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本含有志青年部員四谷畑錨君米図より蹄朝せらる心同君は先きに事業覗察の潟ゞ

め渡米せられ︑傍ら彼地の我同胞の状熊其他を調査せられたり︒今回青年部の

四谷柄錨君

ざ

矯め其脱察せられたる所を誰話せらるる事ごなれり︒含員諸君は申すに及ばず

米国に於ける我同胞の地位
一︑日時十一月十日︵火︶午後六時
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唯物論者は日く︐天道は人道と相開する者に非ず︐天道は因果の理法に由りて自然に

進行する者にして固より善悪邪正ある者に非ず︑人道は之に異なり︑巳に砥愈を篇し

たる後︑其経験上に於て︑此の如くせざるは祇含の安全を保つことを得難しと云ふ乙

とを知るよりして︐善悪邪正と云ふ乙とを定め・交際の道も立たる者なりと言ふ︒此
言一理あるが如くなれども︑近きを見て連きを見ざる説と云ふくし︒凡そ善悪邪正は
人の名けたる者なりと雌も︑人類が私意を以て定めたる者に非ず︒若し人類が私意を

以て定めたる者ならば︑世界寓図各其見る所を異にし︑甲の風の善は︑乙の図の悪と
なる乙と恥あるべく︑丙の固の邪は迩丁の閏の正となることもあるべし．随ひて祇曾
の交際法も一様ならずして︑或ば人を殺すを以て勇と篤し．人の物を奪ふを以て智と
する園もありしならん︒然るに何れの園︑何れの肺含に於ても︑善悪邪正なる者は皆

同一にして差異あることなし︒或は世界各圃善悪の意見を異にすと云人者あれども︑
其意見の異なるは︑風裕習慣より出たる戒事末節にして︑道徳の大綱に至りては︑決

一

〜 ' ■ ､ 〜 一 一 一 一

して差異ある者に非ず︑即ち信義を守る人は人に重んぜられ︑詐偽を篇す者は人に賎
しめられ︑人を利する者は人其恩に感じ︑人を害する者は人之を怨む︑此の如きは世

界の人民皆同一にして︑︵狂人の外は︶とに反する者あるを聞かず︒然る所以の者は何

ぞや︑人類が善悪邪正の観念は︑人類が私意を以て定めたるものに非ずして︑生来固

有の天賦なればなり︒論者が︑経験上に於て此の如き交際〃定坊たりと云人は︑人類

に天真の徳性あるに由り︑道徳に協人所の交際の道定まりたる者なり︒若し天賦の徳

性なきときは如何なる悪耐含を造成したりしか料るべからざるなり︒
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ろ奉へ迎走辰佳の節治閥

明治甑の佳辰を通へ奉る

含長伯露徳

達孝

目前の課算而話整ふるの窮鍾に没入して画大局の詮波に浮沈するに異友らざる政治維沸の舞豪に立ち
連なれる泰場人物現下の諜悩を同梁するだに裳に痛心に堪えざる︑現下の資状は︑果して如何にして此
に到りしか︒自から拘束するの索一に何ぞ輩固なるや︒之が懲に縛せられ︑︑家猫創の冥箇世を湾し

かるくし︒

奴たる今日︑如何に甲胃堅固の武者なりとも．唯沈着事に虚し︑以て層受の痛苦に堪へざる荊疎の衣を
釣し肘と制するを一か茎除し︑去て以て徐に一躍逼進し得らる児の前路を開拓するの外︑更に其の途な

ム︑目下著著として其の常然の歩武を進め氷りしといふに外ならず︒此の如き誰術詐謀の陥葬に役ぜら

待ち噌之を背景として︑大に東亜の局面に撹飢を敢てすべき時機の到来今や晩しとせし諜定の．プログラ

を以て脅威し︑租界の撤退を先づ我れに弧ゐて︑剛内の民心を証惑し︑以て民望を博せむとする︑一部
政治家と外交家との誰謀に基づき︑多年排日の思想を少倒民に注入し︑其の生長して輿論を形成すると

派義を叫際の唯一あって二ならざる要一諦衣６と思惟するの閏を以て︑詐術を剛交の武器となし︑証告
を邦誼の要具と解するの側を掛等風となすの巳むを得ざるは禰衣るかな︒満洲事鍵の源由は何ぞ︒排日

して心羅移の殊に著しきを如何にすべき︒年年異なる所なき斯の季節を以て︑鍵移殊に著しき世局に虚
し︑時相に顧みて︑斯の佳辰に逢ふ︒感慨聴た切ならざるを得ず︒

季節を以て︑明治節を迎ふ︒季節は今年亦去年に異なる所なきも︑世局は時相と共に︑今年の去年に比

秋天商く澄みて︑気は人を健衣らしめ︑菊馨り楓照して︑色は香と共に清く且鮮やかなり︒年年此の

川

4

ろ奉へ迎悲辰佳の節治明

て︑犬に篤すある可きの前途︑圃之が鳶に其軌道を鍵易せられ心鋤曲して四ま
るに至りしものたるに外ならず︒立憲政治の冥憤も間はるべき試金石に逢着し

に其の試練を受くるの観なきにあらず︒
亦彼の如くにしてあり︒加ふるに一衣帯水の一方より襲来する思想の険にして

てす︒之を教育の峡階︑其の除６に大量生産を主とし︑精祁の修練︑品性の陶

葵を像承するに止弐るの観ある馬ｂ科畢の寓能を過信して︑固僻の概念に闘如
縦となるの風尚を尊重するに至らしめたる凱雑の総隙多きに存すＬ見るは︑僻

雷に前門虎を拒ぎ後門狼を出すといふのみならむや︒腹背に表裏に︑創痩満身
せらる︒是れを其れ何人の責とすべきか︒日はく時勢の然らしむる研︑人力の

︑一に邦家の隆昌と︑禰祁の増進とを︑中心より所らざるものある乙・

ずと︒日くは︑其肌果して時勢の罪たるべきか︒
如き世局との間に挟弐れながらも︑術且忠良にして純真なる我闘民は︑依然と
るに方

念へぼ︑一創鏡だもなかりし︑完美弧健なる身僻髪臓を︑父母より受け継ぎな

病患の府たらしあたるが如きの憾み友営を得むや︒

湾とい弘通外交といい︑教育といふも︑人祁借りて始めて生立す︒人か相信じ
者に何の効果を見得べきものぞ︒相信じ相励むの中に︑進運を生み︑治化を生

生み︑平和を生み︑文明を生む︒而かも道徳の力︑濁りよく和信じ心相励むの
たるは︑明治の御宇を然りとなすのみ︒

業を仰ぎ奉る乙と蛎高く穂深きに反し︑世局と時相と思潮との刺痩方に満身な
等はその病根の甚しく分明なるに鑑み︑道徳の力を今一層鋲大蔵らしむるの意

斯の聖節を迎骸くる唯一の進獄に供し奉らむＺとを思ふ乙と切なり︒

」I
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ー
一
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深作安文

煙滅の篤等︑中には同精に値する場合もあらうが︑兎に角︑

恨み︑噛み︑怒り等の鰯︑或は利益の馬︑生活難の篇︑罪跡

ものと信ずる︒是にも細かく観察雑ば色盆な理由かあらう︒

現職宮の観察
︵五︶

次は少しく如何と恩はれるが︑杜曾の一つの事賛であるか

日本は唐と交通をして居たが︑遣唐使粟川興人といふ人が彼

文武天皇の膝下に愉快な記堺がある︒それに依ると︑営時

本書紀で

地に使した時︑唐の朝廷に於ける坐作進退が如何にも立派で

此職から見た日本の祇曾は賞に寒心に堪へぬのである︒綴日

は平凡と底ってしまって︑一人の人が二人も三人も亡きもの

うである︒而も近幽は一人の人が一人の人を殺すといふとと

あったので︑唐の朝廷の人盈は︑自分等は兼て海の東に君子

ら巾上げるが︑今日の耽曾には殺人犯の統計が大層増して来

にする︒私の記憶して居る所でも近い過去に於て︑祁戸の場

図といふがあるといふことを聞いて居たが︑今度其虚から来

た︒諮り︑今日の爪曾の中には血の香りが高くなって来たや

合は一人の州漢が六人︑絹古屋の場合では一人の無頼漢が八

た使の者の坐作進退を見ると賞に立派なものである︒君子図

といふ評判は本営であると言ふたとある︒されば︑其頃の日

て居る︒誠に恐しい世の中になって来た︒以上は他人間の出

本は煮子幽であった︒所が今日はどうであるか︑残念ながら

人︑東京の郊外の田無町では一人の木挽職が十五人を殺傷し
来事であるが︑遊しきは父なり母がその子女を︑叉子が父な

今日の日本ば殺人園になってしまった︒若し更に極端に言ふ

ことが許されるならば︑今日の日本は悪蹴幽となってしまっ

は弟が兄を︑召使が主人をといふやうに︑この槻鮎から銅代

た︒老へれば肌に粟する次第である︒然らば是は如何にした

り母なりを︑夫が妻を︑時としては妻が夫を兄が弟を︑時に

含の不健全蹴ることは人心の悪化を以てその最高潮に達した

就曾を眺めると道徳もなければ宗教もないのであって︑現吐

F 弓
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害でない宗教は信じて宜しいと仰せられて居る︒何故私は道

村茂樹先生には︑日本弘道雪要領の中に︑耐含団家の篇に有

侯つの外ないと忠ふ︒我がⅡ本弘迩曾の創立券であられた凹

ならば救済ぜらるぺきか︒これが策としては私は宗教の力に

言ふとなｆ﹁基督教の破産﹂といふことが叫ばれた︒何とな虹

るｏ私は丁度︑世界大戦中︑外国にゐましたが︑その時︑誰

れば︑人Ⅲ生活上︑宗教は峡くぺからざるものとなる⑧であ

である︒故に吾友人剛を心の持主︑精祁の持主︑魂の持主と見

よ﹂︑﹁汝の敵を愛せよ﹂とある︒基督教は立派な人道主義を

バイブルには何と書いてあるかといふに︑﹁汝の隣人を愛せ

有って居る︒それを信仰して居るべき筈の剛民同志が四ケ年

ば︑かの大戦に参加した幽民の大部分は基督教剛民である︒

ついては畢問も道徳も除程徹底したものでなければ人に殺人

徳︑畢問と言はないで宗教と言ふかといふと︑道徳や畢州を

犯をさせない力がないと見なければならぬ︒それ故︑私は今

ふ嘆謹が出たので︑鴬然のことである︒これに綾いて起った

半も闘って非常な惨稲を間らしたから︑﹁基督教の破産﹂とい

鉾へて居る人で咽殺人行鰯に出づるものがあるからである︒

のである︒

産した以上は再び韮督がこの世に現はれなければ︑この世は

叫は﹁基督の再来﹂といふことであった︒地上の基督教が破

日人心悪化遼救ふには宗教の力が一稀有力ではないかと恩ふ

︵主へ︶︑

の時︑俳蘭西の碩翠のベルグソン博士に含ふ幾曾を得たの

救はれぬと考へて︑それの再来を熱望したのである︒私はそ

の一つは︑大分近頃﹁基督教の破産﹂とか﹁基督の再来﹂とかい

で︑誤め質問事項を鯉ケ篠川意して博士を訪問した︒其箇像

若し︑人間を単に物質と見るときは宗教を否認することに
Ｌ底ってしまふ︒哲堅上の唯物論は宗教上の無祁諭となる︒

なる︒唯物論の立場からすれば︑川も仰もゴッドもないこと
所が吾為人間は決して駒質のみではない︒無論肉隠といふ物

さう雑作なしに現はれて来ることはどうも老へられない︒基

いふととは信じられない︒あのやうに偉大なる宗教的天才が

って見た︒すると︑博士は即座に︑私はどうも基督の再来と

であるといふことを染みノＩと痛感するといふと︑自づと弧

ふことを言ふ人があるが蕊貴下には是をどう御考になるか伺

いもの︑大いなるものを求めるやうに左る︒此狸いもの︑大

ではない︒ユダヤの団民が道徳的に︑就含酌に諏液を極めて

督教の歴史を見るに︑突如として基督がユダヤに現はれたの

質を有するけれども︑叉心︑耕祁︑魂といふものがある︒此

いなるもの︑而して我を救うて下さるもの︑我を安心立命の

心︑精帥︑魂が或る機含に己は弱い者である︒巳は小さい者

境地に導いて下さるものが即ち祁であり︑伽であり︑ゴッド

﹄

一
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から待望して居って︑漸く基督といふ者が現はれたのである

人民が幾年かの間︑偉大なる救主の現はれろこと延心の奥底

居る︒是等は何れも重要な問題ではあるが︑直に日本帝剛の

図との漁業問題等︑今日の日本は随分重要な問題に直面して

食糧問題︑それから財政間題或は中華民図との外交問題︑露

を熱求しつ上ある人盈を救ふととが出来ますかといった︒す

放とは果して如何なることであるかとふと︑過去の宗教とか

現祇曾には思想解放といふ著しい事賞がある︒然らば思想解

てとの問題の解決は最も慎重でなければならぬと思ふ︒さて

我が帝幽の大本に迫るところの問題であるから︑此意味に於

大本に迫る程のものではない︒所が思想問題に至っては直に

斯うした歴史を老へると︑今日の人だが待って居ったからと
いふても︑舞督が来ることはあり得ないと答へられた︒そこ

ると︑博士は︑私の考では世聞の基督の心を以て心とする者

で私は第二の問を嚢して︑然らば今日果して何うすれば救ひ

が一度閣結して︑同胞救澗の業に常つたならば︑或は丘いか

れて人が自由になり︑身秘になったことである︒丁度︑春暖

に同へば︑吾奏は袷を脱いで単衣になる︑即ち更衣する︒之

道徳とか︑法律とか風幡慣習とか色だの生活原則から解放さ

と同じく今日の祇曾の人為の多くは思想的に更衣をしたので

と思ふと答へられた︒今日︑我剛に於ても第二の弘法大師︑

き宗教界の豪傑が直ぐ出さうにも恩はれない︒されば第一の

第二の親鴬上人︑第二のＨ蓮上人︑第二の道元祁師といふ如
弘法大師︑第一の親驚上人︑第一の日蓮上人︑第一の道元祁

る︒然らばその人達は新しき生活原則を準備して居るかとい

ふと︑多くは準備して居らないのではないかと思はれる︒何故

ある︒惜気もたく古き生活原則を追ひ造ってしまったのであ

かならば︑思想上︑意外の失敗をする人があるからである︒

此祇禽を救済する運動を起してはどうかと老へる︒かやうに
考へて来れば︑私は今Ⅱのいばゆろ反宗教的運動には同意を

師といふやうな傑櫛の心を以て心とした人述が一致合僻して

陣るものである︒一線︑マルクス主義を川執し︑共産政治を

様の御承知の通りである︒例へぱ人口問題︑それに開聯した

の祇曾には色だの問題が次ぎ次ぎに起って来て居ることは皆

以上三十歳以下の者が四百七十一名の中で三百八十三名ある

名︑計四百七十一名となる︒此中最も注意されるの陸一十歳

下の人が三百八十三名︑三十一歳以上四十八歳以下が五十四

七歳以上二十歳以下の人が一二十川名︑二十一歳以上一干歳以

一五事件の時︑捻畢さ奴た四面七十一名の年齢を見ると︑十

之に鮒して私の手許にある統計を御紹介して見たい︒かの三
七

問執するのは一の宗教ではあるまいか︒
〆ヘ

次に思想附放といふことに付て巾述べて見たい︒今日日本

一

一一
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懐

水

、

或は師化を脳ひ立って︑来投するものがあったが︑其等は皆

して其往氷の頻繁となるにつれて︑或は我剛の海岸に漂着し

ばかりでなく︑恐らくは有史以前からであったであらう︒そ

を解放し︑清和天皇は︑またこれを諸図に配置する蔵ど︑共

嵯峨天皇は或はこれを賑給し︑或はこれを教諭し︑或はこれ

平城天皇に至ては︑外人を防人に充てる藍での策を取られ

欽明天皇の三十一年高麗の人が道に迷ふて越前図の海岸に
至った時︑四月詔して山城図和楽郡に館を建て︑厚くこれを
費養すべき旨を論された︒これ皇徳の内外に鐙へる所以であ

へれば嚢明する所が多からうと思ふ︒

又︑婦化には非歩して︑本国に引還すに由なきものを悩み

治に於ける宣戦の詔勅の大旨に外ならぬのであるが︑国威は

昔者︑三韓の征伐は︑韓土保金のためであったことは︑明

第廿二章元憲と宣命

船を給しや樋を典へて︑師計を立てしめたることは光仁天皇

して︑躯山上皇か身溌以て団難に代らんと新らせ給ふたと鋒

ながら︑彼の元遥は賞に開園以来の一大国難であった︒さう

賓蝿五年五月の勅に明である︒

みなみではなくて︑桓武天皇延暦十九年五月の勅に

又彼等を来投せしめて︑これを同化せんとする苦心は︑な

常に粂韓を砿ふてゐた︒敵図外患なければ図常に滅ぶといひ

デ︒Ｃ

くばかりであった︒今日の内鮮融和もかかる史賞に測って考

度ごとに詔命を下して︑其徳海外に及ぶとと益廷大になり行

と一し︑我美俗良習に浸潤せしめる工夫を案じられてゐる・

リ登二被ノ傭二任セーア此ノ良民ヲ損センャ

中州二入ルルハ野裕ヲ鍵ジテ以一ァ風化二歴力センガタメナ

詔勅中心の教化
第廿一章外人愛撫

子

一硯同仁これを愛撫されるのが常であった︒

吾図が三韓其他と交通したのは︑必ずしも史乗に遺された

増

化激の心中勅詔
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ふる神宮へ奉った宣命は︑今これを文献に徴する由もない︒
けれども此一大脅威は︑徒に園内に議勤してゐた覗園観に︑
大なる擬醒を典へ︑自力悟入した武士的締魂が嘆き出でた︒
世のために身咋一は惜まい心とも

荒ふる洲け照し見るらむ
といふ組山上皇の御製は︑御雌念の除りに成れる後胤戒告の
畔ではなからうか︒吾人は懇山上皇の宣命が祁宮に納まりた
るまま︑叡旨の程を窺ひ得られずとも︑此御製を秤諭して︑
頁に恩詔を拝読するが如き恩に堪へない︒

叡念ヲ凝シテ斬り巾サバ皇太神定メーア娘膳ヲ垂し立チ所二

冥助ヲ加シ給フペシト念︑ン行ハシテナム

言を句詫涙たらざるはなく︑松念恐耀に除りあり︑元の暴

畢は︑この祁誌のみを以てして鳴撰降せられる慨がある︒こ

と︑雷に脊壌の感に堪へない︒

れを側溝Ⅲ群雨戦役の如く畢剛一致戦捷を期したるに比する

第廿三章江戸幕末の内省

江戸幕府の武家政治から天皇の親政に到る進展の過程は資

内には己れ碇修むる必要に迫られた︒

やうな叫びが交響される間に立ちて︑外には団防を怠らす︑

に多難であった︒尊王嬢夷といふやうな蕊．勤王佐幕といふ

去歳ノ多コロョリ異剛忽チニ牒書ヲ進リテ弧二和好ヲ求ム

伏見天皇が正雁六年七月剛難の平定を祁宮に斬れる宣命に
若シ命二逆ヘパ兵ヲ川フペキノ巾ヲ告グルコト既二文永ヨ

孝明天皇が

レ則チ股ガ薄徳ノ然ラシムル上二日本久シク共ノ柄ヲ夫ヒ

背敵を受けたる思に禁へ給はなかったであらうと拝する︒

には心をひかれ︑外に鴬らんには︑心を弛められぬ御苦衷腹

と仰せ出されたる御診念のほどとを察し奉れば︑内を守らん

レ果テーーキ

遠御代御代ノ天皇ノ高ク厳シキ大御陵モ機し蕪ク微少ク荒

と詠じ給ひし叡腫と祁武天皇の山陵を修造し給ふに雷りて

武士も心合せて秋津洲の図は動かじ共に治めむ

リ起レリト雌モ我ガ朝未ダ共ノ言ヲ容レス誠二安危ノ間決
シ難ク理蹴ノ本モ排へ靴シ逢勝モ堅ク防禦ヲ儲ケテ頓ノー

警衛ヲ致セパ邦家ノ煩上無キー非ズ労盈衆礁ノ患有りシカ
ノミナラズ頃群天愛艇狩呈し地妖頻リ三不ス又炎早旬二渉

ーア図策朝典モ衰微シ州景郷邑モ凋弊シテ賢人聖人モ佐ケズ

リーア稼稽節ニアラズ彼トイヒ是トイヒーハ歎キーハ膜ム是

宗廟献稜モ典セザル故ナリ然しトモ今ヨリ以後二蟻レタル

嘉永六年九月祁嘗祭に際して︑外患訓伏遊斬り給ふ宣命に

近年奈何ニャ夷船東海二渡来リ亭：⁝此ノ加キ事ノ屡全有

ヲ輿シ絶エタルヲモ機ギテ瓜ヲ移シ俗ヲ易ヘテ測宗ノ通ヲ
道トシ帝王ノ徳ヲ徳トシテ政令ヲ守り行フベキ義心ヲ誓上

一

はれて︑新日本を造るべき最大原動力となり︑因襲久しき順

かく公明な︑而して︑偉大た文化思想は︑此大御心にあら

立て給はんがため︑宣示ぜられたのである︒

夜トナク恐レ給上危ミ給フ刺ナガーフモ此状ヲ聞食シテ尊キ

習を打破して︑世界の列弧と和伍する抱負をここに樹立し︑

リヌレパ諸園ノ諸人ノ諸人ノ心ヲモ奈何ニヤハト日トナク

四海撤為識二図僻禰々安ク藤上幸へ給へ

験ヲ類ハシ垂し給ヒテ未夕来ラザル耐ヲモ嬢ビ除キ給ヒーァ

明治大正昭和の教化への大たる源泉となったのである︒

今上陛下朝見式の勅語に︑

天皇が外警の頻至に︑祁宮に名吐に︑団家の安泰を祁り給
ふとと︑前後相継いだ御焦慮のほどは︑かず／︑の宣命に窺

と宣せられたほどに︑此御誓文なくば維新の宏談は立ち難く

維新ノ宏謹ヲ頴揚センコトヲ慾ムペシ

は成就したのである︒東都府民が今上陛下御大膿記念事業

是永遠の光と仰がねばならぬ︒

国民の元気は醸成せられ蔵かつたのである︒賞に破天荒の図

はれて︑身逓以て図難に賞られたればこそ︑明治維新の大業
として︑孝明祁宮淀建立せんとの議を決したのは︑固より然

円畏くも陸海軍人に勅論を賜ひ︑

皇は陸海軍を統率せられる大元帥として︑明治十五年一月四

委ねさせられることはあったが︑王政復古するに及んで︑天

兵馬の椎は︑天皇の親らせられる所で︑一時幕府にこれを

第廿五章軍人勅諭

るぺき所で︑吾人は︑双手託畢げて︑これを賛するものである︒

電廿四章五ケ篠の御誓文
﹁帝道唯一︲弓君無二政﹂祁ながらの道に立ちかへって︑政

聖徳太子の古憲法は︑族制政治横暴の弊漸く鮒さんとする

を行はんとは︑孝徳天皇の詔であった︒

時に際して︑溌せられたのであるが︑我国の祁話に見はれた

二深カルペキ．．⁝・我園ノ稜威振ハザルコトァーフパ汝等能ク

朕ハ汝等ヲ股肱ト頓ミ汝等︿朕ヲ頭首ト仰ギーァゾ其親ハ特ゞ

股ト憂ヲ共ニセョ我武維揚リテ其柴ヲ輝サバ験汝等卜其春

る上下協力の美風はや﹁凡ソ事︿衆ト共二論フペシ﹂との候文
かくして︑寓民平等の思潮は︑偉統の精紳となって︑

となって布かれた︒

とて︑親しく上下の同心協力を論され︑忠義鰐儀武勇信義質

ヲ倶ニスペシ

との思召を至純至誠の御誓文に拝することとなった︒其五ケ

素の五大項目を示され︑寓世に亘て減らざる日本魂を文字に

鹿ク倉議ヲ典シ寓機公論二決スペシ

篠は︑明治元年三月十四日天地帥明に誓ひ諺寓民保全の道を

f
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化教の心中勅詔
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白させ給ふ告文に︑

二賂シタマヘル統治の洪範ヲ紹述スルニ外ナラズ

数二皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆皇旭皇宗ノ後憲

依て表現せられた︒現代平和を唱道するけれど︑画家間の競
争は到底莞るぺくもないのであるから︑自園を保護すべき園

子孫タルモノヲシテ永遠二循行スル所ヲ知ラシム

裁二大憲ヲ制定シ朕ガ率由スル所ヲ示シ朕ガ後嗣及臣民ノ

と宣らせられ同時の詔勅にも︑

防は論のない所であって︑軍備縮少は行はれて哨︑吾等は兵
役の義務を負へる以上︑園民皆兵の衝は夢撫に閥忘れてはな
されば︑大疋天皇は践詐の直後︑元年七月三十一日除海軍

らぬのである︒

とありて︑岡憲燦として輝き︑庶民参政の権は全く大御心よ

ク可キヲ示シ給ヘリ：⁝・股ガ統率スル所ノ軍隊ハ即チ是レ

が︑夏島に於て憲法起草に苦心したる末︑其溌布の営時︑皇

左記の一詩は︑金津文庫に保存せられるもので︑伊藤博文

りして典へられ︑不朽の精祁は其間に蔵せられるに至った︒

皇考ノ慈育愛撫シ給ヒタル所ノ軍隊ナルヲ念上⁝⁝汝等軍

録する︒

上の深謀遠慮を欽仰したる好箇の記念であるから︑暫く併せ

皇考蕊二汝等二軍人ノ精祁五箇係ヲ訓諭シ一誠以一ァ之ヲ貫

人に封し優渥なる聖勅を賜はった︒

ノ志ヲ篭クシ思索ノ進ヲ恨ミ宇内ノ大勢二鑑ミ時世ノ進運

第廿七章教育勅語

ーフン︶

︵因二侯爵トアルハ後年に揮奄セラレタルガタメナ

侯爵伊藤博文

明治二十二年紀元節恭賦盛事

寓機献替廿除年典憲編成奏御前
放眼東西明得失馳心上世極精研
中興大業細天租開園宏謹駕昔賢
更殆借民至尊志千秋鵬仰帝威宣

人ハ皇考ノ遺訓二曲リ以一ア直二之ヲ朕力身二効シ愈掩奉公

雲伴上桔据鋤精各其大分ヲ蝿シ朕力股肱タルノ資ヲ畢ゲ以
テ皇談ヲ扶翼セムコトヲ期セョ
前代の遺業を紹述し︑国威を宣揚し︑億兆の幅利を増進し

て︑先帝の叡慮に報い奉らんとする︑勅諭は虞に感激の至り
に堪へ砲のである︒

第廿六章帝国憲法
明治二十二年二月十一日護布せられた帝幽憲法こそ︑資に
千載不腰の大典であって︑蔑世一系の図総は︑これによりて
一層閑明せられた︒其制定に際して︑皇旭皇宗の祁蕊に諾げ

物質偏重の結果︑国民教育の上に峡陥多くなり来つたので︑

やうになったため︑徳教の基を閑却して︑智育にのみ傾き︑

我阿備に就いて︑深く有察する所がなく︑外閏の恩想に惑ふ

明治維新以来︑泰西の文物輸入せられ︑畢制も教育方法も

を﹁中外二施シープ惇一フズ﹂といふ庭に我脚硲の宇宙的慨値を

は︑我日本の天地にのみ限局せらるるものでは厳くて︑これ

人類に光被して︑謬らぬ大義であ２Ｌ︑而かも︑かかる理想

鵠し︑測跳と頴彰し︑﹁皇運ヲ扶翼するとそ﹂︑﹁古今二通ジ

る臣民の巽戴による所以を明にし︑上下一致して︑租訓を奉

表現したる聖経である︒要するに教育勅語は︑Ｈ本献曾の秩

示し︑日本人をして︑日本人たらしめ︑日本の鯛家をして︑

序より︑進んでは各人が闘家的耐曾的に努力すべき大方針を

１に０

明治二十三年十月三十日長く蝋教育に開する勅語逓下し賜う
時恰もヘルパルトの畢風紹介せられ︑吾が忠孝の道徳主義

明治三十七年七月十一日東京帝圃大躍臨幸の節

日本の剛家たらしめる根本思想であるＪ

岡家主義がヘルパルトの道徳至上論と結び︑日本閏総の根底
に徹して︑忠孝哲畢の粋を袖くこととなった︒

粁克ク剛精セョ

軍闘多事ノ際卜雌モ教育ノ事ハ忽ニスベカラズ其局二営ル

而して︑教育勅語の大旨は︑租宗の遥訓に擦りて︑人倫の
至りて喚獲既に四十年︑我図教として︑永劫に滅びざるのみ

今日の仕事を明日に延すな

今日と云ふ其今日の日に働いて
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れる大御心が拝察せられる︒︵未完︶

と仰せられたによっても︑教育話以て茨代生成の根源とせら

大道を明にし︑臣民の遵守すべき大維大綱遺す所なく︑今に

惟ふに︑明治天皇は唯一︑無二の皇統を楢ぎ︑無比の卿船

か︑其光彩は愈為益々赫突たるものがある︒

の椛化として固有道徳の恢弘擁誰に常らせ給ひ︑君民一慨と
なり︑相倶に循行格守すぺきを期せられたのである︒教育勅
語に宣らせられたる﹁肇剛宏遠﹂は単に長さの謂ひではなく
て︑一Ｉ樹徳探厚﹂の徳洋に光があり︑億兆の民︑牌孝胴全︑一
家の如く結びて︑一︲世臓ノ美ヲ済セル﹂閏鵠の精華は︑決して

のである︒﹁教育ノ淵源﹂流脈亦醐燈の本義に存する原曲に老

過去を欽仰するものではなくて︑現在に鴬り︑蒋来に待つも
へて︑﹁天壌無窮ノ皇蓮﹂は函鰐の直憤溌揚の自鍵から出愛す
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化教の心中勅詔

茜段儒本日の氏Iワヤシィヲ
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ライシャワー氏の

日本儒教華諏

補永茂助
﹃日本仰教研究﹄其の他の著述左以て有名であるラィシヤワ
ーｌ博士Ｑ侭畠丙皇嗣爵︒営巨呂夏Ｐ︶は︑先般史に﹃日本に於

の畢問的影響を受けた範園に在って︑容易に蕊くことの出来

究を要すぺき問題ありと考へた︒垂男は東洋の儒畢者及び其

にして率直な批評と共に総くことが出来る︒著考が米餌人と

底い議論を︑儒教の圏外にある宗教的立場から︑極めて自由

と詮有することは︑米剛畢者中頗る出色ある者と云ふぺく︑

して東洋の儒教︑殊に日本儒教に封して和噛深い開心と理解

比することが州来るであらう︒本論文は色々の意味に於て東

此の鮎に於て吾盈は氏を英閲の故アームストロング博士と封

参考となるべき諸黙として注意を要すべきは︑東部亜細亜諸

洋娯者の興味を喚起するであらうが︑就中儒教の皐説研究上

ての一大資財たること︑武士の言葉を以てあらはした贈罪の

民族の純臓としての道徳︑生謂に封する忠義は基督教に取り

ける事業﹄てふ新著淀公にした︒水害は近代的博導上必要銃
くべからざる事項に就いて研究したもので︑偉道の動機目的

の比較等に閲する意見であらう︒今本論文に於ける要旨の梗

反理︑儒教の典へる堅資性と沈滞性︑儒教の妖郷︑基督教と

及び態度︑日本自圃の宗教︑新自然主義︑日本に於ける基督
教の状態等を論じて居る︒日本自剛の宗教に閲しては︑祁道

問題としては梢掩小さいものである︒日本に於ける儒教には

儒教は吾人が祁道に開聯して研究しつつあった問題よりも

概を記述すれば次の如くである︒

儒教伽教等に就いて考察し︑此等の宗教は基督教宣偉上妨害
となるものか︑将た賓財となり得るものかを討究してゐる︒

而して本書八九頁以下に於て日本儒教に開することが論ぜら

の宗教に普通である通俗的下品な虚作が少しもないのであ

宗教といふ外形的装飾︑若くは︑祁道家悌家中の暗愚な人全

れてある︒

著者は古来儒畢者に依って最も重んぜられてゐろ儒説に︑

現存してゐるのである︒

る︒儒教は主として寧ろ高等階級の倫理的哲畢的隠系として

相醤の敬意を表しながらも︑共の或るものに封してば︑之を
直に其のま上受け入れることを肯んじなかった︒而して儒教

人生の五倫︵誰臣ｏ父子︒兄弟ｅ夫婦ｅ朋友︶に開して儒教で

の最も長所とせる所を長川として認めながらも︑猶ほ共の儒
餓の根底に横はる人生哲皐上の原理に開して︑新に批評的考
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論敷儒本日の氏Iワャシイヲ

