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繁田武手先生著
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トーとして国民遁徳の掘興．就合教化の武際に身を以て賞る

こと一貫して並に四十年︑芹の熱と談と慈眼とよりして得次

つ菰︒それが即ち本曹であみ◇理鯖は礎くぺきであるが今日

豊富芯紐瞳は︑時代に活きた寅践的な道徳を指示さるろに至

よりの川に足らぬ︒遺徳は寸刻も武践を無頑出来ない︒故膿

何人も庇に等しく容易に賎まざるべからず︒新時代の聞民が

か轟くぺきである︒職化動員の際切隠本書の必砿牟望む︒

新時代の遁走直に践まんとするにば︑本書に従っで活きた滋
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円本弘遡曾
豊岡支待長

しき道徳

ある・へ斗讐がないが︑それは要一︐ろに新時代に活用せる

題して新Ｌ島﹄遡徳といふ︒素より人倫の根本たち大鐘に新

新

所の猶徳と云ふに外江らぬ︒著考繁川先生は弘通報園を令少

蕗

刊翫

哩噌露文串博士服部宇之吉先生述

日本弘道含

教化資料

日本弘滋曾は激を弘むろな以て其の使命とする︒然らば其
の遺とは如何といふに︑我建幽の輔紳を鯉とし︑日新日通の
東西思想ん緯ふすろ所の︑股用兼備︑蔑古不易︑寓邦無比た
る我国人倫の大道である︒本雷は本曾副曾長たる服部先生が

本令駄化養料の一篇として特に此本曾の灘に就て口述せられ
れるもの︑其の侭髄丸暁くや簡にして明︑然︑℃平易に本曾の弘

むろ鐘か醜きて齢す所江し︒今や官民一致激化純動員の秋で
ある．園民輔帥作輿の敬典ともいふぺ身﹄本害は︑飼民の等し

く一眼せざるべからざるものである︒道は題を隈在り︒政へ
て此書か薦む︒
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泊翁曾第三回は︑足立栗園先生が一鼠維新富時の西村先生の活動﹄なる題下に︑｜
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日本弘道含有志青年部葺

一一︑場所日本弘道曾講堂一東京市卿鯛鹿西小川町ニノニ

〆一︑日時六月十三日午後七時より

一︑明治一初年に於ける先生の活動講師足立栗園先生

とを切望するＯ

話せられることＬなった︒含員諸君は素より一般有志の振って御来蕊あらんこ一

治新政府に封する先生の見解態度．建議奔走等が︑例の如く熱心に趣く味深く講一

治初年に於ける先生の活動﹄なる題下に︑維新後に於ける藩制改革を始め．明

明治維新の大激動に虚する先生の活動が語られたか︑第四回は左記の如く﹃明
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弘道原稿募集規定

口Ｏ
詩０
林︵毎月前月五日締切︑題季節随意︶；石川文荘選
口○
歌○
園︵毎月前月五日締切題季節随意︶：三浦：直正選
︵以上の原稿は年一回位懸賞に従る募集もあるべし︶

口○
排○壇︵毎月前月五日締切題指定に従る︶編輯郡選
０．．０００

口書員の麓︵毎月前月十Ⅱ締切︑倉員各自の誌上談話欄︶

ワ○
口美談︵毎月前月十日締切現代祇曾に何事かに於て感心すべき人冷の紹介︶
○○

口害書︵毎月前月十日締切︑道徳修養に開係ある威想随筆評論笠

耐開封二銭となし︑編輯部宛御送附のこと︒

』

ロ以上は総て編韓部巽のこと︒
口用紙はなるべく原稿川紙を用

口封書の表面には原稿の種別を朱書せら肌たし︒
口期日は厳守せら奴たし噛規定側投函スタンプあるもの蜜で右致とす︒
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得地ノ気二適シ人ノ心二合ユルモノト謂フ可シ

シ我日本弘道含ノ舷二第三十二回定期総舎ヲ開キー年ノ意気ヲ振上全含ノ歩一調ヲ新ニス〃︽淘二天ノ時

一天飴蕩ノ春正二鮒ご一シテ浦地鯛漫ノ花恰毛旺ナルノ時物︽繁茂ノ生意二溢レ人︽敢馬ノ精祁二充

カサン

：

！

シモ大丈夫ヲ侍ツープ姑メープ此ノ事アリト譜ハムャ斯ノ人一人ヲ得︽即︽チ是レ大丈夫ノ責此ニ在り今斯

ナラシムルアラ︽直チニ是レー身慶ク五世界ノ逆浬ヲ稗シ全地球ノ匪況ヲ破ルノ一大源泉タリ何ソ必ユ

ヲ弘メ徳ヲ修メーブ知ラズ識ラス衆人ノ範ヲ示シ以一ブ相戒メ相働マシーブ愈這徳ノカヲ大二シ精祁ノ勢ヲ盛

ヘリ今乃チ侍鼻へキハ濁り道徳ノカニ在り依ルヘキ︽唯精紳ノ勢二存スルコトヲ知り軍ナル一人ト錐道

古人ノ言二日︽ク大丈夫ノー身直二五慨界二開スト曾一ブ此ノ言ヲ開イブ共ノ甚タ誇大二過キタルヲ疑

足ルコトヲ示一︽モノニァラュャ

ツー在り是し道徳ノカ精祁ノ勢ノミ濁り能ク世界過剰ノ物質朕態ヲ一掃シ列圃沈衰ノ経漣ヲ一振スルニ

以ノモノ唯各人自カラ節制力行シープ天ノ時之ヲ解決シ地ノ気之ヲ復興シ人ノ心之ヲ韓回スルニ至ルヲ待

窮シ制度法規ノカ既二侍基二足ブス政治言論ノ器亦擁スルトィフニ止マリ邦家民人ノ運命ヲ開拓スル所

ク
ｆソ
面７
可

ムルー二手ブス人︽物質ヲ主トシープ世坐経湾ヲ専ラニシ園ヲ篇マ︾シ民ヲ豊カニスルノ道一卒一百計誰キ寓策

今ャ宇内ノ列鯛依然トシープ世界戦凱ノ癒庚ヲ醤メと一忙シク戦後十三年ニシーブ猶赤未タ恢復ノ功ヲ牧

ヲ

⁝⁝

ノ如キノ人相架ヅープ本含在り斯ノ如キノ人ヲ促カシープ本含存↓︿本含ノ使命何ソ雷一ニエ世界一 一 開 ル ノ ミ ナ

；
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昭和六年四月十九日
日本弘道曾曾長

伯爵徳川達孝

コトヲ総含一二粒ミー言期待スル所ヲ陳へ以テ式僻ト烏ス

努力シ以テ邦家進運ノ隆昌二稗補シ進プ︽宇内ノ迩迩ヲ 一稗シ世界ノ匪況フー振スルノ先駆タルァーフム

庶幾︽ク︵本含含員諸君ト共一二段ノ策進ヲ加へ津 砿ノ誠ヲ傾倒シ一プ本曾本来ノ精祁ヲ盆蕊揮ユルニ

切ナルモノァルヲ感セスムハアラサルナリ

不 振 ヲ 稗 シ 釜 地 球 ノ 匪 況 ヲ 救 う 所 以 ノ 最 毛 確 賞 ニ シ テ 叉 最モ有効ナル一軍位ナル所以ヲ資現ユルノ念愈

陣容ヲ恭整宵シテ弦二本含ノ意気ヲ振上本含ノ歩調ヲ新 ニシテ大二本含ノー畢手一投足直チニ五世界ノ

考へ氷ラハ物︽繁茂ノ生憲二溢レ人︽敢馬ノ精祁二充ツルノ時ヲ以一プ本含ノ旗色ヲ吏二鮮明ニシ本曾ノ

他二在ラスシーブ正シク此二在り若シ夫レ道ヲ弘ムルハ人二在り道自カラ弘マルニァラストノ金言二願ミ

現下百計誰キ蔦策窮シクル物質主義卜経済本位トノ破潅状態ヲ呈ユル世態世局ヲ打破展開メル所以ノ道

政治言論ト︽亦開セス郷黛二善人ヲ培上郡聯二君子ヲ養上海内二賢者ヲ重ンス事︽迂遠ナルニ似女形毛

思う墓″今ノ賞状ナリ道徳ノカハ忠臣ヲ出シ精祁ノ勢一良妻ヲ生ム物質卜経湾トハ典カラス制度法規ト

古ヘニ閉ク閥乱レープ忠臣ヲ恩上家貧フシーブ良妻ヲ恩フト世界ヲ畢ケープ忠臣ヲ思上宇内ヲ通シープ良妻ヲ

ラムャ所謂天地ノ化育二参スルモノ共し此レノ謂上力

心

6

泊

生 先 翁
訓

一

リ生 先 翁 泊

道徳に主義を定坊て之を説くは︐敢て不可なることなし︒道徳とは己を修め徳を積むことに

て．之を共身に求むくき乙とまり︐能く之を得れば迩徳は成就したるなり︒然るに哲肇者中或

は幸禰叉は利益の如き外来のものを以て其主義とするは課６なり︒身内の事は一に我力を以て

之を得べきも︑外来のものは得ると得ざると共に命運に開する者な奴ぱ︑之を求めた６とも︑

必し恥之を得べきに非る友ｂ・或人問人快楽は身内の串のか外来のものか︑是を以て道徳の主
義とするは其可否如何︒

余日く︑快楽には身内のものあ島︑外来のものあう︑外来のものは我欲惰を以て求めたるも

のなれば︑之を梁むＺと深ければ盆迷溺して道徳を距ること遠し︑安んぞ之と這徳の主戦とす

ることを得んや︑身内の蕊は高崇秀美攻る真正の薬にして．道を得たる者に非ざれほ之を知る

て就l邑明陽王
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王陽明陥就て
そこで陽明の畢読といふものは庭に死生の間を出入して初

哲人

陽明の畢読の中心は何かと云へば致良知曾一学に締着す

て居る︒唯今祁宮文庫に此等の書物は残って握る？

る︑中江雌樹先生の藤棚書院の題に致良知の三字を書墜Ｌ居

致と云ふ字は陽明畢ではどう云ふととに蔵るかと云ふと︑

問は蝿窟か幾ら宜くても熱がない篇に人を動かす力が少ない

致は艦得するとか開駒すると云ふ意味に解淫をする︑朱子蕊

分かれば陽明の畢間は分かるのである哩

の方に這入って居るやうである︑共一例を申せば大蝿巾癖で

人が多い︑冷静なる到智の人は陽叫畢に進むより寧ろ朱子畢

では致は知識を鹿く椎極めると云ふやうに解淫をするが︑陽

られるが︑あの三字が正しく陽明畢の緒川である︑此三字が

ある︑中粛の熱と云ふものは陽明畢を蕊んで得たのでなく︑

に鵠得することである︑致は知識を極めることと解樺するの

明畢では知識を推概めるのでなく︑良知を完全に自己の身艦

が︑陽明の畢読は各人を動かす所の力があるのは︑確かに此

あの熱烈な性格が︑最も自分に近い所の陽明畢を望んで陽明

は︑西洋哲皐で言ふと︑知識を尊重する〃の主知論になって

が密接左開係があるので︑両洋哲望で申すならば主意論者に

して居ろ︑伊勢の大廟に大聴中粛が色堂な筒分の著述︑陽明

近いものになって来る︑インテレクチャリズム及びヴオラン

もりであるが鰐得するに付ては自分の意思の働きと云ふもの

が一審大切だ︑然るに日本の朱子畢者は一人も自分の尊ぶ所

タリズムは近世の哲畢史上に大切たこ大里派である︑次に良

来る︑それを完全に鵠得すると解鐸すると︑後に論明するつ

の朱子文集を献納した者はない︑それを以て見ても日本の朱

は元来先天的と云ふ意味︑即ちアプリオリと云ふ意味であ

先生の文集だとか朱子文集︑などを献納して居る︑さうして

子皐者は虞に朱子〃｜尊ぶとは言へない︑それで気の毒だから

其等の賊を見ろと︑大日本としては伊勢大廟に献納すること

箪者になったのであらう︑大鞭中粛は常時の朱子望者を罵倒

熱がある篤である︑日本でも陽川里者は多数あるが熱のある

めて創造し得た堅問であるから非常に熱烈なもので︑他の翠

野

己が代って之を犬廟に献納すると云ふことを大醗中薦は害い

｢

字

−
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云ふ風に説く︑併しなから陽明に於ては良心とか良知と云ふ

って︑我登が催養し一噸﹄自己の良心を段皇元全なものにすると

る︑今日では良心と云ふ言葉をコンシアンスと云ふ意味に使

絞陥がある課である︑何が完全なる良知良心を妨げるかと云

溌露矛妨げる所の或るものを規定して居る︑そこに論理的な

すればそれで正しき道に叶ふ課である︑併しそこに完全なる

る︑其物質を集めて綜合して此肉鵠を造るので︑綜合された

へばそれは肉慌である︑此肉緩と雌も艮知の造る所ではある

物質共ものが肉鰐となって︑この肉鐙が良知の完全なる溌露

けれども︑肉鰐を造る所の材料即ち索と名づける物質であ

身贈に完全無妖な良知良心と云ふものがあると云ふことば︑

て居る︑我脅倫到皐の立場若くは心即畢の立場から︑我交の

是は説けない︑心理畢倫理畢の立場からは︑良心は段共溌達

はそれだけのドグマで︑さう決めて置かなければ陽明の論は

を妨げる所の障碍となる︑斯う云ふ風に決めて掛かる︑そこ

ものは先天的に備った所の完全無妖なものと云ふ意味になっ

ぺき素質がある︑修養して完全なものにすると云ふのが今の

う云ふ風に肉僻がある霜に良知の完全なる雅露を妨げる︑其

成立しない︑併し論理が徹底をしない黙はあるが︑兎も角さ

するものである︑先天的の良心と云ふものはない︑さうなる

って︑宇宙の街在を完全無峡の賞在なるものがあるとして︑

さうして良知の完全なろ溌露を促すと云ふので︑良知を致す

肉綿と云ふものを我袋の意思を以て肉鰐の障碍を取除けて︑

畢説では説く所である︑併し陽明先生のは哲畢的の立場であ

にあった場合に之を我交の良知と言ふので︑同じ良知と云ふ

と云ふ必要がある︑其致すに付ての具鵠的の方法としてはど

其賓在を名づけて良知と言ふのである︑其良知が我荏の身賠

弓して良知を致すか︑完全に流露せしむることが出来るかと

の動く時に肉鰐がある鱒めに煮念が間迷った動き方をする虞

に︑宇宙の雷在一切寓物を創造する所のものと見るのである︑

がある︑そこで其の意冴間達はないやうにすると云ふととが

言葉を︑我共の自己の本質的の︑先天的のものと見ると同時

ふ良知と云ふものが自己の本心にある︑其良知と云ふものが

良知の完全なる発露を促す方法である︑即ち陽明の言葉で申

云へば︑今申上げた我共の日常生活に於一﹄意思︑即ち意であ

あるからそれを完全に自分の身燈の上に鵠得すれば宜いと云

すと誠意である︑誠意で以て致良知が川来ると説く︑先刻陽

る︑其意が有らゆろ場合に外界の刺激に膝じて動く︑其意念

ふので︑自分の身燈の上に完全なる良知を鰐得すると云ふこ

明畢は意思と云ふものと密接不離の開係にあるから主意論と

心論の立場であるとそういふととが言へる課である︑さう云

とは少しそこの間に矛盾がある課で︑果して我杢の本心に完

即ちそこに陽明先生の唯心論の立場が明かに分って来る︑唯

全無線の良知良心があるならば其良知良心が直ちに其侭溌現

遜愛の年青世近
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するといふことを主張したが︑これは悲観論者で︑意念と無

の思想は意思と云ふものを以て一切の原因として意思をなく

運ふ所で大事蔵所である︑獅逸の哲畢審ショッ・ヘンハウェル

もいへると申したのは其篇である︑この黙は沸教や老子等と

云ふ所を︑陽明け直ちにそれを蜜行すると云ふ方法である︑

も知識を震く押し擬げて︑然る後に進むべき方針を定めると

初めにも申した通り朱子壌は知識論者であるから︑どうして

のは只今巾上げた致良知︑誠意と云ふとと︑是だけである︑

ろか︑色左方話があるけれども︑極く中心黙とも言ふぺきも

催堂

軸だけの御話だけに止めて置く︒︵完︶

なぼ斯の如き話もまだ一二あるが昨側の開係上右の主要な

それ故に陽明の論は知行合一論になって来るのである︒

くすると云ふ思想は︑それは俳教の思想︑言ひ換れで無念無
想である︑これと同じ思想の支那の哲畢春も例へぱ楊慈湖の
如きものがあるが︑陽明はそれに反封した課である︒

山

尚ぼ陽明の誠意説に付ては具謄的にはどう云ふ風に説明す

横

：︐呼

物があるが︑小四郎が自書自刻したと・いふ依雲亭の額はいか

に什歳を越したばかりである︑筑波山に登ると︑あの時の遺

筑波義畢に於ける藤田小四郎は幕末に有名な人物︑それで僅

年の意気が遜ばしてゐるのである︑二三の人物を畢げて見る︒

の老練︑明達︑恰も今日の老政治家の如くであり︑そして青

言ふたり書いたりしてゐることが︑いかにもおとなびて︑そ

拙は別として︑維新志士は概ね青年であるに抱はらず︑その

維新志士の遺文遺墨を見れば明らかである︑交鮮︑筆蹟の巧

近世青年の塗篭
三︑稚心を去る
稚心は子供心である︑稚心を去るといふのは︑一個の人物
になるといふことである︑青年の心境の護達について︑稚心
逓去るといふ一事が尤も重大な問題でなければならぬ︒

もｂｂ︑︑︑℃︑︑︑︑
いかにもおとなびてゐる︑成人になることが早かったのだ︒

むかしと現在との青年気風の特徴の一つは︑確かに稚心と
︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑℃も︑︑ｂ℃
去る時期の如何にある︒むかしの青年は︑今の青年に比べて

(二）

I）

遜愛の年青世近

ふことが注目すべきところであろう︒

い︑あの若さで︑証に堂やたる志士の風格が出来てゐたとい

のは︑唯だ彼が︑か入る才裁定秀でてゐたといふのみでは底

にも立涯なもの︑その風格が鐸露として偲ばれる︑かういふ

りでは底い︑維新志士として知られてゐるほどの者は︑みん

らゐの年で︑堂堂たる人物となったものは︑高杉︑久奴ばか

ろ︑今の十八九の子供らしさと非常の懸隔があった︒これく

はない︑久坂は廿六歳で︑蛤門の事愛に死し︑高杉は廿九歳

ば︑此の雨人の行動︑幕末維新の雁史に晒溝として疑ふ除地

天下第一流の人物といばれた︒先生の眼識の明らかなること

き︑ともに十九歳であった︑松陰先生ぼ︑此の雨人を評して

稚心を去ってゐろ︑むかしの侍としての教養は︑十五にして

る︑此の抱負︑自任は碓心があってはできない︑彼等は例に

ある︑側から係するに天下の士を以てしたといふことであ

の青年にして︑醜に一筒の人物たる抱負をもつてゐることで

人物が川来上がったといふのは︑彼等がそれくらゐの年頃

ある︒

で座雄三年に病展してゐるが︑長州征伐の戦争に︑高杉が事

も℃︑︑︑Ｄ︑︑

震︑防長陸海軍網督の賢撚を握ったのは廿七蔵であった︑廿

前の成人式と老へる︒

加冠︑即ち成人式をする︑今では稲二十歳︑徴兵適齢壁一人

浦二十歳といへば数へ年の廿一歳だ︒十五と廿一とで︑近世

の現存者の唯一人といふべきだが︑時冬此の二傑の話をさ
れることがある︑高杉は廿七鼓にして世の大業となしたもの

青年の鍵遜に︑六年の差が出来てゐる︑今では六年ほど遅く

だ︒此くらゐの年で︑天下第一流の人物を以て許されるとい

今の教育が青年を遅く成人せしめつＬある︑子供らしい時代

望校にゐる年輩だから︑事資の成人はいよ﹄︑後れてゐる︑

成人するわけであるが︑その上に︑今では廿や廿一は︑大抵

ふは︑頗る痛快なことである︑もっともあの頃の青年のうち

て智識の量は多くなってゐるのであろうが︑一箇人物として

を長くした︒むかしの青年よりも︑時代︑文運の護達につれ

の抱負自任をもつ年輩は︑歩つと後れてゐる︒現在の吾邦に

でも︑早くできた方には相違ない︑幕末の人物だれもかれも

が︑一般に非常に早かった︒大総︑十八九は既に一人前であ

十九歳で出来上がるといふわけには往かなかったのである

十九歳といふと︑今で噂てうど高等蕊校の受醗生の年輩

であるとして稲揚されてゐる︒

﹁十流歳と廿一歳﹂

八歳からは殆んど病床に暮らした︑田中光淑伯は︑維新志士

傑であるが︑此の二人が始めて塾に入つ一Ｌ先生に謁したと

高杉晋作︑久坂玄瑞は︑柊下村塾の双壁といはれてゐる俊

たそうであった︒松陰村塾の血盟十七士の中︑一番の年少は
︑Ｄ︑︑︑
十川歳の寺島忠三郎であった︒寺島は鐸々たる維新志士で

P
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於ける皐佼の年限が︑口本人としては少し長過ぎて︑大蕊卒
業の年齢がおそ過ぎる︑これをもう少し早くしたいといふ議
論蝋︑併竺Ｌ老へる必要がある︒それについては︑畢制改革

の頭目のうちの尤も若かったのがや吉岡松陰２一千歳︑橋本

左内の廿六戯であった︒左内は景岳先生︑Ｒ露側盟論の唱首

である︑左内十五歳の文章に︑
﹁啓溌録

といふのがある︒啓潅録は幕末青年史の代表的作品といふぺ

の意見も述べなければならぬことにな悪から︑此の問題はこ

れで留めることにして︑吾邦の青年は︑もう少し早く一人前

左蜘十五歳の時の蝿悟が帥ちそ・畦ごある︑此の意気が一世の

きものであるが︑その雰頭に︑稚心を去るといふ一章がある︒

︑もももも

になって︑早く世の中に川るようにしたいと恩ふ︑維新志士
ｂｂｂ︑︑

立派なものであるけれど蝋︑特に︑此の弟一章が注目に値す

俊傑︑景岳先生を生み出したのである︒啓溌嫁は杢脇すべて

くらゐの年誰が理越的ではないか︒

︑政友禽総裁の犬養水難氏は七十七歳︑尾崎署堂氏は七十五

が突然としてその効力を溌揮したといふは︑時勢の影響であ

まったのではない︑古来の教である︑幕末に至って︑此の教

けれども十五を以て元服︑成人式とすることは︑幕末に始

物であると見なければならぬ︒

ら︑幕末︑青年︑連かに稚心と去るの撮悟は︑時代教育の産

あるといふことが︑左内として感憤興起せしめたのであるか

る︒そして十五歳といふのが加冠や即ち元服︑成人式の年で

歳︑ともに大ぶん老人に茂られたが︑ともにまだなか１１元
気旺碓であることは世人の知るとぼりだ︑此の両氏が︑自由
﹁閏政と随堂の老朽政治家たちに征かぜておいてはならぬ﹂

民椛諭の志士として燕間政府に肉薄した頃︑

と絶叫したものだ︒その老朽と罵られたのが︑政府代表︑筆
内務部長くらゐの年頃︑今の高等肇校長には︑それくらゐの

頭の伊藤参議が四十二三歳︑今なら職知事にもなれぬ︑先づ
若さの人は一人もないと恩ふ︑それくらゐの若さでも︑早や

てて猫立心を確立するといふことである︒父母︑兄姉︑長上

る︑啓蕊録によれば︑稚心を去るといふ意味は︑依頼心を捨

先輩に依頼して為間は子供である︒すでに獅立の人物とな札

反封の民間志士から荷くも老朽と罵られた︒攻撃の第一線に

ぱその道義︑行減︑一切の責任︑みな自分にある︑此の礎栖

立った尾崎︑犬養の．諭氏は三十歳以下︑或は州歳前後の人糞

であった︒尾崎︑犬養氏等は廿代で︑すでに有名な政客であ

が維新志士として青年ながら獅克獅行︑毅然たる態度を執ら

しめた所以の動力であり︑一旦︑此の動力の術はろ以上︑そ

ったのだ︒明治以後になっては︑自山民椛の志士は︑維耕志
安政成午の大獄に羅致された志士のうち︑即ち在野政治家

士の延長と見ることができる︒
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れに件ふ才幹は自然に震達するものである︒

ると恩ふ︑腹と頭といふのも︑かういふ場合に︑解剖畢的の

言った︒むかしは勝下丹剛などと言って下シ腹に債値があっ

方に昇って行くようである︑講輝師の話におもしろいことを

人物の標準が腹から頭に移って来た︑だんＪ１下方から上

はし︑それによって︑

してゐる態度を腹が確つかりしてゐるといふ雛を以て言ひ現

たとへ精肺が腹にあると考へない毒でも︑人格の力が毅然と

腹にあると考へてゐたことも事賞であり︑最近に至っては︑

った︑或は満腔︑或は満腹の精刷ともいった︒人側の精祁は

かしは肝謄祁照らすとか︑直ちに肺肝を披涯すかいふ風に言

語ではなく︑緒祁的のものであることはいふまで明ない︑む

た︑腹が確つかりした人物と言った︑それから胸と言った︑

四．腹から頭に

大石内職介が何事もと言２Ｌ︑ちようと胸を叩くのがそれ

﹁人格は腹︑才智は頭︑

といふように言ひわけるのである︒幕末︑明治以前に於ては

である︑此のところで︑扇子をもって︑何事もと言って頭を
叩いたのでは大石らしう底い︑今では頭になった︑あれは頭

うになったのが大勢である︒近来︑人格教育などといふ人が

腹といふ方に重きを置き︑明治以後の畢風は頭を重んずるよ

あるが︑むかしは︑かういふ語は無く︑教育といへば即ち人

が好い悪るいと︑頭が専ら人物の標準になった︑かう腹から

格を作るにあった︒それが奮日本︑新日本の雰刷気の尤も顕

胸︑胸から頭と︑次第１１に下から上に昇って行くとすると
此の次にぼ頭から頭上へ脱出して仕舞ひはせぬか︑ところで

︐〆︸◎

その脆出を防ぐ篇に︑ちゃんと帽子で抑へてゐるのである

述懐して︑何とかいふ畢佼は評判が好いから︑それに入皐さ

近ごろ筆者が出脅した一紳士が︑その子息の教育について

著なる相遠でたければ左らぬ︒

抑へてゐるは傑作だ︒帽子で抑へるのは明治以来のことで︑

せ︑成績も好いが︑親兄弟に封する態度は恩ふように行かぬ

巌かノー講鐸師蔵どは︑う重いことを言ふものだ︑帽子で
殊に明治以前には成人すれば︑月代を剃って︑しかも頭から

と言った︑筆肴は︑それに封して︑今日の教育に於て︑そう

校と今の皐校とは︑その目標が連ふ︑規則︑制度の上に何と

家庭に於て努力しなければならぬことを答へた︒むかしの皐

いふとと妻で露校に依頼し一Ｌゐてはならぬ︑そういふととは

晩け易いようにしてあるが︑腹の時代には︑月代は換気法に
なるくらゐのもので︑幕末の講樺師では︑右のような話は夢
想だも出来ない︑さて腹とか頭とかいふ語は︑隼術語ではな
いが︑われノー民衆酌には︑そういった方が迩営に獣解され

遷鍵の年青世近
I
:
｝

以一Ｌ江戸︑江川塾の教師になり︑幕末に於ける兵畢の先畳者

である︑如楓と鏡す︑筆考も如楓先生の晩年には数回︑謹咳

別︑見事であった話などもされた︑大島圭介は泰西の兵畢を

に接すろを得た︒大島圭介のお話は別として︑むかしの教育

書いてあろうとも︑資際に於て︑今の畢校は智識を授けるこ
腹の培養は除り考へてはゐない︑評判の好い︑畢校といふの

に於て膳試めしといふは︑諸方︑到るところでやったもので

とに主力を州注してゐる︑所謂︑頭の開拓が主になってゐて

は︑上穀の肇校︑中畢ならば高等皐校や専阿駆校の入畢試験

格した者のうちから︑人物が出たことは少く左い︑此人も確

あり︑青年教育の一牒件に底２﹄ゐた︑そして礁試めしに合

がよく州来て︑入皐奉が高いといふことが第一の好評であ
る︑いづれの畢校も唯だ

かにその一例である︑な庇膳試めしについて峰筆者は別に

﹁入畢率

を気に病んでゐるのである︑そこで文部大臣の監督を離れて

いふつもりである︒

ないが︑青年畢生には︑適齢になれば︑進んで稔在をうけろ

想的教育をやるつもりで︑その魚め徴兵猫諜の特典は得ら恥

さて核川先生は︑閑谷蟹の復興について話して︑自分は理

自巾にやって見たいといふ私立畢校が出現するようになっ
る篇には︑やはり文部大臣の監督の下に立たぬばならぬとい

と勤めてゐる︑現に此の青年も先般︑桧在を受けて来たのだ

た︒此事については徴兵の棚係があるから︑猫溌の特典を得
ふ事精があるご岡山聯では西識山先生といへぱ知らぬ者はな

前︑薮川先生の時には︑かういふ畢校もあったが︑今日では

といって︑筆者を案内してくれた一青年を指された︒三十年

かった西毅一氏︑有名な閑谷喪の校長先生であった︑筆者は高

得難い︒し

等畢校畢生の頃︑夏休暇に︑岡山に族行して︑新太郎少僻︑

先生と訪問した︑先生は喜んで引見して︑閑谷髪の創立以来

熊津蕃山の遺風を見ようと恩ひ︑閑谷に往った︑そして糠山

の鍵遜︑その復興について話された︑なかノ︑雄涛であっ
た︑閑谷のうちに棒の木の多い椿谷があり︑そこでは︑むか
しは青年の謄試めしなどをやったところで︑維新史に有名な
大鳥圭介︑筆者左どが小里で習った歴史の中にも大鳥圭介善
く戦ふなどと有名友文句があったことと記憶してゐる︑⁝︒：

その大鳥圭介は此の畢校の畢生で︑椿谷の礁試めしには︑譜

1
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使命を深く自畳されて︑日術我帝函を民としての訓練修養と

ふととが川来る︒青年諸煮は蒋来此の一興を許負って立つの

んになるのも裳へるのも一にとの青年の意莱如何にあるとい

我函の将来孟荷ふて立つもの塗青年である︒我国が蒋来盛

したのである︒然し彼の際のことである︒雨幽橘に於て逃げん

て被服厳に逃げんとするものをぽ先づ上野に逃がすぺく努力

第三も各迩醤に逃げ所を知らせた︺そして各歩哨達は一致し

橋を渡って上野方面に逃げてくれといふことを報じた︒鉱二

に出た歩哨は被服賑に逃げたら助からない︒一刻も早く雨函

〃

昭和時代に於ける大和民族の費悟

怠らす努め︑以ていざといふ場合には何時なりと直ちに日頃

として逃げられぬ女や老人子供等が多数あったので︑此等の

堀内文次

の訓練が賢際に役立つやうに常に心掛けねば意らぬ︒

春はその川岸に礎して赴いたが︑堪へられぬ程の火莱の熱な

充分溌揮した御蔭であったのである︒斯の如きは資によき一

ので︑冷蔵庫に居たものがドシノＩ庫内から氷斗｜運んで之を

例であるが︑左様に青年達は日常訓練を稜んで而して之を充

救ったといふのである︒此等は一に皆青年達が円常の訓練を

た︒これと云ふのは一に同町の青年が日常からよく訓練が行

弁︒然るに其の時其の町内の者は一人も死んでは居なかっ
屈て居た賜であったのである︒即ち同町の青年達は地震と同

然るに近時地方の青年達は己が正大なる使命を忘れて︑無

分溌揮するの心掛けがなくてはならない︒

ので︑別に歩哨に出たといってもそれは命令で出た課ではな

噌と東京へ俺撮れて州掛けたがる群が多くなった︒彼等は浮

服廠︑一は雨団橋︑三は冷職座である︒而して第一の被服雁

ひない︒併し其の撞曝の東京は最哨誰だしい失業難︑生活難

＄

い︒而して其の歩哨の出たのは三ケ所であった︒即ち一は被

く︑期せずして各自が自然と一密に例き川したものに過ぎな

諭にも働かないでお金でも瀧山儲けたい位に考へて居る忙逮

時に歩哨を出した︒と言っても訓練といふものは恐ろしいも

彼の大正十二年九月一日の開東大震災の際︑雨剛の被服賑
跡に於ては御承知の如く何寓人と云ふ多数の人々が焼死し

郎
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の所であるから︑一度上京して見ると諜期に反するので彼等
は一様に後悔するのである︒而して止むなく彼等は再び故郷
に飾らざるを得なくなる︒併し妓早一端都曾の空気に染つた
買な地方に悪思想を宣惇などするやうにさへなる︒誠に寒一心

彼等には質面目に働くことが出来ないばかりでなく︑常に純
に堪へない︒

彼のデンマークといふ園は︑御承知の通り非常に少さな函

むるには︑我が国催の精祁を作輿するにある︒我が図燈は謂

であるｏ家族制度といふものは︑孝の固まったものであり︑そ

ふ迄もなく皇室中心であって︑それは家族制度より成るもの

れが更に大きく間まったものが即ち忠である︒日本に於ては

邦を閏と書く︒王様を堅く守って居るといふのである︒此の

ては︑﹁忠臣は孝子の門に出づ﹂と言はれて居って︑即ち忠孝

字は外剛の何虚にも川ひられない︒而して昔より我が国に於

以前は貧乏であって決してよい図ではなかった︒然るにこれ

じ鳥獣でも風土や食物に依って自然に異って来る︒これは理

鼓に私は日本民族と外図の諸民族とを比較して見たい︒同

は一致なのである︒

が今日の如くなったといふのは︑勿論地理的開係にも依る

︵虎や獅子等︶日本に於ては元来今日こそ肉類心食べるが︑五

窟では底い︒例へぱ肉を食ふ鳥獣は皆惨酷な性質を有する︒

であるが︑世界でも稀な金持の図と総されて居る︒此の図も

が︑併し其の大茂る理由は︑固民殊に百姓の一致協力になる

の理由から個人主義である︒自分さへ良け恥ば他人はどうで

然るに西洋人には鯛隈がない︒支那等に於ても同様で︑こ

とが川来る誰である︒

る︒故に脚然に存する食物が即ち家族制度をなしたといふこ

旭父母等皆一所に生活する︒此虚に家族制度が生じたのであ

である︒故に自然の力によってのみ民族は行動する︒父母︑

穀淀食べて来た人種である︒即ち自然の食物を食べて来たの

努力である︒吾々は彼のデンマークの百姓の腫似として行く
ことが必要である︒それといふのも土地の青年諸君の努力に
待つものが多いといはなければならない︒
いか産らむ事にありてもたゆまぬは

