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振替口座東京四三一七番

日本弘道曾有志青年部

東京市肺田歴西小川町二丁目一番地

右御希望の方には前記特償を以て高需に膳ず

︵率含曾員砿綴り特償重十五銭︶
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一︑日時十一月五六雨日午前九時ョ

也

ｌｌｉｉｌ

講堂
一︑本曾々員は奮って御参曾相成度候

貢曾場日比谷東京府立第一中畢校

リ

Ｊ

一︑講師文肇博士加藤玄智君外一人

一︑曾場国璽罰院大皐講堂蝿麺堀率Ｊ

一︑日時十一月十日午後六時

③御 大 澱 記 念 講 演 含
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④全国道徳園鵬聯合大倉
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⑳女子部講演含

一

一︑記念講異騨騨緬蕊弥擁漣き

齢講師幅本日南先生

織講本論語

一︑蕊蕃痢鞠鰐軽鶏謹塞

有志青年部
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一︑講師棚橋絢子君外一人

一︑曾場本曾事務所

一︑日時十一月廿五日午後一時半
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晋一表
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｜弘道十一月瀧︵第二百九十六読︶目次
一

賀賎
立太子鰐

立太子式の記念：：：：；：：：．：：：：：：：：：：：転京諒夢鮮鐸臼井政子三八︶

立太子式の富日！．；：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝碧識癖謬窪棚橋絢子︵三さ

談叢
積徳夜話三︶：⁝：：⁝⁝：⁝：：．⁝：⁝：：⁝⁝⁝講師足立栗園三○︶
家庭

農村の教育三︶：；：：：：：！⁝；⁝：：⁝⁝：⁝曾貝土井金之助︵二七︶

余の見聞したる米畷：⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝：⁝：密議軍服部宇之吉︵一三

立太子潅御翠行に就いての所感⁝⁝：⁝：：⁝：：⁝丈翠博士開根正直︵九︶

一

」

F＝＝＝＝＝＝

勇姑に注意すべき撮生；：：：：：⁝：：：：⁝⁝；：輯京至誠病曇吉岡強生子面ご

墓録

会国

立太子の御式に就て⁝：！⁝：：：⁝：：⁝：：：瀞道統一敢息前野長治画四︶

元気︲と鵠力；：：：：：：：：：：：：：：：︒：：︲！⁝：：．陸軍中蒋比志島義輝画八︶

耐先︑と子孫︐と何れか重き：：：：：：：：：：：⁝：：：曾員田中玲瀧孟○︶
訪問録⁝⁝⁝：：：：：：：：：：：：：：：：：⁝：：：：曾員青柳巌雄宝一︶

詞華：：⁝⁝⁝：⁝⁝：：：：：：：！：：：⁝：：：⁝：；⁝⁝！︵五三︶
漢詩︵石川文荘選︶○和歌︵手塚塗峰選︶○俳句︵服部耕石選︶

記事．：：：：：：：：⁝：：：：⁝：：：：：︒：：：：：：：⁝：⁝：：：：︵五九︶
日本弘道曾記事○有志青年部記事

雑報⁝：：：：⁝：：：：：：：．：：：：：：：：：；！⁝：⁝：⁝：！︵六二

立太子潅奉祝歌○新内閣成立○憲政曾の宣言並に綱領○米圃宗教家の決議○支那語簡易講習○燭力
研究所を設立す○幕末畢者の墓所

支倉報告⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝：⁝：：：画九︶
豊川支曾○吉田支曾○久喜支曾○小田原支曾○一丁田婦人曾

附録

；

１１︲

我風鰐の研究︵二︶：⁝：：：：：：：⁝：：：：：：ｉ：：：法畢博士党克彦講述二五︶
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④弘道曾館建設費井基本金寄附募集趣意書

餓羅溌婚蕊徹篭誌魂穂蕊篭欝釧敦茜狸澄唾啄飛蕊誕

哲皐及宗教ノー方二偏椅セズ︑諸教ノ長所チ探り︑教育二闘スル勅語ノ葬訓チ這奉
シ︑本曾所定ノ要領チ責行シテ職曾ノ病弊チ除キ︑鋭意道徳ノ振興︑国運ノ伸張テ厨

リ︑以テ先一帝ノ皇恩二酬上奉り︑叉今上陛下ノ聖旨二副瞳奉ヲントスを一在

り．今ャ各地支曾ノ数ハ百六十除二上り︑曾員毛亦責二萱菖有飴チ算ス讐一至ル︑其
間二於テ本曾ガ責施シ︑且責行チ期セル事業ノ大要チまグレパ即ナ左ノ如シ・
一︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾華型︾︾︾︾串︾栂郵猟

二支曾ヲ設置ス︒

一支奮設騒本曾ノ事業二準ジブ︑各地方ノ便宜二従上道義ノ鼓吹卜風俗ノ改善トヲ厨ランガ貧〆︑各地

惣誇鎧諏季匿欄二於ラ︑良妻賢母

§一巡同講話本曾ノ必要叉︽地方ノ要求二膳ジテ︑講師ヲ派遣シ斯道ノ隆興ヲ謀ル︒

一華癖嘩蒜犠羽誇羅蕎誇憎紡催翫詳喧勢垂譲挿洞訟斯鐘

タラシムと一必要ナル記事ヲ掲載シ︑以プ女徳修養︑家庭教育ノ資料二供ス・

一融壷睡確準癖娃諏鐸却咽霊琴寵︾琴郭噸髄甥溌ノ資二供ス・
毒書籍繕纂道徳二閲スル書籍ヲ臨時刊行ス・
一善行表彰善行ヲ表彰シ︑其功績ヲ顕揚ス・

蓋該本曾ガ我邦二於ケルャ︑既二有力ナル道徳国篭トシーァ赴曾二真献スル所紗カヲ
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ザルチ確信スド錐毛︑而カモ現下我邦ノ趨饗二察スル二℃園民道徳ノ振興ｋ風
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一金試百五拾圃宛

直子君
友吉君
玄智君

孝子君

彦十郎君

遊歌子君

種徳君

ＩＩ︐．・・︲Ｉ・︲︲．︲︲・

Ｉｂ

︲１１︲︲宮

桧垣直右君

跡見玉枝子君

１１

千葉癖

東京

京小具貞子君
吾妻親子君
臼井政子君
内田周卒君
小林寛治君

西村千賀子君

︵皿岬蹴琴需

井上哲次郎君

加藤珊堂君
工藤一記君
中島力造君

石川二三造君
茂木房五郎君

高木八太郎君

●

一

一

同
加藤
一金式百圃宛
東京津田
同
嘉悦
同
内
田
同
圃
府
同
鏑
木

忠道君
栗園君

乙葉子君
武助君
庄三郎君
野田支含茂木七 左衛門君

茨城蛎癖趣

束京伯爵酒井

東京足立

雨耀筆娠銅 安子君

同

野田支曾

一画へ

上野山六郎君

尾花温子君
服部耕石君

霊謝準籍霊

安井泉君

増田八重子君

鈴木雨漢巷
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蝿癖趣蕊瀧鐸識鍵寄附者芳名
一束京小１
一金宣寓園東京傘夫噛蝿秤極毒奉 一 同 禰 調
一金六千圃宛東京鋸夫鱈癖叩準琴謡師夫蝿癖班睡殖謡
一金載千回宛東京露夫嬉蝿鑑雑誌謡塞識鐸密趣酔霊

一金萱千五百園東京康夫鱈越識燕蓉藷

一隻孝四百園野田支曾嬢舞七騨衛鱒
一金萱千同宛

東京子爵本多康虎君東京舜癖識法諏藷

黒須支曾塞即跡犠詫山形佐藤信古君
束・京郡道評有志青年部

一金八百園東京全癖鍛真確野謡

一金六百五拾同野田支曾茂木佐李次君
東京男爵辻新次君東京横河下枝子君

同
戸 川 宇安之宅吉君君
一金壷百五拾圃宛
東京本間
同
内田
一金萱百圃宛
東京秋田
同
橋本

同小 林
同
田中

同
原谷
忠
同小
同
早
川
同
山
口
同演
田

職一

君君

一金五百圃宛

東京謡蝿佐藤静子君

久喜支含榎本善兵衛君千葉礁石川照勤君

醇君

君京
束跡
京見
跡花
見︑
ザ撰
同阿部優子君束
君君
花撰

へ 百君
子君
同小林正策君東京
君巷
東京
煽巷
松煽卒
松八
卒百
八子
︾郵
太郎
同緬識︑津の奔藷秩群父
秩支
父支
曾曾︑
︵田
地田
田田
爺爺太
霊君

君野
含梨
高兵
梨左
兵左
同石川小一郎君野田
支田
含支高
衛匹門
衛門
君君

唯嶋
同男爵漉津柴一君同李塚唯嶋
君君

東京子爵牧野貞寧君東京棚橋絢絢
子子君
君

一金 参 百 圃 宛

一金参百六拾園東京無名子君

一

松亮慶責篤久彦治範

￨￨君・君君君君君君君君

同同同同同同同同同同東

同同同l司同同同同束

勝和

園政茂道元洪

屍司

︲Ｉ
同風富朔朗君
同矢田部藤吉君
同二一率擁謡
同宇野哲人君
同緬津寅蟻蕊

同岩淵醤君
同子爵堀田正路満
同男爵清水資治君

東部支曾︵唾遥遥寅次癖謡

千葉鵬安達松太郎君

一金参拾圃宛

東京土岐横君

東京子爵増山正治君

東京足羽中次郎君

一金武拾五園宛

東京吉田迂一君

鴫根子爵松卒武修君

横瀬大谷嘉兵衛君
千葉蛎蕨柴太郎君

雨森辰太郎君

井上頼圃君

常太郎君

同Ⅲ村上柴君
同玉塚豊子君

林惇兵衛君

中川ゆう子君

松卒稽吉君

奈良懸松山

吉田支含竿．山

同岡

同

幾子君

吉田支曾
吉田支含

東京中川
埼玉石本

若子君 東京寺田
泰造君
成允君 禰島懸林

束京石田

野田支曾高梨 政之助君

一金拾圃宛

束京鈴木
同
祇
同
岩田
村

一金載拾間宛
野田支曾茂木勇 右 衛 門 君
謙次郎君

京 紳 楳 川 忠 兵 衛 君 子篇伏見鋤之助君
太田安茂名
同
松本冥弦君 同
兵庫鰹遠藤宗︑義君
同子爵土屋正直君

同小淫彦九郎君

結城支曾草間幸三郎君

束京寺田新一郎君
中野米蕨君

同

同

同

同・江卒林作君

東京皆藤彦左衛門君

大阪市中山太一君

同中根彦太郎君
金七拾五圃
金五拾鳳宛

束京吉川留五郎君

同郡井勇吉君

同奈良松義君
同
荒木豊君
同山田恒太郎君
同
土屋弘君

同
小瀬村躯三君
野田支倉山下李兵衛君 封 田 率 船 津 愛 之 助 君

束京島 貢 介 君 大・阪藤津
束奈川菱沼 俊彦君 静岡撫曾根
よ娘子君 茨 城 聯 渡 部

同小杉
１１１
伺内田百造君

−

−

＝

同依田雄甫君

１１

劫田率二見韮三君

と

一

■ 一 一

Ｉ
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君君君君君君君君

￨
螺
亮
騨
単

I
￨

P

入含者匿告
入舎者紹介者

榊奈川蛎中郡手塚町平塚新宿

同

同
手塚
同平塚新宿
同

同平塚町︐

同

同手塚新宿

同

同

同

同平塚

川部庚次部原田典左衛門君

群脇撫桐生町安楽土

同桐生町新町

本間元也菊地秀吉君

牛込厘二十騎町三五

同

府下千駄谷町八五八

本郷厘紳明町三六六

笹本築臓石川小一郎君

加藤庸次足立四郎吉君

久保貞子同人

久保字山岡源子君

久保義郎小津彦九郎君
脚山芳次郎小林和平君

渡遥善則川田利忠君
植木俊助田中佐吉君

本多松禰足羽中次郎君
平野他喜松佐双かや君

Ｊ１
住所
島根蛎柾江市南田九○
府下中野町日本湾美畢校内
下谷匠練塀町六八
神奈川撫足柄上郡中井町井ノロ
府下束大久保町一八二
同嬢同町六九

華諏

吉井五小林道彦君

源島蛎石城郡四倉町小皐校

耐島懸石城郡湯本村湯本

頑太郎船

ｌ

一一一

渡瀬周蔵

津愛之助君

崎山元楠譜

同

松本千秋 同
岡 部 幸 子 禰本誠君
小 野 隆 卒 佐波古直隆若
木幡博光

中村花

柳瀬昌史
服部政吉

祷藤仙八郎
黒埼弊之助

志村棟作

今井次郎八
内藤永太郎

成瀬兵三

畜藤富太郎

古木隆三

原田彦左衛門

卒田繁之助
原田柴太郎

橋

同

樫井常吉

︵師払

︲１１１

下次蛎︶

同

同

機井久太郎 青柳殿雄君
伺

■炉心Ｊ

高橋竹次郎

千葉螺香取郡滑河町

川 田

群馬蛎桐生町桐生新町
浦洲撫順炭坑
同

府下代々木山谷
山形懸酒田町中之口町
鹿島市大手町四ノー四極
麹町匡飯田町四ノ三
同嬢同郡同町平塚新宿

原田敬治船津愛之助君
富田清五郎同

清水正之助同

加藤銀識同
守屋貫量同
高橋竿七同

ｆ側＃一切Ｌ

石同深同同同同同同同同同同同

布

群奈川瞬中郡平塚町平塚
同懸同郡同町平塚
同嬬同郡同町

同懸同郡同町
同鰹同郡同町

１０１

小 荘
太
郎 郎
君、君．
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J
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賀表
臣達孝誠喜誠林頓首頓首謹テ言ウス

恭シク惟ミレニ

︲

１

︲Ｉ

天皇陛下叡明天縦統チ償キ訓チ垂し徳ハ四滅二敬キ化ハ人畜二沿ネシ墨二成範二

循ヒテ登極ノ隆儀チ翠ケサセーブレ今ハ昌辰チトシテ立儲ノ成鰐チ行ハセヲル寓
方永ク貞二シープ庶類威頼ル
伏シープ以ミレニ

皇耐眺宮ノ鑑臨チ拝セサセタマヒ新二親シク

陛下愛二乃今盛典チ光暦セラレ先ッ

セーブル

皇太子殿下仁慈孝悌遊習既二成ラセーブレ元良ノ望自カラ崇ク溶震ノ位夙二定マヲ

』

１１卿ｉ１１！︲︲︲

︲Ｉ

Ⅵ

一

l
l
l

四８吋４１１１１０Ｊ５１︲︲︲︲︲︲川刊﹃︲Ｉ︲４︲︲︲山ＬⅡⅡＩ−６８低回日○寺０６８Ｕ■・Ｉ上

聖詔チ昭宣セヲレ正二東悶謹蛎ノ賓剣チ稗へタマブ承華並二建タセラレ本固

I

Ｉ１１Ｉｉ
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ｌ︲

h

−

■

士

一

一

ｌク基箪ク率土臣民誰力慶幸セサラム臣等魯蒙敢テ自カーブ淵一ブス道義チ切瑳シ嘉倫一

チ扶翼シ聯力聖恩ノ蔦一二奉封セムュトチ期ス臣等ヵ含ノ創立者故正三位西村
茂樹ハ嘗一プ

ｌ宮︲

孝

欽テ曾員二代り稽拝表チ上り稲賀以聞ス臣達孝誠喜誠林頓首頓首

︲１１

上

大正五年十一月三日
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日本弘道宮曹長正三位勤四等伯欝臣徳

ｉ１１

謹達

下既二品チ遇キタリ至慶チ抱クュト固ヨリ篇チ蹄１欣躍解管ノ至二任ユルナシ

ニシ未タ寸補アラス報敬力微ナリ恐陳年チ捕り此ノ盛典チ拝ス殊恩二浴スルュ

先帝ノ経笠二侍シ恩チ承クルュト優渥ナリ臣達孝宮閥二常侍シ久シク天寵チ叩リ

一

一

I

−

−

−

一一一

一一

一︲

一一一１町

︲Ｉ︲

賀賎葺一
臣達孝誠喜誠林頓首頓首謹テ白ウス

伏シープ以ミールニ

皇太子殿下妓疑天錫謙沖夙二成ラセーフレ守魁ノ望自カヲ隆ク承華ノ位早ク定マーフー
セーフ旭今乃

皇上憲章二奉循セーフレ既二令辰チ樫ハセーエレ盛典チ敷揚セーフル昭二

皇耐ノ遣毒二告ケサセーフレ親シク跳宮ノ聖詔チ宣ラセーフレ麦二賓剣チ授ケーブ

レ永ク王基チ固ウセヲル榊人允二慶シ群類成悦フ臣達孝恩チ殿陛二承ヶ仕ヘテ｜

閥庭二在り匪鯛ノ齢同志チ董糾シ一麓淫是ン期シ錯攻相勘ム曾ノ創立者故正三位
西村茂樹ハ曾↓ァ

１１

先帝二侍講トシテ経チ抗ヶ久シク天恩チ剛リニシ這教篇二重シ臣等曾貝是チ以一プ

１１

■

一

一

1

1

Ｉ
１１−

｜'

１

感激蔦ノーニ報敦セムュドチ期シ未夕寸補アーフス恐煉措クナク徒二駕鮪チ朴

I

シ聖代二皐頁シ此ノ昌辰二逢巳欣躍抹舞情群品二百ク少海ノ潤ハ采ユノ増シ重

｜
￨
,

上

輪ノ光ハ瞳チ加フ度テ曾貝二代り賎チ上リラ陳賀ス踊躍扉誉ノ萱二任ユレナシ

｜

臣達孝誠喜誠林頓首頓首
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大正五年十一月三日
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謹

1
,
1

日本弘道曾曾長正三位勤四等伯爵臣徳川達孝

−１１１
１１１１１︲Ｉ

;

日本弘道書要領甲躍

一忠孝を重ずべし晴騨明を敬ふくＬ
圭準潅雄癖塗霊哩恥嘩誕窪雄麺蔀瞳くし
四肇問を勉むくし︐身鵠を謹健にすべし
五家業を脚むくし︑節倹を守るべし

Ｉｉ︲：

灘

需一剛

童

１１
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
八人の害となすべからず︑非識の財を貧愚べわらず
九酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染或るぺからず
十宗教を信ずるは自由な︐と錐も本圃の害となるべき宗
教は信ずべからず

同要領乙溌

三政治の良一合を観る事

一世蕊の形勢を察する事
墓鰯家の蒋来を慮る事

四画家の経済を知る事
五激育の適否を考ふる事

劇本弘道蜜主慧

日本弘道曾ば明治九年故西椋茂樹先嵯の創立に

して燕主旨とする所は邦人の遊徳を高くし圃家

の基礎雄輩間にせんとするにあり而して鴬教哲

畢及宗教の一方に偏悔せず諸教の長所態探り明

治二十三年十月三十日の聖詔韮迩奉し本管所定

１１１１０１●ｊ０︐Ｊ︑ｊ１ｒ１︲．〃︑ＪｌＪ４０ＩＰｆ１１Ｊ︑Ｊｌｉｆ１ｆｌＪｆｊⅡ１Ｊ０１

の要領奄貿行する走目的●とす

Ｂ１ＪＩ１Ｉ１ＪＩ︑ＪｌＦｆＥＪｌＩＩ１Ｊ１Ｊｆ︑︒

十職曾の制裁今漣作患皐

六無識の者を教化する事
七道徳の図結を固くする事
八正諭を張う邪説を破る事
九圃民の風俗を改善する事

く

弘

一一一一一・‐

妃
−→…−−号−．‐．

董

立太子霞

弘道第二百九十六蕊

立太子膿
弐こどくわらしつかれいはうかりいり

やわつかりつもよれいさだ会ろよりつたいし
十一月三日︑立儲令の定むる所に依りて▽立太子の
れいおこ擢

じつめいぢ

ねん︽心つ

こんねんおんとし︾ごいごし

性聡明︑御身鵠牡健に渡らせらる︒大正元年九月九
かたいくんゐじぷぎくくわだいじゆレやらざイりくぐんほ︵い
日︑大動位に鉄し︑菊花大綬章を授けら伽︑陸軍歩兵
辻うゐかいぐんセうゐ臆んたいしやらねんやかつ
少尉︑海軍少尉に任ぜられたまひ︑大正三年十月三十

せいとうめいごしんたいきうけんわたたいしやつ知わんねん︒呼わっ

日の御誕生にして︑今年御年十六歳にましまし︑御賓

にもごたんじゃう

第一皇子にてまします︒賞に明治三十四年四月二十九

汚いわうじ

くわうたいしでんかおん疏ひろひとまを
皇
太子殿下︑御名は裕仁と申し︑舗娃毒竪隣戸の

きなり︒

鵜を行はせらる︑裳に皇室の嘉潅にして︑邦家の慶事
こぐみんものすべかせきせいいたぼう●続く
なり︒圃民たる者は︑須らく赤誠を致して．奉覗すべ

ー

たま

つぁ．︾あん

せ給ふ・

仏︺封﹄

くゆっちゃうし

りくぐんほ︵いちやつゐかいぐんちゆつゐごレギっにんた全

じらいとうぐうおんがくもんしよおいしうがく

ぎ︶れい

くや今たいししんゐ

ナ遮峰くやつしってん瞳んきてい

でんかくわらたいしおんこと
皇長子にておはす殿下が︑皇太子にまします御事は
ていこくけんぱふおよくわらしつてんぽ人でうしやら謁哲皇支篭くわ全
帝圃憲法及び皇室典範の僚章にて明かなり即ち皇
たいしでんかたいしやら炉わみ虹んぐわつにもてんやフ︵いかごせんを
太子殿下は︑大正元年七月三十日︑天皇陛下御践昨
くやったいしこんくわい喜簿りつ
の時より皇太子にてましまし︑今同行はせらるシ立

に擬り︑詔書を以て之を公布し耐立儲令の定むる所に
﹄かくしゅざれい雪悪
依り︑各種の儀澱を行はせらる似ものとす︒

ぷせうしよもつこれ一︲一うふｂつちよれいざ黄芦弓

中外に宣示せらる少の儀濃なり︒即ち皇室典範の規定

一切ゆうぐわいせん〆し

謹んで按ずるに︑立太子の職は︑皇太子の震位を

・りつたいし恥い

科を卒へさせられ◎爾来東宮御畢間所に於て修畢せさ

くわを

一日には︑陸軍歩兵中尉︑海軍中尉に御昇任ゐらせ給
しょとうがく
へ︑り︒識騨争は︑涯逓二職三蝿︑雪鍵蹴にて︑初等塁

にら

二

〆

!

たいしれいはじくわらたいし
ぎれいたちゆ二号わいぜんばうわ

太子の濫によりて野始めて皇太子とならせらる功に
さうどん
あきねてんかせんし
あらたぜうしよ
非ず．唯だ詔書によりて普く天下に宣示せられ︑荘厳

なる儀鵡を立てシ中外の謄望を腰かしむるものなり︒

﹃皇位︽皇室典範ノ定ムル所二依り皇男子孫之ヲ継
承ス﹄︵帝幽憲法︶︒

﹃大日本圃皇位︽澗宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ
総承星︵皇室典範︶︒
﹃皇位︽皇長子二樽フ﹄︵同前︶︒

﹃儲刷ダル皇子ヲ皇太子トこ︵同前︶︒

立儲令

第一蝶皇太子ヲ立ツルノ澱︽勅旨ニョリ之ヲ行う
第二催立太子ノ鵬ヲ行う期日︽宮内大臣之ヲ公告
ス

第六篠立太子ノ潅詑リタルトキハ皇太子皇太子妃

ト共二賢所皇露殿禰殿二謁ス

第七僚立太子ノ濫詑リタルトキハ皇太子皇太子妃

ト共二天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス
第八僚立太子ノ漉詑リタルトキ︿宮中二於一プ饗宴

ヲ賜フ

うか蓉ゆ三﹂ん

これ

第九催前各僚ノ規定︽皇太孫ヲ立ツルノ瀧二之ヲ

準用ス︒
一一Ｊ

ｂつたいしれいｆ心舎﹃一しつかれい

乏うじん苦越談ざん︑．﹄苔けんこくとのれいしん酌孝二寸眺確

立太子の澱は恥皇室の嘉職︑邦家の重典なり︒是を
腿て︑繊耐鱗魅の舞誇にまき．呑講の迩蹄に鯉り︑藤

くわっをくわらをう簿めびてんじんちぎこのことぼうこく

宗神祇並に山陵に度告して︑其職を槙重にせらる︒即
ち蕊瀞の鐸鴎︑鈴づ鍵娠塞鐸瞬祁騨に舞吾の憐を鑑ひ

て︑皇租皇宗並に天赫地祇に此事を奉告ゐらせらぃ

第三僚立太子ノ濃ヲ行う鴬日之ヲ貴所皇雲殿卿殿
二奉告シ勅使ヲシテ測宮澗武天皇山陵蚊先

霜め︑期に先だち︑祁宮刺武天皇山陵並に先帝の山陵

ん﹄貫くししんか︑う

附式立太子ノ式錘球蓉和式

一一一

並に山陵に参箸し︑畢瀧の営日各奉幣の儀行はる．

趣らぴざんかようきんちゃくきよれいたうじつかくほうへいぎお匡芯

に勅使派遣を行ひて勅使を謹這せられ︑勅使は︑祁宮

ちよくしはけん窮匡姥吾芝しばつ

たきさき︑︺んぐうじんむ︸﹂んわうさん刀よ・録湧談せんていざん切歩︒

尚ほ赫宮紳武天皇山陵並に先帝の山陵に奉幣せしむる

なしんぐうじんむてんわうさんり嵯掃・●がせんていざん２言ぼうくい

叱帝ノ山陵二奉幣センム
第四僚立太子ノ濃︿附式ノ定ムル所二依り賢所大
前二於テ之ヲ行う

第五篠立太子ノ詔塞員其ノ磯ヲ行う鴬日之ヲ公布

ス．

立太子鰐

丑

立太子薩
賢所皇霊殿祁殿二奉告ノ儀
常日早旦御殿ヲ装飾ス

時刻宮内高等官著床
但シ服装大鰐服開係諸員緬郷鍛種織郷梁亦同ジ

次二御扉ヲ開〃・
此ノ間祁薬歌ヲ奏ス
目時二蹄ミ之チ定ム︐以下淋撰又ハ幣物二 ヲ供ス
次二祁霞龍色
窄
畦調毒垂漣
付キ別二分注チ施ササレェ﹄ノハ特之二倣う

此ノ間祁楽歌ヲ麦ス
次二掌典長祝詞ヲ麦ス
次二天皇御代奔錨諏韓仕

次二 皇 后 御 代 拝 睡 窪 群

次二諸員拝潅
次二祁霞ヲ撤ズ
此ノ間紳薬歌ヲ泰ス

次二 御 扉 ヲ 閉 シ
此ノ間禰楽歌ヲ葵ス
次二各退下

紳宮二勅使護這ノ儀

其ノ儀榔宮ノ祭式二依ル

神宮二奉幣ノ儀

以上其ノ儀皇室祭瀧令附式中各其ノ式ノ如シ

四

Ｄつたいしれいけんしよおほまへおい脅忍たうじつ
立太子の鶴は︑賢所の大前に於で行はせられ睦富日

りつたいしせうしよこうふｂつちぶ無いｂつたいし地い

くおう蓬れいまつけんし砿おほまへおい喜犀

立太子の詔書を公布せらる︒立儲合に立太子の鰐を︑

くわらを畑いゐばんをいけいくわ幸ゐザい︲膿︒︒

皇岨の霊を瀧れる賢所の大前に於て行はせらるシこと
さだ
めいぢてんわう毛せん毛んすうたいぎよ
シ定められたるは︑明治天皇が︑租先愈崇の大義に由
こくたいぼんぎもととぐきう﹀患たまおん
り︑圃篭の本義に基づきて︑特に創定せきせ給ひし御
ことはいさつ
寸志はこごじつくわらとぜい上︶うう
事と拝察せらる︒即ち是れ︑後日皇耐の正統を承け

ｒ心らたいした

れい

て諺皇旭の霊位たる蕊世一系の皇位を継承せらるべ

く︑皇太子を立つるの濃なればなり．

賢所大前ノ儀
時刻文武高官有爵者優遇者蚊夫人及外鰯交際宮城夫

人朝集所二参集ゑ添一毒竜弱報

但シ服装男子︿大鰐服舘奇正装正服服制ナキ者

︽通常濃服女子︽大潅服開係諸員蝿認燕峰狸部築部

亦同シ

、

山陵二勅使護這ノ儀
山陵二奉幣ノ儀

三

戸

次二掌典長祝詞ヲ葵↓︿

此ノ間紳薬歌ヲ奏ス

次二天皇皇后綾縞殿二渡御

次二式部官警灘ヲ穂フ

次二皇太子皇太子妃綾続殿二参入ス
次二天皇二御服緬癖鍛鑑ヲ供ス雑雌

次二天皇出御
式部長官富内大臣前行シ侍従剣蕊ヲ奉シ侍従長

次二皇后出御
皇后宮大夫前行シ女官御後二候シ親王妃内親王

ス

侍従侍従武官長侍従武官御後二候シ親王王供奉

次二天皇二御手水ヲ供ス皿
次二天皇二御劣ヲ供ス銅
次二 皇 后 二 御 服 榊 錘 鍛 鋤 ヲ 供 ス 絃 雌

次二皇后二御手水ヲ供ス皿
次二皇后二御桧扇ヲ供エ血
次二皇太子二儀服嘩諦小織癖鐸挙酔縛癖ヲ供ス睡雑崎

次二皇后内陣ノ御座二著御女官賛子二候ス

二奉安シ費子二候ス

王妃女王供奉ス
次二天皇内陣ノ御座二著御侍従剥填ヲ外陣御座ノ傍

弐二皇太子二易ヲ供ス郵
次二崖太子妃二儀服極鑑店ヲ供ス稗噸

次二天皇御拝瀧御告文ヲ奏兵蝿織噌手

次二皇太子二手水ヲ供ス胴

次・ニ皇太子妃二手水ヲ供ス剛

東宮大夫前行卿シ東宮侍従長東宮侍従東宮武官長東

進１

次二皇太子外陣二参入シ内陣二向一プ拝職シ御前二参

次二天皇皇后外陣ノ御座二移御

次二皇后御奔藤

次二皇太子如二桧扇ヲ供１恥
此／間供奉諸員準却鍵識齢薙鑑霊蝿零顎齢誕窪垢輯
宮主事棚
女
官︑服装ヲ易フ鍛吾︾錘龍単

次二式部宮前導諸員参進本位二就ク
次二御扉ヲ開ク

宮武官後二候１

五

此ノ間榊楽歌ヲ麦ス
次二祁謹幣物ヲ供ス

立太子瀧

ノ

立太子鹿
次二皇太子妃外陣二参入シ﹃内陣二向一ブ拝潅シ皇太子

ノ液座二箸ク

東宮主事前行シ女官後二候ス
次二侍従長壷切御剣ヲ御前二奉ル
次二勅語了リ壷切御刺ヲ皇太子二授ク
次二皇太子壷切御剣ヲ奉シ稗詫俳従皇太子妃ト共二賛
子二候ス

次二親王親王妃内親王王妃女王拝鰐
次二天皇皇后入御
供奉出御ノ時ノ如シ

次二皇太子皇太子妃退下
供奉参進ノ時ノ如シ
次二諸員奔祷
次二 幣 物 祁 霞 ヲ 撤 ス
此ノ間祁薬歌ヲ奏ズ
次二 御 扉 ヲ 閉 シ
此ノ間祁楽歌ヲ奏１
次二各退下
︵注意︶皇太子識縦二在ルトキ︵女官之ヲ抱ク
以下之二倣う

一︿

てんわうくやこ﹂うりや今へいかごふくざうついさくたいしやら煙んぼん

天皇皇后雨陛下の御服装に就て値︑昨大正四年の本

しびわつがう調ぶぴ痴琶わつがうしや金さい雌︑妙シ園﹄つい錘

こ

たうじつくわらたいしでんかおんぎふく一念ぴてんわうへいか

誌八月読及九月瀧に詳細奔記しあ帥ぱ就て見るべし︒

いる

蕊には営日の皇太子殿下の御儀服耐遊に天皇陛下
くわらたいしでんかしんじやっぽき︑ぎよけんつい
より皇太子殿下に親授あらせらるシ壷切の御刺に就
いき華肱いき岩ごお
くや匿ったいしでんかたうじつおんぎ
て聯か拝記する所あるべし．皇太子殿下常日の御儀
茎くごはうわうにいるけってキーぎよＱややく﹃２急全こくさく
わう賑
服は︑御砲は黄丹色閥腰︑御冠は空頂黒帽なり．黄丹
ぺにぱなくちな︑し毛くちなしぞめし﹄畜
色とはもと紅花と椀とに染めたれば︑支子染とも解
あか苦いろはるしょくやっ
せり赤く黄ばめる色にして︑春の曙光をうつしたる

攻たくうちやらこくさく言よくわん刀や﹄たいぜんがく冬勤．た生

まをつたけってきばう毛でした叩や︒わきい
ものと申し樽ふ・闘脹とは︑砲の袖より下︑雨縦を縫は
らんうしみたけながした
ず欄をもつけず︑後の身を長く仕立てたるものなり︒

だいごてんわう匙たｚ︺くわうたいし運づた幸一い︑らいれ寿﹄

叉空頂黒噴とは︑御冠の略僻のものを︑前額に営て給
とう﹃﹂むすたまいた了ききり
ひ頭後にて結ぱせ給ふ︒頂には冠なくして空なるよ
．くうちゃ︒︒まをなつぼ等一り菩悪けん男かしゆりんき
り空頂と申す︒筒ほ壷切の御剣は︑恰も三種の神器が
くわ二毛いちいばんせいけいくわ合ゐへう零﹄一﹂としや今らいくわう
皇姐以来︑寓世一系の皇位の表徽なるが如く︑総来皇
ゐけいしよら
くわうたいしも琴↑よゐ︵うきいま？し
位を継承せらるべき皇太子儲位の表徴たり︒今謹んで
葬一﹂のゆ︾らい竺云あんだいごてんわうくわうたいし↑︾
其由来する所を按ずるに︑醍醐天皇が︑皇太子に立た
さいうたてんわうこれたま妓巳
せられたる際︑宇多天皇より之を賜はりたるに飴ま
せてしれいた

ぎ張けんついしゆＬ・Ｉ姪つ

う︑醍醐天皇叉其の皇太子に授け給ひてより以来︑歴

一窓かかんちやうりや全けん一電ひちやすや雪﹄うふぢ

世の典例と潟りしものとす．御剥に就ては種々の説あ

りて︑或は漢の張良の剣なりといひ︑或は長良公︵藤

奴らな渉らけん缶やひちうじんこうふぢばらよしふさ

原長良︶の刺なりといひ︑或は忠仁公︵藤原良房︶の
けん一鳶かせうせんこうふぢばら．もとつ紅けん

制なりといひ︑或は昭宣公︵藤原基謹︶の剣なりとい
毛のいづしんしかごれいせんゐん宰よびど
ひ︑其何れが真なりやを知らず︒然るに後冷泉院及後
でうゐんＤやらてうじだいおいくやつき上えん鬼全ことふかう
三僚院雨朝の時代に於て︑皇居炎上の事もり︑不幸に
こ菅よけんワやらどへんさいいづ
して此の御剣も雨度鍵災の何れかに癖て鱈鐸したるを
﹄もつごでうゐんとぎ一言だ含ち一うざうし苓望きうちん

以て︑後三係院の時︑新に鋳造せられ︑承久の凱に一

此ノ間紳薬歌ヲ葵ス

次二掌典長祝詞ヲ奉ス

次二皇太子内陣二参進

式部長官東宮大夫前行シ東宮侍従壷切御剥ヲ奉

シ東宮侍従長東宮侍従東宮武官長東宮武官後二
候ス

次二皇太子妃内陣二参進

じふんしつかめやまゐんＤつたいしときしぶ毎くわらめいゐんはうぎう

き吾とやつしつ使うけん

いらいろゐせいこれｂつたいしし巷おいつた

時紛失したるも︑遡山院立太子の時︑勝光明院の賓臓

東宮主事前行シ女官後二候ス
次二皇太子著座東宮侍従壷切御創ヲ泰シ外陣二候ス

ばつけん

に溌見せられし以来︑累世之を立太子式に於て樽へさ
りつたいししきぱいぜつたうりしんわう吃んげさいもつ
せられ︐立太子式腰絶の営時は︑親王宣下の際を以て
もつこんにもいた

皇太子殿下には︑立太子の濯詑りたる後︑儀鶴を整
之そう姪らぴてんしんちぎいつ歌つ世旨匡ぞわら畑いでん
へて︑旭宗並に天赫地祇を驚き奉れる︑賢所皇蕊殿
しんでんしんえつそのしんで︒いの
祁殿に親謁あらせられて︑其祁佑を穂らせらる︒

