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細本鍛造露文墨博士

服部宇之吉先生述

日本弘道曾

教化賓料

￨

く一韻せざる・へからざるＬのである︒道は通をＦ炉亦り︒政へ

ある︒国民錆祁作興の教典ともいふぺき本誇ば︑閏民の等し

むろ道か識きて除す所江し︒今や官民一致激化縄励員の秋で

たろもの︑其の鼠髄か暁くや簡声卜して明︑然︑ｂ平易に本曾の弘

本含教化賓料の一篇として特に此本含の道に就て口述せられ

ろ我閏人倫の大通である︒本謙は本含副曹長たる服部先生が

東西思想冷緯坐する所の︑霞川兼術︑蔑古不易︑寓邦無比衣

の遁とば如何といふに︑我建閏の締神を経とし︑日新日進の

日本弘迩曾は数走弘おろを以て其の使命とする︒然らば其

瞳
I￨

溌識霊繁田武平先生著

砺新しさ道徳

題して新しき道徳といふ︒素より人倫の根本求乃大造に新

醤のある・ヘを笹がないが︑それは要するに新時代に活用せる

Ｆ１として園民道徳の振興︒就含教化の蛮際に身を以て賞る

所の遺徳と云ふに外ならぬ︒著者繁田先生は弘遁報醐を垂少

こと一貫して註に四十年︑その熱と誠と慈眼とよりして得求

つれ︒それが即ち本書である︒理論は聴くぺきであるが今日

豊富永盤聡は︑時代に活き求武践的な道徳を指示さるろに至

よりの用に足らぬ︒猶徳は寸刻も没践延無頑出来ない︒故に

何人も直に等しく容易に賎まざちぺからず︒新時代の刷民が

起蕊くぺ署である︒教化動員の際切隠本書の必領懇望む︒

新時代の造を直に賎まんとするには︑本懲に従つで活きた遵
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圃民の道徳を高める方法⁝・⁝⁝：．：︵天︶⁝本曾評議員宗像逸郎

時論⁝⁝・・・⁝⁝︵こく︶・⁝⁝⁝・・・⁝．．割田知己庵
溺圃蕊擢個畠闘醗鰯阜⁝⁝⁝⁝：⁝︵天︶孟鯵謬霞蝿蝿新雅羅
故粕谷義三君を語る⁝⁝⁝⁝⁝︵三︶⁝本含評議員繁田武卒

間然美と訓育：⁝⁝：⁝：つ天︶⁝本含講師足立栗園

書窓漫筆：：：⁝⁝：︵画こ：鍛鐸嬬鐸藤原楚水

机の塵．．⁝・・・・⁝⁝︵四︼︶⁝．．⁝⁝⁝・・・⁝⁝・⁝．．⁝︒．⁝・⁝⁝︒

名士の逸話⁝⁝⁝．．⁝．︵翌︶・⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝．

学

』

篤行家北原久次郎氏⁝⁝⁝．．⁝．︵里︶：︑本曾講師江幡辰三郎
木村新太郎氏の来世を相す：⁝⁝・⁝．：宝こ：︑九如山人馬場文雄

砂金集︵美談︺⁝⁝⁝⁝．：宝ご⁝：⁝：⁝⁝：ロレ者

綱一脈韓換の要機⁝．：⁝：⁝・⁝︵穴︶⁝⁝・⁝⁝⁝・・・⁝・・古谷誰洞

日硯⁝⁝⁝⁝暮⁝︵葵︶：為・婚・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝
新蕊甑﹁湯島之富札﹂・⁝⁝：⁝．：︵莞︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝天野推彦
趣鐸二宮金次郎：⁝：⁝⁝：︵茜︶⁝⁝．．⁝⁝・⁝小見川翠泉

教育に開すろ刺語．．⁝・⁝⁝．．⁝．︵究︺．．⁝．：⁝・・⁝・⁝・⁝伊藤鬼一郎

錨華諏代表者協議命画⁝：⁝・⁝⁝︵七己⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝．：：：：．⁝⁝⁝⁝

曾貝の躍其の他⁝⁝⁝⁝・・・︵堂︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝︐︒⁝⁝⁝⁝⁝⁝

石川女荘選

浦和支含褒曾式の記⁝⁝．．⁝⁝⁝．︵堂︺⁝：．⁝⁝⁝・・・・⁝．．⁝・・・・・・・・⁝⁝⁝．．⁝・・・⁝．．⁝

踊輯部選

文苑︵詩林︑歌園︑俳壇︶⁝⁝・⁝⁝：︵宝︶⁝・⁝⁝⁝．．⁝三浦直正選
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泊翁含第二回開講
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泊翁曾第一回ハ﹁曾耐西村茂樹先生の思想に就里卜題スル本曾諮誌一文肇博

士吉田熊次先生ノ有盆ナル御講話アリシガ其第二回ハ左記ノ如ク足立栗園先生

ノ御講話アル疎定ナリ先生ハ史畢二造詣深ク西村曾耐ノ徳記編纂健二従事セラル

ルコト久シ近ク其大著モ公ニセラルルナルベシ今回其研究ノー端テ御講述セラ

ルルコトトナレリ就テハ此際曾員諸君ハ申スマデモナク一般希望者諸君モ振テ

極鋤雌銅泊翁：富︵第二回︶：
一︑曾耐西村茂樹先生の活動及び逸話

足立栗園先生

！日本弘道含有志青年部

荷ホ講演維了後︽含員ノ座談倉ヌ催ス

一︑時日三月二十日︵金曜日︶午後六時開曾：
一︑場所日本弘道倉講堂︵東京市祁田厘西小川町ニノご
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村茂樹瀞泌
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政薫は立憲政鰐に依りて起りたる者なり︑然れども英幽と大に異なる所は︑彼圃は

る者なり︒故に本邦の政黛は封建の時代に於て起りたらぱ必ず朋黛となるべき者まれ

たる︑政薫は動もすれば朋黛に錘じ易きの傾あり︑故に本邦今日の政黛は経に英幽の

の中には李民も頗る多しと錐も︑其の初めは皆士族が民権自由等の事を教へたるに出

の好手段なりと思い︑柊に相率びて政黛を組織することとなせり・今日政黛と稲する者

き以て己が志を達せんことを求め・西洋に流行せる政黛の事を以て己が志謀を途ぐる

君民同治の説︑又は民権自由の説を以て一方には政府に逼ｂ・一方には他の三民に説

漸々自活に苦しめるを以て時を挨て政府に報復する所あらんこと＃一欲せり︒是に於て

かざるは次ぐ．其の他の三民に比すれば知識は其の上に在りて財産は其の下にあり︑

邦には膳藩の翠に於て士族の常緑を奪ぴしに由り︐四十葛の士族は皆朝延に不平を懐

にして未だ剛曾の開けざるに︑先づ巳に政薫を作り︑以て圃曾の開くを待つ︑蓋し本

外にせしより起れる者にしてｂ其の成就する動で大約四百年を練たり︑本邦は之に異

初めは政黛なかりしが︑漸冷意見を同うする者相合して︑其の意見を同うせざる者を

ども・〃幸に立憲の治となりしを以て愛じて政黛となりし者なり︑然れども東洋人の性

〜へ戸一℃へP，シシシ､ハジーダシーゥ〜戸シンシ､プーシシヘー員一一虫

ｆ１ｆ︑／︑ノー別〃︑″ｒ︑〆︑ノ︑Ｊ略ｂ〃１ノ︑ノも︑〃︑ノリＯＪＩりげ︑ＪＬＪＩ１ｆ︑〃︑γ︑ｆ︑〃ｔＪ１ＪＩ︑〃︑夕
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如く無害なるか︑或は眺固の如く有害の者となるか︑叉は支那の如く朋薫と鍵じて大

ＴＩ

に圃家衰凱の源を馬すか今日にありては未だ何れとも前知する乙と能はざる友ｂｏ
︵明治二十七年︶

Ｉ

I

一
−

｝

ーｰ

』

2

泊
生 先 翁
訓

訓 生先翁 泊

」

〃

ス覗奉チ節仕ノ久地
＄

地久ノ佳節ブ奉耐ス

滋二昭和六年ノ春三月六日皇后陛下ノ御誕辰ヲ迎へ未ルー際シ度ミテ
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シ給上寓邦臓化テ享ケ億兆恢美ラ仰ク此賞二聖帝上二在マシ乾徳チ無
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操根的論理の義主本日

日本主義の理論的根擦

消極的に﹃マルクスよりの解放﹄を典へるのみであって︑到

すのみである︒我等日本主義の畢徒は不肯を顧みず︑日夜心鵬

は専ら吾を租閲を守らんとする畢徒の献身的努力によっての

然し日本主義の理説は天より降らす地より湧出せす︒それ

義の理論提唱の理由と椛利とがある︒

ふにマルクシズムに封立する篤めには︑単に毛を吹いて暇を

を砕いて日本主義の叫説の確立のために滞進しつ上ある︒想

ついた概案にすぎぬ︒

つ︒と比に掲げんとする論文は微才な一日本主義畢徒の辿り

課題である︒故に日本主義の論理の完成は多くの蒋来をも

成する︒而して日本主義的事賞の純粋底形態の賞現は僻来の

に日本主義の論理は日本主義的那賞の到来を侯って始めて完

はマルクス的事資︵資本主義肺含︶と平行して生じた︒同様

て︑その確立は遠い将来に侯たればならぬ︒マルクス的理説

吾等の目論む岡本主義の理論はまだ陣痛の苦悩の嵐中にあっ

年の苦畢と勉鋤と不屈的忍耐と天才的頭脳とを必要とした︒

へる篇めに多くの偉大なる先輩をもちつ入も︑猫ぼ且つ数十

に至らしめやうと努力してをる︒然しか入る論難攻禦はた野

クス反封﹄に於て︑殆ん時逐字的にマルクスを破り完瞬なき

瀧的な寄木細工であらう︒カール・ムースはその大群﹃マ必

くの峡陥を含む組縦の一つである︒恐らくマルクシズムは剰

ルパルトが明言した如く︑マルクシズムの如きは賞に最凶多

に多少の妖陥や不州がある︒﹃マルクスに獅創なし﹄とパウ︒

の如き複雑にして多様的左建築である場合には︑必ずやそこ

ならず︑如何左ろ精密左組織でも︑若しそれがマルクシズム

局部的左批評や部分的な攻躍は至って容易なことであるのみ

探すが如き姑息な手段では到底効果を奏することは州来ぬ︒

み組織され得るものである︒マルクスは彼の主義に基礎を典

ムの巨大を組織に唖然として︑た堂手を拭して望洋の嘆を漏

所謂危険思想の禰漫に臨んで朝野驚拷措くところを知ら

材

底穣極的なマルクス征服とはなり得ないであらうゞそこで吾

、

が痛感さる比に至った︒しかも多くの躍者はかのマルクシズ

刀
く

す︑頻にマルクシズムに封立すべき力眼き抑読の提唱の必要

松

等は批判より建設に進まんとするものである︒と上に日本主

【

〃

嫁根的論理の義主本日
5
，

外来思想その物は決して危臓物ではない︒故にそれは必ず
し仏敵脱さるべきものでは底い︒すべて生物は生を保存し成
長す喝限り獅収と消化と排批とを隠す︒この意味に於て揃収
さるぺき外来思想は文化の管養であって︑決して毒物ではな
い︒無批判的に外来思想を毒物帆する民族はやがて衰亡の迩
命を辿るものである︒日本主義は最も完杢な形に於ての成長
蓮綾であったことについては︑と型で似兵するまで聡ない︒

護達主義であって︑建国以来の歴史が掘取と消化と排池との
成長し渡達するものｋ最後の使命は碓産と柵創とにある︒日
い︒この故に動もすると近眼群からして︑日本は侭似をする

本主義は未だ巨大友仙界的文化の産出の階段迄到達してゐな
民族であるとか搬取のみを事とする民族であるなど入定義づ
けられる︒吾人は今との定義に封して多くの癖明を試みるこ
︲とを欲しない︒た噌直似るととけ幼年叉は青年の特性であっ

て︑とＬに偉大なる順唯力が認められることを一言してお
く︒順礁力の大小は成長力の大小に比例するから︑生産的日
外来思想の危険性は撫取と消化とを忘れて脈謂流行となる

本は成長する日本の将来への課題である︒

ときに現はれる︒いたづらに外来思想を敵脱してこれを去ら
んとするものと︑無暗に外来思想にかぶれ一︲｜流行に溺れるも

のとは︑共に唾棄さるべき道である︒何故ならば前者は餓牝
し後肴は食傷する︒世人ば動もする．と﹃直似っ畠と流行とを

混側する﹃直似る﹄は﹃肇ぶ﹄であっても成長するもの・入順

膝力の潅輝であるが流行は併呑さる上ととであって敗北者の

主的態度であり︑後者は自己を失って併呑さる﹂奴隷的態度

無力に外ならぬ︒前考は自己駐保ち自己を握大ならしむる自

である︒この二つの概念は似而非なるものであるが︑往盈に

して混同され︑この混同より重大なる談が蕊生する︒何故な

野将来ある民族は一日底外来思想の流行に溺れても︑やがて

らばこの雨概念の混同に死活の岐路が存するからである・・た

である︒流行には油化がない︒これ等のことについては多く

再び反省の道を辿り掘収と消化との﹃質似る狸ことにかへるの

狩諭ずる必要はあるまい︒更に日本は建図以来よく外閲を虞

ことについてもと上で述べ立てる必要はない︒腫似るけ翠ぶ

似て︑外闘に劣らないやうにこれと並行することに努力した

であり智ふである︒﹃智ふ﹄は一．倣ふ﹄であり︑一・倣ふ﹄は﹃並

ぺて進み︑引を取らぬ﹄ことである︒﹃引をとらぬ﹄とは﹃遅

ぶ﹄叉は﹃列ぶ﹄であって︑外園に負けないや弓に﹃肩を並

ぬ︒こ入に日本の﹁虞似る﹂がある︒世人は性交﹁直似る﹄を

れをとらぬ﹄ことであって降参又は後退しないことに外なら

知らん︒日本の﹁腫似マこは前述の成長力であって︑最も長

﹃負﹄る又は﹃流行る﹄とを混同して︑日本を卑下する︒何ぞ

く叉最も多く︑外団逓流似て跡取消化する日本は殿も多望な

牌来をもつものであることを︒故に吾人は日本主義は成長大
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成の道であると断言する︒かくして日本主義の基礎的理読は

従の下に置かれた︒この服従的生活と政治的専制主義とは演

つた︒帥と教曾とが絶封の支配椎をもち︑一般人は奴隷的服

機開論﹄を書いた︒吾人は中世から近世への移り行きに既に

コンは敢然としてアリストーァレスの﹃機闘諭﹂に反封して︑﹃新

第二の階段はぺ１コンの有名な厨納的論理塁である︒ペー

緯的諭却畢と呼唯したものであった︒

生長大成の論理であることが知られる︒

西洋論理畢史を縮くならば︑そこに三つの大きな段階があ
定される︒勿論吾人はこのマルクス的な規定をそのま上是認

多くのベーコンの先輩を見出すことが出来る︒現資界を重ん

る︒而してマルクスの言った如く思想は基礎生活によって規
することは出来ぬ︒然し今こ上でか上る議論に脱線するだけ

として枚畢に堪えない︒プルノーの火罰の如きその一例であ

惨が淡ぜられた︒所謂無信仰者として迫害を蒙つた例は比交

じ佃煮の事物を研究する自然科皐的傾向は次第に僅頭した︒

る︒而も途に時勢は移動した︒専制的飛主的宗教的﹃上より

の除裕をもたぬからして︑規定を呼唯と改正して論を進める

第一の有招遊流理畢はギリシャのアリストテレスの波継的

下この考へ方は︑肺納法的な﹃下より上この方向に道を

唯名論ば資在論の牙城に攻めかけた︒法城を守る宗教家は暴

論理墨である︒プラトーの論理も大賠この第一部に鴎する︒
而してこのアリストテレスの論孤畢が余科王惟として最も流

譲った︒宗教の権威の墜落と科票の勃典とは交替した︒猫裁

ことにする︒即ち論瑚畢の三階段は又三種の人Ⅲ生活の様式

行したのは中世紀であゑ斌繰論即畢は﹃助謂上からの論理

政治は次第に衰退して民衆政治へと歩んだ︒ペーコンを生ん

と呼膳する︒三階段の間には多くの中州的階段があるが︑こ

であって︑上位的包括的概念によって上位的個性的陽性を包

力を振ってこの新興側向を嘩辿した︒そこには幾多の流血の

撮して統轄する論法である︒アリストテレスやプラトーの政

プスは耐曾契約論幸一提唱し︑ロックもこれに極力賛成した︒﹄

だ英園では逸早く殻畢政治か開始された︒同じく英函のホッ

れ等について述ぺることを省略する︒

った︒中世紀の所謂賞在諭︵唯名論に封立するもの︶は普遍

治的理想はこの演鐸論理畢と相呼唯した貴族主義の政治であ

ルッソーの民約論となり︑民衆の力によって王位を顛覆する

に至った︒か上る﹁下から﹄の方向はベーコンの蹄納法と相

有袷な自然法の理論もこの契約論と歩調を合した︒つ蝉いて

呼雁したものである︒吾人は詳細な論に入ることを避ける︒

され升︒刺や本鰐や天園のみが直の賓在であって︑現象界は
迷夢にすぎない︒個性や個人を滅却し現象的事賃溌否定して

的概念の資在性を高調し︑個交の事物は暇象として最も極覗

幣遍的概念的賃在に締着することが中世紀の思想の特性であ

十八世紀後半から十九世紀前半︵一八三一年死︶の間に生き︑

第三の大きな論理はヘーゲルの群論論である︒ヘーゲルは

性を紙ぐ︑この戚惰的漁感的陪巾検索に厳然たる恢理の論理

等の思想家ぼその述ぺるところが感情的であって論理的厳覗

民的論の某礎もやはりホップス的争闘論であった︒然しこれ

以上三階段の論理の進行に雌じて︑その基礎に流れる人間

的形態を典へたのがヘーゲルの排誰諭である︒

その間俳関西大革命及びそれより誘導された多くの争凱を経
験し︑アリストーアレス式産油輝法もペーコン式薩締納法も到

晦現賞枇界に揚餅しないこと孝看破した︒ヘーゲルの見た世

に把握さる上ところであるから︑と上に詳論牡要しないであ

らう︒マルクス一派の唯物郷読諭は論理の眼をもって見ると

生活の推移が親はれる︒これは歴史を縮くととによって容易

唯物群誇諭は論理畢史に於ては沢してへ↓１ゲルと奈然異った

／界は争闘的活動であった︒排誇諭はか上る歴史的冊雌の深抵
の存在は合迦的であり︵ヘーゲル法郵哲畢序論︶︑従って如何

第四の形態ではなくして︑やはりへ１ゲルと共に第三の階段

に共礎をもち︑従って争闘の諭刈鯉となって現はれた︒凡て

日なるものもそれが存在する限り自己の存在皿山と存在椛利と
評をもつ︒故にすぺての存在はアリストテレス的に簡軍に上位

きは︑た陣へ１ゲルの論法を願倒したものに外注らぬ︒故に

蟻概念の内に包掘され︑これによって支配され得遊い︒ヘーゲ

のである︒た時マルクスはヘーゲルの如く政治法律道徳等の

り下倣的民衆的濯畢制を経て︑第三の争闘的階段に馬するも

ルクスもレーニンもヘーゲルと等しく︑上位的専制的支配よ

に鴎するものである︒即ち歴史的進行の上より見るときはマ

鋤配されることは向己の存在椛利詫奪はれて奴隷になることに
操外ならぬ︒故にすべての存在は上位者の支配に封して絶封的

認ルより見る時は佃一撤されることは支配されることであり︑支

に反抗し封抗して争闘を蔦す︒叉反封に．ヘーコン式に単に下

によって上層が規定されると老へたへこれが唯物史槻︶︒即ち

マルクスの時代はヘーグルのそれに比して産業や製産過程が

思想的上層の基礎に経済的麓生活のあることを高調し︑これ

遥かに進歩した時代であった︒との進歩した製産過程に唯ず

位概念の院納によ２﹂平和的餐協の逝を通じて上位概念が碓
在邪曲を柔張する如くに︑上俄概念も亦下位概念に封して存

成されるのでもない︒下位概念が上俄概念に封して自己の存
在搾駈主張して手ふ︒この手側がへ１ゲルの言葉では花反の

るやうにヘーゲルの論理を改正したのが唯物郷諦法に外なら

善人は雌暗にマルクスに恐怖を感じたりレーニンを排斥し

ぬ︒

軍律的矛盾劉立となって現はれる︒既にペーコンの直後にホ

ッブスが﹃各人が各人に封す乃手岡﹄を続き︑人は人に鋤し
７て狼である境ホップスのレピアサン︶逓述ぺた︒ルッソーの

〃

島に死んだ︶︑ヘーゲルは壁窓より遥かに奈翁の英姿を想見し

にはナポレヤンは塗然しヘーゲルの死より十年前に奈翁は孤

には猶ほナポレオンの暴威が全欧を支配し︵ヘーゲルの晩年

た資本家封勢働者の抗争には存在しなかった︒・ヘーゲル堂時

ども︑その富時の争闘の中心は今日の如き製康過程より生じ

●︐たりするものではない︒︑ヘーゲルは争闘の時代に生れたけれ

演戦争が唯一の注意黙となった時においてをやである︒かく

線に到達して︑園内の産業に集中し製産競争の幕が開けて経

後に烈弧は十分に図土伸張の賞を畢げ︑海外護展は忽ち限界

が経済問題に没頭するのは理の営然であらう︒況んや奈翁の

ェクスピァーの昔から守銭奴をもって銘を打たれたユダヤ人

人マルクスにとっては民族運動や国家経営は眼中にない︒シ

ユダヤの流亡を指示したものである︒租幽を有たない猶太也

重ねて云ふ︑吾人は無暗にマルクスを排斥しない︒たｒマル

考へて吾人は始てマルクスを把握することが出来る︒吾人は

クス流行も歴史の進展の一厘期であり︑マルクスの論理も上

シャは臥薪騰嘗の悲悩雌慨に燃えてゐた︒奈翁失墜の後を受

けた欧州各刷は大戦凱後の問成の篇めに一方では復醤の爵め

述の如く︑長い論理畢史の一つの階段に鴎するものであって

た︒ヘーゲル営時の彼の岨剛は沸軍の馬めに躍晒され︑プロ

に各園利害を手ひ︑他方では未曾有の海外殖民の競争を演じ

決して永久的な又全的な段階ではない︒このこと通十分に理

するものをもって永久的と考へるが如きは近眼者の見解であ

解することが鼓も肝要である︒僅かに一厘期又は一階段に馬

よりも寧ろ民族進長の大手岡や図家維誉の大森岡であづた︒
どの事賞をよく眼中に置きながらヘーゲルの現象論を讃むと

た︒徒２Ｌヘーゲルの注意を惹いた争闘は勢側零議製産競争

きに初めてその直意が把握されろ︒マックス・ペアーが﹃ヘ

って︑最早真理を求むる吾人の論敵ではない︒歴史の進行と

を理解しないのみをらず︑マルクスその人をも曲解するので

それに呼腫する論理の階段迂知らない無智者は︑吾人の立場

マルクスはもとＩ︑猶太也人である︒彼の父は子の将来を

の鳶めに論理を犠牲にしたと攻準したのは不営である︒

考へてマルクスが六歳の時に基教に改宗したけれども︑依然

の敵である︒ヘーゲルを理解するものはヘーゲルの背景を先

ある︒か上る肴はた峰に吾人の敵たるにとｒまらナマルクス

ーゲルの生涯とその教﹄に於てヘーゲルをもって民族的感情

マルクスの血は猫太也である︒人間の血液は改宗や皐読で取

り替へられることは出来ぬ︒猶太也人は本来園を持たぬ︒猶

クスを腰史的論理的進行の中に入れて理解しなくてはなら

づ知らねばならず︑マルクスを把握する篇めにはやはりマル

ぬ︒唯物史観は吾人に吾人の思想は物的基礎生活と呼臆する

太也は文献の始った最初から流亡の民である心創枇紀の冒頭
からエデン花園追放の悲惨左幕が開かれてある︒この物語は

､
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インターナショナルが把握される︒かく槻じ衆らばマルクス

た︒との二つの基礎的催件からしてマルクシズムが理解され

閲的生活であり︑他方では製康的経潤の最弧烈な時勢であつ

と教へる︒而してマルクスの某礎生活は一方では流亡的無租

は吾人の寛大に認めるところである︒無暗に彼を排斥しない

統一を編制した︒マルクスは彼自らに忠賞であった︒この事

は基礎とその上に立つイデオロギーとを一致せしめ︑論理的

ターナショナル即ち無剛家主義を打ち立てた︒即ちマルクス

スのそれと氷炭祁容れない︒菩人は吾人に忠賞であらねば蔵

らぬ︒・徒２Ｌ吾人のイデオロギーはマルクスのそれと又和容

と云ったのはこの意味である︒た堂吾人の基礎生活はマルク

れない︒このことはマルクス同身も認めなくてはなるまい︒

の某礎生活とマルクスのイデオロギーｇルクシズム︶とは一

郷ある閥家生活け厳然たる歴史的事賞であってやこの熟でマ

らかにマルクスと牛分だけば全然異なり︑二千派百鹸年の光

イデオ画ギーを奉ぜんとする︒これは自己に濁して不忠賞な

然るに雌自侭なマルクシストは華礎を顧みずしてマルクスの

致し︑従ってマルクスは正しい︒吾々日本人の共礎生活は明

ルクスと歪く異ってゐる︒故に玉男のイデオロギーはマルク

ｋところであらう︒理論上の嵐而目を保ち廉恥心ある土は犬

るとと矛一暴撫す為態度であって︑恐らくマルクスに冷笑さる

スと異たらざるを得ない︒かく異たるところを十分に同儲す
ることか寧ろマルクス的であり唯物史観的である︒︵他の半分

に旗まなくてはならぬ︒前にも述べた如く﹃壁ぶ﹄︵境似る︶と

についても今日マルクスの縄済諭が時代遅れであることは明

瞭であるが︑しばらく省略しておく︒た回善人は現時の献曾

て多くの弟子を引率して大家に琴食するたらば︑．恐らく世人

の笑狩貿ふであらう︒何故ならばこれは決して孔子を望ぶこ

流行とは別であぁ︒孔子を翠ばんとして︑若し今日車に乗っ

とではないからである︒況んや流亡の民マルクスを面似て自

制度には多々改善さるべき軸のあることを十分に認める︶︒か

て︑いたづらにマルクスのイデオロギーをその髪上に鵜呑み

ら流亡ぱんとするならば︑・何人もその眼を憐まざる券一得ない

上ろ基礎生活的に見ての吾人とマルクスとの別を把握せずし

スを理解したものではない︒彼等こそマルクスを胃毒する無

にしてマルクス＃一噸歌する向稲マルクシストは決してマルク

かくの如くマルクスを十分に理解すればする礎︑イデオロ

方を忘れ︑遂に歩むことを得ず︑止むなく詞旬して蹄れり

稽古する間に︑未だその歩を修得牡ざるに向己の本来の歩み

篇︶︒燕の少年趣の都那郷に来り︑都人の歩武を鍵ばんとして

であらう︒昔那邸之歩を肇ぶ愚少年があった︒︵荘子︑︲秋水

ギーに於てマルクスと異なりマルクスと限掛的にならざるを

智者である︒

得ない︒マルクスは自己の無租幽的其礎生活の上に彼のイン
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と︒今日日本の自稚マルクシストにしてこの愚少年に類する
者多し︑マルクスを理解するに先んじて自閣を忘れ︑遂に蹄
着するところを得歩して思想的流亡の民となる︒その極か入
る青年は自亡自棄となり畢賓を放郷して末梢的戚提の快を徒
食しつＬカフェーに沈溺するに至る︒日傭の勢夫と雌も猫ぼ
彼等の醜行を唾棄するであらう︒か出謹呈円年が肺禽問題など
口にするさへ稚戯の沙汰であらう︒

マルクスと半分以上根本的基礎生活を異にする吾等日本主

義の論理は果して如何なる形態をもつであらうか︒これこそ
来るぺき第四の論理でなければならない︒両洋の継史はギリ
シヤの昔から今日に及び︑アリストテレスの論加よりヘーゲ
ル及びマルクスの諜読論に迄進み来つた︒将来更に西洋にて

第四の論理及びその基礎としての第四の生活が川現するであ
らうか︒若し西洋文化が猶長く生育して龍四第五の階段を生

み出すならば︑日本主義の論理は第四の階段とはならずし
て︑その完成の蔦めに未だ侯たなくてはならぬ︒何故ならば
日本主義そのものは前述の如く大成の道であり︑寓邦の生産
い歴史をもち最唱多く掘取しつｉ成長するものは︑その完成

や文化はすぺて日本の成長の資料とならねばたらぬ︒最も長
が遅い︒これは生物畢上の置理である︒若しシュペングラー
の告白した如く西欧の没落が事賞となるならば︑日本主義の
論理は第四の階段としての大集成の論理とならねばならぬ︒

命である︒︵六年二月十五日︶

る︶その如く日本主義の諭理な減緯や蹄納や緋誰諭やのそれ
ぞれと叉異った特性をもつ︒これ弊の諸論理は日本主義の論
瑚に掘収されつＬ如何様に癖形し如何様に改肥されたか︒又
ｎ本主義の論理として上述の諸論理と異ったところは如何な
る黙なるか︒このことを閥明する⑧が吾等日本主義畢徒の使

日本史は唯一の大成史である熱に於て外剛史と異ってゐ

進歩成長しつ野ければならぬ︑しか関日本歴史は外剛史の如
く早熟して枯死するものではなく︑飽くまでも大成の歴史で
ある︒砺取され消化された外図史は日本史の成長の資料とな
って保留される︒印度よりの沸敦も支那よりの儒教も西洋よ
りの機械文化も皆その大成の誉養となりっＬある︒しかして

上︑日本主義の論理に合流し︑とＬで消化され蹄着し︑更に

らぬ︒演鐸法も蹄納法も鉾詩論も日本歴史の中に包括されつ

が日本主義の論理であり︑それは正に成長大成の論理に外な

日本の腰史でありと上に日本主義が成立する︒日本歴史の道

つ野ける︒と比に成長の雁史と論理とがある︒か入る歴史が

去を失は歩︑過去は現在の中に合流しつＬ翰堂進歩し成長し

て︑た瞳現在存在しないものである︒然し虞生なる歴史は過

過去の時代に受富した︒同様に過去の歴史は誤謬ではたくし

は兇孫の家にては愛色して黒烏となってゐる︒過去の論理は

宛もメーーアルリンクの青い鳥の如く︑沌父の家にありし青烏

ありし多くの論理は誤謬ではなくして︑過去の論理であった

た嘩吾人は貫正の論理は口︿だ一つであることを知る︒曾て

吾人の決論は速急であってはならね︒

然しこの問題については吾人は未だ逆賭することが出来ぬ︒

妙

国民精榊を示されたものはないと恩ふ︒五佃催の御誓文維新

私は我が閏の歴史上明治天皇の御事績程明かに日本民族の

絡付けて評察する必要があると忠ひます︒教育勅語は馴民精

ます︒此の難からして軍人勅諭と教育勅語の間に思想的に聯

が︑教育勅語は帝悶憲法の御渡布の翌年御換溌になってをり

軍人勅諭唾﹂教育勅語

の犬雅令を初めとして︑郡人勅諭︑帝剛憲法︑激育勅諦︑戊

そめた時に出たものである︒軍人勅諭御下賜の明治十五年か

祁の蹄榔する所を一定し︑軍人勅諭は閲民精刺の曙光が輝き

河野省三

申詔書︑其の他多数の御製に依ってはっきりと日本精祁を団

ら教育勅語換獲の明治二十三年の間に於ける画民自髭の鍵化

三宅雄次郎︑井上哲次郎︑杉浦重剛と云ふ方たが政教杜略樹

代は打史以来日本民族緒川の最も深く認識され︑叉間明溌揮

民に示し給うたことを痛感するものであります︒即ち明治時

てたのは其の時分で︑是こそ聞粋保存上亜要な現象でありま

の時期は明治二十年と老へられて居るやうであります︒成程

堵閲民の常に深く反省すべき団民道徳の標準を御示になった

す︒叉明治二十年頃には三島通恥氏が平易なる図鰐諭﹁閏の

進歩は深く考察詮要するものがあります︒世間では馴民自擬

ものと秤察する︒叉此の題にもある如く軍人勅諭は我が団民

せられた時代だと恩ひます︒而して色燕の詔勅の中でも此の

精祁の最も緊張した軍人緒祁を示されたものである︒軍人は

田一郎と云ふ人の﹃剛鵠諭﹄の川版も此の年のことでありま

すがた﹄といふ本弗著はし︑叉熱烈な剛家精刷を碓揮した藤

教育勅語は妓も糖碓に日本精榊を示されたものであって︑我

即ち．旦緩念アレ毎︿義男公二奉ジ﹂所謂第一線に立つ者で

ります︒それ故︑二十年遼以て閲民精神畳醒の時期と見るの

論﹄は十九年に帝剛犬畢で談義され二十年に出版になってを

想上︑注意す︒へき年であります︒西村茂樹先生の﹁日本逝徳

す︒斯やうに︑明治二十年と云ふ年は言論著書等に於て剛民思

是は特に猫が固の川治岬代中葉の叫怖狩一察せられて御下しに

なったもので︑此の勅諭は教育勅語戊申詔書を併せて老へる
軍人勅諭は明治十五年一月四日︑即ち彼の十四年十月十二

べきものである︒

日の団曾附設の詔勅の翌年早麦御下賜になったのであります

鯵
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人椛の説を説破して却一︲一無が阿綴が如何に置理であるか︑深

居りますが︑価側からの非難に依り︑叉博士脚身の思想の鍵

の二十年に於て剛民請祁の自尭されたその淵源として鰐た前

い意義があるかを論じ︑斯やうた健全な閏慨でなけねばなら

は妥営心読に蓮ひありませぬｃ一瞥明治時代思想肥﹄﹃ｎ本文明

駆として明治十五年を閑却することが川来ませぬ︒先づ第一

ぬと述べて居る︒欧米心酔時代に於て︑禰洋翁や加藤博士の

に新に﹃人椛新説．﹄を書青︑進化論の立場から民椛自山︑天賦

に軍人に賜りたる勅諭を始めと致しまして私の方の闘蕊院は

やうな新しい畢考に依って叫ばれた此の自鐙によって見ても

化に山って十四年に之を絶版となしましてやはり此の十五年

明治二十二年の創立であるが其の母船たる皇典誰究所と云ふ

と恩ふのであります︒

十五年は正に閏民自提の時であることを記憶する必要がある

史冒川治文化全集﹂の解融﹃勅語四十年﹄等何れ蝋此の明治二

の祁寓皇壌館も明治十五年の創立である︑加藤弘之先生が帝

叉軍人勅諭について巾上げる捌係から十五年前に軍人精紳

ぺしと云ふ建議に封して書いた答巾書があります︒之は極め

すが︑加納子が明治十二年祇深諭吉翁が華族は総て牢人にす

て穏健を意見で︑禰津氏のやうに華族を全部軍人にすること

の礎醒を促した齢について御話してたかうと恩ひます︒私は
加納久宜子解恩言いた文書を拝見して想像するのでありま

氏が新僻詩を溌表したのも十五年であった︒殊に教育勅語に

どが中心となって一初めて日本絢諜鵬捷曾を不忍池畔に附設し

開係探く恩はれる﹃幼畢綱要﹄を汎く世に頒たれたのも明治

は不可能である︑さう云ふ精祁は極めて必要であるが︑其の

ります︒博士は明治七年の末に公けにせられた﹃馴偶新論一

相侯って興味の多いものほ加藤弘之博士の﹃人椛新説﹄であ

論﹄を公にされたことであらうと凪ひます︒叉との帝宝論と

酔の頭目であった先受考娠瀧諭吉翁が此の十五年に﹃帝室

翁は流石に英園流米風流の経済思想を取入れただけに共の

議論でありますが︑此の書の中に興味のある問題が在ります︒

が図はもつと蛎税を断行して耶披をやっても差支ないと云ふ

禰深先生は共の後﹃兵論﹄を著して居る︒是は軍備拙張論で︑我

の方法を述べた︑誠に行届いた加納子の意見害であります︒

方法に就墜Ｌは十分考へてみる必要があると云ふ所から︑其

に於いて齢り我が園鰐に取って面白くない矧暴な説を述べて

斯やうに色套の事賞がある中に特に興味のある事は西洋心

十五年の末である︒

たのも同年であり︑井上哲次郎︑外川正一︑矢川部良吉の諸

養域しましたが共の設立哨やはり此山年である︒岡倉天心を

国大畢の細擬として文畢科に古典諦智科を世き多数の人材遂

ものは明治十近年に川来て居る︒又皇典研究所と耐様な伊勢

十年を以て剛民耕祁向覚の時期として居ります︒虚で私は此

」
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の精鋭充資︒第三は経済的資力︑此の三審が西洋弧幽の韮礎を

