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奮来の本曾盈員章は大きに失し侃剛其の他に不便鮮なからざりし魚め︑今回

種交考究の結果上固の如く新たに含員章を制定せり︒此の薪曾昌章は総て合

左ノ間ハ新含員章
表面原型間︵原寸犬︺

金を以て成り︑岡の如く樫の花に本含の精祁と現しや中央赤色中に白色を以

四︑御巾込順ニョリ護送ス

三︑郵券代川︿一割増ノコト

雁ズ︵ナルペク支曾ヨリ縄メデ御申込ヲ乞乙

ー︑支曾共ノ他ヨリ取纏メ御申込ノ分ニハ共ノ敬二依リ特別観引シテ需二

形︶一金試拾銭︑和洋服兼川︵裏トリッケ用具針︶一金拾八錨ヲ以テ頒ツ

心

一︑個人ノ抑申込二封シテハ資費トシテ還料共背庚川︵裏トリッヶ用具蝶

規定

蹴鴛全部御申込あらんことを︒

猪騨とせねばならぬ︒鼓に左の規定に従り一般曾員に頒たんとす︒乞ふ曾員

く無上の親しみを提ゆるものである︒尚又此曾員章を耐用することを吾公は

せぱ知るは素より知らぬ者もそれに依って同じ道を語る入たるを知るを得ぺ

和服何れにもその侃用に便ならしむるやう留意せろものたり︒含員章を侃川

て弘道の文字を浮かしたる精巧にして且つ美術的意匠を凝らせるもの︑洋服

一︑線ハ金

二︑中央ハ赤色
三︑弘道文字ハ白
四︑材料ハ合金
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含員章トリッヶ用具

和肖服雛用針ハ和製

和︒◎︒◎︒︒︒◎

審庸用蝶形︽舶来製

御注文ノ際蝶孤ヵ針
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募集部謹告

１−１︲

１

先きに︑徳川倉長より寄附募集の大任を受諾したるものはｂ弘道の益か急友るを感じ謡心窮力道徳に

殉ずるてふ一念の外何物もなかｂき是を以て大方の迷惑をも樺からず諸賢の義心に訴へ或は文書に或は
往訪に懇請したるも時恰も経潤界未曾有の不振に際念したるを以って諜期の成績を蕊ぐるＺと能はざ﹄

しは遺滅とする所なれども︑四面歎騨に蔽はれたる不況時代に於て猶且つ此の成果を得たるは惑ろ異数

１Ｊ

の事例と秘すべく是一に大方諸賢の同情と賛助との賜にして我等の戚侃磯かざる所なり去る十二月十九

副委員長繁田武平

一委員長伯欝堀田正恒

日左記の寄附計算書を具して徳川含長に事務の引綴を了したり弦に之〃一識告して感謝の僻に代ふ

昭和六年二月
寄附金計算書

一︑金拾寓四千載百五拾八回拾銭也寄附金総額

内課金八閏八千参百四拾八岡也現金牧納高
金壷蔑五千九百拾回拾銭也寄附金未牧入高

尊９

ｌ・︲町Ｉ川副〜け舎

一︑金壷蔑六千八百七拾九回武拾五銭也諸経費総高廊袖程︾一頭脂越

一︑金八閏七千参百七拾八回八拾五銭也残高

差引

内鐸一金六菖参千園也Ⅲ定期預金

一金参千菰百七拾六回八拾参鏡也常座預金
一曾萱千壷百四拾五園七拾四銭也振替口座

一金四千四拾六回拾八鏡也現金

︒一金憲蔑五千九百拾側拾銭也㈹未牧入寄附金
ｌ︲
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立憲の制度立つ時は官と民との間の隔絶は段冷に除き去ることを得くし︒是文明の

進歩にして荘だ喜ぶべきことなり︒即ち本邦に於ても大農︑大工︑大商は貴族院に入

ることを得るが如き是なり︒然れども是と同時に亦憂ふべきの兆候なきに非ず︒即ち

富民と貧民との間の隔絶を生ずろこと是なり︒封建の時代には富民の富に過ぎず︒貧

民の貧に過ぎざる様の制度ありたれども︑近時は此の如き制度は皆腰止せるを以て極

今日以後は富者は盆牟富み︑貧者は盆〃貧に赴くの勢あり︒加ふるに富考は政治上に

種冷の待機を得ること多き聯一以て︑貧富間の懸隔は往昔の官民間の懸隔より甚しきこ

ととなるべし︒︒若し此の如く攻るときは一方に官民の調和を得るも︑一方には貧富

の間の隔絶を生ずる在り︒欧洲諸剛に職含黛︑虚無掌の超るは皆貧富の隔絶より生ず

ろと開け６︒本邦従来貧富の差逢甚しからざるは問の美事にして︑往年米画の前大統

領グランドが大に稲揚さし所なり︒何とぞ此美風の永く存在せんことを希望するな
︐り︒︵明治二十二年五月︶

I
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翁
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昭和六年の紀元節を蕊ふ

含長伯鱒徳

達孝

砿勢する回顧の季循乙そは︒賓淋の天錘無窮を毎年一歩一歩に費路す為︑蔑世一系の天皇統治

此に始弐うしの長として︑度す書へき意義の更に一層深きものあるを観るべし︒画運開展の初頭

に方６︑事物の新たるを処るといふに外友らず︒然るに紀元節は︑則はち賞に閲の紀元第一年

長なるものにあらずや︒新年は毎年の歳首として．物皆新たなるの辰なり︒これ唯一年の初頭

たり︒況んや皇紀第一年の第一農を回顧すべき紀元節の佳辰を脱するは︑佳例中の殊に意義深

して︑既に減はざる班︑千秋醐古︑賓昨の隆へ弐さむ乙と︑天壊と典に無窮なるべし︒軍に歳
歳年年といふに止蜜らず︑笈に天壌無窮の謡未来際に至る弐で︑職よ蕊えて鰯よ流はるなきは
我帝風の宿命たり︒毎年の佳例掴毎歳反覆せらるｋを塵とすること．既に是れ邦家民人の至慶

其理由凡そ三あり︒一に日はく︑菖世一系の天皇統治を画騰とするは︑正しく三千年を一貫

きはあらじ︒

抗つるを是れ現代人の第一義と速断する今の世には︑毎年踏襲の佳例ほど却て深意義のものな

佳例たること︑今年亦昨年に体しく︑明年も固より今年の如く衣るべし︒新しきを蒲り陳きを

ほこふろ

の東征橿原の即位を回憶する↓／﹂と︑歳歳年年︑未だ曾て其摸を一にせざるはあらず︒其毎年の

皇紀第一年の鋪一展に常る紀元節の佳辰を︑梅花の寒に倣６赤に魁けするの初に迎へ︑祁武

さ舎承

川

4

.Z､遼走節元組の年六和昭

マー１

園責現そのものを意味するものなるべけれ︒世に此上の至慶やあるべき︒
其二に日はく︑皇紀紀元二千五百九十一年︑西暦千九百三十一年といふ︒此一年果して永却
くを人

久遠の時間に於て︑叉宇宙運行の空間に於て︑此金願無峡の風土に︑重ねて来るべきか︒曾て
来たりしＺとありしか︒一切の時間上塁間とは︑時時刻刻︑一瞬間に於て．鍾轄推移す︒曾て
末りしＺとなく︑重ねて来るＺとあらず︒時時刻刻と錐とも︑其れ此見地を以てせば︑其貴き

乙と金玉と一雷ならざるべきに︑帝剛風蓮開展の初頭を回顧すべき此佳辰を︑凡そ宇宙間に於て

叉此風土に於て︑唯一たび迎へ得るの光築と幸禰とは︑其れ何物を以て之に較べ得くしとすべ
き
︒是
是の
の朝
朝か
を烏以て掲げらるＬの団旗には心年年歳歳︑此意義を語るの新釆︑常に陸離たるも
きぞ
ぞ︒
のあるを見ずや︒

あた

其二一に日はく︑昭和の御宇は︑今年を以て第六年を迎へたり︒されば今年の紀元節はｂ正に
第六年の紀元節に常る︒されど其第一年はｂ十二月二十五日以後末日に至るの六日を以て終は
れｂ・随て紀元節の昭和に厨するものを算へ来れば︑今年は賃に昭和第五次の紀元節に外なら
ず︒十年を一と昔とし︑十進法の一単位を十となすの概念に韮くならば︑第五次は︑恰かも其

半ばに値る︒上に聖天子を仰き︑下に忠良を一にする此帝剛の命運︑新御宇に入りて︑十年
の半ばに達する風連開展初頭の回顧記念日を迎ふるは︑過ぎこし方の五年に得たる資験経歴を

黙猿し心来るべき先きの五年に進迩へき努力精進と策剛するの心感慨正に新たにして︑意気亦

に新にして日に日に新なりといふ︒入以て陳套の語となすあらむも︑陳套たらしむるは人に在

新たなるを加ふるの︑教訓に富み魁希望に溢るＬ風家第一の佳辰にあらざるか︒君子の隼は日

り︒語や未だ曾て陳套ならず︒周や奮邦とい腸︽も︑命維奴新たなりといふ︒移して以て帝圃の
進運に擬せとするに︑有周僅に八百年︒千年に満たざ︐りしを以てｂ天壌無窮の帝画に較ぶるの

一⑧
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'

芥芳郁郁として寒誇閲みし赤に先だてり︒剛迩展開の初頭孝一無言

しむるは即ばら閥僻教育を此の如き︑浮華牒念の世に有効ならしむる所以なり︒剛鵬と梅花と
は通奇なるかな毎年此佳辰を以て︐其光輝を新にし︑其芳烈をして力あらしむ︒乃はち我含諸

圃騰は三千年を一貫して︑千秋寓古に減はることなく︑紀元節亦天壌無窮の末に互りて︑瑞
鮮を我帝風の前途に呈す︒修養も砥砺哨︑千遜闘剛反覆して︑始めて光あり︑新を衿り陳を
排つるを第一義とする現代人心円夕の睡食起臥を反覆して︑圃恩に浴す︒踏襲の佳例を反覆せ

る所︑何そ其れ懇到なるや︒

の中に語るの意明明として此に在り︒而して是れ拘に我帝剛幽迩の機軸に沃ぐべ営膏油たり︒
我日本弘道禽の努力遜進すべき歩訓を戒むるも亦此に存す︒獅花黙然として︑人亦暗示を含得
す︒修養此に在り︑砥砺此に在り︒紀元節と梅花と相待ち相得て︑天公の我含諸同人に啓示す

梅花は黙然として言はず

ものい

次千次に至るの脚下返照矛新にす零へき−階梯一騨姑たる︒へし︒

唯一あって二あらざる教訓と希望とに充らたる此佳辰を層何人か其れ笹苫然として迎へ︑莫莫
乎として過ごすべきぞ︒昭和節五次の紀元節は．今後第十次に至り︑更に二十次三十次以て百

次の紀元節を迎ふるの感慨と意気とは︑既往にも比或べき鞭く︑僻恋にも均しくすべき攻し︒

其真に然るを恩はしむること愈深きを加へしむ︒十を以て︑一期とせば︑其半ばに常るの第五

除ｂに長短相副はざるを念はしむ︒漁れど命維紅新たなるの一語は︑年年歳歳の紀元節に富ｊ

戸

同人と共に︑閏鰐に封する感謝と梅花に得たる溌奮とを以て︑舷に此佳節を趣ふと云爾︒

、

＝
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r

明治四十五年崩御遊ばされました時まで侍従として煮側に奉

私は明治十九年即ち明治天皇寅算御三十五歳の御時から

遊ばして︵明治二十七年までは上下黒の御フロックコート︑

間の御服は白の羽二重を召して蔵らせられ︑夫から御召替を

であります︶夫から朝の御食事を召上るのであります︒此の

ある通りに行はせられて雁たのであります︒御敬祁御孝養の

と恐ながら御日常の御動作は総て教育の勅語に宣はせられて

る事が御聖徳であるかが解りませぬが︑併し後から老へます

たので聖徳の版大なろに慣れたとで噺巾しますか︑如何な

資を申上げろと除り永く御側近く御仕へを致して居り毒し

の前後とか関家多事の時とか叉は外交上亜大の件でもある時

けらる上こともあります︒此れは御平素の事で︑内閣の更迭

長と種盈の御用談もあり︑叉或時は外園の使臣に謁見を仰付

仰付られたり︑各省共他より上るＬ恥奏物を御覧に厳り︑侍従

頃に入御になるのであｈます︒即ち出御中は各大臣に拝謁を

分︑夫れから御謹の御飯を召上り︑午後更に出御になり五時

出御の時刻は朝は十時過ぎ︑奥に入御になるのは零時三十

二十七年後は肋骨式御軍服です︶御奥の御坐所より御表の御

大御心の鰐くましましたこと皇后陛下との御間の御睦まし

は︑朝出御になり其の儀書の御飯も召上らす︑午後の三時過

坐所に剛御になり史して寓機と御親裁遊ばすのであります︒

かりしとと︑臣民を思召さる︲﹃御慈愛の最も御厚くましまし

七年間君側に居りましたので︑此間に於ける天皇の御日常の

たこと︑寓事抑質素にあらせられたこと等綿ての御動作皆是

謹の御飯を召上ることも度盈あるのであります︵如斯き昨皇

飯を召上らず必ず御一緒に上るのです︶尤も御内儀に入御に

后陛下は入御に左るのを御待遊ばして居らせられて︑先に御

ぎまで大臣共他と色盈政務の御相談を遊ばして三時過ぎに御

毎日どう云ふ御様子であらせられたかと申しますと︑朝は

伽聖篭に非らざるはなく︑資に洪大無遥宇宙の何物にも比す

六時から七時の間に御月受になり表して︵無論寒暑を問はや

ぺきものが芯いのであり主す︒

御聖徳の蔑分の一を申上げたいと存じ重す︒

仕致して居りまして御恩雛を拝受して居りました︒即ち二十

明治天皇聖篭の一端
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左りましても数多き上奏物一ゲー抑覧遊ばしたりして︑三度の御

食事の外は殆ど永年御除暇はないと巾上てもよい位でありま
す︒御好の御乗馬も二十七年後は殆ど共暇がなかったのであ
り藍す︒此の御多忙に渉せらる上御間に少しでも御除暇があ
れば︑皆様の御承知の通り灘川の御製を遊ぱしたのでありま
す︒夫れも大かた剛家価民を思召さる︑御厚き大御心の御溌
癖の御製が多いのであります︒
御敬祁の事に就ては毎年一月元日一御異例に非ざる眠り︑必
李朝の五時まきＪ１暁に御湯︵御風呂︶に召されて︑御束帯を

召されて祁喜股の南殿に剛家井に下臣民の幸禰安寧を御自身
御親から天祁地祇に御斬り遊ばされ︑又毎月一日には午前十
時に賢所祁殿皇薙殿三股に御親舜になり︑他の日は毎日侍従
が御代拝を奉仕するのであります︒紀元節孝明天皇祭紳武天
皇祭新伴祭祁嘗祭の各祭の如きは前夜より御潔瀦を遊ばされ
て︑営日は御親祭になり︑翌午前二時頃まで御勤め遊ばされ
て︑而して後初めて御癖所に入らせらる上のであります︒御

ばされるのであります︒

子としての最高の御人椿がまのあたり孝子の精として表現遊

叉皇后陛下昭憲皇太后との御間柄の御睦しき御有様は︑賞

に御優しくまし主し︑例令は﹁今日は天気が好いから書から

紅葉山に御蓮動にならせらる上様にとか︑明日は新宿御料地

に成らせたら宜しからふ﹂と様凌御優しき御沙汰が直き﹄Ｉ

あり︒叉夏の極暑き日などは成へく暑気に中らぬ様にと御食

物にまで直接に御注意遊ばされ︑叉地方に行幸になれば必ず

皇后様の御好の物を御土産に御持蹄り遊ばすなど︑御夫婦間

又園民を思召さる丸御温怖も御製にて伺ひ奉る通り賞に恐

の御開係は賞に御堂桁が溢れる様な御有様でありました︒

入たる次第で御座りまして︑寒暑につき維始大御心を臣民の

上に及ぼさせられ︑天災地異の在りし時などは御診念の程賢

に恐れ多い位で︑全く御自身御自ら共難難に御遇ひ遊ばされ

たる様に拝せられ誠に恐催に堪へい次第です︒

彼の日露戦争に特に旅順に於て兵士の数限なき多くの戦死

の兵士を殺しては賞に気の毒だ︑其父兄に濁してもすまぬと

を刻交に聞召されたる時の如き︑戦争に勝っても如斯く多く

御孝心の最も深く被篤在た事は︑毎年必歩侍従を各府牌の

深きノー御歎きを私共にまで御洩し被遊︑御診念の有様資に

敬祁の御篤き恐れ入る次第であります︒

御陵墓に代るノー御差避になりまして御追孝の誠を講させら

又私が大阪山梨共他の大火災︑大水害地などを御思召によ

恐蝿の限りでありました︒

に御供して見上げて居りますと︑御二方様の御親子の様子は

り慰問に参りました時の如き︑私の蹄りを御待ち兼で親しく

れ︑叉御母陛下英照皇太后御在世中御奉仕の場合の如き︑資
如何にも和気舗凌たる御有様で︑其御親しさ御床しさ賞に天
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き時間も︑終始御耳を傾けさせられ御同情を垂れさせらる上

御前に於て確災者の悲惨なろ情況を申上げ一時間徐に渉る永

の一部に格納保存になって居ります︒

皆な申すも恐れ多い次第であります︒即ち物は使へる限り使

袋の裏を御利用になって御製共他の者を郷認め遊ばすなど︑

明治二十七八年戦役には私も鹿島大本管に供奉を致し宝し

ふと云ふ思召であります︒此の御画明は現に京都東山御文庫

たが︑八ケ月に渉る氷き間の御不自山の御生活︑女官の手は

のであります︒山梨聯日川村の富豪に志村と申↑す一青年が水

ひ出した事など巾上げた時などは︑恐ながら陛卜の玉眼に御

害の節に只一人の大切なる老母を苦心して柿の木の上より救
涙を拝し奉り︑認自身も恩はず雲が震へたのを畳へた位で御

近く︑御身廻りのことは殆ど皆御自身に遊ばされ︑御軍服御

シャツ等皆御自身で樟に御掛け被遊︑時には靴まで御自身で

座ります︒

二十七八年戦役三十七八年戦役の戦利品参考品は宮城内

全く川征の匝民と銀苦を共にするとの厚き思召と感涙の外あ

で寓機も親裁遊ばされて御鮭華中御軍服も御取替にたらず︑

三度の行幸の外は御坐所哨御癖所も御食事も一つ所の御坐所

りませぬ︒日鱒戦役中にはストーブを御止めに厳り︑小き御

御始末を遊ぱさる上有様︑浅野別荘と呉旗守府と臨時議曾の

直下士以下は姓名を御書かしになり︑一堂共人名を御精讃遊

永遠に御保存になっているのでありますし︑叉牌校以上は為

間暖めと御手陪一つで御すましになりし如き誠に恐耀の次錐

は皆な同戦役に戦病死を遂げた僻校下士卒の迩材と恩召して

はしまして︑巻物又は法帖に遊ばして是亦肘府に御格納にな

に︑振天府︑建安府として御格納になってありますが︑是れ

り︑国家の篇めに識して呉れた者の英魂を慰めるのだと厚き

であり麦す︒

しく玉鰐を御大切に遊ばされてせめて宋一暑にでも何れへか御
韓地御禰養でも遊ばされて居ったならば︑猫十除年は御在位
遊ばさ奴た御事であらうと誠に恐惟忙堪へませぬ︒

ばされたろ犠牲的の御心事と見奉るより外はない︒若し今少

の蔦めにのみ専ら大御心をわづらはせられ︑寓機を御親裁遊

く御避暑御避・塞の御事もなく︑尊き玉鰐をも顧み玉は歩蒼生

霊すととは出来ませぬが︑之を要するに御在位四十五年間一全

御日常の御事だけでもまだｊ︑数限のなき御聖徳を謹述し

／︑思召で御座り雷す︒

又寓事に御質素にあらなられ︑一物と雌もかりそめに遊ば
されずや叉御自身の御事は大鰐御自身で遊ばされたのであり

ます︒表御坐所の御机の下の獅子の皮は幾十年と云ふ氷き歳
月間御使川になり︑御靴の常る虎が庭盈破れても繕をあてＬ
御取替も底く御使用になり︑御手に汚れの付くまで摩りへっ
た御墨︑先の切一れた筆迂ど容易に御捨て遊ばされぬ︒古ボール

箱を御利用になって主要友る御書付類を御入れになり︑上奏

克己之遁

大西良慶
接しては驚異の眼と以て欺迎牡歩には居られぬ︒財政の侭難

業漸く緒に就いたものｉ潮の如く押寄する外園の物質文化に

躍生が奉饗文を誼むだ紡文に︑春衣服暦して以て聖戦の臣た

往年教育勅語の換装された街時東京大畢に奉讃式を畢げた際

の費格と陛下の腫民たる賓格とこの三を共有せねばならぬ︒

住する底の人もあらうが︑我函民は人格を其ふると共に鯛民

り職零から戦争へと移って剛民の一家一族に生庇の絶ゆる間

さは軍艦を送るに献金に待つと云ふ有様︑殊に明治七八年よ

てはならぬ柿儒沸の三道輝然として一致して民衆思想を指導

に上下畢って醐鵠観念の弧かつた事︑教化の力も共一で無く

不平怨嵯の鍵の無かった基因は︑回慨に師をねばならぬと共

御威烈に由ることは勿論であるが︑而かもかく上下一致して

祭祁とⅢ一の祁意祁慮瞳中心とする皇室の終始一貫せる御信

先の祁さと信仰あらせらる聖御心であり︑祁武帝の烏見の御

ある︒御勅語の第一に皇肌宗の雛蜘を五ぺ王へるは正しく皿

の大道であり祁随の大道とは共存共築梁幽一致の民族思想で

った︒これ霞に日本人の三菱格であり︑共由来する源は祁雌

し来つた功は没却する認には参らぬ︒今時教育の根本道場︑

指導の中心となって来たのである︒随って閏民は家に在って

仰であるから︑園民亦た夫盈に祁祇を設けて銀守の森が思想

父母祁先を大切にする丈けそれ丈け秘先紳の冥鑑を恐み︑抑

捧げたいといふこの犠牲の錆祁を花の美に嫌えて稲讃した︑

上度念願と︑祁意榊慮の侭に奉公することに由って家哨身も

代ながらの現人抑たる陛下の御馬に家も身も捧げて御奉公申

らぬ︑勿論魔き人類の中には財産もいらぬ︑猫立の閏家も必

御勅語の精華の字は即ちそれである︒菱に維始するとと山撰

扱はれてあったかを忠ふ時︑私共は常路満の点没と責ねばな

今時の教育に剛民思想の動き︑明治聖帝の御思召が如何に取

容れ底い主義思想群淀川すことは想像も及ばぬ庭であった︑

勅語の溌践さる可き壁校而かも高等の撃府より我蝋催と和

が無い始末︑か比る剛家の大難開を突破した事は上皇皿宗の

るに背くことなく以て祁洲の民たるに背くとと無からむとあ

明治の御価は愛に内憂外忠の時代でありました︑維新の大

ノ

要で港い︑況んや君主とや︑恰も野獣の水草藍追ふて撒に移

、
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所と云ふことである︒職へぱ紳耐俳閣の前に立つ時と興行物

鰯めである︒これを境遇とも環境とも云ふ︑即ち身の置き場

精にかられて本心良心に反くととが多い︑それは肉総あるが

心とか呼び得る正しき判断の心も存在すると同時に︑好悪の

己の二字である︒併し人間の本来としては左様な本心とか良

のそれの如くでなければならぬとした︑この美しいとは克

ない︑物心つく時悩の生ずる時である︑況んや大人をや︑迷

弧い丈けそれ丈け慨は強い︑故に赤子の無我の時代には慨は

の世間を見よ︑苦より苦に行き︑悩より慨に移る︑我の意識の

むるかを︑それは無我の教理でなけねばならぬ︒試みに人間

らぬ身を顧慮せないと云ふとの御教を如何に資行可能ならし

克の一字である︑自己の欲する繕に行はない︑世の篇めな

明胸に輝く時︑暗黒の世界がはれる︑この風光髭法華経に我

自己は常住不愛なりとの雨而の知識を輿える︑この智識の光

此土安穏と云って居る︑鼓世は祁代からの耐の世界であると

悟心に在り︑悌教は常に此鮎を中心として無我の理と属賞の

共に人の世界また畜獣の世界であり得る︑人間生死去来なき

の前に立つ時と乗分が塗る︑その時本心が勝つか境遇が勝つ

めに引つり蚤わさる型結果で・鼓が修養の大切の庭である︑伽

論より種交の罪悪の総ては随所に主と成り得すして環境の篤

虚に七生滅賊お意義が現はれ︑身鰐財産よりも己の精祁に

か︑古人が随所に主とな恥と訓へたは此の事であ尋︒喧嘩口

云は堂因縁和合の傾如に位自性が無い︑自性の無いものを

堅固に修養され奮現州来る︑一に克己の途を踏むことに由っ

癌の附かぬ三賓格を峡凹Ｌはならぬと云ふ日本民族の胤想が

教では肉総を自己なりと執着する虚に起因すると誰てある︑

有とする︑それが執着て︑執着あ恥ぱ苦悩あり苦悩あれば罪

︑

主のごおんをふかくあぢはへ

ｎに三礎↓膳に向はい︽父母や

てのみ今側のこの闘難辻救済されるのである︒

悪に陥る︒近時各地に流行する岡争闘と云ふ組合︑何故に斯
かる闘争薫門の商賓人が横行するか︑彼は弱きを助けると云
ふ︑弱き考も彼の商賓迩能く知って居る︑それに使はるＬは
慨であって︑それは人生を闇黒枇界に改造した結果である︒

弱者の生の糊であり︑蝿考も亦た之れと戦ふのは生の篤めの
万に祁疑は未相信じ扶け合へぱとの惨惟たる光景ば有り得な
おのか身をかえり兇赤して人の鰯め

い︒如何にして明るい生活が出来るか︒御製に白く
霊すは人の勤めなり党

1

〆
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準標の捧選想思
11

︵その二︶

躍踏なく金甑無峡の我圃鰐であると答ふるものである︒我図

然らば左様な思想標準は一罷何庭にあるかと言へば︑私は

民にはそれ人︑国民的自尊心があるからそれは仲全やらぬ︒

外国の餌贈なり園民性を心から擢讃する人がありますか︑圃

溌讃美することは是は除程のことである︒仮りに我図に於て

の名を筆げ得るのである︒一鵬外固人が他国の函鰐︑団民性

思想選揮の標準

総に就ては先賢諸畢考が有ゆろ方面から論じ識し説き議して

外図のことをそれ程迄に澱讃することは除程其ものに直慣が

下村毒一
居ることで︑今更皆様に御紹介する必要は少しもないが︑近

たけ鯉ぱ到底出来ることでない︒斯の如く我闘惜は得専門の

箪考が見て内容極めて充賞聖富であって思想標準として第一

畢間の上から研究致しても︑誠に内容充資して間然する鮎は

僚件を満すには完全であり十分であると信ずる︒第二に我幽

世の新しい蕊問︑或は倫理︑哲畢︑政治︑法律其他の有ゆる

あって︑蝋に日本の畢審ばかりでなく外閣の豊者も︑我剛慨

ないと多くの単考が夫れノー専門の立場から申して居る所で

するか知れぬが︑日本が存綾する限りほ微動だもせぬもので

ある︒故に日本閥として日本の思想問題を老へる限り︑是程

鵠は天地と共に悠久無限である︒今穣幾千繭年我日本が存在

確な確間不動なる標準はない︒即ち我図に於てする思想批判

る人が殿堂あるやうに聞いて居る︒私は其の方面のことは極
めて寡聞ですが︑例へばポール・リシヤール氏の如き︑クゴ

我叫民性を能く研究して日本の蕊粁と同じ結論逓溌表して居

ール氏の如き︑叉先年支那から日本に来て居った塞鴻銘氏の

の標準は我岡隠の至酢至美左ろものより他に金の蛙矛履いて

そこで我闘の過去の歴史を顧るに︑古い時代から赫交なる

捜すも見出すことは出来ない︒

日本の園民性︑岡慨に非常に深き逝詣を持て︑澱讃し傾倒し

が這入って来て居る︒西洋からも勿論のことである︑然るに我

思想が這入った︑或は朝鮮支那印度から直接間接に色登思愁

の何の佼の人か知らぬがトーマスｅメーソンなどと云ふ人は
一し居る︒か型る例は調べて見肌ばもつと深山あらうと恩ふ︒

如き︑叉ラフガデオ・ハアン氏の如き︑叉妓近には亜米利加

私の僅かに知れる沌園のみにて是等の有力衣る外鯛の先生方

ノ
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だけ取って︑我壁を磨き︑稀も之に合致せざるものは断乎と

鐙の先人は何時購此剛緩の標準に常嫉繊︑之に合致するもの

非常なる不群鄭件が趣つだ︑是は天理歌研究含事件と言ひ︑

り御注意に廷ら巌かつたと凪ふか︑昭和三年に宗教上に於て

のである︒又世間に於て鯵り注意し底かつたから︑皆様も除

の穴俸に掛かり共信朽になった者が雁たく間に数寓人を数へ

賛に不逼極吏ろ信仰鞭鼓吹したことがある︒然るに彼の一派

信を説いた︒さうして我阿僻︑皇室の傘巌を冒涜するやう底

天理教の異端群である所の大西愛次郎が資に荒唐無稽なる迷

して排斥して来たのが我国の歴史である︒八田知紀翁の歌に
幾そ度掻剣しても溌返る

随分外聞の文明に接鯛し︑外剛から思想が這入って来る鴬

たのでありますｃ是は決して虚鱗の言でなく︑蒋察常局︑司

水やみくにの姿なるらむ

あるが︑我堂の先人の努力に依り幽鯛の標準で以て批判し︑取

に色交遊影響を受けたのである︒思想界の混矧を来したので

此中には起訴猫磯になった軒もあるが兎に角橡畢された群が

云ふことである︒共中で捻難され壷したものが数百名あ易︒

数百柄︑私は常時共局に屠り︑賃に慨然として驚き且悲んだ

法常局の調べ関数に於て一致いたして居り︑杢鯛に五六寓と

の思想が濁ったこともあるが︑直ちに澄み返って来たのが我

るべきは取り︑荷も園階に合致せざるは断乎として排斥して

剛の過去の歴史である︒薮に斯う云ふ歴史がある故に︑今日

そして其稔畢された人盈の畢歴を調査致したことがある︒正

来たのである︒丁度知紀翁帥歌にある通り︑時としては団民

我国思想界が如何に素乱してもさう大した心配はない︑一︲歴

受けた肴でああ︒少数であるが商等専門の教育淀受けた者も

り︑約三割は高等小畢溌出た者であり︑約一割は中等致育を

二二加って居った︒尋常小畢を了らぬ者が一割強︑斯う云ふ

確な数字は記憶して居らぬが︑五割臓諒常小畢を出た者であ

咽多くある︒所謂梁槻論者の中には左様た考を持った人が多

数字になって現れて居たと記憶封して居る︒兎に角大多数の

史は操返す﹂の格言がある︑日本の図民性には非常に弧い所

々ある︒歴史は操返すと申すが操返さぬ歴史もあり︑叉繰返

肴臓皐校に於て我図鰐に就ては一通も二通も聞いて居る筈で

がある︑故にさう心配しなくともどうにかなると云ふ考の人

してはならぬ歴史もある︒我盈は左様なる率疎なる格言に信

ある︒然るに一朝にして此大西某の誠に取るに足らぬ荒唐無

は何たることであらう︒私は必しも畢校教育が不徹底である

稽な迷信に乗ぜられて︑直ちにさう云ふ信者になるとは︑是

近綾だとして共産蕊事件の溌生を見るが是など全く油断の結
果と思ふ︒日本の圃民にあの様た思想がどうして鹿く行はる

頼して安閑として枕を高うして安眠してはいかぬと恩ふ︒最

上ものかと老へて多寡を括って居った油勧の結果に外ならぬ

夕
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と畢校教育に封して不信係を叫ぶのではありませぬ︒兎に角

あると今日でも私ば確信して居る︒

時の恩付ではない︒又一時のお祭騒ぎであってはならぬので

御製に

あると信じて疑臓ぬ︑畏多いととでありますが明治大帝の

が有ゆろ思想善導︑祇愈教化の根本であり︑是が第一義締で

自疑を促すことが今日の思想界の最大急務である︑而して是

あるから︑どうしても趣に確な標準を輿へて︑図民としての

る︒他の﹃︽だりがましき思想に迷はされて其本心が曇る鐸で

して居ると忠ふが︑其本心が眠２Ｌ居る︒故に他に乗ぜられ

自受を促す認になる︒︐我図民の本心は能く剛淵観念を了得致

それで此国民に思想批判の標準を典へることは詰り隣民に

是は世の識者が油断して居２Ｌ︑多くの人交は鴎鰐のことは
喧しく言ぱいでも分って隅ると云ふ感じが除程識者の中にあ
る︒先刻の梁槻論肴に付て申した如く︑図絡の事淀どは今更説

く必要はない︑皆能く分って居辱と考へて届るのがそれが抑
煮油断の元である︒又多数の民衆は除り有難いものであるか

ら︑丁度我狩が窒素や太陽の恩恵を一向感知しない如く︑園
摺の尊さ︑有難さを解して居ない︒兎に角大西某左ろ券が不
遥極まる宗教を宣偉致してから︑僅交一年か二年の間に︑国
民中千人に一人はそれに感れて居ることは是は容易ならぬこ