論歩ろところは多くあるが︑是れは畢寛するに永久的人間的

合に斯の如き迅速な避難所を見出さしめた秘訣であった︒大

如として家庭逓失ふ身となった時に︑幾寓の人糞は全図に於

震災の時にも之に類似した現象が起った︒約二百寓人が︑突

此等の人間開係を園んで集合する幾多の倫理的教訓は︑四

ける親戚の家庭にと牧容された︒此の大厄災の結果として︑

開係である︒

五千年の期閲に亘って︑東部亜細亜の諸民族の資際的経験か

親戚から引収を要求せられた︒之を要するに蒋通の場合には

多くの孤児が出来た︒此等孤鬼の大部分は︑慈善閣隠に引き

家族と長者が︑個人を唾迫するとと重きに過ぎ︑過去のため

ら仕上げられたものである︒此の維聡なるものは︑幾分なり

確なものとして遅滞なく受け入れることが川来るのである︒

に制限せられることなく生活せんとする若い人盈の正営な翼

の中に︑二三百人の孤児の外は︑皆親戚から然かも甚だ遠い

脅際に於いて幾多の今日の西欧国民は︑家族の共同一致︑小

望溌妨げること除りに頻繁であるのは事資であるにしても︑

取られて養育されるであらうと思はれたが︑しかし二三週間

兇や若者が雨親及び長者に封する尊敬に閲して儒教的弧訓の

る︒而して基督教は︑儒教の此の道徳的智慮の大部分をば正

幾分かを必要としてゐる︒孔子の力の入れ所が一而的であっ

にまで高等の斑達をしたのである︒

家族の責傑観念が危機に臨んでは︑耐曾の一大賓産となる位

とも永久的債値あるものとせられねばならぬことは明白であ

て︑個人や新人は︑大抵は国隠老者の利益の犠牲に供せられ

工連は始め出て来た各自の村藩へと吸牧せられたのであっ

って投げ出された︒驚くべき短時日の中に︑斯かる失業の職

は閉鎖せられねばならなくなって︑幾寓といふ職工は職を失

場が突如として崩潰した時に︑日本に於ける幾百といふ工場

争の維局に於いて現はれたのである︒或る軍用品の世界的市

んだやうな︑家族系統に於ける善行の立派な誇明は︑世界戦

は溌分なりとも質債のあるのを認めるのである︒儒教で教込

を懸援してをろのである︒日本人の眼から見ると︑天皇に忠

儒教と完全に一致してゐる︒だから一方のものが他方のもの

るといふことが分かるのである︒祁逓に於ける妓上のものが

精祁について考へて見れば︑是れは麓際然かあるべき筈であ

中の主要なものは︑君臣の開係である︒祁道に於ける忠義の

るものとは見倣されてをらぬのである︒日本に於いては五倫

通支那の儒教に於ける場合の如くに︑五倫の中の主位を占め

父子の闘係は︑日本に於ては力を入れてをるにしても︑普

討

てをろといふことは事賢であるが︑それにも拘ら末︑儒教に

た︒家族的責任といふ弧い観念は︑自己の運命を開拓せんと

義を霧すのは︑親に孝なるよりも遥かに重いことである︒儒

I

して最初に出溌した斯の如き幾千の人糞をして︑必要ある場

﹄
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日の氏Iワヤシイラ

諭儒
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ることは出来ないのであると﹂︒日支雨剛間の儒教の力の入

ら打茜狩てるでなかったならば︑彼は吾が弟子︵腫下︶と馬

父も母も妻も子も︑兄弟も姉妹も素て︑加之彼自身の生命す

畏敬しないではゐられない︒此の如き術紳をぱ人生の頁の主

の選定した叩想のために︑一身を犠牲に供するといふ精川は

ために斯かる方法を取るのを賛成は川来ないが︑然かし一佃

なって居る︒基督教徒として吾人は自己の赤誠を披涯せんが

る︒切腹といふことば非常な忠義の行鱒として恢界に有名に

れどころの祁述は︑是れ即ち側支雨剛間の著しい相逮の一と

調として基督に差し向け︑且つ嵐の武士が︑緋川上の剣を執

誰することが出来たならば叉自殺せんと用意してをるのであ

見ることが川来る︒即ち日本は︑著しく弧い中央政府と人民

って人生の資際の敵と戦ふに至るまでに共の叩想が向上壮ら

欲してゐたかも知れない︑日く︑﹁吾が許に来る人にして︑

の愛剛心とで有名であるが︑之に反して支那は︑家族や小圏

んやである︒

れた時︑斯かる粘帥を以てすれば何事か成し能はざる者あら

教は日本の支配者の口に基督の左記の言を移し入れて置くを

慨の場合にあっては異常な密着力を示すのであるが︑醐民と

日本の儒教で支配者に忠義産謀すといふととに肢高の重要

義といふ此の理想こそ︑確かに吾人は韮将教に取っての一大

る目的物にさし向けることが州来るならば︑主君に封する忠

吾人にして武士の理想を再稗し︑且つ其の忠義心を慣値あ

性を置くことは︑武士の倫理的法典である武士道に共最のも

といふものが無かったのである︒

しては虚弱で︑最近に至るまでは︑何等蟹際上の剛民的目見

具鴨的表現を見出したが︑それは殆んど一個の猫立した摺系

めに馬したところのことを︑︽側本人に解繰するについて埼際

上著るしい十分な思想の様式と精川上の態度とを吾盈は見川

財産であると思ふのである︒鼓に基督が吾等人類の救済のた

見るが︑是れ単に優秀な忠義心として榊揚せられるに止らず

す︒それはアンセルムが彼の偉大なろ贈罪説を系統立てて論

となったのである︒薮に吾人は主人に封する忠義といふのを
又寓事を決定する意気とも見倣すべきものである︒武士は自

本人の生活に於て艇も高級の中に位するものである︒市場の

己の生命をば︑脚己のものと見倣さぬのみでなく︑絶封的に

言薬を以てするよりも︑武士の川ふる言葉で噛罪の大賃理を

にする武士の忠義を中心とする倫理的理想といふものは︑日

調のため生命遊捧げて奉仕し︑主調の名響のためとあれば︑

述した時に︑川ひたと質隙上同じ考へ方である︒主蒋のため

如何なる時でも死せんと川意してゐ毛︒武士は敵と格闘して

形はした方が遥かに善いのである︒基督が吾等のために支挑

自己の主君に従馬してゐるものと認めるのである︒自己は主

死すのみでたく︑彼の忠義を．立て︑主君の名響孟一層よく擁

の生活に於一Ｌは︑食慾の者心の曲れる者︑換言すれば．最近

つた負債として︑基督の生涯と死とを猫篇するのは︑日本人

に及んで居ること︑即ち人の祁に濁すろ開係に及んでをる黙

教は此等の人事開係を左右する道徳的原理が︑人事閑係以上

ての相営の思想がある︒即ち天の意志といふととろのものは

を示さなければならぬのである︒儒教には︑勿論是れに就い

それである︒ではあるが是れは一般にいふと除りに漠然とし

に至るまで献曾の最低級に属した者と見倣された商人階級の

て多大の債値あるものとは思はれないのである︒それで此の

生活と開聯してゐるのである︒しかし偉大左ろ忠義の聾を園
んで集中する言葉を用ふると︑最高最良の意味を以て充たさ

窪無叡が人に就いての考察は︑自然人が己に有るととろのもの

する忠誠な奉仕として働かれたと考へるは日本人の心に接近

る負債の支擁ひよりは︑寧ろ死を賭してまでも吾等のために

而して基督が吾盈人間のために篇された所は︑毒見の魚にあ

義的であった︒其の力の入れどころは倫理的にあったのであ

は︑すぺてが古代的系統のもので︑最も現世的であり自然主

るものに就いては十分に考へてゐないのである︒古代の儒敬

の名に於て人間について多く考へ︑称の子として人が魚り得

﹁

た負債以上に︑人生の主宰者たる榊に謝しての不忠である︒

れた言葉を川ひたことになるのである︒罪悪は︑契約せられ

するものである︒恐らく雨方面の思想は︑十分の直理を現は

正しくある︒而して人が偶盈捉へた人生の理想に適ったもの

るが︑儒激の倫理的教訓は軍なる人間的風習に過ぎ余して︑

は賃行し得られるものと思ったのである︒其れがため儒教と

すに必要であるが︑此の雨面の思想よりも一層適切なことは

於ける︑儒教教義を通じて普く知られてゐるところである︒

して思はず将来よりも過去を回顧せしめた︒且つ又儒教をし

君臣の開係程に力を入れられないにしても︑父子兄弟︑朋友

要するに︑日本に於ける儒教は︑基督教の頁資財となるぺ

かった︒過去に於いて資行せられ得るものと見出したものは

き多くのもの遼含んでゐる︒斯くいつたからとて︑吾人は儒

て自由な道徳的冒険をなさしむぺき︑十分の除裕と創作的精

基督教に於て見る如き人と脚との開係を暗示するものではな

教に十分満足してゐると論断するのではない︒基督教には思

教は人間の眼界をぱ︑蒋来如何なるべきかといふよりも︑寧

祁と漂言者に謝する十分の除地とを残さなかった︒だから儒

開係を中心としての思想に鮒することで︑此のことは日本に

想表示の子分を機開壁見出すが︑日本の武士が填の﹁肺の武

たのである︒斯の如き韻係は過去にあったことを軍に繰返さ

ろ今までは斯の如くあったといふやうに一般的に局限せられ

士﹂と前に︑基督が日本儒教徒に封して言ふべきところが極
めて少くないのである︒

儒敦は︑軍に其の範園を人雪事開係にのみ局限するが︑基督

凸
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居る︒此の黙に於いて日本の儒教は︑人と肺との開係に就い

併しなから注意しなければならないのは︑斯の如き高級④

て基督教的概念に最も近接してをるのである︒

藤樹の如き日本の畢者の心に於ては賞際上一祁教的となって

る︒基督敷の見地よりは斯の如き跨力あると主張するのでぁ

に入り来る創迭的勢力があるのかと云ふことは一の疑問であ

ところを開展するに過ぎないのか︑若くは外部から其の生活

古代の儒教に於ては極めて漠然としてゐたのであるが︑中江

したものが正しいのである︒此の﹁天の意志﹂といふものは︑

めたものが正しいものでなく︑宇宙の法則︑﹁天の意﹂に通合

﹁人間の道﹂が﹁宇宙の道と﹂なるのである︒人が便利と認

大無挫の意義を含んでゐる︑此等の道が﹁人間の道﹂となり︑

等畢者の意見に依ると︑五倫といふ道徳上の道は︑賞際は庚

ないのであって︑人間は帥と開係ありと老へたのである︒此

の畢者は︑軍に人をば五倫の開係から考察するを以て流足し

ける誰達に就いて特に然るものがあったのである︒王陽明派

明Ｑ四七二年 一五二八年︶の新儒畢派と其の日本に於

盈一の妖陥と認めてゐたのは事賞である︒此のことは︑王陽

後代儒教にあっては︑人間と耐との開係を閑却したのを稲

質を典へたことに責任を負うてゐるのである︒

が︑之と同時に東洋文明の大部分に就いて静的及び沈滞的性

方亜細亜の文化に著しい堅資性を典へることに成功はした

隠蔽主義の言葉を以て答へ過ぎて居る︒それから儒教は︑東

徳的の言葉で思考されたとはいひながら︑此の最上の問題と

る︒活きた耐の精紳が即ち其の力であるとする．儒教では道

,

あるがままに委せ︑其の篤すところの進歩は︑人の内にある

間の生活其れ自身が頼るやうに見られねばならぬ︒一鰐人は

猫創的な或ろもの避常に生ずるところの一層偉大友生命に人

うに許されてあらねばならぬといふのみでなく︑新らしく且

満ある人間は︑鯉に新らしくして且より良いものを︑造るよ

等か人生に入り来るものあることをいふのである︒自由の精

に創造的要素といふ意味は己に現存してゐるもの以上に︑何

いものは必ずや退歩しなければならないのである︒吾人が鼓

も︑或は哲畢鵠系にしても︑創造的要素に封して除地を典へ

簡単な虞理は次に述べる如くである︒如何なる宗教にして

のである︒

し可なり悪結果があって︑一大文化を沈滞せしむるに至った

するの結果は思った程に不幸なるものではなかったが︑しか

の道徳的智識を有してゐた︒此の理によって︑只過去を細望

較的に高級の文化に震達してゐた︑而して特に資際的に高度

其の陀想とするに至らしめる︒儒教の成立した頃︑支那は比

ら儒教は過去に於ける黄金時代を指示し︑過去の模倣を以て

等かの新らしい方面に突き進むことはしないのである︒だか

しめるところの︑弊害ある集閣を容易に作らしめ︑決して何

］

思想に向上したの域俄に二三の徒であって︑日本儒教は全燈
としては︑た噌高い倫瑚的鵠系たるやうに総綾してあったの
である︒だが倫理墨が宗教となるまでそれが十分に高級の精
祁的賞在に基づくものではなかったのである︒此の著るしい
奮例は︑千八百六十八年に出た﹃剛防新論﹄と題する一儒教家
の著述に於いて示されて駐ろ︒著考は其の中に︑基督教が︑

人と刺との開係を力説するの齢り︑儒教の五倫の教訓を破壌
するといって非難してゐる︒此の儒教家は記して日く︑吾盈
は五倫を以て十分であるとすることは出来ぬ︒而して︑他の
鮒係︑即ち天と人との開係があらゆる他のもの上中で主要で
あって︑般高の軍要性を有するものとして立てられてをる︒

其の目的は五倫を破壊し︑之に代ふるに天と人との開係を以
てせんとするのである︒天の主は︑凡ての画堂の主で心あり
である︒人間中にある高低の差別は腔止せられる︒是れ即ち

凡ての人だの父でもある︒是故に彼は︑大飛主にして且大父
天と人との開係を以て五倫に代へるが如くせられるが故であ
る︒斯かる那併の下には︑愛と敬と君と父とに示すととろ少
く︑黙かも其れ等が卑められた時には︑忠義も孝道も行はれ
ることが川来難くなる︒新教徒の側に忠義心ある人︑孝心あ
る人の無いのは怪しむに足らないのである︒孝道の刷緬を論
ずる場合に︵彼等が之碇論究することは珍らしいが︶彼等白
く︑一︲子としての義務は︑雨親の存命する限り其の生活を丈

0
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へ︑彼等が死んだ時域之を葬るに在るのである︒基督の弟子

の一人の父親が死亡した時に︑其の子ぱ父を葬らんがために

蹄宅の許下を申し出たとするも︑基督は之を許さぬであら

人間と刺との開係に就ての基督教の力説︑若くは人間鮒係

︑︽ノー一ＬｅＯ

を儒教に於て力説して︑洲との開係を閑却することに就て上

記に勝る誇明を得るは困難であらうと恩ふ︒上に述べた如く

儒教は基督教に向っての一準備である︒然かも是れ礎かに共

の準備たるに過ぎないが故に︑十分な基督教の内容は今後を

の生活を老へるので︑人は十分に人間開係を理解することが

待って典へられるべきである︒人と刺との闘係から人盈は共

のであるからである︒人間の生析は︑川に其の蕪礎を侭いて

出来る︒何となれば人は︑此の世界の班なる一市民以上のも

居るといふ思想程︑儒教に於て力説せられる人州開係を高尚

榊との開係に於て人間才一考へること遂しない峡陥から生ず

にするものはないのである︒

るもので儒教に峡けてゐる他の大切なものがある︒儒教的倫

瑚畢では人は大抵人を標準にして自分を量り︑﹁汝等天の父

の完きが如くに完つたかれ﹂と教へた時基督が心中に懐いて

ゐたやう蔵高い標準で決して自らを量らない︒従って罪の棚

念並に人が祁助を乞ふ必要ありといふととの子分か↑概念を持

たないのも粥然のことである︒之がために稀祁的倣慢に誘導

諭教ｲ淵本日の氏Iワヤシイヲ
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れた生活に封してｃ最上沙惟利を有ってゐるから︑それが徽

出来るやうにさぜた︒何故かといへぱ彼等も亦寓人に許容さ

天

せられ︑弱春に封して弧粁の地位逓誇張するに至らしめる︒

深

吸者は︑弧者たるの故を以て人生に於て自由の通行桃を有す
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るに至る︒だから儒教は︑人獅の大多数に封して云ふところ
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笹だ少く︑術に撰採せられた少欺の人盈に封しての禰音たる
に過ぎなかったといふのが︑儒教の特色である︒願くは多数
のものをして自己の運命に満足することを知らしめよ︑そは
此の如きが常に虞常態であったし︑又斯の如くして時の絶に
の厘別は︑事物の秩序に於て定まってをる︒而して人智は︑

至るまでも糖紬するであらう︒商級と低級︑狸朽と溺粁の洲

此の睡別を認識し︑それに従って行動するに存するのであ
がらそれば大紹弧者自身の随意のことである︒

る︒勿論弧考は︑弱者に封して寛大たるべきであるが︑併な
斯の如くして︑人と人との開係に於いて︑其督教の説く〃
は儒教の説話補足するに止らす︑斑際上に反抗してをるとい
ふととが伽一り来るのである︒基督教は倣慢肴︑弧者に封して
は︑自らを弧粁と比較することなく︑﹁弧い刺の子﹂と比較し

て謙譲に至るやうにと告げるのである︒叉弱宕に封しては彼
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れ

等が刺の子供として緒祁的生得椛を有ってゐることを宣言す
るのである︒日本に於ける儒教は︑弧者即ち武士に封しては
単に其の新しき刀剣の鋭利さを試みるために︑百姓の首を斬
り落すことも川来るやうにさぜた︒之に反して雅掛教は︑妓
哨賎いところの﹁穣多﹂でさへも︑典の満を高く製けることが

手隔共蹄ゆ御蜘身天隣口厄唯お
たてにりき祭妹のかき〃ルの殺し
握な生ま上りの狸け海を日ばな
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時
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唖時一耐鵜蛇準娼
固一矢曾て天下に一大衝動態

て狩来ある有篇の士を殺す程の狭量ではあ一

等にあるならば︑吾々は敢て過去の罪走以

理は如何であらうか︒虞に自畳と悔梧が彼

ばかりでば江く︑典れが鴫露された後の心

事は︑道徳に非ずして一遍の法律にあるか

それといふのも︑思ふに彼等が恐ろろ開心

きば︑誠に二重に悪むぺき心理態凌である

常事者の心勢と多数の日子起煩ばさせる如

いひ︑性悪といふ︒何れにせよ悪の一面の

らであらう︒元来人間といふものは性善と

あることは否定出来ない︒そして今彼等被

リたくない︒けれども其の陳述に見るに︑
公邦の陳述とは︑何れも句々まちまちであ

づ一歩調ってそれは許すとして︑今此の如

告の言動に吾花は之を見るのであるが︑先

選群の言と第一公判︑第一公判常時と控訴
って︑吾々をして言はしむれば何れが彼等

函語調一一幅︾鋒諦御環岬鋤浄織塞姉

の虞意であるか悲捕え難い︒果して人間は

圏一等蔀と︑今や次から次へ
と控訴公剣が開かれて︑吾々は其の忌まば

して議然あるぺき﹁俄侮﹂と道徳的罪を感ず

分の行厩の陳述に朝三暮四があるぺきか︒

るや否や︒嵐に此れあるならば︑何んで自

き遼憾の行働走篤しれに就いて︑彼等ば果

吾々の老へる所によれば︑自分の鯛した

それといふのは︲彼等は只法律上の問題の

らうか︒

るろ所によって見るに︑被告達が地位を利

こと︑自分の心意に就いてば︑自分程よく

みに汲七たるからのことだ︒昨に雌ど場に

それ軽自分で自分の事が分らないものであ

用して悪事や私生活の如何に堕落し犬もの

知ってゐろものはないと恩ふ︒自分で分ら

臨んで何時も彼等の言は法律的に自己起有

しき事件を再び恩ひあ新たにさぜらろるの

であるかを知ることは勿論であるが︑吾々

ないとすれば他人には共れ以上に分る筈が

感がある︒而して其の公判の有様恥公表さ

はそれにも増して被告達が陳述に其の不誠

ない︒然るに自己に都合が悪いことは︑常

さるぺきものであるかｂさうだとすると︑

が軽減され逃れるならば︑果してそれで許

意を示し︑惹いては人間性ともいゃぺきも

してゐろなどは何と子供じみてばゐない

の心怖か更に吾庵は悪む︒若し法律上に罪
か︒暇りにも仙に和常なろ地位にあったも

へない︒寧ろ俄悔の心と︑道徳走恐ろろこ

人間の悪心は中々に矯正さるろものとも思

利に導くが儲めの陳述愛更なのである︒此

のとして︑悪いことむしれものならば﹁し

とこそ人間の罪は減少され矯正さるろであ

やれ何んだとか言課韮いって鍵更の理山に

此等の事件は︑要するに何れも流含的に

た﹂といふぺく︑﹁しない﹂ならば何物にも煩

に言を左右にし︑群問が厳しいからと力叩色

も個人的としても立鉦であるぺき者の︑岱

はされず雁﹁しない﹂と︑言ふ尋へきが儀然で

らう︒これあれば叉如何でか言か左右にす

のの如何に醜い一面走有するものであるか

然脈命の摸範六ろぺき人達にのみ開係ある

ある︒決して其の時々喉よって言心左右し

を知る心得て︑誠に慨歎の念を禁じ得ない

ものである︒然るに既に其等の者が敢て園

ものがあるのである曹

家融合に害毒た流す程の事を隠したと云ふ
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に及ぶ影審の大なろものある恥教化上甚江

ろ如き醜き事の生じ得ようか︒吾々は此の

態度に浦ち満ちてゐろことを見ろ︒

何等かの形式に於て其威力を示すといつ士

とろとか︑各省に於ても局課腹合韮中心に

る手段である︒これが帳本ば素より幾多の

闘争に際し大衆の威力か以て解決せんとす

夙に喪行し始めたことである︒正しく階級

元来示威運動といふことば︑勢働運動が

如きことが世迩人心の上に知らずノーの間
寒心に堪へないと思ふ︒

政府の行財政整理に
現はれたる思想の鍵遷

此の如き思想への動きといふものは︑濁り

耐衛思想に其の根操走窪するものであるが

証倉運動者のみに非ずして︑一般我図民思

今や我が園は近来稀に見る撫沸的難局に
四苦八苦の有様にあることは衆知の事賞で

想へ働きかけ稚一愛遜であることか︑吾々

直面し︑矯に政府は明年度珠算緬成に際し
ある︒政府は先づ省の腰止︑各省局課の陵

は今回の政府開係を中心として見れる示威

慎重に考究と確信を要する︒而して其の案

噺乎として貴施せ

が飽迄も国家の上に必要なるものとするな

らば︑何物にも屈せず

示威運動に屈しつつあるかの感がないでは

ればならぬ︒然るに如何︑近頃政府は一々

ない︒果して確信があっての案が︐それと

の態度が征々示威運動な助握させることに

も大衆の威力に腰が抜けれのか︒吾々は此

なりはしないか韮恐れるものである︒大衆

せるとなれば︑これと反封に文句なしに虞

で文句態云って威力走示せば何物も押し通

面目に動くものには何も通じないといふこ

とになりはしまいか︒ともあれ官吏に迄何

事の自己擁謹にも示威運動の武器が利用さ

合其の他の計企の下に︑一億扱千繭回態削

お互に利害得失走共にする者は︑其の事

れるやうになり︑これが押迩せるかにある

的行動に感ずるのである︒

がよし上官の虎祇であらうともｂ凧結して

封し各省役人を初めとして︑整理暖合の及

威力雄示し︑以てそれか排するといふこと

減せんと大童のやうであるが︑此の術動に
ばんとする噂のある所何れＪｂ動樵なきばな

ば官吏の中には従来之か見なかつれことで

議して案鵡定めたからには︑断乎として威

れない︒而して之がためには政府ば恨重審

の蛎正に努めれば︑官の秩序は到底維持さ

ことは︑思想の鍵遷延語ろと共に︑之が弊

一面走窺はればならぬ︒

いやうである︒吾奄は舷に近代思想愛遜の

吾々の最も注目に償するとなすものであ

がなければならぬ︒上下は采ふものにあら

信を示すぺく︑一般図民も深く反省する研

ある︒官吏にして此の傾向を見ることは︑

る︒此の傾向にして一から十迄認めらろろ

曾て畢制改革案の噂に際し︑文理科大挙

とすれば︑途には是も非も大衆の威力の前

男女高等師範︑各高等畢桟の陳怖攻めあり
それが経るや雑らぬかに︑東京商大選科︑

には屈するの外なき弊奄雌さぬとも限らな

亦不可なろを痛感す︒

専横の威力も不可︑下大衆の威力を示すも

・ず０協力すぺ含なり︒それがためには上が

動となり︑流血の惨韮さへ見るの有様とな

政府は一之の資行案に就ては︑其の前に

いＯ

専門部嵯止説に封して︑畢生圃結の示威運
る︒更に内務省管下の技術官を中心とした
人々は︑人員整理の噂の前に叉示威態度を

−
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ブト

也

足立栗園

こ
1
に

︽更に今や中華民図の南京を境として︑漢口︑上海︑香港等

・の各地に起りつ上ある同嗣民の経済的ボイコット︑即ち日貨

いつまでも日麦雨倒民が相五の利害開係を忘れて︑徒に岡交

排斥の火の手︑之はどう消し止めたらよいものであらうか︒

る︒恩ふに之はさう永綾きする筈もなからう︒然し決して楽

上の所謂政争に之を悪用するといふ如きは誠に蝦な話であ

最も機敏に恥を了するを必要とする︒換言すれば自己の州逢

には︑一方に於て細心の注意を要すると同時に︑他方に於て

園際上の口︑問題でなく▽衝に日支雨剛民の利害に開する生

ぬやうにせねばならぬ︒加之︑か入忌経済的の問題は一時の

し︑雷に現状溌打州するのみならす︑澗根を永く牌来に胎さ

観を許さぬ大問題である︒之にも叉十分の考雌と呼気とを要

を見廻しつ上︑十分の考慮を排ひ︑機を見て即ち動く防がな

ぬ︒是等の碓澄も︑間より併局者に信頼して︑脊人は急速に

の所在に蜂起する擾矧︑醒次繰返きる上維済鮒障碍に就いて

ならぬといふととである︑言ひ換へれば今回の如き隣邦支那

居てはならぬことである︒而して決して之を等閑に付しては

たとひ自己に直接の利韓開係なくとも此の際決して無開心で

是に於て袋る問題は︑是等難局に常面せる我が一般国民が︑

○

共に自他を掴する所なきやうに期さねばならぬ︒Ｌ１１

りても此の際十分の考慰と非常の勇莱を以て善虎し現在将来

解決して貰はねば左らぬのであるが︑同時に民間営業者にあ

活上の緊切問題であるから︑一層祥庭する川がなければなら

聡せねばならぬ︒そこに後援肴なる閣民としても亦考慮と勇

の不法侵害と掃蕩すると共に︑柵根を牌来に胎さぬやうに蕃

瀧蒙に謝する我図椛益の擁護︒之は常局を信牧して︑常面

らぬことは言を待たぬ所である︒

打附策として此際十分の考慰と共に非常の勇気を抑はねばな

して此の苦境を脱出して無事平静の境地に龍せんには︑是が

たしめて居る︒之は前回に纏述した如くである︒乃ち吾人に

今や我図は内愛外患交を起りて︑吾人をして頗る苦境に立

全く之が麓に外ならぬのである︒

くてはならぬ︒古来勇鋪とか元痢とかの必要の叫ばる上のも

総て天下の事は其の善悪を間は歩︑肯く之を虚理して行く

○

気の使ひ分けを要することは勿諏である︒

８Ｊ
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：日本幽民は現在も︑永久に洲蒙に封する足場を失ふてはな

とである︒

の立場を厩みて︑十分自省する防がなくてはならぬといふこ

吾人圃民は一面之が解決策を誰歩ると共に︑他面に於て自己

たけれども︑結局は開図進取の明治維新となって︑極東の新

て我が開剛の気運は附け︑こ上に一時自尊的の嬢夷熱鳴湧い

米英の船の南海に出没し︑柊に一朝︒ヘルリの浦賀来港となっ

い︒昔時我図は二度も三度も此の問題には苦き維験を客めて

雨戦役となり︑多大の犠牲を桃って韓図非併合し︑進んで減

足場を有せねばならぬこととなった︒そこで終に円清日露の

剛は︑どうしても此の烏帝図を維持する蝿には︑淵韓に其の

天地を現出したのである︒かくて祉界の舞豪に乗り出した我

居る︒上古の三韓征伐以来︑我が剛威が海外へ変揚した時に

嘉織︑南洋の一・郡とさへ奄荷するに至った︒是等溌展は侵略

洲に一和の利椎を占め︑術ぼ北は樺太の牛部を取戻し︑南は

らぬことは勿論で︑決して一時の椎益擁誰等の小問題ではな

は︑今日の所謂浦洲地方は︑全く我の管轄内といってもよい

韓三閏民の密輸出入となって︑其の活動が牡曾の裏面に行は

るから︑或は平清嘘の宋剛貿易の企剛となったり︑或は日支

て徳鼎するに至った︒然も其の不利不便は言を待たぬ所であ

利椛を放合乗して後は︑終に退嬰萎縮画を鎖し佃本海左境とし

認識要件である︒

して届らればならぬ︒之は我馴民として餅然過ぎる程営然の

列図に封する開係の頗る複雑にして微妙なるものあろを畏悟

して︑此等大局上に︑蝿めなければならす︑又それだけ世界

要峡くぺからざろ係件と迂つたからである︒そこに我剛民と

でも何でもなく︑質は我が邦家の凋立拝一維持するに就ての必

こうらい

稗であったが︑一度高瀧の蹴起や唐軍との衝突によって共の

でなり︑一灘して倭遥の椙恢を見るに至ったことは歴史の説

れ︑それが遂に室町幕府の勘合船派遣から永梁銭の要求とま
明する所である︒かくて挫公の三林征伐となり︑アハレー頓

然しさうい︵〃主そもかＮろ欣態の下に因民として保守退嬰に

球をさへ叫外の秦として︾︑唯だ小く剛遊守るのみとなった︒

其の納果︑北は蝦夷以外を全く他外地とし︑耐は小笠原︑疏

で護展せんとした刷民の海外進出の索迩を阻止して了った︒

も術ぼ依然として必要緋くぺからざるものである︒名義は兎

といふ文字は︑頗る古臭い前世紀の標語のやうであるが︑今

とを以て世に鹿する所がなくてば蹴らぬ︒即ち常閏弧兵など

上る立場に立了§る以上︑我が閏民は街時︑非常の決心と兇悟

さて現世紀以後の日本帝阿の地紘として︑時勢の推移上か

挫を来して後は︑再び徳川氏の鎖叫政略となって︑折角今ま

のみ廿んぜし肋ることは川来ない︒折し哨蒋船の北遥を錨ひ

○
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獣米人と同じく一列一腿に其の恩恵に浴せしめた︒即ち今や

園を維持し護展せしめることは出来ぬのである︒
卿で二十世紀に於ける長足なる物質的進歩は︑吾人をして

も角も内容はどうし一Ｌも富国であり彊兵でなければ︑到底此

る任務ありといふことを自畏せいばならぬのである︒今や支

全鰐の文化即ち東洋人民の幸禰利便を直接間接に促進せしむ

獲得したる我園の椛益を擁護すると同時に︑進んでは亜細亜

はならぬ︑それは言ふまでもなく明治大帝の御威徳に依て

とにも︑決して無開心であり得ない︑彼等は皆中心から我園

那は兎も角も︑印度︑安南其他東洋諸図の猫立護展といふこ

を東亜先進図として敬慕し尊重して居るではないか︑若し三

地球は全く縮小せられて︑彼我の接燭︑内外の混融行はれ︑

百年以前の歴史に遡って我が日本幽民の活躍した常時を回顧

汽車汽船の便．電車︑自働車の利は言はずもがな︑飛行機︒

飛行船の便利すら年と共に増大し︑加ふるに電信︑電話︑ラ

するならば︑大に想ひ常る所があるであらう︒即ち若し世は

廻り持といふ諺を事資とし︑又歴史は多く繰返すものと知る

らしたのである︒乍レ併︑そこに叉畏るぺき脅威の潜めること

も考へねばならぬ︒即ち我閏が満韓に地歩を占めた時に於て

や今後の舞嘉であるといはねばならぬ︒吾人は此に至て我が

左らば︑我が園民の自霧すべき唯資に今の時であり︑又必す

ヂオ等の進歩は吾人をし一Ｌ人文史上︑箸るしき便利幸禰を獅

一度敗績した露園は年と共に復活再生して︑今や浩舞として

心もないといふやうな状態であって︑上下一般推し並べて物

然るに近時の閣民はどうしたものか︑此の遠大の自畳も決

る◎

日本函民の責任の重且つ大なるに想到せざるを得ないのであ

大確の翼を東方に艦げんとして居る︒叉漢人極の麗醒僅頭︑

延いては流蒙の猫立復畔︑数へ来れば事盈彼我衝突の因たら
いはない︒鴇て氏加へて西方米国の東亜大陸への大進出大溌
展は今や着をとして事賞の上に露現せんとして居る︒要する
るべきは第二十世紀以後の我が邦家の地位であり︑従って日

