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日本弘道雷の主張

八．職業地位の如何に論無く一身の画家に蕊ることを知り念々画
家の二字を忘るべからざる事
九℃圃家と一鴨不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し画民畢っ
て風燈の尊厳を登場するに努むるＺと

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

とを期すること忠

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が証
含的生活の必須篠件たることを明にすること
六．人類共存の本義に擦り他幽民に封する敬愛の椅岬と養成し彼
我識力して世界文化の毅達と人類娠献の増進とに寄興せんｚ・

画．生活の簡易を固ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は以
て生活の没趣味に焔るを防ぎ一は以て精祁的生活の向上磯達
に資するＺと

て生活の簡易を岡ること﹃・︾

三︑物質的生活を以て心を染はき瞳らんが偽あ冬共の程度に雁じ

ｚ少︶

二．物質的生活偏重の弊責を脱し濡祁的生活の向上斑達を期する

一︑人格の完成に努力し以て家庭側家祇罪人類の偽坊に奉仕する
所以の根本を樹立する乙と

宮１Ｗ刷削．︲︲．−１１ｌｂ吋於Ⅱ牌︲叩Ⅱ１１１妬︲叩︑９︐町川貯ＮＨＩトー鴫Ⅲ

日本弘道含は明治九年故西村茂樹
先生の創立に係り共主旨とする所
は邦人の道徳を高くし画家の基礎
を篭固にせんとするにあり而して

儒教哲畢及宗教の一方に偏椅せず
諸教の長所を探り明治二十三年十
月三十日の聖詔を遵奉し本含の要

領を責行するを目的とす

十︑祁先の遺志を繕承し列聖の大訓を遵奉し以て君臣一徳の理想
を賞現し圃蓮の隆昌を協翼せしむるＺとを期すること
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山梨嬬峡南支曹︵昭和六年七月三日設立認可︶

静岡厩庵原支曹︵昭和六年六月六日設立認可︶
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近世青年の鍵遷：⁝︑．：．：⁝︵茜︶：率浬大︾横山健堂
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明治教育の祇倉史的検討：．⁝：．⁝⁝︵元︶：特別曾員尾高豊作

詔勅中心の教化：⁝・⁝⁝⁝︵一ｅ・・錨央大窪増子懐一氷

泡細癖口一大勇断を請ふの書：．⁝⁝⁝⁝︵五︶⁝代議士荒川五郎

現代思想界の一面：⁝⁝⁝⁝．︵一一こ：識鍵蝿塞桑田芳蔵
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弘道原稿募集規定

｡

︵以上の原稿は年一回位懸賞に従る募集もあるべし︶

０００Ｏ
口書員の麓︑︵毎月前月十日締切︑倉員各自の誌上談話欄︶

００
○○

口美談︵毎月前月十日締切︑現代施含に何事かに於て感心すべき人々の紹介︶

口害書︵毎月前月十日締切︑道徳︑修養に閥係ある威縄随筆評論筈
口以上は総て編輯部堤のこと︒

〆

口用紙はなるべく原稿川紙を用α︑開封二銭と蔵し︑編輯部施御迭附のこと︒
口封書の表面には原稿の種別を朱書せられたし︒

日本弘道含編輯

口期日は厳守せら奴たし︑規定日投函スタン︒うあるもの蜜で打数とす︒〆
ロ以上の注意事項は事務取扱上是非御賓行を乞ふ︒

︑ｂ

部

口○
緋０
壇︵毎月前月五日締切︑題指定に従る︶編輯部選

口０
詩０
林︵毎月前月五日締切︑題季節随意︶石川文荘選
口０
歌Ｏ園︵毎月前月五日締切︑題季節堕邑三浦直正選
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日く愛団心深し︒日く義勇に富む︑日く風俗善良なり︑日く人心一和す︑日く財用富

焼なり心是を閏の五善と云ふ︑此五善を具ふる者は其剛盛んに︑此五善を失ふ者は共

岡敗亡す︒方今本邦の状態如何︑愛叫心の深き者︐義勇に富める券︑共数少きに非ざ

I

一

一

〜

れども︑愛国心の薄き者︑義勇に乏しき者︑亦頗る多きを見る︒風俗未だ甚しく壌敗

せずと雛ども︑亦盆〃壊敗せんとするの兆あり画人心未だ甚乗離せずと雛ども︑亦益

今索離せんとするの兆あう︒財用未甚窮せずと雄ども︑画家の篇めに一事業を起さん

とするときは︑常に財用の不足を苦しむ︒此の如くにして之を救滴せざれば︑途には

自立する乙と能はざるの恐あり︑況んや外面より風雨侵襲の恐れあるをや︑今日交際

する所の諸幽は皆何れも友誼に厚けれぱ︑心配するには及ばざるが如しと雌ども︑従

前の事貨に擦るに︑早晩蕊し毛敵閣と顧るも計り難し︑若し然るときは︑吾閏の人心

黍離し︑財用窮乏し︑愛国忠義の心の錆磨するは敵画の頑な６︑故に固民たる者は︑

成るたけの力孝一諾し︑心を一にして︑此五患を救はざるべからざるなり︒些細の末細

I

三

〃

と錐ども︑荷も此五患を救ふに足るべき者は︑皆勉めて之を行はざるべからず︑若し

◎

リ

I 訓 生先翁 泊

漫然として意を用びず︑此五患をして益々深からしむる者は︑愚昧に非ざれほ団賊な
ウ

2

訓 生 先 翁 泊

面一の界想思代現
3

現代思想界の一面

桑田芳蔵

那服も行ばれる︒批大なピルデイグ建築より小い文化住宅に

西洋料理もある︒洋装もあれば日本服もあり︑畔としては支

文化及欧洲文化を以てする︑洋食もあれば支那料理もあり︑

現代我図の文化ほど雑多な槻を呈するものは庇からう︒本
来種糞の要素から成立して居るⅢ有の文化に加ふるに︑支那

日本の単説遼左右して居るかは何人も知って居る肺である︒

畢に於て教育蕊に於ていかに峨米に於ける畢説の鍵遥が直に

なく︑厩愛遜する以迦に封して頗る敏感に感峨して居る︒哲

盛と底るに桃って英猫俳米各凶より思想を受け入れる許りで

は支那恩惣及日本思測か支配して居ったが︑欧米との交通が

更に思想界に至りてはその雑多なことは一層逃しい︒従来

至るまでの洋風建築け純梓の日本家と対立して居る︒或はこ

にその取締︑妨雌手段か街局及識者の間に熱心に老腹されて

園に宣博され又これにかぶれたものも少く底い︒これが総め

居り︑殊に青年のとの種の思想は通勤に封しては教育営局の

殊に近時祇曾思想の極をなる形︑殊に危険なるものが︑我が

に於ても同様な現象を呈して居る︒日本の宗教は極めて雑多

れ等衣食住の如き外部的物質的文化ばかりでなく粘祁的方面
である︒固有の祁道の外に沸教が行はれ︑更に基督敏が信ぜ

過渡期に常るので︑身鵠に著しい愛化が起るとともに精祁に

常に頭脳を痛めて居る所である︒青年は元来少年と成年との

れ等の混合して未だ十分に調和ぜられない形も見られる︒こ

く分けて三つあり︑其の内に無数の宗派の碩別のあることは

左批判と熟慮とを峡き︑その感情も極端に走り又その思想も

於ても著しい鍵化が起り且つ動揺の藍しい時期である︒冷静

られる︒我が憲法に信仰の自由が許してあるとはいへ︑大き
云ふまでもない︒その外に無祁論考もあれば迷信も行はれて

課であらうか︒この混飢は文化の物質的と精紳的とによって

とのやうに内外思想が相混渚し錯雑して居るのはどういふ

極端に趣く︒随って新思想過激思想に熱中し易いのである︒

居る︒欧洲人が︑溌際の内面的信仰は兎に角︑外面的に基督
菖祁を一殿に祭りパ︑ン一アオンと呼んだが︑日本全閣は一つの

教に属して居るのとは大に趣を異にして居る︒昔時羅馬では
パンテオンと呼ばれやう︒︲

4

面一の界想思代現

趣を異にする︒衣食住の如き物質的文化に於ては外・悪文化が

背は模倣の手本が典へられると思暇分別なしにこれと同様な

一つば衝動的模倣と云はれ︑他は有意的模倣と呼ばれる︒前

後に起る模倣であって︑例へば模倣しやうか否かとか︑どの黙

行動をなすのである︒然るに有意的模倣に於ては取捨選採の

迩模倣するかといふやう厳とと淀考へて模倣するのである︒

から今日の如く鹿く行はれて来たのを見ても分る︒叉洋食が
可たり祇曾の下層まで流行せるのにも現れて居る︒叉女の洋

比較的に受取られ易く︑一般に鵬がり易い︒洋服の便利な黙

装は鬼童服として叉夏の簡単服として片田舎にまで見られる

ので︑思想又は槻念に就ては暗示といふ語を用ゐる︒或る

槻念が何等の批評判断なしに受取られる場合が暗示であって

屡模倣は匿い意味に用ゐられろがと上では唯行動に就て云ふ

催眠状態の如きはこの極端の場合である︒明治初年に西洋文

に至った︒併し精榊的文化はこれと異して外来のものは物質
などの如きは一昨は流行するととがあるが︑それがどこまで

的文化ほどに深く濠み込んで来難い︒成程外来の思想や塾術
その剛民に理解されて居るかが問題である︒勿論物質的文化

の如きは︑これとは多少趣を異にし︑種堂の篠件例へば迫害

化に心酔したのは恐く前考の場合であらう︒近来の思想問題

上戦ふの快︑潜行運動の快等が典２し居るのであるが或る程

も直に探川せられるとは云はれない︒其の営時の一般生活様

度までは外来思想の暗示及無批評的模倣とも云はれよう・勿

ケご

分に共闘民に受取られる事は︑一・段の素地造必要とする︒続祁

論単なる流行品の場合とは異りて高度の知的作川逓必要とす

式又精祁文化とも開係して居る︒併し締榊的文化はそれが十

にけ縦令外来の文化が這入って来ても局部的に留まるか︑叉

的文化には比較的長い歴史がある︒この歴史を持たない場合

る︒併しと上に冷静なる批判の態度が織けて居る場合が少く

元来思想の如きものはその函欣︑園民性と密に結合して居

華ぱいｏ

は一般に行はれても一時的の現象に終って了ふ︒今日の所謂

る︒従って一国に起り溌達した思想を他国に入るＬ時には︑！学ｒ

思想問題の如き︑日本の現状が果して欧米のそれの如く逼辿
した肺含状態であらうか︒勿論漸次にか当る傾向は著しく獲

日本に賞現牡んとするのは甚しい愚であると云はねばならな

ぬ︒直に盲信し盲従してはならない︒露圃の思想をその壷上

と岡民性とを職瞳して外来思想を批評的に取扱はねばなら

そのま上とれを直に採用することは川来ない︒鼓にその園肱

って来るであらうが︑今日の彼我の就愈状態は同列に世かる
べきではなからう︒随って所謂危険思想なるものがいか造る
程度まで叉いかなる範囲まで理解せられて居るであらうか︒

吾人はこ上に模倣及暗示の現象を考へて見意けれぱな均な
い︒元来模倣には心理畢的に見れば二つの種類がある︒暑の

ｎＪ

.、書のるす呈鳴領統大一パーフ

易文化に接した時には︑棋倣が自然の結果ではなからうか︒

吾人が猫創的文化に富むと恩ふ猫逸民族も︑ある有名な心理

仮にＨ本人が模倣性に富むとしてもこれは程度問題である︒

醸者の説によれば棋倣的園民だといって居る︒今日の外来思

い︒殊に青年がこれ等の思想に陥るのは主としてこの時期に

或は云ふ︑日本人は模倣性に富むと︒併し日本人の闘民が

特有なる批評的精祁の不十分に基くと旭はれる︒

果して模倣性を有するであらうかは俄に断定し難い問題であ

化殊に思想の進展の相速に基くのではなからうかＰ

想描行の現象も単なる園民性に基くといふより喝寧ろ彼我文

あり戎す︒

閣下不出世の才幹を抱き︑世界的に最も璽大なる今日の時

予は閣下の崇高なる人格と︑卓越せる才幹とに私淑し︑一

く蹴然として超ちて︑猫逸賠償金井に各剛戦債の延期を提議

皆欣仰するところ︑果して閣下は此困迫せる時局を救済すべ

機に︑世界の大米幽の主宰者たられることは︑各固人の借に

昨年貴幽西部地方を族行するに際し︑パロアルドに於ける閣

してや以て世界の経済的休養と更生の好機倉を輿へられんと

1，‐一

る︒日本が支那文化を枕倣し︑更に西洋文化を模倣した著しい

郎

庵史駒察資を有する︒併し偶然の機含から一層高度の燦然た

五

の蝋爽たる英番を想望し︑閣下の健康と成功とを斬ったので

フＩバー大統領閣下に呈し
て更に一大勇断を諸ふの書

予は日本衆議院議員にして︑現政府の輿黛たる立憲民政蕪

偉大底る光柴にか堂やく米醐大統領フーバー閣下
の顧問たる地位にあり︑叉日本大皐の理事︑並に全閥私畢聯

川

下の邸宅を訪問し︑其の後上の丘陵を梢祥して︑坐るに閣下

合魚幹蕊長等弄一勤めて居る者であります︒

荒

−
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すろば︑資に世界各図民の堅げて認識獄迎の的とたり︑満腔
の感謝を表しつ上ある所にして︑錘に予は謹んで深厚の敬意

大なる胸奥を想察するに嬬曙しない者であります︒

何となれば︑今日世界の冬団とも生産過剰に苦しむ一方に

容図の支沸能力に就いても再調査を行はんとすと博へられ︑

債を慨減する意向を以て︑剛務長官代理カスル氏を派して︑

更に特電の報ずろ所によ嗣ば︑閣下は貴園に封する各園戦

あること︑病として明かなる事象にして︑軍備の競争が︑徒

逆ふ姑息唾辿の弊害は︑倍々一般の衰額を深酷化せしめつ上

とは謂へ︑物資の自然に移動流通すべき通商的本来の原則に

るの現状は︑世界不況に原因する止むを得ざる各自の自衛策

倍為開税の障壁を高めて︑消費の自由なる流通淀妨げつ土あ

叉更に耶縮問題を徹底的に賃現すべく︑目下滞慨中の園務長

らに民生の困苦を重くすると共に︑開税の競争が一層不合理

を表する者であり主す︒

官スチムソン氏をして︑これが計測の促進方を協議辻しむる

的に各図民の産業を唾迫して︑其の疲弊を加へつＬあること

幸にして此等大計割にして成就せぱ︑今日世界各図民の共

旨を聾明せられしことを聞く︒

閣下︑閣下のモラトリアム提議は︑差向き営面直接の不況

は︑城て疑ふくからざるところ︑軍備の競争を減縮せんと企
つる以上は︑同じく常然開税競争をも撤歴せしめざるぺから

る排他的猪疑の迷夢に襲はれ︑倍々自画民をして︑負捲の過

打開の第一策にして︑之を前提として︑各閏戦債の減額より

ざるものたるを信ずるものであります︒

軍︑締済の困窮に苦ましめつ上あることは︑誠に現下の大遺

進んで軍備の縮減と︑開税競争の徹膳とを賃現して︑以て世

に犬に苦しんで居る重荷は如何に祁減せらるべきか︑今や何

憾事にして︑この悲大なろ迷夢を一掃して︑世界民の困苦を

界各悶民負携の糎減と生活の安定とを企固せられんことは︑

れの岡も︑表而には軍縮を唱議しながらも︑内心には偏狭な

鞭減し︑人生の幸禰を享けしめんことは︑質に閣下の此度の

吾が尊敬するフー︒︿Ｉ閣下︑予は鼓に此等諸問題よりも尚

快畢に其の歩を進めたる民生救済の大事業と云ふくく︑切に
惟ふた閣下の胸中既に其の成算ある而己ならず︑更に其の

より以上に更に犬に閣下の英断と審溌とを切望し︑以て倍盈

議と謹明とに深く信噸し期待する次第であります︒

成績を術より以上に一層有効偉大に現ばすべく︑此れと同一

閣下の大成存一所って止まざるものがあります︒しかし此妓も

誠に閣下の大目的の存する所なるを恩ひ︑予は鼓に閣下の提

の理巾により︑世界開税競争をも撤去する方針に就き︑閣下

亜要至大なる案件も︑或ほ閣下の胸中には醜に往来しつ上あ

↑閣下の銃意に之れが途行に努力せられんことを望む︒

皇ぱ必歩や之を考慮せられつＬあるなるべしと︑予は閣下の雄

書のろす呈に領統大Iパーフ
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︑ろならんかを︑予は窃に推惟する肴であります︒

ど︑今予の鼓に説いて之を閣下の大英断にまたんとするもの

かも是れ主として物的経済に基く民生禰証の匡救に止まれ

果の及ぶところ極めて魔く且多きは多言を要せざれども︑而

大精紳たる合理的正道に肺着せしむる最も崇高なる尊重すべ

して︑正に匝々たる局部的小感怖を捨て︑各国が図際協調の

んはあら余︑閣下の前陳諸提議は此誤解を樺き迷夢より醜ま

め︑倍持世界の人気を墜迫して不況の深みに導く所以たらず

是肌賞に世界の各団人をして職洲大戦剣の再溌蛇諜感せし

相共に破滅への歩みを辿るものたるに過ぎざることを︒

たるに了るぺき而己なら歩︑延て欧洲奈縄の不幸災害矛醗し

は︑人的生存の根本問題にして︑資に世界の天理人道に開す

其れは以上の諸提案︑蟹に大は則ち大にして︑其の影響効

る最も重大なるものなれば︑世界の不況を打開し︑民生維湾

き大精祁大提議たる所以を感伽するのであります︒

斯くして世界各剛の経済的砺紳鯛除的束縛を解いて︑各自

の安慰を企つるも︑此根本問題にして解決牡ずんぱ︑人的生

存の自然なる織烈の要求より︑止むを得争して蕊生する世界

て大切なると同時に︑各民族民生をして各其の自然なる天典

をして其の自然なる合理的正道〃一齢着せしむることので極め

の生存椛を享有せしむるの途を開くことは遥により以上に意

的競争紛乱の禰因は依然として取除かれずして︑虞の世界の

義最も重大にして︑其の事柄の最も大切なること︑布も世界

平和と民生の幸禰とを望むは不可能なれば︑閣下が以上の諸
提議賞現を望まる上以上は︑必ずや此重大案件を考雌せらる

凡そ人︑各個人には夫れ／Ｉ個人特有の個性を有して︑各

絶大の努力熱誠を桃ふべきととたるを認むるのであります︒

の平和と民生の幸禰とを翼ふ者の︑祁の御名に於て出来得る

べきは︑賞に営然の蹄趨たることを恩ふからであります︒

閣下は勿論のこと︑欧洲各図に於ても︑必ずや漸次其の不

自相異なる個性が︑相亙に各人の進歩と幸幅とに寄典すべき

合理を悟ちつｔあることならんと恩はる上は︑近時各剛があ
まりに近覗的自衛の偏見に囚はれ︑相供に世界半和の根抵を

に相交渉し接鯛して︑以て世果各図各民族の溌達と繁築とを

其の特質を具へ︑其の各自の特性特質が︑各剛各民族間に互

と同時に︑各幽にも各閲夫れノ︑の特性を有し︑各民族亦各

問むくき団際協調の大局槻に遠ざかりつ上あるの状況は︑世
に桃園が一意只自己の姑息的安全保障をのみ主持して︑猫逸

界の窒素をして倍登略磐に砿はしむること果して幾何ぞ︑殊
詮永久に戦敗園として抑付け︑奮敵剛的睡迫政策をとり︑あ

庶幾すべきは︑今裁に之を説くの蜜言たるは勿論であり藍
す︒

らゆる搾取的手段を握行せんとすろは︑到調窮極に於て圃家
経演の理法に反する無謀の企圃にして︑俳画自ら自殺的政策

目
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然るに若し姑息的偏狭の政策︑叉は不合理の人種的偏見に

ろ罪悪とも稲すべき事なりと譜ひ得ぺきことではありますま

去られたらんには︑全く天恵を無脱して天物を暴珍する︑寧

し一し︑鰯に或は貴国民の地域を縮迫されんことを虞るＬが如

天地に活動せしむる方策をとることが︑畢寛貴圃民の幸幅に

昌底らんことを所らる上に於て︑倍々貴幽内に於ける自由の

とを伽らば︑閣下が消篤なろ貴国民の溌達と︑貴図の一層隆

全く退嬰的のものにして︑結局自らの不利を醸すに止まるこ

産業を睡迫して︑之れが進展を阻害するが如く︑保護政策は

果を招来するに止まるのみにして︑貿易の開税保護が世界の

政策は各自の護達進取の気性を唾ヘテ其の伸張を妨ぐるの結

んとするは︑極めて近眼的姑息策たるのみならず︑凡そ保護

き人を作らない︒故に他の移来を制限して︑自図民を保護せ

夫れ天の人に生存淀典ふるや︑決して衣食無き人︑住居無

所たるを信ずるのであります︒

ふことの事瑚顛倒たることは︑賢明造る閣下の夙に知らるＬ

も無脱して︑只一意鎮幽的政策をとり︑以て自閏の繁築孝翼

以上此等の天理人道の自然の道理と︑過去の幾多の事績を

いか︒

囚はれ︑障壁を築き峨迫排斥を狸行して︑他団人の入るを拒
み︑他人種の自然なる行動を阻止禁遇するが如きあらば︑其
の天理に背き人道に反するの甚しきは︑今現に欧洲に見るが
如き他を唾迫排梼する不合理にも遥に増して甚しき非法非理
の畢措と云ふぺく︑結局自他共に大なる不幸の悪結果を見る
の外無きことは︑自明の理と信じます︒

各人各図互に其の個性特質を接燭交渉して︑以て互に相共
築すべきと同時に︑叉其の剛状の相異なるもの︑互に相融通
貢獣すぺきも亦営然にして︑たとへば度き土地を有するもの
は其の士地を以て︑人多き則は其の人を以て︑互に相容れ相
携へて共に進むべく︑今や新出の貴凶が現代の隆盛を致せる
は︑貴幽人の英遮と努力の結果たるは勿論なるも︑亦他の各

園人の寄輿し貢獣せる成績も決して之遂説脱すべきにあら
ず︒畢術技塞諸般に亘りし今裁に綾述するの煩を省き︑只士
地生産の一事に就て卑近なる一二例を筆ぐれば︑カリフォル
ニヤ洲に於て︑葡萄の栽培に努力した長淫鼎氏の如き︑ジャ
Ｐ

ガ芋の改良に功弗奏した牛島謹次氏の如き︑果して他国人が

其の他先に着手し力を入れて尚不成功に終りし土地にし

到達し︑窮して決して止まるものにあらずして︑窮すれば必

に至れば︑亦新たなる活路を見出し得て︑更に一層の進歩に

きは︑全く無用の憂慮と云ふくく︑天篤自然の運行は︑其庭

て︑我が日本人の努力により富産の良地に化し得た賓例等を

ず通する所あるべきは︑資に自然の妙理の存するところ︑こ

貴幽に貢献したるもの幾何ぞや︒

見るとき︑若し此事無くして共生産的の朕態のま入に委棄し

り
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の人生循環の妙機を達槻ぜず︑徒らに現前の状況に拘泥して

ありて自由に推退移動すべき其の天性の手足の束縛芹一解き︑

世界各民族水久の共存共柴のために︑各人が天典の手めり足

力を傾倒して勇往努力あらんこととを︑斯くて貴幽か其の建

全枇界全民族の救世主たる此至大の事業に向って︑閣下が全

無用の配慮淀費すは︑甚だ調はれ無き事たるを悟らねば獣り
保護が優柔に堕せしめて進歩濡妨ぐると剛じく︑睡辿する

剛の大精紳を溌揚し︑閣下が世界的使命を完うぜらる上所以

ますまい︒

は亦反て大なる奨励にして︑劉醐を睡迫するは却て其の敵愉

の本旨たることを恩ふのであります︒

らざる閥︑而かも各幽民が各向風を成して生活する以上は︑

併し人知最高の理想は勿術其の目標を此虚に燈かざるぺか

妙

心を旺盛ならしむるが常である︒自ら生きんことを欲するが
烈さは︑何れにか突進開展せずんば決して止まざることや恰

て︑畔に唯じて其の大理想も時宜の迂行を齢儀無くするもの

其の民意僅統等必ずし渦直ちに買理の遂行に進むを得ずし

魚には︑生存への方途に遡進すべく︑其の生命がけの腫剥熱
かも川を防いで其の水の必歩何れにか潰濫するが如く︑其の

以なると同じく︑民族の生存を厩池することも︑或は一時其

かの猫逸を睡迫するは猫逸を自奮せしめて雌起せしむる岬

其のために其の脈因となるべき誤解を除き︑祁互に尊敬︑親

心事を以て五に和交渉すぺき途を誰ぜざるぺからず︒我等は

鯛する国民の川に︑猪疑︑幡悪等の感情を取去り︑公明なる

謹明中にも﹁好き隣人たれ﹂と宣せられたる如く︑互に相接

﹁汝の隣人を愛せよ﹂の聖句を引くまでも無く︑既に閣下の

あるべきは︑予も亦之を諒とするものであります︒我等は︑

止むに止まれずして進む蛾烈旺溢の勢ひの激する所は︑決し
て人力を以て防ぐことは出来得べからざるは詔ふを要しない

の目的を達し得ぺけんも︑決して自然の迩理は虐ぐること能

愛の情を増進すぺきあらゆる政策︑方法を敢行すろを最も賢

でせう︒

はずして︑永久の事賛に於て共の結果は蓋し察するに難から

如き︑勿論立法は各幽の自由なるも︑我が日本民族の名響の

例へば先年貴幽が吾等の移民に封して制定されたろ法律の

明の虚置なりと信じます︒

ず︑先きに我が日本の誤飢ろ鎖剛政策をといて︑之を祉界に
紹介し︑日本の開護を助挺せられた貴幽営時の恩恵は︑我が
日本園民の決して忘却せざる所にして︑吾等は貴闘に封して

上に︑又貴剛に在る我が日本人の自由と幸編との上に︑大な

熱心に共の感謝と報効とを致さんことを恩ふ蒜であります︒

フーパー閣下︑翼くば閣下世界的大提議を篇して︑世界民

る障害となりつ上あること︑閣下の明察せらるＬところと信

夕

族に謡ごるｌ其の誠意を推して︑更に何尺竿頭一歩を進めて

んとするに徴り︑非常なる不便制限に悩むの朕︑誠に隣人相

ること︑貴図に於ても同様なるに龍我幽の畢生が貴幽に豊ば

歩︒又事間に阿境無く︑畢生が将来の中堅鯛民を篤すものた

星率先して断行し︑以て世界平和の歴史の上に︑光柴ある記

貴園が世界人極の融和と謂ふ尚一の割時代的の快畢を︑世界

園蝿の根本的親善平和の上に︑偉大なる貢献たるのみなら歩

文意説いて悉さ障る所︑及び其の魁を峡くところ幸に閣下

録＃︾賭さんこと在切望するのであります︒

民に何等利益無き法律が存綾ぜざるべからざるかを粧しむ︒

の洪量に雰恥られんととを請ひ︑葱に予は衷心切切至誠の翼

愛の正意に背くものあろを痛感し︑予は何故に此の如き雨風
予は鼓に自説を主張せんとするに非らず︑全く閣下の宏大底

望を開陳して︑以て閣下の快然採納以て勇断あらんことを祇

フーパー大統髄閣下

日本︑東京荒川五郎

西暦一千九百三十一年

皇暦二千五百九十一年昭和六年七月十五日

る次館であり主す︒識んで再び深厚の敬意を表し寵す︒

る同儒と正義とに訴へんとする者であります︒

願くぱ閣下︑祥て閣下の先任たるリンコーン大統伽が︑人
逝の魚に勇敢に燕岡し一Ｌ奴隷解放の難事業を完成して︑範を

菖馴に示したるが如く︑閣下の主唱によりて︑雌に白色人種
ならざる理由の篤に︑特別の不利益なる重荷を負はされつ上
に害ならざらんことを︑是れ誠に太平洋によりて隣接する雨

増子懐

否奄明治は如何にして成りしか︑大正はどのやうに展ぴ

い︒尊き玉の御馨は︑其遺韻すらも響かぬのであらうか︒

ろ︒時代精神を象徴せる年暁は︑殆んど忘れられてゐるに近

、

ある︑日本人に貴剛が他の外剛人に許す同等の俳遇を典ふる

詔勅中心の教化
緒言
歴代天皇の御名は︑ともすれば記憶から去らうとしてゐ

氷
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そこには教化の理想が︑かがやかしく字面に光ってゐるでは

銘十一章家々給し人掩足るべき仁恵

菜十章大化の改新と民力涌養

第五輩祁人同居祁人別居
第六章祭政一致
第七章函勢調査と地方観省
第八章澱譲治図
銘九章農業立園

たか︑将た現代はいかばかり進み行くであらうか︒恩ふて裁

ないか︒三千年来宗教に超越し︑外来思想を凌駕したる我鯉

仰げ宣化天皇の御名を︑想へ︑大化︑文化︑弘化の年雅を︑

ぬＯ

に至れば︑そこには根ざし深き或ものを認めなくてはなら

の徳教︑聖帝の皇化は資に大詔を中心として︑奪ふくからざ

第十二章剛民負措の減免
第十三章貧常均商
第十四章教育の尊重
第十五章孝順表彰
第十六章官紀振雨
第十七章臣民の直言

る日本魂諸懐き︑さうして歴きつつあるのである︒吾等は聖

締祁を謹述し︑酒共たる俗流の教化淀排し︑これを以一﹂︑永

第十九章施薬救療

第十八章賑仙

本編は古今に通じたる大詔の聖旨︒巾外に施すべき皇化の

徳化を宇宙に光被すべき天職通果すにあるのである︒

ろ所以の道は︑唯日夕恩詔を服贋して︑建幽の緒刺に顧み︑

詔を措いて︑何淀待むべきであらうか︒人と成り︑徳を修む

劫に亘る国民の指針に供ぜんとする︑古くして而かも新なる

第竹一章外人愛撫
第廿二章元潅と宜命
第廿三章江戸幕末の内省
舘廿Ⅲ章五ヶ催の御誓文
第廿五章軍人勅諭
詑廿六章帝固憲法

第二十章恩赦

理想を描充するに満天下の協力を期待するものである︒

本論︑
目次
鉱二章我剛に於ける教化の源流

第一章詔勅と教化

第四章調民伺租

第三章建図

第舟一章

第三十章

第廿九章

第廿八章

剛民精祁作興詔書

青年圏に賜れる令旨

大正の振張

戊申詔書

明治の雨大戦役

教育勅語

のを肺化といふたの蝋︑此意を承けたもので︑皇化は賞に統

内といひ︑固外を化外といひ︑我閣の威徳を慕ひて来投する

皇の統治は教化を布くとと壁主にしてゐる︒往古︑︑園内を化

ではなくて︑閥民を本として統御せられるのである︒故に天

諏説などは︑大詔の前にひれ伏すより外はない︒

容れるの遼許さないのである︒雑駁なる宗教︑自我一流の倫

第廿七章

第舟二章
朝見式勅語

治の本質である︒

民︵惟レ民ノ本ナリ

桓武天皇は

百姓ヲ以テ本卜篤ス

天皇は︑常に我等臣民を愛撫し︑仁徳天皇は

行はれ︑直意義の文化は普及するのである︒吾が寓世一系の

凌含めた大詔であって︑これを雷調するところに蒼生の激化

然らば︑吾等の率ホペを道︑信ずべき教は︑此教化の聖旨

蓋し天皇は一身叉は皇室の利害のために園家を統治するの

第州三章
即位式勅語
上

結論

第舟四章
第汁五章
以

第一章詔勅と教化
人ありて上に立つ︑これを沼といひ︑衆ありて下に位す︑

これを民といふ︒対民相和して国土を成すところ︑ここに吾
等Ｈ本人が阻先の剛家槻は現はれる︒それは理智や感箭を超

餌罷ヲ成セリ

義ハ乃チ君臣一豆一ア肺︿猫水父子ノコトク以一ア寓邦無比ノ

と宣らせられ︑大正天皇は︑

に皇室の尊厳は深く人心に透徹し天皇の命令は恰も川の命令

越したる忠君愛固の民族的信仰に外迂らぬ︒此信念あるが故
の如く︑祁聖にして冒すべからすと信じた︒即ち天皇の意志
げ絶封的究極的のもので︑其あらばれである勅語は臣民を指

の名を以て換渡せられ︑政教の大道上に明かであって︑下こ

と仰せられたる大御心は︑数知れぬ多くの詔勅を通じ︑天皇

願ふに我固にては祁勅皇詔以外︑別に所謂聖賢の道を存せ

徴することが出来る︒

れに和し︑世局時勢の鍵遜︑施政の張弛得失皆とれを大詔に

導し教化せずしてば止まない︒

ず︒明詔即ち徳教であって︑此洲何物をも容れる要なく︑又

＝
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世に教化の方法如何と問ふものあり︑諭歩ろものがあるけ
れど︑枝葉末節に暗する教化の手段などは︑何等の椛威が︑

と蚤で定められた︒かかる意義から考窒﹄も︑詔勅を通じて

年読によりて観るも︑孝徳天皇竺犬化﹂光格天皇に﹁文化﹂︑

これを論競に就いて仰ぐも︑宣化天皇の御名あり︑これを

の大旨ほ教化の一語に識をてゐる︒

にすべきか左ど想ひ至る時に︑外来の教化方法の如きは︑何

世ざるキー得ない︒元派天皇に至りては︑養老七年二月詔し

仁孝天皇黒弘化﹂の稲があるのも．皆激化叩心の時代を想望

そこに認められようぞ︒牌た叉︑剛鯛は如何︑祁先教は如何
等永遠の使命を果され砲のでああ︒審等は必ず皇川皇艦の洪

治剛の要即ち剛民の精紳生活の教養を同上せしめるのは︑教

済ハザランヤ

何ソ寛仁ヲ流キ以テ蕊元ヲ安ンジ淳化ヲ布キ而シテ寓物ヲ

念を窺ふことが川来る︒天皇は︑更に

帝王の天職を昭にし︑律令の本質は即ち教化法なりとの槻

時二順ヒテ以テ涌育ス

南面一一居ル者︿必ズ天二代リーァ化ヲ剛キ北辰二儀ル者︿亦

て︑

謹に根弧い教化の原動力を認め︑岨宗の遺訓を僻得し︑賞現
し︑光被した蔵らぱ︑我帝国の天職︑我閲民の理想が完美を
見るに至るのは︑必然の締結であって︑大詔の至理妙契慎に
偉大なる力逢仰ぐばかりである︒