とで私は驚き且つ怖れ︑且つ悲んだのである︒是は思想の動
揺の間隙に乗じて行はれた一種の宗教上の宣偉であり︑上下

おとらぬ図となすよしもがな

よきをとりあしきをすて上外図に

と云ふ御製があります︑誠に尊いことであります︒けれど

の油断から斯る太ソレた不群事が起った最近の資例である︒

昨年文部省に於て教化縄動員を行はれた︒全幽の有ゆる激

も此御製では﹁よきを取りあしきをすてる﹂標準を直接には

それは何かと云ふに教育勅語であります︒此勅語の御締祁︑

化機能を糾合して一大蒲祁通勤を起した︒其教化総動員の亜

み︑他の一頃を附加してあったの一℃あるが︑根本となる軍鮎

御製の御旨を鍔して種盈の思想畢説に封して十分なる批判を

黙は何虚にあるかと申せば︑即ち共闘鰐観念の明激と云ふ

は幽偶概念の明徴にあったと恩ふ︒幸に杢図の教化闇鰐は文

致して︑其正邪曲直是非善悪を分つととが雄も大切である︒

ら別に所謂踊として日星の如き物差を賜って居るのである︑

部省の方針に共鳴され能く文部符の目的達成の篇に力を致き

是が有ゆる教化運動︑思想善導の根木底ることを申上げて私

御示しにたって居らぬやうに拝察致すのであります︒併なが

れた︒日本弘道倉の如きも此虚に御列席の酋長閣下初めとし

の粗雑な話を雑りたいと恩ふ︒急否

ととにあったのであります︒獣時の我図の経済上の悪怖に鑑

て諜夜兼行非常なる努力とされた︒此教化総動員ぱ決して一
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ざるととありとするも︑善業績は就含永遠の進化に貢献し︑

にも賢際的にも疑はれな塊善行者共の人に善報あることは
一般普通の邪資であるが︑若し例外として其の人に善報来ら

共の永遠の生命となりて︑永久に存綴雅展することは道理的

を行は野必ず其の身に報ゐると共に︑其の耐含の進化を助け

力は不滅であり︑業績は永遠に印象する︒善意志を振ひ善業

献禽的結果は必ず善果善効を郷来するとと秋竜の疑がない︒

は︑主観的に良心凱歌の悦楽を得るのみならず︑其の事賞的

しからぬは勿論であるが︑然かし是等を敢行一貫するとき

を行ふとかは︑資除に苦痛難儀であって共れ自身として好ま

る︒己れに克つとか︑自ら制するとか︑苦勢銀難を侵して善

ることは亘理であり事賞であるから善は楽んで行ふべきであ

献曾生活的に言ふても︑善因に蕃果があり︑悪因に悪果があ

以上は良心の喜びについて言ふたのであるが︑更に客観的

ぴ梁むことを得る者である︒

あり︑天地祁蕊の獅讃である︒故に善を行ふ者は必ず善を罫

高の喜び最大の梁みが件ひ生ずる︒之れは良心勝利の凱歌で

賎民の道徳を高める方法

第五には這愛楽むことを要する
道を知り道遼信じ道冴一敬ひ道遂行ふ新は又迩を梁むことを

得る者である︒善を行へぱ必ず気持が良く良心の悦楽が伴ひ

来るものであるが︑其の他善因善果は天地の浜理であるか
ら︑たとへ現在に苦くとも梁みて善を行ふくきである︒善を
魚せぱ気持が良く良心の悦楽があり︑悪を篇したる後は不愉
快にして自ら恥づることば何人も其の経験があるべく︑季は
れない事資である︒されば善は楽しく悪は苦しきものと巾て

差支ない︒元来吾人の心には智の光明かありて庭理を照らし
見るものであり︑感惰があって善悪美醜遼感別するものであ
り︑自主自由の意志があって興理と善美に其の注意と努力を
は︑心全僻が洲足し悦楽を感ずろは心理の常然である︒所謂

向け得るものであるから︑吾人が虞理に進み善美を行ふとき
情慾や利己心は弧勢職烈左るものであり︑誘惑的なるもので
あるが︑心界一部の勢力であって心界全局の蕊ではない︒良
心によりて真理を選び善美逓感じ善行を現はさば︑そこに最
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力不滅の冥理と因果の法則を否定雑ぬ限り︑吾人が此の世に

其の大生命の褒展に寄典することは疑ふことが出来ない︒勢

︑されば現賞の道徳生活であると共に︑永生の合理的信仰

の生活︑安心立命の生活も此の外にあり得歩も理想耐禽の賢

生活であって︑人間生活の極地は必歩裁に至らねばならぬと

現化︑地上に於ける天団浄土の建設も亦此の外にあり得蔵

って︑永遠に存続護展せざる迩理はない︒今日の文化は過去

現はす善行善極は如何なる形に於てか此の世の善力善果とな
無数人類の善努力の集積であるが︑今日吾人の顕著或は不頴

いか︒小なる我れには生死があるが我が杜倉奉仕の善行には

永遠不死の生命がある︒我れは善行によりてのみ永遠に生き

信ずる︒即ち然らば吾人は楽んで善を行はねばならぬではな

り麓らざるはない︒力は不滅であり轄善因善果は天地の度理

られる︒善は柴えと染みの道であり︑悪は滅びと悲みの道で

著なる善努力は︑必ず将来の人類献含に善果蕃力として惇ば
であるからだ︒

恩ふに人は寓物の瞳である︒宇宙臨物中に於て一の人なる

人額就禽の進化の鰯に奉仕貢献すると言ふことは︑之れを

あることは事賃と理性とが明らかに誘明する︒

なる春の共同生活が人間就含であるが︑番人個々人の生活の

い︒人類就曾永遠の進化と云ひ︑孤想献禽の資現化と云ひ或

典罷的に巾さば教育勅語の道を奉糊筏賎することに外なら産

春を峡かば共産に何の意義があるであらうか︒而して其の人
意義使命は︑先づ此の人間蔽含の永速の生命推化に奉仕貢献
するを以て鰯一義とぜねぱならぬ︒箔し人間耽含の進化に奉

の道を塞準として︑之れを時勢の進運に通雁して護展的徹底

は天国浄土の地上建設と云ふも︑之れを智践的に言は唾︑斯

化に奉仕貢献せず︑其の永遠の生命透展に寄典することなか

家及び人類就曾の永遠の生命進化がある︒

的に資践する外はない︒鼓に天壌無窮の皇運扶翼があり︑画

仕貢献すると以て第一義とせねばならぬ︒若し人澗枇禽の進
らんには︑吾人五十年七十年にして生死する泡沫的生活に何

此の使命天職を課すが篇である︒こ典に寓物の露たる所以が

封する使命があると共に︑菩人天賦の蕊能を溌揮して資際に

左る意義と価値とがあるのは︑吾人に祉禽永速の生命進化に

を感ぜざる詮得ない︒吾人が今川人間的団民的存在たること

を恩ふとき︑吾人は善を行ふて献曾と天地に報謝すべき所以

あるが︑更に顧みて吾人が無量の恩徳によりて今日あること

から︑吾人は染んで善を行ふべき所以の梁善槻を述べたので

以上は力は不滅であり︑善因善果は天地の虞理大法である

あり︑又人格の尊厳なる所以があり︑又人類就禽の永遠なる

を得るは︑君函の恩徳︑父母の恩徳︑献舎の恩徳及び天地刺

の意義と慣値があらうか︒吾人の五十年七十年の生活に重大

生命推化と共に吾人の永遠なる生命溌展が存する︒祁人合一
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雲の恩徳によることは零ばれたい︒吾人は是等の恩徳によら

るものであることは是等の事責が誇明する︒

に於て呪ふくきものでは凌ぐ︑味ふくく︑梁むくき︑光りあ

味と悦楽と光築が存する︒天地及び人心人生ば共の根本性質

之れを要するに過去に於て︑我が本元を顧みるときは︑無

恩徳庇護に因らざれば︑吾人は恐らく一種の動物的存在です
ら有り得をかつたであらう︒自己の本元に封して無自蝿にし

限に感謝すべき恩徳があり︑﹃一未来に於て前途を想望するとき

ずしては︑果して能く何審であり得たであらうか︑若し是等の

て冒涜不遜なる者は︑動もすれば向己の力によりて脚己の運

て規在に於て自然及び人心の妓深蔵ろ根本に︑酌み一Ｌ毒きざ

ろ虞善美が存在して之れを多為益盈溌掘玩味することが川来

は︑無窮に善因善果の蕊展すべき進化的大生命があり︑面し

る︒而して之れは畢寛唯吾人の善意志と善行とによってのみ

命を開拓し︑国己の成功を獲得したりとなすの常であるが︑

等成す能はざる無能者以外の何物でもあり得ない︒吾人の人

其の賞は是等極左の恩徳庇護に因ら歩しては︑彼等は殆ど何
格も身心一切の能力も︑生命財産名響自由も︑一に君餌父母

きものがあるではないか︒否人生は唯善のみが楽しきものと

言ふぺく善即楽と言ふぺきでないか︒而してすべての人は皆

質現せしめ得るのであるから︑善意善行の中には極めて楽し

善意志をみづから起し善行を馬し得る露物であるから︑此の

存在の本元遼知りて之れに報本反始の道を講さねばならぬ︒

を静かに聞くときは︑自己の本元話自畳すると共に︑感謝報

之れは人性自然の至心至情の雲であって何人も其の虞心の藍

的外形的にこそ貧富高下の差はあれ︑自主自由の霊的人格と

梁善生活は霊物たる人川は何人も可能である筈である︒物質

祇曾︑及び天地祁蕊の恩徳庇護の賜ではないか︒吾人は吾人

る︒之れと同時に鼓に感謝報恩生活の悦楽が現はれる︒無量

徳の誠意上り世に奉仕的善行を露さすには居られぬ筈であ

若し更に自然界及び人間献曾に於ける渥善美を考察し︑研

正話讃美祭敬すべき所以があるではないか︒吾人は染んで善

にあるをやだ︒即ち錘にも天地人霊の恩徳と︑天道の大愛大

も︑︑人文の進化と共に︑漸次公正化合理化されんとする趨勢

しては︑寓人皆一様平等に腫善美的生活の可能科であり︑楽

究し︑玩味するときは︑錘に至鍵至妙なるものあることを潅

を志し︑道を行ひ︑今日盈迂我が職分の篇に我が最善を識す

善生活の可能者である︒況んや貧篇高下〃物質的外形的生活

見し︑之れを讃美すると共に︑自己と就倉を直善美化して︑

べきのみである︒

の恩徳を自毘するとき無限の有り難き心が湧き︑同時に報謝

以て天意と人霊に契合せんことを想はざるを得ない︒共虚に

生活の美と喜びが現はれる︒

蕊間道徳謹術宗教の直善美なる精祁生活に件ふ人生無限の趣

「
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第六には道を念することを要する
吾人は先づ人間道剛民道の何たるかを知りて之れを信ずる
に至り︑信じて之れを敬・︽に至り︑敬ふて之れを行ふに至り

行ふて楽み其の中にあることを受ゆるに至り染んで善を行ふ
に至らねばならぬが︑更に此の精榊生活道徳生活を日交に益
主局くし深くし弧くして行かねばならぬ︒之れは如何にして

腿来るであらうかと言は障日掩善を濡さんと念じ之れを常に
我が意識界に頴在優勢ならしむる外はない︒平たく言は野常
に心懸けを善くし︑善心を盛に働かせる外はない︒善を念歩
れば善心が現はれて悪心は引込む︒毎朝善念を蕊起し善に向
って勇赫精進せんと決心畳悟すれば︑必歩其の日をして善に

求めょ然らば典へられんと云ふは員理である︒心に念じて

向って出溌前進せしむる原動力となるに相達ない︒

之れを求むれば途に典へられるに至るけれども︑求めざれぱ
永久に典へられる期はあり得ない︒吾人はみづから善を求め
ねばならぬ︒求むるとは念することである︒念するとはみづ
から注意力を之れに傾注し︑精神を之れに統一し︑一心不矧
の心炊となることである︒されば吾人は常に善に向って注意
し善を念じ善逓求むることに誠資一心なることを期さねばな
らぬ︒而して其の賃行的方法は︑先づ毎朝祁薙或は良心の照
篭下に静座して︑善念を起し其の日の善心善行を自畳念願す

砲︒

ろ行儀作法を修むることを以て︑着手の第一となさねばなら

教育勅語を始めとし︑其の他古今聖賢の教訓は︑一般に善

を鴬せよと吾人に向って示教或は糊奨或は希望せられたるも

のであ一倉教育勅語には﹁拳堂服暦シーテ成其徳ヲご一センゴ

トヲ庶幾フ﹂と仰せられて居る通り︑御希刺御期待の犬御心

が明らかに現はされてある︒是れは河に尊く有り難き犬御

心︑大御訓であるけれども︑吾人は之れをかしこみ承るのみ

にて更にみづから之れを念し之れ塗求めざる限りは︑之れを

みづから守り行ふととは永遠に出来ない︒何程聖訓が尊く有

り難くあるとも︑又其の他聖賢の教訓が如何に質資懇篤であ

っても︑之れが単に他からの教訓であるに止まりて︑自己自

身の念願決意とならざる限りは︑自己の善心善行とはならな

い︑換言すればみづから念じ求脇ろ聾と塗らざる限りは如何
に尊く有り難き教訓でも︑自己の物へ自己の力とはならな

い︒されば一切の教訓は結局皆之れが自己の念願となり︑自

己の欲求と愛化せぬば効果が生ぜぬ道理である︒他からの教

訓教催でなく︑自己の信念信像と左り︑他律的が自律的とな

らざれば質の資効は魂はれない筈である︒要するに教訓によ

りて指導感化を受くるとと多大なるは言を待たぬが︑それが

る道理はないから︑教訓の言葉は結局自己の自麗の言葉とな

ぐ

自己の念願自己の意志とならねば︑自己の蜜行として現はれ

I
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らねばならぬ︒されば教訓は﹁善を志し審孝篇せよ﹂と訓ふ
ろが︑我れとしてば﹁私は常Ｆ圭口を心懸︲善と行ふよう努め
ませう﹂と自己自身の言進とたらねばならぬ筈である︒﹁汝善
を篇せの教訓は︑﹁我れ善を篤さんと言ひ愛へられぬ限り︑千
寓返共の教訓を反復されても秤︽効は梁らぬ筈である︒されば

あり︑大たる効力あることは言を待たぬが︑之れと同時に︑

教訓を典ふることは道を知らし納道に導く篤に絶封に必要で
みづから念じ求妨ることか極めて軍要であることを明らかに
知らねばならぬ︒

此の故に吾人臓自ら念じ求むることを大いに貴ばねばなら
ぬ︒道と知れば之れ淀信ずるに至り︑信赤れば敬ふに至り︑

敬へば行ふに至り︑行へぼ楽み共の中にあるを畳ゆるに至
り︑染めば念するに至り︑念丁るときは更に一層明らかに道
を知り︑篤く之肌を信じ篤く之れ逓敬ひ鰐く之れを行ひ︑篤

く之れ矛梁み而して更に篤く之れを念歩るに至るべきが故
に︑是等の知︑信︑敬︑行︑梁︑念の六極道念は︑循環的に

活動し︑螺旋的に向上するものと言ふくきである︒即ち知な
ければ信なく︑信なければ敬次く︑敬なければ順次に行蝦楽

も念もなく︑念なければ知以下一切も亦有り得ない筈であ
る︒されば此里ハ種心理は心理上軽璽の別を篇すことは出来
ないが︑賞際生活上より言ふときは︑念は特に重く随って其
の教養に最も意を剛ゐねばならぬ理由がある︒何となれは吾

人にして常に之れを念ぜざるときは︑知も信も敬も行鳴梁も

其の向上を自覚的に促進されないからである︒凡そ人間の事

業は吾人が常に之れを心懸け︑術にみづから意志して念求努

力せざる限り︑何事も成るものでないが︑精祁生活︑道徳生

活も︑常住の念持念水が根本の原動力となると言はねばなら

果して然らば吾人は毎朝日糞如何に念じ如何に求むくきで

ぬＯ

恩ふ︒之れが人間道︑日本団民道として日交に自兇し質践す

あるか︒余の信ずる所は左の如き精抑要旨であるべきものと

べき要領であると信ずる︒毎朝祁蕊と良心の照覧下に此の念

を潟すは︑人間として︑日本剛民として︑必修すべき重要な

こ室ろかげことは

べきであるが︑其の精祁要旨は左の如きものであるぺきを信

ろ行儀であると信ずる︒勿論其の言ひ方は人糞相睦に異り得

余る︒

○日々自費の念瀞

︵韮愛の念︶

一︑今日一日︑皇道を本とし義と愛を行ひ︑本分を守り責任

を毒し︑就曾幽家に奉仕貢献しませう︒

二︑今日一日︑心身財物時間等通一切善用して︑之れを徒費

悪川致しますまい︒︵善用の心︶

に人たる道を賞行しませう︒

︵敬忠の念︺

三︑今日一日︑天理人道を敬ひ︑良心にかしこみ︑敬忠一心

〆 一 一 一 一
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四︑今日一日︑四恩︵講剛恩︑父母恩︑耽禽恩︑天地榊溌

良心の雌蕊下に於て︑向琵念諏して道念を明らかにせんと欲

以上咽に毎朝祁蝿︵伽も含まぜ得る旗義の意味に解して︶と

する念僻念歌念語である︒其の精祁要旨の大鰐は︑皇道即ち

恩︶を感謝し︑蕃閃善果通忍び︑いつも心架しく弄行を肋
︵梁善の念︶

教育勅語の道を以て大本となして︑道徳の道を我が守るべき

みませうＯ

善群．行と心に念じて今を洋一注意しまぜニー︵注意の念︶

五︑今日一日︑成るべく委勢行儀を正しくし︑現在最善︑最

心楽しくいつも守らん

すめらぎの教への道を敬ひて

に澱現溌達したる天地同然の大道である︒此の大道を大本と

なく︑忠孝篤本の皇遜は我が国鵠図民の大道として滝我が図

行せんとみづから念願決意すべきの趣意である︒申すまでも

を街行せんことと期し認而し一＃一今を注意して之恥を最善に賃

辿と明らかに知り︑且つ信じ︑敬皮感謝築善の心を以て之れ

義と愛と善川の道を敬ひて

して︑吾人は日盈義と愛の倫理を澄践せねばならぬ︒義と愛

六︑︵念歌︶

心梁しくいつも守らん

は古今東門人側道徳の根本原理であると共に︑日常の匿際生

活上最も厚く心懸け且つ資行せねばならぬ所の職践迫徳であ

鑑道一賀

念語華愛︑善用︑敬忠︑梁善

る︒殊に今側の耽含現状に於ては特に嵩調する必要多き重要

であり︑最魔義の経済凍理であるから︑是れ亦必鍾璽大たる

間の生活及び其の進歩の馬に︑是れ亦挟本的に必要なる原理

言ふてもよい帳重大なるものである︒次に善川の逓念は︑人

道念である︒人間道日本幽民道の根本原則は義と愛にあると

現在鍛稗︑賎蕃賛行
更に右の念僻を一層簡易に分かりよく言表はさんと欲する
ときは︑左の如く言ひ得られる︒

○守り五篠
今日一日︑勅語の道を守り︑

ないが︒﹁嬢ヲ修メ業ヲ需上以一ア初能ヲ啓溌シ徳器ヲ成就シ進

人生の根本倫皿である︒教育勅語中には善用と言ふ御言葉は

一で公続ヲ康〆祇務ヲ開キ﹂た仰せあるは︑畢党心身財物時間

一切稗用し︑

天道と良心と敬ひ︑

時柵等を一切善剛して︑心身の力や財力等︑すべて其の資力

等一切︽・韮凹川すぺき御旨意であらうと信ずる︒此の心身財物
てん︒

感謝して善を染み︑

︑今盈を注意しませう︒

20
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諸費成し其の頁偶値を謹揮味一しむぺき善肘の道念即ち最畷義
の一経済の逝念は︑今日我が証曾の資朕から云ふも︑特に緊張

すべき妓も重要底る通念である︒次に第三に︑祁難又は天道

を催むると共に形を以て心を修めねばならぬ︒同時に簡単な

際的にも極めて重要である︒身心は柄開するから心と以て形

る念語を以て今盈を自蝿注意せねばならぬ︒一生も永遠も畢

寛今より外はなく今が最も亜大であるからだ︒要するに義愛

の道念と善川の道念と︑敬忠の道念と︑楽善の道念と︑今と

を敬ひ︑良心にかしこむぺき︑敬度忠誠の道念は︑是れ亦人
間道徳の根木精川である︒殊に贋践的怖意は此の根抵に立た

あって︑絶封に其の一をも峡くことは出来ぬが︑之れを貫く

に忠存篤本の皇道を以てする所に日本団民道が雌存する︒言

注意の道念との五道念は︑人間道として根本的に必要重大で

ふまでもなく皇道は日本の園家悶罷の根本催件である︒然り

ねば薄弱にして頼むに足らない︑天地に祁嬢叉は天道が縦存
が即ち祁性︵叉は沸性︶であると信じ︑是等内外の至上者に敬

すると知り且つ信じ︑且つ良心は内部至尊の嬢性にして是れ
忠ならんと欲する道念が鐘厳なる人格の根抵︑堅間なる徳操

それ故に凡そ人間たり園民たる限りも何人でも必ず毎朝先

以て一貫せねばならぬ︒

づ一定の行儀作法を修めて︑此の如き道念を明らかに自覚決

吾人現賞生活の基礎惟件である︒日本人一切の生活は皇道を

朝凌夜食敬忠の道念を嬬養すべく布も怠ることを許されな

の飛礎である︒否人間界に道徳なるものあるは︑賞に敬祁忠

い︑第凹に感謝の怖操と因果法の認識に基づく所の梁善心も

此の行儀を修むることは︑教養あり自畳ある者の必須不可妖

意し︑而して日常刻凌其の努力精進を勘まねばならぬ︒日食

誠の通念が其の最も深き根基である︒吾人は人間である限り

亦迩徳生栃の根本締祁︑基本原理である︒感謝の情操は我れ

の生活法であると信ずる︒然り之れは教養ある人格或は園民

を過去の大本に還元させて︑報本反始を恩はしめ︑善因善果

此の如き日交自蝿すべき念僻は勿論右の如き表現法に限ら

格の要件であると言ふてもよい︒

るべきでない︒左の如きも亦一の浦常なる案例であると恩

の認識は︑未来進化の光明淀想望して楽んで善の篇に締進さ

美且つ礎展的燕らしめる所の般深鍛大なる力である︒殊に我

ふ︒之れは人生を一種の永遠なる行進と槻して︑其の目標と

せる︒此の感謝心と因果心に本づ︐く楽善心は︑人生をして善

る︒然り感謝心と因果心に基づく所に我が国の道徳の卓越せ

進路と受悟と歩兵の注意とを述べた＄のである︒

が固の道徳ほ此の道念に根基する所が頗る大なるものがあ
る葬美が存するのだ︒第五に行儀作法を正しくすること比今
盈を善念善行すべく注意することＬは︑是れ亦道理的にも賞

○自豊念謂の詞
謹みて君函の恩︑父母の恩︑祇含の恩︑天地祁嬢の恩を感
脈はくは自己腫善美化︑耐獅其善美化遼以て我が日共の生

謝し︑之れに報恩謝徳ぜんことを虞心を以て所念し奉る︒

注意すべきである︒即ち常に敬忠篤行楽善精進と畳悟して︑

現在最善︑最善資行と念語注意すべき所以である︒要するに

る︒吾人は日盈之れを明らかに自蝿し質賎する鱒に︑此の

人生の行進には︑目標と進路と受悟と歩々の注意とを要す

く生活して︑目的適合と今の瞬間にまで徹底世ねばならぬ︒

的もあり︑今だの目的もある︒吾人は是等の目的に適合すべ

人は目的の生物である︒故に一生の目的もあり︑日交の目

﹁自疑念調﹂の詞を要する所以である︒

て我が日灸の決心豊悟となし︑現在妓善︑岐善貸行を以て我

分を以て我が日為の方針進路となし︑敬忠篤行薬善精進を以

今働くべき時ならば妓善に働くべきだ︒今休むべき時ならば

活の目標となし︑皇道を本として能力善用︑互助共菜︑感謝識

の喜びと希望の光にか蝉やきて︑至誠一貫︑勇猛精進せん︒

が刻姥の注意となし︑誠は必ず成ることを信じて︑常に感謝

ものである︒凡そ人間は目的の生物︑理想追求の生活者であ

と義の道を︑敬忠篤行︑梁善精進し︑今だの瞬川も此の心を

己と肺含の置善美化の目的の鴬に︑皇道を大本とする力と愛

眠るべき時には最善の艦方を鱒すべきだ︒かくして何時も自

最善に休むべきだ︒食すべき時には最善の食べ方を鴬すべく

るから︑如何なる場合に於ても︑無目的無意義に生活するこ

此の念僻は人生を一種永遠の行路と観る考へ方に基づいた

とは人間性が之ルキ許さぬ︒然らば汗人一生の削的は何か︒

若し之れだ剛解するときは左畑の如くすあことを得るので

ねば巌らね︒

ば此の目概に越すべき難路は何か︒同はく人生の准路は皇道

あるが︑是れ亦日常座右に掲げて共の自畏を明らかにするの

以て妓蕃に行動すべきだ﹄之れが吾人の理想的生活法であら

一貫の大道である︒而して之れを概念的に分解するときは︑

臼はく人生の側標は自己虞善美化耽禽腫善美化である︒然ら

能力善川の力の道と丘助共柴の愛の道と︑感謝講分の義の道

上頗る重要脱すべきものである︒常に身遥に掲げ一Ｌ朝夕之れ

なる印象を典ふる特長を布するものであるから︑修養上教化

進することが川来るか︒日はく菩人は斯の道を賃正なる道︑

に接する工夫を魚すは修養敢化に徒すること必ず少なくない

資となすぺきである︒岡解は意義を一目瞭然たらし肋︑鮮明

生命の道︑光明の道と信じ︑敬忠徳行︑楽蕃糖迩と兇悟し一Ｌ

であらう︒

とに三別し得られる︒更に晋人は斯の道を如何にして資行前

一心不矧に共の溌行を鋤むと共に︑今日の一歩表袋を最善に

ダ
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一︑日標は一岬諏癖誌毒恥

１町

感謝識分Ｉ義の道

能力善川Ｉ力の道

理想の目標がなければ兇営がつかない︒

最善資行

現在錠蕃

築蕃続進

敬忠鮪行

二︑誰路は皇道一貫万助共蕊Ｉ愛の逝

三︑受悟は

四︑注意は

︵一︶

進路がなければ目的に達せられない︒

岡解︷紗れぱ右側の通りである︒︵以下女雛︶

滅の谷に堕落する︒千里の道も一歩にありだ︒之れを

一歩一歩に注意せ砲ときは知らずノ︑邪道に迷ひ︑破

一歩も前進は出来ない︒

我れに進み行く決心畳悟がないときは︑進路ありとも
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私は忘れもしない︒夫は私がドイツ滞在巾の一日某の大皐
教授夫人を御訪ねし王した畔の事であります︒私は此町には
可たりに馴血てはいますし︑除り遠くもないので︑日本服を
着コートショール下駄はきで出かけたのでありました︒先方
の玄鮒へつくと直ぐ夫人は出迎ひられましたが︑私が日本服

持地ゑい子

ドイツは世界を敵として戦って大負けに負けてしまった︒

其畢句は封鎖と包幽づくしで園内は四苦八苦苦中一の苦であ

り︑諾戦勝園側では叉只ドイツ暦懲の篇め日も夜も是れ足ら

が津を浦食に迄ころがってゐて︑何虚を向ひても上から下寵

ずでありました︒ドイツ剛内やがては貧と餓と疲れと絶望と

矛着ておりますのでコートをぬぐのを手徳ひたいが︑様子が

せうか︒資際何一つもなくなった︑戦経って除す虚は全く個

で其れで苦しみ摘み綾ける事ばかりで何虚に何の力がありま

をぬぐ御手偉矛｜するは鶴となっております︒私はぬいだコー

でありませう︑そうしてゐるうちに全図に渡って恐ろしい怨

人にも園内にも一物なしで︑これをこそ亡閣の姿とはいふの

わからないので見てゐられた︒彼地の風習として客人の外套
トを日本流にくるＪ１と手早く丸めて帽子かけの裏の上にお
きました︒スルト共夫人は之を手にとってチヤント順序正し

悲隆さはどんなものか︑私共日本人﹁戦争にまけた事はない﹂

瑳の叫びがさけび出された︒一摸や小革命等戦敗園に於ける

にショールも其上にかけて下さった︒私は共途端にハット菰

く帽子かけにかけながら縦になりますからといはれつ上︑次

で︑いくら食べてもＪ１いつでもす寄腹で︑戦後これで苦し

奇妙な病気が園内に澱生しました︒ソレハ飢餓病といふもの

んでゐる人交によく私ば御側にか上ったのであります︒やが

誇りを持つものには到底想像はつかないのであります︒此時

ソレが洋服であらふと整理をやらねば気が済まぬのだ︒其時

此庭はドイツだ︒ドイツ婦人は整理屋だ︒日本服であらふと

て休戦となり嬢和僚約が成立しました︑此燦約は何人が見て

がついた︒つひぞ日本服を着たので日本流に始末したのだが

私の顔から火が出そう︑どんなに恥を感じましたでせうか︒
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も重い負婿だが︑一言半句いはせられずに国民は皆涙を飲ん

つであります︒ドイツ婦人は家庭に於ては家を塾ひ︑良人と子

けに愛はりはありませんかと︒スルト其答の錦する虚は皆一

せられたのでありました︒私は前競に於て宗教改革者マルチ

は必ず償ふといふ弧い決心を持ってゐるといふことを感じさ

す︶頭髪がキチントとして櫛の歯がハッキリと通って今結い

ます現状ですから中流以上でも下女はつかはない心がけで

喰はい謝して墓所へ出てごらんなさい︒︿団難に際雪してゐ

試みにドイツ家庭に泊まって︑主婦の起床時川と岡時に何

も戦後も婦人の道徳には何一つかはりはございませんょと︒

供達の篇めに全力をそ上いでも手不足を感じてゐます︒戦前

で獣をとして調印させられました︒

私は在渦中いづれの家庭でもかけ隔てのない家族的生活を
する丈けの親しい人為の家におり萱したが︑私は賞に不思議

ン︑ルーーアルの生れし図と申しましたが︑今度は哲畢者カン

立てといふにすぐ目につきます︒唯か毒上げた丈けではあり

禿感じ矛受けた一堺は︑これ程に重い賠償金を償ふくきもの

トの生れし函と巾したいのであります︒餌民はルー｜フルと相

まして︑其妓後の一滴途飲みほすや否や︑其顕の中にははや

ません︒次に合理的な朝食の仕度もおどろくべき早さで食卓

の人餐が更に叉細く平易にわかり易く且つ芝居に脚本に仕組

次の仕事が兆します︒其眼が光ってまゐります︒其は﹁働き﹂

が整ひられます︒この朝食にコーヒー一杯をユックリと飲み

んで閏民を教へ仕込みました︒此程迄の亡図的の園難にあひ

といふ事についてドイツ人猫特の精刺と忠ひます︒ドイツ婦

が説きし虚の餌民の義務概念は︑時代為に沖蕊多識の各方面

つＬも︑ふしざを班には圃暴向莱のあとかた漁く︑過去の歴

ならんで川哲娯粁を非常に尊敬しております︒従ってカント

史上にのこれる岡難のあとを職みて如何に窮迫しようと︑如

す︒其道具は大小刷毛Ｑ帯︒雑布命布巾︒軟いのやら硬いのやら

人はまあ私共から見れば掃除狂といってもい上位掃除をしま

上といふ向信を以て︑共を剛民性たる馬す事為が地味で気が

何に侮辱を受けょふとも︑自分達は将来充分に復活し得らる

の別なくドイツ婦人の一番主として守る道徳は︑秩序︒整頓︒

まづ七つ道具といふてよいで一・︶ざいませう︒而して上下貴賎

清潔でありまして︑これを総べての事物に渉って厳守して少

長く︑鈍重で努力を惜しまず︑而して側け働け働きぬけとい
ふ主張で一生懸命にジリノ︑とやりぬ唾Ｌ腰をぬかしておる

人といふ死考を出して家内の人手は不足しておりますからと

しも骨おしみせぬ程度のもの垂あります︒戦争は廿五人に一

柾て婦人側にかへつて一つ間話出してごらんなさい︒曾て

て︑私共の先耐が一生懸命苦心努力して残してくれた此ドイ

ものもなく︑曾て倦むことを知らないのでございます︒

は画蓮隆共たりし日と敗亡川面楚歌の今日と何か婦人の心が

人婦のツイドろす愛熱を頓整と序狭
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へては先皿に封して満まないと申しつ︲一︑力一杯働いてさげ