賢所皇霧殿紳殿二調ズルノ儀噸赫華揃癖挿一

時刻御扉ヲ開ク
此ノ間紳楽歌ヲ奏ス
次二祁霞幣物ヲ供ス

立太子膿

いうあくてんおんはいしや．たいくわらたい

七

を翠げさせられし優渥なる天恩を拝謝せらる︒太皇太

あ

て︑公式に︑天皇皇后雨陛下に朝見せられ︑立太子瀧

こうし雷︸﹂んわう・烏皇﹄うりやらへいかてうけん︑つたいしれい

皇太子殿下には聴立太子の潅詑りて後︑儀を整へ

亀伺うたいしでん・かりつたいしれいを仏のちざ券︾あ

五

次二各退下

此ノ間紳薬歌ヲ奏ス

次二幣物紳撰ヲ撤弐

供奉参進ノ時ノ如シ

次二皇太子皇太子妃拝潅詑テ退下

次二皇太子妃著座女官外陣二候ス

つた

四

樽へさせられ︑以て今剛に至りたる誠に皇室の資刺な
O

くやったいしでんかりつたいしれいをはのちざ恥いとあ

b

ー

立太子瀧
ごうくわうたいこうときさらてうけんきち客か酉へつかう

后︑皇太后おはす時は︑更に朝見の儀あり︒因に別項
きていぷんちゆ全おろくごしんもつこと花の上をもく
規定の文中に御職とめるは︑御進物の事職り︒其色目
ときのぞこれさだはいざつなさい琴
は︑時に臨み之を定めらるくしと拝察す︒尚ほ最後に
きう一品ニコおい舜舎やつえんたまざしんれいなけいくわらか
宮中に於て饗宴を賜ふは儀辰の潅成るを慶し︑皇家の
けいふ く わ か た ま い
いにしへりつたいしやら蕊のつど
慶禰を頒ち賜ふの意にして︑古の立太子節曾に則り
たるものな膿ソｃ

参内朝見ノ儀
三

時刻 皇 太 子 麹 皇 太 子 妃 雌 鰐 参 内

但シ開係諸員服装男子︽大藤服正装正服女子ハ
大鰐服津派鍛嘩一耐罫秘詮弛確野

次二御箸ヲ立シ

八

次二侍従長御藤ヲ皇太子皇太子妃二博達ス

次二女官御職ヲ皇太子皇太子妃二博進ス

次二皇太子皇太子妃奔謝ス

次二天皇皇后入御

皇太后ニ朝見ノ儀城潅華拓傘翻見

次二皇太子皇太子妃退下

時刻皇太子錘皇太子妃峰鰐皇太后ノ本宮二行啓

次二皇太后鋤艇正殿二出御

次二式部長官前導皇太子皇太子妃御前二参進恩ヲ謝

次二認旨アリ

ス

次ニ天白患正皇后緬継正殿二出御

次二女官御藤ヲ皇太子皇太子妃二樽進ス

次二皇太子皇太子妃便殿二参入ス
次二式部長官前導皇太子皇太子妃御前二参進恩ヲ謝

１１１１︲

次二皇太子皇太子妃奔謝ス

次二皇太后入御

ス

次二 勅 語 ア リ

次二皇太子皇太子妃退下

其ノ儀時二臨ミ之ヲ定ム

宮中饗宴ノ儀

次二皇后認旨アリ

次二皇太子皇太子妃御披座二箸ク
次二 御 墓 盤 ヲ 立 シ

次二天皇皇后御盃ヲ皇太子妃二賜フ

次二 御 霞 御 酒 ヲ 供 ス

へ

な

ひ

丈翠博士

立太子鰐御塞行に就いての所威

ゆゑとかさ

ｆあ・つしってんばん魚をか鷺︺

一ぎょしき

み

し力・

立太子鰐御畢行匹就ての所感

いた

かしんぜん︾

きん峰やらへいかりつ

たが庭・うりい

根正直謹述

たい助やく毛こと我をの

一いあひふ圭吟輩みこ敬い︺いみじゃうこ

ひつぎみこ郡？息むらさだ

九

皇室典範は申すも畏けれど︑先帝の深く叡穂を謎がせ北都耐順しめ泌れ溌池群麺姻で︑哨両塩張子に限ら如雫．
られて︑帝圃憲法と共に︑去あ明姶二十二年二月斗︲一此の事は聴競に本居宣長翁が︑古事記癖二十六の窓に
にらきげんせつもつご欣っぺうあ小なことしぶくん当﹄おくべ人矛一じつれ・の
日紀元節を以て御殿表相城っ洗雲は︑諸君の記憶せら識じて繁り参雫癒や︑其の賞例 一二潅坤一心込諏室曝訴天
れる所であらう．而して去る明治四十二年に至って︑皇には数十の皇子ましノｉた中に︑若機Ｈ↓十命︵是は
りつｔ︐Ｊれい識や季ふし計﹄ごはシくうよこんくわいのちゼいむてんわう凸弗︼ャ一・︑愛しうミコｒ／︲ホキノイリ胆コノミ平ｆ
立儲令及び附式の御談表がありました︒価って今回の後に成務天皇と申した︶と倭建命を五百木之入日子命
かくわらしってん縦ん弼・〆与ごｂつちし企れい砿弱二猛臆し全ヒヅギノ︑・蛤．鞭おたまこじ︾響．言力
は彼の皇室典範に基き︑此の立儲令に擦って行はせらと︑この三柱が太子の名を負ひ絵ふと︑古事記に書
今︽たすｃんてんわう孔︲ヨーイノ︑ミュ聯ｒ母鐸︲クメノ︒︑え→考曽
雷抄つだいい雲︶
れる御式であって見れば︑重
大な意義がある．唯奉慶いてある︒叉崇紳天皇は︑豊城命と活目命とに勅して︑

せん亡いふかえいりよと戸つつうれいが江・やくわ豪つちやつしかぎ

成った磯と拝察致します．然のみならず今上陛下の立の日嗣幼皇年誰一磯七は錠まらず︑皇子の中から幾柱
恭予擁謎は︑竪琴舞錨御鍵奉礎︑嫉めての御儀で︒全をも︑先づ日嗣の皇子と定めて 其の中から︑特に貴
てんはん・でうしやうよ率匡涯しだい琴﹄んめいごこうげふお〃︽かたもつてんゐ
く典範の篠章に由って行はせられた次第と存じます︒明にもわたらせられ諺御功業もある御方を以て︑天位

ぎにいきついた

ざ
で御ご座
・りました故に︑取り重ねての佳辰をお選定に相を賎み総ふくき皇子と申す意味でありくま
したが︑上古
沙つしうちいく喉︶尋竺

・ひ

日は先帝明治天皇の天長節であって︑至っておめでたある．大略其の事から申し述べませぅ︒
要．﹄ん吟やらてんわうくいかくわらたいした︒︽叫一ヤコこくわうたいしおんこ︲こ談を
い日であるのみならず耐今上天皇陛下の︑皇太子に立先づ上古皇太子の御事を職﹁ヒッギノミコ︐﹂と申しま
ねん血︑わつかひつぎあまひつぎてんわうみくらゐ
い祷一
たせられた日も︑や
矢は
張き
りめ去
る明治二十二年十一月三日した︒ヒッギは日嗣で天っ日揃すなはち︑天皇の御位

じつせんていめいぢて入わうてんおやらせつ

今月今日︑立太子潅を翠げ行はせられるに就いて︑するばかりでなく︑圃民として心得おくべき儀がゐ
↓﹂んにちごけいざきれんいたほんｂつたいしごれい等︺つここんざうゐてん
堕すしよかんの
聯
か所戚を述べて︑今日の御慶磯を記念致したい︑本る︑それは立太子の御例規に就いて︑古今相違の鮎で

↓﹂んげつ︷﹂んにもりつたいしれいあ一曾港こ〃︑みんこらえ︲一Ｗ一

開

●

立太子窓穏
御畢行に就ての所感一○
ん言らふたりわじあいともひとゲ子クヨセおもわう室やうし

おほ

仰せ託帥唾るには︑汝舞二人屯我が穂暖洪に霧しいか外戚の帯種坤らずしては︑たとひ皇畢汗にお噸し蕊し
ら︑誰を
︒つ
綴っ
各ク
夢を
せミ
よ︒
も蒲
︑御
明か
にわ
らか
せら
つ耐
さと
たせぅかに悪
おふほ
ひてイ
メ奏ノ
ュてト
こ賢と
たたい
へれて硲蹄ク皇太守昨唾も識ふ

たざいま哉一笹はふてん腰んきいハーうごしよせい定いわうじあつなｂしんわうごでうてん妃う↑た

窪れに就かい
て
よ
いく
ん定
． ・め
りん
・う
き うと 仰 せ ら れ て ︑ 逢 漆 活 調 命 や 御 琴 懇 灘 く 津 っ 晦 三 忍 識 却 喧 ↑ 叫 戚 た る 膝 銀 砥 い 即 詫
夢が︑四海に君臨する相であるによって︑朕の位を識ぐ御後見を致す人の門地家格が高くして︑皇太子の御
おんおとうとくわ合し定んゐし
べしとめって︑御弟皇子が天位を知るしめすに極っ蝿魅粂︑蕊は確粋鐸の露瞬が︑艇職琢至燕騨などでな
よしにほんしよ牙﹂みこれすゐにんてんわう叫︽をあなふういたぷんとくてんわうわうじこれたかしん
た由爾日本書紀に見える︒之を垂仁天皇と申し上げくては成らぬ風にまで至った︒文徳天皇の皇子惟喬親
かやうしようほかたくさんい生ワやくわう汚いわうじごせい険誉のめいこ
る︒斯様な誰ば外にも淫山ありますが︑冷抵鵜弛ます℃王は︑第一の皇子におばしましたが︑御生母が紀名虎
哩やらこｆふ亭↓たいしゐくわんだいわうじこれひとしんわうせいわてんわう
要するに︑上古は皇太子位に開して︑何等定まったの女でゐって︑第四皇子の惟仁親王︵清和天皇︶は︑
ばふ諸しや会めいぷん１︶力ずめたうごかう？句ごせいぼふぢはちよしふさだいじんぢよ︲釦ゑごたいし
法あ
規ひ
上な
のこ
明ろ
文はありませぬ◆然れども︑階唐と御交通御生母藤原良房大臣の女であった故に︑超えて太子に
たうてうせいざんしゅ
わてうしよたたま
でうてんわう湾いわうじあつやずしんわうくわらご一フ
に相成った頃から︑唐朝の制を参収して︑我が朝の諸立ち総ひ︑一怪天皇は︑第一皇子敦康親王を︑皇后の
ばん包妾︸くおきだ穴なかてんもてんわうこごしぷせいでうてんわうちよじお腰﹂め
股のご規
則を御定めに成った中に︑天智天皇は是れまで御所生めるからして︑三篠天皇の儲気にしたく畳し召
峨一いたいごかいかくあそ
こときで評︾アブ︑︑︑ノ︑︑︑カド銭ちな錘くわ企ばくばぎかつひア﹄ぢよちい今︒
の御
政鵠を御改革遊ばされて︑此の時出来た近江朝廷したけれども︑道長開白を蝉って︑遂に其の女の︑中
リ寸ウ歌を

きていみ

しゆ︐恥１Ｆやシさう

したが

と﹃フ

の谷と申すば︑唯今で申す法典でありまして︑現在の宮御所生の第二皇子敦成親王︵後一係天皇︶を︑立て
たいぱう贈る吾扉︺をしよもとあふみりや舎雪しうせい
た萱こと
ちよめいじじつ
大費論と申して居謁書齢︑玩は麺紅端を準正し洗詫の鈴ふ確鐸言誕どは︑著名な事賞詫晒ｂ鑑封．随って浄沙東
だと申たし
ます峠か︑其の中に聯か皇太子に閲する敬稗︑宮は御位争ひなど易申して︑皇子の外戚峠かたが︑互に
ごれいふく

こんにも垂をうんどういたげきれつ
その他御鵡服などの規定が見えるのみでゐります．一極々競争する．今日
で申す運動を致す．それが激烈に
てんちてんわうばじてん采てんわうくゃらたいていたた咳いんけんばんたいたうかんさいろてき
天署沃程誌︑初め天武天皇を皇太弟に立て給うたなり陰険になって︑反掛黛に陥播され︑流調さ奴だも

ご・フぷんてんわうごそくゐ

鍛る睦鑓鐸癖僻以礎︑嘩鱈鈴醜に礎って︑公卿は段

が︑御鮮退遊ばされたによって︑弘文天皇の御即位をのなども出来ました︒
み
いたごごたいしたた室こと象ろ西くげだん
見るに至った︒此の後も太子を立て拾ふ事ば通先づ父

く勝
ちを
ば容
しい
天皇の御意旨に出てるのであるが︑其のうち謂はゆる々勢力を失ひ︑皇位の御継承にも︑武ぷ
家けが
れ⑳

てんわうごいしい老いｐトーせいりよくうレ丞くわらゐごけいしよう

やう な ・

わ一うじ

げさく

式た津けけったく

みなごしいつけす角たてまつ宮もんぜきりゐんだいでう

る榛に成った︒かうなると外戚がたが叉武家と結託す皇長子在ラサルトキハ皇長孫二僻フ云々
巴やらせいみいたくだとくがはじだい︑いただいでう
る状勢をも見るに至った︒下って徳川時代に至って第四篠に
球け垂︾いりやくいや全わうじひと躍しらちよくんざだ毛た
は︑武家の政略上︑皇子一柱を儲君と定めて︑其の他皇子孫ノ皇位ヲ継承スル︵嫡出ヲ先一天云々

儲嗣ダル皇子ヲ皇太子トス皇太子アーフザルトキ︽

の皇子がたは︑皆御出家を勧め奉り︑御門跡寺院に第十五催には

ゆゑじゃうこいく臆し必わうじどうじくわらたいし

入らせ給ふやうに取計らったものである︒

いた匙とりばか

﹃﹂

儲伽ダル皇孫ヲ皇太孫トス
それ故上古歓診幾柱の皇子も︑同時に皇太子であら
ンーなかひ人愚し全く本うゐ志﹂けいし生玲あをござじもいく幻うちやら︑︺くわうたいしゐた
せられて︑其の中から一柱︑皇位を御継承遊ばされると御座りまして︑爾来皇長子が皇太子位に立たせられ
ぶけかんせふ．ことじゃジてんあひなをござｂつたいし・
ちゆ全こいらいげきく之わんけい
れい︑
例であり︑中古以来は︑外戚の開係やら︑武家の干渉る事は︑常典と相成って居るので御座います＄立太子
く亨診ちゃうしくわらちぷし
をれいごきよかうま
わうちやらし
咳を
もあって︑申さばだとひ皇長子にあらせられても︑其濃の御畢行を待たずして︑皇長子が皇儲嗣でゐらせら
ほふ︸Ｌいしゃうたずくわきゐけいしよ鰻︒たまちやふくん零﹄ていこと︾七くさらりつ
れが法定上︑直ちに皇位を継承し総ふくき儲君であられるのは︑既定の事に脇するのでありますが︑更に立
こらいれいたいしれい弱こ準きれいげんぢゆ二おと
しだいまゐ
せられるといふ次第には参らなんだ．是れが古来の例太子職を行はれるのは︑儀澱にあらはして厳重に御執
あを

ござ

であ
りました︒りなし遊ばすので御座います︒
めいぢｂうせいふくこいちい一ふざらしぶてん一智江っ〆︾もＪｔｌ鳥・つしヨしんばんこいとうこうざかいく雪しつ一﹂んぱ︲御

．明治の皇政復古以来は︑右等の諸鮎みな改まりまし抑々皇室典範は︑故伊藤公の義解に可皇室二典範ァ
れん喪すＩ１１ときを春よぅこをんげんむきうゐぢ
て︑銭躍惹竪の垂赫諦餓錘は︑奉る味浄二十二年十一ルハ益々其ノ基礎ヲ輩固ニシ尊厳ヲ無窮二維持スルニ
押︲わつかたうじてん雪やうせつかしんもつおこ必こと．おいかけんしやら式たくわらしってんばん

ごせんていただいでうこ〜かばん↑孝一いふ輩はうてんことわたくしぺん・

月三日︑営時の天長節の佳辰を以て行はせられた事於ァ峡クベヵラザルノ憲章ナリ﹂とも︑叉﹁皇室典範
たれじゆくちことこさきぐわつなりつ一〆一安︼うゐいめいちよらしシ﹈んた﹄えい
は︑誰も熟知の事でゐりますが︑是れより先二月十一ノ成レルハ賞二組宗ノ遺意ヲ明徴ニシ子孫ノ潟メニ永
ごとじつわ
畦の緯芯酢を恥て僻鐸秘の謡跡識鶴と識に︑竪琴無職簿ノ鍛蝉ヲ唯ス卵蝉ナリ﹂とも言はれた如く︑資に我

の御選定があって︑其の第二催にが圃家寓世不解の賓典である事は︑私どもの瀞をま

皇位︽皇長子二僻フちませぬ︒

だいでう

ごよきんじやらへいか↓﹂としやわつかいた
第三催に是れに由って今上陛下に﹄も
︑此の年十一月三日に至

立太子擢御畢行に就ての所感二

余の見聞しれる米圃一二

し咋嬬錨つっぽきｂごばうけん弾﹄亨一尖津・釦たうじつとく・響壷一霧雪ずこ話わおほや︒Ｌ武たみ元か塁

かざしづおほう．もやま

って︑無錘の癖塗によって準舞予の棒韮を標はれ︑鐸那鍵や睡礎の毒は．癖窒毒瞬笹溌めをるにも蹴りず︑

もつごはつくうあゞひな

こたびごしき

蔵んら︲かうｐＴ︑こ二ろためいぢち響︒こうたいしゃ雪︒︑やぶ一小

に循て壷切の御賓剣を御贈樗になり蕊富日特に賢所我が大八洲の波は季かにして︑風静かなる大内山に︒
くわ二れいでんしんでんくわうたいし﹃﹂さんぽい
ごてんざ︶あ
﹂企毎先手Ｊ
皇霊殿神殿に︑皇太子として御参拝あらせられました︒いともめでたき御典儀を蕊げきせら蚊る︑由っては盆
毛ごりつも二・恥いおよ毛ふしき
ごせいていあひな︐ＩＩくわっしつご苦妾﹄壱↓ようこご毛んげんごば〃︽えい許↓学．﹂う
其の後立儲令及び其の附式などをも御制定に相成り々皇室の御基礎も輩固に︑御尊厳御繁築の無窮唾る
こまためいぢねんぐわつにもぎげんサやつひ
うみないぐわいすやまとみ．んぞく一ふらせんくわんきう
まして︑是れ亦明治四十二年二月十一日紀元節の日をを︑海の内外に住む大和民族が稲仰躍職喜するを得る
一秀んじゃ皇﹂んわうへいか・りつたいしごしきまたせう７１０ござてんさうせい斗﹄いさうぐう

以て愉御溌表に相成りましたので︑此の度の御式は︑は︑何等の幸幅︽てや︑是れ全く明治中興︑大正赫磯の

今上天皇陛下の立太子御式とは︑叉少索調識典に諏湘樫極に遭遇したる津油る麺淀はめ鋤ま滝んか諏ず帽諏雑
違も出来まして御座いますが︑それは御祭典や︑御剣我等は︑いよノー聖世の臣民たる義を蓋し︑益々報殻
ごしんじゆとうごふく逢う零﹄さばふＬ−うさうゐだいたいごしゆこシろざしはげ一﹂んお〃 しや
の御親授等︑御服装御作法等の相函撰﹄︑大鰐の御趣の志を脚まして︑天恩を謝さねばなりません．古を
しくわらしってん嶺んごきていごせいしんいざ︲さいごかんがこんおふごせいざ詠うがともしよかん
旨︑皇室典範の御規定の御精赫には︑馴かの差異も御鑑み今を仰いで︑御盛儀を奉賀すると共に︑所威の一
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たんぎんじゆついた

酔いません︒端を謹述致しました︒

即ｊｌＰｆｑ１︐く

文筆博士

み注

一ずつサンフジシシスコ

きしやのワシントン一諾ひ一三Ｉ型ｌク幸鬼ひシカ

に上陸して︑汽車に乗って華礎頓或は紐育︑或ば市俄

嘩やらｂぢｋ

と云ふことを耳にするのであ︐ります︒試みに桑港

い

は数百蕊弗の金を愛して居る︑此建物は世界一である

吉

評議員

之

すうまんドルかれ愛晶るこのた︶︒︑︑ものせかい

字
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たてもの

部

余の見聞したる米圃一於本曾薙淡曹︶

ひと↑くいこぐあともの︒︽い唾んくちひらだいこ

人の米画に遊ぶ者︑米人が口を開けば第一に此建物

服

古等に着いて見ますと︑堂々たる停車場があります︑

ゴとうつみだう︐１１スデーシ副ン
かぜさら

にほんじん

歌たプメリ力じんこのステーション

い

零一つ

アメリ力じんばうぱいきんしう労活

察しますと︒亜米利加人の一方には拝金宗の所があ・り

氏たたばうちきＤまんしんあふゐ

一うち

で封﹄

たし

めんｆめんざつ

しかこのめん〃ふんさつもつアメリカじんしんり

い

︑かんが

ら

これまたアメ

おもご上さい

七の散ん膜やらぴくい

ひきささらせんとうゐん

があります︒それ等のものを引去り︑更に戦闘員でな
おこるりばつや一画やひぱうもうつかきどものある︶﹂いてつ
い所の理髪屋︑或は庖厨を掌る者とか︑或ひは蹄餓
・ひ惹さ
工などを引
去りますと︑韓晦に酢鐸し得る亜米神加の
千﹂具型

ものがあります︒叉亜米利加の各所の要塞に居るもの

またアメリ力かくしよえうきいみ

の中から︒アラー︿力とか︑比律賓に駐屯して居ります

とリッピンもうとんを

常備兵は十葛しかないのであります℃其十高の常怖兵

しやらぴくいまん

論が賊に起って居ります﹂従来の亜米利加の軍備は︑
おほくにりくぐん
確海感はくしやく
甚だ灘弱なものでゐ︲ります︒あの大きな剛で︑陸軍の

るん一・一かんおこをじゃ︒らい．一ノメリカぐんぴ

近︑諸君も新聞紙で御承知でありませうか︑軍備艦張

諸んＴ︺ふくんしん厩・んしごし渉登も一ぐんぴくわくちやっ

利加入の心理状態の一面であらうと思ひます︒殊に最

リ力じんしんｂじゃったいめん

態があると云ふことを考へるのであります︒是亦亜米

たい

而して世界に誇るに足る慶大な物を造ると云ふ心理状

や

私は更に他の方面より慨蕊して見ると
亜と
米な
利加人
も︑こ
令くつころりじゃらたい
には別の心理状態があると恩ひます︒若し事を為さず
ことなたのじげふたいきんせんをし
んば息む︒事を麓さば其事業に謝して金銭を惜まい︒
しかザ﹄かいほこた・らうたいものつくいしんり嘩牛や．

わたくしざらたはうあんふき●ろみアメリカじん

ますが︑而し此一面の観察を以て︑亜米利加人の心理

み

叉他方には稚気ある自慢心が溢鯉て居ると云ふ昌とを

にほんちゆうあうステーションごと

日本の中央停車場の如く︑プラットホｉムが風に晒さ

見ることが出来ます諺それは確かに一面の観察であり

くやつ漬奉ステーション

諦竺ろ

﹃このてつこつけんこか鏡︿こと２や︐

このステｉションくわらだい

こと︐トーてつこつつく

ごｂと

れ︑雨に浴するが如くではなくして︑慶大なる停車場

じ
ゃったいかんぱつくいおも
状態を看破し蓋したものとは言はれまいと思ひます︐

あめ眠く

が︑悉ｆ蟻骨で造られ︑其織骨に堅固なる壁が悉
暑小呉ノ

このステーシすや全すうまんドルかゐい

く設けてある．此停車場の慶大なるに驚くことであり
どうじアメリカあん欺いしゃき攻たりよかうき
ますが︑同時に亜米利加の案内者に聞き︑叉旅行記を
﹃が

き

見熟すと︑此停車場に数百寓弗掛かって居ると云ふこ

だいみ

このてんおいゐかんばくろゐふかかん

とを第一に見たり聞いたりするのであります︒日本人
ひとプメリカじんくちこのステ
とかくものぎ
の兎角物を気にする人は．亜米利加人の口から︑此停
ｌションすう談んドルか詞ゐこのとしよちんすう裳んドルか塾
車場は数百葛弗掛って居る︑此岡書館は数百高弗掛つ
ゐこのしやくしよすう我んドルつかやゐい
て居る︑此市役所は数百寓弗を愛して居ると云ふこと
アメリ力じんはいきんをうてきい
きまゐ
を聞いて参るので︑亜米利加入が拝金宗的でゐると云
ひと

ふことを︑此鮎に於て遺憾なく曝露して居ると深く威

ずる人があるのであります．叉亜米利加人が此停車場

せかいだいこのとしよくわんせかいだいこのし

い

よほど．いぼ・恥こんじや・妙いどころ

い

は世界第一である︑此圃書館も世界第一である︑此市
アメ
やくしよまたせかいだい
役所も亦世界第一であると云ふことを言ふので︑亜米
あつまう
せかい
リ力
利加には世界一ばかりを集めて設けてあるかと云ふこ
はんもん一泉二ノメリカじんむやみせかい
とを反問したくなる︒此亜米利加人が無暗に世界一と

いほこゐ

云って誇って居るのは︑除程自惚根性と云ふやうな所
おもなるほどこれめん〃あん
があると思はれるのであります︒成程是は一面から観
余の見聞しれる米圃

・余の見聞し衣ろ米国一四

くいたざわづまんよつく︑かんがへ一ノメリカじんぼん

こと

しかこんにちアメリカじんさらたことついかんがみきうかうシカゴ

兵は︑唯僅かに四寓除でありますｅきう一蚕ふ室を座てものを造らうと一考ふ考が︑亜米利加人一般にあるや
清いアメリカ喪・もい
たうていふかのうおも
めの大なる亜米利加を護ると云ふことは︑到底不可能うに思ひます．

もつやすをきたかいぐん湾いゆきしやのまゐでうめい

き

↓﹂んどひじやらだいぐんぴくわくちや︒うん︶﹂んをためじかんおい

ざんヤブめいひじや．だい

じりくぐんおほももおうしう妾一のほかふきんしうたいぼん

の事であります︒併し今日まで︑亜米利加人はそれを更に他の事に就て考へて見ますと︑桑港から市俄古
以て安んじて居ったのであります︒叉海軍にしても大に行く汽車に乗って参りますに︑有名なるソルト︒レー
かいがんせんもゐアメＷ〆力へいとほ芝のそのものいうめい
なる海岸線を有って居る亜米利加でありますから︑手クを通ります︒其ソルト・レーク其物も有名であります
時陸軍よｂは多く有って居るのでゐりますが︑欧洲のが︑其外にソルト・レークの附近にモルモン宗の大本
力くこくくら
よほどていゐく・患を
各図に比べると︒憐程低位に位して居ったのでありま山があるので有名であります︒それは非常に大なる
んぴくわくちやらこゑおこみづうみもときしやとのこすゐＬうゐうくわい
す︒総るに準舞暁眺韓塞に蟻みて︑や軍
備践張の聾峰か起湖であります︒元は汽車が其湖水の周園を迂廻して

かいやんくわくちやらなりだや毎尾アメリカぷんせつげんでキ﹄いすうまんかねとう

ゐかいぐんくわくちやう近い︒りつしじかんないしじかん

って来ますと︑今度は非常に大なる軍備績張をやるこ運韓して居ったのでゐりますが画その烏に時間に於て
いまにほんだいぶもんだいじかんないしりかんむな３やもこすゐわうだん
とになった︒今日本でも大分やかましい問題になって三時間乃至四時間を空しく費します︒若し湖水を横断
居る海軍媛張が︑成立するらしいのでありますが︑めしてレールを敷くことが齢奉れば︑三時間乃至四時間

力・〜豚海はせ一コ

ほいこわくちゃ︽↑いつひしこの

や方塗しか志﹂かねけいさんすうまんドルか堀たがじ

︵いどうゐんあんし↑竺唾い↓一﹄のゼん

りくぐん

の海軍渡張が成立っても漸く亜米利加の十分の一にしを節減することが出来ると云ふので︑数千寓の金を投
かならないのであ︐ります︒陸軍も大に績張しようと云じて︑遂にレールを敷いたのでゐりますが︑此レール
けいくわくを
︐ごり色こ上﹂なかなら
ふせつためひ哩や全こＫなん
ふこ津を計書して居りますが︑錦の如く事を為さば必を敷設する麓には︑非常な困難をした２﹂あります︒
これ捗学んじわづ弐んしした︑︺づしき生たかねか
ずゃ大にやるのであります︒是までは戦時僅か四寓のレールを敷かうとすると下に沈んで仕舞ふ叉金を掛け
兵を動員するに安んじて跨り︑蕊繊韓も暁誹の蕊に恥て敷さ直さなければならぬと云ふやうなことで︑基剛

い

較して甚だ小なるに安んじて居ったのであります︒併後の金を計算すると︑数千寓弗の金であります︒只三時
たんな
きょ芦いわうどんとういかんじかんせつげんためすう宝んドル−﹄う
し一旦潟すべしとなると︑巨大の黄金を投じて意とし間か四時間を節減する烏に︑数千寓弗を投じたのであ
ひつえうな
きんせんまたにほんりうぞうくわつどうしやしんアメｙ力
ないと云ふのであります︒必要為すべしとならば金銭ります︒叉日本で流行する活動嬬冥は︑亜米利加でも
蚕とけつ巻し
か雄らせかい釦うびたばつこを庭ほんいうめい
の如きは決して惜まい．必ずや世界に雄飛するに足る践雇して居りますが︑日本では有名な一フヰルムに︑

一

く．房か︐をしアメリカくわつどうしやすうねんのち趣んさいおニ淫を

どの位掛って届為か知りませぬが拍亜米利加の活動潟であります︒数年の後に三言年祭を行はうとして居り
し
んまんドル寺丞区にほんかねねんすこた

真の一つのフヰルムに一千寓弗︵即ち日本の金にしてますゃか︑まだ三百年に紗し足泌ぬｇＬぁ︐ります︒マァ
まんゑんつか宝玉ぢ毛のもと︲とりかへおば
二千寓圃︶を使った庭が︑直きに其元は取返して大ざやっと三百年になった新しい園でゐ︒ります︒併かも三
きいしよいぢうみん一︲戸〆リカひがしかいがん
やしくことた
一えぎ声元
な利ｈ益
を得たさうであります︑い荷
も事を篤すならば百鍔と一尋ふのは︑最初の移住民が亜米測伽 東侭群に

かれをしつかぜかい湾いごこただうちやく
い著しやつアメ１〆力りん一年雌ざゐ・

もの︾昭んじせいなんうつい

金を惜まずに使って︑世界第一として誇るに足るもの到着してから三百年でありますので︑東海岸に移住し

い

い

をやると云ふ気象が亜米利抑人に雑っ江据鍋︑そ叩でた者が︑漸次西南に移って拓っ雅池でありますから︑
亜米利加人が口を開くと︑是には幾千寓弗掛って居る西南の方から言ふと︑まだ少い年数霊あります．全般
﹃ノメリ力炉師走らく胆い
むしやつほこいた
と云ふことを言って無上の誇りと致します︒それが米に亜米利加は新しい園と云ふことは申すまでもないの
こぐ・ぺいこぐゆゑんおもた︾はいきんかて薪くに一尭必いどうじしやくわいばん
風の米圃たる所以であると思ひます︲唯拝金家的のも江あ心謹す︒園が新しいと云ふことは︑同時に牡箪縄
のであるとか︑稚気ある自負諺禦﹂あるとか云ふに止ま般の事物が段だ固定的になって居らぬといふことであ
い〆し 鴫やら
しだがに入げん・ふつどうよゅう
いやしくこ︒皮ないいや二善︸ん葱んい︐こめつ
らずして︑荷も事を稔す以上は︑金銭に緋目を付けります︒随って人間の活動に除裕があるゆ
とゑ
云し
ふた
事が
情こ
が
またアメリ力じいうこく
たものつくいきレやつをこ
ゐ

じんくわつどう玄嘉じいう

と二ろこと瀧らざらたばうめんみめいかいたくひじや全どりよく・

の活動が頗る自由であると云ふ事情もある︒それ等
一一じじやっがつアメリカ人のひ
とおめＪ１︑じこうん
事情が合しまして︑亜米利加の人は︑各々自己の運

ら

せかいこり
ず︑世
界に誇示するに足る物を造ると云ふ気象が其虚あります︒叉亜誹利伽無塩趣風超勤稲故に︑随って個

い

あち

かかん
に現はれて居るものふと
深く威じました︒人主義でゐる︒即ち個人主義で自由い画
であるから︑個
じじやぅ

ゐ

ま歌を
令い申
しました庭の事柄を︑更に他の方面から見ます命を開拓すると一毒ふことに︑非常に努力するのであり
アメリ力じんいはゆろかう詮んｂさう恥んくわんぷんめいふるくにしや．くわい・はうしんこてい
と云ふと︑亜米利加人の所謂高遠なる理想と聯開してます︒文明の古い園になりますと︑牡禽の方針も固定
率﹄しゆ︐トーふうぞくしふくむんい§かこじん
プメリ力ごし鋲うちとほしん誤℃
居るのであります︒亜米利加は御承知の通り︑真に新して居り︑祁々の風俗習慣がありまし記て
︑如何に佃人
のくわつどうをくばく
じいうくわ︵どう
スさいしよいぢうみん談ゐ
くに
しい園
であります︒イ
英ギ
吉リ利
か
ら
最初の移住民が参りまが自由に活動しようとしましても︑其活動を束縛し︑
れんなん７１１ゐ之のくわつどうかんせふプメリヵ一塁ら
こんにも
して︑今
日までに︑漸く一三百年に垂として居るの其活動に干渉するものがありますが︑亜米利加は新し
やらや

余の見聞し龍ろ米圃一五

ぷんめいくに

じいうくに︑こりんドイツじんいみ一ん．﹄ぶくおもＦイツじんあくまで

全の見聞し犬ろ米固こく

こじんおのりさうじつげんで・ヰ﹂力じん紙くじゆつけん碧一銅ごう．よばつめいな﹄雫﹄ひ︒と

ぃ文明の園で︑さぅして自由の画でありますから個人燭逸人に比して遜色ばない上思ひます︑職逸人は飽迄
く年つどうたいなんらき星一くなん︒︒一一一く嬢．︒︲がくしゆってきけん︸きうほつめい．プメリ
の活動に封して︑何等の蕊束︑何等の束縛もさ雌すにも畢術的に研究して駿卵笹するのであります︒亜米利

↓このためたふる京んめいく迄緯くうりかんがか︐１ごＬ

一いふう裟

個人が己れの理想を賞現することが出来るのでありま加入ば隼術の研究に恢って蕊明するの一﹄なく・何か一

す．其篤に他の古い文明の閲から見ましたならば︑塞人一却坐鍔へ一一斗︑斯の如くしたらどう云ふ風になるかと先

み

打ろんなんらが︐地しゆってきぎ毛

いつじつげんでき︑Ｄきうなに︑りきう
つ︲こ

しか

い恥ソさ雫フい

じつ．さいみ

一ノメリ〆力おい

たかｂさうおこじんちか参堂よじつげんいころせいこう

想であると見られるものが︑それが空想︽しなくして︑づ資際に試みるの一﹂あります︒無論何等の肇術的基礎
何時か責現することが懸来る理想であると一琴ふのでゐなしにやるのでないが︑何か一つの理想があると︑そ
アメⅦ〆力ひとひじや会
ついま手一今み︸鳶ひしつぱい
ります︒それてありますから︑亜米利加の人は非常にれに就て先づ試みて見る︒或は失敗することもありま
高い理想を置いて．それを個人の力に依って賃現せんせうけれども︑さう云ふ試みから成功することもある

おのこちか必ょつひこれじつげん罪︶の彫くりいばつめいしかのちけん苫う

そのせんことゐし才趣塩そのこ︑一つ

ことを努めるのであります︒而しかぅ云ふ理想と云ふのであります︒賞際を見ますと︑亜米利加に於ては︑
かくしゅじげふどりよく兎つしって譜うんめいかいたくいまドイシじん蔵えばつめいをしか
のは各種の事業に努力して︑物質的運命を開拓すると未だ偶逸人の馬し得ざる護明をやって居ります︒然も
はＬうめん・りさうしうやうだう︐こぐてつ毛の鯉つめいいかがくり寺﹄ゐい
いふ方面の理想であります．修養とか︑道徳とか︑哲其溌明は︑如何なる畢理から来て居るかと云ふことを
０刀くいはうＤこう
肇とか云ふ方の理想とは︑其選を異にして居るのでめ知らぬのであります︒乃ち其試みとしてやうたものが
とかく↓ノメリ力じんかう患んｂきうたぜいこうゐだい似つめい
ります．兎に角亜米利加人は高遠なる理想を立て︑さ成功して︐偉大なる溌明となったやうなものがある．

こ︑とがＵじつ

ため一ノメリカ．ひとひそうおほドイツおいな一ノメリ力

で雪しんそのじつげんためどりぷくゐい跡ありさましをのけん

ぅして己れ一個の力に依って︑柊には之を賞現するこされば其畢理と云ふものは︑護明して然る後に︑研究
とが出来ると信じて︑其貴現の篤に努力して居ると云しなけ帆ぱならぬと云ふ有様であります︒而かも其研

こと言だいついすこたんしよ一ノメリカじんドイシじんまきを恭く吟ゆつおい

ふ事は事資でありぼす・そ・れが潟に亜米利加の人は︑非究は多く燭逸に於て鰯されるのであります︒亜米利加
也やらだいたんいじん芦今．つめいものドイツじんとがくしゆってきぎそうへ
常に大鵬であると云ふことを言はれるのであります︒人が稜明した物を︑燭逸人が採って︑畢術的基礎の上
↓ノメリカじんｒイッじん﹃﹂とてつ︶Ｌいて誉またがくしゆって昔おいげん卦﹂うばつめいおい
亜米利加人は︑燭逸人の如く︑徹底的に︑叉畢術的に於て研究するのであります︒であるから護明に於て

