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運動瀧

十肝月凱瀧

︑日本弘道曾主意
日本弘道倉は明治九年故西村茂樹

一︑人格の完成に努力し以て家庭画家世界人類の為めに奉仕する
所以の根本を樹立すること

二︑物質的生活偏重の弊責を脱し精稗的生活の向上護達を期する

三︑物質的生活を以て心を累はきざらんが篇め各其の程度に膳じ
て生活の簡易を園ること
先生の創立に係り其主旨とする所四︑生活の簡易を固ると同時に健全なる趣味の養成に努め一は以

は邦人の道徳を高くし園家の基礎に資すること

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階級の共存が職一
曾的生活の必須係件たることを朋にすること
を葦固にせんとするにあり而して六︑人類共存の本義に擦り他国民に封する敬愛の精榊を養成し彼
我識力して世界文化の褒達と人類禰証の増進とに寄輿せんこ

儒教哲皐及宗教の一方に偏碕せず一とを期すること

七︑赴曾的生活は圃家の統制の下に於てのみ完全に遂げらる労も一
のなれば荷も言論行動にして画家の基礎を危くするの虞有る一

諸教の長所を探り明治二十三年十ものなれば之を排すること

て圃鵠の尊巌を登場するに努むること

Ⅷ蝿珊撫烈舗瀞翻湖に︾謹雛馴餓銅一

月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要家の二字を忘るべからざる事
領を賞行するを目的とす
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圃防謁題講話曾開催

新満洲園の建設並に我圃の断乎たる承認に絡まりｂ園隙間の風雲漸く急に︑今

１

日ⅡｒＩＩＩＩＩｒ﹈

●ＩＰｉ

や吾図は空前重大危機に遭遇しっ塾ある折柄︑国防問題が一般圃民に取って最

大開心事たるは多言を要しない所であります︒価てわが青年部に於ては︐該問

題の核心を把握せんが馬めに︑海軍軍事富局に乞ふて︑本曾々員の馬めに特に

徹底的に講話を拝謡することンしま霞した︒青年部開係者は勿論一般含員諸君の
振って御参鶏あらん事を切望します︒

日時十月七日︵金曜日︶午後六時開曾

曾場日本弘道曾集曾室

演題並講師﹃日米海軍﹄海軍大佐武富邦茂殿
筒講演後含員の質問を許され蜜した

主催日本弘道含有志青年部
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︵備考︑今回は捺務者輔導畢級修了者を入畢せしむるか故に高等畢級と稗す︶
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識戯勢務蓄輔導高等寧級

要項

京市

毎週二回︑火悩金曜日午後六時牢ヨリ九時迄誠時間半

一︑道徳問題︵六回︶文肇博士吉田熊次氏
一．経演問題︵六回︶錘湾翠博士服部文四郎氏
一︑政治問題︵六回︶政治肇博士五来欣造氏

科目及識師

日時昭和七年九月二十七日罰︐同十一月二十五回室ル十八回Ｉ

曾場紳田厘西小川町二ノー日本弘道含内
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今日固民の道徳を奮興するの方法いかん︐是最も緊要の問題なり︑余是により年来考究熟慮

るも結合に非ざれぱ能はず︑或は圃事に開し︑或は私事に開し︑意見を洞察せんとするも結合

せるに︒同志を結合するよう外に良法あることなし．世の謬論を破し正議を立んとするも結合
に非ざれぱ能はず︑天時人事の災害を防禦するも結合に非ざれぱ能はず．一家一郷の利益を謀

1

鯵３．１

て一郷の節倹となるに至る書へし︒励茜千五篭

るは無用のことなりと︒此言大に謬れり︑凡そ道徳のことは何程善美なることにても．小数に
は大いに行はれざるものなり．孟子の一杯水を以て一車薪の大に潅ぐの輪は極めて適営なｊ・
例へぱ今一人あり︒世間の森修を戒めんとして︑自身に節倹を行ふことあるも．世人皆節倹の
貴ぶべきを知らざるときは︑却て其人を証りて都害と馬し甚しきは之と歯する者なきに至るべ
し︒若し一郷の人皆道徳の理に通じ居るときは．一人節倹を行へぼ衆人之を瀞賛し人々相倣必

覆するに起る・弘道のことも亦之と異ることなし︒世人或は言ふ︒我一身を修め︑我一家を驚ふ
るは．我身一個の了簡にて如何様ともなることなれば︒弘道倉の如く衆人相含して道徳を誰ず

空想なり︒大阪城の石垣を見ずや．宏壮無比なりと錐も・其初めは一個の石を並列するに過ぎ
ず．木曾川の堤防を見ずや．延長十数里に亘る大堤なりと雛も︐其の初めは一民が一賛の士を

に非ざ肌ぱ能はず︲結合の要は責に大なりといふくし・同志を結合するの法いかん 初めは同
志十人あれば十人の結合を篤し︑是より推して百人に至り進んで千人蔑人に至り︒遂に全図人
民の多数を結合するを以て目的と偽さぎるべからず︑即ち小を積みて大を偽し︑寡を恥めて衆
と篇すの法衣ｊ・全風の人士を糾合するに数人の同志を求むるょｂ始むといふは．極めて迂遠
なるが如しと錐も．是則ち道を弘むる正法にして︑此他に奇法ありと言は笛︑邪法に非ざれば

訓 生先翁泊
価＄ｌｌｌｌ０ＩＩＩⅡ冊岬︑．令凸︑哩園副陶︲Ｌ刊ｒⅡ小別も？点卜別酎唱則．Ⅵ︑ＰｇＰ宙ＦＡてり鎖９９可巾司１印哩
一曲

−

一

の○

斑自の民図と槻達の局大

んが篇めに求むる知識であることは申す迄もないのであるか

大局の達観と圃民の自覚
現下時局の紛糾混矧は殊に甚しく︑狗に容易ならぬものが

ら︑我が剛総閲状に鑑みて採り入れるものと探り入れるべか

達孝

ある︒惟ふに今日の此の時局世相の紛糾混飢を生じたるは一

の軸に峡くる所があった︒勿論海外に知識を求めて今日好果

るべきは常然のことである︒然るに我が図民は遺憾ながら此

を収めて居るものは多交ある︽これは先人の勢を深く感謝す

らざるものとを厳別し︑共の取捨遥拝には深甚の考慮が桃は

ふに︑彼の欧洲大戦による結果として︑世界各図何れも思想

を老へることが出来る︒先づ近因とする所のものは何かと云

った例に洩れない︑此等は共の原因の全般に非歩とするも確

界に或は経済界其の他各種の方面に封して・何れも驚くべ

に有力なる一例でなければならぬ︒此の黙は五男の雀だ遼憾

のではなく︑先づ靴を製造してから後に我が足を入れるとい

呈するに至ったのである︒素より各剛共の差はあるにせよ︑

るものであるが︑兎角俗に言ふ我が足に従って靴を製造する

我団も其の影響を蒙り以て今日の世相を出現するに至ったこ

糞努力の結果築き上げたものである︒然るに其の文化をぱ我

入れた欧米の文化なるものは︑︑彼等が過去数世紀に豆って孜

然しながら一而獅って老へて槻れば︑我剛民が競って探り

に堪へないと忠ふのである︒

二求メ﹂と仰せられたのである︒此の御聖旨に基き以来図民

登此の五六十年の内に今日の世界に誇るべき文化を築き上ぐ

圃民は一時に大河の堰を断てるが如く之れを移久して︑猫僅

るに至った︒此の稀有なる事賞は謡欧米人の等しく驚嘆措く

は競って世界に知識を求め︑夜も日もこれ足らずと孜堂努力
とである︒併し其れは所謂採長補短以て大いに皇威を溌揚せ

して来たのである︒知識を世界に求むることは河に結椛なこ

であるＵ明治天皇は五ヶ係の御誓文中に﹁隣ク知識ヲ世界

因とも稲すべきは︑明流維新を一荊期とする図民の態度それ

とは︑叉争ふくからざる事資でなければならぬ︒次に其の遠

き愛化動揺を来し︑恰も混沌として収拾すべからざるの槻を

あると思ふ︒今其の原因を見るに少くとも近因と遠因の二つ

川

朝一夕の事ではなく︑其の由って来る所遠く且つ深き原因が

徳

＆●や

墨自Ej災蝋と親達の局大

能はざる所のものである︒此れは吾だが我国民の過去に徴し識とせねばなら砲かも知れないのである︒とは云へ其れは期
てよくこれを悉知する如く︑幾多の外来思想を職入して然も待すべき事でなく池に遺憾のことではある︒併し或は先受看

よく岨嘱消化し︑我が血とし肉とし得た同化性といふ美黙をは斯の如くんばへ今日の如き世相に至るべしと早くも課期し

溌揮せるものといふべく︑此の力こそ一面よく今日をなし得て居た所であるから︑今日に至り徒に悲観しないであらう︒

たことも見逃せないのである︒即ち同化性は我が団民性の長吾糞は素より先受者ではないが今日を迎へて叉徒に悲観しな

所であ２Ｌ︑我が文化と外来のそれとをよく融合調和して自い者である︒即ち今日の此の世相は︑国民に自墨を促すの天

国の文化を進歩護達せしめたる例は我図の歴史に於て明かにの一大警告なりと湖ればよいのである︒人間は窮してよく自

吾人の知る虚で︑此の軸は吾交の常に誇りとすべきであるか墨することが出来る︒国民はよく此の天の弊告に忠なろを得

も知れない︒而して益凌助長すべきことでもある︒けれどもぱ︑凧も亦聴じて一脈となすことが出来るであらう︒

如何に我図民の同化性を以てしても︑除り一時の輸入であり今日吾凌阿民は長夜の迷夢より醒めて︑協力一致自奮自卿
而して急なりしの結果よく消化し識せざりしことと︑叉一面更生の一事あるのみである︒それは一刻の猫溌をも許され
には思慮選樺の不充分さありしことによって︑今日所謂紛糾ない程の安危の分岐黙に立ってゐるのである︒故に団民は故

である︒此の一面の弊因が途に今日の悪果を招来したといへ敗を悟り︑よろしく大局を達槻して本含の要領にある所の園

混凱持除しつつあるの弊は決して君過することは出来ないのきを温れて新しきを知り︑目前のことのみに汲盈たりしの失

の急に紛れて之を迫ふに暇なく︑叉今日の如き紛糾せろ時局慮の時に非すして唯直ちに断行の一あるのみである︒現下の

ろのである︒事裁に至れるは︑二言にして言へば何れも眼前家の将来を慮るの畳悟を要する時である︒然もそれは最早老

民も素よりであるが︑函民指導の任にある先畳者たるもののしつつあるの時ではないことを深く悟らねばならぬ︒

到来するあろを慮るの大局を達観する明なかりしに曲る︒図人心は徒に極端から極端へと動揺し迷ってゐる︒迷って動揺

責任は其の重大なるに鑑みて︑大局達槻の要の今更に其の繁近時は物質的生活偏重の弊責に陥り︑道徳的観念薄らぎて

要なろを痛感瞳ざるを得ない次第である︒修養を怠り︑道徳賃行力乏しきの非を悟らねばならぬ︒叉畏く

斯く考へ来るならば証今日の時局世相は深く其の基因する︑．も今上陛下御即位の勅語に﹁私ヲ忘レ公二奉シ﹂と仰せられ

所あってのことで︑常然来るべくして来たものと云ふことが︲↑たことを奉総して徒に利己的であることを改｜めねばならぬ

出来よう︒若し此の如くして此虚に至らざれば或は寧ろ不思更に教育は智徳職の協力を破りて知或は緩の一に偏し︑思想

〆
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は右に非ずんば左といふ動揺にて中正を失ひ︑兎角剛民の気

のがあるの兇悟あるが街然であって︑一日も忽諸に附すべか

に賢相あり諺又忠勇無比なる軍隊ありと雌も︑容易ならぬも

家のため折角努力する所がなくてはならぬと思ふ︒﹂

愈堂嬬ひ︑各自賃践弼行し以て此の世局時和を打開すべく邦

とする次第である︒特に五房曾員たる者は本含の主義精抑淀

衷情禁じ難く︑柳か所感の一端を陳べて諸君の至崎に諮らん

大受悟がなくてはならぬと信歩る︒鼓に国家の将来を瞳るの

﹁私ヲ忘レ公二奉シ﹂一意図家の篇めに奮闘努力するの一

て︑協力一致内は固運の隆昌を期し︑外は世界平和のために

し資行すろは勿論︑其の他の勅語や詔書の叡旨を服暦して以

りとして自受し︑明治二十三年に賜はりし勅語の聖旨を遵奉

りなく之を導き︑国民は此の難局到来をして天の一大弊告な

それ先兇者はよろしく大局を達槻して嗣家の将来雲セ慮り誤

自恋自側して哀襟を安んじ奉るの擬悟なきを得んや︒

され︑特に救推の御内帯を賜はるあり︑阿民たるもの叉以て

は．内岡民の胴倣と︑外流洲図の大水害の惨状の上をも恩召

するの兇悟が左ければならぬ︒畏くも陛下に於かせられて

ヲ言一シーご各自互に反符し︑画力更生以て此の難局を打開

通りの協力一致︑即ち明治二十三年の勅語に賜はった﹁億兆心

進むの途を知りて︑政府は素よりのこと︑在朝在野嵐に文字

る︒よろしく国民は今日を来した弊を弊として悟り︑今日より

らざる大問題である︒斯の如く今や我国は内外多事多．難であ

風鍵訓の佃あり︑政治は僻敗甚しけれど之を改善するの協力
なく︑経済は日に窮すれども︑箸修に長じ淫扶に耽り或は風
俗を壌飢する蝉に傾きて︑勤勉と節約の誠資を峡き︑努賓は
協調でなく和反抗の醜監繰返し︑徒に依噸心のみ起して自ら
更生するの意気を炊くの結果自殺者を出し或は救済のみに頼
るの傾あり︑何れも弊囚の最哨なるものでああ︒斯の如きの
現下は︑雛ては共産燕の逆徒口盈現れて誰を歩︑或は衡肺等
の疑獄事件等堂醜悪なることのみ狐交と綾州するの有様であ
る︒斯の如きを忠ふとき︑何彪に其の峡鮎があり︑改善かあ
るか拘に明かであって︑随て叉今日に虎するの途も自ら悟ら
ざると得ない︒

特に今日切辿せる問題としては︑農家及商工業中小階級の
経済的困勉の一事があるｕこれ資に吾潅への憂胆描く能はざる

所のものである．政府に於て第六十三回帝剛議含にて時局匡

救封策に件ふ諜算案並に重要なる法律案を提出せられ︑雨院
を通過し鋭意力を識さる上事は悦ぶべきことであるが︑此運

川を完全に聖げらる上事を希望する次弟である︒更には叉外

交上の満洲問題がある︒これは殊に容易ならぬ問題と信ず
る︒圃民たるものの一大礎悟がなくてはなるまい︒今や我図

は浦洲圃を承認するに至ったことは︑帝国のため東洋平和
のため拘に慶脱すべきことである︒併し此の承認後の団際開

係の将来は果して如何であらう︒素より上に聖天子在し下
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旨本の動運生更民函

寮・藤責

自身に快復せんとする弧い気力が働くことも亦大切なことで

圃民更生運動の本旨

一

こ上に於て如何なる議論はありましても︑園民各自が自奮

あります︒

自働せんとする意志を旺嘘ならしむることが︑根本係件とし

て絶艦に必要だと老へるのであります︒故にこの際園民諸君

は一斉に奮起し弧力なゑ思気を以って︑刻下の園難現時の非

れん事を切望して止まざるものであります︒

常時を克服して︑明るく住みよき新興日本の建設に辿進せら

日夜椅心を重ねつ比あるのであります︒これもとよりその寓

は︑過日の緊急全固教化聯合国鵠代表肴大倉の決議にもあり

そこでわれＩ︑が︑此の際に於て特に弧調せんとすること

一一

全を期する上に於て遺憾の鮎はありませうが︑しかし他面国

す︒

喚起し︑特に迩畢の浄化︑自治の確立に力むることでありま

第一は立憲的忠承愛国の本旨に捲き︑公民としての自琵を

ました様に

加へ︑十分な柴養を供給することは必要であり主すが︑患者

仮に病者の場合を考へて見ましても︑これに行届いた手営を

を突破することは不可能であります︒卑近な例で申しますと

民一般が自奮して︑共ぞに蹴起するのでなければ今日の難闘

聖げて目前焦眉の急を救ひ︑且つ図家永遠の計を樹立すべく

異説紛食として錯雑昏迷せる有様であります︒政府は全力を

へますが︑併し今日図民の思想進路は必ずしも一様でなく︑

せ心と一にして互に手を携へ︑これを突破する外はないと老

か比る時に際し︑われノ︑図民の進むぺき途はた営力を協

ります︒

ぬ時局でありまして︑賞に文字通り難局であり︑非常時であ

今更申す迄もなく︑今日は封外的にも国内的にも客易なら

矛
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旨本の動運生更民図

ます以上︑其の責任の一半は常然図民自身が負ふくきものだ

が選畢に於ける図民各自の投歩る一票の正しいか否かにあり

産の増牧をはかり︑消費方面に於ても綿密なる工夫によって

経誉法を改めて︑科畢的方法を川ひ︑鍔力の飢費を防ぎ︑生

題にあります以上︑極力従来の因襲と常識とのみによる産業

生活の基本を確立することであります︒
前にも述べました様に︑今日の生活不安の根源が︑経済問

第三は産業の縄管を改善し︑消斐の合理化を固り以て新興

と信じます︒故に一票の力が如何に重大なるものであるかを

世人口を開けば政黛政治の腐敗喧落・と攻撃致します︒勿論

反省して立憲自治の図民として︑政治に正しき理解ともち平

務であります︒かやうな新しき生活の基本は︑先づ燃ゆるが

無駄と冗費を省き︑以て生活の建て直しをなすことが最も急

それには多交理由のあることでありませうが︑其の根本原因

時に於ける忠君愛幽の本義が︑選畢に於ける正しき一票の行

第四は祇含連帯の意識を明にし︑共済協力の美風を助長し

ります︒

如き新興の締川と︑各人の堅い受悟の上に確立されるのであ

使にある事を深く悟らねばなりません︒これこそ政治の浄化

自治の確立を期する唯一の道であります︒・
第二は依頼心を排除し︑克己忍苦の修練に耐へ自力更生の
溌潮たる気力を養ふ事であります︒

特に郷土衆落の振興に力むることであります︒
祇愈は本来互に助け合ひ︑共産に力を合せて働くことを本

賃の図民の力は非常の時に於てよりよく溌姉されるもので

あります︒まして我園に於きましては︑団全鰐が一つの家庭

義と致します︒故に自分の頚のみを老へて他人の身の上を思

でありまして国民は互に親子兄弟の開係にあるのでありま

あります︒今日の日本は各方面に於て苦しき試練に常面して

に蹄するのでありますが故に︑閥民は夫之自らの力により

す︒共に助け合ひ共堂に働くと申す気持は︑かやうに老へる︑

居りますが︑これに耐へ得る剛民のみ永遠に滅びざる図民で

これが打附に遜進し︑克己忍苦よく更生の気力を振ひ起すこ

ときにはっきりと分って参りますが︑その賞行はまづ最も手

のためを思はないのは︑共に献舎生活の本義にそむくもので

とが最も緊要と老へます︒幸に今日各方面に於て早くもかや

は歩︑佃人及階級の利害得失はかりを考へて︑国家及全牡曾

うな自受に立ち︑非術なる意気を以て新しき生活への努力を

部落や一町内に於て︑最もよく行はるべきでありまして︑共

近な所即ち旭先以来ながく定住し︑吉凶耐幅を分ち合った一

あります︒これがためには︑もとより焦眉の急を救ふととは

梯はれつ上あることを聞きますのは︑頁にわれノーの心弧く

必要かくべからざる事乍ら︑これとて結局は国民各自の負措

感じ︑欣快にたへない所であり主す︒

、

日

旨本の動迩生更民風

同生活の基礎とそは賞にこ入にあると信ずるのであります︒
更にその五は弛緩腰叙の莱風を掃蕩し︑緊張努力の締祁を

ぱならないと信じます︒﹂

一一一

方途であり︑而して叉新興日本の輝かしき蕊明をもたらすべ

にして面も最も堅賞なる固難打開の道であり︑非常時克服の

以上簡単ながら論述致し宝した諸項目は︑迂遠なるが如く

今日の如き非常の時にも拘ら歩︑近時一部の団書︑映叢︑﹂

命に鑑み︑率先奮起に努むることであります︒

振起し︑特に官公吏及教育宗教に従事するものは︑自己の使

演劇等其他至る所に心のゆるみを表すが如き気風が見えるの

き唯一の捷無であると確信致します︒

倉員望月金八君
含員望月照喜君

以て感謝の意を表する所ありれり︒一

其の功労を多として徳川徳長より感謝状並に物品を鯛られ

して東奔西走克く其の側的走達せしめたる左記二識に封し

新設山梨媒下各支倉設立に際し主唱者木本初識氏を輔佐

感謝状を贈る

支曾設立功努者に

であります︒これは献曾の一面に於ける虞に不反面目なる風
潮の表れと申さねばなりません︒と入に於て官公吏︑識育家︑

宗教家等は率先これらの悪風を排除し︑緊張努力の活模範を
示し︑一言一行自ら誠めて︑公共奉仕の熱意を致されんこと
を切に希望致します︒

最後に巾上ぐべきととは経済生活の道徳的意義を明にし︑
曲来経済生活と道徳生活とは別交にあるものではないので

教化︽ど資生活に帥せしむるといふことであります︒

ありますが︑併し性巻経済生活のみを考へて道徳を無税する
が故に︑人道にもとる利己心のみが助長され︑余銭物質のみ
を中心として同胞相手ふに至り︑叉道徳のみを説いて経済生
活が軽じられるために︑精祁運動が日常生活からかけ離郷︑
千言寓語の講演読教もピッタリ固民の気持に合致しない場合

があるのであります︒これらは共に片輪の考へ方と巾すべき
へ方を打破って︑その融合一致を固ることに努力されなけれ

でありますから︑連に経済と道徳とを別個に考へるやうた考

要必の槻生人ろせ底徹上済救の村山隆
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農山村の救演上徹底せる人生観の必要

多静

まれ一般経済界の大不景気とたり︑僻に農山村の疲弊困仙は

今や世界的不景気瓜の大襲来に際し我国も亦共洲中に巻込

北米の小変や棉花も徴も石油も有り除って其の虚世に困って

も米も野菜も果物も織物も有り過ぎ︑安過ぎて困って居るし︑

に不適徴となった鱒めであるから︑徒らに奮式の飢鯉救済の

る位であるｕ即ち献含経済組織が今日の科畢的器械大童生産

ふるのが適切である︒此際徒らに向兇や自力更生と税くは無

是等に就ては今日の安本主義の下に於てや出来るだけ維済

如く単に一時の救耕や消我節約をするだけでは駄目である︒

機椛や政治教育組織の改良の必要もあり︑農村及び農家の

くみたてかた

るので物質的には決して背の飢鯉年の如く食物が峡乏して餓

計剖の必要もあり︑又差営り農村負携の睡減︑借金の整理︑各

計刻的経済と共同組織︑更にその上に地方的風家的統制経済

なすべき仕事であるから︑私が鐘に述べても何等の奴がない

種救済事業の施行も必要であるが︑それ等は政府と政治家の

と恩ひます︒︑

特に私共の研究に擦れば今回の世界的恐性は全く物登鉄乏

い︑常今の如く図比の多数が庭の人生観と有せず︑徒らに欺楽

る平が出来たとしても︑まだそれ許りでは農山村は救はれな

を追ふて努力を脈ひ働く事を少くして遊ぶ事多きを欲する如

叉恨令私が政治家に身代りとして巧に此等の大改善を資行す

罪であって︑吾人は折角科畢が典へてくれた磯流せる果賀の

注十分に分配利川する事の出来ないと言ふ人川の無智無能の

巾に溺れ死ぬと言ふ結果に外ならないのだ︺現に我図の如き

居るのは凶作の紬果でなく︑却って科皐が典へて呉れた結果

の恐悦でなく反封に有過ぎる恐悦であるのだ︒世人の困って

死すると言ふのでなく︑只金に困まると言ふのが一般である

食ふに困って居るとは忠はない︒寧ろ借金や納税に困って居

川且つ不深切であると言ふ説もあるが︑私はそれほど一般が

居り︑プラジルコヒーの如きは千八百寓俵も焼き捨てつ上あ

一k今

共極に達し︑地方によっては時に餓死線上に坊樫しつつある

ノ、

から．それ等の人堂に封しては何物よりも先づ一椀の食を典

本
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要必の溌生人るせ底徹上演教の村山農

き状態では︑如何なる妙案名策も決して人心と安定せしめ︑

随って人生は徹頭徹尾努力であり︑努力に努力を重ねて行く

むるやう︑断へホ努力するより外に幸禰に生きるの通はない︒

を感じなくなるものであるから︑現在の境遇を進歩向上せし

所に初めて人生の意義があり︑細ゆる人生の幸祇︑即ち休息

は未熟ながら科畢︑特に進化と遺体の法則と私の六十除年間

慰安も︑喜悦満足も進歩護達も努力を通してのみ得らる上も

頁に農山村を幸幅ならしむる事は出来ないと恩ふ︒それ故私
の鵠鹸から虞の人生槻即ち人間生活の置髄を述べ︑敢て世人
ゼネルギー

又人類の進化には就曾生活︑固家生活の必要があるから生

のである︒

の自昂を望む次第である︒

今日の科畢は総ゆる物質も活力も不生不滅であり︑特に

存競争の反面に共存共柴の員理を教︿︑且つ人類は元一大生

人間の生命は子孫シ一通じて形鰐的にも永久に生存し︑更に精
祁的には言語文字や信仰︑・事蹟等によって魔く人類間に陣播

命の分派であり︑兄弟分であって︑人類間にあかの他人は一

事を徹底的に自畳し︑同時に人類愛に目畳めて各交大勇猛心

されば吾人は生命の永劫であることＬ人生は努力である

テノズカ

し嚢達し行くものである事を教へて居る︒されば吾人今生の

人もない事を教へて自ら人類愛に目受めしむるのである︒

亙り魔く人類の進歩護達に貢献するものであるＪ即ち生命の

努力は決して一代限りで消滅するものでなく︑却って永劫に

を以て︑今日の世の中を有が侭に見て善悪悲喜も︑内憂外患

いれもの

は永劫不死である︒

容器である吾人の肉鰐は早晩死ぬ事を免れざるも其中の生命

に打勝ち︑識生と簡易生活によりて総ゆろ病歴を遠ざけ︑謙

も避けず恐れずそれに直面し︑総ゆる困難悲痛と戦って之

譲と細心の注意によりて一切の誘惑災難を却け︑若し過てば

それ故今日の五男は岨先の生命の延長でありや極堂先組の

直に改め︑遣り損へば幾度でも造り直し︑悪い運命は自分の

下等動物時代から生存競争適者生存の法則により︑代堂努力
日の人間にして怠惰安逸に耽けるに於ては使川せざる機官は

精進した結果を遺博し蓄積し来つた結果であるから︑若も今

を進化せしむるやう努力に努力を重ね︑姥れて後に息むべき

である︒否為吾人は蕊れても尚努力を止めない︑縦令自分の

努力で良き運命に置き換へ︑縄て正しく愉快な方面に此人生

肉緩は死ぬ事があっても自分の努力は子孫を通し︑或は寓人

退化し消失すると云ふ進化の法則に随ひ︑隈格も精刺も漸次

ず努功精進して行くより他に道はない︒殊に人生の幸幅は常

吾人が今日の人生を維持し︑又は進歩せしむるには更に断へ

の精祁界遼通じて震く且つ永遠に糠綾するものである︒され

退化して遂に人類たるの特性をも消失すべきである︒されば

に進歩を含むもので︑一度幸澗になっても其侭では遂に幸幅

要必の卿生診人ろぜ底徹上済救の村山農
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はない課だが︑勢ひ道楽の粕として自然に金嬢が淵まる︒此

其の職業の進歩とが目的であるから︑時間や金銭杯考へる暇

の粕は元より人生の目的ではないが︑今日の就曾組縦では寓

は永劫に死する事なし︲一と︒

事に便宜であるから粕も大に洲まるのがよい︒只此粕は古く

ぱ樺尊は日はれた﹁怠惰の人は己に死せるが如く︑努力の人
如上解く所によって人生即努力である事は明かであるが︑

なると腐敗して中毒する︑大金持に藤な子供の出来ないの

は︑親が道梁の粕を礎し過ぎた中毒である︒されば道楽の粕

何なる職業でも初めの間こそ多少苦しい辛い事もあるが︑そ

は古い方からどしＩ︑使川て行かなければならない︒所がそ

其の努力が辛い苦しいと云ふ人の篇めに一言し度い︒責際如

に噛れて容易に良く出来るやうになり︑自ら趣味を生じて面

れに堪へ忍んで専心努力を綾けるに於ては︑何時しか其仕事

要之に吾人は永劫の生命と努力即人生である事を徹底的に

れを自分の酒色や笹津に使ふと今度は自分が中毒する︑金持

自覚し︑努力によりて其職業を道楽化し︑一生派職業道楽に耽

病と稲せらる上種だの病気は即ち粕の中毒である︒されば子

けりつ型︑自然に生ずる粕は之を古い方からどしノ︑献含奉

白くなり︑遊んで居るよりも何ものよりも其仕事が面白く︑

為の族行や健全なるスポーツをなし︑又は高尚なる葵術に遊

を求むるの要なきに到るのである︒仮令職業道楽の除暇に時

仕に使ひながら︑更に永劫に努力を綾けるのが属に人側生活

幸禰と感ずるやうになる︒一度との境地に至れば最早其仕事

ぶ如きは一面吾人の人格を陶冶し︑牡曾生活を豊富ならしむ

の直髄であり人生の最大幸禰であります︒か上る徹底せる人

の粕は之を慈稗教育共他牡含奉仕に使はなければならない︒

るものであるとしても︑それは何虚迄も人間生活の主でなく

生槻の下に於てのみ︑今日世人の期待する各種の改善設術が

孫も自分も健全ならむ鴬めと且共存共柴と人類愛の篇めに共

して刑であらねばならない︒彼の畢生が畢業を捨てハ運動競

一致して︑職業印人生︑職業帥幸臨となり︑職業以外に享楽

技に熱狂し︑百姓が本職を願みずして謹術に没頭する如きは

第であります︒

初めて共用をなしや貢に農山村が救済唾ちる上事を信ずる式

は決して苦痛でなく︑却って道楽となり︑生活と職業と全然

共職業道楽に耽ける時代に共図が勃興し︑職業以外の享薬の

決して健全なる人生とは云はれない︒されば固民の多数が各

ヲのＵ

盛なるに至て其固が衰亡する事は古来歴史の説明する所であ
兎に角各人が職業道楽の境地に達するに於ては︑・働く事と

］
一
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て就に劉計●興娠力自

五

郎

阿〃ブリ

ｒ軍

団家自一フ生クル所以ノ妓大急務タルコト敢一ァ多言ヲ要セサル

ルヤ至切ナルモノアルナリ．︑

歩一歩堅資二必生新日本ヲ築キ上クルノ受悟努力アルヲ要ス

タル試錬トシーア鋭意堅志面難ヲ排シーア此ノ究厄ノ極底ヨリー

深酷ナル窮苦ハ之ヲ天ノ興幽激鋤的ノ愛ノ警鞭トシ科セラレ

ノ賠臓ヲ餓ヤシ以一ア室乏挑飢ノ地二立タシムルカ如ク現下ノ

二大任ヲ是人一一降サムトスルャ必ス先シ共ノ心志ヲ苦シメ共

サルヘカラサルヲ以一ア各自ノ自主的更生意識ヲ喚起シ天ノ蒋

且夫レ頁二農村ヲ救う者ハ究極スル所農村自己ノ生命力ナラ

テ更二諸般ノ封策施設ヲ計書セサルヘカラス

トヲ受悟スルト同時二国民各自ノ延生振興ノ根本義二徹底シ

後的ノ大非常手段一ラーヱ度アッテ又二度アルヘカーフサルコ

故二政府モ図民モ共二今日ノ時局ハ大非常時二虚スル虞二最

カラス

り遂二政府モ亦全ク起シ能ハサルニ至一フムコトヲ度レサルヘ

共ノ卿窮痛苦ノ度ヲ加ヘーア多多倍係互大ノ阿斐ヲ要スルーー至

源ヲ救治シ恢復蘇生セシムル所以ノ根本ヲ忽一ヌルトキハ愈

自力振興誌劃に就て
時局救済の諸施設は只単に救済するが鋪の施設にあらずして︑
囚て以て睡生せしめんための救沸なれば︑此等誌般の施設と共
に杢蝋粂般に自力振興の計訓蹴行に通推せればなりませぬから
私は祁々研究の上同志議員多蝋の賛成を得て此案を提出し幸に

ました︒

政府も火に養成の旨悲明言し委員倉も本談称も異議無く決定し
何卒右力な貴誌上恋かり大方の御指教御誰力恋乞ひ衣いと存じ
ます︒

自力振興計書二闘ス蜂建議
政府ハ肝臓地二塗ル的異常ノ大受惰ヲ以一ア直前迅速二此ノ大

非常時局二虎シ今ャ適二頻死ノ重態二在ル地方農村一函蕊注
射等在ラュル手段ヲ徹底的一垂誓テ以二／之ヲ救療恢復セシム

川

然しトモ典薬注射只常面ノ手段封策ヲノミ脈し事トシ之力病

ヘキハヰラ現下二負荷セーフレタル亜大責任ニシーア是レ亦資二

荒

今共ノ自主向掛振興褒展スヘキ諸般ノ封策計譲ノ要綱ヲ佃人

ル野草ノ健賞ナルヲ尚フ自主的気風ヲ振作スルコト

依ル淵宝ノ軟弱ナル草花ヨリエ﹄風雨二曝サレーァ自ラ生ク

状況ハ恰一で敵図ノ城市二侵入シーア分捕ヲ争う力如ク資二

ー各地各方面ヨリ鼓フーア救済補助ヲ政府二弧訴念願スル

展二努ムルコト

受クルハ共ノ本態二アラサルコトヲ認識シ各自ノ自力護

民ノ公耐トヲ剛ルヘキモノニシーア風民力剛家ヨリ媛助ヲ

一団家︿閏民ノカヲ以一／支持シ以一ア共ノ文化ノ護展卜図

及農村府螺及剛家ノ三階別二概畢スレハ大卒左ノ如シ而シーア
個人及家ノ事二開シーアハ奨働法ヲ談ケテ之力促進ヲ間リ農村
計叢二就テハ餌斐ヲ以一ア之ヲ助成働行セシムルヲ要ス
佃人及家