に是等は皆今後我団の接鵬︑衝突︑葛藤の種である︑即ち恐
本画民の畳悟決心たる︑十分弧健にして且つ雄偉たる者がな

にのみ逐はれて或は黛争を事とし︑或は自己宣博をして害

る所を知らざる如くである︑又然らざる者はた堂眼前の利益

質文明の皮相に辞ひ︑た堂日皇皐梁にのみ現を抜かして止ま
○

ど︑てはならぬのである０

○

らんととを鼓ひ︑或は黙らざるも平素の不平不流から経に

6

是時に常り我が鯛民は二大使命の眼前に横はれる淀忘れて

リ
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園家的観念を喪失してまでも共産主義に趨り︑雷に其の畢

へて見れば思慮の深きものと稲することは出来ない︒然しな

立して激烈なる階級闘争を資演するにも及ぶまい︒それも考

がらそれより鴫現下の賞際問題として吾人の考慮し︑且つ反

理畢説を唱道するのみならず︑或は努農政府の手先となっ

ぬ︒即ち如何に今後を改善して進むべきかといふ大問題であ

省せねばならぬのは︑御互同胞の生活問題であらねばなら

て︑唯だ奔命に衣食して居る徒輩をすら見受けるのである︒

これ皆要するに功利唯物思想の果する所となったものであら

を供給するやうに進歩して居るものに相述ない︒その意味に

次何等かの名目の下に︑施設経管せられて︑自他の幸耐利便

ない︒そこに時勢に順膳したる祇曾政策が必要となって︑年

序もあり階段もあり︑固より一朝一夕に猛進し得るものでは

日にては単なる理想であって︑それまでに進むには間より順

の説いたやうな理想図逓現出ぜぬとも限らぬ︒然しそれは今

る秋が来よう︑即ち幾十世紀かの将来には︑必ずやプラトー

潰を改めねばなるまい︒近ごろ閉いた所であるが︑我醐に氷

を漣ふて走り︑いつも享楽索分に浸って昏尭墨めざる如き習

る所がなくては蔵るまい︒それと同時に剛民一般が没に流行

の大量生産にのみ盲進することを手控へ︑一に物債を訓節す

事来言ひ回した自給自足の畳悟を極める外はない︒従って従来

ると︑吾人は大に考へねばならぬ︒それは言ふまでもなく古

の不景気が直らす︑更に隣邦の経済的断交が永綬きするとす

恩へ今日の如く海外貿易がいつまでも不振であり︑世界中

る◎

うが︑其の軽桃浮薄や懐且つ慨すべきものと言はねばなら
思ふに人類吐曾の進歩は︑四海同胞の獅念をして増大なら

ぬ︒

於て今日現に慨みつＬ︑行詰りつＡある賓本主義の弊も或は

しめ︑経には紳典上の住民をして悉く共存共柴に目蕊めしめ

矯正せられ︑改善せられ︑或は根絶せられて別途に活路を見

まされ︑之では池も安眠が出来ないと批評したといふ如く︑

遊せる外人某が︑朝から引切りなしに放送されるラヂオに悩

といふ瓜に︑朝から夜まで︑裏長屋にまで放置して貰って遊

楽気分を漂って居る︒娯楽休養も程度Ⅲ題で︑︾之では除りに

我が園民はラヂオが面白いとなれば文明の利盆を弄はねば嘘

無忠慮といはねばなるまい︒又スポーツの流行も其の通りで

貨幣が︑今日の如く貧富の懸隔を来すこと甚だしく︑馬に自

有産無産の階級を言ひ立て︑互の族職を鮮明にして︑雨考封

静思すれば是ほど馬鹿げたことはない︒けれども直ちに鐘に

細自縛の運命に捉はれて上下共に偶つ上あるといふ如きは︑

出すこともあらう︒賞に思へば人世融通の篇に造出せられた

○

一

ﾌﾟｫｰ

丁稚小僧までが自慨車とソッチ除けにして︑スポーツのラヂ

へるが如くに老蒜男女共之に蟻集する︒秘だしきば使歩きの

の紬果︑か上る状態に陥って居るのではないか︒要するに上

﹁貧すりや鈍する﹂といふ︑或は我が剛民の一部は自暴自棄

蝋︑一層其の内憂を除去することに努力せねばならぬ︒諺に

鳴呼時事皆非なり︑吾人は今の時共の外患を防禦するより

ぱ左らぬ︒

オに夢中になって居る︒之で何とて弊害が百出せ余に居られ

ある︒最初鍔育の露の︑的が今や殆ど興行化し︑満都宛も辞

ようぞ︑即ち是等スポーツやラヂオの利害は別問題としても

と恩ふ︒時︑歳末に近づかんとするに賞り︑不景気は依然た

下図民一般に気を落ち付けて静思熟慰一番する必要があらう

ばなるまい︒︵昭和六℃一○︑五︶

り︑我が幽民は十分胤給自足︑且つ臥薪蒋膳の蕊悟を極めね

︑

ることは確かである︑それも太平無那の日なれば兎も角も︑

是等文明の利器走るものが︑我が剛民に遊蕩気分を煽って居
今や南清北浦共に我が同胞は苦しみ又満蒙派遣の軍人の如き

我等の畳悟

不幸にも敵の鋒嫡に惨苦を祥めて居る際に断り︑かく委閑と
いふの
ので
であ
あら
らう
うか
か︒
︒要要
すす
︾る に 皆 是 れ 凹 民 縮 刷 の 許 し く 弛 緩 せ

して此の享楽索分に浸って居るといふことば一鵠どうしたと
ろ概誰と見ればなるまい︒

砦夫れカフェとダンスの流行に至っては︑更に雌だしきも

鴬すべきものでなく︑他人の多くの篇めに世の篇めに︑延ひ

我等は自分一己や叉は自分の家族丈けの利益のみを計って

松倉慶三

のがある︒間より東京とか大阪とかの大都含の頴象であらう

人の鰯め世の鯛め剛の篇めに其の利益を計って︑胴難に打

か︑而し一﹂ダンスに至って一層露骨に男女相抱擁し︑所謂利

の用ぞ魚す間は天が之を援けて之を誰るものである︒

共の人が世の中に剛が無い唯は︑天は之を滅ぼす様になる

︵歴史と雑験が之を有力に誇明する︶

勝って努力する問は︑共人は世の中の川あるものなれば︑其

一層誰だしく且つ低級で︑而も一般に杵及ぜられて居るとい

那的享楽に生の満足を賀へること︑往年の鹿鳴鮒時代よりも

も︑寧ろ不良老年︑不良紳士の隠れ場であるといふではない

が︑今日にてはカフュは不良少年の集合場であるといふより

郎

ては剛の篇めの公共の利恭を計って努力すべきである︒

○

ふではないか︑要するに漂嘩嬬溺の弊に陥れるもるといはね

ト
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のないものなれば何等惜むととけ伽磯︒自分は人として終始

のであるから︑倒され減ぽされする時は其の人は世の中に刑

見ないので不思議に謹良親王は助つた︒助つたから謹良親王

に賊兵が甲のお経の浦を見て何も居らない篇めに︑乙の箱を

維の浦の中に隠れたが︑直ぐ別の乙の紺の中に隠れたる篇め

るときに︑護良親王が高時の兵に迫はれて寺に逃れ︑甲のお

は楠正成︑新田義貞等と力を合はせて北惟高僻キー減ぽしたの

世の中の篇めを計ることにて︑其世の中の川を連せなくなる
尚又︑倒れ滅ぶることそれ自僻が其の矯めに世の中に叉何

の大業を姉かす蕊が出来た︒

で︑後醍醐天皇は隠岐の島より京都にお肺へりが出来て中興

時は早く倒れ滅ぶる方が却って喜びである︒

喜んで可なりである︒

人為が重い税金に苦んで働いてもノ︑︺も生活の川来ない︑共

或は佐倉宗吾が干辛寓苦の下に︑悪い殿様の篤めに多くの

助けたのである︒

イキをする悪るい人を柾の中から除く篤めに天が四十七士を

る春を殺し℃主人の仇討ちの出来たのも︑賄賂をとりイコヒ

又赤穂の四十七士が難難辛苦を嘗めて吉良上野の如き勢あ

誰良親王を援けたのである︒

後醍醐天皇の中興の大業と賊の北惟高時を減す篇めに天は

等かの川を鰯すことにたるならば︑其倒れるとと滅ぶる事を
自分の露めと家族の利益と駐計らないで世の篇めを専ら計
る時は︑共人の僧値と其人の猪響が向上して自然に其の人の
鱒めにも共の家族の利益にもなるものであるから︑世の篇め
をのみ計って決して自己の利益のみを計るべきでない︒
普源額朝が平家と戦２Ｌ敗れ一Ｌ柵りで︑伊豆の杉山に逃れ

杉の木の洞の中に隠れた時︑追手が来り其杉の木の洞の周園
見付かって殺されるのが営然である︒されど其時平家は耶清

して敷醐人の人為を助けしめた︒四十七土の仇討本懐を遂げ

雌儀を救ふ馬めに働いた其の働きに功綴を瓢はし税金を安く

をとりまいても助つたのは︑全く不思議である︒普通ならば

くその悪むくま清慌以下の平家一族を減腰して︑皇室を安ん

けたのである︒

たのも佐倉宗吾の減税運動の将軍直訴の功績も皆天が之を助

盛が非常に我儀の振錐をして︑皇室と閲民を苦しめて際限な
じ︑国民の苦痛を援くるものは源頼朝の外ないのであるから

誰良親王︑楠肥成︑新刷義貞が後に戦死したのも︑四十七士

るのであるＯ

故に世の矯め人の篇めに誰すものには︑天が之を誰り助け

天が危臓に際しても頼朝を援けて後に平家を滅ぼし︑頼朝が
征夷大蒋軍とまでなったのである︒叉後醍醐天皇が悪人の北
傑商時に我ま囚勝手の振郷されて︑隠岐の烏に流されて難儀
を遊ばされ︑日本の剛民④多歎が高時の篇めに苦しめられた

よりも死んで其美はしい其の名を千寓世に輝かす篇めに︑其

やる丈けの功績を蚊たし︑あとは用が無くなって生きて居る

の切腹も︑佐倉宗吾の殺されたのも︑其人盈が生きて居って

ラにも理由はあるようだ︒

見を正営に理解せす︑又は立場の相違から来たもので︑ドチ

島慶太氏など反封沈を渡表した︒しかし反封論は矢鰐氏の意

これには東電刑杜長の小林一三氏や︑目黒蒲川電鍵専務の五

１コｌ４１ｄＩ４ｌＩＩ４１１１ｌｌｌｌｌｌｌ４ｌｌ︲︲ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１１

１

版である︒その前のものでは有名なのがポケット論語だ︒叉

では隔年改版といふとをになってゐる︒最近に出たのが第三

版と新にして増補訂してゆく溌定だったが︑今までのところ

といふ岡表を以て日本の剛勢を解読したもので︑これは毎年

Ｂアルとも非常に津山ある︒近頃のものでは日本団勢圃曾

Ａ葵者論の外に何か著書があるか︒

だ︒

始し︑璽者のことはその中にチョイノ︑挿入してある程度

もので︑塾者論三百除頁殆んど矢野氏の耽含論︑人生論で維

Ｂアレは蕊者を借りて自己の人生槻︑耐含槻などを述ぺた

白いことでも書いてあるか︒

Ｂ矢野氏には蕊者諭とかいふ著書があるといふが︑何か面

人の鴬めに却って幸砺である篇めと世の鑑となる篇めに天が
そうさせたのである︒

其外之に似たろもの色杢の方面に多い︒

要するに人は人として専ら世の篇め人の篇めに識すぺきも
のである︒

甲︲︐Ｉ仲川︑旧ＦＰ２１６側ｕ・３８■■■■了
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薩原楚水

一部の専門家の外たは知られてゐないが︑それだけ専門家の

間に軍賓がられてゐるものに日本人死亡表︑金利精覧︑日歩

イ・ハンフレット風のものをいくらも出してゐる︒財界人にも

色だとあって一概には言へいが︑矢野氏の如きは財界人とし

計算表などがある︒意見に富んだ人で︑この外にもチョイチョ

Ｂ財界人としては意見の立つ方の人だ︒先達っても資業之

ては最も金銭慾が淡泊で︑何か耽曾の鴬めに貢献したいとい

【

日本に︑重役は第一線に立つべからすといふ説を溌表したが

Ａ矢野恒太といふ人は︑一言居士だなどと世間では言って

再

Ｉ矢野恒太氏Ｉ

財界の第一人者を語謬昌
』

ゐるが︑ナカノ︑意見の多い人のやうじゃないか︒

I
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ふ考が氏の意見や思想の根本動機髭成してゐるようだ︒従っ

で済めばよいが︑排斥せられた人達が世間に出て曾祇の悪謹

北する︒敗北した方の人は含耐から排斥せられる︒そのま人

自分が何時去っても︑一線素れず就業が縫績されるように準

家に於ける場合と同じく誤め後縫宥たるぺき人溌養成して︑

は虞に曾吐の将来を恩ふものＬ取るべき態度でない︒寧ろ一

を放つ︒或は不平を唱へるといふ例は非常に多い︒此の如き

て氏の論は常に公平で︑理想家肌のところが多い︒
一一

に鯛係してゐるか︒

Ａ矢野氏は第一生命保険の祇長の外には︑ドの方面の事業
Ｂ矢野氏は除り外の仕郡に手を出さぬ︒保雄愈耽の祇長や

の後総群となるべき人の養成を恩ひ立ち︑その結果︑東大教

備して置く方がよくはないか︒かうした老から氏は夙に自分

氏で︑入耐後側もなく保険業見習の篇め洋行し︑近年は矢野

授岡野敬次郎氏の推薦を以て入耽したのが今の支配人の石坂

の株をもち︑その曾征の重役に顔逓出しなどして金儲けをや
ってゐる人が多いが︑矢野氏は一切それをやらぬ︒目黒蒲川

専務の中には︑その抱擁せろ資産を運用する篇めに︑各方面

電織にせよ︑東京椛演電ゞ徴にせよ︑第一生命はその絶掛の大

後総者を早くから養成して︑何時どんなことがあっても︑一

これも氏の凋特の考から来たもので︑個人の家では︑自分の

Ｂ大罷は取締役支配人の石坂泰三氏に任せてあるようだ︒

Ａ矢野氏は今でも自分に含吐の賞務を見てゐるか︒

稀に見るの人だ︒

るといふ理想を以て活動してゐる人で︑その職では賞に営代

ってゐないが︑矢野氏が相互含牡を始めたころは︑我図では

の保険曾杜にしたところが︑資質的には相互禽牡と少しも違

Ｂその通りだ︑今でこそ相互禽耐の数も多く︑叉株式組織

に非常に意味のあったことではないか︒

う︒それに保険を相万組織で経誉するといふととからが︑銃

は︑より以上に後総者の養成が相互曾批に於ては必要であら

Ａ如何にもそれも一つの方法だ︑殊に株式曾壮の場合より

以上の養子を迎えたと言ってゐると︐いふことだ︒

は直接には除り質務は見てゐない︑そして氏の言葉に︑自分

家の事業の上に瑳蹟波潤の生じないように注意するが︑曾杜

第一に法律上からも許されてゐなかつたし︑無諭一つもそん

祇長に代って何も彼も一人で切り廻してゐる︒従って矢野氏

のことになると︑誰も一言も後継者のことを言はナに含杜と

は自分に金を儲けるよりも︑寧ろ誰曾を益し︑団家に貢献す

離して了ふ︒その結果後任者問題で非常な紛擾を来すととが

な組織のものはなかった︒生命保臓は全部が株式組織で︑今

株主だが︑氏は収締役にも監査役にも顔を出してゐない︒氏

あり︑勢力手ひの結果︑どちらか一方が勝って他のものは散

＝
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なく︑被保随考は淘率な保険料を取られて︑曾肺は莫大の利

と逢って保隆料も高く︑割戻しや︑配営などの制度は何一つ

毎染考へてゐるよりは更に慨値の非術に商いものだと忠ふ︒

義の精川をあらゆる覗業維管の上に柚ゑつけた功労は︑世Ⅷ

奪ふところなく︑犬多数の一人を益するの結果を生み︑相互主

た︒それに蒲眼し一﹂和五細縦の生命保険事業を始めたのが矢

Ｂ貯蓄銀行は︑株式経誉一に限られ︑和万組織の貯蓄銀行は

ふではないか︒

Ａ矢野氏は貯蓄銀行とも︑相互組織を以てやってゐるとい

一一一

益遼牧め︑その利振は全部株主の懐に入って行くといふ仕組

野氏で︑含耽を創立するまでの詩心が尋常でなく︑其の上創

日本の法律では許されてゐないので︑矢野氏の貯蓄銀行も︑

で︑生命保隙のもつ砿曾性と犬蕊に矛盾した経誉法であっ

迎せられ︑禽祇は非常な潅展をする︒績墜Ｌ同種の保臓曾脈

形式は資本金百寓圏の株式曾祇にしてあるが︑その統帥ば飽

業時代の経誉も容易でなかったが︑間もなくこれが牡曾に職
も族川する︒叉株式細織のところ鴨︑利掃配営とか︑割戻金

の一を配常として愛くるにと堂まり︑あとは悉く預金群に配

鴬するといふ仕組みだ︒開業以来毎期約束以外に年星分の配

まで和互主義で︑株主は如何に利益があっても純益金の五分

せられ一Ｌゐた大利益は︑被保隙考に公平に分配せられるとい

といふととも︑保険含祇の場合同様︑一般同業者矛刺戟して

常をやって来てゐるといふととだが︑この貯蓄銀打の祁充化

といふが如き制度を始め︑名は株式曾祇であっても︑質質は

ふ大勢を馴致するに至った︒資本家に封しては一大不利を衛

殆んど相互禽祇と同じものとなり︑従来株主少数の手に聾断

らしたが︑一般公衆は篤めに非常なる利益に均謡するに至っ

め︑他の地方にも奮来の貯蓄銀行が定款を鍵更して︑預金者

既に大阪に日本相万貯蓄銀行といふが新設せられたのを始

一同に利益の一部分を配常する途を開くに至ったのも少なく

た︒矢野氏が相互曾祁を創めた以前と︑その後株式組織の曾

左い◎従ってこれも遊共とは粂般に行きわたり︑貯金者を益

祇が相万化するに至った以後の被保隙者の利続の差を側本全
るに述ひない︒それだけ斌曾に貢献したところは非常なもの

擢として計算したならば︑何億何寓といふ驚くべき数字を見

には立たぬが︑自分の有する理想を黙業の上に賞現し一Ｌ︑そ

することが多いであらう︒氏は祁含教育家として特別に誰漣

の方面から祇含の峡陥を除去して行くといふ難では除り他に

であると言はねばならぬ︒工業家が索業症経営して︑多数の

ところは大きいが︑同時に勢働力を搾取するが如き結果逆見

類の蔵い立派な心懸の賞業家だ︒

人に職業遊興へ︑富の生産に努力することも阿家に貢献する
ることも稀で左い︒然るに矢野氏の場合は︑全く何人よりも

工
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活
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工女生活
一︑故郷の夢

江幡
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Ⅱ
I
l
I
I

辰

三

郎

二︑工女になった動機

生活に入る原因をなしてゐるととは明かである︒

達に誘はれたもの等があるが︑要する家計難が他動的にせよ︑自動的にせよ女工

着物を作るため︑兄弟姉妹の皐資を得るため︑とあり︑また噌好によるもの︑友

困難のもの五六二橘︑家計補助のもの六五四とたる︒此の外には貯金するため︑

くものが二︑一八六で六九％名を占めてゐる︒この中孝行のため七三三名︑生計

︐これは宮崎蛎下の製蒜女工の訓在であるが︑三︑一八二名の女工中生活補助に基

︑づ■宅

に訴ふる外には︑彼女等の慰められるものはないであらう︒

煎餅布閣に包んだ時︑せめては夢の中に故郷に還ってつらさ悲しさを父母や兄弟

遠く故郷琵離れて都舎の工場に︑一日十二三時間を働き︑疲れた身贈を冷たい

国から迎に来た夢︑等女︒

父母の夢︑兄弟姉妹の夢︑郷里の友達の夢︑締闘の夢︑父母が而含に来た夢︑

であったい

﹃最近に見た夢を知せて下さい﹄との質問に工女の答へた多くは故郷に鯛する夢

M
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十月某日Ｉ

私の雑記帳

ｉ

一記者

ろ︒人格的にはこれも鼓もだ︒併し叫ばれ

自由や平等といふことが盛んに叫ばれ

・・辻的であらう︒

いへろ︒故にやはり今日の有様も一櫛の封

てゐろが只委が愛って来たに過ぎないとも

治的椛力が政蹴に代ったやうに中味は通じ

やはり威弦られつつある︒恰度諸代名の政

代りに財産とか︲智識とかさういった姿で

ではそんな姿は見られないけれどもｕ其の

士族たることによって威張れたｃ所が今日

農工商といつ衣階級に支配され︑価襲的に

の﹁威張りたい﹂といつれ心情だがｂ昔は士

も中々断ち切れない様である︒例へぱ人間

の紡祁の悪い所はやっぱし維新でも改革で

が︑よく考へて見ろと姿は鍵つ犬ものの其

が一見し︐丈所殆んど塗ったやうにも見える

は鍵り人情風習其の他ありとあらゆるもの

明治の維新から六十有除年になり︑世相

鰯

ゲ
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ろ所必ず賞施してゐないからのことであ

長野蛎聴工場課の調査に擦れば

以てしなければならぬといふ︒これも行ば

れない︒叉人と人とは州接するに誠と誠を

らぬが︑利己心といったものは中々描てら

る︒人間は耐含的に共存共柴でなければな

１︑朝は早く四時三十分から︑夜は晩の七時まで働くので困ります︒

三︑女エの所へ

２︐時間が二時間も狂って困ります︑時計を狂はさないで下さい︒

れ難くある︒故に何れも叫ばれ狐ぱならい

の方にも反省することは多々あるが︑現在

れた一例を見るのである︒勿論下々のもの

随分多い︒かうした些細な所にも道義の腹

ではなく︑一の家庭に於てさへ此の傾向は

は何も大きな含献とか何かの場合奄云ふの

て聯かも感謝の念のないものが多い︒これ

れはよるＬいとして︑被使用人の努に封し

立して世の中は持って行かれるのだからこ

最も使凧人と被使川人との棚係︑これが成

いで酷使するといった傾がないでもない︒

して︑同様の人格の人間らしくも取扱はな

すれば金でもあると︑金のないものは卑下

だらう︒今日の右様はどうだらうか︒とも

３︑日給が少くないので悲しい︒

４︑黙がきびしく罰が津山で賞が少くお金になりません︒
５︑いくら勉弧しても罰か川ろので毎Ｈ泣いてゐます︒

６︑自宅から忙がしいので露れと書面をよこしても本人に見せないので困りま
す︒

７︑通信を開封して困ります︒

８︑見番様の仕打がわるく悲しくなりをす︒
９︑現業員が不公平で悲しい︒
加︑工女は馬鹿にされるでいやだ︒

ｍ︑先生が可愛いものは少しも怒らす︑きらひなものや醜いものには少しのこ
勉︑冬のまい朝︑氷のやう友御飯をくれる︒

の権力者のかうした態度が知らずＩ︑人間

とにも怒るので私はいつも泣いてゐます︒
蝿︑毎日のお菜が大根ばでせつない︒

だ︒上の者も下一般の者があって現在が保

人間はお互に感謝の念を持ち合ふぺき

来なくなって行くｇ

相互の温か味遊失って行く︒共存共築が出

皿︑お菜が少くまづいので困る︒

旭︑風紀が悪く男がは入って困ります︒
聡︑工場が不潔で病気になるので困る︒
Ⅳ︑病気の時親切にしてくれない︒
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旭︑夜早く獲られない︒
鯛︑悪夢に襲はれ床の中で故郷の親︑弟妹の身を恩ふ時悲しうなり主す︒
知︑家が懸しうてなりません︒

以上は数白の中から代表的のものをと袖き出したのである︒いかに彼女等が悲
痛な心を抱いてゐるか蝉分ると肌ふ︒
四︑女エの純情
○

製糸業女工︑十九歳
なぜ糠しき郷里を後に懐しき父母や兄弟と別れて此工場に務めてゐるかと申し

ますと︑第一目的は多くの金銭唾得たいからであります︒けれども時により折に

ふれてつく人︑︑と仕事がいやで金嬢もいらぬと恩ふとともありますが︑それでは

家のため︑工場主のため︑また剛のために厳らないと蝋ひ︑悲しいことを忍ぶの
が身の州世と思って毎日働いてゐます︒
○

てる︒下の者も亦然りである︒だから誠意

があり感謝の念があればｂ使ばれるも使ふ

の中は明るく無難に通るものである︒所が

も心又多少の苦努があり無理があっても世

誠意も感謝も趣めて乏しい様である︒此の

は長谷川伸氏の言である︒

間誠んだものにこんなことがあつれ︒それ

﹁或る御川聞きの芳辛がいった︒お得意先

日の畔間がほとんど狂はずに︑﹁何〃屋で御

舎の所謂奥様と衆ろと全くたまらない︒毎

座います︑こんちば如何さま﹂といって行

水汲んでよ﹂だ︒でなければ﹁これ避警コミ

くの態待ってゐて﹁ちよい何々屋︐井戸の

よいと待ってよ︑出してもらう手紙がある

鮪へ持って行ってよ﹂波︒でなければ﹁ち

んだから﹂だ︒御川聞きはそれ韮努めない

と職分に開係あるから︑唯々誹忽とやって

ばゐろが︑三度雁一度は腹の中で﹁チエッ

﹁済みません︑有難う﹂といばれろと︑匡

そこへ行くと︑同じく川悲させられても

⁝⁝﹂といひたく芯ろ﹂と︒

私は毎日工場で働いてゐましても家の事ばかり考へてゐます︒お母さんには今

夏につめ菰い水をもらつ従やうにうれしく

紡織業女工︵尋卒二十歳︶

年の三月死なれてしまひますし︑兄さんは連くへ行って居りますから︑お父さん

衣い鏡に芯ろ﹄と︒

なり︑今度は頓まれ江くても川たしてあげゞ

させようと思ひます︒

はさぞ心細く恩ふでせう︒私は前よりも一心に働いて一日も早くお父さんに安心

二

一

一

此れは富り前のことでしか江いのに︑す

ることは成ろぺくさせて︑龍もいばない人

間がだんだん多く江って来たかに思ばれ

ろ︒同じく渡走いふにしても︑恩に身せて

いやなのは︑瞳をいばないでい上といふ理

誼をいふ人間すら出て来た︒江ほそれより

此の一文中のやうなことは︑世間にかな

論た見つけてそりくり返る奴だ﹂と︒

り多いと恩ふ︒かような家庭に接し︑かよ

なって僅かな賃金を捧げて家計を補助してゐるのが大多数なのである︒この気の

御醗走言ふとかいは芯いとかの些細な問題

どん江ものであらうか︒一寸考へて見ろと

うな家庭に育てられて行くと︑其の結果は

毒にも可憐左娘達が遠く故郷を離れて狭い寄宿舎の中で夜なノ︑父母や姉妹の夢

１１

とではあるまいか︒

平凡で地味で何んでもないことであるやう
であるが︑手近な心掛け一つで誰にも出来
ることであって︑然も最も現下に必要なこ

楽しい︑平和なものとなるであらう︒事は

ことによって︑世の中ぱ明ろく︑住みよい

皆この心持ちを持ちたいものだ︒さうする

は立派な人である︒せあて世の中の人々は

何なる人に封しても︑有り難うといへろ人

相迩のあるのも勿論である︒心から他の如

一つがあるなしのことで其の祁誕の馨きの

事であるやうだが︑これといふのも﹁誠﹂の

と人間の感惜の援妙な働き︑何んでもない

哀訴を聞く時︑これを締祁的に救ふの道は幾多講ぜられなくてはなるまい︒私は

として︑気の毒な家庭に成長した彼女として︑しかも純怖から遜り出づろ切持の一

等荏の如寮叫びは決して無理とは恩はれない︒工場法の監督以外に日本の少女一

頂きたい︒わたし達は新聞を讃む暇も近いのですから︑共の日の面白い川来事で
も聞かせてもらへばどれほどうれしいか知れません︒や

し達は少しも耽曾の事を知らないのでありますから極だとためになるお話をして

度の食事と供給されたい︒慰安と修養のため休日と餓暇とを典へられたい︒わた

どうか母のやうに親切にしてくれる寮母がほしい︒せめて誉養不良に陥らぬ程

ある︒

を辻めてもの慰めとして︑人生の最も華やか左るぺを青春の日を透ってゐるので

以上のやうな純情な孝女ともいふぺき女工も少くない︒いや寧ろ家庭の犠牲と

○

にして父母を姿心さぜたいと恩ひます︒︲

としてゐることを老へると遊ぷことがもったいなく恩ひます︒一層からだを大切

はやっぱし何にも老へません︒用のない晩には家に年をとった父母が百姓や養慧

私は毎日工場で働くときは何にも考へ垂せん︒工場をしまっても畢校のある晩

織物業女工十九歳

｡
奮訓交であるが︑﹃工場従業着の蕊﹄を繕いて感じた壷上此に記したのである・

【
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附途上の見聞記

繁田武平

であつれ︒

及ん波︒

三年二月三日此の地︵新油村下新田︶の一農

醗陳太助翁は今より百八十九年前︑意保

三：裁寄なる運命

覗日ば早朝に出溌︑誰談等に名高い剛陳

家に生れ︑幼猪は彦七︑父は角右術門︑母

二︑謹原太助の認宅

大助翁の剰跡悲訪ふ︒へく︑自動車か走らぜ

五才にして父に別れ︑誠に薄幸な身であっ

はとめと呼ん波︒七才にして緋悲失ひ︑十

菰︒約二十分の後︑新漁村の下新田に蒜し
翁の駕宅を零れろと︑今より百有蝕年前︑

に照し︑桁別の錆謀もない構法で︑その注

れ︒十九歳の岬大里秘ある商卒まで用達に

翁の設計に係るといふ建物は︑今日の時代

何事にても愛つたことなｂ見菰り聞いた

翻に敬服し衣︒先づ刺心迩ずろと︑主人慰

行き︑蹄って来ると︑継母は毎時も雁似合

一︑異郷の人情風俗

りすることは︑興趣韮感するもので︐新人

頭は三十五六旗︑温厚にして両かも才気あ

原肺太郎許が現ばれて唯推せられろ︒年の

ら心翁は一側として涙の絶える癖はなかつ

にはまれ︑新人らしい感興を典へる︒私は

た︒綴泳は頗る腹黒き惟賀で︑虐待し衣か

年々秋期旅行を一の行事として賞行して居

・午後四時︑上野から後閑行の列車胆投じ

のは︑十月廿日の午後であった︒

の時こそと旅装走整へ︑覗察の族に上った

記念として︑長岡博の開催もあるから︑此

だ変現し江かつ衣︒偶々今秋は上越線全通

るが︑佐渡の覗察は長い間の目論見で︑未

へつてから︑偉人の後涛としての感想を叩

偉人に封して︑禰奔獣禰を捧げ菰︒座にか

百難走排して蓮命悲打開した︑立志偲中の

最も敬鹿なろ態度で︑勅使力行︑自助自立

﹁醗陳毒算居士﹂と刻せられてある︒私は

是が太助翁の醗位ですといふ︒位牌には︑

と︑同飛は私か一導いて俳壇の前に案内し︑

る風格が︑一見して観ばれた︒来意を語る

つ衣︒大助の驚きと恐れと嘆きとは噸へや

み出して︑見るうちに血韮吐いて死んで了

しに典へると︑あばれや愛犬は冊もなく苦

犬が側に居て夫韮欲しがるから︑何の鏡な

他郷雁て成功し孝養を粥来に期するよりｂ

うがなかった︒乃ち一夜を考へ明し求末︑

自分は近所へ湯貰に行って了つ赤︒丁度愛

十一時頃同騨に着い菰︒この夜は︑雑食店

はず上総嫌で︑牡丹餅な排へて之遊款待し

兼業の田舎旅館に一泊︑新開地だけに縄ぺ

のこともありませんが＄唯祁先に封して︑

い求︒営主の群に日ばく︑﹁別に是と申す程

らゆる睡苦を群め︑漸く江戸に詩くことは

して出奔し菰︒無一文で出赤翁は心途中あ

愛馬﹁あを﹂に涙の別れ韮告げ︑江戸態目指

私の如き躯斡の長い者には︑脚の半ばを掩

てが田舎式で︑夜具なども極めて簡素だ︒

遜して謡られ祇命夫れより鮫は故翁の上に

家名起汚さぬ様に心掛けて居ります﹄と謙

外はないと決心し︑翌朝未肌に起き出でも

つ永ので．グッスリ笠眠が得られ求のは幸

ふに過ぎぬといふ有様︑それでも夜が狸か

一
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朝は未明に起き︑夜は深更まで稼ぎ︑忠焚とまり︑夫婦共稼で慰原屋の繁莱を目指し