・明治天皇の御製に

我が日の本の大和魂

と仰せられてあるが︑誠に吾杢は如何なる事にも擁ゆまず

る︒これ等は何れ喝肉食から来た︑即ち食物の一開係から来た

もよいのである︒それが彼等の所謂向山であり民主主義であ

進んで行くことが緊要である︒

今Ｈ吾々は為琵に如何にして食って行くか︑これが焦眉の

ものである︒彼等は叉水草を追竺﹂住川孝愛更する民族であ

大問題である︒然しこれは要するに一︑家を繁昌にし︑一村︑

やがては一園を盛んにすることにある︒而して之を賞現唯し
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るのである︒又彼等には惨忍性がある︒日本民族の如く情と

迫ふて移住するものであるから︑人間もこれに順って移住す

ろ︒これは食物が肉食であるからである︒即ち動物は水草を

のゴタノ︑が続いて行ったら蒋来どうなるか︒これ一に民主

国の如きは戦へば戦ふ程しっかりして来る︒支那の如きはこ

ふのも彼等に幽儒といふものがないからである︒然るに我が

民主主義の元池は孫逸仙である︒彼は露図から三民主義を

主義の凧である︒

から家族制度の生じ得やうが蔵い︒かく考へて来ると我掩日

貰って来た︒そして支那はどうしても三民主義に依らねば怠

いふものに乏しい︒故に家がなく天幕生活をする︒家がない

ならば無暗とやれ﹁トルストイ﹂であるとか︑やれ﹁マルクス

本人は西洋人に勝るものが多全あるのである︒之を自篭する

る︒その三民とは何であるか︒一に民生︑一雁民確︑三に民

らぬとした︒そして蒋介石が今日其の後〃繕いでゐる鐸であ

その中心をなす思想は何れも赤化である︒此の三民主義によ

族で︑民生とは民は安楽に︑民権とは自巾に民族は架しくで

でなければとかの謎にシうれず︑我盈は我空の図の根本のシ
一儒隣園支那の現状はどうであるか︑元来支那には幽僻と

ッカリしたものを見詰めて行かなければならない筈である︒

ある︒故に平等に分配せよといふのである︒かく支那には園

り安楽に暮すには金持妬打ち壊はせ︒人間は皆平等の権利が

冊がない上に︑赤化思想が入り込んで居る︒之等に徴して支

こで中心人物が無くなったから無事に天下は治まりさうであ

那に隣する我が国は如何に術へる所がなくてはならぬか︒今

稀すぺきものがない︒彼の張作森も途に殺されて了った︒そ
るが︑併し現に猫闘争を重ねるの有様である︒昨年は︑

︵千葉螺東部支含講演の概要︶

に毒すの心掛けを堅くする所がなければならないのである︒

る家族制度を益盈問めて︑即ち忠義の心を以て愈交図のため

を措ふて立つ青年の訓練等をば愈盛んにし︑我が園の美徳た

や吾廷は一大自提を促されて駈る課である︒之には先づ蒋来

雄鍵哩ｌ武漢
鴻玉群︵中立︶

であったが︑本年は

錨趨淘︸ｌ蒋介石
張畢良︵中立︶

といふ有様であるが︑何時もこの中立といふのば形勢を見
て自分の都合のよい方にのみつく︒決して儲からぬ方には手
を出さないのが彼等である︒かく常に闘争を綴けて居るとい

宮治明の村野小郡那伊上州信
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生洞研究と
の一大異彩

信州上伊那郡小野村の明治宮

藤玄智

成届が済んだかと云ふ噂同地矢彦抑牡の帥官故倉洋清也氏

があった篤納︑倉淫清也氏が要路の大官を説いて事此に至っ

は︑曾て矢彦祁杜の刷主であって地方の有力家︑且つ勤王の

れば明治天皇は崩御後祁に祭られ給ふたことは︑何人も間

たので︑同氏の識力は誠に多かったと云はなければならぬ

明治天皇︑現し世を祁去りまして後︑代々木の原頭に︑明

知の事賞である︒而も天皇御在世中から︑天皇の御徳を景慕

治祁宮の宮柱太敷立ち商天原に千木高知りて鎮りましたこと

するの除り︑明治聖帝崇敬の赤心凝って︑途に天皇を事賞

が︑之を外にして小野村の人民が特に明治天皇の聖恩に感
泣した事賞があるので︑途に天皇の生洞を事賞の上に雌て

大官︑品川︑土方等を初酌︑丸山作楽などと云ふ人為と親交

生而として霜き祁り奉った祁祇が信州の僻境︑高峰霧岳山下

精祁に篇んだ明治一初年の志士である︒随って営時政府要路の

上伊那郡小野村矢彦祁就境内にある︒其起原を云へぱ明治元

ふ︒それは何であるかと云へぼ︑同地の嬬牡矢彦帥斌建替の

て仕舞ったと云ふことも︑看過してはならないのであると思

存して居ったと云ふととは︑除り人の知らなかった所である

以て木曾の御料林から伐り出すことを明治二十四年聡許せら

用材を徳川時代の奮慣監縫承して︑明治天皇特別の御思召を

先づどうして信州のか上る山奥︑矢彦紳壮の境内に︑形式

閃であると云はれてをる︒而して斯る生耐が出来ると︑土方

て︑天皇の篇めに︑事賃上の生洞を建立せしむるに至った頁

れたと云ふことが︑営時村民として天恩の無窮に感激せしめ

上の明治遥拝殿︑資質上︑明治天皇の生洞が︑明治元年に淵

久元を経て︑御下賜となった榊賓十勝滴を以て︑事賞天皇の

を左に述べて見よう︒

源して︑明治二十六年と云ふ年に出来上り︑同二十八年に落

参Ｐ︑

と思ふ︒そこで余か同地に出張して事の資際を目撃した顛末

﹁９式

年︑近くは明治二十八年即ち日清戦争の営時から︑早く既に

は︑布も日本人でああ以上は何人も知らぬ者はない︒換言す

○

加

−
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年新嘗の雨祭共に矢彦祁牡に晴菱すると同様に︑明治天皇の

︵之に向って周々参詣職評するに至ったのである︒而して新

御霊即ち祁賞と崇めて︑之を明治遥拝殿内に奉索し︑爾来人

の成立と︑大鰐撲を一にして藍るのである︒今でも矢彦岬砥

は︑丁度山崎闇霜の生祁飛加嬢肺︑松木拝彦の生洞松木祁祇

を留めさせられたとの村民信仰の中核は十勝石であること

申上げた祁祇に外ならないのである︒御在世から︑天皇の霊

カンザネ

生洞即ち明治遥舜殿なるものにも︑等しく之を祷養して来

れは誤報であった︒梧陵の生而は有形的にこそ出来なかった

建ったことを︑文豪ハーン︵小泉八雲︶の筆で仰へたが︑そ

れは丁度全村を海噸から救った涜口梧陵の生洞が紀州庚村に

ら︑即ち明治天皇の生而であると考へて差支なからう︒そ

り無く︑而かもそれが明治天皇御在世に出来たものであるか

は遥拝殿でも村民信仰の賞意識からは︑明かに外の祁斌と塗

治遥拝の如きも亦之れと同様に老へることが出来るので︑名

ち此末砥は政府の取扱は遥拝殿では無くして祁批である︒明

所であるが︑今では立派に矢彦祁献の末献になってをる︒部

の魂内に小なる二個の祈耐があるが︑之はその昔寛文戊年に

た︒而かのみならず︑日清︑日露の雨役に健戦勝所祷をも献
げる封象としたのである︒この資質上︑明治天皇の生洞は︑

伊勢大祁常遥拝の篇に建てら恥たもので︑一砿の大祁宮遥拝

Ｉ心より４迄は矢彦の四祁殿

Ｉ愚︒恢馴総識癖鯉釧瀧二十素薙

８口Ⅲ︒祁恥離脱脚剛蟻
一Ｉ可ごｌ尋は雌脈に﹁鯛総曾︹小松常鯵
及十勝石を奉安す︒

仁親王殿下御染筆︶の一扇額

拝殿の如き︑村民の無形的精紳上の生洞であることは勿論︑

であると︑故ラッド教授は断言されたが︑今小野村の明治遥

けれども︑無形的に紀州庚村の精川上に建立されてあったの

て︑矢彦紳祇に参詣潅舜する考は︑必ず明治天皇の生洞︵そ

有形的な建造物を現存してをるので︑ラッド教授が梧陵の生

矢彦の川祁殿を通じて︑その中間の頁奥に倫置し在すのを以

洞に就て云った以上の意味に於て︑立派に明涜聖帝の生洞と

の生洞を明治祁斌と呼ば歩して明治遥拝殿と名づけたかと云

巾し上げてよからうと恩ふ︒然らば何が故に斯る明治天皇

の御柳僻は前出の十勝石﹀をも自然潅舜することになって居
矢彦祁批と刷様崇拝の識象となってをる所謂明治遥拝殿た

るのである︒・
るものは︑名は遥拝殿であっても︑資は明治天皇を御肥り

竹輪明の村野/J､郡肌枇1‑.州信
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ふに︑其理由はいと簡軍だと恩はれるＯ即ち明治天皇の御
在世の中から︑而も信州僻販の農民関僻に許すに︑明治祁牡
の設立を以てすると云含ことば︑常時政府溌局としてはも除

拝啓益御清穆奉賀上候概州月二十五日の日曜〃一利川し一Ｌ甲府

に旅行生詞の研究巡鵬を試み申し候叩府市外東八代郡響常村

に参秤致し候同御生洞は篤腫の通り材の小脆上に有之小生の

に参り村長佐野孝業氏の案内にて御澗父様徳川弼匡公の生耐

今回の生而巡澱が磯禽を典へ犬に注意を注ぎ川し唯洞の意味

りに重大問題で奔易に許可す可くもなかったのである︒そこ
で先明治遥拝殿の名の下に︑その設立を許可したのである様

がはっきり致し来０従って村民が生洞に祭られ給ひし密に公

の精榊︑其信仰の内容に至っては立派に刷祇に外ならぬので

に感ぜられる︒故に名臓遥邦殿であっても︑共賞質即ち村民
あるｃそこで明治遥拝殿の椛造も倣置も︑之を賃森するに宛然
・祁耽であって︑十勝石は事賞の御柳慨である︒故に丸山作楽も

︑明きつの符と御名はた上ふれ

明津祁我大荊駐いはへこそ

明かに治まる宮に鎮めます

品川揃二郎又
おの鏡ぞ祁の御心

と詠進した所以である︒行政上︑名稲上の遥拝殿も︑その箇
一︐明治宮﹂で︑即ち祁肺である︒．而もそれが明治天皇御在世

中から出来てとったのであって︑即ち明治天皇を祭祁とし
奉った天皇の生洞である︒崩御後天皇を御祁り巾上げた東
京代与木の明治榊宮に先って成った所の天皇の生洞であると

も老へられる︒既に此生洞あり︑と上にも明治天皇の抑聖
×・
ー奄

徳の宏大であった川以を罫察し得るのであみ︒
函ト

加雌玄郷．

古氷難論地︑僻遠峡巾災︑推知生洞許︑徳風百世新

御侍史

徳川伯僻閣下

昭和六年五月八日加藤玄智奔

之候Ｃとと存じ候へども不取敢右御報道迄巾上置候草全不宣

の御徳を欽仰致し居り候何れ不日拝屑更に巾上げる機含も有

村樹遥&郡代八東牒梨ll』
w*生公腫粥ノiim
立川氏業孝n佐避村
影搬il五十二j]四年大和昭

げ︑他と聯絡もとって或は之を愛現させ︑

怪しい講習むして十岡二十回の金を巻き上

るが如き恐れがあるから︑深く反省して本

はぎろかのために︑反って思想を悪導させ

力走朱ふことがありとすれば︑それは携は

威がなくてはならぬ︒若し畔に従りて之が

来の立場に戻り以て之が奮起を槌すといふ

く︑淫絡をとった所より見ろと︑相常の数

る人々の罪でなければならぬ︒今Ｈ宗教家

或ば欺いたといふのである︒之によって見

にも昇るであらう︒併し例へ一人であった

は︑兎もすれば葬催屋の一種と化し・其の

宗教そのもの︑教育そのものには膨常に椎

としても︑教育の殿堂より斯の如きものの

のである︒確に之には一理かあると恩ふ︒

出現したといふことば︑誠に迩憾のことで

の中ではテンデ問題にしないといつ稚所が

説教は口の上のかであるから︑聴く人も腹

るに︑教育の美名の下に此の如き悪事を勘

不良少年の白く︑直面目に勉狼などしても

ものがある︒即ち彼不良少年の言の如く︑

あって︑之が批愈に及ぼす影響は多大なる

きつつあるものが︑必ずしも彼一人ではな

つまらない︒そんなことをしなくとも︑今

それといふのは曾て新聞獄上にも菱表さ

念的にも低下させる恐れがある︒これは教

せる︒叉教育者なるものの尊厳を一段と概

頁面目に勉謎する青少年の純な心心腐敗さ

知識によるに非ざれぱ虞に宗教の力む蕊簿

する者の宗教を低下せしむろによる︒高僧

のの憤値が低下したといふより︑之に従事

のみに走る傾向にある︒これは宗教そのも

ある︒そして青年はゞ信ずるの力走失ひ物質

来の使命と︑教育者なるものの責務を願か

階級の人灯の弱鮎な利川して︑畢校なろ本

の旺盛なることと・惹いては世に悪まれぬ

人々にして︐焚際はかなり腐放せるものも

即ち世の指導階級であり︑師表に立つぺき

者の恋起悲望む決議があったやうである︒

近頃貴族院の一部に於ても︑宗教家教育

に師が身を以て弟子を薫化するに乏しい矯

師にして弟子を恩ふものも鮮い︒これも属

昔日の如く弟子にして師を尊敬する念芯く

て権威韮失った傾がある︒師弟開係の如き

らう︒又教育なるものも︑一猟の職業化し

し︑人間怨粘抑界に導くことは不可能であ

写

れ衣通り︑下谷腿にある某仙業筆校であ

のなしといへようα

育の権威走失ふものとして誰か多大なろも

す︑反って之が看板に膳れて︑卒業請書延

ある状態であって︑思想善導︑思想悪化の

ら︑其の携ほる人々にして賀状がこれに件

そこなひ︑折角の使命ある地位にありなが

或は入皐の便沈走と金を以て欺いたのであ
聞く中等卒業読書・は三百六十五岡・中等

ず︒Ｏ

翠校の二三年の編入には︑僅か二三ケ月の

かく考へるにつけても︑宗教や教育に身

めであらう︒

叫ぱるろとき︑ために宗教︑教育の権威を

所があるのだ︒と︒

るものであった︒彼等ば現下青年の向挙心

り︑其の涌躍の怪中心人物は主幹高木某な

■得たといふの一ぐあろ︒同

は便宜に卒業読書も入埋も攻計ってくれる

叩塞魂一鋸抽措︾︾︾畢恥岬手帖︾

︑知過日警漉廃営局が一人

函時蜘耀駿師

画一怪畢校
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くてはならぬ﹄近吟の思想を善導するには

彫置くものは︑篤と考慮さるろところがな

であるが︑其の大機な所を先Ⅲ礎表した所

若分類の営局の詳細な統計が出来ろとの事

の如くである︒鼓に大身﹂な問題がある︒

ある︒それは頭悩や成紙に開係はないもの

く︑貧民階級に多く課せられ犬ものの様で

ろと︑上流階級には変は此等のことは乏し

人間は感勝の動物である︒従って怯箪も

によって見ろと︑彼等の中に於て最も多敷

の朋噺なろ健等生のものが六七十パーセン

んになれば︑其の時は世は不平家態出す︒

生じ勝ちである︒併し公けの率に怖焚が盛

走占めるものは︑貧なる境遇にある︑頭悩

ト態右してゐる様である︒而して有産階級

る︒これが椎威走保持するには︑其れに従
事する人の如何にあるＪ評識の切り賀りや

のものは僅かに一パーセントに過ぎないと

宗教や教育の椛威に供つものが多大であ

青年韮救ひ得ない︒表清板の美に隠れて︑

い貧民階級の人々に最も多い所か見ろと︑

とか右産階級のものは︑例へ馬鹿でも就職

ば︑就職は愚か出世も出来ない︑一方名士

くして何人の引立もなく︑手塑もなくして

如何に優等生でも将来あるものでも︑貧し

人格から出ない只の放送では︲到底今Ⅱの
自分は勝手なことをしてゐて︑教化も教育

いふのである︒

ず︑粘祁界が権威走失ひ率つ犬一半は︑銭

経済的に恵まれない不平といふものはかな

力を有つ犬ものが有産者や名士に封して不

も出来︑出仙も出来ろとなちとすると︑批

恩ふに誰しも云ふ様に︲塊過に悪まれな

にも大なる責務がある︒此の見地から吾々

り大きいといばれば江らぬ︒次に貧乏人中

も不可能であらう︒今川祉命の制裁も州来

は今側の如き教育界の怪韮恥限りなく迩憾

優等生といばろる頭悩明噺なものは︑深

の偲等生といふことである︒

に貧和の優等生の左傾化を見る一一とは自然

平を右つことに至るのはやむを得ない︒故

とするものである︒

遠な壌説を理解し得る所から︑よく新しい

種々なもの起諮か︑そして純な心か︑ｈ脈含

中に於て︑右の怖変の如きは世の腐敗を物

想悪化Ｊ︑砿に現代肺介に峡鮎がある．その

謎曾の情弊と思想悪化
﹃何が現代の青年思想を悪化させるか﹂と

改造といふ様なことに途赴くとは誰もがい

語る大きな一つであらうと思ふ︒此の遼に

今日は入畢難︑就職難︑紳婚雛は並大な

ずの︒

百年の計の我め望んでやまぬ所のものであ

杓の起るには必ず原因がある︒今日の思

いふ此の問題ば︑今Ⅱ最大慾務の大課題で

ふこと衣が︑一而の班はあらう︒併しそれ

も心ある人は大いに注意を沸ばれて︑之が

の成り行きであると思ふ・

なければならない︒今Ⅱの教化も教育も政

もより脈含の怖賞問題を考究して見れば此

はあまりに抽象的な理論である︒それより

改革に一肌脱がれんこと走吾人は切に邦家

既脅問題である〃此等もよく其の変妖恋見

卓寺

なければ︑千繭の議論も封策︑も何にもなら

策も︑此の原脚潅無祁して討究すること力

して幡等生は何故に左傾化するか︒

の問題は解決されないと思ふ︒然らば貧に
のではあるまい︒軍大なことだけに之が考

素より此の陳因の？ば恐らく簡単なも

ないであらう︒

究も勿論奔易でばないといへる︒近く左傾
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題間想思と化教

教化ざ思想問題

あり︑又何等の縞なくして欣含を善導する人もあります︒

人で︑所謂﹁感心な人﹂として群られて居る群もあります︒

是等は勿論教化蒜です︒而して叉巾には耐曾的地位の低い

さういふ人は貴い教化人です︒口に教化を説き︑身の行が

之に伴はい教化者よりも︑︒却って人格が高いものです︒畢

問や地位や職務の如何に依２﹂︑激化群と被教化者とを唾

繁田武
その必要を認められて来ましたが︑一鰐教育とどんな遠ひ

問﹁近頃教化といふととが︑世間になかノ︑論議せられ︑叉

するのであるから︑其の限界詮決定することは困難であり

生徒とか児童とかに︑智識技能等を教へるものですが︑教

間．鴨教化といふ熟語は︑激化肴より見ればよいが︑被教

ますｂ︲一

化には必ずしも一定の場所を要しませんＪ又劉象となる考

如何でせうか︒﹂

化者より見ると︑何となく良い感じがしません︒此の鮎は

たる感があり壷す︒而してその教へることも︑智識や技能

の賞行が劣って居るやうにも恩はれ︑その中に自分が加へ

答﹁如何にも御尤です︒被教化肴といふ言葉の中には︑道徳

育の方は教へることが主ですが︑教化の方は化の字に重き

もある通り︑教化は献含封象と見ればよいでせう︒﹂

られるのは心外の感もあります︒が︑耐曾教化といふ成語

政府に肉迫し︑﹁思想善導の方法につき︑政府に成案があ

問﹁五十九議愈で︑上院の某荷力議員が思想問題寿提げて︑

答﹁従来或は道徳関鰐或は宗教閣鰐等があって︑一般批人の

のですかｏ﹂

の奨鋤を第一に梁げましたが︑その教化烈綴とはどんなも

るか﹂と質問し毒した︒之に封し幣原代蝿首相は教化圃罷

て︑悪し吉風儀を善きな易はせにかへ︑不正な者を正しき

答﹁世間には教化事業家といって︑教化を職務的に行ふ者も

問﹁教化肴と被教化詩とは︑どういふ厩別がありますか︒﹂

て感化することが大切であります︒﹄

も必要であるけれども︑夫れよりも寧ろ薫化即ち徳を以っ

方に移らせることであります︒その方法としては教へる事

が置いてあります︒化の字にはカハル︑ウッルの訓があっ

ではなく︑人の日常の行ひ︑即ち富践道徳であります︒教

は︑一般就曾人であるから︑極めて震汎に且つ少しく漠然

答﹁教育は肇校とか家庭とかいふ一定の場防で︑教授者が︑

があるでせうか︒﹂

別するのでなく︑徳行より来る感化に依って︑雨者を厩別

平

題間想思と化教
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努めて居ながら愈共の間に聯絡がたく︑統制を妖くの憾が

善導や青年の指導等に任じて居りましたが︑同じく教化に

更に進んでは人類の禰耐を増進するを本義としなければな

化は政治経済剛防の全般に亙り︑剛家生活の渡迷を助成し

作用幹完全にし︑目的を達成するものであります︒即ち教

園防是であります︒而して此の四者は互に相開聯して共の

居ますが︑夫は大なる謬見であります︒是に至って恩ひ出

りません︒マルクス凌どは経済が根本で教化は枝葉として

した︒是に於いて識者の奮起となり︑中央教化国鰐聯合雪
といふものを設け︑地方長官の主宰する︑各府隅教化副胎

あります︒従って勢力も乏しく功果も畢らぬ次第でありま

聯合曾と和待って事業の進展を謀って居ます︒之を充分に

されるのは︑孔子と子頁との問答です︒﹂

風も耐曾遁徳の振興も︑皆成績が難がる課です︒中央教化

活川して参れば︑完全な教化網が出来︑精帥作餌も移俗改

答﹁子貢が孔子に政事の要諦を葬れたのです︒その時孔子は

︵ご兵逓足らしや︵二︶食を疋らし︑︵三︶脇牡して之を信ぜ

問﹁それはどんなことですか﹂

しむの三項を示しました︒子貢は﹃己むを得ない場合には

僻賠聯合曾の役員ですか︒夫は曾長には男爵山川健訳郎博
員に列して居り寵す︒﹂

士を推し︑松井茂博士は常務理事︑其の他知名の大家が役

孔子は﹃食を去るくしだ︒古より不死の者はない︒死は必

二者の中どれを先に去りますか﹄と︑突き込んで尋ねたら

と答へた︒子貢は更に一︒どうしても仕方のない場合には︑

三者の巾どれを去りますか﹄と零れた︒孔子堅兵を去る﹂

教化といふことば前にも述べた様に極めて廠汎なものであ

答﹁法的には之と言って具倦化したものはありません︒俳し

ら︑信こそは岐後まで去ることは川来ぬ﹄と諭しました︒

至の運命だ︒併し信がなければ世に立つことは川来ぬか

か︒﹂

問﹁現下の教化機開としては法律的に何か設けてあります

り︑ますから︑之を庚義に解群すれば︑法律の基礎は教化に

食﹄と申すのは物質で経済の一部は︑﹃信﹂教化の

争議が非常に多く庇りました︒争議といへば必ず経済問題

葉の問題だ﹄といふととになります︒近頃維済に開係した

もあれ教化を捨てることは出来ぬ︒教化は根本︑紳済吟枝

成果であります︒即ち孔子の意を布演すると︑﹃経済ぼ兎

とＬに一

あって︑刑法などは教化の一手段に過ぎません︒是を以っ
せん︒﹂

て︑法律も教化の一機開と見れば見られぬこともありま
問﹁と申すよ︑如何にも教化の範幽が匿汎たるものになりま
すが︑一階教化の本義は如何なるものでせうか﹂
答﹁凡そ岡家生活には川要素があります︒政治︒経済・教化ｏ
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がからんで居ります︒之を固溝に解決するには︑政治や法
律の力よりも︑根本に立ち蹄って教化の力に待たねばなり

もありをせん︒﹄

問﹁世界的の問題ですが︑ス・へインではアルフオンゾ十三世

溌的に信念をもつといふ宗教上の問題となるのだ︒政黛と

向上せしむるが︑思想問題の眼目であるか︑要は人間が自

問﹁犬養政友曾総裁の車中談中に︑﹃国民の道徳概念を進歩

せん︒我が国は皇室を中心としたろ立憲政治の風柄ですか

は︑思想問題として善悪正邪の標準も︑確定的にはなりま

革を現在の事賞として見せました︒斯る世界的の賞状で

国に亡命するといふ︑賞に夢とも何とも許し様の底い大鐙

週間にして︑共和国となり︑昨日の皇帝は︑位を退いて英

陛下が︑鍵に共和主義者を厳罰に産しましたが︑その後一

しては︑宗教の世界を離れて︑教育制度の改善といふ限界

ません︒﹂

内で︑道徳律に依って︑闘民縮刷の作典を園らうといふの

ら︑諸外図と同日に談るべきではありませんが︑此の黙は

憂慮する必要がないでせうか︒﹂

して居ります︒園内に穣砺する忠君愛園の精祁は︑諸外函

答﹁夫は賞に重大な問題です︒我が閲と外幽とは図怖を異に

せうか︒﹂

．であるから雨靴だ﹄とありますが︑何かよい方法はないで

いふことば困難でせうｃ道徳律に依るといふことも︑賞際

の遠く及ばざる所であります︒是は虞に我が剛の誇です︒

答﹁今の所法律や制度に依って︑思想問題を解決し去らうと
に富ってば微力の歎があります︒是に於いて就曾教化に擦

我が園民の花です︒然るに近来我が園民の思想も大分動揺

して参りました︒その中二大憂患とも稲すべきは︑ロシア

るの外はあゞりません︒﹄

問﹁法律の制裁に依って道徳観念を高めることは如何でせう

る戒心を加へて︑一日も早く此の二大憂患を掃嬢すべきで

が︑人心を毒することは勘少でない︒国民は須らく充分な

かぶれの共扉蝋と︑アメリカ心酔の享楽派です︒この二つ

答．鰐道徳は消批的のものです︒進んで善を弧ふる力はあ

あるが︑悪魔には人心迂魅する妖力があって︑容易に撃退

か︒﹂

は︑除程道徳に反したものでなければ加へられまぜん︒所

りません︒唯間接的に功果がある様なものＬ︑法律の制裁

し難いのが現代の偶みです︒﹂

は不可能です︒そこに至ると道徳の制裁は微細左所まで及

が︑政治家とか︑有識者とか経世家とかいふ方掩は︑何か

問﹁共産薫や享楽派の存在は︑剛家の深一曇大患であります

謂﹃免れて恥無し﹄だけでは祇禽を正しく明るくすること
び壷すが︑それも耐含の道徳観念が薄弱では︑何等の威力

題間想思と化教
西

よい方策を楢て上︑時難を匡救しさうなものですが︑如何
ですが﹂

答﹁今日の政治家は政椛の争奪で︑議政垣上に飢闘すること
は知って居るが︑閏家百年の大策溌樹てることには極めて

無頓清です︒叉勝れた有識者とか経仙家とかも見常りまぜ
・ん︒よしあったとしても諺流憲の慨では政椛を得なければ
資行性がありません︒﹂

問﹁今日我が閲は醐際的に祁餅の椛威を認坊られ︑政治に軍
備に教育に︑著しき進歩を見せて居ますが︑思想の善導に
無策無理想では︑誠に心細い感じがします︑何か適営蔵封
策はありませんか︒﹂

答．言に巾せが︑語五が思想的に月受めるより外はありま
せん︒﹂

問﹁然らばその目擬める方法は？﹂

白畳すればよいのですが︑園家的にはどうにもなりませ

答﹁政治も力になら歩︑教育も頼みに茂りません︒宗教的に

ます︒﹂

寒津楽天

民の幅耐も︑一にか上って教化運動の働付にあると信じ

魔力を失って消滅せ余には居られキをん︒刷家の護達も国

１

時事評

シャム皇帝御安着

春の海八重の汐路のおだやかに職ぴ迎ふるシャムの帝を

堅齢兄童︵四月一日︶

きのふまで遊び戯れしう蔵ゐらも今日よりく型ろ肇ぴ舎の門

潅伽含

み仰のあれまし入日に寺詣で汁茶いた堂き肺るわらはく

花祭

北太平洋飛行機枇断の壮蝶

三千歳の昔偲ぴて老い若き花の祭につどふ諸人

プロムリの轍をふまずに身や図のほまれをあげて蹄れ吉原

魔の海とおそれいだきし海原を心雄しく一人族在にて

中米ニガラグアの大震災

おぼなゐにあまたの人の玉の緒をすてしときぐはあはれ悲し

ん︒唯一つ教化を盛にする道があるばかりです︒畏くも
今上陛下が御即位の際に下し賜へろ勅語の中に︑﹁教化ヲ

き

凱肺をばたつの快刀なきものか断えずもつれをきくはうたて

北海の漁業

き

教化運動を起し︑団民は細くて教化人となり︐教化しつ型

醇厚ニシ﹂と仰せられてあります︒此の聖旨を奉鰐して︑

を向上せしめたならば︑如何なる外来の悪思想も︑内から

︑叉教化されつ上︑健全なる思想を涌養し︑耐曾の道徳観念
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銅識古状

目まぐるしき人生

ひ︑侍の枠は物の具の一音といふ︑農

歌よみの子息は夕︑く水鶏の藍とい

ハタ／︑と鳴る︑之を聞き耳立て凡

たそがれ時に︑何の一音とも知れず︑

に入った︒昔物語に

暑いやうな︑エタイの知れ底い梅雨期

今は全く此の欝陶しい︑寒いやうな

宇治の里人宵寝とぞする

五月雨にかたつき変を乾しかねて

は湧くのである︒

れの如くに︑場面の鍵る所に拍手喝采

ぁ２Ｌ︑フィルムに映る活動篤貢のそ

くところに人間世の面白さがあるので

しいものはない︒然し暑の移り塗り行

雨と移り行く畔候の鍵韓ぽど目まぐろ

樫から新緑︑初鰹ぼと入ぎす︑牡右︑

ら
ハこ

り悲観しても下らぬことである︒そ恥

達人は達観すと古人の道破した如くに

て︑先づ克己修養し︑勤勉労苦の隣を

各人それ人Ｉに自己の立場に立かへっ

胴めて共の本業にいそしみ︑かく一ｉ↑家

園の鴬に貢献し寄典しさへすれば十分

である︒何も功名富貴に鵬離し︑一時

を糊塗し得たとて何にならう︒才子才

に陥まらぬやうに心掛くるか専務であ

の篇に身を談まり︑鼻先胤案の章魚壷

寧ろ正気になって我見を言ひ争って居

る︒﹁寧ろ一時の寂実と受くとも︑寓

論流行の︑猫も杓子も何ぢやかぢやと

政治に経済に︑教育に宗教に︑．文畢に

道徳に︑ヤレよいの悪いの不都合のと

と上に於て意味深長︑雨期の修養も是

こに昭和の舞墓はあり︑悲劇喜劇は交

らぬ山がらの塞営とも見られよう︑そ

面は︑天界から見下ろしたら︑誠に下

倉して切嵯琢磨した心意気の程を︑少

して知能の騨溌を岡り︑同時に良友机

は古人が克己修養を心掛け︑特に読書

そこで鼓に古雅調べと題したが︑是

天ノ︒

に至って憤値ありといふべきであら

て是か非か︑かくて春はくれて行く︒

響楽の下に操返されて居る︑人生果し

此の買面目な人の行動であって︑共の

る︒古も今も頁に家園に貢献するのは

人生は梁槻し過ぎてもならぬが︑除

人生の意義と雨期の修養

しばかり尋ねて見ようといふのであ

ヂャズの騒音のそれよりも験交しい場

古の凌凍を取ること左かれ﹂の戒は︑

る所に︑世祁はよまれる︑此の頃の言

のそれ＃︑に我川引水といふよりも︑

といふたといふ笑話があるやうに︑此

操りペン主非

人の子はイヤあれは菱を打つ昔であ

足立栗園

し

の全

ワー
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おっちょこちょい輩の深く戒むべき黙

も必要であって︑ハイカラ︑モダン︑

い︑此の畳悟は今の日本人に取りて最

合せの御都合主義に出たものではな

行動たるや︑決して其の場限りの間に

僧に清狂と申す肴上京や是は拙堂門

も誘引︑海防談一夕仕り候︑周防の

咋秋は拙堂老人上京にて︑右京弐へ

西洋法に決定承り︑先常安堵仕り候

何分簿策諜め備具候と︑尊藩の火器︑

事を松蔭より紹介せられて︑希代の狂

せられる︒殊に僧満狂即ち月性上人の

家の隆替を以て任して居たことを了知

面と往復し︑篇に自己の修養と共に邦

堂へ吉川松隆︑佐久間象山等と常に苦

せる行動を推稚せるなど︑星巌の心中

へて勤王論を鼓吹し︑一般士比を教化

も椎測られて床しい心地がする︒此の

僧と評し︑此の狂佃が法談に海防を交

等之あり︑資に希代の狂備に候︑老

月性の特打は今も京都砥尉の遊廓に勤

人にて︑法談に海防を雑へ︑里民を

拙方へは吉川寅二郎より添書にて参

王衣を愛し︑﹁骨を塊むる蛭に境墓の

教化致し候︑地頭よりも頼みの書翰

り候・寅二郎よりも引篭り︑日夜調

である︒寓古に迩徳に生きようとする

幕末勤王派の詩人と解せられて居る

書罷在り候︒佐久間修理事も︑苑文

弘道曾員の如きは特に然りであらう︒

梁川展巌が︑某氏に贈った安政二年の

の詩さへ一般に博唱せしめて居る︒ツ

地のみならん︑人刑到る庭青山あり﹄

︵上略︶老拙無事篠堂馬齢既に六十

何分結局六づかしぐ候︑剛家の馬め

士氏上下共に困窮に・は︑徴惑仕り候

時節を相待ち候趣に御座候︑諸園諸

するに至ったもので︑その耽愈の裏町

ればこそ︑明治維新咽大業は途に成就

マリ是等多くの虞面目なる志士が出た

梁川星鰻の一書翰

書翰には︑修養と其の交友との状態が︑

疋公怪松の典故にて拘園中怪松の岡

七︑半死半生の翁と成り候︒御隣察

る︒

あり﹄／︑と左の如く馬し出されて居

及び記を還り来り峡︑是も日夜誠書

下さるべく候︒然し乍ら︑請書吟詩

に残したる功跨こそ︑賞に偉大なるも

一短文であるけれども︑此の書翰にて

又白川楽翁侯寛政政治の改革に際

のである︒

御自軍専一に所り奉り候︑

彼が老いて益を請書修養して︑家閣の

草々頓首

十年来等身の書を讃み︑詩は千五百

四画の士人︑往来の次でに皆交立寄

二洲が︑幹て同僚なる岡田塞泉に贈つ

し︑よく単制統一の業を巽焚した尾藤

作り候︑さて比来︑八方騒然︑九州
り︑風説も承り候に︑諸藩共に人物

し︑諸図の同志と康く相交はり密藤拙

馬に一魔士として雁分の力を致さんと

尾藤二洲の一見識

越前禰井︑小藩ながら大野綾部等は

稀少に候︒肥藩佐賀︑柳川︑長州萩
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た左の書翰の如きは︑彼の一本槍なる