一各自一家ノ自力自治ノ根本計謹ヲ樹立スルコト
スルコト

ニ生活方法ヲ改善シ家庭経済ヲ整理節約シーア自立維誉二貧

ナキヲ知り自力更生精祁ヲ漁養スルコト

共ノ醜二堪へサル而己ナラス遂一ス自他共二倒ルルノ外

自

力三家庭経済ノ牧支ヲ明ニシ巌二共ノ釣衡ヲ保チーア自主シ得

ー暇令窮難ノ原因カョリ多ク就含的ナリトスルモ自力信

自自主愛図ノ風尚ヲ作興スルコト

濫造ヲ戒ムルハ人格自立ノ要諦クルコトヲ認識シ以一ァ各

ー団産ヲ愛川↓︿ルハ園家二識ス忠誠ノ精紳ニシテ又粗製

振ル様計霊スルコト
共一二家ノ自立計書二合致セシムルコト

興四子弟教育ノ程度方針ヲ定メテ各自ノ自立ヲ目標トスルト
計
ー

意シ之力精祁涌養卜其ノ計書責現トー努ムルコト

蝦五各個ノ自力意識ヲ確認シテ之ヲ高潮スヘク左ノ諸鮎二留
就

己ノ名嬰トスル雄大ナル気風ヲ養うコト

頼ノ根抵二立チ猫立自営ノ縮刷ヲ以一ア溌奮努力スルヲ自

ヲ容ササレハ祇含ハ公存スルニアラサレハ共滅ニシテ共

一人Ⅷ生活︿連帯開係ノ組織内二在リテ各簡孤立ノ存在

・忽チ数十裏ノ飛行機トナリ数百蔑金ノ義描トナリ又幾多区

現在窮辿ノ状態下ニアッーごくう術且岡家ノ念クルヲ知レハ

奉仕タルコトヲ識リ就含公共二協助スルコト

柴スルニアラサレハ共衰ノ外ナキヲ以一ァ祇含奉仕ハ自己

ナク殊二農業︿勤労ノ集稜ナレハ勤努ヲ厭フーアハ農業ハ

−奮来ノ偉統二囚レクル他力本位ノ依噸心ヲ去り保誰二

自立的訓練ヲ稜ムコト

一外二敵ト戦うＺ勇敢ナルカ如ク内二己ト戦上己二克シ

コ▽ｒ

成立セサルコトヲ認識シーア自主勤勢第一主義二遮進スル

ル生理的自然ノ催件ナレハ何人モ勤勢ヲ忌避シテハ人生

て一勤勢ハ天力人二典へダル特椛的使命ニシテ人力生存ス

︑元・︽

１

３

;14

て就に劉計・興振力自

数ノ慰問袋トナルカ如ク此ノ外征将士ノ偉勤二感激スル図
民愛図ノ熱誠ハ亦自治民業ノ上ニモ溌動シテ進ムテハ農村
振興ノ爆弾勇士モ続出シ自主的健全ナル新農村ノ出現スル
コトヲ疑ハサルナリ

農村
一村勢訓査ヲ篤シ諸般ノ自立改進ノ基礎ラ明ニスルコト
ニ農業康業計謹ヲ樹立スルコト
三豊邪経誉ノ改幹方法ヲ誌スルコト

四肥料ノ間給其ノ他成ルヘク詣般自給主義ヲ誌スルコト
五風体慣智ヲ改善シ目無州ノ消斐ヲ省クコト
六土地工作諸設物ノ愛護法ヲ立テ土木費ノ節減方法ヲ識ス

ト

一二村民総含ヲ開キ諸般ノ説明簿達及各自ノ意兄一フ聞クコ

一三自主猫立精刺ノ作興徹底運動ヲ超スコト

国及府騨

農村二散布スル蒔局唾救諸聾ノ如キ成ルヘク農村振興ノ

一農村維持ノ資源ヲ作り自力振興ノ基ヲ立一アシムルコト

ヲ作成セシムヘキ諸般ノ方法ヲ識スル・ヲ要ス

賓源タラシムヘク意ヲ川ヰ共ノ他各方面ニ亙り平ブ賛源

凡ソ保護干渉ハ特殊例外ノ場合二限ルヘキモノニシーア政

ニ保護干渉ノ政策ヲ雁除シ自力的根祇二立脚スルコト

務ノ常道ニァラサルコト勿論ナリ然ルー我力国ノ政病︿

殆ト之ヲ本則トスルカ如ク各方面二保誰干渉ナキハ稀ナ

リ此ノ如キハ各自自己二信頼シーア自己ノ性能ヲ護揮スヘ

ルコト

七衛生醤員ヲ置キ疾病休業治療等ノ諸費ヲ省クコト

スルハ交銑互鯛シープ有無相迩シ長短和柿フヘキ自然ノ妙

トモ多クハ地勢民風体統等ヲ異ニス之ヲ劃一二律セムト

品愛ルコト恰モ江南ノ橘︿江北ノ机ナルカ如シ況ャ各地

ハ地質ノ異アリ十数里ヲ蝿レハ気候ノ差アリテ所異レハ

天下ノ諸物︿皆風土気候ノ庵物ニシテ而モ数里ヲ隔ツレ

三割一的ノ諸制度ヲ改展シ各自ノ特色溌揮ニカムルコト

惰風ヲ助長スルニ止マルコトヲ認識スルヲ要ス

キ自然ノ護展ヲ妨ケ徒二依頼心ヲ増長セシメ卑屈愉安ノ

ノ注意ヲ典フル等狼健長寿ノ固民ヲ作ルコト

八姫婦ヲ集ヌテ妊娠中ノ心得ヲ授ケ産母ヲ含シテ嬰児保育

一○時間働行ノ良慣習ヲ作ルコト

九在村青年ヲ指導奨働シーア自力精榊ノ涌養ヲ岡ルコト

合シ易キ時ヲ選フコト

但シ集愈等一ス地方慣習ノ食事時刻等ヲ考慮シテ共ノ集

ニ官公吏畢校職員議員唾長総代及紳官僧侶等ヲ倉シテ自
治改善振興ノ研究倉ヲ州クコト

て就に劉計興振力自
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能ヲ阻害スルコト少カラス故二割一諸制度ヲ改塵シ成ル

一ア叉固ノ財政ヲ園民大衆ノ前二公開スル方法ヲ謀り図民

展ニカヲ用ヰ自己ノカヲ以テ自己ヲ建設スル根弧キ生活

ーご海二常二自力振興精祁ノ普及徹底二努メ之力奨働護

新聞雑誌等諸種ノ言論文化ノ機闘ノ協力ヲ求ヌ相提携シ

七言論機開ト共カシテ自力振興精祁ノ普及ニカムルコト

二萱スルヲ要ス・

ヲシーァ常二図経済ノ資際二開心ヲ持夕シメ愛国心ノ涌養

ス

ヘク各地各方面ノ特長ヲ自主的二溌達成長セシムルヲ要
肯公立諸皐校ノ経醤法ヲ自力経済二改ムルコト
ヲ私畢的二自力自営セシムルコトハ大二図及府際ノ負推

画家ノ義務タル図民教育及特種ノ教育ヲ除キ各畢枝経済
ヲ軽減スルノ蚊アル而己ナラス官公畢︿総ヘテ政府ノ施

意識ヲ指導スルヲ要ス

次之ヲ自力自管的一一経管セシムル方法ヲ立テ以一至円年畢

二行ハレサレハ閲民ノ品位賞カノ向上︿得テ望ムヘカラ

図民ノー同二献曾意識力健全二褒達シテ祇曾制裁力厳正

民風ヲ作興スルコト

八斌曾良心ヲ刺激シ祇倉制裁ヲ弧正ナラシメ以一ア健全ナル

徒一フシーア自力二信軌シテ個性ヲ護揮シ努力セシムル弧キ

ス故二此等ノ指導施設二意ヲ川ヰルヲ要ス

ノ気風ヲ峡クノ憾ミ少カラス故二各畢校ノ状況二雁シ漸

設指呼二依頼シ自然畢徒モ依頼的二馴致セラレ自主猫立

風術ヲ作興スルヲ要ス

城覗シテ分捕ヲ争う醜弊ヲ厳二戒ムルコト

有力ナル通俗教育機開ナレハ之ヲ指導奨鋤シーア之力改善

映謹淡劇等市井二灰ク行ハルル諸般ノ娯築械開ハ一種ノ

ムルコト

九市井ノ娯梁機闘ヲ指導シーア自力振興精祁ノ猟養二費セシ

各官公聴内二在リテモ各自共ノ所管費旅費等ノ分捕ヲ競

自力振興計駐二開スル建議案理由害

右建議ス

ス

ヲ固り以一矛大二自力振興精刺ノ涌養二資セジムルヲ要

ルコトハ固民ヲシーア自主的二振興セシムル所以ノ要ニシ

ヲ蒋及スルコト図民ヲ背景トスル有力ナル外交手段ヲ執

剛民外交ノ椛威ヲ旺盛ナラシムルト共二画民財政ノ趣旨

願ミサル悪風ヲ矯正スルコト

上又官費官物ヲ恰毛不用物土芥ノ如ク之ヲ濫費徒消シテ

只管二多額ノ経斐ヲ分収スルコトヲ謀り恰モ大赦省ヲ敵

各行大臣ハ事業緩急ノ程度若ハ共ノ成績如何等ヲ願ミス

純斐分抽ノ弊習ヲ斐除スルコト

四
五
ノ、、

一旦一

礎ヲ築キ以テロ主興閏ノ気運ヲ作興シ雄偉剛健ナル新生大日

明白不合理ナル悪弊↓︿一フ向且容易二矯正シ難ケレトモ今日ノ
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農村窮迫の近因は診言ふ迄もなく昭和五年の経済界動揺に

於て極めて微温的なりとし︑政友倉所属議員を躯りて︑遂に

は無かったか︑国民の期待が除りに大であった篇めに︑量に

は輿論は蒲藤首祁の人格を尊敬し︑其誠意を諒とするに杏て

自力更生の途

津泰

始まる︑而して其原因が人生交活の三要件である︑衣食住の

った︒政局は如斯に推移し︑微温的ながらも追加諜算の成立

牛を殺せるの殴を尭れざらしめたことは返すｊ＼も遺憾であ

妖乏にあらずして︑寧ろ其の過剰に困るとも見らる上は︑昔

所以である︒此に於て園を筆って︑先づ政治的政策の溌動に

の最も重大観する所の︑図民の自奮自励に評へての所謂自力

に依る更生封策は︑将来幾何程度に資現するかは前途頗る暗

によりて︑営面の一時的救済は賞施さる上であらうが︑吾人

鵬であり︑又確信が無い︑粛藤首相は自ら街頭に立って国民

る︒一度議含の州含に接するや︑全図諸関船の代表者は勿論
りて夜許一日に襲里﹂の陳情であった︒政府の救済封策に就て

所謂志士仁人を以て任ずろ地方有志者の徒︑畢く帝都に蒐ま

決定すべき唯一目的の下に︑第六十三議曾は附かれたのであ

向てこれが救済を要求し︑終に特に農村救済の篇めの方策を

た負仙整理案すら不成立に経らしめたることは︑角を焔めて

江

最後の大衝突を演ぜしむるに到り︑救済封策の大眼目とされ

何

の衣なく食なく家なくして餓挙塗に被はれるの現象と︑全然

如

異る所である︒従って此に虚するの途自ら異らざるを得ざる

幅
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しての面目敬仰すべきであるが︑政府の封策を微淵的なりと

に噸へるとまで謂はれて居り︑其意莱や誠に壮︑大政事家と

い︑如斯して何れの時か更生が出来よふ︒

し能はざる現状だから政府の救済を要求すると叫んで己まな

して︑尚且つ自力更生の大精祁が活躍を見・ずして︑自刀更生

ば催かに八千七百七十八回に過ぎない︑如斯は幾年これを経

て居っても︑これを全図一寓千五百九十六市町村に平均すれ

億百七十九寓四千五百十八回の腫額と恩はる上程に計上され

ろを常とする︒例之は今次の土木事業蕊の如き固の支出額一

る︒政府の施設︑府牒の施設は二階から眼薬の如きものに絶

及ぼすにあらざれぱ︑其目的を貫徹することは不可能であ

何としても町村の維湾計測を主柵として︑以一Ｌ佃人の生活に

蔵いが︑今日の苦難幹一切り抜けて鯛民生活の更生を刷るには

自治政治は︑町村民の維湾碓活を雨却され．て居った殿を苑れ

に於ける維癖更新計測を樹立するに在る︑不幸にして我飼の

自力更生の要諦は︑町村自治政治の計制として︑その町村

批評したる︑在野の政事家或は諦関僻の鴬局考︑勝又多数の

団民代表肴を以て自ら任じたる人糞は︑果して懸念封策の置
施を効果あらしむくく︑勝又自力更生の精川を振興して︑身
を以て固民を率ひ且つ資行指導するの大熱意が︑今後の地方
の施設計割に現はる上であらふか︑若し一官民協合共途に出
づるにあらざれぱ︑此窮辿を聴向せしめ得ざるのみたらず︑

徒らに政府の政策を批評せろ丈けであって︑自己に何等の献
身的努力の佃倒が無くては︑共庖嘩叱陀せし所のものは︑図
民に迎合せる所の一場の演劇であったと指弾さる上も︑これ
に封して癖解の僻の無いことを恨とせざるを得ない︒

由来人生為活といふものは︑常に其環境によりて支配され

誘導さる上ものである︑我日本は仁慈の大御心常に寓民に
光被し︑これが篤めに剛民は較ともすれば︑太陽の難有さを

に微温的のものであることを感ぜざるを得ない︒故に閲民は

過して施行されても︑今日の維済生活苦を脱するには︑除り

が除りに世話を焼き過ぎるから︑自治政治の護達が鈍る︑政

感ぜざる様になる︑多年専制政治の側襲に憤れて︑団家機捌

ろを必要とする︑即ち内治政治の上に向活の計を確立するに

依頼心を去って断乎として︑自ら更生の途に就くべく決意す

んとして︑却て自力更生の大奮闘裏に身を挺して臨むの受悟

府の力に頼り過ぎて︑何もかも政府の補助補給に活路を求め

すれば他力本願を棄てＬの蝿限である︑町村内に於て政黛の

在る︑弊脅を一洗して新なる建設を漁すべきであ↓２−言に

たる環境に生活せる矯めに︑海外雄飛の勇壮なるパイオニア

居る様では︑帳令政府より多額の土木費が配給されても︑低

反目や部落間の抗争を容認して︑利己排他の所篤が行はれて

が出来ない︑風光明姻︑気候温和地肥沃諺租先以来との悪れ

精祁に鉄如して居る︑固難と迄に絶叫されたる経済窮迫に虎
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利賓金が供給されても︑恰かも不健全なる胃嚢へ滋味食料が
還られても︑下痢衰弱を招くのみでやかて死に到達する運命
にある︑町村の入廷はこの際従来の依頼心を勉ち︑紛争を一
郷して︑先づ隣保和扶一致協力の風を喚起し︑一日も早く夫

れノ︑己が町村の経済更新計制を樹立し︲典へられたろ便立
ある︒勿論経済更新計劃といふても︑経済的方面のみを老へ

を利用し活用して︑菅養を撤取する所の方策を確立すべきで
るのではない︑これに件ふて教化運動と搬にし精刺的にも亦
向上の途を計らねばならぬことは常然である︒所謂村柄建て

直しに向て幕進することである︑村柄建て直しには信念児革
間なる徳操高き指導者芹一要する︑町村の人をはか比る指導者

を有するや否や︑又嘗ては夜を日に蕊ての運動陳情に町村民
の篇めに活動されたる人灸には︑自ら進んで賞践朋行村柄建
て直しの大業に任する畳悟ありや否や︑

農村経済更新計剖と世に稲せらる典所のものは︑白く農業
経誉の改善︑国く生産の増加︑白く販喪及消費の統制︑白く
負債の整理︑白く生活の改善︑或は叉金融機開の設備等廷︑
多く経済機構を中心として論ぜられ︑叉責行されんとして︑
却て其根底と篇す所の道徳観念の教養唾閑却されて居る憾が
ある︑人生を活上岡より道徳と経済とは並行して︑同一軌道

注走らなくてはならぬことは纏読を要せないことではある
が︑何時の世か教化に従事する人は経湾を疎んじ︑経済を論

の窮迫せろに到れるは︑間より極を左ろ原因の存せるは言を

く人は逝徳を軽んずろの風を篇ぜるに到った︑今日園民経湾

侯たざれども︑巧利主義経演に専らなりしに果されて居るこ

とは︑何人も首肯する所である︑今や自力更生の方策として

農村経耕更新計剖を樹立せんとするに鴬りては︑徒らに経済

し︑共存伺柴の信念を確立し︑道徳の上に経済機能を運用す

機構の薬頓のみに侃せずして︑宜しく利己排他の念を弛郷

されたる中央教化関鰐聯合含総曾に於て︑経済生活に閑する

るの途を刷ることを妓も必要とする︑去月青年含館に於て催

意見が多く震表せられたるが如き︑近くは浄土宗教徒の農村

農村維済振興に重心を世ての教化運動の如き︑従来の短所を

開達偉道の試みられんとする如き︑僻又東西雨本願寺の特に

補はんとする雨者の接近であって︑教化者の注意を喚起せる

気運の勃興せるは欣ばしきことである︒蓋し済生利民の運動

見るべきものではない︑この黙より老ふれば経済更生運動に

乃至計剣は︑燃ゆろが如き信仰に立たなけれは決して奏効を

きものではないか︑歴史上沸教が農村耗湾開護の篇めに議せ

付ても︑教化者は寧ろ大に其方策を提けて指導稗溌に首るべ

る功績は︑数々彼等に依りて識へられて居るが︑今日の俳徒

は国民の経済生活を見るとと誠に疎遠である︑吾人は菅に俳

教のみに求むるのではなｈ今日の団情は教化従事者に向て

この黙に封し深き考慮を挑はれんことを再言する︒
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民の道徳を向上せしめ︑共同生活の理解あらしむることであ

の経済生活を回滑たらしむることで︑教化指導を至ふして図

ある︑蓋し町村自治政治上に於て最も重要なることは︑国民

る機開心活動を町村自滴政治に統制せんことを欲する意味で

る経済機開の働きを無税する意味ではない︑これ等の主要な

まざるものである︑岡より産業組合の如き農曾の如き重要な

吾人は自力更生の途を一に町村自治政治の蓮築に求めて己

の至りである︑大蝿中粛の詩に白く﹁忽思城中多菜色一身温

きが篇めだ︑徒らに制度に拘泥して途に大局を逃す誠に痛恨

るが魚めだ︑在朝の百司硯野狭少未だ共人を見出すの聡明な

に共人無きに非赤轄園家斌愈の未だ之を遇する所以を知らざ

難しとせんやだ︑恨むらくは未だ多く共人を見ざるを遥顧ふ

現状を救ふの大義心を以て臨むものあらば︑自力更生の途堂

五百九十六を算するが︑一町村一人の志士仁人在り︑起って

することを知らなくてはならぬ︺今我園市町村の数一寓一千

ｔ

し

Ｐｂ

聖人また以て光莱とすべきなり︒

常翁を讃へた騨俗秩父支森長作琶琶舷︑及共の折の模様韮牧む︒

て縮まれたろものが即ち本書である︒内容には御聴聞か仰ぎし如

呑宮殿下の台蝿奄賜ばりし芯光栄とし︑其の雄俵の概要恥集録し

秩父の聖人と稚迂らろろ井上如常︵翁の遺物遺稿が︒悉くも朝

ｌ光蕊の稜父Ｉ

抱塊干天﹂と吟懐久ふして至怖更に新なろを礎ゆる︒﹂

り︑自力更生の根本義は主としてとの二黙に重心を置て考へ

なくてはなら砲と信ずるからである︒松平梁翁公は常年の明
宰祁として後代の敬仰欽慕さる上虚であるが公が封を襲かれ
たるの時︑宛も天明三年の大飢鯉に遭遇し︑図家の財川足らず

民茶色ありといふ惨状の極であった︑公は即ち領民に謝し告
諭を愛し︑懇ろに其心得を説かれた︑其内の一節に﹁村方の困
窮は村長役だの罪たること﹂﹁村袋役燕の人心得悪しく候得ば

忽ち一村の難雄となり其病者看護の心得あるべきこと﹂を示
されてあるが︑何といふ大なる期待であらふ︑この言は公が
町村政治を鮫も重要硯されたる精祁の現れであると信奉る︑

重ん余るは敬する所以であり︑敬するは責任を負はしむる所
以である︑町村を重んじ尊敬し︑之に責任を負はしむること
に依りて町村は始めて活動するのである諺公の此心は下領民
に貫徹し︑天明の凶赦餓李塗に横はれるの時・白河領民一人
の餓死せるものが無かった︑町村政治の重要なる資に並に存
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くみ讃を記日の郎凹武浦松

ることができなかったのを︑

閤宮倫宗

健堂

ｐ

左ろ態●度は︑日本の民族精祁を代表してゐる︒わたくしは昨

名は政治的に活躍した人之に及ばたい︒然れども彼等の敢一篤

の奮糊努力︑筆舌に識す可らざるほどのものがあり︑その蕊

溝先生を始め績為輩出した探検諸家の努力なかりせぱ︑幕末

於ても幕末に於ける北境探稔の諸豪傑に敬意を表したい︒側

界的に高めたものである︒わたくしどもは︑かういふ意味に

が仙界に向って開園する前に︑早く既に︑日本人の品位を世

い︒

に於てわが北境は日本の版岡から離れ去ってゐたかも知れな

ものである︒幕末に於ける吾邦の北境︑蝦夷︑千鳥︑樺太の

︑ｂ︑︑乱︑も

が蕊揚したスポーツ精神は︑即ち日本の民族精神を代表した

果敢であることも︑これに由って立誘されたもので︑日本人

闘に勢たるのみではなく︑かくの如き畢問的探捻に於て有篤

は︑樺太は島たることを明かにした︑間宮海峡の護見者であ
︑︑︑Ｅ℃︑︑︑も︑︑︑
る︒︒ヘルリが浦賀に来る以前に︑日本人の名が世界の地固に
︑℃口︑︑︑℃ｂも︑︑︑℃ももｂ︑︑︑︑︑
刻せられたのは間窟愉宗先生を以て峨矢とする︒日本人は戦

℃ｂＧ刃

界の第一流の探桧家が綾だと来たが遂に明確なる解決迩典へ

その第一着に︑樺太が半島なりや︑烏なりやの大問題は︑世

舞裏に登場した吾邦の選手は︑いづれも輝やく功績を愛した

も℃︑℃℃℃︑℃ｂｂ︑︑︑℃︑℃︑︑ｂ︑もも℃も望
海は世界的探稔のオリムピックであったといって可い︒此の

松浦武四郎の日記を謹みて
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一

今日は︑満洲園承認の日で︑吾邦に於ては尤も記念すべき
日である︑此際︑吾邦を世界の弧園たらしむるに至った運命

る︒

を開拓した幕末維新以来の諸先輩の造肌を追懐するのであ
その中政治上に赫交の宅蕊ある人交のことは︑既に知れ渡
ってゐるが︑北境探捻諸大家の志業に至っては︑往埼にして

世人から忘れられんとしてゐる︒彼等は華やかならざる舞蔓

山

夜︑オリムピックの映読と見て︑感激に打たれた︺吾が選手

に︑非常左る困難を排して︑寒気風涛と戦ひ天険を冒し︑そ

横

一一

これ等の探稔家は︑多くは讃書家であり︑身を賎役に起し
も℃℃℃

▼も︑︑己

も︑町１Ｊ

でなった︑そして東縫記行は︑その著述である︒伊能忠敬が

︑︑︑℃︑︑

北海で間宮倫宗に出脅し︑更に測量術を教へたが︑倫宗を途
もｂｂ︑︑︑℃︑画︑︑︑︑℃︑︑℃︑︑︑︑℃
ろ淡文に︑非常の人が非附の時に逢って妬めて非常の功を立
も︑︑︑︑

てる︑君はその器であると榊揚してゐたが︑果然︑間宮海峡

︑︑︑︑℃℃もｂ℃℃℃︑︑ｂ℃︑︑︑︑︑︑ｂ︑℃

を溌見した︒このやうな立派な漢文の逢序を貰ふだけの請書

たにも拘はらず︑文筆の才もあり︑中にも競上徳内の如きは
その晩年を江戸に於て儒者として送ったくらゐで︑論語に開

の素養は諺倫宗にはあったのである︒

方で酒造家たるとともに︑一方では護書の先生であった︒彼

先生は︑少壮より酒造家の小僧から仕上げたものだが︑一

伊能忠敬

しては著述もあり︑一家の識見を有してゐた︑彼その少年時

代は畑草を刻む職人であり︑批年には︑長く北境の探検に従
事して聯その風貌言語︑飲食までもアイヌ人同様になった︑

が吾邦海岸線の測量といふ地肇上︑未曾打の大業を成就した

アイヌ人は︑飯に鯨油をかけて喰ふ︑それが彼等にとっては
素晴らしい御馳走であるが︑内地人には到底堪へられない︑

とき︑その助手たりし人糞は︑測並に於ても︑弟子であり︑

Ⅱ対

︑︑℃ｂ︑Ｄ︑Ｕ

︑

賃に偉らいと恩ふ︑忠敬の地岡に地名を書き入れた助手の久
も︑︑︑

量の大業に従事する間に︑寸陰を惜しんで日記を書いたのは

も商寅をしながら文雅の風格を矢はず︑老人にな２Ｌから測

である︒胴苦峡乏のうちに︑あれだけの修養を積んで︑しか

漢畢に於ても︑弟子であった︒忠敬の文章を見れば瀧肇先生

℃︑

それを徳内は平気で喰べた︒表︑髭︑蓬だと伸ばしで巧みに

︑︑℃Ｕｂｂ︑︑℃釦

︑

アイヌ語をあやつり︑アイヌ人が特に喰くる土をも徳内は喰
も︑︑︑℃︑︑もも℃℃︑︑︑︑ｂｂ︑℃︑︑︑︑一
ぺた︑少批以来かくの如き生群を送って︑しかも畢間の修養

最上鐘内

がその間に行はれた︒儒宗にして大詩人たる山梨糟川が
︑Ｕ

︑︒︑︑

の蝦夷に行くを透る詩を見ると︑徳内の風格も窺はれる︒間
︑Ｕ︼

︑

ろに︑蛎龍は元来︑忠敬の弟子で︑古文孝維の研究は︑忠敬
︑︑︑︑で︑︑℃℃℃︑︑︑︑
が首偶して鼓吹したのであった︒

刻も上手だった︒自害自刻の古文孝経の小本を遺命して柏に
︑ｂｂ画︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑
納めしめた︑孝第一の主張者であり︑言行一致してゐる趣然
︑︑
１９
︑ｂ︑ｂｂ︑
℃︑

︑︑⑥

保水峨龍は︑渡遥華山が小膝樹と評したほどの人である︒古

︑

浦先生は・開東楼の名所たる岡堰に近かい平柳村といふ僻村

文孝経の研究者で︑書も兄事であり︑一冊に器州なんで︑象
︑︑
︑ｂｂもも︑︑︑︑︑︑ｂＵＥ

いふべき貧弱な勢働者の家庭に生れて︑少年の時︑筑波山に

も︑︑

に生れて︑桶屋といふよりも︑店もないから僅に桶師とでも
登って出世石に斬ったといふ意気旺盛な人物︑十三歳の時︑
・数畢的の奇才を︑幕吏に見出されて︑江戸に出て教育を受け

十八歳から小役人にたって︑あれほどの批界的大探稔家にま

[
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℃ｂも・も・

一一一

℃ロ℃９︽

近藤重職が皐問著述のことはいふまでもない︑彼に始めて

℃ｂもｂ

︑Ｐｂｂもｂ︑

の北境探検を縛導したのは︑水戸領の天下野村の儒豊

木村謙
︑

︑︑

といふ奇男児であり︑天下野人と競した︒千島に大日本搾捉
碑を立てたのは此の木村であり︑その事は彼の日記によって
９Ｕ︑ｂ

園定読本にも載せてある︒わたくしは彼の郷里を訪ね︑その
遣器遺文を一見したが︑千島日記を始め︑その筆録は頗る多
いｃその中︑千島日記が︑もつとも興味津交としてゐる︒
わたくしは需救に探検家の事業を語るのが目的ではをい︑

営年の北境探検は風餐露宿などは問題ではなく︑熊穴に眠り
も︑ｂもも▽℃ｂ︑︑
或は一葉の小舟に北海の風涛を凌ぐ︑その凄肱な探桧旅行中
も︑︑︑℃もももも︑︑︑９ｂも℃℃ｂ℃ｂ︑︑︑︑︑

て︑一年のうちには少からぬ日数を旅中に透るのであるが︑

にも︑請書の索を矢はず︑文筆を捨てず寓難を排して日記を
℃℃℃︑︑︑︑℃ももも︑︑
書いてゐる︒その事を老へると︑わたくしども︑南船北馬し

そのような旋行をして︑それであれだけの旅行記を書くこと

しかも汽車汽船自動車で︑到るところに安全な族館がある︒
は容易でない︑此のことを恩ふと︑唯れ此の一事だけでも︑

縦北境探梅の諸大家の卓抜なる風格を追想するのである︑営
時の吾邦の北境探捻は︑近来の南極探桧︑またはそれ以上と
もいふべきもので︑第一に︑器械設備すべての黙に於て不充

分を極めてゐる︑むかしのチョン髭姿を眼前に恩ひ浮べるだ

けでも︑営年の服装グ小舟その他で世界の第一流の探検家が

蒸汽船に駕して往来するのと内外濁抗した吾邦の探桧家を回

︑己も︑︑︑︑℃℃●︑

想するに除あるのである︒幕府の末造︑内治外交ともに振は
も℃℃︑℃ｂ９℃℃ｂｂ℃℃︑℃ｂ︑︑︑
ず︑日本人の意気は︑北境探槍に現はれてゐた︒彼等の肇問

も℃も℃︑℃℃ｂ︑︑ｂ・

修養は悉く資行に現はれてゐる︒謹んだ書物が︑花に培ふ肥
︑℃︑ｂも︑℃ｂ︑︑︑も
料のように同化されてゐる︒吾邦がやがて世界に押出すべき

精祁気塊は維新志士とは別方面に︑北境探検に根強く表現さ
も℃℃ｂｂｂ︑℃も℃︑ｂ︑ｂｂｂも℃℃︑℃Ｔｂも
れてゐるのである︒吾邦三千年来の民族溌達史を回願するに

沸はねばならぬと恩ふ︒︸

営ては︑幕末に於ける北境探捻の一大事項に深甚なる注意逓

およそ如何なろ閏家︑如何なる民族に於ても︑その興隆は
もｖ

探稔の一事によって卜せられる︒探検の盛んなるところは必

▼▽︑ｂもｂＵ︑℃︑︑℃も︑︑℃もｂ︑︑︑
歩興隆する︒列鴛として燃え上がる民族精祁が探桧の焔とな
℃︑︑︑︑ｂ▼︑︑︑↑℃℃℃︑︑
って現はれるのである︒近世の支那には探検の歴史は全くな

も℃℃︑︑

いといって可い︑支那の図が古今を通じて雄邦であったのは
も︑℃︑ｂｂｂ℃やＵ℃℃も︑℃ｂ︑︑℃︑︑℃も︑︑ｂ
漢と唐との二代であり︑此の二つの時代にだけ支那に探検遠
︑︑℃︑︑︑℃︑︑℃︑ｂ︑︑
征の歴史が見られる︒博望侯張泰などは︑一方ならず吾邦の

錨風の日本となって東海に偏安するとと二百年︑日本人の海

探桧家を刺激したものである︒然るに︑支那には張泰以後に
︑︑︑℃もそ︑℃で℃︑℃︑︑
℃︑︑︑
張樵なく︑吾邦の幕末には︑数多の偉大なる張泰が輩出した

外進出の気力は消磨せず︑先づ北境探検となって現はれた︒

探検の歴史は算とい︒
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四
も︑︑１．ｂ１ｂＪ

Ｕｊ︑Ｄ打

︑もも℃︑℃︑℃もｂ一

上げてからでなくては晩餐もとらず︑泳浴もしない︒一通り

あらう︒彼といへども安楽を嫌ふのでもなく︑疲勢を知らな

︑︑︑

族行記を経へてから始めて足を洗ふ︑何といふ精拝︑勤勉で

いのでもなからう︑日食の仕事を大切にする至誠の精祁から

最後の北境探検家は松浦武四郎である︒武四郎は伊勢の人
北境探検にその半生を送った偉人である︒文筆の才あり︑識

此に至るのである︒それよりも肝要なことは︑此の事が彼の
も℃℃ｂ︑︑︑︑●℃℃︑︑︑℃ｂも︑︑︑︑℃℃Ｕも｜

もｂｂ︑︑︑ｂ
力の結晶である︒

︑︑︑

歩べき所以も此にあると忠ふ︒偉大なる事業は偉大なる智憤

︑ｂ︑℃も︑℃︑︑ｂ︑︑︑

松陰先生の所謂積誠の二字も此にあると恩ふ︒後天性の重ん

もｂ

習性になってゐるといふことで︑久しきを積んで︑習慣の力
℃℃も９℃Ｄも℃︑℃℃ｂ℃Ｄｂ︑︑︑︑℃︑Ｅｂ︒︑︑
になってゐるのでなければ︑刻底出来ることではない︑吉田

も︑口ｂＵ︑

にも巧みで︑喬は探検遠征中の山川風物の馬生の篇に上達し
た．彼の初めの頃の内地旅行中の旅行日記などの挿固と諺後
年︑北海遠征中のとは︑腕が見逮へるほどになってゐる︑識
家に就いて多少謡法を問ふたこともあるが︑その筆は全く資
もｂ︑Ｕ︑︑℃ｂ︑︑Ｕ
地葛生で修練したものである︒糟筆とともに︑彼の人物も︑
もも℃︑℃℃℃︑℃も︑℃ｂもｂ︑︑︑︑︑
探椎遠征の賃地練磨によって向上したｕ武四郎ば

