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寺口山も

日本弘道曾は明治九年故西村茂樹
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日本弘道曾の主彊

物質的生活を以て心を累はき瞳らんが偽あ各共の耗疫に雁じ
て生活の簡易を岡ること

乙弘﹂

一℃ 人格の完成に努力し以て家庭剛家慨罪人類の篤払に奉仕する一
所以の根本を樹立する乙と
物質的生活偏重の弊責を脱し糖祁的生活の向上騒潅を期する一
一一℃

一二︑

姓錘津硫趣趣蝿嘩峰銅鋤咋華垂睦率錘跡岬潅華隷癖睡捨識蛾一

龍．﹃■４︾

澗先の遺志〃含織承し列聖の大訓を遵奉し以て君臣一徳の理想一

を賞現し圃蓮の隆昌を協翼せしむるＺとを期すること−
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に資すること

唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級四共存が誰一一一

砺鋤雄柿錘柳︾嘩畔岐峰睡畦嘩鋤赤誠諺輝雄糖岬群養成し瓶二一

我裁力して世界文化の磯達と人類禰賦の増進とに寄典せん乞零
とを期すること
赴含的生活は団家の統制の下に於てのみ完全に途けらる児恩
のなれば荷も言論行動にして画家の基礎を危く載るの虞有為

職業地位の如何に論無く一身の画家に繋ることを知り念々率
家の二字を忘るべからざる事
国家と一燈不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し画民畢っ
て圃燈の尊巌を駿揚するに努むるＺと

ものは之を排する事︲
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先生の創立に係り共主旨とする所
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は邦人の道徳を高くし圃家の華礎
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を篭固にせんとするにあり而して
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儒敬哲肇及宗激の一力に偏椅せず
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諸教の長所を採り明治二十三年十
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月三十日の聖詔を遵奉し本含の要

︑凸匹

同

顔を責行するを目的とす

1

｢−−−−−

謹告
●

１ｉ︲

︲●︲Ｉ１１鰻！⁝．！Ｉ１１鋤噌ｉ︲１１

本八月十八日︵火︶は本曾曾岨泊翁西村茂樹先生の第三十回の忌日に相富致しま

すので︑例年の通り曾員一同打揃うて先生の墓前に詣で︑止むに止まれぬ追憶

の誠を表︶したいと存じます︒就ては炎暑の折からでは御座いますが︑含員諸君

酢癖恥融や昨酢一︾州︾岬︾︾︾Ｊ〜：︐Ｊ：
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の振って御来曾あらんこと一を切に御待ち申上げます︒：
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日本弘道曾女子部幹事チ委嘱ス
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倉員香曾我部繁尾氏

昭和六年八月日本弘道曾
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レ其ノ後任トシテ左ノ如ク新ダニ徳川禽長ョリ幹事ノ委嘱アリ並二曾告ス

本曾女子部幹事トシテ多年蓋力セラレシ前波一辰子氏︿病気ノ篤同幹事チ群セラ

高島卒三郎氏
三輪田元道氏

法畢博士松井茂氏

日本弘道書諮議

今度左記三氏二封シテ徳川曾長ヨリソレゾレ本曾諮議ラ委嘱セラル依テ鼓二曾
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畢院長伯爵徳川達孝一
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幹事長海老原丑之助
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炎暑厳しき折柄御機嫌如何に御座候や

時局多端な折邦家の億め折角含員諸君の御

自愛を切に所６上げ候

尚日頃の一方ならぬ御指導と御援助を奉感
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読 一 十 七 百 四 第

西洋諸幽は文明の園なれば︑其真似をするは決して不可なることに非ず︑余も常に西

洋の真似せんと欲して止弐ざるものなり︒唯世人は西洋現今の有様を真似んと欲し︑

○○ＯＯ○○００○○００
余は西人が今日の文明を致したる精禰と順序とを真似んと欲するなり︒西洋も千四百

年代弐では東洋と格別異りたる所もなかりしが．寄倫波が亜米利加を蕊見せし以来心

諸圃競いて通商を庚め︑航海を剛み︑兵艦を作り︑軍制を改め︑以て所謂富固眼兵の

業を務めたり︒千七八百年に至り︑巳に風も富み︑兵も眼くな６しを以て︑風俗一般

に華箸となり︑美術も興り︑専門の畢術も開け︑近年に至り普通教育も行はるるに至

うし乙とにて︑是等は皆二三百年富弧を務めたる結果の護現したる者なり︒然るに邦
○○○○

人は西人が富涯を致したる結祁順序を筆ばず︑唯現今の文明華署の有様のみを見て直

ちに之に微はんとす︒之に由り之を単ぶことⅡに甚しくして︑其の得る所は文明の末

ン
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ー

ー
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﹄
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Ⅱ

弊に過ぎず︑歎息すべきＺと衣り︒︵明油十四五年迄の起稿中の一篇︶

上
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泊

翁
先
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詞

訓 生先翁 泊

ＤＪ

題問の成養両Ip糖民幽ろけ於に逸凋

躍瀞ｌ例へばケルシラ堂クィナ

の起る度に見出されることは︑被告人の中に大畢︑高等単校

逸は我が図の棋範とするぼど郭賞公民教育が振典して居るで

からと澗逸畢者の見解に依って勝為者が少くない︒然らば獅

ア瞳始めｌの見解が璽意をたして居った．公民教育の概念

従来多くの場合獅遮

辱の施設をなしつ上ある︒而して此の公民教育に就いても︑

ル﹂趣旨を渡表し︑また公民教育振興の鰯に誰稗含その他他

荻原砿

濁逸に於ける感民精脚養成の問題

一序説
我が剛現下の教育問題にば種やあるけれども︑共の主要な

専門畢校の墜生が和徴にあることである︒また我が図でば畢

ふのも私の希望の一つであった︒而して滞獅中の紳験から推

あらうか︒此の方面から︑猫逃の青年洲柵を槻察したいと云

る蒜の一つは︑︾蓋し塾生思想Ⅲ題であらう︒共漆難稔畢那件

校騒動が頻蛮し︑而も其の生する毎に胆想的背景の有無が問

耕刺養成の問題が云は堂重要な肺含問題として扱はれる形勢

論すれば︑般近猫逸では皐生青年の傾向や運動に鑑みて図比

題にたる︒斯くして皐生の思郷善導策も誰ぜられろのである
が︑未だに有蚊の施設が溌見されないやうであぁ︒私は椛来

続川とは︑例へぱ家族や親族の冊に見られるやうに温い感怖

間より渦逸の皐考中には︑近代の青年運動をこ上に協州磯

にあるのである︒

欧米諸幽には単校騒動は殆ど無いと聞いて居ったので︑猫迎
の滞在中︑この青年運動には特別の注意を桃ひ︑新聞雑誌か
私は︑獅逸にも翠生の思想運動があり︑暴動もあり︑延いて

として稲讃して届↓心粁もある︒例へぱぺルリン大梁のフィー

によって万の幸禰を側ｈ合ふ締祁といふ︒共同僻精紳の表現

らもなるべく︑材料を蒐集するやうに努めて見た︒典の結果

．次に今春文部省に教育界多年の要望を容れて中等製校に

アカント歌授の加Ｌ◎さり乍ら︑近年猟溌する畢生の政治蓮

此の方面にも教育問題のあることを知り得たのである︒
公民科を設け︑一︲善良ナル立憲自治ノ民クルノ素地ヲ育成ス
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動及び騒動が就曾の問題となり︑延いて図民精紳養成を急務

へすれば直に温き代へた方が望垂じいやうな群許りである︒

評と茎受け一﹂散為になり︑若し我等がより善き制度を知りさ

である︒以下に私は︑直接の無駒及び手許にある登料に基づ

と蔵すてふ教育問題が論議の一中心となって届ることも那賀

我が現代の特徴である︒

疑惑と不信︑不安と憧れ︑新組織への一般的要求︑これ賞に

まったもので︑現代耽禽開係への拒絶貝饗︒淫冒噌である︒換言

なるものか︒同教授によれば︑それは第二十世紀初頭から始

青年運動に限三Ｌ世かうと恩ふ︒然らば所調青年運動は如何

の受鯉及び欧洲共吋偲への傾向をあげて髭ろけれども︑今は

ぽ教授は︑現代の共同僻締岬雅展の他の二称類即ち鯛民粘祁

詮典へんとする立派な改造通勤だと見るのである︒この外な

即ち教授によれば︑青年運動は︑共同鰐生活の内容に新形式

るのである︒

彼の青年蓮動をぱ︑か上る企剛の一例として吾人は了解し得

例へば︑共同鵠生活の内界を一つの新形式に持来さんとする

の形式に奉仕する代りに︑新しい未州の推路を求めつ上ある︒

るやうに恩はれるっか上る事態の裡にあって生活力は︑常例

しても︑脅威を受け揺り動かされ︑また頗る貧弱になって居

れてをつた生活内容は︑現今に於ては︑杢然破壊されないに

継来一般にその稚問なる形式中に殆ど自明的として鴨脆さ

いて此の間趣の概略を述べて見たいと恩ふ︒
二フイーアカントの青年運動観

既述のフイーアカント教授は︑一九二九年に﹁現代の園家
と祉愈﹂といふ小冊子の第三版を川したが︑其の叩に現代の
過渡期遂述べ︑進んで共同僻精抑の一表現としての青年運動
フイーァカントによれば︑現代は新生活形態に向って突進

に論及して居るのである︒

してをるが︑その生活形態は未だ耐曾に現はれて居らす︑寧
ろ今や其の創造を必要として居る︒即ち現代は︑過去と僻来
との緊張中に安んずる所なく浮動して居る︒その内部が既に

生命を失って殆ど滅亡に瀕してをろ︒諸為の制度や怖態に包
園されてゐるのである︒さり乍ら現代は︑鴬分其等を持ち綾
けなければ友らぬ︒何となれば共等に代るべ費完全なる春如
何非一我等は革も知る所がないから︒

この過渡期を能く代表する言葉がある︒それは流行語の
﹁危機﹂園曽である？今や此の危機を溌見しないやうな生活

であると入に対する抗議である︒彼の原子論的の怖態︵各人

すれば︑仙人及び階級側が赤の他人の如くであり︑五に冷淡

が己れの利益をのみ追求して他を顧みない現時の斌曾状態を

範悩︑安全た世界などは何虚にも左い︒組織に於て十分沌足
できる制度などは一つもない︒一切の制度は︑寧ろ疑問と批

ノ
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いふ︶を共同鍔開係によって置き代へんとする努力である︒
青年は率蹴上︵イ︶まづ彼等向身の冊に？日昌鼠一島を求泌且兄

出す︒曾︶次に我等の閏及び民族に封する閥係の中に之を求
める︒彼等は身分や陪級の兼別を認めない︒なぼ青年は︑山
河に遊び︑故郷に締ろ逓歴族行の中に於ても︑最後にまた︑

偉統の生活様式や眠諦や舞師や肌智に蹄る生活の中に於ても
更に同教授は︑政戦附踊の青年闇に就いて︑﹁との青年園

共同僻を兇川すのである﹂

は或意味に於て︑蹴派政治上の封立あるに拘らず︑所罷政瀧

の年長黙員に親しむより蝋寧ろ五に一厭い鋭みを有ってゐ
る︒即ち弧い剛民的感怖を以て結合してをる︒換言すれば超

欺派的利害を以て班なる蹴派的見地を克服せんとする意志に
さて私は数授の所説に封して︑就中ドイツ青年開僻の共同

よって圃結して遼るのである﹂と述べてた︒

僻運動に就いて疑問を有つのである︒果して青年悶催特に政
黛所鴎の青年圏が︑馴民的結祁に符み︑階級や政蕪の兼別を
超越して共同僻宵現の馬に熱心であるかどうか︒若し然らば
最近の畢生暴動や畢生の政治化に因んだ公民敏育論が起ら蔵
かつた筈である︒何となれば︑青年剛及びその運動は︑既に

剛健な闘民総紳愛怖によって瓦に全図比の幸祁を刷らんとす
る共同総粘祁を十分溌揮してゐる詳だからである︒

三伯林六塁生の騒動

私の猫逸の滞在中︑伯林及び地方の都市に起った畢校騒動

や畢生暴動の数は少くない︒併し共等を多く記述する必要が

あるまいと凪ふので︑今はベルリン大畢生の器動匂胃邑のだ

時は一九三○年十一月十一円︑私が例の如く午前九時前大

けに限って赴く︒

禦の入口に行くと︑駆生が立って居って一枚のビーフ溌災れた︒

の傍に立って居ったことである︒祁義了って師宅し︑ビーフを

只その昨不服識に思ったのは︑警察宵二人が誰術の形で畢生

誠んで兄ると︑猫逸大畢生聯脱の叩布したもので︑﹁獅逸大

畢生諮淋に告ぐ﹂と越してある︒同聯盟は︑献愈民主職に鴎

ふ︒何れも共和主義群で︑猫逸の現行憲法〃一擁誰せんとする

する騨生剛で︑その数杢猫迎に凡そ二出八千人挫あるとい

し典の郡山からであらう︒

所洲政府蕊である︒巡在がビラ配布の皐生を誰術したのは蓋

次に共のビラには︑簸初に﹁園民耽脅黛員蝿畠︒一蔦︒量寓目

︵我が剛では剛粋難と課す︶と共産難員野曽ご目罫の亘とによっ

て無法にも今や内飢が起りさうである︒この二つの蹴派は︑

未だ郡群一上政惟を掌握するやうになってはゐない︒併し彼等

は︑我等の経沸閏難を悲しく塘大し︑結局世界戦争の破滅か

ら辛うじて救ひ得た我が渦逸帝幽の統一をも危臓に陥れんと
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ち民主的の雅展をなすべきを深く感ぜねばならぬ︲一と述べ︑

たる吾人︑精祁的人物に間己汁育成し得る吾人は︑精川的即

る専制を行って屑るかに就いて注意を促し︑宝円年の代表者

して居るといひ︑露図の共厳黛︑伊図の岡梓派執政が如何な

等の馬に我が母校の名騨威厳が雀だしく殴損されるのであ

ならぬ︒特に彼の臆号誹誘を断然中止せねば造らぬ︒それ

せんと欲するなら︑私は全畢生閏の忠誠な支持を受けねば

﹁若し我等がこの秩序を育憲の干渉によらず自己の力で維持

蕊した論告の中に次の語がある︒

︑︑︑︑

急進主義に基づく混沌無秩序を防止すべき責恢↓や邦論じ︑移り

る︒⁝⁝私は大畢を不侃不蹴の場所︑右翼に厩する最善の

の鼓霧をなし得る場町たらしめんとする薪である︲一

而脳も左翼に腸する賢明な頭脳も︑正堂堂麦と瓦に精榊的

之によって常日大畢生園の間に如何なることが行はれたか

﹁我等を彼の混沌たる洪水より済ふ最後の堤防は猫逸憲法で

ある︒乞ふ我等に協力し︑あらゆる非常手段をとって帝剛

を察し得ると忠ふ︒クーゲブラット紙の記群は︑蒋察の秩序

に

興の鴬に恋卿せよ︒この復興は︑民主的共和図を基礎とし

憲法を擁謹世よ・部署を塾へ︑かつ猫浬民放と共に帝剛復

維持を群讃し︑畢生については︑−１今口の大畢生は︑悲しい

四畢生々徒の政治化

てをつた︒

かな安寧秩序を保つことを自ら理解しないのである﹂と評し

て始めて行ばれるのである﹂
と結んで居る︒

鴬Ｒベルリン日堂新聞の夕刊を見ると︑右ビラの配布が機
愈になって︑午後ヘーゲルプラッッ大畢建物の前庭で︑右翼

世人周知の通り︑昨年九月十町側に猫逸政府は画曾議員の

ファシズム畢生の政治的示威運動が震生したこと︑ビラ撒き
の望生を龍盤してビラを奪取したので︑岡粋比主の雨醸生閲

旨毎号圃胃巨届篇が出来上った︒中央の祇含民主燕その他が減

綱避畢を行ったのであるが︑その結果所謂過激化せる国昌言

長ダイスマン坤士の騒擾談を載せた︒それによると︑縄長が

って右翼の悶民祉命城と左翼の共康蝋とが輔加した︒その噌

が大衝突をしたこと﹂を報じ︑同紙十三日の朝刊は︑大皐細
轄官隊に椛内引上げを交渉中に大累建物の窓から褒砲した畢

加率は方翼に於て特に甚だしい︒数員数左の如し︒

右翼１１潤民祉愈蕊一二一○七

︵一九二八年︶︵一九三○︶

生があって事態が更に悪化したこと︑一部の畢生が桧束され
たことが知られ︑藍た新聞記事によって大畢嚇内が郵合の馬
に荒らされたこと左ども明かである︒なぼグイスマン細疫の

「

中央一岬蝿津主黛一六
五二
三一
三
六四八

左翼ｌ共産蕊飛四七六
而して是等の政黛は︑何れも所属の青年圏をもち︑集曾や

示威運動を行ふときは青年閣員もまた参加する︒その青年閲
の中には︑大畢や高等雛校の畢生は間より中等皐校の男女生

徒も加入してをる︒共産燕は失業勢働者を煽動して鱗餓暴動
を起したことも度盈あったが︑其の際の桧束者の中に中畢生
を見出すことも稀でなかった︒また右の三派は︑集曾や示威
運動小時︑よく街上で興撃し合って死傷肴を生じたが︑か上
る場合にも青年畢生が屡堂稔畢されて居った︒就中近年右翼

凋逸が固民主義教育に於て峡くるあるを指摘して﹁若し吾人

開する穏健な知識にも乏しいのである﹂と述ぺてをろ︒次に

の時︑団家を瓦解さ牡る政黛に投票した事責に注意を桃ふな

が政治的に組織されてゐない青年の大多数が︑画禽議員選畢

ら︑大紹から云って︑渦逸の函民主義教育は未だ其の最大任

務を果してゐないと決諭せねばならぬ﹂と断じ︑更に﹁戦後

の畢校大改革に際して行はれた有らゆろ偶値評慣に於て︑立

法家は︑教育最後の結果を剛民主義の見地から熟慮すること

を郷忽に附した﹂と教育立法家溌非難し︑小畢校及び耽業畢

また伯林日髭新聞は︑本年一月十八日に︑望校内の幽家政

校に於ける剛民的精祁の養成を力説してをる︒

底い態度を示す︒併し獅逸畢生の間では︑此の黛派が最も人

戦賠償金の拒絶を主張し︑ポーレン等に封しては戦争も僻せ

の藁専制主義であり︑随って共和憲法淀尊重しない︒また大

生為徒閣の大部分は︑其等の政黛内に組織されてをる︒・・・⁝

中︑是等政黛の計蓋を基礎として作られた者も少くない︒畢

のは︑過激な政黛即ち共産薫と剛民砿曾黛である︒畢堆閣罷

る︒一つの回答は記して白く﹁畢生杢徒の間で鮭も成功した

の政治化が如何に誰だしいか巽斡舜宮言陰胃目が分るのであ

を力説してをつたが︑その際徴した輿論を見ると︑畢生生徒

気がある︒そこで中央黛若しくは献曾民主黛の人糞から進だ

青年は昨今蓬だしく過激になって︑団家の支配を一時は認め

治と蕪派政治﹂と題する問題を出し︑閣民科教育の振興改善

しい非難を受けるのである︒例へば︑ルドルフ︑ミュラア氏

の剛民耽禽城に加入する青年の数は激増してゐる︒この派は

は﹁畢校は何を必要とするか﹂といふ論文の中に﹁図民牡曾

は之を否定するであらう︒﹂他の一回答もまたいふ︑﹁畢生を

るにしても︑肯定的意味に於て国家の存績することに濁して

所謂剛粋黛であって︑言行共に過激である︒議曾主義に反封

黛員の示威行列の中から︑若しくは抗議的集曾の群から︑多

徒の政治化が望ましいか否かを今更冥想することは無意味

くの青年を見出すことができる︒この誤られた若者たちは︑

共同鰐瀞祁及び判断力に織如してをるやうに︑歴史や経済に
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である︒高等中畢校及び大畢の畢生は皆政治化してをる︒故
に問題は︑如何にして︑何が篇に︑畢生の政治化が起ったか
に存するのである︒高等教育の畢校制度は今や危機に瀕して
をるのである︒営局の要求してとるやうな教授は典へられて
は居るが︑結果を見ると︑悪意ある等閑によって皮肉に扱は
れ︑畢生を焼ばして居るに過ぎない﹂
五国民楕碑作輿論の勃興

前述の如くフイーアカント教授は︑猫逸青年の側向を共同
贈精祁に鳶み︑且超政黛的愛幽的と観て稲讃した︒さり乍ら
事賞に於ける青年運動は︑政燕的であって阿民的ではなく相
愛互助よりも寧ろ特しく闘争的である︒そこで之を憂ふる所

から青年に封する図民精祁の養成問題が起ってとる課であ
る︒換言すれば︑猫逸の激育が共和猫迎を根本となす国民精
祁の養成に失敗してとるので︑之を正し柿ふ篇に公民教育の

振興を固るべしといふ主張が生じたものと私は槻察してを
ろ︒併し此の黙に就いても︑猫逸人をして誤らせる方が一層
確かであらうと恩ふ︒

先に二言した伯林日餐新聞の記者は︑まづ猫逸憲法第百四
十八膝を引川してをる︒白く
﹁あらゆる畢校に於ては︑道徳的陶冶︑団民的感怖︑個人的

及び職業的の性能を猫逸国粋と圃民譜和との精榊を以て養

成すろやう努むぺきものとす︒国民科及び作業教授は畢校

の敦科をり︒生徒は︑就畢義務の絶りに際して憲法の謄為
を受く﹂

とＡに闘民科といふのは︑号夢誘巨一鴨島目含の獅諜で︑我

が幽では公民科と呼んでをる肴もある︒そは兎に角︑該記者

の見解によれば︑﹁憲法篠章の大部分が世人に知られて居な

いやうに︑此の僚文も一向知られて居ない︒また此の候文が

事資上効力を溌生して居ないこと︑未だ賞行されずに居るこ

とも吐人は少しも知らない︒猫逸の畢校には︑剛民科教授が

全然無いのである︒営局の言によれば︑教師に補習教育を施

し︑迩営の教科書を作り︑特別の教授時Ⅷを設けて団民科教

授を行ふやうに嬰求することは時期尚平であると︒さり乍ら

共の州に獅逸帝幽は最早や十二年たった︒憲法成立の街時六

の突撃除になった︒若し以前から十分注意したなら是等児童

歳から十歳であった少年は︑今や国家を破壊する聞民杜含黛

は忠良な剛民に獲ったであらうに︒十二ヶ年は空しく過ぎ去

った︒新図慨の共礎が曾議や議含の中よりは寧ろ畢校に於て

作られるといふ見解を賞行に移すことは今日なぼ尚早である

のを有つ即ち十分意識して且寸分の安協なくとの新国家の理

か︒新ロシヤが経済上の悶難に苦しみ乍ら︑獅逸図に優るも

吾人は何等墨や錘所なくして宜しいのであるか﹂

念によって養成される所の第二の図民をもつといふ事賞から

題問の成養紳粘民蝿ろけ於に逸凋
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行はねばならぬ︒溺逸は事賃之を行って来現に行ひつ上ある︒

との見解は︑共産難青年関に就いて何等言及せ末専らヒッ
トラア一派の聞粋難青年剛のみを非難の調象として居る所に

翼に或は右翼に走らしめたものと恩ふ︒即ち教育的原因より

其の結采一般に不満の感情が生じも延墜Ｌ畢生をして或は左

のモラトリアム案が成立し︑更に戦争債務に鮒する各劉支抑

も寧ろ杜禽的原因が主であらう︒故に今回のう︑︲ヴア氏提案

偏頗があるけれども︑それ蓮通じて︑吾人は︑共和猫辿の園
多くファシズムに傾いて其の厩行運動に従事してをろこと︑

民精榊養成の教育は甚だ不十分であること︑畢生生徒がより

能力の再零禿が行はれ︑延いて渦逸賠償を大いに岬減するに

も漸次穏健に蔵りはしないかと察せられる︒が併し︑猫逃財

至ったなら︑猫逸の耽曾的不安も少くなり︑畢生為徒の思想

政危機の救済は重大問題であるから︑解決は容易ではあるま

とを推察し得るのである︒

醸生を徒の右翼化現象には種盈の原因があらう︒共和憲法

及び共和獅逸維持の篤の新餌民主義教育論が勃興してをるこ

を某礎とした叫民教育の不徹底︑就中︑剛民科推常者の不迩
る原因は︑寧ろ政治維沸及び耽称の事情であらうと推せられ

て見たい︒第一は︑獅逸の青年に右翼化側向の苦しいことで

を叙したのであるが︑それに就いて礁歩ろ二三の軸を附記し

以上私は︑猫逸青年蓮勤の側向と新図民主義教育論の一端

い○

る︒渦逸は世人周知の如く︑平和催約によって領土は狭く底

ある︒之は猫逃にとって︑封内的にも封外的にも必ずしも良

任といふやう左教育的原因もあるであらうが︑併し共の︑韮な

十億回近くの賠償金を支挑はねばならぬ︒加ふるに一昨年来

り︑軍怖は制限され︑且ヤング案によって凡そ六十年も年盈

階級と共に現今の政論維涜に封して多大の不平不満をもって

て居った︒誠に同附すべき事態にある︒故に中瀧階級は下層

述の如くであり︑畢生の父兄は︑大部分プ画レタリヤ化した

靴曾感蹄の畢生思想に及す影響である︒猫逸の就宵環境上は

迩憾ながら左翼化が問題になってをろ︒第二は祇含情態及び

る﹂意気に於て猫逸魂を認めねばなるまい︒逆に我が図では

に偏し︑﹁戦争不可避の信念に本づいて朋征の光景を論議す

居る︒その感附が子弟に徳はらぬ筈はない︒而してプルュー

中産幡級であって﹁出来る限りの大霊を張りあげ︑且絶望的

好の結果を生ずるとは思はれないが︑併し談２Ｌも剛粋主義

ニング内閣は︑中正穏健の態度をとり︑賠償をも忠賃に履行し

の仙界不況の蔦に阿庫の歳入は激減し︑産業振はす︑昨年末に

一Ｌ燕︑勝来も共の方針であるらしい︒賠償の馬には︑官吏の

に現代の睡辿に反抗してゐる﹂ので︑子弟も其の感情に支配

は凡そ五百閏の失業者駐生じ︑篇に伯林にも暴動が峻為起っ

減俸も塘税鴫︑叉耽含政策施設の縮小４︑更に産業合理化を
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いであらうか︒之が問題なのである︒第三︑猫逸青年躍生の

らば我が岡には青年思勉を左側せしめるやうを吐脅環境が無

され︑煽鋤放満家に乗ぜらろ︲坐所から右傾した課である︒然

いと忠ふ︒前述の青年運動に閥するフイーアカントの見解と

と噺ぜねばならぬ︒移りに外国の思想問題の理解は容易でな

け団民的博統に封する信念の養成に於て十分成功しなかった

多↓数は剛粋主義に同情して共和凋逸を脅かしつ上あるのに︑

る︒故に外幽の事怖及び思想の紹介批判も埋垂誤謬に陥る︒

団民精祁作興論考の意見とが如何に相反するか哩之を誇明す

本に反斌を柵してをろ︒共和猫逸が其の剛民粘祁養成の教育

我が岡でばか翼青年が次第に恥川して皇室中心調民一僻の日

を仰ぐ次第である︒︵昭和六年七月十二日︺

この小満も種餐誤解を含むであらうが︑その軸は讃者の諒承

︵一一︶

に失敗したとすれば︑左傾畢生の増加しつ上ある我が教育界

明治教育の祇曾史的検討

尾高豊作

叫ばるるの気運を生じて居た︒之れ即ち︑明治維新の大勢を

そのものは教育制度による票校設置を侯たずして︑否︑殆ん

醍醗しつつあった日本の質壮舎の所きた要求であって︑祇曾

﹇﹃一

翻って明治初年︑雲の如く競ひ立った人物は官界ばかりで

つつあった事浄一示すものである︒日本の商工業者の護展は︑

ど没交渉に制度より一歩進んで自らを教育し︑自らを指導し

なく︑賞業界その他文蕊界に於ても亦︑夫廷進出し︑先見あ
塔者の中には︑官界を去って︑自ら官尊民卑の岡襲打破を志

既に奮菜時代から訓練された悔統・を基礎とし︑その上に︑盛

しつつ︑盛んに西欧の知識技葵や事業経誉法を深川資施して

築一が大赦省を去って︑第一国立銀行矛創立した如き︑殊に

新天地の開拓に従事するものも多く︑例へぱ明治五年︑鮭津

た︒さればおし底べて︑明治前牛期の賞批脅とリードした新

んに西洋の文物制度を輸入して質畢を活川した露めであっ

進の賃業家は︑多く痔明治以前に生れ︑明治維新の荒波をく

明治十年前後より欧米風を呼吸する自由民椎の思潮が勃典
Ｌ︑かの板垣退助等矛妻初めとして︑早くも剛脅開設の霊さへ

討検的史含牡の育戦浩明
、

あったから︑大阪とか塩古屋とか荷哨博統的商工業地では︑

建策による棚端なる自由主義が試みらるる事になったのは︑

米幽の教育制度驚訓衣研究して居た文部少輔川中不二膝等の

で︑営時我が剛の醸監として迎へられた米人モレーや︑夙に

に殻も好都合左教育機開が出来上りさうに見えたのも束の間

新政府の単校談立には︑案外無頓渚であった︒翠校を以て政

偶盈明治十年の洲南戦争で︑財政逼迫に陥った止むなき索備

先進剛にも劣らず︑あまつさへ特に︑明治新政府の政椛の宣揚

教の機捌としようとした政府の教育方針は︑久しき冊︑この

があったとは云へ︑壮曾的要求を無脱せる﹁政教﹂的教育制度

ｒりぬけて人と左つた人々で︑正規の翠校こそ卒業してば居

猫立職行の野電業界の反感に憎まされたのも無理ならぬ事情に

ないが︑夫脅の環境に育ち︑手腕を磨いた士族叉は奮際家で／

あったのである︒職米の制俊を入れて︑独りに義務教育の必

の失敗を錠もよく物語るものではないか︒

教育令によれば︑まづ︑禦面を展し︑小畢校は一町村或は

要を弧訓した文敷餅局の苦心もさる事ながら︑十八仙紀以降
産業革命と共に︑鍔働階級の子弟にまで教育義務を普及した

私立小畢校があれば︑必ずしも公立小望校を設澄しないでも

よ︿とし︑単科目矛大いに簡略にし︑翠硬取締の如き官僚式

激町村連合して設ける事を許し︑公益に合すると認めらるる

職制を撤陵し︑その代りに民間から選出した畢務委員とおき

西欧諸幽の教育事情に此ぶれば︑明治年間に搬張された我が
として︑特殊の椛威を保って居たと見る外はない︒常時︑奮

﹁剛民教育︲同︑肺曾的要求としてよりも︑より多く政治機鮒

蒋士の子弟等も︑畢制によって新設された小寧校に入単する

ケ月以上でよいと定めた︒かくて全悶荊一的催項を撤して︑

四ヶ月間︑授業すれば差支なく︑従って義務教育年限を十六

成るべく地方の自治に任せ︑自由に取捨錐探してよいとし

小躍校を川ケ年まで短縮するの自由を典へたのは勿論︑毎年

環境孝一超越した割一制度であったか淀示す一例と私は見る心

た︒そして定規な畢校に入畢しないで明︑普通教育を受ける

遊快しとせす︑急奮蒋主の諜力によって多くの錆一則なる中単

か上る就含的寒気中の中にも︑政府の政教主義は行政的に着

道のあるものは︑それを以て就畢したものと見なす規定さへ

校が急造された琳情の如き︑如何に新箪制が︑餅時の耐曾的

た統一せられた常然の結果としては︑そこに明治初年の政教

共に人篤急造の誌だしきもので︑奮幕耐曾の極統的教育と識

た大鍵化であった︒併し︑教育の直義から云へば︑雨制度は

あったのである︒之れを畢制時代に比べると︑齢りにも詩劇

主義と耽禽的賞怖とが衝突するに至った︒之れ即ち明治十二
年に於て︑醸制か賎せられて教育令が雅布せらるるに至った
根木動機であみ︒

抑咽翠制が外形の立涯さと規棋の雄大さとに於て︑遥かに
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ものである︒然るに教育が一旦政治機捌に隷鴎するに至るや

から月褒的に要求する人格的結合を中心とするか否かによる

畢校設備の上に梁って居ると云ふよりも︑寧ろその祇愈環境

ざる詮得ない︒一剛教育の隆盛は︑その教材や︑教科書・で

照するとき︑今更︑我堂は政治と教育との混同の弊害を恐れ

にした︒次で﹁小皐校教則綱領﹂を溌し︑﹁中畢桟敷川大綱﹂

じ︑就畢義務年限を三ヶ年に延長し︑総てに亘って督畢を厳

は教育令を改正し︑各町村をして必歩小翠校を設ける事を命

誰だ不調和と見られて来たので︑明治十三年土一月︑文部省

ろ自曲思想を漸く厩ふの価向と生じ︑殊に行政上の方針とも

遠ざからねばならなかった︒かくて︑証含一般にも︑急劇な

この非教化的雰園気の中に入り込み来つた我が図の児童は︑

その教師と子弟との開係は︑勢ひ官憲と民衆との開係と化し

月﹁師範畢校教則大綱﹂を令して︑教員養成の資溌畢げるに

を出して︑大皐と小中肇との連絡を統一し︑更に同十四年八

小中畢校の教科書編纂を督励し︑民間出臓に謝しても︑教科

ざさんと努め︑その方法として︑文部省直轄の編戦局を設け

た︒鼓に於て文部省は︑文教の世界からこの就含の弊風を鎖

看取され︑識老の間に︑﹁知育偏重﹂の非難さへ生歩るに至っ

知って物事の道理を鉾へざる者﹂をやたらに作り出す傾向が

而浬諭吉の﹁畢問のす上め﹂に所謂﹁文字を読むことのみを

慮を増すに至り︑畢校に於ける資畢教育も︑その大本山たる

議院設立の識が起り︑西洋文化に件ふ流弊︑漸く︑識考の憂

一時︑資祇含では︑自巾民椛の思想が一世を瓜匪し︑民選

ぜられる運命に向った︒

系統は︑却つ一Ｌ中央集椎的︑乃至劃一主義的なるを便利と鯉

制獣時の政教的一大規模は極度に紬少されると同時に︑皐校

になった鴬めに︑耗斐節減上︑教育令の再改正が行はれ︑肇

努めた︒然るに︑明治十七年頃より連年経沸界が不景気綾き

知らず識らず︑畢校藍自己の献禽的生活訓練の場所と見る事
から韓じて︑試験及第︑出世成功への潜梯と槻ずるに至り︑
輿へられたる教科目は︑只之肌︑卒業詩書を雌ふ鴬めに貯へ

