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日本弘道曾型長侯爵徳川頓揃

日本弘道曾長伯爵徳川達孝

大正四羊．一月

歳首に常り君画の隆盛を斬り併せて諸君の健康を糞歩
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日本弘道曾常任主事手塚唯鳩
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入含満
鈴木溌吉君

織本定治郎君

幸剛澱吉君
三橋得三君
高野義端君

田仲庄次郎君

佐藤梧郎君

熊切常吉君

梶耀勝之助君

村田揃五郎君

村山金之助君

松僻嘉一君

野口情三郎謡

長島清作君

高橋金次郎溌．

岩膝環君

鰹､ I

巳剤Ⅱ川﹄

吉例兎の吸物⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：！⁝：：：：足立栗園三七
今後の婦人と育児：⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝：東京高等女畢校長棚橋絢子両○︶
大正の婦人と其責任：⁝⁝⁝；⁝：：：：：：跡星尚等女麹溌長跡見花膜画一︶
勤勢是れ快築⁝：：⁝⁝⁝：：：⁝：⁝：日本女子商業畢校錘庶嘉悦孝子西凹
将来の家庭教育⁝⁝！⁝：：⁝⁝⁝⁝：：：東京家政女皐校長臼井政子面五︶

十二項一高木斐川︶六項︵橋本臥牛︶

家庭

時言⁝：⁝⁝：⁝⁝：⁝：：：：：⁝：：：：：：．：：：：：：⁝：：：︵三五︶

欧洲大戦凱に就て⁝⁝⁝⁝：：⁝：：：：：⁝：：：陸軍中佐和田貌治︵一天︶
翠風開結の一語を進めむ：⁝：：：：：⁝：：⁝：：：：：⁝：：：園府種億三こ

戦争と平和⁝峠⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝；：禽長伯織徳川達孝︵四︶一
我圃農業の蒋来と農民の豊悟⁝：⁝：：：：：：！：農皐瀧士横井時敬二ｇ
我国の婚来と国民の豊悟⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝：：：丈皐士宇野哲八二五︶
我闘の将来と圃民の費悟⁝⁝：⁝：：：：：：！：⁝丈畢士深作安文︵二二

大正四年を遼ふ⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝：：：⁝：：⁝曾長伯餅徳川達孝︵一二

弘道新年読露一言七十四韮目次

I

論説︒・

一
−

I

安戸−

祭紳惇略︿十六回︶⁝⁝⁝⁝：：⁝：：：：：ｉ：：：：：：︾：千塚唯鳩孟三

幕録

兎の毛一本⁝：：：：：⁝：：：：：：：：：：：：：：：；：：：：：：園府犀束︵五垂

机上漫録側！⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝！；：：：：：：：：：！：⁝⁝高木斐川︵五七︶
祭栗涯先考文：：：：：：⁝⁝⁝：：：！⁝⁝：：：⁝：：⁝：：兇蓋次郎宍○︶

弔栗水並木先生文：：⁝：：⁝：：：：：：：：：：；：：：⁝：：：：依知川敦妥一︶

題朱舜水先生遣像外一篇：：⁝：⁝：：⁝⁝：：：：！⁝⁝：⁝周光照︵六一︶

詞華⁝⁝：⁝：：⁝⁝：：：：⁝：：：：：！：：⁝：：：：：：：：：︵六三︶
﹃料﹄

事⁝⁝⁝⁝：⁝：：：：：：：：：：：：：！：：：：ｉ：：：：⁝︵六七︶

漢詩︵石川丈荘選︶○和歌︵平塚盤峰選︶○俳句︵服部耕石選︶
一言回

雑報：：：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：：：：⁝⁝：：⁝：：：⁝：：⁝︵六七︶

日本弘撞倉記事○修養含記事○有志青年部記事

議禽成立奏上③開院式被仰出⑥開院式行幸鯵開院式勅語⑳貴族院奉答文⑳衆議院奉答丈懲貴族院の威謝
文翁衆議院の感謝文⑳大職曹課算提出③明治祁宮費③明治天皇紀編修⑳青烏軍政施行③英燭風纏潜比較慰
働篤煎入蹴曾準・圭線燕入補助︑出超八百寓圃鰯第州五議禽解散③漢字節約四百字鯵地方改良曾の表彰
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史林︑
五,一一一一

−

−

今生

三一二＝

⑱弘道曾館建設費井基本金寄附募集趣意書

／

蓋シ本曾ガ我邦二於ケルャ︑既二有力ナル道徳園鵠トぞァ職曾二具献スル所紗力零

一弘道文庫道徳ニ開スル厨書ヲ蒐集シ︑斯道研究ノ資二供ス・
一園書印行道徳上有益ナル先哲ノ愚書ヲ印行ス・
一書籍編蕊道徳二鯛スル書籍ヲ臨時刊行ス・
一善行表彰善行ヲ表彰シ︑其功績ヲ顛揚ス︒

タラシムルニ必要ナル記事ヲ掲載シ︑以テ女徳修養︑家庭教育ノ資料二供ス・

一華織嘩識癖羽葬調癖喬誇篭綜蝿節驚騨錘減鐸穏職噺錘諏藩諦鍔謙拳鱈欄二於ア︑良妻賢母

一巡同講篭本曾ノ必要又︽地方ノ要求二臆ジテ︑講師ヲ派遣シ斯道ノ隆興ヲ謀好

二支曾ヲ設置ス︒

一支曾設置本曾ノ事業二準ジブ︑各地方ノ縛宜二従上道義ノ鼓吹卜風俗ノ改善トヲ厨ランガ潟メ︑各地

一這穂講究道徳ノ講究閣明ヲ期ス・
壷這穂調査道徳二闘スル諸般ノ事項ヲ調査ス・
︾興風正俗穂風ヲ振興シ汚俗ヲ矯正センコトヲ期う
一道徳講演常集禽ヲ開キ道徳ノ講演及談話ヲ麓ス・
一還俗講話通俗講演曾ヲ開キ公衆ヲ誘導ス・
一臨時講雷圃民ノ精紳修養二必要ナル畢術ヲ講習苓

︒今ャ各地支曾ノ数ハ百六十齢二上り︑曾員毛亦責二言寓有験チ算スルニ至ル︑其
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今左ノ如シ︑

︑以テ先一帝ノ皇恩二酬上奉り︑叉今上陛下ノ聖旨二副上奉ヲントスと一在

畢及宗教ノー方二偏椅セズ︑諸教ノ長所チ採り︑教育二開↓︿ル勅語ノ嘉訓デ遵奉
︑本含所定ノ要領チ責行シテ吐曾ノ病弊チ除キ︑鋭意道徳ノ振興︑国運ノ伸張チ園

目的ハ︑邦人ノ道徳チ高クシ︑国家ノ基礎チ蓋固ニセントスと一在り︑而シープ儒教︑

日本弘道曾ハ︑故文筆博士西村茂樹先生ノ創設以来︑蒋二四十年二垂ントス︑其趣

間リリシ哲旨我

一

一一

一己

ザルチ確信ス叶雌毛︑而カモ現下我邦ノ趨饗二察スルニ︑圃民道徳ノ振興→︑風教ノ
刷新トラ以テ責務トナス本曾ノ如キハ︑一層奮働努力以テ曾旨ノ普及ト︑曾務ノ護展
トチ企圃スベキ時運二際曾セルチ信ズ︑是二於テヵ既設事業ノ完成チ期シ︑更二左ノ
事業チ遂行シ・愈々本曾ノ基礎テ蓋固ニシテ益々君閣ノ潟二毒捧スル所アヲムｆス︒

一弘道含館ノ新設

用途ノ梗概

︵卜︶這穂的活醸篤篤及幻燈ノ曹場二充ツル亜卜

︵ｆ︶本書事務所︾︾篭ツル副卜︵回︶定期及臨時講演書等二梗用スルコト
ス︶圏書館ヲ設ケ風溌謡溺スル圏書ノ閲箪予ナサシムルコト︵二︶常設徳育品展霊室亨設クルコト
︵職︶道標倶蕊認謬設クルコト︵へ︶謹裳ノ諸曹墓使照響誹スコト

金五寓園弘道曾館建設井設備費
金拾五寓園本曾基本金

内課

以上諸事業ノ内︑殊二︵邑︵塗ノ如キハ︑全図二於テ未ダ之ガ設備ノ兇ルペキモノァル
チ聞カズ︑而力毛固ヨリ時代必須ノ要求タヲズンバァーフズ︑サレバ弘道曾館建設ノ事
ハ︑菅二本曾穫展ノ必要降件タルノミナヲズ︑方サー二世ノ要求タルチ疑ハズ︑並二
本曾ハ︑鹿ク天下同志諸賢ノ賛裏チ得テ︑上陳セル諸般事業ノ完成チ期センガ篤〆︑
左記ノ金額チ募集ス・
一金試袷寓園

b八

大正二年九月

日本弘道曾

翼クハ大方ノ君子︑本曾微意ノ存スル所チ諒察シテ翼賛セーフレンュトチ︒
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祁山態識君馬場源太郎君

栗原嘉範君同
小荷山禰次君同
吉田・欠半君同
小林太一郎君同
久木田辰次郎芯瀧田淵郎左術門君

豊田伊卒君同
飯田甲臓君青木不動君
山口和一郎君同
吉原仙太郎君加藤左文治君

佐藤義雄君同
大根鶴松君瀧田治郎左術門君一

町
町

上．町郡山

子町

井橋佐四郎君青木不動君

山同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

形

銚本

銚子町

塚原清吉君大根鶴松君
山口文右衛門君同
衣川幸次郎君同
田中定兵衡君Ｍ
垣内新兵衛君同

二木要君中村楽助君一
￨

祁郡

郡郡
銚本

子町
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町

蛎 西 町 一 郡 小 町 町 郡
飽 銚 銚 皐 小 西
海 子 子 校 皐 銚
郡 町 町 校 子
松
町

嶺

町

吉野長太郎君同

野口権蔵君同

士谷安兵衛君青木不動君

寺島彦太郎君同

美呂律太兵備君瀧田治郎左術門君

加瀬倉吉君演田園松君
貝瀬圃宥君加瀬倉吉君

渡遥禰太郎君同

石毛要茄君同

山口蛎助君同

西村修平君同

宮本裕君同

奥田銑太郎君中村築助君

千年太郎三郎君瀧田治郎左術門君

開谷鮎之君加瀬倉吉君
長島大治部君同

筒井とめ子君鷲藤元経君

渡遥賢造君同
柏木照方君同
鈴木春三君同

︵以下次競︺
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日本弘一道曹要領甲識
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周要領乙識

一世界の形勢を察する事
二圃家の蒋来を慮る事
三政治の良否を観る事
四圃家の経潜を知る事
五教育の適否を考ふる事

日本弘道脅主蓋

日本弘道曾ぱ明治九年故西村茂樹先生の創立に

して其主旨とする所は邦人の道徳態高くし圃熊

の基礎を毅同にせんとするにあり而して儒教哲

畢及宗教の一方に偏椅せず諸教の長所起採り明

治二十三年十月三十日の聖詔韮遵奉し本曾所定

︑〜︲ｊ︲Ｉ︲

︲〜︲︲︲︲︲︲〜︲″ｌ〜ＩＩｌＩ︲！︲︲︲︲︑︲

の要領鵡寅行する態目的とす

Ｉ柵︲︲

六無識の者を教化する事
七道徳の闇結を固くする事
八正諭を張り邪説を破る事
九圃民の風俗を改善する事
十職曾の制裁を作る事

i
i
i
i
￨
室

一忠孝を重ずべし︑紳明を敬ふくし
二皇室を尊次くし︑本圃を大切にすべし
唾麺津壁噛帳蓉いい麺癖雄銅鐸捧乱くし
五家業を櫛むくし︑節倹を守るべし

ＩＦＰｌＩｂｌＰ．ｌｎｄＩ卜●１１︲

弘

六家内和睦すべし 同郷相助くくし
七信義を守るべし︑慈善を行ふくし
八人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
九酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染訣るべからず
＋宗教を信ずるは自由なりと錐も本圃の害となるべき宗
激は信ずべからず

篭

萱
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苑
￨
，
o
〔
爪
,
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今 一 ・ 一 時

！

大正四年を趣ふ

大正四年を趣ふ

天地は筒ほ諒闇にして︑世界は今に戦乱を鳩めず︒歳並に改まりて︑菖物皆新たなれ

ども︑哀傷の影未だ蓋きずして︑映澗の局方さに閲なり︒風牒を鳴らさずして︑海波を場

げざる︑牛和にして光柴ある︑寓里同風の慶群は︑此年頭に富て︑相頒かつに由なきを憾
みとす亥︒

然れども洪鈎は︑自から既に一轄し︑斗柄は南に廻りて︑歳は鼓に断たなり︒たとひ毒

賀慶覗するの事なしとするも︑天地の新たにして︑寓物の叉新たなるは︑不一連の自から

然からしむる所たり︒況むや︑今年こそは︑秋冬の交を以て︑皇室の鈍典︑幽家の盛儀た

る︑即位鰐及大嘗祭を行はせらるべきをや・況むや︑欧洲の戦凱︑漸く勝敗の敬を明かに

此れ堂に宇内に率先して︑平和人文の再造時代蒋に近からむとすることを標示したま

し︑早晩平和克復の曙光を放つに至るべきをや︒是の歳を以て大鰐を行はせらるァは︑

L

ゴ

互

ふものにあらずや︒
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あひだせんさうきひあくろん
父﹄﹄よちうＬ人すみやかへいわこくふく
雛も︑余は衷心より速に平和の克復せんことを望むの巳まざる間︑戦争ど忌避すろは悪なりと論ぜり︒ォ