生真面目の精祁を看取することが出
来る︒︲

昨日貴意を得候遥自家の説を申し立
て候者共の俵︑共節も申し候辿り︑

軽薄無臆申し方なき事に御座候︑箇
様の輩は︑たとひ少し能く御座候と

寛殴異畢の禁といふことは︑後世か

岡刑清助様

儒臣大槻磐渓に贈った書翰に左の如き

参政家へ建白の貴策︑霜かに痔閲︑

面白いものがある︒

営時の政策としては止むを得ないこと

の宿意と一難の差も之なく候︑諸百

驚喜の除り︑只だ全策と稲し候︑僕

らは兎角の批評もあることであるが︑

であったらうと恩ふ︒恰も今刊に於て

じ候︑右に付き︑ちょっと貴耳を汚

何卒此の好機曾を失は砲様致し度存

に出で候もの︑未だ嘗て之あら赤候

もせらる上のであるが︑団家の大本よ

し候︑世に蘭醤小僧の詩と申すが之

家の建議紛交といふとも︑貴策の右

り見て︑どうも共催採用の出来ぬため

あり︑林子平の亡溌︑狂詩を以て其

祇曾主義や共産主義は︑其の之を好む

に︑政府の手で其の説を研究は許して

人士によりては︑盛んに研究もし宣偉

も之を賞行に上すといふことは︑止む

の韻を次ぎ︑和魂老人の徒︑戯評を

も︑斥けて呼び出し申さざるが︑直

を以て自ら名づけ︑人を欺き申す︑

加へ︑専ら都下に偉唱いたし候︑未

候︑且つ又孔子流と無し候輩︑功名

ちに教化の一事にも相成り申すべく

事別して悪むくく候へ古畢と申す名

二洲の如き硬論者が林述粛や柴野栗山

なく厳禁するやうなものである︒即ち

て其の名聞きよく候︑凡そ自己を張

すべきか︑僕嘗て一見︑少年輩の一

だ御詳知も之なく候はＸ︑貴覧に供

も同意に之あるべく候へども詞せめ

ったから︑鴬時漸くにして固諭を統一

玉を見て︑更に不平に存じ候︑貴意

戯のみと見流し世き候︑今貴策の金

等と心を合せて︑此の異畢の禁止をや

し︑従って圃民思想をも穏健裡に之を

一本手許に留め置き度候︑雨三日舜

如何︑玉策他へは洩し申さす候へ共

大槻先生梧陰

陽月十日識心白す

↑借願上候︑勿盈頓首︒

外なら左い︒

議して有名であった小原織心が仙蔓の

又幕末の大垣藩執政として︑剛事に

大槻馨漢と小原鐘心

亦彼等の生員面目なる克己修養の賜に

取締ることを得たものであった︒是れ↑

らん篤陀︑自稚を貴く致し候類は︑

皆斥け申し度き事に御座候︑是等の

事御申立てなされ候も︑亦儒者御奉
・・公の一事に之あるべく候へぱ︑︒存じ

つ鳶書き認め︑貴意を得候︑猫後刻
︐拝面申し議すべく候︑委曲は相略し
申し候︑巳上ｑ

九月六日尾藤良佐

ぺらし代古話閑期雨
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大言一向虚無ヅ責・
登知王道有二淵源一

之は常時磐漢が幕府の若年寄遠藤但
馬守の手を経て其筋へ建白した海防意

身生二皇圃一心錦し賊

皇統綿冷歳千春

用して篇し取り︑それを自己の座右に

見書を︑織心が感歎の除り︑二三日借
傭へて世きたいと申し逢ったものであ

察して居たから︑我団も時勢に鑑みて

海外の事情に明るく︑叉世界の形勢を

磐漢等の如きは︑夙に蘭畢の力に依て

議論上の隔たりがあった︒無論磐水︑︑

た︒そこに佐幕開園論考との間に犬に

士は此の二つを引離すことはしなかっ

減講する武器であったから︑鍵閲の志

恩ふに尊皇嬢夷といふＣとは︑幕府を

彼馬鹿輩何以報︒〃

君不し見︑百千繭憶測宗淫

共奈追レ年倣二凱暴一

馬今鹿今彼何人
漫稲外固風教好

る︒同意見害は言ふまでもなく︑嘉永
六年米使・ヘルリ渡来の節︑夙に開園論

考たる盤漢が︑其の父磐水翁よりの衣
鉢か承什継弐︑詳細に亘って︑同使節
への挨拶振りから︑更に此の際和蘭図
より築城畢者︑船匠︑砲工等を招き寄
せて︑犬に我幽の兵備を修すべきこと
を述ぺたものである︒所が是より先き

仙嘉蕪大槻磐水の剛蟹としての開園意
見を︑殆ど目の敵とした擁爽論考は︑

磐水を閲醤小僧と脇り︑林子平の亡蕊
に托すなどといって狂詩雄作った︒そ

溺二英吉一

誰〃第一

る︒然しか．Ａるハイカーフの議論は僧時

の基礎を間むくしと説いたものであ

開き︑同時に新式の兵備を修して弧幽

堂堂と開閏し貿易以て団富増進の基を．

塔二献芹一

れは左の如きものであった︒

世間馬鹿
蘭醤小僧
習作愚文

，
F

の一般人士には受け容れらるぺきもな

かった︒高野長英︑渡遥華山はそれが

篇に罪せられた︒佐藤信淵さへも佐久

間象山さへも捲き添へを喰って居る︒

然し具眼者は夙に早晩かくするの外は

ないと見究めて居た︒兎に角此の黙に

の見識家で︑而も勇気に充ちたから︑

於て磐漢翁の如きは駕代賞に稀に見る

磐漢翁と西村父子

よく此の建白を蔵すに及んだもので

ある︒

所でこ上に留意すぺきば︑此の磐漢

に詩文に長じて居たから︑我が禽測西

は蘭騨者たると共に漢皐若であり︑特

に此の磐渓翁に就て詩文を稽古して居

村先生の厳父なる芳郁溝の如きは︑夙

に朱批を加へ軸制した革稿が今私の手

られる︒其の磐漢翁が西村芳郁の詩文

即ち泊翁先生が餅時枇誰と雛して同じ

許に来て居る︒而して芳郁の長子芳在

く磐漢の露に詩文の鮎削を乞ふて居ら

れ挿後には剛畢修行に志ざ上れてより

磐渓に従生し共の砲術を肇ぴ︑兵畢を
研磨し一Ｌ︑夙に開団意見を持し︑それ

を幕閣に建言し︑同時に営時の老中首
班たりし蕪拒堀川正睦遼椎握の裡に賛
助せられて居るといふととは︑如何に

も深き閃縁の存するものである︒先生

道は近きにゐり

江幡辰三郎
一︑汝自身を知れ

との頃私は地方の一青年から次のや

し︑且つ其の砲術修行をせられたもの

歳の秋に某氏の紹介で先生の許を訪

﹃先生私は今より五年前即ち十八

うな手紙を受取った︒︑

などが多く散見して居るのは︑誠者の

れ私の希望を述べ御相談を願ひ失職

の詩文の中に磐渓に従ふて諸餌を周遊

︒既に承知のことであらう︒

ました︒︑

徴兵捻森の結果は乙種で現役を至れ

たので引練き農業に従事してゐま

す︒請書を唯一の楽みとしてゐます

が︑農村では容易に書籍を得られな

い上に農繁期はもとより農閑期でも

青年曾とか講習宮とかで毎夜のやう

に出席するので忠ふやうに読書の暇

はありません︒併し私は過去の誇大

妄想狂であった私を顧み先生の御諭

必要であり︑而してそれと家図の上に

︑要する蛭諏害修養といふととは大に

であります︒その時私は先生の御言

れから迩営の職を樺べと申されたの

を止め徴兵稔蚕まで待って居れ︑そ

のであります︒所が先生は其の希望

卒業し法曹界に入りたいと申上げた

な希望を抱いて猫力苦畢して大畢を

年は其の枝を距ろ汽車里程約一時間を

て来た一人の青年が恩ひ川されスー︒青

長をしてゐた時である︒校長室へ入っ

五年前といへば私がＮ聯に賞業畢校

しを礁謝してゐ蚤す︒そして私の進

活川するとと駐念とするに至って︑そ

葉ではありますが︑腹の中では法曹

要する農村のものであった︒彼は粗末

したものであります︒歯時私は大き

れに一層の債値左見出すのである︒雨

界へとの希望を棄てるわけにはまゐ

を農業服のまＡで私の前に立って静か

×

期は鮫も此の請書修養の好季節であら

りませんでした︒然るに時を経るに

も

といふのであった︒

主す﹄

後は一意専心家業に鋤む積りであり

むべき逆がはっきりと分ったので今

ねば左らぬ︒

従ひ先生の御言葉の度賞を悟り︑叉

に来意を語る︒

×

臼

自分の力量の不足を識るやうになり

1

毛
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り．あにき近ば逝

りあにき近は道
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﹃私は中等程度の農家の長男でありま

問題が答へ得ぬ君は秀才ではない︒君

そこで私は徐ろに彼を諭した︒この

た︒

生を途らうとする気になれません︒私

従事してゐますが︑私は農業を以て一

ノ︑大きな抱負を有してゐるが一人も

位の青年は東京には無数にゐてそれ

す︒昨年高等小畢校を卒業して農業に

は小嬢校の成続はいつも首席で通した

んな危険を冒すよりは父母を助けて家

折して性交堕落の淵に沈んで行く︒そ

業に勉励するがよい︒浦二十歳を超え

成功するものが透く︑多くは中途に挫

研究して司法官になりたいのでありま

ので︑豊問を以て将来立身し得る自信

す︒で東京へ出て苦畢したいと考へ某

るから︑その時改めて填重に熟慮する

れば初めて自己が判然と分るやうにな

があります︒そして私の希望は法律を

相談せよとのことで御願ひに出たので

極れ︑妄想を逢うする青年が少くな

生活改善の第一に着手すぺきものは

婚濫に開することである︒偉統的の悪

風習を破りて荘亜巌祁を本位とする質

賢左美儀確を剣めるやうにしなければ

ならぬ︒

私は最近二つの婚魁の式に列するの

機曾を得た︒而かも一は極端な奮悩例

に従ひ︑一は改善された新式のもので

あった︒前者に銀めた眉を後考に開く

ことの出来たのは我れながら嬉しかっ

地方に於ける醤式の婚鵬とて婿と中

たのである︒

心として親戚十人が自働車に分乗して

の六時︑言通りの儀式があって饗宴に

嫁迎へにと行く先方に着したのが午後

数を議して癖んに酒盃を茨める︒九時

移り︑食膳山と盛り上げる山海珍味の

になり︑十時になっても謡くる所がな

い︒私は因より飲を解しない︒媒人も其

の地方の名士であったがこれ亦杯を辞

してゐる︒容中僅かに二三が辛うじて

献酬するだけである︒かうなつては客

l
h

職業紹介所へ照含した所が︑先生へ御

後︑私は彼の手紙を受取り唯ろげな記

彼は唯︑ぺとして去った︒而して五年

がよいといったのである︒

憶の中から以上のことを思ひ出したの

私はこの青年に封し︑また共の希望

ありますといふのであった︒

の一人であると感じた︒たか堂小農村

を聞きよく地方の青年に見る自稀秀才

である︒．

である︒で倣慢の鼻柱を折って彼の反

い︒青年指導の責を狗する先輩として

これは一例であるが︑世には脱名に

の小畢校の成績に同負して天下の秀才

省を促すに若かずと考へ︑智能捻杢の

其の青年の家庭の事情と才能とを参酌

を気取る井底蛙生でないかと思ったの

問題から三問を出して試験したのであ

二︑婚謹改善

して適切な指針を輿へる必要がある︒

一間をも正解することが出来なかつ

った︒果せるかなへ彼は議定の時間に

■
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りあにき近は遭

及して初めて龍活改善の第一歩が踏み

か上る改善は勇敢な個人の卒先して

度か着替へて席に列する︒午前四時五

範を示すか︑然らざれば閣鵠の力で︑

はた唾迷惑するのみ︑早く宴を撤せん

ｘ×

一世一代の盛儀であるから主客職を

委員などの手で行ふ外はないやうで

出せるものと恩ふ︒

るが︑虚礎脹儀に流れて寧ろ主客共に

霊して止むとの好意は酌むことは出来

Ｊ私が嘗でＮ既に居った時︑其の土地

ある︒

時になる︑夜は明ける︑やっと宴を撤

けの馳走を出すことを彼の使命とする

苦んだ上に︑一人嘗て二三十回の耗費

ことを乞へど接伴者は言を左右にして

ものＬ如くであった︒幾たびか懇請し

を投ずることになる︑その上新婦の衣

の賓産家の結婚式について相談を受け

して客は蹄途につく︒

て最後の馳走が座敷へ．運び込まれるこ

たことがあった︒つまり生活改善の上

膳じないｐ彼は時間を永引かせると︑

とになった︒これがこの地方の風習と

荘るのだから︑普通の家庭では容易に

裳調度に至りては千除回を費すことに

無理に杯を勤めること§準備したｒ

ましい木鎧り節で悠々寛迂と一進一退

見え新しいハッピ萎の着物が十数人勇

から自分の長男の結婚式に於て純を示

十人が先方に劣らぬ盛宴を張ることに

透り込んで来たので婿の家は主客約三

が夜の十二時︑先方から同勢十除人が

これで馳走責を莞れて引き上げたの

行ったのはこれで三回目であるとい

のである︒聞けば其の町で祁前結婚を

張ったのは如何にも奥ゆかしく感じた

祁前結嬬式を行ひ︑後質素な披露宴を

後者は同じ地方の小都曾であるが︑

論諜期したことであったので彼は平然

りに害音でないかとの非難である︒無

から韓謹を放たれたやうである︒あま

た︒式は溌定通りにすんだが近隣の者

論これを賛成し且つ懲悪したのであっ

荘重にしやうとするのである︒私は無

を打破し︑一切の駄費を省いて儀式は

さうとするのである︒即ち奮来の慣例

なる︒こちらは夜明かしで馳走責めに

ふ︒式は極めて巌熊であり︑宴も亦祝

る︒

婚儀を翠げ得られないのは餅然であ

してやるといふ勢だから落着いたもの

意を表し職を講し︑雨肴の親戚互に懇

間を要する︒

しながら練り込むのだから可たりの時

である︒列席で三盈九度の式が絡るの

響は甚だ良好であった︒某家であの通

として意に介しなかった︒併し其の影

私はこれを模範的のものとして椎秘

り質素にやったのだから私達も之に倣

親を重ぬるに十分であった︒

る︒四五の塞妓が座席を斡旋して飲ま

するに輝らぬ︑こんな儀式が地方に晋

を待って新郎新婦の披露宴が開かれ
せる歌はせる︒この間に嫁は新衣を幾

を行ばれるやうになった︒
てゐるといふ︒

結婚しないとと︑垂で規約の一つに加へ

にするとなれば日常丹精勢苦する張り

以上は闘鰐の力で賞行を約すろので

佃人的にはかういふ心理と︑近隣郷

ばふといふのでこれに準じた婚漉が綾

婚耀改善に嬬跨する第一原因は近隣

遮る気組みが其の土地其の青年の間に

ある︒たとへ資行が出来ぬとしてもか

った︒

や周園からの非難である︒其の非難に

合ひが透く左るでないかといふのであ

封抗して敢然として奮弊を打破するだ

で︑奮式の婚擢が容易に止圭ないので

黛に誇りたいといふ虚柴心が働くの

生活改善に開して或地方の有志と座

漆つたことは結雄なことである︒

つまでも其の地方の悪弊を脹救するこ

けの勇敢さが先達の人にない限りはい

が率然としていふ︒私達が円頃勤倹し

閣鰐の力で弧制的に賢行するを必要と

排して改善の範を示すか︑然らずんば

此に於て勇敢な仙人が一時の誇議を

ある︒

この戦新聞で見れば︑禰鳥職伊達郡

貯蓄する所以のものは吉凶の際共の慶

談倉を附いたことがある︒有志の一人

五十津村では式服は男は木綿の黒紋付

するのである︒

とは出来ない︒

に同縞の袴︑女は木綿の黒紋付に瓦斯

るに慶弔費を極度に節約し貧常を一列

弔の儀澱を盛んにせんが篇である︒然

十回︑この薪調さへ出来ぬ春は村で術

藤原楚

園謹他せる房州の農村Ｉ

ぽめ︿︑Ⅲノ︵上︶

丸帯︑白襟嬬祥︑これで花嫁仕度は二
へつけた式服を貸す仕組︑結納も農具

類覗宴の時間も二時間以内︑賛淫な調
度を持って行く者は皆で笑ってやれと
決議して着廷決行とある︒

また秋田蝶の一日市町女子青年関で

十数年前︑房州は二度ほど歩いたこ

る岨母を訪ねがてら房州一周をやらう

は式服は閣員百五十名が蕊加工作業で
得た九十三回で質素な潅服一揃ひをつ

とがあるが︑今年は長女が女子美術の

といふことに話がきまり︑四月三日要

かと散登迷った揚句︑房州の岩井にゐ

くり閣員はどんなことがあっても必余

日本需科を卒業し︑次女も大患後の雌

康を全く回復したので︑伊豆か彦信州

水

州

￨

之を着用︑おまけ虻酒飲みの青年とは

房

ぐめ州房
リ
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り ぐ め 州 房

で護った︒逗子︑鎌倉にも︑樫がもう

どととのへ︑雨岡騨から十二時の汽車

逗子の家を川で︑途中三越で土産物な

いふので︑勝川騨に下車した︒岩井に

は岩井瞬よりほ寧ろ勝山が宜からうと

勝山在の岩井町であるが︑自働車の便

のを見たことがある︒組母の居るのは

の南端にも︑かうした藩つきのあると

さびた趣があり︑太卒洋に面した安房

少ないが︑流石は古い誠だけあって榊

布を懸けたるが如く︑境内には老棚は

の二三分位であったが︑房細線では︑

田の畔には紫雲英が一師に咲き誇って

向ふ途登も樫や︑碗豆の花ざかりで︑

た︒

ころがあるかと驚かされるほどであっ

●

チラボラ咲きかけてゐたが︑まだホン

木更津あたりから南に進むに従って段
ゐた︒

には祷藤新平伯がその昔相馬事件の後

ふたことがある︒名は忘れたが︑保田

川星巌の詩碑などあって先年とれを訪

山のＲ本寺には石の羅瀧像か多く︑梁

たく恩ふたがその機禽がなかった︒鋸

後の身を養ってゐるといふので兇舞ひ

高い︒友人湧剛江村君も︑この地に病

岸に住む石原純博士の噸は除りにも橘

太陽の光の中にゆらいでゐた︒保川海〃

くなるが見え︑一帯の畑には余雲花が

山の麓からは勝山の沖に浮島の糟の如

田に出ると全く満開となってゐた︒鋸

近は最早八分の開花を見︑金谷から保

て茂り︑麓から頂遥にかけて樫樹の並

の麓にあり︑背後には樹木が欝蒼とし

た︒祁苑は除り藤くないが︑耐殿は山

唖果物や︑菓子など商ぶ店まで出てゐ

も講中の参舜者があり︑祁祇の境内に

納があるといふので︑北催あたりから

牡に参拝した︒その日は太交祁築の奉

圃道を刺戸村に達し︑官幣大献安房祁

りの樫化を賀しながら館山に出で︑田

船形︑那古︑北催を維一︲一︑途盈今を嘘

た︒房州枇杷の本場の南無谷から富浦

ゆるくといふ約束で房州巡りに川かけ

車を一日雇ひ切りで︑成るべく速力を

岩井に一泊して翌日は宗族一同自働

に出で︑再び館山から北催を経て府中

それよりは新たに肌来た幽道冴一館野村

郵便局前までもと来た道を引かへし︑

憎の風雨でそれも肌来ず︑再び白溌の

を千倉の方面に刷るのも面白いが︑生

女の姿を見うけた︒

げに川工一万五廷何かを捕へてゐる海

なかったが︑その風雨の中にも︑厳か

の風景玲眺めるだけで瞭嘉にはのぼら

り︑風さへ加つたので︑車中から沿道

に達するとろば雨が殿堂と大きくな

た︒布良から根本を過ぎ︑内涜の蹄墓

雨となり︑小雨がポッリノー︑降り出し

この頃から曇ってゐた室がとうノー〜

一一

為と白いのが多く目立ち︑上納の漢附

一時塾居し一﹂ゐたといふ寺があって︑

梱が花礁りで︑そのさま恰も一篠の白

天気さへよければ論これより海岸線

伯の書いた書が襖一杯に張られてある

ぐめ州脇
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八犬偉で名高い帝山の麓をまはって夕

瀧川村の親戚の家に立ち寄り︑馬琴の

たが︑これも果さなかった︒それから

催在に髪房義民の墓を展したいと思っ

ったが︑雨の鰯めにこれも果さず︑北

里見氏三代の墳墓に参邦する議定であ

へと車を走らせた︒府中では図分寺の

認めざるを得なかったのである︒

加工農業に池みつＬあるといふことを

が如きことに主として力を川ゐ︑岡蕊

て︑促成栽培︑花弁果樹の栽培といふ

経管方法が︑従来の穀寂農業から離れ

即ち一言に悉せば︑房州一全僻の農家の

ろといふととが明かに看取ぜられた︒

四諺九○○梅といふ驚くべき増加と示

四枢となり︑大正十五年には三○ｎ戸

のが大服十年には二○五戸︑三︑三四

戸数二○戸︑権数一︑六○九枢のも

あった︒叉温床も︑大正五年には栽培

安房郡が三十七を算へるといふ勢ひで

は︑千葉螺の三十八棟の温室のうちも

私達の通った平群村では跡史談禽の催

あるが︑このＨからその翌日にかけて

にフレームと作り︑淵室矛一建て︑今家庭

人氏の指導で︑北惟町の別邸内の一隅

二年のとろ︑蔑里小路通房伯が澗羽連

房州に於ける促成栽培は︑明治三十

淵地で促成栽培に適してゐるのと︑農

宕山等によって川方の肌を防いでゐる

冊であるが︑富山︑伊換岳︑藤山︑愛

椎︑次が平群村で︑同地は北房州の山

州南端の刺戸村で︑淵床約二︑○○○

赫菜の促成栽培の娘も盛んなのは房

してゐる︒

しがあって︑友人山中進治君が︑戦幽

園雲をやったのを地方民が見て之を模

一一一

時代の地方での唯一の大戦争であった

倣したのがもとで︑次で安房郡農禽よ

○○椎に達してゐるが︑この土地の農

家に熱心家が多く︑現に温床約一︑三

刻端井に蹄つた︒あとでⅢいたことで

で︑私がそこを通ると知ったならば何

大懸合戦の誰洩中であったといふこと

せる技術を以て之が経管〃篤す等のあ

り新宿御苑に兇習生を渡し︑その修得

め︑最近は同村の龍泉寺に安房科皐農

家は非常に進取的で︑農事の改善に努

へぐり

紙を寄せられた︒

か便宜とはかつたうにといふ懇切な手

と之を行ふものを生じ︑明治四十年ご

とがあって︑これが動機となって段だ

に非常が意気込を以て農業経誉の合理

業研究所を設け︑村の若い人達が直刺

私の今回の房州めぐりは︑わづか一

ろには︑砦井村竹ノ内︑平群村の下腫

日の族行で︑房州の約半分をまはった
に選ぎない︒従って観察と言っても自

化に努力してゐるから︑促成栽培の如

え︑大正二年には淵室裳でも建設する

那古川︑帥戸村が促成栽培地として聞

きも今後一居錘に左ることと恩ばれ

であるが︑それでも私が十数年前歩い

ものｒ生じ︑昭和二年農林省の訓森で

動車の上から之ぞ瞥見した宝でのこと
た時にくらべると斑に非常な祁述でみ

長尾︑豊房︑九重︑稽都︑八束︑岩井

町︑北係町︑船形町等︑近ごろは西岬

る︑祁戸︑平群につぎ︑瀧田村︑那古

いふ部分があることは事責でせう︒け

ば裏もあります︒人類の歴史に闘争と

は裏があれば表もあります︒表があれ

文化が進めば進む程愈為益為此の一︲俺﹂

べたら際限のない事です︒そして所謂

は腕がある︒白く何︑白く何と書き並

堂の仕事が出来る︒俺は金がある︒俺

やうです︒闘争のある所︑議論のある

といったものに見信が腿くなって行く

所︑何れも此の俺と俺の手ひなので

で︑即ち和が目的で零ふととが目的で

はをかつた筈です︒自分が自分の篇め

れどもそれは何時も和のための闘争

から割り出して闘争といふ一面ばかり

原︑南三原︑主基︑東陳の諸町村にも
るものが漸次増加し︑昭和二年ごろよ

促成及び半促成川として温床を利川す

に間違った自分勝手に過ぎます︒

見て他を顧みない様なことは︑あまり

勝山︑佐久刑︑健川︑千歳︑丸︑北三

り主産地を以て房州促成疏菜聯合曾を

漉して東京及び大阪の市場に出荷し︑

一月下旬より翌年五六月ごろまでに牧

南瓜︑冬瓜︑西瓜︑・蕃茄等で︑毎年十

物の主なるものは︑胡瓜︑越瓜︑茄子

僻どこに根本があるかと云ふと︑一般

いふことを考へない様です︒これは一

争好きの傾きがあります︒そして和と

一般の人達︑特に現代の若い人糞は闘

猫り左傾思想の連中ばかりでなく︑

す︒これはいふ迄もなく人間をほんと

に進まんとする本能が働いてくるので

に人間に反省を促し︑不完全から完全

の祁とか沸とかが想像されて来て︑常

能ではありません︒ですから全智全能

一鰐人間は如何に偉がっても全智全

す︒

組織して斯業の護達を期し一Ｌゐる︒作

佃格約十五寓回に達してゐる︒

うの人間にして行くことであり︑人間

を捨てて大我に導くことなのです︒小

を和に導いて行くことなのです︒小我

我といふのは自分だけの勝手な考への

はないでせうか︒偉い人︑それは虞に

偉い人ではなく︑雷ぱ﹁俺れが﹂﹁我れ

があ壷りに偉い人になり過ぎた馬めで

若葉の窓より

が﹂といふ此の俺に向信が握過ぎる人

我れ︑︽大我といふのは︑自分といふも

のが誰にも通じる部分の我れで︑ほん

なのではないでせうか︒

とうの我れ︑即ち和して行ける我なの

我といふ執着

をう︒・俺は教育を受けた︒俺は何の地

です︒今前に云った﹁俺﹂といふ我れ

頚代り人は種冷な誇りを持ってゐま
左傾思想の連中たちは︑人類の歴史

位だ︒俺は何盈に通じてゐる︒俺は何

者

を闘争の歴史だと申します︒成程物に

記
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ぱ此の小我のことで︑和とならない勝

手な我れなのです︒臼

直にあるものは即ち大我といふものだ

つた戦︶ので︑貢にあるものではない︒

うがないのです︒

量も川す︑手に手を握る勇気もありよ

すから︑とても相手のもの逓入れる雅

たらなくては回流には行きますまい︒

よろしく今日の人達は今少し馬鹿に

といふのでせう︒我は主張してよい︒

がそれは虞の我れでたくてはならない

俺の躍問億︑人間の一少部分たる其
の墜問といふものにしか過ぎない俺︑
のです︒

れもが︑自分ばかりが天下で一番弧く

のはないといった有様です︒そして何

関の我れとなります︒さうなれば︑園

間分は一人の我れではなく︑剛家八千

入れて来れるでせう︒かくして一人の

敬し合ひ︑互に他人も入れる︑自分も

馬鹿になるといふのは︑自分の不完全

俺の何糞堂何れも皆そうで︑それを以

ります︒かうした俺川志の手ひが今日

て偉いのです︒そして為五に相手に立

なものであるといふことを知るといふ

の世の中ではないでせうか︒勿論人側

ってゐるものは何れも馬鹿で阿呆なの

ます︒人も幸而であり我れも幸脈とな

剛民の選良だなどといふ人達の集り

には手ひは必川です︒それは語五に人

です︒三者の立場から見ると︑果して

るでぜう︒不完全なものは段為完全に

である日比谷座が常に喧嘩です︒賓本

間が不完全の者同志だから︑より不完

どちらが馬鹿なのか︑どちらが利口な

なって行きませう︒住みよい祇曾とな

て恰も至智全能の俺の様に振舞って互

全から脱して庭のものへ進まんためで

のか全く分らないのです︒誰か烏の雌

るで牡う︒そして其所には只清い﹄〜

事なのです︒馬鹿になるとき人間はお

す︒小我を捨てて大我に入るためなの

雄を知るでせうか︒ですがこれは蜜は

に一歩一も後へは引か底いとすれば︑人

です︒ですから小我の﹁俺︲一がを主張

明瞭なのではないでせうか︒それはど

かしい溌働があるのみとなりませう︒

所の不完全といふ鮪を落し合ふ所のゆ

万に力を協せる様になります︒互に尊

し合ったのでは何時になっても大我は

ちら哨馬鹿なのではないでをうか︒と

如何に複雑造披械でも廻韓するとき

家と勢働群︑男と女︑先生と生徒︑親

得られやうもないでせう︒

もかく今ｕはあまり偉い人達ばかりに

は部分ノ︑が一つになります︒人鰐も

と子供︑とれまた何れも喧嘩左ら函も

仰教では無我といふことを教へま

過ぎはし左いでせうか︑誰もが皆んな

には︑必ず零ひが起ります︒戦ひが起

す︒それは総ての悪いことの根本をな

自分以外のもの流馬鹿に見えるもので

間蔽曾︑人間の生活の種為なことの上

すものは︑﹁俺﹂といふ考へから出る︒

の力は大きなものとなって柴へて行き

その俺といふものは偏りのもの︑間蓮
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ポートの選手は一つの力となってポー

諸器械もさうです︒又運動にした所で

人間もまたありたいものと恩ひます︒

純にして無私辻可憐なる若葉の如く︑

れて行く︒愈を聖人傑士の川現は困難

智は余鴬進む︑而！︶て人智は一般化さ

易で佃仙は乏しく︑今日の一般の人も

であらう︒然らば昔の聖人の出現は容

︵一元︶

ＪＪ

一勺心になる所に勝がある︒耽禽もか

ト今が動かす︑野球にしても攻守何れも

傑出したものであり︑これが歴史的に

も要するに共の時代に於ける中の最も

全然超越するととの川来ない人間にあ

うとも︑各其の畔代に於て時代を結局

である︒一贈時虻の文化に高低があら

かといへば︑叙上の事はそれとは別者

吾登は清いものを弱いと思っては左

和博はり共唯に愈盈慨値づけられるの

２Ｌ︑然も傑出するといふととは︑これ

昔ならば何れも聖人君子たるかと云ふ

りません︒弱いものは叉最も弧いので

である︒例へば批界の三聖と云はるる

は容易ではない而して昔の聖人が今日

時代と人物と云ふととは離すことの

す︒テニスンは﹁我心情きが故に我に

畔迦︑キリストへ孔子といふ様な聖人

の畢春傑士よりも︑畢問其の他が低い

出来ないものである︒即ち聖人も偉人

十人の力あり﹂といったｃ弱さを認め

といっても︑それは時代に唯ずべきも

ん︒

くあるべきものでなければなりませ

る心こそ清い心で︑と人から出渡する

にしても︑要するに時代を離して老へ

のであって︑個仙の問題ではない︒人

ることは出来ない︒票問や智識といふ

間の評慨は︑時代と共に瀞遜し︑高下

は弱い故に人から可愛がられる︒誰に

軸から考へて見るならば︑到底今日の

とき我堂は岐も弧くなるのです︒子供

皐者の比ではあるまい︒而して一般の

くに︑元気そのものの如くにです︒彼

て居ります︒如何に哨純そのものの如

今窓外には庭木の若葉が明るく輝い

於ては︑一般が智識が進んで届るから

いといへる︒故に今日の文化の時代に

人智の低い時に傑出した人物に過ぎな

要するに人格の大小︑識見着眼等の問

のある要素を抜きにした所のもので︑

す︒

も愛を要求する力をもってゐる課で

等は人の助力によって成長する弱いも

は悶難である課である︒今日大人物が

此の時にあっては︑愈々大人物の出現

ある︒

ので︑然も一言半句物も言ひませんＵ

き理由にも依存することであらう︒人

容易に出現し得ないといふのは斯の如

題であらう︒聖人の説の如きは︑共の
今日に至った単説は後人の研究による
ものではあるが︑併し其の大なる人格
と識見は︑其の根本として︑永久に研
究の慣値あるべき︑溌展し得べきもの
であるのである︒鼓にやはり偉大性が
ろ︒その力は偉大といへませう︒彼の

