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一゜・e，一一〇雫一幽噸一＿一一．一一t－一一一．t．一一一一

　　「　　同窓會々計報告
　l　I　「　』

　　　段　　　　次　　　　　　　　　　　　　　　lI，

工・．附和元年度通常會計報告

工1・　識演集會計…轍告

工工1一蹴途積立金報告　　　　　　　　　　　　　、　1・

工V・轟十週年駝念事業資金報告

V・　大疋十四年度基本金報告

VI・OlkJ和元年度基本金報告

　　　　　　　　　　以　　　轟　、

　　　　　　1・　昭和元年度通常會計報告　　　，1　．

　　　　　　’“L　　牧　入　ノ　部

　　摘　　　　　　要　　　　　　　　　　　金　　　層額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円前勾三度mリノ繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　331．2t5

14　∠｝｛三　分　會　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．odO

絡　　」身　　會　　墾～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240←000　　　　　‘

Pt均曾tt窺顧　　　　　　　　　　　　　　2蘭oo・
15年度通哨孕會費　　’（628口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．884．000

15年度入會金　（601口）　　　　　　　　　　　　　3．606．000

15碓度入會金1期介（27ロ）　　　　　　　　　　　　　54．000　　1

1昭手02fiF度分通「京‘會費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．OOO

ll召利2年度分入會金　　　　　　　　　　　　　　　　　59．OOO

預　　金　　ヲFU　　：：F　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IO8，710

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃窓會報譲與代　　　　　　　　　　　　　　　　　74．100

集金手数窄斗（稜友會m　り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．640

聯牧入　　　　　
24．970

　合　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　6．478，635

　　　　　　　　　支　撮　ノ　部

　　摘　　　　　　要　　　　　　　　　　　金　　　　額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円囑　　才丑　　手　　餐穿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85。000
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囑托及小使年末謝禮　　　　　　，、　　13・500

㈱14獅刷代　　一　　　　　、278°8°0
全上　抜刷　’1　　　　　8・96Q
全上　逸料　　　’　　　　　3L600
全上正誤表　、、．，．〆端　17・5°°
小包レツテ’レ　　　t’「　　　　　7・°°o
會報15號印刷代　　　　　　”　．6！’O・O°0

全上　飲刷　　　幽乞・一，’2α640
全上　逸料　　　　　

tt

@1－・！．、38．000』

會員名簿印刷代　　　　　　・・「』1・160・19。丁1

全上　迭料　　　．　〕…∴「・ii5．000
集金手数料　　　　　　．1：　噛』・・P陶・三4玉・480

會　費　督　促　　　　　　　　　　　　　、」　；　1，10・060

會聖～督促｝lk及集金委岳丘塞撃1…μ万削牙斗　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　8、800

郵便切手蝶書代　．、、　　　、23・800
夏季翻會通知費　∴一・1「’1∵楓「♂5・260

同窓會総會逓知費　　　　．．、，、16920
新盤卒業生懇都會補功　　　　　　　　　　一14・000　　．1
弔　　　　　　　　　電　’　、，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　隻ρOQ・、　．　，

同窓會備品．㌦，　　　　　　　　　　12・300．　・：三

香鍵花輪耀紘．，　　　　　　54・8go，”，　il・
カビネ形引伸，？，gatsp　　　　　　　　　、　　　　10・99P．．　、、1，

原稿鰍18・OQ。枚代，　　　　　　…・45・OPO，，．．．t　t　r∵

鰭肺閥畷欄脚　　　　　　・　，i6・200．・、，∵
振替捌咄手蝋．、，　　　　　　．・．！・6e°ンい．㌦・

雑　　　　費・．・，　　　　　　　　　　　・墾溺o…

二＋週年記念事馨資金中へ繰越　　　　　　　　　　　3．734，000　，、「．T．，1

別途積立金（終身會i堤）　　　　　　　265・°90　　、

糊鰍鱗磯鯛入　　　　　18聯Q・諮∵，，
講演集會計へ貸．∵・　　　　　　　　　　　　　　　　20昏α〕91i・h

　　　震諺b　　　　　　、、、　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6・054．〈）60

昭和2年度繰鰹…1．、　　　　　　421・575
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　　　　　　　　IL　講演集會計報告　　1肺二牢劇抹賜在　、

　　　　　　　　　　　支出　ノ部

　　　　摘　　　・　　要　　．’　　　　　，『金　、　　額

　　明文堂へ講演集1200部代挑　　　　　　　　　　　　3．648，000

　　全上本佼．甥幽　　　　　　　 47・150

　　蛋謡煮藩楽∫庭誌示上へ彙勇匡f黛イリβ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　978・QOO

　　實費配布途料及逓信費、　ご　　　　　　　　　　　　238．．120

　　　合　el卜層㍉　　、棚・279　，t　，t
　　　　　　　　・．，　…牧入ノ部

　　　摘　　　　　　嬰　　　　　　　　　　金　　　　　額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　豊疑費酉巳イ「∫言隊演委揮…及彙集イ七～～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3：718。640

　　全　上　未牧入金　　　　　　1　・　「「　　　　　　1．OO4，000

　　同窓曾へ納本代入　　　　．　　　　　　　　　　　　188．630

　　　合　　　　　　　　　青卜，　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．9H．270

佛　　考　　　　　　　．巳、㌧．・・　　　　　　2

　　牧入部昌於ケル未牧入金1004圓ハ至急諦求シ入命ヲ計ルペキモー一一Htl昭和元年度通

　　常會計ヨリ206圓借入．明文堂ヨリ講演集1400部楡印料1・シテ798圓夕憂入．、、含計

　　IOO4圓ヲ以テ之レヲ補ヒタレバ遣テ入金整理次第改メテ報告スルコトトセリo

　　　　　　∬L　別途積立金報告　（糸冬身會費）．

大正捜年度繊要　　　㌔4畿謡・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t昭和元年度績立高　　　　　　　　　　　　　　、　　　265．｛）00

合計現在高　　　　　　　　　　　605．OOO

IV・二十週年記念事業資金積立金報告

　　　摘　　　　　要　　　　　　・　　，、金　　「　額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　大正14年度積立高　　　　　　　　　　　　　　　3．322、000

　全上利予　　　　　　　　1247£OO”L
　昭和元嘩慶積立高　　　　　　　　　　　　　　　31734．000　　　　　‘　「幽5

’　合計現在高　　　　　　　　　「．7．303．000

備　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
　瑚途積立金及二＋週年記念事業費金バー部分上田市儒用組含昌定期rsi金bシテ大
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部分・・次年度早々公債昌佛換ヘノレ豫定ナリ。

　　　　　　v・畑畑鰻（自1461三4月至14年9月）基本金報告

　　摘　　　　　　要　　　　　　　　　　　金　　　　顧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円1￥tj五匪三度繰越高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．146．540

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　1『

　　　　内課贋行奮蹴　 z撒
本期間牧入利子　　　　　　’　　　　　　　　　　　7L760

合　計　現　在　笹茜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．218．300

鷲昭和元簸麟謂棚）基本金雛

　　摘　　　「　　要　　　　　　　　　　　金　　　　額・　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pユ
萌年度繰越．高　・　　　　　　　　　　　3．218，300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　1

　　　　耀｛羅難　　2’ij？1：：器．，

∴奉某理間堤父フ～LiFiJ子　　　　　：　・・』　　　　　　F　　・　　　　　　　　　　　　　　3ZZ．860　　　　　　　　　、　T、

　　　　　　　　円
　　　｛，仏シ21・62Qノ諸税差引高　　．　　　ヒ　1

加美寄附海外留繕噴金　　　　　　　　　　　　　　1．000．000

全　上　利　子　　『：　、・憶　　　　「，，・　、「　　70．360
　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　／1
　　　　慢シ　　　5．240ノ露薄税差夢1高