シ婦人の美徳をぱ︑私共の昨代に低下させて之を娘や孫に倖

へ趣びこまい迄の心がけで︑外出川くつで墓所へはいらな

に清潔に秩序的にする許りで底く︑外からごみやちりを墓所

にしておるか︑ごみやすずは無論ありません︒共は墓所を軍

るのが緑人達の欣態であります︒

ります︒

い︒若しはいるなら丁寧にごみをおとしてからはいるのであ

す空れてもく話しくもやりぬいて倦む堺なく日さと過してお
次に小翠校へい２Ｌ錨一時川日独にならんでゐる小供達の

けの洗濯日に手早い仕事ぶり︑仕上げた品を一堂選り分けて

一切皆主婦が派州婦を雇って仕上げ一﹂しまいます︒此大仕掛

一家の洗濯は皆家脅でいたします︒のりつけ︑あいろん︑

けられておりまして︑一見相称の家庭の子か貧家の子か見歯

補綴の念入りなやり方︑夜なべに家族国築の折主婦や娘達は

髪がキチントをでつ

がつきません︒夫が農村へいっても川じで︑貧家の子供は粗

頭から雄まで一べつし一Ｌ︑腕白小僧の

末左着物は批諭着ておりましても︑青ぱなをたらしてゐる兇

濯仕上げの出来上りし品を小山の如く積み上げて雑貨店の棚

手を動かしながら談笑の間にセッノ︑︑とやっております︒洗

貧しい労働者の家庭でも清潔薬頓が行き届いておりまし

は一人も見餅りません︒

つ兼川の部屋へドイツ婦人の生命の次に魂の所在庭蔵ろ墓所

うぞおはいり下さいと心安く墓所と︑食事部屋と︑客室と三

も︑其が僻村の農家でも墓所と便所の掃除丈け取り立て上清

痕別があり堂せん︒一事が寓事こういふ風で一寸とした事に
も抜目がありません︒早い話がぬり盆ははげておりまして

是等の清潔と整頓とは上から下︑大人より子供︑男と女の

よろしくキチンと戸棚にならべて喜んでおります︒

へ諸じます︒清潔蕊噸が魂丈けに戦中より戦後嘉川通共の新

て︑遠いノー東洋からのたび人たる私に恥かしがらずに︑ど

調はできませんから︑皆自分でプリキャのするハンタをつけ

す︒夫人と共に夕食後の片付けの時私は何類なく誰を知らず

がないのであります︒私は又おもしろい維臓を以ておりま

く健康の一つは規則正しい排池の良習より初まるとして︑き

の良調をつける尭育法といたします︒先づ人の一生を貫らぬ

ドイツの母親は子供が生れおちると直ぐから秩序と整頓と

要なる生活要件として浸みこんでゐるからでありませう︒

潔にすあドイツ婦人の頭には︑是等二つの良習が資際的に必

／︑してゐる︑あちらでは直ぐと見付けて夫をとりのける采

まりの時刻には何をおいても根気弧く之を賞行してやりま

清潔を手一杯やっておりますので残り物には蓋をする必要

たりして気持ちよくしております︒

ては大笑ひとたりました︒彼等がどの位注意して墓所を清潔

h
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す︒

私は又ドイツの主婦が食事の献立によって身鰐の調節を謀

はなしの感を持たせられ王した︒共が蓮稗手でも門番でも下

で資際此図ではなんだか人生凡て秩序︑整理︑蕊頓たらざる

てよいと恩ひます︒

女でも有形と無形の何れにも皆此習慨が養はれておるといっ

又ドイツの家庭では日本でいったら﹁三尺去って師の影を

っており喪すととも知っております︒貴女が御机の上にのせ

らないよふ︑どうぞ私の献立で身僻の調節が確かに塾へられ

頭の前には立ち上がれ﹂︵註立ち上るは彼地の敬腔法︶が今日

踏ます﹂流の事を教へており蒸す︒ドイツでは﹁白髪交りの

ておいでになつく︶カスカラ錠は︑ドイツ御滞在中は御使川にな

の甚しい中で︑主婦は団勢を恢復するには働くより外に道は

シ兇の魂百迄の通り︑官聴や含証に於一Ｌは下役は上役の命を

も猶家庭内で亜ぜられ︑之を以てしつけとしております︒三

蚤すから其御積ｈで︲一と確信を以て言はれました︒物資妖乏

ない︒働くには少しでも良い食物を雛らねばならぬとの考へ

はないのであります︒一般園民は父子︒師弟︒老幼︒大小︒上下

守りつ上働き︑国内いづれの大躍にもストライキじみた騒動

から︑身鰐調節に想ひをおいて三度交餐の食物訓理をいたし
ておりますし︑嘉所の整理の中には︑廉くて管養厳が多分に

和政盟とかはり︑デモクラシー思想が吹き堂わっても︑戦前

こと上いふのでありませう︒四十年間の帝政が崩壊させて共

かない︒良い献曾の建設の鰯めには長上を尊ぶことが必要な

を分ち︑其他人物品性の優劣はそう軽く取り扱ふわけにはい

含まれておるものを調理して家人の健康に注意し︑且つ喜ば
せる虚迄手が届いて之を日たくりかへして忠賃に資行してお
子供の就畢前は玩具の薬理法を賞に念を入れて手とかへて

程婦人に敬意を表して︑車内で座席をゆづろ風は少なくなっ

ｈ〆主︷︷夕ｏ

母親が教へており一︸︽す︒おもちゃの数は極交少なく︑総本も

全くドイツ婦人の−︐はＨまぐるしい群の忙しさでありま

ほんの数朋ですが︑之を教育的に愛化させ︑子供のあき易い

すのに︑愚痴は一切申しません︒子供が小さい時は小奇麗サ

ことを見うけられ室す︒

隙ぜば知識の蕊叩で徹底的に物事を縮密に整へて行く習悩を

ッパリとした身なりをさぜておかねば気がす室ず︒子供が成

たが︑傍若無人の不作法はなく︑一定の秩序は厳存しておる

つけてやっておるのでありませう︒たとひ石ころ一かけでも

けや間にあはせの方法は継親自ら戒めており妻す︒其元を疋

決してなげ棄てず︑其諦一何とか有振に利用する道へと導いて

長ののちは画家の御役に立たせて︑老後世話にたりたいなど

性格にあきをおこさないよふに一事をのみこまぜ︑かぢりか

おります︒おもちゃの時代が過ぎれば智慧や思想の整理整頓

人婦ツイドの頓整と序秩
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ておりますが今回は管きます︒

反省する虚へ想ひを致したならば︑其時は日本は何の代に至

阿民として負ふぺを責務の一半を怠りおるのではないかと︑

るも侮りうけず︑負けもしない︑否閣蓮の隆盛は期して待つ

の考へは持２﹂おりません︒私は之が誰擦となる資話を知っ

以上の如く私の目撃した賞状を書きつらねて除りに長くな

せて呉れました︒共上に立派な復活復興ぶりも現に見せてゐ

何を間は歩︑園家概念に飽迄も弘く生きてゐるドイツ婦人の

き︑彼等に鑑みたいことは家庭婦人たると未婚者と年齢の如

今裁に私の見たままのドイツ婦人の事資を掲げさせて頂

べきであると恩ひます︒

てくれます︑夫のみならず新興則として新に進展すべき高速

外ならないのであります︒︵六．一・一五認︶

働きぶりについて︑いさ上か他山の石としてゆきたい微意に

に何を物語２Ｌおりませうか耐戦敗の悲惨さをまざＪ１と見

り過ぎたことを剛悦に堪えまぜんが︑ドイツは私共日本圃民

な方向にむかって︑圃民的緊張と閥家的活動ぶりとに虞に苦

I

端午透友人赴海外序

︑緑陰識書先怖湖候按

未陰遊某公園記

味羊雪中詣測洞記
瓶梅讃本湘盲人博

昭和六年辛未精勤塾詩吏課題

､

縮刺筆王女荘石川二三造

東京市外世田ケ谷町池尻三百十番地

十二月憶亡友毅貧災錐

郷土誌序

夏Ⅱ林泉山中避砦記
秋薪早起請陶淵明集
初冬村階主川浮舟記

個院煮若亡友某碑

喜夏践狸蓮詩巻

H月月月月月月月月月

十一月郡巾冬Ｈ

1＝九八七六五四三二一

心と努力の跡が着交として認められます︒私は彼地へ表ゐり
のだ︒人の力の偉大さと共力を川ゐんとならば底の知れぬ程

まして典へられた教訓は︑如何なる閲難も切りぬけられるも
の弧さぷ限りなく︑湧いてくるものである事︑而して之には
闘民の牛を占むる婦人も男子にまけ赤劣らずに参加し一し︑︲婦

人は婦人としての立場に於て︑翻然向晃同霧しなければ千百
の研究もなんにもならないといふことを痛感いたしましたの
であります︒

而して枇界に冠たるｎ本の閲鰐︑日本の歴史︑いつもノー
必寸日本岸嘩伴ふ天佑是等絶大のめぐみを御互我等婦人は男子

と川じよふに︑或はより以上深く向捉して︑造次にも顛浦に
もＨ木婦人の立場に於て全力を注ぎ︑あらゆる犠牲を忍んで
ゆきたい︒今日の如く園内にひろがってゐるやりっぱなしな
世相の牛ばけ︑文部省と先生方に御依軌し過ぎて日本女性が

−
ー
シ
ー
ー
ー
ー
一 シ ーシ
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時
論

︷黄

１

認法改正案成る

ろ疋封に審艦であり勝手でゐって︑而して々は屡々論じた如く︑現代の如斗頑溌的風

なる︑ものが褒表され

を得ない︒縦にも不合理極震る肥智にしていふのも男子の童貞は厳守されずして女子

こ入に男女人格債値の相違が認められざるにしもあらずといへようかと思ふ︒これと

て居ないといふのが疑ひもなく事慨であるに︑一つは女子の反励的無分の助勢が虻き

童貞の如きは何等髄に将求人に問題とされ紀の乱れた時代非現出するに至っ士こと

玲大汝︒其れか二案ある

日

己中２つに︑虚女の

の義務あり﹂といふ判決を下し︑男子の悪迄男子の要横の求駒に人絡悲無税されて泣

曾て時の織田大罪院長は﹁男子にも貞操見晒省の綱が一因でなければな喝ぬ︒今日

く﹁詐言に依って虚

ろ研であるが︑斯の如き俄然なろ事にも体う︒これといふのも国家に於てからが女子

祇狐念に一撃を加へ犬ことば猶耳に新たなき寝入りにＩ︑たものば数知れぬであら

偏見︑も亦甚しきものといふべきである︒にのみ甚だしい厳守悲亜要さるろといふ偏

一項があることは︑吾々の艇も常を得たも

大なショック左典へたといふ程今日猫此のの人格か擁護することが鮮かつ菰ことにも

州見極何等怪しまれて居ないといふことば菰大な賢任があつれのである︒

今川の文化ぱ此の如寿﹄未開的偏見が依然女子の貞操か欺き或は勝手なろ心持か．舛腰

寒心に湛へないことである︒然るに此の度樹事者も此虚に意を注ぎ︑

として特細さるべき籍が芯い・緋に多年腿翻すろことか犯罪とする旨が法律と氷ろ芯

紬蛎脚題に

てこれが現ばれとして︑男女

男子への反抗となり寧ろ反動的現象韮さへて認めらろろことと芯ろ課で慶孜に堪へな

率し永のであみ︒而して之が一面の弊害とい︒女子は弱きが求めに尊き人格あさへ

迫冷加へられて来た女子の自畳は︑これがらぱ︑正しく女子の人絡は封等に法律か以

ばされて来穴のである︒これは一而尤もな

常然之必無刷す↑へしとして︑破倫行蝿延何の請求に憐れ泣き礎入るのみにて相手の行

して︑男子に貞操の義務な￥冠らぱ女子も無澗きれて来た︒只今日迄は価かに識籍材

してか︑ｈが︑虚女の貞操ば極めて厳しく検

ることとして吾々は敢て非難心しやうとは
子の方にも同様に瞬守さろぺ卦でなければ

享横に封する自暴︑棄的行嬬ではあるが︑然仏悲来の如き偏城肥習の中にあって心猫

々と産むに至つ犬のであるＱこれば男子のぱ昨代と共に改葬さるぺきは常然である︒
れの如く職守され制裁牟蒙って脈ろであら

卵子の同異への一刺戟で←あらう︒鱒て沓風紀の蹴れれる甚しい現象彫目の前にして

等伽づろ所なしといった如き女子なさへ綴鰯は何等犯罪ではなかつれのであるＪ法律

うかと云ふに︑御承知の如く男子の方は率

ならぬ︒然るに果して男子の方ほ女子のそ

恩は幻が︑然らば頑しとすれば之は俄然男

討され︑これに生命以上の算永さ起きへ負

今日等しく我憾として居る所であマハ︒従っ

絡は著しく卑下されて来たことは︑識済の

願ふに稚鯛古来の伽脅として︐女子の人

のとして︑近来の快事とする所である︒

女の貞操走践晒し北ろ者走犯罪卜する﹂の

庵貞操擁護を弧諏︲・へ

田今度池法の改正案
届

込一

時
29

正しくして弱き女子の人格擁護の法律出現とは人のよく知る所︑即ちそれは正・反・合

一の如く女子にのみ貞操が蒜嬬の第一義にしくすろ研で︑中間者のガンパリか快く以上

一蕊蕊渠警む言と恥鋤製：蜘蕊蕊職議窪雪

嘩娠碗恥鞭細
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華だしい委怨現ばさないに過ぎないだけで

素ょ叶吾毎は折訓中間に位するものの自

ある︒

の意義しある課であるが︑併しそれは自畳

重は望む所であり︑これあるが故匡又中間

ある熱特恥映いてよいといふことではな

い︒何となれば吾宅の曇ふ中間態貫くもの

といふのは︑日和見の小早川秀秋韮云ふの

でも荘く︑何れにも定見がないフラー＼で

何等中間衣ろｆのの向畳ないものをいふの

ゞ中正者の奮起を望む掘帳州皿卵︑一雄函癖誌識

一に於て紛然雑然たる朕態走呈して居ろ︒併ろが故に華々しく一蕪に押し推油得るであ

一御承知の如く近畔の我剛は︑その思想界な熱情家達であって︑叉其の理論も単一な

して︑一方に幅するなく︑偏する者相手の

ではない︒即ち保守牢稲子に︑急進を糧に

季ひ乃融和す・へき向路を有するものであ

一し否々はこれル以て邪なろ悲珊論者たらんらう︒物即的に見ても衡器に於て中心の柱

合せて居ろ︒併しこれにば何昨の世にも然したとか︑・或は右傾化したとかいふ決論起

熱に乏しい憾がある︒これに自侭なきにも

筈が芯い︒然るに現在の中間者には種あて

ろ筈がない︒こ入に巌走も貫く熱慌がない

る︑故に此の向畳あらぱ堅き信念の生ぜざ

るが如く︐理の教ゅろが如く塵覧なみ護展下すことは︑正しく現代に於ても早計でな

に等しいか︒然雲いば憂慮之唾過ぎたろばな

よる︒然らば畔の大勢に無自羅に走る秀秋

て各自の同重態切望して止まぬ好意は持ち祇衡の現れ芯以てして︑直ちに或は左傾化

保守でな︲︲︑急進でなく︑其の間か貫く而し如何に思想が混凱して居ようと︑左が如何

い︒吾ぞぱ昨局に鑑み切に中間者の自毘と

を促すべき支配力と︑最後の決定瀧は怖にければならぬ︒吾々は正しく信ずる︒現代

てその何れ韮も合せ兼坦犬ろ中正者のものにⅡ鯉しい折躍奄しやうと︑右が絶叫しや

熱惰の換起を促してやまぬものがある︒

ｉ

であって︑此の中正者の心掛け加何が如何うと聴何として４最灼多数悲占めて居るも

である︒ヘーゲルは︑照想の護展学作．考究し悲・併し唯彼等は兎角熱情に乏しく︑常に

なる時に於ても蛾も童覗され艇ぱなら幻ののは︑其の中間に位するものであらうこと

ｔ・写１︐→日．〃ＤＢｌＬ

て止揚︵オッフヘーペン〆肺鴫悲立てたこ所謂穏健自重の態渡であるが故に︑表現に

と
;
＞
ユ

尊王愛塵諭騨義
ツチ

︵九︶

明原著
佐藤
助編述
佐藤
チーンラバチケテノヅ寿

之道一如二秤於一し物︒軽重必審︒如二鏡於ワ形．好鎧必

二クノケルガニズニシクノケルガニス

事︒若有二大事心則臨僻設し之︒其立論皆本二於公正

一癌Ⅷ幽天之耀梨蔑物一坐ソ乙養

照︒徴二之古今王而無二奄髪可一吟疑貨二之各閏や而蕩

俣二園一家一

千閏世一而不レ鍵︒人君総咳天以御二兆民辛安可レ不し僻ニ

象無二異霊醗然後断而行一之︒若或甲閏典二乙側一有ニ

ラ・ン毛二ナリトモナハ二・チシ
ル﹃︑〆カラゾテニテスルスルニ

一プ

ク

レパナセチシシ・プ︑セーブラバ

ベヲ二スノラっ・一テ二

ルジナテフラシ︿

シシナラニテクノキうきプラニナ

天意一哉・蓋維二地異熔殊一然至二天術民舞一則無レ

不協之事或参二之於各閏公議一決二共是非↓甲閏服し之︒

ラハウシデモ凡レバ

トク

ランズモケレパ毛

也︒如レ此則大不雲敢侮一レ小︒小不二敢畏ワ大︒荷有レ

ガニテハずテチセナヲ

鍵︒即瀕二千危殆垂無二復遺憾一美︒若夫不し由二公道

マンス地モ一一シダ﹃ンレョ竜一・プラ

タツナラバノトルレチ
ッラニシーアテ
伐〃之．不幸而不レ克︒反篤二共所ワ破是則非儲之至

道︒而不し蕊二各風之公議や敢行二暴虐印則各剛毅レカ

ニシテ

難し然事固不ソ可下以二一例呈哩或眠大之鯛非義無

毛叩︑ｒヨリカラテラズハ

モ

之・小剛有二微過↓挟琴威力一以厳︲責之↓何大圃之

イチテテトステクニシナノテンパマチケン

二・や一ナテナルチテニフテテテリラ

幸︒而小風之不幸他︒是以互伺二雛隙一而圃二報復や

ク↓︿レバチテラテテレヲ一でレバ

テ

而乙閏不二肯服圭則興し之反復詳論︺尚不し服而張二私

｜フパ

不咳同︒価由雲文川典二野溌一面和懸隔耳﹄迩二槻帆

シテ﹃プ二ケ﹂テ︻プテフナ
テチ
説↓乃各風出し兵︒共援二甲幽印而間二乙圃之罪一可

ラテゼデープ印︿テ︑●︾ゾケンルセ

近之形勢雫眠大之団或還二鴎是之欲一弱小之鯛動
チ
ケチ刑モレナノテテテ〆
諏受二陵睡之辱雫大悶有二不義一催二其脅辿↓而不二敢責一レ
ラ
レバンデテテスラゾ

善︒仁愛ツー徳．経コ

忠粍

道︒錐二弾丸黒子之地↓可二高枕自安↓荷無し道︒雛ニ
ラスルブレランナラ
土壌寓里之閏至不レ得二値菱自存や此登不二允営一哉︒

ノニククシラ・セヨ

磨二爪牙一以事二呑嘩雫如し此而不ン己︒則千載無二蕊
虚之日一美︺﹂明治元年詔日︒席興二含議巽出機決二於
二クリテナレトニシテ

クメパノテチノ寺テテスラバチセン

公論↓叉日︒破二奮来之随沓雫以頼二天地之公道雫果

能媛筆此道垂則宇内昇李可二得而期一也︒然則如何︒
↓
〆ニシラシ二二
凡盟約之圃︒大興二愈議千大臣脅し之︒五年一次議し

義稗諭或I愛玉算

義糎諭叫愛玉算
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二二〃シチモズュソ差ンパ

﹃チミチル私・卜ルタ．︑ジグク

正義型渦激疎暴妄動二干父一睡般之怨必報︒此非二

７↑︑ムノ子・︾ナレニルガ

血気之一坐則待﹄私食し乃若也〆勝災い不し勝︒均受二

︐ジテ７韮一ノースルラピン

価之誹議普肌仙下無畢生蕊肝臓塗寺地︒偽一．之臣子一

著︒椴令甘従二其駆使一愛二育醐民一之仁君．貴忍噂
スニテ

事右ラバｏ雌テ脈畔之ヲ設ケ︒其ノ立論皆公正ノ道二本ヅ

ガ如ク︒研必ズ雌雄シ・之ヲ古今二徴シテ︒耐シーァ奄髪ノ疑

キ︒秤ノ物二於ケルガ伽ク睡或必ズ赤ニシ︒銃ノ形二於ケル

う可キ無ク︒之ヲ将図二質シテ︒而シーア説衆異議無ク︒然ル

而シーア乙剛肯テ服セザレパ・則チ之ト反復涛諭シ・術服セズシ

パ︒之ヲ各剛公議二参へ州共ノ是非ヲ決ス︒甲幽之三服シテ

一︑ジ

袴断晋ア而シテ之ヲ行う︒若或ハ甲阿乙剛ト不協ノ事有一フ

雨間閏哩天之寓物二於ケル︒之ヲ生ジ之ヲ養う︒仁愛之徳
千蔑世ヲ純テ而シテ愛ゼズ︒人沿天二糖デ以テ兆雌ヲ抑ス︒

篤し之乎﹂︒

安ンゾ天意ヲ冊セザル可ケン哉︒誰シ地異二俗殊ナリト雌

テ小ヲ侮ラズ︒小敢一ア大ヲ畏レズ︒荷モ道有レバ︒弾丸黒子

チ︒而シテ乙剛ノ罪ヲ問フテ可也︒此ノ如クスレパ則チ大敢

スルニ︒弧大ノ固或ハ鴫巣ノ欲．ヲ迄ウシ︒弱小ノ図助モスレ

明ト野溌トー山ツテ而シテ抑懸隔スル耳︒﹂娩近ノ形勢ヲ通蕊

里ノ剛ト雌モ︒限蕊自ラ存スルヲ得ズ︒此レ鎧允営ナラズ

ノ地ト雌モ︒高枕尚ラ安ンズ可ク︒荷モ道無ケレパ・土壌寓

テ而シテ私説ヲ張ラバ︒乃チ各国兵ヲ川シ・共二甲図ヲ援ケ

毛︒然モ天常民舜二至ツーアハ・則チ同ジカラザル無シ◎佃文

パ鞭チ階睡ノ辱ヲ受ヶ︒大剛不義有ルモ共ノ脅辿ヲ僻レーア而

ノ幽非義無道ニシー語而シーア各幽ノ公議二蕊カズ︒敢一ア暴虐

哉︒然リト雌毛事間ヨリ一例ヲ以テ論ズ可カラズ︒或ハ弧大

ヲ行ハパ︒川チ各剛カヲ識セテ之ヲ伐ッ︒不幸ニシテ而シーア

エンケン

シーア敢テ之ヲ責メズ︺小岡微過有レバ威力ヲ挟ンヂ以一ア之ヲ
巌責ス︒何雫ソ大風ノ幸ニシテ︒而シーア小図ノ不幸ナル也．是

克タズ︒反ツテ共ノ破ル所ト魚ラバ︒是則チ非常ノ至鍵︒

寿ンゲギ

ヲ以テ五二獄隙ヲ伺フーア而シテ報復ヲ剛リ︒爪牙ヲ隣イーア以

部危殆二瀕スルモ復遺憾無シ◎若夫レ公義正道二曲ラズシ

勝タザルト・均シク世ノ誹議ヲ受ク︒且無蕊ノ生嬢ヲシーア肝

モシ

テ芥嘘ヲ事トス︒此ノ如クニシーア而シテ己マズンパ・則チ干

公道二額レト︒巣シテ能ク此迩ヲ披メバ・則チ宇内ノ昇平得

臓地二塗レシム︒之ガ臣子ダル者︒仮令廿ンジテ其ノ駆使二

ドンゼイ

栽寧脆ノ川無ケン︒明治元年ノ詔二日ク︒脈ク禽議ヲ典シ・

レ血気ノ勇二非ズンバ︒則チ利ヲ誉ミ功ヲ貧ル者也︒勝ツト

テ︒過激疎暴︒妄二千麦ヲ動カシ︒唯批ノ怨毛必ズ報１．此

テ而シテ期ス可キ也・然一フパ川チ如何セン︒凡ソ盟約ノ剛︒

従フモ︒蔑民ヲ愛育スルノ仁講︒蓋之ヲ漁スニ忍ピン乎︒﹂

ガバ︐サイ．

寓機公耐二決セョ︒叉ロク︒奮来之緬否ヲ破り︒以一ア天地ノ

大二斡議ヲ典シ大原之二含シ・五年一二次事ヲ誌シ・藷シ大
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画同尉門一兆民需嘩睦ク︶鰐天意余シ津惹チ︶地異俗殊確

ゼパチテゼテチカ

無相通︒則大圃不雲敢生二親覗之念や小風不言敢懐二畏
︐
ナフニうりテキテチノテ

カラ

縮之心↓菱し兵有二定額↓以省二冗喪函各々保一其閏電

通二之各剛一而無ン害︒行二之菖世一而無し弊者也︒

不し梁哉︒是蓋天地之公道︒無し所二施而不一し可︒

シヵラレシ
クシテテルナヲ
ジープ一一テクフープニーア零

テ・ゼパニケン

報私州噸俗︶懸隔愈沙と通観知吟恥ジ︶鵬塁命ご陵座秀

以安↑｜天命手永遠無毒亡滅之憂一薦︒登不し善哉︒量

剖劫鉾岬討諦

珍痘サ︶蚤隙霊較報復今迦奮来之随稗尭沙劾莞毎荊郵型
盟約之幽締妙趣研践免岬抑卜︶反復燕論︵

遜堰塞

︵明治八年稿︶

辱弾丸黒子之地念一や娠控土壌闘里之剛念鋤

念君御タ︶允営唖奉読劫走道︶非常之至錘愈狩梼毒ご危

雨州卿同一此一一二人有り︒其ノー人︿則チ其ノ富貴ヲ挟ミ︒

ケィ

レバ・勢去り家衰フ︒都保劉ノ不遜ヲ悪ム也・肯一ア之ヲ助ケ

サ冬

勢威ノ蟻ナルヲ以一ア也︒人敢テ之二抗セズ︒一旦疾病死喪有

鄭人ヲ遇スル恩無ク︒人ノ田畦ヲ侵シ︒孤弱ヲ陵虐ス︒其ノ

殆鈴ご睡肌之怨布潅趨泌独稚汐塁︶誹議のシ︶無事之生
霊愈乍恥嘩ノ︶肝脇塗地参丞諦率一一確藍︶駆使︵箆妙ヵ︶

テクシノヲスヲテノナル

閲川劉・久二．人干虫共一ん則挟一燕一員昂聾鄭

モ︒郷曲一一接スル澱有り︒緩急相扶ケ︒繰寡ヲ賑仙ス︒是ヲ

ズ︒畿掩孤立︒維二亡滅二至ル︒其ノー人ハ家装富マズト錐

風敢一ア鋭説ノ念ヲ生ゼズ︒小殴敢一ア畏縮ノ心ヲ懐カズ︒兵ヲ

ハ決ヲ公論派議二取りＪ難難相救上︒有無相通セバ︒則チ大

ラン乎︒︲一誠二能ク我ガ聖旨ヲ摘充シ◎各餌舎議ヲ超シ︒大事

ヒ︒動モスレパ韓ニノ仁譲ノ風二乏シ︒登反ノ文明ト篇↓︿二足

スナハ

園ラ文明ト稲ス︒而モ其ノ畢措ヲ観ルー︒或ハ椛謀詐力ヲ用

ト雌言以テ大二唯フ可シ◎今宇内ノ各閣方二雄飛ヲ競上︒

ク︒曾一王華亡ノ憂無シ︒二人者存亡ノ機此ノ如シ︒是ノ事小

以一ア偶災厄二擢レバ︒衆人之ヲ援クル︒響ノ謹二雁ズルガ如

クワンクワ

人一無し恩︒侵二人田畦雫陵引虐孤弱↓以二其勢威之職

テ七二レパリブ
ムラ一プケチニル

也︒人不二敢抗一階之︒一旦有二疾病死喪↓勢去家表︒

二ノハモト符でスルニリ

郵保悪二無之不遜一也︒不二肯助彦之︒幾ヶ孤立・維至二

ケスラチテレバニクルク

亡滅や其一人錐雲家不二甚富雫接二郷曲一有〃潅︒緩急
相扶︒賑引伽縦寡や是以偶擢二災厄至衆人援ソ之・如ニ

ノズルガニラシ

スレパトシ

響懸一吟馨︺曾無二衰亡之憂ご一人者存亡之機如〆此︒
し
そトシナフニノニヒララ
是事碓鯵小︒可二以︾輪彦大︒今宇内各剛力競二雄飛↓自

ストテルー︐ノテハヒヲ千

稗一文明↓而概二其畢措斗或用二権謀詐力動諏乏二

仁譲之風↓登足ン馬二輿文明一乎・﹂誠能砿︒充我聖︺且

養う二定額アリ・以一ア冗費ヲ省キ︒各麦其ノ園ヲ保チ・以一ア天

二一ラ・ずスニノトニクシ汀ヲ

起二各固含議函大事取二決於公論正義韮難難相救︒有

シテハリチ．ニヒ

義鐸諭園愛王尊
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命二鍔ンゼパ︒永遠亡滅ノ憂無ケン︒登善カラズ哉︒登楽シ
カラズ哉︒是差天地ノ公道︒雄シーア而シテ可ナラザル所無
ク︒之ヲ各鴎一一通ジテ而シーア筈無ク︒之ヲ寓世二行フーア而シ

一ア

尊王愛図論後序

テⅦ〃

スル

ハ

ハスニニスラトノ印ガカラ

有二天地一而後有二人民や人民雲二愛天地一考︒理義

ジト

之目然也︒夫王腸ソ天︒故競二之天子↓猶二父不一し可レ

画属し地・故稲二之閲士や猶二母不戸可呼不〃親二愛之↓経
クリテフル二ニテフルニ
ットテテ

ハス︵一ニステトノルガカラルセヲ

ルセテニクリテフル二ニチフルニ

テ弊無キ者也︒・

不ソ奪二敬之↓錘日︒資二於事一し父以蕊ン君︒其敬同︒

チ︶鱗寡

画阿風周一侵入田畦恥私坤掘︾必沖蚕吻ス︶陵虐︵︽〃諜略︶

孤弱︵涛薯堂郡保念妙刻ョ︶畿々孤立毎幅

ムルテシテゲラフ

チ

日︒資二於事一し父以事し母︒其愛同︒是以奪王者︒

一プ

︵幸

天之通︒而愛圃者地之道也︒乃尊王愛圃者︒天地之

︾︾舜年︶雄飛露︾却掩一︶畢措︵刀か詩ィ︶権謀詐力念

ややゆ副膳ト︶仁譲鐸錘聖旨霊理沙ご擬充忌や陸︶公論正

大道︒而所卿以使三蔑物各遂二其性一也．人行二此大

テ

ツ

レ痢

テスレパラ

チリデ

・ソ

ハル

メラ

ゞテ

明大道や乗及二利用厚生之法壬真二有し盆二於世数斗之

近来風俗倫薄．民情険破．慨然著二尊王愛団論︒閲コ

ナ八ラ

ラテプ二二和︲二

無諺峡也︒双峯佐藤先鞭識見卓準︒志操貞固︒見ニ

毒クル

ルコヘラホノ
本邦開開以来し皇統一系︒列聖観し民猶ン子︒臣民
クコトテホノレ
シ・一ブニテ
仰し上猶ン父︒是我幽贈之所荊以卓︒越菖団や而金厩

人民一者︒尊二君王一愛雲邦固一之念・不ン可二須更雛一也︒

ルカラモル

而人民和睦梁二太李印於咳是乎三才之道具美︒故篇ニ

公テテニ
ピテスルテ

則利用厚生之本立美︒抑有二風土↓則有二天子一殆し之︒
ニル

チ

不ゾ烏シ善︒勘二農工一以足二衣食↓通商以貿二易有無や

ルラサテメデラテ﹃ンテ

厚一レ生︒故君子務正二共徳一以導レ民︒則民不シ得ヅ

道↓故大道即人道也︒治レ団之要︒在二正し徳利し用

テニハチムルテ．■ハリニンテマンテ
ウスルニテニハテシテデクテチ

﹃一シテ

︾︶永

議念討蓉．渉宛癖如ン︵凱観舜奉捌吐︽銅垂デ︶畏縮今
遠 密診︾ｆ︶

一閏門岬幽此篇ハ世界各図ノ邦家維持ノ大策デァッテ︒兎角
大︿小ヲ呑ミ弱ノ肉︿弧ノ食ト蔦ルノ弊害ヲ痛感シ︒之ヲ打
破シテ直ノ永遠ノ平和ヲ団ルース寓闘曾議ヲ開キテ正議公論
シ・是非曲直ヲ決定スペシト論ジタモノデ︒今日華府︒巴里

毒府等二於ケル世界平和二開スル禽議ノ開設ヲ見ルー至レル

常著者︿己二数十年以前二在リテ之ヲ道破シタコトハ誠二
驚クペキ卓見ト謂フペキデアル︒

ニス

｜棒冊睦癖一植松果堂月︿月平和含議︒攻守同盟等之事︒ 己 洞 割 見

ニシスルガテ

乎三十年之前や加レ令二符節や

クプノラスルハント
榎泉日︒文辞修整︒能暢二其所ア欲し言︒
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ク抑モテニカハンナリト

文︒懸二諸圃門印亦誰謂二不可一乎・

シ

ステ

大正十三年三月陸中天震橘正恕撰
尊王愛国論賊
守ソ弓〆ニハ・一．︑ン尋／

東北文壇之雄双峯佐藤先生︒霊者著二文妙若干巻↓
フニ

今叉著二此編一婚し問二干世や扶訓別時幣↓細︒論総論印
レ

責警世之農鐘也︒熟々惟娩近風俗浮薄・人心荒怠︒
ルカラカル
ラレ
ニル
流二著修放縦↓忘二鴨義廉恥毛是所荊以不吉可し無匡救
ナルノ︑礼

靴タリ

ニノスル﹃プ

之策也︒先生此著︒義理明徹︒不二雷行文之流暢雄

ープスニ

極地忠君愛園之至情︒尭二然於紙表↓共振︒作人心↓
ナラ

之功︒量不二亦偉一乎・謹書二巻尾至

スル

大正甲子六月陸前霧藤利彦撰

書尊皇愛国諭後
二フ

クノクハ九

レープスノ

テ

チ

テ一アシナ

是書吾師双峯佐藤先生往年所二撰述雫忠助懇請披

ニスニ

讃︒窃二謂先生憂世之至情︒溢成二斯大文字圭因懲憩

公二干世一先生日︒是篇多係二弧仕前後之作↓爾来時
クパガンラククシ

ノ

勢鍵遷︒恐招二迂澗之識や忠助日︒宜下註二成稿年

チセ
ヲテムラテ
月一以使告知二時代一耳︒古人述作︒経二千百載一不し減︒
ハンニトチーン・ラテス二
豊謂二之迂潤一乎︒乃次︒弟其言一付二巻末記

歳次乙丑夏七月門人佐藤忠助子敬謹識
Ｉ︵完︶１

︵七︶十月分

章皇愛国論鐸義正誤表

頁一段一一行一一誤一正

五七上一二一冠遥

同同六一衛敗
術
同
同
二
負
一
同
下
八
術
一
街
頭八銅一塾緬一怖
同
下
六
苛
一
荷
五
九
一
一
上
士
同
同同一
三
事一革

︵八︶十一月分

一︾

頁一段一行一誤一正
二
四
上
八
方
於
二
五
上
九
以
︵
要︶
同
同
一
三
覗不租
同同一四末ノ下脱利

祁六研一一↓︾

以上

Ｘ

ＰⅡ

机の塵︵正月の世相︶
'1

￨

勿れ︒

寓二千人垂炉依戦し来るとか︒捨てる祁あれば拾ふ刺あり︒軍

プラーンル政府より日本人移民を職迎し︒取敢へず本年度一

×

くするに何虎迄も妨げをするものは不景莱なる哉︒

がなくなった現代を物語るものか︒人を正道に導き世を明る

水天宮の妻銭泥一網劉猫︑これも貧苦の前には祁沸も椛威

×

界を観るあたりヨイ気なもの︒

居るあたり飽迄も支那の武荊らしい︒支那式戦争恕遼以て世

らう︒お山の大勝索取りと︑人類の生活を軍に戦争と考へて

近頃の振った演説は蒋介石の枇界大戦説︑英阿滅亡論であ

×

うに︒単なる閣議の宣俸である勿れ︑園民券欺くこととなる

縄済だけでも順訓に︑明るい気分で元気を州して行かれるや

新年早堂我圃維演好況の報初開議に現はる︒せめて本年は

￨
H
'

