゐたも

或昨同好の士が五六人集って︑四方山の

した時に︲

話恥して一璽卜が︑逓後に容が座を立たうと

﹁各々方の御記憶のい型には︑没に驚き申

した︒今日の各々の御話は黄に面白くて且

致︐したが︑各々方ぼ一向きう云ふ風が見え

矯に通る節々があったので︑拙者は筆記を

企む

なんだ︒定めし記憶か穴しい事で御座らう

さ︑う云はれて見ると︑此の時︑白石は筆

．刀も︒︒．・・・・ロ今・・﹂

をとって要髄恥認めてゐ赤︒記憶妙い上彼

い内分達が迂澗に談話恋上下してゐたこと

も
力幸もさ
ぅ生でして腸ろのには︑記憶のわる

ば︑いかにも手ぬかりであったのを︑白

に︒こんなこと走いふのだなと錠がつく

石ばそれとなく自分達に忠告逸興へる鰯

った︒

と︑背にぐつ７−よりと冷汗か流したのであ

華 逢 渡
洲
博
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渡遥華洲博
文荘石川兼六

範畢校漢文科教員︒自是欲読研殿斯文︒典碩隼鴻儒

訂交．間詩於大沼枕山︒杉浦梅溌．南摩瑚峯．嵩古

香︒質丈於川田斐江︒重野成驚︒三島中洲︒小山春

二子也︒十六歳︒就外祁父小鳥維昌受経義︒皐作詩

姓︒父日武兵術︒母中島氏︒有三男二女︒華洲其策

聯結城郡火花調村人︒家世業農︒偽里正︒其姓厨源

洋︒有典閏僻背馴者罵︒華洲慨之︒命明治天皇降教

百首．蓋得意作︒華洲在教職也︒吾剛文化徒擬西

公︒烈公︒長古数百言︒次識速湖所作︒総漢詩︒一

其詩不務彫飾而本於性情︒篇什頗多．如詠水戸義

山︒叉典内田蓮湖Ｕ橋本鶴錐︒及余水性・商権詩文︒

法於其父︒十九歳寓士浦薬舗久根間氏︒暇則刻苦讃

育勅語・威激不能措︒乃僻教職開家塾︒以聖勅偽経︒

渡逢華洲︒名字︒字大川︒稲武助︒華洲其競︒茨城

書︒巳而僻久根間氏︒赴印撫畷受試︒偽大輪小翠教

以孔孟偽緯︒鼓吹道義︒維持風致︒亡何︒郷黛推奨

妻村牒道鬼怒川護岸工事︒聯政之最大者︒郷人莫不

篤牒倉議員︒侃々敢言︒如聯立水海道中肇︒前岸三

員︒賃明治六年二月也︒是歳十二月︒聴花島小畢︒

是時従秋場桂園皐詩︒翌年四月︒入土浦茨城師範分
校卒業︒任五等訓導︒是時典野手︒森︒飯村︒大久

叉典飯田︒猪瀬︒松田︒山田︒諸氏︒設研法念子水

奉職子貝谷︒上蛇二校︒皆不久而僻之︒創自職吐︒

城嬬之含長︒衆推華洲偽稚任幹事︒以︽援張含務︒振

創設︒其旨在奪皇室肌人倫︒含先生莞︺子鱒谷君干

員︒乃鮮之・与響人日本弘道櫛︒念画質西村泊翁先生所

蒙其悪云己而有螺立湊商業畢校醜事︒華洲不忍列議

海道︒入立憲改進薫・含喪父哀殿骨立︒翌年一月︒

興道徳︒後松卒直亮︒↑徳川達孝︒二伯相尋篤含長也

保︒諸氏︒結同舟吐︒振起政談︒主張自由教育︒後

赴任水海道隼校︒後三歳︶受文部省試︒得馬中単師

渡
蓬

華

博 洲

経輪︒皇恩優渥以何報︒感泣四千除蔑民︒華洲牡歳

恭讃二月十日詔勅日︒裁定擾紛施至化︒鎚今大詔説

由来斯道在清心︒未修其本趨其末︒畢寛迂儒耳目潅

相含蒐其所穫篇一巻︒其論詩日︒彫琢休鳥無用吟︒

可観︒華洲喜輿同好士二十除人︒結絹水吟職︒毎月

悟︒常臨二王法帖︒至其槽書畢欧顔．故共書亦這勤

華洲日碑文博士︒華洲好臨池︒春讃先輩書論︒有所

賓奉不煩他力︒蓄積所篤人揮墓酬金而充之．郷人秘

畢之稗蒋．其文典書華洲最所用力︒華洲毎建一碑其

海道報風寺︒叉晩歳撰飯田軍燕碑文︒軍蕨筑波山義

先桂園而残︒桂園残也︒嘱共友三島中洲︒建之於水

稿︒叉曾嘱其師秋場桂園毒識碑文於川田雲江︒雲江

中島時行︒小林識六︒朝日商豆︒或撰碑文︒或刊遺

華洲天資温厚接人不設城郭︒篤子師友︒馬児島東海︒

山正之像非真︒乃畢護群其誤︒一寛使文部省改一訂之︒

有事開風教則率先有所篇︒一日見中塁教科書所載高

華洲所輔翼亦居多涛︒後有故郷故山︒優勝養老︒然

ﾉ

噌酒後全溌之︒毎且蚤起︒散歩庭園︺齢過古稀︒耳

目聡明︒如少壮︒昭和四年九月十九日病残︒年七十

有八・葬花島薬師堂側︒配吉田氏無子︒養同族渡遥

才輔長女篤子︒配山中庄三郎篤婿︒所著有詩文集︒

和歌集．日本教育之基礎︒勅語唱歌︒教育勅語通解
等︒

石子日︒余識華洲於大沼枕山︒小山春山二先生門︒

其入日本弘道倉︒交誼盆密︒研磨趣史︒商権詩文︒

殆無虚日︒葵亥秋余羅地震災也︒使人慰問︒且贈其

臓書十除部︒其友情之厚可以見芙︒今弦丁其一周忌

辰︒追思不能措︒乃擦其親戚門人所作行朕及祭文︒

加以余所聞見立之偉云︒

内田遠湖日︒華洲李生最重名節︒恢慨好義︒如其詩

文︒所作雄多︒不必刻意︒蓋承水藩畢之除風多美︒

而共智足以識時︒其才足以幹事︒惜哉︒其志未大伸

而逝也︒余興華洲交三十詮年︒責篤釧頚之友︒及請

此惇︒不畳涙律令下美︒

橋本鶴堂臼︒華洲翁自幼好文遥経史︒特於詩造詣
深ｐ然其精刺則在鼓吹道義︒維持世教︒故其事業在
於我日本弘道曾而存芙︺余興翁親交於弘道曾︒責三
十除年︒雛百里隔居︒其意気常迩︒丈荘詞兄典翁交
更親密︒不雷管鮒︒其老退後︒文書往復無虚日︒宜
芙︒此得意周筆到無奄有憾︒翁之精霊威喜於地下可
知也︒翁之文勤筆蹟︒亦営不朽千歳実︺

心事︒遠湖︒鶴堂︒二儒宗之評語︒至突︒霊突︒複

畳擢暗涙．先師有知︒膳含笑於泉下︒若夫至先師之

文真率而謹厳︒克蕊揚其本領︒友愛情︺遊筆端︒不

文荘石川翁所立先師華洲先生陣︒事蹟細大不漏︒行

書先師華洲波遜先生博後

吾而己︒及讃此文︒追想往年︒諾然久之．

逝四十年︒華洲亦蹄道山︒於同門中︒今存者有兄有

春日井柳堂日︒渡遥華洲偽小山春山先生門人︒先生

且

I

遥、.渡
華
洲

博
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言何︒今也三先生情誼如斯︒而吾師則亡︒職

弘堂増田．唯謹撰

先考一周忌︒文荘石川先生︒偽作其博︒被郵送於霊

坐叫叙事明暢︒友愛之情．藷々溢子渚墨間︒不堪卒

讃涛︒今秋皇霊祭日・門人増田弘堂来訪︒展墓︒談

遡及先考徳日︒不忍使此博空燕諸僅底︒欲印刷之贈

呈先師親戚故醤・議乃決駕︒印刷既成︒以呈座右︒

聯以酬先考積日之交誼︒併翼倍奮之春顧云︒

維時昭和五年十月三十日篤教育勅語換磯四十周年記
念吉辰

爽亭渡遜庄謹識
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夫れ孝は徳の本
●●●④⑦⑨

亜ん

●③①⑤①②＠④⑧●︑②⑧ｅ③③
東京市麹町瞳土手三番町草野忠右術

●●

門氏はうばぺは九州日川盆地に三百年
④③●⑱⑦と助つぎばんぱいかく
も嫁はる﹁蕊
薬Ｒ本丸﹂の取次版賞披
易やうかん賎んかいてんやくてんしゆ

①︒④

①①②●④①

張を看板に開店してゐる一薬店主であ

︵美談その三十三︶

とら生だかくぴにんて会そんざい

④⑧ひ胆らんにい罫んくわち

にい炭山︑ここのやう

②⑨︒④のい六てんしやう

草野町︶となってから代堂此所を領し

ねん①ｅの②し令﹄づ苦いばつ⑪

たが︑長門守銀永に至ってから天正十

五年撰臣秀吉が島津征伐のときに︑秀
●
きるふぜん念じ
吉の忌誌に鯛れて︑一戦を交へたが︑

ふかうりひに

不幸利あら歩︑日田にのがれてついに
こ
こすごうがうみく

ろうせい④①②

此所に住むことＬなり︑一郷の豪族に

なったのであった︒かくて中世草野忠

＠①②し坐う笹ナやｅのｅ●

含らうぜいざうし晦剣うやぶたう

右術門と稲し︑桝皇といって貞享元年

しゆにい③①③○＠＄でれんめぬうつ

からは木蝋製造Ｌ酒造とを業として富

主十八伏忠右術門氏迄迦綿受け擬いで

ばうかいはっつとけうにういくえいちから

来たのである︒其の間勤王に識し︑地

奇そめＵ鯉令んのうつくち

くして敬慕されて来た︒現に日田の草

がん虹んけんりふ

のけていたく害ざうぶつ全いづげんろく

して有名な所であるが︑この様な日川

したもので︑然も障子一つにだに狂ひ

特に俳間の如きぱ全部杉の丸太を使用

でわ奴しやうにんひ身うとう会．やうけんぶつ

の世話から保請人の引受け︑東京見物

がないといふことを以てしても︑如何

てつ梶・うふぜつ雁うろかいしうとう今Ｆぐわんうん︾．うちん

しやうあつＥん骨一やうとうくわんけい

琴いへうかん象つさて告迩ん

きここうどいそ黙妙シ

に斬り込んだとて後代まで其の武勇と

宮うけがうぜいぎうか

かう雁うじゆ④○③①②Ｄ呈定こ

くんかけんゐんとくつ︒ぼとけみつしん
訓︑家憲雌陰徳を積むこと︑伽を厚く信

といふものである︒此心家に徳はる家

こいへつだが

もついか

しかしやうじくる

上京者の世話駐はじめ︑郷里からの

を附いたのが川の草野家である︒遠く
か﹄芦︑心じにい昨んた作へ好⑦③④およ
鎌倉時代︑元の大兵が博多漣に押し寄

とく韮つま宮とぜ・んぶすざ全ろだしょう

繊道敷設や道路改修等の読師運動や陳

に同家が豪勢で奮家であるか堂わかる

ひ含う淫んめい肱あと

語り仲へられて居る草野二郎は餅の草

のじぞくそきんそしそん●Ｃ⑲Ｇ

の家憲に忠賞なる篤信家である︒氏は

仰することで︑営主忠右術門氏も亦此

かけんちうじつとくしんか

といふ世にも稀らしい篤志者である︒

野家一族の祁先で︑其の子孫草野筑後

④②②②①︒⑲

守武繕が竹之城主︵今の禰岡厩三井郡

かじ人て琴そんざい

それはまさしく家憲的の存在であると

上めづとくししや

なく橡の下の力持ちとして働いてゐる

からたうくさのけと陰

情の斡旋につとめ︑郷黛開係のよるづ

ぜたとき︑性剰惇にして填先きに敵船

じヤうきやうしやせわ会．やうり

引受けに奔命しながら名を求むろこと
ゑんしたちからもはたｃ

か仁つたみ①ｅ○Ｏたうくぎ

いうめいところやうひに

けいぼ含咋んひに①

方の開溌に努紡︑郷黛の育英に力をつ

くらゐふろ

溌展を見︑庚湘家の塾であった成蹴園
①③⑤⑨②瞳じ令匡
からは清浦杢苦伯を初めとして多くの

ひと

じゃろ舎やうがくげいいしゅく

めい氏うか③Ｃ

ぼとし

へば︑殆んど知らぬ人はない位の古く

元年に建立されたま上のものであり︑

野家邸宅の士赦俳間などは何れも元職

③︒①ｃ

大分職人のために上京畢生の下宿

るにいと入ぶつ唯呼しゆつめいぢし上温み⑥

からの名望家であ・り︑東京にあっては

川螺︑日田鋲蕊をおかれて文化の地と

はってんみびろとけぢゆく○の③

んだところで︑徳川時代異常な文化の

とくがはじにいゐじゃうぷんくわ

日田盆地といへぱ日本二十五勝の一
かぞさんしずゐめいちぷんじん⑨
つに数へられ︑山紫水明の地で女人魔
●③③うぐわせい○●①④はぐ
瀬淡窓を生み︑需聖五獄上人をも育く