第二章我園に於ける教化の源流
民ヲ導クノ本ハ教化二在ルナリ

化を措きて外なき駐極言し給ふたので︑教化の流行は︑其淵

とは崇紳天皇の道破し給ひしところや其営時︑図内漫敏の人
を四方に造はして︑これが宣布に識されたのである︒これよ

左ぼ未だ法治に染まず︑王化に雷はざるより︑十年七月群卿

源の虞に速くあったとと通知らねばならぬ︒

爾来︑継贈天皇は︑﹁鴻化﹂︒欽明天皇は︑﹁仁化﹂︒孝謙天皇

とて︑君と臣と相共に図家擁護の任に堂るぺきを説き絵ふた︒

本の大郵想を生命の理想として成立した︒

に純眼左ろ血統が流れ川した︒かくして我Ｈ本︐帝図は忠孝一

れたユートピアである︒そこに団家といふ幡紳が宿り︑そこ

日本！それは旭宗の祁盈に依て此世に見出され卜定せら

第翼章建圃

り先き︑天皇は四年十月
・我ガ皇岨諸天皇等崖極二光臨シ給ヒシ︿量一二身ノ蔦メナ

は︑﹁聖化﹂︒桓武天皇は︑﹁風化﹂︒淳和天皇は﹁景化﹄と稲せ

ランヤ

られたぼどに︑公式令にては︑﹁聖化﹂の文字を鯛字とすべし

0
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今上天皇陛下即位式の勅語に︑

皇租皇宗馴ヲ唾テ民二臨ムャ風ヲ以テ家ト鰐シ民ヲ秘ルコ

ト子ノ如シ｜
と仰せられたるは︑微妙なる結紳より現出したろ建国の意
義妨沸として︑眼前に展開される凪がある︒彼の大正十川年
十二月有志によって宣言された一︲建剛祭宣言書﹂の冒頭に︑

平和ト光

﹁悠脅ダル哉︑我建図︑遠ク有史以前ノ榊話二川茜ア遥カニ

天地州閥ノ古二棚ル︒高明ナル哉︑我建鰯ノ抑想

明トヲ表現スル天照大御祁ヲ天肌トシ︑明知ト仁愛ト勇武ト
ヲ象徴スル三種ノ紳器ヲ奉ジテ︑皇統連綿︑君幹臣枝︑億兆
心ヲ一ニシテ世︲々脈ノ美ヲ済シ天壊ト共二寵マル所ナシ﹂と

あるなど︑畢党復古の緒祁即ち速き旭先の意志を現代化し無
現して現代の混沌たる世相に一綾の光明を典へ︑建閏の糖刷
に更生して︑其理想の達成に努めることが︑組先に忠にして
子孫に慈なる所以である︒

第四章一妻氏同組
叫蒜原千五百秋ノ瑞穂図ハ是し吾ガ子孫ノ王タルペキ地ナ
リ

諾冊二倉に依て開かれたる吾が邦土は︑其子孫でなければ
統治することが出来ないといふ民族的信仰は︑閏民憧僚幻蹄
趨として︑此祁勅となって現はれたのである︒祁喬に非すん

ぱ︑吾が剛家は統治されないといふのは︑臨世一系でなけれ

賓詐ノ隆常サニ天壌ト窮リナカルペキモノナリ

ばならぬといふ信念を脈胎するのである︒

といふのは︑寓世一系永劫に減らない皇位が中心とな２﹂皇

室を措いては︑画が存立し底いといふ信惟に基き︑我図は閣

リ﹂てふ確信は早くも此時に萌したのである︒不断不絶の血

民統帥必然の希求として生れ出で︑﹁剛民ハ日ノ耐ノ子孫ナ

統の継承による皇位を封象したる此根本思想は一面に上記の

榊勅と凌ってあらはれ︑一面には︑臣民の最高理想と稲すぺ

きものである︒かかる思潮の流れは渡交として謡きす︒今上

億兆臣民ト帆二天壊無窮ノ賓詐ヲ扶翼セョと宣せられた

陛下朝見式の勅語に︑

のも︑此最高目標のためには︑君民全く一隅となって︑擁護

の天職を果すべきを論されたのである︒

第玉章瀞人同居紳人別居

或史家は︑我国の太古逓祁人無別の世︑祁人有別の世と分

ちて説いてゐる︒其刺人有別の世となっても︑肺と人︑即ち

三種の刷器と天皇とは︑五百有除年の側︑共居を同じくせら

崇祁天皇に至り祁器を皇居に奉安するば畏れ多しとし︑詔

れた︒

して︑銃剣を大和の笠縫邑に奉遷し別に錘創を模造して勾玉

化教の心中勅詔
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に伊勢の五十鈴川の上に遜Ｌ奉った︒これを妓近の史家ほ︑

と共に宮中に奉安されたが︑ついで︑飛仁天皇の御代に︑更

る逝と︑一世を統治する道とは全く同一軌である︒

御無事淀奏上するのは︑共いはれ錘に存して︑組先に奉仕す

ても毎年一月川日政治蛤の御式に於て︑先づ鐙初に︑祁宮の

に報ゆろ適︑即ち一閏を平安に治める所以である︒現代に於

されば︑祁武天皇は︑東征六年凶徒戯減したるにより︑四

園力護展のために︑祁意のまにまに︑祁器が皇居を出でさせ

年二月︑大和関烏見山に索場を設け︑皇旭の天肺を祭り給ふ

られたのであると説いてゐる︒

吾人は祁人の同居を畏れ多しと老へるのも︑叉︑川人の別

己二卒ギ海内無事ナリ以テ天榊ヲ郊祁シ用テ大孝ヲ申ブペ

我ガ皇秘ノ露ャ天ヨリ降零シ朕ガ躯ヲ光助シ給ヘリ今諸鹿

た︒

居を副勢膨脹のためと槻るのも︑何れも大なる意義が存する
と恩ふ︒皇居に於ける日夕の奉仕が︑如何に施政の上に力弧
して或は大和に或は伊勢に︑永劫鎮座の地を索めさせられて

く︑叉皇統の上に御需親しみ深く感ぜられたであらうか︒さう

と︑大孝とは︑祇先を尊崇して︑共嬢を慰めるの詔である︒

キモノナリ

祁武天皇は︑橿原宮創始の詔に

祁威と固力と併せ拙まる喜びを感ぜられた時︑いかばかり図
民教化の上に至大の恩洋を典へたであらうか︒再等ぱ皇肌皇

とて︑祁宗敬測の徳を稲︲︶︑祭祁の忽世にすぺからざるを宣

和シ造化訓愛セリ

我ガ皇沌天皇・・⁝・深ク祁祇ヲ魁シ云今⁝：是ヲ以一ア陰陽附

故に推古天皇十五年二月の詔に

化に外ならぬのである︒

とも宣せられた︒畢党︑図家を一の家と兇微して治め給ふ徳

八絃ヲ掩ウテ宇トナス

宗の樹徳深厚なる事に雀深の肝銘を禁じ得ないのである︒

第六章祭政一致
吾等は︑自ら秘して︑立憲治下の国民なりといふ︒而かも

一団の政治が如何なる根本思想に基くかを緋へぬものが多
い︒祭政一致の語が早くから唱へられながら︑殆んどこれを
解しないでゐるからである︒これを図語に就いて質したらば

光仁天皇も亦喪難七年四月勅して︑

河くからである︒

し給ふ︒蓋し︑祁人の心柑通ずるところ︑そこに至誠の念が
ち恨絡追速の大孝である︒﹁政﹂は﹁祭り事﹂である︒一因がよ

祭は﹁マッリ﹂である︒﹁政﹂は﹁マッリゴトーーである︒祭は即

直にこれを受ることが出来る︒

く治ま・れば︑以て肌先の蕊を慰めることが出来る︒旭先の霊

−
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祁祇ヲ祭祁スルハ図ノ大典ナリ︒若シ誠敬ナラズンパ︑何
ヲ以テカ幅ヲ致サン

と︑諸祇を修復し︑春秋の祭肥を仮み︑以て祁悪の自ら下る

第七章国勢調査と地方観省

教化を治からしめんには︑函民の大数を算し︑其状勢を審

にしなくては左らぬ︒されば崇祁天皇は︑其教化を徹底せし

められんがために︑十二年三月詔して︑

テ衆庶業ヲ楽ミ異俗謡ヲ重ネテ束リ海外既二師化ス

敦ク祁祇ヲ潅シ亦教ヲ垂レーア荒俗ヲ綾ン孝・：：教化流行シ

仁明天皇は更に進んで︑上︑帥に仕ふるも︑下︑民に臨む

を仰がんとし給ふ︒

ふ︒承和七年四月の勅に︑

とて︑今日の所謂閲勢調査産命じて︑集計の必要なるを諭し

後ヲ知ラシムペシ

宜シク此時二僧リ更二人民ヲ校シ長幼ノ次第及ど課役ノ先

と其成果の見るべき所以を叙し給ひ︑

も︑其誠意は一ありてこなき所以を述べ︑以て君徳を示し給
耐ヲ敬フコト在スガ如ク民ヲ硯ルコト子ノ如キハ閣宰ノ能
事古今ノ通規ナリ

敬祁の念が厚かったのに︑後には︑天愛兵革等の際などにの

ならぬ︒成務天皇は︑二年一月詔して︑

給ふ︒基本調在既に成れば︑地方制度は勢ひ確立せられねば

として︑祁枇に奉仕せろ祁職の塀怠を戒め給ふ︒これ住時は
み︑或は奉幣をなし︑或は所請を凝らすことばかりになり︑

身︑公廷ェ在り乏心私門ヲ願ミ︑農業ヲ妨奪シ季寓民ヲ侵

と牧民の要諦を説き給ひ︑

︿質二是レ圃郡ノ善政ナリ

両姓ヲ撫導シ農桑ヲ鋤課シ心字育二存シテ能ク飢塞ヲ救う

勅して︑

する要を生ずる︒元明天皇は︑露躯元年五月諸図の朝集使に

かくして地方行政は鶏れりや否や︑そこには︑これ遂監察

室の藩昇として︑図民を統治する方途を誰ぜられたのである︒

今ヨリ以後閲郡二長ヲ立テ燃邑二首ヲ置ヶと命じ給が︑皇

平素は祭祁を怠るに至ったのを慨せられたのである︒
世下りて︑徳川の幕末に及び逗図家多難の時に臨んでも︑

追遠の志は深くましまし︑孝明天皇が祁武天皇の山陵を修復
し︑

遠御代御代ノ天皇ノ高ク巌シキ大御陵毛稜し蕪ク微少ク荒
レ果テ吾一キ

と嘆じ給ひて︑これを立派に修造せられたのは︑祁武天皇の
大孝に封して︑遥に相鵬歩ろ美徳である︒要するに篭祭と政
とは︑組織的な思想的連絡で結合せられた意義をもつのであ
る︒

＝■
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蜂スルコトアラパ賃二是レ園家ノ大義ナリ
四方ノ徒各為其業アリ今職ヲ失ヒテ流散ス此レ亦函郡司教

と︑地方官を戒筋し・失業放浪の民ある遼憐み給ひて︑・
導方ナク甚ダ謂レナキナリ
と厳戒を垂れさせられ

今ヨリ以後巡察使ヲ造ハシ天下二分行シ風俗ヲ観省セシム
宜シク敦徳ノ政ヲ勤メ彼ノ周行ヲ庶フヘシ

とて︑一風の統治は︑即ち地方行政の得失如何に存するを以

天明天皇は慶雲四年十二月詔して︑

とて︑教化の源泉は礎に始まるを説き給ひ？

凡ソ政ヲ篇スノ道ハ鯉ヲ以一ア先卜篇ス腰ナケレパ言蹴ル言
凱ルレパ旨ヲ失う

の概を示されてゐる︒

とて﹁穐譲ヲ以一ア図ヲ治メンカ︑何カアラン﹂︵論語︶

而して濯を剣すの根本は︑飲酒に在るを以て︑消極策として

化ヲ非リ或ハ醇矧節ナク便チ闘争ヲ致ス理二篠リーア之レヲ

頃者民間寡集シ動モスレパ揮憲アリ或ハ同悪相蕊リ濫二聖

は︑これとも戒め給ふ︒孝謙天皇天平賓字二年二月の詔に

治まらざる人に教化を加ふるの急務から起ってゐろ︒げに教

論ズレパ甚ダ迩義二韮ケリ今ヨリ以後王公巳下供祭療患ヲ

て︑これが槻省を怠らぬやうにせられたのは︑服せざる民︑

化の流布は平凡なる善政に存し︑善政の基調は行き渡りたる

除ク以外飲酒スルヲ得ズ

酒排酒の運動は既に己に古人に依て試みられてある︒

ないがためには︑厳密底ろ注意を要するのである︒今日の禁

量にただ二十五歳以下のみならんやである︒其道をあやまら

教化の上に施されねばをらぬからである︒

第八章蔭譲治国︒
礁儀三百威儀三千とまではいはずとも︑澱誕は︑治幽の要
訣で︑椛力を以て民衆を睡服し︑暴威を揮って︑庶人を屈従

はない︒其清新なる風間に適するものがあるならばや寧ろ典

然れども国民よりして︑総ての者を奪ふのは︑教化の本意で

い○

へて高雅なる趣味を蓑はさせ︑これを善導するに如くはな

せしめるやうな一時的な而して︑恒久の性なき統治は断じて
される︒

許さるべくもない︒ことに於てか漣を重んする詔勅は屡々・下

されば︑天武天皇は︑歌笛を召はしめられへ平城天皇は射
夫レ魁︿天地ノ経表人倫ノ鋳範ナリ道徳仁義︿摺二因リテ

て︑夫建詔を下されたのであるが︑冷泉天皇は大に礎典を輿

鵡を行はしめられ︑村上天皇は︑礎菊の宴逓開き給ふにつけ

文武天皇慶雲三年三月の詔に
乃チ弘マリ教訓正俗︿魁ヲ侍チーア成ル

一一一一一一一一一一一一

し給ひて︑安和元年八月の詔に︑跡歌︑射僻︑重陽の節を復

ふととは︑建国以来の理想であったのである︒

︾天下其ノまヲ受クルコトアリ︒故二帝王躯ラ緋シテ農桑ヲ

凱ヲ受クルコトアリ︒女営年ニシーァ綾マザル者アル時ハ︑

朕聞ク︒士餅年ニシテ耕サザル春アル時ハ︑則チ天下共ノ

されば縫鵠天皇は元年三〃

ヲ憶う正月十六日ノ踏歌︑十七日ノ射愁︑九月九日ノ節等

星霜稗隔リ佳禽ノ多ク展ルルヲ傷ミ古典ノ更二存センコト

奮すべきを宣せられ︑

宜シク醤制二復スペシ庶ハクハ登降ノ腔速フコトナク文武

勤メ后妃向う蕊ヒテ桑序ヲ勉メ給フ︒況ンャ脈ノ古寮ヨリ

ルニ山ル故二耕転時二勤ムレパ必ズ京抵ノ蕃キヲ致シ稼

団家ノ陸替ハ要ハ民ヲ常マスニァリ倉庫ノ充貰ハ良二年ア

和七年二月の詔には︑

種えしめ︑諸剛に黍稜稗変大小豆胡肺等を柚えしめられ︑承

と宣し給ひ︑仁明天皇に至りては︑畿内に勘課して︑蕎菱を

ヤ有司背ク天下二告ゲテ朕ガ懐ヲ知ラシメョ

寓族一一蟹ルマデ農綾ヲ慶棄シテ而シーア段富二至ル者ナラン

ノ遁墜チザラシメン

とありて︑雅遊の間に修養を積ましめんとせられたのであ
してゐる︒

る︒資に﹁通し之以レ徳脅し之以レ盤有し恥且格﹂といふ言に匹敵

共仙朝漉を定め︑衣服を制し︑鵬容を教習された如き各時
代の詔勅に﹁政者正也﹂の意を以て民を治められる聖旨がよ
く窺はれる︒

第九章農業立国

ンャ⁝⁝⁝爽異ノ蕊ルハ則チ是レ天道ナヅト難モ而カモ唯

糖︑候速ヘパ則チ飢蝕ノ憂ヲ招ク農ノ道タル堂二団メザラ

戒ムルニ農事ヲ以一アシ時二随ヒーア催勧シ僻怠ヲ致スコト莫

民ノ恐恐ラクハ倦惰アラン：⁝⁝・宜シク五畿内諸国二告ゲ

我が皇祁皇宗が︑固民に封して︑農桑の種子を遁し給ふた
のは︑決して粟に衣食の料を典へられたのではあるまいと信

一フシムペシ

ずる︒即ち穀物は︑年々の収穫にいそしまなければならず︑

とて︑天意に通ふは︑即ち人力の至極なるを諭し給ふ︒天意

養懲は︑少くとも︑春秋の二季くらゐには︑これを鋤まねば
ならぬとしたならば︑種子の供典は︑我杢に不断の努力を暗

人言まことに故ありといふべきである︒

は︑農桑の事に意を注がれたが︑共後︑廷臣動もすれば逸楽

栽桑養慧に至ては︑即ち如何︒既に此の如く︑朝廷に於て

示せられた大御教といはねばならぬ︒

況んや農業立剛の大本は︑我帝図の国是であって︑と虹が
天然より恵まれたる一大固産で︑少くとも琵衣食の渦立とい

｡
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に耽り︑政治を顧みないので︑農業振はす︑兵矧相難いで起

知るは︑民の常道である︒生活の安定なくして︑教化は行は

と勅課を加窒﹂叫殖争〆奨勘し給ふ︒蒜し︑衣食足りて鵡郡を

今上陛下の播種刈穂︑水川の農事を親らせさせ給ひ︑皇后陛

れない︒国民を飢塞より救ふのは賃に教化の第一歩で︑窃に

るやうになって︑地方の生産力は大に減退したため︑朱催天

下亦親しく識を養ひ総ふ︑同じ思召をも推察し奉ることが出

皇は︑承平叫年五月詔して︑

生民ノ要業ハ縦維ヲ本トス家廷給シ人々足ルハ誠二此ノ辿

来る︒

︵一二︶

二蝦ル而カモ近代ノ民俗栽桑ヲ勤メズ養減己二乏シク坐ナ

ガラ蒋塞ヲ受ク播殖ノ状ヲ諸幽二下知シ宜シク京内二命ジ
同ジク樹ヲ称ヱシムペシ

明治教育の耐曾史的検討

尾高豊作
それはさておき一明治二十一年頃から︑漸く民衆は粥静に

勅語蓮﹁皐校への勅語﹂であるかの如く誤解し︑皐校のみ︑

椛威と高める事に努めた︒抑も︑この教育勅語は決して畢校

一科月た診勺催身に勅語の各徳側溌列記して︑大いに修身科の

勅語ではない︒森文相の所謂ろ叫招教育主義を元川東野の筆

この勅誹の棒液する場所なるかの如くまで恩ひなし︑教科の

育の淵源亦麓に此に存す﹂と云ふ御聖旨は︑明かに﹁我が臣

によって経典化し︑更に井上毅の潤色討議を維て衝現壮ら血

たのである悪ば人の知るところであるか︑﹁との古今に通じて

は此れ我か間僻の締華にして﹂との我が幽民の耽曾生活巾に
活きた歌育の淵源があるとの腫諦を示されたものであったに

民克く忠に克く孝に︑億兆心を一にし一Ｌ世舞阪の美を桝姓る

還り︑同二十二年帝剛憲法渡布に次で︑同二十三年︑畏くも

一般民心は素より︑文教衛路満の間にも︑知らず識らすこの

も拘らず﹁教育即ち畢校﹂の観念的情性に馴れて来た営時の

▲

剛民道徳の準擦すべき勅語が︑固民に下賜された︒然るに﹁教

五

山Ｌ

一
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討検的史曾吐の育教治明

語も︑文部型︑官畢気質の裡に閉ぢ篭め︑一般の教育家は︑

相済まざる恐倶の念を禁じ得ない︒徳宮氏が﹁折角の教育勅

更乍ら嘆惜しないでは居られぬと同時に︑深く聖旨に封して

やうになって行ったその跡を尋ねれば︑我共闘民として︑今

からの椛威に蔽はれて︑献含民心にさへ何となく︑↓没交渉の

理の蕪務家の手を韓餐と経る間に︑段盈と狭義化せられ︑外

謬ら余も中外に施して惇らざ﹂ろ教育の大義が︑その望佼管

記したり︑園鰐主義を畢校内に高調せんとする漣卒こそ︑最

度の非難によって︑忽ち︑勅語の中の徳目を修身教科書に列

識を重んじ過ぎると云ふ程の意味にしか聞えない︒こんな程

もしない︒只だ︑徳目的教材註軽んじ︑物質文化の断片的智

のではなく︑スペンサーの云ふが如き科離教育の偏重に営り

ずしも︑ペスタロッチの云ふが如き附溌的智力の偏重を云ふ

行はれた﹁智育偏重﹂の議論でさへ︑更に考へ一︲一見ると︑必

恰も不信心厳る頁宗僧侶が三部経を訓読する如く︑徒らに其

たか︒

それにも拘はらナ︑反動的思潮に乗じて︑徳育厳守の聾が

も明治教育界の正しき進歩を停頓させた一大原因ではなかっ

謂る日本魂を長養するに於て︑多くの妓果を典ふる能はざり

高らかに叫ばれたのはその頃からであった︒而も︑明治教育

の形式に流れ︑其の反生命を失ひ︑篇めに新日本の図民の所
しは︑其の責任の誰に蹄するにせよ︑固家の不幸此れより大

は常初の﹁資畢主義﹂の理想左棄て︑更に﹁徳育主義﹂の理

ったものは︑資にこの﹁徳育主義﹂の不徹底であり︑これを

想を図家主義的に高訓したが︑永く文教営局の︑浦の種とな

臓行せんとして︑益壁畢校に封して外座的徳育主義を弧行せ

と恩はざるを得ない︒

何れにもせよ︑教育行政の劉象が︑既に献曾そのものの内

なるはなかりし也﹂と長嘆息を嚢せられたのも︑誠に宜なり

にあらずして︑劃一的畢校組織内に隔離せられた児童青年に

森文相が︑営時の徳育不振を深く憂へて︑或る訓辞に﹁徳

ざるを得なかった︒

貫ぜる多人数一審教授式の畢校機開を確立して仕舞った教育

川の末世より西洋の窮理我幽に入り采り︑技塞上皆日本人の

限られ︑而も人格中心の耽曾自溌の熱風から脱して︑上下一

﹁忠孝葬倫の道を木とし﹂の一句を挿入しても︑所謂智育偏

制度内で︑如何に修身科を畢科の首位におきかへ︑教則中に

養成の事は既得の事なりしと雌も今日の人杢に於て抵之を忽

の事を顧るに追あらざりき︒併し蛙れ等の人堂に於ては人物

来凡そ二十四五年間専ら共事にのみ従ひて途に共川人物養成

鵬を恋ひ去りてより吾人早く之れ忙倣はざるぺからすとて爾

結局一極の御題目として畢生生徒の頭に記諏されるに過ぎ

重の同化作用によって︑倫理道徳の徳目も訓話も︑多くは︑

ず︑到底︑昔の畢塾風の感化力に比せらるべくもない︒常時

討検的史曾証の育教浩明
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則中畢は︑全く影を潜め︑上下一貫する皐校系統中︑一番鉄

如して居た中等教育の畢校が公私立共に勃興した︒但し︑地

専門の肇佼が濫設ぜらるる程の時運を招来し︑殊に先きの鍵

方自治制の溌施があっても︑未だその適従するところ一般に

瀞に附ずぺからざるに柊に其養成の事を忘虹漸く識者の憂慮
の士にして始めて出来た一大反省であると恩ふ︒森文相帥時

通ぜず︑徒らに市町村各自の政治的乃至名腎的競争心を示唆

す馬所となれり﹂と喝破されたのは︑贋に森文机の如き明達

大なる文机のこの明察誰識は果し一Ｌ誤れりと云ふぺきであら

傾向さへ生じ︑事賢必要なくても︑経済的に苦しくても︑﹃畢

する結果︑畢校を以て︑一睡資格の表徴の如く感ずるやうな

代を明治教育の完成期と教育史家が濡場するとせば︑との偉
うか．﹁人物養成の蕊は既織の事癒り﹂ぬ二言︑明浩教育ｌ

それは︑就畢率をバロメーターとして畢校制度の繋術に汲盈

価突が起った︒元来明治政府は教育から宗教を絶縁して来た

教育勅語溌布されて間もなく︑端しなくも教育と宗教との

の時代からである︒評ン

校︑畢校﹂と云って︑無間に畢校熱が商まり始めたのも︑こ

明治離校教育Ｉの教育的特質龍指摘して篠︐がぁ為︒偶套
西欧の教育家が日本の教育を賞讃するならば︑その﹁日本教

たる明治以来の我剛教育を指すのでもなく︑叉︑幕府直轄の

としての人気を復活し︑やきともすれば︑政府年来の教育方

が︑その頃就曾風教の激鍵に刺戟せられ︑諸宗教が献含教育

育﹂とは︑一贈何時頃の教育を賞讃したのであらうか︒蓋し

翠校教育や燕畢の教育を指すのでもなくて︑徳川時代の中葉

断乎として︑宗教排斥を宣明して届る︒省令に白く︑．般の

針に反せんとする傾向があるので︑明治三十二年︑文部省は

から幕末︑維新前後にかけて勃典した︑形式的には至って貧
弱な蕊塾教育をこそ︑指したものと信ずる夕
︷ハ

見︑明治二十二年四月︑市町村制が施行されてから︑それに

なかった文政営局としては︑畢校制度内に︑献曾教化的分子

を許さざるぺし﹂と︒政椛を確立する篇めに︑年来他を顧み

課程外たりとも宗教上の教育を施し宗教上の儀式を行ふこと

て官公立畢校及豊科課程に鮒し法令の規定ある畢校に於ては

教育をして宗教の外に特立せしむるは皐政上簸必要とす︒依

雁歩る篇めに﹁地方畢事通則︼が定められ︑小畢校令は改正

さて義務教育の働行によって︑就畢児童の数が逐年増加を

された︒人口の増加と地方自治制の資施とは︑畢校の増殺を

の入り来る事をも危険脱したのであらう︒

とれより先き︑小畢校令改正と共に︽﹁小畢校敷則大綱﹂邸

刺戦する大きな原因で︑明治二十七八年の戦役に大勝して︑

瞬民脚尊の時代に入ってからは︑各地方に︑小畢並びに高等

2
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稲逸の激育畢説叉は畢校制度が誘引される順序であって︑函

溌布された︒道徳教育と餌家主義教育との要求は︑同然に︑

された中核に鵬れたものであるが︑後年︵明治三十六年︶の

主旨は︑賞に向後︑屡々畢制改革問題の妓大難軸として論議

て︑早く祇曾有用の人材たらしめん事と計った︒此の改正の

専門望校令の先駆たるを暗示するに止まり︑遺憾乍らこの計

民としての﹁自受時代﹂臓畢洲的には依然として未だ完全に
は﹁模倣時代﹂を晩する事は川来なかった︒

諜は中絶に終り︑高等醸校は只だ︑大畢橡科としての準備畢

も厩の教育蚊果を畢ぐべきでない事を痛感し︑高等堅校令を

明治二十六年三月︑井上毅文部大臣に任ぜられ︑森文相に

礎布したのであるが︑その志は︑同文相僻任後に至り︑高等

のである︒井上文相は︑青年の肇校修業年限の氷きは必歩し

艇剛した︒これ明治以来の欧化思想に封する反動と︑剛民自

小畢校修了資格を従来より二年短縮した事によって︑その英

校となって高等票校令の根本精川は全く没却されて代舞った

畳の反映である︒井上文机は︑道徳教育の形式化を墨へ︑修

断の一部分が資現せられたのみであった︒

次で大いに画家主義の緒祁を教育事業の上に溌抑した︒而も

身科教授法に就いても︑都郡の風習︑各地人文の溌迷及び生

井上文相は森文相以上に東洋主義を鼓吹し︑大いに閏漢文を

漸の程度を察し︑叉各人各佃の性質年齢に依り︑一変特別の

いに貸業教育に着目した︒即ち明治二十六年十一月︑資業袖

森文机は師範教育に非附方椛威を認めたが︑井止文相は大

が︑小畢校教科書を剛定とし︑文部省が劃一的に細基する事

り︑教育行政の椛威を就含環覗の裡に傷くる大間題となった

下って︑明治三十年代に入ると︑所謂﹁教科書率．件﹂が起

智壌校規梯を制定し︑維新以来︑質畢の奨鋤を目的としなが

て川来た剛定敦科書の制度は日本に於てのみ之れを見る︒次

として︑一先づ糊塗する事が出来た︒かくの如き事怖によっ

注意を怠らないやうに訓令した︒

らその賃絞には頗る物足らず恩はれて居たとの方而に向っ

その監将宙脆の椛威を拙張すべく︑私立豊校令なるものを蕊

で中畢校令の改正やら︑賞業畢校令の変布やら︑その教授要

明治二十七年井上文相は︑慧眼にも小畢より大畢への階段

布した︒更に明治三十六年︑専門単校令が溌布せられるに至

て︑新しき進川と企てたのである︒果然︑側溝戦役後︑賀業

式教育細縦の弊に乗がつかれ︑高等単校令を誰布して︑従来

の畢肌を鼓２Ｌ居たところの慶雁義塾や東京専川畢校や東京

るや︑高等雛校令は全くその面目を失し︑且つ従来︑各猫得

目の蕊頓が次杢に行ばれ︑文部省は官公立以外の畢校にまで

の高等中畢校を高等醸校と改稲し︑専門票科を教捜すろをそ

界の勃興は︑賢業教育熱を刺戦した︒

の本鰐とし︑以て最高畢府たる官立大皐とは別に︑青年をし

討検的史含碓の育教治明
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法壌院や明治法律蕊校や和沸法律畢校など云ふ私畢が︑組織
睦文部省の制令に拘束せられて︑止むなく割一的に組維非一改
正し︑夫々慶唯義塾大望とか早稲旧大畢とか中央大里とか︑

明治大畢とか法政大躍等と改榊して仕錐つた︒私畢の内面的
堕落と外形的繁柴とは︑蜜にこ上に源を雅して居る︒

斯くの如く︑文部省は鋭意法令の熱理を行ひ︑制度の完成
を期しつつあった際耽曾民冊の教育槻と相矛盾衝突し︑俄然
皐制改革問題といふものが勃渡した︒その先鋒は遥先きに井
上文部大臣の就職と共に文部次官の職をやめた貴族院議員の

と︑父兄の打算的期神に拘はって︑一途に試輪勉狸に没頭す

ろを以て本務と心得︑教師も亦︑教員読格規定による師範教

育の菟状一つで献含の麓生活から雛るる﹁運命﹂を附拓し︑

只管豊校内の児童青年に里科目を切り費りすれば︑それで事

足りるやうに恩はれるに至った︒かく︑︑教へる春も教はる者

も︑制度内規川内の日課に従って︑黒板と教科書との上に生

命を托する堅校生活には︑必然的に一種の惰気人倦怠の色が

偶々明治三十七八年の戦役に於て︑軍叫的精祁が高調せら

恕はれ始めた︒

が動費出す時運に際含した塁校内では︑この気蓮に乗じて︑

れ︑爪含一般経済界の沈赦は︑活気づき︑畢図一致の自彊心

弛緩に陥りやすき規律と威儀と澄鞭推し︑年来の剛民教育を

徹底せしめん事に努むると共に︑ヘルパルト︑その他猫逸流

の教育畢説遂引川して︑師範畢校式の教授法をして一層その

猫得の鵠系を間定せしむるに至った︒

畢校熱は︑戦後経済界の隆嫉に恵まれ︑古河虎之助︑安川

好景気で︑畢校の規桟外槻が益盈形式的に蕊展し︑畢校昇格

散一郎など云ふ徴業界の成金による莫大な寄附を得ると云ふ

の気勢を揚げ︑世は畢校寓能の時代を現出しつつあったその

裏面には︑壌制潅布の被件川書にもある通り︑﹁詞章記諏の末

に趨り空理脈談の途に陥り其諭高尚に似たりといへども之を

身に行ひ事に施すとと能はざるもの少からず是れすなはち沼

〜

久保川護等であった︒その改革案なるものを︑私はまだ知ら
ないが︑この皐制大改革建議案は︑一度議愈で可決されたに
も拘はらず︑政府は之を衝行迂歩︑爾来この川越は︑明治大
正を通じて︑永く間から闇へ葬られて仕舞った︒

定により︑只管上の畢校へ腰進する空漠なろ競走心と名響心

塾の中心人物を敬慕する自受も起す事なく︑﹁義務教育﹂の規

環境と生活とを顧慮する暇もなく︑さりとて叉昔のやうに畢

に脱して︑耐含の青年子女は︑一度小畢校に入れば︑斌禽の

としたその封象たる杜曾そのものは︑既に速く教育行政圏外

成功を約束するものの如く思はれたが︑常初政教北一義が理想

想ふに︑畢校制度の完備︑教育行政の統制は︑畢校教育の

七

一

陰等が追慕されるやうになったが︑教育理念と畢校制度との

を生み︑今更︑ルソー︑ペスタロッチ︑スペンサー︑吉田松

蕊の習弊﹂として再び新たなる装の下に奪ふくからざる惰性

の﹂と云ふ迷想に問着し切った一般家庭では︑経桝界の鐙遷

だとの事︶が畢生の人口溌風歴したのも︑よく時代と教育界

カンショ﹂節︵デカルト︑カント︑ショウペンハウエルの略

と共に父兄は︑その子弟の教育よりも自己柴達の道に急がし

との表裏を物語るに足ると恩ふ︒而も﹁教育は畢校でするも

も教授法も︑只だ︑石の上を吹く風の如く還迎されるのみ︑

く︑子女の家庭教育を畢校に一任して怪しまぬやうな風潮と

間に微妙な不調和開係が展開して︑様交なる欧米の教育理念
識考の心膳とまからしめる世相とさへ槻ぜられるに至ったの

を第一の急務とし︑特に資業教育は賞耐禽と隔離すべからざ

く教育内容の改善を計った︒先づ﹁優良なる教員を得る﹂事

教育行政の経験と識見とを提げて︑大いにこの時勢に唯ずぺ

明治三十九年︑牧野伸願︑文部大臣に任ぜらるるや永年の

翠校職員の生徒取締を徹底せざるぺからざる事とも左り︑﹁徳

ろの結果となった︒従って︑益だ﹁畢校の規律﹂を厳重にし

気鋤沈し風紀額睦﹂せる無理想︑無希望の境地に放任せらる

ない事怖に追ひやられ︑知らず識らず︑牧野文相の所謂﹁意

も︑就曾でも︑畢校でも︑人間としての自己流雄を典へられ

馴致したのであった︒かくして︑日本の青年子女は︑家庭で

る事に注意し︑品性徳義の尊重と科畢的知識の涌養とは︑最

﹁塾生生徒の本分は常に健全なる思想を有し確賞なる目的を

育﹂の簡係題目は一層畢校の威厳を高むるのであった︒

も︑決して偶然ではない︒

も教育の要務なることを唱道Ｌた．明治教育史上に於て︑最

︶

も望校制度の隆盛期に達した時の文相として︑この着眼は甚
だ尊敬すべき一大達見であるが︑さて︑蚕本主義の護達に伴

ず︑殊に戦後の阿家は将来の函民に期する所益々多く︑今日

廷望業を励み一意専心其の目的を完うするの畏悟なかるぺか

の畢生生徒たる軒は其の責任一屑の重きを加へたるを以て各

持し刻苦精鋤他日の大成を期するに在るは間より言を侯た

教育制度は︑却って畢生生徒並びに世の父兄をして︑各自の

ひ︑一般献曾に貧富の差を生じ︑階級打破と四民平等の我が
耐愈環境に新たなる矛府撞着を感ぜしめる傾向を馴致し︑吐
自溌的畢智心の根を枯らした多数単科の詰込教授は︑優秀な