︑︑

Ｕも

北海先生が隠居後の家庭生活を見れば︑その壮年探検時代

の面影の一班は想像される︒今先生の令孫孫穴氏︑温厚堅賞
な人物︑祁父の風格をよく記憶してゐる︑孫太といふ名は︑

北海道人

と銃す︑北海の探桧者たるの雅城である︑北海道は維新前ま
℃︑︑
での蝦夷である︒資は北海道の遡名︑道のうちの十一図の図

氏が生れたばかりでまだ名をつけないうちに︑知人が聞いた

︑︑・

名︑郡猪︑村名等に至るまで︑明治維新︑開拓使を置かれた

からも︑毎朝︑未明に起きる︒起床早く大きな蕊でお経を

︑ｂ︑

ふので︑瓢逸な性格は知られる︒武四郎は七十近くになって

ら︑武四郎は孫だノ︑と答へた︑その侭︑孫太とつけたとい

讃む︒小男だが平生︑一帝吐︑洪鐘の如くであったＵ次に一家

︑︑︑

際︑武四郎はその判官となり︑逆名︑園名︑地方名を大小詳
偉大なる探検家北海道人の名は︑永久に北海道の名によって

の郷僕︑使川人を集めて請書を教へる︒朝飯はその後のこと

︑︑ｂ・

細に考定して太政官に提出したのを笹採用されたので︑此の
記念される︒開悶以来︑道名︑園名を選定して記念されるの
ｂも︑

は︑此人ばかりだ︒

と︑盆の七川十四日の朝とだけ︑一年雨度︑朝の稽古が休み

だｕ此の厳重な日程は︑一年三百六十五日︑軍憐や后動の如
くに精確に︑且つ威重を以て賃行されるＪ唯だ正月元旦の朝

武四郎の旅行記は莫大な紙数に上ぽる︑その殆んど大部分
は草禍の侭で︑遥族に保存されてゐるが︑それだけでも近世

になるだけであった︒此のやうた虞剣な生活をして︑しかも

︑︑︑ｂ

の一大箸述家といへようｕ武四郎が旅行記を書いた態度が素

晴らしい︒彼は宿泊地に到達してから︑その日の旅行記を仕

古今四海の珍木を集めて︑一鍾敷の書斎を造り︑一隻の蚊帳
までも造って︑噴分の老後は種そこに起臥してゐた哩千島︑

樺太かけて駈けまわった探検家が︑唯た一鍵の狭い小坐敷に
元と祁田五軒町に建てたのを︑南葵文庫に移して保管した篤

納まってゐたことは︑おもしろい︒此の記念すべき小坐敷は
に︑開東大震災に更かれて無事なるを得た︺武四郎の多くの
遺墨遺品が大震災に焼夫したことは惜しい︒

新井石輝輝師

も︑

の文字である︒石祁祁師の洗練された人格は︑今更いふまで

小ともいつ書いても活版に摺ったようである︒いかにもゆっ

もないことであるが︑祁師の文字は︑おとなしくてそして大

くりと丁寧に書いたように見えるが︑それで随分忙がしく早
℃Ｂ︑︑℃℃︑︑︑︑︑︑︑
く書かれることもある︒早く書いても字鵠が崩れない︒わた

くしは︑嘗て一夏︑大雄川簸乗寺で祁師の抑墓を目撃した︒

唐紙数十枚を書くに︑筆力も早いが︑いくら早くも整然して

といふのはお恥づかしい︑まだ練磨が足らぬと思って修行し

た時︑御見舞の手紙を上げると︑﹁祁僧が病苦に悩まされる

ゐる︑その後︑晩年︑大病で静養中︑随分病苦も激げしかっ

けれども武四郎の遺稿は︑現存するだけでも大したもので

てゐる﹂と大病中からの返答で諺しかも長文に拘はらず︑そ
︑℃も︑︑ｂｂｂｂ
の字慨は整堂として見事なものであるｕ如何なる場合にも紳
▽℃︑ｂもｂ︑︑︑Ｕ︑︑︑︑︑℃℃ｂも℃℃℃︑ｂ℃︑
堂として徐裕あるといふ人格が︑頁に揮然として大成してゐ

のがある︒

ら︑草書が多く︑今の人では讃みにくいところも少くはない

字縄を崩さないといふことは︑人物の慣値に閲する︒特徴が

ると︑始めて如何なる場合にも字鰐を崩さないといふととが
︑︑

出来ると恩ふ︒達筆といふことは必ずしも驚くに足らない︑

像される︒穂の長い筆を用ひ一し︑一本の筆の毒命が除稗長か

武四郎の数多の遺稿矛見ると︑非常の達筆だったことも想

︑︑ｂ

上り特徴の字鎧か幾百千枚書いて咽崩れてゐないのは︑松下

︑︑℃ｂｑｑｑＱ℃︑℃Ｅ︑︑

彼は頗る達筆であり︑しかも極めて多忙の中に書くのだか
が︑あれほど達者に書いて︑字鰐が崩れてゐないのは敬服だ
︑ｂｂ︑ａｑＱＱ︑︑︑ｂ︑℃℃︑℃℃︑ｂ︑︑■℃︑
数十枚数百枚を奔り書きして︑字鵠を崩さ底いといふは︑人
℃︑℃︑℃︑︑︑℃︑℃℃︑ｂ︑
格が修練された結果であり︑決して達筆といふ鱒に出来るこ

菱はらないよりも︑字鵠を崩さないことは︑意味の深重なこ

︑視

とではない︒貢の達筆は人格であるといはなければならぬ︒

とである︒

村塾を訪ふ者の注目すべきところであらう︒お話は飛ぶけれ

つたようだ︒毛筆を用ふろ心持と︑・ヘン先遼使州するのとは

︑︑

ども此事について︑わたくしどもが切に連想するのは︑

︑℃℃も

︑︑

吉田松陰の遺墨遣稿は非常の大数なものであるが︑先生の右

あるっ自筆の旅行記数百巻︑その外に趣味に開する幾多のも

︑︑９Ｊ

五
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十一歳で最後に大和の犬吉原山を剛らいた︒彼は十八歳で雨

ｂｂ︑℃ｊ

いるｊＩ１の聯に気持が迷うが簿・ヘン先は安慣のものであり︑

視の許可を得て︑班身故郷を去り︑筆刻の織筆一本を携へて

に廃物となるのとは犬に逮ふ︒古人は筆も大切であり︑寓宇

容易に新たらしく取りかへるものでもある︒毛筆が軸ととも

て︑殊に山をめぐったが︑修験道から商山癖を得たのではな

天下を周溝し︑族登は目から働らいて群じた︒修騎道に入っ

℃︑︑ｂ︑︑︑

は直ちにその侭の活字で︑書物同様︑永久性を帯びるもので

あるからもわだくしどもが文章を活版にするまでの暫時の草

彼は廿六族の頃︑九州では出家して︑平戸の虞言宗の寺の

︑︑

く︑その高山癖は修験道以前からであった

住持になってゐた︒彼が握崎に往った時︑露画が隈共として

稿として書くのとは受悟が速ふ︑一宇為交に魂を打込んだ極
度刺のものであったｕ北境探捻の死線で書いた族行記も字般

南下する形勢を聞いて︑これは吾邦興亡の秋である︑安閑と

養子も水戸から貰った

束湖が武四郎北征を送る歌に︑﹂皇

湖からは近来の快男児なりと推稀された︑後に︑子がなくて

して水戸であった︒武四郎は烈公からも歌を頂戴し︑藤田東

動に参加した維新志士である︒武四郎の後援をした者は主と

時代の早かった矯め探検一途であり︑武四郎は一面に勤王運

うちに︑松浦武四郎の本領と思ふのは︑武四郎以前の諸豪は

︑︑︑︑ｂ

数百巻の旋行記を書いたのである︒わたくしが幕末探検家の

千島︑樺太︑蝦夷に航するとと七回に捗り︑風謹涛影の中に

舞って直ちに還俗して︑北境探検の征途に上った︒爾来︑

それを日本人としての恥辱なりと考へ︑興言傭をもやめて仕

をして参宮をした︒佃侶は皆そうであった︒然るに武四郎は

むかしは法鵠の参拝は禁ぜられてあったから︑武四郎は附話

志を起し︑直ちに寺を拡って伊勢に蹄り︑太廟に参拝したが

して住持にあってはゐられないと︑奮然として北境探桧の大

逓崩さないといふ虞意はそこにある︒
︷ハ

︑▽すｂ︑必

松浦武四郎の生涯は波澗寓謹で頗る劇的であった︒十六歳
︑︑℃

で郎身︑故郷を脱走して東海道を江戸に来る途中︑術士山に

登った︒その時の日記は見常らないが︑此時の登山は︑その
若い雄堪しい心に︑弧い力を賊典したことは疑底いｕおようて

︑

役ノ小︑以来︑今日アルプス全盛の世に至るまで︑武四郎ほ
︑ｂ︑︑可︑
ど動多くの高山を跡極した者はない︒彼は﹁役ノ小角の︑再
も︑︑
来﹂である︑そしてその高山踏破生涯の第一歩は富士山に始
主るのだ︒その翌年故郷から番頭が迎へに来てつれて蹄ると
き︑同じ東海道ではつまらぬといって︑途を愛って中仙通に
出で︑此際︑逸早く所謂日本アルプスに登ってゐる︒アルプ
スの先畳者の一人である︒爾来彼は南漉北征︑制るところ︑

︑℃℃可︑︑℃も℃功ｂもｂｂ℃℃︑℃ｂも︑︑︑︑︑︑・
高山を見れば︑その絶顛を踏破せすには巳まいといふ批心勃
もｂ︑℃︑︑℃︑︑︑︑︑︑ももＵ︑℃も︑℃二
片たるもので︑また責に︑悉くそれを賞行してゐる︒晩年七

− 詞

I ‐

王鉾の陸奥越えて︑見まほしき
︑︑︑℃Ｅ︑︑℃︑
蝦夷が干島の︑雪の曙

︑℃℃ｂ℃当

皇威装揚︑・民族進展に封する維新志士の気分は漣此の一首の
歌に現はれてゐる︒

形もｂもｂ

℃︑Ｄ・︑ｂ

︑ｂ︑箔ｂ︑︑ｂロ口︑Ｄ︲▽

︑ｂも︑︑︑︑ｂ

新棄和歌集と害墜Ｌはならぬ︒自分は和歌といふ二字が大雄
︑℃︑︑︑︑︑ｂも︑︑画︑
ひだとあるのは感興的である︒水戸畢の見地からは︑歌の一

字で十分なので︑和歌といふ必要は無い︒東湖は水戸肇の精

℃ｂＵ︑︑︑

るとも︑束湖の如き花を開かなかったら︑その百代に及ぼす

︑り

華である︒義公が開創さ鯉た水戸肇が如何に立派なものであ

精彩と効果とが減殺されたであらう︒

保存されてある︑筆器淋滴として賞に痛快なものだ︒伊勢︑

に漢文の序文を起草し︑自書して送った︒その文は松浦家に

もないのに︑快よく引受けて︑一夜︑晩酌の後で︑一乗吋成

泰山北斗と仰がれる人物である︑それに武四郎とはまだ面識

町は浪に洗はれ︑フーチヤチンの軍艦は大損害を受け︑駿河

わしい︒下田に往って間もなく︑大地震︑大津浪で︑下田の

詳細なる日記がある︒侯に報告する篇であるから︑非常にく

に来た時に︑宇和島侯の依頼を受けて事情覗察に往った時の

武四郎の日記のうち嘉永六年︑露図のフーチャチンが下田

七

雲津松浦弘撰とまで︑丁寧に︑東湖の筆で書いて見事に代作

︑︑︑

の役をしおぼうせてゐる︒これは︑武四郎の方で︑束湖の序

る心持だ︒自分等が衣るものも食べるものもないのに︑敵艦

湾回航中に沈没した︒その大震災の時の記事が目に見る如く
もｂも︑︑︑︑︑℃ｂ︑︑℃︑︑︑
である︒そのうちに︑もつともおもしろいのは︑海上のフー
︑︑︑︑︑︑℃︑︑ＤＢ︑ｂ︑︑ｂも︑︑︑℃もも︑℃ｂ︸
チャチンの軍艦が津浪にゆられて大破する光景を︑津浪にさ
︑︑℃︑℃︑︑℃℃︑︑︑気Ｑ口ｑ︑︑℃︑︑℃も︑︑︑宮
らはれた町に僅に生き礎ってゐる男女が︑シタリャ／︑とわ
も︑︑︑︑ｂも︑︑もじ
れを忘れて拍手喝采する︒耐風に蒙古の船艦の砕けるのを見

東湖と武四郎との開係では特筆すべきことは︑武個郷が浦
︑︑℃
︑℃︑℃︑︑
朝五十七年間の歌栗︑新薬集と出版するにつけて︑序文の代
︑︑Ｄ・℃℃もｂ︑︑︑︑︑︑︑︑
作を東湖に触ったことである︒東湖は営代第一流の大政治家
︑︑︑

の快男児とも思ってゐたのだから︑面識の有無は問ふところ

が引受けるといふことが︑素敵なことである︒東湖は︑近来

かも知れぬとの説もあるが︑それにしても代作と知って東湖

文を頼んだのを︑東湖が誤解して代作を頼まれたと考へたの

︑︑

で底い︑欣然として筆を走らせた︒その天杢海淵の襟度︑さ

その事を有名な足代雛太夫︵弘訓︶に手紙で報導した︒樵太夫

大破に感激する︑その心持が日本魂の溌揚だと︑武四郎は︑

︑︑︑

すがに一代の英雄である︒わたくしどもは︑台閤人物にこの

が御手紙のうちの眼目だなどと書いてある︒

の返答に︑伊勢でも︑みんなで懸命に回蝿して大喜だ︒此虚

︑ｂｂ℃ｂ

ような気分がいつもありたいと恩ふ︒
︑︑︑

東湖の代作一枚は︑維新志士の潔白な気分と現すにも︑非
常の好材料である︑その但書に︑必らず新薬集と書くべく︑

■■■■■■■■軍
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が追かけて来た︒下田の事態︑火急を要するので︑成るべく

伊豆路にか入り簿三島の本陣に泊まった晩︑すぐ幕府の急使

ｂ︑

﹁其時︑異固船は大砲の門を込て七分傾に相成ミサュ島の

昭和七年九月十五日︑浦洲団承認の日

弧い沈着を受ゆるのである︒

殖︑

激的の此日︑柴門を閉ぢて静かに誰を執る心持は︑極めて力

に景気づけてゐる︒しかも今夜は八月十五夜の名側︑霞に感

︑︑︑︑︑Ｅ︑︑

ある祭だ︒今日︑満洲関承認の雄だしい日を︑てうど朗らか

かしから武減野の角力が集藍って来る︑武瓶風士記にも名の

じ︑︑︑︑

の一音が森を揺がすばかりである︑秋祭の名物は角力祭で︑む

を鋤講した武減野の大きな帥様で︑今日はその秋祭︑笛太鼓

八幡宮の森が欝蒼として翠を凝らしてゐる︒豊前の宇佐八幡

わたくしの書窓に直面して︑僅に一町あるかなしか︑宇佐
︑︑︑

ばならぬ︒

にも︑筒井肥前守のような意気の人もあったことは特筆せね

いてゐる︒外交不振で遂に天下の人心を失ふに至った幕府方

︑︑︑︑

く感服してゐると︑一日後れに三島にかかった︒武四郎が書

あったらう︑沿道の村袋でも︑肥前守の狐爽たる意莱にひど

山を乗臓えて下川に向った︒乗物は駕篭だ︒唾ぞ寒いことで

急いでくれろといふのだ︒肥前守心得たとばかり輯直ちに起
もｂ︑ｂも︑
ち上がって︑夜半︑今ならば十二時前に出没︑徹夜して天城
ｂ︑︑︑︑︑も︑︑記︑︑︑ｂ︑もも晒

下まで流れ入りしが︑最早此汐にて破れかと相見候や︑

山の上にある人も︑畑で行て親を尋ね子を探す者も︑ま
た子供を懐にして樹の枝に懸る者も︑家材に打しかれて
水底に沈み︑立も得せざる北平も矢山も︑面色を改めシ
タリャノ︑と鯨波の聾を揚げて悦び勇み︑また小普請方

℃ｂもも

の稼人︑または諸家の折助︑中間もシメクゾ／︑と躍上
︑︑

り︑今一シダと大青揚け中には腕なでさすり︑裸になつ
て︑つき倒せノーと勇む者も有しに︑我も一入︑志豪に
︑︑ｂ︑℃ｂもｂ可︑℃い︑︑
左り︑また︑皇閲の御威稜も講せぬこと︑弘安の瓜も昔
語に聞くままなるを︑今︑目のあたりに見るはと︑憂の

中の喜にぞ有たるに︑此汐にて︑山の麓︑川の中に押し
流し寄せし人家︑一時にもみ砕き︑大海の水骸とぞなり
たりける﹂

賞に︑日本でなくては・見られぬ日本魂が躍る光景であら
も︑︑︑勺

う︒祁風●といふは︑此の光鉄だ︒此の如き涼園気の中からこ
そ爆弾三勇士が出現するのである︒
も︑︑︑︑︑︑

も一つ此の日記におもしろいのは︑露人のフーチャチンに
談判の篇に特派された委員︑筒井肥前守正憲の態度である︺
︑︑Ｙ

肥前守は幕末の一名士で︑外交の長老である︑今ならば︑
内田伯といふところであらう︒八十除まで長毒を保って︑老
もｂ︑ｂ︑ｂも︑︑︑︑
読剛であったが穆此時は七十七の冬である︒江戸を出溌して

−

q

声

原蹴五

郎
Ｏ

原則

︵三︶農村救済の一意義範園及び

救にある事わ鼓に改めて論及する迄もない事と恩ふ︒

出したのであるが︑責わ非常時内閣の根本指命が農村閲難匡

︒○○○○

図家の大問題である虚から︑非常時として畢園一致内閣わ現

第である︒華に至れば最早軍なる農村の問題でわ無くして全

覆滅的事態を惹起し︑遂に血盟函を結成する迄に立至った次

産し︑三千年来腿先累代血と汗とになりたる全閏農村わ殆ど

村自治鵠わ滞納を累積せしめ︑中堅農家わ綾堂として破産倒

の影響わ堪大にして闘家わ是れが篇めに赤字を出し︑地方町

して︑農産物の激落より農民の牧支わ全く償わ歩︑波及する虚

に直面して居るわけであるが︑其根本わ昭和五年以来俄然と

今日にてわ農村わ勿論都含商工業者も共に︑筆画経済困難

︵三謂ゅる非常時とわ何か

農村政治意識の猫養に就て

︵二教化閣鵠の指命
世界の形勢を察し・閏・家の将来を慮り︑政治の良否を鑑み

０ｏＯ

経済教育の適否を考へ︑以一ｉ一無識のものを教化する事ｕ
○○○０

以上わ本曾要領中の極めて重要なるものを摘記したのであ
して其第一わ関催各仙人が互に俵標的の活動をなして以て一

るが︑本来教化圏鵠の本質指命とするとこるわ︑是を二大別
国の文化護展に奉仕貢献するにある事わ論を待た底い︒第二

○○○００○○Ｏ
わ互に除力を集め一Ｌ以て赦曾的風家的大奉仕に識一進するにあ

る事である＆世側の教化圃僻中にわ禽員の名に於て賑慨の印
刷物を康く多数者に販賓して言は野一ケの商賓業の様に唯し
たるものもあるのであるが︑本宮の創立雀だ遠く基礎又た華
問にして根本主旨資に雄大なり︑不肯今本雪に望む虚のもの
わ謂ゆる非常時に感激せられて本曾並に本曾員各位が邦家の

鰯め︑農村の篇め特に農村政治溝識喚起涌養の鱒に一大奮起
あらん事を望んで止まない︒

ロ ー − −
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て就に養酒の識意治政村農

て就に養潤の識意治政村農
E9

吾人わ農村が斯迄困難に逢着した其大原因を左に二大別し
たいのである︒

ならない︒

我風わ建函の始めより蝦葦原の瑞穂の剛と言われ︑天壌無

︵四︶農村大国是の樹立

生存丈けさへが困難を招来したる虚に︑中央地方の負捲の減

の大図是を奉持する事今も昔も何等愛る事は無いわけである

窮の祁勅と相侯って農わ園の元なり︑言へ換へれば農本立図

其一︑前述した如く生産物わ激落して全く無負捨に一しも共

額わ甚だ軽微でありて殆ど奮態其儀と言ふて過言でない虚か

度画策と其侭にして赴いたのでわ︑農村自身の復活更生など

村わ全く剛蓮隆昌の犠牡となり下敷となりて今日にてわ此制

てわ止むを得ざる成行であったにしても︑今から見れば農

を共にする事が出来なかったのみ底らず︑たとへ其れが曾

るに足るものがあったのであるが︑農村わ不幸にして此隆昌

と言ふ趨勢を招来した事から︑天壌無窮も大御↓賛も其内陣に

を授却し遂に農村の安定と護展とを破駿し去ら赤んば止ま赤

に商工都市闘家建設に忙しく︑是れが矯めに倍盈農村の本質

言ふ事を閑却したので有った︺加之自然科畢鳩識崇拝わ必然

に偏重して︑遂に自己の蹄しめつ上ある礎石︑即ち内容充賞と

せられて一言にして霊せば︑画を筆げて外進政策置易護展等

が︑明治中興の皇謹わ一剛富力の増大と勢力の仲張とに急迫

ら︑農村わ誠に腹背両面より狭準を受け遂にはかなき倒産離
散の憂目を見る事になったのである︺

到底思ひも寄らない程︑農村は漸次衰額の因子を多分に学ん

ねるあわれ隆城の姿となって仕舞たのである︒今一二の例を

珍赦せられたる賓物わ︑悉く商工都市に盗み出されて今でわ
○○０ワ
只名のみの破れ案埜を存するに過ぎない如何とも見るに見兼

共二︑明治中興以来我関連の隆昌わ燦然として剛際洲に誇

で居るのである︒誤って改むるに雌るなかれであって︑吾人

○○○○○○○００００Ｏ

わ今日団家も心付き農村も叉自蝿したとした時︑鼓に新たに

一主義階段的を探川したｕ其篇めにあらゆる人材わ悉く都市

に集注する事になった︑次に財政と言ひ金融と言ひ︑是又都

錫ぐれぱ商工都市幽家建設の篇めに教育施設も大船に於て制

市集注の政策が行われ︑今日にてわ人材も都市に集注する金

肩に掛けて勇往迩進すべき大責任であると信赤るのである︒
以上の現賞に立却して考ふれば這般農村匡孜の意義に於て

も都市に集注する︑富力も叉都市に集注して農村わ日に月に

農村大固是の樹立︑大画策の施設遂行わ図家も固民も共に双

も︑亦其範圃に於ても非常に洪汎であり亦亜大であって︑辿

塞識困難の淵に追詰められつＬあるわけである︸然るに能く

○○

も一時的椛助金や低利資金の供給や米穀法の改善位に止む可

◎○

きものでわ無く︑虞に畢函官民一致砿世の大事業であらねば

‐■■■■■

資に陸軍であり︑海軍であり︑思想であり︑団縫であり︑図

能く考全Ｉ一見れば︑此枯れ果たる農村でわあっても農村わ術

干渉国策を一郷して農村自主的産業園策の樹立を取り急がな

がどの位佃性の護達を胴害されたかわからない︑鼓に吾人わ

画家が農村産業を干渉したと言ふ事わ︑是が篤めに農村産業

但し此一言たるや非常に重大なるものであって︑今日の自

０ｏ○Ｏウ○○○○

力であり富源であって︑吾人も商工都市建設の重要性を否認

ければならないと断ずる次第である︒

から︑吾人も是を欺迎するに害ならざるものであるが︑問題

力更生わ蒋来︑自主的産業国策論の因子とわなるものである

て鼓に新に農本立図の大国是を朝野共に確乎明白に認識して

◎００○○００○

００００つ０つＯ

するものにわあらざれ共強大なる画家建設の重要性から鑑み

りある事を忘れてわならないと恩ふ︒

諸般の施設改善に努力遇進すべき︑天来の大指命の降りかＡ

の重要性から鑑みる時自力更生と︑自主的産業圃策樹立遂行

野共に認識して掛らねばならない︑一例を場れば固家経済機

とわ迎も比較にも何にもならない程︑重大案件である事を朝

構の根本わ改善せられて農村にも人材抱容の除裕あらしめ山

︵五︶農村大国策の樹立
農村わ五里離るれば地味の相違があり︑十里隔つれば気候

の奥にも都あらしめ︑園中至る虚楽園であり︑浄土であり︑

・つ○○○０ワ０○０︒◎００○○Ｏ

風土の差があり︑山村もあれば魚村もあるのであって︑其生

商工都市と共に虞に共存共築互に封立並進の慨あらしめねば

Ｏ○○Ｏ

産手段わ自から異ならざるを得ない︑更に全団家国土の大観

たらない︒

Ｐ○○○０○○００

わ艇登たる山脈もあれば︑叉洛盈たる河流もあって自然の腫

○○ｏＯ

割を篤し︑そこに定住せる民族わ共れ其れ其異る四園の事情

結論として︑抑吾人が民族図家を形成して︑図際間に較瀬

つＯ

手ふ上に於て内に職みて︑国家の諸施設と︑園民の利害休戚

つＯ○○

○ウ◎Ｃ

○○○Ｏ

や全世界五大画の伍伴に参加して︑遜色なき迄に進み尚此上

然るに今裁に固家わ泌交たる東洋の一小孤島図を以て︑今

らないと思惟す︒

つ○

とわ何れに重きを置く可きかの問題である︒更に大別すれば

○○

に雁して猫特の文化と博統とを尊重して居るのである︑即ち

◎○︒○︒︒○○

自然科畢から見ても亦精祁科望から見ても農村わ各地各様各

団家の諸施設と商工庵業の消長と基礎産業の消長とである

︒０００００つｏ

登の文化を建設すべき天の使命を以て居るのである︑鐘に於
◎○○Ｏｏ００○
て農村圃策の員髄わ︑先づ其佃性の誰達を尊重すべきである︑

が︑此三者わ三分鼎立して共助共援呈末も軽重長短あってな

ろを以て大使命となさなければならないと思ふ︑然るに従来

国家わ其個性と個性間の共通の利害を統制して宜敷に善虎す
其れが過渡時代に於ける止む能わざるの成行でわあったにし
ても︑一にも統制二にも劃一︑遂に栽培耕転の末梢に至る迄

1

−

1
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て就に養潤の識意治政付農

て就に養潤の識意治政村農
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︒︲．．◎Ｏ○○○③

にも進ませなければならない運命に逢着して居り︑商工産業
村わ恐らく全人口の八割を抱擁しつ上︑今や其貧弱困倣わ一

亦列弧と餅馳して遜色なき迄に進歩しつ上ある時に於て︑農

を以て如何にして団際間の較扇戦に堪へ得くしとわ思われな

家離散の運命さへも避け難いのである︒此二長一短雌足不具

いＯ

０００００○○〆Ｏ

︵六︶以上の論説わ除りに簡耶にして江湖の讃者に封して

癖謹士松倉慶三郎

善虚せられん事を止まない次第でるあ︒

Ｉ血ｌ

民事裁判ヲ杢腰シテ
各種ノ調停所ヲ善用シ
民事事件ヲ悉ク調停和解ニ依り解決ユルコトヵ最モ
得策ナリ

事チ大一一努メョ︒

ー︑令鐸債務調停法今川一般二施行セラルル宜シク之チ迩川スル

ハ︵ご多クノ狸川チ堰シＣ口髭イ年月チ費シ︵一己緒川チ多ク

⑤現亦ノ祇含状態純沸率僻生活態様二在リテハ従来ノ民事裁判

如何に農村が皇圃の立画の亜要要素として至大至重の役割を
弧めなければならないかの諒解を得る事さへも困難なる可し

年五年一︿年公表

債務整那論及農工商産業正シク生活安定論ハ昭和二年三年四

民事事件ノ和解調停ノ必要論︿大正八年以降年々公表

四︑民事裁判金雁論文ハ小生大正十四年公表

掌亜ト開係常事渚ノ幸祁斡進チ完フスルコト

三︑法律事務所ハ法律撫済生活道義調和以テ調停ノ続祁指導公益

益私益ノ雨立チ期シテ霊誠以テ訓停ノ緒祁貫徹チ期スルコト

ニ︑調停ノ衝一一常ルモノハ公平正義二則り諸般ノ事怖チ粘察シ公

止スルコトハ大ナル幸祁ナリ

⑤一時ノ感術チ制シ同前ノ小ナル利需チ排シテ民事訴訟チ慶

ルコト肝要ナリ︒

族ノ幸祁チ害スル毛ノモアル程ナレハ民半裁判全匪チ心掛ク

浦シテ訴訟ノ桜牲ハ大ナル一利猛少ナク︑註タシキハ本人家

とわ恩ふ次第なれ共︑大贈に於て今後農村に勃興さる可き園
諭の蹄趨鮎わ想像せらる人に難くわないと恩ふ︒

果して然らば都禽文化は如何に指導す可きであるか︑亦農

のよりも取り念がる可き重大問題であると言わねばならな

村文化わ全く反封の方向に指導建設辻られねばならないが︑
○○００○○○○○○Ｏ
何れにしても園民間に穏健なる政治的意識の喚起涌養わ何も

い︒然るに一方選畢の革正わ代議政鵠の危期と迄叫はれる程
○○○００ワ○００００Ｏ
の事態であるとすれば︑賞に日は暮れて路は尚茜だ達いので
ある︑冒頭に掲げたる世界の形勢を察し︑園家の将来を慮り
政治の良否を鑑み︑経済教育の適否を考へ︑以て無識のもの
を教化する事︑吾人は此数言を唱讃して今日こそ恐らく本曾
○○○○○○○

創立以来未曾有の重大事に逢着したと言ふて過言でない︑即
０ｏｎ○○００００００ＯＣ００○０○○００○○◎
ち本曾及本含員は総動員を以て此非常時園難に努力逼進以て

圃民更生の道は迩きに在り

匿江万次

経済的に救済匝救の街矛一畢ぐるととの必要惟件たることは︑

忘却せるに至２Ｌは淀に遺憾の至りである︒申迄もなく此際

●

現下の非常時に際し先つ第一に絶叫せられたるは自力更生

を義憤興起せしめ︑所謂道徳と経済とが津然として融倉する

のでなければ到底此難局を打州することの川来ないのは火駈

論を侯たないのである︾けれども︑他方に其基調たる精祁力

賭るよりも明である︒

で起りたるは豊山漁村の救済中小工商業者の圧救の聾であっ

階級の人士にして往堂自力更生の意気を批判して日く︑農山

願に瞳し︑其極自暴自棄に陥らしめ人心の綾滞之より起るに

治の念を弱め︑徒に依頼心を惹起し︑人として自然に他力本

殊に救済催救の麓は︑性交にして人間性の美熟たる潤立自

痢忠肴に封し向鉢巻を以て奮起を促すが如きものであって︑

至るので虞に恐るべきである︒五男は此際一にも二にも自力

を誌しなければならないのである︒所謂天は自ら助くる者を

本願の大和魂を護擁し︑自護的に奮働して以て自力更生の道

上充分救済の資を畢げて然る後更生の道を唱ふべきであっ
て︑本末顛倒も亦甚しいではないかと︑斯る言は今日智識階

大悟徹・底して勇往遮進すべきである︒若し事此に出ないなら

助くとの格言を喚起し︑救済に値する考之を交くるの属理に

含九の獣阿蝿となりて所詮共効はないと信するのであるが故

ば今後政府営局から幾億の財貨を投じて救済せらる上も︑叉

は自力更生の意義を軍に物質的経済的の見地のみより解樺し

面其根抵に於て精紳的道徳的の力に依篠するものたることを

たるものであって︑一面の道理は存在するも︑此更生力は他

も前途遼遠の感を深ふせざるを得ないのであるＪ此等の人士

級の人士によって唱道ぜらる上と見ては︑現時非常時の識策

言ふぺくして行ふととが出来ない︒故に此際は先づ以て維済

や共極軸に達し︑到底自力を以て更生するに由なし︑恰も下

村の窮乏漁村の疲弊及び商工業の困倣は資に言語に絶し︑今

て︑吾人の耳栗を打つとと頻りである︒此間図民の一部有識

の雛であって︑欝勃として各地に起りつＬあるのである︒次

耶
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り在にき通は道の生更民閏

り在にき通は逆の生更民図
⑪⑪

■,f〕

に︑此鮎に蝿し風民が切に︑党と反省をなさんことを望んで
自力更生は唯園家の財政殊に農村に於ける経済上の問題た

止まないのである︒

町と稲し︑或は村と群するのである︒一国の治安は一郷の治

安の集まって成る所であれば︑一郷の和睦は決して忽にすべ

在っては瀧蒙問題に絡んで阿際的に斑に容易ならざる時期に

有蕃則書二子籍一︑有し過則若達し約考亦害し之︑三犯而行し計︑

る︒凡刷約者．徳業州勧︑過失相規︑確裕相交︑忠難相郎・・

一郷を和睦するの法は︑・宋の藤川呂氏の郷約法を宜しとす

からざる・ものである︒

際倉しつ上あるのであ２Ｌ︑図民は箕に更生の意気に燃えな

不し俊考絶峰之とある︑凡そ一郷の鱒めに利益を謀り︑帆筈を

るに止まらず︑内に在っては政治上に瀞勝又思想上に︑外に

せしむるに至るべく︑天は我岡民に封し崎も一大試練を典へ

ければならぬのである︒若し一歩誤れば我閲として危殆に瀕

来ぬ︒一郷の園結を篇すには︑人為佃交の小利害を棄て︑一

防がんとすろは一致閲結に非ざれば︑共効を奏することは出

つ比あるのではないかと恩はれる︒此際維済上の窮乏につれ︑

害を霧ふと︑一郷の大利害を謀るとは．是れ智狩蝉者の分る

︵二︶一国を安全にせよ

事を稲錫する︑︵九︶閲役を勤むる春を優雪待する︒

ふ︵六︶人の憂苦を慰める︑︵七︶人の紛議を解く︑︵八︶人の善

に施輿する︑︐︵四︶公益の事業に出金する︑︵五︶人の忠難を救

には二︶剛民の義務を教へる︑︵二︶教育を棚める︑︵三貧人

る︵三︶凶年に諜術する︵四︶水火雄賊に術へる︑善事を勧める．

禰害を防ぐには︵ご相談仲柵を定める︵二︶貯蓄の法を定め

を防ぐのと︑善事矛一棚めるとの二綱に分けた︺

一郷韓陛の法を述べたことがあるｕ共大要は先づ之肌を洲害

郷全儒の大利害を目的と鴬さねばならぬＪ入廷が一佃の小利

る︒されば此機に於て図民は間有の信念に基き畢固的に一致

て園民間に自力更生の鵬光を兄るに至り︑現に各地に於て共
気運が︑兇的に興起しつＬあることは河に喜ぶべきことであ

上所である︺余は曾て藍田呂氏の法に倣ひ︑今日に行ふくき

閣結して更生運動を賛現し︑奮伽一番柵を雌じて幅となすの
大受悟を以て閲難打開の大目的を遂げなければならないし︑
又図史の成跡に徴して必ず達成し得るものと信じて疑はない
のである︒而も之を達成する方途は決して深遠底る道を辿る
のでなくして吾人の踏むべき逆の通きにあることは本愈組西

