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西哲の言に法律の書は積んで山を馬すも︑其の巾に一個の愛の字礎見ずと︑故に人間

若し専ら法律のみを以て身を庭し圃人に接するときは・此献含は刻薄惨酷の世界とな
るべし︒然れども今Ｈ猶世の識者は専ら法律を以て身を臆し︑人に接することなく︑

必ず天賦の徳性即ち温厚と云ひ愛敬と云ふが如き諸徳を根本とし︑法律を器械として
世に立っを以て︑幸にして斌曾に赤風和気の浦減することなし︒然るに少年客気の輩
は西洋諸固に法律の盛んに行はるることを開き︑競びて之を習畢し︒専ら法律の一味
を以て此世に立たんと欲す︑是に由り共行偽は不人情となり︑刻薄となり︑法律の禁
ぜざる所は何事を行人哨可友ｂとし︑甚しきは法律の丈を弄して姦曲を行ふ者も亦少
なからず︑意に仁義忠孝の如きは法律になき所にして勘唾棄して之を顧みざる者多

し．夫法律は人の悪に入るを防ぐの具にして︑人に善を教ふるの道に非ず︑誉へぼ算歎

の零度の如し．凡そ賢人君子善人有徳者と云へるが如きは︑皆一度以上十度︑二三十
度の上にある者にして︑零度以下に在る者に非ず︒彼の好人悪人と稲する者は皆零度

以下に在る藷なり︒法律は善悪の位に於て零度の地に立っものなれば︑若し法律を以
て準度とするときは︑其人の道徳上の位格は決して零度以上に昇る乙と能はず︒即ち

僅かに悪人たることを兎かるのみにて．賢人君子の地位に進むことは断じて望むべか
らざるなり︒翻て零度以下を肌れぱ．共勢坂路を下るが如く︑癖易に悪業の淵に降る

ことを得くし︒世の無識の少年輩専ら法律を以て寓能を論したる者と忠び︑法律の禁
一黙の道徳あることなし︒︵明治二土皐︶

ぜざる厨は何事を行ふも可なりと思ふ者なきに非ず︐此の如き輩の楽合せる祇曾には
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内親王殿下の御生誕を奉競す

︑

春陽一腿けく瑞鮮大内山に鵬ろ三月七日午後零時二分第四皇女に坐

寸順宮厚子内親王御生誕ぁらせらる︒欺躍禁ずる能はずｏこれの

佳き日ぞ吾等八千寓の赤子が待ち奉りし日にして︑竹の園生の鰯

が上にも御笑えますことを仰ぐは︑これ即ち皇関の隆昌にして︑

感激の更に切なるを禁ずる能はいすｃ並に極りなき奉覗の微衷を棒

ぐると共に︑内親王殿下の愈々御健霧かに御生育遊ばされむごとを
所り奉る︒

』

す既泰心誕生御の下殿玉親内
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る泰へ迎な辰陛の節曇天

天長節の佳辰を通へ奉る

酋長伯爵徳

達

孝

を現前せしむるものとす︒

るの責あらしむろは︑真に是れ我邦特有の奪厳なる閣鰐．自から此に其の本来の而目

から溢れて︑斯の天長の聖節を奉賀するの和気需然聯這︿に至帝函をして春風に満つ

年年又歳歳︑天行の愈健なると仰き︑聖毒の誌無悪友るを所る我杢剛民の至情自

を徳へ︑斯の圃士と斯の臣民とに君臨あらせた弐ふ︒璽巌なる固燈は︑洞に此に存す︒

聖天子上に在まし︑慶大無遥なる皇祁皇宗の祁赫を荷はせられ︑寓世一系の皇統

らずや︒

さか
陸
えまさむ乙と︑天躍と典に第ｂなかるべきかを．最も簡明直裁に表示するものにあ

図に︑宇内無比の意義を充溢せしむる︑天長節の佳辰を奉賀すろは．如何に賓詐の

暢の春を以て︑毎年の佳例に道ひ︑絃に七千蕊の閥民畢っ正︑光輝ある金甑無欽の帝

樫花蔑架の雲．正に大八洲に振り︑柳峰千緋の風恰かも杢九価に度る．斯の畷蕩和

川

己
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ろ奉へ迎を辰佳の節長天
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寓世一系の天皇統治あらせたまふ我帝園の図謄に立脚して診斯の聖誕の佳辰を
遜人︒如何に天行の愈健︑聖毒の盆無彊なるを尊しとするかは︑片言隻語を須ゐ

ずと雛ども︑各人の吐底に徹して深かく其の真意義を命得せらるべき所たるべし︒斯

の意義を以てせぱ︑千門蔑戸に瓢へる斯の日奉肌の日章旗にも︑勝た叉杢風畢童の合

唱する斯の日奉祇の君が代にも︑光輝ある幽鰐は︑活溌溌地に生動しつつあるを観る
べきなり︒

昨年の天長節を奉祝したると脚しく︑今年も亦斯の佳節を奉賀し︐明年又明後年︑

十年又百年以て無窮に至りて︑長へに皇上聖誕の桂辰を奉覗するの至情︐杢帝閏
に充溢して︑秋墓も減はること次きば︑即はち是れ我が剛鵬の尊厳．真個宇内に比類
なき所以たるべし︒故に皇覗の祁勅に日はく︑賓詐の隆ぇ空さむ乙と︑天壌と典に
無窮なるべしと︒

門戸に剛賦賭掲げ︐畢校に君が代を唱へて︑斯の月斯の佳節を奉祁すること．千年

寓年壷きる所なきは︑即はち輿に皇旭の紳勅を．釜帝闘撃って賓現しっＬある粥の
にあらずや︒而して叉賓に全閥民脅しく斯の日斯の佳辰を以て︑斯の如くに皇加の脚

勅自から賛現せられ鰯我が固謄の真面目︐自から弦に磯掘せらる腿乙とを︑相互に自

畳するの最も重要なる意義充溢の覗Ｈにあらざるまきか︒
我が日本弘道倉は︑風謄の磯揚を以て第一義となし︑剛僻の精華たる団民道徳を基
礎として︐教育︑文化．政治︒趣滴の堅牢確賞なる建築物を打建てむ乙とを期岡する
者︑今乃ら天長節の佳辰を謹ふるに方ｂ︑真に中心の至衷を捧げ︑謹みて聖毒の無彊
と皇蓮の那隆とを耐り奉る︒
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まして︑果してそれが勅語の御精祁に︑適って居るかどうか

はないかと恩はれるのであります︒尤も之は私の解灘であり

の取るぺき根本の方針と云ふものを御示しになって居るので

例へば近頃の所謂新しい問題と云はれるものに就て鴫︑私共

聖旨が含まれて居るのではないかと恩はれるのであり寵す︒

ります御耕祁と云ふものを舜察致して見ますと︑愈堂深い御

って居る様に恩ふのであり麦す恥が更にその奥にひそんで居

共の守るぺきⅢ常の心得となるぺきととが︑深山御示しにな

それは文字に表はれ窯した所謂文字の上の解繰だけでも︑私

いろ﹄︑の意味が含まれて居る様に恩はれるのであります︒

したり︑考へて見たり致し麦すと云ふと︑老へれば老へる程

其の御下賜四十年に常りまして︑勅語の御精祁を更に御話を

して他に誇るべきものがあるぞと云ふことを﹃我力臣民克ク

す︒それから次に我が図の剛民の側に就ても︑日本の閣災と

道が︑叩瞭に分れて居ると云ふことど御示しになって居りま

様に︑弟一に御代堂の天子様か我が剛溌御病めになることの

宏速二徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ﹂と御述ぺになって居ります

あるかと申しますと︑それは﹃我力皇帆皇宗剛ヲ蕊ムルコト

あります︒而してその﹃圃鵠ノ精華﹄としての御精祁は何で

日本の剛慨の最も善美な鮎を第一に御示しになって居る課で

二此二存ス﹄と云ふ抑言葉に表はれて居ると恕ひます︒即ち

中にありまする﹃此レ我力悶僻ノ精華ニシーア数育ノ淵源亦賞

ふものを御示しになって居る様に恩はれ毒す︲これば勅語の

へて見ますと︑先づ最初に断じて他には産いⅡ水の剛柄と云

そこで勅語の表而に表れて居ります御聖旨と云ふものを考

力閏腿ノ精華ニシーこと云ふ御言葉で御示しになって届られ

忠二克ク孝二億兆心ヲ一ニシーア世盈脈ノ美ヲ済セルハ此レ我
あり壷す︒そこで本日ほそのと︑と忙就て私が妓近に考へて解

ことが︑一層私共の生活の篤と茂ることの様に恩はれるので

のであります︒

ります虚遼申上げ︑拷様の御修養の御参考に致したいと思ふ

﹃教育勅語の御精稗に就て﹄

私は禦校に於きましても毎日勅語の御精祁︑御聖旨等に就

田

と云ふととは分らんのでありますが︑兎に角斯様に老へます

き垂して誰樺を致すことになって居るのでありますが︑特に

吉
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剛民の崇拝し︑崇敬致して居ります虚の天照大川さまの御教

治めになる天子様御自身のこと︑我が閏の最も尊き祁として

との一つとして︑最も尊き地位に御立ちになって全剛民を御

ます様に思ふのであります︒即ち最初に我が間柄の立派なこ

ると恩ふのであります︒

どう云ふものであるかと云ふことに就ても御示しになって居

般臣民と云ふ開係でありますが︑更に個人と個人との開係は

に考へられるのであります︒即ち図全艦から云へば天皇と一一

世の中のことは自分一人で仕事をするものでない限り︑其

も二枚と全く同じものはないと云ふ様准ことを言った人があ

へに基きまして︑我が餌をして天地のあらん限り柴えしむる

御自身の徳は非常に高くあらせられて一般臣民にそれ睡御示

りますが︑細くての場合に於て︑幾人かの人が一虚になって

ために努めらる上天子様御自身の道を御示しになって居りま

しに厳るととであります︒一方臣民の側に於きましても常に

仕事をするなり︑叉生活をするなりする場合には︑どうして

るものであります︒ある哲畢者が︑どの木の葉を比ぺて見て

誠の心を以て︑天皇の御精祁と云ふものをよく奉鰐すること

も共虚に中心となるべき順序秩序と云ふものが出て来る課で

虚に順序として上に立つものと下に居るものとの差別は出来

を念願として︑剛民全階が心を一つにして︑刺の道を御糟ぎ

あります︒即ち天子様は天子様として︑一般臣民は一般臣民

す︒即ち﹃徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ﹄と仰せられてある様に

になる御代套の天皇万の御教へに遮って行くと云ふととにな

としてのおのノーの分が定って居る︑上下の開係と云ふもの

くと云ふことになるのであります︒これが餌で言へば﹃剛鵠

精祁と云ふものを奉じて︑自分から進んで立派に資行して行

は下の者に接するし︐下の者は下の者でよく上に立つものＬ

も尊く立祇に御自身が御示しになられる如く︑上に立つもの

の天子様御自身がその最も尊き祁の道を御継ぎになって︑最

がはっきりして居るのであります︒即ち図としては一天寓乗

るのであります︒之は岬謂勅語の御言葉の上から拝察されま
す虚の御精祁即ち図鰐の精華でありまして︑一方に於ては天
って居ると恩はれるのであります︒

子御自身の道︑一方に於ては我盈剛民全船の守るべき道とな
然しをがらこう巾上げたｒけでは︑極めて漢としたもので
あり主して︑資際に御互が毎日身を虚して行く上の事柄では
ない様に恩はれるのでありますが︑その﹃剛隈ノ精華﹄と御

との闘係から言へば︑上に立つものと下のものとが御互に一

ノ精華﹂としての立派な閏柄でありますが︑我を仙人と個人

ますと︑其虚にどん厳場合にでも雁用の出来る︑叉膳用すべ

つの心を以て世の中に虎して行くと云ふ︑即ち我盈の日常生

示しにたり垂したところの御精祁と云ふものを深く老へて見
き道理が立派に斯様たものであると︑御示しになって居る様
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ふ機に解窪するものがあるのであります︒然しそれは勅語の
本常の御精祁と云ふものを間達へて居る②であり毒して︑自
分は働かないで全船の永遠の生命を願ふ課には行かないので
あります︒勅語の己れを持すると云ふことば金蝿の中の己れ
を持することで︑即ち至鵠が正しく柴ゑる篇には其の一佃綴
である虚の各仙人は先づ正しき道を行ひ︑何虚迄もそれを徹

ならないと云ふ二︶とを狸ひるものだと考一へるのであり麦す︒

いて居た町人が誤って武士の袴に泥をはねかした︒虚がその

例へぱ徳川の或る時代には武士が往来を通った時に︑水を撒

町人はすぐ切捨御苑となると云ふ様に上の者は勝手気侭をし

て居っても︑下の群はそれに封して少しも文句遼云ふことが

出来なかった︒と云ふ様な所謂封建道徳を教ゆるものが勅語

生命を願ふと云ふことであります︒即ち勅語の中の﹃恭倹己

全隠の永遠の生命を心懸けやう︑叉剛民としては図の永遠の

己は自己としての永遠の生命を望むが家族の一員としては家

考へから致しますと徒らに階級的棚念を以一僻見妻は夫に服従

語の中の﹃夫婦和和シ﹄と云ふ抑言葉にし麦しても封建的な

心得逮ひであると私は恩ふのであります︒でありますから勅

然しこれは勅語の木岱の御締祁と云ふものを湾へない全くの

の道徳であると解溌するものがある様に恩ふのであり堂す︒

レヲ持シ﹄と云ふ御言葉は︑只自己を桧束することではなく

することだけを穀ゆるものだと考へ・ろのであります︒然しそ

底せしめよと云ふことであります︒言葉を換へて言へぱ︑自

桑僻の巾の個人と云ふものを常に正しく持すると云ふことで

れは勅語の御精紳に添はないものと私には恩はれるのであり

次に﹃仲愛衆二及ホシ﹄と仰せられてありますが︑これは

あります︒

ます︒その誤解に就ての一つの御話でありますが︑明治廿三
年に勅語が御下賜になり表して間も凌ぐ︑或る有名な人が

﹁勅語と云ふ結緋なものが御下賜になったが︑その中には男

女別ありと云ふ様なことを明瞭に御示しになって居るので︑

人のために固ると云ふことでありまして︑それには自分の我
侭︑即ち自我と云ふものを無くしてはじめて厳し得ることで
て居るものと胆はれます︒

あります︑つまり之も永遠の生命と云ふことを御示しになっ

云ふととが︑これでよく分るだらう﹄と云ふ様な意味の演説

西洋の買似をした男女同椎など瓦云ふ議論は間逢って居ると

柊に勅語に封する誤解として私の考へて鵬りますととは︑

勅語の教ゆろ道徳と云ふものは紬もすると封建道徳であると

に液られまして﹃折沌の苦心哨彼の様に解深きれてばどうに

をした︑虚がそのことが新聞に出まして︑明滴天皇も御弥

もならない﹄と仰せられたと云ふことでありますが︑その漠

解職され易いと云ふことであります︒即ち上は上として勝手
素侭なことをして居っても︑下は下として之に講さなくては

｢2
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は︑只それだけの御精祁から御示しになったものではないと

偽の程は兎も角少くとも勅語の﹃夫婦相和シ﹄と云ふ御言葉

以上を要するに勅語の御緒川は︑畏くも上は一天寓乗の天

云ふことが明かであります︒

子様御自身が自ら正しき道を御示しになり︑下ほ一般匝雌又

︲︐︲１．１１
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前列右より小谷野浦和支曾長ｂ本田博士︑想川曹長

ｊ０ｐｃｏ４

鋤稚狸棒認垂謝懐雌雄癖潮蓉鋤珪遮剰浬川口支含幹事︑鷲尾春雄氏

山口義一氏︑鈴木忍支含代表︑後列打より︑蝿谷秩父丈命遮
砂長盤剛支含幹事︑荊田編桝員︑桑田製岡刑支禽握
榎本久喜支含幹事︑深谷支曾代表池旧撫覗軽
大塚小川支含韮︑繊開丈倉代表︑大鳥踊鯛氏代理

含議協者表代曾支各下篠玉埼

寸凌ほな心を以て之に事へて︑本常に細ぺてのものが永遠に

柴えると云ふととが根本続紳でありまして︑これは勅語を奉
讃する上に蛾も大事なことであります︒而してかく老へます
と云ふと勅語の御精祁は賞に意味の深いもので︑我共の心得
るぺき幾多の教訓が含まれて居る様に拝察されるのであり謀
して︑それを奉慨することは日進月歩の世に虚して︑永久に一

I

それに就て御話巾上げた次第であります︒︵完︶︑丈流在記者︶

つの道を辿ることが出来ると老へられるところから︑今日は

十

○我総め人の罵め
○族は道連れ世は慈け
○慈けは人の篇めならず

メ

上
上

がろ見に何如走界則･の在現

二一る小銀行に過ぎ左か元たのであるが︑財界の心的恐怖状
態は加速度的に増大して斯く哨大な︾や拙矧状態矛惹起するに

至った２柚﹂ある︒斯くの如く恐慌は常に拙大ぜんとする性質

を有するものであるが︑そは恐慌が心的恐怖欣態を包含する
からである︒此の鮎を金融恐慌に際しては十分に考へ政策を
誤らぬ様にせねばならぬ︒粕平識に蹄した金融界に叉突如波
紋を生ぜしめたものは︑彼の大正十二年九〃の大震火災であ
った︑政府はと入に於いて支挑猫諜︑手形割引︑椛利保存行
篤等に開する勅令を蕊布して︑雁急策を講じ恐洗の未だ循大
せざる内に之れを沈雌した︒

然るに昭和二年三月中旬に金融燕悦が再び起った︒即ち東
京渡遥銀行及あかぢ銀行の休業に端を壷して中井︑村井︑近
江の諸銀行及蕊総銀行︑十五銀行等の取付休業となり︑茶共形

勢の悪化を来たした矯めに︑川月二ｔ目には全剛銀行の一
審休業を見るに至ったのである︒而して四〃二十二日以降三
週間のモラトリアムの溌令によって︑やうやく混矧を防止し
て五月上旬の特別議含に於て日本銀行特別融通及び損失椛償
法等の制定により︑休業銀行の救済を行ふたのである︒此の
間日銀の特別融迦高は六億八千七百九十三醐園に達し︑銀行
数ば八十八行の多きに及んでゐる︒之の外裏湾の三銀行に封
する特別融通が一億九千百五十寓回ある︒

以上の如き金融界に於ける恐慌は企業界に封して重大なる

打禦を輿へる︒それは金融界が企業賓本の供給脈であるから

である︒その外金融恐慌は就舎的民衆的に頗る大き左影響を

から川来てゐるからである︒

典へる︒そば金融市場の中心を鳶す各唾の預金は民衆の膏血

藍た恐慌は取引川を中心として起るそが騒々ある︒取引岬

に於ける投機は取引所と云ふ限定ぜられた場所に過ぎないが

その混矧は激烈である︒これは取引所を園篠する投機肴の範

の波動を及ぼすこともあるが︑それは一般財界の状態が極め

園に隈定せらるる場合が多い︒然し乍ら時には一般財界にそ

て不良遊場合に限るのである︒瓢著な妓近の例を祭げるたら

に大きた影響を典へてゐる︒彼の一九二九年の十月即ち一昨

蕊生︑と廷７１
１
釧陸ニゥョルクの株引取引伽に起ったもので︑此の恐慌が
今日の米固財界の不況の動機となり︑引いては蚤た世界経済

年︑株式街ウォールストリートに起った大暴落が之れである︒

欝時の混矧状態は恰かも欧洲大戦勃溌営時の恐慌と同様であ

埼投物が続出して符株式は一審に大削落を減じ︑忽ちにして

った︒十月二十三Ⅱの株式左暴落に綾いて二十川口は寄付早

市場は混矧に陥り遂に立曾を停止するに至ったが大常豪モル

ガンー涙の救済的犬買占と財界Ｅ頭の救済の難明によって辛

トを中心する恐慌は同時に金融界に影響を及したのである︒

うじて場面を持ちこたへたのである︒此のウォールストリー

以上は最近に於ける恐慌の例であるが︑要するに恐慌は長

がろ見に何如を界財の在塊
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金融界に起ったにせよ殆んど多くの場合要するに財界の一部

期に亙る現象ではなく短期冊の撹蹴的状態にあって︑それが

川ないことを信ずる暇のである︒その理山に就ては永くなる

方而から如何に老へて哨我財界に趣二三年間好景蕪が絶封に

ことは︑財界の判断は恰かも鴎考の診察の様なものであるか

から今数には之れを梅略するが︑然し断っておかねばならぬ

之れに反し不景気は恐悦とは全く異たり︑商工業全般即ち

的現象であると云ふことを忘れてはたらぬ︒

日の脈態を以てそのま入推行するものとするならば︑それは

ら時灸その鍵化を兄いばならぬと云ふことである︒兎に角今

ら川年以前であった︒新聞紙上並に誰淡禽に於一Ｌ此の先き三

鼓二三年間景気の出でないことを信ずるのである︑丁度今か

経済界黍般に亘る現象で︑財界の活動及利益が事貰上水平線
附随的現象としては企業の損失が多く破産が増加することで

以下に低下した沈衰状態を云ふのである︑此の期間に於ける
ある︒而して沈衰状態とは常態以下に低下することを云ふの

ではなく財界の常態である︒然し景気は必ず循環するもの

ない︑従って所謂不景気が十年も綾けばそれは鐙早や不景莱

済界の状態から推測して常識により判断するより外に方法は

によって伽向級とすることも川来るし︑また数字そのものに

私の財界槻測の韮礎は経済統計である︒経桝統計は高等数畢

あ．るのを否定するものでないことを呉乾もことはっておく︒

乍ら斯く云ふとて決して物慣や商取引や株式の上に小高低の

景莱は恢復しないと云ふ結論だけをこ上に述べておく︒然し

的中したことを悦ぶと同時に更にまた改めて尚将来三年間は

であるから︑その好景気を課洲してこれを標準として老へ

付いてその喪上観察することも川来る︑之の数字そのま上の

年間は絶劉に景莱の出ないことを断言しておいたが︑幸にも

ればそれは不景気と云へやう︑然し乍らピグウの云ふた様に

であるが︑然らば常態とは果して如何と云ふに数字的に之れ

景莱は財界の波動の中の極めて一部に過ぎぬ︑然かも極めて

てゐるから参考とならば幸逃である︒

洲察に付いては中外商業新報の中外財界に︑今月から連載し

を明確に示すことは頗る困難である︑唯その前後四五年の経

短期冊で寧ろ例外的の現象であることから老へれば不景鉱が
ふ迄であるが︑我現在の財界の如きは大戦以後既に十年．の便

常態であると云へやう︒此の財界の常態を不景気と云へぱ云

へると︑寧ろ現在を不景気と兄ないで︑之れが娃近の我財界の

きに及んでおり︑鼓二三年は景気が絶封に出ないことから老
常態であると老へる方が迩営ではなからうか︒私は如何なる
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観民の道徳を高める方法︵承可

宗像逸

質的に日本の文化が向上護展するに至るに相違ない︒而して

を篤し︑而して世界の平和文化に大なる貢献を行ふに至るで

曾が雌全化して共存的繁築し︑園家が道徳化して虞賞の護展

更に其結果としては︑各人の心物雨面の生活向上となり︑賦

．上来閣民の道徳逢高むる方法に淵して其の要旨産述べて来

事賓の道にして︑而かも亦我が固家民族の高速なる理想の大

道即ち教育勅語に於て御示めしなされた︑我が日本の歴史的

寓人が︑道を知り︑道を信じ︑道を敬ひ︑道を行ひ︑道を梁
み︑道を念して︑之れを精進努力するにあり︒而して道は皇

吾人の生活向上や︑献曾剛家の改善溌展を希ふは︑根抵に培

向上の反映に外ならない︒吾人幽民の道徳が向上せ歩して︑

雅展振興も︑世界文化への寄典貢献も︑一に吾人図民の道徳

すぺきである︒上乗筆者は此の要旨を精詳説し就中道を念す

皇道に封する耽含繭人の知︑信︑敬︑行︑楽︑念の六諏道念

篇に切望すると共に︑その向上進歩の方法を講究して︑畢寛

吾人が道徳を以て根本となし︑共の向上進歩を団家賦倉の

は︑アして花賞の柴えん事逓求むるの類である︒

ることを特に重要なりと信じ︑其の質行方法を提案して上下

然るに蕊に人或は下の如く言ふ者があるかも知れない︒臼

る︒

資に道徳が祇愈人生の根本的第一義と信ずるに因るからであ

蚕一を力説して︑之．と我が同胞と共に努めんと提案する所以も

を高むるにありとなし︑就中資践的には特に念持を重んずぺ

湾化し︑風習化しや制度化し︑壁間塞術化して︑精祁的に物

献曾に於て教育化と底り︑教化・べとなり︑更に政治化し︑経

の道徳生活を向上さぜるならば︑之が各人に於て人格化し︑

我が同胞国民が︑斯の如く各自道徳的に向畳正念して︑共

園民の自髭正念を切望したのであった︒

に基つきて吾人各自の道徳即ち本分責任を日舞刻掩努力精進

道であるから︑吾人は此の事理雨全の大遜を大本とし︑之れ

あらう︒個人の人絡及び生活の向上も︑牡含国家の健全なる

た︒之れを要言すれば允耐曾園家の向上護展は国民即ち献曾

国民道繕と現時の註曹問題

郎

法乃るめ高心徳道の民幽
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はく現代人は生活を第一義的に要求して居る︒事責に於て耐

ばならぬ︒然らば道徳向上の質際的方法如何と言は醇道の

の改善を希ふならば︑道徳の向上進歩をこそ第一に企圃せね

存する所には其の根本に道徳が存して居る︒生活の向上就脅

知︑信︑敬︑行︑梁︑念が即ち其れである︒たとへ之が唯一全

題は生活問題︑・経済問題︑労資問題︑階級闘争問題︑杜曾の

部の方法にあらずとする鴨︑最も主要なろ方法たることは断

曾民衆は生活然り物質生活を第一の開心事となし︑時代の問

現等の問題が︑現代人の開心事であるのに︑之れに封す為何

じて疑ふととは出来ない︒

機椎問題︑唯物的理論の研究︑或は自由平等思想の徹底的賞

等の解答を潟さんことと企岡せずして︑古来の道徳を云登

道徳は人間生活の法則である︒人生は無法無軌道では成立

切人生の通則であるが︑各掩の献曾園家に問有の特性があり

し︑殊に信とか︑敬とか︑念とか︑古風の語を持ち出すが如

吾人は本論に於て︑時流の思想を考察批判するを以て其の

特殊の溌達がある限り︑各耐曾に特殊の道徳倫理が存在する

が出来ない︒布くも人間生活であり︑或は人間の耽曾生活で

主目的とする者でないから︑鼓に是等の時流思想に封して詳

ことも衛然である︒日本には日本の道徳があり︑外図には外

きは︑是ぞ道畢的無用なる閑文字に過ぎない︒畢寛一顧の債

耐する暇はないが︑然し吾人は是等時代の問題を決して極脱

剛特殊の道徳があるのは営然である︒道徳には寓図通有的な

ある限り︑其の生活の法則基準がなければ︑人生も賦曾も存

する者ではない・・否是等の問題を重大脱し︑之れを根本的に

ろ方面もあるが︑各剛特有の方面あるのも営然であり合理で

値もないと︒果して此の如く咽弄する人ありとせば︑吾人は

解決せんことを希へぱこそ本論を草する所以である︒詳論は

ある︒皇道即ち敬育勅語の大道が︑我図家耐曾の道徳倫理な

続護展は出来るものでない︒されば道徳倫理は︑古今東西一

他日に之れを譲るとして鼓には吾人の所見の大鰐を左の如く

是等の人糞の謬見を悲しまざるを得ない︒

約言するに止めて置きたい︒

皇道は我が団家献含創建以来の歴史的事賞であった︒と同

ることは事理堤も明白である︒

古今東西人間の生活である限り道徳が人間生活の根本義で
あることに愛りはない︒物質生活で︑精祁生活でも︑個人生

って︑難理一致の道であった︒換言すれば賃護されたる理想主

義であった︑数に此の道の直資性が存する︒これ吾人Ｈ本国

時に一貫の理想であった︒即ち事であったと同時に理でもあ

生添や︑経済や︑耽含問題や︑階級問題も︑其の根本となる

民が之を知るのみならず︑之を信じ︑之れを敬ひ︑之れを行

活でも︑献曾生活でも︑︑道徳は一切生活の根本要件である︒

ものは道徳である︒道徳は生活の法則規範であるから︑生活
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ひ︑之れを楽しみ︑且つ念持すべき所以が存する︒