に︑事を行ふと云ふことに就ては︑少しく短所があるは︑亜米利加人が燭逸人に優っ江居瑚操嘩術漆於症蛎
かも知れませぬ︒併しながら大膿と云ふ鮎に於ては︑磯逸人の方が優って居ります︒即ち亜米利加人が種々

ざいれうあつ

めい

とき

あるてん

かくり汀久きうざうたう

の材料を集めたものを︑掛遜に癖て騨輝螺に砿鍵する
毛のけんきうよ宝たアメリ力じんはつめいいありさま
其研究に依って︑叉亜米利加人が護明すると云ふ有様
抄ろんプメリ力じんドイシじん香とはつ
であります．無論亜米利加人も︑燭逸人の如くに︑護
明をします時には︑或鮎までは畢理を研究し︑相富の

がくりを毛おじつさい与る

蝿．いだいたんアメリ

て・かしなかあるものとら

とごろ

おも

だいたいしゆるゐひと

おもはりアメリカうつぞ

・ひ︒とあ島だい

しうけうじやらおい豚ん

ると思ふのであります︒初めて亜米利加に移って来ま

した人は︑改めて言ふまでもなく︑宗教上に於て︑本
蹴の瞬域笹謬れ︑計昏の儲ずる鐘の鐸を昏睡に儲ぜん

いためアメリカうつ

寺尾瞳

とする識に︑詮米神加に獲って蕊だのであります︒即
しん↑けう︑じいういあたふてんちおいたの
ち信教の自由と云ふものを．新しい天地に於て楽しま

かれ令均

アリメ力・とうかいがんいてん

たうてい↓﹂れかいこんた

い

でき

い歴に︑撚学は獄溌の評恥笹律んが識に譲って蕪だの

は出来ぬ︒只わづか許︐りの野菜を作るとか︑果物を作
るに過すぎないのであります︒さう一蚕ふ毒溝の騨隷の蝿

．できたがばか︒やさいつくＰ︑花ものつく

とこみ

ざつさ弓ざふ強は

雑木の生え〃Ｑに委してあります︒さう云ふ所が東
か雑草い
がんおほひちみよ
海岸に多いのであります参︒それに比しては地味の好い
げうかくちおほす己ほいＬ・たくさん
所でも．やはり暁境の地が多い︒少し掘ると石が津山
で
Ｄつばやさいつく
出るのでありますから︑立派なる野菜などを作ること

まかいどころ１﹂う

るとか︑或は畑にするとか云ふことは出来ない．それ
ほどしほんとうどころしほんたくざんいわりりえを
程の資本を投じた虚が︑資本の津山要る割に︑利益は
うメリ力とう圭忠がんはうお
すぐ港いこ
少いと云ふので︑亜米利加の東海岸は拠って置いて︑

あゐかはた・

本を投ずるにあらずんば︑到底之を開墾して︑田にす

ほんとう

ても︑荒地が非常に多いのでゐ︑ります︒是は非常な資

あれもひじやらおほ０↓﹂れひじやらし

きいしよき

うと云ふ潟に︑亜米利加に移ったのでゐりまず︒彼等

せいこう

畢理を基礎に置いて︑賞際に試みるのでありますが︑
せいこう・よ
とかくだいたんじつし
兎に角大鵬に貫試するのである．それで成功すれば宜

の最初に来ました亜利米加の東海岸と云ふものは︑天
ねんおんけいもつとすぐ氾さる↓﹂んにちい訟
然の恩恵の最も少い所であります︒今日行って見まし

す

し︑成功しなければ諺手を鍵へ品を更へて︑或物を捉
ヘるまで進んで行くと云ふ大臆なやりかたが句亜米利

力じんしんりじやらたいこれめんいとつ

加入の心理状態であります︒是は一面から言へば︑突

ぴいし・じつさいアメリ力じんとつ

ぐわいかうじやらもん漬いとっぴことわうＦＩＩ

飛と云へるかも知れませぬ︒賞際亜米利加人には︑突
こじんおい︐
ぴて ん
飛の鮎があるのであります．それは個人に於てのみな

おもよことりさうたおのしや言肋う

らず瞳外交上の問題にも突飛な事が往々ありますから
とっぴい革凸惑いかしとかくにほんじん
突飛と云ふ評は免れぬかも知れぬが︑兎に角日本入な

すこぶくわんさっ

どが恩ひも寄らぬ事を理想に立てシ︑己れの一生中に
これせかいこれじつげんみ
は︑之を世界に之を賃現して見やうと一尋ふ織祁に瀞て
頗る観察すぺき所がゐるかと思ひますｂ
一一一

きちアメリカじんいかんがみ

アメリ力

そこで更に亜米利加人と云ふものを考へて見ますと
垂を

申すまでもぼく︑亜米利加には︑大磯二種類の人がゐ
余の見ゞ聞し誰ろ米国

七

DJ

とのうへれなしよどぞんとほ

余の見聞したろ米園

一篭ひドイツお

一八

じんこう一﹂んにちはん階ぞゆありさまみシ●・

ん魂んひじやら

いぢうみんおほためア・メリカりんこうふ

でゐりますノ︒

四

かくごとたい会くつみ

たかちんざんえ

だい悪つしってきりえきもくてき

きものてん泡ん害かじんるゐたふ十こぶゆうわうまいしん

類があるのでありますが︑第二の物質的利益を目的と

るゐ・

斯の如く大別して見ますと︑亜米利加には一醜の

アメリ力

す・即ち西南の方を開いた者にはさう云ふ者が多いの

銀が高いと云ふので︑その高い賃銀を得やうがため︑
あやひまたくわらざんひとほりだだいりえきえい
或は叉鍍山を一つ掘出して大利益を得やうと云ふやう
ぷつしってきりえきも﹄てきゐものおほ
な物質的の利益を目的として居る者が多いのでゐ・りま
ず雄はせいなんはうひら．もの
いものおほ

ぎんたかい

するのでゐります︒本圃の賃銀よりも︒亜米利加の賃

ほんごくちんぎんアメリカちん

加の富源が多い潟に︐物質的利益を得やうとして移住

き

いこいぢうみん︑？ろじ
来たのであります︒かく入り込む移住民の中には︑自
た．もの
い﹃フたの
おほアメリ
力ふげんおほためぷつしってきりえ巷えいぢう

︾﹂βｂ６

園からの移住民が多い潟に︑亜米利加の人口が殖えて

人口の今日繁殖して往く有慌を見ますと︑近年は非常
いきほひぞうだいをこれアメリカじんせいしよく
な勢で増大して居りますが︑是は亜米利加人が生殖
ひよくつよいわけむろん
十芯は寺わい
力が狸いと云ふ課では無論ないのであります即ち外

でゐＡソます．なほ其上に︑歴史に依って御存じの通り
を
かれらばくがい
そこにはアメリカインディヤンが居って︑彼等に迫害
を加くはへたものである．そこで癖学は︑燕織とも蝿ひ︑
じんるゐでかかどころアメリカじん
人類とも闘って勝った虚の亜米利加入どありますから

由を楽しまんが篤めの者もありますが︑多くは亜米利

いひ と

しゆ＃〜こんなんたういせいしんつたゐ

種々なる困難にも堪へ得ると云ふ精祁が樽はって居る
ざうゐ
また七のご巷ものみなじいうたの
に相違ない︽﹄又其後に来た者も︑皆自由を楽しまうと

またドイシこくみんにんたいこくはふをか

云ふ人たちでゐります︒或は潤逸に於きまして闇コン
寺怒睦ち﹄言︵いはんたいしかドイツを
スクリプション即ち徴兵に反掛乞ある︑併し燭逸に居

けいばつがつむしたがこぐ

つて︑叉燭逸圃民として︑反濁をすれは︑圃法を犯す
のであるから︑刑罰を被らなければならぬ︒従って画
はふためじぶんしゆぎ象
法の為に自分の主義を曲げるといふことになるので︑
話豹かゐせいしゃしゆ

たゐせいしゃあつばく詮ぬかア

価で亜米利加に行った者があります．或は潟政者と主

そこアメリカい・もの
誓こと・

義を異にする潟め︑篤政者の睡迫を免れやうとて︑亜
メ
リカいものドイツ・

米利加に行った者もあります︒これは燭逸のみではな
フランスとういぢうしやたくさんみなあたらてん
い・悌蘭西等の移住者も津山ありますが︑皆新しい天
ためアメリカき︐
恥に癖て︑酢嘩を鍵しまんが爵に亜米利加に来たので
アメリ力じん系ぶん
あります︒これが亜米利加人の一部分でありまして︑

しかノアメリカじんゆうけんぷんしなを

象を

アメリ力じんこ奴くはみたせうちが

きしやら︐とゐ

の気象に富んで居ることは申すまでもないのでありま

して来た者は天然と闘ひ︑人類と闘ひ︐頗る勇往逼進

而もそれが亜米利加人の勇健なる一分子を成して居り
そのほかきんらいアメリ力ぶつしつ一﹂きりえをもくてき
ます其外に近末亜米利加の物質的利益を目的として

．アメリカ華晃らだいとち

す︒されば亜米利加人は之を詳しく見れば多少の連ひ

き﹄もの

来た者があります︒亜米利加の新しい大なる土地に︑

可Ｌ

だいたいおいどくｂつじしゆないしんと

為らだ室牟﹄

はあるけれども︑大磯に於て︑燭立自主の精赫に富ん
い

﹄︽ぼどしん元い塚や︒つけんたせうＵぷんう↓しぎりやつ

それには除程身鴨も識健であり︑多少自分の腕に技侭
もかむろじどう．︾やりうかう
もなければなら圏のであります︒近頃は自働車が流行

じどうしやうんてんしゆゐ

じぷんけんきう

しかあ一さは上︑よ︸③聯奏︶じどうしや

﹄え

ものしｂつたいがくうち

認﹄零︼

とか〃︑じくわつくがく

し︑ｐつだい

しやくわいじじや︒どくりつじしゆ

に都合好くなって居る蔦に︑大抵の子弟は︑己れの力
がくも御なおのちか﹄うんめいかいたくゆ︺
で畢間を総し︐己れの力で運命を開拓して性かうとい

つがふよあためたいていしていおのちか鈴

が出来るのであります︒かく牡禽の事情が︑樹立自主

でき

来ないのでありますが︑兎に角首活して苦畢すること

やらい﹄

単ならば︑其一部を勢働に依って得ると云ふとしか出

がく一一一の蕊らうどうぷえいで

勢働に依って得ることが出来るのであうます．私立大

ちうどうよ

ルになると云ふやうな者が私立大畢の中にゐります．
詮の．げつしやほとぜん感
瑛淀もＬうりつだいがくまな
叉若し州立大事に単ぶならば︑其月謝は殆んど全部を

い

は︑其畢校に行く人を客として乗せて行く︒さぅする
ちゃつどじかんつがふよがくかうはうまか
と丁度時間の都合が好くて︑皐校の方も間を峡かぬ・
いふううんてんしゆつうがくつひ
きう云ふ風に蓮樗手をしながら迩畢して噛逢にドクト

〆毛のがくかうゆひと一暴くのゆ

が出来ず︑大皐の講義を聴くことが出来ないのであり
ひとがくかうゆいと穀
うんてんＬゆ
ます︒そこで運樗手をすあ入が皐校に行かうと云ふ時

で昔清いがくな﹃哲きでき

駆らなければならぬ．さうすれば自分も研究すること

ザセ

して居りますから︑自働車の運樗手をして居るものも

しやこわいひじやらこのせいしん

で居ると云ふことは噂改めて申す皐今でもないのでゐり
毛の荘くりつじしゆせいしんとゐい
ます．其樹立自主の精祁睡富んで居ると云ふことも︑
いせいしんあ

あります︒併しながら朝早くかち夜遅くまで自働車を

かんやう◇︿ん箸こ宝・

ずゐぶんくがくひと

い

していがく

を澗養寸喝唯噸宜詫津かつ洗麺今北距潤咽懸の渥動りき
すが︑亜米利加の砥曾は︑凋立自主の精祁を棚養する
てぎたうじじや含

むつし

に適営な事情にあるのであります︒たとへぱ子弟が単
どくりつがくしゆつしうげふ
しふけいあふ
資を父兄に仰がずに︑濁立して畢術を修業しようと云
アメリ力しやぐわいでき
ふことは︑亜米利加の耐曾では出来るのでゐります︒
にほんなか．ＩＩ

日本では中々それば六ヶ敷い・随分苦蕊する人もある
にほんくおばまな一岨く耀
やうでありますが︑日本では苦多くて祭ぶことは少い

おもアメリカこれはんく圭蝿く海．

ドル一驚ひドルにほんていこぐだいがくけん・ら

と思ひます℃亜米利加では之に反して︑苦少くして︑
毛のもくて菅たつうこんにちアメリ方
其目的を達し得るのであります︒今日亜米利加には︑
御溌かの姉く︑恥韮芯騨と秘垂芯騨との↓↓っがありま
や尾れん
す．恥準輝騨は︑距緋が購いのでありまして︑漸く年

もちろんこんなん

なに﹃﹂とはうしん寺﹄まみ﹄しやくわいじじやらどくりつじ

︑ｂのおほせ︲かいふるくに

ふ者が多いのであります︒それが世界の古い画では︑
い

と︑年に百五十弗或は二百五十弗︵Ｈ本の金にして三
ゑんないしゑんつ署一しやとのひょうこと？４︑１
百回乃至五百園︶の月謝であります︒其費用を悉く
え

プ
し

らやうど今フよ

何事にも方針が定って居って︑砥曾の事情が︑樹立自

ねんドル一路か︒．ドルにほんか誼

に三十弗或は四十弗で︑日本の帝圃大畢に軒蛭するこ
とばないのでのります．齢し隷鐸なる払鍵芯騨になる

か

よしきう云ふ精祁が在っても︑耐曾の事情が︑此精祁

ゐ

罰

勢働に依って得やうと云ふのは勿論困難であります︒
余の見聞し永ろ来園

一

〆

余の見
聞しれる米園・二○
おほアメリカ﹃﹂とぷんつくりあじぷんいし宝垂

しゆてき

ばんじじいうしぜんどくりつじしゆリ上リカざいきんか

主
に適しないこと淡多いけれども︑亜米利加の如きは分で鐙上げたものでゐりますから可自分の意思の侭に
くにあだ三
こじんしゆぎさかん

ふにいざいさんあたわう．Ｉ〜きいさんぜんぷこう暦ようじげ︑︲手きふ

麺が噺しくて寓事が自由であるから︑自然凋立自主の鋤仙叫出せるのであります︒されば利米測加の財産家ば
よ

心に富み︑個人主義が職でありＪまして︑父兄の財産に其死するに富って︑往々財産全部を公共事業に寄附し
たいなしだんし緯ところあ︲こくわふこじ．いしぷくたのこお
つ段ふたゐさんよしやくわいたひとせけんいゐこれしやくわいじ

い

かんが

依って立つと云ふのは︑寧ろ男子の恥づる所でありま跡には寡婦郡兇が衣食するに足るだけを残して置くと
す︒詰り父覗の遺産に依って吐曾に立つ人は︑世間か云ふことが行はれて居るのでわります︒是は牡曾の蕊
をんけいう
いはゆるて項ｂあみ．がさおのに尾うじこちからおのうんめいかい岸くあへふ
ら尊敬を受けぬのでゐります︑所謂手振編笠で︑己奴情から︑よノ自己の力で己れの運命を開拓し︑敢て父
ちか塁ょなりあがひとしやらさん恥ゑにいほ一．︶よいところくおも
の力に依って成上った人を賞讃するのでありま︑す﹄故兄の保護に依らぬと云ふ所から来るのであると思ひま
さうたう．Ｌさんかしていふけいしさんあ
に相営の資産家の子弟にしても︑父兄の資産を富てにす︒
しゃく いた
ふ
に
い
ふ
に
い
して︑吐曾に立つと云ふことは考へい︑父兄は父兄耐
五
己れは己れと云ふ風に︑自己は自己の力に依って︑

おの・おのいふうじこじこちかや︒よ

一幸こいと︷

こぶつよさきほど宝をぐんぴくわくちやら

う
沙開
い拓か
く者
顕がも
潅と
曜思診
もそ
・れ薙
運ん
命を
しい
てた
往く
甚の
だ曜
多い
ひほ
まお
す心
がに睡米秒加の雌は︑唖読にも鵬雛一を掘唾し︑錐
ためまたしぜんけつくわじこにんちからざうしやつも者Ｄまんしん武をとかく一ノメリカ
鰐に︑叉自然の結果として．自己一人の力で造出したに稚気ある自慢心がゐると申しますが︑兎に角亜米利
しん定いこのしふだい︐こう怠﹄季うためぽうだじんじこくにしんおのちからしんい
い

でぎじごつくにほんじんこれざろんいう

身代でゐｈますから︑此身代を公共の篤に掘り出す坐︶人は自己の風を信幅する︑己れの力を信ずると言ふこと
云ふことは︑少しも厭はないのであります．それが組が︑頗る鐙いのであります︒先程申しました軍備艦張
せんえとこ−つざいきんその一ざいさんじこ︑もんだいれんくわんはだしかヤブい︽一わ
先よいり
得たる庭の財謎でありますれぱや其財産を自己の問題に聯関︲した話で︑斯様な逸話があるのでありま
し
︒またしごＤ方しや〃ふいこうぎ鋲ら
かいうめいふがうぐんぴくわく赴一客ろんばんたい
の意思であるからと申しましても︑・亦仕事が砥曾公共す︒彼の有名なる富家モルガンが︑軍備緩帳論に反濁
ことげふ
ぜんざいきんあ一こう章一うじげふ一七のはんたい管ろんにほ麺じんいえ
の事業であると一云っても圃全財産を塞げて︐公共事業した︒其反封の議論は︑ちょっと日本人には言ひ得な

あざいきんシ﹄せんいちいつだひとイこぶめづ・望ひと季一七ら

に出すと云ふことは出来ないのであります︒自己が造いところであります︒日本人で是だけの議論を言ひ得

り上げ花財産でなく︑覗先以来樽ったものでありまする人があったならば︑頗る珍しい人でありますが︑恐く
こ
れ
を
ん
ち
ぷ
︒
︒
ア
メ
リ
カ
じ
い
う
ひ
と
な
毛
の
き
る
ん
た
子
ぎ
しい議

から︑之を尊重しなければならぬが︑亜米利加では自は言ひ得る人が無いでありませう︒其議論が正

■

ろん

い

ぺつもんだいドイツザ﹄んリよ＆あせいいろ︐１１み

こぎ

アメⅡジカ辻

論であるかないかと云ふことは︑別問題でありますがて︑燭逸が全力を翠げて攻めると云ふのは︑色々の見
と
．かくいきるんだい．おい一ノメリ力かたアメｙ力泳はみ造ころドイツ
兎に角きう云ふ議論を出すと云ふとに於て︑亜米利加方もありませうが︑亜米利加側の見る所ではｖ燭逸は
これ

おとしい

ろん一ノメリ力じぬかくごとぎしやらいゐゆゑこうげき
たおも

いざろん

津ようみもみ毒ようふもみ

の鈴舞が識るのであります︒是はモルガン一個の識ヴニル〆ン溌階れて︑それから亜米利加を攻めるの
論であるが︑亜米利加入に斯の如き気象源あると云ふでゐらうと思はれて居る︒それ故にヴニルダンの攻撃

み

ことを見るに足ると思ひます．︑それはどう云ふ議論では︐興味を有って見るよりも︑むしろ恐怖を有って見

十甚一ぐんじんがくしやせいぢか厄つげふかとう為っ琴ゐドイツ︾ノメリ″せ

やんぴくわくちやう

い

ゐさい

己季

二ユーヨーク

めるかと云ふと︑即ち軍人︑畢者︑政治家︑貫業家等が集て居るのであります︒さうして燭逸が亜米利加を攻め

ーリまして︑軍備擬張をやかましく言って居る際に︑モれぱ︑どうしても先零つ︑ボストン︑紐育であります︒
はんたいをのぎろんしたごとあるプバリ．刀じんげんきうょニューョー〃ちゆらしん
ひ︐ＣＤどうい

いか苛みこのてぎいかがしはう一ノメリごとプメリ．刀じゆえうぷんみ主ころ．

ルガン一人同意せずして反封した︒其議論は下の如く或亜米利加入の研究に依りますに︑紐育を中心として
庵写ひら︷いじゃくかんきまり勘むだ
て善こぐせめきた
てゐ︑ります︒もし
敵 圃 が 攻 来 っ た な ら ば↓
︑訟港
を開き兵若干距離の間には︑砥米紳加の垂舞個擁群露鋒垂鍵の

を控へて迦ふくし︑此敵と云ふのは心東の方の亜米利如きは亜米利加の需要の三分の二を充たす虚のものが
力じんいむろんに侭ん・あ一三ｌヨークてき︽い摩やつりく二坐
１−〃ふ蚕・一んじぬ．くかん１﹂

加入から言ふ壁郡た無論一個奉喧蝿騨いの龍湿り碑琴討率蓄ヵ在る．されば紐育に敵兵上陸して︑紐育附近若干の土

ゐ

とう系一ノメリカＤんにぼん︑いゐためぐんかん詔ぽいま

リフオルニャ州透りの亜米利加人は︑日本を暇想敵と地を取って仕舞へぱ︑涯米神加の泌錨を排し禄ると云

︑い

ゐ

一一一

らいおいアノリカせめよいごュ﹄ししまアメリヵ

い

しかフランしかいてき﹃﹂く

して居るのであり︾饗す群︑一報部の亜米利加人は︲日本ふことを言って居ります／︑それが篇に軍艦を大に増さ
を敵とするには︑憐り陥り過ぎるのであります︒東部なければならぬ︑陸軍を大に増さなければならぬと云
ヨーＥＩパ
てき い
の敵
と云ふのは欧羅巴であります︒併しそれは︑悌蘭ふのであります︒然るにモルガンの言ふには︑敵圃が
一三１コ−１〃ふきん寺︽蟹﹂ひらじゃ軍りく
世のきた
イタリー
ロシーノ
西でもなけ奴ば︑露西亜でもなければ︑伊太利でもな攻来っだならば︑紐育附近の港を開いて上陸させる︒
まんにんくゐゐアメリカじゃ壷︑りく
ドイツむろんて苛︿い
イギリス
ければ︑英吉利でもない︒それは言ふまでもなく燭逸無論敵兵は二十寓人位は亜米利加に上陸するであらう
しうかんうちこれみな
ちかしやう
とほ．弟うらい
ド．オーツか毎星
であります．樋逸は必ずしも遠き蒋来でなく︑近き勝さうするとどうするかといふに︑一週間の内に之を塵
末に於て亜米利加に攻寄せて来るであらうと云ふこと殺にして仕舞ふといふのであります︒それは亜米利加
かいうめいえうきいおいじんひじやうあいこくしんとゐ掴・ゑて萱ニューョータ峰やうりく
を言はれて居る︒彼の有名なるヴエルダンの要塞に於人は非常に愛圃心に富んで居る故に︑敵が紐育に上陸
余の見聞し菰ろ米園

ぎゆうくいつの

余の見聞したる米園
い

表つ毒〃１

まんぎゆうくいしうかん

アメリ力こうげふＴふくもつぐん奇

したと云ふて義勇兵を募れば︑百寓の義勇兵は一週間

たんくわんきふこれおう．．でき

こぃ

一一一一

くいよα︽んドイツ︽いみな戸易しぎ
兵が︑能く二十高の燭逸兵を塵殺にするかどうかも疑
もん抄一つもちろんばくしやく

か八・刀ロＵ

げんいまおうしうセんきうくわん

︸﹂も弓〃﹃﹂︒Ｌ﹂

じゃ今式︽いまた

とぎたくさんじゆふぴう

ことときたぎぐんぴでき

へいじたくさん

るのである︒常術兵も亦それと同じで︑平時は嘩山な

蛎玩

くても宜いので総一朝事あった時には津山に準備し得

い

るだらうと恩はれますノ編故に平生は︑左程の軍器は職

猫も必患へいせいさほどぐんき

亜米利加で兵器を製造することは︑誠に盛んでありま
もひつえう豹ご
かくしよこうげふ首やら垣う
すが︑若し必要が起れば︑各所の工業場を︑一朝にし
︵ん．ことＪｒ１これぐん者辛愚ざうじよか丞らでき
て鍵じ︑悉く之を軍器製造所にすることは必ず出来

て疑はい所であります卿．現に今︑欧洲戦争に関して︑
アメリカ︿いき泣いざう
ユ芦逗壱か

う起訴と二↓つ

も残らず爆殺し得ると云ふことを考へて言ったのであ
一ノメリカサ一いざうりぷくたいみなしん
りますが︑亜米利加の製造力の大なることは︑皆信じ

のこあふさつうい

ぱ．斯う云ふ議論は出来ないのであります︒是は一人

かいぎろんできこれひとり

プメリ力じんちな﹄しんＵしんＤよくだい

が︑併し面白い議論であります︒亜米利加の愛画心と

しかおもしろざろんアメリカあいこくしん

問でありますから︑モルガンの説は勿論薄弱ではある

しうかんもつこのまんぎゆう︽いあた

で集って来る︒それから亜米利加の工業力を以て軍器

亜米利加人の力を信ずる自信力の大なることがなけれ

しうかんすべぐん詩つくこのまんくいもつてき

つ〃︑

を造れば︑一週間で以て︑此百高の義勇兵に輿へるだけ
やん昔でき寸芯はしうかんまんぎゆう︽いつの
の軍器は出来る︲即ち一週間で百寓の義勇兵を募り︑

で砦このかくどもつてきなか王

一週間で総ての軍器を造って︑此百葛の兵を以て︑敵
まんくいせた堂幸これみな︸易．一
の二十葛の兵を攻めれば︑忽ちに之を膳殺にすること

まうとう

が出来るから︑此豊悟を以て敵を通へるが宜い︒され
て者いまきた↑あた
ぐんぴくわくちや画ひ・ジ元一う
ば敵の未だ求らざるに常って︑軍術を騰張する必要は
ざろん

毛頭ない︒一旦緩急あれば︑是に雁ずることが出来る
のであると云ふのが︑モルガンの議論であり生す︒是
たせんもんかはう玖はくじゃくぎろん
は他の専門家の方から見れば︑薄弱の議論であります
しうかんとく野均ゐをんがいい
一週間取られシばどの位の損害に唾るかと云ふことを

み一三ｌヨークふ署ん﹃ノメリ力こうげふ

なかと

えうの︒ゑんｂつるん

い

て居ります︒勿論兵は一週間や二週間では完成し得る
才﹄んぢ辛会でゼメさ・フなう手く露
ものでない︒戦場に●出て戦輔を潟し得るには︑少くと
かげ鯵つく︑ ゐじじつえう
ァメリカヤん

もも．ろんくいしうかんしうかんくわやないう

かＡが

くても︑事ある時には直ちに軍怖が出来るものと考へ

あ

見ぼければ鞭らぬ・紐育の附近には亜米利加の工業︑
でんきこうげふごとアメリカじゆえうぶんみ
電気工業の如き︑亜米利加の需要の三分の二を充たす
ところのものが在る．それを半ば取ら奴だにしても︑
アメリヵをんがい．なか 〜たい︵みもしうかんてをゐ
亜米利加の損害ば中々大鍵である︒若し一週間敵が居
−審だ急のとちふくわきんおくないしおくかい︐と
る間に︑其土地に賦課金をして五億乃至十億の金を取
一認かまたたんじゃうりくしうかんないぐんかんのかへ

牢︺

られて仕舞へば︑非常な損害を受けるのであります

も六箇月位の時日を要すると云ふのは︑亜米利加の軍
ｒ﹂せんもんかいところぐんぴくわくちやらひつ
率専門家の言ふ所であります︒そこで軍備鰭張の必

ひじや亀一をんがいう

或は又一旦上陸し︑一週間内に軍艦に乗って還られた

要なる所以を立論することになったのでありますが︑

し散

丈でも非常な損害になる︒更に叉︑亜米利加の百寓の

券一暇ひじやっとんふいさら柔たアメリカまん

一ノ

ア米
メ利
リ加
力の
し市
み民
ん にして︑感じく寧僻緯鱈を露鯨する蝿
亜

こと怒てんｂつるんを

でも︑異った鮎から立論して居るものもあります毛極
メリカじんぐわへらいしやらしぎとゐこくみん
米利加入は元来常識に富んで居る国民であります︒彼
やｂいどころ
等
の言ふ所では︑舞栽の畦鍵を訓織した睦がどうぼる

つれそのくんれんくばお毛こりつば

ものか︑常に其訓練を加へて置けばこそ︑其慮に立派
ろんを
なる舞隣が畔華るのであると論じて居ります︒そ肌で

い堂ろアメリカじんかき

逓韓プラット・ハークと云ふ所で︑亜米利加人が夏識に

ぜん端ほうぎふ

い

識ほ

露警をやって訓練して居ります︒昨年あたりでも礎ん
こんいんひじやらざかだいがくけう
であったが︑今年も非常に盛んであります．大皐の教
さいれんれい
鐸︑騨鑑釦雑謹垂︑謡鍵桑学︑秘には五六十歳の年齢
しうかんゆ

ろえいａゐひやどひにん
もの
の者がプラットパークの露管に参ります︒被一雇人が二

週間行くならば︑全部俸給はやると云ふので︑大きな
しやらくわんミカいしゃ・とうひやどひにんろえいゆしやられいを

誉

やんじなのたけういく

だいたい

商館愈吐等では︑被雇人の露管に行くのを奨働して届
しうかんおかだむろんりくぐんし息わん七のたひと
ります：二週間の間は︑無論陸軍から士官其他の人が

てうれんしとかくてうれん

己のしうかんくんれんじゃうしきと

来まして︑軍事其他の教育をするのであります︒大隊
調練までもするかどうか知りませぬが︑兎に角調練

ゐアメリ力しみんさうたうくいたい

うけいせき

をするのであります．此二週間の訓練で︑常識に富ん
い

で居る亜米利加市民は︑相営の兵隊になり得る形跡が
アメリ力じんかだしん恥を
ゐると云ふことを︑亜米利加入は固く信じて居るので
毛のたはうばふょ
．ゆゑじゃうぴぐんま

ある︒故に常術軍を増さ葱くても︑其他の方法に依り

余の見聞し張る米圃

アメリ力しみんぜんたい︽いたい
まして︑亜
米利加が市民全鶴を兵隊にすることが畔華
い

ことときくんれんくは

ると云ふので︑購鱈の瀧備露を癖鍵鐸いて跨るのであ

ります望︒さうして事ある時︑訓練を加へさへすれば︑

をにん
せかいせいえいてきういＤしん．も
世界の精鋭にも敵し得ると云ふ自信を有って居る︒人
いじしんも一ノメリ力せいきうりよく
職に雛てもさう云ふ自信を有ち︑亜米利加の製造力に．

ついだいじしんもをゆゑアメリ力じん

い

おいわれ１１とほ

就ても大なる自信を有って居る︒故に亜米利加入は︑

す缶へじこくちか迄しん

おぶ

じしん⑰芋ももをい・

くわんさつ

総て自画の力を信ずると云ふことに於て︑我々の遠く

及ばざる自信力を持って居ると云ふことを観察したの

でゐ座ります．︒
﹄ハ

こんにもせんさうじゃらたいみ・しやららいふう︵んどう

せかいがくじゆつあるせかいぴじゆつちゅうしん

今日の戦霧の状態で観ますと︑婚来どんな風に鍵動
あるはうめん
まめいげん︐
するかは︑今い明
言することは鈴非ませぬが︑或方面か

み

ぴじゆつこうに卦

．ひじやっさか

い

ら観ますと︲世界の畢術︑或ひは世界の美術の中心は
うれひと
しやららい了メリゴカうつ
膳来亜米利加に移りはせぬかと云ふことを憂ふる人も
なるほどアメリカヨーｕシバ毛のた
あるのであります℃戒程亜米利加は欧維巴其他からし

て美言術を購入することは非常に盛んなものであります
も
なに
何
しか
ろ誼
金い
はく
幾らでも齢し得るのでゐりますから︑若し
むやみかひこし食
碗総凸の尭砿職の露擁が齢ると︑無暗に買込んで仕舞
ふ︒琴嘩垂雅神妙に砿総凹の雑識なる尭確識幅瞬が鱗

二
三

あるせ／きうのち

なを・うす画

な

なんらはうぱふよび

七

ざらアメ−〃力じやらた柿．み

ご人仁らアメリ力じん昔とうし

むしりえ昔おほかしさと

せんけうしおく

みなしなも

から︑投資にせよ︑宣教師を這るにせよ︑皆支那若し

弘﹂うし

為す機曾の多い支那印度に向けるが宜いのであります

なを〃あいおほしないんどむよ

して仕事をするよ︐りも︑寧ろ利益の多い︑且つ仕事を

しごと

ら河日本に投資するとか︑或は日本に多くの人を派遣

た所が︑大なる利盆を得る事が出来ぬのでありますか

貞弓定いりえ智うこ︑とでき
にほんとうしあるひに月ん輯ほひとばけん

に進んだのであります︒今日亜米利加人が来て投資し

す︑．

宣教師を派遣する時は︑印度若しくは支那に派遣して
うと二ろ
跨る︒蕊酢擁蝿は酢揮 卦銚で栓肇をなし得こる
所まで

せんけうしはけんときいんどもしなぱけん

ります︒無論宣教其他に於ても興味を有って居るやう
げんきいにほんあませんけうしばけん
であります︒現在日本には除６宣教師を派遣しませぬ

むろんせん？フセのたおい唖よらみもゐ

ゐ

第一に亜米利加と支那との勢力関係で︑其方面に於て
アメリ力しな・たい手こぶ冒雰みも
亜米利加が支那に濁し︑頗る興味を有２Ｌ居るのであ

だい︸ノメリ力じなせいりよく︑γ誤げい幸一一のばうめんおい

とは︑是亦我々の非常に注意すべき事柄である．何故
ア〆刊卓力しなちう輯ばらい
ならば︑亜米利加が支那に注意を擁ふと云ふことは︑

これ室たわれノー１ひじやらちういこ・とからなザ雪

す︒この亜米利加が支那に興味を有って居ると云ふこ

アメリ力しな忌よ含みクリをい

更に亜米利加の状態を見ますと︑近時は頗る東洋の
誌嘩︑鋸に尭雅に識しで壁鵬を議して犀るのでありま

・きんじ才こぶとうやう

ぎ
も
渉衆に峰ふる蕊が無いとも限から
ぬと思おは
恥ます︒

四

余の見聞し求ろ米園

さんうつを．

おながくしやつはうめんこんにちドイツせ

山移って居りまずので︑或ひは戦零の後などには筒ほ
おはびじ喫せいさくひんアメリカうつ
多くの美術製作品が︑亜米利加に移りはせぬか︑それ

かいおい窪となをたじつアメ
リ力飛んら唯うばふせかい球くしやこ︒とｂｆＩあつＬ

と同じゃぅに︑皐術の方面でも︑今日までは潤逸が世
界に於て覇を唱へて居ったのでありますが︑他日亜米

哉

い

利加が何等かの方法で︑世界の畢者を悉く集めて仕
こんにちせかいけつし炉つゐがくし一．おほ
舞ひばせぬか︒今日世界に傑出して居る畢者は︑多く
ドイツゐ

よ

偶逸に居るのでありますが︑それを何等かの方法で呼
アメリ力
寄せると云ふ︾︶とは︑鐸潅に癖て種のある亜
米利加な
あやひなう
いまげんアメリカ

がｆ︑しゆつかい

しこと

み︸

らぱ︑或は潟し得るのであります︒今現に亜米利加の
にぽんじんをフランスじんをイギリ﹃●斗
畢術界には︑日本人も居り︑悌蔚西人も居り︑英吉利
じんをロシアじん亨午﹄アメリカだいがくア
人も居り︑露西亜人も居る．亜米利加の大事では︑亜
メリカな
こと今・いをかいひとこ︲と７ｒ１あつ
米利加が総すべき事に就て︑世界の人を悉く集めて

好一かい匂いらがくし︽︑こ︒と︑ｆ︑︲聖ぴあつい

仕事をして居り＄︽すが︑尚ほ一層進んで︑シ子フマチ

ツクに︑世界中の畢者を悉く呼集めると云ふことが

できし一罵古だんへいおうひと

よるこゆひＬ﹄０とかくせかい

出来るかも知れぬ︑或は徴じて恥に雁じない人もあり

アメ．リカ︑﹁うおもげんざいうメリ︑力

ませぅが︑喜んで行く人もありませう︒兎に角世界の
がくしやこと４１あつしませかわがくじ知つ蔦会しん
畢者を悉く集めて仕舞へぱ︑世界の畢術の中心は︑
亜米利加に移ると思ふのであります︒現在亜米利加に
たくさん湿くしやをいじじつなにき〃 Ｆよ・︑
津山の畢者が居ると云ふのは事賞で︑何しろ金力がゐ
こめ︾奇んりよくよアメリ力がくじ賀がいは

