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雑　　　　報

闘母　綾　近　況

　◇川瀬敏授は愚に本校教授な辞し家京帝大農墨部教授に專佳ぜられ八月初旬より病氣の

爲め徳馬縣に御蹄郷の上御加療巾の慮今回御快復御蠕任の由でありますO　　　　　I

　◇本校化畢教授として金子英雄民が來任Eられ．井上．吉谷爾敏授iと共にi新築獄綜化學

蜜験室に於て御手腕勉螢輝ぜらるSことN存じます。　　　　　　・

　◇山本三六郎域（1＋）は今回東京iltl・下大森不入斗1472星野氏邸内鎧綜化學研究所の研究

員として御榮鵜されましT：・o

　◇鈴木敏吾氏（緯八）は先般東北帝大法文學部M業後（経濟學：L・）本絞教師となられ商業描

論准櫓任ぜられて居りますo

◇甲中定雄氏（綜八）は今回本校助敏授に齢一c1られました。　　　　　11

　◇須田圭二氏（懲二）は絹綜化學研究室完成と共に本校助敏授に任命煙られましたo

　◇同窓會々計齋務の鴬め本會囑託となつて居りましたo小山君は本校會計課に勤務され

ることNなり＃の後任として大原賢治氏に本會々計事務の一部な囑託ナること、致しまし
ナこ。

　◇潮號に御報告して置いた絹縣化撃實験室が殆ど兜成され從來本校内二箇所に分置せら

れナご本縮内教官化學賞験蜜と工藁化學教竃とが一所になつて薪年早々引越す筈であります

（口維篤蝿滲照）

團會　　　　　告

　◇加美好男氏（綜三）は今回明交堂よ”世界人逡網綜工業概翫の書な公に《らXvasる一『月

早磯行to筈なる紙の御妊意鳳り隅の群漸有躰會に欄せらゑ・こひ齢
りo蜘C特SE　eで會員一同に報告し謹みて懸謝の意な表する次第なリ。

翻會　　　　　合

　◇七月下句に開催ゼられし丈部省主催實業教員講習會の折同窓生懇親會な明倫堂に開催

し約百名ばかり粗會して一一夕の撒秘鑑しましたo

◇八月q1旬八木氏（慧三）渡米ぜられるにつき御観と逸別會とな廉ねで明催堂に會倉致し

ましアこo
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翻寄　　　書　　　　　　　　　　　　　　，

◇支那蘇州城外より思ひ出の雷S

　　　　　　　　江蘇省立女子猛業學較　　　白　　灘　　　　幹，

　　桝大iE四年の四聰來瀞トケ年な姻に過し常に母校の御厄州諏？て大過の7Sか

　つた事を感謝致して居りますo今春機會あつて住み慣れた暖かき上田を後にして海葎渡つ

　て鴬地（寒山専で有名な蘇州）に滲りまレたo此の度何か投稿ぜよとの其の筋からの御命が

　ありましたが未だ在支すること日淺く眞疑の定りなき支那式の購情の韓實な穐め得ない爲

　め專門的情況は後日改めて串上げることNし．i敏には颯の所感な順序もなくritG思ひ禺す幟

　な蓮べて見様と思ひますo

　　　　　　　　　　　　　　　　ム

　　私はかねて皮那の獄業に就いて志な赫つて居つた闇係上支那の事情は相嘗に調査もなし

　又支那通の邦人の方々や留墨生導に就いて種々の蔀情な聞いて居りましt：ので．支那の事

　柄には相當に理解な持つて居る檬な考入で参りまし六所が．支那に來て支那奄考へると｛）r

　は内地で想像し7こときと丸で蓮つて贋ることtagかされたのでありますc而して此驚きは

　支那に佐めぱ住む程自然に潰えて行く様でありますが．事蜜の相違は盆々大なること1te　va

・見しますo尤も私は巾國入の中で邦人の一人も居らない所で暮らじて居る關係上常酔に巾國

’人とばかり交際して居ることから一層此感は強いあであると患ひますo斯機なことはとη

　もなほきず日本人が中國人並に中國の喜情に噌かっ海と弐ふ事奄遽憾なく畿輝して居る

　のではないかと思ふo之では現在内地人が如何に巧宵伶色秘以て看の切れるまで日支或は

　麟襯善など、叫んだ所で肝心な中園人には馬専束風．石に誤法と云つた諜で．親善の實

　は畢らないあみか却つで日本人1ミ中國人に危瞼親ぜらる・ので彼の謝支丈化事業の如き折

　角の親切も丈化侵略など工唱へられるのは皆お瓦に翼な知らないで了解の足り鉱い罪では

　ないかと思はれますo典故私はAr回波支して第一に考へ敦のは支那の辮輔に暗い日本國民

　に少しも早く現實の支那な知らしめたいと云ふ窮でしたo賞際今日遙支那な解する日本人

　の頭は皆吉い日清戦く夢暗代の事柄から現在の支那ゐ2想1象しで暦るのであらうo支郡は風俗

　と云ひ。思想S云ひ．習慣と爾ひ。僅か十五傘此の方民國となつてから著しい所の攣化懸

　示して居るものがあります。藁塵で古い浦糊時代の箏情から支那人と交際するならば現在

　の支那人即『ヤングチヤイ｝r』は非常に蝶無しますo從つて現在口本人の支那な知つて居る

　様な頭で日支親善なS㌧云つた所で到底翼の提携などは添ふべくして．實現は望まれない

　ζとL思ふのでありますo決して支那は危険の所でもなく住み愉い所でもありまぜんから

　大いに支那に接近し．ど、しどし族行5、り親察なりに來て一時も単く此の暖い皮那奄理解し

　て貰ひ7：vNoそうして國民外交でもなんでも良いから郵人は良く支那な知り，」又支那人に

　は同黍な良く知らしめると云ふ事に，日支提携の鍵は潜在するので1ミないがと思ひ雲すQ・
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　－一口に支那人は憩義な知らないとか．或は外交辞禮だけ上乎で人情は鰹蒲こなどエ串し

