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榊通力の膳用によりて 難病者の治療に従事す

亀

東京市小石川硬大塚町七十番地

岡本心霊含

F

刀っア

顧問文畢博士稀来友吉

武内天員氏は多年の修養に依り刺通力の澗奥を極めたる人なり︒透脱︑念篇︑念動
念縛等に徹底して共に天下無比と稲すべし︒今や氏は是れより州かんとする心露連
動の第一歩として︑其の刺通力の雁用に依りて難病満の治療に従事す︒予は物質思想
の弊に悩める現代に封して︑氏の如き稀代の露能満を紹介するを光柴とす︒

含長露能者武内天量
紹介之鮮

電話番町六○八四
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入含者匿告
札幌医北三陳西七丁目一
横須登市逸見一︑九三一

麹町匠隼町七︑田島方
静岡牌安部郡豊田村小鹿
山形賎酒田町山淑小路二
同牒同町桶屋町一

群馬螺吾妻郡中之瞭町

麹町匡元園町ニノ九

栃木鵬上都賀郡東大薦村

千葉螺海上郡瀧郷村松谷

同蛎同郡同町

P

！

も︑写生凸可４−

紹介者
山田幸太郎君

三宅勝武君︐

同人

大久保徳治郎君

木内循市郎君

自身申出

木内瑛一君

朽木鎌次郎君

後藤畦三君

伊藤長之助君

山形鵬東田川郡藤島村大川渡成津玄吉君佐藤勝太郎君

林哲君〃同人︾

小川塞之輔君菅治兵術君

熊本腰鹿本郡植木町一ノー○九田添繁記君圭隅木辰五郎君

千葉鵬匝瑳郡椿海村春海

同蛎同郡椿海村上谷中

千葉鵬君津郡青堀村西川

菅津庚三郎君渡遥寅治郎君

下田義憲君中島喜一君

小石川匠高田老松迩一元石原勘一郎君原忠篤君

同螺香取郡府馬村府馬

同人

鈴木重成君大原哲滞君一

同蛎同郡同村
長健岡
赤塚
君人
同 ︾一
牛込厘振寺町四三

深川厘西平井町二○

鹿鬼島市外紙屋ケ谷

大連市近江町Ｂ厘二ノー○

佐波古直隆君

高木八太郎君

橋本好三君
新納時哉君 牧野篤好君
伊東卒八君 大原哲治君
山田通龍君 高橋徳君

本郷匠菊坂町三一︑大塚方

宇都宮市小幡町二ノー四

京都府何鹿郡物部村物部

日向職三君

内田勝蔵君

梅桓虎治郎君

霧藤貢君

今田秀男君

府下新宿騨識這院一鏡官舎
伊豆閲大島波浮港

菅治兵備君
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山本耕太君
杉山幸作君

寓底即吟ＥＯ誤︲︲１ゲー■Ｌ■■︑■Ｉい︐脈Ⅳ■ｒｒ︲Ｉｌｌｌｌｑ︲卜

千葉暇匝瑳郡祷海村春海

−ｆＥ■１日い﹄聖笥

中松完一君

丙ＮＦ卜１１︲ｌ︲１０１ｒｌｐ■

尾世川吉二郎君

古瀬成信君同 人
︲

波木金太郎君

蟻川潔君 井上重徳君
河野仁君 同 人

津田辰造君 榎本繁君
三輪直揃君 橘本孫一郎君
藤津キン君 荻野貞君
士門元作君

中村吉築門君

寛舜亮君

入倉者
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島根螺八束郡秋鹿村岡本
同腰同郡同村畢校内
府下北品川町本宿四五
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弘道二月瀧︵第二百八十七雛︶目次

論説愚：

図民思想の経緯：；⁝⁝：：：：⁝：：：：：：⁝⁝曾長伯爵徳川達孝︵二︶
匿義の教育を研究せト手：：⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：趣雲癖華加藤弘之︵六︶

員を求めて：：：：⁝：：：：：：：：：：：：：評議員文筆博士幅来友吉︵七︶

国民道徳の基本観念：⁝⁝：：：：：：！：：⁝⁝：海軍少蒋佐藤蹴太郎二三

談叢

枯鍬時弊放談︵上︶：：：⁝：：ｉ⁝：⁝；⁝：：：：⁝講師足立栗園︵二○︶

子︵三三︶

子︵三二

↓十︵二八︶

時言：：：：：：：：．；：⁝：：：⁝：：．：：⁝・⁝⁝：：：：．⁝：：︵一面︶

政貞 絢

口日露の親善口道徳︑教育曾の官僚化を排す嵩木斐０口宰相大隈伯の遭難儒本臥悲

井具橋

家庭

評議員
女子教育の障擬物⁝：：⁝⁝：：：：⁝：⁝！；束哀女
尚子
等部童
校長

一家の健全不健全と画家：．ｌ：⁝：：：．：：：塞鱈郷樗蝦雲

生徒に質間せる二ヶ像⁝⁝：：！：⁝：⁝：唾一為鶏畿鶏

臼小棚
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夫婦の開係は人倫の大本
讃三島先生之碩表感想・
露徳護展主義⁝：⁝：⁝
雑記帳⁝：⁝⁝：：：：：：

太陽暦励行の必要⁝：⁝

詞華⁝⁝

●

尾花淵

二季

ニ

』

ヱ

員前野長治︵三八︶

貝

Ｇ■●■■︒一色﹄号■ず●■ロ車■■︑■●申唾■●凸■ｂ●Ｐ■●□︒●砧■寺◆●ｅｂ■⑪Ｆの●色■■己■●■■■●由■●むら凸甲■の■■旬日︒

ノ、

−

１１１１︲ｌ

東陽四支曾聯合倉報告○束大戸支曾報告○小田原支曾報告
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支曾報告：⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：︵六九︶

花井副議長鮮表聡許○副議長任命○露圃皇帝御名代 宮御入京○御講書始○宮中歌御曾始○露風雨
陛下へ御贈品○支那帝政延期通告○羅柳博士承諾○ 溢宮初御参内○乃木記念館○大正四年重要貿
易品内容○工場法施行期○工場監督官新設
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︵五八︶

︵五六︶

︵五○︶

貝品田俊平︵四三
員田中玲瀧面三︶
員村上毒夫画六︶

員岡崎三事画ご
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自然の理法○門松に就て
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間二於一プ本曾ガ責施シ︑且責行チ期セル事業ノ大要チ翠グレバ部ナ左ノ如シ・

我日本弘道曾ハ︑故文肇博士 西村茂樹先生ノ創設以来へ蒋二四十年二垂ントス
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国国
運運
ノノ
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副
上
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⑫弘道曾館建設費井基本金寄附募集趣意書
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ー弘道曾館ノ新設

用途ノ梗概

︵イ︶本書事務所二充ツルコト
︵ハ︶圏書龍ヲ設ケ風教墨闘スル園書ノ閲賓ラナサシムルコト一軍一潅識譲誰鑑霊率雲塞謹擁幅率砕．恥

︵卜︶道徳的活動蔦員及幻燈ノ倉場二充ツルコト

︵ホ︶道徳倶楽部ヲ設クルコト︵へ︶適営ノ藷書墨使用予許スコト

以上諸事業ノ内︑殊二三︶︵ホ︶ノ如キハ︑全圃二於テ未ダ之ガ設備ノ見ルベキモノアル
チ聞カズ︑而カモ固ヨリ時代必須ノ要求タヲズンパァヲズ︑サレパ弘道曾館建設ノ事
ハ︑菅二本曾溌展ノ必要僚件タルノミナヲズ︑方渉一二世ノ要求タルチ疑ハズ︑鼓二
本曾ハ︑匿ク天下同志諸賢ノ賛雲チ得テ︑上陳セ処諸般事業ノ完成チ期センガ篤〆︑
左記ノ金額チ募集ス・

己金 臓 拾 撫 月

金五寓園弘道曾館建設弁設備費
金拾五寓目本曾基本金
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日本弘道曾基本金
蚊弘道曾館建設費

一金 萱 寓 圃
一金 六 千 圃
一金 六 千 回
一金載千目

一金萱千五百目
一金萱千四百回
一金 萱 千 圃
一金豊千圃
一金萱千同
一金萱千同
一金八百圃

一金六百五拾園
一金五百圃
一金五百同
一金参百六拾同
一金参百園

1

一金甑百圃
一金載百回
一金武百同

一金載百同

一金武百回

一金参百目
一金或百五拾圃
一金試百五拾回
一金或百五拾園
一金載百五拾鳳
一金武百圃
一金謙百同
一金議百園
一金議百目
一金議百圃
一金議百目
一金武百同
一金議百回
一金載百圃
一金載百回
一金気百園

一金参百圃

一金参百園

一金参百圃
一金参百圃

附者 芳名

松卒直亮君
松李充子君
徳川達孝君
徳川知子君
堀田正憧君
堀田和子君
壁智庄平君
凌智太郎君
子爵 大 給 近 孝 君
同夫人 大 給 来 子 君
茂木納衛君
茂木七郎右衛門君
本多康虎君
子爵

中篠精一郎君
中篠霞江子君

三輪田真佐子君

繁田満義君
繁田武平君
佐藤信古君

三輪田元道君
茂木佐卒次君

男爵辻 新 次 君
横河下枝子君
無名子君

子爵 牧 野 貞 寧 君
棚橋絢子君
卒塚碓嶋君

高梨兵左衛門君

石川小一郎君

1

一銭︾函鯛
一金参百圃
一金参百同

鶏潔:寄

｜
,
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1

小林正策君
松卒八百子君
村井孝子君

１ １ ｉ︲Ｉ

子爵夫人

村井うの子君
山田認太郎君

山田醇君

茂木七左衛門君

阿部優子君
小川直子君
丈肇博士 編 来 友 吉 君
跡見玉枝子君
桧垣直右君
津田彦十郎君
小貝貞子君
嘉慌孝子君
吾妻親子君
内田遊歌子君
臼井政子君
足立栗園君
圃府種徳君
内田周李君
鏑木乙葉子君
小林寛治君
渡遥武助君
渡遥庄三郎君
山岡米華君
山岡源子君

西村千賀子君

工藤一記君
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一金萱百目
一金萱百園

同同同圃圃圃園圃圃圃圃圃圃圃圃圃厨目五 園圃園圃圃圃園圃

金金余今金金金金金金金金金金金金金金金 金 金 金 金 金 金 金 金
盃諒玉五読五諏蒜五五五百五五万五五五七 萱萱萱萱萱萱萱萱
拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾 百 百 百 百 百 百 百 百
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公爵母堂毛利安

本間和
石川二三
内田勝
茂木房五
秋田洪
高木八大
橋本元
尾花温
小林道
服部耕
田中

上野山六
原
忠

I

I
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小瀬村躯三君
山下手兵衛君
船津愛之助君

井上頼周君
依田雄甫君

土屋弘君

山田値太郎君
雨森辰太郎君

江卒林作君

中野米減君
荒
木豊君

村井勇吉君
寺田新一郎君
奈良松義君

渡遥寅次郎君
郡井勇次郎君
草間幸三郎君
吉川留五郎君

渡遥操君

村上辰午郎君

祇住九識君
子爵堀田正路君
小原八十吉君
男爵清水資治君

岩淵醤君

中野長兵衛君

榊戸澄子君

肺戸寅次郎君

ｌｌ茂木啓三郎君

I

二見懇三君
内田百造君

一

宇

一

一金萱百目
一金萱百圃
一金萱百圃
一金萱百圃
一金萱百同
一金萱百園
一金萱百同
一金萱百鳳
一金萱百圃
一金萱百圃
一金萱百園
一一 銭 霊 函 鯛

香村倉
小谷茂
名倉謙
早川政
安井
・山口
鈴木雨
演田園
増田八重
風富朔
深作安
矢田部藤
早川貞
丈畢博士三島
三島
峰間信
字野哲

一

一

一

一

一

一

一

一

二金萱百同
一金萱百目
一金萱百圃
一金萱百園
一金萱百回
一金萱百回
一金萱百園
一金萱百目
一金萱百園
一金萱百回
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人吉復毅水吉丈朗子松漢亮泉慶蔵貴子篤郎久石彦子治郎範郎造造一子
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金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金
参参五五五五五萱萱萱萱萱登載載載参五式五五五五
拾拾拾拾拾拾拾百百百百百百百百百百百千拾拾拾拾
一金参拾園
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回園目圃圃園圃園園圃圃圃圃圃圃園圃目眉I圃圃圃圃
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辻 村 常 助 君 一金拾園東京 鈴木笥Ｉ荊謝
辻村泰兄君 一 金 拾 同 同
寺田保子君
男爵前田直行君 一金議百園同文皐博士 井上哲次郎君
金五拾園滋賀蝶 高井作右衛門君
細田謙蔵君 一
一金参拾園東京子爵 増 山 正 治 君
侯爵鍋島直大君 一
金萱百回大阪 山 太 一 君
中
同夫人鍋島柴子君 一
金
拾
目
東
京
源田泰造君
榎本善兵衛君 一 金 拾 目 同
岡庫一君
跡見花蕊君 一金載百回同伯爵 酒井忠道君
一金拾園東京 岩村成允君

文事博士中島力造君

松本冥弦君
太田安茂君
小津彦九郎君
石川照勤君

楳川忠兵衛君
伏見鋤之助君

戸川安宅君
伊藤卒蔵君

卒山勘兵衛君
石田常太郎君

林博兵衛君

高梨政之助君

茂木勇右衛門君

谷口富五郎君

一金参百園同男爵 漉津築一君

一金載拾五園同子爵 士 屋 正 直 君

丈畢博士服部宇之吉君 一 金 拾 園 禰 島 螺 林 賢 臓 君
一金参拾同東京 玉 塚 豊 子 君

加藤珊堂君

寺本興左衛門君

安達松太郎君
林 賢 徳 君 一金五拾回同

一金議拾目野田支曾
子爵松卒乗承君 一
金拾園同
子 爵 松 李 武 修 君 一金議拾目吉田支曾
一
金
拾
園
同
一金
拾
園
東
京

大谷嘉兵衛君

子爵松卒忠和君

Ｉ

子爵北僚氏恭君 一金議百園同
山本熊太郎君 一 金 五 拾 園 同
五
回同
浦岡忠君 一金載拾五
拾
回同
入 江 勝 君 一 金 載拾
武
五園同
吉田迂一君 一金議
一
金
拾五目同
足畑中次郎君
金議拾五回同
村上薬君 一
一金五百目千葉態成田町
震Ｉ
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一金豊百回

一金四拾同

一金載百五拾回
一金 五 拾 回

④支曾設立認許

兵庫蛎
奈良蛎
千葉嬬
同
卓Ｉ︾

遠藤宗義君

中川謙二郎君
中川ゆう子君

加藤玄智君

大正丙辰精勤塾詩文

課題客避
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結勤塾主石川文荘識

東京市下谷厘三ノ輪町八番地

十二月歳晩村居書赤穂義士惇後

十一月古城懐古防火策

九月湖上秋夕謹言歳
十月冬晴歩園中鏡命

八月秋山暮雲周中秋記遊

七月山僧坐禅園地獄極楽解

六月謝友人悪印筆塚銘

五月啄符題書鐘埴

四月田家埼蕊別壁記

三月春日言志諭欧洲戦凱

二月遊京都毒某序

蕨梁太郎君
一
月
書
龍
讃
周
易

菅治兵衛君

松山亮君

丈皐博士

ヰリハ

I

束 京 祁谷柴之助君

岡山螺岡山支含

１１１

本曾定款第十係二依り右支曾ノ設立
チ認許ス

１１１
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曾費沸込方法に就て

含支

員含

御御

中中
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日本弘道倉

１１

現金の取立を郵便局に委託する方法は数年来現金取立郵便といふ名瀞で責施されてゐ裂したが明治四十四年十
月一日より集金郵便と改蒋すると共に料金を引下げ手績を簡軍にし︑更に進むでは此の方法を振替貯金に結付
けて加入者の矯めに簡便確賞なる集金の途を開き製した︑此方法に依れば加入者は唯最寄の郵便局に集金を委
託して置けば︑支挑人の居宅に近い郵便局で現金を取立てた上︑直にそれを振替貯金として加入者の口座に桃
込むのであり喪すから現金受領のため其都度郵便局に出頭する煩もなく叉支挑人にとっても送金の烏め態々郵
便局に出向く煩もなく座ながら支挑が出来叉郵便総替のやうに手数料を挑人乙と弘なく至極簡便で且安全有利
な方法で自然不挑なども減少すること〃なり︑受挑双方の利便であり製して固より含倶楽部等の舎費寄送金等
全国に散在して居湯多くの人から︑現金を集めるには此上もなき便法でゐ・ります︒

振替集金郵便法

追て支曾役員に於て徴牧漕の分は此際至急御送金相戒度候也
尚ほ振替集金法に就て往々談解せらるシ向有之候趣なれど同法が相互に簡便にして安全且有利なる外何等
他意なき良法たる事は左の為替貯金局の説明に依りて之を御了知相成度候

同各

従来支曾に属する含員諸君の曾費は各支曾に於て取纏の上御送金相願居候虚中には延滞の向も益々有之候祷め
本曾曾計整理上困難不紗候に付本年総曾に於て協議の結果として自今振替集金郵便法に依り一般倉員諸君に封
し本部直接集金の事に相改め候間左様御了承相成度此段票告致し候也
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一
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大鰐後ノ紀元節ラ迎フ

皇旭ノ皇孫二樽へタマヒシ天日嗣ノ高御座ニ即カセーフレタル︑皇宗祁武天皇ノ大和橿原宮二︑即位ノ濃
ヲまゲサセラレタルぐ二千五百七十六年前ノ此ノ佳辰ニ在り信一大正御宇ノ践昨肇極アラセラレ︑期ヲ定メ儀ヲ
整ヘープ︑即位ノ礎ヲ京都紫辰殿二畢ゲサセラレタル令僅力三一三箇月ヲ隔一フタル以前ノ十日ニ在り︒紀元佳節
ノ日トハ︑其ノ差一日ノミ︒

恭デ按ズルニ︑皇組︿賓称無窮ノ祁勅ヲ垂し︑三種ノ祁器ヲ樽へタマヘリ︒皇孫︿祁勅ニ依り︑

神器ヲ奉ジタマヒ｜プ︑皇洲二君臨セラレ︑寓世一系ノ帝位ヲ樽へラレタリ︒皇宗︽皇孫ヨリ歴聖僻へタマヒ
シ祁器ヲ奉ジ脳天業ヲ恢弘シーブ︑統治ノ杢基ヲ建一フサセラレ︑乃チ廠儀ヲ具シープ︑即位ノ濃ヲまゲ︑紀元第
一年ヲ定メサセラレタリ・大正ノ御宇二於一プモ︑此ノ祁勅ニ依り︑此ノ祁器ヲ奉ジタマヒープ︑寓世一系ノ帝位

ヲ樽︿サセラレ︑皇宗ノ皇姐並皇孫二承ケサセラレタル如ク︑皇宗蚊歴聖二承ケサセーフレーア︑皇澗

皇孫蚊皇宗ノ即カセーフレタル︑其ノマ︑ノ天日嗣ノ高御座二印カセーフレタリ︒
故二郎位職ノ勅語一ヌ︑﹃朕澗宗ノ這烈ヲ承ヶ︑惟祁ノ賛称ヲ践ミ︑愛二即位ノ濃ヲ行上︑普ク爾臣民二諾ク﹄卜
宣セーフレ︑﹃朕惟フニ皇耐 皇宗︑園ヲ肇メ基ヲ建一プ︑列聖統ヲ紹キ裕ヲ垂し︑天壌無窮ノ榊勅二依り｜プ︑
寓世一系ノ帝位ヲ樽へ︑祁器ヲ奉ジ｜プ︑八洲二臨ミ︑皇化ヲ宣ヘーブ︑蒼生ヲ撫ス﹄ト宣シタマヘリ・

臣民ノ子孫ナリ︒

皇旭皇孫並皇宗︑其ノマ︑ノ天白美︑既二忠誠無ニノ臣民二︑其ノ皇位ヲ園縫セラレーブ︑即位ノ職ヲ蕊
ゲサセラレタリ・此ノ忠誠無二ノ臣民く曽プ皇覗皇孫並皇宗ノ皇位ヲ園焼シーフ︑忠愛ノ誠ヲ捧ゲタル

故二即位職ノ勅語二日︽ク︑﹃爾臣民︑世世相縦キ︑忠賞公二奉ス・義︽則チ君臣ニシえ情︽猶ホ父子ノコト
ク︑以テ寓邦無比ノ圃鵠ヲ成セリ﹄ト・
寓邦無比ノ圃僻ぐ即位職ノ篤二︑愈々剛明ニセーフレタリ・之二封スル七千高同胞ノ戚念︽︑倍︑上明確トナリ
ヌ・紫辰殿ノ即位職︿︑橿原宮ノ即位鵡其ノマ︑ノ盛儀ナリトノ威想ぐ深ク各人ノ脳裏二印セラレタリ︒

﹃酉■■日ｌ■１Ｐ︲・Ｉ︲Ｉ

二千五百七十六年ノ前二在テ︿︑太玉命ノ孫ナル天富命︿︑祷斧︑驚釧ヲ以ナ︑山材ヲ採り︑正殿ヲ構立シ︑
其ノ物既二傭︽ルャ︑諸ノ譜部訊幸手ブ︑天璽鋤鏡ヲ取り︐正殿二安キ奉リヌｃ蚊二漠玉ヲ懸ヶ︑其ノ幣物ヲ陳
不︑殿祭祇詞シ︑次二宮門ヲ祭しリ・大伴氏ノ遠租︑道臣命令︾来目部ヲ帥ヰプ︑宮門ヲ衛護シ→其ノ開閥ヲ掌
リヌ・焼速日命ぐ内物部ヲ帥ヰ｜プ︑矛盾ヲ造備セリ︒然ル後物部乃チ矛盾ヲ立え大伴来目︽杖ヲ建一フ︑門ヲ
開キ︑四方ノ画ヲ朝セシメ︑以テ天位ノ貴キヲ観シメタマヘリ
此ノ礎儀︿︑毎年紀元ノ佳節一営リ︑常二吾等ノ眼前二祐桃タリ・今乃即位ノ瀧︑新二三箇月ノ前二詑リープ︑
其ノ盛儀︑歴歴筒ホ目二在り︒此ノ佳辰二富ブ︑吾等畳エズ一段ノ威ヲ深クスルハ︑近ク新二大濃ヲ経テ慰営時
瑞群ノ除采︑今尚ホ春寒梅花ヲ錆ルノ天地二禰漫スルヲ以テナリ︒
畏クモ即位濃ノ詔勅二日︽ク︑﹃朕︿爾臣民ノ忠誠︑其ノ分ヲ守り︑働精其ノ業二従上︑以テ皇運ヲ扶翼スルゴ

トヲ知ル・庶幾クぐ心ヲ同クシカヲ識セ︑倍幽光ヲ穎揚セムコトヲ・爾臣民︑其レ克ク朕力意ヲ篭セこト︒
常時吾等令此ノ至股至渥ナル聖旨ヲ拝シテ︑威激措ク所ヲ知ラザリキ・

今吾等令絃二明確一モラレタル園鍔ノ威念ト︑紫辰殿ノ即位濃ハ︑即チ橿原宮ノ即位潅其ノマ︑ノ礎儀ナリ
トノ︑深カク印象セラレタル威想トヲ以プ︑此ノ大鵬後ノ紀元節ヲ迎へ︑即位潅ノ勅語ヲ奔詞シクル富時ノ威激

ヲ更二新ニシ︑今後益切瑳磨碓ヲ相働ミ︑忠貞ノ蓋誠︑固ヨリ皇租皇孫並皇宗ノ皇位ヲ園篠シタル︑吾

達孝拝識

川

代り︑一言滑挨ノ枕ヲ布ク︒

I

日本弘道曾曾長伯爵徳

等租先一二歩ヲ譲ルコトナク︑清白二︑ンテ純一︑決シテ梅花ノ芳烈二劣ラズ︑揮身忠愛ノ精紳ヲ傾ヶ︑其ノ分ヲ
守ｙ︑其ノ業二従上︑以テ聖旨ノ寓一二副上奉り︑皇恩ノ幾分二酬ヰ奉ラムコトヲ誓う︒不肯達孝曾員一同二

大正五年二月
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聯本訟這曾要領甲銭

灘
移壁霧

織講議乙餓

一髄騨い形勢を鰯す鳥事

二国家吻鵜来冷一慮る索

三政治の良否を観る事
四圃家の溌潜と知る事
五激育の適否を考ふる事
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日本弘道書主慧

日本弘道曾ぱ明治九年故西村茂樹先堆の創立小

して其主旨とする所は邦人の道徳避高く１−圃家

の基礎を譜固にせんとするにあり而して儒教哲

畢及宗教の一方に偏椅せず諸教の長所を採り明

治二十三年十月三十日の聖詔懇遵奉し本曾所定

の寝領を責行する雄目的とす

﹄１Ｊ

十鮭曾の制裁〃一作る事

九圃民の風俗を改善する事

八正論を張り邪説学︸破る事

六無識の者と教化する事
七道徳の開結を固くする事

剛

一忠孝を重ずぺＬ︑祁明を敬ふぺＬ
二皇室を尊次くし︑本圃を大切にすべし
三画法を守るべし︑圃盆を園るべし
四事問を勉むくし︑身鵠を謹健にすべし
五家業を働むくし︑節倹を守るべし

教は信ずべからず

ぎ
ふ

六家内和睦すべし︑同郷相助くくし
七信義を守るべし︑慈善を行ふぺし
八人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
九・酒色に溺るぺからず︑悪しき風俗に染設るべからず
十宗教を信ずるは自由な︐と錐も本圃の害となるべき宗

︲Ｉ
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国民 思 想 の 経 緯

民思想

画

経緯

グ

の

こと

しか和うしうだいせんらんおこさい

じじつじゃらせかいにほん

窒たしなていせいもんだいおこ

とうやうへいわかくほ摩やらえいろふつかくこぐとも

る︒叉今度は︑畷古の御大典が芽出度御終了あらせら

きたこんど・くわうこごたいてんめでたくごしうれう

我邦が東洋の盟主である事を諺篠立てつシあるのであ

わ郡くにとうやうめいしゆこ・としよらこだ

好意的勧告を試み︑今日東洋の事は︑我邦を措いて︑
なにさとかいけつあたけいせいたちいたぐたいて香
何事をも解決する能はざるの形勢に立至り︑具鵠的に

かういてぎくわんこく一﹂画ろこ人にちｂとうやうこ０とわ減くにお

たに就ては︑東洋卒和の確保上︑英露悌各国と共に︑

つい

喜憂を共にする事となった︒叉支那に帝制問題が超っ

昔いうとも

は︑我邦亦之に参加して︑事責上世界の日本となり︑
さきたん苫くふかうわどうめいかにふえいろふついこぐその
雲には軍燭不講和同盟に加入して︑英露悌伊四圃と其

わ浮くにまたこれさんか

甚だ多事であったが︑而も厭洲大戦凱が起るに際して

吃越はたじ

大正の大御代も︑巳に其第五年を迦へた︒此間内外

たいしやらおほみよすでそのだい泡んなかこの頭ひぞないやわい

ー

ﾛI

るこくくわうてい︵いかそのごみやらだいとく

でんか

鰐れども斯の如く明治以来世界各国との交遮が漸次

かくごとめいぢいちいせかいかくこぐかうつうぜんじ

一一

ざる所である︒・

と二ろ

の交渉は日に月に頻繁に赴くと共に︑我圃威のいやが
うくはつやうこと二三舌ばうかためけい江おあた
上に護揚せらる動事は︑誠に邦家の為に慶賀措く能は

かうせふひつぎひんぱ人おもかともわぷこくゐ

力

露の圃交は益々親善に︑其他締盟各風との修交も亦年
せかいかくこく
おりやらかうどくば
を逐うて良好の度を加へっシある︒斯くて世界各閥と

ろ．﹄ｆかうます７１ｌしんぜんとのたていめいかくこぐしうかうまたとし

我雨帝室の御親交は︑愈々深厚の度を加へ︑従って日

が刀や負Ｌいしつ﹃﹄しんかういよ﹄咽︑しんこうどくばしたがにも

派使節露圃大公ゲォルギー︑ミハェルゥィッチ澱下確
けいがをいいへう
おんつか
御遣はしになって︑慶賀の誠意を表せられた︒技に彼

はしせつるこくたいこう

れたに就いて︑露圃皇帝陛下には︑其御名代として特
つ

酋長伯爵徳︺達孝

「
￨

r−−

きうまたしきゆにふ

もつわ誠こぐみん

ひんぱんかうせふみつせつしたがめん甲わいこぐし
頻繁となり︑交渉が密接となるに従って︑一面外幽思
しよぐやいこぐしんしさうおうゼつほうきつ

しうけうてつがくくわん

し人脂だうとく

しか七のけつくわ

想も亦頻りに輸入されたのである︒こゑを以て我圃民

しきう

は︑諸外圃の新思想の膳接に忙殺されて︑而も其結果
いばゆろぱうやうたんをはくわん
しかこれらしん
は︑所謂亡羊の嘆に絡った観がある︒而して是等の新
くわん

すでおうせつばうさつこくみん

思想には︑宗教哲畢に閲したものもあり︑倫蝿道徳に
開したものもあったが︑既に雁接に忙殺された幽民は︑

なんらてっていて殻しんかうはぢかくこ
だうぎほそく

たずいたづらこくみんしんでんざつ

何等徹底的信仰を把持したのでもなければ︑確乎たる

さうばん．ｂけつく心

Ｌ﹂ず

くわん

かへりみ

しか

道義を捕捉したのでもない只徒に圃民の心田に雑
しうけうだうとくいＵｍいなにえ

草の繁茂を結果したに止まった観があるのでゐる︒然
おぽい

めいぢしよれんかいこくしんしゆこぐぜじゆりつ

いやらい

らぱ宗教︑道徳以外で︑何か得たものがあるかと願
もちろんえ
とれくわがくて哲もしき
るに︑勿論得たものは大にある︒夫は科挙的知識でゐ
采つしって苦幕んめい
くわがくてきちＬ託ぷつしって者悪んめい
り︑物質的文明でゐる︒この科単的知識と物質的文明

めいぢいぜんわがくにしうけうだうとくわがくに然しだう

しゆ：〃う

ゐぢ

こくみんこれよつ

明治以前︑我邦の宗教道徳は︑我邦の武士道なり︑
あるひ︵つけう

し匙

しきうおうせつぱうさつけつくわこｆ︐みんしん粗んだうぎ

くわい

或は悌教なり︑儒教なりで維持せられ︑圃民は之に依
しうやうくわつどう
かくこしんれんいだ
て修養し︑活動したのであるから︑確乎たる信念を懐
くわんしさういうを
しかゐＬん
き︑一貫の思想を有して居ったのでゐる︒然るに維新
．ごぐわいこぐしさうゆにふよつ哲うらいしきうしんれんほとは
後外園思想の輸入に依て︑鱈末の思想信念は殆んど破
しか峰やらちいのきた
さと凸にふ
壊されて了った而も上来述べ末りしが如く︑輸入し

た思想の膳接に忙殺された結果︑剛民の信念道義が︑
そのこんたいらし猛いたづらたきめいる嘘うぐ師らくう

其根蒋を失はんとし︑徒に多岐の迷路に衝催し︑空
者よふあん菅わくこんめいみだじ人しんけいばく

ふくわ

きよききつさけん法うじゆつすう

虚と不安と疑惑と混迷とにかき凱さ帥た人心は︑軽薄

りしょくきふ６１ｌ

せいしんせいいふ武じめきは

となり︑浮華となり︑虚偽と誘詐と︑権謀と術数とを
こと
しじゃうか
承つよくおあんいつくわんらく１
事として︑私情に駆られ︑物慾を追ひ︑安逸歓楽︑私

利私慾に汲々として︑正心なく誠意なく鴫不真面目極
ふうてうじやらせいきた
しかこくみん
まる風潮を嬢成し求つだのでゐる而しながら圃民は
いつａでふ詮じめうちせいくわつことでき爪つしつ
何時迄も︑不真面目の裡に生活する事は出来ぬ︒物質
て巷念んぞくにんげんせ人ばくふくきうすご詞おい
的満足は勘人間の溌薄なる欲求に過ぎぬ︒是に於てか
ひたすら・︑わがくてぎちしき珠つしって新ぷんめい

こんにちしきしやいうＤよ

しうりうて菅しんかうだうぎて昔しんねんう芦弓ずく堪

そのけつくわどう

えいぐわほこ

に買ったのであるが︑只管科挙的知識︑物質的文明の

みの

明治文明の美花はこシに開き︑文物制度の好果はこシ

ひら系んぶつせいざかうくわ

柴華に誇って︑宗激的信仰︑道義的信念に得る所の紗

数年前より緒神的欲求︑即ち信念を求め︑道義を求む
しやくわいじんしんけつかんすべこ画ばつぜい

けいかうこくみんぜんばんわたひつすぷくきう

三

めいぢぷんめいびくわ

かった其結果は如何であらう︒今日識者に憂慮せられ

る傾向は︑圃民全般に亙って必須の欲求となったので
うぺい然んくわか
ある．蛎曝に際して燦挑戦雛が趣って︑欧お米
文化の償
圃民思想の経維

すう坦人ぜんぜいしんてきよくきう才私憾しんねんもとだうぎもと

つ動ゐる吐曾人心の峡焔が︑凡て此に護生したことは︑
い室さらいまで
こと
今更言ふ迄もない事である︒

とは︑明治初年︑開圃進取の圃是が樹立されて以来︑
わ鉱くにぐわいこぐかえゆゐゐだい
我邦が外圃から嵐ち得た唯一の偉大なものでめった＆

三

圃民思想の縄緯

ちばくろさくねんしうとうかうくわらこごたいてん・者よかう

わぷこくたいせいくわせかいお算﹂ばつき

値を暴露し︑昨年秋冬の交には︑嘘古の御大典が塞行
こ︑おいすでせいしんてぎよくきうつうゼつかんきた

されて︑我剛鵠の緒華が︑世界の表に護揮せられたの
こぐ悪んや晶じかくひつえうＬこれ邑令でひたすち

わいこぐしさぅ

である︒是に於てか巳に精祁的欲求を痛切に戚じ来っ

けいかう

ばんふうてう

た国民は︑漸く自豊の必要を知り︑是迄只管外掴思噸
しんがんないせいむやう
弐ど
に惑はされた心眼を内省に向ける榛になった︒先づ自
こも と

Ｌさうかいたはた宝たくんこぐため

己に求むるといふ傾向が︑一般の風潮となりっシある
やうくわＡ

詮こと柔ろこ

げんしやう

駒も

それほか

襟の観があるのは︑思想界の篤め︑蒋叉君園の馬に︑
誠に喜ぶべき現象であると思ふ︒
四

しかここちういえうこと

いはいぐわいて巷＋うてうじよみ﹄い

而し此虚に注意を要する事がある患夫は外でもない︒
わがこ＃みんばんふうてうないゼいて者いことひ喝や台
我圃民一般の風潮が内省的になったと言ふ事は非常に
誤るこ

こ︲とおぱいいき︲︺

しん１さう

すでいとほ言うし

お

喜ぶべきではあるが︑と言って排外的風潮を助成す
こ︐と詞や詮

るといふ事は大に戒むくきである．新思想をのみ追ふ
こｒ

こうでいことまたお伝い幸軍珪

事の過れるは既に言った通りであるが︑さりとて鱈思
きうかへ

想に締って︑之にのみ拘泥するといふ事も亦大に過つ

ことげつ

し寺ｃマフい小こい︲こ

よこいｌし

むし．年わん鍵毛しゃくへいがい

ぎものおをやうくわん

ゐらといふ事では失してない︒寧ろ玩味岨畷して弊害
かぎわがこくみんぜいどうくわおも
なき限りは我幽民性に同化すべきものと思ふ︒
茜ものお︑たていとよこい︑とひつえうたていと
着物を織るのには︑鍵と緯とが必要である︒経
これまでこくみん
のみでも︑緯のみでも春擁は綴れない・是迄の園民