るから︑此金力に依って︑亜米利加の事術界が︑覇を

二

いんどむかいげ御にぼん

たち蓉しなうつ

ひとゐ

あるぱあひばシ

潜んで居るのであるから︑或場合にはそれが護するの
とほ苧己かたにだんし．や︑
であります＠鎧叱耗蹴で御謎になった通り︑阪谷男爵

あｈここましやら︑めい

あるひてうはって考

アメリ力しなくわんけいついじゆらぶんかんがゆ．ひつえう

い〆じじつ

あるし蚕と一ざ略

に或仕事を行ばんとしたが︑忽ちにして支那に移った

が厩羅巴の還りに亜米利加に寄られて︑締蔀で凝議を

くは印度に向ってやると云ふのであります︒現に日本
と云ふ事責があるのでめ︐ります︒といふ有様で︑蒋来

されて居りますｔ庭が其演説は︑︒まだ速記録が出来な

げんアメリカ

い

二為る唇も

ゐ

と戸弓とのえ人ぜつ

わか

しなりえさろうだん

に

とかくざいざしんちしき

にほんγ弟・っ吟いな漣

しゆぎとなゐ

し必曹とな

ぷ池〆弓︾

詮つどアメり

本は東洋のモン画Ｉ主義を唱へて︑支那の利益を謹働
わか
なんにぼん
い公たが
するかも分らぬ．何とか日本がしやァせぬかと云ふ疑

ほんとうやう

るか︑亜利米加はモンロー主義を唱へて居るから︑日

アリメ力

階級にも潜んで居るのであり弐す︒日本は勝来何をす

かいきふひをゐ

無いと云ふことが分り泌令したが︑兎に角猪疑心は知識

な

式へまたぎこうげきゐをのどとくぎるく

を

ヨー﹃﹄ツパか︒︵アメークカよ

亜米利加と支那との開係に就て︑充分考へて行く必要
あみひせんぎうてきげんろんはつ当易せいぢか寺こぶはい

ゐまたいはゆるくわらしよ曇﹄しんぷんごと

とくきろくで巷

があるのであります︒現に亜米利加でば︑或は挑溌的

い前に︑復聞きをして攻塗をして居る．其後に速記録
よ融涯んらこうげきほどことば
でき
が出来て︑それを能く見ると何等攻撃する程の言葉も

にもて萱菅ろんな

或は煽動的の言論を溌する庭の政治家などは︑頗る排

日的の議論を鱈して居る︒叉所謂黄色新聞の如きは︑

ついはいに贈てぎぎろんだゐなるほどこれ

常に排日的の議論を出して居るのであります︒成程是
らしんぷんくわらしよくしんふんせいぢからう
等は新聞としては黄色新聞であり︑政治家としては勢
どうしやせいりぷくおばしうせんしゆつぎゐやらうどう
働者の勢力の多い洲から選出された議員である︒勢動
しやぜんきよけんもをにほんらうどうしやこの
者が選畢権を有って居りそれが日本の勢働者を好まぬ
ためじぷんせんしゆつちうどうしやくわんしんえもく
為に︑自分を選出した勢働者の歓心を得やうといふ目

てせしぜんはいにも哲ろんなずな錘ぱいにち

ひの心を有って居るのは事責でありま；︒尤も亜米利
加に跨る鐸くの謹聴は︑俳識に癖ては峨等の坪峨もな

室王噸︵んかいく

ひとほかアメリヵもし苫かいきふひ︐と

い

いのであると云ふことを︑頗る瀞解して呉れあけれど

しかくわらしょく

プメリ力じんふおしぜんにぼん

新聞が反溌心を煽動し︑或政治家が排日論を為して居

しん系んはんばつしんせんどうわる金一いぢかばいにちろんなを

碇ほんたい勇禄もを

い

さう云ふやうな人の外は耐亜米利加の知識階級の人で

く々つし﹄でしん蕊んアメリカもしきかい牙﹂ふ

的で︑自然排日の議論を潟すのであります︒即ち排日
へ面
うか
めら
ん標
︵傍
うし
ばて
う議
箸論
ろすんるひ
を表
人と
は︑さう一琴ふ胆であり

も︑日本に鍔する疑ひを有って居ります︒而して黄色

ひと

しんぷん

新聞としては黄色新聞である︒亜米利加の知識階級の

いぎろんまどいつ胞

人は︑さう云ふ議論に惑はされないと云ふことを常に

にほんかう

︾えっ

はい池苦

Ｖ

﹄え今つ

主ほどかうりよ

りますので︑亜米利加人は︑日を追うて︑自然に日本

しかアメリカちし巷かいぎふおい
まをと
申して居ります︒併しながら亜米利加の知識階級に於
にほんたいさいざしんもゐい
はいにち

ては︑日本に封して猪疑心を有って居ると云ふことは

じじつ

事責でゐる︒排日ではないのでありますが︑日本の行

ざいざしんたしちし苫かいきふひと

二五

を排斥すると云ふことになって来る︒これは犠羅考慮
しな
ぜ要することであります︒要するに支那と︑日本と︑

どうら一難聯一

動を疑って居り︑この猪疑心は確かに知識階級の人に
余の見聞し仁ろ米園

余の見聞し求乃米国

アメリ力くわんけいしやららいよほどかうりよいか

亜米利加との開係を︑蒋来除程考慮しないと︑如何な
ちひ こ と 一 箪 珪 お こ い ゆ ゑ
る小さば事から︑過ちを起さぬとも言へい︑それ故に

せいぢかたいし．もんだいついよほどかうり表

い

一一一︿

寺フうんめいもゐ論だけげんざい

西の文明を融和し得たのでなくして︑之を謄来に融和

ざい蕊んめいゆ一コわえこれしやうちいゆうわ

し得る運命を有って居ると言ふ丈でゐります︒現在の

ありさまみしなたいぷんめい毛のたてんおいまき

を

おう︒︵いひは豚嘩そんしよく

有榛を見ると︑支那に鍔しては文明其他の難に於て優

って居りますが︑まだ欧米に比しては甚だしく遜色が
しんしなじんたいほこ
あるのであります℃これでは︑異に支那人に醤して誇

ることが出来芯いし︑勿論欧米人に封して誇るに足ら

しん記や誰す毎へことこ

政治家も掛支問題に就ては︑除程巻臆してかシらなけ
おもアメリカにほんらだが
ればならぬと思ひます．かく亜米利加が︑日本を疑ふ

と云ふことが真に誤りであるとすれば︑網ての事が是
孟やきしやらく
れから誤りを生じて来るのでありますから︑さう云ふ

ぬ︑併しながら︑鵜来日本の立場は︑どうしても信義

りと毛のさいぎ

あや辻たきらだがはいど可よく
まををひと

つまにほんｃ人

い

一セ

た

を

使いにもろんだん︐ｉ︑せうめつ

このしん菅もつせかい翼しん菅じつとうざいぷんめい中ソ

とが出来ると思ひま唖す．兎に角日本は上下一致して

で昔おも︒とかくにほんしやらかいた

毛の．た・心のも

で誉もちろんおうくいじんたいほこた
しやららいにほんたちぱしんぎ

誤りを正し︑疑ひを晴らすと云ふことに努力しなけれ

の園であると云ふことで立たなければならぬさうす参
さいぎまた
アメⅦ〆力ちしきかい卦﹄ふ．Ｕ
れば亜米利加の知識階級が有って居ります猪疑も︑叉

咳でだうり験す

しか

ばならぬと申して居る人もありますから︑一つ其猪疑
し
ん一うちや悪つとどうじあ
心を打破ることを努めなければならぬ︒と同時に飽く

其他の者の有って居ります排日論も︑段々消滅するこ

くに

迄も道理に依って進まなければならぬ・詰り日本は人
だ
うもつせかい主いしんよう

一﹂とにほんしんぎ

おも

どころ参の

かん

わ

い

此信義を以て世界に立ち︑信義を以て東西の文明を融
ひつえうアメリカい
和すると云ふことの必要を亜米利加に行ってつく人︑

せかいみとを︲

いか・〜蚕だいひつえう

しやららいにほんしゃこかちしん箸もつ

ぎわくかいけつ

の疑惑が解決されるのであり裳す︒殊に日本の信義と

威じたのであります︒弘道曾の精祁も︑無論さう云ふ

つＯこ

道を以て︑世界に立つものであると云ふ二とを信用さ
しぜん才︽へ
せるやうに努めなければならぬ︒かくすれぱ自然凡て

いふものが︑まだ世界に認められて居らぬやうであり
せかいた

こうだうくわいごとだい

こうだうく侯せいしん斬るんい

ますｃ鵜来日本では︑上下一致して︑この信義を以て

所に在るのであり坐すから︑弘道曾の如きは︑第一に
にほんこくみんしん篭もつせかい壷良こくみん
日本画民をして︑信義を以て世界に著るぅ国民だらし

しゆらぶんじんすゐおも

わ津こぐか九い一﹂うだうくわいゐ︾︲い・肥んむ

ぶんお︾厳ししだい

おも︒いいやら︲一つつかざい︒くいちゃっざつかん率

い

むると云ふことに充分蓋庫しなければならぬと思ひま

しかにほんすでとう

いてんし帳くもゐい

世界に立つと云ふ畳悟が第一に必要であらうと思ふ・
にほんとうあぷんめい
酢樟では嘩拝桑蕊は雪葎ぼどが︑日本は東亜の文明を

す︒これが我圃家に封する弘道倉の偉大なる任務であ

さ一フも

ゆうわ

融和する︑さう云ふ天職を有って居ると云ふやうな理

らうと恩ひます︒以上不束藤がら在米中の雑感の一部
豚つこう

にほんこく承んＤ

想を有って居るのでありますが︑それは日本国民の理

分を御話した次第であります心

一己﹃畠ノ

ゐ

想としては結構なことであります︒而しｕ本は己に東

農村の教育
四︑裁縫科の賓績繕塞ぐべし
の．うそん︲けういくちゅう厩丞辱ゐかんたさいぼうけうじ沙

・ちはうのう吃よせうがくかう

農村の教育中催だ遺憾に堪えないのは︑裁縫教授の
じつせぎあ

じんじゃつくわがくれんぢよじ方や二言げつせきみ伏斌猛

責績の翠がらざることでゐる︒地方農村小畢校では︑

せうがくかうきいぼうくわ芽﹄いせ署しかんいげんいん

尋常科五六畢年より︑女児の長期縦席を兇ること甚だ
かうとうぐわぢよせいとせうずうたげんいんあ
しく︑高等科に女生徒の少数なるは︑他にも原因は有
たし

じん世やらくわだいがくれんばりも

るが︑小畢按裁縫科の成績如何と云ふことが一原因た
之つげふかうとう〃︑わ

試しつ

れんちや食しつげつ

るのは確かである．尋常科第三畢年から針を持たせて
卒業︵高等科︶までは賞に六ヶ年の長日月である．一ヶ
塩んじゆげふにつずうしうしうへい者んじかんみつ

じつきい非︺いせ篭じん世やらくわ秒ろんかうとうぐわ毛つげふせい巽摺ひとり

年の授業日数を三十五週︑一遡平均二時間と見積もり
ねんかん．じつじかんしか
ても︑六ヶ年間では賞に四百二十時間でゐる︒然鳥に

か史ものたぬでき

賞際の成績は尋常科は無論高等科卒業生と錐も︑一人
ｔ診ば・うのうとん

段いれんぐわ弓﹂ろエく泡んぐわ三﹄ろ

土井金之肋
員
い

な

たしせうがくかうさいぼうくわせいせ者

せうかくかうさいぼうくわあきげういくて雪︒し空こうほう︑

一

では無いのである︒これ確かに小畢校裁縫科の成績の
なにゆゑかいや︾たい
蕊がらざる鐸誰である．何故に斯かる状態であるかと
↑の

毛つげふものぞくｋ・肌しよしよいかがはりし膳ら
卒業の者が績々と︑諸所の如何はしきお針の師匠の
もとげいこかぶいたづら等﹂フらいふフしふばか
許へ稽古に通ふのである︒徒に奮来の風習のみ許り

一

ぷうけんきう・あしたが

これらたがべんまを︑わけて誼けいし詩て雪﹄ばかおほ

かへり

言ふに︑小畢校裁縫科は︑除６激育的思想に豊富でな
にんかうちやっ一でのたらうせんせい十く溶
ぢ鋲けうあん
い女教員のみに一任して︑波長其他の老先生が少しも
顧みず︑竜も研究せないからで有るやうである︒随っ
その蝿一や分そんどく︑とくけうじゆさいもくを印かうさうたう抄一つぴとうみおた
て其町村燭得の教授細目︑其校相営の設伽等も見営ら
たいたひのしくちゐ
ざいぼうけうしっ
ないのである︒栽縫敦室はあり︑裁ち板︑礎斗位はあ
とだなしゆ７４１せいせ苦示つうろたかあ
り︑戸棚には穂々の成績物は堆く有るのである．が

七

で箪物さへ裁ち縫ひが出来ないやうである

曾

是等は唯一片の申し課的形式的のもの許りで︑多くは
けうゐんてな
赦員の手に成りたるものである︒・
これお？フをんけういくざいぼうけうじ叩︾おほけん
是に於いて︑農村敦育としての栽縫激授は大いに研
暫うてうささっしんこれさっしん・かいりや全
究し︑調査し︑刷新すべきは之を刷新し︑改良すぺき
とのりつせ零﹄あうよちぷん
す画これかいｎやら
は進んで之を改良して︑其賞績を翠げ得る除地は十分

二

地方農村では︑毎年十二月頃から翌年三四月頃まで
じんじゃつくわかうとうくわ
ぢぶしばり左︑ｂ〃い
女子のお針習ひと云ふことめりて︑尋常科︑高等科の

農村の教育

三

農村の教育
かじくわ軸んらくば・かＣんじゃ今Ｉわだいね人季．患

よみそのえうかうれつき
あるやうである︒余の見たる其要項を列記すれば︑

一︑家事科と連絡を計り蕩尋常科第五年からは︑洗
張り︑縫ひ返し物を十分になさしむ可く︑財料は弟妹

４

んぐて香ひながたるゐこれざぺ

およＵぶんものもちくしか元のたざいれうすべ

できサーうが・︑かう一・ｓほうくわあり

ぜ︒ンが︐︑力５かじ︒︑わかうと軍フくわ．︑わ

ご恵んだ

︲かじぐむいなにおらだ

お．心

しか

なんら

﹃露如くわんせつぴすこないばゆろを峰やら

かじｒ︐わ

かじくわとくくつけう

い

い﹄令拒みぽじ妾一の一息うそん︑︿けい

ぢよしさいほうざいぼうぢよし

出球べく︑小畢校裁縫科の有難味は始めて其町村父兄
したが力うとう．︲︑小管．よどし尋︑がノ︑矛︵あ．ひ謂瞬唖たか
に認められ︑随って高等科女売就畢歩一合も大に高むる

ことを得べきである↑︾女子と裁縫︑裁縫と女↓士と言
こんにもおゐかんじつ．せ雪一瞥・︸
はるシ今日に於いて︑遺憾なきの賓績を牧むもこと︑

坪︺．まぺ

及び自分の物を用ゐしむ可く︑而して其他の材料も総

期して待つ可きである．

じつぶつ

ばうぐわごじかん︑りょうけうじゆじかんおぼ

どえうひにも鯵犬うぴ弘寺フじかんく︑﹄誌くわは・う

こ︑放課後の時間を利用して︲赦授時間を多くすべ

毛つげふせいれん易．くばか

ぐ︑土曜日日曜日等に一二時間位っシ課するやうな方

はふとく
とつげふごほしふけういく

かく︵↑きのうかんぜんじゆつばり

ふて量たうがくくわ・

すで

小畢稜家事科は高等科より課するのであるが︑余は
じんじゃつくわだいが．︑準んくわよおも
尋常科第五皐年より課するも宜かるべく思ふのである

ざいぼうけうしつせつぴ

りよ三フ

ざるか︒

室の設備は果して如何︑蓋し見る能はずの嘆なきを得

しつせつぴ．にたいかんげ誼謬勘六たんＰえ

歌教室は有り︑理科特別教室は有らん︒家事科特別教

かけうしつありくわとく・へつおう一為．あ

の敬果も認められないのである．裁縫教室は有り︑唱

かうくわみとさいほう倣うしつあしやら

の察論に終るの結果となりては︑家事科としては何等

く一うろんを顕けつくわ

くわ

またせうがくなうけう〃︑わ１﹄よてんぽすこ〆弓しふ

かげくわぼん・﹄．いもくて蓮方

たる事柄で︑︑農家には不適富ほ畢科であるやうに思ば

こり己が︑ｂの﹃フか

きいの弓とん・かてい

女子にして十二三歳︑農村では家庭によっては︑既に

ぜつ

しよきんじゆってがみかかたなどほ︐︶ふ

ちよ︑レー

三︑卒業後の補習教育として︑卒業生の連絡を計り

御飯炊きを濁すのである．家事科と言へば何か改まり

す鯵やかけん

裁縫教室︵設備あるところは︑設備なければ速に建

る負のば︑家事科本来の目的では無いのである︒而し

せつぴ

設すべく︶を利用して︑各三月の農閑には前述のお針
ならぢぶしす率へせうしふ輝一よけうあんがくかうけうじ山ひきつ求
響ひの女子を総て召集して︑女激員が畢校教授と引績
けうじゆ
だんけうゐんかうたいまいにもＥかんｆ器どく
きて教授すべく︑男教員は交代に毎日一二時間位︑讃

て叉小畢校としては︑教科書一鮎張︲０で少しも賞習を

かじくわれんらくばかＤや．くわけんよう巻つぴぶん

ひふうと・フ

な

書算術手紙の書き方等を補習するやうにすること．

課さないで︑之に開する設備は少しも無く︑所謂机上

法を採る可きこと︒

五家事科の震習蕃多くすべし

て賞物にすべく．玩具的の雛形類は之を避く可きこと

はぬかへものぶん◇︿ざいれうていまい

二

四︑家事科と連絡を計り︑雨科兼用の設備を十分に
︿のうをんせう蔵くかう
す可︒く
︒農村小畢校では︑斯かる誌蹴の誕僻に畔罪る
だけ費用を投ずべきこと．

かうご学︑せうがくかうねんないし過ん うじ池をつげふご

如斯せば小肇校の四ヶ年乃至六ヶ年の教授と卒業後

ねんにちじけいとうてきけうじゆ．堺かち

二三ヶ年の日時を系統的に敢授したならば︑如何に痴
どんｔの史どかぶらざいぼう・
にん談へしごと
鈍の者と難も︑必ずや裁縫につきては一人前の仕事は

、

八

皇珍はうのう毛んせうがくかう里ろ？フげふしゆこうさい硯うかじ

地方農村小皐校では宜しく農業︑手工︑裁縫︑家事

Ｌよくわけんようけうしつほりたてどやぜひこ恥けんせつ

ことのうげふくわかじ︒Ｉ︑わ墨つせつくわんけい

諸科兼用の敦室を掘立小屋にても︑是非之を建設した

だい・いん

おち

おも

のうげふしわ↑こうさい侭うかじとうＣつくわ一Ｌきけういく貢宅

に第一因にては非ざりしか︑と思はる︲のである︒
いじゃ会の
これえう
之を要するに︑雌蕊鍔権循零挺に癖いて︑以上述べ

Ｄじつ

識幽原稿募雄

牛︽＄︑乃．

命目星争

・Ｊ１・力

毎月十五側

弦ういくかうけういくこく

四十行以下
は十行以下

奮て投稿ゐらんこｊ﹄を望む

１１

民適切の農村の赦育資に重大問題で有るのでゐる．

みんてぎせつのうそんけういくじつで沙つだいもんだいあ

たし

たる農業︑手工︑裁縫︑家事等の賃科的教育を疎かに

しんかあら

あ

いものである；殊に農業科と家事科は密接の開係ある

しっシ有るのは確かなる事賞でゐも︒小畢校教育は園
こくみんのうみんだいたすうあのう
みんけういく
民裁育でゐる︒圃民といへぱ農民が大多数で有る︒農

ししぶくくわい

これんらく体かの．うげふじつしふちしうぐわく

のであるから︑之れが連絡を計り︑農業賞習地の収穫
弟つかじくわおい舵うりあんばいこしふしゆく
物を家事科に於て料理噸梅せしめ︑之れに習熟したる
しけんてぎ右や妬そんいうししや弦うだい

せうがくかうじつさい

暁には︑試験的に町村有志者を招待して︑試食曾な
ちやらをんいうししや

けうゐん

あ

は愈

あかつき
かいさい

て昔かち一にんしき

な

しか鋲はいけういくしやたち

︲二九

'

どを開催したならば︑町村有志者からば小畢校の資際

あ

的の憤値を認識せられ︑教員としての冥債も顕はれ︑
ｂきうのうをんけういく画つげん

りくわ？フザふしゆこうさいほうかじしょくわお

だいげんいん

のうそんげういくしやらみば江はげん

艇は意

§
蕊

随

理想の農村教育を賞現したることシも成るので有る︑
のうとんけういく
鐘聯勤認僻癖毒峨の蜂を蹄くので有るが︑農村教育

そのせいせ萱みと

としての理科は農業︑手工︑裁縫恥家事諸科に於いて
あじつきいぱあひすこえん
毛のだい采壁んもとぺ
其大部分を求む可きて有る︒賃際の場合に少しも縁な
ことからさづ

こうにふほこ縮．ほ

き事柄を授くるなぞは︑其成績の認められざる大原因
でんきくわんかうか萱かい
のう駐んせうがくかう
である︒農村小畢校などで電気に関する高償の器械を

二﹈しり託ぬか

一

一編輯部

購入して誇り顔なるは︑農村敢育上より見ては甚だ研
勢違︑フ ー こ ぎ

ぎんらいのうとんくやつはいのうをんきうさい︑とうさけこ

究の届かざるかの識は免れないやうである．
いろ︐ｆＩ与一ゆ︽だいげんいん

近来農村荒膳︑農村救済等の叫ぱる夏のは︑之れに
ば

臆種々の重大原因もあらん︑然し余輩赦育者よりの立
くわんさつぷ
場からの観
察
に
因
れば︑鍔繊楯蕊礎の識隷が極蕊擁の
のうをん℃きせつけういく瞳三たし
よぴかう
灘備校らしく︑農村適切の散育を施さいりしが︑確か

農村の教育

が員

数
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題
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一二へ︺

足立栗園

師

な

芋︾﹂

すゐ ち ゆ ら

しぶくに〃が

つりだうちＰｉ

ざ・うゐ

み宮添よどをなか商や今とくわたこここかＬこたづきばやらや

百雨と帳面一冊とがあり美した︒而も其の帳簿は久し訪ひ︑梗竿なれども急用あって来れりとて︑門を叩い
みもんじかうわかかじ〃戸おこ妾︼ときもんないひとりしもべい
く水中にあったと見え︑文字一向に判らぬやうになつて家人を起しました︒其の時門内より一人の下僕が出

⑤うどん

んら
で居
もろ
のこ
と見
る汚れて居勤ました︒中をほひに行徳の渡しを越え︑此虚彼麗と尋ね廻って︑漸
ひ
みっ
とたこ
さえ
い︑
ふ頗〃
開いて見た所が一個の財蕊があって︑驚くべし︑黄金うにして入職毎を跡俳け︑誰郎にふりて蹴華準の梁や一
万や．ちやら４ ︐〃さつしか︒要︶雪や負ぽひざむど雄やばん巷ふようきたもんた声

あた

昔し江戸湯島三組町に興三右衛門といふ人がありまし江戸附近の人々の姓名が列記してある如く見えました
せいむ里く
まさがうきんとりあうきにふ↑おも
た︑名もない職人であったが︑性無慾であって釣道薬これは正しく講金など取集めて記入したものと思へる
げふむばんにもつと
ばんにちう悪かはおくあるひよ｜心一価し人が雛こか私か鷺杢・・芋写とく
業務を半日勤めては半日を海川に透りましたが︑或日そこで興三右術門考ふるやうゞ此の金は必ずや行徳八
ふか減はへんつりでかあ芝くち一ゆふがた
深川遇に釣に出掛けて遊び暮し︑夕方になって︑トゐ癖津の祁装が趣したものに相違なからう．錨しか診る
ざいもくあか酒なに一﹂動わの箸営兆窓に
あかものみたいきんふんしつ
きだ喝くたんあ
る材木の間を何心なく覗いた所︑何やらん赤い物が見大金を紛失したこと臭し︑定めて落鵬して居ることで
かれさ一壱点一く淀さしいこれ︑こりだこれこぐ態垂︑お︲こぬしとが．﹄勇一﹂
鴬っだから︑彼ば早速手を指入伽て之を収出しましたゐらう︑之は一刻も早く落し主に届けて︑喜ばせねば
﹄﹄一弓ふしざか全つや寺わしきつつみひざすゐ一﹂いしづよも赤がらくがぢかだやばんころ
所が不思議にも一の包誰であって︑久しく水底に沈ならいとて︑それより悠夜陸地を駆け出し︑夜半の頃

むかえどゆしきくみ力や二膜ゑもんひとえどふ￥︾んひと︑トーせいめいれつ零﹄・ごとみ

た逢う鳥武舎聖らとｆなんまんぐうかんぬしぽ・フしる

居るが︑唯だ其の裏に行徳何の八幡宮榊主某と記さ
︵九︶悌興三右衛門みてれと
謹窒や会瞳なか
てあるのを認めました︑そして其の帳簿の中には︑

誰

ぎたなんぴと﹃﹂巧いはうとよゑ・もん

で求り繭何人の御来訪と間ひましたから聴興三右衛門
わ寺匡えどものぜひ内んぬし黙み角一輝動

つ

わしゆじんひざたいぴやらうちふせいめいたんせき

き

は私は江戸の者であるが︑是非肺主に見えて伺びたい
をと昔．しもべ
ごと
事があって来ましたと告げましたや其の時下僕のいふ

あ﹄●峰たおあことばわか

やう︑我が主人は久しく大病に打臥し．生命も旦夕に

せまを
ないしつぜひおめか画．たつしもぺたの

迫って居ります︑貴殿御逢ひなされても︑言語も分ら
鋲鏡もんかさ
ようなきぺん
ず︑用向も排じますまいと︒興三右衛門は重ねていふ

ともが

﹄う世一い

ふむんたいめんいなさつそ︐︑たづさ︑

さらば内室に是非御目に懸りたいと︑弧て下僕に頼み

よ

おば．いうも振る垂よゑもんかばうち生も

ば

伴はれて内に入り︑婦人に封面するや否や︑早速携へ
しだいかたこれお
ふろしきつ男とりいだこ人にち
し包誰を取出し︑今日のありし次第を語り︑之を御
をふろｌ券﹂
ちいばうよしつ
わた
渡しせんとて夜をこめて来訪した由を告げ︑其の包
毛ときふじんひじやらおどつとも
づつみてわ起
誰を手渡しシましだ︒其の時に婦人は非常の驚きと共
注みだ

に大に打喜び︑典三右衛門の顔を打守りながら︑早や
ものがだ歌みたこか奴ゆゑわかうとたぎいま

とろとちゆ勇路ま之かねかはなかとりおと

五十球誰０沙誰︑準降識垂の家を静し談ぎ諦避に善き

ました所途中過って其の金幸一川の中へ取落しました︒

おど礎ひ︑三日

蝉るに鑑僻にも侭職であったから︑癖した鐸の賑槌撫

らず︑輝に鯉きて寒のいより誇録の

かんさうさくつひこれはっけんぜんかたな

たいきん砿つけんかへたま琴三﹄

間捜索しましたけれども︑遂に之を護見せず︑詮方泣
くやなや歌ひ
く？︲︑桑に蹴り︑そいより悔み泣きに病となったもの
だ︾いまめいたんせきせまを
であります︑只今にては命旦夕に迫って居りますが︑

か

かシる大金を蕊見して返し給はるといふは︑これは誠
まんじんみちぴたま︲とかく窪つ妾
に八幡柳の導かせ給ふたものでありませう︒兎に角夫
さつをくあたゑもんとも雄
み柔−９
に見せて喜ばせませうとて︑早速興三右術門を伴うて
こんくわいこ０４うら
密つとぴやごヤジいた永く苧ひとかぼさしよ
夫の病床に到り︑枕頭に顔を差寄せて︑今同の事を打
たときかんぬしこれき
かれつ︑ニテみ
かた
語り︑かの金包を着せました︒其の時澗主は之を聞く
ともわづめみひらつ談たすやらや和
と共に僅かに眼を見開き吻妻に助けられて漸くに起き
か︵く器いぎしたふゑもんぱいふろＬ藷づ２一
返り苦しき息の下に興三右衛門を三拝し︑かの包歌
おし堂守芯句がた武力つひむな
を押戴き︑ァ︑有難しといった侭に︑遂に察しくなつ
つましも︒︿弱ぱいあはか
しま
て仕舞ひましたそこで妻も下僕も大に慌て︑且つは

歎きに打沈みましたが︑さてあるべきにならずぱ煎早

一え

そにろこ

つひさう．れいと暫愚

とくきんりん心とＪｒｌつしし雪やいかめんＩ︑きたあつ

なげうちしづさつ

涙ぐみて物語るやう︒全く此の金故に我が夫は目下の
たマフしよまんしやもと
たいぴや︒おちい
大病に階ったものであります︑もと富研八幡謎は固よ
またひんもねんらいしや
うぢこ
り氏子とてはなく︑叉貧地のことシて︑二三十年来砥
絶つ︑ごたうちきた
瞬涯僻に嫁んで牌りました︒それを夫営地に来るや︑
なにとぞさいこんみちしゆ八〜くＬんけつくわぎんがう
何卒して再建の途もがなとて︑祁々苦心の結果︑近郷

速近隣の人々にも告げ知らせ︑庄屋以下の面々来り集
さっそくこれわがやもちか︵いま

くわんざやうんどう︲しんばんくすゑやらや可やつみか瓜あつ

でかかうちゆらつくねん

は勿論江戸市中へまぜも出掛けて講中を作り︑寵六年

まり︑其の一日を越えて︑貢に葬潅を執り行ひました
こんざつみすかへ
とき采ゑも〃︾
時に興三右衛門はかシる混雑を見棄てシ締られもせず

も舎睦一ろんえどＬちゅう

の勘財運動にて千辛寓苦の末漸く百雨に浦つる金を集

め得ました︒そこで早速之を我家へ持続らんと今より

積徳夜話

、

積懲夜話

雁して垂︿の壁一羅確には鍵三狸衛触の予薙が鐸く窪り

一一一一一

皆々家道を柴へしめたといふことであ︐ります．縦のや

にち一かんとうりうしぶし歩エうむてつだ毛

四五日間逗留して諸種の用︐向きを手惇ひました︒其の

うな興三右術門の振舞は何と感心な事ではありませ

にちしやｓやぽうよ・ゑもんうちむかまこと

ぬか︒

ひと

やｂ﹃プレ

心℃か彫のくに

ひきけいしい・いしゃつしゆげ．ふ

いふ虚に義驚といふ老儲がありました︲元と加賀鰯の

当るぎさい

同じく江戸は明和安永の頃に職擬津の函豊島郡麻田と

おなえどめいわあんえいころせつつくにとよし罰司湛りぁさだ

︵十︶義蔚明稗

よさゑいんふるまひなんかんしんこと

み慧刃−１かだうざか⑥

親切は全く親戚知奮の人の如くでありました︑されば

しんせつまったとパせきちきうＣｌごと

日庄屋某は興三右衛門に打向ふて︑どうやら︑裳に
あ一な
たこやおんじんさいし昔

いアつい

足下は此の家の恩人であって︑妻子もなしと聞けば︑
堀簸い宝︑こかとずかんぬし
願はくは今より此の家に留まり︑刺主になって呉れま
そとき主ゑもんくわよく
せぬかと諺依頼しました︑其の時輿三右衛門は寡慾の

猛と匡一﹄ごんき譜ぽいうちおどるじぷんもと

男とて此の一言を聞くと大に打驚き︑イヤ自分は固よ
たいやくつとう
りか動る大役を勤め得るものではありません︑それは

ひらごめんはらむとくさつえどに

手に御兎を葬りませうとて︑そ齢よ︲り速早江戸へ逃げ

か︵

人でありましたか︑久しく京師に出で動醤術を修業し
がくな
つひしよふぢうもくてきたひたすらへんれき
畢成ってより︑途に一所不住の目的を立て︑只管遍歴

ところこことたれこうびわ炉をけんしば

こ訪一さだうつす

此の麻田に移り住んだ

こぎぎいいはゆ．るいしじんじゆつたい

やらや廠・？こうほうろくた匙

を事として所在に人を助けましたが︑老年に及びて︑

しよざいひとたすらうれんおよ

編っだのでゐりましだ・

漸く某侯より俸緑を賜ばって

一﹂と

所が此の事を誰にも口外しなかったから︑世間に暫ら
しひと
いはゆるてんくちひともつい
く知る人もなかったが︑所謂﹃天に口なし人を以て言

ｐ

遠近となく貧困の家に病人ありとす虹ぱ早速行きて之
しんさつか打や金やくぽど己これなほすく
を診察し︑且つ良蕊を施して之を癒し救ひました．け

のでゐ︐９ましだ︒此の義驚は所謂警士の仁術を篭し︑

ゑんきんひんこんいへぴや会にんさつをくゆこ部

こげんもここといつせじゃ全と

はしむ﹄との古諺に洩れず︑此の事何時しか世上の取
さ
たつひざ令かたきこさほど
沙汰となり︑終に然るやんごと唾き方にも聞え︑左程

やくざ謝達つしかきつ

くつた丞ん萱

しやうぢ巷くわよくもの

けつしやざう
しかがやらごおよ
れども決して謝儀を受くることなく︑而も病後に及び
ごくひんせまむきわがやしんくいおくとぎ

た

の正直寡慾の者なれば役儀を仰付け然るくしとて︑早
そくめしだ
堂三よゑも人惹隙おどごとてにん
速召出されました所興三右衛門は大に驚き︑連も任に
しきじたい
との
堪へませぬとて切りに鮮退しました︑けれども殿には
き刃い

︑り記ひだひんしやぎさいおん呼思もの

あたせいけいたあさだ話んがう

極貧に迫れる向へは︑我家より薪米などを送り届けて
ご鰹誰うじよ式たびやら言ためＬこんらし錘ものしほん
之を救助し︑叉病気の潟に資産を失へる者には︑資本

号ら政︒法に

つひこいしがはへんくわ律

聡入れなく︑イヤ別にむづかしいことばない︑唯だ汝

を輿へて生計を立てしめました．されば麻田近郷二三

つ１こ

の心の侭に何なりとも勤めよとて︑寛に小石川遥の官

里の間の貧者は︑義驚の恩を被らぬ者はなかったので

潅いかぁ

ぷし

第に抱へられて武士となったといふことであ膿ソます︒

ありま す ︒
どこらじつ汐や全しゆあさ鱈言うい言ふうじやきみぎさいめ

ぎさいさっそくしこうはいしんところ

所が一日領主麻田侯が柳か風邪の気味ありて義驚を召
されましたから︑義藩は早速伺候して拝診しました所
をいふくいか愚ぐる
其の衣服が如何にも見苦しかったので︑癖は逓伊の

さむらひよさつそく菅さいｆふくとめい
宅ときぎさいこれいゃちや＆し尿たいしゆつ

士を呼び︑早速義驚に衣服を取らせよと命ぜられま
かしんお皇いふくぎきいたま
しだ︒そこで家臣は新なる衣服を義驚に賜ふたのでゐ

と昔こじきたいびやらか室

したが︑いそノーと識誌に韮瀧る迩権︑燦れなるひ一とル

ります︑其の時義譜は之を戴き着し︑従ひて退出しま
らうこじきであ

い

か画﹄とろにんしたさむちひひとりこじ計Ｊ亭ｂ

み

の老乞食に出逢ひました︑その時乞食は大病に躍れ︐
くるを
賛さいふびん
と見え通うめき苦しんで居りましたから︑義譜は不便
おもさっとくくわいちゅうくずリとりだこれあたかけ
に思ひ︑早速懐中より蕊を取出して之に典へ︑且つ今
ふかんきば漆悼
泳ん萱や氷い︲
日は寒気甚だしいかち︑汝の破れ衣にては︑さぞ堪へ
がた
己れきざつとくはいりやらうは壱
難きことであらう︑之を着よとて︑早速拝領の上着を
ぬこじきあだ一歩や弱にちまたみ談たいり
脱いて乞食に典へ︑明側叉見舞ふくし大事にせよと言
すわ齢やかく
ぎぎいよくてう弘こく
ひ棄て我家へ緑りました︑かくて義蒋は翌朝巳の刻
ごてんみ窒
茜のふ砿もとほ
癖唾ばかりに︑御殿
を見雛ばんとて︑昨
日の道を通

り蒐っだ所が︑二三人の下侍が一人の乞食を捉へて
いたちやらちや．４ゐみ
いかしきい

一？ちころ

苦うちおどろ

ゐぎぎいこれ

さくじつよあた・いふく

るから︑打殺さんとして居るのでありますと︑義藩之

きくじつあまさむ

したきめんだう

を聞いて打驚きイヤそれは昨日予が典へし．衣服であ

おもうはきあたぐらうしつさくこ

って︑昨日は除り寒かつたから︑下着をぬぐのが面倒

で詠思はずも上着を輿へたが恩老の失策であった︑乞

じきつみちやらちやくやさっそくこじきむか

潅ん昔いふくかうくわん

ゃ巳さいろじゃ全芝

食に罪はない︑打郷を止められよとて︑早速乞食に向

ひ︑汝と衣服を交換すべしとて︑義驚は路上にて其の

吹廼あか脇だかおのいふくぬこれこじきを八生

備赤裸とばり︑己が衣服を晩ぎて之を乞食に着せ︑今
こじき蓄を
じふくをま わがみまとおび
まで乞食の看て居った時服を其の侭に我身に綴ひ︑帯
むすばおりうちきをま 一﹂てんまかで