ますが次して斯様なことはありまぜん。唯支那人の交際は確かに比較的淡白な所はありま

すが交際な繁くすれば繁くするほど愚慌恥深くし，日本で云ふ眞の朋友或は親友書曇った

標な暖かい交際な、しまずo一瞳支那人の交際上の習慣とLては面會しte　tきは最善の待遇

1准なし叉謝辞など｛；極めて郷憲に炎換するo併し別れすご後存よ絡別の用第のある他は手紙は

書かない。從つて手紙のrr9，9犬と廊・k檬なものは劇書かないのであります。此の演の相

蓮から恩義上の誤解が起つて居るのではないかと思ふo私は當地に來でから常に支那人間

1・蜥・．燃徹ども矧人沸・やつ・脚蛉ので湾醐脚短か・・齢・はよ
り多くの支蔀人にPt　t．．日常の生活をも共kして屠る關係上支那人の人情など，は割合よく

了解し得たeと工思ふ。今私が今日遙の経瞼の一二な記して中國人が不親切でないと衰ふ

こと孫諮明したいと思ひますo　　　　　　　　　　　　　　　　　，　，　　　．

　巾鴎人は師弟の恩義に厚いことo

　師秘敬することに孔子の敏でもあらうか非常に摩い此貼は属哲丈人に優るとも拠してthh　1］

はしないo私が同本で幾分世話なしたと云ふ申國人が男女罪訴人ありまし距が。Slj　2T・て

からと云ふものは大低あ劃手紙嚇こきない。獅こム三のものN如きは傘㌍慶静

縦勤なかつたが．今度當地に來て毯つて見7こと纈に期熱惰には鷲かされたのであ

りま％そ続云ふのは八肝四日棚1に行つたときのことであります。欝は毎日艸

百Q喉醗と云ふ澱婦し非常な炎恥とき棚鱗學鮫の鱒㈱・叉陣石聯
王茅君等は毎日毎夕非常な撒待をトてくれむgまあ日木では到底想像も出來ないことそあ

ります。掬其の他の諸鴛などに趣ふkときでも同様で．師弟の關隼は非常に強レ・tのであ

り豪す。之は只日本人間ばかりでなく巾國人問に於ても同標であります。こうレた美しい

心は吾々に夢にだに思はなかつアこことで．かSる事攣は師弟の關係ある日本人の渡支しすこ

際等しく感動ぜらるNこと工思ひますo

　初謝・頂「でも好感rte興へるo’

　師弟間以外の人々と錐も決して人惰に疎んじては居らない。曾て私は無錫の江蘇省立育

鰍瞼搬訪ねました。其の臆は全獅翻はヨ齢で蛸囎い日であつたがい全携蘇

は棚面め僕の爲めに非常な撒待をな慮食研糧脚こ案机て馳faしてくn・無錫城内

なども貞から案内してくれました。』又南京の中國政府設立東南大學准訪れた書きは折悪し

く願係の主任が留守であつたので農科大學娠が駅來て逢つてくれた・　AKtitpan・・tの

訪問緋常に喜び部下に命じ磯食媒脇ルで馳走してPttvた。偶栓校敏授連や農科

學坐の代表者は閲く是辮臓かやつてくavと注丈して來テニので・實ぱ働急のことNて

面喰つれので一時断つたがどうしてもきいてくれない．其故無理に講演な振絶するのは却

つく感情な害することかと思ひ講演か承諾し。約二日畜間牛に亘つて通繹付きで辮じました

そうして午後十晧顎まで農科の教授蓬と談合して宿含に麟つすこことがありますo此れは只
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一二の例に過ぎないが斯様に中國人は實に親切の所があり．談じて鄭Lば實に愉快である

むしろ慮劃噂璽は那人阿憲等より面由く話力｛田來るのであll蒙すo當地に於ては却つて邦人

の役人上りの方や覗職の高官等の方が晋々には非常に不楡快か奥へます。まして中國人等

は一一ma不楡快に思ふのも無理のないこと塙思ふo其れは當地に族行なり親察に來た偉い細

役人様方は馬麗に威張る口調ミ云ひ．態度と曇ひ．的両に現は，Lて得憲がつて居る勿論一

等圓民は一等閥民たる態度と人絡祉現はさねばならないでtiうが・殊更下等民中の偉人の

如く威張り散らさないでも良からうと思ふ。僕は或日南京から蹄へる時車中に邦人の四筑

人な見出したので．一種の喜びと慧慕の念から共の人達が中國親察團であると訴ふことが

通繹春の同行に依つて鋼つたので．直に話しかけた所が禄な挨拶もしないのみか蟹に倣慢

の態慶には驚いて後の話が田なかつたのでありますo勿論某は菓市長t、か菓市會議員とか

競ふ偉い胸方ではあつたが何に・も中國まで來て吾々同胞にまでかナる偉力7te振りまかない．

でも良かろうと思ふo併・し斯く思つたのは同胞であるから阿でもないが．之れがIP國人で

あつたら大璽ですo斯うし六態度の旋行者は・巾圃に來て貰つてド；支不親善の種撫まいて行

かれる標なものだと謬へます。邦人の倣慢の態度は上海等には履々あると聞くo即ち駄羅

巴留學生の立寄春で．膏輩は此れから欧羅巴に行くのだ上源は共の途中一寸審つてやつた

のだと云ふ態度。併し之も一・つの心理か知らないオ｛鯨り感心し7；ことでないと思ふ。中閣

人の態度人情等葱衰々する前に自省が第一と考へるので蛇に駄言ル添へた課です。御氣に

鯛れアこら御許継願ひますo

・咽巌へ購蝿磐嘩醐く想飢又糊旋慌騨鰭暴・とか・砲鰯燗が
ないとか云ふことな趣見羽肋｛あるが・携は襯肪の彌であつて江漁旅はかSI
ろことな見られないのであり裟す。一昨年から昨年β秋頃に於しナる江漸の交職の鵬倉は大

湖の髄に黙の地域ありしも・・多くはμ輝隊の通路であつたのに過ぎない。從つて通路・

に當つアニ筒所の町民や農民は食掻衣類金贔等の掠…卿こ絶つナこ者もあつたが吾々が内地で想

像する程の事はないo殊に上海や蘇州．南京，杭州等では外國人などは特に心配はないも

叫あ・聴す。一牌の囎のミきにこ轍瀟が制鮒。聯購㊧淵各・噛つた所
・・t｛i　tま騨帥州難難で孝局げ鰯の撫観綜と云ふ畔到1（iAcPt）轍脳ず

二人位の軍人が乗つて居つて検札のと遺は車掌と一所に廻つて來る．又南京．杭州ρ榛に

鰍府の所在地は下車するときには必備4勿の内秘取嘲べるごとになつて居る。之1・・

と云っても普通の振行者等であつナこら少しの心配もない。殊に南京の如砦は名荊奄置1ぜ1ゴ

大低は構物の検査は災わます。當地覗察の族行春が飴り良く日本語か解しない通羅な同俘

して之等の事柄撫目撃する2琶は何となく怖しい感がするけれど㍍．少な慣れて來れば何

んとも思はなくなりますo償地幌察潜の多くは南凍に一日．蘇州に一日．杭州にり．日と云

ふ襟に走馬燈の如く廻つて歩く鵬合には唯’怖しいと嵩ふ感じな持つtごけで少し1も其薩情か

了解し得ないものと思ふ。併も北方の物騒な事情な見て支那全土は斯くあるべしと思考さ．．
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れるのは非常な問違ひであります。・咽は大陸だけあつてX：の殊齢よ實に千ee万別であつ㌔