しか

思想は緯でのみ着物を織らうとして居った様な観が
そここんにもた・ていとひつえうつうせつか人き
ある︒価で今日鯉の必要が痛切に威ぜられて来たの
よこいとい
しかたていとひつえう
である︒而し経が必要だからとて︑緯が要らぬと
こくみんすうねん喝いほいうきたせいしん
いふのではない．圃民が数千年来保有し来った精神は
すうね人ちいかいぐわいゆにふ
たて歩とこんにち一
綴で︑今日のみならず︑数千年来︑海外より輸入し
きたＬさうふうて・フみなよこいと
来った思想や風潮は皆緯である︒
そのたてｒとこいう妙一いしんなに象た
然らば︑其綴となるべき固有の精紳とは何か？叉

こくたい妙手いくわくんしんくわん吟器しかまた毛のかんう敦

せいＬ人いか
その精
祁
は如何にして琴を職恥する蕊が齢恭るかとい
それいまでわけんこぐじじやらその酢一いしんわ
ふに︑夫は言ふ迄もなく︑我が建国の事情と其精紳︑我

が剛鵠の精華と︑君臣の開係︑而して叉其間に生れた
もうかうぽんだう割たせんすう いふうぞくとのたぜんワやらＬふく ん
忠孝一本の道義︑覗先崇拝の風俗︑其他善良なる習慣
たていとこいうせいしん
せいどとう
制度等が︑この郷となるべき固有の精祁で︑これを

せんめじことせいしんはつきゆゑんな

つＦ︑

せいしんうくたくわらしつ

閑明する事が︑この精神を蕊揮する所以である︒尚ほ
ちゆらしん

一﹄小ごん

だ見解と言はねばならぬ︒只今日痛切に戚ぜられるの

ったといふ事で︑新思想は今後全然排斥すべきもので

ことしんしきうこんごぜんぜん似い唾き

本となり︑基礎となるべきものが忘却されんとして居

これまで守わいちいしんＬさう匙ど︒こくみんしきうこん

是迄外来の新思想にのみ惑はされて︑圃民思想の根
ぽはん
誉毛ぱう妻ざやくを

之を一言にして蓋せぱ︑かシる精祁の上に立った皇室
かぞく者迄こくかしゆぎ才怒はごｆみんし
を中心にし︑家族を基礎にした圃家主義が即ち画民思
わ岬・﹂くみんいついか
唾いし人
さうたていと
想の鍵となるべき精祁である︒我圃民は︑何時如何

けん力いいた︾こんＦちつうせつかん

四

「

とき

こぐみんＬさうたてい上﹂ごんぽん昔そＬやらしゆつたてい︲とおあ・いかりっぽ

またじつかうこよこいとよこいとよおうよう
せいしんわす
ていと
なる時でも︑このた経
となるべき精神を忘れてはなら．これ叉賞に好箇の緯であるこの緯を︑善く雁用

撰人

かたむ

にぼん︲︾ｆみんむぴもとたんすか雌垂やらさいふう七のたんのぞひ解ちやら

い︒これが圃民思想の経であり︑根本であり︑基礎して上述の経に織り合はせたならば︑如何に立派な
し力これ式でたいせつせいしんばう窪やく巷ものできあがしかよこかとたぜはいせ署﹄
である︒然るに是迄は︑この大切な精紳を忘却せんと着物が出来上るであらう︒然るにこの緯を只排斥す
これころうへんけふいなん
りつぱ
たていとわす
すも傾きがあった︒この経を忘れか刀りて︑立派なるといふことは︑之を固随偏狭と言はずして何といふ
きものおを寺﹄ん肥こ・〜みんばんたぜこのさいひつえうたて︑とわす
着物を識らうとして居ったのである︒近時幽民一般に︲べきであら︐１只此際必要なことは︑経を忘れぬこ
産Ｌいとひつえうかんき室すＩ︑たていとｂつば奪やうけんしつじっ
いせいて萱
内な省
的となって︑この経の必要を威じて来たのは︑とである︒益々縄を立派に︑弧堅に︑質賞にするこ
ゆゑくん・﹄くためひじやら猫一つ二げんしやらいたてアとりつば毒や一コけんしつじつょこ八と
かるが故に君圃の潟に非常に喜ぶべき現象であると言とでゐる．綴にして立派で狸堅で質賞であり︑緯
こごもとだみちしやら毛のうちもつとｂつば浄やうけんしづ．じつ︲とこれ
ふのである︲古語に﹃本立って道生ず﹄と一計ふ蕊がゐも其中の最も立派で握堅で賀賞なものを取って︑之を
きものおばじぷんしつひん︐Ｉ︑
いはゆる巻
もとわすみちえ
るが︑この本を忘れて道を得ようとするのは︑所謂﹃木着物に織ったならば︑こぅに始めて﹃文質彬々﹄たる
城んかせいｇきものできあがざうゐ才毎はわちやらいつ差その
みなもとにご
よつうをもと
に縁て魚を求め一﹃源を濁して百年河清を侯っ﹄と一着物が出来上るに相違ぽい即ち我が長を護擁して其

般である︒日本剛民たるものは︑夢源にもこの本︑こ懇を捨て︑彼
の長を採用して其短を除き︑彼我の長を
わがしさうせいしんぜんぴけんしつほ勺うふ↑

きものおか悠皇よこ？とことこ︑ろがけ

たていとわざ
〃の郷
を忘れてはならぬ︒用ひて耐我思想続祁を善美に健質に豊富にするといふ
たていと

よこいとしば７１１いごとやわいちいしさうわがくに
れ哲Ｌひもど

わ邸くにかつしな

五

けれども経のみでも着物は織られぬ︒必ず緯が事を心懸ねばならぬ︒
じだいふうてう︑

鞭くてはならぬ︒緯は屡々言ふ如く外来思想や我邦

そ

の時代風潮である︒歴史を締くと︑我邦は嘗て支那の一これえうわ球Ｉにこんご種かいかｉこぐかうっう
氷んめいて等．せんぷんめいよこ毎ときものおこと
之を要するに︑我邦の今後は︑世界各幽との交通が
文明︑湘鮮の文明を緯として着物を織った事もある
きものおこと覚寸ＪＩｌび〆ぱ入こくゐいよ １１鬼らしよう牙﹄う
またインドし貢言う艇こい外︾
し︑叉印度思想を緯として着物を織った事もある︒往々頻繁になり︑蝋位は愈々上昇するのでゐるから︑鱈
和うようよこいとわがく恥りつばやいいへんけんろうしふたづをか堀もでかい
これら
是等のよく雁用した緯がなかったら︑我剛の立派な求の偏見随習に泥んで居ってはならぬ︒必ずや世界の
おりものできあしかこうだう総どづ．せいぎじ？八だうせかいうく調匡郡
しさうせいしん
思想精祁といふ織物は出来て居曜かつたであら湯才而公道に韮いて︑正義と人道とを世界の上に行ってゅか
めきちむ
して舗畦は騨雅の識懲織が無臓に鞭潅されっ動ある︒ねばならぬ︒それには眼を内に向けてのみ居るべきで
聞民思想の郷緯

五
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いぬがひし
ちか島茨︶う
げ
人
だ
い
て
参
ひ
さ
う
じ
人
ん
承
系
つ
︲
だ犬
る養
犬氏
養氏
を愛
愛じ
じて
て大
大臣
臣の
の椅
椅子
の力を減
減せ
せざ
ざる
る現
現代
代的
的皮
皮相相のの
よよ
りり
はは
︑︑
轄轄
々々
其其
のの
主主義義を
人人
物物
たた
るる
ここ
とと
をを
謙謙
明明
すす
る るたる
いてんおい
かえをぎぎした
こ
こり
とと
はは
海海ば
は
↑さいきんの箸もんだいいた
もので
であ
ある
る︒
︒最
最近近
︲至
︾り
至て
りは
て殊は
揃揃
十ち
り得
得た
たる
る尾
尾崎
崎氏
氏を
を多
多と
とす
すべ
べき
きで
であると言ふ鮎に於
乃乃
木木
問問
題題
﹄﹄
︲︾
に殊
甚に
だ甚
しだ
いし
・ い︑をを
ぷんめいＬ他
ば人
ん
しんちからわす
て一致して居たさうな︑真の力を忘れたる文明の師範

四︑ジゴマ

こがくかうでいうＬさだ

りつば詮らいにほん・﹂くみ人つくだこと

がくかうこ

畢校とは斯んなものだ︑斯んな畢校から出た教師は定
・宮ろしか・おほくま

のざ
ま
まう
うり
りげ
げん
ん・ち
ちし
し
のぎけつ
毛利元智氏をして乃木家を継がしめたることは︑乃木
レやらぐんいしもし
えいゆうたいぶじよく
将軍の意志を無硯するもので英雄に醤すら侮辱であ

ていひやら

めて立派なる未来の日本画民を作り出す事であらうｃ

こて人かよるん

る︲是れ天下輿論として定評のある所だ︒然るに大隈

はくく野さいりよかうちゆらしんぷんぎしやなかのぎけさいこうえいゆう

︑百ＧＦＪ

I

伯は開西旅行中新聞記者に向って﹁乃木家再興は英雄
すうはいにばんみんぞくせいて急けつこう
を崇拝する日本民族性に適することで︑結構なことだＬ

翼奄求めて

九

︷︲ｌＩ１ＩｌＩＩ

興牟求めて
をし昔

雛雌擢雲鍵の野壁鐙鍵鐸が鐸手纏と一ずふを組織して

けつくわ

一○

みのち主しんちゅうたずをめざとこ黍てっていてきじつ
見た後の余の心中には︑唯其の目指す所を徹底的に賞

かうつうくわいだんせいて普壱ぷんのこを

﹁ジゴマ﹂である︒右に剣を握ムリ︑左にヨーラン﹂を
希
専一わ季其しんわけんう
携へ︑一︲我が教を信ぜざるものは︑我が剣を受けよじと

みぎけんにざひ返り

しゆつけざいけなかまばぼけ今西一やつ辛︸んでんにもれん元しか

ねんざ﹀恥げんぜんてんましんどんばうこぐりつ・﹂くぞくぜつけうぐんいう

﹁ジゴマ﹂と言ふ一音は余の心耳には﹁男性的﹂と響く︒

いおとよし〆じだんせいてきひま

行しようとする痛快なる男性的気分のみが残り居り

とろぽういふくやいいんしやらすこのこゐ
て︑泥棒と言ふ不快なる印象は少しも残って居ない・

たんいくをれ

舞の地誌の詫譲へ鐸趣耀を識り︑鐸嘩を輝隷したと言
しんみんＬでゐしかをたんていせうせつ
ふことが新聞紙に出て居たｃ而して其の探偵小説﹁ジ

力画

い今のみ﹄

念俳無間︑脈天魔︑真言亡圃︑律剛賊と絶叫して群有の

と︐︑ ゐ

ゴマ﹂などを耽讃して其にかぶれた結果であるとの事
をがくか一︲．けうしらふだん
せハ︒とどくしよせ挙げんかん
だ︒其の畢校の教師等は牢Ｈから生徒の請書を制限儲

出家在家を向ふに廻して法華経を宣偲した日蓮は槌に

なって居るとの事だ︒

ゐ

督して居るけれども︑斯ることになったと言って青く

つみ

しんとたういかしん

み

をかうどうだ人ぜいてきてんおい

ししく

かごｏと・えい

け・フし

ひでよし

か画ちか必もつセいと

がいしんちから悪んかくてきがいれんて者けう

斯くの如く映ずる．教師たるもの斯る力を以て生徒を
ひきとき
せうせつもつがい
率ゐる時には︑何んぞ﹁ジゴアーの小説を以て害ゐり

な

ぜいめいちからてってい
ひとめ
ようぞ︒生命の力に徹底したる人の眼に︑一︲ジゴマ︲一は

け人こんてきだい心げふで菅

だんＬうま

ホメット﹂は槌に﹁ジゴマＬである︒秀吉も﹁ジゴマ︲−

だしか

獅子帆して︑亜刺比亜大沙漠の空気を震動させた可マ

アラビアだいざばくくうきしんどう

で﹁ナポレォンーもうジゴマ﹂である︒男子生れて﹁ジ

な

わはいここしんちからこかつひさうて苫ぷんめい
吾が輩は此庭にも真の力を枯渇したる皮相的文明の
けつくわみ
で・者苫くしよへいがいい
結果を見ることが出来る︒清書の弊害と言って︑罪を
どくしよを
しんちからてってい
〃うＬせいと
請書に緑するけれども真の力に徹底したる教師が生徒
どくＬＪ
しだう
しん
を指導するならば請書などは何んでもないものと信ず
みとき

ゴマ﹂とならずして︑なんで乾坤一郷の大事業が出来

いな口もＬかくごとけうし

る︒否寧ろ︑此の如き教師よ︐り見る時は﹁ジゴマ﹂の

苦

ごとかへせいれんくわつきしげをぶんよりょうで
如きは反って青年の活気を刺戟するに十分良く利用出
来るものと信ずる︒あの﹁ジゴマ﹂の徒黛が如何に身
いか
めい津けらをもＩてき抄５とつしん
命を郷って其の目的に向って突進するかを見よ︒如何
妾﹄玖回〃︑
だ人せいて争ゆうぎじゃ言じつつうくめかきばゐ
にも男性的勇気に充賞して痛快を極めて居る其の目
てうわ悪

とせんや︒﹁ジゴマ﹂の害は真の力なき文事的概念的教
せうせつＪどろ
いくお匡潅
迄ころしやら
育の行はる動所に生ずる︒﹁ジゴマＬの小説を讃んで泥

元しかかんげ託やすせいね人けつにくやくどうた

ぽう

的は悪くとも︑其の行動の男性的なる鮎に於て﹃ジゴ

棒となる様な生徒は︑何を讃んだとて録なことは潟す

ろく

な

やうせいとなにぷ
のぎしやつぐ人でんよじさつぷしだう惑

マＬは槌に威激し易き青年の血肉を躍動させるに足る︒

けどんたきゆ

まい︒乃木勝軍偲でも讃んだら︑自殺と武士道とを履
◇幻が

よどとかむだんせいてききぷんどうけいくわいほど
余の如きは斯る男性的気分に憧慌してなんでも三同程

き達へて︑華厳の瀧へでも行くでゐらう︒

︲くわつどうしやしんみいそ

﹁ジゴア﹂の活動寓冥を見に行ったことがある価而して

【

五︑戦宰

でなほ

よ

せんさうきよぎせいく弓たいし・ん．息もふんど

こくみん

しんちから

戦争は虚僑の生活に封する真の力の憤怒である︒画
みんきよぎがいれんふけ︲ときとじ昂んがくもてあをとき
民が虚偽なる概念に耽る時︑徒爾なる文畢を弄ぶ時︑
けいし巷こうでいときいんＬふとら
ときしん乙か畠一二ら走
形式に拘泥する時︑因襲に囚はいたる時︑真の力は新
さうざうかいしたふんどたを苦映ざ
なる創造を開始する馬めに償怒して立つ・而 て虚偽
せいくわったいげんばつくはこればくわいさせんさう
の生活に封して厳罰を加へて此を破壊し去る︒戦争は
きよぎたいかみさいは人
くいわるん
虚僑に封する神の裁判である．世のなまぬるき李和諭
しやせんさうじんるゐ肴づあぶんめいば屯わい
者は戦雫は人類が築き上げた文明を破壊すると言って
なげ
どじ人けん力いこれ１がわれＪ１こじん
歎くけ奴ども︑吾人の見解は此と連ふ．吾々が個人と
しんみちい
とき
めいよゐちざいきん
して真の道に入らんとする時には︑名響も位置も財産
ほういうしんせきす？︽さいう苦よてきくやへ防ぐふす
も朋友も親戚も︒凡て一切の浮世的歓楽を振り捨て画
せ哲ら じゆんが
でなほ
赤裸々たる純我となりて出癒さねばならぬではぱい
ばう廷やく

元ざんがいしふ一ゾやく︾やう

ときでなほ

か︲圃民だって出直さねばならぬ時がゐる︒真の力を
忘却して︑其の残骸に執省する様になった時が出直す
ときぐうきょがい垣ん℃きてつがく古とじ
べき時だ心空虚なる概念で出来た哲畢を総て︑徒爾な
せいと
もＣでき人人がくす︐けいしきかた
る文字で出来る叉畢を捨て︑形式で固められた制皮を
すいん︲しふばく
かいきふす
せきち刃牌城ん
捨て︑因襲で縛せられた階級を捨てシ︑赤裸々たる純
すゐこｆみん一Ｌきじが
しんちがらたか︿でな傭
粋の圃民的自我としての真の力に立ち綿りて出直さね
こときよよげんしやけん釦つこくみん
ばならぬ︒斯んな時には能く諜言者が現出して国民の
真を求めて

１Ｍ

こくみん者よ肴︸ぷんめいふけを

そｌ誉こくない

画かくら趣渉
しかよげんしやげんしゆつじかに
自豊を促すものだ︒併し諜言者の現出によりて自畳す
こくみんかうふくおほＪげんしやあなう
る圃民なら幸幅だが多くは溌言者は坑に埋められて︑

ぐわいて者きた．これぜいふく

圃民は虚偽の文明に耽り居るものだ．其の時︑圃内に

うｔルもでき

．﹂ｒ１かてきそんざい

き尋﹄おちい

こ・とういた

内輪操めが出来るか︑外敵が来りて此を征服するか．し

て︑剛家的存在をして危機に階らしむる此の時に至
はじこ ︲みんじかくめひらさい弓ょ葱す

しん込からた力︿

やうこくみん茸やつはく

りて︑初めて幽民は自畳の眼を開く一切の虚偽を捨て

きよぎ隼んめいしふちやく

ゐこく

て真の力に立ち鋳らればならぬ様に圃民を強迫する︒
しんちからせいめいさうざういくわていしきしんらつ
異シ″城生 命を創造し行く過程は弓ジゴマ﹂式に辛擁

民を︑戯で斬り︑火で焼き殺さねば止まぬものである：

や

なもので︑虚偽の文明に執着してウロノ︲Ｉして居る画

みんてつきひやころ

ゆゑせんさうきよきせいく虫一たいしんちか量ふんど

かみばつ

ゆゑせんさうおこときごじんいばゆるくいわるん

故に戦争は虚僑の生活に封する真の力の憤怒である：

ｌやごとせんさうざいあく

いや今フなま

刺の罰である：故に戦乗の起る時︑吾人は所謂平和論

しん

こくみ人かみさいばんう

者の如く﹁戦争は罪悪である﹂と云ふ様な生ぬるき空
号﹄よがいれんじいう
ぴほうてきこうしよて言しまつつ
虚なる概念を理由として︑蛎縫的萄且的に始末を付け
↓︾乃千つ

もつどまじめ笛つどしんけん

さい

るべきものでないと信ずる︑圃民は脚の裁判を受ける

て者挿李︒︑ちぃであら毛

心地になりて︑最も真面目に最も冥創になりて︑一切
きふ・週て巷ぷんめいかめんいすしんちか色たか︵あ
の虚偽的文明の暇面を脱ぎ捨て真の力に立ち締りて飽

わく恥ドイツたいゼんせんとき航くしやうちこ

くまで敵と曲直を字ふくきものでゐる︒

い

ぜんさう○○

吾が画が燭逸に鍔して宣戦した時︑畢者の内には斯

んなことを言ふものがめった・﹃戦争は罪悪だけれども

一一

Ｉ
園民道徳の基本観念

すでけんぬい阜全○○○ざい
ひせんさうとな鋲ざいあくし

巳に刺を抜いた以上︲兎州竪角やるべし﹄とかぅだ．罪

あくＬん

なにい

悪と信ずるならば非戦争を唱ふるが宜い︑罪悪と知り
４力く

つシ弓兎に角やれ﹂なんて耐何を言ってるのか︒そん
ふてっていふ合まじめせいい
なま

一﹂

褐ゆらがくしやさふらふけ一フいくかぎかみたゐよなか

や﹃フ

な生ぬるい︑不徹底な︑不真面目な︑誠意のないこと
い恥丸
せんさうで考
で通なんで戦争が出来るものか斯んぼことを言ふ連
せ﹃うせつ

中が畢者で候と教育の風上に立って居る世の中だか
どろぽう
︿んせつざ人せい
ら︑愛読に賛成したり︑小説にかぶれて泥棒をやる榛
せいれんでき

な青年が出来るのき︑

さとうてったらう

匙些し

この

一一一

晴韓十二鵬二十酢の謡潅畦献耗蹴には雄鴎鍵のまで

ぷんめいせんさう琶主くりよく菅むつおもかうさ人

い

ます︐１１ほんもの

い

肴ｊざたいかみげんぱっいうぎ

か

しゆ

﹃文明の戦争は極力義務を蓋くしだと思へば降参して
・９／ふんねんも日と午か
も可いと言ふ観念の下に戦はれるので︑謂はい一種の
ゐやう
ち荘まぐさいうぎ
血腺い遊技をやって居る様なものである﹄と書いて
ぼんたう
をれぼんたうぷんめいきよぎ
あった本営だらうか§其が本営なら︑文明の虚偽が

ものい

こぶんおうしうたい︐りんぷんめいさん

益々本物になる︒踊僑に封する祁の厳罰を遊技だと︒

なに

あきれて物が言へぬ︒此の分では欧洲大凱も文明の産
ぶつこんていばくわいうちや
物を根祇から破壊せぬ内は止むまい

ちよつ←うかまひ

かんが

てのてん

だうとく峰やらじつかうせいしん

私も竿拝聴いたしましたが︑道徳上の責行に精紳の

わたくし趣か暇はいちや今

したのであります︒取留のないことシ考へますが此鮎
ゆる楓が
はお許しを願ひます︒
たずいまさばや砿きせん︾心いじゆ公７ｆ１あ り坪たごかうえん
只今淫柳先生から謀々と有難き御講演がありまして

とりとめ

けはお約束致しましたので一寸伺ましだところが何
しひ猫ほ
まを
かねじぶんかんがゐ
か課て自分の考へて居ることを申せといふ懇ての仰せ
どころのぽ
せんゑつ変り力
でございましたので潜越を省みず斯ういふ所へ登りま

や少︑をくいた

海軍必勝佐藤織太郎

圃民道徳の基本観念︵霊譲鮮蕊恵︶
わたくＬい堂せうかいえ

せんはいかた︲ｆＩ食︿おいＬよしんのみ

づけしかわたくしごとみなさま

私は今紹介を得ました佐膝徴太郎であります︑此
たびごたいてんさん知つえいえこの一ちで
度は御大典に参列の笑を得まして此地に出ましたので
芝のをりもつな腰宝をぁ
ありますが其折を以て何か申し上げるやぅにといふ申
附でございました︑併しながら私如きものが皆様の

やうな先輩の方々の前に於て所信を述べて見ましたと
しかたかんが〆しつことわ
ころが仕方がないのではないかと考へまして賞はお働

いたしか︾﹄んにちらかざ

うを致したのでありますｃ併し今日伺ふといふことだ

1

一﹂

を

なんてん︒われ７０︑どう尼ゞぼんこぐみんにんかんを

またかねしんをこくたいて︐︿ついわれＪ１にほんじん志﹄とじかく

かんが

１

か一

だい

侭ほんせかいれつきやつと私せんさうくは

を

篭もって居らぬのが何にもならぬといふやうな鮎︑そまして吾々一同︑日本画民一人として感じ居らぬもの
すい︿じかんれいかうすべおの︐ｆＩぱ人ぷん鈴かきんぺんかんがしだいせかいかくこく
れから総て時間の働行︑綱て各の本分に向って勤勉はなからうと考へる次第であります︒で世界の各圃が
る︑せんせい睡怒しうけた専捻かご←鳴一けざんにんありさまをあひだにほん
て０Ａつ
ごあれといふやうな鮎に就いて継々先生のお話を承彼の如く情ない残忍な有様に居りまする間に日本のみ
われＤＩＩなに
かく害とめでた
わたくｌ
菩匡ありがたぞん
りまして誠に有難う存じましたのであります︒私は此の如く目出度いといふことに封しましては吾々は何

はな

叉諜て信じて居りまする圃鵠の鮎に就て︑吾々日本人事か自畳するところがなければならぬのであります︒
いただ︑弓とくくわ人楓人こくたいすこなにゆゑにほんかもめてたありがた芦豹．うぐうであ一
と致しましての道徳の観念は圃階といふことシ少しも何故に日本のみ斯る目出度い有難い境遇に出曾はすの
とのご＄功︒︒心り

かんが

が願ひだいと考へるのであります︒出度いことに砕鋒ひまするといふのは何か其虚に吾々
のおを
教し
へねを

でたなにそこわれＪ１

離れてはならないといふ考へを持って居りまするからであらうかｎ本も世界の列握と共に戦争に加はって居
ぎは仏うし笹て斗一しよしんの．みなさんすです︒︿ことをばかくごとめ
して其心持からして極めて抽象的に所信を述べて皆様りますけれども既に総ての事は終りまして斯の如く目

こんど﹃︾たいてんさ入れついたことさちかんかんぷ

いまゼかいありさきにほんじつさいありさま

せかい

かんふかわれワーーお起きいた

一﹂

今度御大典に参列致しまして殊更に威じましたことをして考へさせるところあるのではなからうかと︑か

は今の世界の有様と日本の責際の有榛であります世界やぅな戒じが深く梧々の頭に致すのであります︑是奴
かくこぐことヨーロッパはうめんたぎい目まことひどありさまけいふうかねｊ︑じぶんにＢんてんしよく
各圃︑殊に欧羅巴の方面では只今誠に難い有様で形容は課々自分もさう考へまして日本の天職といふことに

できざ人こぐふだうとくこ︲とおこ池をついひしやつだい

巷ごと

このあひ尾

しか

このさいひ︒とＬ響回

この﹃﹂ろてんぎもヤブ妾︾こひじやうふかいみふくゐ公︶のいみど・フじ

こ心少︒ｆ︾し

の出来ないやぅな礎酷な不道徳な事が行はいて居りま獄ては俳術に大なるものがあるのであるといふことを
誰逗と勺
またちかりんこくみ
す／・それから又近き隣圃を見ましてもどうも誠に気の威じて居るのでありますけれども︑此際一入さういふ
わたくしあるひとむかい
メキシ．
かんふか
匙詐かがしはうみ
ど︲〜じゃ公蓉や負を
毒な状況に居りまして︑叉東の方を見ましても墨阪寄威を深くするものであります．私が或人に向って言
このたいてんしゆくとき
力ご 色遮さけ．
菩吾淀さすじゃ︽たい
はうめん
方面なども誠に情ない状態である︑斯くの如く情ないひますのに︑此間で汚﹂ざいますが此大典を祇する時に
どうほうこと４１みなはいあゆく険めでた
わにぼん
ありさ黄せかいかくはうめん
有様が世界各方面にありまするのに我が日本のみは誠六千蔦の同胞が悉く皆盃を翠げて愉快に目出度くお
そのあざ力づき
ありがた唇ありさ歌
に有
難い有様でございまして︑殊に小さなことかも知泌ひ嘘いげたことであるが併しながら其塞げた盃の

れませぬけれども︑此頃の天気模様なども︑どうして底には非常に深い意味が含んで居る︑其意味を同時に
か
ゃううままゐしかうつ瀧ふ之のかくどもつ毛のはいあ
斯様に旨く参るか知らぬといふやうな好都合でござい酌ま唾ければならぬ︑其畳悟を以て其盃を翠げなけれ
国民道徳の基本観念

三

１１
どうれう毛のた含を

国民道徳の基本観念

このたびごそくゐしきさんれつ

さらこのかんふか

ぱならぬといふことを同僚其他に申したことでありま
すが︑此度の御即位式に参列しまして更に此戚を深う
す錫るものであります／・

い

こかねざだ．

ゐ

い匙ぜかいかくごとひたんありさ散珪ごと
さて今や世界は斯の如き悲搭なる有様であって誠に
しかにほんてんしよく
お鋒の請な維確にあるのであるが︑然らば日本の天職
はどう云ふことであるか︑是れは課て定まって居ると

てんしぶくい奇さらこｊあだらおも

この唾かいかあい

ありさきすく

ころの天職であって今更事新しいことではないと思ひ

だいてんしょくわれ７１１ワやらけん

ますけ奴ども此世界の可哀さうな有様を救ってやらね
にぼんこぐみんこかあい
せかいありさ曇ま
ぱならぬ︑日本画民は此の可愛さうな世界の有様を白
いんか
ねんねんかよとかくすぐ
年掛かっても︑千年葛年掛かっても宜いから兎に角救
なにゆゑ

これ

掛って居るのであります︒それは何故かならば是は

ってやりたい︑さぅいふやうな大天職が吾々の雨一眉に

か角禿

わたくしじせつせんぽいがたごひひやらあふ
わか．

このあひ滝どちよくご

私の自説でありまして︑先輩方から御批↓評を仰がね

ば分らぬことでありますが此間御勅語にございました

みんかぞく

ないもい窪せかいかくこＩえんゐ

一四

ありさ意要迂

民であるから一家族であるといふやうなことではない
のであって︑識り誌獄の蝿錬が桑祷織識である︑一家

も

かないもつまへ

内に若し今世界各圃が演じて居るやうな有様が行はれ
かつれめつちやくちやおとうとち鶏
ましだぽらぱ一家は常に滅茶苦茶である︑弟が智悪
いぁにしのゐぱち
があるからと云って兄を凌いで威張り散らしては桑磨
おとうとちから匙かかちやら
は持たない︑弟が力に任せて家長となっても桑は輝

かない

とてくわんぜんゑ人匙ん少

まらぬのでありますも一家内で以てお前がえらいから
お擁が錘を鑑めて莞れといふやうな垂俸に溌鐸を鐘ん

よなかしごと

でんちいかちやら

だところが一家内といふものは辿も完全に同流に行く

あやひちから

か

とかくでんらい

ものでなぃ︑是れはどうしても僻来の家長といふもの
寸芯におやおやいくばか
がなければならぬや即ち親でゐる︑親が幾ら馬鹿でも

すこ易ら毛い

できかたか

或は力がなくとも世の中の仕事をせぬでも兎に角博来
おやかちやらそのいへをざ
の親なるものが家長となって其家を治めるやうでなけ

こんぽんくづ

ときＪｆｌ噂やらだい影．んくわ

ゐ

とほにほんこぐぼんたうおやこあひだおやこほん

にほんじんおなたれ

を

ればならぬ勺少しも季ひと云ふことの出求ない方が家
ちやらい
長と云ふことになって居るのだと鐸う桑の謡が譲へて

通り日本圃は本営に親子の間である︑親子であって本
た
うかぞくありさ匙かぞく

けつそ

じ

居りまするからして︑時々には兄弟晴一嘩がありまして
まを

を

富の一家族のやうな有様でゐる︑なぜ一家族で戦けれ

でさちひいみ

ところ

ばならぬかと申しますと決して夫れは日本人は同じ瀧

謁匡拝ゐくにがら

にほん

毒﹂とりつばく随がら

外圃には一つもない︑日本のみでゐる誠に立派な圃柄

ぐわいこぐひＤと

に行って居る図柄ではないであらうか︑斯ういふ所は

力

も夫れは一時のことであって根本から崩れるやうなこ
つ匙に豚んげんざいい
とはないのでゐります︲詰り日本は現在さう云ふやう

から出たからといふやうな然ういふ小さな意味ではな

いかく瞳にんげんにぼんＣんｂつばにぼん
い︑如何なる園の人間でも日本人とばれば立派な日本
けつおなけつえきしゆんくわ企をこく
︑じん

人である︑決して同じ血液が循環して居るところの園

写

「

こりつばくにがらせかいかくこぐいうしきしやおひだみと

このたいしめいわたくしにほんよ

さいかうものこれはんだ人これけ小．

よなかすべたいこぜつだいゐりぶく．

も

鐸は謡献味読華遜りであります︑それでありますから

しかこぐかかくごと

である︑此の立派ば圃柄が世界各圃の有識者の間に認

世の中の縄てのことに濁して此の絶大の威力を持った

しん

められて而して圃家といふものは斯の如くでなければ

最高の者が之を判断して之を決するといふことになり
かやうかん
ますれば世の擁は龍ぐ柿く零が齢奉る︒斯榛に戒ずる

かくはうめんさとひつえうそいみあひも

のであります︑此大使命を私は日本に依って世界の

せかい・

ならぬものだといふことを信ずるやうにならしめまし
わにほんこぐご とと︲︲たいまずｊＩ１くわら託ばつ
だならば我が間本圃の如き剛磯は益々光輝を溌しまし
かくこぐこくみんはくじんこくじん︑も

て︑きうして各剛の圃民ｊ白人でも黒人でも若しくは

ふう

かん

すべくに︐トーおいこのくに

にほんこぐ

ふう

各方面に悟らしめることが必要である其の意味合を持

どうしょくじんすべにんげんにほんありがたごｆ︐たいした

い

し

せかいかくこぐにほんかくごとくに

ゐ

われ︑Ｉ︑からださ南ゐ

一五

行ゐそぱさるやう吾々の身鵠を捧げて居るのでゐる
こけつＣぷんからだてんわうへいか
是れは決して自分の身鰐でない︑天皇陛下からお露か

か﹄う

に謝して我が天皇陛下をお輔け申上げて此天職をお途

たいわてんわうへいかたす１老しあこのてんしよくすゐ

多︾

々が此圃跨をぱ身命を堵して守らなければならぬ︑其
こ寸溶ば程ほんじんだうとく
たん
庭に即ち日本人の道徳といふのが存するのではないだ
たとわれＪ１︑せんこくさはや江琶妙一んせいおほ
らうか︑例へぱ吾々は先刻津柳先生の仰せられました
めいノーぼんぶんわれｒ︑なにゆゑこの
各々の本分といふものがありますが︑吾々は何故に此
ぼんぷんつくわたくしこのにほんこぐ︑︲らいてんしよく
本分を誌すのであるか︑私は此川本圃の古来の天職