村泊翁先生の道義訓に照して明瞭である︒今其二三を左に掲
げて警蔵とする︒切に固民の髭醒を促して止まないのである︒

︵一︶一郷の親和を園れ
一郷とは一家と一国との間に在って︑或は市と稲し︑或は
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り在にき通(工澄の生更民図

が︑時勢の鍾遷に雁じて道徳中の篠目の或る部分を重くし︑

凡そ道徳の理は︑千古墜日ろて愛することは底いのである

て其園を保護安全にすることを得るし︑叉大にしては其園の

勉め行はねばならぬ︑若国民の品性此の如くなれば︑小にし

凡そ我団民たる看ば官吏軍人民衆の別涯く︑共に此八徳を

皆知る所である︒そして教養ある国民が洋風に沈酔する者頗

欲望を東洋に向けたるの事賞も︑漸く明かになったのは人の

団民の品性此の如くなれば︑小にしては他園の鯉侮を受け

忘れ︑︵共八︶は外を尊んで内を賎むこと是れである︒

快︑︵其五︶は怠惰︑︵其六︶は柔弱︑︵其七︶は利を見て義を

︵其一︶は箸修︑︵其二︶は軽侮︑︵共三︶は浮燕︑︵其四ほ遊

叉国民の品性不良にして︑其図を腐敗せしむぺきものは

光輝を四方に輝かすことを得るであらう︒

或る部分を軽くするは︑自然の勢である︒此の如くならねば
道徳は時勢と伴はずして︑党に死物となることを免れないの

る多く︑洋教が隈交として固中に入るの勢日に甚だしく︑国

である︒我固は近年外国との交渉日に繁くなり︑西洋人が共

民が箸修に長じて︑団貨を海外に投ナること愈交多くなっ

は︑官吏軍人衆庶の別なく︑戒めて之を除き去らんことを求

大にしては其固を侵略せられるのであるから︑我国民たる者

日く愛園心深し︑白く義勇に富む︑日く風俗善良なり︑日

︵三︶一国の五善と五患

めいばならぬ︒

た︒此の如き時勢となった上は︑道徳の催目地に於て此の一

篠目となった︒故に我日本人民たる春は︑同舟海を渉るの想

図を安全にするといふことは︑他の像目に勝って最も重大な
を篤し︑親和結合して︑此険悪な世界に吃立し︑金甑無妖の
皇園を保護せねばならぬのである︒

此

五善を具へたる者は其固隆盛し︑此五善を失へる者は其園衰

く人心一和す︑白く財川篇焼なり︑是を図の五善と云ふ

日本国民を大別して二つとするならば︑一は官吏で．一は

衆庶である︑官吏には官吏の道があり︑衆庶には衆庶の道

さて園民徳性の良善なる者は

離せんとするの兆あり︒財用未だ窮せずと雌も︑画家の篇に

敗せんとするの兆あり︑人心未だ韮離せずと雌も︑亦益燕韮

亦頗る多きを見る︒風僻未だ甚しく壌敗せ余と錐も︑亦益壌

数〃なきに非ざれども︑愛国心の虚き肴︑義勇に乏しき者︑

亡す︒方今の状態如何︑愛国心の深き者︑義勇に富める者共

がある︑けれども国民たる上から見る時は蕊其圃に封して表

すべき道は官吏も衆庶も共に同一で何等差異あることはな

︵ご皇室を零誠する乙と︵二︶愛園心︿三︶進取の気︵四︶信義

い︒

︵五︶忍耐︵六︶剛毅︵七峠節倹︵八︶勤勉

自
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一事業を起さんとするときは︑常に財川の不足に苦しむ︒此

て︑此五患を救はんことを務めざるべからず︒些細の一事と

は我邦の人心禿離しや財用窮乏し︑愛国忠義心の鋪磨するは

雌も︑荷も此五忠を救ふに足るべき者は皆勉めて之を行はざ

敵図の幅なり︒故に園民たる春は︑何れも心を合せ力を議し

あるをや︑今日交際する所の諸国は緯友誼に厚ければ︑憂噸

るべからず︑若し漫然として意を用ひ歩︑此五患をして益益

の如くにして之を救済せざれば︑遂に固の威椛を投じ︑図の

するに及ばざるが如しと雌も︑彼等が従前他団に封する畢動

深からしむる者は愚呆に非ざれば喪心者なり︒号泌呼ｒｉ；

安全を保つ能はざるの恐あり︒況んや外固より風雨信襲の虞

に験すれば︑早晩愛じて敵国となるも料り難し︒若し然る時

足立栗．園

置く外はない︒反封蝋人に言はすれば︑ゆるノ！︑御手際拝兄

れて居る︒吾等図民は何分御頼み申しますと︑只管切望して

可決・ぺ定したのであるから︑着盈之が奮施に取掛ると仰せら

自ら匡救せよ

○

久しく操みに撰んだ時局匡救法案は︑貴衆両院の協議禽と
までなって︑漸く第一臨時議含に約束せられたる手形の片を

うチョックラと進行するものではない︒

仕らうといふ虚であらう︒何にしても外部への願ひ事は︑さ

頼み少きものとなった︒けれども幾くもなく通常議曾も開か

亡の秋はないのであるから︑外部よりの匡救を要求するとい

前回にも愚説した如く︑今日ぼど我が国民に取りて危急存

○

付けた︒然し其の結果は除り芳ぱしきものではなく︑米穀法
案は曲りなりにも可決されたが︑負債整理法案は否決の運命

る上のであるから︑政府はそれまでに十分案を練って何とか

ふ他方本願は︑無論徴てになって餅にならぬと観念し︑それ

に陥って︑豊山漁村の窮乏其のものも︑何時匡救せらる上か

しようといふ首相の言明である︒而して兎に角諸種の法案か

より仏政府の所謂自力更生を剛民各自︑佃人ただとして絡姑
念頭に赴き︑此の際は多くの苦情や不平を洩すことなく︑叉
篤にする所ある人糞の言に耳を仮して自己の立場駈忘る凡や
うの事なくや一意過逃して地方︑伏力伏能の復活に専念すべ

きである︒吾人が叉してもか上る前言を操返すのは︑結局我
が国状が︑内部の係争葛藤に喧鴬たるべ費一時でなく︑畢園一

致して外来の大団難に奮然脈起︑以て我が帝固の運命を拓き
将来の地歩を確保すべき必要に迫られて居るからである︒そ
れは言ふまでもなく︑国際聯蝿調在国の報告によりて︑我が
従来の図是とする所が容れらる上か否か︑場合によりては聯
盟を脱退し︑孤立無援の地位に立ちて臥薪祥臆せねばならぬ
やも測り知るべからざる故である︒古語に所謂﹁兄弟内に閲
ぐも外侮を禦ぐ﹄べき場合に直面するからである︒

では︑到底貸効の翠るべき筈もなく︑地方は農山漁村淀問は

米諸図でも大に目畳塗﹂︑今や着堂分椎制度に傾き︑資力を

幸日にＪ１衰額を来すのは理の営然である︒蓋し此の事は欧

の聯邦政治や猫逸の聯邦政治の資績を見るものは︑どうして

地方に養成せしめんと焦って居ると聞く︒而して北米合衆図

も中央集椛では趣今後は図民全鵠の資力を培ふことが出来ぬ

宜しく地方分椛︑以て従来の侃亜侃軽の弊を矯めねばならぬ

は吹然として奮態を改め歩︑却て都市集中の事に焦慮し︑大

といふことに識宥の見も一致して居るのである︒然るに我園

東京︑大大阪といふ風に︑外槻上の虐柴にのみ拘交として居

る︒之では地方農山漁村の年と共に益食装亡に瀕して行くの

を怪しま底い︒是等の鮎は篤政者の今に於て︑須らく考慮一

番︑十分蕃所せねば底らぬ所と思ふ︒

黙しか上る根本的の大問題は︑民間の有志の差し向き手の

○

一僻我団一般を通じての地方窮乏の原因といふものは︑必

くに︑相督働し︑相指導し︑粗響膳し︑和裁力して︑十分善

村民とが力を合せて一地方の産業振興︑資力養成に勉めた如

伏力伏能を愈が上にも護揮し︑その昔封建時代に︑藩主と町

居るのであるから︑公吏と町村民とが協力一致して︑地方の

こととして︑それよりも地方町村は︑既に自治制も布かれて

下しやうのない所であるから︑之は営局者の考慮に一任する

であるが︑一面に以前と同一方針で中央集権をや２﹂居るの

地方自治の制度と布きて奮欣を挽回しようと計叢せられたの

都市に集中されて了った︑そこで之ではならぬといふので︑

した所から︑知識も浦も地締も地方から技し去られて︑悉く

後︑専ら中央集椛の制度を以て進み︑地方分椛の奮態を破壊

ずしも世界的不景気の襲来のみに依るものではない︑明治以

○
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の庁

庭する所がなくてはならぬ︒教育にまれ産業にまれ︑風俗習

政府の金融政策をのみ要求依頼することなく︑誠資︾勤勉にし

も引立ち行くやうになるのであるから︑商工業港も此の際は

凪ふに地方が霧ひ︑農此の眺賞力が増せば︑従って商工界

うろば

町村民との冊がシックリ行って居ないやうであり︑而して雨

共の正に就くやうにせねばならぬ︑兎角今日にては︑〃公吏と

て︑其の職とする物登満給の本能を混伽目に護撫せんと心掛

Ｏ

者の川に所謂運動屋なる肴が介在して︑旨い汁は彼等に§買

け︑景気回復の気運を助疫するやうに適進せねば底らぬこと

慣にまれ︑其の弊を鋪め其の筈を除き︑而して其の利を畢げ

の利耐は︑どうも一般庶民に行渡って居ないやうであるＪ是

て︑直ちに物偵の商騰を見越し︑以前十分に買世き貯赦せる

である︒然るに聞く所によると︑或はか比る鵬光見へたりと

●

等の鮎は地方復活所謂杢固各町村の自力更生の上にも十分の
注意を桃ふべき要件であると恩ふ︒
○

今や三咽音が惇へられた︒篤替州場の低落にもよるが︑一時

ある︒古訓にも一商の芋の心は商並といひて︑物の多少高下

ども︑之とて商業道徳なる肴はＦ自然に存在して居るもので

いふ考は︑交換媒介の手数料を占めるのが生命であらうけ紐

に︑さもしい了簡を起すものもあるといふ︺一鴨商人など上

物品にまで早くも高値を付し︑取れるだけ利を取れといふ肌

停頓した生綜は漸く外人の唯寅力をそ比り︑従って生糸の高

を最り︑損益迩考へて高利を収ることなく︑有る所の物を以

諺に﹁柵禰は糾へる細の如し﹂とあるが︑地方農村に取り

加へて五風十雨の順調なる天候に悪まれて︑農作物は磯焼で

て無き川の物に換へ︑天下の財物を通じ︑図家の川を達する

値に製糸家先づ蘇生し︑延いて養撒家悪まれんとし︑掘て舛
あり︑皿や共の恢格も政府の力に依て︑共の簸低償格を釘付

といふ諺の非を緋じ︑﹁仲縮の中道を得ることが此の諺の出

を虞の商人といふ﹂とあり︑叉商人と畔凪は曲らねば立たぬ

でし所以で︑かくてこそ久しく立ちて危うからす︑即ち商議

けせられんとする時運に際脅せることである︒之は一時の愛

ののくち営めを考へて︑除りに開かす除りに縮めずして︑能

調ならざらんことをどこまでも願望する次第であるが︑兎に

角・かく回春の気運に向った以上︑地方町村民は此の際︑従

き程に身を立つる時は︑いつまで立ちても危き事なかるく

時の古今に因て愛る

に勤勉し︑十分に節約し︑以て一日も早く復活の樺路を辿り

く﹂であると説いた商業道徳の原理は

来の緊縮節約の気分を棄てず︑どこまでも引き締って︑十分
行くやうにせねば左らぬととである︒

注意すべき所であらう︒

べき筈はないのである︒是等の鮎は刻下の商工者として最も

ひにして一命を取り止めた時ほど︑食養生の大切妻なるはなき

日に勤倹力行すぺき時はないのである︒恰も瀕死の病人が幸

如くであらう︒元来が共存共柴を以て国民利禰の相互的モッ

之を要するに︑久しく不景気に苦み抜きたる我が国民一般

匡救するの本意であらうと恩ふのである︒︵昭和七︑九︑五︶

たらぬ︒之が即ち政府の所謂自力更生の道︑吾等の所謂自ら

道徳的の行進を綾くることこそ︑同胞園民の任務であらねば

トーとする以上︑そこに自他の間に相互扶助の本旨を鰐して

而して其の景気回復の暇光の見へた時ほど︑一層誠資に虞面

特に農工商等の人盈に取りて︑今日ほど忍苦すべき秋はない

常時の解

繁田武平

投出された一大試練である︒

若し一歩を誤らんか︑鯛痕を千載に残すことなしとし底い︒

内的にも叉封外的にも︑重大な難件が蛎湊し績護して居る︒

らない︒元遥の役︑日清︑日露の戦は共に図蓮を賭した︺幕

歴史的に我が国の非常時を拾って見る廷︑決して再三に止

あらう︒我が帝国の歩みは決して畑蔦たる途上遊走せて今日

今日はたしかに非常時だ︒謂藤首相は臨時議曾に於て議員の
は此の非常時に虚し︑如害何なる封策を以て難局を抑切るか︑

に及んだのではない︒試練の敷交を経︑幾多の非常時を経聡

は︑邦家が架卵の危きに立至った場合が︑尚僅指せられるで
如何なる受悟を以て難開を突破するか︒是れ日本画民の前に

末の縛換も危境注踏んだ︒其の外見方により考へ方によって

言ふ迄もなく︑現下の難局は非常時と言ふべきである︒封

非

質問に封し︑非常時とは讃んで字の如しと答へられた︒然ら

×

L■

○
×

3s

の 時 常 非
解

して来たのである︒

恐怖から自棄的の感を抱かせ︑総べてを他力にまたんとする

しで︑愉安の迷夢を受まさんとして︑却って過大の恐怖を生

卑屈心を生ぜしめる傾がある︒之は過ぎたるは及ばざるが如

ぜしむるものである︒吾人は正確に非常時を認識し︑事態を

×

現下の畔局は正に我為の直面する虎であって︑経済の難局

ゆるぎなき自信と︑謎る勇莱とを持って︑前途の光明に迩進

過大硯するも︑過小硯するも共に不可だ︒正しい認識に基き

する事が︑非常時に庭する要諦であると信ずる︒敢へて本文

と満蒙の封策とは︑資に寒心に堪へぬ状態にある︒すべては

を草し大方識肴の高教を待つ次第である︒︵昭和七︑九︑三

我堂としては︑未維験の重大事である︒併し過去に於ける非
に︑薄氷を蹄むの恩ひがあった︒然るに固比の堅忍不抜なる

稲︶

の折とて遺憾ながら此様な原稿は御覧不可能との事であ

方があるが︑選者石川先生は近咋眼を病まれ︑覗力乏しき

詩林雁募諸氏の中には細・ヘン字等もて原稲鵡認められる

詩林磨募諸君へ

常時も︑その常時にあっては︑今日と同じく︑或は今日以上
精榊と気塊とが︑よくその難局を切り抜けて来たのである︒
×

今日を稲して非常時糞々だと高唱するのは︑愉安の惰眠を

受ます警錬である︒徒らに国民の恐怖をそ入るものではな
い︒前途の難開は嘗てない唆峨であらうとも︑突破不能とい
ふことは断じてない︒吾が租先が幾多の難開を切り開いて来
つた歴史を回想して︑我盈は確たる目信を持って︑勇奮事に

る︒従って詩林原稿は毛筆もて火書きれ原稲紙︵無き場合

は半紙︶に御認めの事を願ふ︒︵係り︶

ジ ー ー ､ 〜

I

営るべきである︒非常畔なるが故に︑非常な毘悟を要する事
は勿論だ︒些の怯慌微の卑屈があってはならな賂

世人がや典もすれば︑非常時たるを高調するの除り︑聞く
者をして一種の恐怖心を起さしむる事なしとしない︒中には

1

×

非

常
時
の

解
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臨時議曾の

第六十三回

より之が魁倦を持たればならぬことは岱然

して此の畳悟であるとき︑国民としても素

と進むこと柑然それは出来るからである︒

の面目も政府の面目もなく︑一意鴎のため

能と思ふ︒各閣員協力事に虚する時は自己

て呉れる筈である︒

次に吾々剛民の代表はどうであったか︑

菰のである︒

いに其の畳慨を希望するものがあると感じ

此の鮎吾々は遺憾に堆へないとし︑今後大

である︑我等の代表も勿論此の誠意を示し

然るに此の畢幽一致陶雌に堂るべきの赤

跡を観る
第六十三回の臨時議

ともかく球算は無事に通過し︑農工商小中

誠韮示すべき議含の状況はどうであった？

々の望む所を代表して奮闘努力して異れた

果して彼等は非常時の幽民幽家のため︑吾

倉は︑八月二十三日に
に江く三回に亘ろ念期

階級の匡救もどうやら出来︑閏民の更生の

召集され︑其の間前例

精岬も之が指導によって喚起されようとは

然なこととして多とする︒併し﹁三人寄れ

延長を奏請するありて九月四日に閉院する

意走以て常リ陶民に協力白墨を促すの政

とより︑ょりよ寿﹄策を見出す意見であり協

ばモンジの判燕﹄の言の如く︑反省と誠意

見を吐い穴︒それば簸善の策韮議す︒へく倣

即ち政府並に図蛇代表が︑如何に此の非常

府︑職牲的愛剛精紳を作興し．協力一致時

であらうか︒彼等は各黛議として諏忽の意

時日本の現下に虚して其の誠意を示すかの

救に努力するから︑鯛民に於ても此の意悲

に宮って︑政府は一大昼悟を以て昨局の匡

である︒政府は蕊に鍵明して心此の非常時

に容易ならぬ畔であって︑正に非常岬なの

か以て之に常ろ程の力を吾々ほ此の非常時

家のため最悲なりと決した以上︑政府は死

虚かないではなかったと忠ふ︒一度熟臓幽

政黛の諒解に腐心し腰の弱過ぎろといった

図民に天決意を示し丈内閣としては︑徒に

先づ政府の方か見るに︑協力内閣として

牲にさへなつ衣︒これは剛家のための職牲

は途に幽民の望んだ負偵整理案の如きは犠

憾なくそれを現はし誰と思へる︒其の結果

あつ士︒米穀法案︑負伎整班案等に於て遺

の手柄自分の面目が唯一の問題かの如くに

決めて反省なく０協力の赤誠に鉄け︑自黛

に恩へた︒自分の説よりよいものはないと

て︑只自己自然の面目にのみこだばつ士様

調精神であったか︑吾々の籾ろ所を以てす

諒とし．職牲的愛幽粘抑を以て之が政府と

内閣に望むのである︒此の噺の決意乃峡く

れば遺鰹ながら︑それは幽民も幽家も忘れ

協力一致更生の畳悟をして賞ひ衣いとの事

時．此の非常時を切り抜ける程の郭は不可

れ程の赤誠牢議含に於て示したかもこの鮎

局匡救に杢力走捧ぐぺ野﹄蜘民の代表が︑ど

たのである︒

であった︒而して之が鯛民に協力心促すぺ

詔ふ迄もなく我が図の現下は内外多事武

く一大運動を起すとの邪であるが︑政附に

か深く省察したいのである・

上に期待をかけたことは常ならぬ者があっ

思ふ︒かく一通の事走云へぱそれ迄である

庵己知田割

が︑吾々は一歩を踏み込んで︑自ら一大決

ー ー 一

といふ者は︑黄幅剛比注帆の的であった︒

論 時

に至った︒其の十像側間の議愈の一畢一動

園圃圏圏園圃翻題

時

論
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大いに老へればならぬ︒

図民否その代表の使命であらうか︒吾々は

の態度が果して非常畔の政無妙使命であり

の粘祁を蕊露して得々かにさへあつ丈︺こ

であらう︒政黛は愛倒の精川ではなく愛黛

ではなく︑政燕のための犠牲でなくて何ん

ととなつ菰のは悉知する所のものである︒

月の三期に亘って・之が一大運動懇起すこ

悲促す所があつ犬︒而して九月︑十月︑十一

民にも之が協力を望んで﹁自力更生﹂の畳椛

非常時に庭して政府自身の決意を示し︑図

政府は第六十三議含に臨むの前︑剛家の

くノーのものであみ︒然も昨年来の問題の

る︒零落して而して本性に蹄へらざるばよ

くじ共の責を果すぺ野﹄は没に此の時であ

である︒是が非でも之れが恢復に努力す．へ

ろ位なら文句はないといふのである︒

る今岡自力更生の除地はない︒それが出来

のである︒其の第二はｂ疲弊其の極に達せ

更生遊説くは政府の責係輔化であるといふ

其の第一は︒此の非常時に於て幽民に自力

は誤解してケシカラヌと稲する者がある︒

然るに此の自力更生の運動韮して一部唯

殴打さへ依然繰り返して帰るに至っては︑

政黛は近年著しく不信川になって届るの

沙汰の限りである︒斯の如きは吾々の代表

第一の問題ぱ︑政府にして何等自ら決意

努力なくして言ふならばそれも尤芯れど︑

たり得ない︒閏比はよろしく彼等芦︲一抗戒韮

申込み反省怨促すべきである︒現下に虚す

に協力ル求め心自らも更生の粘祁韮褒場し

て呉れといふのである以上難はあるぺきで

政府自ら非常畔に庭する兇幡を示して鯛民

而して協力一致の不屈の紡抑に向って断の

はない︒これでもカレコレ言ふ者は協力の

々自己なく難なく︑愛叫の至慌あるのみ︑

一宇あるのみｂ他の何心か言ばん︒折角の

見るべく︲自ら反省ずべきである︒叉第二

締岬なく．依姻心にのみ蝋って届るもいと

るの途は政府といばす︑剛此といばす︑只

が悪影響を及ぼす大なるかを恩ふとき寒心

蓮動といふものは粘一抑運動であって︑物質

のみ解するより来る結果である︒自力更生

の問題はｂ自力更生といふこと彫物厩的に

畢剛一致幽難打開の霊ある時︑彼等の一動
に堪へない︒

自力更生の質精紳

Ｊ

問題ではない︒これは換言すれば幽民粉・岬

至った跡走反省して︑政治に肺蒋に︑経泌Ｆ

作興運動なのである︒即ち陶民の事今日に

の進歩蕊達走害して居るもの心匡正して︑

所右ものにとって︑陶家耐愈やがては自己

日本帝蜘本来の委に立展さしむろ糖叫走固

くするの墨慨悲各自喚起する所かなくては

つ菰のは各自が間違った逝韮歩んだ所があ

ならぬとするのである︒それ今日事裁に至

るからであり︑派曾幽家の現批としても各

居るから︑鼓に至つ衣︾﹃とが多いのである

自の努力によって匡救すぺを弊が充瀧して

物質を如何に典へても各向此の向斑②．緒川

い︒乞食聯兄れぱよく分る筈でのろ︒此の

が壷揮されない以上救ばれるものではな

紡岬さへ更生すれば︑惹いて剛家の力も充

斑し︑各自も亦物質的にも更生するであら

々が向分の心の中より力走朔き起さしめれ

う︒それには他力即依祇心でなく︑奮然各

ば出来ることではない︒此の糖祁の喚起は

らぬ０

如何に疲弊して居ても心の持ち方一つで出
来ることで︑少しも無理でない︒今日は兎
角面に諸事恥物質的にのみ解する傾がある
ことは遺憾である︒自力更生は精祁的な幽
民精祁褒錫の問題でることか誤航してはな
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じ︑読鴬佐分利新流の検術を永久に佐

其の技を一見して︑多年の疑心凡て散

前の偉受を了した︒そのと菩芳高には

同十四年十二月廿二日には門人田島鶴

吉︑太田毒批武美等は歌目録を偉受し

郎嘉連︑水上三蔵伊茄︑鈴木新三郎光

嘉六保藤先づ菟状を偉受し︑長久次

︵二一︶

倉一藩に普及ぜしめる基礎を据えた︒

池川好三郎景久等歌目鋒を受け︑越え

之助︑近藤直治庚居︑橋本平次郎保父

栗園迂人

の内︑形前の未だ仰はらぬものあり︑

利の槍術キー柴へしめたのである︒そし

是に於て堀田家永代の軍備として佐分

鑓合せ極秘博投と西村芳郁

平右衛門芳高諜て之を遺憾に思って居

の巻の内奥秘の形が徳はらぬ馬め︑某

た︒所が同人の語る所にては常流偉授

病震の後は︑西村平三郎共の後を承け

郎の五人であったが︑第一の高弟別所

叛︑松永林赦︑高橘助三郎︑西村平三

て同門人の中︑道統の体に預つた者
は︑前に筆げし別所皆右衛門︑円内茂

け︑又鈴木新三郎諺池田好三郎︑繕目

五月廿一日門人永井岩太郎兎状を受

古畑金五郎泰亨︑歌目録を受け︑同年

て弘化三年三月五日には富川錘造信敏

先年諜州今治に赴き︑同地の野崎治助

たのである︒是れ皆李三郎芳郁の仕込

録を受け︑鈴木誠之進︑歌目録を受け

介に而曾したから︑其儀に就て懇談し

に就いて之が偉受記得て鯖坂した︒而

爾来平三郎芳郁の門下には︑年交出

侯の依嘱に依り︑堀田識津守の補佐役

門を名乗れる西村芳郁は藤て支藩佐野

以て算するに至ったのである︒

を汝に偉授することとしよう︒価て父

精の許多く︑天保十年三月四日には永

となり︑鰯に八丁堀の同侯上邸に長屋

所が嘉永二年九月七日︑既に平右術

芳高荊とも同道あって其の形を一蕊あ

受け︑叉橋本本次廓は歌目録を受けた

井岩太郎︑高橋午之助︑槍術繕目録を

を下され︑共虎に住居し︑風雨烈しき

んだものであった︒

りたいものであると︑芳郁に物語った

が︑同十二年正月廿一日には門弟駒津

にて岡の道場に赴き︑そこにて悉く業

Ｌ

そこで芳高芳郁父子は六月二十日同道

も極秘とする所であるが︑今や悉く之

して其の俸授中にも︑鑓合せの博は最

て槍術師範となり︑門下常に五十人を

その時に富り︑佐分利新流体授の巻

たところ︑今回岡らず浪華に到り岡翁

泊

を苑せられ︑九月二十三日に至り︑近

日には薄そこより本藩へ通勤すること

十石︽と賜はり︑翌年直ちに佐野支藩の

門を襲名し︑小寄合近習となって百五

家を耐ぎ︑通稲李三郎を改めて平右術

のであるから︑先立つものは金の工

て︑以上の計譲を遂行しやうといふ

二︑財政難理︒一寓六千石の小藩で以

ｌｉＩ︲ＩＩ︲ｉ
来老病の故を以て︑途に佐分利流槍術

家老に任せられた︒而して其の在職十

L

以上の植林と同時に︑上総図九十九

叉江州堅田領に徳と椿とを殖林し︑

た︒そこで彼は佐倉本藩に乞ひて其

里演の新堀村に漁網を貿ふて鮒漁の

面即ち財源を見付けることであっ

のである︒

意の件もあれば気分快き日︑時交道場

師範を菟辻られ壷而も流義の俵は御趣

三年間に及び其間に残した功績は頗る

の師としては越後流兼甲州流兵畢者

州丸鋸の儒者尾池晩索を膳し︑武術

利を牧め︑それ等牧入に依て文武奨

著しいものであった︒即ち其の大要を

所で此の西村芳郁こそ︑明治維新後

田崎主水勝明を抜擢し︑其の他弓馬

に出で上指導すべき旨を達せられ︑従

我固文教の篇に大功勤を残された宮中

剣槍の諸術を起し︑︑一方には文武

じて一般財政を整理し︑之を有要に

働の費金に充て︑且つ勤倹の道を誰

の領土畦川村の原野を貰ひ受け︑其

顧問官文畢博士西村茂樹先生の厳父で

の軍制を定むると共に︑一群の兵制

庭に敷寓本の楢と梢とを柚ゑ付け︑

あり︑営時の正篤侯は安政惟約を締結

遊定めた︑特に此の際異数とすべき

鱒用した︒﹁図用定制﹂と名づくる一

一︑文武の奨励︒文畢の師としては讃

するに典って力大なりし有名なる堀田

書は此の時に作られたものである︒

述ぶれば左の如くである︒

正睦公であった︒而も此の槍一筋の家

は︑夙に西洋砲術の必要を認め︑藩

たのである︒

より方向を蒋換して文畢方面に一偉人

士松山大吾︑開隆赦の二人として豆

来の功勢に封して肺上下を賞賜せられ

所といつてよからう︒

此の如く彼は佐野藩の馬に誰す所が

三︑磨政避単︐省略︶

を生じたといふも亦時勢の然らしむる

の塾に入りて畢修せしめ︑同時に大

州韮山の代官江川太郎左術門戸坦庵︶

あったが℃同時に佐倉藩の篤めにも︑

西村芳郁と佐野の政治

洋式の大砲・を鋳造し︑それを領地な

塚同庵を筆用して臣籍に加へ︑爾来

の諮詞を受けて屡皇息見と建白し︑藩

内四天王の一人に数へられた︒特に天

顧問格として仕へ︑大事ある毎に君侯

Ｉ

る下野佐野に試砲し︑叉肺布藤尾の

０かも︒ｆ︲．川

尚ぽ此の西村芳郁は前に蕊げた︑父
平右術門に劣らぬ技伽人であったか

︲︲１

下屋敷に於て洋式操練を波ぜしめた
ｕ︲Ｏｆ５﹄︲ｌＬ︲ＩｌＴＨ．魚ワ︒▼１Ｆ沙形〃︲妬が︑榊酎Ｊやし︾︲１

ら︑天保八年には父の曜後を承けて共
１１．
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み︑閣老首班の水野忠邦︵越前守︶の識

中に任じ︑同十二年三月本丸老中に進

八年藩主正篤が二十八歳にして西丸老

といふのがそれである︑既にして天保

め︑見事之を成功した︑温故堂畢間所

言して江戸藩邸内にも畢校を設立せし

に営り︑命ぜられて其の難に参し︑建

保年中︑藩主正篤侯が藩政改革を行ふ

認せるものなるを了察せられる︒

勢に明かで︑且つ開醐進取の大旨を腿

を探索す﹂と掲げて居る如き︑最も時

西通信の利害を明かにす﹂具諸夷の術

則の章中に︑﹁海岸の術を厳にす﹂﹃諸

を興すべしと説いて居る黙や︑備二規

三科を建つべし﹂と記して︑特に洋畢

つ﹂の催を述べ︑︹本邦歴史と漢洋の

中に﹁諸州の畢校を設け︑以て教を立一

暮せおのが心に

上見れば及はぬととの多ければ笠着て

べし

分に過ぎて幅を求むれば却て耐を招く

之が意見を彼に徴したとき︑彼に最も

り東海岸黒船防禦の命を受けたとき︑

尋で弘化元年九月佐倉藩が︑幕府よ

九分は足らす十分は溢ると知るべし

○

○

分に安じ州に速かれば自ら幅を得くし

○

○

を参じて固政改革を団らんとするや︑

綿密なる数十係の意見を列記し︑それ

彼は藩主の命を奉じて剛縄の海岸を成 ｜ 単 ぶ 人 は ロ ハ 我 知 の 昏 く 我 徳 の 進 ま ざ る
ことを患ふくし我に里間才智技薬あり

平二物便一︵五︶巌二都邑之差一︵六︶敬二祭

立志︵二︶正二朝廷一︵三︶問︒邦基一︵四︶

出て詳しく開陳した︒其の要目は︵一︶

政と議し︑下綿固木戸村七百石の地を

を篇すに足らぬとて︑遂に建議して執

渡の地が他恢であっては︑緩急其の川

るの策を建て︑それにしても九十九里

○

るべからず

とも我れを知ありとし我才に衿る心あ

○

を奉呈せるのみなら歩︑君侯の面前へ

祁之鵬一︵七︶禁二左道一︵八︶寛二諸侯之

村替として・九十九里演の地を得んこ

Ｆ咋陛畔睦峠睦脚岬峨に必李低く垂る・；

｜澱譲酷だしければ人和せず

○

徳は人を感ぜしめ風は物を動す

力一周二諸士之急一︵九︶順二刑罰一︵十﹀明一

とを幕府に票誌し︑漸く其の意を達し

爾来新に同地に陣屋を建設し︑佐倉よ

教化一︵十ご巌二武備一︵十二︶備二規則一

の十二章であって︑一堂時弊に中って

は此の如く営時我が園防上にも一隻眼

り交代して兵士を世くこととした︒彼

ゞ○
居るが︑地方一藩の政治でなくて我が

を有して居たのである︒

幕政の要を述べたものであるからも大
したものである︑就中︑明二教化一の章

策済救業工商'1､中及村農
45

農村及中小商工業救済策

るの有様である︒一鵠何のために宮公

了解に苦しむのである︒

立がよくって詞私立が悪いのか︑甚だ

尤も官一公立は︑私立校に比して校舎

のと恩ふ︒芥或は却って私立校が勝る

格の教養等に於ては除り優劣はなきも

器具の設備等は優るべきも︑肇術及人

きは︑民川に移譲して革も差支はない

渡遥嘉重

ものと恩ふ︒今若し我団に於ける中等

各常局粁及奨剛の志士︑夫れノー机唯

現今農村及中商工業の救済に就ては

側の利得を得ん︒今此の金級を翁民の

私立畢校に委するとすれば一億数千醐

以上の宮公立誌畢校を猫立ｎ機若くは

馬めに師弟間の怖誼も自然濃かにして

批校のために虞川目に奮闘し努力す︒

一定の校是を有し︑維醤肴は︑終始一

序言

に訓在研究を馬して居る様である︑け

救済に充術するを得ば阿民の感激は如

師の影を踏まざるの壮あり︒此逢は官

之を要するに︑私立の畢校は︑大抵

れども多くは右から取りて左に移すに

何ばかりであらう︒

かも知れ弧︒

すぎず︒余は教育者の末班を汚し居る

公立に比して︑梢味ある様に思はる︒

我が固民は多年の間峨制政治の下に

教育鴬局者の私校に封する態度を申

第二私立豊校

千慮の結果︑全固の公畢斐より約一億

の惰性今だ脱せず︑馬に畢校教育の如

生活して届たる結果か︑兎角官尊民卑

さば諺平素甚だ冷淡である︒鴫呼同じ

斯海に浮沈して居る開係上︑今回百考

白頭の痴翁であるが︑五十有除年の間

寓回を捻出し救済の一端を柿はんとし

く陛下の赤子を教育するに︑何故斯
時代は進歩せり︒最早官の厄介にな

れざるに及んで始めて私立枝に志願す

躍に際し︑先づ官公立に志願し入れら

するの傾きがある︒之が篤め生徒の入

多年其の職に霊津して︑功絃の多大な

加之私校の設立総祷肴及び教員中には

ろ不理解の事を鴬すか疑なきを得ず︑

第三官も亦軽覗す

て此の稲を草したのである︒

たがり︑私立と云へば妄りに之を軽蔑

きも︑官公立と言へぱ︑馬鹿に有りが

らずとも︑関事都て立派に虚理し得る

第一時代の進歩

時期に達して居る︒就中教育事業の如

46

鍍済救築工商4､*及村農

百寓回と底る︒量に驚く可き金額にあ

百五十九蔑回を加ふれば︑五億八千九

十寓回︑更に之に町村変の二億四千九

螺中等畢校以上の公畢斐が二億四百五

ば︑文部省が一億三千五百寓回︑道府

参考のために︑公畢費の全器を算すれ

に封して親切とは云はれぬと恩ふ︒今

生徒敷

老ふくきである︒

専問畢校のために支出して居るは大に

弟の教育︑即ち大畢︑高等里校及各種

二百菖回以上を費して︑上流階級者子

特に文部省が高等教育に封し︑五千

題なりと思ふ︒

英図にはケンプリッチ︒オクスホー

らずや︒是れ確かに研究矛一要すべき問

六八二一八

費を礎して︑平然たるが如きは︑国民

ルド大畢を始め︑二十一校あるが︑悉

官公愛校数

ろものあるも︑毒も顧みず︒

く私立である︒就中イートンの如きは

五二三︐○○○○一○五

官公立校の教員に比して︑雲泥の差

最も古き歴史を有し︑校主は大なる抱

高等教育

樫別

九 三 二 四 ○ ○ ○ ○ 二 ○ 二 四 七 二 四 五 五 二 二七八九五二五二 六五三四四七四八

第四英米の高等教育

あるを感ずるのである︒

負を以て人材を養成して居る︒ウイリ

中等教育

ンノート及びロスダー殿下の如き︑皆

官公補助

五四五七四四○ 四六八四二五六○

援柔料

第一表高等及中等教育

第六官公立箪校の調査

ントン︑グラドストン︑叉近きは︑コ

−１１

四五五四○○○○二一二九七九二七七○三三三至夷九二二二元七三○へ

悉く自給自足︵私立肇校︶となさば︑一

を要すｃ若し奮溌一恭官公立誌望校を

此の校の出身者なりと聞く︒米図には

寓回より︑授業料総額三千三百三十五

である︒

億菖園以上の立派な救済菱が生ずる鐸

前表中︑校斐綱額一億四千五百五十四

寓二千六百九十二回を引き去れば︑一

一二の洲立があるが︑其外は大抵私立

億一千二百十八寓七千三百八回の資斐

である︒即ちコロンビア︑ハーパート︑

エール︑ジョンホッキンス︑カーネギ

三八︑五○

生徒一名授業料

三二︑．九三

生徒一名補助

第二表中等一畢校の賓例

１１１

ー︑シカ．．︑スクンホルト等︑何れも
皆有名なものである︒

七一︑四三

生徒一名経費

は︑四千六百六十五葛五千二百二十四

七○○

回の支出を要す︒これより潤立自誉又

生徒定員

右一校に付二菖三千五十一回の奮費

五○○○○

深算

を要すれば︑総校数二千二十四校にて

一

吾が国現今経済困難を叫ぶの時に際

第五吾が函の教育費
し︑官公立諸畢校のために莫大なる図

策済救業工商小中及村農
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は私立畢校に移譲するに依りて︑此の