て日本に於ける櫃態から之な推察することは非常な絹蓮か銀すものでありますo菓氏の豫

想にょると刺颯には近き將來に於て一大戦争が趨るであらうと衰はれますが・例令興んな

職鍛が開始される．に歪つすことしてもさほど怖しいものではないo嫁に外國人等に至つては

一m安全なものでありまナo・

　斯様臣叫・國とitt’＄，てもnvしで不安の卵でかりではないのでありますから・薦に巾國磯

解し翼に巾國な研究し檬と糞ふ様な士はどしどし安心して旅華ぜ・られんことな切望するの

でありますo

　　　　　　　　　　　　　　　A
　吹ぎに江漸地方は吾々の職務止から見て如何なるものかと宏ふに．恐らく現在に於ける

中國め獄業の中心であIJ．叉興の慧藁の開骸に努力tfんとしつNあろ代表的携所と思へま

す。從りで將來εも同様で今後の獲展は粗等見るべきものであらうと考へますo彼の中國

合衆獄桑吹良曾がありますo沓蜜業畢校は巾等學校より大畢に至るまで人低獄桑系なる部

門ありて之れが鰍の向上姻つて贋るばかりでな槻在養馳1喉の指Ptの任に女子が

常り．尚盆i々其養成に盤力eんとするo江蘇の地は近き將來必すや相當の機蓮怨看ること

』思ふ6爾！當地一帯は山東地方などSは痙ひ土地に於ても農家の難態から見ても又人情

欧攣上より見（も實に有望たるべきものでありますo満州の養慧は湯川氏の熱心なる研究

と調査に依り既に共の有望なるこピ尊爽表認知ぜられて居りますo敬に満州養颪の開駿・に

努力tfらるsと同時に江漸鎧綜業の研究な進め將來内地の製継原料繭の輸入な確立ttんと

すろことに賢明なる諸彦の御膿奮奄所る次第であります。

艦一寸驕ながら付け加へて融たいのは．彼の三舶姻＋日の定まりきつた肝

の宮費閏張で．併も大陸縦走的醜察は唯軍に皮相の槻察に過ぎすo一種の槻光旋行と思ひ

ま垢從つ礪門向獺察調査なごをま思ひも寄らぬPtで。殊に欄頒1く確實の調査醜い

「叉奥に奥ある瓶顛に於て7eやではありますまいか。希はくはある塊方准定め或は一一rp　Vk　ij

蜘帳日森副総確的の留學確みたいものでth・Vます。騰瓢究の爲鋼學
ささる卑者は皆米。英．1・di・．佛．伊OPへ行か演しま「ふ。勿論科墨の研究又は博士言敏

の魏噂傾嚇之適肋・と云ふべきも邸躰灘・伽將來のMgt’i・t・んと欲す

・な、ら博叫泓からの灘關係・鱒生が酬咄さる’舶二鰹一人帳軟
一一一i lでも良い此支那1’C　asて御調査され國家將雍の計劃な樹立ぜられんこと怨望むのであり

ます。

《　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　因みに江漸地方への族盤な記して御参考に供し7：いと思ひ雲すo江漸地方に乗り込むに

1畑支聯絡fiRに依つて先づ上海へ上陸するρが最も便利であVE±。今上田力・らの同子と

族農の概算為記して見標ε思ひますo

　東京経由のことS致しますo（名古羅へ中央線で餌るのが順序でありまナが東京秘中央、
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　とする意昧で）

　　　上田臓　　第一日午前十時域は午後一一一HS頃の上り列車

　　　東京騨着　第一日牛後五時或は全八時頃

　　　東京縢骸　第一日午後七時或は全パ，時牛贋

　　　（憩戸より乗船の携合は紳戸行にて午後七時頃の汽車にて三ノ宮騨に下車長崎乗船

　　　　の場合は午後七時以降八時牛頃迄の下關行急彿硬）

　　瀞戸乗船の膓合

　　　三ノ宮着　第二日目午前九時頃から十時頃

　　　榊戸贋（鷲）第ご目目午前十一時…ぐ四口目毎に長崎丸ε上海丸とカ｛交互に田帆して居

　　　　　　　　ります）

　　長崎着　　第三日目午前八噂より十∴時頃迄

　長崎乗船の場合

　　下關蒲　　第二N目午後十時頃

　　下關盟　　第二同目全　　刻

　　門訂著　　第二日日下閥襲後十SCk分

　　門司蛋　　第ご日目午険十一・時a・ltM（長崎慮行♪　　　　　　　　　　　　　・

　　長晦著　　第三日日午前七時から八時頃

　　長崎出帆　第三日目午後一時（大低正規の時鮒に萬畿す併し荷物の都合辮蜜の都合

1　　　．　　等で少R早目に行くことがよい）

　　上海着　　第四目目午後二時贋から午後四時頃まで但上濾藩の晦刻は内地め．峙劾よ

　　　　　　　り一時間邊れます

　即ち上Nlよリ上海まで丸三日で到着致Lますo之は帥戸よリ乗船ずるも長崎よη渠船す

るも同様でありますo　（内地汽寧の職着時刻な何時頃亡したのは最近の改毘の時刻が鋼ら

ない爲め）

料　金　（一一）　（示申戸梁船）

　　自上田　至三ノ宮（東京組由）　三等七圓五九内外　二等一五圓一八内外

　　自榊戸　逡上漁　（船）　　　三等二三圓　　一・等C七八圓

　　　　　　　　　　　（ご1等はない一箪Cが之に相欝す禽齢難にはB．Aあ湖）

　　計　　　　蕊等料金三十圓五十九鏡内外

　　　　　　　二等料金九十三阿士八鏡内外

　　　（二）　（侵崎より乗i船）

　　自上田　軍畏崎（東京樫由）三嬢十二圓内外　嘉等二十四圓内外

　　自長崎　至上海　（船）　’竃難十八圓　一等σ四十五闘

　　計　　　　蕊等料金　三十圓内外

　　　　　　　こご等料金　六十九圓1内外
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　以上の他汽軍の急行券三等一圓乃至一圃二十五鐘．二鰹二圓乃至ご圓五十畿．二等疲盗