を結び︑羽織を打着て其の侭に御殿へ龍り出ました．
こやうすみしたざ誹唱言びどもたばうぜん

そこで此の様子を見たろ下侍共は︑唯だ荘然として
ざさいな舎墨うちながを

いか

聯じゃきせんばんじしんあつしかた

義驚の篤す所を打眺めて居ったといふことであります

が噸如何にも無邪気千葛にして悪心の篤き仕方といふ

べきであります︒

でつかものうおも︐こぎふし砿Ｊ１しか掴渉

菅さいかく管とたんぱくくわよく・や函じんつひ
義驚は此の如き淡泊寡慾の老人であったから︑終に

りやらしゆをしこれゆ．る

出て仕へることを噸く思ひ︑時に鯛れて屡々賜暇を願

ｈ−．︵括乃

建か虐溺のが怠るとち

ひましだ︑けれども領主は惜みて之を許されなかった
菅さいしたくゆくゑくち
あさだ
から．義驚ば死に托して行衛を晦まし︑麻田より二三

ぎさい芝もとが

里隔・りたる岡といへる所へ遁れました所が其の地に
ぎさい著大しや
も義驚の婦恢者やかめって︑竪琴錘を鱈りて鐸癖を催は

せましたから︑義驚は其の地に留まること擁蓉︑蜂の

』

太く顎郷をして居るの一を見ましたから︑如何なる仔細
農弱したさ荘らひ
ここじき

ふらちものだい迄んごじふくゐすちやくよう為

一

不腿者にて耐大膿にも御時服などを盗みて一春用して居

一

ぞと尋ねましだ．所が下侍のいふやう︑此の乞食域

稜徳礎話

三

積徳夜話
蔵露嘩の瀧を織し︑蕊睡羅挙に耗擁を懲りて琴を撰ふ

ぜんくわい

三四

元おまころすが７ド︑１つ矛なすうふくもち
動ｊ︑忽ち心清朗となり︑績いて尚ほ数十服を用ひた
所︑二十即鈴にして全快したのでゐりましだ︒

まへ﹃﹂と造んくわいリや分しゆ

しばＪ１せよらつけいた

こと︑前の如くでありました研けれども今同は領主よ

垂︿の嵯︿狸衛蹄は蕊に琴び︑蕊酢鐸一砿を礎鍔に掃た

きいしやら

いた

そむらのうゑもん；ものそ．

造ころことききんそんおくしんでん

ゆはずぜんじをろひ人こんしよしよふ

ゐ

り俸職を受けて居ないから屡々施興をしては活計の立

せ︑謝漉として義蒋方へ送りました︑義驚之を見て大

ほうろくう

ち行く筈なく︑漸次に其の身も貧困となり︑諸所に負

に叱っていふやう︑六右衛門が一命は圃金一つにて頁

どこる

瀧んぢやきひなほ

雪ぎ

やすゞ

ぎさいげんか

けんおよかこりやらふきい

告げました所︑義驚大に喜んで白く︑汝の命は今同
た助をす
飛粗んよぶ唾か改
かつだのみならず慰問ほこ十年除も毒を増すであら

堂弓ざさい諦ぽい銅ろこいば江ん君甲のちこんくわい

を始め七八軒に及び︑彼れ此れ五六十雨の負債があり
ゑめん尭・ぎさいいへいたこェし
ました︑そこで六右衛門再び義驚の家に到り︑此の由

はじ

こで六右衛門承知し︑之を仕挑ふ可き所︑米屋︑薬店

ゑもんしよらちこれしばらぺところこめややくてん

此等の負債を残らず汝の方より沸うて貰ひたいと︑そ

これらふさいのこ港ん者はうはちもら

の報ひをしてよるしう御座いませうかと︑義驚言下に
わ瀞やいき動ふさいこめややくてん
いふやう︑さらば我家に聯かの負債あれば米屋︑薬店に

むく

しと︑全く先生の賜ものであります︑如何にして︑此

吾ろたせんせいたまいかこ

て詮方壷きて自ら義驚に見へ︑此度小僕の命を助かり

せん力たつ言かぎさいまみこのたびやつが加腸毒たす

其の時六右衛門尤もと思ひ︑如何にしてよからんかと

毛ときゑもんもつどおもいか

き︑這々の鰐にて主人方へ締り︑其の由を通じました

はうｙＩ１ていしゆじんかたかへそよしつう

編って之を主人に告げよといったから︑下僕は大に驚

かへこれしゆじんつしもぺおぽい幸どろ

命があるならば︑自分等もそれを買ひ置きたい︑疾く

いのち

へるものか︑さりとは安い命である︑そのやうな安い

りぷんらかおはや

．やすいのち

しかゑもんめいゑんきんひとか

しやれいざきいかたおくぎさいこれみ刃ぽい

債を生ずるに至りました・所が此の時近村に奥新田と

たいくわんか蕗いやくじやうしきてつくかう

いふ虚があって︑其の村の農六右衛門といふ者︑其の
藍や全はぎき
を
巷ク
錘瀧に瀞み︐一郷に巾を利かして居りましたが︑折し
も大患に躍り︑嘗薬餌養頻りに手を議したけれども裁
う何
い時つ
さの
い名な
と人つをか
職なきにこ
困じ
し・
かぎ
義驚
をき
聞ひ
き︑
這はして
つ

しかぐらう

識零を毎ひました．そこで毒隷は巽恋に鯉いて識需し
こや葦ひじつなんびやらすでめい
告げていふやう︑此の病は賞に難病であって︑既に名
いはい︒こ︽ぬ
きいは少るししやら遊んぴやら
醤四五輩の僻っだなど聞く︑所謂十死に一生なき難病
といふべきである︑然し愚老にしてよく汝の病を治し

なん匂なん毛ときゑもんくる

い者したもほんぷくときあつだいおん

たならば︑汝は何とするぞと︑其の時六右衛門は苦し
き息の下より︑若し本腹しました時には︑厚く大恩に

むくこたぎさいこれうち昔

ゑ︑ｕんさったくをく十口てとときしう

報ひます為と答へました︒義驚は之を打蕊き︑さらば
ちれう
治療すべしとて︑やがて二鵬の鱈を鐸へて蹴りました

いのちかしの

そこで六右衛門は早速其の薬を手に取りました時︑臭
曽嘩丞睦たがた
素甚だ堪へ難い︑けれども命には代へら卿じとて︑忍

ふくやく竺湯ふしぎこくし主く刀や食︿ん

ぴて服薬しました所︑不思議にも︑やがて黒色の雨便

都をゆゑわふきいこと侭〜われらずうこ

ことＪｆ１これつぴ芯よと〃︑

なんみう些匡ら

う︑其の故は我が負債といふは︑悉く我等が数十戸
芯は志んぢ
の舞嘩に錘した蒋識掛蕊拳の俸銭ゆゑである︑即子ち
汝
は悉く之を償ふた除徳として何ぞ身に受くる所なか

牡こみ

きうしわ．もと

らんやと︑蚕縁雌夢ふき︑鐸に塗ん具あ家に雛
つたといふことであります︒

毛ござさいな必たか

其の後義驚の名の世に高まった所より︑奮主の許より

ふたりぷしきたとふ大鼻めゞかへた念ましつ
ぎさいうさとおもししやしっ
こ齢き

おいづこにさ

二人の武士求り訪ひ︑再び召し返きせ給ふ由を告げま

ま

ところ

ところぎさいき力い

ぞちとど琴

しだ︑之を聞きし義驚は一愛き事に思ひ︑使者を一室に
待たせ置き︑何庭ともなく逃げ去ったのであります︒
ざむらひふたりゆふがた．苦さい敦
所がかくとも知らぬ・武士二人は︑夕方まで義蔚を待
かへこ当易せんかたやしをひぎかへ
ったけれども︑蹄って来ぬ所より詮方なく屋敷へ引返
そときぎんりんひとＪｒ１打ぽいおどるここ力しこたづ
しました︒其の時近隣の人々大に驚き︑此虚彼庭と尋
談はやわや
とれやまむら
芦云一ぽうけ
ぎ
ね廻り︑漸くにして刀禰山村といへる所の某家に︑義
さいひ と を
み罰だふぞかへもつ．
爾の潜み居るを見付け出し︑再び蹄らんことを以てし

のがそい︿わもの

ました所︑義驚は聞入れず︑それより其の地に留りま
とんみんせ入かたかさいだうぐしよぶん︒︑
したから︑村民詮方なく︑さらば家財道具を慮分すべ
こ恥菅さいばかと量ぎさいいはすでし︿す
しとて︑之を義蒋に諮った所︑義驚日く湿既に家を秦
てシ逃れたからは︑其の家は我が所有ではない︑どう
とりはかく
きんりんひとｋ弧〜せんかた

くずり

蕊などを露雛ひて鐸鎧読獄を袴︑巷を琴癖に雛しまし

うちもつどまづのうふでんぢうかひて

た歴︑誇癖姪印く︑群が鶏てし案の鐸など慨ぞ識荏で
きんりんひと＃１おぽ串
さらをざけしき
あらうぞと職更に牧むる気色もない︑近隣の人々大に
こまい
困
り入りさらばとて撫雛りて鐸くの雄と睡誇し︑彫繊

の内に最も貧しき農夫あって田地を貢るにも買人なく
な
んぎおもだをでんぢかと

をかねかひうはんさくわけいやく

︲難儀せるを想ひ出し︑さらば︑其の田地を買ひ取るべ

しとて︑其の金にて頁請け︑竿作分けといふ契約にて

かれでんぢひとつく七こつつぎとしほぅさく

さいもと〃くと害つ菅きいかうこれじゆりや壷

彼の田地を人に作らせました．所が次の年は豊作でゐ
ばんさくこめか虹かこれと軸やま抄らぎ
っだから耐竿作の米を金に換へ︑之を刀禰山村なる義

をんみんやもちかへしゆ＃〜しやらざけつくわさけぶ坪おほか

驚の許に這った所︑義驚は一向之を受領しない︑そこ

にちをどさわ

士ころよくねんまたほうきく︑ばん

で村民止むなく持締り極々商議の結果︑酒肴を多く買
ひ錘め︑繊祁の巻蓋賎舞擁鎧ふて輝のみ聯フたふてこ
さくかねのこ

むらひと︐トー尭勇苦

三日踊り騒ぎました︒所が翌年も亦豊作であって︑竿

智さいちうじつかみ画とひと

いまこさくとくこが担

作の金が残ったから︑村の人々再び議していふやう︑

ばんしやつむらほとりせうしやこんりふ

義驚老は賞に肺の如き人である︑今此の作徳の黄金に
こ穆乙ぎうりふぎさいかみまっ
て一個の壮を造立し︑義驚を稗に祁るがよいとて︑そ

ぎさい寺かや負一じんがう歌つり

堂弓つぐとしまたほうれん

れより番匠にあつらへて村の一過に一の小斌を建立し

埴ん７１１ぎさいきつりやうこと

義蔚明祁と競して祭ましだ︒所が次年も亦豊年でゐつ
つひくぉんれい
ぎさいきつり
はじ芦弓
だから︑義驚祭といふを始めた所それが柊に慣例とな

って年々義驚祭をする様になったとの事であります．

五

なりとも取計らひ呉れよと︑そこで近隣の人々詮方な
かをくかぎいざつぐとうのこ
ひとう象ためづ
く家屋︑家財難具等を残りなく人に責り︑叉珍らしき

積悪疫活

三

立太子式の常日

立太子式
壱田肺口

︒Ｇ

一二一︿

誕誇舞癖鐸窪錬棚橋絢子

一一︑︑

がくかう

いぜたい・︽うにじじんむてんわう

とのすぢたつ

たうじつとくほうがしき︶﹂ん軽いがかうわ笹よ畦

なに巻いんこと

こくたいあがたこんくわいりう︽た恥︑しし釜﹄みみ一う輔言い︶﹂ん

し

ことを知らしめ︑何か記念の事をもするのであります

とく

として︑真に天日嗣の御威御徳を願し給ふことシもな

しんあまつひつぎおんゐおんとくお乞腫たま

はせられ︑之と前後して︑伊勢大廟を始め︑祁武天皇
めいぢてん噌フみた匙ごぼうこくことこよとうや翌フ
明治天皇の御蟻へ御奉告の事あり︑此れに依って東宮
でんかせいぼゆ嘘んざいの．ち可︶をくゐれいぜんてい
殿下には︑聖毒寓歳の後にあるべき︑御印位濃の前提

これぜんご

鴬日煎宮中賢所御前に於て︑いと厳かなる御式典を行

たうじつきうちゅうかしこど底毛おんまへおい銅ご毛ご︑し牙そん詔ご猛

︐ります︒き奴ぱ畢校などでも︑其筋の達しもありまし
おくがしゅんぷう一錠ざ

とっくに＃１なみあらせいみんとたんく谷ひとわ
外圃々の波は荒く︑生民塗炭に苦むとも︑綴り我が
くにてんかかぜや辱毎か砿ふと︽︑参一に痕とり﹂弟．︶まんしうの
園は︑天下風和ぎて︑樺太の山聡難の林︑満洲の野
せいたうなんやうしんせんひやらち一いた生で壱そじつきいる盈晶号ろ
青島南洋の新占領地に至る迄︑旭日旗の色鮮かに︑心
脅みよｉ戸謹はｂつたいしおんし昔琴２
から君が代を戒ぎ聴立太子の御式を喜ばぬものはあり
こいみおいｂつたいしさし考てんいつと
ますまい︒此の意味に於て︑立太子の御式典は︑最も
おをおほきは朱易ご
畏れ多く︑極めて喜ばしいことであります．どうぞ

て︑常日は特に奉賀の式典︑拝に講話を催して︑特に
おも

いと思ひます︒

なかしをんあいごをぜんずう催いぴふうヨすり１１抄一んやう

わたくしどもごじつせいじつ

§私共は︑此の一日を聖日として送り︑一家春風の脹

閥磯の有り難く︑今同の立太子式の未曾有の嫌典たる

一︑

建
窒
二
塁
るが中に子孫愛護︑澗先崇拝の美風を︑益々宣揚した

の

ぼんじあＬもとちういじつかうびんく

つ

認

したがこく顔んぜぎにんシ︼う獄もふじ人だんふんぱつつうへいばくろ
従って国民の責任︑一層重く︑婦人として一段の奮褒通弊を暴露したるものてあります︲
た了がくもん６ｍごと小ろけ人もん
をなすべく︑雷に畢問をしたり︑物事を蹟く見聞する

のみでなく︑寓事脚下に注意して︑賞行に敏活になり

の家︑
庭のし
聖典た
る﹃
小肇
﹄に
も詳
説し
てあ
る通
り︑
一軍一ザよし老惹沌かじみ彼た
た
と
い
か
ヤ
う
が
く

ｊＪかていせいてんせう解くしやらせつＬ一ほ

い通
恥弊
．を
こ除
つくう
たいものであります︒然らば︑如何にしＬ
てか
此の
べ︽
きい
かの
とぞ
云い
ふにγ

ぼか

かにおろそかしうと孝一勺とつかがくもんばなば茜のちいくどくしよひと

は幼いときから︑家事を見習ひ︑例ひ如何様に畢
げ入こんふじんかい顕＊たがくもん便鋤邑らや女
画子か
うい造があさゆふいくかじにん
現今の婦人界を見渡すに︑皐間と震地塁郡︑鋤も一・航校のことが忙しくとも︑朝夕幾らかの家事に任ずるこ
ば恥隔離して居るやうであう尋︽す︑御承知の如く︑単とを忘れないやうにしたいものです︒若之を忘れて︑
もんじつも汁人・萱うけつくわ
じつち矛あがくもんくわつようがくもんばか﹂徳つちゅうゐ一いもせいなん
間は質地の研究の結果でめって︑貸地は其畢間の活用事間計りに熱中して居ると︑習ひ性となって︑何とな
これち
かんじんかじおくく・︲手こ曹苫みも
に外ならぬのでありますから︑之に一致すべきでありく︑肝腎の家事を臆劫がり︑是れに興味を持たぬこと
こ︑いいつ碗・フヘい
ふじんがくもん我たかじばか︐捜したとひＬ﹄つ改
景すが︑古来の通弊として︑婦人にして単間などするとなります︒叉家事に計り親んで︑例へば人の妻とな

冷︺

ごｒせいてきじつここてんｂつたい︐﹄ぎょし雪﹄き恒んお催い

と︑家事をて輝くに札いＩ邸軸良人にも壮へず︑単問を鼻り︑母となって後も︑幾らかの請書をしたり︑人の
にかけて︐貞淑の美徳を失ったり︑資地に迂澗になり講話などを聞いたり︑資地を畢間として州究したり︑
こ虹媒ん︒ひとたびしゆふかじざつむしたしかていじむしんぽばってんき
ます︒之に反し︑一度主婦となって︑家事の雑務に親︽しなかったら︑どうして家庭の事務の進歩護展とが期
紙くもんとくしＪ
敦つだでき．︲
よ左かわづねん泥か漏・あんど〆
むときは︑畢闇苫か護書とかすることは︑全く出来藤せられませう 世の中は僅かに四五十年の間に︑行燈
これもつ．火がロあ．ひたす垂相よ．つきう
でんとうじだいへんくわゐひとかじ
ぃことにして居ります︑之を以て互に相助け︑共同しより電燈の時代に愛化し居るのに︑燭り家事のみは︑
ばつたつ
がくもんじつもかへつかくぜつだがひ毛ごかぎうあもうだいどころしごといふく社いりす孜ゐ
て護達すべき畢悶と責地とが︑却て隔絶して︑互に其呉下の奮阿業にして︑墓所の仕事︑衣服の整理︑住居
ようみたできかぢγ字がくかうことなにふうけんじだい散爵しんぽかいｐや．っ
の用を浦すことが出来ないのであります．彼の女畢校の事︑何かにつけ愈封建時代の樵で︑進歩し改良しな
でふじんや壷
いまじつ一⑪やくかてい小上﹄
出の婦人の動もすれば︑今に賞者なる家庭に厭はれ耐いやうでは︑どうして蹴錘の鐸鱈︑桑溌の躍妃が癖は

無事なる婦人の今後の時勢に適しないのは︑賞に此のれませう︒此の黙は︑立太子の御式を記念して︑大に

︒醤津くふじんこ〃

立太子式の営日

七

立太子式の記念三八
かいりや全

おもしそんけんぜんばってん計
改良したいし︲恩ひます︒いて子孫の健全なる護展を期することに︑蓋丞を準ぎ
わくにしなおいこらいい
たいく
もので
ゐ︲に
ります
︒我
が画へ
や支那
に於ん
ては︑
古来衣
蕊ふくぎし雪ひとげんぶ
：
ん
宝
け
︐

の儀式がゐ︐リ︑人にし元服した後は︑一人前の権利
な
ほりつたいしいじぜん毛せんすうは服い
しぎむそなこんにも黙し
尚立太子と云ふことに就いては︑自然︑旭先崇拝と子と義務とを備へたものでゐりましだ︒今日昔ながらの

とんあいごいひつえうりけんかしこげんぶくし軒﹂おこか猛らきばう

孫愛護と云ふ二つが︑必要事件であります︒畏くも︑元服の式を興すことは︑必ずしも希望することではな
も
らしつおなにさ・とごｚ︶せんだいぺうはじ︸Ｌいれいきう
皇室に於かせられては︑何事も御租先たる大廟を始め．いやみ﹂すが︑鯉鐘の峰雛にすら︑一定の鰐を要すべ

くわらをうみさ込蓉ごしんこくあをし争うらいひとこどもおとなあた

ばん芋﹄れと濫に香とをせんせうがく・１はしる

たまわたしどもこぐみんかてい？︾推喧よるい

あ生つひつぎ︾

皇宗の御陵に御親告遊ばさるのでありまして︑将来のきものでありますから慰人の子供より大人になるに鴬
とうぐうでんかｂつたいしおんしきこことげんぷくれい要一荘こし醤こんにちふくくぢ
天日嗣にまします︑東宮殿下立太子の御式に︑此の事って︑元般の礎を行ふやう︽姓古式は︑今日に復活して
をなさせ給ふものでありますから︑荘共圃民の家庭にも甚だ宜しいことでありますかう云ふことに就いて

山上

つ

をせんらや歌

こつぎ

に告ぐるこ︲と︑耐先を敬ふことを先きとし︑此れに綾

いまたれつこぐおほぐわいくわんないいうせ金

ありさま

ひ︑．﹄．わくに

かいなみ殆さ

まりて︑四方の殖民地融普く皇淫に懐き︑英露悌其の

ぱうし﹄てみんち一塁ねくわうたくなづえいろふつそ

寧日もなき有様なるに︑濁り我が国のみは︑四海波静

堀いじつ

承ります︒今や他の列幽は多く外患内憂に迫られ︑

うけた宝睦

宗の御奉告祭を始め︑諸の御祇事を行はせ給ふ︑由

をうごぼう一﹂くさいばじもるＪ︑おんい唯ひきと誓廷たまよし

塗癖錨騨蓉癖蒋臼井政子

癖ては︑範を之に取りまして︑何事をするにも︑祇先は﹃小畢﹂に詳しく記されてあります︒︵丁生布演記︶

⁝！！

立太子式の記念

かし一．一︑こう存︑うでんかくわったいしたたまおんしきひわつ

畏くも東宮殿下皇太子に立たせ給ふ御式は︑十一月
かきうちゅうか﹄雪ころおんまへあつぎくわ全をくわ会
三日宮中賢所御前にて塞げさせられ︑綾いて皇姐皇

た摩や雪﹂く宝たわたのなか↓﹂せいてんあ

たまわたくしども抄一雪ほ

かへもったいぞん

わたくし苫もがくかう

おほがくかう

くわいぐわさうたうひとか

・とくもつとけう

これとこ

た

をところたいなんこうふ

の畿家を選んで︑機の色合から何かに︑念入りに描か
和もこれｂつたいしし蓋巷堀んぐわまいげつ
せたいと思ひます．之を立太子式記念書として︑毎月

ぐわかえらばたいるあひなに鞄んいか

見生徒に良威化を及ぼさせしむくきものでありますか
ざうたう
たぎいまいそを
ぼんねんニレ塁
ら︑本年椿ふくきのは︑只今急いで居りますが︑相営

けんせいとりや今かんくわ鞠よ

松下輝尼の障子を繕ったりして居る所とか︑大楠公夫
しんせう涼んこうい詮レと二ろい
人が小楠公を誠めてゐる所とか云ふやうなもので︑一

まつしたぜんにしやうじつくろ

散訓的総蓋とは︑讃者は撫術識的にも分別せらる動こ
たと辻うぽばたた︲ところ
とでありませうが︑例へぱ孟母の機を断った所とか︑

けうぐんてき鳥いぐわどくしやさぞ︶やつしきて茜ふんぺつ

徒をして︑此の繕にあやからせるのでゐります︒其の

と

間に掛け︑毎年新しいのに更へて︑常に之を見る各生

今︽かまいねん動らたかつ垣ご恥みかくせい
こゑ

訓となるべき繕書を︑相常の人に描かして︑之を床の

くん

とシ信じますが︑私共の畢佼としては︑特に最も教

しん

せたり︑致します診︑そんなことは多くの畢校でするこ

いた

作文なり︑習字なり︑裁縫なり︑いろ；Ｉ︑のものを展
魔らんさせたり︑蕊鍛徳の噌蝿に侮り睦蝿課などを他細ま

てん

めいしかうわこよき主らかくきふづぐわ
くく︑名士の講話を乞ひ︒除興として各級の圃書なり
さくぷんしふじざいぼう

後︑立太子式に因んで︑圃恩の有り難きを威徹せしむ

のち．ｐつたいしし巻ちなこくおんあ誠たかんてつ

で︑私共の畢校では︑営日︑敬度なる式をまげたる

わたくしどもがくかうたうじつけいけんしきあ

三

他の掻画も亦︑我れを頼めるが中に︑此の盛典を塞げ

を談んこうせいいへうくわらたいしでんか

きせ絵ふのであ︐りますがら︑私共どうして芽で呪が
ずに層れませう︑瀧腔の誠意を表して︑皇太子殿下の
ばんざいせいじゆむぎうこくうんりうしやらいの

寓歳と︑聖毒の無窮と風連の隆昌を斬るべきでありま
せ会う︒
１１

唖契︸かかく﹃﹄とたいしゅくじつ．たうじつ
十一月三日は︑斯の如き大祝日でありますから︑富日
こくみんおのほうし？ぜきしんとろもんぷしやこ
は︑圃民己かじし︑奉祝の赤心を畦露すべく︑文部省
おい抽心つちゆらしゆんとくくんれいばつたうじつさうたう

とりだまをあほど

に於ては︑十月中旬︑特に訓令を凌して︑常日相営の
ほうしゆく怒ちび苦胞んよきを
奉覗拝に記念をすべく︑藻期して居るのでありますが
わたくしどもとう巷やらかせいぢよ輝くかうおもとぴＤよく
私共の東京家政女畢校に於きましては︑固より微力
のことですから︑取立て動て申し上ぐる程のこともご
じつこのほどまでこきくわいもつくんおん

あ解たきもめいたせいとかくじじゆばんしろえｂ

ざりません︒責は此程迄は︑此の機曾を以て︑君恩の

有り難きを︑肝に銘ぜん篤め︑生徒各自の儒祥の白襟
ぎみようたかいおもを

よかんがみじゆ嘘んえりかむしん

に︑﹃君が代﹄の歌を書き抜くことにしてはと思って居

りましたが︑能く考へて見飢ば︑儒祥の襟は︑斯る真
め
んもく哲にふしゆさうレぶく
てき

面目のものを記入すべきところでなく︑主として装飾

ちゆらし

的のものであるから通却って勿謄ないことと︑存じま

九

して中止しまし吃・
立太子式の記念

三

悪

立
太子式の記念四○
かかまいれんやわつ謁元らかかへこんにらほ．と鐸ご港を

三日に掛け函か毎年野ｃ一つ月に︽↑諦孔か池に掛け換やぅとしたものでありますが︑今鯛詫は︑鎚賊ど行はれて居

思ひます︒而して営日は︑寄宿舎全般に︑お訴轍喧潅りません︒併し食初めとか誕生とか袴着とか覇雛曾と
させる考糞﹂ありますが︑其の他のことは︑只今思案か＄五月職の存して居ることは瞳しいことです娠今日

ちゅう

・企吟っかこどもお尋とないた虹んれいだん
中であります／◎は以前とは違って︑子い
供ぜよ
り大人に至る年齢には︑男

ちよたいていがくを●〆デー︼つげ．ご﹄た砿ふ砿く１﹀シ●﹂︾てたしぜんい暁︺

四恋かしばんげんぷ１膳ひし

がくかうかていおい︒おもし力ご
覗き

つ李心

弓〆等シ

めいノー１まるか

じんせいたいｍい

○一善韮得れば則一聯挙々服脅して之悲失はず︒

○徳の求めに死する人は死せず︒

■ｆ１︐ｌＪｌＪｆ・・Ｊ１︲．Ｏ１０１Ｅ１Ｊ０１Ｉ町Ｆ６ｆ１Ｊ１・Ｊ１■ｆ︑．ｒ１

女とも大抵︑畢校の卒業叉は入畢式其の他の自然の戒
もめって︑昔のやうに︑一般に元服祇をすることを韻
核とし
なな
らら
ばば
節︑
家家
庭庭
にに
於於
てて
ももひることば︑むづかしいこととも思ひますが︑併し古
肇校
して
て︑
︑こ
この
のや
やう
うで
であ
あっ
ったた
ひと
ぼういばひい尋燈さうたう菩ねん
よる
︑らいざしき港だけほぞん
れにんげんばってんかない
営に記念などするがが
宜宜
しし永の儀式は︑成る丈︑保存して︑之こ
等しく聡
※奉
奉覗
覗の
の意
意を
を表
表し
し︑
︑相相
営
に
記
念
な
ど
す
る
を人間護展︑家内
わた
たく
かか
てて
いい
妙﹄
ごん
吟ご
や吟
ほか
んんねんわがふどう話
わ
くＬ
Ｌど
どもも
妙苦
﹄ば
苦んば
やぼ
ほん
かねぼ
おも
いのですが︑私共の家庭は︑赤飯熔へる外に
肝︑
罵本年 和合の一動機としたいと思ひます︒子月一千一日演尋
毛と二こ
いまかみひ９ろか
五つになる男の子をして︑今より紙に日の丸を描かせ
たうじつこくぎ二馬
毛しやしんとい
側ＩＩＩＩｉ
営日圃旗を擁へさして︑其奴を篤冥に取ると云ふこと
こども鋲ろこまいにちこかを
にして居ります子供も喜んで毎日之れを書いて居り
ばか巷つたんひめ︑当
かくりあ
○人をもってその言起腰せず︒

こども

ます︒袴を着け誕生にする積りでしたが︑三日に繰上

げたのである子供さんのある家では︑各自の九を書か
これはた
あいこく
かん
せて︑之れを旗にするなどのことは︑簡にして︑愛圃

こどもおとなときぎし智

心を養成せしむる一方と存じます︒

しんやうせいぱうぞん
五

むかしくわんこんさうきいい

﹄けつこんさうをう宮いしざしきなら

昔は冠婚葬祭と云って謎小児より大人になる時の儀式
は︑結婚︑葬送︑祭祇の儀式と並んで︑八世の大礎と

蕊姑に注意すべき撮生

東京至誠病院長

令脚ロ呉

吉岡捕

とき︑作１０ましうとめ

雷とこみ

子

垂や．つき﹃う

いろＩ１げんいん

はうめん談をのみ

しらとしう蔭とめ

△老人の言には理がある

おもたとざん左が紅ほかゐちうじんい

しごと︑

ながよか・象みちうじんい

い

彊牡であるから生き残って居るのである故に︑自分のて細い罪を郡すこ型がぁ４蓉瀦︒艇︑勇輔其の他の老人
わ
かじだいごりとしぢよよめ・ぜわげゆ
若い時代の如く︑子女や嫁などを責める課に行かぬ︑に謝する第一の務めは︑老人の老へに逆らはぬと云ふ
わた〃︐：たちわかとき力わたくしとしと己︑ぬし︐とこん詮よわたせうぐ陽一
私達の若い時は斯うであった︑私は年を取って是ことです︒年を取ると聯級気が弱くなって︑多少患痴
わかぐせよ呉ひんすない冬い︑こぽ師がａ雪なが
れだのに︑若い癖に用心過ぎる杯と云ってはならぬとを濡し︑我綴に流るシと云ふことがあります︒左なく
思ひます︒例へばお産をしても︑さう永く痕て許り居とも老人の言ふことは︑雛漉蜘勘に畔えることがあり

いのこゐ

勇姑は呑気な時代に成催し︑且つ自然淘汰の結果︑衛生の知識のない潟に︑老人も若い者と同じいと考へ
ゆゑじぷんつみをかＬうこをたらうじん

しうとしうとめのんきじだいせいちゃうかしぜんたうたけつくわ哀いせいち．しきためしうにメわかものおなかんが

あります︒其れは衛生上誰於江い叙方恥縦解不緬届き併し嫁とか若い者の方面より云へば︑翼姑がどうめら
があるからであります︒之を勇姑の方面より申せばうと︑此方で赤心を誌して仕ふべきは常然です︒所が

姿︶ゑい酔隈一いじゃ分おいさうはうごかいふゆ秀と才︐︶かよめわかものはうめんいしぅＬ﹄

は職業柄醤術よりの方面より︑申し述べて見たいので

睦よくげふからいじゆつ

Ｄ如く行かないのは︑色々の原因がゐりませうが︑私

ごとゆ︲

嫁よめとして勇姑の大切なることは︑今更申す迄もありったりすゐ鰯もありますから︑一
嫁ど
をう
排さく
よ概
じに
せい
つる
わこ
かと
でき
こちい・
斗わしやら
ぞや毎
ませんが噂其
の動もすれば不和を生ずるのは︑古来のは出来ません︑勇姑さんも︑能く時勢を洞察し︑若い
こんじことレラとしうｊめよめ海かじつおやこものどうじやら低
恨事であります︒殊に勇姑と嫁との中の︑責の親密者に同情して欲しいのです︒

しうとしうとめたい世ついまさらまるまてためがいよめ・しりぞ

嫁さんから云へぱ︑天質の鵠質なり︑複雑に祁経を使

△輪嬢の不仲と罵姑諺やぅな言叱は︑時詐誕のた鈴つきんか泌難く獅詫す群

こごと

酢

よ

い

てはいけぬ︑さっさと仕事をするが好からうとか︑云ます︒さり乍ら能く考へて見ると︑老人の言ふことは
勇姑に注意すべき擬生

四

星姑に注意すべき蕗生︲

た紅んじつけんわｂだ

多年の賞験より割出してあって︑塞ぐの癖鍔に郷て︑

わかものまんりくつ等︽さをまたらうじん
若い者の千寓の理窟よ︲り優って居ります︒叉老人には
なが垣んしふふんい生きら一宮元わけゆわか
にんたいちうじんどうじやらつか

永年の習慣があって今更改める毒に行かぬから︑若い
ものこ奴圭舗ら
率のれひきと．またまちが
者は之に逆はず︑己が非を壁り︑叉は間違ったことは

忍耐し︑老人に同情して仕へたいものであります︒

△細かい注意が入る
・らうじんこともせいはんたいしんちん定いしゃくわん今鴎んげん

じんたい

こまてん敦でちういばら

ごとざらたいせつ

老人は︑子供と正反掛に︑新陳代謝が緩慢となり︑元
曽︾銅とろ
すこうんどうすつか巷ｂぽねをｂ
気が衰へて︑少し運動しても直ぐ疲れる︑無理な骨折
すからだ誉いんしよくぶつすこす
でもすると︑直ぐ身鵠に利く︑飲食物も少し過ぎると
ゐちやら承い
こ寺ふ醤しゅんごおん昔
これしゅん
胃腸を害する︑呼吸器でも循環器でも︑之に準ずると
いありさ匙おのづかしんたいかくぷはく︾やくらう
云ふ有様で 自ら身鵠の各部が薄弱であるから︑老

ぜう

人に濁しては︑細かい黙に迄注意を沸って︑殊更大切
つか

に仕へたいものです︒

もつとしょくもつもういばらな

△飲食物に識す愚注慧
らうげんたい

老人に封しては︑最も食物に注意を擁ひ︑成るべく消
く
わやす・えらたｔ﹂わかもの
化し易いものを樺ばればなりません︒例へば若い者に

軟か過ぎる位のものが︑丁度好いし︑若い者の好む脂

や味らすぐらぬちやらどいわかものこの↑し

ぱうぷんちうじんざ９そたかたものこ嫁ものさ

せうくわよものえち

肪分は老人は喜ばない︑其の他硬い物や硬い者を避け
あつさ

て︑淡泊りしだ︑消化の好い物を選びたいものです︒

またさけなたけひか

四二

叉晒は成る丈控へさせたい︑︑薬篭鐸の
に確ります︒

△便通に謝する注意

なら嵯慶葬れ

らうじんゐちやらちからよわ・かいじゃう︒◇︿んつう

炉らゐ

くわんちゃ全ほどこ

げざいもち

老人は胃腸の力が弱いから︑三四日以上も︑便通のな
わかもの．や︿んつうしんち．ん
ぃことがあります︒若い者より便通のないのは︑新陳
定いしゃすぐ荘しようこたうぜんか
代謝の少い誇篠で種営然のことでありますから︑三日
いしゃら
位までは︑礎て蓋毒へありませんが︑其毛れ
以上になる

いくけんぜん

と︑潅腸を施すとか︑下割を用ゐねばなりません︒

△歯牙に謝する注意

ごしよ⑤ちとほたいていらうじんはわる

は

をぱもの

陣潅ば

けつ毛ん︲

ほ坐んけれん

御承知の通り︑大抵︑老人の歯は悪いが︑幾ら健全の
たせうけつとん
毛たうにん
歯のやうでも︑多少の峡損はある︑其れを営人でも︑

側の者でも︑甚だしい峡損はないと︑殆ど懸念しない

ひと・ちゃうゐそたはくしやくらうじんすこがい

およやすいればつめものていれせう

人もあるが︑腸胃其の他の薄弱の老人には︑少しの害
くわ回よくたす

も及び易いから︑入歯とか詰物などの手入をして︑消

化力を助けたいものです︒

△咳噺に謝する注意
らうじんおほまんせい誉くわんしかたるか商がいをう
老人は︑多くは漫性の気管枝加答見に催って︑一咳職

やすしかひと﹃﹂みなかはいごみす

し易い稲而して人込の中に入って︑塵瑛を吸ったり︑

たぽこのた鋲ごとわるエ
煙草を喫んだりする度毎に︑悪くはなっても︑良くは
こ洋い七うよぼう匙たせつせいばふだい
な詞りません︑此の咳峨の藻防叉は織生法としては︑第

くう菩かんさうようじんしつないあまかん

一己員ノ

ひばちてつぴんかお毛

一空気の乾燥を用心せねば唾らぬから︑室内を除り乾

燥にしないやうにし︑火鉢に織瓶を掛けて置いて輪其
ゆげくうきしつじゆん
よしか︒ふゆ
の湯気で︑空気を爆潤さするが良い而も多ならば︑
だんろまだひばら登沙鼻よ〃やらゐをんどたか
睡つ