る︑代償の如くに思惟するに至るは常然であり︑教師も亦何
為とし︑﹁先生と云はれる程﹂の自己そのものを壱へ忘れて

時の間にか︑耐禽の師表たる地位そのもの淀維持せん事に汲
只管生徒の尊敬と服従とを期待するに至る︒生徒︑必ずしも
先生に服さす︑児童必ずしも︑畢校を喜ばない︒鼓に︑凝校
は益々政椛の謹援を借りなければならず︑先生は愈全威厳を
保持したければならず︑教育が︑次第に外形に韓向するは自
然の数であって︑米幽式教育制度岸舶来した教育令は︑絶に
期年ならずして行政的には絶滅せざるを得なかった︒その頃
伊深修二︑高舗秀夫等の熱心に紹介した︒かのぺスタロッチ
の附溌的教授法の如きも︑その蕊説著書の厩く讃藍恥たに拘
ほら歩︑時代と共にやがて窪き思潮として永い刑敦育界から
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害の桧定制度を厳にする外はないと港へた︒次で同十四年︑
に置き︑翌年︑幅岡文部卿は︑﹁小畢校教員心得﹂と云ふもの

﹁小躍校教則綱領﹄を変布して︑修身科を特に諸嬢科目の首位

２Ｌ賃畢教授の失敗を︑尊王愛図の教育で袖花しようとし

を領布して︑今更の如く徳育の亜んナべきことを宣撫し︑以
た︒同十五年︑勅選の修身書︑﹁幼翠綱嬰﹂が全剛各畢校に下

賜されたのも︑同様の聖旨に出でたものである︒一鵠賦米の
文物を物贋文明となし︑我が国の博統を精紳文明と誇罵︑傾向

は︑尊王嬢夷の思想と一脈相通じて居るが︑この頃に至って
特に一般に商訓され︑今日にも及んで居る次第である︒併し
未だ嘗って︑窮那睡壌教育が︑︐修身迩徳教育と同じく︑測一

主義的多人数一燕教授の畢校では︑その根本侭諦を充分に震
押し得ず︑雨交和侯って教育を献禽生活から淋離超越させる

契機を作りつつあった内而的事筏を知らうとする識者の出
でなかったのは遺憾に堪へない︒叩流十七年︑文部省は︑更
に︑﹁中躍校通則﹂を各府牒に達し︑先きの︑﹁致則大綱﹂に︑

中畢校の目的を﹁高等ノ普通皐科ヲ授クル所ニシテ中八以上
ノ業務二就クカ鴬ノ叉︑高等ノ皐校二入ルカ篇メニ必孤ノ畢
ノ道ヲ本トシ﹂の一旬キー挿入し︑以て剛民道徳の思想を鼓吹

科ヲ授クルモノトス﹂とあろを︑時にその文中に﹁忠孝蕊倫
せんとした︒盃し︑維新以来の欧化熱に掛す為反動と見るぺ
音でばあるが︑由来︑規則文書の上にのみ︑燦然たる金科玉

像が増補せられ乍ら︑資際上︑鬼童青年の人格陶冶には依然

として︑教権の障壁が師弟の間を疎隔せざる逢得なかった事

は︑明治教育に深くも植えつけられた一大特色であり︑同時

かくて︑明治の教育行政は︑地方分在︑人格中心の奮翠風

にまた一大病根となったのである︒

とすろを根本理想として居たのであるが箪校系統が段々整

を打破し︑一関全柵に平等普逓の一大祇禽教化網と完成せん

孤統制され︑醸校の管理法や児童教授法が耕及するに従っ

て︑耐禽教化的一大理想は︑次第次第に︑その封象と範幽と

を自らの手によって締少し︑畢校に畢ぶ児童青年は︑各自の

耐曾的環境を離れて︑何虚も同じ︑軍校内の小天地に踊蹄す

るの止む友きに至った︒かの頼川陽が︑﹁十八結レ交健兇批﹂

に︒また︑官僚的弧制もなく︑形式的義務もなく︑寧ろ師匠

と紙つた鹿兇島郷一村に於ける結耽的教養削慌の遥肌︑今如何

の躍識︑徳瓜を欽仰思慕し︑自己の希望も自己の献曾的環境

に雌じて相参集したといふ︑往年の躍塾中井饗応の懐徳書院

に棚って︑明流教育がその後︑模範と仰いだと云はれて居る

苛茶山の脈塾︑脹瀬淡窓の成宜悶等だの遺莱︑今如何に︒更

醒と共に起った激育改革は︑正しく政椛と教椛とと打破した

猫逸の剛民教育制度の淵を探るとき︑かの宗教改革の一大擬

育から政椛を壮含そのものに奪還するに盃して居たではない

耐含的民本的教育の溌群であって︑その根本勤磯は質に︑教
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四

従する素因淀その内に宿して居た︒

ｍ治十八年末︑官制の改革と共に︑内閣制度が創始せられ

近世普通教育の根本籾念であって︑義務教育の卒先剛たる獅
逸の剛民教育は︑かくして起り︑コメニウスの震畢的歎育槻

森有職が︑文部大臣に係ぜられた︒鼓に︑所調︑悶家主義的

か︒新教の岨たるルーテルの就禽教化的改革意見こそ︑即ち

を経て︑一層︑人測陶冶の虞髄に隅れ︑過去二世紀の就曾的

て︑十九歳の時イギリスに舟駆し︑後外交官時代にハー︐ハー

トｅスペンサーに接して深くその教育思想に傾倒した人であ

教育の時代が始まるである︒森有鵬は鹿児島の蒲士であっ

画家主義的な︑猫迎でさへそうである︒我が明治政府の教育

る︒さだめしミル︑ス︒ヘンサー流の仙人主義的自由思想を激

教育運動の洗鰹を受くるに及び︑経にフリードリッヒ大王の

典範と仰いだ外図の制度規定は︑概ね︑かくの如き内面的渡

育の基調とするであらうと卿待されたが︑彼は文教の首位に

普通教育令によって保誰奨励の慈雨に浴したのではないか︒

展の極く表面的形式であって︑この内面的蕊展と誠によく軌

三年︵明治六年︶頃のス︒ヘンサｉの記録に擦ると︑正に訓目す

立つに黍つ一Ｌ︑一輔して岡鵠教育主義︑否或る意味に於て︑

べき事賃が溌見される︒自山主義︑佃人主義の椛化とさへ批

を一にしたと恩はれる我が岡奮幕時代の教育的体統を惜しげ

明治十二年以降︑民肌耽含にも︑官立諸畢校に倣ひ且つ封

評されて居たス・ヘンサーは︑意外にもその頃︑森に向って︑

獅逸流の帝図主義的教育逓営施した︒徳常蘇峰氏は︑その著

抗して︑法畢専攻の私立畢校が出来初めた︒和俳法律畢校

﹁日本の行政制度の改革は︑沢し一︲白木の偉統的剛民性と図

﹁大正の青年と帝閥の前途﹂の中に︑森文相の態度を一︲退歩か

︵今の法政大畢︶とか専修肇校︵今の専修大理︶とか︑明治法律畢

崎と智横から飛躍してはいけな電日本は今遥家族主義の園

もなく棄て去って︑徒らに形式的に一︲団民教育﹂の完成に没

校︵今の明治大阜︶とか︑東京専門畢校︵今の早稲田大皐︶等がそ

頭して居た明治教育の功過は︑やがてその直正なる赤判を受

れであって︑各自︑創立者の識見人格を看板として青年に自

であった︑外圃の制度が如何に進歩して居るからと云って︑

進歩が﹂否左それは一大進歩であると評してゐるが︑一八七

主猫立の気風を鼓吹しようとした黙︑柳か往年の躍塾を恩は

け近ければおかぬであらう事を鼓に操返しておく︒

せるところなきにしもあらずであるが︑多人数一脊教投の畢

る﹂と云ふやうな事を述べ︑誰をとして日本の民族性順礁の必

急激に極たし室一鍵改をするは︑貴図の僻来に甚だ危険であ

要を歌へたやうに見える色夢掌昌﹈＠号昆烏冒胃胃一響姥ｇｏ︒︒

︑Ｕ︑︑

校組織の縄誉法は︑同より︑知識普及の機捌たる以上に州づ
ぺくもなく︑官皐に封抗する意気は︑やがて蒋来︑官箪に追

私がこんな引例を試みて︑森文相の思想傾向を臆測する課は
森文相の人物論がしたいのではなく︑明治行政殊に教育行政
に反映した外剛思想の資総を掴まうとする微意に過ぎ底い︒

て︑著しくその色彩を溌揮したのである︒帝幽大里の目的を

想に淵源したもので夢のるが︑森文相の震布した翠校令に於

﹁園家ノ須要二雌ズル里術技謹ヲ教授シ議及ビ其ノ雑奥ヲ攻

餌家主義的色彩の恋揚と兄るべき好例であるが︑篤めに︑文

規範を鼓吹し︑艇も砿除式の莱瓜を奨糊したり之れなども亦

は︑特に師範鎮校教育を非常に重んじ︑努めて之れに威重と

度そのま囚産ろ棋倣によるばかりでもなく︑同時にまた︑剛

教の中心は︑文部省を去って師範畢校に移り︑師範皐校の全

究スル﹂と規定した等は︑正しく︑その好例である︒森文相

民同畳の進展を裏書きするばかりでもなく︑行政椎と制度に

盛時代を現出したと同時に︑文部省は︑爾来︑益盈畢校規則

皐制時代から教育令時代に移り︑三稗し一﹂悶家主義の皐校時

腰着し易き常路者の心理が︑教育行政の背後に︑漸く問定性

代に入ると云はれる明治教育史の愛化は︑決して単に外鯛制

鋤を溌揮し来つた事を示すものの如く恩はれる︒明治六年︑森
謬有職が自ら変企して禰深諭吉︑加藤弘之︑西村茂樹等と組織
のした明六牡の如き民川自溌の結献的教育閣船を初めとして︑
誠西郷南洲の私票校︑板垣退助の愛圃献の如き教化的結耽も︑

った︒﹁教育令﹂が﹁肇校令﹂と呼び改めらるるに至つ表の︒︑

して︑﹁教育即ち畢校﹂の観念を剛民に印象せしむるやうにな

之れを要するに︑文部省の行政的掛象は︑初めは他の各省

ふ観念的鍵化が看取されると恩ふ︒

理想とした維新偉来の政教︑﹁教育即ち政治﹂の概念は︑一愛

史教権の確立と共に︑次第に禁睡せらるるの運命となり︑明治

既に常路者の心にも﹁教育する﹂とは﹁畢校を統制する﹂事と云

による事務管理者たるの地位に稗じ︑証曾一般を教化するを

誠十九年︑帝図大畢令を初めとし︑師範畢校令︑小望校令︑中

的↓

壌校令が︑次為に溌布せられ︑文部省の蕊校系統とその荊一

の時代に入ると︑教育の封象は一陣して︑畢校圏内の教職員

と同様︑否それにもまして耐含そのものであった筈のが︑こ

︾的統制は︑一躍︑文教の完成期に到達した如く恩はれた︒
畢制時代から小畢校と大畢校の雨極端から︑別盈に誰達して

並びに畢生生徒丈けとなり︑教師先生も亦︑票校と云ふ制度

来た畢校系統は︑かくして終に︑上下に連絡され︑﹁愛川中
畢﹂の如き中途半端の畢校も消滅して︑一直線上に一大蟻校

的障壁外の活きた贋耽舎の師表となって︑之を教化誘導する

られたろ勝問割に雌じ︑一︲順良︑信愛︑威亜﹂の三徳を念諦し

と云ふ衝僻を必要とせす︑只だ︑一定の教科目に従ひ︑典へ

段階が建設されるに至ったのである︒

たしかに︑明治初年以来︑政府の教育方針は政教一致︑換
５
１言すれば画家本位であった︒これは︑幕末の超封建的政教忠
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た︒ことに︑他の冬省が常に宵祇曾の腕節弧き智際家の生活

生生徒に知識を教授すれば︑事鮎りるやう売価向を馴致し

へ一つ︑多人数二湾に規律正しく︑個人的に何の縁故もない畢

畢げる機曾を恵まれ︑圭一示派机蹴れて各凌渦立の票校叉は集曾

命とする共播教が勢力を得︑和調立して俳教が復興の気勢を

ろ欧化思潮の極に達した︒この間に就秤教化を以て本来の使

諭吉とか黒岩周六とか︑徳汽猪一郎などと云ふ有志等が︑自

同了等の政教壮が出来︑礎んに闘粋主義を宜惇すれば︑幅津

ら川でて新聞肺を創立するの機運が勃興するなど︑献含環境

結吐尭起すに至った︒三宅雲嶺︑志賀矧川︑杉浦車剛︑井上

定の規範を設けて︑之れと側接的開係に居り︑打弱一ご生徒の

は︑最高熱府の教科目と雌も之れ駐訊諦する位では︑到底理

に咽れて様盈な就愈愛化に直面しつつ︑政治を行ふに反し︑

み取扱って︑他を顧みる暇もない︒教員は校長の部下であり

文部省もその管下の箪校も︑耽曾の動きに封しては︑自ら一

校長や皐校の教務常局希は︑各府蝶の知事︑皐務部長︑祁畢

解も批判も川来ぬ位の護展注続けつつあった︒︑

て︑始めてその皐課の勉強と徳目の語調とに於ける競走者を

も︑未だ創業の際とて︑新人の結祇国罷の如き気風を有し︑

で有嬬の書生を誌成するものが多く︑曾耽銀行その他商斌で

の右力群が進んで教育家たるの向昼と責任とを感じて︑好ん

明治の中葉頃までは︑畢校教育の専門家でなくとも︑吐曾

或は文部省の諸監督官に服従し︑畢生生徒は偶然に入畢した

溌見し︑只管群居して敢師の命に之れ従ふ率を畢校生活だと

盛んに新式簿記法や︑機械取扱法や︑事務経管の仕方を工夫

事校内に︑始めてその日限りの遊び友達を得︑教室内に入っ

て倣りに扉業界その他の資生活に苦闘し︑家庭教育の偉統か

つつ︑専心︑欧米の新教育畢説や教授法を送迎して居た間に

猫脅して︑畢校が就曾生活の資務を離れ︑政治的聡椛を頼み

恩ひ込ませられる︒父兄も︑祇愈にあっては︑民推を謹抑し

出世を︑畢校に至任せんとする価向さへ生ぜしめた︒

らも︑献含環境の要求からも︑我が子を放任して︑その立身

﹁勤努教育﹂も︑﹁致育の資際化﹂も︑明治の賞就曾では︑里校

ら抹消してはならない︒今日譜ふところの一成人教育﹂も︑

外に於て不言の州に賞行して居たればこそ日本の肺禽は畢校

どしノ︑新時代の働き手を養成して居た事を︑明治教育史か

て喜んで居る脇に︑耽禽そのものの文化は畢校の褒達と併立

の卒業生を︑年交歳を採用もし︑働かせもし得たのである︒

畢校教育の整怖と︑確立と︑その皐齢児童の就畢率が︑年

して徒堂複雑化し且つ進展し︑資本主義的産業の躍進に件ひ

畢校卒業生が今日の耐曾的不景気に及んで︑忽ち︑就職の大

と共に蹄逃すろを我が国の﹁教育褒達﹂のバロメーターとし

十年頃に至れば︑催約改正の外交的意味も含まれて︑祁眺な

牡愈思想又は吐曾風教にも様だの動揺が蕊生し来り︑明治二

矛盾我堂はこの事態の淵源を何に求め何によって批判すべき

清治

難に惑飢し︑而もその就職難を作る我が園の畢校系統内に於

間

であらうか︒Ｓぱく︶

野
んな人ば到底出世は出来ない︒どうぞ此虚のところ十分御考

るとか︑無教育であるからというて努力しない人がある︒そ

かうした大溌明を成し遂げて見たい︑あ上した大畢問大事業

あんた家にも住んで見たい︑といふやうな慾望を始めとして

︑︑︑︑
したいといふ一念が大切な事で︑其のたいたいの欲望︑希望

すｐ換言すれば︑理想は完全無峡︑回流至上左我である︒即

て︑熱望と努力だにあるならば︑どんな人でも偉くなれるや

ち大我︑最大の我である︒結局︑肺であり︑擁でありｙ天で

熱望が累積し︑描充しゆくと同時に︑それが研究され︑洗練

らす︒此の恩灘に浴せざる者は天下鹿しと雌も一人もない︒

あります︒此の意味に於て︑我は小我は︑祁沸にまでズッと

うに恵まれてゐるのであります︒総て吾掩に最も大切なもの

水と申しても空気と申してもさうでせう︒斯くの如く大切な

され︑浄化される︑その窮極のものが︑吾交の理想であり史

ものは︑天は必ず平等に授け給ふのである︒それから老へれ

繋がるものであるから︑入若し翻然悟って大志を立て︑大望

は︑天は平等に典へてゐろ︒日光の如きは誰の頭の上にも照

を打ち立て見典たいといふ熱望ｌ此９斯うしたい︑あ曇

是非偉くなって見たい︑こんな自動車にも乗って見たい︒

左らぬと考へます︒︲

襟めては相済まぬ︒先づ我れ自らの努力如何を顧みなければ

のであります︒天を怨んでは相成らぬ︒況んや世を︑人を︑

へ

へ遂願びたいＩ幸ひな事に繊︑人剛には紳様の恩寵があっ

いことがありますｃ世川には俺は貧乏であるとか︑病身であ

ら

ても尚雁忌はしき入畢難の狂態が演ぜられて居ると云ふとの

斯の道の篇
◇天人合一

に

少し横道へ入るやうですが︑柳か之に開運して考へて見た

P

ばや差別のあるものはそれ程大切のものではないと恩ひ得る

I

に鰯の道の斯
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望を輿へ給ひ︑吾等に理想を典へ給うて︑而して我に来れ︑

ありますまいか︒夫と妻との和が寓徳の基である︒古の聖人

るかといふと︑先づ夫婦から始まって居ると見てよいのでは

之を極く小さく考へて︑一家に於ける和の重獣は何虚に在

◇端を夫婦に霊す

我が膝下に来れと︑常に熱心にさしまねき給ふのである︒故

も﹁君子の道は端を夫婦に造す﹂と言はれて居るが︑私は夫

にも悌にもなれるわけであります︒斯くて天は幸に吾等に希

を抱いて刻苦勘精するならば︑どんなにでも偉くなれる︑稗

一日糞だと進歩し向上して︑天に近づくのである︒天に達せ

に刻苦働精︑努力精進︑それを熱求又熱求するならば︑我は

取立て入いふ要はないと考へて居りました︒所が自分が夫婦

婦が仲をよくすることは欝然過ぎると思ったので︑何も之を

或有名な博士は人間の偉くなる道を溌見すべく︑二十幾年

い︒併しながら用難とは云へ︑それすら仲よくなれないで︑

となって見ると︑夫婦が仲よくすることでさへ仲交むづかし

ずんば止まぬのであります︒

であるといふことを礎見され断言されたさうであります︒若

か研究した結果︑人間が偉くなるのに一番大切な要素は大望

て他人と仲よくなれるか︒叉血が通ひ︑顔も似︑一つ釜の飯

て親子も仲よくなる︒其の親子が仲よくなれないで︑どうし

を食べてゐる兄弟が仲よくなれないで︑どうして他人と仲よ

どうして他人と仲よくなれようか︑夫婦が仲よくなれて初め

い︒苦しめば苦しむほど勇気を出して精進するが故に︑吾が

く底れるか︒一家の巾に於ける逓徳が能く出来なければ︑一

し人間に此の大望がなかった蔵らば︑此の世に生を享けた甲

小我は次第に海められ︑高められ︑向上叉向上︑優遥し︑大

町村の逝徳︑一聯の逝徳︑一団の道徳が巧く行かう筈がな

斐がない︑此の大望があればこそ︑吾等の仕事は苦しくな

って︑人間維局の目的は天人の合一に外ならぬものと老へま

い︒﹁家薪う一Ｌ篠岡治まり︑函治まって後天下平なり﹂誠にそ

化して︑終に恥想の境地に到篭するｌ天と合致丁るのであ

の通りであります︒一家の中で仲よく出来なければ世間に出

ても仲よく出米ない︒机間に川て仲よく川来ぬやうでは︑到

で曲努力せねば耐ば近寄らせない︒貧乏でも溌憤すれば天は

底立身川世は出来ま藍ぬ︒

す︒その間に︑貧富弧弱教育の高低などの雨別はない︒令持
之を優寵する︒否︑貧乏はヨリ多く溌憤の恢件である︒そこ

今日の如き世相を将来した原因は色々あるであらうが︑そ

に哨自然の大調和がある︒斯様にして私は和の意義の愈交深
猿微妙なることを痛切に感ぜざるを得ないのであり毒す︒

れは吾交が教育の中でも最も亜きとなす家庭教育を等閑にし

に 錨 の 道 の 斯
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諾扶植するならば︑日本はもつと平かになるのではないかと

親子夫婦兄弟互に仲よくし︑和を以て家を満へるといふ道徳

たことに起因する所少なからぬと恩ふ︒若し一家の中に於て

ほど︑御同様深蕊に堪へない次弟であります︒

るで角突きあひ︑喧嘩腰といふ布様である︒老へれば老へる

祁など殆ど之なく︑一隈に怖味を緋き︑温か味を失って︑ま

を主張して︑人の篤にする犠牲的耕祁︑共存共柴の融和的精

来なければ︑艇く耐含に和を行ふととが出来ません︒﹁孝悌

いっても矢張り兄弟の延握であると恩ひます︒故にこれが出

すのであるが︑質は他人といふ言葉は使ひたくない︑他人と

斯様にして親子の道︽兄弟の道から他人に入り︑就含に及ぼ

中に弘めて戴くやうに致したいと切望するものであります︒

想の黄金時代が現出するのであります︒そこは永遠の春の如

こそ本営の人側道で︑それが出来て初めて人類の前途に大理

人全互に仲よくすべく什折って来て居るのであります︒これ

のである︒或は書物に︑或は説教に︑いろいろ苦心をして︑

の祁先が苦心惨階して︑仲よくする鴬にやって来た其の道な

ことが狐りに叫ばれてゐるが︑是は既に幾寓年の昔から吾等

近時︑剛際の親善︑人叛の祁愛︑世界の平和といふやうな

◇満天下に切願す

思はれます︒天下を清く明るくというても他に道はない︑銘
登其家を清く明るくすればよいのである︒是が要黙でありま

は其れ仁を鱒すの本か﹂とある通り︑親子兄弟が仲よくなる

す︒それには斯の道を皆様が天下に唱道され︑斯の道を世の

ところから姑まって︑仁といふ大徳をも天下に行ふ部になる

術みも嫉みもない︒不愉快なる何物もない︒此の理想の世界

く︑百花畑漫賞に和気溌冬お互同志が握手をして仲よくし

私は新聞に開係致してから特に泌為恩ふことですが︑今日

和し︑︲而して最大多数の幸祇を耐って行くべきである︒これ

を建設する鴬には︑吾等は死ぬまでに一人でも多くの人と相

それが吾等の大理想達成の無上通であります︒

の世の中くらゐ闘争の激しい世の中はありますまい︒或は兄

て之を匡正して戴きたいと恩ひます︒ちょっと考へ一しも︑何

行一致を鉄くものでありますから︑どうぞ皆様のお力に依っ

然るに口には世界の平和︑人類の相愛を叫んでも︑兎角言

が人剛の常然の義務であると老へます︒

弟相手ひ︑或は子にして父に背き︑或は妻にして夫に背く︒
叉勝賛の間に於ても五に相手ひ︑畢校に於ても五に和争ふ︒

誠に歎はしい次第であります︒益だしきに至ると︑闘争その

陛かに一つ確一嘩たき村︑仲よし村といふものを排へて︑さう

今日くらゐ師弟の怖誼の弛んで畢校騒動の多いことはない︒

え易人萱で出で乗り︑さうして自己の椛利︑自己の利益のみ

ものを目的とし︑恰も闘争を自分の本業とするかのやうに見

どんなにか気持良いことだらうと想像されます︒ところが世

して互に親愛し︑互に敬信し︑互に親切にし合ったならば︑

ものであります︒

意義はいよいよ高く︑いよいよ尊く︑いよいよ震く大いなる

す︒故に簡軍に﹁お万仲をよくしませう﹂といっても︑其の

一隅人生の意義は︑申上げろ迄もなく︑人類に奉仕するこ

間の有様を見ますと丁度その反封で︑家庭で仲を悪くしたが
篤に︑何等不自由のない生活をして居る人でありながら毒を

いへば︑只今まで巾上げた通り︑詰互が仲をよくすることに

とで︑人生を清く︑明るくする事である︒而して其の本はと

端を溌するのである︒されば和は天下の大道といふぺく︑若

が篇に子供を棄て上何虚かへ飛び出したなどいふ者もある︒

し之を銃く左らば︑一身一家はいふまでもなく天下馴家も安

仰いで死ぬといふ様なことがある︒又夫にいやな顔をされた

からそれと湧いてくるのであります︒人問の最大の幸禰はど

要するに仲が悪いといふ事から︑いろいろ忌はしい事がそれ

行ふといふことは︑租先幾億年に封する調和の道であり︑親

更に一歩を進めて申上ぐるならば︑子が親に仕へ和の道を

たいと恩ふのであります︒誠に杜撰を極め︑支離滅裂ではあ

卸ある弘道曾の如き貴き東業に御加捨を願ひ︑御霊力を戴き

れ︑到る虚﹁和﹂の御宣偉を語順致したい︒尚又併せて斯る光

されて︑今日の時代の病︑賃に不和闘争にあることを恩召さ

是に於て私は皆様に切願致したい︒何卒私の説に御共鳴下

きを得ず︑寓物悉く滅亡を免れぬことになります︒

が子に和の道を行ふといふことば︑子孫永劫に封する調和の

の希望でなければたらない︒

うしても此の理想郷を現出することであって︑是が人類全隈

道である︒叉︑和は自分の心の調和︑鰐の調和︑人との調和

作じます︒雛んで長時間の御済蕊を感謝致します︒︵完︶

りますろが幸に御参考に底ろ黙があったならば︑望外の幸と

健堂

に現代に蝿り︑縦に古今群貫く大道であり︒而して此の中に

山

物との調和︑現代の一切を調和するの道である︒即ち和は横

横

衆理百擁自ら通達するので祁に迄達せらる上至上道であり主

近世青年の塗遷

(二）
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ロー
緒方塾に於ける青年書生の忍苦勤行の衝怖は︑既にその一
︑︑℃︑︑

班をお話した通りである︑大村益次郎先生が寒中︑冷水摩擦
をして身紹を暖ためといふのも︑近来の西洋風の冷水浴とい
もｂ︑︑

ふ意味で峨なく︑自分で老へた一策であった︒かくまでに苦

はなく︑先生よりも貧乏な岩はまだいくらもあったであら

行した大村先生が︑此の塾巾で第一番の貧単生といふわけで
う︒先生は︑諮干の畢賛駐準備して川て来たのであるが︑そ
れだけでは足らずに︑あれだけの苦行を敢てしたのだ︒維新
︑

︑︑︑︑

前の塾生といふのは︑苦行は常然のことと畏悟してゐた︒大
℃℃︑︑

村先生一人が特別に菩努したわけではない︒その大村先生の
とと蛸︑幸に緒方惟準氏が目略して話されたから後世に仰へ
︑︑︑︑

︑

ることができるが︑あれくらゐでは常時︑特に評判にはなら
なかったので︑従来の大村先生の偉記的記事の中に一つも先
︑ｂも︑︑

生を薪畢生として徳へたものがないのでも分ると恩ふ︒

▽︲︑１℃︲︲︑当

どにも︑その事が書いてある︑而浬諭吉先生あたりも︑臨書

の筆耕料をかせいだものであった︒かうして催かな庭の蛾低

額の皐資の出途を準備すると︑海醸に出かけて行って︑不足

の分は︑このようにしてかせぐといふのが︑書生の大隅の風

る熱心が燃えてゐるのである︒かうして苦労して勉弧するの

潮であった︒それが天下を通じてのことである︒畢問を求め

だから︑讃んだ書物︒習ったことが骨身に浸み込むのである︒

℃℃ｂ︑︑︑ｂ℃℃︑︑︑℃︑︑℃︑℃︑℃︑℃ｂｂｂ﹈
わたくしども︑青年の時以来︑維新前後の所謂藩教育をうけ
も︑︑ｂ︑ｂ︑︑︑ｂ︑℃︑︑︑︑︑ｂ︑︑℃︑℃︑︑

︑︑

︑︑

︑

た︒書物のうちの要領は︑その成句の侭で語訓してゐる︒瀧
・う

た老先輩に接して話を聞くときに︑切に感じたことは︑それ
も℃︑︑可︑℃︑︑Ｔ︑℃も︑℃︑℃︑℃ｂ︑℃℃︑℃︑
等の人糞か︑塾で読んだ書物滋善く記憶してゐるととであつ

︑ｂ

︑︑

︑︑

深子爵の論語に於けるのは別物としても︑大隈侯でも伊藤公

でも︑漢書の成句を多く記憶してゐた︒伊藤公に一度︑文中
︑

子の話をしたら︑公は︑青年の頃︑松下村塾で文中子を読ん

た︒もっともこれ等の諸名士は︑天斌︑記憶力もすぐれてゐ

だことがあったとかで︑その中の名句を︑そのま上語調され

箪塾の塾生よりも︑苦畢するには便冗が多かったｕ西洋の畢

江戸か大阪及び長崎にしかなかったのだが︑その塾生は︑漢

言って仕舞うことはできない︑これ等の諸名士が︑その時以

は謹む書物も箪課も少なかったから︑能く疑えてゐるのだと

大冊︑他の入廷もみなそういふ風であった︒一概に︑むかし

たのではあるが︑これは︑猪士の一例を雛げたまでのもので

問が︑何とはなしに珍重される世の中になって来たが︑書物

こと︑五十雌年︑それでゐて青年の時の書物をよど畳皇しゐ

来︑讃んだ書物は非常に多い︑そして繁忙の境涯に身を置く

欝年の塾のうちで鴨︑闘騨塾ｌ蘭皐塾の有力蔵ものは︑

がない︑それで蘭害の篤本が珍重される︑その篤本料が存外
︑︑︑︑

に報酬が好い︑それをするのは蘭畢生の牧入で︑派翁自仲な

CO

遜愛の年青世近

・た隈侯け︑﹁吾輩は失畏者だ﹂といふことを︑腰いはれた︒

︑︑︑

ろいとふ黙一場注目しなければたら園︒

Ｕももｂ

佐賀で砺纂された鍋島剛聖公の偉記端見ると︑寓延元年︑即
も棲川事件のあった年だ︒閑聖公が藩畢弘道館の授業を参観
９や︑︑︑℃︑ｂ︑Ｕ︑︑ｂ
された欝日︑大隈八太郎︑鰍洲憲法の掘政筋を誰義してゐた

のように印刷術が震達し︑そし一﹄教科書が行き渡って︑筆篇

あった︒豊問とするには︑是非寓本をしなければならぬ︒今

の必要が少くなり︑それと件ふて︑筆記といふ瓜が畢生の間

には︑箸るしくなくなった︒今では教師の講義駐筆記する能

力が乏しくなった︒わたくしども中畢の一年生の時から︑す

でに講義筆記を始めてゐたことを回顧すると︑最近︑四十年

来の鐙遷も驚くべきものであり︒わたくしどもより更に四十

とある︒いかにも新文通の先畳肴だ︒侯はまた︑唾和蘭語を
勉強した話をされた︶それでわたくしは大正初年のこと第二

年洲ぼろと︑そのむかしが想像される︒

ｂ︑

次の大隈内閣ができる少許前のことであった︒シイポルトの

もｂｂもも︑℃︑

しかし営年︑筆篇の風は︑唯だ書物の銃乏を袖ふといふだ

に︑畢説︑教授法以外に非常を効果を及ぼしてゐる︒青年は

︑︑︑︑︑︑℃℃︑︑︑︑︑℃︑ｂ▽ｂｂｂ︑０

︑勺

んで︑繕けて課護をして︑なか程まで一気に課して︑此の先

文書を侯に示した︒侯臓︑それを披いて見ると︑いきなり読

けではない︑筆篤を勤めるといふ一事は︑勤勢の素肌を培養
︑ｂ︑︑︑ｂ︑Ｅｂ︑︑℃も︑℃ｂ︑ｂ︑︑℃ｂｂ︑︑︑
した上に極めて有力なものであった︒それが常年の畢風の上

は分らぬと言はれた︒これで確かに︑侯が和蘭語を勉弧され
たことは明らかに知られるのであるが︑しかも五十年前に何

やかになるといふだけではなく︑また︑筆蔦すると︑よく畳

筆を執ってものを書くといふことを臆劫にしない︑筆力が速

えるのみならず︑篇す間に︑自然に批判もする︑玩味もする︑

程も肇んだのではない和蘭語を︑その常時︑造詣した催に︑

筆嘉の努力が知らず／Ｉの間に︑修畢の効を奏するのみなら

畳えてゐられたのは︑感服の至であった︒外図語は︑長らく
きは︑侯の頭脳︑明断であった焦といふばかりではない︑営

膳めてゐると︑特に忘れて仕舞うものである︑侯の一例の如

の風を養成する︑他日︑筆篇する必要はなくなった時にも︑

しい勤労

ず︑筆健めに書くことが︑いつの間にか︑健め／
一一

年の勉州法が有効であったこと註考へなければならぬ︒

︑℃︑︑︑

かしの教育で︑特に有効なものは︑筆罵を語調との二つであ

その雌めノ︲

しい須瓜だけは根狼く植えつけられてゐる︑む

﹁筆嘉﹂

℃ｂｂｂ︑︑︑︒︑︑℃一
︑︑
松陰先生硬後の松下村塾に︑一燈銭巾合はせと幕末志士の

った︒

わたくしは︑簡単塾の塾生が薗害筆耕のこと洋一述べたつ

の一事は︑新奮青年の愛進の︑目立つ一項目でなければなら
ぬ︒印刷術の進まないむかしに於ては︑筆罵は修畢の要件で

遷鍵の年青世近
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堂がまだむかしの面影を存してゐた︑塾の組師匿瀬淡窓は︑