一部の時論者は唯物主義或は唯物史観を高唱し︑時代の思

のがあるかと恩はれる︒恩ふに今日の文化が物質的に偏傾し

深刻化と相待って︑唯物主義的思想機流の勢ひは弧大左ろも

質文明の長短利弊と︑自由平等思想の護達と︑物質生活難の

問題も買正に解決せらるぺを筈である︒何と左れぱ是は我が

居り︑今日の派含が不健全なる歌態にあることは零はれな

想界を動かして居るとと少からざる槻がある︒殊に近代の物

民族の本性に基き我が閲家耽曾の機織に股も受営適資なる法

い︒それ故にこそ吾人は道徳の向上を希ひ︑就曾闘家の健全

皇道の資誇的理想主義が︑時運と共に闘民一般によりて︑

則であるからだ︒換言すれば︑日本人に︑又日本聞及び日本

化を企園するものであるけれども︑然も是等の耐曾的事情と

完全に知︑信︑敬︑行︑薬︑念ぜられろに至らば︑時流の諸

れに優るものはあり得たい︒それは歴史以前より数千年間資

るときは︑直ちに之を買理として断定承認すぺきではない︒

引離して︑単に唯物主義或は唯物史観を理論として之れを観

吐曾に濁し託︑本性的本質的に妥営適切なる生活法則は︑之

に妥営適切ならざりしものならば︑此の事資は現れなかった

行賓諮され来りたる事賞が之れを識明する︒若し日本民族性

賢現せんとするが如きは︑蝿卒無思慮と評せざるを得准い︒

況んや之れを度理と断定承認して︑之れを直ちに資際耐含に

皇道は保守的方面があるとともに︑進取的方面がある︒一

その故如何となれば︑唯物主義が成立し得ると同時に唯心

筈である︒

主義が成立し得るのであることは人のよく知る所であるＱ凡

そ事物は見地によりて異る︒内面的に槻ずれば唯心槻が成立

の道徳であるが︑天壌無窮の生命生長である︒日本園的であ

し︑外面的に細ナるときは唯物観が成立する︒これ所謂盾の

貫不鐙的精祁があると共に︑進化雅展の力がある︒敬祁崇租

るが︑一切↑包容的︑一切光被的一切仁愛的である︒これは日

るが︑世界的であり︑天地耐霊的でもある︒自主自律的であ

ない︒蓋し質理は中道不偏にある筈だ︒難解の此の哲畢的問

雨面であるから︑その一面に偏して他面を無覗排斥すぺきで

然ろを世に此の高遠偉大なる皇道や︑我が卓越せる民族性

本の溌展的塵史の事賞が之れを誇明して居るではないか︒

活して居り︑唯物主義者も精榊的道徳的に生活して居ること

題は鼓に措くが勺事資に於て吾人は物質的に且つ精神的に生

も事賞である︒要するに員理は中道不偏の全局観に存するに

遼分た歩︑理非と本末を慎重に研究鉾別せ余して︑外来の思
想文物を模倣し︑追随せんとする如き者あるは︑無自畳無思

拘らア︑弧いて唯物観に囚はる上は偏見猫断と言はざるを得

診やその光郷ある歴史の成跡を顧み余して︑徒らに自他の差別

慮と言はざるを得ない︒︒

一

法方るめ高を徳道の氏醐
19

麓い︑

一面槻の理論も随って抽象的理論を以て︑之れを正常に判断

ちに資行せんと企卿すべきでない︒度理は盾の一面になくし

てその全面にある︒全面の具網的なる盾が頁賞の盾である︒

解鐸し得られるものでなく︑勿論その一面的抽象的理論を直

換言すれば具網的資際的なる事物その物に反抑が全共全現し

更に唯翰的理論を直ちに賛行せんと欲する左らば︑聯卒無
は︑たとへそれが論理的であっても︑未だ智際の具燈的直理

て居る︒更に之れを言は壁︑賓護されたる理想の中侮坐﹄信敬す

思慮と言はざる淀得ない︒何となれば凡そ賞識されざる理論

如きも亦其類にして︑未だ資謹されないものであるからだ︒

べき腫資腫理が存在して居る︒事理共に術はる我が皇迩の信

ではなく︑矢張一種の空理空想に過ぎないが︑唯物的理論の
物理鯉化畢の資験は比較的に容易く鴬し得られるが︑耽曾的

を大木基準となし︑之を根本的催件として︑唯心的皿諭も︑

敬すべき大道なる所以は鼓に存する︒即ち然らば吾人は皇道

唯物的理論も︑宗教諭も︑経済論も︑精祁的改造論も︑物質

理論の虞資性の賞験資誰は︑決して容易に出来るものでなく
して短歳月を以て虞の賞験誼明は出来ない︒要するに歴史的

究し選捧し同化し撫取すべきである︒

的改造論も︑奮説も︑新説も︑乃至世界一切の畢塞文物を研

少くとも数十年か︑数百千年の歳月を要する筈であって︑決
に賞諦されざる一種の理諭或は畢説を︑直らに斌曾に賞行し

に︑支那印度等の文物を掘取同化し︑近代亦西洋外来の文物

古来︑我が日本精紳︑日本国民道徳は︑儒教或は悌敷と共

て祇含を根本的に改造せんと欲する如きは︑妄見空想であ
るを得ない︒

る︒否全面杢贈の買理を無税し秩序を素す有害行篤と言はざ

られて︑取るべきを取り拾つべきを捲てればならぬ︒要する

て居るが︑是亦結局我が間有の精刺道徳によりて撮取同化せ

一種新異の唯物的理論と方法の思想とが︑盛んに輸入せられ

に新理論や新方法を研究するは可なりだが．岬卒に之れに附

を礎んに輸入同化して︑現日本を創造したが︑然るに今更に

るから︑新現象に伴ふて新研究︑新理論︑藷くは新理想が現

新理論あることは事賞である︒人冊も︑祇曾も︑進歩護展す

和雷同し︑之れ迷信するは愚劣である︒況んや直ちに之れを

然し近代の唯物主義︑経済理論或は耽禽改造論等には︑近

れると共に︑改革改造の新賞行運動生ナるも亦営然であって

賞行せんとするが如きは単に愚劣のみでなく︑祇含の健全な

代の砥曾新現象の溌遼に伴ふ所の近代特有の進みたる新研究

として寧ろ喜ぶべき理由がないでもない︒唯然しながら︑資

ろ嚢展の潟の宥筈行露として非難答責吐ざるを鍔な脇︲

墓も怪しむに足らざるのみならず︑進化護達の新現象新動力
際の人生や融命は︑釜面壁職の兵船的事賞であるから︑雛に
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物質栄活の重んナペきば言ふ査でもないが︑同呼に精祁生

たらぱ物質的にのみならず精祁的にも改造せねばならぬ︒然

精祁的に生活して居るから︑若し現代の改造を要すると言ふ

人が道を知りて︑之れを信じ︑之れを敬ひ︑之れを行ひ之れ

ある︒吾人は斯の道を向上の一路として進まねばならぬ︒吾

道を歩まねばならぬ︒其の資際的大道が我が圃民道徳の道で

此くの如く吾人は吾人脚下の大地に立脚して吾人賞際の大

地であるからだ︒

らば唯物主義と同時に唯心主義をも研究して︑其の改造方法

活の亜んナペきととも狗人が否定し得やう︒吾人は物質的に

を考案せねばならぬではないか︑然ろを単に唯物主義的に改

るは之れが鳶である︒佃人︑誠曾︑阿家及び世界人類の向上

を梁み︑之れを念じて︑日登刻全之れを精進すべきを力説す

進せんと欲する時流論者が多いが偏見と言はざるを得ない︒

も改善も︑結局此の方法の外には属正確資なる方法はないか
らである︒・

千里の道も一歩よりする︒貸地に一歩一歩を積まざれば︑

千里の遠きに到られない・現今一部の論春に飛躍を言ふ者が

之れを要するに現下の震隙間題或は時流思想たる剛民の生

へ三十三頁へつ型く︶︒

間道︑図民道を虞賞に知︑信︑敬︑行︑梁︑念して︑自豊的

してば道徳政治︑道徳的献禽政策を徹底し︑園民としては人

億兆一家の我が一大家族的道徳幽鰐の本義逓鰐し一し︑政府と

るに人格思想及び祇曾制度に開するものであるが︑請民一鵠

題は︑主として経済生活︑経済組織︑経済政策に開し︑加ふ

我が皇道の本質其の物の中にあると信歩る︒是等現代の諸問

る︒即ち是等の重大にして困難なる問題も︑其の解決の鍵は

するによりて︑最も反正安富に解決し得らるべきものであ

的自畏琵正くし︑以て我が道徳園惜の反性質を徹底的に賞現

等は︑我が皇道の本義を明らかにして︑上下固民が其の道徳

活問題︑努賛問題︑或は批曾主義共の他種だの就曾改造思想

あるが︑三歩五歩の飛躍は出来るが千里の飛峨は川来ない︒

限りに千里の飛躍が出来るとするも︑結局地上に下降ぜざる
を得ない︒要するに吾人は地上を離れることは川来底い︒脚
下の大地︑即ち貸地資際を離れることは絶封に出来るもので
ない︒其の大地とは何であるか︑質地質際とは何であるか︒
日はく日本剛民の立脚する大地賢際地は︑皇道である︒此の
資誰されたる理想主義の賞際道である︒

日本剛民は肌先以采数千年来斯の大地大道を歩み乗った︒

時には小飛躍或は大飛躍も行ったが︑然し其は矢張此の皇道
の大地大道其の物の上の飛躍であった︒切言すれば吾人は迩
先以来数千年問︑我が因民道徳の大地大道を賎み進み︑現に
今も亦永遠に此の大地賓際地より離れもせず︑叉離れること
も州来るものでない︒何となれば之れは日本餌民の生活的大

時

論
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郵時一僻搬蕊灘訓
騒圭笑協議を麺ね︑恢並なろ
睡諮鯛一一窪桐︾推岬麺翻癖砕峰諦

へようといふにあるらしく聞くα

難な研究問題となり︑改正するにも複雑さ

ことが出来ろ︒銭に文化が進めば進む程困

る︒此の位簡単なものはない︒誰にでも出

簡単とは雁迫か解放かで事が沸むことであ

一艦物事は縄て簡単から複雑へと歩む︒

韮櫓すこととなるのである︒

﹁罪を梢んで人鵡憎まず﹂といふことば︑

彼等囚人に封しての第一義でなければなら

ぬｕ而して罪の母畿たる人間に封して盤刑

走加へるといふことば︑其の目的とする所

は要するに彼等に封して︒其の反省を促し

其の改心へと導くにあることでなければな

ることが必要になってくるのである︒一言

進む程緩ならず急ならす︐其の宜しき韮得

痛を典へるといふことは勿論必要である︒

にして抽象的に云へぱ此れまでであるが．

来ることである︒併し此の境地から進めば

併しこの苦流の典へ方に付ては時代々々に

寅除問題としては詳易ならぬ事である︒今

らぬ︒其の反省と改心走促すにば祁俄の苦

従って之乃掛酌し改正するの要がある︒即

から急雁解放雁赴くならば問胆はないが︑

囚人保謹の問題にしてもこれである﹄睡迫

に封する待遇の改善︑作業能率の昂進︑暇

題は何れも現状に鑑みて緊急を要するもの

であらうと苦しみが弧ければ弧いだけ︑或

ち人智の程度低き時代にはそれが非合理的

今其の腹案なるものを聞くに︑此等の問

鯉放武現に件ふ準備等の研究である︒

であるので︑現行の雛減法を改正せずして

はも刑務所長の掩明書によって作業上得た

物など杢備へ︑成績優良な催程放の囚徒に

のを設け︑パン︑コーヒー︑サイダー︑果

て各刑務所内に雄隊の如く酒保のやうなも

これ迄以上に鈍間準按張し︑其の準備とし

猫研究巾のことではあるが︑大磯催群放は

むろこととなるであらう︒此の事は他の危

は改心せしむろ所以ではなくして反抗せし

加へ︲苦痴を典へろ等のことは反って其れ

なるものとなるが故に︑矢鱈と之に唾迫悲

てるか否かといふ様なこと等が考慮する火

きか帝か︑叉共の態度が脚分達に好感が持

ち彼等囚人達は脚分達腫加へる磯刑が正し

だけでは︲其の効はなくなるのである︒即

併し人智の進むにつれて唯々苦捕を典へる

は彼等の反省や改心をより促すであらう︒

も可なろぺし︒一催人間性韮無秘するが如

とせないといふことであち︒又和餅の自由

惜打ことよりの出獄後の犯罪は決して少し

を定めて愈はする如きも可なるべし︒性に︲

には祁岱の優遇は可なり︑例へぱ家族に時

な望んで止まぬ︒改心ある成綴良好のもの

人優遇案が此の遥の所を考慰さるぺきこと

らう︒而して近く具慨案を得ようとする囚

それは決して彼等ル導く半とはならぬであ

るものの様である︒而して之が具微案ば今

金で一〃十銭以内のものか賀ふこと恕詐

悔いしめる鯛めの手段とは決してなり得な

きは現代に於て彼等の罪を憎んで人か糟ず

其れが許す範間内に於て焚魂奄期さうとす

し︑或伐又自宅から三脚以内の金銭走取寄

験思想取締等の問題でも同様であるといふ

せルも許し︲更胆進んでは喫雛時間をも典
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くことのなき様吾人の最も希望して止まぬ

いであらう︒併し只匪迫から一躍解放に行

の進歩護展を期きうとすろものではなく︑

きば︑多くは此の美はしい基礎に立って其

とで．承知しつつあるべきであるに係らず

問は︑日常誰しも親しく手にしつつあるこ

名のには大日本帝腿郵便とあった澱との質

今迄誰も気につかなかつ衣か︑或は不審限

民の閏磯観念を計遼すぺきものとして注意

も恩はなかったか︒問題は小なりといへど

されてよいと思ふ︒之に封して小泉逓相の

るにも等しい意見が少くない・吾々は常に

根も葉も持犬ない砂上に撰開悲築かうとす

所である︒

園鵠観念の振興

むろ求めの新しさである︒古きものは常に

ふのは古き茶礎の上に立って之韮壷展せし

新しさ態産む奄得・へく︑根底なき新しさは

答縛に白く︑別に意味はないが︑意匠の闘

新しいものを欲する︒併しその新しいとい

のであって︑吾々の以て誇りとし︑跨って

れが事賞は何人も之を否定し得られざるも

術にⅡに日に古くなるものであること態知

係で帝幽の字悲削つれのであらうといふ意

我国は賀に寓邦無比の図髄を右する︒こ

吾々は祁先に封して限りたき感謝の念を棒

らればならぬ︒吾々は．美はしき理想的此

題は︑意匠と交換さるぺきものではない︒

味のことであった︒事いやしくも帝国の問

も︑亜大性ある事柄であって︑以て現代閣

ぐろと共雁︑之が報恩の迦念と芯って︐狩

の帝閏図髄に立って之が理想を進歩護展ぜ

一瞬の大臣として吾々は此の然榊を随ろ遼

しむろ庭に意義があり︐叉員の新しさがあ

ると稀すぺきである︒されば我餌比にして

る所のものか最大の使命とはなすのである

帝国閏腔の湖念走深く根底となし︑これが

上に立っての意匠ではあるまいか︑こ上に

憾とするものである︒意匠も大日本帝閏の

来益花之が向上溌展へと努力せざる韮得ざ
我園は禽世一系の皇室走上に戴く︒忠孝

進歩菱展へと努力するに非ざれぱ︑他の如

頚調の下に之が基礎の上に立つ改善改革に
非ざろ限りそれは何れも無益有害であり否
吾々は極力之走排さねばならぬと︒それ廻
鵠槻念の鍛調は現下の急務なりｃ

最早Ⅳ本図民ではない︒而して此の観念の

閏畿︑日本帝幽の覗念韮夢忘ろろあらぱ．

吾々は再び叫ぷ︒此の美はしき理想的な

講することが出来ろ︒

てでないこと悲物語る右力な誰操であると

も改善や改造が日本帝閏の茶礎の上に立っ

一本の誠に美はしき茶本的道徳韮持ってゐ
ろ︒而して政治の理想は常に迩徳に根操し

何なる努力も改善も叉其の意見も無意義で

然ろを吾々の見る所ではともすれば閏鵠観

あり︑排斥すぺ野﹄であることは勿論である

念を張調する江く知改善改造を計らんとす

共存共柴等々の幾多の美徳は賀に理想的最
今日に至ってゐろのである︒これ即ち我閏

るに等しいか胆ある︒吾々の不満は澱にこ

善の閏盤を形成し︑完成へと謹達せしめて
ば理想的日本帝閣たることによって︑其の

便ハガキに﹁ｎ本郵便﹂とあるが︑あれば如

先日貴族院に於ける三室戸子醗の新製郵

こにあるのである︒

虞債を溌揮し得たものといふぺきである︒

然るに近時の我国民は此の理想的図霞︑

何氷ろ理由に舞い犬ものであるか︑以前の

日本の帝図誰ろ観念が薄らいで行くやう匠一

の意見悲述ぶろ所謂新しいと講する者の如

感ぜられろ︒其の献曾の改造を叫び︑幾多

︑Ｊ︐言︲●●一・・・ｉｌｌ．１︐・﹄．

一

否ヲ槻ル事﹂とあるのに鑑みて︑早速机談し昨今の衆議院の︑

醜状の革正遊要望する意志表示の一端として今雛議案を本曾

が提出して頂きたいといふ希望を本含の方へ提出したのであ

ことを痛感して居ったものであります︒然るに現今の有様は

至極賛成であります︒是非それを本誌禽開禽中に提出された↑

三輪田元議氏水禽の建議案提出といふととには私は一

切紫致します︒

りました︒私は本曾として是非此の事を資現せられんことを

其の溌時より一層篭だしいものがある様であります︒立憲制

いと思ふ︒併し之に就て種凌の具鰐案を設けると兎角議論が

あることになるから︑抽象的になるかも知れないが﹁議含浄

事を議して賃ひたいといふ事位にしたい︒例へぱ賞は私は過

化﹂といふ様なことにし︑議曾で議員諸君は立派な態度で図

日報知新聞耐の議含浄化座談禽に出席しましたが︑其の際田

中智畢氏が衆議院に王座を設けることを提議しました︒これ

は勿論至極結雄なことで賛成者もありますが︑陛下は玉座が

ｒ︲ｆ︲や町制凸Ⅵ︲１１︐６１１１トト︲︐︲トトトトｒＲＩ０ＩＩＩｌＦｂＢ８Ⅱ■ｒⅡⅡ︑■ⅡＵⅡ日日

設けられなくとも御自身の裁曾であるから︑何時でも御出ま
１１１１１１１１１１︲⁝川ｌｌｌｌｌｌ︲︲山

の定められたる本曾要領に﹁剛家ノ僻来ヲ瞳ル事︑政事ノ良

す︒

かの問題に開しても篤と諦謂の御意見を承りたいと存じま

ぺく︑書面でも出すなり何なりして何等かの方法に川るか否

ども︑特に昨今の状態に鑑みて︑本曾として之が賞現を期す

存じます︒議曾浄化の問題は︑今に始ったことではないけれ

あるにも係らず︑今日依然たるものがあることは誠に遺憾に

度布かれて鼓に四十年︑．益盈溌達して其の美を溌揮すぺきで

も衆譲院の欣態を見て私は甚だ遺憾に恩はれる鮎が多盈ある

に貴族院の議席に身を置いたこともありましたが︑其の営時

御協議を御願ひ致したいと存じます︒私も今から十四五年前

穏川曹長これから議曾浄化の問題に付て諸君の

︵三月七日午後八時粒於華族含館︶

高木八太郎︐宗像逸郎︑繁田武平︑佐藤恒二︑其の他の諸氏

三輪田元逆︑・佐藤信古︑巾雌統一郎︑禰烏甲子三心園府緬徳

徳川含長︑服部副曾長︑庚江主事︑寺本連絡部主事︵本曾側︶

鰯鵬榔棚建議案問題座談曾

I
佐藤恒雲氏私の佐倉支曾に於ては︑含組西村先生

面

I

曾談座題問案儀建
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主いと考へられます︒

す︒賞は先刻も矢野恒太氏と話したことであるが︑玉房は之

恩ひますから︒

れたいと恩ふ︒それには只書面を出す位の事では効果はあるに亘って浄化を論歩るといふ様なことは賞際困難であらうと

たり何なり二三人の方だと議してよろしき賞行方法を協議さいと云ふ様な鐸で︑彼の衆議院の醜状に就て佃交末節の問題

といふことを議決した様な課であります︒私は評議員中の人ら︑何れが善いとか悪いとか之を遥に云荏することは出来な

をい所であると云ひました︒そしてこれを中心に議舎の浄化之を資際に検討して見れば︑種共の議論に分れるであらうか

如きことば︑教化の事業に開係ある者として一日も我慢出来の衆議院の醜状の因をなした幣原さんの失言問題にしても︑

であった︒共虚で私は︑其れは大官にして兎角の醜聞あるが佐藤信古氏私も図府さんの説に賛成です︒一鰐此度

いっても︑・一鰐何虚が悪いのか其の具僻案を示せと云ふとと大所より何とか本曾としての立場を明にしたいと思ひます︒

あるが︑其の際山川曾長の言はるるのに︑議曾を浄化するとく︑本曾としては泊翁先生の質生命に則って今少しく︑高所

たものである︒過日も中央教化函艦で此の問題を議したのでと忠ふ︒個盈の種交の問題を云盈する様な末節に亘ることな

繁田武平氏私は政治の浄化運動を久しく唱へて米を立憲道徳とでもして︑との理想の下にその資現を期したい

を知られるといふものでせう︒

希望します︒本曾も斯の如き仕蕊をしてこそ謎曾に其の存在るといふのであるから︑人間を汚物扱ひはどうかと思ふので

らなくても曹長其の他の幹部に於て迩営に誰ぜられんことをは永川秀次郎氏の造語であるが︑元来浄化とは汚物を浄化す

はどうかと思ふのです︒此の建議案の事は評議員曾などに諸国府種徳氏私は浄化といふ言葉はどうかと恩ふ︒之

川勝であるものです︒ですから本曾としても具鰐案を出すの願ひたいと存じます︒︵魔江主事朗讃︶

も考へられると云ふ様な識で︑具鰐案を出すと種堂の議論がますから︑御参考に供します︒之に従って皆さんの御相談を

設けによって果して議金目が浄化されるかどうかと云ふ様な事農江主事錘に本含の建議案としての原案があり

溌母Ｈ御出ましになられる事も出来ない︒さうすれば玉座のを訪問する等の事にしたらよからうと思ひます︒

しになられることである︒玉座を設けられたとしても︑陛下繁田武卒氏講演倉も結構ですし︑或は内閣や政黛

｜
ｒ

●︲︲ ・ＩＰ

三輪田元道氏それでは繁田さんの賃行方法は︑講演国府種徳氏賞際議倉を見て居ると︑如何にも立憲
曾か何か開きでもするといふのですか︒道徳ともいふべきものが峡けて居る榛に思ふ︒徳富蘇峯氏が
■■■■q■
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机の塵冒月の憧禍︶
×

地久の佳節の翌日七日︑長く蝦内親王殿下御生誕あら池ら
ろ︒竹の悶生の御柴え︑愈盈千代に八千代に笑えに柴えて図
民の慶賀の至怖極りなし︒今又裁に蔑邦無比の此の皇図の寓
歳を三唱せざる能は︑ア︒
×

人怖近頃の撫薄さよ︑尖端競争の語に現はれて醜又醜︑煙
突男現はろれば︑井戸男現はる︑死に方にも華厳の瀧投身や
浅川川投身などけ世紀後れとあって︑飛行機上よりの投身肴

出現するあり︑新や奇を追ふ群の撫蒜者二言す︒世に流行
の新なるものは︑価に浦え行くものの祁分部分なりと︒か上
ろ輩よ︑皇閏から消えてナクナレ！︒
×

潜口背和愈盈議院灘現︑口く一睡東京瞬卯に擁れし身なり
何ぞ生命を報図のため惜しまんやと︑叉日く虚言や侭は政治

に禁物なり︑政治は最高の沈徳なりと︒その言と意気やよ
し︒願はくぱ此の精祁が議含の上に宵↓現されよかし︒否賞現

さすべく努めよ︒室言は常に道徳に禁物なればなり︒
×

民政黛総裁の病気を祷りて内粉の醜報現減る︒大政瀧の偉

れ私城に遜ぎぎるの誇透り︒現在我幽の政黛何恥も概ね此の

畷も賛は内容斯の如く風諭の魅に似てモロシともモロシ︑こ

×

如し︒﹁化物の正柵兄たり柚尾花﹂○一句共の億を穿つ︒嘘︒

代盈幡方面へ飛行した八八式偵察機が放射した煙幕剤の一

部気化せず︑地上の棚衆に多数の被害者を出すあり︒航空・ヘ

ーヂェント見物などと粋でもない︒文明には文明の稲あり根

×

心すべきことかな︒

東洋の塞術︑西洋の撃術と定義づけられて︑科畢は兎角西

洋に一枚護歩と卿らも老へて鵬る東洋人よ︑数畢の微積分の

褒明椎を一三１トンと一フイプーワッの手ひとして居たのに︑

笠計らんや其れ以前に州理の渡見老群馬職生れの開新助孝和

先生のあることを知らねばならぬ︒深く反省せよ︑吾等の知

×

識達自ら卑下するとと勿れ︒

行刑局囚徒の優遇法に就て大童︑ヤレ煙草も典はせませ

う︒買物もさせ主せう︑家族のものにも時折は而愈させませ

×

うとばかりに︒罪を畑んで人を櫓まず︒これ陛下の恩召しに
あら歩や︒

五味︑田中の大岡山と千住の三人殺し公判開かれて再現さ

悲る惨状憎み一﹂もあ室りある罪なる哉︒

戸

議曾寸威
一︑同摘すべき事

道人

心

として忍び能はざるものがあり︑．敵も味方も忍ばず暗涙に咽一

ぶといふ劇的シーンを演するの外なかったからである︒政策一

を見ては所謂繊暢側隠の心を禁ずろ課には行かぬ︒これは猫一

上首相登院の是非は勿論別問題として︑人として此の有様一

って見て︑一片の同情なしに居られ底い事資である︒首相の

り議員のみならずや一般の人も或は傍確し︑或吐罵員等に従ゞ

をして同浦で巌くとれならばと思はしむる確信に充分である

曾に於て自ら抱負も述べられ︑質疑にも充分唯へられて︑人

いか︒五男は首相が充分静養されて︑健康も奮に復され︑議

登院は勿論結構であるが︑此の有様では寧ろ悲批ではあるま

って静養を除儀なくされたことは︑図家の篤め誠に遺憾とす

程の事を折角閲家のために望んでやまない︒

自ら此の事を深く考慮し希望せられて居った事であらう︒然

相代理の失言問題で︑衆議院の溌算縄曾は恩ひもかけぬ甑闘

今日は既に首州代理の任は解かれたが︑過ぐる日の幣原首

二︑豊ふべき事・

る所三月九日首相代理の任は解かれ︑醤師や黛の承諾を得て

で︑誠心誠意邦家のため審議すぺきだ︒政治は最高の道徳で

矧無遊演じ︑悲しむべき暴力沙汰に迄及んだといふととは言

左ければならぬ︒衆議院に於ける此等の醜態は此の見地から

語道断寒心に堪へないことだ︒言ふ迄もなく議曾は癖諭の府

い︒所で其の時の状況はと見れば︑興黛も野黛も日頃の喧

に出席されて︑親しく挨拶されたことは慶賀の至りに堪へな
嘩はすっかり洗ひ流して︑何れも水をうつたやうだった︒と

として取消し︑叉之を責むるにも其の道があるといふものだ

も︑其の影響の及ぶ所篭大なるものがある︒失言なれば失言

へ

玉房は此の如き醜欣が我が立憲政治の名響の鴬に再び将来に

I

︒︾

いふのは漬口首相の病後の面持ちが見るからに衰弱そのもの

自渡的に翌日より涜口首和自ら貴衆雨院の本曾議及諜蝉総曾

られんことは︑闘民の等しく希望して止主なかった所だ︒恐
らくは責任概念の弧い演口首祁のことであるから︑自身も亦

曾へも出席されて論議の衝に鴬られ︑折角剛家の魚め識力せ

る所であって︑其の大患が一日も早く快癒されて首相自ら議

漬口首相が東京騨頭に於て不慮の遭難の魚め︑久しきに亘

洗

在物語るもので︑如何に請命は重く国民の負托は唖から歩と

I

いっても︑・首相の登院は此際寧ろ悲壮であって︑到底人情
ＦＪや

凸 曹

瞳 寸 舎 鴎
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於て繰り返すととのない様に︑政黛並に議員諸君を初めとし

の人ありと知られし椛威者︑井上大識大臣も控へて居ること

努力したいと恩ふＪきく民政︑政友雨黛首に於ても︑深く此
の事を遺憾とされて︑議曾の浄化を期すべく折角御講力のこ

とださうだから︑一日も早く之が資現を希望してや蚤ぬ︒さ

ふことは情けない次第だ︒こんなことをしなければ︑如何に

してもやって行けないとは考へられない︒吾冷は緊縮政策も

よろしい︒消費節約も結雛だとは思ふが︑僅か五十寓目位の

があるとき︑彼等自ら此の事に就て深く反省する所がなかっ

を欧米諸函の人達から見たらどうだらうか︒吾人が猫り悲し

ふ様なことは︑内閣の名響のためにもどうかと恩ふ︒若し之

画家の篤切に此の事を憂ふると共に︑彼自身のためにも惜し

むばかりではなく︑彼等が物笑ひの種子ともなりはしないだ

ために固家の辰裁判所の六十有除ケ所の事務を停止するとい

むものである︒何となれば︑彼政黛が今日の現状を績くるに

れた様なものである︒折角政府が出したからには︑典黛は齢

だ︒之が良否は暫らく置いて︑政府としては飼犬に手を噛ま

内誇でありたかった営局も反封に愈交表へ出される様なもの

が深くなって行く︒雨院協議曾となるといふ段取りとなって

多数を以て復活されるといふととになり︑珍現象は更に興味

った︒野黛に非ずして輿黛に削られた此の案が︑貴族院では

を︑政府が提出したのに︑典黛が只一つこれだけ削除して了

今議曾の特別曾計中の朝鮮忠清南道聴舎移韓費といふの

四︑笑ふくき事

事である︒

於ては︑或は危随なる左傾政黛の進出となるか︑或は鍵態政
る︒

︑〜 ｆ〜１

の位ば勅選議員云くいや失澱︑筆が滑ったが︑でさへも川

止するといふことは悲しむべきことで左ければならない︒此

は僅少といはざると得ない︒之が篤めに礎裁判所の事務を停

知ら歩︑十六億除の圃家経済から見たら︑五十寓回なるもの

へぱ︑僅か五十寓同だといふのである︒個人の維湾ならいざ

しようといふ案を政府は提出した︒之が雑費はどの位かと恩

維斐の鴬に︑全国匠裁判中の六十宥除所の事務を暫時停止

三︑悲しむべ費事

治の出現となるかも知れぬといふ大たる催れがあるからであ

らうか︒何はともあれ現内閣の威信にかけても悲しむべき一

たならば︑自ら墓穴を堀ろやう左ものであるだらう︒吾全は

らぬだに政黛政治に就て園民に疑耀の念を深からしむるもの

だ︒其れで居て僅か五十寓目のために此の事を敢てするとい

来るではないか︑立派な現内閣の蕊であり︑特に財政には共

I

て︑一般国民の共に協力一致して立憲政治の向上を計るべく

一 一 、 〜

一程考へなくてはならない︒こんな事になるならば︑政府も寧
ろ提出しなかった方がましだったらう︒何も典黛だからとい
って︑全部鵜呑みにするとばかりはいかない︒悪いものだっ
た勿論削りもしようが︑其の根本に於て膜重なる態度を︑政
府︑典黛共にとらねばならぬ筈である︒然るに︑黙るにだ︒か

一く老へると︑此の滑稽問題詮惹起したといふには何か裏面に
事があるのではないか︒勿論或るものがあるのだが︑まあ教
には遠慮して置かう︒拓務大臣も︑移聴は正しいと老へる︒
一併し衆議院で否決された以上必歩しても問執はしない︑とい
一ふ如き珍なる答嬬を貴族院でしなければならぬし︑興蹴も一
一且否決したものを︑雨院協議曾で叉承認しなければはらぬと
一いふ様な恥ぢかきといふよりは寧ろ苦笑否コメーアイーを獅圭排

一るの外ないといふのは︑一隅何としたことだらう︒只吾堂は
一共虚には政府と典黛の内輪の純れといふ醜状を如賛に曝牌さ
一れるばかりで苦笑の限りである︒
五︑向ふ見参の事

現今の政治家といふものは︑兎角画家百年の計を慮るとい
って︑只目前のことばかり考へてゐる︒だから︑やれ婦選だ

ふ様な精祁に乏しいとと避痛砿する︒さうして頗る近眼であ

ふをヤンャと云はせることを以て満足として喜んで鵬ろ︒そ

やれ組合法案だやれ何何・・・⁝︑と只為足下をぱかり見て大向

｝

ｉｆ

道徳の峡乏といふ一事に期せらるぺきものだと恩ふ︒而して

上の一堂は要するに︑其の根本堂なす所のものは︑賞に政治

これも頁に図家の前途を基ふるの一．念に過ぎない︒そして叙

以上の諸項に就て漫談を無遠慮にやって見たが︑要するに

閉口する︒

なこと詮平気でし一﹂居るのである︒彼等の向ふ見ずには柳か

愚か十年先営も見ない︒否見えないのだｐだから資に無織砲

く向ふ見ずであるといふより外はない︒園家の五十年先きは

は図家は果してどうなるか︑吾交は心静かに老へるとき︑全

である︒御機嫌伺ひである︒こんな其の日暮しの私心で居て

その側暮し的浅ましい考へからである︒即ち選畢の人気取り

位でなくて︑自身自黛のためをのみ考へ︑而して一日一日の

る様なものである︒何が彼等をさうさせるか︑これは国家本

れは恰も芝居の如く大向ふをウナラせることを以て目的とす

I

にありと絶叫をざるを得ない︒︵六︑三︑一否

今日議脅を浄化し︑政治の改善を期するもの︑政治道徳振興

､ 〜 ー シ シ ー ー ー ー シ ー シ 。
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人に適飴して居る言楽はないといふであらう︒蓋し謹術の理

周園の舞墓も︑生活様式も至然一愛して居る今日である︒人

歌︑清元の優長曲でもあるまいと︒成程世の中は昔と愛つた

競争の激甚にして自由奔放︑我れ後れじとする世の中に︑長

１１

︽
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若し夫れジヤヅが虞似たければ都市に限らず︑あらゆる田