此の経済図難に際しては︑一日四時間

比し一Ｌ努逸の差の甚だ大なるを思ふＵ

第八教員の整理

が如何︒

位の勢苦は忍ばざるを得ざる事に恩ふ

金額を稔出すの方案を陳べよう︒

第七捻出の方法
我が国に於ける現在の中等畢校以上

現在中等畢校以上に奉職して居る官

の私立畢校数は︑二千百九十一校︑在

畢生徒は五十三寓二千三百八十四名を

時間の整理に依り︑↑此の五分の一即ち

公立の教員は︑三閏八千七百二十名今

て中等教員の資格を有するもの︑数寓

人あるも︑就職の途なく悲鳴をあげて

ば︑今後経済的需給の原則に依り︑之

高等の遊民となり居るもの多き際なれ

を取扱ふもあながち無理ならぬことに

思ふ︒︵新任者より質行︶

第九中等箪校節約法一例

通の状況であるが︑之を現況に照らし

五回︶一週の教授時数十八九時間が普

前表の如く諜算年額五寓目︑生徒定

の成績をあげつ上あるを見れば︑現存

有し︑何れも猫立自管を篇して︑相営

千八百五十七寓九千六百回を利し︑又

之に礎人員三寓九百七十六名の減俸額

て左の如く改むるを可なりと思ふ︒

一名の年俸平均千五百回︵月俸百二十

現在中等以上の官公立諸畢校に奉職

官公立畢校は私立畢校に比して一般に

日四時︶とし︑現職員の五分ノー即ち

員七百名︑皐級数十四︑職員二十五名

し居る教員は︑チト呑気に過ぐるの感

蜜灘なり︒されば総額に封して一分位

五名を減じて二十名とす︒即ち薬理前

七千七百四十四名︑年俸平均千八百回

八九時間︵一日三時︺位なり︒理科の教

があるｕ即ち一週の教授時数は平均十

一校平均五百回として百十二寓回を

の節約は革も苦痛はなかるべし︒即ち

の俸給額二十五名分三蕊七千五百回︑

として千三百九十三寓九千二百側を得

授の如き準備を要するものは兎も角︑

及其他の賀剛一寓二千五百園︑総計五

せる官公立諸畢校を民誉に移すこと︑

其の外の畢科即ち︑修身︑園語及漢文

十三鶴八千八百園を利得することが出

得︶今此の三筆を加ふれば三千三百六

決して難事にあらざるべきを知る︒

地理︑歴史︑数皐の如き畢科は一週二

寓回︑之れに濁し整理後の俸給額二十

の感あれども︑現在高等の教育を受け

教員の減俸を云交するは︑甚だ冷遇

五百回合計二葛六千百回︑此の支出に

名分三寓一千六百凶︑其他の費用四千

一週の教授時数を平均二十四時二

十四時二日四時︶位は決して無理なら

来る︒

ぬ事と思ふのである︒農商工業に従事

するものＡ如きは︑一日平均十五時間
官公吏又は職工の如き一日八九時間に
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額三十八回五十銭︶二寓六千九百五十

謎する収入は授業料七面名分︵一名年

校︑感化院又は陸海軍の管轄に馬する

即ち大皐院︑男女師範畢校︑盲輔聾畢

るものは︑欝分存し世くをよしとす︒

ども官公立畢校中・自給自絶し能はざ

皐に附鶴せしむるを得策とす︒一校二

て居る︒故に今後ば之を庭して︑各大

つたが︑霞際は大躯か際備教育となっ

を利得することが出来る︒

此の除有の半額即ち五百七十五凶・を諜

陸軍士官畢校︑海軍兵畢校︑幼年畢校

回︺牧支差引千百五十回の徐有を来す
怖費に充て︑其半額を基金に繰入れな

陸海軍大畢校等これなり︒されども此

十寓回として二十七校分五面四十寓回

ぱ︑弦に基礎は念を握間となるであら

等は何れも縮少主義に依りて節約を計

からぬ経費を︑捻出することが出来る

養成所を展止するとせば︑と上にも紗

習教員養成所を始め全図各府牒の教員

臨時教員養成所︑責業教員及賞業補

︑第十三教員養成所

う︒前述の如く︑今や賓格を有する多

るべき除地ありと思ふ︺

現今小畢校を始め薄中等各種皐校と

第十一師範豊校

数の就職希望者︑競争的欣況なるを以
て︑年俸千回位にても︑喜んで就任せ
らるべきに依り︑畢校維醤上の牧支は
十分相償へることに恩ふ︒

に於てをやである︒

との定員を約三分一位にするを至営か

況んや目下教員の多きになやみ居る際

国家の経済なりとて︑多年の歴史を

と恩ふ︒夫れには従来の二部性を本燈

我が図は明治の末年より︑大正年間

も︑教員の過剰に苦しみ居る際なれば

有する官公立の諸皐校を︑今俄かに私

として︑一部生を腰し︑修業年限を二

に至る好況時代には各府牒とも競争的

今後は之を大に縮少して︑教員と生徒

立又は猫立自誉の組織に鍵更するは︑

ヶ年とすれば︑此に一校平均三寓園︑

に︑中等各種肇校を飢設した︒然るに

第十改革上の考慮

容易の業にあらざるべきを以て︑先づ

杢図百二十校に於て三百六十寓凶の捻

昭和の不況時代に入るや︑其結果は各

何れも募集人員に達せす︑甚だしきば

如きは数十校の中一二校を除くの外︑

皐校とも．入畢生頓に減少し︑某厩の

第十四中等肇校の屡合

緩急を計り︑事賞を調森して︑取敢へ

出を見ん︒

Ｉ︲ｈ

元来高等肇校は完成教育が目的であ

第十二高等豊校

ず道聴各府螺の中等諸畢校︑即ち中畢
校︑高等女畢校及農商工畢校等より着
手し︑次に大畢遥高等畢校︑各種専問
畢校等に及ぽすを可厳︐と恩ふ︒され

策済救業工商ﾉJ､中及村農
49

今調査研究を遂げ︑隆合を断行して︑

ざる奇現象を呈したる始末なれば︑自

五十名の慕集に封し催か六七名に過ぎ

等躍校生徒の八割以上を牧容する私

剰除の一部又は全部を以て︑本府中

ろを本則とし︑之れによって生ずる

に充岱し︑自給自足・と以て︑維織す

建議す︒

じて漸次之れが賃現を固られたし右

と認むＪ依て政府は箪校の状況に雁

家経済とに稗益すること︑紗から歩

本府教育の資質向上のため最良の政

も斯の如き改革案を草して︑就愈に

迂生は誰劣の身をも職みず︑大鵬に

謝辞

策なりと信ず︒依て之が資施の方法

溌表せしは恐縮に堪えざる次第であ

所なれば読む者諸彦幸に寛恕あられ

る︒是れ畢党憂世傷時の然らしむる
致可決︶

んことを術ふと云爾︒

最近深刻なる財界の不況の結果は︑

内中央就含事業協秤の訓奔に依れば︑

ろ︒本年八月二十七日︑内務省壮含局

岡

︵其の本来の使命に 生きよ︶

濁るな中流家庭

たらしむるととは︑教椛の確立と図

官公立畢校をして総済的に獅立自営

商等女畢校提含議の建議

︵昭和六年十二月二十三日流場一

注講ぜられんことを望む︒

立中等畢校改善の斐川に充ることは

以て大に経斐の節約を計るべきであ
る︒

第十五濁立自誉
官公立の諸望校を︑濁立自誉の組織
に更め︑以て全固の公肇斐を節減せん
との説は数年前より航したる問題であ
るが︑果して然り︑昭和三年愛知聯の
決議は左の如くである︒

本聯立中皐校︑高等女単校︑商業畢
校の如きは︑其の収支を以て経常支
出に充営し︑自給自足を本則とする
は現今祇曾の趨勢に順雌するの政策
たるを信歩︒依りて速かに之が施設
を誰ぜられんことを望む︒

東京府立畢校獅立経管に

極だの方面に於て瓢はれて来たが︑就

開する建議
東京府立中躍桟︑高等女皐校及各唾

市

昭和五年七月より同︑七年六月迄満二

辰審

中目立つものは親子心中の増加であ

三三

の責業畢校ぱ其牧入を以て経常支出

崎
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庭家流中なる海

ケ年間﹄条園に於て行はれた親子心中
の数は胆百九十三件︑月割にして二十
一人︑其の父母の数五百九十八人︑計

組︑死の道伴れにされた愛兇八百二十
千四百十九人の多数に上って居る︒
心中の原因も生活難︑家庭の不和︑

病気︑精祁異状︑事業の失敗等に細別
して件数と人数︑其の他兇行器具迄塞
げて居るかぅ結局︑生活難が根本原因
と見るべき正鴬の理由がある︒一︲サラ
リーマン恐怖時代︲一の薪考青野季吉氏

は筆者の所謂中流家庭が家庭悲劇の主
人公たるに至る必然性を次の如く巧に
論明して居る︒
つ０００︒つつ○○○つ︒００Ｏ○

今の証命では︑大衆的↓ト考へて見ろと︑

○つ︒．○コ００旬◎つ◎○○００Ｏ
家庭悲制や愛の悲劇は︑サラリマーン知
︒０．○０つ卦○︒０つ口︒００Ｏ◎
識階紙にしか存在しないと言ってよい︒
で︑プロレタリアートの場合は澗極的な

ブルジョアジーの場合は積極的な意味
意味で︑家庭悲劇︑愛の悲劇い起って家
ス物質的心郵的の茶礎がない︒成程ｂ家
庭の問題や愛の問題は︑此の場合無くな

ろと言ふことばないが︑妙くともそこに

なったからである︒杜含事業協曾苦心

味の巾産家庭と言ひ得准いものが多く

○ワ○○○

悲劇は存水しないのである︒ブルジョア

ジーの場合は︑家庭が半没上破壊されて

の結果になる統計に依て︑我等の見逃
○４笠○００っ○○○００ＣＯフ○◎
すことの出来ないのは︑此の悲劇の中
０◎つ○○○つ００Ｏワ○○００Ｏウ
心人物が多く此の屑に腿するが矯めで

夫婦間の愛が事震上機械的開係に堕して

ある︒彼等は公的開係に於ては牡含国

０ｏＯ○○００Ｏ
鰯因せねばならぬ︒

精抑的に求ることが鱗りに燕かつたに

つＤ○○⑥○○○○ｏＯ○・○○○Ｏ○

とであらう︒︒然し乍ら斯ろ悲劇の主
︒ワ○○○００︒︒○○○⑦○○Ｏ
人公となるには根本に於て︑彼等が生
ロＯ○ウつ︒○︑○○つ０︒ウ○００
命の糧を物質にのみ求むるに急にして

○○○フ○Ｏ

する迄には幾多の緋疎も理由もあるこ

れば︑本人に取りては斯る成行に到達

の悲劇である︒勿論佃堂仔細に吟味す

見透ければならぬ︒誠に痛ましい人生

いで諺斯ろ悲劇を生むに至ったものと

ぶべき習性が外園の砿辿に耐え切れな

ふ可らざる習性を持って居る︒此の尊

和平な気持でやって行き度いと言ふ奪

サッパリと心理上からは他迄も明朗な

︑もも︑

私的生活上からは何所迄も小縞麗に

家の柱石であると言ふ自尊心に燃え︑

○○

は在来の意味での家庭が事変上矢ばれ︑

しまって居る︒プロレタリア１１の場合

夫蹄冊の愛が事斑眠生活に支剛きれて居
○○○００つ︒つっ︒○︒︒０︒Ｏ
ろ︒在来の意味での家庭が兎も角も保捗
◎Ｏや００００つど○句○○○○つっ
きれ︑其の家庭の粘抑的韮礎として在来

︒００◎つ◎うつ︒．︒Ｏ○０００可ＣＯ

①○

の意味の夫婦剛の愛が兎も角４保持され
０００○つ︒︒っ０ＯＱ○○〃０︒０う
て居るのは唯如識階級屑に於いてだけで

ある︒従って家庭の問題はこＬでば箪な

ろ問題に止まらないで︑一の悲劇に謹褒
展しないでば勝れないのである︒

之を康く奮際杜含の賃祁に照合し︑

特に中流家庭の現和に徴喉めて考察し

て見ると︑資によく穿った観察と云ふ

ぺきである︒恩ふに今日迄図家の中堅

った︒筆著は中流家庭と言って︑敢て

をなして来たものは此の中流家庭であ

中康家庭と云はない︑何となれば此の

財界不況の嵐は︑彼等の生命の綱と奴

む費産を殆ど破壊蕊議して︑在来の意

庭家流IFなる濁
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耐えないで︑自己通殺すのみならず併

共に︑同時に亦家族︑因家・祇曾．民

等の愛児は間より彼等の愛児であると

之を大にすれば民族の一員である︒彼

固家の一員であり︑祇倉の一員であり

命の主綴たるの外︑家族の一員であり

今日の就曾経済の資際では︑資本家は

ずしも自分一人にのみ吹を捲くるもの
○００○つ００○○ＯＣ○
ではない︒今日の牡禽では誰しも之が
○００Ｏ○００○○００ＣＯ○○Ｏ
鰯めに一様に苦しんで居るのである︒

旗く世上を見渡せば︑不況の大波も必

らんとする者が多い︒然も心機一韓︑

として︑踊尺路地諺身を措くに虎なか

く考へ︑自分の眼界を狭少にし︑雌縦

世には自分の居住する天地を徒に狭

る︒︵七︑九︑五日稲︶

乗り切らなければならぬと忠ふのであ

受悟とを以て此の未曾有の非常時局を

居常妃共の本来の使命に生くの川意と

立派な固有の習性を持って居る以上︑

任ずるの自尊心を持ち奪ふくからざる

自己自ら生

せて愛兇迄も殺すことは画家︑祇含︑

蚕本家で︒彼等か其の安本から希ふ様

本来人は多方面である

民族に封する思惑を無脱するのみ蔵ら

な利潤を生み川すことは難事中の難事

族の一員である︒彼等が外刷の唾迫に

ず︑阿家︑壮含︑民族の法益を陵害す

であり︑地主は地所を貸しても地代が

○

○

歩く足には塵が箸く

○

座して食へば山をも崩す

克つ

事を勉めて恵らざれば能く貧に

な

仕事をば追ふて仕事に追はるる

○

一生の光柴は労苦搬難より得

○

少壮の怠惰は老晩の窮苦なり

○

る悪むくき暴畢であると云はねばなら
ぬ︒

金貸は元金は職か金利すら取り得ない

状態である︒夫堂各人の立場に於て見

恩ふ獄に収れ歩︑家主は家賃が取れず

家庭に向って︑一︲疏食を飯し・水を飲

れば︑其の受くる悶難と慎悩とは決し

／我等は敢て疲弊困鯉せる今岡の中流

み︑肱を曲げて枕とし︑梁亦其の巾に

て滝いものではないのである︒若し我

や我中流家庭は図家の柱石を以て自ら

徳は養はれて来なければなら噂況ん

でも︑此の間に自ら同鯖と寛容との美
○○つＯＤ００○○○○○○○

○００◎・○・コ○つ００００○○○○Ｏ

○００

在りと大悟徹底せよとは言は虫︒然し

０○○○○つ○○つ○○００００

○○○００ワ○・ワ○○・・○○○○○Ｏ

如何なる困難も如何なる災厄も︑心の

敬愛なる中流家庭が各共の受くる苦脳
○ＣＯＯ○００○︒○０○０００○○
を畢覚国民共同の災厄也と達観する丈
０○○○つ００○０ウ○００○○Ｏ

持ち様︑気の持ち様で︑安心の境地は
○○○○○○○○○００○○Ｏ○
必ず見出さる上ものであると恩ふ︒
憂きととの尚此の上に積れかし
災りある身の力ためさん
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愈々通過し衣金銭債務臨時調停法

大島正義

るに拘らず︑之矛一調停法と言ふ手績法

に依って剥奪し︑借金を捧引にさせよ

うと言ふのであるから︑憲法違背及法

律破壊たるは勿論である︒之に封し︑

立は第五篠に依て却下することが出き

政府委員は不誠賃なる価務肴の調停申

角此の意味に於て整理資金を供給して

着の借金は棒引にしてもよいと言ふ法

非常時匡救重要法案の一として政府

律が何虎にあるか︑又憲法第二十四催

るから︑借金の捧引ではないと答癖し

とが出来ぬから︑先づ以て既存債務に

には一日本臣民ハ法律二定メタル裁判

て居るＪ果して然らば︑誠賞なる債務

付ては債椛者債務者互譲による調停の

官ノ裁判ヲ受クルノ椎ヲ奪ハル︑コト

られて了っては︑救済の責と塞げるこ

のと大なる期待を有して居るやうであ

此調停法に依て根本より救済されるも

ときは︑弧制的に借金を捧引させて迄

制度を設けて調停し若し調停成らざる

ナシ︲一とある︒然るに本法は第七催に

も既存債務の篇めに債椎者から全部取

る︒然し之に依て政府及図民の期待す

依て︑訓停成らざるときは︑裁判所は

時議禽を通過した︑而して一般園民は

る如く︑果し成果を筆げ得るや否やは

立案されたのである︒故に其趣旨は︑

債務者を救済してやらうと言ふ趣旨で

提出の金銭債務臨時調停法が愈為非常

疑義を有するが故に︑識者は此法案の

頗る疑問である︒加之︑立法上幾多の

に債務開係の鍵更を命することが出来

る︒即ち資鵠法規に基かずして右憲法

封審判決に依らず︑職椛を以て強制的

所定の裁判官の裁判を︑受くる権利を

った所謂金銭備務臨時調停法なるもの

は︑立法の大精祁を無硯したる杜撰不

誠に結構であるが︑之が篇めに出来上

徹底の黙多灸あるが故に︑之が法律上

の理曲は政府が非常時救済の一方法と
して誠貸なる債務者に負債整理に因る

臣民より奪ふことになるｕ然も既に裁

通過を非常に憂慮したｕ蓋し本法立案

更生の機曾を典ふるが篇め︑農村には

判所に梁綾してゐる事件でも又確定判

決を受けたものでも︑此調停の申立が

及牡含政策上に及ぼす悪影響は如何に

出来るから︑正しく憲法の精榊に反す

重大であるかを深く菱ふるのである︒

先づ法律問題として︑第一固民の権利

を設けしめて︑計霊的組織的に負憤の
整理を行はせ政府及道府牒は之に封し

は憲法及責鰐法に基いて典へられてゐ

隣保共助の精紳に基ける負債整理組合

て整理資金洋一供給しようとするが︑折

法停調時臨務債賎金

ての憤務に付︑原則として金額千側を

より生じたるものを除いた以外の︑総

たるもの及地代家賃共他借地借家開係

渡生した小作料共他小作開係より生じ

債務は︑昭和七年七月三十一日以前に

而して本法に依て調停せらる上金銭

義衡平の槻念に反するとと賃に悲しき

は出来ない︒此鮎に於て本訓停法は正

る法律は立法上絶封に之を認容する事

を保護せぬと云ふが如き︑不公平極ま

ときは如何に誠資産る債務者と雌も之

併し金融機開の機椛を害する虞れある

めには如何なる債椛者も犠牲にする︒．

あらねばならぬｐ誠資ある債務者の篇

ぬ︒而して其保誰は雨者に最も公平で

法は価椛を棒引にしようと言ふのであ

誕ヲ必要トスルトキ﹂とあるが本調停

ものがある︒次に一︲依椛者債務者ノ互

り難く︑共危険賀に憂ふるに除りある

循したる結果を招来するに至るやも計

誠資なる債務者を保談すると言ふ︑矛

却って誠賛なる債椛者を犠牲にして不

別の標準を誤まれば︑其目的に反し︑

ら借金して居るものが多い︑故に此睡

たりする不誠資産者が誠資に働く者か

背し︑特樵の限界を疎噸するの結果を

之亦裁判所椛成法第十四催第一漉に違

ことが川来ることに底ってゐるから︑

以上何十閏側の金銭偵務でも訓停する

述を始めたときには︑否雁無しに千回

あっても︑相手方が事件の内容に付陳

と在るが誠資なる債務者の硬別は︑何

り誠賞ナル憤務者ヲ更生セシムと

る︑殊に第一篠には﹁負債ノ整理ニ依

ても調停申立が出来ると言ふ結果にな

ぎろを以て例へぱ銀打は各預金に封し

第一金銭憤務と言へば除りに廠汎に過

叉本法は法文上幾多の疑義を生する

寧ろどし／︑債務を菟除する方法を採

らわざＪ１︑調停裁判所を瀕さなくても

る︒斐川をかけて此申立する位だった

調停の申立をすることはないと恩はれ

のであるから︑自ら進んで本法に依り

偵椛者は本法に依て元金迄減額される

調停ノ申立ヲ篇スコトヲ得﹂とあるが

ないと恩ふ︒又﹁営事者ハ本法二依り

ること言を侯たぬ︒・

超過せざるものと言ふことになって居

ものと詔はざるを得ない︒

生ずるとと極めて明白である︒加之︑

れの標準を以て定めるか︑之を豊漁山

るから憤務者が互譲する場合は決して

るが︑裁判所が調停と鱒すを相営と認
め︑且相手方異議なきとき又異議が

千回以下の情務と雌も︑銀行共他金融

るに遠ひない︒其他誠奮及機椛の意義

件手績法に依りたる如き幾多の疑義が

或は債務開係を愛更する裁判と非訟事

にして勉脚するものは産を篇して負債

を有た虹︑大概のらくら者で業務・迂拡

村の街際に鑑みるに︑直に業務に忠資

郷して避禦運動をしたり︑投機をやつ

を除外せんとするものであるが︑元来
法律を以て債務者と保誰するときは︑︑

機開の機榊矛害する虞れあるときは之

備椎者も亦之を保誰しだければ厳ら

が賦含に及ぼす悪影響は斯くの如き法

宵に立法上遺憾なきを得ない︒故に之

散在して居る︒非常時救済法とは言へ

して果して諜期の成果を牧め得るか深

して︑其及ぼす所の影響は賞に重大に

杜絶する虞れあることは極めて明白に

て以て金融の硬塞呼一采し︑一般取引も

律家として邦家の鴬め資に悲しまざる

たことを恩ふとき本法の出現は吾ぞ法

せすして完全に債務者を救済し得られ

ぜぱ︑判那の増員や莫大なる漂算を要

の著しく増加し︑漸次義務観念の額塵

所有名義駐愛更する等の行篤を篇す者

財産に三者執行を篤し︑措保を設定し

に前記の通りである︒而して尚之を賞

及ぼす悪影響は其の概略を述べて哨既

のであるが︑本法の法律上及壮倉上に

って現在の非常時を救済しようと言ふ

氏の迩歴の記念に︑氏の徳を稲し其の説を

て教化の求めに謙力されつつある竹原義一

本書は正法輪鯛愈を主宰して北九州に於

を得ない︒

し来れることは瓢著なる事賢であるか

し︑八十五寓回からの溌算を聾さねば

施するには百五十名以上の判事を増員

之を要するに︑政府は本調停法に依

憂せざるを得ない︒

律はなくても︑不景気に事寄せて債務
の履行を回避して居る債務者が多く︑

ｍ

ら︑吾人は曾て此種の思想悪化を匡正

引いて開係者が一伺献ぜしものである︒

殊に最近義務回避の手段として自己の

すぺく︑或は新聞に或は雑誌に度々意

ならぬ︑其諜算は矢張り債務考哨亦之

宇ＣＯ

×

×︑×

含の諾氏の撚ゆろ報幽の熱帖な籾ろに足

にＬて心如何に同志が氏逸敬慕すかを叉同

其の内審は言々句々熱誠の溢れそのもの

Ｉ農善阜驚雫︲

見を嚢表して識者の注意を乞ひたる次

を負桧せねばならぬ︒故に政府が直に

の如き杜撰な法律及莫大なる諜算を費

価務者を救済しようとするならば︑斯

さすとも︑今回政府が救漕資金を貸付

れて債務者は法律に依って債務支挑の
義務を見かる上ことが川来ると言ふこ

けろに徴って従来の債椛者は之に封し

第であるが︑鹸算此調停法が賞施せら

とを知ったとき︑之が証曾に及ぼす思

布し︑一方既存債務に封しては利息制

絶封に執行すべからざる旨の附令を護

園民道徳を破壊し︑献舎生活上の派義

る債務は或時期迄之を猫課することに

限法と厳格に改正し︑履行期到来した

×

想上の悪影響は如何であらうか？即

観念を素るに至るべきを以て︑維滴的

×

ち団民の義務履行回避の観念は篇めに

信用の基礎は根本より破壊せられ︑価

×
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机の塵

武勲輝く我前関東軍本序司令官凱旋︑園民は感激の頂鮎に

しい成績を筆げてロスアンゼルスより︑廓朝するあり正に凱

達し其の雅迎場を埋む︑一方には日本青年のスポーツに輝か

臨時議曾を経へて各政蕪何れも全図遊説に夢中︑恰も肱徴

×

男の口論に似たり？男の腐った心が改まらぬうちは甘言御

旋二重奏？

聖上陛下には窮民救療の恩召しにて二百寓回の御内諾金を御

×

下賜遊ぱさる︒赤子を御辰念の御慈念の聖庖の程畏き極

用心！

戯なるっ

ｘ

×

北海道は大洪水被害甚大︑此の不況時泣顔に峰︑天何ぞ悪

×

乃木将軍の二十周年忌を迎ふ︑軍祁の精祁不朽に輝く︒

×

は一鵠どうしたことか！

盗等ミー向非常時の協力一致の琵悟らしい風景ではないの

近頃の出来事は︑共産薫桧畢︑自殺︑疑獄事件︑心中︑弧

ぞ！

正しい歩みだ︒世界中が何と言っても正義程弧い者はない

月十五日我帝圃満洲園を承認す︒行くぺき正逆に辿り着いた

満洲事鍵勃溌一年にならんとし︑恩ひ川を新にする頃︑九

得て自奮あれ︒

閲民心あらぱ救済されての景菜に廿んする勿れ︑寧ろ恥と心

物個追だと高騰や各家庭の嘉所群一脅し出す︒救済景気？

×

み︑図民如何でか聖恩に感学自奮なきを得んや︒
×

近頃曾赦の重役の不正が︑政煎方面や恐喝関催等其の他と
三角四角の開係で世の中に醜聞曝一露頻糞︑其の中でも最も臭

い話は東京ガスの五十寓回不正使途事件？ガスが洩れては
たまらない︒
ｘ

世の中は協力だ為が叫ばれるが︑反て賦曾は分裂する傾向
ばかりは困りもの︑軍部だ︑政黛だ︑右傾だ︑左傾だ︑努資
は慰愛ばかりの流行ではない！

だと三角四角五角の分裂封抗ぢあないか︑何角開係といふ奴

×

大東京に獲り渡しとあって︑市外町村の連中盛んに町費其
の他を御手碓の分取り︑コレダヶですと空にしてお渡しする

心算か︑此の人埼の心根の醜︑町村自治の震れるのも無理な
い︒鳴呼人心の腐敗よ！

一自一師二園二庄一
固二詔一

上藤吉君出世美謹

次兄は吉平氏で︑藤吉君は其末弟であ

一

１１

私は村上君が如何なる動機から前田

る︑母に別る上時はマグ三歳で其面影

ムロ
︑７

前には碧波浩蕩たる玄海灘を望み︑

翁を知るようになり︑又前田翁が如何

漸く九歳になった少年藤吉君はつく

人︑家庭の事怖を見て深く感ずる所あ

り︑自ら進んで松山市唐人町掻島製菓

が︑三ヶ年の後十一歳の時家庭の都合

た︒

蔭吉少年の立志

後ろには秀一雌無比の戸上山を負ふ虚︑

﹁故男爵前川正名翁之碑﹂と題し︑裏面

に托して︑村上君の賃話を間てもらひ

見の人元下開商業豊校長斎藤車八郎氏

文にて前川翁の略歴が記されてある︺
さて共建碑者は誰であるかと問ふも︑
其名前がないので更に知る由もない︒

村上家は元愛媛聯越智郡今治市に住

で呼び戻され︑暫く家事を手惇って居

商店に奉公して専心其業務を見習たる

一丁目パン製造業春村上藤吉潜が︑何

し漆器商を誉んで居たが︑誕生と同時

に奉公した︑時に年十三歳︾五ケ年間

た︺其後再び父兄に諸ふて中野菓子店

村上君の家

か前田翁の恩義に感じて建たものなれ

に松山市に移り︑弦で生長したのであ

奉公して十八歳となった︒藤吉青年は

る︒父は村上伊太郎︑母は久良と稲し
三人の兄弟があったｕ長兄は和佐吉氏

ど︑責名的と評されん事を虞れて故ら

よく詮索して見ると︑賞は門司市樫町

しに︑堂堂立志博中の人たる事が判っ

には現八幡製織所長官中井働作氏の撰

門司市大里不老閥に昨年突如一大記念

郎

愛に依りて育てられて居たい

太

だも知らぬといふ︑而も父と兄等の慈

川

は︑未だ一面の識もないので︑之も未

西
なる恩義を同承に典へたのか村上君と

村
碑が建られた︒表面には東郷元帥筆で

−

匿名で建てたものだといふ事が分っ
た︒

−

−
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深く前途を老へた末︑松山の天地を小
なりとし︑門司に渡り︑一時小倉に赴
き竹林菓子店に奉公して製造販費の業
務に従ひしも︑此小店に冊るを崎しと
せず︒二十一歳の時奮然大志を抱いて