併し︑彼等は人の心を明るく活気づけ

記の曾総期定回二十三第
3
）

第一日︵恥月十九日︶
既報の如く本管第三十二回の定期総奮は︑四月十九日と二十日の

らしき若葉進育て︑人の心も長閑に︑麗かな赤の間の誘惑は公脚に

日にして待ちに待った安息日である︒一口の唯走本管総含に我すこ

或は刻外にと動き出されざる牟得芯い・然も此の十九日は第三日曜

にしてなし得くしと云ふものであらうＪ

との只事で出来得べくもなく︑境に叫家を恩ひ︑弘辿悲念とする人

此の町正九時開含︲正剛愈長の年祭を塞行︑例により祭壇は含孤

二日間に亘って器行することとなった︒由来本含の縄含は︑其の悩

泊翁先生を初めとして︒故正副含長五先生の掌影悲掲げ︑種々の供

例として故正刑曹長の年祭︑諜蝉の群議︑決算の承認︑諮問案討議
になって居ったが︑一昨年来含員諸荊よりの希望として︑全部で二

見挙︑墓参︑講演倉等々と合せて︑三日間に亙って畢行されること

此の暇屋に之が式走躯げろのも恐らくは本年限り雁て︑明年よりは

物は上げられて向ら入場するに心祈らかに緊張する走提ゆ︒思へぱ

新曾館に於て︶気を新ら士にして御迩を祭ることであらうと思へば

日間に改正したいと云ふ意見が多数である所から︐本含としても種
ととはなった︒思ふに本曾の如き古き膳史を有する宮としては︑最

譲前に進んで︑一同起立裡に別項の如き祭文を朗識さる・室内の気

感深きものがある︒先づ魔江主罪の拶挨あり︑其れより徳川含長は

奄考究の結果︑裁雁新例を開いて本年から二日間に之韮畢行するこ

初之が例海作りし常時と今側とは祇曾の事情も異ろもの多く︑正し

は澄み波り︑舎長の座はいと厳かに響く︒次で支御代表として︑千

く三四十年前の三日間は今川の二川間に祁鴬すべきであらう︒素よ
り慣例は尊重すべくあると錐も︑叉大いに時代と共に之が改正悲要

より愈員な代表して玉串を捧げられ︑次で遺族紬代として西村曾祁

葉螺東部支曾長布施躯次郎氏よりの祭詞朗誠あり︒経って徳川倉長

含甲乙要領の期讃あり︒雑って別項の如き徳川管長の式酢あり︒之

拶あり︑それより徳川愈握は鮒しく教育勅語悲捧誼︑庇江主事の本

午前十一時開含︑第三十二Ｍ定期縄脅に入る︒贋江主事開脅の挨

年祭を経ろ︒一同一先づ休憩して記念の撮影悲なした︒

嗣子一彰氏の玉串な捧げらろあり︒之走以て津三十二回定期縄愈の

とするものも生ずぺし︒此の黙は猫りこの縄含の事に止まず︑教化

ゆ︽︾Ｊ

の事業も勿論のこと︑祇愈一般穂て此の黙は同様と云ふぺきであ
さて本年は気候兎角不順にて︐一進一退或は時ならぬ寒さあり︑

自然は正しく川逆ふぺくもなく・時の至らぱ烏は歌ひ︑花は笑ふこ

時ならぬ暖さあり︑誰か春の訪問を鍵はざるぞ得ざるに似たれど︑

そげにめで丈しとも云ふぺきか︒此の日頃は早くも樫は散って可愛
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に封し各支含並に含員を代表して江幡屋三郎君より祇跡韮兼て答鴎

食をとる︒

の経過報告あり．これにて休憩し一同本曾より用意の鉾賞を以て塞

宗像逸郎君︒此の諮問案は至極結構なことと恩ふ︒乗て私は一個

に就て提案理由の読明をなす︒之より諸氏の意見の溌表に移る︒

﹁世相二鑑二一賦雷制裁ヲ作ル適切ナル方法如何﹂

の諮問案たる

午後一時再含︑徳川含長座長席につく︒贋江主事は立って本年度

を述べ︑曾長の御言葉に封して吾々含員は時局に鑑み一層弘道のた
めに奮働努力すべき韮誓ふ所あり︒此の時隣江主事より本日の綿含
に封し・松江丈含並に川越支曾より寄せられたろ配電の披露あり︒

故に徳川曹長は立って本側は此の第三十二回定期総曾を開催致しま

人としても濃く此の事恋考へて居た︒そこで日頃考へて居犬一端を

し衣所︑御繁川の所を斯く多数御繰り合せの上御出席下さいまし犬
とき︑愈々重きを加ふろものある韮感じ︐西村先生を初めとして諸

ことば誠に感謝に堪へまぜん︒思へぱ本曾の使命は現下時相を観る

由．上げようと思ふ︒

込のものを峯げることにする︒先づ雑誌弘道誌走利用し︑藤倉制裁

甲︑之は弘道倉として行ふべき事項であって︑之が蛮行性ある見

先輩の御粘叫むして辱かしむることなきやう︑相共に一致協力して

和則〃○

斯道の振興に壷力致したいと存じ霞す︒との意を以て一場の挨拶あ

る︒本含には各方面に相常なろ人

が居らろろことであるから︑此

れは賞行され得ることである︒此の事は壮含に制裁を下すのみなら

の弧調を力説し︑世相に封して毎読擬正なろ批剣を下すことであ

て︑之怨以て決心とられんことをとの動議悲提出す︒含量之を諮り

して之が承認を求むろ所あり︑やがて小森君よりは﹁異議なし﹂と

に少冊子韮も特に蕊行して︑之悲無代にて一般に配布する等の事も

ず叉迩を弘めろ所以ともなるであらう．叉之は雑誌のみならず適宜

これより庚江主事は昭和四年度の決算︑昭和六年度の溌蝉を説明

﹂に凝揚異議なく之を可決承認す︺そこで隣江主事は庶務の報告に

を破ることに忠なる人に封しては︑努めて物質的に或は精神的に相

更に本含員は勿論であるが︑倉員外の人と錐も︑正論を張り邪説

必要ある場合には︑時に本含名な以て建議案を営局に提出すぺきで

あると思ふ︒．︑

よいと恩ふ︒特に叉講演曾韮開くことも結構である︒叉本曾は其の

移る︑本年は財界不況其他の彩禅多大なろものあるに係らず︑新入含

に達し曾賛の納入もこれ叉極めて好成献を見たことは︑本管の窃

者は近年に其の比を兇ざるの多数に上り︐叉新支官の設立も五ヶ所
限意を強うする脈であって︐これ即ち本含の活動と滞祁との愈辱世
方面としても幾多の活動あり本曾は昨年度の此の成鏡に顧一か︑且つ

ぺきことで︑容易ならぬ事であるから︑之が按助は術然でなければ

営の援助走行ふ・へきである︒現代に於て之な敢行する人は没に感ず

に認められて之が共鳴者を出せし一詮と稲すべきであらう︒叉事蕊
時局に鑑みて其の使命の愈々重きを痛感し︑一層努力して柳か献曾

ならぬ︒次には善行の表彰である︒悪走懲すと共隠︑一面釜是挺む

に其の微力を捧げ︑閏家への御奉公を致し犬いと老へらろる次第で
ある︒雑って前募集部副委員長たりし繁田武平氏より簡単に募集部
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必要であらう︒最後に以上のことを食現すべく本含として調査研究

又人間は道徳や人格を第一義的に生活すべきであることを力説し︑

ろといふことも︑又匿い意味の腫裁といふことでなければならぬ︒

ことの必要悲痛感するの除り之が礎現走希望して止まぬものであ

此の問題には留意し努めて居る次第で︑是非共此の就愈制裁を作る

的制裁を加へ垣ばならぬのである︒かくして私も及ばずながら日頃

群の大なるものがあるの走思ふとき︑吾々は之に向って大いに赴曾

私は賛成であります︒就いては其の様にして是非才が蛮現を期すべ

服部捨郎君︒只今述べられた宗像氏の御意見にば︑一も二もなく

簡単に御願ひ致しれいと恩ひます︒

数の諸君から御意見韮何ひれいと存じますで︑御識見は蓮憾ながら

徳川酋長︒本日は吟間が充分御座いませんけれども︑成るべく多

ワ︒Ｏ

物質偏重の弊風怨打破すべく︑大いに言論や文章で高唱することも
し斑行する所の機附奄設け︑常置員或は適宜に其の委員を設く・へき
乙︑此等の事は渦り本含で行ふのみならず︑他の教化馴魁とも提

であると私は老へる︒

携して行ふことこれは︑其の効果をして愈大ならしむろ所以である
一鐙以上列畢した一々は何れも他と協同してなし得る性質のもので

槙重なる態度ル以てし︒椎威ある人々を選んで通常芯琴◎断案韮下さ

く︑資行機開を設けて頂きたい︒素より之ば重夫江脚題であるから

あるから是非之悲蛮行したいと思ふ︒

丙︑之は本官員として行ふぺき事項であって︑各自脅貝は本含の

繁田武平君︒私は蚊に支命としての此の問題の意見ル書いて来れ

れんこと走乞ふ次第であります︒

要領を変践窮行して身を正し︑以て碓曾制裁を作るぺく腫分の努力
走致す曇へきであると老へる︒又各支曾は各自之が具挫的蛮行事項恋

設けて一致剛結して之走行ひ︑以て一の之が力を起すべきであら

逢雁帝政が瓦解するの迩命に至った︒此の如斗﹄風潮が我日本に及ぶ

から朗誠致します︒思ふに近くはス︒へイン図が共産蕪のために破れ

今日の脈含状態は無制裁の槻がある︒此の如き現状が持縦さろる

之を図内的に見て吾々は充分考腫する所がなくてはならないと思ふ

影騨は決して少くないと恩ひます︒これは世界的の問題であるが︑

員ノＯ

ならば︑何時になっても決して此の祇奮はよくなら芯いであらう︒

ともある︑又大臣大瀞等の人々にして牧賄其の他の件で問題韮起し

四︑官紀チ振詣シテ不正官吏ノ跡テ組シ宣卜

三︑政治家二道徳心ノ墨醒チ促迫スルコト

ニ︑本含ノ事業チ按張シ積極的二脈含道徳ノ振興ニ努ムルコト

一︑教化連動テ旺碓ナラシムルコト

とて左の如く支曾の答申案走誠む︒

曾て文種の大御所となど言はれる看が他人延殿つれとか︑或は又文
士にして妻韮他の文士に談つたとか云ふ問題があつ穴︑雷時私は新

た常時︑弘道誌上に﹁政治家の道徳化﹂と題して書きもした︒素より

五︑不道徳者ハ公職二選畢セ平ルヨ勝

聞紙上に︑﹁文士と道徳﹂と題して寄書し︑大いに之が非走鳴らし大こ

が︑併し彼等も一個の証含人であり︑其の筆の力の及ぶ祇含への影

文士などといふものは道徳人として取扱ふことば不可能ではある
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軍人分含共ノ他各種刷燈及伍人辿合等二道徳載

六︑新聞雑茜ノカチ以テ迩徳チ鼓吹スルコト
セ︑男女青年圏

で詔は蜜非公式のものであるから︑調査が必要なのであります︒曾

樹を祥衣もの江と恩ひます︒証禽制裁は法律の及ばぬ所怨なすもの

て大阪朝Ｈに大山主華が居た頃不都一口な記事が屡好あつ穴に係は

す︑誰も之に制裁を加へる者ばなかった．所で頭山翁其の他が途に

並ノ概念テ養上不通徳者一天祁常ノ制裁チ加フルコト

以上の如くであるが︐他悲指導し奨勘し・弘道襟の事業韮積極的

ｘい努力と勇・気を要しますから容易ではない事です︒併し牡禽は法

彼に制裁を加へ大事があったが︑之を行ばんとするには︑並大低で

律のみでは善くはならないから柾脅制裁は之悲振作しなければなり

にするならば︑愈貝も現在の十倍にすることも出来よう︺かくすれ
ろ︒之は人の力を借りずして出来ることで︑本含自身で之奄なき︑

ません︒私は宗像氏の意見に賛成するものであり室す︒そして調査

ば大なる力となって︑証曾を動かすことも出来蔽愈の制裁も作れ
ぱならぬと老へます︒

江幡辰三郎君．種々と皆さんの御意見走何ひまし赤ので衆早云ふ

こともありませんが気付いた事を一寸申上げて見たいと存じます︒

機闘を設けて大々的に之が蛮現の求めやって頂きたいと恩ひます︒

制裁を加へるとすればそれは誰か︑将衣制裁か加へる人は誰か︑焚

南勝太郎君︒今回の諮問案怨雑誌で見た時に︐今から十二三年も
しました︒併し其れから今日に至っても依然として征脅に制裁が行

際問題となれば中々悶難な所があるやうであります︒而して之には

前であつ衣か︑同じく此の問題が論議された事があったの走思ひ出

私は論を立てる前に老へることは︑バイブルの中に或る男が遊女の

はれないといふことば本案提出の意義があると思ふのであゞります︒

批含制裁も徹底するものではあり巷︽すまいか︒かくすることによっ

先づ人悲責むる前に白分向からも深く又顧みる所があってこそ境に

て︐各自が各責任を以て行くことが出来ろ︒近頃の思想問題にして

一人を連れて来て之韮打たんとした畔に︑キリストの白く︲お前に
も不始末のある人間であったので途に打つことが出来なかったとい

此の女悲打つ賓格があるならば打てと言はれたＪ然るに其の男自身

から之に恵まれて居る寿には︑罪千が出ない︒五人細︑祇含︑剛家

も此の心掛けであるとき初めイ立振に行くのである︒各圃総が連帯

もが︑家族といふ一の少証含にあっては瓦に連帝責任韮以て勝る上

責任ル感じて道徳的良心を養成しなければならぬ︒曾て難波某とい

ふことがある︒此の話の如く祇愈制裁怨なさんとするには︑お互が

の経

人に制裁走加へろとすることは仲々困難なことがあるから︑之は公

其れが出来るだけの養桁韮持犬坦ぱならぬと老へます︒而して一個
人を封象とすべきものだと思ひます︒私も過去五十年の間種

べきでありま寸・

ふ如き不遥漢が出たなどといふ如きは一般の剛民が等しく責を負ふ

恩ひます︒

只人走責むるのみで自己か麦わることが少いのけ一大弊害であると

そして之怨なすには議論だけでは駄目で︑槙亜に調査をなし︑而し
て之が賞行へ向はねばならない︒故に私は宗像氏の説の如く機開を

鹸から封象は公人を以てすべきであること韮知ったのであります︒

設けて少くとも五十人位の委員悲澄いて調査研究さるろことは鼓も
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徳川議長︺大分諸謂から議論も永りましたから此の位で打切って
例により委員附託に致したいと存じますが如何でせうか︒
繁田武平君︒私は諮問案の討議は打切って委員附託に餐成致しま一
一緒にして頂きたいと思ひます

すが︑協議題もあるので此の委員と宗像対も言はれたやうに委員を
宗像逸郎君︒私が前に巾上げまし犬委貝といふのは征愈制裁走作

承憩願ひます︒

る調査稗の委員で幹巾作製の委員ではないのですからこの鮎は御諒
徳川酋長︒宗像淵の言はれます委員といふのば永大な率で何れ考

す︒

究致しますが︐只今は取敢へず弊申作製の委員附託のことでありま
腐中宗太郎君︒本問題は或る意味で幽家改造問題で承大なもので
すから︐今迄申上げなかつ犬人達の御意見走是非何びたい︒徹夜し
ても猫僻せないのですが︑本愈の方で事怖もあり蚕迂うがら︑これ
は致方もないが︑兎←角変行委貝走十人位も極いて槙亜に考究せら
れ赤いと恩ひます︒議愈の瀞化にしてもが貴衆雨院何れでも之恥唱
へて帰りながら出来ないのである︑これは迩徳剛僻が之を研究し笈

野村君ｕ私は諮問案以外の問題ですが︲少し巾上げさせて雨野犬

ます︒

い︒それば延命藷の件であるが︑それが加何なる理由であるか︑本

命の趣仔に反封なのか︑それとも緬胃にば餐成だが︑錘涜上の開係

からか︑或は雑誌態見ない鱒か︑此の鮎た充分御索議おりたいので

繁田武平君︒弊中案作製の委員御婿命か希望致します︒・

あります︒そして之悲協議事哀としたいのであり寮す︒

徳川禽長：それでは諮問案粋申作成の委剛か左の如く十角の諾誰

宗像逸郎対︒繁川武平飛︒木村新太郎識︒宣梨惣肋群︒高木八太

に御依頼致します︒

郎飛︒江平林作荊︒蕊智庄平瀦江僻辰三郎荊︒南勝太郎君Ｊ服

右指介せられたろ十名の委員は別室にて協議に入り命場は一時休

ゞ祁漁郎料︒

答申

三畔十分押命︒宗像委員長より韓巾恥朗諭して委員案か諮る︒即

憩に入る︒

ち

三︑公人二封シテー屑道徳心ノ畳鯉チ促泊黄ルゴト

ニ︑本命事業チ擬張シ積極的二流森道徳ノ振興二努ムルコト

・一︑教化通勤チ旺盛ナラシムルゴト

自が虞に正義の結晶でなければ芯らないが︑弘通含員の如きは個人

四︑不道徳者ハ公職二選畢セザルコト

行することによりて初めて出来るものだと恩ふ︒制裁悲作るには各
としても公人としても怖仰天地に恥ぢない所の正義の結晶であるか

糎念チ養上不通徳者ニハ和愉ノ制裁チ加フルロト

六︑男女青年剛︑飛人分森其ノ他各稗間鴨及細令等二遁徳奪飛ノ

五︑新聞雑誌ノカチ以一テ迩徳籾念チ鼓吹スルコト

ら︑之悲北すに最もふさはしい・ものと恩ひ主す︒

加賀美国光君︒今回の諮問案は本含雁鏡も適切なものと恩ひ左
い・班に亜大な問題で奔易な事ではありませんが︑御骨折りを願ひ

す︒ともかく委員の方勾に其の出来る範悶でよろしく御願ひ致した
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七℃右事項チ研究霊行スルタメ委員テ本含二約十五名テ常置ヱル
︑ト

吾々委員は右の七頂を以て其の答申と致しました︒常置員が出来
ますから種々と調垂さろろでせう︒諸君の方でも何かありましたら
御意見韮提出さるろと御参考にならうと存じます︒之乃以て御報告
徳川酋長︒委員長の報告に異議はありませんか︒と零れられしに

と致します︒

封して寓場異議なく可決す︒

徳川酋長︒講演曾まで少々時間がありますから協議題に付て議し
たいと存じます︒

繁田武李君︒私は別項の如く十五名の常置員が出来ることになつ
衣ので縄ての問題を今は︑此の方に譲りたいと存じます︒

加賀美国光君︒先程御話のあった退曾者の原因か調査することは
是非やって頂きたい︒何虚もさうであらうが︑退含者悲少くして︑

より蕊鵬の気を期すとすれば大い雁必要である︒叉仙に雑誌を見る
ことが愈員であると老へるものもなきにしもあらずだが之は謀りで
是非此の老はやめればならぬと思ひます︒

服部捨郎君︒私の考では含饗の桃謹みが面倒だとか何んとかの理
由であって︑本倉の趣旨に不賛成だといふ退含者はあるまいと思ふ
だから雑誌を取らない者も曾友としてでも存したら如何かと思ふの
であります︒

加賀美国光君︒昔も信者と曾員と二つに別けて居た時代もあった
害柳醒雄君︒一年以上も曾員として居たものは含友として匿くこ

が何とか考ふぺきことと思ひます︒

とにしたらどうだらうと私も恩ひます︒

徳川雪長︒時間が参りましたし︑田中講師も御見えになりました

篭演倉︒︵午後三時半︶

から之を以て討議を打切り講演倉に移ることに致します︒

午後三時半開含︑前ソヴエ７卜露西亜大使田中都吉氏の

﹁ソヴエート露西亜の近況﹂

田中前大使は先づ露西亜走理解する上に必要な諸催件として︑悶

の講演に入るＪ

防上の地位︑関民性︑共産主義の内容等其の他に亘って︑一々之を

説明し︑其れが本倉の含員に限るの故を以て︑特に吾々の聴かんと

欲する所の内容に亘つ犬種々の近状走述ぺられ︐其の同国に封する

豊富なろ智誰と︑鋭き批判洞察に従って︑謎の剛露西亜の現状と将

来とに其の批判延加へられて︑約一昨間半Ｅ画一り熱舞非振ばれる所

産制ル笈現した彼幽の焚際に就いて吾々は其の反祁を知るの要があ

があった︒抑も左傾思想を抱くものの本剛の如き極ある露西亜︑共

ることは勿論である︒徹講波は本含延稗誌する多大なるものがあつ

午後五時よりば富士見軒に於ける懇親倉である︒一同急いで含場

れこと悲痛感する︒

へと赴く︒参加者三十有除名︑一同食卓に腹か満して八時別席に引

上げｂ懇談含悲開くこととした︺南奔山飛︑謹智庄卒君︑服部描郎

君︑繁田武平君︑加賀美脚光群等より︑それノ︑の立場より熱癖走

一同は散脅し穴︒かくして箪一ｎの総称を雑了したのである︒

振ばれ︑時の移る奉知らぬの有様で︑同十畔近く︑別れ韮惜しんで
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第二日︵四月二十日︶
此の日は例年に従り前日の綱金屋の勢をして恥か慰むろの意味を以
る︒一同午前十昨至ナ扉に参集して︑同工場に赴く︒先・つ工場韮見

ての参観である︒乗て報告の如く本年は王子製紙工場の見畢であ
る前に︑休憩室にて製紙に閥する漂備知識勉係りの人より説明され
而して後工場鵡参狸する︒或は材木︑或はポロ︑或は紙屑︑麻等々
の原料が︑吾々の日術炊くことの出来ない紙となる︒それが立汲な
紙となって出る道程は一のパノラマの如く展開され︑・垂く器械科皐
に無知識な吾々をしてば．口︿共の偉大さ・那淑さ等々に於て感歎と

驚異の外はない︒翠問の進歩︑それは要するに人智の偉大さを語る
に外ならない︒斯の如き科醸工業壁嘩出しれ現代の文化は︑以て人
間の誇りでなければならぬ︒かくして吾々は丈化悲誇ると共に︑大
いに︑之が利川韮怠らぬやう心掛け︑叉之を掌垂する上から︑之が
製品の意義を考へて粗末の心あるぺからずと考へる︒例へぱ紙一枚
にしてもが︑人智の幾多の犠牲起思ひ︑或は多くの人手を煩はし衣
もの犬ろこと起顧みるとき．一枚たりとも無駄や粗末にしてはなら
ないといふ事韮深く考へさせられるｃ一同紙の見本帖など韮土産に
頂いて同所を離したのは十二時近くであったらう︒

午後三時の西村先生の墓参まで少々の時間がある︒散曹後各自ば
恩ひｊ︑に時悲饗した︒或は遅襖見一﹂︲隣リの飛鳥山悲溌策するもあ

る︒或は荒川堤に五色の裡な見るもあるといった工合に︒定刻三時
には例によって本郷瞳養源寺へ集リ︑此の定期三十二回の縄含韮報
告労の西村先生の墓参である︒松平伯鰐韮初功として倉する含員は

順次に心韮溌めて先生の墓前に額づく︒経って寺の奥書院にと引上

げろ︒此虚で先づ服部推郎君は西村先生のエピクテタス語録﹁貧窮

さである﹂との意味の書畑走開けて︑先生話偲募の心に人奄走誘ふの

起畏ろろに足らず︑囚獄も畏るろに足らず︑ロ︿長ろろは己が心の弱

である︒叉先生の書簡韮廻覧などして︑先生が如何に至誠道韮弘む

悲思ひ偲んだのである︒それから足立栗園君ば先生の青年期の著書

ろの熱意に燃えて居たか︑叉何人に封しても親切丁寧であつれか等

の事に就て語らろ︒之悲以て既に午後五時である︒夜の誰夜命も切

に就て紹介し説明する所あり︒経りに松平伯僻は西村先生博記編基

弛ぜみこととて一同散念す︒脚に徳川愈長と庚江主事は︑恰も術日

左の如くであつ衣︒︵順序不同︶

は鯉裡愈の御召しありし厩遺憾ながら峡席された︒髄日の出肺者は

松平伯侭︲西村一彰︑溌将庄李︑足立栗岡︑木村新太郎︑服部描

郎︑草間皿韮口．寺本典左術門︑石原勘一郎︑砂長彦四郎．千村長次

郎︒林健雄︑今村伊那吉︑西久保満平︑瀬戸峰次郎・吉成翁助︑烏

午後六時よりは報知講蝋に於ける純金画記念の誰演曾と映註であ

谷義武︑荊田斧二︒

る︒定刻前既に満員の椛遡ぐあって︑無慮一千数百名に達し．錐を

砿す︒六時前十分にして聴衆は手走打ってその開含む促すの右様で

あつ赤︒定刻に庚江本含主事の開命の辞走以て幕は切って落される

一端今婚述︑くちろ︒それより講師の講演に移る︒先づ報知流長野間清

・次で徳川衛長は拍手に迎へられて登域．弘撞念の汎革大要︑︑雷同の

流氏は﹁鵠験か語る﹂と題して︑其の尊き休駿より得たろ力弧さな以

て人の蓮の﹁和﹂奄弧調し︑忠恕の遁走説く︒平易に賓際走恭として説
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く所︑人の肺脆を貫くの慨がある︒約一時間にして︑深作丈畢博士

維畔昭和六年四月十九日呑坂郡東部支愈長布施舵義郎丈チ作り護

祭丈

り欽鮎を述令へて諸蒋の反省悲促さる︒躍後に三宅博士は﹁帝剛議含

ソ事読ク表謹々タルモ酷ク若冷妬ダルノ籾アルテ兎レズ況ンヤ

テ日本弘滋含々祁西村泊翁並二故正副奔提諸先生ノ顕チ祭ル凡

登境︑﹁現就魯の糎察﹂と題して︑現流祢の特長延先づ畢げ︑それよ

化の矯めに弘弛森が一肌ぬぐべき韮切言した降填さろ︒礁衆はさし

の道徳問題﹂と題し︑皮肉雑リに博士一流の雄燕走振ばれ︑談合瀞

モノ紗シ願う二本倉五十打齢年ノ長年月二沙１高徳達才ノ英士統

誘フペキナシ故二古来賢哲ノ士維生蓮々タルモ能ク芯チ達スル

率ノ努力テ以テシテ猫未女天下一玉岬カヲザルノ憾アルモ亦己ムチ

迩徳ノ事諜チ奇策妙法ノ人聡チ錐スペキ無ク功利名聞ノ人心チ

午後九時からは映識である︒野口英恢博七の立志博五巻は︑戒に

もの旗き講堂も立錐の除地なく︑遅れ犬ろものば迩憾ながら多数御

涙ぐましいものであり︑叉青年の奮起を促すものがあつ犬︒モダン

衆リ剰サヘ民心ハ耀涜難二劫カサし衣食動シテ潅節チ願ミルニ暇

得サル所以ナリ況ンヤ近年以来海外悪思想ハ恰モ潮ノ如ク襲上

断りしたといふ有様であった︒

結嬢︑漫礎日の丸等は何れも興味あるもので一同奉笑はせ慰むろに

チ要スルモノ変二狂測チ返サントスルカ如シ鳴呼亦難イ哉夫レー

ナク飛義脈恥地チ抑上四維鵜二絶タントスルノ隙二術リ本衡奮闘

充分であるＱかくして十一時散脅し衣︒而して簸二︑とも無事雑了
思ふに本第三十二回定期認含は︑其の縄命といび︑講演倉其の他

したのである︒

ナカルペカラズ鍵二鐘然女ル愈常チ建設ジ杢鯛含貝ノ集愈二充ツ

閏テ韮ツル必ス居城ノ殻アルペクー図継チ標袴スルモ亦必ス含館

ルュ裂得クリ然ルー不幸大震災一尋単倒壊ノ厄二擢しり是二於テ屈

といひ︑近年にな斗歳皿況で︑蜜に大成功であった︒抑も此の大成功

悲物語るものであるといふぺく︑吾々含員の等しく欣幸とすると共

は︑本脅の肌合的進出の覗而であり︑叉同時に本森の確固なる侭個

トシーテ新活動二進マントズ鳴呼

セス焼マス銚意奔走数年ノ努力チ緬ヶ一一″愛二本年チ以テ復興ノ変

塵スペキ緋斯ノ如キハ命祁柿三故諾先生在天ノ誤チ慰ムル所以ナ

一プ班ゲ更一鳥岬巡チ摘碓シル︾武堂

に︑叉邦家の矯め一屑努力するの畳毎か堅くする研がなくてはなら

リト伝︾︿糞クハ幹部術事者ノ誠意チ照蕊シ冥誰チ垂レテ命迩ノ進

ぬと思ふ︒

終りに臨んで︑報知新聞而長呼間海剰氏は︑今同の識流介に際し

日本弘通稗年々細含テ開キ裁二昭和六年四月十九日テ以テ第一二十

覗醗

展チ援ケ総ハンゴトチ秤手敬白

宵群﹁立仙の蓮﹂八百冊︑及講磯使用料苓部か特に寺附きれ穴︒記し
て以て御芳志か感謝すら柔擁である︒

因に本縄奪に際し布施︑橋本雨氏の寄営むれれる察丈覗僻伐左の
如くである︒

〃９コ

岸一Ｊ
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二回ノ定期総命畔チ本念回事務所二開催セヲレ例二依テ先シ故正副含

長ノ謹位テ未祭シ次二諾報告及諮間議部講演二及上特二本年ハ報
ルハ鯛家ノ鰯メ必ス補益多キ事卜確信ス不背本命型ノ末二列スルコ

知新聞証ノ後援チ得テ鼓モ意義深キ誌名家ノ講説映霊等ノ開催ア
ト己二四十除年趣くノ妓初ノ絶命凶以来大概出席シテ命吋長閣下ノ恩徳

チ拝シ諸命哩只二而吾スルテ以テ妓大快事トナシタルニ不幸雨三年

来維二出席チ得ザルノ不運二途ツテ碑荏迩憾二堪ヘス本Ⅱ遥二東
天二向上盛典チ秤呪シテ一言蛾意チ述フ今側ノ畔勢ハ宛モ含祁西
アリ志士仁人ノ大二奮勧努力幽民道徳ノ振興二従事スヘキ時ナル

村先生力蕎然起テ日本道徳論チ説キ出サレタル時二妨柳タルモノ
チ信ス命員諸荊願クハ協側一心弘道ノ普及撒張二識搾アラム﹃一ト
チ更二願クえ秘回祁西村大先生水天ノ粘雛此幽家思想ノ混乱テ照鑑
七一プレ之チ冥助セープレテ外来ノ邪瓜チ一掃シ去り以テ金剛無妖ノ

園畿チシテ蝿堅杢ナラシメ総ハンコトチ談テ嘘徐峰チ祝焚スルト共
二愚意ノ切ナル虚チ拝陳シテ諸登ノ礁恕ナ仰クト云爾

謹江橋本孫一郎評首

遠江支衡橋本孫一郎拝首敬白

昭和六年辛未四月十九日午前十畔仏

昭和辛未四月念日

春晩烏怖花落天︑養源寺畔捧呑姻
泊翁愈就迩愈弘︑威徳洋々天下博

拝西村先生祁素於白光山養源寺

○

○

叙上の如くして本命煙の定期縄含第三十二回ば極めて有意義に︑極

めて雄曾裡に無事削令凹避告げたのであつ衣︒而して練て記載の如

く︑野間報知祁長よりは︑多大なろ援助遊興へられ︑叉本命四の協賛

芯下さつれ等の篤志は︑本命岬の感謝描く能はざる所のものであっ

令凹貝文筆博士二一宅雄二郎博士ば︑特に本含のために無料にて御講演

て︑此等に鑑︾毎猫世励に顧みて本念蝿ば一府邦家の衣め褒恋興起す

術明年度の二一十二一回の縄合口は︑恐らくは新令血館も落成して︑弦に

るの畳悟海堅くしなければ和済まぬであらう︒

捲土亜来の意義会心新ら衣にして︑趣くの立派なろ新合口館内に祇金画浄化

である︒今や新令哩鮪の設計も並︵の後研究に研究走亜れ︑改め又改め

の雛一盤准畢げろこととなるであらうと今から素ｈぴ勇んで居る次節

かりとはなった︒今後約︐Ｔケ月の︑子悲饗すといふことであるが︑

一︶Ｌ愈本設計成り︑土質の調査も経了して︑まさに建築に蒲手するば

とと恩はれろ︒弘進の大本山︑弘逝命価の殿堂の竣工は︑一段と吾惣

それＰしても︑来る錐︲の四月の縄奮迄には︑充分落成の域に至るこ

の意無を引立たしめないでは詮かない︒一同と共Ｆこれが日の来る

ことか秘首して待ち衣い︒

机の塵宝月の世相︶
×

普選賞施七週年の覗賀興黛に催さるｕ七年経てば生児も七
つになる︒我図民の政治的自畳は果して幾歳になったか？．
疑ひたくなるのは果して憂蝿たりや︒
×

スポーツの語を口にせざれぱ少くとも現代人たる要素の一

を縦くか︒其のスポーツの中にも野球は正に狂飢時代︑スポ
ーツ精榊︑冊育養成の美名はよけれど︑内欣は他の興行物と

ｘ

北太平洋横断の飛行の飛畢吉原なる一青年によって企てら

る︒これは一新聞献の事業ではなく︑我皇幽の事業である︒

雲後せよ︑八千寓の函民︑左傾の赤化のと騒ぐ青年の中に︑一

園の名響を背負って立てる此青年の意気は近来の美事なり︒

×

赤化で憐むかと恩へば政府は又赤字で苦勢︑緊縮︑節約の

政策はよいが︑図庫も矯めに手元が緊縮節約︑循環方則とや

らはなるぼど此の事か︑昭和六年も賢行操算説現はる︒自細

×

自縛か？頼む！もつと景須のよい話を︒

国際美術協魯の東京曾館に於ける集含で︑ダンス中止を命

ぜられて︑所謂上流とか名士とかいふ方登眉を逆立てて警脱

塗りなき馬脚を見るあり︑此虎に目を光らせ︑牧入不足の折
のが悪い？

からとて課税問題起る︒附込むものが悪い？附込まれるも

騒な世の中︑お瓦に心の緒をしめるぺし︒

山中温泉の七百戸を初め︑火事頻ミ殺人事件又績出︑物

×

心では痛快でなくもない︒

たから上流にもお灸だなどと︒叱られるぞ︒でも内誘だが内

！誰だ警税聡公平だ巌どと云ふのは︑メーデーにも嘩迫し

蕊へ抗議︑グンス中止などは如何にも上層向への中止︑シシ
×

相撲に馬術鷹畏くも天蝿の柴を措ふ︒此の天恩に虞に感
ずるあらぱ︑武道の虞の護達に力を致すべきである︒浮華放
縦の世に武適の溌揮は一大使命友り︒
×

為隣りの支那では南京に阿民含議の開催あり︑看板はヨイ
が︑蒋介石の野心の楽屋見得過ぐ︒併しかかる野心の笑へな

｡

い人が我杢の仲間にも其所此所に多くは居ないか︒

"
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よせ慶撤を法給恩
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恩給法を撤騒せよ

ぱ解職して一生プラノ︑して桑しく暮

と云ふ理由で最も事務に練達した高給

て之等官吏︵以下官吏と濡す︶の生活

者から賊首して薄給春をどしんＩ採用

そうと云ふ人が多いのである︒叉自か

官吏は其の職務相膳の給料に依て共者

して居るが︑夫れは目の先き丈けの事

ら解職しなくても団家経済の観念から

の生活を保障してある︺永く勤務し共

に大なる疑問が生余るのである︒蓋し

現在我園の恩給は一億三千菖回の多

地位が向上すればする程之に和獣する

で高給者一人誠にして︑其の代りに薄

を二重に保障しなければ左らぬか︒錘

額に達し︑尚ぼ毎年三百寓回宛激増し

給者二人を使剛すれば将来此の二人が

大島正義

て居るから︑此の勢で行けば遠からざ

人の生活は十分保障してある︒従って

増額をしてあるから︑其れに依て其の

よりも高給者一人を永久に使州した方

る内に恩給亡幽となることは火を見る

が経済で能率も上る︒又一面には恩給

溌給興せねばならぬことになる︒夫れ

理由が既に前述の如くなる以上︑此の

恩給取る様になれば︑結局三人に恩給

議して届るけれども︑其の改正案の内

目営に勤務して居る春が多数あること

もない筈であるＪ然るに恩給法の立法

容は受給年限を延長するとか︑恩給率

云ふまでもない︒而して此の恩給法の

謂れなき二重の保障をして居ることは

は手ひのない事霞である︒斯る春が一

夫れ以外に二重の保障をする必要は竜

を低下すると云ふ程度に過ぎない︒之

旦辞職し︑叉は滅首されて職を失った

よりも明かである︒故に政府に於ても

れでは到底理想的の恩給塾理は川来な

的の損害は賞に莫大産ろものである︒

存在する馬め両家の蒙ろ物質的及締川

之を憂慮し︑現に恩給法改正に寓策を

い︒故に画家救済の上より之を根本的

のみに依て生活して居ろ︒高等失業者

忙蕊理しやうと思ふならば︑恩給法共

が付く頃になれば︑其の人は図家の事

を求むることなく︑ぶらノーして恩給

して其の徹陵する理由は︑貸際に害あ

務に最も熟達した岬であるから︑夫れ

である︒要するに恩給法が毎年一億三

が如何に多く居るかは一般周知の事賞

後の結果を見れば共の大部分は何等職

って益なき魚である︒

からが愈々其の熟練した手腕迷持って

されて十年乃至十五年を勤績して恩給

抑曲恩給法制定の根擦は公務員及之

って居る課で︑是等の失業者が精極的

千蔑圃を支給し宝此の高等失業満を作

其の一二の例を畢ぐればや官吏が任肘

に準すべき考並其の遺族の生活を保障

が︑大部分の人は恩給が付く様になれ

画家の馬めに働かねばならぬのである

のものを撒慶するに如かずと恩ふ︒而

するにあるが︑何が故に恩給法を設け

一

.

