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日本弘道倉主意

日本弘道曾は明治九年故西村茂樹
先生の創立に係り其主旨とする所
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

儒教哲皐及宗教の一方に偏碕せず
賭教の長所を採り明治二十三年十
月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要

日本弘道曾の主張

一︑人格の完成に努力し以て家庭国家世界人類の爵めに奉仕する
所以の根本を樹立する乙と
Ｚと

二．物質的生活偏重の弊責を脱し精榊的生活の向上磯達を期する

三︑物質的生活を以て心を染はさ暫らんが偽め冬共の程度に雁じ︑
て生活の簡易を園ること

囚・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壁達
に費すること

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

六︑人類共存の本義に擦り他幽民に封する敬愛の精脚を養成し彼
我識力して世界文化の溌達と人類頑証の増進とに寄興せんこ↑
とを期する乙と

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

八︑職業地位の如何に論無く一身の画家に繋ることを知り念や圃
家の二字を忘るべからざる事
九︑圃家と一燈不二にして至公至仁なる皇室を奉戴し圃民襲っ
て圃燈の尊厳を蕊場するに努むる乙と

１ｌこい

十︑刷先の遺志を綴承し列聖の大訓を遵奉し以て君臣一徳の理想
を賞現し風連の隆昌を協翼せしむるＺとを期すること
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は全く之に反す︒若し其事の結果に依りて其善悪を定むる乙ととせば︑如何なること

最初の一念善なるときは其事の進行は着冷善の方に向ふなり︒最初の一念悪なるとき

りと定むるを得くし︒凡そ善悪の行馬は其最初の一念に於て之を知ることを得くし︒

を得くし︒弓削道鏡が帝位を銀臥しが如きは︑其結果は功を奏せずと雛も︑之を悪な

を復せんとせしが如きは．其結果は奏功の跡を見ずと錐も．之を善なりと定むる乙と

幸禰論の如きは皆共結果に於て定むるなり︒然れども菅公が藤原氏の雛を抑へて王威

事の善悪は其意志に於て之を定むる者あり︑其結果に於て之を定むる者あり︒功利論

I

にても．其結果を見ざる間は．其善悪は定弐らざる者と言はざるべからず︒天下安ん
ぞ此理あらんや︒
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現職倉の観察

深作安丈

であると岨ふｑ一つ卑近な例を引くならば︑心懸の宜い下女

を老へるやうになったことは現祇含に於て確に喜ばしいこと

いふと︑一時間たり一時間牛なりの時間を利川して︑婦人に

は例へば夜の九時頃迄に向分に割常てられた仕事を滴せると

︵一︶

私は﹁現献曾の観察﹂といふ題に付て暫く御清聴を汚した

れて居るだらうのに何故讃物をするかといふに︑蓋し彼女は

開する讃物を読む︒彼女は一日主家の鴬に働いて︑肉罷が疲

いと恩ふ︒私は教師を務めて居る背であって︑その吐脅棚察
は主として畢校の窓から致すのであるから︑皆様ハ御似察と

のであらう︒元来︑自分は下女となる篇に虚れて来たのでは

其誠物に於て︑より良き自分といふものを溌見しようと幸．る

は或は相違する所があらうと思令其庭は十分に御批判を仰
ぎたいのである︒︲

い︒出来得べくんぱ職業婦人にでもなって見たい︒斯様によ

ない︒今後︑少しでも耽曾のより望ましい方に進出して見た

今日の日本の杜曾は見方に依ると随分進んで居る所があ
る︒一部の人共は肺含を鍵ふる除り︑大分悲槻をされて居る︒

に溌見しようとするのである︒斯の如く解稗として児るなら

り良き自分といふもの︑瑚想的の己といふものを共讃物の中

私も段袋と申上げるが︑祇含の暗黒面に付ては相常悲観して
居るが︑叉御話の前段に申上げる観察軸から申上げると︑唯

︵一一︶

う︑憤値あらしめようと努力するやうになって来たと恩ふ︒

いふものを考へ︑少しでも自分の生活をして意義あらしめよ

ば︑私は現就曾に於て喜ぱしいととは︑多くの人々が向分と

だ徒らに悲槻するだけでは十分でないと老へる︒そこで先づ
現就曾の進んで居ると恩はれる所︑梁湖せられる所を三ケ陳
其一は今旧︑耐曾の或る部分の人為は︑自分といふ者を齢

程申上げて見たい︒

覗といふか︑兎に角︑自分といふ肴と見出し︑自分といふ者

程深く考へて見るやうになった︒自己吟味といふか︑自己凝
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察 瀕 の 背 流 現

ふ風に大分簡単に蔵って来た︒何人の生活に於ても正営な好

ングで済ませ︑モーニングを着ぺき所を脊庚で代川するとい

重んじて参った︒これまた結捲のことである︒例へぱ着物に
付て見ても今日はフロック●コートを着用すぺき所をモーニ

次は今日の献含の諸方面に於て簡軍或は軍純といふことを

亦一般就曾の側でも︑或は小さい圃僻にあっても極く少数の

ある︒大隈︑世界犬戦前までは我が函に於ては政治の側でも

其三は輿論といふものが近頃大層重んぜら奴て来たことで

活の簡易化は現証曾の進んで参った一つの誘擦であると存

つては鉛筆さ書いても宜しいといふ程になった︒斯の如く生

程改つた場合であって︑一つのテーブルに何人も並んで食事

ふものがあったが︑今日では一人に一うの膳を出すことは除

に付ても同じことが見られる︒昔は二の膳とか三の膳とかい

ものが力を得て参った︒例へば就曾的に重要性のある問題が

が大戦後十年︑十五年と過ぎる間に何の方面でも輿論といふ

多数であっても少数の勢力家によ２Ｌ指導されて居った︒所

有力者が多数の人を統率して居った︒勢力の無い者は如何に

ずる︒

の中で簡捷な生活をすることは結樵なこと上思ふ︒更に食事

になったことがある︒是も亦結雄なことである︒又住居に付

をすることがある︒随分改つた席に於ても食蕊の作法が簡軍

合理的に利用して居る︒即ち衣食住の単純化は現批曾の進歩
した一つの諦礁と私は恩ふ︒又役所などに行っても︑以前は

に利用せられて遊んで居る室間はない︒細ての部分を極めて

やうなものを見ると︑資に簡単である︒而も何脆も彼虚も巧

ても資に厳めしいものがあった︒︲所が今日︑文化住宅といふ

人々の住居は可なり複雑なものがあったので︑第一︑門を見

所が今日はどうであるかといふに︑陸軍ならば奉天曾戦の紀

分達に委せよ︑と云ふ風に自分の役目に付てハッキリ向尭を

随分あらかった︒彼等は他のことは知らぬが図防に付ては自

側でいって見るならば︑日清︑日濡雨戦役後は軍人の鼻息が

も輿論を抜きにしては仕事が出来なくなった︒例へぼ軍人の

下すやうになった︒随て政治家でも官吏でも軍人でも教師で

とがあるにしても︑兎に角︑多くの人堂が共通の価値判断を

震生するといふと︑それに付て正営︑不砿営の相述はあるこ

随分繁交縛魁といふ言葉が適営して居ったのである︒除梯以

ても只今から十年︑十五年前を顧みると︑耐曾の上中雨暦の

前或る新聞に︑或る人が或る役所に願書を出した所が︑二十

からそれ人︑専門家が畢校なり︑其他の国鵠なりの招聴に喜

念日︑海軍ならば日本海海戦の紀念日には︑陸軍省や海軍省

んで雁じ︑奉天職なり日本海交戦をりの話があって︑鑑衆の

持って事に街つた︒これは決して非難すべきことでは友い︒

六個の印が捺してあったといふ記事があったことを記憶して
居るか︑今日ではさう云ふととも段交改って来て︑場合に依

は陸海軍に付て図民の理解を得なければならぬ︑幽防の第一

血を沸かし肉を鵬らせる︒これは何の篇めかといふに適今日

のであるが︑今は共中で重だった簡惟に付て申上げることＬ

げて見たい︒此郷に付て詳細に論ずれば何ヶ係もあげられる

る︒斯様な老から以下柳か現杜愈の晴黒面に付て卑見を巾上

其一は今日の日本の祇禽の一部には除りに涙の多過ぎる同

する︒

線に立つのは間より通人であるが︑荷くも其背後に剛民全鵠
の後援がなければ戦争が出来なくなった︒詰り︑陸海軍に封
する国民の輿論を必要とするやうになったからである︒

の短き柵の締験では外剛で少なくとも第一流の新聞には家出

涯頃は能く新聞紙に家川人を呼戻す廠告を見るのである︒私

同胞は如何なること荘するかといふと︑例へぼ家出をする︒

胞がある︒これば多感多涙とでもいふべきである︒然らば其
斯の如く今日の我が杜舎に於ては輿論を重ずろ傾向が頴著

︵一二︶

になった︒是亦誠に結排なことであると恩ふ︒就愈は決して

てばタック一つぼかない貴とい生命を自ら中断するやうな誠

に気の毒た群もある︒斯の如き献曾現象矛見ると︑今日の我

人を呼戻寸庚告は除り見なかったやうに恩ふ︒甚しきに至っ

て其問題を裁くことは極めて餅然なことである︒斯く考へ来

が杜曾に獄多戚多択の人が祁営あるといひ得るのである︒勿

一部少数者の耽曾ではなくて︑杜禽の枇曾であるＪであるか

るならば現斌曾には随分池歩した所がある︒此黙矛見ないで

るのであって︑若し其理山を知ることが出来必歩や深く同情

論︑家出なり自殺なりをする肴には︑それ人︑深い理由があ

ら牡曾問題に封し一Ｌ輿論が起り︑責任者はこの輿論を脊負っ

徒らに悲棚することは正しき献含槻を有するものＬ川魚では

田舎生活者に載くると都舎人の祁経は過敏である︒私は其原

くは祁維が尖って居る︑ヒステリックに底って居る︒これを

に値ひ一りるものがあると恩ふ︒今日は︑特に都曾生活者の多

あるまいと恩ふ︒併し是から申上げるやうな献曾の陪黒面を
謂ふ迄もなく吾廷は祇禽を鱗成する一↓要素であるから︑何

考へて見ると決して梁槻ばかりしては居られないのである︒

人でも此祇曾を生きるに値ひする蔽曾としなければならぬ筈

械の一音︑自動車その他の交通機開の一昔︑汽車その他の運輸機

因の一つは機械文明の影響であると恩ふ︒五男は日に夜に機

刺経が過敏とたるのである︒そこに生活難とか︑病気とか︑

開心音を坪にして五男の休息︑睡眠が妨げられる︒その結果

である︒今日の人々は自分等が相集って耐曾を鋪へ︑また自
しでも牡曾に宜しくない所があればそれを改めて︑同分等．侭

分等が一致合淵してそれを支へて行くべきであると考へ︑少

生きるに値ひする賦曾たらしめることが必要であるのであ
グ

察観の曾牡現
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６︑事業の失敗とか野あ血はどうあって必多砿多汲の人とならざ
るを得ないのである︒
︵四︶

次は不健全なる人生槻である︒これはこの人生をぱ厭はし
きもの︑呪はしきものと湾へることである︒是にも無論︑︒深

い理由があるのであって︑家庭ならばそれの不和︑事業なら

ばそれの嵯践︑其仙︑不景莱に基く生活難とか︑若い人蔵ら
ぼ燕愛の破綻とか色盈のことがあって今不健全な人生槻を折
ぺるのである︒この人生観に依って日共の生活汁一律するから
︑一寸した失敗にも此世に生きることが厭になり︑主人から僅
鋤かの小言を言はれても︑忽ち反抗心が兆して︑家川在したり

就曾の中には己を救ふ力を己の人橘内に準備して居らない同
くくくｊ

ノ

人としても︑亦誠曾全慨としても︑もう少し理智的にならな

ければいかぬと恩ふ︒多感多涙の態度は動椛不定の感精を生

活の指導原理とするところに生じるからである︺勿論︑吾年

には感怖が備はってゐる以上は必要な場合にはこれを働かせ

るのは少しも非難すべきでないが︑今日の多感多涙の人は除

りに感怖に忠資であるのである︒吾為には理智といふものが

あって︑何事にでも冷やかな判断を下して︑十分なる解決を

付けて呉れるのである︒価て今日は個人も牡含も今少し理智

的の人はドウエ﹂人格の輪廓が小さいやうに恩はれる︒団民に

的にならなければならぬのである︒個人にしても除りに感怖

しても除りに感怖に走るものは到底︑大図民にはなれないと

恩ふ︒此意味に於て佃人として︑吾交は牡曾の一入として︑

ｆｆｆ

将又︑団家の一人として理智的にならなければならぬのであ
る︒︵次雅完結︶

ＩＪＩＩ

．甚しい場合には自殺をするやうにたるのである︒要するに現

１１；
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化教の心中勅詔

詔勅中心の教㈹化
第十章大化の改新と民力潤養
不知不識の間に生する積弊︑惰勢による諦種の慣習を打破
して︑日に新に︑日に進まんとする耐先の意気は︑常に弧く
常に犬にして︑孝徳天皇大化の改新は︑即ち︑其麓積したる
宿志溌断行奪われたものである︒殊に其街時︑氏族制度の弊
害百出し︑此制度を打破するに非ざれぱ到底中央集椛制は確
立せられなかったのである︒蓋し︑糊誠懲醐が立法の目的で
其根本輔川は賞に︑教化に基く︒故に︑法律は其目的に従っ
て言ふならば︑綿て教化法である︒

されば孝徳天皇は︑大化元年九月使を諸醐に遣はして戸
口の大数を細録せしめて︑現行の剛勢調森をなさんがため︑
詔して︑

易二日ク上ヲ損シ不ブ益スト節スルニ制度ヲ以一アシテ財ヲ
・傷ラズ民ヲ害ハズ
と民力涌養の要を示され︑翌二年二月には百姓の直言を嶋求め
られて︑

増子懐

聖帝明王有チテ失フコトナク得一ア亡フコトナシ

ソレ天ノ君ヲ立ツル︵是し百姓ノ篇メナリ然ラバ則チ君︿

りし時︒

とて︑三年閥︑刷民の課役を発し給ひ︑やがて民度股富とな

篤フニ百姓既二貧シクシーア家二炊ク者ナキナラン

朕高嘉二登り以テ遠ク之レヲ望メルニ畑素域中二起ラズ以

仁徳天皇︑四年二月詔して︑

篭十一章家々給Ｌ人々足るべき仁恵

る所である︒

にも亦我剛に起って︑其必要を叫ばれたのは皆人の耳に新な

したと同じである︒さうして︑民力涌養の聾は︑欧洲大戦後

たことは︑恰も明治維新の西洋文明によりて︑誉文明を破壊

に力を得て︑醤時代の思想亡びて︑・新時代の思想擬頭し来つ

民力け培養されるのである︒デモクラシーの頁義か︑此改新

興された︒上︑ｒ征信じ︑下︑︒上に頓りて︑皇化は行はれ︑

団民を撫愛して︑切諌昼訴を奨卿し︑嘉言を察納す一わ美風を

永
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い

貨富の辱絶↑︲﹄よる階級闘争ぱ篤政者の最︑苦心する所で

ある︒

第十四章教育の尊重
教育は文化の本源である︒文武天皇が閏坤士十選定せられ
孝諏天皇が大畢寮等に灸膨川を設けて諸畢生を督卿せられた
詔は︑天下に先んじて致育を尊亜せられたためである９．
桓武天皇は︑延暦十三年十一月詔して︑

うに︑大畢阿蕊の制度は︑粟党するに教化の官制であった︒

さうして貴族の卒等入畢を許す官立の畢校以外にも︑藤原

和気︑菅原︑大江︑橘諾氏の如き︑私畢を起して一族の子弟

はあっても︑岡皐に︑藩単に︑私騨に︑教育は世と共に推移

を教へ︑墾川を恥附十ろ事と左つた︒爾来一千年︑畔に礁衰

聖人ノ王道ヲ履ミ皇幽ノ識風ヲ崇琴フ聖維ヲ讃マズンパ︑何

し江戸幕末に及び︑仁孝天皇は遺詔して︑

ハン

ヲ以テカ身ヲ修メン阿典二通ゼズシパ何ヲ以一アカ帳ヲ養

せられたのに封雌して︑千歳の前︑寓年の後諺聖旨全く相符

と仰世られたのは︑刷武天皇の一皇孫養肥ノ心ヲ弘ム﹂と宣

古ノ王者ハ教票ヲ先ト篇ス世ヲ訓へ風ヲ垂ルルコト此レーー
曲ラザル莫シ

⁝⁝従来畢校ノ設アリテョリ年ヲ総ルコト久シト雌或︿共

フペキモノニシテ人タルモノ誰力翠ハスシテ可ナランヤ⁝

皐校ノ設アル所以ニシーォ⁝：畢問ハ身ヲ立ルノ財本トモ云

身ヲ修メ知ヲ州キ才蕊ヲ長スルハ望ニアラザレ︒︿能ハズ是

れ︑聖庁を奉行宣布したる太政官の布告に︑

維新以後の致育は明治九年畢制の頒布せられだのに開か

ある︒

孝明天皇の御代に至りて成就し︑今日の畢習院となったので

に単校を起し︑北子弟をして︑就いて票ばしめんとの叡慮は

合するものである︒かく一﹄公卿の里に乏しきを墓ひ給ひ︑新

と先従を察し給ひ︑

無籍ノ道今二未ダ峰ナラズ好畢ノ徒聞ユルコトナシ
期せられた︒

とて勧皐田を増遇し︑生徒に雌縮して︑其業を遂げしめんと
蓋し漢字の偉来より︑平仮名峠仮名の雅明となり︑︐画民の
生活︑其意思の疏通には︑︲教育の必要を痛感し︑特に教化の

た︒即ち統治上︑教化を行ふととは︑治者階級の教養を通じ

根本は︑数育と隆にするに在りとの信念は︑頗る旺椛となっ
て行はれるといふ根本思想が存在してゐたのである︒
徴セ！一とあるから︑此時に壌校も設けられたと恩はれるが︑

道ヲ得ザルョリシテ人共方向ヲ誤り畢問ハ士人以上ノ事卜

懐風藻の序文を見るとぶ天智天皇が一津序ヲ建一Ｚア茂才ヲ

養老年間の畢令の義解には︑﹁教化之官惣名篇し事﹂とあるや

化教の心中勅詔
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シ農工商及婦女子二至ツー／ハ之ヲ度外ニオキ翠問ノ何物タ

古ハ民ヲ滴メ剛ヲ安ンズル必ズ孝ヲ以一ア理ム百行ノ本︿弦

経一本婦蔵することを命じ給ひ︑

ヨリ先ナルハナシ宜シク天下二令シ家家二孝経一本ヲ識セ

ルヲ群ゼ琴⁝：自今以後一般ノ人民︵華士族農工商及婦女

シメ精勤諦習シ倍登教授ヲ加ヘシムペシ百姓ニシテ間々孝

行人二通シ郷間飲仰スル者アラパ山ル所ノ長官ヲシテ具二

子︶必ズ邑二不畢ノ戸ナク家二不堅ノ人ナカラシメン事ヲ

絹ヲ以テ薦メシムペシ

期ス

と畢問の菩及︑教育の徹底を期し給ひて︑阿民の義務教育は

とて︑一層孝順症奨励せられ︑清和天皇は︑これに重ねて︑

識に共根抵を築かれたのである︒訳

第十五章寧順表彰

哲王ノ洲ハ孝ヲ以テ基卜篇ス夫子ノ言ハ性ヲ窮メ班ヲ識ス

貞槻二年十月御註孝経を行ふ旨を制し給ひ︑

リ⁝⁝今ヨリ以後︑畢官ヲ立テ此経ヲ教授シ以テ試業二充

即チ知ルー巻ノ孝維十八ノ篇章ハ六籍ノ根源筒王ノ棋範ナ

庶災の激化方法ｐ一としては︑好畢︑篤道︑孝伽︑忠信︑

浦門︑里行︑郷間に間ゆる群を聖げ︑叉は孝子順孫︽義夫ゐ

と宣し給ふた︒後世床湯の式に孝経症読諦するに至ったの

ツペシ

節婦︑志行闘郡に間ゆる者は︑奏聞して門間に雄表し︑同籍
文武天皇は︑犬賓令を天下に頒たれた大賓二年十月詔して

とは即ち優詔に溌してゐる︒

も︑貞槻の治に始まったと像へられる︒良俗の久しき諺其も

の軒は悉く課役を苑ずるぼどの特典を典へられた︒

上︑皇孫ヨリ下︑玄孫二至ルマヂ突世孝順ナル者︿畢戸復

徳の首として︑﹁父母二孝ごと宣せられたのも︑其故速しと

至平︑徒に其地位に安んぜず︑又これ尭利せすして︑高潔共

みを以ては︑成るものでなく︑行政の局に苗ろ官吏が︑至公

人を教化するの道は︑君上其徳に居り︑下民これに遵ふの

第十六章官紀振粛

ヲ給シ門間二表腔シーア以一ア義家卜篤セ

とある如ぐ︑孝を蔵行の本として︑其善行を頴彰した︒教育

いはねばならぬ︒蓋した賓令も亦一而から言はぱ︑祇概的の

勅語に﹁克ク忠二克ク孝一こと忠孝を筆げさせられ︑図民道

教化方法であって︑其あらはれとして︑此表旋を見るに至っ

脈節の士を聖げることを念とする夕

身を持し︑よく民衆の模範と透らねばならぬ︒それには先づ

さ虹げ︑孝灘火皇は︑天平賓字元年四月勅して︑家家に孝

たのであとＪ

一
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徳政は邪を防ぎ善言は幅を招くぺき旨明かにして心甥ら衆を
率ゐ給ふ叡噛畏しとも畏し︒

文徳天皇は︑仁毒三年川月詔して︑

うか︒

ヌルコトヲ忘ル四海ノ富ヲ負ルー非ズ九重ノ尊キヲ念フニ

股︑寡徳ヲ以一ア恭ク鴻基ヲ統ぺ︑汗日休ムコトナク乙夜寝

ヲ安ンゼンコトヲ欲ス而ルー誠欺未ダ申ベズ答徴斯レ雁ジ

非ズ只仁誇二導キーア以テ群生ヲ賞キ労役ヲ息メテ以一ア寓雌

第十九章施薬救療
明治天皇は御自身現つ帥にて主しませば︑帥の如くにして

§朕ノ不徳撫育方二禿キ憂暢ノ誠済ス脈ヲ知ルコトナシ

飽憶ノ疫流行シ札窪ノ嘆競上起ル春夏陽和ノ時二営リ草木

園民に臨まねばならぬとの思召であったと承る︒この大御心

奈良刺平等朝に剣められた悲川院施薬院の如き︑各種の慈善

皆以テ芽グムアリ而ルー吾ガ百姓愁病ノ人或ハ死亡二砧シ

聖武天皇は祁懇三年六月詔して︑

救済の機捌は︑藤代皇室の思召が上流下行したためである︒

は︑質に歴代天皇の大御心であって︑沈病重苦倍るぺなき民

夫レ百姓或ハ癌病二染沈シ年ヲ経一ア未ダ癒ニズ或ハ亦亜病

大正天皇が剛民締祁作興詔書に一︲俄二災愛二遭ヒテ憂棟交交

遂救ふのは︑資に聖皇の仁悪である︒

ヲ得テ謹夜辛苦スルアリ股父母クリ何ソ憐懲セザランャ

心が御言に見ばれてゐるのである︒昭憲皇太后の明治二十年

至しり﹂と宣らせら恥たる御栓念も亦此等の御仁慈と同じ御

とて︑醤蕊を全圃に施し︑加ふるに病の軽重に依り穀物まで
も賜はった︒天菱地異に際しても︑同じく鯵念あらせられ︑

四〃二十六日の令旨は︑往昔の恩詔と相封して︑有始有経の

天平六年四月の大地震に含し︑

比日天地ノ爽常二異ルコトアリ忠フニ喉ガ撫育ノ化汝百姓

感激に堪へない町である︒

モ同ジ事ナガラワケテ貧シキハ病ニカカリテモ醤師ノ治療

病︿閏ノ苦シミヲ生スルモノニシテソノ不幸ハ常貴ナル人

二於テ悶失スル所アラン力今故二使者ヲ雅這シテ其ノ疾苦

ヲ受クルコトヲ得ザルニョリテ癒署ヘキ病モ絡二癒エズソ

／

孝謙天皇は行旅病者を抽養せられ︑桓武天皇は養老の恵藍垂

ノ身ハモトョリ妻子マデモ不幸二陥ルー至ルマコトニ哀ム

ヲ問ハシム｜

し︑死屍まで遼も牧欽されたほどに︑疫病の流行は︑古代術

コトヲットメ給上施薬院ヲ設ケテ将ク疾病ノモノヲ救上養

ペキモノナリサレパ我剛宗︿夙ニカカル不幸ノ民ヲスクフ

れさせられ︑疫痩の救療に講され︑平城天皇は︑病春を看養

一因の統治者としては︑如何に御心を痛められ給ふたであら

生思想の峡けたる営時に於ては︑特に閣民の恐疎せしところ︑

化教の心中勅詔
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フペキ所トナシ給上天平賓字元年勅シーア越前鯛ノ墾旧百町
ヲ以一ア施薬院二附シ朕ト衆生ト氷ク病苦ノ憂ヲ減ジ共二延

詳ノ楽ヲ保タントネガヒ給ヒシハ賞二難有事ト申スペシ今
ャ百事租宗ノ這怠二法リ泰西ノ文物モ探り川上給フ時二常
リテ未夕充分二貧者二施薬スル設ケナキハ常二憾トスル川
ナリシニ吸口婦人慈善倉委員上奏シテ有志共立東京病院ヲ
ョミス然ルー今ハ昔ト事カハリカカル事ニマデ閥庫ノ財ヲ

更一二屑描張シ余ガ看護ノ下二置カント述フ余悲ダ．コレヲ

費スヲ得ザレパ庚ク有志ノカニョリテコレヲ維持スルャウ
ナサザルペカラズコレ上下慈善ヲトモニ施スモノニシテ余
ガ進グ梁シム所ナリョリーア先シ若千金ヲ寄附シテ東京慈恵
病院ノ喪一一供セシム朝野慈善ノ蹄人及群臣民ヨク此旨ヲ柵
シーア冬雁分ノ寄附ヲナシ以一ア天平賓字ノ如ク氷ク病苦ノ憂

ヲ減シ共二延毒ノ楽ヲ保タシムペキ仁恵ヲナサンコトヲ
望ム

第二十章恩赦
護子は其罪を憎んで︑其人を櫓まずといふ︒ましで︑岡家
に犬故ある時は︑民人と座を共にし︑憂を同じくするは︑君
ば︑耽禽の稚序は保たれない︒天武天皇が罪人を礼弾し︑元

臣同鵠の精祁である︒されど法を持することは厳正でなけれ
明天皇が容隙逃亡を禁じ︑孝諏天皇が逆人に自首を勧められ

↑寛厳なしき得るは政道の常法で︑一方に紀綱を張ると共に

た詔は其ためであ↓る・

一方には︑赦免の特典を設けられ︑天武︑持統︑文武︑元正

の各代恩赦相継いだことであるか︑中に就き︑聖武︑孝謙︑

恩命は蝦しいものであった︒

光仁︑桓武の雁世の如く減刑特赦につぐに︑賑仙を以てする

聖武天皇天平十二年六月の勅に︑

恒二念フイカニシテ上玄二答へ人民休平ノ楽アリ能ク明命

桂網ノ徒身命ヲ保チテ毒ヲ得鵡恩ヲ布カバ窮乏ノ類乞微ヲ

″二稲へ剛家寧泰ノ楽ブ致サン者ゾト信二是レ寵仁ヲ被ラバ

脱シテ息フコトテーフン卜宜シク天下二大赦ス︒へシ

とて︑其除生を案ぜられたＵされ●ば恩赦の詔は︑古今皇室の

刑圭年天皇の大椛に牧められたのも︑其いけれ探しといはねば

大なる脇であって︑帝剛憲法の制定に徴りても︑大赦僻赦減

故に鴻徳はなほ禽獣に及んで︑聖武天皇は馬牛の屠殺及び

ならぬ︒

円猟を禁ぜられ︑孝謙仁明雨帝が殺生禁断の制を布かれたる

蔵ど︑皆詔書を川ひられたのに見るも︑動物愛誰の精祁が︑

人命の奪貴と並ぶほどに恐催するのである︒︵未完︶

一

1
8
0

か↑こい勘うどは村農

不利であることを指示しようとするにあったのであります︒

産業組合主義に則っての農業耗管は従来から随所に見られ
ましたが︑これは特別の信念をもった人共の試みですから︑

数量から見て何程の事もありますまい︒小作手議に失望した
地主が所有地全部の管理を村の産業組合に委托してゐる例も
あるやうですが︑これは産業組合主義による農業経管と申す
ことは出来ますまい︒

一一一

第一丙農業経誉の形式はこれを経管組織の大小と稲しても
差支ないかも知れませんが︑少し迷った意味を込めて使用し
てありますから︑わざと形式と云ったのです︒
数年以来世間が不景莱になってから︑特に昨年の秋甑の値

段が暴落してから︑常地方の農雌は極度に侭剣になりまし
た︒申すまでもなく︑私達農民中で最もひどい打撃を蒙つた
のは第一が養麓地帯︑第一派山林地帯︑第三が米萎作地帯の
農民であったでせう︒物慣指数から見て繭慣の下落が一番ひ
った純養懲地方農民の惨状は言語に絶してゐます︒そこで案

どかったからであります︒養懲だけで外の仕事をしてゐなか
出されたのが農業維管上に於ける自給自足主義と共に︑経管
を複雑にする︑多角形にする︑出来るだけ養懲︑普通農事︑
養鶏︑養豚果樹園雲を取り交ぜる所謂復式農業経管でした︒

復式耗管法を採用すれば孤論的には軍式経菅から来る危険を

は農業勢働の季節繁閑を調節する上に効果があるのでありま

分散する効川かあり︑牧入の確資仲があると北︿に︑筏際的に

カ向畳しないものですが︑農村の窮迫は自然に農民の自畳を

す︒農民は必要に迫られなければいくら説法をしてもナヵナ

及賞現を見一謀した︒必要は自兇を生むとでも申しませうか︑

促したものと見えまして︑復式維管の採川は短日月の問に普

責に驚くべきものがあったのであります︒

農業維管組織の大小に開しては︑外因では今から百要ハ十

へた頃に礎であったとⅧいてゐます︒我図では十八九年前に

年前に︑イギリスの農政畢者アーサーｅヤングが大豊論を唱

柑井時敬博士が小農保護を主張した際に非常に問題になった

ことがあります︒最近ではマルキシズムを信奉する者は必然

的に大経管主義に側くでせうが︑マルクスは工場努働問題に

は相営突込んでゐるやうですが︑農村問題は殆ど研究してゐ

なかったやうに恩はれる︒た蟹工場鰐働問題と並行線的に取

は農民に封しては小作料全菟の主張だとか︑耕作椎の確立だ

扱ったのではないかと恩はれます︒そして我閲のマルキスト

とか︑ブルジョアに封する戦術は教へるが︑本岱に農民が農

は教へないばかりか︑彼等自ら殆ど考へてもゐないのであり

業維誉をどうして行ったらいいかといふやうな問題について

ます︒だからマルキストの内には我固農村の営精に照らして

かこい動うどは村･農
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維誉の大小などを賃際的に論じたものはないのです︒