な取れば三圓乃璽四圓五十鏡並に謎食代々要するのであり塞す。船に剰㍗ば食費は賃銀に

入つくゐるから必嬰はありまdん。倫汽寧即のボーイのチップ約一圓謡皆中のチツプ三等

ならご劇内外．一等Gであつたら三圓から五圓位なi要しますo

　荊物纏は東京で漣絡切符（汽車船）旭箪へげ日本郵船會拙の方で上海まで世話なしに蓮ん

でくnvる．tSiraの揚合であつたらtlEliEiなV　S4は長1瞬で手荷物ε．して蓮び其騨ζ大ggwa行

案内人が居るから其者に托して船への積込みなやら也わば良い．料金は荷物が三個内外で

あつたら一圓か一圓五十銭位ですo

上海燃螺工鰍友整出懸馳・・最腋利です・若・脚のない辱昏樗船のボー

イに謡して譲舘のボーイに頼んで貰つた方がよい．そうすると下船後直に穐關に於て荷物

の検査な致し族館に或は知入の宿に黄包車（入力庫）汽車く薗動車）馬車などで行けばよいの

ですo

　　　　　江1折の汽車の便

　　上海南京間
　上海北鼓（北騒）から南京直麺列車は日に六回宛午繭七時3り午俵十一時三土分富て螢車

して居・りますo時間は七時問内外でありますo其の料金に一等九弗ご十仙．二等四弗六十

仙m三等二弗三十仙で吾々は大低二等な利用’して居ります0

　此の鐵道の沿線は郎あ江蘇省の鑑業地帯であつて上海より火車（汽車）にて二時閲にして

蘇州．三時間にして無錫．四時間にしで常州．丑六時間にしτ鎭江等があり就中無錫と常

州との間が養慧が最も峰んな所でめり裳すo又無錫には巾國人吟みの経螢する紡績工揚等

ありo之の地はね二漸地方の一一っの工揚地轡とも稀すべき所でありますo

　　上悔炮聖灘（呉瀬，問　　　　噛　　　　　　．　　　、・　　・　　　　．　　　1

　上海北靖より午前六時四十五分より午後十一時四十分ま．での間に於て一日に十一回往復

して居ります。此の問の距離は繰めて近く僅か三十五分聞位で上海から炮嚢溝まで行きま

す。此の地方は鍛業上には絡別親るべきものも無い。只呉湘工楊子江にのぞむ一小港であ

りますo

　　上海杭州間
　上梅北鼓及上海南砧より航州迄一日に午前八時五分より午後六時三十分蜜での間に五回

襲車しで履りまして、典の時間は四。五時開な翼し裳すα料金は一等四弗九十仙．二等二弗

九十五仙．三等一弗七十五仙でありますO

　此の鐵道は江蘇省から漸江省へ通じて居るもので其の滑線中穰鎌業に關係多い地方は嘉

興長安杭州等で之等の地方は最も吉くカ・ら養獄ρ行はれたffi・Z’あつて殊に枷・1憾准には1中

々有名な所が多いo帥ち鹸杭驚由薪昌譜橿i等であり窪すo

　漸江省は江蘇省と其趣きが蓮ひ丁慶日本の醤幕時代の檬な餓囲虫義であつて簸繍業方面

に於ても極めて幼稚なものでre歩の看る可さものは魁・が兎に角四千年の醤き腿史鮪す
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　る癩業地であるから昆非共此の地方の親察は除く黙には行かたいのであります6

　　水　　　　　運

　・噸は一定磁路のなき代りに水浬は實娘磯達Lて屠弦して琳江聾馳方は水蓮

（・c便な禰め各方面に常に多mの1完舩や民船の交通があ臓す。其鍬鐵Ptの便なき所は

此の汽船や民船な利用するのであります。此の船は内地などから見ると實に驚くほど安偵

に雇入れることが出來るものであ臓す。締々大きな町と町との問は大低定期の灘皆灘

　つて居つて此れは盤り美しいものではないが・まあ我慢出來るものでありますo　　　・

　　宿　　泊　　料

　購蘇1楠購kは純畔式の宿屋があ朕枷ト1に瞭鄭良舘と蹴て躰語の賜ボ
ーイ耀欧鵬宿屋があ魔ず。そこで之等の族館の宿料は割合に融・上海の一一等me館

では一泊五弗から＋五弗で先づ吾々嚇で1瓢り附の所で我慢致します。＃Ptでも上海の

囎は設備も神し水vaはあるレ釧勿も上等で五獅・矧で騰蜘’様嫌批な
　いが日本人の齢り居らない南京蘇州等は此れに反してゆ々高上りになつて屠ります。其れ

　でも五．六弗つたら泊れます。當地の族舘は茶代は内地の様に餓り置かない興の代り雇人
への’

G耐蟷支携はねになり馳ん。上融どでは鱗よ幌の上で疲られる様に日本

旅舘縮るもよいが謙で嗣る様喩るか又1樋縄で胴件して駒学・ら支那式騨

縮肪鞍捌で側氣樂であ轄す。蓋酬・献・棚樽で一等族舘で融の所で一
as－一室の室代姻，五圓も出ぜば立灘室秘專有することが出來るが翻の揚合であつた

　ら一夜一室一圓から一圓五十銭位で充分てあります。之は食物が付きまゼんから他で支那

料理で喰べて來る力双は宿に取り寄rfて食べるのであります。支那料理なら一食五＋鏡

　も出ぜば大概良い洋食で一人前五十仙から一圓位で充分でありますoかSる支那族鎮では

茶代やポチの心配は全々ないo只ボーイ1”g　：．十仙か三十仙もやれば充分で蛮に黛樂に宿ゐ

　こどが出來ますo

　若し永くある地方に住む携合であつたら之叉非常に安便に佐むことがμ糊ξます。私は只

今學校に宿泊して居りますが一人で住むには充分の窒存猫占し朝夕の室の掃除．溌面湯。

　飲湯．洗濯物弊総て藁梗の小偉がやつて呉れ・ますoそうして此等の人には一ケ月一弗内外

　もやれば良いし．食費は一ケ月1iEZYII内タトですみますo　W由ケ月五弗内外の食費でも鵠肉も牛

肉も卵．も魚も付いて滋養分は完分癖取することが出來ますo上田のWhケ月二十五圓内外の

下宿屋の食物よりは蓬かに優良と凪ひます。其れ散少し腰な押し付けて研究調査でも仕様

　と思つt；らこうしれ生活奄やれば趣めて安償に過すことが禺坐ますe一年や二年位居つて

調査するなら差程の大金もi要しないで出凍まずo・

　當地方より他の方面に族行する揚合には趣めて便利でありますo即ち湖北四川省方面に

行くには上海鎭江南京等から購穿汽船の船が隔田位に猷て艦ります。叉潴南天津北京方面

　へは南京Sり浦口へと揚子江を波つて之より餓道が通じて屠り窪すo術管嶋方両へであつ

　すこなら上海より一週問に二回位汽儲が通つて居ります。3く南方方両へこ志ぜば上海より杭
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州贋東へと舶で行くこと添出來ますo