小倉を去り︑渡米の上大に鴬す所あら
んと期し︑先づ横演市に赴き渡米の方
で︑止むなく伊勢崎町なる小川製パン

便を得んとしたが更に方便を得ないの

の研究に辛酸を僻め講した︒二十六歳

所の職人となって︑五個年間パン製造

で菓子とパンの製造を試みたが面白か

の時再び門司に立戻って︑一時久留米
らず︑門司に逆戻りした︒

五回の資本金
此時今の樫町に於て或家の軒下を借
り︑小供相手にドラ焼的露店を開いた
のがそもノ︑︲運命開拓の首途であっ

た心辛ふしてカツｊ︑生活するように

＝

一

ざ

なったが︑獅身の君は克巳心に弧く世
の青年が往凌随落し易い時代に拘らず

ノ

話蹟生更力自
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氏より村上君に一寸来よとの通知があ

あるかと聞た︒或日門司騨の助役須藤

大競争を受悟したのである︒幸にして

一番製品は飽まで親切に︑品質本位で

すべきだ﹂と︑依て君はいよＩ︑緊揮

ない︑今日の熱心と誠意を以て押し通

は他と封抗して断じて負けるものでは

の痩せ腕一シでは出来ません︑在勤

に外ならぬ︒但し此仕事は凡べて私

の御言葉を頂いたのも祁様の御告げ

田正名翁がパン一途で進めよと激働

岡であったものと思はれます︒又前

｜其製品が殊の外よいので製造人は誰で

った︑出頭して見ると前川正名翁が居

一端にもと存じまして︑蒲藤氏の援

て君の製品は中交よい︑我邦食糧問題

し︑従業人も三十除名を迎へて︑尚ほ

の家庭と︑八幡製識所のパンエ場と

助を諸ひ︑時共修養国の講師を門司

であると信じますので︑共存共柴の

且日常繁忙淀受へ︑人手が足りない位

に迎へて積徳修業の道を誰じつ上あ

してくれる老若男女の諸君の御力添

又職人は何名ぼど使川するかなどと間

である︒而して目下製織所購買部の依

ります﹂︒

上旬から新たに一大改良の篭を築造

はれた︒村上荊大に恐縮し幾袋とか︑

嘱により鼓に多数の従業員を督働し︑

更に村上家の篇めに特筆すべきは同

悪戦苦闘の後其難開を突破し本年四月

幾人とかいふほどの事はありません︑

日窒二葛詮佃の．ハンを製し︑郵船商船

の解決は・ハンに依るのである︒君は目

御耽しい事ながら私が一人で製造し︑

はいふ迄もなく︑欧米間に航行碇泊の

下メリケン粉幾袋を消費して居るか︑

之を澱りで措き歩き︑所謂一人で八人

の御川品となりつ上ある一事である︒

各宮殿下

家の製品が畏くも

諸船は必ら歩︑同所の品を積取るので

各種の製品が持越などいふ事はない︑

に感心して将来益堂護展すべく極力激

君は頃日述懐していふ︑

葵を演じて居ますと答へた・翁は非常

同業者から大競争を持かけた︑自ら謂

積徳修業

励された︒次で大正五六年の交と左り
へらく此辿害では到底堪へ切れない︑

大に惑ふ所があった︒或日翁に面曾の

可ならんかと心中の煩悶言はん方なく

往を顧みるに︑偶然にも門司市で此

はざる次第であります︒執らノ︑既

﹁私は日夜只モー感謝の念禁歩る能

二年グロ︑ｌスター公殿下の御兄君ウェ

の醐御用命を受け︑叉︑一千九百二十

朝のグロースター公殿下︑宮島御遊覧

ルス公殿下を初め奉り︑昭和四年御来

秩父宮殿下︑閑院宮殿下︑英幽のウェ

機雷を得たので如何せぱ可ならんかと

誉業を始めたのは恐らく祁俳の御指

寧ろ此際元の菓子屋にでも立返る方が

問ふて見た︑翁は吃として﹁君の製品

４１■Ｉ

１ルス殿下へ島津公邸より奉ったパン

本年四十九歳︑前途猶洋々たるものが

上君の美畢あろを知るに至った．君は
ある︒

○

肌に回瀧な人といふのばり角の取れた癖

し弘道倉へ入舎方を勧誘したるに︑氏

其気質が岡浦に能く調和して明かに其妖黙

ない限りは癖のない者は極めて妙ない︒只

の無い人韮指して申すのであるが︑型賢で

｜村上君譜へらく先年岐路に立った時

は同志中川好助氏を語ひ︑喜び勇んで

因に記す︑本年三月私は村上氏に封

一共針路を過ち方向を鱒じて居たなら

共に入倉されたのであった︒

｜︾唖年鋤岬雌鑑鎧獅蝿稚睡鐸唾畦函誕

馳駆衰宇涯胸肝︒

常園弧兵量無術︒

角韮取るといふ事だけは修養で手安く出来

質を全く無くして了ふ事は極めて難い︑只

打石﹂﹁角のあるうちに打士ろろ火打石﹂な

のの多少の妖鮎はあるであらう︒そこで無

１通りを賃行し来り︑一方には江湖の

丹心惟有皇天鑑︒

同情油然と籾き遂に今日あるに至っ

なければならぬ︒﹁角取れて打つ人もなし火

た︑自分は杜曾の大恩を感謝し何か後

婚前田正名翁

後の世の春をたのみて柚おきし

人の心の撰誇ぞ見る正名
石ふみを建たる人の心こそ

寓代までの鑑茂るらん峡陽

に行くものである︒

どといふ句がある︒角が取れば何部も岡浦・

I

進の蔦めになるものをと考へ︑其建碑
を忠ひ立ち昭和六年三月十一日遂に門

司市不老別に翁の記念碑を建設し︑同
時に祭典を行ひ︑更に又本年三月十一

日を期し︑前田翁の小博を出版し︑之
を碑前に捧げて後輪弘く江湖に頒つた
而して其小偉は斎藤氏の編纂である
が︑私が背し前川翁の杢剛行脚に常り

五ケ年間其御供をした縁故を辿りて之

常岡徴粛

不願自家行路難︒

が分らないから自然と敵を作らない様なも

一一ぱ︑今頃はどうなって居るか分らぬｕ

記念碑建設

も其光柴に浴した︒

I
が校閲を嘘せらる上に含ひ︑始めて村

」
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こで貰ふ日給一回六輪銭も合せ貯へる

仏らにつきふ愚ん縦ん為
も
あはたくほ
ば

には芝圃愛済下町二の八内藤弊次郎氏
ぎけうしんにんふばたち
の義侠心にすがって人夫として働きそ

しばくあたごした侭令フ①③③③ＣＤ

まいげつしきふゑんせんきふれう
し︑
毎月支給される五目五十銭の諦銅
牡とぜんふ方上蚤一ん
は殆んど全部貯金しあまつさへ︑休日

あつた︒此の検範兵は叉こよなき孝子
ざいえいちフじつ挫建けいげ催
でもあって︑亦誉中は貸母と柵母の菩
だいともちぽ辛言とんりつぢよ
提を弔ふため蕊石を建立すること︑衆
たいとしうし上くし蜜んたくはいんぐわん
隊後の就職資金を貯へることを念願

こ咽ばんへいまたかうし

で一意軍事に勘み︑成維ぱ常に優秀で

いぐんじばけぜい世尽つ世恥うしう

I

とうきょうししぽくあたごちやう①②③①のう
うせ
せい
いく
くわ
わつ
つと
と︑
し

東京市芝厩愛瑞町ニノ八宇佐見志郎せて
をを
責責
っっ
てて
生生
活活
しし
てて
ゐゐる
せハ
てマ
ハグ
マリ
グリ
る年
年

そう震んしか

老漆
い父
た父
酌で
でも
も飲
飲ん
︲﹂
一
君は︑兄隷獅鉾の多知貧家に育ったと老諦
にに
﹁﹁
晩晩酌
んで
で下
下ささい排
と稲
も認
あつ
っ球
た轄
さ喝
うな
な︾
︒祁
而斗
し
廷と洋齢い小建雑も二年だけで群鋤︑毛とと
謎逢
齢金
斗し
たたここ鮭
ぢ上たいまへやわつ島に一心上うぴ︒⑧Ｃ
家の生計の手助けをしてゐる間に︑不て除
のの
六六
月月
のの
或或
るる
日日
曜曜日日︑
て隊
除前
隊前
︑志
志郎
郎識
君
こう吾い上きせいぽしべつそご塁んかい
海い
を５や
てて
弓弓挽
塁砥
んか
海垂
を垂
やま
挽
の金を持２Ｌ︑青山一丁目の
幸九歳の鵬錘母一江死別し︑共の後とい弛は
斗十
五五
池回や
金
誰
需
つ
﹄
誌
背
馳
﹄
丁
網
の
②︒てんとうあむはじつ蹟けい瞳ため
石勝の頭
店に
頭にれ
現ふ
れう
︑積
音母
母と瀧
穂彊
母の
の誤
篇唯
に
ふも純は稚認に晴睦られ症うゅでぁつ垢謎
ぽのせ確き
た現
一つ
うも
んとと
はな
し
たゞ然るに其の継母も雷た同沿が一子菓石
建建
てて
たた
いい
とと
注注
文文
ししたた．
菓を
石を
．此
此の
の話
話に
に
さい︺上一弐ぴやフぽつ瞳ふこうか
かん
んげ
げき
きき
きる
るｃ
︑③
③Ｌ
Ｌゆ
ゆじ
じん
厳の時病股してしまった︒此の↓不幸を感感激
居た
た石
石勝
勝の
の︑主
激し
して
て聞
聞い
いて居
主人
人﹁
﹁よ
よる
ろ
しい
彫認
る恋
砿睡
睡拳
拳や
や
璽鞄江畔も滝訳誇師録雑齢蕊燕碑撚韓しい
︑︑
ああ
なな
衆た
宅は
舘雑
搾嵯
雑礁にに彫
りつばとＬろかへいたい

だう
ｕ津
こん 猶
な立 派
振な 心 糾
掛お
けの 鋲
兵修
隊さ ん か
紋合格し・歩兵第一聯惨第一二中蒋経入だ津
管することとなったｕ其の後の同若はら注文を受けたのは石勝の名粋です︒

畢力こそないが︑持って生れた欝直さどうか無償で請負はせて下さとと十

の事は深く幽民の三省すぺきことであら一

隅民の自力更生が叫ばれて居るとき︑叙上一

今剛家は疲れ︑図民又窮して苦しみ︑一

くる事が心要であると思ひます︒﹂と︒

悲 祁漢
を
蔑して生活の出来るやうな世の中たつ一

いと恩ひます︒それには先づ何よりも物質

また誇りとするやうにならなければならな

して勺・勢鋤そのもの︑創造そのもの走奪ぴ

のためでなく︑かうした俗悪な籾念悲克服

は︑報酬のためでも︑成功や出世や所右寵

んなが働かなければだめです︒その働くの

生じて有せず﹂といふ言葉があります︒み

するもとです︒老子には﹁鯛して称まず︑

成功論は結局個人主義でｂ世の中悲暗く

あることと同じである︒

なろ事は︒みんなが成功せず︑また貧乏で

い︒けれどもみんな成功し︑またお金持に．

し︑みんなが成功したらよいかも知れな

﹁拙の中を明るくするには︑みんなが出世

思無家の室伏高信氏の感想に日く心

一記者

の一畳一書

〈

私
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かんたいろみなどうじやフ
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何畔の世でも剛比は 働かなくてば駄目一

峠帽酔札吟吻錘稚率ぼ睡岬排峠︾種油︾岬一

く︑即ち人悲倒しても侭っても唯出世すれ一

くといふのである︒だから他人は眼中にな一

ぱ金になればと働くのである︒これでは迩一

徳は裳へるばかりである︒物質のための奴一

のは人を憎む︒これか術に世の中の鞭ひの一

隷だ︒だから協力といふことが出来ようが一
ない・勝つ犬もの伐勝手悲する︒負けたも一

に人事韮誌して働くのではない︒図家の士一

兆一ぐあろ︒人間は世の中に勝負か鞭ふ派め一

唖砕榊評坤彬唯椿耀銅淋榊確碓畔岬誰古つどらに絡む美談

あ同胞のため︑各自が自分の出来る江けの一

幸に容易でない今時就職が出来︑同先日東京市外祢島町梅川一○七五

君年来の希望が二つながら川ひ︑目下大工内山市職君が千住署へ出頭︑或日

くんぬんらい言使うかなるくかだいく︒③①ｃ︒せんじゆし上しゆつとうあ浦ひ

ふんとうぜいくわつつ噌りくぐんたうとはかみぐづかひふる

︐Ｉ

誌樹の誕活稚舗端てゐ潅迩には陸砿営通りがかり加紙塘買にポロぎれ梁姑つ
局でも其の反面目さに感激してゐると野らを七十銭で責つたところ︑同夕そ
かみぐづかひ燕とづふるなか
いふことである︒
の紙屑買が訪れ︑﹁古つ障るの中から
⑤⑦③︒びんぱっ弓ちひと隈いはっけん
齢いぢねんかんはつかう
宇佐見君は﹁頚潅磁坤溌ら人一縮き鑑硯匙唾託莱一と津︑ 論年間難端の
上わけのなかった秋を可愛がって下き猪印十回札二十枚︵現在でも立派に
かあ上と詫低ばかマフよう森．ん墨んおそ戦Ｌ
つたお母さんの事を恩ふと︑せめて墓通川する金武百回︶を世いて︑其の侭
た
罪
も
でも建て江淫思浄舞︑そ釦錘娼といふ笠ち琴った・酷の而癖春は︑華鮮躍え
かね蓮つ週
ものは︑煙草一本吸はホ貯金しましのない金なので︑狐につままれたよう

山

力が出来ようがない︒共存共莱が出来よう一

質韮限りな身私慾の瀧足に求めて居ろ︒協一

が理想である︒所が今の人々は限りある物一

明ろく共に楽しい生活が全う出来ろ︒これ

リ︑美はしい迩徳の光りによって共存共莱

ことによって人生が決して左右されなく芯一

して働き抜いて後やむ︑そこには物質的な一

い︒勝ったものも負けたものも共に使命と一

ことをして一生悲捧ぐべきである︒ざうす一
れぱ貧富とか出世とかの勝負は問題ではな﹀

式一いばひ上ういいまどきしうし上くできとう挫んじっと弓きょうしさわいうめしまちやうう胸だ

ごすばなちうたいちゃうぜんだいたいちゃうＣｃｃ③

てかうしんつう③③○そかもげきじつわ

搬を手偉ひ︑叉大蓮寺の住職は此の善したいと恩ふ﹂と語ったといふ︒忠子
じつ股けいす方ばをうし史たとくこ︾うろ
かうふかかんげき
行に深く感倣して︑これまた賢母と縦は即ち孝子︑叉徳は価ならずと︒美は
わがかうえんこくみんだうとくちゆ
ぽ瓢．︐ごぐ上う罪こな
母のために謝るなる供養を行ったが︑しい我高速な国民道徳を地で行くとい
此の孝心が通じたものか︑志郎君は共つた感激心資話ではある︒

ぽんてつだ塗たたいれんじぢうしよくこぜん誇噛がたちりし

君は特に慰勢休暇をもらって石僻の蓮が︑末子ながら私が引受けて孝養．と誰

◎とくゐろう竺ふかぜきひうんすえつこわたくし郡きうかうょうつく

きざいえい混うぜんゆう①︑Ｃ③おわたくしどもにん論や

る︒かくして除隊後間もない頃︑志郎て頂き︑キャラメル蕊牛弔とか︑手紙
①
に
ぐ
る
ま
ひ
⑰
ｅ
と
く
し
か
君は荷車を挽いて石勝からその篤志のを書いてやらうとや涙の出るやうなこ
ちＬ海私ところお
ぜきひうけと樫超いじ七ぼけんうら
石碑を受取り︑菩提寺である千葉螺浦ともありました︒父は姉の所に居るが
ばなしてど６罰６やうをわでき
やす賎ちたいれんじはこ
安町大蓮寺に運んだところ爺との話と子供があるので恩ふ様な世話も出来な
聞いた在菅中の戦友であった田中秀雄いで居るそうです︒私共七人︑税です

五球の銭をぱ浄轄睡札たとい誌の麺やた騨惨に居たときも︑皆さんに同蒲誕

〜 − − ー ー 〜

一
一

﹀

一

一

蕊認職
が︑砕塀は鍵く癖鐸するので︑﹁躍の

しやくわいぴだん

就倉美談である︒

寄篤な理髪屋二人

上曇うき上うしふか蛍ばくきが定やう⑥︒⑨
どうかんたくごくま毒や７

東京市深川庇佐賀町一の三四中村茂
⑨①

之助︵二六︶︑同榊田腫佐久間町二の七

な〆しまりほってんかた等︒︒③り上うぐん

長島理髪店方小鳥良造へ二二の雨港は
五蟻繊から輝雌歴詫雌聴巧蓉唯雌必砺
だくじしよまいげつかにちりばってん
托児所に毎月十日と二十五日の理髪店

こうきふぴかならでたくじ

の公休日には︑必ず出かけて托兇たち
か
みかあときとく
の髪を刈ってやって居たが︑此の寄篤

⁝⁝；１１ｉ

重の結果である︒

識︾秘哩融︾犀軒一犀司稚拙酬一勢一吋︾一

酬として或は恵まれるかも知れない︒併し

のが尊いのではなく︑若し糖祁誠意働いて

報酬が目的で働くのではない︒物質そのも

悪まるろぺきとすれば︑悪士 ︽ろ迄に働き抜

いたそれ自身が尊いのであることを忘れて

ば な ら ぬ ︒ 悪 ｒ ﹄と否不道徳を以て財を得

士としてもそんな財は賎むぺきものであ

精紳上の柴ｂ部 ち創造する梁Ｉ︸みであ

ぬ︒仕 事に熱中して自分が楽しむといふの

る︒要するに人間ば自分の天分走考へて各

かうゐしぐわいきゐん︒争○︒︒いたかん

働 く 事 そ れ を 楽 し む 様 に し 芯 け れ ぱ工ら

な打篤に市愈議員岸遅細雄氏は痛く感
げ君窪上じつたう︒︒ｓｏりょうくんつ
激し︑去日常の中村︑長島爾瀦を連れ

③②③︑とあいろつしちゃう

窪いぬんあたしやうちい

も感動して︑﹁白磁不息︑青嵐︲一など

かんどうＣＯ︑＠ＯＧ

て︑永田市長を訪ひ挨拶をした︒市長
しきし

と色紙をかいて二青年へ典へ︑将来と
訓へると共に厚く鯉を述べた︒

をしともあつれいの

隠れた慰問金

報酬の如きは第二第三のことである︒

皆が此の心持で行くならば︑物質は 鯉蔑さ

物質その物が尊く所有欲そのもの

で働く限り人間は平和に生活することは出

となる︒

れて然も誰もが食って行ける明るい世の中

去日午前六時頃︑東京市祁田匠小川

来ない︒これは根本問題である︒物が口を

まちこうばんじゆんさとうたいじかんこうばんない

てがみきんゑんはうい６の

手紙と金玉掴を放りこんで行った者が

−私は毎日ラヂオや新聞などで為園の

わたくしまいにちしんぶんくに

あった︺手紙には︑

きき人間に口がきけない様なのは第一人間

町交恭で︑巡秀の交代時間に交番内に

琶上じつごぜんじごろとう珪一上うしかんだく諸がは

0 ．

ｊｔＪｆ︑″恩Ｕ岳ｑ﹄クーク伝︑〃４日Ⅱ

の恥である︒人間は自分の個値を溌揮する

様に努むぺきば徴然である︺

４︐ｆ︑″︑ｆりくノ︑〃Ｋノ︑ノー︐１︐ｔグー８４３喝歩くｊ４ｌｆ︑″︑〃︑ｆ１４

I

蝿うございます﹂と呼昨睦僻鯉したと

ろ（工

I

鮒職詔撫撚撫側蝋輔

１１

I

62

集 金 砂

蚤ふしうでいへいたいはなし

めｂｂｂＥ

しやちぅしやぽどこ弓へじ説ん

ろ︒所へ折よくも通りかｋつた一外人
あり吾裟み弓つそくしんせつ
は︑この有様淀見るや︑早速親切にも
にんじふ士うひがい
評錬の誹雄鍵を停め︑人事不省の被害

ところ奉りどほぐ中いじん

ほど

が目にとまらず︑それにいきなりとは
湯はろじや？てんとうとうぶ
れとばされ︑哀れ路上に即倒し︑頭部

Ｌ・・うきエう

ために満洲に出て行った兵隊さんの話
窓
あつ・
を聞き︑東京でさへとん底に鰐いのに
くろ一フ

さつ

どんなに苦勢左ことかとお祭ししま
敗んしうへいたい

にしかんだけい

をためたものです︒満洲の兵隊さんに

︑℃ｎ

塁ぜうかいわたくしこうりのだい
す︒些少な金ですが︑私が氷を飲む代

あくだ
上げて下さい︲一

と蕊趨評で背いてあった︒西川剛塗睡

自動車にかつぎ込み︑附近の伊皿子病

ぢり上うい

塁

○

！

曾て弘通命から表彰され士光築の人徐丙

る効縦は多大芯ろものである︒嘗ては朝鮮

縄督府中梱院参議であり︑慶術北溢評議員

棚育協称按員︑教育含及古脳保存含評議員

暁星女子群迩翠稜々監︑大邸銀行取締役を

朝氏が地方教育産業を初め祁含の各糎公共

余れて居る︒大邸府明治町二ノー九の徐丙

強︒昭和三︑四年ば丙子以来未曾右の大早

事業に誰搾された功誇者として表彰され

害で︑滋内羅災民が生死の岐路にさまよう

から陛下の赤子必一人にても自殺さすこ

て隅ろ畔︑今村知事が崇高な人道上の見地

とき︑氏は反先に此に黄同し︑飢餓に瀕し

とは出来ないと︑義据金の募集に若手した

た同胞の焼め雁蕎然として起ち︐東奔西走

漸くにして灘定額以上の義描余の募集に成

功した事は未だ枇川の記憶雁新たなろ所で

事となったといふ鰯老婆は手営をうけ
人類愛に撚ゆろ氏の美しい心勝と其の反面
か
ひ
つ
ひ
し
ぱ
う
ま
こ
と
た甲斐もなく︑趣に死亡した
たと
とい
いふ
ふ誠
誠一 目は躍如として今も何我錬の感謝して止ま

長も事怖取訓べの上共の手練きをとる
こ
とらうばてあて

ちやうじじやっとりしらうへそてつ営

Ｉ 由Ｉ

長に具申︑表彰方を申出たので︑同著

行篇に浦く感激して事情一切逢三田署

ちやうぐしんへうひやうかた汝をしてどうし上

○し

I

かうゐいたかんげきじじやうさいみたく上

ウエルト氏であった︺鈴木院長は此の

以て調べて見ると︑椛演市中腫山下町
あがくはくし
三五︑ドイツ鶴畢博土へルマン︑グラ
︒③②①こ

つしらみ上こは渋し江かくや生したちゃう

たといふのである・此の異図の人術美
琶典うゐ泌
識の撰我は識であらうかと驚異の眼を

ころとくにんじやうぴ

寸時も側を離れず︑被審者の脈抑検診
ひきあ
確唾雑感祁鏡が尭俸ひとなして引上げ

すんじそ駁淀江ひがいしやみやくばくけんしん

頓した上︑二時間半に一耽る手術中を︑

④しう上う品んちや７③ｃ②⑥へ

じどうしやこぶ群ん︑３９９

者にカンフル注射を施した上︑自分の

賑に牧溶︑院張識鉢字訓氏紘齢誌を依

轡ちぬし

の持主ではある︒

街頭美談
ふく池かげんつまぐん宮ききむらひろいけ３③③

I

朝氏は︑各諏の公共剛捜に誰力されつつあ

I

鍵羅癖耀鯉輝認叱郵莞十↑碇ンチ程の
裂傷を負ひ︑人事不省に陥ったのであ

〈

さっしよ・容斗．くこＬろぐてつ警
察署では寄特な心を汲んでその手練き
かんとＬろ
をとることにしたといふ︒感すべき心

ｅ

かたぶｒやうきようとうきやうしぐわいあづままちにし

禰岡撫三撚那木佐木村蛎池の瑞木と
ろうぱ世がれ○０つひき
ちといふ老婆は︑枠の四郎を伴れて久

方振りに上京︑東京市外吾嬬町西一の
◎︒︒①①たいきいろ弓ご蹄も
七六黒川三治方へ滞在して︑老後の恩
でとう森ようかくしょげんぷつ

ひ出にと︑東京各所を見物してゐたと
ぼうじつＣｅともしだたかなわ詮んがく

ころ︑襲日四郎と共に︑芝高齢の泉岳
じきんけい
寺へ参詣のため︑が謹誰感栽添儲羅鱗
げしや

しぐわいきるのつ埴

しい市街に来た巻の常として︑マ今．

上こあひしつ署う唾じてんしや

ノ︑し︑枇合から疾走して来だ自卿車

I

／

ー 曹

I
に下車︑それより逮畔を礎雛せんとし
きいとかくる江かしづところさわ
た際に︑兎角川合の静か凌所から駁が

」

一
一

〜
へ
一

一

砂
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シ ー グ ー

に気の毒ではある︒
はくしにぼんうま

弓どく

I
だんし上いうしや

しぜいきんお上くごう言しかせい

談の所有荷である︒
どうぐんふこう綻斗ふ段︾うしな↑
同君は不幸にして早く父母を喪ひ︑
あい§とろ生どうちうがくか︑エ
姉の許に身・ヤー寄ぜて同中畢に通ったの

であるが︑資性課直剛毅にして然も正
ぎじじ上ねんふかねん︑んまで
義自助の念深く︑一年より流年迄五ケ
無職を錘じて硫犠我蒔勢祇厩零茂る墓

そひやうにんてっていてきあんどうみびんぽ︒︒ひと

素病人を徹底的に面倒を見︑賓乏な人
悩毒ろ人か私といはゆる
には勿論金などは取らないといふ所謂

ない所である︒小生使今赤鹿北義戒郡丹村

而地方へ旅行の際に︑丹村公立排迩畢校前

にて徐丙朝氏の類徳碑韮溌見して︑附近農

夫に聞くと心此は過去数年前皐筈の常吟小

農の事情を深く同怖して︑小作和全部千除

営年に地方民頒徳

石を減免して︑其の地擢災腿走救ひし此の

の野となり︑其の徳の不朽を記念すべく頚

如き慈善の恩恵に不堪

徳碑の建立とはなりしといふ︒現今祉態時

流悪化し︑貧涜を間はず０唯己が利走のみ

求めて止まざるとき︑氏の如きは糊に凹民

に告白致す次第に御座侯︑弦に誌而の一隅

教化の神補に足る模範士ろこと韮一般同胞

ぜんりよくてつぽうしうちう

年一月読に投載ごしがｂ今回千葉蝶香取郡

貴顕御肯像坂扱所感として︑全は昭和六

○

る次第である︒︵朝鮮︑金奉珠︶

韮拝借して此の稀なろ氏の御徳韮御紹介す

どうかう均やうとれみ

か︒︒︒ためあしゆつししや巻

い境遇であったので︑同校長は之を見

き上うぐう

ひ
ことか？可版くいた
費に事妖き迩皐すべくあまりに痛まし

ることが出来たのである︒然し一方畢

できしシぽうがく

暇さへあれば繊俸にマラソンに努力す
かうきんじたいかくこうじやうき
る効はあって︑漸次鴨格の向上を期す

てつ腰うどりよく

塞力をマラソンと繊棒とに集中した︒

となく︑一意一︐身鴨改造を標語として

い・しんたいかい老うへ弓ご

元来跡柳の質で度盈病んで欠席するこ
かれぐっ
とも多かったけれども︑彼は屈するこ

々わんらいほりうしつたびノ︑やけつせき

しんと紅つしんぐんにんし樫う
心に富み︑執︽心なる軍人志望であるが

しかどうぐん§

蓉詑泌建淳一聡錐め︑応に謡銭の礎職で

ばんじゆつぼどこせんせいいうめいびと

といふｏ警

詑なにぽんじんしかゐしや

回じ日本人でも然も筈者であったと
しんせつ駒んどうみ
しても︑これたげの親切面倒を見るこ

上ういゐＥく

とは容易なことではない︑まして異図

かたがいとうじどうしやと仕こ

の方で街頭を自動車で通りかかって此
の識罪さ︒雑も蝿碁は鐸の酢謡溌に催
よう旧つとちう
しい用を以ての途中であったといふこ
黙ほかくじま江
とであった︒大いに各自の畢ぱいぱな
＆くこくさいてきけんちわれ
らぬことで︑特に団際的見地からも吾

ノ
︑こくみんしん齢§
だ図民の心すべきことであると恩ふ︒

苦豊力行の模範

御蔦度牢切抜して之に敗砿Ｌ稚き︑適岱の

おたくしこんご一寺かなざやうしやフはうがく

生徒を通︶して配布し︑新聞等に掲載されし

１１
１１

﹁高貴御蹴反入袋﹂非全町各家庭に小畢校

り
つじしゆいとれてとわ
立自主で行きます﹂とキッパリ之を断

府馬町にては本年四月天長節岱日を以て

今一堂銅京郵府越謎誠鈍雲泣癖諜姓
百四十除名の中に︑優等黄及篤行賞
じゆりょう◎︒①⑥Ｓｃくがくり琴かう
を受領した落合源太郎君は︑苦肇力行

時期に畢校準備付の奉職鯛に納め盃き然ろ

もばんすゐしようなみだぴ

り︑私は今後生魚の行商として一方肇

話したのであった︒所が同君は此の悪
あいこ６とういかんげきわたくしどく
愛減る好意には感激しつつも−私は渦

兼ねて︑藩合溌の鱒に或る州資者を世
わ
ところどうぐんこじ

而
の模範として推賞すべき賑ぐましき美

こんしゅんぐわいき上うとふりつもＬやま毎う泳ぐそつげふせい

あった︒而も同君は黙ゆろが雌詮睡跨

仁術を施す先生として有名な人である

業して居る人︑日常非常に親切で︑平

げふゐひとにちじやうひじゃうしんせつへい

ヘルマン博士は︑日本生れのドイシ
じんたいしんくわご上こはまやましたちやうかい
人で︑大震災後から横演の山下町に開

孟 一
〜 、 〜 〜

へ 一 へ
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Ｉ？︲︒

ぺき頃に祁官を鴫して昇天祭を行ふ率とせ

にして︑之に賛議せしは同含員小畢校長小

り︑此の菱識者は日本弘道念員平山三談氏

て寅行せらろろに至れり︒此の釜町民より

林庚三郎氏なりｂ而して現町長保科氏に顔

坂謹ぺき鄭軍なろ奉蔵鋤は平山氏の寄順す

○

る所なり︒︵布施組次郎︺

兎角の議論はあってもｂ時局匡救の深算

ことは霧ばれない︒それに加へて生糸は便

ば通通し犬︒全閣山村迄も多少共悪まれる

が出て来求︒米も景気がよいといへぱ張り

合ひがあるといふものだ︒併しこれに安心

かも桑になるとか夢考へたら大塗だ︒只努

してはならぬ︒これで完全に救ばれろと

の力で剛働き抜いて更生するこの意鋪奄一

力々々あるのみである︒吾之は的迄も自分

第一の禁物である︒︵励農生︶

刻も緩くしてはならぬ︒此の際心の安心が

−，、､ジーーモ鼻〜−口−､、,、

菅 一 一 へ . へ 〜 … ' ､ ハ ム ､ へ 、 一 〜 一 〜 、 一

〜 シ

一 ､ 一 国 一 戸 ･ … ､ シ ■

I

I

砂
金

集
65

66

身
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初秋のころ九月四日ｂ甲府へ行き身延山に参ることあり︒

雑詠汽車のうちにて

Ｏむらたてるみ山はつきて畑青き平野にいつる典瀬の漢川

○雲かかる白根北獄指さして子のをしふれば母のみさぐる
同行は我が子︑地理鰹教室に職を未するものなり︒

端

沼津あたりにて夜に入る︒意より見いだせは天の川影白く︑虫の蕊雨より滋し︒

○雲の中に不二あらはれて大宮のいな田吹きわくる秋の夕風

中食に鮎鯉等の河魚をすすむ︒勝沼にては︐葡萄を責る・不二は梨の出さかｂなり︒

へいで．東海道線に出れば︑日がへりの清遊を試むくし︒山の麓には古騨めきたる族店あり︑

車の便あり︒山路は徒歩して七面山の森林と．不二川の漠流の美とを観賞すべし︒踊りは大宮

昧爽出でたたは︑新宿騨より甲府まで四時間︒さて身延行の電車に乗り換へ︑山麓ょ︐９乗合自動

村

Ｊ

︑？﹄

I

ノ
1

ｑ■Ｏｌｄ

だてさうどうけづ乃戸︑

・
仮

哩黛すゐ

●たう収んじあうひそかそいちうちう昨たぐらない番んのかみつう

安 蕊 蒲 の 螺 政 を 仙 嘉 月 附 に 訴 ふ る 事 ︑ 僻 石水

あ琶瞳んあく進い登んだいめつげ弓つたとと・そ一︑

辻村靖

伊達騒動賓録︵翼十︶
第二十七編

東甚二郎輔に訴意を老中板倉内雁正に通ず

フつと少﹂

子

Ｃをあきまたし上にやうりや弓必つげ

二一れひゃうぶ比ういしうとうめつげつおやくにんふくしん

居ったので︑安葵又書状を雨目付にさしだしたＵ

またＪ１し上じやうりやうめつけげきしまかさ

であるから︑決してさし控へる謂れはない︒﹂

けつひかいば

さつ

総い中で︑

た毎ま

﹁自分此度の巾立て貫き申すに於いては︑殿さまお麓となり︑家中安堵の道

じぷんこのたび誰をしたつらぬ殻を誌とのためかち弓あんどみち

とて諭して安蕊に返戻したが安謹の云ふ

ざとあきへんれいあきい

す﹂

虎に︑其挨拶哨待た歩︑彼の一催を公儀の目付へ巾だされなど し て 逃 惑 い た

ところそのあうさつまかざこうぎめつけ壁をし

﹁さきに三人の申訳衆への返書畳書を預かって︑迫て何分の挨 拶せうとある

にんま幸﹄しつぎしうへもし上諦媛えがきあづ索つなに〆んあい

雨人及茂庭主水︑片倉小十郡協議して︑

りやうにん６には紙んとかたくらこ協うサブ宮

夫も兵部が川意周到で︑目付へ付け置く役人は腹心の者であ ったから︑忽
それあやりやうめつけわたこくらうしぱたげきふるう巧しま
わた
ち夫と怪しまれて︑雨側付へ渡きず︑固老柴門外記古内志摩に 渡したので︑．

の

遊んだいぐう
時に恰も幕府からの雌舞即癖蹄鵬雑五恥︑蝿岬馳歴一人蕪て 仙
墓に寓して

ときあたか硬くふ

伊い

・詫さ︲・しゆ這ん
とて叉為書状を両目付へさしだしたので︑外記も志雌も︑重ね て 抑
へる手段
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かんげんくぼ肇なさふらうつかへつ辰は江は