⑨①④③に陰んしやう

共に叉隠れた美談的存在である︒

者

偉大左人物を輩出し︑明治初年には日

るが︑大分撫では日田町の車野家とい

記
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たいしゃう弧んや土ひえ③．⑱●④●

に依って救はれたのを以て深く徳とし

大正七年病を得たとき堅霊薬日本丸﹂

宣シ︑ソノ久シクシーア光有ルナリ︒

妙ニシテ人ヲ善二納ル︒翁ノ慮遠ク

・ヲ欲ス︑夫レ孝︿徳ノ本︑俳教ノ要

よすぐもつふかとく

病索桑快後は郷里の業をやめて上京
しんかうて会今もみ

ぴやう会ぜんくわいごけうりげふじゃう今やう

し︑信仰的な気持ちで身はありあまる

名家必歩しも永久に柴ゆるに非す︑

人は代共同じから赤︑世は永久なり︒
ひとみば雁い幸やこ上ゐもつこきいう
人は憐れ一代親の心を以て子幹一左右す

ひと仁い＃︑おなょそいぎう

しきんかか抵らむ言うあんたいあら
蕎産家必ずしも無久に安泰なるに非永

めいががならえい秀う怨かあら

化丁未孟冬﹄︵原文漢文︶

余亜安之意ヲ嘉ピ書シーア以テ題ス弘

めこ﹄いうふくくが上みつか
程の裕幅た暮らしにも拘はらず︑自ら
がいたうたけ抜け唾いやくぜんでん

街頭に立ったりして健気にも蒋蕊宣博

くす⑪しん

につとめたもので︑そのために蕊の頁

しやじゃうた全怪かめいしあび庭じゃう全う

慣も漸く認められ︑久迩宮家の御川命

かやうやみと︑①③◎ご里うめけ
ふつうゐやくちが

と謝状駐賜はろ外︑名士の間に常川さ
●︒●●

ひと

ため人のために球誕雑げ溌〆てはなら

こくぷんはんえい

か鐸じらやう雪う

ぬ︒これがひいて団家の繁築であり︑

固民の繁楽であり︑一家の無事長久で

②⑤

あることである︒﹁陰徳ヲ施セ︑孝行

がくんもつ主んこぐみんかくん

ヲ重ンズペシ︑伽ヲ奉ゼョ﹂と︒草野

⑨

おも

家のこの家訓は以て七千蔑脳民の家訓

でなければならぬと恩ふ︒

水泳中溺死しようとしてゐた年上の

人命救助の迂藤少年
するえ訳もうで悪しとしうへ

せうぢよとしした世うれん身・釜っよ壁う

少女を年下の少年が救助し︑しかも雌
今
ふてあてえきいはひ
と︒徳の加誰︑跡俳の助力又なかるく
こくぎのげにいかさ
から歩である︒此の章野家が代を梁ね

人謂へるあり︑一︲積善の家に除慶あり﹂

れろ勇敢なる少年がある︒そ札は東京

も一命と取りとめることが出来たとい
ちか②①●②③⑤へうへう
ふので︑近く丸山警覗総監から表彰さ

念手首のよるしきを得たので︑幸に

あ仁

全稚しんじまずくたこ
る能はず︑叉人事雌も少しとせ歩︑古
にんいぜ野ぜんいへ聖けい

る十八代︒益を柴えて今日猫世のため

府干西多摩郡西秋留付代縫秋川で︑附

れ︑松川拓相なども蒋迩職蕊と逸ふと
かにときぼなじゃうびやく
いって片時も放さない常備蕊としてゐ

人のために多大の貢献を致されつつあ

で水泳中︑西秋留村代縫六八大堀林左

近の少年少女達が水深二尺ばかりの所

めいとで舎
るといふのは︑決して只偶然であるく

肩いｊｆ１ぷんしやフもつ江沼か亨？っ⑥⑦＠

しじん④①

代共文章淀以て名高い同地の廠細家
いん稚命﹄くわ恥けい

●害うけつきごとかくんしる

とは︑姻戚の開係にあるが︑詩人淡窓
氏は同家のため次の如を家訓を記しと
いま﹄うけのこ

れが今同家に残されてゐる︒それは︑

にい＃︑象たか作んおも萱にうじんしん

ば声琶舎ぜんいへよとく

けつ仁にぐうせん

ひとただいこうけんいた

にい里すノⅡ︑ざかこんにちた樫よ

とくがごしんぶつ君よりよく父た

き筈がない︒積善の家の除徳である︒

るといふほどである︒

草野宗信翁家訓アリ︑日ク︑俳教ヲ

代埼又家憲を亜んじて祉道人心のため
ちからいにかう
に力溌致されし効でなければならぬ︒

の︒②⑤②②③Ｑ②③⑥の②⑥
術間二女岡村小皐校六年生まさ︵一三︶

すゐえザワう②③⑪⑱①④②⑥の⑧③●

舎んせうれんせうぢよだらずゐじんしゃくところ

③の⑳①⑥②①⑧①●②③⑲⑧ふ

ゆうかんせう越ん⑨●

奉ズ︑日ク孝行ヲ鮪ウス︑今︑重安

にいぜんつよ

かはちうやフとつぎん﹃卦がて

が川の中央で突然深みにハマッて手の

翁とだでぎし全ふら

か含んずゐしんしやくみたいじゃうねんｋん

下しやうがなかったが︑何しろその附

吾為は御互に共存共築をはかり︑叉

もの大人が溺死してゐろ臓の淵といは

近ほ水深七尺除で大正十二年から三人

四世二至ル︑世廷ソノ訓ヲ奉ジ門戸

ぐ雁なに国
日二陸ンニシーア柵響之二随フ︑絡二

一家の無事長久を欲するならば︑吾人

かぶじちやう偏一う樫つ毒じん
公廷二賞ヲ蒙ルー至ルトイフ︒璽安

け一代に善を識くさればならぬ︑世の

われノー影たがひ会やうそん会やうえい全に

余二乞フテ一言子孫二昭示センコト
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一
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一

とこめ

唾

含

皇丑

ｂつぼじん

めい暴ならひめいゐ厘今卒みんくわ々じゃへいきんたう●③の●●●●●●●●

じかんごふうん

じ

もつそじんぶつうかが

れてゐる所だけに︑まさは見る見る八名︑見習延子名居一Ｌ︑入院患者平均堂の大里雪枝さんは茨城螺多賀郡日
けん上お法が
ふ会ん呼旗りじん
めいぐわい＆いくわんじゃあい畳うし⑪⑤︑⑧︒①○毛つ炉ふたいしゃうねん
除州押し流されたのを︑附近の硝荷刺百五十名と外来患者一千名に奉仕し立町第一不誤校を卒業︑大服十四年四
じゃけい鯉いあそ
③
の
●
︑
①
︑
⑤
ゐ
こ
ん
︾
﹂
う
ち
︒
︑
④
④
ぐ
わ
つ
⑨
○
①
⑬③⑨⑤ｅ③︑●●⑨●●
祇境内で遊んでゐた︑西秋留村三八七て居るが︑今度その中から︑大里雪枝月東京帝闘犬畢醤畢部病院看護婦誹
●の③⑨①③︒⑧③●の⑨●︒○●●
●⑤．④⑭へうへう
④︒︽●︾ぜうわ泡んやわつ︾一うぴやうゐん含ん
源一氏三男同村小畢校四年生近藤政治︵三己さんが近藤院長から表彰された習科を卒へ︑昭和三年七月同病院勤
雁つと
かずなはさるひ①④⑫のかん
世
い
き
含
抽
う
し
う
な
いぐわいともへう
ごこが聞きつけ︑脱兎のやうに駆け即ち去日原宿︑新帝間九キロ三百九十勝となったが︑成績俊秀で内外共に評
ちやくいがらうとこ︑︑
ふ
今
−
ん
⑤
③
の
●
⑧
○
●
︒
●
ｅ
生
ん
か
ん
ご
ふ
くわんとや
つけ着衣のまま河中に飛び込んでまさメートル附近で東京美容畢校生徒松尾判であったといふ︒看護婦として患者
受ふぢよ
か
た
む
ぬ
お
さ
●
の●
でんしやひ︒写﹄う・へうしん音つ
だうぜん
を救助し︑その場でまさの肩や胸淀押とすゑ︵二七︶さんが電車に蝶かれ同病に親切であるといふことは営然である
のみづはやうやそせい
ろんはこさいらやう浄かのぢよたうばんくわん
へて飲んだ水を吐かせて漸く蘇生させ院に運ばれ・た際︑丁度彼女が欝番で患ともいへるが︑職識に鐸して雌蝉に識
でき
ごと客いきん③︑②じゃつきそ
かんごつとせっていぬい
ようい
ることが出来た︒この事を最近五日市者に付添ふととになって︑看護に努め切丁寧であるといふことは︑容易
なこ
しよがシにし圭らやう誉

み

ゆうかんぜう泡んてうりうずゐえいじゆっちゃうしのあっ心一みかじんしんせきひとはたら

こ全ゐみ＠●

ていご

しぬ

箸
の門田署長が聞きつけて︑立派な人たが︑二時間後不運にもと歩ゑ廷ん称とではない︒これは以て其の人物と窺
めい舎ふぢよ
さいぜう過んめづら箸つめい
含
んじせきうみ
命救助で︑しかも十一歳の少年には珍絶命するや︑その身にまとうて居た衣ふべきである︒近時の世想を見るに︑
ゆうかんかうゐ
け
い
し
ら
や
う
ろ
乙
ち
そ
そ
で
た
も
と
や
茅
は
た
か
く
じ
ん
し
生
く
む七いちうじつ
しい勇敢な行篤であるとて︑警覗廃に類が血に染まり袖︑扶がぼろ／〜に破果して各人が職務に封して忠賞である
へうしやうがたじゃうしん含
いか心がいつ釦くかへ
せいくわつしかた
表彰方を上申して来たのであるが︑これて︑如何にも遺骸に着けて還り蹄すといへようか︒生活のために仕方なく

び

けいこくばつ

か

たいごつ会そいにんかんきふ

うろしめ

とつかん

の湧諏潅沙年は一潮流の水泳術に長じに忍びず︑集って居た家人や親戚の人働くといった程度ではある壷いか︑質
①⑲●③お含がはぴと
よだめひとだめじこしょくＵはげ
た模範少年である︒門聞署長は秋川が廷もひどく困って居るのを見た雪枝さに世の篤人の篇に自己の職務に勘むと
︾．うそんせうがくかうこうせつずるみい一つやうくわんじぷんかうり江かしんてう
こ上るがずこ夢と膜やうおも
ほとんど同村小畢校公設水泳場の観がん自分の行李の中から新調したばかりいふ心掛けは頗る乏しい様に恩はれる
かんが︾﹂うかうちやう含けん胆うしせついるゐとりにをしゆｂがい曇琶
︾︑を一たうゆ会えごとせいしん
あるのに鑑み︑同校長にも危隙防止設の衣類逓取出して惜気もなく遺骸に差との時営の雪枝さんの如き︑その精榊

術をするや言
うう警
告を溌したといふととせ錘へさせた態度には付添人哨感泣しの美はしさを示すものとして︑賃に感
きう泡んごとじつかん
しん
こと腫れ
であるが︑同少年の如き賞に感ずべきた程である︒この事が誰いふとなしに心すべきことであるといはなければな
たしうちいかナノロＩじんせつかうひやうつもつも

③⑧︒ｃ①②みＬいそ
ごとである︒新橘運輸事務所②
長●の
耳にも入り︑共のらない︒

他従来数々の親切や好評が積り積って

表彰された看護婦うら蛎噌らやう健んにん龍いへう︽うじやう
︑内輪に院長から本人に謝して表彰欣を

ゆかう
恥葬鉾巻癖降には謎蒜啄毒誇癖が百手交しし
たといふのである︒

罰机．
ざ も

塵 ． の
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×

㈱れ︒立てＬ第二の圃民︒

︲我光輝ある次代の皇園左背負って愈光輝あらしむるの畳悟あ

机の塵︵世相十一月︶受他国峠唖鱒銅畔趣窪暦靴屋噴麺詑峠唖地翻︾穂翻惟
×

早大畢園の騒ぎ︑又お隣りの目白女大にもこれが飛火す︒

︑︑︑︑

近頃流行するとと恰も勢働争議の如く︑其の内容も頗る似た一・・全図農曾の代表東都に集り︑政府に窮状救済方の陳情攻

︑︑︑

り︒畢校は資本家側︑畢生は勢働者に見立てらるるか︒此の・ぬ︑無い袖は振れぬとか︑反封黛の煽動などとツプャク政府

×

傾向は畢校の誉業化と共に︑其れが畢園だけに慨歎に堪へず．も黛人根情現れて醜し︑︑祁夕ノミの陳晴攻めも醜し﹄
これ師弟闘係と薫育の鉄乏？
×

︐

四年越し東都の人心を脅した説教弧盗妻木の公判開かる︒
唾シドン曾議愈盈成立︑日︑英︑米一二国代表の世界平和の叩彼一パシの大盗振りを溌揮して公判廷の陳述︑これ叉説教式

ｉ池．×．．︑︐↑︲

・︲といへぱ不思議︒営然といへば営然！

ためのメッセージラヂオ放逢交換︑科畢の進歩驚くべし︑世ｒたり︒︑牢獄に生れて叉牢獄に除生を透らんとする彼︒不思議

界の親善愈交密︑これ世界史上の一頁を飾るぺし︒︒
×

皇化あまねき四十年の今日︑墓蕊霧祇連の暴動あり︒共の：親知らずの険に於て汽車顛覆の難あり︒原因たるや何者か

生命懸け︒一寸先の生命も晴？

：α

蕊所罰せざるべから歩︒不景気に加ふるに人心胸交１．族も

因何たるを知らず︑されど政治に鴬るもの篤くと考究せざる︒︑悪戯？と云ふ︒悪戯にも事を縦いたといふもの︒徹底桧
べから歩︒聖代の不群事︒
×

明治の帝代登木の宮に耐鎮まりまして十周年︑団民の数十×・・

もの？昭和五年度も争闘の頁に憐れ暮れんとす︒藍！

寓赤誠を捧げて宮居に集ふ賑ひ︑これぞ正しく蕊図に絶する・欝罰早夫の紛風劇やつと幕を閉ぢんとすや︑入れかはって明大
の騒動開幕︒流行に流行を追ふ現代人心の傾向を如賢に語る
皇図の一偉観！

×
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りよ中の記日旋

中峰霞江

族日記の中より︵莫五︶

五月三十一日︵晴︶

いよＩ〜船は沸騰香港へ着くといふｌ昨夜の蒸暑さが如何にも

ひどかったので︑腹部へだけ夏の毛布を掛け足の先を出して寝た︒

すると明方ひどく冷盈して眼がさめたＰ之はいけない︒やはり弱い

者肺暑くてもその気にな２Ｌ︑無暗に赫着をしてはならないのだと

気付いた時はもう遅い︒無暗に足先が冷へ︑おまけにお腹の方も折

午前四時頃か︑起きてみると丁度船はそろそろ着くとみえ︑大き

角昨夜迄良かったのに少し鍵だ︒

との上海から香港迄の航路程静か遊事はめったにあるまい︒まる

た山堂の影が舷川に辿ってゐるｏ

で海上を滑るｌ文字通りの静さ嘩是った．もう一寝入りして１

１と思ってぐっすり礎込んでゐると︑諜て昨夜から聞いてはゐたが

とか

１戸をノックして濯疫で御座い霞す﹂といふ．時計髭見るとや
っと六時になったばかり︒ｌ

昨夜塁喜さで藍づ第一に頭に風を入れてｌと髪を硫し始めた

所にとのノックだ︒同時に例の食事のベル迄けたたましく鳴り出し

I
,

一
−

抄

りよ，中の記日族
5X

た︒胴った燕ｌ斯う思ったが二座も三度もノックしてはポ

の上に建てられたリパルス・ヘーホーアルに着いた︒

嘘るやう漁宏壮な建築ｌ花弁の唯き減ちた前庭を上る小丘

人本図の服装をした私は後に礎された︒

皮肉らしく誰かいった︒資業家の夫人は洋装だった︒唯一

﹁洋服でも男子はいけないさうです﹂

かう誰やらいふ聾がして洋装の婦人許りが丘上に立った︒

﹁洋服を着た御婦人許りなさうです﹂・

早速嘉興を撮る事になり︑かの資業家が吾共一行を篇した︒

︲イや女給が注意するｌ仕方が無い︑この潅巻の上へ．︲
卜でもはふつてなど︑もうもう大騒ぎＩ足袋鳴赤噸夫も忘
れていき友り出ようとする出合頭︑ボーイが来て
﹁湾みません︒捻疫は此虚へ御上陸の方許りで良いのださう
です﹂