合言・卜Jtfi末現准高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，611．52Q　　　　、　コ

鵡離灘劉蟹叢

　　　　　　　　　圏母校　近　況

◇vutx利轍授1謬郷逸（B・i　der　J・panis。h・n　B・禰1t・bt，　H三1d°b「und・　str‘　25，

Bcrlin，　Dentsehland？ド於て御研銘中なるも返く〔5里に御韓學の田でありますg，

　◇原田敏授　は四児二十八日刺頒解縄氣象及物理學研究の爲め渡獣の途に就かる日下猫

逸（佐藤教授と同）に御滞在ゆですo

　◇樋口琢麟氏（翻五）　は新學期より長野巌業試瞼傷技師として御榮軸ぜられ新設病理部

主任Sし御勤務の蔀となり吏に毒校とは佐藤敏授在外研究呼1講師と」．て搬禮病理學な指舐



難　　．．、　　　　　報　　　　　　　　　　　　　　　303

ぜられて居ります。

．◇次の謂触はN・”1“講師として囑託莇れ夫切學養犠騰任であ臆す。

　　　「丸1山　胤嫡講i嘩，　　　耀任導～科　　数　　　學

　　　巾籾薯本講獅　　　　　　〃　　物懇學　　　’　　　1
　　　石　．訓：　爽赫　師　　　　．　〃　　商業通言命

　　b梶個百樹瀞1師　，　〃　氣象・學「　　；1
◇eee「Wjtk授帥糊氏（赫九）ぱ五月二†三日心櫛跡励磯死ぜら嫁した。誠

に辮の1脚こ7・へ馳磁に謹んて鱒知職ます。

　◇窪田潤氏（統十ご）　は臼下製紬部に於で研穽串であilますo

◇鱗旭氏億六）購櫛究生とL・’C御η胱の麟月∴職輔大羅桑學科φ臓

灘して鰻轍ら纏L編σi鳳塒櫛郵政剛軸國合搬願改賄郷醐製
種場内）

◇本欄湿醐醐乎として母校に勤務の加次の銘ですが

　　　養慰部議驚田彌卑氏、野ロ活也氏　　、　　　　　　　　　　，．

　　　製　継　部冨浦上岩男氏

　　　物理實験室響麟讃民ト
　　　灘1縣化學實験室　＝山崎　謙民　　堀　久ミ三耶氏　　吉松千秋氏

◇同窓會會計事務の恥本會嘱託となつて居ましt：大原賢氏に代獺吸子晒新にPt

囑致しました。　　　∫＿．　　．t／t

　◇本號の口緬の通り製綜部には研究室より生れた断式の製紳機械が敷設ぜられ雷しナこo

屹度斯業の薗途に一光明Pt投げる事て1　ttう。

　◇母綾に異彩癒添つて居ウます獄絵化累實瞼室はtiレイヨン」エ膓尋除き兜成致しました

総て噺し囑醐の呼噸齢る「T・v．・・’・…’」・惑F栖が浴す・日酬瞭・・存

じますo

　◇獄縣牝學實瞼室の西隣に又工事が始りました．今度は圖書閲箆塞との由です．疸々に

整ひ郷瞭の委硯るにつけ融は或輝任嚇ぜずには居ら擁凱・

◇本學年よ艸國人沈プ吻氏・萬敬遽氏の爾氏鱒校確生として脚ぜらオ耽氏は日

下慧繰化學專攻中。萬氏は慧種學及盈体生理撃専攻中ぞあUます。佃奉校養翻科一年選科

に王鵬山氏が入學し．又王貿琳及愉箔欄の雨中國婦人は日下母校養認榔に於て見學貧習

‘K八脈聯國噌定）であ謄す・撫醐の親難厚骨る磯なる・ととf言じます

　◇母校研究生の贅緕が吹1Eぜられ。本校と同等以上の學検な卒業ぜる内外人t’C鋤し特に

詮衡の上研究生として入學な許可することになりましたg
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　　　　　　　　　翻禽　　　　　合　　　　　　　　　　　』　　u　・ド

◇矩月＋iEi：・et母麟＋繭蝶鍛本働飾開纏細儲ゐ囎矧・塾伽

囎規則配勲膿し・僻働・師朔鱒・於て鰯校即ト恩瀦粋勢て鰍
なる盛宴な奮長り聖したo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　・　’　・、

◇四肘日本會灘チ囎頗に姻の改正規購・舞京都・奈良・輝・堺；1脚L

獺・鞘鰍続・・購螂會繍1附ラこととlt　IJ　・小聯男兄越音B騨響

蹴らるることに凝致しま．し7；e　　　　　　I　　，，　＿、
◇六月二†日本會棘螂の囎観祉1島なり．京麟湘互触脚ξ於錬

京．千葉．埼玉から鋼繍34鉦鯨奔生藻地触・勝禾舳及辮粧め繍・隈
仰融L掲田口敏夫兄力僕部長として活蹴らるることにte・v・Slした。帰・・∵・

　b松本秘中心とする安筑支部．四月；；’十四日安筑支部麻季線會開催．出席者三十鯨名，・

上田よ掛塚校長及購馴鰯嚇F噺規；liJ・1・C依る酬該部創立V・關しては創立獺として

幾謙漿鷹熱轡聯次郎’永井騨の三名蝉げ命嘩讐1聯會

　◇横濱における千曲曾．五月ご口横濱雀住會員よりなる二F曲會春季絡曾開催口｛席者三十

蝕名．上町膳谷及禰酬応齢．特噺脚・喉肢綴立嘲しそ戯状と大

離葎1欝r騨議醐な酬醐晦卵1騨欝灘

　　　　　　　　　　　　故　伊藤富次君弔慰金　．　　　1　1’1－

　　　，一，　　　　「　、　、警肝1　、，一・　　　　階71　・・　一・　・ヅ

　金　　　武　　　圓　　　　河西　樹　　一一．Xt’　　　　　　　　　、　　　…

金登em　il・k－一繍．轡・榮嬬，郷正，響、、
　　　　　　　　：鮮寅燃『1鵜」E‘瞬　稽孕：「得鶴
　　　　　　　　　　　野ゴ信太鄭瀦　　噛窪　田1澗零一一測1戸’＋敏1央君．

　　　　　　　　　　　伽、聯蝋　麟利繍　鯵町1珂［1君、IF
　　　　　　　　　　　諏島二』1貞雄君　　小替立孝鱈　…竹内輿1央渤，、．

　　　　　　　　　　　島倉「痔　造癬『　小‘［油　謎男濟　1牧野1蒋1雄君

　1・…　　　　　　　ド村　由・枝君「　由中．定　男君1，　多勢1陣1次辛レ

　　　　　　　　　　　吉川　誠・彦尉・　　』’　　　　・　・tt∴…　t』，　』∵・

　　　∴1　±／t、L－1・∴1・以・：1』上1．一穿　，・　9・：・1・1，tl　IJ1・’1　，一

　　　’谷tt計t／導金武瘡四圓也　　い　’・）’　・ゼ　　写：1賠野”’，’1’

　　　！・　、内　　・鐸　　　　1金五圓九措壷鐘，’一・通　　信　『費一「…　1珂1’∵

　　　差　　　引　　　　金拾八圓〇九鏡也　・1　　鍛　族』贈　塁一∵㌔ti－．’尊一㌧：．1・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，昭和二：姫六月十九日迭余
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麗寄　　　　壽
　，

紳戸よ1）伯林へ

伯林にて　　　．佐　藤　利　　…

　　　1．　印度洋握由に就て

　印度洋を経由して歓洲に來るのは從來0）最も普通0）通路であつτ、其兇物記

の如嚢は既に已に多くの人々に依つて廣く世に紹介されて居つて、僕が殖に敢

へてbしかづめらしく書き立てる必要は菟もない0）であるが、同じもO）を見℃，

も人に依つて観察を異にするこ言もあり、叉時期に依つて、兇る地方の事惜に

多少攣動のあるこ9もありb加之或は此記事を讃ん駒Oくれるかも知れぬ。僕の

辱知の木々に僕の動静の一端を知らせる意昧でペンを持つたのである。

　口本から敏洲に來るには印度洋郷由の外、倫四比利F，1三纏由霊、漉米利加経由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タさの二っがある。此等の通路の中、西比利磁経由が族行日撒も、蟄肝も一・番少

く印度洋経由に比してEi緻は約三分の一・・N農用は約二分の一で濟むらしい。亜

米利加経由は日藪は印度洋経由よりは梢短縮し得るが、帳餐は一番多い。それ

で族行に要する日　・twやb喪用の錨から去へば常然画比利亜維由が最も有利1；あ

るが、族行の途中が他の通路に比して無昧乾燥らしいざの憶測から砂くざも最

初の敵洲への族行は大低他の通路、殊に印度洋経由によるような状態になつて

属る。爾西比利亜線は道申不安であるから他の通路による方がよいε云ふ人も

あるが別に其の心配はないらしい・先頃實業の世界肚の野依秀一氏が1一日間程・

露國で拘留されkやうな事實はあるが、あれは恐らく例錫であらう　，，、

　　　　2・本國出嚢の頃

「あなた、これから二年以上も御留守になるじやありませんか、それに立づ間

際になつても毎日々々朝から晩迄ちつミも隙がなく、而も最後蓬一日も餓硲が

ないなんて本當に厭だわ、第一・r供等がかわゆさうちやありませんか。ね。あ

なた。J

　e，れは僕の本國出嚢の二週間前に於ける妻の小言であつた巳）
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「だつてやるだけのこ霊はさうしてもやらねばならぬから仕方がないさ。J