らう．じんしんたい︐ていか︑叩よくよわ

暖娠叉は火鉢などの力に礎って︑五度位淵度を高くし
ちうじんゐ匙なたけずず
だいものです︑夏ならば︑老人の居間は︑成る丈涼し

ちとほしんしんおどみろうじんかきよ虫す７〜しんしん

しやＤまううんどうふ七く

弱めますから︑壮寺詣でなどして︑一は運動の不足を

主わ

知の通り︑身心の衰へたる老人の家居は︑益々身心を

一善江くいをうつさんしやじ宝う

ぜつけう巷・

い

ぜいＬんじゃ全りえきほか

補ひ圃李素の諺を散じさせたいものです︒牡寺詣でと

ゑいせい吟やらりえ計おほ

か説激を聴くとか︑云ふことは︑精祁上の利益の外に

衛生上の利盆が多いのであります︒

△子供と老人の差別

こどもらうじんをしんしんはくしやくていかうりよくよわ

これせつせいばふ

子供と老人とは︑其の身心が薄弱でゐる︑抵抗力が弱

ちゐ

やかにしたいものです．老人の身篭の抵抗力が弱いか

あひひとてんしかを１Ａしみけい

じうなんたぜい鴫やく毒やつざうむか

おだやい

よ

ごれら

こと

いかずぐらゐかるもちか宗ろこしむ

い

言はいやうに︑其の言ふべきことも︑かうなさつたら

↓七い

永年の習慣は改まり難いから︑差して害のないことは

ながれんしふく心んおちたにくざがい

自然に之を守るやう︑穂かに言ひだいものです︒殊に

しぜんこれ史も

注意し＄老人に封しては︒能く其の機嫌を見計らって

ちうい吟一うじんたいよた誉げんふばか

は衰弱に傾くと云ふ相違があるから︑能くノー此等を

すゐじやくがたむいざうゐ

向は︑一は柔軟に︑他は脆弱に︑一は狸壮仁向ひ︑一

かう

於ても︑相等しい鮎もありますが︑併し其の身心の傾

い

いと云ふことはｖ一致して居ますから︑之が撒生法に

ばやあが

おい

らであ︒

△入浴に謝する注意
ばんしんたいぜいけつむぴやうけんかうもみゐ

ことながゆわる

一般に身鵠の清潔は期無病健康の基ではありますが︑
ひつ
ぜんじいつとほらうじんあぜ泌ぷ必十く芯
わかもの
前述の通ｂ老人は︑汗膏が少いから︑若い者ほどの必
えう

詔だやい

要ばありません︑殊に長湯は悪いから慾早く上るやう
穂かに言ひだぃものです倉

△職寺誇での剥盆
ちうじんわりあひ掴・あ℃ゆつすことＬやじまう

これどうじや今

らうじんたいぐうばふせんけつもんだい

如何でせう位に︑軽く持掛けて︑喜んでするやう仕向
えう
ちうじんしんしんじつじゃゴし
けたいものです︒要するに老人の身心の賞状を知って
しん

之に同情することは︑老人待遇法の先決問題であると
信じます．

三

老人は割合に外出が好きで︑殊に牡寺詣でなどは︑し
としうげうじヂンだうとく轡や全ｈえき︽へつ
たがるものですが︑其れは宗敦上︲道徳上の利益は別
問題とし︑衛生上より之を奨卿したいものです︒御承

四

もん潤いゑいせい峰や全これ℃弟られいご堵藍

勇姑に注意すべき撫生

。

纂錐

立太子の撫式に就て

祁道統一教酋長舎月

｡

四四

野長治

』
【

上の御大潅は申す迄もなく︑篭嘩鉾轄稲の準涯諦紳垂今日に至り︑皇室は祁孫の系︑臣民は皇室の喬にして

じゃ全﹃﹂たいれが霞をまで

せぎせ
いか溌
ど︐１
１こ縦
く昔鞠
あら 灘淵鶏縦黙瀞縦騨鯛︾・熱
く
肥繊
︲た寵
とう
めん
Ｆ僻
１．
灘苛雛
蛎
購
鍔
鯛た綿
慨

つうらｊく１いた

鐸遊せしの玉ふ御仁慈により︑御大瀧を始め︑諸諏大
今岡御畢行の立太子の御式に付き︑洩れ承る所に
き王をん 人ゐけいきはおのづかく率らをし︐ｎつ学︑い誰
￥フおんごとどもつぷもうけ唾桧 ︽たにい︑やへえつ
小の御事共︑具さに洩れ承り万︿は秤観ずるを得︑津謎れ一謎︑誠に箪厳お畏
敬を極鋤いい娼誠鎚謹誠の榊痢︑今
ば

たまごじんじご去原れいはじしよし心●々だいこんｆわいごぎよかうりつたいしおんしきつもつけたまぱところ

あた．

上の外の如く︑諸御儀式の如きも帥業の秘事の様に思吾大正の御代以前に於ては＄嘗て臣民の之を拝承し︑
催ろこれ辛．︸ん卦皐・つゐまたほうし準くいへうあみ﹄
﹄吟か．﹀こたつ ご
おんこみ一どもいま敦あた
ひなされ︑唯だ畏く↓鴬きりみにて︑遥かに之を膳仰畏叉は奉脱の意を表する能はざりし御事共を︑今回の常
職いばか
丑︐空 ﹄いへいかみよしんみんほいくこれぱいこれ蓮と拒韮﹄これいはたて汝つことうか戸︾
敬する許りなりしが︑先帝陛下の御代より︑臣民保育６之を拝し︑之を毒ぎ︑之を祇ひ奉る事を得るに蚕
ｂおほみ一﹄らた〃あらしつお〃︽ありさまおよＬよど苦しきくわうえい︑ばたいかんごじんたかんげき滝堂圭きん
の大御心を垂れさせられ︑皇室の御有様及び諸御儀式りし光築は︑果して如何ぞゃ︒吾人は唯だ戚激の涙禁
とうとくばんみんしゆらちしつしんみんくやつしつ
等も扉特に一般民衆に知悉せしめ︑臣民をして皇室にずる能はざるなり＠

じや今ほか﹃︶とＩ工おんぎし一一翁一﹃﹄とか︐パわざふめ﹃﹂とヤブおもわ洋たいしゃ︒みよいぜんおいかつしんみんこれはいし李ら

おんこもと

ごとじぬうちいご札きだいか潅乞こ触弱ご趣
し
かさらいくわっしつおんこというん
従来は皇室の御事とし一雪︑ぱ︑蝿りに詫蹴にして雲の如き︑従来御歴代必ず之を行ばせらる動御事ながら

命閥巨貝術ｕ

可

ものもつとく・しん萱しやら島いでんしぷぅ
職娠を湾鐸する者
なるを以て︑特に神器を艦来に博承
ちよゐりつたいしおんしきたましんちふくじつげん

さいじおんみ等等かさいかいもくよくご鯉なたま寸嘩嘘を

せらるべき儲位︑立太子の御式は︑直ちに紳勅の賞現
しんみんもばんおん菅毛んげんしん
として︑臣民の模範とすべき御儀にして︑尊厳なる稗
せいおんこと迂手歌ですぺてんぞう﹁︼
聖の御事なるば申迄もなきことなり︒総て天皇の御
ごさいり欧へあた写がおんざもんこんおんかんわざごさい

擬事は︑御身親ら驚戒林浴して之を漁し絵ふ︒即ち其の

たうじつけんしんてんわうへいかかくごとくｇＩＩれいＪ１しんくわ

営日は︑頴祁の天皇陛下は︑此の如き僅々霊々紳化
の窪職を雄て︑露呪を蛾め︑維謡蕊祇心瞬の鐸肥を鯵

みつやざくわうたいしきづた堂しかこおんしだいくわう竜

ばされ︑肇屋隣Ｐと蝿に︑壁娠の瀧誰に癖て如燕砿の

こ

ふう亀だいじんはうこ︲〜あをおんことじん背じゆｃ蝉しん

郷剣を皇太子に授け給ひ︑而して此の御次第を︑皇覗
走いじん よをそうしんざはうこぐたまふおもん
大神及び耐宗祁祇に報告し総ふ︒長治伏して惟みるに

胃とごとはうと言か︽

さづうんぬん

歌こと卸︲︶こかしこご人﹄

てんじやらとも哲屋曲

恥匙てうｐつたいししききよかう

後︑今胤に至るまで︑腰朝立太子の式を翠行せらるシ
ｂつたい
や︑嘘ず吋雄の紳蝿を詫癖せらるシものにして︑立太

蜜こんにちいた

天皇陛下の親授遊さる塾︑壷切の御創は︑御宇多天
わうおんときはじことうけたまば猫よ七い
皇の御時より始ま鯉る事と承り及くり︒夫れより以

てんぞうへいかしんじゆあをっぽきりみつ壱琴ごうだてん

いた

に︑神勅の如く︑資昨の隆なること︑天鯉と共に極り

しん

の御潅答ゐらせらるンなｈ〃︒而して︑此の御報告と共

ごおうたふＬかこごはうこぐとも

︷赤はへいかこしん意や参むかともくわら毛

勅に︑﹃此の鏡は︑吾魂として授く︑云々﹄とめりて︑

もよくこ北︑みわがみたき

即ち︑陛下は耐此の祁鏡に封はせらる動と共に︐皇旭
だいじん酌一ひみしんれいばうふつおかだはうこく
大抑に相見せらるものにして︑紳蕊妨桃の間に︑報告

此の皇遡大祁に報告遊ばさる動御事は︑紳器受授の紳

御簾事の前に鴬り︑蕨の御儀鎮魂の御紳業めりて御祭
じあをしんれいさくしう卵んこと︒﹃けた歌こんらい
事遊ばされ︑祁嬢に酷酬せらる参御事と承はる︑今岡
けんしよおいおんこと之のま寂棒らこおん琶かんわざこと
賢所に於ての御事も︑其前必ず此の御儀︑脚業ある事
ぱいざつ毛輔幸一ちんこんおんかんわざしん毛升ことのり
と拝察せらる︒抑も︑鎮魂の御柳業とは︑紳覗の詔

なきを致すなり聯誠に畏くも畏き事溌ちずや︒

くだざうせいしづを豆さう牡い猫ぷばん系つしつぶい

もつにざはやいの禽王ふし午︑たまこれじんむてんぞうつたた芝

を以て焼迷仙嫁に附嘱し給ひ︑之を祁武天皇に僻へ絵
しゆしんばうもつちんこん卦おりかんわざ
ばりし︑十稲の祁賓を以て旗魂の祭をなすべき祁業に
しんとをしいは還空②このみづ獄らもつなかつく淫
して︑紳耐の海へに日く︑﹃汝︑此瑞の資を以て中津風

しんばうもつみく吟いたしづおこんばくしづわまつ

に降り︑蒼生を鎮め納めよ︑蒼生及び寓物の疾病あら
ば︑祁賓を以て御念板に鎮め置いて聴魂腿鎮奈りをな
みづ︽知・単うんぬんしかこれごだい︐ＩＩ

朝諺此の祁諦により︑天皇御身親ら薦戒泳浴し給ひ︑

子毎に︑各々制作せらる動ものにあらずして︑歴朝御

しん輩︐や雲かいいはじ・やフを瞳う流よしんざおん寺令

こもんこんかんわざ喜迂しんしみとも詐醍いしゃうれいくわ

て︑うこしん曇あいてんわうおんみみづかさいかいもくぷ︐１たま

此の鎮魂の祁業を行はせら郡︑心身共に︑清浄霊化の

博来を︑授受せらる︑即ち︑今日皇太子殿下に御親授

して︑瑞の蜜をふるへ云々﹄と心而して是より御代々の

海たあひ暁おうたふ勤宅う討ご夫

︷たにこん年らくわらたいしでんかごしんじ金

四五

みつ為郡きん峰やらくいかｂうたいしおんときおい誼んてじへい

守入らいじゆじゆ

か

れ菅てうご

祁境芥に入らせられ︑始めて皇岨宗及び紳祇に︑御面

の御創は︑今上陛下が︑立太子の御時に於て︑先帝陛
しんじ由みつめ蔀
下より御ご親
授の御刺なり︒蛎試︑識竪琴雄び蹴桑の露

Ｌごとおのｊ︑︑ゼいさく

を得るものにして慰誠
か賀︺たいぜつかんわざ

の鴬り相見え診遮答遊ぱさる

に畏き大切の祁業なりとす．
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制度文物︑換然として章をなすに至り︑鼓に︑皇位縫
しよらたいぎふぷんふげんりつれいさっしよもつあらしってんぱ︲ん
承の大儀︑不文不言の律令を冊害し︑以て皇室典範を
宮だぼんせいきはん
定め︑寓世の軌範となし維ふ・碁に恋て︑恭琴癖癖と

い

かたいこよおいこくどざろ
するは云はずもがな・彼の太古の世に於て圃土を凝

して一鮎の疑ひを生ずるの地なし︑即ち︑皇位は先づ
幸呈くけい坐率一いちやくくわらちやらしこれけいし﹄苫た二一ゆゑちよゐ手芯厄
直系の正嫡皇長子之を繕承し給ふが故に︑儲位は即ち

〆しんみばかせ一Ｌんこんぱいじゆしんけん一﹂ん毛Ｄんむてんわうくだたま

くわうたいし

ゆゑこんにもりつたいしおんしききよ

すですでくわうたいしおはしいまご画へうしやコ

しかせけんあゐひかとくさうだつざいさんふんぜうとうひｒ

て之を継承す︑即ち民法の定むる所に従ひ︑直系正嫡
あ
壷予鐙っ桑醤を織謹す︑睡丁癖ること有る
べからず︑

これけいし﹄苫︷匙はみんぱふさだどころしたがちよくけいせいちやく

れい

力やう

せいちゃくくわらちやらしかうたんＵともシ﹄ん↓﹂たが

寸坪はくわうゐま

成せられたる︑伊裟那岐大祁の御剣︑天沼矛を始めと
てん学う定いじんかたまみ↓﹂うすきの霧だい
し冨天照大神が︑噛み給ひ︑御子生みましシ須蓋男大

正嫡の皇長子︑降誕と共に存するものにして︑是れ直

たかくらヅみつを琴一弱ひくさなぎつぉ窓鵡やひおほくにぬしみこ七

も

祁の侃刀︑天孫拝受の祁創︑天耐の肺武天皇に降し給

ちに︑皇太子なりとす︑故に︑今日立太子の御式を暴
す怒睦いまあらだくわうたいしさくりつ
行せらるシは︐即ち︑今新に皇太子を冊立せらる少に

く真一げんしひげきりひざまるへいけこが手まると阜一かぞきたその

かず辱窪やおほか芝しんゐれいとくをいしゐ﹂すぐ

い垂これしやらじゆつただい唇よ金融

苦ろはしはんざつきた︑おそもつこれ︑やく

ず︑今之を詳述すれば︑多大の興味あるぺけれども︑事
ごじつゆづ

岐路に走り︑煩雑を来すの虞れゐるを以て之を略し︑
後日に譲るべし︒

ためしんしはんもくけいていあひげ一めふうふり

然るに︑世間或は︑家督の争奪︑財産の紛擾等日々に

たこと

なんあつうたんこんにも︸﹂扇ら

昔し不文律の世に於ては︑或は巳を得ざるの故を以

むかふぷんりつ主おい一電かやむえゆ．ゑもつ

けい

絶ゆる事なく︑篤に親子反目し︑兄弟相同ぎ︑夫婦離
しかふうぞくじゆん

これＤつれい

べんとす︒抑々︑我画は︑上古より言論せぬ圃柄なる
巻てい

くわうゐけいし客っ

おのづかふ案んりつふげんれいげんシ︶んもつご︽

かうてい箔一うじゆふあへ左？卿こ・

を乏一フむかし

を以て︑皇位継承の如きも︑姐宗の昔より︑之を律令

もつくわ参ゐけいし差一雪と

として規定せることなかりしなり︒而れども︑風俗淳

て可な︾らんや︒

腰するは何ぞや︒蓋に痛歎せざらんや︒今日職此の重
だいくわらしつしきてんはいあたふかかいしん
大なる皇室の式典を拝するに常って︑深く戒心せずし

香と

如きも︑自ら不文の律︑不言の令︑厳存して以て今

か

厚にして孝悌忠順鳶敢て其の則を愉えず§皇位継承の

をも︐ｆＩわ邸くにじゃらこことあげくに派ら

をは の ぞ
よｂつたいしたいぎつこれの
終りに臨んで︑余は︑立太子の大義に就いて之を述

て︐人うたがしやら

へる︑高倉下の御剣︑或は草薙の剣︑或は大風主尊が︑
すきのをのみことえ天まこくどけいえいはうけん宝た
須蓋男尊より得給ひ︑国土を謹誉せられたる費創︑叉

殿ずし鉱津﹂鍛誰諜昨皇錐汗詐在灘し浄一液︑今鼓に表彰

いざなきだい画んみつめざ示垂のめぽこはじ

下ては源氏の髭切︑膝九︑平家の小鳥九等数へ来れば其

せい

数甚だ多く︑且つ其の祁威霊徳︑奇異の験少なしとせ

せいど赤︽んぶつくわんぜんしやらいた・こ刀くわらゐけい

にもいたしかめいぢせんていへいかおよし韮はん
日に至れり︑而して︑明治先帝陛下に及んで︑諸般の

六

して︑皇旭皇宗天紳地祇内外四方に報告せらるシの典
﹃﹂じんＬんみんかとくばんくわらしつのつともつ
潟なりとす吾人臣民の家督は︑範を皇室に則り︑以

ず︑我日本刀の︑蔵を斬り石を断るの鋭利にして︑而
ぞんじゆやがんらくと︒︑ぜんまりけんせかいふうび
も温満含畜の徳ある︑斬魔の利剣として︑世界を風膝

わ派にぼんたうてつ者いし才﹄えいりしか

霞いきよＥ誤
剣に因縁して︑癖刷の鐸厳を鐸すこと︑枚
畢に蓮わら

けんいん今ズん

纂

いまざだどこわくやつしってんばんのりこゆ言とこと

て︑今定むる所の︑皇室典範の則を蹴る如き事ありと
鴫も︑琉識拳僻畦瞬の尭鴎は︑輝て塗︿の癖を鐸はず︑

か
へせんざいはんすなはかにんとく
却って︑千載の範となすべきものあり︑即ち彼の仁徳
てんわうごとにんとくてんわうおうじんてんわうわうじ

天皇の如きあり︒仁徳天皇は噸雁紳天皇の皇子にして

モなおほや象もりもうこ︑おいわかいちつこまみ今つから

きずきのみことを臆か刀ごどレ
鵜
鶴尊其の謀を知りて︑鍵かに確恥歪に善げ︑寡を

ちよゐ

ららけい魔耐さ画ぎのみことゆづ・

うぢさとき

傭へて大山守を誌す︑是に於て︑稚郎子は︑叉た自

が儲位を︑皇兄大鶴鶴尊に譲らんとし︑蒐道の里に避
くらゐくわ今けいゆづいはくわ．けいたいじんし
けて︑位を︑皇兄堤躍りて日く︲﹃皇兄は大仁にして至

かうことよもきこてんかきみくわらゐけい

孝なる事︑四方に間ゆ︑天下の君となりて︑皇位を縫

ぐしやしんここんｃやらてんけつ．

かけいうへていしたせいしやきみ

輝鱒癖窪と一尋ふ︑竪謡を稚雌歪と一封ふ通舞に僻至鍵な

承せらるくし︒且つ︑兄は上にして弟は下隠聖者は君

こせんくわっおん匡扉ろざしわれふびん史ど

いた

くわ分けいくらゐじ

くやったいしわかいらつこくわらけいここ心ざします７１１

四七

かたうばしつひりさつこれゆづ

の心益々確固なり．皇太子稚郎子は︑皇兄の志盆々
固うして奪ふくからざるを知り︑絡に自殺して之を譲
たまくわらけいこれ登如ぽいおどるはうぢいたひ
り給ふ︑皇兄之を聞き大に驚き︑馳せて蒐道に至り悲
輝雛謡し綴ふ︑雌躍竪赫予舞舞の礎︑二扉を錘ぎかｈ

こもますＪ１Ｉかくこ

よきかを苦しむに至れり︒総れども皇兄は位を僻する
くる

父皇の命に蓮ふことをなさんや﹂と︑固瀞して相譲る
斌ん沌人毎
こと三年
に垂んとす︑ 嘩等琵雛の擁を︑雛れに礁って

定められたり︑是れ先皇の御志なり︑我不敏と錐も
ふ
わうめい・たがこｆあびゆづ

さだ

即ち御身稚郎子を立てシ皇太子となし︑皇位の縫承を

守越はおんみわかいらつこたくわうたいしくわ凸ゐけいしよう

しんねんをちかじめいとくものえら
らざるを診念せられて︑藻め︑明徳の者を選ばれ︑

推して日く︑﹃先父皇は︑乗て天位は一日も空ふすべか

おいはせんふわうかねてんゐにちむ越し

然るに皇兄大鵜鶴尊は︑之を蕊かず︑飽くまで皇弟を

て疑惑し給ふこと勿れ・﹄と何ぞ其言の忠且つ賞なるや
しかくわらけい 減さ迩著のみごとこれきあくわらてい

レ装う

り︑礎縦冠竪稚恥巽を座て壁舞予となさんとす︑大鶴

となり︑愚者は臣となること︑古今の常典なり︑決し
寒︼わくた詮淀かなんそのげんちうかじっ

つれ

ふわういざつじつ
ぎのみことしかう
ふわう曇産︒とたまなんぢらこわい二喪宝を

おほさ国

鵜箪は至孝にして︑常によく父皇の意を察す︑一日︑

式た︐とひいはちやらしせうし

父皇箪に問ひ給はく︑﹃汝等子を愛するや﹄と︑劉て申
ば涯徳これあい

さく︑﹃甚だ之を愛す﹂と︑叉間て日く︑﹃長子と少子と

いづもつどあいご巽まを︲とした

いな雪づかゆゑ種孟逓もの︷愚︑狗もほう

執れか最も愛するや﹄と︑答て申さく︑﹃年長けたるは
おほあつさむたすでせいじんさらしんぱいぁら
多く暑き寒さにも堪え︑既に成人せり︑更に心配は非
たをざだものしよかんたえょひと
ざるも︑唯だ少き者は︑暑寒に堪え得ず︑能く人とな

るや否や気這はし︑故に幼き者を憐と思へり﹄と︑奉
たふこ堂をふわう曾一よいさつみつかちよゐ
答せり︑之れ算は︑父皇の御意を察し︲自ら儲位たる
しりぞこくわらていゆづたまふわう
を退き︑之を皇弟に譲り給はんとすればなり︒父皇は
この匡賢菅よるこたまつひわかいらつこもつこれ屯や今たいし

︶リモ

此答を聞き悦び給ひ︑遂に稚郎子を以て之を皇太子と
︒あんｊｌｌうらふわういそんたく鳴一ぷゐ

てんかたいけん・おくてフとみゆづ患皇Ｌいお卦ごとたい

なす︒晴々の裡に︑父皇の意を付度して︑儲位を退き
かういた

天下の大権と︑億兆の富を譲って皇弟を推す︑狗に大

おうじんてんわうほうたきＤＩＩおほやまもりぽうはんおほ

孝の至りならずや．

錐

臆紳天皇崩ずるや︑曾々大山守謀叛するあり︑大

蕊

蕊銭
のちめいく管けいつうせきおあた
窪ち燕饗して繊擁譲りありて後
膜す︒皇兄痛戚措く能
なてんやフくらゐつしのこ刀おいじゆしんわ
にぱいくわうた元てまつ雫﹂れふうくわうけいす廊曜一﹂んわうくちぬ

はず︑猶ほ天皇の位に即くに忍びず︑此に於て︑儒臣王

︑四八

ごじんこんにらしきてんはいともふかきれんかいしん

兄弟たる者︑世の父子たる者︑果して以て如何となす

一﹂んかたれ毛寺うぎしとくかんぷんよ
ふ・天下誰か︑其の高義至徳に威奮せざらんや︒世の
けい一﹄いものょふしものにたもついかん

や．吾人は今日の式典を拝すると共に︑深く紀念戒心

邑つとたいせつ

こぐみんげん哲い

いかがくもんりいじゅつしんぽせいぢじつげふひら

たい蓋つの．めいぷんしたがかわへい笹．馬

こくふ浄千コいしづ忌

して︑大義に則︐り︒明分に従ひ︑一家和平の基を琴し

島義輝

ｆｊｌｌｒｑ︲ｆ

一幽富銀の礎た
たる
るべ
べき
き唾
唾り
りｃ

００Ｊ込Ｉｆ︑ｌ４ｂＪｒＧＪｉｌ″ＩｊｆＩｐＥ︑〃︑Ｉ︲●４１．１Ｊ１

士心

ことェす■めんだうほどげんきえう
げん苦なに蚕とからつようで菅

陸軍中蒋

ひます︒

たい篭や切勃んげんきおこ

而して元気は如何にして出るかと云ふに︑至誠の精
しん腺ノーぱしと一房せいしんしうヤブ罰とづ．だいしん
神の透る所︑精神の修養にも基きますが︑第一︑身
鴫が磁健でなかったならば︑元気は起るものではあり

し︑評げん者いかでいしせいせい

△元鍾と鵠力

こぐかこうぱうまったこくみ〆げんざいかんよおも
圃家の興亡は︑全く潮民の元気如何に因るだらうと思

ませう︒元気がなかったら︑何事も活用出来ません︒

あります︒殊に世が進んで面倒になる程︑元気を要し

︑〃︑ｊＪ︑〃ｋＪＩ７︑Ｊ１Ｊ０．１〃尾０１１Ｊ岨０︐

︐とき︑最も大切なのは︑闘民の元気と云ふ﹂とであり

澄舗︒如何に隼間蕊術に進歩し︑政治賃業は開けても
毛く毎つよ・・フ
かしんかくはう
元気がないと︑其の活用がむづかしく︑且つ真に各方

めんしんぽばつたつき瞳仁ばんかいこＩぷん

青﹂しこといへ墓につせ誉ぴじいへど↑夢かはんせい

仁︑梅花の歌を奉り之を弧す︑皇兄乃ち天皇の位に

して︑些子の事と錐も︑日夕の微串と錐も︑自ら反省

くわうていみころ兵わらゐけいし仁唾たいぎせんめい︐ふらけい

︾た生これ・にんとくてんマフ

部き給 ふ ︑ 之 を 仁 徳 天 皇 と な す ︒

皇弟は︑身を殺して皇位総承の大義を閑明し︒皇兄

『

面の進歩護達は期せられません︒古へより半開鯉で丈
めいこぐぼみ唾誰勺士げん昔いうれつ吸ゐ
明園を直したのは廟全く元気の優劣から参ったもので

比

どちつくたいかうみち昼蓋しのすゐ唾やらとくまもたき

ｉｆ︑ｊ０︑〃ｆ︑１㎡︑ｆ︲卜ｐ

鰐力

と

ノ

は︑心を識して大孝の道を申述べて推謹の徳を守り給
）

い堂せかいだいせん︐りんよういへいていけしき

気

今や世界は大戦凱で︑容易に李定する気色もなく︑
わがこくみんせ誉むきす １１ぢゆらだい匙ゐこ
我圃民の責務は︑益々重大になって参りました︒此の

△園力の根本

元

じＩ

けんぜんしんたいけんぜんせいしんやど

こく〃人しんたい茸やつけんつれげんき

ません・健全なる身磯に︑健全なる精祁の宿ることは

△鶴育場が必要

所が鴨操の器械も家々に賞ひ術へることがむづかし

はんたく．ゑつく勇どうユろだ︑Ｌ人たい魁へ星幸晶．うけん

げん曾哩吋妾．しつため

ばしよとぼ

だい︑たいいく茜ぐそろ

だいたいいく

のい

ヨｕツパ

こうしゆらたいいく

は何より愈務でゐります︒欧羅巴などでは︑公衆鰐育
苛牟らどこ
にほん
とう博年らし
場は︑何庭にでもめるさうですが︑日本には︑東京市
いよる
にすら︑先づぽいと云って宜しい︑こんなことで︑ど
こくうんりうレや台︒﹂ひれが
にち
うして幽蓮の隆昌が希はれませうか︑どうか一脚も

なに昔ふむ・

に於て︑市は固より︑町村に職て鴨育場を設けること

おいｌも０とちやうそん狂いたいいくちや︒まう

ひと

会ろたいざう苦かいいヘアく１か乏な

事蕎でゐります︒掴妓は身篭を握健にして︑常に元気
めいぢゐしんさいさつ乱しよ
を旺溢させたいと恩ひます︲明治維新の際︑薩座が諸

い人もあれば︑第一︑鴨育の器具を揃へることがむづ

わこう い つ

藩に卓越した活動としたのも︑全く身鴨が最も彊健で

かしい︑第二に鴨育をする場虚が乏しい︑されば今日

じう草側つよる

しよしゆいう遇

こんにち

あって︑元気の充賞した満であったのであります︒
△鵠操警本とす

げ︑きけんよる

︑︾かしんたいけん律やついかよる
い

然らば身磯を鯉極にするには︑如何にしたら宜しい

ちうどうふろ

かと云ふに︑箪創も宜しからう︑柔術も宜しからう︑
きうじゆつよる

に行って鴨育を計り︑元素を鼓舞するやうに致したい

穴卜ぎぐ・フ

しせいわる

や﹂Ｄ０ｊ

ｌよしゆ

ｉｌＩＩ１ １

いた

早く各庭に鵠育場を設けて︑誰でも隙があれば︑其庭

はやかくしよたいいくらや凸まうたれひまたこ
いたいいくはかげんきこ米

弓術も宜しからう︑勢動も寛しからう︑諸祁の遊戯も
よる
芝魁つどこんぽんやほり
宜しいであらうが︑其の最も根本となるものは︑矢張
たしきう
けういく峰やらたいいく
なぜい
鵠操であります︒教育上の鴨育であります︒何故と云
にほんじんこちい添

たいざうほか

ものであり︐ますも

たたいてい系ぷんてきう／ど・フ

しんたいきんとううご

ふに︑身磯を均等に動かすものは︑鴨操の外はない︑

はつたつ

他は大抵部分的の運動でゐります︒日本人は︲古来式
じゆつ狩財いご
︑し人たいゑんまん
術を繕古しては︑鰐操をしなかったので︑身鴨の圃猟
の騒達がなく︑姿勢が悪いのでゐります︒されば︒園

みんまたいざうをぷじゆつ毛のたう〆どういた

またしんたい・曽人せいえ

民として先づ鴨操をなし︑而して武術其他の運動を致

したい
いも
もの
ので
です
す︒
︒叉
叉身
身鴨の均勢を得ないものは通諸種
たい
いい
いｆ
く肴
舎︾寸
かか
いい
杢エ
采
へんと一ろだなに
の鵠育の器械に依って︑ 偏 し た 所 を 矯 め 直 し た い も の
です／︒

元気を髄力

四九

I

‑ﾛ

五○

瀧

亜先を子孫と何れ誠重き

耐先と子孫と何れ が 重 き

玲

じゃらし柔﹂

ぺいぞくらし畦壱としんにふとうやう毛せんすうはいおも

米裕潮の如く浸入してより︑東洋は覗先崇拝のみに重
狗もつしやくわいよういしんぽ
きを置くを以て︑吐曾は容易に進歩せざりしかど︑雛

ぺいしそんすうはいしゆしん︑１１こしんぽ

米は子孫崇拝を主としだれば︑騒々乎として進歩した
しだがとうやうじんおやかうやうつくもつむ峰やつ
り︑従って東洋人は︑親に孝養を蓋すを以て︑無上の
善事とし︑西洋人は︑子供を能く教養するを以て︑最

つれ

これもつしな

かうう．Ｅ

ぜんりせいやうじんこどもよけうやうもつ邑宜︶
めいよ

う

こいうづおややし鰹

も名雲にするを常とす︒之を以て支那の二十四孝の中

めづがへつ誼やか・うかうぴめい

には︑生みの子を生き埋めにして︑親を養ひしものゐ
．ま
和やためさいｂえんＬとんけういくをし
り︑況して︑親の麓に妻を離縁し︑子孫の教育を阻止
は︑〜

いｒあひ

せいやうおい和やや雫？

することは珍らしいことではない︑却て親孝行の美名

を博すると云ふ具合でゐるし︑西洋に於ては聯親は養

らうゐんおくこどもたりなりつばけういく

Ｌ参

キリスー揃うとぜんばんせうねんぷんがく

くらゐ

そせんすう皿いしそんめいどすう

まんれんで哲あがとせんあとお

する年来の徴案としては噌姐先崇拝も︑子孫愛護︵崇
はいあた・ひとたいせつ
拝は鴬らず︶︑等しく大切である︑織謎なる予薙の鍵鱈

は通千高年に出来上りたる︑覗先の後を追ふものなる
かわ毛せんゐげふけんぜんし
匙をまて

ことは申す雲迄もなく・斯る覗先の遺業も︑健全なる子

迄んけいしよう鋲はじ詮す﹄Ｉ︑はってん

孫の縫承に依って︑始めて益々登展することなれば︑
しんしそんばってん獣たしそん
毛せんすうばい

ばつてん

のふ七

しんぞせ入すうぱい

租先崇拝をしてこそ︑真に子孫の護展あり︑叉子孫を

たまををせいやうふうがくしやとくわじゆけう

護展さすることを除いて︑真の覗先崇拝なきを知るに

かいしやくを

しよけいげてん

足ると申して居るｐ西洋風の畢者は︑特に我が儒教を
し毛んあい雪みちと主みそか
もつかうだうと
以て︑孝道は説いても︑子孫愛護の道を説くこと疎な

りと解稗して居るやうであるが︑四書五経外典三千の
︾
皐舎しぷいづしそんためとしか

経書何れとして︑子孫の潟に説かぬものがあらう︑而

いづだうりかなをＵじっ

として居る︒これは何れが道理に通ひて居るか︑事賞

して其の孝道を多く説けるは︑相手が人の子弟である

そかうだうおほ丹あひてひとしてい

我圃にも︑近来は此の二潮流があって︑堂々たる畢者

わがくにぎんらいこてうりうだうＪ１︑がくしや

︾乞

老院に透っても︑子供丈は成るべく立派に敷育しよう

れんらいだんあん

先生にして︑西洋其侭の子孫崇拝説をも唱へて居る人

しそんすうばいせつとなをひと

中

魅鐘と予薙と︑砥れが童きと一尋ふやうなことは︑東

せんせいせいやうたのま

田

洋に於ては︑三尺の一童子も知り悉したことで︑荷も
うん︐１１とろ
常識あるものシ︑云
々せざる所なれど︑蹴挿以泰騨鴎

とう

員

がある︒それは主として︑基督激徒の全般．少年文畢
しやしつかいがくしや定い承ぶんせうこぐみん鞭い
者の悉皆ハイカラ畢者の大部分でゐって︑小圃民に於
韮これたい
このりやらせつ垂ぶ
ては此雨説に迷ふものさへある位でゐる・余が之に濁

やうおいしゃく・どうししつくいやしく

倉

かうだうおほと
たとろんご香と
からである︑例へぱ論語の如きに︑孝道を多く説ける

三︑開護︑菖葡の節句鯵結婚式は後者に属して居る︒

らＩ〜の祭典は若者に属し︑産生︑冠婚︑喰初融七五

せうがく

し・ていけういくぜいＬよい

じあいみちおほとをしかじゆけう鼠負菖釜

︑もつ

哩すＤＩＩしそんあいごそせんすうばい

ぐく権いたんひれき

の責を公表せらるシを以て︑こ動に患懐の端を披涯し

じつこゃフくう

げられ︑皇室に於か帆ても︑益々子孫愛護︑澗先崇拝

わうしつ獅

契りいましんこだいてん．Ｄつたいし称んしきあ
顧みれば︑今や︑振古の大典たる立太子の御式はま

した︒

んも︑余は不幸にして︑事賞上︑青年の誤想︑畢者の
ふぞつえけんもんおほもつねんらいしゆちやらやくせつ
不心得を見聞すること多きを以て︑年来の主張を約説

以上の事は︑弘道曾員に謝しては︑・稗迦に説法なら
じじつ嘩やらせい私んごさうかくしや
よふかう

いじゃ参ことごうだうくわいゐんたいしやかせつぱふ

じつひと

かいはっしや︒ぷせつくけつこんしきこうしや老くを

さいてんじゃくしやぞく言﹄んせいくわんこんくひぞめ

は︑何れも相手が人の子弟のみであるからである︒然

が賞に一つである・

いづあひてひとしていしか

るに小畢などは︑子弟教育の聖書とも云ふべきである
かう客やらかいくわん

が︑慈愛の道も多く説かれて居る︒而して儒敢中︑最も

ぞくじいやすてうわてきせいく毛ら

なあみもお届もつふぱあら︲

俗耳に入り易い調和的聖句を諸んずれば覇孝溌の開審
だい

毛

第一にある︑﹃名を揚げ︑道を行ひ以て父母を願はすは
もつを
またろんごふかうこ
かうをは
孝の終りなり﹄又論語に︑﹃不孝は子なきを以て︑其の
こさん
いみげん
だい
大なるものとす﹄の意味の言がある︒是れ一言にして耐
せんずうはいしんかういしごくけんぜんしこんばつ
先崇拝とか親孝とか云ふの至極は︑健全なる子孫の蕊
これもつ
めいじ為ま
てんほか
展に外ならいを明示して除りがあるのである︒之を以

た︒

倉員

ぜんしゆつぎゐんざゐんさくらゐなぼざうぐんけいしげんさはらこうげふぎみ

して一支曾を設立せんことを説きて快諾を得︑其の分
いとこさくらゐつねぎちくんわうじうはうしやららんじう枢うしやつはいり山
ぼう
封にして従弟なる裡井常吉君は黄綬褒章藍綬褒章拝受

とｄわいだく元宅ぷん

雄

！

しくおいせつりつ

柳

七せんすうはいてん恥いしをんすうはいぎしきひとひつえう

ぶわつ

茨づぱう苛んだい毛ぼうか︑とくかうきこたか

青

て澗先崇拝の典潅も︑子孫崇拝の儀式も︑等しく必要
︑﹄ふもうくわんれききじゆ︒︵ｒじゆお謀さうぎつゐぜんとう
である．初老︑還暦︑喜毒︑米毒及び葬儀︑追善等い

もん二コろ

三十日卿貰千葉聯香取郡滑河に赴き翌十月一日より訂

にも冠脅くだちばけんかとｈ診ぐんなめかは誰３朕くぐちじっ平恥

本禽の御委嘱を承り本曾の慌脹を岡らばやと九月

録

︲ばんくわいごゐしょくうけた窪はぼんくわいくわ鼻皐今ばか

I

I

前衆議院議員撰井漬臓君の継嗣にして現に佐原興業銀
搾騨琴織僻郷穣嘘誕瀞儲蹄継鐸窪︑雪浄委感たり睦で

一

問

間を試みたり先傍近第一の素封家にして篤行の聞え高
きくらゐきうた７つうぐんとにふちいすむかつ城うきんいうしけつがふ
き楼井久太郎君を訪ひ入曾を勧め且傍近の有志を結合