かういふ鍵は時にとって何よりの幸ひ︑まあ良かつた︲ｌ

﹁ああやっぱり坊ちやんだね﹂

ほっとして叉髪を結ひ上げついでに顔や何か閥洗って絶ひ︑・

最後のベルと同時に出て行くと丁度三菱の人が来て御案内を

誰か職く蜂がした．然し樹みて吾子はＩと恩ふ時そこに

ふと私は出立前親戚に伴はれた概劇の一場面が心に浮ぶ︒

前の企を無意味たらしめたくない﹂

﹁ああ︑人郡では無い︒どうかせめてはこの吾家に取って空

は相距ること速からざるものあるを老ヘナにはゐられない︒

９

ｌといふ．﹁それでは食事を満憧蒸すから﹂かう云って食事

を始めた︒これも亦忙しく忙しくｌ鰯
今朝は珍しく白い米の御飯に焼海苔漬物等があった︒嬉し
くてパンや何かはやめていきなり御飯にかぶりつくＩｌ済ん
でからホールへ出ると︑今度は三井物産の者ですがといって

こで丁度検疫騒ぎで髪も結ひ顔も洗ったので︑直ぐに皆して

然駕を命歩るｌ私はこの大老の心事を肘度する力ば無い︒

節句登城の朝瞥告する者二三に止らざるも遂に死を期して沢

とするを直礎し︑襖悩苦叫或時僧侶の祁話を聴き︑途に三月

鼓腹長夜の夢未だ受めざる時︑一人徳川家の流れ正に酒れん

出迎へのランチに乗り︑あの若い賃業家御夫婦も一緒に向岸

然し私はこの渦家の犬鍵血を課感し得ても尚一木の支へ難き

ｌｌ彼の深肥の演じた﹁大老伊井﹂徳川十五代の大平に準嬢

に着いた︒そこにはもう自動車の川意がしてあり︑二墓の小

大勢を知り︑自ら死期を早めたのではあるまいかとも忠はれ

叉別の人が来た︒あるじに聞くと上海で三菱へ御厄介をかけ

犬きい方へは吾杢大勢の方が乗った︒それから例の錯綜した︑

る︒ああ如何なる英傑も祁では無い︒人事を識して尚天命在

たから︑今日は三井物産の方へ願ふ事に協定したといふ︒そ

市街Ｉそれでも上海より瞳ずっと家並蝋立派で蕊噸したＩ

ｅ︑

Ｉを抜け︑山の上に登った︒そこには資に職洲のそれを恩は

１１

−
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玉の如く逝いた彼英男の事を思は幸に居られない︒明日は彼