１１このこくたいしんめいとまも

柄であると云ふことを知らずに居るのでゐりますから
これじゅうぶんしうち
どうしても之
を充分に周知せしめなければならぬ︑蔀

か︑匂

徹底致して居りませぬ︑世界各幽が日本の斯の如き園

てっていいたと

かと申しますれば凡ての圃々に於てまだ此画のことが

曾を

ゐ

銅色人でも網ての人間が側本のやうな有難い悶鵠を慕

︒うめんじゃくかんむご

って居るのが日本園であるといふことを戚ずるのでゐ

かく

ふやうになるだらう︑さうなれば各方面に若干酷たら
こんぼんて昔ひど

や﹄

一﹂

ります﹂是れはどういふ風にすればさういふ風になる

ロもの

あらそ

しいことがありましても根本的に酷いことがなくなり
あら二一あら毛よしんぽ
はせぬか︑物といふものは零へぱ字ひに依って進歩す
湯ら毛

くわんれんちがお匡怒さうあ

るのでありますから齢ひのないといふことはないので
をのどすだうとく
ありますが︑やひといふものも其度が過ぎますと道徳
その一瓦ひだもうさい

の観念とまるで違ったことが行はれるに相違ないので

かふはうｂがい・心Ａ︐けいおつ腫う

ある︑で其間に仲裁するものがなければならぬ︑此の
りぃいｆわんねんさ
ちうさいしゃ
仲裁者といふものは利害の観念を去ったところのもの

ぜつだいゐりよくもあひだたちうさい

でぼければならぬ︑甲の方にも利害開係なく︑乙の方
Ｄ球いらんけい式たにんじやっうへおいこうばく
にも利害開係なく︑叉人情の上に於て厚群もないとい

じゃくかんをこもｐ

ふやうな絶大の威力を持ったものが間に立って仲裁い

だしましたならば︑若干其虚に無理なことがあっても
ふへいそのちうさいしゃわたくしかん津︿すこ

たいご﹄をさ

不李がありましても其仲裁者の私の考が少しもな

いといふことに濁しまして事が納まるのであります︒
聞民徳道の基本観念

司

琴をしあ

画民道鶴の基本観念

ゐからだ一﹂からだけつじぷん

こで〆・たいからだいか

た

をしぶくぷん

一一︿

琴垂しあみからだおも毛弐つでき

菩か展

き金﹂め

いろ・Ｊ１︑１︲とく−０１８かぞ

ほかとくもくなんおも

みおのづかもうざことちう

匙垂しあ

羽もあづ１塁しあゐあづ

鐙二六一

いゆらか人この力らだたいせつＤぶん

り申上げて居る身鍔と思ひますれば粗末には出来ませ

めい︐ＩＩしぶくぷんつく

た

ｂ申上げて居る身篭である︑此の身鵠は決して自分の
も

い

これらいる７くＩしよくげふ

じいうでき之のだいて人しよくつｆ

自由に出来るものでない︑此大天職を誰さんが潟めに
ゐからだわたくしからだちょっとみ
持って居る身鍔である︑私の身鵠は一寸見ますると
めはなくちいる０１１
できゐ
云ふと沿目︑鼻︑口︑色々のものに出来て居るやうで

このめいやＩ︑てめはなみ︑けんぜん

ありまして︑是等の色々の職業があって各々職分を蓋
︲・ちんぜんばつたつゐありさま
して完全に磯達して居るやうな有様であるのでありま

のぞ

すけれども此各々の手︑目︑鼻︑耳の健全なもことを
てみ︑はなくちかくじけんぜん
のぞ
望みますのは︑手︑耳︑鼻︑口︑各自の健全なること

けんぜんえうつ散われ１１之んさい

を望むのではなくして︑此の全鵠の身僻の致すべきと
こめいｊくＩ
だいレネくむをしぶくむお匡怒た
ころの大ばる職務︑其の職務を行ふが窟めに此の各々

﹄よくや

の健全なることを要するのである︑詰り吾々の存任の
ゆぴばな
瀞賑に雌って越鑓なる琵縦を癖さんが潟めに︑指︑鼻

くちてみ画と

．とほてんわうへいかたい

おなわれ︐１１ざひと

つ象せんこぐ詮華しあ

力

ぬ︑充分に此身鵠を大切にしなければならない︑自分
かつ冠じぶんゆくわいたじぷんたのたこの
の勝手に︑自分の愉快の潟め自分の楽しみの潟めに此
からだかつてつか詞﹄昔みなこのからだせいじゃ全
身磯を勝手に使ふことは出来ませぬ︑皆此身鍔は聖上
あづまをゐ異さたいゼつ
からお預かり申して居るのでゐるから最も大切にしな
手毛もついた
ければならないｂきういふ心を以て致しましたならば
いたくＬす傘へよ︲ろく心かけつくわぁら
私は細てのことが良い美しい床しい結果をもって現
つれかんがゐ
はれて来るだらうと常に考へて居るのであります多
わたくしかうか
しかく走どこ
私は一向斯ういふことを申上げる資格ゐる男ではな
じしん劇だうとくぼんげん攻た
いと自信して居りますが︑道徳の本源といふものも亦
斯ういふ所にあるのではないか︑色々と徳甘を数へま
たくさん
．毛の号乃ぼんたう巷己と
すれば嘩山ありますけれども其心が本営の誠といふも
じぶんからだ苫︸せいかうなん
のでないか︑自分の身鍔を犠牲にすることを一向何と
も思はないでお預かり申上げて居るのだから︑お預か
かんが︿もつかみごⅨんたいたてまつ
り申上げたのだといふ考を以て上御一人に封し奉
ぼんたうだうとくぼんげ人かんが
るのが本営の道徳の本源ではなからうか︑さう考へて
見れば自ら忠義といふ事にもなるのであります︑忠

口︑手︑耳と夫れ人︑職務がありますので︑其の職分
つ・〜う︵おいこれらけ人せんのぞ
を蓋す上に於て是等の健全なることを望むのである︑
けつじぷんからだてあしけんぜんもくてき
決して自分の身鵠手足の健全なることが目的ではない
といふに同じことでゐりまして︑吾々は然ういふ一つ
し﹄てむぼんふんつく
たをんざい
の職務本分を誰さんが潟めに存在するのでありまし

て︑詰り先刻から申上げました通り︑天皇陛下に封し

たてまつあづ詮垂しあゐからだじぷんからだ

義に叶はないところの外の徳目は何にもならぬと思ひ
じぷんこた漁るほどいろり−１
ます︑自分一個の篇めならば成程色々のこともゐりま

みなくにたわきみた

せうけれども︑それは皆お園の潟め︑我が君の烏めに

奉てお預かり申上げて居る身鵠である︑自分の身鰐
お
もじぷんかつてできゞあづ
と思へぱ自分勝手なことも出求ますけれども︑お預か

「−

「

つくもとかんがそのくわんねん十趣健だうとくだいてんしぶくつくたへいかあづまを
ゐ

なにしんたいさしあいたいま

議すのが本であると考へますれば其観念が即ち道徳の大なる天職を議さん潟めに陛下よりお預かり申して
ば入もと
ふうじぷんかんがゐしかわれ︑ｆ１さいごｚ︾んざいもくて肴せんこく
一番本になるのであらう︑さぅいふ風に自分は考へて居るのである︑而して吾々の最後の存在の目的は先刻
居るのヤ面鳳明ます．それから鯉には蕃靴はどういふこ擁いげた錘り︑緋蹴職に錐しまして︑奉職に鐸しまし

とをしなければならぬかといふことでありますが可何て身鵠を差上げるのでゐると致しますれば今のやうな

一●﹂といたもう智寸私砿きみたいたて式つせいしんかんが︿おのづかうかくしかんが

事を致しますにも忠義︑即ち君に濁し奉って誠心を考が自ら浮んで来るのではないか知らんと考へる
さ
しあざ二動ろならたいか
い談ヨーロッパはうめんせんこく誰をしるとほ

・力ぅ力ぅもち︑うぎ息んれんとむ

差上げるといふ然ぅいふ心と並び立たぬものは如何なのであります．今欧羅巴の方面は先刻申上げました通
とくもくぼんたうおやかう．かうつく珪匡とざんにん砦は麺二池ゐ
る徳目でも本営のものではない親に孝行を議すといふり誠に残忍極まることが行はれて居るのである︑さう
たいせつ
これ和やかうかう
〜ちゞたいへんめういを頂０イツ惇どん
ことは大切碇ことである︑是唯親にも孝行でなければして口には大鍵妙なことを言うて居ります︑燭逸の殆
しうぎ
忠義であるといふことは維諦畔鵜ないと職ひますけれど確奉と譜ふても浄いやうな輝細敵が︑輯ひはなるた

ざんねん毛のさいじぶんおやすもう︑う限厳ふ沙よしＢうじんなんかまざんＥく

ども︑孝行にして若し忠義の概念に背くやうなことがけ蕊醗にやらなければならぬ︑癖のみでなく秘の跡溌

普つく旧ぷんあい

ひとたいしん誉︶つくひとたはかかいゐ

つ夕︑

そのものすもうぎた感をあいて昔こゆゑんまたてき

あったならば残念ながら其際は自分の親を捨てシも忠も奪れ︑婦女子でも老人でも何でも構はないから礎酷
めあ
いかんざん屋くめ
義を誌さなければならぬ自分のどんなに愛するものがな目に遇はせなけ妙ぱならぬ︑如何どなれば残酷な目
ありましても︑其者を拾て２忠義の矯めには働かなけに遇はせると云ふことは敵を懲らす所以で︑叉敵をし
れぱならぬ議さなければならぬといふか群︽を唾て蕊して潅韓ひといふもの塾溌ろしきことを知らしめる卵嘩で
ぱなや
い
す
ん
つ
だ
たならば禿れこそ穂鐸の謡稲ではなからうかと溌ふのある︑然さ
うし
けれ
ばき
早＃
戦を
が済
まし
ぬか
らた
損失
がい
多大

いたゐ・

ふぢ主はづかしちう

であります︒人に濁しては信義を誌せ︑人の篇めに厨でゐると斯ういふことまで言うて居るのであります一︒
とくもく
つくこだうとくどこ
たいこのたび
れといふやうな穂目も浄﹂ざいますけれども︑それを誰斯んなことは道徳の何虚に︽﹂ざいませう蕊一篭此度の
そのないようもうぎ
すにしても其内容に忠義といふことがございませねば輪舞では樹迩が姪か恥獲った鐸謡と露して錐に癖醗な

わたくしぼんたうとくもくおも

園民道徳の基本観念

一七

Ｉ

私はそれは本営の徳目ではないと思ふのでありま一﹂とを致して居るのであります︑婦女を辱めたり老
いかんこからだぜんたいい獣珪をしあとほじんやきころ
れい
す︒如何とばれば此の身鰐全篭が今申上げました通り人を焼殺したり︑さういふことは幾い
らくも
例のあること

１１

１１
ほとだうとく

園民道懲ちの
基本観念一八
ばらゐありさまおもゐロシア︽いなにひど

ｒｌ

垂︑がわおほぎみおん頃︑ふもとかうふくうこくみんて昔ゐわたくし

みかたに︒︲いかこれうちはもあ・︽を．あし

ゐ

しゑんもつ︾このもとざんにんひとわはいみじつな

でありまして︑殆んど道徳などは地を掃って居る有様思って居る露西亜の兵であるから何か酷いことをして
おもしんぱいちょっと段し
やは
かく画とありさ歌てい
であります︒斯の如き有機を呈するといふのも矢張り居るのだらうと思って心配をしまして︑一寸待てと言
私怨を以て其本とするからしてさういふ残忍なことがひながら人を別けて入って見ましたところが責に泣か
おここのせかいたいだい︑ず︑いんつたた︑キレやらくい妾︸こねを
起るのでありまして此世界に謝する大幅一音を樽へる篤されてしまひました︑負傷兵が其庭に寝て居ります︑
だいてんしょくもゐくにがらたとひ一Ｌ寺︺にほんくいとりま．抽応つか弐一﹂壱あつとき
めに大天職を有って居る国柄がありますれば暇令敵でそれを日本の兵が取捲いて︑八月十四日誠に暑い時で
も味方でも憎いことはないので︑如何なるものでも之ありますから閣扇を持って煽いでやって居ります︑苦

かんが

て寺﹄いへど

は鵬て我が大君の御悪の下に幸禰を得べき圃民だといめるどころでない敵をいたはって居るのである︑私
ざん三くじつかん言一生よりつば
ふことを考へますれば敵と錐もさニノいふ残酷なことはは賞に威じまして︑誠に好いことをして呉れる︑立派
で
誉はずて昔ぼんたうて等﹂おこ毎ほひとり︵いしい
み

みむしかあいじつ

出来ぬ筈であります︒さうでなくして敵をば本営に敵な行ひだというて賞めましたところが一人の兵士の一一毛
ことおこまこと毛のてんこいつらじつにくやっ
と見るからさういふ事が起るのであります︑誠に其天ふやう︑此奴等は賞に憎い奴でゐり識すけれども︑斯

・たいせつ

めいぢ

ねんせんかん

ことがら

わたくしにほんじんすべかにん

レぶくし
職
を知ることが大切であります︒うなって見れば寧ろ可哀さうですと申しました︑賞に

私の能く申す話でありますが明治三十七八年の戦戚ずべき事柄である︑私は日本人は総て斯ういふ人

わたくしよ歌を除芯し

え・当﹄ときわたくしかみむちかんたいさんぽうをシ︸のさいげんおもてき鋤↑ゑにく

て

の︑ち

もの

︑手しやらしやゐしおもわたくしかくごとこｆみんにぼんじ人

寺二杢杢ワ

役の時に私は上村艦隊の参謀で居りましたが︑其際間であると思ふのでゐります敵なるが故に傭むといふ
はずやはかれこぐかいのちざ動ゐ
がううちしづ︾
そのふりよしうよういた
にリエリック瀧を打沈めまして其惇虜を収容致しましことはない筈である︑矢張り彼も国家に命を捧げて居
にんげんかんがへにほんＣん
かん
宅のふりよ蓄三ひどありさ散
だ︑其伴虜は誠に餅い有様でありまして︑手のない者︑るところの威ずべき人間であるといふ考が日本人の
二三七みぢお一り一発きＬぱいゐたこにぼんりんだい
ものあしかたわ
少ぴき
指の衝れた者︑足の片輪になったもの︑誠に惨めな有頭を支配して居るのである︐其虚が日本人の大なる
ひじやっわたくしうれかん
毛のときいぐさす
榛でゐりましだ︑で其
時戦も潜みました後でありまし砿︑稀韓い歴である︑非常に私は嬉しく威じました︒

い率︶

いづこれ︵いぜいにくしんい室津をしあ

だが負傷者などはどうして居るか知らんと思うて私斯の如き国民であるからして日本人はどんなことがゐ
すゐ︽いたくさ〃空︽２−ヨーロッパざ〃のこぐまねいた
ちれうじよのぞみ
が治療所を覗いて見ました︑さうすると水兵が津山集っても欧羅巴のやうな︑あんな残酷な真似は致さない

ってワイｊＩＩ言って居りますから何れ是は平生憎いとと信ずるのであります︒それで今申上げましたやぅに

」

」

わか暫匡ほんこぐみん
分り切ったことではありますけれども︑日本圃民とし

このからだへいかさしあ
ゐから湾︑画づ
て此身鰐は陛下に差上げて居る身僻である︑お預かり
ゐからだじぷんかつてつかで号

識迄し冬の

いた多︾のとくもくおいたせうか

さ

申上げて居る身階であって自分勝手に使ふことの出来
かんが︿もつだうとくすべこんげん
ないものである然ういふ考を以て道徳の総ての根源
と致しましたならば其徳目に於て多少の鉄くるところ
これりつばにぼんＤんとくかな．りつばに
あっても是は立派な日本人でゐる徳に叶った立派な日

本圃民であるといふことを信ずるのであります︒

ぼんこぐみんしん
の
こ
の
ご
せ
ん

述べたいこともありますけれどもまだ此後に先
ぱま
いだご
かうえん﹁あきな渉斗謹しあ

︲しかたこ

輩の銅講演があるさぅでございますから除り長く申上
げて妨げになりましても仕方がありませぬから是れで
芯﹂めんからむ匙をしあえうりや︽一いはゆるめで
御兇を蒙りますが申上げましたことの要領は所謂目出
たいはさ力づき孝一こぢゆらだいいみふくゐ
度ぃ祝ひの盃の底には重大なる意味が含まれて居る

ど竜うじく

のでゐるからそれを同時に酌まなければならぬといふ
われ︐ｒｌからだきみさぁゐ

しだい

ば癖は声えうりや全

え屍差しあ琴たいくつ狗も

己もつをは

いた

を得ないことを申上げまして御退窟でめったらうと思

誌戚

篇於鳳風殿翌十五日潟弘七十六伺生辰賦此

大正五年一月十四日奉勅講尚書威有一徳
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筆耕墨稼送像年︒一出春明幾十遷︒何幸朝参奉

恩詔︒鳳風殿上侍縄鮭︒・

敏勢鞠育想富年︒岡極恩深於九淵︒稽穎今朝告
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こと愛それから吾々の身鵠は君に捧げて居るものであ
あづまをゐからだ
くわんれんも
る︑お預り申して居る身僻であるといふ観念を有って
みなさまともす動にぼんじ・んだうとくぼんげんそむ
皆様と共に進んだならば日本人として道徳α本源に背

Ｄつばこくみんせかいたでき

かんが

われ︐ｆＩあ

ごのく々んねんもつこぐかたちか参つく

くことなく立派な幽民として世界に立つことが出来る
か設奄しあしだい
だらうと考へる︑斯う申上げた次第であ︐ります︑どう
かんが

か吾々は飽くまでも此観念を以て圃家の矯めに力を識

九

したいものと考へますみ次第でございます︒甚だ要領
国民道徳の基本槻念

､

−

畔弊放談

二︶政票壁書

枯獅時弊放談
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講

0

一

一

足立栗園

師

うまこと

はち

琴﹄こ

く︑｜さき

を

荷どじ

のではない︒旨い事をいっても口先ぱおりの御世鱗に

のこと

除６に信に過ぎるから時々損をして居るのではないか
いき︲品んじうせんごくじだいゆだんすぎ
○今は春秋戦圃のやうな時代だ︑油働も隙もあったも

あましんすとき〃︑たんゐ

叢！

こしかまかた

を

しか

て小門を大門の側に造り耐妾子を延いて之より入らし
いはししや︐おいの
と．きあんしい
めんとした︒時に異子入らずして日く︑使者として狗
いましんをこぐつかか
鯉にふる識は繊餓よりふるがよい︒今臣ば楚圃に使し

せうもんだいもんをぱつくわんしひこれい

だ︒其の異子は短小なる男であった︒そこで楚人侮り

毛あんしたんせう全とこ毛じん一垂謡些

左かし墜亡せいあんしとこぐつかか

いかしんらつをよたくこんにちお王

てっけつさいしやらぐわいか．フ采昔いか・かうめう

かの識血宰相の外交振りなど刀来ては︑如何にも巧妙
うんぬん

信に過ぐれば損をする︒
弱−３けんやくもちか︑嘱乏な
ぎながこえお産羊
気長く︑心穏かにして︑葛に倹約を用ひて金を備ふ

で︑如何にも辛疎であったが︑其の除津が今日にも及
ドイツをこびか量げんせん宏ゐ
んで︑燭逸の底力ある源泉を成して居る︒
匙こんにちハあいか昼令い

すいかこしよわことしか歌走

に過ぎるから︑如何にも腰が弱い事がある︑而して叉

きがないでもない．特に隣邦支那に濁してば除りに仁

何︒列圃に謝しては常に義に過ぎて固くなって居りは
またときえｉれいすへつらひていあか窓
せぬか︑叉時々瀧に過ぎて譜を呈して居るやうな傾
とくりん礎うしなたいあ宝Ｃん

かみれつこぐたいつれぎすかたをＯ

一審催ほどうまこと

しの

くし倹約の仕方は不自由なるを忍ぶにあり云々︒
あ琶健．
われ︐ｉ︑けい︲１１こ奴どくくわゐ
○吾々は秘々に之を讃過して居るけれども︑味ひれぱ

○昔話をするやうであるが︑督の異子が楚圃に使し

けんやくしかたふじなう

味ひる程旨い事をいつたものだ先づ今日の外交は如

しんすｚん

乗らぬ事ぢや︑腹のドン底はシッヵリして居らねばな

よわ

一 〆 戸

仁に過ぐれぱ弱くなる︒義に過ぐぃば固くなる︑

へ

鰐に過ぐれば箔となる︒智に過ぐれぱ虚をつく︑

上三

らぬ︑腰の構へ方もドッシリして居らねばならぬ噌而
かけひきおうたいりん寺﹄てぎぎの
して掛引雁封は臨機に適宜にやって除けねばならぬ︒

肌いす

○伊達政宗の壁書なりと僻ふる物に日く
ぎすかた
じんす
へつ同ひちぢうを

室てきざむねへきし族つたものいば

I

このもんいで茜こや慣かうことこくらゐお︲ばんごくみんとく

さんひんしややだいもんいあんしこんｋもせいれんなか面１１こｂかうくちさき

だのであるから︑此門より入ることは出来ぬと︑此の○外交の事は此れ位にして置いて︑さて一般圃民特に

あぜふ悪あめな

︲かた﹄鵠もくむ十つがくしやせんせい猫ほだう智いかんき

一言に債者止むなく大門より入らしめた．かくて妾子今日の青年は却々小捌巧になったけれども︑口先ばか
ｚ︺わうまみわういはせい定いひとはらわた１どどちすう診一にんげ〃八
は楚王に見えた︑王日く︑蚕には大なる人がないのか︑りで腸はなく︑誠に﹁智に過ぐれば虚をつくＬ人間
あ入し↓﹂たいは︒ ︾いりんりうろ元も・二は坐ぽりなおほ左﹂きんせいせいくわつなんけつくわ
婆子封へて日く︑香の臨溜三百間は狭を張れば雌を潟が多くなって居りはせぬか．近世生活難となった結果

こたいばせいし副﹀やめいめいＤＩＩせいしん二あまおほこ示

だいにんぞく？１１ひとしよせいせいこうごくｂかへしか

し︑汗を揮へぱ雨を為す︑それと肩を比べ︑瞳を総いではあるけれども翠者先生より多く道義の如何を聞か
でる大人績々ある︒どうして人がなからうやと︑そこずして虚世とか成功とかといふ語を繰返され︑而して
わういはしかなんすしごとたんせうひと︑ししやまたしうヤブと障坐んりこて託しうヤブ
で王日く︑然らば何鰯れぱ子の如き短小の人を使者と叉修養を説くも殆ど利己的修養であって︑擁難癖繕の

まゐ

︑Ｌかきみじかこらあぜがうきなが早みおだやたい経んてき

したか︑鍔へて日く︑啓の使者を命ずることは︑各々精神などは除６に多く鼓舞せられぬやうだ︑それだか
つかさところ
けんしやけんしゆたいふせうしやふせフせいれんしうやうじだい敷弐うことはが︸さき
主どる所があって︑賢者は賢主に封し︑不肯者は不肯ら青年修養の時代であっても︑先づ儲ける事の話を先
しゆつかひ
わご入魁つどふせう
す↓﹄もゐつくどうれうあひかんせいとき劫 んぱい
の主に使するのであるやそれで吾が如きは最も不肯なにし︑少しく地位を作れば同僚相焔播し︑時には先輩
軽もつをつ知ひ
こごんそわうはいせきはざか堂ろ詠ったりぷくどれい
るを以て楚に使したのであると︒此の一言には楚王もをも排斥して禅る所がない︑全く利慾の奴隷である．

ギャフンと参ったといふことである︒而して気短く︑心焦り︑蕊も気長く心穏かなる大人的

つ

どわいかう＆わんこ寺﹈も
ここむ隅こうごとどりやら
またｂよく寂うぷんけんやく
○外交官は此の機智がなくてはなら典か倣小村侯の如度量がない．又かく利慾一方なれば十分倹約でもする
いはゆるたんせうひと
湾いたん
おも︵︑わい系へうめんかざしやしぜいたくまなおよ
きは所謂短小の人であったけれども︑却々アレで大膿かと思へぱ外部表面を飾る署修賛津を畢ぴて︑及びも
びわいかうか
つかひてきこぐしせつ
匙ね
ゐがうふじい．うしの老吉一
な外交家で︑ポゥッマゥスに使して敵剛の使節をして付かぬ真似をして居る︑竜も不自由を忍ぶといふ男ら
もた獣
こんにちた娘こむや尚こうたいどけつしんばつこく昂うぐん
舌を捲かしめたといふ︑今日は誰が小村侯たるか︑よしき態度も決心もない︒かのガルパルヂーが某圃鵜軍
い噂やらあんし
打も
すこ号ろぽをばうもんう︑ときらふ七ｆ︑そなだんわ
り以上なる婆子たるかと思ふと︑少しく職細くなっての訪問を受けた時に蝋燭の術へなく︑談話をするのに
くとかくりん窓つほ
じせいじんぶつつくじんぺつともしびようわらいつわまた越ん弓﹂く涼馬．与勺たきがは
来る︒兎角は人物が欲しい︒時勢が人物を作るか︑人別に燈火の用はないと笑った逸話や叉戦圃の武蒋瀧川
物が時勢を作るか若し時勢が人物を作るとすれば︑今一盆や希臓の名蒋エパミノンダスが一領の衣服よりな

預季つじせいつくもじせいじん歩みつつくい委一かずまずギリシヤめいしやらＤやらいふく

一一一

すこｂ力ぅひとほこれせんたく﹃﹂とびわいしゆつえあるときたきいまはだかご
少
し怜捌な人が欲しい︒く︑之を洗濯する毎に外出し得ず或時﹁唯今赤裸で御

時弊放談

ざあひにく

か画

放談

々〈目め弊

み

で善ぎんじごいう柔

よるつ

ひとみしよたいなひとぼ

せいい

をきふ

た散

くわうめいせいだい

あるから瑠らない．

ふしんせつ

一一一一

ふだうとく

くわつじまちがま︒ふ︲しぜんせいし

毛のばかざ

しかせう

ごう雲く

このしか
ら︑プリぷくい
めらゆんこと﹂を好む︑而して﹁勢力の入らぬこと﹂
泡が
へうめんひとまぐち
を願ふ︑それゆゑに表面ばかりの人となり︑間口ばか
ひと
りこう
おびたザけいはく
りの人となり︑利口ぶること移しくして軽薄なるこ
よしのがみごとをか
さつじしよ
と吉野紙の如し︑可笑しきことには︑一冊の鮮書にて
だ
いがくしやほつゆゑいんようし鋲めい
大畢者となり癖まさんと欲するが故に︑引用する書名

○熟々按ずるに︑今の風潮は弓間に合せ︲一を好む︑﹁琴

このほ

いざ
知らず今の吐鍾で鞄鎮牢御蝿を織らねばならぬ︒
っ吟Ｊ１あん

しいましゃく尋いまつぴらごめん智ら

おびたぜかかしよなか

はれんち

誠意ばく︑光明正大でなく︑其の反掛に軽薄である︑

ていＤつかう

に倹約を用ひて金
金を
を術ふくし﹂といふ政宗の訓戒は到

︵二︶梅園訓言

ぱい

○霊礎の唾陸↓一漉糠感が蕊礎に誌した謡は如仲にも奇

ひ俳一

つ節
ごの
と如きは︑も最
つどいにしへもついま
鍵であるが︑さ
左せ
の二
も古を以て今を

ばかでき
いしよう

計ることが出求る・

ぢよ

一︑衣裳うつくしくかざり︑人にすかれんとするは貢

かぷぎ︶いまがくしやこの

女なり︑人の見るとき所篭を為し︑人に春められん

去堀やう

と可るは歌舞戯のものなり︑今の筆者はどうやら此

つちかば

ほつ

えつ強ち

あしかばうすこのうへかほおほ

あしみづしかつめいばゆるづかん

も熱あり︑足は水ぶく肌にして而も冷たし︑所謂頭寒

堀つ

あをこしおほ一発琴ぐうきょしか

かはあつ

かうえんせつけうはうふくぜつたう

講演し説教す︑抱腹絶倒せざらんと欲するも得ず︒面

の活字の間達へる侭に︑夫子先生知らずして堂々と

一︑足の皮はあつきがよし︑つらの皮はうすきがよし︑
ひと
こさかくち君畏やをん趣わ量ぺみ
人もろともに小賢しく口きけど︑行ひは女童に見か

の皮の厚くして足の皮の薄きこと此上もなく︑面は多

すぐなり︑買ひかぶること多し

しむくし︒

あしかば

ぎらる︑さるゆゑ︑面の皮はあつくなり懲足の皮う

くは蒼く︑腰は多くはヒョロつき．頭は空虚にして而

かおほ号ろえ

よく心得て︑っシ

真似する榛なり︒

あしかばかは

弄﹄

底賞行することは出来ないのである︑戊申詔書の御思
これなん
めし砿い
召を拝しても︑之では何にもならぬ．

とはんたいけいはく

話をする︑気の利いた振りをする︑それが其場限りで

蛙だし

●繭全じんもうざうちゞいかうまことていざい
衆人調座の裡では如何にも旨い事をいふ︑篭裁のよい

1

破廉恥である︑不親切である︑不道徳である︑而も小
しんよくＰｆ︑Ｌ〆けいくわびんすここんなん．．︑つう
心翼々である︑神経過敏である︒少しく困難や苦痛に
であ
ばんもんおうなうらうばいてんたう
出逢へぱ︑煩悶し慎惜し︑狼狽し顛倒する︑ラチのな
ぃこと移しいといふべきである．昔の世の中芯れぱ

れ詮
哉さ
紅く
んか
たう
けんやくもちかか
ねな詮な哉さむ紅く
んむか
い
たいう
でき恢しんぜうしぷおんおぽレ

畠ずり

くずワいまみ﹄竃つ

座れば生憎
に懸ることが出来ぬ︑暫時御猶議あれ︲一
いうい
ＰＩ
ふ１か
い１
ふか
か１
わか
まわ蚕
まと
ごと
いい
つつじ
じ
と
︐と
いいっ
って
て︑
︑悠々衣服の乾くを待ったといふ如き逸事は
薬にしたくも今は見ることは畔罪ない︒かくてはう高

悠曾瀞時

「

そく垣つせいばんたいじつ津さげ

足熱の正反封なり︒賞に情ないことである︒
︵三︶南測這訓

さいぞうたかもりへいぜいし艇みちのこおもんじ
○西郷隆磯が平生に虚する道として蓮し置いた文字は

いかかんけつい砿ふかなかいは
如何にも簡潔にして意味が深い︑中に日く︑

だんしひといひといすもの．和も

一男子は人悲容れ人に容れら紅てば潜まぬ者と忍へ︒

これ一﹂んにもたいしゃうせいれんものもつとイベかふくようきん

之が今日大正青年たる者の︑最も須らく服膳すべき金
げ．んおも︑皐レだんしものじこしんさるおニ潅
言と思ふ︑荷くも男子たる者は自己の信ずる所を行諺
せ
いぎこうだうかなをはをころ
正義公道に通うて居れば︑それで恥づる所もなく職叉
にんまへ如潅心やゆなにお元まざ
一人前として必ず遣って行ける︑何もペコー１頭を下
しかた
もとえう
ひとい
げて人に容れられんことを求むる要はない︑然るを他

人の意に荷合せんとて心にもなき阿談謂按自己の人格

にんいこうがふころあゆてんねいじ一﹂心んかく

あい

けんし言なにつ藤しまひとよるこふじん
も見識も何もかも潰して仕舞って︑人に喜ばれ婦人に
せうじんもはやぽつ．ゐ斗眠せう
愛せられ︑小人に持て離されんことを欲して居る青少
ねんだいぶ一﹂んにちばつこゐしかょわた

年が大分今日では暖属して居る︑而してそれを世渡り
上手︑常世才子と心得て居るやうである︒こんな不心

おさこ悔町うみやｆ忠らかだんし

峰やらずたうせいきいしこらえゐふころ
戸え

をいまかおとかくひといくらゐどけやら

得なケチな男は西の海へと厄沸をせねばならぬ．男子
−４ベかじこしよしんこうへうきたものこばさもの
須らく自己の所信を公表して来る者は拒まず︑去る者

ひといすものおも

Ｉ

は其の意に任せて追はず︑兎に角人を容るシ位の度量
がなくてはならぬ︑﹁人に容れられては潜まぬ者と思

畔弊放談
ｉｌ︲

くんげんいかつうせつおもしろおもさらま髭
へ﹂との訓言は如何にも痛切で面白いと思ふ︒更に叉︑
ことじゃうずへたも できひとで牙﹄ひ︒とみちふ

じゃうずへたできひとゆ

ゑひたすらみちおこなみち

一事には上手下手あり︑物には出来ろ人︑出来ざる人あり︑道彫踏む
だの

こうだうくわいゐん︒ら勉言一と言ところ

には︑上手も下手もなく︑出来ざる人もなし︑故に只管道走行ひ道

いた

彫梁しむぺしじ

おもけだてんかだいだうりんざい蚕なん

とあるに︑至っては︑弘道曾員等の最も三諭すべき所

であると思ふ．蓋し天下の大道は仁驚の語でないが何

ぴとふ一節るを己とひとみちたず

人でも踏んで歩いて居る︑その如く人たる道を正しく
お匡
れを
た楽
②しむことは価 にも渉罪る︑鍵して塗手
行
う堆
てこ之

へた︒けんのんきう

Ｐ１つ

詔匡芯

ことさらこれちか

下手もなく︑齢燕黍砕娠もない︑それを峻呑がり︑窮

ふニシろえは耀豚

ま．たいは

窟がって行はぬのみならず︑故に之に近づかんとも

せぬのは不心得の甚だしいものである︒叉日く︑

みち屍こなをんぴきせんさぺつ
一道を行ふには尊卑黄賎の差別なし︒

これはんたいみぷんいやみち喜斥で

またこくみんじゃらげばんあ．ぢ竺嘉脇ぶん
これが叉圃民上下︑一般のよく味はふくき所で︑身分
こともち．ろん
みも坊屋芯ひつえう
たか
が高いからとて道を行ふ必要のないといふ事は勿論な
者

まちが§ゐこんにちじゃ全かりやらはう走がひゆづ

い・之と反封に身分が賎しいから︑道を行ふことが出

あみちおこ毎きをゐぱかゑんりょ

来ぬといふのも間違って居る︒今日は上下雨方互に譲
玲

琶やらざう

ゐ

り合うて道を行はいやうにと競ふて居る︑馬鹿な遠慮

をして居るものである︒競争をして居るものである︒

なんいますこめさまもちたいしやらじ

何とか今少し眼を畳して貰いたいものである︒大正時
だいけつ
代
は決してそれにて稗むものではない・

一一一一一

よ
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二

親善を以て︑唯戦時中︑我邦が露圃に封して輿ふる利益

︐︶んぜんもつた矛抄一んじちゆ会わ誌くに亜つこぐたいあたｂ一えきｆ

口日露の親善淀砿驚一：潅⁝善い管

：︲⁝︲

時

しゆ

矛︺の

Ｐえう

い

し力

わが

義お
のも
愈に
深ち
大ろ
なし
るん
をぜ
思ん
はせず
易き
きか
日う
本透
人ｂ
として︑吾人は之を安富の見解とす
昔ん
琶ぱ
柔あ
くら
てざ
きる
ば也
っ︲
てを
ん準
けじ
いし
◎願ふに日露の親善が︑積極的に護展すべき形式と数る能はざる也
くわ
い象にばかよぞく淫た
ぽすつ
史錐
どもだ
果とは︑未だ俄に諜測し難きものあり︒総れども︑其◎総り吾蝦は︑僻を獄ぜんと欲
．Ｌ
然か
りと
︑ん
断じ
電ぅ雲挙くて蓄ばぅめんみと善４﹄のげんしや今せん脇重曹にもるしんたいちいほっ還りこんにちわ蝉ｉ﹄
消極的方面より見る時は︑此現象は戦筒中︑日露の親て他に依頼せざらんことを欲するもの也︒今日︑我邦
ぜんろ︑Ｌくあた・りえきいじゃうわがくに︑りけんしよ会０こつとうヤブおちゐじつりよくい
善が露圃に典ふる利益以上に︑我邦の利権と衝突すが東洋に於ける地位と賞力とより言へぱ︑垂に蝿鵬戦
てんおいぜん砿？んとうやうたいやぱうた連︑｜つらんけいぞくちゅう抄↓かいけいやし⑳わ津くにたうせ入どく．ｐつ
る鮎に於ては︑全然東洋に勢する野望を徴たんと欲す凱継績中なる世界の形勢より言へぱ︑我邦は富然燭立
いかうかん１︶ゆた︷４−嫁とうやうとくｊ青うあことどくかうとうあことし１巨ちまたしよ善珍う心︒ゑ
るの意脅を看取するに足らん︒即ち東洋特に東亜の事燭行東亜の事を虚置すべく︑叉虚置し得べきが故に
は︑主として誌飛の神鱈と識丞とを暑識蟻垂しめ畦瀞謡酔に麟賦を荏する暁淋恥蹴が︑華鐸礎よりして︑我
せんえ寺ぜんおごとたいとう堂宇うせいさくぜんぜんこれはうきくにしんぜんかさほつもと多あところい
戦役前に於けるが如き封東洋政策は︑全然之を放棄し邦と親善を重ねんと欲するは︑素より其所なりと謂は
みめやまりむじん寺﹂んじにもるきちまたす動しうをくごわた二●煩きうてき
たるものと見て誤なかるべきかｃ吾人は近時の日露ざるべからず．更に叉進んで維嶋後に亙り︑永久的に