▽１口ｌ︲℃ｊｂ︲Ｊ

歴史に有名な一事件がある︒一燈鏡申合はせの主意書を害い

︑℃℃︑℃︑︑Ｕ︑︑

吾門に及ぶ者三千と書いてゐるくらｂだから︑とにかく門人

も︑℃℃

たのは︑久坂玄瑞だが︑勤王事業をするに自分たち書生は資

は頗る盛んなもので︑日田の町は成宜園の町といっていいく

︑︑︑

者申合はせ︑筆耕淀して︑その報酬を集めようといふのであ

力をもたない︑さし賞り賓力を得る手段として自分たち問志

った︒ところが或時︑うちから呼び込まれた︒

︑℃︑℃︑

してゐれぱ可いのだから︑漢皐書生には極︑手頃な仕事であ

托鉢は︑門口で一口何かいってお経の文句らしいものを諏讃

がとぐら

次の林外の頃に塾生だった老人の話を聞いたが︑塾主がとき
も℃︑もも℃℃︑℃ｂ︑℃︑ｂ︑ｂ︑︑︑もむ︑︑ひ︑毛
人︑祁僧〃ようにして托鉢にあるいたといふととであった︒

︑︑

遠ひ︑筆耕で多くの報酬を得る見込はない︒維新前︑淡窓の

︑︑

らゐであった︒塾ではやはり書生一人について騨．一粒の標準
であった︒相愛ばら赤書生は貧乏だが︑大阪の緒方塾などと

る︒富者の寓燈より貧者の一燈といふ心持で︑一燈銭申合と
名づけた︒これ等の人々は︑既に志士として天下に有名であ
る︒それにかくの如き勤労の牧獲をもって︑零細の金を集め
ようといふところに︑その直剣味も溢れて居り︑且つは常年
書生︑勤労の素肌が見へる︒主意書のうちに︑﹁僅かにこれ
だけのこともできなくて︑天下岡家の大事を仕遂げようと口

﹁幸ひ今日は︑怖の忌辰であるから︑讃経をお願ひ申度い

もｂ︑︑︑

とい︒此頃︑西村茂樹先生の日本辿徳論を讃むと︑固民の品

℃℃℃ｂ

で大言壮語したとて︑何にもならぬ﹂とある︑此の精祁が尊

︑︑︑︑︑︑︑一

︑︑︑︑も︑℃︑℃︑℃℃も９も︑︑℃︑︑︑︑℃︑︑

れず︑紳妙に沸前に坐を占め︑営意即妙に︑蒙求の題伺だけ

︑℃︑．

といふのだ︒ハタと営惑したが︑威宜悶の塾生だとも白状さ

︑︑℃︑

性を作る八催の必要項目を筆げて︑その中に第一勤勉とある
わたくしが述べた勤労は︑此の項目のうちに入るぺきである
︑︑

であった︒．

℃︑ロも

といふ話があったとかで︑蒙求の書生は︑冷汗を流がしなが
℃︑︑ｂ︑ｂ℃℃︑︑︑
ら俳前に讃調したことを︑今更のように思ひ出したといふ話

ました﹂︑︑︑心℃︑︑︑一

﹁あなたの塾生は︑すっかり蒙求を記憶してゐて︑感心し

林外が訪問したとき︑主人の話のうちに︑︲

〃︑

った︒その家は︑林外先生とも懇意であったので︑その後︑

︑︑

を並べて︑節をつけて讃んだ︒そうしたら雁分のお布施があ
︑︑

と恩ふ︒孔子は︑われ若かりしとき貧賎なりし︑故に郡事に
︑︑

多能なり﹂といはれた︑・此の筆耕などは所謂郡事のうちであ

ろう︑都事を布しくもせず︑郡事に勤めるといふのが︑むか
︑︑℃︑
しの書生修行の要項であった︒卸率勤労といふ叫字が近祉青
九州︑白田の成宜園は︑漢畢塾としては︑維新前恐らくは

年︑
の︑蕊
遥をもの語ってゐる︒︑
︑︑︑︑︑

最盛のものであった︒試駒進級法を施したのも︑此の塾が始
めである︒四十年前わたくしが修畢放行で一観した頃には講

ノ
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︑︑

︑︑︑もも℃もｂ一

書生の食物のことは既にわたしくは連ぺたが︑全く書生と

℃ｂも℃℃ｂ︑も︑︑▽︑︑︑︑︑

いへば馬同様といふのが通相場であった︒書生を御馳走する
︑︑℃ｂ℃℃℃︑℃℃も︑や︑℃もりもも℃℃︑︑︑ｂ︾
のは︑馬を招待すると思ってゐれば可いといったら︑書生は

のであるから︑禰師を見ると︑維新前の雲水借の面影は知ら

此の老剛禰師は︑維新前からの雲水生活を今日に讃けてゐる

一一一

︑︑

れる︒営時の書生の気風も︑それと平行したものであった︒

︑︑︑

此秋は︑頼川陽の面年祭が行はれるといふので︑巾陽に開

馬以上だと答へた書生があるといふ笑話もある︒馬以上でも

あるし︑何でも喰ぺた︒緒方塾あたりでは︑簡畢殊に︑醤肴

する材料が此頃︑盛んに発表されるようであるが︑わたくし

︑︑

の塾でもあり︑解剖の賞習をすることがある︒その材料は主

は二十除年前に︑備後の祁避に往って︑山陽が寄宿してゐた

︑︑ももｂ一

︒︑︑︑

黄葉夕陽村舎を見た︒茨葉夕陽村舎は︑菅茶山の塾だ︒塾の

℃℃︑︑

に猫か︑犬か︑鼠かぐらゐであった︒解剖のあとでは︑書生

名は︑門前の黄葉山に直面してゐるから名づけたのだ︒道路

︑ｂ︑℃︑︑

がみんなそれを喰つた︒猫や犬は大牢の美味だと舌鼓を打つ
℃︑℃ｂ︑ｂももも℃︑℃︑︑
たといふは︑推準氏の脅話である︒漢畢塾では︑解剖をやら

から村舎の長屋間に至るまでの間に︑雨側に老柳が菱をたる

ももももり︑

ぬから︑そういふものも容易に口には入らなかった︒菜根を

垂楊乗柳の趣を見せてゐる︑蘇州の柳だそうだ︒此の柳は︑

も︑︑０︐︑℃ｂ︑℃︑︑℃︑℃︑︑一

暁み得ば百事篇すべしといふは︑全く彼等の境涯であった︒

訪した時には︑長屋門の坐敷に︑主人が風邪だとて︑矩健に

高山彦九鄭が来て一宿したときからあるのだ︒わたくしの往

し造い︒そういふ境涯を想像してはゐない︑永平寺の北野元

あたってゐた︑長尾門の綾きに︑土壁の長屋があるのがむか

︑︑︑

ろで︑今ならば教場でもあり︑講堂でもある︒茶山は詩人で

︑︑︑︑

ってゐる︒次の南に面した魔い座敷が︑茶山が講義したとこ

︑︑

人が説明してゐた︒塾には︑廉塾と題した柴栗山の額がか上

︑℃

ある︒左手にある二階家は︑茶山が晩年︑建てたものだと主

内を流れ︑家鴨が浮んでゐる︒その垣の内に︑むかしの塾が

とでもいひたいもので︑それから低い垣があって︑小川が庭

︑︑

峯祁師は九十歳になって︑まだなかノ岨︑の元気であるが︑七

しの村舎の裟物の一つだ︒いかにも粗朴なもので︑外側とは

今では︑どんなにまづい畢生の下宿屋でも︑そういふ待遇を
︑︑︑︑︑︑

十幾歳で︑朝鮮布教納監として東京から京城の間を往来する

いひながら︑土壁に︑高い窓が少しく附けてゐるだけだ︒庭

︑

に︑汽車は赤切符︑途中で何も買って食べない︑東京から京

に面した内側の方は障子に橡側がある︒これ等は村舎の外郭

も︑︑︑︑︑

城までの緋営を携帯して行く︑その賞費とお茶の代とを加へ

て︑汽車賃以外には︑三十銭を要しない︑それで別に疲れも
しない︑平生は芋や︑にんじん︑こんにやくのようなものば
かり食ぺてゐて︑一週間に一度の御馳走といふのがウドンだ
といふ︑それが八十年来︑一貫してゐる生活だ︒誰もが︑此
の老雄禰師の生活を私淑するわけにも往くまいが︑美食をし
ないでも︑元気は績くといふととは︑此の老祁師で見られる︒

年青世近
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もあり︑庭園の情趣が︑わたくしども︑むかしの塾を見たう
ちでも︑一際すぐれて︑風流に作られてゐる︒現代の畢校の
は︑一つには塾の先生の住宅をも兼ねてゐるし︑文雅の趣味

庭といふのと︑むかしの塾の庭とが︑著るしく気分が連ふの

ない︑風流な庭崩だ︒もっとも今の畢校の校庭は運動場であ

があったものだから︑現代人から見れば︑畢校の庭とは見へ

り︑庭園趣味をもって作られたものは殆んど無い︑畢校の境
内の一部に庭悶らしいものを作ったものもめったには無い︒
︑℃︑℃℃ももも
東京郊外の駒灘大箪の校庭が︑運動場であるにも拘はらす︑
ｂ︑︑℃もも︑︑︑︑℃℃︑︑︑
庭園気分が漆ぎってゐるのは︑現在の私立大畢のうちには︑
一つの異彩である︑郊外だからそうなってゐるのではなく︑

創立常時の畢監が︑そういふ趣味の人であったからだといふ
が︑これもまた︑やはりむかしの索・分を留めてゐるものであ

ろう︑今でも赤門といばれてゐる東京帝大の校内が︑加賀侯
以来の庭南と博へてゐたのが︑運動場と建造物とがともに競
り合って壷達して来たので︑砿に︑山上御殿の一部分だけを
℃︑︑︑︑︑

︑℃︑︑℃℃︑︑︑︑

崖すのみと．なった︒維新前の大きな塾舎のうちでも︑此の
黄葉夕陽村舎は殊に閑雅だ︒

わたくしが尤も興味を感じたのは︑講堂の座敷の南の橡側
︑℃も︑℃︑︑ｂ︑︑℃︑︑︑℃ｂ︑︑︑︑︑︑じ︑︑︑Ｌ
の特別の機造であった︺それは橡側がひろくなって︑南西の
も︑℃︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑℃︑︑︑も℃︑℃▽℃︑℃
半分が特別に︑賑く張り出して︑軒下をズーッと離れて乗り
︑︑︑︑︑℃︑ｂも︑︑︑︑℃︑︑℃︑︑︑︑︑
出して︑風流な濡縁のヴヱフンダになってゐるのだ︒これに

℃も︑︑︑

似たものは︑わたくしは他で見たことはない︑長州萩の奮藩

℃︑℃℃↑

士の屋敷で︑現に朝枝海軍大佐の住宅に梢それと似た趣が︑

むかしの催に残ってゐるだけだ︒もつとも萩には山陽鮒係の

因縁は少からぬのであるが︑偶合であるか︑廉塾のことを聞

Ｐ︑︑℃︑ｂ︑︑︑ｂ︑︑℃︑︑

いたのであるかは︑未だこれを明かにすることができない︒

此の風流なヴヱランダ橡川は︑東南に向って︑槻月にもっと
︑︑︑︑︑︑︑︑己Ｄ︑︒︑℃︑ｂ︑℃︑ｂ︑︑︑︑０︑
も好い︑茶山が月を楽しむ馬に作ったものだといふ︒揃酒た
りＵ︑℃︑Ｔ︑︑︑︑︑℃も︑
る小庭に臨み︑橡に接してしゃれた石の手水鉢などが世かれ

てある︑庫敷では繰謹が開かれ︑その隣りの橡は︑槻月や︑

詩曾の場がある︒誰畢堂に趣味が浸してゐて︑窮屈でない︑
︑︑
のんびりした︑雰幽索が廉塾を包んでゐるのである︒廉塾の

内外の光景閑雅な村落の中に︑閑雅な塾舎が世かれて︑すべ
︑︑℃ｂｂ︑︑ｂ・
て田園詩人の環境だ︒此に居ると︑まるで黄葉夕陽村舎詩を
も℃℃︑

展聞した心持である︒

辻ぐち

此の講堂の座敷の西側は︑床の間にな２Ｌゐて︑西側が一
︑︑℃
列の塾だ︒その後ろに︑竹の筒のような長山盛の座敷があ

る︒その長い東側の外壁は窓になってゐて︑南側の一間間口

が例の詩人の橡の東部に附けてゐる︒こんな隠れ宝ともいふ

べき座敷は︑茶山がどういふ意味で作ったのか︑或は書庫で

︑︑

も兼ねるつもりであったか知らぬが︑助教とか︑助手とかい

︑︑

℃ｂ︑℃︑︑︑︑Ｕ

ふものに鴬てがうには恰好のところだ︒山陽が此の塾に寄寓

して︑時餐茶山の手陣もしたときに︑此の鰻の寝床のよう

ｂＤひも℃℃℃︑︑℃℃℃Ｄ︑もも℃もももｂ︑︑︑︑

ｂ︑︑︑︑︑℃℃ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑℃ｂｂ︑

な小座敷にゐたのだ︑そして時烹詩人のヴヱーフンダに出て
︑℃℃︑︑℃︑ｂ︑℃︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑
茶山の詩起に列したことはいふまでもをい◎
かういふ風に︑教育に雅味があり︑先生︑弟子ともに︑の

んびりとして風流趣味詮もってゐたといふのが︑むかしの畢

敬間先玉

創 四

自然沈健︒

心堪比ｃ

一露岳︒

手自叉︒
薦租豊︒
孝容典前

悠々︑詩を賦し情淡を奇ぺるといふ気風は︑かういふ家園気
℃︑︑︑︑℃︑℃︑︑︑℃℃︑︑︑℃︑
で養域された︑人物が切迫してゐ底い︑切り詰めてゐない︑
ｂ︑︑︑︑︑℃℃︑℃︑︑︑℃︑︑℃も︑︑︑︑︑︑℃

︑℃︑ｂ℃︑℃も
の那想であったのだ︒

除裕かある︑心境に齢裕あらし船るのは︑むかしの人物養成

犀東妄批

叙賃不砿︒首尾有法

高潔梅開寓果花︒

樺案遠音︵僻篭蕩繍幣︶雨名家︒

群賢畢至白雲涯︒
昔此後仇揮莫邪︒

伯爵徳川達孝

月五日日本弘道曾
立畢典席上志懐

風であった︒幕末︑維新の志士が︑切辿した大事の閲際に︑

寺︿令画

辛未

駿巾端翠洞

士 和

味
！
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準基の噂善理陛想思
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思想整蕊善導の基準

︵現時の根本問題は是れ︶

宗像逸
闘家耽曾の前途は頗る暗いと言はざるを得ない︒然れば此の

思想を抱く者すら現はれて来た︒若し此のま人に進むならば

想の根擦基準となさねばならぬ︒凡そ事責及び事賞上の虞理

混凱を批判善導する馬にも︑此の基本的事質と頁理を以て思

吾人がみづから自己の思想を整理する蔦にも︑又祇曾思想の

は人川或は日本図民共通の基本的なる事賃及び直理である︒

が︑人間或は日本剛民に一般共通なる生活上の事賞と直理と

混剛せる思想界は基準を立て批判善導する外はないが︑其れ

各仙人には各僻殊の生活事賞と生活填理とがあるのであらう

げ如何にして可能であらうか︒恩ふに今の思想界を批判善導

人生存上の基本的事賞と員理と如賞に認識して︑之れを思想

程確賞に信頼すぺを根擦基準はない筈であるから︑吾人は吾

今の思想界には思想の正邪健否を判別すべき茶準が一般に

するには︑吾人の賢際生活の基本的事賃と其の事賓の中に存

言ふまでもなく事賃は員理の具惜的賃現にして︑一而観の

の基準とし指導原理となさねばならぬ︒

を確賞造る思想塞準とするに足らない︒彼の一種の主義や理

ても︑未だ其の武溌性を溌謙されざるものであるから︑之れ

主義や抽象的理論と異りて︑人生人心の全面的意味と力を有

吾人が誠に吾人生活上の基本的事衝及び基本的蹴理と言ふ

論に囚はれ︑甚だしきは不遥思想に陥る如きは︑全面的に人

とへ主義信仰が如何に異るとも︑之れ淀共通的に貢度なる根

ほ︑人間的或は団民的生活の篇に寓人共通に且・つ永遠不愛に

つ︒事斑を以て誰明されざる主義や理論は如何に合理に見え

絶劉必須の要件とする人生の事宵及び直理を言ふのである︒

携として承認する外はない筈である︒

せざるを得ない︒事脅と其の中に常然存在する度理とは︑た

吾人の資際生活の基本的なる事資と直理は何人も之れを承認

する基本的直理とに立脚し︑鼓より出溌する外はあり得ない︒

明らかにな２１一居らぬ︒随って思想は動揺泥凱遊だしく不遥

郎
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其の主義や理論に心醇するに因るのである︒畢寛事理の認識

生の基本的事賞及び巨理を如賃に正硯認識せずして︑直ちに

くして貢理の全面的具象化其の物であるからだ︒全面的事賞

今日時代の通弊は一面一部の事賞や興理を偏見して全町の

が肥来るのである︒

偉聞する所によれば誤って不遥思想を抱くに至れる青年畢

事賞及び反理の認識と︑其の綜合観を銃くことである︒唯物

を正覗認識するときに於てのみ︑全面的輝理を把握すること

生中には︑私心私慾の動機より溌せず︑就愈的動機より溌し

不足の馬である︒

たる春もありと言ふ◎果して之れが事資ならば彼等は一種の

が︑一般に現代人殊に其の専門家は狭き一分科的科畢の見解

史槻や就舎科畢観が此の弊に略り居ることは言ふを待たぬ

して狗に痛歎せざるを得ない︒吾人虞に自己の尊厳なる人格

錯畳妄想の露に︑其の身を誤り世に累を及ぼすに至れる者に

切れノーに里ぶけれども︑吾人の生活其の物を全面的に考察

のが通弊である︒例へは今日の畢生は人生や世態を分析して

し︑綜合的に認識する教育訓練を一般に受けて居ない︒分析

海偏重して綜合的具象的事漉と︑其の事筏的興理を閑却する

派確なる基準に擦りて思想を組織椎成せねばならぬ︒然らさ

曾の基本的なる無賃と貢理とを全面的に公正に認識し︑最も

されて居らぬ︒或は一面的抽象的理論を事ぶが︑全面的事賞

的死知を里ぶが︑活きた人間票︑或は生活肇を壁ぶべく指導

を溌揮し︑国家耐曾に貢献せんと欲するならば︑人生及び牡

れば善を篤さんと欲して悪を篤すの結果となるのである︒複

い︒一言にすれば健全なる常識を養成されない︒青年や畢生

的理論を事ぶが全面的事賞的頁理を里ぶべき訓練が足らな

雑多方面なる人生及び批曾現象を単に一面的抽象的に考察す
は唯物的一而棚であって決して耐曾人生の全面観ではない︒

いと恩ふ︒勿論青年畢生は純情にして感激性に富み単純なる

中に驚くべき非常識思想者が出づるは鼓に原因することが多

るならば到底謬見妄断に陥らざるを得ない︒例へば唯物史観
又所謂祇倉科里も一種の一般的理論ではあるが︑特殊の具鰐

理想に走り易い︒其虚に青年らしさが存するけれども非賞際

的賞際牡曾に之れ産摘用せんと欲する場合には之れを特殊化
には一般方面槻と特殊方而槻とがあるからだ︒況んや所謂吐

すろを要し︑決して共の侭に油用出来るものではない︒事理

るべきでない︒今日教育上畢風上の重大要務は健全なる常識

即ち聡明有川左ろ賃際的思慮才能の養成に璽黙を置くぺく改

的室想は一身を誤り且つ世を害するものであって断じて許さ

なろ思想の基準は人間生活及び耐曾生活の資際的事賞其の物

善の工夫を鴬すべきとと是れである︒然らば其の方法如何と

脅科畢其の物が幼稚未成のものなろをやだ︒されば置賞正確
に求むる外臓ない︒何となれば事資は抽象でも一面瓢でもな
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的興理を多方面的に考察認識せしめ︑之れを綜合統一して思

言は鱒︑先づ人間生活或は図民生活の基本的事賃と其の事賞

ある︒共存共柴主義でなければ祇曾が根本的に成立しない︒

である︒

○○００Ｏ

い︒否自然主義によらざれば天地宇宙其の物も成立出来ない︒

吾人の物理的︑生理的︑心理的︑生活は根本的に成立出来な

然主義によらざれぱ自然生活は根本的に成立出来ない︒即ち

敬︑自然の讃美を篇す主義は︑人生の基本的虞理である︒自

って庚義の自然主義即ち自然の研究︑自然の賞川︑自然の尊

○︒︒００００

ることも否認出来ざる人間共通的なる基本的事賃である︒瞳

六・人間が自然的生物として︑自然的宇宙的に生活して居

成立しない︒

邪である︒世界主義でなければ世界人類共同生活は根本的に

生の共通的基本蛎賛である︒随って世界主義は人生の基本興

○００Ｏ

五︒人間が世界生活を魚して居ることも︑否認出来ざる人

○○Ｏ○

高の有機的統一的生活綴であって事資上吾人生活の中心本擦

園家主義でなければ関家が根本的に成立出来ない︒図家は最

のである︒随って剛家主義は人間生活の基本的買理である︒

○○○○

事賞である︒耐曾主義的ロシヤ団民も矢張此の例外ではない

四︒人間が図家生活を篇して居ることは人間共通の基本的

００○○

族主義で駈ければ家族生活が根本的に成立出来ない︒

事質である︒陥って家族主義は人生の基本的頁理である︒家

○○つＯ

祇含が成立せねば個人も勿論生きられない︒
ＪＯ○○
三︒人間が家族生活と為して居ることは人間共通の基本的

想の基準と篤さしむくく平生善導訓練すること是れである︒

今日の教育には此の黙の川意が大いに峡げて居る︒概して畢

問が賞際と離れて居る︒之れが重大なる教育上の峡瓢であ
るＯ

されば以下進みて何人も承認肯定すべき筈の人生の基本的
事賃と直理を順次に列畢して︑最後に其の綜合につきて所見
駐述べて見たい︒問題は人間生活の全瀦に開し︑最も庚汎多
岐であるから鐘に其の詳論を許さない︒即ち其の大概大要を
述ぶるを以て足れりとする外はないが︑健全なろ常識或は聡
明なろ賃際的思想の養成善導は前に其の要領が存することを

二○０○○

信ずる︒敢て教育教化の営事者及び一般耐舎殊に青年に向っ
て提唱する所以である︒
十種の基準
◎００○

一・人間が個人生活を篇して居ることは︑寓人共通の基本

的事賞である︒随って個人の生存変展主義即ち個人主義は人
生の基本的直理である︒個人主義でなければ佃人生活が根本
○○００

的に成立たない︒

二︒人間が祇禽碓活を篇し居ることは︑人間共通の基本的

○○○○○０．Ｏ
事密である︒随って耐舎共存共築︑壬義は人生の基本的直理で

、
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以上険人問生活を外面的客観的に見ての分類であるが︑更

．○○Ｏ

に人間の生活其の物の本質内容に閑する基本的事資基本的冥
理溌左の如く翠ぐべきである︒
００００

七・人間の生活には本来物質生活方面と緒祁生活方面とが

あることは︑人間共通の基本的事雷である︒故に物質生活も
○○○○○
精祁生活も共に之れを尊重せねば厳らぬ︒随って物心共噂主

○○００○

九︒人間の生活は本来力でありも力には必然に消長彊弱が

○○○○

あり︑跨って優勝劣敗築枯蛍雲があることは︑人生固有の基

本的事資である︒随って紡力主義即ち精力善川主義は人生の

基本的填理である︒精力主義或は賛力主義によらざれぱ︑人

生は衰亡する外はない︒すべて剛家祇含の力を弱める如き思

十︒人間の生活は木来過去︑現在︑未来一貫の因果的連絡

○○００○○○○○○○○００

想は亡剛亡脈曾思想である︒

義が賃理である︒然るに此くの如く認識するの妖心を以てす

であることは︑生命固有の本質的事賃である︒随って過現未

物心統一生活を行ふて居る︒されば物心共算主義は直理であ

である︒現在は過去の延錠であり︑未来は現在の蓮続であっ

一貫の生命溌展主義即ち厩史的理想主義が人生の基本的腫理

０○０００○○○０○○Ｏ○

るが︑詳しく言は野心主物従的なる物心共尊主義が人生の基

て︑之れを断ち切ることは絶封に出米ない︒

ば吾人の物と心の生活が根本的に成立せず統一的に鴬し得ら

れない︒軍なる唯物主義も唯心主義も賞際的には腫理でな
いＯ

妄想である︒

以上十種の度理は健至思想の馬に必須の基準にして︑其の

十種の基準車其の一毛銭かれぬ︒

がある︒一贈平等的に共同生活耐曾生活を馬︲して居ると共に

一を峡くも健全なる思想と言はれない︒個人主義を鉄けば個

人の存立が出来ない︒祇含共存共柴主義を峡けば︑祇含の存

立が出来ない︒家族主義や︑阿家主義や︑世界主義を峡けば

家族生活や︑団家生活や祉界生活が絶封に成立し得ない︒更

の職理酌生理的︑心理的生活が成立し得ないのみ底らす︑字

らされば献愈一僻生活暇各自の猫立生活も根木約に成立川来

ｕ︑﹄

に自然主義も継ぐことは出来ない︒若し之れを映けば︑吾人

たい︒

ない︒同時に一鯉平等に偏するも特訟差別に侭するも直理で

等的差別主義が基本的腫理である︒此の一鰐的特殊主義によ

出来ざる基本的事資である︒随って一鰻的特殊主義︑或ぱ平

○○○００ＯＯ

各自特殊の差別生活獅立生活を潟して居ることは人生の否定

○００００００００○○○○○
八︒人間の生活には本来一隅平等方面と特殊差別の方面と

歴史と現賞に基づかざる主義や理論は資際上有害無読なる

本頁理である︒此の心主物従的物心共尊の主義に本づかされ

○○○○○○○

るのである︒心が此く認識し︑此く向畳して︑同憂目主的に
⑤○○︒○つ○○○００○

◎○○Ｏ○○○○○○つ○○○つ○○００

〆
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宙其の物が根本的に成立し得ない︒自然を研究し︑自然を賞
用し︑自然に敬順し︑自然を讃美する所の畢問︑道徳︑政治
経演︑葵術︑宗教等の生活は庚義の自然主義生活である︒以

上は吾人の生活淀外部的客槻的に見ての事資と員理である
が︑更に吾人生活の内容本質其の物の事質的興理につきて見
るとき︑先づ向蝿自主的に物質生活精祁生活を共に蝉璽すべ
き︑心主物従的物心共尊主義の填理を峡くことは出来ない︒
物質生活も精祁生活も︑︲吾人が共に其の必要を認識し之れを

白墨的に尊亜せねば存立し得ない︒物心共に尊重すべきは手
ふくからざる生活上の質理である︒唯物主義も唯心主義も一

こと火を見るよりも明らかだ︒即ち物心共尊主義は賞際上冥

面の理論として成立し得るが︑質際生活上に於て非興理なる
理であるが︑之れを認識して自覚自主的に物心共尊生活を賞
行させるものは︑物ではたくして心であるから︑此の意味に
直理であることも手へない︒而して此の心主的物心共噂主義

於て心主物従が事貸である︒随って︑心主的物心共算主義が
を遵奉せざるときは︑吾人の物心生活が根本的に成立し得な
いことも明らかである︒次には一鰐的特殊主義逓峡ぐこと凶

出来ない︒之れを駅くときは︑吾人は一面に於ては︑一僻平
等の献含生活共同生活が出来ず︑他面に於て各自特殊差別の
猫立生活が出来ない︒即ち献含生活と獅立生活が根本的に或
立し得ない︒吾人は事賞上共同しつ上猫立し︑澗立しつ虫共

人間生活の根本虞理である︒之れは佃人のみならず︑国家も

同して居るではないか︒故に一鰐中の特殊︑特殊中の一慨は

同様である︒闘家も図際的に共同しつＬ然かも猫立的でなけ

れば閏際世界は有機的一船を完成して居らぬからだ︒要する

ればならぬ︒否園家は特に猫立を重んぜねばならぬ︒何とな

に一鰐的特殊主義は人生間有の根本興理であり︑随って健全

思想必須の基準である︒故に寓人を一切平等化せんとする思

想にも無理があり︑自由競争に任かせて無制限なる差別化に

放任することも誤って居る︒共虚に合理化︑道徳化の必要が

次には精力善用主義の填迦も人生の根本漠理であって︑之

存する︒

れを思想の基準より峡くことは絶劉に川来ない︒生活の力と

だ︒是れ亦佃人も図家も同様の道理である︒吾人は生きんと

簿弱にすることは︑生活其の物を失ふことに外なら画から

歴史的理想主一義︽紅峡くことも出来ない︒之れを峡くは過去現

する限り必ず精力等川主義者でなければならぬ筈だ︒最後に

い︒人生の直相症知らんと欲する肴は︑必ず歴史的理想主義

在未来一貫の因果的連綾を無脱する虚妄思想となる外ばな

者でたければならぬ︒

されば以上十種の慎理︑或は思想基準は人間生活︑或は函

民生活の魚に絶濁必須なる韮本的要件にして︑蟹に人生成立

の篤の原理原則である︒恩ふに人生の基本虞抑を類別すると

禽劣
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きは︑此の十蔀に於て其の全面を大鵠的に移し得るであらう
と思ふ︒客観的には前部の六種の外にあり得す︑内容的には
後部の四種なる心物の生活内外槻︑一鰐特殊の生活組織槻︑

力の生活本元調︑時の生活蓮績槻が其の至面を翠げ得て居る
と信ずる︒

此の基準によりて混凱思想を整理せよ

今日極だの思想が世に行はれ︑思想混蹴して其の蹄着する
所を知らず︑人々共の取捨に迷ふ状なきにあらざれども︑此
の十種の基準に照らして考察するときは︑基本的に其の批判
と取捨とを誤らざることが出来ると思ふ︒例へばマルクス主
義レーニン主義の如きは︑たとへ其の思想中には経済事的或
は欣倉畢的研究資料として︑或程度の憤値ある思想があると

しても︑之れ淀此の十種の賃際生活的買理基準に照らすとき
は︑団家主義の貢理や︑一鰐的特殊主義の賃理や︑歴史的理

想主義の員理等に適合しない︒即ち吾人賞際生活の賃際的基
本直理に適合せぬから︑到底之れを直ちに我が剛祇曾に貰行
すべきものでなく︑随って之れを直ちに我が園献曾に賃行せ

んと企岡する者は︑其の思想不健全にして思想的病者不具者
と断せざるを得ない︒之れと同時に我が閏従来の所謂上流階
虚楽に囚はれ居るなれば︑是れ亦耐倉共存共柴主義や︑自畳

級者や︑資本家等が︑奮思想のまＬに一身一家の利慾や享楽

自主的物心雨尊主義や︑誌力善用主義等の質理基準を犯す者

で竃是れも思想健全者で凌ぐや思想的人格的に病的劣等者と

批判すぺをである︒其の他既成政黛の功罪でも︑新興政黛の

本的に批判せらるべきものであり︑エロとか︑グロとか︑ナ

運命でも︑スポーツ熱の健否でも︑此の十種基準によりて基

ンセンスとか言ふ如き時代色も︑亦此の基準によりて其の許
否を判定せらるべきものである︒

間より是等の基準は基本的原理である︒即ち大鰐の賃理基

準であるから︑之れを賞際に適用賞施するには︑其の特殊の

場合事情と資施者の特殊性とによりて︑千態寓様の差異が生

ずるであらう︒其虚には各人各様の相違もあるであらうが︑

然かし彼等にして是等十種の直理基準に本づきて考察する以

上︑たとへ其の意見は氷炭相容れざる場合ありとしても︑尚

妊共通的に健全なる思想と人格とが其虚に存在するであら

に適合すると否とによりて︑基本的に決定せられると一言ふぺ

う︒思想及び人格の健全なると否とは︑是等十種の思想基準

は︑之れを定め得らるぺき限りでない︒共通的基本的基準あ

きだ︒人生賞際の具贈的佃堂の場合に適用すべき佃全の基準

き筈だ︒︵つ堂く︶

れば基本的に健全思想を雛成し︑健全に生活することを得べ

時
論
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唾時一閥蕊騒Ｉ
園一矢
唖諮諏玉露剛缶部伸︾や椎犀僻榊砕