忘無雑作に云ひ放つては見たもσ）S此言葉の後に子供等の鋼：β鎌の顔を見る迄

には既に僕の眼は充分に潤つて居ったQ此の眞情は子供を持江ぬ人には或は解

らぬかも知れぬD

　僕はi遂に出嚢當日まで只の一一臼の醗裕もなく倉皇荷物を取纐めて旋立たねば

ならぬ蓮命にあつた。それ迄に忙しかつた仕事の内容に就ては旅行記其物Sは

別に密接な關係もないから書くこ霊を省略するが、兎に角此忙しさのために族

行に關する僕の準備は物質的にも、精剥1的にも、僕をして満足せしむゐ程度に

出來て贋らなかつた。此上は仕方がない持合せもので常識的にやつて行くより

嬢方法がない瀟めt、。脚確に概蜘これは細の列國舗闘する僕の

モツ・」 m一であるが出磯撃備には細心が挾けて居ナこから大膿は自ら無謀の意味に

なつtのである。然し周園の事惰は僕をして細心ならしむる程の時の鯨硲を與

へてくれなかつたのである。當時本國の陸地に居る間に行ふべき僕のプログラ

ムは全く満員でb少しの鯨裕もなかつたが乗鮒すれば急に月弓事が砂くなつて番

氣になれる檬に出來て居つた。幟令僅かにニケ年鯨であつても親兄弟、嚢子を

残し億い海外への一ノ蔽であゐ。本國灘れるに1燃論多少の漁なか林

からすであるが出嚢繭に鹸りに忙しかつたために塩郵Fろ早く渠船して少しは呑氣

にもなつて見度いやうな氣もして此の反謝の情緒が宜に相殺しために本國を去

るこ霊は悲しくもなし、嬉しくもなし霊云ふ礎な心理歌態になつて居つた。

　殆き待つ間もなくやがて紳戸解縄の五月十三日が來てしまつ7c。我榛名丸の

憩ふ桟僑には千鹸の見迭人が並んで居るボ五色のテープは途る人の手S総らる

s人の手霊を堅く結んで恰も蜘蛛の集の如く張られて居る・正午一一esの汽笛を

合圖に悠然霊此の一萬絵噸の亘鮒はゆるぎ出した。

　左様蓼ら。

　御機嫌よろしく。

　萬歳。

　萬歳・・萬歳。

　帽子が舞ひ、ハンカチが飛び大鍵な暴氣である。五色のテープが猛…々緊張す
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る。一本切れ、二本切れる電思ふ間にゃがて棒でたs嚢つけた蜘蛛の漿0）様に

皆切れてしまつfこ。汽車の別れSは違ひ何時迄も陸の人の姿が見えて艦残りの

壷きぬ風情であつた。逡る人の側では恐らく

　舶は出て行く鵬は蹄る、

　忽路高島及びもないが、　　　　　　　　繭

　せめて歌棄磯谷迄o

かな。

　　　　3，　通応海　Fta　O）　重毎、上

　瀬戸内海の景色は何時見ても美しいが外國行きの鼎から眺めては叉一入であ

る。内晦のこSであるからゴ腺よ少しも動癌しない、然しながら門司を出れば音

に聞ゆる立梅灘である、多分船が大に動くだらうε豫期して居つたが少し動い

ナこだけで大しナここ：もなかつたのは物足りなかつナニ。其後上海に行くまでは殆

さ動揺せす極めて軍穏の航海であつた。然し上海を出て暫く0）後十時聞程の間

はなかなかよく揺れナこ。吐いた人は籐りなかつたが大部分の入は二廻の食嘉を

減じてしまつた。僕も遺憾ながら其のイ中闇入りをしたが如伺霊も生i理的に起る

現象だから得意の頑張も一向効果がなかつナこ。香港港外でも少し揺れtが其の

折りは減食しfc人は殆さない。只二三の婦人連が少し弱つて居る位0）ものOあ

つゾこ。全航梅を通じて最も強く揺れたのは翫嘉波コロンボ間であつfこがそれも

大荒電云ふ程度ではなく而も既に二週間も航海した後で乗客がゴ麺皆に馴れて魯つ

たために、船に醇つナこ人は婦人連の外には殆さなかつた。無理もないεは思ふ

が女には弱い人が多い、それで居て今の女が男女同樺だ、やれ何だざ云つて金

切盤を張りあげて居る0）は少し生意氣渦ぎる。頭も身艦も充分出來て居ない中

から貰ふものだけは男S同じくNS云ふのは少し癒がよすぎるこSではあるまい

か。尤もカー瓢張りで世渡をしやう霊する男も困つたものだが。

　暑い印度洋上0）航海は約一週間に過ぎなかつたが罷験のためには敢へて不足

ではなかつた。いくら艘験だから霊云つて暑過ぎるのはありがたいものではな

い。大抵の虚でS思つて居つナこら氣温は毎日華氏八十度乃至八十六度の間を上

下し水温は概して氣温よりも概して一コ度低かつたQ脚ち左程強からぬ暑さで
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　あつたQ然ρ朝夕霊［1中電0）温度の強が1鰭少いナこめに船室内の夜σ）就眠に1よ可な

　　り暑苦しく感じたこ電もあつナこ。蝶も暑かつたのは紅海通逸の二二三日間であつ

　て、共0）時は氣温が九卜度場上にも達し、而も風が一向なかつナこ0）でなかなか

　　よい腿験になつナニ。此泌iは爾岸に砂漠があるためにかやつに著かつたのである

　　其他の海上は極めて李凡で特筆する儂値のあるも0）はなかつた・要するに此

　航海は概して海上波穏かで・而も懸念しτ居・つた印度洋上は案外～京しかつkの

　でb最も恵まれナこ航海であつたS云つてよい。

　　船中に於ける［1常の生活は極めて輩調であるが例時洛雛つても飽きぬから不

　思議である。尤も殉ほ内には碁、將捲、五既雀、ピンボン・輪投、デツキゴルフ、

　　ビアノ、蓄音機等0）娯樂機開があり、5ζ暑い時にはデツクに水槽を設けて水泳

　あ便に供してあるし、又乗客一同は互にすぐ懇意になつて肩の凝らぬ馬鹿話等
　　ヨ　　　，　　　／　

　をレrζ暮すのであるから一向退屈しないのである。…樹の蔭1ヨ宿あり、一河の

　流を汲むもこれ他生の縁ミ云ふ言葉があるが・況してや臼褐寝愈を共にしうく萬

　一の揚合には生死を共にすべき仲である、梁客同士が恰も一嫁族内の者の様に

　親しくなるのは當然のこSである。御蔭で3んなこ霊も蓮慮なく聞くこ言が出

　來て本國出腰蘭に不備であつた僕の海列族行に關する智識は圖らすも，階内で大

　に該博になつてしまつた。かうした船内で眞面目に勉強するこ霊はまつ不可能

’訟つてよい調圃o）還境がこ宅吻許さない・勉凱ても行程が至つ礎ま郵

　いからまつ骨折損の草臥儲けS云ふ所だ。殉皆内ではまあ呑氣に愉快に健康第一一

　韮義で暮すのが最も得策らしい。

　　　　　此寄航地の見物
　　、我榛名丸は神戸解縄後、門庸｝、上海、香港、新慕城ザマラツカ、属ナン、コ

　　蹄ンボγアデン、スエズザ及びボートサ、イド等に寄航しtt後に憩戸出褒以來四

　十日後の六月廿憎日に佛薗四のマルセ4手港に到著したのである。此間に於け

　　る窃航地の見物記を鉱にもσ）して見やうS思ふのであるが見物の陵時や兇物し

　　たも0）発部麹書く氣はない・其申只比較的而白く感じた鯉iだけを指摘しで見や

　　うε思ふのである。

　　以｛1この筍：航地の中、門司の兇物認は之を雀き、叉マラツカは審航した名ばか
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りで上陸見物rSる絵裕がなくb三又スエズSボートサiドごは只素通であるから