苔いよＩ︑しん湾いおも左・りしんやすにほんじんごりんこれだたうけんかい

りんレや全

の烏めの霊と解すること能はず︑少くも如上の意義を
おうしうだいせん唾賑恥ばつぱついらいにもろ︲しんせん象すり１１のうこうど︑部もじよじやういぎじつい
◎欧洲大戦儲勃護以来︑日露の親善が盆濃厚の度を附せんと欲するものなり︒若し如上の意義なく︑資意
くはきた
しやらちし辻かいけいせいしゃ全くわつもく為だか
毛のしんぜんのうこう勺合一こうだぴ
加へ来れることは︑将来世界の形勢上︑制目に値するなきものなりせば︑其親善が濃厚なる丈け︑一層唾眉
とくこれとうやうしや︒つらいみ七のい
かくごと左
現象なりと謂ふくく︑特に之を東洋の蒋来に見て︑其意の要ありと謂はざるべからず︒然れども斯の如きは他

可１１１１１１︲■ｑｆ︲・Ｉ■０１寺１画Ｕ０ｊ１ｔｇ一曲

一〃

時

ｌ

ｊ

にちろしんぜんわ渉ぐにしめいにん巷とうやうへい

和の確保上︑特に多大の力を輿ふものなるべきを信ぜ

なり

特別の親善を保持せんと欲する園ありとするも︑我邦
しめいにんむいとうやう鳥〆っらい．みていけい
の使命任務より言ひ︑東洋の鴨来より見て︑提携する

んと欲するもの也．雲に露圃皇帝陛下は働其御名代と

とくぺつしんぜんほぢほつくにわ解くに
は可し．而も徴じて之に依頼すべからざる也︒

して醇ゲオルギー︑ミハエロウイチ大公殿下を御派遣
さたいれいたいしんこう↑届〃︑いへう
めらせられ︑御大鰐に封する深厚なる脱意を表せられ
こ︑りやらこく垣い１つごしんかういよ７１１のうぶつためにちろ
たり︒絃に雨圃帝室の御親交は愈濃密に︑潟に日露

や

じしゆじ・りつえいゑんわがくにしんでう

ごじんしば７１１ろん宮とわがくにしめいにんむとうやうへ︲い

う

なりたざわがくにしめいにん抄すゐかうじやら

あひていけい

一えう

臆つ

るんま

︽︽いこぐまたかたぎ

えいきう

︑渡が

いうワよくかい

たいこうてんかごはけん

なりさぎろこくくわうていへいか牛のごみや昌汚い

いた

のこうこ﹃ン

口道徳︑教育曾の官僚化を排す

お
宮弓
措かざる所なりｃ

識善をして永久ならしめ︑いや濃厚に︑いや有力に開
もつわ郡くにしめいにんむと季︑やう︵いわかく冠
展せしめて︑以て我邦の使命任務たる東洋卒和の確保
じんせつぱう
に︑齢輝なる津繊あらしめんことを︒これ吾ご人
の切望

しんぜん

こぐかうそうしんせんくは

ほつ

わかくほじゃ全二とただいちか皇あたしん

也・されば日露の親善は︑我邦の使命任務たる東洋卒

◎吾人の屡論ぜし如く︑我邦の使命任務は︑東洋平
わかくほしかしめいにんむわがくにｐ電﹄う
和の確保にあり︒而してこの使命任務は︑我邦が自彊
乱すりくＩこくひぷくじゆ曇﹃じむことよ
よ︑こ
巳まず︑盆国力を充賞する事に依ってのみ︑能く途

の圃交は一層の親善を加ふるに至れり︒希ばくばこの

よしかだんこれいちいなり

げられ得べく︑自主自立は永遠に我邦の信僚たらずん
をのも．〜て雪ひと

ばあるべからざる也︒但し我邦の使命任務の遂行上︑
こぃていけい

其目的を等しうし︑相提携せんと欲するものゐらば︑
なにこぐと

何圃を間はず︑之と提携するの要あるべきは論を侯た
にもえいこ甲もくて劃おいすでどうめいこぐい獣ろこく

いこぐか

は︑責に適任者なりと言ふを禅らず︒

ふつこぐか

ず︒日英は此目的に於て巳に同盟画たり．今露幽にし
このもくて昔ひと
ひがていけいなんこ・恥こぱえう
て此目的を等しうせば︑彼我の提携何ぞ之を拒むを要

せん︒悌圃可なり︑伊圃可なり︑米圃も亦可なり唯
えうとうやうこととう動おいわがくにちゐせいりよく・りけん
要は︑東洋殊に東亜に於て︑我邦の地位と勢力と利権
にんむをんちぶら↑己れむじゆんしようとつこ
と任務とを尊重し︑之と矛盾し衝突せざらんこと是れ
これむじゆんしよら＃ら
ごと
そのなにこ︐〜
と
なり︒之と矛盾し衝突するが如きは︑其何画たるを問

◎以来帝圃教育倉は︑民間の一法人閣鵠なるも︑其詔

あら．弟うがいぢよき器

なり

じつてきにんしや

しじんぶつえつれきとうみとき

い臆ざか

いちいていこくげうい︐︑くあいみんかんはふじんだんたい

．§もん系しやつかんと︐︲︑ばんゐないをんざい

藍ぬか

れば︑伺曾は事貴上文部省の御用機開たることを苑れ

どうくわいじじつじぞっもん床しやらごようき・あん

員のみにして︑文部省監督の範園内に存在するものな

ゐん

かけんもん隼定い瞳んあ萱たくわいゐ人心・︼うちゆらがくかうりう

そのにん

て帝圃激育禽長となれり︒氏の人物閲歴等より見る時

ていこぐいけ・フいくくわいちゃう

＠今回文事博士津柳政太郎氏は︑故辻男欝の後を受け

こん会ふい系んがｆ︑ばか韮一宮はやな琶弐さたちうしこつじだんしゃくあとう

はず︑我は我の使命任務の遂行上︑勘じて之を排斥し︑

可権は文部大臣に在り︑叉三千の曾員は︑小中畢校教

雪国

二

恥恥われしめいにんむすゐかうじやらだんこれはいせき

凡ゆる障害を除去せざるべからざる也︒

ｉＩ

五

どじ人にもろしんせんぜんいかいほつな．〃一
．吾人は日露の親善を善意に解せんと欲するもの也︒
もくてきおいろこくじついしんほつ
その目的に於て︑露圃の貴意を信ぜんと欲するもの

ローロロロー︲︲ｒ苧

時

︲１１
一﹂れためもん亮レやら龍ん輯︲壷いきうたうぼ

時言
じ浜きんあたくわいゐんく牢く奉畢らしや二やこんにもくわいせい

ず︒総れども之が鳶に︑文部省は︑一三年来相富の補
助金を輿へて︑曾員の緩張に資し︑漸く今日の曾勢を
じよちやらえいどうくれい＆わんれうくわ７︶よしゆいん垣・んしか

よもん系しやらきそくだつどくりつりいう＆わつどうい

助長し得たりと言ふ︒同禽の官僚化は︑諸種因縁の然
堂弓こんにちだいはうふだいけいりん︲あいちゃ今う
らしむる所︑今日大抱負あり︑大経総ある酋長を得る

もんぷしやら雪ようをＪくわん

ていこぐけういく亀わい

時軸つ

も︑能く文部省の羅束を脱して︑燭立自由の活動に出
また睦潅はなん〃い
でんは︑叉甚だ難事なりと言はざるべからず．
◎文部省の御用機関としての帝圃教育曾︑これ決して
註鋲うちやら幕つあらこんごてぎにんくわいちゃうもとじゆららい
無用の長物に非ず︒今後適任なる酋長の下に︑従来の
ぜんこくかくふけんけう
あま
ごとちゆらあう苦くわん
如く︑中央の一機開たるに甘んぜず︑全圃各府螺の教
苛鐸と聯鐸し︑蕊部壁と鑑識して蜘衆に琵雛せぱ識飛
けういくじゃ分およかうそらまたぜんせうあらしか

教育上に及ぼす敬果亦紗少に非ざるべし︒然れども︑
しやら．じことぞくもともん不しやら

か〃１ごトー

一﹂一一

もつせい吟い

１１

一ユノ

一室↓︑

竜いこぐ腺．ういくｆ・歩︽

ｂさうしゆぎもつうまこ蛇よＬうし二姫ｃつげんくやや
理想︑主義を以て生れ︑之に依って柊始し︑之を貴現貫

徹するを以て生命とするものなり︒さ奴ば帝圃教育含
ばあひおいもんぷしやらげんじつ︐二しゆぎはう
の場合に於ては︑文部省の現責に執りっ塾ゐる主義方

しんじつげんせいどしせつとうたいどうくわいぼんちい

針賞現しっ刀ある制度施設等に濁しては︑同曾本来の
型織︑舞毒上稔醸犀し擁鐸鐸する場銭雄ずや瞬鍔に握
弐一つじゆ凸こ︑と

ほんらいｂさうしゆ菅はうて巷

ざるべし．唯騨鐸に恋て︑ぃ鮭らに越鐘と恥秘と︑恥職と

盲従とを事として︑その本来の理想︑主義を放郷せん

こすでていこぐげういく︒危いせいめいぜいめい

こいこ︐︑けういくく償もじどほ︒＠︑︒

こざ

か︑是れ巳に帝圃教育倉の生命なきものなり．生命な

ひと暇ういくくわい

あらだうとくくやいごと

が起ら

き帝圃教育倉は︑文字通り御用機開たるに止まるべ
し︒

ｂきうしゆぎもつせいめい

りきうしゆぎ

◎これ濁り教育倉のみに非ず︒道徳倉の如きも︑必ず
せいめい

か耀負ど少︑りつじいうてんち︐最つぼ

や理想主義を以て生命とするものなり：理想︑主義を

︑砂せいめい年乞ｂきうしゆぎお・も

そくばくふＵいうくつぶ＄を雷げそのせいめい

生命とするものは︑必ずや濁立自由の天地を淵歩すべ

ばたいかんそのごようきくわんていこぐけうい︲︲

教育方針に批議すべき事あり︑其施設に論難すぺき事

く︑一の束縛一の不自由に屈服せば︑夫れ丈其生命を

乏のまへ﹄芦室す得︿芝くばくしやらがいこれや︽んさい

とんしやら

あるに際しては果して如何︒其御用機関たる帝国教育

損傷するものなり︒若し生命を淳び理想︑主義を重んぜ

ゆうわうまいしん誉はく斗眠しん十港惇

ば︑其前に横はる凡ての束縛と障害とは︑之を粉韮し

Ｆ︑んこ〃︑ちうせいゆゑん

ごじんよだうとくくわいけういくくわいじしゆじｈら準．一いし入もつ

こくかしやこわいひつえう・りいう

教育曾︑道徳含として︑君国に忠誠なる所以にして︑

けういくくわいだうとくくわい

画家吐曾に必要なる理由なりと謂ふくし︒

て勇往遥進するの気塊精禰なかるくからず︒これ即ち

必せり︒果して斯くの如くんば︑非常時の同曾は︑一重
計︶ようちやら瀬つあらなり
に無 用 の 長 物 の み に は 非 ざ る 也 ︒
そりきうげんじつあひばんしゆぎこれじつげんかた
◎夫れ理想は現責と相反し︑主義は之を責現するに難

◎吾人は世の道徳曾教育曾が︑自主自立の精赫を以て

およみんかんおこだうとくくわいけういくくわい亨とか海ら

し︑凡そ民間に起れる道徳倉︑散育曾の如きは必ずや

こいまうじゃっこれもくくわやえいた
之に盲従し︑之を黙過するの巳むを得ざるに至らんや
ひつは方かごとひじやうじどう尽奉いたず

Ｐふいこ氾たいひぎろんなんじいういうゆゑ

さい

曾は︑之に封して︑批議論難の自由を有せざるが故に︑

斯の如きは一に常時の事に属す︒若し夫れ︑文部省の
けういくはうしんひぎこと毛のしせつろんなんこと

，

すらくわんれういちい
ごと︒

ごりんもつ坐ばいせきほつ

しうしかうどうのぞとをくわんれうていけい．よ
終始行動せんことを望む．時に官僚と提携せんは可し︒
そのｂきうしゆぎふんがＰ↓ぱあひおいたちから
其理想︑主義に吻合したる場合に於ては︑多の力は一の
ちからまきばんＪｉＩしかぜんぜん︐あ侭れうくわひた
力に優る高々なればなり．然れども全然官僚化し︑只
どころ

管官僚に依頼する群蜘濡は砥い吾人鋤最溌鋤斥雑恥と欲
する所なり︒これ或場合に於て︑酋の生命を滅溌し︑

権威を失墜することを︑必然の結論とす肌ばなり︒常

けんゐしつつゐひつぜんけつるん心やつ

じぜん鋲しかひじやうじたいぎかごと
哩やうじまんぜんひ２皐曇︒なんす

時に善なるは可し︒然れども非常時に大義を峡くが如

ごじんぜつたいて秀だうとくく慣けういくくわいくわんれうくわぱいセきこ動

くんば常時千寓の善も︑畢寛これ何為るものぞ︒
ていこぐけういくく侯しんくわいちゃ急竺依や氷ぎばかせげんていあはほん

◎吾人は絶封的に道徳街教育倉の官僚化を排斥す．鼓

に帝圃教育禽新曾長灘柳博士に一言を呈し︑併せて本
くわいかいしんきばう

宮の戒慎を希望す︒︵以上斐川︶
口宰相大隈伯の遭難

たかうい

さいレやらおほく獣はくばくだんしふげきりけんきんらいおだい系つ

さ﹃うじ

ばくと

◎宰相大隈伯爆弾襲撃事件は︑近来に於ける大な為物
ざいはひ
ぼとんなんらがいう
騒事たり︒幸にして殆ど何等の害をも受けられざり
宅曾二一ぜいぢじや草参鈴乏

ひじやらしゆだふうつ元らうぜぎさた

しは︑伯に取りての多幸と言はざるべからず︒

◎抑も政治上の霧ひを︑非常手段に訴へ︑狼籍の沙汰
およごと
りつけんもかゆる
ざいあく
に及ぶが如きは︑立憲治下に赦すべからざるの罪悪た

きぷどう

ことやいん鷺富ぼくだんとうかげくら琴をみ

あた

ごじんこき主らかう・いか
吾
人ば此の兇行には如何にしても一識の匪儲をも奏す

ゐかん匙たおほくまばくばんせなあた

ること能はざるなり．
Ｌか
ごじんか︑ぶつさわじ一ザちびつい
◎然れども吾人は贈斯る物騒事を導きたるに就ては︑

い

遺憾ながら亦大隈伯に一半の責め無しとする能はざる
さきしんせいぎせいちゃっ修７︐１Ｉらぱうかう
なり・震には祁聖なる議政場にて某々等による暴行の
なんｒぷらいやぼんかんぎよどうすく毎
難事ありによし無頼野蟹漢の畢動とするも︑少くとも
はくはんせい︽品がきんしんをしえ
伯の反省を促し︑謹慎を海へざるを得ざるなり．
さじ人おほくまはくはんせいきんしんす茜けつひ
◎吾人は大隈伯に反省と謹慎とを進むるも︑決して卑
けふ
けふだ
おぽいせいいしん
怯なれ秘怯儒なれと言ふにあらず．大に誠意ない︑真
しかへこひねが炊くわざはひまねではうだい
塾に反らるシを希ふなり・伯の災を招ぐは︑出放題
くちなてつぱうかうどうふきんしんや画せいい

みとなどころしせいいまた

の口と︑無織砲なる行動︑不謹恨にして動もすれば誠意

おほくまばくかる・かうゑんりきう︑りつけんしきうふきふ

の認むべき無き虚にあり・至誠の未だ足らざるにあり︒
と

いはゆるではうだいあだかそのみなもとにご

◎大隈伯は軽がるしく高遠の理想︑立憲思想の普及を

さ

いま．藷ぽいそのしんじゆついかんどうけんはく

説くも︑そは所謂出放題にして︑恰も其源を濁して
ながきぷ
と
ばん二行毛ま●たかたかな
流れの清からんを説くと一般﹂抑も亦難い哉︒
こうとうゆう
もつじんしんさいう〃だいつとす
◎口頭の雄をのみ以て人心を左右する時代は夙に過ぎ

去りたり今は大に其心術の如何を洞見す︒伯にして
舗鐙の鐸識に蝉みて燕に確鐸し︑護慨して至誠なれ︒
いぜん萱うたうだつなてんけんじんせぎたち琴
依然として奮套を脱する莫くんば︑天諸人責忽ちにし
ば猛は左とこ

いたし

り︒殊に夜陰に乗じて爆弾を投じ︑影を闇して其の身

て至ると知るべし︒︵以上臥牛︶
雰ぬ か

時言

二七

を免れんとしたるは︑甚だ男らしからざる畢動にして
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1

女子教育の障嬢物

八

二

ぼんくわいおい１もつとけうい︐〜そんお寺っ

てうせんぎんかう︑とうど︲〃ゐひとひざぶりきてう

め︐りませう§本曾に於ても︑最も教育を尊重すべきこ朝鮮の銀行に頭取をして居る人が︑久し振に錦朝して
こうだうしんね人がうとくがはふく〃あいちゃヨぢふわたくしかたたづしゆｆｆ１だんわせつない．ちこと１﹄うきやっ
おも
と夏思ひます︒で︑弘道の新年読に︑徳川副酋長の女私方を訪ね穂種々談話の一節に︑内地殊に東京は︑
わづずうねん頭菖いちじ為くわぴ
しけ う い ｆ く わ ん い け ん で る
子教育に関する意見も出て居るやうでございますが︑僅か数年の間に︑著しく華美になりました︒圃家の
たずとくいくぜんとこく少ざいせいしや︒たいます．１１きんけんえう
わたくＬせはためいましゆくどＩいた
私臓忙しい篤︑未だ熟讃も致しませんが︑只徳育の前途︑画家の財政状態は︑益々勤倹を要するのに︑鎌
しやしぜしたくばかまく
どうかん
ごれほどぢよしらうはうす
振はいことに就いては︑同感でございます︒是程女子勢の方は︑さう進まないで︑署修賛樺許り増して来る
賑んい
わたくしは猛湛なげ
げういくこぇさかんぢよし︑とくいくさうたう．−︑かま
教育の聾は盛であって女子の徳育も︑相営に八釜しくのは︑何と云ふことでありませう︒私は甚だ慨かは
ふる

のは︑如何なる理由でありませうか︑之が原因に就い
しゆ・トーさくざつ
わたくしどもどう
い敦さらまをあまで
けういく面も
散育の重んずべきことは︑今更申し上げる迄もありて︑諏々錯雑したものもありませうが︑私共は︑何
ぢよしけうい１ことをせいしんとくいくしんぽひやご
めいぢてんわうさまさきけういく・ふんちよ ︑盲くだ
ません︒明治天皇榛は︑湾に致育に関する︑勅語を下にかして︑女子教育︑殊に其の精祁たる徳育の進歩充
じつばかおもを
あと げ う い く 何 昌 ″ し ん と ば ん じ 一 ︸ ん ぼ ん て き
し遊ばして︑教育の方針と其の寓事の根本的なること責を計りたいと思って居ります︒
ぎんじや︒へいかさたいれいご︒とＩ悪ん末
をお宛しになり︑今上陛下には︑御大潅後︑特に文部
△書惨賛津の風荒む
けういくくわんござたたま
だいじんめ
大臣を召させられて︑教育に閥する︑御沙汰を賜はら
せられました︒巷を謡癖する謎︑誰れか瞬艇せぬ姪が唯稚も︑わ稀一の家に吟ました識鍛の垂射して︑禁は

．言はれて居るに拘らず︑未だ其の数験の著しくない
△教育特に徳育の必要
いか︐いう尻謬んいん↓↓

いゐ考腫いまそかうけんいちじろ

女子教育の障凝物慧騨癖議壷棚橋絢子

〈
霊
:
二
塁

「

ぞん

いいみ

まを

ぜいたく

たがか

しう存じますと云ふ意味のことを申しましだ︒お互に

ないちばかすゐ
ぜいたく

わか．

雫内地に許り住んで居ては︑いつとなく賛津になるので

たいしゃし

ぜいたくい

︷り

宝す﹄く︑ひさん幸やらぐう己らあくしんおこ・
は︑益々悲惨の蛎遇とぼり︑心ならず︑悪心を起して

貧の盗賊貧の詐欺をするやうになります一︒尤も今日の

ひんたうぞくひんさぎ毛２﹄こんにち

しやＬあひといじぜんおこ錘い

なかさかんじぜんお匡趣あひと

宅菰ほぐわいらんてらはうしうの箸

いんとくつひとあやひしん

爪んざつしなか垂ためまたなにためところ

篤にするので︑陰徳など積む人はありません︒或は新

ため

蕃修をして居る人と云っても︑慈善を行はねと云ふで

はありません︒中には︑盛に慈善を行うて居る人もあ

わか

あるから︑いつ賛犀になったものであるか︑分りませ
ながない．ちばなひとかへ苛み
んが︑永く内地を離れた人が︑蹄って来て見れば︑直

りますけれども︑其の多くは外観を街ひ︑報酬を望む

ぶつ

．忠

ぐ分るでありませう︒一鵠署修とか︑賛津とか云ふこ

邸ふうぞくぷだうとくすたおも

汁﹀つ

とは︑一部の風熔︑一部の道徳の腰れだやうに恩は肌

聞雑誌に名を掲げたい鳶とか︑叉は何か満にする所が

しやし

か猛ら

きりつちつじよはふぞくしぜん残だし

毛もつとつ︲こ

よわひと

しもＤトーひと

とこお

る所であムリませう︒

しやしぜいたくふうてういつ

△員の教育と畢校及び家庭
こい上﹄

けういくくわんが耐んみんたいかんが

ことになりました︒固より教師が生徒に封するには
お親ふがや
こたい︑ゆふかく
子に封するに準ずべきものでありますのに︑此の

もとけ．うしぜいとたい

育界をも浸潤しまして︑敦育官簡の人民に封する考へ
しせいかけうゐんせいとたい
に至誠を狭く︑散員の生徒に封するに蜂礎を鯉くと一家

いくかいしんしゅん

此の厭ふべき著修賛津の風潮は︑何時となく我が教

わけ異ノ

を戚じない︑其の徳を思はないで︑益々反抗心を起し
きけんしおもいだひとしやらなんい専獄
危険思想を懐く人さへ生じます．何と云ふ愚なことで
ありませ犀孔あれもこれも︑塞ぐ舞惨舞鱗の縄らしむ

かんをとくおもａすＩ１ばんかうしんおこ

がうしせいと§いん世やらはつ

ますげ奴ども︑決して一部のことではありません︲身

︒こうとくゐぴいるノく１ふうぞくすたく

ぶんふきうおうしやしぞいたくよる

分不相潅のことをして︑箸修賛津をすればこそ︑葛づ

あつてするので蓋も至誠側隠の情から獲し喪せんです
造じぜんうひんしやしゃくしやがは睦どんをおん
から其の慈善を受ける貧者弱者の側では︑殆ど其の恩

ひとしやしぜいたくけうまんはういつ

の道徳が萎微し．色々の風俗が頼って来るでありませ

しろ

う︒人が蓉修賛淫︑繍慢放逸になって来れば︑必ず︑
をだうとくおとるけいざいゑいせい
ばんじばんたんおも
其の道徳は衰へ︑経潜とか衛生とか︑寓事寓端が︑面

じぜんしんしやら

白くないやうになるものであります︒署修であれば︑
しぜんせいしんおちつ
自然に精祁も落着かず︑勉輝も齢恭ず︑識砿も渉燕ず
吟室

いづしやしぜいたくできひとたせうしゅん

慈善心も生ぜず︑規律秩序も法則も︑自然に凱れて仕
ノしたがしきうふけんぜん
舞ふものでござい畢争す︒従って思想が不健全となり︑
ものごともり
ざざまんちゃくなんおもなんぎひと
物事に無理をし︑詐欺愉着を何とも思はず︑難儀の人
一貫︑苔三読詮さいへと の
を憐む所か︑身を修め︑家を香ふることさへ︑むづか
二●︑やつひと

しくばりませう．何れ著修賛犀の出来る人は︑多少順

でき

境の人でありませうが︑其の最も力むべき︑弱い人︑
ひんせんひとすぐ

女子教育の障蕊物

二

貧賎の人を救ふことが出来ませう︒さす恥ば下々の人

︑二

九
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可

｜

１１
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女子教育の障蕊物

三○

如き傾陽向は︑殆どありません︒従って圃民は︑さう畢

此の如きことは︑誰も承知して居ることであります
じつかう睦江はわたくしどもすう
が︑貴行は甚だむづかしうございます．私共は数十

即ち娘としても︑妻としても︑母としても︑姑として

寺丞捧むす幸つ宝ば︒し全と

枝の有り難みを威ぜず︑ほんの月給にとりつく資格と
よめいりしかくつくためがくかうだい
か︑嫁入の資格を造らする潟に︑畢校に出すと云ふも
おほしんけういくひつえうけういくあがたかん
のが多く︑真に教育の必要︑教育の有り難みを威じて
だひ と
出す人はありません︒ほんの義務だから出すとか︑資
かく
だけ清くらゐ
けういくかうくわたいばん色し逐
格をとる丈に出す位では︑教育の放果の大半を失ふこ
おもむろんかていけういくがくかうけういく
とにならうと恩ひます︒無論家庭教育は︑畢校教育の
記ぽいもうい十く率かてい
基礎ともなりますから︑大に注意し︑少くとも家庭に
おいそくんれんだいぶぷんたんたう
於て其の訓練の大部分を謄営したいものであります

年来︑いるｊＩ１にして見ましたが︑つまり身を律して

患う二︽ん言や︒

︑︑ぎむだし

おも

けういくしやがはおいをせんも人がはだけお峰いみ史ロ

考唇星 ︸

かうあがたかん︑︑げつぎ・帥しかく

が︑教育者側に於ては呼其の専門側丈に︑大に身に願

△畢校教育の二目的
がくかうけういくもくてぎ一智走わたく→−ども宝をまで

けんぜんくわつどうできかみなにぎのう

も︑健全なる活動が出来︑且つ身に何かの技能があっ
い

て︑真逆のときには︑それで維持して立って行かうと
ぢよとくぢよけいやうせいひつえうおも
云ふので︑女徳と女塞の養成が必要であらうと恩ひま
す︒

△私の責際の努力

あおもじぷんたゆしうやう

みみりつ

かくごとたれしよ︽ちゐ

ね人らい

ひとかんくわ

ゐ

すみすみくわ

けうゐんだげ

おも

ぜんかうしんどう

ても︑隅から隅まて化することは︑むづかしいことで
たい

すうにんものｂつぼ

ありますが︑せめて教員丈でもと思って︑全校一心同

︾や︶

道徳は︑何より大切なもので︑これで人間の債値が

だうとくなにたいふ・一つ﹄にんげんかも一

△其の鑓を肇ぶ勿れ

ざうばんなんらえい詮や︒おも

おもをしかどりよくだけ

鵠になって居﹄ます︒せめて数人の者だけでも︑立派

ひＪ﹂

ひと

人格の完成でありますが︑大別すると二つあらうと思

の人としたいと思って居ります︒併し︑努力した丈の
いししやらさうけういくた・らしき苔のうけういく

おもぜんＬや

とくぎしんやうせいたやく

ひます︒一つは︑徳義心の養成で︑他の一つは︑役に

ことは︑早晩︑何等かの影響があらうと思ひます︒

﹃︺斗壷

困らない人であれば︑此の上はなからうと思ひます︒

らうと思ひます︒人として徳義心に富み︑冥逆の時に
こうへおも

おもひ︒ととくざしんｊまきかとき

主として意志情操の教育で︑他は知識技能の教育であ

しゆ

たひとつくい

立つ人を造ると云ふことにならうと思ひます︒前者は

教育の目的は︑改めて私共の申す迄もなく︑
じ畢
ん校か
くとわんせいたいぺつおも

弐さかゐぢたゆ

み︑一層勉狸せねばなるまいと思ひます︒

人を威化するに在りと思ひ︑自分でも焼まず︑修養し
て居るのでありますが︑雌へぱわ稗しの蕊ゐる雪礎に郷

一﹂とけいかうほらんしたがこくみん力く

』

「

さだ

あき

とくぎ窪も

ロブくわつ

たず

おも

哩やらきいっ

め︐りませう︒弘道曾員たる者︑お互に身を慎み︑人を

こうだうくわいゐんもの士がひみ？レひと

ひとおほてんか

か・嵯睡蹄の蕊なる鍵り酢に窓て︑確引にして常規を逸

〆Ｕ︾しつ

たまγく

定まるものを浅ましくも徳義を守ることを迂澗であ

シ︺ん念フか祭ゐひとひと

る︑損耗のやうに考へて居る人があります︒そんな人

することがある︑偶人多くして︑天に勝つことのあ
にんげんたうぜんごと猛逐陸うぐわつ
るを︑人間の富然とするが如きは︑甚だ迂澗なことで

まは︒︑

こじんこぐかくわこしょげふ説︑一あ感心一

まをほど

の間蓮ひは︑こシに申す言程のことではありませんが︑

正したいと思ひます℃

まちが

個人であれ︑画家でゐれ︑過去の所業に依って︑幸禰
ふＬ為曜せしや全よことすむくこ
も不幸順も生ずる︑善い事は︑直ぐに報ひて来なくと

子

も心まはり廻って来ることは︑事責ではありません

１１

具貞

、

を

けつぐうゼんけつくわ

そのこくみんせいあづか

め居るもの決して偶然の結果にあらずして其圃民性輿
︷哨掻峰あだかわがぷしだうごとこくみんゼい
りて力あるなり︑即ち恰も吾武士道の如き幽民性によ
︑︶つじつ承うけんかんなみたがくじゆつしんぽいもじ一やまたじつ
りて質賞剛健より報難に堪へ畢術の進歩著しく叉賞
乃から

っも一歩も敵をして圃内に入らしめず優勝の地位を占

こくないいいうし朱全ちゐし

またしぢよ
にありて桑を礎めて舞に祷顧の麺ひなからしめ叉
子女
やういくだいこくみんつくだものふじんくわつどう
を養育して第二の圃民を造り出す者にして婦人の活動
いかん．こぐかうんめい︐あん・だいし
如何が圃家の運命に閲すること大なるを知るべし︑園
かうんめいだんしいらいをこ︑と
家の運命は男子のみに依頼し居るべき事にあらずして
ふじんまたとのてんレキ堵Ｕかくこぐかｂうせいはか
婦人も亦其天職を自畳して画家の隆盛を計らざるべか
ドイツごとずうたＦや会て智めんひか
らざるなり燭逸の如きは数多の謹敵を四面に控へつ

ぼてぎ

一家の健全不健全と画家女子部
評諺具
愛住幼稚園主

しかこぐかけんふけんだんしさいう芦弓ぢよ

も左かじんたいむすうさいはう
鍵鱈りて鄭をなすことは恰
も人篭が無数の細胞より
なぷつたいすうたぷんしな﹃﹂とゆゑそのそせい
成り物鵠が数多の分子より成るが如し故に其組成せる
ぶんし？ふけんぜんときこぐかけんせんあた
分子が不健全なる時は圃家は健全なること能はざるな

し吟や全おいみこくかこうぱうくわんだいもんだい

い

的︑而泌に画家の健不縦は男子の左右する所にして女
子の如何ともすること能はざるなりと云ふものあれど

りめんぢょしくわ︒︽けい・ほとをやうおよ

も史上に於て見るときは圃家の興亡に閲する大間題の
窄鍔んしくわつどうへうめんてきぢよしｒらつどうりめんてき

一暴面には女子の開係せざること殆んど無き機なり凡そ

価んＤよく

三

男子の活動は表面的にして女子の活動墜暴面的なり︑
沙らいわがくにふじんきみ鞠や幸一つとしんく鞠と
由来錨掴の婦人は君のため親のため夫のため辛苦を厘
︑とくしぷくいうじつふじんうち
はず犠牲となりて蓋力するの特色を有す賃に婦人は内
一家の健全不健全と圃家

小

１１
一家の健全不健全と画家

型・＄ざ蔦．ざいぼうめんばつたつをこの．ぢきうせんひ吟うかん

いまわがく砿につえいどうめいでうやくこαく淀

業経済方面も護達し居るにより此持久戦にも疲努を威
て彰﹄

ふかうちかじじつもはや上一うやう

ぜざるなり︑今や我圃は日英同盟の僚約によりて此圃

じつかんしんたも二ぢゐらんわすニろ

を敵として深き恨みを買ひしは事賃葱ｊ︑最早東洋に
おて雷せいりぷくさう
いせんご
おも
於ける敵の勢力は一掃せりとは云ひ戦後のことを思へ
ば賞に寒心に堪えざるを以て稔に居て凱を忘れざる心

︲Ｉ

一一一一一

妾吾あい彦やく垣んおこたんじへんと善一

を吉しちよけういく

だんし詮と千か

夫に愛著の念を起きしむるによる一旦事鍵ある時は
た︑かひさいだんし敦かぢよしいへ毛のてんし寺︑
戦は一切男子に任せて女子は家にありて其天職たる
しぢぶやうい︒︑ぜんワキ︑つくうち
子女の養育に全力を蓋さやるべからず内にありて桑を

