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﹁自力更生毒具話募集

今や農村を初めとして全図の商工業者小中階級の疲弊困術置其の極に達し︑之れが更生と否とは責に
固家の興亡に閥する大間題であって︑政府常局の施設は素よりなれど︑圃民の翠げて此の道に全力を傾
拶 倒すべき刻下の大間題たるは今更言を倹たない所である︒
卦：ぃ素より之れが封策は其の方途一にして止まず︑世の識者によって寓策の提唱さるるがある︒併し︑吾
心々各自の日常不断の問題であり︑而して永久の根本問題としては愛に岡民の自力更生の精祁を以て第一
となすべきである︒自分の事は自分でなすべきが本来の建前であるから︑徒に他人のみ頼るべきでなく
有馬縛鍵の世に庭して息噸脚んで森らず世に讃し︑貧に傭へ︑貧して弱らずよ函に向って奮励すべき乙れ
営然だからである︒これ道徳の弧調さるる所以である．
世には立派に自力更生の模範を世に示して来た幾参一の生き︑た寅例が少くないと吾々は信ずる︒其等の
︲賞話を聞くことは悶百の抽象論を聞くに勝る剛民折迩芯力吸い生命がある︒吾々は此の際此等豊旦い燈
綴験責話を募り︑誌上に錦を飾って以て現下団民の自力更生指南に麦したいと思人︒アーれぞ吾々道徳圏

域唾蝿趣誕鋸や唾露諦趣乱浄霊誰︶

一︽︾癖弛観細詐搾諦龍畦蔀躍浩坊稚詮加篭癖嘩班軒峠鉦蔀擁嘩趣識唖泳錨増︒希くぼ諸氏の此の翠を賛して

母一︑自力更生賓話唖妃唖蝿癖談
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日本弘道含編輯部
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一︑締切は九月二十日迄とし︑厳守す︒︵開封二銭︑表に責話原稿と朱書のこと︶
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今回甲府市ノ有志名取忠愛︑新海築治︑大木喬策︑細田武雄℃平原庄兵術．長

今井新造︑成島治卒ノ十七氏ョリ

田孝吉︑矢島築助勘今井茂左葡門も寺田喜平治．村松甚燕．大森図卒も山口清
甫︑奮木逸造︑横淫三九雄ｂ山口治郎兵備
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新入曾者芳名

入 含 者 紹介者同
志村内明

井上長十郎

滋山静同同同同山東茨同同同同同同同同山府

滋賀螺
山梨螺
同
同

囚田奥三郎

青柳精郎
雨宮伊之吉

遠藤源二郎

秋山重助

木本初蔵祁奈川蝶 小 林 一 巨
根本茂毎
大森醜作

同人千葉螺
同人山梨蝶

井上仙次郎
望月喜十郎

長田明一

前島正
長田宣

名坂忠愛
新海築治
外山日断
大野日通
井上寓吉

川住薫

仙洞田順一

秋山蟻蔵
久保直恵
粥藤達吉
井上友市

白井勇次郎

細田武雄

平原庄兵術
長田一孝吉

寮藤完一

望月庚行
矢島築助

杉山政重

五十嵐純磯

林和一

紅谷庄吾

岩本澄

螺 螺 螺 府 蝉 蝶

小宮修

今井茂右術門

青木泰明

寺田喜平沿

山口治郎兵衛

大森園平

横深三九雄

山口演市
村松甚蔽
寮木塑迭

初

員

太

支

初

奈古孝偲

西川太治郎同

庵原支含同
木本初談同

同人同
同人同
同人同
同人同

青柳巌雄同
木本初蔵同

内田稔同

中込清助 同 人 同
深浬藤五郎 同 人 同
早川政太郎 同 人 同
益子池 同 人 同
同人同
同人同
武川増太郎
秋山八十郎
宮：永芳次
田部井省三

川口芳雄
山下海旭
中山繁識
麓津文貞

小河内茂三

横山敬三
望月正敏
伊吹佐源
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西洋立憲画の肢洋一具るに︑其初め人民の代議士数々集合して租税立法の事を論ずるより自然に

其の中に意見の異同を生じ心是に由り或は保守を主とし︑或は改進を主とするより心遂に政黛

生じたることにて︑最初は政黛を造るに意なけれど︑自然に政黛を成したる者なり︑我圃にイー

立憲の模範とせる英閏の如きも︑ヘンリー第三王の時千二百六十五年初めて剛含を開きしが︑

其時は未だ政黛の萌芽なし︑其後大約三百八十年を経︑チャーレス第二王の時︑トリース︑ホ

イグスの二政黛起る．是現今の保守改進二糞の護端なり︑然るに本邦にては未だ閲含の開けざ

る時より︑先づ政薫を造りて後に議場に臨弐んとす︒順序を顛倒するも亦甚しと云ふくし︒且

つ政黛家の言ふ所を聞くに︑常に敵黛を誹誘し自黛を自慢するのみにて︑日本杢圃の利害に至

りては︑却て之を度外に置くものの如し︑然れども世の所謂政薫家と云人者は之を以て糊口と

し圃之を以て名響を得んとすろ者なれば︑其利益主義より言へば随分智ある者と秘す︒へきこと

なれども︑是等の人に誘導せられて其掌に入り︑幾多の金を菱す所の地方の豪農頁商は誠に気

の毒なるァ﹂となり︑凡そ人類に貴ぶ所は言論の自由を得るにあり咽然るに巳に某政糞に入ると

きは言論も亦必ず其黛の主義に従はぎるべからずといふに至りては不自由も亦極まれｂといふ

くし︒叉縦令政薫に入りて騒ぎたりとも憲法以外の権利を人民に賜ふことは決してあるべから

うや何程の築畢ありや︒︵明治二十四年︶
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浩政含議と義主本日

日本主義の蕊が高いけれども︑その内容は唱へる人によっ

あるから︑最早これ以上に述べたてる必要はあるまい︒いつ

義考を除くの外は殆んど説明を要せすして是認するところで

日本主義唾﹂議曾政治

て︑種蒋様為であって容劫に見透しがつかぬ︒然し多くの人

次にかくの如く共産主義が一の闘家主義的形態を執って来

って無批判的にドグマに陶酔してゐる所謂肺曾科畢の徒こそ

たことを老へると︑所謂岡家杜含主義なるものは︑直ちに日

今では陳腐な案想家であることを円蝿しなくてはならぬ︒

されてをる︒秤等も勿論日本主義が或る意味と程度とに於て

では議含政治に反封しつ上勃興した図民叉は園家又は民族主

圃民主義であることを認める︒然し少ゞしく深く考へて兄ると

故に共産主義と雌も決して図家主義や民族︵鹿義︶の主義と矛

けらるべき形態を次第に明瞭に叉次第に弧く示しつょある︒

い︒現在の露園は一団祇倉主義即ち所謂画家祉曾主義と名づ

の支配下にあるソビエットは決して室漠な世界主義ではな

が主張した如くイン︒クーナショナルではない︒スターリン

日本主義と就含主義とは同一ではないが︑しかも矛盾しなと

矛盾するものでないことを知り得るのである︒否な︑吾等は

堂この名鮮を聞いただけでも吾人は画家主義と祇含主義とが

祇曾主義そのものが何であるかについては︑暫く措いて︑た

故に吾人はこの郷につ睦Ｌ一言瀞じておかねばならぬ︒固家

べき唯一の正道であるかの如く説く畢者が可なり多い︒それ

る︺それにも拘らず未だに剛家献含主義が五男日本人の探る

本主義ではないと調ふことが自ら︾明瞭になって来る筈であ

盾するものではない︒このことについては一部のマルクス主

先づ第一に共産主義は現在に於ては決してマルクスその人

如上の定義は決して的確なものではない︒

義によった英雄的猫裁政治を︑的とするものである︑と思惟

︵民族︑図民を含めて︶は自然に消滅する﹄など上公式的に恥

材

までもマルクスやエンゲルスを文字通りに暗詞して︑﹃団家

、

套は日本主義をもってファッショ運動であると考へてゐるや

ガ
に

うである︒即ち日本主義は一方では共産主義に反封し︑他方

松

義は証含主義を採用する︒故に日本主義と図家紅曾主義との

於て祇愈政策を遂行するから︑これだけの意味に於て日本主

とをも知る︒日本主義はいろいろの形といるノ︑の程・度とに

にか上る漠然たる概念をもって︑直ちに日本主義を代表畔形一し

非常に魔くして︑露函の如きも亦一極の国家主義でわる︒故

ことに左るｕとの黙は鼓も戒むくきところであるから︑少し

めるならば︑結局日本は露醐の如き幽家となっても差支ない

く考へて見る必要がある︒吾人は必ずしも林博士の論を論題

謝比に於ては︑問題は赦曾主義にあるのでは産くして︑寧ろ
園家主義の内容にある︒︵勿論︑極端な祇禽主義がインター

や固民主義や或は日本的就含主義︵津久井氏︶や耽倉図民主

とするのではないが︑現今日本に行はれてゐる画家牡含主義

の内容は依然阿家献禽主義であって︑未だ純然たる自発的日

義︵中野氏︶産どいるノーその標梯する題名は異っても︑そ

ナショナルや無政府的の色彩を弧く探るに至るが如き場合に

たないけれども︑図家献舎主義の場合の如く剛家主義と肺含

は︑日本主義は断乎として就禽主義に反封することは言を侠
主義とが一致するが如き粍度に於ては︑日本主義も就愈主義

だにすぎない︒

洋語に阿家主義たる宿跡がないのは衛然であって︑日本に

本主義で准いから︑林博士の明断左所論を出護軸として選ん

この言葉があるのは一般の思想が決然として不徹底であると

図家主義と肱含主義との綜合であると説き︵日本圃民肺含の

ころに起因する︒政治蕊教科書のＨ頭には大抵一Ｊ画家は主椎

と採用することが川来る︶︒林芙未夫博士は図家耽禽主義は

いからして自らステーチズムなる言華を造って説明してをる

護展原理︑日本図民創刊銑︶︑画家主義なる名僻が洋語にな

と土地︵因土︶と人民からなう星と訓ふ定義を禍げてある︒

あるＪこれを自ら図家とか帝圃とかと名乗らないからとて国

︵博士箸︑画家祉愈主義と統制経済︶．さて今簡単に圃家肺曾

家にあらずと総することは出来ぬ︒一衆族と雌も又考へ方に

主教をもって閏家主義と就愈主義との綜合であるとした後

かに日本主義と国家主義との封比に蹄着する︒即ち吾人が日

よっては一小図家であり︑五男の身一僻でも亦一の細胞阿家と

間の群居するところ︑そこには必ず或る漂度に於て〃剛家が

本主義は直ちに閲家主義ではないと云ったことは︑要するに

呼ばれ得る︒恨令未開野鐙な民族であっても︑そこに酋長︑

抽象的をインターナショナルと無政府的思想以外に︑術も人

日本主義は直ちに国家主義でないと云ふことになる︒詳言す

に︑献曾主義が必ずしも日本主義と矛府しないとするなら

るならば︑日本主義は或る意味に於て国家主義であるが︑園

︵名稲は異ってゐてもよい︶があって統制が行はれてをれば︑

ば︑日本主義が阿家献含主義と同一なるか否かの問題は明ら

家主義はそのま上に日本主義ではない︒岡家主義なる概念は
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主因であらうと共和画であらうと貴族政治であらうと︑人間

活を誉む限り︑如上の国家の定義に富てはまる筈である︒君

国家と名づけられ得る︒一定の土地の上に人間が統制ある生

に﹃画家主義だ﹄と聞箪﹂︑﹃それは反動思想だ﹄﹁それは帝

恩ふことが多いが︑それは全く認識不足の結果である︒同様

保守的な人は︑﹃それは結緋である︒日本は団家主義だ﹄と

とは出来ぬ︒﹃私は圃家主義者である﹄と謹言されたときに

故に吾人は単に固家主義であると聞いただけで安心するこ

れ得ない︒阿家が前掲の定義の如く主権と土地と人民との三

国主義だ﹄と罵倒する所謂主義者も亦浅見者であることを免

が政治的動物︵アリストーアレろであって︑統制的開係の中
概念は至って漠然たるものであって︑プロレタリアート支配

に生活する限り︑上掲の定義は受雷する︒故に園家主義底る

の園があるとするならば︑そこにも立派に図家主義が行はれ

講主団とか貴族政治などが考へられ︑人民に重心を置くとき

に民主蕊韮とか共和国などが見出される︒而していづれも画

要素から出来てゐるとするときに︑主椛に重心を置く恥のに

家主義たり得るのである︒君主図であっても民意が十分に政

てゐると兄らるべきである︒画家主義なる言葉を君主︵帝王︶

り︑この場合には帝閏主義とか君主主義なる判然たる名稲が

事的力と底り得るものに立憲政治や議曾政治などがあり︑民

の統始する帝園のみに使川するのは非常に任意的のことであ
あるから︑弧いてこれに圃家主義なる名を限定する必要はあ

主的共和団にても主椛は大統仙や執政の如き個人に握られる

ことが有り得る︒故に帝馴や飛主風が必歩しも凋裁叉は専制

るまい︒故に西洋に団家主義なる塙稲の存在しないのは理の

的であるのではなく︑叉共和図が必歩民政又は民主︾的である

常然たるところであると云はねばならぬ

就曾主義であっても︑空想的な無政府主義やインターナシ

中心的政治のみ達意味するものではない︒杜禽主義者自らも

に図家主義は決して祉含主義者や俗人の老へるが如き︑帝王

てゐる繊固は前述の如く︑最も弧烈な猫裁政治下にある︒故

とも限ってはゐない︒否なプロレタリアート支配を看板とし

ョナルでない限りは︑支配があり主権があり統制があるか
ら︑立派な圃家主義である．それは猫ぼ君主団が圃家主義で
あると全く同等の程度に於て国家主義である︒露団の如きは
厳密なる黙に於ては過去の歴史にありし専制的君主園のいづ

て日本主義と同一硯することに大なる警戒を桃はねばなら

立派に国家主義者たり得る．故に吾等は国家斌曾主義をもっ

現住に於ては殆んご専制的な閲家主義であって︑その統制の
れにも劣らない︒露園は決してデモクラシーでも共和的でも

ぬ︒固家主義又は園家砿曾主義の名によって日本主義を守る

なくして︑全くラアッショ的猫裁政治であり英雄政治であ
る︒
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にすることも出来るゞ故に吾人はとの意味に於一Ｌファッショ

ととも出来るが︑叉同時に日本の岡鵠を破壊して露風の如く

来る︒そこで吾人は支配者即ち立法巷の選定について今一度

は云ふに易くして︑行ふ場合にはやはり人冊の問題が起って

支配し︑露図ではスターリンが命令してをる︒故に国家統制

現在岡家杜曾主義を唱へる人の中には︑国家主義をもって

吾人は既に述べた如くファッショに反封する︒然しその理

考へて見なくてはならぬ︒

に無批判的に賛成することを拒むのである︒

君主尭義であるとし︑図家枇曾主義をもって統制経済主義︑

ショ運動は所詮従来の政黛政治の榔敗からして生じたもので

ョに反封するだけの賛袷を有するものは存在し底い︒ファッ

︵資本主義の仙人主義に封して︶であると考へてゐるものが多

については︑こ上に詳論を要しない︒すべて画家には既に説

ある︒今までの政黛の造り方が除りにも私利的であったから

はない︒吾人より見るときは現在の政黛考流にしてファッシ

いた如く統制と支配と弧制力とがある︒た型その程度と行使

ファッショの川現となったのであるｃ然らば政黛者流は自ら

由については現在の政黛がファッショに反封するのと同一で

方法とが問題となる︒吾人は勿論現在の如き偏頗な不具的資

大に内省してファッショに封して正しき認識を持たなくては

いやうである﹀然しこれ等が如何に混飢した考へ方であるか

ではなく︑認図の共産主義でも或る程度の私有を認めてを

本主義に反射するけれども︑費本主義とても必水しも無統制

過去の醜名に充ちた政黛政治よりはファッショの動機は数等

は吾人は︑寧ろファッショを迎へんとまで欲するのである︒

る篇めにファッショを排梁するのではない︒この意味に於て

と中を簡単ではない︒恐らく因家的統制とは登本主義に反封

優ってをる︒過去及び現賞の政裳の護生やその政策が如佃な

ならぬ︺吾人は決して政黛者流の如く自己の有利な地位を守

する人だが︑資本家に封して典へんとする制裁であらう︒そ

るものであるかについてはと上で述べ立てる必要はあるま

る︒画家的統制と云ふ名は個人的資本主義の悪まれる今日に

の誇擦には聞家的統制を唱へる人で哨自一分の活動や意志まで

い︒それは除りにも明白であり︑既に巷州書店にある冊子に

於ては非常に雌力をもつけれども︑宵際の場合を考へて見る

が銀制されたり制嘩されるときは敢然として反封するであら

よっても大要を知ることが出来る︒政黛の名はあっても︑そ

の資は我利交登亡者の朋蕊であった︒固務大臣の名はあって

るときは不平を漏すであらう︒況んや閲家統制と云っても︑

国家そのものが支配や命令することは州来ぬｃやはり或る上

も︑その賃は蕪務大臣であった︒阿酋議員の名はあっても︑

うＪ如何に統制を商調する躍肴でも︑自己の自巾が制限され

侃者が支配し命令するのである︒伊太利ではムッソリーーーが
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その賃は黛曾議員であった︒而してこれ等の蕪務大臣や黛曾
議員の背後には常に或る特定の利権屋と財閥とがあった︒故
に園曾は歳禽であり︑黛曾は財閥曾であった︒内閣が愛つた

り︑選畢が行はれたり︑繊道が布かれたり︑道路港湾の改築
が行はれたり︑畢校その他の官街が設立されたり︑官地官林
が虎分されたり︑休職聴任新任が行は恥たり︑肺倉施設や慈
善事業が興されたりするときでさへも︑その根本動機及びそ
の結果は如何なるものであったか？吾人は知れば知る程︑
又聞けば聞く程︑た障而を掩ふて正脱するに忍びないことが
比凌としてあったのだと言はざるを得ない︒過日細閣が鍵つ
た︑すると直ちに某長官が休職と左つた︒その長官の馬する

大政域は喧糞鴬糞の悪麓を放ったし吾人もこの長官の不意打
的休職に同情をした︶然し数日経って或る新紙はこの長官が
新任常日内務部便以上︑殆んど全部を誠首したこと滋報じた
吾人は二度驚かされた︒こんな調子で組閣の鍵更は宛然源平
まで︑甲黛の家来にあら歩んば乙黛の家臣となるのである︒

仇打合戦の如く︑日本の閲を雨断して︑巡交小畢教員に至る
今に浮草家業は消防夫や畢校の小使に迄及ぶであらう︑或る
や利樵屋の横行淵歩するところとなった︒内閣の主班が鍵つ

新人長官が赴任すれば︑その日から祁聖なるぺき役所が輔間
たと聞いて︑某私的含祇の給事までが寓歳を叫んだとか︒贈

牧賄だとか責勲だとか市議の大名遊山だとか待合政治だと

か︒ドル買ひだとか︑いや慈善事業から救済事業に至るまで

口にするに堪えない醜名の充瀧ではないか︒政務官になって

月齢にして罰山工阿房出的な殿堂が建てられるではないか︒・

望校長は議員の前に七重八重に膝を屈し吏員への一音物に頭を

絞るではないか︒等盈の事賞が必然的にファッショを作った

のであって︑フアッショは天から降ったのでも地から湧いた

のでもない︒過去の政黛者流が何の面目をもってファッショ

然し吾等は冷静に老へて︑ファッショは飽くまでも一時的

を排撃するの資格があるか︒

現象であり︑鎚態的事怖であると断ぜざるを得ない︒固家の

永久の進展を填叩目に老へるときには︑ファッショは一時の

であって︑吾等はと上に滞在し︑これをもって目的とするこ

手段又は一所の段階︵仮令ファッショが認めらる上にしても︶

とは出来ぬ︒杢鵠英雄的猫裁は歴史の示す如く︑恨令それが

最もよい性質のものである場合であっても︑一時的現象であ

る︒マルクシストは︑時代や境遇が人をつくると教へるけれ

ども︑吾人はこの教を信ずることが出来ぬ︒正しい意味の英

現はれない︒反掛に英雄が時代や境遇をつくる︒伊太利につ

雄は何時でも必要であるが︑賓際には必ずしも必要に唯じて

いて多くの批評家は殆んど異口同一音的に﹃若しムッソリニー

る︒ムッソリニーが死んでも第二︑第三のムソッリニーが生

が死んだら︑伊太利はどうなるであらうか﹂の疑問を渡表す

８れると何人が謹言をあたへ得るか︒すぺて進歩には時として

一団一蹴である︒国家を源平的に二分する同定的政黛なるも

るが︑それは飽までも意見の別であって人間の別ではない︒

のは考へ得られない︒政策に謝する意見の相違は勿論起り得

はない︒病気の場合叉は健康の蕊則の場合には雁急的な虚置

故に師定的な某為黛員なるものは有り得ない︒か上る減員は

は権道が必要な場合がある︒然し奇兵や権道は正常の方法で

下剤を施すこともある︒固家に於ても危急存亡の秋に臨んで

が必要であって︑病の状態によっては激烈な治療法や猛烈な

づくべきものはあり得ない︒然し人だの間に問題に封する意

虞性なる岡曾はた噂一団一難であるから︑そこには薫と名

た野腐敗した朋瀧や閥黛がある時のみに生じ得るのである︒

くまでも団家の常態や着賓な進歩の方法ではなくして通それ

見や法策の別は生じ得る︒故に有篤有能の衆智を十分に溌表

は英雄的断行も解してはならぬ︒然しファッショ的運動は飽
は依然椛道であり雁病施薬的方法であるのみなら赤︑寧ろそ

せしめる必要がある︒かくして始めて正道が溌見されるので

如く操人形の如くに駆使するが如きものは断じてあり得な

朋黛の背後に金椛や財力の斑の手が働いて黛人をロボットの

の如き人間的に結びついたものではない︒況んやその人間的

上る封事件的意見の別を基としたものであって︑決して今日

ある︒若し政黛と名づくべきものがあり得るならば︑た堂か

日れは常態的健賞を作り出すべき一時の法策であらねばなら
鉢ぬ︒日本︑圭垂者はファッショに封してこれだけの意義を認め

義ると上もに︑又これだけの意義以上に評便してはならぬ︒
と

議そこで然らば日本主義者は政治の方法に於て如何なるもの
を正規として採用するかの疑問に答へなくてはならぬｏとの
治解答は到って簡明である︒吾人はやはり議命日制度をもって確

い︒勿論識内的にも事件は不可測孟的に複雑であり微妙であ

よっては倒底見透しがつかぬ︒況んや封外的事件においてを

るから︑如何に優れた頭脳の持ち主であっても一人や少数に

を意味するのでは全然ない︒このことをシッカリと考へてお

やである︒それ故に猫断専行は頗る危険である︒どうしても

資な方策と思惟する︒勿論吾人の唱へる議含は現在の如き名
このみ固含であって︑その資は薫含否な閥曾であるが如きもの

て憂園の衷心より議するものであって︑決して私利や黛略に

かねばならぬｕ這性なる意味に於ての固含は図策を国人とし

に相談する必要がある︒その問題の異るに従って集められる

多くの畢考や経鹸家や専門家や責鱗家等が集って冷静に十分

本主義者の眼には間定的な某麦政黛は存在しない︒すべての

叉場合によっては軍事に開する事件までも︑一定不愛的な人

議員も異るべきである︒外交も︑財政も︑教育も︑交通も︑

汲交たる現在の所謂自稚政蕊の﹃日比谷芝居﹄ではない︒日
議員は園民の代表としての有能の士であって︑この意味にて

ー

治政曾識と義主本日
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々が集って議することは無意義である︒︒時には全く無智な

笑ふくき限りである︒何が議せられてゐるかの問題の内容も

を教へ込むものがある

べしと高言し︑遂にはこれが正規な政道であるかの如く民衆

して徒蕪を組んで︑一方が退けば必ず間己の蕪が政椛を握る

世に憲政の常道などＬ勝手に唱へて︑勝手に利害を中心に

ないであらう︒

了解しない者でも︑某々蕊だからその蕪の主張に盲目的に賛

門外漢が議員であるの故をもって票数の決に加はるが如きは

成する︒こんなものを議曾と名づくべきであらうか︒吾等は

きは不忠不敬道鏡の類である︒か上る誤った考が生じたのは

懐つくきものである︒勝手に天意を推断して民衆を欺くが如

組閣の大椛は恐れ多くもた堂大命に

在の所謂議含は議曾の名に適しないものである︒

団家常態の政治として議曾制度と最上のものと認めるが︑現

ずる﹀反性なる議含の第一義は嵐の意味の圃禽と底り国務大

きに︑か上る誤謬は自ら消え︑而して後に置性なる議曾が生

臣となり︑図愈議員となることにあって︑今の如き名のみが

皆従来の政龍屋の罪である︒人間的に集った政蕊が消えると

ふととは書経の昔から明文があり︑孟子の古から高く唱へら

図曾であって︑その賞は黛曾や財閥倉であるが如きは断じて

興性なる議禽は問題によって有能の知者を集めるのである

れてゐたことであるけれども︑それは必ずしも衆慰に従ふこ

許されない︒故に一時的に意見の別はあっても︑すべての議

から︑一定数の職業的議員を必要としない︒民意を盤くと云

て︑支配すべきものでないと謂ふことはやはり孟子の考へた

度の基礎となり︑この意味に於て吾人は国家の正道は議曾政

員が日本主義者であると謂ふことが︑始めて反性なる議曾制

とを意味するものではない︒民衆は教導さるべきものであっ

ところである︑プラトー︑アリストテレスの昔から正しい

のではなくして︑日本では紳代の昔から成立してをつた︒記

真性なる固含は決して明治廿三年に舶来的に採用されたも

治であると老へるのである︒

政治の根本原理である︒かく日へばとて必歩しもマキアペリ

ーを主張するものでないことは今更滞明に及ばないであら
智の士が多くあっても或る地域では選出することが出来ぬと

知るであらう︒吾人は今この記事をこ上に書き立てることを

紀の祁代巻を讃む人糞は必ずや天安河に祁集のあったことを

う︒その適任者なくとも或る厘からは数人の議員を出し︑明

に於てのみ認められるべきこと柄である︒かく老へるならば

と仰せられたしとの大精帥は祁代の祁集の義と全く同一であ

省略する︒明治天皇は部位の営初に﹃寓機公論に決すべし﹄

詔ふが如きは︑た野すべての人が平等に教養を備へた理想図

へ上げることが出来るが︑最早これ以上に述べ立てる必要は

吾等は現在の政黛に封して︑改正すべき佃篠をいくらでも数

一 ,

ろ︒今の黛論や閥論は決して聖意にありし公論ではない︒吾

ある︺︵八月十三日︶

見出すことが出来る︒と上に日本主義者の態度が存するので

︵下︶

を明白ならしめんが篇め︑吾且て一論文を草して︑友人の批

佐藤蹴太

凌はた堂我が祁圃の道を顧みることによって最も正しい道を

我一帝圃の憲法に就て

二心日本人識憲法観念

見を讃者諸潜に訴へ︑我日本・帝固函民たらんものの℃君阿に

判を請ふたととがあるので︑今復た之を引川して︑吾輩の意

ＩｌＯｌ

封する観念を明白ならしめんと欲するのである︒

吾輩の奮著の一節に︑

なるを諸するも︑また︑賞に此所に存するものである︒然る
たると見て︑範を彼等に取り︑模倣的に彼等に蕊ぴたるもの

臣民翼賛の道を鹿めんが篤の憲政で︑此の一句には︑千蕗

膜力意ヲ奉戴シ朕力事ヲ奨順シ相典二和衷協同シ益登我帝

此レ皆皇組皇宗ノ後憲二胎シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹

図ノ光柴ヲ中外一二画一場シ・組宗ノ遺業ヲ永久二輩問ナラシムル

の御勅語中︑

と仰せられたるをも打忘れ︑憲法溌布によりて︑政治様式

無量の叡慮を含蓄せしめられたのである︒今之を︑憲法溌布

を根本的に鍵更せられ︑皇岨以来の理想的徳治固たる我日本

︵前文参照︶

ノ・希望ヲ同クシ此ノ負措ヲ分ツー堪フルコトヲ疑ハサルナリ

と仰出された御趣旨に雌して拝察し奉ったならば︑果して

も．大憲溌布と共に鱒じて法治国となりたるものと速断し去

述スルニ外ナラス

と速断し︑憲法溌布の御告文に

に︑吾等同胞の中には︑我憲法の︑西洋に後れて溌布せられ

右は賞に帝団憲法の特色を語るもので︑帝固憲法の理想的

郎

り︑大憲其物の精祁をも聯彼等に倣ふて解樺せんとするが如
きは︑誠に以て恩はざるの甚きものである︒吾等は右の意義

〜
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】

此勤に封しては︑除りに自受なき我等同胞固民は︑果して猛

てこそ︑己を得ず法治的立憲園と稲すぺきではなからうかＲ

省すべき必要はないであらうか︒︵中略︺乃ち皇岨皇宗御統

如何なる締結を得るであらうか︒

何の疑もなく︑我帝岡議曾は﹃天皇陛下の御叡慮及御聖護

治の御精祁を︑其倦御紹述遊ばされ︑時勢の推移に鑑みて︑

﹂一︑画民翼賛の道を灰め

を翼賛し奉るべき政治機閲にして︑他に︑何等の異りたる意

こ︑租宗統治の洪範を紹述し

憲法御下賜の大典を行はせられたので︑

現はれたる憲法とは︑全然其趣群｜殊にし︑何等君民間に︑椛

三︑相典に和衷協同して図家の康耐を確保すべし

如く︑君惟の除りに辛烈なるに反抗し︑其削平を目的として

力開係を規定さるが如き意味なく︑君氏同治の有り難き恩召

と思召されたる御叡臆は︑我憲政を一貫したる精祁であら

味なきを明示せられたもので︑言ふ迄もなく︑他の諸外図の

らぬのである︒︵中異︶何は致せ︑議曾の境の目的は︑陛下御
ば

ねばならぬ︒況んや︑明治二年十二月︑含議親裁の詔によれ

しを以て︑図民蕊賛の道を度めたまはんとの︑御慈悲に外な

にして︑此の緒川を無脱する行一馬の如きは︑帝剛憲法に封す

と仰せられたるは︑時と場合とこそ相述するとはいへ︑共

審二シ順次二細議以一ア間セョ朕親シク之ヲ裁決セン︒：

シ車ラ皇岨ノ遺訓一一基キ人情時勢ノ宜二通︑ン先後緩急ｚ分ヲ

・間中職法ヲ貴上協和ヲ旨トシ心ヲ公平二存シ識ヲ正確二期

統治の下に︑臣民翼賛の道を旗むるための︑団民的代表機闘

ｌＯＩ︲

る一種の反逆的行篇として之を見ざるを得ぬのである︒
叉他の一節に

憲法の既に雅布されたる今日︑欧米諸幽の例に倣ひ︑法治
国として自ら唯するは︑不詮索勝なる一般図民としては︑弧

の程も舜せらるるのであるＪ果して然らば︑今日の談政府の

御精祁に至っては︑一貫不動明かに曾議其物に封する御叡旗

状態は︑果して何と言ふくきであらうか︒︵固民は果してこ

も無理とは恩は砲のである︒さりながら︑憲政の頁意義は︑

て本とする治図の精祁に則りてこそ︑始めて員の政治は行は

決して法治風としてのみ溌郊し得べきものではない︒徳を以

政黛の乳撰甚しく︑政戦に没頭して他を顧みるの暇なく︑

吾輩は更に諭趣を進め

○ｌ

れにて減足するであらうか︶

は信ずるのである︒君民同治の精祁に立ちてこそ︑始めて徳

るべきもので︑画法其物を以て︑これを整ふくきものと吾輩
治風立憲図と稲すべく︑飛氏相封の意義を脱せざる分際に於

一

み︑加之︑協和の叡慮を無秘して︑零を敢てし︑心を蕊零に

議場に何等溌節の見るべきなくして︑熱罵怒競の藍を聞くの

ことと拝察することが出来ぬのである︒即ち

一ｚｃと仰せ出されたのであ等︵中略︶教育に開する勅語中︑

二遵守スヘキ所之ヲ古今二通シテ謬一ブス之ヲ中外二施シテ惇

一︑団民道徳は斯くあるべし︒

﹁国憲ヲ重シ圃法二運上﹂と仰迂出されたのは︑決して偶然の

一︑憲法の賃行は斯くあるべし︒

遅ふし公平の誼を失ひ︑含議の目的を利椛獲得に定めて︑理
して︑之を確信するの意なく︑︵中略︶議曾其物を修羅場に化

義の締確を期するの意なく︑叉閏風を尊重するの意義を軽硯
し︑澱法も作法も獄みる所なく︑庖嘩叫喚に綾くに︑繊拳の

との思召の︑自ら相関聯して教育に関する勅語ともなり︑

の鮎より考るも︑我憲政は︑国民道徳︵威共徳ヲ一ニセと

第一開院式ともなられたものと拝祭するの外はないので︑こ

と︵仰出されたる︶を根本として賞行せらるくしとの︑御勅命

らうか︒もしも国事を憂憤するの除り︑死を賭して相争ふの
結果底りとせば︑恕すべき所なきにしもあらざるとはいへ︑

飢打を以てするが如きは︑果して和衷協同の聖旨に協ふであ

黛利私益の篇め︑卑劣にも︑憤悪の焔に焼かれ︑場所柄をも

１０１

と拝する外はないのである︒

一︑我が帝閣議曾は︑我帝図の議愈たる黙に於て︑除りに

叉政黛の諸弊を論じたる他の一節に

はないのである︒︵中略︶漫然たる考察上︑根本より国政の革

鉾へずして︑相博唾するに至っては︑断じて恕すべき次第で

あらねばならぬ︒畏も︑明治天皇陛下は︑此軸に開し︑御叡

ろは誤りである︒

無自受である︒範を欧米の議曾に取て︑我議曾を議せんとす

新を見たるものと速断するもの多かるべきは︑自然の趨勢で
慮深く︑思召されたるものと拝察せらるるのである︒周より

議禽の仰統的習慣を︑無批判的に我帝幽に移入して疑はざる

三︑祇暴なる元首に封する︑反抗的気分より生歩る︑賦米

するの意気もなく︑気分すら皆無である︒

二︑我帝図議愈は︑我帝閏の議禽たるの特色を渡揮せんと

何等文献の徴すべきものなく︑帝阿議曾の第一回開院式︑御
畢行に先つとと正に一ケ月にして︑千歳不磨の御勅語を溌せ

り一ケ月の後には︑寓世不磨の大憲を御賃行遊ばされ︑固民

られ︑園民道徳の根本義を御示し遊ばされたのである︒今よ
翼賛の道を隣められんとするに賞り︑明治天皇陛下は﹁朕爾

は︑除りに粗忽である︒

四︑欧米議曾に於ける︑反鋤黛に謎する敵覗的態度を輸入

等ト倶二春妾服暦シヂ威共徳ヲ三一センコトヲ庶幾フ﹂と仰
出され︑﹁斯道﹂︿賞二皇阻皇宗ノ遺訓ニシーア子孫臣民ノ似

〜
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1
さ

る過失である︒

せんが鰐め︑誠意を披涯して︑諸問題を討究せんとするの目

天業に奨順すろを目的とし︑政治上に於ける翼賛の道を全う

的に従ひ︑其政見の相近きもの相集りて政黛を組織し︑常に

し来り︑何等和衷協同に努むるの意思を有せざるは．明瞭な
右は︑何等の疑もなき現下の事資である︒雨黛封立し・之

議決に常りては︑平附の研究に従ひ︑必歩しも自蕪に黙せず

を政敵と名づけて怪まざる如き状態に於て︑如何にして和衷

論駁討究の結果に鑑み︑君子の零をなし︑各員各自共所見に

するが如きは︑間より本義的目的にあら歩︑而も賞際問題の

りの面目を術へ得るであらうか︒︵中略︶要するに︑今Ｈの議

従ひ︑最も公平なる判断を行ひ︑図利民順を目的とし︑堂交

祁砥砿し・相修養するものにして︑政戦の勝利を獲得せんと

政府内の状態は︑君子の風格なきのみなら歩︑資に下種下郎

と賛否の投票を了するを本義となし︑決して黛議を以て目黛

協同の資を塁げ得るであらうか︒如何にして︑共争ふ君子な

する︑図民代表肴の現状なりとぜば︑果して何人か痛嘆せず

共の覗態ではなからうか︒これとしも剛家の重寄を以て自任

ぺき必要係件あるであらうか︒欧米諸剛に於ける政瀧は︑国

る︒されど︑我帝闘憲法には︑果して政難なるものを処詔す

いのである︒所謂黛議共物の如きは︑黛首若しくは幹部が自

を本とする場合に於ては︑何等の疑をも挿むくき次第ではな

自ら利するの梁に出で歩︒議政の第一義として︑図民の幸祇

なきに非らざるも︑必赤しも︑図民の鰯に其沌延を求めて︑

此議論は︑一見湾際に速き迂淵極まる空論に過ぎざるの感

ＩＯＩ

を要するのである︒

営初の説を固守するが如き︑不公平なる所置に出でしめざる

ｌＯＩ

して巳み得るであらうか︒

果して然らば政黛の政治は︑絶に剛家の重責を荷ふて立つ

民の瀧足を期待する黙よりするも︑其の主張を戦はしつつ︑

べき費格がないであらうか︒是賞に俄に判断し難き問題であ

多数者の満足を得んとするに努むくきは無論であるが︑我等

がため︑︵時としては黛員を渡了して︑︵黛利を蛎進せんが

鴬め︶其の主張を識政府に移し︑瑚否に論なく．政戦に勝利

戴内の多数の望む所︑主張する所を察し︑其の満足を求めん

うか︒吾輩の見る所によれば︑我図の政蕪は謬議政府に輪蹴

の政蕪も︑亦果して議政府に意見を戦はしつつ勝負を決して

を決すること︑欧米諸図の如くあるべきを主眼とすることな

は兎も角︑岡家本位として之を見れば︑共弊害の多き︑質に

を得んがための手段としては通常ならんも︑難利本位として

多数者の満足を求むるを︑第一義とし工見るべきものであら

く︑憲法蛮布の御告文にも明かなる如く︑天意を奉篭して︑

＝

れと同読なるも︑黛議を以てする場合に於ては︑甲瀧の否決

黛が減税論を提げて議政府に季ふに際し︑甲黛の百人は︑こ

二百は乙黛に馬し︑常に政戦を行ふて相和せずとせんに︑乙

人よりなれる衆議院ありとし︑共内三百は叩薫に鵬し︑他の

るは何事であるか︑誠に以て不心得干菖である︒常に祁前に

かざるに︑無作法にも︑議政府を織拳蹴打噸罵泡嘩の巷とす

下に封し奉りて協賛の任を議すべきを誓ひたる舌根の未だ乾

して協餐の任を全うする所以ではない︒議倉が上天皇陛

之を察すれば︑其意義極めて明瞭である︒繊拳を振ふは︑決

○つ◎○○○○○○○ウ○◎
ろのである︒︵中略・要するに政戦及黛議の二語は︑帝国憲法
○○○○○００○つＯ○００Ｏ○Ｏ
として第一の禁語であらねばならぬ︒和哀協同の五字を以て