なつれ︒夫れよりの働き振は釜く死物狂でて大に感心し︑途に樽久走通じて縁談がま

り身を投げようとした剃那︑山口屋善右術ダツ目小町の稗主であった程の評判娘であつ
門に救ばれ︑途にその家に雇はろＬこと入汝︒父杢右術門ば大に鷲いれが︑話韮聞い

きて︑今はこれまで︑と死走決し︑昌平橋よ長者で︑その一人娘お花は︑才色兼備で四

しても請人がなければならぬので︑繭策誰物語が始まった︒杢右術門は常時他井戸の

着いたが︑奉公口を探すに︑も道がなく︑探杢右衛門に切なろ胸中を打開けろといふ感

とである︒翁は文化十三年に七十四歳で没

は︑其の道心の堅固なろを示して総あるこ

く引取って︑親としての孝養悲誰したなど

落塊して乞食とまでなり下つ丈ものを︒快

して其の徐徳か語るといふ一事でも明かで

普請韮行った︑溌時使用した石材は今に存

十両といふ大金韮投じて︑湯島無縁坂の道

地にありますが心今ば東京の松坂屋から古

以上大略の話があってから︑﹁墓は此の隣

れたのである︒

は故郷下新田に送って祁先の埜域に埋めら

し・鐘骸は今の築久町東陽寺に葬り︑遼骸

ある︒又毒薬までくはせた綴母が︲その後

と親切とで蔭側向がないから︑主人は固よて奮闘することとなつ茨︒友耐の振袖を借

り朋篭からも可愛がられ︲奉公人の藍とまし気もなくぶち切って︑筈梁共愛の意気を

五︑本所に過ぎたるもの

翁は四十二歳であつ衣︒

で褒められ犬︒示したのも此の際の一挿話である︒その時
四︑出世の綜口

勤めの傍粉炭の整理を思ひ付き︲丹念に

貯ふるうち︑炭俵の山が出来衣︒その外二浮世の荒波を潜り率つた四十二歳の花婿

石を砕いて持ち蹄ろと︑金が柵ろといふの

に出してあります︒昔からの言ひ樽でも墓

もせずに貯へ誰給金が︑積り積って七十五走配しての健闘は︑資に目畏しくも花やか

で︒やたらに碑取るから殆んど陳形はあり

跡展蕊曾へ出展する様にす坐められ︑そこ

雨といふ大金になつ衣︒夫を費本として︑なものであった︒夫よりめきノ︑と質出し

十二年の間一Ⅱの如く働き︲一文の無駄使にｂ松の操と樫の色香と韮併せ得た女丈夫

本所和生町に粉炭の遼賀を閉店した︒今まて︑途に千雨屋敷を七屋敷も手に入れ︑公

土地の篤志家生方太吉翁の熱心なろ韓旋で

夫から盟原公園に案内されたが︑同園は

ません﹂とつけ加へられた︒

て︑店は大繁昌千群繭糸であつ衣︒その頃﹁本所に過ぎ丈ろものが二つあり︑津軽大

で類例のない︑細民向の商賓が固星に賞つ俵のお金御用をも動むろといふ豪勢振り︑

空樽屋久助といふ者と懇意になり︑毎日定名︑炭屋聾原﹂と歌はろ上程に成功したの

にか入る﹁顛原太助翁之碑﹂と文字左刻し

た石碑が吃然と聾えて居ろ︒其の傍には変

設けられたもので︑中央に漉深子僻の抑奄

が例であつれ︒その話走立剛する一人の娘太助鋪は単なる常の製造家ではない︒公共

物庫があり︑翁に鯛する遥物として︑行鐙

時に小休所に落合って︑苦楽の物語をするけ︑﹄に勤愉力行︑自助自立の賜であるＪ

があつ旅︒柿く大助の心立てに感心して父の念に嵩んたことは︒山口屋に奉公中︑三
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及翁の像︒母の八十八歳毒覗の歌集等が蔵

腰の物・棒︒賓暦六年の人別根︒父角右術門

蛾相の信雛一下︑導坑最後の障壁を破って

第一鍬恕下してから︑昭和四年十二月江木

詰太郎君は群馬銀行月祉野支店長を勤め

月鍵築作業最後のブロック恢入に依って︑

上州と越後との劇的交歓が行ばれ︑本年三

茂倉獄直下千三百メートルの地底に於いて

られ︑九時迄には出勤するといふから︐名

事開係の延人員は三百九十四寓人︑死傷千

障道工事の大磯維了韮見たのであつれ︒工

せられてある︒

残惜しくも酢去した︒一稚の偉人勤愉翁の

石井騨に通りか坐ると︑本工事第一の功

七︑功勢者の銅像

来︑巡り回って通過する仕掛けである︒

と違って︑巡回式で︐山の中腹に大道が出

は想像せられる︒こ上は碓氷や笹子の夫れ

除人を出したといふ話でさへ︑其の難工事

遺跡を訪ひ︑其の六代の子孫たる方に面論
し求ことば︑旅の賜である︒

六︑東洋第一のトンネル
多年待ち焦がれた上越線は︑この九月三
日を以て︑盛大なろ全通式が単げられ︑表

勢者たる岡村翁の銅像延般地とかいた標柱

日本と裏日本との︑完全なろ文化の握手が
交はされた︒今後産業開溌は勿論各方面に

が目隠入る︒岡村翁名は貢と呼び︑新潟螺

奔走を繕綴して︑漸く大正八年途に政府の

見るに至ったが︑氏は大正十一年一年︑八

手で起工することになり︑今日竣工の害を

十七歳で残し︑柴ある今日に含ふことが出

来ないのは遺憾である︒併し翁の霊は定め

Ｆｈ〆︑﹃ノ０

て莞爾として地下に全通遊説しれことであ

八︑長岡市の博斑酋と公曾堂

裏日本の一都市の事業としては︑仲々の

し︑器械儲︒海軍館︒陸軍館・国防館・函産盛

大規模で︑蔓湾樺太浦蒙等の特設館走始と

明館等の創設まであってｂ上野の博覧含と

左のみ蓮がない・含場は市外の田畑悲歌地

とし︑そこに文化的の建築を施したが︑何

れも新興の意気組を示して居ろ︒此の際新

上越北線は大正七年十二月︑上越南線は同

潟螺を天下に紹介する好機態感じ衣︒

異ふろ好影馨は没雁甚大なるものがある︒

南魚沼郡石打村の素封家で︑明治十五年既

此の上越線の一大偉糊は︑何といっても大

総費賞に五千二百廿二寓有詮側の戸額液︒

ロ八︑鍛橋十九︑トンネル十八ヶ所︑建設

九年上越錨道含祇を起したが心三十四年目

で政界に投じ︑廿七年代議士に営選し︑廿

段にては成功の擢束なきことを悟り︑進ん

西走し赤︒十像年の苦闘を積み︑排迩の手

とを結ぶ鐘滋計蓋を立て︑私財を以て東奔

東京の支店巡りで不在中とあって失望し

寄付の動機について聞かうとし菰が︑生憎

た美畢である︒私は主人公に面曾走求めて

︵建築饗二十寓側︶を一人で建設して寄付し

きば設術や待遇の鮎よりも︑市の公脅堂︑

し衣︒全閣的に一流のものだが︑特筆すぺ

同夜は東北第一ル誇る大野屋旅館に一泊

八年十一月に起工︑爾来十四年の長日月

清水トンネルである︒延長九キロ七百二メ

的を蓮ぜずして解散し衣︒夫れ雁も届せず

に溌水三剛の雨峠を没通して︑越後と東京

ートル汁二センチ︑正ｒ一．世界第九位乃占む

鵡要し︑上州高崎より宮内まで百六十五キ

ろものである︒大正十一年八月星野技師が

等の寄附行矯はなかｊ︑あるが︑族館主に

味だけです﹂と答へれ︒世間には富豪大家

如く盛大になつれから︑その御恩返しの意

ふことばありません︒只市のお蔭で今日の

龍︒首席の番頭さんが代って﹁廓に是とい

み︑土地の読明の傍︑排産の土産物走勘め

る︒その船中には三十五六歳の婦人が乗込

命じて経ケ島︒舞夫島︒矢島等の勝景を探

の説明ときては堂々たるものだ︒早速船を

中は少し地方的の誰はあるが︑地理や由緒

ら心附近の見物に案内者を顔むと︑その女

の上等室に案内された︒まだ時間があるか

れ丈のは成務天皇の朝に風造詣置かれた時

れ閏と博へられて居ろ︒一函として制定さ

八州悲御経誉なされ穴時︑第七番目に産れ

のは古事記で︑伊弊諾伊弊丹の二掌が︑大

佐渡といふ国名が始めて園史に現はれた

鴬には町寅に感服し求・︒どうか如此人を多

の後蹄館すると︑伸なの優遇江︒宿料を零

ろ所は変に寸分の隙がない︒一時間許遊覧

つ衣︒殊に順徳上皇の御謡幸はＵ史上未龍

てから心公卿武士僧侶等の配流は少くなか

である︒聖武天皇の朝遠流の地と定められ

一○心携古懐奮・

像財走割きて大金を公共事業に言寄附する行

して斯かる美畢に出で誰ものは稀である︒

く出したいと泌々感じた︒

渡って見れば﹃四十九里とは其リや能登廻

は四十九里波の上﹄と歌にも唄はれ犬が︑

﹃来いと言ふたとて行かりよか佐渡へ佐渡

出来ろ︒昔から絶海の孤島の如くに恩はれ

番近い︒二時間半で佐渡の地を踏むことが

からは︑寺泊港より小木港に到る航路が一

いょノー佐渡に乗り込む日が来た︒越後

夫れは．歴史にもある通り︑順徳天皇日蓮

も像程遥んで居ります︒その理由ですか︒

這入って来ます︒従って内地の或場所より

都の文化は越後を通り越して︑直に佐渡に

して蓮ひはありません︒第一東京若くは京

程鎚つ・た所でもある様にお考になるが︑決

のお客様は佐渡を遥陣の一孤島と心得︑除

る鮎を聞くとＵ主人は答へていふ﹁東京遥

宿の主人に曾って︑人情風俗の内地と異

る︒此の宮は螺流にして︑順徳上皇起奉紀

とｂ早朝より出かけれ︒先づ虞野宮走拝す

って居ろ︒出来得る限り︑遺跡態探り赤い

り﹄と歌人識田茂樹は詠じて居ろ︒

の春もしかごかしこＬは黄金の花の園芯

へぱじ金山を聯想させる︒﹃よしといふ吉野

図龍︒而して叉賓来の島である︒佐渡どい

の記憶に深く刻まれて居ろ︒佐渡は史跡の

の外日競上人日野賓朝公の配流も︑国民

臣は︑是に至って極れりといふぺし龍︒そ

曾て見ざる︑畏多き御事で︑北傑の暴逆不

り佐渡は越後と一ま穴ぎ﹄おけさ節にある

上人等の貴顕著名の御方がｂ跡悲蓮されて

五十鐙といふ︒

通りだ︒午後四時頃佐渡の小木港波止場に

居ますから︑自然文化の移入となったので

Ｌ︑菅原造員日野養朝の二公走配犯して居

る︒現今の厭殿は大正九年の造菅で︑規模

すと大に気箔を揚げたのである︒

私は今︑此の歴史の函黄金の園に渡り来

□〃

中さんが愛嬬を壷して客引に努めろ︒私達

着船すると︑旅館より出迎の恭頭さんや女

九ｂ史跡の国喪の島

れると︑上竿二岡牛中が二目．普等は一回

蕊

は喜八館と極めてあるから︑同館より差し

向けたろ十七八の小娘に迎へられて︑三階
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は庚荘といふ程では江いが︑四錘の風光に

で︑順徳上皇御着船の所心﹃いざさらば職打

概を以て︑立正安幽の説悲高唱し︑諸宗を

ば法華一汲の宗門を立て︑熱烈火走吐くの

誹議して完虜なきに至らしめ赤︒偶々鎌倉

ち浪に言間はん沖の方には何事かある﹄の
牙迅ｑＴ○

三年の後赦されて鎌倉に蹄つ犬が︑猛志更

に表へす︑後叉諸宗を攻撃したため︑龍の

幕府の忌識に鯛れ︑伊豆の伊東に流され︑

口匡斬らろ上ことＬなつ士︒然るに危機一

順徳帝御陵は蔵人池浦範が御鐘骸を火化

火葬塚であるが︑今は御陵と同一の御取扱

えて︑御標となしたものである︒公稗は御

は青隙の中に残されてある・・黒木とは皮附

の餌松ケ崎に落し︑十一月朔日に新穂村塚

斯くて上人は同年十月二十八日に︑佐渡

誰ａ時は丈永八年九月十二︑の事である︒

髪の際死一等態減じて︑佐渡一卜配流せられ

のまＬ削らぬ丸木の義で︑此の粗木を以っ

の地の三昧堂に放置され．衣︒こ上は侭かに

一間四方の小堂で︑壁は破れ柱は傾き雲の

原に達し︑守護代本間重述の下知にて︑此

の孤島に渡らせらろ上さへ︑御痛はしき極

降る日は堂内まて六花を散らし︑堆雲の解

て︑行在所が造られれから︑黒木の御所と

である︑加之︑海士柚人の住居にも等しき

走被り肌まと闘ひっ生︑泰然自若として︑

くろ日はない︒此の裡にあって︑上人は蓑

日夜韻経に除念がなかつ求︒若し阿悌房夫

御館に︑起き臥し遊ばされて︑朝夕御所に
も咲く花も都走懇ふる御よすがとはなれ︑

し天折伏され衣︒その百難不擁熱烈巌閥の

んだ︒之を塚原問答と穂へ︑闘同抄を箸は

同九年正月諸宗の僧徒が群集して法問を挑

つ赤︒其の苦銀の程は察するに像がある︒

旅かつ衣ならば︑餓死は苑かれぬ運命であ

妻の調仰随審より︑深夜密か雁透る糧食が

此の外日翫上人の識跡が多くある︒上人

一弓雨獲雲蔭

の下猫断腸の恩がある︒

の世避明かし暮された御事を想へぱ︑千歳

心か慰むろ種とはならず︑憂き節繋ぐ呉竹

入るものとては︑鍔起噛む波の香︑鳴く鳥

申上げたのである︒一天寓乗の君がｖ絶海

黒木の御所加は金津村大字泉にあり︑今

になって居ろ︒
●９①⑪︒●

して御灰恥此所に納め奉り︑松と樫と態植

御製が残されてある︒

映葛して︑森厳崇高の気が身に迫る走畳リ
ウＤＣ

順徳天皇は御諒を守成と申奉り︑後鳥羽
天皇の第三皇子にまします︑御即位なされ
しは御年僅かに十四歳であらせられた︒天
養英迩にましノ︑︑御幼少より和漢の書遊
好ませられ心最も和歌に御堪能で︑八雲抄及

び禁秘抄の御親撰があり︑其の他蹴鞠管絃

佐↓の諸技雁も御練達あらせられ︑渡に多能多
塞の英主にましまし犬︒御父帝後鳥羽上里

渡が北僚の横錘走憤らせ給ひてｕ皇擢の恢復
逆臣の懲戒を謀らせ給ふた時︑謀議に御参

行奥なされたが︐北擁軍が京都を陥る上に及
含んで．御父後鳥羽上皇は隠岐に︑御兄土御
門上皇は土佐に心而して御身自からは位を
譲りて佐渡に御遥幸遊ぱさる坐こと上なつ

れ︒御水島二十二年の久しきに及ぺど︒鎌
倉より御遼幸の沙汰も聞えず︑御絶望の録
り御絶食なされて玉畿次第に弱らせられ︑・

仁治三年九月御年四十六歳にて御賦御遊ぱ
され求︒常年の御事准逼想し奉れば︑哀涙

１︾の蕊マベからざるものがある︒

４懸が浦は虞野川の沸に注げるあたりの稀

訂●尋①③〃
正教寺彩延て︑後に塚原山根本寺と芯つ犬︒

せ︑爾来開坑相次ぎ益々隆盛に趨き︑元和

が之延公敗して大久保石見守恋して維蕪さ

是が佐渡鍍山の礁鵬である︒同年徳川幕府

六年相川なる六十枚坑及道遊坑を開いた．

下鍍︵余品位百寓分の四程度︶は摘鍍場に送

十寓分の二以上︶は香川螺直島製煉所に︑

上殿下鏑捨石の三種に分ち︑上鍍︵金品位

て掲銭場に送り︑蘇ったものは手選帯にて

筋で︑ふるび分け︒落ちたものは下鐘とし

精神は驚倒に植する︒此の三昧堂を改めて
・越前に漂着した水牛の皮を以て張ったとい

より喪永元職にかけては︑坑数三百人口十

堅坑︑同二十年高任堅坑を開醗しれ︒三菱

アマルガムを採取する︒粗地金は更に黒鉛

ヵン淘汰器で︑水銀と共に淘汰して︑金銀

悲取り︑夫れル砕いて細砂とし︑二難ダン

選鑑は大抵婦人の作業で︑金の含有の者

るのである︒

文永十一年二月十四日の赦免状が︑三月

とで︑大正七年に今の含証が新設せられて

合委命献に沸下られたのは同二十九年のこ

増渦で特製して︑金銀塊となるのだが︑金

つ丈︒明諦に至り官菅と芯り︑同八年大立

寓に及び︑加川は恰もｎ本の余識の鯉があ

ふ太鼓は︑その大なるに驚く︒
９●垂●●ら●

妙法華山妙照寺は二涜村︑大字市野津︑

昔の一の谷にある︒上人が聴心本尊抄を害
始め︑大塁陀羅走著はし︑日誹宗の教義を

八日に到清し︑同十三日日期日興等の親弟

採掘の大要延述ぷれぱ心高任及大立に各

我の総藤に移り︑以て今円に及んで居ろ︒

確立し穴露跡として有名である︒

を徒へ︑一の谷か愛して貫浦に清き︑十五

れ犬のは二十六日の事である︒徹年の事を

走行って居ろ︒手堀は上向階段法︒下向階

探銭所を設践し︑厩域か分措して探堀作業

純金及銀と通して︑始めて市場にお月見を

錬所に到って︑今銀地余走電気分解して︑

は五寓分の一に過ぎぬさうだ︒

日越後柏崎に渡り︑日出たく鎌倉入走果さ
追想すれば︑人の運命は一はその者の気蝿

シユリンケーチ法を川ひて居ろ︒主要坑道

段法及追切を採用し︑機械掘は︑主として

佐渡の第一印象としてば金山だ︒令山は

煉所があり︑頗る大規模のもの淀︒山上雁

た︒山供商さ三千尺︑其の途中に選鍍所製

ある︒﹁堀小市君﹂の案内を受けて︑一覧し

潤はないとい・ふ説明であつ士︒

費用が八九十寓間を要するから︑殆んど利

保健設備韮始め︑慰安︒相助︒物品配給等諸

相川や四園の耕錬所から︑大坂の三菱精

に依って決ゼらろＬかの感がある︒

する︒目下佐渡の鉄山従業員は七九四名で

州川町に在る︒こ上は佐渡郡の支瞳があっ

は採掘所がある・地下千七百尺を降ると︑

は約十里一ヶ年粗錨十蕊睡走産出する由で

て︑郡の中心地だ︒全鍍ば町の南に・荘リ︑

四方八方へ向って︑錆脈が張ってある︒夫

一二︑相川の金鏑

鍍厘約七百七十蕊除坪︑主として・金銀鍍及

れた採掘して外に運び︑流し場にて水洗し

探全の智識を得たことは．大なる畢問であ

直接に其の図の勢力に閥係する︒今一般的

金は閏際貨幣の基礎で︑金産額の多少は

一年の産額は百寓回位に達するけれども

の施設がよく行はれて居る・・

鍍業株式命証の手に脇して居ろ︒天文十一

若干の銅鏡走産出する︒今側の経警は三菱

大塊は砕鍍機にかけ︑小塊と共に織製回筒

6

年に越後の商人が鶴子鍍山を溌見し︑慶握
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族の感想
佐渡各所の見物を経へてから︐雨推港よ
り新潟行の汽船に乗じ︑新潟から命淋恭松
祁島悲純て仙姦仁立寄り︑無事家庭の人と

日本人ば日本︑佐渡人は佐渡とじ一天地

に安住して生活することも︑考方に依り意

義があると思ったのであるパ昭和六︒一○・
一○冊記︶

新刊書

○

凸

別項記栽の如く︑本曾財務監僧祇島甲子

三氏より﹁悠久遺芳﹂走多数御寄贈悲恭ふせ

ろぁ以て︑本含は左の如き添書と共に之を

年指導愈走紐縦して︑夙に不良少年の保誰

薯者陸耶叩勝柵本勝太郎氏が︑岡本少

の段奉賀候抑本禽財務監督耐烏甲子三氏は

拝啓秋冷の候と祁成候虚賞支曾愈御隆昌

旨の徹底走計ろこととせり︒

各本含の支曾へ一部宛贈呈し︑以て其の趣

之が感想悲述ぶれば︑佐渡の人怖瓜併は

事弐に献身的努力を致され︑其の立派な成

蒋越後幽長岡藩士にして昨年同恭中興の主

少年保護の牒験稲本勝太郎述

溌想外で更に内地と趣ひはない・文化の狸

統は︑邦家の蛎陛強に塊へない所であっ

×

だ︺

先年下ノ開から博多に若い丈時︑九州は一

いふが︑我等の槻大佐波が即ち其通り龍︒

考に供したもので︑一諭すぺき良書であるＪ

る貴き挫験な述ぺられて︑世の父兄方の参

本審は橋本中粁が多年の同事業に従事せ

れ候につき本含は其芳志を各支含に分たん

久迩芳と云ひ上梓して之韮本含に寄贈せら

勝詩及長岡開府三百年史走以てし名けて悠

び仰ぐ名家の次韻を求め附すろに悠久山十

きに由り本愈長徳川伯僻に祭詩の原作走請

せられ衣ろに感泣し同藩の徳川家と縁故深

孤島の如き感がし衣︒然るに熊本鹿兄烏と

不良少年の出現は︑現代特右の産物とい

と欲し今之走蛍支含に贈呈致候要は世相に

龍徳公百年祭に際し︑贈従三位の恩命に浴

深く入るに従って︑縄寺へての鮎に一つ地走

ふ・へく心之が保誰事業は節二剛比の上に注

鑑み仙道人心を作興せしむろの一助たらし

て︑曾て一而の荊息に就てば︑本誌に紹介

形成して居ろこと悲悟った︒佐渡も亦然り

ぐぺき吾竿の並求要那に脇する︒誠に貴き

あんとする椴意に外ならす候間幸に御受納

した所である︒

龍．佐渡で自動車の青年車掌に﹁此の土地

せしむぺきⅡ的で︑各粒剛催の命員に群胸

昭和六年十月六日日本弘道倉

座候敬具

あらんこと韮希上候先は要旨のみ如此に御

事業である︒因に本書の内容ル家庭に徹底

せんとする篤志家には礎我十銭で寄贈さる

に生れて・東京方面に行って見る無はない

東京といふが︑東京だって生れ穴土地と桁

閣法人日本少年指導曾

ろ山︒東京市外和田堀町和田八七二財
て答へ汝︒

別の蓮ひはありますまい﹂と彼は異如とし

か﹂と零紅ろと﹁血気Ｆ富める青年は東京

て︑来て見ろと意想外な文化で鵬悲没すと

欧米人は日本を東海上の一小島位に思っ

度は寧ろ内地の或部分よりも弛んで居る位

なったのば汁七日午後八時であった︒

｛

一

話逢の士名

藤田重湖と三徳
西郷吉之助と津田山三郎と︑

鮫島庄助の三人が︑ある日のこ
と藤田束湖翁を訪れ衣︒そして

によく傷をつけた︒すると気侭な定綱は︑

と雑ひ雁は︑家来が粗忽をして定網の頭

主人の頭に傷韮つけた不屈者だといって︑

勇と離れるなら閃術姑息となり︑勇にして

智仁と離れるならば匹夫の勇となる︒深く

らうといひ出す家来はなくなった︒

ちにされたので︑雑ひには誰一人月代か剃

った︒かうした課で︑家来の幾人かは手打

直ぐに立ち上りざま手打ちにしたものであ

慎まなければならない﹂と︒

夫の頭を叩く

諏々と話した末のこと︑束湖翁

昔は男は月代といふものを剃ったものだ

定細め頭が段々稜著しくなろのか見た奥

が︑それは窓を剃る以上に而倒なものであ

った︒伊勢の異名の城主松平定綱は大阪夏

剃ることになった︒定綱はその日も例の如

でその次の側には︑奥方自身定綱の月代を

やで︑とりわけ此の月代た剃るのが擁ひで

くぐらぐらと頭を振った︺奥方はそれを見

方は︑その課を聞いて初めて驚いた︒そこ

あった︒

ろと︑矢庭に拳を振上げ︑二つ三つ夫の頭

の陣に戦功を立て︑桑名十一寓石ル賜った

﹁我が君︑大分お頭が伸びましたやうで御

つれ︒やつと同説き落して︑家来が剃刀を

←︑滅多に月代を剃らうとは言ひ出さ芯か

めた︒彼はだまって言ふなりになつれ︒そ

座ります﹂奥方はそれを機胆︑夫を施しな

の悪ろいお癖をお直しし衣いばっかりで御

﹁何をするのぢや﹂﹁何も致しませぬ︑殿様

これにはさすがの定綱もびっくりした︒

走叩きつけ衣︒

持って後に立つと︑無難かしやの殿様は絶
﹁我が君︑お危う御座います﹂

と剃刀を持った侭家来が脚じ立てて言ふ
﹁予が頭はこんなにぐらぐらするのが癖ぢ

と︑定綱伐術調子に乗って頭を振り立てた
やからの﹂

漢法の名瞥鍔田宗伯が．大正天皇の心室

浅田の忠誠・

といふ◎

して其の後定綱の悪癖はすっかり江ほつ衣

えず頭恥振るので︑

家来がかういつてそれとなく催促して

座いますが．⁝．．﹂

程の勇狩だつ衣がｂ一面︑非常な気難かし

はｂ三人の無真を評して云った
臼︑く

勇とも離れぬものぢや︒智にして仁勇と離

厨謂智衛と云ふものｌ侭の智森ば必ず仁

かくの如き智は興正の将でないぞ︒それは

智者といふはこの事である︒だが鮫島弱︑

て︲わし悲三徳兼備といふ︒わしが︑君を

智仁勇恥以てす職ぱ︑君は直ぐにそれた以

よく知ってゐろ︒わしが今︑諸君走評して

へるか︒わしが三徳兼備でないことは自ら

﹁何うしてわしを三徳兼備と云ふことが云

︑︑

聞くより蝋湖戊蝿然として︑

﹁先生は智仁勇を兼備して居られます﹂

すると鮫島ば即座に答へ穴︒

れに厨するであらう？﹂

智者である︒ところでわしはその中のいづ

﹁西郷君は勇者︑津田君は仁者も鮫島君は

1基蕊蕃学齢寺等…壷当肩霊壁塞垂悪.琴1

れるならば︑邪智絞塘となり︑仁にして智
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いつも束帯を解かず︐きちんと坐ったまま

のことである︒彼ば街内省に橘泣の岬は︑

だ東宮であらせられた時の侍鰐であった頃

金だつ衣︒これを受取って石井は恩ふやう

雨をくれ犬︒其頃五十雨といってはまづ大

へ行く折の遺品といふので︑石井へ金五十

識つ衣ものも︑さてはさうであったかと︑

の知る所となり魁初珍匿者の金貸しなどと

り瓢はろろぱなしで︑このこと何時しか人

石井は濁りで喜んでゐたが︑隠れたるよ

何れも感じあつれのであつ龍︒

取沙汰されるのがうるさい︒これは一つ日

ふことになると︑﹁石井は慈善家液﹂などと

此の中井が︑嘗て築地に新居走管んだこと

門に封しても何等禅ろところがなかつれ︒

山人中井弘は︑人となり淡白豪快︑富豪権

維新の志士中蛾も奇傑の名高かつ於棲州

断じてならぬ

ば︑いつかしら︑この金も無くなって了ふ

ようといふので︑友人の伊藤博文︑井上馨

があっ旋︒その新築の呪ひに︑午餐走饗し

けば約束の時間に来れが︑他の二人はどう

しれことか額態見せ芯い︒そこで中井は伊

芳川頴正の三人を招いた︒ところが伊藤液

藤と共にして箸悲置き︑それから数時を過

鍵つ丈人物で︑これからといふものは︑

からと云って︑鐘一貫文宛貸してやり出し

・た︒︲

逃げ飾ったと︒

畷じてならぬ﹄と中井はどうしても承知し
ない︒到頭二人は空腹を抱へて這々の盤で

﹁そんなことを言はないで︑これから気を
つけるから今口だけは食はして災れ﹂﹁いや

ぎ穴吟︑井上と芳川が駈けつけて来た︒
﹁いや済ま芯かつ犬︒役所の川事でつい遅
れ衣︒然し腹が空つ衣早速御馳走になり稚
い﹂これか聞いた中井は吃となつ犬︒
﹁それは困る︒もう午餐の昨間ば疾くに過
ぎ求︒今更鵬転出すなんてことば御苑蒙ろ

ろ渚とみろと︑郡介のよびとき返せばよい

近所の人は勿論︑他所町の人でも困ってゐ

良い方法だらう︒

それが亡くなった伯父の志をあらはす最も

なして刷るものに炎してやらう︒さうすれ

のが本意であらう︒だが︑施しルするとい

いへぱ︑この金を貧困な者達へ恵み典へる

が右難い志の施物である︒伯父の立場から

﹁これは伯父の迩品とはいへ︑皆これ庶人

であった︒

わづかに帳睡みながら︑夜恥徹するのが例
或昨︑侍従某が︑

﹁束搾を御解きになって︑少し御休息限な

と云った︒

っては如何ですか﹂

すると︑宗伯は︒

﹁侍僻の宿直するのは緩急に傭ふろためぢ
や︒況して宮の御多病なる︑若し更衣の求
めに時機態失するやうな事があつ求ら︑何
とて申課が立たうか﹂

と戒めてＤこの風走一度も改めたことは
なかつ衣︒

時に宗伯は年己に七十であった︒

いつしか次第に遠のいて了って︑返さぬも

果して始めば少しづつ返してゐれ者も︑

のが多くなって来たが︑それでも五十雨と

慈善の金貸し
維新前︑江戸小石川に石井と云ふ膳師が

いふ金を全部無くして了ふには︒三年像り
﹁やれｊ︑これでやっと荷がおりた﹄

もかかつ衣のであつ衣︒

も召使はず︑至ってお手鯉に渡価をしてゐ
求︒この人の伯父といふのが︑一ヶ寺の住

あつ犬︒この入頗る風雅人で︑家には一僕

鍛で劫々裕祇︑ところでｂこの伯父が冥土

］
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壷Ｉ

及んで︑通信書記に任官し︑月給九十

つうしんしよき又ういきう他んぐわつ
涌信書記補となり︑次で同九年十月に

美談が︑今呉銀守府の肝煎りで映雲議化

の三浦水兵の最明にも似た批烈な軍堺

地ま歩や琴韓﹂の謎溌で樺詠い峰鑑耀

ゑんこんにらいたごうぢよ

寺︑うせうころいへたせう言いさん

も

ぐん恥地だがといかれんどうか〃︲たいしれいちゃうくわん

置庭郡出身である︒

全にわぐんしゆつＬん

のりくみとう辱くわんへい⑧⑧③⑤︑をかやまけん

人公は︑呉鎮守府所属駆逐艦﹁白雪﹂

じんこうくれろんじ砲勤しよそ〃くらくがんじらゆき

されようとしてゐる︒営の物詔りの主

たうものがたしゆ

びに︲しいゑ診︲︑札ちんピゆふ雪もいえいぐわくわ

う急ナゐへいさい言に害うれつぐんじ

八剛の今日に至ったものである︒同女

乗細の一等機除兵甘美英一君︵岡山勝

およつうしんしよきにんくわんけつ含ふ

幼少の頃は︑家にも多少の財康があっ
ち上③○のおぼざけのうへ
たが︑父小三郎が大酒を飲み︑その上
壷しゆらんありさま
に持って来て酒乱といふ有様であった
かざいぜんぶつひうしなしか