柴共存共と現賓己自

及精祁的並に積極的及消極的に如何に

在恩給法が存する鴬めに倒家が物質的

せしむるところ亦大なるを恩ふ時︑現

此等不勢者の馬めに図民の精紳を遅緩

は幾億寓圃に達するか判らない︒加之

に仕事をしない富めに国家の蒙る損害

は賃際閥家に害あって全然益なきこと

なるものである︒斯く解すれば恩給法

くる精祁的及物質的の利益臓賞に莫大

いと云ふことになれば︑之に依って受

給者が全部就職して不努者が一人もな

画家は消極的に遊んで食べて居る受恩

活の安定も得られると恩ふ︒夫れでも

の恩給を撤廃すれば相堂増額も出来生

給法微塵諭溌提唱する以所である︒

あるから之を摘張すればよい︒之れ恩

る︒而して軍人には金鶏動章年金令が

保障までして前述の如き失業軒を作ら

務を取ったからとて何故に二亜の生活

あるｕ然るに官吏丈けが閏家直接の事

ものでないことは何人も知るところで

は他の商工農業務は到底食って行ける

資際から云へぱ官吏の仕事位の程度で

でも団民に於て塗りない︒却て仕事の

はならぬ︒官吏であっても其の他の者

に働かねば食へぬと云ふ概念を忘れて

悟がなくてはならぬ︒而して人間は常

て来た以上一生死ぬまで働くと云ふ受

に度に餌家を救済する観念から恩給法

閤図家の損害は大したものである︒故

と云ふ形式を取って居る︒之れ丈けで

を上げて赴任もしない内に依願兎本官

多く取れる様に他に一睡卿任させ−級

営際誠荷するときでも成るべく恩給が

官吏に封してまでも蚊力を及ぼすので

る︒然るに我闘の恩給法は軍人以外の

給年金を受領する資格はないのであ

の他の官吏は勿論川征世ざる軍人ぱ恩

を受くる者欣川征軍人丈であって︑其

が明かである︒故に米幽では恩給年金

とはならぬ︒自己の認認内に這入って

ゐるとしても︑畢寛それは他人の世界

よしや如何に花やかな人生が横はって

キリストの言葉を借りるまでもなく︑

駐見出す事に努力しなければならぬ︒

ればならぬ︒明日はもっと大きい自己

もつとｊ︑私雌は自己を生かさ左け

中心として︑他の一つは自己を全燈の

選んで見る︒その一つは自己を全開の

れるであらう︒今私は鼓に二つの道を

同己を眺めるには幾多の道が考へら

米田静動

自己責現と共存共築

ろＬＬｒ−恩ふ︒元来人は人州として生れ

損害を蒙り居るかを何人も想像し得ら

ねばならぬか︑若し官吏は給料丈けで

を整理しやうとするならば一層此の悪
法を根本から撤睦するに如かすであ

であって︑自己には何等債値あるもの

一一

一部分として兇やうとする事である︒

は生活菱が足り底いと云ふ↑ならば共の

給料を増額すればよい︒一億三千蔑回

桑共存共と現賞己自
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か︒私迷はもつともつと自己を生かさ

どうして人生に意義が見出されやう

で︑或はその成長を願ふ事なくして︑

ある︒その意義ある自己を生かさない

自己にとって慣値あるものとなるので

係づけられてこそ︑始めて他の世界も

らう︒そこに始めて共存共柴と云ふ蔀

た一茶の句藍退け去る事は不可能であ

も角もあなたまかせの年の暮﹂と云っ

自己が鰯し得る簸大弄一鴬した上は﹁兎

ぎない事が明白になって来る︒私達は

心として人生を形達る一部分にしか過

狭少なものであって︑自己は或者を中

起りつ上ある事を何人も否む事が出来

静脱したなら︑幾多の争闘が起り︑又

きな事を云ぱないでも︑日本の現状を

べき状態であるｕ世界！そうした大

存共築の概念に至っては︑誠にま心す

本人の間にも考へられて来た︒然し共

では同覚め過ぎた人間すら出す程︑日

後外来思想文化輸入に刺激され︑今日

﹁自己に目受めよ﹂てふ事は︑維新以

五

して矛盾を起さないのである︑

なければならぬＵそして自己が自己の

が老へられて来る︒此意味に於て他力

底いであらう︒なれば除りに﹁俺が﹂の

が﹂と云ふ語の存在する部分ば︑誠に

祉界に於ては︑その中心である事をは

本願は員理である︒錘に私は或者を中

心一にのみ捉はれ過ぎて共存意識の修養

ろ私達ではないか︒されば人生に﹁俺

っきり意識しなければならぬ︒所謂人

心としてと云ったが︑その或者とは︑

を怠ってゐるからではなからうか︵勿

来るものに封してのみ慣値は老へられ

生に封する慨値の高下も︑要は自己の

日本人は悟らねばならぬ︒

畏くも天皇陛下にましますと︑私達

る︒人生と自己とが結び合はされ︑闘

あると知らねばならぬ︒かふる意味か

しそれは他の機曾を持つことにする︶

論︑零闘の原因は他にも多堂あらう然

一ハ

共存共築︑それは同一線上に立つ人

々の上にのみ考へらるべきものではな

さないだらう︒千人届れば千極の差別

存共柴と云ふ語は成立する除地を見出

い︒若しそれのみを意味するなら︑共

されば一俺が﹂と云ふ自己震現意志

ある︒

であり︑同時に自己の成握となるので

ん限り群一識す事が︑やがて日本の成長

その一部分となって︑自己の力のあら

天皇陛下を御中に仰ぎ奉り︑私達は

修養心高下によって決定されるもので

ら見て︑自力本願は反理であると恩
ふ︒
一一一

きり乍ら︑人生は﹁俺が﹂﹁俺が﹂の

三大張で成立するものではない︒試に

と︑﹁あなたまかせ﹂の共存意志とは沢

四

かを︒衣食住を始めとして︑多くは之

兄よ︑﹁俺が﹂と云ふ世界が何虚にある

を他に仰ぎ求める事によって生きてゐ

52
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があるのが︑人生のありのまＬの姿で

ある︒それは歴史的展開の上に明滅す
る私達の宿命である︒それに反して︑
人生を一色に塗り素さんとする所に︑

親も子も同じ人間となる︒同じ人間だ
と老へる時︑親の行篤がるにとって不

米国通信︵そ

一︶

頑識生︵紫︶

へと綾いて行きます︒若し其の列を破

ったりなぞすると︑教養のない人間と

蕊表れます︒勢働者が労働荷の群に呼

びかける時でもゼントルメンと言ひま

す︒叉如何なる汽車に乗って咽︑長距

出づるであらう︒回浦なる人格は又回

ある︒此二つから間沌なる人格は生れ

せ﹂の心とは其境地に到達する手段で

想である︒﹁俺が﹂の心と一︲あなたまか

回淵なる人格者となる事が私達の理

づけた儒教思想の必要を痛感する︒

ある三千年の帆先の仰統的生活を理論

使川されねばならぬとするなら︑光輝

が︑同一線上に生きる．人為の上にのみ

青く去れて行く︒仮りに共存共築の語

す︒共虚へ来ると米幽雄感心なもので

為喜劇を演じ︑果ては悲劇と迄演じま

人を掻き除けて吾先にと出るので︑時

電車に乗る時でも押し合ひノ︑しても

支沸ふ時でも︑活動篇直に行っても︑

で給料を賃ふ時も︑小作人に原料代を

ても︑停車場で切符を頁ふ時も︑含耽

した︒銀行に行っても︑郵便局に行っ

他には一切私は共んな例を見ませんで

帝岡劇場で切符を買ふ時だけでした︒

時自溌的に整然たる一列になるのは︑

が知ってゐる範園では︑日本で人込の

は前の人の椅子の脊を営てる篭にさし

度帽子のリボンにさして呉れるか︑或

で自ら専川の印をつけて行きます︒吃

れには何虚で下りる客だか分る様に鉄

の切符様のものを渡します︒そしてそ

・・・車掌か来て一旦切符を取り上げて別

ききさうな大男を探朋して居ます︒⁝

なぞも同様に人を制するに頗る押しの

くやうな大男を雇ふて居ります︒巡査

しますが︑米図では中年のそして雲突

様な．．⁝・日本では車掌に美少年を探朋

ん︒そして汽車に乗るとまるで仁王の

防害をするもの等は一人もありませ

なものを無遠慮に世いて︑他の旅客の

で鍵な熊で雁込んだり︑信玄袋の大き

離電車に乗っても二人分の椅子に一人

流なる耐倉入を︑閲術なる︑本人を意

す︒如何なる所に行っても巡森の制止

平硯される︒親に喧嘩はその封立から

味する︒従って回流なる日本人となる

など待たずにキチンと一列に底りま

七

事︑それは私達日本人の修養の極致で

す︒後から来たものは必ず列の後へ後

て行きます︒で客はもう眠って居ても

あらねばならぬ︒︵昭和六︒川ｅこ

少交賃就曾の状態を見ませうか︒菰

×

行ったでせうが︒人員が十五閏︑自動

喪す︒衝は総人員の半職以上自動車で

百五十蕊の︑動車が集ったことになり

四人平均乗ったとすると︑一寓八千七

二人乗りもありますので︑仮に一豪に

す︒自動車は五人乗とは限りません︑

千の人は自動車で行ったことになりま

分は講車で行ったとしても︑猫七寓五

見物人が集ったさうです︒仮に其の半

ンフランシスコの飛行場には十五閏の

先年ハワイに焼賞飛行をする時︑サ

ずに乗り降りすることが出来るので誠

なぞ少しも知らない人でも︑間誤付か

前で静かに起して呉れ主すので︑英語

其の車掌がやって来て︑其の騨の二寸

があります︒

止み難く悶民の同憂を望む切なるもの

とは恩へません︑私は遥図の系怖から

ればならぬ祉愈は︑決して健全な祇曾

す︒停車場の改札口に巡盃を配さたけ

又悩ましてゐるかが窺はれると忠ひま

は︑東京の就曾は如何に巡査を顔はし

其の大部分は祁維衰弱に柾って居たと

の所鴎の巡査の健康診断をやったら︑

ません︒⁝⁝何時かＨ本の韓脱聴で其↑

て︑人糞は決して馬鹿にしたりなどし

典へられるのです︒小供だからといっ

すが︑こんな岬には交通巡在の査格を

スカウトと云へば十四五歳の少年圏で

いてゐるからです︒序ですが︑ポ︑Ｉイ

之は米国人の祇含的訓練のよく行き届

やボーイスカウトを配したのですが︑

云ふのです︒勿論共れには多少の巡査

るものでありませうか︒

明がありや否ヤ︑近時の世想は如何な

として︑それよりも日本剛民は先見の

ません︒がそんなことはどうでもよい

てといふのか其の何れであるかを知り

を誇ったのか︑それと哨持たんから持

人は先見の明を持つ剛民だといふこと

見の明なき風民は滅ぶ﹂と︒之は米国

二十九章十八節を讃んだのです︒一︲先

フーパーは急に謬定を愛更して︑歳言

さうです︒然るに共の常日に巌って彼

が︑初めはそれを誼まうと定められた

霊訓でよく人口に膳灸された文句です

太博五章と云へぱ︑キリストの山上の

イプルの一句を読んだのです︒彼の馬

した︒そして米幽の慣例とあって︑︒︿

に便利です︒・

車が一寓八千七百五十嘉︑之だけの自

大綱演訟をしま

一昨年三月四日フーパーは其の大統
領就任式の時︑始政の

人をつか誉へて︑お前はどれ沸金を持

って一緒になると︑見歩識ら歩の外聞

に不作法で粗野です︒例へば汽車に乗

米人は或る軸に於て日本人よ心遥か

×

一醐一

動車は東京全市の自動車数にも匹敵す
ぺく︑人員に於て仙蔓市位でせうか︒

之が一飛行場に集ったのです︒が何の

紛擾も起さず︑負傷考も川さす︑其れ
等の船団に就いた飛行機を兇透・つたと

×
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つてるか等と葬れるのです︒無邪筑と
いへば無邪気かも知れませんが︑併し

其んなことは他人に問ふべき筈のもの
ではないルー恩ひ主す︒こんな風にやら

れると︑此方も少し無責任にホラでも

一斉に叫んでゐろ︒

鎧道省剛際獅光局で︲鍵に外等誘致の一

酌して呉れ︑荷物の坂扱等町嘩蹴大の黙他

あったが︑税開に封してば外人寺に封し勘

二︑旅行免状は嵯止を鋤誘すると云ふのも

策として︑訪日外人待遇改善の鰯め︑在留

観光客の感想

外人に封し渡日船内の奉仕︑及上陸後内地

物に来たのだよ﹂などといふと︑彼は

を見るに︑

別に分類して取鯉めてゐろといふ其の内容

光局では其の回答書韮閏締別男女別︑若怯

想走求めた虚︑溌近績々町答が集まり︑狼

的に多数の質問妖な蕊して︑其の意見や感

告してゐろ︒日本流宿屋は珍らしいが外人

多く︑空蕪が悪いと︲其の筋の取締りを勘

人か敗容して居り︑火事其他の場合危険が

活動寛反等に封してば活動館竿定員以上の

改善に一段の希望外部のダンス場・芝居︑

が︑食堂奉仕全橿な通じて︑一般・ホテル共

三︑ホテル開係では上流のホテルはよい

ずＣＯ

図に見ない極上であるとの評も混ってゐ

﹁ワンダフル﹂と云ひます︒彼等は驚い

一︑交通開係では︑郵船の船は奉仕がよい

に於ける旅館其の他の待遇等に就き︑個人

て時によくこの語を蕊し宝す︒叉私が

との評判が多い︒併し謹食晩餐の時間が矢

吹きたくなります︒即ち﹁僕の財産は

渡米した頃︑日本から持って来た黒の

釜しいので︑食前バーでカクテルやジンを

二百蕊弗あるんだ︒だからアメリカ見

アルパカの夏服を着て居ましたから︑

れ︒鍵道に封しては二等車の位置が上り下

此の鮎韮考感して貰ひ穴いと云ふのｊむあつ

般に町嘩で窺持がよい︒殊に援助的で面白

本公衆が貌篭芥に封す昂態度の感想は︑一

四︑推覧地の批評ば錬り述べてないが︑日

とあった︒

りの列車で反封で迷惑するとか︑一等の四

さが同立つと云ふことがある︒此等は何れ

く思ふが︑都称人よりか地方人の方が暖が

も外人から見たｎ本の或る一面であって︑

人皿の﹃一ンパートメントは腹めて︑二人剛

もの江どがあると思へぱ三等車内の洗面所

にせよと云ふのや︐叉四人用韮褒めてゐろ

傾けて三四十分も費す智悩の外人には少ぞ

の宿泊には不向きであるから改良されたい

知りもしませんｎ人が私の虚に来て
﹁お前は︑これを何虎で作った﹂と云ひ

ます︒尤もアメリカであのピカピカす
るアルパカなど誰も着て居ません︒今
でも英語がまるで出来ませんが︑常時
は尚更のことですから︑返事に窮しま

老清潔にして賞ひ衣い・煤煉が飛込むには

ならないであらう︒

吾だの反街の何等かの諮料とならなければ

した︒すると彼は更に追求して来まし
兄弟がフランスから持って来たのだ︒

つ赤︒自動車謹等に就てはよりよき道路韮

閉口するなど︑特急の非難を述べたのもあ

た︒﹁淡ら出した？﹂と私は辛じて﹁僕の

値段なぞ知らん﹂とハネッケました︒

ミ
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剖名香水の嬬
呼士明治三十七年二月︑日露開
一．

日︑三越の店頭へ質素な身形

︾の職の頃のことであった︒或る

厩一

や↑逸ルし誰婦人客が来て︑香水を
話一一見趣糞れとの事でぁっ旗．
店員は︑あれこれといｊＩ

﹁この間求め衣香水をもう一瓶個けてもら

とのことであった︒店員は

びたい﹂

﹁それではこの間の姉人が︐さては乃木さ
んの所の女中頭だったか﹂

と恩つれが︑それにしても︑乃木さんと

香水とは︑どうも線が無ささうだ︒ことに

最高級品走︑しかも三瓶とは意外である︒

或ば親戚の者にでも贈るのかも知れぬ︒と

ところが︑これも亦意外︑先日の婦人は

もあれ︑註文品は早速乃木邸へ届けた︒

静子夫人であった︒然し︑呑水の川途につ

ろお目にかけれが︑どれも気に入らぬ容子

大鵠︑香水の御用なども無ささうな風燈で

であったが︑この婦人零の服装から見て︑

あるが︑どうして此の香水が気に入らぬの

飛切の上等品走出して見せ士︒勿論値段は

乃木狩車は・第三軍司令官として出征の途

その中に︑保典︑勝典の二子も出征し衣︒

いての疑問はその後久しく解けなかった︒

滅法高い︒ところが婦人は︑その上等品が

についた︒静子夫人は・猫リ寂しく︑赤坂

か一つ驚かしてやらうと︑貴姉人川の無類

鏡に入ったか︑早速に二瓶を賀ひ求めてい

の邸に僻守走守ってゐた︒

﹁保典も勝典もあいづれお閏のために戦死

せ弧ぱなりませぬ﹄その折︑死燈から悪臭

悲放︲つやう芯ことがめってば見苦しいから

三越にある最上等の香水を買って︑一瓶●つ

戦争に臨む時は必ず之悲使ふやうにＩと

つ持求ぜてやりました︒夫が出征の時にも︑

兜の中に呑む焚きこめて出陣したといふ

同じ香水走鞄の中に入れてやりました﹂

古武士の床しい心道びにも似た美はしき行

協ではある︒

古新聞代

原瀧子１１それは︑一代の政治家原敬の

許に嫁いでより︑彼が東京騨頭の露と消え

まし或は慰め︑途に夫なして縄理大臣の地

ろ迄︑其の一生韮通じて︑内に外に或は卿

位悲砿ち得るまで内助し求稀に見る賢夫人

彼女が原氏の許に来てから十九年間︑古

であった︒

たが︐其の積り積つれ金額は震に千三十七

新附や古雑誌の夏上代韮丹念に貯へて置い

の話なし士︑其の時の夫人の言葉は︑香水

・兎角一家の生計といふものは女から鼠れ

全然別にして貯金７二１﹄置いた程であった︒

岡に及んだ︒而もその金は︑家の曾計とは

の疑問を氷解させた︒

眠近の者が︑或る日夫人を訪れて四方山

った︒店員は意外に思った︒吃度大家の女
中頭ででもあつ犬らうと思つれ︒

すると其れから一二日経つと︑赤坂の乃
木邸から三越の店へ電話があって︑
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さなければならず︑時々筋の通らない余儲

その浪費のために主人Ｌ穣々な事に手を出

ワシントンに随いて来た人々は︑之れが

と云って︑パン粉だらけの手を拭きＪＩ

人ばあれ程の地位に居て︑術且つかかる倹

大統領閣下の御母堂かと︑大いに鴬いだが

忙がしさうに再び蕊所の所に行って了った

素に常に身恥持し衣︒

に︲一同を振返って云つ犬︒

然し常のワシントンは此の上なく嬉しさう

・けたする様な事にもなるものであるが︑夫

・原がその政瀞的生涯を通じて．一鮎の金

い詩碑に感動せずにはゐられなかった︒

妙な土産

或昨有名な篤農家金原明善翁がいつもの

やうに至極質素な身装で或知人の家を訪れ

﹁諸君︐私の紙がお菓子走栴へてくれるさ

婦の前に蔵いれ︒

大切さうに紙に包んだもの悲取り出して主

けろと︑炭の砕片が一つ入ってゐた︒

失職だとは思ったが︑恐ろノー紙包を開

﹁玄あ開けて御礎なさい﹂

悌誹さうに︑まじまｃと翁の顔を見てゐ犬

あ室りに小さな紙包だったので︑主婦は

﹁これはな︑わしの土産ですよ﹂・

一通り挨拶がすんだ頃︑翁は︑たもとから

鐙問題をも起さなかったのは︑一面︒他か

のが上手でれ︑さあ遠慮なく中に入って一

うだ︒母は私か子供の時からお菓子を造る

て来た︒其の家の主婦が鯵︑座敷に通して︐

に内にかうした賢夫人によって︑常に非常

緒に食ぺてくれ給へ﹂

に備へてゐ犬お蔭であった︒

ワシントンの母

ては大鍵ですから︑今後は雇人を轍して︑

は？﹁お母さん︑一々御自分でお鋤音になっ

やがて一同が席についた時︑ワシントン
ジヨーヂ・ワシントンの母メリー皇年Ｉル

お錘さんは唯それを監督するだけになすっ

は此の惟界的英雄韮生むに相態しい賢婦で
あった︒ワシントンが大統額になって初め

たら如何ですか﹂

済まないから︑少しも詮計に働いれ牧入の

が出てお上に御厄介をかけては︑神様隠相

﹁いやｊ︑︑大統額の出穴村から︑貧乏人

がかかってゐますから︑粗末にして申課な

て此虚迄持って来るまでには︑大愛な勢力

此の一片の炭でも山で木丞伐り︑炭に焼い

ですが︑火鉢に入れると役に立ちますよ⁝

﹁それはな．御門前に落ちてゐた炭の砕片

中から金を出して︑貧しい人達を助けて上

Ｉ〜顔で云つ犬のであった︒

と明善は喪物でも拾って来たやうににこ

って参じました﹂

いと考へたので︒拾ひ上げて．お土産に持

一同は之れを聞いて︑いづれも其の気高

録なんか何時でも酢職し吉すよ﹂

に働くのを止めるいふなら︑妾は大統領の

げろつもりです︒若しどうしてもお前が妾

と云ふと︑母は頭を振って云った︒

て故郷のマウント︑ヴァーンに蹄省した峠
のことだった︒

其の時︑普通ならば住居も整へ︑大禅宴
起設けて歎迎するところであらうに︑母の
〆リーは平素の粗末な身装で︑門の垣のと
﹁まあノ︑ジョーヂヤ．よく蹄って来てお

ころまで出迎へ︑壊しきうに︑

くれだったれ︒妾はお前に上げようと思っ
て︑今美味しいお菓子を鋳へてゐろところ
だったよ﹂

函馴琴隠
桃岡家訓

練の至りと云くし︒もとより内閣外閣教法ぺし︐今度御維新ありて丈武官二等の弊を

以て質問明誹可レ然︑若又不審の廉起かす

謡走逢ぐ・へし雪さては成るぺき限り書収を

ぺし︒されば志躍の畔帥たるもの諸生の器

図の事を計るぺく︑其の次は天下の坤士と

才を以て事へ︑其の次は経済の道に達し富

簸を察し狸々に教走施すべし︒さて課試及

なりて強を誰ｃ書走著ばして世人を教化す

友の詮なきのならず︑其信義衣ふす薄術の

めより諸局兼畢するに堪ぬも有ぺければ各

弟の法則勿論也︺ま求人々の性質に依り始

ノー抑包み︑内には陥執の心走持ちながら

に心を川て肝気をおさへ心走平かにして決ぺき事勿論にて︑上士は英雄と成り王佐の

往争論に及ぶ事もあるぺければ︑畢者こ上教導は人々の性質器量によりて異同ある

図にしては異論態責ろも︑翠者の動にて一御趣意話深く銘刻せずぱあろぺからす︒↓

︵その二︶の筋に付ては異論なき事あたばざれぱ︑皇改められ︑文武一催の御政治に復せられし

畢問の猶は蕊道より徳行に進む事なれば

文武共修行中御閏燈の根本を明らめ︑内外
本末を知り︑天下の事梢に通達すべきやう︲

至といふぺし︒御政務の上に於てはいよい

その好む所より入らしめて畢業を途しむぺ

外に態色を作り動て人を零ろやう雁ては墜

よ右様の風俗奄改めざれぱ︑御趣奄失ひ大

し︑この所よくノ︑掛酌せすぱあろぺから

の心得邪要也℃尤香箱は和漢にわたり無限
悉く信ずぺきにあらず︑早く其要旨を取り

不忠に陥るべき也・従来大道表徴の基愛に

ものにて何れも一理一得あるものなれども

博雑に成らざるやうの心得錐一也︒もとよ

出求ろこと著しければ︑此の僻事一洗ぜず

ども︑諸藩士は文畢走等門にする事叶は

り天下の博士と成るぺきの人才は格別なれ

成り︑或は因術になるもありて︑雑には幽

Ｊ一
丈畢は文弱に流るろの弊有て或は病身に

て四民家業を勤め閏に報するの外なき奄︑

ろば華尭太平の津に浴するの弊也︑されば

畢問といへぱ．た睡遊蕊の蝿にすろものあ

いふまでも江けれども逝は五倫の道にし

し︑家業悲勤むろの外なく︑たとひ一文

共を治る士士ろ者かへりて報幽の志もなく

其内農工商は皆柑唯に家業を動ろ事なれど

す︒

不通也とも大活眼を傭へて定理を知り治乱

置を弱むろに至るものなり︒本より上古に

ぱあろぺからず︒

興溌の時務を排別する才あらぱ︑君子の人

は宮人達も戎服を着太刀を帯びながら朝に

ざれぱ︑先は大綱を明らめ置て賀行を主と

と云ふぺし︒何ぞ博文眼記をたのむに穴ら

の心を忘れず︑常に武蕊を以て筋骨走堅め

立て政を議し給へり︒されば丈撃の徒はこ

ん︒

せずはあるぺからす︑然る時は博聞弧記を

士士ろものは報閏の志走切にして畢業を修

和漢洋梁共互に不群の旨あ︒ｈばり無一服

無飛息災の身となり︑つれに勇蝿を菱ひさ

衣のまず早く其正味を探て糟粕洋一廿んぜず

蔵一公正の理もて決議を途ぺし︒従来の皐

り大君の御術とある家職を守る恋専要とす

て武を以て治め給ひし祁図の大典恥仰ぎ奉

ず︑かへりて無畢輩に劣れろものあろば未

一 戸 一
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畢問は格物致知の外なき韮其窮理に付て

ろはあさましからずやｐ

ものと成り立身出批悲以て本望とするもあ

ぼ眼前の利益率を工夫し出でいばゆろ御愛

ろぺからず︑壮の経済家といふものおほく

ぺき人物となり︑経済の道にも達せずぱあ

我識見た現行にあらはし心御閣務に開係す

り︑これ即ち第二義の小理によれる人造の

位とせず︑時としてこれ走改易するに及ぺ

失を宗とするが故に︑君臣上下の竿さへ定

るものなり︒外倒の道は畢寛眼前の利害得

壌無窮君臣の大義とこしなへにして動かざ

理に依る造化抑の逝と同燈なるが故に︑天

我皇蓮はいばゆろ祁随の道にして即大

の大功を成すもの也︒

切れのみにては莱刀と異なる事なく歌の上

いふものなくては死物なるが如く︑刀剣も

云ばんに．筆法と形とは正しくとも気韻と

も決て然にはあらず︑そば書蜜に求とへて

へぱ高遠に過ぎて虚無を唱ふろに似たれど

りて祁眼走開かずぱあるべからず︑かく云

サダメ

ことあ穴はすといへども︑とく大理界に入

に居るが故に︑一度は壌問窮理に渉らざろ

の・つから道を得たれども後世の人は小理界

第一義第二義の等級あることをしらざれぱ

造なり︒凡天下の事物は此大小の理に洩る

にて云ばんに︑てには酢格調ひて趣向だに

りありて量り易し︑本より平常の人事は陳

極りなくして量りがたく︑方なるものは限

容常理の外に活溌妙用あるもの又︑今日の

猫刀剣一切の器財及び諸塞迩に至りては形

垂一卜しては無談也︐詩歌にしては風致也︑

ば野︑形外の妙川は花にしては匂び也・書

大理小理のけぢめ近くたとへたとりてい

の窮理のみして形外の活物をえしらぬもお

かつこの理を知れども西洋の諸藩は第二義

味ひを知らで叶はぬもの也︑支那人はかつ

わたりて天賦に術ばれる妙川なれば必その

もうごかすに至るぺし︑こはよるづの逝に

調ぺと妙川なければ虞の歌ならず︑鬼抑を

カンナガラ

恐らくは上達する事あ穴はじ︑抑第一義な

ろことなしといへども其界逼死活と分れて

理もて裁断するの外なしといへども︑それ

行上にも思慮分別に渉らずして同然中庸を

のづからの理也︒︵八田知紀識︶

おもしろければよしと恩ふもあれど風致と

すら膝理のまＬには行ばれぬ事もあろもの

得ろことあるば皆第一義の道也︑もとより

鴎する所異なる︒

也﹄ましてや重大の事︲は大理によらざれぱ

大理は天地寓物を入れ小理は人界恥出ざる

×

×

×

にして小理は方也︒岡なるものは限りなく

成功を得ぺからす︑されば造化脚は大理の

もの也︑さて上古の人は大理界に在りてお

下の催理也︑暇りに其象をいばｒ大理は回

也︒第二義なろば眼前の常理にして形窺以

ろば玄妙の大理にしていばゆろ理外の理是

I

ままに大道を行ひて繭物を化成し寓古不易

イ

〜 〜 〜 一 一

I

」
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〜１１
︐Ｉ

者 記

かとばうくところやぬしちう含よ肱ヵきよう妃ん含ようえい

さい霧んしごとひつ苫いばやい

し一﹄どらやうたんの●てつきんくみたてでき含い土全でたいのうや
しい仕事もなく諺長男束一と識筋組立川来て来たので︑今迄滞納してやた家
らんしごと岬↑そん︑くららんいづつい
の賃仕事で細堵と暮してゐたが︑それ賃の幾くらか宛でも入れようと持起元
も岐近では仕躯の毎整い日が綾き︑十四行ったところ︑蚤だ早いと云２﹂中村
ゑんやらんとｒこ僅はうばそひうけと①●かぞくｂら
回の家賃け滞る一方で︑果ては共の日さんは受取らぬので︑正一の家族は勿
えみ垂一つさくぬんぐわつろくつ↑↑含ちやうくわいひとたちかんゆきじつ
のパンすら得られず輸剰さへ昨年十月論陣へ聞いた町含の人達も感激し︑賞
つ全①③●やいふこうい詮骨含もばんやぬじへうひ一心うかたしんざ
妻のみつ江が病みつくと云ふ不幸で︑に今時の模樋家主として表彰方を群議

や．︒しんそふこうよわ

一家は途方に暮れてゐた︑所が家主の中であると聞く世の中は共存共柴
①
ｃ②⑥ａみかたが︒こと︾︑今おのノ︑ぎじはた

中村青松さんはこれを見るに見縦ねだ︒為互に事たき時こそ各の義務を果
て︑家賃をとらぬばかりでなく︑其〃すぺきであるが︑かく不幸弱きものが
上に病妻みつ江のため警者や病院の世苦しめらるるとき︑弧きものが之を助

つ宮よ

うへびやフきず⑥●①ゐしやびやうゐんせくろこれ魚ず

わ
しん
みせせ
や釦
こょお
物畠
めぅん︾﹄うここ上るが生ことうつく
わし
つつ
おお
やこ
日よ
り僅
猷八

話まで
で剃
親切
切に
に︑
︑親
親子子
もも
及及
ばば
ぬぬ
程程
面面
倒倒
を をけるといふ此の心掛けは誠に美しいも
み
Ｃｅ
◎と
う皇
今やう
・うし
しか
んご上あらゆる〃一うきうゆうわ
親切な家主み・・見
・
誉
ぅ
砧
てく
く
︒し
そてし
みが
つ東江
束糾釧ので溌蕊誕鴇殉翻載融和はぁ
見て
れれ
るる
︒そ
みて
つ江
京が
市釧

一九十三のそ談美一

ぴ

う

ぬ美談である︒これは東京市外小松川受け一
受︲
け一
一︲
︑一
然︑
も然晩
もの
晩食
の事
食の
事の
面面
倒倒
ままで
で見
見る
る

父らざやくゐに企めや︒①●●しんせつ

■〆幸い︽

しんせつ

さ
い含
含ん
んや﹄
Ｃ④
Ｏ韮
③や④
うぎ
へのえぎたとくしきつこうつうじゆんさもうと
さい
つ︑
やう
Ｃや
Ｏ③
こ韮
うや
へこ
のえ

工場
事に
場雁
には
雁れ
はて
れ︑
て生
︑新
生に
新幾
に分
幾齢
分裕
齢が
裕が枝及び蹄宅の際の児童の安全を固ると
の家族を抱へて︑咋正二月頃から恩は工事

妄西平︽

最近
近斯
斯く
く正
正一
一︑
︑東東
正俊︵ここ三女ふみ︵八つ︶山女︵かづ︶最
一一
のの
親親
子子
がが
上上
野野
群群
の の篇めに特に私設交通巡交を設けて︑登
じと
は亡
わい
・く
垂亡
いん
くよ
ぶゆ
んよ
かをくか上さく蛭んぐわつごろ勢もこ鼻Ｊこ
じ鼻
はＪわ
かい
つく
いかくつぶ
うゆうかうおよ会にくさいど︾﹄うあん心ん唾か