ある︒其の一つは兵員の多数︑第二ほ隊伍編成の巧みと軍器

う云ふこと遼述べてをります︒西洋の掘園には三つの像件が

方については先見の明があった︒此の一些兵論﹄に於て翁は斯

て来た︒然らば何故︑十五年以後国民が斯やうに自髭を促し

く銀避すべき外醐感れもあったが︑心ある剛比は大分自蝿し

十一年には首祁官邸に於て仮装舞踏倉もあると云ふ課で︑全

面には十六年に鹿鳴館が出来て盛んに外園風の舞踏をやり二

民は十五年以後段糞向畳して来たのであり妻す︒勿論其の半

かぷ

篇して居る︒此の立場から老へてみると束洋にも近く一大弧

であって叉明治十四年に於ける固曾附設の犬詔は憲法治下の

たかと云ふに是は素より明治天皇の大御稜威の然らしめた所

阿民たる準備の急務たることを自琵せしめた重要な事柄と信

と断言して居るのであります︒然るに︑間もなく幅灘先生の

ずる︒叉二十年以後かなり欧米心酔の有識者を剛民的目畳に

則が川現するであらう︒其の弧凹といふのは即ち支那である
此の先見の明はスッカリ裏切られて︑此の三黙に於て殆ど全
Ｊ

く不十分の日本に依って其の支那は一大弱剛たることを暴露

の影響は断決して否定することが川来ないと恩ひます︒十五

赴かしめた原囚として此の十五年頃に於ける我廷先堆の努力

・ｊ●

のであります︒瓶洋先生雌算撚は上手であったが︑魂は算盤

するに至ったのであります︒・日本・は一つの魂に依って勝った

蒋を自覚せしめた我署先誰の功績に封して︑私壮敬意を表す

年頃の閲粋保存の馨は素より小ではあったが可なり多数の識

●一も一・■

には減らなかったのである︒而も此の事賞は如何に一剛の魂

之から少しく十五年より二十三︑四年にかけての冊に如何

る群である︒

即ち剛民精川を訓練する教育が必要であるかと云ふ事を彼幅
てもよいのであります︒・

瀧先生の此の書に依って消極的に示されたものであると言う

ふ︒西村先生は明治二十年﹃日本道徳論﹄を著しましたが︑

左る鍵化粥来たしたかと云ふ鮎について簡雌に述べやうと恩

れが十七年に日本識道曾と改まり遥二十年九月に今日の日本

初め明治九年に此弘道曾の前身東京修身嘆舎を建てられ︑そ

識術庇加睦弘之博士が明治十二三年頃に﹃愛幽心の説と﹄云ふ

て又それを研究することに依って根本的促養はれるものであ

ものを述ぺて居る︒愛園心は一団の文化に親しむことに依っ
ると云ふことを論じてをります︒明治十二年に三宅虎太と云

民思想と深い開係があります︒元田︑東野︑井上梧蔭の先生

弘通曾となった︒それ故︑先生は此の教育勅詔換雅営時の闘

方と共に此の時代の嗣民自麗の護達上忘るべからざる方であ

ふ人がさう云ふ論文を集めて愛図諭細といふ本を箸はしてを
意すべき著述と恩ひ堂す︒かやうに宵雲際に於て各方面から園

ります︒之も私は明治時代に於ける潤民自受の一端として注
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ります︒世州偉へるやうな不敬のなかったことは邪貰であら

まして︑明治二十一年に於ける祁宮不敬事件は無論誤博であ

又幅浬先生の十光年の﹃帝室論﹄から二十一年の﹃尊王論﹄に

うと卿ひます︒併しながら内宮に参拝しなかったことも亦事

ろ︒

の﹃民権論﹄を鼓吹した中江兆民はルーソーの民約論鐸解を十

進んだ思想の鍵化も興味ある問題であります︒彼の仰蘭西流

の中に﹁国民は尊い︑国民の選んだ代議士も亦殊に尊い︒然

それは剛曾開設の準備教育として一般的に書いた書物で︑そ

﹃園民のめざまし﹄といふ通俗を啓蒙書を出してをります︒

感謝するものでありますが︑氏の思想鍵遜そのものが極めて

とと恩ふと同時に︑我が教育界に多くの貢献を篇したことを

ことは事資であります︒私は森氏の不敬事件を荘だ遺憾のこ

が二十年頃既に闘粋的思想を持ち又園家槻念の弧蚤って居た

の先生や児童達をして失望せしめたのであります︒虚が森氏

賞でありまして︑之が祁官を憤激せしめ︑叉川迎へた小畢校

し政府は卑いものである︒例へぼ雇人のやうなものである

て剛民的精洲の弧くなった好例として︑私は紀元節の歌を筆

興味の多いことＬ思ってをります︒氏が明治二十一年頃に於

五年に公にして居りますが明治二十年から二十一年に掛けて

と﹂言って︑如何に代議溌畢の意義深きかを国民に説いて居
れは極く平易に問答鵠に書いてありまして︑﹁天皇は卑しいの

でありますが︑高崎正肌氏は更に其の歌の趣旨を一般的に通

げたい︒紀元節の歌は氏が高崎正瓜氏に頼んで作らせたもの

りますが︑其の中に又天皇のことに就いて説明して居る︒そ
尊いのと比較して申すべきでない︒我園の天皇は間より政府
方でもなければ園民方で尚ない︒総て之を超越して居られる

すると氏は手紙にて斯く返事を！〆て居る︒

俗に却解し得るやうに﹁紀元節歌の解﹂を作って氏に見せた︒

キ︲ハ方今ノー大好書ト存候二付速一耐刊行希望候︑拝答草々

影響ヲ見ハシ︑従テ国家ノ磯衰二閲スルモノトス︒木綿ノ如

詳明礁服ノ至二候︒抑菰詠︿性摘ヲ感興セシメ教育上至大ノ

﹁紀元節歌ノ解一巻御示シ下サン弾讃歎回︑川段ノ歌意深切

ものである︒誠に尊いので之を彼是言ふべき所ではない︒謂
はぱ祁様のやうに尊いものである﹂と申してをります︒兎に
明治二十一︑二年頃に於ける国民自髭の一端が想像されるの

角無祁論考たる兆民が天皇を刺と申上げた黙から考へても︑
であります︒

私は憲法或は教育勅語のとまを考へます時に︑森文部大臣

一年六月のことであります︒之は森氏が晩年に於て園家的自

如此﹂とありまして︑五月二十六日付書翰でありますが︑二十

畏の稗度の進んだことを諦明する好材料と思ふのでありま

のことを想起するものであります︒森有潅氏は明治初年から

急進的な教育説を執って︑世間から可なり誤解を受けて居り
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に合せ考へる必要があると認めるのであります︒而して此の

やうな信念が弧まって来たことを憲法蕊布教育勅語喚溌と共

くして︑恋ろ明治二十一年頃に於ける我が剛の識者間に︑斯

す︒是は私が特に森氏の国民的自麗について述べるのではな

ります︒それは此の度郷里の埼玉勝北埼玉郡の教育曾に於て

せねばならぬと仰せられましたが︑私も其の一例を持って居

ます︒只今含長より我舞は何事が紀念となるぺ費一ことを資現

封照して示しましたものであります︒私は﹁川治大黒御製

入れ︑内容は教育勅語の要旨と明治天皇の御製二汁づつと

へました︒之は﹁大御心﹂として其の下に明治祁宮の罵這を

計霊された小皐校の先生方を援けて斯ういふ小さいものを持

くたいととと存ホろのであります︒又既に巾上げた十五年溌

やう遊園民的自畳が進んで来たのは我堂先輩の力が興って少
時に我狩朱輩の悶民的自畳の起ったのも︑資は一に明治天皇

された聖旨は御製に於て明かにお詠み川しになって居ると拝

察致します︒さて此の小冊子の裏には小畢児童の橘を書くや

集﹄を一枚燕ぞ繰る毎に感激致します︒而して教育勅語に示

になられたものでありまして︑文明開化とか民権自由とか︑外

の御陵威に淵源して居ると恩ひます︒明治天皇は明治時代に

圃心酔とか或は其の反動とか共等の雑然たる思想の狂測の中

せう﹂といふ言葉を添へてあります︒之を川年以上の生徒に

うにし︑その上に﹁日登さわやかな心で静かに舞荊いたしま

於ける最哨重要庇御力として︑堅賞なる漸進的方針を御執り

に︑明治天皇が力狸い政治矛一語進納遊ばされたといふ事は明

治時代の歴史を顧みる時全く感激に堪へい次第であります︒

ってをります︒是も簡単で適切な紀念事業の一つにならうと

恩ひます︒私が只今との事を申上げますのは︑今日を紀念と

持たせ︑毎週月曜日に二首宛譜に合はして奉唱することＬな

うに︑悠堂として動かなき御信念と︑其の御教訓は正しく明

して益誉御製集の砿まることを希望致すからであります︒

波潤車鍵の中に厳の如く︑東より出でて西に没する太陽のや
治時代を最も堅賞に導いた所の唯一の根源の力であったと信

ります︒それには教育勅語の御精祁を深く味ふことも無論必

明治天皇の御趣旨淀奉戴致して団民的信念を堅める必要があ

今日︑教育勅語換護満四十年に堂りまして︑いよノ︑︑

とかへ剛鰐ノ精華﹂とか云ふ其の御言葉の御信念を邦察し奉

製詮一貫して居ることであります︒彼の﹁皇岨皇宗ノ遺訓﹂

尊ばれたことであり︑他の一つは敬祁愛民の御心が詔勅と御

考察し得ると思ひます︒其の一つは即ち雁史を重んじ潅展を

明治天皇の詔勅に現はれをろ弱い御信念を私は二方面から

要でありますが︑其の明治天皇の聖旨を奉戴するのには︑天

戴致しますにも︑御製に如くはないと恩ひます︒同時に如何

余る春であり史す︒

皇の御製を奔荊することが極めて必要なことと忠ふのであり

15
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に感激せざるを得底いと恩ひます︒

とお詠み遊ばされてをります︒教育者は此の優しい御言薬

ざるを得ませぬ︒此の敬祁愛民と申すことは雁代天皇の御政

三十七年に﹁教﹂と云ふ題で︑

に愛民の御心が深くあらせられたかといふととを痛切に感ぜ

治でありまして︑我が皇室の統治の大方針であります︒平安
朝の聖天子仁明天皇の御事蹟は悉く敬称愛民の御事蹟であり

おひ茂らせよ大和しまねに

むらぎ猫の心をたれの教へ草

三十九年に﹁教育﹂と云ふ題で︑

如何ならむ時にあふとも人は皆

に﹃耐ヲ敬ブゴト在スガ如ク︑民ヲ硯ルコト子ノ如シ﹂とあり

まして﹃縞日本後紀﹄が全部それでありますが天皇の御詔勅
ます︒叉明治三年正月三日の明治天皇の詔勅にも﹃夫レ太肌ノ

誠の道を踏めと教へよ

と遊ばされてをります︒私は是等の御製に感激致して．︑．教育︲

としへの親心めぐみ忘るな

塁ぴ得て道のはかせとなる人も

ひます︒尚ほ

とお詠みに底つてをります︒教育家は自重して宜からうと思

位なくてもうやまはれけり

．分けのぼる道のしをりとなる松は

又﹁師﹂といふ題で︑

物言ひさへもかはりけるかな

ま遊びやに入りにしＲよりうなゐ子が

明治四十一年には一︲事校一と云ふ題で︑

うみの子のごとかなしかるらむ

朝夕にまもり育つるぞしへ子は

又﹁教師﹂と云ふ題で︑

業ヲ創ムルャ祁明ヲ崇敬シ蒼生ヲ愛撫ス祭政一致由ツーア来ル

とこしへ忙民安か艇と斬るなる

所遠シ笑﹄と仰せられてありますろ・此の聖旨を御製の巾には

我が代を守れ伊勢の大祁

と遊ばされてをります︒かやうに敬脚愛民は歴代天皇の統
治の根本でありますが︑殊に明治天皇の御一生は正に此の敬
祁愛民の大御心が如賞に現されたものと拝察するのでありま
致す者であります︒

す︒其の瓢に於て私は今上陛下の日凌の御聖徳を深く感激
・さて私は今日との席に臨みまして特に明治天皇の教育に開

する御製の数首を拝稲してその犬御心を拝察いたしたいと恩
ひます︒

明治三十六年に﹁卒業式﹂・と云ふ題で︑

︐わらはぺが畢ぴの道のゆるしぶみ
授くる人もうれしかるらむ

１Ｊ
Ｆ﹂
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勅語の思召が一層深く痛切に感じたのであります︒
明治天皇の御稜威に依り︑叉教育勅語や軍人勅諭に依って

我が醐民的精祁が斯やうに深くなって壷ゐつた︒今日から明
治時代を考へてみますと︑種全鍵つた思想の輸入があり︑随

分危臓な状態にも陥ったのでありますが︑どうして此の荒
浪を切抜け得たかと申しますと蕊是は偏へ明治天皇の御稜
威の然らしめた所でありまして︑叉下図民が只管阿家の篤に
努力し︑如何にして我が日本の世界に於ける位澄を碓賞にす
べきかと苦心した︑其の一念に依る結果であると恩ふのであ
ります︒

今日私は明治祁宮に参拝して御銀座十周年の御祇頭に額き
ました︒こちらに来る鴬に賛物舘の方へは拝参しませぬでし
たが︑私はあそこを拝観する度毎に︑数ある賓物の中に︑
らして︑特に御買上に左つた高さ二尺位と思はれますが︑一

明治天皇が或る時博覧曾に行幸になって︑深山の飾物の中か
人の兵士が任期満ちて将に郷里に錦らうとして左の腕に柳梱
を抱へ︑嬉しげを軍服姿の銅製の縫物と一方は量呂金次郎が
薪を背負ひ裾を端折り︑左手に本を震げて持ってをる重奏の
銅製の濫物を拝見し嚢して︑私は自ら軍人勅諭と教育勅語と

天皇は此りろの置物を折営表御所に飾って御覧遊ばされ園

を恩ひ浮くざるを得ませぬ︒承はる所に依りますと明治
民の上を恩ひ給ふ大御心を慰められたとのことであります︒

此の軍人勅論と教育勅語とを拝調するに営って︑此の二簡の

の置物こそ明治天皇の高い深い︑匿い厚い大御心を雄嬬に物

銅製の置物が如何に意味深いものでありませうか︒此の二箇

の裡に物語るものは正に此の二つの銅製の世物であると申し

語つ一Ｌをるものと拝察するのであります︒明治の時代を無言

ても差支へたいと恩ひます︒斯やうな意味で軍人勅諭と教育

深く光柴とする次第であります︒

勅語と云ふ題で回顧的左川感を申上げて御清聴丑得たことを

ＩＩ叩
○
︑

気もつかず目にも見えねどいつの間に

ぼこりのた蚤るたもとたりけり

早くもちりて資はなりもせず

箸りぬる人の柴華はあた花の

つｆ

いふてしまへぱそれだけのもの

己が身の徳はかくすにあらはるる

平生のおごりば地震と﹂ろせよ

ゆすりすごすと家はつぶれる

〆

口
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法方ろめ高起徳道の民園

︵承前︶

宗像逸

の三要則であって︑道理上何人も其の賞践を峡くことを許さ

意と責行である︒第三は其の日の反省である︒之れは人間道

第一は毎朝の自畳である︒第二は其の日に於ける刻麦の注

圃民の道徳を高める方法

恩ふに吾人の道徳生活修養生活には︑日舞左記の如き資行
三要則があるべき筈である︒

第一則は︑毎朝耀拝静思して︑其の日の自受を明らかに

も之恥を必要とするものであって︑普遍的に人間生活の篤の

前記の念鮮及び念語の如きは︑其の精祁要旨に於ては何人に

行者でなく︑叉厩の文化生活者と咽言はれない筈だ︒されば

るべきもので左い︒之れを峡く如き者は人Ⅲ道の忠賞なる修

定むべきことである︒毎朝而鞍洗ひ姿キー塾へろからには︑毎

第二則は︑其の正しき自受を其の日の資行に現はさんと

作振するに頗る有力である︒聖賢の教訓が吾人の精祁を養

しめる文章或は詩歌を︑時為念諏叉は朗唱す一今は精祁志気を

ものであるが︑其の他道徳の根本精祁或は基本原却と白墨せ

前に述べたる如き念僻念語は︑日盈刻友之雄逓必要とする

資行三川と申すべきものである︒

絡日注意念持して精進努力すべきことである︒其の篇には時

所であるが︑殊に詩歌は口ずさみ易く︑記憶し易く︑随って

ひ︑古来の格言が吾人の念持を助くるに効あることは疑なき

深く心に入り易い︒勿論人間道図民道の根本糖祁基本原理を

歌ふたものでなければなら噌鼓に左記﹁日本画民行進歌﹂

第三則は︑毎夜其の日の賞行如何を反省して︑向己槍査
要する道理である︒

をなすべき筈である︒其の鳶に反省的精進的たる修養日誌を

理である︒

交想起自髭すべき簡軍なる念語︑即ち自己注意語を要する道

る道理である︒

を行儀でなければならぬ︒其の鴬には日々自覚の念群を要す

朝心を清め恩を正しく塾へることは︑人間として必ず修むく

日々の責行三則

郎

法方ろめ高を徳道の民園
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合唱して︑浜善美的糖帥と賞践的備意を獅養すべきであら

を其の一例として畢げるが︑吾人は時に此の如きを猫唱叉は

是恥す砧祁の御旨産り我が良心の願ひたり

流韓常なき世ながらに天理人迩の大法は

敬忠篤行を旨として築善精進努めをむ
四内にみたまの光あり外に天地の道加あり

う︒是れ亦日共の念緋と共に頗る重要観すべき一種の念歌で
あると信赤る︒

日本国民行進歌

理想と努力と進歩ありいや楽へゆく生命あり

蔑古不鍵に行はる誠は天の道にして
誠を篇すは人の道弦に敬天道義あり

大道は理想に通ずれど

梁善精進努めなむ

其の命のま山我れ行かむ

我が良心の光りをば

行かせる春は我がみたま

ふみ行かざれば到られず

感謝に齢ろ身ならナや之れに報ゐであるべきや

精利一到何事も

内に難櫛の光りあり愛と優美の心あり

御図のめぐみ批の悪み父母の悪みに生くる身の

術すれば炭き大道あり

ふみ行く者は我が身にて

天津日の帥てらすなり

敬忠篤行を旨として梁善精進努めなむ

一仰げば高き理想あり

みた表に肺の光あり︽・

すめらの道は一貫す

現在簸善念じつ上最稗資行努めなむ

榊とし仰ぎ敬ひて

導くま人に我れと世の

すめらの道を本として

最善賞行努めなむ

現在最善会たつ１最善賞行努めなむ

大幽民性溌揮して大義を卿海に布かんかな

我等はこれを自畳してこの大道を匿践し

篤し得る意志の力あり

五天に月日のめぐみあり地には賞もあり花もあり

天竣と共に窮みなく

勇猛精進たゆみ底く

めど

三すめら御馴の民我れは

五助共柴の遁矛一ふみ

勘みゆくこそ要め産れ

せうじん・

いかなる時も榊光の

．敬忠篤行を旨として
二天空魔く限り産く

質善美化を目途として

六太平洋上日出づる閏理想は高く任重し
時は世界の改造期東亜の天地亦多難
見ょ大勢の鍵動を又我が園の立つ位置を

・たｒ今日を最善に

我が能力を善川し

力と愛と義をつくし

現在溌善念じつ上

感謝諾分の美をなして

置善美なるものとせむ

基本原理を高調するのみならず︑其の街践的志気精憲を鼓舞

此の﹁日本剛民行進歌﹂は︑人州道︑図民逝の根本精耐も
我れと御固と世界とを

ZO
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とにつきて歌ひ︑二一︶は天壌無窮の皇道と吾人の緒祁道につ

其の大意は︵こは人生の高速なる理想と大道と良心の祁聖性

行︑楽︑念の六種道念を培養せんことを期園するものである︒

せんことを意岡するものである︒換言すれば道の知︑信︑敬

ないことは︑道理上常然であるが︑事賢に於ても古今東西の

底い︒吾人が自受念志せざれば一事一業も決して成るもので

篇には︑念の教育︑念の修行ほど重要にして有効なるものは

余の信する所によれば︑人間的︑閏民的︑道徳生活向上の

勉め来つた︒宗教上の稲名や題目や︑斬り言葉や︑徳教上の

般世冊に於ても立志を大切となし︑心懸けを貴び且つ之れを

銘或は聖訓格言の如き︑皆念禰念持の方法工夫であった︒理

徳教や宗教は︑念諏念持を勧奨し︑．資行し来って居り︑又一

地の仁徳と感謝報恩の大義につきて歌ひ︑︵六︶は世界の大勢

論上からも資際上からも︑人生の善化向上は吾人の善意志即

きて歌ひ︑︵三一は剛民道徳の資践的要綱につきて歌ひ︑︵四︶

と団民の毘悟につきて歌ひ︑且つ其の始終矛貫くに賞践的精

は天邪人逝の資在と永遠の生命進化につきて歌ひ︑︵五︶は天

紳︑意志汗一以てしたるもにして︑柳か長文に渉り叉少為難句

善意志教育︑即ち常に善を念志する教育︑叉は其の修養貰

ち善念より現はれ来ることは疑ふ除地はない︒

べきに拘らず︑其の教育と行儀資修とが︑家庭に於ても︑畢

践は人生第一の要務であり︑日交の最も重大なる行儀である

としては︑現代に於て此の稚度の長文難句は避くぺをでない

もないではないが︑人Ⅲ道︑図民道の根本精祁培養の国民歌
と恩ふ︒﹁君が代﹂の幽歌は天壌無窮の皇蓮を奉帆する篤に︑

って賞行されて居らぬは最大造る遺憾事でないか︒昔時の日

校に於ても︑祇曾に於ても︑今日割合に重きを置かれず︑随

問より尊い歌であるが︑団民の道徳思想を明確にし︑其の資
如き道歌が又別に存することが必要であると思ふ︒従来此の

践的精肺志気を漁養する馬には︑此の﹁日本関民行進歌﹂の

あり︑念持せられる標準があったが︑今日は一般に信仰或は

に徳教的経典が権威と以て行はれて︑其の篇に人心に信膝が

念持する所乏しく︑其の馬の行儀も一般に行はれて居ないと

本には︑毎朝家庭に於て祁怖の擢痔が一般に行はれ︑叉杜含

と共に︑敬忠篤行︑梁善精進の資践的情意を高調作振するに

敵の剛民道歌の世に現はれたるものは少くないであらうが︑

足るものでありたいことである︒前記の歌は唯一例として錘

ととも︑念余ることも少なく︑此の黙に閑しては昔時に比し

思はれる︒概して言は壁︑現代人は道を信ずることも︑敬ふ

唯吾人の切に希ふ所は其れが深遠高大たる思想の根抵に立つ

に畢ぐるものであるが︑吾人は此の意味の日本剛民歌の世に

て寧ろ退化して居るではないか︒今日世道人心が額敗したと

現はれて︑鹿く剛民に唱歌せられんことを切ゞ望して止まない
ものである︒

￨
めな徳迩の興国
法方ろ
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善︑剛家の健全なる護展は︑此の一事に基づくと言ふも過言

固民一般に極めて重大たる必要事である︒耐曾の虞正なる改

でないと思ふ︒何となれば︑政治︑経済︑翠蕊︑事業は一に

思ふ︒要するに今の人はみづから道を念じ道を意志する風が

人心の健全化道徳風教の作典に存するが︑其れは皆人盈日だ

謂はれるのも︑此こに基因する所が最も多きにあらざるかと
少ない︒根本的見地から見て今日の急務は上記せる﹁日衛自

の善念善意志に基づき︑其の日だの善念善意志は︑人共が毎

兇の念僻﹂の如き精祁要旨を日盈自蕊念調する風禰を起すに

朝祁明上良心の照蝿下に︑正自昂正念する行儀を敬修するに

過ぐるものはないと恩ふ︒

霞を言はｒ︑現代人も道を念し善を志さぬわけではない︒

提案して毎朝向畳正念の行儀敬修を団民に高調力説したい所

基因すぺきが故である︒是れ吾人が﹁日全自受の念僻︲一等を

以である︒

人間性を有する限り︑何人も其の性を蕊展し完成せんことを
日堂小畢校にみづから出旅して勉塁するのも︑人間道を志し

結論及び資行事項

意識的にか無意識的にか念求せざるを得底い︒六歳の児童が
善人たらんことを念し求むるからである︒叉普通の男女老弱

時代の進運と世態の要求より見て︑今や図民の道徳風教を

が︑各其の職分を守り職務狩勉めて居るのも︑皆人間道幽民
道を志し稗く生活せんことを欲求念願して居るからであ為︒

重大たる着眼鮎であり︑浦切なる要務である︒而して其の事

間より容易でないが︑畢寛図民が人間道︑団民道の何たるか

向上作推し︑献禽剛家を健杢化道徳化することが︑根本的に

を知りて︑之れを信じ︑之れを敬ひ︑之れを行ひ︑之れを楽

唯無意識的欲求を向墨的念求たらしめ︑不明瞭或は低級なる
念を︑日食常住の決意麗悟とならしむくく教育指導し︑之れ

み︑之れを念行精進する外はない︒然らば其の道を知り︑信

願望を︑明瞭或は高級なる理想たらしめ︑時を偶然の想起溌

ととが︑父母︑教師︑教化者︑政治家︑其の他就曾各方面の

じ︑敬ひ︑行ひ︑梁み︑念する六種善心ぞ養成するには︑如

を習横品性たらしめ︑之れを壮曾の風習と底るに至らしむる

何なる方法を以てすべきやと言はぱ︑上来六章に別ちて述べ

たる川が其の要領であると恩ふ︒要するに道の知︑信︑敬遥

り自蕊的生活に進み︑叉低級なる自畳より高級なる道徳的自

行︑楽︑念の六種善心を養成する鴬には︑単に道徳の知識思

上長者の責任とすべき所である︒要は各人が無自畳的生活よ

如きを︑毎朝各人が自受念論する行儀を定修することが︑先

想のみならず︑面接間接に之れに淵係ある人文的及び倒然的

受に進むにある︒其の篇には上記せる﹁甘盈自愛の念僻﹂の
づ第一の賢行着手の手段でなければならぬ︒之れは猟人共通

届》ゆ
一占召

法方るめ高を徳道の民図

諸穂の事間知識を要し︑又宗教的謹術的修養によりて敬塵的

群美的情操を養成向上させることを要し︑且つ自己の叫騒
によりて直理と善美とを資誰偶得することを要す房︒故に吾
人の道徳を高める鴬には︑智的︑傭的︑意志的の三方面より
道の知︑信︑敬︑行︑梁︑念の六獅善心を︑総催的に螺旋的
に向上溌達させねばならぬ︒而して是等六種の善心は万に相

ＪＯ

せしむぺく睡常に篤く意を川ゐ力を議さねばなら砲者であ

是等六種の善心は和亙開聯逓診ご連鎖であるから︑総燈的

︾〆叱

均整山に養成護達させることと要する︒一連鎖中の各環は均

整的に弧間なるべく︑一環たりとも薄弱であるべきでない︒

満に養成せねばならぬわけである︒是れが吾人闘民の道徳を

種の養成方法を総僻的均整的に賞行し一し︑道徳的智怖意を回

ることは上来六章に別ちて述べた通りである︒されば是等六

があるから︑其の養成向上の馬にも︑亦各其の特殊の方法あ

篇すは皆善念善意志に基づくからだ︒一切の善行はすべて吾

的には念を特に重んぜねばならぬ︒何となれば吾人が善行を

最も亜しと篇さねばならぬ︒心理的には蝿重はないが︑資践

が︑黙かし賞際生活道徳生活の上より言は蝉︑念を以て特に

善心は心理的一連鎖として共の川に軽重を附すぺきでない

の一環たりとも薄弱であ２Ｌはならぬ︒此の意味に於て六種

知︑信︑敬︑行︑楽﹂念の心理的六環は皆弧健であるべく其

高める方法であつ一Ｌ︑吾人闘民の道徳を高める方法此の外に

人の善念に因るのだ︒道的知︑信︑敬︑行︑楽の五稚善心の

関聯して一連鎖をなして居るものではあるが︑叉各共の特性

ないと恩ふ︒

人を導墜Ｌ鼓に赴かせる者は︑父母︑教育者︑教化肴︑政

を理想として︑之れに精進せねばならぬが︑閏民一般耽曾寓

めることが必要であるから︑閏民一般︑就曾蔑人が各皆之れ

に封する知と信と敬と行と楽と念との六種善心を細賠的に高

此くの如く騨民の道徳を高めるにけ副民即ち耽愈関人の道

るが︑之れ駐自受的に促進し︑有意的に其の向上に努力させ

善心は心理的一連鎖として自然に循環作用を行ふものではあ

るものは︑要するに善念善意志の外はない︒換言すれば六種

向上蕊達するのであるが︑其の総階の向上を脚受的に促進す

是等五種善心が向上蕊達し︑更に之れに基づきて善念も一層

向上も結局は善念善意志に基づくのだ︒善念善意志によりて
Ｆ争

治考等就曾各方面の上長肴の責任でなければたらぬ︒是等の

﹃ろ者は善念即ち善意志である︒此の意味に於て賞践道徳生活

道の精祁大綱は教育勅語に於て示めされてあり︑且２︲拳食

に於ては︑善念善意志が最も亜いと言はざるを得ない︒

人為は其の耽曾的位地に於て︑冬其の分措上後進或は同胞を
指導すべき責任を有して居る者である︒彼等は其の責任上後
進同胞の知︑信︑敬︑行︑薬︑念の善心遼総鵠的に養成向上

I

服暦﹂の御言葉を以て其の賞践の要訣をも示めされてあるか
ら︑吾人は之れを大本と仰ぎて其の賃行を梁げねばならぬ︒

然らば其の資行の方法手段如何と言はば︑前記の﹁日舞目受
の念僻﹂即ち再び念の篤簡単に之れと言へぱ﹁今日一日︑勅

語の道を守り︑一切善用し︑天道と良心遊敬ひ︑礁謝して善
を楽み︑今交を注意しませう﹂と云ふ如き﹁皇道一貫︑義愛
善用︑敬忠︑梁善︑現在堂堂最善資行﹂の要旨に本づく念僻
念語遼毎朝念調して︑道徳的自錦逓正しく明らかにして︑日
妾に其の精進を念じ努むる外はない︒要は毎朝勅語の道を︑
﹁拳交服暦﹂して其の資践を受悟するのであるが︑之れを自

己自擬の溌践的表現語となすときは︑前記の念僻の如くにな
ると恩ふのである︒念僻は畢寛人間道剛民道を同憂的に精進
せんと念志する篤の方法手段であるが︑此の如き方法手段は
となれば之れは人間道団民道の資行方法にして﹁拳登服贋﹂

道理上何人にも必要峡くぺからざる要事であると信する︒何
の資修に外ならぬからである︒恩ふに今日仙人一般の通患は
﹁拳堂服暦﹂が足らぬ靴であらう︒之れを具謄的に換言すれ

ば上下一般に日々同憂自守すべを念僻念語を搭自が持たぬ鮎

であらう︒是れ吾人が白墨念僻の重要を高訓する所以であ
る︒

更に此の意を他語を以て言ふならば︑今日仙人の迩忠は︑
・一般に理想がなく︑随って其の賞践の方法明らかならず︑資

践の情意も織盛でないとと是れである︒園民に高遠正大なる

理想あらしめ︑其の進路を明らかに知らしめ︑且つ賞践の情

意滋織盛ならしむることが︑現代政教の重大なる要務であ

る︒本篇に於て念僻念語或は念歌念岡を提案する意は︑賞に

尚裁に特に附言すべきことがある︒共は吾人の提案は直ち

並に禅袖する所あらんか篇である︒

に資行可能の案であると云ふとと是れである︒前記︷日盈自

きは︑普通の能力考である限り明朝より直ちに獣行可能であ

疑の念誹﹂の如きを毎朝向擬正念する行儀を修めることの如

る︒朝の確舞の如きは幼児も尚行ひ得ることであるから︑幼

時より資行させねばならぬ︒其の他毎朝の反省修養日誌駐記

するが如き︑或は念歌念圃を賞川に供する如きととも︑時間

最後に特に聾を犬にして言ふべきことがある︒向受正念は

或は金銭を多く要せずして賞行可能の提案である︒

就曾寓人が各自みづから之れを篤すぺきは言ふを待たぬが︑

任であると云ふこと是れである︒家庭の父母︑畢校の教師︑︑

就倉閑人を鼓に導く峰耐曾各諏各方面の上憂者共の人の責

是等の入廷は問

各種園鰐の上長者︑政府官礁の上長肴︑耽曾の上流雑録宥等

は︑此の重大なる責任者でなければならぬ

園祇曾に先ちて︑先づ毎朝臼疑脹念の行儀と敬修して︑身を

以て周園献含を導き風化すべき筈であるｐ是れは其の位地に

封する営然の道徳であるが又時代の痛切重大なる要求であ

1
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ろ①

以下此の要旨に基づきて牡曾各方面に於て賞行すべき事項
の要黙を述べたい︒

二︶家庭や畢校に於ては︑毎朝祁前︵叉は悌前︶潅拝か其の

他敬度をる朝曜を行ふと共に︑人間道園民道を自畳正念する
行儀を行ひ︑其の風習を養ふがよい︒

いｏ

・之れは男女青年園少年国も副員に奨働して資修させるがよ
︵二︶其の篇には前記案例の如き︑念癖念歌或は念語を用ゐ
しむぺく指導するがよい︒
︵三︶家庭︑鎮校︑青年園︑少年園等に於て前記の﹁日本園

民行進歌﹂の如きを時登猫唱或は合唱する風習を養ふがよ
い︒

高遠正大なる国民的人間的理想と進路と受悟用意を自昂す

る篤の餌民道歌としては︑此の種のものが必要であると恩
ふ︒

︵四︶家庭︑畢校︑青少年園等に於ては前記の﹁日本馴民行

進園﹂の如きを︑其の居室︑校舎︑集曾所等に褐ぐる風習を
養ふがよい︒

︵吾朝に念僻を以て自尭し︑経日念語を以て念持精進し︑
而して夕に修養日誌を以て反省自検する風習を養ふかよい︒
︵六︶父母︑敦職者︑青少年園指導者︑教化圏需等は︑時勢

の進運に鑑みて︑此の向受念行の生活即ち﹁拳を服暦﹂の生

︵七︶教化圏鰐は之れを献曾に普及徹底すべく大いに努むる

活の鴬に︑今後大いに力を致して指導すべきであらう︒

と共に︑政府及ひ民間諸圏鵠其の他有力者の向畳を促かし︑

其の活動及び協力を求むくく︑大いに努むくきであらう︒

︵八︶家庭︑畢校︑教化闘鵠︑及び其の他の指導闇鵠に於て

は︑其の成員の道徳的知︑信︑敬︑行︑梁︑念の六種善心を

べきは言ふまでもない︒

高むくを方法施設を︑常に篤く意を川ゐて︑其の資行に努む

︵九︶家庭︑畢校︑教化囲鰐︑及び其の他の指導関鵠として

施設すべき事項は固より多さのるが︑之れを詳記するは繁雑

以上は主として家庭生活及び教育教化事業に開する事項で

に渉るから︑難に省略するが要は前述の通りである︒

る要項を述べたい︒

あるが︑以下に官聴其の他耽含公共闘鰐及び一般賦曾に開す

︵ご醐務大臣を始め官公吏一般︑就中其の各局部の上長者

は︑先づ毎朝向鐙脈念の行儀を修めて︑みづから﹁拳を服暦﹂

の生活を期すると共に︑他を之れに導いて其の風を成すに至

らしむるよう努むくきであらう︒政治は道徳であるから︑政

畏くも天皇陛下は敬刺の鵬儀を巌修し給ひ︑誠明至仁の皇

活営局者は幽民道徳化の先達であるべき筈である︒

徳を賎も敬度忙養ひ給ふ所と承はる︒道徳図鎧たる我が函家

法方ろめ高起徳道の民園
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の官公吏は︑一拳巽服暦房聖旨を畏み︑先づ共の道徳的白壁
Ｑご帝剛議曾の議員を始め︑地方議含の議員も︑其の重大