のだ︒然し私ばかういふ遊樋の時々︑己のため一の冗費なく

ず︑彼夫妻をして内に充寓し外に開嚢する所あらしめたいも

る者は受難者だＩどうかこの行をして軍に遊覧に終らＬ鐘

待つに忍びなかったのではあるまいか︒何時の世にも先党す

屋に導かれ︑そこで可成り大勢の食卓が附かれた︒ここの料

も良い紀念だと園男が撮影した︒それから間もなく香港料理

に一人づつゐて歩くので︑ゆさ／︑して安定が無い︒然し之

た︒との輿の乗心地は案雲外人力より気持が悪い︒何しろ前後

と云ふので︑私一人支那の輿のやう産物に乗り他の人は歩い

ここからは又一行と合して山頂を下った︒今度は愈萱飯と

理は概して非常に淡泊な味だった︒

の命日だ︑けれど

斯う云って簡単に説明を打切った主人役の言葉に︑それと

﹁これは田の烏です﹂

さてこの眺望比無きホーアルで︑冷した飲物や菓子の饗膳が

感付いた私はそれでも嫌な索もせず可成り旨く味はふ事が出

の日を

船なれば汝が好むものあがなへず香のみたきて過ぎんそ

あった．私は飲物ｌ巣汁の僅を飲み紅茶を畷った．之だけ
だったが︑挑暁から具合が悪く成りお腹が少し痛み出した︒

それは生れて始めて味はった蛙のフライだったのだ︒趣く

くなった︒そこであるじにその事を話すと幸その頂上にケー

そこからは各自自由行動をとる事に造り︑若い連中はもう

しこノ︑して本営に烏の味に似てゐた︒

来た︒

皆が篇直溌撮ったり色交した後一行がその山顛に登る時から

ブルカーの溌着場があり︑休息場もあった︒類味わるわる洗

に市中見物に川かける事に成り船着場へ急いだ︒然し生憎一フ

少し市中を見たいといふので︑私達は一先づ船へ儲って後更

そる︐ＩＩ気分がわるく成った︒頂上に着くともう堪へられな

面所に入ると︑ここに世話をしてゐたのは支那婦人で︑にこや

本船のランチが特別に出ると云ふので︑それに乗って私だけ

大きな印度人の巡査がここにも巡羅してゐた︒そこへ丁度

ンチは既に出た後なので︑閏男と二人だけで一行の蹄りをそ

かつたが云ひ得なかった︒どうもかういふ所がもう少し耐交

本船に蹄つた︒

こで待つ事にした︒

的でありたいと︑吾乍らもどかしい︒その支那婦人の年齢は

六月一日︵曇︶

かに手拭を出してくれそれが又さっぱりと洗ひ立てだった︒

四十左右︑鰐の大きい︑ｌ耳輪などを下げ小ざっばりした

人情の嬉しさに鍵りは無い︒私は﹁多謝多謝﹂とでも云ひた

服装をしてゐた︒行誉歩︐の人にも優しさを感参るＩ

同情に堪へない気がした︒夕方Ｍ夫人から電報があって・

と慰めてゐた︒然し中盈慰められさうも無い而差で炉誠に

さい﹂．

の時七階位の所を上下したが平気だった︒

と云ふ意味の電報があって誠に嬉しい気がした︒東西南北

﹃その後御健康いかが︑無事御航海を斬る﹂

ｌ何麗羅見ても只波ｌ海許りのこの海上にこの懐しい次
の便︐Ｉ人情の美しさは何物に鳴代へ難いｌ

が︑然しそれはひどくひからびて乾物のやうに味が無かった︒

夕飯の食卓には珍しく鰻井があった︒大喜びで箸を取った

し

かういふ大洋の買只中で鰻飯を喰べやうなどと恩ふのが賛津

御飯だけ少し喰べて後は軽い食事を織った︒考へてみると︑

な話︑顔を見ただけで満足しなければならないのだ︒自問自

夜来の風波朝食頃やや静まり︑食卓に落伍者の多くを出さ

答して自ら誠める外はなかった︒

なかったのは嬉しかった︒喋枝も少し鍵だったが到頭奮護し

六月二日︵晴︶竃

だったが︑頭脳も中盈明噺な方らしく封談中どこの船からか

だったがどうやら食卓には出た︒サロンにドクターや班夫人

使があり︑伯に面舎の都合を聞いてゐた︒伯は別にノートを

て出た︒︑散薬を止めたのが良かったと見え︑珍しく私の腹痛

り船が揺れるので︑ 自己流の謡曲を謡って心気を澄さ言 っとし

は止り今朝は珍しく察腹をさへ感じた︒今暁の事だった︒鯨

心配してゐるうち︑昨夜非常に悪い夢を見た︒何んで鳴子供

の上にさへ尚私の心境は拓けて自ら謡ふにつれて︑そこには

た︒有難いものだ︑この狭い頭のつかへさうな船中のベッド

の飛行将校Ｈ氏が妊娠中の奥さんが未だ安産の報をよこさず

の話を聞いてＴ老夫人は

橋がかりに摺足して出づ ろシテ︑ｌ風光明眉な情景さへ浮

の手を引くとその侭取れて経ったと云ふ夢だったさうだ︒こ

見る風も無くすらＪ︑と訪問時間を極めて蹄したＪ其夜︑か

Ｓ伯爵などのお話を傍総した︒Ｓ伯は中共立派な隅躯の持主

今日は珍しくこの行一番の風波の高い日だった︒喚枝も菱

づむ

故剛遠く船香港を川でんとすクレーンの一音にも吾心はし

この船のすすむはうれしさりながら故図をへだつ我心淋

へ書き贈った︒︑

の往来︑蹄しく到頭出帆した︒歌二首を得て百合子のところ

た︒午後一時半︑クレーンの春喧しく︑銅鱗の昔︑支那商人

﹁まあやつと之で人並になった﹂かういふ気がして嬉しかっ

︑いふ可きば︑到頭エレヴエーターに成功した事だった︒萱飯

昨日は所だも見物したり様共で︑殊にこの行に大成功とも

」
,

﹁それはどうしても身二つに成るといふ辻占だから御安心な

､
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りよ中の記日族

にとっては蝦もアトラクテイープなものであるかも知れな

潜め一Ｌ全くその巾に没入する事が川来るｌｌ之のみが今の私

ぴ出るのだ︒船の動揺もはた又心の煩ひも．暫くはその影を

にかかる︒然し案外との作業は手間取れた︒約三十分以上を

合園があり︑水兵さん蓮が盛んに活動してその誕を下す準術

からの弧風が益交その度を増して白い波頭が折煮船に大きな

﹁鯨報有難う船解ひ底し安心を乞ふ﹂といふ意味でｌ昨夜

なのに︑この練習が済むと直ぐあるじと共にサロンに出てゐ

何時もとの時間頃にはゆっくり宝へ入２Ｌうとノ︑する頃

行動のみで域後の非常ベルを怒りにこの練習も経った︒

菱したかと恩はれる︒かうして艇は下りたが︑そのま典諜伽

衝動を典へる︒何しろこの航海中第一の弧風だ︒喚枝も馴れ

った︒そのため私は疲れたと見え︑間も無く始った謹飯の食卓

ると︑お友達の誰彼が来られ色受の物語りに休息の暇が無か

い︒Ｍ夫人に返電を出す︒

たと見えどうやら食事には川るが可成り辛いらしい︒明朝は

た︒やがて合賦の鐘の昔で私もふだん着の上へしっかりそれ

て後の長い長い紐でしっかり開に結び付けるやうに出来てゐ

から背負ってやっと首が通る位︑背と胸に一つ宛二佃を着け

ズックの袋にパンャのやうなものを詰めた横長友もので︑肩

大愛だなど皆していふ︒この救命器は元の浮袋などと達ひ︑

を読んだりした︒しかし之が寓々一役立つ様な事があっては

取らうと棚の上の救命器を下し︑つけ方を練習したり注意書

今日の風は︑流石辞はない私も︑少掩閉口する︒ガタ人ｌ

られないので︑目に立つ程頬の痩せさへも見えるｌ

誠に見たところから浦柳の質らしいとの夫人が篠に食事を掘

板上に出て風にあたって居られるｌ船醇ひを防ぐためＩ

さへ大俵らしく本営にお気の毒だった・今日もこの暴風に甲

られるらしく昨晩なども見るも痛ましい位︑御口をきかれる

一寸の間ほかお目にかかる折が無かったが︑本営に疲れて居

ただけで箸が取れなかったのは残念だった︒Ｓ公爵夫人には

珍しく蜜豆があると云ってメードが持って来てくれたが︑見

午前十時にＢデッキで救命袋を着けて︑寓一の時に封する溌

を括り付け︑一番上の甲板へ出る︒何しろ風が無暗に荒いの
で足元がよろける︒斯うして私とあるじが甲板へ出て見ると

鳴る硝子戸の雷︑上下する船の動きｌｌ唯すえ子許りは大元

に塗りは無く︑只普通量だけ蹴れないだけだった︒おやつに

皆んなお年寄迄甲斐甲斐しくつけて居られる︒Ｍ夫人も同じ

気だ︒今日はあるじも朝の中は少し頭が重いと云って弱って

にはスープだけ畷ってもう何だか気が進まなかった︒然し味

甲板にこれも亦甲斐交々しい身仕度で︑御ふだん着の儀救命

ゐたが︑午後から叉元気でお茶にも出られた︒

術練否があるさうだゅそれで夕飯後それ人Ｉその溌備行動を

袋をつけ︑極く無雑作な風で出て来られた︒念救助艇を下す

b

こんな時何んと云ってもサイペリャに鍵更の出来ないのは分

女たしい愚痴が私の口をついて出た︒私も心が弱くなった

﹁ああこんな蕊ならサイペリャにすれば良かった﹂・

日は非常に涼しいといふので︑暫く機になる積りでその室へ

り切ってゐる︒甲斐無く女をしい事は云はないで︑却ってか

〃丁度それは午後二時か三時頃だったらうか︒岡男の室が今

行った︒成程︑今日の瓜の向きが良いと見えて涼しい風が宝

﹁お母さま這足一歩内を出れば運命が待ってゐる・お母さまそ

嘗て英男は云った︒

う云ふ畔こそ自ら激鋤する言葉が出なければならないのだ︒

の中に派ちてゐた︒

喜んだ私はソーブアーに横になり︑窓のカーーアンも上げて
暫くゆっくりしてゐた︒

んなに僕の事を心配して自卿車にも乗せないでどうするの﹂

その中に︑剛男も用事で何か行ったり来たりして砿て出て
〃

行った︒一人になった私使ソーファーに長餐と足を伸して

かう恩ひ諦めて滞

うとノーとした剰那︑一陣の烈腿１本常に何といって形漆

さうだ︒贈う女曇しい事賦云ふ篭い

かう云って優しく而も敢然と蓋ひ切った彼だったＩ今︑
私のこの臆病な心にも︑端無く彼のこの言葉を恩ひ川した︒

して良いか烈しい烈しい風が吃りを打って襲来して来た︒カ
ーテンはあの余棒ごと捲上げられ︑総てそれがぶらＪ１して

もなく私は恐ろしい︲ｌ殆ど私が生れて以来初めての風の威

に膝を突き窓を閉めやうとした︑けれどそれに手を掛ける間

然し今夜は何しろ今迄の航海中第一の揺れ方で上下動も可
成り弧く︑折産目が受め勝ちであったが︑然し東京のそれに

り上げて痕ようとあっさりした態度で離去した︒当

りなく夕飯を済ませ芽ロンヘ川た︒この頃の私の経験に依る
と︑ここで長く雁接すると興奮して眠り難い︒成可く早く切

力はどうしても窓に面する事さへ出来なくなった︒私はおび

てちよくＪ１目を畳した︒

比しては良く寝られたのが不思議だった︒すえ子の方が却っ

私の顔を打たうとする．危いｌかう思ってソ︲ファ︲の上

えたやうな気持でソーフアーの下へ下りた︒そして膝を突き

私の眼の中は謹んだのだった

今︑彼女は何淀夢見るか︒折盈何かつぶやきながら１Ｊ

へ歩に膳られ産い

の兄弟を失った彼女の薄幸ｌ同時に吾鋳の寂漠さｌ詮考

子供を抱っこして楽しさうにしてゐるのを見ると︑ふと多く

今日の午後の事だった︒彼女が今日は珍しく甲板で小さい

︑その風の静まるのを待ってゐた︒後で聞くとそれは海上に
龍巻が起ったのだったさうだ︒私は初めて風の脅威の如何に

絶大であるかに驚いた︒・
今軌偶然行はれた非常峰の練脅ｌ救命艇︑浮袋ｌ不思
議な恐怖と諜感が私を蕊つた︒虞白い波頭の寄せては陣くる
香も何時にたくすさまじい︒

1
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日垂甲

ロ−１１１︒︒Ｉ

その原因は何れにあるか︒知育の偏重︑

ふぺき波し

古谷

善行表彰日の設定

罰則と刑務所とで良風を輿さうとする
はじ恰４薬と病院とで毒命恥延さうとする

来ぬのみか︑悪くすると反封の結果を招来

徳育の糎覗ｂ是である︒排迩に徳育・知育

に等しく︑其の目的の半走諾ぐろことが出

するであらう︒鍵の側には林檎走置き︑雛

私は徳育が本尊で︑知育と照育とは脇侍の

畢校は︐智擦韮養ふ所で︑騒動避習ふ所

にす・へきものではないが︑放任偵沙汰の限

だ．是を以て畢校騒動ば上級に進むに従ひＤ

繋ぐもないぱ巧者にもなるのである︒

×

知悩の二青は教育穏度に噸じて必ず上達

と正比例に進歩せずｂ時としては︲反封の

する吟のであるが︑濁り徳育のみは︑畢年

生が０上級畢校の不良生．と化する例は決し

現象奉呈することがある︒小皐時代の摸範

て紗くはない︒徳育の忽にすぺからざる所

以は是にあるのだ︒

ろのみでは効が少い︒と言って叱るぽかり

如何にして徳育牢振興す︒へきか︑唯教ふ

れて居ろではないか・徳行の問屋たるぺく

な病弊が流行して︑激育界の癌とまで見ら

専門の畢校に進むに従ひ︒軽覗は閑却とな

校より中等畢校に進み︑中等畢校より高等

今日の教育ぱ徳育牟極脱Ｉ︾て居る︒小挙

却って騒動を激薮するものである︒

りては︑罰則づくめで威塗して居ろ︒是が

褒めろ︑夫が大切であるの限︑上級畢校に至

ることは二つにて津山江︒五つ数へて三つ

して︑騒動の本舗となつ求率は︑何穴ろ皮

り︑閑却Ⅸ忘却となる︒何時までも子供扱

て三つは褒め五つ教へて善き人にせよ﹄叱

くことが肝腎である︒﹃かはゆくぱ二つ叱り

では猫更駄目だ︒徳を愛し徳か楽む標膜導

ければ暴となる︒徳にして知と鐙とに峡け

是にあるのだ︒

ても︑世の累とはならぬＪ本尊たる所以は

徳がなければ好となりｃ盤強にして徳がな

菩薩と見るが至街と信じて居ろ︒知にして

鳴育は︑教育の三本柱と秤するけれども︑

賓金に韓用すぺみ﹂である︒

宜しく刑務所の費用を半減して︑彰善抄

とを遺憾に思って居ろ︒

悪の一方には彰・群がなければなら幻︒秘は

洞

今の碓含に刑罰が多くして︑奨脚の少いこ

錐

肉︑何たる驚嘆ぞ︑まさに教育の破産とい

。

I

ではない︒然るに今日畢校騒動といふ厄介

×

×
×

×
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0

三十日だ︒寓世不磨の純典が換謹せられた

縄じて今の畢桟愛育ば．褒めること即ち

は耐称教化の上に意外なろ蕪果を結ぶもの

寵の燕瓜か養成するのみではない︒延いて

彰すると言ふことば︑踊り嬢校内に徳育尊

一寸行ばれ難い事慌があるかもＬれぬ︒け

中等躍校以上になると︑善行生の表彰ば

である︒

善行の推奨法か炊いて居ろ︒卒業式には優

日に於いて︑勅語の熱心なろ奉罷者を︐表

等生か賞し︑運動倉にば侭勝悲を蛍す糸︒

育睡刷の弊避助くるに力あるぽかりだ︒．

彰を行って居るか︑此の片手落は︑た瞳徳

に徳育の奨鋤法があるか︒何時善行者の表

である︒

×

是は知育と盟育との奨卿法であるが︑ざこ

グ

あ︑ぱならぬ︒

づ善行者悲畢げて︑其の勢力走鰻大ならし

原因となるの讃︒良風を振起するには︑先

何人に尉論恥加へられ犬よりも︑無言の諌

して横行して居ろ︒︑是が校風か除悪に導く

う︒負うた子に教へられて︑正しき人迩走
履むに到る事も想像し得らろ坐所だ︒

戒を身に感じて︑其の行か反省するであら

った︒私は大にその好畢恥賛し衣・のであ
る︒然るに私の期待し北善行生徒の表彰が

彰善ぱ濁り肇校内に限る︽へき事でばな

訓令牟溌して︑藩行生徒の表彰といふ一事

も︑絶好の機称であるから︑全幽の皐校に

て．楼だ遺憾に思つれ︒文教の府に於いて

潮けらろ上韮忘ろＬが人幡である︒その人

るけれざ４子走褒めらろＬ嬉しさにｂ親の

は︑滅ば・親の劣ることか潮つれ言葉であ

﹃鳶が照韮生んだ﹄と言って褒られろの

ずる︒私は識者の賛助か得て︑是非共之を

韮一愛してｂ善良に導くことが出来ろと信

ならば︑白から遺徳尊或の念彩養ひ︑世風

町村︑府瞬．剛家起遡じて︑彰善に努める

三十日か善称表彰デーと定跡︑畢校から︑︲

化の賀韮繋ぐぺきだ︒是走以って毎年十〃

い︒祇含に於いても大に之延働行して︐教

か︑勅語の記念Ⅳに必ず行ふ様命令せられ

慌が内而的に働いて︑自分の行を耐ずに至

ざこの畢校にも行ばれなかつ北の北知っ

て欲しかったと︑思はいでもなかつれ︒

○︑二二日稿︶︒

ることは︑必然の理だ︒その理杢推し砿め

×・

︵昭和玉︑一

賛現し永いと切望するものである︒

だ︒﹄徳は孤ならず必ず隣有り﹄Ｊはその事

れぱも一家の空気を浄化一りろに里ろもの

×

×

去る十月三十冊の勅語典四十周年記念日

今一人の生徒が韓行者として表彰せられ

は小さくなって潜み︑不良者が肩恥蜂やか

差支ない事である︒今日の有様では稗行者

れ︾︺も厳選の上で之彩行ふことば︑少しも

×

たとせよ︒その親は左程の善人でない場合

×

に懲り︑文部省にては孝行順孫の表彰ル行

×

善行者の表彰に最屯源常なろ日は︑十月

1
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記の含演講に並式念記

峰覇曜鐸記念式並に講演曾の記
溌育勅語が御下賜後流四十年に和街する

鴎民の思想界より日本精神褒揚の跡起辿り

て継々熱縛か振ばれや次元上猛田姥芙陣士は

一時間Ｅ画可︑教育勅語ば笈に大なる脈曾

﹁教育勅語と現代の世祁﹂と題して︾只叉約

とて論つぜらろろ所頗る謹言多大なろ感動を

解せざる所より今日の忌望まし今世和杢見る

諏想の大綱である︒これが大糊刷九員に理

語挽愛四十年記念式は開始された︒先・つ庚

此日午後一畔より本曾講堂に於て激育勅

に常り一層の感を弧くすろものである︒

て︑此日郡部を間はす︑津々浦々量で皇化

典へらろ︒

本十月三十日恥卜して政府侭局か初めとし

遍ｎ許皇士七千繭の閏民畢げて四十年何厩

しく勅語老奉談さろ︒此日愈畏の緊張せろ

汀主事の開式の酢あり︑次で徳川曾長は恭

に浦々たるの赤様であることば抑に級もし

り︑濫菊白菊燕勺此Ⅱば派に勅語未慨の鉱

行し︑或は之が記念と

て種々の催し・らあ

ば役所に或は畢校にと勅語捧讃記念式を畢

々礎揚して以て邦家に報じ未らなんと︑或

記念品である︒此日は各所に記念式あり︑

本カード韮一部宛愈員に頒布す︒誠によき

の芳志に薫る乃木大狩謹諜の職育勅語謄

にしんみりと式を閉づ︒常日は松平伯爵

旨の冊身に徹する走孫叩ろ︒此の空気の中

鴎は場内か腿し︑厳かに一段の力を以て聖

午後五時である︒でこの最も意義ある記念

様であつれ︒かくして全く倉を閉ぢれのは

中には涙九催手９る人幾人なる韮知らぬの有

ぶりにて約一時間話さる︒感興極めて多く

に因める趣味ある一武士の物語悲口ぶり手

孝や︒夫婦相和す︑節愛衆に及ぼす等の道

る︒経って結後仁天野錐彦氏は勅語中の忠

次で高島平三郎氏拭叉一場の講波韮なさ

の精に溢れ︑猫この際勅語の聖旨をして愈

きの極みである︾

催しのあることとて参宮者如何かと蛎念あ

る︒本日は正副愈長ｂ松平顧問走始めとし

日は維に猪残り惜しくも悪れ去つれのであ

瓶泊翁先生は幽民道徳の振興に制意され︑

致育勅詰の狗換装牟前にして︑早くも倉

すがば此の記念式に封する含貝の心状︑も楽

りしにも係らず︑稀に見る嬢曾にして︑さ

か有すると共に︑勅語の御精祁坐する所の

て本命は激化剛捜小にありて簸も古き歴史

旨に殆んど祁爾きものあり︒此の鮎より見

畢教授河野劣三氏は﹁車人勅諭と教育勅

午後二時より記念講演魚に入るｃ閥畢院大

大なろ式となつ菰︒それより漸次休憩の後

かくして内容と形式共に無れた有意義な盛

せられて拘に歴賀の念韮禁じ得られない︒

韮希望Ｌて止土へ幻Ｊ二○︑三ご

念はお祭騒ぎでなく一制期をなすｊ節のある

念にこのＲの稀祁咋愛現され︑四十年の記

大なりしことか衷心感謝す︒而してこの記

ろ命員も約百名．内容形式共にかくして盛

て︑本禽職員も殆んど粂部出席され︑脅す

其の制定され求甲乙哩価は教育勅語の御趣

叉勅語の︑伽趣旨ぞ未減し来れる剛艦とし

語︲一と題して約一昨間に両り明治昨代の我

大部分韮早くより渡行し響及Ｌ来れる所の

て︑此の教育勅語換溌四十年の日を迎ふろ

I
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月二十八日千後一へ時牛から本曾半務所順於

有志青年部策六回談話含ば識定の如く十

にしてゐろ鮎韮あげて見求い︒この間敬育

意見が出まいと忠ふから︑私は世間で問題

なお話を何ひ衣いが︑話の取掛りがないと

有志青年部第六回談話倉

いて開催された︒今皿は教育勅語換褒四十

研究曾から回答か求めて来た問題がある︒

れものであるかＪ遺訓と仰せられてゐるの

それば皇祁皇宗と巾上げるのは何方悲指し

迦年を記念する蝿めに春山作描博士の柵話
悲中心とし穴談話倉にしたい職リであった

は何ういふことかｃ一︐之ラ古今二通シテ謬ブ

が︑談の行達ひから博士に十分その希望が
通ざすじ鰯駒に勅識を中心にした脚山な談

照大祁延申上げ皇宗は祁武天皇か巾上げる

といふ説もあります︒又迩訓と巾すのは︑御

藤代の御淵績といふ瓜に解されてゐます︒

・春山陣士これ迄教育勅謡に関する解鐸

うに恩ふ︒又これ迄の僻繰には︑洩蝶者の

は緬々あるが︑何うも解稗の仕方が狭いや

ふ︒教育勅語に仰せらてゐることは︐一般

僻稗か多く︑剛堅者の解稗が少いやうに恩

に通ずろやうに一々遁徳の狸網をお訓へに

吟なってゐろが︑吾々が大伽心恋舜蝶し奉っ

瞬く大きく解職す︒へきであらう上思ふ︒で

て︑これか僻樺する場合には︑今一届高く

皇祁皇宗と巾上げることも︑必ずしも何方

と解しまつる・へきで︑従って教育勅諦に仰

と限らす︑更に更に遠き脚代からの御祁先

いふ立場からばかりでなく︑天地の虞理︑

せられてゐることば︑唯だわが剛民道偲と

向然の大逝を御示しにあつ士もりと辞すべ

の大道走祁ながらにお博へ遊ばされ︑御代

きであらうと恩ふ︒その天地の虞理︑自然

祁皇宗の御遼訓でありそれか一般臣峰に通

々の御治世の上に顕現遊ばされたのがｂ皇

は天照大祁から祁武天皇まで・皇宗と申上

勅語であると解し奉る・へきである延思ふ︒

暁し易く︑切没にお示しになつれのが教育

皇宗と申上げて教へてゐまず︒叉皇刷は天

げるのは祁武天皇から以後御代々の天皇を

膳江君巾等喋校では皇祁︑と巾上げるの

叶まぜう０

高木君畢校などでは普通何う教へて居

ず︒Ｏ

これに何う等ふぺさか韮叩いて来誰鐸であ

論なく．世間でそれを疑問﹃卜してゐろが︑

れは教育研究竹が州胆としてゐ声々のでは無

りはし芯いかといふやうな質間である︒こ

ゐるが︑撞徳ぱ腿と時とに唯じて愛化があ

ス之チ中外二施シテ惇ラス﹂と仰せられて

の如くであった︒

話曾とすることになつ衣︒俄夜の出席は左

赤山作樹岬士職江蔑次郎君加賀見剛
光若寺本典左術門沿高木八太郎君谷
本正君海老海丑之助潜草川豊吉君瀬
海老原君本愈に於いてば教育勅謂拠凌

戸峰治郎君中村派宏君中村芳三耶君
四十週年を記念する焼めに記念未誠式︑記
念識演曾等悲催されるので︑吾が有志青年
ますｐ早速ながら御向山に皆さんから御所

部に於ても記念談話倉か鮒いた次隼であり

赤山博士教育勅語に開して諸譜の自由

感か奔聴し犬いと存じます富
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から︑古今東西に瓶施して決して謬り倖る