き上ｒ１ｎんぴやうし

芯れましからぬ鯉に︑鰐鍵霊需溌繊低季るを識へ︑塞諦へ

諌言を加へ申し候に付いて︑却而甚だにくみ︑去堂年病死

なげ

と一こつ諒んけかうみぎりしろおい訪さかづきちうたい

そのぎつみ蚤かりな

を以て右の品承り度由申し造はし候︺其儀罪に罷成り候と
柵みえ︑癌舞は癖銭︑七十雄は娠準︑七十唯の鐸嫉郵雁舞

もつみ害し江たき上しまをつか

之に依て家老共所へ伊東七十鄭︑氏家博次と申す者︑雨使

これ士つからうど§ところいとうらう弓ぢいへてんじ藍を６のＵやうし

の梁森塞舞に錬り︑匪咋鐸仕Ｌ健謙が麹へ徳いだし瀧健電

主膳殿御目付として︑営地御下向の砲︑城に於て御盃頂戴

し肋避んどの諺めつけ

識の弄蝶に締睦耀蝿織る建巧雌酔峨碓磨識鋸認嘩呼蔀

ふるうちけんたちういとうう払払まをしいづからうし上く

へうぶうきやうりやうけんかくくついまにあとし誇呑敬をしつけずさふらふ

夫までのこと凡て︑遂に馳走人から︑安葵が書欣を雨目付へ

仕り候虚兵部︑右京︑了簡各別で︑今跡式不申付候とと︒

そのごまた恥つけあぶたた

さしだした︒其後に叉目付へ宛て再びだした︒・

一︑古内源太郎︑伊東釆女と申して︑何れも家老職仕り候

また

叉

ど

しんるゐどもけいぽつまをしつけらうもう吉ぷか５の上しうけたまは

親類共刑罰申付候︒七十郎は忠義の志深き者の由︑承り
さふらう

候とと︒・

しんそいたからうど咽しょじえんりよ喜ぶらうだんととやぶ

一︑塞諦に蕊雌舞雌礁仕染峰腫つき︑溌確衆誓一なの鶏を

でだてあひ喪をし

も親疎致し候︒家老共︑諸事延慮仕り候段は︑事を破らざ

一︑政宗忠宗代に相替り︑嵩陸奥守付に龍りなり︑譜代歴

唾寺害むいた世む虹だいあひかはたうむつのかみだいまかぶだいれ舌

るの術と相みえ申候とと︒

言営陸奥守代に能成りや兵部一心を以て︑家老共退け申

靴参議蕊︑竣鐸︑露鍛雅誰に嘘碓侭︒鐘の錘が鰐ども秤醇

ついしみんども︽あんどつかまつさふらふこと

じく候鐸ども︑芦蒋織れなき︑漣琴霊屋瀞︑笠権議舞謹と

ぐと
一︑霊彫十潅溌雌と嘘す謡︑峰謡確に︑雑病壬言石こ取
ら

つ
迄砕峠鐘祷惟翫健醇喜輝も雌謡鍵瞳溌鍔歩あるに付
き・
︑
↓西へうぷこ﹄ろ

蕊す︑悪砥舜確を蝿て︑垂諦暴に恋り︑琴鋳識渉韓さず侯

たうむつのかみだい堂か江こしやつがしら肇をし弓ぶちうと↑

常陸奥守代に託り成り︑小姓頭まで申つけ候庭に兵部心

候鍵︑認ぴ継ぐ徳じ嘘珪侭︒室諦霊︑瀧て譲峨もえあるま

すに付て︑四民共に安堵仕らず候事︒

善︑むつのかみだい唆かり江へうぶしん５つか巳うど魁しり老まを

とて陳べた箇篠は左の通りである︒

のかでう喜とほ

守家︑安危の所に御座候篠止むをえ歩澄に唾一雄昨健考

かみいへあんきところござさふらふ学一う奔

上候儀︑篠なく存じ申上げず︑延引仕り候へど︑陸奥

あげき上んどころぞんまをしあえふいんつかまつ吾ふ汽うむつの

ゐ候故に候︑兵部とと︑政宗末子に御座候へぱ︑明白に申

そるゆえそるへうぷ萱ろむ虹嬢つしござさふらあい杜くまを

堵仕らす︑歎かはしく穣嘩謹炉健総は︑癖雪辱鍛錬雌を唯

頃日御目にかけ健紐疎に︑露曙竪霊礁に藩りなり︑下中安

けいじつおめか電うあん

か中上候俵︑延慰至極に存じ奉り候へど︑陸奥守のため擦
宅んぜひべっし６つ塗をしあげそる
なく存じ︑是非なく別紙を以て申上候

まをしあげそろきえんり上しどく芝ふたてまつそふちむつのかみ上んどころ

思案せよとの畷蒋挙れ︑蝿穣き畦哉と穣畦蓉寺垂健︑雌

Ｌあん

そ
しく
上拝か
け嶋
な建は
んめ
上宜ろ
尊ゐ
書悉
§た
たじ
し菖
曙い
錘げ
弄た
しきやうに

ぷんたいえう

文の大要は

ねろ冬ころあきどのじしん君ろん
も底く︑よし抑へたとした虎が︑安塞殿自身に持隻参され上ば
垂れつる汚さうにんあきし上じゃブリやうめつけ

0
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まやう達き上る尋晶一迄フこれ上むつのかみいへそん狂うこのせつ

ございがばく読のノ・〜ごまおんことばさそへうふこＬろい

につきや行跡宜しからず候・之に依り︑陸奥守家の存亡此節
に御座候︒希は各燕様︑御詞をも指し添へられ︑兵部心入
あびあらたかちうあんどつかまつ︒ｎがたてまつせつしやき

逢いじぐはＬまをゆふことひないさい幸んあひだまへ︐Ｉ︲

れ相改め︑下中女堵仕り候やうに願ひ奉り候︺拙者俵︑

謝も

そのざいしよとぱだご辻りわくやえんつう

ったのに︑雌趣謡を管し滝は建呼雌些は垂窪梨舜と︑蕊幹

さらあき上ういしうとう

の恩ひをなしたのであったｕ

更に安婆の川意周到であったのは︑其在所遠田郡涌谷回通

じ苦ゅうしょく世舌するおしやフいぼくふぽた６と詫混あひうじと

寺の住職に石水和尚と云ふは︑幕府の放下︑落合氏の子で

い配いぜんのしやうこ︑・灸いしゃうじ邑さいかんひと

ぐにぢうものてひたひ上るこ

き

段か

なかこＬろ上むきぱあひぱ世か

品許さま〃が︑で中にも心逓寄せる向は一︲この場合もはや陣り

ひんひやう

て︑兵部と意見が落ち合はいが篤心ならす其篤すま上に任せ
を
このたびへう悪なら詫ならう君うじん６んう
て居ったのに︑此度兵部とさし並んで同じく老中の尋問を受
いぱあひ
きどくいた
ひと
けると云ふ場合にもなったら気の毒の至りであらう︒と人の

へうぷいけん論あためこＬろそのな

た図録の毒なは呼瀧極誇鍔吋維睦な雌搾識率織へめがち

の時であらうと図中の者手を額にして悦ばぬはないｕ

とき

とと上遊り︑善悪忽ち分明になり︑積年の弊政改まるは今こ

↑ぜんあくたちま承んめい挫き皿んへい世いあらたいま

に其悪面を知り悉して居ったｕ
あ暦か齢６てだりやうめつけし上めん
うへばく
安葵が斯く︑表立って雨目付へ書面をさしだした上は︑幕
ふらうちうみ上い耐りやうとうけんらうちう舎じんりんう
府老中の耳にも入り︑追っては雨後見も老中の載問を受ける

そのり秘んしつくを

田新兵術に通じて兵部が悪義を鳴らしたことのあるので委曲

たことなり︑其忠死の事精も知り︑猫叉伊東雀二郎も家老池
だしんべゑつうへうぶあく琴な
いさい

宅のちうしじにやうしなほまだいとうじんちうからういけ

であって︑さきに伊東七十郎から︑藩の悪政はより／︑鑑い

いとうろうばんあく途い

通じおいたと云ふ︒内膳正は︑公明正直で才幹すぐれた人

つマフ

たくしゆづぷ狩りみつｒ︑ない経んのしやうそしやうぎいさいまをし

あって︑時の老中板倉内膳正とは因親あるを幸ひに︑夫に

ときらうちういたくらなし趣んのしやういんしんさいはそれ

政事に加り申さす候故︑事の品委細存ぜず候間︑前廷より

託して出府の折には︑密為内膳正まで訴訟の一儀を委細申

・からうならぴたうじ上うじなどあひつとめまをしかちうどもめあひ

の家老︑井に営時川事等相勤申候家老共召しいだされ︑相
たづねぐださふらうこれまた通がたてまついじゃう
零れられ下され候やうに︑是叉願ひ奉り候以上︒
やわウにち

ぐわ
ん；
れん
亡安
あき
ん
寛
文ん
十ぷ年
伊だ達
謹は判

︑十一月十八日
しんろう＆ま

新五郎様かくつう

かず欲さ生各通

評の︵んし上

数馬様：

さくにちごひさつさくにちはいけんかたじげ江くだん︑むつの

すると其返書に︑

．昨十．八日の御飛札︑咋十九日拝見︑・恭存する．陸奥

かみどの諺んため恥ぱし鈴し？またべっし諦んかきつけつうひけんしまだいづ

６のかみつまきひこ患咽んおぼゐしんゑ６んむつのかみどのごえう造う

守殿御魚思召つき︑叉別紙の御書付一通披見巾峡︺烏川出

いたたくみ琴にんしうまをしい

雲守︑妻木彦右術門︑大井新右術門より陸奥守殿御幼少の
うちしよじいづれみちとう琴たいことひろ生か江や弓
内︑諸事何の道にも︑公義に封し事隣く世り成らざる様に

ども袋たじをつおかんがそるごしあんそろ

致され度と︑右三人衆申入れられ健追は︑嘘ずに睦ば誕健
へ共︑又時節をも御考へ候やうに︑御思案なさるべく候︺
そるうんぬん

らえ弓またまばりおきまを
搾 挙 轄 礎 は 雌 蕊 も 峨 峨 け ら れさ
候ふ得
ば︑承置︑申すことに

候︒云糞とある︒

安蕊は書面をだした時に︑何と挨拶あるやらむと心痛して居

あさし上坊んときなにあいさつしんつうを

《
.
'
，

動よはじめし藍つちくめいばくちんじゆついだ

は畦か田き弓§んけいぽつやちわやぐにん・かぎさＬ

れるとと心得ず︒役人の非義を穿塞するが何故に陸奥守の馬

乙しやういえぞのぽあきとくそくいくたびすえ・にん

伊達安葵申次へ造はした返書は︑茂庭主水抵り世いたま凡

たＩあきまをしつやつかへんしよ§には魁んどあづかお

いへの行末心もとない﹂とて人の遊ぎるもきかず︑仙塞目付
弓つたじゃうじゆつと趣
へまで訴へいでたは上述の通りである︒

ゆぐすえとＬろひと吾へぜんだいめつけ

わるいがてんゆいまとぜひぶんめい

とＬろえやくにんひ琴塔ん﹃どくなにゆゑむつのかみため

ら輝なく札間刑罰したのに諺谷地虚分けの役人に限り︑支へら

たまふに及ばぬ︺初からの始末と逐一明白に陳述致されよ
あくにんれんざ詫もわざ嘘ひあ
し
さなくぱ悪人の連座となり思はい稲に遇ひたまはむも知れ

に悪いと云ふか合鮎行かぬ︶今此の是非を分明にせずは．お

§にはりんどあきこうぎばくふ段をしつぎとり

う藍．やうち弓・とくひと

ず﹂左ど︑右京に忠告する人すらあった︒．

第二十八編茂庭主水安謹が抗議を幕府の申次へ取

天ぐ薬寿︾燕厩より奇さる野雌燕
がく・だい伽くしき上

畢のこと大畢の死去

︑はやかはやしろこぱたいひふ巧諦ほか一うちしせんたいめつけ

の権韮がら︑﹁舞琴の遮謹を譲狩浮雲して礎るやうに﹂との使し

故障を云ひたて江戸へ上らぬので安塞督仇幾度かの末︑三人

じゃうし上

に上書するとと

み

はしやち

ぞのあくし上う

い
む迫つあきけらい駒たりくらんど
云ふ旨を告げこした︒するとやがて安婆からも家来亘理職人

たしたによって︑嘘雑草の織識維溶浮雲し︑遊犀へ螺る﹂と

しやす江はこらう咽んどあき８と＄んどぴやうき笹んくわい
者あり︒即ち小十郎主水から︑安婆の許へ﹁主水病気全快い

早川屋代木幡飯淵大河内五士仙嘉目付

それた堂お§

鋒感砕雪辱識鍔癖が︑醗岐藤巻睦呼恥斐蕊唯蛎蹴癖塗鐸畢
暴めつけいまむらぜんだいふとう６ちこく通いひ壁みだみ
術︑目付今村善太夫等を川ゐて︑図政日常に剣れるを見て︑
だであきふかしんつう

おのち上くせつせいじ

伊達安葵は深く心痛しいつかは︑夫を乳さうと思ってはゐる

と誌さ

が︑己れ直接政事にたづさはる身でないので︑其悪誇とめの

し上ていむつのかみた罪吐ぜぐだ
を輝型し潅岸へ蝿︾て申次に書と
ロエし︑陸奥守篇めに仰下
こうかれいはぜか造つしや亥﹂んいりどれ弓けんあそ
さる好意の鵬をのべ﹁障りながら拙者存じ入をも御了簡遊ば

けんし弓ちいまむら避んだいふくはきばへん

︑とのべる︒︵つ堂で︑︶

むつのかみいへあんおんひとへいがかた了ま

まへに取って抑へることもできなかったところ︑端なく谷地

され︑陸奥守の家︑安穏にまかりたりますよう︑偏に願奉・

けいかいるん

それこくぜいえとへんぱし上うこ

しん琴詮い︒あくにん蓉一うだん

る﹂

の境界論おこって︑稔使の内に今村善太夫加はり︑極めて侃

索を

癖泰嬬燕であったから︑夫を国政に依枯偏頗のある誇携とし
ぜん己く

穿馨せられたいと巾したて︑一身を犠牲にして︑悪人を礼脚
ぼんせい狐そとかくしんいだいけつしんとくらうつ

りやうこうけんこさいきん一己いしなやうこうぐわいたう弓江がなほすＬにん

し藩政を根から底から革新せうと云ふ大決心で国老に告げ︑︲

ま券し・つぎしうとちんなに︑むつのかみためお＄かんにん

雨後見に諸ひ︑再三再四弧硬に回答を促し猫進んでは三人の
申次衆に具陳し﹁何ごとも陸奥守篤を恩ひ︑堪忍ありたと
との蕊めも雑か歩︑﹁達まで帯堆彫錨の謡より犀鍛聾い都です

！
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弘道
講談

野田翠雨謹述

(十）

つかんたいゑんじ上えギールンぜんり上弓あそ

かくし上ひぞくどひとうばんきょ

ぐわつ

みや

らせられ︑御全快の後は特別に御丈夫にならせられて︑画家の魚に努力謡砕

とぜんくわいのちとくくつご順やうぷ今こぐかためどり上くじゆんすゐ

︑嫁の幹部に哨疲に雁って蝶れるものも多く︑官は嘉濁へ御出護の際潅に確

余丸たいかんぷ評やくか﹄たぼ心諏仕みやたいわんごしゆつばつろいざやくかＬ

一儒姻斡嘩獅匪縫嘩空畔鍵嘩帆哩睡謝︾轄郡耐識磁岬識酔峠癖塞睡読師地鍛錯

︾ぐ６んしぬめづ︽・ふをうぴや弓しやぴやうへいじうまんく

一ロと離れて畦ます︒識窪錨を瀞って鐸雌に毒って暦た識癖が雑識の鰯に鑑に

一︾榊恥織碓跳稚癖皿岬雷峠砕醒酎や鐸︾紗韮声綴畦榊僻雲畷群恥挫病一幸訓弄

−す率潅諏に蕊縦榊吐恥翻撫︑叉は掃蕩等に力を川ゐなけれたば
ならぬので︑宮
いわんめいぶつ

いんしやおぷまたそうとうとうちから咽ち

．げんじう腰うぴを
渉曹幻・弓てきへいわさんていこう
一のや︑嘉義には数千の敵兵が我が軍に抵抗すべく︑厳重な防備として居りま

華織且捧罷に戚稚し藍したが︑ま鳶所に畷︑土匪等撚厚ろも

ましたＵ

一日に嘉北を古叙せさせられ︑次いで艦隊の援助を得て基隆を占領遊ばされ

も﹄にちたい吐くせんりよう

宮は各所に出没する兵匪を掃蕩し給ひ︑悪戦苦闘を綾けさせられ︑九月十

みやかくしよしゆつばつへいひ．孝一うとうたまあくぜんくとうつ憧

○

小

72

ませぬので︑せめて職能一睡ひらゐの軒懲蹄となし穂され

６つとみこＬろ恥ち干登垂話ひまみれいすみま

い
するに．は︑嘩躍でなくてはならぬといふ誌
恩没
召し
しめ
かご
ら異
︑い
御途
衛生

蚤す窺う癖ひ腰げまする︒﹄

﹃それもさうぢやの︒﹄

と申したので︑

段ぞ

には鮫も御心を用ゐさせられ︑劇務の御暇を見ては冷水摩

榛︑深呼吸など遊ばされ︑お食事の如きも兵士と同じ物を召

ごつしんこきふあそしょくじごとへいし漁江６のめし
としょく上〃︑

く三わ
ん定ろ
だせし
ん︑く
畷られ︑御食慾はあってもと
特に
碗と
めさ
られ
辛苦に

沌ぼ

と仰せられ︑それから錘群緋葬輝の齢は瞬畦に一・嘩恥お唾が

ひぐわいかなご玉§ん扇そ

耐えつＬ糖胤勤務逝ばさる上郷擁李を課しては常に御側に在

あれば日に一回づ上は必ら寺御尉間遊ばされ︑主た羅誌ある

うへのくわんえいじ語いどしゆけふあそご隊上弓§ん

ときばん角うしんくわんそうりょな

た

どじしんしがいまへ

った塞譜雌雄琴一母の姉き︑職耀の輝睦零眠の癖を礎すこと

時は︑陣中に祁官または僧侶無ければとて︑御筒身死髄の前

弄び︐Ｊ１

が度灸であったといふことであります︒

に立たせられ︑上野寛永寺に於て御修業遊ばされた御雑文を
ていぜいせつどくげゆ為そ つししや駒いふくいの
低謹に三四節讃諦し遊ばされ︑以て死者の冥幅を斬られる上

無の礎しき縦嘩には︑蕊琉織雄して︑坪の竪癖にあろを誇れ

われ︐ｆｌい世んしんはた

て︑恥かろ郷煙悪瞬き嘩戸の緋搾雲の通にある鍵爆へ賦姪さ

ぼうとく強んわ

われ︐ｒ︑塚んくわうえい

を馬さむとするを御覧にたり︑語手づから輝垂が嘩芦手を椎

れた我盈は何といふ光築であらう︑我盈は一意専心に鋤らか

ればならぬと︑報固の念の沸かぬものはありませぬ︒

○

ぐわつにちとＬじみやたい吐くばつたま

ぜんしんにちしんちくごちやくへいたんしれいぶい

ぐわつ

七月二十九日︑午後五時宮は嘉北を盃せさぜ給ひ︑それよ

締確の峰と蝉愁し︑菱いで繰雌にて瀧職︑雑癖にて潅塗却嘩

一能唯据奉隣は雛とた戦ひを蕊へて竿織祁読娠矛峨輝じ︑雌燕

り前進三十一日新竹に御着︑兵鈷司令部に入らぜられ︑八月

﹃日に二回も御慰問遊ばる凡のは︑雌埠もなき難有いとと

とつみや潜栖雪こ厄弓あしだんしれいぶい
し上へい
栄あり︑宮は大湖口に在る師風司令部に入らせられて諾兵を

御指揮遊ばされ︑山根支隊は鶏進して新城の敵へ向ひ︑歩兵

ごしぎ昂そやまいしだいぽくしんしんぽてきむや杜へい

びやうへ恥﹄らでんかすがたはいき上うぐた

えす︑却って続洲を鍔しますると︑病の篇に宜しくござい

かへせいしんろうやまひため上ろ

ではござりますが︑摘兵等が殿下のお姿を拝して恐催に堪

ひくわいごみ§︽んあそありがた︒

為附の人為から︑

つきひと︐Ｆ１

鍵の嘩鍵の鍵珊輝涯峰涙で畷畷が鐸が趣るのでありました︒

と︑御涙にうるむ為謹に慰めらる上ので︑枕を並ぶる病兵

誌んながたこゑなぐ吾藍くらならぴやうへ

苑して呉れよ﹄

腰う・く

訪
詑上れ・い藍上さだしん
﹃起きるに及ばぬ︑愁には及ばぬぞ︑定めてつらからうが辛
えられて︑

身動きもならぬ亜傷考までが弧をあげて︑額える手にて敬愁
い
たごらんこ

み弓ごじうしやうしやかうべふろてけいれい

６つと蓄でれいぴやうへいどみ§んひぐわい

それに最も恐入ったことは︑病兵の御慰問で︑日に二回は
かなぴ争うしやおたつ処ぴやつくへいしみや諸す耐たぱい
必らず病舎を御訪間になり︑病苦の兵士が宮の御姿を拝して

たぜいれいきんむあそつれおそぜあ

旭
の

御

旗
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森四職瞬塞燕瞬報諦躍諜寸一樗瞬の鐸砂律て︑唾捷蓉に識瀞
ぜんり上うしだんしれいぶしぐわいぜいぼくあじるん話
を占領しましたが︑師閣司令部は市外西北に在る寺院に置か
れました︒
つぜむいかやまぬしたいせんしんきふきふりんか吾かのぽすあび

綾墜Ｌ六日山根支隊は前進して九芭林河を遡って水尾に

いたてきげぎたい

りんがぐりんりんろうしいゆうＬやうちり

至りて敵を撃退しましたが︑雌の雛は瀧浄舞織にて癖織の雌
えある林畢林︑または林老師と稲はれた勇蒋であって︑地利
ｆ︐江しゆつぼつにぎいすこぶわがぐんくるすうじつわた
に精しく出没自在で︑頗る我軍を苦しめましたが︑数日に亘
ぐぜんのちやうやぐわんぜんこちはうぜんり迄う亡召あ
る苦戦の後︑漸く完全に此の地方を占領しましたが︑敵の遺

琶
をんなだんまうせんしあごらん
棄した感が擁より︑女の男装して戦死して居るを御篭になり︑
みやおばいごかんしん乃そかたぱらしやうかうむか

宮は大に御感心遊ばされ︑傍の将校に向はさせられて︑
こちぱうて舌子ゐぷんぐわふきやうていこうと誌江ごし
﹃此の地方の敵は随分頑弧に抵抗したが︑此の女子の死

走いみさすがりん局うし咽のぷかてＬろ上しうらん

みぷか主ぐきぶくちを

鵠キー見ると︑流石は林老師といふ者は部下の心を能く牧覧

したものと見える︑部下が能齢服致して居ったものらし
いのＯ﹄

さやうごらんあ︸てこむすめ

ひだいし上じうさううさふくぷしよくわんつう

﹃左様にござります︑御覧遊はしませ︑まだ十七八の小娘

かふん渉んいたみ

にございます︑額に一ケ所銑創を受け左腹部に一ケ所貫通
にうこう

今︷

てきかんしん酒んこへんふかあ江

為つといらと宝へうかばいしお︲

う篠じて琴るが︑敵ながら感心に存繕訴る︑此の錘へ深／︑穴

を掘り︑厚く葬うて取らせい︒墓標の代りに石でも置いて
どじつめじるしいた上
後日の目印と致すが宜い︒﹄

てまところ念つあそごじふじしやうかうか為げき

ちよう己みんかくわかきたしやっか争うみづかあ

細かき所へまでお気をお注け遊ばす御仁慈に︑将校も感激

して一町ばかり先きなる民家より鍬を借り来って将校親ら墓

江仕壱うぢ上しかぱいうづろえい

砥どそむ奴みやごんじゃうみや

穴を掘り︑少女の死屍を埋めて︑無の理へ珂を鐸いて︑露誉

たいき

に戻り︑其の旨宮へ言上しますと︑宮は︑

諦仕こぜうぢ上けなげふるまひ上ほどごかん

﹃それは大俄であった︒﹄

と︑仰せられましたが︑此の少女の健気な畢動には齢程御感

しんあそみくちいくたび

かんしんやつ

心遊ばされたものと見えて︑お口のうちにて幾度か︑
どくご

﹃嘩峨な姥ぢや︑感心な奴ぢやつ﹄

とや猫言せされられたといふことでございます︒

○
やわづか江んしんがうていげいくわくたま出んゑいかしどう

十月三日︑南進の行程を計割せさせ給ひ︑前衛は六日刺洞

港に至り・九旧に嘉義の敵を攻撃せしめ︑樟瞬は六呼泌誌録よ

こういたかかきて言こうげき

れ策戦計劃をせさせられました︒

ろぐ強んけいがく

しうかういただいしりんへか悲にくはく上てい
り刺羽港に至り大市林を経て嘉義に肉薄する諜定で︑それぞ

み
やかごぜんじしやうくわたたまじ
宮は六日午前七時彰化を立たせ給ひ︑十一時五十銭露織郁

いこたまご贋じたま

に葱はせ給ひ︑午後三時四十銭藤雌酢熔に青かせ給ひまし

滋心ひ誌こあひづぜん音フ・誌加ご挫ん辻んた趣んとう

銑創がござります︑可なり奮戦致したものと見えまする︒﹄
かんしやゆうかんをんな
﹃ウーム︑感心ぢやの︑勇敢な女ぢやわい︑イヤ︑これに

つけて思起すは含津の戦争ぢや︑女子が戦線に立って職聞

た︒此の時従卒中村文減病みて野戦病院に入りましたので︑

こときじうぞつなかむらぷん狂うややぜんぴや弓ゐんい

致したさうぢやの︑予も東北を流浪致し︑含津近達をも能

いた上とうぼくるろういた昂ひづきん・へん上

T4

みやひじやうごふぺんかん

まったけんしんしぐまとと上ろずががゐけ

上

だいぶ上くわいらく社う連んいさごゆきににたり

﹃全くだの︑謙信の詩句も定に佳いが︑流石に本家だけに
とうし

宮は非常の御不便を感ぜられましたが︑蝿しも醤に鋪せられ

・麿詩には好いのが大分あるの︒予は﹁回梁峯前沙似レ雪Ｐ

ほど

ねつさかんでくぱ

ず︑醍娠錘せさせられましたが︑マラリヤ熱は盛に博描して︑

感購誌は塞韓の五銭の二しかないといふ程でありますので︑

望郷﹄と申すのは︑予の平生愛吟するものぢやが︑今

蚕嘘嘘雌廉蝿誰稚羅慨達雄織譲︒毒礁城識ぷ
き上弓をの宅むまを上へいぜいあい窪ん乙

ことが出来ず︑北斗に於ては洪水に遇ひ︑急に船や筏を進ら

たる月下に臓管を吹く者はないが︑定に雌い景色ぢやの︑然︑

香の月光に封しては︑皆だも定めて郷を望むであらう︑期々

上いげつくわうたいみな４１墨だきやうのぞらう卜ｌ

せて渡らる凸といふ︑賞に名舷することの出来ぬ御困難であ

た
せうろうい齢もと上ひげつ
は多少の相違があらねばならぬやうに恩はる上︑今宵の月

．今︽ぞ：と

③ｃｃしうごう

てきはげていこう

の認峠雄ぅ蹄討歴は︑まさの鋳催でござりましたから︑霜の

しも

人の申せし如く︑銀の盆を隅くが如くにござります︑只今仰

順んまをごとしるがいぼんみがごとたＥいま対は

す
とあかいろ海上ろぞん︑宏﹂上ひこ
少しく赤色洋一帯びても宜しきやうに存じまするが︑今宵は古

﹃左様にござります︑莱象の闘係上︑熱帯地方の月色は今

さやフなしようくわんけいじゃフいったいちはうつきいろいま

し上くないちすこかば

し︑識綜妙涯ぢやによって︑年の光も我が内地や支那北部と

つきひかりわないちし江仕くぷ

序つくわろくわんふ６のとくよけしきしか

りました︒北斗より木存脚に集合せむとして敵の激しく抵抗
するを．諒綜隣善蝉してこれと鍵群し︑無２侭は推平哩此壁

色は内地と少しも塗らぬの﹄・・・

つきろうｐｆ１己かすぐ・みやどき

かたばらしや弓かうむか

どとみ

げんしんごうけつか啄上うわす・しよ

加くに見えましたのでござりませう︒﹂

﹃謙信のやう底豪傑なら家郷を忘る上かも知れぬが︑予の

どとぐぶつやせいじんとと入︑︑きょうのぞあ

如き愚物では一夜征人謡く郷を望むと有るやうに︑そ野

ろやうし６やんえいみしうきき上

﹃左様に御ざいまする︒霜は軍誉に浦ちて秋気情しとご

ろに故郷を思赴すの︒﹄

へ平伏したものがありました︑傍に侍した緑錘謹癖簿がて︑

へいふくかたばらぢ

ところテ︑︾卜弓しろしづあゆ上
所
へ天幕の後より静かに歩み寄って燦の緋雄一雌飛り唾鵬

滝そい

こ言よう誼咽ひ誌こ

ざりまするが︑拾かも今脊も秋気が人の肌に辿りまする︑

﹃恐れ入りましてござります︒﹄

すろ﹄︒

過雁量を添えませぬのは︑何となう物足らぬ心持が致しま

くわ炉んけいそなんものたと隈ちいた

さすが趣 たいちしもみすうかう

あたこ上ひ．しうきひとはたせま

流石に妻帯の地だけに︑まだ報が見えませぬ︑それに数行の

うの︒﹄

︑﹃上杉謙信が月下に詩を賦したのも︑斯様な夜であったら

５へす背けんしんげつかしふかやう上

て覇傍の将校に向はせられて︑

蛾癖きま上に︑急造の椅子に猛らせられて月を御槻になり

きふぞうあす上つきごらん

秋の候ではあるが諺月は朗交と冴えて蚊も少なく︑宮も御索

しうこう

そ
上たいわんめづｇふれ宮ぐわつぼん
其の夜は嘉灘に珍らしく︑一逓職鍵って︑奮暦の九月︑晩

ろえい

おたじつ鈴いじゃうできごこんなん

に露管しました︒

で含吐くと訪いこうずゐあきふふ旭・いかだつく

宮は其のことをのみ御苦心遊ばされましたが︑如何ともする

罰やそごくしん為そいかん

旭
の

旗 御

旭
の

旗：御､』
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亜§

思はず︑
﹃何物だ﹄

なに６の

かげ上み

と︑駈寄って︑朋海腫琴かして見ると︑峨寿の琴睦た五十
ぜんごをとこしやうかうらますＪ１おどる
前後の男であったから︑幣校等は益堂驚いて︑
たれなに魁の

﹃誰だ︑何物だ︒﹂・

を

乙んど

いた↑そ

瀞も振峨になりし虻︑もう愛し壁かして響いたらへ今度の

戦争にも何かと役に立ったらうが惜しいことを致した︑其

ぜんさうなに車ぐた

ありがたＥと題

方も宜う達者で居ったの︒﹄

ち上たっしやを

﹃有難きお言葉にござります︒﹄

ときへいきちそちみ雪まゆ弓へきずいぜん︑

へいぼちめすで江みだあ
と︑平吉の目には既に涙が有りました鋤

和そい

だいぷん・涼６宮づあと

﹃時に平吉とやら共方の右の眉の上にある傷は以前にはな

むさぐるし穂めと

．甲せ︒﹄

塗を今

みやさまだぜうご塁ん

きず

．そ．きずいばれ
てつぽういきま
﹃ホ︑ウ︑銃丸とは勇しいととぢやが︑其の傷の山来と

は銃丸の傷肌にござります︒﹄

てつぽうきづあと

﹃汚職きものが御目に止まりまして恐れ入りました︑これ

いか壁

かりしやうであったが︑如何いたした︑大分の襲い傷肌の

しったかをとこおそあたまあ

と︑叱陀すると彼の男は恐る／１頭を上げて︑

しづねがいたてま︿へいたんぶ

まとと塗をしわけつあや︒§の

弓定に申謹けどざりませぬ︑決して怪しい春ではござりま

やうぢやが朋茄と喧嘩にてもいたせしかの︒﹄

やとにんぶちや弓咽りたへいきち衣を６の

牡うばいげんくわ

せぬからどうぞお静かに語願ひ致しますや手前は兵鮎部の
﹃オ︑雄装跨か︑職権は岸って唇るかの︒﹄

お展ひ人夫長森田平吉と申す者にござります︒﹄
これ

いか上うじ乙Ｌまゐ

﹃拝雲まし犀ります︑此虎にござります︒﹄
上ろ

﹃ウム︑宜しい︑して如何なる川事あって此虚へ参った︒﹄

﹃ヘイ︑どれも宮様に多少御総のござりまする傷にござり
おなっ

もつ蹄心しろつきみ

て塗へ
﹃壬
剛は二千嬢諒に諌鑓に難雌にて諦識蛎迂怖けられまし

上易んきず

ます︒﹄

勅れ
そ入
い りましてござりますが︑雑鏡垂耐鰐轄壷締が羅礎
﹃恐

酒の代りに其方の話を聞くのも興がある早く申せ︒﹄

さけかばそのはうはなしきき上うはやまを

﹃オ︑︑予に緒のある傷とはいよノ︑以て面白い︑月見の

Ｆ一

た︑二魂磨舞屋綜の時鑓癖読と権す都にござります︑︼御懐

ぞんいんぶりみやさまはいえつ虹加げ
かしぐ存じまして︑三十年振にて宮様へ舞謁願ひたく︑下
ぜんみか〃くり︑がひいおそい江にと毛上ろ

賎の身をも省みず溌出でまして恐れ入りますろが︑何卒宜
とりつぎね承ぞん

とうごういた

かきたじぁうたす

の雛輝黙喋蓉舵︑鱈雌へ雌姪つの餓能酔樗篭の振塞にて妬

ぼたとうあう︲

保田藤十郎なるものと闘争致しまして︑疋川次郎が助けに

恥づ江まへ君んかばやこうべ蕊．︸とも

しくお取次を願はしう存じまするず﹄
みやとりつぎま
宮は取次をも侍たせられ歩︑

入ったことがござります︒﹄

はい

﹃オ︑︑珍らしいの︑名前は存ぜぬが︑三河屋幸兵補と共

まあものさうゐちかすＬとうぺ

に参りし者に相達ない︑野趣えがある︑近う進めよ︑幸兵
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旭
の