●ｃ

郷の誠之小単校では︑最近同校を長前
であ
ある
る︒
︒
町逆井五七煮豆屋中村喬松さん︵三五︶とと
いい
ふふ
親親
切切
ささで
そ
の
２③
し
●き
③⑤唯つめん︾↑うかう世訳ともつと
に肱こ︾﹄う陸んらてつ今人しょく
⑤
③
そ賀
のう
２と
しき
賀●
うと
其の後かづ︵三つ︶が死亡した時など川徐松氏が渡案して︑同校の生雅和最
は︑店子の同番地繊筋職淵正言町四︶其の後
か
づ
︵
三
つ
︶
が
死
亡
し
た
時
な
ど
ばよ
ん堂
たこ
んう
よ世
堂こ
つ皇︒●︑ちやうなん③⑮じ江んそそうし昼そ
一そ
ばう
んし
た会ん
わう世わかうつうがくかう隼へおｍ運︑ぼ
葬幽
式端
鰯僻
端り
僻な
りく
な世
く話
世を
話し
を︑
し︑も通行する単校前の大通りに︑児童の
が妻みつ江︵四ご長男東一︵一九︶次男もも
︑︑
其其
哩の
罪式

戸﹄うＯＧせうがくかうさいきん︾しうかうＪｌ〜ちゃう○

旧和
唾泉
和橋
泉病
橋院
病に
院入
に院入
祉智辛い世の中にな２Ｌ家主封借家旧唾
し院
てし
かて
らか
はら
︑は
後︑後る︒共存共柴の賞は筆がるといふ一
の
ち︑
いこ
︑ち
もた
ちも
しも
を
わ
にんめひにがらい︑ざるのこちい
ここ
︾
も︾
た
し
ぜ
わ
にさ
残れ
さた
れ小
たさ
小い
さ子
い供
子達
供の
達下
のの
下世
の話
世は
話はものである︒
人の間柄は︑さながら犬と猿のやうにに残
季いう
にらせ
うが
くか④
うかや
↑④︒
い
たぷつぎいも季いにらせうおが
く毎か
が
よ
○
到るところで物議ｒ縦してゐるが︑そおろ
か
ろ諺
か︑
毎
日日
小小
畢畢
校校
にに
通通ふ
ふ柾
柾俊
俊や
や︑
︑ふ
完童の篇めの私設交通
こＬ戸︑せりかい・い今へん
今た
へう
んた
めう
んめ準
んフ
準①
フ①
③③
①①
●●し
し↑
↑
み難
の曲
難曲
正一
一と
と東
東一
一が
が吐
れに引きかへ︑鼓に御紹介しやうと云みの
のの
面面
倒倒
やや
らら
︑︑正
巡査
圭やこあひじゃう封ご
よご
とと
ざざ
がが
でで
かか
ああ
ととか
かじ
じざ
ざい
いひ
ひき
含
ふのは︑これはまた親子の愛情も及ぱ事を
事探
キー
し探
にし
出に掛
出け
掛た
け後
た後
のの
家家
事事一
一切
切を
を引
引
かし
ばょ
んく
しょ
んフ
にみ
うみとう含ようしもほん在うがくかういうめい樫ん
ぴにんとう今やうしぐわいこまつがはうしかばしん
じく
めじ
んめ厚
東京市の模範小畢校として有名底本

くし
いづ
睦し
やん
うゐ
にゐ
ふゐ
を ち が ら よ 正 か い へ ね し た い し や く や に く い づ みに睦
ぴみや
うぴゐ
にんふ
んん

一

こさいし主︒じゃ︑う建
ざい

ぜんとががやたきいてんかい

帥識尋唾躍咋嘩鐸峠椿釧皿嘩蜘亜蝿一理識大垣の聖者唖軸唾鐸錨錨卦吹罪︾岐錘郵秘嘩燕権

③①①の︑︑︑︑めめ
いぷ曇や柔ゆ寺ひ一﹂匡
転・がらんかなら⑤③Ｏ謬些ぽ︾︑えいよせい
に産る荒木仲赦といふをきぢ
さん︑雨の瞳丸伊吹紬の雪弥雲洞毎韮参一稚江︑雌症鮒確必ず河村氏を訪れる程の築響と葺
いぼう

めたＬか噂﹃ろぴあごろさうばらかぎしつじつ昨ふかか煙もちこんじゃうかねもら

じつ排・罰

日も風の日もいかめしい制帽をキチッ漫たる花だ︑岐阜の大垣公園の一隅︑望︒
が切一手響っざくらえには
一く唯かしかの②④せゆん
シ
とかぶっていつもにと
ノ︑顔で路の樫の枝へ張りめぐらされた全
幌ん
幕斗︑
中併し河村氏は世間にありふれた宵業
全ん正かあかはた今
あ螺瞳た

直中にと
赤ヨ
城ふ
をゑ
あげたり︑青い旗をふつ津︑程い春幼掴を諮訟毒が御馳走を腹一家素質の資壁稼︑詮持根性麺金持塞誕
めせ

めさじじひる

はらおこだおｍ﹄が会︒しめい︾かつお挫が昼今﹄しひとノ．ｌなぐ

たり︑時には笛までピーッと鳴らし杯に猿ぺ毎の長閑叱撰を縦溺︑のん紗動垂斡つ衆︒除財を散ナるに歯って書謡
て︑汗だく１１で整理をしてゐる︒そと一日を興しく暮らす所謂ガード階惣骨董を漁るで仏なく︑逸楽にふけるで
ひんふん胆ん
いう匙
ぶつしんばつ
砂地て朝は叱醗唖ら八時灘涯︑謹聴士一の貧民の一割︑そしてたそがれにお土もない︑一言は
ば
生
れ
な
が
ら
の
沸
心の護
やゆのよううでまいが上かへ
いと
ろでもいはふか︑何な
んし掌
・時から
一時半まで︑寸分の油断もな産至叩腕一杯に抱へて蹄る︒これ健ま
母露
とか
てづ
貧しい
じ︾﹄うこうつうめん晋ん

し

た正

くゆ
︑か
兇し
並や
の嘘
通せ
行い
をり
安全にひつきりなし森行ばれる大如一市名物の一つ︑大垣市人々を慰めたい︑それが氏にとって只
．じぜん ︑わん砥うくわい

うろらよほさうししや

なぐ言

全だしんけんしごと
金．に行き交ふ車馬の墾全理
をやってゐると慈善槻棲命耳である︒一つの慰めでもあり又置剣
な仕事でも
仁そｇ●

そひと

た

つひや

ししぜいくわつしざいにい
いふのでナあ
る︒そして又其の荒木ぢいこの美はしい催しの創始者は︑そしあった︒そして氏の
私生活と私財の大
こぶこ﹄Ｌもすしねぜつ
これ今︑くり上もた弧んつ堂含ひとろうぶ毎ん
さんが︑頗る子供好きで親切であるとて之を凋力で多年綾けて来た人は︑老部分はただその篇めにのみ萱された︒
そばつゐ・心そ食①③①しらてんたうしゆい二おばが含
のくわんおうくわい
集いふのである︒此︿の溌案といひ︑共の捕岐幡屋質店の営王︑そして今は大煩一さきに述べ
た
槻
棲曾もその一つで
ひ
と
と
も
と
う
え
ししよくザ﹃ふせうかいじよじむゐん０●④●︑●
︑参一づひどん︑こ上ろつく
人といひ︑共にじ常
を得たことであつ市職業紹介所の一事務員河村長四郎氏あるが︑河村③
氏●の
貧しい人為への心霊
宮ううへこ上ろもら

動喚が寺し釣もてちゃうろう鐘③︒③たうしゆ諸僅ざい芯ん陰くせわにんもうごくかんきにら

たｒ

しとう
て︑これだけに児
童の上に心を川ひら其の人である︒しば口︿それだけではなかった︒市の
束
しんけういくしや

ようろうてつにうざう的つけいざいかいぜいかい①⑨●にんな

そ

れ
るといふことは︑直に教育者として大垣市俵町の老舗岐憎屋の営主︑大西南北に世話人を設け︑酷塞期六十日
も唾ん犀づかしめ
︑知りいたらが宮ざんかうこうやく延会ぎんざんかうとう︾﹄り
あて
全いにら心︒とＤ仁Ｉ
模範を自ら示すといふもので︑父兄達垣銀行の重役から積善銀行の頭取とな間はか
毎ん日
これ等の人堂にたどん二個こ宛
ばとみんしんあひこ﹄﹄もたく
宝らうつぼジやぽうおもむ
お
びを
お逢
くった︒だから其の
も初めて安心して愛らしい子供を託せり︑更に涯勃たる野望の趨くまＬに︑を贈っ
たく
︒た
足袋
ちかごろ
⑤●●④●●⑧②●●④●らともころこれらひと人︑めに上ね
るとい
ふものである︒近頃ともする大刀川勇次郎氏や大塚柴吉氏等と共に頃︑此等の入舎は﹁暖かく寝られるは
しうけうかけういくしやにらくさけ

と︑宗教家教育者の喧藩の叫ばれるも養老識道を創立し︑経済界に︑政界に岐澱屋︑日那の為かけだ﹂といって︑形けい
象たびにん
にんしさいはたらざか③④○③︑●上うこら全︲う

の②⑧じう号上はう
のあるとき︑これは叉美談である︒男子四十歳︑働き盛りの河村表四郎氏客でも誇張でもなく河村
氏の住居の方
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には心
足し
を⑪
向︒
け廷
て寝なかったといふ︒建嬢へ職の健屋を淳めた︒
倉曾く逢い⑪ゐゐんわ声
封く
しらなが

ぼつらく全をしわけ

る

とうのうだんくわう正かはだら

きけぜん齢樫が合しふんふも

通んだ⑱①⑨

Ｌようごみひ胆労ぽせいちゃうと鯵足が全し僕

を退いた︒商業肇校へ通は注てゐた長此の間に大きた成長を遂げて大飼市保
こじいふ
蒔兵ようくわいせつ肺つ
なん骨ようと③③④①②はうこう涯
男は京都の大忠呉服店に奉公に出し︑認協倉が設立された︒一︲此の事業だけ
もら
Ｃ⑪⑨
じ瀧ん馳侭さかしん巻舎雪く彰呑なあいじ
次男は大阪の親戚に透り︑幼き愛児三ほどうあって咽河村渦にやって貰感ね
︑①︑参ふいうたちけつ
にんてびふさいめいらけんらたでんもみ
人の手を引いて美妻は愛知郷知多郡師ぱならぬ﹂と河村氏の奮女達は一決し

しの毛しょうゆふがくかうかよ

提供すると同時に︑文字通紙一枚も侍︒いつしか十年は経って河村氏によっ
全ろばにか
たい丸
裸となって︑悔み馴れた潅建謡て痔かれ鑑かけれた蝉雌蕊の需淋は︑

てい分よう奪うしもじと鰹ｂうみ食いも

て溌瀧した島申騨愈と た蝉このた︒そして前より嫌大に河柵氏の鶴し
くわんがうくわい釘こ芯こ人にら鮫父つｒ
ご世らそこし唾庇③①︑
一語か腹の底から絞り出した河村氏はた槻樫曾は行はれた︒今日も猶緩い
ぞんざい室んさいごぜんそくざ
全財産霞ｌ最後の一鶴までも帥座にて膳る．

つようかくこ含んひん曾そうあらモ
晋寺どん言んかうてう
される︒かくして硫善銀行は一朝にし弧く打った︒各戸は金品の寄贈を手つ
全へぜいにい︑④●のこ

てゐる︒危い﹂と忽ちにして取付けをなと﹂の叫びが灸大垣市民の耳タブと

あぶ版たら詮とｈつ

大正二年養老繊道株式禽祇は華だしてこの汗と貧苦の生活が十年綾いた︒
ぴんみんふぽ①事②ふさい話健
﹄うじ
がいつうし今み
く開通式を畢げた︒と同僻にうはさのかくして貧民の父母︑河村氏夫妻を大
くるかぃほうし全クジならはしせ雪が会●しうしなしか一沙ずゐヤブい
黒い影法師が︑街を村を走った︒﹁独飼一市は失った︒併し治水王と云はれた
識蛎杭は誇巷鍵迩に鍵を砿ぎ恋み恋ぎ釜燕浄韮恥畔竿の河仲か﹁癖椛を蝉す

たいしやう泡ん実うろうてつにうかぶし含くわいしゃ唾なん︑

つた︒つた︒東濃淡鍍の中でらも
働いた︒そし
ぜひんくをいくわつねんつ壁

あき

つた︒それでも足り厳い場合は金を贈誰勝琴遁具と衣類の箔干を夫妻の許に
さんたんいんく
ちんか
ってカヤを賃借りさせた︒また秋には還り届けた︒それから惨濃たる報苦の
全でざんかうとう宵う
かうろぱじ
わくいもら
イモを分けた︒暮には餅をくばった︒行路が始まる︒言のふ迄銀行の頭取が
たたきうぎじょさんさいがつきい炉一けふもみ雰舎ぱ歩う曲にててつ胆で
其の他葬儀から助産まで一切合切の世今日け師崎の演で埋立の手仰ひに出海
わ●の⑧じぶんひとりちから役わ定君一やて没つくる
話を河村氏は自分一人の力でやって廻名古屋では手を演黒にしてタドンを造

になれば質流総カヤ些潅刑叫懇認珪馳索患蕊﹂塁鍵蝿垂調は準か

I

ぜぴ罫へくず上奇学ぶいうだち

せついうじや﹂ううご①③のふ

た︒﹁是非師って呉れ﹂と勤める雷火達

の籾撰曾に十年振りで河村氏夫妻の懐

くわ幻芋つくわいいんぷ⑭の③ふさいぽつか

の切なる友怖に動かされて︑河村氏夫
きい︑ふたＬ奉哩が︽皇﹄しひとほろ
妻は再び大垣市の人となった︒その春

こゑな

守．がたむかひん〒かんだらこぶじ

もご

しい蕊を迎へた貧民達は﹂よう御無事

で戻りやした﹂といって蕊をあげて泣

訪嬢が余し瞳ご争上うくわい封埋が脅ししよくげふきうかいじよ

いた︒

大垣市保誕協曾と大垣市職業紹介所

しご迄い今一じじゐんぜん泡ん

しやくわいてき

の仕事に︑今抵一事務員として専念し
⑪①⑪雪

世いめいぜんぷひとさ埜一つか

のこ

い士

てゐる河村氏は︑一度はもう前含仙に
し
み
死んだ身だによって︑残されてゐる今

彰も

いつしん

心いじよううしな

の生命は全部人隊に使っていた壁きた

いと恩ふといふ決心︒

さくねんぢよがくかうで

あいそくにん

ぜい電やう

昨年女鯉校を川たばかりの愛嬢を失

い象

をＬせいくわつぜんせん注か

つたか︑愛息四人はそれぞれ成長し︑

全へたらぜいかう

今はいづれも雄蕊し泳識溌鋤認の中に
仁Ｌか
闘ってゐる︒﹁父は人機に迷惑をかけ

にんゆん

にらはやろ上かば琴とき全めいいく

た人間である︒どうか為輔達は成功し

誌ご池くふさいたんあいとたち

て︑一日も早く父に代って人様の迷惑

じ頚ん

を償って呉れ︐一夫妻が四人の愛兇迷を

いましこ之睦つ趣

たらひとざまめいわく

戒める言葉は常にこれである︒﹁自分

モうぎ艇

ろから死んで仏葬儀を出すことは友ら

し

達は入職に迷惑をかけてゐるものであ
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い﹂とひそかに這書がしてあるとい

なんてう琴か糸そへや王か
ふ︒何の訓・度︲もない簡素な部屋の中に
承つだんめよ含んしやかく心

ちうところかごぜん︒じごろ的んかしゆつくわ

此の訴賞と聞くや︑水際知事は其の

こしｒつ含哩んけやらじぞ

得す︑烏有に蹄するの止むなきに至り

牌に至る迄も一物注鳴搬出することと

し居宅難焼の厄に雁り︑財貨は勿論位

して深く敬意を表すべき友りとて︑常

郷軍人としては勿論炭く民衆の模範と

ば︑唯に賞揚措かざるのみ意らず︑荘

犠牲奉行の念厚く︑沈清勇敢なる行動

寺﹄︾﹄い僕うかう遇︐鋤上つ腸勺んらやく如うかんかう響う

たるに際し︑右巾告書を秘め鮒係書類

時直に感謝状を贈り︑其の顛末諾内閣

号哩主管︲︑ろゐしやうや〆︑が上ざいくわもゅっろんゐ

中の所︑五日午前四時頃隣家より拙火

は全部逸早く搬出して安全に措置し︑

に上申せる所︑一脚開統計局長よりも

兵切人ざやうろう・ユさいしんしずがたふ今ん

恥に夕に燈明をあげて︑此の位牌の前

喝墜やフとうみやうこゐはい企へ
いづなみ仁ぬぐ

封く岩とこ上ろしんαとけこ上ろかみこＬみ

ろ︒此の如き心ぞ直に桃の心︑帥の心

といふべきか︒

えういう含やいた

きいふざしんこくしよはじくわんけいしよる心

ぜんぶいつ唾や強蛇しめつみんぜんそら

しよてい含昨んよくかごれそんらやうていしゆつ

こ号舎ふ瞳めひさいはひじうぽい

ごくじしつかう世坤ひりょう全んそく

じこぎいくわしやう・︾つよそんがい全つた

いた

錘に於て村長は︑之は単に本人の面

こ上おいそんらやうこれに︐ル匡品にんめん

︸︶フヱ

らやうかんしやじゃう￥ん扱いかさぬくみそ

かんし︽唾じゃうこう︑ふさらとう今やうとうけい骨ようくわい

じゃうしんところなしかくとうけい奇よくＧかやう

じた恵らかんしやじゃ・フ弱くそてん全つないかく

ふか炉ういへうたう

言うぐんじんも︒ワろんひろ墨んしうもぱん

た堂しやうよう主青い

所定の期限たる翌五日之を村長に提出

感謝歌を交付し︑更に東京統計協曾

圃勢調査美談

ｈんとう劫い

て︑慨帯三十二人口百九十三を蝋へた

ても最璃交通不便なろ僻遠の部落にし

殊に同人の措任調査唾は︑村内に於

天長の佳節に︑同村小畢校に於の蛎統

省綱とし︑其の功果の及ぶ所大なるも
ぜうわねんぐわつにら
のありとして︑昭和六年四月二十九日

目のみならず︑村民↓全船の生ける教化

直ぐそんみんザゐたいいけうくわ

ろが︑調森表は勿論申告書は何れも冊

計課長臨席村民二百除名列席のもとに

こと︾︐うじんたんに・んてう淫くそん匙い封い

念頭に置かざりしと言ふ︒

島挨際能義郡井尻村大字須山禰富案

然する所無く完備せろものなりき︒之

盛なる徳薙表彰式溌畢行せり︒

含員山田義資

只吉氏は︑現に杵郷軍人として井尻村

偏に譜か責務の重大なるを自負して能

悪んくわいひやうごゐんちゐ〃ぜうわ

泡んこぐきいてうさしつかうあ大えらてう

分曾の評議員の地位にあるが︑昭和五

たんたうてうさくないし．︽じう釣りしん

をたいじんこうかぞ

てうきへうも今︑ろんじんこ・鰻︑し字︷いづかん

琴｜んとこるなくわんびこれ

かい・与令︑ふ

ひとへ含み哩今むじ舎司にいとくわくよ

てうさしゆうしｈ

けつくわへいそしんらいみつ凸．ふとく底う

たか

きかんでんたつへうひやうしき今ようかう

Ｕいくわらやうりん琶李．そんみんよめいｎつぞき

てんらやうかきつ吾うそんぜう卸くかうおいけんとう

そこうくわ診よとこみ雁い

年園勢調奔の施行に常り︑選ばれて訓
考ゐんめいぐわつか皇でしんこくしよ
在員を命ぜられ︑十月四日迄に申告書

く調在の趣旨を理解し普及せしめたる
さりょうざら塞ぐかい主おうしんざ﹄っへ

いよりｒ

しれう

を捨嵩︑訓交歴内より蒐集して一雌審

結果にして︑平素信唯厚き君の徳望は
くわんりぃしよるゐ︾・もそんらやうていしいつ侭くわん

もつとこうつう・毎ぺんへ今えんぷらく

秀を了し︑更に翌五日今一肱群森の上

愈主局まれり︒

③③●げんざい︸﹂うぐんじんゐじのむら

開係書類と共に村長に提出すべく保僧

しきねけんのぎぐんゐじ砂むら鈴僅めざすや↑柔ｃ①⑨

はいいだ全でもつ瞳んじゆつ

し︑此の危急の場合幸にも璽大なる

長は︑感謝舷に銀盃三範一組を添へて

う

に勤行する老夫妻の虞謹な姿に附近の

倒務執行の責務を了したるを猫足すと

交付辻らる上に至れり︒

も沸痩だけは目につく︑﹁預金者各位﹂
診隠みばいめんら
と書いた大きな位牌が安置してある︒

ものは何れも涙を拭ふといふのであ

て︑自己の財貨焼失に依る損害は全く
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測逝く︲春

二幕︶その二

井手蕉雨

詮い過んうか野ゑつ毎曾フとや全くす肋や

とや生くすりや

みんなじゃうぶ膏よ

住助︒え上︑毎年伺ひます越中富山の薬屋でございますが⁝⁝︒

て

勘湾︒なんだ︑宮山ハ薬屋さんかい︑あいにくうちじゃア皆丈夫で︑去
弧んいふ今 ︑ろ
ゐづが

鉛もがへ舎な

てう替

全へ今よれん

年おいと行った袋もそのま上手がつかｐえでおいてあるよ︑頂りものをし

も

く低

じつきく処んこのへん全わ

てゐると恩ふと却つ一︲﹄気に成っていけねえから︑丁度い上︑お前さん去年

のを持ってけエって下せエ・
心とこかう堂い

こののら

週が全をし

佐助・さようでございますか︒イミ富は昨年まで此遥を廻つてをり垂
きくいん

︑︑︑︑

わたくしことレ

した男と︑交替になりましたので︑此後どうぞよろしく願ひ巾します︒

ひとふくみあ龍ら

ナアニ︑昨年のはそのま上でてうだいしてかへりますが︑私は今年はじ

ゆ

めて堂ございますから一袋だけ為新しいのをおいてまゐります︒

じゃ孝

勘藩︒おいｊＩモウそりやおいて行かねえでもい八つてことょ︑ソレと

うけとく腫
今よ値ん定か
れが夫年のだ︑内をしらべて受取って下せエ︒

ぱしし

く雁

佐助︒イエ︑ソレはソレコレはコレでございます︑マア︑どうぞお邪躍
くナリそ雁

︑︑︑︑︑

ごかてい

ふめん

さまでもソコラの柱へでもおかけなすっておいて下さいまし︑イ一一モウお

薬の肺へのないのと︑おかみさんのゐない．御家庭は︑厳んだか不安なもの

４

でござい表すからね︒
あて砧︑︑︑︑

︑︑︑︑

含

︑︑

６勘霞︒おい︐／１１︑富こすシちやアいけねえ︑うちにか比
︑

アはゐねえンだよ︒

く膳

︑︑︑

含

佐助︒アシ︑これはどうもしくじりましたお索にさへな
いで下さい宝し︒へ上上上︒

勘雷︒ナアニ︑きのふやけふのやもめぢやア急え︑素に

こと

もなんにもかけはしねえさ︒ばＡｋＬｏシカシなんだね︑
迩んねんぢうしよこく
全へが詫

ずゐぶん

おやか潅

逝お前さん方も︑さうして年ヶ年中諸園をまはってゐなさる
こと

郷﹀んみや

ＩＩな事がございますよ︒親方藍

から︑随分おもしろい郭もあんなさるだらうね︒

佐助・それはもういろ

渥崖こ県んで

くア︑一ぷくさせていた堂きます︒

みう

勘頭︒い上とも︑ソレ煙草盆ょ︑出がらしだが番茶もあ

春るぜ︒
おやかたてうこぐ

︑︑︑︑

佐助︒ありがとうございます︒お見受けいたしますと︑

鯵ヤかたご存うしょくさやうとしこ

かしうか症ぎわ●●
やだし匙わ
まで私の廻りでございました加州の金津に︑源講さんとい

わかかに

ｈつほ︑︑

ふ︑親方と御同職の︑左様サ︑お年は三十と越したはかり

とくいさ生

の︑マダ治い方でござい堂すが︑友んでも立派なうでのお
かに

ひ客

な

方ださうでいＡお得意様がございましたよ︒

③︑ｅ

勘露︒ぼう︑そんな人がゐたかね︑何んとかいったね︑

①︒ｃ④②

源⁝・・・源霜とかいったね︒

たに

佐助︒ヘェ︑佐盈木源錆といひましてね︒
●●の●①●●●●
の⑨③︒︒
勘雷︒佐廷木源霜だって？⁝⁝佐盈木︑佐為木源二郎：．
③②①①○︒

診やかにとそんかた

⁝佐︑佐を木源請・⁝・ラーム︒

しひぎ

佐助︒親方御存じの方でございますか︒

一﹄

ふうそとこ

勘震︒え︑い上や知らない人だがね︒⁝⁝何かい︑三十

を越したばかりで．⁝・・・そしてどんな瓜な男だったね︒
いろあ唆しろ雪ゆゆこ
︑︑こ

やくしやしうＵ

かた

佐助◎ヘエ︑せいの小づくりナ︑色の青白い︑眉毛の濃

もつとやくしや

このごろはや・やくしや

い︑まアどつちかといへぱ︑役者衆にでも向きさう左方で

●①さ

こゑしにい

⁝⁝尤も役者といつたって︑此頃流行るラヂオ役者ぢやご

しよく

親方は彫刻をなさるんでございますね︒ヘエ︑けつこうな

全へ

前です︑キリッとしてね︒

一﹄

いる

青白いｌ眉毛の濃い⁝：佐燕木︑佐套木源斎︑：⁝う１

み奴じろ全ゆゆこ︑④●①●●●︑●

勘譜︒ブーム︑三十を越したばかりの︑小づくりで色の

﹄﹄

ンですからね︑源粛さんは無うぢやあり壷せんや︑い上男

ぞとこ

ざいませんよ︑ありア藍次第でソッポなんかどうでもい入
ねんぢうこ謹

お職でございますなア︒

﹄やう律い

勘頚︒イヤモウ︑年中木シ端と一シしょにくすぶってゐ
る︑パッとしねエ商賓さ︒
ずえ人︑

佐助︒イェ／︑さうどころぢやございません︑未だに
しごと
ぎくれ幻
こぐほうた
は画賓にでも域らうといふお仕事で⁝；・︒さういへば昨年

逝
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ム︒
こ上ら

佐助︒お心あたりで咽ございますので・・・⁝？

わたしなにい

ぺつ

勘露︒イヤ別に⁝⁝Ｊ
③ｇ

く

佐助︒私どもにはよくはわかりませんが︑をんでも有名
︑︑

な刻索のながれを汲んでゐるらしいといふことでナカーノ︑︑
④⑤ししやうたがく

蔵うでださうでございますよ︒

にようぽ

毛ん

勘驚︒と︑と︑刻粛師匠の流れを汲む．⁝：︒そ︑そ︑そ
して︒︑女房はあったかね︒

曇いれんくナリぶくろひと

佐助９ヱ︑おかみさん？さアおかみさんはどうか存じ
ませんが︑毎↓年梁袋は一つづふおいてまゐりますよ賭へ
︲里︲ＬＬ・ＬＯ

ぢや．うにんのにようぽをんなゐ
勘露︒いや︑冗談除け︑女房．：⁝らしい女は居なかなた
︾としうへし
かね︑上ヨットすると年上かも知れねえが・・・⁝︒

ちょっと

︵と︑勘婿は何か恩ひ倣ったらしく０ヤ︑あせりぎみに問
〆ふ時︐戸外より蕊喪リ同伴悔蔵のぞきこみ︶
ゐ

ろ含

●●

︑こちら︑︑︑︑

おゃかたしらいれん

佐助︒ァ︑常減さん︑わたしもシ上此方でしやぺりこん

妬が

●●

で居て︑菊をもませてすまなかったい︒では親方また来年

で︐

全

い全

あがりますからどうぞよろしく願ひます︑さア富蔵さん︑

一つしよに出かけ妻せう︒

③⑭淀ようほ

勘霜︒アシ︑ちよやちょっと待っておくれ︑今の︑そ︑

おいか声

にようぽくすりぷ／︑ろがた会う

その源粛の女房のことだが⁝．：︒﹄︲

たくさん

佐助︒親方！さつきの﹁女房と薬袋﹂の仇討ちでござ

Ｐ︑雁

いますか︑イエ︑もう浬山でござい蚤すよｃへ上上上上︒

全

．△と︑二人は委細かまはす︑・さッさと行って了ふ︒

ではごめん下さいまし︒

い

勘雷︒おい︐ｒｌ︑まア待ち心えシたら⁝・・・︑ぽい︑もう

やうす号み

●●いへで

︾﹄

行ってしまったのい︑オ︑︑さうだ︑もう一度よびもどし

てくわしく様子を聞いて兄やう︒

ぺつ・

△と．立かけて又︑急に考へ︒
︒●⑨

勘頭︒いや︑そんなはずはねえ︑よしその源粛が家出を

ゐ

す

っをうたがって居るのかなア︒ど

エッ︑口ではきれいにいってゐても︑ヤッパリおれアあい

くら

そんな女ぢやねえ︒けれども︑世間の噂のやうに⁝⁝︒チ

ぜけんうわ言

した源二にしても︑おくめば別だ︑一つしよに栖んでゐる

⑧①

うらてま害．すがだふ

今間は︑よいお天気で：⁝．︒﹄

あんね

富燕︒ァ︑佐助さん︑と上に居なすったのかね︑一︾寸あ

おも・し人患いにんなざま

わけばねえ︑だがもしや⁝⁝イヤデちがふノＹ︑おぐめは
︑︑︑︑

との家で手間取れたもんだから︑おまへさんの毒が見え
ず︑︾はぐれたのかと思って心配し毒したよ︒コレは日一那様

こんに・ってん含

勘雷︒．・・・⁝．︵無言で考へてゐろ︺
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△卜０勘斎は自らを呪はしくさへ思ふ態︒無心の小食は主
人の心も知らぬげに︑又ものどかに噸ろ︒

み上かんがかんがなに江︑︑︑

勘震︒鳴呼︑湾へれば老へるぼど︑何が伽んだかさシぱ

︑わし全たびたびかＡが危僅せっかくぽ

しく亦合ふ大蛇を全揚げて︑鵬に破却し去らんとする︒

△ト︑突如として岡ふ︒おかとば共の不意に驚きながらＬ

みよ．え上︑逢ひ度いわ︑わたし︑夢にでも︑タッター

熱心に︒

め 勧あ
めそ
たゆ小ひと

こ上ろふかよしめ

目でい且から︑語シ母さんに逢ひ度いわ・︵ト︑泣く︶

勘震︒さうか︵ト︑心深くう旗づいて︶好美シ逢はせにや

る︒それシ・

△ト︑大陀走抜出し︑やにはにおみょを件んの鯉一昔像の傍

へ突遼ろ︒

う

勘雷︒おシ母アだ！
みよ・え奥ッ？

か

い念しやうぢき守

△卜︑これにておみょシ︑力ｊ︑と立寄リジッ．と耐て︒

くわんおんさ全が父み

此時︑以前の奴お〃よ何心なく蹄シ︐て来て︑此の鵠を兇

勘認︒そ︑その観言様の卸逓ょウく見るがいＬＩ

島﹄Ｏ

みよ・あシ︑おシ母さん！

△ト︑伽像に細り泣く︒

勘蜜︒おみよッ︒わしは今正直なことをいって聞かせ
盈んめひにじ毎九じぷんこ上ろみざじ
一﹄

る︒此の十三年の間といふもの︑白分で自分の心を欺い

かてい茜よ乙ばら江が
って木像走破さうとし︑叉思ひ皿してダチノーとたぢ

て︑おシ母アは貞女だといって居たが︑ヤシ︒ハリ吐ン裡ぢ

↓か一壱や﹄

だ！でも︑一生懸命に疑ふまいと苦辛をした︑此間遮か

・や

やアうたぐってゐたンだ︑・おくめの操をうたぐってゐたン
しやうけんめいうたがくしんこのめか庭にわ

に恩ひ立って諺その瀕一音像を刻りかけたのはナ︑亜く此お

おもたくわんおんごっ区全つだこの

みよ・え？

てあえかめて

勘蜜﹄手前おシ母アに逢ひ度ェかッ︒

勘雷︒おみよ！

ろぎ︒

△ト︑勘碕は伽像と娘の顔左見比べて悲揃の磯︑叉思ひ切

勘蜜︒お上︑おみよか︒

みよ・お父シさん！を︑なにをするんですッ︒
と

ろとびっくりし︑あわ大萱しく掛寄って其の手に取りつ

立派に出来上ったばかりし漣昔像に一瞥をくれるとひと

△卜︑奮然として立上り手荒く細工場の戸を明けて︑今や

む上︑いシその腐れ叩き破ってしまヘッ︒

くぎ仁上わ

上げたばかりのアノ俵だか︑ヤッパリ恩へぱ迷ひの秤だ︑

判からなくなって了ふ︒百度千度老へ直して︑折角羽り
りりめ
一ずつ錘も全よ︲たれ

凸も

春

壷も︽ん︾﹄で

そこＬろざしむか・︑て

︲︒︲一﹂しやうい＠

まへふくろな

れを思って︑逓土に川たものならば︑あいつの後生も而つ
きび

いくぶんすぐ

てやり典の志に酬い度ェし︑おみよ！お前のお袋の無
︑

い洲しきを︑幾分でも救ってやり度し︑⁝⁝わ︑わしのか
︑︑ざ・フうづ全しっとこ上ろ

ざいしゃう逆うめつだゆくへしたびで

か樫

らだ中を渦きまはる嫉妬の心を︑おさへつけノーて︑わし

ふろ

の罪障消滅の篇めに︑行方も知れねえ族に出たおくめの顔

うつのこい︑︑︑や
に代
弓 いこゆんたう
たヒドい
唯

争〃︐︑に亨リ

プ教

つ砂〆︑レ

をし

嚢す
し伊

た非
・諾

･
l
i
I
：
命

si

人・円

I
l
l
)

嫌

の 一

feIf

めで

．ア→

グや

Ｉ

一し︑其外種・ぞなる博読がありますが︑此の松木先生

の御説に因って私も諾榔二尊が仙界人類の始岨であ

三大主義

張致す考であります︒

一日本帝幽は世界の瓶図也

一誇再二尊は世界人類の始組也

一日本の皇室は仙界の宗家也

ｉＪ

︲ＩＩｆ〜〜Ｉ

イで﹄

に左の通り三大主義を定めて私の命のあらん限り主一

り我幽の御皇室が世界の宗家であると信じます︒故

の診、

をその壷上席し一Ｌ︑通して行ったかきおきと︑つかひ杓し

受ま

二人だとも申し叉︑猿
の稗化したるものだとも小
︑；︲﹃１ｊ●︲

イの

＝
＝

、

ムと

た菰楊の櫛を ︑しっかりと胎内に軍めて︑おくめが現淵二
世めんらくいの だ今．ざ
仙の安楽を祇ろ馬めに刻んだのだ︒
△勘獅の盤苦は血を吐くやう︒ おみよば身をふるばして伽