既に天地の風孤であり︑白然の大道である

ことがない筈である︒時により鹿によって
鍵化のあるのは︑天地の混理ｂ自然の大道

でばなくして︑これ奉賓際に施す形式方法
のことに過ぎない︒なほ皇祁皇宗をかく解

し奉り︑御遺訓をかく解し奉るには︑本居
宣長の読なきば大に参考とするに足ると恩

先・っ勅逃を以て修身識科書な作ることに一

そしてこのこと・か宮内大臣の土方氏に談す

決し︑先生がこれを起稿することになった︒

何でせう︒・

春山輝士私は前に述一へたやうな考か

と同氏は非常に喜んで︑これ走森文部大

ら︑矢張り君民一徳の意に解す・へ斗﹄であら
︾７．と思ふＯ

かくの如く解し奉れば何等の問題もない

には例耶儒哲の何れにも諭せず︑天地の反

大獅子眺韮なされたのでありますが︑これ

じの通り肌治十九年十二月に日本道徳論の

すが︑これ等のことが︑時の宮中府中

しこの事も遂に行はれなかったのでありま

九土方宮相に建白され求めであります︒併

下に︑宮内省中に明倫院悲置かろぺきこと

一共任に堪へずぱこの職か酢せん﹂と

﹁余も

臣に談したとこみが︑森氏は非常に不平で

先生に閲Ｉ

息巻いた︒鰯めＥ︑の事は中止となったが

と思ふが︑世間では何うも狭く解するとこ

理韮以でＲ本道徳の共礎とす・へしと言ばれ

膳に非常な影響恥興へたことば想像するに

て︑その轍時の事僻に就いて述

ぺて見たい斗思ひます︒これにば足立さん

に於いて御管理あらせらるぺしとの趣意の

先生は二十二年二月に︑閏民の徳育を帝室

高木君愛育勅語と日本弘通念乃至西村

すから︑失職ですが簡単に︒西村先生は御存

・が最も適任と存じ生すがｂ御映席でありま

ろから．兎や角申し上げるのは甚だ談って

てゐます︒が︑翌二十年になって・徳育の韮

ふ︒

高木君私なざも先生のやりに解程して

には本曾要領甲誰が褒表されたのでありま

難くありません︒そして翌二十三年の一月

自己の生得の徳走専らに蕊揮する意に解す

まいて︑君民各々その徳を一にする︒即ち

に解しないで．書縄ですか成有一徳の篇に

蔓れてゐますが︑これに就いて君民一徳の意

成其徳テーニセンコトテ庶幾フ﹂と仰せら

の雑の方に﹁股爾臣民ト倶二拳々服宵シデ

副島稲臣︑佐奄木高行︑佐野補民吻諸氏に

じます︒で︑このことを常畔の宮中顧問官

が般も力強く先生によって呼ばれたかと存

この時に於いて日本遺徳と皇室といふこと

す︒私は徹時のことを能く存じませんが︑

て文部省に委任す﹂ぺしと言ばれてゐま

は皇室自．ｈ是九管理し智育侭育の二者か以

寺本譜弘通倉の人々が他にまして非常

人々Ｋ雀躍井舞して喜んだ皇であります︒

語が柳換褒になると西村先碓乃至弘通倉の

ある少存じます︒でありますから︑教育勅

︑本弘逝含との間には︑非術に深い棚係か

すから．このお勅語の換溌と西村先生乃至

語抑換透といふことになつれのでありま

す︒すると同年十月三十日に至って教育勅

首

始めて皇運の天壌無窮なろ所以がハッキリ

室を以て識徳の源とし員徳育に閲すること

礎の確立しないこと九慨し︑﹁祉界無難の皇

る人があります︒土屋鳳洲先生などばさう

語って養伺か得．内大臣三催賀美公に託吾

ゐろと思ふ︒

と閲明されると考へてゐます︒なほお勅語

であつれと存じますが︑先生の御意見は如

のと信じた篤功で︑Ｉ勅語が換溌あらせられ

て︑西村先生が蔭ながら大に識力されたも

に喜んだといふのは︑勅語の御換装につい

寿﹂６百仙の後まで尊璽せらるべきものと存

らん限りの大縄典であり︑本曾の要領の如

するところばない︒このお勅語は天地のあ

果かと思ばれろ・

に激鋤せられて︑曾旨の磐及に努力した結

には二千五百除名に達してゐろ︒勅語換褒

とが必要である︒従って念詑もか上る活動

では世間全捌にｂ一般大衆に呼びかけるこ

春川博士脅旨宣博の方法としてば今日

春川博士欝時徳育の方針が定まらない

じます︒

で︒文部大臣の塗る度にゲラシいたので私

ろと︑倉の人達は勇往逼推して含旨の宣鯉
に従事しｃ指原安三︑三輪川高房．藤津南

方針に韮いて設計され︑そして︑一日も早

なども非常に困らされた︒中畢時代であつ

く建設されることが必要だと恩ふ︒

ば 各 地 に 汲 遣 さ れ ︑ 地 方の人では橋本孫一

波が︑半年前に修身書が愛つれＪ儒敏主義

岳 ︑ 内 藤 吐 受 ︑ 池 田 謙 蔵︑樋田魯一の諸氏
郎︑禰住 正 兄 の 諸 氏 も 太 に霊力されたかと

のもの起教はったり︑キリスト教主義のも

海老原君まだお話の承り度いことば津

思ひますｂ

激 育 勅 語 御 換 謹 前の世相は砿

ろ︒そこへ識育勅語が御浜変になって・教

の起教はったり全く困ったこと恥羅えてゐ

今日はこれで閉曾にいれします︒有益なお

山あり生すが時間も大分過ぎましたからｂ

加賀見君

米 心 酔 で ︑ わ が 図 固 有 の道徳などいふと笑

話走 何ひまして雌有うござ

力走以てする必要がな いと感じ︑そのこと

教育勅託が御換渡とな つれので︑私共の澱

誰︒で︲敷地 購入の運びにまでなつれ時︒

謡換褒四十迦年のこの絶好な機曾に︑弘通

底せしあることが必要であらうと恩ふ︒勅

るのであるが︑弘道徳として一層一般に徹

祇岡僻筑紫郡二日市町正法治園曾凌行

著者の至誠が見られろ︒

て︑勅語と正法治鯛等であって︑一言一句

範帝剛憲法との脇係︑幽民の勅語奉髄に就

０

今中外に至上至善なる曲来︑勅誌︐ｒ皇謹典

勅語起草に浴し衣ろ侍臣の苦心ｐ勅語の古

勅語下賜常時の我幽妖︑明治大帝の大御心

備ぞこ功て書かれれもの︑︑一：編に牧むろ所

主幹の竹胤義一氏が日蓮主義の立場から熱

教育勅語爽溌四十年記念として正法治図

教育勅語と正法治国竹原義一述

ｌ寄贈書よりｌ

い斗戎７﹄＋卜０

育の根本方針が確立したのであるから︑図

１１

私共ば忠君愛圃の

ふ者が多かった︒で︑

民一般が明けて旭Ⅱか拝んだやうに喜んだ

よら胆ぱなるまいとしイ︑ 池田謙減氏等

はやめにしました︒今 日 こ そ 種 々 の 教 化 剛

とは︑衝の主旨から言って蛾も必要なこと

曾としてその御精祁の響及徹底に努めるこ

高木君明治十七年頃には︑本含の含員

であらうと思ふ︒

しないものはなかった︒・教育勅詰は本愈が

数は三百三十八名であったが︑同二十五年
︑フ︑と守りザ○Ｊ言

一ろと蕊も矛盾

一の教化圃鵠で︑西村 先生の畢徳には敬服

磯があり生すがじその 常 時 岡 本 弘 道 倉 は 唯

の醸校でその御純旨の叫及徹底に努めてゐ

海老原淵教育勅謡は今凋小畢校や普迦

のは俄然である︒

没をあげるには水戸の 弘 道 館 風 の 裁 育 機 開

といふ皐舎を設けや︑７と骨牟折りまし

一協力して靖献義含といふ命 恥設け靖献書

に
ル

院

道として弘功や

1
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●

墨ぜめものけんしぱい嘆︾︶しり窪︽くな麹みぜ写フ上み

僅︾﹄たかで会かねんあひにそちう今︾んにげくこちやうたいみせかたら

様方は︑同じ直段で妻って上げても︑善吉が口を利かないと高いやうに恩召して︑他の者でも商

やふぜめな唾人苧フ③︒ｏあとひ李唖ういらいとりひき釣含やく
なって一夜でも兇仙を明けたことも無い︒それに番顕の忠兵術の跡を引受けて以来︑取引の御客
ざ全がた労だ趣ぽんうめぜん今ちく︒つき一拍か玲睡しめぼからのあき定

い

で今までの見世が明き物になって︑二蒋収配する程の資力は無いから︑どうか御店の方で宜しき
⑤⑤こぞうじ弟んつかひばやこうじやう上わかわかしゆ
やうにと云ふことになった︒そこで善吉は小僧の時分に使が早くて口上が能く分って︑若い衆に

い全

岸通りへ見世賊で︑五日前に開店して︑善吉も其虚へ二日手偉に行って呉れたやうな課だ︒そこ

し︾︲僕みせぐらか今一へか陸Ｌんぜん奇ら毛こかてつにひいくわけ

橘町一丁目に見世を開いて︑此の店へ通って居た︒ところが︑段禽手鹿になって今度一丁目の河

①②めみぜひらこ︾へ世か﹄︽ゐ胆んノｕ１てびわこん喜ちやうめか

も御湯も喉咽へは通りませぬ﹂﹁どうかして居るネ︒⁝⁝今日俄にお前を呼びに上げたのは
ほ御他茶でか
ぽおわいたるなんい全崖ん芋フ●●●
も無いが⁝⁝﹂﹁それゆゑ御詫びを致して居ります﹂﹁何だい︒・・・⁝今まで番頭の忠兵衛は

お角やおゆの害〃賎ゐけ一一にばか生へ主⑮

吉兵術は其所へ小さくなって両手を支く︒女中が御茶を持って来て﹁サア御茶を﹂夏︑モウ

きちべろ一そごらひｂやうてつ一つよらうおちやも言おちや

大衆
文謹

英貞山

(
8
)

が︑近交善吉を取立て︑忠兵術の跡に播磨屋１匡云ふ暖簾を掛けさせ︑私が元手金を出して︑見世

書んノ●ＩＣ②とｂた③③◎みと⑳︒ｅいの柾︽かわだしもとで今＃んに墨き

へ此の通り播磨崖といふ暖旅が染２Ｌ来たし︑日柄も好いから︑お前さんを念に呼びに上げたのだ

こ些侭︑○①のれんそ全きびがらよ＆へ今ふ聖あ

ろと︑如何にも御気の毒で︑早くどうにかして上げたいと賞は思って居た︒そこで︑今日は此庭

範となってゐて︑今此の見世で無くてならない人だが︑吉兵補さんの小網町時代のことを思ひや

がそれ群高が川来ない︒十二簡年のⅢ︑其のくらゐ忠勤を励んで尖れた︒此の町内の店方の模
ばひん
い士こみせたびと③○③③の●じとい砦も
いかおふ計︾くはやあじつおもゐけ︑ふここ
』
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ら

こや？うれがしゆ︒−たりが恥いこんつら
から小楢と若い衆を二人貸して開店をさせる積りだ︒それに

わけ

涯

舞も今ふＵが

をして呉れたら︑どうにか成らうと思って︑それで急に迎ひ
め

を上げた課だ﹂

か江いそこと生を上ろこや

煙いくのしみ伽ぬく
まいいく詮庭いるがへいた

杯炎んな﹂﹁サア召上がれ．﹄﹁モウー杯果んな︒⁝⁝ァ︑⁝

おあわ

尖

たつめん

⁝一杯幾らだ？﹂﹁何を言って届らつしやる？﹂﹁錦りに急
にいぐみ全︾﹄つ含めだあぶ
いだので︑大八車に二度突営つた一﹁危ないぢやアありませ

ぬか︒そんなに御慌てなさらないでも宜いのに﹂﹁お辰︑安

い幻くかわけわかなにおっ

じつかいやつい

心をして呉虹︑斯ういふ課だ︒分ったか﹂﹁まだ何も仰しや

誌ふきうけた参寺は丞守

りはしませぬ︲一﹁ア︑さうか︑賞は斯う云ふ群なのだ﹂と言

おめでけつこう言﹄ざじつ

って︑御見世で承って来たことを話して聞かせる︒﹁さう

客含ころ

やｎんめ誇ざ全ぜがいゆめ

ですか︒それは御目出たいことで︑結椛で御座います︒責は

先頃あ底たが夜牛に目を御畳しになり︑枠がシクじつた夢を

み甥つ心幸こ卓お否︾・︾急財もそよぐ

見たと仰しやって︑誠に御気の毒に肌ひましたから︑其の翌
ばんわだくしかめい写﹂てんじんさま力士ゐ．ふづあさく窪ん

かこしゆつせいのをかみさ念ごｂやく全を

晩から私が蝿井戸の天祁様に御詣りをし︑水を浴びて︑昨晩

全琶上るぜんはうつうの⑥庭んなざまちう卓へゑ

主でも彼の子の出世を所って居りました︒榊様の御利益と申

し︑あなたの頂心が先方へ通じて︑橘町の旦那様が忠兵補さ

めと幻かいてんぐ膳いありが泥ご
全へそこらうく

んの跡に御開店をなすって下さると云ふのは有難いことで御
ざ

ます﹂﹁ア︑︑お前は其んなに苦勢をして呉れたのか︑
ず座いこ
じくらうたんいた江

少しも知らなかった﹂﹁苦勢しないで何と致しませう︒生さ

はれます︾それ故私は詳命を縮めても︑どうか善吉を立派

いゑわだくしじゆみ︽・う陽一でぜん会らわつ参

睦上おや江だか瞳んさ含菅けんひとわらい

こもわろ

け仁か北
ん︑下駄が片ちんばだョ﹂

ぬ中で御座いますから︑あの子が若し悪くなりますれば︑あ

法かござ

〃吉兵補慌てｋ小梅へ立肺り﹁今蹄つたョ﹂と飛び込む︒﹁吉

れは母親が生した中でないからと一番先に世捌の人に悪く言

なものにして︑あなたに御安心を御さ辻申したいと恩ひ︑毎

ごめんしんお主を隼も津い

に飛び込み︑﹁唯今は失雌﹂一︲何な言って届らつしやるノ？

︲卜︸一︶

あなた下駄で鍵の上へ昇っては可けませぬ﹂﹁ア︑︑水を一

げたた上みうへめがい塁づ

ぺ乏勃たくおと函心弓やうこん琴じぷんうち

含らべ三ゐわ二うめ先ちかへいふ↑かへとこ唇操ら

兵衛さん御宅は御隣りです﹂７︑左様で﹂︒今度自分の家
豚にい里しつ札い法にいゐ

が呼んで居らつしやいます︒・・峰・・吉兵術さん︑アヘ吉兵補さ

李昌一ら幸へ芝よ秀ら鋸へゑじん芯
﹁オーイ︑吉兵術を呼びなョ﹂スイ．．⁝・吉兵紬さん︑旦那様
会ら子へゑ雪ら垂へ塁
尖・ゐ

イ︑御暇いたします﹂と州てて立蹄る︒

駒いと土めわたちかヘ

ります﹂﹁それに付いて吉兵術︑相談が有るのだガナ﹂﹁へ

存じます︒早速立蹄り︑家内にも其の事を申して害ばして造
つ⑦︒①言うに〃＆ゐ

ぞんさっそくたちかへ

院てて御僻俵としたので︑蝿で弧をヅシーン⁝⁝﹂﹁有靴う

めわ︸一じぽざ︲にＬふみに土めのがた

．
恥と華み世ひらいたに上る一︶め詮
人の跡へ御見世を附いて戴けるので︒⁝：ヘーご喜びの除り

前を呼んで嘘を言ふ奴があるものか﹂﹁アノ︑枠が忠兵術さ

主へ里うそいや︑づきがれちうぺ乏

﹁ア︑ビックリした﹂﹁そりゃア本営で御座いますか﹂﹁お

偲んだうござ

し
じううけた念⑨︑○だんた
飴経を承はって吉兵術︑ビックリして﹁⁝⁝グ且那！﹂

く

て来て見世を取締り︑あの怜刑な御内儀が奥から蕊肋の始末

含みせとりしま・りこう診か丞幻く胆い程ころしまっ

つ
いぷせし皇つまへあちらし雲
付ては見世の締りも付かないから︑お前さんが小梅を仕舞つ

人
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ばんてんじん客全お隼ゐいた全ことめりが樫
晩︑天榊様に御詣りを致しました︑﹁さうか︑それは誠に有難