之より甚きはないのである︒例へぱ蕊に︑風民の代表考流百

而かも︑五百中の三百は︑其賓減税論者にして︑是が否決を

論とをりて現れ︑終に減税論の否決に経らんとと明かである︒

ぜぬであらう︒︵中略︶現今の畢者が︑勤もすれば或は英園流

腕坐して国事を議するの心を以てせば︑決して如此醜態を演

に︑或は伽幽流に︑猫逸流に乃至は米固流に我憲法を解迂ん

可とするもの二百の少数に過ぎざるに開せず︑其結果をして

とするは︑共畢べろ所に畔するの致す所︑己を得ざる結果と

之を見れば︑少数肴の意兇は多数難なりとの一事を以て︑多
至るのである︒

事は︑憲法の唯川たる憲政の翫施に於て︑特に共然るを感ず

のにあっては︑是非共日本流に解雑せねばならぬ︒而かも此

も見ゆるのである︒が術も我帝閲の畢者を以て自ら任歩ろも

数者の意見を少数なりとして之を否決するの不合理を見るに

ｌｌＯＩ

るのであるＵ乃ち今試に其主旨のある所を約言すれば︑大要

図民が政聴を本位として選畢を行ふ場合に於ては︑黛議制
さる上制度︶候補者本位の選畢を行ひ︑各員個為に議政§府に

を合理的なりと稲し得べきも︑︵黛名を記載し︑個人名を指

左の如くである︒

として之を別るものとせば︑議政府内に於ける討議は％要す

四︑黛議の弧行を旗み︑一公正なる議決をなせ︒

三︑這率なる政見に立脚し・選畢地盤の概念を一掃せよ﹄

二︑政戦の二字を退け︑協和議政の本議を全うせよ︒

一︑欧米凪の憲法槻を去り︑帝閏憲法の特色を護輝せよ︒

入りたる場合に於ても︑無差別に黛議制によりて園事を決せ

るに形式に過ぎず︑荷も多数薫の望む所は︑画家の利害の如

五︑談政府溌経の目的は︑国民の幸祇にあ２Ｌ其満足にあ

んとするが如きは︑誤れるの甚しきものである︒もしも黛議

議政府の本質は︑杢然無覗せられ︑議政府内に於ける暴行の

らざるを濡れ︒

何に開せず︑疑もなく︑議院を通過するの結果となり︑我園
如きも︑多数蕊に馬する以上は︑之を責計するに由なきに至

＝
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て就に法憲幽帝我

て就に法識図帝我
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○ｌ
吾輩の奮著帝岡憲法の特色の一節︵昭和三年︶稿に於て論じ

たる所は︑賞に右の如くであるが︑要するに︑我帝閲憲法は

世界無比なる特色を有すると同時に︑理想的に︑何等の駅陥
なき大法典であるが︑右の如き特色と︑理想的に完全なる資
質を有するに至ったのは︑間より憲法起草に参典したる︑伊
藤公共人を始め︑賢哲輔翼の大功ではあるが︑如何に彼等先
輩の起草が理想的に完全なるにせよ︒我固鰐図史及図情に於
てとれと相容れざるに於ては︑決して理想的のものとはなり

得ぬであらう︒然るに我帝固には︑既に前章にも述べたる如
く︑天組以来︑金剛無妖にして︑寓世不愛不動なる︑理想的
岡鰐ありて存するの致す所︑我帝剛の雁皮の世界に冠絶し︑

他の諸国の到底追従を許さざるものあって存するが鱒め︑寓
古無愛の聖天子︑明治天皇陛下の大御心と相待ち︑帝閲憲法
の如き立派なるものが川来上ったのであらうと﹄吾輩は信ず
るのである︒そこで吾輩は︑今これより現在に於ける憲政の

る大憲章を擁護し︑我帝閲の愛ふべき現状に虚するの道を誰

朕況につき︑柳か所感を述べてとのありがたき︑世界無比な
じて報幽の一助としやうと恩ふのである︒︵完︶

１１

︑さりし疾により俄に逝去せられ

○新島六之助氏は弘誼含女子部修養講座につき多年諜推

せ黄さたまひしか︑慮・

し走悲しみて

辻村靖子

代るへき人なき人と惜しまれて

うせにし沿のいきををそ思ふ

御葬りのＨ御親族席をみやりて後室に

とし老いてつまに後れしかなしみを

おもひやるにもうちなかれつつ

割愛園精瀞の

か︑岡家何々主義といった旗印老掲げるに

の事ばよく吾々の心しなければな︑恥ぬ所で

知昨年来の日支事鍵を

つれ成続牟畢げ穴ことｂこれは不断の練習

四年前の同大倉に示したものとぱ打って鐙

於けるオリンピック大倉にしても︑逓手が

所のものである︒今阿のロスアマピルスに

る主義てあることば吾々の最４注意される

ざるの畏梧それである．吾々は今折角芽生

にある︒即ち勝って誇らず︑功走以て寿ら

な︑トぽ反動ルー衆すことともなるＪ注意ほ蚊

無理としてよく承知して︑心する所が芯い

して止む走得ないかも知れぬ︒併し無理は

率の興るに際し多少の無理は其の勢ひと

糖岬が今阿再び更生一りろに際しても︑吾々

に祁幽愛の精神が更生

己契機として︑閏民の間

の結果も勿論ではあるが︑愛閏結祁の蕊蕗

えかけた愛幽縮紳恥閏民に見るときじ無理

ある︒日清︒日露撹煙後著しく裳へた愛閣

ことの出来ない著しい

ｌ見逃せないものではあるまいか︒又これ

至つ赤︒其等は素より一様ではないにして

現象であると思ふ︒即ち郭愛に際しては︑

が隅民の徒媛も︑日章雄走掲げろ︑君が代

け此の事走痛感するものがある︒

日常槻ることの出来なかった程の美はしい

のために来る反動でない様にと切に希望し

も︑何れも岡家の文字か冠する或は冠し得

愛蜘締祁を剛民の間に見ることが出来た︒

態葵する︑その庵毎の感激は従来に見られ

て止まないものである︒価界の思潮恥見て

庵して来たことば︑疑ふ

或は献金︑或は愛剛機の献納にと剛民の後

ないものであった︒都市ば雅外を以て此の

如き︑一の堕落から来る反動ではあるが︑

も白山から峨迫へと導きつつあるかにある

る祁剛愛の締祁溌露でなければならぬ︒即

が反動でばなくして︑常然たる本来の委に

吾々は我現下の愛剛縮抑更生韮以て︑それ

み見るべ野﹄ものではなく︑剛際競技に於け

いものであつ士︒斯の如きは何れもこれ愛

ち﹁我等の日章雄﹂に期せずして統一され

矛ｎｏ

百貨店問題

るべきもの韮招来するに至りばしまいか︒

閏紡川の菱露でなくてなんであらう︒

し図民の熱情そのものに外ならぬ︒吾々の

立戻る蝿の粘祁更生であることを躯調した

其の反動が無理に維始するときは叉逢に恐

併しこれは雌なる非常時の一時的な現象

のである︒

慶賀に塊へないとするのは即ち此虎にある
事の蓑へろに際してば︑常然の事さへ出

であったかと云ふに︑決してさうではなく
こと准見逃せす課には行かぬ︒即ち思想界

の事さへ常然らしく通するものである︑此

率難くあるのに封し︑事の興る際には無理

各方面に影靭走及ぼし犬動機の役左減じた
韮見ても︑徒らなる閏際主義走唱へて居た

いのである︒中正は此所にめるからであ

走現はし衣ことば河に感激の涙なき主得な

０

人は言ふ迄もなく愛闘諦祁そのもの韮遼遊

援は美はしい熱そのものであつ穴︒帝陶軍

狂振︑これは只スポーツ狂時代の現象との

成績起報ずろや︑都市民は﹁蔑歳々々﹂の熱

田更生

論 時

武く溌揮して不義を轡懲して輝かしい武勲

圏園圏函園圏鰯圃
述中迄が︑緬々と蝉化して︑ファッショと

−
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誰
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農商工中小階級匡救の問題は︑現下の大
問題雁なって居るが︑共の匡救策の一とし
て︑百貨店の最近の著しい進出は価農工業
者への影馨もさることながら︑直按小賓商
とき︑一考すべき大問題であると恩ふ︒

人への影蓉は大なるものがあること奄思ふ
百貨店といふものは心誰本主義溌達の営

パートヘー︑へと進出するの有様であって

めの道具でばないのである︒蚊に資本主義

使命は決して館くなを慾望を満足させるた

於ても吟局に鑑みｂ地方進出を中止し︑送

聞く所によると︑来る十月から百黄店に

るのである︒此の見地から百貨店が信用を

彼菱本家の無反省なる英雄主義を不可とす

蕊達上決して養本主義走不可としない︒只

ろ所以となるのである︒吾々は閏家の進展

に於ては喪本家の反術が常に峡くぺからざ

ばｂ如何でか小賓商人の苛擁に立至らざる

迎︑動平悲嵯止すろこと走決行するに至っ

道理があらう︒

たといふ︒これ碇に彼等の一反省ではあ

閥的に手心延ばし︑交通其の他の方面に迄

よって︑所右小蜜商を苦しめ︑地方迄も全

合の様であるが心仲しミれが鰯に一家繰済

ぬと恩ふ・許の便宜はよし︑されど自から

影靭を及ぼすが如きは反省しなくてはなら

以て競ふはよしとして︑賓本の英雄主義に

賓商人が商業遁徳を無覗して日にｊ︑信用

に不釣合にさへ眺貿力牟唆かされろ︒鯛に

も生くると共に︑他をも生かす道を忘れて

る︒一鵬百寅店が所亦便症九拝に典へると

韮失ひつつあろの虚に乗じ︑大養本か武器

と江ろことを忘れてば芯らぬ︒殊に吾々が

百黄店の完美は愈惣鯛民九苦境に導くこと

遺憾なく曝露しつつあるといへろ︒即ち小

然の蹄結であり︑而して其の弊害の一面を

として信用をモットーに一大進出を試みた

問題にし衣いのは︑岡比生活に要する所有

いふことば︑春からいっても一見頗る好都

のであるから︑小褒商人は一タマりもをく

づげ︑叉一般の賀求めし砧もそれがデパー

しても之れが百貨店のレッテルにより個値

る等の便宜を典へ︑其の信用は︑贈答品に

き迄に披張され︑然も地方へ出張し︑或は

今日は何一つとして生活に事峡くものはな

ある︒初めば呉服類中心であったものがｂ

しそれは小中剛民左苦しめるものでは芯

って︑之れが力は認めなければならぬｊ併

養本は図家の進腿韮期する上に不可峡であ

って︑よろしく反省すぺ寿﹄である上．恩ふ・

へてするとき︑之れば詩本の一面の弊であ

とになるのである︒養本のために之れか敢

これが総ての諏類の小直商人走蒋しめるこ

ものを総て販蜜するといふことであって︲

せぬとき︑小中尚業者は永久に救ばれず︑

百貨店も小薗商も共存共柴の心掛けに立脚

に立脚すること走忘れてはならぬ︒而して

計るか以て脚分も生活するといた商莱道徳

捨てて︑信川韮第一とし︑誠没詳の便冗を

課嘩化し︑虚言ル吐くが強なりとの湘念を

も反術しなくてはならぬ︒商人は掛引むし

ふ︒

叉百埼店は怨府の的となるよⅦ外ないと恩

事今日に至つ証に就ては︑一面小費商人

トより需めしことによって誘り得る梶の信

彼等の前に屈伏せざる恥得なくなつれので

はならぬのである︒

用をさへ礎得した︒今や市民の如きは︑些

滑のための資本でなければならぬ︒詩本の

く︑反って彼等悲生か寸蛎の養本︑蓮川岡

無料剛達走なし︑自動車にて祥の送迎をす

少の買物にも態々砺車賃をかけても総てデ
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鰍鳥の 活生民農那支

支那農民生活の烏撤下︶

藤原楚
農作物及び副業上の収入

○九三︑職が四︑九七四︑五三四︑羊が二四︑三五九︑○八

諸の頭数は︑馬が四︑三三四︑二一六︑牛が一五︑一○八︑

第七次の農商統計表に載するところに依れば全園の馬牛騒羊

云ふと穀蔵農業を重んじて牧畜事業を擁脱するの傾があるＪ

更に牧畜及び意業は如何といふに︑支那の農家は一般的に

質と数量とば同じで底い︒

る︒爾除の農産品は各地とも同じく産出するが︑唯だその品

江即ち新満洲図に最も多く産することは世人の知る如くであ

に鼓も多く︑西南苓省はやＡ少ない︒豆は奉天︑吉林︑黒龍

るが︑その中世緑︑川東︑河南伊川西︑江蘇︑湖北︑四川等

湖北︑湖南︑四川︑・湘江等に妓も多く︑姿は各地拷之を産す

桑茶等二十除種にのぼり︑米は遥江流域の江藤︑安徽︑江西

芋︑馬齢薯︑瓜︑蒜菜︑蕊萄︑廿藤・果物︑肺︑棉花︑蕊材

変︑豆︑程︑粟︑黍︑王罰黍︑高梁︑芝肺︑然花生︑甘藷︑

支那の農家の牧入となるべき農産物の主要なるものは︑米

水

三︑猪が川四薄五四五︑三六四頭で比較的重要の家畜五種の

五五︑二九︑四一三家に割あつれば︑一戸の家畜の飼養数

綿数が九三︑三一二龍二九○頭に過ぎない︒之を全図農戸の

は一︑七頭に過ぎない︒問より是等の統計は悉く信ずるに足

らぬが︑大鰐家畜の数の極めて少ないといふことだけは明か

次に副業としての家禽は如何であるかといふに︑鶏一九三︑

である︒

一二四︑合計二八○︑六八○︑九三五羽︑このうち四川︑庚西

三八九︑八七一︑鴨七○︑二四六︑八五○︑鶴一七︑○四四

雲南︑置州は報告洞となってゐるが︑大鵬全農家に平均すれ

ば一戸営り難三︑五○︑鴨一︑二五︑鶏○三三︑合計五︑一

いＯ

○即ち一農家営り五羽弧と底り︑これもその数が案外に少な

更に支那の農家の重要副業としては養議がある︒これには

家瀧と野獄とがあって︑前者は日本と同じく室内に於て飼育

て飼料と篤し．叉は樟葉弄一以て飼料と馬すやその量は家蕊が

し︑後考は野外特種の樹上に於て飼育せられ︑或は枠葉を以

最も多く︑樟獄が最も少ない︒養獄に閲する統計も極めて不

完全であるが︑養獄をしてゐる農家三︑○八七︑六九八家︑

産するところの繭が二二四︑七八一︑二五一斤︑平均一戸七

三斤といふことで露とれ又極めて少底い︒

農村の困窮と高利貸の搾取

ー
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支那の農家の支出の欣態は如何といふに︑中岡農村経済問
題の著者の訓在によれば︑

地方戸数平均毎家一ケ年支出

顕山一五○一三七︑二九元
蕪湖一○二三八七︑七○
成都附近五○七一五︑七六
峨照山二五一九六︑六○
面焼蘇湘九螺六︑二九六一八七ｂ○○

照山雇・六四二三五︑二一

合計六︑六八七三一○︑○九

即ちこの表によれば妓低が一三七元︑最商三八七元で︑平
均支出が三面十元といふことになる︒然してこの支出の内容
は︑肥料︑家膝の修維︑飼料︑農共の修理︑種子︑納税︑獣

鍔斐︑教育変︑衣服︑燃料等で︑一般に生活程度は極めて低
く飲食物なども極めて洲食で︑黒山厄村の六四家に就て調べ
た結果に依れば︑平均一家族六人の一ヶ年の食斐が一五四︑
七一元︑毎月一三元︑一日四三角である︒又一ケ年一五○元
に満た次いのが百分の五三︑即ち六人家族一ヶ年の生活饗が

僅に百五十元といふ標準であるから︑一人首り一ケ年廿五元
一ヶ月約二元といふ計算となる︒

然してこれが牧入と支出の開係を見るに︑峨眉山二五家の
一ヶ年の敗入の最高が二九七元で︑支出が二七一︑二○で︑

二五○○だけ敗入が多いのが︑一戸及び若干づ奥牧入の多い

のが四戸あるのみで︑他は悉く赤字を出してゐるといふ状態

堂辛苦して尚ぼ牧入は支出を償はぬといふのが事資である︒

で︑要するに相や耕地を多く所有せる自作農の外は︑一年粒

と上に於てその不足は年安借金となるは勿論︑冠婚葬祭等

の斐川も皆借金を以て緋歩る︒統計によれば支那の農民の百

分の五八は皆借金をもち︑その金額は︑黒山厄村の二三戸の

農家を訓交したところによれば︑毎年の借金が妓少二五元以

下︑最高が川○○元で︑利率は各地一様でないが︑多数は月

利三分︑一年三割六分といふ高利で︑商いのは月四分八厘と

いふもあり︑この外︑十元五斗︑借三還凹︑九出十三肺．青

所産どと稚世らる上商利の名日がある︒十元五斗とは︑金十

の借三遼三とは銀三元を階りて︑一元の利息を加へて還すも

元を術りて一年内の利息として米五斗を加へて遥付するも

の︑九川十三蹄とは︑銀十元を僻り︑資は九元を受け︑三割

の利子を加へて還すもの︑青茄とは穀一石を術り︑三ケ月内

だの方法を以て農民の搾取が行はれてゐる︑

に一石八斗として之を還すの法であるが︑その外にも尚ぼ種

搾取に苦む小作農

更に支那の小作農に至ってはその境遇が一層悲惨で︑あだ

かも農奴そのものである︒

20

睡鳥の活生民農那支

小作農にも純粋の小作農と︑自作農を乗ぬるものとがあ
る︒小作契約は︑和約即ち小作契約書の形式を雁むものと︑

租約を須ひ歩︑口約に依るものとがある︒小作契約の名稀は
地方に依って同一でなく︑或は承撹と言ひ︑或は撹紙︑又は
租田券と秘したりするが︑その記載せらる入内容は︑田地の

面積︑小作料︑納入期︑契約年限等に開するもので︑押租金
と稲して普通には小作人より此の場合小作の敷金を納める︒

との敷金のことを漸江省遥では札銀と言ひ︑湖北では上飛峻

てゐるといふことである︒普道の小作の明隈は︑三年より五

年であり︑この小作人もまた鱒貸する椛利をもってゐるもの

年︑多いのぱこ十年位のものもあるが︑大部分は五年乃至十

小作料の納め方には︑包租︑分租︑佃種の三つの方法があ

もある︒

必ず一定の小作料を納むる︒大抵土地鳴焼で早水害を被るこ

る︒分租は叉之を織租とも濡し︑定額小作料で豊凶に拘らず

との少ない地方に行はる上ものである︒これにも金納と穀納

の二種がある︒分租とは︑一に活租とも稲し・分益小作のこ

とである︒即ち課め小作料を一定せず︑牧稚の時に地主の立

る︒これにも叉地主が若干の資本寵耕牛︑諏子︑肥料︑農具

命を求めて作柄を群在し小作料の割合を決定するものであ

と呼んでゐ尋が︑名榊はいろいろでも︑小作料に封する保護

湖南では批慣︑安徴では繋銀︑江蘇では租銀︑河南では札銭
金たるの意味には違ひが底い︒保誰金の額も︑地方に依って

を供給し︑小作人は唯だ努力を提供する粍食一分和法又は篭江

同一でないが︑一畝につき最低二元より多きは二三元︑平均

佃種法と稲するものがあり︑業六仙四︑業七佃三︑業四仙六

先づ六︑七元と言ったところが脊通であるが︑年灸蛎加の側向

にある︒小作料の納期は多くは秋であるが︑春︑叉は多のも

などその分配率にもいろいろとある︒

に誼その生活欣態は何等の除総がなく︑小作人はその牧獲物

斯の如く支那の農民は︑中扉以下の自作農及び小作農とも

虐げられたる支那農民

きは之を逮捕し拘禁することすら許されてゐる︒

ひ︑地主の虐待を受くる︑甚だしきは小作料滞納の場合の如

との外小作人は地主に封して小作料以外の種交の義務を負

のもある︺小作の種類には︑普通の小作と永小作の二極があ
る︒永小作は即ち田地を川底と田面とに分ち︑田底は所有主
に鴎するが田面は小作人に展し︑小作人がその田地を耕作す

ることを欲しない時は︑更に之を他人に聴貸することが出来
所有者がその土地を喪却してもその田地を買ったものは︑そ
の小作椎を奪ふことの出来ないものである︒東南大畢農科の

占め︑蘇常道では百分の九一︑堀海道では両分の九○を占め

訓在によれば︑江蘇金陵道の各媒では永小作が百分の五五を

0
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の過半を地主に上納し︑自作農もまたその吹稚の過牛を租税

その他の名目の下に軍閥に献上せねば厳らぬ︒然して自分等
はその残存せるものに就て一家の生活を立てねば底らいが︑
それすら度共軍閥の徴溌を受け搾取を受ける︒

歩︑往廷この給料すら三四ケ月も支沸が滞ることかあるので

彼等はその不足分とその駐屯地の人民から微渡し︑その上戦

争の場合は掠奪が公認される︒これが農村を荒溌せしむるこ

大要既に此の如き状態で︑農民の多数は財産は勿論︑生命

とは言ふまでもない︒

の安全すら保誰せられてゐ底い︒常に戦を悔為として不安な

納税の如きも︑一定の税法があるでなく︑地方為だの徴牧

貧弱にして陰惨な生活を送らねばならぬ︒従って満洲新固家

︒︵一元︶

あらうけれども︑然し誰しも生きて行くには︑一時の救済の

にも及ばぬぼど︑我図の資際は窮辿の極黙に達して居るので

や︑中小商工業者の救済ぢやといふ如き問題に︑口出しする

﹁言ふまいと恩へど今日の箸さかな︲一妓早豊漁山村の救済ぢ

愛哲なる世相

足立栗園

自畳忍苦の秋

農民が多数移住し来るべきことは言を待たないであらう︒

の独序が確立し︑平和なる楽土と化した暁に於て支那本土の

宥が勝手に名目をきめて取立てる︒また地方の支配者は絶え
と言っても決して之を許さない︒自分は自分として更に新ら

ず愛動するが︑新らしい支配者は前の支配者に納税したから

させることも珍らしくない︒この外軍閥は勝手の場所に税開

しく徴税する︒又彼等は性交にして税金の数ヶ年分の前税を
を設けてすべての農産品に通過税︑川撹税などを課する︒臨
時に絶えず勢力の微盃を篤し︑之に紙片に等し軍票を渡す︒
彼等農民の生活は資に悲惨そのものと稲すべく︑米の産地で
ある南方支那に於てすら中農以下のものは白米を殆んど口に

することなく︑汁薯や馬齢署を主食とすると云ふ状態であ
亨︵︾Ｏ

彼等は経済的にかく虐げられてゐるのみならず︑彼等の此
の如き貧弱なる生活すら常に土匪の襲蝶を受けて︑その惨州

を被ることが絶えない︒支那の軍閥は︑劣悪なる素質の私兵

みを髄にして︑自ら励み自ら忍び自ら苦むといふ決心がなけ

を擁し︑これが地方や人民に封して絶掛的の専制を行ひ︑自

で︑彼等はこの内から食無雑変を排ぜねばならいのみなら

由勝手に課税してゐろが︑兵士の給料は杵通六七元から八元

同▼

ワ合
の宮

秋の苦忍畳白

れぱ︑到底氷綾するもりでばない︒そこで柳かそれ等根本精

が即ち自力更生の本筋で産くて何であらうぞ︺吾人は百言一

篤政者の考慮

に努力する外はないと恩ふ︒

軸に如かずの古語を服暦Ｉそ℃此の際はセッセと各自の業務

恩ふに今日ほど愛諏な世祁はなからう︒見よ︑救ふてやる

祁に就箪﹂言を聾して兄ようＪ

ぺき営局券の方からは︑自力更生で行けといふ御題目を唱ふ

さて餅励者にしてからが︑かく麦で一般国民をして他力本

るかと見れば︑他方救はるべき民㈹の方からは︑何でも他力

更生を諭してか坐らねばならぬＪ所が哀しいかな名は畢図一

本願で左ければ生きて行く途は御座らぬといふ御念伽をのみ

致内側でも︑共の一角に多数の代議士を布せる政黛の代表者

願の婆を蕊からしめ︑ワッサモッサと立ち駁ぐに至らしめし

ある︒今日内外の形勢を察するに︑我図は資に多難多事の秋

がガン張って居り︑而もそれが念仰と題目とのソリの合はぬ

原囚は︑先づ何虚にあるかと静思して︑醜往は求めても詮な

否な寧ろ笈廷乎として危きこと果卯の如しとでもいふべきド

如き二大政黛を封立さ牡て居るのでは︑議論が右と左とに分

咽へて居る︒抑登自力更生とは誰のすることか︑廟堂の上の

タン場に立って居る︒さればｎ分共の苦しいのは無論椎茸た

れるのみでなく︑愈堂賃施の雌となっては︑左支右吾℃中衛

高い厳めしい階段から︑ソレ鍬取れ鋤取れ︑網打て船出せ︑

ぽだが︑御国の鱒めなら此虚は忍ばねばならぬ︒御救済の事

擬まりも付かず︑又十一分に旨く行くか頗る雛はしい然し今

きこととしても︑政黛の蓮して行った諸種の弊根を斐除し︑

は成るべく十分に御噸ひ巾したいが︑それ等の事は一切代表

日は前にもいった如く︑賞に危急存亡の秋であるから︑其の

成るべく手の届く限りの雁急手常をして︑それと同時に自力

肴に委任してあるから︑宜しく然るべく御取計らひをと︑我

内外の欣勢を明らかに森かにして︑十分図民一般の雌に端ち

やうな自力更生では︑とても浮ばれも蘇生すべくもないので

罪ながらもそれは毒も念頭に世かホ︑それよりも一生懸命に

乃至算盤弾けと差刷せられて︑如何にも尤もで御座るといふ

立働らき︑所謂戊申詔書の御旨を奉贈して︑忠賃勤敏に直面

の途を辿って賀ばにやならぬといふ風に︑指導教訓して進む

のでなくて蛾なる表い︒然るにそれを徹底せす︑叉救済の水

るやうに読明して行き︑然る後に上下協力一致して自力更生

の手も廻りぬ先に︑ソレ早く自力更生せよのみでは︑人は元

目に立ち廻り︑貢刺に腫黒になり︑汗水滴らして各自の難肋
務で叉それに依ってのみ︑農漁山村も乃至中小商工業者も皆

を切り抜くやうに務めよう︑かくすることが剛民としての義
始めて救はるふであらうと︑かく決心畏悟の鵬を固めること

秋の苦忍畳自
弓の

−1》

来反動の動物といはるＡほどであるから︑尤もな道理にも牙
を暇さ歩︑今日の如き民椎仲張の世の中では︑昔のやうに御
無理御尤と承服せぬのも無理はない︑と上は篤政者として宜
しく考慮すべき所であらう︒

天降り的勤愉
少しく歴史を繰り返して見ると・今日とは全く趣を異にし
たる専制政治の幕府時代にも︑勤倹側行が上より厳しく下っ

た政治は︑どうも効果が旨く行か歩︑否な永綾せず︑復た元
の遊惰気分に逆戻りした︑たとへば水野の天保の改革の加き

がその替例で︑却て反動来の勢を薩大ならしめたＵかの比較
的効果の畢つた率唾調侯の寛政痔冶にしてからが︑始経は不首

尾に終２Ｌ︑お上よりの御醗掛りは経に雲消霧散した︺文武
といふて夜も眠られずと誹つたり︑澄める白川の水には魚棲
まず︑濁れる田淵が糠しい底ど上落首したやうに︑兎角攻め
難いは氏の心である︒叉諸幽各藩にしても︑殿様始め武士の

り︑或は一時逃れの徳政を布いたりした結果である．

づ自覚自省せしむる所なく︑唯だ天降り的に勤倹を奨脚した

所が一朝嘉永六年の米艦渡来以来︑世は尊王雛夷の叫び高

く︑流禽は殆ど滅茶交友の状態となったが︑それでも図民上

下に園難来といふ一大織鎚が下されたから︑誰言ふと左く教

ふるとなく︑上下一致協力して︑途に明治維新の新天地を築

き上げた︒是れ要するに風民一般の自覚自省に韮づくもので

今日もまたこんな歴史を繰返さんとして居るのではない

ある︒

がなくてはならぬ︑否な恩ふのみではいけない︑宜しく蝶禅

か︑同氏は領らく今を恩ひ古を察して︑深くノ︑森恩する所

一番︑岡民蒲紳を振起して一方外難に州り︑他方内堤に庭し

て十分打開の途を誰ぜねばならぬ︒要するにこ上に自力更生

の受悟を定むる必要があり︑同時に固難打開の大決心を要す

る時勢に瀧藩した鵬のである．１１

束の緩︑べたる薫風が漂ひ︑人糞炎熱より逃れて蘇生の思ひを

いつも金一風来の秋には︑山村水郭到る虚の平地に︑垂穂八

感謝と忍苦

トリアムを霞行した所も多いが︑それで居て其の強の財政は

因賊共の極に達して︑経に止む底く徳政を布いて今日のモラ

立ち世る所でなく︑叉士分の遊惰気分も矯正されも逓歩︑却

心からなる喜悦を表し︑感謝を擁ぐろ祭峨の鍍蝉は村人のダ

すると岡時に︑眼前に兇ゆろ造金の糖波に閥畔する︑従って

ンスとまで展開する︑之が我圃の渦り有する圃瓜でもあり特

て債主の方から融通の途を絶たれて︑後には愈麦民川の大騒
にもこＬにも顔出したものである︒要するに是れ皆園民に先

ぎとなり︑益姥不景気を招来したといふやう潅事蹟は︑そこ
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秋獄何一つとして引合ふものはない︒何の太平ぞ鼓腹ぞと口

色でもある︒今日は不景気で物債が下落して︑五穀野菜︑夏

えざるの通なり︒此の法に一年の酬謝金を附するの法をも

故に無利足金鋳附の法荏立てたり︑此の法は賃に恵んで費

之を救ふに財を施典するときは︑財力及ばざるものなり︒

飢鰹であったらどうするといふのか︑一般︑人間の慾には限

ａＱＱＱ℃︑︑ｂり

角泡を飛ばす論客もあらうが︑然し此の上若し凶作であり︑

の法なり︑資に貸借雨全といふくし︒︵百七十五︶

設けたり︒是は恵んで費えざる上に︑又欲して貧ぽらざる

団家の盛衰存亡は這各々利を手ふの甚だしきにあり︒富者

少しく今日の時局救陛の場合に似て居る︒叉日く

りがない︑有るが上にも欲しいのは人購︑積る上にも重ねた
いは山為であるが︑さればとて世界的不景気の今日では︑先
づ兎に角餓死線上を脱することを得たのを徳とせねばなら

左いか︑吾人はどこまでも︑いつまでも︑此の特殊なる図艦

姉妹枕を安んじて異眼し得らる奥だけでも︑非常の楽土では

さず借りたるものを返さす︑貧富共に義を忘れ︑願ひても

夫あらざれば︑村斐の納むべきを滞り︑作徳の出すべき出

恩は歩︒貧者は又何をかして己れを利せんと思へども︑工

ひ求めて︑己が勝手のみを工夫し︑天恩も知らず︑園恩も

風裕の下に生活し得たことを天地祁明に封して感謝せねばな

所りても出来難き工夫のみをして︑利を手ひ︑其の見込み

は足ることを知らず︑世を救ふの心なく︑有るが上にも願

らぬ︒而して同時に忍苦︑知足の決心を囲むろ所がなくては

の外れたるときは︑身代限りといふ大河の浮き瀬に沈むな

の一部に見る如き残虐悲酸の興来もなく︑父子︑夫婦︑兄弟

ならぬ︒徒に他力本願を頼りにして︑易糞と苦境を脱出せん

り︑此の大河も尭悟して入るときは︑溺れ死するまでの事

ぬ︒否な無上の天恵とせねばならぬ︒見よ支那の内地や満韓

など上いふ棚ポタ主義に甘んじては巌らない︒

はなき故︑叉浮み出ることも向ふの岸へ泳ぎ付くこともあ

上る悪弊を除きて安楽の地を得せしむるを務めとす︵百四︶

出づる事出来ず︑身券一経るなり慰むべし︒我が教は世上か

る左れども︑晃悟なくして此の川に陥るものは︑再び浮み

経りに臨んで︑少しく二宮尊徳翁の訓言を添へて世かう︒

尊徳翁の救貧訓
蓋し翁ぼど賢際に即したる経済的教訓を垂れし人は少いから

畢寛道は古今に別なき故であらうか︒吾人は須らく稽古戒今

是も頗る時弊匡救に凱切の至言たるを畳ゆるものがある働

方今の憂は村里の困窮にして︑人気の悪しきなり︒此の人

する所がなくてはならぬｕ︵昭和七︑八︑四︶

である︒夜話に白く

気を直さんとするには︑困窮を救はざれば莞ること能はず

道のへ生更力自
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自力更生への遁

繁田武平
申すも長し︑燕藤老首相の不快が上聞に達するや︑﹁暫く
静養せよ﹂との御綻が下ったといふ︒聖恩の恭けなさは︑寓
民今更ながら感泣する庭である︒農村救済中層階級に救の篇
に老躯を提げて炎暑を物ともせ歩に没頭する︑首相の奮闘振
の亜座に首もまわらぬ農民が何踊人︑業を矢ひ食に飢えた窮

りも恩ひやられる︒時局はそれ程に切迫して居るのだ︒借金
人が幾寓人といふ有様である︒衝に何とかせねばならない︒

産業組合は明治三十三年品川子︑平田伯等によって猫逸か

ち輸入されたのである︺産業組合の名前も︑凋逸語の﹁ゲノ

ッセンシャフト﹂から珊諜されたものである︒然るに之を輸

入するに街って亜大なを談をなしたのは︑その制度を輸入し

て︑その精祁を立法上に探り入れなかった事である︒濁逸語

ふ識は出ない筈である︒猫逸に於ける組合は︑組合員の相互

﹁ゲノッセンシャフト﹂は共同の意であって︑決して産業とい

荷床を願慮しないで放植した苗の域長が恩はしくないのは営

扶助︑共存同柴の精祁を温床として︑成長したものである︒

平田前禽頭も組合精祁として高唱されて居るのは︑一︑信

然である︒

農村の救済には議論すれば色為の手段も出て来るであら

純然たる経済上の一機開たることを要求し︑その名前も産業

業とその精祁を同じくするのである︒然るに法律上の規定は

用︑二︑勤倹︑三︑共同︑四︑同柴であって執れも祇曾事業教化事

う︒けれども現在は議論の時代ではない︒一刻も早く資妓を

組合として︑生産方面の向上溌展を主眼として居ることは明

速急に何とかせねば蔵らないのである︒

として最も適切なるは︑産業組合を通じての封雁策であると

翠げて︑危急を救ふことが︑先決問題である︒それには方法

いて形式に於ては著しい護達であるが︑その奮質を見ると除

最早産業組合の奨働時代ではなくて︑整理時代である︒否︑

の護展は著しいが︑之は殆んど無意義なものである︒今日は

れない原因が存する︒盛んに生産方面に努力した結果数字上

かである︒と月に大きな矛盾がある︒堅賞なる誰達を見得ら

りかんぱしくない︒之を如何に改良して所期の目的と龍せし

信ずる︒現在の産業組合は総数一寓五千と総せられ・数に於

むるか︒それには先づ現在の康業組合の峡陥を知らねばなら

道徳を基本とした上に︑経済の制度をとり入れたものに報

◇

糖祁的要素を注入した更生時代である︒
ない夕
◇
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を綾けて居るのは︑好筒の模範であるＪ然るに今日の産業組

る図民の政治的常識は一の妖雲に砿はれたかの感がある︺之

現に依って︑政黛政治の常道は阻止せられ︑政黛政涜に封す

れ果し一﹂政黛政治が既に没落の悲運に達したことを意味する

徳社がある︒同牡が今日の恐暁時に常って比較的堅賃な歩み

この黙こそ虞先に改正を要する黙であると恩ふ︒即ち従来の

合法はか上る道徳的函罷たることを認め底いのである﹄私は
産業組合といふ名構を改めて︑組合締祁を標識した共柴組合

蓋し政煎政治稜年の弊需は︑近年益を露骨となり︑政黛政

如く︑立憲圃民の重大なる責務である︒

ものであるか︒或は亦半晩政黛政治の常道に復するものとし
つ０︒Ｏ○︒○Ｏ
て︑軍に一時的現象に止るものであるか︺画家の将来を蹴り
○ワ○○つＣＯ○○０００つ○○○○ＯＣ○○○○○○Ｏ
政治の良否を観ることは︑西村茂樹先生の道徳要領にも在る
○○○○つウ０○○○○０．○○︒

とし︑職業の如何を間は歩︑全図民を狼制的に加入せしむる

更生する事が出来るのである︒政府の唱へる自力更生も掛謹

の成立を見るに至ったのは事資である︒従って此の塀資に封

治に封する図民の信頼が次第に薄らいだ結果︑遂に薦藤内閣

とと上したい︒かくする事によってのみ︑今日の産業組合は
ばかりに終っては何にもならない︒一つの明確な標識を典へ

底ろ判断であらうか︒之はしかし容易に断定し得る問題では
つ○○○○○つ○○︒○００○○ＯＯ○○
ない︒何となれば政黛政治の否認は同時に叉立憲政治の否認

瀧政治の否認を肯定することは︑果して立憲閏民として正営

蒲藤内閣の成立を以て︑直に政黛政治の勝来を悲観し︑政

一一

将来せしむるととは質に刻下の一大急務である︒

って︑政界の革新が促進︑断行せらるべき時機を一日も早く

の政冶に封する自受と教養とを高め︑園民大衆自らの手に依

上あることは︑誠に結榊であるが︑更に一歩を進竺﹂︑国民

之等の改革是正の逆が開係徴局の間に於て着為講せられつ

ったのも︑誠に営然の次第と云はなければ巌ら狐Ｕ

して︑政龍自身から先づ政黛浄化︑選畢革正の盤を聞くに至

団民的精祁を一致せしめて遇進せねば︑今日の不況は到底打
開する事が出来ない︒打開への第一歩即ち自力更生への目標
︑︑︑Ｂ
は︑図民を打って一丸とした共築組合の貸現であると信ずる
ものである︒︵昭和七︑八︑一○稲︶

政治は最高道徳の表現である

岡崎毒市
００○つ○○Ｏ○００００Ｏ
立憲政治は輿論政治である︒輿論政治の常裡は国民の衆望
○００○︒ウヮｎｏ○○００○○ｏＯＯＯ○○○○
を捲へる多数政瀧が内閣組織の大命を拝するに在る︒而して

一五事愛の窟らした結果である・然るに今次の驚藤内閣の出

前犬養内閣の総僻職は政策破綻の篇めではなくして︑所謂五

ろあで現表の徳道高峨は治政
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○○００００○○○○００Ｏ○○０○０○○○
の闘係にある︒必らずしも一を原因となし他を結果なりとな

たらざるを得ないからである︒雨者は同時に併存胃測§︺言︒︒
︒①０︒○Ｏ

すことの出来ないもの．である︒

凡そ公選制度の行はる上所︑含議制度の存する所︑主義政
見を同じうする者︑相寄り相集りて政黛を組織するに至るは
自然の定形である︒同時に公選制度に依りて多数同志を糾合
するに︑此の政蝋の力を利川するに至ることも亦自然の事資
である︶純埋上よりすれば︑政治なくして立憲政治を行ふこ
○０００︒００Ｏ

とが州来ないではない︒然も自然の事凝は上述の如く如何と
もする能はざるものがある︒して見れば立憲剛災の要務は︒

ひ正しい議員を一人でも多く議含に逢り︑彼等を鞭鍵して︑

惰賃︑因縁︑買牧等の悪徳に瞳するなく︑選畢権を正しく行

かに共の弊の一半は救ひ得たであらう︒筆者は今日園家非常

議愈政治本来の面目を遺憾なく溌揮せしめて居たならば︑確

の難局に直面して︑政治家の不甲斐無きを嘆歩るならば︑先
つｏｎやつつ００００００っ○○○○つ○○○○○ず○０Ｏ
づ斯る政治家を向己の代表者として避畢した国民の無自発を
ワ○○○○○○ＣＯ○○Ｏ
恥ぢなければならぬと恩ふＵ畢覚身から出た錆ではないか︒