いぞんかも
ばとうし
もの葱りイヶンは日く︑﹃闘志なきものはい生
存恥↓償値せな
し﹄と．

我は之を倒さＶれば巳まず﹂と．叉・ハゥルゼンは﹃樹

いばわがいきた
ハウプトマンも日く︑﹃我息を絶たんとするものぁらば

圏わ恥こ細たふや談た

．〃︑寡とせんきうさんがい︒﹂帥寺﹂ひへいわお像がイッこぐみんしきうかこくみんしじんこくみんしぶら

あ

さ

い

ご奴

斯の如く﹃戦争の惨害﹄は之を忌避すべく︑﹃平和の恩逸圃民は思想家の圃民︑詩人の圃民と瀞せらる参事を
父些きじ心つごとせんさうつひざほこともたくゑつぜんししようよるこ
けいご池こんぐ
悪肩之を欣求すべしと雛も︑既述の如く戦争は遂に避誇りとすると共に︑卓越せる戦士と稀せらるシを喜お﹄
いか︑Ｄろんあらくうさうあらいまえい寺う︵いわゆめしかうる
くべからざるを如何にせん理論に非ず︑空想に非ずと言ひ︑モルトヶは﹃永久の平和は夢なり℃而も美は
せんさうじじつ和いたいかんゆめあら非一んさううちうしんて哲多﹄しきおか壱き
して戦舗は事責に於て絶ゆることなきを奈何すべき︒しき夢に非ず．戦争は宇宙の刺的組織に於ける一の鍵
みかせんきうしせんじじつ
︲きたさ
いと竜たのと
厭ふも末り︑厭はざるも末り︑避くるも遭ひ︑避けざなり﹂と言へり︒これ皆戦霧を自然の事賞として︑之
系つしんり管めんおへいわう入どうぜつたいあくもつ﹃か奉志なご鮎ザ︾にんこれひつえぅし
るも鯵ふ・鱈に癖てか︑物心雨面に於ける平和運動はを絶掛に悪を以て見ず︑或は之を是認し之を必要硯す

つれてっていかうくわみ舎あだへいわう入どうぜいこのしきうもつ坐﹂かうてうかド・イツしやら

はんめん

つれぷき暇人署↓う

・ぐんぴ

ぐん

いばふはいちんたい

せいし人

常に徹底せる殻果を見る能はざるなり︒平和運動の盛るものなり︒此思想を最も高調せるば︑彼の燭逸の勝

大となぃる牢面には︑常に武器は研究せられ︑軍備は軍ベルンハルヂーにして︑日く︑﹃腐敗沈滞したる精祁
戦争部を屑平和

七

戦争と平和

こ蕊しんざゑちた詰せんさうまたいばサーん

さう湾う︲こくて争智むな・りゆゑまた蕊んめいか

を鼓舞振作する道は唯戦争ゐるのみ﹄と︒叉日く︑﹃戦

黍は道徳的義務也︒かシる故に叉文明の狭くべからざ

キリストけ．うて軒けんち
い望たどうけつ
えうけん
る要件なり︒：基督教的見地より云ふも亦同一の結
ろん差ぢやとを娘ゆゑせん言一うばいしたすべ
論に蹄着す．夫故に戦索溌止の矯めにする総ての

うんどうた￥ぐれつぜつたいふだうとく

ぜ〃

八

さうへいわたいろんざしばらくやごじふこんく慣

戦争と李和に封する論議は暫時巳め︑吾人は今同の

だいぜんらんけつくわはたいかんせんしぶらごわ津くに﹂やう？うい．いかん

わ飯くにしやっＬ−いげいえいついかんがくわい妾︾にしむら

大戦嵐の結果は果して如何・戦勝後の我邦蒋来は如何︒
寺港はか・少せんさうたうていさ手色んさうへいわ
即齢暇江戦争は到底避くべから帳すとなし︑戦争は李和
けんもた
だいぜんらんご雑かいけいせい
の潟に存すとの見地に立ちて︑大戦凱後の世界の形勢

と我圃嬬来の縄管に就て考へざるべからず︒曾岨西村

た汐にん吟弟会しぜんせんさうさん

膿りしものを塞げて︑

あ

以上は戦捷より得たる利益にして叉我邦の損害とな

いじゃ全せんぜ．︽えりえきまたわがくにをんがい

とする者の数を増しれり︒

︵五︺此戦捷に因りて幽民の志気元癒しｂ海外に渡航して管業を聡さん

し衣ろ二備零々四十七蔑五千五百八側韮蛍ひて楢除リあり︒

︵四︶塞濁膨湖烏と二徳五千蔑雨の償金とを得詮り︑是に由り軍事に費

東洋の強幽等の名稚怨冠ぜしむるに至れり︒

季に由り︑其武勇の侮るべからざる韮知り︑頗る畏敬の心を生じ︑

ｇご欧洲諸国は従前我邦を以て朝鮮進羅の部類に殻きしが︑此度の職

利筈裾失を考究する所あらしめれⅧノ︒

模倣に止まりしが耐今岡の戦争に由りて之韮賀地に経験し︑大に其

︵一口陸海軍共に其職法兵器皆法ぞ西洋に取れりと雄も︑未だ単一なろ

掛し︐勝に糞へんとし衣ろ我邦の武勇準再興蘇生せしめたり︒

︵ご此雄大の戦争に由りて幽人全般の士須懇燕興し︑愛蝋の精神心稜

いは

せんせいにつしんぜんごわぷくにせんせ・︽えｂがいあ

運動は一雷に憩劣なるのみならず︑絶封に不道徳にして

先生は︑日清戦後︑我邦の戦捷より得たる利害を翠げ

だき

人類の最も無用徒篤の業として唾棄せざるべからず︒﹄

て臼く︑

も一﹂くかこくりぶくしん琶やらおさ毛のぱう垂や今

ひつえう蝦一んきうきび︐とぎこくみんたいえいゐしゆくす︒︿

しか

じんるゐ邑弓と詮Ｊうとゐわざ

と︒而して﹃若し圃家が風力の伸張を抑へ︑其膨脹に

必要ばる戦零を忌避する時は︑圃民は退嬰萎縮す．凡
せ弓こぐ功は
しや壷たいてらめいはく
るん
ての小国の憐帆むべき状態に照すも明白なり﹄と論ぜ

これ・もつごとせんきうぜつたい含あく

６．之を以て︑トルストィの如く戦宰を﹃絶掛悪﹄とし
こ
れこんせつろんひいかん
これさ

之を根絶せざるべからずと論ずるものに比して如何︒
ょがくしやぁら
てつがくて昔け人ちせんさうろん
余は畢者に非ざ鯉ば愈哲畢的見地より戦争を論ずるが

言︐と

如きことは之を避くべく︑只人情の自然は﹃戦争の惨

害﹄を忌避し・﹃平和の恩恵﹄を欣求する事賞なれども

がい菅ひ◆へいわおんけいこんぐじじつ

これじつさいじやらじじつみときせんさうたうていき

之を賞際上の事賞より見る時は︑戦争は到底避くべか
ａたせんさうう︐りえ・寺﹁︾じじつ
らず・叉戦争より受くる利益あることも事賞な︐り︒き
じ誤じつみときぜんさうへいわため毛ん

れぱこれを如賃に見る時は︑戦霧は李和の為に存すと
更とへいわや一んさうためそんことうたがひい
雛も︑平和は戦争の篇に存せざる事は疑を容れず︒
五

︵ご幽民嫡慢の心韮生じ︑著修に耽けり０怠惰放逸に流ろも者多し︺

︵二︶多額の内国債を起したろ態以て︑資本家の金珍散じて中産以下の

幸穴垂フ

︑ぐんぴじや全ただいかいぜんロゆらじつえぅ

︾︾︸のたこくみんせいしんとうじつりよくひ搾全しつとう︒こくみん定いかく一．︾

を要すべく︑軍備上にも多大の改善充責を要すべし︒︒

謁一ざ画毎

こと毛の老んがい

からず︒而も叉東洋の蒋来は如何︑太平洋上の蒋来は・
いかんおもこ角いた華亭二いうしんた
如何︒思うて弦に至れば誠に憂心に堪へざるものあり

埴んわかしぞくいへどａたもつ麺畦いごじんさんかう

事は二十年の昔に馬すと錐も︑叉以て大に吾人の参考

吾人刷民は︑西村先生の言はれし如く︑決して戦捷の

けうぐんたこれこんくわいだいせノ母りん
てかくかうせんこくともぷきぐんぴしけん

こと

とし教訓とするに足るものゐり︒之を今同の大戦凱に
こくみんせいしんしきうとういかんしけん

二には圃民の結祁思想の統一如何の試験たり︑三には

よけう強んながこと

の元﹂

とうやうしやららいわがくにしや全らいさう

たり垂翁︼んしようおごけうまんおちいこと

を飴すべからざる也︒戦勝に微りて嬬慢に陥る事なく︑

北

またへいわな牡んきうわすしかそこんぼん

資力の試験たるを威ずるなるべし︒我邦に於ても︑今

叉平和に馴れて戦争を忘るべからず．而も其の根本は
だ
う管いせんきう︽いだうとく
道義にあり︒ナポレオン臼はずや︑﹃戦争は兵の道徳に

職争を平和

ごぷきぐんぴうへ詔はいちういえうかひかうき

後武器軍備の上に大に注意を要すべく︑彼の飛行機︑
緯狸鱈︑鈴鍵酢跳華鐸僻鐸確挙に一陸の謎琴と薙鐸と

じつりよくしけんかんわがくに和いこん

ごじんこぐみん胆しむらセんせいいごＬ﹄けつせん詐一ふ

照らすも︑各交戦圃共に︑一には武器軍備の試験たり

・しかまたとうやうしやつちいいかんたいへいやうじや．しやうちい

舞蔓に上り︑直接に列狸と接鯛し︑共に馳駆せざるべ

ぷたいのぽちよくせつれつぎや雪せつ階ぞともちく

今同の大戦凱の結果果して如何︒燭填勝つか︑英悌
こと蕊吟いどくゆゑにばかこれだん
ろか
露勝つか︑事未来に馬するが故に俄に之を断ずぺから
せんごせかいけいせいにし
吃のいづか
ず︒其何れが勝つにもせよ︲戦後世界の形勢は︑確か
せいめんひら
に一生
面を開くくし蛎曝に鐸り燕飛は鰐に世認の蝿

一︑｜んくわいだいぜんもんけつくわばたいかんどくあうかえいふつ

し○

こど

其他風民精紳の統一︑賃力の充賞等は圃民が大畳悟を

洋琴ｋリレ﹂一言ふく

い

もつどりぷ〃︑

の人民の困窮走来衣せりｃ

民の手に入り︑是雛の民の購斑力走増し物価急劇に雌愛し途に多数

以て努力すべき事たるや明かなり︒殊に其損害として
じつて．きせついうえざ︐筆︾んかい
だいでうごと
あ
蕊げられたる第一ヶ催の如きは︑賞に適切有益の歳戒

一方にば資本の峡

一方にば鼠易の輸出入に非常なる不平均韮生ぜりｃ

︵三︺確責ならざる事業︵多くは株式︶圃中に勃興し

乏韮告げ
幽家の維湾起して甚しき困難に階らしめれりｃ

ハ四︶職後維警の必要なるよりして︒政府の固賓に非常の膨脹鵡来し︑
︵五︶支那の内梢は︑従前は欧人の知る所とならず︑其版間の火にして

に於て其柔弱能く億すなき態西人に知らしむひ今後恐らくは西人の

人口の多き韮以て︑西人皆少しく之韮慨ろの意ありき︑今岡の戦争

り危ｒつくし︒

支那を悔恨すること滋妬甚し沙らん︑然るどきば東洋の平和は是よ

以上の如き五利五害あろば識者の皆知る所なり︑而して其利害の大小
は未だ容易に断定す．へからざるものありも然れども事既往に鴎す︑今

其利害怨論ずろも益なし︑唯術に其利恥敢め其害奄去り︑善後の計走

、

除聴慢に流るシ事ばく︑東洋の蒋来︑我圃の蒋来に想
じゃっぶんかくどしゆ心ぴたりつぜいせいくひ
たう
到して︑充分の豊悟と準備とをなし︑他日に嘩鱗の悔

誤らざるにあるのみＯと・

ロ

函

装画農業の狩来と農民の畳悟

一○

と︒三に醜く︑感選の鱈崖を彫り︑跡潅の鐸舞に鑑む

よつばんじ．さいう

依て寓事を左右さる﹄と︒寡に癖て韓耀に癖て餓癖

べきこと︒而して我日本弘道曾は︑須らく国民の先達
となり︑一鉾餓鐸斯鐸の縄鍵に読め︑恥て燕に趣蹴の

いはこくＦよく

い芯くこくみんだうとくしんご・フ

力

けん

ためじルすゐところ

いざう然つしゆこしら

農肇博士

い

一﹂

時敬

を

ざん垂くＬぱゐいはゆるせい看ん意や重己ういう

つシある︑是れより外に仕方がないのであらう︒砥曾
じんしんふ城いにんげんにうじやく知潅らた記かひ
の人心が腐敗し人間が柔弱になって来れば︑必ず戦
おこＬやくわいふはいさうせうがいせ
と云ふものが起って献禽の腐敗を一掃し消害して︑世
かいかうしんせんさうよ
界を更新するそれには戦手より宜いものはない︒それ
とかくわたくししぷんがくもんけみちこのたび
は兎に角として私は自分の畢問の見地からして此度