傾向ある浄一見ろば本大臣の憂慮に堪へざ五町なり︒現に修畢

然るに近来帝年子女の川に往圭思気鎗沈し風紀の識廃せる

らず﹂

ろ青年をしアー︑人生に封する懐疑心を誘溌した︒営時︑青年

中の軒にして或は小成に安じ箸移に流れ或は塞辿に煩悶して

曾生活と畢校生活との間に益糞懸隔と溝渠とを生じ︑畢生の

畢徒の間に︑哲畢熱や睡世思恕が流行するに至り︑かのコフ

、
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る﹂職分であったのを︑﹁生徒の教育を挙る﹂ものと改め︑僅

善を計り︑更に勅令を以て﹁教授﹂がもと﹁生徒の教授を掌

かに一字句の修正に︑無限の意味を通はせ︑生徒監にも﹁生

年に義務教育年限の六ケ年延長詫賓施し︑師範教育の内容改

の監督共の方を誤り︑畢校の規律漸く弛綾せるの致す伽にし

徒の取締﹂春を改めて﹁生徒の訓育﹂肴たる責任を負はせ︑

虚世の本務を閑却するものあり︑甚しきは放縦浮華にして操

て今に於て厳に戒填を加ふるにあらすんぱ禰筈の及ぶ所置に

行を素り情として恥ぢざるものなきに非す︑斯の如きは家庭

測り知るべからす︒︵中略︶又頃者︑極端なる証曾主義を鼓吹

ぜんとまでした有様である︒

明治維新の皇談たる政教一致の大理想は諺教育制度の確立

猟りに規定と字句の鍵改によって︑この牡舎的大問題を救済

するにつれて︑躍校は就曾と隔離し︑耽含は無心にして可憐

するもの性麹各所に出没し︑極交の手段に依り教員生徒等を
大本溌競脱し耽曾の秩序淀素剛するが如き危隙の思想教育界

なる児童青年の大群を︑単校と云ふ別世界に委托し︑常局は

談惑せんとする者ありと聞く︒若し夫れ斯の如くして建国の
に偉播し我教育の根抵を動かすに至ることあらば︑園家将来

彪大なる皐校組織内に︑雑然たる規則と催令の下に畢生生徒

生活とに封する人間的一大矛盾に眼を閉ざしたのである︒併

の篇め肢も寒心すぺきなり﹂云交とは︑之れ即ち︑牧野文相

し︑それは明治教育の行政的大成功であったにせよ︑耐含か

と先生とを統卒し︑必然的に起り来るべき︑吐含環境と耽曾

併し乍ら︑繰り返して云ふけれども︑朝野の識者の耳目に

ら之を見れば︑畢校教育の資敷が段盈疑はれ︑斌曾教化︑民

の熱誠間を恩ひ就禽を菱ふる一片耽なの稀川から川たもので

価るるものは︑多くその原因にあらずして︑結果ばかりであ

ある事は︑誰しも感激するところであらう︒

る︒何故に畢生が畢生たるの本分を忘るるか︑何故に家庭か

作典の奨励之れである︒従来︑内務省が地方行政を管理する

る内務省から火の手が上ったＪそれは他なし︑内務省の民冶

のも︑或は府牒曾の議決溌検交し或は庶務の法規に通ふや否

治作典の新要求を喚起す為順序となって︑錘に文部省ならざ

て︑益為単校を献曾の外に閉鎖し︑徳教の椛威を外側に張り

や詳一稽ふる等︑多くは単に形式上の規矩準細を正すに止まっ

子女の監督を誤るに至ったか︒と云ふやうを根本原因を探究

つめようとした事は︑後代に至って︑再び形矛愛へて勃護せ

て居たが︑︑癖戦役前後から深く民治の成績を考裾し︑市町

する事はせず︑表面に現はれ来つた現象のみを驚き且つ嘆じ

る共産麓事件の際に於ても全く軌を一にする我が閥畢校教育

村の奮雲蹟賞怖を探究して︑地方郷土の偲航とその風化の右桂

の仰粒とはなった︒

兎にも角に吟︑これでは大菱とあって︑儲局は︑明治四十
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討検的史含肺の育教治明

るの道を附いた︒本来文部省こそ︑平素︑肺曾の生きた生活

を探究して︑地方郷土の体統とその風化の有様と表彰嘉貢す

子女の祇曾的環境から隔絶し︑それ自身の内に必然的矛盾と

急いだ鯨り︑却って図民生活の推移と愛化から超越し︑青年

府の教育政策は︑稗じて制度法令の劃一的統制にその成功を

トランド︑ラッセル等の批評を待つまでもなく︑．つの制度

撞着とを胎みつつ︑その解決逢後代に残したのである︒パー

に鯛れて︑着眼せざるを得なかった大いなる﹁忘れ物﹂を︑

他の省の手によって拾ひ上げられ︑再び︑日本の教育概念に

ーＩ峰蝉岬し岬し伺磁噸一縦︲珍怨︲億喝︾！；Ｉｉｉ

一小人ノ交リャ勢利ヲ以テ結ど酒食ヲ以テ親ム廿キ

ーコト水ノ如シ故二能ク久シ

一調子ノ交リャ道義ヲ以一ア合上志気ヲ以一ァ親ム淡キ

いであらう︒思否

自らによって︑反創に反省され︑善虚せられなければならな

を犯した﹂我が図の教育的成果は︑今や︑現代に於て︑団民

的とぜず︑却って教育行政そのものの手段と見るといふ過ち

的繁楽に︑世の子弟を従鴎させ︑彼等自身の杜曾的成長を目

活が入れられたのである︒爾来︑耽含教育の必要が高調せら
れ︑引きては思想善導︑就含教化運動の端緒が開け︑明治教
育によって固化せんとした我が国の箪校教育に向って根本的
改善の動因を作る基とはなったのである︒

明治の末葉︑米図ハーバード大畢のエリオット坤士が来朝
し︑常時の我が教育状態を一瞥し︑大いなる警告と典へて︑

献曾に衝激碇及ぼした事は有名な話だが︑由来︑大服︑昭和
にかけて︑教育問題は鴎校教育と祇曾教育との雨側面に分離
せられ︑邸なる蕊校内の教授法とか仙人心理畢等の輸入紹介
では︑如何ともする事が川来ず︑教育制度とその肺愈史的溌
展過程との相互開係について︑更に深く／︑捻討すべ誉必要
が痛感され︑池んでは︑徳川時代の教育史が特に回顧ぜられ
教育を再び枇曾全般から眺むるにあらざれば︑到底︑改迩す
べ聖︾柵根とその契機とを褒見出来ない事になったのである︒

結論
嘆校を以て唯一の教育行政機開となし︑岡民として裁速に
世界の文化に浴迂しめ︑皇国の威信を宣揚せんとした明治政

の一

準韮の導善理整想思

思想整理善導の基準︵績き︶

ぱ︑是等一切の生活も安全であり得ないことは明らかだ︒又

のみ保全し得られるのであって︑画家生活が安全ならざれ

生活も︑世界生訴も剛家の存緬溌展と共の安寧秩序とありて

求であるからだ︒言ふまでもなく仙人生活も家族生活も肺曾

理的迩徳的森美的信仰的なる人格生祇は︑吾人本来の妓高欲

上個人靴活及び一切の耽含生活の巾心木蝶であり︑而して合

義が吾人の大韮準であるべきだ︒何となれば図家生満は事賃

向律的に︼狸善美信の生活を篤さんと期する所の皇道的人桁主

生活を行ふべきこと是れである︒即ち皇道註大本として自兇

宗像逸

︵現時の根本問題は是れ︶

綜合的大基準は皇道的人格室義

是等十種の生私直理思想基準は皆何れも尊正信奉すべきも
のではあるが︑更に進みて之れを綜合統一して之飢を吾人の

質隙生活に於て統一的に宵現せんとするときは︑如何なる全
一的腫理となるであらうか︒此の綜合的大茶準が明らかでな

ければ︑十基準遼細罷的に統一することが出来す︑各基準間
考察して︑其の統一的大共準を明確に脚兇することは︑人生

も能く其の目的が達成資現し得られることも疑ふの鹸地がな

自然生活︑即ち物理生理心理の生活も︑図家生活によりて蛾

ならぬ︒黙らざ肌ば一切の生活は篤し得られないからであ

故に吾人は我が図家主義を中心的根本的賓践直理となさねば

と護展と藍︑本来其の充分なる内容本質となし居るをやだ︒

い︒殊に我が日本の図家図僻の主義は是等一切の生活の安全

に於て大本的に重要である︒然らばそれは何であるか︒吾人

ある︒換言ずれば日本剛家を本位とする所の痘善美信的統一

瑚的道徳的群美的信仰的蔵る人橘生活を行ふべきこと是れで

が岡中に中心的重心を世き︑人生の腫理共準に本づきて︑合

合統一の外ではないが︑之れを簡川直裁に言は瞳︑吾人は我

の生活の大韮準大精祁は何であるか︒それは前述十共準の綜

の本末岬重を誤る恐れなしと唯ぬ︒然らば十基準を綜合的に

郎
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ろ︒

諸冨すことを得させる︒即ち一切の事理は一の自畳自主の人

叉吾人は本来精祁生活者である限り︑本性的に合理的道徳格生活によりて統一せられる︒一切の主義一切の基準も一の

的に︑或は家族的国家的世界的自然的に︑如何に種為多方面主的に一切の事理を認識し統一し賞賎し創造するのである︒

的癖美的信仰的に生活せざるを得ない︒吾人は佃人的に献曾人格主義の一大某準に肺結せられる︒一の精川人格が向畳自

に生活し居らうとも︑又吾人は物質的精榊的に︑或は一鰐的吾人の精榊は此くの如く自知自読するではないか︒是れ物質

特殊的に︑或は優勝劣敗的に︑或は過現未一貫的に︑如何にと精祁とは共に尊重すぺきであるが︑自知自讃の鰐験より︑

複雑微妙なる生活を鴬し居らうとも︑吾人の薙明なる精祁は精祁特尊即ち心主物従的心物共尊主義が貢却基準であると言

国家主義即人格室義

其の事賢と億理とを明らかに認識し︑其の基準に基づきて︑ふべき所以である︒
直傭理非を別かち︑蒋悪美醜〃｜判断し︑其の至上測秘を直感

して︑合理的道徳的美的信仰的に生活ぜざれば止まない︒本
来智精意の明徳曝性がある限り︑如何に複雑錯綜して見ゆる吾人は先きに我が閲家を以て中心本線とすべきを見た︒然
事理でも必ず之れを反善美信化せざれば止まない︒之れが智ろに今は一切は精帥人格に蹄結せられ︑一切の貢理は自畳自

者たる人間は︑一切の事理を自畳自主的に整理し︑統一し︑は決して矛盾ではない︒見ょ吾人をして剛家を中心本擦と目

情意の本件︑精脚其の物の本質的作川である︒本来精榊生活主的人格主義によりて統一せられると説くのであるが︑それ

而して之れを資賎する人格生活を現はさ噂るを得ない︒自蝿畳し︑国家の潟に自受自主的に奉仕貢献することを得さ世る

自主的統一生活は精祁生活︑人格生活共の物の本性的要求でリものは︑吾人の自畳自主的精榊即ち人格によるのではない

生活問題︑献曾問題は事理極めて複雑多端であるが︑共のの精祁人格に忠賞なればこそ︑闘家祇曾に忠誠なることを得

あり婦趣である︒蝋かｃ吾人が自畏自主的に合理的道徳的群美的信仰的なる吾人

事理左認識して自受自主的に是等を綜合統一して︑合理的道るのである︒岡家汎含に封して合理的道徳的行動を美的に信

徳的審美的信仰的に生活することを得させるものは︑人側の仰的に魚すととが︑即ち我が精川人桁生活に忠資なる所以で

精祁即ち人格である︒資に一の人剛精祁︑一の人栴は一切のあるからだ︒間より閏家は吾人の人格的個隠の最高なる有機

事理を認識し綜合統一し︑且つ自受自主的に虞善美信的生活的大結合礎であるから︑岡家は間より亜大であり︑随って剛家

の篤に個人を献くぺきば理の常然である︒此の意味に於て図居る︒銭には自然主義が自然の知識自然の賞用︑自然の敬順

るに客槻的には園家生活が一切生活の中心本樵であるが︑・主共騨主義の真理と︑一僻的特殊主義の置理と︑精力善用主義

々

家生活は吾人の脅践生活上中心的に最吟尊重すぺきだ︒要す自然の讃美の形を以て含まれて居る︒鼓には心主物従的心物

として︑又自畳自主的統一蒜︑資行粁︑創造者として︑全鰐是等を綜合し調和統一すると費底︑淵黙に刷家本位皇道本位

観的には自発間主の縮刷生活即ち人格生活が︑一切の認識音の直理と︑綴史的理想主義の反理とが必然に含まれて居る︒

本位主義は主槻的には人格主義であり︑人格主義は営然に図掛外的に理想化すろを以て人生の節一義として︑合理的に︑

的に主尊であると言はざるを得ない︒然れは客観的なる闘家の人格主義とならざるを得ない︒即ち吾人は闘家を封内的に

家中心主義である筈だ︒而して人格主義は間より佃人主義で道徳的に︑美的に信仰的に︑人格生活を精進一貫せねばなら

なく二吉の間には審壌の差がある︒何となれば佃人主義は佃ない︒
人本位の主義であるが︑人格主義は一切の事理を綜合し建虞吾人は締祁的生物として︑合理的道徳的美的信仰的生活を

主義であるからだ︒個人主義は一種の利己主義に過ぎないが性的に要求し︑之れを徹底的に把握せざれば︑根本的空虚峡

善美信的に生活することを得させる所の同憂自主的統一生活本性的に要求する者であり︑叉吾人は自主自由の生活をも本

人格主義は自覚自律的忠良図民本位の虞善美信的興人主義陥を感ずる者である︒此くの如き置善美信の生活︑自主自由

義剛家主義世界主義が各其の尊重すべき意義を以て含まれての生命があり︑鼓に事賞と理想即ち事理具足の完全なる減妃

る︒弦には耽曾共存共柴主義が含まれて居る︒鼓には家族主あり︑演蕃美信の最高絶封の生命があり︑向主自尊自律自山

言ふにある︒鼓には我が佃人的生存護展主義が含まれて居画家本位の人格生活中には︑固家的肺曾と共に永遠の生命が

を篇すととを以て︑人生の最高主義︑最高茶準となすべしと善美信の統一生活を篇すことに外ならぬからである︒されば

本づき︑自畳自主的に合理的道徳的美的信仰的なる人格生活軒誘する所であると同時に︑人栴生活は即ち自主自律的に頁

吾人一切の生活の中心であるとして︑前述十種の思想基準に的大生命的生活であることは︑人類の歴史的事雷が普遍的に

人思想の最高標準であるとする軸である︒団家的就含生活がにはあり得ない︒何となれば剛家生活が人類普遍に其の大我

乍叱

吾人の結論は図家本位の人格主義即ち皇道的人格︑毛義が吾足させるものは画家本位の人格宅義即ち皇道的人格主義の外

だ︒の生活は寓人普通の欲求であるが︑之れを寓人蒋逓に牧得浦

準基の導善理整想思
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とは事資である︒就曾寓人が平等や自由を物質生活容槻生活

にのみ求むる底らば︑恐らくは永遠に之れを浦足する時期は

と同時に︑特殊差別であるのが永久の事資であり︑自由があ由の性質が寓人平等に賦典されて居るからだ︒物質たる肉鵠
ろと同時に秩序規律の制限があることが杜曾成立上の根本要には一毛髪でも之れを伸縮する自由はないが︑人間の精祁に
件であるからだ︒然らば人生及び杜曾の前途は永遠に光透きは生死をも自擬自主的に司配し得る自由性があるではない

平と闘争の世の中であらう︒何とをれぱ人間性は平等である来自提性も自主自由もないが︑精川生活には本来自兇自主目

に満足する時期は永久に来ら︑ず︑随って人生は永久に不猫不貧者埠考奴隷人たることが多い︒何となれば物質生活には本

のみ目山平等を要求するに於ては︑恐らくは其の要求を完全く︑却て物質的外槻的富考尊者自由者が︑精祁的人格的には

想ではあるが︑是れ亦未だ完全なる思想とするに足らな咽別があるが︑精祁生活人格生蛎小には各自相営の自主自由を
探に近代世相の頴著なる一特色の如く︑物質的或は耽含的に共通平等に保有し︑決して外槻の如く懸隔差別あるものでな

だ︒今デモクラシーの自由平等思想の如きも︑尊重すべき恩めて来た︒物質的外槻的には貧富尊卑上下の間に大懸隔大差

共に尊重し居る人生の事賞と置理に明らかに反して居るから曾は或程度まで之れを資現し︑且つ之れを益為堆歩護迷せし

想は物質を偏重して精川生活を極脱し︑心主物従的に心物を而か鳴禽人共通平等的に行ふことは可能であり︑古来人類批

を完全に洲足させ得るものでない︒何となれば是等の主義恩自の合理的︑道徳的︑美的︑信仰的生活を︑向受自主的に︑

間生活或は祇曾生活を到底完全に説明解樺し︑人間性の要求特殊の衝際祇愈に於て︑各自特殊の事怖境遇に相雁して︑各

疑がないが︑然かし物質主義や唯物史槻的献衝主義では︑入舎に賞現することは本質的に不可能であるが︑容人が一鵠的

相に封する一種の科畢的研究として︑相営に債値あることは巾は全く失はれる︶即ち物質的客槻的に自曲平等を完全に牡

に於て尊重すべき理曲はある︒殊に後考の如きは近世の肺含的平等を祇酋に弧制する産らば︑平等は得られるとしても自

界に擬頭して居る︒是等は皆一面の反理を捉らへ諺其の限りは其の本性上可能である筈売パロシャの如く推力を以て物質

現代は物質主義が偏重せられ︑唯物史槻的牡禽主義も思想有るまいが︑精帥的人格的碓活に於ては之れを満足するとと

現代思想に謝する批判

団家本位の興善美信的人格生活の外にはありない︒られぬとしても︑精刷生活人格生活には之れを充足し得るこ

生活が呉現自得せられる︒事理狸鬼︑稲穂側浦妙室上生禰はかゑ一一ｎは暫然りず略自由も平等も物質的客観的にげ充疋し得

§
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か︒同一の一個の林檎は一人之れ淀私有すれば︑同時に之れ
を他・人が平等に共有することが川来歩︑叉之れを五人十人に

分配するとせば︑多量姉為一人分が少品となり︑到底味食す
ることも出来ぬが︑同一の格言或は猪歌は醐人平等︑両世共
同に之れを信奉鑑賞することが川来るではないか︒自山や平
等は物質界に於て完全に之れを求むることは性賀上難いが︑

精抑界に求むるは必ずしも難しとはせぬ︒何どなれば精祁界
には本来目川平等性があるが︑物質は本来無向児無白山にし
て差別的占有的のものであるからだ︒故に物質的自山平等祉

等の中に特殊差別があるべく︑特殊差別の中に一隅平等が存

統制なる自由や差別は断じて許さるべきでない︒要は一僻平

すべきだ︒然らば一隅平等と特殊差別の調和の程度如何と言

は堂︑畢寛耽禽共存共築生活の篇に必要合迎とする限りに於

て︑一僻平等的であり特殊差別であるべきだっ而して人の精

◆

祁は本来理性一と道徳性を本具して居るから︑一鵬平等と特殊

差別の訓和均衡の程度も︑之れを合理的受営的に認識判断す

ることを得るに相述ない︒共は耐曾の進化的動的客槻状勢に

唯じて︑其の巾一の程度を認識判断すべきことである︒現に

ろ︒が︑吾人は全面的に公正に之れを考察して其の正共なる

人道正義の耐曾的要求として種だの献含問題が現はれて居

資現を期すぺきだ︒

含の完全なる資現は恐らく永遠に不可能であらうが︑精川的
人格的自巾平等の共存共柴耐含は本質的に到述可能なぁ人間

信仰が必要であり︑又懲然必至の心境であると云ふこと是れ

鼓に特に一言を附すべきものがある︒共は人側の生活には

信仰生活ば人心の必至境

前途の光ある境地である︒

吾人は物質生活の安定と向上を熱望する者であって︑此の
人後に藩ちる者ではないが︑然かし現時の一般伽向の如く物

である︒吾人は本来不可知の境に包まれて居る︒此の不可知

目的に出づる種盈の就曾改善方策駐尊重する鮎に於て決して

軽重を錨まるもの曇断せざるを得ない︒又吾人は唯物的耽曾

可知だ︒人川は相封椀は机封的に知り得るが︑絶封境は到底

境は絶掛祁秘の境地にして︑人智が何程漆達しても永遠に不

質生活を偏重し︑精祁生活人椛生活を閑却することは︑本末

之れに賛同すぺきものにあら歩とするも︑然かし今刷の﹃大

か郡するが︑是等は其の物日身としては不可知境たることに

云ひ︑刺と云ひ︑理と云ひ︑逆と云ひ鰻とか本船とか腫如と

人智に超越したる不可知境だ︒自然と云ひ︑力と云ひ︑天と

主義は完全凝る興理を具術して居らぬから︑決して無催件に

は望むべきでたいと同時に︑人間に一僻平等性ある限り︑無

時弊たる賓本家主義或は私有財産制庇の弊害を決して此の催
に認容すべきものでない︒人間に特殊性ある限り絶封の平等

一
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い︒否之れが一切の大根本であるから︑之れを至虞至尊至妙

塗り仕ない︒然かし不可知でばあるが共の存在は疑はれな

の内容は︑各人特殊の思想によりて特殊の反映的着色を受け

頼︑敬祁︑讃美は信仰生活考共通の心理であるが︑各人信仰

的偏見と言はざるを得ない︒但し絶封審に封する絶封的︑信

の諜逓的事賃を如賃に正覗認識せざる︑一麺の不具的或は病

ざるを得ない︒是れ亦一僻特殊の虞理に基づくものにして︑

なる存在であると信仰する外はない︒此の信仰によりて一切

営然の事象怪しむに足らない︒

寓有の存在は其の根本が定まると共に︑吾人の精祁生活も根
る︒是れ文化と野鍵人とを問はナ︑人類一般に何等かの信仰

なる根祇を人格に奥ふるものはない筈である︒即ち吾人をし

至虞至上者と一鴨化したろ心境であるから︑之れ程虞賢弧固

仰によりて共の確固たる根擦を得るのである︒蓋し信仰とは

擦が薄弱空虚であることを見れない︒之れと同時に︑人格も信

の確固たる根抵を得るのであって︑信仰に篠らざれば其の根

の要求なることは言を待たぬが︑是等は信仰生活によりて其

格主義に到達する外はあり得ない︒吾人は徹上徹下日本園此

を畢げたが︑是等を綜合統一するときは︑此の皇道主義の人

すべきだ︒吾人は先きに人生の基本的事責と基本的直班十種

一的左ろ人栴生活を篇すことを吾人の最高なる生活主義とな

頁精祁を国家的就曾に賃現せんことを主眼として︑自麗的統

だ︒換言すれば日本人たる吾人は︑皇道を大本とし︑皇道の

信仰的なる人格生活を行ふとと注生活の根本主義となすぺき

之れを要するに吾人は園家を本位として合理的道徳的美的

思想善導の大方針

本的安定が得られる︒故に信仰は人心人生の根本要求であ
生活の存する所以であって︑責に精祁生活其の物の常然必至

て根本的絶射的に買賞弧雌ならしむるものは猫り信仰の生活

左ろ現象である︒合理生活︑道徳生活︑審美生活が精祁必須

あるのみと云ふぺきだ︒換言すれば信仰生活は徹底生活にし

日本的人格︑主義であるぺきととは事理最も鮪然である︒即ち

であり日本的仙人である︒吾人の生活主義は日本人主義即ち

綜合すれば︑一の日本人主義であるが︑分類一︐れば︑其虚に

て︑至質至上者に憧暖徹底したる生活が即ち信仰生活である︒

ざるを得ない︒︵吾人は鼓に信仰生活と言ひ必ずしも宗教生活

同時に無信仰生活は至直者に無開心遊る不徹底生活と言は

少くとも十種の思想基準が存在する︒

が多い︒天下狗に多事であるが︑就中思想の整理善導は根本

今や思如界動揺混飢して国家就含の形勢甚だ憂ふぺきもの

とは言はない︒何となれば例へば団鰐祁道又は儒教の如きは
宗教ではないが一種の信仰ではあるからだ︺若し世の唯物主
義春等にして信仰の無用を主張するならば︑是れ亦人生人心

準基の導善理整想思
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基本的反理を基準として︑混飢捗る思想界を批判し︑其の輿

如く何人も否定するとと能はさるべき︑人生の基本的事賃と

的重大事である︒然らば其の方法如何と言はｒ︑本論川説の

思想の向山を奪亜するに至れる鯛と︑肺含の状勢が大愛化し

よりて︑因襲的に決定せられて来たが︑今日は人智が変達し

と信ずる︒古来思想の某準即ち倫皿迩徳は仰統的思想信仰に

の基本的事資と︑其の韮本的虞理に基づく肺の︑思想基準を

たる結果︑在来の教訓信催は其の雛にて思想の基準となり得

理論的に祇愈に明らかにする外はな．い︒理論的に剛明にする

偽証邪他否を明らかにして︑其の取捨を決定する外は底い︒

近い︒奮思想者と新思想者押右側肴と左傾考︑或は各種の階

ことは現代人の要求である︒殊に純消にして鋭敏であり且つ

今日は未だ一般の人心に共の基準が明らかになって居らぬ︒

級春︑専門畢宥専門業粁等各自一部一面の所見に囚はれて

前途祇禽的に責任重大なる青年が思想の基準と明らかにし︑

るが︑之れを繋叩蕃導丁ろにぱ何人も否定出来ざる人生耽曾

居る︒而して人生の基本的事賞と基本的直理とを全血的に

ざるに至った︒即ち思想の動揺混矧を来すに至った所以であ

公正に認識し︑之恥を綜合訓和して耐曾人生の全一的生活主

ある︒敢て本論才提唱する所以である︒︵経り︶

其の方針淀談まらざらんことは︑簸も亜要なる耽含的要求で

又一般に思想基準の研究と共の菩及徹底の篤の努力が足ら

教化及び政治の餅路者も此の軸に閲する着眼と指導に於て遺

封シテ行フベキノ務アリトス

ノ篇メ他人ノ篤メ族人ノ篇メ亦篤スペキ所アリ故二

人ノ此世二生レタルモノ一身ノ魚ノミニアラズ園

義の大共準を明らかにせんことを努むる瓜が少ない︒教育
憾があり︑畢校教育上にも此の軸に側する川意が不十分であ

ると言はざる詮得ない︒概して言はぜ部門や分析に囚はれ
て︑綜合訓和が縦げて居り︑資際を主とせすして蝋間や思想
が賞際と離れて居る︒要するに活きた人生の事賞や虞理を如

ハ皆人
人

賢に認識考察し︑諸事資地キー兼礎とする旭想精祁が少ない︒

ら遊離したろ法規が多い︒吾人の所見壁以てすれば︑今の時

即ち教育教化が礎地から遊離して川ろ︒政治の如き哨雷地か
に於て思想界の混矧動揺を蕊却善導することは根本的に正大
要務であるが︑其の篤には本論所説の如く思想の基準を明ら〃

かにして国家的証舎本位の人格主義を普及徹底する外はない

揮 胃 完 一 造 三 一
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近世青年の蕊遷

山

健堂

しの里舎では卒業といふととはなかった︑唯だ何年︑修業し

︑︑︑︑︑

たといふ意味であった︒間より出来︑不川来は修業年限には

いふととは間迷ったゐるに逮ない︒けれども︑明治五年︑蕊

に頓着はない︑開儒如何が問迩であった︒今では祁畢の修業

も︑・

むかしの激育は︑祁の修業と並行してゐた︑その修業年数

資格を月標にする︑かういふ組織になったのが︑また︑維新
︑︑︑︑℃︑︑︑℃℃℃︑℃℃℃︑︑︑︑
前後の青年皐生の風格を一鍵せしめてゐる︒

︑℃も℃も︑︑︑℃ｂ︑ｂ︑︑︑︑

資栴を得る篤の入畢だ︒畢生も︑世間も︑自他ともに︑此の

に拘はらず︑卒業すれば︑そこに一定の賓格ができる︑その

あるまい︑入皐者は卒業が目的だ︑そして出来︑不川来如何

︑︑

﹁卒業﹂といふことを非難せられた︑演尾新子︑松岡康毅男な

てゐる︑畢校に卒業といふことがなかったら︑入畢する春は

︑︑

令以来︑吾邦の教育制度に曲ると︑卒業の二字が眼Ｈになっ

︑︑︑

どほ︑みた先代の弟子であるといはれた︑それで瀧尾とか︑

︑︑

業といふととになる︑卒業といふ観念が今の教育の根本的弊
といはれた︒

先生の意見は︑筆者に於ても︑もっともと恩ふ︒吾邦の肇

︑も︑︑色

害である︑此の意見には︑溌尾も井上も異論はなかったなど

︑︑︑︑

三年とか︑五年とか︑畢校で修業して試聴を通過すれば︑卒

はない︑どこまで行っても修業中でなければならぬ︒それを

ふことを議論したといはれた︒卒業といふことはあるぺき筈

︑︑

井上毅子などには︑此の卒業といふととが︑間逮であるとい

９９℃︑

は︑その相続群ではあるが︑性格︑思想は速ってゐたかと忠

筆考がまだ犬畢を出た計りの青年の頃︑大阪で藤津南岳先
も℃も︑
生を訪問した︒束唯文集券讃んだ感想からいへば︑南岳先生

正比例するものではなかった︒精榊的にいへば︑全く卒業と

側らいてゐるといふととがあるだろうと恩ふ︒如何にもむか

まなくなるといふのは︑知らずノ︲︑の中に卒業といふ意識が

桟卒業生が︑卒業後に︑研究心がなくなり︑とんと書物と讃

横
ふ︒その時︑先生の話のうちに︑近来︑吾邦の畢校制度に︑
︑Ｕ︑℃Ｕ︑も︑

︑．Ｕｌ︲も０︲︲も副

(
五
）
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︑︑

主でが︑替通の畢稜と同じように年数で卒業することになつ
た︒卒業といふととは︑無罪にその皐校を通過したに過ぎな
いといふことは︑祁畢の修業で能く分る︒いば野卒業は形式
︑

であり︑修業は資質である︒人物の宵力︑償仙は観校の年限
で決定するわけに往かないのはいふまでもない︑けれども今
℃︑Ｕ︑︑︑︑ｂ℃℃℃︑︒℃▽℃℃℃︑︑功︑℃ｂ︑ｂ
の法治の世の中になっては︑耽曾の組織が到底︑膝津南岳先
︑ｂもｂも℃︑ｂｂｂ︑︑℃ｂ︑ｂも︑℃ｂ︑︑▽︑℃︑
生の理想を質限せしむる見込はない︒そこに新鶴青年の鍵遜
が山来する︒

吉川松陰先生の淋孟荊記に︑

︑︑℃︑

ももＤ・︑℃も℃︑︑︑︑℃ｂ℃︑℃︑０℃
力が少くなったことを老へなければならぬ︒︑

﹁武士は喰はれど高楊枝
︑℃︑︑心︑︑℃︑ｂや９℃ｂ︑子ら︑ｂ﹈
の偲諺〃一評して︑これは武士の本仙といふではなく︑武士の
も︑︑︑︑

形零であると言ってある︑此の心持で︑蒜肇は書生の水仙で

禰灘同体に︑その青年時代の勉批の有様を述べて︑

︑︑︑︑

はなくて︑書生の熊度であるといはなければならぬ︒

﹁畢間勉弧といふ邪になっては︑営昨︑世吻中に︑緒方塾

畢生の右に川づる者は無かろうと忠はれみ︑その一例を巾

せば︑私が安政三年の三川に熱病を顔らって幸に全快に及

んだが︑病中に括り枕で姫茄国か何かを括って枕にしてゐ

してゐたから︑兄の家来に︑普通の枕をして見たいから︑

たが︑追冬元の肥に回復して来たところで︑尋常の枕を
くら
して見たいと恩ひ︑共時に私は中津蒲の賊屋敷に兄と同居

責物にしなかった︒修業に苦票は淵然のこと︑寧ろ苦畢は即

︑ｂｂ︑℃ｂ︑℃℃℃︑︑Ｌ

持って来いといったが︑枕が無い︑どんなに捜しても無い

︑︑︑︑︑

いひ俄らしはしなかった︑たとへ苦畢をいひ立てても︑問題

ち修業の惰態であると受悟してゐたので︑とりたてＬ苦畢を

ゐたが︑ついぞ枕をしたととがない︑

といふのは︑時は何時でも構はい︑殆んど書夜の腫別はな

︑︑

だ︒近年のように︑苦嬢をいひ立てて︑金品の存捻を求めて

い︑日が暮れたからといって寝ようとも恩はず頻りに害を

でゐる︑読書に草臥飢て眠くなって来れば︑机の上に
つ突讃臥んつ
ぶしとこかは
になって眠るか︑或は床の間の床側を枕にして眠むる
︑︑︑

い︑第一︑苦●騨生と目から名乗って同情を些求するといふの

あった︒苦畢とい２Ｌ金を集めてあるけば︑何も苦皐でぱな

か︑ついぞ本常に茄閤を敷いて︑夜共をかけて︑枕をして

℃︑℃︑︑︑︑︑︑︒︑℃︑︑︑︑︑字︑︑壷︑︑︑︑℃︑

肱︑．あつかましいといふより前に︑青年が胴苦継乏に堪える

あるく青年畢生は︑維新前の青年書生の夢想せざるところで

︑

にはならなかった︒冊腿にしようと恩ふ青年がなかったの

︑１℃︑℃︑︑︑℃ｂ︑︲︑︑︑ｂ︑︑

といふので︑フト恩ひついた︒これまで減屋敷に一年計も
︑︑︑︑︑︑℃ｖ︑Ｕｂ︑︑︑︑

苦畢を看板にするのは近来のことで︑むかしの書生は苦単を

︑︑

筆考は先きに悶畢の緒方塾のお話をして︑苦畢といふとと
︑Ｌ
に説及ぼしたと忠ふ︒勿論︑苦喫は昔も今もある︒けれども

二

一
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寝るなどといふ蕊は︑只の一度もしたことが無い︒
︑︑︑︑ｂ