て働くことの雌ひ左俗に脈謂酔︒目︵一色でした︒少し綴裁よ

数十人なりの農民が共同組合を組織し蕊耕作而穣から見ても

反抗の念を燃えさ世るに充分でした︒だから争議の結果とし

件などが多く少しでも同畳した小作人には椛利を主張せしめ

小作料の高過ぎたのや︑貸付けた土地の面積不足や苛酷な傑

く云へぱ︑洋服と靴とに一生を託せんとした横井博士の所謂

生産技術乃至農具から見ても︑大維管と稲するに足る維営を

ては地主の不利淀見た解決に経ったものが多かったのであり

農業維誉の組織の大小と︑それの資本主義化との冊には一

充分にやって行けるからであり主す︒然しながら我闘の現在

ます︒しかしこれが篇めに︑兎に角向路した小作人の主張が

ゴロ的油録でした︒長い冊の仰統と雁制とによってさうなっ

までの状態としてはさう云ふ意味に於ける︑形態に於ける大

たので唯うが︑どうも地主の側に無理が多かったやうです︒

維誉は殆ど行はれてゐ左いやうであります︒そして過去数年

不公正のなくなったことは時代の一進歩として慶賀に堪へぬ

貫徹されたことになり︑農業収益分配上に除りにひどい不営

であり管利的であらねばならぬとは限りまぱん︒十数人なり

間の維験として農業維管の醤利化が失敗に終ったと同じく︑

見必然的の開係がありさうですが︑大維管だから喪本主義的

如何なる意味に於いても犬維管は蛎農業界に適切でない︑寧

小作料決定の標準に一定したものはないし︑理屈はつけや

のであります︒

うで︑どうにでもなりますから︑今日の低下された小作料で

ことが一番有利であるといふことがやＡ立誇された形ちにな

ろ中小無誉を︑出来るだけ技術的に︑集約的に︑進めて行く
ってゐます︒

す︒だからこそ︑濃かれ薄かれ就曾思想の洗鵬を受けた小作

もまだ高いと云ふ人はあります︒けれども大隈に於いて今日
で朕分配は小作人に有利になってゐると見ていいと思ひま

所謂耐倉思想の嵐が都市と云は歩︑農村と云は歩︑我剛を

人が除り争議に熱中せず︑農村が大部分小康を保ってゐるの

四

襲ってから十数年が過ぎましたが︑それが農村に於いては小

るかして除り成勢がなくなってをります︒

此頃埼玉の農村に起る争議は殆ど﹁釜農﹂や﹁杢協﹂あたりの

であります︒そして往日の香頭取りは他へ稗住するか没藩す

煽動によるものが多い有様です︒大部分の農民は往年の争議

作争議となって現はれました︒地主階級と小作階級との分配
は雌かに一種の階級闘争でせうＱ最初小作争議が勃興した頃

上︵小作料︶の乗ひ︑延いてぱ勢力上の季ひ︑感附上の手ひ
には︑その脊顕取りα大概多少の那屈と才押にたけた︑そし

かこい動うどは村農

によって分配問題は一段落を告げたものと信じ︑︑戦ひの長引

る﹂と書いてあるのを︑小泉信三氏著﹃マルクシズムとポル

私有主義者である︒鼓に農民の利害と共産主義との衝突起

農民の生活を簡軍に衣食住に分けると︑衣服や食べ物は十

ることには相違はないと見えます︒

も我図の農民でも﹁けちんぼ﹂であり保守的であり利己的であ

シエギズム﹄︵百二十三頁︶で領みましたが︑ロシアの農民で

いた割合にそんなに効果の場らなかった争議に再び没頭する
ことを出来るだけ廻避してゐるのであります︒

杜含思想の洗腔をうけた農民のことですから︑何か適営の

数年の閲に見速へるぽど向上し進歩しました︒しかしまだ住

機含があれば奮起して地主との闘争をやるでせうが︑そして

は少ぐとも動中静の状態を保ってゐるものと見てよいでせ

その時には全面的に深刻の度を加へるでせうが︑目下の虎で

居の改善は充分であり主せんでした︒否住居は金が一時にか

かる闘係上︑改善されないうちに︑不景気に見舞はれて了っ

農民が﹁けちんぼであること︑保守的であることは度袋云

みばいつかは取り去るべきもので︑永久に保存さるべき︑保

農民の﹁けちんぼ﹂と保守的本能とは農民の弧みです︒此握

浜ノ︒

はれることです︒極端な事例は鐙熊心理に鴎するものとして

於いては︑これが農民生活の安全鵬に左ってゐるのでありま

たのでした︒

鼓には申しませんが︑こぼれた飯粒を拾って食ったり縛れか
︑ｂ︑︑︑
かつた魚をむしやノーやったりするのば農民の日常茶飯事で

す︒農民の衣食の上に於ける退却を︑牧縮を︑さまで苦痛も

五

す︒先日も近所の百姓の細君が死ぬ前日に至って五六十回ば

典へずに遂行せしめてゐるのは此握みなのであります︒

九月十四日１１

存するの僧仙あるものではないでせうが︑目下の維済事怖に

かりの金遼ぼろ股引のかくしやその他意表外の虚へ三ケ所ば
かりへ隠して置いた話淀聞きました︒また私の小作人の中で
の分だ︑イヤおれの方だと云って半日も争って︑近所の人の

東京電燈曾祇から来た電柱敷地料二十銭か三十銭かを︑おれ
仲裁でやつと仲直した兄弟︵隣合って一家を雛へてゐる︶の
に封しては献含主義者であるが︑己れが耕す土地に封しては

話を二三日聞きました︒﹁農民︵ロシアの︶は大地主の所有地

常ｊ親愛なる

震災記念に

地震園日本

我闘民に訴
︵教化逆動より輔載︶

の雨都市悲初め近接町村が漸次復興か完了して而日を一新するに至

爾来八星霜︑其間苦辛惨惜︑官民協力の綜果︑幸にして東京横演

思ひ起す八年前のけふ大正十二年九月一日︑時正に午前十一時五
訴 に 民 図 が 我

るが故である︒現にかの開東大震災以後に於ても︑昭和二年三月七

函が天災地鍵の多い園土であり︑殊に地震剛であるといふ宿命にあ

されどわれ等は之を以て未だ満足すぺ身﹄でない︒その理由は︑我

が後世に示すぺき堅忍不抜の活模範たる悲信ずる︒

新文化の大都市穴ろに塊ざるものがある︒これまことに現代の図民

屋建築︑給水︑消防︑通信蓮輪等寓般の設備に於て︑内容外形共に

る復落でなく︑むしろ新興の名に値ひすぺく︲誼路橘梁は固より家

りたるは誠に同慶に堪へざる所である︒而してその復興れろ︑単な

で深刻なろ帆囚悲及ぼすに至ったのである︒

と評傾さるろば財は忽然灰燈に蹄し︑延いては剛家撫済の根本にま

奪はれ︐五十五蔑八千除戸の世群はその住家韮失ひ︑時慨約百億回

き走路える︒斑にあの日︑一日のうちに九洲一千像人の輔い生命が

襲ふところとなった︒われら今︑常吟走追憶するだに煙然縄身のま

十八分︑帝都並に岬奈川脈下悲中心に︑開束一群は俄然一大総災の

』
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斎藤責

わが鯉は︑天災地愛の多い風土であるばかりでなく︑天然の賓源

貧弱なる経湾資源

て之が封策を講じ︑寓一の求めに用意する畳怜がなければならぬ︒

設術の上から火災妬起し易いとすれば︑剛氏丈ろもの逸早く常備し

かくの如く︑図土として︑我幽がこれらの天災地愛を免れ難く︑

の典へた掴審の方が遥に莫大な額に上ってゐるのである︒

蜘震馬のものの損害よりも︑これ雁よる溌火が原因となって︑火災

年々莫大な損害を招きつつある次第である︒かの愛災に際しても︑

於ては︑畔に溌繊すら免れなかったのである︒芯ほ火災も亦瀕愛し

襲来があり︑作物も偽めに凶年膜漉ふことがめって交通不便の昔に

或は早番があり︐更に二百十日より二十日唖にかけて定期的の馳風

軍に地震だけでない︒我図には年々に︑各地に洪水の被害があり

ろとも︑びくともしないだけの用意が今日に於て必要である．

ゐろのである︒然らば︑全剛的に見て︑いつ何鹿に地匪の襲来難兄

展が起り︑十年内外毎に剛内の何此にか巡蕊的に激鰹に見舞ばれて

記録に微すれば︲古来六十年乃至百一三十年毎に同一地方に大地

に大震災韮蒙り︑目下復興に努力中である︒

日にば奥丹後一群に魁次で昨年十一月二十六日には豆利地方にも共

､
ふ

22
ア心

訴 に 民 図 が 我

にも乏しい図土である︒尤も︑風光は明蝿・山河鹿しく︑五穀よく
みのり︑気候温和で︑誠に住むに好き幽土ではある︒だが︑現代の
文化生活あ遂げる上には総済養源が極あて盆溺である︒
これ走近年の蛮易につ．いて見るも︑生活養料は衣食住ともに原料

の不足宅告げ．食料品だけでも大催年々一徳五千繭間以上二億回の
入超である︒その主要輸入品は︑米︑小姿︑豆︑粗糠︑鰯︑牛肉等
で︑就中︑われらの常食たる米に至ってば内地だけを以てしては鯵
しき不足で︑以上の計拠の外に︑朝鮮及び姦湾より移入せらろろ米
量は︲・年々七八百禽石で︑その他の移入食料品を合せろと三億間以

上に上ってゐろ︒それ故に心内地の食料品不足は︑一ケ年四億岡乃
至五億回に達する次策である︒なほ別に︑内地農作物のために輸入
される肥料はぶ一億五千寓岡内外で︑その大部分は食料の生産に使
衣服の原料として供給の十分なのは絹だけで・図民の常用衣類の

用さるろものである︒

原料たる棉花は︑昭和四年に五億七千蔑側６五年伐慨格下落して三
億六千蔑岡の輸入であった︒幸に我が綿染ば近年著しく透達し︐多
量の綿製品態輸出するので︑今や殆んど輪出入和殺の域に達せんと

更に住宅の原料として全額の多いものは木材の輸入で︑近年一億

岡内外であつ衣が．一昨年は八千六百洩回︑昨年は五千百禽岡に減

は米鯛産の松︑椛類で．内地の深山又ば朝鮮︑嘉湾︑満洲より持ち

じてゐる︒これも亦憤桁下落か主因である︒この輸入木材中約九割

来るよりも遥々太平洋を越えて輸入する方が安借につく現状であ

何分にも米閏の木材費源は殆ど無誰蔵であって︑最近蝋年間の伐

ウー︒︒

採料は年平均三十一億八千漉石︵一石は十立方尺﹀で︑蚕世界産出額

の五割弧に上り︑しかも︑この頁額韮以てして︑なほ百年目の輪伐

が可能であるといふに至っては驚くの外ばない︒これに比し我幽の

蛾鍍の産額について見るに︑昭和四年に於て︑我酬内地産額は十

伐採料は年六千五百石に過ぎないのである︒

五漉睦なろにＥ米幽は蛮雁七千四百四十五蔑睡で︑これも亦釜世界

産額の五割弧に常ろ︒以て彼が超比較級の豊常なろ蛾鑑賓源走有せ

万炭の産出は︑我幽も世界第六位の産炭蜘で心昭和凶年の産出額

るに比し︑如何に我が貧弱なるか悲感ぜさせられろ︒

は五億四千六百蔑睡で︑我産弧の十六傭弧︒金枇界産額の五割弧に

約三千四百寓睡に達してゐる︒だが︑これ走米図に比較すると︑彼

相常してゐろ︒加之︑その理識逓に至っては︑岡本内地及殖民地心

三百億腿と推定されてゐる︒これ亦政に比較牢超絶してゐろといば

合せて約百億鯉と推定されてゐろに封し︑米幽の埋蔵量は四兆二千

岡内外の輸入で︑昨年は債格下落の求め辛じて七千阿百菰同程度に

してゐろことば欣ぷぺきであるが︑羊毛に至っては︑最近年額一億
止まってゐろ︒しかし︑その激量に於てば澱噌の傾向にあって砥如

ってゐろのであるが︑昭和凶年に於ける我剛石油産叡はｂ蕊湾北樺

石油に至りては︑現代の機械文化に於て標めて雄要なろ役割を持

ざるを得ぬ︒

何に近年セル地︑モスリン等の需要旺盛と芯つたかた物語ってゐろ︒

大営む羊毛工業装達の結果︑羅紗︑セル地等毛織物の韓入が漸減の
傾向にあるば多とす．︑へきも︑原料として羊毛の妖乏は︑棉花と共に
如何ともする能はざるものがある︒
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太韮合せて三百蔑バーレルに過ぎないが︑米幽の如きは︑同年に於
て十億一千寓バーレル彩産出し︑奄世里の細産額の六割八分八厘私
かくの如くにして︑あらゆる飛要物産について︑その天然養源を

占めてゐろ︒

比鞭し検討すれば︑如何に我が養源の貧弱なるか乃捕感させられる
昭和四年九月の調査

に於て︑我剛内地は玉簡八千五百方粁で︑一方粁につき人口千七十

のであるが︑叩に農産耕地だけに就て棚ろも

六人の制令であるが︑米叫は耕地百三十九繭三千二百方粁で︑一方
粁につき人口煙八十六人の割合に過ぎない︒これらの黙悲綜合的に
許さぬものがあるのである︒

考察するも︑我鯛迩の将来は＄根本恢件に於て断じて一口の怖民韮

深刻なる世界不況

我国は︑価界貿易と海運其他による剛際的開係によって︑図比経
済の存立を計ってゐろ現状であるが︑今日の如き深刻なろ世界的恐
に我生糸絹製品の最大顧容たる米囲の経済界に︑一昨年九月悲好景

慌に際倉しては︑その影靭を受けることも亦極めて荘大である︒殊
蕪の頂上として急激なろ怒慌が起って以来心加ふろに︑昨年︑世界
的農産品の佃絡暴落韮中心に一般物慨の激落に件ひ︑我凹の菱つ士
打霊は奔易ならぬものがあった︒

しかも今日の世界恐慌たる間未だ決して恢彼に向ったとはいへな
い︒・これを本年上半期哩於ける英米潤伽等主要各図の貿易状態に槻

ろも︑輸出入共に一昨年同期に比し激減し︑昨年同期に比し叉可な
りの減少ゞで︑我閏も同様である︒以て如何に祇界の貿易状勢並に産

業状態が萎縮の傾向心脱しないか態察すべく︑殊に昨秋以来次第に

暴露し︑米剛火統甑悲して潤逸の賠悩金並に各叫戦依支那一ヶ年猶

激化して来た中職一帯の財界危機は︑本年六月に入って逢に破綻を

諜走批案討︸しむろに至ったが︑・それだけでは危雄走救ひ得す︑凋典

なり︑八月に入って漸く鮒乗し我が通それでも濁塊共に中央叫立銀

諾剛は奈閣銀行砿に各祁取引所の休業韮宣言せざろか得ないことと

行は︑公定割引歩合の破桁江ろ高率怨瑳表してゐろに見れば︑今何

しかも︲これが救済紫として主要七ヶ凶の代表協議が開かれたが

ほ非柑時の那態にある走奈せらろ︒

ゐ芯い︒それ故に︑その影馨するところ︑延いて英剛︑身も亦正庇

今Ⅱ伽に卑門委員曾に於て研究中に厨し︑未だ何等の光明を認めて

ぺくもなく︑かくて全世

の流出に脅かさるろ妖態にあるのであるが︑欧州の純済界がかくの

如くである限り︑米剛も亦維済好榔を望む

他面︑昨年より本年にかけて底知れぬ銀貨の暴落は︑銀本位叫衣

界走通じて撫済樹て画しの必要に辿られてゐろ︒

上に深刻な障害を招いてゐろ︒之に封しても亦︑金本位諸凹間に於

ろ支那及び印度等諾幽比の唯買力を極度に減殺し︑蝿に仙界貿易の

惟ふに︑今次の祇界恐慌たるその山衆するところ極めて深く︑其

ゞて問題の解決に焦腫してゐろ次第である︒

の堆大原因は機械文化の凌展上︑今や︲全般にわ衣ろ統制経済の確立

悲必要とするに至り︑同時に︑欧州大戦の紡采各幽の経済均衡が未

だ正常に復せず︑賠償及び戦債の決済に可なりの無理も存してゐて

る雁至るまでは︑世界的に無淡恢復の時機に笠しないと見ればなる

これらの一切の複雑な事怖が虚理克服され＄以て整然たる軌道を辿
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まい︒従って恐慌は永引くものと畳悟すぺ誉かと思ばれろ︒

業は︑人多くして土地少斗﹂自然の結果︑耕地の集約的利用法が蕊達

も剛土貧弱︑耕地狭少なるの故に悲卿すべきでない︒現に我国の農

貧居︑傑士韮生ずといふことば千古の至言であって︑一閏として

ろのみならずも却って世界文化に貢献するに至るであらう︒・

化走必要とし︑・他而には事業の整理縮少悲俸俵なくせられ︑篇に失

以上の如き裡済事情の下にあって︑各幽共に一面には産業の合理

業者は今や莫大な敷に上ってゐろ︒我幽は英米猫の諸閏に比して未

る︒今日如何に天悪裕かた閏土と錐も︑遠き僻来に於てはその人口

し︑耕地一軍位常りの農作物生産高は︑賛に仙界第一にあるのであ

るに州違ない︒即ちこの問題は人知の宿命であって︑早かれ晩かれ

増加に件ひ︑いづれは人口と生活物資との均衡が問題となる日が来

だ遥に少数と見られてゐろが︑それでも四十寓人な超叩ろに至った
かくの如くにして︑各閏民とも生活困難の上に失業不安に蕊ばれ

と報ぜられてゐろ︒

これが鴬に思想は益々混飢動揺走来さんとしてゐる︒

れだけ人類の文化を進め︑閏家の迩命︑民族の僻来を窮地に陥らし

れぽ早いだけ︑これが解決の鍵走握ることも亦早いであらうし︑そ

その郡を老へる畔︑この絶封絶命の問題に逢蒲すること一日早け

いつか逢蓋せずには走られない菰大問題である︒

国土としてば天災地髪を宛れず︑経済賓源は貧弱であり︑時は世

しかも我等は悲観すべきでない

界的に経済樹て直しの難局に際含して︑我等はいづこに安定の途走

進む尋へきでｂ眼前の峡乏は却って播来の祁悶であると信ずるが故に

かの米剛その他の大国が有する如き天恵と富語に封しては︑何等美

めないこととならう︒われらは︑今日に於て︑一にこの畳悟を以て

望の念慮は起らないのである︒たぼ心すぺきば︑わが閏民にそれだ

見出すべきか︑それはまことに難事業ではあるが︑しかも我等は決
もし︑天災地錘を畳怜せ胆ぱならない図土であるとすれば．識め

して悲観すぺきでない︒

これに封して川意するの他に途はあるまい︒東京横演雨都市の復興

更に徽而喫緊の問題はじ如何にして今日の純済難局を切抜けるか

けの畳悟と意気があるか否かである︒

である︒思ふにそれ人︑の開係者に於ても封策が誰ぜられつつある

として︑あらゆる設備雁於て︑諏々蒋辛を亜迩てゐろ次第であるが

事業の如きそれが蜜現の一つであって︑後年の大震火災に術へよう

ことであり︑図民一同亦協力して卿回に力めてゐろ次第であるが︑

本来︑人間の生存は︑常に無より溌財し︑これによって生む保ち

新興的気力に生きよ

その根本動力たるぺきものは新興的気力の外にない︒

我等は現代の科翠及び工業の力を以て︑而して更に研錆工夫走積ん
即ち︑天災地鍵雷ならぬ図土に生れたればこそ︑之に封雁巷んが

で︑瀬次に一層の完備を剛られぱならぬ︒

ため︑我幽の文化は一層の進歩奄来すぺく︑天然の縄済養源の貧弱
にして之が袖充な剛ろ︒へきかを研究し︑以て閏迩の稗回な衆すに至

といふ問題も亦︑考へ方によっては寧ろ感謝すべきであって︑如何
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と︑恰も今日に於て或は南米に︑或は南洋に︑若は北浦の天地に新

子孫に造すぺきもので砥往古開閥の痔代起想察すればｂこの理極め

の逆でないものはない︒新に生を亨けたる我等ば︑新たる人生の領

り化堅工業の世紀である︒蕊明装見︑創意工夫︑一としてこれ開開

侭力行することも開開の逆である︒殊に今日ば機械文化の昨代であ

かくの如く籾すれば繭新興的意気の護現するところ其庭に天地開

土悲開邦するば我等の黄務である︒

て明白である︒かの末懇の地韮きり拓いてそこに五穀変るに至ろご
土走開拓すると等しく︑無より瑳財すろば人力の致すところである︒

開の道が展開する︒新化は新興に作ふもの︑新興的気力の働かざる

これを先哲の資例に求むろに︑かのこ宮掌徳先生の如きは︑少年に
て孤児となり︑田畑は再度砂埋とな・って何一つ頼るものなき境涯に

所に進化は絶封に有り得ないｕ

従って保誰助成走要求するの蕊のみ大であって︑お互の力走以てこ

蹄し︑失業も祇介の罪不況も肌曾の罪︑窮乏も亦祇倉の罪といばれ

練って之を今日の世相に見るに︑百弊の根源酢多く耐倉の罪過に

賂られれのであるが︑これ人生の常であって．かの溌災火災に逢ふ
難いところである︒か上る場合に︑われらはどうすればよいか︑二

て員に無一物の立場に立つことのある如き︒亦人の運命として免れ
宮先生は心天照大神の時代心想像せられ︑かの蝶葦原の大昔に︑園

の難局起打附せれとする意力の溌現しないのは甚拒造憾である︒

走ってばゐないか．怠惰の昨間を空費してはゐないか︒衣食住の掘

顧みればわれらの日常の消我生活に少しの無駄もないか︑虚職に

中犬営一帯の大草原であつ穴のを︑一鍬一鋤の助けをも求むろこと
起き返る造はないと決意し砥即ち孤立無援の中に立って︑風雲と戦

ふ人々もあらうが︑平均して人は勤労を怖み易いものである︒士と

養ば合班的であるか︒鋤勢力行は過庇にまでなってゐろか︑さうい

なく︐一致協力の下隠心新天地を開開せられあの健気な精祁の外に
ひ蔑難韮排して︑自己の運命を開拓するものは自己の努力であると

して之が匡救も必要であり︑祇含の組織︑制度︑様式の上卜刷新を

勿論われらは︑証含に罪なしとはいばない︒祇愈的妖陥は峡陥と

である︒

の人の生涯は向上する左様に心がけるだけでも其の人は進歩するの

へ一日のうち二十分でも三十分でもより多く努力すればする江けそ

畳倍し値わが力を以て田畑悲開き賓産を積むことほど碓蛮にして有
人の一生は︑いつも無一物の開開延要する新天地に直面してゐろ

効な方法はないと槻せられた︒こ上に人生生活の要諦がある︒

やうなもので︑努力して之走切り拓けば︑おのづから道は生ずるの
に深耕し以て多敗護な工夫することも一つの開閥である︒勢鵡省い

まづ自己の力悲以て︑お互の協力を以て︑敢然難局と戦ひ︑眼前無

要すろもの多々あることは之恥認むろも︐われらの心構へとしてば

である︒どんな仕事に於ても改良の鮭地はあり︑四寸の耕土か五寸

やすことの遥に効多きを力むろは︑これ亦天地創造の道に適ってゐ

弊を排除する原動力はこＬに議し︑耐樽新興の根本兼こ上に生ず︒

一物の境涯より森然蹴起すろの墨悟こそ第一義たるべきであり︑百

て人造肥料にすがるよりも︒未明に草か刈って維肥の推積に土悲肥

更に主誰︑空談の時冊悲節約し惰眼の長寿一を自戒し︑人一倍に動

ヂ︒︒
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個人的に之を見るも︑自己の力を信頼し尊敬し︑新興の意気に燃え

い︒今や蝋催避破壊してまで新祇命の建設荘思ふ徒篭韮我が同胞の

のみならず︑光輝ある此閣家乃崩壊の危機に瀕せしむろかも知れな

中に生ぜしめてゐろ︒如斯はまことに寒心に堆へないことであるが

立つ人々は誠に幸祁であって︑紬肘そこに人生の進路は開けて来る
ものである︒もし逆にこの無力を失ばんか魁祉か呪ひ他を羨み︑不

その責任に至ってば我等自身の負ふ毎へき︑ものである︒

風教を振作し︑良心の王韮膳くと共に祁倉悪態排撃するば勿論︑

を除去ぜ胆ぱならない︒

それ故に︑われらは深く此鮎に反省し心一日も早くその根本耐因

平不浦︑意鎮頓に梢化して次錐に︑減の道を辿るに至る︒これ人生
最大の不幸であり叉肺念頭腰の根源である︒

それ故に︑今日肌含の一大病弊たる危膝思想の如き︑これが封策

公民道徳を高調し︑図比の借和親韮是固る④かならず︑我脚固有の

走講するに際し︑一には祇愈妖態心撫済捕勢竿容籾的方而に於て︑

救治の途を企叢すると共に︑他面︑各人の精祁的態度に猛省を促し

精祁丈ろ共同生澗槻念を鼓吹し︑進んで合理的生活規範の確立によ

って産業振興の根幹たらしめ︑現代文化の締祁走擬坂して之を我が

思想信念の上に教化の要諦を誤ってはならない︒

延剛精岬の茶礎の上に築き︑健金なろ祁含進化か我等金閣民の力に

殊に近年︑園鎧破壌思想の横行すろば断︶して看過すべからざる所

で︑切に帝年諸沿の反省を促さ胆ぱならない︒一切の事物︑個性を

よって達成せ胆ぱならぬ︒

変に撚ゆれば・百難敢て酢するに足らず︑天は自ら助くろ者を助く

難肘何物ぞ︑進んで職ばん？毎用意は不断に必要である︒信念

滅却して概念の遊戯に没頭する時︑そこに生命班失って空理に陥る
来一貫の史的溌達があって︑こ上に鮒としてｎ本猫特の幽民性が培

各自ら祇曾には風その凌達に歴史があり︑しかも我幽の如き三千年

われらこの意気を以て躍進せ紅ぱならぬ︒

○小事悪ピザレバ大事戒ラズ

○風雪テ経ザレパ春二週ハズ

○雫モ断エネバ岩二穴チァヶ

１１

する同胞に訴ふ︒︵完︶

記憶すぺきこの日に常リ︑敢て所懐の一端を述べ︑以てわが敬愛

ばれ︑一君寓民の証含組織韮幽艦とし︑家族制度韮中心に美風良俗
となってゐろ︒この特殊性潅除いて日本の閏家なく︑日本の文化は

を博統として︑自然に蕊生したろ共同生活はわれらの祇含性の根幹
ない︒然るに之走無覗して︑徒に浮薄なろ外幽の革命を模倣せんと
世界の歴史に徴するに︑幽情に即せず闘民性を無税し犬ろ耐曾進

すろは︑愚も亦甚しいといばればならぬ︒

化の運動は一として成功してゐない︒これ理の満然である︒されば
閏家の現状に深憂走抱く表︑何人も祇含進化の常道を明確に認識し
祇倉の先畳表ろ者︑もし今日一歩む過たんか︑悔を千歳にのこす