此等のものを除いナこ、其他σ）寄航地のみの見物認を書くこ霊にする。

　上海っ　上海は支那eg－一の貿易港であるが海岸にあるのではなく楊F江の河

口から約四’卜沼1の上流にある0）である、此河口より四’1」浬棚航する閥の景色は

實じ雄大であるb百年河滑を待つNSは北の黄河に凱して云つたこミであるε記

憶して居るが此楊子江も永久に澄むこ霊なき濁流らしい1濁流S云へばEl本で

は河川の洪水の折に0）み見るこ霊の出來るも0）で僕の今迄の印象が甚だ悪るい

員鮒の一1：に居るのではあるが幅鼠敷浬もある濁流を醐る折には實に物凄いやう

な感じかした。此大河0）爾岸力睾沃野千里に緬いて暢るO）も掛照が面白い・これ

が始めて見る支那大陸であつナニ。

　二1：海は人口百萬以上もある堂々たる・一一一大都帯である・建物は東西爾洋の混合

であるが僕等には支那街のかが卸つて珍らしかつナこ、儲昆は大部分支那人であ

る旗欄界綱・）人種が集つて馳躰人揃璃人贋る・繭ミの鍵通に

粗當すゐ大馬路b淺草に粗當する城内、爬の四馬路等ぽ伺れも轟衆雑沓の巷で

ある。・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’f

　市内雑轡の巷の塵埃を避けるためには二三の大公園がある、其中）・新公隠lS

鰯・るものは最大のもので嘗つ一⊂極東オリンピヅクの會揚ミなつtcこ霊がある

奨しい・一ンにテニス・一トが数個趨…かれてあつたのは僕に劇…常に羨しかつ

ナこ。公園の素敵に大きいのも所謂大陸的ミ串すのであらう。

　上海では碇泊時間が比較的畏かっナこナこめに悠々見物するこミが出來た、乗物

は電車、1自動車、入力車等であるが僕は韮電して馬車を用ゐ、補助に人力車を

用ゐナこ、人力車は實に多い・’一人σ’者に交渉して居る申に我も我もざ伺人慧な

くヨ甲寄せて來で燧には礎な競壷のやうなものになつたこ書もある、其料金は或

は世界一安いものかも知れぬ1雫里程梁廻して日本賃十鏡位に過ぎぬこSもあ

った。上海では奮に人ノ」車の料代のみに限らす一般に何品物でも安債らしい。

　兎に角、上海見物で外國に來teやうな氣分を充分濃厚にするこSが出來た・

上海迄は門司から僅かに二盤夜位で來れるのであるから1ヨ本の墨生の修墨旅行

地等t”しても面白い土地ご思ふ、我榛名丸には門司から上海へ修墨旅行0）女墨
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盈が多撒漿入して贋つたo

　香港。　上海から三欝夜足らす瀦で南下するE－．香港に達する・香港は約三圏卜

Zド方哩0）一小島で二面に由を員ひ、、港内廣く、水深く、世界屈キ旨の良港を形成

して居る、市街地9）人口は」繭の約牛数霊云はれ居る、昨年以來既に一ケ年籐

に亘る支那人のボート亘ツ1・で市内の活氣は乏しかつナこ。

　見物は市街地に，は殆さ興味がないが自動車で島廻りを試みるρ）が颪臼い、哺

周二十五哩、Ili道電は云ふものS東京の市街道路よりは適によい道で自動車は

嚇も滑層るが如く前漉緬1酌一日寺階でN周する・此f用縄え磯化鷹り

なきパノラマ式の山水の勝景を賞するこ書が出來る、叉ヶ一ブルカーで香港市

街地の背後にi醸ゆる干撒百八のヴイクトリアピークの山頂を極め全市街地並に

四方σ）景色を桃めるのも一→興かあるo

　香港は支那料理のよい腱である、上海の支那料理よりは一謄美味であρたや

うに思ふ、只見るばかり、が能ではない、食ふ方も好機逸すべからす霊患つて居

つねのではあ為が實は此鹿⑱料理は親戚0堵におごつて貰つナこのであつた、爾

海外帳行では只見るべく聞くべくして決して行ふべからざる種穎のものも多少

あるやうだ。、

　新慕波。香港を出てから約五鼓夜程南へ航海する霊新嘉城に覆く・着く早

々一寸吾人0）感興を唆るものは河伯乞食の襲來である1二三十名の彼等は省々

身大の小舟に樟して我藤名丸の周園に蝟集し習々乗客に向つて海申へ0）投銭を

乞ふのであつた、彼奴等は身膿が小さく其色飽迄黒く眼零爾ざばかり自くぴか

ぴか光ついて居る、、身腿に鱗ミ頭上に皿tXeそなへ、風守極めて河伯に似、叉

水泳は魚め如く巧みで蕎々が力任せに蓬い海申に投する銭を一度も失錯なしに

拾上けた、然しながら此現代河伯はなかなか横著者で銅貸を投渉た揚合には側

時も棄構して決して拾ひに聞卦けない、此河伯連ばかりでなく此地方o）黒い人

間0）黒さには實に驚く、其履なる音に至つては正に煙突掃除夫以kで貫曙闇で

幾つてもはつきり黒く見える程度の黒さである、人模問題を云々されても困る

が正直の腱からなるS、もう入間らしくない。

　新慕披には怜も上漁1二於けるが如く世界各地の人種が集合して署つて、宛然
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世界人種の博賢會揚たるかの親があるが、其大‘ド1よ支那人である、然し僕等は

當地で支那人でも亦日本人でもなくて極めてよく日本人に似て居る土着の人闇

を時々見ナこので案内者に聞し・ナ訪何時も從紺馬來入種である電答ヘナこ・或歴

史家が日本入の先祀は馬來人種らしいS云つたのを耳に’UfcこSがあるが兎1二

角不思議によく日本人に似て居るSころの馬來人が居ろ、案内者の雷によれば

當地の土人は大抵自身の歳を知らぬさうだ、歳な聞かれるε自分の生れナこ時に

は庭の椰予の樹が側轍o塒ナ濾うであつたのに今はこれ聯雪が大きくなつて

居るから恐らく幾劇立でせ党答へる者もあゐさ5だ・四季σ嘔男llのない當地

では暦に溢i意しない限りは或はそんなこSになるかも知れぬ1それでも夫婦は

大抵同じ位の年薙の者か一緒になつて居るさうだ、3ζ此臓の土人はか角1こ甚だ

無頓著ださうだ、方角は船に粟る人以外に、は知る必要猷し霊云つて澄まし丁屠

るさうだ、萬事が此調Fらしく需薬等も至って簡躍で大抵睾詞を羅列するに過

ぎぬ霊の事である、野螢人の言葉が簡輩であるミすれば世界一むつかしい言葉

を有して居る日本人は最も文明でなければならゆこざにもなるが1寡本では今、

過ぎたるは及ばざるに如かすで言葉の多過ぎるので困つて属るのであるから世

は様々のものだ。

　新嘉波は人口四十萬鯨の繁華な港であるか市内の建物には鹸り目ほしいもの

はない。只博物舘だけは充分見る｛費値がある、鮪内で最も渋意を慧くのは動物

0）剥製品であるb耳大の猛虎を中心さして大蛇、鰐1各種の極樂島等珍奇のも

のが無敷に陳列されてある・叉馬來人種に關する参考品も興昧のあるもCi？であ

るQ

新轍ではバナナ、ババヤ、パイ・アツカレ・其酬職蒔の珍果を澤1工噸

張るこSが出來たがあの味は今爾忘れられlik。

　新嘉披から自動車で一時間程の距離にジヨホール王國がある、先づ新慕波市

の＿端にある美しい植物園を見てからジヨaf｛　．一・ル行を試みるのである、興沿i道

には箒馳さまに立つて並べたやうな椰子の林髄糸恥して綬いて居る・又切

腹だらけの護護の樹の林を時硯蓼に及ぶ・ジ・・…i・　・一ルには宮殿やE・：・s｝sciな駅

教寺院等があり」又Illあり水あ屯’で其周園の景色が實によい。
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　ペナン。　ペナンは馬來牟島0）西岸に接してある同名0）島の首府であつて人

口は十萬程ある・了国勺には別に見るべきものはないが此附近に極樂寺ざ蛇寺虚、

がある。

　極樂寺は結構も可なり人目を惹く佛教の山寺であるが尚其附逝の景蝕が非常

によい。　　、　．　　　　　　　　　　　　　　　　’