舎の果杢でも︑是等楽器を携へて新興謹術の描張を固るがよ

い︒そこには昔ながらのそれに和臆したドンチヤン︑ガチャ

ノ︑の日本的香楽がある︑彼等は此の頼母しいアパズレの田

舎娘を見付け川して︑ア︑我れ好適理想のワイフを得たりと

狂喜して︑直ちに接吻し握手し舞踏し︑而して終に借老同穴

って︑間より境に葵術を味ふ者の輿する所ではない︒

を契るでもあらう︒然しそれは裕中の最も俗悪なるものであ

此の尖鋭化せる晋曲に比べては︑たとひ鄭謹の淫風を唆る

さればこそ味ふく琶古謹術

い︒然しそれを又何でも直似て見ねば潤まぬといふ日本人の

想を超越して無理押しにも一種特異の謹術たらしめんとする

力車︑馬車の昨代は疾くに過ぎて自縛車︑電車︑向動車が之

１１

−

Ｅ〃Ｉ１ｆｋノロ︑グー︑〃ＪＪＩ１ｆ︑ｒ︑ｊｆ１ｒｂぜｑ

製のジャヅの騒音と来たら︑殆ど昔の河原興行と撰ぶ所は厳

なしに落付いたシットリした床しさと味ひとがある︑之をラ

嫌はあるとしても︑我園門来の琴︑三絃︑胡弓︑尺八などに

ヂオにかけても︑日本言曲としての塞術味が蕊見せられる︒

合唾たる香曲は︑其の長歌︑常磐津︑清元等と共に︑どこと

勿論アメリカ人に言はせたら︑ジャヅぼど新しい新文明に

騒吾狂曲を耳にしない所はないのであります︒

遁膳した調節的の心弧い音楽はないといふであらう︒而して

う︒然し或者は言ふであらう︑此のスピート時代︑殊に生存

何遼苦んで今更畷だしいジヤヅなどを取り容れる必要があら

模倣心理も︑随分あきれたもので︑今や到る虚の都市に此の

で︑之ほど奇想天外的なものはなく︑又奇抜突飛を好む現代

古い野識的の楽器を今の新しい文明的の調子に取入れたもの

が文明人の仲間入りすることだと恩ふて居る日本新人も︑一

Ⅱ
彼等の熱心にも感心するが︑それ駐受け容れて頁似すること

1

に代りて街上を馳迂︑村道を走り︑所謂物質文明は高速度に護

１１

I

種異様の熱心家と稲することが出来よう︒．

１１１
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雅俗 漫談
足立栗園
不釣合なるジヤヅの騒音
元来交明は人を俗化するといふが︑近時の尖端化ほど俗中

の俗なものはあるまい︒蓋し何事にも世界一を欲する米園新

ー
一
宅
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ない︑所謂花を見るのか人を見るのか分らぬのみでなく︑娯

すき

展して︑吾人の日常生活をして︑寸時も瞬間も隙を典へず油

一生を得るといふ騒ぎである︑恩ふに僅か一世紀以前の人を

楽か噴嘩か︑保養か顛落か︑青年は尖端を切り老人は九死に

生の場面日常の生活より︑全く懸け離れた青楽才耳にし︑塞

に於てさればこそ臨時の︑時折の休養として蝿葉として︑平

らう︒私はと上に略現代の除裕なき生活︑蒲付き薮き場面を

なく︑賃に吃驚仰天して失祁喪心せしめずには措かないであ

して此の光景逓見唾しめたならば︑誇目掩耳せしむるのみで

おちつ計一

噺を許さぬ状態と化して了った︒そこに蕗付なく除裕なき焦

術を味ふといふ所に︑吾人心身溌達上の好薬餌を得るのでは

見一Ｌ︑果して何の篤の花見か︑何の篤の郊外出遊かを怪しみ
ぬがら

恩はい課には行かないのであります︒而して魂なき抜け殻の

如き人生を悲むのであります︒

皮肉なる交通便利の賜

加之︑此の頃聞いたことであるが︑現代はどこで隅祁吐悌

これはさておき

而も引績いての降雪で︑吾等の東京も殆ど東北地方の如き朕

閣のある名勝蕊唾には︑汽車も達し︑電車も通じ自動車も客

花笑ひ烏識ふの好時節たらしめた︒か入る季節に何人か人篇

らずに︑僅か数分川で登ることが出来る︑たとへば京都方面

昔時胸突き八丁など上いはれた峻坂も︑杖も不要︑草鮭も入

しく高山峻嶺などとなると︑そこにケーブルカーを設ける．︑

しかも．

待ちして交通上の便利は頗る増進したものである︒加之︑少

的の暖を瓦屋石室に取って居られよう︑我も／︑と恰も鑓を

ならば︑比叡山や︑天橋立附近の成相山︑乃至高野山︒開東

雲腫などは押す蔵一ノーの盛況である︒而もそこに肩休め骨休

側韓車に電車に自動車に半日の閑を愉み︑一円の隙を求めて近

ようとした所が︑・土地の者は大反封で︑一寸︑沙汰止みとな

頁似て讃岐は象頭山金毘羅大椛現にも︑此のケーブルを架け

にては筑波山︑高雄山といふ如きがそれである︒そこで之を

めは多少あらうけれども︑心の休養といふことは殆ど兇られ

った︒然しそれは山の祁聖を保たん篤といふ如き殊勝な動機

郊へと旅行をすること︑年と共に其の数を増し︑古来の名勝

いらず

すのを怪しまない︒是に於てか所謂文明の利器を躯って︑自

抜け出たる小鳥の如く︑野に山に花駐尋ね霞を迫ふて飛び出

いつ

せしめ︑毎年のことながら季節全く循環して︑所謂春風酷蕩

態となって居た︒然し自然は陽光として何時しか衰宇に充満

閑話休題︑本年は元日早共から近年にない珍らしい大雪で

｜現代の花見︑紳詣如何

要黙でありませう︒

巌からうか︑と上は現代に虚する者の須らく注意と擁ふべき

ときそり

燥索分の樫捨となり奴隷化するのも無理はない︒乍併︑そこ

I

I
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なけば→すへ加・な悠泊りでにるい階相て族に
る巡なるね之兎れ然ぐのは成現たつ手了客出

かりらにぱ前にば旗ら出お11!時悶てのつがて
知、ぬしな述角一亭ひ来株のに程了管て一居
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身代よりも花の分散
︑︑︑
緋営の飯もむすべよ機がり

１︐

界以外の天然作用天然現象として之れに封する順雁と利川の

力のみを以て解決し得られざる部分があるが︑共は人力の限

ねばたらぬ︒勿論人生問題
題欣
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現す
すぺ
ぺき
き時
時で
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る︒
︒国
国家
家献
献愈
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を一
筆げて道徳化させることは
梁
は明
明ら
らか
かに
に我
我が
が幽
幽民
民的
的理
理想
想で
でな
なけ
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て居る︒日本哨共の間有の皇道に本
本づ
づき
きＴ
Ｔ共
共の
の道
道徳
徳的
的岡
岡磯
磯の
の一

きものではないか︒今や世界は正さに革新改遥の気運に脅し

及び理想ではないか︒寓邦無比の閥隈は本来此の如く成るべ

而して奮際に此の如く左ることが︑元来我が道徳国鵠の正鵠

るときは︑現代の諸問題は大部分解快し得らるべきである︒

︵二十頁よりつ野く︶
に趣くの本・分責任を課し︑共存共築の祇曾道徳を如資に資行す一

１１１

切に大方に望む所以であります︒︵昭和六︑三︑六︶

ある︒要するに雅俗の分るＡ所は一に心の持方如何にあり︑

そしむ所がなくてはならぬ︒之が日本画民としての義務でも

Ⅱ
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１１ １１

ちらしにしては花にさしあひ

滑稽のやうではあるが︑花に濁して花を惜しむの感想が目

から俗語の中にも現はれて居る︒如何に其日にノー屈托すれ

ばとて︑花に封し川川に封し仰祁に封しては︑吾人は宜しく

己れを忘れての高術なる道念を喚ぴ起し︑もって少しく蝕裕
に生き︑端付きある態度を里ばればならぬ︒そこに人生の意
のどか

義があるのではないか︒

柳はみどり花はくれなゐ

まづしくも富むも長閑にすむ春の
のべ

野遥近く家居しなれば鴬の
なくなる蕊は朝左夕なに
吾人は先づ此の心排が底くてはなら砲︒

若し夫れ農村の存に至っては古人は佳句を残して居る︒口
く

方法を研究して其の封策を立つる外はない︒結局人間として

一

ー

F

菅

− − − − ， − − ハ ヘ ー

徹底する外に問題解決の道も祇愈進展の通もあり得ない︒即

は道徳を仙人生活に︑欣曾生活に︑函家生活に︑剛際生活に

下

吠畝の問を歩すれば︑垂柳風に頚り︑新狭浪を翻へす︑耕
夫は農器を荷ひ︑長歌して相礁ず︑牧童稚子︑倒に牛背に
崎り︑短笛腔なく︑之を吹いて休まず︑犬に野路あり︒︵之
は支那人の句︶

如何に農村疲弊の今川といへども︑単に鱒政群施設の不州
かこ

を卿つのみでなく︑更に自然の恩悪に封して︑悠点業務にい

最大の椛威希である︒吾人が道徳の幽災的向上を希ふこと功
質なろは之れが篇である︒︵了︶．

ち人生一切の問題に封しては︑道徳の最後の解決希であり︑
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一・全国資本産業一家の大同園結・

藤原楚水銅︾榊岬嘩蝕岬鍛蝿嫡罫垂鋤醸蒐峰雌雛錐睡濫蝿轄岬錘

一書窓漫筆画︺

垂ニト

随当

︽意見を震表したｏこの思想件い︑その後いろいろを皐者の研究ぱ何にもならない︒絃に於てアメリカの勢働組合を姑めとし

一叉特に種族の進歩の篇めにも︑途に重要のものでまるといふに分配の闘争をやっても︑分配すべき事業上の利益がなけれ

一に依って各方面から材料が蒐難せられ︑闘争する動物と︑五て︑一八二六年の細罷業に至るまで︑聞手寓能のスローガン

一に扶助する動物︑とでは︑相万扶助の習慣をもってゐる動物がを掲げ︑罷業につぐに罷業を以てせるイギリスの努働組合の

一織畷性癖皿癖睡跨唾彰霊峰州崎姪雄誹癖鋤埜維嵯画蔀蓉いが獅嘩郵壬極球趣挿鍛錘砺函鐸砂畔確麺唖錨匪雌唾銅癖睡睡癖

識︑同情︑愛︑犠牲︑他人の幸禰︑椛利︑自由の尊重等が基の生物界を支配する法則と同じく︑闘争よりは相互扶助に依

を坤重し︑己の義務淀議すにあらざれば︑己また椛利︑自山着来れば今や世界の勢働運動は︑従来︑勢働考の幸禰を来
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Ｉ
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凸些、

1

彩得らるべきでない︒世の中は相持ちであるべきで︑一方のすべき最も有効なる手段として取り来つた闘争戦術を拡棄し
へ
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える︒かくの如きは資に蕊ふべき現象で︑若しも労資の協調

に破壊せられ︑世界の産業界に落伍者たらざるを得ないであ

が成らず︑飽までも抗争を綴くるに於ては阿家の産業は矯め

らう︒吾人は勢資側に於ける闘争掛抗より協調への速かなる

韓換を希望せざるを得ない︒
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むは極ら人百も等筆の派いく締とばて現にの、イ"J

る件めれ述年なの者をにもきりも打ゐ在取曾今に
とふてなもの<開の待外のがの限つる日つ誠の解
共とたい、悔、係如つ図とな方らてが本てを硫決
にもやこよを往をきとのしい法ぬ鍵篤で永倒安吐

永、すと〈琵盈有はい曾てqも。つめ安久し御ら

迷一<がそす人すそふ祇、放つ斯たでくのて耐tれ
の歩、必のが乗るのこと多にくの態、硫・利外のる
計ぞ又要難如取も逆と競少内が如度若安益剛三か
を建妓とにきりののが季は地、き‐にしをでnnつ･
忘建も,W,注例的で車、が商の外場出そ喪あのや蒲
れ設人ふ意がにも門堅出〈硫幽合でのつろ供叫し．
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厩ならない︒

てに莱如を従之な家賞来て安のに反競てか給つ一か
は努に何沸来にいでな外も工曾、封争ゐと否をが殻ま
なめ役なは少反がも行図、業献図にイイ1るいか仰倒農し
ら、じるれな封、なき品一ので内非手のふ、ぐれ村ぃ
な間易間、くし．〈方と時溌あの常がはの韮こてを問
い題い題罵なたン、の同の蓮つ愈に倒、肱だとも活題
oのがでめかどな叉如程犠のて、上高れ内、疑が問かと
本、もにつし間そく度牲途見でくた地元間果題すな
質吾反すたて題れににを中れあ価との来なしでにつ
を等謝るの、で等も生忍でばれあす曾外きてな必た
鰐はすもで却はの思産ぴ己、ぱげれ砥図を日い要･
に縦るの、つ遠含はせ、む策何をばとの得本がとと
突令こに農て大碓れら他をのとし、競曾なの、あれ
き困と乗付陸lのにるる日得施かな彼争耐い農内れが
と難はぜの家老何Oム立なす取い等しがO村地ば如

ノー︑ノー︑ノー︑〆︑ノー︑ＦｌＪｒ︑ｒ︑ノーＪ︑ノーＪ１

て︑事業繁柴︑生産増加の鴬めの新戦術として︑跨蕎協訓の

働細合のみは︑猫り依然として分配の闘争溌綾け︑階級闘争

新方針を取るに至りや益為右傾しつ上ある︒然るに我幽の労

て︑その大同園結をはかり︑一梁に之を威墜せんどし︑勢責

を激成しつ入ある一方︑資本産業家また之に雌じて猛然起っ

硫安問題と農村

互に岡はんとするの大勢を益盈激成ぜんとしつ上あるかに見

〜ヘヘヘヘヘーーーーシーシシー〜〜一一〜〜−−−ヘーヘーヘ

涜岡内閣が金の解禁をやって以来︑外図の硫安がタンピン

い肥料を購入せねばならぬから︑外圃品だらうが︑内剛産だ

グを以て我圃に盛んに喪り込まれて来た︒農家は成るべく安

らうが︑安いに越したことはない︒然るに外国の製品は︑生

康菱や利益を計一算に入れ歩に責り崩しをやってゐるのだか

は算盤が探れない︒勢ひ内図の愈祇はつぶれる外はないとい

ら︑日本の硫安曾就は︑これと競争して同じ値で責ったので

ふので︑開税をかけて内地品を保護せよといふ運動が起り︑

ＩＩＪ

農簿方面の猛反封で︑その賞現が困難と見るや︑更に闘際協

定といふが如き播手の運動が計剖せられるなどして︑大分や

Ｉｉ１︐１
−

｝

､

繁田武
嘉永から昭和への七十有除年間は諺

新日本の世界的進出時代だ︒鎖剛から
開港への稗機ば︑封建から立憲へ︑塾
伏から耀進へ︑桃源郷より文明世界へ
と︑目まぐるしい程の進展を見せた︒

此の大鍵化此の大改進の根軸を左すも
のは︑浦賀湾頭に現はれた四隻の黒艦
である︒吾人は今文明の世の恩光に浴
し︑旭先が夢想だにも及ばなかった︑

至便至安な文化生活に︑人生の梁を享
けて居る︒此の時に常って本を忘れぬ

心から︑新文明新日本の蕊群地たる浦
賀の地を訪れ︑古典的な奮跡を探り︑

典へる程︑立派な復興振を見せて居る︑

偶を葉山に寓鳩中の兇婦を訪問した

て︑平好の都市に槻る様な四方的溌股

控へた地域故︑街街は地勢に制せられ

町は背後に川丘を負ひ︑前面に海漣を

ので︑夫より路を鱒じて︑宿望成就の

大都市たるの面目は充分に具備したも

は川来ないが︑埴港としての一面に︑

須賀畷に着いたのは二月廿八日の午後

のである︒

海軍水雷畢校︒海軍工機肇校︒重砲兵聯

ただけあって︑鎮守府︒造船所︒海兵関

の下に決したものば日本海の海戦だ︒

八年戦役に於いて︑皇軍の克勝を一撃

我が園の存亡を一梁に賭した三十七

東郷大勝だ︒憶ひ起す日本海海戦の営

隊等目を驚かすものが多く︑煤煙と機

時︑忠勇無墜遊る海軍盈人の血を︑い

その海戦に於いて︑世界の隅舞まで︑

璽要な地位を占めて居るから︑たと．へ

名腎を森したものは︑軍艦三笠と提督

海軍盈縮の世の中でも︑見慣れぬ眼に

ノ興隆此ノー戦二在り各員一層奮働努

やが上に高鳴りさせた宅訓令︑﹁皇幽

る︒特に要塞地帯として︑図防上鍛も

は股盛と猟母しさを感ずるばかりだ︒

いだから︑道路の厩割階舗の改築等︑

戦時の奮闘的精祁を復興事業の上に注

いだけ︑夫れだけ弧い打撃を受けたが

大正十二年の大震災には︑震源地に近

昔と船舶と軍人とで埋められた観があ

洋一の軍港として古くから名謹を博し

って︑市中一巡と出かける︒流石は東

一時頃であった︒直に乗合自動車を駆

機を握り得たのである︒逗子騨から横

』

唾ノノノノノノノー
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祁秘的な大自然に接したいとは︑余が
久しき間の宿望であった︒
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かれながら︑奮戦叉奮戦︑一男岡叉勇闘

し︑以って弔艦は復活の喜びを得たの

揚に美事成功して︑引績き大修理を施

着手となり︑翌年八月八日第四回の引

１１
逢に敵艦を全滅し︑赫宇たる勤功を世

然的鍵鷲から︑火薬庫の爆溌となり︑

明治三十八年九月十日の夜︑火薬の自

和が成立してから僅かに五日目︑即ち

って居る︒箪艦三笠は側鱒雨風川に雄

がある︒尚その外に様々厳運命が締は

人謙に窮りあるが如く︑艦齢にも限

となり︑大廷的図民通勤の附姑となり

に湧き立ち︑やがて三笠保存倉の設立

久に保存せよ﹂の熱叫は︑海峨の如く

起す刺がある︒﹁三笠を助けろ﹂︑﹁永

凌逝蓮だらう︒併し臥かす刺があれば

一難過ぐれば一難来る︒何といふ執勤

在を許さぬといふ沌命に陥ったのだっ

か解贈か︑何れにしても︑此の世の存

列に加へられ︑一定の期限内に︑爆沈

議の結果として︑軍艦三笠も膳棄艦の

といふのは︑大正十年に於ける華府曾

とせず︑更に叉一大厄蓮が訪れ来つた︒

然るに運命の翻弄は︑猫未だ足れり

の額や記念品が飾られ︑艦長室には戦

に東郷元帥等身大の撮影を始め︑各種

て上ある︒長官室には高貴の御寓直並

全部陸揚げし︑砲廓は記念品室等に充

を其の侭存置し︑副砲は一門を残して

大磐石の形をたして居る︒総門は主砲

て︑下甲板以下には砂を填め︑恰も一

北方宮城に向け︑蕉態その緋の雄姿に

総門に這入る様になって居る︒艦荷を

笠艦はこの陸地に綾き︑階梯に依って

部は脚蝿を配した現代的の公園だ︒三

しく︑中央の大部分は花生︑南方の一

苑に入れば︑ポプーフや樫のあしらへ宜

三笠橘を渡って︑埋立地二千坪の外

五百九十除名の将士を乗せたま上︑佐
世保港内水深六尋の所に沈んで了っ

内には輿論の喚起に努め︑外には列弧

である︒

界海戦史の上に留めた咽のは︑資に長
さ四百沢︑編七十六沢二吋︑吃水二十
七沢二吋︑排水量一寓五千三百六十二

噸︑速力十八浬五の三笠艦である︒名

た︒名将東郷長官が︑その円の登に上

の記念品があり︑伏見宮殿下の御居室

役中の戦病死者の篤置並に伊知地艦長

国賓であり又世界の珍賓だ︒

京の途に就いて︑此の災厄から免れた

の諒解を求め︑熱誠よく逆蓮を排して

１１

ＪＩＪｇｊＩ夕

には︑殿下の御篇渥と殿下御負傷営昨

１１ 十Ｊ
のは︑不幸巾の幸であった︒病臓愛惜

将東郷名鑑三笠Ｉ此の二つは日本の

×

︵の怖は潮の如く高調して︑引揚那業の

×

途に保存維持の初一念を貫き︑今や横

×

一 〜 ‑ 〜 〜 、
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一

一

ることは︑往来する人を調べると異る

あった所だ︒出船入船を擬察し監交す

と一里許︑乗合自動車二十錘を要する

得ないのである︒とＬは浦貧を距るこ

ゾー７７︐？〃１ｉｊｊｊ少少うり９︐︐︐アリｊＪｊｊｊ〃？＃似︑〜〜︑でくｆで？４４／７３ｆノー︐︐墨

御着川の軍服の篤置等が掲げられあて

所はない︒その恭所跡や砲墓吐︑更に

の追懐に耽けると︒劇的情景が眼前につた有様だ︒されば接客に優雅親切の

努露として描かれ︑鉦量の雄慨を禁じ感を典へ一Ｌ︑雀だ莱持がよい︒

一 一 〆 へ 〆 ‑ −

竜〃めくりｆｐく／︑／︑て〃︑／︑ノ︑ノ︑／うて︐ｔノ︑イ︑でＪくＪ︑Ｊｑｊｌ〃てノ︑〆ノＬｆ弘ｒｊ４Ｊ４Ｄｒ︑ノ︑ノ︑ｆ２ｆ

る︒之を拝観する者は荊然として襟を

城肌などを探れば唯接に退かない︒愛周には石柱繊鎖が環らされてある︒

×

地黙で︑青松白砂の柵に場を卜し︑四

えるのである︒士官室は文庫となり︑

正し︑常年の回顧に血潮の激するを受

節には遊客を以て埋められる︒浦賀ド

宕山公園は︑西岸中央に舞え︑裡花の

リといへぱ浦賀を想起荘しめる︒その

浦賀は︑陸の箱根と同じく海の番所が

１１１

英文の彫刻がある︒碑前に趣２Ｌ常年和服萎で︑温良を標袴した腿人揃とい

十四年七〃十四日建之﹂の文字の外︑はしき風潮がない︒事務的に改良した

は﹁嘉︑蚕ハ年六月九日上陸﹂︑﹁明治三も多盈あるが︑此所の女性は斯かる忌

気晩をこめて︑刻まれてある︒碑陰にには日本婦人の旗ましさを忘却した者

伯理上陸記念碑﹂の十六字に雄揮なるらして︑新らしき婦人を見迂かけ︑中

の揮牽にか上る﹁北米︿︑衆閏水師提督唯東京あたりの職業婦人はその服装か

さ三丈除の碑石の面には︑伊藤博文公ろ例に徴して少しの不思議もないが︑

計に営時の人糞を驚したのである︒高開拓しつ上ある︒所で東京などに於け

とに彼等が上陸したのであるから︑鱗を獄食して︑あらゆる方面に新職業を

普通の船が着く場所ではなかった︒そ景だ︒近来女性の活躍は︑男性の領分

る︒此所は沌賀綾きの村藩であるが︑性の影を兄ないのは︑一寸珍らしい情

ろ︒ペルリ上陸記念碑は久里溌村に在から改札掛まで女性一軸張にして︑男

煙を吐き︑力扱い何物かを晴示して居乗込んだ︒此の繊道の事務員は切符費

ック曾耐の煙突からは︑徴々として黒夫より油賀鮮に引返して湘南織道に

中甲板の一廊は講演室となり︑又東城
ケ所に設けられ︑さながら宵倉戦を目撃

豊伯の筆になれる海戦のパノラマは二
するの感がある︒敵弾を受けて捲くれ
上った鋼繊板や︑東郷長官が起臥せら
れたといふ狭陥な一室に︑鴫墓一基︑

テーブル︑椅子︑洗面器︑鏡等が昔の
ま．上に存置せられたのを見れば︑一層

の質感を喚ぴ起すのである︒あ上此の
三笠艦こそは︑英国のヴヰクトリー︑

米剛のコンスチチューシヨンと共に国
民の精祁的活敦材として千古に光輝を
放つものである︒

十

開園といへば・ヘルリぞ聯想し︑︒ヘル
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湘南織道曾吐の状況を零れてみた︒

山までの料金十銭を仕挑ってシ御者君

乗るのも︑或意見に於ける見畢だ︒葉

ｆ○／︑ｆ︑くＤｒｌく〃︑〃︑ｆ︑ｆｊｒ︑〃

資本金は一千二百寓回︑今は横漬黄金

に質問した︒﹁自動車に封抗しても乗人

１１
町より浦賀藍で開通して居るが︑縛来

があるかね﹂此の時乗合の芳人は︑ガ

の春は除り擬津を言ひ過ぎる︒山本さ

は三浦半島塗一周する計謹であるとい

やさうでもありません︒主なる騨には

ん︑↑あの海軍大勝で内開の総理大臣ま

入れた︒御者はムッとした語気で︑﹁今

多数の女性が働いて居りますが︑矢張

で勤められた椎兵備伯さへ︑時盈此の

タ馬車では尻が痛い﹂と苦怖約半雲を

女は女だけのものです﹂と男鎖負の口

馬車にお召になります︒・夫を知らない

横須賀僻を通過すると︑間もなく金
津八景だ︒：車掌は内川の暮雪︑平潟の

曲りますぞ﹂と厳しい所を一本利かし
たのである︒

馬車の人となった︒鳩凌含車ｌ自動

観するうち逗子蝶に着き︑夫より乗合

上へた︒車窓の一瞥に八景の大要を賞

の晩鐘と一灸紹介して︑其の美景をた

の肺帆︑洲崎の晴嵐︑小泉夜雨︑稲名

なかった事を心から喜んで︑とｌ炉：禿

心側を新にした︒月並的の遊驚に柊ら

教訓たる名艦の雄姿に接して︑尚武の

幽の史跡を誰ね︑且つ又剛民精祁の活

激を一文に草した・・今叉三浦半島に附

前回は難山を訪問して︑御用邸の感

ノ︑ノ︑〃︑〃氏〃︑″︑〃︑〃ｋノミノ︑〃くイーくＪ３ｒＪくノ︑〃︑く〃くｆＪ氏ｆりくＪ︑〃うぐｊｌｊｆＪ

車が︑十分毎に誰着するスピート時代

然雁︑野島の夕照︑瀬戸の秋月．乙鵬

で︑尻が痛いの何のといっては︑穴が

吻で語ったのは可笑しかった︒

ふ︒男の車掌に話かけてみた︒﹁此の

I

電車の従業員は総ぺて女性ですか﹂﹁い

！

筆矛一川したのである︵昭和六︒三・八Ｈ稲︶

×

>
〈

に︑馬の尻を叩いて走らぜるガタ車に

②里■弓一

加藤峨堂氏還暦肌賀曾

本官協賛曾貝︑証曾教化隼院講師たる加

藤恥堂氏は︑壁舌寅Ｆ今日迄四十年噸献曾

教化の求めに夜も日も足らずと誰力せられ

たること︑而して今日も依然として一方な

らぬ識力む致されつつあることは︑人の遍

く知る所にして︑誠に祇含教化上の至喪た

り︒時恰も本年氏は還暦に相富する韮以て

之が表彰悲兼て・去る三月十四Ⅱ夕帝幽ホ

テル三階雁於て︑盛大なる脱賀愈が催され

た︒出席せられたる者．徳川本愈々長︑床

次竹二郎︑丸山掛吉・高柿川次郎．松井茂

境野黄詐︑祁崎一作．安藤正純︑高島米峰

馬越恭平の諸氏を初めとして︑朝野の名士

蜜に三百除名・諸氏が加藤氏の功績を讃へ

る呪酢︑加藤氏の之に鋤する謝鮮あり︒一

同獣を誌して午後九時半散念鼻２河に盛大

御健雌と今後益々斯道のため御誰力あらむ

な而して意義深き癒合であつ丈︺加藤氏の

１１

Ⅲ
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ことを航って止まぬ次第である︒

｛

一

一

ー

湘
南
め
ぐ

り
39

−

Ｉ⁝
︲Ｉ〜
二︑創立者は誰れ

此にも川中伯が用意の周到なるもの

卜したか

三︑何故に水戸郊外に地を

があるではないか︒

特志に封しては感激措く能はざるもの一

と北︿に思想の浄化釜抑導に妾せんとする一

る如き失態を演ぜるは性交耳にする所一
である︒畑中伯が深く恩ひを此に致す一

１１︲

記念酋長川中光頴伯は次の如く述べ

光頴不肯親しく明治聖帝の知遇を蒙

られてゐる︒

り敢て尺寸の功なしと雌も聖帝の大

命を畏み宮廷の奉公殆ど二十年に垂

とす恩餐の品物頗る多し今之を子孫

絶えせぬ馳狩の響︑大公園の諜定地と

海岸一雑の松林︑海風をうけて四季に

大洗﹄民諦磯節に知られてゐる大洗の

乃ち賜品の重要なるもの一切を聖げ

くせざるを得ぺき唯一の好機なり︑

際す︑是れ光頴三帝の恩遇を虚し

法人として常陽明治記念館の湘立に

し得べきや否やを知らず︑幸に財囲

朝野中外の既に畢行したるもの亦多し

としては明治洲宮の創建を始めとして

﹁明治聖帝を追崇し記念し奉るの事業

○○○００○つＯ
に像へんとするも子孫百世必ず格守
○○○○０○○００Ｏ◎

して名も幽かしき束光蓑︑其の高蔓の

て殊に聖帝の春願に浴したるの深きに

水戸の曾て杢固勤王の侶首たりしを以

謝して未だ追崇記念の計剣だもあらざ
◎○○００○○００００○○Ｏ○

品の中枢となし以て時代の浄化に利

るは蛍一大遺憾にあらずや﹂

れ光頴の微志にして館の存在を永久

のである︒資に水戸は西山公以来皇室

︑ 卓 ｋ Ｊ ｒＦ
︑１
〃△ ︐

Ｉ〜く⁝１１⁝
︑〃ＲＦＵ︑〃Ｌ″０︑ｒ︑ノＬｑｔ刀

︑〃︑︒︑．︑〆ＫＪ６ノ匙刀ＩＰＬ７ｆ︑幻Ｋ矛ｔ︑〃︑Ｕ４ｙｆ︐くり︑くりＩく〃咽〃

︐︑″．︑で︑く︑ぐりぐりくク︑

に封して忠誠を致せしことは数ふるに

〃ｆノ●︐戸４１

遥なき程である︒

ならしむろ所以亦裁に在り︒

Ｄ︑４１ｋ〃ｋＪＫＪ６１ｆｌ廻り一Ｋノ︑〃︑／︑ｆ︑Ｊ・︑皿１３竃︑〆︑ｚ︑３５．Ｊ

の時に不肯の子孫の億に聖恩を辱しむ

永く家賓として徳ふぺ︑き恩賓の品種

とこれ水戸人士の誠意を表明したも

し思想善導に賛する所あらんとす是

を述べられてゐる︒

松林を拓いた中に鎚然たる建築の偉容

て本館に寄進し且つ勤王志士の遺墨

が存する︒これ亦創立の趣旨中に一端

を示してゐるのが︑常陽明治記念館で

︑

︒Ｏ○００︒○

をも併せ之に附鴎せしめて記念館怖

水戸を離れて東へ三里﹃波の花散る

一︑波の花散る大洗

江幡辰三郎

常陽明治記念
館拝観記

一
一
一
〜
へ
、
〆
ー
ー
−
一

ある︒水戸郊外の別天地︑自然の風光

明蝿なろ所に明治聖帝の盛徳を仰ぎ奉
るべき記念館を設け後進子弟に永へに

教訓を垂れ給ふことになたのは︑地其

Ｅも︒ＬＪＬ︑Ｉノ︑ｒ︑げり︑

､ 、 一 一

の所逓得︑企て共の宜しきを得たのも

︑く︑ｋクもⅡ

I

のと︑先以て創立肴に心からの敬意を
表したのであった︒
〆︑〃Ｌ〃︑″１″ｆ︑くりくうｒ︑／︑／︑／ｈ／︑〃ｌ︑〃ｋＰｆ︑〃︑〃︑Ｊｑ︑くりｔ１ｆ１●くり

§

一
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︑ｒ︑４１０︐４１︐．１︐１．ｋＪ叩くノーｆ︑︐鼎ｒＪノ︑ｒ︑〃Ｌｆ︑〆︑／＄ｒもへ