に両国親善のために欣ぶべきのみたら歩︑慨界親善の上の好
模範たり︒

×

又養麓家の湿音仰はる︒といふのは英国より製紙用として

桑の皮の大注文あり︒年空或は城千寓回にも上らむとか︒ヨ

ク／︑去年は打ちノメされた養慧家も待てば海路の日和︑歎

くまいよ︒落膿しないこと︒天日は人を殺さ余だ︒新年の初

便りは何れも斯の如く光りあり︒

×

刑法改正案の一つに﹁詐言に依って虚女の貞操を躍蹴した

る者遼犯罪とする﹂の項あり︒人格上より常然男女は同椛た

り︒之が法の確立は正に諭なく︑時代に刺機されて漸く此の

改正あるは逓蒔なり︒されども亦狗に慶賀！

×

新年早交にして山陽線列車顛覆の惨事あり︒其の犠牲者達

の哀話を聞く︑耳あるに堪へす︒文化の機械も罪あろもの哉︒

軍に一片の間達ひの言を以て済まさるるべきにあらず︒呼︒

︑×

休酋明けて議含附かれんとす︒これを前にして朝野雨黛の

のあり︒戦ふはよし︑さはれ彼等よ︑利慾のためか︑名響の

戦雲殺気漆る︒人閲の一面をなす闘争性此庭にも涯然たるも

ためか︑将た正義のためか︑団家のためか︑それ頁意を疑は

しむるは吾人獅りの偏見蕊僻たらば幸なる談︒

〃

机
の

塵
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足立栗園

家庭教育の叫び
感化は家庭から
近年は青少年の風儀が兎角素れ勝で︑父兄の訓戒といふも

１〃︑ノ１Ｊ§︑ｆ︑ｆ︑ノ１Ｊｒ︑ノー砂〃︑ｆ︑／︑ｒ︑ｆ︑でりくノー〃１ノ︑ノ︑Ｊｋｆ︑〃︑ｆ︑グ︑ノＫＪｋノ︑〃︑Ｊ︑ｆ︑ＦＪ︲勺ｌＪＫＢｆ︑〃︑〃︑ＪＲ〃ｆｂｒ︑″ｑ︑〃込夕

目畳める所がなければ透ら砲と恩ふのであります︒

ナポレオンの霊せし歎馨

却読︑いつも世の中が行詰って来ると︑勤倹節約が叫ぱる

へ出されます︒我国の今日もどうやら︑そんな傾向が見えて

上如く︑醐民の思想が悪化して来ると︑家庭教育の必要が唱

下流の汚濁を如何に竣喋しても其の効巌きが如く﹂の古語通

参りました︒尤な次第であります︑﹁水源清ならずしては︑

りでありまして︑畢校や祉含の影霧は多大であるとしても︑

せめて少年期の家庭教育に於て︑健賞に善良に其の子女が薫

陶せられて居りましたら︑畢校に入っても︑又砥曾に出ても

でありませう︒と入が頗る肝要な黙であります︒

所謂三シ子の魂百までｒ︑さう左傾し悪化することもないの

の教育も知育・鰐育は兎に角も︑どうも徳育の効果が畳東な

献曾の教育との三通りがありますが︑今日の有様では︑蕊校

一鵠昔からいふ通り︑教育には畢校の教育と家庭の教育と

白く﹁誠に然り︑其の一語にて蓋きたり︑而も御身既に之を・

といひました︒其の一言にナポレオンはひどく感心し︑篇に

は︑今日何でありまぜうかといった所︑夫人は答へて﹁母﹂

育制度は何等慣値もない︑人を適営に教育するに必要なもの

のナポレオン︑ポナパートがカムパン夫人に語って︑﹁奮教

I

１Ｊ

』

I

一

−のも殊の外効力が薄く︑加之︑小事︒中畢︒大畢と皐校通ひが

一高麗になるほど︑畢生々徒の思想が︑頗る悪化する傾がある
一といふて︑世間一鵠が大分頭を悩まして居るやうでありま
一す︒淘に教育が普及するといふことは︑昭代の御恩津で︑之

一ほど有難いことはないけれども︑畢問をさせればさせるぼ

く︑賦曾の教育では尚更品性修養の上に於て悪感化こそ多け

知らば︑翼はくは︑如何にして児童を教育すべきかを知るや

願へば最早百年も前のことでありますが︑一日有名な悌園

れ︑とても善影響を見受け兼ぬるといふのでは︑賞に心細い

うに先づ母を教育して貰ひたいものである﹂と︒蓋し此の英

果を疑はねばならぬのであります︒

︾ど︑始末に為へぬ厄介者を出すのでは︑今更ながら教育の効

世の中といはねばならぬのであります︒何とかしてせめて善

雄の歎謹こそ賞に︑営時蕊凱せる悌函に︑家庭訓育の必要な

I

一

,]

良なる護達をさせるやうに︑青少年を教育したいものであり

I

ま

二

一

一ますが︑それには先づ第一に家庭教育といふものに︑少しく
一
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篇されずして︑善良にして而も智あり徳ある婦人に依て︑之

ろを脅知し︑而も其の家庭教育け挺堂漂々の主婦の手に依て

健全に回流に溌達させるといふ一事であります︒それが篇に

に必然に大責任が生じて居るのであります罪即ち家庭逓して

抑壷女子一たび嫁して︑一家の主婦となった暁にはやそこ

ＩｉＩ

を主宰して賃ひたいと望んだものに外ならぬのであり主す︒

婦人としては先づ家庭観念を喚起して︑家庭の篇には自我を

０ノー︑Ｊｆマ︑

資にゃ十八世紀の末葉に起りし悌閏革命は︑幾多の原因錯綜

者となり︑同情者となり協力者となり︑やがては其の子女の

没入して物質的虚飾に拘へらる上ことなく︑第一に夫の補助

〆︑ｆ︑″くノｆｌｒ︑ノ︑〃Ｉ︑／︑Ｊｆｊく少１︐く〃ｒ︑ノ︑砂ぴ︑〃唖︑〃︑ノＫＢｆ恥〃足り〃︑ノＫｙｒ︑ノく／︑ＪｔＪ−３イ︑ノ︑１４ｊ・・ｋＪｆ︑ｆ

せしとはいへ︑家庭の感化室虚にして︑女子の品性は殊に腐

〆李．坐

敗臆落し︑男女間に節操の認むぺきものなきのみならず︑所

して富み且つ柴へしめねばならぬのであります︒之が要する

に姉人たる肴の大責任であらねばならぬ︒思ふに此の如き虞

保育者となり︑愛誰者となり︑指導者と適って︑所謂家庭を

風間地を梯ひ︑それが魚に悪少年敵眉して耐曾の秋序は素さ

に慣仙ある良妻賢母であったならば︑其の婦人の感化は直ち

謂﹁母の道﹂なる者衰へて家庭は素凱の極に達した鴬め︑革

れ︑暴力と叫喚とで巷を埋めるといふ揮沌なる舷態遊呈した

に我が家庭の夫なり子女なりに及んで︑求めずして己れ敬愛

命の前後を通じて︑悌固は全く母なき閲となり︑善良純潔の

のでありました︒家庭教育の切要たるは︑此の一事に依ても

を受け︑愛慕を受け婦人の地位は向上せられ︑女性としての

椛利は伸張せられることは言を待たない︑そこに男女同椎は

徴誇せらる上のであります︒

然しをがら沸固は此のナポレオンの忠言にも耳を帳す所な

黙るを若し婦人の誰も彼もが︑猫身にて自主せる特別なる

して︑之を准得しうあ気蓮を招来するのでありませう︒

婦人の行動に倣ひ︑内を外にして椛利の獲得に狂奔したり︑

行はれ︑婦人の財産椎も確保せられ︑婦人の参政権も叫ばず

レオンをしてさへ︑頻りに歎謹を溌せしめたのであった︒之

左なくぱ主婦であって虚女の如くに︑唯だ共の衣服を飾り︑

は年と共に表へて園勢萎歴し︑剛威揚らす︑鰯にルイ︑ナポ
は言ふ室でもなく家庭に於ける境の賢母良妻なくして其の子

装具を光らし︑夫の事業を了解せず︑叉勤勢に感謝せず︑己

く︑国民一般の反省を見なかったから︑其の結果として団力

自重とかいふ諸徳が︑全く峡乏するに至った麓に外なら砲の

女に施さるべき訓育の方針立たす︑従って従順とか克己とか

いであらう︒而して若しそれが幾多の子女の母であるとした

政は治まるものではなく︑家庭はいつも蹴脈たらざるを得な

が噌欲の追求にのみ日を還るといふのであっては︑決して家

婦人と家庭観念

ＪＪＪ

であります︒

一

グ ー 一

１１１

Ｊ１
の教育といふ︒

事︑よく一家を制限し︑婦人をして放縦に流れず︑極端なる
著修賛深一に陥らす︑子女として悪風悪習に感染せしめざるや

うに︑十分監督し指導する所がなくてはならぬ︒一家のよく

を畢校の教師に打任せて︑家庭にては一向雛はざる者多し

又平民献曾の父母には．⁝：只だ己が子供は畢校へさへ出し

置けば︑自然に立派なる人となるべしと恩ひ届る者多し︒

⁝⁝只だ皐校へ出しさへすれば︑己れが役目は済むものな

りと思ひ居る者も少から歩︑此の如き迂潤なる心掛にて

は︑文明図の人民とは稚し難し︒

詮可とす︒然し畢校にて智ひ居る皐科を自宅にて復習する

家庭の敬育は垂に徳育にありて︑知育のことは畢校に任す

ことは怠るぺからす︑

人の父母たる者は先づ第一に其身を槙みて︑児童の見る前

又兇童には畢校にて教師の教へたることを守らしめざるべ

すぺし︒

にて︑悪き振舞をなすぺからず︑又常に児童の行状に心を

母の好意を諒せず︑恩恵を感謝せず︑唯だ其の愛にのみ狂れ

からす︒

付けて善き事あらば之を構美し︑悪き事あらぱ之を戒め諭

て︑父母の指導命令に耳を催さぬ者が多いのであります︒か

論であります︒所が現時の欣態はどう咽是等の黙に就て︑主

くてはいかで善良純潔なる家庭教育の効果を墨げ得られよう

み︑他人を罵り︑或は家業を怠り︑或は夫婦喧嘩をなし︑

又父母たる者︑己が行状悪く︑子供の見る前にて大酒を飲

それより蕪だしきば或は園の法律に背き︑或は詐偽の所行

ぞ︑賞に歎はしい次第であります︒之に就て我が曾組の西村
わざノ︑家庭教育に就いて戒めて居られます︒其の中に日く

を鴬す等のととある時は︑子供は自然に之を見習ひ︑是等

先生は︑明治二十八年の昔に於て︑夙に是等の黙を憂慮し︑

人も主婦も大に疎虞迂澗を莞れないやうでありや子女も亦父

治まるも治まらぬも︑要は主人の監督の良否にあることは勿

近年は畢校の激育よく行届きたるよりして︑人糞其の児童

母なり︑此の父母が己れの家にありて兇童を教ふるを家庭

主︽幸︐ｏ

躍し︑其の家庭を維持し繁築せしむる篇め業務勤勉は勿論の

婦即ち母よりも一層重大なる責任がある︒即ち男性として活

のではない︒主人即ち夫たる者は︑其の子女の父として︑主

然しながら家庭教育の責任は固より主婦のみに蹄すべきも

父母の責任と書組の訓言

ならば︑決して家唯教育の賃は墨り得るものではない︒之は

i
I

婦人として大に注意せなければたらぬ嬰軸と恩ふのであり

I

家庭とは児童の生れたる家のことなり︑家の主は児童の父

I

−

一

へ

F

一

へ

−

一

一
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１

ごす底

時事評

寒翠楽天

英剛の飛行家ブール一︿夫人一寓七千キのロ路程か六十二日

にて我蝿へ飛来す

えらばれてぼ入ゑみ向ふをの子らよ見もの聞くものあだにす

小醸兇童の南洋に行くル送る

世の中は好事の人の多きかな大本教や天津教とて

大本の噂とばれば天津とて叉もうるさく聞くはうたてき

天津凝

事ぴえし知識をみがき眼界を高くひろめむこのかしまだち

どＬ︑して

その昔たてしいさをの︵山川長政︶跡を訪ひもたらし蹄れ家つ

うきごとの多かる中に嬉きば益良雄の子のシャムの放立

健兇の遮擢行

三百に近きはらからあはれにもあたら命をすてしとはきく

伊豆の擢災者咋弔す

欧亜をば一飛びにせしプールスは長く史上に名をぞと時めむ

なし

女性をばかよわきものと世にいへどかＬるいさをはをのこも

Ｉ
の事を以て悪き事と恩はず︑不知不識悪き人間となり経る

也︒いかにも平凡の教訓であるが︑此の平凡が中を資行し
の大人もよく行ふ能はずであって︑言行一致しないのが人

難いのであって︑所謂三尺の兇童もよく之を知るも︑五尺
生の常状であります︒

所が先生の此の訓言を示された時代とは︑現代は大に其の
趣を異にし︑人盈功利に走り睡薄に傾き︑生きたる悪例を児
童︑青年の面前にて大ぴらに賞行し言識して︑悟として恥ち
ず恐れ歩︑青少年も之を耳にし目にして敢て怪しまず︑かく
て如何ぞ悪感化︑悪影響を己が子女に及ぽさ余して止みませ

うや︑吾人は家庭教育の事の現時に必要なろを痛感すると同
時に︑所謂父たる道︑母たる道を識す所の父母を得ねばなら
のナポレオンが希望した如き︑善良にして智徳ある母たるの

ず︑特に常に家庭にあって子女に接近する婦人に封して︑か

れば我団将来の園家を負婚すべき現代青少年の思想は益掩悪

修養を積まんことを嘱望して止まないのであります︒然らざ

たらちねの庭のをしへはせはけれど
ひろき世にたつ基とぞなる

Ｌ１１

１１

ー

ゾ

一

一

一

化し︑大なる稲根を後世に始す虞ありと恩ふのであります︒

〜

−

1
1

メ

！

明治大帝には庭訓と題して左の御製斑示さ迂給ひました︒

１１

一

此の御製を服贋して︑御互に深く三省しようではありませ

１１

）

一
〆
へ

ぬか︒︵昭和六︒一●六︶
〈
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葉山の一瞥
繁田武手
園際といへぱゼネパを聯想し︑いざといへぱ鎌倉といふ語
が念頭に浮ぶ︒我が国人として︑最も印象深き地名は︑何と
言っても鎌倉だ︒近頃頓朝曾といふものが設立せられた︒之
は源公の事蹟を調査研究し︑追て其墳墓駐修理し其功烈を頴
彰するもので︑含員には知名の畢者が網羅せられてある︒斯
かる倉が設けられるからは︑一層鎌倉の名が︑天下に響き渡

葉山は鎌倉の隣接地だ︒従って頼朝公とも深き開係を有

る課である︒

の史蹟としてよりも︑御用邸の所在地としてや海の内外に知

し︑その史蹟も響である︒併し葉山は鎌倉の延長や︑頓朝公

×

れ渡って居る︒

葉山御用邸は︑下山川を境に御本邸と南御殿との二つに別
の地を御選定遊ばされ︑翌廿七年工事を御落成迂されしもの

たれ︑御本邸は明治廿六年英照皇太后陛下御不例の折︑此

属御用邸であり︑今上陛下が御践詐の御儀を畢げさせ給ひし

邸である︒畏くも大正天皇の御登逼遊ばされしも︑此の付

で︑爾来帝后の御遊幸を絶えず為迎ひ申した︑名響ある御朋

Ⅱ
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瞥一の山葉
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たが︑夫れでも判らぬ︒﹁では私が捜して上げませう﹂と︑言用邸は︑その外槻に於ても何等輪爽の美もなく︑質素その者

ふより早く雷燈を軸じて︑私の先頭に起ったのは一人の配建を標示せられて居る︒私は心の底から感激の涙を嬢喚Ｌ︑我

櫓常者であった︒二三丁行ってから描丁に這入り︑寝た家をが皇室の御倹徳を︑床しく且つ気高く仰ぎ奉ったのである︒

叩いて零れてくれたが判らぬ︒二軒の夢を破り漸くにして目×

而かも夜中のことで如何ともし難い時に︑態舞案内して露宿の功勢に封し位階陸叙の恩命があった︒之が博達に際し宮内

的地に着いたのは十一時半頃であった︒未雌の地にさまょひ是に於いて一寸恩ひ出した事があるｃ故浅野綿一郎翁生前

受領することが出来なかった︒依って故翁に縁故ある遠藤柳

飛が出頭すると︑受領代理者に位階がないとの理由で︑途に

の難を免れしめた其の腫婿は︑感謝する僻がない︒との親切省より通知があったから嗣子泰次郎氏の代理として次子良三
た配達措営者は高橋閏次郎君である︒
×

同夜は寓居に一泊︑久方振りに獄談を交へ︑時の移るを忘作君︵元三重聯知事︶が代って︑舜受したといふことである︒

れた︒翌朝は早起して町を一巡した︒山と海との間に開いた斯の如く宮中や府中では奮式に捉はれて居るが御用邸の平民

一本通の街路であるから︑格別繁華といふのではない︒寧ろ的御模様と識照して老ふる畔一層の感激を深めたのである︒

その名の高いだけ夫れだけ淋しい感じを典へる位だ︒夫れで近頃名古膳離宮を始め︑各地の御用邸を御陵止又は御整理

も夏は涼しく冬は温かに︑川光海色の景致掬すべきものが多遊ばされるとのことが︑宮内省から蕊表せられた︒是は質素

い︑小松侯爵川本︵椎兵術︶伯︒松平︵直亮︶伯︒金子子の高橘︵是くも右り難き次第である︒世の富豪とか成金者流とかが︑山

く︑秩父宮心高松宮・澄宮ｏ東伏見嵩︒北白川官等の各殿下を姑節約の儀範を示さる入御聖旨に基く所と洩れ承る︒誠に長

清︶子︒穂積︵亜遠︶閥⑨各務︒入津︵達吉︶氏等の別壁が︑あちこ甑や海角の景勝の地を占有し︑やれ別邸だのやれ控邸だの

ちに構へられた所は流石に別荘町だけある︒と︑世間の思惑をも顧みずに嬬箸な生活をなす者が勘くはな

狭い通りを抜けて庚場に出ると︑質素なる石坑作りの御門い︒是等は一般思想界に悪影響を及ぼすもので︑犬に旗まね

が目に入る︒是が即ち御用邸である︒我を臣民の脳裡に深きぱならぬ事だ︒私は葉山の御用邸を拝して︑斯様に御倹徳な

I

のであらうとは︑何人も想像する所であるが︑一天寓乗の御大蔵るを感知したのである︒︵昭和五︒一二・二五日記︶

印象を刻みつ型ある葉山の御用邸は︑唯かし宏荘雄麗めるもれば思想問題などの起るぺぎ筈はないと泌交皇徳の崇高偉

可

くそ
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人類は進化向上するもので︑決して退歩すべきでない︒吾々

憧僚して将来を悲観する反動思想は︑少なくとも事賞でない

い︒前へ前へと進むのみで︑退くことは望堂れない︒過去を

吾燕は︑吾交の就曾を過去に引戻すことは絶封に出来な

いづれもとの理想に動かされないものはない︒

ぺきかに存する︒近ごろの赦含運動︑勢働運動︑農村問題︑

１１瓢１ １ Ｉ １ １
ｉ
書窓漫筆回

藤原楚水

い︒彼等の締祁の中には︑賞にプラトー︑繰迦︑基督︑孔子

は今の勢働運動に封しても決して之を異端脱してはたら左

て瞬時も静止するととがない︒鍵化流稗してやまざる献曾

なくとも永遠の虞理を目ざしてゐる︒けれども各人また各の

人である︒その抱くところの理想は︑営面の問題と離れて少

一般に耽曾改造のことに携はる人士は︑極めて至公至平の

の理想が燃えてゐるのである︒

は︑常により高き理想と︑より深き生活への追求を目ざして

見るところを異にして︑甲論乙駁し︑これが同じ目標を抱く

ころは同じ理想であるが︑手段に於て説を異にすることが多

同志の間に於ては殊に激しく論議される︒即ち目標とすると

い︒その結果相互の憎悪となり︑反感となり︑闘争となり︑

て︑我廷人類の向上の一路はこれに依って永遠に失はるべき
理であるが︑叉或意味では間逮ひである︑少なくとも人類の

その動機たるや決して私利私慾の篇めでない︒少なくとも主

或は裏切者等の名を以て呼ばる凡に至ることがあるが︑乍併

運動の動き︑その離合集散の事資を正濫に理解するものの忘

れてならない観察の仕方である︒

1

義に忠宵所信に魂惇なるが篤めである︒これはあらゆる祇曾

Ｉ

1

へる︒鐸迦︑基督︑孔子︑その外あらゆる聖者哲人の説くと

ころも︑要するに如何にして人類耐曾をよりよきものと篇す

11

よりよき耐曾への思慕と憧際︑これは人類あって以来の不

上がその進路であらねばならぬ︒

祇曾は進化向上するもので︑流韓がその姿であると共に︑向

ものでない︒歴史は繰返すといふ言葉は︑或意味に於ては頁

することがあっても︑これは日を遮る雲霧の如きものであっ

進みゆくもので︑偶を戦争等に依って一時の暗黒時代を現出

人間の生命が絶えざる流動である如く︑就含もまた流鱒し

︵一︺

ｌ流曾運動を脱察する態度Ｉ

〉

断の目標で︑プラトーの理想函はその雛形を示したものと言

I
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であるが︑その才能もまた水準以上の人が多い︒彼等にして

若しも斌脅の現状に満足し︑多数山不幸なる人糞の姿に眼を
閉ぢて己れ一人の利達をはかるの意であったならば︑富と地
位とを得て︑安楽なる生活を還ることも必ずしも不可能であ
るまい︒然もこれを敢てせずして︑これ等利達の途を捨てそ
の推得の全く不可能なる方面に向って全力駐注いで努力する

は何故であるか︑彼等は少なくともその目的を利己的な個人
的築達の外に置いてゐるものと見ねばならぬ︒その心は聖者
の心であり︑宗激家の境地である︒筆に教訓を説き︑口に就
如斉似非道徳家の窺ひ得べきところでない︒

曾を論じ︑依って以て己れ一人の個人的柴達の具に供するか
彼等の或ものは偏狭であらう︑彼等のいふ所は悉く虞理で
ないかも知れぬ︒また誤りも少なくないことと思ふ︒乍併彼等

の川溌黙は︑決して利己でない︒賃に人類の幸禰を念として

のみならず︑此の如き資本家の無理解より階級闘争を益盈挑

蕊し︑深刻ならしむる虎はないか︒勢働運動者の崇高な心箭

あると稲すべきであらう︒

又お互に研究して︑一歩づ上なりともより完全な祇含を作る

一勺撫済不況生活脅威と露叫との剛際︑不良群護士の煽動︑不良文

−︑治安維持法改正の必要あり︒

Ⅷリ０

士等の共動は︑彼等危険思想家の好機曾︑好伴侶とすろものな

の如き︑祇曾運動を正営に理解するものＬ態度とは稲し難い

府の勢働組合法案懇談曾に封する東京方賞業家の同盟不参加

といふことは︑将来の人類に封する現代人の責務である︒政

畢校澱育︑倫理教育︑証曾教育は無力なり︒改群の必要あり︒

化さんと努力す︒

三︑画法を無覗し︑官憲に抗争すると共脹︑団法を潜り官憲牟誤魔

に︑或は露骨に︑あらゆる方法に︑癖論に印刷に蕊術に其の他

二︑あらゆる機含か窺って敏速に行勅す︑或は潜行的に︑或は圃滑

突飛闘争悲溺さんとしつつあり︒

合走受け︑殿も狸烈に︑庚汎に︑根弧く現在の制度破壊に向って

者の一部と連絡し︐縄摺不況生活困難の極に在るものの一部の迎

一︑危険思想は︑最高筆府研究のものと︑勢働運動小作争議の無産

松倉慶三郎

事貰が示す如く︑耐曾運動の戦士は︑思想的にも進んだ人を洞察することなく︑徒に之を以て勢働者を煽動する無頼漢︑
赦曾の危険物と硯ろ資本家の潜在意識こそ︑より一層危隙で

二

ゐるのであるから︑これは互に論じ合へぱ分ることである︒
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中降霞江

かなり今朝も暑い筈だが︑然し不思議にも生きるべく適膳されたもの

六月七日︵晴︶

今朝はやはり昨日の活動が過ぎたためと︑臭那蹄を忘れたためとで例

と見え︑さのみ苦痛を感じない︒

の腹痛が起って朝から可成り弱った︒試みに︑臭那剤だけを呑んでみた︒

すると不思議にも気分がよくなり︑同時に腹痛の方も精小康を保ち得

今日はＭ夫人の御愛児Ｊさんが︑朝から三十九度以上の高熱で居られ

た︒やは︐確かに過勢のためだったに蓮ひないＩ

ると聞いて︑この族中での御病人に封する母夫人の御心遣ひ︑さこそと
御同慌に堪へない︒

然し︑この船中の御室に御伺ひするのも良し悪しだと考へてゐるう

ち︑更にまた昨夜からＳ公爵夫人も同じやうに手に溌疹し︑熱はさのみ

高くは無いが食慾が皆無で︑常から蒲柳の質であらるるかの夫人の痛ま

何でも雨夫人は︑御子さん方と御伴を連れ︑モーターポｉ卜で遊覧さ

しさを恩は歩にゐられない︒

れた事があるさうで︑そのため或は風土病に礎られたのではあるまいか

りよ中の記日族
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や心遣び︑まして悲しみｌ子藍失ったＩがわかり得童

本営にさうだ︒子供の無い人にどうして吾子に封する喜び

い︒けれどとの聡明な人は︑私が思はず彼英男について話し

との話だ︒

今夜は久し壷振りで︑Ｍ夫人とＳ伯のお話を伺ふ︒如才無く

今日はペナンヘタ方投錨するといふので︑夕食が少し早

たことにも︑決して馬耳東風と聞き流され蔵かつたｌ

目になる︒Ｄさん御夫婦や何か船が箸くと直ぐ出かけられ

頭の利くとの伯爵は︑私が側に立つと︑直ぐアームチエイア
間もなく︑虹夫人は︑令息Ｊさんの侍女が語迎ひに来たの

ろＩ

をすすめて下さる︒恐縮しながらそこへ掛ける︒
で直ぐ立って御室の方へ行かれ︑その儀為蹄りが無かった︒

の皇太子が英圃へ留肇するのだきうでｌ

・盛んにまた物資の印度人や何かが往来する︒何でもこの園

蛇寺ｌこほいもの見たさの気慾したがＩ

もう私達は上陸する勇乗も無くなった︒ここで有名なのは

ひ霊した︒

何しろ不案内なところに︑夜の色が黒くこの未知の園を蜜

如何なる御身分でも︑御親子の情に塗りは無いのだ︒さぞ御

それからは︑かの伯爵の色饗の誇話ｌ幼年時代から青年

心配のことだらうと︑しみ人︑考へられる︒

た事を︑あるじと共に伺ふ︒

時代にかけて︑昔気質の父君に︑中餐厳しい教育を受けられ
何でも中途からのお話だが︑ある朝豆腐一つを買ひに遣ら
れ︑それが道の遠いため︑滅茶ｊ︑にくづれて因ってしまっ

だなと︑やつと呑み込める︒何しろこん友蕃地でも︑皇族は

なる程︑それでこんなに船の中へまで黒い人が往来するの

．この伯爵の持論としては︑青年はある程度まで導くところ

たｌ溌ど中鐙苦勢をされたらしい．

達が礎んに見送ってゐた︒

皇族だ︒尊敬の念に鍵りは無く︑大勢の赤いスカートの黒人

﹁ここは錫の名所で︑御篭なさい︒あれがさうなんです︒容

した青年でも︑ある程度まで指導して後はつき放してしまふ

積が小さい割に目方があるので︑船では一番の御華主なので

喪で導けば︑後はつき放してしまった方がよい︒初めて洋行

ｌ然しその人間ば決して菱ごっ営鴨篭赤結構宿へ織られる

かうＳ伯は指さして教へられた︒

す﹂

今夜二時頃出帆の筈だったこの船も︑相愛らず荷役のため

﹁けれど私は一人も子を持たない︒それだからかう︑思ひ切

ｌその遮りのもので︑ある程度篭では指導するがｌ

た︒

った事も出来るのかも知れないがｌ﹂かう伯はつけ加へ

へ

饗
＄
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遅れて︑到頭沸廃五時頃になった︒

祁鍵らす︑喧騒の中に眠られた自己を怪しむ程︑私もこの

航海に馴れて来た

六月九日︵晴︶
愈船臓印膜洋に入らんとして︑暑熱は益加はるばかりｌ
かう賢悟した吾堂にとって︑今日ほ案外恵まれた日だった︒

波のうねり付幾分高いが︑然し船酔ひする者も無く︑従っ
例の室の椎のデッキへ今日も出てみた︒誰もゐない心易さ

て食餓に一人の落伍者も無かった︒

ふと見るとそこには一人の支那婦人が︑素足の侭支那服に

に︑浴衣がけの慌涼を入れてゐる︒

船舷がかなり揺れるのも無頓著に歩く子供の足が︑右に左

によろめくのを支へるため︑かうして監硯するのだらう︒

婦人は年の頃三十に成るか成らぬ位︑歌洲人特有の色の白

かう云ふ時にも眼の悪い私には︑眉目の微細な黙は看取し

哲なのに︑軽杢と純白の薄物を箸てゐる︒

除り見かけたい位整ってゐる︒

得ないが︑細つそりした首すじから︑すらりとした足下まで

躯て婦人が﹁アマ！﹂かういって何か話しかける言葉は︑

決して英語では無い︒恐らく支那語だらう︒何かこのアマに

冨９−︾︺巳含昔異昌かういってその赤子の方に︑如何にも

いひ聞かせてゐたらしく︑鵬てその婦人は

﹁さうだ︑その通りだったｌ﹂彼英男の幼時︑如何に私は

私の眼底には叉しても熱い涙を感じた︒

愛撫に堪へないやうに頬摺りした︒

け︑耳輪など下げてゐる︒年頃は三十詮位で︑可愛いノ︑赤

かくの如く彼を愛撫したらうか︒彼が病む時糞私は身命を賭

ｌ流石よく洗濯された木綿の白い上著に無いスカート遂著

に見える．ブロンドの髪︑星のやう遊脹ｌ画くなってアマ

ちあんを抱いてゐるＩ白人の子らしい生れてやっと両日位

三輪車を乗り廻すには︑との甲板は側面であるため特に狭

逢に幾度大患から彼を救ひ得たらうかｌ

した．彼死なぱ録もｌかう忠ひつっ着識する私の誠心峰

かった︒私はこの可愛い児童のため︑自分の椅子を壁際に押

の手の中に抱かれてゐる︒鵬てそこへ更に二人の子供が出て

位の︑漸く歩けるやうをこれも誠に可愛いｌ女の子らし

語調だった︒

的に馴らされたとはいへ︑それは如何にも上品で人懐かしい

しつけた︒冨肖寧日︑︒門ご弓優しく母夫人は私にいった︒社交

来た︒一人は三輪車に乗った五つ位の男の子︑綾いて三つ

いｏ

この女の子の腰に︑紐がゆるく結ばれ︑その紐の端を持っ
た若い母親があった︒

りよ中の記日旅
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そしてこの一家族は諺また人を煩はすのを障ったのか︑間

折しも太洋上の滞日の影ｌ赤︑青︑紫と五彩圏も陵むば

も無くこの甲板を去った︒

かり壮大な色を掌に印した︒間も無く夕食の鐘＠音がした︒

︐果てたやうに思って居ったｌ香監嘆くｌそれが今にな

って尚活用されることは︑さぞその道の宗匠達は喜ぶことで

御座い主せうｃ然し敏感な者はどうしても鵠が弱くはないで
せうか﹂

﹁いや敏感でも病的でさへ無ければ︑決してそんな心配は無

かう私はいった︒

忘れることが出来産かつた︒

用意のため私は室に蹄つた︒然し私は今見た甲板上の家族を

いやうです﹂

さあそこが問題だと私は思った︒

・闘籍を隔てぬは人の傭だ︒かく愛育する吾子のために︑身

命をさへ惜まいであらうこの母Ｉいとほしく可愛い幼鬼達

病的で無く而鳴常人に卓越した敏感さｌ鯉康ｌ私は雲

﹁何しろ子供は希望を持たせなくてはいけない︒嫌だと思っ

﹁輝迦の歩いて来た道﹂といふ小冊子を渡した︒

今日偶然あるじがトランクの巾から見つけ出したといって

さうだ︒縦も亦畢校生満を最後童で楽んでゐたかｌ

私はハツとした︒

更に伯爵はいった︒

た考へさせられた︒

やがては職れん濁世の流れの中に︑この純白玉の如き彼等
の心は如何に浮沈ぜんとするかｌ
愈船は印度洋上に進まんとして︑風浪いよノー高く︑暑熱

たら直ぐ止めさせることだ︒畢校でもなんでもｉｌ﹂

の蒋来はどうかｌ

のいや益すのを感ずる︒けれど夜半過ぎから風室内に入るこ
と多く︑意外の涼味は私の肌を乾かした︒

ひたすら暑熱を恐れてゐた印度洋上の一夜は︑かくして吾

﹁虚さフイン藍引いてあるｌあれは確かに英賜が讃んでラ

糞の心勢を全く杷憂に怒らしめた︒

昨夜も亦かの伯祷に︑青年闇についてのお話を聞いた︒

イン藍引いたものに難びないｌどうだらう？﹂

彼等の喫感を敏感ならしむるため︑香溌嘆くといふことを
考へつき︑丁度Ｕ伯縛御夫婦が其道に堪能である事を聞いて

恩ひ出の種が殖えたかｌそこには﹁俺に似てゐる一と書い

かういふあるじの言葉は︑私の胸に刺つた︒ああまた私の

ても秀れてゐる筈だからｌ

てある虚もあると︑更にあるじは何窺無くつけ加へたＩ

謬邸に伺ったことがある何しろ敏感なもの産らｌ何をさせ
﹁それは非常に面白い為思ひつきです︒もう過去の遺物とな

48
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しかし私にとっては最も珍らしい龍巻を見た︒海上の貫只中