正念の行儀を毎朝敬修して敬忠締進を期すべきであらう︒

なる公的讃徳と責任に職みて︑向擬正念の行儀を毎朝敬修し
て︑其の謎徳的賞践を自ら評ひ之れを其の賢行に現はすべき

であるが︑其の脚疑奉止念すべき内容は聖旨を拳を服暦する要

語となすときは大絡前掲例示の如きものとなるべきであら

旨なるべきは勿論である︒而して之れを各自︑自受の念僻念

︵も一般団民は各自共の家庭に於て毎朝自発正念の行儀を

二勺／○

等に集倉する時は︑前記﹁日本関民行進歌︲一の如き道歌を合

敬修すべきは前に述べたが︑其の他市町村民として年始祭日

︵弓政熱も政黛としての重大なる道徳的白兇を内外に明ら

であらう︒

唱する風習を養ふがよい︒
︵八︶文部省内務省を始め諸官聴は︑国民をして自蕊応念の

敬︑行︑梁︑念の菩心を高めて︑︵三十七頁へつ型く︶

風習を召ふときは︑其の結果は潮次に各人の迩徳的︑知︑信

毎朝道徳的に同晃疋念する行儀を修め︑Ｈを之れを精進する

かくの如くにして固家献脅の公人を始め︑上下寓人が先づ

の通りである︒

うが︑繁雑に渉るから識には之れを詳記しない︒要旨は前述

に力を謀すべきであらう︒其の方法は閥より多共あるであら

と川意とを以て教育教化の行政的方法施誰を行ふに今後大い

行︑楽︑念の六種善心を︑総鵠的に養成向上せしむくを目的

きであらう︒叉是等の官聴は︑画民をして道徳的知︑信︑敬

凌通常なる施設を行ひ︑此の思想と賢行の普及徹底を固るべ

歌念固を選定して︑之れを印行又映嘉に附する等︑其の他種

行儀と瓜智託養はしむるが篇に︑其の標準の念跡念語或は念

かに嚢表すると共に︑黛員殊に其の上長者は︑毎朝其の道参徳

的同儲脹念の行儀を敬修して︑みづから公明覗大なる道徳的
精進を努むると共に︑之れを一蕊の風習となすに至らしむる
よう努むぺきであらう︒

︵四︺新聞祇︑雑誌社︑諸曾祇︑其の他の結耐も其の重大な

る就曾的道徳と責任を同蝿すると共に︑其の献員就中其の上
長者は︑毎朝向疑正念の行儀を敬修して︑其の公徳的良心を
尖鋭にし︑以て自己の貢脹なる向上と︑斌曾の道徳化健全化
︵吾一般肺曾の上流者︑先髭者︑有力者は自己の祇禽的責

を努むぺきであらう︒

任と時代の要求とに目畳めて︑殊に自己の地位と自己の行動
の批含的影響に厩みて︑毎朝自髭正念の行儀淀敬修し︑大い
に自己と祇含の貢善美化の篇に勇猛精進すべきであらう︒
︵六︶上述の如く官公吏︑議員︑政黛者︑杜員︑共の他献愈

一般の上流者先兇稀等は︑毎朝向兇眠念の行儀を敬修すべき
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唖躍一患銀鰯
醒・一知して．各邪門譲校趣く

顕．雲己の他一審に幾寓と云

聞く本年の如きは．齢有の不況が網ひし

て此の就職難は一層深刻か加へ︑各大皐の

如き卒業生の踏み出すべき録地は殆ど無

いとさへ云ばれてゐろ︒銀行倉耐ば極度に

緊縮的態度をとる︒役所方而も亦溌算ば殆

ど峡貝悲補充することさへ出来ないといふ

とが充分径出来やうかこ現代の教育の機曾

稚である．﹄如何にしてか卒業生ル入れるこ

剛罰閲一二して祇愈に送り出す

均等の時代に於ては身分の如何に諭なく︑

醒論一庵炎多謹の率難生鵜
こととなる課である︾足霜幾年堅のため

なく︲人格の完成科埋の奥義を極むろ厚あ

である︒而して教育は勿論パンの爵めでは

に没現しようかと︑礎肺含といふ活動舞姦

る︒併し之がⅢ的は又パン悲除所にして出

最高の教育を欲し之を資現することは常然

に踊り出でんとする其の意蕪は︑誠に姉か

来る問題ではない︒勝来有馬の材をパンの

に苦業を積んで︑彼等卒業生諸若の︑胸中

しいものであり．又大いに多としなければ

問題のために見殺にさへせればならぬこと

幾多の理想を抱き︑如何にして之悲糞凧含

ならない︒併し一方之韮迎へんとする雁愈

は遺憾である︒中には貧しき家庭にして全

もあるぺし・此等の人々の子弟の就職難の

財産延子弟の教育に犠牲に供せるものなど

悲惨は特に恩ひの外のものがあらう︒此の

は如何といふに︑多年に頁ろ財界の不況は
新人の燃ゆろが如き意義の活躍ル希望して

経済の問題を中心にして就職難は思想問題

次第に萎縮し率り︶暗雲に蔽はれて．彼等
も入るろ能はざるが如きの状態にあって︑

に大きなろ開係を持ってくるのが現代であ

る︒即ち遠大なろ理想を以て批含に出て

しくも叫ばれろといふ状態になったことは

も︑慨は之雅入れてくれない︒故にバンの

・所謂就職難の漣は久しきに亘って紙に揃々

人々の既に承知のことである︒即ち就職難

問題とからんで価を敵脱し・結果は危聯思

は入墨難と結婚難と共に所謂常而の刷愈三
大難と術されさへして居るのである．

ゲンチヤの左傾思想に入る動機を見るに︑

想を産むに至ることがある︒現代イごアリ

描的のものと︑就職問題に絡む無職者が銭

も多いといばれてゐろ︒此の黙からも本問

ふ︒勿論教育は就職のためにするものに非

題ば楓亜に考慮さるべきものであると思

す︑と純理論的なことも云へるけれども︑

結局はバンを除外して形付けらるぺきもの

ではない︒よろしく政府常局走始めとして

民間識者間に於ても之が救済の方途悲一日

ぬものである︒

も早く誰ずぺきであること走捕感して止ま

叉一面に於ては大祭卒業生諸君に於ても

一層考慮する庭がなければならぬものがあ

る︒といふのは兎角彼等には．一糠の特擢

振ろ心理がある︒即ち最高畢府の教育を受

一般の者の上位にあるものとなし職業に於

け穴と云ふ誇りか尊重して・常然にも多の

ても自ら優位の地位を欲せんとするかにあ

る︒併し此の心理は昔日の如くであっては

身者は祉含の唯一の上層に位するもので

・

ならぬ︒三四十年前迄は少なくとも大畢出

ろかの鯉がないではなかつ衣︒併し今Ⅱで

卒難勿忽から識渚と稀され名士の列に位す

#'
,

時
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ててよい︒これ竿の槻念な抜きにして等し

にあれば︑背側の如き諮りは少なくとも総

ば大醍教育も杵及され一般化さるろの傾向

して暴力に訴へ・血を見るの非を生じ得よ

明正大に討議してこそ如何でか言論左外に

て︐其の間に朝野何れも私心あるなく．公

正しき韮果すこそ議員の本分である︒而し

なすろであらう︒而して選畢民悲欺く韮以

人︑選畢地に蹄って勝手な都合のよい報告

彼等黛人はやがて議愈が維了せぱ︑それ

此の事

を防ぐ一而には金剛に向って議曾はよろし

マとダマサレルのが選畢民である

て能事足れりとする︒これで叉多くはマン

政滞は熱し易いといばれろ．叉人間には

︑フか︒

く節一歩より進み︑向己の焚力によって他
日を期するの心掛けは叉必川とすべ身﹄では

ことにすべきであると恩ふ︒何故に此の事

く放送され．正しく選畢民の批判を受くる

あるまいか︑徒に職業の如何なのみ論ずろ

が如きは此の意味で叉一考さるぺきことで

闘縦的一面があるＪ彼等或は之を以て議場

がなされないかを吾々は不思議にするもの

内に於ける一心理といふかもしれない︒併
し之が議員の本分を旨として責任ある言と

あると思ふ︒．

帝園議曾の浄化と国民の豊悟

であるＪ

言論立法の府に流血の惨走さへ見るに至ら

於て︑称に見る観闘た演じ︑祁聖たるべき

なるものも之韮聞かざろかに等しい雨者の

る︒といふ態度であり︑守るには他の如何

陥れんがためである︒苦しめんがためであ

反封するには反封せんがためにする︐人を

皐比の自発は醜議員を選雫蝶せぬ制裁がある

しない︒只選暴民の自畳にある︒政治的選

ばならぬ︒これが方法は何事にも依ろを要

れがためには議員の質奄して正しく改めれ

何はともあれ議含は浄化さるぺきだ︒そ

なし得るか︒叉澗無をもたぬなき畔漢連

しめたることは︑帝剛憲政史の上に一大汚

これに如くものはない︒諜選

として之を割引することも不可である動

鮎を印したるものといふぺく︑虞に寒心に

態庇である︒之はそもｊ︑何のためである

又叫づぺ斗﹄である︐何よりも誌含瀞化は必

閣睡がこの位の向畳を促し得ぬとすれば︑

第五十九議倉はその衆議院の諜算総愈に

堪へない次第である︒さらぬだに我図の政

か︑麓の名審の求めか︲否々︲それよりも

か︑図家図民のためか︑自己の名響の求め

屑閏民の此の疑心な深からしめｂ彼等自身

権そのものより外何ものでもない︒それが

；Ｉ彼等の心理は目の前にチラック所の政

しく選器は智識階級制限選畢に復すに如か

白墨あるのかｕこれが出来ぬとあらばよろ

要だ．これが求めには呆々選．畢民の政治的

だといふ︑

其の装達走疑はしめらろろの時に際し︑一

黛政治の虞償は地に墜んとし︑往花にして

からして議含深化か盤明せざろを得ぬこと

に︑言論も輪て閏家幽民も忘れて暴ばれる

目的であり︑その味が忘れられないがため

家幽民のため政紫政論の碓穴ろものに立脚

浄化は望まれないのであるｕ

のである︒これが欲を捨てざる限り彼等の

反竹なかみべからす︒

云ふ迄もなく談愈は言論の府である︒閣

は何と叉憐れむぺ斗﹄ではあるまいか︒

ず︒︑先づ蒋選の手前剛民は総て胸己に一大

して︑伽迄も正々堂灯と論議し合ひ立法の
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前代議士
元代議士

石坂養
石川長右衛

○石坂養卒
一︑どこの派舎教化閣鵠の誰演含へ行って見ても︑聡識者

子僻

北野天浦

︵到着順︶

松雅

田新一

郎道

翼へ傾いてゐる青年や闘士などは除りに上品すぎる祉倉教化

ふＱ

焼ばしいととであるが︑此気運を更に一層濃厚にしたいと皿

毎Ｆｒｊロー■．学

三︑各種の就曾教化関鰐が融和問題に乗り出して来たのは

るから︑教化の効果があがらぬのだ︒

配のないプチ︒ブルジョアや智識階級春や温良な士だけであ

大多数の鑑識者︑教化開係者は︑最初から左翼などへ走る心

つまらぬから︑だん／Ｉ川席しなくなって了ふのだ︒そして

席した場合にさういふ表面的な不親切な忠言を総かさ血ては

もいいやうな人達既ち柳か蕊誰に食傷してゐるやうな人達が

・恥

思想の溌生にはそれの依存する根振があり所謂危険思想の所

の態度が動もすると表面的一掃的で不親切であるっ今日斌曾

二︑就曾科畢や共産主義思想などに封する赦含教化の講師

だ○

であってはならぬといふ立場から考へて︑教化講演の鶏識者
延いてはその開心者の範園をもつと鑑大して行くことが必要

て来ないやうである︒献曾教化問題が所謂教化事業家のそれ

せれば加速度的に大へん効果のあがるやうな部類の人達が出

閣鰐の席などへは出席するのを好まぬものであるが︑偶々出

言を費しても反感を唆るだけに移るのである︒既に幾分か左

る復これを螺つなり忠言を試みるなりするのでなければ数高

たる人はさういふ人盈の心境に充分理解と同備とを示して然

有者はさう底るべき環境に置かれてゐるのだから︑荷も誰師

宮宮司

m 樋

多く出てゐて︑鑑く機曾を持たない︑持ち得ない人達︑鍵か

の多くは同じやうな顔振れである︒悪かせても蕊かせなくて

門卒

望希ろす封に化教含耐

Ｏ植松雅道
杜曾教化に謝する私の希望は一言にして巾せぱ︑凡ての運
事は我が日本臣民としては何等疑の除地なき事で︑今更ら喋

動の根本観念を我が建園の大精祁に置く事であ一ります︑此の
盈多一盲症要しないのでありますが︑近時経済風難思想図難等

種だの問題が起るに従ひ︑鞘もすれば︑欧米文化の悪しき黙
のみを探り我が園間有の美風を忘れんとするの側向があるの
でありますが︑寓世一系賓詐無窮煮臣一鵠此の大精祁を以て
進めば如何なる問題も立川に解決さる可きものと信じます︒

俳教に平等即差別︑差別即平等と巾す事がありますが︑君臣
一縄の我が悶総こそ即ちこれでありまして︑努賓協調︑階級問

題︑思想問題等に就き種凌紛争するのは誠に笑ふ可き事と存
じ堂す︒凡そ園民として自己の団鴨を忘る上程不幸底ものは
ありません︒我が光輝ある歴史に鑑み我が剛威を中外に溌揚

するには上下一致園民畢って之れに鴬らなければなりませ
ん︒此意味に於て就曾教化に就ては建閲の大精祁を一層深く

肺曾全般に耕及するの必要を弧調して止麦ないのでありま
す︒

Ｏ石川長右衛門
我が岡耐禽敏化に謝する私の希望は我が剛雄図の大精榊に

／

来の良瓜美俗を益廷助長せられんことを望む︒

則り明治大帝の教育勅語及び戊申詔書を基準とし我が函古

惟ふに教化事業は指導肴は勿論先輩者が躯行資践︑自ら身

を以て帥ゆろにあらざれば︑其の効果雀だ少し︒然るに近来

就曾の状勢を槻るに︑肇者︑官吏︑政治家︑教育家︑宗教家︑

り︒又近頃我が郷里︵農村︶の青年等の有様を聞きて悪風潮の

賞業家の如き人士の所篤は︑往共私の期待に背馳するの感あ

浸潤漸く汎きを歎息せり︒而して之を嬬正し之を善導する適

切なる方法手段は︑差歯り見出すとと能はざるを遺憾とす︒

私は数年前より不治の病に椛り︑辱中に在りて時盆新聞雑

誌を見聞し︑近時の世相に錐みて我が図の前途に一大杷憂を

と恩ひます︒粗末ながら右郡見迄申し上候︒

懐くものにして︑之が果して杷人の天に経らば賞に至幸至耐

Ｏ山田新一郎

深山の奥から津舞浦盈まで︑親父から子供まで︑最も震く

のはあるま賂ラヂオの献禽人心に灰く直接に大に影響を典

最も多く耐愈の教化に結果して居るものは︑ラヂオに岩くも

そのラヂオは何をして居るか︑一三１スや報道の尖端的速

へて居ることは否むことは出来まい︒

であらう︑講話誰淡もあるが︑庭面目なものは不人気とあつ

報は現代に無かるべからず︒衛生家政語畢僻操は有力な教育

て︑追盈影が薄らいで行く︒智恩院の鐘で年を越す︑アッピ
ーの鐘聾が開ゆるば︑有難さよりは御座興で︑珍奇で渇仰せ

られて届やう︒交響楽︑ジャズ︑流行歌を始め各種の遊塞水
これがラヂオの人気であり中堅であり︑何十寓人の蕊取であ

泳︑野球のフアン狂で︑朝から晩麦でドンチヤンの大浮れ︑

:鮭i活｜
鴬蔀＄躍｜

る︒ソシーァその範園は夜陰繰燈の下で女給がジャズって居る

罪なく︑礁者の答だがラヂオはこんな耐曾教化を賞行して居

蒔く︑猫唱総きたさに畢校を早引して生徒が蹄る︒言ひ手に

なる矛盾でなくてはならぬ︑田子作青年がダンス拍子で種を

の支曾を設立し︑道徳運動を起したいといふのである︒氏

を寄せられ︑績いて来訪された︒それは時局に鑑みて本曾

う︒静岡職大衡町の有力者木本初職氏は遥盈と本含に書面

が設立されて行く︒其の中でのニュースを一つ報告しや

本曾でも支含は績餐と整頓して来るし︑又新らしく支倉

す︒底力を感ずる︒此の現象は邦家のため慶賀に堪へない

様な小随域のものではない事を顧みたならば︑カフェー取締

は今迄曾員でもない人である︒この事淀邦家のため切に慶

業は地味を下積なものであるが︑何時かは人全の目を畳

の蒋察官は阿呆らしくて物が謂へ蚤い︒政府が巌璽に監督し

慧眼と人格は人心を集合せしめた課である︒そし一Ｌ三月中

にしたが︑近く百名にも上らむ勢である︒期せずして氏の

所が氏の熱誠は一ケ月たたぬ中に倉員を既に五十名以上

て居る放送には剛堅質賃などいふ事は棚に上げて置いて良い
ものであらふか︒敢て質す︒

ぶと共に其の事の資現を期待してゐた︒

闘民には勤勉せよと城りに教化勧誘しながら︑一方には虞

とと避考へて来た傾向は著しいものがある︒元来教化の事

靖溌本
'零噸氏｜

豊中から貴重の時間中に魔く大に浮かれ︑喋を供給する︒大

らう︒ソシーァそれが放送局の誇であり︑生命であらう︒

蕊I

に其の溌含式を墨げるといふ迄になった︒而して支曾の設

立は既に認可となって居るのである︒富士の裾野には春に
ある︒

一

鱗I

I

圭

I
､はう相木

I

先だって早くも徳の花が立派に嘆き出でた︒結雛なことで
一
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故粕谷義三君を語る

繁田武平
此の文が誼者諸君の机上に現はるＬ畔には︑政治の動きが

如何に鍵化するかわからぬか︑近哩三人以上の集りには︑必
ず政治論に花を咲せるといふ有様だ︒従来の様に政治が政蹴
蒜流の専有物たる時代は去ってや今や団民の手に蹄し資生活
に即し︑則家として園民として︑盛衰安危の︑直接的に影響
する重大事柄と認識するに至った︒立憲園民の自覚は︑間よ
り斯くあるべきことである︒
×

本年一月廿一日本倉の有志に依って開かれた新年曾には︑︑

畢考文土政治家資業家等︑各種各様の人土が集った︒其の談
論も限麦であったが︑最も話湖の中心となったものは政治論
だ︒首相代理問題の法律的意見や︑戦野雨黛の政策是非から

井上職相三土政友顧問の財政的論擦に至るまで話題に上っ
て︑各自に意見を闘はし︑さながら小議雪の観があった︒

ＴＩＩ

あるが︑人格の高潔なることは︑群難中の一鶴だ︒風に斯の

粕谷義三君の月旦が試みられ︑その手腕に於ては兎角の評は

如き政治家の存在は︑今日の政治界浄化に最も必要であると

いふことに一致した︒

×

三輪川元道君は︑﹁粕谷訓の事績を現代政治家の典型とし

一﹂︑世に紹介し間知せしむる事が必要だ︒その任に営為者は

まで言はれた︒如何にも粕谷君と余とは︑無二の親友といふ

蕊川君が最適だ︒繁川調は進んで之に富るの責任がある﹂と

而して叉先代の門地︵名主役︶も同じうするに至っては︑賃に

ばかりではない︒その郷里を同じくし︑其の年齢を同じくし

不思議の感を抱かせる︒

公益を先にする者と私利私慾を主とする者との別がある︒粕

とあるが如く︑等しく賃業界に身を投ずろ者にしても︑公利

唯名利にのみ狂奔する肴と︑岡利民祇の増進に心逓傾くる者

志行が異るとは限らぬ︒同じく政治家を以って任すろ者でも

職務が同じでも志操が同じとは限らぬ︒又趨向が異っても

×

談は一鱒して政治家の批評に移った︒その中元衆議院議長

ｌ〜

ハ

Ｊ︑ｆ︑／︑ノーｊく″ＩノーｊＩＪＩｊｒ︑ノー

に志したが︑余は欝業を以て全生遼委ねることにした︒斯の

谷調と余とは立志の方向を異にした︒君は少壮時代より政治

１ １１ １ １
｝

一 一 苧 へ 一 一
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１１
八心

釧郵鋼劉戦

の幸ヘーエ

物が︑金力に目が舷んで︑聞圏の憂き目を見るといふ 事賞に

たる名土が︑政黛総裁の候補者とまで目指さる上政界

どんな暗影が潜むことか︑夫れは想像の外である︒現

１１

一如く︑その趨向を異にしたけれども︑其の志節操守に至って
一は︑全く同一であった︒殊に道徳や思想問題に至っては︑毎
一時も意見が一致し︑互に喜憂を共にしたのである︒夫である

ぶつつかって居るではないかつく﹄Ｌ見れば︑災も墨も 識も雄
涛も金力も敢へて頼むに足らず︑最後のもの最要のも のは高

から︑溝と余との交際は肉親以上の親密さで︑東京と田舎と
友情は日夕顔を合はせる者よりも親しかったのである︒

住居上の疎隔こそあれ︑政治と資業と職務上の差達こそあれ

架して幾人あるであらうか︒

潔なる人格である︒而して今の政治家中︑高
高潔
潔な
なる人 格 者 が

凡そ理想的政治家としては︑才畢識の外に雄篇と金力とが
必要だ哩否夫巽りも必要なものは高潔なる人格だ︒才肇識の
一越率雄評奉畢嘩地価秘唾嘩識匝唖雫準壷湿誕錦礎唾掛蓉錨皿を報︾毒遮細読鋸細砕識掴唯鍛催銀岬窪軒走畔蓉峠娠諺嘩撃
一大切なることけ︑何れの職務にも共通であるが︑政治家とし
ては︑癖論の雄といふことが大切な資格だ︒直接に天下の人
一に雄纏銅硫池畔嘩咋娼維塞紳唾州俺婿確嘩涛唾確韮娠罫︾画識畳叩細弛蓉詐恥鋤罷鍔唾準癖帳控蝿確叱掘銅郡卿諮碓坤鋤一
心を牧撹するには︑雄癖宏鮮に如くものはない︒夫れと共に

認冠些珪準罫渉鍾一癖弛靖確畦稚起推愈﹁鐸蔀

のの
任任
をを
議謹
ささ速なものであった︒三十一年には衆議院議員に常選し︑早く一
一必
必要
要な
なも
もの
のは
は金
金力
力だ
だ︒
︒今
今代
代議
議士
士と
とな
なっ
って
て大
大に
に議
議政政
一給識蓉詫流感

一札い選畢﹂は理想とする所であるが︑何時になってその斑想

ノノ

Ｊくイツくｆ︐くｆりくノ︑でりくイン︑イｂグー
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Ｉ
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一的選畢が行へるものか︑今の所諜洲する事は出来ぬ︒月には下院刷議便に筆げられ︑同十二年七月には議長の亜職一

Ｉ

Ｉ

唖鞭鈍鍵坤叫郵訓斗識帯礎識葬吟一癌三崎鋤嘩︾﹄鋤詑遅蝿手唖一

︲

︲Ｌ４

一選筆には金が入る︒莫大な金が入る︒その莫大な金の出所如何に衆望が締附したかが判るであらう︒
一と︑その金の消ゆる所とを尋ね探ったならば︑どんな秘密︑

；：

；

−
ー
−

Ｊ﹄
君が天賦の頴才に︑米国仕込みの政治思想を殿へ上げた事
であるから︑才畢識に於いて不足のないのは勿論だ︒次はそ

あることが誘明せらる上では友いか︒

けれども︑事理明斯︑正盈堂為と論陣を張る黙は︑よく其の

からしめるとかいふ︑場営り的の嬬舌を聖むことは出来ない

であらう︒熱嬬よく盤衆を聡らせるとか︑漫馬よく敵階琵塞

用は頗る巨額に上り︑少くとも三四鶴園︑多きは十除蔑回に

た︒﹁選畢愛には法律的の制限まであるけれども︑質際の費

上ること．代議士に貧乏は付き物なる事等が盛に談論せられ

此の頃代議士連と曾談した︒その話の中で︑選畢に金のか

×

性格を現はして居る︒よし急潮岩を噛むの概はなくとも︑春

る吾益に︑そんなことは首肯出来ない︒なぜと左れば粕谷君

謝する信川を殴損する﹂などの批評も加はったが︑傍聴者た

ながら︑今日に至って金権に屈伏しては︑自から選畢睡民に

を歯牙にかけぬ解に同情がある︒併し選肇常時に大きく擁へ

蓋し想像に難からぬ所だ︒併し君に限って汚らはしい使ひ方

遥畢には毎時も自費目郷で蓮動して居る︒

が粕谷飛は︑従来携はり来つた銀行や曾就の重役まで︑代議

資と・して︑報酬を捲き上げる連中が出没して居る︒然るに我

代議士になってから︑連絡をつけて︑官溌其の他の運動を口

たもの故︑返済の使者役を某氏に依頼した︒某氏はその間の

ず︑寄附したつもりであった︒然るに粕谷君の方では︑借り

立てた方では︑粕谷溝を崇拝して居るから︑貸したとは恩は

の某有力者から運動費として金千回の公債を借り入れた︒用

選畢費といへば︑粕谷君を焼って斯ういふ話がある︒埼玉

に介しない︒此の一事を以ってしても︑君が清廉潔白の士で

事情をよく知って居るから︑﹁之は貸したといふは表面の言

士常選と共に︑サラリと投げ出して︑金の汚れを未然に防い

が多い︒されば是藍で誉利曾吐などに開係がなかった者も︑

用で巧に回収する︒之を営然のこと土︑自から許して居る者

し得る所である︒代議土の中には選畢に使った金を︑肩書濫

や︑忌はしい受け入れのないことは︑天地利明にかけて保護

逐鹿場に立つとと十数回︑其の間金の苦努を群めたことは

﹁或る代議士は歳愛の差押へを喰つた︒見様に依っては貧乏

も達するだらう﹂と聞いては︑舌を吐かざるを得ない︒又︑

の嬬論であるが︑雄嬬といふよりは寧ろ明嬬といふ方が遁営

リ

水洲を回るの趣を存して居たといへよう︒

1

ー ハ ハ ヘ ー
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︾て
て︑
︑金
金の
の苦努を掛けぬ様になるものだ︒粕谷君を景慕し︑粕
谷調を崇拝する者の意志が自から一致して︑竹堂禽へ竹堂は

︾斯斯
のの
如如
くく
清清
廉廉
潔潔
白白
なな
るる
人人格格薪
渚に
には
は︑
︑自
自か
から
ら天
天の
の擁
擁誰
誰が
が降
降つ
っ

Ｘ

蕊蔑藷蕊蕊蕊蒋窯

一葉で︑賃は寄附したもの故返すに姓及ぶまい﹂と言ったけれ
︾ども︑義理の堅い粕谷譜は︑何と言っても返すと言ひ張って

ＩＪＩ

I

川﹄且

選畢人としては︑如ゞ何なる目標に依りて︑清き一栗を投ず

べきか︑是は賞際問題として︑極めて亜要性を有するもので

ある︒理論から言へぱ︑政策を主として︑其の可と信ずる者一

を支持すべきである︒然るに今日の如く政界の革正を必要と一

する場合には︑人物に重きを置かねばならぬ︒況して政莱に一

両上の事で︑之を賛際に行ふとなれば︑五十歩百歩の間に過

於いては大なる差達がない︒よしあったとしても︑夫れは表一

ぎぬ︒して見れば政策を賞行する人物に重きを撞くことが至

常だ︒所謂悪玉駐排して善玉を聖げ︑人格高潔の園士を途つ一

として選畢の時には自動車代から曾場聾に至るまで︑悉く有

粕谷君の猿︶なるものが設立せられた︒その竹紫含の一事業

せる蔀が必要である︒

且つ善王揃ひの多数政黛を背景とする内閣に︑固政を料理さ

民の総意を議含の上に反映せしめ︑善王揃の代議士となし︑

て︑我利共を亡粁や政論ゴロを葬るくしだ︒兎にも角にも図へ

志の醗金より支紳し︑厩の理想的選畢に依って︑君は最高熱

余は此の見地を以って︑昭和五年二月の細選畢には︑﹁政一

﹁金なしの選畢﹂に依らねばなら唾︒黄白の汚れを絶封に防が

盤岡厘は︑一人残らず此の趣旨を賛して︑粕谷君に清き一票︷

策か人物か﹂の表題の下にリーフレットを頒布したが︑吾か一

１１

投じたものがある︒此の異端群が何審であるかは頗る興味あ

ぱ粕谷君が同志秦君に封する友惰的の投票℃あったとは︑こ一

る穿察債値であった︒段堂調べて見ると︑何ぞ固らん︑それ一

イ

だ︒

I

×

た投じたのであった︒然るに奇とすべきは唯一票秦候補肴に

ねばならぬ︒選畢費は選畢民の負捨すべきもので︑候補考に

選畢は立憲政治の本源である︒その選畢を却想的に行ふには

木堂曾があるけれども︑我々は其の例に倣ったのではない︒

驚選の柴響を得たのだ︒斯の如き例は三亜の箸堂舎︑岡山の

、へみ､ぺへへへ/、へ 〜、'､彰、ハヘーヘ'レヘヘハハー'シ、ハジーヘヘヘハーヘヘ,､ハーハーヘーヘヘヘ

心配を掛くべきものでないといふ信念を賞行したまでの事

Ｉ

〜 吟
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Ｌにも君の人格が覗はれる︒一鰐豊岡匡は政友純一の地鑑かも左程の冴えを見せず有耶無耶の内に葬られたのは︑柳か意

といふに︑否交然らずだ︒民政黛の政策を謡歌する者も相営外の感がないでもなかった︒余は後に至ってその直根を審に

した︒之を機縁に余は軽井津の莫哀飛を零れて先生と面語の

豊岡大畢の臨識を仰ぐべく︑某氏を介して署堂先生に懇請

×

に居ることを見逃すことは出来ぬ︒然るにもか土はらず︑全し︑益登君の人栴的光輝の偉大なるを感じたのである︒
匝至票粕谷君に投じて︑一人の異端者を川さぬものは︑一に
是れ同君の人格的偉力に引つけられたものである︒
×

粕谷君を評論する者が︑﹁手腕に乏しい﹂﹁抑が弱い﹂とい柴を得た︒談は偶粕谷議長不信任案の上に及んだ︒先生日は

ふことをよくいふが︑成る程その脈はあらう︒けれども此のく︑﹁粕谷君は人格高き政治家として尊敬して居るが︑蹴肺

縦黙が︑粕谷請の美黙だといふ事も出来よう︒同君が一番花の如き議場整理の任に獣る肴としては不適だ︒夫故不信任案

やかな活動振睦示したのは︑衆議院議長時代である︒時恰もを提川し︑之が説明役を買って出たのである︒然るに意外の

政友曾と憲政禽との軌榛が職烈で︑之が統御は力や術で行へ所から新口若が現はれた︒といふのは外でもない︒家の小娘

のこ字を人格＠光に郷し︑誠心誠意立憲の大務大政を保持恢いふのだ︒夫れで余に封し﹃是非不信任案を撤回して下さい﹄

るものではなかつた︒乃ち君は政熱政派を超越して︑唯公正が脊って議禽迩傍鶏して︑粕谷調の議長振に浦く感心したと

弘する事を努めた︒されば議場の整理には満黙が得られなかと哀願するではないか︒百千の政敵を前にしても︑ピクとも

ざるを得なかった﹂と阿巽大笑したのである︒政黛政派の偏

ったとしても︑躍名議長として天下の賞識を博したのである︒せぬ響堂だが︑一少女の切たる哀願に封しては︑舌鋒も鈍ら
ｘ

見に捉はれきる︑純頁なる一少女の観察こそ至公至正透るも
然るにもか上はらず︑一寸の経緯から︑議長不信任案が夕のではあるまいか︒不信任案が却って信任を高めたとも言ひ

や立雲の如く現はれた︒是が説明後は︑舌鋒筋より吟鋭き尾崎得るであらう︒叉人格の光は︑あらゆる力やあらゆる術の上
｡ … 一 一

し︑宮中府中を蹴るの故を以って桂内閣を陥れた署堂の熱嬬×

署堂其の人であるた︒シーメンス事件に依って山本内閣を倒に位すともいひ得るのだ︒

！
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１１１

川中内閣の営時︑優読問題で水野文相が僻職した︒その時果して政恭家の厩骨髄であらうか︒

×

せぬ︒併し人格高き政治家に至っては暁天の星だ︒天下取り

一して到らざる所なしといふ有様だ︑鋤面皮なること︑抑の弧堺を溌見すれば︑狂態醜欣の限りを演じ︑祁聖なろ議政壇を

れも名利に開する事のみだ﹄その目的を達する魚には手段を交換し︑揚足取りや泥仕合に維始し︑﹄県に憂世愛図の濡論と
一撰ば歩︑排携となり弧要となり︑暗中に飛躍し︑裏面に策動いふぺきものを聞かない︒少しにても熱に食はナ意に減たぬ

く高位高官にありつきたい︒大臣の椅子︑宰相の印綬と︑何などは蕊にしたくもない︒識含でば毒舌焼舌と駄嬬諦嬬とを

を本位とする政薫人︑名利に狂奔する政治家は︑刑法に鯛れ
現代政治家の頭に描く幻像は如何︑早く名を寅りたい︒早なければ恥とせ歩︑器用に立廻り︑巧に川没して︑政治道徳

×

土俵際の敗を取ったのだ﹂と︑之も傾鑑すぺき評言である︒今や才人も多く畢者識者も多い︒雄癖家金権者も勘しとば

ず目的を達する事が出来たのに︑抑手が足りないばかりで︑

られずんば松を連らねて退曾する﹄位の狸談判を持込めば︑必

押手も除りといへぱ軟弱過ぎる︒御本人はどうでも︑側の者椅子必ずしも貴からず︑謙譲の美徳却って之に勝ろを恩ふの
が躍起運動を開始すべきであった︒﹃寓一我菱の希望が入れである︒

大攻撃を浴びせたものだ︒その際東京なる某政黛人の白はく永く寓人の尊敬淀繋ぐもので︑決して浮雲にひとしき一時的
﹁粕谷君のお人善しは通り者だが︑夫れを取りまく開東人のの名利が︑比較し得べきものではない︒して見れば︑大臣の

者は極度に落膳し︑慨慨して為らが大将の無軌道式人選に︑ひながら︑克く天下の徳望を集め︑耕祁界に一王園を築き︑

った︒営の粕谷詩の態度は平日と更に塗りはないが︑周園のて先づ人を達すといふ行き方は︑たとへ柴達に後る入とは言

田主計消の入閣に依って︑鳶に油揚を擬はれた形となって了公益公務の篇には身を犠牲に供して厩は歩︑己達せんと欲し

大喜びで︑呪賀曾の準備に着手した︒然るに何ぞ固らん︑勝道徳に擦り正義を雁み︑虚名に居らす︑私利に篭ざかり︑

の椅子に着いたといふ報を得たから︑余等竹葦曾の面舞は︑Ｘ

朝日新聞の二手︲スで︑関東組より粕谷君が察げられて文相

一

一・い事が政治家の一特長とまで見られて居る︒けれども夫れがして︑忽ち修羅場と化せしむる︒此の時に堂り謹厳荘重︑温
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１１