我図は我幽として歩むぺき方途を選ばねばならない・

時
論
⑨亨
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Ｉ
害
田

法の適用は
卒等なれ

がある︒或は淫的虚罰等に於ても︑下屑階

果は鼠一疋も出ないで右耶無耶に怒る場合

一方は特権を振り廻し︑之を通さんとする

何人にも適用されなければならぬ︒然るに

此庭が問題なのである︒法は平等である︒

此の遜の改革に侠つものが多いと忠ふ︒法

祁物質何れにも上下の采ひや衝突あるば︑

に思想か悪導するに至るであらう︒今側粘

ある︒之が価に行はれるとすれば︑世は遂

権か振り廻さんとするば封建思想の残物で

に利川する︑即ち献含の鋳寧秩序一卜まで特

義は減する︒恩ふに身分や地位を法の適用

世も赤ゞ之を認めろといふ伽あらぱ・世の正

級はよく法が適用されても︑それにも端し
ない傾があると恩ばれろ︒折々生反面目の

て一屑甚だしいとも見られる上流へば及ば

特浦が︑誤って？北流の此等の世界へ踏

日云ふまでもなく一剛の
己物にも砿はさるろことな

み大法律は鮫も公平にして何

み込んで︑不幸早速宛職の厄に池つ士とい
於て︑身分地位の上下によりて・同一法の

ふ例も少くない︒其の他Ⅱ常の所右方而に

庵く︑絶劉の椛威か以て適
用されるものである︒而

適用に差別のあることは枚畢に蓮のない程

の上に差跳のあるが如きは一日も早く改め

である︒或は政黛政治の弊として︑時々司
法椛の渦立をⅢぱしむろやうな︑法の上に

ずんぱ思想ば到底善導され得ぺきでない︒

これも身分あるものに違法雅特めた際の弊

逆にし衣ことである︒何人も日常等しく交

ぬ︒法非特椛によって逃るろなどは地位を

上流は何事にまれ摸範的たらればなら

平等に適用さるぺきである︒

走問はす︑法の下にば牛しく厳に服し︐叉

上の差別ではない︒図鴎は身分地位の上下

ことに依存する︒それが差別は決して法の

黙に於ても上流であり下の新の枇範となる

上流のものとは畢問︑修養︑人桁の何れの

政薫色走褒押すろ等といふ傾がないとは保
又一例として蝶ぐれぱ途先日も︐東京に

誇されない︒

於て某雑族の自動車にして取締規則に反せ
る行偽があつ主︒これに封して聯悔は再三
取訓べんとして素血に唯ぜぬため抜剣した
といふので問題になり︑警官は謝罪に罷出

害の一而を語るものである︒一方は身分あ

通には交通の巡五に電車に乗っては・車掌に

ろとか︑罰せらろろといふ率件があつ犬︒

ろものば述法も通すと言ばんばかりで︑之

例へぱ小沌棒は忽ち捕へられて殿かに法
の適用走受けるが︑兎もすれば大泥棒ば逃

を答めた正常の警官は威睡された形である

といつ求工合膜︑それぞれの係のものの指
る江きに非す︑折々泰山が鳴動するが︑蒜

れて天地に恥ぢずと平然と大通を間歩せざ

甚だ辿憾である︒

現されてゐないと見られる節があることは

の朕態走見るに武際に於ては之が仲々に変

とに脇する・無ろにも係らず︑我が剛現下

法の公正なろ適用︑それは論走要さぬこ

でなければならぬ︒

随て秩序は乱れざる走得なくなるのば俄然

きば︑図家に公正走失ひ︑正義は影走消し

象の如何によって︑姿を差別化せしむろと

あらう．然るに譜しも法の鏡がその映る劉

義が維持され︑秩序が保持されて行くので

して其の使命走果し得るとき︐其の剛は正

圃璽函囲圃躍圏通
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時

彊は素よりの事ながら︑上流にも此の遇の

るぺきは此遥の問題にも存する︒下流の自

ある︒平等にして差別︑差別にして平等た

る︒それは人僻以上の椛威薪であるからで

きである︒法や道徳の権威は絶封主義であ

る︒叉法は身分の差別なく等しく適用すべ

相違ではなくｂ法の下に従ふことなのであ

通の必理であらう︒故に家庭の父母の言に

といった︒それは恐らくは多くの兄童に共

の先生であり︑二番が交番の巡査であった

供に一恭偉い人走と零通たら︑それは畢校

と代るのである︒或る有名な人が︑その子

絶封の権威者であり︑信頼者は皐校の先生

畢校へ入翠する様になれば︑此の世の中の

とは勿論である︒而し之が畢齢に達してか

人間の幼兄は父母が絶封信頼者であるこ

であらうが︑一般師範教育の上にも一屑の

に於ても︑教師の上に深き注意を挑ばれる

ろぺき部分で芯ければならぬ︒

所は必す又彼等の注覗する其の効果の多か

防止に任すろ方に於ても︑其の注意を沸ふ

有効ならざろ所はない︒故に一方之が教化

上のことである︒彼等の手をつける所必ず

赤化宣博者達が︑其の効果に目走つけての

れといひ︑これといふものも心何れも彼等

讃物として大いに宣博したことがある︒そ

曾ては少年戦旗走謹行して︑小畢見童の

自墨は緊要に馬する︒其所には震際の上に

提はい兇童もｕ畢校の先生に惇へろと言ば

注意が緊要である︒従来ともすれば判育に

を排は胆ぱならぬこと悲痛感する︒

法の平等適用も賀現されるであらう︒思想

れることによって恐れ︑畢校の先生の御話

揮に従ばればならぬ︒それは身分や地位の

善導の鍵は︑こんな所にも存すること妬痛

は絶封の信頼である︒此の純心にして信顔

うか︒恩ひ半ばに過ぐるものがあ書ｈう︒彼

に教育され丈としたら如何なるものであら

し易い児童の権威者たる教師より︑左傾的

る︒敢て智才走要しない︑弦に徹底した笥

って教師の標準要素は人桁と思想とであ

偏した傾きがあるが︑小皐中畢あ穴リにあ

今や此の如き事黄が現はれたとき︑営局

感するのである︒

東京府の赤化小畢校教員の検畢から︑端

の一宇左要すると恩ふ︒

小畢教師と赤化
しなくも赤化教育聯盟の糸は繰られて︑祁

史の時間に於てなど．楠木正成や︑脊原道
直等を以て︑大馬鹿物なりと教へ誰といふ

等赤化教師の日頃の教授振りを聞くに︑歴

ことである︒此くの如くして植へ付けたと

常多数の赤化教員が現ばれたことは︑教育
導上からも軽覗出来ぬ大問題である︒今日

しれら︑家庭の父兄達が口を樋めて誤りを

上拘に寒心に堪へ芯い所であって︑思想善

来あまり見ざりし初等教育にまで浸入し率

に確信の深いものがあるであらう︒拘に恐

話して聞かすろも．恐らくは効果はない程

赤化の魔の手は漸く所右方面に蔓延し︑従
つたことは︑左傾思想が輸入鴬時よⅦ年月

ろぺきことに厨する

を経るに．随って其の根が深く贋く下り犬こ

とを物嬬ろものであって︑吾々は一大考慮

ない︒

感想言︶
大倉邦彦

この心の直債を知り︑之を修養し︑之矛練膳し︑之に最高

の奴隷とする人盈さへある︒

心は肺を生かし︑又紳を滅ぼす︒この偉大なる心を︑物質

○

舟をも浮ばせる︒元は唯一で︑縁によって形が塗るに過ぎ

水は落差となって電莱のエネルギーと造り︑流水となって

二つに見えたりするから︑矛盾淀感ずる︒

経演生活と締岬生活と二つあったり︑耐酋生活と家庭生活と

二つに見えるから迷ひ始める︒一つの場合に迷ひはない︒

○

宗教︑哲皐

藤
○
Ｉ

め権威あらしめるならば︑それが耐であり︑伽である︒

一
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唯一

善でも悪でもない︒震動力たる心の方向を決定して︑慣値の

ろ︒絶封自由意志とは︑我維でも勝手でもない︒純白清浄の￥

祇界に導き出すものは︑人間に内在する絶封自由意思であ一

心であって︑知識や恩廠分別以前のものである︒此心は信仰一

によって堀り出し得る︒それが即ち天意であり︑悌意であり華
祁の思召である︒

秋の枯葉が落ちる時諺葉は永遠に木と共にありたいと忠つ一

たに遠ひない︒然し︑下から萌え出でやうとする葉の魚に︑︾

個我意識を離れる事によって︑全僻生命の中に生きかへる

自ら落ちて行くことが︑木間偶の成長なのである︒︲

東洋の宗教はこれを教へる︒︒

とは此堺である︒・

○

利誌鰐極韮峰睡唾恥卵﹄鍾吻麺岬鋤雌癖雌磁唾僻誇塞睡誹耗Ｊ

が出来る︒そうするには坐騨︑念沸︑題目︑綿て採用するが

い１︒そして名利や佃的生命の迷妄を破る時︑一切の惜値は

鱒換する︒その時︑此身︑此倦︑此場所に居りながら︑此岸

から彼岸に渡るとも云ひ得よう︒

30
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○

自己を空虚にして︑全一の力を受込まうとする修行工夫に

１

Ｏ

禽打を全一に見る端的の謄駿を︑見性とか︑心身晩落とか

修行春彼自身の上に︑正法道を建設する蔦には︑資に永遠

云って居るが︑見性の世界にも矛盾は免れない︒

みＤ一勺／○

の修道を要する︒繰迦も達磨も修業の直最中とは此事であ

○

菓穴を掘りつつあることに気が付かない︒何となれば︑宗旨

養成の蔦に︑宗門の大畢が設けられてある．其大畢が宗門の

零砕な布施によって集められた財源で︑宗畢の鰯に︑僧侶

棒高飛の時に必要な棒は︑足りざる己の力を支へ上げるに

相唯に櫛定を修する事哨︑念沸も︑行事も抜きにして︑俗畢

○

法義軍の峰火を畢げる者が望ましい︒

宗教を見殺しにする︒此末法の世に︑数ある僧侶の中に︑正

傭侶の中に侭製な修行渚を見る事は甚だ稀である︒斯くして

法を捨てて世俗に接近せんとする僧侶は甚だ多い︒然し︑

○

るものは︑中等教員の菟欣と異安心のみである︒

を教へて︑無信心の俗人矛一作りつつあるからである︒唯典へ

は︑底くてはならぬものであるが︑さて飛び越える際には︑

の正法興隆である︒

現代人に適営する租師の言葉話生み出すであらう︒それが頁

の修行方法は資習すると︑とを︑より重大硯することによって

方法と︑考へ雛ひをして届る川は︑正法は芽生えない︒租師

のみ罪鶏鵡の様に用ふる事や解程する事を︑伽教徒の唯一の

各租師の言葉は︑正法鰐得の閃きである︒然るに︑其言葉

○

宗教は高飛びの棒に富る﹄

棒を軽く捨てることによって︑うまく目的を果す◎

られるからである︒

教生活を溌揮し得ない︒それは教理に拘泥し過ぎ︑宗教に縛

いとして︑持扱ひしてゐる傾きがある︒そして却って質の宗

自ら信仰を持てりと恩ふ入廷が︑往為宗教を維始手放すま

○

専念灼熱すれば機熟して︑何かの縁が導師となってくれる︒
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−１︲ＩＩ１ｌＩ１ＩＩＩｉＩｉｉｉＩＩｌ︲ＩＩＩＩ１ｌＩＩＩｉ１

−慧命は地熱の様に︑息む吟なく雌動して︑間欺的に蝿り出
一でる︒歴史的人物と言はれた人交はそれである︒或・時は忠臣
一となり︑或時は租師の姿となって現はれた︒

一一慧命に口火付けることによって︑人類を復活させるのは︑
一宗教家の任務であらねばならぬ︒
○

法華︑勝霊︑維摩の諸経は祇閲交僻哲畢に︑金光明経は鋲
誰閏家に︑優婆塞戒経は耽含施設に︑獅壌的基礎を典へた︒

斯くして︑日本沸教は天皇中心の誰岡脅家に偉大なる貢献を
なしたことを︑俳教者でさへ忘れてし護って︑皿に自己救澗
のものと誤解した︒

日本悌教から︑此尊き日本精川を骨抜きにしたことが︑や
がて俳教が祁儒から無川の長物秘ぜらるるに至った︒
正法の団罷化は︑日本沸教の使命である︒

賦愈
○

猫民族は天皇を中軸とし︑利器の押畢的意義を車輪とし
て︑天壌蝿窮に皇輔と稗じて居る︒かくして︑我民族は皇倒
一大車に大乗して居る︒

○

各政黛が泥試合をやる毎に︑剛民に悪思想の宣鮮をなしつ

公蕪は常に尊厳たる剛家に立脚して︑その手ひは君子の季

つある︒

ひでなければならない︒
○

政治の理想は︑民ぞ喜ばしめ︑民を富ましめ︑図の椛勢を

世界に誇る事だけではない︒それは道徳的理想を団民に行は

現時の政治は︑この孤想と齢りに間隔りがある︒

しめん篤であらねばならぬ︒

○

耐命環境の不正をのみ特めて︑圃己に封しては何等の要求

︑も持たない間は︑祇曾環境の不正は改善されない心議論のみ

鴬響墜Ｌ︑祇曾冬般の傾向が益々悪くなるのは其の誘篠で
ある︒

○

他人の過失を見守って縛めろ如くに︑自分の過失も亦反省

改善する左ら︑牡曾の改善は一層迷い︒

I

他人の風釆は一目で批評出来るが︑毎日銭にうつす自分の
姿には素が付かない︒
○

誠者の趣向避迎へる鴬か︑或は舶来の書籍の釧鐸を列べたに
云ふ気さへする︒

過ぎないから︑その内容に心を打つ何物もない︒寧ろ商品と

冥頴一致の思想は我民族生活の根源であった︒然るに近代

○

は︑現象の一部門に過ぎない維潜現象を︑人間生活の全鵠で

人を放逸と醗落とに導く就含運動がある︒それは献含を破
るものは︑人間の弱鮎を狙って居る心なき商人である︒かく

壊に導く下準備である︒知らず識らず︑之を開接に手助けす

あり︑根源であると槻た所に︑根本的誤謬がある︒

誰きない︒︵雑り︶

此根本的誤謬を矯さなければ︑一切の惜ましい耐曾問題は

してジャズ気分の青年は︑夏の錘の火に向ふ如くに︑放逸と
一切の醜さの中にも︑闘争は最も醜悪を感ずる︒

晴落の中に飛び込みつつある︒

動物の闘争でさへ︑文化人は見ることを避けたい索がす
る︒まして人間耐舎に徒黛を組んで闘争を企てるのは︑文化

刻下のｎ本は火事場の有様である︒斯様な世の中に安心してば居

火を消す偽には︑釜勤全霊を傾けてこそ︑自己の職業も始めて意

られない筈である︒目先の仕事に喰付いて居られない筈である︒

吏員に︑支配人は部下に︑家長は家族に︑一杯の水を火事場に運ぶ

義がある︒急場には忽場らしい仕事がある︒校長は職員に︑村長は

ろ︒︵大倉邦彦︶︲

へ教へられて︑共に進み度いとの熱望より敬愛する友へ呼びかけ

斯様な考へから︑庇く憂幽の士に意走通じて．助け助けられ︑教

やうに誘導することである皿

生活の不安は︑慾望の多少に正比例し︑努力の程度に反比

の逆韓である︒

×

例する︒然るに︑近代は生活の不安から逃れようとｉそ︑耐
含園家に難題を持ちかけるから︑努力は鈍り︑慾望は増大！︶

人には見捨てられて︑益盈不安を増すのである︒

古聖賢の著書は艦験の記録であった︒近代的畢者の著書は

○

︲ｌ︲Ｊ

L
一

○
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無慈悲の慈悲

坪谷水哉
松島の瑞巌寺は︑東奥第一の名刺で︑今は特別保護となっ

て居るが︑共創附者の法心祁師に就て涙ぐましい立志談があ
る︒誰談で博へらる入所に依ると︑常陸の剛腫壁の百姓李四
郎といふが︑伊達政宗の下郎と造り︑或る寒い朝︑庭へ出て
来る政宗の篇に︑下駄が冷たからうと心配し︑主思ひの下郎
が︑懐ろへ入れて温ためて居て︑主人が庭へ降りるとき差出す

と︑下駄が漁かなので政宗は︑下郎が今まで尻の下に敷て居
たものと恩ひ︑大いに怒って下駄の侭で下郎の眉間をボンと
蹴た︒と︑額からは鮮血が滴たった︒政宗は其侭奥へ入り︑
られた下駄避懐ろにしてスゴ︐／Ｉと屋敷を去った︒しかし其

下郎は紳解も許されず︑直ちに御暇となったから︑彼れは蹴
事が除りに無念で溜らず︑己れ政宗思ひ知らして呉れんと︑

思ひ込んだ復響の一念は︑繊石よりも硬く︑彼れは出家して
各雪んざん

法心と解し︑支那へ渡り︑樫山の沸鑑禰師といふ其頃彼幽で名

高い高僧に就て︑多年苦皐の結果︑業成りて蹄期すると︑忽
ち其名は遠近に陣はり︑京都の某寺に主と篇て居た︒時に仙

選まれて下ったのが法心祁師だ︒政宗は禰師の前身を知る筈

築して︑然るぺき高徳の名僧を迎ふくく京都に諸ふたので︑

を下って恭しく政宗を拝し︑余が今日あるは全たく太守の御

も無く︑恭しく迎へて初封面の拶挨が了ると︑禅師は忽ち席

蔭である︒謹んで御濯申上げるといふて平伏した︒政宗は何

だか狐に摘まれた様に︑不審をして尋ねると︑此時祁師は金

欄の包みの中から取り出して︑之を御蝿下さいと政宗の前に
を唱へて日く︑

置た物は︑往年政宗に蹴られた下駄である︒時に祁師は一喝

法心ヲ透︑ン得一アー物無シ︑元卜赴レ直壁ノ平四郎

遠ク樫山二上ツテ風剛ヲ分シ︑蹄ツーア開ク回祇ノ大道場︑

此の話は︑元亨雑書や龍門夜話に擁て︑侭壁の平川郎が興一

壁郡守に仕へて下駄で眉Ⅲ託蹴られ︑憤慨して僧となり︑宋

へ渡りて樫山で伽鑑祁帥に単ぴ輯肺軌して後に直壁郡守に含

ひ︑郡守が感激して松島に回幅寺を創建して住職とした︒そ一

へて居るのだが︑何れにしても下駄で眉間一左蹴られたに慨慨

れが今の瑞巌寺であるといふ︑其の画壁郡守を伊達政宗に更一

したといふ事が眼目である︒

して志を立て︑後年偉い者となって︑昔の怨を恩として感謝

法心祁師を感仙させた？ほ︑蹴る方が善意でも悪意でも無一

h

ｌ卜

Ｉ

と異りて︑他に葬意の折樵と悪意の析機もある︒而かも何れ一

く︑一時の出来心で蹴たのが︑偶たま感奮させたのだが這之一

1

I

暗１℃甲山ｋ甲弔ｊ町９曲や１７︐９ＮＨ−１ｆ１ｆ１Ｌ４０ｕ丹ｉ１４Ｉｆｊ・Ｉ︲Ｉ︑叩拙帰Ⅱ恥刊唱貞ｒｌ此小川間口︑︲凸■■■■■■■■□■ｕ■■■■■｜■固凹■■同日■■■■■■■■■■■宮︒沿印ＨⅡ叩６１４間ぞＦ・■■■■■■■■ⅡⅡ０■ⅡＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌ︲
』

コ
二
個
一

童藩主伊達政宗は︑領内松島に従来園禰寺と稲した名刺を改
言

悲慈の悲慈無
聖

︲Ｉ

￨

いじ

な人物になるぺき秀才だ︒然るに此様に見せ物扱ひにして引滴でも愛好肴の間には数十金の慣である︒其の一茶が俳譜を

驚いて居ると︑昇は徐ろに誠しめて﹃此の少年は︑勝来立派年の記念愈が催されや今は彼の嬰蹟が一枚の短冊︑一紙の断

た筆を硯を撰んで庭へ投げ棄てたので︑一同は呆気になって日に一ハ十九歳で死だから︑去る大正十五年には諸所で震後百

賞めたが︑主人昇は何とｍぢたか︑シと超て︑川涛が今用ひ年五月五日に生れ︑名を揃太郎と稲し︑文政十年十一月十九

臆面なく︑健筆を揮ふた︒それを見て居た者は皆今鍾感心してと︑信州柏原宿の百姓小林蝿五丘︿術の長男として︑賓暦十三

引廻されて︑時の大阪府知事渡塗昇の許へ出て︑基則で華もる本ばかり一千齢種も州版せられた︒其の一茶の生立を見る

陥らなんだには美くしい逸話がある︒祁童書家山涛が諸方へ後の近年になって愈いょ願はれ︑最近十年間に︑一茶に閲す

と︑古来祁童の末路を潮って居るが︑添田山涛の平凡の人にと桃に肩を比べる偉さを誇って居る︒責際一茶の偉さは百年

仁だ

十歳で祁一︑羊五で才子二十過れば平凡の人寺の仰と︑モーとつは己等が蕎菱だといふて︑暗に自分も月

はたちただ

山涛の二字を冠したのだ︒とは一茶の句で︑信釧や名物は更科郡焼拾山の月と︑善光

の祁童として引廻はされた頃の銃だ︒氏睦胴岡の人だから︑信濃では月と桃とおらが蕎萎

裁貴族院議員法畢博士添田毒一氏が︑八九歳の頃に天才書家る︒

と署名した額を掲げてある︒此の筑紫山涛とは︑・故繊道院総助なども其の一例だが︑今は俳人一茶の事在畢げるととにす

からの蕎萎屋がある︒今も店頭に誠信忠正の川字に筑紫山涛な人物が出来た例も津山ある︒誰談や芝居で誰も知る蝿原多

である︒東京祁川祁保町電車交叉黙の角に地久庵といふ古く見︑薄情の限りを識して虐められた露に︑それが動機で立派

い形し

といふ古い句がある︒これは厳父や先輩の恩傭に満ちた折機またそれとは全たく反封に︑恩情も人情味も無く心食慾邪

ある︒

潜うては叩かぬ杖や雪の竹ある︒︒

も其の折濫が︑営人の立志出世を促した動機となる例が多く授けた篇に︑彼の如き畢者で且つ政治家と篤た︒去れば渡逢
昇が山涛榊童の筆硯を郷げ棄てたのは︑恩情を篭めた折砿で

可

I

廻しては惜い人才の苗左萎けさせる︒悪いことは一言はい︑今以て斯く垂で偉くなったには︑縫母や義弟に虐待の限りを謡

I

I

から祁童商賓を止して立派に教育を授けたが宜からう﹄と︑された篇である︒
其の恩情深き督働に感激し︑少年書家を止めて順常に教育を彼は三才にして生母が硬し︑祁母の子で育てられたが︑︑八
−
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悲 慈 の 悲 慈 無

と歌ふた︒それ柳も晩年は故郷か糠しく︑義弟と仲直りして生

それがしも宿たしに候秋の暮

ｌＪＩＩＪＪＪｉＴＴＩＩＩ︲！ｌ

其頃から総母は賞子を愛して一茶の穂太郎を疎んじ︑父はお

隣駐凝駿灘峰瀧討潔眺哉潅蝋一一

ら︑一茶は柏脈村の一塁夫祁太郎で︑馬方を兼業として経つ

愛で人間の運命を蓮槻すると諺幼時に継録の虐待が無つた

に住み︑経に共所で自分も展し︑其の土蔵は今も残って居る︒

蝋名状しがたい︒其後更に家は火災で焼け︑粗末の土減の中

が死し︑其子がまた二才で亡くなったのだから︑薄命は何と

次の年六十歳で四番目の男子が生血て間も無く︑今度は妻

か堂み餅帆ひし甲斐もなく鴨

それがまた翌年正月天死して︑

ら︑今度こそは丈夫になる様にと︑名を石太郎とつけたが︑

と嘆じた︒其翌年五十八歳の十月︑三番目の男子が生れたか

名月や膳に這ひよる子があらば

と祝ふたが︑それも其年痛清で残し︑

這へ笑へ二つになるぞけさからは

元年に女子が鰍れたから︑翌年の正月には︑

生れて間も無く天死し℃翌年次男が生れて主た天死し︑文政

と脱ふたが︑不幸は何虚までも附き綴ひ︑五十川歳で長男が

めでたさも中位なり話らが春

家へ蹄り︑文化十一年脆五土一歳で妻を迎へ︑始めて︑

の病気の臨怒を看護したが︑父の死後はまた他郷へ州て

斯かる虐待の中にも︑彼れが一一千九の年︑偶然郷里に居て父

夜な︐Ｊ１にかまけられたろ蚤蚊かな

さはぼら
古郷やよると鯛ると茨の花

てからや図へ蹄れぱ相も巷らず虐待で︑

一茶となる動機である︒彼れは俳人と篇て相唯に名を知られ

六年彼れが十五の年に江戸へ奉公に川したのが︑後年の俳豪

流石に御人好しの父もｙ是では可愛い相だと恩ふて︑安永

取てやれと言ひつけられるのだ︒ゞ

いから木の葉に書く︒疲れて書渡しようと思へぱ︑仙六に蚤

で草を叩いて草畦や馬畦を作らねばならぬ︒手智する紙が無

場人夫として馬の口を取て方為へ迫ひやられる︒夜は遅くま

其頃弟仙六の子守をさせられた川に︑一日姓仕事の手偉や︑宿

ごＢり

まＬつ子や涼み仕事に藁叩く

ま比つ子や蓑寝仕事に蚤拾ふ

のみひろ

ま上つ子が手智をする木の葉かな

ま上つ子が一つ閣扇の修覆かな

を想ひ出しての一茶の左の句を見ると恩ひやられる︒

展してから︑益ます擢母に虐められろ様になった︒営時の事

いじ

人好しで兎角後妻に頭が上らす︑一茶が十四歳の年に祁母が

厳の時に父が縫母を迎へ︑半．歳の時に仙六といふ弟が出来︑

I
Ｆ１︑︲１Ｊ■６．値日日Ｊ恥側即凹伺凹０１．引引４ｌｈ
可

悲慈の悲慈無
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教
育

教 宗

１１綱割
ｌ

ｌｒｌｒ

及欧洲の諸大戦を経て以来︑今日世界の思想は︑大に愛化し一

ふせんと窺ひ居るの感あり︑此の時に徴りて︑吾が園民同有

教育宗教吃蜂騨聯繋瞥鴇唾産︑一欝侭硫蕗理

の欣あるを見ては︑画家のため憂臓に堪へぬのである︒然る一

渡漫嘉重か狩清曲大和魂届︑漸爽萎陛︑隠月簿淡澄延雰

吾が函の現況を見ずや︑世をあげて酒友名逓建ひ︑利に走に前述の如く多くの団民は︑箸修遊惰に耽り︑或は生活を歎

り︑求めて飽くことを知らず︑上下混沌として︑腐敗し︑瞳きて︑天を怨み︑人をとがめて煩悶し︑苦悩して居るものＬ

落して︑殆んど其弊に堪へさらんとす︑是れ其罪何れに蹄す多きを見は︑吾人は何とかして此の醜耐含に昏畔してゐる︑

︵︺

ぺきか︑素より其原因は種掩あるべしと雌︑予は之を園民粘剛民を畳醇して︑之を彼岸に救済せんと考へ居るのである︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
榊生活の飢渇せるに依るものと恩ふ︒夫れ人はパンなくして

より︑宗教的情操を有して居るものである︑其宗教がムク

生くる能はすと︑同時にパンのみにても︑亦生くる能はずと
︑︑︑︑
は千古の直理遊り︑精祁生活の貴重なる︑夫れ斯くの如し︒之と救済するの方法は︑多盈ある可しと雌︑先づ教育に宗
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
教を加味するに如かずと恩ふのである︒元来人は生れたる時

一

常に心を痛めて居るのである︒ある︒

更に国家のため憂ふべき黙を申せば︑我が日本は日清日露斯く精耐生活の基礎をなして来た所の沸教をば︑明治維新

１１１

思想の浸極して居る様では︑今後如何に成り行く可きかと︑即ち宗教的情操を︑開願し得ざるか︑無縁の衆生と云ふので

畢生の検畢せられて居らぬ所はない︒斯く畢生の間に︑左伽時に︑吾交は桃を拝まざるを得ぬのである︑此の本具の俳性

め︑布も高等の教育を施して居る川で︑左傾思想に閑係してである︑之を俳教ｇ言葉で申せば︑本具の俳性が現れて来た

現代吾が図に於ける教育は専門畢校︑高等畢校各大豊を始／︑と頭をあげて来る時に︑宗教に生きずには居られぬもの

○

○○

一 一 弓

ｌ１１
忽々の際とて︑深き考慮を桃はず︑雁仙棄稗の暴梁を敢てし

伽像を職汗せしむるが如きも︑穂かならず︑之を要するに︑一

剥し︑基将教の懐を拝せしめ︑叉基督教信肴の子弟をして︑一

ｌ︲１１︲●

たのである︒其後明治五年畢制が頒布せられたが︑初等の教

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

育だけで︑宗教と教育とは︑分離せられた︑之れが馬め図民

即ち蒋通の道徳と︑宗教的道徳とは︑一致するを要す︑現在

畢校教育に於ける宗教兵育は︑凡一Ｌの形式を離れて︑宗教の一
︑ｖ︑︑︑︑︑︑︑︑︑昌
根本義の上に立つ群に限ると恩ふ︒第三は道徳の一致である一

︑︑︑︑︑

全く分離してしまったのである︒

○

も︑ｂ

℃ｂ℃︑︑ｂ︑ｂ堂℃︑ｂｂ℃℃画℃℃︑

迩徳に背く様な︑行篤をなす場合があるからである︑第四に
︑︑︑︑℃︑︑ｂも℃︑︑▽︑℃︑︑︑℃︑︑ｂｂ︑︑℃℃
は死後に亜きを置かずして︑現在生活の慨仙を認むるもので

︑︑︑︑℃︑℃℃︑ｂ︑︑
なくては底らぬ等である︒

行はれて居る宗教巾には︑祁意に随ふと云ふ立場から︑一般

教育を始め︑専門禦校︑大畢に至るまで︑教育と宗教とは︑

︑︑﹄．︑︑︑︑︑︐︑︑︑︑︑︑︑︑や︑︑や︑︑︑
現在の成人は︑無宗教の徒が非常に多くなって居り︑一た
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ぴ人生問題に逢ふや︑忽ち斌悶して︑途に色彩の濃厚なる過
︑︑︑〆︑︑︑︑︑︑︑︑

激思想に食ひ附くのである︑或人口く︑人に峨懸の迷ひあり
︑︑︑︑︑

ぱ法界は悉く迷界と鐙寸るものなり︑是れに反し人心を川鋭

或は名利の蕪︑椛勢の慾等あり︑若し之を心猿の狂ふに任せ

︑︑︑︑︑︑１︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

の如く︑清かならしめは︑法界は悉く悟界となるとは︑質に

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
至言と云ふくしてある︒

内に存するものか︑即ち撃校宗教と認むくきであ↓︑と岨ふ︑

之を要するに︑探川すべき茅敦は︑宇耐的大生命に依りて
℃℃︑ｂｂ１℃℃℃ｂ︑︑︑︑９︑℃宮も︑ｂ︑６︑︑︑︑
成立し居る︑直善美の表現に外遊らぬ︑即ち共僻は頂にして
も︑℃︑℃︑℃︑℃ｂ℃手も︑︑ｂ︑℃℃︑℃℃い︑三ｂ
共柑は美︑其川は善である︑置稗美が揮然一柵を魚して︑共
︑︑℃︑︑︑︑℃も︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃ｂ℃︑︑︑

現在行はれてゐる宗教は︑一般の玖校に賞施するに常り︑差

此故に皐校教育の効果を充分に現さん篤め︑教育上に栄教
を加味するとせば︑如何なる宗教を探川して然る可きかを︑

支ふる事は︑宗教問題である︑此の問題が解決を告げざれぱ

︑︑

研究するの必要ありと思ふ︒畢校に探川すべき宗教は︑第一
︑

資行は難き事と恩ふ︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︲︐○一Ｊ．

︲１３１１

Ｉｌｅ風Ｉ

︲１

現代苔が図に行はれて居る諸宗教を︑訓奔研究すれば︑刺
℃もも︑℃︑℃︑︑︑︑
儒︵宗教と見て︶伽耶の四道があり︑此の山道は各其門を異に

○

現代の畢術と矛盾せざるものでなければならぬ︑即ち宗教の
て︑有害無益の具と蔵るの恐れがある︑即ち現代の肇術を以

説く所と︑不合理左るに於ては︑徒らに畢生の頭脳を惑矧し
て︑立派に誰明することが出来るものでなければならぬと思
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑や

ふ︒第二は形式に拘泥してはならぬ︑即ち沸激信者の子弟に

１卜ｒｌ︲

−

○

教
育
宗

教
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︑︑︑︑一℃︑℃ｂも︑℃︑︑︑︑︑︑ロ℃℃︑︑℃℃℃︑一
すれども︑畢寛共堂は一なり︑即ち洲に唱ふる所之天之御中

℃面も︑℃ｂ︑ｂ︑︑℃℃ｂ℃℃︑︑ｂも︑▼︑一
主刺は︑儒に云ふ所の天︵大概︶にして︑伽に稲する川の直如
も℃︑︑９︑︑℃一ｂ︑１．℃︑ｂ︑ｂ℃︑︑︑号

︵如来︶︑耶に云ふ所の天帝︵造物主︶なり︑之に依りて之を願

︑一

もＵ一℃︑℃︑︑︑ｂ︑︑▽︑や︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑
れば︑各同一の榊阻と持ち︑兄弟の間柄なるにも拘はらず︑
℃︑ｂ︑ｂ︑︑℃℃︑︑︑ｂ︑ｂも︑℃Ｕ︑︑︑℃℃︑℃℃一
互に和排斥し︑相争論するの朕あるは誠に遺憾に堪へざるな