そこといへぬしさ全お吐江くに

かつた﹂﹁では︑其の事を家主様に御話しなすって下さい︐一

きが江やく上

かみけんくわばじ

︑それから魚屋も熊さんの内儀と喧嘩が初まった︒それでオ

畢幸とこしゆぎんだしゅつせ一尺こ︾

も毎歩

へて行ったナ﹂﹁それは︑あ左たが御店から片ちんばに穿い

﹁さうだ︑早速行って御話しをしよう︒⁝⁝誰か下駄を間違

．⁝・言ふと可笑しいが︑教訓の良いところから︑今日の幸運

殺すと蚤での決心が子供の頭脳に染込んだ︒ところへ母親の

う存じました﹂﹁すると其の晩︑お前が向島へ連れてってぬ

付けないで︑あの場とオレが治めたのだ﹂﹁ヘイエ︑有り難

しが降りてって懐ろからご朱金溌出し︑出世前の子供に疲を

乞

つ全労さ・らが浜

て御いでなすったのです﹂﹁さうか︑それは面目ない﹂
きちぺゑさっそくいへぬしやすベ塁とこウいごじうはたし
吉兵衛は早速︑家主の安曇街の所に行って︑一伍一什の話

が向いて来たのだ︒先づ本店主が附いて居て支店を出して下

じつわたし全へ︾﹄くしん含む﹄くかたいきわ

こ害もに︒老んなや

ころ

けつしんこ︾﹄もあた土しみこ戒上おや

匙ぼんてんしゆつ己してんたくだ

い巻かけうぐん上．こんにらかううん

む舎

④ちぺゑあんしん︐みのがたぞん

たつおやもと法がう書しんろゐぱしなに

﹁オレもお辰の親元なり媒灼人だから親類の端くれだ︒何か

堂いばめでたうしよひぎばらせがれちからそや

御釈ひ淀しやう︒目出たく営所を引挑って枠に力を添へて造

ぎち毎へゑおめで

むがだ唇んやすべゑによう生う

ほど心配した﹂﹁左様で御座います﹂﹁其の度毎に﹁お前も

りなさるが宜い﹂﹁有り難う存じます﹂安兵街の女房も﹁マ

こわる全へと害

守ら︽へ三こうめけんちやうひ今ばら●⑧④⑤①ａ●●

そこで吉兵衛︑小梅七軒町を引挑ひ︑橘町一丁目に播磨屋

て商責を励み︑子孫も繁昌いたしました︒︵謬り︶：

しやう唾い瞳けしそんはんじやう

世の奉公人に封しても︑誰彼の別なく親切に致し︑一家陸み

せぽうこうにん仁いたれかいぺつしんぜついにかむつ

それから旦那様の御選揮で︑好い嫁を世話して下さる︒此
よめ王ためだしうとしうとめたいせつ＃つとむろんみ
の嫁が叉営りまして勇姑を大切にし︑夫は無論のこと︑見

にんなさ全ごせんたくよ上めせわくにこ

兵術が又枠が可愛いから︑一所懸命になって働きました︒そ
泡んめにん鐘うこうにんお
れで三年目に七八人の奉公人を置くやうになりました︒

ぺゑ全だせがれかあいしよけんめいはたら

晋んきち全をかいてんぎん奇らしやうほいじゃう炉うで宍乃含ら

て︑無理のやうだが叱言を言ったことも度為ある︒さうする

善吉と申して開店をする︑善吉が商賓が上手で︑腕利で︑吉

と逓話をするだらう︒すると︑あの子が滅法怜荊だから︑自

刑でも子供だ︒上からオレが見て居るのを知らない冨二朱

き
んい僅ぬしさ士ごみん
金遼ゴマかした﹂﹁ァ！家主様︑︑あれを御存じで！﹂﹁ア

レが物干で箱を張ってゐた︒すると︑魚屋が来た︒幾ら怜
こオう
こ写もうへみゐししゆ

もの隠しばこばきかなや含いくｂ

せて遼りたい位で︑度を悪いこともした︒あれが十歳のとき

やくらゐたびＪ１わるさい

分が欲くて悪いことをするのぢやアない︒どうか親に楽とさ

錦ん賎﹄わる勢やらく

はなしこめつ催ふりこうじ

全へこ︾いも乙全へいちご全ぴぴた

と︑お前が子供の居る前で家の困ることや︑日食足りないと

むりこ一﹂といたびりｆ

望

不仕合の女だし︑丹精して後に彼の子にか上ると云ふ畳悟を

ア吉兵衛さん︑御目出たう﹂

島ピめはせぞん法たんを庭のちゐこいがくご

しろ︑子が悪いのぢやアない︑お前が届か底いのだ﹂と言つ

しんはい．さやうござそだびごと全へ

した︒ところが︑子供の魚めに︑あの女も一さかりは痩せる

をんそ瞳ん全へむがふじ全つ

を致したとき︑家主が﹁さうか︑それは目出たい︑吉兵術や

すったら︑モウ吉兵衛さん安心だ﹂﹁ヘイ︑有難う存じ王す﹂．

いた﹂いへ回しめできち︽へ之

資は私もお前が獅身で気の毒だったから︑あの家内を世話を

さつそぐいおば態に恥ゆだ全ちが

いおみ世かたば
勢
め
ん
も
く
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婚銀詩林
教育勅語喚壁四十周年記念日︒

恭賦古風一篇︒奉頗明治大帝之
鴻業

弘堂増田唯謹卿

０００００００００００○０Ｏ︑︑︑︑
浦賀警笛醒圃民︒黒艦勝七輩語頻．昇平三百
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
年間夢︒上下豊永人心新︒富年飛報疾於矢︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑

樽狙接衝見張弛︒剛論沸騰王覇論︒志士仁人

亦奮起︒佐公開府七百年︒武門交替錐乗権︒

ＯＯＯ○○００００ＯＯ○○○○○○Ｏ
天無二日紳勅語︒王政復古維新天︒允文允武
０○○︒○ＯＯ○○ＯＯ０００○○○○
明治帝︒達観宇内頒畢制︒更叙舞倫振皇基︒
○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

取舎教義奨畢蕊︒軽薄登徒擬西洋︒忘本趨末
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒︑︑︑︑
素紀綱︒癖駁摺排如鼎沸︒民心尚未保寧康︒

○○○○○○０○○○○ＯＯ○○○○Ｏ
天地開開肌宗訓︒厳然自存君臣分︒忠愛殉義
○○○○○○○○○○○○○○○○○
重泰山．一死鴻毛翼皇連︒維時明治庚寅秋︒
ＯＯＯ○○ＯＯ○○○○○○○ＯＯＯ○

ノ

大詔換騒天日倖︒大道量菅八荒輝︒曲説邪論

石川文荘選

潜影牧︒文物典章逐年改︒働精圃治倶民燈︒

００００００００００↑０００ＯＯＯＯ

是忠孝︒邦家隆替誰容疑︒宣揚皇威在庫枝︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
衆星翁然供北辰︒徳化洋々似大海︒恢弘王業
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
働民心︒倹素垂範憂世深．百年文化滴一世︒
○○○○○○○○○○０ＯＯ○○○○Ｏ
鴻業丞績絶古今︒興圃由来存名教︒圃鰐精華
○○○○○○○○○○○○○○○○○

業王続︒末尾縄括別段︒以宣揚皇威在岸校一句結之︒

評日日浦没勢飾立案︒及明治天皇達細宇内版畢制之鴻

々々︒

照雁分明︒秩然有法︒准重典雅︒自錦碩詞之燈︒敬服

渡遥爽亭兄遥寄先考華洲先生博

々交荘翁所撰再讃不堪懐奮鍾賦

贈之代東云謝時明治佳節菊花放

香

江束片︲口安

○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑．○ＯＯ０
百里居離心不離︒州年交道有齢悲︒菊花香裏

︑︑︲︑．○○○○○○○
一尊酒︒堪想談論風磯時︒
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秋日雑感田中荘治郎牟葉
︑︑︑︑

︑︑︑︑

馬前武田村長額賀君開慰勢含席

評日結句巧用成語︒却右風致︒

吾礁祇︒寓緑叢中一黙紅︒

中秋封月

︑︑︑︑

安蒜斌恕︵千葉

研鐙多年功不室︒入選詞藻玉玲聴︒暇来他句
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

耕雲内田鼎美妓

膳日本弘道含文葵懸賞烏次詞兄
得天賞依賦一絶寄祇涛

評日斯人亦是吏博中人︒其功不可識︒

誰不喜︒健康依奮笑顔聞．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
村治夙見絶倫才︒今尚人冷慕徳永︒盛宴献杯
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

上賦呈耕雲内田鼎異城

翁有封菊花調書架︒

評日管子云︒五政荷時︒五穀皆入︒今歳亦然︒宜実野

赫今炎威何虚去︒雁聾虫語早涼初︒野翁燭喜
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
秋風到︒浦窒菊香宜請書︒

散策伴童過野塘Ｐ老翁牽積向斜陽︒山村到塵
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
欣豊歳︒蔑頃秋風熟稲香︒

、

︑︑︑︑

玉兎出時雲片か︒片雲牧影碧瑠璃︒圏今岐々

白如書︒千里明光不見涯︒三五良管興有謂︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

止乎此夕是何夕︒諏珂禿墓題券僻︒

Ｏ○○○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑００○○
照臨下士更無私︒茅橡猫坐掛名月︒洗浄平生
○００︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
吐裡嬢．賞意須爽交蔑威︒威情巳極徒傷悲︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日清貧中︒寓無限感︒可興蘇識中秋月諸作併調︒

次韻寄三輪中蒋退官卜居干東京

萩原天真︵大阪

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
周旋詩酒梁鉄年︒一別東西意帳然︒箕面山楓
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
澱川月︒雁須乗興了前線︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

奉圃功成二十年︒聖恩賜暇意欣然︒梅花修竹
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑・
好棲宅︒新結京華翰墨縁︒

欽仰︒

評日武人而能詩︒其風流可想点此作龍寓其晩節︒使人

突毅糞金森吉次郎翁

汝陽松野緑︵東京

乗鶴去︒絶絃悲興伯牙倖︒

○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃
畢生功業在治川︒積善奉公誰比肩︒登料秋風
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
博易賛︒執詩臨草涙湾然︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
金蘭相契五春秋︒毎威高風抜俗流︒底事忽然
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
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山青庭︒銅像如生立葛春︒

評日

○○○○

自物象唯驚ＨＲ新︒起来︒逢次以蝿曲之詞﹄細叙

吾ｖ的Ｔｒｕ写１６Ｊ

威慨頻．

︑
■︑
︑︑

玄非
非妄
妄．
．鵬翼制南暇馬冥︒三剛盟書除澗凱︒
︑︑
︑︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑
℃
︑︑︑
珊
州年
年教
教勅
勅記佳辰︒数求奈運隆興事︒深夜窮陰

○○
︒
○○○○○ＯＯ○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑

物象 唯 驚 日日新︒要併文質雨彬彬．壷公縮地

能報句︒岡焼縦酔耳︒

伽細民︒屡蒙褒章︒今此作︒中有疎材偏塊皇恩渦滴木

評臼・老師居常徳行塵誰忘世之貧汗僻修︒刺悔向持︒救

救細民︒

︑︑︑

玉蕊尖裏︑安貧．皇慰消滴未能報︒歳晩由何

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑
七十除年一瞬巡︒疎材偏惚徳難純︒書求甚解
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑弓︑︑︑︑︑
義禰惑．詩至無邪情盆新︒香積厨房術慣乏︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

歳募書懐菊池秀言冊形

卑宮室而競力乎溝油︒今斯翁治之川功︒亦可不叫乎︒

評日阿紐考工記︒有匠人鰯溝油語︒論語孔子榊大高日

表彰事在大正十二年︒

最偉︒郷人建毒像於大垣城下︒以

○Ｏ

自註訟翁百行莫不盆世利人︒而治水功績

○○○○Ｏ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑
後梁先憂徳有郷︒何同草木朽埋塵︒慶城水碧
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ー

時事︒詩桁超逸不復踏襲前人・是非老手則無此伎浦敬

服々々・

︑︑︑︑

庚午除夜耕雲内田鼎桑城

評日三川恢慨之桔︒溢於言外︒艮是憂函人︒

農桑業．誰握議人生殺権︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
秋繭十升一百銭︒桑畦錘変叉成田︒可憂剛本
︑︑︑○○○○○○○

繭債廉中根其堂嬬玉

題﹄

評臼結句用鈍父帝典鐘認蒋及風俗畑断裁故事︒尤切其

非無以︒己疾延年是此花︺

石様鍔院概菊
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
異種清香殿衆施︒寒英晩節也堪誇 醤家愛養
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

食︒吾父亦似之乎︒

評臼識神佳鯨油油鍍未令貧也︒杜詩云︒剛牧芋栗未全

白駒馳隙歳蒋遷︒嚢裡僅除治酒銭︺自笑赤貧
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

吾不管︒一吟一酌濁陶然︒

『
】

歌園

合宮冥

文謹
天

三浦直正選

義方

埼玉中根其堂

§

静岡

下野山口則之

E一一F

をりはへて見ざりしにあまた家たちて水田は市になりにけるかも
評蕊え行く御代のさまにもや

ｌ

隣りへも清きかとりをおくりつ上まかきに匂ふ白菊の花
評徳孤ならず必隣ありでせうか
人

築毒
楽天

け

L1

腰を痛みくすしゆかむといひし妻の友に誘はれ茸狩に行く

演 玉 子

佳作
子等はみ左展しづまりけり秋の夜の細きほかげの下で文讃む

7
胸
」

あ

塞枇

み

村

山

津

隣り家の二階の窓の破れ障子破れし紙に秋の風ふく
たすきかけかひｊ︑しくも少女子は秋の獄飼ひの桑の葉をつむ

口
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胤 行 識 夫 助 風 風 風

製作の喜びに満てる稚剛をぱ刈り取る今ぞ鎌きらめきぬ

小

平

瀧野林

田

川

軍ふれ海のかざりとたるまでに四方の海原浪郁かなり

大ナリ

句暮

かくしにも入れて来る稗初茸のとりあまりたる茸取かな

野塘

小 蕗 二

大い左ろこゑして赤子生れけりうれしきうちに心忙しき

淫 総 烏 城

田

茸とる人の姿のあちこちに見ゆる川里秋深みけり

総 城 岡 島 王 縄

必リ

みのりたる稲穂携めるあぜ行けば盆の一つ胸にはねけり
天照らす日の祁の如くにか上やきぬ明治帝の大みことのり
風も左しチラリー︑と淋しくもコスモス散りて秋はゆくらむ
水ぐきのあとに心をこむれども光らぬ玉の恥かしきかな
いと高き丘のま上に駒とめて戦人ともなりし心ょ