ても二十年の活力の差あり︑之を七千寓人に通算する

早や老人気取となり研究等は打棄て動隠居するが常な
おうしうよさい曇窪いひとしやっお．︑︑
るに欧洲にては八十除歳までも働くと云ふ人一生に於

掛肝要なり︑日本は早老の弊あり六十歳にも達すれば

せざるべからず其他夫に仕へ子女を育て親を養ひ叉召

も重任は大蔵大臣なり家事費の内にて倹約して貯蓄も

らず夫に代りて書状等を出納するは逓信大臣なり︑最

誉へぱ主人は王にして主婦は内閣網理大臣にして内

治め子女の教育をすることは男子が外にありて戦ひを
蕊と意んＵ
するに劣らぬ難事たるなり︒
たとしゆじんわうしゆふないかく詮うり定いじん左︑↓

ときは非常なる差を生ずべし︑我圃にても大隈首相の

使の取締をなす等妻の任務は責に重大なり然るに男子

然けかみえう湛ほんざうらうへいさいたつ

如きは七十八の高齢にてありながら内閣の首班として

は妻の任務のかく重大なるを思はず叉妻にして自豊せ
︷Ｊくぉ毛つといへでをるすぢゆ会ゐねむを
るものも少し︑夫の家を出て居る留守中に居眠りし居

言と

〃患つ 一 ど う

ねんくわつり鋲くさ

これ

まんにんつうざん

わがくにおほくましゆ階手ら

ないかくしゆばん

おうしうおいだんし

やじまかじことじごとさい．堂昂

かうれい

ひじやらさしやら

ふの③フ

ふじんぐんじんけいくわんしやしゃ今こうこぐか

いわがふじんこれおと

そのたこつとつかしぢぶ乏這おややし溶まためし

とうつまにんむじつぢゆらだいしかだんし

またしぢ王間︸ういくはうにんてきをつ全きたｒ︑

てつだいまた貧乏ゆゐ︶

かみなやどひにんまか

のあり．或る婦人夏の極曾にロチリメンの着物を造り
す合へ火ひめきんしあきくさ典ひだまたつゆ
凡ての縫目には金糸にて秋草を縫出し叉露としてダィ

あふじんたつやこわいきものつく

さうぢ

つまにんむぢゆらだいおもまたつまじかく

つかひ．ルーりしきり

ぢゆらにんおほく隅庭いばんかじひうもけんやくちよちく

をづ毒かばＬよじやわとうずゐたふていしんだいむん色つみ一

務大臣を兼ね叉外務大臣として交際に巧ならざるべか

むだいじんかまたびわいむだいぽんかうさいたくみ

活動せられ矢島樹子刀自の如きも八十四歳にして自ら
汚いくわつどうみけつ
げうふうくわいちやら
矯風倉の長となりて大活動をなしっ動ゐるを見れば決

るものがあり︑叉子女の教育は放任的にして夫の婦宅

・・・聖一どう

峡を補ふくく婦人が軍人警官車掌等とな

けつ．季乏永

けんきうとううちすいん者よつれ

して不能のことにあらざるなり︑欧洲に於ては男子の

はらうじんきどり

りて国家のだ

するや掃除までも手博はせるものありと云ふ又夫の許
えしぱゐけん采つふけみ・かぎことふしん
を得ずに芝居見物に耽り身を飾る事のみに腐心するも

く蚤どうできりんごうくわらごうと逼塁ごぜんとうぢよけつれきし

め活動しっシありと云ふ我婦人もいざとなれば之に劣
らぬ活動の出来ることは祁后皇后巴御前等の女傑歴史

巴やらすうたみ↑・︶えいふつとうおいふじん

上に数多ゐるを見て知るべし︑英悌等に於ては婦人が

ャをちりばめかくして一家のことは皆雇人任せなれば

くわつどうをつれはい鰭〃．を︐

や実﹄にんけんりぞうだいかせいひごとみだ

かくまで活動し居るにもかシはらず常に敗北し居るは

雇人の権利が増大して家政は日毎に凱れしにもかシは

厳んこふじんときノーせん蔦全いた突舌めんくわい

何のためか之れ婦人が時々戦場に至り夫に面曾しては

「

壷窓てふみつおすととまは

らず︑恰も蝶の蜜を追ふが如く飛び廻れりかくして十
よ堀んす
除年を過ごせしも娠砂の蒙桑も雛鍵を銀擁して辛僻黍
りやらせうねんせうぢよひと〆ずけご？ヤブ史たにん
良少年少女とな り人の助を乞ふ様になれり︑叉一人の
︑年じんおな苦よ芸んとみｒ・フいうえ・雪︑かねつかひ

だ

悲つと一Ｌうこう窓史すＩ︑はってんしぢよぐあひ

きかい一弗堪あ．たかりさいみ獄しよ

その左つとばかそのひと麺ぽいさんせいつ散つひ毎へんきやっ

典ひきこく

はと其夫に謀りしに其人も大に賛成して妻は遂に勉彊
のため蒋蹴に漉輝せり鍵に鐸りし垂と蟻は華蹴りを一

じつしう趣笹ひまを

淫くかうけうし

おのしゆつせいおん言わさつひ垂ろと

日千秋の思にて待ち居りし恥斐もなく臨画するやとめ

る畢校の教師となり己れが出生せる恩義を忘れ遂に夫
ものた和もいた老つとことごとつまあつばくくは
を物足らず思ふに至りしかば夫も事毎に妻に躍迫を加
きたひごとよど←ふうふあらぞたへ散あるよあら毛
へ来り日毎夜峨に夫婦零ひの維間なかりしが或夜雫ひ
すゑむ十めむかこのいへうちなにもつとたいせつとひ
の末娘に向ひ此家の内にて何が最も大切なりやとの問

婦人あり同じく巨寓の富を有しながら有益なる金の使
かた寸堆陸くがくせいむでうけんがくしぎんあだ
方をなしたり即ち苦畢生に無僚件にて筆資金を典へ︑
またびやらふい︾フこれどく哩雷やし基つきよゑん
又病夫を有し之を燭力養ひつシある妻に百二十除目を
出してメリヤスの器械を購ひて典へ家事一切を自ら庭

を護せしに娘は思案の末｜おかま﹂と答へたり之を聞

はついくこの︾しやひかくときしゆ・年けんぜんふけんぜん

なだ

・そのひむつ歌

こ力おい刀やらしんお雌いはたがひこうくわい

とき

いだわらだれいゑん垂ん

い︑匂いあら毛しやら

泣きに泣き出したり此に於て両親は大に恥ぢ互に後悔

な

ける雨親は思はず笑ひ出したり之を見たる雨親は嬉し

Ｕやらしんおもわら鱈これみ刀やっしんうれ

むずめしあんすゑこにこれき

理せしかば夫は後顧の憂なく益々護展し子女は工合よ

して其日より睦じくなれりと以来手ひを生じたる時は

毛の季くいじんきこぐをりともつゆそうけ・フいくさづ

はつ

く溌育せり此二者を比較する時は主婦の健全不健全は
かけんふけんきたひいこぐかおよし
一家の鮭不健を来し延て剛家に及ぼすことを知るべし
ある営扇にんむＴわいうわかふうふしゆじんはく誓ふ
或所に一人の娘を有する若夫婦ありき︑主人は薄給
ひと
つまひ烏らづなうめいれうこれす刃
の人なりしが妻は非常に頭脳明瞭なれば︑之に勤めて
ぷあい﹂くさ︒くいじんつな︑﹄宅の．しんぽひぼん
外圃語を米人に就いて習はしめしに其進歩非凡なれば

かてい

いた

い

うおかまｊＩ１︲一と言ひ出して笑ひ出すを例とし同流な

る家庭となるに至れｈと云ふゃ

１１

井政

貝
わんせいばかかうくわあおも
完成を計卿りませんと︑故果は塞がるまいと思ひます︒

除程︑確︐りして︑いりつとする位︑力を注いで︑之が

よほどしつか︑︑︑くらゐちからを画これ

ぞん
かていもとがくかうおい
しいことシ存じますが︑家庭は固より︑畢校に於ても

子

其米人は蹄圃の折共に連れ行きて一層の教育を授けて

たがかなげ

生徒に質間せる二ヶ篠諺語政榔畢趣幹華
△有数懇ろ徳育如何
ぢよし坐けういく畔やらとくいくふる

女子教育上︑徳育の振ひませんのは︑ ぉ互に慨かは
生徒に質間せる二ケ燦

I

臼

しか

に入

生
徒に質問迂互一ヶ際三四
たず窯しあ者た象を逐咳室かうきひときお手︾

敦方

けうゐんもつしぷく

ゐわたく︑︲ども

ぞんと一弓ちがかていふじ人さと

牡いとしよかんき

いさやさいばひ

︑︑︑ばくれつだんかぎまで

泡たら

そづなうしこをどこ︽をつと毛だひと

ろえちがま恐

よ

わたくし

ぱうかんでせきこのほど︑せいとしつもん

斉一うざやフ

威動しました︑例って︑私は︑か勢る鐸漢の出る責それから此程︑こんなことを生徒に質問しました︒
をかていふじんめいにんげんせいしんしうやうたいせつしぅやう
任も一つは其の家庭の婦人にあります︒荷くも一命を人間は︑精祁の修養が大切である︑修養のないことは

か入どう

皐校の激科書にあることを申しましたら︑生徒も大に

殊に露風の人をして︑面白から飽考を懐かしめたこ大隈様のお身鵠にでも塞状があったならば︑想像する
ゐかんおもわたくしか馬こぐくわうあまていいま牡いとどもおほい
とを遺憾に思ひました︒私は︑彼の露圃皇帝の︑未雅像６がありませぅと申しましたち︑生徒共は︑大に
ほんこ
くわうたいし
だ皇
太子であったを
折り︑に日
本に求られて︑舞灘浄昨三癖威じました︒

が走なきずほうたいゑかくにせう
より
が
く受
かけ
うら
一れ
けた
う刀
ぐ傷
わを
し繊
よ帯
談せ
をら
せれ
いた
と蓋
幻が
ぽ︑
い彼
︑の固の小△精稗上の三度の御飯如何

匙た諦斬が錨とどの生徒も︑此の事件の遺憾千蔦にして泳孔家舗嘩麺畢峨は無一筆に罫りませんでしたが︑高一

こ暴漢の心得達ひを申しまやて於牲徒却新威溌聞きま悪いことは諌めて止めさせたいものであります︒幸

ほうかんご

わた

と
た酔銅鉢か癖雛認趣 唖非醗趨懸垂確岬錐癖華岬働細癖唾唾幽雨率乱蛎掛唾韮壁銀蝿柚池錘郊謙嘩ひ錘
蓉弛嫁
︑Ｌ人好人し﹄富も
またよめい︑︑
か︑叉は嫁入ったさきで︑良人其の他の人で︑そんな
れ亙って︑其の頭脳に染み込んで居ります所から︑
わ私た
し何い
れ善ぜ
ｒい↑
猫ま
ｂしし
はく
︑如
にか
もこ
之を
用人
した
とう
思ひ
てん
︑心そ雫ざし︵爆裂弾に限らず︶あったときには繭どこ迄も

△首相の爆麓騒ぎ臆如何くり遮して︑どの錘︑酢燕を鐸く砿ふか鍬らぬ︒かシ
さく画つおほくまそうりだいじんばくれつだんなぱうかんけつひとあなたがたか

渉くかうじだい登愚にほんじんちんばうもくぜん
事校時代から︑教つた日本人の飢暴なことを︑目前に

で︑教員を以て職として居る私共も︑これには大にないと云ふのは︑婦人と云っても︑其の責を赴れるこ
く
し
を
で
こ
と
ん
く
い
と
こ
ん
う
苦心
しん
て居
り
ま訂
す︒
と１
は出
来こ
ます
ま
いわ
︒特
にこ
今回
のろ
事た
るく
︑じ
露圃
人せ
が︑
小

ります︑そんなことでは致験が少からうと存じま溝︒なった所があるに聖錘泌な唖それを塚庭池婦凱が畳ら

を￥﹄め．十く港

而して︑唯︑昔より有り来りの千遮一鍵のことを申し拠って︑高貴の人を斬らうとするやうなときには︑遅
をぜんばんかほいろちかあせいしん鳥らたいこと
みちがたむ
ては︑叉あのことであるかと形耳を傾けないものであくも其の前晩から︑顔色が違って居る︑︲精禰状態に異

1

じぷんひとこくらゐふかうみなさん
まいにらどごはんたからださぁを

自分も人も︑此の位︑不幸のことはありません︑諸嬢

きんらうおんけい通りげんみ
いま．さいとき
ギーの未だ十三歳の時から︑﹃勤勢は恩悪也﹄の言を身
たいきんらう
に鰐
し︑動勢することを雌の姪ない怖燐な︑蝿の緋謹

せいしんどごはんたなん

どなた君やらしよよ

なん

どはん

苦人らう

ての精祁上の食物は︑いろ﹄１１ありませうが︑御飯と

せいしふじやらしぶく︐ｂつ

精祁上の三度の御飯は︑何になさいますか︑お菜とし

せい︑Ｌノじやらどごはんなんさい

嬢は︑・身鵠に三度の御飯の腰くてはならぬ︑やうに︑

さんからだどごはん

あると云ふことを聞き︑甚だ感じました︒どうか︑諸

き豚芯越かん雛な

だけとみつかこれいうようつか

は︑毎日三度の御飯を食べて身鵠を支へて届らるシや

として︑あれ丈の富を積み︑且つ之を有用に使ひつシ

みなさん

きんげみこいてうせきちうやむ楓

い

うに︑精祁に三度の御飯を食べらる動のは︑何でござ

レポく．もつ

しじうお走詠

みなさん

み

・もくえう

へんしぶいた

いためぬ許りか︑老いて益々盛な︐りと云ふことです︒

かん

威じたやうに見えました︒木曜には︑どんな返書を致

しますやら︒．．・・・

や画

やすあやひひっこみじあんながやす

和もこん

めんかつもうい弱で．かんじや会もつ

れ易く︑或は引込思案に流れ易いから︑そんなことの

しぢよけうくわ巻

企

いますか︑諸嬢には︑誰方にも長所があるそれを善く

もちむけいどしぶくもついかざたとかん
宏人必人君たま

用ゐた無形の三度の食物は︑如何ですか︑例へば︑﹃難

ばじせいしんけんゼ乱ゆはずそうも

難汝を玉にす﹄の金言は︑之を朝夕蓋磁︑胸につけて
とそれｊｆ１ちやらしよ
象を峰め︑桑を嬢へる狸もありませう．人ひは
夫々長所
また壱ふうぐうちがこれさうざうむけいど
あり︑叉境遇も連ひます︒之に想像して無形の三度の

なるのは︑何でありませうか︑カーネギーは︑﹃勤勢は
おんけいなりかくげんくりかへじじつ感琴﹄あかた
恩悪也﹄の格言を繰返し︑事責︑働くほど︑有り難い
おもわづじかんづ五すゐみんからだ
ことはないと思ひ︑僅かに二時間宛の睡眠も︑身鍔を

こんどもくえうへんしよくだ当好みわたくし

食物があって︑初めて精祁が健全に行く筈です其の内
雪はん
なん
いますぐわか
御飯となるものは︑何でめ耐りませう︒今︑直では分り

藷輝には︑諸嬢に相燕した︑精祁を養ふくき︑三度の
ヤいとどう対ぽい
御飯がありませうと申しましたら︑生徒一同も︑大に

沙ふ

ばかお致す︐Ｉ︑さかんい
み晒さんさうおうぜいし人やし涯ど

ますまいが︑今度の木曜に返書して下さい︑因に私
〆．しぶくもつことごぼん
なん
の三度の食物特に御飯となったものは︑何でゐるかと
談を
わたくし
ねんぜん
をこん
申しますに︑私は二十六年前でゐりました喧其の今

ばか匡画らくるし

にら
をうしうやうあさひん︲くるもつとつまと
日より一層修養も浅く︑貧の苦しみが︑最も附き綴っ

を

にちせいしんたぴいたなにごとなかくげん

て居りましたので︑それ許りが心を苦めましたので︑
じらいあさ

一日︑﹃精神一度到らぱ︑何事か成らざらむ﹄の格言を

みたい

ないやう︑綿密の注意と︑温かい威情を以てしたら︑

いじゃ全わたくしどもだんゆきとざじじつしうしん
以上は︑私共の談に行届かぬ事賞ですがｖ修身と
己と吟§いくい
か︑徳
育とか云ふものは︑動もすれば︑千遮一龍ぽ嚇

身に磯しまして︑爾来︑朝となく夕となく︑始柊︑頭
おし胃けんめいはげところこんにもひん
に置いて︑一生懸命︑肺ました所が︑今日にては︑貧
者も何時しか去って︑且つ他のことも︑私の思ふや

子女を教化し切れぬことは︑なからうと思ひます︒今

またわたくし強んねんせかいふがう

しやいつざかたわたくしおも

ぅになりました︒叉私は︑先年︑世界の富一家カーネ

三

生徒に質間せる二ケ燦

１１

五

蒋来の婦人に封する希望
けうい︐〜にんあた

確蕊鍵鍵隷牽は桑嘩鍵議の躍らぬのは︑教育の任に常

けうゐんａたふぽれつせい︲たため私つせい

こゅろ

けういく

よがく．かうえら

ひつえういた

一二一︿

父母では︑到底︑立派な教育は︑出来ますまいと思ひ

ふぱたうていりつばけういくできおも

ます豪厄二月十三日︶

曾員尾
れいやわい

窪んだこゑいせい

和も

くぼ

ようぱうぴたっと

とくばついくさかんセうぢよじ定い

よ

己れためえう端はついくえいやう

箇所が︑殊更ひどく凸んて︑之が麓に腰部の登育管養

かしよことさら

うに︑腰の部の帯３若しくは腰紐の中っだと思はるシ

こし幕おびもこしひもあだおも

すぺあしかた詮との︒を

ますＪ︲︑はげ

いことのやうに思はれ︑特に護育の盛なる少女時代よ
めう恥いころ
おほれい写やら
り妙齢の頃となるに随って︑益々激しく弧多くの令嬢
またわかふじんおびかだしぽかこしひもとく
叉は若夫人は鞘を固く締めらる少許りか︑腰紐を特に
かたし
ちゃうどむかししなふじん
緊くお締めになるやうです︒これは恰度昔の支那婦人
の網てが足を固く纏めて延びないやうにして居るや

したが

いときから︑女の子は︑衛生よりか︑容貌の美を尚び
おびかたしこしちひみ
何んでも帯を固く締めて腰を小さく見せることが︑良
な

て如何ともすることの出来ないのもありますが︑そん
ざ入くわい窓ちびさんぱじつけん我を
なのは例外として︑逢科醤井に産婆の賞験から申しま
をせんてんて君わがくにしふくみん〃幸妾遂
すと︑其の先天的ではなくして︑我図の習償たる︑幼

最も多数の中には︑先天的に骨盤が狭小で︑人力を以

いかんでき

熟つどたすうなかせんてんてきこつばんけふせうじんＤよくもつ

子

る教員叉は父母の熱誠の足らぬ爵であります︒熱誠の

を

い

こつばんお堀

温

心なくして教育をしたり︑善い畢校を選ばないやう蕪

は窓しほど

戸守

蒋来の婦人に封する希望
△骨盤を狭めぬやう
わたくしどもことさらとりた

う鱈

私共には殊更取立て動お話する程のことはありま
わたくしどもくわんけいな
ゑいせいばうめん
せぬが︑私共の閥係して居ります衛生方面のことて
つねき
ふじん
常に気づいて居りますれば︑婦人としては︑どうして
たいつと
↓﹂具ノ
も︑子を産むと云ふことが大なる勤めであることは︑
敦をおよ
しかこどもたいないそだかこれ
申すに及びませぬ而も子供を胎内に育て︑且つ之を

え︑フ蕊おほひつえうさんふ

産み出すにはどうしても骨盤の大きいことを必要と致

します︒腰部の大きいことを必要とします︒お産は婦

じんともつどくる慾つ坐全じめやく
こさんなやいひと麦もひたこいぴやらき

人に取って最も苦しい︑最も真面目なる役であります

が︲此の産に難むと云ふ人︑或は他に是れと云ふ病気
きうさんりうさんこつばんけふせうい
がなくして︑早産︑流産のあるのは︑骨盤の狭小と云

おほげんいんをおも

ふことが繭︲多くの原因をして居るやうに思はれます︒

花

■■１１１１１

1

『

「

がいをわたくしどもじつけんじや会めい恥う

こほかおびばかまやたらたかむすためろくこつまでいちげる

を害して居ることは︑私共の賞験上明瞭であります

よみとこら

此の外帯や袴を︑矢鱈に高く結ぶ篇に︑肋骨迄︑：著

まがくぼを

そたこきふきにじせうくわき︒けつかう竜がい

しく曲り凹んで居ることは︑能く目塗る所であります
ふ

が︑其の他呼吸器を始め消化機︑血行器を害すること
ももるん
いまそしよるん
は勿論でありますが︑今は其の所論でゐりません︒婦

いま

△偏臥ぞぜいやう

ふじん幸誉涯︐よるふあを

今一つは︑婦人は︑幼いときから︑夜臥すとき︑仰

註菅みぎむきひだりむ苦いづできＬふれん豹

なん

臥︑右側臥左側臥︑何れでも出来るやう︑習練して置

たいせつざんたいじゐも

きたいものですｃこんな︾ことは︑何でもないことのや

うであり半︽すが︑大切なお産のときに︑胎児の位置や

いたかたよぜひあふふ

仏﹂ｆ 心Ｄ今うい

最も人間は衛生許り八釜しく申す課には参りません
だうとくじつようけいざいぴくわんう︵かんが
道徳︑賞用︑経済︑美観の上よりそれ人〜考へねばな
ゑいせいためぼんじはいでき
りませんから︑衛生の篤に︑寓事を膳することは出来
たずい仏一じるゑいせいがいみえつくろ
ませんが︑唯著しく衛生を害しても︑外観を繕った
り︑禿織鑑の職に︑ 鑑の毒浄に︑黍諦鍵をしないや

もつどにんげんゑせいばかやかままをわけまゐ

せァ︑ノｃ

かた臥をさせないやうに特に注意すべきことでゐりま

︑︑ね

も本人は申す迄もなく母として女の子を育てるときに

ほんに人まをまでは力を人潅こそだ

てお産をむづかしくすることがあります︲こんなこと

さん

か︑左枕叉は右枕は出来ませんとか云はれる人があっ

か滝４くちまたみぎ悲くらで菅いひ上︸

あるひみぎ量駕ひひだりわうぐわ

痛み方に依って︑是非とも仰いで臥さねばならぬとき

はんゐおい

もつどざんなんい

骨盤の襲育を妨げぬやう︑帯や腰紐などを固く締めな

と或は右或は左に横臥せねばならぬときがあります︒
あふ
縄るにわ識ｌは︑どうしても仰
いでは臥せられませんと

をはついくえいやうをけつぞフ童亮

おびひもＬおし

ち猛みぐわいけんこひと和もひとなんざんひと

ませんが︑其の溌育管養其の血行を妨げない範園に於
て︑帯紐などを締めたいと思ひます︒

また腰ん︐︶んちゅううＡどうついけんかうたいじようい

因に外見では︑此の人はと思はる︐人で︑難産の人
からだちひひとあんざんひと
がありますし・身鶴の小さい人でも安産の人もありま

おひとうんどうおほこれ

す︒叉妊娠中の運動に就ても︑健康にして胎児の容易
に下りぱい人は︑運動を多くせねばなりません︑之に
ばんｂうさ入きうさんお毛傘
ひとほや
うんどうひか
反して流産早産の虞のある人は︑早くよ・り運動を控へ

毛ひとしんたいもやう

ふ

いやうにしたいものであります．最もお産の難易は︑
あ蝿が﹃﹂つばんだいぎフかぎ・ときこつばん
強ち骨盤の大小のみには限りませぬ︒時として骨盤の
おほためだつしゆつぶつふせか
ばあひ
大きい篤に︑脱出物を防ぎ乗ぬる場合もめｂますから︑
なんじ人こうてきこつばんおぼよまを
何でも人工的に骨盤を大きくするのが良いとは申され

じん
むつと定いせきむはたため蚕だとき
人として︑最も大なる責務を果さん潟に︑幼い時から
こつばんはついくさきだおびこしひもかたし

q‑1

戸フしだい４６のです︒

三

ればなりません．こんなことは︑其の人の身篭の模様
験

蒋来の婦人に封する希望

七

に因るべきでゐりませう︒

、

トー

I

、

ノ列

､｡

Z

Ｙ墓録

錐

どうしよじこほぞん

長治

だがひたすあほぞん
どうしゆるゐ
せいぶつい
生物で云へぱ︑同種類のものが︑ 互に助け合うて保存
くさくさどうしきぎ
むしるゐむしるゐどニノし
するのである︑識類は鍾類同志︑ 草は草同志︑木は木

曾員前野

三
八

こりつをもくてきたつ

でき

ならぬ道理の下に成立して居る︒其の自己を保存せ

だうりもとせいりつゐをＥこほぞん

き

ごと

ほぞんついあるひし柔くむつたｆ︐うきすい

さにんげん志﹂とにんげんどうしじこほぞんず趣睡

●

つ︑と

りい一フリやく

保存するに就ても︑或は食物を喰べ︑空気を吸ひ衣にしなければならぬ︵理由はこ︑に略す︶そこで人間
か涯乞だんぢよく・くつ︑だんぢよくぺつじん
劃かをくすそたやわいみくわんけい
を着︑家屋に住み︑其の他︑外部の開係によって︑があれば︑必ず男女の脈別がある．男女の隔別は︑人
方よくせつじこほそ人︲
ごを
ほ保
ぞ存
ん するけれども︑直
己
接自己を保存することは癖を蒜議に僻読すべくや卸鰐に畔奉て屋るのである．

に入げん

ずや他の力を借りて︑始めて自己を保存することが借て人間の如きも︑人間同志で︑自己の保存︑即ち
しかちよくせぞじ
毛さい床つじたい豚ぞん
たとくだ§隼ｑごと
来るのである．例へぱ果物の如きものでも︑疏菜物・自鵠を保存することを努むるのである而も直接に自
どうるみちゅういせいたすあおの．︐１１
かぜくう言ちみひれうこほぞん
如きものでも︑風とか通空気とか︑地味とか︑肥料己を保存することは︑同類中の異性が助け合って各
どうろゐらゆらいせいでき
たちからふじこへんくわじこじこほぞん
か︑いろ﹄ｌ他の力に依って︑自己を愛化し︑自己自己を保存するのでゐって︑同類中の異性では出来ぬ
これえいやう芦ろずいれうこ・と
なにゆゑ
ほ
ぞんけつこりつゐ版んげんじこ
保存させる︑決して孤立しては居ない︒人間が自己のである︒何故とならば︑之を誉養する所の材料を異

たちからかばじ℃じこほぞん

△人頚に於げる自己保存

凡そ宇宙の一切の物は︑自己を永久に樽へて行かね同志に依って︑自己を保存するのである︒

およう．ちうさいものじこえいきうつだゆ

△宇宙菖物と自己保存

夫婦の開係は人倫の大本

墓

には︑孤立しＥは︑其の目的を達することが出来ぬ︒

出で必§ん ぱ

の

自じ服ﾔを を と

,保腫開舟

ＩｌＩＩ

十潅睦毛とこどうるゐちゅういせいをん港か．ｐはじじこ

はじじこほぞん

味ぞんと

けつあひぷんｐ

保存を遂ぐるのである決して相分離すべきものでな
こ寸池はだうりじやらおふうふどうしんたい少ゑん
い・是れ即ち道理上に於ける夫婦の同心一磯なる所以

むつとい

△自己保有の鍾態

じじつ皿弟らどうしんたい

をこじこ

めんをつとぷんしん

ゆゑふい

をこまたじこ

あって︑他面は婦の分身である︒故に婦から云へば︑

ためんふぷんしん

ずるのでゐる︒其の子と云ふ者は︑一面は夫の分身で

そこいもの

である︒而して︑こ勢に共通の自己の保存上︑子を生

．奪韮今つうじこほぞんじやらこしやら

其の子は自己であり︑夫から云へば．其の子は亦自己
ふうふくわんけいこいものつう
である︒であるから︑夫婦の開係は︑子と云ふ者を通

しか

じて︑事賞上の同心一鵠となるのである︒

ほぞん

す癖は猛とこをん江ふたからだ

りこほぞんこ為いた

保存し︑女は男を借りて︑始めて自己を保存すること
で者寺趣はじこほぞんだんぢよと
が出来る＆即ち自己を保存することは︑男女を間はず
蓮●どこ．またをん潅
浄よらつうてきじこほぞん
共迩的に自己を保存するのである︒男ばかり叉は女ば
かりで︑自己を保存することは畔罪ない︒此に至って
ふうふいものを堂︸をものしんたいを人妊たくどう
夫婦と云ふ者は︑男其の者の身鵠を︑女に托すると同
じを人蛭ぞものしんたいを皇﹂たくはじあんぜん
時に︑女其の者の身磯を男に托して︑始めて安全なる
たい

↓﹂

はじ

種ん酒はう

い摩やらだう・りよふうふだがひ系妖
以上の道理に依り︑夫婦は互に一夫一婦でなければ
謀︲ぷしんｈ どうしんたい
ならぬ︒一夫一婦は真理であるのである︒同心一磯の
小のいく
老
妻
か
︑
幾
つ
も
の
薙
僻
蕊
は
鐸僻を雌て鈴奉ぬのである︒
いものし人せいふうふ︵んたい
し謀し
かめかけ
彼の妾とか︑庶子とか云ふ者は︑神聖願る夫婦の鍵隈

そのゆゑこ奴ものたと

つい

のである︒故に子は︑男の方の子でもなく︑女の方の
ふうふいもの
ちぶ分．ダマフじこ
子でもなく︑共通の自己であるから︑夫婦と云ふ者は
じこほぞんほぞんりよくちけつがふくわんけい
自己を保存すべく︑保存力の一致結合した開係でゐる．

と云ふべきであって︑自己保存の上に於て︑巳むを得
またこれじんしんくら

ひりと

これらごと

りこほぞんじや全じやらだうやえ

ご干草いい

暴もけつじゃっだうまたやうしい

じこほぞんうへおいやえ

其故に之を物に誉ふれば悩表坐暴とがめって︑始めて

ずして執るべき道で︑決して常道でない︑叉養子と云

せのぞはら

い

ひ一とつの擁が齢奉て時るが拡さである．叉之を人身に比

ふことがあり︑後妻と云ふことがある．此等の如きも

せ

せつじゆつ

とばうはふ

おぷんめい

三九

こ紬らだうりじ↓﹄ほぞんだうりぺっ

て執る方法である．此等の道理は︑自己保存の道理︵別

のも︑自己保存上の幣道ではなくして︑巳むを得ずし

背もなし︑背を除けば腹もないといふと︑一つことで
才池怖ふうふいくわんけいりおい寵２−ふ
ある．即ち夫婦と云ふ開係は︑理に於て︑夫が婦とな
ばじうちうばんぷつもくて茅じこ

錐

ふをつと

に説述すべし︶を推せば雨分明するのである︒

おもてうち

ぶると噌背せ
とは
腹らとで︑ひ一とルが齢奉て犀る︒暁を瞬けば

ゆゑこ宅と匡はうこ

上述の理由に依って︑一篭となって︑保存せらるシの
ぼぞん占乏にくたい
こたい
である︒此の一磯となって保存せらる夢所の肉鵠が︑
こい
寸芯歴ふうふじたいお走塁ぶんしん
即ち夫婦自鵠の新しき分身であって︑是れを子と云ふ

嘩やらじゆつりい垂ジよ

じたい

自縫をするのでゐら︒即ち男と女との二つの身僻が︑

ほぞんをん芯主とこか

乃ち男は︑同類中の異性なる女を借て︑始めて自己を

L

り︑婦が夫となって︑始めて宇宙寓物の目的たる自己
纂

１

﹁︲

１１

△夫婦の常道非常道

ばん承つしんわりよ＆けつがふ

ぢよ
よあ
あひ
ひた
たく
かく蚕とだんぢ
じこほぞん
じじつけつ
此の如
如く
く男
男女
女相
相症
托 し て ︑自己を保存さする事賞を結

がふしぜ
ぜん
んち
ちか
から
らず毎は

を
をし
しんわり朱く

ふ今うふあかだい

あい．﹂やら

合する
る自
自然
然の
の力
力は
は︑
︑ 即 ち 寓物に親和力があって結合す
ゃ﹂

こあいじゃ会

よしやらけつがふりぶく才怒歴

るので
であ
ある
る︒
︒其
其の
の顕
親和力 を夫婦の間で云へぱ︑愛情と
い

わしんちから誉やつれつ

云ふの
ので
であ
ある
る︒
︒此
此︵の愛情 に依って生ずる結合力︑即ち
あいじゃ会

つ一フせつ

和親の
の力
力は
は︑
︑彊
彊烈
烈一でなく てはならぬ︒でゐるから勺六
しんあひだおいふうふかん

あいじゃ全ちからひとＬ必ちゅう

親の間に於て︑夫婦間の 愛情ほど︑迩切のものはない
こ寸丞にじこほぞんきや二 だ い ば つ ど う ︵ う げ ん
是 れ 即 ち ︑ 自 己 保 存 の 狸 大なる護動より表現するから
こ宮やつだい

ひとまとしふちゆら

で あ る ︒ そ こ で 此 の 彊 大 なる愛情の力は︑一つに集中
室うれつめいじやらし年ら
しか牢屋ごにん
し・猛烈なる愛情を生ず るのである︒然るに男が二人
いじゃ会窪ん狂たいまたをん毎
にんいしやら毛とこたい
以上の女に封し︑叉は女 が二人以上の男に封するとき
そじこほぞんちから

そわしんちからはく巴やく︑

は︑其の
の自己保
保存
存の
の力
力を
を筋︑一つに纏めて集中すること
できしふちゆら
でき
が出来ぬ．集中式ること が出来ねば︑議毒に酢啓の僻
ぞ ん り ぶ ４ ば つ げ ん で 少 き︐是がじこほぞん
存力を壁現することが出 来ぬ︒従って自己保存をなす
嘩よらつうちからず趣唾だんぢよ 九 が ひ あ ひ た ぐ
りこほぞん
くき共通の力︑即ち男女 互に相托して︑自己を保存す
いもくてきう︵おい

どうしんたい

いちか垂じつげんで

ると云ふ目的の上に於て は︑其の和親の力が薄弱でめ
き

はくじゃくどあんけい

い

またかｂこんごと

るからして︑同心一鵠と 云 ふ 力 の 賞 現 を な す こ と が 出
した無じこほぞん
来 な い ︒ 従 っ て 自 己 保 存 と云ふことをす診るに就いて︑

●

Ｆ

錐

薄 弱 なる関
開係
係と
とな
なる
るの
ので
であめ
るる
︒ｃ叉彼の離婚の如きも︑

四○

や元調匡猛じんたいいびやら者

ぱあひへいとひじや︒たい唯つて

己むを得ずして行ふものである︒人篭で云へぱ・病気
あし

せ

はち

毛

黙き

と

の場合に︑平素ならば非常に大切にせねばならぬ手で

じこ

も︑足でも︑背でも︑腹でも︑其の一部を切って取ら

しやら

ねばならぬことがあるやうなものである︒自己の一部
とりさ
じこそのものほぞんたす
は取去っても︑自己其者の保存を助くるやうせねばな
どう
らぬと同一でゐる・雛雄撫は嬢鴎蹄愚て︑溺笥蜂︿
工う
もｚ︾采しゆやう
の用をなすけれども︑若し其の部に腫傷などが生じて

をま負ゐ
ぜんしんがいこ︑きりさ
ばんやえふうふどうしんたい

其の膳に委すると全身を害するときは︑之を切去るの

も︑寓巳むを得ない︑夫婦は同心一鰐でゐるけれども

ぜつたいをぱう．じこがいｂこん乱たや

堂え

たがこじやらだう

じんたいしゆしゆつ要迂

絶封に其の一方が自己を害するときは︑離婚も亦己む

おなだうり

を得ない︒但し是れは常道でない︑人篭に手術を行ふ

と︑同じ道理である︒

△夫婦間の節制

ふうふあひだあいしやらたいせついにんげ贈ん

夫婦の間は︑愛情こそ大切であると云っても︑人間
力うとうもケのういう
唖ゑたどうぶつ蚕と
としては︑高等の知能を有するが故に︑他の動物の如
也や金ま殉↓ごあいあら毎い
ずがはまた
ぐ︑情の侭に︑其の愛を露すと云ふことは︑即ち叉一