り︑即ち帥適者は白く祁道は︑祁随の大逝なり︑伽耶は外図
の偏教なりと︑儒家は日く︑祁祇は野鐙の小道にして︑伽は
伽教家は白く︑祁祇は吾が桃陀の乗迩にして︑儒道は吾が如

夷秋の一法のみ︑天下の大道は我が儒を置て共れ何れぞゃと
来の権化左り︑祁儒耶の三道は︑吾が法海中の一滴なりと︑

ｆ歩Ｄｒ︒ゲイ

蕪将教信者は日く︑帥仰は未開時代の強敦なりと︑鎧皆笑ふ
可きの至りたらずや︒
○

以上の状況を観察したる結果︑予は宗教を信歩るには︑祁

．もＴｂｂも︑︑︑

官僧侶及宜教師等の仲介者と脚はさ式︑既成宗教の意表に依
℃刃︑︑℃︑℃︑︑ｂも︑︑ｂ︑も
りて︑以て指針となし︑直に大宇宙の祁霊と握手するの方法
に依るを可なりと︑信ずるものである︒

℃︑︑ｂも︑℃︑

○︐

給はざるはなき蔵り︑更に心を岬めて之を観れば︑山津に生
も︑︑︑℃℃︑︑
する無名の草花も︑猫員理の宿るを見る︑夫れ人の力や微な
℃︑︑℃︑℃ｂ︑℃︑℃︑︑ｂｂＢｂＪｂ︑︑︑ｂｌ
りと雌︑其心燕に於ては︑大宇宙の刷薙と︑交感鳴膳す︑古

人云ふ︑人は小宇宙なりと︑然らば即ち吾人は僻物を相手に

せずして︑天を相手とし︑以て人格の修養に賛する工夫を鳶

○

すこそ肝要ならんか夕

〃Ｐｂ

予は曾て︑夢に暗示の露感を票けて以来︑十有除年の問い
各宗に就て研究せし結果︑共共通軸︵普通的︶を蕪見し︑詔ゆ
も︑︑︑︑︑︑℃︑℃℃︑１もも︑℃ｂｂ３℃︲︑もも︑︑も
る川聴方案即ち各宗に超越せる新宗教を老案し︑名けて天遮

も︑︑︑︑︑︑℃℃︑℃︑︑ｂ︑℃もｂも℃℃Ｄｂ℃︑

宗と柵し︑以て之を各種の畢校に探川し︑且之を世界の各図
︑℃︑℃︒℃︑︑℃︑︑ｂ︑Ｕ一℃も︑︑Ｕ︑℃℃℃℃画︑
に宜螺
し︑世界的一祁教となし︑以て犬に酬民思想の浄化を
一︐１
︐ｂ︑・
ｂ︑︑℃ももももももｂｂももｂ︑１︐︑︑ｂ
計り︑人生の祁祇を将しめんと決心したる次節である︒

夫れ人ほ宇宙には必歩人類以上の椴威肴ありと考へて︑之

を畏敬し︑尊敬し︑信城し︑服従し︑之れに依りて一切の安
○①

心揃足ｒ得んＬｒ｜欲する︑心理状態を指して︑宗教と云ふもの

なれば︑天霊は欣含人類の一様ｒ︐信一和る所の主観的状態であ

階級︑総一ｉ−の就曾に共通する信仰であると恩ふ︒

F

○

るが故に︑此の煮気の下に於ける天握の信者は地球上総ての

1

顧みれば宇宙は韮夫として阪りなく︑究りなし︑日月星辰
天に輝き︑森羅蔑象地に薬し︑何恥か是れ天の吾人に稗示し
,
[
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︒Ｉ１︐

おびへて居る︒大蔵省に赤字が出て︑今や之が顛補にぽうま一

い︑蜂の巣淀突ついたやうに︒左もない小供の悪戯から飛ん

が起らぬとも限らぬ︑米屋焼討が始まらぬとも保護は出来

足立栗園素裡に暴騰でもしたら︑それこそ大愛である︒昔筈姓褒

が減牧であり〃．共他我が剛民に取っての必需品が︑此の不景

戒槙恐催の秋ぃして居るのは常然である︒此の上若し米が不作であり︑糸

内憂外患交々来る

今や吾人国民は︑戒恨恐蝿すぺを秋であって︑最早自覚反だ大事を惹起せぬとも限らぬ︑決して安心の出来ぬのは︑今

赤化の蕊手撞がる

然しそんな弄気なこと

板に血眼になって居る︒た瞳呑気に見へるのは猫り月給取りいふことが如何にも恐ろしいのである︒
あるのみだが︑それすら減俸騒ぎに狼狽し︑整理減員の麓に唯ださへ人心は動揺しかけて居る︑所謂恒産なきは恒心な

である︒商人工人亦間より其の選に洩れす︑投喪販寅の立看が︑拙く愛じて通すまでが辿も待ち切れまい︑加之其の愛ずと

農民は茶色ある宜べ左るかなで︑今や蝉さへ嘗められぬ状態物の道理ぢやが︑愛じて通木るまで︑待って居られ上ぱょい

取れても算盤に合はいほど是れ亦安い︑雑穀野菜悉く然り︑って呉れるものもあるまい︑窮すれば鍵じ愛すれば通ずのは

ば減茶々廷である︑生綜は喪れず費れても安い︑米ほ取れたして︑梁概して居ても始まらぬぢやないか︑誰も此際我を救

全くそれであらう︒世界的不景気に吹き捲られて︑産業方面を言って︑今更淡落や破産の運命にある英猫などを引合に出

古語に内憂外患交為至るといふのがあるが︑我幽の現在はないか︑之は世界一列一鰐であると︒

図民の戒心一番すべきは賞に今日にある︒図でさへ︑大きな赤字を出して今や四苦八苦をして居るでは

機を招来して︑千栽拭ふくからざる屈辱を被らねばならぬ︒へば︑左しも前世紀まで世界の覇王を以て任じて居た大英帝

して同時に剛民的に受醒奮肋する伽がなければ︑終に一大危すれば通す︑何もさう心配したものでもあるまい︒赤字とい

い来て此の始末︑早く戒旗恐催して其の非行を改め︑八方塞
がりの運命を打開せねば︑日東帝図を奈何せんやである︒而或人はいふ︑物事は行く所まで行けば又元へ戻る︑所謂窮

弛みが震災以前に復肺し︑寧ろヤヶ気味の罪悪潜天が遂に報

省などと生温い事をいって居られぬ時である︒澱年来の心の後の成行である︒

一 ]

しで︑衣食が足らず貯へがないから︑柴辱も濯節も鉾へない

者か年々増加する︒失業考はウョＪ１と族出し︑中にも知識
階級の失業不平連などは︑どうやう危険状態に傾いて居る今
日︒共産薫の魔の手は四方に伸び︑一時勢働者間にのみ喰ひ

入って居たものが︑今では教育界に潜入し︑大中小里から女
畢校へまで手を砿げ︑今後の子弟を育て上げる所謂望者先生
方を赤化しかＬって居る︑そこに恐るべき徴菌の散布せられ
ることは︑全く戦喋せざるを得ぬ︒近頃剛く所では︑更に官
管の煙草専責局へまで入り込んで︑女工を誘惑して居るとい
ふ︒恩ふに此の勢ひでは私人の製蒜工場︑染織工場をどへも
綾々押しかけることであらう︑資に彼等の宣博の勢ひたる︑

恰も煉原の火の如きものありといつてよからう︒一網これ等
尭営局官憲はどうして喰ひ止め︑且つ掃蕩しようといふので
あるか︑油断も隙もあったものではない︒

かくて我が図民の上下が殆ど赤化さる上といふととになっ

たら︑国家観念は漸次に薄められ︑義勇奉公などといふ念慮
は︑不知不識の川に餌民の間に喪失され︑世の諺の所謂秋の
栗ではないが︑外部を如何に厳重にしても︑内からはぢけて
手の付けられぬ状態に陥らねばなるまい︒唯さへ衣食に窮し
て将に溺れんとして居るのであるから︑彼等が赤化の好餌に

藁をも鍵まうとするのは営然である︒此の如く槻来ると︑我

︐ＦｒＰｈ︑６日︒︲ＩＦｑ■１６︐

国は今や表面何等異鍵なきやうであるが︑賞の所︑内部戦線
一
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大に異状ありといはねば透らぬ︒

畏るべき列渥の脅威

以上の内憂に加へて︑刻下の外患はどうであるか︑言ふま

でもなく一層の危険状態にある︒露西亜は一方に赤化の雌の

手を伸すと共に︑他方には前世紀以来の宿志ともいふべき東

方侵略を事として︑恐しい軍備描張を企てＬ居る︒政惜こそ

喋農政府と代れ︑スラブ民族の雄岡は今尚ほ帝政時代と何等

愛る所はない︑却て陰然として辛錬の爪を磨いて居る︒恩ふ

にそれが我がＲ清︑日露の戦捷に依りて漸く獲得したる︑東

洋平和の馬の洩蒙朝鮮の保護境にまでも抑及んで来ること

は︑間より日を数へて待つべきである︒此の西方の脅威と並

んで一屑畏ろしい東方よりの臓手も︑今や我が北達に伸びん

として解るＪ所謂米図の察軍がそれで︑彼等は歴次の軍縮曾

議に依りて図際的に否睦言はせず我図の軍備を疎淵ならしめ

たが︑それにも雛らす︑日本海軍大に長るぺしとて︑其の鋭

鋒を避けて︑我に峡乏せる案軍に目を着け︑それに全力を集

ひ︑アハョクば南下して帝都を襲はんとする計謡を立てＬ居

注し︑数百墓の飛行機を用意して︑北洋上より我が北方を窺

るとさへ陣へる︒現に干容謝来の観ある各醐よりの飛行機は

他叫はいざ知らす米図などは頗る塞心すぺきものである︒今

■■︒■●８■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ｇ巳■■■■■■■■旧心旧■■■■Ｉ■■■Ｂｉｊ．︲ｐＨ︲ｒｑｌ・叩ＨⅡⅡＨいⅢＨＨＨⅢｈはＩ明１日宇中︲．︒．

１１︐一ｒＦ１ｌ︲１１１︲︲・１０■■■■■■■■■■■■

は即ち虞逆の時の下準備であるとさへ噂されて居る︒賞に我
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一団としてうかノーして届るべき時ではない︒ ．のみ園椛回復の事に焦胆し︑突飛的にも我図の既得椎を疎踊

一一僻︑所謂文明の利器たる者が︑従来民衆の便利幸幅の篤廿一んとする︒其の志や嘉すべきも其の愚や寧ろ悩むべきもの

・に︑利川せらる上ものは少くて︑多くは殺人的に悪川されるであらう︒歴史も顧みず︑秋序をも履まず︑資際上の治安と

のが︑殆ど其の常態であるといってよい︒航空の飛行機や飛いふことを考へずして︑理不誰に自我を通さうとするのば︑

行船も︑何とか早く之を交通運輸の便のみに善川せられんこ恩はざるの雀だしきものである︒而も之を成し遂げんが篇に

一とを望むのであるけれども︑之はどうも六づかしい注文で︑諸種の策略を弄するから結局彼我国民両方の損害を招き︑迷

一一度は必本絶大を惨州を列幽競争の上に川現するに和逮な惑不便を氷して居るのである︒恩ふに駆除の暴畢を敢てする

︾ぃ︒之は決して吾人の杷奨ではあるまい︒即ち此の航案溌途のも︑馬賊盗賊の跳梁蛾眉するのも︑皆是れ彼等営局者の思

の過程といふものが宵に長ろしいのである︒嘗て槍ぶすまや瞳なき政策に談まらる型のであらう︒特に日貨排斥を以て経

剣恢に長じて居ても遂に黒船と大砲の前に降参せねばならな沸的に日本を苦めたならば︑必ず自画の勝利に肺するであら

の雄勢をば奈何ともすべからざる時が来ぬとも限らぬ︒此の一鰐虚心平気に考へて見れば︑東洋の平和︑東方民族の幸

かった如く︑我今日の所謂陸海軍の精鋭とても或は経に空軍うなど上考へて居るのは︑全く大なる時代錯誤である︒

一大脅威は︑呉交も我が団民上下が︑今より課め蝿醒し川意耐は︑日支人に限ら赤印度人も其の他も︑其の民衆悉くが瓦

に出なければ︑到底瓦の幸幅を招来し得るものではない︒古

して緊揮一番してかＡらねばならぬ所であるｕに了解し合って︑和提携して利害休戚を共にするといふ態度
隣国政府の暴慢

語に所謂﹁兄弟内に寛ぐも外其の侮を禦ぐ﹂といふことは︑
さてか入る東西の二大脅威は今暫らく之を措くも︑外忠上今では東洋と西洋とを内外として老ふくきもので︑ｎ本と支

の幽民政府の匪澄振りである︒彼等は何故・墜臼より我剛を目いつも日本を外として戦を挑んで居るのは︑資に愚な話であ

尤も面倒なのは︑今や殆ど錯琵状態に陥れる中華民剛とやら那とを内外として老ふぺきものではない︒然るを中華民閣が

の敵にして居る︒未だ自己の賞力とても四阿除州を統治するって︑かくて日支相手ふならば︑詰局は鵜鴨の手ひ︑経に米

に足らず︑叉共の施設純管も至って手薄で不十分で︑内治外や豚の漁夫の利に締することは︑賀に見易き所である︒所で

Ｉトー．Ｆ１

交雨方而とも何等見るべきものなきに拘はらす︑論理上から今日︑彼我剛民の問題となって居るのは︑かの寓賓山事件か

42

秋 の 擢 恐 慣 戒

デ

にはそれ人Ｉ鵠面といふものもあり︑叉既得権もあり約束と

の績出であるが︑如何に是等を解決すぺきものであるか︒図

ら引渡いての中村大尉惨殺事件に至るまで︑多くの不群事件

は︑全く剛民精祁の健在如何を疑はれる︒吾人は稿を改めて

叉はカフェやダンスに騒ぎ廻って夜も日も明けぬやうなの

る篇に外左らぬであらう︒かの徒にスポーツ熱に浮かされ︑

は畢寛大なる時代の蹴手に捉へられ︑馬に昏迷し惑蹴して居

ｌ

いふものもある︒之を無脱したり放棄して︑其の俵に済まさ

らＰＦ１

れるべき筈のものではない︒彼我共によく了解して十分善虚

︵六ｅ九●四︶

少しく是等弊害の根擁を突きとめて見た︐いと恩ふのである︒

虐待が却て恩となることもある︒法心は生前に於て虐待の

而して禰砺は糾へる棚の如く︑無慈悲の結果が慈悲となり︑

三十五頁よりつ皆く

する所がなくては︑維に雨馴民の感備を害して飛んだ事にな
らぬとも限らぬ︒然し之が結局漁夫の利矛招く如き基と左る
といふととは︑犬に考へざるを得ない︑之は十分高庭大鹿よ

り達観して︑彼我雨幽の牌来を談まらぬやうにせねばならぬ
事である︒

大に禍根を考ふくＬ

は生前には未だ大いに名溌篤すに至らず︑幼時からの虐待と

晩年の重なる不幸の篤に︑鋤ね者として経りしも︑地下の一

結果が出世と篤たから︑怨を稗じて恩として謝したが︑一茶

畢である︒けれども是も亦我風に取りては︑一脅威とせねば

茶は今日の評判淀聞たら︑継母や義弟に感謝して居るだらう

若夫れ朝鮮人が今尚ぼ猫立を夢みたり︑従って共産赤化の

左らぬ︒要するに我閏の現状は資に内憂外患交交至れるもの

と恩はる上︒

臓手にか上って盲動する如きは︑結局自己を量り知らざる愚

で︑営局者の苦心惨謄︑百事忙殺を極めて居るのは勿論であ
るが︑さて一設図民はどうであるか︑或は恐るどうも明治時
代の意気込はたくして殆ど無開心の如くではないか︒之は人

心弛緩の結果で︑結局思想の悪化牡る篤と言はねばなるま
い︒加之︑か︲今る際︑我が鴎民の上下は︑漫に剰那の享楽を

超ふて︑園難来に全く目莞めて居ないやうである︒此の如き

ず論を想思代時
43

時代思想建論ず

繁田武平
犬養政友曾縄裁の談に日はく︑

﹁何といっても刻下の大問題は思想問題だ︒惟川には左価祇
右傾派といるノ︑あり︑中には随分極端なものもあるが︑一
概に老通り行くものではない︒

思想問題の解決は敏育の力と︑宗教的信念に待たねばなら
ぬ︒而して術且つ工合の悪い時には︑法の力に擦る外は左い

先づ此の位の所が一般的見方であり︑政治的方法であるＪし
かし我輩は︑思想問題を政治的に解決せんとしても︑夫れは
結局微力であり不徹底であると思ふ︒思想問題の解決は︑献
含政策の普及に待つべきである云交﹂
と︑其の論旨は︑大罷に於いて首肯することが出来る︒
×

べきものだ︒高きより低に流る上臓水の自然勢である︒此の

自然勢を善導し利川すれば︑車を回らし船を行り︑田に瀧ぎ

禾迂養ふことが出来るけれども︑一朝その通を矢ふ時は︑狂

奔泥濫︑堤を破り岸を穀ち︑人畜をも害するに至るのだｕ今

日の共産主義者はや何事も闘争に導き直接行動逓敢てし︑証

曾の安寧秩序を素さんとして居る︒是は団法上よりはいふま

でも近く︑人道上よりも許すべからざる罪悪である︒

×・

彼等に言はすれば︑現在の耐愈組織が間違って居る︒之を

根本的に破壊し建直す所に︑人類の幅征が存すると︒併し凡

ての事が理論と賞際とは蓮ふ︒理論通り雷際に行はる上もの

ではない・理論は可にして︑賞際に不可なるものが多交ある︑

彼等の論歩る所は︑理論に於いて既に破綻があり︒鉄漏があ

る︒その一二藍畢げて見れば︑人はパンのみにて活くるもの

ではない︒物心の統合脳である人間を︑唯物論で律し去らう

とすることが︑︑既に根本的の誤謬である︒自由平等は迩理

時代の思潮は︑唯物主義に傾き︑之にデモクラシーの思想であるとしてもＰ世の中に絶封的の自由平等はあり得ない︒

が加味せられるから︑北︿産主義に陥ることは︑同然の勢と一言甲乙雨者の自由は必歩衝突して︑一方の自巾を抑制するか︑

ｌ︲︲

一

．︑︲

１１︲４

●︲︲︲・１．Ｌ４︲ｌｉ１︲︑︒︒︲

４１

ＩＩＩｒｌｌｌトートーＩｌｌｌＭⅢ１１トド−１１・・頂い草０４．二５３０■０６１４町︲︲叩．叩１１１１川１Ｊ

ってよい︒併し︑自然の勢に仔するといふことば︑尤も熱る雨方とも自由を亙譲するか︑何れかに師着せねばならぬ︒平
ｌ●１︐１副●●︲．

す論韮想思代時

〆
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！

︲Ｉ

称ながらの道と儒教俳教基督教 逓練り合はせた一大宗教を
起し︑上は皇室︑下は寓民に至る まで︑荷も日本帝因の団民
たるものは︑悉く是を迩奉して民 心を統一し︑八千寓民が津

然たる一鰐となる︒そこまで行かねばならぬ︒夫れには大偉
人の出現が必要だ︒併し︑偉人は偶然に出現するものではな
い︒時代と還境の必要に迫られて現はる上ものだ︒然らば今
日は未だその必要に辿られぬかといふに︑迫られつ上あると
いふの外はない︒
×

グーＪ１１ｆ０イー２くｊＩ０くノ晒夕ｆｂｆｊｎＪＩ︐ｆ〃ＩＤイノ︑Ｊｆ︑〃︑Ｊ４ノ︑一〃ｌｊＫノ︑一〃ｑ︑〃︑／︑ノ恥／︑ノくＪｌＪ４〃

新刊書

明治聖徳記念皐含記要錐参塗︿巻

昭和六年秋季雛として褒行されたもので心記念単含が一意誠焚虞

禁な態度で研究走緬けられ︑蛾に第三十六巻怨凌行するこ・と耐乞なつ

衣︒収められたもの︑加藤柳士︑大沼男僻︑輸田教授︑三上博士︑

田村士︑雛円糎索顧問官︑梅田考誰官︑庇瀬大佐︑其の他幾つか

の欧文論文韮載せてゐろ︒何れも各祇の方面からⅡ本精祁の研究と

然も外剛人にも含員を有して幾多の研究菱表のある事は︑吾々の

して芸する所多大なるものがある︒

るよりも︑匡救に向って努力することが必要だ︒今の一部吐

瓶もしく恩ふ所であって︑愈々ｎ本似た外風へ紹介する事ともなら

︲

●−︲

音 画 一 ﾛ 一 一 一 一 一 一

偉人の出現は待望こそすれ︑期待は出来ぬ︒夫れを期待す

含には︑救誰の手が及んで居ぬ所がある︒先づ是等に向って

︲

う事走喜ぶもの一である心術古訓古語拾遥か別冊として附してある︒

︐．﹄・可

生活の安定を輿へ︑祇含教育杜含教化に表すことが焦眉の急

Ｊ６

護行所東京市小万川歴丸山町十一番地同念︵普通命員年二間︶

１１

務である︒尚一方には剛家意識を明確にして︑日の図日の民
の光り耐の画道の民の柴えを謀るべきだ︒是は団民の綿動員
に依るは営然だが︑是はなか／︑困難だ︒然らば如何にする

か︒此の際指導者の位置に立つ者の蹴起する外はないと信ず
る○︵昭和六Ｕ九︑五日稿︶

I

画

−
−

ず論を想思代時
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何奈悲駿荒の心民

I
Ｉｌ⁝１１；Ｉ

民心の荒塵彩奈何

江幡辰三郎

ＩＩ

凸１１

ロ小

篠して肯定するものである︒多くの階級に比して農民は質賃

町田酉

一ｑ︲刊︲Ｉ釦旧ＩｌｌｒｈＦｒ偶０●Ⅲ１１１ＮⅢ︲１１ｊＩＩｌｒｒ７ＬＬ

かくては我が図本た潟農村は果して何虚へ行くだらう︒

れや教化氏は殿垂の高きより徒らに民衆に呼びかけてゐる︒

に︑いとまあれや鮪政家は我が熱の披張に狂奔し︑のどかな

天は巳に陰雨してゐる︒脈戸綱謬の念︑目庇に迫ってゐる

ずるのである︒

必ずや瞭原の火勢︑その停止する所を知らざるものありと信

私は之を一地方の農村の現象とのみ見ることは出来ない︑

教化開は之をどう医救しやうとするか︒

篤政家は之とどう虚理しやうとするか︒

に出来ないからである︒

其の時があらう︒併し︑一旦随落した民風の振作は一朝一夕

なった民風の萎臓随落である︒何となれば経桝の恢復は他日

て︑人心荒溌より来る破廉恥無責任を敢て意とせざるま上に

我等の恐る上所は経滴の打撃によ為農村の疲弊にあら歩し

を逐うで荒展する許りである︒

る︒然るに現在の如んば全く淳風美俗は地を排って人心は日

士は農民は武士道の相綴考であるとよくいはれたものであ

を亜じ︑隣保国結するの淳風を有したものであった︒横井博

であり︑勤勉であり︑正直であり︑義務の細念が弧く︑秩序

である０

は兎も角切り抜けてゐたが︑不景莱となってはどうにも動き

○

これで農村の将来はどう左るだらう︒

のであるＯ

くて目前一寸の安を愉みて一日一日を糊塗して行かうとする

極端な個人主義利己主義と透り︑自暴自︽乗の熊度を一示す︒か

が取れない︒それに思想の影響を受けて極全の抑窟を狸ね︑

■Ｆ■

るものは︑州来るだけ之を利川して負債する︒好景莱時代に

鏡すぐ土地あるものは識く農工銀行の循保に供し︑信州あ

まことに農村は行き詰った︒農家一戸の平均負債は千凹と

○

これが現在農村の資情であり︑農民の心理であるといふの

感じない︒

く︑隣りから隣りと一列一帯に受ける非難は︑さほど恥とは

ぬ不徳義者との非難は甘んじて受けやう︒併し自分猫りでな

白術策を識余る外手段はないのである︒もとより義務を果さ

望み得られない状態ではないか︒だから﹁取れど出さぬ﹂の

活蜜を従来の如く銀行叉は組合の金融に仰がんとするも到底

等が義務注完全に果すとすれば州来ぬことはない︒併し伽ひ

℃

護して手元に一銭の貯蓄を持たぬとなれば︑他日生産及び生

4●

﹁農は剛の基なり﹂といふ︑私共はこれを精祁的の意味に解
︲Ｉ！︲︲Ｉ︲！︲︲︲Ｉ︲
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ろ語を者一第の界財

ｌ０ｂｌ■

月︲Ｊｒ０草１
０

財界の第一人者を語謬昌
｜

,

家の色別けをすると︑金儲け専門の人︑一も金︑二も金︑三

も金︑金より外には何も底い︒金備の篇めには手段を樺ば

歩︑少為人情には峡く一勺ところがあっても︑金さへ儲かれば

ろ語を者一第の界財.
49

れないわが西野氏の特色だ︒

行したものは尚少なくない︒これ等駐見ても︑氏が如何に猫

Ａ︑西野氏は二十年の齢も繊道の純醤に従事してゐながら︑

る︒氏の生れたのは山城の笠世の附近で︑慶鵬韮塾駐卒業鏡

何故帝閏劇場の如き畑逮ひのことをやり始めたのであるか︒

Ｂ︑それに就ては先づ西野氏の維雁から少し述べる必要があ

有に至るまで︑前後二十年間︑運輸交通の業に従事したが︑

山陽繊道の創立那務に徴り︑爾来引綾いて明治舟九年繊道幽

Ｂ︑欝岬恰も演劇改良といふことが盛に唱へられてゐた際

ず川間から一歩づ上先に進んでゐろ︑これが他の人達に見ら

との間氏は絶えず斯業の改良進歩といふことに努力し︑氏の

で︑西野氏の先輩な人なども︑氏ならば必ず何か非凡なこと

創力に富んでゐるかが分る如く︑其後貰業家となっても︑必

経管せる山陽識道は︑常に斯界の最尖端に立望Ｌ同業者を指

をやるに迷ひないといふ見込みで︑その勧誘で帝剛劇場の創

面でも全く新らしい場合を展附した︒

立の衝に雀つたのであるが︑果して見込み通り︑氏はこの方

らでもあるが︑天性他人の及ばざる猫創力溌有してゐたが馬
めで︑このオリヂナリチーに富んでゐるといふことが︑氏の

富町錘に限られたものと忠はれてゐた︒然るに氏はそれとは

先づ第一に︑その頃の普通常識では︑劇場は木挽町か︑新

先づその一二の例をいふと︑今でこそ手荷物を運搬する篤

を埋立て上新築に着手し︑設計にも苦心して明治四十四年の

めにどこの停車場に暇赤帽がゐるが︑その頃はどこの繊道に

春に竣成し︑それから満一ケ年間雑管の両に富つた︒そして極

の逢であらうといふ見込みで︑営時沼地であった現在の場幼

の創案で︑赤州といふ新職業は氏の山陽繊道が元姐である︒

全く見るところを異にし︑将来市の中心となるべき場所はこ

塞車叱設けたのも︑スーアーションホテルを建てたのも︑急行

列車ボーイを世いたのも︑食厳列車を連絡せしめたのも︑寝

これは大なる英断で言は堂破天荒の試みである︒又食錐︑喫

ってゐる︒先づ第一に坐って観覧してゐたのを椅子に改めた︑

に寵燈とつけることにしたのも︑皆氏が蓮職課長時代に溌案

１４１︲

全く打破した︒その他女優の養成から帝劇附鴎俳優をこさへ

煙室を設けて︑細劇中に食堺駈取るなどといふ従来の晒脅を

凸■■■刑■■■■回︒．４９二４︐ｈ．７．ｄｑＪ●．１９４６も．ＫＦＰ：︲ｊ︲・Ｉ００ｂ４Ｌ︑ｏｊ９ｌ︒︲１︲．３Ｄ﹄ｐｆ０

して衝行したもので︑他の繊道禽吐は︑いつ哨氏のやった後
から頂似をしたもので︑とか外にも織道改良に就いて溌案賞

列車と始めたのも︑貨物の徴道直扱ひを始めたのも﹂客車内

めて短日月であったに拘らず︑種盈と眼先の愛つたことをや

もソン注職業のものはゐなかった︑これを始めたのも西野氏

だＯ

縦も大なる特色で︑これが氏をして今日あらしめた一大原因

導するの地位にあった︒これは氏が非常左勉蝿家であったか

幅深先生の推薦で︑先生の甥の中上川彦次郎氏の下に行って

４日Ｉ

1

ろ語走者一第の界財
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ろ語走者一錐の界財

52
毎手

多J、

訓
ンrこ

f贋

海の底にあるところの禽獣にはその形人に

認副隠⁝︶灘遷譲驚審

てその遁走知らざらんは︑彼人の形に似た

田安宗武家訓ろ禽獣の類なるぺし︒さて其人の弛といふ

夫所として天の覆ざろばなく︑地の載ざは五倫あり︒五倫とは父子有親︑君臣有義
ろばなし︒欺くの雨間に生ずろもの情有るも夫婦有別︑長幼有序︑朋友有信是也︑此五

のをいば皆︑有右鳥獣︑虫鳥有︑傭なきもつのもの悲釜く行ふば聖人也︑それより下

農は食物韮うゑととのふ事を職とす︒然

す︒

れども皆人なる時は人の遁走拾ろ事あたは

農工商は各職あれども︑各君臣父子夫婦

事あ士はざるなり︒

朋友有て是をはなれざれぱ︑人の逆を拾ろ

とし心も勢して人韮治むろなり︒天子より

０Ｏ○００００︒

されどこれらば︑力走鍔して人を蓋ふの
︒︒︒○０Ｏ○Ｏ○００︒︒○◎︒◎
み︑士はもっぱら人の迦乃修する韮以て職

士に至るまで也︒それ士己が職走行ふとな

の走いば萱︑水火有．草木有ｂ金石有︑かっか犬は其程々の高下ありてこれ走行ふと
の鯉とし︑北︿除はみ江天地の人に賜へる所人とす︒然れば人の善悪分るろ所犬蛍聖人

で．の如く諾の品あれども︑口︿人走以て寓物いへども歪を事を得す︑是に全く惇者を悪

右の一章は童蒙の蜜の畢業かすすめんが

して︑誠に天地の間の一罪人也︒

○Ｏ

ろものば阜問なりｇされば士たる者畢間ぜ
︒◎０○○００Ｏ○００○○００００◎
ずして其職ななす事あ丈はす︑その職走な
︒︒︒○○◎００．００Ｏ○○○Ｏ○Ｏ◎
す事あ犬はざるものば天の命に蓮ふものに