　兎に角當地方は至極便利な良い所であり霧すからo何卒御揖華秘願ひますo

◇・ポストンから

八　　木　　誠　　政

　日本．から丁慶地球の向ふ側である潔ストン迄來ましす：。今之れ私書く時貴方方は岸から

ひよつくり趨飾朝て’t±う。何時も称ま日本Pt思ふ度にそちらの時間な頭に浮ぺますe’そ

のつもりではないのだが必ず日本の人kの生活が恩ひに俘んで來ます『妙なもので矢張り

日本が大墜小さく感じられます。何慮にゐても親界は同ご程度なのでぜうが。どうしても

小さく海の向ふ噂んでゐる島に見舷す。この感じは誰獣ふ事でぜう・そ界鈴救

治氏が云つ1二言葉の一つ『猷會圭義春な一度洋行さぜると好い。．そうしたら皆主義が墜る

腱ひない』巌ρた郷憾ひ肌ます・燃聴隷てゐ纏欲きta　eの國畔・
躰ρ土地が不毛に近い様憾ぜら協嚇あ賊す・伽の騨役1：・SZち柵・な暗で

も何とかして日本の燵娩つと良櫟卜・％方法は無いかと考へ加です。私は繍の

學問准知りまGんが日本の人漣もも少し生活と心にゆとりのあるライフを塗れる襟になつ

たら．好いがと思ふのですo

　それで殊勝乍ら狭い土地に生活してゐる人遙に役に立つことなして見たいと心がけてゐ

ますoこ工蓬來る迄に紹て來字こ路は何干哩でぜうo兎に角四経72鹿ρ漫ですo日本からこ

噛鮒の足で歩ん欄離螺に近いと云は＊・・3で崩・大緬・嫡瀕の機鮮運ば

れて來ましたσ廻想すると纏て來た道の乗物が浮んで來ますo

　　　　　　　　　　　……船……　　　1

漱戸内海鰍の小PtH小豆島の寒蘇に行つた時にさへ私は頭痛がして雍て船に脚た

のだなと思つた箏がありますoその時以來舶は大嬢ひでし1：0それにも關らず大準洋な横

噺し檬と醐の程知らすであto・e・自らも思はないで購かつtlのですが・船酪ひの鄭

がある購な聞いて柳・か心強くもあつすこのですo早速東京な立ク臨資坐堂で・y・一・シック・

レメデイと云ふ高い藥麺買つt：のです。Pfitht立つ朝離レて跡・て來て了ひ珈・か器醇が心配

に妙掛り調ふ旅蹴のH・i・t雨で風sへ加Dて來ま・しtl。私の船は21⑨゜Q噸ある米船

でしナこσ大して揺れまいと思つれのは當が外れe聞帆の翌日の夕方からあれて。その夜か

ら頭な上げる購さA幽來ず二時間概きに．ボーミツ〉．’して二書夜な過したのは脚か虚に

して行く欝とは蓉へ天な恨む氣にもなりましデこね。其の間に友人の持って來た一一シ陶ジツ

ク．レメデ礎服肌たのですが桐効めrl｛’nいのです。ε圓8磯の藥蝉ほ水の方湖・

い位でしたbこの藥は服むと照へ充血する蝋分がしますo恐らく貧血継防ぐ融勺の壱ので

Nう。アドミラル．オリmンタル．ラインの船は五艘とも皆岡型で蟹に立眠な船です。審

も蒋も少く．船πとが高く．スムースの時でもローリングなして行9ますσが早いので生綜

の運般なする相ですo年々大攣な鉄損なしてゐる會融であり乍らシヤトル．口本。支郡．
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フイリツtrン間1te　E艘が定期で航行してゐるのは恐らくパツクにある政府の補助が多大な