ほかしかたしゃく心い

のである︒熟々考へると惨酷なる芝居所謂生存競争優
しよられっぽいいす参︿しゆぞくしんくわたす沙
勝劣敗と云ふものは︑総ての種族の進化を助けて往き

つ〃︑〃″１１かんか

々がさう云ふ造物主に椿へられて居るものとすれば矢
はそのざう不つしゆめいれいしだがしばゐ
張り其造物主の命令に従って芝居をしなければなら
た乃かひい
ぬ．どうしても戦と云ふものをしなければならぬも

や

しかわがにぼんこうだうくめい才べかこくみんせんだつ

り︒況んや平時に於てをや︒されば吾人国民は︑錘に
しんしゅんなか
あたふかさ
でうかくどｒつせん
新春を迎ふるに富り︑深く左の三ヶ篠を豊悟し賞践し

烏に蓋捧する所なくんばあるべからざるなり︒

じゆ今じつ旗か

わがくにしや﹃らいのど

いはへいじ駒いごじんこぐみんこ画

て︑我邦の蒋来に望まざるべからず︒一に日く圃力の

Ｉ︑

充賞を岡ること．二に臼く︑剛民の道徳を振興するこ

わか

たのどう蕊つい

言二ふつがふばんざう蕊つＬゆ

︽Ｌ︲ル﹂

井

我蝿農業の将来と農民の畳悟
一欧測戦飢に鑑ゑよ
わたくしざう界つしゆいひと

じん定う
蛎麟の礎雌芯韓誌は鐸に雑塾以恭の舞韓にして人
道

じやらしんざんこくひさんじ

かうおめ

上真に惨酷なる悲惨事である︒私は造物主と云ふ人

ニレら

よほどざんこくかた

に一向御目にかシつたことがなしから分りませぬが︑
匙
を

いどうぷつい

若しも居られるものなれば除程惨酷な方でゐる︒斯う

捗︲︲わ

おも

云ふ動物と云ふものを縮へて︑其動物と云ふものに喧
一寛かしばゐみ
そ
嘩をさせて恰も芝居でも見るかのやうにして居られる
わた〃︑し

としか忍ばれない︒誠に不都合千栽底造物主である︑
Ｌかわれ
私にやらせればそんな事はせぬ積りでゐる通併し我

横

の瞬雛舞韓に蒜て鍵も鑑瀞すべ苦溺を遊べて棒に燕鯉の鍵には睦めて鐸権な睡恥に垂って屠るのではあるが
にくあやひち︑︲
しかぱう．私◇シくさん然つ
狗も

い

か云ふものは壷銅︑端蝉舞心賑維凹恭鱈から継いで幹

うげふかかく一．︸らが渉
農の業
家の豊悟を促したいと思ふのであります．然し一方から見ると︑畜琵物としての肉とか或は乳と

ひじやつ

調ぽいこま

プメリ力豊インドとうかｆ

り︑穀物は多く露西亜とか旬牙利とかシら輸入して居

墨欧測各交戦園と食料問題ｇＩもつ調ぼ・シァハンガリ︲幽賑ふゐ
局．臭︑おこイギリスじん赤こぶしんけいて苫

杖つこういつかいよ︐Ｉ︑おとる

・こんにちぜん

戦が起ると英吉利人は頗る神経的になって︑非常にたのだから大に困ったので︑亜米利加︑印度︑等の各
と二参ドイツぐんかん
この曹苫きふ
イちはう
勇誰い赤もんだいおこくす然憾しよくいうもんだい
頭を痛める問題が起って来る即ち食料問題である︒英地方ゐたりから此供給をやった虚が偶逸軍艦にちよぃ
ギ利
リス
ん年
いぜ
だよ
んり
Ｉ々
の農
うげ
詞衰
とろ
た来
のう
し其
やら
吉
はね百
以ん前
りく段
業ふが
へきて
たへ︑
上こ
商う工ノー溌漉の餓嘩をやられて睡磁祁継を癖んだやうであ

ゐけつくわ盆たじんこうぱん・笈Ａ

いけつくわ

勃興熱に駆られて愈々衰へたものであります︒今日全る︒
こ奴しょくもつにもがいさんへうた
かもく十芯唯たくしかふつこぐ
この
ぐた
と土
も地
つで
く作るところの
図
民み
をや
養愚
ふじ
にぶ
自・
分んの
家畜即ち肉然らば俳画はどうか︑是は食物の一日の概算表を立

こくるゐたいかんがみわづ

よ

い︐もんだいお︲こかい具わんぜいあこぐもつあだひたかい

だい

るゐぺつ
類
は
別
と
し
て
︑
穀
類
だ
け
に
封
し
て
考へて見ても僅かにて︒やって居る結果又人口が繁殖しないと云ふ結果と
げしつ
画
こら︑
お此い
二か
箇月
かざ
支へ
るた
に足
ぬ︒
に於てどうしたら官かして︑出しも入れもしない通跨妬い 礎に齢娠て勝る

しよ．︑れうだいこくりつさうこだくは

季︵つなんい

らうと云ふ問題が起り︑海開税を上げて穀物の償を高と云ふことであります︒
くし耐して謡擁の壁露を鈍くすべしとか︑蕊は一韓蹴鋸に塘池洲嘩や洲︑瀞酔溌窯は如伽と一零ふにこ奴は

にふじいう

ほかしかた

い

み

の食料を大なる閣立の倉庫に貯へやうと︾︑嘩恥鍵郷郷れ哨鍔蛎揮や 鯉誕あるから別に何とも言はいが︑
か 苔う一半〜αふん
しきんあたこくもつちよざ・フ︐弟られい
資金を典へて穀物の貯蔵を奨脚しやうと云ふ議案が風併し露西亜は農業が盛んでゐるにも拘はらず牛肉の耀
承しょくれうひんザ一ん
昔たうてい弓●・めにほんもうもん・萱
︐あいていしゆつくらゐひしやらしんけいてき
禽
に提出された位で︑非常に祁経的になって来て到底詰を日本に注文して来たところを見ると︑食料品が戦
ロシプしか
じおいふそくゐ
でき・い蝉やら
くれう︽︾く体
食しぷ料
を
貯
へ
る
ことが出来ない以上はどうするといふこ時に於て不足して居るやうである？露西亜でさへ然り
才一んじおいひじや．ふ七く
芝のほかくに
せいかいけんえしよく恥う山
けつ査苓︑かいぐんさか
とになり︑結局海軍を盛んにして制海椎を得食料の輪とすれば其外の園にゐりて戦時に於ては非常に不足す

入を自由にするより外仕方がないと云ふことになってるものと見なければ鞍らぬ・
レよくれうもゐい
ドイツ
ゆゑこんど
かいぐ入りよくいう
あの海
軍力を有するやう煙なったのである︒故に今度そこで燭逸は〃ｈだけの食料を持って鑑覇かと云ふ

我園農業の狩来と農民の蕊悟・二

こぐもつぶん．守らぬふそく

我圃農業の謄来と農民の鑓震
わたくししら

一一一■

こめせいさんぞう懇どあひお︾七あひはくちう一認か
米の生産の増加の度合とは恐らく相伯仲するか︑或は

てある︒それに拘らず年々米が足りない︑約五千蔑石

うわけ

おも

さ

だいしょくれうじゆらぷん

こ鯵︑のうげふ弱とら

か患ねんＪ１こめた

詮迄とよる

や．

︲

Ｃんこうへいきん

つうぜつかん

わけ

とくかうせんかくこく参な

しぷくれうもんだいおほいくろしをど匡ろみわ虹７く１おぱいかくご

ふことを痛切に戚ぜらるシ鐸である︒特に交戦各幽皆

﹃﹂〃も

ゆゑわ恥ｊく１のうげふじゃっ

こめせいさんぞうか

ばしよたくこん

つｌｃ

たとフランスい皇易ぜんこ︐．︲

なそのほかところかうさく

い

な

﹄フ・ち

ゐえい

かうち

居りますが︑尚ほ其外の所も耕作せんとして居る︑英

を

つと考︿︑て御鐙なさい︑例へば悌蘭西と云ふ所は全国
すで・かうさくち
を百とすれば其五十八と云ふものを既に耕作地として

かんがご仏︶ん

ｊｉＩ開墾して米の生産諺増加することに努める︑ちよ

かいこんこめせいさん害うか

い︑日本は開墾すべき場所が津山ゐるからそ飢ぞどし

にほんかいこん

事するものはどしｊ︲ｉ米の生産を増加しなけ奴ぱなら

じ

みふ七くつ

と

米の生産の幸の方が大きいかも知れぬと思って居る位

こめせいさんりつばうおほｒＬおもゐく己一ゐ

に私の調べたところでは穀物は五分の一位で︑不足
ぶん
の五分の一の識擁は識に瀞酔醒とか錘お利とか一尋ふ歴
ゐ窒彦こだいせんさう
ばうて昔
から入れて居る︒虚が此の大戦争と蕪って四方に敵を

も穫れるやうになったのは誠に宜しいが人口に平均し

い

受けた鐸であるから食料問題には鎌程困って居るだら

て見ると不足を告げるやうでゐる・故に我々農業に従

こんどせんきうかんがみドイツ元しかつ鋲じ

しぶく︑れうもんだいよほどこまを

うと思ふのでゐります︒

あゐひくい昔淀んごわんとうふそくよけつ章よくはいせんけつくわ

し

今度の戦争をよく考へて見るに燭逸は槌に弧い︑自
こぐてき
︐ぽいさいうたい一Ｌ菩
掴北は敵をして一歩も入れしめずしかも左右に大敵を
︽午かゐ坐ころみあもひいく雪氏
引受けっ参戦って居る庭を見れば或は戦には敗けぬか
しかいく篭﹂ながぴしたがしょくれうつ
も知れぬ．然しぼがら戦が長引くに従って食料が蓋き

いくさか

域は兵器弾丸鐸の不足に依って結局轍識といふ結果に
終らだらうと考へられる︒左すれば唯蝋いばかりでは
戦は勝てぬ︑第一に食料が充分でなければ葱らぬと云

われ︐くＩしょくむつつくとちたくさんも

わづかぶんみ

を

圃の農業は衰へたと云っても尚ほ百の中四十三を耕地
たいにほんほくかいだうその
として居ります︒そ奴に謝して日本は︑北海道とか其
ほかしんＵやらどもちろんのぞにぼんむや．ばんひら会尋
外の新領土は勿論除いて日本中の一番開けた所だけを
と

食料調題で大に苦んで居る虚を見ても我々は大に豊悟

取っても僅に百分の十八に瀧たないのでゐります︑さ

わ津くにいまｃわんぜんせいかいけんえわづし室ぐに

な︵りぬ・

とになるのであるからｖ我々百姓は大に作らなければ

われノ︑Ｉしやつお峰いつく

れば我々は食物を作る土地を津山有って居ると云ふこ

そい

する庭がなくてはならぬ︒

三我国の農業と食料
げんわがくに﹃﹄とのうげふかいりや全ばつたつこめせいさんひ

とうけい︵うば解はふくわんぜ＆

現に我圃の如きは農業が改良護達され米の生産は非
坦やう式

もつｋＴ害障い

ゆ

うくゑ一捻毎レかいぐん

我圃では未だ完全なる制海権を得ない僅かの島国を
ひ・とＪｒ１はんレーぞどあひ

常に増したのである︑統計表が甚だ不完全であるから
でき

以て商責をして性かうと云ふのは迂淵の話で︑海軍が

Ｄつば

して立派にいふことは出来ぬが︑人々の繁殖の度合と

1
'

えいこぐぱいとかくこんにち．．ぴや痔峰やくいみ﹄やら滝いきんむつ

げんしうはうこくしやうれいくわいい

またあろちばうわづ

瑛掴の﹄↑鋸になるやうな時が末いば兎も角も今日ではは病鰯吐溌溺津とを意味するので百姓には大禁物でゐ
食物を充資させねば唾らぬ・近頃に於ては普通二石かる︒叉以前選畢などをする時に百姓と書くのがいやさ
むしよくげふか
く︺Ｊ１１﹂
三石
しか穫れ憩い歴に蝉て︑五石穫っだ六石穫っだとに無職業と書いたといふが︑垂戸鵬狐職轄と一尋ふ露雅か