り得ない︒道徳の向上即ち一切の改善となるのである︒其の

ならぬ︒人生を救ひ耽曾図家を救ふものは結局道徳の外にあ

済も︑政治も︑道徳第一主義を以て其の根本骨子となさねば

上が第一義的に必要重大であることは疑はれない︒思想も経

新を加ふぺをものが間より多掩であるが︑人心道徳の善化向

政治闘難の時代であり︑園家牡倉の制度組織の上にも改善革

健全に嚢展するに至るであらう︒今日は思想闘難︑経済飼難

意味に於て共の生活を向上安定し︑家庭︑祇含︑圃家も質賞

家庭︑肺曾︑国家と道徳化するに至り︑其の篤に各人は直の

︵二十五頁のつ蝉き︶⁝⁝⁝⁝⁝其の人交を道徳化し︑引いて

六︑二︑五Ｈ稲︶

１１

潤王の如く︑冷静林の如き粕谷君が︑一角に座席を占むると
とは︑職に清涼割となり鎮静薬となるのである︒

﹄わ︽

君が一たび亜忠の床に就いたと聞くや︑知るも知らざるも
皆憂愁の眉を銀めて︑全快を斬らぬものはなかった︒殊に郷
里に於いては︑政友支部含竹堂禽を始とし︑男女青年圏小畢
生に至るまで︑郷献愛宕祁祇に参篭して病気平癒の所願を重
ねた︒其の熱情誠心は︑心の底から逝り出でた貢情であって
世間態を装ふといふ様な︑卑むぺきものは露程もなく︑各掩
った︒斯の如く人心が締趨するものは︑全く崇高なる人格の

の而上には純一なる至誠の色が漆り︑賞に涙ぐましい程であ
力で︑他の力を以って之に換ふる事は出来ないのだ．

向上の篤の賃行法如何と言はば︑先づ上下寓人が毎朝同憂正

た︒是は郷土的の事業でもなければ︑政蹴的の問題でもない

此の頃某友人より粕谷瀦の銅像建設について相談を受け

り︑叉其の高遠正大なる理想であると信ずる︒︵つ唾く︶

界の文化に大貢献を篇すことが我が道徳閏鵠本来の詑鰐であ

化して︑我が園みづから永遠無窮の向上溌展を篇すと共に世

此くの如くにして上下漢人図家献曾を梁げて︑道徳化健全

念の行儀を敬修するに川護すると巾すぺをである︒

震くは国家的の事業であり︑耽曾教育にも政治教育に極めて
ろ︒偉風楓爽たる銅像に依って故人の風格を偲び︑永く人格
的政治家の徳操を博へるといふことは︑政界浄化の上にも杜

一一一一一一一一一戸−−戸一一〜〜裂一〜〜〜〜〜
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開係深きものであれば︑是非共資現せしめたいと希望して居
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自然美Ｅ訓育
︵情操教育の徹底︶

徳を直に了解ぜるものといふととは出来ぬ︒此の事は外人す

の後に川来た道徳概念ではない︒そこを知らねば我が団民道

に︑理智から割り川して五に椛利の義務のと︑上下和争ふて

恵の自然美に旺胎して居るのであって︑彼の職米各図の如く

の間に賞行ぜられた︒賞に我幽の道徳は其の根源全く此の天

胞図民の川に於てすら︑義理と人怖とを術として迩徳は不言

類少き天恵である︒君臣の開係も父子兄弟の間柄も︑乃至同

果詳奏したのは︑之をしも天悪といふぺくんば賞に世界に比

操教育が行はれた︒而してそれが家庭の訓育に於て著しく効

気候︑風土︑景色の三拍子揃ふた我園には︑古来自から附

我が国民純情の由来

足立栗園

1

裡に鯛醸せられたもので決して驚畏や恐怖の獅念から渡した

ｆ︑〃く〃ＩＪぞ︑ｆｂｆ ｂ ｆ ︑ ノ ー ︑ く ノ ︑ 〃 ︑ ノ ︑ ｆ ︑ ｆ １ グ ︑ ｆ ︑ 〃 ︑ グ ノ ︑

韮細唾諦韮準誰榊確雌﹂﹁恥榊華櫓環諏琴岬極唾礎恥娠吋誼嘩一

Ｉ荊噌父子も同胞も︑皆其の道を守りて賛賎するやぅに一

︾嘩耐岬函岬兼権卦唖諮癖︾岬拙梱峠壬

は︑かく蓬通い識既の︑か上らはしもよ︑云堂

此の歌の如くに忠孝蕊倫は祁代より陣へ采つた純情で︑今宅

怖吋悔恥畔︾恥︾い

︑〃ｊｔＪｔＪＩノ︑ノ氏ノ︑ｆ︑くイーくノ︑Ｆ１妬〃うぐ︐ｆ︐ｆｊｆ︑イーｆ︑ｆ１イノ︑ｒ３ｆＪくＩｒ

ものでもなければ︑人間贈罪の天枠の教の下に川来上った道
〃紐︑ｒ︑〃ｑ１ｆ︑ノ︑Ｊｆｙｆ１ｆ︑〃ｆ︑ノくＪ屯

I

１１

所で我が所謂祁随の道といふのも︑ツマリは此の雰園気の

かむ左がら

ら既に認識して居る所であると恩ふ︒
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一畷することを忘れ︑却って自然矛一征服してこそ人間の債値あ

一り︑叉人世の禰利を増進し得るやうに感速ひして居るものが
一生じたことである︒想ひ見ょ叢爾たる人類︑それが如何に共
一の力置一聖を護擁しても︑決して庇大悠久なる山河草木を創造し

得るものでも近く︑又注洋寓里の大海を干して東西大陸を一

路にし得るものでもない︒僅かに汽車や電車や自働車に依て
交通路を短縮し︑ケーブルカーに依て高山の中腹までも苦努
少しくして登り得るといふ位に過ぎず︑而して又飛行機飛行
船に依て︑山越え川越え谷問を越えて︑さても大地は炭し天
室は高しと驚異の眼を見張るの外はないのである︒それを大
鵬至極にも自然を征服し得たりとする如き︑山川若し蕊あら
ぱ︑之を潮り笑はなん︑況や榊の振理の測り知るぺからざる
ものあって︑大地は幸にも干劫蕊劫︑此の遊星の軌道を逸出
することなく︑而して掴月の代謝と共に四時循環の裡に︑此・
の人生を績け得て居ものなるに於てをや︒

警戒注意すべき享楽主義
蓋し自然美を解せ歩︑物質文明にのみ汲盈として︑而も理
智から嚢した権利義務を云篤して居る牡曾には︑決して人情
美の現はれ養はる上機織もなく護達もなく︑従って義理とか
犠牲など上いふ奥床しくして手堅き道徳概念は起らナ︑而し
て世を墨げて冷酷無情の巷と化さぬ者がない︒それに懲りて

︑召刀Ｋ〃囚〃︑く″１

テ 蜂 一 へ 一

Ｉ

今は何とかして温かき人情美︑心からなる共同心︑底を打ち

では︑内心渇仰し熱望して止まないのである︒然るをそれを

割りし如き共柴心を得たいものと︑そんじよ其虚等の文明園

理解せ余して︑た陛彼等の表而的なる騒一音入りのジャヅや喧

狂矧醇のダンスや︑乃至刺那の享楽を事とする異国怖緒を取

るといふ風に心得て︑而して我が先租偉来の賛は之を棚に放

入れるのが︑即ち文明剛民の任務であり債値であり生命であ

り上げて︑日に月に純挑浮薄に赴き︑淫醗箸修に陥り︑自ら

亡幽衰世の墓穴溌掘りつ上あろを知ら函といふは︑何と盲目

しても︑其の間静思して邪悪なるは之を退け︑善美なろは之

浅慮の至りではあるまいか︑暇令物質文明は之を取入れると

を迎へろといふ風に︑十分思慮を挑はねばたらぬのである︒

若し然らざれば悪質は良質を蛎逐する世の諺の如く︑我が園

粋美はいつの間にかか入る舶来の．︿夕文明に唾倒せられて︑

経に其の優美の姿を掻き消す虞れなしとせぬ︒之が我が邦人

の今日に於て警戒一番せねばならぬ所であり︑而して特に家

庭教育に終て注意を加ふる所がなければならぬ要黙である︒

縛寒の家庭教育と古瞳節

私は前鏡の誌上に於て柳か家庭教育の必要なる所以を説明

は︵四十三頁へつ堂く︶

︑〃﹄〃うぐ・ノ︑〃︑〃︑くＪ︑″︑Ｊ︑く〃ｋノ︑ｆ１イＪ︑くノリ︑グ︑〃万Ｋ″気〃２︐ｆ〃囚〃︑ｒ猫グノ︑〃匙〃︑く〃§ｆ︑ｆ︑くくどう︑ｊ１Ｊ３凪ｊ︑

︑

して置いた︒そこで之と閲聯して其の教育上に最も必要なの
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はない︒否︑農村も他の献含の事物と同じく︑矢張り向上進

最も古き時代の農村は︑共有の時代であったことは世界の

化の一路を辿りつｌあるものと信ずるものである︒

昨年の農村は︑製作飢僅といふが如き珍光景を呈し︑農村

仰の自由も︑居住の自由も許されてゐない︒その経済の如き

ざるの民であり︑彼等は綿服の外︑綴ふことを禁ぜられ︑信

？

書窓漫筆︵三︶
ｌ農村地主の運命ｌ

ふもの在生じ︑農民はその下に僅に隷鴎的の生活を誉むに過

歴史の諺明するところであったが︑その後は地主︑領主とい

の疲弊困鯉は︑想像以上であった︒吾盈は文明の進歩を一方

全く征
の蕊
禁制
欲
も︑僅に生存するといふととが許され︑たのみで︑塁
生活に均しいものであった︒鶏犬の竪長閑かに︑如何にも武

藤原楚

ものとは講し難かった︒との時代に於ける農民の生活は決し

ぎなかった︒また地主の如きもその所有擁は決して安全なる

に調歌し︑この開化の時代に生れたことを得意としてゐるが︑

陵桃源の榊仙境にあるが如く平和な︑やごやかな心持はあっ
つ

て幸禰なものではない︒我が徳川時代に於ても︑農民は教え

機械文明の弊害としてまた一方には多数の失業群群を生じ︑

だが︑これは
ば何の
か楽
葉みもない心の静けさで︑生き甲斐のある
た

︵一︶

零象を生み︑詩人の詠懐にのぼった理想の楽園に花笑ひ鳥歌ふ

１また農村の荒溌︑農民の生活苦といふが如き好しからざる現

自然の中の生活する染みはあったが︑現代人の享楽する何物

ば︑蓄昔機︑新聞︑雑誌︑電燈︑活動もない︒自然に親み︑

もそこには存在しなかった︒郡禽の人は言ふまでもなく︑今

人としての幸幅ではなかった︒そこには無論ラヂオもなけれ

ふ物々しい闘争が︑地主と小作人の間に漁生し︑従燭的では

の農村の人でも暇りに百年前の同じ村に生活せしめたならば

を生活と︑素撲な感情とはその跡を絶ち︑小作争議などとい
あるが︑然も淵怖主義であった家族的な親みば全くこれを見

果してどうであるか︑彼等は一日と雌もその退屈さに堪えな

頓農村も︑文明の息苦しい墜迫を感じ︑のんびりとした太古的

ることが川来なくなった︒即ち農村は︑その耕作地がその努

いことと恩ふ︒今の農村人は︑口に行詰りを嘆じながらも︑

その環境は賞に恵まれたものと稲さねばならぬ︒即ち農村と

一

ー

I

力を工業に奪ひ去られて荒麿しつ上あると共に︑こ比に住む
人の心をも徒らに荒駿に導きつ上あるのである︒
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けれども︑吾人はこれを以て農村の前途を悲観するもので
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扱ふからであるが︑一歩進めて考ふれば︑元来地主といふ如

してこの間の協訓と︑分配とを均衝ならしむるかの問題逓取

してのこれは同上であり︑進歩と言はねばならぬ︒小作法は︑現在の地主の存在を容認しての制度で︑如何に
︵一一︶

昔の農家は燈油を焚き︑草職を穿ち︑草履駐はいて暮した︒きものＬ存在が必要であるか否かといふ問題が生じて来る︒

は竹の皮の笠であったが︑今の農家は︑電燈の光で新聞を讃卵に父旭の士地を偶然に相綴したといふ篇めに噸惰な生活と

身につけるものは手織の木綿清物であり︑顕にいた畔くものすべての地主がさうとは言はいが︑現在の制度の下に於ては

み︑︒コム靴をはき︑毛縦の外套を着︑帽子をかぶってゐる︒亨架してゐる人が少なくない︒そしてそれが何等農村の魚め

消費方面に於ては非常なる向上であり進歩である︒にも︑農民にも利茶を謝らさぬといふととが多くの場合に肯

然るにその生康方面は如何といふに︑依然として先覗以来定せられるのみならず︑その鱒め却って農村の幸禰を劫かす

の農耕の方法を墨守するのみで︑蹄んど改良せられたところ結果を生むことが多い︒献倉に必要なきものは自然にして減

がない︒即ち生産と消費とのバランスがと上に失はれて︑農ぶる︑地主にして若し存在の債値がなくたった時は︑これが

一一一
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弟二は弧制徴股の方法で︑これにも地主の土地全部を徴収

Ｊ用

４ノー

三するものと︑一定の面積とを隈りて徴牧さるものとが
あり︑
るものとがあり︑−

きとともある︒・

ｉｉｉ １ １

てゐる小には小作法の制定川題もあり︑自作農創成といふ如するといふだけで︑英猫ともにこの方法を執ってゐる︒

ものが存するのである︒その方法の一として近一．︶ろ唱へられ地王と自作農志望者の協定に韮き政府の機開はその川を斡旋

ｉｍ

たる解決方法さへ識ずれば︑農村の前途には光明の赫灼たる約に依るもので︑我図に於ける地主の土地分譲の如きもので

のものＬ行詰りでも︑農村の必然的運命でもない︒布も適営自作農創定の方法には二極の方法がある︒その一は目川契

れは進化向上の過渡期に於ける一昨的現象で︑まして農業そ資現を見つょあることは︑注意すべき現象である︒金

家の今日の生活苦は︑ここから迫出せられて来たもので︑とみで左く︑世界各剛ともに有力に主張され︑且つ制度として

て直しをやらねばならぬのであるが︑これを怠って来た︒農ノしかし現に一方︑自作農の創定といふととが我園に於ての

文化的になった農村は︑生藤方面にあっても之れに唯じた立必要の有無はまだ多大の論議の除地を存するものと恩ふ︒

村経済の行詰りを生じて来てゐるのである︒消斐方面に於て農村から菱を消すことも併然過ぎるほどの常然さであるが︑

へ − − − 〜 〜 〜 一

〜 ｰ ぜ 〜
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︽又賠償金を興るものと否とがある︒無償にて徴牧するのは貴

族の価地︑寺鎖叉はこれに銀行の所有地︑公共圏鰐の所布地
を加へるのもある︒又慨格は時偵に依るものと︑既往数年と
の平均慣格に依るもの︑支挑の方法は︑半額を現金︑鐙りと
公債で渡すといふのが普通である︒

︵四十頁のつ蛍費ロ

は言ふまでもなく情操教育であらうと思籍而も此教育は

古人に於て既に十分賢明にして思慮ある方法の下に︑それを

家庭に取入れ︑而して夙に子女の精祁を引立て品性を陶冶し

見逃がしてはならぬ︒即一つ兇女の訓育に於て我が家庭では古

所謂純潔にして且つ健全有篤蔵ろ基礎観念たらしめたことを

で悉く之を教へ込んで居る︑而してそれを叉四季折友の行事

来やかましく朕方は勿論︑接客膳封︑其の他の細事に至るま

徴放した土地を農民に分典すあ方法も︑叉分典を受くる資
格も法律を以て規定し︑その代金を政府に納付せしむるとと

ぺきは之を存し︑其の刻下に削るべきは之を棄て去り︑而し

るに馬に︑久しく仰承せる古澱式に於ても︑其の今日に〃す

らぬのである︒吾等はどこまでも市来の我が剛粋美を維持す

らしめて居る︒恩ふに皆是れ家庭教育を重んじた結果に外な

なり香道となり︑花道とな２﹂Ⅱ夕鵬節を磨測す為の一助た

激育共物ではない︑即ち女子訓育の些票にしても或は茶事と

て居るのである︒決して今日の如き放任矧雑遮無思瞳の家庭

の上にまで織り込んで︑自然に習慨づけたろ活物教育を施し

も各剛殆んど一様で︑その価格は買上げ値段に︑徴牧に要し
た手数料を加へたもので︑大抵年賦抑ひといふことになって
ゐる︒叉抵併︑災爽︑談典を禁ずるととも殆んどその撲を一
にしてゐろ︒自作農刺定問題は︑欧洲戦後に起ったことで︑
東欧諸閣に於て専ち行はれ一Ｌゐるが︑その賞施が日浅く︑賃

績は却って悪い︒これが理想的のものか否かは術ほ充分の研

要を見ないことになるだらうといふ溌想はつかぬこともな

て頂に子女訓育の上に効果あらしむるやう奥交も其の方途を

︐究を要するが︑要するに地主といふ如き介在物は将来その必

い︒地主がかくなって︑すべての農民が自作農になったと暇

︵昭和六︑二︑四︶

家に封する唯一の圃民の任務なりとも信ずるものであスｃ

樺ばいばならぬと恩ふものである︒而してそれが即ち我が国

定しても︑現在の農業維管は決して文化の進歩に伴ったもの
とは言へぬ︒それには農民同身の非常なる反省と努力とを要
することである︒
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登共︒

机の塵昌月の世相︶

１１

る︒愈正贈暴露し尾や出たり︒政権の好餌の前に乞食一の何者

所謂首相代理の失言とかで諜算総脅数日間﹁土方﹂喧嘩に経

×

れるか︒凡ての職業が文字通りの生命懸けとはなる︒御用心

はダーァには下げぬと︒警官の武器は箕に無用ならぬ時とはな

似たり！叩１世は野蟹時代への逆蒋か？腰にサーペル

警官に危害を加ふるが如き犯人頻りに出で︑一種の流行に

×

蕊くに鑑き飽きて只一様に奮怒あるのみ︒咽何事ぞ！

るも守るも園のためならず︑我ための如し︒見るに見飽き︑

日比谷座開幕︑例に依って例の如く︑十年一日なり︒攻め

×

底さするため︑梅の節句提唱さる・佳い哉︑梅の節句︑桃の
節句︑菖蒲の節句と共に三幅調たらしめよ︒

にその精祁の弧調が叫ばれて来たが︑更に之を家庭的に徹

紀元の佳節即ち画の誕生日は︑近時建悶祭となって就含的

海

︒①

も忘れて︑ヨコセ︑ヤラヌの季ひに等
か︒

し︒議場血を見るとい

ふ︑議曾の赤化や園家図民に泥還塗る此の上のものがある

×

婦人公民権案政府提出を前にして︑無産婦選擢得運動の代

表は︑年齢は十八歳より︑白く何盈掩々と提示して政府案を

×

コキ下す︒慾には慾が出るもので際限なし︒世の事多くは概
ね此の如し︒

レンズの猫乙製以上のもの製作さるることとなる︒又ガソ

リンの溌見︑三十時間滞塞の飛行船等︑此の月溌見溌明の吉

くく︑外固人崇拝舶来品寓能主義はよろしく打切るぺし︒

報頻りにあり︑日本人の脳髄の貢債愈溌揮されしものといふ

Ｘ

雪は豊年の兆といふ︒二月塞明けて東京忙珍らしくも大雪

あり︑貴豊年のみならず︑濁世浄化の兆ならずや︑汚れたる

×

もの此の白雲によろしく埋もれて清らかなれ︑此の現批よ◎

流行性感冒頻りに猛威を振ひ︑帝都の人麦の五分の一は総

てこれ患者ならざるなし︒恰も思想の悪化に似て︑知らず識ず

の中に陣染する害毒の偉大なるものある逢思ばざるを得ず︒

心すべきは猫り病ひのみといはんや夕

話 逸 の 士 名
45

1
写r率‑再議・':『
− −■
u、

寒皇皇謁蕊.津

話逸の士名

識眼と一切鯉

鍵眼は恭しく︑一枚の穴あき銭を押し頂
いて有難う御座ります︒

本で始めて雛刻し我のは山城

璽な祇起受けよう江どとは︑些かも球期し

こればっかしの喜描に封して︑こんな鄭

頭が地面につく程町嘩に御辞儀恋し士．

宇治黄築山蔑祇寺の鍛眼和術

なかっただけに若侍は妙からず不思議に恩

悌教鼓大の教典一切経韮日

である︒始め錘眼が一切経の

﹁一文やそこらの喜捨に︑何故其の様に鄭

ひ︑

重な挨拶悲致されるのぢや・

版行悲思ひ立つ我時︑少数の
富豪の寄進に依るよりも︑成

と訊狐衣︒

るぺく一切の衆生から零細な
喜捨韮集めて︑一人でも多く

鋤推すろこと数年にして．漸く所期の額を

ところが︑其頃偶鞭大阪地方に大洪水が

得ることが出来衣︒

起って死傷弊なく︑餓季路に浦つるの惨状

蛾眼は之を見て慨然として

韮呈した︒

﹁稲が一切鯉の雛刻韮思ひ立つ誰のは︑要

する︾卜俳迩韮盛にする偽に他ならぬ︒伽道

韮盛にすることは︑多くの衆生走沸度せん

経の刊行限費すも︑餓ゑたる人々の救助に

が篇ぢや︑此庇寄進形受け衣浄財彰︑一切

用ふろも︑蹄するところば即ち同じわけぢ

﹁いえ︑御喜捨の額にはよりませぬ︒御寄
進が一文銭であらうと小邦であらうと︑其

る方が遥かに急務ではないか︒

や．一切経の雛刻よりも︑人の生命走助け

増して多くの困難と岡はればならなかった

進遊集め出した︒間よりこれには以前にも

かくて織眼は再び路傍に立って衆生の寄

に投じ衣のであった︒

談の上︑今迄集めた金韮全部擢災者の救助

と考へ衣のでＤ早速喜捨し求人々にも相

のお志には何の鍵りもない筈で御座いま

上げ稚ので御座います︒返す人Ｉも誠に有

す︒愚僧は貴方様の御悌心に厚く御羅走申

と自分が︑一切衆生の力に依って一切経

難いことで御座ります﹂

蟻眼は道行く人々に純って勘化し出し

の雛刻韮思ひ立った主旨走詳しく物語つ

之を間い永若侍は︑このみすぼらしい憎

口﹄Ｊ

了

に其の後数年悲羅て略々宿願の額を集める

が︑彼の大勇猛心は少しも之に屈せず︑更

ともしなかったがｂ錘眼の熱烈な不退聴の

れ︑途に自ら進んで其の後鍛眼の事業悲助

ところが其の頃に到って京大阪一僻に叉

ことが出来大︒

の心の中に蔵されれ偉大な熱と力に動かさ

かくして︑京ばかりでなく︑匿く諸図を

けるに到つ衣︒

金剛心を見るに及んで︑途に皆僻うて之れ

文銭一枚の寄進韮受けた時があった︒

或時一人の若侍を熱心に勘化して漸く一

に喜捨するに到つ衣︒

乞食坊主と思つ犬か︑却々喜捨に雁Ｃよう

た︒ところが︑妬めば人々の蟻眼韮一介の

ます︒何分の御喜捨をお願ひ致しますろ﹂

﹁一切経の版行走思ひ立った僧侶に御座り

って︑

そこで︑先手始めとして京の栗田口に立

ってゐたｕ

の人を此の聖い事業に興らせたい希望韮持

箇渋琴号令診冒不言ニノも
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々大飢餓が起って︑人々の附苦妖乏は以前
の洪水どころではなかった︒

之れぁ眺めた蛾眼は︑断然呼び刊行の郡
を中止して︑其の菱金走残らず人々の救済
に術てて了つ衣︒

然しかうし犬半が二度も重なれば重なる
程．鐘眼の心は愈々堅固を加へるばかりで

こ︾◎

あった︒彼は奮然第三回の勧化に着手し
ず

此の錘眼の海のやうな慈悲心と︑簸後迄
一念を離さない大金剛心は︑多くの人々を
深く感激せしめずには置かなかった︒従っ
てｂ第三Ｍの勘化は意外に早く成就して︑

途に天和元年︑即ち彼が最初京の栗田口に
立って︑勤化心始めてから賞に十七年後に
到って︑一切経六千九百十六巻の大出版が
完成ざれ衣のであった︒

之れが所訓鐘眼版と云はれるもので︑我
函に一切鯉が行はれ出したのは︑砿に此の
時からである︒

近松の句謹黙

一代の瀞瑠調作者︑近松門左術門の許に

さる懇意な珠数屋が訪れた折門左衛門がた

んれんに︑自作の瀞瑠瑠に句讃鮎走打って
ゐろのを横から眺め︑

﹁漢文では御庄ろまいし︑読めば誰でもわ

かけろことぢや﹂

かりさうなものを︑さてｊ︑像計な手数走

と︲さもをかしさうにつぷやい犬︒

近松は︑之悲聞いてゐて別に斌にかける
風もなかったが数日の後珠敷屋に︑

Ｉふ次一にまげてくぴにかけるやうな
じ叩すＩを擁へて貰ひ穴いと手紙で註
文し犬︒

委細承知と︑すぐ製作し犬のは︑二正に
曲げて首に懸ける様な︑ずゐぷんと長い珠
敷︑念を入れて排へたので剛ろ上出来だつ
守毛◎

早速使の者に届けさせると︑門左術門一

了

見するなり手にもとらず︒

﹁折角ぢやが︑これは註文書と連うてゐ

ろ︒主人に巾して是非共註文通りの品冷届

けてもらひ穴い﹂

との挨拶だった︒・

使の者はそのまま復命すると︑珠扱墜の

主人は不審しく思って註文書に照して見ろ

と︑正に誤りのないものである︒門左とも

あらうものが怪しからぬとカンノＩに怒

﹁御自身註文書を書かれ衣癖に︑品物にけ

り．誘擦の註文書奄携へて怒鳴り込んで︑

ち老つけて返さろろとは以ての外で御座い

と註文書をつきつけ末︒

ますぞ﹂

︒．Ｏ

ところが︑門左術門は藩付たもので︑

﹁まあ筑走落着けて讃んで見やれ当二重に
◎．①．つつ﹄０コ︒︒句︒
曲げ手首に懸ける様な珠数と︒﹄ちゃんと註

る様な長いものは︑順濯では御座るまいし

文してある筈ぢや︒二垂に曲げて首に懸け

こＬで珠数屋の亭主は︑はじめて句誠鮎

不要ぢや︑不要ぢや﹂と突雌し士︒

の大切なことを僻り︑曾ての句誼鮎をナザ

ッ．タこと走思ひ出して恐縮し丈︒

笈を負うて遥かに上京して餅時東京は芝の新演町に塾症開か

れてゐた禰川鴻粥先生に従って漢籍を肇んだ︒併し氏は談書

生を志したのでなく他日家業を以て一家を成さんとしたので

遊里一年牛の後郷里に締つたのであった︒

文字に制限される漢文では氏が篤行の峠鱗をだに紹介するこ

った︒氏が生前の嘘によって余は碑文をものしたのであるが

した︒氏は地方稀に見る篤行家であり︑有志陣的の人物であ

我が弘道禽且であった北腺久次郎氏は昨年二月病を盤て残

ってしまった︒第二年目も同じく酷であった︒氏は全く失敗

其の心志を苦しめたのかも知れない︒氏の澱酒は課く酷にな

青年賊造家に幸ひし左かつた︒いや大任を降さん鰯めに先づ

で氏は蹴然として繊酒業に志したのであった︒併し天はこの

獅立して一家を興さねばならぬやうに運命つけられてゐる︒

氏は農家の次男である︒机営な地主の家に生れたとはいひ

とが出来ないので︑貴亜なる紙面の割愛を乞うて共の一般を

して大損失をしたのであった︒併し氏はこの失敗の鰐めに竜

に猛進した︒妻子を後に礎して兵庫際は御影町の菊正宗醗造

も挫折しなかった︒更に一段の勇気を奮ひ起して酒造の研究

け︑次に淡路図は湊村の撹排翫溌明肴の林氏について研究を

家の嘉納氏に入場し井上といふ杜氏につ唆し貸地指導を受

南信州︑天龍川の流れ溌挟んで赤石山系と西駒ケ岳の群え
の難谷の一部に赤穂村がある︒人︑二閏の大村であるが早く

なのである︒氏は安政川年を以て其の郷里の天龍河畔に生れ

盈清酒品評曾の霧森員となり︑長野螺の酒造聯合倉の評議員

なったのは賞にこの失敗と苦心と研究との結果である︒後数

った︒﹁天龍正宗﹂の美臓が遠近に籍燕の病謹を翠げるやうに

杜氏となって酒造に従事し︑資に立派な芳醇を醸すやうにな

縦けた︒かくて前後四ケ年熱心な研究を遂げて蹄郷し︑自ら

た︒少年時代には郷先生であった松崎量平といふ人に塵んだ

や代議員となり︑また自家の賊造品を出品しては︑一等二等

の賞を受けてゐる︑氏は後有志の勧めによりて酒造株式曾斌

一部に建て年忌の祭り岸怠りをく行はれたのであった︒１１

青年燃ゆるが如き好皐心は郷黛に猟足することが出来ないで

ＩＩ氏は経生先生の徳を慕ひ自ら蕊起して先生の碑を公卿の

との理想村の建設に一牛の力を致したのが賞にわが北原氏

長として活蹄せられてゐるので一層有名になってゐる︒

天下の理想村として嘘伸せられ︑村提禰洋氏が至蜘町村長倉

立つ所に伊那谷の然谷美がパノラマのやうに展開される︒其

叙ぺさせてもらふととにしたのである︒→

江幡辰三郎

熱篤行家北原久次郎氏
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を起し︑長生杜と無しこれが献長として維誉の任に賞ってゐ

童を牧容し六十の教員によって教育せらる上小畢校︽堅牢な

驚くのは其の教育設備の整然たることである︒二千五百の児

る︒其の上に中等畢校︑男子のため公民職業畢校には資業科

氏の博ふべきは立志簿的酒造家たるが篇めでない︒資に我

たのである︒

商業科を設け女子のため女子賞業を設け︑中等肇桟に進むこ

は中等畢校にも見ることが出来ない完全なものと講されてゐ

任せられた︒其の後村含議員ともなり︑睡艇と吟なり︑組合

早くも明治二十二年の町村制溌布と同時に赤穂村の助役に選

との出来底い事情にあ・ろ青年のために専修科を設け︑書間又

校舎と遺憾なき設備︑其の一つである理科の特別教室の如き

議員とも左り︑消防部長衛生組合長其他の名審職に就かれた

は夜間に於て畢替が出来るやうにしてある︒更に青年訓練所

が除力と除財とを畢げて公共のために講した黙である︒氏は

ことは数ふるに違左い程である︒就中最も熱心であり︑維生

が認定せられて最も模範的に訓練されてゐる︒荷も青年にし

したり︑また建築委員とをつて工事遼監督したり︑少しも其

︑氏はこれが施設や建築につきては各府聯の畢校覗察に出張

なってゐる︒其他成人教育も壮年講習も行はれてゐる︒

て満二十歳までのものは必ず此門をくぐらねばならぬことに

念頭を離れなかったのは畢務委員としての献身的奉仕であっ
た︒

大正二年長野麻知事の表彰胆は

の勢を厭はなかったのである︒小畢校では毎年上級生を開西

多年教育二閥スル公務二従上熱心其職二壷シ初等教育ノ普及上進
二閥シ功勢勘カーフズ価テハ中略︶銀牌及硯箱一個チ授典シテ之チ表

とあるは問より徴然のことであらう︒

依テ金一封テ贈リテ之テ表彰ス

展一一誰力シ其ノ効績顛著ナルモノアリ河一一級ノ懇鑑トスルニ足ル

る刺戦を受けたのであった︒氏は暇があれば皐核に行って児

屈伸して団民器操を共にしたのには青年達も驚くと共に大な

れた時などは出深義舗誹師の下に青年と寝食を共にし老綴を

伍して講習を受けろ︒長野螺青年幹部講替曾がこの村に開か

とになってゐるので︑十五回も伊勢祁宮に参拝した程であ
る︒或時は女畢生を監督して駒ケ岳登山をなし︑或は青年に

族行に出すことになってゐる︒氏は必ず監督として付添ふこ

彰ス

昭和五年二月十日文部大臣の表彰には
・右ハ資性温厚篤賞ニシテ敬祁ノ念厚ク明治三十六年同村畢務委員

氏の功勢がいかに賃際の上に現はれてゐるか︑赤穂には陸

童に接すろを楽みとしてゐる︒幼稚園は氏が最も力を毒して

二選パレテ以来二十七年身テー村教育ノ振興二棒ゲ地方文化ノ進

綬として観察員が東より西よりと来集する︑そしていづれも

氏郎次久原北家行篤
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設けたもので︑白髪の老翁が唐子遊びのやうに幼年の男女に
さればにや氏は昭和三年の御大典には地方功勢者として特

園祷されて手を拓きながら謡ってゐるのを見るのであった︒

爾今卜地幽諮裏閑篇芳爾養我属

氏は七十七の課を迎ふるを待ちて岡書館一棟を建築寄附す

といふのであった︒

氏は精力家である︑何でも身淀以て範を示すことにしてゐ

訣の僻と共に我が奉仕の足らざると日頃の厚誼とを謝し共に

千回を寄附したのであった︒且つ村長及び小畢校長に封し永

段した︒氏は死期を知るや遼書を認め敏育基金及祁斌等に数

るの意間であったが橘しいか友︑天年を惜んで七十町を以て

た︒朝は早く起きて先づ室の内外を清掃し自ら雑巾をとって

に地方賜鰹の柴に浴したのであったし

便所を掃除するのであった︒そしてまた瀧くぺを勉州家であ

心維を高唱して従容として膜目せし如きは一層の感激を典へ

利のためにせず︑名のたせにぜす︑衷心賞に染んで斯の教

たといふことである︒

育のため公共事業のために献身的奉仕を敢てした氏の如きも

った︒若い時から寸暇を愉んで頼山陽の法帖に親み︑山陽風

臨池の楽みば終生棄てずに事務膳接の暇や早朝に常に筆硯に

のあらば地方振興の問題は蓋し蕊ふるに足りないであらう︒

の筆札に工みになったが︑後には一家の書風をなした︑併し

謹の反古が数葛枚に達し︑積んて堆をなすに至った︒氏はいふ

皐︒長野螺上伊那郡赤穂村人︒幼受蕊於郷校︒．長務

員︒爾来二十七年︒識力於一村教育及地方文化謀其
０○○○○○○○○○○００
振興効績顕著︒淘足篤世鎚鑑美︒翁名久次郎︒鏡田

性温厚︒篤敬榊念︒明治三十六年︒選赤穂村皐務委
○○○○○○０００○○○Ｏ◎

昭和五年二凡︒文部大臣表彰北原翁︒其略日︒翁資

北原久次郎翁碑

親んだのであった︒また晩年に蘭を描くことを翠ぴ︑其の書
余がいかに努力せしかを子孫に示さんが篇めに一枚の反古と
雌も丁寧に保有したのであると︒村の有志之に感激して特に
乞うて翠校の一部に紙塚を築きてこの溌紙を埋め碑と建て上
永く後昆の教訓に費せんと企て入ゐる︒

画氏が古稀の毒に達せし時︑有志達が震起して古稀誇曾を設
け虞く記念の詩文書書を汎く江湖に募ったところ︑日頃氏の
特志と徳行とに感じてゐた友人故籍風雅の士が相競うて賀詞
を寄せ︑賞に数百の多きに達したのであった︒徴時自ら閲を

世路難難七十辰東奔西奔老風塵︑

描き詩を題して知人に配ったものがある︒其の詩は

１１

於石川鴻寮塾・婦郷・醸酒篤業︒桔据経誉︒遼至興
産・後創立酒造株式含砥︒推烏祇長︒翁秀用力村治

︑︑︑

︑︑︑

龍川長駒岳崇
昭和五年

︑︑︑︑︑︑

郷有人此斯翁

江幡辰三郎撰

自文部大臣表彰立案︒後段逐次︒叙篤行︒而結之

喜任助役︒時篤村含議員消防部長︒所貢献頗多︒翁
選畢務委員也︒最鵡心力︒或損賀財︒或腎建築︒毎

策︒報得皇恩典画恩︒

乗六

高著刊成上帝闇︒盛名登雷操間門︒渥齢猶喬継続

文荘石

文荘石川粂六評

照膳分明︒自合矩度︒

︑︑了

次佐藤隻峰翁韻

奨働児童之就筆︒叉能鼓舞青年之志気︒公民賞業阜
○○○００Ｏ

校之設立︒幼稚園之創始︒亦賃頼翁之力︒如夫随伴
字ツ

修畢旅行而十有五回参拝伊勢祁宮．其敬榊之主誠︒

Ｏ○○○○○○○０○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

愛童之熱情裳可歎稲也︒宜芙．雲即位大典︒有賜撰
︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑
之築︒今叉被文部大臣表彰︒翁夙噌臨池技︒晩好繕