から︑家財の全部も遂に失ひ︑然も十
ねんぜんし昼◆よしまに宮うぢよ

烏沖で射蕊戦役を展附せんとせし剥那

山本英輔峠牌︶が︑去川のとルー奄美大

影僅

軍艦侭門以下の聯合艦隊︵司令長官

家の椛石となり︑六人の兄弟妹藍育

標的えい航の任務についてゐた第二水

●●③参たいしゃう今よ勝つ

て︑叉老母しん︵六九︶を扶けて今日迄

ら突如火を溌し︑全員水災剛置につき

１︐
叙勲の孝子交換子
こたびらうわうでんわきよくざんざぷん舎主くしよき④●

いう也んかんわた

けつこんいふん占うつ歴含

ごとかきいめん嘗うみそ

やくいん含﹂んむこ人にも今でにら

いくくわいへうしやううゐ

しんじやうろうゆつれかんしや

全ことたうぜん

って︑その心蹄には老母は常に感謝の
な
みにこんにらえい尖
涙にむせんでゐるといふ︒今日の築響
も誠に営黙のことといふべきである︒

軍事美談映書化
につしんせんしいる醤さうれつそうわ隼

日清職・塁を彩る壮烈な一挿話一︲未だ

だいずゐ

と含くわんしつたい

ぼそとで

えんらう

身火傷の中から叫んだ︒言葉は﹁先

し人やけ︾﹄なかさじごとはせん

か

から出て来ると同時に︑彼は其の場
た僅
にパッタリと倒れてしまった︒駆け
ぜん
寄 っ 方 嘘 建 坪 ︾ に 賑 り ま か れ て ︑↑全

でく雪うじかれそば

命令にやうやくと︑モウｊＩＩたる煙中

めいれい

●●そとで炉つけうじゃうぐわん
﹁甘美外に出よ！﹂絶叫する上官の

うとしなかった︒

●③今くわんへいくわえんこくねつ瞥んしん

ぜうくわつと

とつぢよひばつせ人ゐんずなきいはいち

雷戦隊の躯逐艦﹁白雪一の第二錨室か

らいぜん仁いくちくかんしらゆきにいくわんしつ

ひやうて会も︑こうに八む

せった

結婚もせす︑一意奮闘を綾けて来たと
かんし入ふじん啓うぢよかく
いふ感心な婦人なのである︒同女は斯

消火に努めたが︑この時錐室内にあつ

年前に死去して了った篤酌︑同女は一
かちう世含にんきやうほいいもうとそ腰

の如く一家の一切の面倒や一見つつ︑其

③③ｅ

でんわこうくわん作含むをぶれし瞳つ

ぐんをいき言あくんとう

やう鴬よじゆんずゐえ学こめい

ぜんしたやでんわ霧よくこうくわんしゆぱじ

浴した︒同女は純粋の江原シ子で︑明
泡んう土かんにいれかみ
治卜人年〃生れであって︑祁凪の岩上
ぜうがくかうをさいまきにつ野島
小醸校を卒へて十九歳の時に︑日給十

で下谷電話局の交換手として始めて
は銭に
らそこちうわう

でんわ誉よくてん零九たいしゃういんぐわつつひ

働くことと造った︒そして其の後中央

し垂おぎじゃや今ぜんえぎてんかい

此の膜中央電話局釦座分局書記菅沼

こげた障らせながらも一歩も外へ出よ

た甘美機開兵は︑火焔と酷熱に全身を

−

電話局に繭動静大正二年八月には錘に

全たろう陸●●たすこんにら農で

せん女︵四七︶は︑二十有九年間に亘つ

の約三十年の勤務を今日蓮一日として
ぴやう今︑そたけつせ霧ずで
摘気其の他で縦府したことも凌ぐ︑既

１Ｉ

集て︑よく電話交換の激務に締鋤し︑抜

者 記

に幾回かの表彰も受けて居るといふ︒

一四十四のそ談美一

傘だかていを姪ふかうかうもの
叉家庭にあっては稀に見る孝行者であ

蕊

金砂II
ヘ ヘ ハ ー ー 一 考 へ ヘ ヘ ー

ー へ 〜
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へ
ー
ハ
‑
壬
ー

ハ

群の威統を畢げた功によって︑動八等
ぢよ季ゐ侭うしやうに︑︾くいうえい
に叙せられ︑識賓章を賜はるの光築に

金
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かしへん

詐れいついのらぐんじ

定がメードルは珠メートふこうひ

プールは長さ二十五米︑幅十米︑工費

しやゆ含

と書いた紙片がぴすぴつけられてあつ

にんかしくわん裳上

一禽二千園を以て去る七月清水組の手

全ことぷじんてやけい

ねづしＬこ

しやはじふけいくわいゐんただいかんけ含

ねづ

たうじつ世かと全で渉挫上ろ

げんにいけうくわじゃうも

ざひめさくさく世うてんちゃうしんぷん喰訣たつゐん⑧

一青年の救助

範を示さるるものといふべきである︒

なさるることは︑理代の教化上にも模

ばんⅢめ

氏の如き財界の太京物が此の如き祭を

しことざいかい鮎ぱたてものこごと今よ

あ症

者斗初め︑父兄称員にも多大な感激と

ぴであったといふさもあるべし︒根津

輿へてゐろが︑徴日は生徒たち迄大喜

替うしさう

きうけんぜつ登とゐごうしこ

根津斑一郎氏に酬ゆるため︑同氏の銅

③②②⑥⑧⑤むく

武減高等禦校の同窓生や父兄倉では
か過
言うかうきうｂつしや訂んじん
兼てから同校の創立者で恩人でもある

ひざしかうとうがくかう言うそうぜいふけいくわい

根津氏の美談

よるこ

ることを欣ぶものである︒

伽に紹介することとなるのは︑誠に耐
くわいけう︑わじやうえ客ところ士にい
含教化上禿する所多大なるものがあ

このしゆえいぐわごろ

亜んもつきぐわつしみづぐみて

たＪ彼は何時でも命がけで瓶務につい

くにつく

労︾こう

仔下士官は無事ですか﹂﹁射紫はどう
・じ罪ん︑︑こう
産りましたか﹂﹁自分のためにえい航

てゐたのであった︒誠に武人の典型と

で起工されたものである︒根津氏の此
蚤をしで含んらいびにんがくかうたう身上〃︑
の巾川は近来の美談として単校営局

︑︑こゃフか︐し

仔務淀中止させて申詳ありまぜん﹂と

ふくく︑此種の映議によって︑炭く
圭いぜ
うかい主ことしや

沙う公やうせん

﹁羽聖 と交代したから安心せい︲一こ

は守るこう仁いらんしん

にんじちうし全をしわけ

たｒそれだけであった︒﹁えい航艦は
こと世かれ

の言葉に彼はうなづいたが﹁同郷の戦
ゆずグめいに狩
普︐Ⅲゆうて
友に倉はして頂きたい一と戦友の手逓
し

にざが︐坪らやういかせんゐん

しっかりと握り︑艦姪以下奈員にまも
ごのこ

垂ご伊ご

が出来て有り肌い⁝．．︒﹂と一語を塗し

で含めがた

られながら﹁死ぬまでお閥に課すこと
つひかれ春命めい

て遂に彼は絶命した︒そして最後まで

破は一言もその薪痛をば訴へなかっ

かいどくつううつた

写うぐんやうす

詮よかぎ

ふ含ん分し

さうぐい全穿らやうさ

池んれいさい

へん身づ

勝ちな様子で河面を眺めて行んでゐる

分やうすかめん江が角Ｌか

前後の女兇を背負って︑何となく沈み

ぎんごぢよじぜおなみしつ

くらゐみじゃうひんをんななきけさい
位の身なりも上而か女か泣き叫ぶ三歳

ぶら︲ｊ︑散歩してゐると︑年齢三十歳

客人ほ

きの肌川公陶内のプール付近の河岸を

手み胆こうゑん抵い

抱画

︒⑧○︒③

去るⅡ潅草湿聖天町の新聞配迷員加

藤貞次郎君︵一八︶が︑其の夜に限って

やうる

像処訟を企団して居たが︑同氏は此の
く蚊にいたかん砂含ご札
麗はしい企てに痛く感激しつつも之と
きくわんぷゐん

い

﹁錐は艦の心職だ﹂ｌと︑機蝿部員

た︒
くわんがんしんをう

かにじたい

︾うらかひ人垣づしちうしんがくかうしよくゐん

ので︑同調は様子がどうも鐘だと熟付
かず
しばみゑｂ
き︑プールの蔭にかくれて卿らく見守

とつぜんそ

堂で来賓根津氏を中心に︑皐校職員︑

ってゐると︑果せるかな突然に︑共の

ぜいとならびくわ八けいしゃ・拠つぜ宮を異・ていし今幻こな

ばた

生徒並に闘停軒列旅︑贈呈式を行った

く工釧も完成したので︑根津財閥育英
くわい号ふ
号よじつ署うかうこう
倉に寄附することとなり︑去日同校誌

ごう上くわんぜいねづ言いにんいくえい

早速校内にプ・︲ルを熟談した︒今回剛

害つそ．︑抄うかいしんぜつこんくわいやうや

たにがくかうせいと

どう心眠れないので︑同歴今戸町八先

きい△ん

つ〃︑

間く群遇し︑それより何か畢松生徒の

しら躯舎くれ矛へじゃうぐわんかいやしゆく

じぷんにんじぜいれい

ことば

としての彼はいつもとの言梨をモット

かい

１として自分の係務に粘卿してゐた︒

ためになるものを逃ってほしいとの意
しも
ふけいくわい品らた
志と洩らしたので︑父兄倉では改めて
しゅん１きうに八けつくわ含よ含んぜんぶ．
極奇と州談の結果︑醗金全部をもって

きい

﹁白雪﹂が災に肺って上官が彼の下宿
かれへやしいうびん
を為とづれたら︑彼の部屋には私有品

一切がキチンと蕊頓されて︑それには
われノーぶじんいかはみひつい
﹁荻登武人は如何なる場合でも常に

しとゆし葵じん偶んくわい

死碇賭して行く︑死は武人の本怯だ
奇げん泡んぐわつかしいつこうの壱
紀元二五九一年五月二十日出港に臨
んで﹂

をんな＆当︾﹄こむ一ももるともがちう↑一

女は身を姥らして子供諸共河中へ飛び

３
こ
４込んだ︒
彰怪ご露ふぎんきふつ

︾﹂うぐん幻︾﹄ろに堂そばと淫
同君は驚腰﹄直ちに其の場へ飛び出

くつ逓い壱うにんｅ①●④ばかめいおよびぜんふ②の⑨

し︑大藤をあげて附近に急を告げたの
彩りと健あにめさくきくはし陸らやう
で︑折よくも通り合ぜた龍草雁橘場町

で︽．し．めい含・ふ

靴製造人池川常吉他一名及船夫直井長
⑨③盾つみせん含めばきようｂよく
太郎の荷禎船も来合せたので協力し
じよ

てまさに溺死せんとしてゐた二名と救
かとうくんかうゐ奇骨草知庫めひ含↑︶くがう

砂助 し た と い ふ の で あ る ︒
ゐ

けいしちゃうじんめい今ふじよへうしやう

加藤讃の行篤は危急の場合奇特の行
芋っしよこいしんきい
鴬であるといふ︑で︑同署は之溌申請

なり︒

さかや診

とうきやうふか

あい区主掲し鹿い

あそこ

愛慕されてゐるのである︒叉氏は弟四
初ゐくわうきうがくかう翼ごしゃくわいが呪じ
端光小畢校保護者倉幹事蓮もしてゐる
そかいわい寸全づ
のであるが︑どうも共の界隈に住む貧
かていこ︾﹄もたら写﹄がくかうかへ
しい家庭の子供達は︑一度畢校から蹄
全つたにんけんかわ
るといふと︑全く人間が鍵つたやう
に︑あまりいい遊びもせ余︑これを此

はうにんおけつ含よくふりようぜう

垂上放任して置けば︑結局は不良少
ねのん
ほかつう都ん

と．くいくげういく

年になるより外ないといふことを捕感

し︑そこで徳育︑教育をほどこさうと
かんがこんしゅんげんこくきいや画くわう
する考へから︑今春の建幽祭に︑端光

せう泡んにんそし３げん

これけういく港やたらびじや﹄かんゆき

少年関を組織したのである︒そして現
にんめいにんみんも全いや﹄よう
在では八十五名の閣員を持ち︑毎土曜
言いじつこいらにんゐんあつじひとう
祭日には此等の閣員を集め︑自費を投

じて之を教育し︑親達か宅誹韓沫穂激
さら
されてゐるが︑更にこの私設少年圏の

かうけつくわう産がかくせうがくかうもくか

好結果に促されて︑各小畢校でも目下
をうれんにん正し含

少年関の細織にとりか上ることとなつ
かくごとせういんうへこ上ろモム
たといふ︒斯の如く少年の上に心と注

す

がれて耐曾教育に専念さるる氏の如き

み広みぜんじゃくらまし

にいし尖かふ

蕃れの消防手

く
わえんつ上しともう
火焔に包まれながら︑死を賭して猛

篤行稀に見るものといふべきである︒

虫くがうきれ・み

しやくわいけういくせん過んしどと

かり住んでゐる零コミーＪ１した東京府下
ぢ

しみなみぜんｃ生助李ら毎︑わう

少年関長として︑彼等から慈父の如く

きういんだ人らやうかれらじ一か一﹂と

菅原正鯛氏である︒氏は南千住町端え

⑧●②②③

い︑其の人蝿南千住町三ノ八七代諜業

そひとみ唯みせんじ象ら

父さん﹂といへぱ︑誰知らぬものぱな

たれし

南千住の暗い街で﹁トンネル酒屋の小

ひぐにんそくせん︾︑う仁ら
その側暮らしの人足や船弧さん雄ば

長屋の少年の親

ととなったといふ︒さもあるべきこと

金して蕃刷螺では人命救助で表彰するこ

集

くわ堂込かとこるせう唾うしゆひざ９

火と翻った所の一消防手が︑悲壮にも

亨啓丁庖ちう︾﹄うりょう芯よゆ鐙いい

くわじうぴ値ん︑

昏睡中に同僚の名を呼んで激働したと

けいしみやうＣｅせう陵うぶちやうみと

いふ火事が生んだ美談のエピソート︒

これが弊覗聴〃早川消防部長か認める
ところ②⑨そうかんぎよじつせう嬢ら
虎となって︑高橋縄監から去日︑消防
しゆけうとくぺつしやうじゆよ
手としては稀有な特別賞を授典さるる

︾︾

そも此のエピソートの主人公は︑東

しゆじんこうとう

こととなったといふのである︒

昏．やうししはくにせうぽうしよきうほうしゆの●●

②③⑧ゑつさきしゆつ誉うをりかぎ

京市の芝雁三田の消防署消防手窪川庫
⑤③かつし陸くしるかいしにまら
光消である︒曾て芝鯉噛金志田町五四
しやうししやに暖うすゐらやう
の焼死者壷で出した火事に︑放水長の

窪田君は直先にと出動し︑折からの風

しもえんしやう言けん陸しよひつ上

ゅうかんＬしゆふんかん

下の延焼危険の場所を︑火に包まれな

がらも勇敢に死守すること五分間にも
労よやうやからもうくわおき
及び︑漸く辛ふじて猛火を抑へること
でき
が出
来たが︑歩武瞬派華漉建鐸の錘の

ながこた隆かうめつりよう

は泡とｅ⑦●た匙くつ

中に城まり込みて倒れ︑高嘩力のホー

毒あかＦ︑わろうとつに︑一がんめんりようてりよう

スが跳飛んだが︑窪田君は猶も屈せず

起き上って火中に突入し︑函噸雨手右

びやうゐ人しうようじじう七い

足等に大火傷還負ひ︑あはれ昏倒した

めしとう駒ぼやけ讐おこんとう

ので︑摘院に収容され︑一時は重態を
つ
た陰︾﹄しやう
陣へらるる程であったが︑一命だけは

辛ふじてとりとめ得たといふのだ︒︑

からえ
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◎耕転除談
居士胤鐸
○改善は共同・一致に↑

やしの類ひ︑罪ないものに迄天謹はお鏡の
の出来ん様お互に洲誠め芯くてはならぬ︒

毒だが致し方ない︒先づ以て精々妖怪鍵化

一人直訴同族絶滅の反封で一人の善事は一

亦古語に一人出家九族天に生ろと云ふが︑

る︑天謎に命ふも幸か不幸か生き延び誰面

の御見舞は跡を絶つであろう︒話は前に踊

々誰しも常分慎みの生活を始めるが︑とも

忘れろ︑恩も恵む方で返吋一と望むでは芯い

すると撚りを戻す︑咽喉元遡ぐれぱ暑さを

ぬ様に事韮怠る︒その上己れの勤恢走外に

が忘れ勝ちになり︑借り物も返せても返せ

人柄ば災に刺の様である︒枇の中はともす

貧しい生祇にあって﹁奥床しい﹂人ばその

の度を深めなつかし味か厚くする︒わけて

る人長者にありてはｕこれにより一層尊敬

にしても立派なものである︒耐む柴職にあ

った問題ではない︑﹁奥床しい﹂ことは何人

崇高な風キ潅考へぬぁ得ない︑貧寓に開は

己れ一人が妖怪雄化を返澗し士とて駄脚で

等は共存同築と云ふ村に住んでゐろ以上︑

怪鍵化の横行を未然に防がればならぬ︒我

思へぱ善根を心懸ければならぬ︒そして妖

て止むものでなく閲仙に及ぽすものなる韮

人の世の中も善につけ悪につけ己れ一人に

一片の木の葉も源となって紋韮謹く様に︑

慢の集りば闘争地獄となる︒亦水中の波は

一人慎むの集りば粍桑浄土〃現じ︑一人騒

人比として辱かしぐない﹁奥床しい﹂人に

一家繁柴の鯛め証愈縦化の蝿め一等閏の

しむと申すが︑池沼の滴々の水の集りの様

門の築審と云ふ事になる︒聖人は一人超槙

れば脂粉の妖惟︑腺飾の化け物となり︑済

ある︒辿帯借川読書を作ってゐる以上責任

厘奄あった︒以下は古くからの含員良高僧

ｌ！ｉＩ！︲

の千葉蝶だけに創立も古く念長来臨の事が

めにお断りする︒︑我が東部支愈は含祁出身

に取り皆さんと意を張ふし喜びたい事走始

たい︒没例として我が弘蓮倉の累代の含長

い﹂話の一部として今愉徳の一項目悲畢げ

なる念願奄各々は切に持ちたい︒﹁塊床し

Ｏ弘道倉長累代の像徳

Ｌ奥床しい等とは︒

局は怨み言の操返しに過ぎぬであろう︒あ

浄化は難かしい︑亦眼むつぷり恵んでも結

な事な各々改めれば何時の世になるも就曾

の享楽生活の錨め他迦も嘘姓にする︒斯様

まして諜夜に横行し︑﹁奥床しい﹂と申し上

して悪みなき韮天に地に人に怨む︒只己れ

げ兼紅ろ筋合が焼リにも多過ぎる様に見蕊

態宛れる課にはゆかぬ︒液からこの際皆ん

︵生添安定︶を取り返さ︑ぱならぬ︒そして

ける︒天謎は時に唯Ｃこれら悲墨鯉せんと

る︒悲惨とは云ふが共存同柴の慨の中なれ

この謹帯誰書が侭権者︵生添不改善︶から

︵虚偲鵬怖生活︶をお返し申して連帯誰書

ば致し方ない︑化物妖怪のみにした上が通

取り戻せたらもう鬼に金棒である︒現前極

な一意悪心甲も乙も丙も丁もして妖怪鍵化

中し焚面芯人を除けて大愛火災も来て果恥

築幽の候補地である︒この候補地には天謎

妖怪化物のみならず蹴臓な人走も犠牲にす

れぱよいが！即ち昔の一人直訴同族根だ

悲惨な大粉梓な致す︑その織槌たるや往々

﹁奥床しい﹂只この一語！そこに無限の

1

I
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一しい・斯様な課で徳川命長お泊りの時もお

一持良高僧正の慈悲並に尊厳の風格もなつか

−れてゐろ︒掃除炊覗と云ひ醐端男仙帯で住

すから︲女猫一匹ゐない戒律生活が綴けら

一石の格式と掌厳走格守してゐろと云ふ位で

のＬ鯛であったからである︒西村含狐も在

る︒これも含提のものが除りにお粗末なも

ことで︑家旋は大鍾に恐縮したそうであ

のＬみで︑念長自身揃へ面して履くと云ふ

え侭くにこれもお付一行のｊＵのや従貝のも

った．履き物も靴脆石の上へ向きを改め揃

ものにして︑命長のは服いた雛のまＬであ

翌Ｈ満用するに蕊頓されたのはお付一行の

縦袴韮獅み紫頓して冠く考へであったが︑

氏の家族は獅々剛慮待遇の意味で伸長の羽

雑って含員円某の宅へお油りになった︒田

罪一でなくてはならぬ︒働きたくも仕事が

いので︑くどｊＩしい議論より先づ賞行が

ば生活を一層引締めて行くより他に適はな

叫ばれるば嘆かはしいが︑事こＬに至って

現代は何れも生活苦を訴ふろ壁至る所に

れるのである︒

に幸ひにも肩味の旗く扱い事韮並び感じら

員はそのお手本を下さるに封して励む卜共

高な脅退な代々戴けろと考へろ時．面々衡

層に有難く感じろ︒我が弘道命は斯様に崇

１︲︲１１︲勺．．︲

方が女の居ぬ寺など当珍らしやかに語られ

一給仕したのは男の小幡さんのみ︒お付きの

世中お出になり︑お泊りは命員器立某の宅

一寺恥諦醍稚︾恥需弛函搾悔恥州︾︾一母砕

↑小僧さん池も瀧足にこれを聞えたそうであ

で我々難ぶぺき逸話を残されたそうだが︑

見られ︑恥づ可きではないか︒徳川含長は

﹃々と人前で喫ふ事は一而妖怪錘化と見れば

一頚が朝Ⅱより上の敷烏など悲吹かすは内々
一に蔭でせればならぬ心︑これ兄よがしに得

︾では無いそうで︑地位も品桁も劣等な青年

良い悪いあ知らなかったが︑朝日は良い力

はさけ士い︒一意平等の気分は持たれた

さる上も姿の好醜により厩分すると云ふ事

ではないか︒待遇は時と所と親疏により致

事は像りにも人奄おもれ亦卑下した仕打ち

今ｌ力らとて待遇に叩乙差別をつけろと云ふ

る︒要するに風采が賎しいから芳物が立派

前の二例と大同少異長くなるので刺愛す

て礎粂錐を談じればならぬｕ生活破滅の絡

な壱らん様早く改善引締緊張の三注射蕊をし

くち仕事のない詰果延婚衆するから︑そう

ぬかりすると生活破滅となり︑反に働き穴

ふろ方而に付てぜあろ︒この引締め走今手

い事にして少くとも業を持って生活苦を訴

てＬ行くより他はないので︑こＬには云は

また其の道の先生方にまって生活の遁走立

○不況開拓の基墜

る︒絡仕に出て奔彊の開く鞄か覗くに巻姻

華族の家柄にあり乍ら脈臥行動共に簡便な

い︒胴線の長となられるお方は些少な小に

黙には﹁奥床しい﹂や﹁人格者﹂の客車は

一草五箇しかも朝日が！私は喫畑せぬから

ないと云はろ上方！何うしてもない方は

槙みの動作を徳星寺一泊に於てゆくりなく

迄人の手本となる様にと屑常御配慮される

であろう︒

行かぬ︒嬬慢や低善の貨車のみ索引される

伊巳﹄︑●

い事と奔聞し士︒

示された︑これは槙みの一端である奥床し

にお身分の高い位飛にあり乍らと恩へぱ一

事は誠に奥床しいと奔さ泡ぱならぬ︒こと
次に谷含長も往年徳星寺に御講波ありｂ

活改善の大鋳鏡に他ならぬ︒節約せよとて

前首相漬口閣下が聞民に促した誠告も生

ぬ︒そこに芽ぐむ生活の礎が川来るではな

功家の鯛め剛家の鯛め向上努力ぜ紅はなら

心要し︑人手は蒔付に一円本田整地に四人

十月下旬に柿付け五月下旬に肱狸する昨日一

に二人調製に一人計十三人の錠嬢走抑はれ

植付けに二人中耕施肥手入に三人刈坂迩搬

利益の妬めに膿業走管むか︑無論利益の鯛

私は農夫であれば先づ農家の事悲話ろ・

地利川走幾璽にもし︐自家勢力悲艇吟間使

１力

ばならぬ︒即ち二岡は十三人の賃嬢と云ふ

様に工夫心配もしなくては︑ますノ︑破滅

めもあるが︑柔そのものを粗未にせぬ愛す

三人に分配すると心細いが︑二毛作の嬬功

用せ紅ぱならない︒しかし二間の愛蝿は十

眼に見えぬ報酬

Ｏ利益少なき農業の一寅例と

︑３０

仕事のない不景気は仕様ない︒働き永くも
代事がない︑つまらないと怨み言悲訴へも
怖約宣博走冷税する方もあるが︑考へ施し

の淵を深める︒一日五十銭で使へ手がなけ

ると云ふことを知られば誰か韮尿に接し泥

ぬが︑これあ見て百姓は儲からぬと云は紅

事になる︒二毛作のことで年貢は更に要せ

れば四十蝿に値引して休みなく働く様叩込

土悲女とするや︒利益は眼涯見えぬ利益と

て仕事の成る可く引き合ふ様に仕事のある

み︑一同で生産し犬ものは八十銭で生産出

なり剰除する例が農業には多い︒企業的利

争が出来ると未は無代償で伽きり亦需要に

亦八十銭よりも低い生産饗で生庵する︒競

あれば更に三十鏡更に二十銭でよく働く︑

くも一つの改善である︒難悲飼ち豚を育て

ではない︒合理の紫を樹て冗我走描てＬゆ

畳め胆ぱならぬ︒改善とは縮み切りの意味

益にとぼしい鯛め現代は一府生添改葬に眼

ある︒

締めぬと剛家は表へろ緊禅一群すぺき秋で

に引締めた生柄をせればならぬ︒こ上で引

ない農業！図比の過半数なる農民は大い

ならぬ︒斯様な課であるから眼光利益の少

身の健雄等見えぬ報酬として愛け取らねば

に水旧の美田と改められゆく利益や無限の

ぱならぬ︒であるから成る可而積走描く土

るであろう︒そこで老へる︑四十嬢で叩込む

来る様工夫すれば︑つまらぬ仕小は無くな

膜ずろ課となり︑仕事するもし江いも矢張

る偽めでなく︑これによって生ろ比布機質

ろ︒これは一面卵を戒り肉の洲場に心剛す

肥料が土地韮改良肥土ならしむろ︒限に見

何冗黄！﹁俺はそん江無駄はせぬ﹂と云

らぬ事になると論するものは︑誠意に峡け
向上努力に背き︑柾含を沈めゆく策となる

ぱいと云ひたくなる︒私の力の二毛作の菜

えぬ利益を知られば百姓は儲からぬ引き合

ふお方稚冗錠は多く支出してゐろ︒そして

り同じとなり生産するもしないも同様つま

事になる︒古来不可能の境に開拓の鍬走振

種作にせよ︒反四斗の牧獲これが四側と評

かずして成功者の腔走咳ろより他に生ろ半

つまらぬ等と云って事韮勉郷する韮ば︑働

る︒そして昨年残暑の頃に苗を蒔き付け︑

価し肥料代二脚走差引くに二岡の利益とな

に改める事は出来ない︒蝋へれば座も積ん

此の位はこの位はと銘々勝手な名禰のもと

Ｏ無いと云ふ無駄と弊風の燭正一

って功成った方は潔山にある︒仕事がない

ば困難である？誠意あれば利薄くも己の鯛

、
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ｌで山なす様砦少のミの訴位の冗費も仲々多
い︒冗費を改め生活を整へてゆく事により
一唖誰鯉凶鋤榊琴鋤︾鈍鑑恥準評祇繊榊率河涯

一い・吹入走考へ支出を加減せればなら噂
一二宮翁の分度走考へればならぬ︒改善は一
果態大ならしめろ︒一家は改善出来ても郷

家より一村蛎倒家皆脅しく斑行する所に効

一風落慨の村に博はってこれを改善する等は
一是非共一村一郷の共同改善にま汝紅ぱ出来
一ぬ︑こ④際各部落ノＩの風習奮憤で昨代に
一一順唯せぬものは申合せて改匪する時であ
る︒この申合せが出来各自の生活改善が叶
一へぱ住むに安楽な課になると併せて政府の

施政方針に添ふことになる︒昭和四年八月
漬口前首祁の図民に訴ふの主意に叶ふので
ある︒

Ｏ生活改善規約の寅例
生活改善は一人の賞行より多人蝋の変行
により一増効果あるば前述の様なれば︑規

約書走作り相互識行したい︑これにより祁

互の生活苦の救済の源泉とはなるのであ
る︒曾って先輩方と模範村安房閏主推村を

覗察し公蛎風愈規約なるしのを見︑生活改

へてゐたが︑幸ひ私の部落で申し合せが昨

善の鍵はこの規約変行であるとひそかに考

ルコト

一︑節酒節輝チ蛮行シ勤倹治産ノ道テ誌ス

ー︑農含及ピ信川組合ノ方針二従上各種ノ

一︑陵物利川二努メ消費ノ節約チスルゴト

コ恥

ー︑外鯛品ノ使川チ膳シ関産品チ愛用スル

ものである︒

副業テ働行シテ牧入ノ増加チ剛ルコト

柄ハ木綿棒縞トスルコト︶佃シ一定完

ー︑小畢校生徒ノ服装テ一定スルコト︵縞

畔変行ノ昨機ナリトス依テ左記緊要ナル諸

制服ノ利川一一勉メ新訓スル調ハ施二規

巾︐合せ

チ守り質素テ旨トスルコト

一︑冠瀧︑紐解︑出産ノ覗蓋ハ各凹ノ分庇

−ＪＩ

スル件

◇冠燈︑紐解︑出産祇等ニ開

○祇交慰儀逼二開スル事項

席ノ時ハ必ズ屈出チ鯛スコト

ー︑諸命合二際シ不得止事故ノ億遅刻魁妖

竿ノ時間チ厳守スルコト

一︑畔間テ尊菰シ凡テノ出勤︐出肺︑含合

○時間尊重二閲スル事項

定ノ服地二改良没行スルゴト

成年度ハ昭和七年十二月トシ典ノ間既

廉維遡

八都村鯛部協行組合

チ斐除スルコト

ー︑服装ハ質素堅牢チ旨トシ流行遡従ノ弊

活チ変行スルコト

一︑生活ハ常二其ノ吸入チ考慮シーテ諜妹生

○家庭生活ノ改善二閏スル塞譲項

同

同厘農命合同の

Ｏ縮緊ハ伸ビ改善ハ幸福之礎○

セランンコトチ切望二雌ベザルナリ

員諸氏御互二励行シテ幸祇ナル生活テ招来

事頂決議シタルモノナレパ吾が歴民︑組合

公私擁済雄ノ打開︑生活ノ改善ハ正一一現

公私生活改善規約

ある︒次の部落百六十祇帯に毎戸配布した

年成立し︐寅行中でもう録程憤れたもので

￨
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Ｏ結納及ど婚遣二開スル事項
一︑結納ノ式ハ勉メテ質素二分度テ旨トス
ルゴト

旨トシ式服ハー蓋トスルコト︵但シ白

ー︑僻職ノ服装ハ従来ノ服飾チ改メ質素テ
物各一茜ハ差支ナキコト︶

一︑式墓ニハ近親渚特別闘係者ノ外ハ招待
七ザルコト

上酒等チ鯛サザルコト

一︑式其ハ分座チ守り質素テ斤トシ殊二弧

ト

ー︑式宴ノ畔間ハ午後十一時テ超ヒザルコ

Ｏ葬儀法要二閲スル事項
一︑葬儀ノ通知使済二鋤シ酒狐及ピ金品テ
支給セザルコト
ー︑葬儀二罪詐家卜時別開係肴及ピ共ノ近

ＦＲｐＪ

親者ヨリ依紙セーフレタル者ノ外ハ弔問一︑法要二開スル刺僻催事ハ凡テ質素二打一

セザルコ︑トフコト

ー︑法要ニハ酒類チ川ヒザルコド

ー︑葬儀ハ縦崩二行上凡テ分度チ守り質素一︑法要ニハ引物竿チ鱒サザルコト
チ﹄︑トスルコト

Ｏ祭典二闇スル事項

ー︑祭典ハ厳剛テ旨トシ冗饗一プ術クコト

ー︑村葬及ピ準村葬ノ以外ハ弔旗造花等テ・繍畔Ｗ
州ラザルコト
ー︑海洋ノ外酒類テ用ヒザルコト

以外ハ蝿サザルコトト

ー︑各獅ノ催事宴脅ハ可成礎素ニシ左ノ如

○宴含及ビ之二準スル事項

ー︐弔問者二鋤シ蕊鵬ハ近親器特別開係者一︑祭殖並二維円ニハ蝕興等テ中止スルコ
ー︑祁伽参拝同行者ハ一定ノ場所二於テ蒲
ザルコト

祁的二弔問スルコト︵佃シ呑糞テ贈ラ

︵但シ喪主ノ依狐者二限ルコト︶

一︑睡内各谷ノ側待ハ年四季及ピ祭職ノ五

一︑葬式ノ手博人ハ可成少数ニテ行フコトク行うコト

シ鯛サザルコト

ー︑婦人子安誰︑男女年寄念俳誰ハ年六回

一︑厄内部落ノ弔問者ニハ浦代及ピ香糞返回トスルコト

一︑葬家及ピ刺戚ヨリ金品ノ附然テ雁止ストスルコド︵佃シ愈食ハ識一回限リト

ルコト︵但シ仙人老人迩等二封シ︺ス︺

親諦ハ此ノ限二非ス︶常ノ場合ハ此ノ限リニ非乙

一︑葬儀ハ一日ニテ維了スルコト︵但シ近一︑消防日待ハ年初一回トス︵値シ厩内非

一︑葬儀維了後一般弔問者ヘノ渡批テ陵止一︑以上催事二開シ臨時愈並二二次宴含等

スルコトハ絶封一一鯛サザルコト

ー︑新盆見舞ハ特別開係渚以外ハ匪止スル一︑祁悌参拝同行含ハ年二回以内トスルコ

コ飛︐Ｋｙｏ
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一
一
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１．︐盛
○兵主入警除隊二闇スル事項
一︑蓬迎ノ式ハ各種圃慨代表者参群シ抑前
二於テ厳粛二執行スルコト
ー︑入除管ノ披露式ハ各自ノ近親二止ムル
コ恥︲