合同への一歩と兄犬い︒

ふ・︲吾々は此の意味から之を側砺から協調

である︒

く︑今後の彼等の行動には深く注意すぺき

序に一言したきは︑既にヨー両シバの数

ローガンル掲げて通勤しても︑禰肘が之を

ヶ図に於ては︑彼等が如何に危険極まるス

併し彼蝶のｎ畳は前途遼遠の感に打たれ

ろ︒見よ︑新黛のスローガンなろものル︺

なりとの注意は無川であって︑最早其れは

ことを等しく認識するに於ては︑最早危険

獣認して勝る所もある・それは猫臓物が危

其の最初に掲げたるものの中には︐吾々は

正し︑兎も角合法政窯の形かとった課であ

糊局の注意によりて辛くも個々の催川を訂

危険士り得ないからである︒

其れ悲彼等の反意により近いものと恩ふの

変際に鵠験して見て初めて夢が醜め犬かの

るけれども︑此の表面的な合法韮以て丘に

る︒即ち如何なる危随物もそれが危戯たる

様に︑互に我韮折って歩み寄り︑同志が協

彼等の政蕪が合法的だとなすことは出来な

となって居ろ︒それが信仰となる以上︑一

険犬ろことを凶比が認識して居るからであ

調合同へと壷展し︑ともかく曲りなりにも

い︒彼等の虞の粘祁は云ふ迄もなく非合法

う︒け．れども幽民一般が向畳あらば迷信々

座入り込んだものは絶滅はし難いであら

であるが︑到底我叫の法律韮以て認むくか

新蕪の結成を見るに至ったことは︑彼等の

の闘鞭に燃えて居ることは火走見るよりも

らざろ不遥文句韮散見したのである︒然し

一大進歩を物語るものでなくてはならぬ︒

明である︒何となれば彼等がスローガンを

園岳翼政燕が︑多年の苦幡を

吾々は故に敢て彼等の進歩といふ︒それ

訂正さぜらろろや︑俄局の雁追走呼び︑反

ばれなければ批際とはなり得ない︒空理空

理論は普蛎的ではあるが︑個々の差別と結

ではなく︑協調の翻得でなければならぬ︒

る︒之は単なる効果的方便とのみ見るもの

等韮合同へ導き入れたものは即ち総験であ

ある︒それは例へ同志間であるにせよ︲彼

する︒其の反惰こそ剛氏の尤も注意すべき

のではないｃ然るに彼等が雁迫呼ぱばリル

ある所．何も灰動も雁迫もあるべき筈のも

ろば法律に依って明であって︑一日瞭然で

と難物語るでばないか︒之悲良とし否とす

訂正スローガンが到倉底彼等の反意でないこ

動内閣への抗鞭な叫んで居ろといふことば

等を危険耐して居るが如きは︑特に教化雁

ず︑現状の峡鮎走改める努力もせす︑只彼

今日の急務である︒彼等の思想を研究もせ

共に一大幽民の自畳に入ら胆ぱならぬのが

はもつと彼等の信仰する思想韮研究すると

ぬとは寒心すべきことなのである︒我幽民

の現状が彼等心危険湖し恐れなければ瀬ら

者は絶滅せすとて差支へはない︒今日我閣

マルクス主義は今や一部のものには信仰

磯堕の敏きを一歩たりとも味ひ得大からで

は何であるか︒空理空論の権化たる彼等が

論の直課からせめて我幽の僻殊性走機得し

一黙である︒表面の綱領に職されることな

任する者のとら錘所である︒

それと蒜ばれる迄に彼等が鵠得の准展か一希

謎
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熱意走示す様子も兇えないことは︑頗る吾

叉思想犯人の中には祁愉名家の子弟もわ

に意志表示されてゐろか︒勿論彼等の罪が

何の程度に憎みつつあるか︑それが如何程

民は此の繰り開かれつつある彼等の罪を如

目下共産糞首領連の公到中であるが︑厘

↑のであらうか︒

・に無いとは保護し菰いものの．如何なるも

・ろが︑或は今後にも術不逗者の出現が維封

の調査では既に桧畢し誰したといばれて居

と云ふ多数に上ることである︒而︐﹄て営局

・畢され犬者の数だけでも一千三百四十一人

共産糞事件も既に第一︑二︑三︑四と検

それと虞に一般閏民は感じて居るであらう

ぺ苓一ものでなければならぬ︒然るにそれを

り︑証かに影響大きく︑随て遥かに憂慮す

罪の到底及ぶべくもなく︑遥かに危険であ

知れない︒けれども其の罪は狼維殺人等の

財産を奪ひもしまいし︑殺人もしないかも

いように恩ふ︒なる程︑彼等は直接個人の

薫問題には︑其れ程の熱意も開心も見えな

て居ろ︒然るに︑図家走減さんとする共産

彼の説教弧盗の時の如き︑よく之走物語っ

案外に注意もするし．又彼等を憎みもする・

人犯ならば︑直接個人に耐が及ぶの億に︑

ろ︒個人的であり過ぎろ︒それが弱晦や殺

思ふに鯛民は極めて︲近澗眼であり過ぎ

思ふのである︒

想犯を虞に亜大観する精祁走振起したいと

のである︒舷に吾々は此の際昨川に鑑み思

のがあると恩ふに吾々は寒心に堪へないも

は特に︑其の畢生に及ぶ影響ぼ恐ろぺきも

鯉覗して居るかに見えろ︒畢校の教師など

えろ︒若し然りとすれば︑これも思想犯を

ず︑世間も不思議とも否ともしない風に見

様沈人もある︒怖肘も何等此れ延否ともせ

て僻職し汝が叉復職して留つ．て居るといふ

ない︒然るに︲それが責任ある教育者にし

責務を感じなければならぬことは言を川し

より不幸出したとすれば︑これには並大な

含的地位ある人々にして︑斯ろ犯人韮家族

あり蛾も注意すべきものとすれば︑随て祇

る︒そこで前述の如く思想犯が蛾も危滋で

函家最悪の憎むぺき罪であることは備然で

か︒吾々は或は見誤って居るならば幸であ

思想犯園民の態度

い︒併し吾々の見る所では︑憎むとしても

あって︑何等此等に就て老へる必要はな

るが︑どうも他人事の様に︑案外恐れる程

々の遼憾とする所である︒

国民の熱意が少しも最高潮に達して居ると

過チ救フハ非チ街クニ如カズ

善チ馬↓︿ハ悪テ拾ツルニ如カズ

も見られない︒何となれば︑此等に就て一

今後は恐らく思想犯は塘加する一方であ

度が底く竿気の様にさへ見えるのは一鵠ど

以上に一餌の重大事として奮起し︑自ら幽

らうと恩ふ︒然るに覗盗や殺人犯位︑或は

部の虞の閏家を慮る右識者の聾を聞く迄も

民縄動員して彼等不塁漢を憎むと共に︑図

此れは重大問題でなければならぬ︒

それ以下位にしか考へないといふ事ならば

うしたことであらうか︒

民の態度を示し︒其の自畳冷促して然るぺ

なく︑園民は彼の日露戦争後の日比谷事件

きにも係らず︒識者が叫んでさへも如斯き

漫 夏 盛
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︵休養の員一意義︶
１

足立栗園

知見を附き徳性溌磨け得ば︑一屑妙である︒

所で近叶の青少年は︑兎角錆紳修養といふことを閑却し︑

多くは娯楽化し遊戯脱して︑放縦逸楽の裡に之を求めんとす

る剛向がある︒之は飛んでもない間遠で︑叉亜慣了簡である︒

懸愛小説を耽誠したり︑闘争的文字に共鳴したりして︑読書

が修養にならぬばかりか︑却って心気を鵬燥させたり︑身艦

・害がある︑即ち夏期の休養といふととも︑識者は之に向って

を儒弱に陥るろ基を成して居る︒そこに大なる峡陥があり弊

夏期三伏の炎暑には︑何人も畔易して︑一時外に向っての

注意を沸はねばなるまい︒

忠告を典へねばならず︑別けても世の父兄たる者は︑一層の

午睡時の讃書修養

活動を中止ぜねばならぬ︑其の期間午睡を貧るといふ奮鯛も

自然に抱かる古人の幽懐

よい︑海水浴に行くもよい︑高燥の山中に避暑するも不可は

面の修養を心掛ける必要がある︒即ち一方に於て川岳政渉も

い︒是に於て暑巾休暇を得て居る者は︑其の際を以て心身雨

年期は老人や子供のやうに︑家にばかり例臥しても居られな

に資せよといふのが︑毎年繰返す吾人の主張である︒所で青

を得ない︒そこで此の午睡時を利用して︑多少なりとも修養

と歎息して︑篇に素集一篇を草して居るが尤もの次第であ

青山︑未だ嘗て人を拒まず︑而して人共自ら拒む者は何ぞや

と其の熟を考へて見る要がある︒﹁鴫呼松間の明月︑機外の

を安眠することを得ないといふは︑抑為何の篇であるか︑篤

るに反し︑白髪の老貴人が錦を擁し雌を下しながら︑長い夜

の中にて︑乞食坊主のグウ︑ｒＩと雷の如き野をかいて安眠す

亦昔︑衰石公といふ人は︑長安の都の風雪の夜︑古廟冷舗

毛のなかし

ない︒然しそれと同時に寸閑を利して松風堀々の下︑石泉飛

る︒所で其の素の文字中に日く︒

とみ

白雲天に在り︑明月地に在り︑香を焚き若を煮︑偶を閲み
小間と

たるまい︒それには詩歌俳譜の高雅な趣味に浸るもよく︑言

し経を翻けば︑俗念すべて指て︑塵心頓に謀く︒・

な

梁美術の高尚なる情趣に迩遥自適するもよい︒然し最も簡易

暑中響て獄坐し︑心を澄蓋し目を閉ぢて水識を作す︑之を

めと
なものほ請害修養に如くものはある萱い︒之に依て各自己か

にげ

いびき

曝の間︑池水月明の畔︒兎に凶角にも精祁の修養を求めねば

分をグウ／︑に過しては︑除り短を虜生の夢なるに驚かざる

必ずし明否認すべきではない︒然し人生僅か五十年︑其の半

盃壁
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や行詰らねばたらぬものである︒外へ外へと横行潤歩する勇

ざ竃に

常に恩ふ︑自然を征服したと誇稲する欧米人の文化は︑必歩

つ

気は稲すべきだが︑人叩自身を量り知ら砲暴君的行篤は諺行

久うして頭髪酒きし︑凡閣淵に︑爽気あるに似たる話受ゆ︒
︒Ｏ

胸中只だ一の獄字幸一揺脆すれば︑便ち十分に爽浄︑十分に
あた

目住厳り︒人生の妓も藷む虚略明かに是れ知り得て割勘す

註つ去らせ︑僻ぎ︐くｌ天を仰いで歎息するばかりであらう︒

けども／︑際限なき天地宇市の魔大さに︑今更腰を抜かし息

之に反し自然に親しみ自然の懐に抱かれて︑静かに眠らんと

る能はざるのみ︒

世至梁の境致を味得することが出来ろではないか︒古語とて

する東洋の精祁文化はそこに無限の償値を見附すのである︒

是等の文字を肌嶋玩味して見ると︑いかにも津・鐘として人
決して仇には州来ない︒

方邦を成すの諸君︑別けても将来を脊負ふて立つ青少年諸君︑

かりで之を封岸の火災硯する鐸には行かぬ︒早・く月受めよ︑東

とが︑封比して居るのは頗る妙といはねばならぬ︒然し妙とば

なと︑心ある窪肴は潜かに東洋の精卿文化に旭を鰐せ︑虞の

所で今やと上に気付いた西欧の哲人と︑目晃めい東方の衆憩

斐楽境地を内に奥にと深く辿り求めつ上ありと聞く︒黙るを

卿等の決心一つ畳悟一つで︑今後の団家壮含はどうにでもな

語を寄す︒価上一般の同胞よ︑文化の燭熟した欧米の耐曾

共の本鯛なる東方諸幽の一般人は上下貴賎︑青年も老人も推

る︑気をゆるせば所謂早鐘の聾で︑我が賓は盗み去られる︑

にては︑今や並あ物質文明に行詰って︑何とか打附の途もが

並べて︑自ら月受めることと知らす︑反って賦米文化の外面

自家よりの出火に自・︲門狼狽し周章し︑悔恨し慎悩せずには居

現状である︒而して同家の賓准る此の糖祁的文化を自ら遺忘

ではなからう︲か︑今其の一二の例として左に古訓の二三を提

心身の修養を誹することを語勧めする︒之が意義ある休養法

此の際せめて先輝古賢の著書を総いて︑緑蔭清風の下に各自

方精祁の健全を固るの省察を必要とする︒その一方法として

精祁の修養を望み︑一方身隠の弧健を岡ろ行動と同時に︑他

私は以上の趣旨の下に︑三伏の炎暑の候︑尚ぼ休養と共に

心身南面の長養

られないのである︒

的物質的なる方面に舷惑し︑憧撮追随日も尚ぼ足らざる如き
し破却せんと勉めて居る︑而して我が団民の中にも︑往荏剛
史の成迩は鑑みず︑儒沸深奥の哲理を味はす︑否な之を打棄
てＬ顧みざること︑恰も弊履の如きキー見受ける朕態である︒

ア︑愚なるかな︑我と我が所持する賛は︑其の償値を知らす
して︑之を塵芥裡に埋め︑徒らＦ隣家の瓦雛とダイヤ箭金の
如くに羨望して居る︒抑為かＬろ靴に素付ずして喧手摺排日
を透りどこに献含民人の幸幅が招致し得らる上ものぞ︒私は

の︒
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供して見よう︒
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動きの取れぬ人があり︑又無愛相で仙側知らずであって℃且

つ獅り自らヱらかつて勝る汗を兇受ける︒然し号んなのは何

にも厳らぬ︑本人の修養に費せぬのみか︑国家耽含の露にも何

認坐守獣

静坐して然して後に平日の気の浮べるを知り︑歌を守りて

等役立つ所がない︒此の鮎は災をも戒めいばならぬ所である︒

さは

い土し

然して後に平日の言の操げるを知り︑事を省いて然し一Ｌ後

差別即妙味

天は家ごとに訓へ戸ごとＦ↑蝕む雫曾︶と能はナ︑一人を蟹に

ひろ

に平日の菱への多きを知り︑交を寡うして然して後に平日
の愛の汎きを知り︑傭に近くして然して後に平Ｈの念の刻

とと能はず︑一人を篇まし以て衆人の貧を演ふ︑以て賢を

し以て衆人の愚を海ふ︒天は家ごとに賑はし戸ごとに給ぐ

之は明の代の許柔といふ人の箸はせる樵談といふ書巾の警

一人に私Ｌ︑常を一家に私するにあらざるなり︒

みつ

なる淀知る︒

の語であるが︑吾人平生百事に忙殺されて居る者が︑ジッと

一④〃Ｌ

此の格言は︑支那明代の名儒陳暇公︵名は継儒字は仲酢︶

胸に手を常て入篤と沈以獄考して見ると︑成程と恩ひ営ろ節

愚者吟賢者と同列にならんとし︑餐肴も富宥に辿って︑其の

ふのであって︑何事も平等自曲の語を履き連へ礁進へして︑

れる︒之逓昔の語でいふならば﹁下赴上﹂の世の欣態とでもい

世の文字であるが︑いかにも風邪を道破して居る名言と恩は

各方面に亙り︑安剛悠為として居られない状態となって居る︒

分け前を少しでも多からしめんと︑ひしめく︒騒がねば嘘︑

一隅現代は生存競争逢捺なくせしめられて︑人餐誰も彼も

がある︒

従って平生の言行といふものが兎角焦燥気味であったり︑汎

求めねば嘘︑それも仙人の力ではいかぬ︑国催の勢力で以て

ななざり仁

て居る︒か４る際︑たまには静坐して自己を省察する必要が

交濫費に陥ったり︑理智にのみ鋭くして情誼を閑却したりし

に不活動なる無緒者となれといふのではない︒必ずやそこに

然し静座せよといったとて︑決して其の鑑枯木死次の如く

ぐ市町村曾の議員にたって︑一シ名謹を間巷に郷がし︑且は

一丁字なく弧鵬の室服な癖に︑少しく小金で哨溜まると︑唾

に悪化して︑兎角各種の争議を惹き起丁︒又之と同じくＨ仁

理否を分たず脅辿し喧騒し︑要求し殺到するに限るといふ瓜

大死一番して心境を新たにし︑活溌盈地の行動に出る所の基

でもなく衆議自治の制度を害川するもので︑人心の悪化︑世

共の間にアハよくぱ遣利を饗まんと付けねらふ︒之は言ふま

あらうと恩ふ︒

礎を据へるのでなくてはならぬ︒世間でよく彼は坐った人ぢ

すは

やと許せられても︑どうも棚の達磨さんのやうに坐った侭で

にチヤンとか上る道理が支那の畢考に依て立派に道破せられ

態風僻の素矧破褒是尖り蓋だしきものばないのである︒然し

たもので︑如何にも世の買理なる者は古今東西の別なきこと

の天因極楽を現州することとなるのである︒所で数百年の昔

却ってか上る懸畢を演じて︑たまにまぐれ鴬りに鴬つた者を

が誼明せられる︒然るを兎角古いものはつまらぬ︑新らしき

にぜねば産らｎｏかくすることに依てのみ此の世は理想通り

好運者なり︑利巧者なりとしてそれを容しもすれば尊敬もす

ものに限るといふ風に︑認も分らず騒ぐのは︑自ら共の愚と

盲目千人の世の中とて︑それ等の是非善悪を群へる者少く︑

る︒か上る状態では郷村として市邑として決して頁の幸幅を

ゆろ

招来し得るものではない︒

分殖えた︑今後も卿くは此の状態が続くであらう︒然し我に

今日は思想が悪化したといふ︑成漉共産主義の妄動者は大

示すと共に︑自家の賛を忘れて居ろ者といはねばならぬ︒

して若し虞に目躍めて固史の成跡を知り︑而して亘理のある

蓋し前掲の語の示す如く︑天は如何に公平無私にして又仁
めることは出来ない︑一方に足る者があれば他方に足らぬ者

恵なりといふとも︑固より寓人悉くを賢者たり︑富者たらし

所を解して︑冬自安住して其の職分に勉むろ蔵らば︑固民上

下の一致的砿義的一大関結は必ずや彼等徽菌的妄動を自然に

に之を一般に分配し得られるものではない︒饗へぱ山があり

清掃することが出来るであらう︒そこに先づ薪川的修養の必

が生ずるのは理の営然で︑智と雌も財と雌も︑寓逓なく平等

が天の私といふものではない︒即ち平等の内に差別あり︑差

要があり岡民的向畏の切要がある︒

丘があれば︑谷もあり川もあり平原もある如くで︑何もそれ

の内に平等あり︑而して結局平等即差別といふととにも落
ち行くの︑は恰も山は山の川を鴬し川は川の用を篤す如くに︑

今日ハ人ノ身ノ上明日ハ我ガ身ノ上︒

人世とても之と同様で各自その得たる地位に安住して︑而も︑

亙に其の権利あれば必ず半面に其の義務あることと了解して

才アリトテ頓ム︒ヘカラズ孔子モ時二遇ハズ

心此ニアラザレパ硯レドモ見エズ

智春も嵩春も決して己れ猫りを利する所なく︑汎く之を衆に

典へ世に施し恵みよく集めよく散じ︑之と同時に愚者貧者も

各其の講すべき峨分を諾して必余しも無謀非理の要求をせ
ず︑不遜無智の熊度に出す︑而哨共の間に智愚貧富協力して

相互扶助を行ひ︑上下協和して︑共存共築に生くるといふ風

I
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圏防Ｅ政治
繁田武平

か︑夫れとも政治の圏外に在るものですか︒

問一鰐風防といふことは政治の中に含まれて居るものです

極めて薪接の開係を有することは勿揃であります︒剛防を

答政治を離れて閏防はなく︑国防と外にして政治はない︒

大椛に鴎します故︑或る場合には軍部が内閣の手を経ず惟

制下に馬します︒けれども陸海軍を統率し給ふは天皇の

掌る陸海軍省は︑内閣の一部有であるから︑細理大臣の統
軍制改雲革案は︑漸く決定して溌表畦られました︒夫に依る

軍務の専門に鮒することは︑如何に統制下に鴎すればとて

握上奏を許されて居藍す︒而して餅屋は餅屋であるから︑

問足かけ三年の久しきに亘って︑研究し調査せられた陸軍

びもないといふ課です︒従って三政整理の上にも影響し︑

の意見を箪亜すべきであり空す︒併し軍部の意見を尊重す

首相が之を一概に排斥することは川来渓ぜん︒否大に軍部

と︑阿民の期待はスッカリ裏切られて︑剛庫には半鍍の浮

すが如何のものでせうか︒

あれは如何のものでせうか︒

問昨年梱密院で統率椎問題について大分論議されましたが

る様なことは断じて不可であります︒

ればとて︑闘家の財政を無脱したり︑世界の大勢に逆行す

政府の標梯する減税なども︑極めて頼りないことになりま

軍の節約は二七○○甑剛で︑海軍の節約額四五○○蔑凹に

答如何にもお説の通りです︒昭和六年度の諜算でしても陸

の節約がしてあるから︑此の上節約する除地はないと言っ

比して少額です︒夫でも雌軍では今日までに七千二百幽凶

重しなかった︒同意を得るまでの曲折を雑ずに檀断したと

上︑回訓したがその川訓案なるものが海軍餐部の意見を尊

来した僻︑涜口首州は海軍巨頭の意見を聞いて熟慮精考の

決に依って其の主張も相営緩和せらる人事と恩ひます︒け

いふ疑念を以って︑内閣の町置を批雌したものです沙・車部

答倫敦禽議が略礁に乗上げ︑最後の請訓が藩槻全権より飛

れども龍術は極めて重大でありますから︑他の振合とか数
字の如何を標準として決定すべきものではありません︒ど

の意見と内閲の意見とが一致すれば何の問題も起らないの

て居ます︒夫は漂算上の話でありますが︑改革案はどこま

こまでも剛家存立上の必要を基礎として︑考慮を挑はねば

であるが︑雨者の意志が一致しない場合には︑軍部の辞職

でも柴たるに止まり︑確定ではありません︒今後政治的解

なら羽ととは言ふまでもありません︒：
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となるか内閣の倒壊となるか︑何れ一波洞は菟れぬ所で

縮小にしても︑其の趣旨には墜手矛一筆げて賛成しますが︑

依って総てを解決し得ぬことけ明かであり麦す︒叉軍備の

軍軍縮にしても︑五剛の協定が見られず︑円英米の三国が

す︒何にしても剛防は国家の安危に鮒する至璽至大なる問

辛うじて五ケ年間の協定を遂げたに過ぎません︒此の事賞

のであるから︑其の協定は至って困難であります︒彼の海

に徴して︑世界平和の確立は夢想し得ぬ所であります︒今

何れも他よりは偲越依る地位荏占めつ氏縮小しようとする

す︒その上深刻なる不景気風に悩みぬいて︑一刻も早く経

問今や世界は何れの図を間はナ︑戦争の惨陥に懲りて居ま

日の平和は遺憾ながら武装的の平和であって理想的の平和

重に事を決すべきであります︒

漕苦より脱れ出でんと焦燥して居ます︒是が世界一般の状

題であるから︑唯現在の事怖のみに拘泥するとと凌ぐ︑旗

勢でありますから︑軍備ｒ縮小して民力を休養し︑以て景

ではありません︒

問理想的の平和と申しますと？

気を恢復し人類の幸禰を増進するが第一でありませんか︒

答如何にも御尤です︒今度の世界的不景気も︑彼の大戦の

に基いて︑私利私慾の邪念を根絶する事に依って︑始めて

答夫れは列国が餌際道徳を重んじ︑互譲の精祁共築の観念

得られる平和であります︒而して之は世界の凶といふ図が

の禍根を除き︑仙界半和の陽光に浴しつ上︑幅刷淀増し文

皆一致して之を衝行することを要します︒たとへ一画にて

齢澗でありますから︑各剛共車備を極度に縮小して︑戦争
化岸︸梁むくきであります︒是を以一．﹂︑世界平和の樹立の篇

に閏際聯盟があっても夫は平和の装飾に過ぎないのです︒

寸以上︑園家との手は戦に依りて決するの外はない︒如何

から︑矢張平和は得られぬことであります︒世外に剛を馬

る一剛のみが之が守るとなれば︑その閏の存立を危くする

も之に反するものがあれば︑平和に懇裂と生じます︒叉或

め︑岡際聯蝿も起り︑海軍軍縮曾議も催され︑又来年は一
一般飛縮獅議が鮒かるぺく諜定せられてあります︒

問詩話の阿際聯盟の外一般軍縮の協定が成立すれば︑今後
戦争といふ患まはしき惨耐は根絶しませうか︒

者は一人もありますまい︒然るに世界の歴史には戦争が絶

することの出来ない事は明かであります︒併し財政を無脱

問今日の平和が武装的の平和であってみれば︑軍備を忽に

答凡そ人類が始まってから今日に至るまで︑平和を希はい
えま辻ん︒質に不凧識千寓叉蓮憾干寓の事であります︒剛

した軍備は︑決して剛蓮の溌展を助ける所以ではありませ

際聯鯉哨形だけけ川来て居ますが︑有力な図にして之に加
盟しないものさへある︒されば閏際間の紛擾を聯盟の力に

治 政 と 防 園
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んか︒

順雁し一﹄難局打開の政治を力付ける事が必要ではありませ

ん︒今経済図難の叫ばる上時であるから︑軍備の方も之に

衝突を緩和し得るであらう︒けれども除程軍機にも通じた

軍部以外の政治家を任川し得る制度と致したならば︑その

養政友曾細裁の意見の如く︑陸海軍の大臣任川令を改めて

で身を固めても︑動きの取れぬ様左賠力では︑とても最絡

る︒こ上に資行上の困難が件ふのであります︒如何に鎧兜

の勝は得られません︒顛備は財政に件ひ︑剛防は剛富に噸

先見有識の士を川ひなければ︑柵根を将来に残す恐れがあ

何時如何なる事愛が起るか判らす︑寓一の場合には少しの

るべきであります︒岡家の安危は外敵に限らず︑経淡も顧

答夫れは猫り政府や典蕪のみならず︑顕民一般が切望する

不備が極めて重大茂る結果を招来する︒彼の奉天大含戦の

所であります︒唯剛防の重責を愛洞に荷ふ軍部としては︑

如き︑今一個師閲の兵力が加はった友らば︑更に目毘しき

時であるから︑先づ之避救︒母が無眉の念と巾すべく︑従っ

て此の際軍備の経済化と改革の合理化とに依って︑雑費の

慮すべき重大要件である︒今や維済の難局に瞳面して居る

捻州を謀り︑剛民の典望に副ふと共に剛家の守泰を計るが

大勝が得られたのだといふさういふとど群恩ふ入︑白然
いふ膨大な陸軍諜算だから︑整理をすれば相営の捻出額が

縮小の斧銭が鈍るものであります︒けれども一億八千寓と
見られさうに恩ふが︑今後如何に曲折をかさね︑如何に推

最も適策と信じます︒

なんぎ宏年のしりがくるなり

著りたり遊んだりする仕返しに

︵昭和六︑七月五日記︶

ＩＩＩＩ

移するかは誤断し難いのであります

も︑紳費の縮小捻出は絶封に不可能で恋ると問執した場

問若し不幸にして軍部が︑改革は既定軍斐内で行ふけれど
合︑政局は如何に成行くものでせうか︒

答肯相が内外の情勢図家の牌来を熟考して︑軍部の主張と
折合がつかぬ場合には︑其の主張を退くるか︑自から冠を
挫くるかの二粁その一を樺ぶの外はあるまい︒けれども夫
れまでに至る間には︑何とか適営左所置が蕊見せらる上も
のと想ひます︒併し軍部の固執に依って政局を危機に導い

た例は多いことである︒団防と政治との汗格を防ぐには犬

①①●

三郎氏ｌ

財界の第一人者を語る㈲
●●

ｌ平生

どうにでも誤雌化せるからね︒見給へ︑世間に有名な人間ほ

の上にあると高くも見えるし︑宣偉次第で世間といふものは

といふものほど馬鹿気たものはないからねｕ一尺の松でも膿

くにして互に分捨して糾管に鴬つた︒東京海上の今日の大を

店壁として版抑方面の仕事溌推任し︑業務の上では兄弟の如

各務氏は東京に居って曾杜の仕事を兇︑平生氏は主に大阪支

して事に堂つた功努も大に認めねばならぬ課だ︒

しかしそれにしても各務氏の名謹は除りに高く︑平生氏の

るといふ黙が第一だ︒若し平生氏がなかったら︑各務氏の東

知らぬ︒宣俸家でないことは各務氏も平生氏同様だが︑震災

各務氏は東東にゐた︑気宇も平生氏よりは一層大きいかも

名は齢りに剛えぬではないか︒

京海上閥今日ほどのびたかどうか疑問だね︒第二は平生氏は︑

後資力が世間に認められて一躍財界の巨頭となった︒各務氏

■

賃業界には珍らしい耐含的にいるノーなことをやる人だ︒又

0

の人物の非凡なことは今日では誰も之を認めてゐるが︑各務

，I

功を他人に譲って賓布的のことを一切やらない︒これなども

それは少なくとも東京海上に於ける冬務鎌吉氏の半身であ

いふ課か︒

それは同感だが︑平生氏を財界の第一人粁といふのはどう

成したのは︑勿論各務氏の偉大さにも因るが︑平生氏の協力

が日本に蹄ると︑今度は平生氏が外固に出かけ︑その後は叉

東京の曾献を預かる篤めに明治二十六年に入祇をし︑各務比

氏は倫敦に行くことになったので︑平生氏は各務氏の留守中

えられてその経誉に常ることになった︒そして間もなく各務

たのでは含壮はつぶれるの外はないといふので︑各務氏が迎

その頃東京海上は非常を難境に立ち︑とのま丸徐てｋ置い

朝鮮の税闘や︑地方の商業畢校の先生などをやってゐた︒

岸和田の平生家に養はれ︑明治二十二年︑一シ橋を出て後は

各務氏とは同図の岐阜の生れで︑もと用中と言ってゐたが︑

い口を利く輩にくらべると全く雪と炭閣ほどの相逮がある︒

タ

ど空シぽの法螺吹きが多いじゃないか︒

は人間としての僧値を左右する課に行かぬよ︒第一名藍など

左様︑名前は知られてゐないね︑だが名前が知れると否と

平生釦三郎なんて一向名前が聞えてゐないじやないか︒

藤原楚水

:
雪

氏の大を成した背景たる東京海上を今日までにした功努は︑
Ⅱ

利己心以外に何物も待ち合せぬ癖に︑馬鹿に祇曾教育家らし
ｉ世

｡
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てゐた時は︑平生氏は大阪の支店長であったが︑専務には二

うであった︺後又進んで畢校をやることになり︑居住地たる

書生を置いてゐたが︑その数は百人を越え︑まるで私塾のや

それに育英事業には特に興味をもち︑絶え寸向分の家にも

Ｊ１活躍してゐる︒

人一緒になってゐる︒その後各務氏が祉長となる時︑平生氏

住吉に甲南堅校といふを建て︑小畢︑中畢︑高等畢校までや

た時︑これを援助する曾を作りなどして活動するとか︑ナカ

は自ら退いて平取締役となり︑全部を各務氏に譲った︒平生

も平生氏に典ふぺきだ︒現に各務氏が東京で縄支配人をやっ

灰大阪に長く居り︑仕事をする舞嘉が中央から離れてゐたの

も各務氏の留守中は︑耐長代理として東京の本祇と︑大阪の

の共鳴肴もあって︑矢張り住吉に資斐診療の大規模の病院を

ち︑自分の養成した畢生で既に畢位のあるものもあり︑寓豪

言って︑讐宥の管業振りに不瀧を感じ︑病院の建設を恩ひ立

又若いサラリーマンなどで一番刷るのは病気であるからと

ってゐる︒

一向表血には知られてゐない︑従って四常務が各務氏の留守

申１日とｔＴＪも︲

外︑教育制度訓蚕曾などにも卸を出してなかノ︑熱心に課し
てゐる︒ソンなところは各務氏が事業維誉の一靴張りでやっ
て来たのにくらべて齢程違ってゐるところだ︒

酋長や︑海外移比組合の理事長を引受け︑自分の養成した畢
生で︑海外興業の支配人をしてゐた男と引シばつて来て︑自
分の下に理事として専らその方凹のことに努力させてゐる

といふ意見で︑東京海上の専務をやめると間もなく︑三四ヶ
月間海外族行を篤し︑南米その他を硯察し︑ブラジルに土地
を買ったりして蹄って来た︒そして移民問題は政治家や︑ル
ン・ヘン移民に任せてはいかぬといふので︑自分で日日協曾〃