訪問錐

厳

五

訪

にふく偶がくむゐゐんたかばしたけじらうぐんどうつばきすけｒらうぐん刀や岳くをゐさばだをみかどじんじゃぐうじす渉ふをみかどのうがくかうちやらくん

訪問錐五二

ゐんかぅいひろかばくにすけせうがくかうちやうひいろちやらちうち醤ちやらＬもひとしもつぎさはだふさきよぜうがくかうちやら急つもりととしをそんちや争母菅二禽乍ぼんぢゆ全

入衡畢務秀員高橋竹欠郎君．同購助次郎君の雨畢務委るば津田小御門抑吐宮司心須合小御門農畢校長の二高

き

い

にふく銅い

ごｊ

ぐ異一にちかう

員︑校鶴庚川圃助．小畢校長Ｉ色長五郎︑町長恨本市なり領て浮田総清︑小畢校長松本俊雄︑村長燃枝源重
りやらべぜじし＋やくいば卜・きょまつぐんく接ぎゐんきう商えいｒワうよしをかしん︑匂うじよやくαひ７つ︵しさく︑Ｌうにふ全：︲きくらゐさ︑﹃．じらうたきゐ﹄やうなか
良卒︑助役岩立清松︐郡御議員木内永三郎︑吉岡真︑郎︑助役野手李作︑牧入役擢井稲次郎︑モ井昌一︑中
つか︑乙・とひこいば満ちしうへいしょくんおぽいどうかんさ人せいへうのかく〆しきう・略号︶うぢ蛎全らう︑とうかうけいすけす源さばきすがさばき
塚本彦三︑岩苅修午の諸君大に同蚊賛成を表せらる︑野畳次︑木内惣重郎︑東郷悪助︑須賀淫義一︑菅淫喜
つい︐と︑﹃りんだかをかむらせうがくかうかう七一牟らなるまんのすけくんとさん正与ううざはがうさくらゐいちたらうしひならうかは蛇きた略う
尋で東隣高岡村小畢校に校長成毛高之助君を誠うて賛一郎︑鵜溌剛︑泌井市太郎︑椎名四郎︑川郷喜太郎︑
せ坊え処ぎばう
ばうかう智ぐんく損苦ゐんいしがはえいのすけやまくちていじらうしよくん一かなよる二さんせいＬかぐうし
成を得て歴訪すべき方向を聴き郡禽議員石川英之助︑山倉貞次郎の諸君皆悦んで賛成せらる︑而して宮司
一あひかはかく迄Ｌ−うなかのしうせいのかね︾ぜせいのか・フち︑うぐんしざはだらうたれんし人りいこうだうくわいＵげふよるわいＬ
相川角太郎︑中野宗三︑青野金男︑青野孝一郎︑郡司津田老は多年信頬する弘道曾の事業宜しく我が意志を
かすけしょくん９とみなげんぜつつひお曲そくじにふ畠俣つどＬふさぎよくんいすがさはきちざうぐんわ
嘉助の諸君を訪ふ皆言説を費やすに及ばず即時入脅せ縫ぎてと後刷総清君を入らしめ︑須賀洋吉職君は我が
しかいしかはえいかすけくんかくごとこ︒とがらつ
１わたなべ一垂やつせんせいしくわい武うこうしんしやられいご動とし
らる︑而して石川英之助君は斯の如き事柄に就きては師渡遥操先生支曾を設けて後進を箕脚すること鼓に年
われ腫一せうさ皇たうめんきふむ
かへつ・らうせんせいいうせい乱春孝二
をくぎくん
しよめい
我等少牡営耐の急務たるに却て老先生の遊説を待つ恐ある︑入衝するに如かずと息義一君をして署名せしむ
くた
いなかのしうくんきうたかをかばんし
おょけういくくわんこと言よく野一つかんせつろんおよ
催に堪へずと云は帆中野宗三君は鱈高岡藩士にして醤凡そ教育に閲する事は直接と間接とに諭なく及ばん
げふしたがこ亨司だうくゎいひぜいだい
ちゃｔｊｌ１Ｌだうためつく
かぎち力︑﹄いた
つれしやらだうたかは１．くんほかずうし
業に従ふ弘道曾の日に勝大にして着々斯道の鰯に溌さ限りの力を致さんと常に唱導せらる 高橋君外数氏に
ひさかつにふくめいうえこんつい７︶屯わいさ︑﹄・りつくのいかいざいをじつ砦﹄れいぬんもよ峰むめかは
るシを聞くこと久しきも曾て入禽の機を得ざりしに今就て支曾創立曾開催の期日を蕊くに例年催さる易滑河
にちかくかうきあさもかないばうぐやいふくいんかんきまちやふく〆しつ寸埠唾ぐわつにちにも二へうぴもつ一署か
日斯の好機に含ふ幸なる哉と云はる︑望外の幅昔と威木市の翌日即ち十一月十九日の日曜日を以てする或は
な人りんをみかどむらいた
垂もにふく韻．︿んぎおほいもの和ほごと
じぬ︑南隣たる小御門村に至れば︑直に入禽せられた便宜多からんと云ふ者多きが如かりき︒

︵十月十五日稿︶

劇１︐︲一︲１︲ｒ１

１！

調蕊
一漢詩一石川文蓋窪

叩伽

恭奉賀翠立皇太子之典天野佐一郎

○ＯＣ○○ＯＣ○○○
此日懐先帝︒中興業偉哉︒樽祁壷切創︒献毒菊花杯︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
雲閣千官列︒晴天一鶴来小臣何以頗︒詞賦惚微才︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
雲物呈群庭︒聖明登極初︒盛儀垂閥憲︒佳節立皇儲︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

気溢椴無限︒年豊築有除．鮒々仙鶴舞．長一朕欲凌虚︒

︑乃木蒋軍追悼曾之夕偶椛病病淋賦
此以寄同志諸兄

遜耕小林道彦
誠忠総楠子︒功烈照乾坤︒

︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○

瀧叢一門血︒欲酬明主恩

追思営年事︒秋雨和一振痕︒

︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑

女難日︒沈嘩深筆︒能潟牌雛之忠誠ｃ

祇弘道曾館新設↑小
川清
も︑︑︑︑︑︑

禽堂新設小川街︒天赫這猷真就階・瑞気自篭高敵地︒

即事淵香新居敦

︑︒︑︑や︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
燕去雁来秋己深︒濁鐙児戯古猶今︒淵脈難究清蒋濁︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

術数室勢縦叉摘︒河草不黄腿断潅﹄幾人無老雨蒲森．
○○○○ＯＣで
胡枝凱落山茶綻・消息眼看天地心︒

女荘日︒寓時事於言外︒感慨自切︒

九月十三夜雨是日新内閣成

山雨蒲僚打晩秋︒高天月暗使人愁︒白雲紅欄無由望︒

豆爽芋魁聯可蕊︒杯裏村謬嫌味蒲︒瓶中野菊喜香幽．

︑︑︑︑い︑︑︑▽︑︑︑︑︑恥︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

女雛同ｃ末尾︒尤寓態慨ｃ

嵯践塵事君休歎︒蕊閣集賢超匹儒．

重玄佐川環

余一日訪板垣伯︒談渉時事︒威慨

頗多．賦以呈︒

南洲蕊突叩東死︒松菊涜芥今亦室︒臓消偉人存聖代︺

︑︑︑酒︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑
高齢八十燭全功．

松島真板千之

女荘日︒興李如話ｃ栽偉人閏歴︒

烏喚参差擁碧鱈︒松青石白穏波間︒堪唆造化間遊戯

︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑海︑︑

女荘日︒三四奇想天外︒洩造化秘ｃ

○○○○○○○
無敷黙来盆景山︒

三

︑︑︑︑︑︑︑
弘惇曾旨蓮無涯．

女雛日︒木曾隆盛ｃ可以卜也︒

詞華
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一

可

讃孟子古琴
中村賓水
︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

維仁維 義 徹 全 篇 ︒ 王 道 説 来 龍 耀 淵 ︒ 開 巻 先 知 文 勢 烈 ︒

や︑︑埴︑︑︑
畢寛渠 非 知 道 人 ︒

︑︑︑︑︑︑︑
手洗銅瓶挿何物︒

○○○○○○○
堪思寓里貌琳士︒

O

C

儀見吉太郎
鮮､喜

繁田浦義

G 0 0

高木市松

：霞瀧雲霞。
偏、毒

︑︑︑︑も︑︑
積翠忽牧前澗淵︒
︑︑︑︑︑︑河
竹影生遥月映簾︒

性善何 人 有 不 遜 ︒ 四 端 推 慶 徳 雁 全 ︒ 誰 知 慈 母 営 年 教 ︒

︑︑︑︑ｂ︑︑

至大至 剛 元 絶 倫 ︒ 浩 然 斯 気 合 天 神 ︒ 河 東 之 粟 移 河 内 ﹂

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○○○ ○ ○ ○ Ｏ
風雷忽 地 掩 青 天 ︒

華
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大正五年十一月三日立太子式潅恭

賦勅題崎天鶴

積翠松本誠

︑︑︑︑︑︑︑

隔躍白鶴舞秋空瑞気嵐気四海同︒此卜佳辰畢隆典︒

︑︑︑︑︑︑︑．

文荘日︒瑞須溢筆端︒

皇家威武仰無窮︒

秋日田舎所見塗一

野雀噛々操夕陽秋花多少隔江香︒今年更見瑞豊兆︒

文荘日︒宛然一幅霊︒

熟稲如雲一椿黄︒

平塚塗峰選

山もと近く小鹿なくなり

水情ききとの千町田月更けて

田家鹿同大久保中島︽健

妻とふ鹿の乙ゑきこゆなり

尾花ちる野遥の秋風寒菖夜に

野鹿東京下谷佐々木清朗

図

詞

︑︑︑︑︑︑︑
燦々成 章 第 七 篇 ︒

横o玉、山､臆寄浮､三

秋露同牛込無名子
草もなき都大路をゆく人の
袖さへ函る慶秋の夕霧

稽穂山形蝿酒田菊池秀言

はやてさへよきて吹けん八束穂は
黄金の色に見え渡る哉

晴天鶴東京菓鴨松原馬吉
朝日てる千代田の空に舞人田鶴は
君か八千代とうたふなるらな

同懇薦阿蘇城橋渡遥秀明

天津日の耀含昇る九重の
空晴れわだ為田鶴のむら雛
．折にふれて
いたつきいや

千葉鶏房州北嵯・櫓垣直右

いたつきすぐひこ

あけくれきたな

みが

疾病をいやす参蕊も稗津代に少な童なぞはじめ喪しける

まこ︑ろおのづか

旦暮に汚きこシろ清めっ参磨きあけなん千蔦のかみ

うだといふは人の真心自らことばの花に匂ひ出でつる

のとしへこと紳習のみちにこもれｂ

大君は脚にませども人の代の五つの激おこなはせ我す
もろこし

Ｌづのめうつきぬたおと

諸越の人のいつ
くにぴとおの

賎の女心↑打や砧の昔きえて冬の夜寒むぞ思いしらる参

圃民は己が誠の冥心を折にふれてはがたにうたいっ

敷島ぴ道やいかにと人間はい脚代ながらの人の冥心
つ
とおよばいたざきたため
夙に起き夜に寝勉っシいそしＵは唯君が矯め復園の潟

千早振脚の敷妻種もと動して癖渉を鍔て長きを詫延顕のは

何事も心からとは知りつれど心にそは函我身なりけり

つたなきと己が心にはづれｒもこれも一つの大和言葉

︵維了︶

風星袖

疾病を癒す薬も脚っ代に
すぐなぴこなぞ始めましける

外

而側川阿﹈服部 耕 石 選

烏っシと冷かな石走りけり

崩れ築を猶つくらふや柳散る
六篠泊り京極に遊次夜永かな

五五

笥

最上川のほ︐とりにて在鶴岡忙閑入
けば

最上川嘘しき岩の中とさへ
さは
陣らでかよふ船もありけり

大瀧百首の中愚図
折にふれて

詞華

晃天霞

一V

生 母 々 八

月畝塔雨村翠畝子香山庵園雨溌川雷男水寸雷

五

六

石宇人右朗雨房外草子

閥華

計温器に肌寒畳ゆ日と唾りぬ
井戸端の洗面器に秋の貝揺の

稀に見る沖島や秋の漬日和

耕暁耕文竹琴蛙夢創忘

日に塗ちて寺に客たり鹿の秋

秋日和隣︐の人と野を戻る

初秋の石の白さよ水の底

虹見美畢﹂兇等αしめけり秋祭

鵬淋し山の族泊の夕座敷

形

左

噴博臥にぐらつく石や銀河晴る

秋晴の湖の真中に消えし烏

鐘楼を廻りて鹿の遊ぶかな
猿への明るみ踏妙ｊ枕紅葉
蛇穴に入りけり赤き唐辛子

きり人︑すいそかに草の穫明哉

秋の幕下ｂたる騨に惇なき

葉に露のころｊ〜な芋を掘起す

鳩吹いて稽城の蔭の一人哉

朝塞や垣外墾く人の聾

蕊しべの吹きよせ溜・り穂参哉
秋の日の照るや温泉小屋の板庇

１１

〜

蕊々と杉の朝風鴫に晴る
初霜や摘み残したる畑の菊
無花果抑倒されし裂易塀焼残る

後ろ山夕陽冷だし木の資ちる
鶏頭に赤々と日の募るシなり
市内版刷り了へし窓月さやか

女も交り稲蓮次泥田幾返り
鹿悲し月明の谷に水を汲む
前栽の蕗妙葉蝕みて錘しげし
身に入る水見てあれは動くなり
もの書けば旅愁灯にゐり鹿の秋

飯甘し秋の海見る岡の家
夕烏の沼より去んぬ鐘の聾
木犀の香にたちて書院日午なり

秋川和門川に家鴨あさり鳴く

汀柳春蕉孤卯柳蛎幽杉隷静十十烏茶萩露素茶

畢内則ノー節

一に就合講師高島卒

三郎嵩﹁理智の生活と威惰の生活︲一

起せよ﹂：禰本Ｈ南君に最後に・可史

評議員禰来博士﹁圃民的精稗を振

﹃本禽主旨起元沿革大要︒﹄・卒塚
莱事次に﹁要領朗讃﹂：子爵大給青
年部長葡次に﹁武士の本義﹂：本曾

一同廿二日千葉厩市原支曾の申

記事
出張講演せら既たり︒

請に依り講師文畢博士禰寒友吉君

と題し講演せら奴たり︒

○日本弘道曾記事

一出張講演山形螺飽海支含にては

五七．

佐藤信古君其他有志者の主値にて
東田川郡藤島町郡曾議事堂で日本
弘道倉講演曾を開き侯爵御一行を
招待せり同日午前十一時開曾圃郡

一同十九日同畷東出川郡郡長蚊

一十月一日千葉畷香取郡吉田支曾
秋季総曾に付講師編本日南君出張
講演せられたり︒

講演ありたり︒︐

一同月十五日本曾男子部講演曾を
祁田三崎町日本大畢単講堂に開く
講師加藤聡堂巷﹁理想より現賞へ﹂
講師丈肇博士服部宇之吉君﹁余の
見聞したる米画﹂と題し有益なる

に於て臨時講演曾を同所郡曾議事
堂に開く本曾副曾長徳川侯雷臨場
午後一時開曾開曾の瀞：林町長︒

二同同月十八日同螺鶴ヶ岡支禽

本曾副曾長徳川侯爵が全剛岡書館
協曾簿裁として十月十四日同所に
於ける岡書館協曾講演禽へ臨或せ
られし瞳好機とし同曾は翌十五日
午前九時ょ６茶話曾彫開き菊池支
曾長開曾の鱗を述べ次に副曾長閣
下御臨場︑圃民這鰐と史蹟﹂の演
題にて約一時総講演御挨拶に代へ
られ本曾手塚主事一至誠﹂の題下に
約一時二十分演べ次に土方副支曾
長閉曾の僻を述べ閉曾を次ぐ本日
の来聴者は総て男女部禽員にして
頗る静崩に傾薙せられしといふ︒

蹟と画民道徳Ｌ：副曾長徳川頼倫
侯：︑閉曾の僻﹂支魯幹事佐藤信古
君︑常日は前日より小休なき降雨
にて道路の泥淳なるにも拘らず︑
雛衆堂に満ち幾Ｕと立錐の地なく
無慮一千三百除名に達せし芯長時
間静粛にして傾聡せら奴近来稀な
る磯禽なりしば林町長始め曾員其
他有志諸君の斡旋識力の然らしむ
る麗誠に威謝に燐うめ︐と云ふく
し因に本日出席の重なる方々は酒
井伯爵の臨席を始め郡長中小蕊校
長官公吏其他町内本力なる筋なり
し夜に入て閉曾と告げ退散せり︒

︐ｎ〆 Ｏ

一同日埼玉綴久喜支曾秋季誌淡曾
に付講師文事博士加藤玄智君同文
畢士深作安文君出張講演せら奴だ
一同日群馬螺桐生支曾の申請によ
り講師禰本日南君同文肇士宇野哲
人君 出 張 せ ら れ た り ︒

一十月廿一日女子部誌演曾を本曾
事務所に開く講師棚橋絢子君司小

記事

﹁﹃

記事
○有志青年部記事

長の開曾の瀞ゐり次に平塚主事のに空腹を耐へて傾聴せられたり︒
本曾主旨及起元沿革を述べ︑本曾
要領甲乙読咋一朗讃す司圃民の畳悟﹂

幅本Ｈ南君次に﹁無我一念﹂幅来博△講義曾去月七日本曾事務所に於
壬最後に副曾長徳川候爵登壇一時て幅本日南先生の論語講義第一同を
間徐に亙れる長講演聖の６非常に威開催す︒先生先づ孔夫子の人格を蒋
動を輿へたゥ此︑日聴衆無慮八百場して古今東西の第一人となし燕し
除名郡長始め佐藤信古君其他雲有志て論語を讃訟ん者は須らくこの偉大

諸君専ら斡旋の勢を取れり︒なる人格に接鯛して其口づ︑から薫陶
一同二十日伺螺南村上郡上の山を受くるの豊悟なかるくからず︒恵

五八

１１１１

︑４４０△７６ｂ０

相川千代謝川上まき蒲横田きぬ君
岡部千枝君伊藤たつ君馬場せん君
伊膝折江君其他数名

手沼きく君開根八千代謝稽垣その君

石波まつ烈小川桑君伊藤もと討

馬場作蔵君鈴木つる君山岡源子君
臼井政子君田中りう君小川せい君

佐波古直隆君四谷嫡錨君名倉謙職君

松野線君小林寛治君高橋康吉君

小津彦九郎誰江千林作君帯谷久次君
松平稲吉君小菅樋内君吉川留五郎君

田中久君付田朔一郎君榎元半重君
草間盤吉謝橋本元治識本間和一君

足羽中次郎君寺本典左衛門君高木八太郎君

石川主事烏谷義式君原忠踊君

徳川正副曾長大給部長平塚主事

６き︒因に常夜の来曾者左の如し︒

︑

】

一瞬

〆１１︲Ｉ

〆

町挺禽に於ては本禽副愈長徳川侯れば本講義に於ては古今諸流派の訓
爵一行を招待し臨時誌演曾を同町話解読に拘泥するこ︲となく直に孔夫
小畢校内に開く午前十時開曾︑開子に見参して其警一咳に接したし︲乙思
倉の静︑山の内上の山支曾長︑次ふと述べ以て序説全篇を誰ぜらる︒
可日本弘道曾主旨︑起元沿革大要並其講ぜらる動や唯文字章句に止るこ
に﹁甲乙要領朗讃︲一卒塚主事﹁不動となく其時代より説き起し了︾富時の

心﹂禰来博士﹁犠牲的精紳Ｌ禰本日背景を明瞭にし以て孔夫子の人格行
南君︑最後に可御挨拶並天然紀念物状と講述せらる︒講説明確︑論議縦
と圃民道徳﹂本曾副酋長徳川侯爵横︑素より庸儒の企て及ぶ所にあら
次︑閉曾︑連日連夜の雨天綴きなず︒最後に論語を讃んで威奮興起し
るに町内は勿論遠近よう来倉の雛之を遵守して一澄に卓出せるもの一
衆甚だ多く無虐七百除名に達せり二例を塞げて以て第一誌〃一総らる︒
といふ殊に午前十時開曾午後三時満場粛然恥威激の色堂に溢るを見る︒
竿迄長時間押し通しの講演なりしかくて全く閉曾したるは十時過ぎな

Ⅱ

萩
￨

諜蝿溌雑議雛鳶正織

に御裁可韮典へ寺内伯以下に御沙沈韮降へさせ
られ午後二時左の通り親任式の御緊行ありたり

任内閣縄理大臣兼大職大臣

正三位動一等泌協後藤新半
任内務大臣兼任銭道院細哉
任司法大臣

帝室含計審盃局長宮正三位熱一等松室致

任陛商務大臣従三位軸二等仲小路廉

任文部大臣正四位軸二等岡田良平

任韮信大臣従三位軸二等男爵田挫治郎

雑感雑磁藤却閣郷理越臣癖寺内正殺

轍陸海雨相へ御沙汰

去月九日午後二味加藤海叩大臣︲大脇睦堀大臣
避営中に召させられ雨大腿より捧呈の鮮炎却下

や９く︐﹂

翰憲政脅宣言並綱領

今や宇内の形勢︑愈々益々紛糾恋極め︑獣亜東西
の列強走賑りて︑湘靭不測の渦中に投じ︑各其運

１と悲溌表せり︒

去月十側結黛式な繋げ左の宜舌と綱領

の節牟蚊

替の繁る所︑是昨胆常リ︑畢圃の心力態傾注し

命韮決越しめんとするものあり︐是責に帝国隆

之に順雁するの魁策雅確立し︑上下協力園膜報

ずろに非ざれば︑勝に百年の悔韮飴さんとす︒吾
人深く此に鑑み︑愛に新政黛起組織し︑立黛の本
旨を天下に宣言す︒

我圃燈の一ありてこなく金甑無峡の名馨と光輝

と韮︑猫リ世昇に専らにする所以のものは︑君民
一致︑常に建幽の本旨に奉由し︑未だ曾て一日も

民の慶禰︑とは︑蕊りて全く此に在り︒是れ此大義

之走失墜せざるに由りてなり︑建圃の基礎と固

せざる可らず︒

は愈々益々之韮顕彰し︑以て帝圃の精華を稜揮

閲凶進取の皇誤は中興維新の大縮紳にして我帝
幽の更始一新以て今Ｈめろ韮致してたろば︑則
之が成果強ろに外ならず︒脚今一層此皇説の大

締祁悲振充し︑内は愈々帝幽の向彊に査蒋し︑外
ば益々列強との交誼韮親善にし︑威信を四海に
宣布して．世界の平和と文明ＬＬに貢職する所な

がる可らず︑殊に東亜の大陸は近く我幽と相識
し︑其一治一乱ば直ちに我観安危の如何に影響
するものあり︒加之今日世界戦乱の窮極する所
列瞳の競争ば鰹に此方面に集中すべき奄疑は
ず︑帝国士ろものは之に封し︑自衛と誇隣の大
義脹杖リ︑有無の共通に於て︑向上の誘抜に於

と共に左記侭涯なる御沙汰恕賜ひたり
御沙汰

同志舎︑中正含︑公友倶楽部の三派合同して新政

て︑勢力の均衡に於て耐平和の保障に於てｂ卓然

方今機務多端なり卿宜しく留任鑑

去月四日寺内正毅伯に内閣組織の大命降下為〃
てより以来伯は専ら閣僚の鈴衡に醤りつｌおり
しが閣員の組織成り沢ろあ以て大命拝受の侭同

蹴な樹立す．へしとは腿々僻へられしところなり

③新内閣成立

九日午前九時垂十去分元帥服鵡若し自動車郡躯て

しが愈

雑報

五九

の大撫韮尊重して内閣の麦任韮厳明にし︑閏衆
の大政をして常匹幽決的大基礎の上に運川寧Ｌ

憲政の貴ぶ所のものは︑窓法の喋章に則り︑天皇

卜．して列握の右に出てざる可Ｔｂず︒

坂下門より参入御簡に伺候し閣員の名赫か奉呈
して大命拝受の胃奏上し退下後内大臣府に於て
参柴中の各元老と曾兄し内閣組織無過の報告芯
偽して宮中を退出し狼り陛下には寺内伯の奏上

光りさしそふ大御代の
日嗣の御子の御さ可えば
千秋五百秋がぎりなし
いざや肌ばん諸共雁

一一

今日の生冊の足日なり
いざや汎ばん満共に

めでたき代々の求めしとく
壷切の犬鳴つれへ蚤す

左の如く完成せり︒

十一月三日立太子の淵恕畢行迂らろ︐に付文部
省にては藻て奉脱唱歌の作歌作曲中虻りし所愈

鯵立太子澱奉祝歌

蕊
i

、

ｆ

荊報

六○
識せられよ︒

四︑米幽新聞紙↓︲岸極東に開し正確なる材料を供

︐し０

一︑皇室を中心として建幽の大義韮顛彰す︒へ

−︑維燕の皇談を賛菱し開蝋進取の閏是を恢弘
すべし︒

７﹂０

ろぺＬＣ

−︑列圃との交誼牟敦うし威信か申外に宣揚し
て以て紙界の平和に頁職すべし︒
一︑財政縄洲の基礎姦溌間に．し圃力の充謎韮圃

を期すべし︒

−︐世界の形勢に鑑み幽力に雁じて固防の充貿

△石鹸容器却店一△洋傘製造店一△小間物卸

は左の如し︒

を特設し十月中旬より授業奄開始し毎週三同簡
易適切なろ方法に依り講習走行ひ二箇年韮以て
修了せしむろことに決定せしが誰習員の職業別

り凹校にて典京府の委託怨容聡一︲支那語特別科Ｌ

支那萱易護展上賀業家の子弟に支那語怨修めし
めんとく井上東京府知事は藻て支那語簡易誰習
の開設態計護Ｌつ〜ありしが東京蜜業聯合曾に
於ても星野組合長以ｒ其の必要韮認め識習員の
勧誘に燕力し講習希望者六十四名に達しれる走
以迫村上東京外圃語畢校長の特別なる配慮に依

蟻支那語簡易講習

り︒︵束朝所載︶

動する事︒

二︑同時に日本並に支那政府一Ｌ封して同様の委
員韮設置せん卒悲勧むろ事︒
三 米幽中央政府が在米外園人に封し修約上の
約定濯完全に賀現し鍔ろが如く法律の制定を運

︽リマＣ心頭Ｃ

・・調沓一委員韮設けん事韮大統領並に議曾に請願

むろに在り︑然るに我幽の現状たる︑弊費相承け

一︐憲法の嵯章を格守し天皇の大概態尊重し

一なり︒並に之が必

鰯綱領

閣臣責任の大義動もずれば紛更心免耽ず︲画政
鰯に中枢懇逸し︑風民怨して概ふ所老知らざら
しむ︒斯の如くにして底止する所なくぱ︑天皇輔
弼の責悩果して其れ誰にザ蹄ぜん︒是れ上は至尊
か煩はし奉り︑下は閏民に華負する者なり︒幽家
立憲の本義に於て︑噺じて之走容ろろ︑を得ず︒
韓じて世界の大勢に鑑みれば︑列強の競争は日

責任の大義走巌明にし憲政右維の美私潤す・へ

得ずく常に大勢の趨向Ｆ省察し︐固防の充斌に怠
る可からずじ然れども興幽の大本に至りては︑財

の上に莫安すと雌も︑一日之れぁ等閑覗する悲

に益々甚しく︑其弱小なろ者は自ら存せずｃ其謹
大なろ者も︑筒ほ且つ親立衡起季ふに任へず︒数
弧連合︑姑あて園起保つに至れり︒帝幽幸に東海

給する鰯の通信局韮設置する事し
街岡協含は日本移民問題は日本が紳士的協約韮
守ろ事に於て解決ぜられたる旨宣言し赤Ⅶ支那
側よりはルート︑ルーイス︑ローリー︑日本側よ
りはパリ〆︑タッカー︲ヂーリンゲ︑米間側より
ばスピーア︑ウイリアムス・ロイド諸氏及びゴネ
クチヵット州知事ポルドウイン氏等も出席し菰

在りｃ所識富強は二に︐︲一て

政経涛の基礎を訟固にし︑固力の充逓彫固るに

封Ｈ問題が賑へろと前後して支那日本等に涯遥
ざば居犬ろ米閣宣教師連ば米国宗教家の有志協
議曾奄開きて大要次の如き決議延鱒せり︒
一︑日支米の三風関係燕研究する髭めに米風限

⑬米国宗教家の決議

岡ろ・へし︒

−︑社舎改良の政策韮責行し固民生活の向上を

態期すべｋｃ

富の増進懇期す︒へし︒

の澗養に力む．へし︒

一︑産業の娠典牟固り交通の登達に努め以て国

一︑教育恋普及して国民の智徳を進め立憲思想

之走外にして︑益々教育韮磐及し︐固民一般の智
徳を誘溌ｔ︑立憲思想の油養に怠る可蛮ごろば

一・庶政を更張し綱紀韮娠作し地方自治の職病

致に努めざる可からず︒

其一なりｃ愈灯産業か振興し︑交通態完全にし
固寓民力の増進に黄す可きは︑其二なりｃ壮曾改

善の政策走笈行し幽民生活の向上を帯く可きば
其三なり︒行政司法の庶政韮更張し︑官紀風紀の
振崩を期し︑併て地方自治か刷新奄圃る可きば︑
其四なり︒

最後に由来の黛弊を排除し︐公薫風に許すの赤
誠韮披渥Ｌ︑国民の最大多数と倶に皇談の在る
所に則り︑図蓮の進展を賛嚢せんこと悲期し︲愛
に本黛の綱領能畢げて励普く之怨天下に宮言すｃ
至誠腿か愛す鳥の士︑幸に四醸して︑力を本黛に

商四△化粧品卸店三△津物卸商一△金物卸店
四△板硝子店一△鞍璃器商一△電黛業八△潟
興業三△製薬業三△帽子製造二△織物問屋一

△洋紙商六△築料工騎一△縛科器械四△材木

③濁力研究所を設立す

問屋一△貴金腿製造五△玩具卸商二△雑穀問
屋一△撮械金物商三△鞘種貿易商四△鍍金一
△印刷業二△責業聯合曾一

ふＣ

大阪亜鉛工業株式含吐専務取締役蝿見政次氏ば
少批演業家なるが氏が従事せる曾社は開戦以来
利潤職しく従って氏の財曜も七十五関Ⅲ以上百
洩閲に達しれりとの事にて今回恩ふ研あり其牛
鵡割いて理化堅研究肋設置の目的に提供すらこ
そとなり氏の出身校なる大鵬醤科大畢校長佐多
博士に一切の計謹を委任すること〜な収りとい

鋤幕末畢者の蕊所
東京府に於ては府下の史賊名所心一般に知らし
むろ目的の鰯め標札起立疋来りれろが︑今岡第
二期とし工廿八箇所老選定したろが其中幕末畢
者の墓所に立て犬ろもの左の如し︒

下谷池端七粁町正鴎寺北村季吟墓師布六
本木深脹寺佐藤一驚蕊本所番場町妙源寺
安積艮寮蕊本所小梅町幣製寺朝川諜庵塞
下答谷中天王寺蝿特需険塞赤坂盤南坂謹
衆寺林鶴難墓麻布一本声登崇寺古川松

報

根基及び明治の英幽人にして蹄牝せる文豪
府下雑司ヶ谷墓地小泉八雲墓
放水

催

熱豊川支曾

曹
⁝寛１
１
籍

ものなりと云ふ︺天覗甥輩原の中津園を縄警包

くオッ開︑き旗ろの義にして即ち皇室の都午指す

難も穏健なろ史畢悲の考誰に依ぱ高天腺は商

大正五年九月廿七Ｈ塑川支曾幹事田中社司心宅
に於て紳道講演姫開催し講師として大阪市御霊
祁城の宮司交畢士間千秋氏牛招聡せられたり離
曾者は無慮百除名韮算す頓て時至るや田中吐司
は起って神道誌演雅再興せる所以と敬紳の恵義
に就て簡明に述べられ次に剛講師は敬紳と日本
画民と題し前提に日くⅡ本圃民は悉く敬紳家犬
らざろべでりす敬紳は究極する所側本蝋民の目
斑態促し溌奮興起するの活力始興ふろ者なろこ
と韮説き神州に生生製くるの幸弼給切賀に感銘
ぜんには勢ひ固侭の本義に測り紳徳の深厚婚究
明せざるぜ守らず浦しく岬なる者ば耶蘇牧心唱
ふろが叩き到刈釧と聯する唯一興岬ありァ〆ム
州川対のり女の人起娠み之怨天幽の築別に迩遥
せしめしに林檎態盗み喰ひし蝿ゐに洋りて罪の
人と虻り子孫典瑛￥受けしに一朝に洪水の鰯め
に天地崩壊し生物悉く滅誰す濁りノア生存して
再び蔑物婚産む者と云ふ斯の如く抽象的否架空
の耐に非ずして親しく我幽土耗搭に大功ある現
蛮の榊なり畏くも天祁天照八群の高天腺に税弐
して︵高天膜の所在に就きては識設紛々れりと

報

られんとするに篭リ既に大嵐生命は出雲に都し
其領域掻大して勢威大に狼ふ天祇式謹槌命︐経
津主命の二祁態使して其幽土雄譲らしむ大園主
命は嫡子事代主命と其命怨奉ぜしに猫リ舎嶋の
尊頑として服せず反旗ぞ離す二澗之心討ち信州
諏訪湖に窮遂せしに降走誌ひ静諦に蹄すこ紳は
其由を高天原に奏上し並に天孫の降臨とばり天
旭の榊勅嘩柄として門星の如く君臣の分は雌然
として天壊と鏡まりなく消臣同祇の観念は凝て
義は君臣傭は父子の如く世々相解へて精華奄海
し祁先態崇敬するの情は忠孝節義の根本缶なす
ものにして足即ち大和魂の生存する所以なり即
位式の距典は畏くも敬榊崇刷の範ぞ垂し給ふも
のなりとて敬榊と脳髄に就て凱切に論ぜられ

︵大和魂に就ては本居宣長の裡花の詠︑菅公の和

魂漢オに依りて其艮随避悶明迂らろ︺脚彫敬ひ
祁に仕ふろは至誠の念を以てせざるべからず文
武天皇の大霞年間に制定せられれる大謹律令の
内に脚祇令悲凡︒に脚卜仕ふるには締進潔驚
奄要しあらぬみまゐみに別ちあらぬみば喪怨弔

︲Ｉ

ぱず︑病心訪はず︑肉海食はず偲音架峰親まず︑

是れ至誠の念難峡く所以なりとあもゐみに於て

さへ鰯瀬すること斯の如！﹄況んやまゐみ峠於て
おや到底凡俗砕窺ふ今へきに非す菅公の心だに誠
の道限叶ぴなで耽らすとても榊や守りむの歌の
意味か熟慮すれば欣ｂざる者・卜誠の心あること

戴く誠心ありて並脹紳憾妬渇仰し肺の盤感あり
不徳なるものに甑駄あるべからずと具さに敬紳
の意義年間明寧ｂ﹄たり終りに臨んで吐曾思想
の混乱せる要するに敬榊楽池の大道悲渡却せる

．ユハー

支含報告
一物を表裏より観衣ろものにして密接不離の開

の罪なり敬紳・大和魂︑日本画民の三者は畢意同
係老なすものなりＬ﹂結論せられたり其誰演約二

すｃ

昨間に亙り霊滑の癖ば沼々として竪説横読至ら
ざるなく満座の蕊衆に多大の敦訓を典へられた
ろば感謝指く能ばず因に該講演は藩んど参拾肖
除年間潅絶せる心田中社司は極力斡旋して並に
再興態固られたろば篤志の程感ずるに除ゐりと

翁吉田支曾

今次の大戦は世界有史以来未曾有の大戦限して
今や列国は多年菩種せる財力軍備の一切韮堵し
て戦闘に従事し幾多の人名と日々一億五十蔑園
の財と起費しつｌありされば勝敗の何れに定ま
る韮論ぜず戦後列蝋の票むろ打寧の甚大なろば
殆と吾人の想像にだも及ばざる所なるべく殊に
財政上に於て共の甚しき韮見ん濁り米幽に至り
ては全く中立の位涜にありて既に八十徳の嵩怨
獲得したりと樽ふ果して然らば既胆失ひれろも

如し︒

の開含の辞に次で先生の剛民の兇悟を題する熱
烈痛切なろ誰演あり今其の要走摘錐すれば左の

にして果して能く一億の人口を戦害し得︒へきや

の地ば由来工業の盛なる所にして最も進歩せる
智力と工業の母とも解すべき戯と石炭とに富ぬ
りされば戦後列図の依りて以て圃力の恢復藩計
り更に撰展韮期ぜんとするには先づ工業に依る
べく其の製品は販路を求めて之紅悲虚理せざる
べからず此に於てか一度鉾を収めたろ列幽は工
業による製品懇提げて武器となし再び平和の戦
場に於て大に零ばんとするば明かなり錬って我
が幽惰韮察するに既匹七千葛の人口態有して増
殖の勢武に聴くべきものあり其の一億に達せん
こと遠きにあらざるぺし之れ圃運溌展上誠に喜
ぶべき現象江リと錐も農を以て固本とする帝閲