言入除普遥迎ハ近親者以外ハ村匿境マデ
トスルコト

一︑国旗︑在郷軍人旗︑青年圃旗︑訓練旗
ノ外ハ旗類チ用ヒザルコト
ー︑入管践別並二除隊土産品ノ順答テ溌止
スルコト

ホ︑同年者

一要素になってゐろからである︒

ゐろ︒生活改善規約の申合せ蛍行も褒賞の

讃えよ

○風景美は自然人事雨面を見て

へ︑小畢校長

○雑事項
一︑西雲寺ノ掛念伽チ年一回トス

しい我が帝閏に生活苦の叫び韮除いたなら

山高く水滴く松青く砂白き風景至る所美

ノ贈答ハ近親者ノ外ハ嬢サザル事

内然と人覗と雨々美しい場面の生彩心溌揮

一︑祁祇悌閣雲評者二封シ賎別並二土産物

一︑寄附行偽及ピ諸誰征ノ糊誘等ハ村長瞳

する事が出来ろ︒山村草屋の中には一家閣

れに反してその草屋の中は鬼の住家苦揃闘

長信用組合長ノ諒解ナキ時ハ絶封二膳

争の湧く所と恩ひぱ︑四遥の新緑が如何に

環の源の立つ所に景色は慨値つけられ︑こ

右以上各攻ノ規約ハ昭和五年十二月ヨリ

ごザル事

事

活苦はともすれば殺風景と岡俄の原因とな

昭和十年十二月マデ一期卜定メ資行スル
この規約が成り立つ誰常時大愛良睦事が持

り易い︒この故に不況封策とて生活の改善

ー︑入除隊二付キ逢迎ノ宴愈ハ従来ノ慣行

ち上った︑嬉しさが一杯で弘溢誌上の除白
改善の勧誘と喜び走頒ちたかつ衣が︑未だ

寓物唖霊長と自任して辱しからぬ底に進ま

せ粒ぱならぬ︒そして奥床しい人柄となり

態工夫携行し︑お互共存共築に平和に生活

る幻圃建と平和は苦捕な寿﹄生活に生れ︑生

タル

韮拝借して御紹介願ひ多くの方々にも生活

美事でも打ち眺むろ景色とはならぬのであ

イ︑入管除隊︑各組ノ畢行テ溌止スル
コド︐

鱈曙したが︑今や舞想以上に賞行されるこ

蛮行の途につかずして申し上げるも如何と

ロ︑在郷軍人︑青年廟︑同年者ノ各別
二畢行チ匪止スルコト

とになった︒斯様なことで去る四月廿八日
イ︑腿退︑代理者

の褒賀を擬せられ︑元郡役所極上に私等代

群壷衡に常り︑郡下二百有除組合中第三位

協行組合は香取郡農含の部落蜜行組合趣答

得られたい念願の矯めである︒合掌

場所一一於テ質素二誠意チ以テ行う事

ー︑入除誉ノ歓送迎宴含左記ノ通り一定ノ

泡ぱならぬ︒この稿ばお互が幸耐な生活を

ハ︑背年伽幹部

表三名は出頭受賀して来た様な柴春走得て

ロー在郷軍人幹部
二︑出兵除隊者ノ各谷幹部

偶然ならぬ偶然
うといふものだ︒﹂

﹁識際それが多いのゼ・・・現代人ば皆一度は

創になって老へればならぬとつくん︑思ふ

﹁れ君︒供はこの弧あらゆる平凡部でも填

る現演が執勤にひつか坐ってくる︒右に行

るつもりだ︒その理想韮立てＬ行かうとす

小さいながらも狐想といふものを持って居

生食て居ろ︑人Ⅲとして生きて居るの没︒

だ︒だが現代人の眼から見たら大臣大滞が

戒況して行ける気持はたまらなくよいもの

叉多勢になり得た︒人間は一歩奄々理想を

和倣の人がなり郷たし金持も比較的容易に

がその様芯人か要求し菰か︑ｈ大臣大狩にも

いふ程度であったなら明治昨代の様に証曾

の人の様に大臣大婚とか金持とかになると

れ﹂

でどうする半も出来ぬ︒理想を捨てＬ現賞

けば蛇か出る左を辿れば鬼が出るといふ課

大臣ば理想とするに鈴リにもみじめ龍︒大

何江︒談衡の岡湘からとっちめられて居る

崇高な理想を抱かうとする︒その理想も昔

﹁何をいふのだ奴︒今更になって︑現代の

だが灘想ば総てられないｌ理想

のあるがまＬ膜生きようとすれば勿論問題

勝だと言って軍縮で首の心剛走する様では

﹁成る程︒鷲は楽な考をとる︑︒それも生

畢校教育も一通踏んで来てそれ相常に考へ

はない

問題外︒金持江って努伽渚の汗血走搾つ求

き方江︒だが僕にはそれが出来ぬ︾兎に角

ても来て居るではないか︒それにそんな脹

恥扮てる位なら寧ろ人川な陵兼し誰方がよ

古谷喜代次

考へてぱかり居ては第一世に立って仕覗も

くはないかとさへ老へら恥ろ︒こ上で問題

●

﹁いＬや︑一・通りの娯校課程も雑へていざ

何も出来ないぢやないか﹂

で現代人の理想とするに足る封照は昔程雁

養本家だと老へるといやになる︒といふ課

想がないのかといふにそうでばない︒理想

単純であり得なくなって来た︒それでは理

るとじっと止って蛇鬼な鎚挑ふ利剣か探す
のが唯一の途となってくる︒そこでよく事

だ︒進むことも出来ず退く事も出来ぬとな

物の理走究め鵠得したならば必ずや難開突

きりせぬだけで概念上整加せられない形と

はもつと遥かに高術になりその封照がはっ

証愈に出て見ると川にも出来やしない︒変

︾要があるといふのだ﹂

によって立派な慨り韮得られた人が少数な

破も不可能でない様な鋪がする．事没それ

際何だって自分の手一つで出旅はしないで

一﹁そう言ばれて兄乃と僕だって何一つ人間

はないか︒さればこそその原因を老へる必

↓らしい仕聯←して峠ないがＩ漬が毒へて

﹁どうもこれは現代の雛校教育に一部の責

走理想とし衣って決して悪くはないのだが

﹁確かに僕もそう思ふ︒大臣．大狩．金持

がありはしないのかｎ﹂

して存水する﹂

﹁至極僕も同感である︒唯僕の方は君の様

する﹂

にあく喪で攻華的に出ろことル恐れて楽な

がら笈旅するの韮兄ろと益々その感走深く

一さうもないｃまア止む韮得ず現状として典

脇撞を選んで居士課拒﹂

封ばかり居て先きに見込でもあればよいが二

一へられ士仕事韮言ひつけられた様にやって

一年たっても三年たっても解決策ば見つかり

一行く︒その内には何とか目鼻もついて末ょ
I
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想をまとまつ犬ものにすることが出来ぬ・

なる知識に止ろだからその知識だけでは理

如何にも近代人に知識はある︒がそれは単

いといふ知識を輿へてしまったのである︒

と地位や名響走最高の目的とするに足りな

もの延理想とする誤解しない様に換言する

現代の教育は知らず識らすに吾々にそんな

﹁戯談所ではない︒一言なしだから﹂

﹁戯談に聞いてくれては困るよ﹂

﹁いや仰せの通りと言っておこう︒次は﹂

恩ふがどうか楓﹂

の現肱はこれと同じだといって差支ないと

ぶつかってどうすることも出来ない︑僕達

などあらう筈はない︒いざと雁含の焚情に

から︑紐育で何走倫敦で何走と見畢の目算

事の巧みな人が善人であり偉人であり人格

り亨染主義である︒大衆の御機雄を坂結ぶ

り老へるには現代は煉りにも現黄主義であ

そ根本の難問題である︒この根本をじっく

るか債値判断の根本を何れにおくかこれこ

てしまふのである︒認識の標準ル何に求め

分の利益のある方を収らうといふ事になっ

行かう倖い人のする様にやって行かう︒自

れにつかうかとなると大勢の人の進む方へ

ＩｌＩＩ１１！！

存却って邪魔になる︒即ち理想といふ鮎か

な詩が虞の蕊術だと言って持て難され衣り

者であるとも稲へられる︒ロダンの作品と

居るものだ︒信念さへしっかりして居れば

すろ︶即ち善とか境とか美とかな決定する

﹁洲︒水は飛氏叫皮の峠が一芥蒋度が大だ

何にもこはくない︒死といふ事すら信念の

とどんなものでも善である様であり悪でも

標準を持合せず整理せら花ぬ知識から見ろ

ら見た置けでも現代人は知識にしばられて

いふ蕪なしに蒋衆役に立つだらうから叉は

鯛になら非常な喜びだ︒﹃この再び韮笑へよ

見ろと無略に傑作と批評する︒利維衰弱的

今疑えておいた方が都合がよいからといふ

かし﹄とは日蓮の欺喜の鴎だ︒人間は生れ

と言ふ事避知って居るかれ﹄人間ば紅こ・れ

程の那山で雑然と頭に入れた︒だから彼の

ある様に思へてくろ︒こんなことは一寸静

と丁度同じ信念がある時一審しっかりして

頭の巾では猟撃は難字であり修身は修身物

た以上笑顔で死んで行斗﹄れいものだｎｏ所

々たる思湘の流に目的のないものばどｊ︑

思したらすぐにも気がつく程のことだが滑

正しく生きようとするに迷ってくる︒何と

理は物理で奈然別な部屋に勉りこまれてあ

でこの識喜の根元たる信念こそ現代人の娘

居ろ︒従って知識のある人であればある程

る︒丁度洋行する人に廻りの細かな親切者

の飲鮎は附利研同或は事大主義或は向利主

も峡くる所だと催は老へる︒現代人に共迦

んまきこまれてしまふ︒．⁝：と言って僕だ

に三つも川つも積込んだ様なもの︑而も洋

があれも必要これも必要といふてトムンク
行する術人は何畔何庭で何が必要なのかも

﹁一寸開きたいと恩つれ虚で話が外れてし

まったが：⁝・信念がないといふ事と債値到

ってみじめな緋ないその一人なんだがれ﹂

を以て善と選び得たならば千寓人と錐も吾

いから善悪の認識がはっきりしない・信念

へわからぬのとよく似て居ろ︒さてトラン

﹁そこが大問題なのだ︒つく人︑考走要す

噺の標準Ｌ﹂の開係は﹂・

義とでも言へよう︒これは自分に信念がな

クだけの化度ば出来たが出装の船もきまら

である様でもあり悪である様でもある︒何

推かむと断然として進み得るのであるが善

．知らす必要に際しても︑そのしまひ場所さ

ず米剛輝山か大陸経由かも解らぬ位である

その一人だといふ事を前提として話して行

行かうと老へる人は多いだらう︒君も僕も

生きて居る以上成るぺく善い事走淫山して

ろと最初に若に話しかけたのもそこ江んだ

ださうだ︒僕は味ふ︒へきことだと思ふ︒人

つ衣が︑生命の侭に有力なることＬいふの

リュー即ち慨値といふ詔の語源が調べてあ

ふとしよう︒ラスキンの或研究に英語のバ

考の偽に自分の考の筋批だけ述︒へさせて災

れ﹂

であったなら吹き出したくなるではないか

表するが少しも考へないで口先のみの言莱

かせんとするのであったなら寓腔の敬意を

居るのかわからない︒本営に考へ本常にし

よいか人類の祁祉とば何か走考へて言って

﹁君の言ふ理窟上からは大彊わかった︒霞

間も動物も植物も引くろめ衣大きな生命の

だ︒本術には解らぬ様な菜がする︒生命の

いことは絶鋤にしない・・⁝．少くとも考への

この生命の一部分は自佃が分典せられ居る

流れといふものを携想することが出来る︒

かうｇ善い事を多くするといふ反面には悪

上で・・・⁝と老へる︒甲乙があり甲は善乙が

がこの生命の蛎にその大さ起加へ深さか増

生ずるのである︒債値判断の根本は何か︒

値判断さへはっきりしたならば信念が自ら

孤瓶からはいるが理瓶だけでは到底達し得

は説明であり那窟である︒哲畢的なものは

ではなからうかと恩ふ︒かう言ってもこれ

し長さル延ばす様芯ことこそ善といふもの

だって仁だって根本原理は同じ率だと恩へ

き支那の孔子も仁韮説い士︒愛だって慈悲

洋の来督も愛を説き印庇の縄迦も慈悲心説

と大分一致して居ろと恩ふが﹂﹁そう江ｏ西

とに努める︒そこに信念が湧く︒つさり憤

悪であつれらどんな事走しても甲心とろこ・

偽になる事といふと愛とか慈悲とかいふの

善とは何かとこ上迄問題が進んでくる︒貨

られぬものである︒僕のいふ事も理窟とし

つめて行つれ人類の指標が愛の矩火江とい

だ︒而もその三人が三人とも同じ様につき

際こＬまでくると僕なんか本岱に力の足ら

それも伐としては物足りぬが止むル得ない

三大哲人が三つの教理奄立てＬも徴１前

川来れば人生の大半は解決がつくと思ふが

事であらう︒考へばっかりしても炎行は変

る︒人類の歴史に簸も大きな寄典を蓮した

それと共によくもまア美悪の定めさへつき

い︒これ程偶然ならぬ偶然があらうか︒も

ふ事をよくｊ︑味って噸見なければならな

て唯需の頭山中に入るのだかも知れない︒

か︑てつまづきもせずにｌいや砿いたの

に容易でない︒愛行の芯い考へ程無償値な

ぬことを熟々思ふ︒尤も之さへ本柑に感得

かも知れぬが火傷も越すにＩいや傷い症

しも君も大いに老へることに興味韮持ち感
泣きれくなりよく祉人が﹃碓愈公共の潟Ｆ

得する所があつ犬なら聞かせてくれ給へ・

ものはない︒から考へ来ると自己の無力に
報ぜん﹄とか﹃人類禰征の樽進む計る﹄な

られ﹂

お互の修行だかられ︒而も苦しい修行江か

いて衆士もの江と恩ふ紅﹄

どＬあれ程の重大事をよくも狸々しく言へ

かも知れぬそれを気がつかぬ位に大謄に歩
﹁君の善悪の標準といふものは何におくか

るものだと考へざるを得ない︒その人々が

﹁どうもありがたう・⁝．．﹂

のだ︒これから術もｊ＼も自分でも考へ人

果して祇曾公共の偏に議すのはどうすれば

れ﹂﹁焚際の虚はまだはっきりつかめない
からも教へられて研究し丈いと恩ふが唯参
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峡南支曾謹含式に伸ふ身延旅行記

折臥にさのみは人の寝いられは

月をみのぶに起きかへるかな

と詠せられしと聞くは賃にゆかしき極

なり︒近代物質文化の表徴としては此

川に架せられたる繊橋なるべし︒彼の

山梨螺峡南支曾は本愈員木本初瓶氏

に基き思想幽難の匡救に任ずるは蓋し

歩を示すものとして族行者の目を時た

虹の如き識の大釣橋は我が架橋術の進
の不断の霊力斡旋により︑新曾員二百

しむるものあり︒之より身延の翠密を

固の教旨弗獅子帆し︑剰ひ蒙古襲来を

者として日蓮宗を創建し︑一期立正安

今を去るとと六百五十年前法華経の行

とは今更喋荏を待たざるなり︒大師は

寺は︑立正大師円蓮聖人の霊場たるこ

翠ぐることとなれり︒抑も身延山久遠

を以て其溌曾式を身延山久遠寺に於て

開し来り︑一進一輔激流の涛音と共腕

急流の一富士川の絶勝は漸次車窓に展

り︒大宮畔を過ぐる頃より︑日本三大

は直に富士身延徴道車中の人となれ

支曾長及び木本氏の出迎へらろ︒一行

京を礎し︑富士廃に達したるは正に正
午を過ぐるとと二十除分︑畔には望月

師として同行世らる︒九月二十日朝東

余は徳川曹長に随行し国府先生は講

紀州︑水戸雨家の菩提寺として雨家の

れたろを濫嶋となす︒爾来徳川三家中

めに一大伽藍を建立し上人に寄進せら

寓の方︑深く上人に齢依し︑報恩のた

あり︒身延川久遠寺第二十二世心性院

寺は富士川を挟み身延騨の掛岸大野に

一路川の勢岸大野山本速寺に達せり︒

︵水戸公の旭︶の生母にして養珠院殿と

宣卿︵紀伊侯の組︶及び徳川頼房卿︑

秘し︑寺内に日遠上人御廟と共にお蔦

の方の御廟ありて︑何れも荘厳を極む︒

して︑日蓮聖人身延入山の途次月明に
富士川の灘謹をⅢきて

偉容は淘に息もつがせぬ絶景の辿練に

巌石の壮槻山獄の奇勝を始め︑衰境の

日遠上人隠栖の寺にして︑養珠夫人お

十寓を一蹴せしめ︑岡難藍斐除するこ

謹言して世人を鮮醒し︑遂に能く戎敵

支曾を創設して︑開岨西村泊翁の教旨

一の由緒ある古き歴史を有する本曾の

に於て現に我剛教化閲紹の内に於て唯

とに努力せられたる聖人なり︒今此地

尊崇滝からす︒賢婦お閏の方は徳川頓

一昨に牧めつ上富士川の清流に沼ひて

感ずるなり︒

偶然ならずと信じ︑特に其意義深きを

康江万次
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て︑同寺に参詣し︑法要の管まるＬに

余は閥府講師と共に徳川曾長に随行し

長公の親義を感ぜられしか淀知るに処

御座すらむ﹂とあろは︑聖人か如何に賃

安く法華経を讃調し奉り候山なれば︑

﹁縦令仙虚にて死に候も︑九年の間心

人の遺文中に恥︑

華弘道の淵源本化妓勝の道場たり︒聖

﹁我が此山は天竺の嬢山にも勝奴日域

るべし︒叉同公の子孫は能く吉野朝廷

の比叡山にも勝れたり︒然れば吹く風

に仕へ︑楠︑新川︑菊地の諦公と共に

同家に封し男僻を授けられ︑現主南部

列し︑殊に感を深ふせり︒即ち徳川曾

一行は此虚を僻し自動車に分乗し︑

義英氏は南部家のお寺なる同地鏡側坊

妙法の五字を唱へすといふことなし﹂

もゆるく草木も水の昔までも此山には

長は同寺に参詣して祁先拙遠の誠礎致

南部群．長公の墓及び鱒館雌を訪はんが

の仕職となり︒川家の身分に届らる山

円蓮が弟子檀那等は此山を本として参

までも心は身延山に住むべく候﹂叉︑

露︑峻奴話登りて川上に撰跡を尋ね︑

は洞に奥ゆかし・今徳川酋長来りて此

るべし︒此則ち霧山の契なり﹂と仰せ

墓をぱ身延川に立てさせ給へ︑未来際

一同此虎にて記念の篇撮影せり︒抑も

虚に展墓せらる上忠臓頴揚の美畢にし

られたりと聞くに至りて感更に深し︒

南朝の忠臣として其義名を総かせり︒

南部六郎波木井蹴兵公は︑夙に勤王の

て︑弘道の主旨精祁を贋に示し脅員〃

境内は身延七面山の峻峯を背景に老杉

さる上は是れ孝心の蕊鰐に外ならざれ

志厚く︑叉奉仙の大信仰者にして同時

郷ふ所遼知らしめらる上尤も有意義の

鰯に明治年間に至り︑其這勿に依り︑

に深く日蓮聖人に蹄依し︑聖人を身延

ことＬなし︑同地方人士に多大の感動

古桧天を摩するあり︒高さ七十尺梁間

ぱなり︒

に迎へ九ヶ年間の仙養をなし︑身延山

を典へたりしことＬ信ず︒

を一つ置く虚なく候ひしか︑波木井殿

六佃図︑烏二つの内五尺に足らざる身

ば聖人の遺文中にも﹁日蓮は日本六十

る無跡にして而牽あり︒次で車を奔ら

︵南部の別名︶資長卿が聖人に針町した

島は営年身延一山寄進の大楠那波木井

に入る︒門内の逢島澱鯵開に達す︒逢

斯くて同坊と離し一路身延川綿門内

奥の美を講して︑日蓮宗組本川たる格

廟川を始め︑位牌錐︑大客殿︑書院等輪

珊瑚の天蓋︑砺錨の理路に目も綾なる

梯其他朱欄碧迩の測師掌︑金銀の彫刻

百八十七級の石段を有する峻坂の菩提

十三間の大三門︑又高さ流十八間︑二

の開基として細はる凡偉人なり︒され

の御育みにて九佃年の間身延山にて心

せて所謂身延山久遠寺に到達ぜり︒巾

式と偉容に於て間然する所なし︒三門

ぱ︑いつの仙にかは恩ひ忘れ低べき︑し

す迄もなく同寺は聖人洲悶の嬢地︑法

安く法華純を讃荊し奉り候ひつる志を
らすや此人は無遥行菩薩の再誕にてや

今ｒ
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倉主事︑両田山梨蝶知事︑徳川本金提︑閏

前列向一Ｚ一人目ヨリ遠藤支含願側︑畷江本

峡南支曾謹含式

虎老樹釜瞬たる剛方一丁齢の平地あり

より左折して数十級の石燈を登りたる
聖人九ヶ年側の草庵の奮跡あり︒往古
府種徳氏等︒

も聞くが如く難行苦行の行事群一偲び︑

逓追回してそぞろに法華経讃諏の妙音
追懐去るに忍ひさりき︒かくて酋長一

行は山上大客殿に休憩後僧正に導かれ
岨師牽に参詣し︑堂内に於て特に徳川

新刊紹介

蔀華擬侭燕

全一巻

︵中央報徳含編︶

本書は中央報徳含の祇命思想パンフレッ

ー氏著の﹁行き詰つ穴ポルシエグイズムーあ

トの第四輯であって︑カールｅカウッキ

大意を武井秀吉氏が意課し誰ものである︒

此の本書に記する所は︒彼の謎の図︑枇界

一七年十一月以来十有除年に亘って︑農業

バチルスの根源地たる露西亜に於て一︑九

ヴイズムル賛行せしため︑同閲態して途に

産業ｂ斌曾及び政治の各方面に︑ポルシエ

疲弊困鰯の底に突き落し︑今や全然行き詰

りの状態胆液ろこと韮遺憾なく摘凌暴露

ら救ひ出す方策か示して居るものであっ

し︑更に進んで窮乏の露西亜恥奈落の底か

エート政府にとっては確に一大痛棒であ

て︑政策の成功を宣博誇示して居るソヴイ

る︒必誼の書である︒

食をした上め︑山内舞迦堂に於て畢行

Ｌは責に獄喜の極なりし︒

何れも雄曾裡に大関側を告ぐるに至り

せらるぺき雅含式並に講演曾に臨み︑

り来山せられた幅川知事一行と共に謹

に参列の篤同牌壮含課長と共に甲府よ

再び一行は大容殿に肺りて熊々溌曾式

られし孝養報恩の雛肌なりと︒かくて

く房州小港の故郷を眺め御維を調諦せ

阿家安康を祁り︑叉父母を追慕して遠

聖人が幽棲九年の柵屡掩と上に上りて

にして奥の院に到る︒頂上の恩親閣は

急坂五十丁︵海抜三千七百八十八尺︶

含長の篤に管まれたる法要に列し︑次

.bぞ一、一Pーー

で抑侭骨堂に奏したり︑澗師堂裏より
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机の塵︵十月︶
×

行財政を整理せんと欲せば世確かなら赤︑世祁の安穏を欲
ぜば行財政の整理ばっかナ︒悶政常に赤字故のジレンマ︒貧
に勝る苦胸なしか！
×

所罰のミス︑ヴイードル機北太平洋淋代シヤアトル間を横
断成功︑・日本への而街に飛んだか︒口惜しがる我航室界よ︑

彼に一泡ふかせる気はないものか！
×

警宵が白書警官に射殺さる・弘法にも筆の誤りとはいへ︑

×

あまりに珍奇劇たり︑犯人は遥かに之を苦笑せしととなら
む︒

満蒙問題の其の後の右様雄梅雨の如く︑降るでなし晴るる
でなし︑ｎ本の誠意は彼に通ぜ赤︑彼の餓鬼道は我れに殻け

あれ︒

歩︒擁の味の喰述ひ︑解決は只正義のみ︑それ我閏論の需起

×

反て人心悪化逓誘ふ大なるものあらむ︒遺憾限りなし︒

騒がぬものは常に押しつけられ︑騒げば何事粥押し通せる

か︒﹁騒ぎ得﹂の世ば決して住みよい吐曾ではない︒是が隠れ

て非が威力を振ふに似たり︒これ末世の兆？！

×

錦州城塞に我が案軍秋Ⅲ和をピクニックしてジュネヴに衝

反て本間題を何時迄も解決せし胡ざればなり︒

動あり︒訓森員を派遣するならばすべし︒彼等の認識不足は

×

澗逃で︑失業を救済し得るものあらば︑何人たり政府と組

織すべしと提言︑我が剛でも同様の現状か︒失業常救満すべ

×

き政府は︑どしどし一面失業肴製通人といふ奇現象︑難又
雌？

仲秋雨降り綴いて貧民を頻りに冥土へと誘ふｐ﹁長雨﹄など

×

とは三文詩人の閑文字︑今日より断然﹁殺人雨﹂と改むぺし︑
Ⅱ

の不景飛が如何なるもの姥縦し溌生ぜしむるかを恐る︒養へ

世界を筆げて︑我固を畢げて不景気盈脅で狂ひに狂ふ︒此

教化の本尊様︑賛は一皮下は破倫漢だったり私腹貧り居士

粘榊を︒細てを救ふもの一に糖祁あるのみなり︒

×

？だったりといったものがある︒教化碇毒するのみならず

一
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愈 談 恕 化 教

▲・

坐曾員の雲

に意見つきず︑五分間と時間態制限すれど

識氏の近頃本曾のための御誰力のことであ

そば外のことにもあらず︑それは木本初

懇談倉

九月三十日午後一時より丸の内帝閏農倉

も︑熱心の詮リ之も盗行されぬ有様なり

る︒今新入曾者芳名鋒恥見るに︑氏の紺介

砂煙蜘伽蝿搾蝿鯨︾教

講堂に於て︑中央教化圃鵠聯合管と東京府

き︒経て︑高橋警覗総監及び松井茂氏等の

によって加入した人

近頃感じたること

教化閲韻聯合倉と共同して︑粥藤子僻が中

家の求め大いに悲憤雌慨し︑或は封策を練

共産蕪問題に就ての所感褒表あり︒一同邦

蔚藤子爵ｕ東京府教化園盤聯合含長牛塚知

愈の挨拶あり︑零で中央激化間髄聯合合長

先づ束京府教化剛機聯合倉の羽生理事開

に有意義な倉であつ衣︒術口の出席者左の

含の酢ありて午後四時散曾せり︒時節柄誠

す︑松井中央教化剛鎧聯合徹常務理事の閉

り．時局を論じなどして︑時の移る韮知ら

不幸にして木本氏に一面識あも有せぬこと

に見ろものある走思ふ者である︒余は未だ

ことを知るとき︑氏が其の森岡共の努力稀

来れば賛に其の数三百名近くに達してゐる

とて︑如何なる方であるか奄明かに知るこ

事の挨拶あり︒それより本愈長徳川竹侭は

に於て︑氏が其の偶成の作たる詳剛首走拝

とを得ないけれども．弘通六月雛の悲林棚

訓して︑畢術に富み︑高潔なろ人格走備へ

れる方であることを︑其の作品を通じて推

小尾文部省成人教育課長ｂ高橋瞥祁縄監
中央教化凧挫聯合含側

見るに︑氏の吟味絶へて見えざる所より︑

知することを得たり︒而して其の後同欄を

即ち氏は僅々鯉ヶ月か出でずして︑倉員三

初めて共の華怖走推知することを得たり︒

百名近く走募集せるその求め︑東奔西走共

如何にせしかと心密に案ぜしに︑今にして

中理事︑継川理事︑隣江理事︑丸尾迦事

牛塚称災極羽生迦事心中陳理部︑商陽理

今泉睦班︑其外

事︑加藤班事︑後藤理事︑藤岡理事︑爪

東京府教化圃鐙聯合倉側

粥藤倉長︑松井常務理事︑古稀幹事

近藤保安部長

来賓

如し︒

税下ノ難局二際シ教化圃憩ノ主カテ

表ありもさすがは其の道の人々とて︑中々

であつ赤︒各緬圃燈よりそれぞれ意見の裟

ノ目標二就テ﹂

注クペキ鮎殊ニソノ最モ適切ナル教化

一

移る︒懇談の中心は

艦聯合倉の近況報告あり︑綴いて懇談倉に

令曹長座長となる︑それより東京府教化閥

はろろ所ありｕ総て牛塚東京府教化図鵠聯

に封し脱酢悲述ぺられ︑今後の御謎力悲願

粥藤子爵の中央激化圃鎧の聯合曹長御就任

は︑四月雛より蝋へ

担︑昨節柄敬化上の懇談倉を催せり︒

傭豊再歪二軍冒可

央教化剛媛聯合曹長に御就任の駅賀走兼

化

含談悪化識
6
,
？

中央及東京府教化画鐙聯合含
懇談曾雌次

一︑日本弘逝宙徳川達孝

席次稀雅圃髄名代表者

二心修菱卿三宅締一
三︑大川本士通念寓本半減

四︑側風曾上泉徳蝿
五︑中央義士倉勉脚蝿二

六︑高輪義士倉三井勅
七︑祁寓未寮曾今泉定助

八︑ｎ本魂祇芳井面利
九︑乃木誰元町田金六
一○︐上宮教禽高木武三郎

一一︑逝愈佐藤政二郎

一二︑婦人復興倉・鈴木珠子

三一︑大東文化協衡川口詐
一四︑全剛紳職含太田虞一
一五︑皇典講究所大野政虎
一六︑誰溢館文化曾野村竃一
一七︑東洋文化娯禽三鯉熊太

一九︑剛民向上愈来馬琢道

一八︑伽ク含峰田一歩

二○︑奉仕含若王子丈健
一二︑羽治含高知尾誠吉

PIpqmm四四四三三三三三三三三三三二二二二二二二二
六五四三二一○九八七六五四三二一○九八七六五四三二

相津照

津田蝿次郎

閏民教育奨働含
ｎ本青年館

鐘謎保養院

悪美唯義
吉田索明
伊藤末尼
丸尾永吉
土肥修策
蝿岡豊二

の勢苦が氏をして其の暇走得ざらしめたろ

なりと︒顧みれば︑余も昭和四年三月支含

を設立するに常り二ケ月が程に忽ち六十有

の後は遅々として捗らず︑最早三年悲継過

除名の倉員同志走得ろに至ったものの︑其

せる今日︑術依然六十名に過ぎず︑これ余

帝図文化協曾

中川望

上村藤若

器谷施次ゞ郎

績を架げられつつあることは︐誠に驚歎の

本氏は︑それにも係らずして猫此の如き成

事業を妨げてゐろであらう︒然るに術の木

といふことも采へない事班として︑吾々の

るも︑一面には亦今側の︑﹄の経済界の不況

が努力の未だ足らざるによることは勿論な

中央報徳愈

小醗完次

輔子懐永
片岡君恵

井上龍太郎

余は並に含貝の一員として邦家の赤め感謝

外なく︑又感ずべき事といふべきである︒
中央婦人含

菅俵一

愈々本命の婚恋闘努力あらんこと私に所っ

︵行鹿支愈内︑かなへ生︶

て止まざるものである︒

○

内外多事な現状であるのに︑図民の有様

グロの堕眠走貧ろとか︑やれ争議江︑やれ

邦家の丈め一大畳悟あるぺきのとき︑エロ

伐歎かはしいものがある︒鯛民は協方一致

富田頁

闘争だといって騒いで居る何事ぞ︵△生︶

鞍智芳章
田墾願員

金田日出男
木田安三郎

せざるを得ない︒氏は今後征之健在あって

大日本護閏倉
涜草寺教畢部
博通念館

中央伽教含

謹閏祇
聖鍔院

釜剛耐士誰耐教化閣
皇訓協曾

末公含
斯逝含

蝿入亮忠
鈴木積善
佐野庚中
柴田一能

東京韮督教育青年含

誠忠曾

日本四民禁酒同盟

愛幽青年派

皇民竹

生活改善同盟曾

明治抑宮誰

聖訓未旨含

希望征

､ ， ､ 、 、 ､ ､ ､ ､ 、 ､ ､ ､ ､ ､ n ＄ ､ ､ ､ も ､ 、 、 、
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死の山象間久佐