動し︑叉我閲の剛力護展には移民問題に力を入るべきである

友人山下芳太郎氏の遺志を継いで園字改良の中心として活

そし外︑我図の図力の護展しない一因は剛字にありと言ひ︑

建てＬゐる︒

心として開税撤雁の峰火をあげたり︑政府の金解禁〃蕊明し

闘士といった風で隠然たる一つの勢力で︑自由通商協曾寿一中

にも必幸意見があり︑賞行にもなかＪ１勇敢だ︒開西財界の

には誰だ臆病だが︑平生氏は所謂談論風溌で︑如何なる問題

務氏け喋舌らぬ︒訓査研究打算といふととに力を入れて賞行

締力絶倫なことも各務氏に負けない︒各務氏との相達は︑各

平生氏は六十六七歳︑五尺七八寸もあらうといふ巨大漢で︑

では人川にどんな瓜の連ひがあるか︒

平生氏のえらいことはそれで分ったが︑各務氏と平生氏と

て平生氏が釆配をふってゐるのは事蜜だ︒

は預ってゐるものと祉間では思ってゐるが︑無名の賊長とし

支店とに隔週に鍔勘してゐる︒これなども橡の下の力持ちで

ったが︑冬務氏の平生氏を信ずることは非常なもので︑今で

と︑早く閑地に就いたので仙間的には有名にならず了ひであ

大部分存務氏に典へるとしても︑その中の幾部分かは是非と

h
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１１ｉ
無理もありません︑私は三月の末と

旧岬上旧７旧伽ｌ卜旧

㈹Ⅲｌ︲ｌｌｌｌＩｌｌＩトーＬけり︒︒〃け⑪グー４１４１４１︲ｂｌ

が営日卒業生を代表して答辞鋤基頭むこ

との命を受けたのであります︒

田舎の小単校でありますから平常袴

はいひ山裾の村端れにある菓地に榛名
に裾がんで潜餐と泣きくづれてゐたの

おろしの寒さをも忘れて亡言母の墓前

など穿くものがないのと︑まして貧乏
の私には共の準備かないのでありま

私は四歳の時に母に死なれ︑縫母の

ば袴を着けねばなりませんので︑父に

す︒が晴れの場所で答僻を讃むとなれ

た贈年取って二十五歳の青年︑今日ま

申し︑父も﹃よし買ってやらう﹄と承

頼んで﹃どうか袴を買って下さい﹄と

でありますから︒

︾﹄︒

での惨惜たる経歴を涙方がらに私に語

ろ父の愛と︑まましからぬ牡の慈みに

るのであります︒

ってゐたのであります︒

卒業式の前夜に父は例の如く醇ばら

諾してくれましたので常日を楽んで待

って姉りました︒袴はと聞きますと買

り宝した︒が其の頃から家運は傾き︑

靴音︑下駄昔ばたｊ１Ｉと後ろに近づ

の私だけが小単校卒業まではと手元に

姉達はいづれも他へ奉公にやられ末子

﹃お凡平野︑ここにゐたか﹄

いたと恩ふ間もなくかく呼びかけられ

って来ないといふ︒そればかりか﹃貴

配して捜しに来たのじや﹄

父は元かＡ酒飲みであり藍したが︑

といはれたのであります︒

めて来たのだから袴などの用はない﹂

様は明日から丁稚奉公にやることに極

私は悲しくなりました︒何だか父が

りまして︑手も附けられない蹴暴をす
い家庭に育ちながらも︑私の畢業成績

ることもありました︒こんな恵まれな

日の卒業式に級友羨望の的となった答
いつか卒業の円が喪ゐりまして︑私

とはありませんでした︒

怨めしくなりました︒袴がなくては明

特にその頃はやけ酒をあぼろやうにな

た受持先生の盤でありました︒
﹃どうしたのじや﹄﹃何でここへ来・︑

ゐたのじゃ﹄

右︑左から票務委員の叔父さんと︑駐
在所の巡盃さんが問ひかけられます︒

さた私は前後の老尚たく︑ひた泣きに

僻勇諏むととが出米ない︒十川歳の小

１１１

はいつも優等で級の首席を峡かしたこ

これは私逓Ⅲ頃大層可愛がってくれ

﹃時間なのに荊が見えぬので皆が心

たのであります︒

置かれたのであります︒

素直に育って小畢校へも通ふやうにな

手に育てられたのであります︒善良な

下級ながら生活の安を托する身となっ

今は帝都屈指の大含祇に職を得て諺

江幡辰三
○

/郎

一

泣きました︒とう／︑泣寝入りに其の

瀞や賞品などを頂き子供心の嬉しさに

務員は益だ冷淡なものでありました︒

がら一生懸命に頼むのであったが︑事

﹁気の毒だか採用は昨日ですんでゐ

今までの悲しさをすっかり忘れてしま
ったのでありました︒

夜を明かしたのであります︒

るよ﹄

夜は明けた︒登校の時川になりまし
た︒しかし私はどうしても登校する気

に立ちすくんだま上口がきけなかっ

これを聞いた私はぼうとなってそこ

一輝心押韮睡鞄唾呼歴諏渉工場の事務

にはなれません︒この妬の附いた衣物 ｜﹃新聞の庇告を見て参りました︒ど
で袴も着けずに噛れの卒業式に川るこ

ります︒あ上母がゐてくれたならば︑

︑こんな時に股ひ出すのは亡き母であ

級生の甲乙が月分より成績の劣等なの

希望を持ったのであります︒自分の同

小里校を卒業した私は可なり大きな

ら今にも泣き川しさうな顔をしてゐた

た︒唯一の手頼りの綱が切れたのだか

と矢も柵もたまら歩ひた走りに走りて

に家が富裕なので中単校へと進み︑や

室へ入ってかくいったのであります︒

亡き母の墓場︑川懐ろにある小さき寺

がて大畢へと志してゐる︒それに自分

のでめります︒ｒ

とが子供ながらも恥かしくてたまらぬ

・へと行って墓石の前で泣きながら幾時

は商店へ丁稚奉公にやられる︒苦駆し 一﹃それなら此の工場に居るがよい︒

雑誌砕釧確垂密咋咋迩狂

一一捗釧蕊砕極小ろノ︑と親切に私の身の

す輝岬垂鋒

のでありましたＱ

間かを過ごしたのであります︒

併し私吋畢問を勉蝿したいのでありま

中に賃銀もだんノ︑上せられました︒

私は忠賃に働きました︒働いてゐる

畢校では級網代の平野が見えぬとい 一ても彼等に負けるものか︑で僅かの汽
｜群遇い恥軸詑輝砂吋一用の川来るま
ふので大騒ぎとなり︑畢務委創や巡在
一
車
賃
だ
け
を
懐
ろ
に
し
て
上
州
の
山
の
中
を
一といはれたので全く坤獄で伽に逢っ
まで捜しに出て小さき私が溌見された
飛び出したのであります︒
一東京の虞只中に放り出された私は電
た
恩ひでどんなに喜んだことでありま
せう︒
私が事情を泣きながら話したので畢 一車に乗るすべさへ知ら余︑新聞の雌告
をたよりに足にまかせて築地まで辿り

のであります︒

務委員の人が自分の孫の衣物や袴を貸
してくれまして卒業式は無事にすま

十四歳の川舎少年が︑おど︐Ｉ︑しな

ついたのであります︒

し︑成績優等のためいる／︑と稲讃の

1
1
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の震災は私の工場も畢校も烏有に蹄し

好事腿多しと申しませうか︑十二年

身になったのであります︒

かくて愉快に働き愉快に勉弧の川来る

校の夜堅部へ通ふことに茂りました︒

益本位で︑私達を利川して懐ろを肥し

した︒所が之を経誉してゐる主任は利

ので︑里業を繕けるのに十分でありま

のに同怖がありまして和雄に責れます

に賑壷するのと︑一つは苦畢生といふ

ります︒新鮮で品質の良いものを正直

爾来三星新勉強の日を領けまして首

あります︒

畢校へと再び恵まれる身になったので

書生として書は玄開番をし︑夜は工業

らうといふととになり表して︑某家の

して︑然らば知人の書生に世諦してや

︲一出ｒＨＩＭＤＰ１Ｉ

ました︒多くの職工は散交に底つた中

てゐるのがだんノ︑分りましたので︑

尾よく卒業の柴を得︑またも其の人の

す︒で主人の許しを得て近くの工業望 一甲宅から乙邸へと嘉肌口を廻るのであ

に私は踏み止まって工場主を助けて復

であります︒

私達は憤慨して︑主たも此を去ったの

顧みれば全く危険左綱渡りであった

のであります︒

で私のこんどの事情を聞いてくれま

興のため全力を捧げたのであります︑

たのであります︒

復興もや上緒に就いたので私は前の勉

ところが捨てる帥に助ける帥で︑青

紹介で今の禽耽に勤めるやうになった

とには私の畢校は山の手の方へ移って

眼を綾けたいと恩ひましたが残念なこ

たことを恩ひ川して之に総つたのであ

物行商の際に一人の深い同怖者のあつ

朝早くある邸の閥前を遡り妻すと一

苦畢生相唯の誘惑があります︒この誘

折してゐるのであります︒苦畢生には

志はありましたが︑いづれも中途で挫

のであります︒到るところ苦単生の同

通の手紙が落ちてゐました︒多分配達

いつも亡き母の蕊が私を護って下さ

夫が其の邸の郵便受浦に入れ方が粗忽

り︑また私を激鋤してくれるやうに感

ふには容易なことでありません︒

すと︑非常に感謝され︑それから八百

惑に打ち克って最初の一念を貫くとい

その頃新聞にも戦せられ八百屋苦畢

じてゐるので︑幸にこの間に大した病

であった篇め風に飛ばされたものと忠

生として評判に造ったのは私達であり

霜に通されて教訓やら激励やらを頂い

屋の御得意は勿論︑主人の閑な時は害

ひますｃで夫れを拾って届けてやりま

ました︒青物を満載した荷車を挽いて

した︒

●り・王す︒

しまいました︒主人は遠方迩畢までに

好意を持ってくれませんので︑工場を
夜畢に行くことに左りましたか︑夫れ

止めて山の手の或る家の玄開呑をして

も永績きはしませんでした︒それから
稗為する中に八百屋苦畢生となりま

ｌ
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飛弾記事の中より

辻村靖子
昭和五年秋九月五日午前十時東京畔

こともあり︑或る時は一日食を得られ

に恩へぱ奮暦の干剛盆にあたり船で

長良川は鵜飼のころなりけれど︑後

溌の特急にてたち共夕岐阜に着︒

ずにすき腹をか上へて市内をさまよっ

″脚Ｕ肘坤り︲

各務腺を松の木のまに見一Ｌ︑酒祁と云

ところにつく︒秋の陽なぼあり︒

ちからくるまにかけろふのたつ

黍の葉にかせわたれどもみちのくの

にの為︒益田川の断崖にそひつつ行

焼獅より高山まで十三里︑乗合自動車

山のこと草かりつめる馬にあひて一

く︑・

くるますすまず谷かげのみち

及ばぬものでありますが︑私としては

の所謂成功蒜と郡するものの足もとに

るあり︑激浪に弄ばれて消ゆるもあり︑

るあり︒堤より下り︑汀に向って淀ぶ

なるべし︒橋の上より遥食と吊り下ぐ

つは︑締無棚の下ろしを波におし流す

て紫陽花のひらきはじめのことく︑

も流る上薄あゐの色は︑黄味さへ帯び

とふくき︑散たてる膿にふれて︑たぎ

との漢流の色の美くしさは︑何物にた

ところ〃卜︑石をのせたるやねこえて

全く血と波とで賢ひ得た貴き地位であ

秋の釜とまましきつつ命めてたくて︑

くにも似て︑流れ来り流れ去る清き流

深き片淵はむかしみし紺やの藍瓶を窺一

さへ︑小さき燈を照らして河の上に立

歩︒橋の上を往来の人為薦つ上みを携

彼はかく語り経りて︑さすが輩刷な

下つ瀬まで流れさるもあり︒面白き古

小鮎つるなりひたの山川

ささの葉のほそき小舟にさぼさして一

たかる・流れ緩やかなるところは︑

諏蝿軸翻榊峨峰蝿鋤岬鋤鎚唾軒錐叩︾一

秋草はやしひだの山さと

意志を表せる眉宇の間に一抹の陪雲を

俗かなとみるかうちに︑何となき哀愁

ります︒

漂はせて︑しばし暗然としてゐたので

につＡまれたり︒

六月岐阜より焼石まで電車あり︑乗る︒

つきはたかいをいましはなるる

川波のきらめきそめていたぱ山

月いでたり

あります︒

そして漸く今日あるを得たので︑世

たこともあります︒

ある時は公閣のペンチに夜を明かした

ひ知らぬ涙を搾ったものであります︒

郷を出て十年︑放浪苦畢の間にはい

ます︒

気もせ歩に今日あるを得たのであり

。
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午後三畔︑高山着長瀬族館にやど一名

むかしの悶府の秋静なり

だに次し︑み下す貢下に︑人の家よりも

共棲上より見渡す夏の日本海︑微漣

の小騨なり︒族館もた宮二つあるのみ︒

間︑これは自動車を雁ひて行く︒高原川

のなき碧海の原に波は吾産くて︑た堂

大なる厳二つあり︑其除はめに障るも

又言ふべきに非らず︒

こぎ廻る櫓の蜂のみ高し︒藩日の美観

たなびくばてや能登の烏山

あを海原入り日に匂ふ夕雲の

建てたろ屋なれば︑満水油ｈ︑秋の草

魚介鮮らけし︒立山の断崖Ｆそいて

鏡をとりいでＬ説明す︒

否灸のとにはあらじ等︑我か子柴遠

ころの鮎猟りする市民の遊興の熊を︑

きしの紅葉のいろづきにける

秋たけて梁うちわたす山川の

列ねて流れをせきたる

山河に梁かけたり︑竹木柴などを植ゑ

この運聴手面白くかたりきかす︒げに

こ比も鮎を名産とす︒十月木の葉隈る

鴨ぞとびたつ山津の水

わかのれる車のおとに蕊きて

の岸づたひに︑

Ｈ 高 け れ ば 市 外 散 策 ︑ 市 の 一 隅 の 高 墓 一九日高山より北陸支線征津まで十八里
に登りて雌る︒

百園の樫の木のまをいて上予遥に望
む飛弾信濃の連嶺︑偉槻この世のもの
紅の千入のいるのはぴこりて

に非らず

ぼたかの雲に夕日さ上さす
くれなゐは黒染のいろにかはりけり
藩葉をひろふた瞳ときのまに

の︑古雅愛すぺし︑猿鶏の形︑さては

夜ろ町にいでＬ一位細工を買ふ︒一位
は水松桧に似たる材にてつくれるも

九月卑変黒部の峡谷に入らむとす︒

そよぎ虫の嘩雨より滋し︒

ｋち主く︑歌外波と村の名を禍示せる︑

波打隊を打歩みつつ行く蹄お砂利のこ

卒湯にやどりて稜の飯たうくし戸︑一とあ

二十年のむかしも信濃より飛弾に入り

つ︑はやく飛越の国境にか上ろ︑車狩一

り︒それはかなたとばかり遥に組りつ

夜の市たちたり︑魔き境内に各自︑席

人物硯怖等︒

ろ︒山閏の栗茄子しめし茸色も形も貧

かぜのすずしき山かげのみち

白露に葛の雌ぬれてはつあきの

立札のもとにて

蓮をしき曙き燈の下に︑菓替疏菜をう

停めて展望す︒

いま初秋九回と云ふに︑人廷みな綿

しげにて

のぼるみ坂にこしの川みゆ

篠津より北陸線に乗り換へ越の不知親

ひた川の流れ駐雲の下にみて

騨に着︑癖は人あまたも知らぬ海ぎは

入れ袖無しをきたり︑旅愁はだへ寒し︒

みや川の瀬の青きけば高山の

市矛貫流する宮川の橋上にた兆すむ

とケロリとしたものである︒近江の孝行

とも思って居りません﹂

艇て孝行者は山から薪韮深山背負って蹄

表は．さう江らう︑親孝行だなんて飛んで

貰った︒

って来た︒すると母親ば悶塘変の傍から飛

義傑灘遷肇一
明治大正に亘って喪梁界の

うとすると︑信州の孝行者は︑

もない話だ︐とプッノー云ひながら︑蹄ら

﹁唯私の母は︑章継の紐を解いて呉れたり

んで出て︲背中の薪悲卸してやり︑やれや
来る︒草畦の紐を解いてやろ︒足乃洗って

居ります︒だからそれを断ると不機雄なの︲

肩走撰んで呉れたりするの態楽しみにして

れ草臥れたことだらうと︲患に水延取って

て同じ変業家の和田翌治の親

やろ︒心から肋ってやるのです︒これル眺

仰がれて居る溢諜楽一が︑嘗
孝行に感じて︑孝経一巻走巻

めた近江の孝行者は︑何江つまらない︒親

元老として人々から其の徳を

物に浄書して贈った事があつ

って貰ったり︑蒲圃を欺いて貰ったりする

です︑そこで錘の云ひなりになって足を洗

と云ふのであった︒近江の孝行者は此の

のです﹂

と思った︒すると其の人はやがて悶蝋裏の
傍へ坐った︒母親はいたｊ〜しいばかりに

孝行どころの騒ぎぢやない︒大の不孝者だ

る槻山命に挽帯し︑一般含貝に展狼した︒

ことは形式に過ぎない親孝行だったと痛く

時ハダと手を叩いて︑自分が之迄して来た

気兼しながら︑今日はいつもより津山な薪
らうと云ひながら︑後へ廻って肩走採み初

﹁私ば貴郎の親孝行を見皐に来たものです

孝行の仕方がまるで鍵つれとの事であつ

入つ犬と大屑喜んで︑其の後母親に封する

らエッきり笑った︒和田ば此の孝経に魂が

漉潔はこＬまで話して和田の顔を見なが

感心したさうである︒

走取って来たやうだから︑定めし肩が捕か
めたではないか︒近江の孝行表は益々驚い

が・見渡すところ︑母親に足を洗って賞ひ

７

て了ひ︑

としては大した孝行者だとは思って居なか

間から孝行者だと褒められて居るが︑自分

ではなかつ犬でせうか︒

肩まで操ますに到ってば︑何か聞き間蓮ひ

とには︑

結果︑石炭商並に海運業に成功し︑更に日

徒手空拳で郷里延飛頓出し︒多年苦闘の

宅寺◎

一つ修行に行って見ようと思って︑母親に

﹁私は親孝行と云ふことはどんなことだか

その任侠

た︒すると其の人は不在で母親が一人濡守

知りません︒また努めて親孝行をして居ろ

と訊れた︒すると信州の孝行者の云ふこ

に来た由走話して本人の踊るの恥待たして

暇走貰ひ︑はる人︑と信州へ出掛けて行っ

つ衣︒信州に大の親孝行が居るさうだから

曾て近江の図に親孝行の人があつ士︒世

走始めた︒

と︲例の操み手延しながら︒親孝行の話

﹁今日は面白い話をしませう﹂

すると溢津はニコノ︑笑ひながら︑

た︒和田は彼の厚意に感激し

話逸の士名

て︑目本橋常盤で開かれた涯浬の主催によ

1$ ．､報碑と,謡鱗 r･職､.!ぎぎ撫識…w識葡 齢…畷縛.

番をしてゐた︒そこで自分は親孝行の見畢

､

話 逸 の 士 名
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の士名
話逸

を出し衣り︑朝鮮に倉庫愈賦準創立しれり

郎は︑勢ひに乗じて北海遜の材木事業に手

我が剛波業界に擬頭するに至った山下総三

露戦争の好況時に活躍して頁茂の常ななし

なかったのである︒

毒と思うても進んで按助しようとする人は

である事は︑除リに明かであった鰯︑気の

計り注ぎ込んだ所で︑所謂焼石に水と同様

承諾する者などはなかった︒又それに僅か

いはれ誰が︑今の丸の内の美瀕走現出した

着箕雁して分別に富み︑百年の遠謀ありと

三菱王剛の元老であつ稚荘田平五郎はｎ

崩落し︑事業は悉く失敗に離し︑互閥の賓

十年に襲来し犬パニックに倉って．諾株が

路に立って之を見殺しするに忍ぴなかつ

穴が︑有鰯の男を生かすか殺すかといふ岐

溢搾も其の間の事緋は能く承知して居つ

してあった頃︑屡七部分的に或は全鵠の借

ヶ原の幾寓坪の地面が︑何もせずに放り出

のは確かにその一つである︒庇大なる三菱

︑﹄◎

産を失った計りでなく︑却って首も廻らぬ

ざることにした︒そして時機到来して動三

三菱に雄講して︑一切それ等か承諾せ

菱自ら率先して宏壮なる洋式建築か起し︑

は

地を希望する琴が少なくはなかったが︑彼

備る美黙を知って居り︑且事業そのものも

殊に山下の堅忍不抜の精祁と︑至誠事に
瀞来右望である事韮見抜いて屑つ犬溢深は

以て丸の内の美観を現出した︒

て難開突破の決心を問めた︒そして其の頃

男子の執る可き道でないと悟り︑禰然とし

に封してば永久は迷惑を掛ける事となる︒

死は脚分の苫捕を救って災れろか︑依権ゞ者

してば︑危険であるといふ反封読が有力で

生するに到ったのであつ衣︒費金融通に際

態であった山下の事業は︑鼓に漸く起死回

も進んで和談州手となつ犬ので︑瀕死の妖

るものである︒故に︑若し何人でも此虚に

構造の如きは剛際的に︑帝都の品格に開す

帝都の中概に位してゐろ︒だからその建築

﹁丸の内・三菱ヶ原は︑宮城の前にあって

陥って了った﹀

洗石の山下も途方に暮れ︐溌早自分の運

折った計りでなく︑更に整理方法について

錐一銀行から互額の養全を融通する事に骨

第一銀術頭取だった先誰漉深柴一避訪づれ

美籾韮添へろやう︑確黄に笈行する約束心

する表があれば︑誰にでも貸すつもりであ

燕巌堅牢なろ洋館町か建造し︑帝剛首都の

行には誰慈悲かけぬといふ決心を示し犬︒

と︑今の丸の内は︑此の荘川平五郎の遠

謀が蛮現され犬ものである︒

る︒もしさうでなければ断じて不可である

い末のであった︒

此の溢探の心奉延察知した山下は︑生れて

やうだったら︑自身の私財を投げ出して銀

て︑少しも包み隠す庭なく︑逢一窮状を訴
其の頃の山下の窮境は．机欝仙間にも知

へ︑子爵の援助韮請う穴のであった︒

られて居り︑今は砿破産韮待つのみといふ
鯵あさであったから︑誰一人として金融を

始めて人の憐の厚きに感激し︑男泣きに泣

あつ衣が︑漉浬は醜一山下が失敗に蹄する

彼の意見は︑

と考へ士程であつ衣が︑考へ施して見ろと

命もこれまでと鯛念し︑幾度か自殺しよう

地位も信川も垂く地に畷ちんとする窮状に

両額の借金を背負ひ込み︑折角築き上げた
γ

荘田の遠謀

其の他各種の事業に手を染め衣が︑明治四

画

一

一

一一十四のそ談美一
者 記

看護婦
．めい

ぞん江こ

そ

女の子があった︒ミネさんは其のうち

たびｊｒｋへうしやうまたかつざいおんじこうしやく

度ぐ表彰され︑叉曾ては西剛寺公爵に

いゆ・

い匪

いつ雪こびん喉う

の末子であるっ何時でも何庭でも貧乏

にん汀なら

すえこ

も随行渡欧した稚で︑男も及ばぬ似費

人は必ずさうしなければならない︑・否︐

に父源次郎は日曜稼ぎ︑叉母のシンば

こうや一含

ずゐかうと釜うぼ轡ぞと二みよいたら

をし︑その功績がむくいられて︑この

一文駄菓子屋をして︑かうして夫婦共

竺寄詮

そひほそいじり

ちＬ③②①ひやとびか︲哲３雀仁嘘Ｌ

もん胆ぐわしや

お冬江

にん

明治三十七年に母のシンは︑時に未

めいぢ過んほＬ

ててゐたのであった︒

かぜ

ふうふとも

さうでなければ生きて行かれないやう

たびを弓じこくさいゐゐんくわい
度ジュネーヴの赤十字餌際委員稗から
ずゐぜんげんずい砕・うめんけくわ
椛砿されたもので︑現在は同院の外科

稼ぎでやっと共の旧Ｊ１︑の細い煙をた

あいくわんごふ

で毎日孜々として両名からの看護婦を

しわ．う

とくれい壁しゆくしやめいがくせいとも

きいにらしし

将鋤し︑寄宿舎の三百名の醸生と共に
ば
たらゐ全ことあい
働いて居るといふことである︒誠に稲
よ

群のことと稲すべきである︒

だ幼いフジ︑セイ︑ミネ三人のものに

心を残して病死して了った︒其の時ほ

こ上ろのこぴやうしし傘そと含

醜に便女のウラは七歳の時に溺托して

孝子小河原ミネさん

了ってゐたのである︒とかく酋乏する

ひさんはじ

び人ぽう

おそ

いので︑大方は病や死といふととに襲

労峻か仁や土ひし

から膳むりでき陰りようで今がた

し全

さいとぎで含し

ぜ﹄しじつ︒⑦①①はうそうこれ
先ｕＡＫで大芥内氏も放送して之を

ずでちやうぢよ

紹介した群だが︑小河原ミネさんの孝

と身僻に無叫も川来る︒治療も川来難

世うかいぽシｅ⑦④⑨●分う

行者であることは︑現代稀に見る所で
しうしん診てぼん

かうものけん胆い歪れみどころ

い

生きた修身の御手本である︒
す
た栓こひとりこ

にんこシもか込

しかひやとひかぜぎ③④③

は込診や

はれ︑と上から悲惨が始まる︒これが
いへ０口
上れい
仙の例にミネさんの家も洩れなかった

目もふらす仰いて居為︒只これの筋書

ひかい全︾Ｌ含ばんぢよせいこと江

赤み胆かはぴま

った︒かくして居るうちに月日は経つ

れん

へて然も円怖稼をする源次郎は︑いた
みふこう唯いくいじゃうこ言もか
く身の不幸畦歎より以上に︑子供の可

た︒そしてフジとセイとは奉公に出る

ゐ

ぼうこうで

つ含ひた

憐さ︑いぢらしさに族の乾く暇もなか

ってゐるか︑誠にお手本と云ふぺきな
なみ区かのぢよ
れど︑また涙ぐましい彼女でもある︒

ち軍の②①つきめひににん

父の源次郎は妻のシンとの間に四人の

主ことて樫んい

だけでも︑如何に今時の一般女性と異

わけ

好きな煙車さへ一人ではすへぬ︒今
としきい
もうもくちＬおやか込
年八十歳になる盲目の父親を抱へて三

課である︒母親のない三人の子供を抱

全で

きいこんに診主でかたしよぢよ全もわき

枇晩的な功紙ある清謹姉を表彰し︑フ
今しやうみうよ
ロレンス︑ナイチンゲール記章を峨典

十五歳の今日迄堅く賑女を守って︑側
め
ばたらゐた蛍ナザが曾

ぜんさうさんか﹃ユつせいふ

一鮫の時赤十字肺の救誰着誰姉生徒と
にらろぜん多う当うしう
にふがく
して入畢してから︑日露戦争にも賦洲

さいときぜ含じしや今ふごくわんご﹃ふせいと

では日本赤十字肌の清謹婦長本間しげ
へうしやう号よし
︵五二︶さんが表彰された︒女史は二十

．にばん迂舎じしやくわ八さ・ふちやう③⑪⑨③

しかわにぼん

することとなった︒而して我が日本

も桧んて号こうせきくわんご・都へうしヤう

一九三一年度各剛洋一通じて二十七名の

鞄ん学ゞかくこぐつう

ジュネーヴの赤十字国際委員含では

世ぎじうじここざいみゐんくわい

国際赤十字から表彰の

ＩＩ

！
一一
一

一"
一
一

職年にも参加し︑伽政府からもこれ迄

I

砂
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とこるきい心いぎうゆん

やうになった︒師が生来あ麦り壮健で
ぴやう含か込も一一号

なかったセイ城病気に雛って戻って来
からひいか匡達ほ込竺やあとお

たが︑可哀や幾程もなく母親の後を追
しま

輿うこう

て了った︒やがてミネさんも奉公に
でうこ
こ全でくと

出るようになったｕ此所迄来れば兎も
かくめんしんたれんろうぐさびわず

角一安心だ︑多年の努苦や淋しさも忘
脇上②⑥③全おも階お

皇凹

わかゐひに

れたやうに︑父源次郎は先づ重荷を下
ろしたやうな気になった︒︲．

けれどもそれはホンの僅かの問であ
かれあくせいがんびやうか八ふじ

た︒彼は悪性の眼病に擢つた︒不自
ゆつう
で管てあて

由なうちにも出来るだけの手営もし

しんぶつきせいしかこ

いたりかたふ声

た︒祁俳にも而誓をかけた︒併し此の
めはものこゑつひおぎ・
憐れ遊朽の聾は遂に御聞きとりがない
さいむだしヱかれとうとうしつ
か︑一切は無駄に了った︒彼は到頭失
あい

句むすめさうにん呑つそくふたりともい全全で

明したのである︒そこで致し方なく二

人の娘に相談して︑早速二人共今迄の

ぼうこう君含ひ全とぎ

とう曇やうでち上拳やそゆのこ

普通の少女ではなかった︒お父さん︑
わたしはたらかたけつしんとうえんしん

△つうぜう駐巽と︾．

私が似くとて堅く決心して︑遠縁の親

ぜ一口めた釣な◆一ら①︑●つけものぎよるゐ

戚に営る同じ町に︵杉戸町︶漬物魚類を

あ含なゐ⑥︑●＠たの毛ふせ
一フこ

商って居る鴬谷軍蔵に頼んで︑其の店

ぴやう・︽きんじ上屯つ土がＬぴうん

病父と産海にある妻を抱へた悲運の

ぜい奴んにんゐんこむそ

資家を助ける棋範兵と︑これに同情し

じつかたすもばんへい酔うとやう

た青年関員が︑これまた聖って其の一

かすぐＢ︐かごる室いしぬ

ぴ瞳ん

家を救ったといふ近頃稀な胸のすぐや

東京府下岩淵町赤羽の掛岸︑埼玉聯
かんしんこと世いめんこうじやもうしゆ

●②●③●ととうち含
しんせついくいらいこん

にら全で一Ｌうこうじやうぢょこうばたら
や⑨

日迄ミネさんは同工場の女工として側

こ罫やこ︑−だりぜいくわつきびぜいくわつ

いて居るのである︒

此の親娘二人の生話は淋しい生活︑

今ふこう登いくわつ

し

うへさひ舎ようｂよくあばＳこう

し

じうぽうへいにいれんだいだいらうにいにふえいやうちやう

吐つじうたいうへら陸けんかい準フ量ら

びやう母ところこんゆつ域じゐがんへい

とだむらゐざじもと庇のう︒②③①●ぬんらい

とう︽島︑う・ふかいわふら学ちめかばね仁いが々呑い意まけん

の演鋤子になって健気にも盲目の父殿
を養うた︒斯うしてミネさんは十七歳

戸川付字下戸川農加藤要之助は︑年来

うな美談︒

の春を迎へた︒近所の誰も彼も彼女の

︑病莱の所へ︑今月初めから胃癌を併

け江ゆめくらち上封や

けなげさに感心した・殊に製麺工場主

霧重態となり︑その上千葉蝶四街道町

か

の熊倉新之助の如きは﹁家に来てはど

ぱるむか母んじよたれかれかのぢよ

うだ﹂と親切に言って呉れた︒以来今

軍砲兵第州聯隊第一中隊に入誉中の長
なん②ｃｃつエさかぢよしぷん
騨輝宜君の妻フクは去る八日女子を分
争へんたう急︾哩含ひかや．うじろう隆
娩し︑川植時を控へた同家では老母き
しゆじんいもうとぴやう含鯵弟う
ょと主人の妹でこれも病莱中のとりと
⑦①︒いもうととぱう
輝宣君の妹はなが途方にくれてゐた
しもどに世いれんにんｅ
が︑これを知った下戸田青牛関では熊
⑤③◎にんらやういかめいにんめん穴らにん
木柴吉闘疫以下十八名の閣員が相談ゆ
上︑去る日協力して憐れな一家が耕

木幸な生活といへば確かにさうであ
しかそこ仁垂ぺんくわんざつ
る︒併し其所には︑只一片の柵察では
ところずなは写びよこう
知れない所の︑部ち淋しくない世の幸
ふくものたらしえしゆへいわ典みこ

さんぴゐかのぢよ

のを讃美せすには居られない︒彼女の

一フヘこういの

上に幸あらんことを所らう︒

助ける者．助けらるる者

とつかふこうが〆﹄たよ誉
はこの賞家の不幸を風の便りに聞き︑

し泣きに泣いた︒一方入誉中の輝宣君

江江ばうにふえいちう●⑤●

め︑一家中は青年関の厚い怖けにうれ

かちうをいれんにんあつたさ

にいぴやうちう●●⑧
これに封して︑病中の要之助はじ

きくすゐでん仁んぶうゑつじ

ジは東京へ出た︒ミネは父親の側に壁

奉公先から暇を取って来た︒そしてフ

ふのである︒

作する水田八反歩の植付をなしたとい

ほか

にくれるより外左かつた︒

併しかうなって見ると︑ミネさんは

にんとやううろばかうしんたふ土

幅遼竜達や知り得ぬ一種の平和と喜び
そこおも
が輝いて居るものがあらう︒其所を恩

そう身ん砂つ

ひ︑人情の麗しさ孝心の尊さといふも

つぜさいこにわ一刀

ところ

った︒所がフジからの還金は二三ケ月
しか綾かなかった︒六十歳非一越えた俄
めくら幻や趣やこ・ふたり全つたとはう

盲目の親である︒親娘二人は全く途方

しかみ

砂
金

集
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さいみ画のう●くえん

かけい

にん全へはたら

彰さばいもうと

めじめ叩き全一さら

わる巳

にあり︑十八歳になる姉ヨネは脳膜炎

を病って︑一人前には働けないといふ

ちうたいらやうこじじゃうばに

中隊長に此の事怖と話すと﹁それでは

さひめさはゐびやうそょ
︵四つ︶は垂去る日︑朝潅病して其の夜
つひしぱう⑤○④③したいけんしん
趣に死亡したが︑蒲生馨師が死鵠稔診

つ︶の幼い妹があって家計はいよ︐ノー︲

惨めな有様︑更にミネ︵八つ︺すえ︵凶

封こ芯え寺りわかしかしご

十三時間を雑過してゐるので大騒ぎと

を行ったところ︑疫痢と判り然も死後

心一いに・ゆめざばんたばたなか生つくる

とく苧へつ会︾ふかじんのよく
僻別休暇をもらうやう識力してやる︲一
ごうじゃう主ろこ②︒③いそ今含失う

との同怖に喜んだ輝宣君は︑急ぎ蹄郷

じかんけいくわ野ほさわ

して毎ｎ朝から晩まで川畑の小で臓黒

今ふは診︑

ゑん﹄︽ぴやうふ．

︑すｈに竿つか

◎⑦⑤●いもうとおち

さてんしんぶんうとうかうじかんめ腫

るに忍び歩︑毎朝ねむい盛りの年頃を
に似んはしかや陸らやうこｒう
じ全へ豹
丘畔前から起きて︑日本橋茅場町の交

しの全いめさ各力とじごみ

ざいがくらうみこかひきようみ

卯之助君は︑現在坂本小畢校の六年

⑦④⑧③ゆんざいさからとせうがくかうね々

窮辿してゐた︒

けいしちよう主うえ公くわぽうえ含くわんそ拒

なり︑婆脱臓防疫課から防疫官其の他

しうかんきたい

になって働き︑一週間で師隊すると︑

に在里中の身を︑此の一家の悲境を兇

億たら

直ぐ日幽小遣を節約して貯金した二十

ると︑卯之助君が妹思ひのあまり︑

が急行して同家を犬消毒したのであつ
にん／０１﹂でんぜんけいとうしみ
た︒そして段通と博染系統を調べて見

釦く

含ふかうごうけ胆い捗一う茸．く

一回鮭を病父の薬代に使ってくれとて

ずひごろこづかひせつやくちよちく

逢った︒

苛く

い毛かへしんこうしんぶんう

叉黙で新聞を喪り︑誉校時間には姉ョ
こうたいこゆゆふう斧らぱうぐわご
ネと交替して授業を受け︑更に放課後

は急いで肺って︑深更主で新聞を責つ
がにんざ上
哩そうで
て︑細腕ながら一家五人を支へてゐる

で含ぽそうでしんぷんう

妹が病気になっても︑醤師に診せる

ことも出来ず︑細き腕に新聞狩費って

のであった︒
③●①︒ひじやううら岳やさしこ︾﹄も

からかにんいのらざ上

が︑これが事件から端なくも知れて︑
むんりんけいくれんゐしはじな

臨捻の警官︑醤師たちを初め泣かされ

⑥②⑤④ら正おや︑●⑲犀づめにんそく

たといふのである︒

卯之助君の父親岩次郎は水揚げ人足
さく恒んぐわつぴやうし唯しら
をしてゐたが︑昨年五月に病死し︑柱

これ寒く泡んごろしんやつびや〜ぴやうしやう

の生徒を訓へるといふことである︒

ぜいとみし

であるとの事︑畢校も御朝一鑑剰位宛
かならおくとかう
は必寸逓れて登校するので︑畢校でも
し＆み
こじじやうわか
調べて見ると︑此の事情が分ったので
しうしんじかんをいと④●●●
修脅の時澗に︑牲錐に抑唾勤君のと廷
を賞めて生きた修身の教科書だと︑他