めんおいげこほぞんうへちつじよたもで曾

ちつじみたも

つよあい哩やらいう宏揮が

面に於て︑自己を保存する上の秩序を時っことが出来

これ走画ちろしゆつ

毛じこほぞんていどおい

ない︑秩序を持たんとするには︑撒き愛情を有し乍ら

之を直に露出しないで︑其の自己を保存する程度に於

］
『

墓

束

てきたうあらそてきどえこうしいふうふいうぺつちつじよ幸﹂

で背をせつせいて者どげんふうふかくじおほい堕己

て適営に現はさねばならぬ︒其の適度を得ないときはことは︑孔子の日ばれた夫婦有別の秩序である．是れ
きんじうふうふ雪とじゃらたいに入げんひ〃︿かくたもや画せつせいかふうふかんあいりつめい
禽獣の夫婦の如き状態となって︑人間たる品格を保つぞ動もすれば︑節制を狭く夫婦間の愛を律せられた名

１日１１︑″〃︑〃〃︑″ｆ︑ノー︑Ｊｒ︑ノＩ︑〃Ｉ

ｅＰ２ｂｆＪＩｈＩＪｒ９Ｖ︲〃ｒＬ▽ｊｒｈｊｒ︑Ｋ″Ｉ︑〃〃Ｕ︑Ａ〃Ｋｑｊ〃︐︑ＪＦも！１凪

ことが出来ない・であるから︑其の節制を適度にする言で︑夫婦各自に大に︑戒むくきことである︒︵をはり︶
．︲︒Ⅱ

くわんごと

はなぱだきふものこくみんとくいく

讃三島先生之頒表感想澱紺蒜命珂員岡崎一二事
たいしやらねん妬︑ろかきん鳥らへいか牡んざいむひとうきょくきせい

いただうとくけういくたいぼんはじかくていいそのの．ち

大正四年十一月十日今上陛下千載無比の登極御盛は緩なるが如くにして甚急なる者あり︒圃民の徳育
あたおくてうしんみんくわんせいわ一︸とこれうんぬん毛のよく泡んぐわつにちけういくたいせうくわんばつ
ぎきょかう
儀を畢行せらるシに方り．億兆の臣民︒撒諜沸くが如是なり云々︒其翌年︒十月三十日．教育の大詔喚謹す
ひとり

すうｎ人すなはちたいし年ら胆人はじていわうがくどさう

りつ鳥争ったいしでんか

く︒鍵癖の静を舞瞬す鋤砿姉に宿醗壷捕藩緑磯恥唖騨瓢呼砕るに至り．道徳教育の大本始めて確定せり美．其後十
七のいいくちくむけんがくあ

きこぐにお陰﹂かしや﹃﹈かともとく昔せっさたくま

飛騨港蝿畔作羅錘強蜘需湧而一↓融鋒舞蝦に郷ては︑燭千○十数年・即大正二年︒始めて帝王畢御創立．皇太子殿下

譲参畿隷を槌跡昏審一需弛曙避縦せられたり堂︿意に以潟︒御研畢有り︒と聞く︒於是乎上下共に徳器を切瑳琢磨
じうんさいくわいほんぱうＬんみんもの
識雌津謡叱く獣藩健騨輝琴癖雪竪一様誌職至識毒嘩裁砿地愈詐噸君唱走型するの時運に際禽す︒本邦の臣民たる者

そのなしよ今とくへうざと
と其
名は頗徳表の如くして．華鐸は鐸献たる癖垂雪輝雄慨の華禰なる勢轄塞の餓彰︵罰評畢騨圭琴鐸曙してお彫か

寺丞

きんあたこげんいんようこれざいせつ
つちやほうしうをうかやらげん竃と
ろん の 能 ん ・
論之一篇たること︒士屋鳳洲翁評言の如し︒ら禁ずる能はず︑古言を引用して・之を細説するを得ん
だいがく逼噂てんＩより︲よじん臆い蔦いち唇皐薙ｌうしんをも三壱堂となずを
たれみし詮たいじんばくがくたさいぐんしじんなりよかこ一之のなき
夫三島大人は博亭多才．君子人也︒余嘗其名を聞きとす︒大畢日︒自天子至庶人一是皆以修身篤本︒と夫
えつちゞやをうせいとくがくきせん左なりげうしゅんきよらしゆてんかをざ
宅のふ弓さいしたしかしいまそのひとせつぎん
其風采を慕ふ．而未だ其人に接近するを得ず︒土屋翁れ成徳の隼は貴賎と無く一也︒尭舜供手して天下治ま
けんしやうくあしゆんけつゐあ．のうしやしょくあ
玄﹄に生のもいうなりき
つちやをうた〆じんなりしかしてこの上もあ︲
は既其知友也と開けり．土屋翁は端人也︒而此友有るとは賢者上に在りｃ俊傑位に在り︑能者職に在れば
なんそれたのしやわうせきにＬむちばくをうめいぢ
り何
ぞ其築き乎．荘昔西村泊翁︒明治一子一蕊一犀を嘩歴舞塾謹率殿磁極一群礎︶恋識詳嘩識尭鍵迩砿塞

もつくないしやらちゅうめい・少人ゐんおくわらＬつちゆらしん
以
て宮内省中に明倫院を置き︒宮董の中心として︒癖塘猫城謹躍雌蕊侭嘩鐘鴬瀞識熱誘桧錨総鵜
いくがくおこ
育
畢を興さんことを詩ふ霊籍譲訴蕊瞬駄く︒蕊噌︶鐘疑裟て霊鋼輝嘩耐威梅野銅を恐識す舌
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戸

− ． F

い座ゆる

ゆ

わうしんけん７１︑ひしんのご

をう催うふつえん

たいしやらねんびわつ

金再ロ具

大正四年十二月

１１

自然界の霊徳護展と吾人の露徳護展

露徳護展主義

所謂・ 王臣塞々・匪身之故︒ 翁 街 梯 駕 ︒

錐

１１

１

口︑

田

四

俊平

二

ついれいとくはってんひとひとかうゐ．こｐろこし全今ばつし采ぷんたいおぱいかうりよえうてん号ろ
此の賞罰の庭分に費して大に考慮を要すべき鮎は心
ば︑常に雲徳を護展して人の人たる行潟をなし︑心を

み左がんせん﹄弓悲くいなんちがらいばつおきらもの

ぶってんじんつプリき炉そくひろちにう◇︿んしういくあいしんたいやし趣ちくうちもとそともとごじつ
悌典に祁迩力を具足し臆く智方便を修すと云ふ句が愛して心篭を養ひ薬を内に求めて外に求めず︑後日の
こじんつうｂ昔うれいとくばってんけつくわれい毛英けんとくつひろ︑しやくわいあいしゅんぷうもつひとせつ
あるが︑此の紳通力を得るは︑霊徳褒展の結果で︑霊怖に倹徳を積み博く吐禽を愛し︑春風を以て人に接し
とくばってんわおもま︑わいま動なに雪とじいうじしうさうおのづかつぼんせいじつかう曹是こ
徳を護展せぱ︑我が思ふ儒我が意の侭に何事も自由自秋霜自ら積みて本性の責行を怠らざるからで之飢を
ざいせんにんぢじんつうｂきご・とふつがふれいとくばってんい
在で仙人の持する祁通力の如き不都合なものでなく︑露徳護展と云ふ・
じつ式んりきはもの香じんい匙うきものれいとくれいめうふかしぎとくしかその嘘たらじつげん
責に便利極まつたる者である︑吾人が今甘い物でも︑露徳とは露妙不可思議なる徳で而も其働きを責現し
でんわいい詮づまこづかひまた与るかんとでぞく雲ものれいとくつれごじん号ろかんし
おも
よきものほ
善い着物でも欲しいと思うて︑電話と云ふ︑竜を小使叉心の聴督に馬する者で霊徳は常に吾人の心を常幌し
もうもんときうつすぢさんまたにもぷうかもこ︑ろあくじじゃねんしんたいＤつかうとき
として注文すると時を移さず直ぐ持参する︑叉日用家て︑若し心が悪事や邪念を身篭に賞行せしむる時は︑
ぐ
み散はし爺ものひとふでかた当易くりやらしんぬいこしよぱつさ等ろふ
具でも︑身の廻りの品物でも︑一筆書けば立ち所に来良心に命じて之れを庭罰せしむる︑爾うすると心は不
きしやきせんじどうしやく銅いかん．わすわすあたかく
式だとほ堂弓りよか︑フ
る︑叉遠き所へ旅行せんとせば︑汽車汽船あり自動車快を感じて忘れんとしても忘るシ能はず隠さんとして
じ
んｂきしやばねとりｂはしとら涯腫ばやかくあたかくあらいた
人力車ありて羽ゐる烏よりも千里を走る虎よりも尚早§隠すこと能はずして隠れたるより現はる少に至る︑
で昔しゅん説うあいＪ︑とき置く工いあうくわまたころぜんじとくかうしんたいお長ときれいとくりやらしん
く行くことが出来る︑春風講々たる時︑墨堤の裡花を叉心が善事徳行を身篭に行はしめた時に︑露徳は良心
きしやわむかきかめゐどふぢつうあんたいゆくわいしやらあたさらぜん
見んとすれば．汽車は我れを迎ひに来︑韮井戸の藤睡を通じて安泰愉快の賞を輿へしむるのみならず更に善
ほんじよぐわりうばいひびや︵動じみおもかうぜんくわあたあくかうあくしういうけいてきあたしやら
本所の臥龍梅でも︑日比谷の卿燭でも見たいと思へぱ行には善果を典へ︑悪行には悪酬を有形的に典へて賞
皆眼前に集り来ると云ふのは︑何の力であるかと云へ罰を明かになす者である︒
︾安

(
中
）

墓

「

い

堅牢識柵︑人造石垣なる頗る荘美にして︑玄開に至る
までりぷくじゆてん７Ｉ１くわ・へくめう城いりぐちくわらさう
迄に緑樹鮎々︑花弁眼を奪ふものあり︑入口の宏牡な
おうせつしつびたうていにほんしきおよあた
る︑雁接室の美なる︑到底日本式のものシ及ぶ能はざ
おほしかこれにぼんしきひへうめんくわ含己う
るもの多し︒而も之をＨ本式に比するに︑表面の宏牡

けんらうてつさくじんざういしが昔寺こぶさうぴげんくねんいた

余︑名家を訪問するに︑其の西洋式のものは︑門戸

よめいかぱうもんとせいやうしきもんこ

帳

ぴれいそはんたいおうせつまとほすおくい

鮭

己弾ろぱうゐ輝く詮

おのかみぴいきみがつゅてかんが

心が暴威を遥しうして己の身最員身勝手ばかりを考へ

てんりしせんひとみうへいと人奮やく
じこわだおの血こよ

．た汐よなか

天理だの自然だの人の身の上だのと云ふことには頓着

せず唯︑世の中のことを自己より割り出し己が此の世
の糖を誹嘩鵬手に僻搾る謡と唾律酸の鐸蝉賑誕を憾み

きりやうたのちゑたのがくＬ巷たのもんぱつたのゐワレぞたの

うをｆとやうわま西こと

；

かい

て魚を索むる様に我が憾な事ばかりを考へて居るのだ

かんがゐ

だいぢやら津て人だうなん

器量を頼み智慧を頼み事識を頼み門閥を頼み威力を頓

記

しっぽく

かきいけがきどやくいいた凸くい

四三

るもの多し︑恰も西洋婦人の庇を前にして︑日本婦人

おほ一窟かせいやうふじんひさしまくにほんふじん

く︑且つ清き庭園ゐるかと忠ふ許り︑其の西洋式と異
へうめんしっぽくないめんいたほどさうぴかん
なり︑表面は質朴にして︑内面に至る程︑荘美を戚ず

か昔よていゑんおもばか毛せいやうしきごと

奥座敷書衡に至っては︑こ塾にも彼程︑美しく且つ蹟

おくざし穀しよきいいたかほど今つくかひろ

つ〃︑

蓋せるに似ず︑而して奥に入るに随って︑益々藤く︑

に於て︑樹木の見るべきありと雛も︑西洋式の全力を

おいじゆもくみ史室せいやう︐︺きぜんりよく
にしかおくいしだがますＤＩＩひろ

門戸は堅牢ながら質朴なり︑垣は生垣か土塀板塀にし
せいやうＬ秀かん為潅らに毛げん窓人いたあひ届
て︑西洋式の簡にし新しきに似ず︑其の玄開に至る間

●もんこけんちう

に庭園の荘美を極むるものなく︑堵て日本式たるや︑

ていゑんざうぴきばさにぼんしき

曾員田中玲蕊

I

しよ二一これいとくがんちゆらせいきｔ入じ豚かもつ

徳は私見私慾の如き不潔白の言行を絶劉に認容せざる

みこれさへあれば大丈夫だと天道の何たるをも解せず
おも巷ぶつ
じこかってことみ
だうりあ
道理に合はざる自己勝手の事を漁たさぅと思ひ木に縁

とくしけんしょくごとふけつばくげんかうぜつたいにんよう

おちい

て其望を瀧足させたならば心は愉快でなければならぬ
はず毛のよくばうまんぞくをかへつふくわい
筈であるのに其慾望を漁足して居りながら却て不快に
これい
りつむじゆんゐしだい
階るのは︑賃に矛盾して居る次第ではないか︑是れ霊

芝の望みまんぞくころゆくわい

が自分の私慾を瀧足せしめんが潟めに口や手足に命じ

じぶんしょく篭んぞくたくちてあしめい

I

誇篠で︑霊徳の眼中には正義仁慈の外一物もないから
しか．これいとくをむ己らふせいふざかうどう
である︑然るに此の露徳に反いて心が不正不義の行動
じがい
いわけ
をなすのはどう云ふ課であるかと云へぱ︑自我と云ふ
も

△邸宅の日本式と西洋式

雑

美一麓なる其の反掛に︑雁接間を通り過ぎて︐奥に入る
し走加にほんま画と屡弓くさうどんこうめん
に随ひ︑日本間の如く美しく荘厳なるものなく︑後面
墓

1
些 三

纂錐
たぽラレろだごとへうめんりつぼおくこれそ

四四

にほんじんふくきうとくと尽震せいとふくさうとしお

めいせんきぜいた１

に

つなししかしや

うちこども吐き

は殆んど客晋に類し︑其の日ぐらしの家の子供の時に

ほとりんしょくるゐをひ

しぜいたくいたひとみぷん塞皐らぐうよしやら

ゆ

日本人の服装︑特に都曾の生徒の服装の年を逐うて諺

と二ろ

こやがとうざいぷんめいさうゐぴ

ぎ二

垂つゑぜいたく

の着を後へ出すが如きか︑表面立派にして奥の之に副

美しく賛嘩になり行きっシゐるは︑事賞也︒而して著

にぼんしき

才︺いやうし託お︐１︲ｂうばへうめんりつば

はざるは西洋式︑奥の立派にして心表面立派ならざる
やうしきと

せい

は日本式なるか︑是れ頓て東西文明の相違にして︑西

惨とか賛津とか云ふも︑其の人の身分境遇に依って生
なりすうまんゑんしさ人かれいちゃうめいせんき
ずる也・数百十寓圃の資産家の令嬢にして銘仙を着る

洋式の取るべきもの拾つくきもの︑かシる所にあるく
よにほんしきていたくせいやうしきていたくい

を︵うりない４わいいちじるはんたいごと害やら・きっ

きか︑余は︑日本式の邸宅と︑西洋式の邸宅とに入り

銘仙まがへを着るさへ︑賛津のことならずや︑されば

しやし目つどとくい〃やぷ著

よせん掴んらい

生たち刀

をけつくわもしせいせ雪

きよ

うそもと

さともつことＢとくわいおい

かへつこれほつ

推んはんしつか

ど必﹂

こぜん

如何︒一鵠ならば︑子供にてもあり︑且つ稽古筆に用

の筆に甘んずるに︑子は十銭以上の筆を欲するが如き
いかんたいこどもかりいこふでもち
せんせんせんいかことた

ふであ匙こせんいじゃ︒ふでほ一一少雪と

五銭の竿紙を用ひねぱならぬと云ふが如き︑父は三銭

ぜにはんＬもちいきとち画せん

何故ぞや︑叉父は︑三銭の半紙を使へるに︑子は四銭

なにゆゑ

教師は︑甚だ之を答めず︑却て之を欲するが如きは︑

けうし︒．は毎ばこれとが

は︑貧乏人の子供は︑金持の真似をするに拘はらず︑

り迂遠なるべし︒かくの如きを以て︑殊に都曾に於て
びんぱふにんこどもか担もち蛍ねか勘

うゑん

て︑生徒の徳育を唱ふるは︑木に縁って魚を求むるよ

せいととくいくとな

を塞げん為に︑身分不相雁のことを答めず︑却て貧富
やうくわくしゆぎとな
ごと
ごと
一様なる劃一主義を唱ふるものシ如し．かくの如くし

あためみぶんふきうおうとがかぢひ人ぷ

ご人にもがくかうくわくＬゆぎ

がくをフおいせい︒ととれ︐ｆ１みぷんさうおう

て其の表裏内外の著しく反謝する毎に一驚を喫せざ

皐校に於ては︑生徒は夫々身分相膳にせねばならいを

だけせいやうしきとなり

ひとを主えいよむしにぼんしきおくゆか

もんこをないめんかぎ

るを得ず︑わざｊＩｌ門戸を疎にして︑内面を飾るも︑

今日の畢校は︑劃一主義をとり居る結果︑若くは成績

画え

等しく虚築の一つならんも︑余は寧ろ日本式の奥床し
あい
巷伝おほしょく情うみごと
きを愛す︒されど︑規模の大きくあると︑食堂の美事

なる丈は︑西洋式を採るべき也︒

△徳育上の大鉄黙

者

い

がくかうけういくへいくわくしゆぎよら

たう意よくしや

潰

ぶん寺 ﹂

を

畢校教育の弊の一つが劃一主義になることは︑余等
すで埴んぜんこがうところきんねんいたもんぷ
は巳に十年前に呼読したる所なるが︑近年に至り文部
すでかうとうけうい︑くわいぎも
常局者さへ︑気がつきて︑巳に高等教育曾議にさへ持
色い歴ひこんどたかだもん然清いじんこれ
ち出されたが冨幸に今度の高田文部大臣は︑之に十
乙﹄いやわい︲とく醤くわいかんとくいくけういくこん

分気づいて居らるシと云ふことであるが︑余の先年来
てい

其れ以外に︑特に奇怪に威じたるは︑徳育は教育の根

し力こればんじじつはた

ひるならば十銭のものも︑五銭三銭以下にて︑事足る

かんぢや全

祇にして︑著修の最も徳育を破ることに︑気づかざる

べき勘定なり︒然るに之に反する事責めるは︑果して

なりいなきづこれぱうざよさくかうなり

こと也・否気付いても︑之が防禦策を識ぜざること也・

言けうゐんせいやうじんあひてしよくげふじゆうじほか

ぢ鋲しひつえうものおとぐわいかうぐわんかりとえい
女子に必要なる者は︑．恐らく外交官に嫁する人か︑英

ゆゑエかうとうぢよがくかうえい

語教員か︑西洋人を相手にする職業に従事するの外︑

あるものＸ分明すべきことならんも︑多くの女子教育
か
これ巻いなこれあらだなん

ぶんめいおほぢよしけういく

語を課する代り︑家事︑裁縫若くは漢文科︵請書力の
しんこいやしくじゃらしき
ふそくお曹潅ためくわ
不足補ふ潟︶を課すべきものと信ず︑是れ荷も常識

ごくわかはかじさいほうもしかんぷんくわどくしよりぶく

これひつえう

の教員の子供に身分相雁と云ふことを教へず︑身貧に

之が必要あらざるくし・・故に余は︑高等女畢校には英

いかんくわくしゆぎきよえいぎよしぶくためか
如何ぞや︑一は劃一主義︑虚築虚飾の潟なるべきも︑彼
けうゐんこどもみぷんきうおういをしみひん
ふうしやきぐち
かへこれ︒︿んぎ
して︑富者の器具に一致するも︑却って之を便宜とこそ
これとが
あしかとくいくえうぷんザんさう

おうあけういくにんあたものおぽいかんが

すれ︑之を答めざるに在り︒然るに徳育の要は分限相
雁に在り︑教育の任に常る者︑大に考へざるべからず︒

△女子と英語
ぢょがくかうざいがくせい

△昨今雨年の堀之内詣で

しの

ひとかすめがいこく

家も︑之に気づかず︑否之を改むるものなきは何ぞや
やば︑りかれらりうかうしはいおのがくかうこれ
矢張彼等は流行に支配されて︑己れの畢校のみは之を

ずゐいくわもくえい蚕ひつすくわごと

はい

女畢校在畢生にして︑泰底の手嘩を厩ふは︑それが

腰するに忍びざらんも︑かくては︑人の娘を害し︑園
か
産くいなり
家を毒するものと云ふべき也︒

しかかうとうぢよがくかうせいとたいうくわつ

だんしちゆ今がくかうい嘩や全くわもくはんざつかよわがくもん

男子の中畢校以上に︑科目繁雑にして︑繊弱き︑畢問
ゐでんにほんせうぢよしきともりど号つしよくゆ
の這博なき日本少女の仕事として︑無理なる所に職由
たうきよ＆しや

するなるべし︒而も高等女翠校の生徒に濁し︑迂淵な

いかんよむずめちじんむすめ毛の

る富局者でさへ︑随意科目としたる英語を必須科の如

︑︑

ぼんねんきこうやロをん

み号ろあだ公

しかにもれんだいしをんざうかうてい

じがん

息災の自己催眠に階りたる心地す︒参詣するものに︑
こらいりえきさづたまいまたむ今へ
古来利益を授け給ふと云ふ︑亦宜ならずや︒

そくさいじこきいみんおちいごちちさんけい

一しかうだいに・ち一らうだいしてうそ

こ塗ち

りつしんしん

寒風摸烈にして︑身を弊る許りなりしも︑賞に身心も

しかえいごしかぢよがくかうそつげふ

みきばか

くするは如何ぞや︑余にも娘あり︑知人にも娘あり︑其
かうとうぢよがくかうじだいなんくわもく曇Ｃつちてうささいほう
高等女畢校時代の難科目を責地調査せしに︑裁縫にゐ

すがｊ︑しく︑本年は気候鞘淵にして︑身も心も淵た

よしんねんあたほりのうち厄ちれんだいしまうさく
余︑新年に鴬り︑堀之内の日蓮大士に詣づるに昨は

らす︑数字にあらず︐作文にあらず︑歴史にあらず︑

かな心地したりき◎而して日遠大士の尊像たる高弟に

げんしよ誤くわいわ︑でき

しかこれじゆえういづこんにち

錐

かんぷうりんれつ

而して英語なることを︒而して女畢校を卒業したれぱ

ずうじさくぷんれぎし

とて︑原書を讃むことも︑含話をすることも出来ざる

して師孝第一たる日朗大士の彫塑にかクリ︑慈眼にし
こをんざうせつだけ
ふどう十がだ
むぴや全
て不動の姿あるは︑此の愈像に接する丈にても．無病

にあらずや︑而も之が需要は︑何れにゐるや︑今日︑
だんしいへ饗だいがくけういく垂ものまたせいやうじん
男子と雄も︑大畢激育を了へんとする者︑叉は西洋人
ときほ拳ん１ろたこれえう

四五．

1

あひてしよくげふ

蕊

相手の職業なるの時︑殆ど全く之を要するものなし︑

し

1
ー

をなにごＤと

くにをいれ巻たいやうれきばん曙ゆん

れきたいいんれきじじつぜいりよくえ

四年十二月起稿︶
かさいばゆるくわらこたい

きうせいばんざいせい

ぜんざやらところ

ごと

い

わ

含員

１１

四

どころご・とお峰訂

いくざきこうきう豚人︵ん

１１

さいごｑとじつうみＦ︽

﹄じこんきうれきはいたいやうれももち

にも炉わつわかいんご．とじつ

さふちふどころこんご季だじしんざじこくちうやへいぶんじ

じこくの菅これまでちうやちやらたん︲美がじあひわか

閏を置き候事

らむふおさふらふこと

二ヶ年三百六十五日十二月に分ち四年毎に一日の

ねん

一今般太陰暦を腰し太陽暦御頒行相成候に付来る
ぐわつかもつめいぢねんゆわつにも一さだめらｎさふらふこと
十二月三日を以て明治六年一月一日と定被候事
たがしんれ男るばんで者しだいはんぷさふらみこと
但し新暦銭板出来次第頒布候事

いたこ︲とちゆらげだんか函

さくぱうもつつきた

太陰暦を腰し太陽暦を頒行せられ たるは︑明治五年十
ぐわつかことかと﹄たうじ
ゼうしよはいどく
一月九日の事でゐる︑畏くも営時 の詔書を拝讃すれば
さご と お ば
左の如く仰せられてある

一時刻之儀是迄書夜長短に随ひ︑十二時に相分ち
しやら

もん打診︽わがくにつうかうれきたいいん

朕 惟 に 我 邦 通 行 の 暦 た る 太 陰 の 朔望を以て月を立て
たいやうゐどかつゆゑねんかん 勢富︽愚去づきお
太陽の緯度に合す故に二三年間 必ず閏月を置かざる
えちじんぜんごじきこうざう 臆 ん つ ひ す ゐ ほ さ
を得ず置閏の前後時に季候の早 晩 あ り 絡 に 推 歩 の 差

こんばんたいいんれきぱいたいやうれ昔ごはんかうあひなｂさふらふつききた

鴨せよ
どうじだじやうくわんさごとたつばつぞう
同時に太政官より︑左の如き達しが護表せられた︒

たい

論を侯たざるなり依って自今奮暦を腰し太陽暦を用
てんかえいせいこれじゆみかう
〃為んいうしをこ診値
ひ天下永世之を遵行せしめん百官有司其れ斯の旨を

ろん散

太陰暦に比すれば最も精密にして其便不便も固より

たいいん拠背ひもつとぜいみつその・︿んふぺんもと

を置き七千年の後に一日の差を生ずるに過ぎず之を

おねんのちこ︷三さしやらすこれ

の異ありと雛も季候早晩の愛なく四歳毎に一日の閏

ことばｐ

蓋し太陽暦は太陽の緯度に従って月を立て日子多少

けだたいやうれきたいやうゐどしだがつきたひしたせう

妄誕無稽に属し人知の開達を妨ぐるもの少しとせず

まうたんをけいぞくじんちかいたつき途だ十く狂

上

︲候虚今後改めて時辰儀時刻書夜李分二十四時に

あじぢ︑ねん

村

を生ずるに至る殊に中下段に褐 ぐる所の如きは率ね

大いいんれきはいたいやうれきほんかう

ばい

そもｊｌ１

が園の正暦たる太陽暦が一般に遵 行せられずして︑腰
刃︑う

と謂はねばならぬ︑夫れば何事で あるかと言ふに︑我

い

我が日本の新文明は世界列圃の香 しく膳仰する所であ
しかこのかんこぐみんふうぞくおい
せいだいをてん︒︺装う
る︑然るに此間脳民の風俗に於て ︑ 聖 代 の 汚 鮎 と も 稗
這いへいしふげん芝ん
じつとつＪＩ１くわいじ
すべき一大弊習の現存するものあ る は ︑ 賞 に 恥 々 怪 事

わにほんしんぷんめいせかいれつこぐひと

典たる御即位の祷及び大嘗祭も︑ 六 千 菖 蒼 生 が 高 歳 謹
く わ ら ゐ 看 よ とじつごとうだい鋤謬や
りめで た ・ す
認に愛度く潜ませられ︑皇威は胆 日の如く宇壬円に輝き

てん雪をくゐれいおよたいしゃらさい

たいしやらせい滝いはやねんさいげつ

︵大正

太陽暦働行 の 必 要

鋒

暦たる太陰暦が事賞勢力を得つぅ ある事である︑抑

夫

六

毒

蕊

大正の聖代も早く四年の歳月を 重ね︑所謂砿古の大

1

「

と︑祁棚を飾るやら︑餅を鴇くやら酒を飲むやら︑門

こんにもみんかんふうしふいかん

蚕と

かげふ

やすしんいは⑳るしやら

ちゆぅりうい吟やらかていあきすが

へうめん為らだを

詠ったこくみんほんぷんわすゐこ

に擦って行ふものがある通表面は改めて居るものでも
りんじさいいめいぎもとやはりきうれきひおいお己浬
臨時祭と云ふ名義の下に矢張奮暦の日に於て行ふもの
毛のたれん幸愚合流やらじおいふ？フしずうこつきひ
がめる︑其他年中行事に於ても︑普通に瀞呼する月日
そうれきけふなん拍応つなんにもあ穴いはんたいしん
は奮暦で︑今日は何月何日に常ると言って．反掛に新
恥菅ｌらめづらまたきんせんたいしやくたはたこさく
暦を調べるのは珍しくない︑叉金銭の貸借︑田畑小作
きうれ雪さだたくさんいやしや歌
けしやくとう
の契約等でも︑奮雁で定めるのが津山ある︑荷くも大
とだ獣しひいうにほんこくみんや敦とみんぞくもつだん つ
和魂を有する日本の圃民︑大和民族を以て闘結せる
にほんこぐかおいへいかれぎはふほうしか
日本の画家に於て︑陛下の暦法を奉ぜず︑而も四十四
ぬんぜんせんていせんじたまゼうし罪ごＬゆし唖ゆ人かう
年前先帝の宣示し総へる詔書の御趣旨を通行せざる

軍学おご芯・

で贈裏面に於ては︑寧ろ鱈正月に比較的多く餅を偽く
また必〆じゃ己いてメごといぜんきうれき
と一封ふ稀擁である︑叉紳牡の祭典の如きも︑依然奮暦

りめんおいむし・き↑しやらひわつひかくて香おほもちつ

月をするのである︑中流以上の家庭に在りては︑流石
しんれきしんねんしゆくしゆくいくうめんしやらこと
に新暦の新年を脱するは祝するが︑言はい表面上の事

やわつ

まつた

かみだなかぎもちつきけのかど

けい吟やらかど却琴Ｄやらぬとがものそ善うれ昔
形上門飾位するに止まる者もある︑夫れが奮暦となる

ざだしこぐごこぐまでじわかごぜんいぐじしよら
定め子刻より午刻迄を十二時に分ち午前幾時と瀞
ごこぐしこぐまでじわかごごいくじしよう
し午刻より子刻迄を十二時に分ち午後幾時と瀞し

松を立てるやら︑家業もユックリ休んで真の所謂お正

じし﹄苔のぎぎた＄つじつみぎりどくあゑ与菅こと

さふ︑いふこと

候事
たざこれまでＬんざじこくなんじ圭父宮孟刀さふらふ室ろいご冠んじ

一時鐘之儀来る一月一日より右時刻に可改事
しようずべきこと

但し是迄辰儀時刻を何字と唱来候虚以後何時と

赫可事
この準むだしやうりやこ

︵此間省略︶
みぎのと膳りさためら奴さふらふこと

右之迩被定候事
れんけいくわ

壬申十一月九日

たいやうれ昔しんねん

らんし人ぞくしことたいぎめいぷんじゃ今ゆる

四七

の筆法を以てすいば凱臣賊子の事で︑大義名分上許す

ひつばふもつ

しん

如きは︑全く圃民の本分〃一忘れて居るものであって是
ぐわつぎしき

錐

いじゃ今暑いくわい託し

倣し︑一向之を怪しむ風がないのである︑予は真に慨

墓

を蕊ぐれぱ︑一月の儀式にしても勘太陽暦の新年には
なんらげいねんせつぴな
かげふやすものたぎぐわい
何等迦年の設備も為さず家業も休まぬ者もある︑唯外

あ

たん︒たそのたいいんれき習迂じつ淫皐らつれい

嘆に堪へい︑其太陰暦の行はる動貴況に就き一二の例

れ以上の奇怪事はあるまいと信ずる︒
こくみんて人わ︑フ妙いさくほうしゆゐじう
圃民にして天皇の正朔を奉ぜずとしたならば︑春秋

篤政ゞ者︑敷育者︑有識者に於ても看て以て卒常の事と
な
かうこれあやふう
よしんがい

ゐせいしゃけういくしやいうしきしやおいみ︑蓮つへいじゃ夕こと

おほたまおば

ある︑然れども一般的に槻察すると︑質際上太陰暦を
も心 を
用ひて居るものが多いのである︑一営に多いのみならず

しかばんてぎくゐ人さつむつざいじゃったいいんれき

局部の地方に於ては︑全然太陽勝が行はれて居る虚も

琶よく界ちぱうおいぜんせんたいやうれきおこ感ゐ必ごお

い

爾来四十四年を経過したる今日︑民間の風習は如何
くうめん嘩やらたいやうれきお匡坪またあ
と言ふに︑表面上太陽暦は行はれぬでもない︑叉或る

蔽らい

太政官

一諸祭典等奮暦月日に相富し施行可致事

．しよさいてんとうきうれをぐわつぴざうたうしかういたずべきこと

】

ロニニ■五屯Ｗ１ＩＩｌ！

−

纂録
またけういくちぶく蚕つれこくけん

べからざるものである︑叉教育勅語には︑一︲常に圃憲を

４１

１

トー

四八

れ番はふていちよ＆せっかんせつおよぼんしや

するも︑暦法が一定せざれぱ︑直接間接に及ぶ一般職
屯わいをんしつじつ十く芯
おも涯移ろみれい
禽の損失は︑賞に紗からいものと恩ふ︑試に一二の例

うしろむ

ゐ

やすときやすじかんをんしつ

しんぐうしんぷしよばつかうれ評ぼん

またはんだいしゃたいいんれきたれぴとつきしんげつきん

なったのであるから︑最早之に就て兎や角言ふの必要

もばやこれついとかくいひつえう

読を以て︑↓明治四十三年以後は全く掲載せられぬ事と

がうもつめいぢ姪んいご発ったけいさいこと

があったと見えて︑明治四十年文部省告示第二百三十

みめいぢ泡んもん系しや全こくじだい

からざる事と考へて居た︑併しながら︑政府も見る所

連ないとしても︑之が掲載して在るのは︑賃際然るべ

こ鯉けいきいあじつさいしか
ことかんがゐしか
牡いふみところ

のではないと狸群する者もめった︑是れは彊罵には相

君やうべんもの己寧や・員んさう

せられたと言っても︑神宮祁部署の護行せる暦本には
やはりたいいんれきけいさい詠ったはい
矢張太陰暦をも掲載してあるから︑全く腰せられたも

い

従来︑太陽暦を用ひぬ人の言を聴くに︑太陰暦は腰

じゅっらいにいやうれきもちひとげんきたいいんゆきいい

め︑弊害の及ぶ所測り知るべからざるものである︒

へいがいお主堂ろばかし

れ吟ばふく画しぬらげふとりひきく︒その
た旗んしやくわいじんじふくざつはんざつ

あ

を塞ぐれぱ︑休まぬでもよい時に休めば時間の損失と

重じ圃法に遵ひ一とめるが︑圃民にして圃法に遵はぬ

おもんこくはふしたがこくみんこｆはふしたが

は
ずしかこぜうしよおしめを
筈はない︑而も是れは詔書で御示しになって居るので

なり︑暦法が随々となれば商業取引も歴々となる︑其

へいかれ署はふもしゐやうしんぎ

きたぽしんせうしよこしん・﹂ぎじゆんこうぞくな

ある︑叉戊申詔書には︑﹁惟れ信惟れ義醇厚俗を成し﹂

他一般吐曾の人事をして︑複雑ならしめ︑繁雑ならし

匙たよかんがみか

しゆじんしんれんめでたいぎふにぜん

い

寺﹄﹃フ

とあるが︑陛下の暦法を無税して居る榛では︑信も義
除施しゅんこうぞくなおい
もめったものでない︑況や醇厚俗を成すに於てをやで
ゐる︑叉能く考へて見るがよい︑暇りに一家の葬磨に
むか