雄 御

ろやうそ

こうべゑひきたＵ上うにんき

こしたぢまかい塗ど

ございますから︑腰をぬかすどころか︑忽ち二階の窓より

も追ひかけました︑此の時丁度手前が幸兵術の使ひで枇演

弛こときてうどてまへこうべ患つか上こはま

れましたが︑好の遜は罫って鐸しい遷で欠僻畔は姉麿蓉

れも同じく窓より飛下り︑ホルトメンは門外半町許り逃

刃江まどとぴお６んぐわいはんぢやうばかのが

ちじやう苫ぴおにく睡た諾の

﹃左様ノー〜︑其のことは幸兵衛と疋田と雨人から聞いたこ

ヒラリと地上へ飛下り逃げました諺久保田は己れシと︑と
浜つびんとりひきいたわがぐに

とがあるｏ﹄
みかばやぺいこくどん

﹃三河屋は米園人ホルトメンと物品の取引を致しお我邦で
窪一うえ琴いたさいし上欧をじんぶつつ弧
貿易を致した最初とも申すべき人物で︑常にホルトメンの
誰へ貯獅まして犀りました︒﹄

凌
品やしきまゐ乙さわ
へ参りホルトメンの邸へ参りますと︑此の聯ぎでございま

上ぞんゐ

﹃そのことも能う存じて居る︒﹄

す︑手前は直ぐに久保田の後を追ひました所︑ホルトメン

いちばやデーブル

や今フ

織権蕊しましたが︑幸に弾丸はかすって右へ外れましたが

そルーきかす琶づ琶弓み

さいはひたまみぎそ

蕊放ちましたのが︑後から迫かけた手前に︑出遇頭に激へ

ぽつはなあと論ひ︲てまくであひがし︒ひたひ

だ
いちた注ぜつ恥いいたあは
大地へ倒れて絶命致しました︑ホルトメンは性ててまた一

へ織蒋し︑死癖昨の馳織は飛嘩って雌蝿をあげ︑一︿シンと

ピ異トルとりだ底つば江
り短
銃を取出し︑一溌放ちましたのが︾︿華に郷癖昨の岬諦

しましたので︑己むを得ナホルトメンは手早くポケットよ

やえて眼や

てまへすぐぽたあと形ところ
いしつまづたほくぽた堀ひつ唇りついた

﹃鐸の祷舛僻畔鵬十聡は蛾華衆の僻蹄をかぶり︑善からぬ

は石に蹟き倒れましたので久保田は追付き︑斬付けんと致

里か

ことを錘し啓りましたが︑ホルトメンとかヒョットコメン

やつおどきんせん弓ぱいた上こ江ま

やしきち．んにふかたなふる鳶りつ

とかいふ奴を一つ威嚇して金銭を奪はんと致し︑横演のホ

くぽたがいか

ルトメルの邸へ蹴入して︑大刀を揮うて斬付けました︑洋
くわんかい啓

けとうゆる壱け

館の二階に居りましたホルトメンは︑久保田が二階へ駈け
躍りながら︑毛唐︑亜さぬぞと叫んだので︑逸早く卓子の
ふ︑つうと

む
つら
ぎ次ま
こ込みました︑郷僻畔は謹峨ながら識謹
向か
ふか
のと
間ぴ
へ飛

か弓でき

きを

にかけては可なりの腕利きでござりますから︑普通なら疾

かたなふ

ひとり上こはまふみと瞳

ころた瞳ちじしゆ

かへを
はアメリカへ齢って居りまする︒﹄︵つ堂く︶

い
た逢いたうぽう易いぺつつみ
致しましたが︑正富防衛とやらで別に罪にもならず︑唯誰

て到頭ホルトメンに殺されまして︑ホルトメンは直に自首

とうとう

づ癒な
あ
つ
が︑含
創は
りほ
まし
てと
も痕
が付きました︑死僻昨も萩の誰に

含どくゐしや

其の時はほんの擦り創と気にもとめずにゐましたので︑膿

かいだひな

ざいはおひつおど

くにホルトメンは斬られて居りますが︑死癖呼の誇でも沸
つきまとぴこ

みましてホルトメンが気の毒がり署者にかけて呉れました

き

乙し

ぅご

る気はなく︑次の間へ飛込んだのを幸ひに︑迫詰めて威嚇
Ⅲのだ

し︑ホルトメシが腰をぬかし︑動けぬところを︑金を出せ︑品

まＬ脅りつ

物を出せとやる識り雪︑︶ざりますから︑刀を振りかぶった

侭斬付けませんでしたが︑ホルトメンは一人で横演へ岬留
？じ上うみてゑさかんなかにぼん海

まって︑嬢夷の藍の盛の中を日本に居ったくらゐのもので

舞子︑

士寸

林
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娩蕊詩
○三器三徳歌

砿天業︒朔北流豪徳化治︒蕩定兇賊蛍佳兵︒

︑︑︑︑︑︑︑○○○○
寓図極宗崇教理．文書折衝制識郵︒日出庭園
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
稗君子．相模太郎鵬何雄．候使図威海外崇︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
蒙古来美胡足購︒一夜十葛憲兵室．豊公雄略
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑
非繕武．鶏林八道唾手取︒遺憾上天不暇毒︒
︑︑︑︑︑Ｑ︑︑︑︑︑︑︑︑○○○Ｏ
猶令朱明不安堵︒物換娘移三百年︒維新嶋業
○○○○○○○○○○○○○○○○○
杢連旗︒明治聖徳貰天地︒衰宇英主絶比肩︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○
智如明鏡仁温玉︺勇如祁剣三徳全︒今上聴明
．○○︒○○○○○○○○○○○○○○

光華始︒十七憲章燦然美︒治世益物超周公︒

叫雲菊池秀言︵山形
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑
圃基由来篠公議．集含天河懲縦悲︒賢臣相謀
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○︑︑
啓祁窟︒欣欣具唯天日職︒皇孫降臨瑞穂洲︒
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○ＯＯ
天肌盤勲授三器．紳武織定蕊帝都︒厳申大孝
○○○○○○○○○○○○○○○○○
立皇謹︒爽世率由唐虞治︒君臣一心王道敷︒
○○○○○○○○○○○○○Ｏ
高模望見炊煙腿︒天顔先喜民力峡︒豊聴護揮

林

文荘選

川

評臼気象雄大︺腫蝿奇籾︶有此佳作不亦宜乎︒

何庭毒︒高原葬入眼中氷．

で︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○
織輪曲折渉窪鬼︒後岳前峰次第開︶大地不知
○○○○○○○○○○

○過狩勝嶺聴松小池三男吉︵長岡

評日前半叙共人︒後半鄭共寺﹈反映甚好︒

幽寺静︒詠花吟月愛天然．

穂高畢博有才癖．布教名謎四海博︒夕照丹楓
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○呈紅葉寺山主鳥屋尾師
松堂中津麗水︵甲斐

評日三四有寓意︒

意兇夢︒吐出身中繋縛蒜︒

白髪蒼顔笑我嬢︒人間一半典心差︒枕頭昨夜
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○偶作凧将小林偽助埼玉

遍満蒙︒収束前段︒起伏韓折之妙︒自蛎老手︒

評日堂々叙来歴聖盛徳大柔︒末段及今上聴明徳化洋々

○○○○
道統淵源算︒

啓他蒙昧講良法︒鳴乎三器三徳古今︒存邦家

○○○○○○○○○○○○○○○○００

石
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詩

林

○偶成束耕石川

徐試筆︒斯間趣味幾人知︒

藤作︵茨城

︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
草渥閑適潤尋詩．柳足卒生慰苦思︒ 休笑句成
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評臼此詩亦津妬右趣味︒可以訓実Ｕ

︑︑︑︑

○湖西大崎岬扇舟杉江孝春騒賀
標紗晴波帆影明︒竹生霊嶋淡姻横︒奇巌怪石
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日湖西反景︺鴬得聞遠・

興如蓋︒不負湖西第一名︒

○時事所感黄葉上島敢︵京都

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

東天赫冷耀朝蟻︒日浦相扶張圃威℃安得中華
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日作者非通暁時事則不能賦之︒敬服︒

復王道︒三邦鼎立一其婦︒

○悼宮内吉松翁三首
︑︑︑︑

耕雲内田鼎︵茨城
出塵標格脇而温．襟度宏量不築藩︒底事秋風
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
博計念︒哀蝉馨裏弔英魂︒
︑︑︑︑
平生知巳濁推君︒措館何圃入白雲︒多歳交情

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
一場夢︒泣然泣草慰霊文︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

心情絞潔夙超群︒叉見公私存偉勲︒愁絶英魂
Ｑ︑︑︑︑︑︑︑︑︑
招不返︒親疎脅是慕鈴芥︒

評日員語流露︒能叙交箭︒他讃之者︒法然涙下一

○和友人威秋韻雲瑞金奉珠︵朝鮮

禰蝋風鳴威大振︒長安片月砧聾頻︺請書正可

評日讃書架反可美︒

親燈火︒巳有丹楓曝錦新︒

︑︑︑︑

○立秋即事尻舟杉江孝春思賀

梧風爽．一葉飛知天下秋︒

雨洗珪谷頴気流︒新涼如水早巌幽︒湘簾波動
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

評日涼気遜人︒

○泊翁三十一年回忌墓参偶成

竹窓木本初蔵︵東京

君知否心億兆須牧斯含中︒

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
弘道有人心臆雄︒走奔何必樺西東︒泊翁素志
○○○○○○○○○Ｏ

評日此日僕亦列此含而未得一首今諭高作不戦術塊︒．

老蕊毛髪白︒齢富寸心紅︒秋夜今永安．眠夢

○○○○Ｏ︲００○○○○○○○００Ｏ

○Ｏ○
通泊翁︒

不忘弘道事︒夢典泊翁逢︒支曾奨新設．一関

○○○○○○○○○○○○○○コ○．

０○○
和気濃︒

猶孔夫子於周公乎︒

評日木本翁平生以披張弘道念︒鰯巳任突・宣突夢泊翁︒

｜謹識三瀬毒−

︲Ｉ

幅島湯田久毒

潮干かた芦の根ことにかにの穴を見出
してぼろもたのしかりけり

世のちりを洗ひつるかなさみたれの雲

山梨山田正男

の戸させる山かけの湯に

降り綾く豪雨は崎れて峠茶屋はるかに

人の橋作りゐる

下細矢塀香峰

頂きに腰打ちかけて見下せば筑波の北

禰岡大瀧繁職

きつつける振の痛みをとらへつ上まけ
じと尚も桑つみにけり

千葉安見清柵

久方の天の原ふく風の吾は秋立つ今日
のしるしなりけり

千葉伊庭弘道

下細蕗川一人

は山また山なり

竹龍に背負ひて来たる母上の胡瓜熊に
あけて見せけり

山口矢田部典市

からふみも仰の道もまるめてはやまと

片言の子もゆびさしてよるとくり此の

静岡普剛坊清湖

心にならましものを

名月を親のひざより

宇都宮土屋而減

稲の砿の獄頭き合ひて翻る上は賃入る
余りの露の玉かな

東京寒津楽天

一角はなかるぺから歩世の人の固き心
を愛てはやせども

富山竹内正治

露あびて枝もたわ上に兇ゆるかた束ね
しま比の庭の秋萩

大阪宗像公男

隣家に淵を世けども餌やらねば三度食
登に吾が家へぞ来る

水の為もつじと見つめて身がまへし池
のほとりの釣人のむれ

選者

次交に老の友垣くづれゆき我がうしろ

右に行け左に行けの札立てる追分道に
われ立ちて有り

より寒き風吹く

山形星川清民

下野山口則之

中かせきて食へぬ人見ば

暑しともいはれさりけりてりつくる日

静岡五十嵐直喜

ぎかちたるみ図いはひて

アメリカに君が代うたふとゑすなり泳

山形菊地秀言

る橘の花かな

や︾◎

７

佳作
ぽうしせはしげになく

揚萎の乾く狭庭に陽あたりてつくＩ︑

下総蕗田香風

の聖維賢惇のことが恩ひ出されまし

評比較的に人に誠訓されて居ない和漢

の水の清き心を

汲みて知る入なかるらん苔むせる古井

人甲斐中淫一腿水

静かなる二百十日の夕凪に露しど上な

地茨城烏次築

評作者の高潔の心境を掌亜いたします

庭に夕顔のさく

疲れ果て夏の一日も夕ぐれてかへりし

天滋賀久保萱堂

１Ｉ
歌
￨
園
l
7
'
9

蕊俳壇秋立の山に小屋細微蝦甫水◇花火山・掻蝿

↓旭束子選識趣準砕確難綱誕慰雌雨かな大室に棚引きひかる花火かな

打ち上くる花火散りゆく風弧し

◇立秋山梨松堂千葉香峰

滋賀萱堂秋立つやいま掃き了へし門に客夕紬すませ子等と見にゆく花火かな
柿の葉の黄ばみそめけり今朝の秋立秋の芥浮き来し小川かな花火果て山間の大河と底りにけり

茨城一誠秋立つや蛇篭にせかる水の吾遠花火押し合って見る桟敷かな

森の蝉や上表へて秋来る静岡清湖祇島甫水

立秋や仲ひとまりたる藤の蕊鳴子板畑に響きね今朝の秋︑端居して線香花火の子等を見る

立秋や稲田を園む溝の水千葉蒼堂茨城一誠

埼玉佳香立秋の古りたる日覆除きけり水面にうつり消えけり遠花火

柿の葉のやＡ落ちそめて秋の立つ山口松風森距て室に開ける花火かな

立秋や裏山に呼ふ柚の聾秋立つややや嘆きそめし萩の垣長野知足
千葉一如栃木無町畦子等は皆裳ねたるあとの花火かな

秋立つや雲足迅き朝の空秋立つや漢一音きこえくるあした橋の上の押し合ふ人に花火かな

秋立つや便船を待つ島の宿秋立つや芋粥の鍋に立てる泡森越えて兇ゆろ花火や風に散る

秋立つや稲田を蔽ふ雲の影黍畑に朝の陽さし砲今朝の秋滋賀萱堂
千葉香峯京都季静水にうつる仕掛花火や舟揺る上

秋立つや襟よごれたる白浴衣茨城ゆたか二つ星光り落ち来る花火かな

長野知足秋立つや垣に鰹はろ蕊かづら人波の打ちよる頃の花火かな

抜き捨てし草術活きて秋に入る山梨凸凹千葉一如

，
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Ⅱ

・ｅＰＪ

埼玉佳香
夜更術橘に人立つ花火かな
さま︑Ｉ︑の仕掛花火に舟動く

千葉蒼堂

花火見る人に踏まれし畑かな
遠花火丘に上りて．尚も待つ

静岡清湖

揚花火消えたる間の略さかな
待ち飽きて戸ざせば響く花火かな

京都季静

振りむけば花火に走る子等の群

栃木無町畦
雨岸に競ひあげたる花火かな

山梨松堂

速花火いつとしもなく油えにけり

同凸凹

前栽のトマトにと堂く灯色かなトマトもぎて篭に入れけり雨後の朝

野戻りの徳にもられしトマトかな千葉香峰

滋賀萱堂噴霧器のホース乾しけりトマト畑
校庭に競ひ作りしトマトかな減卸せば兇等柴ひ来しトマトかな

千葉一加茄子胡瓜添へて贈りぬ新トマト

トマト冷やず井戸水汲むやはね釣瓶〃静岡正湖

埼玉佳香

探りたてのトマトもられし夕航かな避暑客に今日も喪りけるトマトかな
食卓の皿を彩とるトマトかな

︑秀逸

山口松風

長野知足夕伽膳いつも置かる上トマトかな

庭畑に植えしトマト熟れゐたり

トマトもぎて蹄省の兄の夕伽かな

茨城一誠秋立つや蚊帳吹きまくる朝の風

トマトいたく茂りて庭の狭さかな千葉蒼堂

叉一つ赤く熟れたるトマトかな胡肺の花ぼろノー落ちて秋立ちぬ

耐島市水千葉香峰

長野知足

葉がくれに一つうれゐしトマトかな洞れ沼に吠ゆる小犬や秋の立つ
店先に嫌り束ねたるトマトかな

、レグレーー当〜

ぼめそやす間もなく梢ゆる花火かな

i日日日

千葉蒼堂秋立つや黍畑そよぐ風の昔

《限限限

茨城ゆたか

〜；

一戸噺秤雛榊信斗狗卜！﹂１月

月月月

山の端の間に消えけｈ小い花火

畑に来て一つ食ひけり赤トマト

I

磯演を彩り消えし花火かな
◇トマト︵其二︶

茨城ゆたか

f
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域
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口本金

特別曾貝椛密顧問官遡利到刊割邸には

象て病気の所八月二十二同午後北吟逢に逝
去さる・享年八十歳︑哀悼に不堪・葬儀は
は庚江︑王事代表して参列弔意を表せり︒

同二十五日青山粥場に於て躯行︑本含より

と本含炭江主事は事務所に含談し︑九月よ

口八月二十二日東京市派倉教育課の中野氏

り開始の諜定なろ本含証含教化畢院誇務者
輔薄墨級開講の件に封き稚々協議する所あ
Ⅵソート仇ｖ⑨

口歌園鮎者とし御韮力願ひし遠山英一大人

は種々なろ都合にて十月鏡以下の分の兼題
出詠を体まれ衣リ．識者諸氏より御問合せ
ロ顧問松平伯侭には八月三十日一度蹄京さ

もありしかば故に報告す︒

れしが数日の後再び葉山別邸に赴かれ営分
口頑島財務監督伎栃木蛎那須に避暑中のと

滞在さるろこととなれり︒
ころ八月三十一ｎ蹄京さる・

ロ山梨蝶早川支含長劉剛卿刊訓副には乗て
病気の所療養効なく︒八月三十日途に逝去

悼の意か表せり︒

衷悼雁不堪．本含よりは弔僻を透り以て哀

級に入畢養桁か輔螺畢級修了者となし︑教

科側は︑迩徳問題吉岡熊次博士︑撫涜問題

の三氏捲任さるろこととなれり︒

走服部文四郎博士政治問題韮五莱欣迄博士

口西村先生博記は其の後清々と進脹しｂ九

口顧問松卒伯爵には九月八日葉山の別邸を

口祇仲教化畢院の東京市後援の下になる勢

引上げられⅢ谷の本邸に師られれり︒

月中には七百齢頁の活字組を見る溌定であ

ロ本含諮問案に封する各支含よりの回答は

今の︒

務奉輔導畢級は九月二十七日より之を開講

口本含は政府の所調自力更生運動の趣旨限

こと態希望す︒

猫未着のもの多々あり︑至急御返事あらむ

することとなれり︒

民更生運動説として籾か斯迩振興に蚕する

富大佐悲鴫して日米海軍の題下に講話曹悲

口右志青年部に於てば十月七日海軍省の武

より本倉協賛命員に推薦ざる︒

ロ経済肇博士服部丈四郎氏は今回徳川含長

基き教化の使命か果すぺく弘道十月雛を園
所あらんとせり︒

すぺく誰力中である︒．多分十月には雨支曾

績き更に山梨螺都留郡方面にも支含ル設立

口弘辿十月剛氏更生通勤雛の編桝含談は九

開催のこととなり︑諏々準備中である︒

口木本初談氏は其の後甲府支舎の設立に引

の褒含式延畢げろに至るであらう︒

含設立のため誰力中一．︑ある︒

ロ本愈講師江幡辰三郎氏は茨城蝶湊町に支

輯員等出席協議する所ありホリ︒

松平顧問︑服部剛禽曇︑庇江・王事心割田編

月十六日本含事務所に於て開く︒徳川含長

口埼玉蝶川口︑熊谷雨支脅の陣容を繁へ其

の復興ル期すぺく連締部にて折角霊力中で
ある︒

口本管々貝談話曾は八九雨月休命中の所別

同月は園府種徳氏か中心に含員各自の意見

項記栽の如く十月より開くこととなれリ︒

口別項の如く九月二十七日より開講の祇曾

韮交換する選定江り︒

教化翠院及東京市主催の努務者高等輔導翠

石
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報 薬 曾 本

可し愛是非し民︒可し敬是非し漁︒可し順是

非し天︒可レ長是非し抑︒非し臣無し輔レ君︒

し嘆黄の御言葉走漏らされ給ひし御儀は︑

徳教方面に及ぼす亜大なる一新事例なろを

俗既以明ｕ可レ解二黛諭群一︒仁風既以沿Ｊ

安レ身聖自身及二天下一︒百順無一二難一︒憩

臣臣ゞ紀綱始以振︒夫夫令姉姉︒家密而

臣仲︒父父令子子︒弊倫始以淳︒君君分

へ配布することとし︑九月十日か以て威千

秩父︶態刊行し︑螺下冬畢校岡書館其の他

周知弘布する偽特に一記念印刷物金︲薬の

し︑同時に宮殿下御思召の程を一般衆無嵯

以て︑秩父支含ば即時此の儀盛を永く記念

秋田支脅例含は八月十八日午後七昨より

可レ止二戦争残一︒瀧真し大二謙譲一︒先正二

︑非し君無し保レ臣︒餌憎由し対立︒許道以レ

秋田市愛隅女畢館に於て開愈せり．常日は

尊卑班﹄︒仁英レ先二忠恕一︒痛戒二名利奔一

秋田支奮報告

恰も倉祁の第三十一回忌川に机鴬する韮以

居レ静以制し動︒居レ間以御し繁︺政須レ務レ

講演並にパテペピーの映篤あり

和田丈曹

業﹂の題下に︑倉員白川左吉氏の熱心江ろ

リたりｂそれより﹁カトリッ．ク教の肺愈事

精一執二臓中一︒深潜篤二其根一︒徳典し義

惰畢一し人︒過則不レ害し改︒硯し義則速遜︒

勿二逐レ流忘︸し源︒賢能得二其位一︒不二縁し

存し古︒事禰莫し好し新︒勿二泥し近忽一し遠・

女塾其他各開係削燈参加其数六百人︑含場

支曾主催北郷車入閣︑剣道明信本館︑今宮

午後八時恥卜して記念智を開催したりｂ本

九月十三日の故乃木大勝二十年祭常日ｂ

起出張奉仕する筈なり︒

よりて如常翁の徳行談走粂ね琵琶歌の弾奏

錬部の蕊迭鵡了せり︒伽各地よりの希謹膿

と共に二分間の獣祷韮なし︑その膜州走祇

て︑・演梗に泊翁先生の遺影態掲げて︑開曾

長より︑元田永学先生壬午歳旦恭賦の五言

軒比︒遁典二天地一倫︒顧覗二五大洲一・未し

は秩父町明信館迩場にして正面に故大将の

同

絶句の説明ありて歎談十時閉脅せり︒出席

及二吾道掌一︒億寓歳皇統︒一系鈍然存︒

秩父支曹の報告

者十五名なりきｃ其の詩は次の如し︒

本篇は明治天皇侍講たりし元田永字先生

本年七月六日秩父徴兵署へ御職務を以て

未進の玉串糞供の俵︑諸役は少女三名之れ

次て蝿谷支伸長の式鮮︑次ぎに各剛髄より

席︑先づ支愈幹事山旧粂之助氏開愈彩宣し

祁露走祁り︑其左右前面の各席に参加者着

しものが奈良女子師範撃校にあること悲豊

仮泊所御滞蒋中︑特に同地の徳行者故井上

成らせられた乃朝香陸軍少将宮殿下は︑御

の賦せられしもので元田氏が自ら書せられ
田元神奈川蝶師範墨校長より聞き及びしよ

濯走行ふ︑此時則吸﹁図の旗﹂の吹奏起る︒

ぁ奉仕し︑支含長の先導にて各員一審に敬

粂員凡一二分間獣薦︑畢って祁前演武の儀ド

同翁の事践を内容とせる新作琵震歌の御前

演奏を御聴聞あらせられ︑同時に故人に封

如常の遺物迩稿職を台覚あらせられ︑別に

り︑人心作興の賛にもと和田支倉長は乞ふ

明治壬午歳旦恭賦

て之乃求め︑同好の士に頒布されしものな
ぶⅢノＯ

句

支
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・し玄す︑御座のもとにさむらひて︑行

よびの御幸の御供せん︑帝の御霊の在

三何走始め︑世界各鯛の要人に接し得た

に活蝿し鯵ら同地に入込みし聯盟調査剛員

入る︑三少女は白衣白鉢巻の靭装︐各木刀
か鵬へ正中に進み︑帝剛創道型八本非未仕

く末永くつかへ未ぢんは︑臣の臣たる

九月十三日午前八時より松江市外乃木村善

剛なろ法要を修Ｌ︑参列者各焼香起矯Ｌｂ

絶えざりき︒

内にある乃木家歯髪塔に参拝せろもの総日

竜各教員の引率せられて︑本堂の頚碑及境

因に営日は早朝より市内外畢校の生徒兄

四主事出席して専ら斡旋に努めたり︒

ほ常支倉よりは青山︑正井ｂ深津︑成瀬の

青年剛貝其他数百名に達し盛況進呈セリ術

及農林畢校生徒亦郷軍人︑青年訓練所生徒

参列者は松江市ｂ乃木村より多数の来賓

ろばかりの喝釆の裡に十一吟散含せり︒

の面目を聴衆の眼前に術沸たらしめ︑割る

教育﹂と題して︑氏潤特の話術を以て将軍

永原雑賀尋常小畢校訓導は﹁乃木時軍と其

走して感激の最高潮に達せしめ犬り︑次で

各諏の識例態繋げて具燈的に説明し︑湖堂

閏家的に枇界各蝿に卓越せる所以をして︑

ろ見聞悲韮として︑我側本閣蝿は道徳的に

す＄次ぎに今官女塾長坂本斗﹄そ子氏一門少

と走慕ひ雄々しくも︐うちたちいでぬ

道ならめ︒乃木大崎ば御霊単のｂ御あ

あはれあな︑たふとき脚のつらに入る

女数名は．右側定め席に於て琴歌︑弘道倉

乃木大浴はあめかけりｂくもかけりし

秩父支倉作歌﹁新作乃木大勝二十年祭﹂の
演奏あり︑績いて琵琶歌﹁乃木跨軍﹂の一

て君がよをｂときばかきばと守りまさ

ん︑すめらみくに遊守りまさん︑あ上

曲は陸軍輔亜兵少尉松本勘次郎氏に依て弾

今日はたとせの御祭かしこ︑あＬ︑は

奏ぜらろ︑儀全く難リ講演含は参加者中交
々遁懐談を試むろ虚ありきｂ午後九時四十

茨とせの御祭かしこ︒

分諸儀絡了︑記念撮影並に記念印刷物の配
布等あり衣リ︒術常日の参加者ば海軍少佐

堀口聯合分愈長︑陸軍少佐根岸教官︑秩父

松江支書報告

新作﹁乃木大静二十年祭﹂

光寺に於て︑同村在郷軍人含及青年剛と合

常支含年中行事の一なる乃木祭はｂ去る

その時大勝いとばかたちをあらた功て

同主催の下に躯行せり︒

常夜演奏の新作琴歌は次の如し︒

蕃察署長其他我響職等多数参列ありたりｂ

今はなに主か語らん︑さばあれありし

雑りて誌演曾に移り︒正井支含主事開曾の

定刻石倉善光寺住職外敷名の僧侶参堂巌

淡ちてｂもろくも敵に軍旗韮うばばれ

昔の︑明治の十とせいぐさの場にうち

切って果てばやと︑心の内にちかひし

Ｌ我身やいかに︑まつぶさに︑腹かき

来開東軍司令部隊として最近まで流蒙の地

して熱緋怨振はる︒大尉は沌洲韮鍵勃溌以

隊横山彦反大尉は﹁世界を指導せよ﹂と題

挨拶韮なしＤそれより講師歩兵第六十三聯
て月日ば行く水の︑ながるＬが如すぎ

が︑時をぱ得ざりしくやしさよ︲かく
けるが︑長きかもよ還へり主さぬ︑今

介紹書圃贈寄
85

である︒衣食住は人間生活の三大要素であ

る︒現代文化人心以て任ずろ者はｂよろし

あければならぬことは勿論である︒本書の

く衣食と共に住宅問題に就て考慮する所が

如きは一調直に役立つ指諏害であって︑是

住宅の枇倣に新人走誇ろべか．崎す︒然らば

の大工委せの住宅に廿んする勿れも叉西洋

非共諸氏の熱誠か希望て止まぬ︒徒に古来

著者山田氏は本含の功努者秩父支含長故

走乞ふぺきである︒

る韮凌見せる濁逸の雁含思想家エドアード

を見て︑革命的破壊を主張することの謬れ

ペルンスタインの名著﹁祇脅主義の前提と

留氏が課されたものであ↓り︑後者はアドル

脈愈民主々義の問題﹂の大意韮︑栗原美能

フ︑ウェーバー教授の﹁養本主義山継末韮﹂

カールマルククがｂ唯物史卿に韮く舛誰法

松井蹴氏が課出されたもので︑要するに︑

的な見方で現在の費本主義誕桝制度の没落

菊版クロース綴美本︒口納二百除頁︑

言らしいことに注意心促して︑果して費本

如何にすぺきかといへぱ︑正に本書に教へ

本文五百除頁定債金五目

山田蹴太郎氏の嗣子で心夙に延築界に身を
も畢ぴて︑親しく東西住宅建築に就て深き

如き︑諜言器めいた言か引川して︑共等珪

研究走積まれ篤畢の士として知らろ︒著者

の特長ル論じ︑祁含主義の諭見老痛言して

主義は終結するかとｂ各方而から養本主義

は︑脈含の内的必然であると締論したるが

は特に束洋古来の池築走固執するに非す︑

渡行所東京市祁田睡錦町一ノー九新光

ゐろ︒著者は脈含主義的耗淡秩序ば不可能

事だ︒然し彼等の心裡に浮ぶ脈愈的日的ｂ

寓人に縮祁物賀の人間的存在を典へろこと

これは根本問題である︒これは主義や理論

四六版・ハンフレット各五十錬頁定慨

何れも参考として一諭すぺきものである・

の指導の下のみ効果ありと薪論してゐるｕ

でなく︑自己の任務韮知る養本主義企業家

本二篇は中央報徳含編輯の祁命思想パン

金五竣溌行所東京市四谷痕三光町

八中央報徳脅

クス主義の識芯なろ研究職読者であって︑

後英幽に理ぴｂ其の塵災なろ証曹民主々義

プレット節八輯第九輯である︒前書はマル

中央報徳含編

資本一王義の維末か

マルキシズムの修正

︵中央報徳曹殿寄贈︶

叉徒に脈州にのみ模倣するものに非ず心土

理論と資際を述べて届らるろ誠に丁寧親切

それより抑めて平易に︑住宅の設計建築の

住宅の蹴虞版二百徐頁を入れて参考に供し

く設計し来れるもの︑或は東西の棋範的な

本書は著渚が其の方針の下匡今日匙刺し

である︒

ぺく努力されつつあろば︑斯界称とする所

の研究走加へ︑新日本閣民の住宅零完成す

れ勝ちなりし衛生的老臓悲織り込みし庭則

地窺候に立脚し︑古来動ともすれば忘れら

斌

委胞て研究すること多一年ｂ曾ては鰍洲に

山田醇著

住宅建築の賓際全冊

︵山田醇殿寄贈︶
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根本桃教姉崎正漁著

斌含問題概論安部磯雄著
特殊部落の解放岡本弼著

不良少年の研究鈴木賢一郎著

最近教育思潮吉田熊次著
日本吐含史本庄柴治郎著

牡倉病理の研究元田作之進著

牡含思想史研究第一瞥河合柴治郎著

救涛制度要義井上友一著

日本農民史郷本歴史地理阜曾

図民禁酒の研究需認癖日本禁酒少

壮含愛動史概町田氏著

第単一回日本帝幽統計年鑑統計︲局編
家庭衛生の心得蕊一集︶内務省衛生局編

精祁運動と吐含運動賀川豊彦著

勢働紹介豊原叉男著

少年裁判及監覗制度郊一協含繍

孔子及孔子教服部宇之士同箸

吐愈問厘の改造解樺蹄一協倉編

鍔嬢と原動力一：牡禽改良田子一民著
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六一聖書牡曾畢の研究賀川製彦著

六三ヴントの民族心理筆桑田芳識著

六四祇含法令集締鯛地方行政畢曾
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六五国家新論上杉慎圭両著
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六九心の跡田子一氏箸

七一献含理想皐大日本文明協衛編
七二文化主義と吐倉問題桑木巌翼著

七三下層斌含研究八演徳三郎著

七五葵術と家庭と祇倉坪内道遥著

七四吐含畢原理高田保馬著

七六道徳の改造今泉浦次郎課

七七職業指導文部省編

七九性意識の哲畢化杉森孝夫郎著

七八欧米努働教育山田敏一箸

八○異常児童の病理杉田画樹著
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八一自由の理念と幽家の理念三土興三著

八二滝

一一

一

一

一

一

−

−

1

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

祇含問題の建設的解稗同上
職含道徳上の共同責任同上
新日本の建設岩波書店出版

１１

−

l 令 一 一 一 一 一 一 一 一
‑ ､ = 一 七 ・ 一 − 4 令 = 一 一 一 一 一 一 、

I
四四四四四四四四三三三
七六五四三二一○九八七

ａ

編輯後記
て国民更生運動を起し︑大いに閣民の白墨喚起韮促すの由である︒此

○政府に於ては時据非常なる際に鑑み︑九︑十︑十一の三ケ月に豆っ
の運動といふものは別に事新しい問題でもア．︑︑叉今日に限った事

でもなく︑吾々教化に任ずろ者の不断に努力しつつある問題である
併し価の非常時に常って︑今日迄中々出来兼てあった錆紳の褒揚を

促すことは又意義深き事である︒本愈も此の意味からし特に此の
際教化延張調するの一助たらしむぺく︑弘道を園民更生運動銃とし
て塗行することにした次第である︒

○幸に本銃の溌行に就ては多大の援助を奥へら衣︒即ち寮藤首祁︑
本多坤士︑荒川代議士︑横山︑祁津︑原の諸先生方の玉稿を初めとし

て．幾多此れに川めろ王稿走頂き︑御蔭を以て内容を充食し得たこ
とば感謝に湛へない︒

○乗て募集中なりし﹁自力更生賞話﹂も諸君の御賛助を得たので本
ることが少くないと思ふ︒序に同原稿をして振って御投稿の程を希

競より掲載することとなった︒これ叉生きた事賞として御参考にな
望する︒

○国民更生の問題に就ては多敷熱心なろ念員諸君より御投稿を病ふ
である︒蚊に感謝秀御断り申上げる次第である︒

して居るが︑頁其の他の都合にて本読に載せきれなかつれのは遺憾
○別項所報の如く本誌十二月歳末雛は含員名飾を附録として壁行す
る澱定であるから御諒承を願ひ大い︒

︑ノミ︲Ｊ︑︺

毒畢

冊一一金試拾五銭一税或封調

半頁一回一一金拾五回吟．胆
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