○︒◎︒︒︒◎ＵＯ◎

大撃の教なり︒その致知桁物の至して大な

とならば知ろ事を致し物に格ろぺし︒是則

と欲する時は先意走誠にす︒意か誠にせん

あんと欲する時は先心悲正す︒心悲正せん

政務に預ろ時は天下平になる也その身を修

をとろ時は国治まり天子図に仕へて天下の

は家ととなふ︒しかふして諸侯に仕へ閏政
五倫延貴む︒五倫悲貴むものは是韮行ばん

らばその身悲修むくし︒其の身を修むろ時

れか川ひて禁する事なし︒

にして︑彼鳥獣虫魚水火木石の類人毎にこを貴ぷと侮るとの間に右︑夫聖北貴む者は
人に賜へるとは︑衣とへぱ米穀魚烏はこと欲すぺし︒是走行ばんとする素は必道た
れを食ふて身韮表ひ︑竹木は是を以て家居理ぷぺし︒逝走隼ぷ時は五倫行はろろ也︒
となし︑金玉の類は責となして有虹悲通す五倫行はろろ時は則人迩成なれば︑人必是
ろのごとき︑皆これ助くべき求功に天地よ走貴び天必是に群●す︒聖人芯侮る者は五倫

りこれ走生じて人々に賜へろ所なり︒鵡侮ろ︒五倫走侮る時は行はす︒行はざる
かくて人韮以て貴として天地人三才とて時は人の造に蓮ふ︒人の道にあふ時は必是
天地の大穴ろ芦卜おしならべて穂せらろろ故た憎み天必是に災す︒夫人として其職あら
は︑天は物を韮ｃ地は物恥成すの徳有心人ｒざる事なし︒是則天の命にして辻︿別四等有

は其生成の徳韮己にうけて是を修すろによ士農工商也︑商ば物韮あきなふ走職とし︑

の道悲守らざる時は人にあらず︑山の奥ｂ凡そ蕊術を翠ぷ者も亦この類也︒

りて也︑されば人の通は則天理と同じ︑そ工は物悲いとなみつくる延職とす︒

逆心聞くこと渋く事を雁ろ事寡ければ・あ

候︑古書を邪らによみ叩すべく邪︒

一︑閑暇の時は︑何に寄らず書走誠可申

事︒

へて人悲教へ導くといふにはあらす︑され

一︑宋峨の理窟におちいり︑己が規矩を

鴬に記せし所也︑予織に壮齢におよびで︑

ど公朝より菰ケ賜ばりし所の左右近習の人

立て私人を特め叩柵吸候事︒
一ｂ文末の曜州︑錐一に可被心懸候事︒

走初めとして︑且其子弟も亦少からすもそ
れらの人々布も遁走理ぶの心なからんばｂ

一︑弓馬は武士の第一蕊にて候へぱ︑申
に不及︑刀鎗柔術怨も無油断心懸られ

誠に本意なき事なれば︑大瞳其志を起さし

ぺく候事︒

一︑子路間弧の一章は墨んで︑含得ある
ぺく候事︒

一︑迩禰は申間敷候事︒

石川丈山家訓

き榛に腰救雅可レ存候︑併し不善人には

深く交り候事必ず無川の事︒

正直を鋪一に晴み可レ申候︒

一︑戯れにも低咋叩候はぬやうに︑価に

一︑蔑事に付慾すぐなく︑清廉を心に特

ち可レ申事︒

負けて居可レ申事︒

一・人と物争可レ令二停止一候︑無益の事は

寛文三年八月八日

石丈山書

忘一Ｕ叉筑二吾徒一也・爾勉レ施々レ々︒

右七ケ候の趣︑一々令二愛川一︑莫二須爽

悲少しも美み申間敷手︒

一︑毎物愉約を守り候て︑人の繁華美腿

○ ○ ○

めむために︑妄に没近の言走著と云爾ｕ

林摩詰訓諭
一︑御家御法式大切に守り可申事
一︑兄弟むつましく︑何事も申合ぺく候
事︒

一︑衣服は潅儀の本に候得ば︑時の衣服

サ ナ
ル リ

一︑主君へ御奉公之儀は︑其芽走任せ奉

二 し 利

御法の通りｂ支度可有之事︒

勝 ズ 者

心持延不筒胸に挟み︑可申候︒御しか

ノ ノ 、 ノ

り︑何事によらす︑一筋に御川に立叩
り候昨少も輔韮ばらし不巾︑腹を立て

勇 伯 勝

附︑美々しき衣服好み申冊敷候事︒

不合武具帯び間敷事

可二申上一候︒何程御目見え能く候とて

不巾候て．御機縦悲窺ひ候て︑御奉公
人を凌ぎ人に脇り申間敷半リ
人の跡に成候はい様にと心掛可レ叩侠︒

ー︑武士の道日夜に忘れ候はで︑何時も
一︑同僚の交リ常に温和に致し︑無睡な

場 入 直

一︑武具馬︑二重に貯申すべく候︑手に
一︑居家の具は有合に川へ可申候︑無用
の器物集め問敷候事︒

附︑術公子の居室を︑孔子の賞嘆被成
候と︑含得之あるぺく事︒
一︑朝羅被致間敷候事︒

一心先努無倦の四字︑平常忘れ申間敷候

道 忠 己
義 直 ニ
ノ 野 克
勇 気 ツ
ハ ナ 者
職ル′、

家
訓

集
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或日の一体と義持
山城一雑が非常な凶作で︑今
にも一撲が起りはしまいかと恩

﹁ナニ︑それ程の珍品を︑予に呉れろと巾

しうございますろ﹂

う︒籍し御意とあれば︑献上いたしても宜

て来なさい﹂

韮やろ峡茶碗があった江︑あれｊ︑序に持っ

ぞ︑↓くれからも一つ︑反珠唯の方に珊に飯

なさい︒なるべく古さうな脳つた奴が胆晶

﹁アノ︑これが婚軍のお目迩へ差し出され

が︑案に郡連した仙物に︑

切な払悲受け取って来るやうに聞いてゐた

武士は鷲い犬︒蒋駆からは︑何か徐程大

て来て武士に渡した︒

らなかったが︑ともかくも右の三品な持っ

鞭梅はｂ何のこったか︑さっぱり課が解

すか．⁝．．﹂

﹁が︑只では不可まぜん︒お買上げ悲願ひ
﹁何程通はしたらばよいか﹂

ます﹂

︒品銀一千貫︑三品で三千貫お下げ悲願
﹁ナニ︑一品錐一千典！それはチト高値

ひます﹂

ぢやな：息が︑主ァ宜しい◎早速買ひ上げ

﹁左様ぢや︑随分気乃つけて持ちかへられ

すると︑義持は烈火の如くに怒り出し︒

勺﹄︒

よ武士達は持ち踊って将軍の御覧に供へ

る品々で御雌ろか﹂

にても︑お渡しいたします︒鳥目だけは本

﹁それでは︑お使さへ下されば州物ば何時

有り難う御座います︒愚僧も︑古いものを

て謎はさう﹂

少々蒐めましたが︑折がありまし汝なら︑

了

﹁壷僧奴！予に一杯喰ばせ雁つホな︑即

和尚は︑早速三千賞の金を懐にして︑数
人の武士に警固されて寺へ踊った︒

刻一体を呼べ﹂

ぺに義持の群修を難詰して︒．

呼び寄せられて蓋誉した和何は︑あ︑︑へこ

﹁踊りには．州物恥頭いて蓮れとのことで
﹁あ上癒しい︒只今お波しいたさう﹂

御庇い黄す﹂

狩軍のお気に召きうかし耐陛いれますろもの

進があるぢやらう︒あれ準もって来なさい

﹁この間︑乞食が裏庭へ棄てて行った磯い

古玩に寓金悲投︶して惜しまぬとは何事で御

迩の剛事に心恋奪ばれろさへあるに・茶器

瀧ちて婚に一挨にも及ばんとするの時︑茶

﹁今や山城一排︑民に莱色あり？野に蛾李

は︑﹁天将天皇月見の窪﹂﹁老子の杖﹂﹁脚

それから︑垣根の古竹を一・本引き抜いて来

弟子の鞭梅な一呼び︑．

光坊の茶碗﹂まづ此の三品位で御座りませ

﹁左様でござります︒先づ︑差しあ・たって

と聞いて膝乗り出して訊くのであった︒

茶器古玩と聞いてばＨのない義持§かく

樫︑どんなもの走蒐めたのぢや？﹂

﹁ホウ︑それは是非兄永いものぢやな︑一

御麗に供へたいと存じてば勝ります⁝⁝﹂

日前金で頂戴いたしたう抑庄ります﹂

﹁いや︑お珍らしい物韮評見いたしまして

一体はそれ韮一々拝見して

茶霊など⁝：．

出して和術に見せた︒千年の茶碗︑寓金の

義持は︑自慢の種々の珍奇な古玩茶器を

誉し士︒

軍足利義持の茶誕に招かれて登

あった︒或日︑一体和尚は︑婚

はろろ物怖騒然たる吟のことで

鳶話逸の士名

0

名

話 ； 逸 の 士
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百姓悲救ふ老で理きました︒一睡御手許へ

が要りませう︒あの三千貫は︑山城一雑の

座る︒一体のごとき洋間の身に︑何の大金

すが︑英鯛や秘露程の待遇ば難かしぐとも

﹁勿論何彪に行かれるのも覚方の御自由で

な打塞なので大いに驚き︑面接所長な以て

局は︑博士に去られてば同研究所の致命的

蕊の家に一夜の宿怨とつ衣︒主人は大いに

試﹃〃たことがあつ衣︒其の折︑川令の或欝

或年︑心艇杵及のため地方に巡廻誰課奄

れ︒そこで中津は主人に向ひ心

とｂ娘の蕊奄ぷちまけて向慢の鼻左迩かし

﹁娘の御多蕊御多能は︑誠に以て感じ入っ

と懇請して束衣︒

つれ︒

御返納いたしますれば︑百姓救加の蚕にお

兎も角研究所の規定の許す範囲で溌高の俸

させて縦に符らせ︑茶ょ花ょ心郷ては琴ょ

喜んで撤待し︑秘蔽の一人娘に正装か一凝ら

これが杵及に力韮注いだ一代の心畢寿であ

富て下されますろやう・⁝：﹂

ら亦来通り愉研究所に止まって戴きたい﹂

給と待遇韮差上げますから︑出来ることな

と︑而を冒して義持の森修奄苦謀したの
で︲義持も雛然として爾来其の非韮改むろ
に到った︒

て御座るが︑定めし按嘩なども心得て御座

費際此の研究所には如何なる人にも之れ
定があり︑其の蛾高額と云っても︑其の時

以上の体給悲出すことは出来ないといふ規

らうの﹂

心配御無用

の英剛や秘露の提示して来たものに比ぺる

で﹁いや？︑︑飛んでもないも私の娘には

昭和三年五月︑西アフリカのアクラに出
張中︑途に其の研究に殉じ求勝理博士野画

と︑まるで御託にならない程僅かなもので

按摩の様な賎しい技は教へては御座りませ

と訊れ求︒すると主人は以ての外の而持

英仙は︑ｎ本の生んだ世界的大祭梁新であ

は極めて簡軍であった︒

あつ丈︒然し︑之れに封しての博士の答へ

ぬ﹂との答︑中難は益々反面目な態度で

そして︑雨幽の柄珊には一顧をも典へず

花や琴も御娘御の御哨みとして結椎で御座

初め彼が米図ロックフエラー研究所に病

﹁どうぞ御心剛御無川に願ひます︒私は唯

った︒

理翠部の主任をしてゐた頃︑其の名醗を慕

居心地のよいところに脈ろばかりです﹂

Ｌろ蕊は些かの川にも立ちませぬ︒それよ

るが︑然し親や堀の飛黙の折などにばかか

﹁それはちと解せませぬ︒如何にも︑茶や

って︑英図と秘露の雨幽から︑酢走低うし

途に其の研究の蝿に瓶に同されて倒れる迄

て招恥して来衣事がユつ士︒

維飴研究所に謀くして塗らなかつれのであ

中津の忠言を朋ひて煩の教育延改め大︒

と云つれので︑主人は大いに恥ぢ︑其の後

娘御の粁来のお鯛め腫なろか判りませぬ﹂

り寧ろ按摩走仕込んで程いた方が︑何程御

英叫からばり馬の口腔の蛎無雁ついて研

寺ＣＯ

中津道二は︑庶民教育の先駆者として︑

此の二琴

究して貰びたいといふので多額の俸絶軽提
示し︑秘露からば元老の養格と待遇韮典へ
ろから︑同蜘の仲染蛎の被究のために来て
之れを知つボロックフエラー研究所の徴

貰ひ大いといふのであった︒

一 三十四のそ談美一
たん

者 記

ごうちかみか成し全隼ら

すに働いて居るのです︒

唯・たらゐ

ら・甲斐々為しく奴雄りの身をも厭は

かひＪｒ１むすぬぎかみいと

名は吉川ふみ子さん口八︶といって︑
ふぐとうニトいくわんぴや・う
不具なお父さんと士ぐんを看病しなが

かんしんむ十めずを
いふ感心を娘さんが住んで居ります︒
江①⑦⑦ｃ⑧

役場から孝行者として表彰を受けると

やくぼかうかうものへうし︽︑うう

番地︶の二の十五銃に︑近く三河烏町

とう舎やうふ

さん

一家の大黒柱ふみ子

集金砂
I

東京府のアパートといへぱ︑何だか
いかりつ患
こつふか律
如何にも戒汲さうですが︑賞は︵三河
しませんゆんたがや
島の千軒長屋Ｉ︵三河総町一六○三

Ｉ
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計辻立って行くものを︑これ︾聖目目で
唯︑︑び︷もううへしんでうせっかく
肺描の上に心臓圭王ピもいため︑折角の

けい堂ゆめくら

盲唖雛校も卒業出来未休畢してゐると

ばうと・フためせっかくが

．ゐところじ法ん０．③

ふくし全ｂらくわしやいとなざうたうくら

今ぜん身呉うり

さんの政吉志ん︵五八︶娃︑以前郷里で

︒ｃ

ある耐島で餅菓子岸を齢飛電州餅た幕

いった打稚なのです︒故にふみ子さん

ご象うんはじ
とう
此の不運の始まりといふりぼ︑誇父

しをして居た所︑次男の政二君︵現在

ふき

じゃう会やう

かくしよ

絶

一昨年の十月以来︑月二回の公休日
なに
雀らめぐじ画．う
を投げ出しては︑町の恵まれぬ児童の
むれう︽今御陸つ含雪とく途い
ために無料散髪をやって来た奇特な青
盈んりばつしどう今．．やうしぐわい
年理髪師があります︒それは東京市外

さくぬんぐわついらいつふ︾くわいこう今・ふび

感心な青年理髪師

は感心しないものはないといふ︒誠に
もつとも
最なことです︒

くふみ子さんの孝行振り︑雌索ぶりに
か
んしん主こと

⑥④︑がうかうぶけなげ

を︑家一切の而倒を見て叉外に出て働

うちさい功人にうみまた里とでばたら

．ありざ全ゆゑ③④Ｏ
うで・めばかにんそひせい

らうめがくかうそついふで含奇↓ふがく

行方不明︶が放蕩した鯛に︑折角の家

の腕一つで憐れ一家五人は典の日の生
く
わつゐぽすめざかみ
活をた一﹂て居るのですぐ娘雑りの身

うんたち全罰たじしま

運は忽ち伽いて了ったのであります︒

．ｎんか凡暖雲

てヒドい中風症で足腰も超たなくな

ちうふうしずフめしこした・

店をた凡んで上京してからは︑各所で
ろてんしやうにん
露店商人をやってゐたのですが︑やが

くわんご

り︑とＬ三年州程といふものは︑震た
はたら
郡上
つきりで︑働くことなどは及びもつか
●③③産ら・坐そ陸
ないので︑ふみ子さんは絶えず父の傍
ばたぺんきぜわ
を離れずに︑便器の仙話までまめノ︑
家族は姉さんのきみ子さん︵二二︶と

かぞく泡い①⑨○

しい看誰ぶりです︒

ちゃうなん膝ナ

兄さんの政迭飛︵二五︶それに長男の恩

にい②●●

え桧ら念筋なかの字への○ＣＯ︒③

さんは今から三年前父母の摘莱のため

綴誉する傍ら五名の店員と心寿協せ

といって︑同川に即髪店オリエントを

︾．うしよりはやてん

荏原町中延八四二板山岳次郎譜︵三○︺

に涙をのんで吉腺へ六年の契約で身費

て︑最初は源氏前︑延川第一︑第二の

こ︑●
にんぐら
漣え
子清満︵剛八つ︶との五人暮しですが︑姉
いまねんぜんふ蛾びやう含

りをして了ひ︑おまけにお母さん牡そ

三小竿佼へ出張して貧しき児童のため

し全

と含つひ肱

とう似たら

かみ

みに

なみによしばらねんけいやくみう

の時遂に亡くなったといふのです︒お

月二回無料散髪非一行って来たが︑昨年
ひんせん

くれ完﹃ら︾ｑうらやうでＡがくかうじゆん

つ今︾くわいじれうシ雪八余つお︾戻心曾さくぬん

せうがくかうしゆっちゃう禁づじ﹄う

きいしよけＡじ全へ虚タヘや竺一にいだい

けいえいがだばめいてんゐんこ上ろみ◇吟

父さんは価けないまでも︑せめて兄の

の薯からは︑更に同町八小鯉校を巡

①③●

か

政遊君だけでも健至でゐてくれたら家

ーヘＵ

ヴー

くわいじてんしやばしにらめいいじゃう

チョキーィＩやって廻り︑しかも無料切

全はＵれう穿亜つ

回︑自陣車を走らせて一日百名以上を

かびん︑しやくわい瞳うしぷ

③①①しｊぷＡぱいたつつき桑ん

川郎君は︑新聞虹紳一として︑月八回

し弓にふさいなん①︒③動だしん

父の伊三郎さんは︑震災後市外蝿戸

圭らたう奇よくえばらしよらやうらや︒たかんゆき

に︑町営局︑荏原署長等痛く感激して

町に古逝具商矛一瞥んでゐたが︑長男鰯

主らふろにうぐしやういとたちやうたん○

日本全行表彰曾から同君は表彰され

⑦②はなびこうじやうしよくこう

しんほいつぴ世︒切れ混ん

く邪智︲ろう客うえいようふ的．よ・フ吟やうなん

やくばくはっしやうしじ念うへ①Ｏ
蕊爆渡で焼死して了った︒その上伊三

し

うつく兵よう港ん会ようえい
てほん

●③③②ゐつひさびひふ

善四眺謂は暑い日もまい日も降って

です︒

人とはなった︒次で弟符撒君も本年か
おなつと
ら同じく勤めるやうになったといふの

にんつい︒③●②値︲んねん

は︑新聞店主も遂に動かされて︑配達

人にして下さい︲一と申込んだといふの
そ処つしんかうしん槌雪
で一可︒そして其の熱心さと孝心の程に
ぱい淀ってんしゆつひうごはいだつ

にんく胆全おしこ

めて附近の某新聞剛雄店に﹁僕を伽迷

ふをんぽうし人ぷんはいたってん挫くはいにつ

て︑柵り小さな胸を痛め︑深く心註決

方雁暮れざるを得なかったのです︒二
祇ん○︒⑧Ｃこ︾﹂もごこるこめりさ全み
男善四郎君は子供心にも此の有様を見
ひとちいむねいだふかこふろ含

床に就いたので︑文字通一家は途
は病ク
くえ

ぴやうしやうつもじ亭ほりかと

の死などの心配やらで趣昭抑三年から

ｃ

郎さんは過度の糠働と醤養不良︑長外

い今７．め

の意気を示してゐます︒

ゑ
んくら心さいじ江ん③
回か粒︑それから十三歳にたる次男善

曲左身を化粧品の行商︑母親は針仕事
そたはたらふうふめはつき版ん
其の他の側き︑夫婦合せて川に二十何

ゆうふけしやうひんぎやうしやうはＬおやはりし汗と

といふのは︑徴心伊三郎さんは不自

たう①⑤⑧ふじ

れは家族蕊ザーＬの生活戦線への細出
ゑ
んは腫心く
演︑凄さに働司小いものは食ふくからず

か毛くめぜいくわつせんせんそうしゅつ

三七○番地白谷伊三郎さんの一家︑そ

は人ら○○①︒⑨か

東京府下南葛飾郡小松川町大字逆井

とう今やうふかみなみがつしかぐんこ垂つが睡全ちおほめぎぎやくゐ

からず

働かぬものは食ふく

の如きは世のお手本でありませう︒

ごとよ

美しいものになるでせう︒共存比柴︑
しやくわいほうしみもつ釣こなゐＣＣ①

耽曾奉仕と身を以て行って居る板川君

の誰れもがにあったら︑どんなに世は

ここ上みもちよひとん§

にぼんぜんかうへうしやうくわい菅つくんへうひやう

たといふのです︒此の心持が世の人交

二君が花火工場の職工をしてゐるう
ふこうえいしやう︐泡んぐわつごつこうじゃうくわ
ち︑不幸大脹十川年七月同工場の火

かこＬろ港ろくわつ︾・う

間配達をして︑に凹凹の牧入といふ瓜

敗入︑十一歳２二列︽齢赦洲は旧じく鋤
ぷふはいたつつ雪ゑんしうにふ

符と引換へに店でも喜んで刈ってやる

に︑一家心斗揃へての活動です︒
しんきい一﹂しぐわいかめゐご
ち上Ｃｅ●

ぷひ会かみせよるこか
左ど︑その甲斐々々しい就含奉仕振り

たよ
砂
金

集

て〆一い室くらごぜんじめ

冨丸↑しとけい津いしん鐸ん世んいいしよい

も嫌って細分︑未だ暗い午前三時に︑

受時計に起き川で︑新開専議川へ行つ

卵もし人ぷんかＬいき泡じ
て︑亜い新聞矛一抽へ︑未だ眠りからさ

くま全嘘わがやがへどぜんし

りいじゃうさしんぶん
あさ生ち
め幻朝わ街を一里以上の先きまで新聞

を配り廻り︑我家に帰るのは午前七時
つかくうふくむ背めしナおとうとＯ
疲れた泰腹に姿伽を済ますと︑弟の富

せうがくかうつうがくらきゆうがた季にゆう

賊君と︑末弟九つの輝雄君の二人を連

Ｃ③Ｃ︒︒①︒○ふたりつ

かんば︑．たつぜいくわつそあひ雁にん

れて小禦校に迦翠し︑戻れば夕方又夕

刊の配班といふ生沼︑其の間には三人

しかたれやく

そるぺん寺やう江かＪ たみたいｒい
揃ってする勉弧もある︺中舞並︲斥低の

ことではない︒併し︑かくして誰の厄
か
いこ拝もたら劫や
介にたるでもなく︑子供達はかく親に

かう釣やたら・全たこ浄もたらふかかんしやたがひ

さ上くじくともはだら

孝を親迷は叉子供達に深い礁謝ャ︸と互

あるといへば哀話であるが︑併し︑一

いゆぜいくわつめいわ
めいわしか

に捧げつつ︑苦心楽も共にして働いて
生きて行くといふことば︑生活哀話で

うらや

めんみ熊んこ上ろねうろば
面から見たら何と心松の肥しい︑さう

わがくにいや釦ほかた

して羨むべきことではありませんか︒
かじやうたいしやくわい診よ
との一家の欣態かやがては祇脅に及ん

ゆさいはひこか

だならば︑我限から嫌なことの大方は

に悪あれと刷りませう︒

なくなって行くでせう︒幸に此の一家
めぐみいの

孝行が通じた判決
こ一︑つだらが︒﹃しん毒いばん毎つやう・孔ご

唾あていび

子供途の孝心が裁判長を動かして︑
つひしやうそけっていめに

ぐんとくだぼらａ︒②︒Ｐ・可そんにしみ態とむら①Ｃ

遂に勝訴の決定を典へたといふ法廷美
にん
いしかばけんかし珪
談ｌ︑それといふのは︑石川隅鹿烏
郡徳川村高塚力赦が︑同付両湊村西野
の◎めひて琴にばださんわみ︒ワ字フたん