明治聖帝御代のに蔵り︑明治二年面英霊も亦嘉納し賜ふことで診ると拝察軸職溌灘脇喰郷趣淵灘玉

で〆︑ノ︑〃︑く〆︑〆︐ｆ︐ｋ／︑ｒ︑く︐︑／︑／︑ｒ︑ｒうぐ︐Ｍく／︑ｆ︐鴫︐／〜くノ．︑！︑くノーｒ︑／︑くノ︑︐くＪ１ノＮ〃凡〆制ＦＭｆ︑ｔＪｌ／︑く〃︑ノ︑くノリｆＪ１ノ︑／︑ｆ︑ノー︐〜くｒＪ︑／ＬＪｋノ︑くり氏ノ︑ｒＹｆ︑ｒ１ｆ︑ｒＪｋ〃ＬＪ︑／︑ノＩｊｋノ︑ｒｊｋＪｈｆｊＫノＫＪ︑／︑ｆ︑／︑ｒ１ｌ３ｐ１ｆ︑ｆ１ｔ１草︑ｆ１０︑
一
一
〜

山公徳川光脇に従一位を陸附せられ︑辻ざるを得ない︒

し卿に心を修史に謀し以て千古の腰四︑仰ぎ見る聖帯の英像か！︽ろ尊き御蕃を日本の何れの地に一

﹃尊王の大義遊首偶し君臣の名分を正

典を興す﹂と宣せられ︑記念館の砿而玄開を昇れば︑直に仰か仰ぎ見ることが出来やう︒資にあり一

ﾍｰｰﾍｰｰ､〜､〜､〜､〜 ヘハー､〜

く〜､〜−− ‑‑ へ〜へ‑へ〜､へ −−へ．
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一

ＩＩ

ＩＩ凧
御敷１虎の皮
此の御敷皮は表御座所御二階に於て
御使川になったものであります︒

明治天皇は美術工雲御奨励の蔦めに

各地に御行幸の際いる／︑御買上遊
下の者に御下賜になりました︒そし

ばされたが︑それらの品掩はみを臣
て御自身はまこと一に畏多い事であり

ますが至って御倹素にわたらせ給ふ
たのであります︒此の御敷皮にも虚
全御つくろい遊ばされた痕が見える
これによってつくるいるものはつく
るへる丈つくろって御使用遊ばすと

いふ︒↑
陛下の御聖徳を偲び奉ることが出来
ます︒

その読明書きがあり麦す

御召物卒ラロックコート及附鳩品
とのフロックコートは

明治天皇が主に御内儀に於て御清川
になった御平常服であります

御召になって居られて︑御平常服で

朝顔に鶏の金蒔紬がしてありますので

かにも雅致に富んだものであります︒

蕊次を入れ久しく乾し固めたものでい

御寛ぎになる御場合は少かつたと巾

これが菓賞の皮を利用した手塞品とは

とれは高知際康朱築六冊の中の一で

まことに御粗末なものであります︒ど

これは子供の玩具に川ゆるパチンコで

世か誰られたものださうであります︒

︾

ＬＢｒＢｆｐくうＬＰ︐Ｌｆ︑〃Ｌ夕ＬＰＩ▲分ＥＢＩ︑〃Ｌ〃ｈ〆︑夕く矛兎渉○魁︑グＬｐＬＦ宮いく〃ｒ︑〆ＬＰｌ−ＢＬ〃ＬＤ０ｐｑｂ０巳もｒ︑ｆ︑ｆ︑ｆ︑０８〃︑／も︑ｒ︑ｒ︑ｆ︑ｒ︑グ︑誼

します・

索が付きまぜん︒

桑の木の吊御香購蔓

御粗末に遊ばされず︑いるノ︑︑に御工

明治天皇はいかなる些細のものでも

靴下などは木綿の御粗末な品であり

夫を加へさせ給ひて御手まはりの物に

る御下着の御シャツ︑御ヅポン下︑

ます︒御ハンカチーフ︑も亦木綿であ

木の吊香瞳嘉も其の一つださうであり

麦す︒此の墓を御卓子の下へおかせら

御使川になられましたので︑此の桑の

れて香を御焚きになったものであると

すと

らせられたかと云ふことが皆さまに

陛下の御日常がいかに御質素でわた

のことであります︒．

八．聖篭小禽に及ぶ

威し繊砲及び弾丸

元老五人に御下賜されたものの一つだ

明治天皇の御鵬間に此の威し織砲を

さうであります︒朱築の菓肉を御召し

うしてかういふものを御居間におかせ一

Ｉ〃く

あがりに左りましたあとをくり抜腰し

御手製の煙草入

七︑珍らしい御手製品

と説明書がついてあります︒

よく御分りだらうと恩ひます

ります︒これらの御召物を拝見しま

察することが出来ます︒且ここにあ

陛下の御鰐格がとの御服によって拝

陛下は大抵の御場合大元帥の軍服を

＃Ｉ

Ⅱ
１１１

ｑｂ〃︑〃︑３ｒ︑〆は″１ｈＦ︑ノ︑〃くり〃︑ノ︑ノ４Ｊｒ心〃︑〃︑Ｂｒ

ノ

一
一
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られ給ふたかと申すに御奥の御庭には
椋鳥だの鵬だのが津山に降りてくる︒

追ひ沸はれる気造がないので烏どもは

陛下におかせられても時為御うるさく
御感じになります︑さういふ時との威
し織砲を御侠用になったものなさうで
あります︒

悪烏と雌も殺すに営らない︑威して
追ひさへすればよろしいとの御恩召し

で︑全く聖帝の御仁徳小禽にまで及
ぶとあり難く感じたのであります︒
九︑あむこの御製

とる樟の心長くも漕きょぜん
葦間の小舟さはりありとも

明治二十八年日清の役︑我が忠勇な
る数鶴の兵士を犠牲として雄得唾る遼
東牛島︑あたら一二剛干渉の前に還付す

るの除儀なきに至った︒嘗時の軍人は
もとより剛氏溌畢げて憤激の涙を搾っ

た︒臥薪禅雁他日の報復を期したわれ

である︒

郊外の浩携として押しよする太牛洋の

勤王溌鮮の地と稲せらる上水戸︑其の

中外に多く畢行せられてゐう名而かも

るの罪業は明流祁宮の創建を始め朝野

せられてゐる︒これを追崇し記念し奉

上げるまでもなく国民の脳裡に深く印

明治聖帝の嘘徳偉業は今更らた上ひ

一○︑勤王謹群の地

給ひしかを評察するだに恐れ多い次第

ふた御製︑いかに営時御炭襟を悩まし

的を達するやうにとの擬意を衝させ給

長くもいつかは漕ぎょ唾て他日必ず目

一時の障害何かあらん︑とる神の心

た︒

ノ報効ヲ期セョ﹄と宣はれたのであっ

ノ前途︿尚遼遠ナリ⁝⁝一誠以ニノ他日

聖帝は特に優詔を下し給ひて﹃邦家

るの感をするのである︒

らは常時を回想して今尚ぼ骨鳴り肉躍

I

に意義深きものある垂好一概取しなければ

青き虎明治記念館の創立を見たるは誠

ならぬ︒

若し別館陳列館成るの円︑殉節烈士

の這器を陳列するに韮らば共の国民思

想の浄化善導に一段の効益を典ふるで

われ等は館前に建てられた記念曾長

あらう︒

感謝の意を捧げて此所遊離したのであ

川中光淑伯の銅像を拝し︑伯の篤志に

った︒︵三月三日︶

心は大磐石の如く押し鎮め気分は朝日

の如く功霞しく韮ょ︒

〃ｆノ４ｆβＩ牙ｆｊくＪｆｊｆノ︑イブ囚イノ︑〃︑ｆ︑イＪく︐くｊく

ｒ︲ｊ・ｐｆｊ宮︑〃︑〃︑〃もｆｂ

守る所の者は道義行ふ所の群は忠信︒

︲⁝；″″１１１柵１１︲

碧波洪涛を眼下に見おァ？︶︑砂白く松

一

、 〜 一 へ た 里 へ

L へ ハ

一

へ − 一 〜

喧しくさわぎ立てるので

ヘ

ヘノ匙イ？︑ｒ︐くりｆ︑ぐ研ぐ３９︑くｆりくＪくｆ︑ｆＪくＪｆ﹄て〃てりくイブくイリＫ／うぐ
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一
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話逸の士名
一

情温の雅大

ｌｉ〜〜Ｉ

宮もｒ凸も■ｌｐＢく︑ノー１″︲︑ノｔｊｆ﹂Ｄｆｌｆ︑／§︑／︑／︑Ｊくノ︒︑〃︑／Ｌ︑／Ⅶ１″ ｑ〃︑ｆ︑Ｊく︑〆︑少ｊ︑炉ｕ

前一く︑箪笥︑茶棚かどんノ！︑持ぢ出された大雅は此の昨叉駈け出した︒そして例の

ろのが常一ぐあつ犬︒毎に第一に駈けつけた︒その頃は既に一家か︒もつと圃分といふものか大切に取扱は
従
って︑その度毎に彼の︑王人となって脈丈が︑常に奴僕の如く立なくてはいかぬ﹂
１︑一︲ｒ心ｒ ル４＃Ｉ鋸１〃も一ごノー７︾︾ １川Ｊ︐﹄ず公昂ｒＩ升論化ｐ犯久︑く工今火︑くで旧いしカ氏﹂

ると夢中になって奔走す其の後一生涯大雅の徳走忘れず︑事ある前は貴い丹舗の逆に志して居る身一ｒはない

し︑それでも人の事とな男は錘へ喰ひついて心から弥帳した︒して晴嘩旦訓心するとは何事ぢや︑殊にお

非常厚貧乏して居た︒然﹁⁝・・・・⁝．．﹂間ぢや︒人間が金の矯めに使ばれ一八心を乱

淡であったから︑いつも人に詫びてやる﹂﹁さあ︑二人に五雨づつやろ︒お前達は人

ず強り飛ばし︐五雨づつ左右の手に持って
誰は．性来金銭に頗る括﹁さあ︑こ奴を持って行け︒私︑も一締に︑韮これか雨人の前へ置いてから︲

代の宗匠と仰がれた池大がて彼の前へ芳干の金悲出し︲

而も書迩の大家として一番頭は呆蕪に取られて居ろと︑大雅ばや如く道具展延連れて来て︑家財迩具か礎ら

ｎ本の丈人避を創立し︑

I

郡諦蝿秘年峠諏叫一四趣永浄唾︿の侭主家を放﹁↑鍛州満弛弄や唖砕癖埜元といふの江︑蝦︾︾︾卦︾唾噺詐嘩竿呼恥心鐸非唖鴎癌一

大雅が仔細心聞いて見ろと︑不剛した一これを見た大雅は︑驚いて剛人の仲へ這秀惑家として名があつ犬が︑同畔に良人に一
時の出来心から︑主人の全で遊びに耽り︐入って︑

意気消沈して彼の所へ暇乞ひに来犬︒むき剣蕪でゐろのだつ赤︒叉大雅の妻町子は︑王測と擁し︑常畔閏一

或る側大雅の知って居る某書林の恭頭が募って居た．而してあはや立ち上り兼れまに笑ひながら蹄って来たの龍つ衣︒一

と言って笑ひながら出掛け穴もの一ｒある門弟二人が︑双方共青くなって何事を一言ひ利息をつけて師匠の家財逝旦︿走買ひ展し互一

﹁またですか﹂或時彼が外出先から家へ戻って来ると︑駈け出した︒そして道具屋へ十雨に若干の一

雅の家の者が駈け出して来ると︑門人となると︑一層熱烈なものであった︒子が二人︑早速件の五雨の金を掴んで北︿喝

ひには遊具屋の︐万も全然馴れて了って︑大他人でさへこの通りだったから︑自分の二人の弟子は一言もなかった︒今度は弟

は家財道具を遊具屋に手放すのだった︒経ち例くの一ｒあった︒と懇々と云ひきかせた︒

− − F へ 一 守 〜 〜 背

て迩具屋がやって衆犬︒そして其の芥頭のつ士︒

伽餓雛瀞職唾ｉ螺応醗礎畷恥溌織燃職鯵

﹂

へ

宅

一

−

ー ー

一
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で・後には誰一人言ひ寄って来るものがな

が四十歳の時投なって丁つ衣︒

父の像方術門であつ衣が︑其の父さへ彼女

夫なき後誰月尼の頓りは知患院嵯仕ふろ

かった︒

去り︑鯛剛奄傷けて菰を醜くして了ったの

佳人蓮月尼

ひとり残りて物悲こそ忠へ

常ならぬ世をうきものと水鳥の

、

−

Q

ー

ー

｜の外立派な郡内縞の夜具であった︒の方も戦って頭悲下げろと︑一言も云はす

一﹁ハイノー唯今﹂
一・と狭い取次の間の毛凝の下から大雅がの
一志叩︑這出して来た︒其の様子に容が驚い

とは此呼の彼女の述懐であった︒韮月尼

幕末の閏秀歌人太円麺誠子の一生は満水

紙を焼き付けて斑り始めた︒然る唾これが

手づから急須や湯存を進リ︑それに向詠の

は︑売れから岡崎に移り住み︑生活の代雁

ゐろ紙や絹走積上げ衣下から．玉測が今コリ某走婿に迦へ︑四人迄愛児を設けながら︑

の如く美しく清らかなるものであつ強︒然

ノ︲︑と出て来求のであった︒叉或時︑大雅何れも早世したのみか︑彼女が三十一の畔

と共に︑誰月尼の風流悲募って交リル求め

忽ち評判となって四方から註文が殺到する

と云ふと︐⁝・・・諸方から蛾まれて淵ってし彼女は頗る薄倖の生れで︑彦根の人近藤

は大阪へ行く報になって家走出かけ穴が︑蝿リにする夫も縦いて黄泉の祥となって了

雁︑彼方に移り︑此方に移りして︑妓後に

浮世悲拾ててゐろ彼女は︑之が脈はしさ

て来るものが非常に輔えて来た︒

其の折大切な給筆を忘れて行った︒直ぐ気つ士︒
が附いた妻の玉測が︑急いで後から絢筆を誠子は悲歎の像り︑緑の黒髪を根元から

は北山の↑奥西黄茂の寺の茶室に総リ︑花鳥

持って通ひかけた︒噺って心夫の亡骸と共に葬り︑名も苑月尼

﹁これはｊ︑︑どちらのお方か存じませぬかくして姿こそ愛つ赤が︑苑月尼の容色

﹁もし︑あなた︑罪をお忘れでございますと改めた︒

って少しも鐘らながつ赤︒

肌月を女として脳死ぬまで清邦な生涯遊送

と大雅は丁寧に云って︑其の笠走受取る文に︑和歌に︑或ば人博に液接に再縁恋申

がよう捕って下さいまし士﹂ば少しも表へなかつれので︑周剛の人々は

ろ憂目韮見るのであらう

×

と︑押し戴いてさっさと歩き出した︒其の込んで来る者が噸ろ参かつれ︒
てゐ士ので︑筆を渡し丈のがｎ分の愛妻で

時の彼の頭には︑何か縮の報が一杯になつ﹁健かばかり奔貌の調ってゐろが鰯︑斯か

×

︑〆︑グリｆｊくノー．″０〃唖ノ〃︲︑ノー〆︑／︑０︲︑Ｊ︑イｂくＪＰ︑グノ︑ノｑノーノ・ｆｊ１〃Ｐ︒〃く〃︐ｇ３ｒＪ︑一

×

〜 声 、 〆

シ シ P 一 一 シ ー ー

− F ン シ ー シ ー ー 〆 一 〜 〜 ー

−夜中に符は眼が畳めて側へ行き赤くなつ其の催スタノ︑家へ辰って行った︒
一衣が︑勝手が分ら江かつ犬ので主人の大雅似大もの夫姉と云っても︑大雅夫姉稚の

ｰ

ノー雲ＪｆｊｆＪｆノ︑てｌｆ１ｒ７くノ︑ノｆｊｆも〃︑〃Ｋｊｆ１ｆ︑〆︑Ｊｑ︑ノ亀喜ノ︑〃Ｊｑ草ノー９〃Ⅱ／︑／１２雲ノ画︒︑グ︑ノ巳

と彼女は深く心心決して向らの曲悲抜斗

１１
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あることも熟がつかない︒然し妻女の玉洲
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識蕊熱懲顔
蕪統議争触鵡識:{ニーニ童二＝二
藍
｡譲寵健鮮郷職笠：一七余三のそ談美一
あ人馬百§と貴含舞舎あ人旦も等 て町・
つば回21と家かひろの奇含へ、ぁ四。者記
たとのと存覧の込こ。知し篤さの温f二。

鯛墨識喝溌詳鑑購塁豪富〈動に篤の人浪浮
、ぱが意い痛槌事旨と山｡とろm･をうユ地ら
山。、封§味ふくはい口・な・口・よをで

●●じぷんじゆふ鱈いシのだほ

そくしん鶴

にいし少雪とう含しついつみ会・一ざいき含ん正か

氏自身が︑令嬢の名揃で寄附したもの一大刺激延誕０鯵期鉄蜂救済基雑や中

②じしんれい言やう睡壬へ含ふ

口氏は︑自分の難業に対して斯くも理そ投げ出され︑それが促進の一歩へと
かい号︒↑く毛ぢよ世いたいかんしやふみは
げいくわくじゆんてう
剛ある奇特なる其の女性に封して感謝導かれた︒それがために計書は順訓に
いざ上ききいところたア・み栓こ③③②⑭●●●●③よ
の意仁捧ぐぺく︑記載の肋を訪ねて見運ばれ︑同硬大工町２一三番地に百除
●①①④じゃうぽつぼとらてい
で号
た︒すると︑それ健二菱銀行の常務で坪の土地を手に入れることが出来た︒
いよ⑤①⑧雪うらん鎚さ⑭③①こひ②ぴ含よたう哲んこう今やうに人にい
今や大三琴芯重鎮として納ま為瀬下清此の瀬下氏の美畢は営然公共関髄への

くわいけんのらお●●さらそう●しゆくばくじよでき

であるといふととが分つた︒から二千除圃の金が支雌されて立沢な

い生〃ＩＩそ

この曾見の後︑瀬下氏は更に一層山宿泊所が出来ることとなり︑愈其の
●●じけ・毎仁い身やうめいＰうじやうもぢしんさいた腫おこ花けんちくとりか▲
口氏の事業に封して共鳴と同怖を持つ地鎮祭も直ちに行はれて建築に取掛る
君づそく●⑥●●じゃうじ●
会・罰しんてんぶ
ようになり︑早速と山一誇券の常務太といふ急テンポの進展振りである︒
●●●●●①●●①●⑱の●●しかこしんらく唇やうめいくわり
田牧︑川島屋商店︑祇長遠山元一︑森而して此の新築される共愛曾には︑
●⑥●①●●●●︑●しさそ
せつたいじよもちろんむれうしゆくほくじよせい
永製菓の専務松崎牛三郎の三氏をぱ誘カュの接待所は勿論︑無料宿泊所も瀞
⑦②●じげ・毎じつきいしきつ象いじよに八ぷきやう骨・毎しよ︑ふるく
って︑山口氏の事業をぱ賞際に耐察し米斯も人夫供給所も附属する︒かくし
たしとも客つそく塁んめてに
含やう宍ふば﹂世い画んび今よ
他の三氏と共に早速百側宛出して四百てカュ供給に始まった一済年の美畢は

芝んおく・

りかい﹄↑うじやうしや⑦●④とくじか
回を贈ったのである︒理解ある同
備者湘下氏といふ篤志家

とち

↑毎

いょノーゆうはい●●︑しゆついん
こ上めいじつぐもじうじし
かくして愈勇を百倍された山口氏の出現によって︑鼓に橘宵共に充貰し
そころふらうにんが︑ふりて営舎・要ごい
が今ありてぎふ叩らうにん奇・ふさいきくわんくわんせい
は其の頃浮浪人の合理的救済のため︑た合理的浮浪人救済機闘として完成し
さらす上むれうしゆくはくじ里にんぶ身やうぎふ
じつけいが
更に進んで無料請泊所や︑人夫の供給ようとしてゐるのである︒賞に慶賀に
含くわんとうもうとう唖んきいきう
機開等をも設けたいと東奔西走してゐ堪へない︒
なにぶんしきんもん吃い
たう④●●●●じいふ
たのであるが︑何分にも資金の問題と徴の瀬下氏は︑﹁山口さんの事業を
み

こ︑雪たう③だわ士きしめ

ら
むすめ
土地のことで龍輝み︑感蝿に賑撫を塗︒野て掌峠ととだと恩乞ひ
表したので︑娘

れて居たのである︒之を聞いた常の湖の名で僅かばかり差上げたのですが︑
●●さらそくざ含ん乙唖んとい今ん
芝んヒザふじつきいふいた雁
下氏は更に即座に金三千回といふ大金それが縁で事業の資際を見せて頂きま
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弘』

1片

写一う

巽一ら

わか

正かＪｆｌがふりて雪唯芯唾け︽︐

したら︑仲煮合理的でもあり︑註だ紬
鱗なことでもあることが更によく分つ
いうじん冬そ①⑧⑲①
たので︑友人も誘ひ︑丸山総監にもお
いざ坐お・てつ庭らら
土ぶし

話して︑卿か御手博ひさせて貰ったに
す過
け
んそんかに雰
ぎません﹂と謙遜して語ったと聞く
げんにｒふもうにん含・ふさい仁うめん畳︑ふじ

現代消浪人救済は常面の急務であるが

をいふみんがんＬしょうち
政府としても災Ⅲとしても汀も承知で
宮よういだんじけふ計うくわ
あるが容易ならぬ難事業のために効果
めが今このと含●③⑦毒とひと上
が上らない︒此時川口氏の如き人に依

がふりて告ちやくしゆしかこじけふ

仁い⑧④③︸﹂と・卦がうりかいしゃ

って合理的に着手され︑然も此の事業
に封して洲下氏の如き富豪の理解器の

でりやうしやめひ全

出たといふことば︑雨者相侯ってこれ
とげふい皇Ｊ１いうい言ばってん
が事業を愈有意義に溌展させること

かわ

わけちか膚ろよるこ含んえ
になる鐸である︑近頃欣ぴを禁じ得ざ

る一佳話である︒

一家の窒息を救った巡査

きひ⑯①●①④④

も

く

去るⅡのことでああ︒東京市本所腿
②⑯⑥Ｏ③ＯＧ①①④③⑧くわんない
太平署の巡梅部便柏木三雄氏が管内を
じゆんし脇るう⑤①⑧③③①●●●④②⑧④
巡脱小︑同砿江東橘三の川菓子製造業
⑥④①⑪③○さかしうき
上田氷太郎方から盛んにガスの臭気が
ゐ侯つきくるうめ戸．塁含こ
洩れ︑剰へ苦しげな︑叩き霊さへ櫛
ふしんおも
えて来るので︑不審に恩ひ︑直ちに府

近麺郵糸諏派出所の軸木巡査とで
共に
も赴

今﹄ん③②●⑧⑧●●⑱⑨●上もおも心

ま一表戸を叩いたが︑更に起きて川ろ摸

をｂから今め医③②＠ｓ含やうりよくおもにご

やうそこいよ〃ｆ︑ふしん豹もｇら
隊もない︒其虚で愈庵不需に恩ひ更に

折柄来合せた清元巡喪と共力表洞戸を

うらめかないはいみぞく誌い

打州け︑家内に入って見ると︑屋納は
めんしう含じうまん
一面にガスの臭莱が充満してゐる中に

かいかでうしゆじん④の＠つみ②③はじ

階下六鯉には主人永太郎妻えいを妬め
や上ひにん⑧⑧①＠し﹄う⑯③⑨ｅ
として︑雇人倉持千代︑同岩本義治

︾︑．う④②︑●かにん主くらたらく
同高橘菊江の一家五人が枕を並べて苦

もんはっけんお︾﹂ろ

悶してゐるのと溌見したので︑驚いて
⑲③⑨④●④⑥④④に豚心信越坊う
同町四の六石川醤師を直ちに招いて雌
号ふてあてくぼけつくわからくら

急手常を加へた結果︑辛くも口をきく
いたいづさいはひめいとｈと
に至り︑何れも幸に一命逓取止めるこ

仕調を終ってガスの栓は切ったがアガ

で奇いんいんぜんやや
とが川来た︒原因は前夜にパン焼きの
し一﹂とを狸ぜん含

やうところ言力ら仁

けいりやう署こんろかんくわん牙れつ
入計量器とガス混煉間の鯨コム管に犯裂

溌生じた所から礎んにガスが洩れた蔦

ばんめいしかたにしょく

めと判明した︒・併し何はともあれ︑職

務に忠賞にして︑斯く一家を瀕死より

むちうじつかかひんじ

すぐ冬戸じゆんさが今空よ︾しやつさんあにひ

へうしやう

救ひたる巡猫の美畢は蹴識に慣すると
しようえ写うじいんさちか①︒②⑧
秘し得よう︒同巡査は近く丸山綿監ょ
り表彰されるといふことである︒

欧の牧推が済むと︑毎年きまって鰹

農民の恩人山内氏
あ含しうぐわくナ全いれんのう

や毎人たらか孔ら壷んしん金型そ華Ａ﹄じん

のうみんさいお一﹂なぽう

民達が彼等心恩人を招き︑其の認人の
とくた上にうおんひとりかこ
徳を僻へた報恩碑を地囲んで︑茅やか

ぽう

ともうつくいま︶営舎かんしん

に農民祭を行ふといふ︑報ぜらるるも

●●●⑥⑧③②②①●⑨④⑧●●

の哨報ナるものも共に美しい今時感心
④④⑨●⑥①
なことであるが︑と恥は秋川際平鹿郡

いんこんとがくち

禰地村︑雄勝郡緋天村︑三輪村大久保

④●

こきぐざうぎ

や宮う

部落がそれである︒現今は兎角血なま

ぐさい小作争議といふ様なことばかり

ひん作つを叩からこのうそん拒らしんしつ

たい秀やうえんひと人Ｉた鰐かんぷくめ

頻溌する折柄︑此の農村達の嵐貰ぁふ

そおんじんたれ

れた一大饗宴︑人糞をして只感激の眼
じやうけい正が
うる
をしばだたいて美はしい情景詑眺めし

くわ毎はいはなはい握ところこさくさう訂

めるのみだ︒そも其の恩人は誰あらう
⑦⑨④③●のそ樫うかめい径う号こたか
雄勝郡腸津川の素封家で名望の聞え高
︒ｅ④⑧⑧①⑤そひと
い山内三郎兵衛氏共の人である︒
めい舌れんころけんかたいわだとち
明治十年頃︑聯下一帯に亘って土地

の荒駿甚だしく︑到る虚小作争議が

ひハはっ④⑧③いつそれい◆

そと今たう①● ●

頻溌し︑三輪村も決して共の例外にも

こ扉らくぜんぷかもとこ・こ含︑ふくわう

肌底かつたが︑共の時常の山内家では

此の部落全部を買ひ求め︑此遮に敬荒
きうこた
よび
諜備といふ倉庫を建て︑モミ米を積ん

−
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︒︽きい庭懐草らく芽・罰ざい陸う診暴ひ

で附近一帯の部然を救済した︒報恩碑
ねん曾幻こ砿のうみんさいことき

と年に一度行はれる農民祭も︑此の時

じつしっしゆきおと里

ふ資質主義で押し通してゐるのであ
る︒

り恩義に感じた農民達の溌露である︒

も町に課してゐる︒然も自家に職下一

山内氏は叉消防署長として十五年間

こかくぴ

上曇弛くぇ
Ｉ﹃がふけい垂ん・
に百除目をぱ加へて︑合計五百回にし
これじういくし含んそ毒らく含ふ
て之を教育資金として其の部落に客附

而して疲弊から更生した此等の村は︑

り自動車ポンプ︑ガソリンポンプな

今更でもないが︑仙の中ば共存共

いきぎい含んくわん肱ふけんかもはんぶらく

とし・

ひと人〜そ

こめみそ含

たう●●●全いぬ︽阪勿くれ

●ｏｅひんふんにい

めぐ

にう●④●里こ

じ苧うじ守

きくれん嚢費まへおこ仁弛

ｆわじ

くわさい

しゆつ亭う

じゃうびてんゐんもつ雁い世うぽうしよそしき

をと

肇は今も此の地方の美はしい語り草と

母よいまこらはう７つがたぐさ

い全さら

ぜどんめいノ０︑かつて

たがび

よ正か含やうモん含やう

なってゐろといふことである︒

えい

しか

になり勝ちである︒特に富豪の如きが

がとくふがうこと

ぬ︒然るにともすれば世人は銘々勝手

又何時鍵災に遭遇ぜぬとも限らぬとい

その財力に訴要﹄暴威を振ひ勝ちであ
じひもつかんゐ賎けんかにふ

ご上けうてうできぷ

おのＪｖ１じ薬んちから争うひとためつく

竃とじついんにい垂れ﹃かひと

さんりん

夢らく

みづかばふていた作ふけいがにちんどやういう
ざいはんけついびわ仁にうばつにい

よゑんがうふしきら

い箸である︒

ぱず

宜しく世人の心の憲法でなけばならな

よる呼一じんごＬろけんは・字

しざうじやうぐいばんしめひと

の如きは賃に現代稀に見るの人といふ

せうわいん

﹄うしを侭さんりんしよいうしや

は全く怖の人で︑こんな佳話もあるさ

ぺく思想浄化の範を示せる人でなけれ
しか嫁ん協うかけんうに
ぱなら段い︒併して文中の家憲の歌は
いうめい

＄⑧⑥しよいう

螺下にも有名ださうだが︑昭和三年に

けんか

うな︒同氏は多くの山林所有者として

しやうつうひと生めいきし
一生を通じて人の偏に生きて来た氏
呈つにじゃうひとかわ

さい町よくうつた峰うゐふろが

ふので︑公立消防手百三十五名に封し

る︒雄に協調の出来ない一歩がある︒

こうのつぜうばうしゆめいたい

ゐる︒

て︑自費を以て簡易保隙に加入させて

各盈は自分の力に雁じて人の篤に識す
こけんらたうｅ●●
べきである︒此の見地から歯の山内氏

じつめざ全くわつ響う

したといふのである︒此の隠れたる美

今では税金完納の螺下一の模範部落と

附備し︑店員を以て耕三治防署を組織

●②④ま仁陛う惨うじよク印やう趣んかん

なってゐる︒

して︑スハ火事といふときには出動す

楽でなければなるまい︒お互にそれが
めん︾うみめ
ためには面倒話見合はなければなら

釘んぎかんのうぷんにらばつろ

富の山内氏は︑毎年盆暮に人知れず

るが︑一昨年の騨前に超つだ大火の際

疋う

ありさ生

士らつくしかじかけんか

湯津町の貧民に封して︑米や味噌の寄

しかひへいがうせいこいらむら

贈をしてゐたが︑恵まれた人だが︑其

の如きは︑宵に眼畳しい活動をした︒
＆たいつへんさいきうぐうかぎ

含ふしやなにものし

の寄附者が何者であるかを知らぬとい

ざもちでゆか

ふ有様にあるのも︑常山内氏の誇らぬ
莱持から出てゐることで幽かしいもの
しかこび今﹄よねんかん
である︒然も此の葵畢は五十年間も一
彦︑いんけい秀く
なにが恥
貫して鰻績されてゐる︒何が彼をさう