ゐ

おほゐしかしんみんへいか

れきぱふおないごとことかしゆ

かしこ

しても︑主人は新年で芽出度いと言って︑お雑煮の膳
つまこどもわたくしどもつがふよ
に向ふのに︑妻や子供は︑私共は都合に依って︑奮
れきしやらぐわついた
暦でお正月を致しますからと云ふので︑背向きになつ
いかずにぽんこぐかかぞくおほ
て居たとせば如何であらう︑日本の幽家は一家族の大
てんわうかちやう矛越はこしゆゐ
きいもので︑畏けれども天皇は家長︑即ち戸主の位
ちあ
げんご芝くゐさいた辻峰ちよくさ
置に在らせられる︑現に御即位の際賜った勅語にも︑
ぎ寺蔭〃︑んしんじゃ凸なふしうんぬん
﹃義は則ち君臣にして情は猶ほ父子のごとく云々﹂と
仰せられて居るではないかｎ然るに臣民にして陛下

と暦法を同じくせぬと云ふが如き事ゐらば︑一家の主

はない︑叉反掛者は︑太陰暦は誰人でも月の新月や浦
げつしことできし起がγう︐き象んかんし︒︿ん・り
月を知る事が出来︑随って潮汐の浦干をも知るに便利

誰匡ときよらくた

しだいい

︾一︽

じんざふにどうじいばさいしちがこと

人とお雑煮を同時に祝はい妻子と違った事はゐるまい

だと言ふが︑是れは成程奮暦の長所に相違ない︑併し

いじゃ全しゆだうとく嘩年らめいぷんいやらまたかんじやうじやらまを

賞際に於て差支はなく︑只一シの鮮柄に過ぎぬ︑叉太

是れも暦本に月齢といふものが掲載せられてあるから

これきほんげつれいけいさい

こなるほど茜うれ苫ちやらしよさうゐしか

誠に恐催に堪へい次第と謂はざるを得ぬのでゐる︒

じつさいおいさしつ費たまひと〃へいすまたたい
守﹂心少﹄

い

以上は︑主として道徳上．名分上︑叉感情上より申
さらぽす為けいきいじゃ今心八さつ
した事であるが︑更に一歩を進めて︑経潜上より観察

ｒｌ
后

墓

I

銭

ｌＩＩＩＩ
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︽

高木八太

四九
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− 声

華

華

一関削凹石川文荘選

詞
女荘日︒妙在不用奇構ｃ老健二字︒自反映前後ｃ

○○○○○○○
髪華六 十 五 春 風 ︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

渡遥華洲
丙辰元旦口占
静居迎歳築融々・天地同陽氷雪中︒老健却知邸暖意︒

女姓日︒天地爽泰︒有此吉瑞ｃ亦可賀也︒

︑︑︑︑︑︑︑
千秋寓 古 帝 基 全 ︒

朝陽紅動鶴謝天︒玉斐山河需瑞煙︒昨畢崇儀鴻祷典︒

︑︑︑︑︑︑︑

恭賦辰題寄圃祇半樹渡遥謙次

丈荘日︒東洋天地︒不起戦塵︒所謂保合太和者可賀也︒

喜看天地物華新︒〆

時李無復起遥塵ｃ雨露恩軍率土溌々恭向紫辰遥獄毒︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

恭賦勅題寄脚祇石泉菅谷村識

女荘日︒第三句ｃ尤脆陳套ｃ典首句反映甚妙ｃ

○○○○○○○
億兆惟迦景鵬春︒

辰極祷修年亦新︒聡々天象斗同辰︒樺嘉韓浦皆皇土︒

山田安築
恭賦勅題寄圃祁
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

１

１１
詞
､

五○

打鬼豆行渡逼華洲

邦俗節分夜︒家々撒豆︒大叫日︒鬼外禰内︒以砿災

厄︒投妙豆及白梅於茶畷之．日禰茶明治維新︒腰
此例︒頃復興︒大吐巨利殊盛︒因賦此書威︒︑；
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
禰内鬼外聾何烈︒奮脅撒豆藤妖肇︒撒豆如電不可富．
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

大鬼逃今小鬼匿︒戸内廓清笑迎歳︒涌椀快喫幅茶香︒
○○○○○○○○○○○○○○００ＯＯ
君不見心中有鬼℃終難逐求禰同而却害幅

丈荘日︒布局敷詞雨妙︒末段尤寓感慨︒

丙辰早春偶作謡渓繁田瀧義

逢着新年句乃成︒柴門前後賀正蕊︒風寒竹外少黄烏︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

嵩古香日一緒堆熱

︑︑︑︑︑︑︑
只見瑞霞大半横︒

丙辰春日二首調漢繁田満義

石川文荘日前評諭常

春風和楽海東漬︒瑞気瀧堂人互親︒億兆激然呼寓歳︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑
皇州燭見太平春︒

奥津匿日︒一調員知其和楽︒

︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
典後千秋存史偶︒聖皇仁樺宛如天︒老爺何幸逢昭代．

︑︑︑︑︑︑︑
荊奔床伽尊影前︒

奥津庚日︒慶敬作可調︒
石川女共日︒二首叙近事︒不買爵大正丙辰新年作︒

ｊ

︑

迦春口占

石川藤作

︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
青島南洋入掌中︒ 奉迎大礎浴春風︒壁揮圃鵠精華美︒
００○○○○Ｏ
天下和粛錘日東︒
女難日︒︑紀迩之詩︒不求工而自工︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑〃︑．︑︑︑︑︑″︑︑や︑や︾
家有兇孫登思還．世事宜拠文字外︒人生暫寄酒詩間︒

東洋燭得昇卒禰︒長仰天恩高似山︒

○○○○○○○○○○○○○○・詞

女荘日︒首尾呼膳︒七八亦佳︒

丙辰元旦丸田術
一郎
︑︑︑︑︑︑︑

皇基不動億斯年︒謄仰潅々聖化宣︒遮莫西欧戦塵脹︒
︑︑︑︑︑︑︑

新年素骨横見吉太郎

︑︑︑︑︑︑︑

西欧到庭戦雲頑︒却見文明愛野蟹︒卓美東方君子園︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
日出祁州杢連昌︒金甑無鉄徳無量・聖明天子新登極︒
○○○○○○○︲
寓剛人皆仰幽光︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○Ｏ

天皇登極見維新︒奉士皆需化育仁︒肇剛聖謹宏且遠．
︑︑︑︑︑︑︑
今朝大正五年春．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

恭賦得寄剛覗況堂天野佐

女難日︒太平象︒天倫架︒雨潟裾而無復雌緬ｃ

○○○○○○○
春風迎得古稀年．

初陽影一難海東天︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

女難日︒平淡中有趣︒

斗卿律岡鐘韻中︒辛盤淑酒動東風︒推窓仰見前山影︒

南山眉毒不崩泰堂上慈親白髪鮮︒淑酒三杯焼喜色？

け

︑︑︑ ︑ ︑ ︑ ︑
掩映春陵旭影紅︒

丙辰新年篤懐積翠松本誠

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○Ｏ

新年堪喜得初孫．況復盆梅鵜返魂︒老母山妻開賀宴︒

丈誰日︒天倫之楽通謡然可掬︒

○○○○Ｃ○Ｏ
吾膿一酔是天恩︒

新年試︑筆
潅堂高田静修
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

曙色蒼荘動海洋︒初職呆々燕扶桑︒微臣端坐餅梅底︒
ＣＯＯＣ○○○
先頗尭風舜化章︒

○○○○○○○
居然雌立五洲間︒

丈燕日︒首首群自賛際叙来︒艮是大正丙辰新年之作ｃ

寄剛戒．伊︑藤
貞次郎
︑︑︑︑︑︑︑︑︑

光華仰聖明︒政化敷遼青︒命相進人文︒治民憂巧慧︒

既牢青島仇︒叉定南洋隷．置戊鎮輿情︒休兵察形勢？

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

巳
I

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
ｏＣ○○○○○
巳認登極叉荊正︒

余鶏三唱暁光朋．時雛天街創侃謀︒今日欧民雁羨我︒

︑︑︑︑︑︑︑

五

女荘日︒結構脱奮套︒自足頓登極︒賀新正ｃ

詞華

一

元旦重玄佐川環
１画■

今是昨非髪巳班遭逢佳節可開顔︒身潟羅客絡難去︒

一日■ｆＰｊ■０１４１

り

−
r

「
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詞華
岨宗懲合符︒紳器言篤契︒饗老糞同仁︒郷窮思共演︒

︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○○っ○○○○○○○○Ｏ○○
九重存遠漠︒四海除雌弊︒名教不容堕︒士風須振属︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

全欧剛戦時︒東西小康際︒箸意試更張︒芳徽千寓歳︒

丈荘日ｏ一篇中︒網羅時事︒不流陳套︒不流新奇︒自有雄極気象︒

寄剛祇江東片口安
太郎
︑︑︑︑︑︑︑

聖徳嫡如朝旭伸︒忠良下有此臣民︒子来領土需恩津︒
︑︑︑︑︑︑︑
皇運蚊将圃運新︒
文荘日︒此詩自寓大人者輿天地合其徳之意︒

寄圃流維江梅林吉兵衛

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
東海聯珠玉︒燦然映太陽．降臨真有意︒蔑圃拝除光︒
文荘日︒巧潟文明象︒

大正乙卯五月朔．余迎華甲誕辰︒偶賦此︒述懐︒詩
句晒拙︒固雛不足観︒幸得諸彦唱和︒輯篤一冊︒長

以博我子孫則幸甚︒雪洲小里頼永

憂世由来登患貧︒等閑六十一回春︒笑吾執掌簿書裏︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

女難日︒吐露心肝︒不捻彫琢ｃ翁詩品輿入品高︒

○○○○○○Ｏ
縦負花時不負人︒

題飛龍澗試筆二首湘香新居敦

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

沈池塾伏勢微公︒猿瀬任他随意願︒不識天門高幾許︒

︑︑︑︑︑︑︑
得雲一躍入清審︒

五二

禰龍矯矯雁文明︒其徳元亨是利貞︒仰見雲間鱗甲閃︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

女荘日ｂ此詩多用周易語︒尤切龍年ｃ

ＣＯ○○○つＯ
賛裏行雨淫群生︒

題先師南摩姻峰先生小照︒先生病革也．特恵賜多年

珍賞之石印一噸︒其文日︒養志衡門結故及︒

︑︑︑︑︑︑︑

清寮竹内源太郎

先生仙去向何方︒遥望白雲思帝郷︒振鐸伴宮心血沃︒

講経辰殿姓名場︒三千弟子恩油雨︒寓古忠誠気塵霜︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

想見清容猶若在︒衡門養志掬馨葉︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

丈荘日︒清驚君見示挫駒数首︒此作尤捻秀逸︒況此作︒詳篤羽峯先

生平生︒使人追墓不巳︒

逸耕小林道彦

賀土屋鳳洲先生講書御前

古稀加六節迩堅︒経義文章駕昔賢︒欽仰儒門添瑞色︒

丹心瀧識至尊前︒

丙辰新年
自恥消瑛無益世︒古書堆裏叉迎年︒陶然一酔草腫夢︒

身化岐能登九天︒

丙辰新年眺雲菊池
秀言
︑︑︑︑︑︑︑

竹扉整々接松門︒天舞族族大旭翻︒淑酒先看春色動︒

畔︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
辛盤猶喜古風存︒兇一重歌舞迎嘉節︒父老歓呼頓聖恩︒
ＣＯ○○０００○○○○○○○
不似欧洲酎戦日︒藷然瑞気溢乾坤︒

丈荘日︒即景拙嘉ｃ可以賀新正︒可以唖太平︒

丙辰元旦鼠永石橋
矯次
︑︑︑︑︑︑︑

昨祇礎儀傾毒臨︒今迎新歳酔高堂︒門前松竹再添色︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

軒上腔旗更放光︒億兆閣蕊謡聖徳︒千官朝賀獄詞章︒
︑︲︑︑︑︑︑︑○０ＣＯ○○○
個頭欧風猶戎馬︒誰識祁洲有寓群︒

淘可賀也︒

東京小川直子

○三重蝶小川渉

空に隈なき年立にけり

多嘉美久羅登﹄て高き日の御影

元旦

伊勢の海波も静けく出る日の

光ゐ裂胆き御代の春かな

君を乙とふくうらやすのくに

西の海浪風さはく此春に

同北細大花輪渡逼武助

固の柴は限りしられす

皇祁の造り固めし日の本の

同美作二川村祁田良一

波風高くたちさはけとも

浦安の画は安けし四方の海

寄圃覗近江八幡大島一雄

動か廻圃の姿なる爾

ゆる

何庭より見ても鍵らぬ富士の微は

元旦
望縁
朝鮮
京城荒浪卒次郎
いづ
こ
泡
・

丈荘日︒師之所虚︒荊練生駕︒彼猫帝砿窓︒不知此理ｃ不導甚︒是所
以無蔑群︒我圃則不然ｃ雌有甲兵︒無所陳之︒太平之象︒如此︒

一関一・論︒
大正五年の歳旦に

曇りなき御世の始めと輝きて

とよさかのぽ

中野兼輔

李貞子

豊築昇るはっ日かけかな

天地もあらたまりぬと思はれて
先仰かるシ初日影かな

寄鰯沢東京

同横涜西戸部板橋きぐ子︑

天の下圃はおばけと日の本の

五

大八洲島の数さへいや製しに
さかえ行べき捕安のくに

詞華
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、
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1

I

ゆる

いくそだぴ風はあれしか古へゆ

榔太右衛門

小安雄●三

松原馬吉

樋口作治

あし原の園の光はさし登る
朝日子の乙と世と照しけ り

依知川敦

手塚墜峰

一樋寓治郎

大御圃北に南にひろこりて
シ柴ゆく君か御代かな
Ⅱ
ピト＆

同千葉蟻吉田

柴え行くべき画は我邦

天津日の照さむ限６はてもなく

掛零もかしこき君のしるしめす
︑みいざあきね
稜威治きおばやし設圃

かけまく

○東京

同大阪府謹川

同石狩旭川村

例なき代の年立にけり

たぐひ

同東京菓鴨

しろしめす風はいょノー〜庚りて

ひろご

その根動がぬ葦原の圃

同同大束

画のみいつを仰か値はなし

華

同千葉撫蔑歳大

詞

た︑よへるさばいなす

五四

あきつン王廻

多陀用幣琉圃はあれとも蒼蝿那項

朝鮮京城桧垣直右

園はめれども秋洲根は

大鵡百首の中夫定草

言巻も綾に畏乙し天津日の

皇子の嗣座す寓大御代

千早振祁のをしへと本として

短きを総て長きをぞとる

さま

外幽の凱れし状にαきかへて

いかに蕊しき日の本の圃

外園の世々は代れと日本の

皇御圃はときはかきはに

脚と君の深き恵みしなかりせは

一日一夜もいかでいくべき

天の下圃は多けと玉鉾の

みちある画はこれそ日のもと

五十鈴河清き流の末遠く

︑千代も八千代もつくる時なし

日の本はとつ圃々と異なりて

君の園なり固のきみなり

祁習はしの道ぞ尊き

をしへ乙と繁きめつらの国よりも
いや

祁代より蝿つきノーにつき製せる
我大君の御代は寓代

池暮れて氷明りを薮の烏

曇り野〃一来て茶屋ありぬ焚火せり

窪念悌闇濃くαずく水の一音

雪空重く垂れかシる沼へ下す烏

底鳴りも凄しき冬の海となり
掃寄せて淋し落葉を焚けば叉

緒の切れし下駄や砿に冬さる動

膝寒き風障子よりす火桶哉

寒月に皮むきし椋椙そ塾ｂ立つ

木挽唄脊戸近く葱畑︲の雪

水仙の雨の旦や寒の入

冬ざれや乾らぴ誌せし串の魚

畦木皆影落し居る冬田かな

種解けは梅に誉のありにけり

岬晴れて水鳥に浪大う娘る

餅を灰に並へてゐふる楕火かな
どかと落る雌土の脆さ寒閑け楓

朝霜光る枯芝に旭の疎らなｂ

宵の明星嬉しクリスマスの日は

灯に遠く女さかしきかるた哉

ＩＪＩ

五五

雨

魂

寄圃流大阪府碧川笹川清之助

小林道彦

ごE巳

天地の誌せぬ限り立柴
その根ゆるかぬ日のもとっくに

同東京小石川田中久

部

流

西の海浪ゐらくとも梓弓
やし裂の春は風しっかなり

同同

耕

たつ年に因みてよめる歌の中に
君が代は龍すむ池も少女らか

小舟挺へてかたび暮しっ

服

人

形

臥す龍の梅の薫りを慕臥っシー

＞
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）琴

川

石
知北

雪ふみ分けて訪人や誰れ

華

灰捨てし遇より冬の川暮る
冴ゆる月大道を行く人小さし

園

詞

源子

東忘南秋素知孤愁長望十暁鬼耕狂蕪蕉獣虚更

城子楼月寸源城居水桃雨蘭郎人浪吟楼堂鳴生

』
−
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１︲１

詞華
耕芭珠紫幽耕春草柔霞夢更

五雲 再 欽 謹 金 甑 ﹂

松加菖世一蒼禰︒竹著千年変葉惰︒龍子鳳孫春獄瑞︒

寓方第五年末句五雲故及

錦

犀束圃府種徳奔

自註歳次丙辰日値丁酉以極比龍以竹擬鳳僅指御・

御題寄圃祇詩三韻書以換賀脹仰築政

大正丙辰歳朝恭得

椿火ぐるり魚串に鮒焼にけり

白紙を見るまシに息の冴るなり

雪空の小枝だに揺れず立木哉

洪水押せしま易に蹟の草枯れぬ

大庭の松鳴り落つる深雪哉

谷底咋小き部落や多木立

かシり凧の尾を吹く風の冬木哉

携み竹は飽かへす風や深雪路

草枯の野面風しにくる戸哉

村十戸金柑赤き冬至かな

茶の花や線香乾し場の鵜鶴
白樺の棒立ちに冬の雲低し

1

石友子石香人塔明青袖外生

ｌ１１

一舎冨画員肇銅渇二

自然の理法

１１

地よく其香花を開くにあらずや之れを観て誰か其自然

烈の苦ゐりと雛もその本領所信を除すなく現し得て心

自然の理法に於ける彼の梅樹の精力の如き如何に寒

なり︒

は決して目前の姑息手段を是認すべき１のにゐらきる

自然の理法に通ふて建幽せる我日本圃の幽民たるもの

配せずえば終局の勝利は求むくからきるなり特に天地

の事情は其細大と問はず宜しく自然の理法によって支

或るものぞや︑自然の理法によりて生成せる吾人々類

に悩殺せらる里虚︑人事何ぞ撞着矛盾の多き不自然極

告げざるにはや新年の事襲来し諸般の事︑其調潜虚理

浮世の風となる︒人事誠に勿忙︑奮年の事未だ結了を

だ消も柊らぬに新年の鮮と愛じ慶賀の喜叉忽駕として

大正五年も其一月を過て二月とはなりい︑年末の聾未

史上に特誌せらるべき大正四年は巳に去って︑今や

根本香須美

五
六

一

にあり是に由て之を見れば門松も同榛ならんと考ふ敢

て典故畢者の高激を諸ふ︒

⑧糟瀧募集

一行数廿四字詰四十行以下の事

はがき便は十行以内

一文鰐随意

一締切毎月十五日の事

ｐｌｊｌＩｆｌＩ１ⅡｆｕｊｒｌＪｌＩ︲ｌ︲１Ｉ１Ｉ１ｒｌＪ１ｊＩ１ＦｌｊｌＪ−

編輯部

五七

一

Ⅲ

理法の権威偉大なるを歎穂せきらんや・

人間も須らく如此ならきるべからず天地の道理によ
って行ふ虚苛も抱負ゐ６所論あり所信あるの士は如何
に難苦ありと１正々堂々として除すなく之を天下に吐
露し壁表せよ︑恰も梅花の寒烈に笑ふが如くなるくし

乍思に之を鵬中に識するはこれ吾人の向上に誌す所以
にあらざるなり︑起てょ吾朋ょ︑世界の日本をして日
本の世界たらしむるの時代となりしにあらずや︒

門松に就て
立見四郎
世の門松を立つるを見るに稀れには男松を向て左に

I

曾員諸君奮って投稿あらんことを希望す

ザ

て女松を向て右に立つるを見るも百の九十九弐では男
松を向て右に立て女松を左に立つる也予が考には門松
は客を迎ふる篇めに立つる恥のにあらず我家を流して
立つるものなればどこまでも我家を主とするものな奴

ば男松を我家の右に立つるが正営と考へるなり先頃御
大典式場の跡を拝観せしに紫辰殿の高御座は向て左に
して御帳豪は右にあり水戸弘道館玄開前の烈公手植の
松は矢張向て左にあり文明大人︵貞芳院︶手植の楼は右

詞華

【 − − − − ヘ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一

一
三
一

︲Ｉ

本含記事

にして授爵︑銭勤耐藍綬褒章拝受︑

絞位︑貴族院議員常選︑御講書始御
進講の柴を荷以たる方々諸赤坂三曾
堂に招待し祇賀曾に併せて新年曾を
開催す例刻手塚理事の開曾僻あり

次で伯鱒徳川曾長来賓に野する祝賀

の僻ゐり山川男爵・徳川侯爵︑大給

子爵︑杉浦重剛君︑三島博士代三島

復君︑青戸波江君︑跡見玉枝君等の答

鮮あり︑平塚主事閉曾の僻を述べて

式を閉ぢ食堂に移る︑禰本日南氏以

徳川曾長の挨拶にて曾を閉ぢぬ本日

下数番のテーブルスピイチゐ︐り︑後

は新年早々にもあり

侯爵徳川頼倫君子爵大給近孝君

男爵山川健次郎君杉浦重剛君

招待者

百除名参含其中重なる出席人名如左

這はれしが殊の外の礎曾にて無慮一

に礎間なりしかば如何ゐらむかと気

朝来寒気猛烈

三宅雄二耶君遠藤隆吉君高島平三郎君

田中久君
○祇賀曾並新年曾一月五日本曾員

本間和一君足立栗園君固府種篭君
高木八太郎君橋本元治君島谷義武君

棚橋絢子君跡兇玉枝子君三輪田艮佐子君
臼井政子君雛徳川達孝君率徳川輯倫誰
平塚唯鳩君津田彦十耶君石川小一郎君

服部耕石君小貝貞子君鏑木乙葉子君

加藤玄智君而本誠君宮田修君

渡遥武助君深作安文君湯本武比古君
三輪田元道君杉浦重剛君渡遥操煮

蓉繊蕊鐸蕊議癖蕊謂

を開催す富日出席の重なる人名如左
出席人名
池田謙職君中島力造君繁田猟義瀦

氏を内幸町華族曾館に招待し慰努曾

通り講師及男女子部評議員並役員諸

○招待曾客月廿七日本曾は例年の

⑳日本弘道倉記事

１．︲︲１１

記事

I

張せらる︒

五八

三島毅君

禽ょ６講師として評議員禰来博士出

支曾に於て春季誰演曾を開催し︑本

○講師派出去月三十日千葉牒瑞津

橋本編輯員高木編輯員本間書記

徳川含長平塚主事石川主事

安井泉君佐波古直隆君中際桁一郎君
小林正策君島谷義武君草間幸三耶君

島田正君足立栗剛君涜田固松君

川田利忠君下田義照君工藤一記君
戸川妄宅君草間正名君居川市二君

三島復君江平林作君風営朔朗君

酒井信三君木田政喜君椿谷久次対

禰島成行君原忠鰐君羽田久遠君

小具貞子君池田謙蔵君阪手隆吉君
大給近清君禰来友吉君小山昭順君

林三郎君禰本誠君関谷菊之丞君

伏見鋤之助君松本員弦君風祭甚三郎君
梅津曾五郎君川島辰五耶君青柳泰一君

大原哲治君中松寛一君兼松義整君

高烏剛君岩村成允君高橋庚吉君

出席人名

跡見玉枝子君

青肩波江君

●

青年曾より倉員今井誠四郎氏を経て癖癖雄一癖健溌中鑑識細村融次唖

○同同月同日同牒市原郡市東村山岡源子小菅松内青柳泰一

るや言々句々雄嬬懸河の如く痛切愈

一徳の篇を講説せらる其講説せらる

尋で至誠を軍め熱責を鳩し尚書成有

︑︑

加６此一篇の大意より起して一鶴の

高木仙減永井延毒耶牧緬元

申請に付本曾より講師・として加藤恥戸村専肋戸浮五十三東宮蛾肺呂

大主眼を懇到詳明し叉日新の解に至

を布術し其結尾に成其徳と一にせん

の鴻業を頚し奉り教育勅語心御趣意

雑の徳を全ふせんことと望み叉先帝

を灘賛し各民日新の行を卿み純一無

の自警銘然も其三字句駒を押みたる

銘と引き三千載前此適切ぱる洗面盤

り方今文明の時勢に適潅して湯之盤

○○○

木村準一右原禰太郎島田治兵術

古浮惟彰近藤高克阿部潔

堂氏出張せられたり︒

⑳修養含記事萩原連四郎高梨惣助蕊藤龍ま子

佐波古直隆信田軍並工藤競

○修養曾易経講謹竹内康吉田仁二煎市川重箭

保田守太郎服部タツ原夫次郎
大正四年十二月十二日午後一時半岡村饗男外数典

○修養曾縄謹

恥︾︾州催酎州賑栂州部︾坐・恥咽呼冊跨岬岬誇缶岬︾︾硫峠峠州

まり易経二十七同識廷を主幹松卒伯

恥︾

ことを庶幾ふと宣はせられたるは威

其徳行を純一至誠にせんことを仰せ

して上下其徳を同一にせんと鐸する

られたる所以を説き往々世人の誤解

恩柴と蒙られたると以て嘗て南摩根

と難じ延て激育勅語は風民恒に諸詞

曾者四十九名東演戯脈呂氏より金萱経第二十八回誌進開脅すべき虚翁本
間を寄贈せらる錘に其厚意を謝す︒月十四日宮中御講書始に御進講の
来禽諸氏姓名左の如し

五九

るのみを以て足れりとすべからずと

式的に年に数同の式場に於て捧讃す

して其御趣旨を遵奉すべし決して形

翁に御

原忠鮪楠本元治岡崎三事本三烏錯熊諸老の例に微

帯谷久次小離彦九耶草間正名進講の御模様を拝聡せんことを懇請
鮪琳鋪蝿緬瞬瀧識融認瀞したり乃ち公勿は燕重の態謹厳の鮮先

岡庫一村上楽能勢貞治以て皇上御聖徳の一端を頚し奉り
本曾記事

１１
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L

吉旧仁三郎市川軍太郎月岡正雄

木曾記事
訓諭し治園の道帝王の徳は任官惟賢

保多守太郎服部タツ岡村饗男

才・左右其人・より其難其慎︲惟和椎
三宅武彦

木内愚小寺知三田伊之松

一線牧入

大正四年分修養曾牧支計算報告書

錘に芳意を謝す

萩谷連四郎氏より金寅同寄贈せらる

一・に至て最も用意忠厚懇説明解曾

衆一同大満足敬畏謹雛せり出席者七
十六名其姓名左の如し︒

岡崎三事帯谷久次太田安茂

金四百参拾六園六拾七銭五厘也

橋本元治原忠鮪本間和一
小樺彦九郎高木八太郎津田彦十郎

函鑑霊峰

但砿︾鋤諦蓉峰濡唖雌卵

金武目五拾銭

金五園上野啓吉君寄附

金試百五拾目
松卒主幹伯寄附銅賜鋤認識睡

金四拾載同四拾四銭五厘前年残金

内課

上野啓吉・草間正名伏見鋤之助
小林寛治寺本巽左術門平塚唯鳩

岡庫一大原哲治中井巌
村上楽村田朔一郎安井泉

雨森辰三郎阿井主信青柳泰一

山岡源子小菅松内榎元半重

足羽中次郎鈴木雄二郎山田恒太郎

羽村麺次郎戸村喜助戸洋五十三

伊藤吉字飯田宗平伊藤賢燕

永井廷毒耶内田︲素一山岡貞代

東宮識肺呂高木仙職田代其次

松卒主幹伯寄附錘障睦牲謎峰含︶

金載圃徳川伯寄附

喪藤稚ま子山下亦次郎木村準一

山本信哉高梨惣助遠藤佐吉

三森光治島田治兵衛下川麟次

榊原三之助清野善四郎佐波古直隆

萩谷連四郎牧頼元古津惟彰

伏見孔次近藤高克阿部潔

金費圃伊藤吉字君寄附
金萱圃小川直子君寄附
金萱圃草間正名君寄附
信田軍並近藤悪次郎工藤競

石原勘一郎薮子爵竹内康

六○

Ｉ

余壷圃高橋静虎君寄附
金壷回蒋藤た註子君寄附
金萱回東宮職暦君寄附

金載拾七園八拾銭曾員曾費

余百回九拾参銭周易輯解譲渡代金

一総支出金参百拾九同六拾五銭也

内課
金拾五回七拾銭通信費

金武拾九同五拾銭報謝金

印刷費︑消耗品及雑費

金六圏八拾雪琴銭

金五回参拾萱銭五厘
泊翁先生墓参曾総費用

金試百五拾七回八拾四銭五厘
周易輯解出版二開スル総費用

金四園四拾六銭
周易輯解護送二閲スル費用

一差引残金百拾七回載銭五厘也
翌年へ繰越

右之迩二候也

修養曾曾計

1

』

Ｉ
守

；鰯有志青年部記事鴎難癖噸忠義騨雌田茂騨

谷口富五郎君居川市二君内田勝蔵君

△大給部長貴族院議員営選翫賀倉加納盛道蒋小林道彦君島谷義武譜

有志青年部部長大給子寓には髪に大本間和一君小林寛治君寺本爽左術門君

八時には含者満堂非常の盛況を呈せ

り︒覚先生には．先づ手水を取りて

祁明を拝し︑拍手の後始めて講義に

移り︑我圃鵠研究の第一章︑第一節

別天紳並祁世七代︑第二節祁々の賞

根本庄作君高木八太郎君橋本元治君

多数を以て︑貴族院議員に常選せら草間圭一煎君

行に就て︑熱烈純一なる信仰該博深

小山照順君帯谷久治君岩村成允君

中井巌消兼松義整君榎本半重君

池田謙蔵君根本庄作君寺本興左術門君

大給部長平塚主事石川主事

来曾諸君左の如し︒

事を告げで散曾したり︒満ほ営日の

二章圃磯の本義に就て講演せらる夏

前八時より第二同講義倉を開曾︑第

に曾を終り︑次含は三十日︵日曜︶午

謹慎︑非常の威動︑浦足︑歓喜の狸

明を秤せらる︑此間聡者静粛にして

亙りて講演せられ︑終って叉拍手紳

遠なる研究を護表し︑二時間以上に

れたるを以て︑去月十五日午後六時△紀念講座第一同講義青年部にて

綴綾して講義を願ふ乙と塾なれり︒

より部長並に有志相含して祁賀曾とは︑雲に昨秋御畢行の御大典を紀念
本曾事務所に開く︒高木幹事の挨拶せんが獄に︑紀念講座を新設したる
め︐て食事に移り︑祇杯を傾くるのが︑去月二十三日午前八時より︑其
間︑寺本幹事を初め︑諸氏の祝僻︑第一同講義を本曾事務所に開けり︒
並に希望を陳ぶるもの数刻︑徳川副・是より先︑同講座は︑先づ我幽鵠の
禽長の祇欝︑並に乾杯︑徳川曾長の研究より始Ｕること真決定し居りし
覗鮮ありて後︑大給部長の答鮮ゐりかば︑之が講師の選定に苦心し︑数
終って高木幹事は︑部長の健康を祇同協議の結果︑斯道の大家として︑
し︑杯を緊げて︑部長の寓歳︑青年令名天下に噴々たる法畢博士党克彦
部の蕊歳︑並に弘道禽の蔑歳と合唱先生を招聴することに一決したれば
して禽を終る︒尚は常夜の出席者左先生に懇望して其の快諾を得︑数同
の如し︒

︾鍵給悔峰癖榊唯州蓋吟需榊峠川癖輪獅かくて参聴者は︑此日午前七時五十

石渡まつ子君前原浄胆子君松本虎雄君

小津彦九郎君小菅松内君草間豊吉君
臼井政子譜矢島女子君藤代くま子君

一︿一

L

足立四壁画君群谷久次君佐波古直隆君分に参集するとと動なれるが定刻の

本曾記事
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木曾記事
足羽中次郎君

橘本元治君

田中久君

●村松正次郎君

高木八太郎君

島谷義武沿

遠 藤 泉 君 小寺附智君
草間幸三郎君

忠篤君
和一君
山六郎君

芳造君

田正君

間L野間

計金二千八百七拾脚九十銭也

右相違無之候也

本間干吉君 小林道彦君内田勝造君

稲葉賀君 伊藤醇造君石田金市君
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筒ほ本講座に蓋し左の寄附ゐりたり

錘に謝意を表す︒

一金五回主事手塚碓鳩君

伺至大正元年十一月二榊谷桑之助譜

一金二十一脚六十銭也同至大正三年五月三小林正雛君
一金二十一回六十銭也同至大正三年五月三内田勝職君

一金三十七個八十銭也同至大正四年十二月三寺本典左衛門君

一金二十二回五十鑑也同至大正三年六月三秋田洪範君．

一金十八日也同至大正三年一月三本間和一君

一金三側六十銭也

一金六十八側也何至大正五年一〃五古谷松次君
一金十五圃也同至大正二年三月五三輪田元道君
一金十八固也同至大正二年五月五佐藤信古君

一金四十八圃也同至大正四年一月五石川小一郎君
一余二十八側五十銭同至大正二年十二〃五林三郎君
一金四十二固也同至大正三年九月五今井誠四郎君
一金六十九日也同至大正五年一月五中村金之助君