書︒自題書蘭日︒閑篤芳開養我真︒其風懐可欽涛︒

今遊二月九日病残︒亭年七十有四︒翁有後︒家門隆
昌︒余前奉職於赤穂公民責業皐校長︒最有親交︒男．
卓爾君之請︒不可以不文瀞︒因叙其梗概︒係以銘︒
銘日．

︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑
興
家産慾公職震表彰名従徳

川
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木村新太郎氏の来世ぞ相す

馬場文
●

し︑僅盈碁年ならずして大に其の効を奏す︒氏は明治二十三

す︶時に同地の風紀甚しく素凱し︑育英従事の士にして頻交

年居を同黙和賀郡黒淫尻町に移す︒︵営時氏は郵便局に出仕

花柳の巷に出入して酒色に耽溺するも里人之を怪しまずや相

風漸く俗を成せり︒氏天を仰いで浩歎之を久うし慨然として

慶して日く︑土地の蕊柴之に如くはなしと︑蔭に追従して淫

官除蔑難を排して有志を勧誘したるに︑初め慢罵噸笑せし徒

匡救の志あり︑即ち起って日本弘道宮支含の設立を蕊起し︑

を先にし得ると後にすべし﹂と︒今世の人多くほ之に反す︒

擁し淵良衆を導き日夜道を弘め︑謀をとして教へて倦まず︑

置藷見るに至れり︑氏は推されて之が支曾長となり︑恭謙人に

薫化日に行はれ︑冷酷の輩棚然として其の非を改納︑無頼の

も経には氏の至誠に感動して漸く加盟渚を生じ︑途に之が設

日を以て︑烏手蛎紫波郡日詰村に生る︒年歯漸く擬歩るに及

我括淡︑虞に鴬世稀に観るの士なり︑君明治元年十月二十八

て一掃を見るに至れり︒里人氏を稲へて近江聖人の再来とな

徒敢然として正業に卿じ︑俗を成せる因習は僅に三星諏にし

日本弘道脅禰島支含幹事木村新太郎氏腫︑事を先にし得るを

び︑弱行質践恭獣道を恩ふ︒明治二十年盛岡中畢校長加藤正

氏は叉幅島市に喬遷するや︑頑島撫書記官桧垣直右︑嬬誰

す︒ゞ

を設置す︒時に明治三十年七月なり︒刑来華々吃凌として聖

士伊藤武毒雨氏其の他の諸氏と謀りて︑日本弘道曾細島支含

の額敗を憂慨して︑明治九年之を創設し︑其の主旨とする所
はへ園民の道徳を高くし幽家の基礎遊誰間にせんとするにあ

十年始めて西村先生と師弟の約を結びし以来︑鼓に四十有除
りといふくし︒

年︑絡始一日の如く圃民道徳の振興に貢献せし功鰐拘に大な

旨の普及に奔走誰力す︒・棚る肴感歎せざるなし︒氏は明治二

大に国民道徳の鼓吹偉導に力む︒叉蔓湾人類研究肇粁として

り︑木村氏亦先生と志を同うし︑即ち其の主旨を賛し︑且賛

其の名を知られたる伊能嘉矩氏と輿に力を弧裕の改良に致

を先生に執る︒是に於てか︑百方衆に説き︑支禽を設置し元

抑日本弘道倉は明治道徳界の泰斗西村茂樹先生が我固道徳

道倉の支曾を盛岡市に設立す︒

矩氏︵帝闘大皐総長加藤弘之博士の令弟︶と青謀り．日本弘

思はざるの人なり︑君真性質朴︑一見愚なるが如し︒而も無

孔子奨遅に訓へて日く︑﹁徳を崇うせんと欲せば︑宜しく罪

雄
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す祁韮世来の氏郎太新村木

又小柳本厩知事は之を間きて感嘆措かず︑特に氏を招ぎて

褒詞迩典へ︑且左の揮奄を贈られたり︒

願ふに宮に奉仕する春は年功に依り叙位叙勤の恩典に浴す
と雌も︑在野の士は絡生匪蛎之節を致すと雌も︑之が表彰の

明天理︑正人心︑扶三綱︑叙九法︒

叉更に前大審院検事佐倉狸哉翁は︑感激の詮左の詞建贈ら

途なきは︑我が闘賞典機開の一大峡黙にして︑皇剛の鴬め太
だ遺憾とする所なり︒翼くば之が精壁の撤塵を断行する勇乗
ある篤政家の一日も速かに輩出せんことを望むや切潅り︒人

弘道修徳︑維始不流︑常世稀見

邪悪横道︑誠心誠意︑是信是義

人世之道︑正邪善悪︑正善直道

れたり︒

は必ず生を天国に享くるを得ん︒聞読十善の功徳を積みし者

私に謂へらく︑氏の如きは所謂因果膳報の理法に織り︑未来
は来世に於て天子に生くと︒由是槻之俗界に在て僅に物質的

又此等の外にも松平直亮伯欝︑石井長崎控訴院長中川前

木村新氏︑人呼篤異︑又篇偉人

るあるに如かざるなり︒鳴呼氏の如きは質に得雌き仁人にし

東京女子高等師範畢校長等多数名士より讃僻を寄せられたる

の報酬を得んよりは寧ろ来世に於て大なる善果を得るの優れ
て︑彼の一見愚なるが如きは︑所謂大賢大智の愚にして︑粥

由にて︑氏の人格の全豹を以て察するに除りありと云ふぺ

静岡牒私立双松畢舎主橋本孫一郎氏は︑教育勅語換護四十

藤躍南岳翁物故せし以来︑休倉同然となりしを慨き︑屡掩私

更に氏は目下を︑日本弘道曾大阪支曾が︑支含長︵碩儒︶

ｒ﹄０・

凡の卒かに窺知するを許さざる所なり︒

年を記念する篇︑全国道徳界の偉人を探したるに允営の木村

に再興の機を迎へしめたるが如き︑其の熱心は呉餐弱感ずべ

費を投じて大阪市に赴き︑南岳翁の息章次郎氏を鰯まし︑途

名士より績々揮革又は讃瀞をよせらる

左の如き選鎮状を寄せられたり︒

きの至りたり︒︵完︶

氏唯一火其の選に堂りたるを以て︑去歳十〃三十日付を以て
教育に開する勅語四十周年に際し紀念の馬め全図の道徳
にして四十詮年一日の倦怠なく弘道布教のため講津せられ

界より一人の特別熱心家を推選せし塵貴下は最も忠誠篤賞

し謹交頚群を呈し敬度感謝の衷を致す︒

たる功績は天地祁明の照鑑し腸ふ鹿なり依て其の事情を具

集 金 砂
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十者敬

会よう生ふか．ふぐらや全

家

一ハ奉月

美
路
談記傍
そ
の
の
牡
一二金冒
ｆＩ伽ｉｉｉ
ｅｃ●の①

しや

依藤頼膳師といへぱ京都府下祇知山

堂うりんじぢうしょくし

東林寺の住職として知らるるよりも耐
くわいけういくかあるひを⑪ノ︑ろばうた
含教育家として︑或は折盈路傍に立つ
にいんわにけうくわじゆんｂよく

て多年に豆る教化に課力されつつある

ひとしところ

人として知らるる所である︒
●●③茅距ざわしう生
佐藤帥は︑金津市の生れであるが︑

ぞさな．ふけいけう胆いうし芯かんか・卦ぐう

幼くして父母兄弟溌喪ひ︑憾刺不遇の
う島含よう卯戟一うがく幻はろへう

裡に郷里の小皐を卒へ︑十五の存︑兵
ごけんひかみぐんは令卒らくじじうしょく②⑤●①つい
隙嬬氷上郡法楽寺の住職森大唯師に就

ていばつとくごじらいなんがうぐがうっ

はととうりんじじうしょく

て剃髪得度し︑爾来靴行苦行を積んで
ねんいぜん

始めて束林寺の住職となられたのが︑
い正

佐藤帥は︑人生のあらゆる難難苦患

Ｃｅ⑤じんせ枠かん肱んくくわん

今から二十五年以前であった︒

正つくひど︾・うじやうじんじ廷ん
諸祥め調した人だけに︑同情仁慈の念

十こぶ・ふかなんぴとため里ため

なか幼いしごとじつてつちう①

預ろ深く︑何とかして人の篇︑世の篤
しんざ野こくおん︾評つおんまん理う
一身を献げて︑圃恩仙恩の蔑一に報ぜ
あめひ︒ゆきひびるよる
んと︑雨のＨ︑雪の日に︑萱となく夜
睡とをきめた上ひま江建邑一
となく︑殆んど席暖まるの暇も無き程
哩うしくわつ痔う回じようざいいしよく
の奉仕活動で︑彼の浄財に衣食し︑
いだづらゆうにみんいつむきぼいくにむくそう
徒に遊怠安逸を貧ってゐる幾多俗僧

の中に於て︑師の如きは賞に織中の僻
③けいぐんけい

令難群の一難である︒
ししやくわいじけふせう垣んくわいせい
師の献含事業としては︑少年曾︑青
れんくわいじよぢよくわいこしゆくかいざいだうぐんじんくわい

年曾︑虚女曾︑戸主倉︑在郷軍人倉︑

けいみうくわいとう主よよ

みなし︲しにういうえ含全

敬老愈等︑凡そ世にあるぼどのもの
は︑皆師の指導誘披に族たないものは

なしがしてららさいくわい

燕く︑而して師の寺がそれ等一切の曾
じゃうけうじゃう

場であり教場であるのである︒

こともつとけｒふくたじやくぷ

村三ケ所の路傍に掲示板を設澄し︑・毎

殊に縦も敬服に堪へないのは︑雀部
むらしよろ従うけいじ像んせつらまい

朝必ず︑その黒板に掲示とするの一事

あさか姫らこくはんけいじこと

けいじしゆるゐいろＩ．︑じうえうじじもん胆い

でふめるｏ

掲示の種類は色を重要な時事問題
唯じしよしゆぽう髭うこくくわいふ
淀始めとして︑諸種の報道︑圃曾︑府
くわそんくわいとうぜん骨よじじつ繊しよこＬろえ
曾村愈等の選畢の時日︑場所︑心得

とう辱さぐわしんたいざ味ふ

にんけんじつかうえうにういたなに

等を記し︑それから︑坐臥進退の作法

つ洩す所がない︒而してその記述の文

ららところしか骨じゆつぷん

から︑人間資行の要道に至るまで何一

含んつうこうひと

しやうじつかんめい・けいめうしようたん

章が︑賞に簡明で︑軽妙で︑一調三嘆

は必ず立止まって文を読んで行く︒そ

かなら仁陰普ぷんよゆ

を禁ぜないものがあるから︑通行の人

しろみ
うら
含みためらだが

の中の二三を記して見れば︑

譜の篤には血を流せ
勝やためあ唾江が．

人の篇には涙を流せ

ひとため稚みになが

親の爵には汗を流せ

みためめか江が

象走

身の潟には垢を流せ
しゐこいかん仁んちうしゃくくば
と記して︑之に一々簡単に註鐸を加

へてある︒叉

憾はん星ゆ会つうへにんご

にいしよ

浬禁曾や雪積む上の闘子まき

と大書して︑

次に皆さん為出で︑お繰迦様の御話

つぎみたいしゃかさ︽︽毒は畦し

をしてあ一げませう︒

匙そが念これふじらここ︲も
と細害してある︒之を見た村の子供
のこ含麗んごもらはなし会

かへ

は残らず来一Ｌ閣子を貰ってお話を総い

此の事は大正八年一月から始めて︑

こことたいしゃうねんぐわつ瞳じ

て肺ろのである︒

こんにらいたじつかう

又路傍に標準時計を掲げて︑時の雪

全たるぽうしょうじ弛んとけいが上ときしう

今日に至るまで賞行してゐる︒
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くわふやし応番うじそんふしぺんえき砿か

婦人曾の名を以て︑傘︑提灯置場を該

．︽じんくわい肱もつかさてうちん韮今はらう

慨を養ふと同痔に村民の便益を計り︑
つうかうにんぺんじつと・︑かう

拳ほ

けて︑通打人に便するなど︑賞に篤行
さんたん

しかこれらひょうおばたくはつ

の讃嘆すべきものが多い︒

而して是等の費川は︑多くは托鉢し
犬じょうずい
したく

て得た浄財でやるのであるが︑師が托
ば
つゆとうｈんじみ

みぽよるこふせめなか

鉢して行くと︑﹁東林寺さんが見えた﹂

ひと

をいくわったん

は十回札や︑五回札を紙に包んでそっ

歪んさつ塁んさつかみつ上

とて︑皆が喜んで布施を上げる︒中に

ない

じ

とうりんじ

上

と投げ入れる人もある︒性括淡で︑そ
うへ岳ようけんけんじ垂・う︲ひととう・りん
の上恭倹謙譲の人であるから︑東林
ちはう

寺さん︑東林寺さんと呼ばれて︑地力
けい注みつ

ごと

モう︾﹄うしうくわんちゃうくわい

の敬慕を集めてゐる︒

とう壷＆うびんみや解いとみかばらやうしきつかぬいしゆくぼく

東京の貧民街富川町っ市設簡易宿泊

じよししゆくふろうむれめい

所に止宿してゐる︑浮浪の群川十一名
もの巻こた気⑰あか

の者が︑ドン底からどうかして立上ら

だう●●●●じ塁んつい江にかた

たちさ

て常の長谷川氏は内分に就ては何も語

此の篤志家長谷川氏の厚意で︑日頃

ことくしか①●④のこういひころ

らずに立去ったといふのである︒

くしんうへおももうこううんめぐ

常川町宿泊川では夢ではないかと大

きんゑん含かいひと

しいはわたしとみかばらやうかんいしゅく

である︒氏は日く︑私は富川町簡易宿

■一

むり

しよ

卿ぴ世に出る用意をするやう特に御願
Ｕ垣けいじ
︾．うめつまごらくしつ
ひする旨の掲示を一同の集ろ娯楽室に
さら習うめつしゆしつた
川し︑更に一同丑集めて趣旨を陣へ

ふた上よでよういとくおれが

ろ奨働金の寄附があったこと︑此の御
こういが広らじ
ゃうＵにはぷ
好意は必ず無にせぬ様︑無駄を省き︑

しやうれい奇ん奇ふこご

いんざい生身んじゃそよ今んはい

長は一︲篤志家長谷川米吉氏の御好意か

ちやうとくしか⑨①③①②●Ｆ一こうい

よるこ

とみかはらやうしゆくはくじよゆめ幻ほ

苦心の上に服ひ設けぬ幸運を悪まれた

うと希望の苛蒸を望んで︑一銭二銭と
ちよ奇んゐきいたかんしん
貯金して届ることを聞いて︑痛く感心

喜びであるといふりも無理は底い︒所

身ぽう︒め厘毛らの谷ぜん︑ぜん

したとて﹁貯金の金額を倍にしてあげ

ら︑現在︑預金者に典の預金を倍にす

ちよ今ん含みがく塵い

たい﹂と金五百回を寄附して行った入
舎とくひと④●⑨③●●
がある︒その奇焼た人は煙谷川米吉氏

はくじよゐひとたち量んせん

泊所に居る人趣が四百十七回四十銭も
ちよ垂︽んゐしたいへんかんしん

貯金して屈みことを知り︑大鍵感心し
固しやくわい器こ遭いくわつゐ
ました︒牡禽のドン底生活をして居る
ひとたち・ふんはっこうじやうしんもち上含ん

人達が奮溌し︑向上心を持って貯金さ

し

かぬわぷ仁睦坊ら

しんちよきんせいしんしやうれい幻も

れてゐるといふととけ誠に喜ばしいこ
おもしつれいかん

全こと上るこ

﹄陰ういづざけた峰こたはいし
た︒一同は何れも酒煙草その他を腰止
い堂守んこ足るかひ己夫ら
して一意預金に心掛けてゐる人雄ばか

かくの如くして曹洞宗管長から三回

とと恩ひ史すりで︑失鰐ですがこの感

に︑自分趣の気持をぼんとうに解して

りであるだけに︑・金額倍加の喜びと共
めのさ念

かんげきめ

じ鐸んたち含もち分い

会んがく陵いか上ろこすら

との金を分けて頂きたいと恩ひます︒

心な貯金の精耐逢奨脇したいと恩ひ︑

へうひやう

へうしやうゆうぴんちよ今んしやうれいふけうためてい

も表彰されるといふ有様である︒師は

またげんざいと糸かはちやうかんいしゆくはくじよゐひと

全す腰し上らやうとう

叉現在富川町簡易宿油所に居ない人で

い阜剖

もら

表彰せられ︑郵便貯金奨胤布教の馬通
しんきうくわんけいへうひやう唇ようとふ
信省淵係からも表彰され︑京割府から
ことしさい左とこぎかり

ふことである︒増田脈長等はまたそれ

貰へた﹂と感激に眼をうるませたとい

今年五十歳の男盛である︒この意莱を

も貯金して居る人にはお分けしたい﹂

いんいの学

みわがことやうよみこそうはゆ

どうしゆくかいばくしよいらいかんゆき

遼見て︑我事の様に喜び︑一屑の鋤み

した場面を呈したといふ︒

を輿へるなど︑同宿開泊所以来の感激

増田所長は﹁とういふ御申川では鴬

全すにしよちやうお全ぞしいたう

性・めんてい

である︒これは只の寄附ではない︒貯

あた

金をしてゐろ浮浪人の其の精祁に感じ
て寄附しやうと云ふ篤志である︒そし

含んふろうにんそせいしんかん

号ふいとくし

ゑんさつ王いさしに

ちよ今んゐひとわ

以て副家価曾の鴛奮鋤廿んことを百年

もつこぐかしやくわいため︑ふんとうぬん

二百年をと斬って置く︒

とて十側札五十枚を差出したといふの
仁堂ぎふちよ

浮浪人の雲奮に感じた長

・谷川氏

れいいみわれｂｆｌじつかんしや

含んべんかい偽一よぞうざん称ういん

導くりつやくひん・かいゆふ

態度で匠別してゐます︒私の牛活ぱ父
江にわ号ふくさい侭うしょくくわん
が何しろ和服裁縫職などをしてゐた開

です︒節約と苦沓とは︑・他人に謝する

亡つやくりんしょくたにんたい

閲家郷済といふことを考へてゐるから

愚くか↓けいぎいかんが

たん廷いきいじゃ夕

が︑これは単に衛生上だけではなく︑

けたうらくナリにかぬ

たびつくるに華ん
り︑足袋の繕ひを自分でしたこともあ

にいさくぺつわたし世いくわつら上

Ｕ２かい哩興いらいはじこ上

所開所以来初めての事であり︑陽礎鐸錘

⑥●とき

全たしＥとちかｇろちんざん
叉仕事にありついても︑近頃は賃銀が
ひじやう︒ていか唾正はににも

凋立して薬品ブローカーを開業した

係から︑多年馴らされた節約主義で押

ゑんろ上含んはじ

シＯ

ドモ疲レズシテ速キー行クコトヲ得ペ

○徐左トシテ歩行スルモノハ久シケレ

である︒

とばこんにらいどんこいヱも

せつやくしゆぎお

非常に低下してゐて︑甚しきは一日

が︑勅勉た彼は貯識銀行の十ケ年一寓

いつゑんよよきん・

たぬんな

わりていかしかそ

辺んしごと廷んせん

三園だった仕事が︑一回二三十銭とい

回の貯金を始めたのである︒これには

⑤●●＠さしょくじ

一ヶ月六十六圃除の預金をしなければ

もちろんふたりいばゆろろうひにく

ならない︒長谷川氏ば三度の食堺を二
︾﹄・ゆんじつかう・ふじん
度に減じてもこれ駐宵行した︒夫人の
わかみそらをつと察ようｂよく
スャさんも若い身空で夫と協力した

封うしうたいせんたうじやくひんほうとうちよ

のは勿論である︒二人は所謂浪費を悪

んだ︒欧洲大戦術時の薬品の暴騰で貯
含んよていがくこし全しん
金は識定額駐超えて了った︒そして震
きい蚕しがしてうふ土らしも廻永卓へもやうぜい︾︲う
災後は東調布町下沼部に褒生堂といふ

のつばやく姪いと芯ろうげつか

ース極美ノ教訓トナル︒

○失敗ノ事ハ直疋二勉働スル人ノ篇メ
へ︑夫人スズさんとの間には一男山女
こ砦ももういまかじつきせいくいつ
の子供を談け︑今や一家陸しい生活の

︑難難︿最善ノ良師ナリ︒

しぬじんこうかしそ里うふいば

わたくしぜきにんことにいこ上ろが

私は責任といふ事を第一に心掛けて
念一ち
よ寺んかしゆ

テ畢ど得ルョリ多シ・

○人ノ智識︿失敗ヨリ堅プコト勝利ニ

主入公である︒而して其の抱負に白く

ふじんあびに江ん菅上

立派を薬舗を誉み︑老母フジさんに仕

けい

ふ六割もの低下ぶりであり︑然も其の
たかたびしやつひつえうひんめしぽい

の小僧に住み込んだ︒倣かの手簡に︑

した︒貯金をしたのも︑一家の主
じ来人まん
わ
い
として
の薙た
砿蝉し
からで
す︒へ
私の家で
いぜんひろし＆Ｆ︑

営時の﹁米吉どん﹂は搾夜仲川の賎鋲

け以前から書食はパンにしてゐます

めどしやうじあ江あか

煙楓りじ①●しんや江か全趣しづ

盛った後で障子に穴︽柾あけて明りをと

こぞうずこわ歩てあて

五歳の時から日本橋睡本町の守川分店

さいと念にほん塵しくぽん掌ら⑥⑧①①

徳次郎氏の息としと生れた︒そして＋

●︒●●そくう孝

あらうか︒氏は和服裁縫職をしてゐた

しわふロ●︑さい栓うしよく

しが②●の③●④いかひと

以上の如く此の浮浪連を喜ばせた篤
志家便谷川米吉氏はそも如何なる人で

す﹂と語ったといふ︒
いじゃうごとこ勺ふろうれ々よることく

かた

は質に徴人達の喜び許りではないので

まことたうにんたち上ろこ瞳か

にこれだけの熱心遊人達が出てをり︑
これに恭唾か鑑な鍵雛ど評せられた事こと

ねつしんひとたらで

力では川来ません︒然しその中から現

をしやうといふのは︑全く並大低の努
の
よくできしかなかげん

象つた正ふ急いていき

中で足袋とか翻衣とかの必要品︑飯代
と
う階のこちよ含ん
等を出した残りから︑いくらかの貯金

し通し︑今冊も依然として之を守って
みしにい
ちかとろ屍上
は正し
居る次第です﹂と︑近頃の耳より遊話

る︒﹁米吉どん﹂はかくして二十九の時

働の意味から我堂としても賞に感謝に
堪へません︒いく日もアブれてゐたり

＝

り︑下駄裏がすれるので︑蕊の荷の金
はきみ含ゆたうら
を鉄で切って下駄裏につけたこともあ

仁にら

砂
金

集
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一

日

暮
硯

九尺除り０幅六尺焼り︑滞塗にして金具を

れ︑鳥篭入用につき︑高さ七尺除り︑長さ

請申上げ退出す︑公即刻作事奉行を召さ

ぺしと仰せられ候︑彼者﹁畏り奉り候と御

は其方へ申付くぺく侯間宜薮坂計らひ申す

にて慰にもなるならば飼て見るぺし︒寓事

座候由申上侯へぱ・公・﹁元来よろしきもの

慰にも相成り︑第一御月畳の鴬に宜しく御

公の仰に﹁飼鳥は宜しきものかとあり．﹁御

烏遊ぱされ然るべき旨御勤め申上候へぱ．

君常畔の名粁なり︒或時御側衆御慰に御飼．

ろ迄の御政務を博へ承るに心黄に近代の畏

中島の城︑王填田公︑幼童の頃より常今に至

臣下有り﹂と︒誠なる哉此言︒愛に信州川

古人言ふ有り臼くこ代の君必す−代の

◇

ある悲知らざるぺからす︒︵記者︶

を説く彼の二宮先生に先だって︑恩田氏

り︑即ち遼徳と経済の一致にして⑫これ

の一事を以て財政を整理したろ始末な

本篇は重田藩士恩田民親が﹁嘘を一言はい﹂

一同一一国一圏向

】
【

打ち︑随分立派に急ぎ推へ候へど被仰付候

程なく出来上り︐御居間の橡側へ据慨く︑

乃ち彼の飼烏を御勤め申上げ候者召出され

て︑鳥篭出来致し候間兄よと仰せられ候ゆ

﹁其方無に入り候やとの御尋︑﹁成程烏舘に

へ︑見候て︑﹁結樵に出来仕候と申上ぐれぱ

は是より上はこれ右ろまどく存じ奉り候︑

暇令江戸表にて上様が御飼鳥遊ぱされ候と

も︲是より外に致方も無御座侯と申候へぱ

﹁其方にさへ気に入り侯へぱ満足と仰せら

ろ︑﹁然ぱ急に烏の才畳仕ろぺく哉と巾上候

へぱ︑﹁イヤ烏の才畳は急ぐ事なし・迫て申

付くべし︑先献立を一通︑其方が恩ひ入次

第に仕立候へと仰付られ候︑﹁其儀は唯今ま

で排へ見候畳え御座もなく候︑甚不調法に
御座候︑御免下され候様にと申上候へぱ︑

﹁如何様にも仕立かへ其方が心に是にてよ

しとさへ圃箕ぱよく候間．先・つ持へて見候

様にとて亜て仰付られ侯︑よんどころなく

﹁長り奉り候﹂と御請申上げ︑即ち御料理人

などと相談の上仕立候て︑献立相認め御前
へ差出し候虚御覧の上︑﹁宜しく出来候︑其

方が心にも是にてよしと存じ候やとの御尋
﹁不調法一卜て此外には致方も存じ奉らずと

申上候へぱ︑﹁其の方が心にさへ叶ひ侯へぱ

我も満足との仰にて．則ち御料理人へ︑此

通りの料理二人前明日謹飯に持へ候様にと

仰付けらろ︒翌日御献立の御料理出来候曲

御膳方より申上侯へぱ︑即刻彼者を召出さ

との仰なり︒即ち内へ入り候へぱ︑﹁ナント

れあの鳥篭の戸ゞ延明け内へ入り様子を見よ

ぱ︑一︲其内にて煉草走吸ふて見よと仰らろ︒

能格好かと仰ゆへ︑﹁宜敷御座候と申上候へ

御側衆輝草盆を篭の内へ入れ候へぱ︑﹁たば

こか吸ひながらヤハリ其内にて恥せよとの

仰故︑輝草走吸ひ居しに︑先程の料理二人

にする︑ご膳ば鳥篭の内へ入れさせ︑﹁喰ふ

前膳を出せよとの仰にて︑一鵬は公の御前

らん︑我も相伴すべしと仰らろ︑Ｌ此内にて

て見よ︑其方が好みの料理なれば無うまか

給ぺ候儀は御苑下され候様願ひ上げ奉り候

と申せば︑↓何も慰なり︑其内にて喰ふて見

ぺ候へぱ︑﹁何なりとも無に入りたるもの零

よとの達ての仰故︑是非なく篭の内にて語

子︑喫茶等まで御振舞ひ成され候︑御食事

替て深山に給ぺよ・と御狸ひ成され︑御菓

相済み︒四方山の御噺成され候てこ時像も

寵の内に居候へどもり出よとの仰なかりし

日
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しかぱ︑彼者殊の外難儀がり．様々訴訟仕

出し遥す蝦へく候間︑左様に巾すべしと被仰

く食事を好み申す．︑へきなり︒大小川の節は

のにても望次第に収寄せ喰ふくし︒遠慮な

て何成とも望の物悲喰ふくし︲いか様のも

に︑﹁出すこと和成らず候間・一生其内に脇

かば・堀竿御出し被下候様にと相願候ひし

は其方が難儀に恩ふよりも何百倍轍して苦

や否や知れず︑定めて知るとも彼等の苦患

て祁々に心を識し物走くれても︑和雌する

なりそれか小さき篭の内へ入れ・此方に

自山に湖廻り︑心のまＬに食物悲求むろ者

況んや鳥類は天地の間走住家とし︑畷空を

著しがりて湖を流し訴訟するにあらずや・

れなき筈なろに出すことならぬといへぱ

喰ばすろなりＪ何にても難儀なることはこ

大の奉公なり︒其上一人の心は千蔑人の心

は諌言しくれしよりも却て百千僻の忠義莫

け︑晴まざればならぬこと故・我身の槙に

方へ封し伽ふ事ならす︐其外繭事に蕪を付

く其方を錘の内へ入れ︒物韮喰はせばぢし

ろ心になるまどきものにもあらず︒然しか

狭けれども．三鍵敷あれば狭しともいばれ

其六狸敷の居間より見れば雑の内は少しは

分淡く︑十狸敷或は八姓敷六挑敷なるくし

て見よ︐其方屋吸にて平生住勝する所︑随

皆是へ出で聞くべし︑籾共方もよく了簡し

施し

是へ参れ申聞することあり︑次の者も

ば出でよ︲其方を苦めて我慰にする所存は

﹁殊の外苦しく御座候と申上候へぱ︑﹁然ら

公︑﹁其方左様に苦しく存候やと御尋あり︐

と申ければ︑御側衆も彼是御訴訟申上げ候

やまり入り奉り候間︑御前冗敷組み入り候

彼は涙を流し・御側衆を頼み︲幾重にもあ

訴訟するに及ばぬなりと仰せられしかぱ︑

坦て勘むろ者あらんにば．我もまた飼鳥す

れども明日はしれぬ１℃のなりＪ若しまれ重

人の心は巷るものにて︑今日斯くの如くな

忠義も瓢れす︑隼一我が晴の億にならず︑

は合鮪すずへきことなれども︒︑夫にては汝が

り︑然らば敢初に此趣奄巾聞かすれば其方

ことと気の付かざることは尤もなることな

ともに惣じて飼鳩することなれば︑悪しき

我に飼鳥たす生めれる者なり︼世間の北下

何にも悪敷事なけれども．不脚心得遼ひて

其課は其方忠義なる者にて平生能く奉公し

閥きて残念干蔑と恩ふ︒へけれども然らず︐

ぺし︑乍去斯く言聞けては・其方も面臓を

を苦しめて我慰になるべきや︑能々合鮎す

敷とも計り難し︑イカニ鳥類なれぱとて彼

なく大切なるものにて・雷家繁昌の基を開

は忠義諸人には稗事遊糊むろ詣南役此上も

らず奉公せよ︑心外の堺徴塵もなし

り杯と思ふことなかれ︐唯今までの通相替

なしたるなり︒面附を閏いて残念なろ華な

むろ師範となりたれば︑殊の外なる善根を

方一人の奉公にて．大勢の希に善事懇すす

あらぱ諌言すろもの多かろぺし．然らば其

ろもの一人もある主むく︑却って我に悪事

なるぺし︑叉悪事としらずして此上我に勘

飼鳥せし者も皆止くしｖ然らば是雑敷善事

て︑家中の者は申すに及ばず

し︑今其方が龍の内にて物乃喰ひし奉公に

むべし．然らば是如何程の悪事とも計り難

れども︑我額分十茂石のもの不残飼鳥走好

なれば︵我一人飼鳥あ好むならば︐少分な

狗玄ど︑我も亦飼烏仕たき心になりても︑其

めての上は︑再び飼烏韮す上むろ者一人も

望のものを喰ひ︑我が慰になるも奉公なり

候へぱ︑何かするも奉公なり．其内に居て

まじ︑其上外哩仕李さするにあらず︑大小

我に

領分の内も

便の節は外へ出しｂ山海の珍味は望次第に

く是皆其方一人の働なり︑依之褒美として

私儀年若彼も年若ゆえ︑申付候とも老分の

ば︑鋒の俵に非ず︒豆州御勝手御不如意に

寓事木工が指固悲請け︑役儀和勤めくれ申

付︑手前共机談の上︑・恩田木工に勘略申付

すぺく候︑是れは豆州殿の思召に出で︲何

者決して得心仕るまじく候︒依って近頃御

此儀偏に願ひ未ろと仰せられ候へぱ︑何れ

れも相談の上かく申付け侯間︑左様相心得

目録を出すぞとて金拾雨拝領仰付られ︑其
身の面盾を御すＬぎの上︑目録まで下し置

の方の御挨拶に︑﹁勝手不如意の偽は皆同様

候様にと仰渡され候︑皆々内心には其の意

巾さるぺく候︑依て老職を始め蒲役人共︑

ながら︐別して豆州公には御先代の昨より

候間僻退なく幽元の政道心一杯雁取計らひ

公儀へも知れたろ事にて︐拝借迄も仰付け

な得ざる事とは存じながら長り奉り候と御

無心ながら︑各方御封座にて．︾恩田木工へ

かれ有がたき御政務︑大慈悲の御維徳・申

られ候程の儀故︑御難儀察し入り申候︑然

勝手取泣しの俵御仰付け下され候様仕度

も中々愚なり︒此は公御歳十五の時の御事
なりとかや︑誠に生智安行の聖対にて︑前
代未聞の名勝なり︑されば後に恩川木工を
選出し拾ひし明察も虞にことわりとこそ畳
一︑信州川中烏反田家の御知行所川中島は

ゆれ

に付申上げ候には﹁御親類様方御相談の上

諸申し上げ候︑畔に木工進み出で︑頭悲席

にて︑私儀へ大役仰付けられ候儀干蔑難有

て︑．既に御目鏡に留リ候段︑︒何より以て垂

盤の御事に候手前共より巾付侯事は容易

訟申上侯事近頃恐れ多一き俵には御座侯へ共

仕合に存じ奉り候︑それにつき御直に御訴

るに御閣元に御勝手・向取直すぺき者御座候

ら御勝手も御不如意にて御取緬斗﹄成されが

き事に候間︑典木工とやらた早速御呼寄成

水損の場にて︑．年々の御損耗多ければ︑自

たき由にて︑去る沈保年中公俵へ御願ひに

さるぺしとの御返事に︑﹁千寓恭なく候と御

叉々の御寄合何時とも計り難く存候に付︑

挨拶成され夫より早飛脚を以て御図元へ︑

の表右の役儀●相勤申すぺき儀にては決して

輝を顧みず御直に御訴訟申し上げ候︑私鐙

ば︑次第に御勝手御むつかしく︑柑御城主

御川俵これあり峡間︑老職の者並びに諸役

て一寓雨の拝借恥許されし程の御事なれ
の御代に成り候︑賓暦五年の初弧江戸御在

人は月番含の者一人づつ居残り︑其外の者

御座なく候間・幾重にも御苑成し下され候

は皆々打逃れ慰田木工を同造にて急に出府

様願上奉り候と申上ぐれぱ︐御一同叉被仰

は︑﹁何れも御存知の通り︐手前雌勝手不如

付候は豆州殿御勝手御不如意は公儀迄も知

府の棚御親類参倉の節・公の仰せられ候に
意に付︑先年公儀より一批雨の拝借被仰付

来候哉と︑いづれも取るものもとり合へず

致すぺき旨仰せ鐘はきれ候へぱ︑何事が出

併し乍ら在所に恩川木工と巾者これあり︐

諾役人中残らず召出され︑御親類様方御封

出府征リ峡︑即ちま菰御親類中御招請の上

老職の末席にて︑年芳には御応候へども︑

なり︑依て先づ和勤め申すべくと菰て巌１−
く被仰付候︐っぽく﹂

候へども︑中々夫にて取練机成り巾さす候

領分の政近叩付催て勝手もと坂血し巾すぺ

﹁此鹿恩川木工並びに諸役人呼び寄せ候事

座にて︐御老分の御方様より仰出され候は

れたろ程の事故・催令此上なほらぬ蛇も不
勤め不調法には和成らす候︑和働き見候上
にて役儀相勤まらざる課これ有り候はぱ栴
別︲只今僻退致し険が却て不忠と云ふもの
葛﹄様に存候故︑役儀申付け度存候へども︑

し
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日
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新講談﹃湯烏之冨札﹄