　蛇寺は蛇観音鉱も粥し小さい御堂ではあるが其中に毒蛇らしい青い斑黙のあ「

る蛇が数十四生活して贋るので有名になつて居る。

　コ胃ツボ。　ベナンから西航する・こsS約四鋸喪でコロンボに逮するMコゴン

ボは印度の南端の錫繭島にある人口約二＋萬を有する一一一良港であつて規模宏大1

な防波堤を廻らして居る。

　市内や郊列の模様ば鎚の新嘉波に紡彿たるものがある、市内の見物一4時間も

自動車を飛ばせて一巡するこSか出來る、鯨り注意を惹くやうな建物はないが

土人には燦に一顧の慣値がある、土人の服装は鹸り一定もしてないが大髄晋通

の洋服を著て居るもの書掌裸騰Gもの霊に1硲別し得るから知れぬ、後者には勇

も女も大きな柄か眞赤の腰巻をして歴｝る者が多い、兎角野攣人は大きな模様書

か赤いさか一寸華美らしく見える著物を好むらしい’僕は嘗つてアdヌ大0）嗜・・

好tる虚に基づいて馬鹿に大きな柄や素敵に華美な照装をする大を恰・も野攣人

の如しご語したこ鴬があるが印度の土人を見て其雷は適誇の揚合が砂からぬこ

霊』を痛慈した。

　コロンボには食物に一つ名物がある、それはライスカV・・一である、僕は一行

0）友撒名S共に此名物を盒ふべく或レスト・・・…ランに行つtl　tS折しも客が大入り’

であつノこが大抵の客がライスカレーを極めておいしいさうに顛張つて屠る、然

るに此ライフ・カレーは素敵滅法に辛いもので’　，’一口は泣き泣きも食べだが到底二、「

口霊は食べられぬ代物あつた’tされ程の辛さS云つ℃別に比較するよい慷準も

ないが痔我慢の強いこSでは常に騙名を馳せて來た我鞭が察腹であつたにも拘

らす二口霊は食へぬ程の代物であつた旗めであるから實に驚くべき辛さのもの

霊云つてよからう。之を軍氣で否おいしく食ふ者は僕等な標準Sすれば正に超

人的の舌の所有者ミ云ふこεになるが無論掴Zは辛いものに馴れナニkめであら、
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う。これは敢へて食物の辛さに限らす人間の修行が如例に偉大なる効果を齎ら

すもの’e’あるかσ）一例Eもならうb名物にうまいも0）なし零云ふ語があるが常

地のラaスカレーは初心者には屹度世界一うまくないものに楓違ない。

　アデン。　アデンはアラビアの南端のアデ：　parljに臨んで謄る一小港である・、

小高い岩山を背景ミして海に臨んで居る其様は風光明媚言云ひ度いのであるが

惜しいかな此地方一帯に殆き草木がないので至つて殺風景である、：fの色も赤

く常に炎熱蛾をも熔かすが如き暑い日光を浴びて居る機は宛然此世の焦熱地獄

であるが二三時閻の見物のナこめには特殊の：lr．地霊して却つて大に興味があるγ

此土地で一番困つて居るのは水の欠乏である、山の麓に貯水地を設けて一滴の

水をも有効に利用しやうS努めて居る、よくもこんな所に《間が住めたものだ

ε感心しナこが矢張住めば都かしら。

　カ4ロ。　カイロは寄航地ではなく彼の蓮河で有名なスゴズから汽寧で五六

時間を要する埃及の國内にある・耀が蓮河を通過しH．ボートサイドを出る迄の

時間を利用して此地を見物ずるのである・僕は此方法でカイロを見物しtから

寄航地に準じて其見物記を此塵にヵロへやう霊思ふ。

　汽車は暫くは小Illの如き蓮河の酉岸に沿ひ満目荒蓼たゐ砂漠を左に眺めつS

北上し、やがて蓮河を離れて西力・に進路を聰り、砂塵を浴びるこS約四痔間に

して漸く耕作地帯に入るのである、車内は實に暑いが窓から砂塵が侵人するの

で窓は〆切である、而も顔ミ云はす洋服ミ云はす赤い砂だらけである、耕作地

櫻にはナイル河の水の灌慨で萎や綿がよく繁茂して居る、此地I」’は年中殆さ無

雨で灌概せすには作物を栽塙するこ霊が出來ぬ、農家に屋根らしい屋根のない

のは降雨のないためであらう、カイロ市に近づくに從つて天の一方にビラ〈’；7

トの雄姿を望むこざが出來るs椰予の樹も異様な姿で禦1々立つて居る』、かうし

ナこ面白い風光を飽かす車窓から眺めつSあ・る間にやがて汽車はカイロに著くの

である6

　カイロは埃及の首府で入口約八十萬の大都會である、市内で是非見ねばなら

ぬものは回々教寺院ミ博物館電であらう、此寺院は十四世紀の中棄に建てられ

たもので其結構の美霊規模の密肚ざは今人も爾且容易に模似し得ざるものがあ
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る、櫨物舘にはヨ揺してナイ1ル沿岸で腰見されオこ古代埃及の遺物が繭されてあ

るが各種の蒐集品の蟄富なる實に考古離者の璽灘携く能はざるものがあるv木

家本元だけに木悌乃は完全のものが多轍陳列されてある、種ルの黙から古代よ

り世界の家明の進蛎は案外逓々旗るものであるものであつたかのやうにも思は

れる0　　　1・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　i

．カイ両1了の爾に隣接しで薙カイロ慶櫨かある、今のカイロ市の創設前に大震

災があ◇で一朝にして慶維に蹄したものであゐさは案内者の言であるが其慶趾

は動物の骸骨にも似で衷れのもめである、折しも趨る風の晋は給も入生の烏爲

聴1鍵の極ま妙なきこδを電ぎれ霊ぎれにつぶやきつsあゐかのやうに聞えナこ。ヒ

　カ4ロ市外の西天の一一’ft］に魏然Sして蝶えて居る彼の有名なギザの大ビラ言

ツトは無論是非見ねばならぬものであゐ、吾々の自動車は市の西端に於てナa

・刺帳橋搬るこSになる・邦・・興の名は僕の久しい憶れのものであつk

ナイル河は昔も今も埃及全土の死活を制する賂河であるが途中濾瀧贋に多最の

水を供給して居るfaめか豫期に及して大河ではない、叉語原の青色の名にも郷

磨しからぬ濁流である、僕等の眼には晋に聞ゆゐ大河なるが故に情濁併せて零

むかの如くにも映じた・自動車が更1こアカシヤや私の美しい並木の衛滋を暫

く快走すればやがで「リ．ビア」砂漠の一一端に達するのである、此慮で自動車を捻

で駿駝背．1；の人電なり口ざずピラミツト婦向つて炎天の下ギ静かに旗を遽める

のである、最初に吾々の目前にi現はるるギザのピラミツトは埃及に現存する六

一髭・七個のズラミヅト申の最大のも①で高さ四百八十一吠餓、面積約五［LI∫二反を

有する偉大のものである，主婁して四角形に切り揃ヘアこ石灰石忘花岡轡書癒四’

角錐罷に硫み重ねて造つたのであ6、此大ピラミツトは實に三十萬の融τが五

十五ケ年の歳月を費しで漸く完戒し☆ものだミ云はれて履る・これが帝王の一

墳墓で、あゐミ云ふに至つて儒建設g）可否は別ざして如何に鵬灘の大きい人が設

計しブこものであらうか驚かざるを得ぬ、其背景が大砂漠であるのもふさはしぐ

思ふ、此附近に更に二個のビラ、ミツhが並んで立つて履るが其一つは繭煮に訳

ぐ大さで他の一一一・E個は灘に小さいものである。

此簿のピ飯ハの背面には有名なスフィシクス（人剛解蜘がある・・果し
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碗嗣人によつて綴せられltるものであるかは暢ぬ轟巳元前四千‘噸に

饒に之が存在しで居つ流こミだけは紀録で明らかになつで居る慮から考へぢざ

非常貼いものである詑が繹る・働融廿駅、長舗測駅を存す磁・

1象であるh

　　　　5．佛蘭西・國　内

騨戸港解勧來四｛’日間に亘るR途の航臨郵姻籍イ欝のlisにめ・終りを

欝櫛蝋住み隙・た瀦究轍・蛾家族・・如槻んだ多く倣・別れ

ねば鵜ぬ日が來て・丁いよいよ彿i纈φマルセーユに腰するこミ1諏った。

　上陸するに先立ち税關で荷物の検査があつた。Utmeの吏員は要領がいsO）か’