ことがくかう生いめざじかんくらゐづつ

卯之助君は︑非常に内堀な柔い子供

辛じて一家五人の命を支へてゐたこと
じけん叉しし

いもうとぴやう今ろしみ

力

新聞賛の踊りに︑お好み焼︑豆餅など

しんぷんうりがへこのやみ詮めもずゅ

を買って来て食べさせたそれであると

かうし哲いれん胆んぴ守よしぎん

この孝子と青年関の美畢を知った近
うつく瞳なしも珍奇

郷の人尭はこの美しい話で持切ってゐ

いふのである︒

ごうひと内︑

るとれふことである︒

一家を支へる少年
は入ぴやうぐわみ型ぱく．つきら浄さにいもうと

母け病臥︑姉は白痴電更応幼き妹

ふたりぜいくわつかれんざうけんせお

て︑尋祢六年生の十二歳の少年が苦闘

じんじゃう廻人ぜいさいせうねんくとう

二人の生活をぱ︑可憐な双肩に稀負つ

ぴ庭ん

かへかきいもうとみやひ

その母思ひ︑妹胤ひの少年が︑新聞

するといふ美談．．⁝・・
佳込鐙もいもうとおもぜういんしんぶん
う

皇二うつｒ

仁のち上し

は︑不幸がそれからそれへと績いた︒

と頼む父に死なれてからといふもの
めひわ

ふ哀話︒

責りの蹄りに買って来た妹へのお士産
わざわひいも︒Ｊとうしなぴぼんとも芯
が災して妹を失ったといふ美談に伴

さくねんぐわつちやうけいじけいルーもうしなば上

昨年十月は長兄︑次兄を共に失ひ︑母

とう骨やうしに限んはしく奇にじ生らやうざかもと

東京市日本橋随北島町ニノニ九坂本

ハルは之も昨年頃から心臓病で病床

せうがくかう泡んせい○︒⑮︒②①いもうと

小摩校の六年生三賄卯之助君の妹すえ

Ci

父 慈 の 等 我

我等の慈父鋸
含員金奉珠

便なること逃しいので︑地方民が之

咽ん呪睡瞳にら喚うふんご私

つうぜつうつだふかＰうじやう

する所あり︑これ亦自ら等外道路キー作

ところ金にみづかとうぐわいにうろさく

を痛切に訴へつつあったのに深く同情

鹿うくわ々ぜんにうぎみん仇い写う障

さんけふけういくせいぢてぎじん︑よく

道官選道議員をも命ぜられて︑同地の

ため産業に︑教育に政治的にも識力さ

れつつあり︒・

おも

かく蚕とおうと色かうじつしやう
斯の如くして翁の篤行は賃に賞して

あ傘

ひと①●③十ゐしやう

ゆんにいいくだうれしやくわいおい
現代幾多憂ふべきものある耐含に於

猫り守谷翁を推賞するばかりでなく︑

又更には常地は河川多く︑降雨の際

する所あり︒

ところ

くわんちうし実とうじしんたい会んとうけんらく

成して交通に便し︑更に郵便所︑警察

雛りあるものであるが︑恩ふにこれは

ぜいこうつうべんさらゆうぴんしよけいざつ

官駐所等をも︑自身大金を投じて建築

いつこうつうとぜつありさま

て︑邦家のため慶賀の念を禁じ得られ

けつぜ告えこと雁ゆ

全能かし尖いしばしあるひ曇．ばしか

これも亦九個所に石橋︑或は木橋駐架

浄うちばうじんｂよくぜんかう冬いいん

ぜつこれふ今へんそだとうノ冊︑か夢雪た

しにい

ぐわんらいてうぜんい左とごろゆうしょくもの挙建

ふりよう具んし全だしん瞳ふこと

元来軸鮮には到る所に遊食の者が多

圭据

あくしざうか６

く︑篇めに不良の分子も亦浸入する事
お栓抱曇あくぜんでんたら全全だ
が多い︒故に悪宣博をすれば忽ち叉こ
を全やすｈそゐわはたら
れにも染り易い遊んで居て悪るい似

の徳を解ふぺく︑或は守谷橋とし︑或
つうがく陸しめいめい

話う全たらはう力うじかいｂようつくところ

は迩畢橋と命名せり︒

翁は叉地方農事改良にも謀さるろ所
かたそつぜんまたすう歪んとつかい
一方ならず︑幸先又数千回を投じて改
ｈよう淀︑こうにふぐん雁いかくのうそんむじやうばい
良枕子を聯入して郡内各農村へ畑償配

改良を計りつつあり︑二町にぼ慶術南

ふこといもくかご管﹃ちのうじ
布するの事あり︑一意目下同地の農事
かい︑みうばかめんげうせう髭ん

今酒を飲んで遊んで居る者に巡査が

いゑさけのあそゐものじゆん孟

美談である︒

ぴにん

方民を善導し︑内鮮融和の賞を畢げし

はうふんぜんにうたいぜんゆうわじつめ

翁の薫化の腸であって︑翁Ｄ美徳は地

︒くんくわた生もの通うぴとくち

他の模範とされてゐる︒これ賃に守谷

ない︒否賞に勤倹貯蓄の美風に富み
だがら
ばんじつ①⑧

いなじつ巧九けんぁよちくび・季うと

する西生面内には一人として遊ぶもの

せいせうめん准いひとりあそ

悪の友に依ると︑誠に此の守谷翁を有

のがある︒水は方固の器に随ひ人は善

尺づはう色んうつわしたがひとぜん

幻モ

き通し︑悪思想を砿すこと恐るべきも

ぽ宮つ也ちぱうふん鐙うじ痕勤皇

らぱ同地方に謡力されし善行ば際限な

建うか炉いが泡ん含んえ

は何時も持主父通が杜絶するの有様な

ない次第である︒

しやくわいけうくわうへひえ雪ところすくな

訂もしめんぐうぱいしやくこ上

全たきら仁うちがぜん診哩かううがい

朝鮮慶尚南道蔚山郡西生面に︑同地
ひとノー１営農らほゐげんにい企︑

れば︑地方民一般は索より通壊生も常

てうをんけいぜうたんにう・卒ざんぐんせいせうめん淳うち

みとくかうしや砥︽しきうぎんにう
に見る篤行群がある︒依って思想善道

に峡脈せざるを得ざるの事を歎かれ︑

の人登から慈父と仰がれ一Ｌ居る現代稀

耐曾教化の上に稗益する所鮮くない

設して之が不便に術へる等ミ数へ来

らはうみん唾んもとつうがくぜいつぬ

と恩
ふので︑誌血の一隅産舞借して数
そとくかうへうひやう
に其の篤行を表彰したいと恩ふ︒

ａ○○⑪ｃそひと歩うつと

そとくかうしやたれこの吟しもの
其の篤行肴は誰？此地に知らね者

なき守谷利助翁共の人である︒翁は夙

き程にて︑常に地方民が翁を慈父と仰
全こ上ししか

あくとも圭父ことこ●⑤⑨いう

ぐも誠に然かあるべきである︒而して

せんじんしていけういくこＬろざそつせん

毒かゆ詮にせいぜいめんふきんぐんなん

とくただめろひもりや住し亀ろひ

に鮮人子弟心教育に志され︑率先し

ちはうみんそれら陰しめい唖やうたが争う

地方民は其等の橋の名稲迂ぱ︑永く翁

舎人ゑんとう︑ふつうがく伽うつひくわんせい

こうｈつふつうがくかうぜつ的つじんりょ毎︑こと

て公立普通畢校の設立に誰力さるる事
跡旗号じこしよいうくわうにい
一方ならず︑先づ自己所有の魔大なる
とちがくかうしきう吾ふ全ただ態い
土地を票校敷地にと寄附し︑又多大な

さ抄一︑鰯に鮮人子弟の教育は立派に難

ためせんじんしでい〃ういくｈつ陸こＬ

ろ金回を投じて普通畢校をぱ遂に完成

じつげんいた食ったむう

に賃現さるるに至ったことは︑全く翁

か御蔭である︒叉西生叩繁尉山郡の南
だんこ■全で腿・一りろけん必くこうつうふ
端にあって︑此迄道路は臓悪︑交通不

春 の 道 弘
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こ征ちうゐ

良ヲ固り且シ自ラ莫大ノ私財ヲ投

く

来るからと之に注意するとする︒それ

シ公立毒常小望校ヲ設立シ以一ァ沿

じぷんかねじぷん

さしつかへへいぜん

正にい

には﹁何を言ふんだ︑自分の金で自分

ッッアル子弟の敷育に窯津セラレ

岸移住漁業者力胴難ヲ痛切二訴ヘ

ゐものこ②④⑧かほみ

の

て居る薪も︑此の守谷翁の顔が見える

が飲むＤに差支があるか﹂と平然とし

或︿貧困考二餐金ヲ貸典シーア遊民

いかふ伽ようおんじゅんかうめ

と︑如何に不良で喝温順な行篤をとる

ヲ生業二導キ諸般ノ事業ヲ指導援

あ叩き全いかちはう．ふんけいくわん

江にこ●③⑨おそ

⑤◎けいしよもやうしゆくじさんかうか堂

シハ狗二如上ノ名響ニシテ兼シ偶

聴僅官ヨリ共ノ功績ヲ表彰セラレ

等共ノ功績枚畢二理アーフス今回道

ヲ幹導シテ農水康等ノ改良ヲ計ル

徒ノ養成二努力シ或︿附近ノ鮮人

ヲ依嘱セラレ寡ラ穏健確賞ナル生

助シ或ハ本道長官ヨリ水流仰習生

といふ有様で︑如何に地方民が︑藩宮よ

りも何よりも此の守谷翁を恐るるとい
そせいし人迂いいかんくわ．いかゐ

ふは︑其の誠心誠意の感化が如何に偉

鯉いも灯がたじう罫え影も
こＬわにくしこうにうくわいつう◎の⑨

大であるか＃一物語るに充分であると恩

ふ︒鼓に私は弘道禽詫通じて守谷翁の
とくかう世うかいぽうじ非うけんこう
篤行を紹介し︑邦家のため翁の健康を
しゆくもの

胴する者である︒
ち肱みおうかつへうしやうくわうえいよく客い

因に翁が曾て表彰の光築に浴せし際

の鈴木蕊署瑳の祁跡を参考に禍ぐ︒

然ニアラサルナリ抑モー剛ノ隆搬

請ノ産業功労表彰授典ノ盛典ヲ畢

維時大正七年七月十五日守谷利助

り併テ地方公共事業二諜津セラレ

クハ今後益掩斯業ノ改良溌雄ヲ計

地方擬衰二及ス影響紗カラス望ラ

祇露
行セラルルニ常リ不肯其ノ席末二

ム事ヲ切望シテ止マス柳力蕪僻ヲ

︿産業ノ然衰ニアリ産業ノ振否ハ

列スルヲ得クルハ河二光築トスル

呈シテ呪僻卜篤ス

蔚川警箸長鈴木兵作

大正七年七月十五日

所ナリ惟二明活四十年朝鮮附溌上
犬ナル抱負ヲ以テ渡鮮セラレ享ラ

水産業ヲ維菅シ斯業上幾多進歩改

弘道の響率

園

遡

て紹介し得ることを邦家のため光柴と

は錘にも叉一つの香り高き花を見出し

みこんにら企でめら峡含含しや
て度が今日迄に現はれて来たが︑記者
こぁ毛たか僕仁かは江ふい肥
せうかいう医うけくわうえい

兄た所︑既に其庭には幾多の花がそし

渓うぎやうとちたしくさばんと
蝿鏡方．土地あり︑よく教へ草の繁茂を
みとこゐナでそこいくにはな

埼玉撫鞭岡町の沃野には︑由来四十
いうよにんわたよたかやひとん〜
有除年に亘って︑良き耕す人廷あり︑

さいた全けんとよぞか主らよくやゆらい

も結ぶであらう︒

Ｕ

る︒故に耕す人の有る所必ず教へ草
はんもばんも券しくさ詮た
ば繁茂し︑繁茂する教へ草はやがて叉
かたらこう言仁かは雁びらうろみ
必ず香気高き花を開き︑美感しき賞を

恥亀たがやひとあところか雁ら狩しくき

愛撫する人によって︑或は裳へ或は繁

めいぶひとあるひおとるあるひしけ

道徳の道心教へ草も目然に教へ草測
し
ん
瞳んもこ秘たがや
身が繁茂するものではない︒之を耕し

にうどくふちおしくさしぜん辛しぐさじ

美翠︶

記者

菅員山岸宇吉氏の

…癖蒋雷］

ノ

'
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じつこう腰う瞳生れ

するものである︒これ賃に弘道の罫で
なくてなんであらう︒
とよほか全量かくいんぜんてんぽをい

響岡町の一角に︑倣然たる店舗と製

毛うじやうかま冬けしやうちうばんぱいじうじ

造場とを樵へ︑酒焼酎の販寅に従事し
こんにちりうむｒｌばってんぶみろしん

いふむとしとも客かこんにら

しやうちうせいやフさけろゐはん憶いかいり上

だので︑業務は年と共に楽え︑今日は
ぐんさけばん金いや・卦くみみひらやうお

焼酒の製造と酒類の販賓を兼ね︑入間

士壁再んよくが含づ

郡の酒販賓業の組合長にまで推さるる
俊
登ぜいりよこかい
縄の勢力家となった︒それと云ふの
し沓いくわんじつこう解うせいしんしうし

も︑只の食慾家で築いた︑ものではな
し

く︑李誠一貫斑に弘道の締祁に維始し

今日隆掩たる溌展振りを見せて居る新
やこのやしゆ岨ん
ふるぼんくわいくわいみんみらじつせんしや●

十一屋といふのがある︒此家の主人は

じつさいうへわれノ︒︑み

こ上けいざい鯉うとくら

た氏であ尋︒鼓に維桝と逝徳の一致壁

︑︒③⑧毛ひと

資際の上に吾々ぼ見るのである︒

こ今生がくかいぞ

しつひせんじつとよそか全角をう
氏は遂先日のことである︒嬰岡町小
がくかうごしんえい里うめんしよけんちく
畢校で御置影奉安所を建築することに
疋し今ん
雪ん三ん
なったが︑其の資金として金一千回の
全ふ全ぞしで
寄附を巾出られたといふのである︒此
ふけい告がぜ・妙おりをｂから
の不景気肌の吹きすさぶ折が折柄と
全・シひとん︑すぐな

て︑此の互額の金券惜し作もなくボン

江に

影︾ろ

しかたヱ

と投げ出されては︑町の人今も少から

い全

ねんぎんわたくしひとり告訴れなく

るとかう左のである︒

そこ︾・らひじやうがく？︒︸﹄

今から七年前に︑私は一人の枠を亡

﹄﹄

しました︒其の子供は非常に畢校の御
や
く
かいゆゑどおんかへ
厄介になったものだ︒それ故︑御恩返
わたくしなにがくかうぴりょうい握
しに私は何か畢校のために微力を致し
たいと呼蕊から識︾て︑それとなく多仁
せうちよ宍．んを
少の貯金などして居りました︒そして
かね煙とけあづかかいきいて

おいつて言にうとき

此のお金は︑桃の預り金として一際手

そときいた全詮

をつけずに置いて︑何時か適営の時を

ところばかこん︾︑ごしんえい医う

と其の時の至るのを待って居ったので

あります︒所が副らずも今度御直影奉
めんでんけんせつうけた全は
安殿の建築があるといふことを承つ
と今わたくしついひごろかんが
たのです︒その時私は︑常日頃考へて
ことヨかんが
丘づしにいぜうノー１二﹂含

ゐたことは此の時だと考へました︒そ

してお恥かしい次第ですが︑少々御寄

ふいたわけこ宮もにくだいいまこ

ぬ

それいかなら

い全がくかうおもいたゐ

哩︽

附致した課です︒子供の肉鰐は今は此

かね定に

ナ驚かされたといふのである︒併し只

の世には在りませんが︑其の雲は必ず
かんしん

お金を投げ出したといつたからとて︑

客

全だ

せんいん

や今も鐸校のことに恩ひを致して居る
わにくしこびじ
ことと存じますから︑私の此の微事を
ぱぐさところ
しん
聞いて慰むる所があるだらうと信じ主

す﹂

といふにある︒又これけ先年のこ

たう②④⑧習うせうがくかう

い者が無いとも限らない︒所で徴の山

．うきしら﹃か

とであった︒堂の山岸氏は同小畢校の

○③そ︾

岸氏の其の動機とい舎茜︺のを調べて見

もの征かぎところたう③

やしんとうノ５１

嘩いめい皇ら先に

そ伽が直ちに一も二もなく感心だとは

たぎ

れは他の多くの小僻連の群を抜いてゐ

いばれない︶賓名のためとか︑町に何

たら生しゆじんめ

の今

ろうにつしんぽうづよはたらぶ

て︑忠賃で辛抱扱い働き振りであった
聖うし

ほ︾﹄しぶんけしんや

してやがては養子にと望まれたのであ
った︒程たく氏は分家して新十一屋を
ひらそのら傘↑ずノー︑含んけん竜いじつばけ

開いた︒其の後も盆々勤倹誠賞忙働ん

﹄﹂

古き本金星員で通の賞践者である山
岸宇吉氏共の・人である︒

︾︑うしお隈かたぜい値んれいもみ
同氏も大方の青年の伽に洩れす︑未

らい唾いこうけ︒かり登がいばゆろせいうん

こ上ろざし辱宰﹃うりゑらごみとこう

来の成功を胸裡に描きつつ︑所謂青雲

こ士らしゆぞうか⑤︒︒︒①

の志にかられて︑郷里越後キー後に功
江
しかへしやつ陰つもく
成らすんば死すとも蹄らずと出没し目
て奇ら犬害つたうとよそか主ら
的地と辿り着いたの城常磐岡町でちつ
た︒そして此の町の酒造家川岸茂左術
●③かたやとは全こうがんぴ竜う
門氏方に雇れたのは︑未だ紅顔の美少
年であったさうだ︒氏のそれからとい
しんふらんちう会んばゆ
ふものは一心不矧に忠勤に勘んだ︒そ
だ垂嘆こそうれんぐんぬ

ので︑忽ち主人のお目にとまった︒そ

か野韮で郡あるとか等為といったとと
もの
あるひ雁
で︑鯨り金がある群ならば或は出さな

ねんし

審 の 道 弘

とくし

わたくしい雀

鍵晦に確施鐸琴需叶されたことがあつ
いん樫亭主へじかくわざいむ

たさう底︑これが篤志も︑﹁私は今か
ら二十年牒前に同家が火災に辿って︑

念らみ咋さ全がたかた弟せわ
町の皆様方に一方ならぬ御仙話になつ
どめいわくそと常詮に

て御迷惑をかけ麦した︒典の時から何

おれいいめらは勢もぞ

かんが争うふ唾んにんじやう

だにん

かんしや纏う勢ん

も考へる風も見えないのが一般の人怖
かみ提とじがん・可う
である︒つまり刺も伽もなければ眼中

みで吾よ和か

仙人もないのだ︒だから感謝とか報麹
まったくず９
をどといふととは全く蕊にしたくも剛
くととも見ることも出来ない世の中
世けんわすゐ
③③⑤雪と

だ︒山岸氏の如きは︑世剛で忘れて居
よ釦硲全がく恥うおん
る︑世の恩︑将た畢枝の恩といふもの

ようちよすゐちひつえ︑フ今

やさぎてう醤がくかうがうていひじやうじ

矢先でした︒恰度単校の校庭に非術時

に深い感謝を捧げた︒これが普通のこ
よひと人︑ほん
とだといふのだから︑世の人盈とは反

か御鵬の意を表したいと忠って居った
川の貯水池が必要だといふことを間い
しゃおんたんこれじつかう
て︑謝恩の一端として之を賞行したの

釜しやこれ

こＬろもら

せいしんかみぽとけこ土み

ここＬ百句画も︐シ︑ｂと

しやう

だ︒吾々は此の心を噂ばればならぬ︒
こ
こう舎酌が⑧︒③︑

われノ０１ここ当るたう上

こそ直に世を教化する唯一無二のもの

しんよけうくわゆむ

懸命にお互に脇むＣとより外に何もな
ほ歩ここ上るは醒こうぎ
い筈である︒そして此の心か放つ香気

けんめい仁がひはけぽかなに

るには︑此の心持が本に底って︑一生

柴え︑世の中話お瓦に明るく梁しくす

さかよなかだがひ心か仁の

り得よう︑この結祁が川や伽の心であ
こうだう世いし傘ひとわれとも
り︑弘適の怖川である︒人も吾も共に

え

担いわけ

ふかかんしょざ上ふつう

です﹂といふことである︒記肴は之を

劉凌群である︒この心持がなくて︑ど
しごとはんじやうじしんこうふぐ
うして仕事が繁昌し︑自身も幸幅であ

⑥③②がにぜんぷうでぽんよ正か

聞いて︑唾！此の心持だ︑此の心が

奇．客ここ上るもらここ上る

川岸氏を語る全部だ︑腕一本で世の中

繁昌したのも︑何哨彼も皆んな此の心

でしゆじん弘としやう唯守
へ出て主人に認められたのも︑商賓が
ばんじゃう江にかみここ上る
昂めらはか．型推に

がさせたのだ︒共の現れた金や何かは

もんにいここ上るもち含

問題ではない︑此の心持を聞いたので
た
たふと年も沈み雁
足りる︒これが尊いのだと恩はす沢を
もよぽ

今の世の中は遺徳心が裳へたと云は

い全よなか瞳うと．〃︑しん封とみい

催したのである︒

臆うとくしやひとも・﹄こと陸

①毒と罪ことよけうくわぽん毛九さ全

氏の如きは誠に世の教化の本尊様だ︒

此の香束を染めねばならぬＵ山岸宇吉
こうにうばあ舎祁さひはひけんざいいの

︵六︑七︑一五︶

弘道の群だ︒幸に他全なれと所る︒
の

時事評

塞津楽天

高松宮宜仁親王蹄朝

みことのりかしこみ玉ひ四七を︑おと
芯ひ玉ふことやかしこき

欧米を一歳あまり継めぐりて︑訪はせ

漁家

Ｌことのいともかしこ島﹄

凋逸軍艦エムデン鵬来訪

隣家の麦り兎角なめらかに︑すＬまめ
理由きばめてしがな

そのかみに名のと唇ろきしエムデン

軍純

をまのあたりみて昔偲ぴぬ
世の人の唯走冷やししエムデンの︑名
たぱ忘れず今に残りぬ
手恥握り敵や身方のそのかみの︑昔話
に花悲咲かせて

我田にと水引くことのな︑くもがな士

営おほやけの誠おさなむ・

便されず長すにあらでおちつきて︑鯛
のかためをかたく守らむ
ちぽむてふ言韮きくだに嬉しさょ︑犬
唇反面目にと願ひこそせめ
世の人の肩走ゆろぶろ軍縮は︑よるこ
ぷならむ帥も僻も
かたよれるいふ言の葉はともすれば︑
縮むにあらでひるむなりけり

I

じつさいかんがふいか

ば凌い︒質隙考へて見れば︑如何なる

れる︒これは道徳者が殺り洩す言葉で
恩義哨︑恕津も︑自分が受けて居るこ

診んざけいだくじ郷んう乙

ふつう轡へつなん

とはこれが普通のことだとて別に何と

手〜−〜､一ナーヘクー戸ゾンーーーーへ一

弄軍菅シツーーーヘ

ー

へグー

−泊戸一〜〜〜一一

昔一一へハーーへ一宇へ…'、〜

−〜〜−−〜一−−〜シーーー曹一曹埠〜

−
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机
の

塵

×

机の塵名月の世相︶
左翼政黛たる努農︑大衆︑及枇民の一部合同︑愈勢農大衆
黛生ろ︒何時迄仲よく続くか見物ぢや︑何しろ人間の歴史は

×

闘争であり︑人間の努力は闘争にあるといふんだからｏ

新左翼蕪のスローガン︑ヤット折れて合法猿︑但し彼等の
心が合法たりや否やは問題︑為互に御注意御用心のこと︒
×

ポスト︑デッテイの御雨人世界竿廻り飛行に成功︑何でも
いて世界各国追従飛行雨後の符︒

尖端︑価界一で底くてはならぬヤンキーらしく得意満面︒綾

たへ歩︒
×

寓賓山では鮮人保護に忙殺された日本営局︑平壌では支那
ではないわい︒

人の保護で目がまわる︒一等画日本の公疋なる働き此の所楽

×

皇后陛下復興帝都御巡幸遊ばされ︑二百寓詮の市民只々感

激︑特に大震災の犠牲者や峡食児童の上に特別の御慈悲︑仰

×

ぐ喝畏し︒市民よ︑夢忘るろ勿れ報恩の赤心を︒

弘安の役六百五十年記念の年︑常年を偲ぶにつけてもや今

日の固民に此の一致奉公の至誠ありや否や︑祁先に申諜あり

×

や否や︒お互に手遂アテテ見ようぞ︒

帝大突如として法事部生徒二十五名停肇申渡し︑今迄虎分

をせず内密交為で押して来た帝大も持ち切れなくなった形︑

×

共産蕊公判州始︑共康演説七〃巾を費すとか︑法廷てふ別

官製左翼運動者製造など岡家のため禁物︑常局者御注意を︒
×

世界とは云ひながら︑日本にもドェーフイ演説が始ったもの
だ︒恥︑図民は耳を開けるか︑蓋するか︒これが考へ師︒
寓賓川に於ける支那人の暴動に封し平壌では鮮人の復雲︑

受か︑因民精祁の喪失か︑外交問題にしてからが︑往年の日

らぬが悌﹂式で一向スマシて御座るかに見ゆ︒これはそも自

外交不振も︑終演不況も︑思想悪化も︑近頃の幽民は一︲知

かくして暴力の交換が繰り返されて居たんで雌際限がない︒

比谷邪件程の熱が現在の人盈にありや否や︒

×

阿際的厚宜も彼等の無智のために暇つけらるるととけ寒心に

故峠韮燕雷

１
１；
保常三氏を憶ふ
者

て︑或は名士の識演曾を開き︑或は曾員各自の修養に努むる

しも︑本禽と遠隔なる地にありながら︑よく其の浬絡をとり

堂として倦まず︑其の活躍は将に本愈の邦家のため感謝措く

等︑自らを修めると共に他に向っても道徳振興に努砧て︑孜

支曾長に就任さるるや︑鋭意禽員の増加に努め︑或は時局に

め識カサ一られしとと一方ならず︑特に推されて大花十一年に

能はざる所なりき︒久保氏は支含創設以来絡始一貫斯道のた

由来奈良の地は︑七代七十除年のⅢ文化席．輝ける古都とし

なる︑此の画家多事の折此の地の斯迩のため氏に負ふもの頗

る大なるものあるを︑其の毒を典へナセ士二歳を一期として

鑑みて今後一段の活躍群一期せられつつありしに︑天何ぞ無常

吾友と幽明境を異にするとは︑誠に哀梢の感に堪へざる所な

て︑我岡史上に特筆大書すぺきの地である︒而して此の如き

十指を屈する所であらう︒さればこそ近畿地方に於ける棋晩

日本精岬の溌露とこそ此地に見るの槻があるとのことは十人

弘むるに非す︑宇陀支曾が今日の成果遊牧むるに至ったこと

︑併しながら︑人能弘道︑非道弘人であって︑決して道が人と

し︑同満たる人格を有する人と失へるは︑只に猫り本曾のみ

任ずる一大使命を有する際︑久保氏の如き碓乎たる信念溌打

立ちて惇然として道徳の第一義なる事を明にして思想教化に

我が鯛現下は所有方面に多駆多端なり︑本曾が此の世相に

りとす︒

も︑誠に然りであって︑熱心なる曾員幹部の其の人食あると

がら今や翁亡きを徒に歎いて日︽︾斐すべきにあらず︑氏の意

ならず邦家のため惜しみても除りあることなれども︑併しな

久保氏は資性棚厚篤宵柄淡にして︑開畢懸を以て調高き先

を初め其の人あり︑翁も叉以一﹄膜すべきなり︒

唯︲一の道でなければならぬ︒幸に餅支愈には山岡︑川逢氏等

志淀継承して今後益盈邦家のた船識力するとそ︑氏に報ゆる

氏の感化により道が能く弘まるに至りしは言を要さぬ︒即ち

宇陀支曾畦明治二十八年川月の設立にして︑賞に三十有六

ふ三拍子揃ったのが資に本愈宇陀支曾であらう︒

良種が豊俄なる土地に︑耕すべき其の人を得て薬茂せるとい

共に︑賃に之が中心として人格識見稀に見る支曾長久保常三

決して偶然にはあらざるくし︒

的ピカーの本愈宇陀支愈が存在し︑秘く道の弘まれることも

博統に誇る此地は今も猶人怖風俗至って穏健着賞︑恰も質の

三氏の突如として逝去の報に接す︒誠に哀悼に堪へす︑

去る六月十九日宇陀支愈長として多年識力せられし久保常

記

年の古き歴史と有す︒勿論其の間には幾多の曲折は逃れざり

I
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代良平氏の刷子︑氏も亦醤を業として仁術を施し同地に名望
高く︑警師脅長にも推されて醤界に霊力すると共に茂多公共
の三子に業を談りて専心自適の身を以て本曾のた紗に力を致

事業に誰されたること一方ならず︑晩年は嗣子巽一郎︑勝次
される外︑書譲骨董を楽しみ︑又刷碁︑和歌︑俳句を友とし

世の中にあらましかはと恩ふ人

夕

なきか多くもなりにけるかな

紅葉葉の錦のころもきてみれば

繕にもうつせぬかみかけの山

此等の歌にしても翁の人物を知るべき好詞藻たらざるな

なろを知ら歩︑肇術研究上参考とすべき

一端を述べ本禽史の一頁として以手卿

鼓に記者は禿筆を記して︑哀悼記の

費︶か︒

事紗からす︑資に氏は恒産あり︑子女あ

か翁生前の勢に酬ゆろ所以ともせんと

叉名勝地を巡りて介熱︑砿石獅並に古銭を蒐難して資に幾千

生の細て逢至からしめし此れ以上を誰か

り︑長命し身弗修納︑名遂げ功成りて人

…

一︑安政六年五月十六日生ル

拙粥宅二於テ明治八年十月迄一年八ヶ月

ー︑明治七年三月ヨリ大阪北漬三丁目緒方

一︑明沿十三年五月ヨリ十四年十二月迄一年八ヶ月間緒方拙譜二就

普通潜畢研究

一︑明治十一年七月ヨリ同十三年四月迄一年十ケ月緒方惟準二就テ

ヶ年三ヶ月間解剖墨卒業︑生理薬物畢内外科修業

ー︑明治八年十一月ヨリ大阪府立病院二入墨明治十一年六月マデニ

問理畢化畢解剖梁修業ス

を捨てむ︒

因に翁の履歴を左に掲げて以てペン

す︒乞ふ幸に採り享けよ・

望まるぺき︑これも氏が一に道のために
人生を送りし一の除徳ならずや︒

銘なりしと︒これ翁を窺ふに足るべし︒

翁は﹁余ハ青年ナリ︑余ハ健康ナ
リ︑余ハ幸幅ナリ﹂とこれが座右の
又和歌に︑

つ坐くほどなほかた鋲くと知れ

霧雨と不利なろ家のいしづえば

隔てなくともにまとゐとすがむしろ
くまなき月をこＬろにはして
さとるてふ道に入ろこそ鯉しけれ
龍田のもみじみよしのの花

.。．砂j

遁
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テ診療賞習ス

ー︑明治十五年一月ヨリ十六年三月迄一年三ケ月資父良平ノ助手ト
ナリ専ラ診療蛮験ス

二指名セラル

一︑明治二十八年四月日本弘道曾字陀支倉規約第九係ニヨリ評議員

ー︑明泊三十五年倭正風曾僅耳リ名響愈員二推薦セラル
々員二列セラル

ー︑明治四十年大日本歌道奨剛曾細裁大軸位威仁親王殿下ヨリ同曾

ー︑明治四十一年日本弘逝曾長ヨリ功鍔ニコリ本倉所定ノ功努章テ
贈呈セラル

ー︑大正十一年日本弘道愈宇陀支愈長二推薦セラル

日本共産薫問題講演倉の記

第一︑第二︑第三︑露四︑といふ風に次から次へと検畢

された共産燕事件︑それ竿が何れも有嬬な知識階扱のもの

或は有良な者が鮮くないので︑此等の現象を日頃から憂一臆

するのあまり︑本脅の有志のものが相集って︑一夕共産薫

の事件に就て員相鵡参考に聴取し士いといふことで︑六月

田勤氏を聯して︑之が講演を聴くことにし犬のである︒含

三十日午後七時より︑華族含館に．東京地方裁判所検事卒

すろもの約五十名に及び︑平田氏の熱心なろ約三時間の垂

有ぜないが今度此の稚の催し率歴々開いて︑慎重に研究し

講演は頗る有益なものであった︒内容ば一切溌表の自由を

犬い意考である︒

』

ー︑明治十六年五月ヨリ同十七年四月迄東京東亜醤畢校ノ動物単植
術生畢研究

物畢賢理畢解刊畢生理皐卒業︑病理薬物内外科産科眼科裁判筈畢
一︑明治十七年三月束京二於テ第一阿鮮術開業前期試験チ及錐ス
ー︑明治十七年四月ヨリ十一月迄東京済生畢舎二入躍研究ス
ー︑明治十七年十一月東京二於テ醤術開業苑状チ授典セラル