世ぷへんかみそぜう

ますを相手取った川畑山林一町四反七

たう③③迫んぜそつ韮た

畝歩の返鐙訴訟にからをるものであり

いろか竺皇○

こうさいむか

ます︒営の高塚は十川年前に妻溌亡く
ぎんき

したので︑前記の﹁ます﹂を後妻に迎

し札りふじんが雪ゆんしん

あるから審理不謡といふ服で原審へ
さでし
も津がうしん

し巽ら

琴う柾つしやお里書にえきふじ

の嘘世とし︸﹂︑同列車を山北搾に不唯

ていしやびやうにんふ会心．ふるさわゐ急ん

わう含与てあて

はういしゃうにん字うじやうしや

畔から剛タクにⅢ乗し︸し赤坂の池川氏

し︑且荷物十個を預って肺京し︑東京
え砦遅人言うごやうあかさか①⑥④

かつにもつこみづか今含やうとう身一やう

とて︑各月が一人づつを介捲して保護

かくじひとりぷんに舟瞳ご

かくして一方︑以上心三人の同情者
こ︾も︲めして土と
は︑子供がゐては足手綴ひに注るから

た︒

しうよ・ソ

収容せしめて雌急の手職とさせまし

停車せしめ︑病人を付近の古津馨院に

てんつうめいざい検ん

天に通じた名裁判としてうたはれてゐ

差戻されたものである︒これは孝心が

ます︒

列車美談
ふんとう今やうえ奇・ゆゐ︲くかうぺばつとう含ふかう

逢此の棚心ことである︒午前六時江

つひこめひにごぜんじ

と秒愛やうしめかａかくたんごらやう○○○

十五分東京酔着の祁乍蝿三等急行一四
れつしや江い沈みに
列車内に涙ぐましい美談があった︒そ

れけ東京市赤坂両丹後町一○二池川義
Ｃ
○卦じん０．冬い

夫氏か︑夫人の郁子さんと︑五歳と三

あいざ

しん⑧︒

れつしや含やうとばつ舎今やうとらう〃一つぜん

か︒づえ会ふ含んＣＯざん一﹂ち歩つけ

含やくぜんぷ

いたつくしんぜつのあ峨

のために車中を貰ひ乳して歩くなど︑

しゃちうららちＬ︒ある

へたところ﹁ます﹂の色香に迷った高

歳と生鶴約一ヶ月の乳呑兇を作ひ︑何

至れり識せりの親切さに齢乗り合せた

ことにんなか
たくむくと造
毛︾送り届けたのです︒殊に三人の中
ＣＣｅち深さこひ準さけちのみこ
のりせ子ほ乳房感しく泣き叫ぶ乳呑鬼

塚は職心を買ふために一時前記の田畑

別中で︑京都溢肺京の途中︑突然にも

じぷん

なんうつくかんあた

しやくわいにんこひとみ

る︒此の一耐含に三人の此の人を見る

一︶

で苦悶し始めたのです︒三人の子供と

ことは︑何と美しい感を典へることで

くｂんはじｋんここら

抱へて此の有牒である川から︑途方に

しゆらやう

じぜん含たにた

を﹁ます﹂の名義にしたのでしたが﹁ま

沼津僻付近で静子さんが扉後の血脚莱

客全部は︑ホロリとさせられたといふ
れつしやないしやくわいしゅくづ
ことです︒列車内は一の献含綿圃であ

のかんしんか

す︲一はこれは自分がもらったものだと

か土こめの式全ところとばう

きいぜいごやくけつろのみごとも江︾・う

主賑したのです︒一二審ともに高塚の
しいちゃう糸とはいそ
じゃうこく

基れてゐろ町を︑同車に乗り合世てゐ

さっそく③③せＡむしやしやううつた

●ｅ②Ｃｅ写うかん瞳くさるがくらやう⑤

含やくとう会やうしに侭ん瞳しくとみさわら全うくわいしゃ

ところ等うしやのあは

し︑大群院で遂に原判決を砿壁したと

柔張が認められず敗訴となって上告

り生うにや会やうしよく﹂一くわい

︲にしんゐんいひぶん

こもんにい仁賦た

むすめ

とちこうにふ

く

いふのですが︑大森院の言分による

た客の東京巾日本橋厩富津町二五禽紅
ゐん③︒③言づあかぎかくたＬ↑ら⑨③●
員牧大雄︑同赤坂厩川町七の六金原氏

雁いしんゐんつひけんはんけつはぎ

と︑此の問題の川畑といふ〃は︑高塚

方西尾勇治︑同刺田侭猿楽町一の七志
︒
⑧③しみみか泡
賀りせの三氏は︑これを見るに見兼て
ゑんちよらく

せう︒

の娘くに︑よしをの雨人が紀陽縦布脅
しやこ・可ぢよ
みせたみ態けつしやう
社の工女となって︑汗と涙の結晶一千

早速寸川専務車掌に訴へたので︑これ
色しやしやう全た奪うじゃうて含ざ
を聞いた車掌も亦いたく同愉し︑適宜
め会＆

て父親に輿へたものであることが恥か

ち上鈴やみた

︑︒

九百回を貯蓄し︑それで土地酷購入し

、
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雑記帳
きたい︒

少なく︑行ひ券︸篤く︑何事も賢行で往

震︑雷︑火事︑親父と怖れぬ羽も︑先

しの私は暫し合歎がいかなかった︒地

生の眼にぱ怖れ入った︒

の頃耐父は慈愛の一念から︑雌小子は

農家育ちの私が︑中畢を出たばかり

その時だ︑私が修養に志したのも全く

心の夜がほの人︑と明け初めたのは︑

本の婚夜は明け初必たといふが︑私の

嘉永六年・ヘルリの来航に依って︑日

蛙になれとて︑私に鋤鍬を持たすべく

◇眼識

努められたが︑私はどうしてもいやだ

中村正宏

﹁あの人は相常の意見を持ってる﹂と

◇意見と寅行

見る人︑見らる上人の御意見狩一︑何か

しろ宣博の口が多くして︑資行の手が

い︑ある徳目宵ゞ行の宣博に於て砿︑む

之が具船化を見ることは叉極めて少な

資行の可能性十分と恩はる上ものでも

は通に少ない︑立派な御意見で而かも

平凡なものが多く︑傾確に値するもの

の機脅に於て︑謹而秤聡するに︑案外

の職に就いた以上は︑終り堂全うする

でせうが︑よし一時にしても︑一旦そ

て叉蕊として﹁君はいづれ一時の腰掛

願がすむと︑張生はにこやかに︑そし

佐倉支曾幹事︶注訪問した︑一通りお

依って︑印勝郡覗翠入江昨先生︵現在

一先づ小畢教師たるべく︑ある雌含に

ったと言って雌謹大食も感服川来ぬ故

一ｉヤーそれは御苦労﹂

﹁旦那小作米を持ってまゐりました﹂

ひそかに入江先生の御健膜を祁る．

く物を見る眼が大低誤らぬ様になった

となったが︑お蔭様で︑私もこの頃池

﹁とんでもないこと︑お前さんの桝に

﹁どうぞ塗ってみて下され﹂

◇乗田市長さんの睡父

それも︑願すればモウニ十三年の昔

少近く︑果して費川をかけた野け効果

といふ晃悟こそ大切﹂と言はれた︒

それからだ︒

があったかしらと恩はる入場合が少な

間述ひありませうか﹂

御懇諭は身に徹したがコ時の腰掛﹂
とほこは如何に．⁝・・費はそれに逢ひな

﹁でも︑もし雄りないといけませんか

・然るに腹に意見が多糞あつ一︲｜も︑兎

いが︑そんなごとを言った語ぽえもな

くたい︒

し︑それがどうして分ったか︑自分は

﹁なに足りないととばないよ﹂．

詮１つ﹂

世喋葬られ易い︒・

すっかり一蹟壷れてしまったのだ︑川だ

角控へ目がちの人は︑鈍器と見られ︑
人はよし何と見ようと︑私は口数を

60

雑
記
帳

是れは地主と小作人との封話である

ある農家の桃枝さんといふ今年二十

①Ｏ○Ｇ

今夏耶罵渓畔で二つの美談と閉ぐ

になる娘が︑手不足の親戚へ幾日かお

折角教育峡識一に感激して熱涙まで郷

んなに濡らしちゃつたわ﹂

つたものを﹁作り事﹂と聞えて急げ醒

手像をして︑報酬に着物代として金十

が︑此の地主は淡路烏州本在の水川某
現東京市長永川秀次郎氏の厳父︵今は

めてしまひ︑却ってその映論を呪ふと

娘は悦んで買物に出かけた︒

ノ

亡し︶である︒

同拝領した︒

自分にふさはしい︑どんなよい柄を

買ってくることかと雨親は待ってゐ

旗て締って来た娘の風呂敷包は馬鹿

た︒

は皆様作り躯ですよ﹂とことはって置

ぱ︑娘は涙によろこびを浮べて﹁子供

雨親は驚異の眼を以て何事かと問へ

くして︑綿と茄閣縞であった︒

に大きかった︒それは勿論衣類ではな

く左らば︑籾客はそれに感激して果し

を恩ふ御一念で︑御内分の身は少しも

圃が︑芯く冷たくなってるのが︑朝夕

顧み給はいおとうさん為かあさんの蒲

ゐらせたそうな︒

たその暖かい蒲劉矛︑両親にす上めま

しい一と急ぎ針を運ばせて︑川来上っ

漸く取り換えて上げる機曾か来てうれ

気にか上ってたまりませんでしたが︑

民衆の頭脳は案外進んでゐる︑少准

◇美談二つ

限る一︲事賓美談︲一に限る︒

人を動かす標本は﹁活きたもの﹂に

して満足する時代とは恩はれぬ︒

くとも﹁作り事﹂に泣いたり笑ったり

て袖をぬらすであらうか︒

もう係員か帥識に先きだって﹁これ

えてしまう性質だけを持ってゐる︒

線香花火と同様︑一時燃え一Ｌもすぐ消

﹁作り事﹂ほ感化力を持つてゐない︑

いふのが抑麹誤ってると私は恩ふ︒

のに﹁作り事﹂をその材料に供すると

布くも今日︑人を教化しようとする

いふ事賞は問題とするに足る︒

小作人に封する温情が︑正直を以て
雁はれ︑桝数をごまかすが如き小作人
は一人も友かつたそうな︒
◇人を動かすもの

近頃聞えた話︒

ある公含堂である教育映喬を公開し
た所︑槻客の一人﹁只今の罵直はぼん
ものですか︑作り事ですか﹂
と質問した︒

係員は
﹁おそらく作ったもので︑事質物では
底からうと存じます﹂
と答へた︒

質問者は同伴の婦女子をかへりみて
﹁ソレごらん﹂

と何蛎かを叱った︑婦女子日く
﹁マア人を馬鹿にしてるね︑前掛をこ

IIU

私は斯んな話を聞くとたまらなく嬉

③②⑥の①

しい︑枠の嫁にこんな娘を貰ひたいも
の・だ︒

それと同じ里におとめさんといふ伏
家育ちの婆さんがある︑若い時父なし
児を生んだ︑之を見た近所の長者のお
かみさん
．﹁おとめやお前はそんな父なし兇を生

と︑ひそかに捨てることをす上めた

んでしまってどうするか﹂

が︑おとめさん肯かず
﹁いたづらをした私は悪いに逮ひあり
ませんが︑此の子に罪がありませうか
ば左り醸せん﹂

此の子は私が乞食をしても育てなけれ
と︑頑張った甲斐があり︑その父な
し兇は︑今東京に於て立派に人となり
ってるといふ︒

日兵此の母親の許へ安梁の生活費を逢
然るに捨てよとす上めた長者のおか
みさんは︑その息子が同じ東京で克く

放蕩畢を牧めた篇︑円畑山林殆んど賛

時事評

航空客頻々

聖恩

かたくなの醜の民草こらしてむ
恨みを呑みし御鍍まつりに︲
霜踏みて堅き氷をみるとかや
心すぺきば西の隣を

中村大尉主従三各惨殺せらる

つＬかなくかけり末りしいき悲しの
惜しくもおちし勝祁の躯

チチエスタ氏惜しくも失敗

抑ならぬ身の知る曲もなしあげつらひ
赤き舌もて報ひられしか

油勧大敵

スポーツと仙に雌がれし人見雄くち
ぬいき韮の諸走ぱと菅めむ

世の中のよき相手むぱ失ひし
恨みいふらむオリンピックは

人見絹枝嬢死亡

天かけろあまたの人のおとなびて
送り迎ひふいとまなきまで

窪津楽天

１１！

り識してしまって︑大きな淋しい家庭
に小さくなってるといふ︒

勝利は徳あるものに肺す︒
◇日本丸の航海

田夫︑下級労働者の味方だといふ共
産藁が将来如何様に改善伸展するか︑

﹁︲現代政治家に醜態ばかり見せつけら

れて居てはたまらない︑いつその事一

と︑その未だ締練せられざる共康黛

に尊き一票を行使せらる上様なことは
我等の牡禽は将来どこへ行く？

なからうか︒

恩へば心配であるが︑兎に角私共は

今日の務めとして︑人獅愛と献曾速帯

れぬ様用心をすることが︑日本丸の航

責任の宵現に精進して︑思想の浪が荒

海遼して安らかならしむる所以だと思
ふ︒

日や月のあまれく照らす如くなり内

御悪みば内外のけぢめなきまでに
青人草のすべてうろほう

ＩＩＪ

と外とのけぢめなくして

一

〜

〜

一

J

ー

で

雑
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一 去去
るる
七七
月月
十十
九九
日日
大大
館館
丈支
↑曾副支酋長館

して勝れた一人物が存在するといふこ

ものはないであらう︒即ち人格高潔に

の如何に依る事程それ程影響の大なる

一記者

一責次氏の逝去に逢ひ︑涙を以て哀悼記
一を綴りし禿筆の墨未だ乾かざるに︑越

とは︑之が一家ならば一家巽く害ひ︑

博統

一え
常常
のの
支支
曾曾
一長小林定傭氏
えて
て八
八月
月十
十九
九日日

一家必ず興る︒これその人格の感化影

分つてゐないのに驚く︒例へぱマルクス思一

一

一ざ るを
再再
一び 此 の 哀 悼 記
を得
得遊
遊い
い︒
︒記
記者
者はは

人栴︑徳望︑地位等よりして毅然とし

秋田職大館町に於ける小林定惰氏は

に理窟でどうにもなると思ってゐろからだ︾
それは機械の運卿位に思ってゐろからだ︒一

ぱ︑それは人間も肺命も幽家も︑恩ふ通り一

！

が町政郡政の上に講力された功績は今
以てして夙に祇脅教化の上に力を致さ

更言ふ迩侯たないが︑其の人格徳望と

而

らう︒斯く親があるとすると︑何事も吾々一

ろこと龍︑恐らくは幾茂幾億の親があるだ一

があるといふのは︑其の親犬ま其の親があ一

吾々ば親があって生れて来たものだ︒親一

一を
を草
草さ
︑︑
皿其 の 執 ら ん と
さん
んと
とし
して
て感
感無
無量量

I

て舞えた存在であって︑賃に大御所と

して町民の崇敬措かざる所である︒氏

は鯛
鯛家
家に
に至
至る
る迄
迄︑
︑其
其れれ
一ては
添が興るといひ

ふ素
素よ
より
り諸
諸種
種一の膝件に支配
一腰
陵れ
れる
るといふ

ｰ

とは
はい
いふ
ふも
もの
のの
の︑︑
一さ
さるろと
恥其の中心人物

は一方ならぬものがある︒今大館町が

れ身を以て識力された其の風化の影響

は吾々の自山にも勝手にもなるものではな︽

１ｍ

いのである︒例へぱ髪の毛が無いか︑ｈ赤く一

I

ず︒
︒
一ず

一する筆に力失せ︑偲ばんん
︑とする恩ひも
す
る
筆
に
力
失
せ
︑
偲
ば
一亦
亦蹴
蹴れ
れん
とともする能は
んと
とす
すろ
ろを
を如
如何何

ろ︒全く﹁木の肌人間﹂なんだ︒何となれ一

鈍蝿蝉緋需峰唾諏維珊詩軒羅搾家嘩陶酔

とだ︒此の俗な一言葉を持ち出せば︑誰も人一

でもあるまいし﹂とは人がよく︑常言ふこ一

﹁人間は突然に木の股から生れて来犬もの一

一の
見る
る︒
︒世
世に
に不幸班多しと雌も
の長
長逝
逝︲
をを見

想に熱中するなどといふことがそれであ一

︑ｆ

！

私の貴書

I

響である︒一郷土亦然りである︒此の

『

例を五男は今大館町の常の小林定惰氏

（

一本
とっ
って
て︑将
韓館支曾にとっ
本含
含に
に．と
将た
た常
常大大
︸ て︑稀有否奇しきとも云ふべき雌事に

ＩＩＩＩｉ

〈

に見るのである︒

記
一して︑
不不
匪幸なりと云は
︑其
其の
の例
例を
を見
見ざ
ざるる

一故却誰郵鐘津

I

者

、

I

一

グ ー

一恩恩
ふふ
にに
一一
家家
一一
郷郷
土土
よよ
りり
岩︑之と大にし
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尖:偲雄氏俺定称小長倉支館大

然も氏の如き大人物が愈々郷土教化に

今や時局は益交教化界の多事︑多難︑

ことは誠に遺憾に堪へないのである︒

と失ひ︑更に中枢小林氏を逝かしめた

立後一ヶ年の歳月も経ぬに︑副支曹長

るもので左くては
ならぬ︒然る所創

蝶望を如箇に物語

氏の獣町に於ける

れを以てしても︑

所であったが︑こ

に其の例を見ざる

禽の此迄の支含中

立の鮮かさは︑本

下に乗り︑其の創

一致氏の耶柔の傘

町有力者は期せず

のである︒所が月除ならずして翠げて

りて鼓に本含大館支曾の創立を企てた

て他に非ず上深く信ぜられ︑同志と諮

て選ぶべき教化の事業は︑木曾を措き

ありと云はざるを得底い︒昨年十一月

教育勅語換捜四十年が記念さるろに歯

れた︒併し従来極套なろ教化の覗業に

；

が救済善導に費せねばならぬと決意さ

く憂慮さるろの除り︑如何にもして之

り︑氏は刷家牡禽の現状より前途を痛

へ 一 ヘ ヘ ヘ ー

も従事され︑叉世にも存在するものの

I

氏の存在を恩ふとき︑其薫化として故

時局に際して有効適切．之が記念とし

i

政治上は素より人情瓜俗の上にも資に

！
§立派な成績シ畢げてゐるのも鴬の小林

識雑叫岬酸錐緬坪秘誕喝誕軸鋤鍛麺一

呼姻袖潅や丈文化住宅の話しと何じょうに一

や討王凹一函一Ｆ︸いい割唾悟や一Ｆ一回丑

︾や一睡串甲州叫叫︾却一︾一利︾叩︾岬一

句祁哉州一催討︾︾抽権僻一柚毎碓俸仙控一

癖︾

ことで︑吾＃の先祁の血︑無候風土︑容悩一

たいといっても︑身長が低いから高くした一

ｊｉ﹄

1

イ

I

ぶ偲走氏怖定林ﾉj､長倉支館大
閉

ぷ肌を氏惰定林小長倉支館大
一一一ハハーー戸シーーヘヘ.ヘヘ,〜〜

ヘヘハーヘハジへ‐へ戸一シーーーヘハヘへ

6
姿

︑芦⑨

︑６

ぷ偲雄氏俺定林小長曾支館大

者たり︒而して退職後は除生を専念壮

れ︑資に螺下禁酒運動の隠れたる功鰐

敬し偲びて︑木曾史の一頁となし︑以

を謝すると共に︑氏の不滅の人椿を崇

し︒吾燕は鼓に拙筆を以て御生前の功

築養があるからといって

趣好か無池して︑科畢的

ＩＪＩ

愈教化事業に集中され︑本曾の弘道運

て川か酬ゆろ所あらんとす︒さらば在

善人ハ衷心常二安楽二居ル・

面白の茶の湯や身の拾い程すけ︒︒

面白の歌畢や面白の乱舞や︒

面白の武蓮や文事を忘れぬ程すけ︒

面白の儒畢や武備のすたらぬ程すけ︒

ることの必要を教へれる歌︑

小早川隆景が甥の毛利輝元に︑中遡起守

○

龍︒お互に心したいものだと恩ふ︒・

に気のつかない︒所に人間の迷ひがあるの

無理無暴も進だしいといふもの江︒がそれ

どうでもそのま上で飲むといつ丈ものだ︒

仲が悪く飲んで自分の血は窺分が悪くても

マルクス主義者のは︑水と油が同化せず︲

ず鍵質させることが必要だ︒然るに今日の

くなるには油は油の室入ではいけない︒必

いｃ同化させて一緒になり︑無持よく仲よ

いふものだ︒水に油を入れても同化はしな

にはならないのがテリケートな生理作用と

にも食はせたところが圃縦なものには築養

よって縦な人もあるが︑築養だといって誰

の莱菱素があるであらう

ば築養とはならない︒牛

縄鰍賊剛一

動に一身を捧げられたことは周知の事

︵六●九具五︶

天の嬢それ株り享けられよ︒

ざる所なりき︒

賓で︑邦家のため木曾の感謝措く能は
氏の唯一の趣味は弓道なりき︒氏は
弓道そのものが健康の馬めのみなら

１１

の放ちしものにて︑此の二黙よりして

ず︑的が動かざるもの上弓の矢は自分

●良質ハ深ク減メテ室シキガ如シ：
君子ハ盛徳アッーア容貌愚ノ如シ

弓道は我盈の反省といふ一つの道徳を
教ふるもの左れば︑精祁修養の一なり

陰徳アレパ陽報アリ陰行アレパ昭名ア

人皆ナ人二忍ピザルノ心アリ

徳行ノカハ身照ノカニ十倍ス

道ナリ

誠ハ・天ノ道ナリコレヲ誠ニスルハ人ノ

リ

と力説され︑自ら鋤むと共に人にも勧
めらる︒而して氏の其の技は才能と相
侯って愈盈瞬かれ︑大日本武徳曾より
表彰の築響遂措ふと共に︑その教士を
許され︑又小笠原流の家元より師晩雌
ｂ垂

を授典さる︒・
・氏の六十九年の生涯は︑全く至誠一

貫官吏として︑叉祇曾教化の上に之れ
捧げたるものといふくく︑其の風化の

偉大なりしょく世人の懇鑑たらざるな
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羊や●今

雫１１︲１１：⁝︲Ｉ：；︲Ｉ㈱！

︾

ゞ園家があらば︑其の将来は一鰐どんなだらう？

！！：ｉｉｉ︲Ｉ１Ｉｉ１．．

︽ろ︒さすがは立憲政治の世の鑑︒

︲︲︲︐Ｉ︲︲！．︲︲Ｉ︐︲︲Ｉ：ｊ洲ｉＩＩ︲︲ｌ︲︲１１︲

１︲︲１１１︲ｌ

園では赤字の露に畢幽一致剛雌一掃に大童で模範を示してゐ

亦然第︑我等の見んとする所は一に此麗にあり︒さらば如何で政黛剛民共に図家救済の護心はないらしい︒この時西欧英

×・

等の非あらば政府落第︑選畢の弊一掃され麺有様ならば悶民赤字に態かれて四苦八苦の我内閣︑依然朝野雨黛唾み合ひ

・的試練と知れ︒選畢のために干渉や唾迫︑さては政治の停頓

府蝶曾の選畢戦今や酌︑政府も団民も立憲閏に於ける政治は富にはならぬ︒喜悲劇役者に等し︑咽︒・

×・

トは道徳の無上命令賞践理性を就いたが︑全く粟紛れの善行

あった︒こんなナンセンスは世の中には相営にあらう︒カン

の謹露ならすや︒︐一：！︐ｉ
．徳心×

るぺきものにあらず︑利害得失によって左右されるなきが道警硯臆の表彰した善行者︑それはやがて捕えられた泥棒で

揚子江流域の水害彦叉鯵︑これが同怖は又何物にも煩はさ↓×

×．．・

威として存ぜざるぺからず︒；

のみ︑個人にも祇曾にも︑蒋団家の上にも正義人道は一大椎とカフェーで夜が日が明けて何の心配もない圃民の織成する

頼漢の談判に鴫似た日支の交渉︑正義の篇に陸︲噺﹂の一ある三面占領︑こんな事が世人の重大の開心事なればなり︒活動

︑中村大尉惨殺事件にて途に満洲の風雲常蔵らず︑紳士と無．一三活俳の進退騒ぎを︑他の記事はさて措いて数日間新聞

をっ
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っの
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利慾
慾で
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は殺
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麺測噸噸霊貫野季香峰報告
沼草︒第十二催本所ハ保育料等之レチ徴敗セズ
Ｏ

本所は大正十五年六月時の香取郡農命技隼十三係塞食ハ各自持参スペシ但シ溌算

播帥二於テ博染ノ度ナキコトテ誇明スルニ

手池潔氏の短め士村内右志の叫合と洲待つノ範個二於テ補食亦ハ謹食テ給スルコトア
て創設され︑爾来毎年壷川農繁期︵川植︶韮ルペシ
期間とし︑各祁卿鐙と聯絡提桃して州催し第十四像博染病二極リタル幼兄ハ滞嬢後
漸次に内容の充災設術の完全とに進みつ入

非レバ蚕所スルコトープ得ズ

鯉管

あり︑その規約なるものを抜孝ぜぱ

第一催本所ハ農繁期二於ケル家庭鍔カノ

サシメ農村振興ノー助タラシムルテ以テ目が経管主燈となり寺院ｕ小理校︑田部唾︑

助災テ固り僻セテ幼兄ノ健全ナル保育チナ本所は農事興行圃催たる協行凱合と農倉

的トス教育倉︑信州組合︑婦人倉等之れが補助提

スレルモ収容人員ヨリ薪シク超過ノ場合ハ経費は保育料を徴牧せざる韮以て︑特志

第六催入所希望者ハ及プ限り之レープ収容携の努悲とれり︒
抽銭チ以テ入所一プ決定スルコトァルペシ者の物貨亦は金銭寄附を仰ぎ亦各奨働筋よ

第八催幼兇ノ家庭トノ往復二必要アリトリの補助金交付走併せ充営し︑支出の大部
第九峰保育時間ハ午前七時ヨリ午後五時して︑保蝿となり係員となる者は総ぺて無

認メタル時ハ附添人チ附スペシは捕食間食の費用となり︑像は設備饗等に

迄トス報酬︲自分鉾賞に甘んぜぱ大いに縄我を助

第十妹保育課程ハ遊戯唱歌談話手技トスく︑これ郷土愛を標語として霊力する鱈め

ず︒Ｏ

書員の雲

宮内克己氏の美畢

・顎

可３

ＩＩＬ

一・■Ｊ｜

らしむろ所ならんと感謝して泣い六のであ

とにＵ日夜全力を傾注しつつある誠意の然

さすがは固民道徳の普及と賦曾風教の振作

此に於て小生は不畳案を知いて叫んだ︒

である︒

く丁寧親切なばれ︑其他は推して知るぺし

遥鰍の一小倉貝に封してすら︑斯くの如

上候云々・

頂くことに和成候へぱ︒此↑遥不悪御諒承願

先日の玉稿は種々の都合に依り九月銃に

其の叉寄せられたろはがきには

一蓉々ｏ

候︑不日弘道誌上に錦を飾り度と存居候

前後丈略︑御寄稿乃辱ふし難有御濯申上

文句のはがき悲預誠しれ︒

局に送呈して︑電覧韮乞ふた虚︑早速左の

しじ一文を綴りて︑吾が日本弘道道含編輯

小生は訓劣韮も顧みず︑先般拙き筆韮阿

日本弘道倉の親切に泣く

▲▲▲
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遷三箇︑吊箱一基▽木馬三頭︑↓季Ｉル三筒

用具一組︵以上借用品︶た使用し︑室内は幕

︵以上託児所備品ノ内︶オルガンニ蔓︑桑隊

なり︒

保購は寺院の奥さん︑小畢校の女教員愈

旗︑給本類左備へ︑それにハンモック三吊

ク室を特設せり︒積木用具︑折紙材料・小

芯以て小歴劃走作り︑乳児寝室とハンモッ

特志家の婦人方が勤務され︑係員は各補助
経費の如きは心器具設備の修理亦新設の

倒鐙の主脳幹部が交互出勤せり︒
如何︑保育兇の多少︑捕食購入賓の高底０

補食現品の寄附の多寡等のため年度により
一様ならざす︒

含場

小皐校に隣接せろ西雲寺の一部を年々使
用せり︑小畢校ぼ田植期臨時休業し鴬めに
先生方の手暇走利用する便と寺院は一般農

家の繁忙期は︑回向供養も繰延ぺらろ上鰯
め比較的寺務閑散をこの方面に向け得る閥
係地理上相倶に好都合なりｕ地勢は高燥限

設備

して樹木繁り清き井水の便ある名剃なり︒

飽き易い鬼童走喜ばすことは︑捕食に趣
興工夫を要すると共に遊技器具の設備にて

易

浅い総め完備せざろも大畿左記の如き設備

本所は経費を節約的に致す開係と︑年所の

怨施せり︒

屋外に十人乗陸路託丸一膿︑遊動橋一基
謹リ墓附風共一基︑鍬窪四人別一基．小鍬

倉員宮内氏は本年母堂の新盆に宮ろ韮以

て︑其の供養の矯め村の寺院に到り︑境内

の蕊所の内に同寺先住の妻にして三十除年

見出し︑其の墓上には石碑ばおろか木碑さ

前に死去埋葬せろ高橋︑山崎二氏の墳稔を

ことの出来ざるを気の毒に恩ひ︑去る大口

︑へもなく︑何人の蕊所なるかも明かにする

塞犬ろことを明かにせり︒二氏の頚にして

寺に讃縄供養起乞ひ︑木碑を新製して誰の

知ろあらぱ定めて地下に喜夢芯らん︒此の

畢戒細な事に似穴れども︑信仰心厚き素に

以て自家祁先の三百五十年祭杢も畢行せり

あらざれぱ能はざるなり．氏は叉此の日を

含長である︒︵茨城蝶行鹿支含員︶

て妓に紹介する︑氏ば現に行鹿支含の副支

と聴く︑私も此の供養の席に参列越しか以

｜尤も氏の家は背より敬祁崇祁の念厚き門風

曲

綱｡

ぐ︑亦調理室川具や係員詰所川の机椅子等

十二箇︑藷一昔機一嘉・蚊雌以下借川阿哩か継

韮張る︒蚊帳一張は乳児羅室川にし長食卓

昏延蹄ろ土産として︑託児新聞等の碓湾刷

話等韮も試みたり︒而して楽しい一川の黄

に手惇ひ︑術布教師等態臨時に聴招し︑童

の鞭ひも過去の語り草となり得ぺく︑共に

所必ずや農村興隆の曙光なきに非ずｕ小作

なり︒善悪ともに染まざる幼兄を愛育する

ろＬ迄に職迎さる﹂様︑新設を薦むろ所以

各地農村に﹃無くてならいは託見所﹄と云は

存し共に管み﹃祇含文化﹄の変質はそこに術

Ｌせり︒

牧容児は規約に於ては制限するも︑小畢

づ凧ぜよこの託兇所に︒

らむ︒農村に於ける祇愈事業多々あるも先

延配り家庭へ託児所の模様な報缶すること

校二年級以下幼乳兄迄難本年は収容し︑附

は総べて借川品にして︑其の他に託児鯨︑

して棚酸軟膏︒オレフ油︒チキシフール・

添兇子守兄も入所兇堂と して取扱ひ衣れぱ

日誌︑倉計簿︑・文書緩等及び術生材料品と

アンモニヤ︑ワセリン︑ヨードホルム︑繊

六月六側より同十五脚に至る期間十Ⅱ間避
平均するも百猪を下らざりき︵因みに保育
兄は百二十名と規約す︶

が︑遂に雨閣の恥除術突す︒漁州の地

満州韮中心に日支の空領険悪なりし

○

榊︑ガｊで竿を川意孔臨時出張を将約せる

捕食

口淋しさ韮防ぐと共に︑飽きぬ様工夫接

六月六日哨七十五度一八○名

成績表

同七日晴七十三度一六○名

は．明治大帝の聖応も貴き同胞の犠

排し︑午前午後各一回以上左記の如きもの
工調理するものに︑朴藷︑米︑鮪︑飯蒸︑

を交互に剛給捕食せり︒即一ワ魂品寄附や加

同八ｎ雨六十度一○三名

等の不義によりて牒剛さろろを許さ

牲によりて得たり我が椛力地なり︒彼

︵籾蒔残品チ加工七ルモ・ノ︶お刷子︑．スヱー

す︒彼等の反省なくんばり世界鋪三者

トン︑廿酒等あり︒眺入せるものに鯛パン

六月十一日晴七十二度一二五名

同九日曇六十二庇一四五名
同十側哨六十ｆ度一三○名

一

蝿託膳一人心詮けり︒

〃

の容曝何物ぞ︒吾々は正義擁護の求め

ントウ等か使川せり︒

煎餅︑蛾砲王︑ビスケット︑駄菜子︑カリ

同十二口雨六十度・一二五令
同十三脚晴七十八度二二名
同十四日晴七十八度・六○名
同十五日時七十五度一三○名

病で︑この鰯めに事故監覗心筆頭に・補食

噺の一途に出づぺ島﹄のみ︒

以上は現在の概況なれど艦来は術一段と充

○

I

係分捲其の他の項目

品の調理︑配給︑お話は係員の分播にし︑

識せる経管に進め丈く︑亦津々浦灯全剛の

保育預り中心配すろこは稲突褒の災過疾

唱歌童謡︑遊戯等は保にの専卿とし︑執行

日

へ

ノ

するもこれは凡その役割にして笈質は相互

″
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、

奉霊椿

課題

詩林詣明治紳宮

評日明治天皇︒聖徳大業︒叙得而歴々分明︒一調使人起壷誠敬︒

文推選

地届舟杉江孝春︵滋賀︶
評日句々清浄︒能篤祁域︒三四︒致誠哀最切︒

日出扶桑聖徳軍調歌如湧不能諸慶雲方起康糖委瑞雨頻治庶物涌

雲巌金奉珠覇鮮︶

華表窺々聾九天綴垣清粛軍群煙崇高雲感害無物披凝誠哀拝殿前

人．屈軒小林篤助︵埼玉︶

題耐在高岡瑞謁篭仰看華表緑陰中正襟拝脆仰鴻業獣祷祁蕪謹日東

課

川

天耕雲内田鼎︵茨城︶

石

別

復古敷新政遷都大業昌出師懲暴戻垂勅正倫常議徳照千歳
特稜威耀四方縦然祁若在億兆仰休光

70

別

課

治隆河迩千年一徳徳
合合
崇崇
呼呼
称闘歳三外征鴻業忘難得仰見奇謀血戦酎
評日飛重典雅︒能噸聖穂︒

烏次診築異城〆

小安三雄︵千蓄

０︶

● Q

露香蓮井知城︵近江︶

王政維新閥洪基蔑年治化自妓披認歌尭徳脆階下松柏五雲含曙畷
・評日開洪基三字︒此作主脳︒反映後三句︒

自溢言外︒

肺城寛間天正雲荘厳洞宇餐林際野人亦是致誠虚長仰偉功輝菖世
評日誠塵之意

・

三省尾津幸︵埼害

題老樹交枝自欝葱瑞雲蕊蕊映祁宮拝来宿望舷始途仰見天皇聖徳隆
一評日亦是見忠誠︒

戸、

赫冷稜威鎮極東︒欝然脚苑起卿風︒仰看聖徳如天大︒億兆零先拝大宮︒〆〆と
評日祁苑祁風四字︒盤出亦奇︒

.＃‐」

︸

一 一 % 一 ・
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別
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天

歌園月下懐古
端居して月に涼めば蓄一音器求めし頃のなき父思ほゅ
地

木かけよりもる動月影眺めっ＆道を弘めし大人を偲ひぬ

､エ記

直正選

谷元嵐正次
次直歌茂香三

口十田I睦田安

︵千乗︶

︵栃木︶

︵静岡︶

︵耐烏︶

︵茨城︶

︵千葉︶

︹茨城︶

︵茨城︶

︵下総︶

康郎書子勇雄光梁風雄

佳作

秋の夜の月ものいは些言とばん茂樹ぴしりのゆくへいかにと
人心ゆるみ行く世の月の夜をむかしの翁思ひ見るかな
歩みきしわが足跡を懐ふかないざよう月の岐肌路にして
くもりなきみ空の月をあふぎつＬ嵯峨野の秋のおもほゆるかな
古しへを月にむかいて思い居れはうきふし繁き玉あられ哉
さぴしくも仰げば月はさえ渡り懐弘起すは亡き父母の影
さやかなるもなかのそらの月かけにあうしむかしそ偲ばれにける
笠の子もる月かけ清み茂るともにかたりあかしっ茜をぞ恩ふ
月見ればそこはかとなく恩ひ出づる赤壁の遊足柄の竺
城あとのむら山松に秋の夜の月の光はふ６そＬくなり

︵千葉︶

湯田久毒︵祁邑

蕗田誠一令憩

野平香峰？趣

三

泊翁をしのぶつどひのこのむしろ山のはいてて月そさしく︾字る
．：：
■４凸一Ｃ︾●ロ︑

入

棚

池UJ五湯境匝塙鳥蕗小
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趣

◇

●同

過き去りし昔を偲ふそのかみはそらの月こそびとりしるらめ
化石よむ単の窓の月影にむかしのさ戎のしのはれにけり
鎌倉の昔懐へぱ月影にたぜ哀れな６噸朝の墓
月にむせぶ城山松の臭の聾にしのばゆそのかみの事
三十年の昔の月はさなからにさながらならね人心かな