ものであるKオ購あり飛ん。輝洋瓶路の中之の繍ごけでもUtl：米國に大部鍛鯉れ

て了ひまL71。軍艦の様に厚い船壁あ眺め乍ら意味あり氣なζの鮒の航路な大築洋た考へ

ずには居られないのです。

＋日以上顧肋ぱ渡れぬこの海の偉大さ7ts思ひ．然るが故に口本醐護して呉糠腿

史な思ひ大軍洋こそ・圓本に大箏な興へた城壁である亡有難く思はざる奄得ないのでし

7こ。

maのステワードもボーイも皆…購人です。それ硬な嬬でtsいと測ないが・大して

不便でもなく．彼等も實に良’〈働いでゐました。アメリカ人オ｛大部分でしたが種々な人種

課りて居たのには興昧胡1か馳ました。・イリツL・ン人の青筋雛人ゐましたが・1！d

鱒は綱の人で筋巌鰍殿澱で9－・柵歩んでゐ麟醸椰見舷仕加‘な
かつたのです。亥那の畢生は＋人程ゐました。皆英恥しやぺります。躰の大勒卒業

したものもゐまLたo今でも同じですが船で見た皮那人と日本人との斑別が非常に困難な

事ですo日本にゐる支那人は大概それと1置別が蒲きますがね．今同い・一バ齢ドの道で日

本人らしい二人が話して此方へやつτi來まし7；ので私は注意しで見てゐたら．私と掴建ひ

に向ふ1te向ひたまL行つて了いま「した。私な支那人と思つたのでぜう。新しくその後から

來た日本入らしく小さな二人が．ひ9こ　ひSこ行きました。私は『やあ』とでも茨つて見

檬と思つたのですが．向ふの態度た研鋸して見る積りで．すつか瞬支那人にされましナこo

ffifl9その日の夕同じ駈へ來る大畢の學生に『貴方は何逮の大學かから來含したか』と聞か

れナニのですoこれは正Lく釆園の伺塵の大學から來†：と弐ふ意味ですoそこで僕は『日本

の京都だ』と敦ひ附け加へで僕が寅那人に見えたかε閾いたら．支那人の方に似てゐると

瞥へましたo無理もない話で私も日本人准支那人と間趣へるのですo知つてゐる友人でも

遼くからは明瞭に見えない時．先ず最初支那人が來たなと思ふのです。恐らく日本人と見

蓮えられう日寄人は百人に一へあるか無いかでぜう。船の話が大攣な方向へ行つて了ひま

したo

　　　　　　　　　　……汽　　　　車……

　シヤ1・ルから立つ時赤帽に日本人が一一一・人ゐて大憂便利でしたo初めての汽車族行故多少

不安でし7二が．無事に方向も問違はなかつたのです。日本と違ひ何塵の汽車にも行先が書

いてないので甚だ不便です。一々聞いて確めない芒不安です。時間が來ると汽笛も鳴らさ

ず出る泰は日本で聞いてゐまし7：が．何時の闘にか動いてゐますo御承知でぜうが日本の

嫌に一．二．三等と云ふ物がないので．プ・レマンと・チ・…一　）J　・；・〉・との二階級です。我

々はプルマンの疲i難でしたが切符は瀞ストン迄の．ロツクフエラfの方から貰つてあある

ので一向何程かNるのか知りまぜんでしたσ
　　　ゆ

カスケード山脈にかNると汽車の沿線は皆山火事の跡です。石炭か焚いた頃の名競でtf

うo脅はオ・イ．ルですから煤煙が立ちまtfんし・山火事もなくなつtこのでゼうo
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　箕の代り汽車の窓から叉は展望軍の外で煙輩なふかすことは嚴禁されてゐて・若し之な

犯すと250：JISの罰金臨す鵬示があ舷した。カスケー・ドものキーも碓氷峠の勲ア

プト式の所はなく可成の坂道かあえぎもぜず日牢の憩行列車位の藩さで走つて行くには驚

きましたo

　アメリカミ云ふ國は妙な國で女と男の下イレツ｝な必ず別々の鵬灰に設けてありますが

汽車でも一つの力師毎に前ピ後に丁度十・一一・　一爾穐の如くにメン・ウーメン・と明瞭に夜

は電燈で宇な赤くしてあります。ねぼけてまちがはない機に・そのくぜ甦な歩く時は決し

て爾極に分れて行かないのだから墾なものですoボ師イは皆黒人ですo白い服な着．眞黒

な顔缶七てゐますo煤で汚れる事も無さそうですが朝は顔を洗「つてゐ憲すo汽事のボ「イ

には適人麹所でせうo長く停車する勝では皆外へ下りて散歩しますが，田る漸1にこのボh

イがrオン．ボード』と叫ぶのて’す。それ瀕1何してもrオアーイ』と聞えるので滑稽で噴き

禺しましたo鍍i雀軍は日本の方が氣持が野いと思ひますo汽車の速い事は睡眠を・妨げるの

で『アリス〉クラチツク』な日奉の疲羅は時に好いものだと追想されましアこo

　何れの車にも『アイス．ウオータf・』が備へてあつて飲めるのは日本でも欲1しいと思ひま

す。鐙氣糊ミ常《乾燥しでゐるので水か飲まないと繭氣にな1る一t・t・V’でもあるのでti・i。

何時か大阪の暫養でしたか・一田に水な何の位飲まないと不可と新聞に書いたので皆大分，

水か欽んだので下痢し7iものが多くあつた相ですがゼ恐らく米國での事な鼓つたのでSう

朝日が臓花の原野から不眠勝ちな寧巾の我々な照し・夕日となつて西比利亜の野でも走る

時の様な淑螺の下に没する迄の一日t・e＝度も繰返して走昨らまだ容易に塾きない陸の

綾鹸走る時．ワシン．トン洲・一・・ケの有する不耕の土地が日本の全水晒積ゆヒ敵するとf’

ふ数掌な眺める時・膨大す響ろ米國秘塵置する方法在考へすには居られないのですo米國

の土地こそ地球上入類の『コンモン』な『コロ‘アル』とすべきである様に思はれ嫁す。

　　　　　　　　　　　……電　　　　軍……

　電車質は何所の國も似たもの7ごと患ひましk。シカゴは7セン塾でLナ：X9　・’昌ウヨLク

は8鏡位だと思ひましたが．ボス下ンは1磯です。それでこの市では市街も地下も高架も’

一度10鍍佛ふと何所迄も何度乗り換えてもそれで濟んでゐるρが氣樂で實に妊いと思ひま

す。ほ本と違ひ’　・f’iの開閉は働的ですカ・ら一寸待つてPtt…L・Xふ鐸には行琴まゼん゜閉

づ・・に幽総・ます゜服の一端で弄挾齢ない臆です瀾本で・漉卿す、る・と

1聴らく．騨蘭と、臓と鱗しい御う・　　　　　　　、、
　　　　　　　　、　　一∵爵　動、車吋・・

　大阪へ行かれた方はあの市が『タクシ　－tカー』で如何に便利であるか々御葎じでせうが・

米國はあれと同こか亦はもつと便利であると思ふ。歩いて道の不安な時に，・これで行くに

限りますo安いのも同様『シヤトル』では』レツド1・ツブ』と云ふ會瓶ので占めでゐた≧思ふ

が、『シカゴ』以東・何塵の都會でも『イエローケヤプ』が大部分秘占めてゐるb大會勉の

『タクシー・』で信用も第一ですo我々は大分こわの厄介になりまし．tこo雨が降ると自勤車が
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rワランジ』（韓）1teはいて劃ます。日本の『自動車は泥除と穂するrプラツシユ』り襟な

　物な下げますが．草縫ε蓉つても鎖奄後車にはか也るので濫で滑走ずるのを防ぐ鴬ですo．、

『グレ齢シヤPt　■パーク』で50哩の高原をこの草継なはかぜて走りましtこが．廻輔に從つて

鳴る草趣の音は一種の『リズム、』ななして鎧の袖に醒アこばしる音とでも云へる様な感がし

ましたo移動の辿力は陸の大さに比例すべきものでぜうが。疇に自動車は必需贔でぜうo

rモンタナ測の醗家の散凱てゐ磯リ・陶ρ家へ歩くにも歩けば㈱｛立は掛財同な

所もあり糞したo

鱒難酬勿贈ん蜆弛ん。償力や云つて淋の鱒車頓碓砒例でr・，－S
が買さるのですから亦徽でもあ磁℃’栃。er・・「バード』の學生樋志、ものはブ錦舳

騨です・輝の脚暁双剰捨てNあ狽合は談躰の藤鱒覗る白1韓の
様子と剛です、覗駆も之iv　t“家一1鼓つ・徹も畔捌ます・』’，

　　　　　　　　　　ご……散　　　・歩…・・；

．・・い燥鱒纏・靴t・・L£r・・まt・・所蹴撒歩ナ・者・痂・あ禰・自躰

です・翻・は此の趣囎卿興ん唄藤蜘へ行樋綴卿な藤ト漏魔す。
子供噸の眺入妹禰運・隙嚢嚇して騨ますがrベビー』聯露罐の席一乃柑で
その申に濃て居ま”すo誠に見．も’めビす。t’