今朝偶然朝餐の卓を怒らんとする時︑背後の窓から小さい

お話したら︑見て上げ様と︑云ふ事でお連れしました︒﹂かう

なく︑固男と喚枝が．一緒に出て来た︒﹁おかあさまの事を一寸

テンのかげから︑ドクターの顔がのぞいた︒オヤと思ふ間も

﹂

然し︑二度目に目がさめた時は︑もう︑東が白らんで︑カ

つかれなかった︒

ァ︑未だ︑此の時間か︒がっかりした私は︑しばらく︑渡

目の畳めたのが︑十一時半頃︒

つけて早く蕊ようｌかう考へて︑すぐ横になった︒

左のこめかみに起った耐経痛は︑まだ︑やまない︒心を洛

た︒

夜に入り︑風波ますノーＩ弘く︑所交に軌む言が弧くなっ

心臓を見たり色堂してドッターはいった︒ご一

脚気の様蔵ものでｌ然し︑大した事腫あり妻す蓑い

﹁これはよく︑熱帯を通る時︑弱い方は︑おかされる矢張り

闘男が云った︒

から畷塗に迩渉る一直線︑それは白くｌ霧の如く︑乗客は
一癖に食事を捨ててこの窓前に蝿集した

六月十一日︵晴︶
．今日は午前中種痘が施行されると云ふ事だったが︑果して
菰痘した︒

午前九時すぎ通知があり︑階下の船蟹の室で施行され︑一同
私は今朝から︑左の頭が痛むが︑祁経痛だらうと︑気にし

なかった︒︑
婦人だけ繍帯すると云ふ事で︑私とすえ子︑喋枝が繍帯を
し︑ばんそつこうで止めた︒かねてから︑少しづ上腫れ乗味
だった私の足が葛今日は︑殊にはげしい︒一寸見たところで
も︑ほとんど倍位に太った︒私は︑かなり固く張り切った自

中で︑こんな人が︑あります︒何でも︑香港へ上陸中犬にか

昨夜︑船員から︑かう云ふ話を︑聞いた︒﹁との一等船客の

ーテンのかげに︑蕊明の輝きがあった︒

常に勺似げなく不注意にも︑船鍔にさへ︑何の相談もせず

まれ︑今だに︑ねたつきり︑氷でひやすやら︑色食して居ま

分の足を眺めながら︑今朝の種痘を考へた︒

いきなりやってのけた諏痘︑それが若し脚気と一緒であった

すが︑未だ歩けません︒﹂・

．Ｆ

らｒｌｌ私は︑かなり心を暗くした︒あるじに話すと︑﹁少しの

気の毒さと︑痛ましさが︑心尭唾した︒

﹁それは︑一人族なのですか﹂﹁そうです﹂かう聞いた私は︑

間むくんで居る足を︑投げ出してソーフアーの上に横になっ

たらＩ﹂と云ふ．早速︑その通りにし︑夕飯後の︑渉画ン
にも︑出なかった︒ｌかうして息ってゐるといき童︐力１
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りよ中の記日旋

すぐにも︑見舞びたい︒何と云ふ気の毒評ごだ︒然し︑これ

るのか︒

やはり彼等は口に人類愛を説いて更に障りなく︑優勝劣敗

の一モットウの下に︑自己の良心撞きへ裏切らんとするかｌ

もその数時間後︑締って来たあるじの言葉で中止した︒

﹁よく聞くと︑香港は︑英領で︑狂犬などは︑居る筈はな

しかし︑どうか人建ひでありたいＩ

あの上品にｌしとやか置美しい人Ｉ共人達がそん履事

遣法︒清麗秀研︒使人有弄花烏酔春風之想９乃欣然

作其印譜頒諸同人︒余寛之．奏刀之妙︒亦自得家叔

頃郡司君楳所及菌苔職諸子︒而鏑補之︒中津君蓮塘

可諦也︒亡友岡村君梅軒︒受象刻於家叔中井敬所
翁．名聞葵林︒曾刻此書全文︒至数十願︒後失共半

張山求華鳥春秋尺幅之中︒ 備 四 時 之 須 ︒ 其 文 簡 雅 甚

文荘石川兼六

題華烏春秋印譜

︲ｌとの渉らにｌ竿識の下善一枚の儒輝り気瞥無く往来
してゐるｌ悩然として私ばく ン を 世 い た Ｉ

げると︑それは白頭の外鯛紳士ｌ紳士塗ど典はいへ凌いが

今かう書いてゐる菰の面前を更に巨大な影が通るｉ見上

い︒何か︑裏町でも通って︑そんな間に曾つたのではなから
うかと︑皆んなが話して居たよ︒﹂

一瞬︑私は︑例の潔癖が目をさました︒何だ︑そんな事な

らｌ
然し︑これも︑あまり︑狭最な見解かも知れない︒よく考

窒毒見舞しようかｌボーイはなを︑此の船の機駒長が︑
盲腸炎で︑ねて居る班や︑外閣婦人がわがま上で︑種痘とす

るなら︑船を降りるｌきうして外鰯船に乗︐換へるといっ
てｌきっと脅かし庵のでせう︒伽しるさういったきり︑後
は何のことも鰻り童ぜんからｌ
よく聞くと意外にもそれはこの間私の宝の前のＢデッキ
で︑三人の子供を相手に︑いかにも上品な美しい婦人があっ
たｌその人錘らしいのだ︒

荷といふ我倦だか資に憎らしいｌかうい葉ｉイの顔を

を敢てするのか︒現滅の感が叉しても私の心と曇らさ歩には

援筆弁其首云︒

眺めながら私は益意外の感に打たれた︒

おかなかった︒

国力の相違ｌそれが個人的にかく迄の専横を敢てせしめ

してｂ平然先づ一服といふ様に︑ゆるやか

走擁立したのであった︒

大芝居をやってのけ︑閏妃延暗殺し・火院君

ＩＩ

ＴＩＩ
蔓涛征伐の直後︑率権

に煙り雅吹きつつ︑さらに李鴻章と語りつ

に公使に召喚心命じ︒度烏監獄卜ぶ一つ込ん

時の政府伊藤内閣に︑樗然とした︒直一ジ・

排理大臣として溌図に使

づける事心し←前と鰹ろ所がなかった︒

流石の小村も︑これには営惑せざる走得

だ彼︑小村局長にこれが跡仕末を命じた︒

荘かつ誰ｅ

とこみが︑さてさういふ大峰認が

礎しようルーした︒

大化張妙意見た叩いて︒それから京城へ出

といろ﹄︑に迷った揚句︑日本に於ける

た依頼し︑終に五十蔑雨の償金を出して局

ったので︑直らに英嗣公使ウエードに仲裁

に敵し難き恥知り︑彼に服せざる恥得なか

弦に於て︑流石の李鴻章も大久保の膳力

した大久保利遡は︑稲花

傘常局との交渉に日韮蓮︑
保龍が︑評定甚だ手ゅるく
の議班ば容易に決しなかつ

奉レ勅軍航向二北一晶黒癖堆裏蹴レ波行勢和

罪一諏垂碇謂峰詞響誕︾︾醗

成忽下湘州水︒閑臥二蓬窓一夢自卒

コ盤︑︾﹂うし士ら好いのか﹂

訪ｎ．清幽の存意加何を

を結ぶに到ったのでああ︒

辿り問ふたのであつれ

とは︑彼が蹄迩油州より天津に下つ求臨の

い︒

い︒噂にきくとこの頃は病中なので︑来客

位だが︑あの人にはまだ含うれことが芯

﹁何か．考へのあるのはｂ今の庭︑勝さん

明治二十八年十月九日︑政務局長であっ

か拒絶する馬︑紹介状がなければ︑倉はい

だ時︑突如として天地に識く大砲の琴きが

なつ菰︒

代の智慧者である︒その倉ぱいといふ庭を

小村は︑さう考へ士が︑そこは流石膜一

といってゐろきうな・・・⁝⁝：・困つれな﹂

これは︑側済職争直後︒閏如が？露剛公使

鮮公使一二浦梧樫が︑閏妃堺件冷惹起し犬︒

それといふのけ外でもない︒この時︑朝

砲走放たしめれのであった︒

して衛兵に命じ︑私かに議政堂前に於て大

うまく利用しようとした︒

然し大久保利通は静かに椅子にかけたろ

の入誘雁よって︑露幽と提携し︑日本の朝

其れは李鴻章が大久保の臆か試みようと

龍︒

た小村毒太郎は︑京城に汲遣されることに

何事も一命を賭して

が︑李鴻章は一音に聞え犬巧智の人︑且戊叉

︾〃︒

I

起り︒窓前はえんｊ︑衣乃騨りに包弐れ

雨雄劉時する郭数時︑談漸く小半に及ん

ってゐ末︒

船中の詩である︒

話逸の士名
老大剛の宰祁として︑大久保か呑んでかか

i
ま上︑取り出した巻郷草に火を鮎けながら

今に於て︑此の澗松を縄拒腔ぱならぬ

鮮に於ける勢力を駆逐しようと計謹しれ︒

︐ふざと鯉揚に身椛へ︑いかにも勝さんと別

士︒玄捌に取次の男が出て来たが︑小村は

〉

と︑三浦公使は専断を←って︑載坤一癖の

で︒のこ＃Ｉと氷川の屋歎妬おとづれ

』
I
恰かも砲謹を綜所事の如く︑篭外の砲癖を
メ

覗き見もせず︑其の巻癖草に火を黙け瀞ま

I

罰

話逸の士名

一

〜 − 〜 娼 一

ｌ／︑〃︑／Ｖ／︑ノ︑ノ︑ルいく入︲い〃１〃︑ｊ︑７齢９１に易Ｋ〃くい

の枠に意見でもするやうに︑砕けた調子に

海舟も︲やっとうなづけ士らしく︑自分

﹁ああ︑さうかい﹂

と熱心に話しかけ士︒

ましまつ

１１１
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ｆ

ますか﹂

﹁ごういふ風にして参つ犬ら穴しう御座り

なった︒

ですが︑御痴莱がおよるしいやうでしたら﹁背の小さな︑痩せぎす荘方で⁝⁝﹂

﹁そればなめお前さんは︑まだ年若だから

は得ボリ賢Ｌと︑すぐ其の後から液い衣︒らせて︑小村か一晩し誰︒

﹁長り蛍しれ﹂と取次は奥へ立った︒小村れて念って見ろと︐勝は︑畑然たる眼を光

と丁寧に名刺か差出した︒小村の計諜け岡に常つた︒さて︑案内さ

いふ難局にぶつかるのも︑オイラが維新の

し犬︒だが考へて見ろと︑お前さんがさう

江戸城に迎へるかといふので．大分袴勢を

それたもこれ走助けて︑不和の中に官軍を

際︑この東京韮焼き抑って︑次にするか︑

苦好が足りない︒オイラなどば︑抑維新の

取次の方では︑主人の翁に別懇なら︑無論﹁お前さんは︑外務省の役人かい﹂

騒動に州曾つれ岬も．結局同じやうだよ︺

死叱か意に留めた︑助仕手は出来ないよ︒身

含見する筈︑して見れば跡からつぜいて末﹁はい︑没は︑この度の王妃半件の跡仕末

命九掘って︑お前さんの誠心か一徹けてか上

なアに︑さういふ剛難な立場に臨んだら︑

こ走覗つ犬のだが︑やがて取次は塊の勝の←呪まれて居るし・叉例剛からも浦礎むう

れば︑何をやって私腹くこ院はないよ︒そ

いと︑かう老へれに逆ひない︒小村も亦そ知の如く︑この事件の鰯︑日本は↓露洲から

かへた︒話詫は手にとる？うに︑筒ぬけに雄であります︒弱我の私には︑荷が勝過ぎ

こ・とについて︑あれば

は出来やしな＄あとは︑その場合その場

かう︑これば何うのと云っても︑その桐固

こが肝腎だ︒一々

居室へ入って行った︒小村は次の部歴にひけて居るし︑岡浦に解法丁ろことは齢程困

ても差支ない︑取次はほんの形式に過ぎなかする鰯︑私が曇ることになりまし拒御承

す﹂なきい﹂

一寸お目にかかり汝い︒御取次を願いま﹁困つれ胆︑代方がない︑此庭に案内をし

﹁それは何よりです︒私ばりかういふものいふ男かい﹂

小村は︑Ｌ功たと恩つれ︒﹁隣に来て居ろ．⁝：馬鹿だ紅お前は︑ごう

ですが︑愛方様は？﹂りますが・・⁝﹂

﹁はい︐大分施しい方で御座います︒失超﹁へえ︑方様ですか・・⁝︒もうそこへ来て活

く御無沙汰心しまし赤が．⁝・・﹂い﹂

﹃先生の御病気は︑此節どうですか︒久しぬ︒病中ぢやからというて返して了ひなさ

懇ででもあろかのやうに画か切った︒﹁何だい︑小村毒太郎？こんな男は知ら

１１
I

即えて来た︒Ｊ一寺がｂ然し何も御奉公であります︒是非

﹃︐このお方﹂

一 ハ ヘ ー ー ー ハ ハ 〜

1

﹁御容さまで御座ｒ表す﹂立派に片づけて見たいと老へますが︑つき
﹁誰か﹂と勝がいつ衣︒生しては︑何卒先生の御桁導かうけ衣いと
､

一 へ −

一
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ｉｉ綴Ｉ偽Ｉ

であつ北ので．佐分利夫人となってゐた令

小村が桂冠Ｌ犬のは︑湘南葉山に卿地中

村の術易生活雁は．皆呆れてしまった︒

嬢が︑いろ﹄︑と手靴して︑官邸からの引

し穴時︑最も肝腎な小村外線大臣が病蹴ぐ

務大臣の官邸で開く事になつれ︒既に定刻

越をしやうと︑小村の居室へ入って見ろと

が︑大磯今云つれやうに肱が決ってゐさへ

までに︑各大臣とも列席し︑今はじ病外相

内閣へ出席出来ぬといふので︑臨時に︑外

の飛床から出て来るの韮待ってゐろばかり

小村は︑何かこう非常な信念がつい士や

は︑病み疲れの躯韮もいとばず︑フロック

ところが︑そこへ入って率衣小村毒太郎

してゐて︑手のつけやうもないので心直く

謀々と語って叩かせれ︒

﹁成程︒それを伺って︑私も安心してあち

寸妹も横つれ塵挨拒らけの室内には︑書類

うに思はれ衣︒死生な職一卜留めてはいかぬ

Ｏ

﹁陛下から賜ばつ求物と︑各幽から贈典さ

と

に葉山へ駈けつけて恥その虎理方を訊叔ろ

﹁熱が大鍵高いといふではないか︑何もそ

それ韮見た首祁の桂太郎は

コートか蒲川して出て着衣︒

も﹄︒

﹁イヤ︑何時もの通り液から・・・⁝﹂

ろろではあるまいか︒

にも彼が如何にも無慾括淡であるかが知ら

のは皆屑屋に蜜り柳って経へ︒﹂と此の一言

れた物と価︑外務省へ預けて霞いて他のも

﹁その何時もの通りが不可ない︑身幾の工

と云ふと︑小村は︑

んな凡帳面な服装をＬなくとも可いに﹂

小村の善後策はその常韮得て一昨は︑何う

Ｌでもいいやうにと思って︑わざＩ︑此虚

合の悪い時には大事にしたまへ︒展巻のま

かう決意して︒京城に出鑑した︒果して
なるかと恩ばれた鯛際開係も︑幸ひ無事に

どか着なくとも．．⁝・﹂

を閣議の含場にしたのである︒フロックな

と平然として答へたので．閣員一同は小

にば破れ揺抱か一枚あるきりでずから艇﹂

１１１１ １ １

といへぱ︑これ一着︑着物としてばこの外

﹁イヤ︑黄は︑我篭は簡単生添で︑︑洋服

と言ひも切らぬにｂ

りこ上にあつれに州逮ない︒

日露戦役に就ての逓後の閣議を開かうと

それは桂伽閣常時の事であった﹄

共の小村であるが︑更に一面を見ぞっ・

無慾儒淡

議に臨んだ際の畳惜も︒詮ずろ所に︑やは

解決し誰︒後年︑小村がポーッマス講和含

へでやろぞ﹂

﹁さうだ︑勝さんのいふ通り江︒その心構

→

の回かＲ出る時には．千釣の重味があつ

といふ一言は︑何で︑ｂないことだが︑燕舟

やら本やらか︑足の踏み場もない程に散乱

であつれ︒

守れば︑それでもう綜職︑元気を出してゆ

I

らへ参ることが出来ます﹂

毒﹄なさい﹂

』
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話 逸 の 士 名

●

ふ訪起氏郎次忠藤佐
5
＄

塞明藷佐藤忠次郎氏を訪ふ

竹内平太

時は昭和五年十二月ⅧＨでありました︒氏のことについて

は祁常に夙に世に知られて届為筈ではありますが︑さて記述

氏は明治二十年一月島根豚八束郡出雲村で瓜交の盤をあげ

の順序として鼓に其の概略を述べる頚と致します︒

られました︒其の十歳の頃に父が眼疾に握りまして︑不幸失

明しましたので︑氏は幼心にも深く之を愁ひ︑小畢校に通畢

然るに一方では次第に碓活が困難になるばかりなので︑氏

の傍らに︑暇さへあれば父の看誰に努め︑又其の間に一畑薬

は卸を助けて農耕に従事し︑締働家政の維持に努められまし

孝子として︑牌た溌明家として︑将た事業家として︑私は

が乗て余が憧撮する彼の人である︒是非一度は訪ねて見やう

た︒所が明治三十川年氏が十派歳の時︑母も亦病に椛って然

師︑産土祁等に刺願して︑偏へに共の平癒を斬られなど致し

との恩ひを恥しつつも︑其の機脅もなくして今川と打過ぎま

も川なく死亡されましたので︑爾来一家の窮乏は一層加ばり

夙に佐藤氏の令聞を耳にしてゐました︒そして常に汽耶で獅

した︒然るに近来及ばす液がら弘近衛の事務に閲係して居ま

ました︒

す町から︑偶為東京をろ本含から来年一月銃に州げたいから

凌きを歎き︑遂に意を決して同年十一月出雲郷なる賛流山鍍

父の眼疾を治療させやうとしても︑到底其の僻用を得るに途

み頭ねて佐藤商命たる大宕板淀掲げてあるのを見ては︑これ

次の趣について書けとの事がありました︒それは私が﹁近頃

の至誠は天に通じたものか︑村民の同情は翁然として之に集

まり︑途には公斐ｒ−以て松江病院長一逢氏の手術紅受けるこ

川の坑夫と巌られました︒此虚で刻蕃締肋するとと三年︑其

とになりました︒幸に其の結果は良好であって︑十年柵の盲

と︑白く牧賄︑白く燕愛︑白く殺害等等と悪徳りみが間断な
い有様で︑綱紀誠歴︑道徳地に塗つるとでも言ひたい今間︑

は和擁して感泣したといふことであります︒

目は此所に忽ち全治し︑碑ぴ開眼の幸而を得た時こそ︑父子

其の頃からでした︒氏は能率増進の目的を以一Ｌ農具の改造

頃の念願だった佐藤氏訪問のことを質行することに致したの
であります︒

何を書いたらよいかと恩ひ惑ったが︑此の時漸くにして恩ひ
浮ぺたのが賞の佐藤氏のことでありました︒価って俄かに日

り感心した蕊がありません︒新聞紙に表はれた慨相汗一見る

感心したこと﹂即ちこれであります︒汽際の所私には近頃除

犀癖を通過する毎に︑其の附近の工場に製材を山の如くに積

郎
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といふことに心を凝らし川し萱した︒蒋心隆鱈捲食を忘れて

家として表彰されたのでありました︒

同郷年十二〃一日にぱ日本弘道曾長徳川達孝伯より孝子褒明

工場を一巡して計らずも多大の感激を得たのであります︒氏

によって親しく其の風貌に接し︑又其の談話を聞き︑叉共の

資に百間は一見に如かずとの古語の如く︑私は此度の訪問

努力した粘果漣越に明治四十三年川〃にはサトー式桁扱機を

は年齢方さに四十右四歳︑謙遜にして寡言︑所謂良質は深く

創作し︑又大正十年にはサトー式紫雲英刈取機︑及サトー式
る所となり︑内地は勿論︑塞漣︑支那に吟及び︑尚昭和三年

中耕除草機を護明されました︒これは期せずして世の好評す

職するの趣があります︒私の問ひに封して白く︑﹁私は口を

工場の規模の庚大なことは︑此吻地方稀に見る所であっ

に行はせられた所の︑御大典の悠紀川には中耕除草機を︑又

尚同氏は︑一面献曾奉仕の念極めて厚く︑居村の武氏に封

て︑敷地は二千五十坪︑建物は十鮭棟もありませうｃ金工部

主基川には稲扱挨寺御採用の光柴に浴し︑更に同四年一月十

して時には金品を施典し︑或は小蕊桟の備品変に寄附し︑或

あり︑木工部あり︑そこに据付けた製作接は面二十墓︑それ

重んぜずして雷一行を亜んじます﹂と其の一語は確かに千金の

は天災地愛に方つては率先して救済の義損に雁じ︑更には出

が電気動力に依りて運韓し︑従業す系職工約九百箔︑昭和二

値かあると恩ひます︒

生地なる出雲郷村に起りし小作争議に封しては︑挺身その調

年には稲扱機川蔑姦︑除草機二十派醐壷︑同三年には稲扱機

いふ絶大なる光柴を荷はれたのであり藍した︒

停の勢を取りて圃満に解決に至らしめた︒叉雌近には職の杜

五寓嘉︑除草機二十蔑墓を製造し︑護送量は一日平均賞切貨

八日の宮城御親裁川に右雨機を献納出願して御採納となると

曾事業協曾に封して多額の寄附金をなす等の美課は数へ肇げ

車六噸に及び︑最近の取引商は一ケ年約白砿回に達すといふ

此様な価に稀に見る篤行はいつしか世の人の知る所となっ

れは際限ない程であり垂す︒

いではあり堂せんか︒鼓に私が覗察よりして得た感想の重な

ととです︒然も之が佐藤氏佃人維営といふに至っては素晴し

うなもので忽ちにして傾倒してしまひます︒彼の磁洲大戦の

りませぬ︒道徳に立脚せざる事業は︑例へば砂上の械閣のや

二︶事業を大成せんには︑必ずや道徳を根底とせねばな

ろもの二三を次に述べませう︒

て︑大正十一年二月十一日に島根際知事より表彰されるの柴
に浴した︒又同十五年二月十五Ⅲ輝屋村自治協含長より孝子
溌明家事業家として︑叉昭和三年十〃二十二日には︑日本産
業協曾総裁伏見常殿下より地方産業功勢者とし一し︑同年十一

月十日には︑京都市立財閣法人一徳曾長より孝子として︑又
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成金は︑戦後間もなく凋落して︑僅花一朝にして萎むの哀さ

際に於ける好景気時代に起りし大小幾多の事業家︑即ち所謂

一︑酒色二溺レ箸修賓津二流ルペカ一二︿・

一︑主張ノ貫徹セザル魚メ復讐的ノ言行ヲナスペカラズ︒

一︑部下ヲ疑ブ勿レ︑併シ過信スペカラズ︒

宜いかな此の戒や︑注意さへあらば︑決して事業に失

も︑氏の工場には微動だもないらしく︑機械は盛んに運韓し︑

敗することは無いでありませう︒現に今日の不況時代に於て

らしめたのであります︒

を留めたのは︑之皆著修賛津放慢︑不信等の不道徳が之を然
然るに氏の事業が年舞歳々隆逆に鯉くは︑勿論氏の工夫創

らずとも遠からずの観察であると信じ茨す︒

主人の顔にも︑事務員の顔にも曇った顔の見えぬは︑蓋し富

作に富める天才的技能に依るとはいへ︑共の父母に識くせる
の身鰐と勇気とが大に力あることは難を容れざる所であると

す︒

︵二︶道徳と経済とは相伴ふて進まねばならぬと思ひま

犬孝心の溌露と坑夫にまで身を投げて鍛え上げたる不屈不榛

てあります︒之について尋ぬれば︑氏の日く﹁之れは他人に

恩ひます︒氏は事務室に掲げたる額に︑次の如き歳言が記し

吾盈は日常生活そのものを考察すれば︑其の間に道徳と経

済とは相錯綜して不離の開係を有して居ります︒例へば吐交

見せる篇めのものでなくて︑自ら戒めんが篇めであります︒

然し仲舜賞行が六シかしいですが︑それでも毎日見て居る内

をするにも︑納税の義務をするにも︑義指をするにも︑一と

道徳は生活に無開係なるものの如く恩ふて︑之を敬遠するに

して雨者の伴はいものはありません︒然るに世人稲もすれば

に︑自ら之に近づいて参ります﹂と︒

その歳言とは

一十戒一︐

常生活さへ如斯である︒況んや堂共として犬に耐御図家の鳥

至るもの多きは︑誤の甚しいのもといはねばなりません︒日

明であります︒

めに貢献せんとせば︑大に維済の力を待たねばならぬことは

一︑事件ハ局外肴ノ心得ヲ以テ判決スペカラズ︒
一︑資力を願ミズシテ自惚スベカラズ︒

したから︑差出し蚤した︒其の時私が洋服で八字髪を蓄へて

﹁稗て某本蝶知事さんから︑私に馬員を出せとの事でありま

︵三︶道徳も時代に順雁せねばなりませぬ︒佐藤氏白く︑

一︑正義ト頁理ノ確信ナキ行篤ハナスペカラズ︒
一︑智識ト経験ナクシーテ堅賞味ヲ失フペカラズ︒・

一︑無謀ノ推張ヲナシ堅賞味ヲ失うペカラズ︒
一︑放慢︑粗暴．不規律︑不正直ノ言行ヲナス︒ヘカラズ︒

井上重穂氏の光業

畏くも御敬祁の大御心から仰出された勅題﹁社頭雪﹂の誰

た一月二十三日午前十時から鳳鳳の間で︑聖上臨御の上い

ぴやかな宮中歌曾姑の俵は︑禁苑の梅花匂やかに綻びそめ

と荘重に行はれた︒今年の光楽ある選歌は六首でるが︑其の

光柴者中の一人たる井上重徳氏は古き我が日本弘道曾員に

して︑夙に大正三年にも﹁斌顕杉﹂を詠進して選歌の光柴を

得たる人にして︑駆れての此の光楽は誠に慶賀に堪へ底い

ととである︒本含は禽員中より此の光築考を川したること

を叉深く名題とするものである︒鴬の井上氏は︑群馬際吾

妻郡中之催町の人にして︑醤師溌業とし︑現に聯立農業畢

校醤︑伺町醗淀兼ね︑廉直至誠の篤畢渚︑叉町含議員の職

にもあり︒歌道に就ては︑大日本歌通奨励街其の他に開係

あり︑多年の研讃は其の天典の才能と相使って遂に今日の

大成をなし︑賞に腺下の重頭である︒因に共の選歌を掲

井上重徳上

げ︑以て井上氏の光柴を賀し︑併せて一般倉員諸君に哨之

矛頒たんとす︒

あさきよめ雪にまかせ一Ｌ群とる

人かげもなし卿のひろまへ

ー

ハ

居る秦を見て﹁之は所謂孝子型でない﹂と︑仰しやって笑は
れたさうです﹂と︒其の知事が笑はれた虞意は何逢にあった
か分らぬが︑由来孝子と貧乏とは附物である︒孝子といへば
哀れなる肴よ索の毒な者よとの感じがするに︑佐膝氏か共の
初め坑夫にまで零落せる消極的地位から躍進して今日に至っ
たのは︑所謂奮式の孝子型を破って︑新時代の孝子としての
範を示されたものと恩ひます︒

孝には小孝あり︑大孝あり︑父母の傍に侍と﹂其の屑を擦
り︑若しくは其の噌好物を進め意どして之を慰むろは︑小孝
であります︒業を成し宮を増し︑以て耐曾園家に貢献するは
大孝であり蚤す︒吾人は此の小孝を謀すと共に︑大孝を行ふ
ことを心掛けねばならぬと恩ひます︒