℃もも当

その時に︑姑めて自分で気がついて︑ナル程︑枕は無い筈
︑℃︑ｂ℃℃︑ｂも︑面℃℃︑ｂｂもＵ︑もも︑︑︑
だ︒これまで枕をして寝たことが無かったからと︑始めて
向℃℃︑︑︑
気がつきました︒これでも大抵︑緒方塾畢生の勉弧の趣が

００○○Ｏ○○○○○○○○○○０００００Ｏ

０○○○○０．００○○００Ｏ○○０００○
分りせまう︑されば私一人が特別に勉批生でも何でも無い︑

同窓生は︑大抵︑倍そんなもので︑およそ勉強といふとと
○つ○○○Ｏ○００○○００００Ｏ○○○︒○００Ｏ

︒○◎︒︒○︒︒○０○○○○︒○○︒︒○０︒○○

なことを︑無暗と喧かましく言へば︑却って身贈が弱くな
０○○○○︒○○○００００○○００○
ろと思ってゐたのでは底いかと恩はれる︑

とあるのは︑非常に興味のある話で︑昔の青年書生の気分が

﹁此上にしようが無いといふほど勉皿した﹂といが一句がへ

窺はれる︒

た如く︑翁一人のことではなく同窓生の気持が︑みんなそう

彼等の貢髄であった︒そして︑それ墜眠深翁の自からいばれ

であったのだ︒その上に︑翁は︑緒方塾ほど勉弧したところ

◎○○００Ｏ

については︑宵に︑此上に篤ようは無いといふほどに勉弧

してゐました︑それから締方の塾に入ってからも︑私は自

では逝く︑天下の塾生の気分は︑みんな然うであった︒勿論

は天下にあるまいといばれたが︑それもまた︑緒方塾ばかり

分の身に畳えがある︑夕方食事の時分に若し酒があれば酒
を飲んで初更に痕ろぞ一痕して目が受めるといふのが︑今
でいへぱ十時か十時過ぎ︑それからビョイと起きて書を讃
む︑夜助圭で書を讃んでゐて︑嘉所の方で塾の飯焚きがコ

その間︑多少の程度の相遠はあったでもあろう︑翁は緒方塾
にゐたから︑そういはれたのだが︑天下の塾︑みな此の如く
℃℃︑℃︑℃︑︑℃℃ももｂも℃も℃︑︑︑︑
だ︒即ち此上勉強のしようないほど勉強する卜いふのは︑時
もｂも︑︑℃も︑︑︑︑︑

徹庭的の勉狸をするのであった︒

代の青年締卿であった︒術生などには無開心で︑唯だ一岡に

トＪ〜飯を仕度する一音が聞えると︑それを合側にまた寝る

膜て丁度︑飯の出来上がった頃起きて︑その僻︑湯屋に行

︑℃︑℃も︑︑︑

筆薪は︑松陰先生の賞兄で︑明治川十三年まで生存された

って︑朝湯に入って︑それから塾に蹄って︑朝飯を喰って
も℃℃︑︑℃︑Ｕ︑︑︑︑℃ｂ︾

復た書を讃むといふのが︑大抵︑締方の塾にゐる州は殆ん

ど極まりであった︒勿論︑術生などといふことば頓と椎は

︑℃も℃

杉民治翁から親しく聞いたことであるが︑桜下村塾に於ける
も℃℃︑℃ｂｂ℃︑︑℃︑︑℃℃︑︑ｂ
松陰先生の勉弧の能度が︑また魂猛迩極めたものであった︒

︑︑

左い︑杢僻が鍔巻の塾であるから︑衛生論も喰かましくい

これは外務大匝になった青木間減子の養父だが︑洪庵ととも

その頃︑緒方塾の洪庵と杉川成卿塾の同窓の皐友︑青木研砿

︑︑

ひそうなものであるけれども︑誰哨気がつかなかったの

に杉川塾の二秀才であった︒青木の方は︑肺藩し︑一方は大

︑ｂ℃︑

か︑或は恩ひ出さなかったのか︑一寸で哨喧かましく言っ
たととばない︑それで平気でゐられたといふのは︑考へて

阪に難淀開らいたのであった︒その青木が賊書に篇んでゐ

○○○Ｏ○００００ＯＯ

見れば身鰐が丈夫であったのか︑或は衛生ノーといふよう
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幕末修業の名鑑であると恩ふ︒伊藤公の如きは︑特に︑票才

もも維新前の方食の人為は諭吉の気分が礎んであったのはも

︑︑︑︑℃ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑
句酬をつける癖かあった︒青木から借りた書物にも︑朱筆で
℃︑︑︑︑︑．︑ｂ︑ｂｂｂ︑ｂ︑℃︑ｂｂｂも︑︑ｂｂ

楽も素晴らしいもので︑感冒にか上って臥床中︑枕迦に堆か

ろ︑松陰先生は︑それを借り一︲↑読むだが︑先生は︑抄録及び

がら打つ︑計らずドッと太く打って︑ガクリと目が礎めるこ

く書物を並べ︑臥して書矛誠む光景は︑宛然︑著名な激授の

筆春は諸方を遊凝して︑如上の事に鮒する遺物︑遣瓜に接

も秀でし︑請書好青であったが︑女道楽も有瑞だが︑調書道

とがあった︑青木が︑﹁先生は酷い︑此方で貸した水に句を切

勉弧ぶりであったことは筆者の目撃したところである︑かう

句蝿を打つ︑それを縦皿でもあったのか︑とき人︲︑睡むりな
も︑︑ｂ︐︑℃℃︑︑

て︑重く陳謝されたことがある︒それを先生の震後になっ

るといふのは胤暴だ﹂といったので︑先生は︑非常に恐縮し

いふ例は︑殆んど救畢するに違ないほどである︑

て︑青木が︑

することが少くはないが︑埼玉鵬熊谷町の郊外に隠棲されて

︑Ｄ︑℃︑︑︑一

﹁松陰先生に︑モット本を深山愛して上げて︑朱鮎を打っ

・ゐた最後の大畢頭︑林昇篤を訪問したとき︑藤原恨嵩先生の
℃ｂｂ︑︑︑︑

１︑︑

ておいて貰へばよかった︑つまらぬ苦怖を言ったりして︑
残念なことをした︒

は︑謹夜を措かず︑膳ても提め工も勉弧を続けられたもので

に勉眼する疲れてまた限り︑また髭めて勉雌を綾けるといふ

るりと頭が顛倒して︑その拍子に目が受める︑それからすぐ

此の枕をして寝る︑熟睡して腰返りすると︑丸枕だから︑く

倒枕を拝見した︒まるい木枕である︑怪禰先生は︑欺臥れて

あることは︑此の資話と︑柊陰文集とを鋤照すれば明瞭であ

ので︑怪禰先生の面影が偲ばれる︑支那で壁雪などといふの

と杉翁に話して︑慨嘆したといふ話だ︒かういふ風に︑先生

る︑松下村塾で︑あれだけの文章を残されただけでも︑非常

も︑その不断不屈の勉弧ぶりを形容したものといふことも併

弧には凄いのがある︑香水を飲んで睡魔を防ぎつ上勉強した

︑もも︑︑℃

せ老へられる︑筆者が畢生中に目撃したのにも︑試駒前の勉

︑︑

のことといはなければならぬ︒筆粁は︑前賢の遺著を読む時
に︑書物が少なく︑交通は不便であり︑岡害鮪など固より無
かつた時代に︑前賢の博畢精研︑驚くべきものがあるのを見

℃︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑℃℃︑︑︑℃︑︑︑︒

ろ度に︑彼等がいかに勇誠に勉弧したかを想見して唾敬仰の

も︑︑︑℃ｂＵ︒︑︑℃︑℃︑︑ｂ︑℃︑︑・ももりｂも︑︑︑

も︑︑︑℃ｂもｂ邑

念に打たれるのである︑かういふ雰園索は︑幕末に修業した

かしのは時垂の試聡でなくて︑平素が試鹸の速綾であった︒

たお話は︑平素の勉弧である︑そこに大きた洲逮かある︒む

︑ｂｂｖ℃ｂｂ９℃℃︑ｂも︑︑︑℃︑︑℃Ｑ凸ａＱ

法畢生を見たことがあるがこんなのは必ずしも珍づらしいの
℃︑℃℃℃℃も︑︑℃℃もも︑︑︑︑︑︑︑｜
劃ではあるまい︑但し︑近来のは試駒勉強であり︑前に列畢し

名士の面影にいつまでも残ってゐた︒明治以後の敦育をうけ
た人盈と︑それ以前の人交と︑同じく政治上に知名な人糞で

︑︑ｂ︑︑︑Ｕ︑ｂ︑Ｕ︑
も︑︑℃︑︑℃︑︑︑

試駒と卒業の二大項側が︑青年の勉弧ぶりに鍵遷を来たした

大動力であると旭ふ︑試馳と卒業とを超越する者が︑今の青
︑も・

むかしの青年は術生に無開心であり︑今のは術生に過敏で

︑ｂ︑︑▼ｂも︑
年の雄考である︒

ある︑以前の青年だとて︑幅灘翁の話のように︑術生を知ら
のだ︑必ずしも賠格抜群なものばかりではなく︑衛生に過敏

ぬのではない︑それに封して無湖心であり︑過敏でなかった
でない︑剛健な莱分が身僻の剛健を誘致してゐたのであり︑

︑℃ｂ︑︑︑︑︑

近来のは︑術生に過敏なのが却って一種の術生病を起して︑

身心ともに弱からしめると忠ふ︒近来︑太逸しいのは︑術生
℃︑︑もも︑︑︑℃︑℃ｂ℃︑℃︑℃口︑ｂ・６︑℃℃℃︑
の二字に剥して風蝶概喚の船である︒人冊の農偶か櫛風沖附
︑︑︑︑︑︑︑℃も︑︑︑︑︑℃︑︑︑
に堪えることを忘れてゐるように見へる︑﹁剛健なる身総に剛
雌なろ精祁が宿る﹂といふ格言の批判は別として︑筆者は剛
者である︒︵完︶

健なる稀川があ２Ｌ︑剛雌なる身冊ができると確信してゐる

一殿謝岸准諦詞癖

く

悟り得て心の間の時すれば
慈悲も怖けも有明の〃
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画圭寸割と国民の試練

■一府際会昌議員選零

L

さ弧ぱならぬ︒而して選畢の何たる走自畳

民一般が政治の何たるかに先・つ恩ひ走致

せればならぬ︒今選畢の一般的通弊の一

今回の普選第二次の府螺命議員選恥は︑

二走列拳するならば︑候補者なるものが︑

云ふまでもなく節一回より成紙態上げれば

只漫然として無思懸であって出来ることで

ならぬ︒此の成績を上げるには幽民各自が

自分が出て項きたいと懇望する人でなけれ

境に向己が信じて向己を託し得る所の虞に

ばならぬことは勿論だが︑今日迄の有様は

はない︒吾々は切に此際に虚して︑政消的
らぬこと走揃感する︒

自畳へと通推し︑努力する所がなくてはな

薦運動者に睡迫されて居ろ傾きがある︒而

といつ衣者は蛍は出ずして︑押しの弧い自

と進出せざろばない︒此の現象池表面的に

民は平熱の槻がある︒これ竿は根本に於て

して政無色といつ士もので抑付けられて幽

如何であらうか︒侭に自分が出て頂きたい

見れば噸ろ賑かであり進歩して居るかに見

今日は政治全醗︑寓能の昨代である︒何

えるのであるが︑我は然らずである︒今日

人も政治を口にせざるなく︑何事も政治へ

今回の選畢は︑普通選畢法が施行されて

謀ってゐろ︒叉選畢費用であるが︑本来候

全図的に行はれんとしてゐろ︒

より第二回目の府螺議選畢である︒普選法

補者として立て︑やがて議員となって頂き

て議して頂くものであるから︑此の過感謝

れいと恩ふ者は︑自分の代りに時間を費し

鮎が多い事は大いに寒心に堪へない所であ

るが︑これといふのも之が中心をなす政治

道徳も経済も其の他所有方面に於て遺憾の

政治思想の向上を期すぺしといふもあり︑

は出来ない︒

が我伐凱すこと甚だしいのを否定すること

或者は先づ之が門戸恋開いて然る後側民の
結局が斑施を見たのであるが︑第一回の成

向上せしむろ求めに杵逃てふ門戸た開放す

たといへろ︒併し吾々は之が閣民の現状走

現状は普選黄施をするだけの養格はなかっ

落第といはざるを得なかった︒即ち閏民の

云々し︑人奄責むろあるとするならば︑先

ろぺきものである︒故に図民にして政治を

る︒即ち閏民一般の政治的無自昂に蹄せら

のものの責任ではなく︑剛民一般の責であ

澗痕たる政治の腐敗瞳落は︑燭り其の局

い男にしてやろ位の事に考へ︑金銭走常然

すれば一部には他人部となし︑候補者悲好

いといふからには常然である︒然るにとも

求め自分達Ｆ代って御迷惑でも御願ひしれ

味で出さ胆ぱならぬであらう︒それは公の

坂るべ身﹄もめ位に考へて居る者もある︒或

づ其れに先だって︑自己悲責め紅ぱならぬ

であらう９今府螺含選躯にあたり︑篤と図

の意味から折角疫施された普選は効果あら
しめればゞならぬ︒

ることは一而の理として認める︒さればこ

の間にあるとすれば︑選畢比より感謝の意

なき走得ない課である︒若し金錘問題が其

績に見れば幽此の政治的自提は遺憾ながら

蛮施禰時にあって．或は畔期術早走云はれ

螺含議員の選畢は︑今や

唾語覗一三津褐恥卿瞬︾唖碑呼密噌州

唾同一細る鮒購斯獅噛
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代表として賃に働く考への者も少く︲費し

う︒これでは議員となったものも︑幽民の

きもある︒何と政治に無月畳のことであら

ば叉選畢悲暇愛しと稲して日常を老へる如

るの段取りとなったときく︑誠に慶賀に堪

るの成案避得︑号休後文政群議含に付議す

の下に正規に第二剛民の菱成に備らんとす

青年単校の制庇に改め︑一府秩序ある統制

の青年訓練所と︲震柔術智畢桟とを底して

ばならぬ︒

ぬことば︑帝叫々民としての教育でなけれ

縦くことの出来ない︑全鵠に望まねばなら

むべきものでもない︒只閏雌令鵠に一人も

ので︑並て叫民全部に望まれもせず︑又望

然るに従卒の教育は青年訓練所とか︑資

た金遊儲け犬い位の不心得者も出るであら
へない︒

業補習畢校といふやうな不術なるものが存

う︒これでば何時になっても政始は向上す

今成案の内容潅見ろに︑之を四部に別ち

ぺきもない筈である︒

帝蜘々民として充分なろ狸には齢りに所有

するだけであつ張︒今日は義務教育を以て

があろ課である︒此の畢校に望むことは︑

方而が進歩してゐろ︒華に青年皐校の役割

考稚度の入畢︶節二部は中等部として修莱

年限年三ケ年︵高等小撃考青年単稜普通部

第一は普通部として二ケ年︵尋常小畢卒弐

い︒吾々は府蛎称選畢に際し︑第一次より

卒業者入畢︶第三部ば高竿部として年限二

来士人間を菱成すろ様に教育することであ

吾々は符育的でなく︑自晃ある﹁腹﹂の出

これはほんの一例であるがｂ兎も角閏民

第二次へと其の成紙を上げ︑蒋逃の反償を

ケ年︵青年畢校中等部卒業者入鋸︶第四部

の政治的自畳は未だ幼稚と稲せざる彫得な

褒揮するに至らしめんことな希望してやま

は訓練部として修業年限三ヶ年︵之は青年

の門戸は開けて居たものの︑それは境の帝

従来は義務教育以外の中等︑高等の教育

結果はやはり緋殊なものに限漆のである・

技術家たらしむろ教育方針を採った所で︑

殊の人に要す毎へきである︒縄てな畢者にし

ばない︒今日の高等導門︑大畢の如きは特

る︒削蛙に等しく望むことは此れだけであ

ぬ次第である︒

目下我幽の変状は︑正直な虚所有方面に

図忽民菱成の機開ではなく︑あまりに専門

其の種のものは閏民として何錐血接役に立

る︒民理窟や死梁間は閣民に等しく必要で

於て多事多難なるものがあると見らろべき

家養成的の嫌があつ犬︒そしてそれはあま

畢校の入れへも入畢せざる︑十七歳以上の

やがては日本帝幽悲双肩に負ふ青年子女を

である︒此の畔に際し︑錐二の風民として

りに智育偏或的であつれ︒それは人間の養

ともすれぽ思想的に危除を醸し勝である︒

士ぬ梁問むしたことになる︶此等の辿中は

者の入畢︶となすものである︒

して．よく帝図々民として誤らしめぬやう

成ではなく狩稚の技能知識の修得に価い

皐制改革問題

指導に努力か抑ふことば︑現役幽比の常然

敢て吾々は然か望む︒

なす．へき並大緊急の責務でなければなら

躍者の菱成は幹殊の人に限って施すぺきも

いたことは事庇であられば芯らぬ︒技能者

衣︒斯の如き教育が一両にば現代の弊を招
ぬＯ

文部省に於ても深く思悲鼓に致し︑従来

感想二︶
大倉
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彦

ふて庇く愈員諸荊の御粘蔽悲乞ばんとする次第である︒

て秤誠するに︑縄てこれ教化上の金言なりと深く感じたので︑乞

る人格渚で叉愛剛の喉である︒記潜は其の若﹁感想﹂を順呈され

を総て剛家の求めに挑供するも跡せずといばるろ所の現代稀に見

祇命教化の上に大なる貢献走なされつつあり︒然も一代に肇財産

前に互額の私財を投ぜられて︑大命締抑文化研究所ル創立され︑

の地位走築かれし方にして︑夙に我叫現下の状勢を深く憂手瞳きれ︑

大倉氏は人も知る一代にして森岡努力より笠柔界に於ける今日

職

世柵に多く用ひりれる愛とか慈悲とか云ふ行魚は︑形だけ

れ︑身をも忘れて瓢現した行篤に名づける言葉である︒

似て︑内容は全く異って居る︒慈悲とは︑全く名聞利欲託離

×

親が子を愛する︒人だが愛人芽愛する︒語れは何の不思議

４ない︒多まく頂暑いに等しい︒他人の子を愛し︑路傍の人

を愛すること︑我が子の如く︑愛人の如くありたいと願ふ心

利己的に人を愛することは︑此愛の芽生えをもぎとるもの

は︑嵐の愛の芽一生えであ熟︒

である︒
×

に見せかけたり︑一音楽美術の鍬賞ぞ見せかけやうと︑自ら苦

・同箭と見せかけたり︑同怖され様と兇ぜかけたり︑力以上

心して︑人を欺く事に腐心することを︑世渡りと心得て居る

く炉見えたり瀞兄述へられたりする事があ名︒それは他の感

一片の愛や雌怖が︑時によると︑動かす可らざる大力の如

人が多い︒

理性の命ずるところと︑感浦の嬰求するところと︑二つの

である︒

人桁の高さに比例して︑見通しもき典力も湧くのは刑産物

信仰はとＬを狙ってゐるＪ

此雨蒜を一致さぜることを︑人格の完成と云へよう︒修養

る︒

矛盾を感ずる場合が少くない︒此矛盾とそは人生の悩みであ

×修蓋

×
×
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ら︑やがて立ち去る︒そして大力に見えた愛や感怖は霞の様

怖か後押して居るからである︒他の感惰は野次馬に類するか

霧気は随所に充ちてゐる︒

曝気を感受するからである︒

に消える︒

心の奥底より誰露する大慈大悲が後抑する時には︑全一無
結ばせる︒

双の大自然が︑和やかに花産咲かせる様に︑愛や感情に賞を

快楽は求む可きではない︒典へらるべきものである︒求む
となる︒

ろ快楽は悲哀の資を紬ぴ︑典へられたろ快楽は次の快楽の種

道楽でする事は苦しいと止める︒苦しんでも止められない
のは︑目的が控へてゐるからである︒商人は金儲けが目的で

苦しんでも商費は止められず︑政治家は名利が目的で︑苦し
んでも政治は止められぬ︒

その所謂目的が︑自我の篇ならざる大願である時︑苦しみ
は遂に愉悦となり︑力となる︒

高山の蕊気に︑心ゆく迄浸って︑下界と離れた時に︑人間

︐ｆ

ｉｂ令︲

Ⅸ■Ｂ■■６

やがて人生の偉大なろ指導者である︒

ても得難い︒随時随所に之を求めて行くならばｐその縄和は

尋ねるがいい︒それと同様に︑我盈は偉大なる指導者を求め

その先之までを尋ねることは無駄である︒それは次の村人に

道に迷った時は︑その近防の村人に尋ねるがいい︒然し︑

×

が我等に教へて居る︒

来る︒其都度少しづつ積み重ぬればそれでい上と︑密蜂や蟻

柵を高う椿へてはならない︒柵がなければ︑何時か交通が出

私には出来底い︒私には信仰は得られないと云って︑自ら

が運ばれる︒

自分で始末すべきだと知った時から︑直剥に人間らしい歩み

病気や心の噛みも他人には引渡せない︒結局自分の心事は︑

人間は猫りで生れて︑猫りで死んで行く︑生きて居る間は

×
×

×

×
×
×

も透明に近づく気がするｕそれは自ら澄心することによって
早

f2
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Ｉ

現代は︑巧た説明をつけ︑高尚らしく見せかけて歌舞︑昔

︲凡Ｊ︲︲︲Ｊ４４︑ｑｄ■ＦＦｆⅡ■Ｆ●けｊｒ︐宮８９．引ｑ４ｑｌ︲

曲︑遊戯等の興味をのみ追及して︑快楽主義時代となってし

１１︲︲！

ボン︒フが多孟の水を吐を川手９鯛には呼水が必要である︒此

！ｉ︲・・１１．刷仙

雁水こそは自意識の修養修業である︒更に純裁い水を求納る

まったＵそして剃那韮義的自我意識のみ溌述して︑人川が本

無限の力が生める尊き自己を知らないからである〃

来待てる︑氷遠の使命を知らない︒そは賞に字耐・永遠の生命と一

たら︑不断の動力が必要である︒

我等哨信仰・賠鹸注多く望むなら︑それだけ不断の修養は
餅然である︒

教育

子供の成長を喜ぶ親は︑子供が思想的に鍵つた郡を云ふの

×

が禰漫して照る︒それは畢校又は家庭を利己的手段と老へて

心配しながらも︑耐御感化の弧さに押されて︑共儀放任す

を聞墜Ｌ︑或は無批判に︑それが供の進歩だと喜び︑或は

るには︑愛と誠と心の除裕とを持たなければ出来ない︒

鱒じ︑時機を見て更に提Ⅲすれば︑案外効濫奏する︒そうす

平がある︒そんな畔には︑一度問題を打切って︑外の問題に

兇童も大人も云ひ川したら後に退かないで︑駄舞注とねる

×

る︒かくして家庭教育を無力にし︑破壊に導きつつある︒

共の愈巌を失はしめたからである︒かくして同時に自己の尊

近代は︑異説奇行によって︑不義の名利を陣する人だが多
い︒それは祉人が異説奇行と椴迎するからでああ︒異説奇行

砿信正行峰現代人や現代群書からは仲々得難い︒心祁か

を稚迎するのけ︑賑信正行を持たぬからである︒

に︑自然物や人の言行を味ひ︑叉は聖賢の書籍を味讃し︑自

×

感じと直槻とに動く︑それは純粋を意味する︒それだけ尊い

１ｌ１ｉＩ

兇童は詩人に等しい︒周幽稚老瞳することなしに︑共時の

×

悪平等は一切淀滅亡に導く︒

厳淀も失った邪を知らない︒

近来︑畢校も家庭も︑校瓜とか家風とかを失って悪風のみ

×
×

ら鵠駿する事によって︑典へられる事が多い︒

I

悪
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一

フイルドである︒

Ｉ■︲１１Ｆ■ｂ︲

財芽欲しがって︑無駄使ひするのが鮒の山であるに等しい︒

火も水も人間に取って必要ではあるが︑人間の生活を離れ

×

児童は無心にして自然である︒されば指導者自身の繋縛と
する︒

只竪ゞ識ある人け書籍と同様に尊い︒

然し︑畢識を行に生かす人は︑書籍より遥に尊い︒昔より
知行合一と云ひ︑知目行足と云って尊んだのは︑是が鱒であ
る︒

近来は皆︑畢徒を侭似て︑概念理論旅取入れる部に汲交と
に︑自他共に苦しめる事である︒宛も金持が持一﹂る上にも筒

して︑畢的蝋惟のイデオロギーキー翫ぶ︒それは必要以外の事

ずる︒

︵大倉邦彦︶

是が現代憂慮すぺき幾多の祇曾問題走醒成してゐろ根本原因と信

逼求する人々である︒

唯充没して居るのは知識の人︑口舌の人︑利己主義の人︑名利を

人々は更に稀である︒

自己と全畿生命とは同一の存在であることを信じて活動して居る

育家が現代には稀である︒

百年先の郭走考へて︑現在を取扱って居る政治︑耗済乃至宗教教

○

の篤の禦問は︑水火と同様淵を生ずる事がある︒

Ｉｉｌｌ

昂︒畢間も八間に役立ちはするが︑人間生活そ離皿ての畢問

ては何の債価もないばかりでなく︑征を水火の渦をさへ生ず

×

脱し得た耗度に比例して︑心は自然に児童の心と合流し雄化

ぬ︒されば畢間は進歩しても人徳は件はない︒

やうみしてゐる︒それは人文科畢に於ては測念の遊戯にすぎ

近代は里徒述雑好んで形式と抽象と概念と理論とを究理し

×

×

×

惑
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見聞の凱坐を
中峰震江

水野禽善子

I

八歳である︑此の呉猛のする親孝行位なら必ず川来ると獄び

ノ︑雨親を熟睡させたといふ親孝行の本を讃んだ自分も同じ

衣を脱で蚊帳の裾に横になって蚊の来るのを待ちつ追ひつし

勇んで純興なる幼心に︑親御の寝しづまるを待ってそっと寝

てゐる中に︑いつしか夢路をたどったとみへ︑ふと目を醒すと

とはいかに︑母上が蕊た様子で手燭を持って見守って居られ

る︒又︑父上まで出て来られて大騒ぎ︒とにかく寝衣を着せ

られて︑扱何故に斯様な事をしましたかと叱られおそるＪ︑

斗﹂まし士が︑折悪く私の一生韮遡じての今回の大胆にか入

獄は此御稿は正月雛に御蚕載願ひたく疾くに頂戴して置

此の愛らしい美しいお話をある誌上に溌表されたのを︑つい

師たるものは注意深くよく子供に理解させる必要があるとて

・十何年前の川来事で︑如何なる事にも子女の教育には親たり

しながら色堂と事の理をⅢかせて下さったと︒是は今より六

廿四孝の行を誼んで感じましたからと巾された︒父上は苦笑

るとほとんど同時で御座いまし菰ので︑やむなく其の主上

私はおほつかない手に筆韮河しつＬ︑皆様方の御諒承を願
ふ次第で御座います︒

１︑くりＩＪＩｊ〜Ｉくｊ〜くノーくノｊＩｊくノ恥ノ︑ノ︑／︑ｆｊｆｂく″ｋ〃４〃４︐４︐ＬノｒＪ４ｐ１ＪＩ３ｆｊ４ｊｆ１くＪ１〃︑ＪｔＪＩｊＩＪ１〃ｔｊｆｊｌノーノクｆｊＩＪｔＪｋＪ︑ｆ︑

田歌子先生の僅に八歳の時の恩ひ川話であります︒婆

栴檀は二葉より芳ばしと歌はれた八歳の少女が︑さすがに

に︑楠公ごつこをすることになり︑それが一週川もあき歩に

級中の者がすっかり感心してしまひまして︑誰いふとなく遂

営ものにして先生が資に熱心に而白く話して下さったので︑

お話は無論別ですが︑私の小翠校畔代楠公父子の忠節を綾

てゐても其の機含が無い︒粂一Ｌ御腿父母や御雨親からの教訓

らって抽銭で致し表した︒

校庭で遊んだ事を思ひ出します︒勿論尊氏になる事は誰もき

１１１

現代の一年位で親孝行を常に考へてゐるやうな児童はまあ

には︑どんなに善事を深川聞いたり見たりしても賞行しなけ

宮︲﹄

家貧しく蚊帳もない鱒︑雨親の鱒に自分の隅に蚊を集め︑やう

れば質につまらない人側であると︒たま／︑廿川孝の呉猛が

何とかして親に孝養を証してみたいものと︑小さき胸に念じ

○

此の頃拝見しさすがにとうなづきました︒是は誰あらう︑下

手許に保留して震きまし赤︒昨今やうやう再起し得ました

身﹂リに酢せんとさるろ延狸て乞ひ得た次第で御座います︒

ても︑猫且つ第一線に立つ方であろ事に驚異を感じつ上︑し

さらに私は︐左の一常によって寸暇ない夫人が韮をとっ

の事蛍として既に拷様も御承知の事と存じます︒

派命的活動の第一線に立たれる水野夫人としては︑周知

〉
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ッコ左どは路傍の児童の遊戯にまま見うけ壷す︒とかく棋倣

がら活動映謡の感化をうけて︑剣戟の索ねばてはピスケンゴ

公余コッコや陵瀬令コッコほ時代おくれでございませう︒さりな

からに元気に無邪莱に餓戯をとして遊んでゐます︒まさか柿

で面白い遊戯哨川来るし︑池到典辿充分術へられてゐて見る

であります︑然し是等の人狩は性は蕃たりで生れ乍らにして

ない銅の毒千鶴の事で叉欣曾にとって迷惑至極の厄介な玉子

物ではありますまいか︒かれらの境遇こそ資に暗い陰がとも

不良少年少女とれが全くの不良者で︑現代耐禽の裏町の副産

外はありません︒少年零判所に於て雰判もし叉保誰も典へる

祁雑も叉口ぶら吐られたかと︑おそろしい川相浄歎ずろより

少いではありますまいか︒たまノ︲Ｉ母親か︑二三十も后を叩い

性に富む児童の頭は今も昔も菱りはありますまい︒時代にっ

不良ではありません︑病的或は家庭の縦陥や︑極だの境遇から

してゐた不荊一徳行鳶迄が︑除りに瀕登として起るので吐人の

れて環境が次第Ｊ１に児童の遊戯にも性闘にも影響と及ぼし

不良に陥った邪は今更巾すに及ばぬ顎であります︒故に両親

にも極獅があって誠にかるい不尺もありましやう︒是治蛇蝿

来る事は巾すに及ばぬ事でありまぜう︒つい先Ⅱの事私の家

て教育したなら︑断じて子女をして不良に陥らせる事は無い

なり保誰肴のもとに慈愛深く且つ注意深い非良の礁化を典へ

ってしまひました︒全く罪のないいたづらごつとでした︒私

て如何にも面白さうでありましたが︑．いつの間にか静かにな

何乗なく叫んでは︑校内に逃げこむらしい︒度々くりかへし

たのは如何にも心外な事であって︑我共女性が獄過する事は

に端なくも極東選手椛大曾の折に日本女性の名嬰を傷けられ

貞操概念の弧側であった事は︑世界を通じて誇としてゐたの

F 一 一 ‑ 一 一 二 二 一 二 一 一

ﾛ 竜

一Ｌと頼むのも除程御褒美がいりそうです︒叉璃校にけ蓮川場

の隣に建築された小畢校の子供が︑放課後キイノーと面白さ

の不良行鴬が目前に展附される︒その巾に噛是迄日本婦人の

と信じます︑叉一方には恥を知る心が乏しくなるにつけ各種

一四幼Ｊ４

うに叫ぶ蝶がする︒何事かわからないのですが︑男の子が虫け

つてゐるらしい︒すると口掩に﹁不良不良﹂と可愛い唇から

らでも持２Ｌ追ひかけるのか︑何しろ嫌がる事をしてからか

は別にそれを見やうとも恩はなかったのですが︑純な児童の

たのか︑除り浮訓子で肺荊日本婦人の川意間到さを妖いてゐ

川来ないと恩ひます︒縄じて若い畢生が近来米凶カプレがし

たかと恩ふと妙に私の刑維託刺機致しまして︑今に其墜丈け

へ︑子女を託すに校門外の平に迄無附心に州放し過ぎるきら

ひはありますまいか︒否︑親の戒を巾無反古にする女生も無

る事︑叉その母親たる春が五百以上も千人以上ともゐる箪校

のやうに︑冗談乍ら﹁不良老年・−たんとさへいひます︒不良

が残つ一﹂ゐます︑元来﹁不良﹂といふ言葉は近来殆ど流行語

口から一︲不良を直といふ言葉が推戯の間にも︑何気なく出

−
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玲 坐 ま の 聞 見
釘

きにしもあらずでせう︑之の縦軸は雨考にあるとしても︑畢﹃
党母親たる者が酒食と流れゆく世の風潮も知らずがちで︑井

の中の蛙式である軸から充分なる椛威を以て子女を咲ける力
が乏しいのでは無いかと思ひ説す︒昨年我本野禽長が外団か
ら御肺朝後︑カフェーの女給の風紀につき︑その筋の人套と懇

聞いて喜ばしい事と忠ひます︑これに引換へ︑失業薪の救済

談されましたが︑それかあらぬか取締が除縄巌亜になったと
可憐なる峡食児童の救済など多事多端なる折から︑皮肉にも
と出来るのみ厳らす︑郡部の巣迄も亦其の霧板と見受け奇異

近来市内に肺雀似楽部がⅢ一日と︑雨後の符の様に胡きめき

時事評
航空機

寒翠楽天

無荒峠早廻り韮と競ふのば住む伽の中も縮む恩ひす

新らしき空の通ひ路ひらかむと透り迎ひに人韮悩ます
臨喪山事件

兼てより恨みいだきし報ひにとク︑デーダＩに出るおろかさ

共産琉邪件裁判

曇悲もて暴に報ひぱ伺術玲失ふものと知れよこま人

悔ゆろてふ部やなくして徒なばおそれぬ様のいともおろかさ

犬ぐひなきあたら肌側もつまづきぬ恨み奄呑みて再畢はからむ

航空の川剛失敗

さばかれる庭にたちても宜伸にっとあんとする心にくらし

るのではありません︒杵迩の姪梁としても︑叉暇没しにはよ

犬やすくはゆるさぬものと思はれぬ秘密の鍵は利も悲しみて

の感に打たれずにはゐられま唯ん︒勿論肺雀其の物に罪があ
いでありまぜう︒さり乍ら︑今Ⅱ此頃容易ならざあ時機に︑
徒に貴重を時を費すのみならず︑其の裏面の弊害の多きを想