い全の●●

天野錐彦口述

骨晶撞く彩り心さくざくら隼え仁跨い土ひじやうばんじゃう尭

蕉幕の折から浅草職前に︑只今は非常に繁昌して居りますが︑今職差屋の

全へでなゐひとり企つざ肪吟ひ法にしきかんが麿とゐみしに⑪

前を川て参ります一人の貧しい侍︑何か独りに考へ邪として居ると見え下向
とつぜん
あるくむ︑ろぱう〃１１︐ｆｌい

．かいん．

ざいます︒
ごぷけさ全土ことず

﹄﹄︾︑︒

いだ

仁いきうらうばいゐいかがい侭
﹁大層狼狽して居ったが如何致した﹂

し詮

診たがひ

に見えなくなって仕舞ひました﹂

み

おもひ含おこ︑けが

ずこ・ひざがしらすり

全ことす︒いた

その安んす肱に吐空と

そのものわにし胆允距さ冬季つ今怨めたゐゐひに

﹁ハイ︑あの⁝一雨二分奪られ童した︒共者は私が旦那様に突糊って居る間

ｈようぶと

﹁いやノー︑済震ぬのほ御互のこととして典金子は何程奪られたか﹂

︒すみ

後から誼駈けて来る途中突営りまして誠に済まぬことを致しました﹂

あと．ぬひかくとちうつ今ぬた

スイ御武家様誠に演まいことを致しました︒賞は金を摘摸に奪られ主して

じつかねすりと

はないかと溌竺Ｌ見ると怪我はない︑少しばかり膝頭淀擦むいたばかりでご

含訟けが

一と艇はれる詠案の子蝶です︑︾母の譲なことをしたと思ひまして引起して怪我

丑へ

／︑と前にのめるのは子供でございました︑年の頃は土三歳にもならうか

としころ各い

一ので営つた方は悪う一軍︶ざいますが︑鴬てられた方も悪う一︑︶ざいます︒ヒョロ

み

︾き加減にとぽノ！︑と歩いて来尋と﹁泥棒をただ糞﹂と言ひながら突然ど−ん
ものぷぃいものむろんこの唾らめ蛾いやつ︾︼らちつみ
一とぶつかった者がある一︲無慨淵﹂無論此鉢合せと云ふ奴は何方にも罪がある
ばうわら
あだばうわる

一

no

ｂぬいきう

いたさたそのばうかね
己●●かり③●●か七うかいにうぎんぷか肋に奴ゐ
一あｉｌ可愛相なことを致した︒定めし其方の金ではあるま尾張屋で借ろ︑駿河屋で借りる︒東海迩杢部借倒して居る︒

これ

す勢しやうぐわつ

し●●③たくさんしちもつい
いに⁝
⁝﹂黙かも伊勢か屋
には津山の質物
が入れてある︒もう直ぐ御唯月
だんなざまかね
けきざか処いたＬ

と含

そひとあとお﹄﹄ろぽうノＢ１むちうおひか

これこのりょうくい

らこ子
︾・
も物
のを
﹁ハイ日一那榔のお金でございます︑掛先の金を頂き藍して︑のことでございますから之をすっかり挑なっ
て
供．
にも
もき着
おも
毒し
やう
ぐ仕
わ つ度
した
く しなければなら
恋から蹴る誇涯︑雌か鐘奔定がぶつかったと思ったらもう取着迂てやらなければならぬ︒御正
月
の
を

えじ

この全へ

きたす

．︒
の此
う巾
捗
られ室したので︑其の人の後を追って泥棒々灸と夢中で追駈ぬ︒之を此二両でやり操らうと云ふのでありま
すい
がま
︑こ今
腫や江さま
し庭い
の分
よⅢ
う小
ぷ僧
こに
の遣
こる
ぞと
う自
やじ
けてつい旦那様にぶつかったやうな次第でどうぞ締蝿鍛を﹂一雨二
分ぷ
のん
家い
がへ
困こ
る全
︒し
併か
しこ
此の
侭全
に▲
し︑
て動
置
き︾く
いにこのたびはじ︒
このこみうふりようけん錨こ
むひ罫う
﹁いやそれは菜の毒なことを致した︑此度初めてのことか﹂けば此小僧が不了見を趣すだらう︒あＬ可か哀
相に︑さうだ恩ぉも

轡んにいまｎ
一﹄

これこ

い号もち

よ

そここのざむらひのようぷか泡功ぐ
﹁ハイ一初めてではございませぬ︑此前にもこんなことがござひ切って助けてやらう︒北︿
嘘で此侍一雨二分の金を恵んでや
ばんとうひ陰しか
雁んなざ全王へ
みのこをううれ
かへうしろずがたみおく
いました︒番頭どんに酷く叱られました︑旦那科にもお前がり︑其小僧の嬉しさうに肺
ろ後姿を兇透ってあＬ善いとと

うら６︾﹄鋤つ

わたくしくわくごぎ

び寺に
全勝間抜けだから斯んなことになる︒是から斯んたことがあをした︒好い莱持ださうでございませう︑蚤つ一ふ匹
逃がしまして

わら含らら

堂
わけや
つたら家には戻さぬと仰しやい妄した︒私はもう畳悟を決めも悪い莱持はし主せぬ︑あ上あれも俺
の恥
血ち
を分
たつ
奴だなん

ゐ

しかこのさむらひたんじぷんかへ全全ゐ

しかじ案んい＆りょうも

けつよくれ

だす

さやう

なん

大金︒ですから叉方誉にも借銭が少くをい◎三刈屋で借る︑坂下︑ワッー／Ｉと云ふ群衆の聾﹂何だらうか︑歳市には主

でやつと細登暮匙羅位って妬駅坐忘啓のです恥毛一ｅ一雨和金は方で曲借りです︑うつノーと考へながら蹄って来る湯島天祁

しをつ

芯ん
し
か
﹁マツ﹂と云ふのが内職をして居ると云ふやうな妬末︑それとかなろだらう︒何と
も
茂
り
は
しまぜぬ︒か
彼虚
でこ
も借
りこ
︑此
陵そん︑くらたゆい
れようか垣炉らか
かんがかへくゆし全てんじん

いないしょくゐい

︾子
心供
も
て居ない︒是も今工面をして来たばかり︑決して宜い暮をしを助けたものだ︒枠笹
とが
あれ
のこ
小ぞ
僧う
は弧
年ん
輩陸
喝い
似に
てゐ
届び
ると
︒こ
人の
みとき全吾かにんいへか潅い
おもわがこともつらよるゆ二二たす
て居るのではございませぬ︒水戸様の御家人で家では家内のを思って﹁我子なら共に辛し夜の雪﹂助けてやったのだ︑何

ゐこれいまくめん含

ら
かり
ひに
とも
ひ人
と一
り人
いの
の命
ち
亥とかして吐宥を助けてやりたい︑併し自分は今二雨しか持つぎた︒いや１１１左様なことは恩おふ
まい︒仮

このもの先ず

分年の暮には能く飛込がありましたさうで︑併し吐侍は何し自分の齢りを待ちに待って居るだらうが是こ
はれ
少ず
しこ
気き
張ば
りず
過

ぷんとしく恥よとぴこみ

に
斯ぅ云ふととで申謹が立たぬと云ふので雨固遥りから此時い心持にたる︒待てよ家では家内が待って居るだらう︒定言め

まをしわけたいのようごくみたこのじこ上ろらら象うちかない丑ゐ

肱がひといのちたずよこＬろらち︑ふゎかへふくら
まか
しいた﹂て︒扱て握い人の命を助けて好さい
心持だが振返って見ると暗
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ー

唯や

だ早いし︑
ちやうにん

﹁これノー町人﹂
﹁ハイハイ﹂
にいぶさう八︑ひとご急

けんか

ゆし全てんじんりょうはこ

﹁大分騒糞しい人謹がするが喧嘩でもあるのか﹂
けんかひところし

べん

﹁いえノ︑喧嘩や人殺ではございませぬ︒湯島天祁の千雨鞘
でございます﹂
そのＵかきかやてらこんりう客い含ふ奇んつの
ごモル

其昔宮や寺の建立に際しまして寄附金を募ります一つの便

ふにう

ふにほこい

法として富札を許して居ります︒御存じでもございませう

ばふとみふ雁ゆらぞ
なにずうか

うへくぎつ

つきさ

が︑何か数の書竺Ｌある札を責る︒それだけの札を縮に入れ
か今生

ましてガサノ噸︑と掻混ぜまして上から釘で突きます︒突差し

︑︽だもらぬしｂようもらかとき︑ぶい

た札の持主は千雨貰ふ︒買ひます時には一分と言ひますから
もふるんみ症⑳仁

一子五錘︑︑一千五鍵で千蹴睡るのですが︑．勿論それが皆営る

あに一ひ︾・りを⑫⑪ようばら一あと

のでございませぬ︒︑営るのはたった一人︑其千両を桃って後
のこ﹄かいざつようひ︒りえ告ぜんぶてらこんりうみ

の残りの金から雑用を引いて利益が全部寺の建立に鴬たると
ゆし韮とみふにこれかな仁か
云ふのでありますが︑湯島の富札︑是はかなり名高かった︑

江か．ゆめ．みか

買ひます時には色全見得を取りまして中には夢などを見て買

かときいるノ︑みえと

えきしやところ奇らよつとばん胆んもら

ふのがございます︒易者の所に来まして一寸判断して貰ひた
マ・

おも借しごい

つみいん．ま左

い

きくやゆめみはし言ラヘつる
い︒昨夜夢を見た︒梯の上に狸が降りた︑どう云ふのだらう︑
なら武シ

ばんかよ

成程ハシゴ︵八百四十五︶縄は千年と申します︑で一千八百
別十五番を買ったら宜からうと恩ふ︒梯と云ふものはどんな

はじごうへの限ときつか

工合に使ふか︑左様でございます︒梯は上へ昇る時に使ひま

ぐめひつかさやう

ばん芯ろ瞳︾﹄ららやもちやかんしんその歯んごう．︽鰹か

冠ガノｒ１

す︒だから五百四十八で︑舞姪に千を怖けて一千五百四十八

そここの曇蛍壱Ｕらひをつしや茅のこ

全いか

番︑成稗餅屋は餅屋だと感心して共番競札を貝ふがさて仲仲
らに

けがらぶしこ上ろけが僅か

鴬らない︒共腿で此御侍︑拙考も二分残ってるから一枚賀つ
︒ふ

隼︾Ｌぷずおた

雪やうぷしふ

て見ようか︑いや／︑職はしい︑武士の心の汚れだ︑馬鹿なと

おもしかかみ

とだ︑先づ溝に捨てるも同じことだ︒左様なことは武士の隅

れるべきととでない︒とは思ふものの併し買って見やうかど
びとけい
みた
し含全よ
うしやうか︑と瀬りに迷ひました︒浬りはどやノ・＼と人の群

涯が

ところみか
ゆゑみくらゐ上
ゐら・しかけできゐしやうめんつ

が行く︒先づ見る位は宜からうと眺めてゐる︑虎か見たら貝

ごうしんしきぐんしうせいりゐ

はなければ居れないやうに仕掛が出来て居る︒正面には突く
じゆんぴ

たいへん雲わ

準備がし要壷︶ざいます︒同心荘どが録りに群集を難理して居

あたいふに

企ばん

る︑大愛な騒ぎでございます︑﹁サァーノ︑ノ︑千六百四十
ばん

ふんあ志ふ雁

陸んあだ

たいへん

い

だれ

二番︑これこそきっと堂ると云ふ札﹂﹁千六百四十二番﹂︑と
含やく上

客を呼んでゐる︒皆友営ろ札があっては大愛でございます︒

と

か江らめ浜

い

﹁千六百四十二番きっと常りませぬ﹂などと言ったのでは誰

そのきじらひ

きへい

あに

も買ひませぬ︒ですから必ず富るといふ︒言ふことは一つで

うけゐあだどぎ

あ侭動も諺も

ございます︒そこで其侍つか︐ｆ︑と前に行って﹁きっと常る

きつしやその

かな︑受合ふか︑鴬らぬ時は⁝⁝﹂﹁いや堂ると思ったら恩つ
はう上る

陸ん全いい一こさいつごろつ

きやう

てる方が宜しいのでございますから畳それでは拙者に其千六

百四十二番を一枚寄越せ︑樋て何時頃突くかな宮方様でござ
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鰹いぶうれのこ

び

．く

います︒壬まだ大分資残りがありますから日がとっぷり暮れて
すみにうはた全でも琴くあび雁

いかへい︲かへ・

ばうよる

じかん

からでしやう﹂﹁水道端迄戻って来る間があるかな弓ござい

い

そこさむらひ

主すとも︑え１行って蹄って行って蹄ってくる時間がござい

ふ胆らかへくかへくわ卸やけふし一喝ゐたか

ます︑行っておいでになる方が宜しうございます﹂共産で侍
い全・ら害

ごかないはう象らが主諾上ろこむか

は札を持って儲って来る︑蹄って来る我家も今日は閏か高い

これこ隼じつけ

﹁今戻ったぞ﹂御家内の方が待雛へて居って喜んで迎へる︑
涯埋さらこのはう寄占が

昼咽●②．●︾なかノー１

．詮を

しゐにんなさ全

さうなると尚更此方は気が答める︑﹁はて是は困った﹂資は今

日は三河屋が中凌うるさいことを申しました︑併し旦那様が
い

お６雪

がへり
おがへこうじゆつかへ
●●●●︒●
御蹄になったらと御錦りを口述に蹄しました︑尾張屋︑駿河屋
砥かＪ１〜やか全

かい

も中掩喧しいこと駐言ひましたが︑それも御戻りあってのこ
いだ
み丞このりょうめあいつ全で偲全ゐ
とに致しました︒皆叶二雨か目営て︑何時差瓢って居られま
じつこいＪ１はたしその・Ｄ＄うもん

と含かない︒如浄ろかた

せぬから質は是燕と話をして其二両は一文もない︑斯う言は

か

か幻もみつ

れた時の家内の驚きは一方でなく︑
そのお学ろもつともぎく
しにいてう
﹁まあ其驚きは尤だが総いて臭りやれ︑斯くノー︐の次第で丁
害ふがれおたとしころひといのらか

わる単もく

ふうふお陰けんか

ところこのご

度枠と同じ年頃︑人の命には換へられぬ︒斯う思って貢いで
これしださま

やったのぢや︑悪う恩ふて臭りやる底﹂・
ち琴

ことわはた

是が下様になりますと夫婦大喧嘩となりま辻う︑所が此御
かない

よこと法

ひといのらか

家内はそれとは蓮ひ︑さう事を分けて話されると︑
としこ

土こと

﹁麦あそれは善い事を篇さい壷した︑人の命にけ換へられ室
生に肱

ぜぬ︑叉何んとかすれば年が越せることもございま戦う︑証

よるこ塵肱か極

⑥︑のよ曇ものか

や応健

に喜しい篤され方︑さうなうてはかないなせぬ︑なに貴方︑

しつそ恥そに．は・フよる

ゆくすそ江がこ︾︲もいのち

一︶﹄□︒○

新太郎に良い清物を買ってやること便．︶ざいませぬ︒子供は

質素に育てた方が宜しいのでござい妻す︒行末長い子供の命
おたす
これぜんじみた全わゑゐみ正●毎●
を御助けをさいました︒是が善事は皆廻って参って皆菊太郎
みため
よことみそ
の身の篇に左るでございませう︒善い事溌遊ぱしました﹂
たれいたへそきぐ里宮・毎くわい
誰でも痛くない吐を探られる稗不快なことはございませ
じぷんし茸うじつうく
いのらず

さんぜいく

いｃそれ避自分を知って同情して呉れるなら命でも捨てたい
いき
い．︲もつと︒ｂ
鯨どおのれしもの
と云ふ気になると云ふのは尤なことで︑武士は己を知る者の

ためしか正いじぷん

こふろ壬

うせい氏浄含もち・よ

晶垂ずふ

篇に死す︒家内が自分のしたことに賛成して呉れた︒それで
こＬろそこ上みこか江い洗いしょくてつに仁の
心の底から喜びまして家内の内職の手鱒ひ︑頼まれ上ば夫婦

み釣もてたがと鰹

こんにらごうぐわい

心を一つにして稼ぐと云ふ程索持の良いことはござい蚤せ

垢のにうじかわら険ん

ぬ︒さうして居ると表を流して通る﹁はなし﹂今日の競外で

ゆし主てんじん壷ぽめに対ほめたし

ござい堂す︑其営時は瓦版で﹁おは厳し﹂としまして

よくはわか

﹁おはなしノー︑湯島天祁の大営り︑大常りの知れる﹃おは
さてつ

じぷん全いか

あたし

あた含づかひ

なし﹄です︒読めば詳しく分ります︑おはなしノ︑﹂
しか

めるひとたり産ん

﹁扱は突いたな！自分は一枚買ってあるが富る気造はない︒
ごうぐらゐ

ないしん弄よう昼ひ

一﹂かない

併しヒョッとすると︑ヒョッと富ろかも知れない︒或は隣番

競位ではないかなどと内心興味を惹かれるままに︑御家内に
ないしよにわけたひつかかねばらこれみ
あ律
は内緒で庭下駄を引掛けて命を側って之を見吏すと︑﹁常つ
いぐわい
必需．じぷｖふにみたん鳶ふ

た﹂意外！千六両Ⅲ十一矛逗自分の札を見ると何度見ても

くに

陸ん

めたにさ象りょう岨

ほ

区

置かたい

みた

唾芯し瑳と歌﹂がへ▲一？心

おかめ番一一に暗い念

﹁御母様只今﹂

豚んだざ象か雁仁なに

ところ

こ浄も妾ろこ

のこ

あなだ

これてう言ごいけん・み

いおもてとび胆

言全①●●封江としごろこしいもお代す

唾ぎがは

さま雷けうぐん

なみ解くそ

唇

お肱に

しが・・こんにらあ虻

︑︑農あひたいがい吟とこ

癖榊識識惟泌滝恥稲誹嘩皿言鴫
こ諦
た唾
め埋
こ味
い︾
錘心
も嘩
と峰
ｒ永
全吟
く郡
に率磁

なる怪︾．そのはうＱ↑をとば

であります︒︵完︶

て㈱塗

皆様方が御説きに底ります武士道も此通り武士の家庭に於
か全を
の︑●
全た狐が雪
ばみん
話註して居ります時に飾って・愛．りましたのば新太郎︑﹂て保存せられ︑又磨かれて来たものであると斯う申されるの

●壱けうぐん
太の郎
への御教訓⁝⁝﹂・ふ抵苔塵が仁勃と

して其築華の認めた時は何と篤さいますか︑貴方様は兼変新諏群まてり︑成程其方の申討麺帥で秘躍墨

その走いぐわ言と吾なん定

﹁貴方は其眼の前の築華がそれ程尊いのめ
で雁
ご臆ざ
そか
含な
こい
ので琴
ろ掛
がの
け善
主いひ人と
ざい
まま
かす
繕か
Ｉ︑
︒聞
しＵ
やら
うひ
がこ
此Ａ
侍心
であったが篇に︑

めなだそのめ隼へえいぐわ里や﹄た︑与之

も欲しいものが何んでも・・・⁝﹂ませ﹂と唾を砿めで識みました︒野う表ふ場合に大調の男は
江

﹁欲しいとも︑そ其
両
の千
のよ
うさ え あ れ ば 手 砿 の 擁 も 織 泳 の 擁 も 雌 で

﹁貴方様は千雨欲しいのでございますか﹂

こ是
れは
や狭
よ・
﹁いや江何に哨
しか
い︑金ではない︑天下御苑の金ではないか﹂擁謹を︑霧の締雌に職怖けて赤認する雄焼が稚慨ど癖訊鐸が

てんかごめんかい

って下さいまし﹂薪代りにしやうと︑も︑いざ大事の場合には︑槍一筋︑痩馬に

豚いじばあひ・やりサ〆っやぜう坐

ぱしたのだ︒俺は画工から早速参って受取って筆参もる
かぺ
くるも
ひ︑
と人こ
跡が
雁大
ぃ事じ
と﹄
塵ぅ
は浮
雲ご
のと
如し
は障
心る
掛け
ぢや︑あの挺﹁
鉢ノ木 一
いじはち含
雁日
ん一唯那ざ様詮
﹁
︑ご
後し
生や
でう
すぜ
︑ひ
是そ
非の
其諺
御が
金ね
はと
取ゆ
りに行くことを恩ひ止の識此琴鯖り舞れる録梅蝿に︑雑恭なくして大事の鉢の木を

おれこい各つ矛く全ゐうけとや一ゐ

し而
︑ かもそれが津０遮醗識識磁認陛銅化︾極皿鯖鋤峨銅幽癖録咋姉権嘩禄畢銅︾筆
﹁おう遊
話御
か買
めひ
そ遊ばしたのだ︒
めそ ば し た ︑

でございますか︲一

﹁あ凡それでは貴方はあの湯島天祁で札を御買ひ遊ばしたのだけは遺してやりたいと存じて居ったの雪．︶ざいます︒貴方

みなたゆし掌て凡じん・部に釦かみそ

正仁江に
﹁それは壷ゐあ
貴
方
何
を
⁝
⁝
﹂
﹁
貴
方
あ
の
子
を
何
と
思
召
し
ま
す
︑
人
間
の
魂
︑
固
宝
ろ
時
で
︽︑︶
か声こえい︽・● よう鈴よ
りょう陸こｂ・ようばこノ︑心
﹁いや千
雨箱だ︑千雨箱暑掩を﹂ざいます︒貴方の蔵され方があの子にどう影響を及
ぼします
このｂつばに父
わたくし写もなにこのこ
どかない
鉱もつ
はつと恩ひ付きました御家内︑か︑私共は何もあの子に篭して雫らなくても此立派な魂しい

﹁うんにや何も申すな︑今直きに千雨獅を措いで参るぞ﹂︲子供は喜んでヌイ︲一と言って表に飛出しました●
あなたこなん艶侭しめにんげんた全ひいかにとき

・なに段をい士一つ的ようぱこかつ念ゐ

ずこみそ
②③Ｑ
詰挫こゑめだ
とめもない大きた蕊で﹃鴬つたｊ︑﹄などと﹂﹁新太郎や︑もう少し遊んでおいで﹂

﹁此騒ぎを聞きました御家内︑﹁まあ日一那様貴方は伽をとり所で一・︶ざいました︒

このさい今

だかた
やばりゐにあだ
﹁あ比
矢張笛った︑営つたＪ１常った﹂透はどうも致し方のないい
もので︑是が丁度御意見をして居る

やはり

矢張千六百四十二折緋手蝉謡は擁にどうしても締暁躍の湾へ窪に鐸擁をするも
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矛

ぐち

！

Ｉ︲

0

顎

児

翠泉

川

湘餓敷謹一宮金次郎白

小

つたが︑金次郎が一生懸命になって槻昔様に願ったんで︑好い蝿梅に癒つ

●●●しやうけんめいくわん幻んさ窪ねがいめん扱いなぱ

妻のお由も大いに喜び﹁マア旦那どんの病気は︑今度は迎も復けぬえと忠

つ全●⑨舞陰よるこにん江がやうきこん︾﹄とていおも

猶一たび宜しく相成りました︒

ぴやう＆ろめひな

うに﹂と︒一心篭めて斬る︒然るに槻枇一音菩薩の御利生と相見えて︑父の大

しんこいのしかくわん世おんぽざつごめしやうゐひみち上たい

ては勝禰寺の槻一音の御堂に能って一︲父の病莱︑一たび全快なさしめたまふや

しやう・ふくじこわんおんみ罫うこもロゾムびやうきぜんくわい

③●のいへも︾﹄は眼のうやあてにすち▲びやうきくわんごしか生み
金次郎︑家に戻ると︑母の農業の手助け︑父の病乗の看護︑而して間を見

言って和尚に暇左告げて儲りました︒

いそしやうひ上つかへ

り︑衆生済度をせられよ﹂金次郎笑って﹁私は俳家になることは望まない︑
いへはんじやうつ〃︶唇せんを艇いなぐざやたくしこＬろ
家の繁昌することを勉め︑御先組の鯉を慰めるが︑私の心がけるところ﹂と

曾つたことがない︒愚僧は此の寺遂開く故御身剃髪をして此の寺の住持とな

心ぐそうこてらひらゆゑ坊んみていばつこてらじうじ
しうぜうさい客②③●わらわたくし掌つけの狩

ばなしうけた全に釣んみくわん診ん会ようわけがらめいりようじえひとで
話を承ったこともあるが︑御身ぼど槻音維の識柄逓明瞭に知り得た人に出

ぺんくわんおん含よう猶︽か歩し掌仁鈴ぼぴとめくわんおん言ようついは症し
遍槻一音経を調んだか澱知れず︑叉多くの人にも曾って槻一音維に付て話をし

した︒和尚ビックリして︑愚僧は今年六十四歳に相成り︑これまで何百何十

港し︽︑うぐ毛うことしざいあひななん正ん

師りまして金次郎︑村内の至築寺に来て︑金瑞和尚に倉って姻音経の話を

かへｅ●のそんないぜんえいじ含こん歩ゐ一でしやうあくわんおん登ようは江し
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こん替とて上おもた人せい

ある

ときぴやう

た﹂﹁為らア今度は迎も快くなるめえと思ったが︑皆なの丹糖
か

し全

びんぼうにんおたの

にいしんよこう今っやうす仁︲凡てい

仕舞ふから︑貧乏人から御頼みをしても︑ちよシくらとは御

いで芯全

法くこ生ちか

うらに法

でくい

たんすさをめい略うしん

来診が無い︒先づヘッポコ代診でも寄越して家の梯子を探偵

こ上ろよ

舎︽︾江ほ

で快くなって︑斯うやって歩けるやうになった︒⁝⁝時に病

おゐしやざ全封れいできい

気が癒ったが︑御筈者様に御腔をすることが出来ねえと云ふ

させ︑裏店ではあるが︑雛笥心一樟も有ると云ふ注進がある
言ごほんにん
と︑それを聞いて御本人がノコ１１出かけて来ると云ふやう

こ全

のは困ったもんだ︒
い

やくびんげんかたか

い

しんざつ

に成って来る︒殊に近ごろは﹁蕊弘の原慨が瀧くなったか

ぞりノー︑しんぶんしじやう

ぴやうに人はうしやうちお

い世ん世い

しかこまものやくかと

そかば含ん詮んかいちい

は江はにが

とうめ

たしいととに存じます︒併し出る看からは蕊偵は取らない︒

みん

醤者の不親切などと云ふ記事が見えて脳りますのは︑弘だ舌

ゐしやふしんせつい曾じみぞ

れから脈溌診るなどと云ふ先生がある︒折共新聞紙上などで

みやくふ

うちとはう

やくかゆん含ん父をしう

りんそん●●②④いかだこ
そ諺ゐしや
其の御醤者さまと云ふのは︑隣村の石井善庵と云ふ方︑此

ら︑蕊慣は現金で申受ける﹂などと言って︑まだ診察もしな

おゐしやかんしんひとこ＆ゐいへゆ

の御蟹者は感心な人で︑困って居る家だから行かないなどと

い中から︑取る方のことを痴人の方に承知させて世いて︑そ

●

云ふ醤者ではない︒殊に二宮利右術門が元は人にも好くし︑

い・・ゐしやこと●●⑤●・●●もとひとよ

こ念ものかねかしみたこぬにらびんぽうゐ
困る渚に金を貸典へ︑それがために今日の貧乏になって居る
奇どくい
全こと骨画．くかｈＪ

ので︑誠に気の毒︑可哀さ弓だ︑気の毒だと云ふことを︑善

ぴやうぎい全いにち
●せんせいしｒう釦もゐ
替か江らみ＆くこと●●●ち上諺もしん

庵先生始維思って居る︒そこへ病莱であると云ふので︑毎日

うらか人路やう

い

ゐ

ゆんくわんさび

しんせつものそ

なひつぜんよ法かいく十Ｌ

いくへんぜん

むくどこ全わく

ふしんせつものまたそむく

と云っても︑幾ら雛遥としたからと云っても︑親切な肴は其
い

もん世んじゃくらは

御讐者は︑自身も家計困難瓶になり︑いつも玄儲は寂しく︑

おゐしやじしんかけいこんなんぴやう

居りますが︑診察もしない小から勘定ばかりして居るやうな

しんざつ

共の状りに金洲家から仏戦されたときにはウンと取って︑刻
いつゅんくわんにざ
いおゐしや
めは
合せをするなどと云ふ御勝肴さんは︑伽時も玄僻が賑は２﹂

な

を

一度は必ず見舞って呉れる︒郷に金次郎が父を恩ふの一心
つ丘●●しんしょくわすくわんごそこＬろざしかんそう
と︑妻のお由が寝食を忘れての看訟︑其の志を感じて一層

門前惟雑を張るやうに域るは必然︑世の中が幾ら進んだから

︒︑

しんせつふくやくれいに全つひぺんか隈

親切に診て呉れる︒粟鵬が溜っても透ぞ一逓いやな面をした
ゐじんじゆつひとすぐゐみらこ上ろえくさふか
ととも無く︑醤は仁術︑人を斜ふが醤の道なりと心得︑草深
かたるなかじう身よ・じしんやくろうさみ全ひ言く
い片佃含に住居をして自身薬能を提げて見舞に来て呉れまし

た︒

かなら象かく

ござ

ミう・・︶うなしんきつ

もとおゐしやざま

の報いが何庭からか回り来るもの︑不親切な者は又共の報い

よなかにんノー︲す上いひらい

ところが︑世の中が段々進むと云ふのか︑開けると云ふの

い

Ｅき

じぷんしょく砂﹃ふて念へ

療治をするノと云ふととは出来ませぬか︑自分の職業の手前

りょうぢ

いふても一つの職業であるから︑報酬郷しに診察をするノ︑

しよ ︑作ふ

が必ず回り来るもので御坐います︒元より御筈肴様だからと
た館め

も．フ

などこ

か︑鐙遷するに従ひまして︑仁術で人を救ふのか筈の道だな
か畑

．へんなんしたがじんじゆつひとすぐゐふら

い

どと云ふことば棚に上げて︑金をウンと儲けなくては︑﹁男﹂
胆いばん幻ゐしやめた土恥に
い

忙なれないと云ふととが︑第一番に御醤満の孤陥に堅弐って

(､6

郎・衣金官二

じぷんにくくひとこす

のつぴきならぬときには︑向分の肉を食ってまでも人を助け
や
いざ今もいた正た
Ｅよつとよこふらはうだがす

て遣ると云ふだけの義気は持って戴かなければ成らたい︒

つひ

序でだから一寸横道の方が長くなり過ぎましたけれども︑

ゐしやしんぴやうしやしん全をじめどきんかう会よう

ピざ

雁いたいおいむかしいゑかんは︑ふ

いじゃうｂしやしんこなことい声
に亡うこんにらてぎ幻＆
以上の醤粁十槙は︑細かい事に至っては︑多少今日に適鵬

ようはふことほ法江

ぞん

せぬとと哨御坐ひますが︑大僻に於いては昔で喝今でも漢法

でも洋法でも︑此の通りで無ければ肱らぬものと存じます︒

ぴやうしやしんついここんとうさいことばなた

病者十槙に付ては︑古今東西とも此の通りで難ければ成らぬ

そし︲しきつ⑨●⑤︑わか

さて石井善庵先生の丹精で︑利右術門の重い病気が癒りま

みん

騒宥の十槙と病者の十槙といふことを申上げて︑御参考に供

ことと存じます︒
●●⑨⑧世んきいたんぜい●●︒●幻もぴやう舎恋残

乙しやしん

します︒

醤宥十槙

胆いじひしぬにいが〆︑もんこうつにい入やくあか

劫肥い

おも

いい

いい

でぎ

した︒其の親切が利右術門によく分り蚤したから︑どうかし

にいぴやうゆんしにいうん告し

第一︑慈悲心︒館二︑畢脚に功を獄むぺし︒第三︑脈を明

なよ

て御感をしたいと恩ふけれども︑さて澱をすることが川来な
お

わづかでんちたん今んのよううｈばら

い︒といって︑死にか上ったのが癒ったのだから︑澱をせず

し

らむくし︒第四︑嫡源を知るべし︒第五︑運気を知るべし
だいけいろみか
ぱいのう字くし
胆い
第六︑粥路を明らむぺし︒第七︑能毒を知るべし︒第八︑

ぜいやくねんいにいはいざいえうとものＬし

↑製薬に念を入るべし︒第九︑配剤と要として友を噸るぺか

麓いよくはな含せんひんふへ雁つＬし場りょう

せんせいおれい

曇んすこしら●︑●⑤ぜん竜い

よ

おもびやう奇せんせいたんをい法里

には置けない︒そこで僅少の田地を一反金二雨に賓挑ふこと
い声にようぽ●●さうにん
●●でんら主たで言
に致し︑女房お由に相談すると︑お由も﹁田地は又出来ると

ゐ艇うわがふうへときかため

嘩幻みんや隼ひた且しよにんしうぐすぐたす

ところ全ゐ

れではさうしやう﹂と︒これから金子を椿へ︑石井善庵先生

ら

らず︒第十︑欲を離れ︑貴賎貧寓を隔てず︑槙みて治療を

とも有るだらう︒重い病気が先生の丹錆で癒ったんだから︑

廷どこ

・施すぺし︒そも醤道といふは我身の上の富み柴えん篤には

さうして先生に御耀をさシしやったら宜からう﹂と言ふ﹁そ

びやうしやしん

い

あらず︑寓民の病を癒し︑諸人の愁苦を救ひ助くぺきなり

ろしやえらぱいくずリたいきつの

病者十旗
にい

にいいちごや桑ぷじことばしんめい

●●でんせいじゆくむいゐわけ

④●●＠

けふよ訂てん含

まして︑御蔭さまで快くなりました︒今日はちょっと御鰹に

此方へ御通り﹂﹁御菟くださいまし﹂﹁今日は好い御天気で⁝
全ことよ麹てん含そのら
めがたこん
⁝﹂﹁誠に好い御天気で︑其の後ドウですナ﹂﹁有り難う存じ
おかびこ上るよ
けふ
おれい