やお上全ぴ生ため

さぜる？これは

おのが家の蓑へぬ間に人の篇

．よためつく上なかひと

世の篤誰世世の中の人
そふ●③③のこけうぐんもと
といふ租父淑打翁の残した教訓に基

須川村に所有してゐる山林をある部滞
みんたう燈つ︒②Ｃ①①③こうなんひら
民が擁伐し︑湯深︒裁判師で公判が開
きもち●⑤

かれた事があったが︑その時など氏は

占蛮し

づくものである︒かうした索持は山内

自ら法廷に立って減刑方を陳怖し︑有
わりび

す虻はたみせさい士つうのに

らそ︒ひょう

こと

氏の商責の上にも現はれてゐるのてあ

百除間が交付されたが︑氏はそれに題

罪の判決が言渡されて盗伐代として三

⑥しやうばいうへあら

氏は其の費川だけと割引してやれとい

ろ︒獣ち他の店では歳末の責出しでは
肱のものいぜんでんくわうこく●●
鳴物入りの宣博礎告をするのに︑山内

比

随憾逼生先村西
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西村先生追憶記

山申聞けられたり︑予が伯父八代柳陀とて

ひ揮奄走需め衣ろ虚噸何地にて需に唯せぬ

段御一同の御厚意千穂黍なく奉謝候就て

御待遇か受け殊に旅我一切御支鉾被下候

候押老生御地に参向之節は種々御丁寧の

を本含より得たのである︑先生は酒田街強

と思はる上が︑西村先生率螺するとの諜告

より入念しれものである︑二十九年ならん

予は明治二十四年木村新太郎君の勤めに

話の中に支那人腫継を綱リ一夜数日止め澄

の川意を命ぜられ十数枚悲書かれたり︑御

語りたるに︑先生は大に喜ばれ︑予に押奄

の字あるものは添制をさへ受諾せざる事を

陀翁は酒一滴も口にする華なく︑詩句に酒

右貴支含へ寄附候間可然御取斗被下度候右

函民訓三部

商柔教科書

工業進化論

農業汎論

左の出物

筑協あり︑詩文悲能くし書道に趣味を持つ

より秋川に入る︑一人族の事江れば螺聴に

に見て到底Ｈ本人の燥急なるものに非らず

斗﹄︑又摺り施し之走使ふ程人物に於て技撫

よろしく御通知被下度候早々敬具

先般の御潅迄如此に御座候含員御一同へも

亡人員百九翁︑濫水家屋式千参百戸︑被寄

八月横手大洪水あり︑流失家屋参百戸︑死

支含溌曾式に御臨席を御願せり

二十七年

て齢あり︒只常吟予に賜ばりし書状彩職Ｌ

三十三年濡守宅類焼して共に失ひしは僻み

るは世憾なりき︒先生の押奄数枚所識の庭．

る事となり︑支含に充分識し不得に至りた

不能︑其後予は仕官の焼に郷里機手悲離れ

し山鹿辿憶の二一走描ぐろ燕一とせり︒．

志も残り居り候雁付不及ながら芯の偽に識

予は今秋田支含に脇し候横手及能代に同

大川二十三Ⅱ

報徳行記

て脇宮古羅義三郎氏を随行せしめた︒予ば

将来侮り難き倒民なろまた御話あり︑恰

同逝して敬意を表し犬り︲予は柳

構時祇手に在りたるが︑︑六郷町胆て同志と

もⅡ捕喉鞭迩後とて．叉勅語漁髪の折柄な

ものあり

共に出迎へ初・めて先生の温容胆接し穴ので

れば懇切を極めたる御説得は今も忘ろＬ事

甚大なろものあり︒天朝より東陶侍従を差

左に禍げて迫惚すろ事とするｕ

亥命長は畔の郡長戸村義得恩師長沼宗恭専

潅含式辛躯行せり︑立錐の像地なかりき心

ども其初ば︺に在ろ事と存じ御篤志感入

全く貴詩之御誌力︵外数人の誰力はあれ

陳者先般は御地支愈迅速に成立机成恢段

梅天露陶敷御座侯虚︑愈々御済安奉賀侭

ろ総め分に順ひ︑簡易生活を心懸くぺき主

◎我本含の主張のうちに︑生活の安定を脚．

干葉樺胤居士

ら誰力あり犬りじ時に含場に先生の書を揚

Ｉ

ぐる事は︑斯遊の鰯にも意義あることＬ恩

反省の生活

妹尾馬之助股

市内復奮工事不完全にて潮寺を奔場として

遣され︑牒下御下賜金武千回御沙汰ありき

西村．茂樹

め︑其以前より手綴を取りたる八十八横手

ある︑人力車にて横手町旅館小坂に欄を定

秋Ⅲ妹尾馬之助

ロ

−

ふ︒これからは常日頃好況時より既に左様

に際してはへ何人も菜付いて来たことＬ恩

意の一ヶ傑がある︒殊に現時の財界不況時

では色々に心配して何々救済等と政策を樹

にも壮様が悪くなって了つ士︒政府術煽等

れを選ぶ可く回顧の悲憶Ｐ暮れる形︑何う

者で︑我が指導者であるからである︒故に

養報恩のみでなく︑生きた反省菱料の供給

を敬ひ大切にする所以は︑一人子として孝

考へるになくてならないものである︒老人

て肝銘して行き士いちのであちｃ彼の大震

とであるが︑昨節柄亦本含の生活簡易の主

ある︒次に述ぺろ事柄は老父より聞いれこ

て入賞ふものＬ︑仲々に伽復は困難である

災の後困苦走恕末求人々は御紹書の御主旨

する︒

彊と云ひ御参考に迄述・へさせて貰ふこと入

心懸けてゐてこそ安定に生活出来︑今更う

に添ひ未つ士もの生︑二年三年と歳月幸経

生活安定を燃す意義を含むことになるので

で間に合つれものを舶来にする︒毎晩活動

るに従ひ︑放従な生活膜憧れ︑カフェー等

大昔徳兆蕪リを知らぬ時代は玄米を食ぺ

老父の指圃走守ると云ふことば孝行と我が

篤虞や観劇へ一家族撃って出かけろ︒電燈

は軒を通ればては風俗走害する迩凱れたと

たそうで︑御維新頃はそうでも江かつ士が

る︒この困苦も狩来立て直しの播涼鋤とし

も十燭で間に合ったものを二十四燭にする

云ふ︒所調︵のどもとすぐればあつさわす

本奮の主張の大切なことは四時同一であ

と云ふ課で︑生活のみ上へｊＩと向上し生

で︒芋飯稗飯と迄あつ菰ので︑菜種油を以

妻の他に粟を混ぜ汝︒三穀飯は普通なもの

ろれへぬでもよいのであるが︲大部分の人

活の過去を省みなかつ士︒そして此の不況

互に省みる生活が肝要である︒

れろ︶になり易い︒しかしそうならぬ様お

々はそうは参らぬ︒十回の蚊入あれば十二

時に遭遇して始めて．我が生活の非走悟っ

同の生活ルすると云ふ次第で︲洋服も和製

たと云ふ筋合が多い︒大抵の悟つれものと
めて善かつ士もの上木︵生活︶は秋風︵不景

延岡ろことが出来ろ︒恒産ば安定ありて後

分度が生じ︑生活の簡易ともなり︑亦安定

そうでなくてはならぬ︒そこに節制が起り

︑先聖は申された﹁日に三度省みろ﹂と︑

でなければ持合はせがない︑有る雁せよ先

デ︺を燃して燈とし．羽織は猪主様か閥家

て燈火とすろば上農で︑下農は脂松木︵ヒ

てもう遅ひ︲上ヘノ︑と生活の木昇りを始

減︶しかけ裸木︵失業及不如意︶の醜さと愛

︐こ︑家屋も草葺屋根︑衿の縁︑蕊走︐これが農

鎮風︶にすっかり紅葉し︑次で落葉︵敗入

に生じ︲一家の圃繁も源をここに致す︒一

租よりの和綴物を大切にして着ろ迄のこ

りこれでさへ困噸するに足場となる枝︵分

を不動産と云ふがこれは昔の話で︑今は動

家の生活で不平も不漁もない︒今土地の事

産としれ方が分り易い様になった︒御維新

不離のものであると同時に︑安定の生活の

奇すものなれば︐反省の生活こそ大切な課

て卑められ︑一村に一戸か二戸でＤ土地は

頃迄は不動産のないものは水飲百姓と云っ

村一図も亦そうである︒恒産と恒心は二者

ても︒高木に風ある例に漏れず︑生活の木

反省の賓料となる大切江もので︑因と果を

である︒一家の主人が記帳も閏の歴史も皆

度︺に注意にせず︑枯枝か︵署り︺生ま枝か

昇りもも早頂上で吹含落されんか︑止まり

︿節度︶横みず只上へＪ１の一念で到達はし

居るか︑亦は根本へ除ろに下ろかの三者何

●
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1

つ強︒不動産韮動産にしれ課は︑文化生活

な醸し易い機倉が多くなると云ふことにな

水飲百姓が多く芯リ︑時限よると小作争溌

と健康鐙の侭めに勤勉力行と無持ちで食ぺ

におすＬめ出来ぬが︑生活を簡易雁する黙

今更古人の様に主米飯を食・べろ様隠と一概

と見られる課である︒誠に変ふ可きである

これは不健康者の多数なる韮物語る一材料

らうと努める生存競争は激しく臓曾の剛築

は弧のけて迄自分だけ偉くなり︑金持にな

自分の御都合に参られば犠牝にする︒人韮

悲哀は他面に起る︒自分だけ主義となり︑

のみ走り︑他走思はずぱ期せず弱者劣敗の

れが大切な事である︒若し濁立自尊一方に

お互に助け合って幕して行く︵温情友愛︶こ

いて食ぺて行くと云ふ意気︵潤立自愛︶と︑

は自分でして他の世託にならぬ・自分で働

の誤つれ生活と反省のない生活・足揚な定

ろ粗食︵金錨をかけたのみが築養食とは云

の短縮︑僻に目奄曳く鮎は都祁至る所歯科

めぬ木昇り生活がそうさせれので︑西洋と

韮破ろこと入江ろ︒しかし亦温情友愛一方

流地蜜武が出来なかつ末﹄今ほどしｊ︑出

交際した厩めではない︒克己心が旺雛でさ

ばれぬ︶をおすＬあすろ︒甘藷と姿と下等

着者を作り︑友愛あ送る方は働き損︑受け

健股不健康を知る秘のものなれば︐正しく

へあれば如何なる魁魅蝿魁の巷に入るも同

米距主食として︐かく自分はピンノーして

膳の盛業芯ろことで︑歯は矛の良否により

化されぬのである︒話は前に戻る玄米を食

ゐろ鮎から見てもおす上めば遠慮しない︒

ふ︒斯様な課で雨者程よい鮎潅以てお互反

る方は怠け穂と云ふ妙な問題雁なって了

ふ︒その紬果は大地主と純小作者即弓普の

ぺて生活の簡易た馴致し誰が︑常時は術健

或る方に聞くに白米は字を並ぺて粕！何

省の生活簡易生活をなし︑自他の雛惑感を

莱ろ︐借嬢が嵩めぱ不動産を動産にして了

康鐙を誇り︑事あれば大貫物の彼の甲胃を

で粕が人僻によいものか︑糠は米扇に造り

絶滅し︑自他幸禰感を享受し︑そして共隠

云って勝軍家御殿女中の食する外剛ひぬ︒

で玄米起用びん美衣美食これぞ文化生活！

害あって一利なし︲亦丈化の現代側を好ん

成金のみが成功でにないのであるＪ不況の

したのである︒英雄豪傑のみが出枇︑耐蕊

て各人は出枇とも成功とも云はれる域に達

不況の難極な打開しれい︒この打開が出来

限走ると中にばその温情に依噸して逢に横

着け心職場百里をはせ参じ我︒この玄米食は

ぱならぬと︒主米飯はげ腸の弱い方には百

は健旗の﹁康﹄であれば雑の本玄米は川ひ奴

それが元溌の頃となり除々沓修に流れ庶人

と云ふ方もあるが︑炊き方を軒究してこ

海を猿や犬や雌子と一緒に打って一丸とし

︒Ｑ

代腫績いたものと見え︑白米は一名姫米と

古くは何うか知らぬが足利時代より徳川時

も白米落用ひることとなった︒加ふろに世

ろ︒簡易生活の要諦は黄践に侯六紅ぱなら

れに憤れぬと云ふことば江いと老へられ

のであるＪ冗漫な筆奄多詠す︒

︵不景蕊︶韮征服するも大出世大成功である

は泰平無事︑白米は渡ぜぬもの膜憤れて了

と云ひ簡易生派︐二云ひこれば一家一人で芯

一つ心のものと打開し乗り越えて︑鬼ケ島
養素﹂一ざタァミン﹂﹃玄米食︲︸と騒いでも

く一村一鰯とお互県致し求い︒そして自分

ぬ︒百言も一行に如くは一ない︺反．省の生活
始まらぬこＬ・一・砦なつ犬︒そして徴兵厳査の

って今日となったのである・今時識者が﹁築

戒績は歳々に下痴きとなり︑園民平均毒命

−
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綱紙入れ︵一幕︺

登場人名

一︑失業者石川銀造．一︑其の妻おっね︒

一︑近所の女房おかん↓一︑警察の小使甚兵衝︒

雨

ららＵ︑︑ひものゑい

たに宮じいうらう︾ｑう

かの方はダメだし︑からだが楽でお金のとれるナン一てそんなうまい口は

うもうまい口はないらしい︑何しろカラダがよわいんだから︑自由騨働と

くち

はうらくかいくら

も見附シたのかしら？此間から紹介所へお百度をふんでゐろんだが︑ど

みつこのめひ胆世うかいじ上﹄﹂

ね︑もう日が暮れやうといふのに壷だ脚って来巌いが：・・：いＬつとめ口で

アあれでいＬにしでおかう︒それにしてもうちの人はどうしたんだらう

︑︑︑︑

ひくかへこ︑︑︑ぐち

だ︑きのふお隣りから貰ったくさやの干物が煮だ−枚のこってゐたつけ︑マ

とな

おっ認︒オャもう夕方だよ︑お豆腐でも買っておかうかしら⁝⁝︑ァ︑さう

ゆふがたとうふか

常らず室内はガランとしてゐる︒豆屋の鈴︑豆腐展のラッパにて開幕︒

しつ・ないゑめやりんとう今いや

堰十蕊う心に緋やナト↑なし︑こぐふげい薯が琴ふ
△東京の場末の裏長屋︑石川銀迭の住居︒深刻な不景気風に吹きまく息れて
かたごとしつげううりぐさくこんむ一﹂んいう今へんかにめぽし
型の如く失業・喪食ひの昨今悲無言にシカモ雄癖順語るかに目星い家財は見

蕉

どうぷんしやうじせつ
ろじ

営分にも一生にもありさうもない時節だからねェ︑︑︑︑

△路次のドプ板かふむ昔がする︒

ｅうち

公害

おつぉ︒ア︑かへつて来たのかしらん？
おかん︒おつれさん家にゐるの︒

おつれ︒オヤ︑おとなりのおかみさんですか︑どうぞおはい
りｑ

︑竃レク坪せつまい陸ん罪

おっ零︒御親切にありがたう︒わたしが毎晩カブ垂Ｉへ行く

たくくら

ので︑うちじゃアいつでも呼川字読ばかりですわ︒

︑︑︑ぐちふ

おかん︒さういへぱ︑お宅でも︑まだい上口がないらしうご
ざんす↑ね︒

い︽ゆ

おっね︒え凡︑どうもこれといふつとめ口も見つからないの

ざんざうひと

で︑ほんとに弱つちまひますわ︒

おかん︒銀逃さんもい上人なんだけれどねエ・

かまつ能にんけん

△桁子かあけて顔丈け突込み．︵話の川にシヤベリノ︑ｉリ

はれる力にして見りやア親もあり︑妻子もあり︑要る丈け

はずに働け︑でなきゃアよすがい上といった瓜でせう︑使

ばうみ肋やつにこいに

アぬぎれる丈けお給金もねぎり︑それでわるけりや︑く

骨ふ今ん

ぼにらふうつか

おかん︾何しろ世智辛い慨の中ですからねェ︒つかふ方じゃ

江にせらからよ江かばう

人なんですが︑どうも短気でこまるんですよ︒

にん分

おつれ︒斯ういっちゃなんだけれど︑ソリヤ全く人間はい上

韮かへし

ひシ

込むこと・︶

のに⁝⁝︒

ぽいしやりな

きみものびんばうびん唾う︑︑

まで似か左けれやア減きてゐられない︑ほんとにみぢ泌な

のものはイヤでもオーでも要るんだから︑骨が舎利に成る

い

嘘たらい︑︑︑

ザマですわ︒

生涯

ひご

ら・う

おつれ︒でも︑定つた収入さへあれば︑貧乏なら貧乏ナリに

りじゃぬエ︒

ンじゃしょうがありませんよ︒かんじんの稼ぎ人かあの通

か遇にんと峡

叉しやうもあり愛すけれど︑うちの人のやうに︑宙プラリ

は日ぐれからつと肋にお川なんだから︑お宅じゃひとりぽ

ご︵じいう封も

つちで︑さぞ不自由だらうと思ひますからねエ︒

・ヨグ千つ一つ宮つ

い︒イハマ家中もおん瀧じでさアね︒それに︑おつれさん
ひ
︑︑︑いでたく

臭ひ註かぎ倉ふ仲だから︑オカズの内読ぐひは出来やしな

ず
たがぴざ主なに臆や
住んでゐればぷ一お互様何を煮たからって焼いたからって︑
にぱみなか江いしようでき

おかん︒いやぢやありま牡んか︑ひとつ棟の優屋に期うして

吐埋たがやか・

さやをお賀ひ申したばかりで︑まだその御返概もすまない

もら柔を

おつれ︒アラ︑毎度すみませんねェ︑きのふもきのふで︑く

生いさ

でね︑少し嘘シからいかもしれないけれど：⁝・・

すこしほ

甘薯を煮たから持って来たの︑アイニクおさとうがきれ目

おかん︒随分暖かいのねエ︒コレはぼんの為口よごしですが

余ゐぶん恥に仁くち
診害
つ
に
も
苛
め
脚

本

紙
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︑︑︑小Ｊ︾でか

︑や︑

おかん︒でもおつれさんは︑きれうもよし甲斐性がおありだ
いエ︑︑︑

毎つ十︽

から︑今のつとめにおいで上唱ナカ／Ｉみいりがおありだ

奥ひ上るじでろ

らうって︑みんなで噂さをしてゐますよ︒

ク︾

おつれ︒どうして︐Ｉ︑︑宵つから夜の二時顕までつとめ．ても
含ふぎん

しゆうぎゆ会やく

お給金といってはなし︑チップ丈けがアテなんでせう︒こ
ごろふけい骨

ら八世

の頃の不景気じゃアろく／︑刷儀をおいて行くお客もあり
灸やく雁．画

た

やアしませんわ︒それにアンナ小いさな店ですから︑あん

み

まり客種もよくはなし︑ぼんとうに︑いくらにも成りやア
しないんですよｃ
．ごくちくみぢごく

おかん︒さうかしら？

らＰも．

︑︑

せんゑん

おつれ︒きいて極染見て地獄︑なんだってハタで︑見るほど
楽じゃありませんわ︒ソリャね︑たまには五十銭一回とチ
かん
含合やくさ全
にんにん
ツプを切るお客様もありますが︑十人に八人はキッチリ勘

ぢやうゆひとにんひとりふたりぜんせん

おつれ

オヤ︑おごりますよ︑ほ上上Ｌ・

こう伐かへ

ゆふばん

おかん︒ほょＬＡ︑まァそのつもりで︑お夕飯でもたべまぜ

たく

うよ・ぼＬＬＬ上︒

かへ含い傘ゆい

おっね．お宅ではもう工場から話臨りになったのですか︒

害﹄︺酢

おかん︒エ︑︑さつき蹄って来て今お湯へ行２Ｌるの︑もう

飾って来る時分ですよ︒

かへくじみん

︑︑じぷん

△どぷ板乃ふむ一昔︒次いで男のどなるこゑ︒

とのさ＆かへ

心象②

隣家の亭主︒おかんノー︑︑めし時分だってエのに何庭へ行っ
てるンだＯ

おかん．ソリヤコソ殿様の為飾りだ︒︵大きく︶あいよ︑今行

ごばん

くよ︒︵低く︶ホントにやかましいちやありやァしない︒で

︑︑くかつ雪うで

なにぶん

ぱおつれさんごめんなさいよ︒ア︑さうＪ１制御飯をす壷す

たの

と︑うちと活動へ行かけますから︑アト逓何分⁝⁝︒

おつれ．蚤アお楽しみですねエ・

もち骨

定をおいて行く人で︑十人に一人か二人．十銭か二十銭の

おかんｕいれものはまたあした賞ひに来ますよ︒

肋ひとくらぺつしゆうぎ

話つり淀おいて行く人がある位ですわ︑別にお祁儀として

おつれ︒どうも毎度すみません︒
ゆ

か虹くにかだいま喜曾にんひとりめたくらゐ

すこ

先そ

しても︑うちの人はどうしたといふのだらう︑あんまり遅

︑︑︑ひと

クない１人だ忽辛一︒︵といひかけてフトまた心づき︶それに

ひと

おっ蕊︒アラ明つ放しで行っちゃったわ︒ダガ︑いつもキサ

めり佳ない

八どぷ板韮ガタつかせておかん去る︒

生いご

お金を下さる方なんて︑今時百人に一人にも常らない佑で

江に

み

すよ︒どこかモ少しい人ところへ行きたいとおもふのです
けれど︑何しろコンナおばアさんじやねエ︑ぼＬＬ上︒

おかん︒どうしてノーおつれさんは︑きれいだか角︑どう見
たって二十三四でさア︒

本一脚
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定腫くら

でん骨き

めみえい

じ︑︑

いが⁝・・・それとも何かいＬ口があって︑目見得にでも行つ
ゐ

さうにん

ばやかへ

で居るのかねエ︒アラ︑電気が来た︑モウ六時だよ︒横漬
はう

こま

の方の淵談もあるのだし︑早く飾ってくれなくっちゃ︑あ
で

たしの出かけるのもおそくなるし︑困つちまふねェ・

△どぷ板の吾︒・
どん害

︑︑●︑︑︑

ゐ江か︑︑

︑︑︑くる
めしをがまんして識詮に雫つたんで︑スッカリよさんが狂

つたからとうノー︑けふはひるめしはいきよ︒
しごとくあふ

めし

おっね︒それじゃ仕事の口が見つかったの？

︑︑

仁の

わかやつ含

銀造︒ところがダメなんだ︑一卜足ちげエで︑田舎のしん

るゐとか典ら頼まれたといふ若い奴が来てゐたんだ︒

たの念以・ち

ね︒

み

︑︑︑︑

ぱい

や

か虹

あ

はい

たに

つけらので

で

ざつ会ゆい含

たくつちやならないからだだから︑先刻お湯へ行って来て

︑︑︑

おっねゞあンまりお前さんの締りがおそいし︑そ一れに川かけ

曇へかへ

銀造．お前はくはねエのか︒

傘へ

ん芹嘉あがりた・今くさやが焼けるし︑お漬物も川すから

い土

おつれ︒他人さ藍の紙入じゃしやうがないやね︒何しろごは

ひ上牛みいれ

いふことよＯ

おつれ︒土︑紙入がどうしたって？
艇かみいれ
銀造︒誰れの紐入だかしらぬエが金がウンと入つてゐたと

かふいれ

札がプアッに入ってゐたつけ⁝・・・・

ぎつ

やあると見えて︑サツキの銭入の中にや手の切れるやうな

おれはよくノーあぶれてゐるンだなァ︑だが有るところに

かみいれ杜かて含

あ＆かへ
頼んで遡って︑一ン日くは歩のま歩で歩いて師つた・のだが

？ともにらうち

おつれ︒まア︒

と定伽︑︑︑

︑︑︑全い

らよつと

鍛造︺それから一寸よりみちをして︑ついでに友達の家を

い全かへ

おっ．尋ア︑きっと今度はさうだよ︒・

たい

銀造Ｊおつれ︑今蹄つたよ・
かへ

︑︑︑

おっね︒お肺んなさい！大へんおそかつたじゃないの︒
ちょっと︑︑︑︑
めし唖う
銀造︾足が棒になってしまった︒一寸︑そのざうきんをか
してくれ︒

て

はや

おつれ︒あいよ・まアひどいぼとりだねｃ
らうりＪ１︑ゐら
そとすな
銀造︒照りつ野けて戸外ア砂つぼ声Ｌ｜りで濠為として居ァ︒

にもら

おつれ︾さ︑早く御ぜんをおたべなさいよ︑お隣からおさつ

ばやく

の煮たのを貰ったよ︒そして︑まだくさやも一枚あるし⁝
Ｏ●．■●◆◎

ばら

銀造︒さうか︑じゃア早く食はしてくれ︑ひろめし・もくは
ねエから︑モウ腹が︒ヘコノ︲Ｉなんだ︒
︑︑︑

おつれ︒おひるもたべないって︑おそばのおあしをあげとい
勉うかいじよあざ︾却がぜんぽうくら

たじゃないの︒

銀造︺紹介所で麻布の我善坊に︑があるといふから︑ひる
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ちや

サラー１１とお茶づけをかっこんでおいたからモウい︲↓よ・

さア︑おあがん左さい︒

王へで

へと貧弱な鵬立てをしてすＬめろ︒

銀造︒お前はもう出かけろだらう︑
ずこほな

諮建いそゆ
け封
おつれ︒あ上︑大急ぎで行かないと︑今日はダイーフ企へヂ︑れた

から⁝：・・ダガ︑おくれたつひでに少し話したいことがあ
るんだよ︒

銀造︾え︑おれにか︒↓

げふ

めひかはとし

︽含

こと言

わか

全へしごと

みな

ナみこみ

か

パァヘでも住込んで見ちやアどうだと斯ういふんだ︒

肱

銀造︒︵無言で手もりで飯をよそふ︶
哩先１一しぱい壁ふじわず
おつれＪごめんなさいょ︑つひ話にみが入ってお給仕を忘れ

くら

宏一やって⁝・・・ｏ

ゆ

いまいまかね

銀造︒︵口をムガーィ︑し遊がら︶何アにい上よｏだが︑おつ
ば星ひき
やらんとぎ﹄
ね︑枇涜へ引っこすつたって︑家賃の滞りからしてキレイ

ゆ

にして行かなけれアならねエが︒今の今︑そんな金は：．︒

か畑ぜんしやく

おつれ︺まアおき上よ︑もしわたしが行くときまれば︑二十

や三十の金は前借してやって︑もい上といふのだよ︒

含

ふい韮

で轡

全へ

かご

をいやうじ・ルらひ工ペアすこ

しごとくら

こん習う

との

ちに残って︑せい︐人１１仕事の口をさがすことにして︑取り

のこ

もしお前さんが描潅へ行くが不服なら︑お前さんはこつ

全へ

も切れるだらうし・・・⁝︑それでねエ︑近藤さんのいふには︑

産へ唯全ゆふ︑今貼

でつとめるよりも︑西洋人相手の酒場なら︑少しはチップ

︑︑︑

土地が壷れば又い上仕事が見つからないとも限らないし︑
ざらぜん奇ん偽ひみぜ
わたしにして見ても︑今のやうを一皿十銭均一の小さな店

とらかば全だしごとみ

どうやらかうやら引っこしも出来るし︑お前さんだって︑

ひ

かいてぱい
おつれ︒それだ︑から︑と上で二十と三十のお金が手に入れば

銀造︒ブームＯ

せんしやく

銀造︾前借？

おつれ︒あ上︒

賦涯てこ二
にいぱな
銀造︒話し度エ事って︑一冊なんの話しだい？

ひとしやうもの

るナちうは土こん︾﹄う

おつれ︒あ上︒

じつ

おっね︒斑はねェ︑おまへさんの留守中に拙溌の近藤さんが

臆づ含

能にこん罫う舎

尋いて来てくれてね︒

銀造ｃ何︑近藤が来たって？
︑︑一

おつれ︒あ上︑さうなんだよ︒アノ人はかひ枇者だれ号い
み

つでもナリはくづさないし︑祁愛らず年よりはズッと若く

こ念ゐ

見えるんだよ︒今日たづねて来たのはネ︑お前さんが仕事

ことがと含

がなくって困って居るといふ事を聞いたし︑わたしがカブ
い

い全

エーヘ行ってるといふ事も人づてに聞いたから︑同じこと

あちらひき

なら︑一つふんばつして椎演へでも引として︑わたしも今
ふき︑︑︑すぐな
ぜいやうじ４めひて

の店じゃみいりも少いだらうから︑あっちの西洋人和手の
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み

腫十みこ

い

かへ

あへずわたし丈け仕込みといふととにしてあっちへ行って
全へ涯

里源へ誰ｊｏ

兇ちや舞烹つだといふンだよ︒

とう含やう濃こ

銀造︒ナニッ︑お前丈け？

し⁝・・・・

おつれ︒東京と描演だから︑綿らうと忠やァ︑いつでも耐れる
てえふうふ

金へ正に

銀造︺為つれ！ぢやアなにか︑髄よく夫婦わかれをしや

酉圭一フ・お

うといふのだな︒

象へ峨里ゆ

おつれ︒夫婦わかれだって？まアお前さん刺をいってるの
たう組ん

だよ︒ダカフお前さんが横演へ行くのがいやならトニカク
とうぷん

徽分わたしだけ⁝⁝︑

積の毛唐州手の︑ハアヘ住込むといったじゃねェかもそれも

まりとうめひて・ずみこ

ぜんしやく噸﹄︑札しゃくぴとざか肱

しば

前僻つきだ︑前借といやア人聞きがい上が︑いば幽金しば

３１

１＆こ亀にぐわいぶん

りに絞られるんだ︒

おつれ︺アレそんな大き遊騨を出して︑外聞がわるいじゃア
ないめ︒

念へ主永ひ

槌へ７︶づがこと

お峡己急陰
銀造︒大きな蕊は地ごゑだッ︒
くに

おつれ︒まアお前きん！瀞にしてわたしのいふ事もきいて

ひ含こが廻

下さいよ︑ネ︒だからお前さんも一つしょに横演へ引っこ
して⁝⁝︒

銀造︺エイ諺引越するにやァ余がいるんだｐ

ぜんしやくか塩︑︑︑ぅ

おつれ．ダカラわたしが⁝⁝︒

上へへんやうす

銀造︒営分？わたしだけだ？フンＩ

銀造︒前借をするといふのか︑イ︑ャ︑金でからだを寅つ
ゆ

おっね︒アラ︑お前さん愛な様子をするのね︒

Ｆも

て行かうといふのか︒
ちよ奇ふ

銀造︒しちゃアわるいか︑ど︑どう嘘おれはいくぢなし

おつれ︒まア︵呆れる︶

︑︑︑

︑︑ふうふわか

おつれアレッ︑矧暴をおしでないよッ︒

ら八便う

△膳を蹴かへす︒

くれとナゼ手つ取り早くいはねエんだ︑畜生つ︒

てと緑や危くし？つ

まわりつくどい事をいふてまで夫婦別れをしやう︑ひまア

こ竺

をされやがつたな＠そ︑そ︑そんなてエさいのい上︑ま︑

こん言うやらうい

銀造・おつれシ︑て︑て︑て絶エ︑近膝の野郎に入れぢゑ
︑︑︑角安

ととこばし

た︑かＡアにカフヱーの女給をさせて︑食はしてもらって
かひ．︾やう

るやうな叩斐性なしだ︑だが︑話︑おれだって男の端くれ
雀へ

︑︑︑易空

だ︑か︑かＬアのからだを寮ってまで⁝⁝︒
腿に唾かこと
おつれ︒お前さん︑ｊ︑︑何を馬鹿な蔀をおいひなんだよ︒
う

Ｔ︽

マアからだを賞るなんて・・・⁝いつ︑いつわたしがからだを

費るなんていひました︒
い念塞唾

銀造︒それにちげェねエじゃアねェか︒今聞いてりやア横
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脚