よる歩世に動きなき図動きなきおぼみことのり仰ぎ守らん

○

世の中に楽しきものはいば王の闇の小路をたどる左りけり

所 下 禰 茨

ｲ塞

下茨静禰

一 毒 勇

者

蕗湯境

下

選

樺正薬I晴篤香漢松誠久

一

70

俳

鐘

東京澄膏◇新酒

藩葉して明るくなりし小窓かな

茨城一城

茨城水芝庵

祇島市水

大阪西一流

埼玉光・星

茨城諮水汁藷費りて父に買ひ来る新酒かな

束京澄癖

掃き了へて等〃置けば落葉ちる川道尭彩る柿の落葉かな埼玉毒南
埼玉毒浦栃木無町畦馬とめて店先に飲む新酒・かな

新潟文甫子等はみな裳静まりたり新酒酌む

鶏小屋に吹き散る朝の藩葉かな藩葉掃いて砂清めけり耐前

大阪西流

埼玉光星

退き潮に落葉暁れる渚かな

千葉漂胤埼玉牛逸惟立て凡賓りはじめけり今年酒

落葉して柿の費赤を裏戸かな川道の然蕊踏みゆく仙夫かな山口松風

胴島市水束京浮木今年消剛酒の曾や倉の前

尿する犬走り去る落葉かな暁の落葉ふみつＬ詣でけり

廻廊に落葉散りゐる肺股かな谷川の岩にか上れる藩葉かな
埼玉佳唇
東京青城山口松風店顕に積みたる樽の新酒かな

同一誠同佳香今年酒看板かけし小店かな

掃き寄せし滞葉吹き散るタペかな御手洗心水に浮べる藩葉かな

茨城水芝庵埼玉松州狩人山暁まつ小髭の新酒かな

掃きし庭にはやも散りくる落葉かな落葉堆む上に淋葉の古噴かな・

◇藩葉落葉して寺諦かなる直書かな・
東京青城
祁奈川鳴泡東京不鳴庵豊作を税ふ小村や今年酒

東府あけみ父の諏赤く染まりし新酒かな

編輯部選瀞かなる朝の祇頭に群進かな

蕊俳壇聯珠の巣腫か；て鍵へる薙葉かな総蕊踏む善か書こそと山躍か延

＄

尼寺につ壁く小裡や萩の花堤に咲いて水にうつれる野萩かな

大阪西流新潟文市

栃木無町畦
今年酒先づ亡き父に供へけり

萩の茶屋二階の客に月川でし草蛙解きつ隠見やｈけり庭の萩

山口松風向秀逸

束京浮木

馬曳いて新酒に解へる野道かな

千葉樺胤大戸をろして猫り新酒を汲みにけり

埼 玉 牛 逸 萩白く暁きて露ちる小庭かな千葉窪胤

茨 城 諮 水 籾を干す庭にたばねし野萩かな埼玉光星

山の茶屋新酒の旗をかＬげけり

埼玉光星いさ上かの新酒買ひ来て夕前かな

茨城然水

萩唯いて句碑立つ萩の夕日かな

埼玉牛逸

野風呂から水呼ぶ聾︽萩の庭

東京浮︽木

露にうへる朝日うつくし萩の垣

栃木無町畦ひそやかに月出し萩の小庭かな

萩暮れて溝に逃げ去る馳かな祁奈川鳴泡

埼玉毒南蒋葉高く吹を散る庭の夕日かな

萩の垣く野れば散りぬ露しづく山口松風

同あけみ山繭の枝にか凡りて藩葉かな

裏木戸にかぶさる萩の滴かな東京浮木

束京澄癖汽車立ちしあとの小騨や落葉焚く

埼 玉 松 州 萩咲くや草に干したる洗ひ下駄埼玉牛逸

店先に新酒樽積む酒屋かな
新酒の香道に流る上倉の街

新潟・文甫

埼玉佳香

村の衆招きて共に新酒酌む
◇萩

︲茨城水芝庵

阪路淀上れば寺の萩咲ける

同一誠

我庭の秋となりたる野萩かな

萩の円く噂りて庭の月白し

東京青
萩咲ける垣く障り乗 る 家 主 か な

順島甫

、

城
水

俳
漣
71

一

72

報 牽 曾 本

ロ十月二十一側堀田伯爵︑繁田武平氏︑匿
れたり︒

ぱされし際本曾匿江主事は其の拝観を許さ

城前にて全閏青年閣三蔦五千の御親閲走遊

ロ十一月三日明治節佳日に天皇陛下には宮

口釜間教化事業開係者代表者大倉は十一月

である︒

として本脅誹議吉川熊次博士出張さある筈

新嘗祭恥以て秋季講演含開催の際定︑誹師

口千葉蝶野田支含に於ては十一月二十三日

輯愈議をも催せり︒

江主事と共に本管事務所に於て募集部残務

口秋田膳北秋田郡大館町の含員小林定修氏

常外苑日本青年含館に於て開催さるろこと

十九︑二十・二十一の三ｎ冊に亘りて︑紳

正副曾長︑顧問︑主亭︑編輯員参果して飼

其の他に就て禰々協議する所あり主り︒

は今回教育勅語換変四十通年の記念に本曾

して種々協議すぺくり浦和支曾其の他妬肋

口寄附金の川務にて繁川武平氏加賀美幽光

支含雅同町に創立す・へく奔走中なりしが︑

間打合せ韮江せり︒

雨氏は十月廿一日蜂須寅侯爵走訪問す︒

其の熱勢Ｆより既に二十有五名の新倉員を

本含棄報

口十月二十八日午後六昨より木曾事務所に

新に得たので︑愈左支含創立といふことに

倫理に就ての講義あり求り︒

て修養含講座第二向開講心服部博士の東洋

口十一月一日午後二時より本脅事務所に於

の講演及天野維彦氏の趣味誰演あり︒

て記念講演含恥開き︑吉田博士︑河畔教授

教育勅語換装四十遁年記念式走開催︑雑っ

口十月三十Ⅱ午後一昨より本含講堂に於て

口服部副食長は所用のたあ十一月六日夜亜

ン倉議に就き一場の諦演を聴取せり︒

き外務省精報部長寮藤博氏か鵬してロンド

ロ埼玉螺久喜支含に於ては︑秋季非演曾恥開

詔師の論語と源氏物語の講義ありれり︒

女子部修養講座を木曾事務所に開訳︑迂村

口十一月八日第二土曜︑午後二時より木曾

霊力か切に感謝す︒

を表せり︒

は庇江主事代表してその告別式に列し弔意

らざるなし︑十三日告別式畢行︒本含より

歳を期せる翁として八十三歳の死は迩憾た

病蕪の所十一月九日途に逝去きる︒百三十

口木含幹別命員箕誰家浅野綿一郎︲翁は永々

中である︒

作成しｂ一般寄附金に報告すぺく川下印刷

その大盤か雑了したるを以て募集報告書を

口菜集部は閉止後所々残務整理中の虎︑愈

畠Ⅵソ︑

となり︑本含よりは贋江主事出席の議定な

識話か中心に穂々談合せり︒

於て有志青年部談話禽走開催︑春山博士の

なり役員其の他の鈴衡中なり︒小林氏の御

ロ浅草随の曾員小林俵三郎氏延中心に十月

口十一月十五日午後二時より本曾事務所に

京都へ向ばれ敷日滞在きる︒

於て第二何修養講座津二日目開講︑東洋倫

十日午後六時より協賛含員本多静六氏走聴
口十一月五日寺本聯絡部主事同六日には草

理に就て服部副含長の講義あり︒尚同日は

し修養講演宮を開催せり︒

間委員各埼玉螺下各支曾聯合含創立韮前に

支含藁報
東郡支曾報告／
常支含に於てば救育勅語換凌四十年記念

する腿賀式を畢行せり︒而して曾員一同に

服部仰七著述の弘通の本義なる印刷物彫贈

文庫に於て支含縄曾悲開き︑教育勅語に甑

畢Ｌ︑術菊池支脅艇より敏育勅諦に付有益

の地なれば特に隆盛を期す・へく爾後聯合含

年々交番開催することとなり．昨年第一回

走組織し佐倉支曾長堀田伯を含長に推畢し
咋佐倉支脅に催ふせり︑斯くて佐倉支含は

なろ識演あり︒頗る盛命なりき︒叉同記念

春議決の愈員倍加連動は各自一人づつ勤誘

韮出すろば報幽の一義なりと信ず︑且つ昨

走開催し︑其の間十六日午後一時より光丘

り十八日海教育勅語換褒側十年記念鵬礎禽

て誹演の局韮結んだ︑其標題や劉釧其人や

蹄趣か提訴し︑冊界平和の大潮流を摘示し

乃ぴ各催攻の主眼鮎韮鐸肌し総りに蝿論の

図の主張︑全権の努力妬細説し峰約の精抑

共の練約の因て来る原因並びにＨ英米三

外務省幡報部長衛藤博氏

一︑ロンドン海耶篠約に就て

に誹演の熱瀞走振ばれ北︒

登垣︐標記の題下に渦勺三時間に亘り従横

以て始まり︑同氏の紹介によって左記講師

を開催し土．先つ榎本支愈長の開禰の辞を

高零小畢稜↑で其の錐四十一回の単術訓演曾

命では︑十月十九Ⅲ午後一時から久喜誠常

埼玉鵬南埼玉郡久喜川︑本弘逝曾久喜支

講演含概況報告

久喜支書第四十一回聖術

料配布せり︒

印刷物は一般宮公署各皐校職員其の他へ無

大蒲溌にて進路を開き居れり︒

顧れば今や各方面にて四歩難難を末せる
が思想の悪化は鐙も憂ふ︽へ吾ものあり．此

拝啓涌秋の候御涛群奉賀候陳者は本月三

廿一ぱ得らろろこととなり︒此際に資行する

の際に樹り互に同志を糾合して逝徳通勤に

十日は勅語換愛四十迦年に和常するに付営

ば意誰多きこと故細説力願度乃ち印刷物同

に際し一般稗員に左の如き通牒心護せり︒

猫農繁の季節に係る故各地小嬢校にて行は

封申上候楢御見込の方か御通知下さらば営

支禽に於ても記念倉の催しある・へきなれど

る・へ島﹂畢式に参列して満腔の敬意韮捧ぐる

方よりも臨援又往訪も可致候間何卒御依斌
申上候也

様和成度希望仕候︒

御依頼の件

日未弘道雷香取郡東部丈曾

昭和五年十月二十五日

支曾長布施砥次郎

善行者表彰は閲幽の美なれば此機曾に於
ける最好の記念なる・へければ各位御見込を

同副支禽長宮野昌平
飽海支倉報告

以て錘衡上正欝の賓格者か得ば何卒御弧知
下され度候

昨年七月七Ｍ千葉市公曾堂に於て瞬下支

常支倉に於ては光丘丈肱に於て十四日よ

曾代表者含合して本媒は含祁泊翁先生謹詳

叉
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晴れて時恰も通勤季節畑仕事の時期なるに

最適近時有敬の大講瓶であつれ︑欲天快く

題の下に有益なろ講演ありて含員及聴衆に

泰雄先生の﹁蟻育勅語と叫民遡徳﹂てふ演

り︑それより認演曾に移り鹿島祁宮宮司岡

彰式か行ひ記念砧走贈呈し原村長の覗酢あ

ヤ切ナリ卿蕪辞チ述べテ貌餅トス

往斯道ノ鯛メ識推シ稗務ノ披張祇災チ望ム

ル秋二方リ本弘道倉ノ径務重且大ナリ勝来

敬育勅諦下賜川十週年記念に付て構地に

松江支書報告

武田村長原秀五郎

昭和五年十月三十Ⅲ

も拘らずも班百の聴衆か得て頗る有霊なろ

表呼者氏名及表彰状左の加Ｌ

の鹿島行参宮自動車にて蹄途に就けリ︒

ば支禽長内田翁の頚徳碑恥見︐五時二十分

大なる感動咋興へり︑閉含後誰師岡先生に

調演禽か喝采裸に雑了した︒

小川支奮報告
十月三十日教育勅語換溌四十年記念式畢
行後臨時徹を開き︑支曾長後任者選定に閥

氏ハ賓性温良ニンテ夙二敬祁崇棚ノ念二

Ⅶ常支曾も一同参加しれり常剛午前十一時

三十日官民合同にて式典を里くることＬな

於ては島根蝦知事松江市渥の主唱にて十月

篤〃公共及慈善事業ニカテ霊シ人桁者ト

と巌粛に執行せらる

松江高等女畢校講堂に於て左の次第にて鼓

巽彰状寮藤三郎右術門氏

支含長に︑後任副支含長にぱ現幹事松本勘

シテ信望アリ拘二模範トナスニ足ル価デ

し協議の決果︲現副支管長大塚仲太郎氏走
六衛仙氏を推すことに決定せり︒

記念品チ贈呈シ姓二表彰ス

引淑いて雁談曾を催しｂ目下の時勢に鑑
み︒弘道衡貝の事業等についても各自意見

一式辞︵蝶知事︶

一御影閉扉

一教育勅語奉讃︵蝶知事︶

一君が代合唱

一御影州扉

一開式の挨拶︵喉畢務課長︶

昭和五年十月三十日

祁瀞

又原村長の祇誹左の如し

ｎ本弘遁含行鹿支含長内田鼎

か交し︑散曾せり︑而して三十一口よりは
中央教化剛機の決議に基き︑十一月三日迄
亜調迩間として活躍することとなれりＪ

小川支曾長大塚仲太耶
副支愈長松本勘左衛門

本日愛育勅語換嚢凹十迦年記念二方リ岡本
催シ同時二敬祁崇祁ノ念二鯖ク公共及慈善

叉常支含は松江市教育含及市内五小畢校

一閉式の挨拶︵蝶埠務課長︶

一大日本帝鯛蔑歳三唱︵市長溌嘩︶

行鹿支曾にては三十Ｈ午後一時歌育勅語

事業二霊力シ模範タルモノノ表彰式チ行フ

弘道禽行鹿支含ハ勅詰捧讃式及諦演禽チ開

換装四十迦年記念勅語捧談式恥武洞尋常高

ハ拘二昨穴二通シタル計謹ニシテ匿賀二堪

行鹿支倉報告

等小畢校講堂に於いて畢行し︑支含長勅語

エザル所ナリ性フニ祉逝人心顕嵯ノ傾榔ア

冬校講堂に於て記念峡蜜講演曾を開鵬した

下の各教育宵との合同にて左記の日割にて

悲捧讃し︑次に式僻丞述ぺ終りて善行者表

支
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ろに何れも錐に溢ろ延縄の参曾考ありて深
く感動走典へ盛愈裡に終りを告げたり︒