依て政界の革新を口にする者は．結局剛民の政治的自発の問

一一一

題に想到せなければなら砲︒

政滴の基訓は生活である︒立憲政治は国民生活と全然不可

めの道具である︑図民は公選制度を通して︑初めて圃民の綿

分の捌係に在る◇而し一Ｌ公選制度は結局︑図民生活保全の篤

◎００○○ｏＯ００００○○っ○００つ○００○０○○

政蕊をして川来得る限り︑其の妙川を溌批せしめ︑出来得る
０００○○００００００○○００００○つ○○Ｏ
限り︑其の弊害を防止する計を求めしむる外はない︒況んや

り︑引いて今日の重大時局を麓らしたる所以透る淀悟らねば

尊き一票を賓物にして来た結果は︑政界今日の傭敗旋落とな

全郷として民意を壷錫する光楽ある機含たることを忘れて︑

祁髄たることを慨ると云ふ意味である︒選畢が閥民生活の安

議愈に反映せしむることが︑立憲の大義であり︑憲法政治の

と云ふ意味である︒剛民生活を公選制度と云ふ機開を通して

○○○○○○○Ｏ

ぱい︒政治が生活と全然不可分の開係に在ることを自提する

０００○つｏｎ↓００００Ｏウ００○○○○○○○○Ｏ

意を議曾に反独せしむることが出来るのである︒
︒○０つＯ○○○○○○０○
固民が政治的に自兇するとは︑別段に六ヶ敷考へるには及

畏くも明治天皇の大御心に依って施かれた光輝ある四十有
除年の歴史を有する憲法政治を一朝にして勉棄し去り︑濫り
に之が破・壊を企つるが如きは︑間より許すべき事柄ではない

彼の五ヶ係の御響文の一たる﹁庇く愈議を興し︑寓機公論に
０○ワ００ＯＯ

決すべし﹂との大御心は何所迄も風政蓮川の鍵を民意に委ね
させ給ふ有難き思召と拝察する︒別言すれば漣立憲の大義は︑

○○○○○○○○００００○０○○○○○０００Ｏ○
髄迄も憲法の催章に従ひて民意を帆達せしむるに在るのであ
ろ︒

今日農村を初め︑全国中産階級の疲弊困倣も︑若し国民が
相互に立憲政治の祁髄を徹底的に同兇し手﹂︑奮来の弊風たる
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左らぬ︒団民の政治的自畳は必然に選畢界を革正せしめ︑選

らいばならぬ︺凋濁の政治の中より清く正しき政治を産み出

︒①○つ○○○○００○０︒︒○○○○︒︒○○○○︒ｃ
革正の篇めにする政治運動こそは建国民最高道徳の表現であ

しき選筆運動に依ってのみを之と蹴らすことが出来る︒清く

す固民的大運動であるからである︒．清く正しき政治は清く正

◎００○○Ｏ

畢界の革正は更に画家の政治を革正せしむる原動力となるも
述べたことがある︒

って剛政に営る正しき代表者を選び出す意思の溌現である︒

正しき避難とは本営の図利民幅を計ってくれる︑自分等に代

のである︒ウニルスは嘗て政治批判論の中に次の如き意味を

とであるがｂ今日では候補者も刷愈馴家に鋤する明白なろ責務以

更に評言すれば建幽以来︑大和民族の血管中に錘しる民族的

選畢の理想は本来人格識見共に優秀なろ最適任者を︑選出するこ
外の或物が必要となって来誰︒シンシナタスの如き英傑ですら︑

大精祁を賃際に活かす機曾である︒斯の如く選畢運動を国民

とに鼓善の努力と謀さうではないか︒︵七︑八︑五稲︶

り︑自らの手に依って一日も早く選畢革正の資を筆げ来るこ

る選畢の機含ある毎に︑選畢を見直し︑本来の虞精祁に立蹄

如きは抑末ではあるまいか︒さらば諸君Ｉ我等は次次と起

辱と云はなければならぬと思ふのである︒選畢法の改正案の

て︑初めて指導匡救されると云ふことは︑寧ろ立憲国民の恥

黛利薫略を事とする政治家の手に依る選畢法改正案に依っ

夫袋群議中であると聞くが︑此の祁聖なる国民の道徳運動が

目下蓮筆法の改正案は法制森議曾︑政雄の委員倉に於て

０○○０つ
あり得ない︒

は出来得べき筈はないのである︒圃民の政治教育の極致は︑
○○○○００００○○００００○○００○○０︒○○ＣＯＯ
斯の如く選畢の意義を徹底的に理解すること以外には何物も

○○句００００○○○○

道徳の最高表現なりと解するならば︑棄椛や投票賓買の如き

鋤か持った磯では禰選畳束ないのである︒今日では人絡識見は寧
ろ簾この問題で．投票か得る焼めの力が第一の問題である︒斯く
て議倉政治の剛では国務の指導権はり天真の聴明さも高尚さもな
い選畢第一主義の政消屋の掌中に蹄しつ上ある﹂

と如何にも︑公選制度に伴ふ時弊を痛罵した文字であるか
良く其精祁を吟味すると︑選畢民の政治的無自覚を痛罵した
ものに外ならぬ︒由之槻之︑避畢の革正は選畢法の改正より
つＯ

も︑選畢民の政治的畳醒が先決問題である︒別言すれば団民
○○０つ○○○００○○○○○︒○○○○００勿○○○Ｏ
の政治教育が徹底せざる限り︑選畢の革正など到底想ひも及
︒○○００ＯＯ
ぱい問題である．

四

政治の腐敗臆落は園民の責任である 政治の幡敗堕落の故
を以て︑政滴を忌避し選畢に冷惰なるは自己の責任回避の甚
しいものである︒政治が衡敗施藩すれば︑する程反２﹂国民
○ワ

の奮起を必要とするのである︒古来政治は最高道徳の表現で

あると云はれて居る︒乍然園民道徳の見地よりすれば︑選畢

︵一一︶

ｌ︲．．

た︒その際西村文吉は同じ月新藩主正

を蕊がれ︑第七世の佐倉藩公となられ

道統を僻へた頃︑幡時の江戸藩邸に常

所で此の西村文吉が佐分利流槍術の

萩野庄右衛門と西村芳高

君に寵川せられ︑侯の放雁などには︑
いつも御供仰せ付けられ︑百事多忙を

れ︑且つ機敏の青年なりとて︑大に主

月十六日を以て築地御庭方を命ぜら

の御腰物方を勤め間もなく享和二年三

習頭取となり︑同年八月朔日願の上︑

戸御馬廻岡師七郎兵衛の組へ典け入れ

廿八日亡父跡式十七人扶持を受け︑江

翁先生静話

日には従前の小役を悉く免じて︑新に

時侯に召出されて近習となり︑八月廿

陸土浦侯の家匝萩野庄右術門といへる

極むるに至り︑自然萩野の道場通ひも

家名を承けて平右衛門と名乗るに至っ

て瀧谷下邸住居を命ぜられ︑同年九月

御腰物方︑御弓方に任じ︑同五年を以

武士があった︾元は大阪玉造口の騎士

中絶するに至った︒折しも佐倉藩邸な

上邸に槍術の道場を開始せしめたｕそ

門を訪ひ彼に勧めて小川町なる土浦快

り︑大阪より蹄府せる後︑右の庄右術

文吉は徴て柴田と同門の奮交ありし所
より︑是に於て其の師手塚次厚に譲

自然門人共の不信用を招き︑次第に其

宗︑技術も亦捗々しから歩︑是に於て

の忠馬の人と篇りや兎角芳ばしから

なり︑日堂同道場へ通ふて居たが︑此

る佐分利左内の養子同苗忠馬の門人と

る御徒士の而糞は︑祥て彼の推禦した

である︒

寄屋橋の上邸内に住居するに至ったの

納戸元方となり︑奥年寄と兼帯し︑数

戸に進み︑翌八年三月十四日にぱ御少

に補せられ︑同年十一月十五日御少納

た︒かくて翌七年十月廿日御少納戸介

同年四月十六日菩提所浅草日輪寺に葬

年四月十日︑五十一歳を以て卒去あり

ｌＩ

り奉る事となった︒其の際彼は御香峨

所が間もなく文化二年七月十二日を

時煮直に入りて順養子となり︑其の後

以て藩主疋順侯逝去あり︑其の舎弟正

所が不幸にも藩主正時侯には︑此の

して丈吉自身も時登同道場に通ひて槍

の門戸を衰微せしむるに至った︒

た︒既にして翌六年五月廿四日更に近

られ︑其の勤方は従来通りと言渡され

へる槍術師範の免許門人であったが︑

多湖某の子であって︑柴田左九郎とい

栗園迂人

I

術の稽古をした︒そこで︑遠近鱒へ聞

【i

きて︑衆望する肴が日為多きを加ふる
是時に営り彼西村文吉は藩主正順侠

︲ｉＩｌｌｉＩｌ︲１１︲ｌ︲ｉ︐
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に至ったのである︒
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しめた︺かくて正愛侯が同年五月二日

時に枠平吉をして参殿して之と郁助せ

髪を執らるるや︑其の儀式を掌り︑同

第八世の藩主正愛侯が成年に達して前

を増加され都合二十人口となり︑同日

一御剛掛となり︑雨・来大小の藩務に携は
り︑同十一年二月十三日には三人扶持

一一持役を仰付けられ︑同時に捌君御家督

稽古場を以て︑新に教場を鮒ぐべしと

べき事にあらずと︒早速江戸上邸内の

て大に首肯し︑それは一日も捨て澄く

陳したところ︑侯は弱冠ながらも聞い

詳かに其の淵源する所の由来沿革を上

術の濫脇を問ひ質した︺是に於て彼は

之を聞き︑彼れ芳商を召して佐分利槍

の姿となって居た↓然るを八世正愛侯

来すに至り︑従って諸葵も亦自然中止

を命ぜられ︒江戸の武術は鱒に表諏を

の奥義に至っては聖人の道と異なるこ

って︑一︲武塾は技塞であるとはいへ︑其

適任肴であったｕ加之彼は常に入に語

如く彼は佐分利雨流の師範として蛾も

採用するといって居たのである︒此の

偉と逮ふけれども︑予は反って古徳を

地の妙を得らる上︑されば此の黙は師

渡す方か︑拘束の忠なくして︑活溌交

目を付けんよりも︑寧ろ一樹の上を見

如くことはない︑例へば一枝の紅葉に

に至り侯よりの直命にて江戸邸内の蒲

術の稽古掛を命ぜられ︑翌十二年二月

御供仰せ付けられ︑尋で侯の槍刺︑馬

めて馬上にて藩内を巡硯するや︑其の

番中︑文化十一年九月蒲主正愛侠が始

西村千右術門芳高は︑かくて作森在

脊て共の師次厚の箸はせる移限巻を評

練の結果自然に工夫護明する所多く︑

流を傭召したものであったが︑然も修

とした︒蓋し彼は師次厚より佐分利新

附きそれを佐分利術︑新古雨流の道場

命に依り︑数寄屋橋上邸内に稽古場・と

座に控邸を有して居た轡そこで彼は主

内に在って︑他に芝増上寺及び芝新銭

時しも佐ゞ倉藩の江戸上邸は数寄屋橘

西村卒三郎と江戸の捕物

ったことを徴せられる︒

常時に珍らしき文武兼賛の師範家であ

せ息ばならぬ﹂といった︒之にて彼が

の武技を修する肴は深く此の黙に注意

常に文武・と以て旨とせられたｕ即ち世

に文畢に長じ給ふて︑其の教導法たる

に遥がない︑されば先師の如きも︑夙

に稗益するものである︑其の例は枚畢

父に事へて事務に唯未ろの際とても大

分か

を以て佐倉に入部あるや︑彼は御供仰

とはない︑故に能く之を鍵ぶ者は︑若

士に槍術師範たるべき旨と言渡された

して全其の理は雌る精密であるけれど

佐分利流新エ夫の芳高

のである︒蓋し是より先き︑佐倉藩な

も︑古来より徳ふる所の紅葉の目附に

︲１０・︲●１１隻

る佐分利古流の佐分利忠馬は漸く人望

１−陽

を失墜して経に江戸より佐倉へ住宅替
Ⅱ

西村干右衛門芳高が此の如く年来修

つ︑たのであるＱ

一付けられ諺始めて佐倉に在呑するに至

言ひ渡した︒

ＩＩ
$0

話 除 生 先 翁 泊

話 鹸 生 先 翁 泊
⑪4
『アマ

｜細糾

鼠和蔦邸；蝋ｆし

一とき︑其の一子平三郎芳郁は幼時より
一主一君の近習見習となり︑佐倉在番の節

一には御畷方となり︑常に幼君の文武雨
︾道の相手方を勤め︐文政六年正月疾く
一も稔術のＨ録を柵た︒是は其の年歯二
計十一歳の時であったｕかくて同八年十
一でや大手前の邸に住居し︑佐倉支藩の

一一月八日には佐倉在番より江戸に出
↓堀田職津守正衡候にも出で仕へ︑同十
ひ出で曳新に藩主正篤侯の許可を得︑

一年十二月廿五日には槍術修行の義を願
翌日早盈大阪表へ赴き︑翌年三月まで

一同地に留まりて専ら槍術を修錬し︑同
一月一日無事肺府した︺而も彼は其の間

一更に馬術を尾上十減光隆に就て蕊ぴ孝
一で天保三年正月に至り︑遂に槍術の兎
許を得た︒所が同五年八月八月主君正
華篤侯が新に幕府の寺祇奉行加役となら
はれ︑只管文武雨道に粉骨した︒即ち

れたから︑彼も亦常分近習として召使
一文道にては藩邸内に初めて建立せられ

●

主荊の給人勤として同月廿六日江戸溢一

に窪して出溌し壷彼も亦其の後を追ひ一

先んじ同二十日を以て家族一同を江戸一

んで授誼頭取を勤めた﹄が然しそれよ

谷宅と出溌し︑東海道を族行して︑七一

たる畢間所温故堂の索誼師となり︑進

行の配下に馬して︑江戸の風紀を正し

りも特筆すべきは︑彼か此の剛寺肺奉

月十日大阪五軒屋の蕪邸に到着したの︾
である︒然るに同十八日に至り︑主君一

正鮪候更に西丸老中に任ぜられ︑大阪一

たことであった︺即ち天保七年九月八

日には龍蜜寺の現祁なる肴を召抽り︑

を召捕り︑十二月十七日には上野山王

同月廿日には西祁寺地中の在心院航海

日巾都三催迩抑馬場近江屋派兵衛方へ一

利流奥仰の形を惇受し︑父芳高と共に一
同廿一日夕刻を以て大阪を出立し遥翌一

赴任の事遼かに模様替となったから︑一
彼は同二十日師家岡翁介に従ふて佐分評

心して餅時江戸府内に賊厄した悪僧凶

なる肴を召捕った︒之は同僚と共に苦

使肴となって主命を果し︑蕊廿四日京

宿し・同廿三日所司代土井大炊頭への

供所にて博突僧を召捕り︑翌八年五日

徒を退治したもので︑其の都度彼は賞

十日には千往日慶寺住職井に奥村伊勢

典として金子二百疋︑三百疋︑五百疋

三日無事江戸辰を口の燕邸へ蹄府し

部を溌して東海道を族行し︑同年八月

に締着したのであった︒

た︺而して同日同下邸なる稚谷の住宅

醜にして同八年五月十六日佐倉藩主

左どを下されたのである︒

地へ赴任せんとするに至ったが︑是に

正篤は新に大阪御城代に袖せられ︑同

用の長刀を制作することとなった﹀時

の初め頃より共の川務多一端となり︑経

是より先き︐平右術門芳高は︑文政

柴田工夫の九奉実手

に彼の父平右術門芳高は藩の公川人と

に槍術師範を高弟別所皆右術門に談

於て同十七日彼に命じて佐分利流槍術

して大阪住宅を命ぜられたから一行に

32
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時同藩士長沼親長なる肴が︑砺州萱野既にして天保五年正〃常時の主君正

１ｆｒ凸伊■Ｉ

り︑同門人をも預けたのである︒そし

某に兵畢を望ばん篇に登阪したのと同篤侯には︑大目付水上清大夫を使とし

１１・ＩＩＩＩ且■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一八９ＪⅡｆ０Ｆｑｌ山︑川刊川悩ⅡⅡ川吋︐︲曲咽︲Ⅲ画〆■■■■■■■■■■■■■■■■■■・︲Ｉトー恥．︒

て去文化元年甲子の滋谷邸火災のとき

行して大阪に赴いたのである︒て西村芳高に封し︑佐分利流槍術の濫

かくて平三郎は大阪表に着し建直ち臆と下問せられた︒そこで芳高は護ん

利流の二本を鍛錬せしめんとした︒が

術新工夫の九本の突手を仰授せんこと阪城代を命ぜられ︑早速内命を下し︑

典力なる大西典五郎を訪ひ︑柴田勘兵どを委細に言上した︒時しも正篤は大

に先師手塚次厚の孫営時大阪町奉行ので先代正順侯の内慮井に短槍の得失な

中止したが︑同時に高弟皆右術門追交

間もなく正時候不諜の鴬に︑其の企を

の突手は近年柴田政監の工夫に成り︑とで芳郁は命達秤し︑同時に言上すら

へ︑其の遠来を謝しつ上白ふ︑﹁右九本二十本を制作せしめることとした﹀そ︽

から︑更に高弟田内茂賊友ろ肴をして

是の時に営て平右術門芳高が大阪滞
在中︑共に槍術を修行した手塚次厚の
一高弟柴田勘兵術なる者︑新に九本の突
手といへる形を工夫したとの通知が江
戸に達した︒そこで芳高は其の技を一

御品も存在して居りますから︑此上

佐倉藩槍術崎の整頓の御術立には右の品共の御制作を命

であった︒

すろを得たＵ是に於て彼は経に其の博所の金道作の御便刀の身十本除術ほ
を得て同十一年三月江戸に立撮ったの存在仕り︑叉右の柄などの天草産の

Ｉ

之に代らしめたのである︒

老境に及び︑門人引立も困難とたった

を乞ふた︒時に大西は悦んで出で迎芳高の一子平三郎芳郁をして営流の槍

を受け︑黒木鷹堪なる者をして︑佐分

追交補充せん篇め︑主君正時侯の内命

焼失した先代正順侯制作の槍三十本を

巴
L

予も粗為其の業を承知すれども︑未だく︒
全く精練を得ない︑されば同柴田の門資に以て有難き御趣意︑唯心公様
人大阪玉造の騎士岡三四郎が能く共の︵正順侯︶上に在して︑班かし御悦
業を倉得して居るから︑是に就いて事ぴ成さるべく且は誤ての御趣意もあ
ばれんことを願ふ﹂と語った︺そこでり︑御家の御軍法相備はり︑賃以て
平三郎芳郁は即ち大西と同道にて岡の恐悦至極に存じ奉ります︒然る虚︑
道場に到り︑経に九本の突手を畢ぶと唯心公最初の御内慮を以て︑臣が瓶
と廿除日︑漸く其の事理とも之を弄案父平右衛門芳光をして鍛錬した蚤ふ

て経に荏再歳月を室過するに至った︒

見せんと欲したが︑公私の用向繁くし

ったから︑是に於て一子平三郎．芳郁は

所が間もなく柴田勘兵衛も亦故人とな

ＩＩ

一睡酷唖密画確帳誼鵬極薮計評吋に咽準

ＩＩ
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聞墜Ｌ即座に其の願を許容し︑右等の

と︑委曲を議したや此の時正篤は之を

可するが︑然し家格にも開する事であ

願ひ出た︒そのとき正篤は願の通り許

然道中にての鑓を莞許せられんことを

の鑓を所持して居るのであるから︑自

には子僻自から筆を執られたりして︑

資料を示されたり︑事賞を聞たり︑時

昨年以来︑毎月数回親しく老子爵から

斬妻氏とが︑其の綿基に従事し︑既に

年﹂といふ自陣を起稿中で︑私と薄田

経歴を回顧して︑﹁石黒況翁の八十八

長刀を悉く佐分利流に制作し自今小僧

るから鎚持の薪は付せ歩︑単に草履取

最早晩稲に近づいた↓其れに依ると︑

念として︑諸方から勧められ︑過去の

共を教導せよとの旨を平三郎芳郁に下

をして持たせるとと勝手たるべしと命

流石に偉人の波測曲折に富む一世紀に

れも此度の浪華行に召連れられ︑営流

したのである︒

頓し世に其の名を雌することＬなった

じた︒是に於て佐倉藩の槍術の備は整

郁の四人は皆食無足であるが︑然し何

かくて同年五月晦日西村芳高は藩主

るべく存じ上げます︒

世の御戯本術に成し置かせられて然

正篤侯に先んじ︑登阪することとなつ

た様に︑趣味と教訓に禿たさる︒

近い間の経歴は︑宛がら繕巻物を展げ

青年の尊皇擢夷運動

畢と夫人内助の功績に就て少しく述べ

今は其の青年時代に於る非凡なる苦

のである︒

たが︑同門人中︑菟許の輩なる松永林
職︑高橋助三郎︑田内茂︑及び一子芳

若き時代の石黒子爵マ﹂同夫人

る︒

子欝の家は本来越後片貝村の人で石

穂密顧問官︑正二位勤一等功二級子

自博﹃石黒況翁の八十八年﹄

東京帝大総長小野塚喜平次煮に嫁し︑

農林次官の要職に居り︑一女孝子は︑

梁川町の代官所に勤務中︑弘化二年二

順作と稲して︑今は祁烏螺伊達郡なる

なる篇に︑平野といふ家を胴ぎ︑平野

を抱き︑幕府の代官手附といふ役人に

黒姓だが︑父君が奮幕時代に青雲の志

爵石黒忠底君と言へば︑身は明治︑大

を併せ収めて︑現代稀に見る園家の重

名饗と慶幅を一門に集め︑禰職毒の三

月十一日に子爵は生れ・幼名を席太郎

坪谷水哉

正︑昭和の三朝に歴仕して︑・今年八十

臣として仰がる上が︑本年は米毒の記

八歳の高齢を重ね︑一男忠篤君は現に

l
l
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と稲した︒十一歳で父を亡ひ︑十二歳

し︑其の翌年夫人久賀子を迎へたが︑

郷里の越後片貝村へ行き︑石黒姓に復

男子勝りの新婦の用意

賀子で︑営時僅かに十六歳であった︒

斯くて目出度く結婚の式を筆げてか

男女だが︑其時に既に驚くべき老熟し

しい前から身を園蕊に委ねて奔走し

﹃斯く夫婦とはなったが︑自分は久

ら︑新郎は新婦に封し︑

たる固い意志を互に示した美談があ

新郎は十七歳新婦は十六歳で︑普通な
○○○ｏ
らばまだマ︑ごと遊戯に耽り相な若い

の時から︑特に元服して取り立てられ

僅かの扶持を受くる身と篇たが︑頓が
を求め︑天下は開園と鎖港の議論が盛

て居る故︑今後も何時如何なる事が

て其頃米園軍艦が浦賀へ来て通商互市
んに岡はされたとき︑水戸の君臣に唱

・め畳悟して居て賃へ度い︒

此身の上に起るも知れぬ︒此事は諜

と言ふて︑驚くかと思へば︑若き夫人

事は︑伯母なる人が世話せられたが︑

められると︑それは時期筒ぼ早く︑ま

席太郎君に向ひ︑妻を迎へることを勧

る︒それは斯うだ．其頃脂太郎君の家

に︑叔父秋山省三といふ人を尋ねて︑

は頗る沈着て︑

へられたる尊皇嬢夷の論に共鳴し︑十

其の下に居る間に︑頻りに和漢の望に

いと間く瀞したが︑伯母が︑しかし近

た自ら老ふることもある故︑御免下さ

五歳のとき︑信州中ノ催の一代官役所

勘み︑其後江戸へ出んとして︑信州追

には何分世話が仕切れぬと弧ての勧告

来お前の交友の往来も殿堂殖えて︑私

の而目を傷ける様な態度は致しませ

ます︑寓一の場合には︑決して夫君

﹃其の事なれば元より墨悟して居り

分騨に泊った夜︑刷らず大島誠夫とい
ふ勤王の志士に交はり︑其人に件はれ

ありませんが︑それでは私の嫁でな

﹃伯母様に然う謂はれては︑貰ふ外

身の上に嫌疑がか入り︑含津藩の捕吏

に︑友人から急に密使が来て︑貴君の

づ驚いた．其の結婚後僅に四十何日目

と男子勝りの立派な言語に︑夫君も先

ぬ故御安心下さい︒

て京都に赴むき︑先づ御所と泉涌寺の

前年秋から京都では︑頼三樹三郎や梅
田源次郎の志士が捕縛せられた後と

く伯母様の嫁だと思ふて︑御鑑識に

が向ふ故︑早速何れかへ遁がれよとの

に︑今は拒みがたく︑

て︑早くも幕吏に附け狙はれ︑辛ふじ

通ふた者を迎へて下さい︒私は如何

御陵をも拝したが︑それが安政六年で

て京都を遁げ去って︑再たび中ノ催へ

︲︲ｉ︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲１１●︲１１柵１＃１１棚Ｉ

；！

・１１１︲●●●●︐︐

﹁譲れて斯かる場合のあるかも知れ

密告だからや直ちに夫人に語ると︑

なる女でも異議はありませぬ︺

じ片貝村八島の安達助右術門の二女久

といふので︑伯母が蓮まれたので︑同

戻って知らぬ顔で居られた相である︒
十七の新郎十六の新婦

其の翌る年は十六歳で始めて父租の
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、

ＪＩＪＪＩｌ当

﹃貴下は能く魚油を為買ひ底さる

明治四年には時の文部卿大木喬任氏と

のが明治政府へ仕官の始めだ︒それも

所の後身なる大畢東技の教官となった

ろも︑翌年再たび上京し一﹂︑前の醤皐

が︑代金が安いからですか︑または

意見合はずして免職となり︑憤慨して

り︑久方振りで夫人と起居を僧にした

ぬ程であらうが︑営時玄米を買ふた家

お眼が悪い鰯ですか︑魚油は眼に戦

た︒スルと或時店の主人が︑

は︑祁田の寓世橘と昌平橋の間の春日

かに営ろ故︑お眼の篇には宜しいの

野陵小路の山崎屋といふ油屋で賀ふ

度は幕府の馨畢所へ入り︑慶鵬三年に一

行燈の下に讃み且つ馬すに︑普通の菜

二十三歳で其所の教官となり︑翌年は

Ｌｒｌｒｌトー

明治維新幕府瓦解で︑一旦越後へ婦

・馬１︲１もＴｑＦｈｒ旧■ＰＵｑ４町１０４５冊固旧旧１１卜Ⅲｌ卜ⅢＩＩＩＨ１ｑ・ｒｌｔｌ１４４−︲ｒＬ１ｂＩ１Ｉ︲Ｊ１・︲１︲；︲

聞き︑涙ぐましいほど苦畢して︑後に

油を買ふて燈したが︑其の魚油は︑上

種油を州ひては︑其の便が高き故︑魚

ⅢⅡⅡＨ川ⅢＬＨ１４﹃

は先生の代診として病家注廻る様にな
った︒

方今の老子爵が︑米を褐たり子守し

屋といふ米屋が勉弧して順いので︑少

たりしたとは今の若い人には信ぜられ

しく迷いが共所から賀ひ︑また背中に

郷里へ隠退せんとしたると︑松本順先

軍瞥として兵部省へ任官して八等出仕

生の勧めで漸やく恩ひ止まり︑始めて

ですが︑

﹃イヤ眼が悪いのでは無い︒貧乏の

に呼び迎へ︑下谷二長町に一家を有っ

まで久しく郷里に残したる夫人を東京

となり︑翌年四川︑二十八歳で︑此時

てから︑大正十四年八十一歳まで︑琴

人は︑此年三月十五日に逝去せられた

誘和合して内助の功の鼓も多かった夫

に言ひつけて貴下の分は成るたけ負

と親切に言ふて呉れた︒其店は上野賑

けて上げさせます﹄

﹃それはお気の毒だ︒今後は店の者

鴬だ﹄

と︑尋ねられて︑

負ふて守りをしたお嬢さんは︑後に耳
る︒また故鍔肇博士樫村清徳氏の夫人

鼻咽喉科の大家賀古概所氏の夫人であ
も︑柳見仙先生の令嬢で︑時だお守せ
られた相だ︒

霊は勢役夜は苦畢

小路の松坂屋の向ひで︑後年まで繁昌

尚ぼ苦畢の模様をも少し述れば︑毎
日柳先生の家内の川を済ましてから︑

して居たが︑震災後睡割整理で他へ鱒

た︒

１７ｌ０ｉＩｑ！．︲ゞ︒

口︸も日仏・勺ｒ日・図ｈ︐６．１︸ｌＩ１１ｌ︒Ⅱ■Ｅ日日■８■日■ｕ且■司岨ｑ■■ＵｕＢ口■日日■■日日１吋Ｊ１ｉ・・冊帥．門ｊｎ

Ｉ︲

︲・

のだぃ結婚以来賞に六十五年であっ

先生の減害を借りて︑松本順先生が長
ぼんべ

崎で聞き書の朋百七科書とて︑理畢︑

じたといふ︒

巳亜﹃︲師．い︲凸︲地・岨１１ⅡⅢ

斯くして苦畢を綾け︑二十一歳で今

始めて東京の安らかな家庭

化皐︑解剖︑生理︑病理︑薬剤︑内科

︲ｒ︑︲→脚．︲

を︑毎夜九シ牛︵今の午前一時︶まで

外科︑眼科︑外科手術と合計三十八巻

１１１１１１︐咳・〃靴別・昨

￨
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机の塵
×

﹃︑

１Ｊ●叫■．ｅ

オリンピック大倉場ロスアンゼルスの中天に高々と︑吾等
の日章旗は幾度となく掲げられ︑君が代の合唱は感激の涙共

登盈︑世界へ向っての我等の光輝よ！これは猫りスポーツ

×

に限ることに非歩︑忘れてならぬ組図愛！

煙突男の噂も七十五日と消えた此の頃︑突如としてガス争
議らしいガスタンク男現はる︒臭い話だ︒次交とこんな男を
出さないことには︑彼等の出現をして効果あらしめぬこと！
×

民政薫の動揺止ま歩︑桐の一葉藩つるに先だって︑既政蕪

の秋至るか！これ日本政黛改造の前徴にや！
×

デパートへ責り込みのゴタ／Ｉから計らずも銀座街の大商
店の現資曝露︑堂堂たる表は張っても中味は﹁火の車﹂﹁武士
は食はれど高揚子﹂の偉統は今に消えず︒
×

明治天皇御二十年祭を迎ふ︒今更心を新にして大帝を偲び
奉るにつけても︑大帝の聖旨に忠なりや否や胸に手とあてて

正に反省すべきが現代人第一の急務なら赤や！

×

満洲に土匪兵匪の跳躍絶へず︑正に漬の貢砂の拾ひ護せ

ぬに等し︑百年河清と待つなく︑正に源流を清めざるべから

ず︑満洲図の前途瞭遠︑吾等の受悟もその心算で！︑

×

園際聯盟では噂によると︑満洲園は支那の北部の一政府と

して︑猫立国とは認めないといふととだ︒支那中央政府の行

居ることは事貴だ︒それでは︑鷺を烏と弧濡？

政支配下でもなく︑聯邦の組織下にもなく︑立派に猫立して

×

帝都防塞演習開始︑世は正に戦時気分なり︑この気分は国

×

民を愛国へと導く手段︑心の修養に喪せよ！

潤逸ヒットラーの進出︑支那淫僻して蒋の獅裁賞現可能性

ありと槻らぬ︒伊図は既に年久しく︑次で鰐も努農の猫裁︑

×

人間の世は結局或る意味で常に繰返しであり︑流聴であるわ

道は異っても等しく自由から猫裁への運聴は世界の動きシ︑

い孝鍾Ｑ

八月下旬第六十三回臨時議曾召集されんとす︒炎天暑休中

の議曾は正に非常畔らしくある︒唯侯つゃ此の機含にして︑

瓦に国家園民を救ふの策出づるや否やと！

ザ

机
の

塵
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一九十四のそ談美一

1

廷どくりよくがくかうけいえいどうぽうし︑

×

琴やＦフ

かとり笠ん通い

けいえいしゃ●⑩●のしうしんとくご

弧してゐるのを︑タッタ一人の先生で

経誉者たる金泰植君が︑修身︑団語︑
露蕊︑識字︑厩謹︑索擁察か奉臼涯騨を

をしととしうしんもつとしゆり上くそＬじゆ

ねんれい

教へ︑殊に修身に最も主力を注ぎ︑授
げ
ふごごじじ

●き●●●●●⑥●③うま●②

業は午後七時から九時までＡ︑年齢に
動うかうをつへいぐみわ
雁じて甲︑乙︑丙の三組に分けてゐる
どうかうさぐ迫んがつかいかうむ
同校は昨年八月から開校したが︑無
げつしやひまぜいとぞうか︑ぜいせき
月謝なので日増しに生徒哨増加し成績
たう●②④●ｅ●
もあがってゐる︒富の金君は朝鮮黄海

道海州郡海州面北旭町の生れで︑京城

︾叔轟
認播唯識睡︾諦誹嘩錨蝉蓉榊吋郵
ん

どうねんじや弓けう

て明治大畢法科に肇ぴ︑最近まで三鰭

めいぢだいぼくはふくわ柔なさい芦．んせい

べん

鞭をとってゐたのを︑同十四年上京し

だういんさ邦・ぶ雪んむゐ

生活のドン底から救ひたい念願から何

堂印刷部に勤務して居た︒たまｊ︑在
詔撫峠雌の蕊齢熊蜂溶悲ｊ︑四寓峨と
をいくわつぞこすぐねんぐわんなん

ぴと篭んじようどくり上くかいかうひる

人の援助を受けず猫力で開講し︑萱は

じいうらうどうしやおれたうよけういくあた
お

しうしやうかと

自由傍働考の群に投じ︑夜は教育に富

って居るといふ殊勝な人である︒
こび琴よかんげきやぬし④②①の⑨
此の美畢に感激した家主市外大井町

一八七神商高木金太郎氏も家賃を免除

●③②①①①①Ｇ⑦③⑥やちんあんじ上

して梅助してゐる有様で是非︑此の内
くりくＪく１く﹄て︐ｆ︑ノ︑〃︑ｆ§てＪｆ︑ノ︑Ｊ１ノ︑ノ︑〃︑くｌｆ

皿Ｉ

えんｒ・よ為り吾汝ぜひこない

校がそれで︑生徒は現在二十三人︑十

弓い尋いだんぢょ過つしんべん

歳から二十五歳までの男女が熱心に勉

かう強いとげんざいにん

市外大井町波洲一七四の朝鮮新明畢

しぐわいａ⑫●●⑧⑤⑧●てうせんしん必いがく

錘匙渉う渦動で畢奪と経管し転調胞の思
想善導に営って居るといふ美談がある

朴春琴氏を選出したが︑在京者は土工
や評雌嬢峨誌がその舞諦鏡を針め︑識
いくていどひくとかくはくがんしが
育程度も抵討ので︑碗池白眼 淫れ識
ちなのに刺戟され︑白面の一青年が奮

・礁燕咽寓海癖癖峨は︑癖症録確誇窪

内鮮融和の美談

！
者 記

！〜Ｉ

淡路岡治郎博士は

一記者

；Ｉ

1

私の貴書

ノ

I

い︒蛮践め規範はこの時期に典へられなく

人桁教育はこの時期をおいてば効果が薄

してもなかＩ︑鍵化し難い︒

１１

育の如何で決するもので︑その後では努力

良否も︑惟栴の善悪も︑この吟期の修養教

如何によるものだ︒将能の優秀も︑思想の

まふのも︑か上ってこの時期の過ごし方の

大髄この昨期だ︒よく江ろのも川迩ってし

るのも︑人生に封する態度のきまるのも脳

の確立走詰果すろ︒世界に封する眼の開け

は︑自己の凌見か伸びｂ慾望の勃興は理想

し穴傾向はこの時期に髪する︒性の月ざめ

迩博され士素質はこの畔期に現れ︑潜在

ない︒

に内容が充笈し︑枝葉が繁茂するに過ぎ

には根幹が出来上ってしまひ︑その後は単

に至る問であって︑遅くとも十八歳頃まで

つのは︑青年前期即ち浦十二歳から十五歳

﹁人桁の恭礎か定まり︑個性の骨組が成立

ノ
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Ｊ１

ｉＩ

てぱ骨身にならない︒この意味に於てｂ高

り琶

みないのが︑今竺尚等小畢校や中等畢校妙

育には熱中しても心肝腎の徳育は棄てて顧

教育の現状だ︒

等門畢校や大理での思想諜導などはｕ時

生についての正しい態度は︑今一期早く︑

期既に通い︒批界に封する正しい籾方︑人

にしる左傾にしるｂ誤った思想に囚へられ

青年前期に授けられなくてはならぬ︒方傾

ごほうこう零℃かあ

るのは︑確固たる人格が出来上ってゐない

よ

ばんちゃうきき

書恥今突きつけられてゐろのではないか﹂

育者はこの昨期の徳育を放漫に附して勘定

惟ふに御維新迄は︑十五歳にして既に一

ＵこＯ

人前とされ心慨間に出犬︒所が今の人間で

はまるで小供である︒今の渚ば二十有五六

歳まで畢生で︑まるで世間知らずの坊ちゃ

んだ︒串間といふ鮎からいへぱ︑成程今の

いかも知れぬが︑十五一人前で通つ穴頃の

人間は昔の十五一人前の者Ｌ︲｜比較にならな

一

Ｉ

藍へに一︑えいばＬ

たつびつたいえうさごとしたＬ

等小単や中等単校腫おける人格教育は一倍

あった︒

弓ろ

ｇ亡瀧みみづぐきあと
●●Ｇ
美代子さんから来た手紙で︑水蕪の跡

まことかん

鰐識諦の琴謹を鐸醸させたいと力んで

も美はしい達筆で大要左の如く認め一し

き

●の垣え
︵前略︶常助︑姉さんのいふことをよ

くお聴き︒お前が入誉するとき︑母に
茨
にちかわす

何と誓ひました︒よも忘れないでせ

があちかひやぶかあ

う︒それにも獄雌曜醗の手織︑お海は

お母さんとの誓を破って﹁お母さんの

段へかあ弓ち乙とかんが

病気の瞳相を知らせてくれ﹂とは何事

びやうきしんろうしなにごと

あんぴ弓か堂かうかう

さんの安否を伺ってそれが孝行になり

て御奉公ができると恩ひますか︑お母

からだ︒現今の畢生恩想問題は︐青年前期

江んまへ胸Ｌひと江

です︒何でお前は女為しい人にお成り
けふかざ齢とうと齢６

です︒今日限り弟とは恩ひませぬＵ

における徳育の閑却による所が多大だ︒教

歌へたいぜつしめい
ますか︒お前には大切↓な使命があるの

です﹂お前はお母さんや家の事を考へ

力を入れなくてはならぬｕしか←智育や跨

ゐるといふ︒誠に感ずべきである︒

新﹁水兵の母﹂
まんしうじへんばつ途いい喝いなみだいぐた

流洲事愛の溌生以来涙ぐましい幾多

じうごぴだん弓まここせうかい
銃後の美談が生れたが︑此所に紹介す

かにちろ性ん弁︾きたうじすみへい

るのは︑彼の日露戦役常時の一水兵の

はＬ旧のがた敷吾ぴたんひじやう
母︲一の物語りにも勝る美談として非術
しやうどうてんかあたととろ①④︑⑯

左衝動を天下に典へた所の︑秋川螺雄
③︑①③③︒③⑧︑⑦②分①④⑤●
勝郡小野村字平城︑満洲猫立守備隊一
⑧②③ＯＧ⑥⑫しまい
等兵金子常助君の姉妹にまつはるもの
である︒

てかみ上へいし

６のがたりほったんきくねんまつ
こうろ
此の美はしい物語の護端は昨年末の
ぼろてん栓んすうじつどあるひごど
奉天戦がすんで数日後の或日の午後九
じごろとんえい弓すくら上・弓くわしたなみだ
時頃巾菅の薄噌い燈火の下で︑涙にむ