れ 入 紙 本

らん職う

ばうていしゆ⑰丑ん

ぜんけ

こん害ぱな

こんぎうしゐざつい

かん

ひん︑︑

い恥冨

恵をかはれたとか︑カラダを責るとか︑ヤレ夫婦わかれ

ふロつふ

じゃないか︒今度の話しだって︑近藤さんは親切づくで言

じゃう

めひて

う

銀澄︒ナ︑ナ︑なにが矧暴だ︑か上アの方から亭主へ離縁

やずぶこ

屋

っておくれなのですよ︒それをヘンに勘ぐって︑ヤレ入智

らんほう封も

状をつきつけるやうなことをぬかすのと︑膳尭蹴とばすの
あや

とドッチが蹴暴だと恩やアがるッ︒コレ︑よく野け︑瀞賛

︑︑︑

うちことめん

をするつ蝋りだとか︑いくら貧すりやどんするつたって︑

こ上ろらら全へ

わ︑わたしの心持がお前さんにやア︑わからな

らよつとものうけたまば

△泣しやぺりに喋る︒替察の小使登場︒

しやぺ

このへんいしか域ざん

いかと恩ふと︑わ︑わたしャ︑く︑くやしくってノ︑・

お９

じてゐる︑

あたりの怪しいチヤプ屋へ住込んで︑マドロスを相手にし

ことぽ

あ︑あ︑あまりなひがみやうだ︒と︑こんなに家の事を案

そん形ぞんた

ざんなに

て︑な︑なにをさせられるかしれたものじゃねエ︑そ︑そ

土へ

れで女の︑を︑女の⁝⁝

おっね︒お前さんノ︲Ｉ銀さんシ何をつまら底い事をいひ出す
生へなにか礼らが

のだよ︒お前さん伽か勘速ひをしてるンだね︑イ︑ェ︑さ

いしかは

に価

と江

造といふ人は居ませんでせうか︒

ざうひと．ゐ

甚兵街︒もし︑一寸駒を承りたいのですが︑此遥に石川銀

き釣しろぽ

うです︑わたしだって三十づらを下げて︑白粉をぬり麦は
ゆ

おかん︒石川さんならすぐ話隣りのうちですよ︒
︑Ｂ︑雀い操んふきで

ぅけ

して︑カフヱー蔵んぞへ行きたかァありまぜん︒けれども
そひど
さしつか
全へ江がことしごと
お前さんは長い事仕事はなし︑其の川の御ばんにも差支え
よ

甚兵街︒どうもありがとう︒

ゆ

るから︑わたしや︑わ︑わたしやがまんして毎晩店へ出て

唾三てめへなか

おつれ︒オヤ︑誰だらう？

いち心ば

らくしやう

銀造︒横演から手前を迎へにで哨来たんだらう︒畜生シも

こど仁

おつれ︺えＬ︑石川は宅ですが⁝⁝ｃ

いしかはたく

錐造︒うるせエ・

か︒

うチヤーンと打合せがついてるンだＩ
たく
．︲駅しかはぎんざう
甚兵霧︒ごめんなさい︒石川銀逃さんのお宅はこちらです

書

行くのだよ︑酢つばらひのわるふざけも︑い入かげんに受
︑︑︑しんぽう
たが歩むぷん
流して︑随分コレでもつらい辛抱をしてゐるのだょ危ぐ︶
た

銀造・そ︑そん遊事うき上度くれェ・
全ぺ

おつれ．お前さんは︑き上度く荘くっても︑わ︑わたしやい
ばないじゃゐられません︒

う

ハ桁子をあけてはいろ︒

基兵萄︒ぢや︑ごめんなさいよ︒

な

かそのひくい

おっね︒うるさいも無いものだ︑斯うしてわたしがカフェー
かよ

へ遜ってゐるからどうにか斯うにか共︑を暮らして行くん

本 脚
紙

言全

おつれ︒どちら様からで・・⁝・・

らざぷけいきつ曾

甚兵衛．麻布の警察から来たのですよ︒
けいきつ夏ん

きぐこ匙
△一種の危倶に謀がふろへろ︒

おつれ︒え︑藩察？銀さん！まァおまへさんは⁝⁝︒

酢ふい

がふいこと
甚兵衝︾さうですよ︑紙入れの事でね︒

おっ割アシ︑か︑紙入れ⁝⁝︒
象へ

甚兵街﹄︵銀迭を見つけて︶アー︑お前さんだシたれ︑さつき
やくしよ含

役所へ来なすったのは？．

銀造︺え︑え上さうですよ︒

かへおそおもけいざつ

おつれ︒アー︑締りが胸すぎると思ったら︑弊察へなんか・・・
ふかとい含

上ぴにじゃうあし程心弓嵯

たやくしよ含く陣巻やう

の呼出し状にもかいてあるが︑耽日の戦九時垂でに主ちが

ひ無く役所へ来て下さいよ︒デハな様ならタ

ハと︑甚兵術は委細かまはずサッくと蹄って行く︒おつれば

Ｑ近所の長屋で亦ン功の泣くこゑがして

格子先へ出てポンヤリと見返る︒銀迭はま赤おつれの後ろ

寒淫梁天

それ距縦せつける子守唄のこみが震やけて聞える割︵蕪︶

泡こもり５た

姿走ゾッと兄入

時事評

黛鞭心理

○選良の箱をも忘れて浅玄しき車夫や馬丁におとるふるまひ

○詞はれなき勝を縦ふみにくきばをさな子供の士ばれとやかむ

○泥仕合身の汚ろＬ非知らざるはそのおろかなる計り知られず

このよびにわに︑︑︑

⁝⁝︒まア︒︵深い吐息︶

甚兵街︒ぢやア︑此呼出しを渡しますよ︒ナニネ︑ひる室お

就職雌

○大理韮走へてつとめに苦しむとせぢ辛き雌と人はいふらむ

なければ

○叉しても艦ふせめぐのいきかひか蒋胡か監禁す︶外に向ひて謡し

西隣

○忠はざろい大つきいえてけふよりは剛のつとめにつくはめでたし

首机復職

○鬼やらひはらへど更にがひなきか悩める人のいかにさばなる

流感

○器力な雌ふ心の枇にいでぱ虎も忽ち猟と化し江む

前さんが拾って届けた紙入れの然し主がわかったのでさ︒

辻へひろ左替が伽い池と︑し

か余はぬ
急んい
両八十回ばかりつきや入れてなかったさうだが︑ナン
ゑんしようもんはいゐ主へ

世いきしゃれいに少ららしやう

デモ三千園からの誇文が入って居たんださうですよ︒お前

合だね︒

甚兵蒲︶イヤ︑人間正直が飢一でさア︒じゃァお前ちん︑そ

おつれしえシ・・・・・・・

にんいんしやうぢ奇庭い朱へ

直頭に祁宿ろだ︑おかみさん︑正直な御亭主をもって為仕

君密かうぺかみや当しやうぢ含ごていじゆしめ

さん！制規の謝澱丈賛つたってタイした喝のですぜ︑正

はせ・・・

れ 入
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川

れい

ゐ十かむんでんでうおいい主ゐ

こかい６でんぢう○

み師かたござかねえそことしようらおれいきしみ

牛分貰って慨かう︑此の半分は持って綿って︑子供の著物など買って遣って

ばん︾︲ず凡らら訂こはん蕊んもかへこ︾﹄も含仏のかや

麦し﹂・⁝・﹁さうか︒それ程までの決心をしなすったら︑折角だから其れでは

哩琶一けつしんぜつかくそ

えでは︑どうしても索が澗みませんに依って︑是非御受取りなすって下せえ

ぎす︑︷ぜひおうけど︒︑鹿

戻しなさい﹂﹁有難う御座えますが︑家内も共の事は承知で︑御濯を差上げね

もご

御座え蚤すから︑どうぞ・・⁝・⁝営さうでない︑此の金を持ってシて川地を諸

ごぎ

﹁ヤアどうも︑これは驚いた︒そんな課では尚ぼ取れない島けれども折角で

お︾﹄ろわけ肱とぜつかく

したやうな次第で御座えます﹂

しにいご雪

澱が遅くなって居て満まねえと斯う存じ麦して︑川地を愛って御鵡に参りま

いい粒を

くなったのだ﹂と︑期う巾しますので︑そこで私も不懲に存じまして︑叉御

先生の御詑の前が通りかぬると巾して︑飯泉村を回って来るから︑それで遅

をんきいおだく三へ些袈堂ぞ⑧③③全いくおそ
か土をわたしふびんきん凸一にお

生の跡に御鵬としぬえ︒人に世話になるときは︑なって置いて︑共の御鵬に
ゆ
廼世んぜいやつ麺︒⑨おｂ
も行かねえで居ては︑先生にケシから弧奴だと恩はれはしぬえかと恩ふので

世いところおれいひと世はおそ

ぜえ︑御薬を下せえと言って︑御父さんが快くなって仕舞ったのに︑まだ先

奉〆︑分りくにいおとう・よし砿せん

﹁さうでねえ︑御父さんの身催の悪いときは︑先生の所へサア来て診て下

教育美一談

見

歩之うから胆わる世ん登〆︒とこみ守晶くに

小

くに

毛

念こと鉢そ机い

下さい﹂﹁どうも其れぢやァ誠に恐入ります﹄
⑦塁もんなみ解たがぜんらんせんせいｈやうか泡いた胆てい

利右術門︑涙迩流して︑善庵先生から一雨の金を戴き︑丁

ぬいおれいの仁ちかへ
隼に御概逓述べて立婦りました︒

おかめきんじらうなん学とうがへ詰悉

一︲御母さん皇金次郎や︑何だヱ昌御父さんの肺りが遅いから
ぉ陰わづらひあと

とちうＵかゆど

でいりぐちで

じやア無えかしら︑途中まで迎へに行って来よう﹂﹁ぢやアさ

い含

釦とうおざけよ

い全うらぱいば推し

およ

ねえ﹂﹁どうしたんだご﹁今允家へ這入って話逓する︒⁝⁝お
含んしらうい全にん雁奉じかゆ
よしおがへ
由︑﹁御蹄りなせえまし︑〆金次郎が今旦那どんを御辿へにわ
むか

けつかう

ごしん士つかた

いり

﹁ハアそれは結椛だった︑マア御親切な方だねえ﹂

共の一雨の金を刷棚に上げ︑﹁有難えことだ﹂と言って︑利

そじゃうか通かみ陣なめありかた

右術門︑附し拝んで居りました︒

蕊心んふ彰がを

共の中に金次郎は相愛ら未細を細ひ︑草軽を途りましては

そうら含んじらうめひかは芯わ雁わら茜つく

欠一けかきち上りゑもんの乃上よるこ寒いの

こうへなたのしを

酒を買って来一Ｌ︑父利右鮒門に飲ませ︑父が喜んで酒を飲み

こ土江か・ぶじくらを

ますのを此の上も無い染みにして居りました︒

くわんせいほんあび陸含んじらうさい

斯くして親子陸ましく︑困る巾にも無事に幕して居りまし

か話やこむつ

めき

ら上り垂６ん土にノーぴや・ソ母ばつ

たが︑寛政十二年と机成り︑金次郎十川歳︒

ところが秋にな三﹂︑父の利右術門が叉公嫡莱が義しまし

こいとふじらう唯

う全全とふじあう

つ土よしそ唾瞳に
こん毒じず凸じゃく
て︑今度は一時に裳弱いたしました︒妻のお山は側を離れず
港と・し法ん
きが机含んじらう幻とうととも含らめひにく
枠金次郎︑弟の友吉︑．：．：生梢なもので︑其の年に三男が
う全

ところをつと叩参一もんた恥つぴやうこんざつ恋か封こたかん会へう

生れ藍した︒之を常次臥と名づける︒生れて川もない窟次郎

のある所へ夫利右術門の大病︒混雑の中︑怠りなく看病する

ねいしゃやは︑①︑③の︒抵が③①●③しん幽い

お低迫る〃︑に

しろしさらみ

御醤渚は矢張り澗井葬庵先生に願ふ︒禰井先生も心脱され︑

いる︐１１御什折り下すったが︑どうも駒か更に見えぬ︒
今んじらうてんク理かみらかひたち上り乏もんぴやう々﹄なぽ

金次鄭︑天地の刺に誓を立って︑父利方術川の病気の泊り

町やうぐ

ゐ毒とうととも琶匂つかひゆ

．ふ﹃んじらう広八かば

丁度九月二十六日︑お由は出入口の角の井戸端で洗ひ物を

ち室︑う響やかつにらよしでいりぐちか︾↑ゐごはためらもの

じぷんばふが唯かん令へう

しんぐわんてう︒︑や﹄ぷ・ん瞳上おやばんやい

しやいました？﹂﹁先生は御親切左御方だ︑御職を上げたけれ

ますやうにと心願をし︑手を識し︑夜分け母親を牛夜臥かし
こ寺も含もの

◆せつかく

いみノ０１わけい

ども︑どうしても取らねえと仰しやる︒それから極・べ禅を言

て︑自分は母に代って看病する︒

．ぜひ︑とく膳い

い︑ばんぶんと

い

から﹂と云２Ｌ︑半分取りなすって︑﹁あとは子供の著物な

おつ

って︑是非取って下せえと言ったところが︑﹁ぢやア折角だ

して居る︒弟の友吉は使に行きまして︑金次郎は母に代って

と

か
やく
ど買って遣って呉れろ︲一と言はしって︽一雨災んなすった﹂

ぜん世いおしんせつおがたおいいめ

え︑大丈夫だ﹄心持は？﹂﹁何とも無え胃先生の方はドウさつ

能いじゃうぷこ▲ろもめなん丞注んぜいはう

ぐと行って出たところで﹂﹁ナアニ︑迎へなんどにやア及ばぬ

いで

のか崖﹁御父さんは大病の後だから︑御酒なんどは飲みはし

の

うと思ったところだ﹂﹁さうか﹂﹁御父さん︑御酒にでも酔った
おさけ
おたうたいぴやうめと

みも

て喜んで闘って来た⁝⁝御父さん旨金次郎﹂﹁今御迎へに行か

ヲ︑御父さんが蹄って来た︒御父さんが一三Ｉ︑手を振っ

てふ
釣と・フかへ含診と︒﹄
よみこかへ含おとう些んじちうい全おＵかゆ

うしとくれ畠それぢやア行って来ます﹂と出入口から出る︒

だ

見て来ようか﹂﹁さうさネ﹂﹁大病の後だから︑どうかしたん

みこ

郎次金術二
(
i
l

−１︲

ちらり堂もん全︾︑．﹄毎へがん一へうゐち上いとか塁毎一己こ

的やうがんく医賦瞳にく毒瞳うぽねたかあらこぼた彰

父利右常門の枕遥で看病して居る︒父の眠れる面を硯き込ん
ふ

つょよしきがにきんじちうとら仁ら邑予Ｌ伽ろ﹄もんしがいそ塵ろ

た︒

妻のお山︑枠の金次郎︑友吉︑父利右術門の死骸の側に身

を摩寄せ︑蕊淀放って泣きたてますろ︒誠に気の毒な有様︒

身やう鹿いはたれくおとう

まんぺ芝へいゑもんいぶんけ

よ

り三もん

泡ひ温し王

にらひろ皇ｅｅ②労い↑きうじきナ

ら大丈夫です﹂と︒母親の脊を摩って居る︒其の中に友吉は

庭いじゃうぷ唯Ｌおやせさすゐそうちともきち

勿鵠ねえから．・・・：お前も疲れたらう﹂﹁イ︑エ︑私は子供だか

もつにい全へつかわたしこ害も

んの御葬式を済ませたんで︑勿鵠ねえが草臥れが出た﹂﹁御
か母さめ
ずこわたしざｒあい
さん︑さうでせう︒少し私が摩って上げませう﹂一︲宜いョ︑

毒ざうしきＴららにいくたびで

阿弼陀俳．．⁝・南無阿聴陀怖⁝⁝金や﹂ヌイ﹂﹁御母さんは御父

らみにぶつにむめみにぷつ含んおかめおとう

所に座って居るやうな心持がする︒﹁南無阿撚陀仙．：⁝南無

こ十はゐこＬろもら腫吐ゐみにぶつなむ

牡え﹂スイ﹂ｕ紙一枚の主となりし父利右術門が何となく其

がみまいぬしちＬり乏もんなんそ

明が晴く．なったから︑油を御注し昌一︲ハイ﹂﹁御糾香を立てな

し
よかばんおとうおゐぱい全へおとう
初七︑の晩︑一︲金や﹂﹁ハイ﹂﹁御父さんの御付牌の前の御燈
ろやうくらゐ墓らおきおせんかうに

た︒

から﹂と慰める者が有り︑村中の軒が皆な悔みに来ました︒

定ぐさちのあほらぢうものふくや念

いく江ひしかたたかへ樫とけに危

ずむよこゑ牧芯恕象ことき︾くめりさ士

で見ると︑雨眠凹んで頬肉然ち︑頬骨高く現はれて小鼻は瞳
弓︵Ｌレムだがたいき恥叩き等こん︾﹄おとうびやう念
ち︑耳は彊げて︑眉で息をする有様︒今度は御父さんの病莱

一幾ら数えても仕方が無え︑却って僻さまの漁脇に域らねえ

り塁もんめみぴら含如海とう

鎚ふくろにいじ

劃かめ

は母親を大事にし︑兄弟なかよく鋤えて呉れえョ﹂﹁御父さん
稚んおとう
へん

鍵だョ﹂・

し

のは︑寓兵術︑兵右衛門などと云ふ分家︒

骨んおからこ．しやういんめい準へ

眠いので臥て仕舞ふ︒

﹁金や︲一スイ﹂一︲御母さんば是れから一生穂命になって︑お前

る獄〃だが︑困ったことには此の富坊︑之を抱いて居た日に

つもこ念ことみぽうこいぽゐひ

生も念ら・餐埠の吟ひてのうい・部・かうら

と？﹂と急ぎ駈付ける︒近川の者までが遜しく見舞に来る︒

と友吉の二人を和手に農業注して︑どうなり斯弓産０家はや

に
らゆふさいごつひいきひ含些
日の夕衰ぐれ︑四十八歳を一期として︑遂に息を引取りまし

しゆノＩ工つくかい里うかひなりゑもんぐかつ

種盈手を講し︑介抱した甲斑も無く︑利右衛門は九月二十六

いそがけづ身んじよｂのぱゆみ土ひく

知らせに依って﹁ナニ︑利右術門どんの様子が悪くなった

やうすわる

からう？︑金や早く伯父さんを呼んで采なぜえ﹂伯父と云ふ

寄んはや海苔上こおぢい

りさっしやい﹂﹁ンウ・⁝・・後を頼む﹂﹁こｈンや壷アどうしたら宜

洗ひ物を打捨て喪した︑お曲馳寄って﹁旦那どん︑シシ力

ゐらもゎ〆うらずよし土暫よ但ん広

めとたの上

シッカリして呉んなせえ︒．．⁝・御母さん︑何だか御父さんが

く

して下せえ︲一﹁金や︑おれはモウ迩鳴復けねえ︒おれが亡え後

く腫

め︑利右術門目を見開き︑﹁ンウ︑金か﹂﹁御父さん︑シッヵリ

骨んとていのろ

はず雨眼より涙が溢れる︒其の涙が父の面にかょりました焦

吟やうがんたみに⑯．︽そ江みにち上かぽた

面を見詰め︑我れ今十皿歳にして︑とｉで父を失ったなら︑

かばみつわい上客いち上うし肱

ことけふきくややうすわる︾

は迎も治るまい︒殊に今日は昨夜よりも様子が悪いやうだと

さうして二十八日の謹間︑杢築寺に於て葬式溌済まぜまし

とて江ほ

こ此のさ
なん上おもむぬせ罰釣も
先き何としたら宜からうかと︑恩ひいと醇胸に迫り︑思

6当
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士へと︾︑秀ら勺笠ト印壷．レなゆわけゆい全

は諺お前と友吉の二人を養って行く課には行かねえ︒今とな
ことふじらうめし一Ｌ今↑とたんと一かじらうし主つ

釦上ゐ︾﹄こちワク

っては此の富次郎が足手纏ひ︑何とか富次郎の始末をして︑

君かめわたしい全舞僅江

かめずこあび梶とみぽうがへ星ところ

父権ら

○よ〃ｈ

代の句に

し定おつどうしなじゃうのめい

諺
み処みかやひろ
起きて兇つ臥て児へ蚊帳の震さか厳
い〆も

って居たのである︒

ゐ

もみふ定みほ﹃毎・ね

骨んじらう客つ②やうすうか映

れいまＡに寝がへりをするの詮︑金次郎は先刻から様子を覗

ぬ

て今日の身の不幸！と恩は幸溢れる涙を拭きながら︑眠ら

けふみ・炉かう

一人は預けて手許に居歩︑二人は左右に居るものの︑何とし

ひとりあ・つてら〃一ゐ・ふたり言いうゐ．虻ん

なら︑今一息働えて呉れように１．ア︑男の子は三人あれど

い垂い舎喧たらく字とこにん

か知ら？せめてのことに金次郎が二十歳でも越して呉れた

し含んじらうはたちこ

だらうか？好い蝿梅に嘉兵術どんの剛に馴染んで呉れた

いあんばい①︑②つれあひ芯じく

ひながら︑他人の手に預けたが︑今頃あの子はどうして居る

ににんてめづい全一﹂ろこ・ゐ

りの富次郎は︑家の生計の典の鴬に勺是非も無く遼総とは云

とみじらういへくらしそにめぜひ定とばゑんい

方などを思ひ出して︑臥ても本営に眠られない・・今可愛い盛

かたおも胆迩ぼんとうねい上かあめちか

術門は去って再び来らず︑心細くも妻のお山︑行末身の越し

見ても︑我が子二人が側に居るだけで蓮頼みに旭ふ夫の利右
もんさふた上今一にこ上ろ陸走つみよしゆくナ凸永こ

みわこ・ふたりそ像ゐたの挙杢もをつとりゑ

吟で御座います︒それとこれとは異れ岸と︑臥て見ても起き一し

と云ふ初があります︒それは慕ふ夫を失った術を述ぺた猪
さうしてやらにやア厳らねえと思って居るんだが︑何庭か乳
ぜん
写ざ己と芯ぬみ狗
あづ封かめこ拳勾
﹄つち

かふさんあかぽううめか

のある家へでも預けようか﹂﹁さうだね︸︷︑御母さん︑困った
こ殉ひ雁幸きうしきず生くじつそがか噂 ︑鰹お意図
ねエ・⁝・・此の間︑御葬式を澗壷した翌日︑曾我の川窪の伯父

●●④⑧②①

さんが︑西柏山の嘉兵衛どんの内儀が赤ン坊を生んだが︑赤

ぽう江ちＬで己士ゐいかヘ
︒ところとみぬうらづ

ン坊が亡くなって乳が出て困って居ると言はしったが︑嘉兵

屋

衛どんの所へでも常坊を預けたらドウだらう？﹂﹁さうだれ
エ︑さうしやうかれエ﹂﹁御母さん︑私が今に大きく成りやア
レやうけんめいはにら釘とうくさ空かゆみんしん

一生懸命侭えて︑御父さんが草染の蔭で安心さっしやるゃ
うにするから︑御母さん少しの間︑富坊を嘉兵補どんの所に

あ
づこ上るもちむくに
預ける心持が有るなら︑さうして下せえな﹂

よしと峨ゑん凸●●●●②⑦と一︺ろい

そこで︑お由は遠縁になって居る西柏山の嘉兵術の所へ行

唾たしみ︐ややうう

って話をするとそんなら預かって遣りませう︒ちょうど家の

ち正でこ主ゐよち▲いだいゐ

も乳が出るので困って居るから．．酷⁝夜は乳が痛むと言２Ｌ居
とふじらういめかぽうかへＢ一

しん

るから・・⁝⁝・﹂といふので︑富次郎と云ふ赤ン坊詫嘉兵補の
にくあづ亜し身んじらうとも昼●一彦あびてぱ握りくぎむし
宅に預けて︑考川は金次郎と友吉幹一相手に︑畑の草を隼り︑

かめしごとし全やｗダルひるつか．

鱈かな雌地遊維啄︑一心に底って働く︒

それから三日目のこと︑仕事駐仕・舞って夜分︑豊の疲れに

母子三人が寝床に這入２Ｌ眠りに就きます︒名高い加賀の千

湾やこにん処︾︑こはいｈＵつな艇かかがち

‑一、

64
.
1

暮
硯

御岱家郷親類様方御列席Ｆて︐勘略の役儀

様なら御了簡に候哉︑甚江心元なく存候︑

伐御一人にても机済み申まじく候が︑如何

には私方よりも若拙者致し方に不忠の催御

渡しくれ候様︑御配慮願ひ上げ候︑其代り

依らす机背き申す雲じくと申す書付を致し

者走初め諸役人中へ心拙者申す俵は何事に

候ては︲此役儀祁勤リⅢきず候間︑老分の

若拙者申俵を左様にはならぬ杯と申者御座

任御意奉願上候︑右の役儀相勤候に付て︑

て被仰候︲﹁亜々難有仕合奉存候︑然らば

らぱ此序でに遠慮なく相願ひ巾すべき旨重

へぱ︑皆

意末長入侯︐何分にも奉畏候と御読申上候

木工﹁此上御訴訟巾上候は却て不忠との御

ヤ何も不届なる俵ば無之候へ共︑此度の役

て御暇被下候事に候やと被祁零候へぱ︑﹁イ

﹁私共子供家来まで如何様なろ不屈御座候

り巾すぺしと申渡され候︑其時内室より砿

く候︑入川にて欲き品は災れ峡間．持ち去

れ候間

何方へなりとも奉公相きめ申すべ

とも立退申すぺく候︑家来共は残らず暇央

ろぺく候︑子供は勘常致し候間︑何方なり

付︑女腸Ｐは暇を可迩候冊︑親元へ立辰ら

家来共も残らず是へ出でよ︑此度の役儀に

意得たく巾入候事に御座侯・扱女厩共子供

向後義絶成し下さるべく候︑此段何れも御

のにて候間︑何れにも是非なき事と恩召し

候︑手前が一生の浮沈此時怖に到来と巾も

建て課走聞くとの事なれば︑成程巾す・へく

有る間敷︐申も無益と差控て候へども︑各

され候は︑﹁課を申たりとも皆々得心これ

先其課を仰せ聞けられよと被申候︑木工巾

り候課を仰せ聞され候は置︑義絶も可致候

内室の巾さるろ通り︑親類中も御役儀に障

尋へくと涙を流し申され峡へぱ︑親類中も御

課を仰せられ得心させて御勘柑成し下さる

へ辰リ何と申し課仕ろべきにや︑子供へも

すべく候へ共︑課を仰せられず候ては親元

得心させて彼下候はｘ︑随分御暇も賞ひ叩

﹁御役儀に付邪魔になれば其課を承りたく

禰抱なりとも致すべく候︒其時内室被申は

成程手前一人にては不湘済候間．叉外の者

此度の役Ⅱに付邪魔に起り候故・暇通し候

﹁イヤ狂索も仕らず峡へ共︑先唯巾す通り

仰せ付けられ候故︑建て御躍逗叩上候へど

座候は営︑如何様にも御仕漫成さる︾へく候

儀に付邪魔の筋これ右リ候故︐暇通すべく

も和御苑もこれ無き故御諸申上げ蹄幽致し

其節御恨み巾間じくと申す誓詞態ば洲渡し

に候︑然るに女腸を初め︐子供並びに家来

候︑先第一手前向後嘘悲一切申さざる合鮎

一︲木工にそれより江戸役人と替付を取

衆走勘常し︑家来中へ暇牟遁はされ︑以後

ても︑親類を義絶し︑内室走離別し・子供

披成峡や︑いかに勘略奉行仰せ付られ鱗と

ろろには．﹁ナント木工殿には狂類にても

して合鮎ゆかずと人は疑ひ申すぺく候脳

功家内のものがあの通りなれば︑木工から

悲言はぬと叩さろれども︲親しき親麺を初

共︑親獅中嘘彩巾され候へぱ︑木工はうそ

畏まり奉り彼と御請申上侯︒

集め︑﹁先づ以て手前儀此庇江戸表に於て

替し候て蹄幽の上︐自分の親類を残らず呼

抑浦足にて右に付何ぞ願の筋有

申すぺく族と巾上侯へぱ︑尤の願との仰せ

候︑外に何にても仔細の右ろ事にては曾て

（二）

にて右木工申通り皆々不残書付いたし︑木

圏

これ無く彼と叩きれ候︑其昨に親獅中巾さ

￨
暮
｜

工へ相渡し申すべき旨仰渡され候故︑梼々

￨
周
｜
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ぺたかろぺく︐木綿物は蒲にくかるべし．

は定て唯今の迩嘘も言犬かろぺく︐菜も険

のの外は浩川致さざるつもりに候︲女戻共

へ故︑ある物は満て新敷推へ候節は木綿も

も︑有る物をおいて新しくこしらへ候も饗

より外ば︑香の物も菜なれば給べ申さぬつ

親揃中と義絶致す事に候︑其上平生飯と汁

房を去り子供を勧賞し家来に暇走撞し︑

すれば︑此役儀も机勤リ申さず候︑依て女

旦那様より御暇を受け候は営何方へ参り候

間︐何とぞ御差置下され候様願ひ奉り候︑

を申まじく︑御飯と汁より外語叩まじく峡

くくし︑﹁家来共立出でよ︑﹁秘共もうそ

座候△﹁弼左様に族は蛍︑我が子にして詮

ば︲﹁蝿左様に候や．﹁成一はど誓言にて御

間︑御勘嵩は御苑下されたくと申されけれ

は給ぺ巾．すまじく侯︑綿服を着剛す今へく候

﹁私も嘘は申すまじく峡︑飯と汁︲こより外

銀は祁雌に尖れて出すべしと巾され候へぱ

掴子供は何方へなりと立ち退くべく峡︑路

らば去るに及ばず︑女房にして置くべし︑

へぱ狩り難き仕合に存じ未り族と皆々誘致

吋ぺえ候間︑左様に机心得族へと申され侯

み達は妻子お養育する身なれば︑給金は遼

残りは御上へ差上候より外に考へなし︑お

来どもへは給金韮出し︑家内の入川延引て

食はい積りにて︑何も入り用なければ︑家

ヤとょ我は知行千石なるに︐飯と汁より外

左候へぱ御給金も瑛戴に及び申さず候︑﹁イ

御古なりとも拝揃仕り鮫て着申すべく候︑

程は所持仕り候︑なくなり候はぜ旦那様の

旦那様より下苫れ候なり︑藷物は常分清侯

ヤ御給金は抑貰び申すに及ばず候︑食物は

木綿さへ潜候へぱ離別せずとも御邪

るべくや．﹁イヤ柵者共もうそは一向に申

扱叉木工︑﹁親類中には蛎義絶成し下さ

もりにて候︑又藷物も直ぐに木綿と思へど

然れば女犀にしては置き難く候間︒早く親

とも︑奉公は祁成申間じく峡︑其課は彼等

へす

Ⅶより外は菜を喰ぺる事和成らず候故︑暇

は木工殿にてうそを言ふ事祁成らず︑飯と

し候ひけろ︒

れ候には﹁嘘を言はす︑飯と汁より外は給

元へ立蹄ろぺしと巾され候︑其時内室叩さ

蹴には机成らず候や︑﹁如何にも其通り︑

に成さるぺく候︑行方さへうそを抑止めら

間欺候﹁イヤ各方御家内の俵は御勝手次第

候間︑義絶に及ばず族︑﹁それは泰き仕合に

れ侯へぱ︑手前の邪魔になる筋はこれ無く

まむきものと申すことにて︑召弛へらろ典

御方有るまじく候︲此上之御慈悲には何卒

候と︑互に挨拶して親類中も各々蹄宅致さ

走取って出たる者共なれば︑何の川にも立

間︑矢張り御差置下され候様願ひ奉ると申

ぺく候と願ひ候へぱ︑木工﹁うそ鵡言はず

御差祇き被下度︑右り難き仕合に存じ奉る

︒﹁左候は営嘘も巾まじく︑飯と汁より外は

され候へぱ﹁イヤ其分にても相済まず︑家

菜も絵ぺ巾川じく︑木綿物も蒲申すぺく候

ばならぬなり︐水も汲ま︑ぱならぬなり︑

来共に暇杢出し候上は無人故︐飯もたかれ

ｎ分の親類悲妓初膜固められ候は前代未聞

一︒夫より木工又老職を初とし賭役人を

の賢人芯り︒

れ侯︑右之通江戸より蹄幽早々家内並びに

ならいは人なりＪ缶て給金は只今之迩遼ば

なり︐お身達に暇を造しても︑父抱へれば

すぺく候間︑奉公大切に相励むぺく族︑﹁イ

飯と汁より外食はぬ事合鮎ならば︲召遼ふ

ひ候て飯もたき︑水も汲み申すべく候心﹁蝿

﹁成程飯を焚きし事はなけれども︑焚斗﹄習

ょそれに祁迩なきや﹁誓言にて御座候﹂﹁然
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極められ誓紙の取替Ｌ和済みし上申され侯