と二ろ
云いふ
所
が
ある︑現に九州の方に五石奨卿曾と云ふものしいものは無いのである︒叉或地方では僅か一寓園ぱ
こんどせう等︾んかうたちるひと〃﹂のか荒いしおもひと︐トー
このごろ
がある此頃では五石穫虹るやうになったから︑今度はか沙ゆ誹銀鋸濫立江惟渉獅う域誹秘其淋壷の註蹴る凱々
六石にして六石奨卿曾と云ふものになったと云ふことは何々銀行頭取︑何々銀行取締役と名剰の縦端を飾鋤
であります／︒そうなれば人口がいくら増加してもよいたい篤めに立てたと皮肉を云ふたが︑或は然らんと田心

じんこうなおほことせんきうなどときのうかぼんげふおもけいばく︲きしや負しやら

人口は成るべく多く底くてはならぬ︑殊に戦争等が時はるシまで農家は本業を重んぜぬ軽薄の気象が生じて
じんこうおほじん↓﹂う昔
々ゐるものとすれぱ人口が多くばくてはならぬ︒人口来たやうである︒
とくのうとんせいれんとかくとくわいせいれんせんぼうとくわい
片︑意よ〃︑い
ぞうかしんぽい
の増
加を心配するなどは恩の極と言はねばならぬと特に農村の青年が兎角都曾の青年を羨望し︑都禽に

わたくしお︲もわがく．にのうげふかいｎやらと義一で麺ぼいかんがあるがくしや

私は思ひます︒我圃の農業を改良する識には五千蔦出たいと云ふのは大に考ふべきことである︒或畢は者
やは
し
らはうせいれんとくわいい
跡誌千穂にな心うが︑一癖葛にならうが必ずそれ位の地方の青年が都曾蓮出づるのは雌鐸桝に藤って早く死

人口は養って往けるのであります︒ぬるのが目的でゐると云ふて居る︒狭苦しい不潔な空

零﹄みとくわい
気に満ちた都曾にごろつくよりは︑ひろ八︑とした野

みもつどりぷくゆ帆今フかうふ彦︑かあんぜん

四農家は自ら賎しむ勿ればらだうでか慧
堤曇けん唾んＬ約定いけんぜんし竃ぅ
原に立って腕の限り働き︑健全な身縫と健全な思想と
讐んちいのうかとく約いへいふうかんせん

Ｌ﹂くわい野︾いれんごとしろむしひくついこれついひと

近来農家が都曾の弊風に威染しかけたやうに見ゆるを以て努力して往く方がいくら幸禰で且つ安全である
↑二琴・７１１じかほんげふいやと＆わいあこ
これ
か縁いろくる
たぱたけしごと
が︑田
や畑で仕事をするから顔色が黒くなる︑之をひか知れない︒口︿々自家の本業を賎しみて都曾に憧が奴

︼一一

一

どく燕にしてどうか都曾の青年の如く狛駅葱鋤雅い唾謁池は識い嘩乃卑屈と云ふべきである︑之に就ては濁り
ど刀云ふ︒以ての外の間連ひである︒顔色の黄色は日農村の青年のみが悪いと云ふのではない︑今日の教青
れついびや言﹂んそんゐ打も
いろなまじろ
糠螺の捗健で黒い睦懲義な誌擦である︑色の生白いの熱と云ふ病根が存して居ると思ふ．
我掴農業の狩来と農民の蕊梧

我国農業の狩来を農民の豊悟
こら・砂 き↑︾のうげふこぐ訂こし牟毎記こうげぃ今こく

学リシヤ

ほる

古来の歴史は農業園に興り︑商工業風となりて亡び
ものがたゐちちゆうかい

ることを物語って居る︒地中海にある希臓︑スパルタ︑
一﹂といづのうげふもつ︒〜におこしや全こうげふおこ

のやう︽いもつと

ローマの如き何れも農業を以て剛を興し︑商工業を起
と盈おほういたこｆみんだしやくつひほろ
して富を多く得るに至ると圃民が儒弱になり︑絶に亡
のうげふこぐせいめい

わたくＩせうがくかうばんにあけうじゆ

びるゃぅにぼる・農業は一園の生命であり︑農兵は最
つぎＬかのうげふ哩註うじせい堀ん︽︑群
も狸い・然るに農業に従事する青年が︑動もすれば雌
けんふうらレ芯にうじや畠か走孟﹀ゐしろたびひかき
健の風を失ふて柔弱に傾いて居る︑白足袋に光った衣
ものくぴきい
まとりうちぱうしかぶ十がたど
物︑首に絹ハンケチを巻き烏打帽子を被った姿は︑何
こうこぐせいれん

﹃﹄ぜんちゆらこんにちにちじゆけ︑年できしかさい

ぅしても興圃の青年ではない︒私は小畢校半日散授
ろんしゆちやら
一命逼唾非やう域くかうばんにも
すこもうい
論を主張したい︑即ち小畢校は半日でよい少し注意す

れぱ午前中で今日の一日の授業は出来る︒而して十歳
ぐちゐのうか
たぱたでば允堂Ｌふく心んこのころ
位か津農家ならば田畑へ出て働く習慣をつける︑此頃
たうていもの
かばんにもがく
から働貴つけさせぬと到底物に戦らぬ︒斯く竿日は単

かうはんにららうどうたいりぶくつよ

い

一座

珪阜だけつこうことぜひ

しかわたくし

おもいずここんなん

ぼどシ言はれる︒誠に結構な事で是非さう噂りたいの
あみ︑

でぁ喋りますが︑然しどうで今のりますか︑どうも私は

ちそはうあとまは

くわれ︐ｆｌか虹だ

怪しいと思ふのであります．と云ふのは少し困難をし

えいげふぜいさきぜんぽいくいゐ

て来ると︑地租の方は後廻しにして呉れ我々は金が出

ふがひ

しや弓フ

之のかはわれ？１１だ

Ｌ﹂や︑一子﹄〃■︑

ところ

しんで

くいつよ

詮のふた

しやうこ︑う

い

しやらこうげふしや

せぬから︑誉業税を先に全腰して呉れなど夏言ふて居

ち毛はい

る︒そんな脈甲斐鞍いことでは仕榛がない︑商工業者

だう７１１

い

が地租は腰してやれ其代．り我々が出してやるからと云

談だい

ふのなら堂々たるものだが︑虚がさうでないから商工
げふくにた
あや
業で園を立てると云ふことは怪しい︑信ずることが出
ｂいう
来ない理由となるのであります︒

︵いりよく﹄けいざいふたものたいせつ

先づ第一に一等園となるには兵が掻くなくてはなら
つよくい
か執しょくれうなしかた
い︑狸い兵がゐっても金と食料が無くては仕方がない︒

い等︽ばんみとたげんえうしか

その兵力と経潜との二つの者が大切である︑其二つの
︐ものたれみ蔭・や︒くいのうげふこぐのうくいつよい
者は誰が充たすか︒彊兵は農業間で農兵の握いと云ふ

ことは今や一般の認むるところで多言を要せぬ︑而し
にほんもついまたくさんかれつくゐものおくか堀だ
て日本で以て今津山金を造って居る者十五億の金を出

鍛浄量半日弛勝鋤塑ぃ踏起と唯すや淑鵠力哨識駅なり︑
成長して益々農業に趣味を持ち軽薄なる都曾熱などに
はか夢ら底いのでゐる︒

して居る者は農業の階級より外にはない︒そうして見

ると鐙兵も国家の重なる税金も共に農民の負鱈する虚
にほんこんにちａでこつき
であります︒つまり日本が今日迄漕ぎ付けて来たもの
のうげふしやちからい
たれなんいの．う
は農業者の力と言はねばならぬ︑誰が何と云っても農

奪や々員いこぐかおもゼいきんとものうみんふたんとこお

ゐもののうげふかいきふ﹄歴かみ
五農民の豊悟

んごしやらげふ
逓恭錘狸榊は燕鯉も一挙酎にはなったが今こ後
商業で
ｆ︐にた
こうげふ
くにゐぢで者
なければ園は立たぬ︑工業でなければ園は維持出来ぬ

みん象へゐぱ
にほん？フげふかいｎやらはつたつよちたくさん

民の前には威張れぬのでゐる︒

日本の農業はまだｊｉ改良護達の除地が津山ある︑

かい︑やらけつくわわり軍おくう︵おくゑんま
ね

猫こずゐいかいかくどもつ

改良の結果五割増せば十五億の上に七億五千蔑圃増す
わけ
炉れ︐Ｉ１このにぼんこｆ・
わりわりなん
課である︑五割や十割は何でもない︒我々は此日本画

とけいくんしやらとうとんげけんくわいこぐ︒おいざゐんちゅらゐ

を寝かさうと起さうと随意ごある︒斯う云ふ豊悟を以
われノー︑まのうげふかいかいりやらばかだいのう
て我々は先づ農業界の改良を岡らねばならぬ︒第一農
あぶちむしすが畦かばおり砕諒氷きん
げふかい
業界のゴロッキ慨鐘︑即ち彼の珊織ゴロ︑袴ゴロ︑金
敬

らあぶらむしせいばつのうみ人じゆんけつ

時計︑勧章ゴロ等︑それは村御聴曾圃禽議員中にも居
じんか︐︑にんげんり︐〜力いりやらぐん写や臭いお

１

るだらう︑先づこれ等慨鐘を征伐し︑農民をして純潔

なる人格ある人間たらしめ︑陸海雨軍には狸兵を送り︑

こめとかねとしか侭ほんせかいだいとうくに
すべもの

且︾うち

たとたてもの

にり

米を取り︑金を取り而して日本をして世界第一等の園
ぷんしかくあたかくご
たるに十分の資格を輿ふる豊悟がなくてはならぬ︒

きしやぷじりぷかううてつだうゐん毛うさいか

はたふ

ばんれい

ばんきふれうやず

汽車で無事に旅行し得るのは︑餓道院縄裁もあるが彼

ばんみぱひじゃ量たいせつ．

かくごｏとへうめんりめん

の旗振りに一番鰐をせねばならぬ︑一番給料の安い一
番見築えのない騨侭が︑津軽に恥っては非常に大切な

は元必なものこうせぎだい

す耀睡にぼん

ものでゐる︒斯の如く表面のものよりは裏面にあって

働きを潟す者の功績は大なるものである︒即ち日本に
おくとみつくしやら葎や尤︵いＬぼんす．ぢほん
十五億の富を作った百姓︑謹兵の資たる一本筋や二本

すぢ︵いしおほだしやらこうせきふか駒も

しや．ふいちやらどはｆ︑せんさ力

筋の兵士を多く出す百姓そのもの動功績は深く思はね

たい世つこと

ばならぬ・吐曾は丁度白扇を倒さにしたやうなもので
だいじんたいしやつ↑うへはうあこれ十く悪︐︶たばう
大臣や大謄は上の方に居るが之は少くてよい︒下の方
．︶やつ．︿公とつたすうものけんせんもつど
の百姓たり兵卒たる多数の者が健全であることが最も

大切な事である︒
のうみんこくかこうぱうくわんじづぢゆら浦い

きれば農民たるもの︑圃家興亡に閲して賞に重大な

にんむじかくつれいじゃ全のごとかくご

りお主らしんもつぎんや︿んどりよくいへおこく幅おこ

る任務なることを自豊し︑常に以上述べたる如き畳悟

と自重心とを以て勤勉努力家を興し︑園を典さなけい

１１

線て物には表と裏とがゐる︑例へぱ建物にしても梁
すめ
痘しらりつぱ
ども毛のばり︾頂ら
や柱の立派なことは直ぐ眼につくけれ共︑其梁や柱を
うご
くぎたれめ
宝た
︑うちこ
動かぬやうに打込まれた釘は誰の眼にもつかない︒叉

文畢士宇野哲

ばならないのであります．

I

我圃の蒋来と圃民の覚悟

めいぢゐしんいちいかいこぐしんしゆこぐぜていふえき

人

明治維新以来開園進取の圃是は一定不易のものにし

一

一欧測大凱後に鑑みよ
我幽の牌来と圃民の琵悟

玉

､

底望むべくもあらず︑一睡韓僻鐸耀の鐸塞嘩るに揺審

一一︽

て︑舗嘩礎緋輝韓巽段叫も娠韓鋒も雛に蕊催すること

なし︒然し多分燭逸の戦敗に綿するものと思はる︒其

ていのぞ

なし︒随って我圃民の畳悟も特別に戦争前と鍵ること

際本圃は勿論殖民地に於ても︑世界の地圃に大異動を
きたざうゐ
たふまたドイツ
求すに相違なかるべきが︑慨令カイゼルが倒
れ叉綴逸

我国の鰐来を圃民の壁悟

なしｃ圃民の品位を高め富圃彊兵の術を致すの外なか
しかこんどだいせんきうしや全らいせかいぢゆらだい
るべし︒然しながら今度の大戦罰は将来の世界に重大

の帝室ホーヘンッォルレン家は倒るシとも︑樋逸民族

もちろん

毛一フげんレや︒︑いみくは

せんきう辻かいし﹂フヘ

〆し労﹄くわく

︑其娠わがこくみんかくど

こくみんひ人ゐたかふこぐ意や臭いじゆついたほか

くわんけいいう

せんきうぜん︑

皇も毛

からざることは勿論なり︒

黙んめい

︒こうぢゆ今だいくわんけい

さらせかいしうへしんじきくや︑

いやしくけいせいこ易ろざしものせかい

よ

そのけつくわひじや全さうゐ

．なにぴと毛のし手らにいいかんよげんあた

そのふた

．けたふドイツみんぞく

今だが

いみんぞくたいりうかぎ

い

ドイツみんぞくだんりよ且あつ腿くあます

しか

の相互に衝突し︑朝に夕を計り難く︑同盟も決して時

さうさし誤会とつ争〆↑芋室ばか形たどうめいげつたの

突は到底免れざる虚なり︒各圃民は其膨脹と共に利害

︑とつたうてい毒隆か受ろかくこ︲・︲みん毛のぱう一塁らともｂがい

１１盛大となるならん︒然れども異民族の掛立する限
りがいし孝二とつあひ詞らそ
り利害の衝突により相零ふことば錐して毒れず︒よし
どうみんぞくあひ褐一家かどくりつこぐかかぎし﹄啓
同民族の間としても互に燭立せる画家をなす限り︑衝