俳壇泊翁忌

養源寺へ体っ暫き租泊翁忌
世のさまに翁偲びけり泊翁忌
汗拭きっ師を語りけり泊翁忌↑
夏菊を活けて灯しぬ泊翁忌
讃綴に一座職しぬ泊翁忌
夕立雲それて暑さや泊翁忌
道弘めて年移りけり泊翁忌
泊翁忌書を灯しぬ養源寺
よくの雨に草生きてあり泊翁忌
寺門入れは蝉時雨かな泊翁忌
我畑の瓜供へけり泊翁忌

し泊翁忌

矢田部輿市価８
小林嬬助長砿︶

中︽村正．〃︵墓笹

窪・者

大久根水帆六埼舌

編輯部選︑

甫ｊ水帳︵祁過

多 門︵都凹
唐水へ武識︶

誠！︵千葉︶

正則︲︑一﹂︵山梨︶

一

ゆたか︵茨城︶

・香・・︲風︵同︶

無町畦︵栃木︺

黙水へ同︶

香︲諏峰牟莱︶

猛士︵祁島︶

︵．山口︶

︵千葉︶

︵埼玉︶

mm風

秀逸

暑き日を集ひてうれ

相逢ふて遺徳語りぬ泊翁忌
泊翁忌道説く人の集ひけり

三水松
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死の山象間久佐

卜Ｌ一

畠

電；

野田翠雨

Ⅷ洲佐久間象山の死︵中︶

七︑戦時無用の蔓場

．ｔ③

一朝有事の際︑五鯉や十肢の艦では間に合ふまい︑歎十鯉数百股の艦が無く

Ｔういうじさいそうそうふれまめずうそうすうそう︑ふれ江

識したが川ひられなかった︑外国から賑艦を職ふよりも︑人材＃一選抜して滴
ぐわいおくぜいかんかうかいことかいぐんぜんじゆつ王広骨一ふむ
外へ送り︑鯉艦︑航海の事や︑海軍の戦術などを肇ばしめるのが急務ぢや︑

誉もちぐわ味こぐぐんかんかじんざいせん陸つかい

てぺルリの倣浦を態底を見て面白からず恩ひ︑直ちに十策を劃して幕府に娃

がう全んたい︾﹂みおもしろおもた腰さくくわくはく︒ふけん

艦が有っても︑それを操縦する者が無くてはなるまい︑拙者先年浦賀へ往つ

かんみきうじうもの江せつしやせんねんうらがい

医くふこにい態駐づ苧うじぐわいこぐすう幸一客ぐんかんちうもんぐん
幕府は此の墓場を築くと同時に︑外図へ澱隻の軍艦を註文したが︑いくら軍

んな嘉場を作っても何の形に立つものか︑殆ど児戯に類したものぢや︑先年

にし雀つく畦んやくた栓どんじぎろゐせんぬん

象山は海上を指しながら︑小松彰に向うて﹁見い︑莫大の費用をかけてあ

し一．うさんかいとやうゆびさこ掌つめ一Ｆら畦か晶塵くにいひょう

殿山の棲花はまだ散った許りであった︒

てんやまさくら易僅か

吹き透る風は温かく︑流石に春らしいが︑此の年は一鰐に気候が遅れて︑御

ふおくかぎ心だ上窓ナがばろことしたい含こう如くご

詮来
わた⑳
ょ提
う灯ち
上明
⑪け︸
︲たう
の証畦に雌涯いて︑だ
高か
輪へ
のち
は︑
とん
泊け
す夜
頃﹄
でろ
あっ
︒み
海から

象山の一行は江戸で一泊し︑其時分流行った小唄の文句通りに︑観朝七つ

●●かうえ︾︶態くそのじぷんはやこうに凸︒んく声以よくてうな上

小

めんりんかい︑がく仏韮もで含︑ふぬぐわいこく

ては︑四而環海の我邦を護ることが出来まい︑一々艦を外団

で含ぐん罪ん︑やがくにきい心う
い

︒み・︲

こみづらややしゆふ

﹁おていや︑まだお見えになりませんかね﹂と躍抵か硯から

とうかいにうのぽひとふ

み

ぎ

あさこしゆくにざ︲

胆いぶようきょ

言った︒おていといふのは此の水茶屋の主婦であるヌイ︑

う

から勝ふことけ出来ぬから︑軍艦はどうしても我邦で製造せ

まだお見えになりません︑大分気候が好くなって来ましたの

かいぐわいりうがくせいばけんぱこ

ねばたらぬ︑それには海外留畢生派造の搬ぴにせねばならぬ
いるノｒ︑ぐたいめんつくけんぎつひい
から︑樋盈具鵠案を作って建議したが︑遂に容れられなかつ

ふ

しゆくいのぐち垂でい︾

けい︑︑︑︑とぴこ含一︑ゞご．しんぞう番垂み

でい・︒︑こふじん全もゆぢ生

みいしぜんせいうま・い

みばを

うにして見張って居りますが︑まだそれらしいのが見えませ

で︑東海道上りの旅人が殖えて︑もう朝から此の宿が賑ばづ
めさら
路
ふうし症
て居りますので︑もし見失ふといけませぬので︑眼を皿のや

ん﹂﹁さうですか︑話慶や︑お前︑ちょっと宿の入口迄往つ

るかんにしかえ轡きがちやうしうさっしう

たのは遺憾に堪へい︑然し江戸にも佐賀にも長州にも薩州に
そのたをつしやもんじんち含ゐいづぜつしやこ上為ざし
も其他にも拙者の門人や知己が居るから︑何れ拙者の志を

て見てお出で︑先生は語馬でお出でになるから・・・⁝﹂﹁ハイ﹂

世つしやかんが︒Ｌじついんざうみ涯だの

︑・ぽい

︾ゆい塁へ

継いでくれるであらう︑是等の人堂に依って必らず数年の後

といって︑出て往ったのは十七八の此の婦人の伴をした下女

か肱十うれんの陽

に拙者の老へが資現さ恥ろに和述無い︑それを楽しみにして

つこれらひとん●１よ

居るのぢや﹂などと語りながら︑品川へと入って来た︒急︒

である︒・

う全全ろふだぴき写もんつめしにんはか

やがて語慶はばたノＩと飛込んで来て︑兎御新造様︑見えま

かふじんつゐにてみがく・づ

い︐今︐．画・

した︑お馬で丸に二つ引の御紋の付いたお服装で︑十人許り

ごく系う︒

ごもつ

︑︑︑らやさみざちややこぎしき動ろてすりｂ裳うて
あなご茶屋の先きの水茶屋の小座敷で︑極く竹欄へ雨手を

のお伴を連れて︑もうそこへ話州でになりました﹂﹁ァ心さ

よく座ってゐるから︑はっきりと顔は分らぬけれども愛嬬の

ｂ
ふじんこそづ会んかぶぎやうぽ
人の婦人があった︒わざとお高覗頭巾を被ったま上で︑行儀

にか比らなかったが︑大分白髪がお殖えになった︑いつも

ノ︑と雲へ落ちた涙を慌てて袖で拭ひ︑低竪で﹁四五年お目

布の儀︑顔だけを出して往来をそっと見たが︑恩はナハラ

うかい︑御苦勢でしたと︑彼の婦人は衝立に身を匿して︑頭

ある美しい眼元に︑むっくりと高い上品の鼻︑一身鵠の恰好と

一かくじらうおぽ
ｂつばずがた抵つ
お立派なお姿︑お懐かしうございます︑オ︑格次郎も犬きう

雪ひんした王ら

︺うつくめもと︑︑︑︑たかじゃうひん唾正︲からにかっこう

心るゐこの

ふうのうえん？やいき

︲た上みお江みに・らはモセぬぐこご塁

かくじらうさぞは上あ

腫いぶしらがふ

君やなこ是腫

ごたんぜいお陸

みつえ

含ん主上かばに．おうらい・みおも

いひ︑衣類の好みといひ︑まことに気品のあるさうして下町

なった︑親は無くとも子は育つといふが︑淵枝さんや語蝶さ
し

てふ

廻んめ

風心へ揺艶で粋なところもある一子一三の寿雌であることが

んの御丹精で大きくなりました︑格次郎も︑噸︑母に退いた

ずば︑︑︑︑か匙わかあいきよう

知れる︒

海を眺めながら︑物思はしげに何物をか待つもののやうな︑一

うみながもの鋼も唯にらの全

かけ︑衝立の蔭へかくれて往来の人目を避け︑夜明け前から

つるたてかゆ︐乞うらいひとめ客よめまへ

八︑美人品川の挟別

ゐかだひなが唾き
藩の山象問久佐
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で含

７やら虫の知らせ︑もう窪知で跨萎壷舜す喝ととも出来ぬであ

十がた唯い

錘詫あり︑一耐識鍵癖管︾の搾詑譲蒜礎や擢唾時蝿而も瞬睡

あらう︑蟻鐸︑どうか棒砿嘩避ばして⁝：．しかし︑どうだったのは磯砿の椎舞で︑蝿の十八稔漉とい一ふの一心椎謹の聖
︽０いじでし
し・

そこまでい含

三しんむう

全へうぞがしふかがは

くらまへ・た勢もむ︲らが

らうか︑枠や︑どうか一度は母駈尋ねて異れますやう︑オ︑の札差である︒何しろ江戸で任侠とか意気とかいふのは︑・蔵

お
ていさん︑ちょっと其聡迄往って来ますから﹂ｉ御新造さま︑前︑魚河悌︑深川などであったが︑・赦前は他とは趣きが異つ
にいじゃうふ

たいへん

しんゆふがくかうゐところそのたんたら︒？くら・全へ・・ちゃうか

全へぎうはくふじにい﹄しよこく︑じゃう
大丈夫でございますか︑先生は大層澗持でゐらつしやるさうてゐた︒言ふまでもなく職前く
とらは
︑善幕府時代に︑諸閏から上
たんひま争
全ゐ
てうら
のうかう﹄↑いざうおためあさくさ言うこ．侭．．かうとうこう
ですから︑一旦暇をやったものがをぜ参ったと︑お手討にで納す
る頁米駐職して置く篇に︑浅草へ倉庫を建てたＱ高等工

．つうかうにんうしろ

＄い
な幻
りよ
ますと︑大愛でございますよ﹂﹁ェ︑ありがとう︑心業畢校の在った虚で︑其何百となく並ぶお蔵の前に町家があ
ほ
ものかひ

稚騨搬饗確瞬購
獣
射
驚さと
か．鶴
封じ瀧
んしぜ
やう
ざん締
あと脇
ふ 吋刑離賑謁
い灘
ふ上
し稗ひ︑誰から乗る粍を羅種の蕊
しゆくじんか迭全つなふきたん侭ざむ

︲・ぺつ

いふやう唾だもとちよくせつｂようらのう傘い
間つたが︑もう宿はづれの人家も無く︑松並木と川圃との寂し大名や胆族
本のやうに直接領地から納米するものは別として

う２
ｂ万も
．
吟こ
ま

かへ

いくたびひとｂごとうしろ︑寺のかへ

せ生
ん︑
せい
寄切
り米
まい
か御
ら徒
ごけ
よ家
り人
会︑
どう
た同
ん心
ぺう
ん人
ふ扶
ら 持と
象い睡錘雑たので﹁もうこれで肺りませう︑では先
おわ
別かれ
とと
稲なへおて
士に
︑ん御
輿し
力ん︑
のな
何ん
俵に何
︑円いたかくじら・フくれたＩたっしやく臆
わる
だ人
．ひ
︑此
みの
たこ
庭代
さ理
しに
にて
ん受
︑う
・﹄
一
の致します︑略次郎や呉堂も壮健でゐて下さい︑あの︑これがして渡され
掩と
は・
︑卜皆
札︑
差季が
人い
とり
底傘っ
取け
りと︑
薩凹このよわか
せんぜいくれんＩごようじんみた
うへそれた〜ぶんはい
なに
．数
︲た
す米
うこ
め取
．と
りふ
めつ
かだ
◆．
夕現世のお別れに蔵りはしまいか︑先生︑呉燕も御川心遊ばし其の上壬夫
々へ分配したものだ︒何しろ
多
の
を
扱
の
↑

いぜんみづ今恥ややかへぎこふじんな今く

と・フこ春うて語いたくざんつか寺毎︑︲叩し凸．﹄ん．竃
て⁝⁝ではお別れ致します﹂と幾度も猫語して︑後振返りから︑恭頭ほ
やん小
僧︑手代などを津山使ふのだから資金かウン
くら全へふにさしいづみやくへゑむずめしやうざんあいしよう

ゆ尋却にさしおほてうにんと江しゆじん

で含

ノ︑以前の水茶屋へ職って来たが︑此の婦人は猪を菊といとなければ出来ない︒また此のこ
米こ
をめ
抵て
富い
にた
武う
家ぷ
へけ
金か
をい
貸か
す︒元

Ｅやぱいかいようぎよく︑封け圭庭よしばら・さかかよ

を．
ひ︑赦前の札差和泉屋九兵術の娘で︑象山の愛妾であった．それ故札差は大町人と稲へて︑主人はいつもぶらＪ１・
遊あん

よねんたいへいつ崖

ひとりんｌ

札差の妻は無論奥方ともいは歩︑左りとて御新造︑おかみ一

︑茶︑俳譜︑謡曲左どに耽り︑叉吉原などへ鴨んに通った︒︑
九︑蔵前小町のお菊ふだ雪しっ＆でぼ
ろん動くがだ霞冒ん種う
そころえ雪

そ

もつとぜいたくときぼんさで

うちかたい
ゆじん やくむ念
其の題江戸は︑二点除年も太平が積いたのだから︑人々がさんともいばないので︑お内方
と稀つたもので︑主し人
も役向

郡ごりちやうすゐ第を世いだく

にひじやうぜいたく︑Ｕすめ
著りに長じて随分賛津なことをしたが︑其のうちで湿哨賛津の時は一本帯して出たくらゐ︑何しなろ
非常な賓洋をした︒・娘

死の山象間久佐
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等しふ庭じずの汚いけしやうちがそ

︾ころむくくら全へけしようい
あつけしよう

しや写く今へつ

でもさうで︑札差の娘といへぼ第一お化粧からして異ふ︒其

かみがだこつ

の頃俗に赦前化粧とまで無はれて︑一師特別のものであつ

一ふかがばけいしゃよしほらゆいしゃあ全いきうすけしよう

たｕそれは京阪のやうな濃てりとした厚化粧でもなく︑また
ゐろゐ尖

深川蕊者や吉原謹者のやうな除りに意気な薄化粧でもなく︑
十なはじやうびんいき・ちうかん

距ら

しやうざん

窪くこくら＄へふ肥ざしう．ワ

即ち上品と粋の中間であった︒それに金があるから衣類は美
﹄きてならひきい瞳うむろんゆういいきみぜんば芯らやをんな
いものを着る︑手習裁縫は無論︑遊塞は三味線︑花︑茶︑女
秒とと僅

一通りのことは召はせられる︒お菊も此の識前の札差の家に

ヲまくら韮へこ生らい険害ぴじん
こんぽうめかけ

生れ︑賊前小町と稲はれた程の美人であった︒それを象山が

懇望して妾としたのである︒

くら士へをいごじ胆いよちが
げんふたざし
識前の制度は時代に依って速ふがや六七十軒もあった札差
涯んくみ１口︑くみ仁︒くみちゃうじつば宮
のうちで︑何組掩々と組が立ってゐて︑組長となると賞に幅
いづみや江がくみらやうつとえ客ちよう

︐含

おばらやうにん

ぱんとうにんてにいこもい

が利いたものだ︒和泉屋も長らく組長を勤め︑江戸八百八街
︒Ｆ価し

しゆじん

■﹄︶

みそ

に誰知らぬものなき大町人であって︑番頭が三人手代小阿も
．にんつか

ごかとうぷし

二十人ほど使ってゐたから︑主人はいつもぷらノーＩと遊んで

碁や河東節などをやり︑僻識も坪青謡もちょっとかいたＵ此
いづ
ひとふたりむすめあ埴︑︑いもうと︑︑
の人に二人の娘があって姉をみつ︑妹をかねといひ︑何れも

劣らぬ絶世の美人で︑背のすらりとした大柄で知．姉さんが文

おし﹂管つせいぴじんを︑︑︑おぼがらぬえさん

含ん臆かし全雁ゆいもうとじゃうひんいて︑︽がへくら今式︾﹂くとくけ

あれはうと含わづながうだじゃう炉塁いよよ

金の高島田に結ひ︑妹が上品な杏蝶返して︑赦前猫特の語化
しやうおもてあるおうらいひとにんぢよみ推たち︾丞一ほ
粧をして表を歩くと︑往来の人は男女となく皆立止って見惚
れた︒それに姉の方は常撰津と長唄が上手で︑雷もかき害も能

てい壷つ垂もいもうと

くし︑祁課も確り縦が胆瀧な雄唯それで貞節淀重じ︑妹は
ことよび．
彰穿りず

．舞踊が好きで琴も能く弾いた︒

一○︑向島の花見

ところてんぽねんころやよひば雁ざかとくがは十え・上 産い悪もの

き

え害しちう窒候客︲

所が天保十四年︑頃は弼生の花盛り・徳川の末で世は大分物

さわ

い全かわむかうじまはな晶

さか

騒がしくはなって来たが︑しかし江戸市中はまだ左程のこと

とぎわづししようかねもじ

きそいもうと↓つ

もなく︑今に鍵らぬ向島の花見はなか／︑盛んなものだっ

おぽぜいぢよれんや絶ぷいのすみ廷が畦きがのぼ雫ふいなか

た︒おみつも常撚津の師匠の縦文字といふに誘はれ︑妹を連

嬬織を輝いて極峰鋳で鱈︾螺り︑艇が雌がと鍵るいてゐた︒

れて大勢の女連と屋根船に乗って隅剛川を測り︑船の中で三

うつくしをんた

な

じゃうひんい曾

みやこるなかをん応にくきん
いまもの
今でも昔でもさうだが︑都でも田舎でも女は深山あるが︑掴さ

生うい

い垂こむかうじまは徴みよそぼひ

て美い女といふものほなか︐Ｉ︑無いものだ︑上品で意戴で三
あひそる

ところ

士一和揃ったものは零易にない︒今此の向島の花見に粧猛

含やう胆い含わすぐ３つも

ひじやうめたつ

擁して鍛雌の蕊感時たが︑美い鐘琴いふものはさうない︒所

み

がおみつ姉妹は一際優れて美しかったので︑非常に目立つの
ぷけわかとうもんじん
そこやはりはなみ唇
であつたｕ共虚へ矢張花見に来た三十四五の武家︑落城と門人

みわかとうあとつけところくら全へ

を四五雌遊れて鑑が曙を錘錘してゐたが︑ふとおみつを見て
よ樫ぜきい

いづみやくへ湯むすめ

わか

さっそくごと

除稗気に入ったものと見えて︑若黛に後を尾さした所が撒前

あつ

めかけ陰＆おしこそぷけたれ

の和泉屋九兵術の娘であるといふのが分ったので︑早速人を

以ておみつを妾に欲しいと申込んだ︒其の武家こそ誹あらう

−

勺

即ち象山なのであった︒けれとも此方も町人とはいひながら

ザ江はしやうざんこっちちやうにん

う

ところしやうざんよば︾︶いつしんみふ疲上全をしこ

仁よしやうざ〃Ｌきうそくしこん﹄﹂しやうざんとやう

ので︑お菊は象山の身を案じ︑以前自分の家で下女として使

身︒︑しやうざんふめんいぜんじぷんいへけぢよつか

含やうそのりよかうひ︾︑り今一でくな︑こ︒ｇくし
京から其旅行日取のこと迄詳しくかつ子からお菊へ知らせた

へ便り詮して︑象山の消息を知らせてゐたが︑今度も象山の上

しやうざんこびきちゃう企つしろかへのちと言︑八︑こ身く
て︑象山が木挽町から松代へ綿って後も．時堂かつ子からお菊

を取って佐久Ⅲ家を去り生家へ戻って居たが︑朝夕象川のこ
わす・しやうざんこしもと睦ら庭こ含く要うしやう◎
とを忘れ歩︑象山の腰元原田かつ子といふが︑お菊に同情し

左つたので︑おみつは仔細あって為菊と改名してゐたが︑暇
と・さくゑけさをいかも︾︾ゐゐちゅうしやうさん

しさい．含くかいめいひま

ず︑偶を剣容島川見差の媒酌で海舟の妹瑞枝が象山の正妻と

に全ノーけん骨やくしまにけ＆ざんぱいしやくかいしういもうとしづえしやうざんぜい言い

︒なにぶんきうはくころいへかくし含辱め
で生んだが︑何分奮幕の頃は家の格式といふものが有る＠
．ふご︾ｊ︐今ふださし鷺むすめぷけぜいさいゆ
で︑堀くら富豪でも札差の娘を武象の正妻にするわけに往か

らようめいかにねんかんしやうざんもと〃かくじらうしそく
寵愛一方ならず︑ 九年間象山の許にゐて格次郎といふ子息ま

人の噂など一切耳にせず︑よく象山に仕へたので︑象山の

めこふうがわひやう僅ん
で︑彼の娘ば瓜鍵りだといふ評判になったが諺おみつは
ひとうわささいふ▲しやうざんつかしやうざん

ませ評５とて︑十六の初娘が三十二の象山の手許へ往ったの

ういＵずめしやうざんてｂとい

娘として此の上哨ない響れであるから︑妾は先生の許へ上り

Ｕすめこうへ建生わたしぜんぜいところあが

い立派なお方︑さういふお方のお側へ往くのは︑札差風傭の

りつ柱かたかたそばゆふにさし︑ふぎい

た︒所が象山は︑齢稗熱心だったと見えて︑再び申込んだ
そ害含しやうざんぜんをいがくもんふかけんしきたか
が︑其の時おみつのいふには象山先生は畢問も深く見識の高

相営に暮してゐるのだから︑どうも妾にはやられないと断つ

客うたうくらめがりことわ
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死の･山象間久佐

い全ひ版が唾ふづもややに

牙いば

ったおていが︑今では品川へ水茶屋を出してゐるのを幸
ざ寺

公一つつ

れ垣

そ３＄Ｌ罪は

よめ全へ
含主らう
しやう
ひ︑夜明け前からこＡへ来て待受けてゐたのであったが︑象

山はそれと気が付いたか付かぬか︑そこは分らぬが︑其催大

森の方へと往ってしまった︒

もりばうい

一て途中既に危険

しやうざんかうひこ泡てまへｂ僅かところ言しか上と国牡かふ

しやうざんみにもつ含ふ腿しみしめうきくらしいうりか

象川の一行が彦根の手前川里許りの虚へ差掛つた時︑先方
含わかふたｂきじらいこごゑざ上やゐめすこく
から来た若い二人の侍が小聾で噺き合うた彼方へ来るのは

象山ぢや︑見い︑荷物の木札に信州佐久間修理と書いてある︑
いよノ︑くうわざと鰹さいわ堂つばらひとつうかう雌

ま

きやつけとうかうじん陸い二．がら

殺つちまふか﹂﹁待てノー︑彼奴は毛唐の後塵を拝する汚はし

や

愈を来たな︑噸の通りだ︑＊ひ松原で人の通行も無いから︑

釘とこなにわ恥Ｊｒ︑じあふしやうゐんせんぜいし

ゆ

い男ぢゃが︑何しろ我糞の師と仰ぐ松陰先生の師ぢやによつ
むやみてく胆
鹿れや

含やつ含やうい

いにん

や

先生の帥でも雄はい︑殺つけやう﹂﹁まア今日は我慢しろ﹂﹁イ

て︑無暗に手を下すわけにも往く主い︑い
づれ何人か次鍛潅
け
ふ
が
ま
ん
こ
ぐ
か
た
め
れるのだから︑今日は我慢しろよ﹂﹁図家の篇だ︑たとひ松陰
せんせいしか全や
けふが全ん・

ノーＩ﹂まアーｆＩ今日は止せよ﹂︒

けふよ

ャ︑彼奴を京に入れてはならぬ︑油断をする丘︑殺つちまへ

にくふう害つ奇ふくめつ含

ふたりちやう

い〃だら上ぜいしものともかさじたじつしやうざんみ
焦立つ者も制止する者も倶に笠の下から凝と象山を硯た︒

さも憎いといふ風に怒菰淀含んだ恨付であった︒雨人とも長

しうしいらだぱうたかさｇめらん︾﹄やばうし肱がはやじらうい

せの定いしんぐうさんけいとちう

しやうさん垂ぶじ骨やうつ

州の士︒蝶立つ方は高崎荒人︑と止める方は品川禰次郎︒伊

勢太紳宮へ参詣の途中であったが︑象山は先づ無事に京へ着

正誤

いた︒

前競七十五頁︵解剖︶心理とあろば需術や心理︑七十八頁上段二行

︵兵端は戦端︲同十八行︵緩々︶拭緩．う︶︑同下段十九行︵松代城外
北﹄端は上田城外東端と釘正︒

詩

林
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０面

おｌ■秒︑

Ｐ婚率詩林
一一毎︾

択恭顔澄宮駐駕本間氏別業鶴舞園
眺雲菊池秀言︵山形

石川文荘選

︑︑︲︑︑

大正葵亥晩秋時︒忽有激震地欲瞳︒潰屋飛砂
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
遠近晴︒祇融懇怒八方馳︒焦天猛火紅如蹄︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
群衆叫競各分離︒子失親親失子突︒伏屍横路

︑︑︑︑

天漬星座列︒金枝玉葉繁︒曾聴八達在︒今存

︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

肉欲鯉︒橋梁焼落交通断や墨水流遡溺者危．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

四英尊︒秋暑天如椴︒啓行出帝閤︒槻光羽越

南北東西風煽火︒高襖傑閣化煙移︒鳴呼槍絶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

還棲絶︒進退惟谷共泣飢︒惨害尤多被服廠︒
避民四寓足力疲︒現出地獄修羅肢︒更蕊全都

焼土姿︒昨日築華今日夢︒人生果是見盛衰．

天災似戒願署俗︒地祇難防怯惰思︒幾寓精霊

○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
地︒駐駕鶴舞園︒鳳嶺披雲秀︒醐頃稲穂鋤︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
公園望藻水︒欽懐聖詠痕︒混涼深入海︒肇子
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ
雅頚喧︒光丘閲岡書．嘉賞風教敦︒山居鑑幽
○○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑

迷所逝︒悲風惨雨恨蝿滋︒聖恩優渥蕊内帯︒

移居偶成秋香河村儀李次︵演松

今領商作︒誼懐惨状︒自発職喫︒

評日余亦椛此災︒家財焼鑑︒僅以身尭︒著劫友除稿︒

君不見焦土荘冷武職野︒掘馨卿々自引悲︒

得機宜︒回頭元緑叉安政︒被害幾層不及之・

大詔更開復興基︒内外同幡多喜捨︒蔑端救護
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

風︒農是厚生源︒園主賜台旨．光築華一門︒
○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ
幸修惜遼訓︒戚銘荷皇恩︒積善有除慶︒可紀

○○○

樽後昆︒・
評日此篇不壷詳叙常日光景・飛亜典雅︒得頚詞燈︒叉
使本間氏別業︒更埴光輝︒

大正葵亥大震火災後慨閲八星霜︒
能畢復興之賃︒如蒋忘営時之惨
妖︒故賦此篇︒・追懐其事︒且自

器：警漏Ｌ・・・：一如伊庭弘道牟葉
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詩
･。

林弱

明月下？四遷四虚叉何占︒

０００Ｏ

松城雄畔避塵炎︒永書如年付黒甜︒苔蘇吹香
○○○○○ＯＯ○○Ｏ
埋細連︒梧桐分影上疎簾︒
︑︑菅︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
数人吟客可容膝︒七十老躯堪撚髭︒家選清風
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

賀某氏新居緋雲内田鼎異城

評日輩雨聯巧篇情景︒格調自似陸放翁︒

︑︑︑︑︑︑︑ご
樹古園高燦︒居成趣特嘉︒堅牢園永遠︒装飾

避華著心治産貴禰蕊︒修身徳盆加︒料知群雀

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日前半篇其居景勝︒後半叙其人性行︒前後反映し自

到︒瑞気満君家︒
有奇趣︒・

誰不戚︒儒夫立志簿夫敦︒

頼山陽先生百年祭恭賦
桐魔井上圭太郎
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
文章畢術有淵源︒筆挟風霜正気存︒一請這篇
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日・結句用孟子語最妙︒・

拝香取榊宮耕陽大塚規一︵千葉
望如篭背是維山︒中劃湾窪別作震︒．仰見千年

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

華表古︒説々廟宇桧杉間︒自註香取山別名蝿甲山

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

望香取祁苑同人

︑︑︑︑

諺平林木隔江麓︒鱈望遥知非俗衰︒仙鶴鳴認
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日二首同工而異趣︒亦皆見敬利明︒

翠杉上︒層棲雲閣給香山︒自註測苑直重一爾

偶成一看尾津幸愚玉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ
育英退職幾春秋︒衣食幸無朝夕憂︒齢達古稀
○○○○○○○○○○
猶健在︒君恩如海奈難酬︒・

評日・功成名逢︒老促如斯虞可賀也︒

︑︑︑︑

悼澗山雲湖君次石川先生瑳韻§

呼不返︒香煙継継臥龍山︒

始終語落又温顔︒譜識詩文同好間︒今也霊魂
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

讃石川文荘翁所作渡遥華洲翁博

評日・露湖之謹有知則愉感其知己︒

記威石川東耕︵茨城

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○○○

斐然走筆大文章︒一代遺風後世芳︒幾度正襟

頻奔詞．霊魂如活謹清光心

評日過響之言︺碓不敢樹︒亦是慰華洲翁雲︒

ご↑寄懐川柳久良岐阪井先生︒養宿︽

瓶於真間安蒜斌恕︵千葉

迩避市塵刀水阿︒真間山下養沈瓶︒鴻墓松鎮

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日句中巧挟地名而不俗︒

︑︑︑︑︑︑︑︒︑︑︑
総橋月︒工暇雅題衝口峨︒

詩

榛
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I

︑︑︑︑

上野獄狂愚後

迎清水弘道支含長書感
︑︑︑．︑︑︑︑

誰言思想風難秋︒斯道表碩還足憂︒弘道在人
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
推翠好︒中城元是一郷優段

評日第三句此作主膳能篤本含之要領︒︑

謁護良親王士窟

噛刀恨︒満地碧苔留血痕︒

雲仙渡遥嘉重︵土浦
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
蓋世英雄難雪菟︒封章何得達天閤︒如今不滅
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
登石橋山謁佐奈川典市墓
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
秋入山村絡緯催︒英雄幕畔有除哀︒蕊風一陣
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日二首皆寓感慨︒