仙輔に百味の飲食とりそろへ水すが如くまつるみほとけ

夜疲浪て潅畳めのおしき人あらむありし昔を恩ひ出して

赤挿は舌悲出して笑ひけむ我は匡先に蝿か試みしと

飛報撚誠

身畿かぱ殿うためにといでゆきしさてＬ悲しき冥土への族

恩ばざろ事につまづき恭人のかへらぬ旅につくば悲しき

避黒中の通難者なとむらふ

塊つきの苔をばらひて阿迦そＬぎぬかづく機のれもごろにして

うらぷん含

像すれば資に寒心に堪へません︒お互様に今少し世の川来事
匠封岸の火災脱せずに︑婦人の制裁力を大にして︑柳たりと
せん︒

も世を浄化して不良の影も藍も無いやうにと切望して止みま

○

記者附記︑本篇は水野女史の御蒋稿悲ｂ同女史と御親交ある中
に感謝に塊へまぜんｐ深く雨女史に御職走巾上げます︒

僚女史の御厚特により本誌上に錦を飾ることを得まし犬ことば誠

−
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栗園迂人

馴洲内を外への聴習

．○

如何に街頭進出が衛世であるとはいへ︑婦人が内遼外にし
て只管脱柴に趨り︑良人の篤に容づくるにあらずして︑他人
への誇として其の浮身をやつし︑男子とても之と同じく︑剛

ことであ覇︑それが唯茂る装飾的欲柴を流し得るや否やが

ある︑若くほ質にあるよりは︑ヨリ高慣に見えることが必

問題で遥い︑着物の市場慣仙が成るべく高いことが必要で
要であると︒

之がアメリカの人や沸蘭閥人の日本のキモノを愛川する心の

を買はんとすろ原因でもある︑加之︑之を盾似て得営たるの一

動き方であり︑而して叉欧米耽禽一般に外面装飾に依て信則一

徴ひて︑中流以下︑下層春さへ︐和今や此の風潮に追随後れざ

量夫れ蚕に上流階級の者のみならん︑上の篤す所下皆之に

○

が
即季
ちと
副い
たひ
たた
るく
我な
剛る
常︒
世才子の誇りであるとすれば︑世は一
垂︑
く涛

なくして外にのみ宜博し︑特に都曾住鵬の春に素２Ｌは︑軍

板と心得て肩書を取るを以て能事とし︑即ち内に修むるとと

る︒所謂今の世の月給取りと稲する階級者にあってすら諺軍

らんとすると芭恰も︑鵬の置似する烏の如く︑比々然りであ

をたる才子は深く刻苦締鋤することなくして︑唯だ単問を看

に外貌を美たしくして信川を沖せんとし︑而して自稲才子住

ｌ

○

昔の士農工商の階級制度の喧ましかつた時代でも︑一時の一

いか︒

が廻らずして︑手っ取り早く抵獣物となる︑質屋の繁昌する
所以は之が篇であると聞くのは︑いかに情けない世相ではな一

ヨアの末席を汚し得るのである︒が︑それがやがて借金に首

全部花畢げ一Ｌ之に郷って居る︒而して彼等は辛うしてブルジ︽

に浩物を着飾って世人の信川を梁かんとし︑其の殆どの財産

人手を甥へて所謂銀ブラを事とするといふ如きは︑垂く内を
外への世祁を語るものでは産からうか︒
○

今日は日本のキモノなろ者が欧米の祇曾に持て嚇されて居
ろといふ︑これ所調外而装飾に川ひられて刷るものである︑

而して之は常裕粁や猫奇家が寧ろ之を以て一種の誇りとする
装飾に外ならない︒賞に今は昔と識って︑清物は一種の信加
︵クレジット︺である︑或人は説いていふ︑

トウ１戸ｆＦｇ

ブルジョア人が着物寿買ふことば︑彼のクレヂットを買ふ

習随のへ外走内
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成金若流は︑か土る外面装飾にのみ浮身をやつした︒翁草に

ろ黄羽二重︑白無垢なり︑一通りに見る時は︑などやらん

座中を非に見たるやうなれども︑元来羽二重といふ物︑和

の含ゆゑに︑羽二重の絶品を以て衣裳を多く用意せし事︑

罰紅の錦にまされる能き物数寄たり︑且つ外交の侍女の出

函の絹の最上にて︑貴人高位の御召此上なし︑されば晴れ

一家の妻窒参曾の事あり︑某が妻女も出席するなり︑定め

立ちを見るに随分麗しく飾れどもや皆侍女和睦の衣裳なり

る︑或時内減介︑光琳に謂て臼く︑来る何日︑東山に於て
て縞羅ぴやか厳る出曾なるぺし遥右に就いてよき物数寄あ

内蔵介方の侍女の衣裳は︑妻室の出立に倍して結購なり︑

或人日ふ︑内蔵介世盛りのときや書師光琳常にしたしく来

す︑内瓶介諾して教に任せ︑さて営日に至り︑晴れの含なれ

らん︑其の趣向如何と問ふ︑光琳暫らく考へ︑爾交と教示

羽二重然るくし︑其の代りに侍女に随分結構なる内室の衣

それ光琳が物数寄にて︑妻室は幾返浩替ゆるとも︑同色の

之は八代勝軍吉宗時代の中村内職介なろ成金の嬬著振りを描

裳を着せられよと指岡せしとなり︒さればにや始めの程

ば家だの妻室︑花を粧ひ︑段奏に端の寮︑金阿弼が許に末

る有様︑何れ天人の影向︑統羅天を輝かすばかりなり︑な

き州したものであるが︑と上に暇着物なるものが此の世の第

り︑乗物を手ぐりにして奥へ界き入れ︑数多の侍女前後を

どや内飛介内室の遅しと︑各全待ち煩ふ歴に︑少し程あっ

一の装飾品であり︑吐交上の信州債値であったことを徴せら

は︑さもなく見えしが︑つらノ︑見るほど︑中村の出立ち

て︑中村の乗物を案内して繰入る︑皆全アハャと彼の内室

れる︒然し如何に着飾っても矢張り奥床しいといふ軸が最後

とり巻き︑静かに乗物を出でたる舷︑唐と日本の美を諾し

の出立をながむれば︑襲ね帯付共に黄羽二重の雨面に︑下

の勝利であるといふ黙と示した所に︑昔気質がある︑然るに

綾習綿細の目もあやなるに︑得ならぬ薫り︑紛盈として座

には雪の如くなる白無垢を幾重にも重ね着し︑スルリと乗

今は此の昔素質さへなくなり︑銀座街頭や道頓堀を︑擢巻の

世上に此の沙汰ありてさすが光琳が物数寄と美談せり︒

物を出で静かに座に着けば︑人糞案の外にぞありける︑さ

長嬬紳よろしく︑乃韮液劇の舞豪ソックリの姿で︑赤や青や

抜群にて︑一座蹴押さ飢自づから伏し目になりい︑其の頃

て其の外の内窒我もノ︑と間もなく納戸へ出で︑前にまさ

金瀞で彩ったケパノーしい姿を以て識行淵歩して居るモガす

に着けば︑追交に家盈の乗物を界き入れ︑徐々と居流れた

れる結椛なる衣裳を蒜替ゆる事度盈なり︑・内蔵介妻女も︑

らある︒これ亦内を外にするもので左くて何であらう︒

ｌ︲１

其の度盈に納戸へ入て着替ゆろ所︑幾度にても同じやうな

ｌｉｌＩ

Ｉ

１０口

︲Ｉ

○

婦人衣服のことはさて置き︑牽堂たる男子亦側じくか上る

すして外にせられて居るのは此通りである︒

して傾鑑するに足りる︒畢問すら常世に終ては︑全く内にせ
○

鴬めでもある︒さればこそ聖人で明泊らんかなノＩ余は斑を

はない︑其の知識才能に依て剛を益し世を益し︑他を導かん

間より嬢問を修めるのは自己猫りを完成する篇めばかりで

昔の賢者はそれ自らの魚に単んだのである︑箪ぶといふの

でも︑今は内を外へと顛倒して居る︒或人日く

側向あり︑それと同時に物質上のみならず糖川上の方面にま

も︑た睡軍に知識の蒐集ではない︑それによ冒し︑それ自

あって︑先方が自己を信じもせぬのにヤイノノ︑と営方から

に委ねんとする者ある場合︑虞に之に道矛一博へんとするので

のは︑他人の篤恥︑機械の馬め︑自己以外の何物かの鰐に

矢鱈に押し付けがましく︑無暗に喪り付けんとしたのではな

待つ者なりと日はれた︒然し其の本意なる︑自己を信じ自己

自己孝一隷焼せしめることを目的とする︑昔の畢問が完き人

い︒所謂修養といふ語のある通り︑先づ自己の知能を啓溌し

らの誉養たらしめたのである︒然り昔は完き人たること

を造ることを目的としたのに封して︑今日の皐問は完から

然為に今や内に修むるととなくして︑外にのみ泊らんとする

徳器を成就せんが篇に畢間をした君に外ならないのである︒

に於て皐州の効川を認めたのであるが︑今日の畢間なるも

ざる人︑半端な人︑猫立性左き人を造ることを目的とす

ぬ︒

○

如きは︑全く畢問修行の本意を失ふたものと言はねばなら

○Ｏ

る︒されば知識は自己を安全にするどころか︑益々不安に

するのである︑云令
人糞は畢校に於て何を事ぶか︑就中高等専門の大畢に於て

そして極言して白ふ︑

の礁想であるが︑然も熟堂考ふるに歴史け操返すとの古語あ

以上は偶然﹁街頭の砥禽畢﹂なる一書非一枕頭に縮いてから

高利貸の代嬬をなすの通︑白く大畢教授となって外画の畢

る如く︑我邦文明︑否な西洋かぶれの餅面文化も年と共に側

何を事ぶか︑白く書記となるの道︑白く嬬護士となって︑

なって︑ロシヤ共産難の綱嬰と日本に移植するの道︑白く

説を横文字から縦文字に移すの道︑白くマルクス主義務と

の歴額が藤原氏の没落となり︑それを侭似た平家が令旭日を

熟して︑経に確落から陵額へと落ち行くこと︑恰も王朝文化

FI

ノ

扇で招き返した浄海入逝の威勢にも似ず︑其の腰目するや忽

語畢を壁んで毛唐人の通瀞になるの道︑等交

此の或人とは宝伏氏を指すのであるが︑さすがに他山の石と

L

1
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刃や

９

ち素朴なる地方源氏に蹴滞され︑眉ずみ塗つ弁平軍の武公子日の如き浮動怖態にては︑前途が頗る危臓なりとするもので

達が水禽の羽一音に驚いて三十六計をきめ込んだ跡話繰返すのある︒悲し複雑なる今の低は︑到底鰯の力にても人の力にて

ではなからうか︑或は又徳川大御所様時代の文化州熟が︑やも外部よりの嘩辿体染を喰ひ止めることは出来ない︑危隙忠

がて幕末の尊王擁夷の叫びに膳を冷し︑経に深雌砿落から︑葱︑ェ腫文蕊何一つとして其の進入を拒むことは川来ない︑
しめた史賃を再波するものでなからうか︒

なる外邪をも之を寄せ付けぬのであり︑叉吾人にして椛乎た

き締め︑内自重し進修する所がなくてはならぬとの御訓戒に

〆

繊巧文弱の幕軍をして︑戦はずして内自から渋飢するに至ら然し吾人にして健全なる蒲刈あり充賞せる思想あらば︑如何

恩ふに昭和の時代をかくの如しと呪ふ者はなからう︑がろ信念あり︑剛健質賞の精祁あらぱ︑内自ら没敗する虞れは

然し活をたる蝿桃浮苅の僻︑森修矩礎の瓜︑内を修むることないのである︒所が今日の如く淀巷漂を剛人皆共の心を浮動

を知らすして外へのみ趣ふて走る側向は︑経に内政に外交にし︑外剛よりの大なる継済的侵入や胤想的侵入に眠くらみ︑

繰済に文誤に︑宗教に︑あらゆる方面に共の思想上の根抵をた営課もなく之に追随し迎合し︑拙だしきば澱讃し模倣して

動揺せしめ膨裂到る虚に生じて経に牧拾する虚なきに至らし徒に狂奔する如くにてげ︑経には自ら倒る氏の外なきを危ふ

めるものではなからうか︑かくては如何に燦然たる外貌を呈むものである︑勿論彼れ来れば之に封しての防禦も川意も必

しても︑それは到底因民としての無塊を消粍し地位を失墜す要なるは言を待たぬか︑さればとて内を忘れて自己を忽かせ

ゆるぶと上ろぞあだに茂るべき

るものであって︑其の行詰りは絶に進退雑れ谷まるの破綻をにするといふことば篭最も戒めねばならぬ所であらう︑長く
拓来せすしておかないのである︒叉かくては折角明治︑大正も明治大帝の御製の中に
と引緬きて我が剛蓮を蕊展し︑世界列幽に伍して雄偉を示し世はやすくをさまりぬとて人み底の
た内容簡質を年と共に喪失するに至るなきを保し難い︑呉盈
ばならぬ︒

も反省すべきは今日に於ける吾人同胞の行動態度でなかられとある如きは︑恐らく此の弛綾し膳額せんとする日本心をひ

○
外ならぬと拝察する︒吾人は今に於て大に反省する所がなく
然し吾人は決して物質文化を呪ふ群でもなければ︑又徒にてはなるまい︑要するに内好外にするといふ賊智は︑此の際
雌断して道徳呼ばりをする者でもない︑唯だ剛民の締川が今疾くに一掃を勉むべきことと恩ふ︒︵昭却令八︑ロ

】i
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て行くのだから︑比較的公平に行くだらうじやないか︒尤も

この財園の鴬めに服部さんが投げ出した金は三百寓回の現金

で︑これで五分利公債独面三面寓回を買入れたのだが︑額面

と時慣とでは三十寓回ほどの開きがあるので︑その三十寓園

○○

だがね︒ソコデ畢術の方面のことは委員長の樫井錠二博士の袖の娘も大なる一であるが︑唯だとの上の希望を言へば︑第一

ことには開係せず︑すべて役員達に任せシ切りだといふとと牧入は残さず使川する方針だといふ︒かう云ふ含としては金

Ｂ︑服部さんから親しく聞いた話だが︑本人は一切との曾．のし︑叉は次年産に繰越すこともあるが︑大鰐に於ては年餐の

か︒となってゐろ︒そして牧入が剰除を生じた時は基金に編入

もりでも︑自然好むところに侃する才兎れなからうじやない︵第五︶謹備費一高五千画以内︒

の取扱ひ方にも偏頗がないと限らぬ︒獣人達は公平無私のつ一葛五千回以内︒︒

Ａ︑無論それはそうだが︑委員とか︑幹事といふやうな連中︵第四︶本財園の目的を窪成する篇めに必要なる事業叉は出版︒

て来るのだから一堂雁じ切れる課がないじやないか︒︵第三︶教育其他の公益事業に謝する援助︒三蔑圃以内

Ｂ︑ソンナととは何虚にだってよくあることだ︒大隅補助金︵第二︶一般畢術の特殊なる研究又は調査の奨働︑援助︒四菖五
を出す金額がきまってゐるところに︑布望者は際限なくやつ千回以内︒

れたと言ってヒドク憤慨してゐたょ︒Ｌたるものに鍔する感謝及び賞金の贈興︒四葛五千回以内︒

Ａ︑或博士が服部報公曾に或種の補助を願出たが︑詮衡に漏︵蕊ご国家及び斌含に濁して有用なる霊明溌見叉は研究を成就

二︺服部氏と服部奉公倉して

いふと︑財闘法人を設立する時の願書には寄附行篇の目的と

藤原楚水とになる︒この十五寓回の金をどう一夏瓜に使川さるふと

とになってゐるから︑含で年堂使へる金は十五寓回といふこ

ｌ服部金太郎氏Ｉを以童に公＃買入れ︑こ＃報公貫維驚にあてるこ

財界の第一人者を語る︒

『
期﹄４

ＩｅｅＩ

Ｉ

Ｆ炉︐し祝

ｆ卜

１１１
ｊ劇︒

下に各専門の委曲といふのがあって︑年登訟衡して金を出し項の褒明溌見又は研究を成就した人に封する感謝といふ熟
卜Ｉ

ﾖ

負Ｕ
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ｊ
︲１Ｌ

な人とも恩へない︑ズルイ︑金儲けには手段を樺ぱい類の人
でもないらしい︒叉非常な商賓の天才だとも考えられない︒．

この着眼のよかったことが後年の服部氏をつくった第一歩

は手に職をもつに限る︒同分哨時計屋に左りたい︒

人を噸して金を取ったことも︑有力なる後援者のあったとい

二歳の時には小さな時計店非冊くことが出来た︒

で︑それからは時計店に奉公稗をして修繕の稽古をし︑二十

を守ったことであった︒

次に服部さんが成功した第二は︑一度鴨嘘を言はず︑信湘

ふととも附かぬ︒一鰐何が今日の彼を造りあげたのか︑君は
との人をど今見てゐるか︑一つ話して黄ひたい︒

Ｂ︑如何にも君の見た通りだ︑何もこの人に驚くほどの商才

常時横涜の居留地にアイザック⑥コロンといふ時計輸入商

があって︑京演川の時計商はこの男から信川借りで時計を借

があったものとは僕も考えてゐない︒同氏の今日の成功は時
が︑それ左ら一人服部氏ばかりではない︑外にいくらも時計

勢の賜も少近くあるまい︑つ壷り時がよかったとも言へる︑

イザック商館から品物を借りて来て汽捌くととを始めた︒勘

りて来て︑これを小寅店に卸してゐたが︑服部さんもこのア

全部を時勢や︑耐曾の賓とのみは言はれない︒僕の見るとこ

商はあったが︑皆が服部氏になれなかったところから見ると

一日後に支挑ふ約束で取引をしてゐたが︑この期日を守るも

のは至って少なく︑大抵五日が十日になり︑六十Ｈ︑両日と

定は三十日明日と言って︑品物を借りた川から一ケ月経った

第一は着眼がよかったことだ︒服部さんのお父さんは名古

なって期日通りに履行しない︒その中で一人服部さんだけが

ろでは

屋の人で︑若い時に江戸に出て築地逢で古物商を誉んでゐ

そこでアィザックも意外に思った︒約束の期日に金を持つ

とがなかった︒

一﹂来る︑西洋では常然のことだが︑日本の商人では珍らしい

期日よりは必ず一日前に持って行き︑一度も約束を連へたと

に丸三年奉公したが︑この辻屋の向側に小林時計店といふが

に京橘の八官町の辻屋といふ唐物店に丁稚にやられ︑その店
あった︑との店は今ももとのところにある︒その時計店を毎

堅い男だ︒かういふ人物は必寺成功する︒安心して品物を貸

た︒氏はその長男であったが︑十三歳の時に商業見習の鰯め

円眺めてゐた服部さんは妙なところに眼をつけた︒

時計店では︑寅る片手川に時計の修繕もする︒商費の暇な

た︒千回が二千回となり︑三千回となっても︑キチンノくｌと

すことが出来ると思ったから︑殿堂と貸借の数量を増して来

約束通りに返して来るから︑茶を信川して五千側︑｜寓園︑

時は画しでも食はれる︒商寅の蚕本もこの直しで辿れる︒雨
刀使ひであるからこれ粍手螺い商喪はない︑登本のないもの
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五葛︑十葛と貸附方が激増する︒しまひには自分の金庫にで