を読むことが出来なかったＵ涙で誼め

こ上まで讃んだ班長は︑もうその先
で念なみだ上
上

ぜぴながら手紙を誠んでゐる一兵士の
はんちやうみとふしん罪もたち
あるのを班長が認め︑不群に思って立
ひごろたいぜいれいかくぼん咽はもへい

なかったのである︒

上

十四日挑暁逝って維ひました︒けれど

しま

たった一人の母は危篤でありましたが

びとりはＬ奇とく

班長殿︑弟常助が入営するとき︑

はんちやうど吻誌と﹃と︑③にうえい

さんから心手紙が届いた︒

てがみと聖

それから数日後︑班長宛に美代子姉

すうじつごばんちやうあて︑①①●

寄ると︑日頃隊でも精胤格勤椛範兵と
十一いきんしやう魁ら①の④匡⑤

して続勤章を貰ってゐる金子一等兵な
いぐわいかんばん方やうまく

ので︑意外に感じた班長が︑お前にも

にあ挽Ｌ郡みだなにごととが

はん汚や弓どの⑧②②④①上喜
ろと︑﹁班長殿一と金子一等兵は積み差

似合はい女だしい涙は何事か﹂と答め

てがみさしだてがみあれ

あ

一 一 一 へ 一 一 一 ハ ー ヘ ー ハ ー ー 一 一
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おとうとしゆつぜい己いちかひ

おも

でん●

も弟の州征の際誓をたてたので︑雷

ぽううし
報も打た宗知らせまいと思ってゐまし

病家を養ふ巡査

かくく

ひ

一

一

者は．立派に人絡が養ばれ︑叉一度事ある

事をしたものである︒維新の事業にしても

際は︑立派に一人前の名走汚さぬだげの仕

いへぱ今の人から見てどれ程あったか問題

常時の立役者は何れも青年であり脳畢間と

は長
ん殿
海︒
や⑲
ぅさ
苫の
た・へ中略流がありましたら︑班
く壁
趣癖
ん訴
ぐ矩
わ鍛
っ屍
し呼
っ元
し一
よ参
く一叫心瞬理癖岸

けつ

からぱ
母Ｌ
のし
死し
を知らせて︑鋳悲に毎んだ秘良は︑昨年八月失職した︾それが

ではなからう︒併し今の人に出来ない事を

立派にして居ろといふのは︑彼等の人格で

ちやうなん⑧のにち悲言はいえん

あり心持熱である︒立汲な枇事は単なる畢

ぱＬたいごけうだうぐだ

母に封して御教導下さいまして決してために一家は食ふや食は赤のその日に
いＬ
女
共しいことをせぬやうお癖ひ嘘しま淫はれ︑塞の垂雌は嘩砿から癖短とな

す︒と︑⁝⁝り︑長男文男は百日咳が肺炎となった

かんげきう

し上君やうぶかうる

行が件はない︑理論は賀行悲指導して債値一

ふ︒理窟を担れることは達者でも一つも賞

我が国の教育は一大改革の期促あると思

然科畢の研究の士にさへそれが望まれる︒

び︐熱情の士を望む︑︑畢者でも然りだ︒自

を生むＪ吾々は現代に筆間よりか人格韮尊

だ︒隼問すると臆病｜卜なる︒臆茄者は不正

結局人間は何も出来ないことか物語るもの

のことば畢問でなく︑徳育で殿へなくては

然科挙の方はともかく心政治や教育其の他

になってゐない︒菱見とか褒明といった自

なく︑何れも仕事の跡は醜又醜ばかりで賞

臆病であり︑好策であり︑快刀飢廊の快も

が教育である︒其の人間の仕事はといへぱ

昇進︑出世の標準であるから︑そればかり

問では出来ない︑所が今は畢問だけが及落

鉾予﹃争垂の桑は魂韮妙でも熱窪な準建たまＩ︑拝鴎謎舞に禄った婚屋琴
そぼうか

素封家であったが︑蕊の僻のとき黍遜坪野寿恥海識窪弥︑吃や燕馳譲な産崇

かたむかばしらたのち鵬さぅ途ぃたを見て痛く同精し︑醤師を招くやら食
傾
き垣の姓と噸心父北蝿坪逝さ沖雑掘じ耀んたん雀わ

め︑美代子︑常助︑とし子の三兄弟は蕊種端なにく弛延なく識話溌し液が︑︒
ぼ
とぱＬてそだ
殆んど母の手一つで育てられたとき︑妻玉野はその甲斐なく遂に哀れ丹野巡
たまノー喉鐸ハ匪っ癖し鱈の砿を鍵して森を癖みながら躯んでしまった︒

けふ

一灘鱒鋪撫離蝋蹴灘が繍撤非総瀞醍濡蹴澱

とと
床
には
あＬ
った母は産ぼ慈父の如く同家をお訪れては力弧

いへがんが・

語祁は芯鐸したら趣して暁や城雄のい識綜や蓋棄を蝉へて暦たこと城塞舞

こと︑家のことを考へるで底い︒の耳に入ったので︑署長は部下の美は

しやうへい

聞けぬ物語りである︒

砲台山三勇士

けつるゐときぐんかい
と血
涙と共に訓戒されたとのことでしいぼ錘酸に嘩嬢し露奉癖職に撰報ひ
なみだでぴだん
とうる凶のがたりつた
ある︒此の美はしい物語が陣へられたたといふことである︒涙の出る美談で

とき︑蒋兵はいづれも感激詐葡たれ︑ある︒
しきおほ為が
士気大いに揚つたといふ・涙なくして
宮§のがた

I
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ｉＩ

箔かひが藍上り

あとは巧妙にも大砲の脱角内に隠れて
きぐわんじうちんしやともや牡う

うはう上駒いくわん想いぼう

があるもので︐空なろものば単なる遊戯で

ある︒物を言はぜろと︑何れも立派さうな

る︒その理論走政治や経済や厭含や教育に

こと起言ふが︑彼等のは軍なる空即窟であ

資現した者がないのが現代だ︒理窟を好み

して一般幽民が大畢導問躍校を出ホリして

間然科翠に興ずるものは其の道潅開く機開

み奇がだりぐわつどうさい渇弓せうじゆんむしや

右に左に活動最中照準めがねに武者

或は理窟非畢んでも皆が畢者になるではな

だほどうじやうとうへいし

あたってアット倒れた︒同上等兵は死
りよくつくふた坐めがね
力を識して再び眼鏡によりすがったが
にき

まへぜつめい

既に脱力は謡きてゐたｕ眼鏡をかたく

すでしり上くつあが姐

握り
上前のめ馳唯流流し誰︒
や
ぽし
うめ
めた
いまう
野砲を二名で射つのは甚だ困難の顕な

④④④⑧⑧①①②③●うがた

来ぬ︒事韮するには熱情である人桁である︒

窟ぱがり言ってゐろ人間であっては何も出

今の世の中は剛民が口ばかりの人間になり

せて了ったのだ︒これは正しく一般教育の

て︑手も足もなく︑まして徳や熱は完く失

方針韮誤ったといふものである︒知識は素

地さへ作って羅げぱ︒各自の趣味に委せて

兵ながら今は一生懸命射った︒盛んに

モに術へる︒

考へさせられる多くのものがあつれので〆

十名は掩蓋に隠しつつ十五六メートル
ぜつきんてて
まで接
近し手に手につぶてを鍔げつけ

めいえんがいかく

ひきが虹ひてきたをい

引金を引いた︒しかし敵は多勢百五六

よい︒畢校は青少年に人梢的薫化走導にす

を命じ自分は弾運びに大並︑大方歩兵
きくわんぢうしゆだほしま①⑧①●

ぺきである︒淡路博士の迦想を詠んで私は

の機開銃手も蝶れて了った︒白幡二等
⑨
にうえいいまし上虹ん

兵は入誉未だ六ケ醜にも雄らぬ︑初年
へいいましやうけ丸めいう吾か

めいじぷん士歌ほこ諦吐わらべかたぼへい

がら岡田分隊長は白幡二等兵に射ち方

い︑図民常識のためのそれだ・だとすれば理

●①●①⑤てきだん
ぶりついてゐた堀篭上等兵が︑敵弾に

兵匪に園まれた︒五名は勇を鼓舞して

槍のひらめき︑たちまち三百の禅猛な

門を振向けんとすれば左方くらやみに

やり趣い脇う

それた研究するのでなければ無意義江︒ま

があればよい︒そしてそれも函民としての

なく右方によぢる七十除名の喚蕊︑砲
§
んふりむごはう

｛

へいひかこ払いいうこぶ

昭うけ宮とく

とつぜん話こ

霊

敦化方面の匪賊討伐に向ってゐる大

一歩↑べ堂近づく︑彼我の距離四十メー

いふ︒

とうぐわいひやり・

パラノ︑と倒れる十齢の敵兵︑しかも

だほ王て言へい

一錘︑紗鏡一艇駿け︑密蝿溌ま毒群が
る敵に向って最初の一溌火蓋を切った

探︑職みの課誇は野嘘一剛︑趣鋳跡錨
てうを島．ぢうてうやほうむら

意の戦法物凄く︑歩兵の一人は死遼決
琶うえんえうきふがおのこ
して救瑳要求に駈け下りた︒礎るは丘

いぜんぱう５のすごぼへいぴとりしけつ

刀曾匪︑槍をふりかざして猛蕊する得

眠死守す︒下方にあたって突然起る一
蕊の睡鍵︑すは輝舞と舞癖葬る姉椎誕
くも峨姪印がけて錘ぢ謹幻獅百鉾の雄

みんししゆかばう

識に鱈浄擁で誕心雌鉾峨珪が嘩捗と黍

騨蝿畦擦釧難藤罰盤

①②●︒⑧●とききぐわつ

その三勇士ｌ岡岡伍長︑堀寵上等

ゆうしｅ⑥③●④●③●

近く表彰の手績をとることになったと

ちかへうしやうてつ営含

蝿鑑として一︲砲台山三勇士﹂と名づけ

きかんぼうだいさんゆうし江

調査の結果その行鳶は稀に見る軍人の

てう琴けつくわかうゐまれみぐんじん

して来たので︑匪司錦諦でば睡睦蕊錘

さいごとゆうしぢうしやうゆうし

のぷたい③︑ｅゆうしひび壱フ

谷部隊に廟行鎮三勇士に比すべき悲壮

トル︑機開銃の剣射と共に野砲また二
訪もま
薙三職︑蛎炉艇痔四熊したと恩
ふ間も

こうめうたいぼうしかくないかく

I

な最期を遂げた三男士と重傷勇士のあ
ることを匪瞬から緋恥錘可揺諦に職録

④●はうめんひ老くとうばつむか

Ⅱ

可
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険うだいいしあめゆうしたいぼうげき

る︒砲台は石の雨︑三勇士は大砲蕊のに嘩季た響躍る癖は毒に砿誰が薙誌に
あひたいしがつせんさいちううばうときき︐じじつぼうとく

げざんてきひ⑤

間の石合戦の最中︑右方から飛んで来蹄した事賞を識浩せ恥と嬢爾とくつ噂
た一輝は跡昨狸李曇る蔵を露げた︒そて下山した﹄賊謹を畢げた︑敵匪は岡
ほい
うた
た砲
い弾
つを﹂
れでもく
屈つ
せた
ず抱
筒こ
に込めん昨殴ｒ一孫の好織に鱈恋蝉まる櫛の鍵

弓したほ②⑧②●●かつ

せつなだいだんうでめいちうさうねくげき︑︒⑥のａごと
とする一利那第二弾は腕に命中蒼白と撃︑堀篭﹄ち等垂︿の郡き難壱一十鍵ヶ雌を

さんてうてきつゆき

上

たって後ろへ倒れた︒白幡二等兵は駈突かれた蜂の巣の様な姿になった︒か
①の⑧●の⑮
ぼうとくせつ牡へいたいせんいうおた
①⑧●
け寄って︑﹁岡田上等兵殿﹂︑﹁分隊長くて報告に接した歩兵隊は︑戦友の仇
やくとつげ啓たちまぼうだいさん
殿﹂と鐸を躍りに峠ぶと吋昨廷拳垂底とばかり勇ゆ
躍う︑
突撃して忽ち砲台山を
た易がくむん上た注だつくわいあわたまなつ今よくじつてら
﹁よしシ﹂とばかり立ち上り九貫除の弾奪回し︑明け渡った箕夏の旭日に照し
ぽ
こ
弓すう含上りだむざんみがいたい醤んあんか仕
函を提げ十数メートルの碓離をよるよ出された無鎧准遺儀に封しては全員顔
たいぼうはこ⑧③①︑⑥恥③●ｏ尋Ｏざいが弓ないお
ると大砲のそばに運び白幡二等兵に一を掩ふた︒白幡二等兵ば塑壕内に堵ち
にんうめいれいくだときて君やり寺答さまいかきうえんたいはっけん
人でも射てとの命令を下した．その時たため敵の槍先を晃れて救援隊に震見
耀いだんこうとうぷ⑪⑥いまＣＧやぜんぴやうゐんやうやいき
第三弾は後頭部にあたり﹁白幡あとをされ︑今は敦化の野戦病院に漸く息を
いじゃう§のがたろいはひ
たのむぞ｜との鐸を毎鍔りに燦れ砥か礎き淫してゐるが︑以上の物語りは幸

山頂の一滴の露と消えた︶に感一季辱が壁き鐸りて畦ぅ毎んに錐録
しえとれ含

識渉に謡ぽて嬢は藤殿する鱗確はすされて知るを得たもので︑之を聞くや

のこ⑤④③◎杜か縫い⑥①ぶたい５とことくわんとうぐんないかんげき

○

貴曾は従来新聞紙の利用に就ては無闘心

であった様で︑焼に貴含の状況に閉しては

らずであり士︽す︒是一い費川等種々の開係あ

含員外のものには殆ど風賜牛の観なきにあ

を感じます︒依て今後諸含合等には新聞記

りてならんが︑弘道上遥鰹の勤紗からざる

上に旗告をなす等の事を賞行せられたなら

者の列席心求めｂ又雑誌の装荷毎に新附紙

ば︑効果多大芯らむと存じます︒如何でせ

うか︒︵栃木︑元畏庵生︶．

秋田支倉の美墨

模範的活躍延期しつつある秋田支含に於

ては︑錘に功努により御贈位の勢に浴ごし

に委せんとし心今皿曾員繁田慶次心萩原易

秋田前賢の墓地を表示し︑世道人心の作興

の所在地一ト高札を池てたり︒術其の揮奄は

治雨氏より材料と野作との寄付ル得て．そ

成田梅溌氏なりといふ︒

一︑勤王家吉川父子北識砲町嘩燈寺

︑ぴ画︑日く〃︑〃ｑりく〃緬乃〃︑〆︑ノ氏妙グ︑／︑ノ匙〃くノ氏Ｊ平︑／︑ｆも〆︑ノ岨︑〃︲・Ｊ４ｊｔ●︐︲うぐノ︑ノ︑〃§く︑

４ぴ

I

〜

−

I

I

めいしかふたり＆いごぢんちしみなほ

ひ

くなくなる︒崖るは白幡一等兵︑外一大谷部隊は素よりの事開東軍内感激に
名のみ︑然も二人は最後まで陣地を死満ちてゐるといふのはさもあらん︒尚
しゆｅ②ｃｃＳせうきうのはみこひ︒③亡きひだいぶたいしうらい
守せんと二幡二等兵は小丘に登って見此の日は敦化に敵匪の大部隊が襲来し
わたてきひ上Ｇ︒●③②さいとせうすう︵いりよくかくえうちはいぴくわんけい
渡すと敵匪二百鈴．白幡二等兵は最後少数の兵力を各要地に配備した開係
は・つうぢうけんとつげきじゃうぼうだいきんわずか樋いししゆめい
の五溌を射ちつくしまさに銃剣突撃に上︑砲台山は僅に六名で死守を命ぜら
うつしゅんかんてきたんだいた．へ．しかゆうししんめい＆
移らんとした瞬間あはれ︑敵弾は大腿れたもので︑然も三男士が身命を賭し
謡に続潅︑錘舞醗に瀞ち迷み峨事示鉾て蛎碍雌癖輯︑艇の謹瀞をこ土に豪き
う．γ︑？︑ｆノ︑／︑ｆ７１くで〃︑くノー︑Ｋｒノリうぐｆ〃︐くど〃りくぞノ︑ｆ〃凪ノう︑くｆノ︑くくノリくくＪＮく４︐くｆノ
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集 金

る︒れど︑
守重巡査の篤志ぃ

ところ

の所へ

あたＬか

一言って

たさび協な温

ろくに食べるものもなく︑淋しい我噂みう

こどもこす幸凡なもとはし

い
へ唯
た一
ピ人
ひで
と二
りケ生
家逓
月も
もつ
守増
り綾けてゐた光明が
産たこ隈ろじゆんａ

た父親︑其の可隣底子・と温い心の巡査

ちＬおやそかれんこあ

九つの子供︑子を捨てて女の許へ走つ

すくはなし③①⑧③Ｃａ②●

⑭ｅの●●⑪③④①⑪③ｅ君やうなん

が救ったといふ話︑市外世田ヶ谷元背
齢やこふたり

一、一一一一へ〜

ル
ニ如カズ︒
ルー

空言ヲ以一ア教ユルハ資行ヲ以一ア教ユ
製瀧灘群矧劉唖縄瀧・空○言

は去る六月錦町署に稔畢され罰金刑

し主
のちいへかへかぃぐらゐ
に虎せられた後家に錦らす︑十日目位

⑤●⑪

①●●裟つたく

またすがたげこんけつ

始めからはそれもパッタリ来な４なつ

と一三君にくれては︑叉姿を消し今月

ラ耐
動クベシ︒

すがたあらは
天下
下ヲ動サント欲スルエ﹄ノハ先ヅ自
に姿
を現しては二十錐三十殿の侭錨鎧○○天

はぢこ

たため一三君は全く食ふものもなくな

開墾家高橋武左術門同町正畳寺

殖林家栗田茂之亜桧山万祇寺

勤王家小野崎迩亮八橋全良寺

行政教育家中川菩茨泉山

︵風聞子︶

司︐漉江厚光同

同荒川秀種同

日本弘道含館ノ

所在地町名鍵更

東京市祁田厘西小川町二丁目一

番地ノ所

︵番地モ迫テ愛更ノ箸︶

東京市紳田厘西紳田二丁目

一

背

林政家賀藤景林同町来迎寺
勤王家川井忠諒寺町龍泉寺

一一竜一；ー；責一､
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…
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家園新洲浦

満洲新画家
匂

加賀美図光
過る三月九日瀧洲新画家の成立を聞く︑帝画と其開係大な

象日︑雷風恒竪君子以立不易方︑とこれ執政淳儀氏と見る

ぺき乎︑鼓に満洲は恒久不易の一団となり今帝園は労して功

なく功を求めて手を宝ふすろが如し故に

用弐九四︑田元禽︑象日︑久非共位︑安得禽︑とありて外

卦の地位震馬行動す是田猟の象︑五と上とは陽蔵し是禽なき

象︑而此九四は陽を以て陰に居る地位中正にあら歩︑故に治

上に位し外に居て事を主どり︑巽柔の長女下に位し内に居て

幸二一一錘唾恒の四交恒は常久不易なり︑震剛の長男

かいふ此九四は愛じて往と左る︑坤︑元亨︑利牝馬之・頁︑君

にすれば天運循環経には獲る所あるに至るべし︑何を以て然

地に駐まる能は歩安んぞ禽を得らるべき︑然れども其徳を恒

を篇す能は赤︑政は久ふすべからざる地なり︒皇軍久しく共

家事を主どり︑夫妻和合して常を経ふものたり︑故に恒と名

に至るべし︒

子有仮性︑先迷後得主利︑とありて後には専ら利を宰領する

ろを以て翌十日これを笠し︑恒の升に之くに遇ふ︒

して坤の母となり︑互卦に乾徳の父あり︑即ち帝固は父母の

済ふくきの時なり︒二と五と相和膳じて事を湾さんとするに

木の地上に生し日に長じて上る象︑卦徳順和を以て雁じ進で

鍵卦は升幸二二蝉摩升は昇なり︑日の升るが如く︑

づく︑叉震木巽木同気相感歩︑これ鰐用比和亨通し︑九四愛
如く指導宜を得れば︑巽の長女︵満洲︶は順和にしてよく命を
瀞日︑恒恥亨︑元答︑利貞︑利有仮性︑

承け枠渡す

象日︑恒久也︑剛上而柔下︑雷風相輿︑巽而動︑剛柔皆膳

瀞日︑升ご元亨︑用見大人︑勿伽︑南征吉︑

今大吹険難の象なり︒

己也︑利有仮性︑維則有始也︑日月得天而能久照︑四時愛

恒︑恒亨︑元答︑利貞︑久於其道也︑天地之道︑恒久而不

勿仙︑有慶也︑南征吉︑志行也︑

象口︑柔以時升︑巽而順︑剛中而鵬︑是以大亨︑用見大人

象日︑地中生木升︑君子以順徳︑積小以高大︑

化而能久成︑聖人久於其道︑而天下化成︑︑観其所恒︑而天

南征は上りすＡむの義︑満洲政府は猫断専行すべからず︑

地蔑物之情可見交通とありて震雷巽風二物相興し天地生糞
正にあり︑得失の分貞不貞の間のみ︑

己ま歩寓物和暢余るの象︑是卦象卦徳皆亨通す︑其亨るは貞

泳倒新洲浦
蝿

剛健なる九二に承従ふ一し蕊を湾ふぺし︑故に犬人を見て伽ふ
るととなかれといふ︒

初六︑允升︑大吉︑象臼︑允升大吉︑上合志也︑
升るは天意なり帝園の同意と見るべし︒

九二︑竿乃利用論︑元谷︑象日︑九二之学︑有喜也︑

至誠なれば薄祭なりとも祁之を受く︑竿を以て上に同ひ学
を以て下に膳ずれば蹄合ふて正しく谷なきの道にして喜ある
ものなり︒

九二︑升虚邑︑象日︑升虎邑︑元所疑也．

六四︑王用亨干岐山︑吉︑元谷︑象日︑王用亨干岐山︑順

虚邑は統治者なき地をいふ︑升りても誰か疑ふものあらんや
事也︑

六四︑柔順にして上天に順ひ下諸賢と順和す︑故に此人を川
六五︑貞吉や升階︑象日︑升階大得志也︑

て政を執らしむ︒

六五︑柔にして統治の力に乏し︑故に臓交九二を以て政を
擬行せしむ︑自己は
は階
階を
を升
升り
りて
て大に志を得るなり︒
︵これは他日の事と見るぺし︶

上六︑冥升︑利干不息之貞︑象日︑冥升︑在上消不富也︑

未だ内外の情況に明かならずして升るを以て息まざるの貞
に利あり︑君子善を篇し惟日も足らざるの謂乎︒

互卦夫二二錐野中間の唯とす︑営分不逼の徒反抗︑

匪賊の出没免れざるものＬ如し︒然れども剛健の膳あると以

今弦に満洲は恒久不易の一図となり︑帝画と満洲とは夫婦

て憂ふるに及ばざるものと見るべし︒︵下略︶

の如く和合して常を経ふものたり︑故に能く亨通す︑方今帝

図は徒勢のみならず︑を雁益登援助の必要あるものＬ如し︑

然れども絶には現執政は王位に升り︑専ら順徳を志とすれば

安泰にして諺更に研政の選搾を帝国に委任せられ︑誠忠にし

て其任に適する大人︑親しく命を奉はり撤政と焦り︑政務拓

殖蚊を奏して富裕の城となり︑上下和楽慶幅を亨く頑群と断

余の染て玩ぶものは其僻のみ然れども恩半ばに過ぐるもの

歩︑誠に帆幅の至なり︵私見のみ︶

あり凡そ易は字義のみに拘泥すべからホ縦横の才なくては

通し難しと術更に諸賢の活断を要すものと鰯す︒
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ﾘ在に中の心は胴幸の生人

人生の幸禰は
心の中にあり
朋ゞ友間の親愛は

夫婦の仲の相愛や

此等は何れも縦の愛

愈々鋤まん忠と孝

愈々嶋さん縦の愛

横なる愛乃霊し合ひ

園民協力一致して

二蔑務の心

兄弟間の女愛や

皆是れすべて横の愛

︵一ロ鹿祇標語︵一二︶古人の歌
一縦の歌

︵一○︶信仰の人と無信仰の人

︵九︶偶感

︵八︶愛敬信に開する歌

︵七︶鹿世必携の三本の鎖

︵五︺仁義植智信︵六︶愛敬信の性質

Ｑ言智仁勇乞勢働︵四︺勢働潅賛

︵こ縦の愛○ロ義務の心

差違を生ずる所たり

是れ根本に皇幽と

定むろ所の共和制

醜家統治の本髄と

芯ぺて枝葉の横愛恋

さる心世界の閏々は

縦なる愛は根幹ぞ

横なろ愛は枝葉にて

勿論すぺて枇の愛

陵く愛する博愛ば

権利の主張はあとにして

羊の如き我と芯り

人の子衣らんものもまれ

畢者の作りしものなるが

義と云ふ文字は古への

見ろもの誰か泣かざらん

足の先まで刈り取らせ

刈手の膝に抱かれて

典へんものと韮となしく

我が衣鵡脆ぎて人類に

春なほ剛ならざるに

同情深きものはない

人に最も愛重なる

縦なる愛が本燈と

抑も日本は忠孝の

義務走誰す走先とせよ

庚き批界に羊ほど

愛の徳には数あれど
大別すれ鴎織礎か

遠き祁代の昔より

入の人たる根本の

別けても忠義と孝行は

其の外一般人類や

二類の愛となるぞかし

いと巌かに定まりて

道にしあれば大義とて

動植物に至るまで

君臣間たつなぐ愛

陸み笑えてきし図ぞ

君臣父子か聯結し

野上卯之吉

父子の間かむすぶ愛

紳代の頃より惇はれる

立ち上りたる其の姿

前者ぱ之九忠といひ

されば我々現代の

後著は之を孝と呼ぶ

り在￨邑中の心は祁幸の生人
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縄ぺての務果すこと

仁義の道は数知れず

其外我等の務むべき

大道なるぞよく守れ

軍満にては働かず．

三様に働くものなれど

抑々心は知情意の

ならざるものと思ふなり

人とし世上に立つことは

此の三徳を傭へずぱ

︹附言︶

鳴呼尊きば努働か

必ず備はろ智仁勇

如何なる義務も果し得ん

直心こめて働かぱ

之か巧みに修めなぱ

融和協力すぺきもの

もちつもたれつお互に

事に開する知識か充分に僻験機得し︑虞理

仰識の人となること能ばずと雌も自己の仕

に文弱の弊に陥る︒仕事に熱心なるときは

の弛むに徒がひてｂ仁勇︑漸くうすらぎ途

躍問に偏するときは智に富むと錐も︑堅

禿峰報一

容易の業にあらざれど

勢働一癖鋤︾

常に心走正しくし

夢忘ろ坐な義務の心走

さはさりながら此の徳は

菱ひ得らろ上智仁勇

三智仁勇と勢働

の資催乃つかみ得るのみならず︑仁と勇と

仁走乗れたろ大勝ぱ

古今東西に数多く

注意すべきはいふまでも

常に菱生術生に

健康こそば第一ぞ

心の宿る身鵠の

知る︒

比の爆弾三勇士は︑何れも後者に属する妬

に富むに至る彼の仙界を震験したる忠勇無

将騨兼備の大勝は

いと稀なりと聞くなれど

はなるＬときは脚循か

仁に富むとも智と勇に

雛ろＬときは匹夫なり

勇のみあり丈智と仁に

邪将狭塘の人となり

楽しむ様に成りてこそ

提悟をなして努働を

此の三徳は得られぬと

勢働厭ふ人にては

加何に運動好むとも

大切なろば勢働ぞ

無きことなれど就中

五︑努働は森韮保つ霊薬なり︒

四︑労働は富の湧出する源泉なり︒

三︑勢働は諸徳を生む母催江り︒

二画勢働は潅明褒見の原動力なり︒

一︑努働は生命の根源なり︒

四勢働鐙賛

智にして仁勇炊くときは

姑息となって役立たず

下壬兵卒の身なりとも

人となりなる其の上に

身心共に剛健の

之を持たれば人として

人の心の命なり

一︑仁てふものば世の中の

五︑仁義濯智信

されば大狩のみならず

農工商の人とても
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り在に中の心は頑幸の生人

生きてゆくことなりがたし︒

人の心の捷なり

二︑義といふものば世の中の
之を持犬ねば人にして
人の行なりがたし︒

七虚世必踏握の三本の函

七︑みがかれば︑愛︐敬・信の一二徳も私

六︑此の世から愛と敬とあ取り去れば修

き修めて世悲ぱ渡らん︒

八︑ひたすらに愛︑敬︑信の三徳走みが

情の錆にくもり果つくし︒

羅の巷と化してゆくらん︒

糠剛剛漁鮮

愛︐敬︑信の三徳ば何れも軍凋にては効

之杢持た胆ぱ人にして

人の心の肺なり

する恐れあり︒依って克巳忍耐の力恥以て

果を奏せざるのみならず︑却って自他を害

又之れ竿に私情が結び附きてば︑犬営に効

和︑調節宜しき走得ろこと肝要なり︒且つ

二︑生きんとてｂ只生きんとて鋤かば︑

果ル奏し難く︐此の三者互に助け合ひ︑融

人の如くに見えがたし︒

死の神たえず追ひ迫るらん︒

三︑濯てふものは世の中の

四︑智といふものは批の中の

常に私傭を抑制し此の三者か同慌に結び附

九︑偶感

人の心の鏡なり

くろことに向って大なる努力起挑はざろぺ

九︑皆人が︑心遠へて鋤かば空の車も動

らくる不景窺もあり︒

八︑嘆いたりしほれたりする人々の心か

き添ふ洞の神々・

七心流行の尖端よけて行く人のあとに附

る貧の祁々・

六︑流行の尖端走る人々のあと逼ひかけ

人の少きぞ菱き︒

五︑世の中に貧苦の人は多けれど努力の

く道とこそ知れ︒

四＄皆人の厭ふ貧苦と努力とは幸幅へ行

心配などかあるべき︒

三℃働かん︑たご勘かんとて働かば生ろ

中に左りと答へん︒

一︑祁怖︑いづこにありと人間は覧心の

之恥持衣︑ぱ人として

からす︒此れ黄に人間修養の根源なり︒

夜行の世とは江ろらん︒

五︑此の世から信仰心牢取り去れば百鬼

き人となるらん︒

四︑神聖の愛もて子女を育つれぱ信仰深

者になり果つるらん︒

三︑盲目の愛もて子女を育てなぱ︑我髄

愛と崇むべき芯り︒

二︑敬信の二眼そなふろ愛走こそ︑神聖

は盲目の愛︒

一︑敬信は愛の守りの眼にて之れなき愛

八︑愛︑敬︑信に開する歌

正邪善悪知りがたし︒

五︑信てふものは肌の中の
人の心の鎖なり
之韮持戒れば人として
知行合一なりがたし︒

六愛︑敬・信の性愛
の性質を有す︒

愛伐求心性︑うろばし︑なつかしさ等
敬は遠心性︑かうＪＩＬ．ありがたさ
等の性質を有す︒

信は吸引性心すがノー︑し．あきらかさ
等の性質争心有す・

−

り在に中の心は禰幸の生人
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7

かぎらなん︒

一○・皆人が心協ゼイ働かば不景気風も
吹き返し得ん︺

二︑不景填︲も天の奥へし試練ぞと恩へ
・ぱ心も腿くなろらん︒

三一︑究むればきばむろほどに偉大なろ

一蝿一擁一
−

惰怠
−

惨署

謝感

して待つべし︒

輔︑ｆルー・Ｉ

三一︑エヂソンの大変明も外ならず綿て
心の力なりけり︒

一四︑人々の探し求むろ幸禰は近く心の
中に在るなり︒

一五︑我を去らぱ去るに従ひ霊椅く明る
十︒信仰の人と無信仰の人

くなって梧ひらけん︒

１鍵長

十二古人の獣

鐙鹸鵠得すぺし︒

四︑嵐の稔架は芳働の中に在り奮闘努力

しむ人は家走明くす︒

三︑禁働走厭ふ人は家走暗くし勢勧進楽

︵崎酔鍬堪の︶

短命

︵哩畷鑑畷の︶

二峠睡鋤雌準一雑報一︾押一長命

恩報

三垂制憲姪
一︑節食と勤努沓百とせば人生の幸一暇期

一

こり捨我精進韮努むろときは菖難立ち所
に消滅すぺＬｏ

一

｜峠一二一峠一鋤一蝿一癖｜錨一廻

貴富

困貧

心の力見出されけり︒

人間

一

十一︑虚世極護

道
程の

るすな︒

一︑心こそ心まよばす心なり心に心心ゆ

憂きこともなし︒︑

二︑誠なりたぱ誠なり誠なり誠なりせぱ

ても神や守らん︒

三︑心だに誠の道にかなひなぱ澗らずと

心の誠なりけり︒

四ｂ目に見えぬ抑の心にかよふこそ人の

のはづかしきかな︺

五︑鏡には姿ばかりのうつるぞと恩ふ心

ぞ窪します︒

六︑皆人の詣ろ祇に神︾ぱなし心の中に岬

人人となぜ人︒

七︑人多き人の中にも人ぱなし人となれ

の蔵といふとも︒

八︑人を侍吉野の花と恩ひ兄よ我走浪華

ほ数ならぬ我身なりけり︒

九︑かくばかり多くの年ばかさぬれどな

心は花になさぱなりなん︒

一○．かたちこそ深山かくれの朽木なれ
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ろ語を徳修皐講の哲古賢先てしと心中雄翁粥仁藤伊

伊藤仁畜翁を中心
さして先賢古哲の
米田稲山

︼講畢修徳や語る㈲

聖人に志す
凡そ偉人には最初から群走抜くものと︑・

然らざるものとがある︒後年成立して塁老
中の罷者人物中の人物極一三両すれば日本哲畢

の開山となり︑本邦唯一の聖人となつれ彼

は 此の前者に風して︑双葉時代から既に
た瞳の兇ではなかつ衣︒言語といひ動作と
いひ頗る識厳味垂で︑凡俗に見るやうな所
謂竹賜時代︑・萎笛時代といふものがなかつ
も﹄Ｕ

了

十一歳の時︑教師に就いて句讃を梁んだ
のみで︑彼は藤樹や祖株や淡洲や掌徳や錦

が︑前にも後にも師に就い︽卜のは此い時代

城や飾圃や憧蛾などＬ同じく略んど金く綱
皐の人である︒一日彼は大畢走締い求︒が
中には︑治叫平天下を誘い士誰も知る名章
がある︒藤樹のそれのやうに無比の明智と

無菰の感激との持主である︒彼がこんな所

聖人の教一はど右難いものはない・諮閏卒

韮職々雁見逃す裳でない︒

い︒聖Ｌ﹂いふも同じく人だ︒辛抱強く努

天下の大道など︑現代人はとても知るま

力誌逃し我ら聖域に達せぬものでもある

左い︒自分は愚かな天分だが全心走捧げ

金謹走悉して脳以て斯の道を大成しなけ
ればならぬ︒

Ｌは︑此の時に抱いた固い？︑彼の志であ

つ衣︒此の大志こそば遂に彼の生涯を女剛

してｎ本の孔子とも申すべき大人桁か完成
したのである︒

Ｒ夕の努力
小畢には

才性人に過ぎたろ者は畏ろＬに足らず︒

惟審な談みて尋思推究する者を災ろ可し
と鯛すのみ︒

とあるが︑是は天才を過重し努力咋軽洞す

る︑慨の弊風か戒めたものである︒彼は無

論天才児である︒然し彼ば才鞭惟童皐何で

なく腕籍でなく陰な術む秋湖であり仲併で

雄であり心好走忘れた裡嗣であり︑洞彦で

ある︒水を蕊つ丈向石であり頭か叩いた龍

車胤であり蕊燥であり︑匡衡であり正畢で

あり︑肱奄腐らした篤胤であり深砺である

ある︒殊に彼は蟻に等しき大志の持主であ

刻であるのは︑寧ろ理の常然である？彼は

る其の努力が反剣であり︑修養が熱烈深

余少時甚液皐走好み︑寝食を忘れ百事を

自らい︑努力走

礎して︑唯皐に之れ耽る曾名の鯛に進室

守利の潟に務めず︒立てば則ち其の前に

を見ろ︒凡そ飲食談笑出入膳接野遊邦行

参はろな見心居れば則ち其の席に通しら

望山賊水及び醜巷の歌謡態聞き︑市上の

戯勤雄槻ろに至るまで︑機に鯛れ率に従

なし︑自︑陶思へらく︑吾が枇愚魯百も桶

ひ畢げて皆吾が畢奄弛むろの地に非あほ

するに足らず︑然も畢走好むの一事に機

てば聖人と雌も敢て謬らず︒

と述べてゐろ︒朝より夕に至る迄手に桧を

輝かざるのみならず︑ｎ夕遭遇する事物ぱ

共の藷と悪と走問はす︑大と小とを論ぜす︑

かつれ︒左の東派の女走見て︑も章編三犬ぴ

悉く特努力の材料︑修養の養料たらぬはな

絶つ彼の力躍研裁が補桃として眼前に生動

する︒

す謝感に賢諸の百千ろせふ辱延遇知新
51

昔吾が先人贈夙に響学に志し晒糎典悲征
席にし︑遺訓な服智Ｌ唯夫子の砿古一人
の聖たり︑此の諜鋤職古無上の雑たるを
傭じ︑挑訓か．符縛れ︑訓惇九参究し快然

として脚得し︑始めて後世の理古人よ異
なる乃畳りぬ︒

力入る壮態であったので︑凹害五経は画
より詩歌文章等に至る迄︑其山．造詣共の研

究︑変に堂々たるもので︑右名なる琵恢湖
や剛城寺の誰など年少既に老大家の風を存
してゐた︒︵つｒく︶

新知遇を辱ふする千
百の諸賢に感謝す
附拙者のとる支倉設立方法
木本︑竹窓
支竹悲作ろに際し第一に考慮することは
宿泊所の撰探にしてこれが一番先の問題で

迄術雌噸噸祷んだが︑今は奈然休業し一一Ｌおる

空き家当一階一間牟借ることに約した︒而

して夫から一町ばかり離れ大所に飲食店が

ある︒其一食を笠一十錐に約・束して三庇三

剛髄を作り地力人士の弥徳か識め風致改

善をなすにあらずば︒現代仙加か救済し

思想悪化い↑現批態を如何するの途なし︒

日本弘通称炎これな憂ひ︒徳川念是彼の

如く依高く齢七句に垂んとして猫ほ止ま

ず︒粂剛に向って︒支命塘設を企て含旨

飯こちらから食事のたび２通ふ約束をした

定しないと池も耀癖が許さないから何庭へ

執にしても一側一泊は先づ企壷側以下に確

支禽設立巾誰著に雛

頭無名せられ︑次ば助役次は敗入役︒役

交換して後先︒何

の徹底延期しつ上あり云々も典護話を

参っても先決州題９−れである・

一心愈々術肪が走ると一切の通信は此塵へ

場史鈍︒此時共町村の町村命議員及び

Ｉ訳ｌ

〃くことＬなし︲夫から刺は必ず午前五

方面委員等迎山梨媒南互嘩野西島村握

んで夫から三十分は必ず方似品哩森並仙

一Ⅱ御未碓可仕とあって

必ず隣ありとご叉口く一一二加忠億行鯨行たら

子日く十宝の吋翻忠備ありと︒徳孤享ｂす

内被下御紹介の鍔乃とらろのであるｃ孔

各正刑瞬栂握は必ず一雨Ｈ︑各戸へ御案

青年剛長等は

ほ肌消防組頭︑北郷軍人分伸長︑新くは

女伸長雑韮訪問せぱ心靴も加入苧いれ猫

帝年剛長︒女子背年川炎︾婦人伸長︑塵

其顎附防組頭若しくは北郷砿人分称促︒

促の紹介にて他吻畷員の入称するか得︒

役場を僻し油に町村立小曝稜堂奄訪ひ校

を符て︒先妨間先悲諒することを得て︺

笠井嘉一氏が作られたろと何一様の添書

昨午に起床して執彩洗ひ；卿水一介を呑

な誠訓三十分位の後︐釧紬︾心上り︒称千

入い︾握仮二つ恥推へさせ︒中食鉾愉持参

で午前七畔仁川溌各方面に廻り４刻は午

理准なし・夕飯後川あらぱ訪州︲もし来訪

後五畔馴迄に雌参して莱稚佑諜其他の盤

者走池へ・閑あらぱ作してｃ訂川丈誹先

生へおくり批評を乞ふな架半となし夜分
は十一畔に臥床す︑︶

地軍誠今か典て刺准迦し．町村役場に町吋

二︑無論誰一人落知なし︒所謂未附不見の

長走訪ひ来意を述・ぺて称兄を求め﹃Ⅱ本

ある︒これは先づ山十冊以上五十五脚約二
るからこの下宿雁走求めてもなかノ︲︑山村

弘弛脅の主義︾主砿︒哩御に恥見て進穂

ヶ月と恩ふ期間の宿泊所走定めることであ
にはない︒散に早川支倫の︽を肢︑三年前

ぱ密階の図と錐必ず行はろ︒

たすも心主龍は︑拙者にあらすと諒せら

の監覗人となり．凌曾式其他の斡旋等を

各位如斯多大にこの知迩乃辱ふし一・．ろ韮衷

な寿﹄に至る︒而かｋ我と共↓・通を同ふすろ

ざる町村長砥皐桟長町村奔議貝︑各剛監長

ある人が佐久間象山彩訪れてたづれ

金持になる法

題してこめ記避なすｃ

鴫呼誰か云ふ山梨蝶を難治の剛と拙者は

公は地韮穿ては必ず水あり︒と噺じて日く

心より感謝する除り︑鼓に愛称設立方法と

穿つる其水を得ずと云ふは︑努力の足らざ

れたし︒

三︑甲の町︑乙の村．皆如斯一ヶ町村大な

るなりと云へり︒幸に山梨蝶︑静岡蝶の地

ろくＪＩこの語の山梨蝶悲誕るものと感

れば三十人も含員あるぺしと錐小村と錐

即拙者の至る庭は右の順序によって易々水

以上は拙者が支含設立の方法芯リ︒韓丈

叉た十五人以上二十儀人の含員を得る韮

﹁先生は知識が該博で︑世の中に何も

士︒

いますが︑金漁家になる方法がありま

御存知のない事はないと云ふ事で御座

すると象山は笑って言った︒

し夫らお教示下さいませぬでせうか﹂

﹁そりゃ造作のない事だ︒小便する吟

これをきいた男は妙な顔をして

片足あげてすると好い﹂

﹁︲先生そりゃ犬の格好ぢや御座いませ

ときき返すと︑象山ば平然として︑

んか﹂

﹁さうだ︑荷くも人情のある者ならば

Ｌ﹂答へたのには︑流石にその人もし

金満家にはなれぬ﹂

ばし呆然としたとか︒

０１

Ｉ

ずる︒

以て︑五六村韮合せて壷百人以上の含員

中王妓位弟一心一天四海皆蹄妙法と

走得ろを儒倖とす︒日蓮大士．法推法諸経

本曾はもとより弘道の大本山なり︒愈祁

主得る蛍至難ならんや︑拙者は︑申請書

西村先生はＨ蓮其人にして︑現愈長徳川伯

へ悪名諸︒

曾へⅢし支含の設立を狸講して允可をう

四・六十名以上に達しれろとは︑これを本

爵︑顧問松卒伯爵あり其済々多士︑日雌︲

二十八日山梨牌に入りて︑峡南支含︑早川

けたり︑其支命設立書到達吻上はそれを

支含︑西河内支命︑東河内支含︑束河内中

日像︑大畳大僧正︐日向冊典に酷似せる倉

可せり︒価ては︑速に巾諸人の縄含を開

部支愈︐禰里支含︑西八代北部支曾︑駒支

員の熱誠なゑ薫徳の溢れによって去年六月

催して︑先づ支倉正副含長其他の役員逃

し︑御希望の如く本愈は貴支愈設立を允

畢︑叉支含川ぱ武支倉の骨子なれば這味

含の八支含を設立して純正含員壷千百人を

筆頭︵申請書筆頭磐名町村垂の虚へ持参

審議し猫ほ更正の鮎あらぱこれルー訂正し

有するに至る︒山梨の地山岳垂鍵して坂を

く︑草畦行脚竹錆難歩其苦努空しからず︒

華し山牟越へ谷に下り危橋か渉り険崖を行

て支含の陸運心期せずんぱあらず一亘︾

る以上は自今の事は︑巾諸人貴下走繁頭

山梨螺西八代郡︑南互嘩郡山邑野村到らさ

貴盗の手に御渡した

に六十人の事業に聴嫁し犬ろ走諒された

る︒隈なく訪はざる町長役場なく︑含談せ

五︑支脅設立允可書

しとなし．この以後拙者は専ら支曾設立

h

息2
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序喜照月望匝硯贈
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贈硯匠望月照喜序文荘石川兼六