侵衣冷︒落葉刷冷撲面率︒

︑︑︲︑︑．︑︑︑

愛山寺本省三郎︵千葉

恭悼空谷演口前首相
︑︑画．︑

墓閣首斑冥宰相︒誠忠一貫徹人心︒不岡凶鍵
︑︑︑︑︒︑︑︑︑︑︑
再無起・天下蒼生哀惜深９
評日誠忠一貫四字能篤首相之蛎人︒

恭悼空谷演口前宰相
宮崎幸太郎
雄塊維婦南海雲︒病床日夜不忘君︒能排群議

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○０Ｏ

００００○○○○００・

評日能叙斯公絡始如小惇︒使人追惜︒

安天下︒樹得昭和第一動︒

奉贈克堂若槻宰相

天下安危開一身︒再蚕麟閣布経締︒民蕊審待

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０○○Ｏ

出山晩．営代元勲推此人︒

○○○○○○○○○○

辛未八月白蓮庵偶成次楓峡詞宗

評臼風格極高︒亦是老手︒

韻三首︲露香蓮井知城︵近江

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
翠蓋紅衣帯露香︒亭々出水凝新粧︒家童貧睡
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
呼無答︒燭歩池塘進暁涼︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０○○Ｏ

浦窓凍影月開冷︒術竹千竿風抑棚︒掌大庭園
○○○○○○○○○○︲
詩料足︒碧芭蕉又碧瑛野︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
田園負郭絶紛如︒淡泊清厨不買魚︒芋露禾風
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評臼首々浦腿自鱗風致︒

秋巳近︒半簾燈影請書初︒

時事偶成香陽李山陽太郎羊葉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○Ｏ

○○○

危言惑子弟︒零議凱農村︒知否太平世︒妖雲
浦里門︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

農村困噛甚︒到虚群憂愁︒滞納徴求念︒家々

迷去留︒
評日憤世疾邪之意︒自肺肝露出︒聞去足以戒︒︒

歌園

会三宮員

文謹
・一大

風情き松が根占めて我見れば友つどひくる夕涼みかな
評高潔な作者の生活が眼前に浮ぷ様です
地

︑教へれど煙草盆なと出す稚子の様見て肌父のうれしがりけり
人

謹なくて人の血をすふ職蚊にもにたるつかさのある世わびしき

佳作
主つりとと恩ひ牛はもとけすして雲かくれにし涜口のおみ
喜びの聾は戸毎にひ瞳きけり二百十日の夕陽すべりに
雨すきし松の下かけたそがれて王と砕くろつゆのさやけき

三浦直正

Ｆ
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§

口

︑︑可子

嘩非一

則之

田巾籾天詑

河村義方

杉竹庵清湖

小安雄三

形§菊地秀言

下紬蕗田香風

山

矢部良高

烏次築

妙'

職を去り名を去り人のそしり去り心長閑に菊作るかな

城 玉 松 岡 葉

爪

山

茨 埼 演 禰 千

北

すとやかに働く幸を唄ひつＬ今日も畑打つ男なりけり
秋立つと目にはさたかに見えされふ涼しく成り泡朝も夕も
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夜もすがら家をめぐりて虫なける我がふる里の恩はっ典哉
跳延にて園の花生の露踏むは脚気に悩む人にやあるらむ
諏訪山の榊の守りに塙家の尚いく千代を楽えますらん

藻の上に雨手を張りて向き直る蛙は空をむきて動かず
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た上きなは宿りし月間砕けんと暫時オむ露の柴折戸
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茂 弘

青田をぱ吹青来る夜肌身に浴びて箸の暑さを忘れけるかな
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行く水もさやかにすみし秋の野の萩の一村匂ひうつらふ
おし費の今日閥入り来て弧ふるなり世に立つ路をふみ迷ひつＬ

初秋の礎ろ暑さにたへかねて小庭に一人夜のふかしけり

めがね

正

田

瀧
口.｡巳

名
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瑳 庭

者

村雲の時雨れて晴る上紅葉狩てらす夕側に錦なりけり
藩つる陽にひとところ光る海面を望遠鏡もて見しよあはれ漣見ゆ

蚤ととにぱ限りも知らぬわが命何か五十路と人のいふらん
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蕊俳壇
︑今盾

編輯
奈良竹

葉難頭に夕日まばゆき残暑かな

京都季

蝉鳴ける柳の堤や秋著し

§E巳

泥藻積む沼岸乾く残暑かな◇浴衣

肌晩きの日焼けし肩や秋暑し山口松風

埼玉佳香踊子の揃ひ浴衣や渚涼し

川茶屋に客尚去らぬ残暑かな都よりはてやか溌浴衣屈きけり

道芝に挨かＬりて秋暑し栃木無町畦

︾千葉・一如

千葉蒼堂茨城一︸誠

茨城大原一糊こわき浴衣に川の風ありぬ
湖瀧の茶屋今日も客来る残暑かな伸ひて行く兇に丈足らぬ浴衣かな

厨事に汗ぬぐひゐる残暑かな静岡清湖

静︽茨城路水河岸の闇に吸はれ消えけり浴衣人︾

氷店野路に簾を張る媛暑かな浴衣人仔む間や煙草の火

頑島甫水茨城ゆたか

千葉一如トマト畑の露に濡れたる浴衣かな・
帆坂道の樹蔭に残る暑さかな千浴衣庭にか上れるⅢ夜かな

・・山下りて残暑の撫野歩きたり

茨城ゆたか漉暑客の橘に立ちゐる浴衣かな
世壌浴びてつ堂く竣暑の小家かないたづらに糊のとはさょ借浴衣

ﾕ巻

茨報一？

星の数かそへて楼の護署かな

氷店蘇りたる嬢暑かた

厨妻化粧くづる︑媛暑かな

誠残暑の陽窓にあたりて暮れにけり糊濃き宿の浴衣や磯歩く

綻びし蚊帳つくるひし残暑かな水色の模様渦巻く浴衣かな

秋暑し挨まみれ底る道の草我子等の後ろ姿の浴衣かな

山 口 松 風栃木無町畦︽埼王佳香
金津保雪千葉蒼堂

穂草干す堤の長さや秋暑し

静岡清

裏庭の草仲ひ切て秋暑し

秋暑し尚かけて置く扇風機

語手洗の水に泡立つ残暑かな

埼玉水

泉水の岩に雌来る残暑か液

◇残暑

部

り

ﾄ

茨城大原一夕立
一晴
夕れ
立て
晴角
れ出
てし
角に
出け
しり
に畑
け牛
り畑牛萱くら毒薮の耐や鯛牛

茨城黙水千葉蒼

茨城難水鍋牛水や
鍋角
牛を
や出
角し
をｊ
出︑
し渡
ｊる
︑枝
渡る枝鍋牛の這ひたる痕の蚊帳かな

特慣品赤札附きし浴衣かな千
千葉
一一
如 如埼王水
葉

洋服を晩いて我家の浴衣かな︲茨茨
城城ゆゆた
たか
か

茨城一々誠

奈良竹世鍋牛世
の鍋
殻牛透
のく
殻ぼ
透く
とぼに
と陽
にに
陽に
這這
へへり
り
合欺の花見上ぐる子等の浴衣かな

−課題︵各五句宛︶

幅島市水鍋牛水
風鍋
に牛揺風ら
にれ
揺て
ら落
れち
てに
落け
ちり
にけり千浴衣夕闇に白く揺らきけり

ＪＪ

京都季静桶の底這ひ出にけり帆牛

金津保雪蝿牛の這ひ出て歩む庭木かな

湯上りの浴衣さげたる裸かな．稀島市水
○秀逸

◇鍋牛雨に揺る入柿のうら葉や鍋牛

京都季静

奈良竹．世茨城ゆたか

蔓草の仲ひ立つ垣や帆牛︑

雨績き垣根に這へる蝿牛かな・陽に焼けしカンノー帳や秋暑し

↑〃静岡︑清湖主；耐島甫水
鍋牛や雨となりつｋ日は募る上退き潮に涜砂姥けて秋暑し

栃木無町畦茨城諮水
・夕風にたゅたふ竹の鍋牛かな秋暑︺水打ち了へし夜の庭
茨城大原一静岡清湖

堂

ﾛ

湯の町や二階廊下の浴衣客山口松風

＝

帆

｡ 一 〜 ＝

I

御中元に貰ひし華美な浴衣かな茨城黙水
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錨

記の祭年百生先陽山頼

頼山陽先生百年祭の記
一代の雄揮華麗なろ筆距揮って︑図史の上に其の燃ゆろが如き尊

王愛図の精紳を護揚し︐大いに民心作興に菱する所あつ求頼山陽先
生逝いて弦に百年︑︐今や思想混飢民心表退の叫ぱろろの峠︑先生を

偲ぶの情切なろものあり︑既雁暖島蝶に於ては︑山陽先生卿彰愈組
仰ぎ︐之を偲ぶ評へく百年祭の琴行の企が︑松井茂博士︑丸山鶴吉氏

織されて其の百年祭が畢行されしが︑我束京に於ても先生の遺徳を
其の他諸士によりて褒起さるろあり︑之が梁に本含を初めとして︑
左京十四圃催の賛同参加するあって再二一協議を魂奴︑九月二十五日
て山陽先生の遺徳を融彰し︑併せて民心の作興一トも賛する一助︽卜ら

午後一昨より日比谷の東京市公含堂に於て畢行することとなり︑以

午後一時半開倉．︑王催十四風鵠悲代表して︑帝閣教育命郡長伯僻林

んとせしは︑時節柄淘に慶賀すべきことに閥する・
博太郎氏開含の酢走述ぶ︒参列者はと見れば︑さすが東都館一心誇る
宏大なろ公金凶堂も︑階上階下文字通りに立錐の除地もなくｂ斑に数

千人に及募の大盛況さである︒これ素より山陽先生２両徳によるこ
とと錐も︑亦以て圏家多事に際し︑国民精祁の菱揚に開する世人の空
・無走物語るものといふべきである︒先づ二十除名の謂官によりて︑

一ｂ

・鋲めて厳かに祭典は開始さる・・場内は耐として馨なく心厳にして叉

荘︑修祇︑招祁︑献撰︑祇詞祭酢等の順序にて式は進行︑粥︑王︑主

催者総代︑主孫︑縄理大臣︑官内大臣︑橿府議長︑大蔵大臣︑文部

大臣︑奮藩︑壬浅野侯︑阿部伯︑参列員網代清浦伯爵等の順序にて玉

部大臣等の覗酢あり︒尋で徹俄︐昇祁と終りて︑玄孫たる現東京高

串の拝確あり︒終って︑若槻内閣総理大臣︑一木寅内大臣︑門中文

等崇校教授頼成一氏の挨拶ありて式を閉づ︒時ば既に二時半なり︒

丸山鶴吉氏の開命の僻あり︑それより満浦伯僻は︑八十二歳の高

漸次少憩の後︑記念講演含に移る︒

齢の身を以て時に出馬され︑﹁山陽先生に封する世人の批判に就て﹂

と題し︑三上参次陣士は﹁頼山陽と尊王思想﹂と題し︑更に最後に

蝿谷温博士は﹁山陽先生と日本外史﹂と題して何れも各一時間宛もの

別れ﹂の一節︑﹁楠子論賛﹂及﹁謁二柿河州墳一有し作﹂の詩走昔吐朗

大熱榊韮振ばろ︒特に醗谷博士は︑外史中の﹁楠公撰井騨の父子の

一層深くその感動を典へる︒丸山鶴吉氏の閉含の酢によりて午後五

々と吟ぜられて︑山陽先生の豊満なろ筆による楠氏の尊王の粘刺が

此側は特に︑若槻総理大臣︑一木宮祁︑倉常栂祁︑井上識和︑田

時半・に散含す︒

に一段と亜きを加へた︒近時鐙育上などには大臣親しく出席するに

中文机等が親しく参列されたことは︑誠に多とすべく︑此の式の上

反Ｌ︑精抑的な方面には代理で韮奄済吏すが如き籾があつ衣のは︑

河に遺憾であったが︑今後は之乃例とせらろぺく希望に堪へない︒

其の他多数の朝野の名士来賓に列し︑主催者側の代表者も︑徳川本

博太郎氏等韮初め大方出庇されたことは︑これまれ幽しさ走感じ︑

命長︑衛藤中央教化剛機聯合含長︑李沼雌一郎氏︑江木千之氏︑林

鼓に此の努逢謝するものである︒︵六︑九︑一二◇

口在京者有志になる山陽先生百年祭の協議

口服部訓含長は八月三十一円那須の別邸よ

口山梨螺峡南支含謹含式は︑九月二十日畢

手に移る︒

□本含下板橋支森講演倉は九月二十五日開

行さるろ溌定にて︑本含よりは徳川徹長と

催との事にて︑講師として園府犀束氏出張

り蹄京さる︒

口九月三日午後二時より帝圃教育脅館に於

せらろろ溌定なり︺・

口本愈特別愈員陸躯大婚一戸兵衛氏は九月

て︑山陽百年祭畢行の節二回打合含開催︑

ロ埼玉蝶深谷支含に於ては︑︑中村支仲長本

れり︒．

庚江主事出席す︒

口九月三川午後二時本命講堂に於て新命館

庇江主部本何より出勝せり︒

との事なり︒

命を訪問︑九月中に支愈講演含開催の諜定

庇江主事講師ば鯛府犀束氏出席のこととな

口本曾々館の茶礎工事は八月一杯にて維了

の衛生工事の請負入札走行へり︒

口九月十八日牛後三時より本含事務所に編

二Ⅲ逝去︐哀悼に不堆︑同月五Ｈ青山香場

着々趣築の弛捗しつつあり︒

口本脅協賛命員文理博士三浦周行氏は胃癌

にて告別式暴行︒

知恵子氏は八月三十日逝去哀悼に不堆︒本

のため九月六Ⅱ遂に逝去︑哀悼に不戦︑本

開催せり︒正副含長特に出席さる・

榊命議開催︑術徽Ｈは常置員小委員竹をも

委員含は八月二十九日帝蜘教育含館に開催

口本命協按含員遠藤隆吉仰圭の御母堂逝去

含よりは庇江主事代表して告別式に列す︒

ロ東京に於ける蝿山陽先生百年祭は︑本曾

命より剛飛牟進れり︒

□九月一日開東大震災紀念日に︑東京府教

表せり︒︒

市公称堂にて恥行することとなれり︒．

の他の諸氏の森力にて︑九月二十五日東京

外亦京十川剛縫加盟︑丸巾柵吉︑擬非茂其

口特別稼員徳常猫一郎氏令嗣海軍少佐徳富

講の溌定なり９

口九月汁六日節四土曜より女子修菱講座開

口本有評議員三上参次博士の御令息の夫人

哀悼に不堪︒本含よりは弔電な以て弔意を

化閣鐙の加盟者として︲本命は祁保町にて

口講談宇野哲人岬士には今度東京帝大丈畢

部長に就任きる︒慶賀︒

太多雄氏挑去︑哀悼︒：

口第六回中央教化剛鵠聯合倉の幹部講習は

催の溌定なり︒

ロ千葉蝶八街町に本倉の思想問題講演含開

蹄京さるＪ

九月十五日より同二十二日迄肺含局内に開

︑顧問松平伯僻は九月大口葉山の別邸より

月十四日よりの諜定なりしが︑諏々の都合

催︑本蒋よりは中村正宏讃の出肺あり︒

口祁含教化畢院努務者輔導畢級の開講は九

の鯛同月二十五日と之を愛更せり︒

通行人に紀念印刷物教化通勤韮頒布す︒

口徳川含長は八月三十一脚湯河原より蹄京

口新含館の推礎工率は九月七日群覗唯許可
と共に終了︒九月九日より戸田細の建築の

さる︑而して九月二日事務所に黒体後初め

て見えられたり︒︲

』
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貝の拝遥行はろ︑浅見秩父町長坂本秩父絹

とまれかくまれ

文物しきりに

振起をはかる

価態の推移

加者へ封する挨拶等あり︒此間活動罵反フ

天興の産地

里人さめよ

織物組合長︑大森秩父銀行頭取︑其他鞍十

ヰルムに賓景を牧むろ虚あり︒式後記念罵

名各賛僻を呈し︑更に迩族代表の秤潅と参

反の撮影並に中饗の饗唯等あって暁況裡に

秩父地方の

本場と夙Ｆ

秩父支套報告
秩父支含に於ては八月二十︑企卜して︑．

ろば故人の遺徳高きによるものといふぺ

人々こぞりて

機織の業の

経了したろが︑維始謹厳なろ怖景を以てせ

し︒左に載するものは席上特に陸車少尉松

蹟を瓢揚し︑且つ地方人の蝿めに勤勉の良
智立志奮装の好気題を示し︑以て感奮興起

歌の琵琶歌﹁得釜翁﹂なりｐ

本勘次郎氏に依て演奏されたろ秩父支含作

力走そ上げ

する虚あらしむぺく︑故人の迩徳追慕走兼

我等は往いて

園のばてまで

父祁のほまれを

宣博庇布に

所懐難貫き業を遂げ
名さへ求めず綾羅荒す

販路の開拓

家走整へ祉走利して
永く故山にとごめれろ

麓の霧も・

血を吐く翁が

謙訓心の花の香を
得全翁の人となり

高根の雲も

穂へぬ者やなかろらむ

泰平の夢に憤れれる

さげびり

鶏ならぬ翁はさけびに

帝都に慨りの

打ち立ち出でしぞ

共に行李韮

夫人繁子も

嘉市氏の開始酢あり︒尋て譲前に献供糞茶

王政維新の後をうけ

秩父山麓の里に
只一人暁つぐろ

の俵行ばれ更に秩父支含長蝉谷氏は参加者

身も誰芯しらず

を代表して頚徳鮮を陳べ︑以下順次参列諸

リ︒司含者走代表して秩父町大宮館主千島

溌定の通り遺徳願念記念式は来行されボ

ものありし︽午前十一昨本邸の庇冊に於て

節等走試演し衣ろなど︑迩族の厚意多大な

虚女員等の未仕的接待と儀興の落語か浪花

志の男女の入場謎だ多かりき︒叉青年閣員

け︑涼味を自山に味はしむろなど︑地方人

憩所には提灯行燈の影悲掲げ︑喫茶所恋設

千録坪の邸園内には各種の装飾主施し︑休

邸宅を開放して︑一般人の参入ル許し︑壷

れたる一集倉を開催したり︒同日は故人の

秩父町の産業功努者故高野得杢翁生前の事

報

活･屑け背奮動な獅努徴か幽維里此一開知銘眠時産急あ
躍走なにひきぴ子むろけとりのの途溌ら仙りは業なら
の設げ負立けき呪ぺぺめい出名わのはれ･のよ来のろブこ
けなひちりけlこししぐふゾミとざみ・ブこりぬぞま
る て 、 り は と り ぜ に ろ り

舞墓にこそば立ちにけり

昨日は束今側は西
筑紫のばてやみちのくと
わきめもふらぬ奮闘は

世の常ならぬ仕わざぞと
聞く人嘆賀措かざりき
かくて十年．又十年

三十年を閲みしけり
鳴呼流汗の結晶は
玉にもまさる光りありと
・翁が辛苦にいちじろく・

秩父縦に立つ旗雲も対なくば

銘仙秩父は名に立てり
甑の内外にひｒくまで

；
と
も
は

かくまで世には知られざらまし

頭に霜をいた置ける
得全翁はおもひけリ
いれくも老いぬ我ながら
いでいで故山にしりぞきて

静に除世を透らむと
・嗣子文吉に事ばかり

封峡軒の庵ふかく
隠れ栖みしぞみやぴなる

されど天性義に厚き

て は け 名 く は も の が ど と こ は か
て

支

報．桑曾
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秩園翁起うそ大%末世.雄し過七此翁師かつ業窮瓦折月翁
父がのきるぴき：の
二打か去十のは走くぐむを石に花（工
のけみ伏は、えい世立．し（工の年世安三て．しもぱのふをい
里リブこししてさまつき′あI艇のの、ら日大L典救如れのか
のしまかき高走で人翁れ史雑にの正ましひくてかで

識い天仰異仰山仰か言かな生と眠朝二掌人すな貯友こ
機つがが竹
が松が蟹動くり涯らろまブこと．知了こげへとL

の、まけれのれのれみはまにはれどだとしれれ出走ざる
でりむむむぞでけけときせやキゾこだむな
も ． と に リ リ の ろ し き

祁の列にや︲在しまきむ

業の策えを守り給ふ

松江支含報告

九月十三日常支曾は例により乃木村在郷

軍人愈心同村青年剛と聯合して︑乃木村善

午後八時御大葬常時蛎車御装引の合圃を

光寺に於て乃木祭を畢行す︒

期して︑殉死せられ丈ろ故事に因みて︑職

師石倉善光寺住職外五名の僧侶は読経して

然大ろ一愛の雅砲によって法倉走始むじ導

香にて式を雑り︑尋て境内なる蒋車の歯髪

感勲に弼軍夫妻の英迩走弔ひ︑参列者の焼

塔を拝し︑それより誰演倉に移りへ正井弘

の紹介をなぜリ︒

道含松江支含主事開催の主旨を述・へて講師

節一席島根螺師範畢校教諭青木築蔵氏

る故乃木狩軍が那須野の茅屋に於て百姓と

は︑﹁那須野のお百姓﹂と題して武勲赫々た

なって農事に勉められつつあろ際ｂ・宮城螺

教訓走受けられしことを具盤的に説いて︑︲

の青年篠原良平氏が将軍に謁見して種々の

第二席陸軍歩兵中佐池田水藻氏は︑奉

婚車の風手と人格と走妨柳たらしめ︑

丈

報 粂 倉

天の大戦に於ける故将軍の逸話より韓どて
支那の排日暴動に及び︑我図防の決して忽
にすべからざることを痴論して多大の感動
最後に平岡盟によって

走輿へらる︒

一︑乃木大勝田中旭嶺筑前琵琶
二︑乃木将軍の肉騨と其憶出
小笠原子醗誰話

三︑乃木狩軍の歌徳山漣猫唱合唱付伴

のかと足もおの入く
斯ろ地に偉人井上如常会の如き人出でられ
しかと昔遊の地走回顧して感慨無量なりき
予曾て拙著おのがか旨み︶に仁考無敵の題
下に秩父の近鮮川越の人翼賛亥山氏の事蹟
恥述ぺ其和手としてフランス人モンテイン
氏を配して記述せしことありしが事蹟の迩
係せる韮以て其全文を郷載せんに

奥貫友山賑蝕モンテイン品行

○無敵・

保の水災に．我が組父母︑兄弟姉妹等除存
する奄得穴ろば全く翁の恩恵なり 汝が輩
之走知るかと融衆大に験きて日ふ︑我輩愚
にして︑未だ大恩に報する能ばず却て害を
加へんとすじ請ふ恕せよと門前に羅拝して

Ｌ﹂Ｏ

去れり︑四隣之が燭に︑其筈を免れたり

との語あいノナボレオンは徳行の力は身燈

編者日く︑易に云ふ︑積善の家には︑除
慶ありと論詰には徳孤ならず︑必ず隣あ
りと︑叉徳ある人は言はずして・人跡す

昭和六︑七︑一三塞津楽天

評すべきか

百千寓倍と改むくし︑云々・
之に依りて之走狸れぱ如常翁は友山余の再
生の人といふくく︑其暴徒走化して虎を愛
して猫と芯ぜし徳の光は近江聖人とたＬら
れし中江藤鋤先生の賊徒を感悟奮起せしめ
られて良氏と化せられし班笈に近きものと

徳ある者の心には︲曾て怖る入所なしｂ
と今奥貫友山︑モンテインの事賞に蕊す
るに登︲にす倍のかならんや心十倍はしく

の力に十僻すと云へり︑セネカは又期く

勝れりと云へり︒

○奥貫友山は︑武州川越の人世々農を業と
す江戸に出でＬ成島錦江に畢ぴ︑業成りて
郷に蹄リ︑子弟を教授す︑此地文教の盛︑
友山に始まると云ふ︑霞保二年︑開束洪水
あり︲川越附近・其害最も益しく︑数十里
の間 民家溺没せられ丈り︑友山父に諸ひ
積儲を散じ窮民の救助に従事せんこと悲話

○伽図のモンテインは︑品行衆に願ばれし
紳士なり︑悌図内乱の際︑雨黛和戦ひし時
貴緬紳士の家ｂその筈を家りしが濁りモン
ティンのみは︑其門鎖さ障りしとなり︑論
者之を賛稲して︑モン氏一身の品行は︑其
危難を防ぐに足ること︑遥に一隊の兵賜に

奏管絃楽閥
走演奏して一同追悼の念を新にして︑乃
木村在郷軍人曹長附曾の挨拶をなし︑参瑚
者に頚前に供へ誰ろお菓子を頑ち︑盛含裡
に十時三十分退含せり︒
富夜来含者は雨講師の外大石松江税務署
長︑其の他数十名︑一般参列者農村畢校生
徒在郷軍人青年閣員小畢校兄童等約二百名

ふ︑父喜んで悲許す︑倉叱走溌し︑飢雌

○

ばんとする時一人走り束って大呼し心戒め
て日ふ︑これ我が臭貫翁の居なり︑昔し寛

掠し︑民家を殿壊し︑婚に女山の家に及

其後二十除年明和年中武︑相︑上︑三州
の飢瀧に姦民洲集って盗走鯛し・宮家を劫

賞せり︒

走賑はし︑穀物謡きて︑人走四方に篭はし
穀粟韮購ひ衆らしめ︑之を分興す︑令誰き
て更に父に諸ひ︑田宅を江戸の富商に典し
金主得て之に継ぐ︑冬十月より翌年川月に
至りザ恩恵の及ぶ所︑四十七村救助人員︑
十蕗六千除人なり︑領主秋元氏︑召見し嘉

に達せり︒

○井上如常翁の琵琶歌韮讃みて

塞離楽天
秩父の里は四十年前暴中休暇空利し曾遊
の地也・地は甲信に接して山勢嵩峻に荒川
の源流水清くして奔藩雨岸の村落人家庭々
に黙在して呼びて答ふろ様反に耐白し
○谷へだて語る焼の遠けれど呼ぺぱ答ふ
ろさてもたやす身﹄

三峰祁肺に詣する途中架橋の高くして且
つ長く人をして職栗の恩ひわらしむ
○架け渡す橋の長さの高くしてゆらぐも

'
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その面影全刑
松浦老師を偲裳含編
本書は曹洞宗総持寺派の偉僧松流百英師
の遷化後一周年記念に︑老師悲知ろ一百有
除の人々が︑各自の立場から筆走とられて砂

を知ることが出来ろ︶此の意味で誠に懐し

吾も人なり彼も人なり︒事のなるもならぬ

のである︒英雄崇拝は青年の心理である︒

心を費し︑心彩呪証するが如きヤケックル

も一に如掛け一つである︒徒に不平不満に

い一審であるＪ

四六版催綴美本二百四十除頁

此の英雄兄大川平三郎氏の獅々帆に側くべ

其の道はよろしく疫践よく棋範走示された

雄心は︑人間此の価に生れての本慨である

たて名をなし︑邦家の赤め身韮捧ぐるの英

物にもまさる誰明である︒人と生れて身を

第二の図民は夢もってはならぬ︒事賞ば何

非寅品蕊行所東京市外代

寺木初皇四八二松浦老師を偲
ぶ倉
︵繁田武卒氏寄贈︶

責験的虚枇論全舟
大川平三郎述

百英師は明治六年度島蝶に生れｂ高等中

にか当るものである︒大川氏は人も知る一

身者としての大変業家大川平三郎氏が口述

管する豊岡大単叢書の第九篇で︑埼玉豚出

営局者の勢を感謝せすには居られない︒而

らず︑叉邦家のため慶没の至りであってｂ

導されつつあることは︑綱り同地方のみな

して開誹すること十有除回・地方背年走指

序に豊岡大皐が創立以来天下の名セル恥

きである︒

畢林︑曹洞宗大皐の出身︑其の舌に筆に早

小僧より身を起して努力に叉努力︑其の七

して今後益々御霊力あらんことを航って鯉

本書は本命挫岡支愈が姉妹事業として経

くより其の非凡さを現し︐布教師として其

一英雄史である︒此の大川氏が郷里に於て

十三歳の今日に至る迄の歴史といふものは

老師走偲び之を捧げんとて出版されたもの

の足跡は幽内は勿論海の外に迄及び︲笠は

巻走難前に術へる︒これや老師の高徳の偲

々によって︑其のあり口を偲びて︑本書一

悌と稲せられし程であつ犬︒今師を知る人

敷に上り︑然も人格識見はｂ黄に教界の生

人にも今日より面ちに移して蛍行し得るも

蕊は︑空理空論ではなく︑心掛け一つで何

家今日に虚する畏悟の鰯・衷心より叫びし

みがある︒侮らず飾らず後進の鰯心狩士図

々肌である所の金玉の文字︑蝋に千余の重

自己の生涯韮物語る一言々々は︑叉一大獅

三頁定償金六銭謹行所埼玉

四六版仮綴パンフレッｆ二十

戸︑ｏ

幾多の新聞雑誌に心或は著書に稀に見る多

はろると共に︑又其れ鵡想ふ人々の心根の

豊岡大畢

膝入間郡豊正町豊川公愈堂内
ゆかしさは又美畢であると共雁︑其の人々

である︒

、
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縞輯後記
○近昨我図雌の緊張さには兎角乏しい憾みがある︒所が満洲
問題では稲剛家的に緊張味を見せたが︑そのうちに相手の方

が首を下げさうな様子で事も終る？併し一寸でもかうした
緊張味を見ることは結構である︒之が思想問題︑政治維涜上
の道徳州題等に就ても閥諭的に緊張へと導きたい︒

○今や府牒禽議目選畢白熱︑果してどれだけ阿民は政治に白
畳して来たかを知る．︿ロメーターだ︒政黛などに欺かれるこ

幸一星

へ
︽
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電話九段︑九ゞ審

束京市祁川遮西小川町二丁Ⅲ一番地

所日本弘道曾
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となく︑寧ろ彼等を廓清さすべく︑叉府螺政界の浄化のた齢︑
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慣

料告庇

昭昭

変ル

国民は其の偉力を示してやるべきだ︒結果は如何？．吾共は
道徳上からも此の一戦の結果溌剖日して待つものである︒
○本暁には深作博士及石坂前代議士の玉稲を新に頂くことの
川来たのは光築であった︒又踊藤子爵のものは︑﹁教化運動﹂

誌上に掲載されたものであるが毎有益なものと思ふので卿誠
して禽員諸飛の御熟讃を乞ふことにした御諒承を願ひたい︒

ノ、ノ、

行

叉讃物として文壇の元老坪谷水哉先生より王稿を頂くことの

川来たことは幸である︒渡遥︑江幡︑中村氏等よりも新に頂
いた︒何れ蝋感謝に堪へない︒

○今月凶頁の都合で来月に廻した原稿が少くなかつたことは
迩憾である︒不悪御諒承を願ふ︒

○天高く馬肥ゆと︑邦家のため諸氏の御健康と御奪闘を所っ
て太読緬輯のベン淀捨てよう︒
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憂図の雛︑毅然として日本道徳論を呼雅し且つ之を刊行された︑

偶々時の首相伊藤博文公の怒に鯛れて絶版問題を起したといふ快
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