十月三十日母衣尋常高等小畢校︑十月
三十一日北輔尋常小翠佼
日内中原零常小磯枝

十一月一日白潟尋常小醸校︑十一月二

十一月三日雑賀零常小撃校各午後七
時より映豊の諏目

大正九年二月一日生

一徳行

シ十歳ノ幼キ身ニアリナガラ不浄物ノ始

ノ諏患二稚ルヤ父チ援ケテ日孜看誰テ壷

末二至ル言デ之レテナシ寒サノ候ハ水仕

涜性淵厚篤黄ニシテ昭和四年四月雌不治

リ父チシテ安シジテ外二職業二従事セシム

安性温厚鱒斌客四月母ノ飛岨二擢ルヤ幼

其間畢校ノ峡席久ジキニ互ルチ以テ教員二

事多キ衣メ雨手ハ荒レテ見ルモ姉シキ状

少ノ身テ以テＲ夜署誰二努メッ︑家事二憐

諾ヒデ向審誰チ求メ寸暇チ術ミテ内躍︑啓

又家事二捨据シテ父チシテ安ンジテ外二

努働二従事セシム共間峡席述月二及プチ

態ナリシモョク耐ヘテ孝養至ラザルナク

セルチ以テ其悲歎ノ峡澗ムヘキモノァリ共

ヒテ参考霧チ求メ寸暇チ借シミテ凹畢自

以テ挫業不推チ深ク心捕シ捲任教師二講

二カメ鯛メニ成紙常二優秀ナリ斯クテ一意

揺父ハ好働ノ鯛メ常二家ニァラサルテ以テ

邪心母ノ粂快テ耐リシモ其効ナク逢二死亡

幼弟ハ他衆一一託ジテ薙校シ放課後庇チニ韮

ノ看謹ニットメ只管全快ノ日テ排チシモ

習ニットメ鯛メ｜一成紙毛良好ナリカク雛

一明治大帝と乃木指蒋一捲

一あ入飛杯卜花受けて五巻

し蹄リテ之チ保謹愛撫シ隣ラタ食ノ準備テ

一赤誠の歌四巻
一じらふの首はなぜ長いか一岱

蹄リテ之レガ惟話テナシ共憐ラタ食ノ準

チニ他家二預ケ巌キタル六歳ノ弟テ証し

ダ方テソク蹄ルチ以テ鯉校ヨリ蹄ルヤ直

テ霊シ父ハ朝早クヨリ鍔働ノタメ外出シ

言シキ極ナリキ共後ハ悪ラ父二封シ孝謎

レリヤルセナキ岱人ノ懇歎ハ外目二毛捕

・其甲斐ナク母ハ本年一月末不蹄ノ群トナ

ナス等共行篤拘二奇特ナリ

昭和五年十月三十日
腿四位
ｎ本弘道命松江支禽長軸三等竹内平太郎
功三級

彰ス

側テ慌該嬢校長ノ推薦ニ依り並二之チ表

赤之外雑喪尊鱗小畢校第五年兄童白石美
代子の善行に封し十月三十日獄支禰に於て
表彰一︐ろに決定ぜしが︑他の儀式と差峻ふ

朋係ありて︑十一月三川明治筋の化辰に同

校に於て職員兇童の全部及来賓俄支愈稚員
列席して支衡長より表彰状に書籍料及松平

松江市雑交詐常小雛校第五肇年児童

備テナシデ父ノ蹄リチ排チ父共間小物ノ

徳行訓交書

て本人に授輿せり其表彰脈文並覗紙調書ば

同市雑喪町三Ｗ五輪九番地

伯醗抑寄贈のカード式教育勅語謄本恥添へ
左の如し

待ニシテ浪二他ノ模範トスルニ足ル

テ努働二従牛セシメントスル等其行弼奇

洗濯ナドハ自ラ之テナシ父チシテ安﹀ジ

大正九年二月一口生

白石美代子

木挽職白万友太郎長女
表彰状

松江市雑賀尋常小畢校節五馨年児童

・泊石美代子

〆
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賞昭和二年三月畢業優秀操行善良ニ

一賞罰
ッキ一等賞ヲ受ケ

昭和三年三月同上

明治天皇識育膿開する聖勅悲奔して

克己之道大西良慶大僧正
三洲周行文畢博士
支曾長日野西子爵

昭和五年十一月七日京都支曾

豊岡支奮報雲

常支含に於ては︑十月三十日午後一時よ

り本町信用組合内同仁含と合同して︑教育

明治天皇聖徳の一端
右聴講者は含員と倶に百数十名なりしも講

左の式次によって畢行しれり︒

勅語換溌浦凹十通年記念式を公舎堂に於て

昭和四年三月同上
昭和四年三月前述ノ如キ徳行ノタ

へ閉含・︲︸たり︑時午後五時︑引綱き京都支曾

師の熱心なろ講演か識鶏して深く感動を奥

一︑参列員入場

メ謹行賞テ受ケ︵堅

一︑開式之僻

一︑君が代合唱二回

臨時穂含態同所に於て開催せし其次第左に

本郷光治安達武志雄

一︑来賓之祝誹

一︑含長之式辞

一︑愛育勅語奉讃

右日野西支曾曇より指名

休憩

一・閉含之酢

一︑含員之祇群

一講師兼評議員額賀大直

今井六兵術門大畑馬三郎

一定獄第五催の幹事五塩を九絹に痩更

校長ヨリ︶

罰ナシ

昭和五年十月九日

松江市雑賀尋常小峯校長勝部織市
右報告ス

日本弘遁宮松江支曾

昭和五年十一月四日

一評議員飯野允秀

立費角︶於て常集曾か開き本含の趣旨

二毎月二十日午後五時滋野校︵両洞院下

京都支書報告
昭和五年十一月六冊午後二時華族曾館京

右日野西支含長より蛎托

都分館に於て教育勅語誕愛四十週年記念式

三新倉員募集眼識方する

事開式の雛を韮・へ・図歌君が代合唱二回の

内限て来賓着席するｆやがて野村ハ精︶理

︵浪花節︶

一︑録興

開含の辞司含者西川太郎一

以上第一第二の事衷は出席者釜員の一致に

後︑野村︵半吉︶町曇厳かに壌上に起ち︑政

定刻に到り含員の入場に衣ぎ︑役員の案

国歌の合唱

と１︶て散癖したるは午後七時半なり

て決議し第三の事項は各自努力募集する事

か頴揚越しむろこと︒

最敬濯

育勅語の奉讃をなし︑次で繁田︵武平︶含長︐

開催其次第左の如し︒

教育勅語捧識支曾長日舞西子爵

右及報告候也

是より識演に移る

支
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天才的謹術家営年十二歳の東武乃子氏は

郷陸螺︶の一席を鉾じ︑孝子の評判ある心

に縁故ある浪界の新人︑東武三郎氏は︵西

暫時休煎除興に移りたり︒除興師は︑俄地

り衣ろ韮以て

即千積徳積養ノ結果卜群スペキナリ︑然し

深厚昨︲存養ノ懇到ヨリ来レルモノニシデ

シ︑・以与宇内二雄禰スルモノハ皆是樹徳ノ

佃一系ノ皇室チ戴キ︑企画無峡ノ剛礎チ擁

君臣能ク之チ存養ジテ現代二至レリー今潟

本チ築キ政教二依リテ常弧チ進メ︑歴代ノ

賜アラセラレシゾ︑長キ極零一ナル︑喝呼聖

臣チ宮中二召けし︑細脈中ヨク親ジク御下

ハラズ時二曲・厩内閣縄理大臣．︒芳川文部大

セ給ヒヌ︑此ノ日ャ大帝御不諜中ニモ蝿

三十日チ以テ教育二開スル勅語チ汎愛セサ

ルノ必亜チ認メサセ絡上︑課二十三年十月

・層猶徳ノ本源下叫民教育ノ茶準トチ顛彰ス

篭制卜大権ノ淵源トチ明ニセラルＬヤ︑一

年帝姻憲法溌亦セラレ光輝アル我が雄図ノ

︵武士の誓︶形演じ︑執れも満堂の含衆に非

ドモ其ノ間種々ノ鱈謡ナキニシモアラスｂ

恩鴻大．天ノ如ク地ノ如シ︑我等臣民ダル

第一線二起テ活躍スルニ至しり︑明治廿二

常なる感動韮奥へ︑拍手喝采裡仁閉曾悲惜

テ耕祁的方而チ忽諸二附ジー欧米ノ模倣崇

殊二明治ノ初年ハ物宜文明ノ輸入二急ニシ

シーテ聖旨二刑℃末ランコトチ期セザル可カ

老子必孫々夙夜之チ奉撹シ︑居常之チ服唇

トハ古今東西ノ史乗之チ詮シテ明カナリー

まれつ入散脅し衣り︒

拝ハ忽チ心酔耽溺卜化シ︑外算内卑奮物一

式辞︵別記︶の朗讃戸来賓抜井小畢校長及び

営日繁田衡長の朗読したろ式辞左の如し︒

掃ノ弊風ハ︑剛家ノ生命ダル蝿民滝徳ノ根

我が邦ハ天地開噸〃争昔ヨリ︑謎穂チ皿テ関

寓柵不磨ノ羅典ニシテ︑世界無二ノ徳則

抵チ危ウスルニ至しりｎ加ブルー︑ミル︑ペ

句長カラズト難モ︑窪旨深遠高大ニシテ上

曾員の呪僻椴出し衣乃も︑諜定の時刻にな

ダル教育勅語ノ漁褒セラレショリ︑星霜蛙

ンサム等ノ功利説ルーソーモンテ又キュー

ハ閑彊ノ締華ヨリ教育ノ淵源チ悶明セラ

砂長幹事閉愈の僻走宣し︑

二四十年︑明治大帝ノ洪誤ハ愈迩郡キ至高

シダレパ民心蹄趨手失上教育滴従二迷上︑

等ノ内山民椛ノ思想チ迎ヘテ︑新説チ唱遊

式酢

至大ナル叡慮ハ益々尊シ︑木日ノ御下賜記

レ︑下ハ人倫ノ大義ヨリ円常ノ行矯二室ル

︼一ハ︑隅家ノ富弧卜幽雌ノ遡徳トハ︑正二

﹃黙々惟ルー幽家ノ繁柴卜爽達トュ／期セン

範チ立テシメ給ヒヌ︑是二於テ日本交化ノ

侍識チッテ幼娯網要チ箸シ︑以テ逝徳的規

治大帝ハ深ク辰襟チ慨マシ給上︑先ヅ元田

日清日露ノ大捷モ帆涜大正ノ隆治モ︑一二

挟ムモノアヲンヤ︑既二献米列醐ノ識者ハ

祇界無比ノ徳則卜︑頚へマッルモ誰力異チ

テ遼ス所ナシ︑之チ繭祉不磨ノ羅典卜崇久

古今ノ置理チ抱括シ︑東一山ノ術ボチ網羅シ

マテ︑謹々トシテ諭示主づし︑荘一詩雄群︑

誰シデ案式ルー勅語三百十五字︒其ノ章

ヲザルナリ︒

念日二常リ︑普天率土ノ億兆博大ナル栗旨

サナガラ五剛霧中チ妨径スルノ籾アリキ︒

チ心一一刻ミー未畿ノ赤誠テ新ニスルモノ又

車ノ両輪ノ如ク鳥ノ雛翼ノ如ク︑互二利依

キモ西村含祁ノ首唱二依リテ︾時燃匡救ノ

復蹄蓮鋤漸ク勢チ得︑我が日本弘道命ノ如

斯ク世遁人心潮〃非ナラントスル時︑明

り祁輔クルチ要ス︑籍シニ者祁偏依シ或︿

所以ナキニ非ザルナリ

雨者其ノーチ鉄カバ鯛家ノ覆滅必ズ至ルコ

一

敬育勅語ノ律動トジテ之チ讃賞シタルニア

ノ右無テ問ハズ︑職務ノ如何チ論ゼズ︑逓

テ︑教庭ノ募右ニアラズ陶民ダル者ハ畢籍

教育勅語ハ陶民二賜ハリタシ純典徳則一一ジ

３

↓二之チ奉掲シテ迩二欽仰ノ念テ寄スルガ如
キ０叉以一テ世界崇敬ノ存スル所チ知ルー足

次一三﹄顛流ニモ之テ奉髄通行ジテ︑生キテ

７ラズャ︑現二英叫文教ノ府二於イテ︑柵間
７

一フンＯ

勅語ノ人桁化ニョリテ姑メテ一切ノ時懇チ

鋤ク勅語ノ没燈トナラザル可カラズ︑即チ

救上︑アラュル暗雲テ撰上︑以テ明ルグ正

今ヤ昭和ノ癖世二含シ︑国運隆昌世界雄
邦ノ伍班二列シ︑親善チ加へ敬信テ増シシ

シク病ク安ケキ︑人出テ打開シ鯛家ノ昇平
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ルノ勇猛心ナカルペカラズ︒蒜シ勅語ノ人
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本日ノ記念日二常リ寓感胸二集リ抑ヘン

以上

寓シタルモノ

明治天皇ノ御製三首テ砂長幹事記念謹

二︑御製

レタルモノ

埼玉蝦教化閣鐙聯合含ヨリノ奇贈セラ

一︑教育勅語換蕊四十年に鴬りて

ノ印刷物

ガシメタルモノハ︑教育勅諸ナリキ︑今ヤ

信ジテ疑ハザルナリ︑希ハ〃ハ術チ勉メラ
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求してやまぬもいであり．而して救済は之

して細纂嘗わもので︑聯盟事務局より汎く

叩．翻照縄愈の要求により教師の参考護と

る︒内奔匝萄も蜘際聯盟及び剛際勢働機開

各鯛政府一ト剛布せるものが即ち本番であ

に侯犬胆ぱならぬ時である︒韓及註稗書の
出現か望むと共に︑敢へて此の害曜諸賢脹

にして・教化の指導に微らろろこと錐に年

著器尼形惣三郎氏ば本命岡山支蒋の重鎮

教育勅語と大赦詞尾形惣三郎述

零贈書よりｌ

誼走薦む︒

聯盟妙知識鉾及に唯一の好著として敢て一

羅してある︒霊に本書の利川は青年の鯛際

の側的組織韮知るに必要なるものは悉く網

薦む︒

菊版和綴美本百除頁

定償八拾銭
壁行所東京市祁田厘表猿梁町
二番地諸岡朝陽宮
︵園際聯盟事務局寄贈︶

国際聯盟概説

あり︑本書は教育勅語拠迩四十年の記念膿

のなく︑途に今︑に及べるものである︒著

むろも亦確に一つの道でなければならぬ︒

方法ば多くあらうが︑之が思想か普及せし

剛際聯盟の基礎を固め之が護達老期する

が根源衣ろ大赦妙詞の必川芯論じ︑此の際

走述ぶろと共に︑今日迩糎んぜられしそれ

源泉北ろ大赦とに論及し︑溌育勅語の錆紳

綱純典求一ハ激育勅語と．敬祁の幽民思想の

際Ｌ︑著者が日頃の瀬蓄を城ばて徳育の犬︐

作ば洩交訓丈預字一句千敷百餓言の大著作

而して青少年の問に測際聯盟

蕪礎にしたいと論じ菰有益な文字であるα

此の記念に大赦の修行走剛民教育の修身の

外務省情報部編

であって︑刷鵠家族制度より誘き起

せしむろにば之を教育するものの協力に倹

思想韮需及

界の平和に及びたる哲理︑本批徳維であ

菰れぱならぬ筆併し教師諾潜が今日迄競も

るに足る良参考書のないことであつ犬︒

不便走感じて居たものは通常にして儒懸す

て世

せざろの籾あれば︑之が誰鐸書の旧現走得
ば︑本書の雄大にして深遠氷ろｎ本遡徳の

固際聯盟事務局ば此に鑑みるとこるあ

大精紳は︑何人にもその血肉となし得らろ
ぺＩ︒今や惟祁に此の如身﹄日本大濡祁か要

番地恒心脈

定個金拾錘護行所岡山市東川町二十九

河に誠む・へきよき記念州版である︒

る︒漢丈で精現今の青年子弟の調書には適

ぜんとせ３も心此の篤隼の士を援助するも

せしもので︑常時は哲那遺徳縄として出版

る︒此のｎ本道徳認は明治三十年頃に脆稿

十九歳の高齢に達する篤畢なろ老儒者であ

郷村の人にして︑朝陽叉謙蛙上晩し常年八

著者諸岡文節氏は︑千葉聯長生郡高根本

諸岡文節著

︵久保村憲介氏寄贈︶
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記念講演曹︵同日︶

開含之鱗：⁝⁝⁝：：：⁝︒：：⁝⁝：：：⁝⁝：：：：⁝：⁝：⁝⁝：：：：：：：本曾王亭
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