それミも醜類なのか僕等の荷物の検査は甚だ粗漏であつて箪に申i鋤勺に満まし

て仕舞つた。但し僕等の世話入剖ま有無相通するらしい態度であつtt。

　leルセ‘一・・n・の市内を自動寧でL“’巡して見たが左程珍らしくも感じなかつtl－6

それは既に冷迄に水國霊は全く飛び離れて居る襟子の所を幽1晩て來た後であ

るから日本でも見得る檬なマ・レセーユ0腱物や繭入等には既に剃戦媛けぬ

渤である・それでも鰍旙購の騰霧王で儲馳轡夢イ・牢獄や兵

上に欝ゆるノートルダム塔等1ま特に印象を深からしめナこ。

マ）・ゼ繊は知約五＋萬鮪し拶β臨一の貿雛で溺が風儀の悪い事も

第％しい・脚撮初の鱒國1燗逸であるが効セニユに髄し燗係、1・

彿國拒通過する爲めに彿國内を見物する皐が出來たのであるs然しながら彿國

ば蜘再びゆ㈲観嚇る心算砺・つtVcめに今騰僅に四、五醐朔，國内

に属ただけであるQ

　マルセ植ユから巴黒迄汽車の旋は佛國の大牟を南北に縦溜するもめであつ℃

車窓よ鋤眺整は吾人・闘1轍こ大なる興嚇與へてくれtt。　ti七の雛の浴線に

は丘地はあるが日本で児る標な稜角の多い所謂山らしい山は砂く概して痩化に

乏しいZド地が多く何Sなく大陸らしい氣分が漂つて居る。果樹園の多いめは特

に注意ケ慧くが普通の作物を栽培して屡る所も無論多い1作物の生育め舩態か

ら察すれば北部乃’面は粗當に士虚昧か肥沃である様に思はれるが南部の地ガほ地

味が欝iりよくないらしい。汽車の速力は馬鹿に遽かで車艦の附遊め±ヒ地は眼に
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硫らす過融つて灘ふ・輔σ）幅は日本のものよりは多少廣U’が遽力の大

なるナこめか動揺が甚だしく從つて鯨りi殖心地刀よい汽車ではなかつた。そして

時間の正確さも日木のもの霊似たり寄たりであつナこb

　巴里には三日間滞在し・市内を二日間、ヴエルサイユを一日見物しナこ。これ

だけの見物日程では入口三百萬人を有し面かも世界の遊鷺地ざ呼ばれる大巴里

を充分見る事は無論出來ない。それでも或は世界一高い建物だ電云つて巴里兇

が誇つて居るエツフエル塔に登つたり、或は鼠旋門の下にある無名職死者の墓

やバンtr　Arンの知名の士の墓に詣でたりM或ひはサロンやルーブルの博抑舘で

藝術晶の美を賞し忽り、或はノーbルダムの寺院やソルポンの大畢を見たり1

或は市内の塵埃を避けてプロニ・t一の大公園0）中を逡遽したり、或は不夜城の巴

里の情景に驚いたりしたこ霊もある。

　巴量に居る人聞は憾日朝から晩迄隙なしに遊んでばかり居るの℃はあるまい

かご疑はれる迄に常に市内が雑沓して居る、こんな首府を持つ佛蘭亟が過去の

大戦に於て假令有力な他の助太刀があつたにもせよ、よくも彊い凋逸に勝てナこ

ものだS不審に思はれる位である。尤も世界の遊魔地たる巴里のみを見て佛瀾

四全艦を1・する事は或は早計かも知れぬが。

　巴黒を見て少しく意外に感じたのは婦人0）服装であつたQ世界一〇）花の都0）

巴塁婦人は窺ψて陥分ε華美な標子をして居る事であらうS想際して居つた0）

が案列地味であつナこのに侭驚いた。粉黛や口紅を施して居るのは散へて巴里婦

．娼こ限らぬこ言ごて取立てS云ふ程の事でもないが著物の柄や色合は可なり地

味なものであつナこ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　巴里の街道では手や足の不具な男子が可なり多く見受けられ江。此等の者は

串す迄もなく過去の大戦に於ける員傷者である。佛蘭四では今は罷も形も止め

な硫幾百萬ゆの盤鰹をすら犠牲に供したのであつたこSに想到すれば不具位の

嘉に霊思はれぬでもないが兎に角大戦當蒔の悲壮な有様は今爾巴里市内に於て．

も充分偲ばれ衛るのである。過去の大職は兎に角佛蘭西側の勝利に蹄して…段

落を告げたのであつたが謝手のi岡逸は遽に亡びなかつたのみならす戦後の國力

回復が世界の豫期を裏切つて甚だ速かであるo歴輿的に仲の悪い猫逸殊に敵燦
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心に燃えて居る掲逸が現に巌然ミお隣に擁へて御座る以上、佛繭西人は弼時迄

も枕を高くして休網罫は出來まいざ思はれる・逝來翻腰近の現鋤り恥云

つて將來の爾國間の關係を樂観的に親察して居る人もあるが》それは呈鼠に表面

的の事で或は假令それが事實であつても一時的の現象ではあるま．いか。敢へて

濁佛間のみではなく人間の生存競解の繍くfSR・り叉今日の人間のチ孫が世界に住　　’

む限り將來戦事が根縮してしまk・　NSは考へられない。故に昔から今日迄武備の

籏張霊か充實さかで世界各國り辱に寧日なしの有様でやつて來て履る、そして戦

争しないでも御互に戦備に疲れて仕舞ふ様な懸態になつて燧に糎界協定の武備

制限霊か云ふ頗る御都合のよい名案が生れナ　ES，4だ、然しそれは實は甚だ迷案で

徹底しにくいものである、そう云ふ向きの御相談ならば寧ろ戦畢は玩に素手で

やらうちゃないか、そして陸では野原か山の中で、海ならば本の申で1素裸で組

討するこ霊だvそれから朋根のない人間が室申で戦争する等云ふこsSはξ1三意氣

慮か全く不自然のこ霊だから嚴禁するこごにしては如何なものか。そうすれば

大砲も鐵砲も城も軍艦も飛行機も一・切不必要になつて経爾的には人類は介日よ

りも遜かに幸瀟に暮し傷る事にならう。これこそ實行出來れば本當の名案であ

らうが然しそれは結局出來ない相談εなつて相愛らすお互に身分相磨の箪備が

必要になるのである。然るに彿薗西では身分不相慮0）姥大な箪備をなしつつあ

るので國力は其のために砂からす溝耗しっsある。他の一方の猫逸では極端1こ

軍備を制限されて仕舞った結果軍備σ）ための費用な大に節約し得て居るo魯う

で経濟的方面から云つても過玄0）大戦後妙くミも五年や十年は猫佛共に國を賭

する程度の大戦畢は出來ないにきまつて居るから、凋逸の今日の軍備の小なる

は却つて將來に於ける國力0）紳展に有利な結果になるかも知れぬ。佛國たるも

のなかなか油断すべからすである。本年のサロンの正面には鷲を踏みつけて居

る彫刻物郎ち掲逸を躁踊する意昧のものが公然ご飾られてあつたが佛蘭西に於

ける謝濁敵魔心は戦事1こ勝つた今Elも爾容易に溝らいで居らぬらしい。

6．目的地の伯林

　巴里の滑在は世界大載の講禾口條約調印揚ミして夏に有名になったヴエルサ4

ユの宮殿0）葺糊を最後婁していよいよ憧れの伯林へ向つて出叢したD世界大職
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の醤を偲びつ判昌耳義を脛て獅逸の國境に達したのは丁度早朝であつナこ。昨日