俳譜︑謡︑鼓等は勿論︑浮瑠箱︐三味線︐

俵ながら御列座成し下さるべく候旨巾達せ

へ政迩の俵御談し巾ぺく候間︑三血も御大

一︑老鞭並びに諾役人中へも︑御領分中

られ候︒

録分有りて致さろろ事なれば︒如何之俵に

ても苦しからず候︑人は各洲唯之染みこれ

人中残らす︒御殿大隣問へ出席．恩川木工

慰には博突なりとも︑御氷公吃艇御勤の上

無く候ては平生吃と動り不巾候間︑随分分

殿中央に坐し︑百姓共走呼出され巾渡され

奉行被仰付侯へどｌＪ︑元来不調法まゆへ︑

私一人にて中々和勤り候筈御応なく候間︑

に唯ど菰のしみも致さろずへく峡︑勘略の俵

は︑各御存じの通江戸表に於て柵者へ勘略

蔑事御心添下さるべく候︑揮叉いかに勘略

も急々にば致方も御座無く候間︑先づ諸塞

て︑公の御蹄城主相待居られ︑其間に蕊事

只今迄の通り致さろ︒へく候と申し渡され候

な江戸表へ召され︑御親類様方御列座にて

候趣は︑﹁皆々先達て聞及びの通り手前供

一︑扱其定日に至れば・御家老を初め役

のは勿論︲其外御前向き御用の節は︑一向

を致せばとて︑只今の通殿様召上られ候も
勘略机成巾すまじく候︑十批石祁唯に致さ

工夫致され候由なり︒

も︑拙者が苑ど申さず此度曲事に申付くぺ

候上は︐御奉公に少々の露略これあり候て

く候︑既に下され候知行一向引なしに被下

るべく候︑其代りに御奉公吃と和勤らろぺ

度御渡し申すぺく候問︑左様に御心得成さ

一向歩一も引き巾さす︑本高之通り月々此

の引けこれ有り候へ共︑手前役儀の内は︑

方悲初め下々迄只今までは︐御知行に歩一

間・各左様に御心得成さるべく候︑籾又各

共︐御前向きの俵は古来の通り致すぺく候

金差上候審及び御年貢未進征り候者も残ら

き旨︑御領分中へ遍く祁鯛られ候・又御用

小百姓之内能く物言ふ者悲召連れ罷出づべ

一︑主・つ何月何日何峠︑庄屋共長百姓︑

り閏の政迩にか上られ候︑其仕方左の如し

候︑﹁畏り奉り候と御諦け申上︑木工夫よ

手次第一側も早く政遡仕候様にと仰せられ

り申す．へく候と言上致され候へぱ︑其方勝

か坐り申さず候︑何れ近︑より政道に賑掛

前へ出で﹁御蹄城走待ち︑未だ政迩には坂

一︑其後殿御蹄城に和成候へぱ︑木工御

第一に手前俵は向後嘘言を一切言はざる積

これ右ろぺく︐気の毒なろまに候︑就ては

ぱ︑猫以て御釧分中の難儀に和成り叩す事

候上に︐此度手前又勘略奉行に胡成り候へ

唯今まで御価分の者共も殊の外難儀いたし

債殿様の御勝手註だしく御不如意の蛎功．

一通り聞き︑其上昔々存寄悲巾すぺく候心

い犬し衣く呼寄峡間︑先づ手前の巾寸儀走

事忠も寄らず︑今日は一同の者と篤と和談

たれども︑向分の働にて此役儀和勤まり候

候へ共御宛これ無に付︑操なく御請は巾上

勘略奉公仰せ付けられ候︑以管御鮮退叩上

事費へなろ事は随分勘略致す今へき事に候へ

ず候ては祁済ざる事雁候︑外々の磯に付蔑

く候間︑各方下役︑下支配まで此段吃と仰

く峡︑狼又向後一同の者も︑手前と肌韮合

間可此段遜て皆々しかと和心得解り申すぺ

りにて︑申付けたろ事二度鍵替は致さず候

様雁祁鯛られ候︒

一︑町人︑庄屋︑組頭︑平町人へも右同

ず召出さろろ旨相鯛られ候・

せ鯛れらろぺく候︑右之通御奉公大切に御
勤の上は︑非番の節は何なりとも御銘々好
き衣ろ李走して御梁み成さる密へく候︑詩歌

日
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如何致し災れ巾す書へきやく皆々の所存乃聞

れるも︲切腹さすろも特々の了簡次鋪なり

れ無く拡り手前に首尾よく役儀勤めきせ呉

役儀は州勤まらす候間︑切腹致すより外こ

も相勤り候へ共︑若皆々不得心なれば手前

上手前叩俵か皆花得心致しくれ候へぱ役儀

是が第一に皆

へ手前より顔みなり︑術此

事も心安く手前と祁談づくにして賞ひたし

さず︑手前俵も御役Ⅱ和勤まらす峡間︑何

せ︑寓事相談して災れざれぱ勘略は出来申

方へ年貢催促に叢出し候山︑左様に候やい

は所々の番人ぱに残し置︑九百人を月

致し候・捌次に只今迄千人の足雌の内百人

﹁畏り候︑﹁然は此儀も皆々得心にて満足

向後進物致し候こと堅く無川に致すぺく候

賄賂か謎すに及ばず︑惣じて諸役人中へも

後皆々願の筋は手前承り川け候に付︑外へ

難儀すぺきや︑﹁右り難き思召に御座候︑﹁巳

致すべく族︑それ共賄賂を収らざれぱ︑併々

間︑何秘難き航丈リとも︑向後持参無川に

愁歎に依らず︑惣じて普物は一向受けず峡

せれば成らぬ半なり︑特能く聞いて呉れよ

候︑倦是より次の段は一屑持々と能く相談

巾す通りに和心得異存なきや︑﹁畏り奉り

事皆々得心にて満足致し候・然らば其方等

告々得心致し候て瀧足なり︑是迄手前が小

々右り難き仕合に御座候︑﹁然らば此俵も

俵なるべきや如何︑﹁諸役共に御苑とは重

ぺく峡︑それ共併々役儀に出でず候ては難

役は︑一切兎ど候積りに付︑左様に州心浮

常設さかえは職儀しれかし

童づしくは貧しきま上に楽しみて

飢て苦しむ人をあはれめ

食ふにあく身の幸ひをよろこびて

Ｉ

と云へぱ︑﹁畏り未り候と平伏す︒

をたく峡︑然し唯斯様にぽかり巾してば特

﹁成程左様にて御座候心﹁其足狸向後は一

事を能々聞畳えて宅へ飾り

それ共出し付けたろもの恥出さずに置きて

在

惣百姓と麓と

々返答も出来まじくｐ今日は先づ手前が巾

人も川さぬ積りなれば左様に相心得ぺし・

和談して迫て返然して炎れよ・其和談する

出候ては御年貢ばかりにてこれ無く︑五Ｈ

て右難き御事に御雁候・御足秘衆在方に御

大様心得て異れよ︑群しうそを言はざれぱ

も七日も逗冊の上荒ぴられ候に付︑諸人難

は皆々難儀致す．べきや如何︑﹁共催は術以

昔々の猫にあしかるべきや︑いか管思ふや

俵仕り候鹿︑一人も御出し成され間敷との

趣は第一先にも巾通り︲手前俵うそ恥言は

と零れられしに︑皆々︑﹁只今迄役人様う

半︑千寓布り難き仕合せに存じ奉り候︑﹁然

ざる積り故︑巾たる事再び愛改致さず候間

そ心仰せられ御だまし成され候隠め難催仕

らば此俵も皆々得心にて満足なり︒

五ヶ年稚此役儀机勤め候積り故︑其間地方

揮次に手前俵も永き半ば計り難く︑先づ

リ候︑向後一庇仰せられ候事再び御鎚改遊
御座錠Ｌ﹂申上候へぱ︑然ぱ先其儀ば皆々得

群誌等の憐は絡別︑百姓共上へ相勤め候詰

ばされずとの仰は︑千灘有り難き征合せに
心してくれ手前も満足なり︑籾手前俵祝儀
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る︒即ち先生は一面に賞誌主義を採ると共

た認め江いマフな賞詮主義で芯いことが分

に︑他而に理想主義．締祁主義ぞ探られて

ゐろので︐先生のこの立場は非常に興味あ

ると思ふ︒かくて先生は哲皐としてば一種

る立場Ｉ公平︑岡満︑先余煎る立場であ

の理想主義的な澗逸哲翠的な考走存って居

み虞理韮求めて︑孤想とか糖紳とかいふ如

生澗に鮒しての泣理を説かれる場合には︑

られると共に︑倫理道徳の如き人間の笈際

有志青年部主催の泊翁倉第一伽は諜定の

に於いて誕験主義を採られて居ると共に︑

どこ迄も空理空論を避けて︑簸際の事変に

って冷淡であるのと異り︑西村先生は一面

他面に於いてば理想主義の立場態も併せて

畢術的なる韮礎韮侭いて︑即ち奉賀に即し

き非物質的︑超感豊的な方面に封しては至

の始末に忙殺され︑夜に入ってばそここ上

採用されてゐろと思ふ︒それは先生が﹃自

いて開催された︒前夜の大雪で︑市中はそ
に立つ大きな雪韮臓の向い肌を撫でる寒風

識鋒﹄に於いて宇宙の根本原理悲詫き︑そ

如く二月十四Ⅱ午後六時から本曾講堂に於

岡博士には定刻に来含さ恥罵口祁西村先生

が身を切るやうに冷い︒それにも拘らず吉

生は支那哲畢雁いふ物あれば則ありの考へ

求蓮理を説かれたのである︒更に言へぱ先

とする態度を取られたのである︒そしてこ

方走探られて．事物の中に法則走髪見迂ん

質とあり︑糟は蔑物の蕊か作り︵人類の精

祁も亦此蕊なり︶質は醐物の形態作る︑形

Ｌに先生の経験主義と理想主義とが岡潤に

れ恥元蕪といふ言葉で識明し﹁元気に締と

へられた︒講淡に先立って高木君は泊翁倉

成りて力之に寓す﹂と述ぺ︑以て元気とは

抱合するのを見るのである︒元無Ｉ−ｌ精と

の思想に就いて﹄の題下に熱心なろ講波を

開設の趣旨を略述し︑伸士に封して深謝の

糖祁的方面と物質的方面とがあり︑この精

試みられ︑一同に非常な感激と群褒とを典

意を表して挨拶悲維ろと︑博士は立って大

紳物質の雨而走兼れ具するものが元筑であ

すること・が出来ろ︒併しコムトの宜誇哲畢

この鮎に於いてはコムトの礎誰主義と比較

そこに迩理韮打建てやうとされるもので︑

即ち吾惣の羅験に上る祉界を土肇として︑

於いて経醗主義に立脚されてゐろと思ふ︒

西村先生の思想の立場に就いてば大鵠に

的事賞の倣界にのみ依擦して︑理想の仙界

これに因って見れば先生の純験主義は縫験

主義哲畢の根源をなすものだからである︒

て︑こＬに物心同一論が生れ︐１毛れが理想

ふものは︑物質に必ず存在するものであっ

とが出来ろ︒即﹂ちその蕊といひ︐粘祁とい

るとされてゐろに見ても容易に看取するこ

言はればならない︒そして叉その等梱的な

の考へ方が先生の考へ方雁近寄って来衣と

すると説くものと和似てゐろ︑否西洋哲畢

な糖祁態度の上に︑客観的な規範韮必要と

生のこの立場は︑妓近の西洋哲理が主槻的

事変と迩理ｌ物と剛ｌ元気．そして先

質ｌ蒲測零と物質形︶︲︲︲縄験と理想

要次の如く述ぺられ犬︒

が雨角物筑的感提的釧ち純験的な枇界にの
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森芳丸君︒中．村正宏君︒松本．猫吉君︒谷

って︑恐らくこれが総ての事物に封する根

﹃天壌無窮﹄といふことに一致する思想であ

常商等小畢校に於いて開催し︐開愈の挨拶

三月八日午後一時より通常総含な武田尋

本正君︒

ばならない︒そして現象を唯だ現象として

本原理となるものではなからうか︒線返し

郡なるものは︑元素の永遠の生命か保譜す

認識しないで︑その現象の本質悲捉へて理

ていへぱ︲どこ迄も現象事笈を土豪とし︑そ

れも亜任すろことＬなれり︒夫れより曾務

あり．直ちに正副倉長の改選走行ひしに執

規範といふもかを伺うして求めるかといふ

そこに憤値規範走見出さうといふのであ

の奥に元気といふ一の露的な原理が働いて

か．そしてそればかの教育勅諦に宣はせろ

る︒現象懇蕪礎として︑その本質心吹誕す

ゐろのを認め︑その頚的な原理が永遠の生

男庭本深雨幹事は自動車にて誰師三輪田元

の報告をなし演曾に移れり︒是より先き

る永遠の遊となる課のものではなからう

る︲ｌ坂りも直さす︑西村先生が物有れば

命を有つといふ要求によって︑吾々紹験の

いては︒それは現象の事筑を本にしなけれ

則あり︑難物に即した法則即ち逝理を求め

世界に現ばれる凡ゆる現象の窮極的な理法

ひしは午後二呼過なりき先生には﹁現代世

誼先生を玉造騨にお迎ひ致し︑御講淡を願

ろ槻察の下哩︑古今東西あらゆる類例避畢

相﹂てふ演題にて今側の世相につき詳細な

か︑これは私の想彼に過ぎないかも知れな

いが︑︲西村先生の思想に封する卑見零思

といふものが決められるのではなからう

ふまＬに陳述して大方の批評か仰ぎれいＬ﹂

のである︒さて然らぱ︑黄際の事変を辿究
原理悲認む・へきであるがｂこの場合西村先

してゐないから判然しないが︑この黙は蓋

悼士はこれに封して親切に腰巻され︑更に

かくて坤七の講演後種々の質問を蕊し︑

諌め︑庭批上有銃なろ観念を典へられ盛曾

を喚起し︑孔孟の語悲引用し衆りて瀞来潅

に及び︲特雪︲Ｆ青年男女の鯛めに一層の注意

産兄調節ば剛家を危殆に瀬せしむろ等の説

み蝿政の良否は剛鴎の命数に蝿する蝶・叉

げ．或は厳正に或は椀曲に之れが批判を試

して行って︑何虚に道徳の規範となるぺき

１と論旨井然︐立誇該博︑殆んど

恩ふ・

し今後に於いて術ほ研究の録地が残って居

西村先生の研究方法に就き意見を交換して

一時間牛厚亘って読述せられ汝︒

りはしないかと思ふ︒が︑自分の推測する

十峠前に閉脅した︒俺ほ漁夜の出席者ば左

昭和六︑三︑八行鹿支曾

虚でば︑矢張元蹴その者の︑的徹底といふ

君︒庚江主事︒津田五郎譜︒草間登吉君

杉野総論︒寺本典左術門荊︒商木八太郎

裡に同五時閉愈せり︒

か︑そして元無は永遠の生命を右し無限に

の如くであった︒

蛮達するものと解せられるから︑窮糎の原

ことが窮極の原理となるものではあるまい

自分はまだ金般に面って先生の思想を研究

生は天則とか︑天道とか言って居られろ︒

村先生の考へ方に近寄って末たこと悲見ろ

行鹿支書報告

て︑この鮎に於いても浪近の西洋哲畢が西

て俊値規範としやうとされるものであっ

に︑最近展於ける所謂現象準派の哲畢に於

I
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スルチ以テ目的トス

日本弘道含卜連絡シテ毎月一回以上講演曾

雄三峠本命ハ其ノ川的チ潅↓ヘル鰯メ特二

叉ハ懇親含チ州クモノトス

倉長一名本所長チ推戴ス

第四暗本命一天左ノ役員チ牡ク

静致坤士を煩はすこととなり︑二月二十六

を依頼して来たので︑本禽よりは諮議吉川

江幡等質局蛎託を介して︑本命に其の誰師

ては︑兼て同所職員職工の修養か期す尋へく

旨により共存共築に蚕することは邦家のた

が修養含走組織して現代に虚し︑本含の趣

期することとなれリ︒此の如く双場の如き

同所は本含の狩祁主胃に依り弁ｎの修養あ

リ︒而して既に多数本含へ入愈さろ︒弦に

の如く正規に修養念を細縦することとなれ

同所では之起期に本含と聯絡をとり︑左

第七縦本含ハ第三篠以外ノ修養二閑スル

ルモノトス

隼六催念員ハ含費トシテ毎月五錠チ納ム

郭務一切チ虎班スルモノトス

成二努メ副含握ハ愈退チ補佐シ幹事ハ倉ノ

第五僚愈長ハ合一プ統椅シテ本含ノⅢ的達

開係に就て諏々懇談する所があった︒

此冊午後三昨半開倉︑聴衆は職員及職工

あ慶賀に堪へない︒本含としても出来るだ

テ定ムルモノトス

事業チ行ハントスルトキハ之チ奈興二謀リ

副含長一名本所上脂技師テ推戴ス

を合せて約三百名の多数に上る︒先づ庚江

け今後此の方而にも努力沼蹄する符である

矛ＣＯ

蝿則チ綿介シヤウ

館八雌本愈ノ愈則チ愛更スル場合一天総

因に其の後同所の本命々員ば四十名にも

含ノ決議二由ルモノトス

幅者悲感動せしめた︒経って五畔半よりは

易︐然も先生の熱と至怖の篭つ犬話は捕く

桁才阿上チ岡ルド同時二善美ノ所瓜チ涌養

縛二篠本曾ハ介員和五二造義チ切碓シ人

テ組織シ修養含ト稀ス

鋪一峠本命ハ靭蜜局板稀製作所職員チ以

は春山博士の講演ある幹である︒

して毎月講演命を開催する識定にて・三月

り︒既雁過日其の認可を巾誌し来れり︒而

達迂ろを以て・愈本介支稗創立のこととな

別室にて同製作所職員の修養衝を開催す︑

等質局板橋製作所職員修養介々則

幹邸二名命長司り卿託

本命主輔立って︐﹁現代世祁ト川本弘泣含

叉事並に至る迄に尭力された江幡本含講師

冊庇江本倉主事同遡にて側製作所に出張さ

ノ新使命﹂と題し︑現代の世机の方様恥述

に封し深く謝するものである︒

ぺられ犬︒次で吉田仰七は現代の庇含に於
て人桁生柄の価値を弧調し︑継々約一昨間

命する者約五十名職含進展と精抑文化との

半に亘って話され赤︒其の説くや祇めて平

○御参考マデニ修養命ノ

響へて︑Ⅱ本弘遁愈の︑王斤と使命を簡箪に述

大瀬省輝草専寅局下板橋器械製作所に於

，I

此の間はあの楽しき御命に初
あて参加させて頂きまして誠に
有りがたく厚く御職巾止ます︒

殊雁辻村先生のあの御崇高な
ろ御徳と其の御風采愈貝御一同
の優雅に隣給ふ瓢︑蹄途電車叩
にもつくノ︑と私は思ひ浮べま
し赤︒よくこそあの干化の班校
走退めたれ︑一時撫済の川難悲

司じく﹁佐倉諦三浦職司忠死之
墓﹂と題して・大小二蕊が廷ら
れてあるＪ七十打像年悲純たる
今日︑一輩の草悲も止めず︑香
花も亦Ⅱ毎に絶へず︑姉除も能
く行川けるがあり臆抑もこれは
ろに︑これば戊脹の際上野雁立

如何なる人の率蹟なるかと尋胆
篭りたる彰義隊の打澗されたろ
敗兵や︲八幡珊柵等に屯集し鵬
穴ろ烏合の兵が合縦して佐貰城
を攻喋せんとて︑五月十八日の

抑暁に．城東の捌手より蕊ひ来

倉龍に於て守備し居赤れぱ︑城

を焼き殺した︑柑時佐貰城は佐

って︑厩に火を放ち︑飛賜五頭

に値あること走思ひ浮べまし

卿化の動機と深く？︑感謝する

内の守術兵は皆出てて防戦に努

来すも︑これやがて此の身の一

た︒何卒今後ともよろしく御洲

めた︒特に小谷金十郎︹之は本

テ被仰出候俄モ可右之ナレド毛

峠嘩嘩癖蝿評錐袖鑑諾健一帳趣一

ｌ

ことである︒其虚で賊徒は益々

追手口か堅あて勝衣大砲隊より

︑録被下祇候

所冠等ノ御手常トシテ乍少分御

勢走得て前進しければ︑城南の

大いに驚き︐雌の子悲散すが如

新は二名︑負慨者は三川名に過

者へ別紙Ⅲ錐金子下賜恢川共々

思君奇特候旨被仰出依テ死傷ノ

戊辰の夏各所出兵職縦之段御

被仰出之書付

ぎなかつ衣が︑一藩の士蕊悲喬

分配可致トノ旨ニテ金百雨被下

明治二年六月八日行政官ヨリ

起せしめた功は洪して少．々では

く四方に逃げ去ったのである︒

なかったのである︒此の際佐倉

此度招魂脈被憾行恢二付戦死

慶唯四年十二月九Ⅱ命令

世

佐蕪の雨諭が旺んに行はれ衣が

者ノ名前等可差出斤達アリ

︵船橋の一念員﹂

小行金十郎茂徳

卒余取締役

蹴定に蹄した︒何て夫々武器鞭
がしあたり︒

行ひ︑小谷に封してば家名を綴

ることとなって︑上総の諸雑は

て佐賀の耶隊が瑞城卒へ匙躯す

幸に誤りなくして止ん江︒而し

にあってば︑批年者の川に勤王

此の戦争に於て．佐倉兵の死陽

霞郷一壷悲放つ衣ので・賊徒は

一

×

命の蛾も古き愈貝にして︑Ⅱ誰

麗唯凹戊︒辰年六月十六冊材

松元太郎テ以テ家族へ金七雨武

一

×

立の程願止ます︺︵女子修養講

である︶の如きは︑単身出でて

力一方ならぬ小符茂戎氏の家兄

分下綻カル

×

佐貫墳墓

之に術リ︑数人を祁手に苫心し
菰ろも︑衆寡敵せず︑刀折れて

○酔令

途に名器の戦死韮遂げ丈といふ ｜此度金十郎訓於佐賞賊徒不意

千葉蛎煮沖郡佐貫町なる三愛
小谷金十郎忠死之蕊﹂此の側に

−

寺の境内に︑﹁北縄佐倉之臣︲

×

̲▲.▲▲

座の感想︶︵小倉しづ︶

−

曾
貝
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婚態詩林
雪日偶成二首若園神山太三郎需玉
︑︑︑︑

腿尺高陵舘鵠霊︒満天風雪暁尭欄︒可憐寒傘
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
参差過︒一隊無兇不泰山︒

評日二首結棒錐異︒奇趣皆伺営

飛雪績紛舞暁風・燈冷林野望相同︒擬人鼓句
遼閑典︒老圃擁嘘説稔豊︒

︑︑︑︑

述懐遼谷安部彦李爵玉
︑︑︑︑︑︑︑

一家鑑．勤倹自彊期大成︒

六十齢年業務誉︒去華就賞識丹誠．戊申大詔
︑︑Ｔ︑︑︑︑︑︑︑

榊山著園︵埼玉

評日句々操戊申大詔語︒斐然成章︒

讃史記感節三

山頭月︒照作郷愁千古詩︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑○○○Ｏ
頴達非求事可悲︒風涛葛里失婦期︒一輪三笠
○○○○○○００○○
事君事父志相同︒諌父安君孝則忠．家圃存亡

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

文荘選

川

今瀬高作︒同感易巳︒

評臼余亦半盲︒不塘鉦煎︒鍵著本朝盲人樽︒慕塙氏業

請書楽︒追慕常年塙氏名︒

眼疾新加寛失明︒美天何事奈無情︒燈前難得

評日能放園撮精華︒

失明同人

普全綴︒到庭惟聞寓歳蕊︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
建幽悠冷祁代昔︒連綿皇統愈尊蕊︒旭旗今日
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

奉迎御真影愛山寺本省三郎︵千葉

二字雨句︒最寄︒

評日三首叙邪則錐異︒其意均在勘忠孝︒就中挫出君父

淋檎血．凝作千秋修史心︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
不報家君恨不禁︒芳山侍母暖雲深︒看他一脈
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

開一命︒千秋翠色小松公︒

︑︑︑○○○ＯＯＯＯ

石
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詩
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弔倉員︵弘道︶鎌形元治郎荊
︑︑︑︑

安政年間典君識︒爾来不誕氷魚情︒今朝得計
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
冥堪得︒熱涙潜々護枢行︒

評日序々皆血涙︒

︑︑︑︑

寒牡丹届対杉江孝春掻変

︑も︑︑︑︑︑

何物似︒西施坐在水晶宮︒

満天寒気白玲職︒雛畔牡丹凌雪紅︒窃究整粧
︑︑︑○○○○○○○
評日三四句亦浦腿︒能形其花︒

過西淫︒憶森田猫吉翁︒韓緬聯礎

︑︑︑︑

安蒜斌恕︵千葉

末︒閑談共楽︒而今也己亡実︒
路畔望見故宅磐不戦懐鷲︒

評日怖景併篤︒懐昔念徐深︒

田鶴乗君畢碧虚︒雲間鋤去思嵯子︒東風一夜
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑・
梅脇綻︒楕約無由報尺書︒

道概一如伊庭弘道︵千葉
風雨通︒正知造化妙祁工︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
道斯天地有無通︒思入山河冥漠中︒忽見遮来
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

述懐

迷擬客．打研天真篇至誠︒

︑︑︑︑︑︑︑守︑︑℃
身在塵褒意登極︒心離熔界気偏清︒可憐世上
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日非超脆世外者︒不能作此二首︒

奉祁昭和辛未紀元節︒昨大雪浦

地如銀

吾雁比︒祁武東征天地新︒

緋雲内田鼎︵茨城
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
好是紀元佳節長︒山川一白化如銀︒無堤情景
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日佳節有佳作不亦快乎︒結句最奇構Ｊ

︑︑︑︑

昭和六年春来降雪多依賦一絶記

之

登無故︒春来幾度兆豊年︒

天降瑞雪絶塵煙︒地是敷銀樹掛綿︒今歳震題
︑︑︑Ｏ○○○○○Ｏ

評臼興然反然︒貝可賀也︒

一

一

一
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俳
埴

玉佳香風になびく蝶の行方や川涯とり
蕊俳壇謙鵬や眼擬めしあ埼と
を烹碓 埼玉徒講

衰野如足蝶堂や街はづれなる花畑

編輯部選泰暁の歯を解きっ典庭に立つ蝶壁の小庭に遊ふＨ和かな

◇春晩春暁の小鳥聞きつ上眠りけり埼玉水帆

禰島甫水栃木無町畦川に添ふてどとまでのぼる蝶盈かな

草の戸に赤曜の小雨かな春暁の首やＬ塞ぎ散歩かな牛の荷に筒も舞ひ届る蝶々かな

春暁やつるぺに明けし丘の家茨城懲弓茨城東風

千葉蒼堂泰暁の池山峡ゆる射さしかな倒れ木の傾けし花に蝶袋かな

一羽鳴けば皆鳴く難や春の朝千葉茂雄蝶掩や花畑つごく校舎裏

山口松風××正湖夕月の花に術無ふ小蝶かな

しっとりとしめれる庭や赤の暁春暁の鴬にはや目さめけり禰島甫水

茨城黙水茨城一誠

春暁や霞の中の山の月未暁や空に鐸ゆる雪の富士古寺の庭の静寂に蝶一つ
春暁の色見る客と底りにけり

千葉一如庭を出て畑魔く飛ふ蝶共かな

茨城一誠春蕊や人語聞ゆろ霧の中鴬席干されし庭に蝶盈かな
弄暁や蛎端に鳩の肯見ゆる

春暁やぼんやりと立つ筑波山春暁の星残りゐる小家かな川口松風

同東風◇蝶川を越へて渡りし蝶︑弓かな

春暁に灯る庚間や舞踏場茨城然水菜の花をめぐる蝶登や夕日畑
汽車蕊つや春暇の嶺の雲咲き初めし茶畑に来る蝶﹃べかな長野知足

埼王水帆草の堤散歩する子に喋為かな雨傘を干す廠庭や蝶を来る

春暁の森ぬけて来し列車かな千葉蒼堂しんし張る布に蝶来ぬ朝の縁

春暁の夢破りたる地震か造蝶凌や縁の鉢木に吸はれ寄る千葉一如

イイ

馬の背の酒樽を追ふ胡蝶かな
蝶二つもつれて越しぬ丘の松

×ｘ正湖

蝶舞へる庭木見て立つ夫婦かな

茨城湾弓

とまる蝶に華したへゐる垣根かな

千葉茂雄

菜畑に今日も飛ひ来し蝶袋かな

束京澄粥

咳き昔の二階から飛ぶ蝶食かな
芝生出て花にと壷りぬ風の蝶

栃木無町畦

犬を呼ふ我れに蝶来し芝生かな
◇・椿

山口松風

裏山の木蔭に見ゆろ赤椿
椿峻く庭に鴬来て鳴きぬ

埼玉佳香

山寺の苔むす墓や落椿

長野知足

沸前に供へし庭の排かな

滞ち上〜て色の朽ちたる椿かな
巣に織る前の小鳥や落椿

幅島甫水
ほたと落ちし椿や門の外の道

茨城難水

古洞つＬみて唯ける椿かな

然椿糸につなぎし子供かな

同︑一誠

緋嘆く森に集ひし目白かな

朽ち果てし大︑堂や恭椿

千葉蒼堂

薮中の藁茸宮や椿咲く

つぶらかに畦ける椿に朝日かな

庭池にのぞみて嘆ける椿かな

千葉一如
淋椿川に流して騒ぐ子等

・茨城東風
枝折戸に薄れゆく陽や溶椿

同憾弓
縁側に飛び出し猫や然椿

××正湖

千葉茂雄

藩梼世を果敢なみて柵り住む

栃木無町畦

子等集りて拾ひ集めぬ蒋梼

束京澄

けた上ましく鳴く難や落椿

埼王水

雪解に色裸せてあり群椿

茨城東

小鳥来て椿ついばむ小庭かな

︑秀逸

埼王水

奔暁の眠りを園む昇風かな

長野知

春暁の渚に集りし家鴨かな

埼王水

椿咲くや土手より見ゆろ丘の墓

東京澄

薮かげの椿大きく咲きにけり

咲きノーて庭やｋ狭き棒かな

噺

帆

風

帆

足

帆
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ることとなれリ︒

侭名となり．三月中に其の溌含式を翠行す

によりて着だと準備江り．既に森貝も百右

分四月十九冊︐二十Ｈとなるべく︑廊々の

口四月に開くぺき本含節三十二回縄衡は多

旋をなぜリ︒

養講話を三月十六日開催や本含より之が斡

貿易商紐合のために本多浄大仰士韮牌し修

口漉草厘本含々員の小林俵三郎氏主催にて

の活動に入る次節である︒

而して本奪は此の像勢走引績ぎて昭和六年

といふぺく︒本愈の意を弧うすろに足る︒

を見たり︒是一面証倉の動き老物語るもの

於て武雁八百右侭名に錐し近年稀なろ成紙

年の一ヶ年の成綴悲見ろに︑其の新入倉に

口順宮厚子内親王殿下の御命我式に際し︑

て郁菱されつつあり︒

口松卒顧問伯は其の後微惹にて専ら別邸に

ることと江れり︒

となし︑後の一日を以て参観墓参等に常て

一洞ｉ一創司雪討幽

口三月七日午後六時より華族含餅に於て評

士は共に御名取調べを仰付らろ︒

本含剛脅長服部博士及協賛含員三上参次博

て本年よりは含貝の希望により縛命は一日

方面に於て其の準備態急ぎつつあり．而し

議貝含を附く︒髄日の議題は昭和六年度の

口昭和五年四月以降本倉支含の新設せられ

口蚊に四月の新年庇悲迎へて過ぐろ昭和五

諜算︑昭和四年度の決算︑寄附金虚理の件

大使田中都吉氏に﹁ソビエット露図の近況﹂

口熱衝の講演倉に講師の一人として前駐露

に就て融ふこととなれり︒

たろもの四月二十Ⅱ潅介式の山形螺村山支

昭和六年二月十四Ⅱ菱含の埼玉蛎沌和支合

口女子修養講座は三月二十日午後二峠より

含︑同十二月六︑礎倉式の秋田螺大館支含

に開する建議の原案を拠出して︑座談倉的

同三月溌含さるべき静岡蝶富士支倉と拡橋

更に開する件等にして・荷常日は議曹瀞化
に各自の意見を需め︑之が提出の可否韮決

口愈々富士支含もその褒街式韮畢ぐろこと

製作所丈含起合せて五支含である・

語の講義あり汝り︒

子修養講座開講︑辻村講師の論語と源氏物

口三月七日午後二畔より本禽事務所にて女

氏出韮﹁現代の世祁﹂と題し熱癖悲振はろ

催０講師としては本含協餐曾貝三輪田元道

折角交捗中である︒

律赫雌の後満河津遜博士をとの希望あり︑

士の古史に脚み︑曾我の後蒲曾我子爵︑河

ロ富士支含謹含式の講演命には支倉より海

りれり︒

御誰方御援助方を書而延以て依頼する所あ

となりしを以て本命は同郡の町村長宛其の

所ろ︒

の犬め帝大痢院に入院さる︑其の御快癒を

口財務監督祁烏甲子三氏には白内障を手術

席者三百除名︑蹴る嘘含なり斗﹄勤

ため三月十四日帝幽ホテルに於て蕊行︑出

口本曾協賛念員加藤岨堂氏の還暦を脱する

本含事務所に開く︒

口三月二十日午後三畔四月鑑の編輯含議を

本含講堂に於て開催︒

することとせりＪ

口其の後本官嵩士支倉は木本初識氏の誰力

日︶武川小壌校に於て支禽春季誰淡愈を開

ロ茨城螺行鹿支含に於ては三月八日︵︑曜

本愈々館の雄築問題・派含教化理院組織愛

「

⑦●●●●●●

雪員死亡者報告
昭和五年川月ヨリ同六年三月二十日現在二法一ァ木愈禽
員巾逝去サレタル人糞へ左ノ如クデァル蛙一二括報告シ
テ以一ア哀悼ノ意ヲ表ス︵術趣くノ他ニモ有ルャモ知レサレドモ鼓
一天通知アリシモノニ限リテ取敢ヘズ報告スル次第ナレバ左様御
諒承テ乞う×刊時は通知の日か以てす︶・