び励の碑は以鰍砕r需恥充すに齪痂とは計鋭の燃でig－’Z・’．　＞eんな．

箏顧にも離ま．せん。塘他の購ぐでは禰で職軌起る程の麿様骨オ≒．庇の國の入

・醇獅ガソ．リジ醐水の姐に喪して居魔ナ調彪蝋6轍であ昨ら動つ
けら減天然の勘の搬如何で雌程嚇梅賦とは少しく「不鯉為るカ・・思齢

ます。物質丈明が人類の行（方向を現在の様な有様に導いて來で了いました。習々は生物

の一族としで過宵から將來への『オV’　＝ンテt’・，シヨン』潜考へる時現在とりつN1ある梶がこ

れで野いのか疑ひなき葎得まぜんo㌔　㍗　　層　　　1’　　　　　．1　　・：，

　肖働車の産物として此の國民は糠調予の短いものが好きです。’謹すぎる位御存知の『ジ

ヤズ・ミ』ユージツク’』・が大流行ですo’『カフエー一、工「軸・リア』と鷺ふ所で飯葬食ふと消化が初

まらない内に塾き出じますo吾々はとても翼似が樹來ない擁雛誌の類は冶んどヰウヰクリ

・オ！少く扁調融す。研鱗私の見ろ所では一回の騰で轍する働があろ。WWか「

ら曇つても日本の皐者はかなおないと思ひますd從つて倍用『しても好いものと信用の概け

ないものがあるこ！とは當然ですo「』　　　tti，1t「　　　　’　　　　．．tt’，

　舐乙が強々の方向へfi曲しますが人問が次第に地な離イvて行者震す。今『7オード』では

貞騨よUi　S飛行機の研究に全於滋・でゐる相ですが畷早地上砂く日総絡局に近づ

きつSあると弐ふめでifうo幽　噛　　　　・、1　　　：’・　　1　　　　ジ　　　冒、

　道學渚の雷の檬ですが人類が地な離れる時既に大勢は衰滅に移る鮨であると思はれます

アメリカの家脚小供に鰍車の中力・ら自然硯磁す。從つて日然物に謝する親しみは

薄らんで行く事は當然で從りて人工に成る地．Lの物にのみ親こみ為櫓Lて行く。アメリカ
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の富は土の中から得られたものであるが・アメリカ人には何等の世界的勢術がない．これ

は・この國民の『クηエーチプ」な力に蝕ける所がある旙でtfう。地を離れるに從って如何に

して物がr列ユー下鐘れる力塑見る機會毎央ひます。

　自動事で散歩し．國民が「ジヤズ」の蜘く踊つて生活一して行く・現在のアメリカな眺め・て日

本にも心強・い所か・あると思ひ・ました‘o

　　　　　　　　　　　……アメリカインヂアン……

　グレシヤー，パーグ．ホテルでインヂァンの踊りな見ましたo只足の膝な片方ヒヨコヒ

ヨコ折り曲げ乍ら，輪を作つて大人も女も子供もぐる1ぐる廻るのぜす。緬めて畢純なもの

です。然し乍ら．・の鰍ふ蜘翻が日本入の喉から1・Li　6もの蔽つく11」で然も抑揚は’

まるで日本の「キヤIJ」と盆踊りの歌と天王様の御輿の諸姻合したものに極めて類似し

てゐま「「o太鼓海叩き乍らヒヨコヒゴコ踊つてゐる群な遙かな椅子から聞きつs人種の

興亡を考へて感慨無鍛でしナこ。由人が多勢圃んぞ見て居ましたが・拍手の音は嘲笑とよ、り

外聞えまぜんで乙た6彼等は吾々には親しみ爾ある顔ですo上田漫りの小さな子供の一人

が踊り踊る足附匙何懸か…蝉卜ζな・）て了つてその鵬蜷けまし字こdis・日本のiイ晦思

ひ，果てN行く人癒の影は何塵にも同じあるものがある、ミ感じま．し索o「

　人類學的な見地で見ると．インヂァンは支那の中部の人淫に似〈居り．最近見な難誌で

「ハドリツカふ氏に依ると・支那の同地方から数回に亘りべ一リセグ海な経て、ζの地に「マ

イグレ畠〉」したものであるとの訟ですoイ．ンヂァソにも地方に依り隔別的な漏礪愚撞つ

　　　　　　　　して居サ震すo、私はアメi）カへ來る捻巾からこちらへ來て人種の研究なしく見度くな1）ま・し

たo興亡の生物學的研究です01轟とは少し興ひ過馨てこ．まり・ますがQ

　　　　　　　　　　　輔・鱒・昌・　　ク“　　ロ…　一

　ついでに黒人の蔦とな・一寸書きます6無人な見て考へることは皮騰のか・ぐ迄黒くな．つ潅

外園の影響ですo私はこうしても日光の直射が趣に黒人花作つたと添ふ睨懸儀じ樽融ぜん

ifL；一一一個の想像ですが人類も他め勧物に見る様に黒化現象（メラニブムうと白イヒ現象（アル

ピ昌メム）と濾纏て珊鋤物であ’ると思ふのでず。勿論黄色が元であ宕のです。描は突然

攣異の結果であると思ひますo・日本人の巾に魅時にシロ1ツ＝・があり寮ずが由人の如ぐ瑞も

黄白です。近眼が多いと云ふのですが此れは光彩の關係ではないでぜうthir．一一白人は日光准

非常に娠い雲すo私もこれで閉口してゐ蕊すo碧眼は黒眼よりも紫外線癒通じ裳Sんがし

ら愚論准・して央禮o兎に昌グロと同じのがキヤツスル教授の飼育しでる品種の中にゐます

一eが縮れ蜥面が圃様で黒いのです。

　フヲソクリンの奴隷解放は偉大な仕事でしt；。現今のアメ助花見る必智々には蹴勲

うもない感情も心のすみにありますoシカゴのある匠域は黒人ばかり1で市撫心歩るいでき

黒人が何L・N”　・・セソ下がは漉つて房り1ますo何塵へ行つても．間様です敵輪的．には同樺ぞすカ｛

歴搬れてゐるので主謄の人物にはなれまrtん。此の國の入聯嫡と黒とカ・ら威立つて居

ることはやがて此の士地が世界の共同殖民地となるべき暗示であるが如，く見へて實に痛快
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一｝
ですo白鼎のクロスワー／ドは一噂日本で流行して・もう・すたれました。此の國の新聞には