余一日隠凡弄筆︒癖卿偶硯匠望月照喜︒以日本弘道倉員木本竹窓翁介︒過訪︒贈余以一硯︒且告日︒予甲州

人自川先度重︺歴利右衛門︺仁右衛門︒至武左衛門即先考也︒家世住雨畑︒地在七面山下︒自古多出貞

石︒可以製硯︺因有硯烏稲．世以製硯篇業︒日朗上人之開此山也・留錫吾家︒使吾中興肌望月新太郎及

邑人尾崎六之進鰯郷導．沼春木川︒蚕七面山安黄金俳於一篭︒責在永仁五年九月十九日︒此地風光肌婚

然以偽険岨而馬僻邑︒人士至者極李︒昭和六年九月︒日本弘道倉長徳川綱陵伯︒従慶江加藤二氏遊此地︒

兼以共邑人設其支含也．予亦郷列含貝︒乃献天然石悦子伯・伯大喜︒賜蒼古堂三大字見贈︒又賜雅跳日

古堂・先生亦偽愈貝塔文雅︒因呈一脱敢諸一言︒余唯か︒乃諦脱其所贈︒其質堅而有潤津︒形似風字︒一

磨墨則軽狼淡沫．沸々逼人︒有古人所謂坐看玄雲吐翠微之想．且追慕日朗上人布教之高徳而不能巳也．

因謂吾子錐年少魚人揮撲温雅︒涌養徳性而其志也．堅貞．鳴呼可以馴彼硯也乎︒且修畢而不倦則其才華

春日井柳堂日・粁鉄曲折而見其簡︒不見其繁︒兄共雅．不兄其俗．照喜何幸獲此︒

喜可知也︒

橋本鶴堂日︺以弘道篤経・以脱篤緯︒簡潔而情意深︒叉能叙望月氏家系︒且寓蔵望︒氏之望達芙︒其

於彩菱則其快果何如︒吾子之賜於是大突︒叙前言以贈併示木本翁云

吾子請勉腕︒余夙受書法於成瀬大城先生︒中歳患目疾経腰之︒然今幸獲此硯︒乃磨墨執筆揮︒掃題新詩

英凌猶墨色有潤津．間吾子五歳喪父︒事母而孝︒又製硯而巧販雷治産不墜家謹︒狗不負篤弘道倉員突．

垂啄心
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旅日記の中より

九

中膝蔑江

ン

昨夕私がベッドで休息してゐると︑隣室にゐる外人の子供が二人︑初めは

夕飯には喰枝も到頭藩伍して経った︒

だ︺

だ︺何しろ食事毎に私より倍量を掘り︑而もその連度の早さ︑驚く可きもの

だっ何時も船に弱かったの極不思議な位だ︒老いて益杢庇んな事は何より

思議な事には︑すえ子許りは何等の影響も受けず︑あるじも亦非常な元気

之も亦私の頭に峰一抹の陰影と燕らざるを鍔旗ぃ︒Ｉ
夜に入り船の動擬いよＩ︑烈しく︑今迄の航海中一番の鋳れ方だ︺然し不

夕食の時には倒男がまた脳貧血の気味で葡萄酒を飲み︑やつと回復した︒

だお室で静養して居られる．ｌ何と厳く寂塞を憂える︒昨今だ︒

Ｓ公縛夫人も亦食堂へ出られない︒班令嬢はもう殆んど全快に近いが︑未

かういふ船員の刺は︑誰の耳にも決して快くは響かない

﹁こん底事でば夜よく閉めて擬ないと︑浪がは入るか吟知れませんｌ﹂

食卓の蒋価新がだんノー︑砿えてゆく︒外人の群にも空府が見えるじ

昨日あたりから高くなった波浪は︑今日になりいょノＩはげしい︒従って

六月十七日暑熱烈し

へ

りょ中心記日旋
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か︑班夫人に髪をリボンで結んで戴いたが︑見たところさっ

歩︑あるじも不思議な位平気だ︒彼女は今日どういふ拍子

﹁夕方はいよノ︑船が島蔭に入って︑もつとｆ︑楽になりま

気の毒に恩ふ︒が楓どうしようもない︒

ぱりして大愛い凡︒今日は同令嬢はまた熱が高いとの事︑お

覗いてゐたが︑追舞大鵬にたり到頭奈内には入り込んで来た
私が食堂へ哨出られず︑宝で夕食を掘ってゐた時であった︒

もとより子供好きｗ私は︑面白がってその縦見てゐた﹀丁度

緯愚脅・二軍皇富§鰯勇電とかいってｌ
私は辛うじて答へた︒・・

﹁どこへ行っても船中で外図人は皆平鋪でゐるのに︑日本人

かういった船員の言葉に︑夕方が待遠しいｌ

す︐一

は直き酔って経ってたさけない﹂

そして蔵てこの子供等は二人とも日本で父親を喪ひ︑知合

︲嵐ＰＨ騨昌ご呉・と︒．

の婦人がその世話をして肺図するのだとの事だった︒私はこ

姓へる︒

何だかいやに躯がよるノ︑して︑足下のあぶないのを︑踏

﹁そうだどうしても食卓に出よう

一

嘗て西村の父上が生前かういって慨嘆された事が狸く胸に

の子供等に親しみを感じたり丁度まだ口を切った許りの可成

らにやった︶喜びに満ちた彼等はまたカーデンの蔭から甑を

り上等のチョコレートを︑折よく締つたあるじに托して子供

出して言わざと大雪巌口をあけて唯べて見迭たＩ

みしめノＩ︑それでも到頭夕飯の卓に列した︒見渡すと外人

私はこんな時語互に淋しい旅中のつれんＩを安らかに慰め
合ふ事の出来ないのを窮屈に感じた︒さりとて叉如何にして

い気持がして箸をとったＵ

珍しくオードブルに海脊巻が出た︒例の通り何ともいへな

の卓にも︑流石に落伍者が多いＩ
﹂といふ

その親みを続け得可きか・またしても私は僻見氏の書かれた︑

﹁ゆきずりの人にも親みを感ずる人の多い事よ

しかしいくら馴れてゐるとはいへ︑この暑いノー厨房の中

様な言葉によって︑離遇の懐さを書かれてあったが︑全く何
ともいへない様な気がするｌ︲

漣てから話に聞いて恐しく思ってゐたとの印度洋から︑紅

は直ぐその海答巻を喰べたＪ珍しく酢が利いてゐて甘かつた︒

はいへ︑私は心から同情せずにゐられ﹃ない︒感慨に充ちつつ私

に五男の魚に色禽と故図のものを料理する１１それは職業と

波更に蒐馳して︑朝からもう足下がふらノ︑する︒暁枝も咋

今日はこの航海中第一の高浪だ︒昨日あたりからの千波寓

六月十八日騨雨痕高し

夜来食卓に出られない︒相塗らずすえ子は更に痛棒を感ぜ
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く私の周園に迫る︒幾枚着物を着代へても＃︑︑蚤るで上手

まるで鼻を塞がれた様な暑さだ！ｌむせる様巌暑さが遠慮な

海に入らんとするととろの暑さは︑全く弧烈なものだった︒

歩︑園男も亦起きはしないが︑然し今朝はもうすつかり下熱

暑熱の烈しさに私はぐったりして経った︒喚枝もまだ起き

今日はいよ﹄︑船は島蔭に入るのだといふ事を聞いて吾

して安心する︒

ので一杯だ迦洗龍屋は有っても︑洗ひに出すと仕上げに可成

腎身が洗った様に濡れる︒この狭い船室の中は︑その濡れたも

く浪が浸入して︑本営の寝耳に水の騒ぎをさへ演じたさうだ

夕食頃迄はまだ却袋風浪が高い︒下の船室などでは遠慮な

人︑共にその時の来るの許り待たれたＵ

ぱよかったあるじなども日本服などは全く要らないとの事

全く浪の高い時はおかしなものだ︺一寸上げる足下が︑﹁フ

り暇が要る︒こんな事ならうすものをもつと洋山持って来れ
・で折角用意した紹の紋服を持って来なかった事が悔まれる１

そして頭の心がいや厳感じに蕊はれるｌ然し話に聞いた通

に怒涛の一音が静まり︑安らかに椅子に掛けてゐられる様にな

ワット﹂まるで雲の上でも踏む様に愛に頼りない気がする︒

はいきれ切った熱帯の瓜を受けて︑暑さに端ぐ玉男を刻交と

１︐せっぱつまって︑ぐしょ濡れの浴衣をその儀上半身だけ
洗ってば懸けノ︑してやっと乾かすｌがうして狭い船の中

り午後八時頃から︑いよノ．〜島蔭には入ったと見えて︑俄か

った︒何しろ私の卓は前が二人後が三人で︑前列は別廷の椅

その目的地に運んでゆく︒而も亦五男通︑運ばんが鴬︑更に
︐Ｉ︑暑い階下の宝に火を焚く人︑炊事を司る者︑さてはドク

子だが︑後の三人はソファー式にペンチ型なので︑風浪が高

委しい調査の結果︑汽車の事故より飛行機の方がよっぽど事

﹁もう飛行機を恐しがつたり危む時代は過ぎました︾何しろ

をさへ示された︒

氏が﹁飛行機及飛行船の委しい説明﹂があり︑津山の固面

野伯の﹁国民一致各自協力の必要﹂を説かれ︑ついで橋口・

今日は書飯前一場の講演曾が催された︒船長の照介で〃佐

には除りに恐怖に近い事資だ・

いと一人でに躯が出たりは入ったりする︒滑稽だとほ上笑む

ターの室さへこの高熱に煽風機の止む間も意いのだＩ
かく管掩として各自その任務にいそしむ時︑私は涙ぐんで
その苦難に同情する．﹁ぁ典︑不足をいっては勿鰐ない﹂Ｉ而

し夜ｌ漸く息はんとする時吾等の擬室の暑さはどうだ︒私
は恩はず愚痴が出る︒何だってこんな時を選んだんだらう︒
冬にすればよかったのに︑而も疲勢し切った私の職は何時の

問にか︑かたく閉ぢて︑蕊明の光がカーテンに白む迄何もし
ら歩に寝入ってしまったのだＩ

六月十九日晴

レーワーワ０

国とも極秘にしてゐるｌそれを知らんとして吾菱も熱心に

し︑一気に目的地に向けて護射するといふｌとの方法を各

事は︑既に猫逸に於ては賞行せられた飛行機を砲身内に充填

故が少いといふ事に底りました︒今吾交が最も知らんとする

したので︑一人には烈しい注射をして︑やつと少しは下熱し

を止めて見たとの事︑附添ひの女中二人も偉染し一Ｌ高熱を護

い︒ドクターの話では︑更に心配がないので︑却って下熱薬

Ｍ令嬢も今日は峠だとの事︑何でも鰐錨四十度に近いらし

夜に入りＩ午後六時牛頃いよＩＩデラピャお一角ア

たとの事だった︒

りになったら︑どうか是非よく見て置いて報知して欺き度

努力して居ります︒若し誰方でもこの機密を知る機曾がおあ

う︒然し期待した程でなく︑この烏には一木一草もなく︑一

デン﹂に着いた︒久しぶりで地面を見た喜ばしき︑それは恐

かういふ話を聞いてゐる時︑私はその生類生存の必要上弱

年間も雨がなく全く早天に端ぐ国土だった︺青色を見ない︑

らく海上生活に経験を持つ者でなくては味はひ将ない事だら

肉弧食の賞例を眼のあたり見る様な感じがして︑生獅のあさ

い︒獅逸などでは各固協定の催約を無硯して︑その規約より

霞しさをさへ恩はホにゐられない︒あ典︑室界の勇者ｌそ

合せた︒然し甲板で見てゐると︑それ．トーハシケに乗って来

それは可成り私と失望させ︑丁度図男も病後なので上陸を見

幾倍かの飛禰船をさへ甑に＃Ｉ完成してゐますＩ﹂

の涙ぐましい勇気と犠牲的精紳ｌ希くはか上る人だが地上
にある時︑何故平安の地にその家族生活を管ましめ︑その岬

の足の裏の色は靴の色よりもっと黒いと皆は笑った︒閲男も

る土人達は丸でかの糟にある通り頭部を赤いきれで巻き︑そ

折しもさし昇る月の影がさわやかに天室にか上った︒往年

蛇の夜釣りは全く私に見物させる勇莱を失はせた︺

れは如何にも故風のそれを妨沸させるものであっても︑この

夜釣りする漁火の影︲ｌ折柄満潮の海面に峡寓するＩそ

との一語で私はぞっとしてもう見る気もなくなってしまった

﹁何でもあっちで釣をしてゐるさうで︑中には海蛇や﹂

物してゐた︒すると船員の一人が

まだ病後なので見物などは忠ひ切って︑吾共は只甲板から見

雛に似たる生涯を始梁の中に過さしめ得ないだらうか︒さら

に部する生活ｌそれは今の私にとって決して浦足す可きも

ば︑蕊的生活ｌそこにも亦生存す可き弧者として需精帥上
如何なる矛盾を感受し経らんとするかｌさりとてば又現資
のでばない．私は只︑鍵的生活ｌそれのみ今老へ度いのだ︒
今日は図男もいよノ︑︑快く夕飯には食卓に出るといふ︒然

六月二十日晴暑認甚し
し貧血するのが癖の様になったと見え︑叉顔色が蒼臼になっ

たので︑私憾急いで前にある赤酒を分けて飲まぜたＩ

1
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を書き贈られた蕊があった今や吾等はからずもまたこ上に

あるじが一人渡英の時も︑印度洋上に名月を見一Ｌ︑一首の歌

旋行を恩び立った躯と老へるゅ然し私の健股航態腫挟本的に

はぁる麦いがｌ私はしみ人〜自分の研究心が雄ら宗この維

そこには人類本来の天質の如何にしても愛じがたく共劣れる

愛いＬらしく︑また祁経衰弱も大分恢復したらしい︒只然し

可成り炊腹されつ上ある事も亦否定されない稚尿の方は大

きっと船へでも乗ったなら︑日記の上に材料汗一得る罪が多

この月を見る︲感無爺ならざるを得ない．

からうと楽んでゐた航海も︑この暑熱ｌナフリカ沙楳から

まあこＬ迄船にも酢はす︑どうやら来た事に幾分の浦疋を感

ほか書けないのを遺憾とせざるを得ない︒然し仕方がない︒

だＩｌ︲私は堅く僻した︒何しろ本もろくになし︑素おくれの

のとみえる︒悪事千里を走る香ひ︑全く油断の出来ないもの

同氏の宝は私の隣室なのだ﹀それで何時の間にか聞かれたも

たのかと聞いてみると︑Ｓ鰐坤のお巾川だといふぃなる程︑

今日蓮動曾に私の謡を望まれた︺どうしてそんな恥が知れ

を知りつ﹂尚向上せしめ得ない自己の乏しさをも痛感するｕ

じなければなる毒いＩ

私も可成り努力しなければ書き得ない自然極く雑ぱくな事

黄塵寓丈の中を吹く熱風に含つては．流石堅い受悟を持った

六月二十一日晴九十三度

する様な事はし度く港いのでｌ昨Ｉ

今朝はどうかして少し咳が出る．すえ子が私の鱒︑夜半に

今日は朝から酷熱の篇︑食慾が皆無になった︒こ上で弱っ
てはと勇気を奮って小城の水分を蹴ったＪ肉類はとてものど

うちわであほいでくれてゐたのを︑少しも知らないで寝入っ

てゐた魚らしい︒この維臓によると︑どうして重病人などに

を通らず︑催かにアイスクリームと紅茶などで凌ぐ打様にな
った︒

様に濡れたうすもの矛一乾かすにも︑毎日船長が巡覗する篤さ

護婦が絶えずうちわの風をおく２Ｌゐた事だ︒その魚か否か

はし左く恩ひ起すｃ生母の危篤の時︑暑執お雀だしい魚︑看

はうちわの風をおくるのは老へものだこ§でｌまた私は︑

う炭げては置かれない︒さりとてその侭つくね一﹂も匠かれ歩︑

は知らないが︑母が到頭かぜ矛一引き︑気管支炎をさへ併溌し

午前の中にもう私の脊中はすっかり汗で濡れて終ふ︒重い

ドライクリーーラグの設備のないこの船中では︑全く向い夏

てしまったのだＩ！勿論本痛は腸カタルではあったがＩｉ

日来食慾の産かつだ私も救はれた様な気がして箸を取った︒

今夜の食卓には珍しく海苔巻やソポ叩のおすしが出た数

服で蝋着る方が一番便利でよかったのだＩ冬ならば日本服
もょからうがｌ底る灘船の旋打はブルデョァ︲式で底けれ
ば通るまい︒もう少しサイベリアが完備したら︑それに越す事
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んでゐる︒船から折々投げる食物について来るものらしい︒

侵し得ないだらう︒何といふか︑鳥恢の海鳥が僻んに群れ飛

の月が高く中空に懸って︑流石の蛍嘩寓丈もこの月宮股迄は

彼の向ふ隣の西洋人の子供二人Ｉ折鐙無邪気に私の宝に

一望派なき此太洋に面する幾日︑例へそれが沙漠であらう

島又島︑皆アフリカの所厩ださうだ︒

キキと端く蕊は赤子のそれの様で哀調を帯びてゐるＪ

入ったりしたので︑彼等にチョコレート孝一典へた事は既にか

いた︒それが却って迷惑にでも感じたとみえ︑それ以来一寸

が何であらうが︑私はこの一群の鳥と︑散在する島喚の多く

も子供等の顔をみる事が出来なくなった︒ところが遇然私が
ノ１１窓からこの子供等が顎を出してゐた︒私がふと見ると釦

今日の午後︑舷門に風と入れてゐると︑恩ひがけなくも商い

に懐しさと親しさを感歩るＪ

一寸興奮した様に私はいった︒その中彼の時間が来たらし

．冊人間に下等上等といふ事がありませうか？﹂

夜中に僻中びしょ濡れでした﹂

大浪の時准ど︑吾為下等な人間の室にはすっかり浪がは入り

豆︑︑三年位は嫌でもゐなくちあなりません︒二三側前の

﹁あ底たば一隅何年位この海上生活をなさるのですか？︲一

憎然としてゐる彼を見て私はいった︒

﹁締ろ船を見ると私は懐しく羨主しい﹂

った︒

れが故図の我家に近い干駄木町に住んでゐる人である事と知

昨夜であったか︑偶然この船の一員である青年に含ひ︑そ

を引込め︑見ないとまた出しなどする︒とＬでもまた彼の︑

﹁ゆきホリの人の情にも感ずる事が多腔といふ言葉を恩ひ出
さホにゐられない︒もう少し速雌なしに︑かういふ子供に交
際する法はないものだらうか︒子供好きの私には賞に寂謬さ
を感ずる︒

かの恐しい藤を病んで以来︑毎夏凍駐郡山にとって都愈の

今夜は図男達の室の方が涼しい風が入るやうだ︒それなら
あっちへ行って癌ようと︑すっかり仕度をして行って見たが
色だと面倒らしいので︑また舞ひ戻ったとの室の暑熱は︑賃
に私には未曾有の苦しさだった ︲

食物膿のどを通らないｌ

り蹴左るこの一而識の青年に封しても尚私はある同情とＭ感

く下の方へ降りて行った︒彼も亦苦む可き人らしい．文字通

に︑私憾頭がぐらノーし

暑熱に連ざかつてゐた︺今この猛烈な沙浜・瞳挟んで吹く熱風

夜に入って床の中は麦為で桁恥以の様に私を汗にしてしま

を禁じ得なかった﹀︵ついふく︶

った︒丁度それは午前二時頃だったらうか︑たまり兼ぬた私

は床を飛び出ｉそ︑室の前の甲板に出た︒折しも十四五夜位
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増てさうどうとうろく

伊達騒動責録︵其九︶

辻村靖子

だいへんやちろん汚ゅうさいやちぷんぽい︿んぽ

第二十四綿谷地論の仲裁︑谷地分配の偏頗

かぐごとこためんどう話よりや弓こうげんぼくふまをしつぎＬまだいづ仏のかみつま港ひこ義

塞舜の罰をも受けて哉

斯の如く事面倒に及んだので雨後兇から幕府の申次島川出圭守︑妻木彦右

かめち上えうしやうりやうにんうちこう諦つ

瀞呼却燕雛が静呼へ繕しいで蝿華がら選に舞巷輝幸

ろんしよせんさくさいだん惣上

吉うへ
議の上

﹁諭庭のこと穿繋し裁勘に及んだなら︑躯千代は幼少なり雨人の内に甲乙あ
とかく堅んさくおさうぼうともかんにんろんしよや
っても宜しうあるまい兎角穿馨をさし世いて︑愛方共に堪忍して︑論虚の谷
ち
地あ
をき
安と
華し
はか
年さ
嵩にもあり︑三銭の一を眠り︑韮諦は三鏡の二を眠り塞躍すや
仲に一

ひやうぎひやうじやうやく魁には脳んどた駒ゆ芦．ししやえどしゆつばつぐわつ昨いか§ん

うに誰らうては

くると寒

との評議となり︑評定役茂庭主水篤之使者として江戸を出溌し︑六月六日主

恭露諦確睡毎僻諦志鱈搾振って要塞減へ砕き︑潅岸からの嘩建を
塾の云ふＪ

きい

せんさくやちたしやうめい
﹁穿鍵も産く谷地に多少を命ぜられること遜課蚕鑑に俵ずる︒搾雲嘩呼の誰
彦やうあらた昔一んさくさだととかつまたもつめいわくしごくぞん

Ｕやうち野そふもとやすいこういんまさむ坦邑またど群私署まごだい知んこぐ桑んうぞ

境を改められるに穿馨なくて定められう事も︑且又以て迷惑至極に存ずる︒

かし唇ぶどのつ．

ご桂んだい罪んこぐあんか

緬地の俵は組父元安以降七十九年政宗様忠宗様御代からの御黒印を受け居る

に三箇の二を式部殿に附けられるとあっては︑御先代の御黒印を無にせられ
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ばなはもつぐちを

ると琴ひ︑焼喋織とは糖せ︑呼猿準に癖ちるやうにもきこえ

咽しい諾迂辻ち窓やうかへたこまつや珪泳が唾こり

甚だ以て口惜しい﹄

ひやくしやうまをし愚ら毎とりあ上陸だ
まをし

百姓が申でたことは︑不埼なこととも取上げ︑遠田の百姓

琶づ・こづかあはだいしゃ７

が申でたことは︑礎涛誌嬢あっても飛嬬め︑露琴垂てる推疑

を築いた︺趨舜は八十九︑小塚百七十三︶合せて大小一言六

みたぐさかやかともちろんきかかづかはそんだしゅう

ゑづみぎざかひこいごさうはう

若し弧てと仰あらば︑知行と還し奉り︑山家へなりと引鋪

十二︺糟圃をもこしらへて︑右境を越えて以後・愛方ともに

どのど逢い汚やうときあひまりひめいばくごさいだん

り︑殿御成長の時を相待って︑理非明白の御裁断あるやう︑

子つたほか

狼りに草萱刈り取らせまじいは勿論︑境塚の破損は絶えず修

いりしきぷけこいていみん江炊と段だふかやだいくわん紡ぐが客けんし

壁やくぐわつにちなんぐん註ら／︑奪噛

訴へいでるより外はない﹂

理するやうにとの規約・とかいて︑八月十三日︑近郡村だの肝

煎︑式部の家来に調印させ術連山深谷の代官が奥書して桧使

けらいてういん零うあ琶凌をしさしつうぅ︵

方は三分の一はおろか︑四五分の一ならではないので︑安蕊

のまへにさしだした︒此境の割方大に偏頗であって︑安塾の

とのさかひわりかた罪ぽひへんぱあき

ほう王んぷんあほ

いだんじやうみんぶさまた︑せつとくしやういん・ずうぐわいわうふくか妾

と云ひ︑弾正民部も種奏説得したが承引せ砲︒数回往復を里
ねた種織硫武雄癖嫉琴巷にも搾識の埠

一峡確哨癖奔僻鎧の維鱗森一と礎離し瞬いて誌那ぜられた

と

の家来は訓印せぬ︒．唯安蕊に巾きけ︑指側を受けた上でな

い﹂

とさまざまに説かれ

くては﹂と妬んだが︑弧いて手形をとり八月十四日︑稔使は

さてこそ斯う云ふ偏頗依枯のさたにいでたのである︒

こいへんぱえこ

今村善太夫等兵部が気色を伺って︑事につけては謹言しては︑

やまむらぜんだいふなどひやうぶけし念弓か堂︑ことざんげん

で兵部は安謹を快う恩はい通︑侯姦小姓頭渡遥金兵術︑目付

ひやうぷあきこＬろ上海もぬいかんこしやうがしらわたなべきんべ塁めつけ

夫を身分畢問を鼻にかけ人を煽動し事を好むものと白眼ん

それみぷん泳ぐもんほなひと遊んどうことこのにら

は其の忠直を嘉して︑庇誰して兵部を諌めたことがある︒

そもう巧上くよみひごひやうぶいご

い

と云ふに︑蛾蛾舞彫十奉綜剛が塞鵠を輝く謹めた癖に︑寿華

如何なれば式部と安埜とについて︑かく愛憎を異にするか

いかしきぷあきあい１うこと

せんだいひぼあ

とぱしてがたぐわつかげんし︲

﹁さらば是非もござらぬ︒民部殿弾正殿の御意見につき申さ

仙墓へ引上げたＵ

ぜひみんぶどのだんじやうどのどいけんまを

う﹂

こたかんにんかんにんぐはじゃうほしきぷ
と答へたは堪忍に堪忍を加へて談渉したのである︒式部へも
どうしめいつたところこれいきやうけひそのむ私

し．塗うしつぎたいらううたのかみつとといったん己くちやく

同やう使命を徳へた所︑之は異議なく承引いた︒そこで其旨
えどつう６んどかへりや５とうけんぼくふまをしつぎつ
江戸へ通じ︑主水は蹄って雨後見へも︑幕府の申次にも告げ

知らせ︑申次からは︑大老雅築頭へも告げて事一旦は落着し

それぐ︑んぷんく過んやわつかばんやちわけんし

た︒

未から寛文九年七月六日︑藩からは︑谷地分けの桧使とし
かちこしやうがしらはまだい毒ろ−．蕊しが黒６もめつけいまむらぜんだいふ上こ

やちわふかや

て︑徒小姓頭演出市郎兵補志賀史術門︑目付今村善太夫︑横

雌鋳奔が瀞呼窯︑鍵十雄が秤隷じて︑谷地を割るに︑深谷の
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ことあきけらい砦いし耐つぼ４だ

担いへんあきやちぷんぽいふたう排うそ
第二十五編安塞︑谷地分配の不営を職訴す
てしきぶしき兵あきこうぎ

・る事穆安謹が家来の誓紙血判伊
達式部の蛇去︑安謹の抗議

一

上ろ

詫捜えが溝へん宍．やく

じぷんらおとりつばなぱ緯いれく芝人

己ぐにもと

られて宜しからう・自分等に於いても︑取次ぎ太だ迷惑に春
ずる

りくわんぶん紅んやわつにちだてしきぷむ私上

船も此折︑寛文十年二月十一日︑伊達式部宗倫は︑岡許で

為たかこの

とて︑墨書は返却せられた︒

果してこの甚だしい偏頗の虚澄を安謹は弥浦く憤って︑再

はたほなはへんぱし上ちあきいたいきどほふたＬ

けつしんあき湾やうこうこのそしやうしんかうい

逝去あった︑享年三十一︑営の相手は亡い人になったが︑一

進いきよ窓やうれんたうお芯となひと

た
ん喪をしか転邑そいつらぬやかた
且巾いでたことは必ず素意は貫かないでは巳むまいとの固い

とくらう段を江吐ぼくふ弓つたしもつしたしん

ぴ画老に申しいで︑猫かなはすぱ幕府へ訴へ︑死を以て所信
つらぬけつしんあくかたけらいどもみなせいしげづばん
を賃かうとの決心は飽までも固く︑家来共も皆︑誓紙血判し
Ｌも季

けつたごんまたいのちはたごぼうこう索をしあ

て︒

決心で︑安謹は弧硬に︑此訴訟を進行させて行くのである︒
こうひいこのそしやうし隊ぶあききうはううちあは弓へ
口碑に云ふ︑此訴訟は︑式部と安葵と︑愛方打合せの上で

言上れんやちはいぷんしきぶぷんつつ

岸の蹴鐸忠僻遥塞継鍔癖︑昨椎種誇謡聖侭挙を酷て罪芋て︑

図老から受害を返された伊達安塞は︑遂に三月廿一日︑江

Ｅくらう話曙えがきがへだてあきつゐぐわつにちえ

幾然ん
ちがこれしん
述ふととになるが︑之はどうも信ぜられぬ︒

毒を低いて殺害されたのだと云ふ．すると式部の心術は︑至

どく詑升う誠いいし員．ぷしんじいつ．ぜん

め︑式部は姦徒に憎まれ︑江戸卿へ上った時に︑膳部の岬に

を一廷幕府に訴へようとしたのだと云ひ︑加之︑夫がた
しなぶかんとにくえどやしきあがとき狸んぶ尋かな

ばくふ弓つたいしかのみ江弓ずそれ

へうめんやちわあらそないじつＦ｜れ含くわいばんひせい

﹁決して他言すまじく︑叉命を果すとも︑御奉公申上げう﹂

あって・表而は谷地分けの手ひ︑内質は之と機禽に燕の秋政

しやうぐわつにちあきとくらうしぱたげきばらだかひぶるうちしま

ぢか

と誓ったのである︒

１おんし賑きあそときこ睦んたい

正月廿五日に︑安塾は図老柴田外記︑原川甲斐︑古内志摩
やち︵んばふこうへいうつた
に谷地わけの侃脳不公平を訴へて
との邑袋ごぜいちゃうぢき＃

﹁とかくは殿様御成長︑直々御仕置遊ばされう時︑御先代か
ごこくおんごかし上その没かしや弓６んさだにんけんしや

らの︑御照印御下書其外諦文を差し出し︑四人の稔使が︑谷

地分けの仕様をも申したて︑理非曲匝．を明にしたい賦偏に

ちわしやフまをりひ査夫くちよくあきらかかくど

蕊づならびつ腰わりしやうⅥんもようみんいたいごため医の

りやうごこうけんまをた酌

ござれば︑紬櫛井に︑卸割誘文に調印は致さず︒以後の篤此

去年谷地配分に式部に三分の二を附け︑計裁に三鎧の一を附

﹁帯地一分けのこと既に事済になったと︐甲せど納制読文に調印

やちわすでととずみ喪を黒づし上弓仏んてういん

て︑返却されたことを云ひさて叉云ふｕ↑

へん弾やくいまたい

為ついつきやちふんけんしりふじん

とと雨御後見へ申し立て置かれたい−

池ん藍をしいて詫咽むききよ型んり．やうごこうけんま諾ほやことすあひ

だんこまをおくとく島うごたへ

と断乎とし申し送ったが︑阿老からの答に

けて扱かはれたことを云ひ次に芥地分稔使の理不蓋をのべ︑
た函しト書これむ似とくらうまをしおくとりつ
正しい虚澄之ありたい旨︑固老へ申送ったが取次がれぬと

﹃御申出の趣は去年雨御後見へ申されて︑早く事済みに相

はずとのご注い毎やうま壬をし詮ん
なった筈を︑殿御成長を待って申いでられようとあるは︑御
た
坊しかしやうノーＩふそくかんにん
篤も然るべくあるまい︒少麦は不足にござらうとも︑遡忍せ
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まをやわんらいあまりひき
せぬ翼は︑こと歩みとは申されぬ︒元来除りの非義でとざ
↑腰ぷんけ︲らい亡弓あんいたがたまをしとぱし壱ま

江ぽまた汝を

れば︑自分家来の調印は致し期いと中拒んだと︑扱いて辿つ
と．てがたな＆し狸うこあひ

て取った手形︑何の誇蝶と机左りませう︒猫又叩さば

いなほぐわつ．かづけぷんめんげ彦

たび︲か︒︑まをしあげいづみち詑炊せ

と云ひきって︑猫九月五日附のには︑文間はいささか激して

とのだい老んいまを●しあかやう

−１かやうに度禽申上るに何れの道とも仰つけられぬはいか
しだい巳・妙きまったピぷんた齢看ん誇旗あ
野の次第か︑此一俵︑釜く自分の篇を存じて忠し上げるので

のぱだん払いわくしごくシ﹄んいきつとごせんまくおばせつくだ

なく︑殿さま為ため第一と存じ入っての巾土げを︑佃様にさ

し延される段迷惑至極に存じ入る︒急度御穿躍仰附け下され

一稗唾薙郷飛は癖蝿蓋睡さる旦維韓認の締蕊賊崇嘘の燕握紗
認駆が催嘩︑娠試の遜溶るべきとと﹂

たい︒御挨拶により︑何方までも中いでろ受陪にござる﹂

．ごぜんきぐ

と弓ん︐ｆ１まず

ぐ恥つに寝

つぎ式︾勺だん

ととあら

次に和談し︑

にん

一事荒だてＬは主君の鴬然るくうあるまい︑諸事打すて上堪

しゆくんたぬしかしょじうちかん

乙のげん
此
件についてはさきに祁鍵感がら垂潅嬢塞群膝の二恋心椛

仙嘉側付に告ぐ

ぜんだいめつけつ

使命談判︑安塾巾次への雁答を

しめいたんばんあきまをしつぎ蹄うたう

第二十六綿幕府中次の説諭︑片倉小十鄭の

だいへんぼくふまをしつぎぜつゆかたくらとらう

とあつた決心は斯くまでに堅い︒

けつしんかかた

どあい春︾いづかた漆をしかくご

との緋峨慧にも礎り︑彫峠鐸雄鶏は︑雄一の密疎密畦す鐸酢に

上ろ

との弓まおん
しよくにあはひどう？いた
ありながら職に似合しからぬ非道の致しかたかた人︑殿様御

・ぐわつ︲にちりやうこうけんへんしよ

ためにも立しかるまい︑御穿まあらむことを諸ふ︒﹂云為と巾

虻ん︲へんたうな

上くＪ１りやうにんけうぎうへ訪へんじ我を︲あげ

しおくると四月十六日雨後兄の返書に
し上じやううけと

いと

﹁書状受取りまゐらせた︑能を雨人協議の上御返事巾上う﹂

とくそく︐ぐわつにちぐかっかぐわつか︲さいたび

と云ひ越したま型︑何とも返答が無かったので︑五月十一日

誌い

に督促しへ六月十七日︑八月七日︑九月五日と＄再三四五度
詩なしゆいさいそく赤上

やち小みわけやくにんふきしかたこの・話

同じ趣意で催促に及び︑・

悪あれ﹂

かなら世んさくすうどまをそれまた︑１１江に

役人の非義から︑大方ならす償らせ称ぴ前のごとく訴へで上

と諭し︑安藻渦共意に任せて誹歩したのに︑谷地わけ見分の

さとあきそのいまかじゃ弓仕やちけんぶん

一谷地分け兄分の役人不義の仕方︑此まＬすて世かれるに於

いかりふじんし

やくにんひき泥ほかたいきど辻易だ﹂主へ弓つた

いよ︐Ｉ︑かれらたの︑

ては︑芯掩彼等は侍むところあって︑如何ようの瑚不識仕い
ゆ腿がい
胃し︑ぜいどうえこ
まを

でようも知らす︑政道依帖あるについては山為しい害とをり

必ず穿繁睦られたいと数度の申しいで園ある夫に叉糞﹁何ご

んかんにんあき

曲相上合兵ノ﹂︲

あきしやフふくそのむ誕だいらうきかゐうたのかみ家をＵには

しゆくん

と附け川へ

とも主君の御ため堪忍されたい﹂とぱかりではよも安婆はう
．にんま才●しつぎ逆つゆし上沈ん くあるひ
けひく藍い︒三人の申次から 説諭の書流を送られたら︑或

つくわ︒

一郷遮誇により誹猿娠砕へ蝿４銭催娠塞巷︑蕊ぴこ恋心嘘

は安蕊も承服せうとて︑其旨大老酒井誰梁頭にも申し︑茂庭

つぎしゆうぞん似んまを

かくご

次衆へも存念巾しはらした睡欠慨にござる﹂

−
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せつしやまをしぎない＃︑ごらうぢうさま動みＬいあき
一拙者申いでた一俵は︑内喜御老中様の御耳にも入り︑詮り