せいだい

燭逸の軍国主義を打破し得べきものなりやと云ふに︑
やはふかのう
おも
ぷさうて菅へいわい
矢張り不可能のことシ思はる︒武装的平和と云ふこと
お毛せんご念すＩ︑そのえうかんいた
は恐らく戦後益々其要を威ぜらる動に至るくし
雅跡に撫で淡確せらる顔蕊祢鐸諜の錘難は帯縫いよ

ドイツぐんこぐしゆぎだばうい

て燭逸の戦敗に編したりとし︑英圃の主張するが如く

ドイツせんぱいきえいこぐしゆちやつごと

燭逸民族を敵とし居るにゐらざれぱなり︒然らば果し

何となれば︑英圃は燭逸の軍圃主義の打破を主として︑
ド
イツみんぞくてきをしかはた

ｊＩ１牙﹄んちゃ合

いきせうもん

ていしつ

さいぼんどくもちろんしよくみんちおいせかいちづ臆い銅どう

しかたぶんドイツせ人ぽい菅おも毛の

なる開係を有するものなれば︑従って我圃民の豊悟も

し元がわがこくみんかくど︲とくくつせんさうぜんかば

戦争前に比し︑より一層巌嚇なる意味の加はらざるべ

の意気は消沈せずｅ偶逸民族の弾力は躍迫に逢へぱ盆
さ﹄抄﹂やらやらい才く霊
ねん琴おい
々緊張して跡更に婚来少くとも二三十年後に於ては︑
だいドイツていこぐぼっこう
一大鵜逸帝圃の勃興となること疑ひなきことなり︒如
かんえいこぐドイツぐんこぐしゆぎだほしゆ

ちゆらしん

抑もナポレオン戦争は世界史の上に一の時期を蓋し
しん寡んめいをｆしん
ず芯腫そのいごこぐみんかいくい咋
新文明を促進せしめたり．即ち其以後は幽民皆兵と云
せんきう

ふ﹃ミリタリズム﹂を中心としたる文明なりしなり︒
このたびせんさう

い・ン

此度の戦争はナポレオン戦零よりも一層重大顧る開係
きうゐ

を有するものにして︑更に世界史の上に一新時期を書

するに相違なし︑荷も経世の志ある者は︑世界の
すうせいざつこおう
さくかう
し錦令瓜ソ毛・フ

趨勢を察して之れに雁ずるの策を講ぜざるべからず︒
癖らぱ鯉誌の総舞は鍵して如賑︒聯鎧露と燭遜韓と雌

きた

れが勝利を得るかに依って︑其結果は非常なる相違を
来すべきが︑何人も其勝敗の如何を諜言すること能は
あるかさいご背︲
ざれども︑嘩らく羅露は飛飛に織るが︑或は最後に燭
だにたう

皇もふかう
通の韓嘩に齢するか墓一つなるべし︒？若
し不幸にして
りや鴬もんひ巷わけ

雨軍の引分となるとせば﹃ミリタリズム一の打破は到

口

むに足らざることは︑彼の伊太利迩一↓閲同盟を脱した護展を企園する以上︑年々五六十寓宛増殖する人口は
ることによりても明白なり・外交の開係は正義を主と之れを何麗に置くべきか︑是れ我日本の将来に謝して

すべきは勿論のことな諏心軸︑剛球の痢害の輯疾に窪填泌大問題なり︒謎確舞織鐸斡雛の礎畔心あれども︑
りては︑正義必ずしも勝利者とば云ひ難く︑今現に唇数年を出でずして不足を訴ふること疑ふくからず四

閥麺開係唯ても珊訓は仇識と露ること姉ならず︒同盟十年来専ら殖民せる北海道の現状を見るに浄含識掴抵の
も特むに足らず只己れの力を特むくし．敵の攻めざる塞幽に不通常なることは痛切に考へらる︑滞来有望の

を侍まず我の犯すべからざるを侍鰹ざるべからず︒殖災地は南幽なり︒然るに比律賓には米剛ゐり︑濠洲
されば軍圃孝義は到底腰すこと能はざるは世界の大には英人めり︑北米は移民法を以て我閲民の入園を杜

勢なれば︑我が圃家も亦是の世界の大勢を苑るシこと絶す︒南米胸仙印峻鋳には相等の赴地あれども︑我幽

能はざるべし︒民の護展いよｊＩ著しくなるに随って耐今日の朋友

〃螺ずしも明日の朋軟蹴ら︾個率︶吾峨は今後非常なる困難
二我建園の錆識暑忘る可らず
に遭遇することを課め畳悟し置かざるべからず︒猫
けだこんくわいぜんさう〃︶のしん ↑んいんきたんろん
蓋し今回の戦争も其冥の原因を忌嘩なく論ずれば︑逸の現状は即ち前車の覆轍なり︒

蒋吋§﹄稚と浄幹咽の戦争に於て白耳義幽

英燭の衝突ばり︒栂逸人は過去四十年来の努力により
我幽家の僻来を考ふれば︑此の如く重大なる困難を
興圃の機運隆々として興り︑英闘の遥を解せんとする諜想せらる・商工業ゲ以て立圃の基礎とする小弱幽は
の有機なりし︒殖産興業なり︑或は海誹貿易諏池ふん殆大唾謡危険

んど英圃を峨倒せんとする勢なりし故に︑英幽人はの悲惨なる有機能く之を談擦立て動砕るに潅領や︒浄
之を打って英幽現時の盛迩を維持せんとし︑燭逸は叉人は是非共大鯛民とならざるべからず︒商工業なるも
寿感に恥って慨らんとする︑是批今度の戦争の真因なの少必悪心瀦娠↑池言潅喉だ湾れど恥︑斌誰以て風を立
らんと思はる︒我剛も開剛進取の刷是に従って幽家のてたる我日本建剛の精祁は決して之を忘却すべから
我国の狩来と固民の琵悟

七

Fr

【
】

ぞ﹃フか

我国の蒋来と風民の斑悟

一

ごとけいはくかんがぢごく力くわんげんこや一いばつたつじしゆどくりってきせいしん

せ

わす

こたい峠けいえいせいしかこれできうともちから・りょう

せいくわつなんばげ

な

・害やつたくいしたすうしよち少﹄のよるえまた罪づかちからおも

わがく肱げんじや全春﹂とこくれいぺいこぐ等﹄んせうふ〃﹂く

此の人間は勿論強牡なる磯質を持たざるべからず︑はる．我圃現状の如き︑圃内の米穀にて僅少の不足あ
いはゆるぷんいまだいアェか零﹂・くじでんふんごと
けいかう
薄味の醤歩に捲って癖舞は識くなる傾向あり︑所謂丈るは未だ大なる不可なしとするも︐近時博聞する︾か如

こにんげ人ももろん唖や画さう〃たいしつも

も振ひ而して戦場に立つ兵士も多数となるべし︒の庭置其宜しきを得たるも亦典って力めるならんと思

ふるしか

からず︒人口多ければ縛漉上の生産力も多く︑商工業しイ言奮闘し盾るは︑種々の理由も存するなｒっんが糧食

じんこうおほけいざいじ卒会せいさ入りよくおほしや今こうげふ︑●︽んとうをしゆ７ｒ１︑りいうそんりやうしぶく

じ

の増殖を減少するものなれば︑是れに封する経瞥は生のことなり︒然し是は出来得るだけ土地の力を利用し
Ｅこくないせいさんこくみんや︶淫やう
くわつなんたいせつぴえう十浬紅砦ちひばぷいうり
活難に鍔する設備を要す︒即ち冗費を省き有利なる事て︑成るべく自画内の生産にて圃民を養ふ様にせざる
げふおこじんみんふたんけいげんせいくわつなんすぐドイツゆにふ．とせつげふ﹂人おいいぜん
業を起し︑人民の負謄を郷減して生活難を救はざるべべからず︒燭逸が輸入杜絶したる現今に於ても依然と

ぞうしよ︐負げんせう

第一︑人は成る可く多数なるを要す︒即ち人口の増殖第二︑糧食は人口の増殖興業の護達と共に︑漸次自画
いたたうぜん
じこくみん平し怒た
しぜんじ人こうないせいさん
哲雲う
を希望せざるべからず︒生活難激しければ自然に人口内の生産にては自圃民を養ふに足らざるに至るは営然

くわ入ぜんおご趣

完
全に行はれざるべからず︒精祁は即ち一切の原動力なればなり．
庭いひとな・︿たすう一えう十唾にじんこうぞうしょく湾いワ竿うしょくｃ人こうぞう﹄よび︑こうげふばつたつとめぜんじじこく

せいＬん寸丸脂さいげんどうりよく

軍圃主義を完全ならしむるには︑第一に人︑第二に多数︑譜質の掻牡︑智力の護達ありとも︑偉大なる精
し人毛のかんをん
︑やらしよ＆だい幕昔汚いゆ﹂シ﹂うりよくこ︲よつで︑﹄ｊげん
糧食︑第三に武器︑第四に輸送力︑此の四つの催件が肺の其間に存せざるべからざることを忠るべからず︒

ぐんこぐしゆぎくわ鯵︶んだいひとだいたすうたいしつ画や・っさうち万よくはったつゐだいせい

からず︒普悌戦争の時ピスマルクが燭逸の勝利は小畢
三軍園主義の騨篠件職うし毒敢
２
ぃ鷲ぃ暑晴げんじんこう
帥の力なりと言ひしは大に味ふべき言なり・人口の

罪人と考へざるべからず︒を以て︑事を虚理して誤
らざるの智力を養成せざるべ
ふ？ふつぜんさう︲とき嘘︲イツし罪うりせうがく

さんとする如き軽薄なる考へを持するものは︑国家のるべからず︒換言せぱ個性の護達︑自主燭立的の精祁
ざ
い歴んかんがもつことしより為や琴ちり﹄︷くやう剖︼い

もの

犀んしゃくながこむんぺん雲︶たひにんおこなじんこうしやくこれたとでんしやほかうびつえうし汚いよわ
ず℃文弱に流れ個人の便宜の潟めに避妊を行ひ︑人口弱是なり︒例へぱ電車あれば歩行も必要なく次第に弱
ふつ↓﹂く一一うていドイツて誉みときるゐおぱい示巴賀う舎〆どうしや全れいこくみんたい７う
の増加せざる悌圃は到底偶逸の敵にあらざるを見る時くなるの類なれば︑大に武術運動を奨脚し圃民の鰐質
寺﹄ぱう意や︒︒さうはうはふかうしか
ごじんわがこく力じんこういよ〃ｌぞうか
は︑吾人は我閥家の人口の愈々増加せんことを希望すをして強拙ならしむるの方法を誰ぜさるべからず︒而
害やつさうたいしつつちｂｆすぐ
ふじ人きよえいた為わびふつこ︲︑︑もばう︑
る者にして︑婦人が虚築の鳶めに或は悌圃の模倣をなして彊牡なる溌質に次ぐに智力の優れたるものならざ

八

とうききたいはゆるぽうごひとゼいくわつあっぽく

ごとあり

か人がと篭じつひかく

あら

またいうｎやら

たい︽いたいりくうご︒一考かゆ一にふ︒とぜつひつ

くわんづめちうもん調うあだ雪と汚いゆをうりぶくてつだう＆わら巷ゆをう刀ぷくぞう淀い
るこく
き露幽よりの躍詰の注文に膳ずること能はざるが如き第四︑輸送力︑織道は慶軌にして輸逢力を増大するは
り包蔑
有あ様
に
ては︑大兵を大陸に動かすか︑或は輸入杜絶し雄識寸鞠鐸の騨蹴は巻を舘蓉の浄蹴より舞瞬するの必
ぱあひさんたんあ．ｐさすいかぎまた赤っかりやらしょく︐えうさんこぐいばこだてをだるｇでてつだう
たる場合の惨謄たる有様は如何あらん︒叉織に糧食を要ゐり︒山圃とは云ひながら函館より小樽迄の織道を
し︒︿ん々た︐︵んどう一一ち詮みつか︑訂せつあかだろこＩすう一︑力せんくわんせい
支群するに足るとしても︑一鍵動あれば忽ちに物憤の布設する問に︑露幽は数千哩のシベリヤ線を完成する
さま