ー︑明治十七年九月東京二於テ瀧二何鰐術開業後期試験二及第ス

ー︑明治十七年居町二開業

一︑明治二十五年五月螺ノ特選ニ依り帝閏需科大畢閏家鍔畢講習科
二入畢同年十二月全科卒業ス

ー︑明治二十五年十二月日本赤十字凧ヨリ深術悪士加盟請求ノ件承
認セラ南ル

ー︑明治二十九年奈良螺ヨリ地方衛生含委員チ命言フル
一︑明治二十八年媒ヨリ宇陀郡役所博染病溌防委員チ命ズ
ー︑明治三十年宇陀郡役所ヨリ郡醤テ嘱託セラル
ー︑明治三十一年螺ヨリ地方衛生含委員チ命・言フル

一︑明治三十四年郡ヨリ宇陀郡教育諮問倉委員チ噛託六
一︑明治三十四年宇陀郡醤師含々長二愉選ス
ー︑同年赤十字祇署員テ蛎託セラル
備病院附トナル

ー︑明治三十七年第十七︑十八ノ臨咋救護班二編入セラル︑庚島溌

，￨
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橋本鶴堂謹草

木下君七郎邑之素封也︒能燈其意︒欲自費闘金︒以
設闇邑公堂︒村正議員皆賛之︒即起工於大正八年四
︑︑︑︑︑︑︑︑

輩仁人之志︒共同親和︒盆奉報徳之教︒至誠一貫︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
休践木氏仁譲之徳︒自今而后出入此飲者．日夜謄先
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︐︑︑︑︑

多出資︒霧癖莫不至︒事進震暇︒賜紺綬褒章︒鳴呼

通︒設協同火葬場︒建桃原厘含堂︒凡公益事業︒皆

若夙志於公共禰利︒錫力於殖産興業︒先典有力者謀
購牧野原五十除町歩︒馬村地︒戸か篭畑漸賑︒尋拓
茶園二十町歩⑳大奨製茶業︒刺銀行含祇︒企民賓融

子日︒古之人興民借薬．故能築也︒有木下君在駕︒

価命日興譲館．館位村之中間︒而接孔道︒基礎堅牢
結構雌概︒郡中所希親︒衆庶歓楽︒頚馨凹涌︒孟詞

︑︑︑︑︑︑

月︒邑民子来︒造翌年三月竣・鈍然堂宇・可仰見突︒

勝間田村︒先憂有人︒率先唱導︒報徳之道大行・﹂

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

師二宮翁立教︒分度篤鰐︒推譲篇用︒我遠州榛原郡

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

曾子日︒一家仁︒一画興仁︒一家譲︒一閥興譲︒先

０ＯＯＯＯＯ○○○○Ｏ○○○︑

興

︑恋︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
克勤克倹︒守分推譲︒篤信篤行︒去華就賞︒醇厚成
︑︑℃もる︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

俗︒則其徳化洋々於四隅︒篤冥梁郷士︒施草郡圃︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
以報聖世至仁之天︒不亦善乎・﹂勝問田報徳吐長禾
陽飯田君︒先矯村正也︒誘予槻此館︒詳語其賞情︒
且嘱以記文︒予感喜諾駕︒然塊不文︒未敢起稿︒荏
惹造今日︒此村之治績盆畢︒芳聾宏揚子蝶内実︒因

○○○○０○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

深威仁譲之徳不孤︒而必有隣︒雑記綴前債︒且以論
後人云︒

石川丈燕口自興譲二字立案︒中間詳叙斯館之来山︒輿木下氏篤行︒
前後祁晦︺自在矩度︒敬服敬服

一︑安政元年八月二Ⅲ小笠郡粟本村二生し木下家チ維グ
ー︑同十一平静岡市︽一三十五銀行没立装旭取締役トナル

ー︑同十五牛静波銀行設立頭取トナル

一︑同汁四年勝岡田銀行設立頭取トナル

ー︑同＃九年螺禽議員愉選

ー︑伺冊七年横演市二ｎ本製茶株式愈祇チ設立監査役タリ
ー︑同二・十四年東陽製茶命刷設立肺蛋タリ
ー︑同三十五年茶業上脈米各幽チ祁察ス
ー融同四十四年︑英水趣株式含祇褒起監盃役

一︑大正九年公含堂へ金一蔑倒チ寄附畢校へ五百回チ寄附

一︑同年藤州蛾逆変起取締役
一︑同年金三千岡チ済生含へ寄附

一︑同七年榛陳郡育英養金五千脚チ寄附

一︑同八年金千六百回テ大火葬場設立費寄附

一Ｖ同年金千五百岡テ桃原公命堂へ寄附

一︑同年青年講智識五百回ノ寄附．

雛』
〜

￨
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Ｂ■ｆ１Ｄ

翠泉

川

かしや全一むらＣ④④いものござ

見
の

い

な

いへ彰こ

わくしかえうぬ紅ころ

じんじゃうせうござ

こ●ｅ

かかぜいとか庭幻全か正よるえ

⑦○⑨垂まいう︸

かぜいかいぃくごいらいう

③③．⑤ひきうにんＪｒＩしら

しゃく今んがへ

迂

送

はい詐廻でか泡

募ん雪い

み査芯・む上う

過ちを御砿ひなさらなければ成り主ぜぬ︒それには身を責め︑成るべく無朋
しよくもつめしし．⑨雪ものもめん客膳しよじしつそ
つゐはぶ
の賛えを猫くことにし︑食物は甑と汁︑衣物は木綿と定め︑諸事質素になさ

牢や患シつく庇

ろやうにしなければ成らぬと云ふととにし︑それから﹁今迄按灘をなさった

い念全でぜいたく

亜して︑入る金の川分の三で生制を立て︑四分の一を頼んで不時の川に術︿

ない

たはいかぬぷん且いけいたぶんつマふじ上うそ距

が多い︒これではとても惜金が返せる︑もので無い︒これは分度と云ふものを

肇隆

﹁心柑ました﹂と金次郎︑引受けて段為調べたところが︑入る金より出る金

こＬろえ

郎兵術どの御夫婦に御目通りとして︑家政改革の御依頼を受ける︒

③⑨︒ごふうふおめ﹄樫

こ上で金次郎︑御招ぎを受けて︑御家老服部十郎兵術どのの御家に参り︑十

一かろうの③①︒︒⑨麺いへ隼ゐ●

郎を御招きになって︑彼れに家政の執り方を御委せに成ったら宜しきを得よ
きつ︾一一く毛○⑪③もの
きん
うと存じ壷す﹂と述べた︒それでは早速︑其の金次郎といふ者を⁝⁝﹂と︑

︒力全他

ら側を箸けましたが︑なか／Ｉ厳み尋常の百姓では御座いませぬ︒此の金次

めつ

て︑遂に立派にやって行けるやうに成りました︒私は彼れの幼年の頃ぼひか

つりりつ惨

す︒幼年の甑から難靴を致して︑今日は一日一溌家同然となりました家を興し

上ういんころ跡・却なんい仁こんにらたん喰いけ令貼うぜん

黒瀬舎人どの︑御和談を受けたとき﹁柏川村に金次郎と云ふ者が御座い主

⑳秒︒②ごさう鹿んう

小
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いかしぬし心こんにら全巻

かを役かい淫ん

⑦︒●

らなければ可けませぬ﹂と言って︑貸主に曾って︑今日申す
ねんけいくわくぱうばふ仁

五年計謡の方法を立て︑さうして家政を改善いたし︑金次郎

自ら僕卿の業を執りて家事淀勤め︑服部どの外出のときは其

みづか陰く少わすとかじっと●●ぐわひしゆつそ

わかとうともいへあと含Ｑ一いよいへとふち

とか

通んじつ蚕としんしょくわすちうじつつレー

の若黛となって供をし︑家に居る時は毎夜︑家を富ますの道
りょう哩曾のこ

を説き︑斯くして五ケ年間一日の如く渡食を忘れて忠賞に勤
句上うめ全しゃく毎．ふきれい一へんしやう

め︑千雨除りの借金を縞麗に鉾償して︑三百雨程残しまし

●◎お陰亜ろこ毒れいきんりょう●③ｅ←ど

た︒服部どの大いに喜ばれて︑御鵬として金百雨を金次郎に

いじたいもんれいうひ全

つ上

た
輿あへ
ましたが︑鉾韮誹﹁緋鯉鍵が誕琴たいので勤めたのでは

ごさ

御座いませぬ︲一と言って鮮退し︑一文の鳩をも受けず︑暇を

告げて家に蹄りました︒

ついへかへ

いた込

妻の御梅は︑夫が定めし多くの御金を服部どのから戴いて

つ土●のをつと言雁お陰おかぬ●●

おもほかもんれいいだぜこ

来るだらうと恩ひの外︑一文の魁を明戴いて来ぬといふの淀

含あ含⑰字へつこ＠︒⑩やえこうらいい生し

てう

ばか

いうえききば雁レ

いふものは︑確かと一鍵なら歩捗の鯨に蓋され︑趣篠と経琢

えうねんじにいどくろう

こ＆がらごぜう

との調和を刷られましたこと左ど︑いるノー有益左御話もあ

かい

たうこうにんもくてき

．やお

ろのでありますが︑幼年時代に御苦勢をなされた事柄を御紹

ねん超んてんめいねんぐわつ

介いたすのが営誰談の目的でありますから︑これで止めて置

江区琶さんかう全で全ぞしわ毒

きます︒

●Ｑ●③いま陰んねん

尚御参考に迄申上げて置きます︒

にらさうしうめしからかみぐんかしや全ほらおう隼

つうしやう色

二宮先生は今より︵本年︶百三十二年前︑天明七年の七月二

●︒●●

なめんせい垣んいま

虹んどんぐわつ

十三日に︑和州足柄上郡柏山村で御生れになって︑通稚は金

かさいしもづゆい全いらな

い全い今町まり連いけん

次郎︑尊徳といふは名︑安政三年︑今より七十六年前の十月

二十日に七十歳で︑下野の今市で残くなられ︑今市町の星頴

山如来寺に葬り︑法名は誠明院功響報徳中脈居士︒

ざんによらいじ嚢うじぱふめう●︑︑○︒︒⑧ａ︒④①

明治二十川年十一月︑従四位を贈られ︑明治二十七年に相

めいぢ虹んぐわつじう乙毒くめい言ｈんさう

雌帳昨暁鐸一フ堆能に諺謎藤一津碓輝と池られ︑瞬誰に地せ

待を願ひます︒︵記者︶

︵小見川索泉氏の二宮金次郎は︑本年正月暁より八ケ月の間
に豆って本誌に連依︑誼肴誌君から一方ならぬ好評を賜はり
ましたととけ誠に幸であり壬したが︑本競を以て愈忽結了と
なりました︒引綾いて来月競より減瀧仰雲此の﹁馬のわらじ﹂
といふ佳篇が連載されることとなりましたｃこれは一青年の
立志美談でありまして︑叉其の筋も面白く︑作考の麗筆と共
に必ずや讃宕諸君の御好評を賜るものと存ぜられます︒御期

あります︒︵経︶

そ起しもつけい念いちけんしや栓うとく墨やじんじゃこんのつ

聞き︑呆れて離別を諸ふた︒金玖郎己むを得す︑後来を戒め

られ︑其の後下野今市に牒牡報徳二宮祁牡を建立されたので

ｂ毎へつ塾上

て離別に及ばれました︒
のち●③●せんぜいてんもじぬさいにいとく吐くた

し上ぱうりょうしゆ七のずたとら

これより後︑金次郎先生︑天地人三才の大徳に報ゆる篤め
ひろ
みじつかうもほんのこ
ぼうとくけうい
報徳教と云ふものを弘められ︑それを身に賞行して模範を造
され︑それより諸方の領主などから頼まれて︑隆れた土地や
いへ雪こ
十たいへ譜こナーヘじぷんけかし

塵れた家を興し︑細て自分が昔おちぶれた家を興したときの
こ上ろもつものことけんやくうだゆつとはけ
心を以て物事に倹約し︑倦ます携まず勉防働みましたので︑
さいばつ
みなくわいふくい庭
皆それ八Ｉ回復を致し︑それより七十歳で震登らるるまでと

●●⑥●●

ろ︒奥様の方でも主人の女人として今迄剛
いたこともない名だとは恩ひつつも︑主人
の友人走勿論全部知る筈もないから︑若し

曹員の雲

ん︒所でこれ走よい事にして︑世間には種

から︑奥様方が家庭を守らればなりませ

大方の家庭で︑識の間は主人は留守です

くして本題に入る︒それには種々な方法も

込んだ家庭的のことなどは話さす︑要弧よ

ろ︒そしてポロが出ては困るからあまり突

からぬ所もあるのですが︑よろしくと上げ

政治と云ひ教育と云ひ道路と云ひ何一つと

過去支那脇蜘の時代を花咲く時期として︑

に極々と研究して居ります︑恩ふに朝鮮も

一

々な詐欺が行はれて居ります︒暴方的に弱

あるが︑先づこんなのがあります︒戒は私

して人川に必要なものもなく︑叉食育誕吏

奥様心得帳

いと見下げて︑或は威嚇するのもあり︑豚

途聖ぐ財布韮落しまして︑急ぎの川で出掛

や然らんとて︑先づ上げろと云ふのも無理

守の主人を利用したり︑或は婦人向の用件

けたのですが家に蹄ろとすれば非常に遠い

ばかりで人民の油な搾るばかりでした︒け

範囲で一三の例走巾上げて見ようと存じま

用心が肝要と存じます︒そこで記者の知る

す︒主人の友人と思って川立てたら最後で

まぜんでせうかと存じましてなどと出ま

大鍵に失瀧ですが︑一寸御間に合せが噸へ

の者は細り不良ばかりではなく︑今日昭和

宣伴走して廻り︑其等の何燕々々と云ふ所

と︑韓州の花が散つ士︑剛が取られたと悪

す︒多少御参考になれば幸です︒

の聖代は鯉蹴の花が散って︑明治大帝の聖

云ふことを調曇へて祇くのです︒これは多少

ると其の近くで何をいくつ持って行ったと

ソバ屋から何かソバを取るとします︒す

榛に狭く叉山が高ければ山の向ふはまるで

時代とせればならぬ︒通路と云へぱ兎路の

逓なるものがある︒韓閏政治時代は鬼政治

凡て韮見れば︑二十年前の事走顧みて感無

到る鹿逝路交通の便．教育︑これ等政治の

恩に浴する文化政治︐山無擁賊︑迩不拾遺

聖代を不理解の者も多いと存じます︒今日

主人の偽友人
これは主人の需守を利用して特に鋤人達
の家庭へ来る奴です︒門札から主人の名を
畳えて︑シカノーＩと入って来て．私は御主

人の何々君とは年来の親次のものですが︑
奥様には初の御目通り︑何々と申す者で

ソバ屋に出前持位した経験のある者が多い

侭ソバ屋

す︒又断れば勿論威噸と出ますから御川心

大典記念表彰の光柴に浴し︑以来剛家の侭

拝啓陳謝小生も母親が弘逝命の御蔭様で御

○

すぺき液と存じます︒

マンマとヒドィ目にあはされますから︑御

詐欺手段も巧妙になって︑除程考へないと

から低ろなど︑世の中が進めばまた新手の

られることを恩ひ出して参った課ですが︐

一

▲ふい

ー

ものですから︑恰庇此の近くに何々荊が届

者

れども鷲識者鷲政治の不良分子から云はす

記
すがよるしくなどとデクラメの挨拶をす

I

根得心機奥
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を取りに行くのです︒そして入物の空は何一

Ｆ砿駒要瓢鰐帽謹掴繊雑
もあろから顔を一々畳えて居る課には行か一

ないから一寸一杯食はされるのですが︑確
めろ︑とか︑或は何畔も来て甑知りでない者

には渡さないやうにすることは必要であり
ませ︑︽ノ︒

信洗綴屋
これば洗溌屋に化けて来るのです︒幸に
信じて純々芯ものを出して貧へれば彼等の
幸です︒蛾もツマライものでば問題厚なり
ませんが︑少々金になるやうなものでもあ
ればこれあ質屋なり何なりに持って行って
金にするのです︒これ＄一寸ヤラレ勝な手
口です︒ですから御用蝿にも除程注意しな
いと間迩ひが生じることが多いのです︒

又央服間といったものが呉服物を称子に
婦人の心理を利用して︑色仕掛けの悪戯を

心のことと存じます︒．
1

1

する犯行が非常に行はれるようです︒御用

Ⅱ
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話

○

白も賜耳東風の筈であるわけ︒

一一

人で︑生れつきの弾唖考︑なるほど凄い科

ろとそれも弛理︑これは芝睡の洋服店の雇

年よと見ろと依然藩付いたもの︒調雲へて見

併しきてもいぶかし︑其の稽迫された青

長男一雄︵一七︶といふもの避捕へた︒

のの中の一人や渋草腿田町一の九安部昔吉

場橋の署者︒三フシと一喝︑逃げ出す五人

操んで居ろと︒浬よくも通り合せたのが新

る︒これ海装見し赤通行人がしきりに無を

か気を呑まれ衣形︑併しなほも脅迫を綴け

・さすがの不良通も此の青年の度胸には卿

気でスタノ︑と行く：⁝・・・・・

けろ件の青年は︑一向落付い衣もので・平

に脅かして迫って行った︒だが︑脅迫韮受

ぽし卦︾青年の将後から﹁金を出せ﹂と盛ん

あったらう︒五人組の不良が十七一八歳と畳

裏の八垂洲口龍車交叉黙埴午後七時半噸で

夏の沓の追剥ナンセンス︑場所は東京騨

﹁ＨＩＩＩＩ４ＮｄｌＪＨ４４喝州ｑＮｉⅡ叩刺ⅡⅢ円Ⅲｒ伽罰同ＦＥい草︻４Ｍ０ⅡＮＭＩｎＬＮ咽０Ｈ・Ｎ１Ｈ︲いＩトー限ｌＬ

無

１

の通り︑交通不便の峠には必らす盗賊が菓

他剛と恩はるろ程で︑昔し三韓の時代が其

から六十人峠とか︑八十人峠とか命名され

韮作って居ったのでし犬︒故に朝鮮には昔

て居る峠があるが︑此竿は常に峠に盗賊が

らなければ其の峠が通行出来なかつれので

居るから︐六十人とか八十人の人々が集ま

と集めても其れだけの人数が集まらなけれ

かく名づけられ衣のです︒そして二日三日

ば︑其の峠が通行出来なかつ衣といふこと

であります︒所が今日は明論大帝の聖恩に

に平安無事に通行出来る事や凡そ種々それ

浴し︲平地や或は峠の如き険地でさへ︑誠

からｊ︑と理解すれば︐過去無川の韓鴎花

延味ふことが出来ろ︒此際一般幽民は明治

が散って美味なる没走結ぶ現代の文化政治

大帝の聖恩を感謝するやうに︑此の事悲よ

く理解することが望ましいと思ふ︒それ思

想善導の一良策は︑各村に貧困者の子弟︑

を嘘んにし︑而して時々思想蒋導の講淡等

勢働者下級生活者の子弟のために夜畢教育

の必要があろ事と存じます︒思想の悪化は

も稗は誠場で抜き煙いと思ひます︒

反て中等塁一校以上のものに多く︑農事改良

ろ勺﹁狩車もこればちと陽気の加減かしら少

治上墜要なことと存じます︒此の際私は幽

年の昨代より思想稗導左することが幽家統

朝鮮ば元来家・庭教育に乏しいので︑未成

︲ｌ︲
Ｉ︲
Ｉ１︲
１・
︲Ｉ︲︲︐

日本花火の自慢：⁝・夏の夜に最もふきは

々アテラレルわい・﹂と仲し其の人達我悩し

いと思ひます︒私も本衡のため卿か働いて

家のため朝鮮にも弘道倉の支愈走世いて欲

て引さがろ︾其の中に我僅出来ないのが︑

恐ろＩ︑其の理由に伺ひを士てる︒多少の

よろこばれろ︒併し花火遊びも注意しない
と危険な場合もある︒この間も或る男海子

︑が悪ろ過ぎろといふもの︒併し伺って見

腹だたしさも雑ってば勝るといふものの︑

しい遊びとして花火等は大人にも子供にも

供悲喜ばせようと︑︑花火韮懐中一杯入れて

″
見度いと存じます︒︵慶狗南道︑含貝金奉珠︶

歩いて居たが︑一寸し士はづみで．それに

︑星世界︑銀錦︒源平︑色玉︑回輔花火では

小赤筒︲打上げずゐ星︑吹出花火としては

打上げの中には︑三浬玉︑五通玉︑大光弾

ぬナンセンスではなからうか︒この花火の

ふのだ︒すると︑如何に類の強い不遥淡の

とバカリ︑四五人の名前ル呼び綴けたとい

クして︑﹁斎藤さん︑伊藤さん︑川剛さん﹂

ことだ︒群付いて雄んに︑書生・部足をノッ

底知る勝雄さへ折紙をつける程の賢夫人の

見舞ばれたといふのである︒所が典の際厘

といふのは︑先頃狩単の留守宅が泥棒に

て解決出来ない事が山と各自の面前に積ま

の批徳上の改善等︑老へれば解決せんとし

経済の不況︑或は現在の政治悲初め其の他

封露の問題︐又之走内にしては思想の問題

問題Ⅱ鮮支間の融和問題といふやうな封支

之走外にしては︑洲州の問題︑日露漁業権の

考へなければならないことが多いと恩ふ︑

○

誇る所のアメリカやドイツが︑如何︾に日本

金車︑銀平等様々なものがあるが︑文化を

泥公といへども︑これはタマラないとばか

「

道宗︶

１︐１１１鋤釧︑２・！︲！︲Ｉ︲Ｉ

ない位では情けない︒国民の熱を望む︵弘

の犀が︑僅かに︑ほんの蚊程の堅にも響か

論の叫びとさへ芯らないで︑只一部の人々

ふけれども︑一向輿論時代でありながら輿

目下の我が醜の有様は︑か芯り反面目に

の此の花火を兵似ようと試みても︑ま江一

所では︐一つも填刺になって之等を心配し

れて居る課である︒併し鯛民は吾々の見る

ればこれはまた機卿ナンセンスー

度も花火製造には成功しないといふのであ

り一物も得ずに逃げ出し大といふのであ

火を引いて大火傷をしれ︒これなどは笑へ

る︒何と愉快な話ではあるまいか︒それは

る︒所で其の書生君の名は皆出鱈同率江つ

×

西洋では決して日本紙のやうな紙が出来な

×

へある︒勿論内々は憂腫して居ることと恩

×

て居ろとも見えない︒一向平気のやうでさ

×

茨のだ︒併し其の泥公が開い士ら復鍵する
１１

×

い通らであるいふのである︒吾々は大呼雁︑

︲︲８−

×

かも知れんから内詮々々︒併し名参謀夫人︒

鼻走高くしてよいことである︒

大したもんだ﹂よと無性に御ほめになられ

郎閣下︒去る頃逢ふ人毎に︑﹁家の老夫人は

名にしあふ信水婚軍︑陸軍中勝堀内文次

○

無
駄
話
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告報含翁泊1画五第

事怖に由て宛官と江つた︒この間︑二十三

られたが︑三年にして貴族院も退き︑爾来宮

年の醜含開設に際して貴族院議員に勅選せ

本弘批含本部に於いて開催せられることＬ

第五回油分倉は七月四日午後七時より日

十二年三月には帝閏壌士命員に推薦せられ

大亜に任命︑十年には文部大書記官に任命

九年︑宮中御用掛被仰付︑同年二月︑文部

西洋史を御燕講申上げることになった︒同

長としての削務に忙殺されながらの除業で

が︑これがみな文部省編書課長又は編輯局

り︑その数は没に聯しい数に上ってゐろ

先生の明治時代に於ける著述の話にな

第五回泊翁曾報告

なった︒常日は午後に劇しき夕立ありしも

あるから︑その箭力の賊んなろはまことに

中顧問官のみで他の職には就かれなかつ汝

定刻前にばからりと晴れ︑雨後の涼風は日

た︒十三年二月︑文部街綱桝局長の要職に

驚嘆す

修身部褒行

同七年六月﹁経済要旨﹂︵米人原著︶

明治六年十一月﹁農工瓜家事鯉済﹂

へ吾であった︒

中の悪気を抑ひ︑いとも爽快の無持であつ

就かれた︒そして同年より翌十四年︑翌々

︑﹄０

十五年にかけて職務走搾ぴ四鯛中叫を雁遊

７

集ろ表は︑講師足立栗剛先生を始め︑松

せられた︒先生の著名な﹁紀行﹂は多くこの

ク氏原著︶日本と西洋と

同七年十月﹁求緒己露講義﹂︶ヒゴッ

間に出来たものである︒十七年︑宮中出仕
三等宿に昇り︐翌十八年には東宮︵大正天

中村正宏︑草間豊吉︑田中久︑加賀見閣光

皇︶教育掛被仰付︒この間︑官制改載があ

野緑・寺本典左術門︑高木八太郎︑谷本正
小島徳蝿の諸氏であった︒

って第一次伊藤内閣が成立し︑十九年二月

米鯛哲畢博士ヒロイ轡プ

同八年二月﹁教育史﹂上下二巻

見るに便利な書︒

の修身のことを比較して

寺本氏の飾箪な開含の酢に次いで︑足立

先生年齢五十九に

て悔中顧問官に任命さ

ばれし西村茂樹先生﹂との題下に︑西村先

誹師は︑前誰の液として﹁著述と講演に現

親交あり︑糊むろに東京帝醐大畢縄長の職

れ衣︒此月︑時の文部大臣森有燈は先生と

屯﹂○

７

生の明治時代に於ける活躍に就いて話され

歩﹂悲統課したもの︒

リヤス氏の﹁教育の進

これは西村先生を中心に

行︶

同八年四月﹁洋花祇談﹂︵毎月一回残

された︒二十一年黒田内閣が成立し︑先生
伐推族女畢校ぞ長に任命され赤︒先生その

を以てし衣が︑先生はその任に非すと鮮退

職に左ろこと五年五ケ月︑よく我が上流階

先生は︑明治六年︑文部省主等出仕︑編
四等出仕︑同五月︑宮中三等侍誰悲兼ｎら

級の女子教育の事に誰されたが︑二十六年

書課長任命走振出しに︑八年三月︑文部行

明治大帝の侍誰として始めて腐中に入り︑

れ土︒先生ば︑此時︑元田永字などと共に
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田︑那河︑平野︑小永井

大槻︑黒川﹂小中村︑依

を婚補せられたのである

に新に十一︑十二の二冊

のものであるが︑その執

これば一冊四六版百頁位

同十年﹁文部省百科金書﹂

皐者か網羅した雑誌で︑

筆者は営時に於ける各方

伊東等の営時の和漢洋の

と並び瀞せられ︑九十五

森有濯氏の﹁朋六雑誌﹂

而の単者走網羅し︑先生

の心理塁︺

これは十六七八の三日間

同十九年十二月﹁日本道徳論﹂

に亘り東京帝剛大皐の誰

︐ノ錐で︑行ばれ丈もので外

来思想に辞へる朝野の人

同二十三年十二月﹁日本弘弛竹大意﹂

演説である・

心を畳雌せしめられた大

著の天文梁を雛課してゐ

は第一巻にチヤンバー原

縦までつ匿い汝︒

これは普魯四の堅者ウエ

同九年十二月﹁泰西史獅﹂三十冊

同二十五年九月﹁心畢講義﹂上下二巻凌行

同二十五年三月﹁信川組合祁助法﹂

られろり

同十一年十一月﹁西間郡物起原﹂

テルの原著を閲課から重
課したもので︑序文は佐

同三十三年﹁自識鋒﹂

同三十一年十一月﹁四民訓完封外編︶

同二十八年六月﹁徳畢講義Ｌ﹁幽民副﹂

同二十六年七月﹁読書次第﹂出版

から残行されたのである

自ら溌修者として女部省

この旭大な編纂は先生が

同二年玉月﹁古事類苑﹂六百巻

の部に到って中村正直氏

海︺翁が書き︑﹁近古史﹂

倉藩の碩阜依田百川へ畢

が書いてゐろ︒

田民が六年官を餅して大

訂増補﹁輿地誌略﹂は内

る︒先生の講演は主とし

れ先生の講演の時代に入

以上ば著述であるが︑こ

畢含謹行

えて︑いろいろの追憾談に時の汎ぐろル忘

の間に西村先生の徳走慕ひ︑その碩畢を讃

高徳論﹂︑﹁泊翁雇言﹂等が出版せられ犬︑

が︑先生の投後︑﹁儒門粘言﹂︑﹁往事錐﹂幽家

斯くして︑先生は三十五年に硬せられた

︑同三十四年﹁緬自識鋒﹂

翠南校蘭畢教授になって

て肇士曾鮪︑明治館・東

同十五年四月﹁殿氏造徳畢﹂東京修身

からの編纂で︑九冊を完

洋畢脅︑華族曾館等に於

同九年十月内田正雄﹁輿地誌略﹂校

成し︑十冊目に及んで病

共に散脅し赤︒

れてゐ菰が︑十時半︑寺本氏の閉令の餅と

足立先生の識演の経つ犬後︑出席の命員

攻したので︑先生は内田

て行ばれ茨のである︒

明治十八年六月﹁心隼講義﹂ハ心箪は今日

氏の令兄の諾を容れて︑

十珊目を完成すると共

婚顔詩

評臼陸放翁句云︒銀闘瑞姦然此涼︒亦典高作︒暗合其

誉冷者︒識否吟人占此涼︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
新樹如紗緑掩荘︒炎塵不到日方長︒世間名利
︑︑︑○○００○○○

評臼三四奇椎︒句亦老錬︒未必識老僧︒

初夏幽居同人

僧錬句︒吟聾断績伽燈蒼︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
池亭端坐占微涼︒半夜不眠蓮却香︒隔水方知
︑︑︑○○○ＯＯ○○

夏夜即事耕雲内田鼎塁城

林

之︒有威謹賦︒

余失明不能列総金弓使家人讃記事蕊

之人︒之人高風可欽︒

志烏丈軒︒嶺田士徳︒飲子小西湖分呑亭七律二首
常吟糎遮之盛可以想也︒今作者紹其遼志︒亦吾薫

評日先師枕山誌抄︒載招同梁川星雌翁︒宮深竹堂︒比

撰蔓外︒玉露圏冷映月光︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑
卓立泥中蕊異香︒紅花翠葉自清涼︒微風忽起
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

小西湖槻蓮一如伊庭弘道牟葉

:
菅
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詩
林

作︒不堪同感︒

憶弟和田容信二首

瀞蛎が回線︒浄殿四郎

床頭伏枕不堪哀︒随巷柴門書噸開・久美藤他

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

病中述懐春峰中山静春爵玉

評同古人云︒調書有味靭忘老・平山氏亦然・清禰可菱︒

梁有蝕

︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑
老来避世事︒披閲古今書︒誰識孤窓下︒閑居

偶成二番陽李山陽太郎手葉

評日二首同韻而異調︒哀併之意︒皆見於言外︒

計一音到︒忽隔幽明涙若泉︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
花方蕊︒忽進飛紅入九泉︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
旦幕忠君濁槍然︒不術蒲柳悟前線︒一朝分手
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

迩憾率四岬涜祷撫︒瀞

桐腹井上圭太郎烏木

評臼余亦魁眼や不能出戸外︒不展先生墓久突凹今諭高

三十二回来墓前︒同心相集捧香姻︒先生遺徳

︑︑︑︑

愛山寺本省三郎︵千葉

文荘選

川

︑︑︑ゴ︑︑︑︑︑︑︑
何深遠︒追慕富加幾百年︒

石

詩
林
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讃秋園文集河村秋香︵演松清流屈曲ｋ蕊回︒緑樹青山花正開︒此地由来

︑︑︑０○○００００
詩
典酒︒自憐病骨痩干梅︒評日寓無限感慨︒
如︑
伊︑庭
葉
評日僕亦多病︒故誠高作︒感慨特深︒嵐
︑山
︑一
︑︑
︑弘
︑道
︑千
︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑
︑庭
︑筆
︑随
︑之
︑︒
︑拍
︑案
︑呼
︑佳
︑一
︑讃
︑時
○︒○
意︑
之利
品Ｏ
水Ｏ
評山富名勝．風光肌始似蓬莱︒

ｏｏｏｏＯＯｏｏｏｏ︑︑︑︑︑︑︑・奈良同人

評臼二首能鰯奇景︒使誠者促遊志︒

明月夜︒鹿麓呼友旅情深◎

︑
︑城
︑新
︑竹
︑枝
︑︒︑
０︒
○文
○章
○満腹謹達泳伽嘘弧℃﹀瞬珊班へ幣促戒俵︒三笠川頭
今︑
唱松
登︑
一︑
雷︑
秋︑
園︑
花︑
弁美

兼泳月︒誰雑談史且論詩︒曾偲樺域奮題賦︒︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

０○○
見才奇︒
評日作者亦文意満腹︒宜突此詩亦流暢︒不見溢滞︒雨

聯時奇︒

讃梁川星巌先生博

棚川松野緑︵東京

鏡塞勇金奉珠耐鮮︑︑︑︑

○○○○○○○︑︑︑︑
︑︑︑

平井智堂評日推一尊星巌先生至実︒詞亦精工無比︒
石川丈離日前評的切・伐叉何携・但前聯李杜作白也何如

此翁冠

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
徹
底
清
光
百
錬
銅
︒
端
陽
鋳
出
大
江
中
︒
経
来
葛
状
洞
癖
漢苦玖洋灘油嘘霊勤王心Ⅶ珊恥蝿派詩動
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
追李杜︒柊生内助得紅蘭．鴨派秋月懐憂詠︒
雲無跡︒照得千年月満室︒遠塞功名秋錨白︒
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○○
深宮恩寵暁窺紅︒休鵜外貌看天下︒自古人心誇晦薙花帯恨看︒他日回天多義烈︒凌姻固書