６んどししや壁をしつぎしまだい一・５のかみつまきひこ異るん訪仕ゐしん黒

主水を使者とし︑申次島田出雲守︑妻木彦右衛門︑大井新右

に穿躍を遂げたらば御公儀に封し︑陸奥守の篇に宜しかるま

毒やくわくやをあ啓上かたくらこらう﹄﹂し齢い

誌吐珪くた

むつのかみふ声一めあかな

ぐあん炉てん

さ江がえこ§のせんさくいた

ぎこうぎたいむつのかみた払上る

得呼が謹疏を浄舞し︑十月中旬江戸とで上︑廿三日仙墓に

いと仰下されたことにござる︒去り乍ら依帖の肴を穿蕊致す

ｆはにん藍をいづきし上めんしめ江ほりやうこ凡皿ん

寺一ん多少しと

着し湧谷に居った安葵を呼びだし︑片倉小十郎も此の使命に

が︑陸奥守の不篤に相成るとは︑愚案ながら︑合靴まゐら
かやご
たにっ
歩︑捗鑑にぷつたと雌酔れるは︑い
如何
うて
にう
御蝿
達しまし

ぐわつちうじゆんえどに方途んだい

加はって︑三人の申次の書面を示し︑猫雨後見のことづてを
もした︒

しかそれ訪江くす

塁しゃく煙ん害つかまつを

たが︑これまで慰猿の鋪嬬より飛誌耗疑の謡率雌謹める謡轄

さへ︑含燦なく︑穿議仕り居りまするに︑峠惑鍛の識に鯉

こう琴

然し夫は同じやうのことを操りかへしたに過ぎぬ︒た蛍

訟べ総お謹咋謹織確埠ち︑概遷砕舞鱈左されること︑公儀に

り如伊やうの謹鯉で緋三雄鐙へ︑秤搾識に躍ばれた謡か︑乙蛤

とかくうち詑

停鯉く徳ずる・祷感識の謡の雌鎚椎議奉港︑礎雌撫乗拝僻呼

それ

隷し曙竪霊おためになるまいっ兎角た野いまの内は御とらへ
かくくつ弓んぬんそ

れ

召され︑二歳の時より相述なく︑大関を下し置かれ︑色々の

し胡さい挫きさういたいこぐくだ訪いろ︐ｆｌ

も唾能りなるべくと峨癖っ鱈つる︒鐸曙錘霊霊砿よりの睡讃と

まか

己まづかやうの礎悟誇睡が挿惑を蕊し犀りまする︒か上る者６の
ど渦うちおむつのかみぜいちゃうまを
あくひ世
共打すて置き︑陸奥守成長まで待ち居り室しては︑悪日堂に
ざうちやういかふきしてか
がたぐにさわ
増握し︑如何やうの不義を仕出すかはかり難く︑図の障りに

は︑印峠鐸にござって︑輝醒が憾確郷涯すべき琢鏡の識か鴎

あって︑鰐薙霊瞬秤藤雌の哩︑郷嬢殿に嘘吋でられるは夫は
格別﹂云堂と添へてあるぽかりにすぎぬ︒

途つゆ

十匪捗八畦雌継溶捧奏した城鐸脹十鯉︑鍔壁裁狩︑江瀧唾曙
でも説諭して
のせんさくととひろ
﹁こ此
穿塞事麗くなりたらば︑畦礎の締惑癖るべくあるまい︒

だいきてんおあやまだいじ

第一貴殿御護りとなっても︑大事であらう﹂

いあな安い
塞が云ふ

と云ふに

輝職壷︑曇塞溌緋磨騨誌られす︑や権の謡まで蛎捷礎びた蕊つ

歎かはしく存じ居ります︒

なけだんを

かちうあんど・おいひつかまつ

多罪科に遇ひ︑園の蛎動止むことなく下中安賭の思仕らず︒

たざいくわあくにさうどうや

は存じ寄の所︑富陸奥守代となり︑譜代歴々の者共︑毎年数

だん生りところたうむつのかみだいふだいれ垂Ｊ１恐のどもまいねんあま

いよ﹄１５つぐにし麓きた﹂ごぼうこう江仕ざりあひつと

げ
こ
と
せ
んはさ
一︲つ
決し
てさ
やう
の事
ないく
︒穿蕊あって惑鎧の譲鐸露とあら

り融弼を以て園の仕涯正しく︑御奉公忽ならす︑相勤めた

諺ほ途はづまたじぶん訪いあ

ば︑鯉姉やうにも仰つけられる筈ｕ又自分に於てあやまり有

せつぷぐおほせくる

いきまをしつぎしよたいそくざへんたう

ったならば︑切腹仰つけられようと苦しうござらぬ︒﹂

とばかり云ひ切って︑申次の書に封して即座には返答せず︑

やわつかへんしょなろぴおぼえが君えう

十一月五日になって返書並に畳書をだした︺要は︑
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かやうぷうきやうかたせつしやてまへし上う６ん・みみ菅空を

ず︑涯概嬢塞巷へ搾識を塞げ︑韮誹漣へ二一鐘四一︑咋恭に三

まかりいで︑兵部右京方より拙者手前の誇文をも見栖け申さ

ひつぎやうぜいじぐはを§の江かあくにんからうし上く江いがしろ

畢寛政事に加はり居る春の中に悪人あって︑家老職を蔑
いまじつぴぞんところこのたびせつしやみぷんたいみぎぜんだいう

ばう寵い肇をしかすいろ︑ｒ︑あくじつかまついうけたまはを

にし︑傍輩を巾掠め繭色だの悪事仕ると云ふとと︑承り居り

鐙の一需暁鍛唯っ催つり喜侭ぅよう︑価畔なる悲唯避諜至砿瞳峠

たうじむつのかみ輩をさぷらううへぜひかんにん？かまつ

底がら未だ賃否を存ぜぬ所︑此度拙者身分に封し︑右善太夫

へど︑富時陸奥守ためと申され候上は是非なく堪忍仕り

しん窓やうたとぼだごほり５のふご虻りあらたにんぷもつ詫びた瞳し琶？

一︑蛾識の識︑種需唯畦識畦につき︑雄なる礎峰催呼蛎埠

候︒

さふ局司フ

癖梁が瀞呼塞の掛織振唾か鰐︑賎礎る識嬢鑑ござ書健ぅ癖もた蝿
きわとぜん基くとけいばつ論と江

宅ん

ぽうこぐはしとれうれ雫ん

＄のど６あした

たづ

もなく存じましたｕ雌度穿蕊を遂げられ刑罰に行はれられず
この潅ん生へ／︑し誰琶諒ぼせ

ば︑亡図の端之よりと愛はくく存歩る︒

わたくし

じ

むつのかみおため

り上

みぎおも詐琶まをしあうへかしごまたこまつごへん

愚づしよう冊んはんぎやう

みぎのとぱしんきやうはんざやうつかまつ

ぢつかまつ一苧ふちううへぜんぞ漁うりやうつかまつだんむつのかみせい

以後の誰蝶には従成まじく︑政宗忠宗の印判筈什誰文等︑所

いこしようこまかりなる︑まさむねだぜむ過いふばんし典じふし上う凶んとうし上

最も兄分の者共︑拙者下代蛭き春抑掠め手形取巾候へど︑

６つとげんぶん旧のどもせつしやかだいかる５のおし・かすてがたとりまをしさふらう

仕るべき曲申したれど︑右之通りの新境なれど判形仕らず︒

つかまつ上しまを

まつだいさうは５生をしぷん

新境を立て︑遠田郡を桃生郡と改め︑人夫を以て彩敷塚と

めいばくあびわか

此段前々お仕置仰つけられました肴共︑召出されて︑お尋

っきたて︑末代まで双方申分あるまじと︑繕岡論文に判形

くた

れ下さらば︑とと明白に相分りませう︒私ことかへすトー目

ぷん５つ挙ん６つまをしたぎＵ７とう笹つしや雪いか
まをし

分の欝悩を以て諺巾立つる催には毛頭なく︑拙者儀は如何や

ぐわい

うに巾つけられやうとも︑陸奥守御篤にござりますれば︑噸

外とかへりみず右の趣申上まする上倣畏り奉るとの御返

持仕り候上は︑先組より抑領仕らざる段は︑陸奥守成

たうまをいあか皿︐みぎおもむ底ひゾたん扉ぼらちあか訪瞳しめ

せつしやしゆつぷ唾をあけ

答は巾上げ縦る︒右の趣筆談で尚埼明かずと思右すなら︑

鐸が厚︑樗琴かする躍儒に遷健喝解剖雌一瞬︑姉を蝿て﹄や賑

そのし上雁やうふうゐん

か江らにんまをしつぎしうわた

さて其書状を封印し︑

葉もない︒

ぱ

哉すなら雑誌麓から侭誌と蝿て唾鍵樗裁だしませう﹂
そのざしき
とて其ま上座敷をついたったの育蹴雄いまねて確と毒ふ琴

一︲必ず三人の巾次衆に渡したまはりたい︒若し夫を難義と思

０それ漆允蓉たぽ

ながら嘘雄げ報竪謡嫉に書峰ぅ魂趨と禄蕊に嘘し毒てた︒

に達したく存ずる虚︑此度仰下され候を幸ひ︑右の始維悼り

たつぞんところこのたび油仕ぜくださふらうさいはみぎしじうは暫か

拙者出府して巾し上ませう﹂
なほ・

とて猫︑

ときたしかし上︒︑仏ん

一︑芯狸錘雌撫催竪椎律躍︑五七嬢祁に酔雪韮誹より権抵か
りし時︑槌の誘文まかりあれど︑浮飛椎いか野と蝉恋輝唯︑
しきぶかたつさふらう

式部方へ付け候︒

謎
いんか上りやうちつかまつまきむ虹た瞳むれみんげん

一︑華靴壌︑蕊耀︑需躍時獅露りいで書健喝推挙潅娃畦

やすだい

安より四代つたへて八十年に及び︑領地仕り︑政宗忠宗印判

の謎麹いあり︑蝿端睡が識擬窪健ぞ︑誰殿球より評躍唾詫鏡

f6

旭
の

御

旗

細維旭の御旗
○・

(九）

田翠雨謹述

野

らる上とととなりました︒其の御欣の文面は︑

そどじやうぶんめん

すやうなことがあっては一大事と・こＡに愈凌大総督府へ向って御親書を途

だいじい上・Ｉ︑だいそうとくふむかごしんし上函く

推算注意に来てくれたので︑お附の人糞も︑寓一宮を海外へでもお連れ申

わざＦｆ１定ういきつきひと︐ｒ〜まんい毎みやかいぐわいつまう

のお手練を遊ばすやう然るべく存じまする︒﹄

てつぜきあそしか老ん

枝王葉のお身ゆえ．一刻も早く京都へ御蹄還遊ばす方お宜しく︑願くば︑其

しきよく上うみ近くはや湾追うごきぐわんあそかた上る廻赦江そ

ろが︑宮は何虚迄も上野残蹴の犠牲とお成り遊ばすに及ばず︑畏れ多くも金

みやどこまでうへのざふとうまぜい睡為そ蹄上禿そ零仕胃ん

て︑これより耐館五陵廓へ立詑り官軍と一大快戦を試みる秋りでございます

ば戸差てりやうかくたてこもくわんぐんだいくわいぜんこＬろつも

奉って︑海外へ逃れんと致す計測がござります︒拙者はまた拙者の考があつ

たてまかいぐわいの解いたけいくわくをつしやぜつしやかんがへ

一﹁上野彰義隊の珪黛が＄齢迄王師に抗して幕政の恢復を計るべく︑宮を擁し

うへの造う啄たいざんとうあくまでわうしこう嘘くぜいぐわいぶくばかみや上謬り

所へ榎本和泉守︵武揚︶が密に伺候してへ

Ｌ︸ころえのもといづみのかみぷ上うひそかしごう

すやうお雌へ巾上げましたｕ

こたまうしあ

た卿︾重役等ば一刻も早く京都へ御蹄還遊ばす方お宜しく︑其のお手絞を通ば

たので︑宵は重役等にこれに虚するの道奈何にすべきかを諮らせられまし
哲可やくらこぐぱやきようどきくわんあそぱう上るそてつぜ言あそ

みやぢうやく巳しよみちいか住か

明治元年九月︑宮が仙墓の仙岳院に御滞留の時︑奥羽謝藩が婦順と決定し

崎砂ぢぐわんいんぐわつみや途んだ轡途んかくゐんごとうりうとき舞ううしよばんきじゆんけつ工い

小

卜わつにちとうえいざんとんしうへいしぐわん

︵雌喋吐野ぎぬる五月十流日︑東徹山に屯集せる兵士︑官

こたた壁ちそ齢んしよえどだいそうとくふ諏く

雁へて直に其の御書を江戸の大綱督府へ逢ったのでありま
す︒

とかくえどまかへたまどじゆんぴとり
これより兎に角江戸迄で蹄らせ給ふ御準備に取か入られ︑

韓に擁して職詣に雄び︑搾俸の鱈畦貯逓く︑睡鐸維挙︑た錐

ち中堂其外諸堂並に本払に至るまで︑一時に焼失しぬれば

仙嘉藩其の他よりの献金を以て御出護の行列の具をあつらへ

もうど弓そのぼかしよどう江ちびぼん限ういたじぜうしつ．

驚嘆して︑収りあヘホ肺衣素足の鰐にて︑山内を遜れ出で

させられ︑また官軍の参謀寺島秀之肋︑阿田佐久馬︑使番磯

そうりょりやうぱいさそでんやばかういちや仁しやう兎・ん誌魁む

畦ふき上きうるさて泡つそうとくふあり．すがまみやおんかたそしやう

しんていまちしゅん︑ふう法つるでんきぐわん↑ん

じしやうあんれうえいらとも壱きぐわんぐ蕊ぎやうれつきだ

くわんぐん言んぱうてらじまひでのすけあた弓ぐまつかいぽんいそ

遊んだいばんそたけんなんりつごしゆつぼつ琴やうれつぐ

僧侶雨三輩に誘はれ︑田野を歩行し︑市ケ谷自諦院に赴

露職塞錘︑俳雌撫丑鵬塞唇が僻呼李稚りて誕惑し︑露の鋒嘩

含やうたんところもすあしていさんないのがい

き︑︑潜居して候ひき︒初追て総督村有柄川悔御方に訴訟せ

廷に封し奉りて︑施略なることをぱせじと志したりけれ

の探索を恐れ︑一と先奥州路に避け候ひぬ︒常時諸藩は朝

監︑山本主鵬︑小林右近︑下野主殿︑開右京︑審藤哩記︑永

院︑祁門院邦仙︑常雁院守慶︑吉群院︑東光院幸狩︑肺生将

もの等で︑共の人為は︑自誇院亮柴︑松林院︑獣性院︑元光

りて奉仕したる人為並に新に役崎またはお伴に加へられたる

供奉は共の時迄お側に居った役僧︑及び其の後江戸より来

ぐ？︑そときまでそ濯をやくそうお上そごえどなた

自誇院亮築等と共に御蹄還の供奉行列を定めましたｕ

ば︑拙僧は誠賃なる介抱に預り︑今に至るまで仙嘉藩に依
らいぱいか悪んがくみんかたとうりうさう邑しかいま
噸し︑配下なる仙岳院方に逗留して候曇然れども今さら

井粥司︑柴川元純︑山口丈喜︑祁川左門︑鬼平恒撒︑南間敵

・ん心底なりしに︑市街に種だの風説流徳牡るを聞き︑官車
たん基く和そまづおうしうぢささうらたうじし上ばんてう

勘排候へばやこれ迄数月の間︑入洛して天機を例ひ奉る

次郎︑帥山柴江郎︑小林洗之助︑青村要戯︑江川茂助︑朝倉

経つそう煙いじつかいはうあづかいまいた嘘んだいばんい

かんべんきうろまですうけつあかだにふらくてん窓うか旨たてまつ

ななんかくどなたうどくあぷ

ふかざんくわいおそいたてまつさうらこのうへごんしんつくこさ

部と入れてあり藍す．

りやうがけかかつぱかごかなが過ちさほぜん
り︒雨懸は一荷︑合羽雛は三荷︑長持は三緯で︑これには膳
ぷい

典は典丁頭一人︑興丁八人して界きまつり︑別に手廻四人あ

こし上亡いがしらにん上ていにんかぺつてまばりにん

俸怖︑唾哉︑縦︑薙維︑癖癖心舘燕確︑瞬塞︑賑鐸︑感撰で︑

煮た行列の順序は弊術の士卒︑次番︑中奥役︑近習︑典︑

評一やうれつじゆん腫よけいえいしそつつぎばん江かおくやくきんじゅう亡し

てつのすけやぎぎはしんろうやまだてつざう易

じろうかみや乗えいろう乙ぱやし世んのすけあをむらえうきうえがはいすけあさくら

みさいじし版たげんじゆんやまぐちぢやうきふくだご５んきひらついざう江んまげん

げんやま凶としゆぜんこぱやしうこんし６づげしゆでんを津うきやうあんどうなぼき江岬

みん吃︺やう咽んゐんはう遊んじゃうおうゐんしゆけいきつ通うゐんとうぐわうみんかうゆうあざぶしやう

らそひとルーじしやう閃んれうえいぜうりんみんけんし上うゐんげんくわう

任うじ︑§かと︐ハーならぴあらたやくそうともくば

ことをも篤さ余︑何の畳悟も無く︑常図に在りしとと︑無
て為ばふいたりさうらぜつきうてうていたいたてまつ
調法の至に候ふｕこれによりて拙僧は朝廷に封し奉りて︑

織之助︑八木淫虞八郎︑山田微減等でありますｃ

ていたいたてまつそりやくＥＬろざ

深く伽悔し︑恐れ入り奉り候ふ︒此上は謎槙を識し︑御沙

たまたてまつごにんぢょこしよぶん紅瀧さうら

との好牡てうていぜうぜつたの琶こさうらけい

汰を待ち奉るべければ︑御仁恕の御庭分こそ願はしう候ふ

なれ︒此旨朝廷に奏せられんことを切に頼み聞え候ふ︒慶
おうたつどしぐわつ診んいみ江

雁四辰年︑九月︑御諒﹄
つそうぜんがくゐんつく詮うじしらかはぐちあ
とれはお附きの僧仙雲結院が作ったので︑常時白河ロに在る
ｆわんぐんそうとく上じようたか上し罪く上じようそうとくれうしょう諏鰹

官軍の総督四篠隆謡に送られました︒四催総督は誘承の旨を
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雌︑潅涯一・擬海手︑準唇雌細堀轄僻嘩銭燕緋鯉雌・琴
か﹃口かさくりいろあじろふくろくろらしやふくろかもむら写己蓉とうゆう言蓉Ｌいろたて堺昼

乳一︑盈栗色紙代︑袋無雑紗︑装紐紫︑桐抽笹色竪傘一︑

どう仁之巡んへいしにん鞍かり祁含誉︽・聯星︑かご魁冷そ

堂仁右術門兵士六十人許を率ゐて︑菊花抑紋を染めさせたる

城を樋て︑輿の前後牙誰ｈまゐらせ︑喜興藩︑主は其の臣筏藤

ぱたたこし乎一んご空６ぜん差いばんしいそしんごとう

設ぐぺ悪つかは赤く

金菊御紋散らし︑桐油笹色︑左右に金︾須御紋︑長柄一︑雨傘︑

は宇都窟︑惟宮より小金井︑新川︑小山︑間珊川︑古河を経

に着︑二十日編島に箔︑途中諸所に二三日御逗翻︑三十日に

行列は陸前園名取郡中川﹂増田︑岩派等を経て十四日白石

寺﹂やうれつりくぜんのくに江と冊．ごうり冠かた蓑すだいばいまと弓へかしらいし

孫兵補を造して送りまゐらせました︒

白張爪折︑袋等堅傘に同じ︑雨懸一︑黒塗︑金菊御紋附︑桐

て︑越谷︑草加より千住に着か睦られたのは十一月三日であ

きんきくどもんちと︑ゆうさＬい︑ろさいう蚕どんきくご魁ん江がえ為﹄俵己

即鍵耗噸娠︑鱈ろ椎雌感じ蕊︑娘秘一︑鐙っ挙匪じ鱈︑椛無鑑︑

油同上︑合羽龍二︑桐油黒︑黄豹御紋附︑長持三︑油単鍋御

ゆうどうじやうかつばかでとうゆうぐろきぎく一﹂§んづきなが§ちいうたんきぐご

６んそめだこびとほぞリくる窓ぬひとえ争遮§んマフちものごむらい隈をり魁上きき山ひとえ

わりばをり服●んやまじるしたかば．＆う冠んきくこ過んやまじるし？きばこてうちんどう

じやうてうちんかごごど・うぐ葦でそる

せんにんばくいちにんかぎｋつた

都に赴かせ給ふに随ひまつるべきは︑唯︑肺生僻監︑山本主

とおもむた宝したがたご島邑ふしやうげ化や全６としゆ

に京都に赴きて誠浪させ給ふくしとありました︒且︑宮の京

な上うとお噛むなんしんたまかつみや﹃．上う

大義を失はぜ給ひしによりて︑伏見窟にあづけさせ給ふ︑直ら

たいざ弓し江たまふしみのみやたまたぜ

郎車監として大総督府より至り︑朝廷の命を徳へ︑輪王寺宮

ろうぐんかんだいそうルーくふいたてうて小あいつたけんわうじのみや

まりて︑府の命を待ち給ふべき曲を真し︑翌四日︑大橋慎三

ふあいまたまよしまを上ぐよつか赤ぼぱししん

是の日︑大総将府の使︑井後並中来りて︑苫に此の地に駐

乙ひ競いそうとくふつかひろこもなか簿にみやこちと瞳

こしかやご了かをんぢゆつぐわつか

うつのみやす瞳功のみやこがぬゐしんでんこやままＬたこがへ

ちやくばつかふくしま泥やくとちうし上Ｊ︲︑にちごと一︑りうにち

紋染出し︒小人羽織三︑黒維単無紋︑打物侍羽織︑萌葱獄単︑

り室したＵ

しろはりつめをりふくろとうかた解竪諒なりや弓がけくろい．Ｕ倉期きくご＄んつきとう

割粥縦︑紋山印﹂高形提灯二︑菊御紋山印附這純提灯二︑同

上︑提灯総一といふ御道具迄揃ひました．﹄
じしやうゐんあさふしやうげんらつれそばゐら

自誰院︑凧生胸監等︑術にお側に届たもの等は︑

みやさまうへののがあそときのうかむさくいへ

﹃寓様︑上野をお逃れ遊ばした時は︑農家の汚ろしき家に︑

ぷんぐん話そなつ上あ昂愚ひだ弓ろしゆつすゐ

蚊軍に蕊はれつ上夏の夜をお明かしになり︑或は逝路出水︑
ひざ瞳つ↑おすゐうちいあそ手うめぽしにぎりめしうえしの
膝を波する汚水の中に語入り遊ばされ︑梅干と払飯に磯を凌

謡うしうぢふう性いかくれい蹄どろいた

きたまひ︑奥州路にては︑風聾概娠にも驚かせられ︑傷はしき

限りであったが︑今度の御締遊には︑充分とは往かぬけれど

膳二人と供一人にのみ限ると達せられましたので︑依て他の
子．いじうしやこと人︑いとまたまかうはんこくたピふたり上も
随従肴には識く誇暇を賜はり︑五日Ｊ卯の半刻︑唯二人のお伴

か琴このたびどきくわんじゅうぶんい

も︑各所より五百雨千剛といふ献納もあって︑ともかくも

を従へさセられ諺千住を立たせられて東海道を一路京都へ向

震やうれつとＬのごしゆつ段つ弓れたまことかん
がいむりやう

代の駕龍に召し︑疎略ながら行列をなして来させ給ひました

ろかご洗そりやくさやうれつきたま

仙姦より千住に至らせ給ふ迄は︑含津藩より献上の栗色細

ぜんだいせんぢゆいたたままて馬いづばんげんじやうぐりいろあじ

したがぜんぢいたと弓かいどういちろ琴や︑とおか

行列を塾へさせられての御出護は嬉しさに堪へれど︑誠に感

はせられ麦した．

かくしよりやうせんりやうげんなう

慨無鎧である︒﹄
淀みだぬぐ

と︑涙を拭うたとのことであります︒

斯くて十月十二日︑宮は仙岳院を立たせられ︑伊州藩士藤

かぐわつにちみや接んがくゐんたいしうばんしとう

ぜんぢゆ
のを︑千
住よりは識深海る蛎婚の湾誇に鍾らせられ︑確壁︑

や生もとおなかご曙んごゆおか

かぐじどりよくきんべん

ごｃぷん

ぷんこつさいしんいた

ごけつしんあそ

しんめい

にし︑各自努力勤勉せぬぱならぬ︺御自一分もこれより身命を

とこつか

賭しても国家のために︑粉竹砕身致さうと︑御決心遊ばされ

ぐわいこぐごすう砿くとうま江

ひったてえ段しひた﹂れせうとう油と辻ごつう師く

在りし京都大畢へ入畢せられ︑外国語︑数畢等を単ばさ造ら

あきやうとだいがくにふ派く

まいつしんしゆうよう泳ぐ脇んぷげいみ岬

山本も同じ駕龍にて前後を行き・作瞳峠蝿鑑雌鍔歩にて御駕

睡上うと・ごえい

そばひそだいそぅとぐふなんかん卦ほほししんＲ弓しそつが曾

篭の傍に引き添ひ︑大綱督府の軍監大橋槙三郎士卒を率ゐて

ましたｕそれには先づ一身の修養︑畢間︑武葵を膳か歩ばな
そにろ
じゆしやや窪もとざういけいし上こう
らぬと︑儒者山本六減を召して維書を誰ぜしめられ︑共の頃

京都まで誰徹しまつりました︒
○
にちき上弓とつたまふしみのみやし上だいふごとうぬひのかみ畦り

れましたが︑引立烏帽子に直垂小刀を帯び︑徒歩にて御通単

がくげふごしん暖げふくわん港どろ牡ど

十九日︑京都へ着かせ給ひ︑伏見宮諸太夫後藤縫殿頭︑堀

一意専心に勉働せられたので諺畢業の御進歩は教官も驚く程

○

いせんしんべんれい

本頼雌等お迎え申上げ︑直ちに伏見宮の御館へ入らせられ

でありました︒

きんしんため牡ういつしついたまあろふやま仏と

６とたのもらむかまうしあた堂ふしみのみやみたちい

て︑謹槙の篇に設けられたる一室に入らぜ給ひ︑卿生︑山本
りやうにん派ぞぱぢかつかばんにんくわんりみんすうにんひ世かうたい

けいぴいた

の雨人御傍近く仕へまつり︑判任官の吏員数人日交に交代し

ぐわつにちみや藍やうとたたまとうきやううつ

上くいんぐわつかち上く脚いよおんな上しひごふく

序んぞく

十月二十七日や窟は京都を立たせ給ひて︑京京に移らせら

れ︑翌年一月二日勅命に依り御名を能久に復させられ︑還俗

めいぢねんぐわつかいたきんしんたま

これより明治二年十月三日に至るまで︑謹慎せさせ給ひ︑

して伏兇瀧宮と秘せられ︑普魯土図に留畢せらるＬこととな

て勢術致しました︒

四Ⅱ︑朝廷の御沙汰にて謹旗を解き︑伏見楢に復肺せしめら

り︑年金五千同を一堂けさせられました︒随行員は︑寺田平之

りん歌いとくたま話そ詫仕きんしぎ上く

えうみもつごしんく江飾うしうぢ

ごうんひじぜつとうらい

にん

子ゐ刀予あんをらだへいの

にちくいこく沙・ジフランシペコ

すけあのうへ世うたきかとらのすけくまぎば遥んあもにはじゆんろうまつのかん

姻んきんせんぷんう

う画シヤこぐりうがく

れ︑票米三百石を脇ふことになりました︶畏れ多くも金枝玉

允︑井上省三︑田坂虎之助︑熊灘善庵︑丹茄淳一郎︑松野棚

ごるじうあそ

ぐわつか上こはまばつ

十一月三日︑横演を渡せられ︑二十八日︑米固桑港へ

きんしん提毒すがえいまいごてん桂い

ｌ録しみ為っ心織鍵蝿う

葉のお身を以て︑つぶさに御辛苦を祥めさせられ︑奥州路を

の六人であります︒

かでうてい論んさたきんしんとぶしみのみやふく君

御流浪遊ばされましたが︑と上に御蓮の開らく時節到来し
て︑謹順をも解かれましたので︑流右に英辿なる御天性は︑

着︑或ば大統髄と曾見せさせられ︑或は幽内諸所を御見単の

壱やくこ

て︑数畢︑測地単︑兵制︑歩︑工蕊砲兵の単科術を受けさせ

すうかくそくちがくへいぜい推こう低うへい承くかじつう

どうち汚いフロシヤこぐしくわんにんかしそついちにんめ

のち上ぐいんぐわつにちアロシやこく

あるひこぐないし上Ｊ１︑どけん泳ぐ

その侭に唯安閑として世を過させ給ふやうなことなく︑御

後︑翌年一月二十八日︑普魯土園︑︒ヘルリンに着せられ︑是

けなげごせいしんふる髄こわにぼんせかい
だいぶたいたぜんとたなんたじ
こ

ちやくあるひだいとうりやうくわいけん

健気にも御精紳を奮ひ起させられ︑これより我が日本も世界

れより同地に於て︑藩郷土剛の士官二人︑下士卒一人と召し

ま﹂たぜあんかん上すこたまおん

の大舞嘉に立つからには︑前途もまた多難︑多事であらう︑
きりぬとくうんりうし上うばかじゃフかこＬろい管つ
之れを切抜けて国運の隆畠を脳らむとするには︑上下心を一
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どいつごごげんきう弓へどうこくやんだいいらじつ

られ︑主た渦連語を御研究の上︑同国の軍隊へ入せられて賃
ｕ心ぐわつに万窪たし脇

堆の舞雲の拝峰謹と塗ばさせられ︑三年三月一千三日︑北白
砿薙を繕がせ瀧ふこととなりました秒
為いぢ通んぐわつかみやへい緋いぐゐじことんｌごつうげぅあぞ

明治十年七月二日︑宮は兵制軍事に悉く御通暁遊ばされて
こきてう上くいん作弱つにちりくぐんとやまがくなうい

御蹄朝になり︑翌年一月二十五日︑陛軍戸山皐校へ入らせら

り上くわもひろしましつか

しれいぶ

巳と易やうまつると通いすげいへいた生こいへこの起し超ん
本町松本講助の家に入ら巻一給ひ．これより此の家が近衛師闘

司令部に左りました︒

近衛師圏は最一初第二軍に馬して居たので︑宮は四月十日︑

このえしだんこいし上だいぞんぞくゐみやぐわつか

が︑五月十六日︑大総督の命令にて︑近補師鰯は喜灘及び箆

ぐわつにちだい号フＬｒ−くめいれいァ﹂のえしだんたいわん齢上吐う

感じやうまるうじ江たたましんこくきんしうむか
７
城丸で宇品を立たせ給ひ︑浦関金州へ向はせられました

乙とうしゆぴどうちおか

さきしんこぐ↑

ごｎ二〃きみみや

一うわまうしいぐわつにちき弓ぜんじう

くさん
苦
仏可せられたので︑雌癖か睦︑一味鑑の︑お牙を燕巻ひ麦した

事織へ立た妙一給ひましたが︑十八Ⅱより擁に雑からせられ︑

定いわんただまに一心犀写やくか

室したので︑二十二日︑午後四時︑宮は族順より薩摩丸にて

にちごごじみやｈ主じゆんさつま裟署

島は我邦へ割談せられ︑此の地の守備を近揃師醐に命ぜられ

とうわがｒにかく奪うこちしゆぴこのえしだんめい

埜勺詮は二欧預鑑の津め減畔へ鐘畔迂られ表したが︑嘉穂膨湖

たいわんぼうと

約︑四月十七日購和催約成り︑五月四日批洲交換せられ︑遼東

やくぐわつにちこうわじ弓やｆなぐわつかびごゆんかうぐわん＃︑とう

こ

湖島を守備せんため︑同地へ向はせらる上こととなりました

ぐわつがこのへ琴上くしゆつし仇いぐんとう若上琶上く

れ︑十二月十日近衛局出仕を命ぜられ︑動一等に叙し︑旭

が︑是恥より先︑浦風より蛸和を申出で︑三月三十日休戦侭

につだいによし上うさつや窪うちと上のりい心とみつこいみやすどころ

日大綬章注授けらる︒山内普範の妹光子を紬れて御陰息川にせ

ろいしん恥いぢねんぐわつ

奴ん
たまいんぐわつか吐へい−句う墨にん
させ給ふ︒十二年一月九日︑歩兵中佐に任ぜられ︑十三年四

やわつ春んばう住ふふしゆつし

昏やう一７つ

月参謀本部出仕︑それより累進して︑明治二十八年一月二十
にちだいしだんちやうとのへしだ人渇やぅぼせたま︲とう
八日︑第四師闘握より近術師園長に柿られさせ給ふたので東
京へお移りになりました︒
○
みやこく

こときにつしんをんえき油こだいげんずみへいかだい牡んえいしるしま玄

との︿しだんしゆつせいめい

此の時︑日清戦役起りて大元帥陛下は大本誉を匿島に置

が︑御勇莱に猟ちた窓は︑

にち

︶一﹂のえしだん・た恥晶んいゆぴめいぐだときぷたいじ

謡輝へ縦準することとも公り︑銘一次は師圏司令部．第一族圏

だいじしだんしれいぶだい よだん

初竺一近術師関へ嘉繕守怖の命が下った時︑部隊を二次に

惇

服致さぬものはなかったのであります︒

ふくいた

は︑照校下士卒に至る迄︑何れも驚嘆して︑其の御勇気に敬

しやうこうかしそついたまでいづ琴やうたんそごゆうきけい

と仰せられて︑遂に御忍耐逆ばされて御出立になったのに

誇睡つひごにんたい為をごしゆったつ

証んやまひしゅんじゆん

かせさせられ︑近術師囲にも出征を命ぜられたので︑宮は図

﹃何のこれしきの病にて︑透巡してなるものか﹄
為をやまぐんじてつだうていしやじゃうごしゆつばつあい江

ととん︑じゆふぴ

家の馬め献身努力すろは此の時たりと仰せられて︑認く準備

かたけんしんどりよくことき流佳
と肥の

を塾へさせられ︑青山の軍事繊道停車場より御出護に祁成つ
ぐわつにち
たのは︑三月二十湿日でありました︒
干あじやうしやかぶ酪一己晶ろうかじゆうこＬろえやまもときせぢ届ばぢしだん
︒とろうひ皇ら式だ主しらしたがしるしま

随従肴は家扶肺生三郎︑家従心得山本喜勢冶等を始め師倒

さん康１息うさめ農ｔ岬をタ︑くわん延し

つ

参謀長鮫島単雄︑副官橋本三郎︑久松定誤等も従うて︑藤島

に着かせられたのは二十七日でありましたが︑族鮒隣島市境

冒准うこうし一つやうへいぱんぷ芝いじだいりよだんきへい港いちう

騎．砲︑工︑輔重兵の半部・節二次は第二族関︑脇兵第二中
隣︑呼砿︑垂︑維窮癖の殺諦．縮罫瞬堀誹でありました︒
○

しだんて邑しやげ言弓けぜうかくじゃうりくてきげ窓たい

さわついちじつご催んじぜんしんかいしときだいふうう

師園は敵の射撃を受けながら三紹角に上陸し・敵を撃退し
つ上六月一日午前八時より前進を開始した時に︑大風雨にて

どうろかばごとなかみやこと誇げんき上
道路は川の如き中を︑宮は事ともせさせられ赤︑御元莱好く
篭んうますＬしき錠ぽいふるざんかとつしん

御馬を進めらる比ので︑士莱大に奮ひ軍歌をうたひつＬ突進
きんきんところたつをり寡んてうめいげかてきひあら
し︑金山といふ虎へ達せし折︑山頂より四十稲許りの敵匪現

しやげきはじすぐぐきたいそ上きんきんろ︑毛い

はうかいがんに５ゆんたいけいかい

はれ射嘩し始めたのを︑直に醗退して︑其の夜は金山に露営
し︑一方滴岸方面に封しても弊戒せられたのであります︒
上くじつみやせんえいしれいぶ険うとくきたましゅん︑ぐんに

翌日︑樹は前衛司令部の報告を聞かぜ給ひ︑種舞の訓示を

ぜんえいしれいくわんあたこさきだうろけ

前術司令官に典へられ︑また是れより先は︑道路雌はしくし
異
とん江んきたしやうかうとじ
て馬にては通困難なりといふを聞かせられ他の将校と共に︑

草畦を穿き脚紳と糎ませられ︑錐眼鏡と排営と．と為身に附け

わらじはきやばんまときう航んげうぺんとうみつ

たまぼんたいをんとうひきごごじどろさうけいつ
させ給ひて︑本隊の先頭を率ゐて︑午後一時頃挫難に藩かせ
とＬじんかとばか蕊らくぶ
られましたが︑此虎は人家百戸許りの部落でありますが︑部
たいふけつ吾ご世︒じごろたいふうういと
隊は不潔を避けて︑午後二時頃より︑大風雨なろをも雌は
︐諦仕かたろえいみやかぢし上く嬢ういくどまといた

しめ抗たけ江かてんとはうつ

を敷かせて・息とはせ嬢ひ︑礎が鑑くて誰嘩海も雌られ圭能と川心

歩︑大方は露管しましたが︑宮は鍛冶職某の家Ｄ土間に戸板

しいアぱ

召され︑１の中へ天幕駐張って︑それへ移らせられましたが
だいふううたうすゐたきととちうにふみや℃︑℃℃
大風雨の篇め雨水は瀧の如く注入し︑宮はまんじりともせら

といたうへ上あが

やばんてんと温きさ
れ歩︑夜
半天幕を吹去られたので︑酸むを標本礎渉魂の畷黍
い

へ入らせられ︑戸板の上にて夜を明かさせられましたＵ

へ凸

そころし上うれいきみＷんち
たいわん
蕊漣といへぱ共の頃は搾撫の気満ちたる溌地といはれ︑兵
すおとうゆ
そあつた
ぞつふゆ主く

卒は王だ冬服であったから・其の署さ堪へがたく．水筒の湯
み
づのつくとちうのみず弓まつうはう
水は飲み諾され︑途中に飲むべき水もなく︑馬が通ぜぬため砲

へいほうしん牡うかぜぱうれつゆそつだん伶恥んれうし上く途齢

すＬそ戸﹂んぱいひとがたみやＦ一ひしだんぼんたいぜんたう

兵は砲・身砲架と背に縦列の輪卒は弾丸︑量食をこれも背負ひ

従うだいれいてうじゃフいたたまときいちどう

て進み︑共の困伽堂方なら歩︑樹は此の日︑師副木隊の先頭に

たすＬた士

はいのうい

とりた

みや劫な

立ちて進皐桧ひしに・三妬大繊の頭上に至り給ひし時︑一同
しばあいとがたばらいし
つかばだ必い
ｌれ果て︑乱れ命ずるとなく︑哲らく歩みを停めて傍の石に
こし諦ろぼくれうかばむらしうかれうびんひらのすゐそ
腰を下し︑券瞭河村秀一が︑二日の職に一瓶の平野水を添へ