︽︿一一

所以鞍リ然り而して平和の戦争はやがて武器の
戦争犬ろこと彫記せざるべＴｂずとて戦後胸民
の礎醒企要する一一とを力説し特嘆青年の誘起を
促し街吾人は常に光輝ある大和魂韮有する日本
人たるの信念を確持して人たるの蓮に励むくし
とて漸く諏敗に傾かんとするの人道に向って大
に警告する所あり鶏衆は感に堪へざるＥの︲如
く割るＩが如き喝采の裡に降壇ごｂれ次で閉含
の辞あり時に午後三畦なりき︒

③久喜支曾

主義則懐疑主義ｊ現貿主義︐多数主義及保守主義
を列畢し政治ｂ教育ｂ宗教及麓業の論方面偲亘り
て偏智主義教養の弊害を痛論し著修︑不品行の
二代病弊の現代に於て特に甚だしき韮指摘し這
徳娠典の途は先・つ第一に男女開係の廓清と公徳

前者は現代の悪傾向として個人中心主義︑物質

我立幽の基礎観念丈畢博士加藤玄智君

現代と遺徳丈翠士深作安丈君

演ありたり︒

亦勧もすれば我と快らず既に地の利を裾たりＬ﹂

甚だ菱ふくきものあり此Ｆ於て戦後の我幽災は
一面農に努むろと共に更に商工業杢盛にして平
和の戦場に列固と霧悲争ふの斑悟なかるくＴｂ
ず平和の戦場に至りては世界限局する所なしと
錐慶漠たる邦土と凹憶の民衆と韮有して我れに
近接し文化未だ恋はざる支那あ措いて何虚に求
むくきこれ我れの依りて大に活動し以て固力の
護展態固るべき絶好地なりされど列国の着眼す
る所亦斯に出でず殊に親は我が嬉めに既に根捺
地奉奪ばれしと錐未だ其の勢の急に侮るくずｂ
ざるものありて我れを恨むろの惰樽犬切なろも
のあり米に至りては我れに宿怨ある雁非らざれ
ども東洋に雄飛ぜんとする野心勃々たるものあ
りて常に我れを厄介硯つ あり加ふろに支那も

心の租養雁あることを論薗し時間の観念立憲思
想の養成より職業観念の徹底に論及して降壇次

日本弘通含久喜支含第十三同縄曾井に講演倉は
十月十五日午前十時より久喜尋常小畢校に開曾
せられれり榎本支曾長の勅語捧誼︑宮内副支曾
長の戊申詔書捧誠︑漉谷幹事本曾要領期誠奄了
はりて支曾の庶務含計絶報告し頬く善行者表彰
式に移り篤行者青年久喜郵便局貝開元之君に本
含所定の表彰雅及表彰金若干を贈呈し同君の答
誹ありて縄含を怒り萱餐後講演曾走開き左の誰

のは他日再び之韮敗めざろべからず既に得︑誰ろ

雄三蒜の我れに和ゼざるものあり之れ我のつと
に畳悟逗ざろべ子らざる所固民の覚醒潅要する

心合せて二百五十名午後一時支曾長林博兵・衛氏

大正五年十月一日糟支曾は源本日南先生を恥し
て吉田小畢校に誰猫曾を開く含すろもの傍聴者

､

ものは徒らに之れ態腐朽せしむく？ｂず必ずや
其の財韮以て更に大なる稜展を企圃せんとする
ば亦勢の止むべでｂざる所なりとす而して欧米

ク

一
一
一
一

て小憩の後加藤博士が登鞭し其菰菩悲披漉して
古今東西の宗教及び国家観念を評論し次で日本
民族が古代に於りろ崇敬依溌の勤象は皇位にあ

りとなし我立団の基礎概念ば皇室中心主義な

笑語の裡に午後六昨散含せり︒

ること韮縦横論説して三百の聴衆に多大の感動
態輿へて降壇是より含員の懇親曾に移りて識談

表彰者

開元之殿

南埼玉郡太田村大字吉羽千四百六十番地
・久喜郵便局通信率務員
明治三十年六月二十日生
明治四十四年一以職に就てより殆んど一Ｒの峡
勤なく朝は蕊明に起きて阿吐の手助をなし尚ち
に局に至りて事務を虚するや言寡うして行に敏
く通信技術の如き他の技術員の見撃数ヶ月態要
すろもの韮局内にありて猫向に習得し了りたろ
が如き並二例に過ぎず夜は星座誠きて家に蹄り
母の膝下雁承歎の術彩誰寸起無上の梁となす偶
除暇あれば事務の練習韮なし鶏鳴に至ること艇
なり其母に孝順なる其職に忠蹴なろ郷雄の羨望
嘆賞する所なり錘に本曾表彰規定第一隙第一雛
及第五雛により金四囲空贈り之を表彰す
大正五年十凡十五日

日本弘道曾久喜支含是樋本善兵術

鰯小田原支曾
十月八日午後一昨より財肌法人道徳赦曾例曾恕
同町費安寺限開く開含限先立場曾場脹設り派ろ

支倉報告

祭埋に祭官一同謹て抜式韮行ひ天祇及び歴世累
徳の皇霊韮祭記し世界戦局の倍々多岐ならんと
するときに臨み隆々にろ旭輝韮四表に輝かしめ
賜はんこと老祷り奉り参列の倉員一同怨代表し
て本郡長菊地芳二氏及幹部村山大仙師恭しく玉
串を捧げて敬稽懇表し経て式怨閉ぢ更に講演含
場を開きて村山大仙師附含の挨拶鞭なし東京日
枝宮司久保恵郷君と怖教青年解蓮曾幹部宏藤嶺
丸君の講話あること態告げて降壇せり︒

官幣大吐日枝祁杜宮司久保恵祁君登壇立太子

されれろ︑︾とば諸君も御承知の如く其の賓例匹

瀧と云ふ演題に就て末十一月三日行はせらろ︲
立太子贈は皇室典範の立儲態に依て行はせらろ
ろ所謂既定の事責帳して只其の噛式延畢げさせ
らろ︲申さば御披露式と云ふが如きものにて事
礎には何等の愛更なき次第なけ而して其の立儲
の御俵は先砿系の御男統次に傍系の御男統と順
延迫て御選み遊さる 御定めにして今岡の如き
は弧に其御正系の順位に在ら掌ｂろ︲により皇
太子の御黄格態ぱ既限御髄得遊されたろ所以な
り然れども往昔は如斯正確なろ御定めなく只男
系悲御選み遊ぱさる︲ことのみにて御兄弟の内
二人も三人も皇太子に御立て遊ばされれるによ
り愈皇位の縄承の時に臨て御兄弟の御誕合遊ば

乏ＬＴｂず又之怨剛氏に公布江らろ〜方式に就
ても現今は官報暁外によりて津々浦々にまで幽
民の全部に一時に知悉せしめらろｔか故に因民
畢て其の麗典起覗し奉ることを揺れとも往昔は
宣命によりて百涜及圃氏に聖旨悲穴命迂ら奴士
ろものにして其一例を示ぜぱ宮中に於て親王百

卜捧げたりしより以米綿々皇太子

官及臣民韮代表すべき有司に封し現つ御紳と大
八洲知しめす天皇の大命避宣ろと立太子の典濫
韮明に宣命江らろ︑御儀走行は逗れしなり而し
て現今は凝所大前に於て行はぜらろ︑御定めと
成り犬れども往昔は紫辰殿に於て此の儀韮行は
せられ御冠御服等御年齢Ｆよりて古来の御定め
ありて噸ろ御鄭重の御式距華げさせらろ︲︲こと
ば御懸統の最大要鮎係りて此の一事に存するが
汝なるべし而して今上天皇陛下が立太子の御時
先帝より勅受し蝿ひし壷切の太刀は今同の御盛
典には藍所の大前の御縦に於て陛下より御手・つ
から御勅附わらせらろ〜御事の由︐尚此の壷切
の太刀Ｆ就屯は諸家の研究未だ一定せず概して
千四筒年以前藤原長艮の手にありしものにて之
杢其の子典房に僻へ良房之韮其の子基経に僻へ

基絶之雪七宮中

得は幸の至なり云々・

の御飢とはなり穴るものならんと云ふ説殆と一
致蓮ろもの卜如し而し屯承久の域兵乱相次ぎ恐
れ多き事ながら皇居の御火難限桶らせられたる
こと再度帳及び其の間一度何れへか紛失し衣ろ
ことありしかども幸にも御物韮津山職ぜらるる
京都の或名利脹於て御物中より之怨稜兇するこ
とを鍔て爾来今日脹綴承せられ源ろものぱりと
云ふ以上史跡Ｆ就て取調べれる立太子患の大要
を紋しれるのかなれども近く御典濃怨畢げさせ
らる ときに臨み何等か御参考に供すること避

怖教青年博迩倉幹部安藤諭丸君登壇陰徳賜報
と云ふ演題に就く杜曾表面の活動は皆隠れ菰ろ
人の鋤によりて其の鯉否怨分っ者なりと云前提

◆全く一二

可

支曾報告

く其の徳性を養はれんこそあ云々︒

態以て何れの事物も能く稜達起告げたる裏面に
隠れたる徳の伏在することは古宋正緊の塙訓に
よりて疑なき事寅となれり彼の誰れも知る虚の
大皐に一家仁なれば一国仁に興ると喝破せるが
如く善にもあれ悪にもあれ一人の行鱒は固家杜
曾態興腰せしむろ個値ある６のと信ず嘗て千右
鮭年の昔此の曾堂なろ輝宗に最尊崇せらろ〜署
殿餓の考案家雲霞師が畢察卜多数山雲水悲養は
れれたりしかば常に其の便所の不潔を極めしこ
とば殆名状しがたき程なりしならん師之怨見る
に忍びず穫陰に自便所に臨み之延最清潔に掃除
し置かれポリしずども誰も蕪の附くものの有る
べき筈なし爾来連夜之韮寵胆らろ〜に及び誰云
ふなく師の勢に依ること起知り途に隠れれる不
潔を雪くと云韮意味して仮所の名奄雪隠とは瀞
しれりしと云ふ如何に此の隠れ犬ろ徳勢が吐曾
の表面に責力走有するザは千歳の下筒此の一事
・の吐含人心走刺戟する極めて寵切なろ恋凡て也
知らろ可し加之各宗の軟腿衿人生は此の隠れれ
る人の力によりて起伏すろものなることか力説
して止まざるに於てそや殊に最近説君の記憶に
新なろ鹿の明治天皇がぅ罪あらば我か罪ぜん天
地脚民はわが身のうみし子なれば﹂仰せられて
此の閏家の全局面に隠れれる聖徳の根抵韮養は
れれるにより明治の大業を大正の今日脈遺憾な
く大成蕊場する杢得らろ︑によりても〃其の隠れ
なき填理の麦に輝きつ︲ある事態ぱ察するに足
らん識君乞ふ張りに表面浮華の名利にのみ奔馳
すること彫止めて如斯隠れたろ人率の根抵に深

次同ば十一月十二日開催講師文畢士吉田静敦君
と関朝報記看大住輔風氏なることを告げ五時蹄

しときめらぱ之恥出すくしとて輿へられたろと
云ふ黄金捨雨怨夫の前︾卜捧げて他日信長に認識

辻村秦兄

ぜらろ︐少附緒ぞ開きしが如き叉細川一興の夫
人が明智光秀の息女なるが故に身を死地に置き

右報告仕候也
十月九日
弘道編輯局御中

鰯萱丁田婦人曾

十月十四日午後七時より豊丁田嬬人曾例曾延辻
村泰兄宅に開く喜悦孝子女史は来る花の日曾の
準備の鴬に止韮得ず鉄席せられしより高等女畢
校教頭三浦縄太郎君に一場の誌詰起乞へり正午
三浦縄太郎譜臨席せられ壮曾は各自天分の勘怨
待て活動するしのにして男には男の天分あり女
にば女の天分心有して互Ｆ健す可らざるものあ
り今之距一疋の下等動物に見るも頭ドは頭の能
あり尾には尾の鮭力めりて首尾常に各自の天分
悲守り相争はざるが故に能く彼が如き活動韮な
し︽ｉあり濁り頭のみ如何に全身妬勧かさんと
するも尾力の之に伴ってあらざれぱ一歩も進む
こと能はざるもの︐如し而して叫子は杜曾の表
面に立て働き女子は其の裏面に隠れたる内助の
任務めるもの個令へぱ大なる建築物韮なすには
最堅牢なろ町盤年要するに同じ兼て諸姉の熟知
せらろ︲彼の山内一瞳の夫人が或時夫一藍が蕊

中韮探り今稀代の駿馬ん一陸奥固まり織田の威名

自失せられしとき夫人ば鏡まあ引出・ふり嘗て同

韮開き藩中何人蔦県共ろ１人あるくＬとて持来
りれろに余之走購ふ代徴命な卦応憂ふとて悩々

家峠嫁するとき父より若夫の蔑一の場合限臨み

１１

辻村泰兄

父の罪を謝すべしと云ふ近侍の諌言心聞き妾が
身今は父の身心離れ遥夫の左右に侍す死生亦夫
の命韮待て決せざる可らずとて兵山諌言韮斥け
他日夫と一興か家康に輿みし石田三成に訓られ
しとき運命愛峠定収りとなし死韮決して吾子と
共に自鮭せられれるが如き共に夫の大業心社曾
に表現せらろｂ上に於Ｋ如何に深き根抵力怨有
せられしを察するに足らん諸妹乞ふ現代の極雑
なろ祉曾に庭しては以上の如く更に一層の内助
に齢て隠忍の徳妬養はれんこと怨云々九時閉曾
閉曾飛曾は十一月十日には大典組念敬老曾韮開
催閏郷の老功者の慰籍して聖代の除恩に報ずろ
外筒尚例曾は嘉孝悦十女史の御都合によりて開
催すること嬉告て開散しホリ︒
右報告仕候也
十月十五日
弘道緬輯局御中
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1

い

ゆ

よ琴ごとい

ごかいたぎすべむしゆんはんたいとほたずなん

ふだんもゐこらもち竺圭いふうかんがひとやまとみんぞく

して往くものであります．能く誠と云ふことを誤解をして︑唯総ての矛盾反封から遠ざかって︑唯何

いふうかんがをせいめいいむしゅんはんだいいひつえう窪こと

と云ふことなしに︑不断に有って居る心持を︑誠と云ふ風に考へる人もありますが︑大和民族は︑ざ

かいけつ

しま

い寺しゅんばんたいかいけつ哉亨ろとの封しゅんはんたい

う云ふ風に考へて居りませぬ︒生命と云ふものは︑矛盾反掛と云ふことが必要であります︒そ鯉が誠
い

かいけつゆせいめいせいめいいむＵゆんぼんたいあつきむ︾ゆん

と云ふもので解決されて仕舞ふ︒さう云ふ矛盾反封を解決するのが真心である︒其矛盾反掛をちやん

はんたい寸蛭はせいめいむしいんはんたいひつえうむじゆん砿︐列たいかいけつどりよくふんとう十丞曜

と解決して往くのが生命であります．生命と云ふものは職あらゆる矛盾反掛の集りであります︒矛盾

たがむじゆんはんたいと心幻げいおほさわないい

反封が即ち生命で︑矛盾反封が必要なのであります︒さうして矛盾反封を解決する努力奮闘が︑即ち
き﹃フせっ

創設であります︒けれども︑唯矛盾反掛さへ歓迎して大騒ぎをやって居れば宜いかと云ふと︑さぅ云

わけ

たざどワ鋲くふんとうものつくだこれつ．ぬぐひのかみい・︑
ふ課ではぱい︒唯努力奮闘ではいか温・物を造り出すものがなければならぬ．そこで之を角状赫︑活
ぐひのかみ琴垂レなしかつくものたぎさかつくものくわらだいえいゑん

おばとのぢかみおほとの生のかみ雑壱あ

状赫と申上げます︒而し造った物が唯盛んになるばかりでなノ︑︒︑造った物が︑慶大にして・永遠のも

まを

のでなければならぬ︑と申しますものが︑意富斗能地紳︑大斗乃群祁と申上げるのであります︒けれ

た訳たらだいゑんまんやたながつ藍ゐおもたるのかみあやかしごねのか︾が

ども唯匿大なばかりでなくｂ園瀧具足して長く樽って居るところから︑縦母陀琉紳︑阿夜詞志古泥赫

こんぼんて昔きうせつ・さぶ＃あら詮のきぅせつ

いかみさまおいで
と云
ふ禰榛が御出になるのであります︒塞学の岬鎧が醜ち雛塞稚錘に祁伶催怜の祁祷であります﹄
だいせいめい

いうげんはうめんをげん峰うめんしたがみる一琴だ静ひゆんはんたいびきうどり苧ふん

琴を鋤瀞と一琴ふ琢舞の蕊から駐ますると︑大生命とか︑根本的の創設作用として現はれる圃其創設

ざようい︲

と畳う

い

作用と云ふのには︑有限の方面もゐり︑無限の方面もある︑随って其間に矛盾反濁を引受けて努力奮

圃髄の研究一五

たを
も造
のり
つ出
くす汚
闘すると云ふことがめる︑ま
叉物
とい
云ふことがめる︐牽華琴った鯨鐸か礎芯謡騨でなければ

我

腿

我園盟の研究一六

すひちにの

い菅

ぜいめいい

おほ蓉匡といまを詮こといじつかい

ｂくつ・し匙りくつじやらまここせいめい

みつめくひ涙みいくぐ誌かみおばとのぢのかみおほ︑とのべのかみおもたるのかみあ︽︑かしこれのかみ宝をかみざ匙

もつ室やさ︽とみんぞくとくちようおあらじつわすしんせいかみ意ま

いきなきのかみいざなみのかみ生をい匙お毛ろ︲をかみさき

があります．虚がこシに尤も大和民族の特徴を御現はしになった︑賞に忘るべからざる祁聖なる紳様

どころ

須比智迩祁︑角状祁︑活状赫︑意富斗能地祁︑大斗乃排祁︑汲母陀琉神︑阿夜詞志古泥紳と申す榊様

じ
んかくてきちかこんどおふたぽしちおそるうひもに黒み
人格的に近きものとして︑今度は御二柱御揃ひで︑歩浮嬢の癖郁を鋤艦らへになｂまし托宇比地迩祁

掛て雲が凝結するが如く何庭までも開結する祁様がある︑それが豊雲野紳︑此雨方の間に立って最も

がけくも蓉ようけつごとどこだんけつかみさまとぶくものかみごのりやうばうあかだたもつと

高御産巣日祁︑紳産巣日神︑叉前に述べたやうに︑無限を目掛けて進む榊様がゐります︑その祁は天
のとこたｔのかみうましあしかぴひこちのかみいうげんはうおちゆっしんくにの．とこたちのかみこれめ
之常立稗︑宇麻志阿斯詞術比古渥稗︑それから有限の方に於きましては︑中心の圃之常立神︑之を目

たかみ恋すぴの墓かみむすぴのみまたまへのむげんめがす室かみざ全かみあ敷

私は斯う云ふ風の周を以て表はすのが都合が宜からうと思ひ参︷す︒息参患
あめのみなかいしのかみむすぴあらをどのぜんたいあめのみなかいしの鷲
天之御中主赫は産巣日として現はれて居りますので︑此全篭が天之御中主紳であります︒それから

わたぐしかいふうづもつあらつ零ふよおも

の紳榛は︑高御産巣日紳︑禰産巣日祁︑以下の別天神並に祁世七代の肺であります．

かみさきたかみ苦苛ぴのかみかみむすぴのかみいかこと調戟つかみ趣ちびかみよなゃよかみ

とも言はずに︑唯其生命を含んで居って︑さうして称聖なる根本的の存在として駐た籍つる場儲に鯉て

ふものであると云ふのでありますけれども︑それは理窟になって仕舞ふ︑理窟上からして誠とも生命
たずそのせいめいふくをしんせいこんぼんて者そんざい

い

る︑叉誠と云ふこともさうである︑大きい誠と云ふことは申しませぬが︑誠と云ふものは賞に斯う云

また巷こどい

と云ふものシ意義である︑生命と云ふものにどうしてもなくてはならぬところの癖輯雌の錘はれてあ
い

毛のつくけつくわゑんまんや七くをしんぜんぴ毛私畦ゐいにふエう一﹂雄寸沌にせいめい
ならぬ︑其造った結果は圃満具足して居り︑真善美の具って居ると云ふことが入用だ諺是は即ち生命

F

があります︒それは伊邪那岐脚︑伊邪那美紳と申しまして︑今までの御揃ひになって居りました榊様

〃

k

こいづく

せなかおせ和どたいしゃばあらじつさい

かん遮がらくにをこあち巻

を︑すっかり脊中に御脊負ひになりまして︑さうしてすっかり土皇となり︑婆婆の現はれとして責際

に之を造られたのでゐります︒かくて惟祁の園が其虚に現はれて来たのでゐります︒

初期の梯教爾今日日本に行はれて居る悌教の事を御話するのではないや印度に於ける初期の悌激の

しよキ︺ぷつけうこん絶ちにほんお辰ゐぷつけうことおば蔭インドおしよきぶつじう

たいいんえんことお浩薙し歌へ談をとほむすぴいこ︒とし姦

ふずゐゐ．これたいわるう・ちうしんせいこんてい・

四諦十二因縁の事を御話するのでゐりますが︑前にも申した通り︑産巣日と云ふやぅな事︑随ってそ

これ宝よはうこんてい︲みをとのけつるん一﹂のぶなかざくつい↑

れに附随して居るところのことは︑是は一鵠悪いものでゐるとなし︑それを宇宙の祁聖なる根抵とは
み

いはゆるむざぺつぴやらとういをや敦とみんぞくおいこれ

見ないで︑是は迷ひの方の根抵であると見て居る．そこで其結論として此世の中の差別と云ふものは
まちが

間達ひで︑所謂無差別平等にかへらなければならぬと云ふことになって居る︒大和民族に於ては之と

争う元ちがいざなぎのかみいざなみのかみ式をじついざなぎいざなみ寸堀陸い諸ごみ
どじつかう

ゐしかいざなぎのかみいざなみのかみせなかおせおゐむす

全く連ふ・伊邪那岐神︑伊邪那美祁と申すのは︑賞は伊邪那岐︑伊邪那美の勘即ちイザナの意気込に

よ

かみ＃１喪はむすぴやまとみんぞくおいむつたい

擦って御賞行になって居る︑而も伊邪那岐稗︑伊邪那美脚が脊中に御脊負ひになって居るのは︑産巣

を

なぼまたこのてん式をたがｂくつ唾つかうおもお

日の働きを得て居るところの紳々でゐります．即ち産巣日といふことは︑大和民族に於ては︑賞に大

ぴ臆たらえゐ
せつしんせい

よわかつういいかみざまみこと象をごげんことぜつたい

切駿祁聖なものとなって居ります︒街叉通此鮎から申しても︑唯理窟でなくて︑賞行に重きを置いて
ゐ

い

い

きたうあぢい

はじし

じぶんぷんな

居ると云ふことが能く分ります．通例刺榛のことを箪と申しますが︑この語源の事は︑どうも絶封に
力

斯うだと云ふことはむづかしい︒砂糖の味と云ふものは︑初めは知りませぬけ師ども︑自分が一遍鴬

みあさいわかさたうかいあぢいいか鵠

かみざままこどせいめいいうご

めて見て︑甘いと云ふことが分ると︑すべて砂糖は斯う云ふ味がするだらうと云ふことが言へる︲脚

L

ざまみたてまつ
様
も見奉って︑禰榛は誠でめらせられる︑癖鑑と一毒ふものは生命であると云ふことは動かぬことで
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1

L

これぜつたいゆるかみさまたい・かん瀞へばつたつゐひと妾︼の童署いことよ

我固賎の研究一八

めいＰｆｌ

める︒是は絶濁に許すべきことであります︒稗標に封する考が護達して居る人で其誠と云ふ事に能

てっていつうをせいめいいことよてつていつうゐひと

く徹底して通じて居り生命と云ふ事に能く徹底した通じて居る人もありませう︒けれども︑銘々でも
かみさき余二ど圭達かいとくしゆ二画おもちい
こんにも宝をできちや全どさたうな
祁様は誠だ︑誠は斯う云ふ特殊の心持だと云ふことは今日でも申すことが出来る︒丁度砂糖を嘗めて

めいＩ︑みと
で
な同し
おると
よ御・
あは黙
沙癖は龍い︑酔う一尋ふ擁だと一︽ふことを
銘々が認めることが
出菅
来お
ると
じか
であ
︒し
併し
年り
寄に
甘

ざたうあき

し

かい

おもゐ

おなごげんいた

元がひ

生﹄顎や急にんしたかわゐときあまい
ふつうひ人︶あ匙い
ちが
くないかも知れぬｃ叉病人が舌が乾いて居る時に甘いと云ふのと︑普通の人が甘いと云ふのと違ひは
ぴや会にんさたうなあま
けんぜんいとさたうなあ欧
あるけれども︑病人も砂糖を嘗めて甘いといひ︑健全の人も砂糖を嘗めて甘いといふ︒さうして互に

ぜんたいくわんけいか

おも

なん

砂糖が甘いといふのは斯う云ふものだと思って居る．それに同じことで︑語源などに致しましても︑

か毎皇

だんていでき毛のこ・Ｃい匙辻奄しあ駒このかみさまかいな

どうもさうでゐらう︑どうしても全篭の関係から斯うでなければならぬとは思ひますけれども︑何で

かか

かいご唾いしつかみさままを之のおんなかいしやく謁薯ひたせつよ

も彼でも斯うだとは必ずしも勧定は出来ぬ︒其事は今より申上げて置きます︒此禰榛は斯う云ふ名で

し

たきおたがひこのかみ﹄せいしえかんが動い

ゐらせられるから翻斯ぅ云ふ御性質の祁榛だと申しても︑其御名の解稗のことは︑或は他の説が宜い

かも知れない︒唯御互が此赫代の精赫から考へますると云ふと︑どうしても斯うなければならぬと云

声︶らもちおのづかざゐい占弓よあたかいしやくばんたがおも

︑ことばかいしやく

りうほ

いた醍凸い

おば笹昼痘しあなかノーＩ

ふ心持が︑自らして参ります︒さう云ふ所に能く鴬るやうに解稗が一番正しいのだと思ひますけれ

ども︑言葉の解稗だけは︑マァ留保をして戴くと云ふことで︑御話を申上げます．さうでないと中々
萱けんことお﹃﹂くげん一﹂のかみよせいしんわかたぴＤぷんす為りや全一﹂れかやかみさま左
危険な事が起って来る︒現に此紳代の精神が分らないのに︑唯自分の推量で︑是は斯う云ふ紳様の名

かいかみさ念いけつるんだいあや辻おこ︑罪れｙく１げん

てあるから︑斯う云ふ紳榛であると云ふ結論をきめますと︑大なる誤りが起りますｂそれは我々の現

ぎいことば

みこと

や藍とみん毛くこみもちもやまと︸﹂とぱかいしやく誤わか

みじうへひとたつと父を

いこ画とじ

在の言葉でなくして︑大和民族の心持を有って︑大和言葉で解鐸すると能く分るのでゐります．さて

まだやまとことば一達嘘

ことがち

算︵ミコト︶のうミＬは可御﹂の字で心上の人を尊んで申すことばであります︒可コト﹂と云ふのはう事﹂の字
じじつこ 瀧らい

コト．ハリザ然確だう︒Ｂはふい

コトハリ湾ま・かんがゐ

いうごゐこぱ

こと陸

で︑事賞︑事柄と云ふことであります︒叉大和言葉の言︵コトどもきうでゐ膿ります︒一︲コトー｜は事柄で
０い
くち滴
たくざんこりとあらすゑいみ
あって︑尺﹂は津山の事の現はれた末の意味であります．そこで口に出して︒ヘラー１１言ふことでない

いコトハリいろ︐Ｉ︑ことい

ものが︑理︑即ち道理︑法と云ふもので︑理は獣って考へて居ることでありますけれども︑言と
い

これ巾たくＬうごｌおも一魚峰

い

にばんじんげん蕊・塾ちい

詮をしあ

云ふのは︑さう云ふ理の種々の事を言ふのでありますから︑又︲一と云ふのは動いて居る︲木の葉と
い篭かみよことばかいしやくついちういえうい
和な
同じことであります︒そこで今神代の言葉の解鐸に就ては注意を要すると云ふことを申上げたのでゐ

いみどこ？フ

かみさま

い

りますが︑異名私は動かぬところと思ふ︒即ち一ｉコト﹂と云ふのは︑日本人は言芯一致と云ふことを

しゆゐ

主にして居る︒っコト﹂はその意味で何虚にも迦ずるのであります亥︒神様のことを可ミコト﹂し︸云ふのは

なにいい毛のいゐごかう苫う象を

かみさま詮をしあ

す趣睡じじつみ

たず

しかやうぜんかうどう
誌むしあ
寸趣はいき辱みもつごかうどうあを・
即ち意気込を以て御行動を遊はずことを申上げるのであります︒而もそ奴は偶然の行動ではない︒唯
かうどうかみさ匙
しんせいすぢみちかなゐ
かうどう
単フらめつぱふまよ韮
盲滅法の迷ひに依ってなさる行動でなくして︑稗聖なる筋道に適って居るところの行動でゐも．紳様

とは何を言ふかと云ふと︑其活きて居る御行動を申すのである︒祁榛と申上げるのは︑即ち事貴を見
こ佃やわ陣﹂くつみ
お習迂ばふ詮をしあ
ばふけじつひと
を
て︑御行ひになる法を申上げるので︑法も事賞も一つになって居ります．之を外幽に就いて見まする

んぶつけう
い
り
ふ法といふものが重おいも︒げ現
とい
云ふ
とつ
︑何
時は
も理
に悌教などでも︑鐸と一家ふものを糠に塗１彫て陸ります

やま少﹄

たいしぷうぶつけうだい鋼らしきい
だる藍さ室リひらこれも−し寺﹂い
達磨などが悟を開くと︑之を知識と云うてあります︒大乗桃教でも大知識と云ふてありますが︑大和

我固霞の研究一九

■

我国霞の研究二○

みんをくだいもしきｂつばかうどうリつばＣんかく匙ををかゃう宝をこと

お念つかみ象をあめ︲のみなかね﹄のかみたかみむ・すぴのかみかみむすぴのかみうましあしかぴひこ虹乃かみ︽のめのとこ

民族では大知識ではない．立派な行動で︑立派な人格を申すことになって居ります︒斯様に申して別

だてかみｖこの

かみさ尋一琴をしあくにの︲ここた一﹂のかみとよくものかみうひち泡のかみすひち虹の

天祁と申しますのは︑天之御中主紳︑高御産巣日紳︑神産巣日祁︑宇麻志阿斯詞備比古遅祁︑天之常

立祁と云ふ此五つの榊様を申上げるのでゐりまして︑蹴之常之神︑豊雲野祁︑宇比地迩祁︑須比智迩

かみついくひのかみいくぐひのかみいふとのちかみおほとのべのかみおもたるのかみあやかしこ奴のかみいざなぎのかみいざ

赫︑角状祁︑活伐禰︑意富斗能地紳︑大斗乃鉾紳︑縦離陀琉祁︑阿使詞志古泥卿︑伊邪那岐脚︑伊邪
なみのかみこれかみよよのかみ宝をを
那美禰︑之を紳世七代肺と申して居ります︒

これたぎＬよむつうへおつく盆を

右の中︑高御産巣日脚へ紳産巣日紳などは名を塞げてありますが︑而しこれは決して形成した神様

みぎうちたか融むすぴかみかみをすぴのかみなあしかけつけいせいかみさま

室たああのみななぬしのかみじんじゃお宝つ

ではありませぬ︒叉天之御中主神を祁吐に御祁りしてないから︑是は唯書物の上で御作り申したので
だいまち趣
めのみ竃か硬しのかみじつさい
あらうと嘘いて跨る勢琴がありますけれども︑それは大なる間連ひであります︒天あ之
御中主紳を賃際

ほとなにな古暮たちうい臆く︾﹂んお種やくよできおな

ります太郎を贈ぶのでも太郎の形篭︑其他特別の働きを有った虎

為政つまをで竜たらうょたちうけいたいそのたとくぺつ陰琵もところ
たちうよ

御祁り申すことは出来ないのでゐ

をすうかみさ詮よおまついたみゆゑかみさまおまつあめのみなかぬしのかみいつ矛あ

の太郎を聡ぶので︑殆んど何も無い塵の太郎と云ふものを漠然と御客に聡ぶことは出来ないと同じで
やまとみんぞくあめのみなかぬしのかみい︐ばくぜんみたてまつゐこれへうげん
あります︒大和民族は︑天之御中主紳と云ふものを漠然と見奉て居るのでない︒之を表現せらるシ

無数の紳様に依って御祁りを致して居る︒それ故にどの紳榛を御配りしても天之御中主紳は何時も其

背後に御出になるので︑紳吐に御記りしてないのが富り前であります．唯明治御一新の節に︑今まで

はいごおいでＤんじや︑おまつあたまへたずめいぢごしんせつい主

しん恥ぢこんせいど謁是じんじゃぶつぼさつおまつこと４１や

漉謎して跨りました禰悌混清の制度を改めて︑祁斌に憐の菩薩などを御配りしてめったのを悉く腰

そのとき準后さまめうけんぼさつ象をを毛のかみさ匙わか

めたのでのります︒其時に悌榛は妙見菩薩と申して居っても︑其祁榛はどなたか分らぬものが齢奉て

I

誉

よ

か忠さまわかおやし参たくざんとのときわか

い

あ宝もったいゆゑ

来ました㈱鵬感善嬢には峰りませ歴・卿様の分らぬ御吐が嘩山ありました．其時にどうで分らぬなら
ばん走つ挙かみさま

ぱ︑一番尊い紳標にしたら宜からうと云ふので︑齢し悪癖雄繊維と一云ふことにしては除り勿篭ない故

あゐのみなかいしのかみおいあうけんさ宝たいていあめの承注かぬしのかみ

に︑天之御中主神として置かうと云ふので︑妙見様は大抵天之御中主祁になりましたけれども︑それ

ゐしんいごいふうめうけんぼさつあめのみなか拶のかみおまつ窪を

と二ろ

これ狗珪つよ

は維新以後であります︒さう云ふ風に妙見菩薩のものばかりでなくして︑天之御中主紳を御祁︐９申し
またさい秒や合おいこれおほむかし︑とくあめのみなかねしのかみ狗望つ
だものがあります︒叉西京などに於ては︑是は大昔からでなくして︑特に天之御中主祁を御祁りしだ

このく各ゐ

ことじつかみ氏をぱうまを定いせいめいぱうまを

第二節祁々の御行動

所がありますが︑是は御配りをしなくても宜いのであります︲
さて憾燃はふつつか
・こと壷珪つがみかみよよかみおば潅しながかみγＦ１ごちんざい
借甚だ不束でありまして︑別天紳御世七代の紳の御話が長くなりましたが︑赫々の御鎮座と云ふこ
つぎだいせつ
かみｊｆ１ごかうどうことまとしあ寸趣睦抄巧すぴば渥垂
とは此位にし垂次には第二節として赫々の御行動の事を申上げます︑即ち産巣日の働きであります︒

さてい食誰をしあ

詮慈しあ

そのかみさまむずぴ生をよあらかみさきまご畠いことばもつ匙を

借今まで申上げました事は︑賞に脚と申すものは︑一方から申せば大生命である︒一方から申せば
あ
ごぞんざいとく︒︽つしんせいかみささ
・だいもつ坐ふかま一﹄ｐら
これ§ りやらばう
大なる最も深き真心である︒是等の両方のものを合はせて御存在になる特別の刺聖なるものを紳標と

まご︒ろさうせっさよう

あら

そのさうせっさようい

いよノー室すＩ１むげんむか宝元いうげんむか

申上げる︒其祁榛は産巣日と申すことに依って現はれる祁様でゐるｃ真心と云ふ言葉を以て申せば︑

真心は創設作用として現はゆればならぬ．其創設作用と云ふのは愈々益々無限に向って︑叉有限に向

って︑己れを騰張して掛かる︲唯園瀧にして居るのでなくして︑いよ；Ｉ︑己れを績張して︑凡てが一

おのくわく皇らかたずゑんよんゐ和のくぞちや︒古く
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欧洲戦寮終結後は各圃共に率和の戦争が盛んになり喪す其の戦争勝利者たらんには鯛民が協同一致して勤勉綴
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同

汗認搾峰双側男持四十厨ょ６噸部救嘩地側七回より
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本書は著者が専心杜含教育の事に従人の傍ら多年群籍を渉猟して獲たる古今の逸話笑話並に時事に威
じて世ぞ認した馬随筆漫言を一括したる珍書にして或は抱腹絶倒寸べきあり︑珂々大笑すべきあり︑
掻頭苦笑すべきあり︑而地吾人修養上の資料たらざるはなし︑若夫れ通俗講話に富ｊ︑此等一二章を
挿み用ん鞠聴者をして倦むことなく眺笑一番首肯喝采せしＵ為を得ん叉畢校家庭に用いて修身虚世
上の参考に供すべく︑車上書窓の友として興味湧き畳えず快哉を叫ばしむるものゐらん覇縄て行くと
して可ならざるなき瞳本書とす耐敢て一本を江湖に薦Ｕ︑
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らしめ一家の圃瀧ど子孫の繁築ごを計らんざする人は
何を棚いても此の教育講談を讃まれょ︒↓
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明治初年治屋興業の誉のみ盛なりし際濁り国民道徳の必要を唱道し大豊疾呼遂
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