蜘揖て脚ます。，恰も来國が此の・・ズ’吻鰐捧吾々にうつたへるが攻鼠恐らく永久な

　パプルでぜうo　’

　黒人の嫌人が白人と同じ服装かしてゐるのも滑稽です。私等なら憂然攣るでtt　6。併か

し輔り白くなVたv・・OPでrtうe醐茄つIJrゐる女があるのには何とtl’　Xひやうth｛あり

　まぜんo

　　　　　　　　　　　……ユウUジアン……

　ユウレジァンとは来國人の衰ふ口本での「合の子」のことですoユウロープSエジァとの

緒合でEuraS！anと書きます。合の子は日本でもある感じで賊別されてゐて實’に無の毒で

すが．・ちらへ＊て胴様です。、n・t’7・ジァンの方がスエ炉トのものが多畔アメリカン

ほ敦って居ります。やはり結婚難は同楼ですo恐らく斯る感情ぱ合の子εノーマルとの比

伽鋤で醐。若しも此れが一と一になつてはつナ・ら卿洞じでは捌総んカ・稀で

’あるが故に嫌ふのでd『か・地球上の人類が混血しない以上感情fF）コンフリクシヨンは絶

　へますまいo　（以上十日夜十二時）

　　　　　　　　　　　…一敏　　　　圭受…∵　．

　私に申すまでもなく日本で数脊され・ことに私等の大學の先生達が可成．りの年齢であら

れ轍か大學の粧に蹴づe　－ajte　a」．・或るものがあokやうκ記憶して居り罫。教室では

勿論ですが先坐の室馨へ入るこき爆先づノツクする崩に既に心に緊張な感じれものですo

雌の國では大鯛本とは郷・柄です。米國馳の先生に謝する鞭鷹るて’友人力沙

しの蝿幽する位のやうに見へます・EXつZNして敬勲以つて接し79いのではなく

触には非常轍窟側つてるやうです。躰のや5rL「オジギ」の形か存在しな磁です

か融には外形上禮儀礎が姐見えるに過ぎないので一tS　5。・“うも「オジギ」と云ふ形式

は燗碑屈にする欄があtJはしなv・カ・と思齢ます。「オジギ」の制に言葉の挨擬

　互に交す方が心も明るく開けるやうでいL氣持ですo日本なら戸2te開けて入るなり。頭tte

　ヒヨツコリ下げればそわですむのですが・其れな假りにやらす言葉ナごけですますと考えて

　見て下まい。ずいぶんいL氣持ではありまぜんか。言葉で現はすとなると色々追力ロも繊來

　て親しゐが層してゆ琶ます。

　握手は日本では籐りやらないやうに思ひますが・又やつでも見て居て攣に見へろことも

　ないでもあIJまぜんけれε’組封的な立瘍から雌の形式な考へるとき悪くないと思ひます。

　ミネソタ大脳でライレ鱒数授な訪ね敦とを丁度同氏は暑中休暇明けの第一一同で始めて大學

　へ出て來られた日でtた．廊下の向ふに小使が現れアニとき・わぎわざ此方から十数間歩い

　て行つて握手なして夏休の様子な如何にも友人のやうに話してなられましたが・蝦に蕪し

　く見へました。ライレイ氏は非常な人格の高い先生であるこミは既にコーネル大學に窃ら

　れた頃からの評判ですが・目のあt；りに小使とねんごろに握手をしてをられる光景々眺め

鰍は異様に感じました。ライ・イ先生tま友人中卿眼びハルの馴弔で吾々にも大攣
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によく案内なして下されました。一蜘ζ撃佼の先止建は日本の‘c　5に高い所にゐないやう

です。それでゐて師弟の關係は圓満です．形式上の聡敬が見えないけれざも翼實に敬意す

べき知能な持つてゐる先生に蜀しては心からの畏敬はある筈てすo日本でも此オしは同様に

存在してゐると思ひますo

　カレツヂともなオしば敏授の畢力にも翼の先輩たる佼置な保詮すべきものでぜうo日本で

は位置の力が纏勘ものであるやうに克える所もないStx・へない織です。此の惰性にも

國2bして恐るべき方向に進める元でぜうがp大小にか」はらず此の脅慣は一刻も早く改め

たいものですo

　　　　　　　’　　・・；…訪ド　’問・・乙…　　　　　　　　　馬

’親しくなる途上に，ある入々海髄問したとをは其の象1ヒつく’と魅暗談笑の後告つと家ゐ

昏室姻分で案pm・tて見ぜてく縁す。こ乖陥刺婿るとき西村併作Nから階・て刷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　ましたが・勝手から便所がらダブ・レベツ1・のある所まですつかり見ぜて貰ふと其の人のラ

イフと性格撫可成詑確k併かも俄につかむことが出家て害給よく・’且つ親しみから雷つて

も罪常であることはいふ必要もないことですo吾々も此のカスbムはいエこと」思ひます

少くとも友人間には此め位のことはあつでい’Sでゼうo一昨夜もある人の所ヘミーチング

に行きましたが．其のと垂ぼ外からも令嬢が二人加はり皆で十一人の犬家族となり嘘した

先づ息『Fさん土入で兄はヴアイ赤リンな引き・弟ぱピアノな伴奏してきかぜてくれました

が，實に天澹の一海灘ζア洞・一ム癒感じました。泄墾隙こはオーブンであ裾畑本と騎

分異つでゐる様で）6これも私として學び慶いと思つて居’ります6』

　　　　　　　㌧／t．1’　　　　t／　！一／t．『　　以　　・　1上1　；1　・，

　　　　　　　1　　『1　「　　　「1，　　に　’　　　『・　・　　　　　　”1　　・　・／／1

　　’へ～｝・一’▽・「’「一’へ～馬ヘベv『’馬’1〔…P』『へ（㌦へtt－”〔㌔’v閲‘、へ‘Av’）t’”“∵へ西rヒ層～…”rt）’JT　r

　　t’／F．　1π　　　　▼唱　’　”t・・，　　li　　　、・vT∵　’・「・，層　・’厄　「・　’L」t」」

’　　・　1「1・料』　　　、1　　尋∫　　　・　1　・　　　　　　、　　「、　、　．」　1い・　「「噛1，　1層1”　　1　　・