も品物を入れて置く気になって︑無制限に貸して呉れる︒こ

時は明治も四十年前後で︑服部さんの班業も大分権展して

足る一つの挿誰を述べよう︒

品物が西洋から入って来れば︑他店に見壮ぬうちに先づ服部

達しかけた日本の時計工業に封して保護を典へ猫立させたい

ら申出られたいと告げた︒農商務大臣の意思としては折角獲

械が必要であるといふことであれば政府は喜んで補助するか

服部さんに向って︑畔計工業の溌達の馬めに︑斯く／Ｉの機

さんに知らせて来るので︑氏はその特扱を利用して︑市場に

来てゐたが︑営時農商務大臣をしてゐた松岡康毅氏は︑或時

品切れになってゐるものを買占めてこれを市場に供給して利

あった︒

といふ希望であったが︑服部さんのそれに封する答は栗外で

ちらがもうさうは引受けられぬと言っても無理に喪り込んで

この商館でも蹴って品を貸すまでになったので︑仲買として

御好意は誠に有がたいが︑私は政府の補助淀受けないでこ

の事業を完成したいと恩ふ︒袖助金なしには機械が頁へない

ると︑キッパリ断った︒服部さんは賃にさうした人で︑どこ

っこく見えるのは仕事がむづかしく零易に出来ないからであ

までも猫力で︑他人に依駿せす今日の成功を遂げた典型的の

ほどに金がないのではありません︒私の事業の護達のまだる

そ海外との直接の取引が普通で︑何等不思議でないが︑その

第三に服部さんを成功させたのは︑商館州手の商賓を以て

常時にあってはこれ叉破天荒のことで︑同業者から一歩を進

るといふとともしなかった︒服部さんの話に︑私は多年財界

商人で︑氏は自分の喪力以上に銀行から金を借りて仕事をす

が悪くなると︑金の元利の支挑ひに苦まねばならぬ︒仕事は

らぬ︒他人の金を使ふと︑順調の時には護展が早いが︑景気

ふことがない︒手を火にひろげるには他人の金と使はねばな

造を始める頃には︑こちらは既に基礎が出来てゐるといふ如

小さくとも他人の世話にはたりたくないと︑かう老えてやつ

の波測をくぐって来たが︑未だ排って手とひろげ過ぎたとい

く︑誰よりも五年︑七年と尖端を行った︒これが服部さんを

て時計の製造を始めたことで︑他の同業満が西洋と直輪の途

成功せしめた主な理由だが︑簸後に服部さんの面目を窺ふに

を開いた時は︑服部さんは既に同分に製造を始め︑他人が製

次に服部さんと更に大きくしたのは︑精工舎といふぞ起し

めたものであった︒

満雄せす︑進んで直輪の途を開いたことであった︒今日でこ

とが服部さんを成功させた第二の理由であった︒

の商賓は溌展する一方であった︒外人の信川淀得たといふこ

益を得る︒氏の信州はアイザック商館のみでなく︑後にはど

来るから︑安いものが災へ︑それだけ利益を轍した︒同時に

L

哩

て来たのだと︒氏が今日銀行方面でも一番信用の厚い一人で

元気で︑逗子などに別荘があっても子供の保養の篇めで︑本

さんや︑矢野恒太さんなどとよく日本倶楽部で指してゐるが

人は一向に出かけたことがない︒将棋が好きで︑大橋新太郎

腕前は初段格ださうな︒かういふ人はいつまでも長講して貰

あるのは︑かうした氏の人格の反映に外ならないであらう︒
Ａ︑服部さんはもういくつになるか︒

ひたいものだ︒

ですから︑全く世界といふ言葉の意義に

米鯛や英閏の演説が日本で聞ける世の中

Ｂ︑服部報公曾を設立したのが昨年で︑七十歳の誕生日を
記念したといふから︑今年は七十一歳だ︒しかしナカノーの

思想問答

す︒

も革命韮起し︑一家と同然になった課で

通を遮断して居まし丈が︑今は空界にま

が︑自然の要害となって︑甲地乙地の交

ではありませんか︒何しろ昔は山谷河海

れども一概に世界的になり同一にはなり

Ｂ或る稚度までは接近し融合します︒け

ひまぜ︑７か︒

化までも︑今後は同一のものになって了

繁田武
れこと悲捕感するものはｂ撫済問題です︒

で新しき航路が開けＵ高山も大海も何等

ません︒如何に世界的になるとしても心

如く︑是まで特殊の色彩を帯びて居求文

Ａして見ろと︑東洋文化西洋文化といふ

フープアーの一言に依って世界の景須に

地方色まで園際化することは出来ませ

近来的確に枇界的となり閥際的になつ

塗動を起すといふ事変は︑その適例です

天険としての償値がなくなったのです︒

問題にせよ︑その他百般の事物が︑器世

ことは勿論です︒勢働問題にせよ︑軍術

で︑世界を一周しまし衣︒此の記鋒も何

飛行時間四日と十時間八分といふ短時間

メイ鱗は魁八Ｈと十五時五十一分ｌ質

蓮へばそこに生ずる総ぺての事物が異り

士山や信濃川と机迩があります︒風土が

愛化はありません︒駄山米水は自から富

ん．雨極の寒気と赤道の暑熱とは今後も

ます︒﹁所謂江南の橘江北に生ずれば根と

時破られるか判りません︒科畢の溌達は
地球韮急速度に縮小しつ上あるのです︒

までざ国際的の開係走持つに至ったこと
は近く寓賓山事件が雄癖に物語って居ろ

界的に影響を持つのです︒農脆の水喧嘩

益々世界的になり︑愈々風際的になる

ポスト氏ゲッテイ氏の早廻り機ウイニー

‑
i
立

が︑此の先は如何なるものでぜう︒

A
B
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榊成︒風併智悩等の相達から︑各特色が

洋に礎達した思想とは︑幽家組織︒託曾

犬ろ高等専門の畢舎に教育鞭受くる者︑

走抱かしむろものは︑畢校教育の進歩し

になったのでせう︒

Ａ夫れはまれどういふ課で︑斯かる結果

も之を獣覗することは出来ません︒

害毒を祇含に流すことです︒如何として

又は受け求者が︑危臓思想雁惑溺して心

を受くることが多大であるから︑況して

が︑新聞紙上を賑はして居ますが︑あれ

﹂﹂か過激思想とかが変生したといふこと

Ａ現代の青年又は畢生の間に︑危臓思想

あります︒

なる﹂でｂ無精の草木すら︑風土の影騨
有術の人間に開係する文化に︑共通を生
ずることは︑容易く了解し得る所であり
ますｃ

ばどういふことですか︒

批倉組織の不術との三方面より考究すぺ

Ｂ是は青年の特性と︑現代教育の妖陥及

ふものですか

Ａ近頃世間に鷺しい思想問題は︑どうい

Ｂ人の思想は初めから傭はるものではあ

きです︒一挫背年期は感激性が弧く且つ

Ｂ一鎧思想といふことば︐特殊な心的要

思慮は未だ耀達して居ません︒夫れ故或

感受性が扱いものです︑然るに健全なろ

りません︒見衣り聞えたり経聡し放りす

つまり教育Ｆ依って菱はれるものであり

るに従って︑妬めて起るものであります

ますが︑教育にも家庭教育があり︑畢校

いふこと︑委しくばり思考作川の結果と
して生じ士意識内容彫言ひます︒つまり

素の識で︑一口にいへぱ﹁かんがへ﹂と

﹁まとまったかんがへ﹂です邑人のかんが

と︑忽ち感激して直に感受します︒その

事物の善悪韮熟考する暇がなく︑叉熟考

る刺激性の文単なり思想なりに接する

世人より重きを冠かれて居ます︒躍校教

せん︒是を以て心酔となり惑溺となり︑

しても正しき判断を下すの思腫がありま

はありません︒其の中︑畢校教育が最も

意識な心一般に思想と稲へて居ります︒

育は思想の上からいへぱ︑正しき思想を

遂に泣走誤り身を減すの破目に照りので

教育があり︑脈曾の教育があって一様で

此の思想は各人の見方考方に依って︑一

き判断力を菱ひｂ悪しき思想態挫け︑危

投けると共に︑色々の思想に封する正し

へは︑主として人生生活の上に注がれる

致したり異つ穴りします︒同一人でも︑

心誤らしめなければｂ青年の特性を悪し

ぎ︑事物の正邪善悪に封する正しき封筒

凝察智識瑛境経堕等に依って︑鍵化する

を受けつＬある梁生や︑総かに畢校教育

き方に褒揮せしむろことなく︑善良なる

よく智慮と遁念と徳操との養成に力を注

彩絡へた青年が︑危険思想にかぶれろと

方面に登場せしめて︑大に閥家耐含の雨

あります︒然るに一方現代の教育にして

東洋人共通の思想と西洋人共通の思想と

いふことば︑畢校教育の破産と申す外は

授くること延要します︒然るに畢校教育

に︑差述走礎見し犬時︑東西思想の相違

ありません︒殊に吾人韮して奇怪なろ感

臓なろ思想に遠ざかる︐信念と徳操とを

妬説くもので︑言は萱便通上の腿別に過

か︑西洋思想とかの別はない筈ですが︑

ぎません︒併し東洋に起つ衣思想と︑西

ものです︒本来から言へぱ︑東洋思想と

問

から︑人生問題維桝問題等に絡んだ思考

思

答

想
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故︑現代の教育位秤識の一方に怖し︑養

祇を増進する謀でありますが︑迩憾なる
早く改めればなりません︒

ル詮き下府牟忘れて居る向もある是等は

鮒係︐生産的現象即ち物質的力而から閲

す︒唯物史槻とに︑人獅の歴史走経済的

徳の大切なろことル忘れて川ます︑蓮徳

マルクスは︑物質的方面から歴史を籾察

明しようとする見解ルいふのです︒さて

﹁人知の歴史は階級闘争の膳史である﹂と

して︑如何なる結論を郷士かといふ厚

は︑如何なるものですか︒

Ａ現代青年畢生間に獄迎せられる新思想

Ａマルクスとばどんな人ですか︒

Ｂマルクスの思想が中心になって居ます

調念菱成の根本犬ろ修芽科の如きは︑徒
に教ふろに止まり︑行ふこと養ふことを

Ｂカールマルクスは一八一八年猫逸に

な細維から成って居る︒而して各階段は

喝破し誰︒凡そ人叛の川倉は階段の複雑

よく出来れば︑満鮎を興られて勘平素の

生れ︑猫太人の血聯受けて鵬ました．普

って居ろ︒利害開係かあれば︑其の間に

皆一定の経泌組維に封して利器附係を右

閑却して居ます︒修身科の縦記試験さへ
行妖は不問に付して居るが変際です︒而

ぴ︑後ベルリン大単に卿じ︑新皐︑法律

衝突のあることは免れ難い︒各階級の利

通単校を卒業してから︑ポスン大畢に梁

季︐歴史︑丈畢等悲研究し・就中哲畢に

歴史の語明すろ所で︑︑是に依って祇含の

害相反すれば闘戦となる︒丑ば昔からの

鵠育だけ徳育の方は眼中にありません︒

夫故畢校教育が進む程遺徳獅念が乏しく

最も趣味韮持つ菰のです︒終世の盟友で

して平素極力奨伽して居ろ者ば︑評育と

なり︑畢校騒動が上手になって︑教育者

進化が行はれ３歴史が椎成されて居ろと

々流含主義者となり︲ライン新聞記者と

いふのが彼の畢説であります︒而して今

あったエンゲルスと机知るに及んで︑愈

日の階紬戦は賛本家封努働者であり︑努

す︒新な好み奇を愛するといふことば︑

して筆舌の職に火花韮散らすうち︑偶々

を手古摘らせろといふが教育界の現状で

政府の騰仰に鯛れ途に幽外に放逐されて

主義的経済組織を一同も早く操減するよ

が︑新奇を愛好する傾向は︑殊更青年に

り外に手段はない︒夫れには唯階級闘争

あながち青年に限ることではありません

ばれて途に倫敦に移り︑六十五で鰹しま

刷曾主義を変現ごしむろ強めには．賓本

した︒斯く勿忙の中に︑筆と舌とで過激

階級の勢力に常リ︑生産手段を献曾の公

走暁にし︑無産階級が圃結して︑菱本家

費は雨立すべかざるものである︒彼等の

韓悪に係はらす撤迎します︒その上群銃

くといふ僻性韮生じますから︑新思想は

な危鮭思想走博へて岡つ六のですＵ

に奔り︑後本剛に舞ひ戻ったが．再び逐

が多いから︑戒ぐに変行に愛じ︑往妬大

Ａマルクス思想の大要準承りたい︒

いふのであるから︑過激であり危険であ

有とする理想の寅現延期するのみだ︒と

白耳義に逃れ︑白耳義から迫はれて巴里

それた事態仕出かすことがあります︒是

思想をなすものは︑唯物史糎でありま

Ｂマルクスの一特色であり︑皿つ代表的

ことになり︑新奇なものには忽ち飛びつ

等ば枇の青年畢生が大仁猛省する必要が

多く認めます︒従って奮を嫌ひ凡を忌む

あります︒今日の祇念細縦は上屑に亜き
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りますｏ

用へれば︑大切な薬草に愛じます︒危険

思想といへども︑其の中に大に参考とな

の如きものです︒その稚草も名欝が之韮

する共康は︑勤勉の美風走扱します︒そ

研究することば差支ないのです︒唯之に

すべき分子が混じて居りますから︑之を

に破壊的であり過激的であり妄進的であ

の結果ば共惰共貧となって︑決して肺曾

感溺してそのま坐変行に移るから悪いの

って︑釜く危臓なものです︒彼等の主張

ば進歩せす人間の幸而は増進しません︒

であります︒

いＯ

雁史は階級岡予の歴史なり﹂といったの

彼等の主張たる共産熊宜言綱弧の中には

共産剛露西亜の現状が論より誇蝶です

Ａマルクス圭義の批判を聞かせて下さ

は一種の見方ではあろば︑釜般に互ろ正

ンのみにて生くるものにあらず﹂と教へ

忘却して居ます︒バイブルにも﹁人はパ

は物質方面にのみ価して︑精神的方面を

る折導粘祁がありません︒只柵議の大元

はありません︒要するに彼等には確乎た

い︒是等は断じて︑手に鯛るべきもので

我が叫偶剛怖に惇りたろ個僚が極めて多

と韮保たんがために︑剛健の改鎚を謀っ

ります︒つまり剛家及派愈の安寧と秩序

Ｂ現行の法律としては︑治安維持法かあ

しては︑如何なる制裁がありますか︒

ん︒一歩を災行の中に路か出した者に封

Ａ知ると行ふとは︑一歩の差に過ぎませ

Ｂ先づその唯物史観から申せば︑﹁人類の

しき見解ではありません︒其の所論所見

てある通り︑人は物心二者の統一機であ

締として平地に波澗を起すものでありま

たり︑私右財産制度左否認しホリ面接行

ります︒是を以って︑唯物論にのみ立脚

Ａか上ろ危臓な思想であれば︑君子は危

悲貰かうすろ者等悲取締る法律です︒

動不合法的の通勤に依って︑自己の意志

せす︒・

粘祁方面に多くの州係を持つ我々︑本人

きに近づかすで︑その書を蓮け︑その研

することの不可は言ふまでもなく︑殊に
には不通のことが多いのです︒猫委しく

究を厳禁致すが淀しいではありません

主張に依って︑見解を異にするもので︑

Ａ剛家や祇愈の浦安といふことも︑其の

巾せぱ︑測迩でも武士通でも︲その他Ⅱ本

Ｂそれは誰にしても無付く所であります

縦は根底から間違って居ろ︒それ走枇界

彼等共産主義者の主張は﹁現亦の融合組

か︒

悉く唯心的系統に脇し︑長く幽民の内的

が︑正しい方錐ではありません︒昔泰の

に行はろＬ併伽耶蘇の三教にしても職皆
生活を支配し衆つたものです︒それ竿の

儒者韮坑に叩め︑書籍を火に投じたこと

姑皇帝は︑撃者が政治を批議する韮怒り

いふ議論は如何に裁定す・・へきですか︒

維持の法に律せらろ︑︑へ島﹄理由はない﹂と

我等の眼から見犬不満愛であるゞ不滞塗

的平準に立直すが目的故愈今日の治安は

思想とマルクスとは氷炭机群れぬもので

徒に暴政の笑を蕊し︐文化の進歩を胴鍔

・がありまし衣が︑何の益する無もなく︑

あります︒又彼等は無産者に階級闘争を
正しき︑韮義は建設的であり穏和的であり

したばかりです︒危敵思想は瞥へぱ弥草

教へたが︑之は平和の日的に反します︒
且つ漸進的であらればなりません︒然ろ

！

りですの

的に︑受めるはよいが︑多くぼ悪思想に

Ａ畢生殊に高等教育を受ける者が︑思想

Ｂ夫れば大問題です︒国家には餌家の立
る︒今日の法治剛では現在施行の法律に

依って︑善悪の標準走決定すべきであり

ますが︑あれば何か教育方針に妖陥があ

惑溺して︑研究から黄行に移る様になり

場に立脚し求法的制裁と立鯛の精神があ

ます︒

るからでせうか︒

では︑どうすることも出来ないもので

Ｂ一綴思想といふのは︑教育方面ばかり

昨日まで極悪の罪人として圃固に叩吟し

なくなるのです︒

す︒更に研究すれば︑其の蹄満する所が

までの皇帝は︑英幽に亡命の身となり︒

Ａ西班牙剛では過般革命が起って砂昨日

た共和派の首領が︑今日新政府の要路に

趨については︑手のつけ様がないといふ

Ａそうすると︑現在の青年畢生の思想蹄

起つといふ有様ル見ろと︑其の時と其の
閥の組織に依り︑葬悪の標準が通ふこと
になる課です紅︒

Ｂいやさう速断されては困ります︒併し

のですか︒

の季ひは︑何れが是にして何れが非か︑

問題は極めて重要でありますから︑何れ

Ｂ徳川の幕末に起った撰夷論と開港説と
其営時に於て端んど決定し難いものであ

︵昭和六︑八︑五︑日記︶

改めて私見鵡申上ぐろことにしませう︒

ります︒

りましたが︑今日から見れば到然とわか

も︑其の善悪は後の結果韮見なければ判

Ａ・さうすると︑今日の危険思想なるもの
然しないですか︒

Ｂ撰爽論も開港説も︑皆憂幽の至怖から
出嚢したもので︑個人の利害とか私情と
かば︑寸蕊も交へて居りません︒危臓思
想の非なることは︑前の批剣に述べ犬通

借金や家賃か支抑

ざへ少からす︒昨年幕南米ブラジルに

言して︑人心か悪化せしめつＬある者

られたりと聞く︒其時に該り法律上借

大革命起りて︑借金棒引の法律布告せ

金の返済は免れたるも︑人祷遺徳の立

られつＬある趣なり︒之に因て之走見

場より却て年賦月賦の返沸方法が誰ぜ

ものにあらずして︑華克人情道徳に止

れぱ︑事物は利害乃至法律に絡始する

まろものと詞ふぺし﹄吾々日本弘荊含

貝は須く同志走糾合して愈々迩徳浬動

か旺盛にし全幽民延塞げて弘道倉員士

也︒

草間豊洲

らしめこと走期園せざるぺからざる

昭和六年

日本弘道倉員

＝

一

三

一

一

一

一

ー

一

営

、

一

一
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一二十四のそ談美一
者 記

い唾らざけんにい唯ろぐんにかば上圭ら汀健あざ正かつが陰・ハ版づか

ａ﹄んし一くようしやうし聖と届

八百汁回︶の借用読書をぱ取り出し
圭巷αろひと人Ｉめ幻ぜんこれやす

て︑驚く人登の面前で之を焼き棄て︑

運韓手の表彰

とう号やうじぽんこつくゆレ一一てんじんちゃうざかい

東京市本郷厘湯島天祁町一の九酒井

ところ昔う汎ん淳うえそくし

もつへうしょう秘か一﹄ろうんてんしゆ

めひか似けいじぷちやうへうしょうしやう含んぷう

か髭うんてんしゆだかはしうしの十けくんくわじつけいしろやう

同時に現金五百回とポッと投げ出し︑

方運聴手高橋丑之助君は︑過日警硯隙

宮うじげん含んゑん江に

之を機曾に﹁小豆曾﹂を創立したいと

相川刑事部便から表彰状と金一封を

さい

港ぜんちかないむしやう

こしやうだがし乍一しけとかだめい﹃一ぅとうおい

は叉何と耳寄りな話であらう︒それ雛
客ひ倶人印一うぐゆし里てぬじんらやう
去る日︑本郷価湯島天祁町二の三七煙

品せいものはう

以一Ｌ表彰された︒近頃迩卿手といへ

ていざ

こい書くわいめづ弁くわいさうりつ

提議した︒所が一同の替伺を得て帥時
けっていこたうＵ過すけし哩ん迫ん
七十八歳で︑その阻先は近く内務省に

決定したが︑此の徴の宗肺氏は︑本年

ふんせんぴと

まだなんみＬよほだ

ぱ︑どちらかといへぱ不正の者︑方ぱ
とがくみ上がらおりにかばしくん
かり兎角耳にし勝である折に︑高摘君
ぼんてうらうしんいをざかさ宮や李

ぜ合じゃうしゆぜ奇Ｕ︑すけどう会だほだけちか・恥さか？やう

おいて南朝忠臣の遺蹟として笠置山そ
にともほぞんけっていひだ︒句刀くに
の他と共に保仔に決定してゐる常陸図
１ご

擁一談し︑蕪戦した人であるといふ︒

字一

閲の城主開宗肺公でへ北畠親房卿を

ことばどとらき品にく︲ざうゐ

﹁人と人と・が美しく暮して行く上に︑

の事︑耐曾激化の上に生きたお手本と

らないが︑開翁の如く之を賞行して︑
しか淫んごぶな註かつ辱め
而して今後皆が仲よく附合ってくれと

さいけんしやじ悪んさいＵじゃみ江

さん方の前でこれを焼いて棄てますか
こんごほんにうひとをようつく

つ含めぬかぷんこ．たか

草商握鳥茂次方へ一名の弧添が押し入
かじんけうばくうへげん含んゑんうば
り︑家人を脅迫〃上現金冊回を奪って

△↑ことテルぴにん

たいばんｈつぼさう

こ＄ろざしいんかこく

も︑長島方に押入った強盗と雨人相︑
・ザつたい︾﹄うひじやうぜんばけん
風船が同一なので︑非常線を張り︑厳
だんけつくわつひ吟一陸くこものごう
探の紬果︑途に抽縛した︒此の渚は弧

ながし哀かに封しいどう乞うこんさう

く︑被疑春は失践住であったけれど

ひぎしやしつきうご

署員が早遮聴けつけたが︑時は既に遜

しよゐんさっそくかとき十でおそ

高橋君は即刻本富士署に出頭︑﹁どうも
あ
やと上でそこ宮う
怪しいから﹂とて届け出た︒其虚で同

仁がぱしくんそつこぐもとふじしよしゆつとう

るが︑それが畢動が怪しいと見るや︑

寺よ津う心やみ

よしばらやつくわくいたひこにろうあが含やく

ら高橘君が蓮仰して乗せた客︑それは

侭かはしくんうんてんの唇やく

にちやう︾︲︾﹂うじつさうぎやうぜん胃てんじんちゃう

逃げたが︑丁度同日早暁前記天川町か

げんこんか趣ＤＩＩあらそ正になに全でか︑

現今は金金で手ひ︑何から何迄金の
上涯か
せ骨堂う
ために浅ましい世の中である︒開翁の

吉原遊廓に至り壱太悩に上った客であ

み一さ

言の如く︑浅ましい︑醜いものに相速
しかくらうへ
なに
ない︒併し口の上のことでは何にもな

最粥鰭ましいそして醜いものは金であ

︐いふべきである︒この志が脚下の閏
ふんわくにけんかしゃくわいもん仁い
民にあらぱ︑我が園の現下の耐曾問題

ぜきおう岳とこれじつかう

ろ︒価椛蒜たる自分は︑偵務肴たる皆
がた全へやず

の大半は立派に一掃されることであら

ひとひとうつくくらゆラヘ

ら︑今後は本営に人として清く美しく

う︒誠に感ずべき美談である︒

こ跨一しやくわいけふくわうへいて侭ん

お附合ひを願ひたい︒とて︑交嘩の巾
つう寺んがく筆ん
ううけい
から合計百八十一通︑金独︵一寓凹千

一郷の人盈遂自宅に招いて

今・いうひと︐Ｆ１じたく生泡

川麓に住む開宗肺氏な︑去日近親並に

さんろくすぜ毎むねすけし含尖じつ今んレーしならび

茨城聯新治郡高演町大字中津川船嫁

男前

一葛五千園に見せた．

I
■L夕､〆､／渇〆､一一へ一迫一一一一ベーシ､

もつとマリざみにくが温
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可

とうばんをつと・ソばん笹んくわもの言うしよふ

ぐわつこ上のかひとう︽・やうしぐわい﹂＆﹂

七月の九日の日である︒東京市外淀

含害つエーくか谷のすけ

丞窓錘ろし画↑しひろい堂にシゆ

上ろこく仁

いふの憩皆嶋勝氏に拾って頂いたお蔭

里一つもとくみしんじやう豚︐つて玲らばうれ

である︒喜んで下さい︒

だ王ふし県Ｐし全屍よみこ

とて松本君ぱ侭怖や一面に現して嬉し

こぜい型んしゅんじゃう芯挺ん

へロつしよ﹄フ

ていもの︽・やう危ぐなかじまかたどうとう亨っにん

盗川犯玲窃盗九犯の前科者で︑住耽不

橋町柏木の一二六食料品店の鴫島幸之
すけしかたそ巴〃ひとりを呼迩んにづ
助氏方へ︑素朴さうな一人の青年が訪

いんちよれい

ばし妾らかし唾ざしよ−︒︑れう︒︑聖﹂ん︽上るしＬ塁ｊ一可の

定の者︑凶賊で長島方の強盗も同人の
し一﹂とはんめいみんしやフけい釜つ
仕事と判明した︒これは︑民衆警察の

の黙も月日も同じ日にめぐり合ったと

懸著なる例だといふので表彰されたの

ねて来たといふのである︒早速辛之助
氏が睡待すると︑其の青年は﹁あなた

云ふのは奇しき縁であるといふべきで

全渥モ諏り

ごしゆぽん造しか今ふ

だみにうとつおれいみが

ものがた

そものかたりい詮

恥心

いのちわやこ菅い

ゑん

しかつきひ

い

ある︒

なひち

さに泣きに泣いた︒鳴島氏も叉審ん尋
此の青年の純情に泣いた︒二十一年

が御主人ですか︲一と雌めて︑さて念に

ゐ

鴬の高橋君は︑第一時刻が遅いので
ずでへん雪・一も

ところ陰んごうぐけい客つけいぴ

しおうたいそぜい唾ん

涙寿浮かぺ︑﹁資は御磯に上ったので

たうたかはしぐんにザ上こぐ釣そ

とれが既に愛だと忠つたこと︑叉素振

す﹂と物語った︒

である︒

りがどうもそはノーして居るのである

泡んぜんつ含ひおたぐわつこ上のか友つのはづ

にん昨ん齢隆志かたか

く前記の鴫島氏に拾はれたのであつ
いたばじわういくあんしぐわいゐおぎ
詮・ワ分ふめぐさかごしやうゑのもとかめ号らしあづ

た︒そして板橋の養育院から市外井荻

こんにら迂子らやうふみぎをいねん
全つもととくいちくん

る︒

来る日も来る日も陰篭一収一降りそＬぐ

くひ〃︑ひいんうつふ

雲心の篤志

させられる︒叉以て美談とすべきであ

全走もつぴ電ん

こ︑曾て毎陸めんにいしやきでｂら芯

し

也んかんしやけつとく寺へつ

なるぽど命の親であるから︑此の青

其の物語はかうである︒今から二十

全女よじ

砂所 へ ︑ 本 郷 座 は 蒋 察 の 馨 術 は ど う か な

年の感謝は決して特別りことではない
しかにんしやううつ
かも知凡ぬ︒併し︑人怖︑美はしさ︑

にらにんじすところうん

町上井草五九三瀧商榎本懇吉氏へ預け

ゆうぐわく旧圭瞳こせん

含いよ︐ｆ︑ふしぎ

どと聞くので愈々不思議にした︒又吉

一年前のＨも日も同じ七月九日夜角筈
診ほむらやし３やぶ永がぜいご
八二九大村屋敷の嬢の中に︑生後六十

此の劇的場合は︑第三者迄も賀ひ泣き

原といふので遊廓へ行くと︑煙草銭だ
ゑんもんく
金とて一回五十銭も災れたといふので︑
たぜもの
こＬろきけい
てつきり只者では底いと心に確めて警
きつうつ仁で
察に訴へ出たのださうである︒金さへ
なん含やく
たざい
集とれば何の零であらうと他は一灯語力

られて今日の成長を見たのが右の青年

ぜんきならし全しひろ

マイナシといった人間の多い中にｐ鼠

松本徳一調であるのであった︒

ばしくんかうゐゑことしよブ

みめさい︾かん士らしつけう今﹄がい

ぢ︸﹂くやんしゆつ乃らゆ弓︒かい今う︾Ｌうじやうしん

の地獄を現出し︑所有階級から同傭心

雨に細民街は失業︑飢餓︑生きながら

かたわつ弊いばわたしすてご

語綾けて日く︑私は捨子であったこ

きい今んしにん人︑〜守

とを耀近に知ったのです︑段堂聞くと

に各川で術に見られない美しい涙ぐま

ものが兵これ

かくしよつれみうつく腿入腫

しい物語りを生んだものだが之はまた

なんやこ︑はししよひらぬし二︒．がもら

何でも淀橋幹に拾ひ主と探して貰った

東京市外吾嬬町に二蔑伺を投じ︑無料

じゃうがみ唐とと含

へいけんさかうしゆがうかく

い藍とぽ誌鰹ちやう

すえや・っや走るし隼↑し二と

末に︑漸く鳴島氏といふ事かわかりま

診擦所を建て︑綾いて去る日吾嬬苓の

人情美談

した︒今でばこの通り大きくなり︑徴

なみ催びにん

どんりやうじよたつ正書ひめづＬ︽しよ

幸一う含今うしぐわいめづ﹄一．記やう全んゑんと・フむれう

今日の有様は︑よく人が形容し垂︲人

兵桧孫も甲秘で合格しました︒それと

こんにらめりさ二ひとけいようにん

た波ぐましい美談︑

怖紙の如しといふ﹂との時︑これはま

る︒

かい

橋君の打篤け誠に賞すべきことであ

はら

日の男児が捨ててあった︒所が︑蓮よ
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つうせつ邪んこん︾︶めづ世

らやうじれうしんｂやうじよに生ち含ふ

．あづとじしよでぐ辱恥しよちやういんらいち

所か此の武藤氏にして︑何時か此の

すさにようぽ

元金貸業武藤精宏氏である︒曾ては高

現状に室脆を感じて来て︑大正十年五

地が私をかうさせたのです︒と︒

礎も御ひません︑裏切られた者への意

いつこ

利岱として︑今様金色夜叉と仙間の口

月郷里幅岡蝶八女郡の夫洪水には一千

親溌が﹁善人でさへ成俳できる︒ま

ところこむとうし

十蕊回心費燕となった︒

全ん盆んしさん

こせいちゃうたつかうりつすう

庇営かいた建かひとりむずめ

るを痛切に感じてゐ毒した︒此度吾嬬

侭いに戸やいぢい曇つまめと

封する憎みと意地から今だに妻を婆ら

へうくいしぶくろ

町へ無料診療町キー建てて町に寄付した

てへひんみん今一らしよた味砿く全い
手を経て︑貧民街七百二十批帯に白米

ミ子の成便孝一楽しみ︑高利は積んで敷

す︑只金を貯める外には︑一人娘のス

かくこおくとくしア

を各戸に贈ったといふ篤志家がある︒

五十五俵と︑ビスケットなどの菓子袋

のは︑吾嬬箸の出口署長と十年来の知
含
いくわんけいれだし
己であったと云ふ捌係からです︒私を

とう丹やうしうしごめく孝らやなかの角やう

さがない連中から紐はれた人である

五両側の救仙金を寄付したのを妓初

して悪人篭や一といった︒属の溌心こ

もとかねかし味うむとづぜいこ︑しかつかう

それ蛾東京市牛込腿市ケ谷仲之町六の

が︑祇然此の美畢に出るに就ては小説

に︑耐曾事業︑教育事業等に寄付する

そ共の脆維の美を溌那させるものであ

れんぢういたひと

賎んぜんこぴ昼．よでついせうせつ

も

従うＵとうしめい毎迫んぱろけい

ゑん︲舌うじ肋つ許ん含ふ

ぐわつ二つやうりふくぞかけんめぐん妬いこうやゐ

こかいしん

たか

さいしよ

かぬかしゆうなにざいふ含

ふうそご

しやＦ︑わいじけうけ審与いくじいうとう含ふ

こんじ今︲全

匠ずうくいい

ばんとう

ぽ客つ

じんぷつかう菩う

ひとたよ

い

４つく

諸悟って︑人の鰯め世のために課すや
かたうつく脈ん作ん
うに堅い美しい人間となる︒これには

ざと

その過去の如きをかれこれ云ふべきも
しんにんけんさきよなか
のでば底い︒餌に人間を僻り︑世の中

戸︑わこごと

浄町よくいたづら

瞳んげんいうしうぴめざい
人間は有終の美を目指して生きるも

かんしんた

って︑吾をば此の美畢を聞く︒まこと

われｊｆｌこび含よき

そさいしゆうぴばつ今

あ・・︑にん・じんはつしん

しんらんぜんにんぜうぷつ

汚わ産し

捨てて去った女房とぱ︑それきつり一
︾
﹂めうらぎ○ものい

そのま上のエピソートを持ってゐるの

とと五十蝋回︑こんな風で︑其の後と

に感心に堪へないものである︒

なとうでん倉しやうくわいおこうんせいこう

けんじやうくう︽︲よかん轡たいしゃうねん

である︒

いふものは︑金貸業や何かは一切兇切
ひ漣ずらよだめひとためし
りをつけて︑只管世の鱒︑人の馬に賛

のであり︑努力する．ものである︒徒に

助かしいまやうこんじきやしやをけんくら

常の武藤氏は明治州十一年春に︑座
おうぎじゆ〃︑ぜうけうやかくで異くいん
雁恭塾の商堆夜騨を川て︑翌川十二年

本を投することそれ話楽しむやうにな
むどうしこやう
つた︒金色雌のやうな武藤氏が此の様
に菩陳に底つたといふ︑此の改心は︑
こしんはつしん
しんたふと

こ強つしん

贋に尊い︑もので︑此れが虞に溌心であ

し

り︑此の溌心によ〃ての人耽行動こそ
むとう
しんだふと
嵐の奪いものでなくてはならぬ︒武膝

しゆつほん

底不幸は夫人ツネ子︵髄時二十五歳︶

弥．れＩ〜

あらゆるけいけんむにむとうしごと
所有紳聡も無駄ではな℃武藤氏の如
て樫んしめく
﹁まことに為Ⅲかしい次第ですが︑も

たといふべきである︒

きは︑吾為によきお手本を示して呉れ
わたししぱあたごでん今．しやう

ころとう今やうにいこうやゐ

が流打した時から︑稚生施設の緊聖な

ｈうかうときえいせいしせつ含んえう

る蝕︑東京に大洪水があり︑犬愛悪疫

たいへんめく犬舎

と︲／︑私は芝愛宕で電気商をやつてゐ

しにい

氏は

いらいむとうしぜひかく詮つだ・へんかい

以来武藤氏の性格は全く一愛し一金﹂

だぜいくわつしえじやう
を貯めることが生活の信催となり︑Ⅲ
じげうしはくがＬすらり・印やう含よみえき
もなく事業をや油芝脆烏森町に共益
しや︒つくわい舎人ゆうけう嘘じ一一・つつ金一
商曾なる金融菜を剣め︑去った妻に

肱づ

の出奔であった︒

ふかう軍毎しんこたうじさい

となったが︑斯様にトントン拍子の武
とうし
そかていみ全鈴僅
藤氏にして︑其の家庭を見舞った大き

かやうぺうしむ

ぜんかぶし含先︑わいしゃざう的つと心し生ｂやノ︑けんしはいにん

釜株式曾耽を創立し︑取締役兼支配人

ん正八年には費水六十江寓側の電気保

に︑武藤電菰滴鱈を起して運よく成功
仁
いしゃう過ん農如ゑんてん母ば
集
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情の市寒乙彦
日本銀行糖裁︑大識大臣

氏はもどかしく思ったか０

と車走止めて素早く下りろと心スタノ︲Ｉ

﹁伸屋さん︑一寸止めて下さい﹂

悲槻したのは其の車夫だつれ︒

駈け出して行って了つ衣︒

た市来乙彦は︑近来稀に見

何しろ次官閣下の御川に立たなかった以

東京市長等の要職を歴任し
る篤焚の士である︒

いづれ其内御達しがあるだら

ればならぬ

上︑どうしても祇首になるのを畳悟しなけ

く︑言語暴動なども極めて

うと︑それからばいつもびくＩ〜もので其

而も蔑事につけて如才な
丁寧で︑給仕や小使に川を

之れ雅博へ聞いた氏は︑

日の来るのか待ってゐろ飴末だった︒
﹁それは熱の気なこと起し穴﹂

と丁度其時省内一同の官吏に特別賞輿金

が大臣さんから︑さん附けで呼ばれるかと

かられ﹂

恩ふと︑身鵠がぞくｊ︲︑する程嬉しくなる

と︑寄ると障ると︑一同噂し合ったもの

叉氏が同じ大蔵次官在任中︑中皐に通っ

である︒

士︒

てゐろ令恩の鱈︑家庭教師を一人傭ひ入れ

令息の先生に伐逢ひないが︑この教師に

って吃鷲した稚であつ犬︒

封しても亦頗ろ鄭亜なので．祁手の方で却

術畔公私共多忙を極めてゐたにも拘ら

ず︑三度に一度は︑必ず其の教師に︲

﹁あのお緋深い次官さんを早く大臣にして

といふ調子なので︑下級の者迄心服する

上げたいものだ﹂

﹁折角御出で下さいましたのに︑和済みま

た︒此時氏自ら悲開に出て

のが常だつ士︒これは氏が大燕次常畔代の
の自動車といふものがなく︑奮式の人力車

せんが︑賞は子供が．病気で寝て居ります

と丁寧に挨拶するのが常だった︒

﹁毎度お丹折り右雌う御座います﹂

が術へてあった︒

やがて氏が今度は堂々大臣となって再び

と樹時ｎ大識櫛内で思はい者はなかった︒

了った︒

或日︑氏は急用があって︑此の人力車に

ので︑本日はどうぞ御向山に御引取り頂き

が出てゐたのを︑封の催・共車夫に典へて

乗って出掛け犬が︑何しろ氏は人一倍大き

大蔵省に入った時にはｂ省内一同が躍り上

たう御座います﹂

と云ばれて︑↓車夫は一生懸命汗悲絞って

は鴬然のことだ︒それに︑これから又私共

﹁何しろ︑あの方は大臣に出世なさったの

も氏の宅ばで抑はす︑必ず抱へ車夫に直筆

そして教師に封する謝禰の如きも︑一度

と挨拶するのであつ士ゞ

叉令息が描須にか上り臥床した事があっ

つ穴︒

ことであつれらう︒

って繭歳走叫んだのは︑蓋しさもあるべき

もｂ却々思ふやうに速力が出ない︒すると

な鵠躯なので︑仲がなかＩ︑ばかどら芯か

﹁伸屋さん︑︲う少し急いで下さい﹂

ことであったが︑其の頃はま江省術へ付け

下さい﹂

﹁何々さん︑かうして下さい︑あＬやって

命ずろ場合にも

￨蝿魁祷f溌曾鋤紳;職緯寮呼撫溌榊棚…拝窪･L.:I
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の禰状彩添へて︑その宿まで特たせてやつ
亜﹄Ｏ
今Ｉ

其の他︑氏の邸に出入りする者に封して
に敬服しないものはなかった︒

も常に懇切なもので︑従って一人として氏

杉浦翁最後の活教訓
今上昨下の未だ束演殿下に御在しました
頃に倫叩形進講し︑皇室の御信任厚く︑高
潔英迩を以て一仙の師表と仰がれた杉浦重

に待ってゐろ拝にその胃を韓へ求︒祥は︑

ったらう︒

が先生が身悲以てせられ菰蛾後の教訓であ

の多かった英闘のペンザムが︑まだ牛誰大

功利誰悲唱へて︑皐界に貢献するところ

ベンザムとノート

止むなく又の機か期して︑すごノーと立ち
踊った︒

それから二十分間ほど過ぎてから︑先生
﹁お祥は踊られたか﹂

ックストーン博士の誰義起聴きながら︑彼

理の一撃生であった頃の鞭であつる︒ブラ

は︑床の中から︑前の書生を呼び寄せ︑

﹁ハイ︑先猟師られまし衣﹂

他の躍生は︑夢中になって・ヘンな動かして

は一向ノート韮取る様子が見えなかった︒

﹁何鹿の何といふ旅館にお油りか︑それと

﹁ハイ⁝・・・あの・⁝．．﹂

も親戚か友人の許にでも御滞淵かな﹂

であった︒﹁ベンザム刑︑荊は何故ノートを

ゐろが︑彼は平然として只獣老してゐろ丈

︑﹄︒

取らないのだ﹂と級衣が不群さうに質ね

﹁シイ︑その黙は・・・⁝﹂

﹁お訊れしなかったといふの〆﹂

﹁何虚へお泊りと仰つたかな﹂

﹁先生の商瓜牟慕ふの除りお訪れいたした

地方の或中峨校長が︑玄開に刺を通じ

剛が︑永眠の途数日前の事であった︒

ものである︒是非拝顔の炎走得たい﹂

﹁それは不可ないこと起したな︑治ったら

た︒

先生の誹義の中に︑どうも解し城皿乃庭が

判断するに忙しいから躯記の暇がないさ︲

に︑あればかう︑これはあ上と︑是と非奄

﹁イヤ︑僕は先生の講義韮聴いてゐろ中

７

ばお月にかＬろとお約束がしてある︒私の

あるので楓﹂

書生は︑反赤な甑をして口綴ってしまっ

﹁シイ︑うっかり致しまして．・・・：﹂

といふのであつれ︒

宜しくないので︑到底望み伐叶へてはやれ

飛燕が何ｎ減るかは先方にば分らぬから︑

蛎中ではあり︐ことに近頃は一層容鐙が
まいとは思ったが︑あまりの熱心さに︐兎

治ったらば︑私の方からお訪担しなければ

﹁折角ではあるが︑生憎摘菜中で︑病床の

のは誠に巾課がない︒これは︑私が︑対に

ならぬのに︑お住所心聞いておかなかった

ばれてゐたのだつ赤︒

せしめたが︑此の噸から醜にその鮒芽は呪

果して︑後に新畢説悲唱へて皐界心震憾

かく彼は︑講義韮鵜呑み怪しなかった︒

れ︒

も角もその名刺を携へて先生の枕遥に何つ

上でお日にか入るのも失職と恩ふから︑癒

といかにも心苦しさうに言はれた︒これ

言ひつけなかったのが悪かった﹂

と静かに言った︒書生拭︑引返し︑斐開

ったらばお側にか上ろと僻へよ﹂
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釦謹尋塞轄地鎮祭翠式の記

大正十二年の開束大震災によりて︑あ士不調︑恰も祢雨の再来の悪ありて︑述日雨

ら本脅新倉館をして烏右に期せしめてよ降り浴衣蒲の肌へに感する風もうすら窪き

一︑昇紳

一︑含長以下退下

一︑祭貝退下敬浬

終ったのは午後二時過ぎ・それより一同

酒韮以て一同祝杯を繋げ︑心からなる新倉

一同それより講堂に引揚げ︑祁餓の冷造

記念搬影︒︵口絹参照︶

の使命愈々亜く︑本含の活蹄は一層大なる暴風模様に似たれども︑幸にして雨は匙が

づ挨拶あり︐それより服部刑曾憂は地鎮祭

館の将来に脱祁あれと澗れり︒徳川伸長先

り︑妓に足掛け九年目︑時局に鑑みて本曾程の愛訓振りの此頃である︒然るに此日ば

もの韮期待さるろの際とて︑如何にもしてれ︑定刻の午後・一時牛より正確に開始する

の祁意に乗れて︑徳川現含長が含長に就任

本命の活動の本源地たる新含館走ぱ先づ復韮得たり︒砺主は祁田三崎祁耐々司祭貝二
興させて︑而して本含の活躍も更生の意気名を煩はし︑左の順序にて進行す︒

が二つ綴く課であると述べらろそれより

式で覗意韮畢げたい︒本含は目出度いこと

二十五年に和術するので︑之悲何等かの形

午後三時なりき︒

繁田武平氏の脱餅ありて一同散術す︒吟に

されてより新脅餓の落成する明赤は恰も浦

ため教化の一大使命に任ぜんとて︑命員一一︑祭貝蒲床
同精祁的意気に燃え︑一面寄附金募集部を一︑赦貝献詞テ白ス
設けて︑含館建設費と事業推金の募集に卿一︑大麻行事
みしが︑含員諸君の絶大なろ御援助と幹部一︑盟湯行事

ル以てし︑含祁の精岬を鵠して愈々邦家の一︑竹長以下一同詰床︒︵午後一時半︺

の御誰力とによりて︑幸に祁岱の成果起牧一︑降祁敬鐸

したるものにして︑左の如く出勝者約二十

営日は本命職員役員に限りて参合を煩は

こととなり︑中僚精一郎氏に御依頼して︑一︑薪主覗詞・

深く感謝す今

有五名︑盛夏の折にも拘らず御出席の勢を

め犬ろを以て︑愈々含館の建設に着手する一℃祁撰奉献

に事業蒲手の蓮ぴに至り︑七月二十六川の一︑銀物埋納

新命館の設計も成れる悲以て︑故に具鎧的一︑寄主切聯行事

出席者︵順序不同︶

甲子三︑中催粘一郎︑繁田武卒︑鏑木乙

徳川達孝︑松卒直亮︑服部宇之吉も而島

である︒一︑玉串奉職祭員列奔

莱︑臼井政子︑川岡源子︑庇江万次郎︑

佳日走以て︑先づ地鎮祭の式典走畢げるこ一︑含長祝詞．
ととなったことは誠に慶賀に堪へない次第一︑王串奉献含握以下順次奔濯
土用とはいひながら︑誠に稀に見る天候一︑祁撰テ撤ス

記の式畢祭銀地

記の式畢祭銀地
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八太郎︑足立栗園︑原忠篤︑米田又夫０草間製吉︑束僚卯作︑島谷義武ｂ