一金三十六圃也同至大正元年十一月二○子爵松平親信君
一金百三十八側也同至大正五年三月一○谷口富五郎君
一金一一十五剛五十銭也同至大正二年十月五平塚唯鳩君

一金百八十六側也同至大正三年十二対二○子爵本多康虎溌
一金百二十九圃也同至大正四年十二月一○子爵大給近孝君

一金二百十六側也同至大正四年五月二○伯爵秘李直亮君

一金三百八十七凹也幸鋤齢恥軒極奔娠月三○侯爵徳川頼倫譜
一金二百六十四側也同至大正五年一月二○伯爵徳川達孝君

○日本弘道曾有志青年部助成含積立金内課

金額期間口数姓生

服部英明君 典倉守隆君江平林作若
涜田圃松君 開谷松之丞君佐波古直隆君
頑島成行君 前野長治煮外十数名︹遜名︺

監事子爵本多康虎

同矢島隆教
同小林正策

理事林三郎
同谷口富五郎
同烏谷義武

含長伯爵徳川達孝

日本弘道含有志青年部助成曾

計金二千八百七十閲九十二銭也
右之迩二候也
大正五年一月廿九日

一金六岡九十銭印刷費︿同︶

一金四側二十一銭也雑役︵創業常畦ノ︺

一金四百三十一同六十鑑也特別常座︵尾張届銀行︶
一金一百二十八日二十一銭也青年部︿割興金

一金二千三百側也定期預金︵準病雄師禦癖鍵濯︶

借方

一金二百五十八回二十二銭也積立金利子︵裁証極蓉醒湖︶

一金二千六百十二慨七十銭也稜立金糊額

食方

○日本弘道含有志青年部助 成 曾 第 六 期 決 算 報 告

矢田市兵備君

本島上本原

h

一余十八側也
一余九日六十銭也
一金六回六十銭也
一金二十七剛也
一金二十一回六十銭也
一金三十六回也

一金二十四回六十銭也
一金十二脚也
一金三十銭也
一金六十一側五十銭也
一金十二脚三十銭也
一金五十四側也
一余九剛也

一金六側也

一金六回九十銭也
一金六側九十銭也
一金七脚二十銭也
一金八側十銭也
一金三間三十鑑也
一命三圃也
一金十二側九十銭也
一金九側三十銭也
一金九Ⅲ三十銭也
一金十一回七十銭也
一舎六岡九十銭也
一金︲側二十銭也
一金三個三十銭也
一金三日三十銭也
一金四日二十銭也
一金四側二十銭也
一金言園三十銭也
一余二脚十銭也
一金三日六十銭也
一金七園二十銭也
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同至大正四年一月
同至大正二年九月
同至大正二年四月
同至大正五年二月
同至大正四年五月
同至大正六年五月
同至大正四年十月
同至大正三年一月
明治四十五年六凡
自明諾四十五年六月
王大正匹年十月
同至大正四年九〃
同至大正四年五月
同至大正三年十一月
同至大正三年四〃
同至大正三年四月
同至大正二年市月
同至大正三年八月
同至大正二年四月
同至大正二年三月
同至大正四年十二月
同至大正三年十二月
同至大正三年十二月
伺至大ｆ四年八月
同至大正三年四〃
同至大正二年七月
同至大正三年一月
同至大正二年四月
同至大正二年四月
同至大正二年七月
同至大正二年七月
同至大正二年四凡
同至大正元年十二月
同至大止二年五月
同至大正三年五月

本曾記事
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工藤一記君
小林道彦君

高山昇君
青柳泰一君
根本庄作君
小林寛治君
草間正名君

松野維君

帯谷久次君
繁田瀧義君
黒須相助組合

茂木柏衛君

草間幸三郎煮

本間芳造淵
本間午吉郎君
波遥武助淵
服部耕石君
田中久君
榎本半重君
島谷義武君

︾一制垂岬露地︾雌岬︾推嘩︾︾奉唾月垂

一金四側八十銭也同至大正二年九月

一金三岡也同至大正二年三月
−令百二十三側也同至大正四年十月−０
−金三側也同至大正二年三月

一金十二日九十鰻也同至大正四年十二月一
一金六Ⅲ九十鑑也同至大正三年四月
一金十二園九十銭也同至大正四年十二月一

一金四側五十鍍也同至大正二年八月

一金六十錨也同至明治四十五年七月一

一金五側四十銭也同至大正元年十一月三

一金八日四十銭也同至大正三年九月
一金十二脚九十銭也同至大正四年十二月一
一金十二凶九十銭也同至大正五年十二月一

一金三団也同至大正二年三月
一金三凹也同至大正二年三月

原忠篤君

園府種徳君
矢田市兵備君
小林道雄治
涜田幽松君
溌智庄平君

秋永常次郎君
梅津曾迩郎君

久保田幸平君

北川瞭弼君
中野可一君

榎本繁君
杉山丈吾君
荒木瞥君

吉田迂一君
矢島隆教君
上田正胤君
四谷晒蹄君

奥寺均君

高烏

剛君

峰間信吉君
木田政喜君

黒須積善組合

一金三拾銭也明治四十五年六月

森克己君

自明治四十五年六月一○

一金三十六脚九十銭也魂峨峨幽埼極砕六月三
一金三側六十銭也同至大正二年五月
一金六間也
一金二日十銭也

至同年七月
自大服元年九月
至大正二年三月
自大正元年十一月
至大正二年一月

川城七太郎君

一金九十銭也

一金十三側八十銭也勃鋤峨迦埼垂畔六月一

中探精一郎君
中隙蔑江子君
石川二三造君
高木八太郎君

鈴木鈴吉君

小淫彦九即蒋

安井泉君
山口亮君

村上辰午郎君

早川政鹿君
江平林作君
橋本元治君
雨森辰太郎譜

一金七回八十銭也二
一金一側八十錨也三

向大正元年十月
一金十剛八十也
至大止四年九月
自大正二年二″
一金一剛五十銭也
至大正二年六月
自大正二年二月
至大服三年二月
自大正二年三月
至大正二年四月
合計金二千六百十二側七十鑑也

田中昌職君
村上繁君
松本艮弦君
賎井龍峨君
小谷茂賓君

﹃︑合一
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蕊
極北の軍幽より極東の軍園へ限りなき酌顛貴の御
使命潅蝉へさせ給ふくく陸海三千里？御旋路悲
もおばさず去月十一日の夕榊戸に御上陸し給へ
ろ露幽皇帝御名代宮ゲオルギー．ミハエロウイ
チ太公殿下には寺内縄督マレウヰンチ大使タチ
シェフ少蒋以下内外の奉迎諸員及び随員韮伴は
せ御入京の途に上らせ給ふ御着京は霞め−月十
二日午前九雌三十五分と定めあり且は聖上陛下
親しく東京騨に御出迎めらぜらろべき旨疾くよ
り仰出されたればさらでも吹曝しの騨前の旗揚
に雪雲低く垂れてまさ一層身に秘むにもめげず

②露剛皇帝御名代宮御入京

議院法第三峰に依り衆議院副議長に征ず

正五位動四等早速整爾

昨年十二月二十六Ｈ衆議院に於て副議長候補者
に嵩選しれる三名中の早速鎚爾氏は内閣ｒ︽り上
奏御裁可韮仰ぎ左の如く任命ありたり︒

③副議長任命

願に依り衆議院副議長態免ず

衆議院副議長法翠博士花井卓裁

花井衆議院副議長は震疋誹表提出中の鹿昨年十
二月二十六日左の遡り聴許の誹令ありたりｃ

②花井副議長鮮表幾許

§
．
？
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に御案内陛下出御と共に廊下後方﹄卜列次せる樺

稀代の盛事韮目前りに洋さんとて群集ば雲霞と
打集ひつ軍装殿めしく堵列導︒近衛歩肺兵の背
後に萌然として控へたり鵬て午前九時となるや
御出迎へにとて行幸に先光ら着騨せる伏見閑院
久迩の三殿下悲首め奉り大隈首相︑岡陸相︑加
藤海相ｂ石井外相︑榊尾術戊縄督︑秋山近衛ｂ仙
波第一雨師園長も奥田市長︑井上府知事執れも大
漉服濃装椴服今Ｈ態晴れと粧ひて控室に馳せ参
ぜり鵬て九時十五分捧銃の雛令遥に聞こえて堵
列の諦兵逐次車鵡遊行へぱ陛下行幸の御園緋は
早くも御壕端心迂りて通常式御召馬車ば騨なろ
御車奇↑卜御到着先着諸員奉迎の裡に古川鍛道院
副総裁御先着にて使殿に入御御少憩むらせられ
ぬかくて九昨汁分に到るや古川副総裁御前に進
み出御走奏請し御先導申上げつＬ五番線歩廊下

山少佐指揮の近街模範中隊隈一斉に捧銃走行ひ
近衛瓶楽隊亦討が代走吹奏し奉迎の車噛雄誰く
すか︲ろ程に太公殿下御召車は日露雨幽雄奉交
叉ごろ汽錘車を先きに徐ろに着騨すれば殿下に
は後尾展望車に隣恥ろ御召車より静にお下りあ
り陛下の御前に立たせられたろが此の昨吉田式
部官は鞠弱如として御傍に韮みて御迩謹申上げ
ぬ遥に拝すれば毒髪霜怨帯び御丈高き太公殿下
は藍地裾長の御軍服に銀帯もて釣れる黒鞘の長
刺に金飾諦の燦鰯たるを垂れ下げ黒漆鏡と輝く
御長靴走穿ち頂き紅に繰白き冊薩克式の毛帽怨
冠らせ給へり殿下には顔鳴御微笑む帯ぴさせら
れつ〜約二分間御挨拶ありたるが陛下一トは大元
帥の御稽装に軍国を象徴せき江給ふと拝さる

重れ工陛下と御握手あり閑院御接伴の宮殿下と
共に紅燃ゆろ儀装馬車に御召しあり随行諸員接

田鍛道院縄裁の御先導にて歩廊より御車寄に向
はせらろ伏凡閑院久迩望二宮殿下は陛下太公殿
下のお次に大隅首相ｂ岡ｂ加藤︒石井の三相亦厄
従し綴いてタチシエフ少狩は寺内縄督とゴサゴ
フ極束政務局長は安達公使と打双び一以下の諸員
之脹績きて御車寄に出・つれば此虚に太公殿下は

執にも吉田式部官よりの言上により握手韮賜ふ
其間太公殿下に厘従のマレウッチ大使は陛下の
御側近く進み太公殿下の随員放るタチシエフ少
蒋の事韮中上ぐ陛下には畏くも何少滞に拝謁を
仰付られ銀茶地の正装に同じ毛の毛帽を頂ける
同少蒋御前に進み翠手の瀧を行ふ以下の随員カ
ホスキー︑ペザック雨大佐ムハノフ御附武官ゴ
サコフ極東政務肘長等も亦拝調の光楽に浴せり
かくて御封顔怒り近衛軍楽隊の職暁として露幽
園歌起吹奏するや陛下は太公殿下と御並ぱせ給
ひ搾山指揮官の一令に捧銃車鰐雌然たる近術模
範中隊の列前韮迩御御観閲あらせられ其より添

三相祁尾︐秋山︐仙波の三粁車奥田市長井上知事

閑院大勝宮⑳久迩少狩宮三殿下缶御紹介あらせ
られぬ三殿下交互に太公殿下と親しき御挨拶と
共に御握手あらせ給へぱ次いで露風勲章の藍綬
を帯べろ大隈首相太公より握手韮賜ひ陸海外の

陛下は悌閑四譜にて引添ひおは崎せる伏見元帥宮

功一級金鶏章濃き緑の大綬韮帯ぴさせられ御左
胸脹ば日露御親交の御章とも輝く露園高貴の勲
章韮帯ぴさせ給へりいとも御懐しげに拝された
ろ交互の御挨拶雑り固き御握手韮交換し給へぱ

六
四

Ｊｊ

︐／Ｌ

伴諸員の供奉馬車を随へさせ抵街の槍雌兵前後
起護り股々として識き渡る皇鳩砲堵列諸兵の軍
艦さてば畢習院畢生閲の合唱せろ露幽幽歌に車
上御心ゆく御気色にて畢手の潅起酬はせつ叉途
中奉迎市民が寓歳ウヲーの壁にも御微笑あり御
順路起経て正十時霞ヶ関離宮に御到着相成りた
り是より先陛下には太公殿下御見塗りの後九畔
五十分東京騨怨御穫蓋十時十分宮城に還幸遊さ
れ張り︒

▲御参内
太公殿下には我天皇陛下に御封面の鰯め十二日
午後五時五十分霞ヶ開離宮御出門︑接伴官寺内
細督と共に宮内省差廻しの金色燦鯛我ろ儀装馬
車に御同乗狸緑色の露園陸軍中狩の御正装に燦
然衣ろ軸章数個韮御侃朋あり心ダチジェフ少勝
以下八名の随員並にマレウヰッチ大使悲従へ近
術騎兵一個小隊の儀佼に依り宮城正門より御参
内遊ばされれるが二重橋には電燈燦として欄干
を飾り恰も八日の月淡く天空に懸りて御苑の松
の樹の間に模糊衣ろ夜霧夢の如く下立ちたる態
殿下が常日頃愛惜措き給はざる日本蓋の霊趣其
艦なろ中起静かに憂々菰ろ蹄の音韮進まぜ給ひ
正六時御着ｂ岡田式部官御車寄階段下に奉迎し
吉田式部官の御先導に依り長廊下御通過鳳風の

先行にて各皇族殿下方︑︑大官等の供奉にて鳳鳳

石瀧飾

間に出御あり︑折柄別殿より噺暁として起る露
圃幽歌及び君が代の燕垂なろ管絃楽の音降るが
如き中に太公殿下には岡田式部官の御先導限て
随員を従へ御参入︑直に天皇陛下の御前に進ま
せられ吉田式部官の御通謀に依り傍語形以て御
大典の御祝詞︑並に御歎迎の御膿む言上あらせ
られたろ後露幽皇帝陛下の御怨臆なる御親書跡
露閣皇帝陛下より御婚進の露幽最高大勲章金剛

てば左の如く

サンタンドレー大綬章天皇陛下へ
サント・カタリン軸草皇后陛下へ
走捧呈しれるに陛下には一々御嘉納あら画られ
御沌足の御誰あり次で大軸位菊花大授章を親し
く太公殿下の御胸間に侃沙させ給へぱ殿下には
恭しく御受納あらせられ夫より随員一同に封し

金勤章御贈興
の御沙汰を篠へしめられたり︒

軸二等旭日重光章極東局長ゴザゴフ

軸一等瑞蛮章陸軍少勝タチジェフ

軸二等瑞蛮車需官プルンネル

軸三等旭日中授章陸軍大佐カホグスキー

同陸軍大佐ムハーノフ

同陸軍大佐ベザック

動四章瑞寅章

勤四等旭日小授章侍従論マイロウスキー

帝室博物飴長モゲリアンスキー

1 a

乾盃勅語

左の如し︒

殿下には一旦別殿に退下六時半より瞳明殿の御
宴に臨ませられれるに陛下より優渥なろ乾盃勅
語あり︑之れに封し殿下には怨嬬なろ御答群を
怖語を以て言上あらせられ丈り勅語及御答鮮は

欣プ

朕ハ我が親愛ナル露圃皇帝陛下ノ代表者ダル
殿下チ迎ヘテ欣喜措ク能ハザルモノアリ殿下
此次貴国皇帝陛下ノ大命チ侃菅朕が即位大鰐／
二封スル費詞チ博へ併セデ貴国皇帝陛下ヨリ
朕並二皇后二贈ラレタル最高勅位ノ徽章チ親
ジク朕二手交スレノ任二醤ラン今ャ些ノ支障
ナグジテ其任務チ完了セラレタリ朕塞二之チ

Ⅱ露雨凶民ノ間二存スル敬愛信頼ノ念日二塾
固チ加フルハ朕か夙二衷心浦足チ以テ認ムル
トコロナリ殿下幸二本邦二来ラル朕ハ殿下ノ
嬢メニ其訪問ノ愉快ナーフン事チ研リ殿下が此
滞在ノ機二於テ我圃民ノ貴園民二封ジデ抱持
スル誠蛮ナル友誼アルチ親ジグ感知セラレン
事朕が信ジテ疑ハザルトゴロナリドス
朕ハ並二殿下か朕ノ帝都チ訪ハンタと一際シ
謝意チ表シ朕が常二帆禰チ臆リテ巳マザル貴
幽皇帝陛下並二貴皇室ノ憾二盃チ傾ケントス

太公御答鮮

並に優渥なろ御餅を拝し感激の至に勝へず厚
く欣謝の誠意話表し奉る
露園皇帝陛下は今岡親しく

六

間に御参入あらせらろ︒

報

斯くて荘重なろ御封面の御儀悲了らせられ太公

１１

k

五

△鳳風間の御封面

￨

雑

天皇陛下には陸軍様式御正装に露圃勲章起御侃
用︑水色の大役悲侃ぱせられ戸田式部長官の御

｜

− '

雑報

と承はろ︒

此日天皇陛下にはカーキ色の御通常服走召され
鳳鳳間正面玉座に封し三進講者並に各控着席し
左右には陪蕊者着席す斯て三氏は先づ芳賀坤士
より順次御前近き御卓子に進み出で〜謹んで御
進講申上ぐろ韮天皇陛下には怒始御熱心に御鶏
取遊ぱされ進講の三氏も殊の外光築奄施しボリ

④宮中歌御曾始

に封して表彰ｉ一犬ろ友好の態度と相侯って一

陛下の政府が我国の億に誰されたろ至大なろ
援助は露幽政府の感荷に任へざる所にして又
雨風親交の史上千古不磨の印跡態浅すものな
ることか以てせんとす

宮中の歌御曾始は去月十八日午前十時鳳風の間
に於て聖上出御の上御畢行ありれり山此日題者
黙者稚ろ久我従一位始め入江御歌所長︑讃師九
悌公︑藤井講師ｂ持明院震雛・大原︑庭田︑大
宮︑清岡︑長谷の各誌頃ば九時頃より御式場の
準備を整へ御廟には読師控高辻子︐御歌所各奇
人︑萎候の諸氏及陪観韮許さ艇犬ろ秘室帝室含
計審査長官以下の人々着席し特に御召の光楽起
得穴ろ山嬬公等は場内に控へて待ち奉る定刻に
至り天皇陛下には波多野宮相︑撫司侍従長︑内
山武官長以下韮随へて出御あり玉座に着かせら
ろ や所役は直に規定の席に着き講師藤井行徳
子は起って星︲の始め仰竺﹂とによりて寄圃凧
と云へろこと韮よめる歌﹄と朗吟し次で左記の
詠進入選歌より披講し順次下漉より上漉に及び
更に皇族殿下の御歌を披誰しれる後九催講師改
めて藤井講師起して皇后宮陛下の御歌韮講じ奉
りて御懐紙は徳川大夫に返上す此畦九峰公恭し
く御前に進み御製彩拝受して藤井講師に授け之

文畢博士芳萱矢一

に御目録白絹等延賜はリボリ︒
葛葉集大伴宿禰家持﹃喰族歌﹂

天皇陛下にば去月十四日午前十時宮中風風間脹
出御左記三氏悲召され次々に和漢洋三種左記題
目の御進講を薙召され波多野宮相膳司侍従長以
下各侍従︑内山侍従武官長以下各侍従武官共他
に御陪蕊悉許され同十一時三十分御式起畢へさ
せられ進識者には別殿に於て御町垂なろ澗餐並

⑬御講書始

覗せんが懲盃走畢げ併て卓鞄せる日本幽民の
繁楽悲蒋ろ

予は並に陛下皇后陛下並脹貴皇室の康寧態

俳画民法編纂の顛末

法畢博士富井政幸

恥誹じ奉り溌難講額の諸貝頻和するこ︲と五反寸

此間請負起立して最敬鵡を表し森厳荘重を極む

るに

層の重き走憾すものなり予は陛下に確言す

陛下に御即位大薩の御覗詞牢述べ井せて
陛下に鋤する我皇帝の至誠なる同情も切変な
ろ友誼とを誰せんが婦予起簡派せらろ是れ予
の深く欣幸とする所なり
惟ふに陛下が予に賜はりれろ懇篤なろ接待
及び高貴の軸位は開戦以来日本全幽民が我邦

1

書経一・成有一徳﹄篇土屋弘

［

、

︲Ｆ

一ハーハ

目録叉は酒撰の恩賜あり丈り︒

披講半ろや九悌公は再び御前隠進みて御懐紙を
返上し奉り陛下には各員の最敬喧の狸に午後零
畦十分入御遊ぱされ本年の歌御曾始めば是にて
御滞りなく絡らせられ係貝及参列貝には夫々御

︑寄固帆

御製

としノ︑にわか日の本のさかゆくもいそしむ民
のあれはなりけり
皇后宮御歌
神風の伊勢のばまをきま胆か胆としたひょろら

大軸位依仁親王如勤一等周子

しょもの国々

臨昨禰宮祭主動一等多嘉王

天地と︲もにさかゆろすめ幽はとっくに人もあ

ふき生つらむ

ば限しられす

ちはやふる祁代なザらに日のもとの幽のさ郡え

動一等稔彦王妃軸一等聴子内親王
年立ちていばふもうれし大君のしりそめたまふ
園のさかえを
軸一等成久王妃軸一等房子内親王
年ことにひろくなりゆくあし原の瑞穂の国のさ

大軸位恒久王妃軸一等昌子内親王

かえ避そ忠ふ

瓶密院議長正二位大軸位

Ｌ﹂こしヘにみおやの郡のまもります大日のもと
の風ばゆるかす

功一級公爵臣源朝臣有朋上
なみ風もお士やかなりとわ衣のとの人そよりく

●

一

ろ皇御園に

宮内大臣正三位動一等
男爵臣藤原朝臣敬直上
日のもとの園のみはしらひとすちに寓代ふとも
ゆるきあらめや
概密顧問官正二位軸一

鹿兄島瞬士族新納時守上

長崎螺平民片山菅雄上

Ｌろしめず君がみくにとなりしよりとりの林も
沖はもるらむ

は﹄︑︑のくに

ょもの海皆ばらがらとならむ後おやと仰かむ国

臣となり民とならはと外圃の人のうらやむうら

奈良聴手民北朴木ひさゑ上

等子爵臣源朝臣清綱上
天の下てらさぬくまもなかろらむひいつろ園の
やすのくに

山形腰平民本多成允上

おほみひチリは

放ちさわぐおとは千里のほかにして波しつかな
ろうらやすの幽

翰露幽雨陛下へ御贈品

成りたる旨承る︒

露幽太公殿下にば去月二十日午前十時御暇乞と
して宮中に御参内相成りたるに付畏き遥ふり露
閲皇帝皇后雨陛下に封し左の美術品走御贈進相

一︑御紋章入金誹翰手笛・一個宛

③支那帝制延期通告

一︑純日本蒜︵風溌︺一幅宛

誰リ︒

帝制延期問題に閲し支那政府は去月廿一日外交
部に我高尾書記官の来訪を求めたろ上同書記官
に封し公式に支那政府は二月上旬秒以て帝制走
査行する譲定なリーーも逓次雲貴革命胤の勃稜し
龍ろに霊み暫く帝制の責行韮延期す・へしと謎明
する所あり同時胆各列園公使にも亦同様の通告
ぞ偽したる旨去月廿一日深更外務省に公報あり

●津柳博士承諾

帝圃教育曾にてば去月廿二日細曾を開き曾長辻
男の後任として浦場一致津柳政太郎博士話選畢
しも交渉委員悲畢げて博士の承諾韮求め茨ろに

蝉士は愈雁諾の旨確答したりとなり︒

鰯澄宮初御参内

新皇子澄宮崇仁親王殿下には御嚢育甚と御良好
にて既に誕辰後三十四日走過ごさせられ去月二
十三日を以て初御参内あらせらろ営日皇子殿下
には女官に抱守れ給ひ午前九時頃青山御所御出
門宮中に成らせられ各皇族殿下韮始め宮内大臣
式部長官御養育係長其他着床の上先づ藍所仁御
塞謁あり九嵯学典長祁詞彫奏し皇子殿下には外
陣に御参進御拝鰐あり次で皇霊殿榊殿に御茎謁
の上宮中に御参内遊ぱされ聖上陛下胆御掛顔あ
らせられ士ろ上御退出相成り衣ろ由承はろ︒

鰯乃木記念館・

去月廿二日熊本へ向け開門通過の際祁戸笈易界
の先進者涜名篤三郎翁は故乃木勝軍追蕊の畢に
就て語る﹁奮冬村野山人氏等と湖鮮覗察に赴き
たる際長府に桂澗市翁か訪ひて乃木記念館詑参
翻し故蒋軍の青年畔代を追墓し大に老ふろ所あ
り雄村野雨翁の同意悲得て客脈直に彼のさ や
がなる長府横枕の乃木蒋軍醤邸記念品と寸分達
はぬ一家屋を疎て村野翁が造管中なろ伏見桃山
なる乃木榊赴塊内の一隅に建築しれり而して蹄
坪及夫人の塑像並に武器家具至所州具に至るま

六七

二

宗秩察細裁従一位軸二
題者黙者
等侯爵臣源朝臣通久上
かしこしや祁代なザらにすめら音のみいつかｌ
かやく日の本つ凹

讃師
掌典長正三位勲四等公
爵臣藤原朝臣謹賀上
西のうみは波たちさわぐ笹にもなほひとりしつ
けきあし原の幽

選歌

東宮侍従長兼御歌所長従三位
動四等子爵臣藤原朝臣偽守上
こし方の士功し思へはいつくきてすｌみゆくら
む風のちからは

幅軸癖惰鋤榊率田小林守頂上
みあくみのいたらぬくまもなかりけり圏の陵さ
はましに増せをも

蝉騨 蛙族徳永重康妻元子上

報

おほやしま幽のはしめも遠けれとさかゆく末ば
かきりしられす
雑
」

、薮

報

大蔵省の調査に係る大正四年の重要輸出入品傾
を其前年に比較せぱ左の如しパ単位千日︺

三︑四六七二︐七六○
織綜六五︑九一三七八︑三○二

生綜一五一︑八七九一六一︑七一四

魚油二︑二三六二ｂ六五七

樟脳

木材六︑九四五九︑八二九
屑綜五︑九五五四︑六七三

石炭一九︑二六三二三︑九一六

清酒一︑七六一二︑一四○

精糖三︑八○四一二︑三八三

製茶一五︑四○四二一︑七一四

大正四年前年
米九︑六二七四︑九五三
錫二︑六六○三画五八九

△輪出品

⑧四年重要貿易品内容︽

んとの微衷怨抱けろなりと︒

で目下長府の記念館に存在するものに擬し更に
規模宏壮なる乃木群社の榊殿と封照して全園民
教育の料となさんと欲し桂翁の斡旋にて特に長
府より同地の乃木記念館杢建築し衣ろ棟粟及大
工等韮伏凡に呼び寄せ客服末に至り既に建築落
成しれる態以て追って長府の乃木館に存置せる
長谷川築作氏の雅軍並に同父母の像三髄牟諜り
受けて之奄安置し他日乃木禰杜神殿其他全部の
造管成ると同時に同記念館起開きて治く参観老
に封し乃木勝率少年昨代の長府故居の狭臓にし
て家庭の如何に質素なりしかを眼前に偲ばしめ

雑

責綿及繰綿二一七融二六四一二八︑九六七

綿嬬子類一︑八六八一︑○五二

金巾及更紗八六二一︑○○三

筒織及管識一︑三六五四︑一○九

レール六○三二︑○一四

探竿板織類二一心一三九二四︑六七三

塊織七︑五二五七︑九三六

乾藍一九五二ｎ二七八

革類一︑九三九二︑○七○

油糟三五︐九○七三四︑七六二

苧麻類八︑五六五八︑二五八
燐砿石三︑二四五七︑○七九

羊毛三○︑五八四一四や七七二

砂糖一四︑七九四二一︑六七五

塞粉一九四一︑二六五

豆類九︑二二九一三︑二四六

米四通八七二二四︑七八二
小塞一︑六三六八︑四○四

大正四年前年

燐寸一四︑七○六二︑○六二
△輪入品

洋傘一︑五三○一︑七三一
花涯二︑二七八二︑八七三

陶磁器六︑九三四五︑九○四

綿莫大小肌衣一○︑七○六八︑三七五

綿織物三八︑三五三三四︑七三四

絹製手巾二︑七○一二︑三五八

羽二重三八ｂ四八○三○︑七七三

銅︵塊及錠︶四四︑二七四二七︑二○
製帽用員田一四︑三一二一四︑六三二

企

六八

も宙

日︑

羅紗セルヂス三師三一七九︐○六一

紙類三︑○二二・画︑八七六

石油八︑三六五八︑四二三

機械類八︑八○三二四通二二

織釘五二八五一三

④外圃輸出入品見本陳列

農商務省商品陳列鮪にては藻て桑港博覧曾出品
物中主として本邦に於て輸出或は輸入封抗品と
こて参考となるべきもの及び製作技術上参考と
なるべきもの 各種商品見本を蒐集中なりしが
該標本類は此程大部分到着Ｌ目下整理陳列中に
て該購買偵格は約一寓圃に上り目下米国市場の
流行若くは需要盛んなろ各品種態網羅し鮎数も

約十除鮎に窪せりと云ふ︒

⑬工場法施行期

工場法施行期日に関し去月二十二日官報韮以て

工場法は大正五年六月一日より之韮施行す︒

左の勅令公布されポリ︒

︵勅令第八読︺．

⑨工場監督官新設

△警覗蕊官制改正︵勅令第四城︶

工場法施行に伴ひ工場に於ける術生及警察事務
態掌理すべく工場監督官を設置するの件は此程
の閣議に於て決定し御裁可韮経去月二十二日の
官報韮以て左記勅令公布し即日賢施されたり︒

警覗鴎に理事官奏任一人起遥き工場法施行
に閲する事務韮掌理位しむくく理事官及び

犀

、

技師韮以て工場監督官に充つ
△北海道醗窟制改正︵勅令第五猟︶
に充つ

理事符怨一人増加し技師と共に工場監督官

１１

△地方肯悔制︵改正勅令第六班︺
工場監督官柿へ東京府ぞ除く︶詮置き理事官
叉は技師韮以て之に充つ

１Ｉ
．

ｈｆｌＪ１Ｊｒ１ｆｌＪｌｊＩｑｆ１唾１１１１．︐１１︐１０１１１１．１ｆＩＩＩｌｌ１ｆｌｆｒｌＪ１ｊｌ

の問題なりと噺じ︒

︑

二ｂ不惜身命とば︲人間の一主義韮もちさとり
衣ろ以上は不惜身命と云ふ安心態感ずるに至ら
ん︐唯命の根抵にふれぬうちば頃面目ならずと
宮本武職と有馬喜平の勝負︐同佐々木小太郎と
の勝負の例悲塞げ心腕の問題にあらずして精沸

三ｂ心行一致とばり心と縄と一つになるこ雀に
てこれも︐武士道の極意なり︒ペルゲソン日く
一切の過去税在は一瞬間の塵搾に現はろと︑こ
れを現はさしむろが極意なりｃ火箸悲曲ぐろに
すら丹田に力走入れ・心と手と三つの一致悲要
す︒意︲術︑心の一致がこの驚くべき力を出す

なり云妬と︒

不動も修業す・へし︐不勤ぞ以て大事の機曾に醤

四 不動心とは心か動かさぬと云ふことｂこれ
修業が肝腎なり︐活動々々とて動くのみならず

れ︐大流良雄は忠義のみならずⅧ不動心の勝れ
れる人なり︑竹林唯七ば熱烈なろ人なり︐大石

は大山前に蹴るＩも動かず云々︑其他禅家の例
恥畢げ︲泰然自若め必要聯論じ︒

｜

亥倉報告

迂戸りるＣ

殖産上施設の必要なろ怨群じ︲韮みて蛎炭肥料
の製法と施肥の方法と老詳説し︐総りに総べて
の事業ば誠心誠意其の良否彫研究し︑其可なろ
雄確め︑然る後大に賀行すべき心諭しｂ皿其巧
拙によりて成功不成功ある所以韮論じ︑多大の
感動鮎典へ大嶋采考以て降壇せらろ︒次に禰米
博士登壇し﹃武士道の精紳﹂と題し︲演じて日
く︑我園ば明治の初年より今日に至るまで五十
年︑西洋の科畢輸入せられ大なる進歩走なせり
科畢結構なれども知識なり︑知識進歩するも之
か蓮川する縮刷心掛なければ何の故もなし︑然
るに精抑ば進歩せずして却て退歩せり︑Ⅱ情︐
日露の役Ⅱ本軍の強きば蛎事知識の蝿めにあら
ずして武士道の怖紳的はたらきによる︑大和魂
の稜揮による︲明治の科畢的知識にあらず武士
道的古き迩物の結果なりと倍ず︑云々と喝破し
尚根本的緒祁悲解剖して五段となし︑之悲詳論
一︑興釧

二︑不悩身命
三︑心行一致
四︑不動心
五︐石火の機

I

鋤匝瑳︑豊和︑須賀︑東陽︑

四支衡聯合曾報告
去る十二月二十六日午後一時より匝瑳郡禰岡小
皐校に於て匝瑳︑哨和︑須寅︑東陽︐四支含聯
合含走附曾ばり︒常Ⅱ来曾煙ろもの百数十人︲
木曾より評議員池田謙識衝︒同文翠博士禰来友吉

ノ

雨先生の出張識演ありて頗る盛曾なりき︒嚇川
の概況を記さんにｂ定刻に至り振鈴の合制によ
り一同着席︑菅匝瑳支曾長開曾の挨拶韮なし冊
寺本豊和支含長教育勅語老捧読し︑大枝匝瑳副
支曾長戊申詔書走捧讃し︑高橋匝瑳支曾幹事本

五︐石火の機︑振天動地石火の機 一瞬間の百
分の一︑うの毛にてつく程のすきもなき態要す
即拶不動心より大活動怨養ふに至ると支那紀昌
の弓の稚古に於ける例を引き心精神統一の必要
態論じ︑其他日比野雷風と根本通明先生︐開口
掴太郎︑小野治郎左衛門︑一刀寮との開係等喉

､

次に評議委員池田謙識先生﹁道

■

曾要領韮朗読し

﹄

一

言

§

／、

〆も

九

つき継妬激闘︑千言︑武士猶の鼠髄につき説 き去
り 説 き 末 りり縦横 自 在 ︲ 博 景 懲 漢 な ろ 材 料 に ょ
リ懸河の快熱韮振 はし︑聴衆に多大の感動准典
大喝采企以て 降壇せらろ︑畔に午後四時半Ⅲ㈱

ロ

一︑鼠飢とは嵐の凱韮持って立つ心なり︑何事
悲憾すにも艮測の心なくてば出来ず︑口先にて
ごまかすば傭の生活なりとｃ伊藤公爵０俳優開
十即︑誰鐸師側棚︑加藤清正︑宮本武識︑佐藤
一刀悲︐騰瀬中佐︑海上胤半等諸大家の興刺的
なりし例な繋げ︐総て満水の陣ならざるべから
ざろことか論じＣ

陽Ｌｒ

ユ ー

徳と貰業Ｌと題し︑道徳雅賞行するには資力走
要す︑恒産なきものは価の心なし︑衣食足りて
鵡節態知る云々と古人の格言を引誰し︑道徳と
愛業と密接の開係あろこと起纏々演迦せられ︑
而して産怨起すには農事の進歩︑桑悶の改良等

支曾報告
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】
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菊判紙数千四 百頁
総クロース金文字入

菩

』

！

篤冥版数種播入
証篭諺蝿鯛錬難
東京市内金四銭

本曾員に限り一二 割 引
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諸ふ一本を術へられよ︒
弘道二百八十七溌映証垂咋客閉↑州鐘蛎濡奔鯛羅銅嬬堪宛

日本弘道曾

明治初年治屋興業の聾のγ か盛なり︐し際燭り固民道徳 の必要を唱道し大誉疾呼透
に狂澗を既倒に同せし泊翁西村先生か爾来三十有蝕年一意世教道徳の刷新維持
に全力を傾蓋し朝に立ち野に出て侃々誇々其意見を稜表し特に晩雫老躯を提げ
て南船北馬の勢を鮮せず機に鯛れ蕊に際じ時に臨み事に接し謹々懇切斯道の要
を説きて到らざるなき一代の名諭卓説は悉く収めて本書に在り今や志士図を憂
ひ世を慨くの秋本書を播かば圃民指導の総論油然として自ら懐に湧くものあら
ん而して殊に泊翁先生の偉大なりし所以を想望すべＬ吐曾総総に志あるの士は

圃民道徳の経典成る

︵泊翁先生言論叢︶

泊翁叢書第式輯

ⅧＩ︲

画民必讃の費典出づ

越隆蝿ｒ︑﹂一

I

如舗噌捌西村茂樹先生遺著

I
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