もちろん

しかこんごせんさういよ︲１１ぞ︺いかうぷき

騰貴を氷して所謂銃後の人の生活を睡迫するが如き有に考ふる時は賞に比較にもならざるに非ずゃ︒叉優良
．このてんおい詮す︐くｌのうぱひつ滅溶はとぽまたＤどうしや雪ほせうすう
菩三号あほを
様にては︑誠に心細きこと蹴り︒此黙に於ては増々農なる馬匹も甚だ乏しく︑叉自働車も極めて少数にして
げふか︑寺んばつ調よびぼくちくげふぼっこうきばうしだじきかいば語︼んよういこれ︲しうふくで肴﹄せんばく登んらいもや参
業家の襟護及牧畜業の勃興を希望する次第なり︒機械の破損も容易に之を修復出来ず︑船舶も近来は長
だいぷきこわがくにげんじやらいしのをくしんぼななせいふほ香もとわづえい
第三︑武器是れは我幽の現状は言ふに忍びざるものゐ足の進歩を潟せるが︑筒ほ政府の保護の許に僅かに誉
せんさうおさいごしよらりしきいかん げふいと趣をありさ詮す毎︿てんひじやらふじゅうぶん
り︒戦争に於ける最後の勝利は士気の如何によること業を管み居る有様にして︑凡ての鮎に非常に不充分な
えう禾昔いうれつじつぜんさうしよらはいよわか虫弓

勿論なり．然れども今後の戦争は愈精巧なる武器を０

つｐ︑

これすうしうか人ぜん．とうかんしんすゐえいこぐあひとも洋す童ふこぐ窪やうくい

あた

要し︑武器の優劣は賞に戦争勝敗の因って分る少所な
鰯力冨魂の翼番養成ぜよ
しかわがくに茄いぷきどくりつい宝で尋な
り︒然るに我圃に於ては︑武器の澗立は未だ出来居ら
ぐんかんもちろ入ぢゆ全はうとういたわがくにいま 吋虚さくでぐん・﹂〜しゆぎとい玲全でうけんすべ昔は
ず．軍艦は勿論重砲等に至るも我圃にては未だ製作出軍圃主義を取るとせば︑以上四の牒件が総て極めて
しょくさんこうげふはったつりやら﹄﹄てほうふ爪営
えうも
きひかうきはつどうきできてつ４やっげんしな
来ず︒飛行機の溌働機も出来ず．磯鍍は現に支那より幼稚なり︒殖産興業が護達せざいば糧食の豊富︑武器
かうてつわがくにくわ八ぜんでき哩施らじつゆ一そうせいとんつひのぞ十然晦ぐんこぐしゆ
もきた
持ち来るとしても卿釧織は我圃にて完全なるもの出来の充賞︑輸送の整噸も遂に望む
べからず︒即ち軍圃主
しかｋ手らこうげふいかはったつ
ぎゐぢ
げつつひや
くわい・ふい砂んなぞのだん年わん
ず．一同の曾戦を篤すに其弾丸は一ヶ月も費さいれば義を維持すること能はず︒然し商工業が如何に護達す
へいわほしやらできしよくみんも
津ぴ
作ること能はず．雑搾を蝿蹴より鞭恋して零総を継垂るとも︑武備なくんば平和の保障も出来ず︑殖民地の
じつ号塞ぽそけいえいばうえ誉はってんのぞふこぐ章や笑いふた
ぬんいじやらつかややう
つるのみにても一年以上を費す様にては賞に心細きこ経管貿易の護展も望むべからず 穂圃狸兵の二つのも

一

とにして︑之を数週間に戦闘艦を進水せしむる英幽にのは相伴ふて進むべきものなり︒然れども富圃狸兵の
ひ
か
く
う
ん
で
い
き
う
ゐ
轡
帥
つ
．
こ
く
み
んげん秀むばうこく
術のみにして圃民の元気無くんば亡圃なり︒
比較せぱ雲泥の相違なり︒
我固の狩来と固民の蝿悟
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我国の狩来と園民の篭悟

わ群くに原んめいすでとうこぐれついい
いまはうめん合一はえうちおうくいせん

我幽の文明は既に一等脳の列に入りたりとは云ひば

敦でおうくいしたのあたドイツご上

がら︑未だあらゆる方面に極めて幼稚にして︑欧米の先
し
ん・﹄くまなてん辱毎魅おほせんごごじん
進幽に隼ぶべき鮎甚だ多かりし＆鶏奴ども戦後吾人は

たと今へルギーごとぎんじ一報滝ぱうりよくたＰ︑つ

かう窪醗か

動た

だうぎうへた

例へぱ白耳義の如く暫時の間暴力の篇めに屈するの不

ちか必じつりよくあはやうせい

幸を晃るシこと能はざるものなれば︑道義の上に立つ
ちから

ｂとみ

ふ

力と︑資力とを合せ養成せざるべからず︒
ばじとみつく
またちか皇巷やコ
カゐりて初めて富も作るべし︒富ばければ叉力の狸
輝も窪み雑し︒源と錐とは唾に棒隣撫するものなり︒
かくしんか画びんべんどりよくひがかげふ
しかとみつく

からず︒而して是の魂の養成感即ち我弘道含の球て
しゆうやさｊ︐一ほ
こくかしゆぎちゆらしん
これやうせい
より主張する辿りに︑画家主義を中心として之を養成
いしゃらの堂弓ちからとみおよたまし吟
することを得べきなり︒以上通ぷる所の力富及び魂

りよく︑げんこんいう﹂よ今れつぽいよわ

さいごいうしよらしや

しかこたましひやうせいす潅睦わがこうだうくわいか泡

力なり︒現今優勝劣敗の世に在りて︑最後の優勝者だ
か堪必ゐだいせい１んいう
るものは︑必ず偉大唾る桁紳を有するものぼらざる可

マフ

う

しゆ

みうくわ八ぜんぐぴはじわがく随しや今らいＬめい息わん

ぜんこれすゐかう

かくご︑と〃︑毎くつ

●く

而して富を作るには各人憐岨勉努力して日々の家業を
つ上﹄こ舵ぞうか
しかちか必とみたましひ
務めて之を増加すぺし︒而して力と富とは魂ありて
はじそよう
だましひす芯は￥いＬんさいげんどう
初めて其の用をなすもの︑魂即ち桔紳は一切の原動

は今後極々の方法を以て復雛を篇すなるべく︑米圃は
ます︐Ｉ︑さいざ款芯こ︐もつわがくにあつばくせきじつご・と
増々猿疑の眼を以て我幽を脇迫せんとし︑昔日の如く
わがこくみん・しだうきたじつさいざく伯︽．こく
我圃民を指導すること唾かるべし．叉責際燭立幽とし
宝でせんしんこぐもばう１予
ていつ迄も先進図の模倣のみに止まるべきにあらず︒
しさうかい
りくわがくはうめんす︒へごじんみづかゐ
思想界にても理科単の方面にても︑総て吾人は自ら億
だい
つくしかこぐかばってんたす舎屠
大曜るものを作り而して圃家の蕊腔を助くる虚なかる
い峰んお︑﹁︑しうせん古よく恐煙か芯らりんぱつうしなもんだい
くからず︒況や欧洲の戦局終らば必ず︑隣邦支那問題
かいけつせかいもんだい定の々こいわが〜にぜひ
の解決が世界の問題となるならん◆其際は我蜘は是非
と砧とうだうしゆわがこくみんちから
共東道の主とぼらざるべからず．ついては我剛民は力

の三つが完全に具備して初めて我幽の癖来の使命は完

わこぐみんじゃう︺ゆつしやうち

しよ畠ふん

丁毎歴とみ顕うめんけういくしや十溶尾たましひはうめんしゆ

たとぐんじん寸趣唾ちからはうめんのうしや雪﹂うげふか

我が国民は上述の二者の内︑いづれか一を主とする
じんしやか歴らゆうゆうＬやか窪ら

ば芯はふじゃっぶんか丞必だうぎこんきようへた

ょ︐りて之を作るべし︒然飢ども只々力の彊大︑即ち暴

ものなり︒例へぱ軍人は即ち力の方面︑農商工業家は

ちか ら

りよく

力にては甚だ不充分ばり︒必ず道義の根媛の上に立つ

じんいじん十雄睦だうぎう︵た一ぶち才然睦しん

しゆ

の主とする職分をいへば︑斯の如き腫別ゐりといふも

ごと

力ならざるべからず﹃仁者は必ず男あり勇満必ずしも

これつくＬかたＴ７１１ちから言やつだい寸聾一ばう

ちからわが・﹂くみんじ〆こうぞうしょくだいりよくヤブせいおよ孫ぴせいとん

ましひみつますり１１七のひつえうかん

と富と魂との三つは増々其必要を蚊ずるものなり︒

全に之や一遂行することを得くし︒

とみた

力は我剛民の人口増殖と︑鰐力養成及び武備の整頓に

いつ迄も欧米や一帥として特むこと能はず︑樋逸の如き
こんごしゆノぐＩはうはふもつふくしうな心くいこく

二二

即也富の方咽敬育者は即ち魂の方面を主とするが如
ぐんじんしや今﹄うげふかたましひいあらＬかと
し軍人商工業家魂を言はざるに非ず︒然れども其
仁ゐらず﹄と云ふが仁即ち道義の上に立つ力は即ち真
ちか必︑だうざじつひよくことも猛
の力なり︒総し道義ゐりても賞力之れに伴はざれぱ︑

､

○

文肇士深

世かい噌宝めんだいへんくわしやら

あたすこぱうがいぶつよこ

ｆ室が

よ

ず感はくんこぐ

ぅか︒事蒋来に厨︑する以上は︑何人も之を断言するこ
で書
できうかぎたずい匙このてんつい
と砿出来ぬけれども︑出来得る限り︑只今から此鮎に就
かうりよめぐ
↓おももわがく畦ぜんと
て考慮を回らすべきでゐらうと思も︑若し我幽の前途

ご・としやつＥいそく乎叫卒うなんぴとご凧だんげん

うなると我剛は果して如何なる迩命に逢着するでめら

わがく陸ばたいかう人めいほうちやく・

い︒従って世界文明の一蒋機を燕すかもしれない︒さ

︐︶だが姓かい然人めいてんき・きた

ずゃ世界の局面は大なる鍵化を生ずるに連ひない︑能
ひとい
せかいちづひじやらかはＬが
く人の言ふやうに世界の地脇は非常に錘るに蓮ひな

安文

かくじんみなじこし主くぜぎちうじつ

つ由ゑん

はうぱふ

方法ゐり︒各人梼自己の職責に忠責なるは︑ 即ち君圃

めゑんかくとくしの

またふかこくみん一参なせんしんくん退くだ．つなん
亦不可なし︒圃民は皆専噛君脳の篇めに識くすは︑何
つ

に識くす所以ばり︒

ぴといぎ﹄●三毛

人も異議なき所なれども︑その謡くす所以は各特殊の

れつ琴やつご

蛋易このたびせかい

せかい善・ヂマ﹄く

』
E
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我躍の蒋来と賎民の覚悟

櫓せかい毛のぞんざいみと

がいせんえきだいしようｂえ

わがくに︒唯つしんせんえぎまで涯Ｌ

ほど

我邦は日清戦役迄は︑殆んど世界から其存在を認め

せかいじもくしやつどうせかいにほん

られなかった程であるが︑該戦役に大なる勝利を得て
と弓やうめいしゆと﹃可やうにほんＬだい
東洋の盟主となり東洋のＨ本となった次第である︒そ
れん︵にもろせ入えき弐ただいし糸らりえ
帆から十年を経て︑日露戦役に叉大なる勝利を得て︑
いばゆるとうごくれ・つ肱恥