経に臨んで多忙の時川を割いて私に面曾の柴を僻をしめら

︵一元︶

れ︑且つ本曾に入倉せられしことを深く感謝いたします︒

１１１

○孝ハ百行ノ本二之一ソ衆善ノ始ナリ︒

Ｏ天ノ性人ヲ貴シトナス人ノ行孝ヨリ大ナルハ無シ・

』

ー

F

、

ー

一

一

三

シ
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者 誕

掩《咲に境鍾
しか

いじゃうしんこぐふ

われノー︑い

⑧●

のこしりかみ

通うわ廻んぐわつ部らびやラレデフ
昭和三年十月からお母さんが病床に

がるぷん

初江さんを残Ｌて死んで行ったお母さ

ぜいくわつにいをんをＬ・ふるた

生活の第一線に雄だしくも擁ひ立たれ

こいぎ

ふじん

んも随分つらかったらう︒

ろうじんくにみ

胆んしもちろん

ぽならない︒男子は勿論のこと︑姉入

も老人も図を華げての此の意気こそ一

ぜんれいがんぜうがくかう遇んせい④⑧⑱⑤

シう値んせい③③③①

竺いｋら全い羅んとう

③⑧

て

かめくわんご心﹂し健一︑十ゐじとうさい

かじ

で今かひ

垂らひと︲ん︑

せわか毛さい世いくわいびやうゐんにふろん

相抱いて泣き入った︒やつと町の人を

らかいに江い

た︒そして毎日毎晩お父さん︵柴治︶と

含

あるようになった後といふものは︑お

の◆シ

母さんの看護から洗濯︑炊事等一切の

己上とか客いぶゐじＰうつうがく

だれかし︒鼓に靴下細民兇童が迩皐し
いうめいお陰とみぜうがくかう
てゐる単校として有名な大常小皐校

家事は十一の初江さんの手でや２し来

負くう・フ

︵前蛾岸小箪校︶の四年生野団初江さん

あろひ

といふご少女がある︒此の二少女は最

せうぢよこぜうぢよもっと

二二︶と同五年生西村政江さん︵一三︶
かん舎ようら

の世話でお母さんけ済生曾病院へ入院

沈ぐ

も恵まれない環境に在りながら︑或は

することが出来たが︑その甲斐はなか

ちＬたすあるひロ入たすていまい

せいくいつなん

ぴやう今しばう二ふかがはしがしぼいだちゃう

江に

もちくわし

う残

おや己ぽうぜんくく︐いく

路頭に迷ふ有様となった︒何もかも奪

ろとう全よあのベ一生

二に誉んで居た所のささやかた餅菓子
やけいゆふかねつかばに全やこ全つた
屋も隣業︑金は喪ひ果し︑父娘は全く

いとなゐところ

母さんの嫡莱や死亡で深川東大工町六

かめ

襲って来たものは生活難であった︒お

話そき

った︒然も数冷の悲しみと心配の上に

しかかやＪ１沙肱しんはいうへ

父を助け︑或は母を助け弟妹をいたは
よわぜうぢよみ

りなどして︑か弱い少女の身をもって
かちゅう世含

せいくわつくあらなみ仁Ｌかありさきこうぜう

していぢらしくも一家の柱石となり︑

生溺苦の荒波と岡てゐろ有様は︑更生
写うねねんｃかわれ／︑じつ
の昭和六年を迎へた五塁の賞によきお

て樫んあ

手本として畢ぐべきであらう︒

野田初江さん

●

はれた父娘は呆然と食ふや食はずの幾
にら封く
そころこと
日かを送った︒其の頃の事である︒初

かめ

むかとう

野川一初江さんのお母さん︵しようと

︑②●③かめ

とう

江さんはお父さんに向ひ一・お父さんそ

きい含し

かた

いふ︑昨年八︑胃癌で済生命病院で五

んなに悲しんでゐないで︑お母さんの

●

かめごひさい①

さくねんぐわつゐがんざいゑいくいいぴやうゐん

十三歳を一期に死んだのである︒

わここ

わたくしたちうにばたらかねもう

ことはあきらめませうよ︑それよりか

私達で何か働いてお金を儲けませ

気と力でそんなものは消し飛ばして見

︵お母さま感しい︶まだ十一歳 初
●
かなさびいか
江さんの悲しみと淋しみは如何ばかり

︲う﹂といった︒吾が子の此のけなげな

こ上みが詮なにひつ

せる︒といふ心掛けを先づ何よりも必

であったであらう︒叉親一人子一人の

えうあらゆるかんたんのこ

豊仁おやびとのこひとり

要とする︒所有難難をば乗り越えて︑

含ちから

景気が来るなら来るがよい︒吾盈の意
けとみ

ではあるまい︒より以上の深刻なる不

けい念くく

と徒らに歎き叫んでのみ無篤でゐる時

いたづ駈少さけひるとき

て一足飛びに郷化するかどうか︒併し
とかくわれノ︑ふけいきふけい毎
兎に角吾々は﹁不最裁だ︑不景気だ﹂

そ＄とてんぐわ

景気不景気が新春を迎へたからといっ

けい含ふけい会しんしゆうむか

蕪の悪魔を退散さぜたいものだ︒が︑

含ゐく雲たいさん

五年を振り持てて︑今年こそ此の不景

迩んふすことしこふけい

鼓に御同様昭和六年を辿へた︑不最
奇ふけいきこ全う
．せうわ
索︑不景気の蕊に打ちのめされた昭抑

こ込︾︸写うやうぜうわねんむかふいい

１１１１

一五十三のそ談美一
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こと色きち．▲●●ばじゆめ

いあぶらかい

めいぶつ

ゆうぎがくかう

きょうぐうあだ影雪

ぽそ−た︑一毎そくをいくわつ

に含

たら土

●①

けうくわごはにこうじやう

おほとみせうがくかう垣やざいがくらう

ぞこつおと声うじ●

ゆぼにらて●●●し

し︑細交ながらも不足なく生活してゐ

牟勺具グ

③①

じゃうゆうぎたじごうＵ⑪ロ

や母てつ鰹

お父さんのフライ焼を手僻ってゐる︒

に行って油やソースを買ひに行ってば

た︒その唯一の働き手の吉之助が死ん
かいのらつ匪
だのだから︑一家は生命の綱をプッッ

ノーしてゐた所で仕方がない︒生れ愛

つもむなぱにらみ

こひ●●おやこすがたぺつじん

とう

がくかうぜいぜ含ことへう
●⑨
初江さんは望校でも成績がよく殊に表

りと断ち切られたやうなもので︑一家

さ

情遊戯やダンスは他の兇童の群注抜き

は忽ちどん底に突き落された︒営時静

言葉を聞いて︑父築治も初めて夢から
いつ号で
醒まされた鳶うだ︒﹁何時迄吟くょ
ところしかたう念がわ

った心算で何人でも働いて見せるぞ一

﹁初江ちゃんとお遊戯﹂といばれ︑票校

江さんは大富小望校の六年在里中であ

①①

分

此の日から野川父娘の姿はまるで別入

中での一名物になってゐる︒

くわつ号み会そこ●

●客つぞくや仁いきが今さんせん

●

のやうに活気を見せて来た︒其虚で柴

十回づつ還るやうになった︒姉さんが
こんご④●
ゐなくなったので今度は政江さんが一

ねんそつゆふぢよちう属うこうゆ全いけつ

す含きく︑んはみ④ｅ

ふくろ江いしよ・︲︑とうくくひ

治は早速屋蔓を探して来て一銭二銭の

つたので︑静工さんは放課鶴調工場に
か
よ●①かめてつに
通ひ︑政江さんはお母さんに手博って

ラ初江さんによい境遇を典へ︑踊りの
は
うめんやしな生ん①
方面に培ってやりたい︒それが一番初

袋はりの内職等して食ふや食はずの日

十がた○①とう

めやわらぐらかち萱

うけららぜんせいいふ

みら

江さんをしあはせにする道であるやう

を過ごして来た︒昨年森静江さんは六

と・フやにいひつ注

釣哩とみせうがくかうとゆ

②

時頃起き︑朝御飯の仕度をしてお父さ

に恩ふ﹂と受持先生も云ってゐる︒見

年を卒業すると女中奉公に行き︑毎月
細
んおくいえ
注ん

こうｂみづやはじ④③またゐさ
氷水屋を始めた︒初江さんは叉朝の五
じごろ罪あさごばんしたく空う

ろからに眼かパッチリした和口で勝索

たく

らしい姿の一初江さんはお父さんのフラ

やきてつにか心ろ

おも

んにす上め︑お父さんが屋嘉を引張つ
でかゆおくに

て出掛けて行くのを送り出してから洗

濯もの底どして大富小畢校へ飛んで行
ゆうがた全だがくかうしたれ・

かぬ

てつにとうさいかじ

きく蛤んくれ唯うくわ

ろ婆は狗にいぢらしいものであった︒

すがた生こど

に朝早くから夜淑くまで立ち働いてゐ

あきばや去る幸そたけたら

わ

かゆはたらて今やうにいき

話からお母さんの手仰ひ等一切の家事

家の唯一の働き手となった︒弟妹の世
とけたげにも語ってゐるといふ︒

かた

はだらさびわす

て働いてゐるから淋しさも忘れます﹂

イ焼を手仰ひながら﹁お母さんが居な
とう
さび
くて淋しいわ︑でもお父さんとかうし
やきしやう唾い

あき

く︒夕方は叉畢校が退けると誰よりも
客いへがへ陸九一﹂ばんしたく
先きに家に蹄り︑晩御飯の仕度をして

とうかへ全

お父さんの蹄りを待つ︑さうして秋に
はいころこうｂみづや

入った頃は氷水屋からフライ焼に滴賓
か全いにらごぜんじ
を替へ︑毎日午前十一時ごろから午後

ぢやこじつ

⑦⑪①

かゐ

み虹●③

◎①＠犬寄しやいふ

①●︒

きくいんぐわつかん合うぴやうさいし

にんのこ

よるじ

かめ

忌かがはもとかがらやう●

てぷくろ定いしよく

ト

③が庇ぐやつとにらへい骨んせんくらゐかぜ

ご

後から夜の九時まで深川元加賀町の渡

そして昨年墓からといふものは︑放課

西村政江さんもお父さん︵吉之助︶に

遥金兵屋へ勤め︑一日平均十五銭倫稼

西村政江さん

一昨年十一月腎臓病で五十四歳で死な

じばんふかかばら叩したこうゑんうらもんところ

五時牛ごろまで深川森下公園裏門の肋
みぜば
全いにら
に店を張るやうになった︒毎日四五十

れた︒お母さんのたま︵三九︶︑姉禰江

たにんやくかい

はやしと言●●ものしたごうゑん

とう

銭位の牧入があり︑親娘二人は細々な

︵一五︶︑弟章只一己︑妹久子︵四︶の

ぐ︒それにお母さんの手袋の内職が十
ぜんぐら心わえおくゑんめば
五銭位︑姉さんの送る十回と合せて十
かにんくら
ゑん
九回ばかりで一家川人は暮してゐるの

●①③③

がらも他人の厄介にならず︑親娘睦ま
がくかう
ひ露く
じく日を逢れるやうになった︒肇校が

五人を母してｌ吉之助は品講を業と

ぜんくらゐしうにふ封やこふにりぼそん１

早く退ける時は︑初江さんは森下公園

つ訳くかう

こ▲をうかい奇・ふとうらうとうきやう・ふかわう

と鼓に紹介する︒奮多中東京府下八王

さい全つしやうぐ

十ｂへい仁うじねん全つけふかききうちう

所が︑それは軍艦長門の乗組員である

ところぐんかんたがとの印くみゐん

るので︑それとなく同家で調べて見た

琶うけしらみ

じし戸︑わししやう①①︒⑤︒ｂ︲しじやと

召ある︒歳末から正月にかけての畢校

しやうけんめいはにらゐずがたふ含んひ些

やすくわつ亭フみ

のお休みには︑活動一つ見るでなく一
あきばや上る診忌
錘でも衆く雛がうと朝早くから夜遅く

子巾菓子商岡埜柴泉雌で臨時に雁つた
ららつを告︶ふつうやとひにんこＦ﹄なし
餅鳴き男が︑普通の雇人と異２Ｌ︑仕
一隼と侭つしんじつかんしんとこつ
事に熱心ではあるし賞に感心な川があ

堂で一生懸命働いて居る姿は附近の人

なかにう

仁らやう江
達を一様に泣かせてゐるといふので
Ｊある︒
夕くる

がくかうぜんせい

①○くんばんめい
政芳︵二二︶君と判明した︒
ざらつだきとう排？うけん

も二わうじむららとわうじのう⑨⑨

ある元八王子村允八王子四七三農虎見

水兵さんで︑常時年末休暇で鮎省中で

一﹄

みか含もうあた会

こんな苦しみの中にありながら︑堂
●●

の政江さんは﹁明るい気持の頭のばつ

きりしたいい子だ﹂と単校の先生から

砂・ふかがはしかしにいくらやぅ

そこで更にこれを博へ聞いた東京穂
・へい憶いとくじけん︒へいてうさみ
展隊の特務憲兵が訓布して見ると︑同

ばたら古里ゐ

ので︑日砿孝心深い政芳荊は︑祇然と
ずゐへ吟ふくわうじしいた
して水兵服をぬぎ鋳てて八王子巾に至
ぜんざ⑨②⑨やとこ号・ふか吟う
り︑前記築泉雌に雁はれ︑此の休暇中

ひごうか．うしんぷか⑤︒③ふんどん

千代Ｑ六︺の二人が近所の手助けなど
そくずりにいせいくわつりめた
しては其の薬代や生活費に嘗ててゐた

︒③ふにり倭んじよてだす

さぐわしやうかいもうと
気で臥床し︑一家は妹やま︵二○︶︑同

て見ると︑老父関太郎︵六七︶︑母さだ
りようしんはじあに③③ぴやう
︵五一己の雨親初め︑兄久平︵三五︶も誌

くん池ん会つゐろうぎふかじ錦んうらかへ

はぼめられてゐる︒深川東大工川五四
．でうばんでうばんちいへや
の川蝿牛と一挫牛の小さい部屋だが︑

いへかだか心

金さっぱりと家は片づけてある︒話母さ

飛は年末の慰労休暇で自分の家に師つ
みろうふ︒●⑤ｕＬ

がくかうがへ上るじ

んは﹁皐校から蹄るとすぐ夜の九時ま
つと●⑧ふびんｌおも

こと

かうこうすゐへい嘘なしばつはろ

を働き通して居たものであるといふこ
わか寧うぐん距艇にふ缶いらう
とが分ったのである︒同君は尚入隊叩

つれいへにいし今ふいぶ

も常に家のために隊から支船される煙

はい雪上心こはだし

つだつひちんじゃ︑母らやうくわんみ上

に宝で入らうといふ蝿く哨慶はしい話

仲はって︑それが遂に鋪守府長官の耳

孝行水兵さんの話が初春のちまたに

孝行水兵

しい事ではあるまいか︒

・涙と浮べて語る母親の言は何といぢら

なみ肥うかかだはみ診やけん走ん

るのには親ながら涙か出ます﹂と眼に

おやなみ雁でめ

あの子は気持よく却って私が慰められ

こ含ももかへわたくし正ぐさ

災で咽勤める政江を懲然に恩ひますが︑

5
{
）

ご蚕かひき々轡んぷそうきんゐ

け人︒へい定いちかちんじゆｐふしいい

かな小遣銭などを淫榔送金して居たと
やう
いふ様なこともと判明したのであっ

ちやうくわん韮がと恥んらやうめて＆うこく

た︒そこで憲呉隊では近く鎮守府司令

そへうしやうかたしん遠い

長官︑艦長門長宛にこれ左報告し︑

すえ

かんきい

はっひと人Ｉ

よ

其の表彰方を恥申稀賦涯こ淫派なって
ゐるといふ︒直に孝心深き水兵として
こ上ろね
缶の桝継とすべき心根ではある︒﹁世

ひ

にい

も未だ﹂との歎聾をさへ壷する人堂の
ゆつすぐなこんにら︑③●
決して少くないとする今日︑政芳君の
われＰｒ︑じんい
こごとぴにん含
此の如き美談を聞くとき︑吾だの人意

〃︸強ふすろに大なるものがある︒この

かんしんいへはいもとかう

孝心こそ示に入っては素より孝であ
しくんこぐふさ上

ちロブ

ところ

り︑川でて君幽に身を献げてはとょな

き忠となる所のものでなければなら
ゆ亜ふ
もつよどをうかい
い︒以て世に御紹介したい所以であ

ちゅうしんかうしもんいこ心い

ろ︒

むかしい土よわた

忠腿は孝子の門に出づと古来よりい

わか

生しえ

はれてゐる︒昔と今と世に鍵るものは

あるとも愛らぬものほこの訓なるか

な︒
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鯛新漁樵問答

の︑︑

笑迂々史

△海の曲少時︑曲止む︒漁樵登鑑︒

くこのびくけふ︑︑︾宮こび寺偉い

漁翁︒あ当港迦舜尋しい︑崇厩は飛んだひ堂つぶしをして退けた︒いつ
︑

葦つ仁主ぴ

しやぷし

＆︾

たうしゆ

もは一シぱいつめこんで来る此魚擁に︑今日といふけふは雑魚一尾入って

ろとん

９ｔ

はゐない︒垂くⅢ日といふのだな︒ばかノーしいッ︒然うノ︑︑陶朱だ

ば躍し

もつを券とこ

らやうじややしきしのこ

か︑椅頓だか︑二朱だか一分だか知らないけれど鴫︑唐のカンコロリンの
画す芽し
ちんぷんかん一のるひともち念ろ芯ひでん含
陳芥漢だが︑或人が金織家に成る秘博を聞いたら﹁諦め！︲一と教へたとい

ふ話だ︒そこで以て︑其の男は︑トある干寓長者の邸へ忍び込んだ︑とこ
︑︑︑︑いざうら君仁人Ｆ一．ふく七．

だら全つが

ねす

をしく

ろが忽ち捕まってしまったので︑かつたいの痕怨みで︑地閣太踏んで口惜

しがり一︲誌めなんてつまらないことを教へて呉れたから︑こんなつまらな

かばうみさかな

いめ
目め
に遭ったのだ﹂と噸蝿諦ると︑謎へた諾の難添珂が厩迩蹴で﹁潅謎澄

いけわしいすをし香握仁から

や主のけもの

い

さちが

しかと

舞嘆しぜんいす

垣伊

いってば不可ない︑俺の盗めと教へたのほ銭や貨ではない︑川や海から魚

たみ陰琴

をいす↓令川や野から獣をぬすめと言ったのだ﹂と叱り飛ばしたさうだ︒
︑︑︑

つち定か冬﹂ん︶さん︾﹀うてつ私づ法かしんじゆ冬んご

成漉そりゃア黙うに述ひない︑︑紫だノ︑大きな自然から華藍うとすれば盗

むものはいくらもある︒土の中からは金銀銅鍵︑水の中からは珠玉珊瑚も

答間樵漁新
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に

ひ二ざ上

そと．？陛

﹄︑の︑︑ぶづ法か

い

一つ

い全わしずいへ

容らつふろに垣き

泡つぎ

わしにいりｒｌこのやまはい

江がとしつ宍ずみふるいへ

わしこのや生

ぢい︽話や

の麓§ｃは︑まづ以て古狸だテ︑そして︑腿父さんから︑親

ふ０１全

お正とらぱいゐつ

な

してゐる︒今俺の住んでる家は︑もう根縫をしなければな

と

ぬすみ出せる︒いや︑ぬすむといふと人間がわるい︑まア

らないほどに成ってゐる︒それほど永い年月住古した家な

きがだと

唾ん世い

な

辛とこ

獲るとで︑もいつておかう︒そこで︑此わしは水の中から

のだ︒同じ土地に三代も雁着いてゐるのだから︑俺も此山

こうざん今フザつことつ・

二回

魚を捕ることに極めたのだ︒だが︑アノ蘇東披とかいふ男
しやいと

が︑江山瓜月︑之れを取れども謡くるとと無しとかナント

桑つだと

うみさかなつ

ひきか

るがうせい

にちこ

︾﹂一﹈︒

封やこにいしやう

雁券の
き含ぎうもう

︑︑︑

みめ

このやむ一とツ昨かしばか︽・全正

泡ん

父さん︑それから俺と代堂此山へ入っては︑一年三百六十

けふ

と

力滴落飛ばした︑おもしろい先生サ︑はＬｋ上︒それは可

日︑樵るほどに︐ＩＩ︑此山は疾くの昔に︑禿山に成ってゐ

印のふあ雪かへ

いが︑昨日は呆れ返るほどによく取れた︑それに引替へて

壱つら

ふるきに

けんめいらせ︑︑︑肱まいこらノー
懸命汗みづくに成って︑毎日日廷へ卜︲ノー・Ｉに成るまで斧を

か

今日はどうだ！まるシきり不漁ない︒マサカ海に魚が謀

さうなものだが︑斯うこ上から見上げると︑﹁何虚へ一つ
をのぱい
︑︑︑︑しゆ
斧が入ったことがある﹂といはぬばかりに︑こんもりと茂

いと垂・うざ沈いぎ

いけ

きたといふわけでもあるまいが︑今日のやうに全く取れな

って居る！豪勢なものだ︑ゑらいものだ︑親子三伏一生

けふ

かつた以上は︑一棚然うでは無い﹂と言ひ切れもしない︑ま

めすなみ
た明日に成って見なけれぱ︑執ともいへないわけだ︒だが
全︑︑︑
きが准らみはり

な

さんれう

れうし沈みろく

山漁があったかね︒

尾漁れないのだ︒

ぴ会と

や全︑︑こさぢ

げふたく

ざこ

といふけふばかりは︑六十年来の大不漁だったよ︒雑魚一

紅んらいおはしけ

漁翁．ところがいけない︑からっきし駄目なのだ︒けふ

︑︑︑︑︑にめ

樵夫︒お上︑漁師の奈一三ハどんか︑どうだぬ︑今日炊津

ないかな︒

漁翁︒お上︑そこへ来たのは︑山かつの小左治どんでは

含

やゐふん︑︑︑いくぢ正

郷って伐り川してゐるのだが︑伐った木は九牛の一毛だ︒

や土ゐおもしごと

をか

にん昨ん心から

待てよ︑もしかしてこれっきり魚どもが︑網にも釣にもか

仁いぜんたいじしどう

人間の力といふ︑ものは︑随分とくだらない︑意莱地の無い

たし念

喜ういゆ

上らなく成って了ふとしたら︑一罷全器︑俺は如何してお

ものだなア︒

△山の曲少時︑曲止むＪ樵夫登場︒

主んまた

飯と︑食べるのだ︑ウンニヤ如何して活きて行くのだ？

律やで

け日ふ
樵夫︒あ典璽たい︑獄がみかごかや弓だ︒今
はす
少こ
しこ
小
いつ

厄た

早く出かけて︑ゆっくりと山に居て︑恩ふさま仕事をした
ひとかさ﹃︽たかさ許僅こに舎・き
から諺例もよりは一嵩も二嵩も多く樵り出して来た︒木が

勢侭毒も詔も

ふしぎ

多いから重たい︑重たいから眉がメリノＩする︑それに何

んの不思儀がある！はＬＬＬ上︒だが︑可笑しなものだ

わしぢいにいにいつ堂や全がつ〆︑

なァ︑俺は胆父さんの代から三代粥綾いて山樵をして暮ら

6

雰︲胃・く

鍔夫︒それはお気の毒だったたアっ

雲へ︑︑．・

二と哩こや全也圭こぽ号

漁翁︒そして︑お前さんはどうだったね︒
わしけふじゃう／︑寺毎ｍで含み
樵夫︒侭かナ︑俺は今日は上を吉の川来だったよ︒見て
く確

い堂や主詞・ふり︒登§署

下さい︒此の通り小山を脊負ったやうに樵り出して来た
し生○

漁翁︒それはよかったね︒

樵夫︒よかったといへぱゃ今川を下りて麓へ来ると︑錐
じへびいの曇ワがかくとうわしへびや一﹂た上︑︑

ふこのと遇手じ︑︑含

子と蛇とが命懸けで桁闘だ︒そこで俺が蛇の奴を叩きのめ

︑︑

雁んかんうんめ守距

して︑これ見なさい︑此通り雑一十をせしめて来たよ︒

一うんわしうんゐ

漁翁︒さうか︑どうも人間蓮の有るものには敵はないな
ア◎

樵夫︒ナニ︑蓮だって︑俺に蓮が有るとでもいひなさる
のかねＪ

や全ぱい二人
で含

唾舞ら二と望﹄ご全

みにんげんうんそひと

山へ入２﹂︑根かぎり働いたので︑此の通りウンと仕事が

睦信時にい

涯圭けさ

出来たｕして見ると人間﹁︵蓮︶毛はない︑やっぱり其の人

ｊＩｌの似を次郭だ︒

邑祁︲ずぐら労含でひちはたら

漁翁︒だが︑わしだっても︑怠けはしない︒今朝だ２﹂

だめ

わし生つにうん

薄つ暗いうちから沖へ出て︑日がな一ン日働いたのだが︑

うんｊｆ１ぐち

やっぱり駄目だった︒俺は全く蓮がわるいのだ︒

樵夫︒イヤ︑さう運全っていひなさるな︑それは愚痴と

全へがいざ

いふものだよ︒

ほやは雌しそぎじ﹄﹄う

漁翁︒お前さんは一我意に黙ういってしまひなさるが︑

うんそこゆ全へうん

さうばかりいふものではたい︑早い話が其の推子は甚迩だ

ね？﹁運よく﹂其虚へ行きあはせたからお前さんが﹁蓮ょ

形︑︑

うん

こぎじうん・

く﹂それをせしめたのでないかね﹁運よく﹂サ︒

樵夫︒エ︑此の錐子かね︒ナアニとれだって﹁蓮﹂では

釣れ秘からとなに二・て
すへびやつつか

ない︑やっぱり俺の力で獲ったのだよ︒何しろ此れを手に

ここいけ態わし

漁翁︒塞ぐ鐸遜りだよ︒

奇じぱしつきうたうろうのよくつひや

入れるまでには︑あんまり好きでもない蛇の奴を掴んだ
い

機夫︒は上上上︒つまらない事をい２﹂は不可い︒俺は
う
ん己としんさヰーの？

り︑雄子には啄で突シつかれ為︑いばｒ相営左勢力を費し

ろ

たにぬれてみわ

蓮なんて事は信じ左い︒だって黙うだらうではないか︑昨

てゐる︑ツマリその報酬に鴬る︑わけだ︑何哨濡手で粟とい

室うしっみた

目は寝坊としすぎて︑おそがけに山へ行ったが︑あまり寝

﹃︽睡哩うや念い延

さ

ふ鐸ではないやナ︒

し

全へなかＪＥＩりくつ幸とこ
知れないナ︑イヤお前さんも却交理窟をいふ男だね︒

漁翁︒さうか︑なるほど︑然ういはれて見ればさうかも

わけ

過ぎて躯がだるいから仕事に気も進まない︑中途に不嫌に

︑
︑はんぷんたけふあきいや
つもの牢分にも足らなかった︒ところが今日は朝早くから

成ってしまったから︑サッサと秦へ瀞つたので︑仕事はい

ナがらに︑︑︑ひ害と曇一守込ろうといや

江しごと︑

答間樵漁新

答間櫓漁新
GB

樵︲夫︒ば︒︑︲桑・里．上つ
わか

わしうらこ

漁翁︒ではこれで別れやうかＣ
樵夫︒どうだね︑これから俺の家へ一つしよに来ないか

二今じにうりち禿う
わし香じちきう

ね︑此の雄子を料理して馳走するよ︒
︑︑︑︑

漁翁︒エ︑俺にその雄子を馳走をするつて？

主人全幸は参けさで指

エ︑エ︑どふろくも︒⁝・・？︒

︑︑︑︑

樵夫︒どふろくもあるよ︒
漁翁

樵夫︒お飯も飯柵に一ぱい今朝出がけに炊いておいた
し生Ｏ

うら唾嬉怜完

↑に

漁翁︒ナニ︑為まんまも食べさせるつて？
乳ざ︒

全へわしこＬでゐ含

か甑哨僅
ふ弱もお︾んのよつ
見られまいと思ってゐたのだょ︒では遠脳なく随いて

樵夫︒葱だって裏の畑にいくらもあらァな︒
ありがたじつりふきけこめ
漁翁︒そ︑それは有難い︑資は今日は酒どころか︑米の
ゆ

行くぜ︒

槻夫︒すると︑お前さんは俺に此嘘で弧含つたので︑推
しさけこめめし
子と酒と米の飯にありついたといふ課に成るね︒
と侭がんがふ
漁翁︒鐸僻だ︑．その通りだよ︑考へて見ると︑やっぱり

きつきうん↑生さ竺

怖しうん
俸も﹁運﹂がよかったのだなァ︒

ぎふこん害うんた

樵夫︒蔵んだ︑先刻は運がわるいノ︑Ｉと泣言ばかりいつ

品こらうん曾ゐ臆がわらひ

てｂたが︑急に今度は運がよく成ったのだ︑︑はＬＡＡｏ
だらうよ・はＡＡＡ上︒︵了︶

イヤ共虚等に﹁趣﹂がⅨいて届たら︑さぞ苦笑をすること

忘説

菊池秀言

又日︒以忘字篤骨子︒恭畢孟子︒及荘子文法素乎︒

女難日︒此篇自記臆漸衰川字立案︒以忘一宇満骨子︒前後反映︒
愈川愈妙︒末段収束前段︒叙平服僻業︒以謹伽恩不可忘︒其所養
︐可知美︒敬服敬服︒

恕篤︒客日善︒諏紀而輿之︒

○Ｏ

聖上蔑毒︒調練讃歎桃徳典師恩︒或時緊衆説瀞門四
○○○○○○○○○○○○○○ＯＯＯ○○００○
恩誓抵死不息老而忘事物之措置︒忘世上之穀雲請寛

者非耶︒客日︒敢問子能忘者執乎︒余固非外於形
○○○○○○○○○○○Ｏ
鵬︒而虚於心露者︒夫君父師三者︒其恩最慶大美︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
余錐不敏︒嘉孫未嘗忘潟︒毎朝浄身冷水︒上堂敬頗
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○Ｏ

隠者忘機而高尚其志︒工匠者︒忘利而能技︒皆能忘

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

其身以事親︒仁人忘財以柚窮乏︒義士忘己以奉於公

︑︑︑︑︑︑︑
漸衰．牧物忘僅匝︒接人忘姓名︒物存乎心頭︒口忘
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
千言語︒諺日︒老而易忘駕︒信不虚芙︒有客間日︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
子能忘︒真乎︒日然︒老而忘物︒不有利於己︒而不
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
敢害人︒娩近或政黛而主張私権︺忘剛利民盆者有罵︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
或畢生而肢惑欧美自由平等之説︒忘固有道徳者有駕
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑画
是誠可慨也︒余以篇忠臣︒忘其身以嶋於君．孝子忘
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

今姑庚午︒余領齢七十六︒眼未舷︒耳未聾︒然記臆

も︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一 一 一 ‑ 一

縦談歎鵡二宮金次郎回

③④○謬とうおさけ十

め

いなわ

翠泉

川
おとう

だナ︒

わら君つく

な晶低に琴よるこ

い

の○①

おにばらも

しほら

よけいう全

もらにい

おとつみ毒めが

う泡きけか

二ちきう

う念尭客け迂らさう

③︒⑦わらざつく志はよ

はず涙を流して喜びました︒

か号ら上め

の

はんぶんのこ

ナ

それからと云ふものは金次郎︑草娃を造り︑純を細りしては︑折交酒

ぞのノ︑︑春︒

明日の晩あとを飲まう﹂﹁御父さん︑皆んな御飲り︑そんなに好きなら
︒③⑨⑥①○⑧のこめつこ上ろぎし鋤も
あ
すまたかゐ
明日も亦買って上げるョ︲﹂︒父利右術門は金次郎の此の厚い志に︑思

めすばんの

れども︑草臥れたときには除計に旨えナア︑勿総ねえから半分残して︑

くたぴ

ア︑そんなに御父さん御酒が好きなのかエ﹂﹁たんとも飲まねえんだけ

彰とつ釘さけ十

なった︒．⁝・・旨えナア︑⁝⁝あ・入好い心持だ﹂﹁御父さん︑旨さうだナ

一︲御父さん︑おいしいかご﹁あ上暫くめで︑こんな旨い御酒を御馳走に
いこＬ乃舎ｂ・切砦とつう全
異奔争一

て来たんだョｆニナニ金次郎が・・・⁝．：さうか︑それはノー︑えれえ御馳走
三宮

を細ったのと草鮭を造ったのを小田原へ持つてって責って︑御酒と買つ

ぱ

﹁イ︑エ︑金次郎が御父さんが御酒が好きだから上げてえと言って︑細

見

1

麹
●﹃

小

逓買２．来て︑父に上げる︒
そじぶんさかわ︾﹂てしうぜんはじこさかわがはみにもと雫ふじさん
其の時分に︑酒匂の土手の修繕が初ま︾︵︾︒此の酒匂川の源は富士山の
ノ
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＝守諏

、

−
−

仇

也ふし一ふもとばつがしばや詮ぼら言かひなが拳だ睦ら圭ら氏くとう

へきがみわん・ぱい唇ふりうかばしばノ０︑﹄︶うやゐモのところ

東の麓より蕊し︑柏山村の境を流れて︑小田原の町の北東左
雪にばらこうりぷ￥﹄やうしたやく③⑨⑤③一いが仁しゆっちゃう

︲経て相模灘に入る急流の川で︑屡袋洪水があります︒其所へ

小田原の郡奉行の下役の宍瀬舎人どのと云ふ方が出張をし

いどころくひ全すう

い

やうになる︒さう云ふ所の杭は度シ直ぐに打ってはダメだ﹂
ここをう正まい害
いｅ︑したやくばう
﹁此の小僧︑生意気なことを言ふ底︑矯瀬どのの下役の方も
こむうこ警らくさそ
ヨレーｒＩ小僧︑子供の癖に其んなことを言ふものではない﹂

かん

そ
律仁舎ゐ︑ｓ⑨●
側に立って鑑いて居られた岩瀬舎人どのが﹁ンウ︑これは感

しん
い＆②④の①きが札⑨●●い
心だ︒．．⁝．コレノく︑﹂ヌイ﹂﹁今︑利右術門の枠金次郎と云

い●

一人づつ課役で出て働くことになった︒其の時利右術門が病

ずみほうこうじしうぜんはじひらぢういへ
て︑水防工事の修繕が始麦りました︒すると︑村中の家から
ひとりくわやくで唯たらそと琴②①②③びやう

舎たで唾がれ③③●こ︾・もかば

がんしんこ︾︑ら

もの生をと陰かばかみむくひあに土そるとつきつしやそ
ふ者が申す通り川上に向けて抗の頭を揃へろ︑富は拙者も其

かんがを

気の篤めに出られないので︑枠の金次郎が子供ではあるが代

のやうに考へて居ったのだ︒感心方子供である﹂と言って岩

命・なそこと③②③○象をしめ

とも吟・

たらたけちいからに吟こわかへおとなやす．

早く出て来て︑其の日に使ふ道具を土手の上に持って行って

むき

④●●のしじう●●●めつを
岩瀬舎人どの︑始絡︑金次郎に目を着けて居られる﹂と朝
嘘やで窓そひつかにうぐ嘗てうへもゐ

も採るぺきととは探り川ゐられました︒

と

●⑧●しりよぶんぶつむおかたこ寺もい

りに出ることに成り︑其の事を岩瀬舎人どのまで申上げたと

瀬舎人どの︑思蝋分別の有る御方だから逗子供の言ふととで

おつかんしんそんないひとｅ●⑧こ津も幻とた

こ害もみもつち上かばばだら言︑とく

ころが︑﹁子供の身で以て父に代って働く俵︑奇特である﹂
と仰しやって感心された︒村一門の人も金次郎は子供で大人の

一人前のことは出来ないからと云ふので︑手仲って助けて呉

いちにん全へ．・で含いてつにたす︒↑く
れる︒

ばたら

●⑥●あり逢唯

にらたえ全

並べ︑竹などを小さな身鵬で運び上げる︒却って大人が保み

ぷん上うた

ノー働くよりは︑金次郎が蟻が餌を運ぶやうに︑一日絶間な

ずこ江●●．かんじんを

こごてぷしんおやぢかばくわやくつと

絡ひには金次郎が土手を歩かないと﹁今日は利右衛門どんの

し全●●●宮てある

往ったり来たりする︑村の者が始めは気が付かなかったが︑
けふ．●●●●

い・含

金次郎は毎日仕事が済むと︑天気さへ良ければ土手の上を
ひら唾ものはじ含つ

●︑︑全いにらし滝とナてん奇よ轡てうへ

め果せました︒

封ほ

れる︒とう／︑此の土手普請のとき︑親父の代りに課役を勤

ゆにんい

もの唯こてつだはういちにん念へ

造り︑さうして前日に手博って呉れた人に﹁をぢさん︑昨日

く物を運んで手偉ふ方が︑一人前よりも十分に用に立ち霞
圭

は有難う︑草畦を一足呈げますョ﹂と言って︐瞳をする﹁金

す︒油断と云ふものが少しも無い︒舎人どのも感心して居ら

①

︐と

って下せえ﹂

或る日︑杭を打ちますときに︑子供ながら﹁さう云ふ風に

突シかかるから︑水の力で押されて︑却って杭が丈夫に持つ

づつみづちからおかへくひじゃうぶ６夢

かつて来る方に杭の頭を向けて打込んで置けば︑それに水が

く︒はうくひあた韮むうらこ毒﹂みづ

杭を打っては水が突シかけて来るから可けねえ︒水の突シか

くひうみづぶつくいみづ鑑つ

わひくひうこ︾﹄もいふう

く腿

坊や︑こんなことをしなくても宜いョ﹂﹁イイエ︑どうぞ取

．●の︒かへ上る混め週わらぢ
それで金次郎︑踊りますと︑夜︑痕ろ目も濃ないで草職を
つくぜんじつてつにくひと骨の毎
のｂがたわらぢそく心．いれい●

耶 次 金 宮 二
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りら①写てみ
し

い

あめ晶

だねい

嘗て

家の金さんが土手に見え蔵かつたから雨が降るぜ﹂﹁さうか

金次郎︑稲立止って此の話を鍵き﹁をぢさん︑此の松は好

●●③やＬたち浄韮︑一︶ば匪しぞこ父つ当

全つ今んこ全つ勢にばらかつい

おも幸屋幸いうけふ

い松だネ﹂﹁金さん︑此の松を小川原まで界いで行って寅ら

な・けふご

ツカリして家まで松を界いで行く力が無い﹂﹁さうかエ︑そ

き画くわたしこまつかや

うち樫つかつゆちから版

姪んたう理︑おりをんくたびもうか

も知れねえ﹂などと云ふやうになり︑誰言ふとなく︑﹁土手
てん言瞳いじゃぶ

うと思ったら︑大き過ぎて可けねえシて費れなかった︒今日

み

坊主﹂と云ふ緯読を附けるやうに成りました︒﹁今日は土手

ばかりは本営の香折損の草臥れ儲けだ︑モウ斯うなると︑ガ

江︐

庭う釦寺がたＪ隼︑

塁う歩いみに正つ
坊︑王の姿を見たかネ﹂﹁見た﹂﹁それでは天気は大丈夫だ﹂と
い

うちびん便うよし生てつにひゆ

かは

か紅もら私︷みこおのノＩいへい毛かへこまつ

を五本植ゑさせました︒二人の植木屋は金次郎さんの情けの

像んうふたりうゑきや●●︒なき

とこで金次郎︑柚木屋二人に指固をして︑酒匂の土手に松

②●①うゑ守やふだ町ざしづざかわきて全つ

度好い時機だ﹂

害いじ含

今植ゑても枯れはしめえネ﹂﹁大丈夫だ︑松を柿ゑるには丁

い全うかほいじやうぷ全つうて歩

に買って呉れるのか﹂﹁賢ふョ︑本欝だョ︒をぢさん︑松は

ら︑土手に此の松を植ゑてって呉れねえか﹂﹁金さん︑本営

かくか瞳んたう全つ

牡舞けう﹂﹁それぢやア貝ふが︑鍬も鋤も幸ひ其所に在るか

轡てこ雲つうぐ⑧ゑんだゑ

か十３くわさいはそこ心

ふたりさうに︲し分哩ま全

の全へこ企つか

れは気の毒だったネ︑それぢやア私が此の松を買って造らう

云ふやうに成りました︒
①●②とし

かね全く

金次郎︑年十二のときに︑家が貧乏なので除所に手偉に行
か

か﹂﹁金さん︑お前︑此の松を買ってどうするんだエ﹂﹁と上

おと肱いちにん全へ主うでき

きました︒子供であるが大人一人前の川が出来ますから︑川．

に銭が二百五十あるが︑これだけに負けといて呉れねえか﹂

も幻くモ

もんいい主ゑんくらゐ砲うちめ

戊にら

むか③③④い淫いじんうらてつにひい

こ宮も

向ふの東太夫さんと云ふ大表の家に千体に行って︑十日ばか

﹁二百五十？⁝⁝﹂︒二人は相談して一鋼ぢやア大負けに負けて

むか廻些孟

で

し詮

リ向ふに寝泊りをして働いた︒すると二百五十文異れた︒其
じぷんかね

けや

の時分の錘で二百五十文と云ふと︑今なら三目位の偵値が有

もらち里は上まゐ

動も

ります︒それ汗一貰ひ︑父や母も待って居るだらうから︑早く

管にもかくうちこ全ゐたす

毛したがばらくふた

銭を持って踊って家の困って居るのを助けようと恩ひなが

いそかへく

いま君かわ嘗てあが

ら︑急いで蹄って来る︒

けふ

今酒匂の土手に上らうとする其の下の河原まで来ると︑こ

りう乏含や詮つ含哩んそこ毒ろ

いへかへさいしよるこ

毒胆ばらこ券もかも

人の植木屋が松の木を五本其虎へ下して︑﹁アア︑今日はつ
いこ

まつう

まらなかった︒小田原まで斯んな重い恩ひをして行って︑此

いば施しゐ

さうたものだと︑心待ちに入口に出て見て居りますと︑金次

こ畠ろ全いｂぐらでみを金●

こちらは金次脚の母親と父親︑今日あたりは金次郎が蹄り

︒③●ほｒおやち上おやけふ①●●がへ

のちいだみごとせいぼく

銭を貰ひ︑喜んで各々家遼さして急いで蹄りました︒此の松
け上おやだがあびに

い乙雪にばらが全垂こかかへ

生つう

の松が喪れなかつたら︑家へ踊って妻子を喜ばせることが出

後に至って見郭に成木いたし主した︒
く

含

来ねえ員さうだとも︑おれも松が寅れれば︑母親が長い間︑
でき

食ひてえノ︑と言って居た小田原の蒲鉾を蹄って飾ることが
出来ねえ﹂と言って話して居るｑ
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●もき含
おから