力

おシ母さんですノく︑︒

像に稗と 坂細りｕ

よ

紛として散りか坐る︒
︵幕×完︶

△トーきめ人︲〜と泣き入る︒一としきり風の昔．落花が績

１１７

、 〆 ､ 一 一 一 、 ヘ ー シ ー

ー へ 一一

へ 〜 一 一

、

はあ

／

〃︑

み

＝

−

一
−〜
へ

一

一 ヘ ー ー ヘ ー ー ー一

逝

赤
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翠泉

きいら＆わか念に泡んめい上

見
こ全ばな腫

江

含々じよもの・あつま

も︑聾を放って泣く︒

ふたり幻と・フと江

正ん守雪く

る⑨⑧●は少

われいのらナはＬおやみ生

し的ろゐかみなめつ室

いめいｊ︲１くやの

の年へ鈴く

恥杢

①＄︒くら︵今一たいそう﹂んせつ

よばたら陰うこうにんつかわりよ

のうかひとしっぽくもの

い︒それで金次郎を引取らうと斯う云ふ腹︒ところが農家の人は質撲で︑軌

③○③ひぎとかい瞳＆

蔵やうだが︑金次郎はモウ十六で能く働くから︑奉公人を使ふよりも割が宜

⑲ｅ＠

ら︑どうかしやうから︑それ壷で私が．：：﹂と漉兵術が口切りで︑大層親切

わし

て貰ふととにし︑金次郎が大きくなって此の一町の家がやれるやうに成った

ち︑友吉は川窪へ︸：⁝川窪へは末の富次郎も行って居るから︑一緒に預かつ
もら
＠の⑨釣陰
こけんうち

は出来ない︒すると寓兵術と云ふ伯父さんが︑﹁金次郎だけは私が預かるか

で含
◎②①い封ぢ
①②⑧わしめづ
︒ｃかはくぼかぱくぽずえ︒⑨③いふる
しよあっ

ゆ

が︑さて金次郎は十六歳︑友吉は幼年︑此の上からは二人でやって行くこと

︒●︒さいｅ●えうれんこうへふたり

力避落してポンャリして居る金次郎を励ます︒それより野遥の透りをした

ちから訂と

﹁誠に不仕合なことで︑何とも気の毒である﹂と言って︑銘持悔みを述べ︑

全ことふしあはせ

そこで︑近所の者も集り︑それ卜︑知らせましたので︑親瀬一家怯集り︑

し

母に別れることに成ったか︑二人の弟が無ければ︑我も命を棄てて母親の跡
したゆ
丞さ
法さけ釣とうと①●あにもろ
溌慕ひ行くべきもの通︑傭けなきことなりと泣き叫ぶ︒ 弟の友吉も兄諸と

ば上わと

・さすがの金次郎も︑如何なれば十四歳にして父に別れ︑叉三年目にして今

●●●﹂いか

小

蛎談数耀二宮金次郎㈲

Ｌｆ０１

川

、

里わか桧らレい
もら

い

江か唯くぼ①⑨①

が能く分らず︑そんな腹とは知らぬから﹁それではさう云ふ

⑨●③ともの︒↑乃づこ＠①いのら

ことにして貰はう﹂と云ふことに成り︑そこで川窪の多兵術
が富次郎と共に友吉を預かる︒︵此の友吉と云ふのは︑後に
●⑨④④④
雪ざ
三郎左術川となるので御座いま−︐︶

か

⑦ｅ①またんこう↑っしかずいい

ものなそ

それから金次郎は先づ一旦此の家を鎮め︑家財と云って
も︑ろくな物は無いから︑共のまＬにして︑一家ちり人︑に

いふこう︒じつ③︒●みとなさこめ小に
秒やこにムー里モけびりたひつつ窪ひおく

なると云ふ不幸︑宮に金裁鄭の身に取ると怖けをい︑此の間
わ赤みひに喰晶うし芯池とうと．︽たりそがぺつしよ暇らめづ

主で親子川人で細き煙なれども立てて︑陸室しく月日を送り

④正ぱ矩

︑むしろお

●

︑ふろ

だ﹂：⁝・﹁金や︑純を絢匡；・苧．．﹁金や︑蹄を織れ﹂・⁝．．﹁金や︑︲

ばたけう詮こ
◎たくざと
︒だき底どこ
に

⑨●○そ

畑を鋤って来と・・⁝・﹁金や︑町の草を取れ﹂・⁝．．﹁金や︑風呂

上おつかあざくらうちよういひつよるくら

を燃け﹂⁝⁝﹁金や︑薪遊探って来い⁝⁝イヤハャ金次郎を其

億にら

のやうに能く追ひ使ふ︒朝は暗い中から川を言付けて︑夜暗

①⑧①毛

か隆はた心に今睦と全一ゐ

くなるまで︑ヒッキリなしに働かせる︒

かへとらう学哩﹄差一にいがく虫

金次郎は其れでもイヤな面もせずに似き︑薪を探りに参る

とちうた二句好途

める

途中︑薪を脊負って錦る途中︑大きな蕊で大票を誼みながら

いつかじん腫れはいっこくじんにおこるいつかじやう正いばいっこくい︶やうに笠ころいち随んにん比い腫れ律

歩く︒

わか

し

︒●①＠ところ

つひじみし④

︒︑いシ

いめだなつ

きちが

じらし

されるＯＬ雷：︒：．．！！︲・︲・Ｉ毎．

害て

毛のの
る印
しのが
や．
うとほ
鰯雲﹂と琴ふ誕鋳をとり︑共
後ら
がど
﹁キ
金ね
さひ
ん﹂
評ん
判

前には土手に昇って土手の模様逆見て歩くとこ琴つから﹁土手

全へ︾一でのぽ嘗てもやうみある

云ふので︑途に﹁午印の金さん﹂と云ふ評鏡が附きました︒

い

ら︑少しは気も鍵になるだらうサ﹂⁝⁝﹁ありやあキ印だ﹂と

ずこ含へん

なったネ﹂﹁イヤ寓兵術どんの所で︑あんまり使え回すだか

つけまわ

秀へん
ヱ﹂﹁ありやァおふくろどんが死んでから︑ちシと気が愛に

る︒何を言って居るんだか分らねえ︑ありやア気速えだ心

正にいる

に在る者は﹁ソラ︑金さんが叉大きな暁で何か吹鳴って来

と識んで来る︒大きな蕊で繰返しＪ１談んで来るからへ畑
ろもの
●全た診賎こ念たに幸殿く

ょく釣り︽こゑくりがへ突くに生﹄け

いっこくらんなたずその含かくのごどしこれぞいらいんこといちにんくにぞさにＵとい︑毎

一家仁一図興し仁︒一家謡一団興し談︒一人食戻一

しに︑岬かの間に母を失ひ︑弟勇人は曾我別朋村へ預けられ

わモうれう・うふうらず豹ぢ⑧①②

画作し乱心其機如レ此︒此謂二一言債し事一人定一団ｏ

我れは細領攻れど︑生れた家にも仕め這いで︑伯父寓兵術の

うちやしだ﹂たんいふこうみうへわし

さいいじゃう・だとへ．恥暖うしだい

家に養はれる︒あ上何と云ふ不幸左身の上か︑せめて私遊一

十歳以上であったなら︑恨令父母を失ひたりとは云へども︑

おとうと．ふだりてもと釣そにで奇肱ん

弟二人を手許に世いて︑育てることも出来ように︑何とせん

云ふ代物コハ日知ら余﹂取るもの康ら石仰の胸座でも取る︑

②害て吾罰しんくわえ今で

に行つ一Ｌ難い﹂・⁝．．﹁金や︑土手の普諸だから謀役に出るん

い

出すもの産ら舌を肌すのもイヤだと云ふのである︒﹁金や使

にしだに︲い●つかひ

いしろものが・しといし壁とじＵにぐら竺

あんぽ﹂で一︲准婿﹂で﹁あかにし﹂で︑撰んだら放さないと

こ︑フ都つ．つか・ぱた・

此の伯父寓兵補と云ふのは大愛な人物﹁けち﹂で其の上﹁し

こおご○⑪●いたいへんじん︾ぶつそうへ

る︒

方なくばかり︒己むなく伯父蔑兵術の跡で世話になって居

かたやむぢ①②④ところせわゐ
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らひｃ①③どこうこめってつき
がと農わ全わ

つ

ざやうぱい．がく

なん

つ法にゐ

こ煙かやら・ソて肱らひ

なにみ

おぢござ

肱

③

の②●て江らずご
たれそことらしぴ
すると︑金次郎が手習をして居ます︒﹁誰だ︑其虚に耀火

弓す含ばり

或る時︑翼兵備の所で米を鍔く︒手掲でヅシリノーッと揚

を熟けて何をして居る？．︲二伯父さんで御座えますか営金ぢ

軍○

て唾ら

ぎながら︑臼の間園をグルリと一回り向ろと︑一行づつ大翠

やアねえか﹂﹁ハイ﹂﹁何をして居るんだ？︲二手習ひをして

世うじ凡かん寺よしてふぜ人をたすいたらざ一・ところ江しくんしぞ﹃雀Ｌしかうしてのちにめん嵯んとして

よ

を誠む︒

居ます﹂一︲何だと？此の馬鹿野郎め︑手智なんどして何に

ぺんいめに芯つ

曾ざ生く

もの

で香

．訂も含

うろひ奇とや．した封や

てめへ全にん王へ

小人間届罵二不審一︒無し所し不し全︒見二謂子一而后隙燃焼二共

するんだ︒それどころぢやアねえ︒汝なんどば未だ一人前の

ひとみ

翼．うすしうゐ

そのふぜんを彰玖うてそのぜんをらちはす

不善一而薪二其蕃一︒

働きも川来やしねえ轡おれの家で引収って養って置いて遥る

雀たざやうよ

君生我だれ

よるめぶ心つかじ罫んかつてて江らひ

此にらで会

を読んでは︑臼の間園をグルリと一回り固って︑さうして

のに⁝⁝︑貴徴一人でどのくれえ物がか比ると恩ふんだ︒貴

全わ全わ

叉一行積む︒それを人が見て︑﹁グルリー逓︲一と云ふ諦読を附

桜が鋤えたくれえぢやア貴様が食ふととは出来ねえんだ︒そ

②●＠秒とう全睦いじんけんじんみちしずしやう

合客傘ひとり

けました︒

正んいこＬろえちがやつ

全ぬけやらう会さま動や

れだのに夜︑洲を巽って︑自分勝手に平智なんどをしやが

こよおわいかくや

金次郎は︑人と牛れて聖人賢人の道も知らずに過ぎ︑一生

系︑何と云ふ心得達えの奴だらう？間抜野郎め︑貴様雄親
琶当ふくろいくぢな
ぜん毛つ龍でんら能に

にいよか鑑んでき

も

い

無くなして仕舞やアがって︑人に迷惑をサンノｒ︑掛けて逝き

器み

愚かなもので此の世を終るのは如何にも口淵しい︒それにし
ても第一︑識み書きが十分に出来なければ可けないと云ふこ
たこ上ろござ
やぷん④つｃいへらの砥
とが絶えず心に御座いますので︑夜分︑寓兵術の家の新が裳

ながら︑共の上ならず油溌斐って︑皐問をするノ︑手智をす

ともしびって芯ら︒い仁

むらより鋤ひ

い

の

きけで

し全

ひとあいわく

そうへあぷらつかがくもん

ぼんたうｈようけんちがやつ

い王じぷ人と

かお

てならび

ところひ言とや

しに

とｈひｒ

友かつたら︑貴様たんざァ今時分疾うに︑くたばって仕舞ふ
たれ毒かゆこんにらいのら勺迅ろ幸も
んだ︒誰の御蔭で今日︑命を梁えで居ると恩ふんだ︒やめち

念客ま

るノって︑本営に了簡迷えた奴だ︒おれの〃で引収って通ら

ぽ

父や母親が意気地が無えから︑先肌から仰はった川地も何も

静まった頃ぼひ︑そシと燈を瓢けて手智を致しました︒

めよる労言ｃ●②︑巽江か毒

しづころ

江

かい

て

すると或る夜︑伯父の蔑兵術か︑いつも夜半に起きたこと
上りあひむらにふひさけ

は無いのだが︑村に寄合があって行ったところが酒が出た︒

い

寄合村入費の酒だから︑斯う云ふときにウント飲まうと︑手
せん会んしいりう蟹ふとこいたさけ琴いつ

砲やつい
ふ︽・けし詮ねね

まへ︑や脇ちきへ︑とんで心無え奴だ﹂と言ひ底がら︑瞭火

ね夢こ王か６ぐ

斗れら嫌

て︑溢れる涙を袖に拭ひ︑翌朝早く起きて︑ア︑我等ほど不

め・邸↑Ｌみにそでぬぐよくてふ唾や謬

言はれて金次郎︑何と答へもなくばかり︒浪床の中に潜つ

いＧ⑮◎涯んこた

錐禁止と云ふ流義︑懐ろの痛まない橘︑機逸すべからすと云

昼宇つ

のたいそうよがへ書の雲かは
力ほい
や咳ん

姥吹消して仕舞ひ﹁臥ろ！・臥ろ！﹂
い

ふので︑ウンと飲み︑大層僻２﹂飾って来て︑咽喉が乾いた
からと云ふので︑水をガプｊ︑飲んで痕入ったので︑夜牛に
こようお

小使に起きました︒

●⑤①

こ
うもの上晶虞うし芯いへわおとうとたす君ら韮芯は距毛な陸弓ら
幸た者は世にあるまじ︑父母と失ひ︑家に在りて弟を助けての起きて居る間に紬を絢へ︑さうすりやア其の紐をおれの家
腫たらで客封謬いへわ︲し江ひ彰・︑つか

で使ふから﹂
働くことも川来 ず︑伯父の家に養はれて日を送るといへど︑
ふそでんい
てな︒ｂびかくもんひ拳なこ札わ孝一↓一ひと

輩苦いかこうじ心

かは住廃ふ

てならひ

ま江

とり畦

手習畢問をする暇も無く︑之を緋へざれば人となりて父岨惇一三皿はれるので︑金次郎貝イ︑ハイ︲一と言って︑それから
筆いばん︒④③●鞭へ版は距醤う鈍いころ
わじりよく︐もつあぶらが
ふいいへふに入鈴こか江
来の家を郷ぴ典すこと叶ふまじ︑我が日力を以一Ｌ油を頁ひ︑毎晩︑寓兵術の家の細を細ひ︑一同が縦入った頃ぼひに︑ソ
全睡

そ

幻患今力にあめゐひ紅全な

ら

おぢ②の③ものく

畢ぶときば伯父の怒りを蒙ることも有るまじとて︑川端の不−シと手習とする︒川も無く﹁コヶッコーウ︲一と鶏が鳴く︒
すしだくや生たき堂生ゆ
ようちな仁泡ま
用の地に菜種矛・播き蛍した︒程なく芽を出し︑雨に遇ひ︑日臥る剛が無いから︑唖ぐと支陛をして山に薪を探りに行き︑
⑧の⑭ていげうふしんやくでちからつく睦たち
あ仁上かう胆んｊｒ︑そ梶つぼみもこが処いろは方ざか
の温みを受け︑段々育って藷を持孝ｈ︑黄金色の花盛りとな或るときは猫匂川の堤防将諦の役に出て︑力を誌して似い
そちんせんないしと一︶ろ﹄↑とくわんくれん
ば芯らたんせいこうつと仁
り︑其のうちに花も散り︑丹粘の功祇んで一斗に足らざるとた︒其の賃銭を名主の所から纏めて一貫だの一貫五百だのと
もら

睡に埴たり
二ころの菜
械を穫ました︒貰ふことがある︒これば伯父の幽兵術の物花食ってするので

①

としと

め

そかねもらかへとｐゅうむら一一け
宮釜率恥︑燕に哨飛る唾堆して︑帳時雄の誌撚雌函斡屋垂画且︿僻︽いから︑其の金を貰って肺る︒淀中で村の後家さんに遇

次て継捗胃ひ︑祷猿︑僻鐸酔睡︿緋の桑の雑の礎識土︽つた錘ほひ隠居の身の上で︑若え粁に家を渡して寺参りをするんだずけ
こ れ

郵屋
線ら
ぱふ
さう
んへ
﹂伽
﹁膨
オも
ヤの
︑金
ヤゐ
︑年陛取ってネ︑
金徹の咋輝搾って雲り︑蓉を評りました︒それより油
にや
行い
つふ
ゐ︒
入﹁
念を虫
いさ
へん
わか
だヱ
て︑
らイ態

こづかひ舎もら

謬てら全心釦こづかひ

の

全へ

いおてら全ゐ

●

評窪潅いで蕊を班け微震から琴綴け墨賊達蝋蕊驚建悪霊輔蕊

ず

ならひ．
かり健かも
光
の外に洩れないやうにし︑さてう
して手剰をする︒斯
こん
謬なか
らをら
に掴
御銭
貰っちゃア洲まねえョ﹂﹁宜いョ︑御寺参り
これもら
め上おぢ①●③全仁幻こづかび

や含つ

ここ一夜は気が付かなかったが︑或る夜︑伯父の蔑丘︿術︑又の御小遺におしョ﹂﹁さうかヱ︑金さん︑それ全ぢ
やァ之を質
にそん江︲．芽つとこ

ゐ

うにら④︑くわんおん券今客人けい
曾
①いき
生や全
ｂ又ひ
つ黙けて︑やって居やがるつ・江毒明調み李や阪
気つ
が付
てざ
﹁金
︑に
貴と
様は
燈吟
火を
叡録の柵垂同様洋琴諸弛謹せう﹂又村内で夫と子

ぢ
に︑し
ぶをら
き来て
ら
ゐて居るのだを失って心細く暮しけ
ナ﹂わ
﹁伯
父わ
さん
私あ
が油
買か
って
てな
︑手
番ひ
をし
てふ
居に
る︒
者ｐ
の主
所や
に︽来
・て
ふ﹁
うを
らば
かさ
へん
よ﹂
う﹁オャ

︐１１金さんかヱ︑今日は一日御休かエー﹁家へ肺れば川をする

⑧

ゆろくになんきき念じ罫んか
Ｉす
い念ほぬしとこるいかへのがけ
・から︑どうぞ許して下せえ﹂﹁何だと︑貴様は自分で顕つたんだが︑今は名主さ妾の伽へ行って蹄途なんだ︒これで好き
正らなん
あぶらゆと・

そＧ

油だから許せと？そんなものを習って何にする？何にも遊擁でも舞って沖あがり一

浬︷へこれもら今︾くも
号さ念よる諺心
弧〃樺に壷ちはしねえ︑そんなに貴様は夜起きて居たければ︑其﹁金さん︑お前に之を貰っては気の毒だネ﹂﹁宜いョ﹂

r
f
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式園開園稚幼久永

永久幼稚園開園式

：記者

本曾献含教化畢院講師中央大畢教授
文肇士増子懐永氏は︑今度東京市外目
白長崎町一九一九の自宅なる隣地に︑

兼て計謹中なりし永久幼稚園を建築中
なりしが︑愈生共の竣工を見るに至っ

たので︑去る五月の一日に︑之が州蝋
式をぱ盛大に梁行された︒営日は徳川
本曾交長を葬初めとして︑日頃増子氏と

開係ある朝野の名士が多数出席せられ
て頗る盛曾であった︒

すら度々遵守出来なくて汗顔なことです

すから︑各自勘行しませう︒かく云ふ私で

迷惑なこと︑引いてば雑誌延刊となるので

行されぬことは編輯の局に鴬ろ方々の大獲

締切日の働行のことですが︑締切日の働

度々誌上で繰り返されることで．原稿

一一書員の壁

られた﹁永久﹂ではないのである︒即

ち︑﹁永﹂の字は︑増子氏の瓶父の名の

一宇であり︑﹁久﹂の字ば︑其の御親父

の名の一宇であって︑偶然にも此の成

語を産した課であるといふのである︒

故に此の名榊の由緒からして誠に幽し

いものであるといはねばならぬ︒而し

て鴬の増子氏は人も知る団文畢者であ

・り︑婦人問題に付ては叉頗る研究深く

締切は五日と毎月定まってゐ乍ら︑その日

になりハツと思ひ出し迭稿に取りか上るこ

が︑狩来は粘々致しませう︒皆さんにせ上

とでせう︒こんなことが何でもない様で仲

枇稀に見る温厚篤畢の人格者でめる︒

れることになったといふのは︑誠に慶

々励行が出来なかつ犬︑小事悲等閑にする

此の人に依って此の事業の経誉に富ら

賀の至りであって︑玉房は其の園名の

かに今より九十五年前に過ぎないとい

消印の五日で差支へ御座いません︒到着五

ならば五月︶の五日が締切ですが︑それは

御零れのことは毎月前月︵六月鋭の原稿

記者より

御答へ韮御願ひします︒︵居士窪風︶

印なればよろしいですか︒念の篤め誌上で

着が五日ですか︑亦はそれとも其の日の消

と云ふ類でせう︒お問れしますが︑貴含到

さて此の幼稚園の歴史を見るに︑西

と所らざるを得ない︒

上げなければならぬことがある︒抑も

紀千八百三十六年に始めて濁逸に於て

如く此の幼稚園の﹁永久﹂に柴えあれ

﹁永久﹂とは︑讃んで字の如く︑トコシ

之が創設を見たものであるといふ︒こ

さて此の幼稚園の園名に付て一言申

ヘで︑ナガクヒサシイといふ意味の成
葉であることは人の普く知る通りであ

ふ極めて新しい事業に鴎するものであ

れは恰度我剛の天保八年であって︑僅

る︒併し営の増子氏の此の園名たる

る︒而して之を我国の歴史に徴する

語で︑あ喪りに各所に用ひ古された言

﹁永久﹂なる語は︑唯それだけで名付け

式園開園稚幼久永
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範畢校に設けられた幼稚園を以て最初

に︑明治九年に御茶の水の女子高等師

は家庭のみに止まると︑町園の者が︑

きものであるといふのは︑どうも幼鬼

る︒それは所謂賦含的訓練とも無すべ

地方の遠近や︑故障其の他で仲々思ふ様に

日ならば勿論誌構ですが①さうしますと．

部では編輯の大綱は前々月の経り頃に既に

之は深め御承知悲願ひれう存じます︒緬輯

一後月又は後々月に廻すこともありますから

はいっても︑これは編桝上の種々の都合で

の方は同じく前月の十日迄で結構です︒と

が必要になって来るのです︒ですから文章ゞ

願ひするものですから︑和営の日数に除裕

限ります︒それといふのは︑各選者方に御

は参りませんから︒尤もこれは禽員文蕊に

とする︒されば本年遊以て五十六年目

ばかりであるから︑自分勝手我慢にな

親であり兄弟であり何れも親しい人達

り勝ちである︒所が幼稚園の教育は幼

である︒而して徴の増子氏は叉此の御
茶の水の幼稚園の出身であるといふこ

児が始めて同僚を知り耐禽を知るに至

で木曾と偶然にも等しき腰史をもつ課

とである︒

る︒ここで自分一個の我慢は段々許さ

れなくなり︑同然と耽曾訓練が川来て

幼稚園の嗣鬼は勿論中流以上の家庭
の人といつ一Ｌょからう︒併し中流以上

ふ︒兎角吐曾的訓練に乏しい我国民は

かくして幼児より此の習慣をつくるこ

世の中は至誠反変が堂々と通ずろ世の中

くる︒これが重大なことであらうと思

とは極めて急務ではあるまいか︒此虚

それ竿は馬鹿者覗されて︑所謂才士︑策士の

でなくてはならない︒然るに現在の有様は

の家庭にあってもや畢齢前の幼児に遊

序的に教へ込むことは中を容易なこと

に幼稚閥の使命は今後益為大なるもの

戯に︑或は作法に︑文字に等だと︑秩
ではない︒といふのは其の人を得るこ

として耽曾から認められねばならぬで

徳運動の使命がある筈である︒︵一倉員︶

ものはない︒此の擢威鵡凌押すろ此虚に道

ことである・・仕事は知識と至誠で出来ない

の類だ︒腐敗した庇曾は此の一事でも分る

なくてはならないに世の中の利口者は皆此

ない︒員黄者悲侭ろのだ︒策は無策の策で

策士といふものは人悲欺き侭ろものに過ぎ

賢者が通ずろ世の中である︒試みに思へ︑

○

とが困難だからである︒そこに幼稚園

あらう︒

定めるのですから︒

の必要がある課である︒然も此の永久

丁

幼稚園の如くｖ増子氏の皐識︑人格︑
無験等登の直接間接なろ薫化に従って

教育されるといふことば︑其の家庭の
ため︑幼児達のために如何ばかり幸砺
なことであらうか︒

︑ょしんぱ各家庭に於て充分の教育を
可能とするとも︑到底及ばぬ一面もあ

鮮：
初臓濡岡

詩林

憲昌室貝

文謹

菜花盛胴舟杉江
郊村雨巽菜花黄．和暖亦風迭異香︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
千醐富︒平田満目族金光︒

評日三川奇想Ｊ更添光彩︒

偶成竹窓木本

羨、春

句 々 朴 茂 ︒ 亦足兄共人０

○○○○

我痴恐被白鵬恰︒幾度尋花概月来︒四面煉密

遊佐鳴湖秋香河村儀李次豊江

評臼反是太平逸民︒祈禰可美︒

梁︒時歌川字肩︒

︑

芝水遥︺却噸朱頓富︒巳航利名緑︒微酔曲肱

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
帝京非我願︒田舎可維年︒播柿芙峯下︒垂縮
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑▽︑︑︑︑

評日

○ＯＯ○○○○︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑
朴俗風醇鱈野村︒誰詩猶有一人存︒ 左噸右翼
︑︑︑○○○○○○○
知何事︒閑把中庸教子孫．

偶成同人

何、孝

︑︑︑

石川文荘選

○○００○○○○○○○○○○○○○
篤郭焼︒一壷湖鏡映天開︒釣魚翁僑太公峰︒
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
挺艇人呼李白盃︒不川仙山求薬去居然占此

小蓬莱︒

評日前聯鰯奇景︒後聯幽趣皆焼鮭韻ｕ

︑︑︑︑

初夏偶成一如伊庭弘道︵千葉

富源何庭漠難求．厳縫須典我帝州︒成敗偏開

新樹陰濃夏川幽︒世蓮由来多愛化︒満か塵海

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
天下事︒正邪常判黛人謀﹀残花芳蓋春脇去︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

軌涜流︒

︑︑︑

四月五日雲中作

詐日前聯及七八叙︒僻事︒感慨特深︒

︑︑︑︑

扇舟杉江孝春急変

嫡姿色︒似試太這新鋭研︒

樫樹花開四月天︒何圃白雪鐙香避︒却憐窃究
︑︑︑○○○○つ○○

評日気候失常︒四月有雪︶亦是化兄悪戯瞳︾

初夏偶成竹窓木本初識︵静岡

詩

林
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︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
一領袈裟一継煙︒焼香叩欝潅金仙．諏来諸行
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日一誠使人忘併一腫︒

無常偶︺樹抄随凪散木蓮︒

奉祇天長節愛山寺本省三郎︵千葉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
緑樹成陰寂四隣︒南風薫徹晩涼新一韓雲外
︑︑︑○○○○○○○
礁一崎血︒染出苔庭郷燭春︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
不知夏ｑ清風一陣破幽眠︒

柴門閉講謀荊然︒渓水有盤敵枕消︒緑樹層々
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日前後反映︒変揮胸光︒

建図悠々抑代遠︒寓邦無比足篤珍︒如天聖徳
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

遍中外︒皇化均謡鼓腹氏︒

︑︑︑︑

人

能篤幽遂景︾自睦風致︒

評日

詣肥烏祁宮緋雲内田鼎塁城
︑︑︑︑

兇夷掃需奏功全︒宜突雷病醐古博． 奔脆粛然

1
ｺ
円

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

却篤資．

○○Ｏ

︑︑︑︑︑︑︑

在野論正義︒入朝争利椎︒ 紛冷軽薄子︒世俗

○○○○○００

李山陽太郎︵千葉

三宝、

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

同

我剛古来以武成︒常年意気抜丹誠︒

偶成二首

評日能篤端午古風俗︒宛然如撰︒

吉辰冊・錦織刷々映蓋蕊︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

午

︑︑︑

憤悩之芯︒自溢言外︒

淡命無誠意︒紛々似乱麻︒ 選良難得士︒終生

誤邦家︒

評臼

午､

端

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

』今111,

誰不仰︒祁嬢赫冷鋲束遥︒

︑︑︑︑

秀言︵山形

︑︑︑︑

ﾘ而

人

看
、

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

詐日句々飛亜︒他人旭微意︒

次双暁大久保兄還麻自述韻

可欽︒

山房落花
︑︑︑．︑︑︑︑︑

鯨大耽︒難問驚看落花深

老僧停杖立祇林︒鵜背蹄巣夕照江︒一杵生風
︑︑︑︑︑︑や︑︑︑

蛎雲菊池

評臼有始而無雑人之常︒大久保翁則不然︒ 人船之高虞

心身健︒志業知君必善維︒

手腕縦横誰競雄．自彊勤敏雌成童︒ 毒鱗華甲

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

同

砧

歌園

全三コ員

文雲

菓子を欲りねだれる子ろを叱りたる乞食の母の目に涙あり
評讃者をも起のＬかせる御作です

三浦直正選

久喜町松本青鳥

口則之

埼玉大久根水帆

下野

河葉倉tij子

床換ふと抱きあげたるいたつぎの母の軽きにおのＬきにけり
評孝は百行の本
人

烏市右術

春

津花
安三
凪寅

〃

作雄渓英n

山

井小鵜林ノj

ひとへ蓋てやＬわが老を忘れけりみむなみの瓜爽かにふく

王

佳作

隔て蔵く弟の如く親しみし其ありし日を思ひかなしむ
手にもてる針と糸とをそのま上に夫婦の道の枝折とそ皿ふ

亡き父の好み給へる追分の門付けとめて暫し聞く母
義理や恥しらぬ獣のたぐひかな法あむ庭になぐりあふ人
邪の道多けれと一筋に我はたとらむ敷島の道

駿千佐松八

天

地
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歌

園

0

あとかれて待ちにし君の玉章

なくて甲斐なく雁は蹄りね

あた上かき夕けの菜飯うまくして野らのつかれもわすられにけり
騒がしく子等集ひ来て狭庭ぺに草なとさして庭虫をつる

田田田瀧

灘庭

文よめは机の上に樫花散り来て風もうれしかりけり
風邪引きて此の一日を床に伏し窓に淋しく春の雨きく

聞かはやと待つ間たのしく小夜ふけてひと鐸高し山ほと上ぎす
海山を速く隔てしふる里へ霞に消えて踊るかりがね
山に野に棲花白し人里は桃紅に梨白く暁く

はなの下うかれておどる人糞に憂さわすれんとまじる君かな

の

垂言

一Ｆ﹄昌

一Ｉ

ブ、

誠香久繁

築一

秀義香

−4ア

池村平

大君の生れ給ひしよきＨなり種子蒔く人らをちこちに兇ゆ
雅撰の香取の宮へ詣づれば午の静寂を禰宜の弓ひく

世の中の人に知られぬやまきともおなしいるかに花はさきけり
山寺の諸行無常の鈍の香にちりくろ花を沙蛎は掃き居り

郡かなる心の奥にわけ入りて凧はい花を今日見つるかな

山涜下茨茨茨横千平下下禰清

謹

歌

園
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形松総城城城演葉町総総島水

菊河野烏塙境塞伊漠蕗蕗湯大

者

言方峰築光勇｜天如生一風毒減

雲俳壇↑
束束澄

編輯部
◇新茶
日曇りて臥禰かなり新茶煮る
峠茶屋名物餅に新茶かな

埼玉水
長火鉢かとみて雨の新茶かな
小包をとけば香れる新茶かな

祇島市

行脚僧呼びとめて庵の燕茶かな

埼王化

こま人︑と母の便りの新茶か怠

千葉蒼

走り茶や追憶談に夜を更す

山口松
ホ何の友雨に集誤る新茶かな

千葉一

師の君に贈るに選ぶ新茶かな木太刀凧いて衣馬曳く子に端午かな

茨城難水幅島市水

千葉香峰柏もちに子等を集めし端午かな

新茶選る香りかぎつ入門に入る柚の戸に菖蒲かＬりて端午かな

静岡正湖鯉職窓にひらめく端午かな

新茶の荷届けば灯す舟着場静岡正湖

賎の唄聞きつょ午餐の新茶かな千葉香峰

栃木無町吐古楯に武具飾りけ端午の日

茨城湾弓竿高く鯉職たつ宵節句

山寺の裏庭に干す新茶かな茨城熱水

父の雛に新茶供へる旦かな同一誠

同東風軒にふく菖蒲藩ちたる山雨かな

山荘の静かさに煮る狩茶かな千葉一如

同瓜虹小さき庭に鯉峨立つ端午かな

鉄世いて新茶と呼びぬ縁の先川口松風

同紫雲山風に吹ぬきなびく端午かな

雨のⅡの居間に匂へる識茶かな千葉蒼・堂

同瓜月丘の家に五月節句の職立つ

燕茶煮てよみかへりたる句作かな埼玉佳香
◇端午初孫に大職立つ端午かな

栃木無町唯．同水帆

菖弾く鷺鳳樗る小家か底大淀泳げる如き鯉のぼり
融
惚

持寄りて飲み較べ見る新茶かな

茨城一

蒲

帆

水

香

難

風

如
− r ■
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東京澄
茨城鹿

投げ上げて漸く葺きし菖洲かな

I

あそこＬにはためく風の職かな
◇雑一詠
K

４

Ｉ

市

場雲雀見えずなりたる夕日かな
春の脊羽縦蒲たま比癖てゐたり

千葉蒼

犬ころの戯れゐる庭の口氷かな

栃木無

虹立ちて筑波嶺晴る上夕Ⅱかな

釣り募れてかへる川道や蛙鳴く

茨城一

斐秋や動力船の擬る︲典苦

裏霞町外れなる橋の土

千葉香

夏菊を勢るにば階しき忌︑かな

萩樫吻下に扮てあり古逓

静岡正

庭の池刷みて咲ける菖湘かな

川添の庭よりつ比く若難かな

白一

粥

＠秀逸

稲島渓雪禰島︲甫水

遜に立つ人のぞきつ上茶摘かな

土の香に吸はるｋ春の小雨かな定ｈ茶の荷迂解く店に灯しけり

同

飛樫の瀞への道を通りけり

同

狙く春に山は日和の綾きけり

茨城東風

︲Ｉ／︑Ｊ

Ｉノｆノ︑︑／１Ｊ〃︑︑／輿ノ﹂〃ｆ︑〆︑多ｆ１ｒ︑〃
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麓蒋韓鋼瀞胤