世界の耳目を磐動し︑世界の日本となって列狸に伍し

に富って少しも妨害物が機たはることがないならば︑
もとげい
しだい
さやう
そは素より座すぐき次第であ〃２Ｗれども︑どうも左様

も．入たをこうリャ︑とうやうドイツせいりよくくちくため

て当だい心︺んちんさんかとうやうおドイツゆゐいつきぐげん．ち

的大戦凱に塞加して︑東洋に於ける凋逸唯一の策源地

なことは之を考へ得ないのである︒といふのは︑我邦

と︑うやう︵いわわがくに隙・↑すんいをん吋かいせいぢ

ゐかん

につし〆せんえきさいごくかんせふ

い哉窃もだ

一一一

取って極めて苦い経験であって︑今思ひ出すだに遺憾

ｌ﹂．きば臆がけいけん

わが〃１に

たる青島を攻略し︑東洋から燭逸の勢力を賑逐した篤

が世界狸圃の一として扇直接に他の強閲と燭れ合ふこ

よ﹃かいけ人・りえよとうこぐじつあ

これかんがえ

に︑東洋の平和は一に我邦の方寸に依存し︑世界政治
わけ

動ある課である︒
このたび酒い才︶んらん・を零をむすあかつきか藍

さて︑此度の大戦鼠が其の局を結んだ暁には︑必

我園の狩来孔﹂国民の豊悟

ちよくせつた窪や︒こぐ．ふあ

に容畷する擢利を得て︑能く一等園たるの責をまげっ

とになるからである︒かの日清戦役の際︑三園干渉の
ためれうとう唯んたうしなくわんぷ
われ
潟に︑遼東半島を支那に蓮附したといふことは︑我に

所謂一等園の列に入る︾峠とになった．庭が此度の世界

作

我図の牌来と固民の覚悟

一一一一

さいごたのじこくちから

であって︑最後に特むくきものは自馴の力のみである
よ
へいわしゆぎあやひ

世には李和主義なるものがあって︑或はカーネギーの
くいわざいだん︿いわしやつきんばんこく
平和財間とか︑ノベルの平和賞金とか︑ヘーグの蔑圃

わ力

ふかたの

釆んめいひとかうふく

せつぴけいくわく

ゆ

さすうでう弱も
左の数ヶ篠と恩ふ．

﹄え﹃う

きふむかんしだい

し末った圃民の至賢であって︑之が我幽民的楕祁を養
こぐみんＫきいしきあ普妾房
ひ︑圃民的意識を明らかにする所のものであるからで
もやらしよしゆｊｆｌ
ある︒この長所は種々あるけれども︑寒越なるものは

きたこく残んし使うこれわがこくみんて垂身一いしんやしだ

を護達させて行くことの急務なることを威ずる次第で
ちゃうしよれきしてきはったつ
ある︒なぜかなれば︑この長所こそは︑歴史的に凌達

はつたつ

て居る剛民的長所をぱ予或は道徳の上から︑或は教育
うへ敦た銅やひせいぢはふりつ・うへこれほぞんこ娘
の上から︑叉或は政浩法律の上から︑之も保存し︑之

ゐこくみん評︲﹄きちやらしよ︷霧ひだうとく︑う︵一電ひけういく

を防止することが出来吸いのである︒
かやうしだ炉わぃ︐１１まだいじこくいう
斯様な次第でめいぱ︑吾々は先づ第一に自画の有し

設備計書があることはあるが︑要するにｒ是等は戦争

ほうしでき

くいづくいい菅虻たどうしよこくさいちらりさい７１１ばん

に堪へない次第でゐるが︑意地悪い運命は終末︑我ずＩ
このけいげんさらくるけいげん
此縄験よりも更に苦しい経験をさせるかも知飢ないく
ぶほどかくど
われＰｆｌよ隙どけつＬ人
こシが吾々が除程の決心をなし︑除程の壁悟をしなけ

ど匙で零︾ふざ

こ︲とぷんぬいこくちゅう永んめいこぐもつ

たいどいで記ゐひちゅうりつ

これらぜんさう

平和禽議とか︑叉同所の圃際仲裁々判とかいふやうば

た

しやさ

てうこと

じこきせいわがくにりつこぐほんぎもつこぐかぼんゐ

むかしちうかう．てい

一︑自己の犠牲我邦は立国の本義を以て︑画家本位

︸ＬいとうＬよびとくひとえうじふか垂︼のづなうしはい

ゐ

家族本位とし々Ｌ居るのであって︑昔から忠︑孝︑貞︑

かぞくほんゐ

只一心に自圃の防衛︑自画の存績をこれ園るのであっ

悌等の諸美徳が︑人の幼時より深く其頭鵬を支配し︑

ごんにら辛︺んと戸活ちからぜつたいて巷かちもゐ

たのしゆ減ん背こえら

て︑これが鳶めには︑其手段は少しも選ばないのであ

ばか

ないのである︒今日の画家なるものは︑一朝事あいぱ

こんに今妙こぐか

の凡てを曝露し︑鍵行の一切を成遂して︑少しも輝ら

す曇へばくろばんかうさい心いすゐすこ尋か

し︑或は文明の賓蔵たる都市を焼き擁ひ︑其他︑蜜性

・一篭ひぷんめいばうざうとし︽︑琴︐っそのたぱんせい

園を燥鯛し︑或は非戦闘員をも殺傷し卿或は婦女を姦

こぐじうりん為やひひ吋言ん︲こうゐんざつ７皐三あるひふぢよかん

族をも三舎を避けしむるやうな態度に出て︑或は中立

ぞく

る不幸を謝したのでゐる︒殊に文明剛中の文明剛を以
ひとゆる雪雲かに人をドイツ温しやぼんみ・ん
て人も許し︑自らも任じて居った燭逸が︑昔の野鐙民

ふかう包六ら

に足らぬものであることが分った︑文明は人に幸幅を
ひじやっ
かうふく
おもを
費すものと思って居ったものが︑幸幅どころか非常な
慾六角

るものが︑ある度迄は虚偽のものでゐって︑深く頼む

罫鍬は蝉藤の涯韓謡に艇て︑涯購蹴嘩の師隷趣醗な

函一

てんおも

いばならぬ鮎と思はれる︒

たし清いいぢわるうんめいし響言らぃわが晩こ

グ

る︒今日は詮ずる所︑力が絶掛的贋値を持って居るの

た矛しんじこくぽうゑいじこく之んぞく

霊

一

じつかう

１しやくわいてきせいくわつきた

輝臓︑誠遜︑酔緋︑瞬鍬鶏が︑輝に蛎撫せられ︑貴行
きたためひとｋ

せられ来っ勉のである︒篤に人々の杜禽的生活も︑亦
こぐみんて．きせいくわつしゆ局ぷん

圃民的生活も充分になしとげられたのでゐる︒
こくみんちわ渉こぐみんへいわぱあひまたせんさう

二︑幽民の一致我圃民は平和の場合でも︑叉戦争の

ぱあひつれちけふどうゐょたこく
場合でも︑常に一致協同して居るのである︒能く他池
こぐみんぷん畑つ一駕かしういうじやらりいう
には剛民の分裂があって︑或は宗散上の理由から︑或

せんさう運やらりいうあるかじノしゆ吟やらｂいうこくみん

は戦争上の理由から︑或は人和上の理由から︑一剛民
ばんもくふわきたわがくにた

の反目不和を来すことがゐるけれども我邦には絶え
つねこくみんとうたも．ゐこと

かみごにん一﹂れたいかちや全

ふしてわ入けい

くんみ舟くわ々けい

ためきみちゎＬ吟弟らもつたみ

上御一人は之が大家長にましＪ１︑君民の開係はや

がて父子の開係である．馬に君は父の至情を以て民に

のぞた詮たみししせいもつきみつかたてまつくん
臨ませ総ひ︑民は子の至誠を以て君に仕へ奉り︑君
ばんせい
みん↑わせかいるゐれいほど

けいくやらとうこ

ぐんみんくわんけい軒げんし牛島らい

民の一和は世界に類例がない程でゐっｑそして寓世一

までゐぢ

系の皇統は此のうるはしい君腿の開係を無限の蒋来に

私診うかう寿﹄んｚようわがく漣くわうしつちゆらしん︑できぞくぜい

迄維持するのごある．
て茜こぐか

とやつしつこぐか承つせつふｂくわＡけしも

五︑忠孝の尊重我邦は皇室を中心として出来た族制

ゐ︒おそれお唾く心ううんさかん

こくうん

的剛家でゐって︑皇室と剛家とは密接不離の開係を持

ゐ

おそれおほ

ゆゑわ炉くにだん

りさうてきばつたつちうかうりやらぜんもつしんし

ためちうかうふたみちばと

宝たこくう人穴ふん

って居る．畏くも︑皇蓮が礎であればそれが圃迩の

ぐんごくもくてきと

しやくわいけつがふ・曹苔こわがくにごらいれきし＆わんれいおも

四

如く堅固でゐるのである︒
ほか
さらせいさいかんが
もし更に精細に考へるならば︑他にもあるだらうが︑
ぜひ
蛭くも跳壁の五ケ鰐は燕諜畔擁の躍脆でゐって︑是非
ともこれほごばつたつ
共︑之を保護し︑護達させねばならないのである︒

ごとけんご．

道徳的極致となして居るのである︒この故に我幽の囲
こく昔絢六かだいばん厚やく
たいによじてきくんしゆこくたい︒
暖は如字的に君主圃鰐であって︑剛基は恰も大盤若の

だうとくて善意よくも

きかん

て此事がなくて常に剛民の統一を保って居る︒殊に一

磯なることであり︑叉圃逆の縦なることはそれが畏

このごＢと

旦緩急ある際には︑戦場の蒋卒も内地の圃民も一致閲

くも皇室の嘘なることでゐる︒鴬に忠孝の二道は︑殆

けつ

きりつたつとちつじよおもしやくわいけっ

くわ今しつきかん

結して︑軍閥の目的を遂げねばやまないのである・

んど理想的に磯達し︑忠孝雨全を以て臣子たるものシ

たんくわん諸ふさいせ人訂やらし隼今吃つないちこくみんちだん

三︑吐禽結合の輩固我邦は古来歴史︑慣例を重んじ
て︑紀律を鯨ぴ︑秩序を重んじたからして︑耐曾の結
がふきぷ稀ようこいはゆるしやく隈しゆぎしやうんどうちう
合が頗る篭固である．所謂吐禽主義満の運動とか︑勢

ど斗もんだいもちろんかいむいごれ

鋤問題とか︑勿論皆無とは言ばれないのであるが︑之
おうくいしよこくくらたうていひかくほど

ふぐじゆらしん﹃﹂う意ようしんざ︶せいしんとうすであみど誰でかていあひ滝

を欧米諸剛に比ぶれば︑到底比較にならぽい程である︒

之ひとしやくわしせいくわついた

服従心︒公共心︑犠牲心等は︑巳に或度迄家庭の間で
干し港

しやくわいけつ渉ふ苦と

養ばれるのでゐって︑夫れが人の献禽生活をなす仁至
詩をれお睦

二

って︑斌禽結合の基礎となるのである︒
四︑郵嘩の一秒燕鍛は燕なる桑であ︿ て︑畏ノ八も
我圃の狩来１と固民の斑悟

三

〜
ー

おも

ど・うじ

い獣わがくにと

せかいてうちわ入れんひつえう

毛のかかしこくふんしつ

１１みん

い藍いきた

て人哨一弓い

こＬ人

かんおこ一見

いばゆるぷんめいびらん黙んめいて含いんび

じんＬ〆やら毛たればいしゆｊｆｌこくみんてきしやくてん

わがくにこんごけういく

しっぽく減うけんだいこくみんけうやう

こと

せいくわつちゆらしん

しきうじゃ皇どれいてきこくみん沙らいわが・﹂くみんもはう

しんこぐぷんがくな

ゆゑんこんごふか

はか

や︑我幽は欧洲の富国に濁して国債を起し︑所謂戦後

わがくにおうしうふこぐだいこくさいおこいばゆるせんご

四︑経済の燭立を岡らねばならない日露戦役の終る

けいざいどくりつはかにちろせんえきをは

い思想上の産物を造膿リ出すことを岡らねばならない︒

Ｌさうじや今さんぶつつくだ

︐此鮎に注意して欧米の思想界に紹介して少しも恥ぢな

このてん・蚕ういおうくいしさうかいゼうかいすこは

ず︑偉大なる宗散の生れない所以でゐる︒今後は深く

・ゐだいしうけううま

日も足らないで︑奥妙な畢問起らず︑深刻な丈皐成ら

あうめうがく・・んおこ

は︑調想上叡隷的の圃民でゐる︒由来︑我国民は模倣
手戸王さうしせつ
には長じて居るけれども︑頗る創始に拙である︒こシ
つれおう侭へいせんしんこぐしさうさいよう︑りかい
が常に欧米の先進園の思想を採用し︑理解するにこれ

ひた

が巳に存しない§のである︒圃民にして此事のないの

すでとんこくみん↓﹂の︾こと

要である︒個人としてこの事のないのは︑生活の中心

﹄え．う

三︑思想の燭立を岡るべきてある思想の燭立は︑個
じんとひつえう
ごとこくみんと
匙たみ腸いひつ
人に取って必要なるが如く︑剛民に取っても亦大に必

Ｌきうどくりつばかしさうどくりつこ

せねばばらないｃ

は深く此鮎に注意して︑質朴剛健なる第二圃民を数養

ふかこ

？一は︑所謂文明病であるされば我圃今後の教育に

いはゆるふんめいびやう

風吐曾に行はれ︑人心漸く頚腰して種々の圃民的弱鮎
や弓せいゐ
こくみ人４つお毛
を養成して居るからである︒圃民に取て恐るべきもの

み﹃フＬやくわい溝二趣

何故ぞといふに︒所謂文明は摩燭して︑文明的淫座の

なにゆゑ

て今一息足らぬといふ威じを起させてならない・之は

四

我圃の牌来？と固民の琵悟

いじゃ会一﹂んごこくみんかくど↓﹂んぼん一﹂昔

以上は今後の圃民の畳悟として根本的のものである
なたじぶんしもＬよてんもうい
が︑街ほ他に自分は下の諸鮎を注意せねばならないと
けういくじやらじどうこぐかてき︲やへ恒んやし猛ど︑うじまたせかいて苦