野田翠雨

捌洲佐久間象山の死︵下︶

十二℃大刀を左の脇腹へ

しが・もが星なかばくい芯ゐそざすががう雪しやうざん態上う上

から小河を走らせ︑月番の西町奉行肋へ訴へ出たので︑直ぐに馳付た役人は

わからのはしつ唇ばんにし生らぷぎやうしようつだですかけつけやくにん

士が斬られてゐるので︑腰を抜かさん許りに仰天し︑階段を剛け下て︑裏︑

らゐ霧こしいぼかザやうてんはしごか労りうらぐち

あって︑共家の女将が三階の掃除に上って︑窓から顔を出すと︑眼の下に武

モ二お弥みがいそうぢあが主望が里にめしたきじ

しやうざんざう注んばしよ号や生ら陸か賎﹀﹀そこ今謹っ〆こ札うりや
象川の迩靴の場所は水屋町の中程であるが︑共庭に藤屋といふ小料理店が

から藩ちるところを叉一太刀︒首の付根から五六寸下った錘を切下し︑悠含
したしかしがくたみさ
と死を碓めて刺客ば立去った︒

おまたひとにらくひつけ通すふさがへん号り幻ら晩うノ︑

シと血は飛んで刺客心創の牛は紅に染んだ︒流布剛無の象川も堪戊ず︑馬

Ｐワルー

背後より﹁エイ﹄とばかり︑象山の左の脇腹へグサッと大刀を突刺した︒サ

ばいごしやうさんひにりわ今迭＆にい主うつ今塁

牛頃︶三惟木屋町に非掛つた時︒すれちがった一人の武士︒突如振り返って

ばんごろでうきや生ら冬しかＬときひともぷしいき矩りふかへ

象山は山階宮晃親王殿下のお召によって参殿し︑八シ時︵今の午後二時

しやうざんや生し雁のみやめ雪もしんわうでんかめしさんでんや幸含いま琶雪じ

なった︒

象山は京に着いてから︑秘だと活動してゐたが︑其のうちに十月十一日と

しやうざん含やうついろノーＩくわつ写嶋う毛ぐわつにら

小
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(5

おこじ午つめつけ⑧●●●●︾﹄う●①●●釦からめ．つけ●④●⑤●・

にんにん・しやうざんし侭いけんしとｒけしよおよびけんし尖う

御小人目付棚灘消吉郎︑同畔柳三一ハ︑御徒士目付岡野伽之進

の三人であつだ︒三・人は象山の屍罷を検硯し︑届書及稔誘
．害ごとみとまちぶぎ主うと堂けで

を左の如く認め町奉行へ届出た︒

本日八シ時頃三僚木屋町通りに於て横死者有之候旨町方掛
﹈りのものより届川有之候附即刻立曾人召連現場に相越し検
・脱仕候脆別紙械誰の通り州述無之候依て死骸は町方のもの

へ引渡世候此段御届仕候以上

御徒士目付岡野敬之逃

同畔柳三六

御小人目付棚深清吉郎

元涜元年子七月十一日

御卿付衆御中

桧識

貢田信濃守家来佐久間修理
．︵年齢五十四五年位︶

一身の丈五尺三寸位顔細長く色白４眼細く鼻並歯並一本欠
髪班白耳並単緬織及び袴を着け大小を帯ぶ落馬の侭祁倒居
り頭を西の方に向け足を東北に延し庇所は左の脇肋骨を刀
の突流一ケ所深く肺を貫き而して叉背首の付根より迩六寸
を下り一刀を下し死を確むる鰯め切付たるものなり

右之通り

十三職刺容は朱鞘の士

やくにんに・少けんしすげんじゃうひきら骨とい含

き

役人達が検覗を済まして現場を引揚げんとする師途︑息せ
ちうしん寺ものでうお樫ぱしとうばう愚けらざんざい

き切って注進して来た渚があった︒三僚大橘東方明地に斬好

じ
ゃうｕ助にした崖亨っしよいふ
状が表秘てあるとのことで︑直ちに同所へ往って見ると

松代藩佐久間修理

此者儀元来西洋畢詮唱へ交易附港の説を主張し枢機の方へ

立入御団是を誤候大罪難捨置候虚剰へ蔑赦誰含津彦根の二

藩と共同し中川宮へ事を謀り恐多くも

九重御親鰐を彦根の城へ奉移候俵を企て昨今澱りに其機曾

・を窺候大逆無道不可容天地図賊に付則ち今日於三催木屋町

加天詠候但し斬首可懸暴木之鹿白謹不能其儀もの也

皇図忠義士

しやうざんあんさつ砂しゆにんにいばめいう

元治元年七月十一日

●●⑦●⑧ばくふ

岡野敬之進は幕府より象山砺殺の下手人逮捕の命を受けて

は・フぶかばたんさくふぢやをかみはなしよ

八方に部下を派して探索をした︒藤屋の女熔の話に依ると︑
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しかくとしころふさノー︑きりさげがみまつしろもとゆひむず

刺客は年の頃三十七八︑房産した切下髪に直白い元結の結び

めばくろぢもんつきいるゐはかましゆざや胆い五う
よこ

ゑさうししばゐむしやしゆぎやうみやもどひさしに

目をピンと鋼ねて︑黒地紋付の衣類に袴をはき︑朱鞘の大小

横たへた︑繕草子や芝居によくある武者修行の宮本武減に似
を
しやうざんわ含嘩らつい含通と＆ででんくわう世念か
て居り︑象山の脇腹を突いて︑息の根を止める迄︑電光石火︑

くわん睦ついわずめひにてぎわけん
間︑髪を入れざるほんの僅かの間にやってのけた手際は︑剣

にうにつじんできわざ
足ころしゆざやにいせうにい堂もとぎじんと

えふたんきぐわだそだん客く

って︑一葉の短冊を渡した︒其の短冊には︑

えい

石良雄を詠ず
池わ大ら
しの

くる

や全し江きと

泣くよりも笑ひながらに忍びしは

苦しかりけん山科の里
︑④⑧⑨会みため珍雁う
●③い
とある︒一翁の言ふには︑大石良雄は譜の鱒に仇を討たんと
てぎあさじためゆうとうこ上ろゆうとう
して︑敵を欺く篇に遊蕩した︒心にもなき遊蕩をしたのは︑

喜んだくる定わらにんたい

何様に苦しかったらう︒泣くよりも笑ひながらに忍耐したの

道の達人でなければ出来ぬ柔だといふことであった︒

其の頃︑朱鞘の大小を帯したのは重に土佐人であった︒士

は賞に天晴なものである︒御身も夫の横死を悲しむは︑まと

守ようしちうくわつ鞍とさ

に勘んだ結果︑忽ち腕前も上達したが︑何分にも刺客の何者

ばけけつくわたち象うで垂へじゃうたつ江にぶんしかくなにも③

の家来正木関之進に就て︑一心に薙刀の糖古をしたが︑熱心

けらいの④●③③ついしん・膝ざなたけいこねつし向

とに尤ではあるが︑泣くよりも一層奮溌して武雲を鋤み︑象

もとつ施そうふん住つ掌げいはけしやう

じつあつ陸れおみ毒つと重うしかな

佐の武士は﹃腰の朱鞘は伊達には差さぬ⁝⁝﹄といふお団振

ざんぜんきいに小あ樫うちよいみづ
山先生の魚に︑仇討をしたら宜いではないかと言はれて︑瑞
え
ばじざとふ●●かういしやとに
枝も始めて畳り︑深かく一翁の厚意を謝して︑これより戸田

君ぷしこししめざやにてさくにぷ

りをうたひながら︑京の市中を淵歩したからといふので︑士佐
じんめ侯しつふぢやさうきくばんぷおしゅん︑てぱい
人に目星を付け︑藤屋に捜索本部を置いて種盈手配をしたが︑
到頭掠縛することが出来ずにしまった︒

とうとう昼睦〃︒酒含

十四︑大石良雄の歌

治の御代となったので︑最早仇討は不可能なのを受り︑それ

し争うざん私いけいみづ犬こえ営めに⑧●●いへかへ

より朝夕象山の位牌に向って合掌讃経して︑其冥禰を所つ

こうてがかたそけいおうずめい
であるかが一向に手掛りが無かった︒其のうち慶膳も過ぎ明
ぢみよもはやあ胆うらふかのうさと

象山の令閏瑞枝子は︑江戸の兄︑勝海舟の家へ踊ってゐ
まつしるしやうざんやしきめかけてふろすゐ②●あん
た︒松代の象山の邸は︑妾のお蝶が留守居をした︒象山暗

たのであった︒

しｋぜい廿すめゆうこみばお

⑨●苧フ池んほうえ宮つ丈はと含かえ写﹄ひと人︑こ上ろ
象山遭難の報が江Ｆへ陣つた時は︑可なり江戸の人公の心

十五︑額へ小砂利がめり込む

あさゅう●のみはいＵかがつしよう︾﹄く舎上うやのめい尋Ｌいの

殺の報を聞いた瑞枝は泣き悲しみ︑十日程は食事もせずに︑

●●こ差

賎うぜんしつこもすぎじがい

さつ銭うぎふづえなかにか賎琴し里くじ

荘然として一室に能り︑隙さへあれば自害をしやうとしたの

あんしんで含④②の●●きう炉一々

で︑海舟も困りぬいて︑書生と娘の勇子を見張りに召くこと

ぜつしや正胆わみづえみ

にしたが︑それでも安心が出来ぬので︑大久保一翁に相談す
よろ

ると﹃宜しい︑拙者がうまく宥めて上げやう﹄と︑瑞枝に遇

●●しやでん︑︑︑らじやうとぴお全にいかつ

そんな幻︾・ろちじやうずわ

をら江にｂのたん江わりあび

︾江
﹄戸
しの
ら市
う中
ｈで
つも
ちさ
ひ士
こが
ろ殺された榊原は耐殿からひらり地上へ飛下り﹃侍てシ﹄と大喝した︒
を含
緊ん
張も
さや
をう
たえ︒
彼っ
虚し
でう
薩き
州じ
のら武

うわざ含

おちつこと唾ばつ寄りらやもの

めや

とか︑こ
此つ
方ら
で陸
はく
幕ふ
府ひ
のと
人や
が殺られたとかいふ噂でもち切り︑女は驚いて地上へ坐ってしまった﹃其方は何肴だ﹄女は割合
釦陰さわ

し仁やば睡悉のらやうばな心のい正り

もの

正んしんこうこん推挙ころ士ゐ

ぜう７１しん

漉港窪雌は露睡徒感れ︑繊索が莞にも雑まるだうと大騒ぎのに藩付いて︑言語も明瞭と﹃怪しい者ではございま辻ぬ﹄﹃怪
うわ将た

ざやう

中濫かへ︑毒たもバツと噂が立ったのは︑下谷花園町の花園稲荷しい者でなくて︑何で深更に此様虚へ参る﹄﹃ハイ︑少盈心

全い
よ幽
ゆう
れが
いで
へ毎
夜
蕊
出るといふことで︑二十七八の舞い畦の麦雌が︑瞬澱ございまして⁝⁝﹄﹃ウム︑雌に繊るのか﹄﹃左様でござ

しんぐわんずぢきつしやき

きつしやけんにうしばんいたゐ

毛

こつも全ゐしやでんえんこし
か
みり
残風梶
仁を
いふ︑
︑る
あくめ
げく
Ｕてり
髪ふ
しけ
てい
境内
は︑
Ｊ︑
１歩
︒し
足拡
が無
畑のやうにいます﹄﹃まア此方へ参れ︒﹄と祇殿の橡へ腰をかけさぜ﹃其
しだやくわいわいちやうかゆうぐ恥

︑︑
す
っ︑
とに立ってゐるといふので︑下谷界隈の町家は夕暮からの心願の筋を拙考へ聞かせろ︑拙者は剣道の師範を致し居る

ごかうめい④︑をんせい

●②④④めんしん唾肱
ゆけもの含
と
戸と
を閉ぢて︑パタッと一音がしても﹃ソレ化物が来た﹄とち堂榊原雛吉ぢや︑安心して話せ﹄﹃ハイ︑御高名の榊陳先生で

診と

佐あが怪﹄含いきＰう●④④．〃︑らみ全ぞ

らうこぐい江りぽこらいしゃゐゑぞ要こめ

こび秀らやう③●④④●

久み上る程であったが︑これを聞いて憤ったのは榊原鍵吉でゐらつしやいましたか︑暗くてついお見それ申しました
が︑
せつしやみん
あるわだくし替ぜんぜいめ
詮にｂのしわざし
間あった︒何者
の所業か知らぬが︑諦諦露栽蝿だとあって︑或妾は二三度先生に語目にか上りました﹄﹃ハテ︑拙者を存

象梅雌蕊の珪瀞澄礎かめやうと︑夕刻から稲荷の洞へ往って砥じ居ると申すか︑何虚で遇うたの﹄﹃木挽町の佐久間象山の
ちやうみ④●せん透い

い豆め

小円でんすみかく
の
殿の隅に匿れてゐた︒家でお目にか上りました﹄﹃ウムヘ左様か︑お身は象山先生

含く

わにししやうざんもとを
どえん
かめし泡と
こし
く講
ずぎ
こ十
死すると子の刻値少
に︑パタノ １と軽るい足一昔がして︑．の御縁のものかな﹄﹃ハイ︑妾は象山の許に居りました菊と
④●①●●⑤写のむすめ
全を
おりと言ぐわつすえ
けい
含来たものがある︒
境
内胆
へい
入ぱ
っいて
折から時は四月の下旬で︑そる申すものでございます﹄﹃ホ︑ウ︑では和泉屋九兵術殿の娘
ぜつしや
さやう
めし とご骨く
わかおんな

毛ら

くも

み土をしつれいいた

なにゆ垂けいにいめちらこちらあゆ

つ雨
ゆし
Ｉ︑梅
のに
支く
度であらうか︑空はどんより曇ってゐるが︑足一昔御お菊どのであったかの﹄﹃ハイ﹄﹃左様であったか︑拙考も

主さけう含

︾﹄﹃季

かみいの害

距ろぼ害さやう

ごしやうち

あ︒

やうす
からすぺての様
子が︑どうも若い女らしい﹃おう︑これがお見それ申して失漉を致した︑して︑何故境内逓彼虚此虚と歩

かもの理こらまへこさりうへご知定に

なにすそつ
むし
串うわさ
れ霊
いか
ゆ︑
うれ
噂ゆのう幽
幽酢
霊にしては足
があるぞ﹄︑何を篇るかと密垂れた︑正に狂気でもされたわけではあるまいな﹄﹃イェ︑
ふ

たちあがあ雁拒こ肱だあわか

と覗てゐると︑彼の者は︑両前の小砂利の上へひれ伏し︑何お百度を踏んだのでございます﹄﹃成程左様か︑それで相
どと

●●きようとおうし巷やうノー

もの
と祷
う するものの如く︑やがて立上って彼匪此虚と歩る分ったが︑耐に所るのは何ういふわけであるの﹄﹃御承知で
物
逓ｈ
かく黙

再Ｉ
じめた︒＄ございませうが︑象山が京都での獄死⁝・・・﹄﹃左様共公︑
６
を生鯖

F
七
一
一
一

も先生には子が無かったので︑子胤を欲しいといふところも

て︑多くの妾を温かれた︑これが先生の大映黙であった︑尤

とに一代の英傑であらうが︑舜もまた一妻一妾などと申し

のでございます﹄﹃それはよう存じて居る︑象川先生はまと

かりは十年も傍に居りまして︑枠の格次郎も妾が生みました

惜しいことをしたの﹄﹃象山は他に妾もあり蚤したが︑妾ば

た︒恩はナハラノ︑と涙か溢れた︒﹃感心ぢやの︑額に小石が

自然と這入ったのでございます﹄榊原は少なからぬ感動し

イ︑あまりに心を篭めて榊前へ毎夜煮糞ぬかつきますので︑

み居るではないか︑どうして小石が額へ這入ったのか﹄﹃ハ

折柄雲を破って上る月影に︑榊原はお菊の顔を見ると︑額
みひにひちにぢ
に小砂利がめり込み︑血が泌んで居る︒﹃お身の額に血が泌

主した﹄

ぞんを⑧③ぜんぜい

胆いえいげつしゅんさいしやう父ぞ

おばしやうおぜんせいにいけってんもつと

みぜんぜいもとゆごしそく

ぜん辿渉こな・こに虹渓

︒むり

ぜんせいしやうみいかた含を

わつぼせんぜい催め畦にかみいの

た︑では矢張り先生の鴬に何か帥に祇らる山のかな旨ハイ︑

④︑③たんくに

じ傭
やとう
どうか雌渉評ちだくてなりません﹄﹃おふ
身の
しざ
て左もあ
ごしそく

るべきととだ︑御子息はどうなされた蔵﹄﹃格次郎は一旦図
が
へがろお︑とりめ①③ｃ

雌みぽ雪せんせいしっへつごしそくぜいぺつ

へ師り主したが︑家職をお取上げになりましたので︑西郷隆
③●●③②ごりょうにんなささっしうまゐ
磯︑桐野利秋御胴人の御怖けで︑暁州へ参ったとのことでご

ざいます﹄﹃成漉︑先生とは死別し御子息とは生別されたの

ぢ尖し・みかみしんぐわんこたう唾ん

垂にろ替ころわかせつしやすけにら争一をみのがたるん

だから︑女子の身として祁に心願を徒めらるょのは餅然だ︑
もし仇の居所が分ったら拙者がお助太刀巾す﹄﹃難有う存じま

星んやかぎい雁りゑゐよよ

す﹄﹃それで今夜限り雑荷へ参らるるのは止されたが丘い︑

こ上ろうつく

だんていれつ会い

江みにこぽかんしん

＠③すぐ

こ上ろこしんぜん全いよ〃１１

こいしひだひ唯い

こさりごちにぢゐ

ゐ

しぜんはい

おも

はい狸砦世いしんこいん

みえ夢ぴやうばんぴじ々

いた

回ん章う

ひたひこいし

にい

う︑お身は江戸評判の美人ぢやが︑心まで美しい︑あ上︑大

淑よふかへ

分夜も更けた蹄ることに致さう﹄
かようにふけいにいできもそよかぎかみまゐや
雨人境内を出た︒お菊は其の夜限り耐参りを止めたので︑
ゆうれいうわざしぜん含

幽蝿の噸も自然糟えてしまった︒

十六︑勤王開園の大主義

の⑧じゃうきようしん心はた轡こ

象山が上京の直意は果して那遥にあったらうか︑これは

しかいろ／︑ろん言こうぷがつたいひこ趣せんかう

⑪ｅでんろうもつとかろＣＩＩふで

史家によって極掩に論議されてゐる︒公武合鰐か︑彦根遷幸

か︑と上が象川偲中の岐もむづかしいところで︑蛭盈に難を

く雁で雪かいこく今んわうだいしゆぎもと

下すことが川来ぬのである︒しかし︑開岡勤王の大主義の下

にぼんここぜざにしやうらい槌いざきいたいじゆりつかくち

共〃わけは此の近所の者が︑お身を妖怪と恩ひ迷ひ︑どれ程

もりで参ったのだ︑ぶつつりと止められたい﹄﹃承知仕り

阜一ゐ︑予︑︑やしやうちつか全つ

あいわくゐしをつしやこん候恥式うくわいしやうたいみとご

迷惑をして居るか知れぬ︑拙表今晩妖怪の正鵠を見届けるつ

に︑日本の剛是を定め︑僻来は代議政鵠を柵立して各地より
雁いざじいにじぷんそうり胆いじんざゐん万らやうこく老い
代議士を出させ︑自分は総理大砲か議院の議長となって幽政

そ↑こ骨んじよものみえうくわい釣もＥが僅些

を叩からくらやぶのぽつ吾かゆ●●ぎくかほみひたい

あって無理もないが︑お身は十六で先生の許へ行かれ御子息

入る稗粘榊を篭めて念赤るとは︑何と貞烈極まることであら

弧んそばを呼一がい⑧⑲②わたしう

をも畢げられたから︑先生の寵愛一方ならぬと聞いて届つ

吟じやうざん鱈めかけｂだし
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胆いぼう聖うに正じ鎧ん

島忠夫氏の談話︑先生の屍惜を検脱した岡野敬之進氏の日

をうり

監獄理しやうといふ大抱負があったらしいので︑但し自分が

記及筆者の訓在した材料等に依て起稲したのである︒

塵んふり上わざわひみもんじんらかなそにいりざうじつ
現してくれるものと信じてゐた︒唯︑紛之擾尭と騒いでゐた

ゆんしんに陸︑ふん︐ｆ１じゃうノ︒Ｉさわ

いたつしち滋ちい今よことけつ
とて片が付かない︒たとひ死地に陥っても一筆に事を決しや
かんが野一いくわいにんじ

うといふ考へであったらしく︑とにかく一世の快男児であつ
わう唾いるしんめいぢいご
⑭＠しご
た︒象川の死後︑いくばくもなく王政維新となり︑明治以後

音たいこと︐ん︑●●かんがと隆ざ腰③

の世態が︑識く象山の老へた通りになったから︑定めて象

●ちか全んむくをわがくにさいはひみんたん

子は父海舟の許に居られたが何れも死去せられた︒

愛妾お菊は維新後和泉屋の家も微藤し刺客の姓さへ分らぬ

ので快盈として居たが︑持って生れた美貌は目から棄てが

たく︑各所から嫁に欲しいと小込む春も多かったが懇望せ

らる侭に湾幕府御殿醤高木満庵へ嫁し八十九歳で死没した

が︑其の孫に街らる上高木正雄氏は今浅草唾松葉町に質屋

を誉まれ︑奮家であり資産家として土地の人糞に尊敬され
き

今日の如き図蓮の隆昌を来たしたのも︑是等忠誠の人麹が
ひとぎひとこぐか
たふとぎせい

われらこ通んじんめとかんが・ふんとうゐりよく

って居たが︑これも七十歳の高齢で死去せられた︒

て居る︒

原川かつ子は故小説家塚原縦柿園氏の世話になり除生を養

すばなるまい︒︵完︶

之博士︑宮本仲氏︑象山研究家として右名な単習院激授飯

本篇は故品川弼次郎子︑堤正誼男︑象山先生の高弟加藤弘

記

園
談ろ
ろで
であ
あら
らう
う︒︒我等も此の先人の通に鑑み︑謹脇努力せ
園を
を誰

こ
こぐ
ず︑
生
生ｂ
︒ｂ

天に肺したけれども︑其の英気は擬く天地の側に勝碑して皇

．尊い犠牲となったからである︒斬られた人も斬った人も凶家

勃もねんりよでい罪幻んしうともむなこん低く
を胆ふ念臓から川たのであるが︑今や恩酬共に蕊しく︑魂伽
てん奇そえい鯨なか正んらあひ解ほうばくこう

こんにら声室とこくうんｂ︐うしょう含これらちうせいひとＪＦ︑

山も地下で洲足して居るであらう︒我邦が幸にも︑安南︑
いん︾﹄し雁とうてつふきんおうむひつこくたいゐぢ
印度︑支那等の轍を踏まず︑よく余甑無献の剛船を維持して

先生の令息格次郎氏は後愛媛聯で判事を務められ令閏瑞枝

寓一不慮の柵に逢っても︑門人等が必らず其の大理想を賞

1

附

7G

詩

林

婚態詩林
泳草間松琴模翁古稀三首

石川東耕嘆城
︑︑︑︑

︑︑︑︑・

模負高邸面美田︒婦鍵禰酒接衣川︒風光更得
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
波山景︒仁智研来七十年︒

自註絹川一稲衣川

︑︑︑︑

老松鱗幹邸園中︒欝冷亭々餐碧室︒高節清操
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
人景仰︒天真自梁古稀翁︒

雅量才能倣古資︒楽天知命脱塵橡︒玲聡不染
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
泥中穆︒清節放香似白蓮︒

山居漫書瞬雲菊池秀言︵山形

評日三首不営篤其捜之風景叙主翁之人栴高︒

墨淡濃︒好是浦間策．蕊珂描翠峰︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０００○○ＯＯ
山居漫習書．逸興量求工︒奇韻細墨外︒揮漉
○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
米南宮︒埋筆雌立塚︒六法黄難窮︒
︑︑︑︑︑︑︑︑もも︑︑︑︑︑︑︑
山居漫習書︒最喜模南宗︒不分筆遠近︒多混
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評臼二首亦不求工而自而自有寄甑︒古人論識一苓有法

文荘選

夏日偶成香陽李川陽太郎牟葉

之極︒蹄於無法︒老師詩湖亦右然乎︒

川

陰暦八凡十六夜

雁語録騨月一鋤︒荒涼景物使人愁︒開山菖里

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

秋夕客楼天三呉萩原乗愛灸坂

慨︒不及此︒可塊々々・

評日中秋布所雨︒近年所希見︒余亦此夕有詩︒然寓感

亦如此︒一片精祁期貫通︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑﹈︑︑○ＯＯＯ
自古東西賞〃同︒何園雷雨且臓風︒人生行路
０ＯＯ○○○○○○Ｏ

中秋無月愛山寺本省三郎早葉

評日三五一分︒反映有致︒不縦数字多︒

昨脊恨︒只惜清光職一分︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０○○Ｏ
玉兎深潜不脱雲︒中秋三五酒室螺︒今宵消得
○○○○○○○○○○

耕雲内田鼎菱城

評日維釣舟忘投鈎六字︒反映特妙︒

忘投釣︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
日落苦炎熱︒蹄人維釣舟︒清風典明月︒使我
︑︑︑

石

詩
林
71

一音書少︒客思哨然空僑嬢︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日雄作刀州夢感︒見於言外︒

初冬湖上同人

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

枯荻敗荷情易雲傷︒平湖日落望蒼荘︒漁翁不管

人間事．徐伊波鴎立釣航︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

迭友人之米閏雲仙渡遥嘉重全油

評日漁翁快適可美

女児態︒行芙西球大米洲︒

︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
奮起欽君試速遊．落花時節祭離愁︒哨々勿作
○○○○○○○○○○
評日森起二字︒此作︑王眼︒奥後半反映︒近来女兇亦成
乗︒飛行機作遠遊︒況於男子勉応︒

書戚

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
七十光陰一夢中︒勤辛緑か恥無功雛然老突
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日吾兄碓老︒健筆如此︒亦可以賀也︒

身猶健︒鞭捷鈴生思識忠︒

迭某君遊東京小谷茂賃早葉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
同窓幾歳封床論︒臨別何頂苦作言︒只合深宵
︑︑︑○○○○○○○
勤詞讃︒十年燈火報君恩︒

評日有此結句︒壁局皆振︒且能明日本男見本懐︒

寄見在誉秋香河村儀卒次︵遠江

在忠字︒侍汝奉公至任蹄︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ
錬武須期骨賂肥︒正心雁補道心徴︒男見本分
○○○○○○○○○○

評日日本男児︒不可無此意気︒況於劉家多事之今日乎

下天龍川同人

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑
龍江正是碧鱗肥︒舟過急灘波浪微︒雲髪霧謹
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評臼三四形容簸奇︒名匠之識︒亦或難及︒

秋窃泥︒椅舷人棒鏡中蹄︒

山陽先生百年祭愛山寺本省三郎︵千葉

︑︑︑︑︑︑︒︑︑︑︑︑︑︑︑０００Ｏ
皇圃書過千葛巻︒唯如外史感人鮮︒尊王抑覇
○○○○○○○○○○

評臼善寛先生心事︒且寓感慨︒

重忠孝︒復古偉勲嬬是先︒

華洲渡遥先生三回忌

耕雲内田鼎︵茨城

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０００Ｏ
篤我撰文蛎毒碑︒相獄不幾忽遭悲︒匁々早巳
○○○○○○○○○○

評日華洲翁爽後︒巳反三年︒僻々堂同人︒皆巳州落︒

三周忌︒空掛遺書威涙滋︒

不堪寂塞︒今讃此作追懐更切︒

歌園

会ヨョ員

文謹

天

隣り人来たりて豆をてのひらにのせて鱈め居る庭のさきかな
評描出しにくい感じ韮さうと言はすによく抽出されまし赤

地

その日々の事にことかき淋しくも生きゆく身をば思ふ秋の夜
人

月清み歩哨に立てば瀞かたり唯虫の言の耳にひ凹きて

三浦直

滋賀久保萱堂

千葉池谷膿

下総蕗田香風

正

梁

佳作
初秋の空をながめつ恩ふかな同じ母校の次の誰彼
秋室は青く澄みつ上大河の高く低くにＲ鳥飛くり

次

東京正木朱
長岡横山築
静岡赤堀清

灘

鬼だからのぐるりならぴて草の戸の費しながらも秋ゆたかなり
魔き野に鹿逐ふものは血眼に川を鴨知らずかけまはるらむ
かりそめの事の起りのかにかくに図と岡とのいさかひとなる

城涜

選

湖 涛 資

天

薬

悪

鳥

横

茨
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歌
￨
罰

人

公 誠 義

I
l
l

池 中 名 瑳

川

平

部

庭

口形

秀 天 博 茂

久繁香

良

亡き母のむかし語りのしかの聾けふ史さやかにきくそかなしき

村
、

伊境

I
l
l

矢

梢には嵐の気味の風吹ける狭庭につくノ︑法師かしまし

宗蕗河

湯 大 野

訓叩却

則

豊年の秋ぼと糧はうなたる上人の心もかくや称ろらん
近よればいやなにほひありとげもあるオイラン花の美しき哉
静かなる秋の夜長を文讃めば山家は更けてこぼろぎの聾
立川山にうつる夕日の形見れば錦彩り紅葉流る人

大方にしりそけらるＡそのひとは善からぬふしのあればなるぺし

阪 総 松

菊til演匝

瀧

蝿蜂になき父のこと思はれて十一年目の秋となりけり
面白く又は悲しく鳴く虫の麓も細りて秋は暮れゆく
くたもの上色香た野よふ川里は秋こそわけてうらやましけれ
己が身を一足踏みであともとり亦哨蹄み川す質耐禽哉
物物をかたみにかへて便り多き山家の秋となりにけるかな
虫の音に浸る茅屋の夜は更けて書讃みさしつ暫し獣しぬ
老の身にいとＡしのはゆなき親のわかくろかみをなくし其ころ

天地のもとのあるじは我なりと間きて今更我身かしこし

選

野

島 岡 総 葉 薬 城

葉

島

形 玉

千茨・下大下演

千

埼 禰 千 編 静 下

山

歌
唾
73
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俳
魂

朝霧の堤下りて来る家鴨かな刈り跡の倒れ案山子やいな︽﹂飛ぶ

蕊俳壇霧の野路遜れ立：く夫締かな菱域ゆたか

茨城諮水渡舟着けば芦に飛ひ立ついなどかな
編輯部選朝霧や麓の
家に難の謎埼玉佳香

朝霧のはれて日営るお山かな刈り残す稲に集まるい左ごかな

◇霧千葉香峰露の畦行きつ戻りついな志﹂取る

埼王水帆霧にくもる硝子戸重し淵泉の宿滋賀萱堂

夕霧に町の灯うつる山路かな朝霧の山下りて来る柚夫かな難のいなご追ひ迫ふ刈田かな

山霧や麓に灯る家の数茨城大原一堤につ陣く稲田にいな志︶飛びゐたり

京都季静霧はれて岩打つ波の白さ︑かな茨城大原一

朝霧や祇殴につＬく石盤夕霧の岸につなける小舟かな稚の穂にすがりつきたるいなどかな

大原女のかん高謹や朝の霧茨城ゆたか刈田跡烏に追はる上いなどかな

静岡清湖霧に漕ぐ舟より小唄聞え来し山口松風

岩はなの燈壷の灯や霧深し滋賀萱堂難のあさる門田やいた−．﹂飛ぶ

山上の宮の灯見える狭霧かな霧深き山下りて町へ念きけりいたき﹂飛ふ稽穂にうごく夕日かな

稲島甫水栃木無町畦千葉一如

十和剛湖の霧の晴れ間の小舟かな霧深き野畦やはたと友に逢ふ朝露の乾かぬ畦やいな︽﹂捕る

朝霧の晴れて旭や山紅葉埼玉佳香稲叢に飛ひ込む朝のいをごかな・

茨城一誠霧はれて沖遠く見る帆舟かな千葉香峰

自動車の去り行く三画や霧の道山口松瓜蕊束を解けばいなごの屍かな

千葉一如◇いなき﹂鯛︑島甫水

朝霧の晴れ行く宮の大樹かなやめどなく鳴らす汽箭や霧の船いなど飛ぶ楢川ノーや夕焼す

一

●

塩

猫の子に迫はれつとぺるいな︽︑︶かな

か

一幅島甫水

埼玉水帆

朝月に鮎は哩Ｌゐし下り築

＠

香川面にゆらぐ坐﹂や下り集
埼玉佳香一

茨城一誠月に動く人影ありぬ下り築

刈田原夕日に飛べるいなどかな夕焼けの空のうごきや下ｈ築
糟積みし車にとまるいなどかな

風

埼玉佳香

烏山の愛ろ景色や霧か上る

山口松風

朝霧や椋招の皮むく裏畠

水に器ちし木の葉にすがるいなどかなⅢ雨晴れて月とたりけり下ｈ築
千葉香峰
静岡怖湖闇の夜の魚総の重さや下り築
ついなどかな
滋 役 萱 堂堂唯行けば尚哨飛び立茨
城ゆたか