韮樫や乗り捨て４ある三輪車

薬葉桜製
の
る
のう
つれう
るとつ
ころれ
今水迅
し ところ今水迅し
同︲風虹
同 浮 舟 城 初職山懐ろの小家かな

東京山下火§職竿室に残して夕募る上

青柳の流れに沼ふて犬曳きい同湾弓．

茨城然水減壁に濃き影蹴る職かな

春雨の沼にうつれる小家かな

千葉一︲如太刀打の兄等に日暮るＬ端午かな

ちる花を土に吸はせて赤の叩埼玉︑水帆

海山の夜挫に集ろ鳥の子等蕊原根の富浦揺げる端午かな

病弱の散歩日課や群の風菖蒲湯に浸りて雨の端午かな

Ⅱ口松風茨城一誠

猪を知らぬ草花暁ける奔野かな静岡正湖

埼玉住香雰碓仙茶器に見入りつ新茶煮る

目つむりて湯漕にき上ぬ春の雨・山口松風

村
水
糊
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告報曾志有員曾に並曾繍部年青志有

有志青年部総曾並に

中村正宏君中村芳三郎君

幹事松平稲吉君大島正義君

移るべきを告げ︑この際江李君老座長に推

とのことにて︑座長のまＬ高木君は﹁本舎

したしと述ぺたが．その必要もなかろぺＬ

に開する建議案﹂を本部主鵬部に提出して

︵含員有志代表︶︑津田五郎︵青年部代表南

︵順序不同︶

谷本正君小島
蝿蝿君
小徳
島徳
君

有志青年部縄含並に倉員有志倉ば選定の評議員原忠篤君東恢卯作君
石原勘一郎君服部播郎対
如く︑四月十六︑午後六時より教交流槙上／
に於いて開催された︒寺本幹事先・つ起って四谷嫡錨君加賀見閏光君

副脅長の意見︑右雨君の松季本曾顧問訪問・

曾員有志倉報告

海老原幹事長の病気峡席の事持を語り．同田中久君草間豊吉活
幹事長に代って一場の挨拶悲述ぺ︑更に高烏谷義武君松野縁君
木顧問を座長に推したき旨を提議して可持田欣久譜能勢貞治君

副伸長列席の上︑建議案に封する本含主脳

解走求めた︒これに封して江平君は賓行委

を告げ︑回答の内容を詳かにして一同の了

郊の窓見た寺本高木雨君に阿答されたろ旨

の枕様等を具さに述べ︑最後に徳川服部正

木雨君の服部副倉長に封する説明陳情並に

君の誘明陳祷並に倉長よりの挨拶や寺本高

これ韮補ひ︑徳川含長に封する岩村成允

よりの経過を報告し︲寺本君も時々起って

決︑高木座握ば寺本幹事より庶務倉計の報大津長三郎蒲割田斧二君
告あり犬き旨走述ぺ︑寺本幹事より︐昨五瀬戸峰次郎君・庚中宗太郎君

年一月より同年十二月迄の庶務並に後附の森芳丸君林三季君

如き含計報告走なし︑二三質問の後議異な小松翠峰君荒木鋪次郎君
く承認された︒次いで高木座長は役員の改木村亥九迭君噸脇菊松君

衡委貝ああぐぺきやか間ひ︑江李君より座なほ高木座長よりこの際青年部に封して

参考に供する蝿めにこれを徳川含長に提出

感想を述ぺ︑その結果一の決議文を作成し

員諸君の鍔起謝し︑更に一同回答に封する

長の指名に一任したしと述ぺて可決︐高木多年謹力せられた寺本︑江平雨君韮顧問限

選に移るぺきを告げｂ改選方法について詮︑横山重喜君︵順序不同︶

座長は然らば改選について希望なきやと問推購したしと述ぺて満場の賛同を得菰︒で

寺本典左衛門君江平林作君

小谷茂賓君松平稽吉君

諸君であつれ︒

時頃に閉含した︒なほ常夜の．出席者は左の

かくて議事態捲り︑歓談走交へて午後十

することＬした︒

ひ︑寺本幹事より幹事は海老原幹事長を残現在の願刑は左の四名であるＯ

した︒

︵推薦順︶

Ｌ︑他伐全部新規の顔鯛れにしたしと提議顧問高木八太郎君津田五郎君
して可決︑因って高木座長は左の如く指名寺本実左衛門君・江平林作君

︒土〃

幹事長海老原丑之助君次いで高木座長肢建議案に闇する報告に

告報含志右員曾に並曾紬部年青志有
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高木八大郎荊

持田欣久蒋
中村芳三郎淵
瀬戸峰次ゞ郎淵

一余参拾八同

一・金四拾岡

也

一 金 武 給 壷 岡 参 輪鐸也

︵順序不同︶

間豊吉蒋
脇正義謝
村正宏君
島徳蝿湘

海老腺丑之助荊
寄附

談話含々饗

也新年命々

一金八岡也贋江主小より寺附

一金五岡也雑癖弛岬細晦田氏慰

一金拾五回也蝿割岬曇御荊無釜快

一金六百五拾凹也・寄附積立金より受入

助成倉より交入

一余百式捕四脚八拾五錐也

・収入内課
一金武拾岡也前期繰越金

一差引不足金擬百参一拾側八拾七銭也

総支出高余壷千百脚拾四岡○式鑑也

穂牧入高金奈千○拾参参岡拾五錠也

昭和五年度敗支計算書

日本弘逝愈右志青年部

/J、中大草

饗り

よ

一金五拾五岡也狩田氏慰努愈々饗
合計金奈千○拾参脚拾五錠也

一余三拾六岡也忘年含々我

支出内課

一余六百五拾岡也本倉述絡部へ寄附

一金七論岡也新年含我川

一金参川式拾鏡也幹事含費

時別委貝含愛及運動費

一金武給八岡八輪六鍵也

費

一余拾五脚折錯也鋤成令叫及圭Ⅲ年祁

同地支命設立迦動我

碑会町誰波命愛及

一金六拾六脚五拾五蕊也

一金剛拾五側拾五嬢也

︵川回開催︺

青年部談話含費用

一金拾五岡也輔郵歴趣諏錘蹄拝︾凶

持田氏慰舞含費

一余大折参岡五拾媛也

病城御見舞︵徳川含

一余五拾四岡也忘年含費

灘田氏︶

一金五拾岡也畳持川氏︑寺本氏︑

一余式拾
拾五
五岡
岡也
也認岬経﹄輪認識函村︑

一余桁八脚七拾八銀也

一金拾九回州拾八鑑也

乗車賃
通信費
印刷饗

一会拾六岡九拾媛也

一金武ロ五輪鑑也

雑費

合計金査千壷百四拾四岡○式鑑也

右之通りに候也

昭和六年川月十四ｕ

寺本典左術門

Ⅱ本弘滋衛な志青年部含計幹小

には廿味走典ふぺＬＵ

○愛したる子には鞭縫を加ふぺし愉めろ子

誠に兄女を愛するものは之を能く教育すＵ

○誠に草木を愛するものは之悲能く培菱し

す︒

○努作は身鵠走教養し躍習は必謹怨教養

山圃１１
業一報

ロ五月二日午後二時正副含長鴎席︑庚江主

口評議員繁田武平氏は五月中旬東北地方を

出擾蒲セ好戊纏を塞げつつあり︒

所ありたり︒

旅行の序でに各地支含を訪問諏妬懇談する

事と種々重要事項の協議あり犬り︒

口五月十七日松江支含講演含開催を期に講

設置することとなりしな以て︑稚々詮衡近

作る適切なろ方法﹂悲誌す雪へく︑常設貝韮

淑郎氏出張︑徳川含長も特に庚江主事同道

て銭に御見舞申上ぐ︒

類焼の厄に遭ぼろ︑御気の毒に湛へず謹ん

支含の幹事なる︑東山太三郎氏の宅は不幸ゞ

口過日の秋田市の大火災の際に︑本含秋田

菱し︑慰問する所ありたり︒

本曾よりは右二支含へ向げし見舞の電報を

口秋田市及松江市は日大火災ありしためや

々登展策に就て協議する所ありたり︒

王子支含に出張武麓支曹長其の他に面曾種

口五月十六日寺本通締部主事は東原府下八

である︒

し︑同地に支含を創立さるぺく折角誰力中

醐吉氏は峠局に鑑み本命の趣斤普及を志

口今度群馬蝶中之僚町の有志命員青柳千

有除名の多きに及ぺり︒

員の披張に識力され南士支愈は既に百五十

ロ満士支愈の木本初恋氏は其の後益々本含

て六月雛編輯食議悲開く︒

口五月十五日午後三時より本愈事務所に於

師図府種徳氏走煩はし︑京都支愈・近江支

口四月二十七日下板橋製作所の修養宮に吉

く変現の深定である︒

含奈良字阿支愈等走と講演含走開催するの

田熊次博士出張され︑作業と道徳の題下に

口荒川代議士は弘道五月擁に﹁兵管を幽鮎

口女子修養講座は四月二十五日午後二時よ

講演をさる︒

溌定である︾

口杜曾教化皐院の東京市青年訓練所職員の

大皐とすぺし﹂の一文を寄稿されしが︑之

口過日の縄含の際決議せろ﹁脈愈の制裁を

講習は四月二十八日を以て経了せり︒同日

されしと︒

を五六の鴬厨大臣に配布され︑一考悲煩ば

氏物語の講義あり︒聴講生蹴る多数なり寿﹄

閉講式畢行︒

出席せらろろ溌定なり︒

口五月二十四日埼玉螺所津支倉赤季講演含

す︒

七日逝去︑哀悼に不壊︑本曾よりは贋江主

口本含協賛禽員文畢博士三宅雲嶺氏よりは

口五月九日第二土曜日午後二時より本含女

開催の選定にて︑講師として法畢博士平沼

一余参拾回の御寄附あり︑御芳志を感謝す

口寺本連絡部主事は五月九日佐倉支倉に出

物語の講義あり︒

張︑同支命縄命に列す︒

子部修菱講座開催︑辻村講師の論語と源氏

口庇含教化尋院講師暫子懐永氏は今岡永久

口草間連絡部委員は結城支含の按張の汝め

月中地質調査を了せり︒︑

川曹長出席さる︒

幼稚園を創設され︑五月一日開園式畢行徳

□曾館建築は其の後着々準備中にて既に四

事代表して四月二十八日其の告別式に列

口本含講師江幡辰三郎氏の夫人は四月二十

り本含事務所に開催︑辻村講師の論語と源

８一本一含

報、蕊．倉．．本

支一曾一藁一報
−

石原悪︑橋本茂︑酒井清太郎︑原巽．正

矢島繁秋︑和田守家庭単院憂︑渡迩昆市

次郎︑内側男︑渡逢郷蝿︑田部松太郎も

あります︒・

よっては︑御報告のない所も多々ある様で

感謝致して噛る次隼です︒併し未だ支含に

よりだと編輯子大専ぴでゐろと共に︑厚く

したろ質疑懇談距求紅十癖閉曾せり︒出席

一口﹂の題下に誰淡あり︒雑て郡を中心と

種々とそれぞれの事柔を畢行され︑其の庇

願ひ致し玄す︒

す︾偉白な借りて一言今更なられど切に御

共に祁含して語るといつ求形ですからで

祇といふことか誠む︑それは誌上を通じて

何所では何をしてゐろ何所共所では側をし

行き室す︒即ち地を隔て穴各支含ノーで︑

もなり︑引いてばそれが遡しみにもなって

いふばかりで芯く︑各支愈相互の励ましに

報は︑これが口︿Ｐ本含の雁史となる記錐と

す︒申上ぐろまでもありませんが︑支禽棄

出来るならば詳しいものを頂きたいもので

き赤いとお願ひ致します︒そしてなるぺく

が︑都合されて︑なるぺく御報告をして頂

御繁化の事ではあり︑恐茄ではあります

井俵之亜

秋田支書報告

十三日市内大火雁付本含よりの見舞瓶報披

術支翁五月例曾は十八日午後七時より女

﹁本蝶教化圃慨の現状﹂Ｆ開する紐介ゐり︑

露篠・本曾創設以来の功帯者たる幹事東山

八日午後七時牛より中通小畢校に於て閉

了って青年思想左似い原因並唯地刀自治に

太三郎氏宅焼失につ卦﹄兄舞の件協議し︑新

子技蕊曝校に於て開愈︑和田衡畳より去る

及ぼす政一蕊政汲の弊害等Ｆつき穂だと懇話

入愈者たる秋川女子技蕊準校韮千莱源之助

秋田高等女墨校曇沼田平治雨氏紺介︑遮ら

本年度より年中行事として新設ぜし研究

に今晩の講叩興崎大雄帥登哩﹁祁堂生活の

禽の初愈を四月二十五日午後七時より市内

命員拾流名︒
○

各支含への御願α

毎に御報告を頂いて居りますので︑御蔭で

近頃は待支哲共折角一方ならぬ御悲力で
校長︑西伯家政校挺︑根岸松卒家々扶︑

河合松高校長︑山口師範校垂ｂ大竹商業

支曾華報も賑か唾編輯出来まして︐誠に何

閉暫せり︒笛側出応奄は左妙如しＪ

て講演あり︑引繊き質問雌答ありて同十時

し︑講師瀧川君山氏孔子敦Ｆ就くの題目に

障により鉄肺にて︑原主事州脅の挨拶を鯛

南田町薬業曾館に於て開く︒正副支曹長故

松江支菖研究富報告

し︐九時鮒嘗せり︒

曾︐出席者十三名︑堀口聯批曾教徳主事の

日本弘道曾秋田支曾四月例倉は︑阿月十

〃秋田支書例雪報告

l

山田嘘統計課長︑深津精一郎︑佐々木粂
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介細書間贈需

︵佐藤精明氏寄贈︶

松川詞藻全冊
佐藤精明編．
和島蝶松川油は︑今度金川本に於けて百
景の一として愉選し︑愈庚く慨問に其の名
を知らろろに至った課であるが︑古来松川
浦は風光絶仕として名ある所なれば︑文人
鵡杵の此の地に遊び︑之を斑して詠み残さ
れし歌や詩︑或は俳句等蹴る多数に上って
ゐろので︑其等を集めてなったものか本書
であるＪ

編者佐藤精明氏は︑東北に其の人ありと
知られし文城並隼界の雄︑曾て弘通誌上に
尊王愛図諭を書かれたことは人の記臆に新
たなるものがあらう︒とかく今側はあまり
に物質的にのみ捕ばれて．山川風景の美を
貸し或は之に風雅の蝋を韮ふとのいふが如

韮通して味ふことも︑あばたぱしい生活の

禰中にあるものにとって︑叉大江る一慰安

四六版仮綴美本膨百八十鹸頁定

となるであらう︒

︵増村度次氏寄贈︶

馬郡中村町大字中村三十四佐藤

慨六拾五銭護行所禰烏畷相
典八

三十五年史全冊

有恒躍舎編

明治二十七八年職役の際深く剛力の充査

の必要な感じ︑醐本を端養す︑ベく地方に活

動する人物の養成日的として明治二十九年

堀村度次氏の創立せろ右恒畢舎の三十五年

の歴史を書せるものが本書である︒塘村氏

は新潟媒中頚城郡の人︑西村泊翁先生．南

康綱紀先生︑井上岡了先生等の指迩の下に

今日迄三十五年︑其の功績には見るべき多

︵松卒直亮氏寄贈︶

西郷南洲先生博全冊

南洲祁職五十年祭奉賛含綿

醐家の臨変興亡は決して一朝一夕に起る
もので芯く︑必ず由来する所がある︒明油
の緋新は剛鵠の締華と聖天子の偉徳とに山
ろことは勿論ではあるが︑叉幽内の推移に
激せられ︑外来勢力の厭迫に迫され︑尊王
愛剛の思想と︑犠牡献身の粘祁とが圧溢し
て幾多の俊傑や志士の勃興となり︑途に朋
浩の維新は現出し士のである︒
南洲先生は︑砿枇の雄菱と崇高なろ人桁
とを以て︑其の腺動力と偏り．大勢の郷ふ
研を塗翻し．深謀遠慮・騨噺果決︑途に千
古の大乗心翼賛され衣靴新大業の大功労者
である︒其の人桁︲其の識見︑其の塊爾は

壷に古今東西の英傑中称に見るの士と云

に接するの恩ひあら１む︒一本悲備ふ︒へき

ふぺく︑其の徳遊慕ふの総り南洲紳祇は辻
てられて永久に其の光り悲師すに至つ衣が
今其の奉賛倉で先生の博な編まれたものが
本書である︒英雄の面目躍如として其の人

良書である︒

大なろものあり︒菱成せられたろ人材は頗

る多し︒本書の内容走兄ろに只管潜村氏の

愛宕町三丁目二三州倶梁部内
南洲榊祇五十年奉賛倉

頁非責品謹行所束東市芝厘

菊版クロース製上綴二百五十除
有恒隼舎

菊版暇綴百二十頁非責品
藻行所新潟媒中頚城郡板倉村

努力を感謝せすんはあらず︒

がある︒此の時本書の出現ば誠に意義があ

き耕抑上の高術なろ境地を持丈ない憾み
ると恩ふ︒本書によりて松川洲風光を詞藻

⑳

●

⑳③懲緯④⑧③③⑳③⑧⑳④⑳⑨鋤⑬懲愈③⑬⑧⑥

並事業童報迦

⑲⑤鰯⑥︑⑳侭⑮鰯⑲④鱒⑨⑱齢齢⑧③鋤鰯③鋤︑

於本含誰

子

女子部修養講座回月一千五Ⅲ午後一藤︶

於脈念教化蝶院教室

源氏物語：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝誰師辻村靖

論語

東京市青年訓練所職員講習雪霊岬恥 一 往 耐 ︶

圃 民 道 徳 ⁝ ⁝ ： ⁝ ： ： ⁝ ： ⁝ ： ⁝ ⁝ ⁝ ： ： ⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝・⁝⁝⁝・⁝・・文嬢博士吉田熊

⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝加藤

青年訓練：⁝⁝⁝・⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝： ⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：女鯉博士赤川作
職曾教化・⁝⁝⁝⁝・・：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝．

下板橋製作所支曹修養書︵於四月二土十﹄
七日同所内︶

靖子

吉田熊

﹁作業と道徳﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝．．⁝⁝⁝・・・・・・・・・・・・⁝・⁝・⁝⁝・⁝丈堅博士

村

女子修養講座最月九側於本命事務唾

辻

や︽

堂樹次

堂

識氏物諦⁝：⁝⁝：⁝．：⁝・⁝：⁝⁝．：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝：識

師
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藤木久次郎氏

京都市下京唾土手町七僚上ル納屋町

・明袖三十三年一月生

一一時は非常に落脂せるも︑氏に封する愛情は卿かも塗ることなく︑軍

ーヱは不幸纏肺窒斯病に確り手の自由を銃くに至りしを以て︑手先きを以てする鹿の子絞りはとれを篇す能ぱざ

其の後は修業中幼年ながらも︑薄給の内より貯蓄し以て他日に術へんとせり︒然るに大正四年の頃より養母ス

・・・明治四十五年氏が十三歳︑愈尋常小単校を卒業するや︑鉦隣の紙函製造業今宿滴兵術方に徒弟としてやらる︒

に伯母甥の開係にあらず︑霞の母子としての日を過し来れるなり︒；・︲：︐４

の長男をろを以て入籍不能なろを知る︑

錐みつつ女の手一つにて漸く躍業にまで蓮せしにより︑派式に養千縁組の手縦きを執らんとせしに︑氏は蝿三郎

の下に引取りたり︒営時スヱは猫身にて鹿の子絞り魅生業とせしが︑．氏を賞子の如く愛撫し︑典の成育を楽し

行営分の間なりとて其の養育方を依頼す︒スヱぱ幸に子供なかりければ︑将来養子漂一して貰ひ受くぺしとの約束

海道に川鉄ぎすることとなりしが︑．常時三歳たりし氏ありては疋手縄ひとなるを以て︑キヌの徴姉スヱに封し

善︑氏は明治三十三年の一月に藤木棚三郎を父にゃキヌを母として生る︒明治三十五年に至り父揃三郎夫婦は北

531
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行
s
s
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の徒弟ありである︒

毎月見舞として金五回を贈り︑且日交数回の寸暇を典へて看護に遺憾なからしめしときく︒此の主人にして此

不便にして行届かざるを蕊ひて附近の露次内に移韓せしめ︑爾来毎月金二回を補助し養母入ヱの亜患に焔るや︑

富み︑氏が徒弟となりしより常に同怖を以て一家淀遇し︑養母の椛病するや︑住宅隔たりてはその師宅看謹に

氏は賓性淵順忠資︑主家に封しても精働格勤にして他の徒弟の模晩とされぬ︒一方主人今宿治兵衛又義気に

しつつありき︒

より養母に封して一岡及五十銭の二口の簡易保随に加入し︑尚十回を主人に托して貯蓄し以て他日の大成を期

依るの外門外一歩も川でたることなかりしといふ︒一面には又牌来を顧慮し︑主家より受くる給料四十回の内

定休日には︑主家の蓄音機を借り来りて専念母の慰安に努め︑叉肩腰等を摩りて看護に除念なく︑琶阜﹂主命に

五時に起き出でて︑其の日の食事の準備︑掃除等も絡ってより始めて主家に勤め︑毎月一日︑十五日の雨度の

り洗濯等婦女子も尚及ばざるの注意を以て事に営り︑夜は午前一時二時に至らざれぱ決して寝に就かず︑朝は

得て日に数回家に蹄り︑恰も幼見に封するが如く︑三度の食事はもとより大小便の世話︑身鵠の挑拭︑結髪よ

正十二年春には遂に全身不随に陥り︑全く単猫放任するを許さざるに至りしを以て︑それよりは主人の許諾を

一層業務に精勘し牧入の増加を計り以て孝養に努めたり︒然るにスヱの疾患日に増進し︑誰病後九年︑即ち大

るに至り︑忽ち一家の牧入に剛嬬を来すに至鯉り︒鼓に於て氏は生来の不具︵雛なり︶なるも︑日夜孜煮として

4

而して一方其の後の智父はと見れば︑今尚北海道にあり︑賢母は東京にありしもこれも言信すらなかりを︒

かくして多年の闇養針として圭養を識し来りし伯母スヱも遂に大正十四年七月死亡す︒氏は悲歎の中にも主人

の同怖の下に之が葬送を満ませ︑削来今宿方に寄洩して一意業務に続進しつつありき︒

曾て音信絶へたりし賞母キヌは測一三郎と離別し︑昭型一年九月偶然師り米れり︒鍬に氏は主一人の承諾を得て

同三年一月より一家淀借り受けて賞母を迎へ︑且つ良縁ありて妻を婆り瑚在にては今宿方の業務の一部を請負

ひ︑日夜孜杢として働精怠らす︑かくして今や自営向活の城に達すといふも︑主人の一方ならぬ肘精一めりとは

Ｊ

細田善兵備氏

いへ︒︑一に氏が二十有除年の孝心と努力の致す所にして︑世に稀に見るの孝子とし一Ｌ椛賞せざるを得ざるなり︒

敬紳篤行者

京都市中京厩耐小路迩押小路上ル俵犀澱

慶唯三年八月十凹日生

氏は資性温順にして謙譲︑長じて父と共に半襟商及共の製造販寅業を誉み︑勤倹力行に之努めしかば︑漸次

家業の繁柴を致し︑途に最近に至りては細川合名禽耽を細縦し以て其の誉業は愈推大をなすに至る︒而して一

面家庭の人としての氏は︑父母の孝養を怠らず︑亦模範的孝子瞳りと稲せらる︒・

氏は斯の如く家業に励むと共に︑一面には夙に耐禽事業に謀すの念厚く︑共の自宅の普請に際して︑七十坪

の雪居宅が偶盈病院向の建築にして堅固且採光の便よく︑駕に盲唖者の寄宿舎に妓も通する所より︑之を京都

、

｡

6
0

善

行

録

【

盲唖保謹曾に寄附せるあり︑叉隣保の安寧を慮り︑火災溌防の如きは率先して私財を郷ち︑以て町内に非常肘

水道栓を設けたるあり︑或は又白川畢園の維誉に常りて維持保存に霊しぬ︒更に大正七年秋米騒動の勃溌する

や︑痛く之一乞憂へ︑率先金一手回を救助費に寄附し︑其の他同仁脅等に寄附したる金額も亦頗る多額に達す

等︑氏が如何に赴曾公共の篇めに心を致さるるかを物語る一端であらう︒

又一方には敬祁の念も頗る厚きと共に︑翠事にも意と注ぐこと一方ならず︑即ち常に証内に教師或は講演者

を迎へて︑除暇を利川して店員等の向皐と精抑教育等に努めらる︒又大正九年士一月畢務委員に峯げらるるや

柳池小票校の校舎の整理改善に努め︑或は校舎庭園の狭晦を告ぐるや︑校長と協力其の描張新築を計霊し︑又

特に教員の優遇を念慮し其の樽退職︑不幸︑病気等に際しては︑常に私財を義損・し︑以て唾内有志の賛助を促

す等︑身を以て其の範を示されたりき・又氏は日常祁沸を敬ふとと深く︑到る所の祁耐伽閣に参詣して寄附金

を奉納し︑賞に御所内朝参一曾の第一人審なり︒而して碩内の白川祁壮境内の振張には最も苦心誰力せる所あり︒

現に推されて八坂脚就清堂講幹事︑平安肺宮二十五畢腫耐長を勤め︑専ら八坂祁耐祁苑披張︑平安祁宮修繕等
の事業に識力されつつあり︒

由来該二十五畢睡は︑睡内の名響職間互に暗闘あり︑鴬に意志の疎通を線くものあるにより︑匡内の心ある

者は夙に氏の適任なろを恩ひ︑再三皐務委員に就職淀懲憩一ｑる所ありしも︑氏は齢五十に達せざれぱ家踊はず

して公共の事に富る可らずとして間群し居たり︒然れども一度其の職に就くや︑事業の経督溌展に努め︑敬紳

︑り
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慈善︑耐愈救済や畢腫教育等着堂青雲綾を塞げへ爾来篤行十年一日の如し︑それ世に富を致し︑或は所謂成功

したるものは多しと雌も︑氏の如き篤行兼ね備はろもの蓋し稀なるべし︒拘に衆に範たるの人と濡すべきな
︐り︒

尚氏が現在従事せる公共の事業を摘記すれば．．：＠

．″一︑平安神宮二十五喫厩祇長︑一︑八坂祁批清掩講祇幹事︑一︑平安孤児院理事︑一︑盲唖院保護含理事︑
一︑鋪二十五畢両畢務委員︑一︑何厘含議員
一叉左の十一ケ所には毎年金薗回宛を寄附しつつあり︒

︲天︑平安孤義街孤児院︑一︑済生病院へ一︑加薬院協曾︑一︑京都旗化保護院︑一︑京都府教育曾︑一︑束

・亜慈恵院︑一︑︑白川皐園︑・一︑私立報恩嬢校︑一︑京都市教育金員一︑私立共同夜畢校︑一︑．平安養育院

﹂・

︒︒ザ︒

明泊二十四年五月四ｕ生

京都市上京厄上長考町迩新町西入士御門町

邑今９４日げ

：︲！節ｔ鳴西野まき野氏
■房毎デ■■■凸︑屯

Ｉ・し

拶主さ野女は京都府下船井郡櫓山村字橋爪に生る︒父は小畢校教員たりしか不幸まさ野女川坂し頃に死別す︑鱒

に母は同時に他家へ再詞嫁したるを以て︑まさ野女は止むなく父の宵家たる組父の家に引取られて養育を受けた
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り︒かくして十六歳にして現在の夫西野敬治に嫁し︑．十八歳にして長子潔弄一筆ぐ︒常時西野家は代衛迭酒と醤

油醸造を業とし︑相営の資産を有せしが︑不幸相次ぐ業務の失敗と︑かてて加へて親族知己の債務の保誇等に

因る代緋に憐れ家産は殆んど消滅するの悲境に立至れり︒剰へ父は病没し︑夫敬治の和綴せし頃は全く事業を

鐙承し得ざるの苦境にありき︒然れども此の惨状を前にして親族は誰一人として之藍援けんとする者もなく︑

寧ろ諸種の唾迫をさへ加へんとするが如き態度底りしを以て︑敬治は奮然意を決して︑まさ野︑潔を伴ひ︑獅

里を後に京都市へ出でたるも︑仲交に通常なる就職口曹凌ぐ︑忽ち僅かの所持金すら喝消費し果して寓策も錘

に誰く︒依て大正五年始めて滋賀蝶巡査を拝命し︑後京都府に聴任︑中立妻署に勤務せるも︑安堵する間もた

く︑大正七年全図を蕊ひたる悪性の感胃に犯され︑延て心臓内膜炎をも溌し︑絶封安静を要する旨醤師の勧告

に従ひ︑六ヶ月の峡勤をなして専ら静養に鴬りしも︑日に日に病勢昂進するのみならず︑加ふるに極度の祁維

衰弱と胃アトニ−に鍵じ︑再び超つ能はず︑同年九月退職す︒時には又一女噛美を聖げ二子とはなれり︒此の如く

久しきに亘る夫の病に︑これ迄とても其の受くる流給にては子女の教育は愚か薬餌の資にさへ窮する状態なり

しを︑冷酷無情なる親族には頼らずとて︑粉骨砕身夫の病を看護しつつ︑一家非・脊背ひ来れるものを︑夫の退職

後は一層の男を鼓して︑彼女は身に受えたろ琴曲を指南し僅かの収入を得て辛くも口に糊するに至る︒此の時

長男潔は中立責小畢校に在畢中迂りしが︑少年ながら一家の苦境を悟り︑畢業の除暇新聞の配達〃一なし︑家計

を援けたるも︑過勢のため病を護せしより一年にて之を陵するの齢儀たきに至れり︒これ迄はともかく僅かな

１１︲４
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ろ衣類調度の類を質物し等して︑辛くも生計を綾け来れるも︑さすが健気なまさ野女も事裁に至って将来を思

ふとき不治の病夫の療養と子供の養育とを漁さんには︑自己に一定の素養と作らざる限り不可能なりと決意

す︒折しも偶凌見舞に来れる同郷人なる盲唖院教諭荒井五十三氏に之を打附け︑同氏に就きてマッサージ術を

習得すろを得たり︒而して其の後は卿か之に依りて敗入の途を得たるも︑未だ充分忠はしからずとて︑傍大正

十年九月より市内佐伯病院内産婆畢校別科に入り︑病夫の多年に口言看護に疲努せる身をして︑殆んど猫畢に

等しき弧度の勉畢をつ蛍けたり︒其の功は空しからす︑翌年川月業を卒へ︑同時に京都府産婆試験に︿ｎ格して

愈開業するに至りしも︑未だ賃地の経鹸に乏しき篇︑更に同院に於て六ヶ月の賞地修業を遂げたり︒同院に於

ても血の淫む如き講剛と︑渥塾なる態度と︑又家庭の境遇にも痛く同備をよせ︑幾多の便宜を典へしといふ︒

かく筆舌に課せぬ辛酸を禅めて漸く生活の道を得たるも︑同業肴多く殊に古参の同業春に雌倒されて所期の牧

入は得られ歩と雌も︑辛うじア二家の糊口を過すを得たり︒共の中に在りても一子潔の教養を忘れず︑進んで

府立第三中箪に入畢せしめて之をば卒業せしむ︒而して後一時京都帝大法皐部に那務歴に就職せし脇︑家計の

補助藍篤さしめたるも︑更に将来の向上を恩ひやり︑遂に意を決して同志献大畢諜科英文科に入望せしめ︑目下

は進んで同畢部在畢中なりといふ︒夫敬治は今尚病床に坤吟しつつあろを以て︑彼女は之が宏誰を怠らず︑共の

除に業務に精脚しつつある人月に涙を催さざるはなし︒恩へばまさ野女人に嫁してより三十年︑不幸に不幸の人

生︑苦闘に苦闘の生活なりしをよく之に打克って今日の緒光を見るに至る狗に節婦の鑑たり︒

雨

日本弘道曾主意
日本弘道倉は明治九年故西村茂樹ゞ
︒①少０

先 生 の 創 立 に 係 り其主旨とする所
Ｐも

は邦人の道徳を高くし圃家の基礎
ロ８

日本弘道蜜の主張

所以の 根本を樹立する乙と

一 ︑ 人 格 の 完成に努力し以て家庭闘家世界人類の隠坊に奉仕する

乙上﹂

二．物質的 生活偏重の弊責を脱し精祁的生活の向上謹選を期する

： 生 活 の簡易を固ることゞ：Ｉ

三︑物質的 生活を以て心を紫はさぜらんが億め其の程度に膳じて

生活の 簡易を圃ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は以
て生活 の没趣味に焔るを防ぎ一は以て精祁的生活の向上騒達
に資す ること

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耽
含的生 活の必須係件たることを明にする乙と

六．人類其 存の本義に擦り他側民に針する敬愛の綱岬を養成し彼
我識力 して世界文化の護達と人類禰献の増進とに害興せんこ
とを期 手９孝○ラムーと

職含的 生活は倒家の統制の下に於てのみ完灸に遂げらる児も
のな奴 ば荷も言論行動にして圃家の基礎を危くするの虞有る
ものは 之 を 排 す る 事

期

を蓋固にせんとゞするにあり而して

､

職業地 位の如何に論無く一身の画家に蕊ることを知り念々圃
家の二 字を忘るべからざる事︑

、

﹁Ｐ

１１

十．覗先の 遺志を総承し列聖の大訓を遵奉し以て君臣一徳の理想
を賞現 し圃蓮の隆昌を協翼せしむるＺとを期すること

九 ︑ 圃 家 と 一燈不二にして至公至仁衣る・皇室を奉戴し図家畢っ
て園燈 の尊厳を蕊場するに努むること

℃

儒教哲肇及宗教の 一方に偏椅せず

諸教の長所を探り明治二十三年十
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
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編輯後
○本鑑は総称瀧と哨稲すべく︑定期細曾第三十二回の概要は
蕊げて木競に掲載致しました︒本年の定期綿曾は先づ近年に
ことを喜ぶものであります︒

ない好成績で︑無事終了したととの報告をすることの出来る
○本銃に於て宇野先生の王賜明は維了︑機川先生のは愈佳境
に入り︑堀内︑加藤胴先生の玉穂は何れも短捕物で然も味ふ
ぺきととが多いと存じます︒来月銃は更に陣奔を新にして新
○本錐には多数曾間諸君から寄祁ぜら肌たことは威謝に堪へ

機軸を出したいと存じます︒

主せん︒馬に談み物が相営に賑かであることは全く其の御蔭・
であります︒

Ｏ井手先生の脚本も来〃はまた稲を改めて御執筆下さること
になってゐます︒諸沿の御期待を願ひます︒

○中係女史の王稲は女史が依然御調養中にて王稿か瓶けいこ
とは婚念であります︒併しこれ叉共の中に誌上に現はれるこ
とを待って届る次第であります︒

○梅雨期を控へての昨今です︒邦家のため諸君の御自愛を切
に祇ってゐます︒Ｌ
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本書は明治年間に於て畢徳一冊に高かった本曾の曾刷西村茂樹先

生の著述であるｐ明治十年代柵を塞げて欧化思想に心酔雲した頃︑

憂図の鮭︑毅然として日本道徳論を呼雛し且つ之を刊行されたり

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︑こもいふべく︑混沌たる現下思想

界に一大光明の賛らすもので︐量に倒民必請の良書である︒
堀甑六竿丘目二卜しＩ︐１
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