底かう

なかか症打らかへ

ば半ばを受けさ壮られ︒
誌ほ

はんろい上ノ︑︑

て汁謹に入れたるを蚊出して飲まうとしたが︑ふと宮の同じ
みや
いこたまみこ噂いの苛みげん
く憩は迂給ふを見て︑此の平野水を献せんとしましたが︑宮
ありがた

﹃靴有う﹄

と仰せられて︑牛ぱを河村に返させられました︒坂路は愈食

つえ
げもあくあめふ
みやたけぽんき
・険悪に︑雨は降りしきり︑宮は竹一本を切らせて︑杖につか

み均ぱたしんぎんぴ々うへいつか
たまやうややまお
ザ︾給ひて︑漸く山を下りさせられ︑路傍に仲吟する病兵︑疲
伝︑んぶみやみ
聴きあがけいれいひ
れたる軍夫などの宮を見まつりて︑起上りて敬慨するもの引
きも罪らで錘は準お跨確に︑浄手なるお樺澄城奔に鍵させ

ゆるたま姫が

きＬい

か江どじ

ばくれうみかかばたうれい
たまたうれい
給ひて︑答鵬せさせられ︑幕僚見兼ねて︑代って答職するこ

しんごたうれいあそ

涯うたぜありがたなみだ

とを許さぜ給へと願ひましたが︑お肯入れなく︑必らす御自

りました︒

身で御答澱遊ばすので︑一同︑唯︑難有涙にむせぶのみであ
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戸７

詩林

弘道
文謹
書戚寄圃民

瞬歩銀難何以救︒精神作興是首魁︒飛龍在天

屈軒小林篤助爵玉
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

グ

石

文荘選

評日温器入詩亦斬新Ｕ

大磯避暑

究然如登︒

評日不事彫琢︒却放精彩︒．

蹄米毒︒繕風握月自由身︒

桐魔井上圭太郎儲水
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○
草堂和気宛如春︒瓶裡梅花絶黙塵︒長命不園
○○○○○○○○○Ｏ

○米毒自賀

評日奇筆篇絶勝

０○○○○００Ｏ○○○○○○○○○Ｏ
書模高餐碧潜東９豆海豆山膳望中︒浴後尭欄
○○○○○○○○○○
涼似洗吹来三十五灘風︒

耕雲内田鼎︵茨城

検温器︒今年度比去年高．

︑︑︑○○○○○○○

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑一
堪驚炎熱迫林皐︒蒲柳吟身那庭逃︒試閲書斎

川

と心４

卜芋可︾

雲従起︒信念在虎石亦推︒貧賎有涙気何小︑

須坐泰山北斗隈︒況叉東洋大帝画︒朝有群賢

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑００○○

野志士上下一心常斯局︒旭日昇天六合開︒

○○○○○Ｏ○○○○○ＯＯ○○○○

評日匠心布設︒雨得其法︒可以鼓舞図災︒

江村避暑
一如伊庭弘道︵千葉
︑︑︑︑︑︑︑
小驚難結夢︒酷熱易傷人︒有艇浮渓水︒柳能

露香蓮井知城霊江

○昭和壬申盛夏作

詳日三四兆黛逼人︒可美︒

︑︑︑
脱苦辛︒

苧も

、

三一一口

排

。｡

○徒六位勤六等杉江孝春君︒
撰滋賀牒祁職倉理事有詩見示︒
次韻祇之．

露呑蓮井知城逓江
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
風流廉潔博謹名︒敬事岬明答聖明︒欲叩高門
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評臼第二句盤出明字特妙︒

献華蓋︺一詩先寄頗光築︒

○賀田中礎翁華甲毒次其原韻

大沼公園

礎松小池三男吉︵新潟

駒岳峻贈勢最雄・湖光撤瀧水天通．蓬壷映眼

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

真如蓋．幽賞淡煙微雨中︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
渓雲一抹透山腰︒龍影傭波湖月橋︶無数青螺
︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑

評日二首亦旋如霊︒

依約裡︶煙罪々庭雨蔚々・

詠酒

屈軒小林篤助烏玉

︑︑︑︑

露香蓮井知城透江

評日余亦伺癖︒不菟祇人笑・阿々︒

吟詠癖︒迎人頻説幾篇詩︒

束耕石川藤作︑茨城
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
芸窓維日屡忘時．迂拙常招世上畦︒唯是徒耽
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

述懐

評日老後得意亦可美︒

能延毒．叉諦劉伶酒徳篇．

︑︑︑

老後優源倣七賢︒半杯微酔意陶然︺百憂一掃

亀浮水ゞ献毒千年叉寓年︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
積徳除慶天禰杢︺昇平養老太湖遥鶴来松上
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日拠出年字亦奇Ｊ

○偶戚
松堂中津麗水︵甲斐

六十七年如夢遊．東奔西走水室流︶老躯尤塊
︑︑︑︑︑︑︑

無才葵︒従掛清光寓里秋︒
評日第三四︒翁謙握之語︒

固唾
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遠山英一選

蕊歌園杢言一︶
草諾露

天栃木畷山口則之

○岡山腺赤枝小太治

秋の野に錦とみゆる八千草のはなにお
きそふ露のしらたま

○静岡隅五十嵐直喜

朝顔の花にやとれる白露のたまとも見
えてうるはしきかな

○静岡厩井出寅作

○宇都宮士屋禰蕨

かりそめの言の葉草に嘆く花はいかな
る露の恵みなるらん

○茨城聯蕗田香風

いつこより野守を訪はむ八千草の花た
わむ蚤て露のおきたる

○東京府朝日重光

八千草の花にも葉にも白僻の王と宿し
ておもしろきかな

○禰島郷湯田久毒

牛の背に草花などを刈りそへて曳き行
く野路のつゆしけきかな

錘の香はや上に細りて庭の面のをは産
がそてに露誇もけなり

○千葉腺寺島慶一

つゆながら手折りてさしし花拙に匂ひ
あふるる秋はきの花

○群馬螺井上江東

晩き流てる興荻の花の花ととに月の光
を添ふる露かな

朝日かけうけて袖にも匂ふなり露蝋け

○東京市寒津楽天

亡き友に手向けむとする草花の露に社
をぬらしつるかな

千草さく秋の花野をわけゆけば袖も扶

○滋賀聯久保萱堂

少女子の手折りてきつる草花の露した
たりて輝きにけり

なる庭の草花

○前橋市玉尾政寛

朝まだき野中の小道わけ行けは千草の
花の露語もけなり

けさも亦病める友かりおくるへく切る
くさ花のつゆにぬれつつ

夕されは草の葉末に蕗おきて沓待草の
花はひらきい

朝まだき起き出てて見れば我が庭の千
草の花の露為もけなり

朝露に色のまさりてみゅるかたさきみ
だれたる百草の花

たたかひのありし昨日のあととへばを
とこへしすら露をふくめり

○山口際矢田部輿市

○八王子小島市右衛門

○新潟隅白井勇松

○静岡厩大瀧繁滅

○埼玉鵬小野碧水

○千葉懸野平香峰

○マニラ榎本信一

おりたちて庭の草花たをらんと露に扶
をぬらしつるかな

くさくさの花さく野へにわけいれはお
く朝露にもすそぬらしい

○東京市中村正宏

もつゆしととなり

地山梨螺中津二腿水
置く露を玉とかさして八千草の花の盛
りの美しきかな

人千葉螺伊庭弘道

なき人の愛にし草の花咲きて露迩もけ
にも宿りけるかな

○京都市小野村清風
八千草の花のにしきに玉のことひかり
をそへておける露かな

○茨城聯小林師子
ふくみて嘆くそうれしき

あさなさな子等待ちわびし朝顔の露を

選歌園
︵その二︶

三浦直正選一
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天下総蕗田香風
吉岡より吹き来る風にかと畑の唐なす
の花少し動けり
評員夏日確りの白く光って居る径まで
見える様です︒

地静岡五十嵐直喜
あ煮た︲今ぴ沸き浦むれどたちまちに塵

はつもりて人目にぞつく
秤好箇の沌右 銘

○千葉川逢麟三

赤くなれと庭のトマトを今日も又吾子

○八王子小島巾術門

と共べ数へ明しつ

堪へがたき暑さといへど家の内むつま

○静岡井川蔵作

しきこそ涼しかり●けれ

しかりけり

なき人を偲ふ夕は叢に鳴く蛾の汗も悲

○茨城鳥次桑

ひとしきり潮を浴びきて砂原の砂の温
みに身を横たへつ

○滋焚久保萱堂

疲れはてし夏の一日も夕くれてかへる
道への合欺の花かな

○千葉安見浦湖

もろこしの莱葉は伸びて反近たる里の

人宇都宮土屋頑蔵
一たびは閏に入りしが起きいで唖舎また

景色も見えすたりけり

○下綿矢塀香峰

足れは秋まだ暑し

派避に必山にも催きて左つかしの家に

○清水大瀧繁賊

︑も派みぬ夜半の署さに

○武州林未英
たまはりし松のみどりはかはら血ど飛

作

のすかたの見えぬかなしさ

川静かなりけり

研き鎌をうち振りて草刈りにける暁の

○幅島湯川久毒

○東京来一津楽天

夏草の茂みのなかにひともとのさゆり
花咲く谷あひの道

○千葉伊庭弘道

手すさびに柚ゑてつるしＬ虎杖の花面
白く匂ふ軒先

○下綿蕊田一人

松叱の景色如何にと友達と小般に乗り
て酷巡るかも

○静岡普朗坊清湖

南天の花に戯る氏丸蜂を子は見て木を
しゆさふりにけり

○叩斐中群腿水

航ゑられて花のまととを朝顔の埴なき
庭の色くばり哉

○滋賀久保久一郎

吹く風は眼にこそ見えね我宿の軒場の
鈴の香に知らる八

○東京中村正宏

我が汽車の止まれる度に物を乞ふ満洲
の子供のいとあはれなる

○下野山口則之

此の夏も妻と暑さを分ちけり父母ふた
り漬に住ませて

選巻

斧の柄の朽つるも知らに親みし君は貌
姑射の山に在すか

男等は貫辿の如く女等は錦魚に似たり
灯の街の宵
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貢裸の男立ちけり瀧の壷

長岡碧
霧に明けし山の族宿や瀧の昔

を一
齢一

茨城東風

大瀧やはびこる草に路消えし

灯を消して縁に座りぬ瀧の月

栃木無町畦

山口松風

まひノ︑に木書雫のちる小川かた

千葉蒼堂

古池やまひｊ１１虫に波紋立つ

くるｊ︑とまひ／︑虫や水の面

▽まひまひ

名も知らぬ草の花ありぬ瀧の路

言上ユ

蕊俳壇
北一
︑︑的画ヴ

千葉蒼

湯浴して欄に兜りけり瀧の茶屋

瀧索をのぞきつ橋を渡りけり

笹の根にすがり瀧壷のぞきけり

静岡正
瀧兇茶屋暑さ忘れし一ト日かな

耐島甫

瀧の茶屋樹登めぐらして庭庚し
温泉にひたりつ庇の瀧見やる

絶壁にさがれる蔦や瀧白し

千葉一
瀧壷に瓜ひたしゐて泳きかな

茨城一

瀧しぶき浴びて木蔭に憩ひけり

岩を噛む瀧の勢や雨のあと

件めぱ肌の冷乏ありぬ瀧しぶき

滋賀萱
瀧壷にうたるＬ借や今日もまた
つぎｊ︑に蚕山衆や瀧の香

川

暗
f
童

湖

旭束子
茨城ゆた

大瀧の飛沫に見ゆる朝の虹

山梨松

樹かくれに舗辿り来て瀧を見る
上り来て汗冷やしけり瀧しぶき
瀧の音斗に残して山下る

千葉香

揺れ止まぬ茂りの辰や瀧の昔

長野知

高らかに維讃む僧や瀧の崖

瀧昔の切れ目ノ〃︑１や蝉の嘩

とWら

力
当止

I
峰

足

月光にまひノ︑遊ふ小沼かな

幅烏甫水

まひノ︑や洋草のぴし雨績き

水

まひｊ︑の芥かこみてめぐりけり

茨城一誠

まひ／︑のまへる野川や書静か

如

長野知足

まひノーにゐもりひょっこり浮びたる

まひＪ１や金魚は底に沈みゐる

同ゆたか

まひノ︑の浮草かげに這入りげり

誠

崖為の苔の青さや瀧しぶき

静岡浦
岩角の樹為洩る月や瀧の香

口

湖

)
瓜

瀧

樹雫に肌ぬらしけり瀧の茶屋
松

▽

肌の汗洗ひ藩しぬ山の瀧

¥
l
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俳

垣

まひｆ︑やひねもす池の一ところ風呂を炊く煙りに募る上川苑かな

まひ︐Ｉ︑に蓮の葉の影揺ぎけり埼玉化香
千葉一如紫陽花の尚も咲きをり屋敷跡

まひＪ１のまひゐるあたり釣を燕る紫陽花にとりまかれたろ野茶屋かな

滋賀萱堂紫陽花に木の間洩る日のあたりけり

まひｊｌ造掬ひて鉢に移し見る山梨松堂
まひノ︑や流れはゆるき堰の水紫陽花やよべの弧雨のやみし朝

まひノ︑や川沿ひにた時一人立つ山口松風
茨・城東風紫陽花や今朝は鍵れろ花の純
まひ︐１１や藻草をよけて舟を洲ぐ紫陽花の葉蔭に笹とまり居し

千葉香峰朝の日をあつめて唯ける四耐かな

まひ１１や萱前もとらぬ小川の児千葉蒼錐

まひＩ︑や葉屑集り来し水の窪長野知足
◇紫陽花︵其二︶紫陽花の垣に干されし白衣かな

千葉一如静岡正湖

紫陽花や夕日さしこむ庭の垣紫陽花やいつのまにはや愛る色

埼玉水帆紫陽花に夕日さしこむ小庭かな

紫陽花や夜庭に白く揺らきゐて祁島市水

紫陽花の雨にぬれつ上槌せにけり

審酒酌む灯に色映ゆるトマトかな

山梨松堂

隣の兇日毎来てもくトマトかな

初トマト朝なノーに見廻りぬ

静岡清湖

卓の灯の明るさにむくトマトかな

栃木無町畦

茨城ゆたか

喰ひ馴れて今日も夕前のトマトかな

＠秀逸

トマト食ふや風の出て来し川の縁

トマトもぐや夕月畑の土ほてり

千葉蒼堂

草がくれに残りしトマト熱れゐたり

・同香蜂

立ち枯れの蓬を拾てけりトマト畑

静岡清湖

水やれば土の香匂ふトマトか厳

一▽除隊︑落葉︑寒雀士一月一日縦一

扉蝋離悪一

紫陽花に風弧き日の綾きけり栃木無町唯
紫陽花の蔭に眠れる小犬かな

千葉香峰◇トマト︵共一︶

紫陽花や並べ干されし洗ひ下駄茨城東風
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配の曾大含合聯鐙馴化教央中

中央教化閣鵠聯合曾大倉の記
中央教化剛盤に於ては︐時局非常時に虚して︑激化者としての態
度及び注談毎表明して現下に於ける責務か流感一大運動に川でんと
酷暑の八月十日︑十一日の二日間に亘り︑明治抑宮外苑日本青年愈
館に代表素大命を開く︒其の態度及決議の表明は左の如し︒︵本曾
よりは腰江主事出席す︺

ノ僻チ以テカコレ手担マムｕ我等ハ徒二博統ノ因襲維持二汲々トシ

ズや徳以テ世チ化スルニ足ラザリシ罪︑典ツテ大ナリトイフモホ慨

テ祇愈不公正ノ存在チ歎過シ︑妄リニ蕊チ大ニシテ大衆テ蕃斑スル

コトニ努メテ︐彼等ガ目標トスル上層刷倉ノ教化二於テ怠ル所ナヵ

リシカ心漫二抽象的論議二Ⅲテ識シ一︸具髄的方途チ示サズ︑偏二他

カ︑今此ノ大倉二隙シ其ノ教化態度二就イテ深キ反省チ促サル︑モ

チ特ムルコトチ知り自ラ範チ示スノ賓チ畢ゲ得ザリシニァラザル

ノアルチ流感ス︒

家百年ノ大計テ謬ルガ如ク︑漫然ダル竹懇依頼ハ立態阿治ノ本旨二

畔二隙シテハ非常ノ昼怖チ要ス︒徒一二畔的ナル民衆迎合政治ノ鯉

テ此ノ非常時二封スル鯛民ノ自墨チ吸澗セザルチ得ズ︒篭シ非常ノ

我等ハ自ヲ先ヅ此ノ反省テ以テ其ノ態度チ碓立シ︑亜改ノ意莱チ以

﹁鯛家興隆ノ本ハ蜘民粘祁ノ剛促ニアリ﹂我ガ徒ガ此ノ聖旨二感激

非常時二際シ教化者ノ態度ヲ表明ス

シ︑其ノ排及徹底チ期スペク悔民一致教化剛機聯合徳チ組織シ︑激チ

金閣二飛バシ旗ク同志ノ参集テ計リテ大命チ開催スルコト既二八Ⅲ

生ノ意蕪ナカルペカラズ︒天下二呼雅スルニ此意無テ以テシ︑明確

椋ル︒閏家モトョリ唯急ノ封簸テ要スルトイヘｒ言剛民亦自力更

ニシテ政弊テ未然二根絶シ︑証衡公正ノ本義チ示シテ人心二飛離ナ

ナル叫鵠槻念ノ桃得ニヨリ︑一計醐民ノ大義︐立憲自治ノ基礎チ明

教化ノ大綱略々盤上︲一道三府四十三螺ノ聯合命既二成り︑蓮ク朝
鮮二及ヒタリト雌モ網Ⅱ未狭市町村二徹セザルモノァリ︑加フル二
ヲズ︑図歩益々眼難ニジテ人心愈々弛緩シ︑価祁頗ル臓悪一プ雄ネテ

昨肘ノ愛卿日二益シクシテ︑之ビー劉唯スペキ教化ノ方途未ダ完カ

ノ反省ナキ行動テ焔メテ︑一致協力ノ祁含手現出シ︑徒二時代ノ流

カラシメ︑特一一純良ナル閏民大衆ノ思想テ激化セシムルガ如キ徒鎧

健質変ノ蕪叫チ菱上

弊テ廻上淫蕩コレ毒プカ如キ鯉眺者流ノ無自畳ナル風禰チ正シ｜テ剛

民風奄モ刷新セラレズ︑外︑仙加ノ風潮之堂／巌渡シ︑内︑献含ノ
銃陥之レテ刺激シクルモノ少カラザルペシトィヘドモ︑コレテ己二
カ︑肌命ノ機椛ハ幾通一卿スルモ剛家ハ永遠ノ存在ニシテ︑枇界ノ風

過去三子年一雛来ル毎ニゴレチ好榔シテ剛浬

反省シーエ貢二教化二従ズルモノ内心価促タラサルモノナキテ得ル

ーテ新興日本ノ延設二通進センコトチ期ス

全図教化聯合圏燈代表者大倉

チ偲艇シ染リシ祁先ガ受難忍苦ノ芳鰯二則り︑刻下ノ難尉チ打破シ

昭和七年八月十Ｈ

潮ふ幾去来スルモ教化ハ恒久ノ理想二立タザルペカラズ︑無カモ剛
今日ノ時弊百出︑価ノ教化二従事スルモノ︑智以テ人手導クニ足ラ

家二臨畔ノ施設アルガ如ク︑教化二亦唯念ノ封策ナカルペカラズ︒

記の曾大含合聯鎧圃化教央中
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決議案
刻下非常時二際シ之レガ封唯ノ方途素ヨリ多岐就中剛民生柄ノ不
安チ一掃シ進ンデ耐含ノ各方面二亘リ徹底的準新チ断行ズルハ倣
面ノ急務ナリト錐之レガ限動力二至リテハ緊切ナル教化封策ノ確
立ト︑ソノ変践ニョル民心ノ刷新トー由ラザルペヵラズ︒即チコ
ノ見地二於テ巳一五︿等ハ雄図創業ノ紡祁二則り︑新興日本ノ建設
チ叫ピホレル所︑今窮辿セル咋脇匡救ノ方錐トシープハ更ニゴノ粘

震現二努力スルチ以テ最蕃ナリト認ム・

祁二韮キ此際特二左記要衷ノ下一一粂剛教化機開一癖二慨延シ其ノ

記

二選畢ノ瀞化︐内治ノ確立ニカムルコト︒

一︑立意的忠洲愛剛ノ本旨二茶キ︑公民トシテノ自畳テ喚起シ特
二︑依紙的心性テ排除シ︑克己忍苦ノ修練二堪へ︑自力更生ノ溌
測ダル無カテ錠ハシムルコト︒
捲本テ確立セシムルコト︒

三︑薩業ノ縄管チ改善シ︑消我ノ合理化テ固り心以テ新興生活ノ
四︑献稗辿帯ノ意識チ明ニシ︑共済協力ノ美風チ助量シ︑特二郷
土楽落ノ振興ニカムルコト︒

公吏及教育宗教二従事スルモノハ其使命二鑑ミ率先喬起二努

五︑弛緩腰顛ノ鍾瓜チ滞蕩シ︑緊張努力ノ縮紳テ振起シ︑特二官

ムルコ︑卜Ｏ

活二即セシムルコト︒

六︑認群生活ノ道徳的意義テ明二シ教化ノ運用テシテ国民ノ賞生

I

き年をへにけり

ＩＩ︑Ｊ︲︑．

︐︲

︲︑６座ＪｂＦ

よの人の正しき道をす腿めつＬ三十に近

けり

百歳の竿も人の心さへ正しき道に導きに

松卒顧問へ︵回

守りふむへき道を弘めし

をｂにふれ時にしたかαよの人の

文にしるして人に教へき

をｊｊ︑に図のよる乙弘弘道の

蕗田誠一

徳川含長へ昂勢感謝補営
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記の要法忌回一十三第生先翁泊村西

を閲巾にものしつつ蝋時一心楽しんだ︒先づ足立栗卿氏は博記韮編基

拶あり︑一同は本命よりの粗茶菜︑及松平伯侭よりの芳志なる御菓子

して得た禿．幾詩な知識ル以て先生牟偲ぶあり０南拝山氏叉往半を想

西村泊翁先生第三十一回忌法要の記
八月十永日は含祁泊翁西村先生の正月の御命日である︒先生の精

起し引いて今後の本含へ封す雷ハ希望に及ぶ︑次に木本初識氏は︑先生

語り︑涙を以て今後数年の認を吾にかさぱ一蒋妙命員を確庇に得て

︑

神を奉じて今日に至る本愈は︑例によって共の第三十一回線の法哩一

並に本愈との交渉の内分の過去延述・ベ︑今日迄の命勢披張の蹴状ぞ

の計識延託り︑加賀韮剛光氏は竹て山梨支愈創立術時班思ひ起して

先生↑﹂報びんとの決意率語るＪ石川丈蕪氏ば先生の高弟の博記編纂

本年は稀なろ土用の酷芳悲うげて︑残暑も厳しさを綴けたが︑此

主本郷腿菱源寺に於て銀行し心迩噛の誠を表すこと比した︒

口述朝来よりの曇天︑凡折々に誘ふ畷雨の影饗にや︑至って凌ぎよ

柑昨の先生を偲び︑其の今日除徳咋蒙ろか謝するあり︑凡つ氏慎此日

先生の高徳を偲ぶあり︑雑りに砂是彦四郎氏これま衣黒須支含創立

く︑集愈にとっては好都合であった︒先生の御命日といへぱ︑術に
炎ゞ署走思はせ︑炎鑑といへぱ直ちに先生い抑命日丸吾々ば偲ぶ︒誠

霊前に供へられ衣ろ﹁茂る樹の蔭に涼しきまとひがな﹂の一句韮披

にそれ園か憂ふろこと火の如き先生の英雄的熱情︑票徳奄兼ね︑政
治に教育に脈含に︑止むに止まれぬ愛図の至情に糖映り根限り悲識

露するあり劃之れか以て一同散癒す︒時に十二時であつ衣︒

在中とて絞庇さろ︒

て代人走以てせらろ︑叉服部刑愈長及祇烏財務監督ば何れも那須滞

此の日擦川禽長は近親の御不幸のため︑松平顧脚は葉山滞衣中と

されし七十有線年の御生涯を懐ふにも︐其の御命側が炎暑の候であ
定刻九時本堂に於て先生の第三十一同忌の法要は開始きる︒倉す

ることが怖柳たるの感を禁じ得ない︒
る︲Ｕの二十有六名︑養源寺住職は億二名悲引具して蒜座し︑約三十分

墓前寄進者中僚精一郎︑祁戸質次郎

達孝︑松平直売り・土屋銀子︑山岡千珂子︐上野枠吉︑砂長彦四郎

出席考芳名︵順序不同︶松卒直亮︵代﹀西村一彰︑小谷茂賞ｂ木本初

術岱Ｈ霊前へ供物か寄進せられし諸氏は左の如くであった︑徳川

の菜前︾﹂額く︑先生の墓標は厳然と打曇ろ晩夏の日に鮮かに立一う︑其

に重り輝走諦寸・粛然たる時は流れて雛て嗣子一彰氏を初めとして

の左右には中膝︑祁戸雨家より捧げられたろ花をぱ喜納せるかに飾

江︑中膝咲枝心足立州郎古︑滝野準爺︑土屋銀子︑砂長彦四郎︐

砿・石隙勘一郎︑山岡千珂子︑寺本興左術門︑松平稲吉︑中催蔑

焼香は川次にと行ばれて滞り江くも修了す︒それより打揃って先生

る︒一同先生の昔乃偲ぶと共に今猶在すが如くに︑精祁を未じて其

一一

川二三造︑艇江万次郎︑南勝太郎︑烏谷義武︑景山虞雄︑割田斧

加没美脚光︑中催精一郎︑中峠間男︑高橋卒太郎︑上野酵吉︑石

り︑遥りば瀞あられて自づと各自の心も引き緊めらろろの恩ひであ
の微力牟恥・ぢ︑更に今後の努力か誓って去り難き墓前牢去ったので

それより奥書院へと引畢げて懐蕉談に入る︒先づ庇江主事より挨

条吻一つＯ
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口七月二十七日江幡講師寺本聯絡搬張部主

等の亜大時に際し其の総愈を繰上げ八月十

口中央教化閲機聯合称に於ては︑昨肘匡救

之が設立の認可走する所ありたり９

立することと次り︑別項の如く本含よりは

って御批健にて︑例になく避暑されず︑定

口徳川愈長には稀なりし本年の黒中鵡も至

洲蛾迩株式倉派の総裁に就任きる︒慶賀︒

口本衡特別倉員伯爵林蝉太郎氏は今皿南満

那須に砦を避けらろ︒

口頑島財務瞭督は例年の如く今夏を椛木蝶

こととせり︒雁募雅希望す︒

事は同道にて水戸支含へ出張︒

日︑十一日の南側に之走行ふこととなり本

すぺくり﹁自力更生資話﹂た別項の如く募る

氏夫人鋤到却吋には途に逝去︑同月三十一日

ロ七月二十九日本愈僻別簿員子侭土屋正面

︑第三十三回定期縄曾に於ける本含諮問案

命よりは騰江主事出席する所ありたり︒

と含員の横張に尭力され︑今回は同志を其

青山蛎揚にて告別式畢行︑哀悼に堪へす︑

の中心地甲府市に得て︑今同甲府丈含走設

本曾よりは庚江主事代表して告別式に列

指導されつつあり︒

日には日常と塗りなく事務所に出向かれて

ずして︑本含の槙魂に熟睡す．へきものたる

る所ありしも︑勿論これは一時の問題に非

方莱如何﹂に就き︑縄曾に於て啓申作製す

て躯行︑後追淡談に時を移Ｉ︶正午散称ぜ

脆の第三十一阿忌法要乃本郷睡錠源寺に於

口八月十八日には午前九時より含祁西村先

り当﹄︒

を以て︑之れを八十有除の各支愈へ更に之

に於ける家庭並に家庭教育﹂と題し︑約半

され︑第六委員倉に於て潤逸語にて﹁日本

寄贈せらろ︒本愈は此の芳志を感謝し激化

故人の形見として特に本曾へ掛時計一個を

口故本含書記新島六之助氏嗣子保雄氏ば︑

れが講究方を依頼する所ありたり︒

口本愈諮議松井茂博士は︑七月十二日より
フランクフルト市公愈堂に開催の第二次幽

口西村先生の博記は既に組版腫取掛り︑八
月四日より校正に若手︑同月中に三百二十

とせり︒

墨院教室へ術へ長く其の厚意腫酬ゆること

時間熱嬬避振はれ頗る好評を博せりと︒

頁出来の議定︺而して少なくとも本年一杯

村同幹事は小田原へそれ︑Ｉ︑．避塔さる沙

口本含女子部中膝幹事ば郡山の別邸へ．辻

口本曾編輯部に於ては︑現下の大問題たる

には装行製本出来の溌定である︒

別邸に磐奄避けらろ︒

農商工業小中浩級救済の一助に道徳的に賛

口服部副含長は七月下旬より栃木無那須の
口木本初裁君は更に山梨螺下肥其の後清々

て獣米思想界観察中の虚無事蹄朝さろ︒

口本曾協賛倉員政治翠博士五来欣造氏は雛

等出席ぜり︒

涯開催︐徳川愈長︑贋江主事．．割田編幌貝

口八月十九日には九月漉編燐曾議を蛎務所

り︒徳川曾長ば無操蓋支にて不参︒

際祁脅班業大倉へｎ本主席代表として出席

す︒︑因に夫人は本含悪川愈促の二女の方な

﹁閏民粘祁作興上本念ノ執ルヘキ適切ナル

本一宮豆塞報

I

1

雪翌
北蒲原支曹報告
日本弘菰命新潟螺北蒲原支含総合は砥七

月二十一日午後一時より新謹田寺町庇瀧曾

咋左の如く推薦ｂ其の氷諾走得たり︒次で

含挨拶の後心副支命長以下順問︑幹事評議員

支獅鉦癖緑鍛確喧劃鉾郵鍬織吋嘩蛎婦雑畷癖
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含設置の状況に︑或は弘道含播張︑地方懇

に偶々来蝶中の図府犀束氏より︐山梨蝶支

弘道雑誌を以て之に代ふろ旨走述ぷ・最後

鎗落成式に参列ぜしも︑其の報告は︑六月

島口氏は過般上京日本弘道曾の網曾並に曾

に穂含に附して決定するに決す︒それより

に依り︑遁て役員曾を開いて協議の後ｂ更

次て命務機張並に整理の件は島口氏の溌議・

ｄ

て新溌田町役場に鍵更することに協議一決

報めてありしもｂ何かと不便多きため︑改め

なく可決廿一り︒叉事務所は従来大葬寺と定

︲藁堂一面決議案心上野幹事より朗讃︑満場異議↓

リ

−
−
−

倉に入り︑剛府虞烏剛氏を初め︑一同胸襟．

談含等に就き種々と懇話あり︑了って茶話

ば︑縦も緊急要務なりと信ず︑殊一卜多年斯

り︲吾人は根抵的に之が匡救の策︲誰ずろ

危急存亡に瀕せんとしつつあり噂斯秋雁方

蓮の弘拙潅以て信念とする弘誰含貝として

ル開いて懇談に時か移し散含せり︒術出席

中の有志は北辰館に図府藤見︵日本風景協

徒過するに忍びんや︑抑も今日の鯛難の由

に測り︑東洋迩徳の衰頚に韮すること蓋し

て来る源泉牟樺めれぱ︑遠く西化東漸く初

脅員︶雨氏の求めに慰努禽走催越しが頗る
盛含なりき︒

異論なからん︒是れ夙に吾弘遡愈唱首西村

郎︑刑支愈長二戸八

支禽長清水中四

て世人走替鯉せられたろ所以なり︑遁訓蝿

先生の達堀せられ︲前後十訓の要凹む掲げ

決定せる支愈役員

一郎︑顧問土田亦次郎ｂ直島桂次︑香

に益々人委廃して振は寺斯遺正に瞳ちんと

として明鏡の如し︑而も今や世半畢て皆非

川練弼︐評議員旧宮従義︑永井庄吉．

興部節︑志賀政雄︑獄間悦雲︑山岸経嘩

しめば愈悲恢懐慨果して如何ぞや︑是↓ト於

す︑若し先生の霊心して今日の変相態知ら

鴫口金之助︑熊倉繁作︑五十嵐純蔵︑本

間百左衛門︑幹事二戸八一郎︑清田弘

心の堕落︑財界の不況︑生民の疾苦︑悲痛

信甚演しきものあり︑内に黛争の激化︑民

自含務の摘張に努むろ事︒

ゞ一︑吾人は以上の趣旨を貫徹する侭め各

すること︒

を排除し常に中道幸堅持し思想善導に努力

一︑吾人は今日世に所謂右傾左傾の思想

遵守し︑一層斯適弘摘に努力すること︒

一︑吾人は弘道含甲乙各十訓走徹底的に

るの一端たらしめんとす︒

徴候た評決し・自ら戒飾し兼て他を警醒す

て吾人坑本日銭に総含走開くに常り︑左の

二郎︑上野喜永治︑土田阿定︑新保浦五
郎

北蒲原支書宣言

時局多難の今日に方り先づ吾人の最も痛

心慨嘆に堪へざるは一般鯛民の思想悪化の

惨樵︒見るに忍びざるものあり︑所謂内憂

一事なりとす︒外に白人の睡迫︑隣交の不

外患交も至るの秋︑一歩幸誤れば正に剛家

L
】

支
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右醇決宣冨す︒

小の鎖論なり︑而かも志村近造氏韮支倉長

庚江主事︑木本初蔵の四氏悲招待し頗る盛

者よりなる晩餐倉は︑徳川曹長︑閏府講師

して厭米崇拝に趨ろこと走慨し︑我園鴨顧

先生韮開祁とす︑明治時代民心が滑々乎と

抑日本弘道曾は肇徳一世に高き西村茂樹

過延陳・へん︑

日本弘通含駒支曾興る︑今其悶て来る経

創立経過報告

曾なりき︒

となし︑副支含長ば河西鰍深警察署長︑並

ば秋山要之助氏︑橋本久一氏︑小村完一氏

秩父支鱈報告
明治天皇二十年御式年祭記念講演含

常任幹事としてば望月一布氏これに餅りｂ

に井上哲夫の二氏公懇さる︑叉幹事として

本支舎に於ては明治大帝御遺徳奉譜の目

七月十八日午後五時より鰍浬小畢校に於て

自

的下に︑七月三十日秩父支衛所在加秩父町

開衡の酢支愈評議員蒜柳完次郎

溌含式雅畢行ぜり︒其式次第は︑

講師陸軍歩兵少佐根岸字八郎

稗則則讃及役員躍表副支念長河西勝吉

今宮紳証境内に於て講演含非開催せり︒

同海軍機開少佐堀口寛一郎

立し爾来櫛風体雨五十七年叫鍔精華と国民

昭和七年五月十六日生は粥藤竹造君の導

至れり︒

支含む設立し今叉新に駒支含設立を見るに

其底止する所な知らす︑各地に亘り幾多の

世祁日に悪化し左傾不遥の分子跳梁巌渥

性の謹揚幅霊砕Ｌ来るものにして︑淘に日

揚の批職心雛して︑明治九年既にこれを創

同秩父筆校長浅見秘蔵

曾務報告支倉創設者本本初識
勅語末讃本含長伯僻徳川達孝

二千︑各講師は交々立て大帝の御盛徳か稗

営日午後八時開含︑野外恐臓用Ｕ︑聴衆約

本道徳の弘逝大本山なり︒

覗酔本含長伯爵徳川達孝

式餅支倉長志村近造

本含要領朗讃本倉主事髄江万次郎
貴賎期行決議支命評議員．癖藤勇

へ︑且つ報幽霊忠の遁恥説き︑更に自力更
生の羅悟走促がす等︑稗益する虚避だ多か

りき︒尚営日秩父支含に於ては︑明治四十
五年七月三十日即ち大帝崩御の日︑地方民

それより講演含に移り︑炭江主事︑徳川

覗僻山梨螺知事開屋延之助
役員挨拶副支含長井上哲夫

臼く︑事は頗る善事︑霧て賛成なり少錐も

を得て鰍津町長秋山要之助淵韮訪ふ今両君

﹁偲石﹂篇直入り印刷物千枚を撒布し以て式

二十分︑雨陛下の寓歳徳川含長︑日本弘道

夫より秋山鰍津町長︑町曾議員望月市三

鯨とし︑其の駒支曾設立申請書走携へ︑鰍

就任絃に三日目なるが故なりと︒生は之走

待てせんとす︑予は最近町長に翠げられ︑

支愈設立申諦書への署名は助役亦場の日怨

含長︑図府講師の講演あり心時に午後八時

が引き据ゑたろ赤誠の結晶物ともいぶぺき
年祭の義の徹底に努むろ虚ありき・

駒支曾報告

念蔑歳評議員右泉廠耐氏︲駒支愈茂歳庚江

原田禰市右術門︑青柳完次郎︑其の他有志

主事︑閉倉の酢山下評議員︑

増穂村の三ケ村よりなり︑従来山梨螺下に

駒支曾は山梨螺南巨摩郡鰍津町︑穂積村
段立支舎中唯一の大地籍に跨り︑南互摩最

．

一ー 一 一 一 一 一

門君︑雨南新一君︑芦津伊作君︑芦津幽太

翌日町曾議員深躍庫五郎識︑原田弼市右衛

の二氏を紹介せられ二氏賛同署名せらろ︑

延以て双壁たる望月市三君掴深深利十郎君

君来津の鍔延援けられ︑峡南唯一の製糸業

あり︑五月十七日東海内支含顧問望月顕二

藤忠雄君︑原田幸八君・井上慈郎譜の署名

鍬深消防細頭青柳完次郎一君︑澗防副組頭遠

署名韮乞ひ︑次に鰍灘小畢校曇山下和君︑

窪警察署に至り︑署長河西警部殿走筆頭に

郎君︑秋山健一君ｂ秋山貞治郎煮等入命さ

諏君︑深深又迩荊︑︑山本博一郎君︑深深員

めじ五月十八円猫ほ先生か信顔する山本貞

津順一君︑細川政義君等走紹介入倉あらし

樋口秀次君︑小池殿雄君︑秋山明雄君ｂ深

Ⅱ自ら率先加盟され︑更に市川忠之助君︑

刺か飛ばして紹介の勢距敢てし︑五月十八

本命の焔に熱烈なろ後援心興へられ︑病中

穂積小畢校長斎藤勇先生は病に臥すろ久Ｌ

月功君︑青訓指導員井上飯盛君の加盟あり

中込繁蔽君︑小河内義三君︐馨帥芦川丈貞

没に其の天平大壷の玄孫也画五月二十七日

爵の秘考也︑而して本曾員長津健一君は

と害匡公は蜜にこれ本曾長徳川達孝伯

古来難治地︑僻遠峡中民︑
誰知生洞荘︑徳風百世新︑

理博壬加藤玄智先生は其生詞に鵬とて

公の仁治天の如く子末の民生洞に祭る０文

領主は歴代仁政を民に施す︒就中徳川寮匡

れじ常時此の支配役求ろ衰族れり︒田安の

等々︑鰍津町祁職奈古孝徳君等加盟さる◎

君︑中込長君．井上長十郎君︑中込満助君

増穂村は山梨僻下唯一の大村にして︑財

ず○○

照荊︑保坂粂治君︑深潔藤五郎識︑川口芳

に亙りｂ遠藤源二郎君︑秋山重助君︑雨宮

更に斎藤竹造請の熱烈なろ後援は単身連夜

郎譜ｂ高橋利重君︑依田忠夫郎狩︑土橋孝

有力自治周として螺下に瓢なり︒五月二十

に牧められたり︒これ油に寮藤稜長望月顧

伊之吉瀦︑苛柳耕郎君等々多数入命申狐書

閥多し︑今日経済不況の秋に際するも︑術

六円村長小村完一君︑小畢校長有泉廠称蒋

雄蒲等々外方面委員町愈議員等多数署名さ

君︑雨常填一郎飛︑原武雄君︑志村小七君

蝶命議員志村近迩沿︑消防糾頭大久保正次

れし時︑町長秋山要之助漁︑助役望月一布
武川増太郎若︑早川政太郎君等の申込︑鰍

君︑螺消防協含幹事井上哲夫君︑軍人分含

長飯野寅一沼︑副分伸長志村明群等の入倉

に依ろは勿論と錐も．恩ふに本含長閣下祁

二君︑杉山宗軍君︑斎藤竹造蒋等厚き後援

浬税務馨長︑益子進君︑郵便局長秋山八十

考の除徳流れて今日に至るものといふぺ

て我君の遊奉迎ふろの概ありて末液三旬な

色

郎溌等綴々五月二十八日迄に入倉さる︒一

あり︒

経に白く︑善の中の大善は上無量生︑下

書院ざるに︑以上七十七名の駒支曾設立申請

し︒宜守へなる哉︑其高徳を謡歌して箪食し

方五月十三日穂積役場に至る︒村長橘本久
一君︑助役望月縮蔵君︑牧入役瀧津秀雄君

天神中膝あり︑最勝寺あり︑大久保︑青柳

命館復興の新築落成の式典を奉行せらる

書に蓮署するものありて︑五月二十九日本

無鐘生と︐榊穂の地籍に春来あり小．村あり

大桐あり︑此地奮田安領に厨す︑天刑中峰

禿月十四日望月金識君︑仙洞田五一郎君の

憂深卒右左術門氏は︑通稲天平大識と呼ぱ

農含技手小泉文蝿対︑書記小池章君等入含
加入

十六日村含議員井上博兵衛君︑方面
委員秋山仁蔵君︑農愈網代大森茂治譜︑望

タ
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ろの日走卜して記念して該申請書走提出ぜ
州Ⅷ〃Ｏ

爾来六月二十日申請人倉によりて支含役

化に焦心し果ては潅慮の鐙出ありて軌道の

と此蕊大なろ案件か樹つるに旅り惟ふに我

酒養に共存共柴に幽僻の興隆と鰯民の健全

ば蹄趣走失ばんとするの秋日本弘逝含は奮

て人心の動揺漸く塾だしく倒民は動もすれ

張せられ政治的には自由民擢論高唱せられ

き事象奉呈せり思想的には功利唯物主義主

ｎ本粘祁な融揚して大に幽比の自畳準喚起

然起って東洋の人我一鵠思想走磁調し特に

幽明浦維新後文化急進の綜果外面的物質文

踏むべき遁走葱り延て同胞に累走及ぽすも

員の確定あり︑更に支愈則の更生等あり︑

七月に入って日蓮宗本山小室山妙法寺貰主

の紗しとせず登慨歎に堪ゆくけんや命長閣

し以て倒民猶徳の統制伸張を側れり爾来斯

下鼓に見るところあり親しく御臨場ありて

に任じ逝徳の振作に努め今川に至る明治大

愈は我蜘糖岬界の陣頭に立って民心の指導

本支称の組織の堅固を顕著ならしめたり︒

我等の向ふ虚奄知らしめ我等の鯛に平和郷

外山現下︐十如院側迩上人等の入念は一層
術悼尾の後援者は鰍津消防組頭青柳完次郎

を作らしめんとぜらろ何の幸頑か之れに如

士の範となり愈々以て人心の善導に費せら

盟日夕忘れず相援け祁誠め卒先以て一般人

逝倉支曾走設く涜水馨々として千古寓代に

峡南鰍津の人士深く掘る所あり絃に日本弘

に瀧蒙事塗の勃謹Ｆよりて外交亦多難の秋

今や我幽は耗済の窮迫思想の汎凱加ふる

所淘に大なり

正昭和を一貫して我が思想界に寄典しれる

君にして︑本日酋長閣下・知事閣下等悲迎

かん

れんことを一言以て式僻となす

山梨螺知事開屋延之助

昭和七年七月十八日

酢とす

弦に営支倉鍔来の壷展隆群彩望み以て駅

研修か望んで止畜ざるなり

が稗員諸士の責垂且火なりと詔っぺく自重

蓋し我蝶鴎粘抑作興の力之より菱源せん

韮きず

昭和七年七月十八日

希くぱ爾後倉員一同親睦恥旨とし反省結

へｂ此盛大なろ溌倉式に至らしめたる最後
の努力は賞に青柳対の努力に待つや大なろ
こと彫感謝す︒

右支曾設立経過並に感想感謝の意ル述べ
駒支含創設者

以て含務報告とたす︒

日本弘道愈駒支脅長志村近造

日本弘道倉駒支含本日登曾式韮畢行ぜら

木本初蔵

ろろに方り華に呪酢走寄するの機脅走得た

山梨螺知事脱跡

妓に南巨摩北部三ケ町村倒結して日本弘

ろば予の拘に欣快に禁へざる所なり

支含長式酔

臨場奄恭ふし本日其式典悲班行す常支愈の

顧みるに我幽明治維新以降西洋文明移入

道含駒支愈韮創設し含長徳川伯僻閣下の御
光築之れに過ぐろものあらむや

昨決没するが如き勢力を以て侵入し采り悲

に是れ急なるの結果外来思想漸く防堤走一

莱の丈物心破壊し霊さすんぱ止まざるが如

抑も本含事業の大要ば世界に冠たる皇祁
悲排除し併せて我剛数千年来博承せる道徳

建叫の御趣旨に基き外来に感染ぜろ悪思潮
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山梨際西八代北部支
一・四︑講演