畦草にとまるい底ごや刈川跡

飛ひ藩ちて川に流るｉいなどかな夕霧の立ちこむ川や下り策

京都季禰川岸の木だの紅紫や下り築

刈りあとの落穂に飛べるいなどかな

埼王水帆月出てＬ瀬音まさりぬ下り築

架稲の日向に群る上いたごかな下り蕊守る人なき川瀬かな

い厳ご飛ぶ畦道狭き山川かな

一小いなご避餌にして釣りし小魚かな

下り築朝の陽に透く流れかな

埼王水帆

出水あと蕊崩れゐし川瀬かな

祇島甫水

如いつとなく晴れて日さしぬ霧の山

茨 城 一 誠誠

茨城路水脊晴に魚はねゐたり下り築

いたご取り着物濡らして戻りけり火を焚いて夜冷しのぎぬ下り蕊

１Ｊ

栃木無町畦静岡清湖

手伸せば遠くへ飛びしいなごかな下り蕊日和つ図きて水減りぬ

一日限
一日限

一日限

一

い左ご取りはたと沖流せし眼鏡かな魚総さげて岸に来し児や下り築

栃木無町畦
山に添ふて高き獅一音や下り菜

千蕊茂雄闇の灯に光れる魚や下り築
捕へんとすればばれ飛ぶいたごかな

一

I
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・
理
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報 蕊 曾 本

１１●︐

ロ九月二十七Ⅱ千葉螺八街町の本含思想講
演念は︑誰師として高島卒三郎氏出張さる
口九月二十八日顔山陽先生百年祭後の記念

位を記念に長岡に開する各方面の材料牢蒐

集して︑﹁悠久迩芳﹂と題し︑之を出版され

ととなれり︒

を開催して含勢擬張問題其の他討議するこ

早に支称創立に大識力を致されし木本初蔽

口蹴士支含︑庵原支命︑峡南支含等と矢継

を以て︑本命は之を各支命代表者に贈りｂ

しが︑本命へも多数之が御寄附韮恭ふせし

御芳志を伽ち教化の材にも費すぺく希望す

席さる︒

開催︑講師としてば陸軍中将荒木貞夫氏旧

於て本命職員及役員のみの瀧蒙問題座談含

口十月二十八ｎ午後大呼牛より華族曾館に

の深定なり︒

師としては堀内中将︑田中義能博士に依嘱

が講演となす筈にて蒲々準備中である︒講

粘祁を慨して幽民稀祁の作典な期すべく之

定にて畔局に鑑み浦蒙問題及教育勅語の御

本含は講演称を市内麻布腿に於て開催の溌

口十月三十Ｈの教育勅語拠獲記念日に際し

て弘道十一月銃の編輯含議逸開く︒

口十月十六日午後四時より本含事務所に於

瑞村成允氏の講話ありたり︒

走十月十Ⅱ本命事務所に開催︑外務書記官

口有志青年部は時局瀧蒙問題に就て談話曾

ととなり十Ⅱ十二町本含を訪問す︒

氏は更に山梨蝶に駒支含鰯立に着手するこ

る所ありたり︒

口九月十ｎ節二土曜Ⅱ午後二峠より本角事

に慨江主郡本有より出脂す︒

論語と源氏物語の誰義あり︒

務所に於て女子修誌講座開講︑辻村講師の

出版其の他に就て協議のため帝剛教育含館
口九月二十八剛午後四昨牛より本命事務所

部支含に於て開催︑本含よりは講師として

に於て常任委員愈小委員倉開催︒

口九月三十日午後二昨より丸の内帝幽農含

吉田静致博士ｂ本命より割田細純員出席す

口九月十八Ⅱには千葉蝶各支含聯合曾韮東

内にて中央教化剛鵠聯合命と０束京府教化

口千葉螺佐倉亥愈誹汝含は十月十七Ⅱ開催

ることとなれリＪ

本命よりは徳川神涯︑庚江主事出席す︒

にて︑講師としては外務書記官器村成允氏

閥機聯合命共岡になる教化懇談命開催され

口九月二十一冊の埼玉地方の大地震に際

出張きる︒

大教授有馬砺政氏ば兼て病気の所雑誌吟は

し︑本含よりは寺本連絡部主事埼玉各地支
口寺本韮絡部主事は佐倉支命入江幹事と同

ず十月一日逝去さる・哀悼に不堪︶本含は

口本含協賛含員として多年誰力せられし商

溢にて千葉脈臆に堀田知事を訪ひ︲獅々と

含走見舞ひ︑且叉見舞状をも菱せり︒

同蝶の本仲教化上に封する御配慮を煩ばす

口十月十四Ⅱ本命那務研に於て常任委員曾

ととなれリ︒庇江主事同行す︒

は十月十一八日箱根地方に修畢旅行をするこ

ロ祇含教化畢院努務者補導準級畢生五十名

文書を以て弔意走表せり

所ありたり︒

口服部訓愈長は十月二日大阪に赴かれ︑数
日滞在さる・

口財務監将祁烏甲子三氏は︑藩藩主の御贈

丈
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秋田支曹報告
・明治大帝東北御巡幸五十年記念識淡竹

九月十六側は︑明治十四年︑東北御巡幸
の肌泊大帝が秋川に御駐藍あらせられしよ
り五十年に州術する企以て︑術支含は牒市
純隼校講堂に於て附術せり︒

教育倉と聯合し︑之が記念誌淡竹心女子帥
目下来蛎叩の肌浦天皇聖岐保存愈刑愈長

西郷侯卿並びに上野理事の耕昨に閥する講
泣あり︐倉場は本支衡貝︑男伽︑女師︑愛

穴ること妙芯からす︒

出張臨時講演

九月二十七日森員三十右除名を有する郡
下八街町に臨昨講演倉を開催す︑・剛家合唱

の後︲佐藤剛支衡長本含要弧悲朗誠しｂ幹

事佐倉中畢校長吉成翁助氏偶感談の次Ｐ左
一︑現昨ノⅡ本及︑本人

の講波あり︒

本命派辿禰肪卒三郎先生

含せり︑右報信候也︒

峡南支含報告

二百病の純正愈員韮得て

日本弘道倉峡南支雪建設さる

錘に富士支含な創立したる︑本倉員木本

初蔽氏は︑山梨螺︑南部終察署管内︑四一八

祁柴村︒大河内︒南ば嘩郡繭津村︒嵩河村

諜力空しからず︑純正命貝約武百名に達し

走中なることは既報の如くなるが︑同氏の

村か施域となして本愈︐峡南支介設立に奔

峠合村︒蝶岡村︒身延川︒下山村の八ヶ町

歩兵第五十七聯除付倉義中佐殿

一︑吾等ノ使命

此日聡衆七百鮭名の廃況走呈せしが︑高

錐余総本山久遠寺に凌命式怨繋くることＬ

去る九月二十日︑伺螺南豆嘩郡身延町︒口

江れり︒同川本命握は︑王事脹江万次郎氏韮

島先生は︑Ⅱ本人は鵠格に於て智力に於

伸び識帥は内側嚇托繊遡省井に内務省卿托

て︑現在決して他の何れの図にも劣れるに

せられ心結局逝徳上大に修養努力すぺさこ

非す︑寧ろ優秀なろ所以悲蛮例悲畢げて詮

山執事長冷泉僧正其他の碩徳井に山梨豚知

本竹協養倉貝剛府祁徳氏と共に出席︑縄本

剛の男女準生よりその他一般韮合せて約七

と老説かれて深き感動悲典へられ︑次で倉

百名像の来砿あり︑災に雄愈乃極功求リ︒

佐倉支含報告

って午前十峠より附哲

事祁叫虎鎚氏及玉田翠瀞部長一行の在合席あ

義中佐は︑鍵に露駐亦中︑西比利亜︑中央

より︑我隣剛たる露支米の諸剛等の図勢韮

主事贋江万次郎

一︑要領朗讃一同合唱

岬蓉蝿叫蜘鋤荊朝比奈正一

一︑開倉之群

亜細亜︑アラビヤ地方な旅行せられし感想

座談倉
六月二十三側午後七時より第二回座談含

同に感恋と兇賎と態典へられしこと多大な

詑明し︑進んで現峠の漁家Ⅲ題に及び︑一

走開催す︑命すろもの六十除名・席上刑愈
中思想問題研究の椛威希求ろ倉同佐倉警察

て満場狸あて静粛に傾聴して午後五時半散

りき︒各砺講師二畔間宛に豆ろ講演に封し

曇佐藤鮮士の上海南京地方税楽談及僻察官

締謡聡上の感想談あり︑一伺に稗征を典へ

悪長飯川警祁の思想問題の沿革樺過より取

一一

一
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一︑支倉長︵螺衡議員参事倉員︶

一心含務報告支揮創建済木本初磯
望月孝行挨拶
一︑支倉副酋長︵南部警察署長︶

上催薫挨拶
深深幾治挨拶

一心支倉副含長︵身延町長︶

一︑式群支脅長望月孝行
一︑覗餅本含長徳川達孝
一︑覗酢︹演説︶山梨際知事禰田虎鞄
一︑顧問代表挨拶

妙瀞寺僧正遠藤︑照師

一︑閉含の僻副含長上膝薫
正午七分閉衡
午後一時より誰淡含に移る参聴者参百除名
に達し峡南地方の各階級韮網羅し頗る碓含
なり音講演の順序ば左の如し︒

一︑日本弘道曾の使命贋江主事
一︑弘道の精糖と図基培養徳川本倉長

ヘタリｂ更二望月是本︒坂本智照︒辻要照

二支念設立申請者トシテ連署セラル︑ニ室

竹内尭栽︒押田智玄ノ各師二含見シ共二此

含務報告

事ノ成ルハ成ルノ日二成ニアラズ叉脚テ

しり︑生等ハ富士川チ束二渡テ大河内村二

乗ル研・アリＵ抑モ本支含ノ本日斯・褒含式二

至ル迄ノ経過テ語ラバ︑昨ハソモ仲基六月

委員︑市Ⅲ政則君小林月溌ノ雨氏ノ来集チ

出テ︑既曾員ニシテ山梨支含幹事松野蝿三

求メテ命見セリ偶我チ尋ダル人アリコレ別

二十五日ナリキ︒予ハ初メテ足テ山梨蝶二

氏方而委員河内輝柱テ尋シ︑ネ更二睦合村長

後四十年利見サル友人佐野重義対ナリ氏ハ

郎君二逢上︑共二共二協ル庭アリ︑大河内

遠藤高時瀦其助役ニシテ方面委員ナル諏訪

永ク柴村治二興り今ハ祁職テ以テ祁証二奉

役場一天望月寅脊君在り︑使テ馳セテ方面

龍三霧︑名刺妙群寺高住遠藤Ⅲ照師︑深光

面委員依田貞鮮師テ訪上︑茶村長若林丈一

寺戸栗瑞岳師二含見セリ皆日ク現代枇相日

シテ署名捺印シタリ︑遊説スルコト三日．

仕ス氏モ又諸氏ト同シク支倉設立申請者ト

入し﹃望月孝行飛チ訪上八月寓津村長︑方

二悪化シ左傾分子跳梁践雇ス此際斯時コレ

五名トナリタルテ以テ︑申請書チ懇メ本官

望月孝行君テ肇頭ニシテ其申諸人ノ数二十

チ防過シゴレテ救済シテ以テ世道人心ノ饗

フ虚チ知ラシメ臓瀧ダル五里霧中ノ指南事

昭和六年七月三日

へ申請シタルハ資一二︿月三十日ナリシ︒

トナリ︒紗ダル海洋ノ燈蕊タラシムペク日
本弘道管ノ主義主張二則リテ︑峡南支含設
置ノ計如何ト協リタルニ各氏ハ異口同吾二

何れも道義を高調し世相の妄状を説破し

謡師閏府諏徳氏

ハ年齢既二七十有九歳猫能ク奨喋トシテ・壮

率レル親友若林貞三君ノ援助テ得クリ同君

則テ作り同時二︑幼少時ヨリ兄トシテ交リ

昭和六年七月三日

キ貴支脅ノ規約テ承認ス

ノ設立テ認許シ本含ノ支曾設立内規二基

本含定款第十雌ニヨリ︑山梨螺峡南支曾

第二三九雛認許承認状

民心の作興を説き︑弘道特祁を鼓吹したり

者チ凌クノ慨アリ同悲ノ揺導二依リテ盟岡

日ク我意テ得タリ速二此事チ躯ケント先含

午後五時閉含支介副含長上僚薫氏吾頭にて

中久次郎君テ身延二尋ヌ君ハ獄デ我等テ迎

村長佐野享氏テ訪ヒテ快諾チ得︑次テ田

一︑富士能く滋心臓む

雨陛下臨歳︒日本弘道含寓歳三唱庚江主事

七月一日熱筑アタリ日射病ニテ臥捧二十

日本弘道倉長伯爵徳川達孝印
謹嘩にて峡南麦倉蔑歳韮三唱閉念した︒

支
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ロー及プニ十四日起床︑東京ノ本含事
務所二於テ庚江︑王事二命見︑若林貞三君

ガ本含ノタメニ誰捧シシ︑アル顛末チ報
告シ翌日東京チ立テ︑築村井出二率リ︑

奮友佐野蝿輔翁チ叩キ同氏ノ紹介ニヨッ
テ若紳子前村長︒佐野前蛎曾議員︒井二
佐野蛍次郎︑木内高次郎︑藤巻慶三︑佐
野黄︑祁津槻教等ノ賛成入倉アリ︒再上

若林貞三君テ訪上︑富河村長漉持海作君
南巨郡聯合在郷軍人分称長蝿津義信氏等
ノ入倉テ見︑更二現刑竹塁トシテ適任者
ナル南部警察署長上惟黙対ノ入倉アリ︑

睦合村消防組頭芦深喜浦．同刑組頭佐野
義肋︑在郷正人分曾長市川金吾氏等綴々

入倉者アリ︒八月六日身延町二至り︑朝
比奈正一君ノ共鳴テ得タリ同氏ハ東京朝
日新聞特置記者ニシテ頗ル峡南ノ事僻二

精通セリ心亦後同氏ハ本含長ヨリ麦倉披
セラレ稲葉政忠︑松村英黄心古屋慶信ｂ佐

張委員二醗托サレ毎日余チモ位シテ概導
野信一芦津九左術門氏︑大河内村長望月
寅譜︑新助役瀧川晶︑帯全校長鮎川氏大和

穂孤ナラス必ズ隣アリ梅平ノ憲兵曹長近

校長早川氏等皆氏ノ紹介デ入念セラル︒

藤茂作君︒在郷軍人分御長望月義正︑同

副曹長藤田保識君等ハ本事葉ノ援誰者ト

シテ入舎セラル八月拾日申請人洲含シテ

役員選畢含チ開ク望月孝行君ハ支倉長二

上峰薫君︒深津豊治君ノ雨君ハ刑奮長二

営選シデ就任シ支含長指名ノ下二幹事定
マル

白ク繭津村曇入月滴次君︑富河村長淡持

海作君︑落合村長遠藤高時君︑挫岡村長

佐野享君︑下山助役松村英愛調︑大河内

村長望月望君︑柴村長若林丈一譜︑常任

幹事身延町牧入後御中不二雄君︑和談役

南駒在郷軍人聯合分含長蝿津義信君︐利

職含支部長稲葉政忠討︑窓兵特務曹長近

藤茂作君︑若林貞三飛以上各士ノ唯援ハ
淘二旺雄熱烈ナリ

日蓮大士日ク法妙ナルカ故二人貴シ人貴

キガ故二虚貴シト︑日本弘道倉斯迩既二

掌クゴレテ未スル人叉モトヨリ韓シ而モ

斯含ハ秀霊ノ気欝勃タルコレ謹揚二興ル

本含ノ主義主張綱領課メアグルガ如クシ

テ叉支倉員済々多士ヨクコレチ援ク︑鼓

二毒百九十除名ノ純正含貝チ得テコノ凌

曾式チ見ルー至ル其夫ヨッテ率ルコド蓮

暴露シ奮闘テ綴クルコト約百除側︑今月

シト調フペシ
不背東都チ出テ老躯チ提ケテ峡南ノ野ェ

今日本念長閣下チ初メ︒良一手石祁田知

立正大師ノ魂蝿嘆トシテ生類アルゴノ法

事閣下等共二末テ一回菩提ノ大導師ナル

二至ル鳴呼又何ノ光築カコレニ如カン

城二在マレ妓モ批巌ナル式典チァどフル

云雨

以上顛末チ池テ以テ含務ノ報告トナス

創設者木本初蔵

昭和六年九月二十日
日本弘遁含峡南支含

慰勢酋

午後六時がら身延町三門前王屋旅館に開

八君︑身延小難校長窪田徳造︑下山小撃校

かれれ・主催渚は螺立身延中畢校長内田典

長古屋金吉︑豊岡小畢校長遠藤良行等合計

来賓徳川愈長︑鯛府犀東先生魁匿江主事

五十録人︒

等出席︑主客祁互挨拶の交換ありて午後六

知事一行共日蹄府︵甲府へかへられ︶倉長

時散含しれ︒

一行は十九日二十日二泊して二十一日蹄京

され赤︒

式静

日本弘道含峡南支愈本日之吉灰ヲ以テ褒曾式ヲ奉行ス欣快之レニ若カズ日本弘迩曾ノ奉スル主義綱恢︿本愈創設肴タル西村
茂樹先生ガ天下二難明セラレタル一丁ヶ篠ノ大肺ニョッテ内外二風嘩シ賎モ巌琳二妓モ忠賞二共賃行ヲ態憩シ且要求シシ︑ア
リ年虚ヲ開スルニ従上意義愈々鮮明二切賞二世通人心ノ郷フ所ヲ指示七シ蒜し千歳不隣ノ聖語卜謂フペシ

世界大戦以来思想界之混飢︿浴凌トシーァ流弊叫ヲ誤り人ヲ雛ス渦リ且班帝馴ナルガ故一五藤映ヲ受ケザルノ皿ナシ今ャ我図

ノ献舎的状態ハ笈盈乎トシーァ危殆二瀕セリ此時二於一ァ立剛ノ大本二職ミ徳教ノ示ス虚二従ハズンパ或ハ虞ル不測ノ柵害ヲ招来
センコトヲ

日本弘道含峡南支含長

望月孝

日本弘道愈峡南支禽ノ設立ハ誠二時宜二通ピクル締祁的糠食ノ支給タルヲ確信シーア措カズ韮クハ諸賢ト共二垂示スル所二脊
為服贋シテ健全ナル替肌ノ維持培養二努力セン柳力以一ア式僻トナス
昭和六年九月二十日

祇講

テ起一ァ名教ヲ支持シ道義ヲ陶明シ兼ネーァ政道治術ノ指針ヲ示サムガ魚二奮迅努力セラレシニ鮫プレパーハ霊界二於一ご︿道徳

華ヲ探州スルニ是レ急ニシーァ東洋道徳ヲ願ミルニ追アラザリシノ秋明満天皇ノ侍講ヲ舜僻シ文部枢要ノ職司ヲ勉チ敢然トシ

於ケル歴史ノー精彩トシーァ今二後人ヲ興起セシムルモノ多シ諸ヲ我日本弘通含ノ含祁西村茂樹先生ガ明治ノ御宇常路賦西ノ文

ル所二係ル大師ノ鎌倉執椛ヲ弊鯉セシメムガ駕二一身ヲ献ケテ瓦石刀杖ノ迫筈二屈セザリシ価天ノ意気ハ質二六百五十年前一一

経護持ノ行者トナラレシノミナラズ夙二蒙古襲来ノ難アーフムコトヲ諜知シーア護国ノ熱誠ヲ伽倒セラレタルハ世ノ商シク鐙仰ス

職念フニ身延ノ名ハ高僧立正大師ノ蕊蹟此二在ルヲ以テ旗ク海内二知ラル大師ノ霊界二一旗職ヲ樹テ立正安剛ヲ唱ヘテ法華

我日本弘道曾峡南支曾ノ設立セラルルアリ薙二其ノ溌含ノ式ヲ塁ゲラル登二一言ノ祁意ヲ表スル所ナカルヘケムャ

︷吊稼ノ西北二営リ身延山ノ下富士川ノ畔其ノ地雲ニシーア共ノ人醇ナルヲ以テ穂セラルルヲ身延ノー郷トナス今斯ノ地二於一ア

行
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ノ文物ヲ破壊シ識サズンパ止マザルガ如キ事象ヲ呈セリ︑思想的ニハ功利唯物主義︑主張セラレ政治的ニハ自町民椛諭商肥セラ

願ミルニ我幽明治維新以降西洋文明移入二是急ナルノ結果外来思潮ハ防堤ヲ一時二決潰セルが如キ勢ヲ以テ侵入シ宋リ菖来

身延山頭蕊韻高ク秋火ノ気身ヲ浦ムルノ時裁二日本弘道含峡南支曾溌曾式ヲ難ゲラレ予席二列ス狗二欣快魂禁へザルナリ

祇瀞

昭和六年九月二十日

配日本弘道曾曾長伯爵徳川達孝

ニ臨ミ卯力所思ノー端ヲ陳へ以一ア祁跡ト馬ス

瓢揚シテ皇化ヲ扶翼シ本支禽ノ儀表身延川ノ峰ト共二益高ク本支曾ノ隆運亦富士川ノ流卜共二愈長カラムコトヲ護曾ノ式アル

幾ハクハ餓界二於ケル立正大師ノ教旨卜相待チ道徳界二於ケル我西村先生ノ遺業幸二此二其ノ根底ヲ問フスルコトヲ得倫常ヲ

ノー関トシーァ本支命脚ノ誠二蕊界ノ鉱人曾一柔︿下ヲ震憾セシメル身延ソ無地二設立セラレシハ意義ヤ拘二深長ナリト請う可シ庶

方今世界戦凱後ノ鮭響ヲ受ヶ思想ノ統紀ヲ失上人心共ノ蹄郷スル所二惑う是ノ秋二方リ日本弘道曾ノ精祁二基ケル切瑳琢磨

ルノ大精川二至一アハ蓋シ共ノ嬢ヲご一ス

界二於テーハ鎌倉執権ノ世二於一ごハ明治龍典ノ御宇二於テ間ヨリ時勢ト地位トヲ異ニスル所アリト雌共ノ道ヲ崇上団ヲ菱フ

一

昭和六年九月二十日

山梨螺知事幅田虎鞄

欝倉ダル頚峰ノ大森林蔑箱一催ノ妙維ヲ論ジーア止マズ峡南支金員此由緒深キ々掘剰ノ中二瑞素二包マレテ溌群ス故アル哉一言
市不
テ帆
緬叱
昨ト
陳
ヘヘテ
辞叶ト
スス

此ヨリ奔流セン弦二於一ナカ愈員諸士ノ修徳恋働ヲ望ムャ切ナリ

ノ窮迫思想ノ混凱加フル二政治亦多難ナルノ秋峡南ノ人士深ク槻ル所アリ日本弘道曾ノ支曾ヲ設ク蓋シ我僻民糖祁作興ノ源泉

心ノ指導二任ジ道錐ノ振作二努メ今日二至ル︒明治大正昭和ヲ一貫シーア我思想界二寄血︿シタル所狗二大ナリ︒今ャ我固︿維済

雌レーァ人心ノ動揺湖ク甚ダシク︑剛民動モスレパ肺趣ヲ失ハントスルノ秋日本弘道曾︿奮然起ツテ東洋ノ人我一鰐思想ヲ弧訓シ
特二日本精祁ヲ恕揚シテ大二剛民ノ自毘ヲ喚起シモッテ幽民道徳ノ統制伸張ヲ岡しリ爾来斯曾ハ我閲精祁界ノ陳頭二立ツーア民
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介祁書脚贈寺

︵佐倉支書寄贈︶

ワ﹂聯邦近況全冊
小松原道太郎述
本課は本愈佐倉支脅の事業として礎行せ
る節三筋であって︑著者は本含々員である
佐倉聯除長である︒

研究調壷することを要すること勿論であ

ろものの如きは︑彼の伏魔殿の正鎧はよく

ものあり︑晩年ば京都の下鴨に居た定めて

英事業に従事されてぬ其の功績は多大なろ

鼓に翁が多年折にふれて詠み集められし

途に逝去さる・

風光粥月を友として居られし態︑昨年七月

れ︑本書韮溌行して倉貝に剛布せること

一周年の川に雲涛遺稿と題して故人生前の

漢詩︑和歌たぱ︑嗣子峨氏が綱して︑共を

此の鮎から︑常佐倉支含が此仁荒眼せら

甲○Ｏ

は︑極めて右続な事業で芯ければならぬ︒

鯛であり︑叉伏魔殿であって︑やがてば世

御承知の如く︑ロシアは今や世界の謎の

範皐校を卒業す宇息︲︑耐井︑京都鼠滋撹の

弘遁の稚め諜力せられし人︑曾て滋賀腺師

雲涛辻勝太郎氏は本含々員として久しく

辻巌

肇行所京都市下鴨雲倉町四二

声冥口叩

新型和本綴美本︒五十餓頁非

ざるを得ない・

嗣子の志士ろや︑誠に幽かしき形見といば

蕪訓に瀞む研の稀に見るものがある︒此の

六十像蹄を選びしもので︑笈に高雅にして

股むろ所一千儀首の中より詩︐歌共に百

知己に配布せらしものである︒

佐倉支称は本書で第三の此の稀の愛行物を
出して居るこの活動には︑邦家のため衷心
感謝せざる恥得ない︒

四六版パンフレット美本二十

四頁非寅品
凌行所千葉膝佐倉町Ｈ本弘道

小松脈大佐は露剛駐亦武官として︑多年

彼地にあり︑親しくソビエトロシヤの没状

曾佐倉支曾

雲涛這稿全冊

︵辻員氏寄贈︶

走調査研究する所ありＤ其の焚肱に通ずる

こと︑稀に見るロシア通の武官である︒其
の説く所誕済政策と軍事の二方而に別ち︑

何れも焚際に蕊いて居るので何等理論一難

界思想混乱の窪源地でもある課である︒故

退職する迄没に三十有五年の久しき悲邑青

諾府蛎に膝任されて︐その大正五年十二月

辻雲涛遺稿

に一般幽雌は常に彼幽の愛状に就ては注意

に見られぬ幾多の問題を提供されてゐろ︒

張りの間苦しさがなく︑叉災際に新聞雑誌

懇怠ってはなるまい︒時に身を激化に任す

葉 業 事
報
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●⑨●●●④③⑨⑲⑧②③④③②翁③︑④②●③⑳

︾事業藁報︾
●③②⑨②③②④︑②鰯③鯵亀③③②②③参⑬③露

峡南支曾雲霞式晃月一千日︺

開含の僻⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝倉貝朝比奈正一
本含要領朗讃⁝⁝⁝：︒⁝⁝．：本命基部藤江万次郎

含務報告：︒⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：創設者木本初減

挨拶：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝支含長望月孝行

挨拶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝副支含長上催薫
挨拶⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝副支脅長深深／豊治
式僻：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：支含曇望月孝行
流僻：⁝・⁝・⁝⁝⁝：本曾々長伯厩徳川達孝

肌群・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝知躯禰田虎貌
顧問代表挨拶⁝・⁝：⁝・⁝：⁝支令航間遠藤日照

閉曾瀞：：⁝銀：⁝：：⁝：：：荊支金長上峰薫
下板橋支富講演富へ九月一千吾口︶

西欧に翠ぶべ菖美鮎⁝⁝⁝本命評議員剛府種徳
八街町思想講演曾晃月一千七８
現代の日本及日本人︒⁝：：永倉評磯貝高島卒三郎

輯山陽先生百年祭︵鋤謹幸掛趣叡秘揮嘩跡跡公︶

百年祭⁝⁝：⁝・⁝・⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝．．⁝：⁝．

講・演
川陽先生に封する世人の批判に就て⁝⁝．：⁝⁝

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝：伯僻清浦圭吾

頼山陽と尊王思想⁝⁝⁝⁝：女畢坤士三上参次

：．⁝⁝：聯合含刑含長鰐堅博士佐藤恒二

講演含

︒●●●●■●①●●■■●●印●︒■●︑由ゆ●●●凸●■■■●■ｃ■●●■■●●︒■●︒■■臼●●●●

千葉騨各支曾聯合曾牟月十八日於束部支倉

源氏物語． ．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝辻村靖子

女子修養講座早月十日於本含事務画

町陽先生と日本外史．⁝⁝⁝：文筆博士璽谷温

垂祁奉距︒

Ｉ︑

雄牝会同

開含鮮

自由と季 等：⁝⁝．：木曾諮議丈畢博士吉田 誘致

、

言
一

編輯後↑記︲↑
表一拾

定一︲︐憧

壷冊一一金武拾五銭一種武鐘
郡Ｉ川﹃謝笥＃﹃惑謝馴勘ｉ轍州利〜蕊〜
偶六

廷一

て愈考解決せず︑之を内にしては︑財政愈急にして四苦八苦

皇
4

○今や我閲は之を外にしては︑日支の外交問題解決すべくし

〆

１Ｊ１１ｊｊ１Ｊ１︑︑ノー︑グー１″９１ノ︑ｊｆ１ノＫ︑Ｊ１ＩＪ４Ｉ〃１．Ｊ−Ｊ恥ｂノーＪｆｊｆｊｆＩＪｆＪｆｆ．・Ｊ１．１ｆ

二
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掘識叫烈副升舛劉Ｉ叫瓢剛珂郵三
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割田斧二

東京市祁爪歴西小川町二丁Ⅱ一番地

東京市牛込腫下宮比町：一二恭地

印刷所文陽吐
溌行所日本弘遊曾

凌行人

編戦ゞ粂

飛京市抑川厘間小川町二丁目一群地

昭和六年十二月今日溌行

昭和六年十両〃汁八脚：印刷

遡刊紳噸︲十剛Ⅷ一帆舗灘雌料前金／

●︑Ｊ″︑ノ４１〃１Ｊ！﹄︑ノー︑ノー

一

如何にして之が難開を切り抜け得るか︒恩ふに其れが方法と
しては︑国論の統一︑闘民の上下協力一致︑これより外ある
ことはない︒然るに此の二つがありや否や︒

○世界的なる財界の行詰りは︑果して如何になり行くか︑之
は各醐の等しく苦悩とする大間題であらねばならぬ︒誤らば
資本制度は愚か︑団家組織にまで其れが破壊にまで導かない
とも限らない︒彼の仙界大戦は︑世界思想界に悪影響を及ぼ
したことが少くないが︑今回の此の不最気は恐るべき危随の
影響なしと誰か保誰し得ようか︒園民は勝手なことを言って
同胞相闘ち︑或は遊堕淫鯉を事として居る時では決してな
い︒之が毘醒は教化に侯つもの多し︒

○教化の事業が振興するのもせぬ︑も︑為互の心掛如何にあ
る︒人を欺き身を欺くが如きは︑濁り自身の滅亡ではなく︑
教化界の威信を損じ︑之が事業を妨げる︒吾々は自ら淀填む
と共に︑若し教化の僻而を汚す如き削隠あらば︑之溌厳しく
暦懲せねばならぬ︒これ献含道徳及制裁を振興せんがためで
ある︒

9

−−‐

振群貯金︑砿東京四三一七

電話九段九番

I

○本晩には新らしく補永先生より玉稲を頂いたことは幸であ
る︒其の他は多く例月に準じた顔振れであり︑編輯ではある
が︑其の中にも自ら細目には新たらしく意を注いだ心算であ
る︒今後此の様に地味に堅賞にして行きたく思ってゐる︒

司司ｕ川日日日訂■︒ｑ■Ｐ︑ｇｑ
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弘道原稿募集規定一

イ）

『

○○

︵以上の原稿は年一回位懸賞に従る募集もあるべし︶

︑︒

︵毎月前月十日締切︑道徳︑修養に開係ある感想．随筆．評論等︶〆

口美談魯月前月十日締切︑現代職禽に何事かに於て感心すべき人々の紹介︶

○○

口寓員の震︵毎〃前月十閲締切︑命員各自の誌上談話欄︶

０○○Ｏ

ロ詩林︵毎月前月五日締切︑題季節随意︶石川文荘選
口０
歌○園︵毎月前月五日締切題季節随意︶三浦直正選
口○
俳○
壇︵毎月前月五日締切．題指定に従る︶銅輯部選

− 壷 一

一口寄書

口以上は総て綿軌部鎚のこと︒

口用紙はなるべく原稿川紙を用い︑開封二銭となし．編韓部宛御迭附のこと︒
口封書の表面には原稿の種別を朱書せられたし．

︲●Ｉ

上

日本弘道倉編輯部

｜

口期日は厳守せられたし．規定日投函ユタンプあるもの蜜で打数とす︒

ｂｐ野︐ＧＲＰＩ

｣

口以上の注意事項は事務取扱上是非御貧行を乞ふ︒Ｌ
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本書は明治年間に於て畢徳一価に高かった本曾の曾朋西村茂樹先

篭盤

一名一一生の著述・であるｏ明治十年代柵を聖けて欧化思想に心酔琴した頃︑
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↓詞著一一遍固の雛︑毅然として日本道徳論を呼雅し且つ之を刊行された︑
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界に一大光明の筒らす柳もので・度に剛民必讃の良書である︒Ｉ
ｄ心■ＦＤ昭１

年十川三十八ｕ

年卜一月一Ⅲ

六 六

京東座口替振

《i舞蕊

一璽一棚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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