面不同
評日字々有典︒風調亦佳︒

新維古蹟大角干金先生宗廟韻
耐
松
本
市
長
小
里
雪
洲
翁
喜寿
同
人
︑
︑︑︑
︽
同
人

大東文教自箕股︒羅代名賢湾冷群︒興亡百鍵︑︑︑︑︑︑︑ＣＣＯＯ

○○○

︑
︑海
︑︒
︑治
︑凱
︑千
︑秋
︑混
︑臭
︑薫
︑︒
︑旋
︑別
︑終
︑婦
︑人
︑正表︒夙慧富時播姓名︒老来往健気呑鯨︒締噸豊憾
除山

舞銀餅袈︒余響億代議士︒市勢汁年人慕徳︒郷望

︑︑
指
揮︑
軍︑
見︑
士︑
如︑
雲︒燕修可托西山下︒郷魯曾多除民患︒翁批畔︑典左人操飢新報︑主唱民椛︑暦選議
︑︑︑︑︑︑︑︐︑︑
外議紛︒
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詩

林
ｂ卜戸口ｂ■

一代熟争衡︒毒識肥尺君看取︒爆々排室深志

︑︑︑℃︑︑︑や︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑

城︒

評日詳叙斯翁経歴︒宛然小照︒僕亦輿翁識︒及讃此作
欽仰更切︒

０ＯＯＯ

婦郷有作秋香河村義方︵涜松
紛冷郷思促婦鞍︒欲就山窓孤枕安︒門犬吠来

○○○○○○○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑
疑異客︒池魚驚避起微淵︒四隣父老人情厚︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一室耐素篭影塞︒唯怪稚孫親不得︒窃従阿母

︑︑︑

袖中窺︒

可想也︒

評日賀知章句云︒児童相見不相識︒笑間客従何鹿来︒
高作蓋自此句脆胎︒別出機拝︒古今人情不異︒亦

題睡蓮安蒜斌恕早
葉
︑︑︑︑

雲中湛水︐や清徴︒斐裡花開白似氷︒翠葉浮々

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
碧紗透︒璽英禰栖旦凌今︒晴光映水初含笑︒
℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
曇景移時睡不勝︒鞭華雛垂泥不染︽水郷幽静
︑︑︑○○○○○○○○○○○○○○
評臼寄托睡蓮︒罵己廉潔︒其意至於結句猫結朋句︒可

封炎蒸．鍾愛南庭閑寂庭︒十齢年来燭結朋︒

以見実︒

賀小西信八翁新居

文荘石川乗六
梅花影映小棲東︒浄凡叫窓淑気通︒日出園林

回暖早︒老躯快適楽融融︒

悼紳山雲湖丈荘石川乗六・

名隈三埼玉癖比企郡禰田村臥龍山下人今

妓一月病残霊湖喜就余問詩文．頃接其計

賦此以弔︒

俄然難復接温顔︒一隔幽明杏抄間︒有約勝遊

終不果︒夢魂空焼臥龍山︒

祭金窪淡水文文荘石川乗六

正︒葵亥之歳︒東都地震︒人畜皆鍵偶在茅

石川乗六・謹以清酌庶差之莫︒祭亡友金窪淡
水翁之霊︺告日︒翁性一蒙適︒抱文武才︒兼通
諸蕊︒不貧貨財︒晩歳鮮職︒身陰蕎莱．娯情
翰畢・優勝快哉︒余交最厚︒杖履追陪︒何岡大

格︒庶幾亨篤．

腹︒扶余防衛︒余目錐昏︒作再生計︒老躯斯
杢︒亦頼其悪︺翁也健康︒齢近八十︒耳目聡
明︒興我接邑︒屡辱訪尋α筆硯供給︒篤吾代
書︒従事編職︒入春以来︒翁亦老編︒俄然接
計︒追懐往年︒一音容難忘︒沸涙漣漣︒迩夕撫
枕︒不能就眠．諦其遺詠︒感慨更牽︒翁雲降

博︒今傷翁之死︒有此作︒翁白玉撲中︒欣

高橋柳崖日老兄︒夙興淡水翁︒金石之交︒曇年嬉翁立

然含笑︒永以鴛好︒

三浦直正選

狸哩

義方

答謬

歌園

人どころかくもあらましやわらかく岩きりとぽす水の如く・に

評誰でもがかう︑ありさへすれば美しい世の中は︑直に現前するのだと思ひます︒

かりすつるあとよりしげる夏草ははげしかる世のすがたなるらむ

評﹁共産蕪狩を見て﹂といふ題をつけませうか︒

青草に宿る露をばはらひつ凡畔道進む朝の川巡り
評作者の尊い生活が思はれます︒

佳作

ますぐにぞ流る上水にならひつ上もたまほしきは心なりけり千葉小

蝦夷の地にかくもやさしき花があると手にとりて見るす瞳らんの香り武州林

梅雨ばれのいみじき月に我立てば思ひもよらぬ里時烏佐倉鵜

島

雪員
文謹

地演松河
人茨城境

耐

かにかくに妻欲しと恩ふこの青も衣のほころび吾は縫ひつ上埼玉松

済むZ

勇

光 鳥 三 英 漢

久

青 雄 花

天

諏訪山の松のみどりの色はえて柴か行く家の審見すらん茨城塙

春

正

I
l
l

村

淫

本 安

歌
￨
園
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繭うりて父踊りくる門のべに鬼ら出迎へて呼びすがりけり
門畑の煙草の苗の虫とればひえ卜︑として朝風のふく
夏滝き峠の茶屋に夕されば風さわやかに吹き初めにけり
さみだれに家をばおひてかたつむりいつ来たりけむ軒の雨戸に
蚊をとると茶からを焚けばかんばしき畑忽ち家内にみてり
直菰生ふる沼の水かさまさりけりた壁葉末のみ見ゆるこのごろ

平香
田香

池

正 繁 公 誠 機 良 弘 楽

則

秀

次

出寅

道 天 之 言 雪 風 峰

高

敷島の道を辿りて畢ばなむ文の林を目印にして
年毎に栗の花さくそのとろは五月の雨のつ野くなりけり
富士を負ひ海をみおろす天母川撰ばかりが四季に花さく

口

ｌ・軍四

岸 部 庭 津

瀧形

起きるなと言へどもきかす折々ははしかの子供起きあゾつきけり

虫のねをみ上にしたがら蚊帳に入る泥川近くの家の初秋
里人も雲もさわぎし夕立のあと美しき庭の玉笹
朝夕に呑める我家の虞清水淀いのちのおゃと恩ふなりけり
働いて食ふだけに事か上ざれぱこの上の慾は希はざら︑重し

片時もむだにすごさぬ心こそ人の務めのまとと遊りけれ

苦しみを厭ふ心は未遂に厭ふ心をなぽ厭ふらん

菊 漢 蕗 野

樋

男 一 峯

作 築 幸 減

者

山

烏 一 大 宗 蕗 根 矢 伊 ま

ノ I

ゴヒ
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︒Ｑ一

角七︑

蕊俳壇雷麹ぎてあと嬢か総禰織細こ麓し庭ぬけ出て川蕊錨峰
編輯部選

遠雷に術流しゐろ渡かな木の枝に干す禅や水泳場

遠雷や肌ぬいで髪逓すぐ女釣り飽きて泳きの人となりにけり

◇需埼玉水帆千葉蒼生

茨城ゆたか雷や外風呂の子を抱き上げる競泳を了りて砂に稗ぴ居る
遠雷に閉して暗き厨かな雷や大戸おるせし山の茶屋日に黒く焼けゐて泳ぐ裸かな

埼玉怯香藩宙や丘の大樹の裂けしあとたくましき腕動ける泳きかな

納屋暗く城火に人集ろ雷叩かな山口松風山口松風

一人行で山路や雷の遠く鴫ろ註と休む工夫に雷叩ありにけり避暑客の舟に辿ひつく泳かな

電珊来て人込み合へる野茶屋哉静岡正湖限島甫水
千葉香峰雷鳴を洲きつ入尚も山上る背負ふ兇をおろす河陳や水泳き
湯に浸りて渡雷をきく夕かな栃木無町唯茨域一誠

千葉蒼生遠雷に妾癖さめたる子供かな次き人Ｉに飛ひ込む海の泳雪かな

雷の落ちしとかいふ大樹かな茨城熱水堤芝に泥か上りをり泳ぎ池

禰島甫水鳴祁や肌の守りに手をあてる千葉一如

雷止んで東しき月の夜道かな茨城ゆたか大川の浪く回り来る泳きかな

遠雷や木蔭にくらき峠道◇泳ぎ綴に並ぴて子等の泳きかは︐

茨城一誠泳きあきて土手の陽に臥る一人か左栃木無町畦

雷に電燈浦えし一夜かな夕月に泳ける人や橘の下青葉濃き瀞に泳けるひとりかな

千葉一如埼玉佳香泳さつ典橘上の友珪呼ひにけり
遠雷の速のきて街の暑さかな子等集りて橘の下なる泳かな茨城路水

埼王水

夕暮を尚も泳ける子等の群

静岡清

灯の街に泳き疲れて戻りけり

等草に静けさありぬ書の庵千葉花漢
帆等草只青廷と茂りけり掛茶屋の古き鍵や蝿い飛ぶ
山口松風＠秀逸
湖等草作れる翁や背戸の畑茨城ゆたか

汽車隣に遠き小村や等草千葉蒼生
峰茨城ゆたか祁鳴やた蝉一人なる畑仕事
等木や雨後の陽扱き氏畑千葉香峰

籍草鶏舎の影に伸ひにけり月の夜の畑に風あり等草

街を去ってひそと住む戸や等草馬怖ぢて渉らぬ川やはたＬ祁

湖埼玉佳香千葉香峰

我が家をぬけ出て川に泳きけり

同正

千葉香

泳き子の友を呼ひつ入門を過く

◇等草

とと人Ｉく等草なる畑つ野き

等草畑にた上すむ農失かな

等草ふと仲ひゐたり桑畑雷鳴の速のきて軒の雫かな

栃木無町畦茨城一誠

生等草峠へつ陣く淵泉村道遠雷の聞えずなりて日暮れたり

茨城黙水幅島甫水

埼玉水帆

静岡静湖

等草作りつｋ住む小家かな

◇蓑虫︑鶏頭︑秋の水︵十一月五日限︶

一◇霧︑下り築︑いなご︵十月五日限︶

一◇残暑︑鍋牛︑浴衣︑︵九月五日限︶

◇課題︵各題五句宛︶

等木の風に動ける月夜かな麻ころべば砂のほてりや叉泳ぐ

如静岡正湖

千葉蒼

等草の畷出づれば川ありぬ

庭の隅に生えしがままや等草

等木の丈そるひたる風の畑

千葉一
等草並び茂れる門畑
竹添えて畑への路や等草

○雑詠

等木の畑にゴム巷拾ひけり

誠山寺の書静かなり箸草

水

皿

一

一

茨城一
門畑に一本立てり等草
すぐｊＩと仲ひ上りけり等草

雁島甫

』

?
(
）
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め酢任され︑命員呑曾我部繁尼氏代って幹

口女子部幹事たりし前波辰子氏は病気のた

口七月四Ⅱ午後七畔より本命講堂にて有志

講することと江れり

於て女子修養講座開誹︑辻村講師の論語と

口六月二十七日午後二時より本曾事務所に

氏を煩して︑誹演悲願へり．

演含を開く︑本倉より講師法堅博士河津遥

にて東京ステージヨンホテルに鞄商組合識

口六月二十六日本含々員小林俵三郎氏主催

りしあ哀悼に堪へす︒

永き本含々員にして女子教育界の椛威者た

病鎮中の所逢に六月二十一側逝去︒女史は

たりし︑裡蔭高等女畢校長後閑菊野女史は

口元女子高師の教授にして久迩宮家御川掛

は早速弔電走蕊せり︒

月二十口逝去さか哀悼に堪へす︑本愈より

口本森奈良蝶宇陀支愈長州卿郡瑚司氏には六

藤丈晋氏は病鉱のため僻任せられ︑新に城

口八王子支禽長として多年誰力せられし武

れり︒同氏の誰力走謝す︒

に山梨螺に峡南支倉の創立さるろこととな

口今回箭士支含の木本初識氏の誰力にて更

協議する所ありたり︒

常祇員仲介催︑祇愈の制裁問題に就て祁々

口七月三日午後七時より本命事務所に於て

列︑弔意を表せり︒

る告別式には本倫より庇江主事代表して参

を︑哀悼に堆へす︑二十八Ⅲ僻通院に於け

男僻は教化界に於ける剛費と尊垂せられし

御静養中の庭六月二十五側逢に逝去さる◎

口本倉協賛含員男醗山川他次郎氏には病気

ふ蝶定にて準術中である︲

となりし韮以て七月下旬頃は地鎮祭を取行

編輯含議含催︒

口七月十七日午後四時より事務所に八月銃

なりし矯簸後の協議韮なせり︒

築委員合開催︑愈建築に着手となることと

口七月十七日午後三時より本命事務所腰建

さるろこととなれリ︒

通の三氏は︑今度本命諮議として御誰力な

口法皐博士松井茂︑高島平三郎︑三輪田元

ととに決定︒

二十六日︵日︶先づその地鎮祭を躯行するこ

口本含々館建築も愈進捗したろぁ以て七月

回開くこととなり七月十七日︵金︶に決定せ

の珠定なりしが︑熱心のあまり七月中今一

口常祇員命ば七月三Ｈを以て秋季まで休宮

感謝状数十通怨逢れり︒

方されし同地の右志に封し本命はそれぞれ

口庵原支含並に峡南支含設立に剛し種々誰

加叩／０

青年部の泊翁命開催︑足立講師の講話あ

口本含々館も愈妬近く建築に茄手すること

事として就任誰力さろろこととなれリ︒︑

源氏物語の講義ありたり︒

所関三郎氏就任す︒．

１

口六月三十口午後大呼牛より華旋含館に於

□七月十一︑午後二時より本命訓務所に於

和即ノ０

検事平田勤氏にして︑本愈の職員役員其の

と源氏物語の談義あり︒之を以て夏中を体

て女子修養講座開講．辻村靖子女史の論語

て本含談話倉開催︐講師は東京地方裁判所

に頁リ蕊取せり︒

他の人々のみにて日本共龍黛問題に付詳細
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秋田支書報告
雷支含六月例含は︑定日たる十八日午後
七時半より吟間励行の下に開曾︒直ちに今

晩の講演者たる本含員にして秋田螺回書館
ろ公衆道徳﹂の題下に閲覧者に岡書に封識し

司書たる鯨岡逸期君登域﹁岡害館より見た

ての遡徳概念を渦蓋すると共に︑一般祇愈
迩徳の普及を力説して降境す︒それより回
より新入命者たる伊藤秋川鵬盲唖校憂を紹

書館走中心に相互懇談を重楓︑和田支含長
介し︑午後九時四十分間含せり出席者此の
日十九名なりき︐

久喜支雪第三十八回縄曹
並講演雪概況報告
日本弘通倉久喜悲寄回は︑四月五月午前十

一時より久喜尋術高等小畢校に於て︐第三
十八回紬含を開く︑榎本支含長先づ恭しく

I

教育勅語走捧誼し・次で梗本︵蓋己斡事は

ニ近隣ノモノ皆其ノ徳手稀ヘテ節姉ノ象

チ見ルー至しり此間約十六年ナリシタメ

徴トナスニ至しり並二本念表彰規程第一

約ニヨル袷金等チ舞概シテ銃家迩ノ進鵬

慨せる沈揃なる式跡あり︑それより愈務及

候第二催二依り金一封チ贈り之チ表彰ス

本含の要領を朗讃し雑って同幹事の時弊を
愈計の報告あり︑それより善行渚表彰に移
呈して縄倉奄閉づ・

静岡螺庵原支含︑山梨螺峡南支衡の二支

日本弘通含久喜支含長榎本善兵術

昭和六年四月五日

り節婦早川ちい殿鳴表彰妖並に金一封延贈
霊食後午後一時半よりは本倉派遼の読師
加藤咽堂先生の﹁新文化への躍進﹂なる題
下に︑約二時間に亘って熱赫奄振ばれ︑聴
衆に多大なろ感動を典へられ︑午後四時散
含︑聴衆約百五十名なりき﹄

としても︑講師其の他たよりｊ︑選定︑こ

︑も着々と準備を急ぎつつあると共に︑本曾

二支愈共謹含式悲畢ぐろこととなり︑支曾

曾は︑既に設立認可となりしを以て︑近く

賛性温良ナレトモ意志極メーテ張健ナリニ

表彰状
十歳ニシテ早川未之進ノ許二嫁シ夫姉協

近江支愈は︑時局に鑑み︑含員の椿加運

れ叉準備中なり︒

動礎現中である︒此の暴中同地諸荊の勢を

クシテ偶長男チ失上其ノ翌年七月夫末之

力シテ家業二脇ミッッアリシニ幾クモナ
推急病二掘り病ムコト一日ニシープ不蹄ノ

支倉各位の御活動と御報告悲待つ︒

深く感謝する︒

ノ遼兄チ養育シッッ家業二努力シテ少シ

零トナル其ノ十月三男釣三郎チ産ミ三名
モ他人ノカチ借ラズ漸ク次男ノ手伸チ得
テ堵二安ンセントスル折シモ次男忠吉ハ
チ和手二叉次男ノ蹄郷後︿長女ノ雇傭梨

兵役二微ずし公務二服シタリ其ノ間長女

介 紹 書 固 贈 寄
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破壊されるならば．それは何れも虞黄たり

に秩序が犠姓２なり︑秩序のために進歩が

する並大なろモノサシたらざるぺからざる

る多々なるものがある︒現亦の吾庵は古の

に和もすれば迷はされつつある渚の多いこ

接し得る大衆性あることは其の思想にまさ

飢の時︑叫民の迷ひは多く銭にある︒徒に迷

とは迩憾である︒中央報徳愈に於ては鼓脹

この標準こそ︑現下思想界か考究し︑批判

ふことなかれ・弦に修菱と認知の光明はあ

得江い・鼓に考慮する火なるものがある︒

り︒何人も等しく心韮沈めて此の古聖贋の

見る所あり︑現下祇愈思想の皐説紹介︑之

延握である︒而して古聖賢に皐ぷ多きに何

人絡風手に接す・べきである︒此の謀の必讃

が批判韮試むることの必要なろを感じ︑赴

ぞ．一般人のその事の少きことよ・今思想捉

悲切に望んで止まぬ次第である︒

御思想パンフレットの礎行を企て︑其の節

塵三光町八中央報徳曾

四六版パンフレット五十四頁
定償金五銭磯行研東京市四谷

現下に虚するに不可銃のものであらう︒

である︒吾々は此等の説を味誠することは

褒したが︑其の蒜諭ば反鋤否定に達し衣の

説はマルクスと同様なろ科畢的立場より出

大畢延卒へユダヤ糸の人であるが︑其の所

たものである︒若渚はロシアに生れ猫乙の

ッチ氏の派含主義なる名著の大綱を紹介し

翠部教授ヴラヂミＩル︑ゲー︑シンコヴイ

本書は︑米幽コロンビヤ大皐の政治経済

一篇として蕊行したものが本書である︒

四六版背皮上製八百除頁全集ノ
ー非貢舶

凌行所東京市本郷腫駒込坂下町
大ｎ本雄癖命講談耐
︵中央報穂書寄贈︶
︵全一冊︶

マルクス主義の批判
現下我剛の思想界に大きな石悲投じ共の

中央報徳含編

即ち皐問思想の瞳接的でないが︑それは聖

は︑之韮進歩の思想とし︑耐禽改造の思想

スの思想であらう︒而して之奄奉づろもの
なりとする︒併し恩ふに︑派愈の進歩と秩

波を放てたろものは︑何といふてもマルク

想を善導するに多大なろものあるかは︑世

序とほ共存しなければならぬ︒進歩のため

年起恋起装襟へと導き︑人格を薫化し︑思

語の親しさ懐しさ然も面白さの中に聖賢に

人の既に承知の所であらう︒而して其の物

賢の生活的物語の如きは︑如何にそれが青

化さるろことは決してこれのみではない︒

でなければならぬ︒所で吾々か聖賢から訓

ゞて︑これは要するに梁的研究の唯一の封象

併しこれは聖賢の単Ⅲ思想の一面であつ

大なろものあるば言をまたない所雲である︒

思ふに聖賢の訓が吾々走薫化する所の多

噸百敷十調の多きに亙って畢げてある︒

聖を初めとして東西古今の聖賢の物語韮無

の簾一編である︒吹めたろもの︑慨界の三

本書は大日本雄癖含講談祇編の修養粂集

大日本雄群愈講談砿編

聖賢物語︵全迦

︵野間清治氏寄贈︶

一

女子修養講座呉月二十七日︒於本含講堂︶

●⑳●︑●●⑲●●③③⑤⑬⑤︑⑤●●●●●①●

③⑧③④⑧●③④●鰯⑳④●①④⑳●⑤︑●●④④

︾事業藁報︾
杢調塞函
源氏物語
日本共産薫問題講演曾異月三十日．於華族含館︶

●

第二回常任委員書名月三日︒於本含講堂︶

女子修養講座︵七月土日︒於本含講誉

師辻村靖子

師辻

融曹の制裁問題に就て：⁝：⁝⁝：：．⁝：：⁝：：：：⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝︒：：⁝：：：諸

源氏物語

論語

第三回常任委員書名月十七日︒於本含講堂︶

村

靖子

斌喜の制裁問題に就て：⁝：．：⁝：：．⁝：⁝：：⁝：：：⁝：．：：⁝⁝：：⁝⁝︒：：・諾委員

●

委員

日本共産童問題に就て：：：：⁝：：：：⁝：：⁝：：⁝⁝：．：：：⁝蕊地方裁鍬卒田動

誌

講
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大阪府
敬瀞崇組者

鳥居久吉氏

大阪市来匝久費寺町二丁Ⅱ一二芥地

明治七年九月八日生

氏は鹿島牒枇羅州郡甲山町に孤之の聾一年畢ぐ︒家は世登清酒醸造を業とせしが︑不幸にして氏が幼時に早く

も家運傾きければ︑沢然意を決して郷闘を川で大いに成すあらむと︑大阪に上り惇子と得て小森商店に奉公す

ることとなれり︒営時氏は年歯僅かに十派歳の少年なりき︒其の後け常に朝は人に先んじて早起きし︑夜は人

に後れて寝るの精肋振りにて︑賞に十有江年の久しきを一日の如く衆に秀でて忠誠を致せしかば︑主人も亦深
く之を徳として愛撫措かず︑途に別家にて猫立せしむることとなせり︒

氏は資性敬祁崇組の念深く︑居常専心祁俳の加護を仰ぎ︑以て職客各位の愛顧に報いんことを念じ︑鴬めに

誠心誠意其の家業に卿みしかば︑宜蔵り︑其の誉める漆器荒物の卸商は日に日に監大に赴くに至れり︒而し一﹂

一面には内に使川人を督して専念浮華放縦の瓜を戒め︑以↑て質涛識勤勉を奨め︑敬祁愛剛の義を説きなどして︑

益盈緒川涌養にも心を致す所あり︒されば不知不識の間に家族と使州人との間に於ける迩徳は自然と涌養せら

れ︑店員北薫化されて柔順にして忠賞に能く其の業に励み︑既に妻帯し獅立せるもの今冊迄三人にも及ぶ︒叉

〆
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現在の使肘人中にして品行方正にして十ケ年以上勤績せる群三人を出し︑同業組合より表彰せられたるあり︒
以て其の一班を窮ふに足るべきなり︒

氏は仙界大戦後剛民精榊の耕しく動揺し︑君ほ父子の勝義動哨すれば額溌せんとするあるを察し︑これ敬祁

崇岨の観念裳ふるに巾来するもしとなして︑深く意を沢し︑大正十四年三月一日より杢醐主なる川牡沸閣筒ヶ

肺を選び︑楽務の薬を割きて夫婦同伴して信願を班め︑然も皇剛擁誰韮金と名づけて公偵袖面面回宛と之に献

納することとし︑既に其の粂部矛完納す︒而して其の祁批沸開は︑京阪地方の官叫幣耽︑及本願寺延暦寺等は

間より︑東は日光束雌悔及端剛祁耽︑市は蕊溌刺耐に及び︑以て別家安泰皇剛擁誰の鱒に其の赤誠を披漉ぜる
は賞に世稀に見るの鮪志と謂ふぺきなり︒

更に氏は﹁未来の財康械楽帖﹂なる姦帳を家庭に術へ︑年来世の罵人の篤に課したる支出を記し匠くあり︒昭

和三年末迄にその支川せるもの既に六関川千五両側に達すといふ︒而して其の所謂﹁未来の浄財を割きて支出

することは︑一面日常の冗斐を省くこととなり︑他面には献含奉仕の一端を賞行することなれば︑人生之に及

ぶべき極めて楽しき事業は無かるぺしとの意に出でしものと云ふ︒以て氏の人物を知るべきなり︒

氏は叉元の主人小森家を敬慕するの念深く︑自己の今日あるは全く︑柔家の賜なりと常に感伽措かす︒大正十

四年取引先謝恩回鵡を企て︑記念の布吊を作りて之を贈ることとし︑其の模様には主人の姓たる小森を描き︑

其の所に自己の姓たる鳥居を配し︑以て崇高なる鎮守の耐を描出して炭く之を配布す︑この一事も亦氏やい風格
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を示すものといふぺきなり︒

然も氏は尿常自身像素質賞を微ぴ︑冗蕊を節し︑而して其の得たる内より特に難波︑御鰹︑響閥︑天満︑坐

摩︑生園塊︑高津︑今宮我︑住吉の名川耐並に四天王寺︑光童寺︑藤女寺の都合士一ヶ所には︑毎年春期に米

一俵の御供へ壁献納するを例とす︒更に郷里職烏嬬甲山町には︑愛に祁先の墓地を改修し︑淵時三畢校︑川祁

献三寺院に維持資金として百回宛を両ヶ年据置貯金として献納し︑祭祁を常に巌修して孝悌の誠を致し漣維始

池側すが氏

一貫刺を敬し租先駐崇拝して只管に幽家の穏笠を念じ︑一方家業を鋤み之を耽曾奉仕に致すなど︑其の篤行世
稀に見る所にして︑狗に世の鎚鑑と穂すべき人たり︒

甑婦

大阪府盤能郡翌中町樫塚四十四番地

明治二十四年四月二十日生

すが女は大正二年十一月二十三歳にして池側藤次郎に嫁す︒夫の家固より富めるにあらず︑少歩の小作地と

勢働に依りて得たる牧入を以て辛くも其の日ノ︲︑を過すの有様なりしと雌も︑夫婦間は極めて回流にして一男

二女をさへ翠げ︑愈餐益交互に共働きの下に一家闘桑の生活を透りつつありしが好事臓多しとか︑大正土二年

に至り︑夫藤次郎は不幸にして不治の難病に確りて歩行全く不可能とはなれり︒爾来一家の柱石たる夫が病床
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に岬吟するの身とはなりし池側家こそ︑忽ち瞭火の梢ゆるが如く︑家計は見る／︑うちに窮困に階り悲惨其の

極に達して知る者の等しく涙を催さざるなきに至る︒弦て於てか︑居村喫中町役場に於て吟見ゐに見兼ねて直

に貧困肴救助基金と以て毎月金八回宛の仙救を行ふこととなせり︒然れども此等を以てして五人の生活は到底

支ふくくもあらず︑さればすが女は極溌と心を鍔し︑如何にもして此の苦を救はんと煩悶焦燥を綴け居たるを

偶此の時竪中町に於て塵芥掃除人夫の募集あることを聞く︑すが女は此の折からとて直ちに之に雁じ︑健気に

も自己住居の樫塚約六背戸壷回の塵芥捕除淀樵任するに至れり︒長女つや女も亦母を助けて毎戸を廻り︑共

に塵芥純の塵芥を集め︑或は運搬者に積込み︑以て之が焼捨場へ運び︑この男子も及ばぬ程の活動は寒暑雨雲

を厭はず︑五ヶ年の間鯵絡始一貫能く之に曲る︑斯くして母子は一日の努似を経へて疲努も見せず︑師宅するや

直ちに病床に悩む病夫を心から慰め︑看誰に努む︒此の有様を見ては︑病夫も貧しき家計の中にかく妻女が識

きせぬ心のいぢらしさに︑無限の喜びを以て迎へ︑病苦も殆んど忘れて妻女と北ハに此の悲惨な家庭にも笑ひの

鐸さへ時折は洩るるの有様なりき︑特に長女つやは本年十五歳に達とす雌も︑他の娘達の姿も他所にして︑一

切身逢等逓顧みず︑只管孝養に意を議し︑母を助けて朝は早くより夜は遅く迄絡日掃除車の後押しを通して怠

らず︑而して今日其の弟も十一歳となり・て何かと手博ひをなすに至れるを以て︑鞘将来に光明を認むるに似た

れども︑飽迄も如何なる困難にも打勝ちて母と共に此の仕事に勘み︑病父に封して出来るだけの孝養を誰さん

との深き決心を固むるとは︑拘にいぢらしくも又健気ならずや︒母も亦此の娘の意気に勘まされ︑釜袋勇を鼓
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し操守を堅くし︑勢働の傍病夫の看護と子女の教養に心を津くの有様は︑郷黛畢げて之を嘆賞せざるなし︑現

潰口キクヱ氏

今思想軽薄に流れ︒婦道麦へたりとの雲を聞くの時︑此の健気なる涙ぐましき病夫の貞節と子女への愛情而し
て一家を背負って立てる活動とは︑資に節婦の模範と稲すべきなり︒

節婦

大阪府中河内郡龍華町大字安中室日五十一審地

明治二十七年六月二日生

キクヱ女は大正六年二十川歳の時浅口新一郎に嫁す︒演口家は家計極めて貧しかりければ︑給僻後は常に夫

や母と共に三人互に勢働に従事して辛くも其の日の生計を立てるの有様なりき︒然るに天何ぞ無箭たる︑其の

翌年に至るや夫新一郎は俄に中風症に雁りて身鰐の自由を失ひ︑且つ耕測哨膜雌として言語垂た通ぜず︑恰も

唖者の如くはなりぬ︒然かのみならず︑不幸は更に不幸を招きて︑母も亦此の頃より盲川と底りて家事に従事

する能はざるに至るとは河に聞くも可憐ならずや︒然れども健気なるキクヱ女は竜も屈せす︑その貧苦の中に

能く病夫を看護して︑母に孝養を致し︑涙を隠して立働く様は︑隣人の等しく涙詮絞らざるなかりしと︒

而して一方には家計の資を得べく︑キクヱ女は居住八尾町より一阪に川向きて商品を質ひ入れ︑之を行商して

得たる益金を以て糊口の資に充てる等︑具さに辛苦を嘗む︑これ若き身室を以て容易なら歩︑然るにキクヱ女の

ｔ

斯の如き心講し粥奮闘渦未だ天に通ぜざるものか︑大正士二年の嫌夏の機病夫は途に死亡するに至る︒而して

病母も引綾き其の後を迫ふ︒キクヱ女の非歎警ふるにものなく︑荘然自失只堂湧きあふる土涙を如何ともし洲

き幾日をば過したり︒されどキクヱ女は何時迄も斯くして居るべきにあらずとし︑溌口家のために身を搾ぐぺ

く決意せることの何といぢらしきｏ爾来キクヱ女は貞操を持し︑一人の愛児詮支持し︑然かも朝は早くより夜

は遅く迄勤務に服して溌口家の支持に努め︑黙かも公課は之を曾て怠りたることなしと︒曾て開東大露災の際

地方の有志相謀りて韮州金を募集せる折の如き︑町の有志はキクヱ女の窮状を瞳りて之を謀らざりしに︑キク

ヱ女は之を問きて︑﹁妾如何に貧しくとも他人の胴雄端見るに忍びず﹂とて進んで臓分の義指金を篤荘↓ろとい
ふ︒以て其の心怖を窺ふべき美談たらずんばあらや︒

其の後行商も連年の不景莱に柵され︑寮行激減せるを以一︲｜︑疲れ先身をして更に夜間は深更まで歯謬フーフシ用

の毛選をなし少許りの野銀をぱ得て辛くも共の後の生計と立てつつあり︒斯の如く︑嫁して一年後には夫も母

も病を得るの不幸に曾し︑後数年にして二人に死亡され︑具さに辛苦を味ひしも︑今尚屈せず一子の教養と演

口家の再興のため砕身の努力を致す︑人のよくなす所に非す︑拘に婦道の鑑みとして賞讃せざる能はざるな
り

。
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編輯後記
○斌候不順︑土用がまるで初秋頃のやうです︑何と気候まで
グはでせう︒

○本流には倫孤畢研究のため猫連に蒋畢中なりし蚤東京高師
﹄証・目下我岡の並大問題は倒民精川作興の開題ですが︑これ

裁授荻原鵬先生の玉稿と頂くことが出生謀したことは幸で
に就て吾盈は彼獅逸図の状態を我ふことば好参議と存じ蚤
す︒又宗像氏は近時新思想を研究中で︑肢く知識を需められ
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亡現代に庭する指導精抑ともいふべきものを示されてゐま
す︒一讃すべきでせう︒又善行美談記事が淫川掲げ得られた
ことは何よりでした︒本含として駒此の方面には努めて力を
注ぎたいと思ふのですが︑現代此の方面の材料は極め手﹄蒐集

に困難であるのです︒これを見ても現代の仙祁が如何に善打
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に乏しいかが分ります︒

︵Ｌ頁の都合で後月に廻した原稿も少くありません︒御諒承を
が・らも︑努める心算で︑汗ダクで細職部一同努めてゐます︒

願ひます︒木雅け暑中休暇時で細職枯の時ですが︑及ばずな

生に改め一Ｌ御願ひ致すことになってゐます︒講談も今月で二

来月晩からけ綾きの論文粥大方絶了致しますので︑他の諸先
宵金次郎が怒了︑来月より﹁馬のわらぢ﹂といふ立志談を掲載

何にしる此の暑中です︑諸荊の御自愛を切に斬ります︒
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一・人にて各の課題に投稿自山のことや︑

原稿は開封各二銭とし封書に種別朱書のこと︒
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生の著述である︒明治十年代枇を塞げて欧化思想に心酔した頃ｂ

憂図の除︑毅然として日本通徳諭を呼雅し且つ之を刊打された︑

偶々時の首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快

著は即ち本譜である︒今より川十年前の著述であるが︑また四十
０︒勺学
年後の現代思想を批判するものどもいふべく︑混沌たる現下思想

界に一大光明の宵らすもので︑頁に閥民必讃の良書である︒
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