死亡日住所氏猛

四月十日長野蝶上伊那郡赤穂村北原久夫郎氏

同十二Ⅲ東京市深川磁霊巌町伊藤同定氏

同秋田螺仙北郡大曲町樫尼庫之助氏

同十六Ⅱ埼玉脈入間郡元加治村新井新六氏

同二十Ⅲ京都市節十六師剛司令部井染藤郎氏

伺十九Ⅱ千葉螺野田町茂木つや子氏

同三十日千葉蝶香取郡良丈村高橋正氏
五月四口東京市牛込厄若松町︵特︶粕谷義三氏

同十三口千葉蝶香取郡東確村宇井仙識氏
同十六Ⅲ静岡蝶駿東郡深良村井上伴蛭氏
同十七日長野螺小螺郡蝿尼村馬場歳次氏

千葉螺安房郡千倉町小宮築成氏

新潟賑西頚城郡糸魚川町瀬尼玄弘氏

山形螺飽海郡糎昔寺村小松孝良氏

栃木蝶足利市椛町粥藤要右術門氏

千葉螺夷隅郡東村新井邦漁村

埼玉螺比企郡高坂村八角憲庇氏

埼玉螺入間郡入間川町比解間滞識氏

埼玉聯北足立郡大門村中烏求職氏
埼玉螺入間郡飯能町吉田力太郎氏
山形螺飽海郡酒田町本間幸四郎氏

東京下谷歴谷中初吾町一ノ八大脇義済氏

千葉螺安房郡九亜村青木新太氏

東京本所厘北新町六九小行松五市郎氏

埼玉螺比企郡小川町加藤忠雄氏
千葉螺山武郡二川村祁悪之助氏
水戸市外常無村西陳川田誠之氏

祇烏螺相馬郡八幡村田村忠願氏
東求市牛込腿余丁町田中政明氏

次都市上京睡一峰迩御前通四入生腸繁三郎氏

新潟市礎町鎗居躯太郎氏

三亜蝶飯南郡松尾村中村秋澄氏

埼王螺入間郡所認町斑藤徳次郎氏
東京市芝睡三田綱町一早川政庚氏

劃

塞殖云興鐸挙鞍謹

同二十三Ⅲ千葉豚野田町松山静子氏
同三十Ⅲ東京市日本椛睡演町新居友三郎氏

六月門Ⅲ埼玉螺飯能町小川清氏

同六日茨城螺結城郡喋岡村小林秀三郎氏
k
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大分螺大野郡牧口村堀義彦氏

松江市北堀町一四五長谷川金一郎氏

東京府下隅田村依田竹三郎氏

一月四日
同十二町
同十五口
同十六日

同山武郡吹演村・鵜津昌吉氏

千葉癖野田町門倉擢三郎氏

京都市上京厘室町今出川︵協︶藤井健次郎氏

宇和島市今村直澄氏

同二十一日

群馬蝶勢多一郡駒形町堀︑淵郎村
埼玉蝶北足立郡加納村荒井伊八造氏

奇良蝶宇陀郡松山町黒川垂太郎氏

同二十四日

茨城撫誌城郡石下町新井球三郎氏
頑島蝶伊達郡桑折町菅野・演兼氏
東京府下岩淵町赤羽高田米三郎氏

茨城螺新活郡下大津村大和田三樹太郎氏

岡山市瓦町一○茂業弘兼氏
同

千葉蛎呑坂郡小見川町大坂三瀬氏

千葉癖山武郡松尾町磯遥謙吉氏

同九日

同

同七日

二月五日

同二十八日

同二十六日

富山蝿射水螺小松町竹林専順氏
香川螺香川師範畢校松崎求巳氏
千葉螺東葛飾郡野田町高梨ぶん子氏
埼玉聯南埼玉郡久喜町田中光吉氏
千葉牌香取郡中和村本内新左術門氏

山形蝶溌上郡請舟村角津大場元氏
東京市芝塵田町五ノ五︵特︶浅野縄一郎氏

西宮市荒戒町二三九○川瀬鉾迩氏
祁井螺城町侯臓︵特︺松卒康妊氏

利奈川螺中郡平塚町原田造成氏

秋田市保戸野町三脚正健氏

茨城螺結城郡大花詞村石塚仙二郎氏

千葉懸南葛飾郡小岩町風祭悲三郎氏

岡山市瓦町：．！河本亮氏

滋賀螺八幡町︒↓大島一雄氏

同二十三日

同十六日
同十七日
同十九日

千葉蝶市原郡東海村井口源四郎氏
東京市赤坂題表町ニノ五小野銀子氏

新潟螺古志郡栃尾村長島英獄氏

同

埼玉蝶入間郡豊岡町伊東豊吉氏

徳島螺勝浦郡勝占林太三郎氏

同二十八Ｍ

禰島螺伊達郡桑折町鈴木隆平氏
埼玉螺比企郡祇田村神山熊蔵氏

山形聯西溌賜郡長井町・中村哲次氏

東京市赤坂睡仲ノ町一四︵協︶宮岡戒記氏

三月十Ⅱ
同十七日
同

紳奈川螺捕樹郡稲田村小村海謹氏
東京市下谷厘上根岸町一九唐深碩一郎氏
東京府下干駄ケ谷腫宿︵協︶津村反氏
Ⅱ
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君登梗︑新年御講書始に於て内藤湖南惇士

同夜の講師たる男子師範畢校激論渡遥正勇

の進識せる﹁立戸義﹂にて約一時間四十分

に渉り大講演あり︒経って茶菓走喫して懇

談質疑す︒次回は三月十六耐開含の事と決
定九時半閉含せり︒

閃かし同日講演前講師より別紙﹁立脚義﹄

立脚義夏股周．︵通典巻四十八諸侯大

に附し印刷の頒布あり︒

夫士宗廟︶︑．﹄

・掘而卒し祭︒殿坐し掘︒周坐し隈︒詔佑無し

因し戸以節二解飽一︑孝子之心也・﹃夏氏立レ

﹃戸象也﹄︒祭所二以右一し尺者鬼紳無し形

：野禎一郎雌入江勝胤河野乾次郎堀鶴

方︒其祇亦然︒其道一也︒叉云旅二酬六

亦可乎﹂︒孔子日﹁祭二成喪一考必有し戸・戸

尺匡曾子間日﹁祭必有し源乎︒若二厭祭一

にも不係︑出席曾員式十武名に達す和田支

が︑営日は 路上の降雪 氷結零下式度の厳寒

七吟より市 ︑内中迩小畢校に 於 て 開 含 せる

秋田支愈二月例倉は︑十八日定日の午後

士見レ之則下し之︒君知下所二以総一シ戸者上︑

子不上し可以嬬二父一尺也︒馬二瀦源者大夫

︐し孫不レ抱レ子︑此言下孫可三以憾二王父戸一︒

而事し之︑所三以明二子事し父之道匡煮戸抱

使レ蝿し侭者於二祭者一馬二子行一也︒︑父北面

同姓一可也・﹂夫祭之撞孫蛎二王父戸一所し

必以レ孫︒孫幼則使．人抱下之︒無し孫則取二

る曾員三紳正健氏の葬儀に於て璽前に支含

9

代表して弔詞走呈せし事走報告し︑直ちに

則自下し之︒戸必式︒乗必以レルピ君迎し

含長の開含の僻に次て︑．本月拾二日死亡せ

⁝秋田支雪蔵月例書報告

三宅躯太・

三郎一陶守邦蔵・原野莞爾西山幹三郎

尾形惣三郎岡野義三郎馬場正志小

樹Ⅱ出席考左の如し︒：

に開し意見の交換を鱈し午後十時散念す︑

鰯し；総天晩餐悲共に凡亘言語と剛民性﹂

曾の要領悲朗讃し︐含務並に曾計の報告を

奉寮殿に於て定例縄・倉を開き．尾形幹事本

．三月十四日午後六時岡山市門田東山祁宮

０●
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疑二於臣一向在二億中一則全二於君一・君在二鹿

牲而不し迎レ偲別レ嬢也︒戸在二応門外一則

於子乃是故不レ出者明二君臣之義︑証迎二

門外一則疑二於童ｐ在二庭中則全二於臣全二

戸於応門之外一者︑象二抑従し外来一也︒檀

弓云﹃既封︑主人贈・而祇宿二虞戸﹄白虎

犀︒硯し之無し形︒升し自二昨階一・仰覗二嵯

迩日﹁祭所二以右ｐ源者．鬼紳蕊し之無し

翼︒思慕哀傷︑無し所二鳶洩一故座レ戸而食

桶一︑怖覗ユル雄一其器存︲共人亡︒虚無寂

し之響殴二損其撰一欣然若二親之飽隈一︑酔若

稗之酔一美﹂議日古之・人撲質中華奥二夷秋一

同︒︲有二祭立一レ戸潟︒右二以レ人殉一し葬濡︒

右二茄毛ｏ飲Ｆ血潟︒有二菓居穴虚一鴬︒

有二不し封不一し樹駕︒有一手簿・一し食駕︒有二

而窺正︒人性和而才悪︒総生二聖哲︾・漸

同姓好婆一篤・有し不し誌し名馬︒中華地中

革二部風一・今四夷藷図地怖気砿川多価レ・

立レ戸︒秦漢以降中準則無実︒或有一一是し古

奮僻自レ間以前天地宗購祇程一切祭享凡皆

者一猫言祭し源想重亦可レ習し之．斯豊非二

甚滞執者一乎︒
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蕊

軍中潜にして憂幽至誠の士︲兎もすれば平

は亜大覗せられなければならぬ︒著者は陸

な知ろであらう︒此虚に於てか幽防の問題

等が内心笈は脚叫の鯛めむ計りつつあるか

ろとも︑其の興意を短ふならば︑如何に彼

い︒此の時に雷って︑中央新聞耐は昭和盛

れつつあるやに感ぜらろるは塞心に堪へな

外来思想のために此の美徳もＨ雁ノー失ば

揚して来たものである︒然るに術もすれば

り寓邦無比たる我国燈老形成し︑園威を謹

歩と進行するの一過程と禰することが出来

であって︑吾々人間が理想へ向って一歩一

し︑平和を唱へる︒これは誠に結構なこと

近時の世公に鞘もずろと園際主義走狼調

比を見るぺくもない︒宜しく削民は一本を

防の員意義奄述べられたことは︑他に其の

る︒其虚で之が弊を一掃し︑大臓に帝閣々

般幽民は其れを充分に理解し得ざる傾にあ

の故を以て慎意が隠され勝ちの所から︑一

に肌する事はともすれば﹁機密﹂に脇する

走歎かれて筆をとられたものである︒軍事

和の美名の下に幽防の極混ぜられんとする

なりと信ず巻頭には東郷元帥︑涛浦伯︑

版の畢は澱に時局に適するの簸もなるもの

すと意韮頚うするものである︒此の本書出

して吾々はさすがは我帝閏なり︑美徳衰へ

所の古今韮通ぜろ美徳の鯛漫さを見る︒而

餓に至っては︑一誠感激の涙なき能はざる

ろもの二百七十儀人の多きに及び︑その事

精祁作興に費せんとせり︑その載せられた

孝節義の士走集め一巻とはなし︑以て図民

代にあって︑此の美徳を立汲雁溌揚せる忠

和田懇治著

よう︒併し此等の総ての問題も︑吾々各自

傭へて其の我帝幽々防の虞意を理解すぺき

田厘表祁保町一○天人駐

昭和の光全冊

忠孝一本は我幽民道徳の根抵であって︑

東京市麹町厘内山下町一ノー
中央新聞魅

六頁齢頁定債十園謹行所

四六倍版細皮装順二方金美本

して貝に美徳態陣ふろにはぢず︒

務次官等の序文あり︑内容外形頗る美本に

道重信教師等の題鮮︑開屋宮内次官︑潮内

和︑小笠原子爵︑下僚康麿氏︑秋野孝道師

鈴木大婚．高橋是清氏︑犬養毅氏︑田中丈

一木宮祁︑一戸大将︑宇垣大蒋︑入江子厩

が剛家翻念を弧固にし︑自剛家の優位を期
の意義をなすものであって︑決して図際主
義卒和問題の蔑めに画家糎念を無覗さるぺ
きではない︒これは分明の事であるにも拘
らず賞は誤られ易いのである︒即ち個性を
無税した人間性がある筈がなく︲個人を除
外した大衆も無意義であると同様の理であ

迷はされて︐其の内容に不注意になり勝ち

上下三千載走通じて我幽民は此の美徳によ

中央新聞職編纂
である︒現に祉界各閏が︒回雁美言を菱す

る︒人間性々にして表面的美はしき看板に

四六版暇綴美本百蝕頁定
債参拾銭肇行所東京市祁

であらう︒而して著者の至情を︒

』
【

し︐国家生活の安定韮前提として始めて其

一帝図の国防全弼

︵天人菰寄贈︶

一 一 一 〜 〜 一 一

③●⑳●●③④③⑨●③⑧③●④●●●●●●●●

の●●●●④④⑦●⑧●●轡●●●●④●①●●●

函事業章報︑
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庚 江 万 次郎

：：．⁝・・・・・⁝・・・・⁝・・・・⁝・・⁝：・・本曾主事

○専責局下板橋器械製作所講演書︵二月二ｔ︿９
現代世相と日本弘道曾の新使命：：⁝⁝⁝⁝：：：：：⁝：⁝：

辻村靖子

現代職含と人格生活：⁝⁝：⁝：：：：：⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝：：⁝：⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：．⁝：：⁝：文肇博士吉田静致

右終て同所職員修養含開催︑本愈側ょ典ソは吉田静致博士︒度江主事︑江幡講師
Ｏ女子修養講座︵三月七８

論話

報源氏物語：⁝：⁝⁝：．：：⁝：⁝⁝：⁝：⁝：⁝⁝：：：⁝：．：：：：：：：：⁝：：：⁝︒：：⁝：：議

○議曾浄他に閲する座談曹

現代の世相：：：⁝：⁝：：⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝︑：：⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝：︒⁝︒：：：：⁝：：：：本曾評議員三輪田元道

○行鹿支曾講演書三月八日︶

議含浄化に閥する座談倉：⁝：：⁝・⁝：：：⁝：⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：：：：：：三月七日於華族曾館出席者十数名

師

事

葉 業
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公金事業功勢者敬赫者

飯山伊平氏

北海強十勝郡浦幌村大字浦幌村字中浦韮線六二

明治九年八月二十四日生

典へ︑以て土着心の涌養に努むるの外なしと︑率失浦幌村字常窒に恨洞を建立して︑之が信仰を奨め以て移民

遅凌として進まざる状態なりき︒氏は深く之を憂ひ︑開拓の賃を蕊ぐるには一に祁吐を創立して人心に安息溌

ければ︑開墾に従事する移住の農民は︑常に不安に蕊はれつつありければ︑他に鱒住する肴多く︑篇めに開拓

殊に氏は敬祁の念篤く︑明治三十一年営時の同村は︑荊稗欝蒼として熊や狐の出没議夜の別なきの有様なり︲

達溌にと貢献して日夜心を致せり︒

自治の上に素力するとと一方なら歩︑叉農曾産牛馬組合等の役員其の他の公職にも就任され︑地方開溌産業の

氏は資性剛直にして潔白︑夙に公共の事に心を致し︑現住所に移住の翌年より今日に至る迄村含議員として

たるを知り︑明治三十年十月永住地と定めて︑爾来農業に従事しつつ今日に至れり︒

浬村及中川郡幕別村に於て開墾に従事す︒而してその傍二ケ年本道の気候風土を研究して現住所の極めて好適

氏は兵庫鰹三原郡湊村に生れ︑明治二十八年北海道開拓を志し︑躍身郷里を出蕊して渡道︑北海道空知郡栗

幸

安住の地と定めたい︒是現在の常宗刷砿の始めなりとす︒以来移民は深く之を徳とし日夜家業に精励し︑移住

群の塘加と共に開拓の資大いに梁るに至れり︒錘に昔日の密林は数年ならずして良圃と化し︑浦幌村内核範部

落の今日在る韮礎を鴬したるなり︒其の多年のⅢ同人は殆んど私費を以て刷紅諸費の負捲を露し︑只管祁献の

興隆と敬祁思想の普及を刷り︑大正十年無格賦に列せしめ︑現在村祉に昇格出馴中にして︑創立以来爽奔町奔

寝食を忘れて刷献の事に謀し︑民心指導に識されたること絶大なるものあり︑村民も亦氏を敬慕すること一方

孝女

明治三十年二月十九日生

京都府綴喜郡三山木村字三山木

中川とみの氏

をらず︒而して氏の功績は既に世の認むる所︑各種の方面より今日迄功を費せられたるとと救難に違あらす︑

都

府

氏の如き狗に以て世の懇鑑と稀するを得ぺし夕

一 一

とみの女は資性潟順にしてよく老ひたる阻母に仕へて孝養を致し︑又妻としてよく家政を塾へ︑或は三児の

万
〈

育英に専ら力を致すなど︑その篤行には誠に驚くべきものあり︒されば随て家庭は頗る同満にして隣人の羨む

／

善

行
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駒
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鋒

所なり︒然るに大正九年十月に至り︑日頃孝養を怠りなかりし老血母は中肌症に確りて身綴の自由を失ふに及

ぶ︒此斯に於て︑とみの女は痛く心を勝して一層の誠を致し︑食事は素より身の廻りのこと一切をは一身に引

受けて︑未だ曾て測母の不快を買ひなることなく︑寧ろ肌母はその心誰しに封しては心から常に涙を以て感謝

出島八右備門氏

しつつありしといふ︒而して一方其の間豊かならざる家政を蕊へ叉夫に貞節を議し︑今刊迄九年一日の如し︒

これ人のよくする所に非ず誠に孝子として衆の模範と秘すべきなり︒

公共事業勢功者

京都府綴喜郡草内村学飯岡

明治二年五月二日生

氏炊資性廉直にして事に餅りて公正︑特に公共の事に劉して頗る熱心厳ること稀に見る所なり︒此の如くな

れば氏は衆望を負ふて村金園議員に避ばるること多年に及び︑其の剛至誠一貫居村自流の溌達に貢献する所一方

ならぬものあり︒されば議員中に於ても常に其の重きをなし︑且村民からは崇敬を一身に蒐めつつあるは営然

のことと榊すべきなり︒其の他腫長として叉多年に一口ｙ厩民の指導に全力を議すあり︒或は又田錘町草内村組

︿鳥同議員に︑或は雨︿に草内一二山木村組︿為向議員等にも翠げちれて︑その成績には見るべきものあり︒叉躍務委

興︑信州組合理事︑祁就氏子惣蝿・寺細代︑飯岡信州聯費販涜組合却駆としてなど何れもその職にあるとと多

一

− − − ̲ ̲

L

録

二

‐一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一１

−−−−−−−−−−

年︑殆ど同村に於ける幾多の橿要なる職務は︑氏の講力を煩はさざるなきといふ有様

−

きは︑地方産業の溌達を志し︑自家用醤油税の制定に霧力し︑惹いては同地に百方窪︒堂催亙響動

韮器鯉勃瓢

卒業するや︑直ちに大工某に就て其の業を習ひぬ︒年満ちて幅知仙︽牢︑可立１打及訓①馴致訓議鵬⑦

後は専ら其の業務に精勘する所あり︑氏は此の頃より深く感ずる卿．︑刻弾胤可盃丑蕊愁①￥拝訓謹

︒︑■
と志す︑依て即ち地方青年の指導に力と致し︑叉在郷車人分磁盤訓単砺⑦邪︑刈童評牟型或癖訓遁

︒︾⑭赤１洞蕊介ｑ拳墓苓○誌︐誤ユーゴ動

一

を創立し︑大・いに殖産致富の上に貢献せることたり︒かくして氏が同村の馬一身シ﹃・勲平⑦謡訓器

に三十有鮭年︑未だ倦むことを知らずして一日の如し︒而して其の今日の如く岡野

る一に氏の賜物と燕すべく︑誠に公事に精進せる氏の至誠と熱情は現代に其の．
稲すべきなり︒︑

公共事業功勢者

鋪

氏は貧家に生れ︑且つ幼にして不幸父を失ひければ︑母の手一つに叫嘩ＣＧ可華理募⑦職烈１抑叫罪

動珊惚募叫坪尋緬①︑駿叫丑

京〆黙理零ｑ罵無シシざヱーマ砂

稔

ば︑其の信望は期せずして氏の上に集中するに至れり︒言︒︑
５︑れ冷
圭
１
︒
懇
刺
龍
鋤
一
︾
１
郵
理砂卵１Ｃ蝉訓皿
１
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編輯後記
○樫花蝿漫たるの此月天長の佳節を迎へ奉り︑吾等九千関の
赤子衷心奉脱の誠意を捧げ諺聖慧の無窮を斬り奉る︒

○本焼には吉川博士︑道家教授の玉稿を頂くことを得て巻頭
を飾るとと舵得ました︒其の御芳志を唯謝致します︒
の感動を典へる所がありましたが︑芯本競を以て完了となり

○宗像評議風の論文は数ヶ川に江って連載され︑讃宥に多大
ました︒これ亦先生に封し感謝の念に堪へません︒
○木銃には議禽浄化川題に淵し︑本禽が建議案と提出するに

先だち︑諸先生の御川脈を恭ふしてその庇談曾を附き其記邪
推栽碓得たことは難外でした︑木曾は之等の御意見を承って

森鴛之が宵現矛期し術局及一般岡民の政治的自兇を促す一大
○巾傑女呪は依然御獅養小で締稲と硬くととが出来まぜんこ

動機となしたいと折角準備巾です︒
とは遺憾であった︒

○本倉も四月の級愈を経て愈昭和六年度の活動舞墓に入る課
である︒本年は︑之を内にしては禽館の建築を初めとして内
雰充貨のための幾多の大事業があるし︑外にしては時局に鑑
る︒諸君の協力によって是非目的をして充分に溌揮せしめた

み貢に本曾旨普及の徹底のため一大使命を控て頗る多事であ
いと存じます︒

○諸溶の御寄稲を切に職迎致します︒

定

償
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四六版偶装定償金五十銭送料四銭

本書は明治年間に於て億一世に高かった本曾の曾岨西村茂樹脂生の
著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心辞した頃︑憂関の
齢︑毅然ごして日本道徳論を呼読し且つ之を刊行された︑偶々時の
首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快著は即ち本
書である︒今より四十年前の著述であるか︑また四十年後の現代思

想を批判するものともいふべくり混沌たる現下思想界に一人光明を
濡らすもので︑貴に国民必讃の良書である︒
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昭和六年度第三十二函定期鶏舎順序
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露西亜ソヴ千Ｉ卜聯邦の近状前ソｒ−１患西亜特命全権大使田中都吉君

一．講演⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：！：⁝：⁝：！︵本奮事藩所二藩ご⁝：⁝⁝⁝⁝．：⁝︵午僅一蒔悲

一﹄．協議事項；⁝：：⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝：⁝患出忠
０○○○○○○○

０○○ＯＯ○○○○○○○○ＯＯ○０○○○
．世相二鑑ミ就富制裁ヲ綿ル適切ナル方法如何

諮問案

一︑諮問事項答議⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝︵午後一時︶

・各支曾状況報告

○００００Ｏ◎ゞ

庶務曾計ノ報告

○○○ＯＯ００

一︑通常総曾：：：⁝：：⁝⁝：⁝：：：：⁝：⁝：：⁝⁝⁝．：：：：⁝：⁝：⁝：：⁝：：⁝・牟前十時＄

一︑故正副含長年祭：：：：：⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝：：：⁝：⁝：：：⁝：：．；⁝︒：︒：．⁝⁝隼前十時︶
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一︑懇親曾⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝：⁝：⁝：：⁝：：：：：⁝：⁝牟後五時於麹璽局士見軒︶

︒○００００○○００○○○○００

︵含費載園．四局十七日迄二申込ノコト︶

︵附記四月十九日参集ノ曾員各位二︽御癖営ノ用意有之候︶

︑四月二十国月曜日︶

一︑王子製紙株式曾献参観
︵午前十時王子停車場二集合︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑｜
︵御希望ノ方︽四月十九日迄二申込ノコト︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一心西村泊翁先生菓参鼠郷厘駒翌餅養塞ぎ︵午後一蒔︶

一︑講演︵報知新聞滅後援於報知講営︵午後六時︶

輔輔躍鎖三宅雪嶺君

癖鍾癖唾華率癖毎深作安文君

演題未定報知新聞職職長野間清治君

演題未定
演題未定
映書の夕
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日本弘道曾

本期の綿曾は前項の如く畢行し可成有一意義たらしめ度存候間各曾員に於ても
御繰合せの上多数御参集の程希望仕候
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日本弘道倉

丈畢偲士内藤虎次郎氏

回也︵測本弘道曾編戦喪中○

弦に曾告して以て御芳志を感謝す
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日本弘道曾主意

岡本弘道曾は明治九年故西村茂樹
先生の創立に係り共主旨とする所
は邦人の道徳を高くし画家の基礎
を篭固にせんとするにあり而して
儒教哲肇及宗教の一方に偏椅せず
諸教の長所を採り明治二十三年十
月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要
領を責行するを目的とす

P
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日本弘道書の主張

刈削

１小︒
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十︑耐先の遺志を篭承し列聖の大訓を遵奉し以・屯君臣一徳の理想
を賞現し圃運の隆昌を協翼せしむるｚとを期すること

八ｂ職業地位の如何に論無く一身の幽家に繁ることを知り念々画
家の二字を忘るべからざる事
九．画家と一燈不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し画家撃っ
て圃鰐の尊厳を畿揚するに努むるＺと

七︑職曾的生活は圃家の統制の下に於てのみ完全に遂げらるＬも
のなれば荷も言論行動にして国家の基礎を危くするの虞有る
ものは之を排する事

六︑人類其存の本義に擦り他圃民に封する敬愛の精紳を養成し彼
我識力して世界文化の護達と人類禰吐の増進とに寄輿せんこ
とを期するＺと

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が職
曾的生活の必須像件たることを明にする乙と

四︑生活の簡易を園ると同時に健全なる趣味の養成に努必一は以
て生活の没趣味に暗るを防ぎ一は以て精祁的生活の向上駿達
に資する乙と

三・物質的生活を以て心を巣はさぜらんが偽あ其の程度に膳じて
生活の簡易を園ること

乙と

二︑物質的生活偏重の騨責を脱し精榊的生活の向上駿達を期する

一︑人格の完成に努力し以て家庭圃家笹界人類の総めに奉仕する
所以の根本を樹立すること
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︽

｜｜左ノ団︽新禽員章一奮来の本曾登員章は大きに失し凧用其の他に不便鮮なからざりし篇め︑今回

鞠表面涼型岡︵原寸大︶｜種黛考究の結果上岡の如く新たに曾員章を制定せり︒此の新倉員章は総て合

塞一一︑艦︽金・金を以て成り︑岡の如く樫の花に本曾の精刷を現し︑中央赤色中に白色を以
日・諏二一︑中央ハ赤色

く無上の親しみを受ゆるものである︒尚又此曾員章を凧用することを吾交は

騨霞羅漢雲⁝繍！⁝

弘一 ︲ｌ唯礁緬易雌蕊よ 鰯ら廻議樹それに綾って洞じ謹篭誇る人たる麗緬愚を縄べ

本一唾諏栂郷繊富・緬鯛騨飛剛職灘縦緬羅馴鴻懸鳩餓融鯛

血

雪１１一雨紗雌§霧︽皐雪⁝⁝塁；：；

阜員含員章トリッケ用具一形︶一金試拾銭︑和洋服兼用︵裏トリッヶ用具針︶一金拾八鏡ヲ以テ頒シ一

章鴇翻︾聯聯二︑支曾其ノ他ヨリ取纏メ御申込ノ分一一︿共ノ寧一依り特別割引シテ需雪

和洋服兼用針ハ和製一臆ズ︵ナルペク支曾ヨリ纏メデ御申込ヲ乞乙

率七
京番

ロー

振四
替三

曾 道 弘 本 日 薗 田 脚 一市
京東
ノー町川小西
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御注文ノ際蝶形ヵ針三︑郵券代用ハー割増ノコト
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