こらら鈴と樫とめん

じじんでき

﹁御見くださいまし﹂︒葬庵先生︑塾生が居る鐸でもないか

ごめん

の所に参り蚤した︒

にい辻やｂ主うぢうにいいんよく

第一︑よき醤者を選むくし︒第二︑薬を大切にして呑むや

ら︑自身に出て来て︑﹁これは︐ｆ︑利右術門どんかエ︑サア

めんにいいんし上くつ上し侭いききよにい

二Ｌろ

うに心がくぺし︒第三︑早く療治を受くくし︒第四︑淫欲
声
にい
いか
にいものふか
を絶つべし︒第五︑かなしみ怒るべからず︒第六︑物を深
じ

く案ナペから歩︒第七︑飲食を腹むぺし︒第八蕊起居を大
にいやくにいをし

事にすべし︒第九︑亜女︑山伏の言葉を信ナペからず︒迷
しんた

信を絶つべし︒第十︑薬代を借むくからず︒

易誹

よおな

わたしみ藍およ鈴もごぷさた

上りました﹂﹁イヤ︑それは︐ｒＩ︑モウ快く御なりに成った

彼へ班こＬろかし令んそひと客い悉く

できびとわたし幻含︾﹄く釘も

だが︑叢剛さんは御心よしだ︑貸金があっても其の人に催促

も出来ないやう巌人だ︒それゆゑ私が御気の毒なことと恩つ

今けつれいいにいい

から︑私も見舞ふにも及ばんと思って︑御無沙汰をした︒こ

てしだのだから︑決して鯉なんどは要らない︒第一︑さう言

ざ・かわ
けつこう③●せんせい

みｂがた唐

れまで歩いて来ても︑息も切れないかネ﹂スイ︑有難う御

ふと魁いが︑水害以来お前さんの所も大分御困難だきうだ

池らや封あが

よおおめ

︒③︒多よ韮

このめひ雁ぢうたいそう幻わる

ごしんそう

いぎご

座います︑塗りもありまぜぬ﹂﹁それは紬榊だ︑善庵先生の

が︑一僻此の金はどうして持って来なすった？﹂﹁賞は先生

めろ含

御新匙が︑これは／︑利右術門さん︑能く抑いでなさい窪し

に封し一︲一巾詳が御座えませんから︑川地を資りまして・・：．．﹂

じゃうほんい

こんにらおれいで

けつこうござ↓つ

い

全へ

＆たわたし

かんしん●わたしゆ

哲室Ｌうぎい︐︑ふつうこ警ら毛①

くと始絡︑穿き物を直すやら︑送って出るやら︑畢動と云

し時う嫁もの江ばおくでそ野のい

たので御座えまして︲弓あ上感心なことだ︑．金さんは私が行

ごさ

に出なければ成らねえと申すことは︑枠の金次卿が巾しまし

で芯象を守書が恥＠ｓ⑨まぞ

式

座え正す︒其の御言葉は有難えので御座えまずが︑賞は御愁

そおこ︾﹄もめりがて︒︸−ずぜじつおいい

又子供さんに謝しても洲まないでば無いか﹂一御尤さまで御

念たこ替も仁いす芯どｂつとも︾﹂

反の川地は遺して世かなけりやア︑御先組の位牌への手前︑

たんでんちのこ彰︒ごぜん心ゐはいてまへ

みます堂い︒それに子供もありなさることだから︑一反や二

其の義理堅いのは感心だが︑そんなことをしては御先租に済

こ秤もたん

そ写﹄りがにかんしん・ごぜん毛す

ない川地を責って︑金にして︑それを鯉に持って来ると云ふ

コー︑途方もないこととしなさるな︑僅かばりしか残って居

でんらうか︑れいもくい

とはうわ歩のこゐ

たい段やしわけござでん︒沙う

たいこが垣も唇じつせん避誘

がるずゐがいいらい雀へところにいぶんごこんたん

た・肌柵中︑大府御恕かつたさうですが︑快く御なりで御日

で・ござ
．唾んＤＩＩごたんぜい診かけ

川たう御座いました︒⁝⁝サァ御茶を一つ御飲んなさい﹂
こ昼ごおたく竜んせいごしんはい
心がた・ござ
泊り靴う御座えます︒此の程は御宅の先生さまに御心配とか
な

けまして︑段々の御丹結で御蔭でよくたり︑今日は御鵡に川

せんせい掌ことこ入るしるしごぜ

られるやうに成りました﹂﹁マア給緋で御座いました﹂﹁付き

ましては先生︑これは誠に心ばかりの微意で御座え喪すが︑
匁澱
いい
御
ま争でに⁝⁝⁝⁝一へ一

言ふと︑今まで機嫌よく話をして居られた善庵先生︑少し

い・い象きけんばなじを②●ぜんせいずこ
おれいしろし

こほ讐
なん
か奴・いるか⑨⑤③＠
面の色を鍵へて﹁刑右術門さん︑︑これは何です？﹂﹁此の程

釘れいもらつらおみ全ひわけ

の御鵬の微意までに﹂﹁戯談言つちやァ可けない︒︑お前さん
から御鵡なんぞを賀ふ積りで御見舞した課ぢやァない︑・叉私

と

ひ︑行儀と云ひ︑普通の子供ではない︒其の金さんがドウし

全へ

含

ででも膳たのか﹂と聞きました︒

ゐ

ました︒すると大愛に使の飾りが遅いので︑﹁何庭かで逝ん

たいへんつかひかへ︑叩そ︾﹄こめ毛

じついたし○●ｅおに唾らつけえた

ｔへ．くす叩あくらゐこ掌
がお前さんに薬と上げた位で剛りはしないから︑これは収れ

たんだエ？﹂﹁筒は流六たび私が金玖郎を小川原へ使に出し

肥い市咋ｆへところみ際ひい〃︑すりもかへ

ない︒大僻誇前さんの川へ見舞に宿って蕊を嘘って蹄るのは

い

彰ざか
全へおとう輝い
お前さんの御父さんの代には︑なか／︑御雑んだった︒お前
腫岨ひとたそんしつれい

さんの代になって・人の馬めに損をし︑失魁なことを言ふやう

P
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機要の換韓福鯛

澗寵穂換の要機
果になるかを考察してみようｇ

だ罰間閥・誠ケに御紳麺の一杯がどんな結
○

ず︑今日の月に封しても酒がなければ居ら

は幾度だか知れないが︑附いた癖は直ら

よう︑罪悪だからよさうと︑思ひ詰め求事

酒の習悩に染って︐是まで︑﹁毒だから止め

け穴ばかりの十五歳であった︒夫れから飲

て鎚狂水の味韮知ったのは︑まだ乳臭が脱

﹁これは御祁酒だから一杯やれ﹂とさ坐れ

﹃十五より酒を飲み初め今日の月﹄

なって︑之を繰返すうち︑途には辞を架む

だ︒然るに一度が二度となり二度が三座と

上るものには近寄るまいと誰しも思ふ所

弛緩や精祁の膝瀧を晃叩ろから︒二度とか

受けてのあとは︑頭流恥感じたり︑筋肉の

せられず︑いやｊ︑ながら之を受けるが︑

御祁酒といふ名Ｈであれば︑餅したくも餅

あるのだ．先輩から杯悲さ上れろ︒ことご

の僻にも述ぺた様に︑全く御神酒の一杯に

無垢の青年が無狂水に︑溺ろＬ源は俳句

れぬ身となつれ︒自分ながらアルコールの

様になり︑晩酌が欲しくなり︑宴倉に出た

埼玉古谷雑洞

もあり恨らめしくもある︒

塵となった︑我が身の意蕪地なさが悲しく

ん一ぐ居る其の熱誠膿ば敬服する所一てある

我が蝿でも識者が街頭に起って︑禁酒恥叫

が︐どれ程の功果を鶏げつ入あるか︒恐ら

である︒

くその努力の洲が多くはなからうと思ふの

○

子供が匁物を持つ時︑﹁あぶないからよこ

せ﹂と言っても︑なかゞ１１蕊き入れるもの

ではないｂ若し夫れ一片の菓子を出して︐

之と交換せしむれば︑子供は再んで匁物を

匁物走奪ふと同じく︑︑︿其の害を説く煙止

捨てるであらう︒今の禁酒運動は子供から

玄リ︑其の交換物を示すこと走忘れて居り

はすまいか︒其の功果の躯らざろば︑正し

○

く此の黙にあると思ふのである︒

私は御抑酒が酒癖の源か造ることを上に

述舎へた︑されば先づ禁酒の根本運動として

御紳澗の撤腔を主張する︒併し頭から御祁

酒走禰茶に換へよといふのだ︒御祁酒から

○

近来禁酒運動が雄になって来た事は誠に

か︒

ピル百五十軒を呑み倒して居ろではない

では年々飲酒のために十五億脚の大金︑丸

身をも家をも減すことになる︒見よ吾が閏

くなり︑果ては悪友が出来て罪悪に近づき

かういふ心境を詠じ犬ものが︑此の俳句
であらう︒
○

今は丁度年の蛤で︑不景蝋とはいひなが

喜ばしい事である︒米剛が憲法に依って滴

ら︑東家西隣何れの所でも・所謂御祁酒な
ろものが献酬せられろ︒惇統的の習憤とし

韮禁じて居ろ事は言ばずもがな︒勢農露閏

し一一Ｌ祁茶の代川か勘むろものである︒御祁

て︑お川出たい時︑お側出士い序には︑御

有する︒

祁茶に移れといふには︑ま士相愉の理由韮

酒をよせといふのではない・之が交換物と

祁酒がつき物ときまって居るが︑その御神

に至るまで︑杯悲扮てようと努めて脈ろ︒

酒が果して目出たいものかどうか︑是は益

語勅ろす閥に育教
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○

何故に結僻式でお茶を忌むか︑其の理由

ことを︑切望に堪へないのである︒

の共鳴に依って・私の念願を錘成せられん

する︒根本的要機と信ずるＪ希ばくは大方

へ︑額嵯より興隆へ約言すれば耐禰韮韓換

は賜鹿気衣ものである︑お茶にするといふ

り善行へ︑臓落より向上へ︒暗黒より光明

も可昆布小梅︵普通の祢干にて結捗︶な

言葉ば︐総ぺて走遼元する︑税事悲解除す

倒も篭しき︑ものである

ど悲交へて煎じたものである︒其の香味の

る︑即ち一切合切悲取浦しにするといふ意

○

佳好なろばかりでなく︑滋養価に至りては

味があるから︑夫れに御幣なかつい汝まで
の郡江︒御柳酒を耐茶仁換へろば︑人間と

︾一とがあってもしかく迷ばされることば無

りさへすれば︑如何なる天偲邪抑が兄舞ふ

いからの報で︑内に堅固なる一の備仰があ

考へると︐之は罪党問を操守が内に存しな

めに影騨ざれて悪思想を他く所以のもの走

る愛とするのであるが︑この外来思想の矯

受けて悪化しつつあると言ばれ︲以て大な

近来我が幽氏の思想が外来思想の影饗を

千葉伊藤鬼一郎

教育に開する勅語

舞し︑胃腸の働きル助け︑血液の術蝋な良
くし︑健旗長寄に効あることは言ふまでも

何のものか︑抑ば人鵬の幸祁走誰らせ給ふ

して一も反封理由のない所だが︑祁慮は如
者故︐百祥あって一効なき酒を︐百効あっ

主要成分となり︐叉熱原とも力原とも江ろ
蛍白質に樹か︲祢干にば役荊力があり︑昆

ろ上に注ひない︒耕し之に反封せらろＬな

て一鍔なき茶に換ふろ事ば︑必ず嘉納掌ら

にあらずして悪魔だ︑八百繭の抑々が祇茶

らば︑それは抑にあらずして妖鬼誼︒稗神

布には老溌物を除き︑動脈硬化等か防ぐ沃
秘薬ソックリ︑西洋鍔薬も洗足でかけだす

○

の供購を再ぱろ上報は講合である︒

私は皇膳二千五百九十一年の年頭に於い

物に剛民の智識を益すること挫大である︑

範悶に過ぎて

之によつ或伐物織りにはな

によって典ふろ将識は像りに雑駁であり贋

の判識悲充没ならしめて勝る︒併し之れ等

方今印刷術の蕊注は新聞紙に雑誌に諸誠

い︑酒は祁耀牟脈仰述しめる斌狂水涯︑茶

て︑従来行はれ来つた御祁澗悲．三ぞ九度

い筈である︒

は粘祁心鼓舞すみ畳眺液だ︒一は狂乱州暴

之に加へて菩苦器ラヂ・オの潅達は一雁幽此

を高鴫し絶叫する︒丑ば禁酒逆動の別肋隊

の杯は勿論︑年頭の脱より側川度席に至る

であり生派政捧の側面運動であると共に・

まで︑一切撤唆して︐悉く祁茶に換へる郡

の霊薬だ．池もＨ走同どうして語ることは

貧窮より礎楽へ︒推荊より他服へ︑罪悪よ

的だ︒彼は疾病罪悪の導火で︑此は延命是蒜

鵡結蛎式の禁物として疎んずろば︲冠履顛

出来ぬ然るに酒薙御紳溜として崇め︑恭

にして堕藩的︑二ば温惟和敬にして迩徳

︒単に酒と茶と韮比較したぽかりでもよ

．○

程の効能態右するものである︒

庇が含まれて届ろ︒夫れ故祁茶は漢法僻の

ないｇ副合物たる豆は筋肉其の他諸臓器の

︑

極めて大なるものがあるしお茶が祁撫を鼓

抑々禰茶は．茶に黒豆菩迩の大豆にて

心
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青少年者が之等雑多な智識に恥って何等操

ら影響する所も無くて過ぐろものである︒

れろが︑舗稗とか意義とか云ふごとには何

門の筆者以外にば得られるものでない︒

得されても虞の梁間的な権威あるものは専

い︒畢間といっても常識的雑駁な智識は収

騒がれても信仰の的となった程のものはな

的な信仰を妨けつ坐ある今日である︒

達ば其の信仰心を薄らげ教育の普及は盲目

遥套手段となってゐろ・虚が近代科挙の謹

るぺきである︒斯くなければならぬと︑而も

の標的となるぺきものは︑教育に閥する勅

鼓に唯一員に永久に渉りて我が函民信仰

て所謂斬り心な斗﹄信仰で無くてはならぬが

勿論︑諸他宗教の場合と異なるものがあっ

それで教育勅語に封する信仰心の喚起は

守の定まるこども無き間は︑肺曾は斯くあ
それが賞際生活に憩えられて各人の身の上

語と図家の宗祁たる祁祇とである︑

敦育勅語に封し奉ってはこの四十年来智

められ様はないのである︒

縁を開くにあらされば他に適樹の機含を求

る現代に於ては︑小皐校教育畔代に於て機

一般に信仰心の妨けられ薄らけられつＬあ

に照して見ても多少の意味あるやうに説か
れては︑之を喜び之を信せざらんとするも

の状態に導かれて居ない︒この度の四十年

識的理解潅典ふろに急であって︑未だ信仰

た通勤でも︑術智的解読の域を超えてゐな

記念にあたって官僚畢者教育者が一脊起っ

び祁祁に封する備仰を喚起すると云ふこと

ここに於て小畢校教育時代に教育勅語及

なる課で︐小皐校教育の世に尊重きるべき

が小堅校教師たる者の最大重要なろ任務と
パスカルは云った﹁脚を感ずるのは心肺

い憾みがあるのである︒

ｋ

年者が外来思想の影響で悪化する走憂ふる

得ざるに至るのは是非ないのである︒青少

去る故に悪思想の灘防には闘災の頭に何

ものの正に恩ふべき虚である︺

ることが最必要な事である︒之走云ひかへ

か一つの精祁主義といふ様なものを固定す

今や我幽民は信仰の自由は法的にも典え

い﹂と︑黄に信仰心の喚起は説明や理解誰得

れるもので理押に感智されるものではな

る信仰を喚起するに始まり剛民全鵠がよく

畢校教育によって教育勅語と祁献とに封す

みことも勿論打ち拾てられた︒新いし耶蘇

凶蝿災厄病苦歓喜俺楽の場合を利用して信

てば無理な註文だともされてｕ矢張人の吉

説くものもあるが︑それは一般大衆に封し

猛省一群を庶幾する所以である︒

任すろ拳︑乃至一般祇称教化に携はろ者の

承て中等諸畢校教育や高等各畢校教育に

斑に迩徳及び園民精神の澗養振作は︑小

られて居るが︑信仰の標的として何走立つ

によって得らろろものでば無くて何かの機

益振作される外無いのである︒

絶封永久に小畢校教育起草垂するによって

所以礎にかＬりて愛に在るのである︒

ぺきかに迷って居る状態に置かれてゐろ︒

のである︒宗教家にあって非祇祷の信仰を

縁によって不知不識の間に起る場合が多い

であって却将では無い︑祁は心術に感智さ

神道儒教悌教は皆明治維新愛革の際奮制打

れば即ち信仰走枕え付けることである︒

破の犠雅となってしまった︒蕉例慣習とい

で幽民的信仰は未誰得られない︒西洋の哲

仰を起こさしめることが古従今来宗教家の

教も我叫鎧と一致しない虚があると云ふの
基的科畢的思想も新輸入の備昨こそ鯛雌に

Ｉ
１
−０４ＰｔＦｑ●︒

︒

︲ロロ日言ｑＩＩ

間ノ幹部︑青年圃ノ幹部・中等畢校挺及其

ー︑土地ノ有力者︑町村長︑助役︑躯人

一

一

書員の麓

明日は何虚へ行くのか︒

女達︒

一

洋風に吹きまくられ衣日本の男共又私達

もの︒

明治初年の鹿鳴館時代の再現とも云ふぺき

ダンスの流行︒レビューの愛展︒これは

洋風ならざるべからすなんて︺

鍵リをしたらどう︒家も洋風建築にかへて
ソファーに恩ひきリ身悲ゆだれてすぺてぶ一

一層の事明日にも︐日本全図民洋服と・型ゞ

老いも︑若きも︑草語のステップを踏む︒

弧ぱならぬか？

なぜ冊一年式心箭一年型と書い放り云は一

て見ゆろ︒

誌に︑新聞に︑庚告に︑洪水の様にあふれ−

まって．一三年︑一九一三年の文字は︑雑弄

一九三○！これは昨年の事渡り年が改一

秋田市繁田歌

九十一年式の提唱

▲▲△

１ｉｌ噂

埼玉綴各支曾代表者協議含の記
い︒此閲代表者の中には二里三里の行路奄

運奄物語るものとして賞に慶賀に堪へな
尺鮭の雲を冒して歩一行し士といふ人もあ

一昨年既に千葉蝶に於ては螺下各支倉聯

絡提携は側流に行はれて︑斯道振興上極め

る程であって︑叉代表者諸君に封しては

合倉が壷含せられ︑其の後悠下各支含の連
て好成舗を鋸げたのに鑑み千葉螺に次で本

深く本管として感謝措く能はざる所であ

開くこととなつ衣︒此日は寒明けの此頃と

職員等チ初メトシ成ルペク多数ノ入舎チ勧

｜詞華翻唾曹長チ認キ術幹事テ多ク霞力レタ

一︑支含ニョリテ各事情チ異ニスレドモ

之チ選定セラレタキ事

一︑支含長妖員ノ支含ハ此ノ際可成速二

協議事項は

移る・

定刻穂川含長より挨拶あり︑協議事項限

る﹂

含趣旨の蛾も菩及せる埼王蝶下に於ても是
非之が震現か︶計り赤いとは︑本含側と各支

含側と期せずして相一致する所となった
溌曾を見てより同地に於て之が代表者の協

が︑これには豚下の中心走なす浦和支含の
議含を催しようといふことになってゐた︒
所が同浦和支含も二月十四日︵土︺浦和岡書

館に於て溌愈式を聖げ︑愈々その箕現を見
れのを期とし︑同日正午より︑埼玉倉館武

も墨えず︑近来稀に見る大雪にて︑所々電

賓室に於て途に同螺下各支含の代表者倉を

車︑自動車の不通等走聞くといふ有様︑集

一︑亥愈二於テ適穴講演含︲命員相互ノ

チ識行セラレタキ郭・

一・本含二於テ決議セル曾員ノ倍加運動

誘シ倉勢描張一プ計ラレタキ事

茨︒それにも係らす︑螺下十四の・支含中十

合日としては遺憾ながら顧る不適術であつ

二の支曾代表者の出席走見ろに至ったこと

は︑叉以て螺下に於ける聯合命の箕現の機

'

含蟻協老衰代舎支各螺玉埼
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一一

修養倉︑談話含若クハ無索倉等一プ時折開催

事

シ以テ紳員机互ノ利益及親雌チ計ラレタキ
一︑支含維持費テ造ル事︵支含ヘノ交附
金︑新入仲員紹介料共他ノ方法ニョリ︶
一︑含員ノ称賛ハ可成支曾集金トセラレ

一

事榎本善三︑所深支愈長川瀬宇吉︑川口

霞ヶ開支愈長溌智庄平︵代理︶久喜支含幹

支含長膨桑田源次︑同幹事︑砂長彦四郎

と云ふのか︒私は此の崇高な服装韮以って

私達は日本鰯土に足寺ふむでゐろ︒白礁紋

しかし私達の頭上に西洋の風が吹いても

どんな肺上にも出られろと云ふ鵡装改規を

付の禰装の頬商さ︒此の職装まで捺てるの

小川支命長大塚仲太郎︑浦和支曾畏小谷

支含幹事平瀬陶裁︑忍支含長高城駿代︶
野博燕︐同支禽︲鷲尾春雄︑川口葬雄︑

仕事に旅行に︑洋服も可なるべきも︑何

望む︒

いものだ︒

かの儀式曾合丈にでも︑純日本的に集りた

池田久四郎

一︑埼玉螺支曾聯合倉テ設立セラレタキ

本愈側︐

タキ事．

徳川曾長︑庚江主事︑寺本連絡部主事︑

早 く 望 ん で や き ︽ぬ次第である︒

ては何故いけないのか︒私は今の中畢生女

一九三一年もよいが︑二五九一年と云っ

はないか︒

でなければ︒除りにも日本人があばれで

割川編輯貝︑

以上の十九名であった︒常日の諸君の勢

徳川倉逓座長の下に以上の半衷を逐催審
議す︑豊岡支含長繁田武平氏︑所津支含長

感謝すると共に︑聯合倉の資現を一日も

リ︑結局之か承認す︒

と云ふ︒

私は雑ひＥ三年型以上に新しい九十一

ある三とを認識せしめたいからだ︒

九十一年と呼ぶことによって日本の男女で

でも︑九十一年でも︑どちらでもよいが︑

私は﹁九十一年式﹂の提唱を叫ぶ︒一三年

畢生大畢生に︑﹁九十一年とお呼びなさい﹂

×

叉本日の聯合含の盛含老証す． ベ く ︑ 飯 能 支

×

含及川越支竹の松倉慶三郎氏 よりは祇遂あ

×

尚最後の埼玉螺下各支介聯合倉成立に就

主

︒弦には報告にて略す︒

×

ては是非之が賀現左一期す琴へく︑浦和支含長

小谷野博識氏が近く惟話役とすりて代表者
を摺集し︑鼓に愈其の具鵠案を協議し成立
の運びに至らしめようといふことに決し︑

紀念扱影の後一同は曾館地下室の糖養軒食

年型の女作である︒

×

堂にて蚕餐を共にし︑散含す︒

×

常日の出席代表者は左の如し︑

×

秩父支含長撫谷俊太郎︑深谷支曾長中村
孫兵術︵代謹製岡麦倉長繁田武平︑同刑

×

支曾長騨谷俊太郎氏其の他より種々意見あ

川瀬宇吉氏聯久再支含の榎本蕪三氏︑秩父

事

リ
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成立を見るに至らなかつ犬ことば順ろ遺憾

て中仙道の要地たる浦和の地に未だ支愈の

及地であるにも拘らず︑蛎下の中心地にし

由来埼玉螺は千葉篠に次ぐ本含の含旨普

土地の右力者諸賢の鍔走切に感謝せざる韮

士︸本命は改めて故に間悔畢務部握走飴め

の御誰力は決して一方ならぬものがあつ

迄でのものであるが︑今弦に至る迄の種々

恥道評浦和支含謹含式の記

なこととされて居たのであつれ︒併し中ぞ

定刻十時園書館の一室に於て開含︑間宮

畢務部長先づ開含の挨拶走述ぺ︑それより

で支含の世話役たりし川口蕊雄氏は事務の

贋江本倉主事の本命甲乙要領朗讃あり︑次

報告悲なす︐経って支脅長の選恥に移るや

問汽座長より．播尾︒川口︑長屋三氏走錐衡

委員として指命されれ・而して後刻に之悲

待ち︑それより徳川命長の祁僻︑繁田豊岡

支含長の祇酢朗誠あり０雑って前記三鈴衡

川の所を支含創立のため一肌ぬがれて此れ

部握たる間符離反氏が時脇に鑑み緋に御多

運びとばなった︒といふのは

同蝶の畢務

に︑途に多年の宿志が此の地に澱現さるろ

面の空蕪が人心に浦ちｊ︑て来たの走機

しも昨年教化総動員の後をうけて梢教化方

さるろこととなり︑叉臓江本愈我事︑寺本

よりは．徳川含長特に此の雪な倒して川順

障和継ぎ︑自動車も満員といふ打様︑本命

し近年稀の大雪であつ穴︒市内は砥車の故

ふに吹き降りの糾雲鈍りにて瓜除にも及び

塞剛の冬を側ぱしむろに似て︑寒明けとい

されるに至つれのである︒此のⅡは前Ⅱ来

年に持越され︑去る二月十四ｎに愈落翠行

氏を推薦され︑術幹事は這って支含長より

而して種々な事怖の下に其の変命式は本

得ないものがある︒

が産婆の勢走とられることとなり−これが

聯絡部主事︑及び荊剛編跡員随行︑雪又

委雌することとなり︑鼓に瑳曾式は日出度

其の機が熟さず今日に至って了ったが︑折

動機となって同地の右力者間にも俄然色め

雪の中左浦和へと向ふＪ世の汚れをして総

の枇界は浦瀞そのものの感である︒此の日

閉称することとなった︒時に十一時半であ

ので︑間宮龍境︑大鳥完爾︑平野勝明の三

薦の識を諮りしに異議なしとの事であつ犬

新任の挨拶あり︒而して小谷野氏顧問の推

た︒鉄に小谷野氏は立って支含長韮承識し

以て︑小谷野氏に之が就任を願ふ所があっ

宮座長之を一同に諮りし︲に異議なかりしを

しとの委員倉の結果を報告する所あり︑間

て蒲尼委員より小谷野博識氏に御依頼した

き渡り着々とその支曾設立の気運は促進さ

てこれ恥浦めたるが如く︲降り抑めれ白雲

委員は別室にて支愈長の錘衡に入り︑やが

ながら助力する虚もあって︒︑昨年七月その

れて行ったのである︒而して本含も及ばず
七月二十

誰減含を開く︒此の大雪のこと江れぱ雛衆

午後二畔よりは埼玉森伽二階一暁令にて

ずＣＯ

創立委員含悲ぱ開き︑その結果

仙の教化に任ずろ本命浦和支命の発令式遊

離ぐろも亦意義深き避思はせすにほ縦かな

い︒．一一・・

一日付韮以て愈々支含は設立認可となるに
ぱこれ

至ったことは邦家斯迩の求め誠に慶斑に堪
へない︒其の経過は一言にして了へ

ぷ︒それより徳川含長は拍手に迎へられて

は開含の酢に併せて本命の趣旨の大要悲述

々に出たもので︑一言一句肺肺悲賞くの璽

の幸賑を教ゆ︒其の説く所博士の鵠験の一

努力主義と減含奉仕の縮祁を余れて人の直

君・石原対等の所感あり︐海老原幹事長は

を一同聴く︒雑って高木君・中村君心津田

し別室に引上ぐ︒それより瑞村氏の支那談

輪田・繁田剛氏の感想談あり︑一同歎悲ま

であった︒一同幹部案を承認し︑震行方法

登壇︑﹁閏基の培養﹂と題し︑継灯約三十分

味と力がある︒人々態感動せしむろもの多

ば子供を不幸にすることだ︒努力に依って

に頁リ︑逝徳の必要芯ろ所以走説く所があ

大なろものがあつ菰︒かくして四時三十分

今後の抱負避述べて閉含の挨拶と江し︑一

得たものは之を託愈公共に供すぺしとて︑

った︒それより本日の講師士ろ林嬢博士本

無事閉命す︒かくして一同は此の有意義の

同和気調々神に散含︑畔は既に午後十一時

ことは意を扱うされれ・定刻麗江本命主事

多静六氏は﹁不景気に虚して幸耐に生くる

一日か惜しみつつ五畔散脅︒五昨十二分溌

に近かった︒

如何と気這はれしに︑約三百名にも及んだ

道﹂と題し︑約一時間半に亘り熱癖心振はろ

の上野行で蹄京した︒柑Ⅱの幹部諸瀦の御

三輪川元通︑繁川式卒︑兄山正黄鰐村

とは如何なるものであるかと教へて日く︐

一月二十一日午後五吟から麹町大神宮隣大

有志青年部の新年命は０臨時総愈韮粂て

五郎︑森芳丸︐新島六之助︑割緬斧二

本典左街門︑谷本正︑中村労三郎︑搾旧

太郎︑陳忠鯖︑持佃欣久・禰脱川一郎︑寺

常Ⅱの出勝者左の如し︒︵不同︶

それより宴含に移り．幹事長の拶挨︑三

日く︐今日の不景気は世界的であると共に

地の粘紳となって︑徳の華の愈々唯今洲つ

誰力を感謝し︑備此日の縮祁が末永く此の

は幹事長に一任す︶

世界大戦後︑火事場泥坊的好景気に酔って
原因由来を述舎へ︑之が不景気を挽回するに

園民の勤倹を忘れたるに推因すと不景蝋の

成允︑贋江方次郎︑高木八太郎︑鹿中家

幸頑とは固定的なものではなく︑常に進歩

松軒に於て開催された︒畔に流感のため峡

誌雄鋸臨時線含並に新年曾

八︶

ｉ１１

に至らむことを斬り筆を描く︒︵六︑二︑一

は︐一に中央地方の行財政を整理すると共
に︑一に図民の積極的には勤勉努力し心消
極的には消費を節約するより外にはないと

的なもので止む時がない︒それは絶えざる

が︑例の如く元無な秤合であった︒

期表が多く︑出席は二十名に足らなかった

て如図民の奮起を促され︑次で人間の幸胴

努力主義岸よる糖祁の喜びてあるｃ↑即ち自

幹事に一任された本含残展策建議案の協義

新年合を前に開かれた縄含は︑忘年倉で

己の努力により物質的精神的に向上進歩す
る不断の喜びである︒これは溌愛の子にも
譲ることは出来ない︒物質を多く譲ること

園

74

記の式含登曾支和浦

詩
林
75

婚態詩林
祇頭雪
天腫六大阪
萩原
︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
浄化乾坤暁雪附︒朝峨映射愈鮮明︒ 仰概前殿
︑︑︑○○○○○○Ｏ
光祁鏡．緬想森厳太古惰

評日句亦朴茂︺却可諦也︒

辛未新年
０○○Ｏ

況堂天野佐一郎畏州
奇賞元三腿巳閑︒凝股膝六礎清椴︒多摩陵上

○○○○○○○○○○○○○○○○○
恭雲白︒高尾山頭暁調寒︒天散雪花成玉樹︒
○○○○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑

地呈群瑞現銀密︒御題描出依稀是︒到虚祁詞

有此槻．

雪朝

評同猫鰯雲景︺宛然如霊．前聯以名勝封特奇︒

Ｆ←ア宮〆印﹄〆︐祁塑

緋雲内田刷黄だ＄

上︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑↑〃︑泡
昨夜綴紛窓有聾︒江川一色砕塔雲︒艇遥淵酒

文荘選

川

一如伊庭弘道羊葉

可喚︒

｜Ｉ人

評日今之以政事脚任者︒戒無此窺喋

評同虞是養生訣︒

生滅理︒安心立命健康基︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑つ○○○
精祁煩惜鵬躯疲二元気衰時魔物窺︒欲悟人間
っうっ○○○○○○○

精祁修養

憂閏切︒負荊猶得腿珊秦．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
毎朝便避還如怯．噸殿任他世上人︒請看丹心
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

泳史

評日吾兄居常服轡愈洲抽象先生弘弛御旨︒故有些一両也

時尤好︒須要精勤典至誠︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
識路鱗か冒暁行︒野州山岳笑睡迎︒男兇講幽
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

蓬某氏入宇都宮兵醤同人

評日吾兄有一三猷廷製不亦快乎︒

可吟賞︒噸畢禰橋鵬背行︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石

（
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詩

林

雪中山房
○○○○

遮庵菊池秀言側形
筋寺門前巻白波︒風飛積雪似生渦︒寒鵜敏趨

○○○○○○○︒３３︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑

○○０○

織松蓋︒凍雀呑謎潜竹案．庵室清聞機向息︒

覗弛凝結筆難阿︒老儒藤課擁雌坐．笑殺壁概
如達嘩︒
凡俗︒

評日描篤山寺雲景︒究精入微︺結句特別俳典字︒自股

讃史記感三首
薯園祁山太三郎︵武州

︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
忠憤無由半日忘︒一蓑風雪訪幽砿︒誰知郷麗
︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑
詞華裏︒熱血淋檎遊織腸︒

丹於血︒披振作他修史心︒

○○○○

不報家君恨不禁︒芳山侍母暖雲深︒至情一片
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

維新業．婦着尊王大義成︒

是登蝿牛角上手︒擁夷開図雨忠誠︒唯知赫冷

○○○っ○○○０００

ヘ

評臼百々皆布厩塊禅読世道人心︒勝噸風弄月之作茂
々

讃志士一定丘松翁徳

需忠蹟・牧在松翁博一篇︒

秋香河村儀李次潰松
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
追論撫成臣節全︒欣然拝脆帝陵前︒苦心惨潅
︑︑︑○○○○○○Ｏ

別格官幣祇照図祁臓圃旗祭献詠

詐日余亦讃松翁偲︒同感特切︒

標圃機︒寓方密仰旭輝紅︒

同人

蒋園祁山太三郎畏州
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
天孫一系昨無窮︒億兆同心孝典忠︒旗影躍如
︑︑︑○○○○○０○

評日姓垂典雅︒足以知脚明︒

寄男茂在丹州

束耕石川藤作多城

評臼崇秘闘鵠文字︒最切其題︒．

異可仰︒・千秋光被九洲民︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
雪花開瑞献頭新︒崇旭清心白似銀︒圃鵬威稜
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

恭賦勅題職頭雪

詐口腫卒如話却見父子之至持︒

春寒憶爾在山陰︒旦募朔風飛雪深︒幸有老爺
っ○コ．○○○○○○○
依奮健︒野梅花下伴鴬吟︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ

、

歌園
豊作の俵重ねてしみんＩとわがなりはいのめぐみ恩へり
評作者の感謝生活が想はれて大愛雁奪いことＬ存じます︒

三浦直

一 一

ぐじIヨ

下縄

千葉伊庭弘道

下総野平香峰

コ
込
塁

樋疋

則

己が身を荒波渡る船として心の舵をゆるめざらなん

｣
l
ユ

口

評いＬ教訓歌と拝見致しまし士︒

人

柴聴と人は帆へどかぞいるに遠ざかりゆく心さぶしも
評至術の表ばれと拝見致しまし赤︒

ｆｆ
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久保水
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帆幸
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一 一

大

乍
ちりの世の人のこ︲上るもかくあれと川の肱は雪嵐向なり

玉阪

文雷
謹員

涙もてむちうつ心これやこの苦しき心吾子よ許せよ

埼弓だ

天

地

佳

歌

園
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雪はれし朝の畑よりながめつ上那須の川なみ好一大きく恩へり

豊年のしるしとなりて百姓は寒四の雪をよろこびにけり
北閏もかくやと恩ふ雪の朝見ゆるかぎりは雪にぞありける
秩父嶺はまだ雪ながらむさし野のちぐさはいつかもえそめにけり
川尻の朝潮ひきし荒いそに霜をふみつ上群千鳥なく
〃

さきはひの帥もよるらむうからどち笑ひてくらす家の門べに
降りつもる窓べの梅に来し小鳥チ︑となきつ﹂雪ちらしをり

下総蕗田香風
下総蕗田誠一

茨城境勇

武州祁山多盈雄

横演塞津楽天
運江河村義方
所淫小暮松風
祁島湯川久涛
静岡大瀧繁砿

者

つＬ一昔におどろかされてかものむれ川の上下みだれとびかふ

嘆きほこゑ化かとまがい見るほどによし野の山に赤の雪ふる

活きもの上哨との力達刺といひ叉は仰と人のいふらん

選

7
'
8

歌
卿

蕊俳壇
編
締 難 梅 草 梅 日 外 、 梅 梅
咲 小 I 災 の 暁 常 套 喚 唯
い 舎 い 戸 ・ ぃ り に 〈 く
て に ． て に て の 身 や や ◇
朝 H 客 海 客 聯 を 窓 丘 梅
毎 常 州 暁
絶 端 包 に の
に る 入 き え に み さ M
米 背 す そ す 梅 ゆ し の
る 、 戸 る め 来 の く ゐ 薄