迄は木國出獲以架爽語のみで不便なく族行して來たが、奔日からは凋逸語で話

さねばならぬ、猫逸入の云ふこSが羅るかしら｛僕の話す猫逸語渉果し℃先方

に通するかしら等霊考へで屡る中にはや、猫逸のア遍ヘン騨に著い℃税關からlL

荷物の検査を奨ける「こざになった、二三十秀闇の停車蒔闘内に樵査を愛けゐの

であるから’なかなか忙しい、乗客一・同が鞄の鍵をあ1ナて待つて居ゐε税蘭吏か

一一・撃奄ｩら順に検査して來る、僕o）隣席のo君はトラジクの申獄分’騨に検査

されてぴくぴくしで層たが、やがて新嘉鍍で買つて來た歎個の人形か見付かつ

た爽員が人念に見て居る0）で0潜猛々心申穏かでなかつテこらしいが其中に∴メ、

の吏員がこれはメぐ暦かわゆい人形ですね爆山御持ちのやうですから9っ頂戴出

來ますまいかS去ひ出しナこ、びくびぐ者の0蝦は待つτ居ました霊云はんばか

りに差上げます忘早速返事すゐざ、他の一一一人の吏員も僕にも虐云ぶので折角の

南洋仕入れの人形が：つ総きあげられてしまつた、然し弼物にも譲税はながつ

彊のでほつSしたらしかつた、教弧は僕σ）番だ、御隣りで人形を得た拠あか吏

員蓮は少し御機嫌がよさそうだ、僕の慮からは網のハンケチでも懸きあける’の

がしら、うるさい奴等だなS思つて居る電至りて丁寧に「貴下は猫ごに勉學に

來られナこのですか」ミの質闇である、然り私は公用で勉畢に來たのです霊答へ

た’ら案外にも蒋物の表面に一一瞥を與へfだけで通關を許してくれt・かくしで

荷物を動かすために苧傅つてくれた吏員の助弔1らしい者に少しばかりめチヅプ

を興へただけで事は簡輩に濟んだのであつた。目的が豫め分つて居るこtt’であ

つt　ftthでも励懸念して唐づ湖蜀逸謂力・案外よ樋じ鋤は嫡しかつたbア「

ptへ ﾈからは回嚇を指して齢氷へ濾いだのであケ醜中で特に見・吻し五

慮はないが汽車で醐逸の國土塑西より東へε・卜時間籐走り綾いも車窓から眺め

た虐ころに依るミ田も川も砂く景色が盗つて躍調で豫胡せしよりは誕し1いもり）

ではなかうた。途如ライシ河やエル・ぐ溜等の大河をも渡つfが景色ば災陸的で’

大きくはあつたけれさ沽水も濁つて居り餓りi美しい感じはなかつた、僕は所謂

美食に飽き・で居つたやうに本國の彼の山水明媚の景色にH常擾して贋つても在

程に感ぜすに過ごして封ξナこが4翻0）世界族行で海外0）景色を見て始めて、日本の
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暴色の軍凡なる其の眞贋が澤つナこ、實際人間の贅羅には隈りがないものだ、獅

逸の農村は僕の眼には恰も所謂文化村でもあるかのやうに美しく映じたがそれ

でも爾佛繭西の農村よりは多少粗野のやうにも思はれナこ、農耕地に牧草栽壌の

多いのや雑草が砂いの等は特1こ注意を恭いた、地昧の悪いナニめや乾燥に火うる

ため等でも雑草は砂く，なるが農el物o）璽育o）摸様から察すれば鯨り地昧が悪い

Eも思はれぬから恐らく農家が勤勉であ7a　t4めに難草カミ妙いのであらう、目的

地ねる伯林に無窮到著すゐこSの出來允のは神戸出登以來實に一ク月傘を樫た

る六月汁六日の夕刻であつ7ご、二名の友の出迎を1受けたのは何よりの好都合で

政ちに下猜醗の一蜜に納まるこ言が出來た、爾來伯林で日1を邊るこさ既に五ケ

月に及んで居るから伯林及び濁逸國に就いで兄聞したこεは決しで砂くはない

がそれを此腱に詳しく書くこ霊は一回分の原稿Sしでは籐りに多きに過ぎる冠

思ふ、僕には既に日暮れて殖遽しの感があるから此慮には其所感の二三を認し

其他のこSは他旧の機曾に譲るこ霊にしゃう書思ふo、　　．　　l　I，

　濁逸は大戦前には世界に於ける學界の中心地ミして」只最も丈明なる國εして

叉巖大強國霊して自他共に許して居つた國であるが、彼の大職に全世界を粗弔

Sし℃勢力のあらん隈妙奮闘力戦し遽に揮丸も人も食物も金も誰き・果てs止む

なく策門に和を嫌うたのであつたこεは奔日爾何入の記憶にも新しいこSであ

らう、然し乍ら狽逸は最後には敗れたり霊難も全世界を封手E－．しても爾旦四ク

年の長年月に亘つて奮闘しお共職跡を顧みれば其武勲の赫々たる其底力の強大

なる實に驚嘆に値するものがあつて、敵ながらもi天晴であつナこミの讃瀞は恐ら

く何人も惜しむこミが出來まいミ思ふ。濁逸は敗戦當時巳に殆ε自減せんSす

る程度迄に國力を1宵耗して居つナこのみならす彼の購和條約に依つで植民地の登

部並に工業原料の重要産地ナこるアルサスローレンス等の富源を火ひ更に莫大な

賠償金をも仕佛はねばなら卑こSになつたのであるから到底將來長．く再魍の見

込がなから轟ミ思はれて居つたのである。

　然るに戦後…長だ僅かに一十’年も縄過せざる今日に於て既に大いに國力を回復し

一見しては一向戦敗國らしくないやうな状態になつて居り彼の職勝國の方が却

つて景氣が芳しくないやうに見えて屠るのであるQ然しながら正直塵濁逸では
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政府にも國民にもまだ金のないのは事實であつて今後容易に樂観を許さぬもの

がある、貝年一年Sその経濟舩態が明らかによくなりつSある所に凋逸の強味

がある霊云つてよい。

　今臼の濁逸の國家胱會秩序ば整然E－．維持されて居つて別に不安がない、凋逸

は大戦後政艦が革まつて共和政治たなつナこが本來は保穿的の國罠で奮慣を1容易

に脱しない性質を有して居る、介日術帝政復活の問題が時々・撞頭しつsあるも

欺めである、尤醜入は非常に規賜に編す瑚民である・J・しての齢に

規則がある・’恐らく此國のやうに禁制の多い所は他には鯨り例があるまいε思

はれるζ伺々する事を禁かる霊云ふ張札が随所に掲げられて屠るがそれをよく

國恥が守つて屑るから感心だ、所謂宜僚的の色影も粗當濃厚で執務1：、，1：下の隈

別が確然ざして居ろ揚合が多い、從つて肚會的の秩序もよく保たオ1て居る繹で

あるb學校のストライク等は凋逸では殆んε見られぬ現象であるv長幼に秩あ

るも特に目に付く老人鯵蓮常特に敬はれて居るが子供等は傘人前にも取扱1まれ

て居らぬ、汽車や電車の中で人込の蜴合等には子供は最先に立允せられる、猫

逸では子供の仕付が概して嚴格で生畏するに從ひ漸次自由を與へて行くやうに

して居る、佃の躰では概して子側こ比較自移くの自由を與へ蝉の途中に

嚴格にし最後に再び自由を與凡る様な然態になつてゐるから凋逸Sは趣を異に

して居る。

　女に封しでは獅逸は日本に比すれば女護0）國で砂くSも表面上は女を奪敬し

て居るも然し肚會的にも家庭的にも實構は普通男の手にある、それは水の低き

に趣くや5、なもので能力σ）勝れたものが結局麟の位置曙るのは當然のこご

であらう。若し女で男優りの者があれば男のt：にYLつこ巳も一向蕪支ないこε

で蒔本だつて瞬天下もあるこ霊だ。

　凋逸人の性格を或程度まで形に表はしたものは恐らく伯林市であらう、建物・

の構造は一定の規則の下に制限があゐから全部切揃つナこやうな五階建になつて

殿る、番地の打ち方も其札の形も一定してある、そして番地の歎の多くなるIJ‘

を矢の印で示してある、』叉街の交叉黙には一定の様式で街名を轡いてあるM、人

灘輔は嚴然瀬別さ納・來は左側通行になつて居る・車撒よアスフア・，t’，　1’
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で人道は石道である、女電車の停留揚には其虚を殖過する電車に彫罰して一一．目瞭

然たる説明を褐けてある、交通機關書しては地上電車郵地下電庫、市内汽車、

乗合自動車・タクシー自動車等が間断なく径復して唐るから電車が満鼻で乗れ

ぬ様なこ亡は甚だ稀である、市内の餐所に公園式の大きな贋揚を設けてあるの1

は市の設計者に先見の明めあつたこミで他の都市の鵡從を詐さぬ髭である、其

他水道や下水の完杢な施設のあるこt’は勿論である・曳建物の構造が完全であ

るために蜜内の保温に容易であつて、寒い伯林市に於て室内の温度を夏も冬も

殆if“大差ない程度に暖かにして置ける6・’