郎が戻って来た︒
ち全も望

ごくろう

おたからいた庭含

ぐだび

おかめう生

﹁御母さんや︑今戻ったョ﹂﹁御苦努だった︑草臥れたらう
韮とうい識かへ
お匙ごくろうどくろう唯Ｌ鮎や
ノ﹂﹁御父さん︑今蹄つた且﹁大きに御苦勢︑御苦努﹂母親

か嘗てう

は﹁いつものやうに御銭を戴いて来たかエ﹂﹁御母さん︑柿

①●③ところもらおかねふんうゑ含や

木屋が松の木を持って困ってたから︑買って土手へ植ゑさせ

含や生つ含もこ全
今

て来た︒それで束太夫さんの所で貰った御銭は皆な植木屋へ

匪ん言て
やし全
遣って仕舞った三﹁オヤノ︲Ｉ︑さうかえ︑何だって土手へ
嘗て全つ推賦きてじゃうぷ
父つう

こん夢みづで宮てくづ

そんない

松を柚ゑたんだご﹁土手に松が根を張ると︑土手が丈夫に

だ労かめけふう生つ

なるから︑今度水が出ても土手が壊れねエ︑さうすれば村内
ひとナゐがいこうじ

い隼封侭

喜てじやうぷ

おそれい

の人が水害を被らぬえやうに成る︒御母さん︑今日柚ゑた松
が今に大きくなれば土手が丈夫になるョ﹂どうも恐入ったの
こ害もなかことばこんにらこと塗全をこう含よう

ござ

は︑子供の巾から此の通りに︑今Ｈの言葉で巾せぱ公共のこ

しんぽいぞ

とに心配して居られましたので御座います︒

滋や君④③⑨①ここと含距晶になかや一がい⑨●ｃ

主に毛こＬろざし

い

親父の利右揃門は此の事を聴き︑涙を流して枠金次郎の
こ上ろざしよるこ
はＬおやよし
ゐみたから望でし
志を喜びました︒母親のお曲は︑あてにして居た賃銭を惜

ひうゑ含やや詮つ岳言てう
ふご

気もなく植木屋に遣って︑松の木を土手に柿ゑさせたと云ふ

かん

くれ

争励Ｌおやから雁

のを聞いて︑ガッカリはしたや弓なものの︑叉其の志には
①●の

感じさせられましたｕ
よ

繊んごう陸んにい陸んくわんな

金次郎︑十三の幕からして︑父親の身鵠がよくない︒どう

かして快くしたいと云ふので︑坂東三十三番の第五番の観世

学んいＬづみむらしやう・卦くじい①の⑪のこんのつ
菅︑飯泉村の勝卵寺と云つ一︲︑︑北悠早雲どのの建立されまし

だにかい▲づみくわ︲神おん︾﹄う栓ん︾︑うや漣蔀鎮誉浬うじいめが

た名高い飯泉の湖晋堂︑本堂の家根には大きな擬賓珠が上つ
ゐさんらんしやうろう︾●一うけい征いひろうつそり
て居て︑山門があり︑鐘楼堂があり︑境内も淡く︑欝葱とし

じゆもくばんもをさうどんくわんおんお︾﹄うこくわんかん

劣ごう会いに参ノロ１路．上ぴやうきにらぱや上

て樹木の繁茂して居りますろ荘厳なる槻言の御堂︑此の柵言

あひれいごく諺が乙害こきひとりたびそう

の御堂に毎日毎日︑父の病莱が一日も早く快くなるやうにと
④①●しやうけ々めいしんがんいた
て︑金次郎は一生懸命になって心願を致しました︒

或る日例の如く拝んで居ると︑何虚から来たか一人の族倫
守
よ
う上ゐ①の③そ寄ようよきなん
経を訓んで居られる︒金次郎共の経を訓むのを総くと︑何と

あ伽がた釣もたびそう学も寄ようちわ全ぼう

しついいい全含そうおよ動きようなん

なく有難く恩はれた︒族僧の讃経終るのを待って﹁坊さま﹂

﹁ハイハイ﹂失職ですが︑今貴僧の御調みになった御経は何

ぐそ言う主

くわん狩人去よう

と云ふ御経なんで？﹂﹁暇僧が涌みしは槻言維である﹂﹁ヘー

い診きよう

わしものよわた

そうにらよ

ど診んよいゑだにひとわかか

エ︑どうして私どものやうな渚に能く分かるんでせう﹂一他

さやうお壬いいま雲上含

の僧達の荊むのは呉一音で荊む︒それ故尋常の人には分り兼ね
ぐをうこくおんよわか

る︒愚僧のは圃昔で諭むから︑それで分るのであらう﹂﹁
１エ︑左様ですか︑恐れ入りましたが︑今一度諦んで雛かせ

く雁たびモ．︒全赴・別りょうご念はみよ

くわんおんきよういみ①②①あた隼しふこよこＬろつう

て下せえ﹂族僧が復た清涼たる蕊を張り上げて諦まれたると

きに︑概香経ぬ意味が金次郎の頭脳に染込み︑能く心に通じ
たいそうめがたがんわたくし含モゥおかげ鹿いじひい

ことが能く分りました︒成るほど人は慈悲の心が無ければ成

よわか︑なひとじひごＬろなだ

大層有り難く感じまして︑﹁私は貴僧の御蔭で大慈悲と云ふ

ひとすぐわ声いきそうごきようもん
り垂せぬ︒人を救ふは我が篇めと云ふととは貴僧の御経文で
よわか父ことしつれい身モマユしんじやう

●︑①てうもく鹿そたびそうしんじやう

能く分りました︒誠に失潅ですが︑これは貴僧に進上しま

こＬろざし母とくいそをさ●︑●おじぎ

す﹂と金次郎︑いささか鳥目を出して其の族僧に進上する

むかみこつぜんそたびそうすがた念

と︑﹁志奇篤蹴り﹂と言って其れを牧める︒金次郎御僻儀を
え葦した︒﹄

して︑ヒョイと向ふを見ると︑忽然として其の族僧の婆が鞘

63

式業卒回八節らL畢化敦曾証

道に還せしめて︑所謂一致画家の求めに園繕し温い住みよい杜含の

蛮現へと教化せ︑ば芯らめ大なる必要がある︒叉一方各人の生活

洋々と大海の如く︑且つ一冊千秋の恩ひに行らに待衣れつつある鐸

ても︑献禽教化及杜曾事難の指導並に焚際に従事すぺき者の前途や

湘這評献曾教化単院第八回卒業式
本噌耐禽致化撃院の第八回卒業式は︑昨年十二月二十日︵土︶午後

は献曾事業の猿興も急務中の急務でなければならぬ︒かく考へて見

は貧富の隔拒り益々擁しくなるの傾きにあ雲か露︑共存共築のために

二時半より本隼院講堂に於て畢げられ菰︒畔や一ヶ年の縄決算起控

である︒謂ふ迄もたく此の事業は単に金や施設のみに依って出来る

とは云ふ迄もない︒されば故に節八回生として卒業されＩ諾論の如

なるまい︒而して其の人物の養成が即ち本畢院の創立趣旨であるこ

ものではなく︑何を措いても先づ其の事に常ろ人物如何に期迂楓ぱ

へての師走のことであり︑然も此日は朝来より時雨模様にて寒さも

ひとＬほ身にしむろの折脹も係らず︑来賓としては文部大臣︵代丈

部省祇倉敷育官水野常吉氏︶内務大臣︵代証曾局事務官川井章
知氏︶東京府知事︵代覗翠鹿兄烏登左氏︶爽京市長︵代池園肺含

叉以て柴えあることといふぺきである︒

斗﹄此の如き前途を有し責務か持って鮭曾へ送り出される鐸である︒

且谷山前畢院幹事も出席され

教育課長︶等の御出席を時に辱ふし

事の祭事報告あり︒白く本年の卒業生は八名︑修業生は六名︑之を

畢院長は恭しく教育勅語韮一同起立の上奉讃さる︒それより庇江幹

さて式は午後二時牛開始さる・庚江幹事の開曾の酢に次で︑徳川

北︒叉畢院側よりも徳川隼院長︑吉田熊次畢監・吉川静致講師︑旗
江幹事等其の他賑々しく顔を揃へるの有様で︑意外にも盛大に卒業
我が祇蒋激化畢院も並に卒業生を出ずこと第八回︑其の総歎百四

中等職員一人︑退職軍人︵大佐︶一人．小銚教員一人︑畢生一人︑無

職業別峠すれば︑脅威員三人︑賞業家三人︑僧侶二人︑祁職一人︑

式芯畢行することが出来たのは畢院望外の光梁であった︒

十五名に達する︒今錘にして本墨院設立の趣旨に鑑みて脈含の麓状

さろ︒それより来賓認代として吉田誘致郷士の厩誹演説ｂ校友縄代

大臣︲内務大臣︑東京府知事︑東京市長よりの脱辞をてれん︑代誼

代片岡好に読書を捜興す︒而し別衷の如く徳川塁院長の訓示︲文部

韮合せて縄計百四拾五名となるとの報告あり︒経って畢院差より縄

第六向は二拾五人︑第七回は拾七人であつれ︒而して本年の拾四人

回は拾七人︑第三回は二十四人︑第五回は拾九人︑第五回は拾四人

職一人の割合である︒面して卒業修了合せて第．一回は十五人︑第二

態見るとき︑今更なか島愈々益々畢院創立の趣旨が有意義であるこ
ことに思ひ及ぱざ・心か得ない︒即ち吾姥は共存共築住みよい牡曾韮

と悲痴感すると共に瞳又二Ｍ其の使命が如何に戴大であるかといふ
理想とするにも係らず︑事変は之に反して鯉落問題を中心としての
いふ有様である︒鼓には温い互誠の諦榊もなく︑互の人桁を尊重し

闘宰朝に夕に絶えず︑人心の不安と動揺は之に過ぐろものはないと
合ふとか︑遺徳か重んするといふ様な諦紳的な心持も北く︑図家恥
慮る心持も見えない︒共所で此の如き動揺の人心を安定せしめ︑正
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として森芳丸君の覗醗あり︒最後に卒業生糊代として片脇好君必然

鳥海諒一︵埼玉︶

秋山二夫︵頑岡︶

川崎勉︵熊本︶

阿

部龍

野嘉治

︵茨城︶

行郡刈１月﹂

︑ａ１﹄一８︐ノ

︵抑奈川︶

し k − ' し

群ありて開か閉ぢれ︑時は午後四時である︒

鯉勝諦

上善四郎

原好雄

坂川島

かくして別室にて碑らく休息して一同記念の撮影をなして散念

同修了生︵・列ロハ脳︶

内山善之助︵岡山︶

上島敢︵京都︶

薮恒好︵和歌山︶

烏石度

す︒

因に俄日の卒業生修了生並に祝僻は左の如し︒
第八回卒業生︵イロハ順︶

井深ヨシノ︵東京︶早川端︵東京︶

翠院長訓露

雄巌好

卜篤ス

昭和五年十二月一千日日本弘道倉献舎教化蕊院長伯爵徳川陸︾孝

時態ノ際二虎シテ溌奮策進以テ諸賢ノ高誼二酬上邦家民人ノ潟二貢献スルアラムコトヲ卒業式一二臨ミー言所懐ヲ行へ以テ訓僻

翼ハクハ諸賢ノ愈力ヲ斯ノ事二致サレ諸君亦我日本弘道曾粒本畢院本来ノ精祁ヲ愈提起シテ相奉上相鋤マシ方今ノ如キ世相

ノ要求二刷上邦家ノ推運二寄典スル脈益大ナルモノアルヘキヲ疑ハス

並二修業生諸君ヲ輩出セシムルニ垂ル共ノ川一雪ア世務二従事シ著著トシーア共ノ修メ得タル所ヲ随虚貿地二活用シ由一ァ以一ァ時代

信川ノ根抵ダル遜徳ノ更生ヲ以一ア耐含教化ノ大動脈タラシムルカ鱒二努力スルコト年アリ裁二共ノ教習啓迩ヲ受ケタル卒業生一

是ノ時二街一ア本畢院ノ激習並営時諸賢ハ夙二我日本弘道倉ノ主旨二基キ深ク恩ヲ共ノ本ヲ培上共ノ源ヲ養う所以二致シ鋭意

コトヲ願ミルニ達ナク肺曾ノ峡陥篤二愈茜シキヲ致シ人心ノ疑惑生活ノ不安益加ハルニ至ル

惟フニ営今世ヲ筆ケテ業務二没頭シ経営二惨謄シ何人モ亦業務ノ本擦維誉ノ基礎倶二信用二存シ信用ノ根抵興二道徳二在ル

裁二肺含教化単院第八向卒業式ヲ雲クルー方リ怖仰無限ノ感二勝へサルモノ多シ篭

、

へ行､／

杉安片

藤Ill柿
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文部大臣祇瀞

近時献金員教化事業普及ノ必醇益を其ノ念ヲ告クルノ時二徴リ日本弘道禽ノ経醤二係ル牡曾教化塵院︿第八回卒業請書授興式

ヲ畢行シーア多数ノ適材ヲ斌曾二選リ出サントス図家ノ篤膳賀二堪ヘス

卒業生諸氏諸氏︿今ヤ所定ノ課程ヲ卒へ勝二泣舎ノー員トシニ／共ノ修得セ

ル知能ヲ費地二蓮朋セラレントス庶幾クハ深ク畔勢ノ趨向二鑑ミーア益交心身

文部大臣田中隆三

ノ修養ヲ勘ミ奮働努力以テ画家献曾二貢献スル所アランコトヲ
昭和五年十二月二十日

内務大臣祇講

日本弘道雪創立以来五十有除年鋭意カヲ悶民道徳ノ振興二致シ資績年卜共

二見ルヘキモノアリ曇二献禽教化畢院ヲ創設シーア斯業中心人物ノ養城二努メ

本円裁二共ノ第八回卒業請書蚊修了誇害授典式ヲ畢行セラル邦家ノ駕篭二慶
醜二堪ヘサルナリ

職フニ晩近時蓮ノ推移就曾事精ノ鐙遜二件上民心動モスレハ醇厚中正ヲ失

シ共ノ甚シキハ我力圃隠図怖ト相容レサルモノアリ園民教化ノ要弼廷共ノ緊

切ヲ加フルノ秋諸子ノ前途ヤ益・女多端ニシーア共ノ責務ャ賞二軍キモノァリト

調フヘシ翼クハ自亜自蹴克ク畢院教養ノ趣旨ヲ鵠シーア今後更一二段ノ研鐙ヲ

￥ル
ラル
一言嘱望スル所ヲ述ヘーア呪緋トナス
積ミ相率予ア就曾砺祇ノ増進剛運ノ伸張二寄典セラ
ルル
アア
ララ
ンン
ココ
トトヲヲー
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昭和五年十二月二十日

東京府知事祇瀞

内務大臣安達謙蔵

本日日本弘道倉就愈教化畢院節八同卒業論書及修了読書授典ノ式典ヲ畢行セラル抑交本畢院ハ大正十一年創立以来杜曾教化

事業二従事セムトスルモノ二必要ナル知識ヲ習得セシメ就曾教育家献曾事業家トシテ優良ナル人絡ノ養成ヲ目的トシ既二幾多

有篤ノ卒業生ヲ川シ世二貢献スル所紗カーフス惟フニ日進ノ文化辰交トシーア進ミー面人心ノ趨向世態ノ推移順ル憂慮スヘキモノ

東京府知事牛塚虎太郎

ナシトセス翼クハ卒業生諸子益堂自並自愛常二修養研蹟ヲ怠ブス愈掩共ノ職務二講捧シ言行ヲ槙垂一一シ以テ祇曾教化ノ篇メ奮

働努力セラレムコトヲ一言陳ヘテ脱僻トナス
昭和五年十二月二十日

東京市長祇露

日本弘道含教化畢院本日ヲ以テ第八何卒業誇書及修了請書授典式ヲ畢行セラル河二慶賀二堪ヘサルナリ特二卒業生諸子︿本

院入畢以来不断ノ研鑑ヲ途ケ修養二努メ今ャ壁雪ノ功室シカラス鼓二卒業ノ柴ヲ措フ諸子ノ菩上蓋シ察スルニ除リアリ

惟フニ娩近我剛内外ノ情勢︿闘民ノー大奮起ヲ促シ砥脅教化ノ振興ヲ必要トスルモノ多シ糞クハ卒業生諸子克ク日新ノ大勢

二鑑ミ常二教育二開スル勅語ノ御趣旨ヲ奉シ本畢院教育ノ精肺ヲ鰐シ益を品性ノ向上二努メ其ノ習得セル知識ト技能トヲ活用

弓

東京市長写永田秀次郎

シ貢二国民教化ノ奮績ヲ票ケ以テ固運ノ伸展二寄典七一フレムコトヲ靭力所懐ヲ述ヘテ以一ア覗鮮トナス
昭和五年十二月二十日

謹ソテ申上マス

卒業生鎗代答醇

本日並二本事院第八回卒業並二修了生等ノ篤二霊書授異ノ式テ畢ゲヲルルニ富リ朝野名士ノ御臨席チ辱フシ御懇篤ナル訓誹既癖チ賜渉りぐ
シダ事ハ生等誠二共ノ光柴ト蹴喜ノ至り二城エザル次第デアリャス

椎フニ大戦二相次テ闘東大震火災ノ除波テ受ケタル我固ハ嚢二所訓縄済幽難来チ唱へシメ壮含問題ノ緬壷テ見ルー至り漸ク思想側難来テ告

クル時生等ハ謬ルコトナキ生活態度確立テフ大眼目チ提ケテ本畢院二入嬢致シダ次鋪デァリマシダ昨今ノ枇人ニシテ往々其態度不分明ノ篤思

ハザルノ悪化チ受ケ邪激二陥り潮ク世ノ指弾二通フニ及と読然トシテ盛り正遁二入ラントスルアルモ時既二過ギ人後二藩チントスル向ノ穎出

チ見ルハ寅二寒心ノ至り二堀へザル次第デアリマス生等幸ニシテ本喋院二難上畢院長閣下並二諾先生ノ御熱誠御懇切ナル御教導チ仰キ共ノ御

薫陶二鯛シ裁二同脚異中主韓ノ哲理ノ基二申サバ経験主義的理想・王義テフ生活態度ノ確立テ得マシタ事ハ生等欣幸ノ極ミテス之毛全ク票院長

閣下錘二諾先生ノ賜二外ナラス誠二感謝ノ至り一堪ヘス深ク北︿ノ意テ表スル次第テアリマス然レーモ生等元ヨリ涜皐非才ヨク鴻恩二酬ユルチ

片岡好

得スト雌モ如上ノ主義ニヨク勉メ以テ永遠ノ大生命賀現テフ閲的二微意チ致シ依而鴻恩ノ寓分ノ言一添へ泰ランコトチ期スル次第デァリ言ス

〃ｬ吋

代

雑リニ頚ミ畢院長閣下並二諸先生ノ御健康テ祇シ荷一層ノ御謹展チ御所申上ゲテ答酔ト致シマス
昭和五年十二月二十日

日本弘道曾刷含教化畢院
律八回卒業生並二修了生

砿穂
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肥の曾親懇勢慰末年長曾川鶴
73

募集部委員長たりし開係上︑招待され

︲ｌ
Ｉ Ｉ
徳川倉長年末慰勢懇親倉の記

過ぐる一ケ年間に於て本曾の篇め一

曹員の麓

敬騨貯金

一

○皇馴の興賎此一銭にあり

所あり︒それより堀川伯爵の溌議にて

○脚風や此一錨にやほよるつ

し同委員を代表して謝僻詮述べらるる

本曾に四十有除年含員として将た評議

が大日本帝幽は︑世界蔑邦に其の比走見

方ならぬ御霊力を致されし諸賢に封
を表し︑併せて昭和六年度に於ての本

に代表して一同の謝鮮を懇請さる・そ

員として泰力されつつある松井茂博士

ざる特殊的凌展を我げ崇高なろ歴史を有す

つ懇親の意を以て︑十二月二十三日午

こで松井博士は之を容れて立つ︑先づ

本反飴の念に厚く︑家々の家長は其の家族

の功業か綴ぎ︑嫡切に瓶先の恩を感じ︑報

るば我陶機の細華雁して︑硯民はよく父祁

家族を重んじ︑血統か尊び︑祁先か崇敬す

衷歴代の天皇は其の家畏にあらせらろ︒

か綜合せる大家族にして︑皇室は幽民の宗

る稗風なり︒而して此の国家は固民の家族

本日の謝意を述べ次で木曾に封する希

望抱負遊述べられる︑その御世瀞な

後五時より三年町の華族愈館に於て一
特に本年は寄附金募集部の浦期完了一

く感ずるものがあった︒絶って井上哲

く︑誠意を篭めた忠言は人壁の心に痛

に際しての委員の慰努倉を兼ねたると一
ともありて︑年末多忙期にも係ら歩意

次郎坤士の謹謹で寓歳を唱へ宴を絡
ろ︒

易れより別室にて懇談含に移る︒其

荒川五郎氏︒明治以来教育方針がグ

か務むろなり︒

と共に祁先か祭Ⅷ祁砥を架敬し忠資に家業

ラッイて︑単に教垣の講義教授といふ

らせらろろ天照皇太祁は︑皇室の御腿紳に

あるぺからず︑殊に我圃民崇敬の中心にあ

の大要は左の如くであった︒

人選である︒先づ定刻に至って脅館の

に過ぎなく蔵つた︒これでは鰹の人格

川含長は立って︑本禽の慰鍔命の越旨

如き現状を呈するに至ったことは誠に

ろなり︒其の御功徳は隣大深遠に其の御遣

して叉同時に図民の総祁先紳にあらせらろ

ｊ咽ＩＬ別ｂ草４回風１．．Ｌ岡Ｉ

者を出すことは出来ない︒紋に今日の

Ⅱ ｌ Ｉ ｌ １ ｌ ． 叫 ｌ ｒ ４ ｌ ｌ １ も 咽 河 川 川 Ⅲ Ｌ 寸 怖 ・ 岬 ． 生 喜 ｂ マ 面 川ＨⅡ州ｌＪ４ＪⅥ４３１口４︲印可

より誘き出して細走と挨拶され︑尚今

．

後の擬悟を述べらる︒次で堀田伯爵は

抑も人にして祁明の加謹を菱らざるもの

大食堂に着席し︑宴中ばにして先づ徳

雑誌寄稿者︑それに募集部委員といふ

名に達せり︒鴬日の州席者は斌含教化一
畢院に鯛する人冬本含職員︑女子部︑｜

外の多数に上り︑含する人は資に六拾一

席の宴を張られた︒

含添動方針に封して御意見も承り︑且

し︑例年の通り徳川含長は慰勢の衷情

▲▲▲

！
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記の曾親悪努慰末年長含川徳

らない︒これに鑑みて常局は此等思想

に幾何程の消喪と心配をして居るか分

り︒叉政府営局に於ても悪思想のため

振興に力を致すば先決問題である︒天
下の常豪素より之に援助すべきであ

遺憾に堪へない︒今日閏民道徳の普及

あると老へる︒儒教だけでも駄目︑西

準をたてるのが聖旨に答へ奉る所以で

事があるべき筈がない︒今日道徳の規

りと不遜とか不思とか不敬などといふ

ならないのである私皇室に封し卿かな

を持ってゐる︒併しこれだけでは駄目

宮●Ｉ１１

善導に従事する教化馴罷に媛助し保護

洋の哲畢だけでもあるまい︒それ等を

ｒと一︲卜畷︲１−

すぺきは徽然であふ︒これを賞現すべ

糾合して何所かに道を見出したいと云

である︒そのま人とれば道の道理とは

く弘通曾あたりはよろしく努力する所

乗は天壌無窮に僻はろものなれば︑黄に我

り難さは太陽雁も此すぺ島一なり︒

閏民蔑慨の景仰する所胆して︑北あ算さ有

吾花閏比求ろしの須・いく毎朝早縄洗面の

後︑襟か正して先づ天照火榊を一初め奉り其

の御子孫たる明治神宮ば更なり︒庵土の祁

さては天祁地祇八百両脚冷評渡し︑敬祁崇

祁の誠意を表はし︑併せて一家族の髪泰隆

昌乃蒔巽銭として必ず金一錘づつ禰前に

ける誰演の際︑根恐棄もない教育勅語

永井享氏︒私は稗て文郵科大畢に於

と恩ふであらうと一部の人が臆測した

如き私の老へが勅語を古いものである

は今日も依然たるものである︒かくの

八拾球伽五十銭となり︑之が元利合計︹年

毎日一錨づつの巽錘牟捧ぐとせば︑計金百

ち死後に鋤する術へなり︒今俄に五拾年間

には必ず死すｃされば此の毎日の奏銭は即

人生は如何に長需を欲すと難も百歳内外

捧げて貯金すぺ音なり︒

を彼れ此れと非難がましいことを言ふ

のである︒かくの如くであって曾の名

ふのが西村先生の御趣旨である︒これ

たといふ様なことが︑新聞紙上に陣へ

審のために今回のことは何んでも近か

がなければたる麦い︒

られて自身も荘だ迷惑を感じて居る

ったといふことを申上げて掻く︒

なる金子となるなり︒従って死亡後遺族の

六分の計算︶ば金一千二百回弱と云ふ莫大

し︑本禽の役員方に閥御迷惑をかけた

申上げて居ろ化だ︒これは日本には道

っては西村先生の日本逝徳論のことを

上の輝明をしたい︒私は常に大衆に向

私は此の機禽に其の演相を述べて一身

の閣内政策から出て届るのだと︑支那

届るが︑私臓蒋介石あたりが所謂支那

地の返却とか︑負債の捧引とかいふて

して非常に弧く向って居る︒即ち居留

蝿内女次廓氏︒最近支那が日本に封

り肥肢する思想剛雄も救漕ごｎろぺく︑之

徳側の脳侭も容易に償還し録て︐隷済上よ

り︑図民撃って二十ケ年川維捜せば．六十

愈九千球百蔑園と云ふ驚くべき大金とな

一日にして八拾蔑回となり︐豊ケ年には威

我聞八千岡同胞が是れを喪行すとせば︑

徳の規準がたいと内分は考へて鵬るも

を二三十年前と同じやうに考へて届つ

憂泌鯉からしむろ走得くし︒

のだ︒日本にほ古率畷はしい併緒旗怖

詞の曾税懇鋳慰末年艮命川憾
75

わって見ろと︑これにも緬々の感想が湧い

勿論之は東京の年賀であるが︑年賀にま

年賀斯感

ｌＩ１ｉＩｌｌ！１１ｉＩ

両目に自愛して居ることを考へねばな

らぬ︒ｎ本はもつと反面目に考へねば
たらぬ︒御参考に申上げて置く︒

持地ゑい子氏︒私は大戦後世界に於

ける大きを問題として︑敗戦園の猫逸

風ほど弓なって行くかのことが問題に

されて居る常時︑家庭的に︑将た主婦

て来る︒その一は︑誰も支開に出て居る人

では恰も郵便で配達したき同然であって気

がない︒只名刺鵡掻いてくるだけだ︒これ

達がドン底に入った図に如何にして居

るかを見︸︲一参った︒猫逸の図民の母が

が態々御出でＴさったといふ挨拶を述・へ︑

持のよいものではない︒その二は玄棚の人

如何方ることを考へて居るか︑猫逸に

育った私として卿か自信を以て家庭の

のあること態感じ求人のフリル見て自己の

多吸廻ろ場合閉口する︒ざっとこん江純類

りならば兎も角あまり言ばれるのは急いで

は上れ上れとジッゴク云ふ家である︒一通

る︒これは心持のよいものではない︒その四

も取次が出て来ないで人か待たせる家であ

れば人に好播走興へる︒その三は容易に誰

主人によろしく解へるとの丁寧北言葉心こ

賞状溌訓べて参った︒そして猫逸の家

れば准らぬととを資醗上確めて来た︒

庭の婦人達のこと駐日本婦人達が老へ

猫逸には一のストライキがないことは

右名である︒これは不思議な位である

これは凋逸の母親達が︑館二の固民に

教ふるに何を以てするか︑﹁髪の毛の

白くなって居る人の前にはＨ常立上が

感じに訴へ諺互に心すぺきものであるとい

ッテ居久︒Ｑ介員︶

ふことか端感する︒溌訓は至る所にゴロガ

れ︲一といふのである︒これは諺で︑叉

である︒少年時代から斯の如く母親か

立上がるといふのは彼図の職であるの

鹿■ｒし″８日印２膳目制角羽３日■■■■日吋ｆｕＥＪＨＨ日出町制画ｑ罰司りⅡ■一■日唖例凹■■■ＮＲＨ■■月■■９日■両■同■日出ｑ閲向Ⅱ剛日別刷Ｈ棚咽侶偵歳僧偏心詞ｎ個■８日回伺Ｈｎｈ３Ｕ８ＨＲ川砲口ＮｑＤＨ３○ｈ画ロロ８口０口ｂ頂息劇画■︲ｈ口ｑＦ７１・唖ｌ︑Ｆｑｆ︲℃１Ｊ︑１１．ｊ３日日刊日日日田丹湖側河四

■︲土Ｉ引可１

○

ろ機か奥へて下さい︒︵東都倉員︶

機曾と諸先生方の八桁に接することの柵来

ら含館悲早く建てて︑私共にも折々曾合の

君の御力作で申分ないと存じます︒それか

い︒弘識歌は一月銃に壷表されれ中村正宏

弘通歌を椿へて高唱することにして下さ

下さい︒吉田博士の御説にも見えまし求が

我が日本弘遁曾をもつとイキｊ︑させて

Ｐ草●ｋ醒一守りｄ凶眺哩詞ｄ４︲１１１１旧旧．︒︒Ｆ〆明叫Ｌ弓︑

ら教はって居る︒函民は道徳によらぬ一相営なる曾館の建築と︑相営なる活躍

ぱならぬ︒そして第一のことは長上者ば出来ようと恩ふ︒吾走は一層燕起し

に従ふことであると念を入れて教ぺらて口に︑筆に︑政府や富豪に向って自

れて居るのである︒これでストライキ畳を促したいと恩ふ︒何卒諸謂の御考
を固くしたいと思ふ︒

の起らないことも領けるといふもので慮御助力を願って︑弘道禽の基礎を愈
ある︒

日本は世界に最も誇る秩序を持って以上鞍以て先づ打切りとし︑服部副

居る園だといふことを私は信じて居る倉長は立って︑一場の挨拶をなされ︑

が︑敗戦園に参って見て︑渦逸の婦人一・同此の有意義なる曾合を惜しむが如

１４言︲ｒ

ひます◎

︵△口生︺

１１

本年の御霊力か御願び致し永いものだと思

にも獣迎されて何よりでしれ︒この意狐で

もパッとして浜手な色たつ誰ので若い人々

の御努力距感謝して拝讃致しました︒表紙

新年雛は内容の充焚さといひ緬澗の菰々

○

がやれ参政擁だ何んだといふて︑外に一く︑和索講盈裡のシーン付幕を閉ぢて

出ることば
は全くなく︑只内へ内へ
へと
と務
務九時過ぎ散倉した︒︵五︑一二︑二七︺
めて居る︒これが園の最大の愛図心だ
と敬服して参ったものである︒而して
彼幽には愛園心の現れを至る所に見る一
のである︒

たしなめょ短気といふはたらぬゆゑ

繁田武李氏︒私は募集部のことに脇たりたる人にたんき無きもの
係したので︑此の事に就て少盈申上げ

たいとて経過を述べ︑次で︑日本は牡行きあたりうるたゆろのは平生に
るにほ弘道禽以外にはないと私は信余

●鶴Ｉ︲︲︲１︲Ｉ

ｒ︐日出１１．弓８口ⅡＪ■Ｈ０ＩＩｌ則１１︲ｐＬ１．０Ｊ二

含思想を立直さねばならぬ︒これをすうかうか暮す油断なりけり
るものである︒が︑資際相手は恩ふ様

１１

ｊにしてくれないのを這憾に思ふ︒でも
1
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肥の舎親懇努慰末年長含川嬉