高梨惣助心江幡辰三郎︑江平林作ぃ高木加賀美閏光︑岩村成允︑寺本輿左衛門心新島六之助︑荊瓜斧二︐

徳川曾長の祇詞

鼓二本日吉辰ヲトシ我日本弘道命男館建設地ノ地顛祭ヲ畢行スルニ方リー言呪緋ヲ陳フルハ不肯ノ蚊欣幸トスル脈ナリ

惟フニ地銀祭︿曾館建設ノ第一歩クリ此ノ第一歩ヲ着シ得ルー至リシハ間ヨリ本種創立蒜故両村茂樹先碓並二共ノ後ヲ糟カレ

タル正副倉長諸賢ノ賜一ラテ又賛二木曾ノ篇撮獅誘披ヲ害マス諜捧努力ヲ相鋤メル我敬愛スル愈員並二梅務推任考諸淵ノ終始

一貫鎚多ノ苦心ヲ累ネ辛努ヲ積ミタルノ成果二外ナラス不肯鴬胎ヲ以一アシテ乏シキヲ本命見長二承ヶ料一フスモ今此ノ新宮館ノ

第一基礎ヲ定ムルノ昌辰二値上仰イテ光柴ノ極メテ大ナルヲ思上術シテ責務ノ輔夕重キヲ感セスンハァラス

彼ノ大正十二年ノ開束大震災ニョリテ不幸本命易館ノー刺烏有二肺セショリ復興ヲ計リーア弦二年アリ幸二共ノ間日夜熱心ナル

含員諸君ノ奮闘努力ニ依り其効果裳シカラス並二更二益登斯道ノ振興ヲ期スルカ馬ノ第一歩トシーァ再上此ノ新曾伽建設ノ希望

ヲ達成シタルハ誠二慶賀二堪ヘス是侃二曾員諸君二負う所ニシーア深ク感謝措ク能ハサル所ナリ今ャ多望ナル今日ヲ迎フ玉房ハ

本曾ノ篤新含館建設ノー日モ連カニ功ヲ竣ユルニ至ラムコトヲ所ルャ切ナリ幸二斯迩ノ篇日夜砥脇息ムコトナキ我敬愛スル曾

員並禽務捨任者諸君ノ刷瑳牌沃二依り相促カシ相戒メーア更一二段ノ策働ヲ加へ今Ｈ既二第一基礎ヲ置キ得ダル新含館建設ノ事

業ヲ不日一一シーア大成セシメ此ノ如クシーア一度本曾ノ本擦ヲ確立シ斯道恢弘ノ篤諸君ト共二益交勇往麹進スルコトヲ得ルー至ラ

ハ或ハ多事ナル邦家ノ基礎ヲ輩固一三ア斯道振興ノ篤柳力神補スル所ナキヲ所ムャ糞クハ諸君卜共二故西村先生並先任正副倉長

諸賢ノ先躍ヲ踏ミ更二今後ノ歩武ヲ進ムルニ於テ識力薙鋤誓一ア本曾年来ノ期圃ヲ達成スルト共二復興スル此ノ新曾館ノ上二幸

アラムコトヲ地鎮祭ノ式典二際シ一言偲切ノ微衷ヲ陳へ以テ覗僻トナス

昭和六年七月二十六日日本弘道曾交長伯爵徳川達孝

63

講開扱皐導軸老務芳

い︒此の門戸開放と目的途行に萱する所あらんとす

湘織舶僻鎚附努務者輔導畢級開講
勢務者輔導畢級の開加たる英固のマンスプリッヂ

東京市に於ては夙に絃に留意して昭和四年初めて

るのが︑今回の我耽含教化畢院努務者輔導皐級剛誹

秘︑逓諏の道も︑等しく菖人に支配し共通するもの

之を貸施せしが︑噸る好成績を翠げっっあるに蝋

は﹁今日は腕力も暴畢も遂に力にあらず︐思考こそ

であるとす奴ば︑此れを開き叉は倉得する思考の力

み︑今回本畢院は東京市と共同主催にて︑識帥指導

の趣旨である︒

も亦蔑人共通の者でなけれぱならぬ︒而して思考の

員諸氏の御指導の下に東京市内の工場努務者叩の熱

資の力なり﹂と訓へた︒げに最もである．宇宙の祁

力は之溌教育に侯たればならぬ︒鼓に謝育の成果を

く開講することとなれり︒幸に此の教育界に一新紀

心なる人今を選びて︑努務者の高等常識並に人柊完

昭和の聖代に生芽享ける者は︑濁り金殿玉楼に棲

元を劃すべき事業が︑熱心なる講師諸先生と︑努務

普遍化し大衆化するの現代緊急の任務たるを痛感す

む人々に限らず︑工場の勤務︑街頭の勢苦に従事す

者の謄験的協力によって︑斯界に相富の成果あらん

成に資する所あらんと︑九月中旬より別項要綱の如

る人々も等しく思考の力を所有し︑宇宙の祁秘にも

Ｚとを斬って止弐ぬ次箆である︒

るのである︒

鯛れて生活の両建に努力する所がなければならな

誰開批曝導肺義務鍔
63

東京市勢務者輔導畢級
主催一賊禰肺道曾赴曾教化畢院

要綱
輔導皐級定員五十名
二雪場聖鼎市祁川睡西小川哩一ノー
日本弘道愈献曾教化畢院内

六時ヨリ八時半迄︵二時間半︶

毎週二回圃月︑金︵木︶曜日午後

十一月十三日二至ル十八回︑

三画時昭型ハ年九月十四日ヨリ同年

三︶科目及講師

Ｑ ︺ 倫 魂 理三回二回二時間︶

文翠博士吉田静致氏

︵二︶産業能率三四一四碑間︶

能率研究所長上野陽一氏

︵三︶政治思想史六四一回蒔間︶

法翠博士卿川彦松氏

︹四︾赴曾問題六四一回一時凹

経湾畢博士永井享氏

︵五︶音楽指導九回ヲ課ス

其の他指導員の下に科外講義︑論文横習︑懇話曾︑

映誘倉︑修畢旅行︑見翠等を随時開催す︒

−−１

一
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故誰塞霊蓉 館資次氏を悼む

ずして︑其の質の活躍を期待する今後にあるの時︑去る七月

の報を耳にしなければならなかったといふととは︑何たる吾

十ヵ日突如として︑大館支含の賢夫人たる副支曾長館氏逝去

昨年秋教育勅語換獲四十年の記念式が全画一湾に行はれ︑

る記宥の心こそ︑夢また夢︑哀れにもまた哀れといはねばな

んとする頃を︑此の禿筆を以て哀悼記を綴らねばならぬに至

人の痛痕事であらう︒大いに共の活躍に封し感謝の筆をとら

ともすれば団民道徳の不振を叫ばるるの畔︑これが剛民自蝿

氏は明治十七年三月︑秋田職北秋川郡大館町に生れた︒年少

らぬ︒鼓にせめ一Ｌもの氏の人物の一端なりを偲び︑今は詮な

にして志と立てて東京に出で︑東京府立第叫中畢︑並に京北

の雲を弧調する契機となって︑全幽に幾多の運動を惹起した

如きは︑特筆すべき一大事賞に馬する︒即ち同地に唯一人の

に酬ゆろ所あらんとす︒

曾員たりし大館町の元老小林定怖氏が︑時局を救済するの道

進まんと専心努むる所があった︒併し氏の此の熱望は不幸父

中畢を総て中央大畢に入里して法律を塁ぴ︑風帆一路製海に

くも涙を以て哀悼のペンをとり︑以一Ｌ柳かたりとも氏の生前

いて︑此の際の記念事業に優るものなしとて︑弘道にこれ努

君の容るる所とならずして在京鯉年にして中途止むなく一念

常時旋父は︑何故に此の愛鬼の取鎚る泣訴哀詩駐許されな

を断って失望の裡に締郷せざるを得ざるに至ったのである︒

かったか︒それは充分愛兇の上を恩はるるの事であって︑即

あられたのである︒此の事脅は既に諸君の悉知する〃である

徳運動が月除を川でずして立沢に効を遂げるに至ったのも︑

なくして飛躍の許さるべくもない︒此の大館支曾の設立と道

して漸く埜雪の効なるの頃は︑心身既に疲れて︑錦衣をぱ白

に一二であって︑然も其等二一の稀少の人と雌も︑刻苦奮励

氏は︑こよなき賢夫人館氏を有し︑館氏は叉立派なる主人小

ち郷間負笈の諦生所期の畢業を完ふする者は︑其の十中僅か

林氏を称するといふ開係に世かれ︑鴬に餅の大館支曾は校範

恩ひつつも︑其の懇諸をば都けたのであった︒

什に飾るの無惣の例は非常に多いので︑切なる愛児の心中を

副支含疫館姿次氏のあることを忘れてはならない︒それ小林

的に創立さるることになった︒然るに其の後未だ一年も過ぎ

営の小林氏の女房役として︑蔭と友り手足となって致されし

が︑事の成るには︑必ず之が両翼となり手足となるべき補佐

は只に本含の道を弘むるに如くなし︑而して又此の事業を措

て︑我大館支曾の創立と︑其の結束せる図民道徳振興運動の

者

ことは邦家のため慶賀に堪へない所であった︒其の中にあっ

記

︒上

片﹄

の人︑氏に塊瀧の詞華優宛の筆蹟があるのも決して偶然では

た︒父君け樺園と晩し︑夙に一家を成して斯界の堀士と交る

ととし︑其の接は郷家の巌父砂下に侍して︑専ら歌駆を修め

た呉越逓樺ぶとともない︒形容亦擢を河に長者の風があっ

達にして犬度︑客を喜んで何等の城壁をも其虚に築かず︑堂

氏は城南と暁した︒天職館豹雌先生の玄孫である︒資性淵

に故あることである︒

ないのである︒

し去って︑檎縦の妙を極むといふ凶過言ではない︒移志を政

た︒而して癖に長じ︑文に能く︑雅浴剛柔筆舌に位し来ｂ泣

こ上に於てか︑父の心中を察する氏も亦父君に従順とれこ

．長じて大正十年犬館町御議員に選ばれ︑爾後三回も其の職
にあった︒更にⅢ十二年同町名粋助役

に幕裡に奔放回在の奇策を行ひ︑壇頭

界に傾け︑資を桐げ︑同志堂援けて常

である︒今後一代の業綾之より畢から

一促女の嫁げるのみで︑皆何れ凶稚子

氏には六男川女の迩兇がある︒然も

峨りあるものである︒

十有八歳の生涯を罪る︑梢しみて戦猶

才能は︑多く他の奉仕に識して春秋四

て自らは求むる虚非く︑共の多角的な

の汚鋒は演向ふの敵汁斬り割く︑而し

にも就任︑専念擬食をも忘れて町治に
奉じ︑大いに見るべきものがあり︑明
職伽に二年にして︑止むなき事術の下

達果敢一新の業を途げんとせしも︑在
に之を僻されしも︑青年にして早くも

斯の如く町のために力を致し︑其の人
物は醜に同地に垂きをなすに至ったの
であ一る︒叉昭和五年十一月には小林氏

Ｆ邪

りや以て又氏も膜すべきなり︒禿筆を以て此の追悼記のペン

併し幸に同地には氏を惜しむと共に其の志を篭ぐものあ

んとするに方り︑多くの幼溺の愛子を這し卒然として他界す︒

んとし︑雑く期する所あって︑其の制篭大いに進め︑町民も

鴫呼悲しい栽︑論して大雄院無外城南居士となす︒

氏に期する所大なろものがあったが︑不幸七卿遼に病んで再

を捨てあ︒幸に採り享けよ・

に庇大館職業紹介所憂に任ぜられ︑大いに術昔の所懐を展べ

び池つ能砿ざるに至ったことは︑氏の心中蛾巾すに及ばす︑

含長とたり︑大いに道徳運動に力と致された︒又同六年一月

姥佐けて本命支愈を創立し︑其の刑支

d，

i塾識ii識f＃

同地の人凌暇等しく失望藩鵬︑涙次きを得なかったことは誠

｡
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机
の

塵

机の塵︵八月の世相︶
×

︒ｘ

米機価︑届で要窪地上空奇飛ぶ︒不注意でと謝して済吟蕪呑

成ない︒閏法の威厳は何粁にも屈するなく威力を卸か廿・こ

れも国際道徳振興の一策造り︒．

仙界翠げて家の時代来る︒ｎ本に於ても閏康機︑午燕脅操

ｃ

す︒これ例になく︑陸海仲のよい所を見世ろ︒武士は食はれ

縦と云ふ篠件の下に︑十蕊園の懸賞附Ｅ﹂犬平洋無滴陛械働

×

の計企羅表︑科壌文化日本の病騨ろ馬に︑蹴現を期せよ！
日本帝剛民︒

小橋文相無罪の判決︒山梨事件と共に︑泰山鳴動して鼠一

疋たり人も川でず？↓

化倒賠聯合含長肱前の朝鮮総督斎藤賞子爵就係︑慶賀︒時局

教化界の剛賓川川男逝いて月齢︑鼓に教化の総収締中処教

﹀︽

の如き庇叩浦一難の智育教育でなく．度の人間淀養成するこ

によし︑但し内奔たる根本教育方針の改革の方は如何︑従来

炎暑キー迎へて川に海に哀しき便錨令これ喝罷育奨励の一

×

今や教化界多事︑折角御識力を斬るや切なり︒

立つまいが！

者流への府牒命議員強畢斐？融通︑見込はよかったが資現
半ばにしてオヂヤン︑財界と政治家の間は剛民は大方堺怖を

るぺからナ︒いざや立ため︒

化界も暑休中に恩ひを練って︑そる！Ｉ九月の活躍に術へざ

府牒向議員選畢を前に政界暑中を先づ動き初む︒我等の教

面の弊か︒夏よ悩ましい◎さらば去れ︒

知り抜いたから︑またかと少しも溝か底い︒積り侭砂以上に

×

拾って絶へない此等の事件︒剛民よ自斑すべし︒

共銀行の支店長等預金貸付難の折柄考へだしたのが︑政黛

×

とに心掛けずけ︑年限短縮哨︑畢校名稲の鐙更も何の役にも

文部我肇制改革案迩練るっ同く年限短縮と需稲鐙更︑大い

×

理がツキモノ︑考へ底き者の仕業は凡て大方斯の如し！

川し︑固鵬にファッシズムか共和制かを問ふ巾︒無理には無

スペイン因︑帝政群覆しては見たが︑その共和政府又投げ

×

ど高揚子といったのけ昔の話︑御商費上戦ひは御手のもの！

恩給法改正問題で軍部の﹁特別﹂優遇を主張して文宮に封

●
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野田翠雨

わらんに准くｃい釦ほほんはんこくらづへうきうかもそしにひにりかた

︑陸うえ含ろん

塾で吉川松陰や勝沸舟等十数の川人に︑仙界の大勢駐挽き︑州図貿易を論じ
ときし失ういうら﹄でふかそみざがだ弥瞳雁・派けにいせう
券時に彼川した川紺深い︑ものである︒其の右方の刀架には大小とサーベルが

じゆくよＬにしやうゐんがつかいしゅうとうすうらんじんせかい仁いせいと論いこ・

には高さ六尺ほどの地球儀が置いてある︒此の地球儀は誉て象川か木挽川の

仁かしゃくち含うぎおこち今う薯かつし吟買毎ざんこび今．らやう

床の間には和蘭から舶来した大肱の蔑剛地団を表装して鍋げ︑美の下の左方

些こま

象山の書粛は︑東と南か鹿に面した六鍵と凹蝋牛の二Ⅲつぜきであるが︑

しようざんじよさいひがしみなみにはめんじゃうじゃうはんふた争一

ある象山を訪ふたのであった︒

し堂うざんと

兄︶も春海の門人である︒春海は偶々北陸漫遊の途次︑かいて懇意の冊柄で

けいしゅんかいもんじんし地んかいたき︐ｆ１価・・︑即くぃ↑んゆうとじこんいゐび一昨が．ら

為槻柑を訓ふ者室に洲ち芝の赤範子山千韮の鈴木亭踊︵故八代文畢沖土の令

ＬＰ︑わんざ︒︒こものしつふし陸世きい・・ハレちは葬上寺寄ようさいこしみぷ必がくはくし唾い

れ信州松城へ肺ってゐた佐久Ⅷ象山の家に一人の来客があった︒年 型六十
いろしつあごひげなかはやじゃつひんらうじんあさくき苧晶哩旦
一二︑色の白い顎髭を長く生した上品の老人であるが︑これば浅草の奥山に
くわん言うかん鴬︐やがＬはやししゅんかいｈんりふこつざういうめいひ
槻州の清板ぞ掲げた林亦油である︒林流の骨州といへぱ有名なもので︑Ⅱ

＆んしう塾一つしみかへきく念しようずんいへぴとりちいきやくとしころ

元治元年二月一旧の夜であった︒吉川松陰の事に応して︑群禁釧に鹿せら

ぐわんぢぐわん泡んぐわつついにらよよし鰹しやうゐんことざばん秀んこし上

一︐異彩を放つ容貌

､
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毛かた睦らしゃくナふぐらゐ一年つうずこみぢかたぎなた

にん唾いかんがへたうじししん

塵を拝するものではないといふ考であったが︑営時の士人で

つＬそでもらおそし主うざんひとｂ

かけてあり︑其の傍には七尺五寸位の普通より少し短い薙刀

︑︑

筒袖を用ゐたのは恐らく象山一人であったらう︒

たてかなぎ肱だか声ずこぶ含嘩つだん全含へんずん

二︑員に営代の英傑

じ主うざんひおけふらゆび唾やレラ冨領ゐぷん呑むらいにく

蔀

が立掛けてある︒躍刀の形は頗る奇抜で︑千段巷の豊に二寸
医んかぎらちが少に江しようぎんてないながじゃく

ぱｂぬき仁いぼうもけいたんにう塾そ

ほどの三本の鍵が有る︒諦棚には象山手製の優さ三尺くらゐ
たんにうずこぶちん含かたち定んばくてうじにいｂふかうえび

の張抜の大砲の模型とピストルと短刀とが置いてあるが︑其

象山は火桶の橡へ指をかけて﹁林氏︑階分まいのう︑綾悪

丘乃口ぎぎちじんほつ一﹄くゆ含けんぶつこいのん含

白髭を撫して﹃突然にお邪臓巾して何とも申詳が無い︑富は越

さ世ぞり盆んらいＥ︲心含やくたん今︽苦いなあいず土しゅんかい

の短刀がまた頗る珍奇底形で︑南北朝時代に流行した海老の

かにくず︑言曇さしけさる︑︑︑

やうを型のもので︑楠正成の差して居るやうなものにそつく

と寒さの折で遠来の珍客に何の風情も無くて相済ぬ﹂蒜海は
しらひけぷとつせんじゃ全もう江んもうしわけ正じつえら

ｂぎ

釣ほつくえうへしよもつや土ごとつずう似んほこ世い

りである︒

後の柿崎の知人から︑北図山雪を見物に来いと言はれ︑呑気な

わざ︑んＩえちご生でゆ含み塁ゐ一口としのゐとり﹄ぜんせい

大きな机の上には書物を山の如く積み︑数十の本純にけ西

機械︑醤擁機械︑舶球のギヤマンの美珊な金魚鉢︑毛既︑西

号ういいりやうきかい唯くらいみごと今．んざ上嵯らもうせん通い

やうしよさつかんしょるゐ︑︑︑モ険かてぜいでん含

洋の書冊︑漢書の類がいつぱい︒其の外︑これも手製の詣索

もので能覚越後迄雪見に参ったが︑厩途篠の井を通って先生
封も程晋ひせんせいごんもうしいお
を恩ひ起し︑是非先生に一言申入れて世きたいことがあって
わざ八︑全かりここん企んごやっかいやかた心
鮭堂濡越した︑今晩は御厄介になって一夜語り明かしたいと

みんわざ入︑たうらこばんかたじたな

いけいらいめなつぞんを含でん

存ずる﹁イヤ︑能登営地へお越しあって千寓辱けない︑お玉

ヶ池以来お目にか上ら余懐かしう存じ居ったのぢや︑貴殿は

一﹄かうぜつうけに念ご壱んぢしんしう

咽煮て緩為御高説を承はらう︑それから御存知のこれも信州

にゆる

きけあがらしんし弓めいぶつあんやざだうづけたうらいさや念ぎよくろ

象山の風采は︑色の白い長い顔に︑髭は耳から顎へかけて

酒を飲んから︑信州名物の杏の砂麟漬に到来の狭山の玉露で

そで匁なや﹄こるもん唾おりｈやうてばか全うへおめい音二口ご之

めし紫つそばあだ＆きしめいた毛嘩にいかう
璃物の蕎姿を暖かくして差上げることに致さう﹂﹁蕎変は大好
姦つなにときわしこんにらたづ越らう上ざ

物︑何よりありがたい︑時に私が今日お尋申したのは除の儀
ぜんぜいにいさい江ん窪みよどちうこぐいた
ではないが︑先生に一大災難が参るに依って御忠告を致した

客やう

訂もせつしや豚いきいなん全ゐ

は筒袖の上へ陣羽縦を重ねた︒象山は西洋人が筒袖の服を着
けいくわい・へんｂしなこうしふざたもとみぢむ
るのは︑岬快で便利であり︑支那の孔子でも﹁右の社を短う

いと恩うて底﹂﹁ウーム︑拙者に大災難が参るといはれるの

つＬそであい陽一うが法をいやうじんこ

たにしごどとぎふざたらとつ上そで

す﹂とあるから︑何か仕恥をする時は右の訣を筒袖しやうに

か﹂左様ぢや︑

企Ｆ

霧いたものだ︑筒袖を愛州するのは︑必らすしも諏洋人の後

つＬそでうへごん窪孝りかさしまうざんせいやうじんつＬそでふく舎

他と挨拶をする︒象山は常に筒袖を着し︑皐徒に教授する時

ひとあいさつしょうさんつれつＬそでちやくがくとけふじゆとき

裾に同じ三シ所紋の羽縦で雨手を袴の上へ世き︑明噺な蕊で

ずこ全へそ江がはやさう栓つじらさきひも＠つや今︸んくるもめんつ上

心し前へ反って長く生し︑惣髪で紫の紐仇茶茎︑黒木綿の筒

ら︑何人も奇異の眼を見張らずには居られなかった︒
し実うざんふうさいいろしろ虻がかばひげみ△あご

なにびと含みめみばゐ

洋馬具︑なども並べられ︑まことに肌鍵りた書室であるか

やうばぐならふうがはしよしつ

死の山象間久佐

先生の天庭に剣難の和が現ほれて居る﹂﹁イヤ︑拙君辿易は

ぜん逆いひだへけんたんさうｈらを途つしや父︽妙
好きでよく讃んで居るが︑易は水来が逝徳の書で占笠か主の

すよゐえ告ぽんらいにうと・︑しよせんじいしゆ
えきとうやうにうとくこん隆・ルこつさうじゆつ

ものではない︑易は東洋道徳の根本ぢや︑しかし骨祁の術は

え雪↑へつらの世つしや苧っばうこ上ふえを守
易とは別物ぢやがや拙肴はあまり机の方は心得て鵬らぬ︑災
でんたうじにんさうに隠んザやう塵んはたけんなん↑ごう
殿は樹叶人加では日本一といふ評判ぢやが︑果しＴ剣雛の相
にしかもう迎いやうしよ

こつさう侭・あいろ﹄︲︑かこつさうかい心うしんりぼう伽つがく

といふがあるのかのう﹂﹁それは碓にあり巾す︑両洋の書にも

めいくわんれんそれりん︑にうり軽一つしやけん

丹相の法は極兵と書かれてあり︑柵加は州制心理︑法律の肇
江んさう

などと和開聯して夫堂迩理のあるものでな﹂﹁それで拙溶の創
靴の和とはどこぢやな﹂

私は十数年前︑江戸お玉ケ池で話間にか上った隙から気が

わしすう趣んぜんえ︾﹂仁まいけめさい昏

つゐばや管上ｕういん江
どらうこくもう企ゐ

ぜけんりよがうちようりしと

付いて居たが︑あまり早くから不群の言を鴬すのもどうかと
ぞんこんごちまでひかい上ノ︲１せん世い含祇ん珪李一ょ
存じて今日迄控えてゐたが︑侭蔓先生の危難が辿ったに依つ

お前の身に創難が来るぞといったら︑それこそおの典き恐れ

て御忠告巾しに参った︒これが世Ⅲ間巷の張三李凶徒なら︑

全へみけん肱んく勤毛

いばゆろ今肋うらんいだかぎぜん

て︑所訓窮して猫するやうなことを致さぬとも限らぬが︑先
しせいめい

をつしや穿と一︼一ろかため

生は淵迩の誰粁であるから︑何事もかくさずに巾しますぞ﹂

きいかったつし会．しやなにごともう
い

いねじにこつか

いたづしらいけんしやす

﹁よく言うてくれた︑死生命あり︑拙満も男だ︑剛家の魚な
しいと
ら死も厭はいが︑しかし徒死したくないな﹂﹁そこだ一て厩家
ため

の篤とはいへ︑徒らに死地に入るけ擬粁の罵ることではな
めいてつそみたらもうせんきい弥候いみｈぱしろかみ
い︑明哲共の身今や弧保つと申すからた︑先生は叡色芳臼く髪は

塗黒に︑長き髭の工合などお年よりも四つ五つ若く見えるが

しつこん雁がひ炉ぐめひとしわかみ

先生の人机に三つの特色かありますろ︑共の一つぼ先生のお

軽一んせいにんさうとくしょくそせんをい

諏は砿面からは見て両方の耳が甑に隠れてゐることだ︑世剛

か鯉しや管而めんみりやうはう桑Ｌ弥鍵かく世けん

鈴佳ひとしやつめん弥換みさうばう承上ずこ

多くの人は︑脈面から釦と見ても︑双方の耳が少しづＡでも
かなみ鷺う含上うっき・Ｌひとざうはうみ上み
必ら歩兄える︑蝶如肥沌の人でも双方の卦が見えるものだ

・些少も見えない︒

せん十一い芯がか襖み上手こしみ

わしにんさういういま全で全んいじゃうひとみた渡ひとりロ毎

が︑先生は優い甑であるのに耳︾雲

私は人机を業とし今迄に拾弧以上の人を和たが︑唯一人姉

人で砿一斗が碓而から見えぬものがあった︑先生とその婦人と

じんｈ由Ｌうみ上しやうめんふせん世い・ふじん

尋
ふたり含めづにんきうさやう
二人映りで︑まことに珍らしい人洲ぢや﹂﹁左様かのう︑それ

はじうけた畢一はじぷん含つひと

さずが含でんこつきうか守っ

は妬砧て承った︑自分でも気が付かず︑人からもざういはれ

け凡なん客いざ脳

Ｐくとく逐う

たととがない︑流石に貴殿は什和鍬だけによく気が付かれ

た︒それが剣難の災を招くかのう﹂

せんきい

三︑三白眼は剣難にかＬる

めぜんせいめさん睦くぐわんいみくくろ

﹁イヤｊＩそればかりではない︑先生にはも一つ猫特の相が

う岐裟ぷにばんぶんい気一いうしたはうしろめ

あらる上︑それは眼ぢや︑先生の眼は三日眼と言うて俗に黒
め

ばく寺わんＰ

ろゐすく

眼といふが上嘘へ牛分入って︑左右と下方と三方が白眼にな

をこつさうがくじやう

くわんきようみがゐ

って居る︑骨机単上︑これを三白眼といふてあまり類の少な

めいにももつといがく

くいんで﹄︻・フみちた貯

め曾がだ

妙い眼の和だ︑尤もこれは醤畢からいふと︑眼球が上って居

るのではなく︑眼球の付地は正しいのぢやが︑眼の切れ方が
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したナいがくうへかく今へつふしで﹈一易争う
下過ぎたので︑舞単の上からぼ怖別の不瓜議はないが︑骨相

けいざいこうゆうくわ々こ

ること︑も一つは経済工業に蝿することだが︑此の二つとも

お止め申す︲一象山は恩は永膝とうって身鐙が少し前へ進ん

時機年く失敗に怒り表するぞ︑た野に事業の失敗のみでな

ピきばやしつ壁い字唯じいうしつ際い

の方からは異相とされてゐる︑唐詩に﹁白眼他心川上の人と

だ︑これは象山い癖で︑いつも談佳境に入ると膝をうって前

ばくくわんたぜじやうひと

見る﹂といふ句があるが︑それとは少し意味は述ふが︑とに
億くぐわんひと一へつしふうめしたが仁にん輩そ
かく白眼は人を蔑覗する瓜が有る︒従って他人から恐れられ

へ乗り川すのであった︒

とうし

ろけれども親まれない︑それにも一つ先生の頭の形だ︑先生

みさう

の頭は松城外の象川に似てゐるので象山といふ雛も川た

含でんこつめいじん企つたモと哩じつさく泡ん全つ
﹁イヤ︑貴殿は賞に名人ぢや︑垂く其の通り︑賞は昨年末か

つむｂ◇一つじろじやうぐわいざうや令一にしようざんがうで

じぷんふう渉唯おもぜんぜいにんきうと〆︑

にんきう瞳・卦しさうめじうゐ

しょくこつきうがくじやう〃︑産ろん態か〃ｒ︑めんにうｂくつ

も雪フ

しようざんくぜだんか今｜やうい予ざ傘へ

ともうしやうざん華もかぎから悪ずこ争一へすＬ

い︑先生のお命にも開するととゆゑ︑私はその御出誌を切に

の雁

寺︐助わうじゃういむすぴつら・っにん琴もさわを

身やうとあみものしやうぐんけないめいもつし律ん︑せつしやじゃう骨やううな
く

Ｔんわうせつｒ︶やじん一﹂筆ものふてんし拝

それは勤王については︑拙者も人後に落ちぬ者で︑普天の下

そつどびんわうしんｃやういじずぴつ

うかと旭ふ︑賃け拙者も日本人ぢやから蔭では毛唐︑夷秋と

くわんしや含でんにん瀞うばたしおもしみ

四︑琵琶湖の開塗

ゐしやうめんぐわいこくじんうばら称もしろ

こぐかおもねんかいらこ上ろましりょう

かれらせがいたいきいつう昨わ・恥めい玲含

せつしやおもきじやうふらう世つしやぢろんそんわうじゃうい涯

するが︑彼等が世界の大勢に通ぜぬ頑迷さには呆れるから︑

くて尊王州幽逓高唱し︑一つ彼等の迷夢を破ってやらうと存

そんいうくわいこぐかうぜうかいらめい吃やぶぞん

拙新も恩ひ切って上京左し︑拙者の持論たる尊王擁夷で無

﹁さア平気で居られては困る︑我は先生の篤にいふが︑近ぺ

こ全わしせんぜいため含んｆ︑

先生は西の方へ同うて旅行される象がお甑に現で居るが︑そ

ずる︑それから今一つは貴殿の言はるＬ通り維満工業のこと
せつしやじろんい差よしよ仁藍ぞろん
だが︑それはこれも拙肴の持論で︑今の世に虚して唯議論ぱ
よる

で含い全いん差陰

ぜんせいい念廷いもうい腰てんかこつかくわん

い吟ゆ勺つくうりくうろん酷いがこつかえい塁んさく

い上曙でんいとばけいざいこうけう

れが宜しくない︑出来ることなら今二三年待って欲しい︑そ

かりして︑所謂空理案論に流れて皿画家永迷の紫ではない︑

ぜんせいにしばうけかりよかうかたちが農でゐ

れに先生は今二つの大望を抱かれる︑一つは天下画家に閲す

へいきゐ

諺もじつせつレやに賎んじんかゆけとういてき

と雄と手の甲と唇とに現はれる︑芥一Ｌ西洋醤畢の剛諜書を讃
とぎしんざうすいぢやくものまて塞ぐ今ゅびる全﹄
んだ時に︑心臓の衰弱した渚は先づ手先きと唇とが癖郷する

いうてば居るが︑正叩から外剛人逓打ち嬢へといふは面白く

奉土の漬︑王臣ならざるは産しぢやが︑撰夷と紬付けるはど

とあったが︑我盈人相専門の満は︑是等の容態を幾微の冊に

ない︑それは剛家を恩ふ念からであるから彼等の志け識と

われｐｆ１にんきうぜんりっんらのこれら上う極い含ぴかん

看取するのだ﹂﹁イヤ︑いつも黄殿の人州の話は面白いな﹂

こゑてこうくちびるゐらかつせいやういがく理んやくしよよ

それ欣巾さぬとして︑人祁の法からは死相はすべて眠の周園

淫んぜいいのろくわんかし声．一しゆつ陰つきつ

全つたふうかはつむりぼくぐわんつむりかた
のぢやさうだが︑全く風辛愛りの頭だ﹄︲ウム︑三白眼と頭の形

ら京都の或春から将軍家の内命を以て匝次拙考の上京を促

きんきいつじりがにらせんせい

とは目分でも肌愛りなものと旭うてゐる皇先生の人加の三特

して来る︑それは勤王と擁夷と紬付けて浪人共が騒ぎ居るが

し庭

色・挿骨州皐上から詳しく諭寸ると仲脅面倒な那浦もあるが︑

又う

みく十こいふちが
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翻れけいがんかをつしやみきうぽん

しとらう

ｈやうみＬかにかくとっぴこと

つた︑弧いて語垂止あ申さぬが︑どうか趣握郎﹄紳醇琴を蝿はしぎ

この鞍くぐいんひとへつし催め老いくわ全趣つじのざうや号

にんさうしよて

百年の計を考へねばならぬが︑拙考の見るところでは︑叩晩

い︑これを人和の書に照らすと︑雨耳誠に際ろ１は突飛の邪

かだしんそときじゆんび

かたに陰んかい二く含うんとうたつぐわいこ・もこうさい産︐うえ含

必らず日本も開園の機運に到達し︑外剛と交際もし貿易もせ

を好み︑三白眼は人を蔑脱し︑馬ｒ災州を招く︑弧の象川に
かじやうよさうかうしつむりにさんに

い全かうおへ作ぜいかいくわくしょくさんこう炉うかいはっはふむい

に

にや駈らぬことになるものと確く信ずるから︑其の時の唯怖

も竜

こうつうｈぺゐ跡んえうに陰ん

かくりつしいん︑てつ全にいしよくさんふこぐ

似たるは︑これは非常に良い相で︑孔子の頭か尼山に以たる
そりゆう
釦なさいかくひでひとひ含しようしよう
と同じく才翠秀で︑人を率ゆるの象︑象それ人︑其の理山

を今から誰じて置きたい︑兵制の改革︑殖産工業の附雅︑法制

の硫立︑趣を手を清ければならぬが︑先づ第一に殖産は富幽

を説明すべきぢやが︑如何にせん︑先生の手の甲︑眼の上下

ちうぷらはうがうつうわりめひわ

あん〆︑わん︒〃いくにわりめひがうつうぺんちせい﹂ぜい江んとう

る

しさうゐらろく

しんせつしゅんかいとうていしようざんけつしんうご

で含み

軍ちういぬか

しようざん

ぎ

て︑ホロリと滞涙したといふととだ︑象川は又︑ァ︑貴

らくるい

きんをいてこうめうへしゐ

の木である︑それには交通の利便といふが肝要ぢやが︑日本は

に死和が現はれて居る︑奥れノ＼も御注意を剛ひたい﹂と︑

理くの

いか

四而環海の図で割合に交通の便はあるが︑地勢が西南から束

親切な森海︑到底象川の決心の動かすことの川来ぬのを兄

ぜつめい

北へ延びて居るゆゑ︑中部地方の交通が割合に悪るい︑そと
えらぜんつるが弥鷺みかいづあひ雁がいさくうんがつく

で︑越前の敦賀と近江の海津の間避州謹して弾河を作り︑そ
ぴわこのよう
僅つかいくわもつしもぜきうぐかいくわんさい
れ〃琵琶湖を利川すれば北海の貨物は下ノ棚を迂廻して開西

らはういたたｒらつるがびわこい釦匡さか唯こ

でんこ・Ｊいしやあ全
せつレやわで世たんか
殿の厚意は謝するに除りあるが︑拙科は悪るい癖で︑一旦斯
たか
含あく企で膳んぜんもち王へ
うと極めたら飽蓮闘然するが持前ぢや︑ハ︑︑︑﹂坐高らか

てんよふけ牛一でが仁

よくて．﹃え程むかしゆつばつ

ばなした

地方へ到るのを︑直に敦賀から琵琶湖に入り大阪へと蓮ぶこ

に笑って人を人とも恩はい鮮度に︑春拘はそれより話題を他

わらひとひと動もたい幸しゅんがい

とが出来︑また軍車上から言っても隅来露西亜︑朝鮮へ封し

へ卿じて︑夜更迄語りっ野け︑翌朝江戸へ向って川溌した︒

きくぜんこうつがうしんもつとこつろが罪わこかい

で奇ぞんじじゃういしゃうらいるしらてうせん仁い

ての作戦に好都合だと信ずる︑尤も此の敦賀と琵琶湖との開
きくきつしやざうめんなすでぷんくわぷん世い﹃一ろけいくわく

つるがｂばか里りわけい唾含い全

鴎は拙肴の創案では無く︑既に文化文政の頃にさういふ計豊

其のうちに三月となった︒京都から三人迄使粁が来て︑牌

五︑おれも男だ︑死は恐れぬ
そぐわつ︑含やうとにん︑↑でししや骨しやう

ぐんいへしかないめいおじやう今やうう芯がしよ手司さんけつし人

軍家茂の内命を帯び上京を促して来る︒象川もかねて決心

じゃう舎やフついでじつら岸ア登ぷうみかたがた含んしつ

をしたものがあって︑敦賀より三里許り掘割った形迩が今に
らん己巻つしやに候んうんゆこうつううへしどくよかんが
存して居る︑拙考は日本の運輸交通の上に至極好いと老へる

から︑上京した序に賞地の探究をもして見たく︑秀を近日

したことゆゑ︑愈斐上京の支度をした︒

到底生きては偏れないと︑両方引溜めたが象山臓肯かない︑

とうていいかへはうひ奇としようざん舎一

門人や親戚の心配は容易では無い︑今先生が上京され凡ば

もんじんしんせ燈しんぽい上うい芯︑．全音ん逢いじゃう曇．やう

いよりｆ︑じゃうきやうしだく

上京しやうと思ふが︑皆殿に能う常てられたな員先生の卓
せん迎いどけついわしみと

も成功は致しませぬぞ︑しかし︑先生の御決意は私も見て取

遭い二・コいた

見︑賞に感じ入り申した︑だが先生︑今の分ではその二つと

りんじつかんいもうせんせいいまぷん

じゃうきやうおも号でんよめぜんぜいだく
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︾↑んぢらくにあいし里うざんふいしやうざんいの今与