輯
覗小茨や埼庵長て栃る茨小椎山る壌埼

部

烏 梅 か 人 日 枝 兇 』 陽
島か城の玉な野出木和城かか口の玉
な 花 か か な な 湖
南 然 佳 知 な 無 な 水 松 み 光

ﾕ巻

町 芝

郡家からつき出し枝や梅白し

千葉一如

茨城一誠

梅一輪花瓶に咲ける机上かな

雪解の崖にさす日や梅白し

崎．王水帆

日だまりの山ふところや梅白し

千雅香峰

・頑烏白馬

渡舟下りて友を待ちけり梅の堤

新潟文甫

蕗の蕊踏まれし王上や梅林

埼王天山

降る雪の枝にかきりて梅咲きぬ

東京か逓る

梅嘆いて今日も客来る野茶屋かな

梅見茶膳容待つ縁や朝を掃く

◇変踏

埼玉天山
萎踏や道ゆく人と立話し

姿踏の時々唄ふひとりかな

幅島甫水

長野知疋

山畑に菱踏む暮の一人かな

栃木無町畦

姉妹の語り合ひつｋ変を踏む

千葉香峰

萎踏の畦に体みて讃害かな

変跳や土手に置きある煙草入

茨城水芝庵

変踏や森遠く聞く汽車の笛

埼王水帆

萎を踏む人さまざまの夕日かな

千葉一攻

茨城然水

萎踏や砂ぼこり立つ暮の風

新潟文甫

萎踏むやばつと上れる砂煙

埼王佳香

四方山の話しつきけり変を踏む

山口松瓜

児等も来て今日も菱踏む一家かな

変踏や梅の花散る畑の畔

埼玉光星

ｎ
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ご巳巴

水 水 香 足 吐 庵 風 星

菱踏や土にふくれし破れ足袋

茨城一

稲島白

萎踏や隣の畑と比べ見る

◇初午

審踏める足脊扱き父なりし

埼玉天

初午の太鼓響くや︑もすがら

同光

初午や色とりん︑の紙職

初午や太鼓やみたる宮の森

初午や耐につ野く納蹄篭

茨城一

初午や孫に通せし狐血埼玉若園

茨城然・水畦に残る葱の青さや春の雪

初午や暁破る汽車の笛◇秀逸

千葉一如長野知足
埼玉水帆茨城一誠

一初午や小城ふり行く山の耐温泉に倦みてそ型ろ歩きや梅の宮

茨城水芝庵埼玉光星

初午や狐の面を責ろ野茶屋萎踏の人動きけり夕日脆

千莱香峰山口松瓜

初午や夕伽の膳の客の数姿を踏む人を包みし暮色かな

栃木無町畦祇島甫水

初午の赤い縦や松林萎踏やＨ妃のはやき夕畑

山口松風同白尉

初午や斥塚に立つ紙峨・そこと．今に呪湧きにけり変を踏む

初午に賑ふ舟の人出かな今日もはや菱踏み暮れし畑かな

ﾉ日日日

初午の旗ばたノ︑と鳴る夕べ

◇雑詠千葉香峰

職

長野知

千葉蒼堂梅散るや畑中に難追はれゆく

初凪や矯鼻にとまる烏の敵埼玉佳杏

￨
詠
詠
詠

◇課腿戸各題五札宛︶

>靴雑維

初午や子等集れる宮の馬場

﹄

梅斬霞

禰島市

新築の湯殿開きの初湯かな

{◇◇◇

岩を打つ浪の白さや初日の出日暮る上に尚も葵踏むひとりかな

同香峰

峰

初午や職ひらめく丘の上

栃木化

』
前
ソ

初東風や壮頭の松の枝の雪

雛

蕊
篭

一

〜

一

一

杉森の中の灯や一の午・

初午や赤き鳥居に夕Ⅱさす

新潟文

I

￨ &限，

誠
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言
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星
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も
︑静岡螺大宮町の有力者木本初蔵氏は過日
本曾を訪問され︑時局に鰹み︑富士支曾を創

立することに決定され︑一大運動を開始さ
るろこととなれろを以て︑種々協議する所
ありたり︒
二凶■与宰甲

︑浦和支含の鷲尾氏本曾を訪問され︑同支

るＪ︑．

含並に埼玉蝶聯合倉の件に就き種燕協議さ

士．漢書は内藤虎次郎博士御進講申上ぐ︒

□本年の御講書初めには和書は黒板勝美陣
南先生は共に本含の協賛命員たり︒

生きる道﹂と題し・熱癖走振はれたりｃ

口女子部修養講座は二月八日第二土曜日午

後二時より本含事務所に於て辻村講師の源

ロ松江亥曾よりは陽春五月頃支曾大講演含

れり︒目下本含は鈴衡中である︒｜

開催の選定にて其の講師派遣方牟請申し末

寮穂裁の令息と華燭の典を聖げらろ︒慶賀

京倉館に於て徳川公侭の雌介にて仙石宗秩

口顧問松卒伯碍の御令嬢には二月十五日東

ｎ有志青年部は二月十四日午後六時より本

氏物語と論語の講義ありたり︒

含事務所講堂にて泊翁禽開催．吉田熊夫博

近く蕊表の選定である︒

なる協議を重れじ其の具鵠案恥見るに至り

改革を行ふこととなり︑理事︑誹議の慣重

︑臓含教化畢院の組織並に制度の上に一大

備中なり︒

纏めると共に︑何等かの方法に出でんと準

愈は近く幹部の座談街を開き︑これが議を

及衆議院議長へ建議すぺＬとの識起り︑本

口政界溌化の議を民政︑政友雨派の代表者

温泉に滞在保養さる・

口服部副倉長には二月十三日より数日熱海

口弘道倉曾館も愈々幹部の相談一決し・本

士の講話ありたり︒

設計に着手しこれ亦愈々目前に本建築蒲手

く絶へた結城町支含の復活さるろこととな

加はりて三月銃の編輯含議を開く︒

口二月二十日正副倉長主事参集割田編輯員

中なり︑快癒起訴ろ︒

れリ︒尚土浦下館等の他の地方へも支含創

一方なら誰力走致された︑埼玉蝶畢務部長

口本曾々員にして浦和支含の設立の求めに

口女子部幹事中傑霞江女史病気の犬め静菱

は贋江主事出席す︒

京市賦含教育間係考の協議含隠０本倉より

立の穴め折角霊力中である︒

口本曾講師江幡辰三郎氏の謹力に依り久し

口兼て報じたる如く埼玉媒浦和支含は愈機

画寺本遮絡按張部主事は二月九日最後の打

に築韓さろ

たりし間宮龍虞氏には今庇大分蝶警察部長

心見ることとなれり︒

熟して二月十四日限褒曾式走畢ぐろことと

合せとして浦和町の埼玉螺購に川口祇含教

口一月二十七日上野圏書館に開催されし東

なれり︒尚常日は埼玉螺下支含聯合背もそ

鋸京す﹄

育主事︑間宮畢務部長を訪問し協議を途げ

と厳拠り︒

向倉長︑馴含長の定例参集日ば毎週金曜日

の協議含走引綴き畢行することとなりｂ本
主事︑割田編輯員・講師としては林肇博士本

曾よりは徳川倉長︑度江主事ふ寺本連絡部
多静六氏出張され︑﹁不景気に糞して幸顧に

報 禦 曾 支

支一含一葉一報

希望なりと順次述ぺて貰ひたいと︑減に指

日は新年早七の事故諸君の御感想なり︑御

一︑諸井宗平氏お互が政淵に日醒め︑政

にし士いし

祇祭Ⅱには︑側の丸の徽章を侃川すること

する様な思想は絶封に排斥したい︒そして

治の研究が必要である︒自己も平素其心掛

名して次の如く各自の意見溌表があった︒

をして居るｃ現今の様な不況の財界韮切り

一︑古谷喜代次氏昨年の経済界に於ける
り延いて努働・者問題が起り︑尚本年も亦愈

苦難は非常な者であつ末︒経済界の不況よ

ぬ︒而して政治の中心として建幽の精紳悲

抜けるには勿論政治の力に待たねばなら

豊岡支曹報告

々混飢の状態に照り従って努賛閉係等も一

涜いが︑豊岡のお方が色だの集含走度々開

層の深刻味を加へるであらう︒是れ畢尭米

にては右すぺきか左すぺきか分らなくなる

き︑お互に意見の交換奄なし非常に老へろ

常支曾に於ては一月四冊午前十一時より

穴しく迩徳以上の即ち宗教によらればなら

キの壁で赫リ奉綴縞すること職に千七百何

事の憩いのに感心し衣︒彼の潤太人がナゲ

公曾堂内に役員及び有志の新年含な開催し

ぬと思ふ云云︒

十年の久しき間であるｕ老へることが如何

一︑諏島軍義氏私は豊岡に来て未だ日は

一℃中村芳五郎氏不景無の開係上思想ガ

に鰻固であるか蛍察せらろ上︑私も豊岡へ

はっきりし士いと恩ふ云々・

り年頭桁別多忙の際雁も不拘本日の衡合走

悪化し・従って借りた物は返へさなくもよ

来てから向ふ三百日間の鍛定で毎朝同士と

図の波と︑露閏の風との襲ふところによる

煩はしたる所︑幸にも諸君の御出席を頂き

い様に考へて居ろ者もある︒我々商人は此

た︒常日出席せられ犬ろ称貝は僅に十七名

たるを感謝すと︒術本日御出席の士は数に

不況走挽側し改善するの方法になやまきれ

ならん︒斯ろ場合に虚するには．所謂道徳

於ては．裟だ少喜も質に於ては賞に申分な

とせず毎早朝来る者︑多い時は三百人も集

共に考への含悲賞行して居るが数里悲遠し

であったが執れも一騎常千ともい７手へき愈

き事と確信するものでありますＪ年頭早々

つ上あるＪ目下我々酒商組合では︑総ぺて

かれ﹁家韮富ます法に就いて﹂の座談倉に

挨拶走陳ぺ︑何年内東京の或る雑誌祇喝招

次で繁田支曾長は主催者側として年頭の

若しも此の色を汚したり︑悪どい色どりを

丸の赤い締祁を助けるものならばよいが︑

起大に鼓吹し稚い︒外幽の思想も此の日の

一︑兄王政義氏私は幽旗﹁日の丸﹂の糖祁

繰に寄せて新年の所感を述ぺられ主︒

−︑神山太三郎氏即席詩作左の二首の解

る云々０

らず．専ら聖書の研究と斬祷をするのであ

ろ︑我々は不景気を非種せず︑不景気韮語

時刻と共に席定まるや︑砂畏術任幹事よ

の事故屠蘇でも川意す︒へきですが︑温く甘

走得た結構な申合せ庭置であると思ふ︒

現金取引を識行する事になつ衣が︑至極機

員であつ衣︒

る様︑希望老述べて開含の挨拶としれ︒

酒の用意韮致し玄し衣から召し上って下さ

出席しれが所説論究洲に右益に感じ士︒本

一

支
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弱の髄躯では厄介物だ．何にも出来ぬと比

己︑︒

峨巧みに緋じ︑本年は︑﹁健康策ご恋モッ

の物種﹂といふが︑鵠躯ばかりあっても虚

も葬儀川も殆んど腫別がなく桑く同様であ

だ迩憾の鮎あり︑殊に和服に於ては醜俄川

一︑繁叫武不氏本年は景気について不の

トーとして進みたい︑云な・

竪薬に親しみたる盤融韮語り︑﹁催躯あって

班岡支脅新年懇話含席上

一天暗雲望無涯開歳先霜物候嘉
千樹級珠祁苑暁初陽映出燦於花

る︒今後葬儀の隙には．必ず喪章を侃川す

・

今後益々不耐的に此景鉱は引績くと恩ふ︑

六年庇の羅沸問題は鼓卑底かついて居るが

悪いといふことば︑要するに︹金︺と︵物︶と

ないから波と恩ふ云

半ば使川せぬ積りである︒一盤景熟の良い

一︑抜井牛内氏教育の事業は同立つ仕事

云鞭０

といふが決してそうで稚い︒元来我幽は紳

上雁人材の必要を認めろ：⁝・蹄する虚は宗

ではない︒併し其教育が進めば弛む狸思想

談上雁於ける諸君の御意見た若しも多数の

一︑野村蛸氏現亦の儲経済不況が総綴す

教心に訴へて人材が必要である︒

が悪化し︐畢校の軽度が進めば進む稚鯛盤

人に知らしむろならば︑其獲得する所の大

︵心︶との継桝的動斗﹄であるｂ是が私の景気

で中村政次郎氏集舎のお沙汰か受けく

に反する様な思恕の者が出て来る傾向があ

幽であるから︑家悲辻れぱ屋敷銀守か祭り

も今迄の庭では事術がゆるさなかった矯め

る︒小皐校の教養海順次持綬して行斗﹄た

ある︒

なろこと走確信し深く謝意を表する次第で

る時は勢賛共倒れになること走憂ふるもの

途に出席も出来なかつれが︑斯うして出て

い︒尚今後は小皐校に於ても油断は出来な

最後に繁田翠軒氏は年頭の作詩﹁非賦祇

である︒而して此の難局か切りぬけるには

衆て諸荊の御意見を拝聴する丈でも非常に

く芯つ犬︒小肇校教科の効果の責任あると

頭雲﹂な蕊表したるに封し︑祁山若園氏批

の定義である︒株式市場に於ても人の心の

有益な事である︒本年よりは誓って諸脅合

同時に徳育については特に力を注いで其の

判あり．次で砂曇香堂氏の除興的吟醸を以

井戸を掘れば井戸祁様﹁剛には閲の祁様．

哩出来得る限り出席することにしたい・

効果を繋げたいと思ふ︒夫雁は祇含及び家

動きが如何唯景無に影群するかばわかる︒

一︑野村半吉氏蛍税の夢物語りと題して

庭に侯つ所の多大なろことル信じて諸君の

一歩を訓らないと恩ふ︲唯々これに統一が

雁史的人物数名を繋げ︐其の事績か語り凡

て本含走州命し・誰ｐ

山には山の紳様といふ瓜にして︑他幽人に

そ大半走行ふには大なる決心の必要なる所

一︑砂是彦四郎氏駕冬少しく健康か失し

御按助な希望する次第である云雄・

い︒そして政治上にも綴済上にも︑より以

脚恥いと面向く最も平易に説き︐術現今の

本日の出肺は至って少ゞ数ではあみが︑懇

●

青年指導上限ついての抱負海波述せられ

心の置き所即ち宗教によるより他に通はな

一︑西久保治平氏在来の服装について甚

雌ぞ赤雲咲初陽梅月南枝巳放香

る事にし菰い︒何日本人は朱致心が乏しい

→

歳首先欣同志念嬢茶祁共説綱常

碓頭雲

、

84

報 蕊 曾 支

秋田支書報告

の所見褒表あり︑一同和かなろ無持の裡腫

清太郎心山口師範皐校長︑大森知事︑桑田

しと懇切に指導激働せらろ上所あり︑営倉

資際化するものにて螺として大に援助すぺ

頭に立って民衆に接寵することは弘道食を

護展を期する上に於て多大の力走得ボリ︒

高等女挙校長︑谷本祇司の諸氏何れも各脚
隔意なき意見雅交換して︑座談含情緒に浸

弘道倉秋田支曾一月例含は︑去る十八日
午後二時より中通小畢校雁て開曾．和田支

の詳細は目下整理中に付遡て脅報に掲げて

営日出席者は別紙の如し︑以上談話と講演

日本弘道脅松江支含

昭和六年．一月二十八日

貴覧に供すべし︒

英事業の題下に﹁同博士の経歴︑育英事業
に志ざし衣ろ動機︑今日迄の過程等に亘り

り︑績いて山本庫次郎氏は岸清一博士と育

長の孝子慶玉に就いての壷表あり︑窺政年

詳細なろ講演を試みられたろがＤ其の談中

名︑今年度事務に開すみ打合せに次ぎ支含
間の官刻たる孝義録にも其の名あるによっ

に至りし事に封し営時博士の豊策と苦心の

現在の松江高等畢校を此地に創設せらろ上

曾長も快癒せるによって出席し来曾者十五

て特に同書の紹介あり︑尚同書には秋田螺

隠れ放ろ事賀に付ては深く聴者の胸に感激

海軍少潜・竹内平太郎

大森螺知事

の思念走路き付けさせるものあり︒斯くて

出席者

られある喉よって特に此の分を別刷として

座談倉は多大の敗穫を得て盛含裡に六花績

の孝子に閥し約四十名以上に亘って記載せ
贋く螺内に頒布すぺをことに決し︑懇談を

元漬田中皐校教諭藤井準一郎

生懸命に力を塞ぐぺしと御話し置きたると

任前松平伯僻に御目に懸りて赴径の上は一

師範墨校長山口泰竿

元松平家家従本田松弼

大坪病院長讐皐博士大坪武之助

松江中皐校教諭主事原巽

元東北帝大講師瀧川鑓太郎

元松江中皐校教諭山本庫次郎

交し︑四時半閉含寸・

紛丈ろ十時半滞りなく経りあ告げたり︒

本年事業の一なる座談含は一月二十六日

の事︑及弘道曾の如きば人気に投じれる世

〃松江支含報告
北堀町の知事官邸に於て選定の時刻通り午

のきばもの坐閣罷でなく︑地味な員刺な腫

因に此席上大森知事の挨拶には本螺に赴

後七時三十分開曾︑竹内支曾長開含の挨拶

而ｎな虚胆憤値があるｃこ上に菅員が斯く
した反面月な然も赤裸々に研究さる坐集り

走篤し︑正井主事より支曾の近況を報告し
話題﹁私の近頃感心した事﹂に就て大坪博

べ︑叉座談中弘道倉は今後宜しく焚際生活

の集含となり穴ろのは誠に満足と恩ふと述

尋て支含顧問大森知事の挨拶あり︑常夜の
士・藤井元漬田中翠教諭︑谷本蝶雁賓豆紀

撫祇凌豆紀祁融々司谷本清興

元松江市覗畢勝部貞太郎
松江税務署長大石良一郎

海難主計大佐中川保

退職判事渡遥輝弼

稗祇砥司等交々之潅語り︑次に禰支倉に封

に即したろ道徳を誌すぺし︑常倉にして街
する希望．注意︑感想﹂の話題に遜り酒井

報 霧 含 ・ 支
山
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螺立商業肇校長

内中原小肇校長↓
松江高等女皐校長
北堀小肇校長
松江市家政高等女肇校長

元官吏

醤師

火が竹義雄

は不岡も四十右除年前なろ明治汁一年の今

九日夜牛より降りし稀なろ大雲は満目向艇・

意法登布常時の精祁に返り此虚に更

生鋪分を以て振興せられんことを希ひつつ

して

して︒今の沈滞せろ世相も此の雪を劉期と

月今日大雪の中に意法凝布せられしを迩憶

々として有りし縄・︑へてを満浄にしたる光景〃

津村暁之助
桑田滞・一

永瀬達三郎
西尾卯一郎
吉本亮一・
渡部乱太郎

ぺき意見書を浦揚一致にして議決し︑座談

集まるもの六十除名開含直に本曾へ提出す

少時の後本夕特に諸ひて承諾た得し歩兵第

田中章賃
佐々木一粂次郎

元税務署長・
菊田順．次郎

談あり︑同氏は多年同幽に駐在せられソピ

陸軍軸重兵少佐

矢島景秋

同講話は含員一同に深き感銘と非常芯ろ稗

山蔭慈育家庭畢院長

厘

富支曾は建幽佳節の二月十一日夜走期

ず特に昨今暴露せらろ上議曾の醜炊は図民

は看過認容すること能はざるもの妙なから

るぺからず近来衆議院に於ける議員の行動

聞の如きは極力之潅戒め是が防止に努めさ

吾人は現峠幽民思想の趨向に老︿暴力飢

意見書

︒︒：日本弘道含佐倉支含

昭和六年二月十二日．

上候也︒

エッ．卜露西亜の状況に新通ぜられしを以て

酒井清太郎
田部松太郎

益と走典へられ十一時過閉含せり右報告申

五十七聯隊長小松原蓮太郎氏の露西亜幽椿

長

して︑臨時有志座談修養倉を開催したり︑

三十三人

成瀬器太郎
正井儀之亜

八木半蝿

田中虎三郎

署師
事事町吏師

佐倉支書報告

主主南元薬
計、田官廊l

一般の思想行動に影響すること甚しく閏家

の前途に戦傑すぺき事態を招棟するの虞極

剛氏の選良立憲政治の表現者たる一大使

めて大なりとす

命を負ふ議員誌君の今回の行動は責任政治

る表なりとの誹を蕊かろＬこと北得ざるぺ

海否定し言論政治海抑止して憲政走破壊す

逢促さんとし巷間或は議含政治走否認し哲

し函民は常隠議曾浄化運動韮起して大畳醒

人政治を祇歌せんとする壁ある韮聞くこれ

起胎せるのみならず我閣憲政の謹達な阻碍

宙に議曾史上に拭ふぺからざる汚辱の事変

し雛て危機に謀かんとするものにして吾人

我が日本弘道含は此の機に際して刺聖な

の忍び能はざる所なり

る言論府に於て直接行動に出づろが如き晒

習走改むぺく今回の事件開係者其他一般議

起講ぜられんことを切望して巳まざるなり

員に向って猛省起促さんが求め適燐の方途

徴支含は雄図の佳節に於て臨時修養大含走

開催して本含要領の変行を期すぺく満場一

致の決議に依り故嘱意見を陳逃す

昭和六年二月十一日日本弘造倉佐合支含

副含長醤畢博士佐藤恨二

Bi

介組書聞贈寄

︸１言︑ｆｊ︑ｒ１ｌ１ｒ１１ｒ︑１
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一畷警騨一
︵愛国青年書寄贈︶

軍縮の脅威全冊
大島高精著
世間に人類愛走誰き心或は平等の槻念を
ざ王張する者は畔くない︒仲しながら各自が

生起託する悶家の優越をぱ決して忘ろぺく
もないのである︲故に不戦催約走提唱し軍

少が如何に危臓であるか︑之を黄際に徴し

列張と比較封照して︲我国軍の無謀江ろ鮪

起我陸軍の現状に求め︐内に之な内掴し外

び︑惹いては我閏艦の宇内に冠絶せろ所以

の通の根源より説き起して︐其の意義に及

るものである︒その内容とする所は︑我陶

りて今回川版し︑一般含員に支含が領布せ

起読かれたろものであって・変に我閏の丘

厳密な賛料避近の統計を以て空論韮釜く排

されて害かれ犬ものである︒此の著者の愛

讃によりて又本命の弘めんとする道の所以

髄かⅦ示せる金玉の文字である︒本書の一

となるべき唯一の良書であると思ふ︒敢て

剛的虞緋は兎角誤り易き我閥民の自畳醤鐘

愛閏心の睡調の求め一本を味讃せられむこ

のである︒之を支食が其の事業の一とし・

をも命得する走得ぺく︑本命員の必領のも

含長服部宇之吉先生が講減せられし﹁図鐙

弘道倉佐倉支禽

蕊行所千葉牒印膳郡佐倉町日本

四六版椴綴美本十四頁非責品

は洲屡右意義のことと云はｈぱならぬ︒

変行し三百有儀名の支命員へ頒布せろこと

とを望む︒

四六版椴綴美本百五十頁定償金
四拾銭

壁行所東京市牛込厘市ヶ谷田町

備縮少か説く欧米の醐々にして澱際問題と
なれば何れも自己の田へ水を引くに徴して

一ノー五愛閥青年念

に就て﹂の一篇走骨子として成れるものに

本書は曾て佐倉支含縄舎に於て︑本含副

服部宇之吉著

園鵠に就いて全冊

︵佐倉支曹寄贈︶

も明であって︑人間ル離れて閏家なきが如
く︲幽家江くして安全なろ人間生活の進歩
向上を期する︒へくもあるまい︒之走否定す

といばればならぬ︒風家をも穴ぬ彼のユダ

るが如きは人間性韮無刷せる空論に等しい

ヤ民族の如きが餌家破壊に出るごときＱ
ルクス思想の如き然リ︶ヤケクソは寧ろ燐
斯の如くして幽家観念は弧調さるぺく随

して．これ韮支愈貝一同の切なろ懇請帳よ

むぺきであらう︒

著者大島氏は此の見地から蝿防の誼大性

て幽防も亦重大性海有する所以走招末する

③
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女子修養講座

論語︑源氏物語

浦和支書雲書式

一︑開含の僻
一・本愈要領朗讃

一︑曾務報告

●

●

︵二月七日於本含事務所︶

誰師

︵二月十四日於浦和間諜館︶

埼玉蝶喋
務
部長

靖子

宮龍

口鐸

江万次

支・曾長小谷野博

本含主事

村

埼玉繰下十四の本曾支曾代表者を招集し︑埼玉含館貴賓室にて埼玉繰各支稗聯合倉設立に開し協議す︒

埼玉懸下各支雷代表者聯合協議富︵二月七四且

一︑挨拶
本含々長伯侭徳川達
旗
瀞
豊岡支含長繁田武
覗
僻
閉倉
の僻浦和支愈顧問
間
宮
龍

一︑支含長選畢

辻

川旋間

本含

本曾主説

庚江万次

林畢博士本多静

本含主事
度江万次
長竹僻徳川達

浦和支曾講演書︵二月十四偲於埼玉曾箪

開曾の僻隠
圃基の培養

不景気に虚して幸祁に生くる道

閉倉の瀞

雄郎 真

真平孝減

郎六孝郎

報 棄 業 事

浦和支曹雲曾式徳川書長祇詳

時距二白雪︿喧燈トシテ地二銀ヲ舗キ寒梅︿郁郁トシテ枝二玉ヲ綴ル斯ノ農ヲ以テ我日本弘道曾浦和支曾ノ裁二嚢酋式ヲ峯
ケラルルハ其ノ意義ヤ拘二深長ナリト請う可シ

今ャ宇内ヲ筆ケテ枇界戦凱ノ除勢二躯ラレ列園共二経済ノ苦境二胴備惨テ生活ノ不安二脅カサレ財政ノ拾牧二慨マサルルノ
ニスヘキヤ

秋顧ミテ我邦現下ノ世態時相ヲ諦観ズルニ所謂経済風難思想動揺ノ急迫ヲ告クルモノ年一年二甚シキモノアラムトスルヲ如何

今ャ乃チ世ヲ祭ケテ経済馴難ノ急迫ニノミ心ヲ奪ハレ其ノ之二虚スル所以ノ大本ヲ悟ラザルノ時我浦和支曾︿正二設立セラ

以ナリ

二鋤ミ復夕他ノ誘惑撹凱二乗セラルルノ輝隙ナヵルヘシ是レ我日本弘道倉ノ多年一貫道徳ノ普及浮砺二努力シテ愈解ラサル所

廿ンシーァ溌揮セシムルノ源泉タルヲ以一アナリ隣保ノ情誼ヲ重ンシ交ハルニ信義ヲ以一フセハ世一屋ラ不安ナク人皆楽ン一ア其ノ業

シムルニ足ラス是レ賃二経済ノ基ハ信用ニ在り信川ノ礎︿道徳ニ在り唯道徳ノカノミ拘二能ク人心ヲ安定セシメ各自ノ能力ヲ

是ノ時二富ァ局面ヲ一陣シ虞二団家ノ進運ヲ愈隆磯ナラシムルノ途ハーニ人心ヲ安定シテ各自其ノ天賦ノ能力ヲ溌搬シ百度
記皆其ノ宜シキヲ得シムルニ存ス之力鴬メニハ政治ノ論詳ヲ以一アスルモ之ヲ奈何トモスルニ由ナク法規ノ更革モ未夕之ヲ効アラ

酢

ル此レ山亨二世二率先シテ図難韓廻ノ方途ヲ提示スルモノニアラスヤ若シ此ノ支曾設立ノ精祁ヲ推シテ全帝閏二及ホスアラハ

物質二食一ブス思想二惑ハス所謂経済鰯難く直二氷解シテ人心ノ安定ヲ得能カノ溌揮ヲ大ニシ図運立トコロニ隆昌ヲ加フヘシ然

︾︐

義ヤ昭乎トジーア共し明ナラスヤ

ラハ則ハチ浦和支曾ノ設立︿正二是レ剛難韓廻ノ先鞭ヲ著シダルモノタルペシ白雪ハ寓物ノ汚レヲ包ミ寒梅︿百花ノ魁ヲ以一ア
立シ雪卜椎トハ亦是レ園難ヲ鱒廻シ幽運ヲ隆盛ナラシムルノ激訓ヲ表示ス此／世局此ノ季節ヲ以一ア本支含ノ設立ヲ見タルノ意

昭和六年二月十四日日本弘道雷曹長伯爵徳川達孝

〃隆興ヲ致サシムルノ先駆考夕ルァラムコトヲ乃ハチ所懐ノー端ヲ陳へ以テ本支曾ノ前途益隆昌ナラムコトヲ所ル

翼ハクハ本支曾開係諸賢ノ識力策働茜二一地方ノ率先者タルノ使命ヲ錫クスノミナラス又賞二方今ノ経済園難ヲ韓廻シ園這

ま

〃

日本弘這富

︵配事は昭和四年八月三十一日現在とす︒︶

てゅ富善行録は賞に本篇を以て完了するものなり

有七名︑地域は日本帝図の領土総てに亘るものにし

ナ之を第一回と合するに︑善行者総数賃に二百二十

のにして︑・善行者の調査標準は細て第一回の分に準

二市二十七螺四聴下の百六十四名の善行を録せるも

て表彰せられたる善行者の中第二回分たる一道二府

館分館に於て畢行せる全国に亘る善行者表彰式に於

本篇は日本弘道曾が昭和四年十二月一目京都華族曾
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課 辱・室箭

節婦

吉田むめ氏

北海謎夕張郡角田村共有地

明治十年六月十五日生

むめ女の夫友職は不幸大正元年八月病展して其の柱石を失ひ︑一家絶滅の悲境に立入り︑然も他に頼るぺき

ｼ
、
:
4､
P
.

かくして今や彼女の上にも漸く世の春は廻り来しとは云へ︑過去十称八年の孤軍奮闘の跡を恩ふとき︑決し

共罫業に素津しつつあり︒

めて厚く部群並に青年罰支部員の輿望を一身に擦ひて途に同地青年国支部渡とをり︑鋭意青年指導並に部咋滞公

るる宜なり︒又次男仲識は今は別居猫立するに至れるも之また人の羨む家庭の回満さなり︒然も仲識は人望極

らす︑今や長男繁職には妻を婆りて家庭回満︑而して猫農業を励みつつあること亦同部落の模範家庭と稲せら

には意を注ぎて共の成育を楽しみ来れる資に文字通りの二十年一日の如し︒此の如き彼女の至誠努力は茎しか

ふぺくは未明より夜に至る迄身を粉にして農業に鋤み︑心身綿の如き疲勢をして猫も厭はず︑特に子女の教養

も亦雄交しけれと云ふべき底り︒即ち其の後のむめ女の奮闘には資に涙を催するばかりにて︑一家の生計を丈

の績くべきにあらすとも奮然として立ち︑一家の再興と亡夫の忘れ形身の養育に身を献げんと志したる憐れに

き明すの外なかりしが︑徴時十一歳を頭にして三人の幼児を抱へて居る責任ある身である︒何時迄もか入る日

親戚とてもなかりければ︑さすが健気なるむめ女も一時は途方に迷ひ︑如何にして此の世に虚せんかと唯に泣

湾ｨ
､
､
藍
．
．
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て之は偶然にはあら余して︑世稀に見るむめ女の善因に依る善果たらずんぱあら歩︑彼女は叉賓性温和にして

品行も一軸の非難なく︑親瀬一般知己に封しても情義極めて厚く信望も深しと︒これも亦む防女の一端を語る
ものたるべし︒拘に慨に節姉の躯鍬たり︒

節婦・佐々木ユキ氏

北海迩雨龍郡一己村芋一己二百四十六恭地

明治六年十一月二十六日生

ユキ女は香川腺寒川郡長尾村大字前川筒井武卒の二女として生れ︑同二十六年八用佐々木松太郎に嫁す︒後

明治二十九年夫松太郎は屯川兵を志願して現化所に移住して農業に従事するに及び︑彼女も亦従って移住せる

もの左り︒然るに明治三十七年に至りて日露の戦端鮒かるＬや︑夫松太郎は同年八月充員召集に唯じて川征す

ることとはなれり︒然るを不幸にも翌三十八年七月一日︑清飼獅子略附近の戦線に於て皇剛のため名響の戦死

を途ぐ︒ユキ女の悲歎やる方なく一時は荘然自失の姿なりしも︑健気にも彼女は藩然として立ち︑一身以て家

道を挽回し︑亡夫の通志端総がんと︑父母に孝養を致しつＬ日夜努力を綾けたるに其の効あり︑餅時既に所有ゞ

地の半ば以上稚失へる状態なりしを︑よく挽回するを得たり︒而し一延勢苦資に二十有除年今ｕも依然共の努力

か擢縮しつつある人のよくする所にあらず︑然も彼女は資性淵順慈愛の念熔ければ︑親族近隣の鮒係も剛ろ回

50
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満にして︑人皆彼女の功を貸せざるなしといふ︒叉自らも決して富有の生活にあらざるを︑一親族に封しては

北海道雨龍郡秩父別村三百二十三審地

井下嘉毒一氏

宅地を無料分興し︑他の一戸に封しては叉無料貸典したる等の美畢もあり︑以て彼女の一端を窮ふに足るべ

孝子

し︒ユキ女の如き賞に婦道の模範を示せるものといふべきなり︒

Ｉ

明治三十年十二月十五日生

氏は明治三十年元屯川兵井下信治の長男として現住所に生る︒氏の賞母は明治三十九年氏が十歳のときより

大正十年迄十有五年間の曇きを病床にあり︒斯の如き状熊なれぽ家政も日に日に不如意となるばかりなりを︒

氏は子供ながらも︑此れを見るに忍びすと︑幼少ながらも克く頑是なき舎弟をば母に代りて薫陶し︑一方母に

封しては病床に侍して賞に十有五年の間孝養至らざるなく︑看護に努めたるも燐れ氏の心霊Ｌも効なく︑責母

は大正十年三月二日氏の腕に抱かれその孝養を感謝しつつ不蹄の客とはなれり︒此時の氏の心情は一も二も悲

歎︑天地蛸これ減せん恩ひなりしが︑やがて心をとり直し従来母に毒ぜし孝養をぱ︑資父や租母の身の上に加

へて︑其の後は一層なる孝養を致しつつ︑家庭の回満を計り来れり︒然も一面には家業に努め勤倹と精勘雨つ

ながら是れ鋤み︑一時は麦へし家政も今は挽掴に至れるこれ一に氏の賜に外ならす︒今や思想日に日に悪化
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し︑・孝道も昔日の如くならざるを識者歎くの時︑

如き世の躯鑑たらずんばあらず︒

公共の篇に識律する所多大たるものあり︒明治四十年同

明治四年二月三日生

北海識度尾郡炭尾村字庚尾本通り九丁目九番地

瀞者本間宇兵補氏

の

に

努力泰議に依るのみならず︑叉賃に氏が賞践窮行自ら共心範を示したる所以に外ならず︒狗に衆の範たり︒

至っては︑賞に世稀に見るものありｏ十勝祁献が今日の興隆を致し︑近郷の信仰愈堂厚き曜菅に如上の如き

迄賞に二千有五年に及ぶと雌も︑如何なる風雨雪なりとも︑一日として十勝祁砥に参詣せざるなき敬称の念に

施設経誉に封し︑一として氏の素力に依らざるものなし︒又特に賞揚すぺきは︑氏が現在の所に移住以来今日

を其の事に議し︑今術職に在るが︑此間祁社基本財産の造成︑祁奥の新調︑境内の設備︑献殿の修築等幾多の

今功績の一二を述ぶるに︑明治二子九年岡村郷祇十勝祁賦氏子総代に峯げらる坊や︑以来一子有除年の長き

職を兼ねて︑何れも其の職責を識すと共に︑家業にも精勘して地方屈指の資産家たり名望家たり︒

れ︑爾来重任今日に至れるも︑克く村営局を柿け︑自治の進展向上に貢献する所甚だ多し︒叉他に幾多の名響

村部落部長に任命せられ︑大正十三年迄資に一干有八年能く其の責務を全ふし︑大正五年一度村含議員に推さ

氏は資性温厚篤賞にして又敬祁崇阻の念篤く︑

敬 氏
常

編輯後
記

○裁墜一面地久の佳節を迎へることとなり垂したことは吾等
一層垂男は至誠の微衷を表したいと存じます︒

国民の至慶に堪へない所であります︒然も御慶部を前にし一Ｌ

○本鏡には松永先生から︑日本主義の理論的根擦と題する大
論文を頂きましたことは︑河野先生の玉稿と共に本誌を飾る
唯一のものです︑御熟讃を切に願ひます︒

Ｏ祉曾教化に封する希望として︑木曾員中の有力なる諸賢か
ら多数御高説を承ることが川来来ましたことは誠に本誌の光
考に供する所がなければなりません︒

築とする所でした︒これ等の御意見を承って大いに今後の参
○本焼には北原木村二氏の篤行記事を掲げ得ましたことも望
外でした︒何れも古き本倉員中に此の人を見出し︑諸君に御
紹介し得ることを光柴と致します︒

○文苑に天野惟彦氏の湯烏之常札を頂きました︒これは趣味
と貰益を兼ねた本含猫特の請物で︑必余や諸君の御喝釆を得
るであらうと存じて居ります︒

君

○中悠女史御病気のため本鏡には旅日記と休載するの止むな
きに至り堂した︒

○何卒諸君の不断なろ御指導を願ひます︒

Ｉ
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首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるか︑また四十年後の現代思
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想を批判するものともいふべく︑混沌たる現下思想界に一大光明を
潜らすもので︑這に圃民必讃の良書であるｏ
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本書は明治年間に於て徳一世に高かった本曾の曾耐西村茂樹先生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑憂園の
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