記の曾年忘部年青志有
序守
dゥ

霊喜君︑石原勘一郎君の十八密であった︒

丑之動君︐恢脇群賊潜︑東陳卯作君︑横山

いふぺからざる親しみと愉快があるといふ

であるか．玲忙しいもの江︒併し又そこには

ながらお話をする︒聞きもする︑といふの

黄現し赤い云々と︒何んせ︑御馳走悲頂き

て永遠に光輝あらしめ︑誰含の共存共築避

宣博に努むろ所あり︑田中君は叉本曾韮し

し身が禁酒せろ磯駐冷語りｕ大いに禁酒の

り︒それより草間君立つ︒同君は酒豪たり

立のことを述べ︑木曾員の蟹成牢乞ふ所あ

て居乃頼朝走世から救ひ赤いとて顔朝倉創

席︒加賀見飛立つ︒同君ば兎角古来誤られ

なろ意見あり⑳時匹繁田君師路を急いで退

Ｌといふ・次で岩村君も繁田︑江卒君と同様

同君は曾祁西村先生の人柊の宣博に努むく

ア︑もゴーもとの熱心な意見の交換で時の

既に八時である︒一同曾の蕊展簸に就き︑

旨起挨拶し︑併せて閉含の餅か宣した時ば

れ︒これに謝し海老原幹事長は可然取計ふ

よろしく御取計ひ願ひ犬いとて希望牟述く

考に供すぺく青年部の決議としたい幹部で

に一致して居るやうであるから︑本曾の参

叉再度立って︑今晩の諸君の御意見ば大確

の通俗化韮主張する︒此の畔服部譜はこれ

り︒石陳君ば雑誌に閥する意見か述ぺて其

大いに見喋研究するの要を力説する所あ

再度立って参考に他の諸函挫の事業振りを

いに筑焔な蕊けて拍手韮あびろ︒岩村君は

加の必要韮説き更に組織の問題に及んで大

鐸田君ば本曾の壷展策に閲しこれ叉人材省

有志青年部
忘年倉の記

脚本弘通曾の凌腿雛に就て︑諭君の腹蔵な

←のだ︒此の頃にはすでに食卓に飾られた

移る走知︒ｈず︑焚際散含したのば地時過ぎ

も亦佃人としての意見起述ぺられた︒次で

老として一場の開含の挨拶韮述令へ︑併せて

で開曾ｂ先づ幹事垂海老原丑之助君は司愈

午後六時といふに和類飼々裡に食卓を閏ん

谷本正君︑湯村成允君ｂ田中久君．海老原

本興左衛門君︑加賀美側光君︑源田五郎君

間登吉君︑高木八太郎君︑持田欣久君︑寺

中村正宏君︑服部捨郎君︑江平林作君︐草

開かれれ・此冊律するもの︑繁剛武平君︑

稗宮所脇割烹大松軒に有志青年部忘年葱が

時は昨年十二月二十七日︑所ぱ飯田町大

き御意見か承ばり犬い旨恥懇望し且つ自身

異物もモウ無くなってしまったので︑一端

である︒斑に消意義な念であつ求︒

ぺ︑倒れて後止むの羅懐であると結ぶ︒次で

つ︒同君は帝年部の活動に開する抱負か述

自の意見を交すことにすろう先つ寺本君立

打切って一同休憩室の方に移り︑こＬで劣
場からその装表を切に希望し︑その一とし

繁田武卒君が立って向己の本命信者たる立
てば人材老増加すべきも一方法であらうと
の意見彩述ぶ︑江李君立つ︒同君も亦繁田
君←殆ど同様な意見であつ犬︒高木君立つ
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詩
林

婚蕊詩林
恭賦勅題賊頭雪
届舟杉江

孝春︵滋賀

︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
禁垣苑樹玉玲瀧︒映駿扶桑晴旭紅︒ 雪裡正襟
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

人舞耽︒恭祁天子毒無窮︒

同︲︑槻丹羽長右衛門鼻馬

評日句々具率不飾却妙︒

︑︑︑︑

元朝早起詣脚宮︒瑞須因魚望不窮︒雪浦前庭
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
清一白︒如巌松樹亦玲瀧︒

同田中荘治郎︿千采

評日清一白三字︒鮎綴聴妙︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．
隣鶏謎起古洞遥︒積雪鎧々群瑞煙︒人集石階
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
掛澗酒︒祷所聖毒典豊年︒

評日結句最篤其光景︒ｆ

同河村義方患江

洞廟森厳一不仰奪︒山塞無復馬謎晴一︒天風吹散

︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

川

文

荘
：

淡々荒策︒却布風諭︒

︾塗

︑︑︑︑

辛未新年作田中荘治郎早葉

評日句々清新︒是以諦突ｃ

老樹篭葱内苑遜︒鎧冷積雪太清鮮︒賦頭暁見
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

旭光閃︒蔚拝昭和辛未年︒

同愛山寺本省三郎手葉

評日幾人敬祁︒致識如此所以閏鵠総磁然︒

埋四面︒幾人脆拝献嘉錘︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
老杉菱蔚典天連︒自擁村洞書寂然︒瑞雲鎧々
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

同木内循市郎早葉

評臼三四頚得皇衆潅昌︒添此浦宇︒更紗︒

蓮峰雪︒似表皇家蔑世情︒

︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
起迩新年拝帝城︒恭所聖毒仰祁明︒斌頭遥望
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

詐臼

同誹雲内田鼎暴城

峯頭雪︒白需渓南十二村︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石

詩
林
79

：瀧鮮

・風､帯･風、

同金石河野

敬門、。向腿、

衆雄本

門、省

量年､郎

亦十､菱

千､金
門､蛎

隆迎､三

誉
：

不八、へ

︑︑︑
脆祁前︒↑

四海無風浪．喜迎群瑞年︒朝元人早起︒踏雪

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

昭和辛未元旦恭賦勅題

反婚丈肌鈴淫︒詩亦脆奮套︒蛎新可諏︒

評日脚梁耳一昔機︒除夕在数百里外而坐聴知恩院裏鐘︒

般々響︒坐蕊知恩院裏鐘︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○０
世務粛錬無折衝︒揮家酌酒愛情濃・電波遥遥
○○○○○○○○○○

墜凪禰山宏畏識

昭和庚午除夜聴知恩院鐘

評日亦恐太平象︒

掛淑酒︒共頗昌李四海民︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
胴鱒鶏鳴曙色新︒又迎昭和六年春︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

H 頭 寺

冠︑︑︑︑︑︑︑︑︑ひ︑︑︑︑︑︑︑
千門蕊戸倒旗新︒賀客争先氷往頻︒幸溶皇恩
も︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評臼催亦同齢︒同感︒

不 ・ 笥 三 愛 。
』経ヨー

普ifc"'

身亦健︒喜迎六十五回春・

同霊湖祁山〃隈三馬
玉
○○○○

六十九回年月新︒臥龍山下叉迎春︒繁華何願

○○○○○００○○○︑︑︑︒︑︑︑︑
石家富︒寂翼却甘楊子貧︒鶴謹庭梅香夢暖︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑

雀永橡竹頗謎頻︒偉哉聖代君王深︒溢及蛎艇

州外民︒
評日老兄夫歳病胃︒将瀕死︒請治於躍睡荊院︒今期全
癒︒右此精力︒有此佳作︒同人亦莫不慶蜜︒

辛未元旦書懐立見四郎︵水戸

除津賜︒新券光彩我門生︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
兇従教職在京城︒亦荷育英族表築︒莫是那先
︑︑︑︑︑︑勺︑︑︑
兇俊崩︒在任子京城府硫蒲公翠校長︒昭和
五年十一月︒京城識育含表彰其効績︒贈金
製時辰器承句故及︒

脚翻丹渦長右術門︵群馬

評日立見余︒今歳齢八十七︒湿雌不衰︒令嗣亦有此薙
家門陸続可以慶賀︒

昭和辛未元旦

朝陽昇虚瑞雲紅︒蔑象入森天地融︒幸喜一家

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑弓も︑︑︑︑︑

獅
質蕊簡諾
篭高。然辛調。
職議蕃

歌園
天

う蚤し人をそこなふ醜の痴奴山の犬にぞ食ますべかなる
評心持のい坐御作︑寓葉の風骨とでも言ふぺきでせうか︒

地

西風を背にして萎を踏み行けば野面に遠く筑波山見ゆ
評四遥の風景が想像され生す

口則一元

三浦直正選

下野

茨城蕗田誠一

赤

頑島湯田久喜

北

人

久

さしのぼる旭をうけてばつ荷つむ船にきはしき品川の海

斗 英 意

山

高林舜

佳作
詣つれはつもれる雪にあかつきのみあかし映ゆる光り清しも
木立しげりひるなぼくらぎみ祇も雪の光りにけふはあかろし

葉

山

城

文念
蕊撹

羊肉を寅らざる人もとこしへに柴ゆる術のある世といふや

磐 松 千

80

歌
園

けがれなく朝の祁庭雪しきて進みもあへずた竿ずみにけり
八十年を迎へし老も雪ふみてまいるかうれし氏祁の宮

岡

葉 葉

岡

I
l
l

野 手

野 伊 大

平 西

河

瀧

母岩

平庭

野堀

浮 袋 搾

ＪⅦＪ
ふか０

元賓

一三回

１

砿

雪ばれて森の耐は見え初めつ鮒肌清く烏の怖く聾
天地の満きすがたを祁垣にあふぎても見るけふの白雪
雲はれて新たに見ゆる氏祁のみ雪や年の光なるらむ

葉 深 城 総 葉

瀧

降り出でし今脊の雨に日も経たぬ震災地方の人盈思はる
塵の世を雪にきよめて寵はしく初日かかよふあけの玉垣
四方のはて深山の奥の民草も沼か悪みの露にぬれつ上

長 患

田

ひくき値の米宏ど責りて年越しぬされど幸あり病む人のなき

秋

暮

部屋内に居れは附子戸まくして冬風隙を通る心地す

静

小蕗

義

fIJ

松 香 香 弘 繁 道 茂

呈上､

さむけさに灰かきみれば赤左と豆粒ほどの火の子いでけり
白妙に積れる雪を蝶年のしるしと利もみそなはすらむ

汚れとは何をいふらん魚島の死にしむくろは人の食物

静 千 千

中

︑刀

風 風 峰 道 赦 貞 雄 方 義 徳

郎

者

千 所 茨 下 千

1
1
]

歌
1
刺
81

三拳蕊

篭

82

俳
域

▽

同凡凸

陸軍始いななく駒に霜晴る上文机詣方へ向けて座りけり

︾書みそなはす陸軍始めや霜の朝御灯の瞬く駁や恵方宮

いかめしく陸軍始めを着飾りぬなつかしき友恵方より零れ末し

茨城一誠埼玉光星
幅島甫水長野知足
山口松風埼王佳香

我が児式に並ふ陸軍始めかな子等騒ぐ詣方の宮の耐前がな

埼玉佳香栃木無町畦

陸軍始らつばの音のなり初めい俵細めば恵方詣での通りけり

長野知足同一如

埼玉光星汽車下りて恵方詣での山路かな

干城の厳として陸車始かな千葉香峰

栃木無町畦◇悪方

陸軍始天皇旗旭に輝ける陸軍飴治に居て蹴を忘れざり

朝晴れの野魔く陸軍始かな砲諜の轟く陸軍始めかな

◇陸軍姑陸軍始代全木の原の銃の昔
千葉香峰新潟文市
同一如東京かをる

編輯部選陸軍始雪散る期の版野かな

蕊俳壇鵬諏始十蕊の鍵赫癒懲水帆

や︑群

茨城一誠

恵方から訪ね末にけり制悲の友

耐烏而水

灯牲ろ悪方の嵩へ詣でけり

山口松風

しののあの野宮灯りぬ悪方通

埼王水帆

野の小符惑力詣での人川かな

埼玉凡凸

誇揃ひの時蒲つれ立つ恵方かな

森畷く悪方詣での唾かな

新潟文甫

窯方棚にちよろノ︑動く鼠かな

埼王水帆

暁や恵方詣りの鈴の香

束京かをる

埼玉光星

野の小路恵方詣での戻りけり．

◇串柿

串柿の陽に干されけｈ二階の戸

同佳香

串柿や猫忍び来し二階窓

串柿を都の友に贈りけり

串柿を零にすＬむる子等うれし

茨城一
串柿に陸みて語る一家かな

．串柿の卿端に高く並ひけり

耐島甫

御供への串柿匂ふ一間かな

嫁か君串柿かぢり去りにけり

山口松

串柿や御供餅と並ひ居る

長野知

夕映の軒に串柿つられけり

千葉茂

日にさらす串柿つ野く二階かな

埼王水

串柿に添へてこまノーたよりかな

埼王凡

串柿の小位着きい松の内

同一如＠秀逸

遠山の毒見つ上猫り葵を踏む

菱踏むや難駈け来る氏の畑

つぶやきつ一人歩踏む夕べかな

庭の梅枯れし淀惜み切りにけり

初午やをちとち谷の雪耽

千葉蒼欺

雪の献暁かけて詣てけり

埼王水帆

雲に明けて献頭の杉に朝日かな串柿に旭さして暁の小家かな

千葉香峰同ふみ子

◇雑詠恵方宮雪の鳥居に旭かな

串柿をさげて野道を戻りけり東京かをる

同た堂し暁の宮悪方詣りの太鼓かな

串柿をひさげる店を見つ上過く山口松風

同ふみ子東方宮森にさしいる朝日かな

街に出て串柿頁ひぬ大三十日長野知足

同ひろげ初詣恵方へ向いて急きけり

串柿に霜来し丘の小家かな同光星

東京かをる串柿逓分けあふ親子夕前かな

飲み過ぎしあとに串柿たべにけり

栃木無町畦嘘に集りて串柿分ち食ふタペ

祁棚に串柿供ふ小家かな千葉香峰
誠
水

風

足

雄

'
帆
凸

市
蜂

新潟文
串柿をほぐしつ子等に分ちけり

千葉香

串柿を明ぎノＩ柚の朝諭かな

篭蕊

俳
垣
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恥期排して居たろ所︑同氏より本年は是非

て協議さる・尚同川ば雑って編輯脅議悲鮒

及び隣江主事出肺畢院其の他重要案件に就

張︑同地愈貝の有力者と命見︑浦和支含の

口寺本按張部主事ば一月十二日浦和町に出

卜

之が蹴現に努力す︒へしとの報告に接せり︒

癒執務さる・

りたり︒

口本命の協養衡負として多年御韮力下され

を二月難の編桝に就て種々と協議する虎あ

口客年極月二十三日午後五昨より徳川含憂

就き協議する所あり︒

嚢魚式並に埼玉蛎各支愈聯合倉褒念の件に

新年壁頭の先づ耳よりなる燕と云ふ・へし︒

は本伸開係の役員其の他を招祷され︑慰鋳

し帝大名響教捜農皐博士嵩村恒氏には無て

□島谷書記ば久Ｌく風邪にて引舗中の虚快

の宴韮催さる︑席上菰々右益なえ懇談韮交

病鉱の所一月四Ｈ途に逝去さる・哀悼腫堪

に列す︒

きろ︒木曾より近炭江主事代表して同併別

へす︒同九日青川奮揚に於て告別式走畢行

てその眼設計たぱ中僚・糖一郎氏に依蝿辻

口本曾々航建築委員倉を派く開催の擦定に

けられつつあり︒

口松卒顧問ば共の後葉山の別邸に寒蕪か避

務につげり︒

口一月六日か御川始めとし事務所は一同勤

﹁剛畿に菰て﹂叫原柚走印刷に附し︑新年に

ロ千葉僻佐倉支含に於て兼て服部副曾長の

集曾武リュ﹂︒

・左協議さるろ所あり︒︑血新年節一円︑の

後三時事務所に川席され︑庇江主事と祁奄

が︑一月九日︵金︶ぱ徳川︑服部正副脅長午

弧Ⅱ同帝大病院にて逝去さる◎哀悼に堪へ

て肝臓帳て静養中の所病勢急愛して一月十

京都帝大教投丈皐博圭藤井健次郎氏には兼

口本練協賛棟員として多年御霊力下さんし

する操定である︒

より本含誰埜に於て新年第一回として卵講

口女子催菱誹座は一月二十川日節叫土曜側

多吸に上る︒

口歳末松卒顧問には風邪のたあ臥床さる響

口金曜冊は定例の正副愈長の集曾ｎである

口本含流愈教化鴎院講師たる東京市枇含教

明意を表せる所あり衣り︒

す︐本宥よりは弔電奉溌し聯か心からなる

ｌ

育課長池園哲太郎氏は今度凌草睡長に鱒圧

ｎ徳川命長には一月十三日附走以て一月二

六年歌含始読師控按仰付れたり︒

口一月十六ｎ午後四時より本命本務所に於

十三脚宮中御歌命始走御催しに際し︑昭和

て徳川命長︑服部副曾憂韮始として三講談

れたるを以て本含は着々と之走整理に意を

に就てば兼て藤津南岳翁の御令息に御霊力

口久し吾問の隈案たりし大阪支脅創立の件

注ぎ︑好成統恋畢げつつあり︒

ロ寒築部の残務は其の後本脅の手に引擢が

舎ご一わＯ

際し倉員一般に之か配布する所あり菰り︒

刷りＯ引

納めとす︒

口十二月二十七日を以て昭和五年度の御朋

し和筑韻々裡に九時散河

せり︒出席者頭ろ
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剛含長代諏︶凌瞬監督列事︑沼田町怪︑波

り小林命長の式跡．徳川曾長の覗酢︵服部

灰江本曾主事の本令塀伽を朗誠し︑それよ

宣し︑次で小林曹長勅託を率諭し︑怒って

丈砿

次郎も吉川鋲︑大和︑媒之助︑樫掻

村平吉︑栗僻倉松︑中田亮面︑金深永

生駒慶本︑東海林砧吉︑三友三雄︑竹

て内務大臣より表彰せられ︑芥年十一月十

は︑昭和御大瀧に際し祇竹事業功鮮渚とし

溌地Ｈ本弘遁奮飽海支脅長菊地秀言氏

き︑館副支衡長開曾の挨拶か述べ︑服部博

後三時半より伐公曾堂に於て訓演脅韮開

Ｌいとも服臓裡に閉愈を告げれり︒次で午

入脅せろといふ妹尾馬之助氏の祇齢か披露

和︑秋剛支倉提の覗電錘に明治二十四年に

伽睡裁判所監督判事︑沼田大館町長の祇鮮

川愈握の覗跡ハ服部剛智長代諒︶鼓に浅野大

の際期讃せられ犬ろ小林支曾長の式酢及徳

日本弘通倉大館支含溌愈式︵十二月六Ⅲ︶

工藤滋識．荒谷武三郎︑那珂幸四郎

幹事指嬬者

九日より二十一日迄三日Ⅲ東京市に於て文

士．隣江主事の雨先生を細介して降域す・

遜獣然氏の祁誹あり︒維って熊谷堅務課長

部省所管粂図壮含教化事業聯合大森開催Ｆ

左吻如し

伏して惟みるに皇圃の粘髄は皇祁之れ

式雛

黒諜勝治︑棚谷貞昌

際し︑再び祇含事業功鱒若として左の通り

先づ艇江︑韮部は﹁現代の世柵と日本弘逝含

木脅の趣旨恥述ぶ︒経て服部仰士は﹁弘逆の

の使命と題し感約一時間に頁り懇篤丁寧に

庵之れを守り以て祁祁の宏謀を今Ⅱに僻

咋創め皇宗之れを擬ぎ給ひ草芥の赤子世

菊池秀言殿

本義と現代の思想﹂との題下に天津をとし

へしは史乗之れ韮錐して日星の如く明かな

ナリ錘二表彰シーテ其ノ労チ洲ス

感動か典へたり︒此の誹瀧約一時間四十分

多年祇宮教化ノ鰯二謡捧セラレ功勢瓢若
昭和五年十一月二十一日

王政維新全く成るや俄かに列躯と交遊

・り

美俗鯛に程へらんとするの妖悲呈するに至

ひ幽民亦新非逐ひ奇走塁ぶに急にして良風

訂し欧米の文物海浜として我が帝叫悲製

支含長より左の如く推薦弦に垢名せられ士

抑々探長補短の鐘︑剛礎潅固ふし雌心韮

れり

評議員推薦者

リ

日本弘道倉大館支称評議貝及幹事恥小林

有意義なろ曾乃閉せり︒

含長は雨先生に封して謝意妬述べ雛曾裡に

に及び岬や午後六時半に至る︒錐に小林亥

来賓五十齢名出席︑先づ雛副支含長開含恥

牛より町役場撰上に於て畢行す︒倉員輩雁

髄大館支称菱含式は十二月六日午後二吟

大館支含報告

正二位勅一等男癖山川鯉次郎

財悶法人中央数化剛聯合脅握

て説き非り説き去りて五百の聴衆に多大の

表彰状

表彰ぜらろ︒

飽海支奮報告

雲支一含一塁果報一
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は︑其の弊其の害畢げて数ふぺからず故︑

も彼らに欧米の博智に心酔する隠至りて

亜ふ寸ろに足るや論を侯求ざろ所なりと錐

犬乃に翁然として之れに睡ｃ忽︾㈲にｉて︑

倉設立の計議韮立て之れか町の有志に謀り

十年悲記念ぜんがため︑ｎ本弘道含大餓支

あるのみ吾等妓腫見る所あり勅語拠愛四

ー言祇意避表すろずや得たろば不背蔚唯も欣

滝禽大館支含の鼓曾式走畢げらろＬに樹リ

Ｌ幽民道徳に剛する御勅諭を拝し奉るに

町滴二十三年十月叶日明治大帝の下し賜ひ

述し且つ卿氏の識ふ所悲教へらろ︑畏くも

治九年本含を創始し︑皇祁皇宗の聖訓を紹

るに︑十一月十日韮以て認可せらろ上に至

らず︒依て直ちに支愈設立の巾請憩漁した

の主旨と祁投合したろ隷果と云はざる・へか

・へきも抑々亦我が大館人士の意蕪結祁本曾

ら之れ起して︑然らしめ衣ろは勿論ある

五十名の含員を得たろば時代の要求自か

しく愈崇措かざる所にＬて叫運の隆昌と幽

義走昭示せられれるの純典として剛氏の久

の一事は民心作興上逓も光揮ある記錐とし

御魅旨乃服轡するの至怖か新にせられれる

訊換蕊四十年走記念し且つ至大なろ聖訓の

顧みるに今昭和五年の一歳帳於て愛育勅

幸とする所なり

両村渋樹先雌深く時弊か洞察し深謀遠慮明

聖大帝が如何に畔弊の婚さに︑図民の冊に

りたろば河に歓喜に勝へざる所なりとす︒

之が奉鴨武践の外に存するこ・点芯し今や内

力の培養か期し天下か平かにするの道一に

抑教育勅語は閲民道徳の共準と固確の本

て畦笠大害せざるぺからす

禰洪せんとするかな御診念し給ひしやに想

自今簿員一致圃結上は聖勅に蓮ひ鯛恩に

外の情勢に鑑み民心の作興直我剛刻下の急

に際し鼓に教育勅語換渡四十年の記念せら

務にして一側も忽諸に付すぺからぎろの秋

下に叫及せしあんこと走期す・

報じ下は倉祁西村翁の忠君愛国の至誠を天

ｋ

到し惑擢措く能はざ乃所な畠ずんぱあら
ず︒

雛って現下の仙情か見乃に思想界は混沌

錐に本日起卜し日本弘通倉大館支偉蕊含

として隅民共の立つぺか所走求むろに悪ひ

政治界ば徒らに政権の争奪韮是れ事として

式起離行するに臨み平素所信の一端逃述ぺ

れたろば油に意義深しと云ふぺく之が御諦

閥民の宰寧を顧みず財界亦萎暁不振を極め

意蕪精訓走新にして最善の努力を悉くすこ

祁を凌揮す．へく幽民協力一致此の際一段と

日本弘道荷大館支蒋長

遁脅の趣旨と可ろ所も亦変に之に外ならす

語換凌四十年．韮記念す．へ︑︲教育勅語の御縮

諸淵も亦深く此喋に慮る所ありて教育勅

そ使命中の使命たらざるぺから寺我側太弘

従五位動五等小林定俺
覗群

昭和五年十二月六日

て式齢に代ふと云爾

心日に微なり．是れ没に皇閏有史以来の一

庶雌鰯に其の堵に安ぜず︑綱紀地に墜ち道

心悲以て︑之れ走革正せざるべからざるの

大幽難に遭遇せりと謂っぺく愉さに一大決
吟なりとす・・然り而して之れ恥匡救するの

祁に茶きて迩悪主調の賀魂牟目的とする我

光陰翼に白駒の隙韮過ぐろが如く昭和五

別仰感切江ろの時塗に本︑を卜し我日本弘

年ｋ今や刻々に誰野去らむとし傭仰軸汝惜

道は他なし一に明治大帝の下し賜へる

翁の精抑気塊韮閏民一Ｌ疫践弱行蔀一しむ一︒に

御勅語恥赤子の脳裡に徹底せし功命祁西村

､
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無比の好記念たるのみならや邦家雌窮め根

日本弘通含大航支脅走設菰せらろ是れ瀧に

て脱僻と鰯す

展牟希望せざる走得ず銭に一言蕪酢浄迩へ

ざろを得ざると共に勝率本曾の続々成功蕊

見ろば笈に毒ぶぺきことにして火に慶賀ぜ

唯走輔しつ上あろは我等剛民として築警の

の伍鉦に列して盆や親葬心加へ愈々敬信の

今や昭和の暁世に称し剛迩隆昌仙罪雄邦

あ人情の動揺は常に巳む時江く加ふろに泰

て現代世相起考察するに世態益々称雑か極

身に齢ろを感ずるものなり然りと錐も班っ

費に埴へざる所なり

抵奉培菱するの一先駆か以て目すぺ斗﹄もの

大館厘邦裁所購椅判邪浅野螺三郎

昭和五年十二月六Ｗ

なりと信ず翼くば支含だ且諸煮能く本含の

綱領粉祁とする所九概して抑互に切碓琢睡
韮間明し螺下の各支含とも和扶け祁励失し

咋塀らす同心戦力愈々池談か砥砿して徳敬

畔拾も救育勅詔換炎四十周年の記念すぺ

嘆に堪へざろ所なり此の秋胆常り日本弘道

を失ふの現象走塁するに至り衣ろば裳に痴

締勢にして我が圃民強徳ば次簸に其の中心

両思想の流入ば達に思想叫難恥現出するの

暑秋に際し︑日本弘道倉大館支含成り木口

曾大髄支含の設立せられたろば畔穴に適し

祇僻

其の溌愈式恥皐行ぜらろＬに獄リ不背亦参

て愈々斯の道恥本螺下に弘功られ以て教育
来の目的か誰成せられむことか装愈の式に

勅語換溌川十年記念の責と木支命殻立の本

列の光築に浴し鼓に漉畔起述ふろば洞に欣

昭和五年十二月六日

常り一言所恢か陳ぺて以て覗誹を厩す

たろ施設にして室脹其の意義深き走感する

ものなり本含の任務や諏皿つ大なり其の風

幸とする所なり

抑々川本弘荊倉は教育勅語延奉磯し之を

日本弘道曹長偵鮮徳川達学

認僻

と期して待つぺきものある走信手希くは将

閣家の隆興民族の安楽祁含の禰祉を末すこ

来錦々斯遁の鯛駒稚捧せられ脅務の披張護

義か透徹し銚愈主義綱領の匿践に努坊なぱ

に創定ぜられ即角弘流命蒋哀十ケ篠揃徳的

展限努力せられんこと態一言以て既酢と蝿

なるも其の起源は勅誇換凌の以前に於て巳

其の面目走改めつＬあるば誠に閏家の錫め

るｌのにしては古来斯の城教訓中弘逆稗主

澱訓は澱に明淵二十三年一月制定せられれ

資行するの︑的か以て設立せられたろもの

祁愈の鯛功喜ぱしき現象なりと難も亦之が

純近時勢の進運胆伴ひ事々物々日に月に

化ぜしむろ傾向ある江撰だ憂ふぺき事なり

焼め一而思想界に動揺走来Ｌ鞘もすれば悪

大餓町長沼田偏一

昭和諒年十二月六口

す

来年か閲すること錐に四十周年剛民遡徳の

もの蓋し其の顎例なき牢信ずろものなり爾
り最も記念すぺ号秋なり此の秋に際と常大

こと甚大なるものあるば岡家の鴬功淘に塵

振興走策ぜられ世迩人心に稗益せられたろ

義綱領の如く教育勅語の御趣旨に近似ぜろ

髄町に思想縄済其の他各方面の救沸改善に

とす而して営年は教育勅語漁溌四十年に歯

最も適切有毎なる田本弘弛命茨曾の設立を

熱
００

覗くとき本全集の出現は賀に善導の瀞化剤
であり︑人桁養成の栂である︒敢て世人に
本書を座右の銘として備へられんことを茎︐

四六版グロース製美本一冊約五

百頁諜約本

騒行所東京市芝公園十一競地八
大本山総持寺東京出張所内新井
石瀧至集刊行含
︵馬瀬情三郎氏寄贈︶

金言和歌集全冊

北浦一郎著

は︑何れも吾之の座右の銘として婚精抑修
養の糠として無窮の生命を有するものであ
る︒而して化に金言起蒐集ぜる書は現ばれ
て居るが︑薯渚は此等の中で殊に秀でたろ
金言ぞ選び之を課題として和歌一百首走も
のし︑鐘に出版されたものである︒恐らく
此の試みば世称なるものであらうと思ふ︒
鋼ふ迄もなく大和歌は心を秘の教へ浦であ
り 山来感術の所産であるか．出して︑その
調と州使って．難の心は他人の心に深身審
きと印象か刻むものであるから︑短延ｆ散無
に綴られたろ金言より受けろ感じ恥其の心
よりなる歌に移し植へるならば︒より以上
縦音峰銘か典へることは勿論である︒併し
之ルポす容易のことではない︒然るに著者

古来吸知れぬ秘残されれる各種の金言

は至誠の士にして日頃深く慮らろ乃所あ

ふ風であって︑本釜集は笈に満僧筆識とし

或ば征曾的生活︑個人の日附の起居等とい

になるぺきものである︒即ち撃究生活走︑．

ぺくその人の日常生活の各諏の方而走窺ふ

く︒艦その人のさながらの釜風采ともいふ

の著述と異なり全八桁の結晶ともい︑虹へ

す所なく納められて居ろ︒由来粂集は個々

筆︑日記︑断片其の他の綱てに亘って洩ら

る︒中腰は輝皐誰話︑例教誰話︑感想︑随

たことは世に費すろこと多大なるものがあ

て知らろろ騨師の高潔なろ人格雁接するの

師の全集悲ぱ今回桑十二巻として出版され

今更喋々か要すまい壷此の一代の高僧石祁

あって︑近氷に於ける高楢であつれことは

新井石祁師は曾て総本山縄持寺の管握で

と／︑総持寺蔵版

新井石藤全集享一燕

︵編島甲子三氏寄贈︶

ー 奔

感がある︒どもすれば思想混乱悪化の壁鵡

リ︑折々に感ずるままに詠みためられて本
書とはなったものである︒締祁修養上笠す
る所多大なろものおる傘深く感ござるか得

載せてゐろ︒

ずｃ敢て麓む︒︑附録として詠史一百首をも

四六版クローュ製上質紙美本
定償金壷回也
蕊行所東京府下淀橋町角筈新町

︵瀞戸佐卒治氏寄贈︶

一六九光杢祇︐

確鋤皇位継承編全大冊

雑仙軸娠編

あって︑篭典を残一︐庭なく調・へ︑公平中正

我剛は蔑世一系の皇統韮以て海内を統御
し汝まへろ世界無比の隅挫走有する︒今や
皇位の擢承も祁武天皇より今上陛下に至ま
るで百二十四代を累胆ろの多きに及ぶ︒か
く擢泳の数が多くなるに従ってこれ韮詳に
することば頬ろ困難である︒而して叉之が
研究の書も極あて少ないの態遺憾とし︑元
老院駕典編纂科に於て編岬されたろもので

ぺきである︒

態旨として何等私見を入るろことなく皇統
系譜迄整理せられれるもの︑反に皇位擢承
皇統系譜のだし卦吏斌の蒐集であるといふ

十一年校︶

四六倍版和製美本全八冊伽治

松成堂

蛮行所東京湊草歴茅町ニノ五

一

83

介紹書I醐贈寄

編輯後

邦家の篇め折角御識力御指導を切に望みます︒

口大寒を迎へての酷しい寒さです︒曾昌諸賢の御自愛を斬り

ん︒

ます︒本競にも竹内氏の玉稿を頂いたことは感謝に堪へませ

口善行美談の記事はなるぺく月糞御紹介したいと努めて居り

堪へません︒この浬不悪御諒承を願ひますう

行録を初めとして寄稿の多敷が掲載されなかったのは這憾に

口本貌には曾の記事が蛎湊して意外な紙数に上った篇めに善

完了となりました︒御断りして世きます︒

口永らく御愛讃を蒙りました尊王愛団論灘義も愈本瀧を以て

入って必ずや諸賢の御瀧足を得るものと存ぜられます︒

ことは感謝に堪へません︒又前競引緬いての讃物も愈佳境に

を頂くことが出来たのは望外で以て本誌に光彩を添へられた

次第です︒木競には京都の日野西子鱒︑大西大僧正等の玉稿

に編輯しましたが︑決して塊づるなきものだと自負して居る

口新年鏡編輯の後をうけて兎角一服になり勝ちの二月鏡を鼓

記
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本書は明治年間に於て徳一世に高かった木曾の曾川西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃ｂ憂園の
除︑毅然ごして日本道徳論を呼読し且つ之を刊行された︑偶々時の
首相伊濠博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
識である︒今より四十年前の著述であるが︑また四十年後の現代思

蕊西村茂樹先生籍
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想を批判するものともいムヘく︑混沌たる現下思想界に一大光明を
斎らすもので︑直に園民必讃の良書てある︒
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瞳田紳市京東
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