　彊に角伯林市の物質的方面の施設は介日の文明の利器を遭憾なく利用しで居

粛に於て到底東京等の及ぶ所で1まない，それも其筈で舶の伯棚ナは蝋で

あっteWel逸に依つて極めて長年月の聞に避り上けられた首府であるからむあむ

東京では僧輝髄路や下水の方澱を伯林市の測以だけでも容易の業ではある．

まいが然し過表撒一卜年間に於ける東京の膚目を一新した其歴肥を顧みれば或は

案外早くものになるかも知れぬ。

　摺て今日も爾偉大である掲逸入は果して如伺なる入間であらうか電云ふに、

それは比較的蓮からぬ昔の野螢人で最初から偉大な入種でなかつたこcilば歴憂

を経けば明らかであるb加之其頭は今日も爾他國人に比して必すしも特に勝れ

て贋るミは思はれぬ、紗く書も．日本人等よりは頭の血の廻り方か露程もよくな

いやうに思ふ、叉手先の血の廻6方も鯨りよくないもS見へて概して無器用で

ある、其代り最初から型にはめたや5に整然ご秩序を立てム急らす擁ます根氣

よく忠實に仕事をやつて行くのである、之れで途中の失錯も砂く結局は比較的

多くの仕察を仕上けるこミになゐのである、此瓢は頭のよい揚合以上に感服せ

ねばならぬこS亡思ふ、性急で飽きつぽい日本人には大に眞似るべき黙ではあ

るまいか。

　次に道徳的方面に就て爾一言せんに掲逸の物質的文明のか面では吾々日本人

から親て羨しい｝鮎がMくないが道徳的か面では餓り感心出來ぬ黙が多い・獅逸

人は今日鯨りに物質的方面に拘泥して居るためか人情美の方面は或は日本入程

にはうるはしくないのであるまいかS疑はれる、勿論人情美の存在は何塵の國



122　　　　　　　　　上田獄綜専門學校同窓會報第十六號

にも共通ではあるが親子兄弟親友人知已等に封すゐ人情美はSうも日本の方が

よりこま秒・）やうに思は縄・離s云ふこ渦或醸迄鰍交上大駒こ

δであるε思溶、がM掲逸人には遠慮ミ云ふこSは廻く、云は“｝赤裸々である性

的方面：・も動物性を螢揮して居つて搬歴すべきものがある。

　日本で文明國人のするこミは伺でもかんでも凡て眞似るぺきものだ等ε考へ

るのは大間違である、男女間の交際a）fttsきは日本の細の方法にも改むべき黙

が砂くないかそれでも歌人の今行つて居ゐ方法よりは逢によいミ思ふ。’

　i道徳的方面では歓人こそ大に日本人に學ぶべき瓢が砂くないS思ふ、日本人

が特に商業瀧に欠けて贋ゐ等ε云纈判の現象も之酬國に比較戯τばmp’く

ssも冷迄には僕には認められぬ、不正の商人は何虎の國にも居る・商業は玉E直

で比較的安く費るこY［’が最も賢明な方法であろが何臓の國の人間も目前の利に

惑はされ易いものミ見えて一時に暴利を食らう霊するのは困つたこミだ。

　之を要するに掲逸の今日の歌態を親るに日黍言しては獅逸に眞似ゐべきこS

玉箕似るべからざるこごSあゐ、物事の性質や種類に頓着なく眞似をするのは

所謂獺似であつて燗曝伽囎こ書ではない・‘頗的矧蝿南ではuaし

て畢ぶべき黙が多いが而も國情が違へば必す．しも眞似るこSが出來ぬ、物質的

文明の登達のtめには多くの揚合多額の費用を要すゐものであるから國家や國

民の繹醐態鰐慮しない碓ら噸似るこ樋出來ぬが脇べく皐愼伽

屯潮が出牽れば結構であ為。精剃1的方面ではi燭逸人の規則的に行動するこS、

鰍である認・授幼曙ある膿等1よ大に郵噸髄拗る濾ふ・

　　　　　　　　　，（大正十汽年十二月初嵩可高）＿　　　．　学・

　　i．’L、、　∵木歪洋一琴．よ、b　・　照　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加　　美　　好　　　男．、

　十四日に午後三時無事出帆（横瀦）：しました、十八臼迄は舶醇で沁磐トに獲

儲喰事せすに震牛乳ばか郷暮しましt・i　－II；ikQS・大分償れでノ1・・uマルに

やつて居りますが朝食は球です、邦人は五人もか襲って屠りません軌然し其方゜

が結局良好です・西洋みの「カ・ト・」にも慣れるい五人で勉ら簿の親裕
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さも大攣なものです。U’ヤース會霊云ふのを五人で組織しました、何れ三四年

後に韓皆で東京へ答つて例會をつS“　eJiようミ云み理です。毎日の洋食ぜめには

大閉口です、胃袋が大恐憧を來して贋るらLいですね。

　大分ハイカラ「eやるのに慣れて來ましナ為ボ’－r　’1は支那人で少し臼木語の片

語が荊ります、例ばユー・ノー・タベルSやつて來ます・ベツトに癌て厚駒ます

霊ね（食事時…間に）之を食べませか、S云ふ事なんだね），此調子に”σす。毛唐だ

つて大した事はありません、只瀦の醇丈には大閉口しましft）洋行も一寸苦し

い思ひもあります。明日は早朝グイクトロ着一寸見物して午後二二時頃シヤトル

上陸の筈です愈々上陸の日が來て心が潔立ます、米國見物は二週間で切伽ヒげ

て直ぐノ・ンブルグに向ひます・…。　、

　　　　　　　　太西洋上よ　り、

　米國での滞在が非常に延びて廿三日迄贋りました米國一つ丈けでも裕に一ケ

年を費す値はあるt㍉慰ます。殊に僕等墨問を韮虐せず披術を韮Sする入間には

一履感が深い襟です。今は既にウインの人てあらねばならねばならぬのを自分

勝手で二十三日の船迄延しましナこ、其間大分米國ε云ふものが判つ尤檬に思は

れます。一週閲位では何も判りません、ポストン、ワシン1”ン・路四・五日

宛を費した後はニユヨ・一一クに居りました、理屈の國は英、濁でせう、・蜜際の國

は米國です、さん’な小さな封蕃でも父大きな事でも必蜜金をかけて實際にやつて

見るのが米人でず・金にいSぴが無いものですからね、’それで米國でなければ・

見られないものが澤山にあるミ云ふ事です、駄洲を踏まねば僕も確かな批判を

下す事が出來ませんがそんな様な氣もします、コンプVp・1・、ドラnの國は僕

等の様な呑まない入間にも面白くありません・自然を壌して居て人情味が甚だ

少い様です、二十四日午蘭十二二ll寺一分S云ふかつきり二十四E1になつた瞬聞に

ニュー一一ヨt一クのピヤーを離れました、此れで當分米國の土地も踏めない事でせ

う。船は獅逸のですから乗船して出帆する霊直ぐ旨いビールが飲めま一S　S日本

のも旨かつたですけれε日本以來ピールを味はなかつた自分には大愛旨く思ひ

ます、傭旧五六杯のグラスをあけて居ります、一杯か十銭です（米賃の）瀦の申
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ですから高いのは止を御ません㌔太酉洋航路は歪く公道で簿日一つ位は少くも

汽甜に繊會ます、太李洋では決してそんな事はありませんでしfこs欧洲霊米國

E－一の交通も之に依つて承知が出來ませう、それに船は金部大きなものばかりで

すb僕の今乗つて居るのば小さい方ですか二万噸以上あe；ま駆之れでハシブ

ルグ迄九日かtlる相ですから來月急日頃には猜逸の地が踏める事でせ’S　o遼中

莫のサウスアンプトン霊佛デエブ霊へ寄つて行く相です。・…・一原田先生虚

は何れべ以リンで御遭ひします、翼頃は八木欝もベルリンでせうから三人で同

窓會を開く積です、地球も割合にi挾いものだS思ひますね、知り合ひの顔が到

る所で燈へるSはね。

　來月の五日頃にはウインに行きます、爾して少くも二月は滞在します、日本

の霜はさつぱり制りません新聞には日本の事なんぞ殆S出ません、小國だご云

ふ事も之で剰ります、そんな小國で威張つて居る偉い人達が可笑しくなつて來

ました、洋行中の考へを瞬時も忘れすに日太へ蹄つてからも持つて居れば1吃度

大きな仕事が出來るだらうミ痛切に感じて居ります。ウインへ落付いたら日本

の事も少しは制るかも知れん實早く行き度く思つて厨ります、それにホテル鰭

活にもあきました、下宿生活が早くやつて見度くなりましたからね、出來る丈’

長く此方に居たい積りで居りま寸。ベルリンでは相當勉強が出來襟か霊思つて

居ります。折角來たのですから偉い人建に教つ℃行きます。ヘルッオグ先生へ

は米國在任の有名な化學者（猫人）から紹介欺を貰ひましたから多分教へて呉れ

る事霊思ひます。・……・（以上は只今渡駄中の加美氏より母校職員N氏に宛

邊れる手紙より一部扱書致しナこ0）ですQ　以　．ヒ