一三︑受彰者答辞望月喜十郎

一五︑雨陛下寓歳徳川曹長閣下

支含長寮藤住吉︑

四︑支曾役員左の如し

副支曹長渡遥丑松青柳溝
顧問保坂良作深浬常萩岩崎正三

評議員松田寛高野新三井上修村

富護曾式報告

一六︑日本弘道倉寓歳粥藤支含長
一七︑西八代北部支倉寓歳庇江主事

松太郎作保坂重造海沼啓明保坂

日本弘道曾山梨蝶西八代北部支曾は︑正

含員七十八名の入倉者延得て設立之が溌含

一八心閉曾の酢評議員高野新三

田敏男遠藤重一丸山秀三郎

幹事山村康今村盛雄古屋正史長

粂市小池毒就・保坂元治鷹野喜重

式は七月十九日午後一時豊和小翠校講堂に

本日天無暗朗にして農繁期なるにも不拘

二︑状況

含員は勿論一般聴講者約五百名の多きに達

於て畢行︑本部よりは伯爵徳川達孝閣下走
生︑主事隣江蔑次郎先生御臨場のもとに左

純近葬倫の道漸く碩暖し︑左傾破倫の不

始め︑内閣兼内務文部剛省蝿託国府種徳先

逢分子跳梁践厘ｂ蓉修淫蕩の風愈増長し其

西八代北部支曾設立羅過報告

常任幹事今村康雄

長一行の出迎謹衛牟描術奉仕し犬り︑二吟

道路妖潰帳つき︑之れが修理韮なし徳川倉

底止する所を知らず︒

し頗る盛況を呈し犬リ︑消防組員は含員正

開曾六時閉含一行は鰍津町粉奈屋旅館に投

起布き︑︐日本図民撞徳の本髄走提唱しれり

記次第によりて開曾す︒

二︑含則朗該及役員の選畢

一︑・開曾の辞評議員松田寛

宿せらる︒粥藤含長始め役員右志二十名同

而も世の唯物史糎的に論ずろ迩徳とは其の

午恥合間に参集心鰍深町より黒津に通する

支曾長寮藤住吉

旅館に於て簡単なろ慰努晩餐含む開き︲含

一︑褒愈式次第

三︑支愈創立経過報告木本初蔵

長並に講師先生方の御臨席か得て︑数時間

ｎ本弘溢曾ば明治九年夙に日本道徳の教

五︑本曾要領甲乙朗讃庚江主事

四︑勅語奉讃徳川倉長閣下

趣怨異にす︒

支那周末の史を締けば︑経済困難率他幽

年に及募ものなり・

徹底起期しつつあわこと蚊に故に五十有七

道亦此の正路にして︑教育勅語の聖旨普及

以てこれ走馬湯丈武川公孔孟に博へたろ大

韓丈公の所謂莞以てこれ悲舜に博へ︑舜

膝鵡交へて農村問題につき座談あり十一時
散含︒

六︑資践窮行決議支含長寮藤住吉

七︑式僻支曾長斎藤住吉

内閣兼内務蝿託園府穐徳

隊洲の弘道観念

農村と道徳含長徳川達孝

農村と向力更生弘道倉主事度江寓次郎

三︑常日の講演左の如し

九・含長覗僻

八︑善行者表彰徳川倉長閣下
一○︑螺知事祇酔
一一︑来賓覗僻

言一︑役員の挨拶評議員海沼啓明

支
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今の時ば孟子の時とば机去る遠しと錐も

しと喝破したり︒︑

布も利ぞ先にして仁義九．後にせば︑岡毎危

日く︑王何ぞ利と云ばん魁惟仁義あるのみ

以て我幽を利するあらんかと︑孟子答へて

獣迎す︑白く聖千里走遠しとせずして来ぬ

侵略雛来︑思想鯛雛来︑営時審宣王孟子牟

君︑訓導伊藤群忠謝り郷軍命長石原米市栽

田忠雄君︑伊藤清治瀦︑小畢校長高野新三

助役小林哲君︑収入役小林忠雄洲︑書記髭

．に始り︑四月十九日山保村長漉謹丑松涌︑

長今村盛雄君︑主席訓導須田填群等の暑名

住海沼啓明師︑敗入役渡遥文一君︑青年剛

保坂重造君︑小畢校長松田寛君︑高津寺高

円豊和村外二ケ村組合長砺藤住吉君︲助役

を見ろ︑西八代北部支含ば昭和七年四月九

歴促小林理一譜︑村愈議員小林豊市蒋の入

日︐別に望月拙張員三度Ⅲ保村に入り近萩

郷誕入分舎握度瀬滴市対等加盟されたろ翌

議員深坂粂市瀦︑消防細頭伊藤恒識君︑在

耕の導憧依て前村艇深津常識君︑八房村含

此日正含員となる︐四月二十七日伊藤文八

加盟︑豊和村小沼柴三君・遠蔵或一君等も

井上修君︑首席訓導矢花作蔵君の雨先生の

以て渡遥三次君︑村命議員大木繁保君の曾

となすものなり︑爾来山村庇蒋の紹介を

釜田小畢校分校中腸源求先生雅得︐同日輔

里正の要職に在り︑叉郡含議員其の他の名

同あり︑二十九日入ノ尻背牛閣長古屋正央

とて高田村に行き背柳靖淵︑河西香吉君の

く惟仁義あるのみと︑白く惟々日本道徳の

春職走縦て以て令名夙に顧るＵ此の日粥藤

君︑永雄寺高佃大野本光師︑洲防副組頭遠

君︑方而委員深浬新二郎対ｂ村含議員小池

教あるのみ︐日本弘道倉の主義主張の貫徹

四月二十二日山保村々念議員望月栄一君︑

助市君︑波塾式三先生等祁前後して入倉︑

等日を側して合同し︑阿月二十日小池政光

ある而己なりと︑荷も支脅を埼設して遡徳

川月三十日村倉議員込山満市君︐赤池峰童

薩正富︑遠藤喜八君︑農命長遠藤伊三吉君

此の際此の秋これ左救済せんか︑勝防止ぜ

の倒挫の堅鍵非築き人道擁誰の雄職走難

望月敦造若︑佐野孝正先生︑久保砿長保坂

君︑・米山直涜郎君加盟せられ放り︒月並Ｆ

人道の顔臓し︑世州走悪化し悉せり︑噴々

し︑堂々王迩班以て池まぱ思想矯正何かあ

村松対保謝︑村命議員州藤友蝿君︑獅一野喜

宗則君︑信川組合監那幾時正三調︑峯腿長

更まり新緑山野翠延翠め林鳩一蕊天空韮掠

翠博士協賛倉員加藤玄将先生の紹介を重し

らん縄演救済叉何かあらん︑所謂杖走提て

重君︑長田圭二君の各氏入念せられ︑四月

藤田応長池川武・一君︑入倉申込書韮凌行せ

める五月一日︑川保村青年閥長小林良一君

入倉雅得犬ろば生洞研究に囚走有せみ丈

泰楚の堅甲利兵砕くの概あらしめんのみ︑

二十四日豊和消防副組頭山村脹君入含︑更

四月二十一日保坂良作君を訪ふ．氏は数回

然り然ろが故に日本弘道倉は今や全幽に向

に進んで︑其の他の有力ゞ者か紹含するの勢

毒就沿︑一心庵住職岡善識師の入倉あり︑

って該支含増設起絶叫し︑予も叉其の教化

んか︑これ果して叉何韮か急務とし何走か

の第一線に立て其の使命走全ふせんと期す

をとられたり︑四月二十六日高田小翠校長

られたり︑翌五月二日羽鹿島斎藤宣一君︑

るに際し︑弦に西八代北部麦倉の設立ある

先にせんとするや︑予叉何走か答へん︑白

商工業の菱縮不振を醸し︑思想困難末はｂ

而も現代細済困難来襲は農村の困勉を末し

命申込を得たり︑趣て四月二十八日進んで

▲

保坂元活君︑保坂辰治郎君等軌も勢烈なろ

もせす人の志衷なりとなすものは伊藤丈八

にして︑深く感謝するものと−．︑更らに見

し﹂言ふと錐吾必ず之走畢たりと言ふと︑鳴

信汎く衆杢愛し仁に親くものは未だ理はす

のにして︑論語に入らば則出てば即第調を

以上顛末左叙して西八代北部支曾設立報

呼君子の言亦以て斯翁か讃すぺしとなす︒

煮夫婦の厚志なりとす︒

古来の法を詮き道を弘むろもの清貧洗ふ

共鳴者悲得・其の後叉小村臓君の紹介悲以

が如し︑四菩薩造立妙に日く日悲は世間に

て製和村称議員丸山常作君澗防小頭深津
秀吉君の加入あり︑翌日山村君ば望月按張

は日本第一の貧者なれ共︑俳法を以て論す

告と江す︒

君︑丸山元吉君奄心製和村方而委員村松太

員走伴ひ法師誌に丸山秀三郎君心丸山清章

たり︑以上新入倉員七十有一名に達し︑既

郎作君︑消防小頭村松昭三君等々加盟か得

弼三郎夫妻ありて我走助け︑絡飴一貫して

らぬ︑身走容れ能はざりしに伊東には船守

蓮は日本六十六ケ閏馬二つの中に五尺に足

れば一間浮提第一の富者なりとすｎ白く日

立を見親しく貴賓の臨場を賜ひ褒含の式典

本日並に日本弘道含西八代北部支含の創

込を更け心六月二日に豊和村々含議員望月

内田識太郎君︑分含長望月隆三君の入念申

は︑是れ別れＬ我が父母が生れ替らせ給ふ

ろこと毒百日本含員伊藤文八君夫婦の同愉

港き項より月走閲する事四ヶ月︑日を重い

西八代北部支含は去る三月花咲く春猫ほ

他我恥排し︑浮華放縦の弊習と蝿挑誼激の

て私利私慾を充たさんとし自我心主張して

に悪化し物質以て寓能と思惟し個人主義以

熟々我剛現下の情勢悲願ろに世道人心頓

木本初蔵

念員望月喜雄君と合せたろ七十二人署名芯

ば凹僚金吾夫婦あり︑保養せられ︑超て文

昭和七年毛月十九日

ろ故に日本弘道倉西八代北部支含設立か申

ざる所なり︒

を畢行せらろ上に至りしは窪に歓喜に湛え

正敏詩の入含︑六月四日好堅寺山下海旭帥

家の危急之れより大なる・なし︑此の時此の

悪風は滑々として底止する所を知らす︑邦

式酢

請し書類た提出し丈り︒

永十一年より九ケ年波木井殿の育によりて

の加盟に依て︑七拾八名に達したろが︑更ら

か十羅剃の人の身に入りかはりて恩よらせ

清裁君︑蟹和村々含議員伊藤伊次君︑同上

其の後五月十一日八ノ尻村々含議員古屋

心易く法華を讃唱し誰りと︒

に山保高田剛村に及ぼし百除名曾員を股得

給ふかの御書を身に泌々と感謝すろものな

猫ほ本支含設立に祇祇すぺき慶事あり︑

の趣旨・か賛して褒曾の盛畢な見丈ろば時宜

閏運の仲鵬を脚り以て聖旨に副ひ素らんと

礎行し︑肺含の病弊韮菱除娩意道徳の振興

際北部吾村有志は日本弘道倉所定の蕊領を

し︑而も本月本日旺盛に褒舎式の峯行する

顧れば本支愈の今日ある淘に望月按張員

これなる豊和村望月喜十郎翁表彰式畢行の

罰則ノ︒

起初め︑山村庇滴︑保坂良作君︑懐野喜亜

るに聖人の所謂剛毅朴詔仁に近しとなす４

件なり︐第閲歴は報告書によって之韮諒す

に至るものなり︒

君︑保坂元治君．︲斎藤宜一君︑伊藤清忠君

に適したるものと調っぺし︒

望月築一君等々熱烈なろ揺助雁依ろは勿論

＄
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蓋し熱し易くして冷むろは我が民俗舗紳

み以て根とすぺく以て源とすぺし︑根此に

勇士のみならず︑其の脊後に立ちし幽民の

頓は安定海生じ安定は不安を去り一切の源

る信憩は以て大なろ事菱を稗Ｃ大なる安定

蕊後や賛に偉大なろものありしを見る大な

此に壷し︑百般の根此に立つ濁り皇軍の

先生が夙に道徳忍提斯し風教乃鼓吹して鴎

態招来ぜしむろに足れり西村先生の卓見卓

態容れず是れ我日本弘遊愈創立者西村茂樹

民撰質の改善に諜樺せられし所以なりｂ本

間きた得源此に深き悲得べきや素より疑ひ

より閥に普くし互に祁誠め洲助け以て民風

西八代北部支愈の設立せられ銭に愛曾の式

の嫉陥なり︑希くぱ来脅の諸賢自今自ら賞

作興の永遠を企て健全なろ理想郷か建設し

践窺行の中軸となりて近より遠に及ぼし個

るものなり︑不符支含憂の築職韮汚すに擦

本日の空しからざらし半を切望して止まざ

今夫れ測洲に上海に鍵に邦家の進迩と同

の楼閣に似たるの結果に誰らん政治を超越

推礎に立たざるの論談計識は蓋し或伐沙上

説く者何ぞ此れ多き然れ共反に信雌すべき

方今世に農村の振興雄叫び失業救済を

識患に愈毎推服すべきにあらすや・

か岱まざりし我皇耶は果して何の楽礎私立

安なくして安定あり遜疑なくして確信あら

校と兵士との感激とに是れ存す︑辻︿の間に

し邪業に透徹して故に信頼の蒜東成ろは不

本邦今や正に非常時の危局に砲面す︑然れ

何の利益走計算し何の柵而左顧慮するの逼

て思想上誕済上に於ける難局打破の勇士と

彩茶礎として祁互に信頼の結束走固ふし以

立てる父老との愛癒と並に和信州許此の狩

報ども其の所謂危しといふは内治外交にあら

あらむや︑唯信顔あるに由て壮烈相戦けり

して酒進せられ︑地方撞成の震力を根操と

てりや︑資に郡市町村の批丁と典の背後に

胞の祁批とか永遠に確立ぜんが鯛敢て身命

と信ず３

彫繋げらろ坐所以のもの亦街に之が鯛なり

り一言所懐恥述ぺて式跡となす︒

支禽長癖藤住吉

日本弘迦含西八代北部支曾

昭和七年七月十九日

既酢

ずして渋に人心に在り人心は本なりｂ内治

隅民性の美淘に此存ず︑活きれる遡徳の溌

して聡然たる無形の金城織確乃築かれ以て

静かに世祁に接し徐々に吟勢走察するに

外交は蓋し其の末なり恰も水に派あり︑木

露亦此に在り我西村先生が通心弘むろの結

一切の不詐困厄走盤退し池で邦家非常時の

蕊

に根あるが如し根固からざれぱ木茂るに山

らしむろ永遠の推礎を樹立ぜん生して︑一

束悲固ふし相怖く相信するの安定を碓焚な

示何ぞ遠き走得べき著眼す．へきば根と源に

頓ななくして其れ何の覗業が立つぺ署﹄其れ

率愛に依て晶も鮮明に啓示せられむとは偏

意努力せられし所以は料らざりき︑今次の

の式か繋げらろろに方り一言希望する所を

局面一籾に寄典せらる上あらんことを蕊愈

翼ばくぱ本支曾開係の諸君の皆能く道義

ぽ繁栄と幸祁とは即ち此の中に生れむ︒

培ひ源走養はずして木何ぞ茂る妬得るや︑

江く︑源深からざれぱ水遠きを得難し根に

在り︑然らば其の所謂根は其れ何れに源は

何の計群が行はろ．へき泣徳は信頼恥築き信

昭和七年七月十九日

陳・へ以て祇酢となす

稗して安定となす︑唯是れ此の一堺あるの

８

９亦其れ何れに在りとすぺきか０日く不安を

一

90

支

報 棄 曾

−
−

民粘祁作興の力之より変源せんが脅員諾士

水茎鞭として千古蔑代に識きす蓋し我が螺

く翻る所あり鼓に日本弘道奮支倉雅設く篇

誹とす

隆昌ならんことを望む卿か蕪餅怨述ぺて駅

の舗祁を鎧し以て所期の目的を達し本含の

に存す糞くは命員諸氏親睦心旨として弘通

竹侭徳川達孝

の責亜且大なりと謂っぺく自重研修を望ん

↑日本弘通倉長

で止まざるなり故に常支曾蒋来の褒展隆蒔

覗離
日本弘道倉西八代北部支含本日謹含式避

深津常蔵

豊和信用購買組合長

昭和七年七月十九日

畢行せらろＬに方叩鼓に脱鮮な寄するの機

を望み以て呪鮮とす

覗酢

創立走看その溌含の式遊撃ぐろに鴬り不肯

なろの候裁に日本弘逆念西八代北部支含の

時恰も盛夏酷熱浦山篭葱として緑陰濃か

日本弘蓮含の創立は遠く明論の初年にし

其の班に列して既意奄表するの光柴走婚ふ

山梨螺知事闇屋延之助

て爾来春風秋風故に五十除年銚意力を幽民

覗酢

昭和七月十九日

含を得たろば予の拘に欣快に禁へざろ所な
り

顧みるに我圃明治維新以降西洋文明移入
時に決潰するが如き勢韮以て侵入し率り奮

遡徳の振興に致し図家の隆盛と風教の刷新

に是れ急なるの結果外来思想漸く防堤を一

き事象走塁せり思想的腫は功利唯物主義主

淘に欣幸とするところなり

来の文物を破壊しまきずんぱ止まざるが如

中の唯一たり

に賛すること蹴る大にして我が閏教化圃髄

其の傘下に集ろもの一千有徐名心算するに

北瀬し支含を設立する事連談八ケ所に及び

端奉壷し爾来窟士川を挟みて東西雨河内を

顧みれば客年初秋の候峡南支愈の設立に

張せられ政治的雁は自由民椴論高唱せられ

末を汚したろば無上の光築なり

本日蕊に支含の溌愈式遊撃行寸︒不背席

て人心の動揺漸く甚龍しく国民は動もすれ
ば蹄趣走失ばんとするの秋日本弘道倉は奮
然起って東洋の人我一盤思想を弧調し特膜

至り峡南の天地をして全く弘道に依り席巻

方今証曾の風潮は矯激にして中正走失ひ

風産し今や徳風割石の開門を超え狩に甲斐

日本糖祁を瓢揚して大に園民の自畳を喚起

壱ｈず︑之れに加ふろに財界不況の災厄に逢

其の甚しきは剛燈と和反するものなきにあ

ろ淘に廃なりと言ふべきなり心更らに甲府

平原の一角黒津の郷に及ぶ弘通の向ふとこ

典したる所拘に大なり今や我幽は経済の窮

長すろば刻下の急務限して支含の創設亦鼓

たる剛民的信念怨梱菱し以て良風美俗怨助

新にし質蝋剛健の美風作興し三千年来培ひ

んとす︑鳴呼徳く孤ならず必ず隣あり吾が

態中心として全螺下に渉リ吾々弘道走布か

爾来斯曾は我幽縮岬界の陣頭に立って民

り︑虞に邦家の深憂なりとす︑乃て民心を

清生活の趨向は整に寒心に堪えざるものあ

し以て剛民道徳の統制伸張を凶れり

る明治大正昭和を一貫して我が思想界に寄

心の指導に任じ道徳の振作に努め今日限至

迫思想の混乱加ふろに満蒙事鍵の勃褒によ

山梨癖を一倒とＬて亥含走聯合するの機運

りて外交愈多難の秋峡南豊和誕合の人士深

之れ倫に愈祁西村茂樹先生い↑鴻業偉徳に

の主義綱領走普及して速かに健全なろ図民

意菜走以て列聖の大訓韮迩奉する共に本愈

最大の急務は畢剛一致協心勢力酪忍不抜の

昭和七年七月十九日

・走馴か蕪鮮か陳して祇鮮とす

本命の率誰か完成し其の目的を貫かんこと

狩仁熟す

粘祁の作興に努め比心走涌菱して其の趨く

日本弘遁曾山梨騨

の高徳蕗望と多年薫化の賜士ろば言心要せ

答酢

善行表彰

望月緬二

東河内支命顧問

資性淵厚篤資夙二農事改良二志シ

日本弘道倉西八代北部支含設立せられ其

の蕊含式に中て岡らずも賎夫野人不竹望月

喜十郎表彰の光柴に浴す抑も日本弘道念長

閣下ば薄田安の御釧主と仰がれ公僻偲川家

達公の御弟荊奥様は故従一位勅一等公卿島

王殿下久遡桝馴殿下の叔牡の方に波らぜ

多くも皇后陛下は巾すも是し山階衡武彦

津忠義朝臣の御息女知子姫に有ごりれ恐れ

日本弘逝愈憂伯侭徳川達孝

昭和七年七月十四日

裁二之ヲ表彰ス

ル依テ別紙目錐ノ物品ヲ賑呈シーァ

共ノ篤行河二郷蹴ノ鑑ト篇スニ足

業若クハ慈善事業二投シテ害マズ

シ除財ヲ翠ゲテ之ヲ各種ノ公共事

スル所紗カラス又平素勤倹身ヲ持

多年模範田指導耕作人トシテ貢献

表彰状

して叉之れを維紺主宰する魂御挺徳川閣下
ずと雌も亦其の主義綱領を笹して本韓許及
のために南船北馬席温まるの逗なく腰食を
忘れて含諮披張に努力諜捧せられたる木本
初識調の功努大なろと共に地方ｎ発の士卒
先共鳴翼賛華られたるの締果にして風教振
今や我が剛内伐思想の測推純淡の蛎迫等

興のため糊に慶祁に堪へざる所なり
相次ぎ産業偽めに振ふ能はず民心総めに恐
慌韮来たして突定する能はず臓悪なろ思想
同を迫ふて蒲泌し不遅の徒不義の輩白諜横
蹄趨するところ走説らしめんとする鼠に内

の間伺峡として霞に人臣な極め給ふ掌き

賜ふ猫ほ先帝大砿天果②侍従曇として堺香

行して幽家不詳の事一再に止まらす民心の
憂亜大の時機外にば輔洲邪愛上海の動乱あ

所ルーにし剛本杢不抜に倍ひ叫利雌頑悲塘

逃して上は聖認の無職と叫迩の峰昌延期す

るにありと信ず︑希ぐぱ愈貝諦氏症しく時

局に鑑み捧砿の誠を議して自醗息まず以て

きが故に所尊しと卿が敵に云ふ諮於林中藷

日遁人七日く法妙なるが故に人壊し人奪

陛下の民に御而鋤下され賜ふこそ淘腫掌し

そ溌早草深此の盤和の郷へ成らせられ賜ひ

鰯め剛の蝿め鯛比粘祁作製の鯛めなればこ

御身分韮以て斯の道の鰯めなればこそ君の

含員望月喜十郎殿

挺身森岡により漸く鎮静に蹄し池洲剛新た

りたるも幸にして我が忠勇なる皇鯉勝士の
に濁立せりと錐も事や園際の開係今猫整ふ

此の秋に憐り吾人幽陛の兜描如何は旅ち

に至らずして外姫復丈亜大の時機に道過
す

に国運の隆替に至大の影靭恋及す故に刻下

'
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に俗悪にして．風紀韮害するものがあるこ

ところは︑其の舞賭に用ゆろ歌詞があまり

日と楽しく透るといふ純虞なろ郷土妙人補

と西八代靴部支倉を興したる豊和村外大村

美老表顕したものであるが︑唯這憾とする

組合山保村高田村の一同は今や難き人に顔

とである︒本支称は蛾に留意する所ありて

於樹下若於欝坊此姻に望まん輩ば無始の罪

て草き道に入り故に無始の罪障忽匡消滅し

した民謡澱十首恥撰びｂ地方の警秦署とも

特に尤も地方に適切なろ郷土意識態内容と

障忽に消滅し三乗の悪軸して三徳ぞ成せん

三悪業は軸じて三徳を成せんこと恰も充瀧

相提携して之れが普及と改葬とに努力する

其の輝始清凍地と轍くに異ならざる也就中
不肯喜十郎徴賎凡夫の身を以て斯く尊き場

八冊２瓦ろ川の秩父町老中心として行ばれ

こととしたｐ幸本年度の八月十五日より十

ボー郷の孟蘭盆愈には︑よく其の旨趣が了

状を賜ぼろ何の幸祇か何の光莱がこれに過

解されて︑其れが演施と普及との愛を鯉ぐ

所に於て斬る黄き尊鎧に腿尺し親しく表彰

となし︑幾百枇に徳へ弘道の誼は雛て夫れ

ぎん此の尊き表彰状は子々孫

ろことが出来椎のは何よりであった︒左に

我が家の喪

一天四海皆蹄弘道の時を期待して止まず誠

四︑ぬしと二人で心をそろへ

夜は踊りのやぐら下

三︑ひろは家業によく糖江して

たどりやこＬろの見せ鏡

二︑踊れしなよくしなよく踊れ

腹をたＬくも親の慈悲

一︑盆のぽれもち求らふく喰ふて

ある︒︵本支命長作歌︶

揺ぐるものは︑新作民読数十首中の一二で

昭和七年七月十九日

恐誠敬答鮮奄述ぶと云爾
山梨螺西八代郡豊和村
八十一歳

望月喜十郎頓首

秩父支奮報告
山農村に於ける盆蹄と稲するものは︑年
中行事中尤も古誰なものであり︑郷土の特

右蕊術とも見られろ︒而かも農蛙自身が祁
閣蕊して年中の鍔苫韮忘れて舞雌Ｆ三Ⅲ五

ルどろ輪のよ厚共かせぎ

天下ばれての陸倉下

五︑誰嵯無兼があるかい蹄

一

かへりや蹄の吾頭取り

六︑君に忠義の兵隊すまし

︽

踊る起どりの輪のまるき

七︑村に一度のいさかいなけりや

盆にや藩どりの輪ができる

八︑一家大勢なかよく幕らぜ

態どろ手口にそつがない

九︑親に孝行する子は知れる

一○︑薮に入る日のみやげ起買ふと

紅も買ばず〃に士めた金

二・円草坂ろのも意を菱ふも

家のれめかい蝿のため

出れば族剛の模範兵

一二︑村に名に立つ評邦むすこ

介細書圃贈寄
as

￨
=
蚕
」
︵錘倒鑑識誇騨奉輯︶

一 〜 〜 ー

ものであらうかと恩ばれるのでｂ著者は時

裁の韓向﹂なる講演で︑これ走法墨士向井

る虞祁走窺ふに充分である︒現下時弊悲痛

て結局それは失敗でなければならぬと断

後のロシヤの政治経済の施政ル検討して以

るが︑要するにロシヤ革命を批判しｂ其の

其の内容とする所は十四滝より虻って居

新氏が課さい衣ものである︒

感するば剛民として常然であるが︑併し徒

に迄件ひ得ぺきでない︒今日のロシヤの階

じ︑彼のロシヤの階級凋裁は虞に祇含主義

次へと語り総がろろに従って源を誰く雌る

れて居るものは群くなく︲員の意は次から

居らろろのである︒今日世上に誤り博へら

述べられ

源の思想の員相韮博へんとして

所で其の宗教中時に怖教に中心を置いて

一九二二年の三月十四冊仙林の自由脈倉主

命中のアプラモヴッチといふ人であって︑

セグイキ燕の中央委貝で︑側下ドイツに亡

書の原著者は・全ユダヤ人努働同盟及メニ

トの第七輯として溌行され衣のである︒本

木書は中央報徳含の刷愈思恕パンフレッ

溌行所東京市四谷歴三光町中央萩徳含

四六版五十除頁パンフレット金玉銭也

あらう︒絡リに爪諦の註解がある・

出来ろと結んで居ろ︒参考に一談すぺきで

毎勺

逆の土姦の上に於てのみ勝利を得ろ︾︾と力

の問題は︑唯民主主義︒自由及依最高の人

ふ意見・肥一致すると云ひ︑プロレタリァト

るが如き手段奄以ては建設され得ないと謂

に駈禽主義が追求する縄てのもの起祇絶す

と矛盾するが如き手段態以て︑その装展中

祇愈主義は決して祇含主義の最内部的本質

克服したといび得るか︑此鹿に勝利韮得た

れで虚偲心腐敗及隷風と走伴ふ賛本主義韮

級燭裁には一の自由が許されて居ない︒こ

に入るぺきである︒それが参考として本書

四六版暇綴︑一五○頁定償金五輪錨也

森江書店

盛行所東京市本郷砿春木町ニノニー

弊の救済等何れも今日迄の施設は︑只結果

︵中央報徳曾殿寄贈︶

階級濁裁の現責釜一冊

ものとなって勝るといった例は少くないＪ

義大畢に於て誌逃し士︑﹁ポリセヴイキ調

中央報徳含細

其の中でも祁の如きは︑堀も此の弊が多妙

ら本書を述ぺられたものである︒

恥なす宗教に求めればならぬといふ見地か

Ｌ一なし︑之が虞の救済の錐はじ思想の松抵

のみあ恐れて根本封策韮炊いて居る憾あり

醐家耐含に致しｂ漸く膏盲に入れる時弊を

て鱒むろ所以である︒

の如きは二噸私要すべき良書士ろぺし︑敢

之が封策の根本を掌中に股めて後反の活動

らに悲奮煉慨軽畢盲動するが如きル制して

ぺくり極めて面白く解し易く︑然も含蓄あ

弊海救済する根本の宗教として反相を博ふ

"

流感され︑之れが根本海なす思想の善導時

著者赫風名取保氏は︑恩ひぁ深く現下の

名取保述

全一冊

献言に寄する緯の這象

一

１１

ｆ″Ｐｆｇｒ且ｆ１ｊＺ５ｒＦ亜ｒＴ−ｆｒ９Ｌｒ３ｔｒ吟﹃Ｊ１ＫｆｙｌｉＦ︑ｆ１Ｅ︐ｌＩｊＪ１ｒ１ｌ４

事業業報
８グ︑ｆ１ｒりくＢｆｊｆｊｈ／︑ノ︑ノ︑Ｊ迅Ｊ１ノ︲︑ノ︑ノ︑Ｊ４１ｒうぐノＬノ︑ノ︑〃１ノ︑Ｊ１ＪｔＪＩＪｆＪｆＪくＪ１●ｊｔｌくＪｌｊ４

郎徳孝

山梨癖南巨摩郡駒支曾講演霞２月十八８

江万次

世相卜弘道：：⁝：⁝：：：⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝：．：：⁝・⁝⁝：：⁝：本金曹長伯爵徳 川 達
府種

欧洲ノ弘道概念：：：⁝⁝⁝⁝：：：⁝：：：⁝⁝：：：⁝：⁝⁝：：：⁝・本倉評議員園

重大時局ト闘民ノ自畳．：⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：：：：：⁝⁝木曾主事度

礎︑︲

山梨綴西八代郡西八代北部支奮講演雪︵七月十九§

川達
府種

一︑農村ト道徳：⁝．：．⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝：本命長伯侭徳

一︑遺博畢卜弘道⁝⁝・⁝：：⁝：：：：：⁝；⁝：⁝⁝：⁝：：：⁝：：：⁝．：本含評議員園

江万次

Q･ﾛ

で．農村ト自力更生：：⁝⁝：⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝；・・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝木含主零度

法要︵八月十八日於養源寺︶

ヱユ

郎徳孝

℃ ， 、

含祁西村泊翁先生第三十一回忌法要・⁝：⁝⁝：⁝：：：⁝：：⁝：：：⁝．：⁝：：：．⁝：：⁝：：：⁝⁝⁝：．︒
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編輯後記
○本銃には松永教授の﹁日本主義と議含政治﹂の大論文を頂くこと
が出来れのは何よりであった︒現下思想界に薪ろしい芽生えたした
ものは︑日本主義とか︑図家何々主義とか︑．或はフッァシシズム等
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日本弘道曾

東京市祁田腫西神田二丁目一番地・

東京市牛込腿下宮比町一二番地
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Ｉ．東京市祁川睡阿祁田二丁目一番地

卜

であるが︑典等の何れも相迩ずろものがあると共に通じない多くが

一

．

ある︒而して資質を求むろに難く︑混同され課僻され易い・松永教

ふぺきものである︒

授は．︲日本主義の内容九明にし心議含政沿との開係か示された︒味

○坪谷先生よりは︑石黒子同夫人の若き日の出世物語走頂いれ︒諾
き人々の修養努力奮伽に誰す勘所大なるものがあるであらう︒好讃
物である︒

○佐藤中滞の憲法論は本雅を以て維結した議含政治の云々されると
き幽比は等しく松本問題として中滞望尚説を味ひ︑深き反劣がなけ
ればならぬと恩ふ・︲
○中僚女史の﹁旅日記﹂も御病窺静養中とて其の後休載中であつれ

七七

行

が︐本雅よりⅨくことの出来たのは何よりであつ士︒

○本誌は来る十月雅怨時届匡救川題嫉ともいふぺぐ︐其等乃満載し
悟を喚起する一助ともなし︒以て其の使命を果したいと思ふｃ此非

和和

唾

１１ｉｌｉ

！

て諸氏の参考に菱し心以て教化隅機として図民の非常時に庭する畳
常時は正に吾花教化肴の蛾も永き責ある走捕感するからである︒

○暑中も峠を下りて爽か江秋韮迎へ衣︒吾々の活動はこれよりであ
る︒切に諸氏の御活躍と御白愛を耐る︒
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一西村茂樹先生著

︵本曾員に限り二割引︶

函六版侭装定侭金五十銭塗料四銭

本書は明治年間に於て皐徳一世に高かった本含の曾澗西村茂樹先

生の著述である︒明治十年代世を塞げて欧化思想に心酔した頃︑

憂国の除︑毅然と屍して日本道徳論を呼読し且つ之を刊行された︑

著は即ち本書である︒今より四十年前の著述であるが︑をた四十

蚕四
替三

京番

ロー

煙七

偶々時の首相伊藤博文公の怒に飼れて絶版問題を起したさいふ快

園田赫市京東

年後の現代思想を批判するものざもいふぺく︑混沌たる現下思想

ｌ

界に一大光明を宵らすもので︑異に園民必讃の良書である︒
昭和七年九局皇同盈行︵毎月一団一日冠行︶

昭和七年八月二十八日印圃
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