ロらつこつか冬上

とひい江つぴしわらわ毎

以て闘家に棒ぐるつもり︑飛んで火に入る夏の虫と笑へぱ笑
いＤＩＩからさわ

を

ぶつえ

ばて江

仁正じゃう

↑﹁汝等は閏を悪するのか︑象刈や一盤するのか︑象山の生命よ

へ︑断じて行へぱ鬼川も之を避くと申すこともある︑唯︑撰

腰いじかれらえい草へい．かつろれんがうわがくに亡

や︶くせんのや・フしうとくわがくに

胆んおこな雪じんこいさらう

りも画家が夫切である︑嬢夷諭春が寓一外国と昇端を梓らく

こつか↑﹄い卜．つＰ易・うい・宇弛しや△手允ぐわいごくへいたんび

やう左らそれこそ一大事︑彼等英米俳露聯合して我邦へ攻め

ぎぜいしんぐがんしあら

ぜんせいそいく一・一わに〃︑しかくご

生んせんせいふ

か肱あ胆うらいだ

きやうお慨しめく庭

かいじういもうとしやうざんつょ

よい

こｋひこＬろ

誓って仇をうちまするから︑左様恩召し下さい﹂﹁オ︑能く言

ちかがたき

危害を加へるものがございましたら︑必らず仇討を致します︒

曾がいくば

ざいます︑妾も勝の妹でございます︑寓一にも先生の語身に

わにくしかついもうと

つた﹁解りました︑先生が其のお畳悟なら︑妾にも受悟がご

わか

犠牲とし︑虞に具眠の士の現はるＡを促すのぢや︑瑞枝︑も
八つえこ連んぜんざと
わか
ひとこと皇もうく
う一言も申して呉れるな︑解ったか﹂瑞枝子は獅然として畳

う芯が

夷堂堂と察騒ぎのみして居ったでは︑いつまでも果しが無い
上るけんこんて昔こしようざん腫沙かくどめせつじゃじん
宜しく乾坤一郷︑此の象川には大畳悟が有る︑拙春は一身を

か上り︑町岡甚占領するぞ︑九州を取るぞと来れば︑我邦は

忽ち安南︑印度︑支那の二の舞をせたければならぬ︑日本の

↑﹄ら全あん正んいん︾一しなまひにぼん
こつかたいか一ついまじ？フいとうゆめ塞全く

岡家は大切である︑今のうちに嬢夷蕊の夢を醒して呉れにゃ

ならぬ 一
しょうぜん・罰じんみづえこかつかいしういもうとしようざんじん鯨つみこ

象山の夫人瑞枝子は豚海舟の妹で︑象山の人物を見込み︑

をんきいｂやうてついつ上ぞっと仁い

うた︑それでこそ海舟の妹︑象山の妻ぢや︑さ︑今脊は快よ
いた心す
きけのひさしぶりとうキんにん
ぐ酒でも飲み︑久振で唐琴でも弾歩るととに致さう︑明日か

あだただんなき全みつえことくし聖う

わら喧捗一んせいとう今んあことひ

さう

ぢや︑左様ぢや﹂

六︑象山は唐琴の名手

象山が癖琴に興味を有ったのは十七歳の時からであった︒

しょうぎんとう今ん昏やうみもさいとき

ざうめそ

﹁先生﹂と両手を突いて言った︒妻が夫に封するのだから︑

らそるノ︑支度にか上らねばならぬから⁝⁝﹂﹁左株遊ばしま

さんそんけいついせんぜいい

い

したく

﹃貴方﹂とか﹁旦那様﹂とかいふぺきだが︑瑞枝子は特に象

せ︑妾哨先生の唐琴に合はせて琴を弾きまする﹂﹁ウム︑左様

みんせんせい

﹁何だ︑もう上京の日取も近付いたから︑一日同伴して温泉

へでも性かうかの弓ありがたう存じますが︑どうか先生︑も

ぬんごじや・司会やうのねがばかい
う一二年御上京をお延ばし願はれますまいか﹂﹁馬鹿を言へ︑
もつかじゃうぜいじつゆろ７︒︑できこの

全つしろじやうぐわい挫くたんちくわんそうとう今んしな

松代城外の北端に竹庵といふ僧があって︑唐琴を支那から

はいゐそおよかう玉んい

陣へた心越祁師に就て翠び︑赤の花︑秋の月に居琴を弾じて

つだしんえつぜんしつい畢一殿はるはなあきつ一宮とう含んにん

死地に語入り遊ばすにも及びますまい﹂﹁高慢なことを言ふ底

しやうぐんいちいみ︽・けめしこしやつきんみ

蒋軍の依頼といひ︑宮家よりの誇召といひ︑此の象山は身を

しら

目下の情勢一日も綾糞することは川来ぬぞ︲﹁それでも好んで

きう

山を尊敬して︑常に﹁先生﹂と言ってゐた︒
正んにじゃう会やうひ言りちかづじつ宮うばん釣ん亡ん

身を案じて︑どうにかして上京の決心を聯がへさうとして

めうれいさいし一ようざんか弁んなそとこ
十八の妙齢で五十一歳の象川へ嫁したくらゐの女だから︑男
分さ一切上じやうふ王で江忽すがしやうきん
勝りの女丈夫であったことはいふ迄も無いが︑流石に象山の
みあんじゃう今やうけつ﹂んひる
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竺准

だのししようざんこら〃︑わんつのらじやぅ寺やうざ
は染んでゐた︒象山は此の竹庵に就墜Ｌ畢ぴ︑後上京し佐
こか
みら
さ廃
かに
ん之
これ
きを
ん宜
で偲
んし
鵬一癖の謎曙備雌畔漉余と蛭にゐた甑
じかんがくしやめひにとう含んｈう才フみちかごみたか

たので︑一時漢畢肴の川に唐琴の流行を見たが︑近蝕では中
迩かてい︒否ざ今ゆきをしめいしゆ今噌こを一ｓぎしいき

根香亭と尾崎約雄氏とが名手として聞えた︒尾崎氏は今では

がく写︒がうをわかころとう今ん泡︲きうノー１いづみ

登とめい含Ａせんがうを彼︾︶しやうざんや

等堂と銃して届らる上が︑若い頃は府琴の一音の綜共として泉

の如くなろを愛して琴泉と銃して居られた程だ︒象山は一夜
みつえことう寺んわきんがつさうたのし

よくじつかかん哩等か上かものモに世いり

琳枝子と店琴と和琴とを合奏して梁んだ︒

翌日から四日間程掛かって書き物やら其の他の墾理をした
哩ごしら今ふよう全ろくイ．かごとうて呼峨ふぬんふぷよ
反古調べのうち不川のものは丸めて屑能に投じ︑天保七年凶

さく乞いかにい拝つ︺皇くらうしゆさう

かうよし腰とらじろうしたらびぜき︾︑くこゆやしとらろうぶんかういはせひごのかみ

作の隙に書かれた朝開服賑粥法と匙した一冊︑獄中而首の草

稲︑吉川寅次即の詩並に尺噴︑小林虎三郎交稲︑岩獅肥後守

しばんせつてんしんこうぎよひつ陸つわかみや側らきんしんくわん念つにはうしよざうぐわ

の詩牛赦︑天頂公御筆の雌︑若宮八幡の川竹松川某川赦の識
にいぷん可切かた広ら一心ろんじんくぽしあだよしにせき
に題した文稲など傍に居た門人久保氏に典えられ︑吉川の尺

︾﹂くてとらじろうい︽きみュきいを

ちょっと手にして︑﹁寅次郎も︑今域迄生きて居ったらお
く蹟をに
ためおぱいやくたおめ
くら

江にかん十悔帥ばこ︑卦でととうしはし寄れ

限の鱒に大に役に立ったらうに︑階しいことをした﹂と眼を

曇らせたが︑何を感じたのか︑硯軌幻筆を執って暦紙の端切
０００００○○Ｏしよ扇つえこもんじんたらしめ
に﹁人之不幸有不知道﹂と害し︑端桂子や門人辻に示されて

更にまた匪紙へ美人の顔と男の顔とを描き︑これは拙者と端

ざらとうしびじんが賎巻とこか醜史がせつＬや︾くつ

え正らみところｒやうにんいか上たい世・フのこくま

じゆんぴと上のこもるのこな奇やうとい

枝と並んで居る所ぢやと︑串戯を言うて咽を大笑し︑残る隈

客もろ塵くごうごレモくかくじろ力もんじんこ丑つ

なく準備を盤へ︑﹁ァ︑もうこれで心焼りは無い︑京都へ往つ
わうぎよはいのらう上じゆうわうしらうの生らうにん号も
て皇居を罫した後︑馬と︑縦撒に市中匙乗り廻はして浪人共

め秀らわかたうやりもりくらつぎざうりとりぐそ〆︑ぴつとうつが夕

の雌を恋うて災れるぞ﹂と豪証し︑子息の格次胤︑門人小松

に参

彰︑若蹴︑槍何口付︑草履収︑兵足振等にて︑都︽卿十四韮必
にんしたが瞳じゃうゆに里つしろしゆはっがんじがんれんぐかつ
人を従へて︑馬上豊か一に松代を川波したのは︑元治元年三月

二十五日であった︒

I
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旭日綬章是殊恩︒

援盲者．盲者感泣教育恩．勤功非他文官例︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０○○Ｏ
航葵犀序敷文教︒蛍冷島民威皇恩︒別以心眼
○○つ○○○○○○○℃︑︑︑︑︑︑

頗故東京盲畢校町田則文翁

以欽仰︺

評日三首傭然意迩Ｊ問非浴士所僻︒作・肴人品之商︒可

不可漬︒悠然Ｈ伴君︒酔吟又醍讃︒

林

詠手植松竹梅雲仙渡避嘉重︵土浦
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
手植一株松︒挺冷凌雪霜︒涛馨洗塵恩︒琴韻
○○○○○○○○︑︑︑︑︑
爽煩腸︒其毒保千歳︒其材供棟梁︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏ
手植数竿竹︒熔塵可謝絶︒現野奏煎葺猟々
○○○っ○○○○○○○○○
消炎熱︒知巳唯沼耳．何川間人傑︺
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
手植激株晦︒澗慢香憩邪︒氷肌況玉骨．塵瑛
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

詩

−
−
一
一

石川文荘選

才如珊馬古今間ｃ浩然正気操紙力︒明治巾典

頼山陽
叫雲菊池秀言岡形
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
維獄降祁最絶蕊︶吐辞至寛報吾君︒縦横維世
︑︑︑○○○○○○○○○○○○○○
三蘇策︒撫慨回天一頼文．史似赤秋臣子催︒
○○○○○ＯＯ︑︑︑︑︑︑︑○○○○
○○つ
奏火動．

澄心川紫水川楼︒聖恩隆渥箪帖骨︒三十六峯

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
博皐高才筋一流︒再生蘇子世無儒．瀧川吾膝
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑弓︑︑︑︑
未曾屈︒蕊輔斯文非所求︒詠史河傾雲籾筆︾
︑︑︑︑︑︑︑○○○○︑○○○○○○

○００
春雨調︒

言涜妙中︒自称愛化︒

評日二首叙篤川陽先生偉業︒細大精粗︒無右迩漏︒語

登富岳節一一如伊庭弘道︵千葉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ
晴雨無避鍵態巾︒鈍然喬岳饗虚空︒雪礎雲起
○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

夏猶冷︒天謡曲高筑更雄︒往古霊仙遊絶墾︒

如今皐士探祁工︒他年我若緋斯庭︒欲究束西
日月宮︒

一

詩
林
；81

評日以奇肇篤絶勝︒一誠使人有羽化登仙想Ｊ

如祁在︒追憶常年涙縄巾︒

風月相娯約巳室︒幽窓獅坐感無窮︒唱和従是

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○ＯＯ○

偶感耕雲内田鼎︵茨城

評日風格絶佳︒似畢刺南集︒

舞花笑︒旭日三竿初起来︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
老去雄心次第雛︒夢中不畳暁光催．朝冷雁被
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日華洲翁鯉有知則富感交情之厚︒

異起同人

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
翠術文章Ⅱ冷新︒育英成器幾多人︒一昔雰妨桃
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

桐鯉井上圭大郎馬木

華洲渡遥先生三年祭

評日・雅名盛︒罷蛎而逝︒死生有命︒果不可如何︒瞳︒

終難起︒室使郷人意帳然︒

︑︑︑

醤術窮精巳有年︒門前如市姓名徳︒一朝雁病

︑︑︑︑

悼吉田琢次剛手同人

評日人之苦熱之時︒吾北此林泉中︒以爽心身︒亘可美

林泉一雌︒溌訓鯉魚能免察︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
炎熱如蒸八月天︒闘人渇望水流鮮︒請看一道
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

夏日林泉寺本晩翠牟葉

i

典誰共︒昨喪梅翁今琢翁︒相零而逝輔綜故云

０００ＯＯＯＯＯＯＯ向註侮窓琢粁二氏

窮得腫怖︒不堪同感︒

評日僕同理故人︒大半凋落︒無共昭和者︒今讃高作︒

︑︑︑

時事偶戚二節香陽卒山陽太郎︵千葉
︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
議含紛如戦︒欲争雌典雄︒嵯乎誰執法︒暴力
策奇功︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑﹄︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

政府無成算︒黛論叉紛か︒行財難整理︒前路
似姻雲．

是調刺之機也︒

評日少錐奇激︒慨肌之意︒海子言外︒聞者足以戒︒亦

︑︑︑邪︑減︑︑︑︑乱化荊悩班噸不

震皇威︒須究祁州文畢達︒

上下相錆貧勢利︒始今徳義鴨隙地︒始終至欲
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

詐口謡填而意切哩今之畢生穴服轡︒

︑︑︑︑

苦熱禰山宏爵玉

蛎陽飛火灼長室︒宇宙真如釜甑中︒願到庚寒
︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑

評日渡合故典鳴苦熱之州︒使人︑是︒

氷雲蔵︒黒甜郷裡臥涼風︒

︑︑︑℃

詣氷川祁祇同人

氷川職畔挟吟杖︒瀬拝多時瀧自腹︒膏雨襟々
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日．右幾年兆如此﹂亦是利明所致︒可不敬乎︒

足滋潤︒農家定有瀧炊畑︒

一

82

歌
園
￨

文雲

全巨亘冥

●今

直正
歌園
天．下純蕗川誠一

浦

伽︺唯一

︑︑３

ばしけやし川謹に錆蛤つりてゐる子はたからかに肌ひ献じいぬ埼玉松本背鳥

親も子もすこやかにしてむつましくくらすにまさるさちなかりけり千葉遠藤惣之助

己が家に醒めしと恩ふ瞬側のそのときの麦のあざめかたしも茨城岡町要
すぐなれば遂に登れすいた蝉きば曲りて安き人の道かな大阪鷹野胡山

評雨森芳洲先生は八十一歳初めて凹歌に志して逢胆大成し我といふでば右りませんか

よはひのみ喜字にのぼれと敷しまの道ばかとらぬ老のくれかな

佳作＃

評作はさて置き作者の生涌走載菰しさす

さし昇る朝日を拝み田を前に清き呼吸に身をば清めつ

人山形菊池秀言

評晴耕雨誼の作者の生活が恩ばれます

南天の花白く咲く裏庭の窓の机に文をよむかも・

地茨城境勇

一

一
一
一

歌
園
S3

おのか身の蕊ひの道の足らさろを恩はて人を笑ふひとあり

雨の日峨裏の便屋の軒下に箱持ち行きて遊ぶ子供等
釣人も舟も静に蛍昏肌て鯨か池の寂を深めつ

月かけもなこりのつゆにきらめきて庭にこぼろ上夜半の旅しさ
山里の厩の暇なめくりたつ蚊造りの煙り静けかりけり
湯上りに門逢に出て上詠むれは川は青為と凍瓜そふく
飛庵は奨川の山に近ければ紅葉の秋の荷れけるかな

まつ人もありとも知るか雁とｋぎず鴫かで過ぎぬる五月雨の空
︑久に逢ひし友と語りて初夏の長き二日を夢と過しつ

己か心の内に有りてふ

稿光りそのたまゆらの眼に焼る沼のおもての水辿の花

而向やとの天地も何もか１

茨 下 横 挫 千 下 祁 清 下 干

狸善一

城野演川葉総腸．水縄莱

烏山寒一ｲﾉﾙ野湯大蕗矢

次

口洋樋庭平川瀧Hifvii

者

川 楽 正 弘 香 久 繁 番 艮

築之天幸道峰蒜肢・瓜尚

81

俳
域

−

− − − − ̲ 一

霊俳壇
編輯部選
◇早

千葉香峰

侭赤なる夕日となりぬ早雲

大早の河岸に並べる川舟かな

耐島甫水

雌道の蔓草枯れし早かな

奈良竹世

ぁかノ︑と夕日落ちけり早雲
早天に屋根草なへし夕かな
道芝に土ぼこり見る半かな

埼王水帆

雨乞に山川祭る早かな

静岡清湖

早雲債焼けゐる夕かな

芋の葉の萎める畑や早雲
木の蔭に猫眠りゐる半かな

栃木無町畦
峯の雲あた頼みなる竿かな

茨城ゆたか茨城一誠

早刑に蛙死しゐる夕日かな◇毛錘

唯に立つ毛腔男や早雲蜘妹網にか上りて揺る上毛虫かな

降る模様見せては降らぬ早かな竹垣の上や夕日に這ふ毛虫

同一誠埼玉佳香

埼玉佳香栃木無町畦

道草に挨りかＬれ塔早かな葉樫の風に揺らる上毛虫かな
泥の藻草岸にか入れる早かな生垣のそここＬに見る毛虫かな

雨乞のその甲斐もなき早かな枝揺れば地に落ちノＩし毛虫かな

千葉蒼堂茨城ゆたか

水喧嘩堤に人集ろ早かな門入りて毛虫の庭木見て立ちぬ

早川に水車ふむ女かな毛虫一つ下りゐて庭の池静か

毛虫焼けば砂に藩ちゐて尚這へる

沼川洞れ一Ｌ藻草いきれの早かな行水の水に浮きゐる毛虫かな

水川潤れて精の葉赤き早かなま上ごとの子等蹴れたろ毛虫かな

島畑の黍しをれたる早かな照りつくる枝の陽に這ふ毛虫かな
早川に水くむ夜や風落ちし毛虫焼く僧に吹琶つく煙かな

棚川みた躯裂のつ野ける早かな

山口松風静岡清湖
千葉一如埼王水帆
茨城然水奈良竹世

早川の躯裂に鮒の屍かな病葉の落ちゐる庭や毛虫這ふ
雨乞の太鼓うちうつ早かな蕊樫のつ唾ける堤の毛虫かな

Ｉｉ

蕊
÷

千葉一如
脈うって枝から枝へ毛虫かな

茨城然水

干等集りて毛虫退治や夕煙

毛虫群る上李の枝を焼きにけり

木の葉みた食ひ識したる毛虫かな

千葉香峰

大幹を上れる朝の毛虫かな
掃きしあとに毛虫の糞や門大捌

禰島市水

野良着ぬげば背につきゐし毛虫かな
栗の葉にかたまりてゐし毛虫かな

山口松凪

門内の松枝に這ふ毛虫かな
雨後の樹盈夕日に這へる毛虫かな

千葉蒼堂

蓄穣垣にかた蚤りゐたる毛虫かな
夕日さす縁に這ひ居し毛凪かな
◇バナナ

埼玉佳香
茨城一誠

店頭の灯に堆高きバナナかな

I

俳
樋
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栃木無町畦

一徳のバナナを嵐む涼みかな

千葉香峰

静岡清湖

茨城ゆたか

夕風の沼に浮べる毛虫かな

夕焼の雲の動きや早沼

渓流に岩魚はね飛ぶ早かな

幅島市水

大早の今日も暮れけり夕焼けて

埼王水帆

夕焼の樹肌明りや毛虫這ふ

大鉢にもられし卓の縁ハナナかな

千葉一如

藩毛虫に駈けよる難や書の庭

軒の旭の窓に映えたるバナナかな

バナナ費る夜町を疲れ戻りけり

街砿に香れるバナナ店腹し

汽車に積む篭の中あるバナナかな

船下りて︒ハナナの店の街に立つ

埼玉水帆

栃木無町畦

千葉香峰

岡ゆたか

同一誠

茨城ゆたか

茨城然水

店の灯に並べ資りけり芭蕉の賃

芭蕉の富の杏に親しみつ病み臥せり

千葉香峰

病む妹の枕頭に座しバナナむく

山口松風

舟着きてバナナ積まれし夕かな

︵門田鰐︶

幅島甫水
バナナ積む舟着く演の灯かな

山口松風

船下りて汽車に提け乗るバナナかな

千葉蒼埜
南洋の友が透りしバナナむく

＠秀逸

一

−

−
−
−

−
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泊翁先生第三十回忌法要
八月十八日は含祁泊翁先生の御命日である︑例によって日頃柴敬

蹟の新養料謹見の紹介あり︑祁島財務監椅は左傾思想の問題に就て

の︑先生晩年に同地御出張の際の辿懐談︑足立誰帥よりは先生の事

細なろ報告あり︑それより迩来の千葉蝶東部支愈長布施鞄次郎氏

拶あり︑次で中催粘一郎氏は︑設計者として新倉館建設に開する詳

︑此庭にて打集ひて例により先生の遡惚談にふける︒礎江主事の挨

の墓前に額きり徐々と奥書院へと引揚げた︒

扇の波一音一つなく︑寂として物一音静まる︒怒って一同手揃ふて先生

は︑僧僧二名を徒へて約牛吟間誠経あり︑此の間さしも瞬き堂内は

気︑婚犬炎暑である︒定刻午前九時正確に法要開始︑養源寺住職

て︑残暑は殊の外厳しく︑此の日の如きも残暑とは恩へい程の好天

って猫梅雨期恥脆せぬかの槻ありて︑鎮遥ばれし天候の後韮享け

先生の高徳の然らしむろ所と云ふぺきである︒本年も兎角土川に入

回の不良な天候の報は絶無だつれといふ御話であった︒これ正しく

によると︑先生の法要を亜ぬること本年で三十回になるが︑未だ一

生前油翁先生と御剃交のあつ菰土屋鳳洲先生の未亡人銀子女史の談

認掴する何と速かなりやの歎恩悲洩さざるを得ない︒此の日曾て御

泊翁先生御逝去あって正に本年は三十年となる︒今更月日の徒に

誠走致すこととしたのである︒

し敬慕してやまざる本含々員達打集ふて＄之が法要に列し︑逼遠の

−

､
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要法忌回十三隼生先翁泊

ろろ韮惜しみ散倉したのは午前十一畔牛であった︒

諸氏に御考慮を煩はさるろ所あり︒一同歎な識して此の沸き味と別

徳川倉長は湯河原へ避曇中︑松平伯僻は葉山へ同じく避砦ｂ同︾し

く服部剛倉長は那須へ避暑中にて不在中のこととて︑術側は何れも

術営日左の諸氏よりは霊前に供物心寄進ぜらろ︒

鉄席され代人其の他をして各参ぜしめられた．

徳川倉長松卒願間西村一彰氏

繁田武平氏

上野啓吉氏荻野貞子氏土屋銀子氏

墓前寄進老

出勝者芳名︵加序不同︶

中陳粘一郎刺戸寅次郎

祁島甲子三工藤一記足立四郎吉

・松平稲古加賀美風光草間挫吉
土屋銀子高梨惣助松平迩尭︵代村
田朔一郎︶服部捨郎荻野貞子

頃田稔市繁阿武平︵代砂握彦四郎︶腹・中宗太郎

西村一彰中催精一郎高橘平太郎
上野啓吉布施趣次郎三上参火
瀬戸峰次郎景山反盛・南勝太郎

贋江万次郎寺本興左術門深田五郎

︵八︑一︑九︶

小林秀吉島谷義武新島六之助

制田斧二

報 蕊 曾 本
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避黒さろ︒

□服部副命握ば暑中か那須近光荘の別邸に

も超過せる彫以て︑七月二十八口更に再入

者五名に請負入札あり︑結果灘定額を何れ

十三日本称事務所に於て本命指定の請負業

口本命含館の設計諸設備灸く終り︑七月二

砿を送り以て哀悼の意走表する所あり︒

逝去さる・哀悼に堪へす︑本伸長よりは弔

荊類の所︑天寿あかさず．︑七月十九日遂に

口本含大館支含副支含長州討羽到珂には兼て

ありたり︒

開し︑建築委員命を開催︑祇々協議する所

口八月五日本有事務所に於て新伸館建築雁

他一二の方走傾す諜定である︒

井享︑上野陽一︑祁川彦松の諾先生︑典の

備中である︒講師としては︑吉田静致・永

市努務者の教導に常ろこととなり︑着々準

局と共同主催にて︑来る九月中旬より東京

口本命祇倉教化梁院に於ては︑東京市祇含

原に衿走避けらろｃ

口徳川含長には八月五日より同月中を湯河

札走撃行せり︒

工事に蒲手︐日下進行中である︒而して明

ことと芯れり︒而して八月に入って直ちに

ッス含祇︑碓築は戸田組の手によりてなす

口常任委員小委員倉は七月二十六日本愈々

口新倉鮪建築の基礎工鞭は︑東洋コンプレ

館延投地の地銀祭箭日愈合︑具棚案の作成

赤四月一杯にて竣工の諜定︑五月に入って

々餅建設敷地に地銀祭走畢行︑経って事務

に就き協議する所ありたり︒

ロ茨城蝶結城支命は其の後草間連絡部委員

こととならう︒

の諜力にて命貝の輔助程努めたる耕呆︑百

新倉鮪に於て第三十三回の総曾を聖行する

よりは騰江主事︑告別式には寺本主事代表

口本含諮議伯僻堀川正恒氏長女妙子鯉には

して見舞ばれ犬リ︒

ある︒

名態越え︑近く百五十名にも達する諜定で
に避裟さろ︒

口松平伯鮮は七月二十八Ⅱより莱山の別邸

突然七月二十四日逝去︑哀悼に不堪︲本含

所に於て祝杯を畢げ犬リ︒

口七月二十六日︵日︶午後一時半より本愈

本一含一重一報

,を

電十大謝･後静報以本水茄なて近所雌本久の辻諮碓寺
を七総す木蒲岡告て竹中脱ろ多江あ李含里中村議。本

弔月□i黒し）の□ろルロ浦□とし□ろ中口は中事口出□

mn火・本々賑か、新凹支･年支り務々涜僚女吉述
す逢命初準庵な本倉郎介誰命ブミ所館へ女史田絡

溺灘漁驚蒋蕊＃

に は 郎 愈 螺 の 誌 酢 川 紡 韮 、 ろ 別 邸 非 、 月
不 兼 ・ 氏 者 ・ 峡 仙 負 さ 太 果 本 現 。 邸 へ 雛 上
堆 て 等 端 南 へ 雑 れ 論 新 倉 場 へ 、 に 句
本 荊 の 加 支 之 て 後 郎 プ ミ よ 儲 、 同 、 安

森 執 御 し 命 が 決 任 氏 に り 1 1 1 病 女 厩
ば の 誰 つ 共 詳 定 と 支 幹 委 と ｜ 瑚 蕪 子 文
早 此 力 つ に 細 ぜ し 命 邪 蝿 し 女 稀 部 含
速 八
ぞ あ 共 な る て 長 と す ‐ て 火 蓋 幹 へ

一支一倉

葉一報一

松江支雪報告︲
営支含年中行事の一として︑本月二十一

日より三日間︑城山輿雲閣前庭に於て︑午
前五時より七時まで暁天誌座走附き︑節一

︐第三日は︑螺史編纂委員︑野津左馬之助
氏の松江開府前後の鍵遜︑第二Ⅱは松江高
等鍛枚教授高桶窃丈氏の﹁英蝿風物談﹂と
題包ろ識菰あり︒前雨日は雨天なりしも︑

倉員共他熱心なろ腰衆毎々八十像塙ありで
頗る好成統を収めて無事維丁せり︒

秋田支奮報告

8s

報 雄 倉 支

寺本主事房州方面出張
八月三日︑千倉支命に支曾長岩瀬久治郎

ｆ・Ｉ

１１

ロ︐．︑１

れ︑氏と同道にて支含長吉田敬三氏︑及西

｜同九日︑北催支愈に幹事細谷称吾氏を訪

策に付き意見交換︑

土川入りであつれが︑後になって大分

ある︒木年はどうかと案じられる程の

なことではある︒縄てが休養の暑中で

のは編輯した︒これも考へて見れば尤

って少なく淋しいなと思って係りのも

に幹事正木多聞氏走訪︑︑憂時間含合し・

活動期の求めに︑吾々も充分根無走養

味は︑ゞぱな︑質なかつ衣︒職て来る秋の

暑く憩って来士︒例年通りの苦しみを

今後の方針並褒展紫に付協議せり︒郷の並

暑いといふものの早や秋に入ったと

ば胆ぱなるまい︒

いふ︑もの︑肺命の各方而では︑吾々の

を望みつつある︒

来月

しまれろ︒期待して火命諸氏の御活躍

狭の編輯に賑かに見られることと楽の

うであらうと思ふ︒その結果は

主へく居ろ︒支曾の方面でも定めしさ

木禽としてば一同腕遊からげて待ちか

の仕邪ｊＵ縦出して来るといふもの枢︒

は一刻も止ま芯い︒動きのある鹿教化

活動韮待ちかまへて居ろ・碓倉の動き
へず︒︒

竿なり︑同氏は北催支含の大功努表なるも

法︑支曾なき地の適常なる人物を物色する

なるものは︑支含集金問題︑辿曾渚復泊方

同十一日︑更に細符幹事同謎にて南三原

尾糾夫氏︑石崎小畢校長等悲訪れ︑支倉復

何時も賑かな支含蕊報が木雛には至

○

興の急務走誘奇︑意見を交換す︒

氏並胆副支曹長砦本幾雄氏を訪れ支含溌展

「

日下腎臓荊にて療養中なろば御莱の毒に堪

今泌一ぺ・﹄吾・や剣グー

‐

ｎ本弘遊念秋川支禽七月例命は︑同月十
八Ｎ午後七畔牛秋田岡詳雌模上にて開催し
裡田錨之助氏の﹁道に就いて﹂の題下幅︑

宇宙︑人生の問題につき講読あり−命員熱
心に質疑唯群し︑十昨散命した︒何稚側出
蹄著は和田支脅長外十六名であつ士︒

連絡部消息

1

し
一
一
一
一

︵中央報徳書寄贈︶

陥を補正する可能を信じ︑これか斑現しよ

壊す．といった徒芳は不可である︒只その炊

うとの努力か操返すことによって︑虞の祁

含の進歩悲産み出さうし﹂する派命改良主義

に立脚して書かれたものである︒本書ば現

在の献含主義思想が根本より誤って居ろこ

と走論すると共雁︑獅忽な著柄芯書籍より

もとられて勝る課である︒此の種の岡書出

蝶かな麗筆によって平易に忠賢に紹介の鍔

稚愈改良主義の要旨のみか拾って︑著者の

本書は中央報徳含の刷含思想パンフレッ

版は頗島現代に緊要なろものであって︑其

の薪眼と努走深く感謝するものである︒一

トの第二輯であって︑法畢士三好亜夫氏が
は︑寓物は流稗する︒耐含は一刻も止ろこ

る︒吾々は動き韮正秘し︑意義走考へ︑以

斗﹄なき都止に安する如きは根本の誤りであ

全だといふはない︒故に人類は絶ゆろこと

て正しく動くべく人類の努力を惜しんでは

催現代の動きを否定し︑復古心誤解して動

なき努力を綾けて︑以て其の峡陥を柿ふぺ

ならぬ︒これ現代に虚する簸亜要な心掛け

となく動いて居る︒何故に動くか︑特た動

く働む課である︒人類の努力のある所必ず

︵松卒直亮殿寄贈︶

朝幕背離緒篇弼

四六版暇綴美本三十四頁
溌行所東京市四谷庭三光町
八番地中央報徳曾

ｉｌ

北望む︒

の一である︒一本を坐右に傭へられんこと

認めろ︒と云って汎禽の鍵革をなすといふ

此の見地から現代祁愈にも幾多の峡陥を

いｏ

資に進歩によって期待されなければならな

のである︒進歩は安定の一要件で︑安定は

動きがあり︑努力が凝る所必ず池歩がある

かなければならぬか︒それは物には総て完

執筆になるものであるｃ其の主旨とする所

中央報徳曾編

牡喜改一艮と就喜革命
全一冊

一 一 − − 〜 因

所謂人間努力の小石の塔走無惨にも一突で

徳富猪一郎箸

本書は蘇峯氏の名若近仙川本閣虻史中の

第三十六滴であって︑公武合畿諭の後走享

けたものである︒即ちそれは．錨幽撰爽走

飽迄も固執さるろ朝廷側に封して︑一方幕

的節一線に立たねばならなくなった︒而し

府側は種々の事椅によってどうしても封外

て封外問題に立つとすれば︑好むにせよ好

まざるにせよ︑海外諸幽とどうしても握手

ぜ楓ぱならないと云ふ︑所誹朝蒜肯離の暗

本書には幕府の外交方面の大立物堀田正

礁に乗り上げろといふ時に出溌してゐろ︒

陸の活躍舞墓であって︑日米新僚約︑円露

々と︑問題は一に外交問題に絡始してゐろ・

僚約︑側聞迦加煉約︑或ばハリスの活躍等

此れより封外間題鵡中心として︑愈々多

事とならんとして︑雌て公武の背離安政の

大獄をも産む前提は此の常時より醸し出さ

れて行くと云ふ︑愈々其の多事乃加へ︑興

れて行く遊見ろ・

味は其の腿筆と祁侠ちて︑一層度起加へら

菊版クロース上製美本七百除頁

橘湿銀座西八丁目九民友耽

定償金五回駿行所東京市京
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銭

要

編輯後記
Ｏ泥蒔ながら本年土川の暑さも例年に劣ら歩︑案じた農作物
等吸不作弄逃るるといふとと︑邦宗のため何よりである︒今
や我等の活動期秋を迎へて︑喪耶休息状態であった夏中より
起斉川でねばならない︒誠に多忙といばざるを得ない︒

○本銃は正に論文脱の棚がある︒蓮練物の上に︑桑川︑荒川

堀子の諸先生から得易からざる王祁を耐くことか出来たの
僻︑近氷にないことで拙誌の光柴と深謝してゐる所である︒
諸洲と共に之等を深く味って︑吾々の活動妾料としたい︒
○大介邦渥氏諺水野撫誇子氏等の王祁を頂くことの川来たの

哨亦本誌の一光彩として自負してよいことであらう︒叉洲談
陸馬のわらじ﹂を瀧比にお願ひしてあったが︑都合で小野川
氏の﹁佐久Ⅲ象山の死﹂一筋を辿赦することとなったから︑御
期待して頂きたい︒

断りする︒小野川氏は今後畔折抑執筆下さるとどになった︒
○本暁は原稿が意外に鞭擁したので︑来卿雛に廻す原稲が少

くなかったのは遥憾である︒深く語詑びせねばならない︒鯛
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一
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印刷所文陽砥
蕊行所日本弘道含
l
l

に木暁は細獅の方法を全く一愛してかかった次第である︒
○本銃は堂凌たる教化誌巾の高級雑誌として秋の活動期にふ
さはしく面目を施し得たと思ってゐる︒大いに諸荊の御按助
によって今︾技を期したいと忠ふ︒御雌在を斬る︒
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︵本曾員に限り二割引︶

四六版綴装定慣金五十銭遥料四銭
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鐸西村茂樹先生著
§

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

偶々時の首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快

著は即ち本書である︒今より川十年前の著述であるか︑また四十

年後の現代思想を批判するもの︑こもいふべく︑混沌たる現下思想
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