思ふ・

？た人是だけふぷん

一︑敦育上児童に画家的観念を養ふと同時に叉世界的
参らん狙んやし煙
ｒひとこんどせんきうち
観念を養はねばならない能く人は︑今度の戦争は地
りれきしけ弓じゆうへだいたす
理︑歴史の激授の上に大なる助けをなすといふのでゐ

Ｄどうじこくゼカいてきゐ也一１

るが︑軍に夫れ丈では不十分でゐる︒今や我幽は兎に
かく強かいＵの芦漂たい☆
ｕかいざやつこぐｊ﹄もくわつ江﹃う
角︑世界の栴舞蔓に立って︑世界の弧脳と共に活動し
あい・︾︐︑しんひつえう

つシあるのであれば︑兎一重に自圃の世界的位置を知ら

凸ゑんふきこいひかだいこく

みんｌうりやらおほこくみんてきオ︶い︑しんりんくわくくわくだい

しめ︑愛圃心の必要なると同時に︑世界的観念の必要
なる所以を吹込まねばならない・言換へれば︑第二園

おなけういく哩牟らじどうしるぼくがうけん言ふうやし潅

民の識量を大きくして︑圃民的精神の輪廓を擬大し︑
どうじそのないようほうふ
同時に其内容を豊富にせ趣ばならない︒

をのりいうた刀

二︑同じく散育上児童の質朴剛健の気風を養ふべきで
こんにちドイツ鞠うあすうごくてき八弐もめい
ある今日燭逸て厭亜の数ヶ風を敵として未だに致命
しや三Ｌきばいぱくきた
もつきかんい考﹂じめ
傷的敗北を永さず︑以て盛なる意気を示しつゑあるの

くわんしれつこぐ７

は其理由多々あらうけれども．其一は昔から閥民の質
瞭く卸︑﹁けん雪ふうや．錘きたたこ躯ぼん
朴剛健の気風を養ひ末った篤のごゐる・之に反して伽
ふつせんさうしゆくゑんドイツむか
雛跡は棚鎧遜の権蟻として普ふ俳
戦争の宿怨を燭逸に向
はら

って晴すべきであるのに︑どうも環覗の列圃々民をし

三二

けいえい

こんごそふこぐ↓いくめい

スイギリスだふ

︾が

ぜんしやプロ

西や︑英吉利と戦ひつシあると見られる︒前者は普魯
ドイツ
せいきさいげつけみゐ
西としては二世紀の歳月を閲して居るけれども︑燭逸

こぐか昨けん蓋ううへ書は

はん

ドイツごと

７つミノや﹄Ｐも

わづかばんせいきたいはゆるね人せう

と

・りうせいいた

しゆニートーくわがくぼつこう

じゃくこ〃Ｉ私︼

わがくにたしざうこぐ

さ﹃フこぐ

ぜ人とやう︐ｆ︑はるうみごと哲犀のぞみゐ

しか

ある︒此鮎からは我邦は確かに脳風であるので︑その

このて入

を了へ︑日露戦争で青年期を卒へ︑今や将に牡年期に
うへさか
ふって雑鍵の鋒錘いやが上に盛んになりっシあるので

をにＬろせんさうせいれん萱をいま主さざうれんき

ｒワマラ手﹂〃１

うしても老圃としかいはれない︒けれども前に述べだ
めいぢゐ
にぼん
せかい意やつこぐ
やうに︑世界の狸圃としての日本は︑ホンニ︑明治維
にもしんせんきうせうねん菅
しんご毛のあ沙いぼ
新後から其歩みを始めたのである・日清戦争で少年期

象への

らうか︒上下三千年の歴史を有して居るといふ鮎はど

じやらげ泡んれきしいうゐてん

さて我邦は老圃であらうか︑若圃若しくは壮圃であ

わがくにらうこぐ

れないのである︒

こうしやこんごはたどだしんぽばつたつと涯だ

あま

して︑圃民の元気横溢し︑今や殆ん湾世界を敵にして

こＩみ人げん者わういついまほ〃せかいてき

従って工業製造著しく護達し︑其の結果︑圃富激増

●是がこうげふせいざうゆちじ一色ばつたつをけつくわこくふうげ署一ぞう

気鋭とでもいふべきであるので︑極々の科畢勃興し︑

寺﹄えい

としては催に半世紀に足らないのでゐって︑所謂年少

シイ

も︑除りピケを取らない隆盛を致したのである︒然る

と

の経管をなしたのであるが︑今後は其の富剛が圃命を
寺﹄よ蝉くぐん
だいせ人さう
賭するの大戦争をなしっシあるのであって︑巨額の軍
そこわが
ひつひやばくだいをんがいうゐ
費を費し︑莫大の損害を受けて居るのである．価で我
じゆ今ぜん悪いりハあいさいつの
〃︑にこんごいかひつえう
邦は今後如何なる必要があっても︑従前通に外債を募
ついひと
くもが
エぽどこんたん
ることは除程困難となって来るに違ひない就ては人
こくかけいざいうんてんゆ氷室らたいど
さいふあ﹃て
の財布を宛にして画家経済を蓮稗して行く情ない態度
老こせいざうこうげいう︵
すみやかこれ尋長
は速に之を改めねばならない︒価で製造工塞の上に

に後者は今後果して何奴丈け進歩護達を遂げ︑何れ丈
こ⁝みんて者げんこ●﹄はつきうちょっとさうざう
け磁民的元気を駿揮し得るかといふことは一寸想像さ

はか

こくか蜜たこのこと

のうげふしや﹁げふうへふかもういこくけいざいどくりつ

も︑農業商業の上にも深く注意して︑一剛経湊の燭立
このさい玄犀
いはゆるこくさ人しやられい
を岡らねばならない・所謂圃犀奨卿なるものは此際頗
おも︑
じぎて菅
る時宜に適したこと少思はれる・

五
こじん吟うすゐ

いな

個人に老衰といふことがあるやうに圃家にも叉此事

い

があるであらうか︑否や︒これは圃家研究の上に極め
春よらみ雲もんたい
て興
味ある間鴨である︒釜味砺総凹で︑慨令ぱ堀堀和︑
スペイントル二とうやうＬなごと
西班牙︑士耳其︑東洋で支那の如きは︑いづれも老圃

こんどだいせ入らんさうねんこく

ぎ一フ・こ・く︑

と言ってよいのである︒こ奴に反して︑燭逸の如き︑
ぼく今くいがつ・脇らこぐ宮︑と

てんい

北米合衆剛の如きｒいづれもいはい牡剛といふべきで

前途は洋々たる春の海の如く願る望みに充ちて居るの

こんごわがｆくみんかくど一﹂のてん平ごうい﹄ころ

ある︒この鮎から云へば︑今度の大戦凱は壮年剛たる
フラン

である︒今後の我剛民の豊悟は一に此黙に注意する所

珍ういんこく

二

ドイツ助うれんこぐずく芯

燭逸が︑老年園たる少くとも老年剛たらんとする桃闘
我園の艦来と国民の豊悟

量
正

９︲

−
−

でき

歓洲大戦乱に付て

こ〃︑かぜひともえいきうざうれん

菅ま︾
く和もこじんえいきうざうれん
に決定って来ると恩ふ・個人ば永久に牡年たることば

ごのぎぱうじつげんこくみんかくどこくみんけつ

出来ぬが︑画家は是非共︑永久に牡年たらしめねばな
らない︒此希望の賞現は︑一に剛民の畳悟︑圃民の決
じ
んもの今喧んついせいぢか
けういくかがくしやだうとくかやんじん陽つげふかいなす︒︿

心その者に存すると言はねばぼらない︒就ては政治家

も教育家も畢者も道徳家も軍人も賞業家も︑否凡ての

一一一︿

われ７１１かみそぃ−んたいし．もしとんたい乞うていざ

こくみんぷんかくどもつ二一こぐせいめいつれ︐蕊堂
圃民が十二分の畳悟を以て︑岨風の生命をして常に新
をこぐ・狸んしつれさう
しく︑通風の年歯をして常に牡ならしめねばならない

できだいにわむい

こ奴は吾々が上岨先に濁し︑下子孫に封して到底避く

ムロ
リー

ることの出来ない大なる任務と云はねばならない．

陸軍歩兵中佐

躯

叉自幽の鴨来から見て︑或は斯かしたのかも知れぬが

めいふいついいるＦＩＩｂいう
盟を退だといふことに就ては︑種々の理由もあらう︒
またじこくしや︒らいみ一電ひしし

に悌英露は互に気脈を迦じてヤッッヶロと言ふ事にな
おしまたさいイタリーごくどう
っだのではないかと思冬又ゐの際︑伊太利が三画同

逸に封し嫉妬気味のある虚へ︑此始末であるので︑途

イッたいやけ菅みどころこの︲︶等︽つつひ
ふつえいろだがひ者一参やくつういごと

るに遺憾なからしめやうとしたのでゐるから︑巳に燭

ゐか人すでｒ

のと同じでゐる︒斯うなると周園の者は︑何とか難癖
ふつえいらたせうやけぎみその
をつけたいもので︑悌英等は多少嫉妬気味もめる︒其
うヘドイッ
乏のもくて肴ためしゆだんえらかつ
上燭逸そのものも︑其目的の為には手段を選ばず︑勝
てき宝込ふるまひそのふきや︒詮かぱうゐふみ
手気侭の振舞をなし︑其富弧に任せて︑暴威を揮ひ︑
よくあつことありさａ．がｂ７く１しゆ菅ばつき
抑雌を事とするといふ有様で︑我利々々主義を護揮す

おなかしうゐものなになんくせ

田
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職洲大戦罰に就て
一欧洲大戦割の原因
一﹂のたびおうしうだいせんらんげんいんついいろ︐ｆｌこい

そのきんいんあう惹苧っこぐくわ？つよがらぴひ

此度の欧洲大戦凱の原因に就ては︑極々込み入った
〆し巴やら

事情があるであらうが︑其近因は︑喚旬圃皇儲並に妃

雨殿下が扇ポスニャの首府で︑セルピャ人に暗殺され

ワやらでんかしゆふＥんあ人さつ

ためあうさいあむ億かいせんみいたそのえい窓やら・ところ

た潟に︑塊塞の間に開戦を見るに至り︑其影響する所

つひおうしうぜんどだいせんらんもちろんとの

途に欧洲全土の大戦凱になったといふのは勿論で︑其

ゑんいんかくしゅはうめんけんきうゐわたくしこ

哩ぞっばつたつと毛のありさ散ちやつどゐなかうでぽんみや匡

遠因は︑各種の方一団から研究されて居るが耐私一個
かんがひら象を
ドイツぎんらいかくはうめんおいひ
の考へを卒たく申せば︑栂逸は近来︑各方面に於て非

常な褒達を遂げた︒其有様は恰度田舎から腕一本で都
でしんくかんなんのち誉よまんざいきんよういた
へ出て圃辛苦難難の後︑巨寓の財産を擁するに至った

和

どうめいしん箸シ︸むゐあきイタリーこんどにちどくぜんさうねんく慣こと

お

もガリーイクリーまたえいこぐなんあ

同咽皿の信義に叛いて居ることは明らかでゐる︒伊太利ら今度の日燭戦争で︑五年に一回づ刀あった事になっ
たいどこんごおいだいけんきうもんだいどうめいしんぎしやうゐさらせかいうへみさくれんトルコハン
の態度は今後に於て大ぼる研究問題で︑同盟の信義上て居る︒更に世界の上から見ると︑昨年は士耳其と勃

ぺいぽくせんさう

ありさま

今だいことがら
重ぢゆ大
な事柄であらうと思はいる︒牙利︑そ帆から伊太利とトリポリ︑叉英ね幽
と南阿︑そ
ん一蕃超せんさうた

よ

を

二戦雲は到底止惑ずじじっことこんごくにくにいき

れに米墨戦争といふ有様で︑二三年の間︑戦争が絶え
ぬといふ事質である︒殊に今後は画と函との戦のみな
ぐわんちいせんきうぷんめいこぐやばんこくあひだ調二荘みんぞくみ知ぞくいぐさ矛丞歴ろどくいく巻じつ
元来戦争といふものは︑文明園と野鍾幽との間に行らず︑民族と民族との戦である︒即ち露燭の戦も︑責
しかこのたびだいせんらんみんぞくいぐさふうらしよてんか紅が
はるべきものとされて居った︒然るに此度の大戦凱には民族の戦であるといふ風で︑これ等の諸鮎から考へ
このかんがこんていくつがしま蕊んめいいかす為せんさうやい
依って︑此考へが根抵から覆へされて仕舞ったのでゐて︑文明は如何に進んでも戦争は巳まねと言はねばな
びとゆるみづかにんちか畦遮レまちなか・毛のぷんおう
手淫陸せかいぷんめいこく
る︒即
ち世界の文明脳として人も許し︑自らも任じてらぬ・とすれば︑近い話が︑町の中でも︑其分に雁じ

を
おうしう︑れつ官宇︒みなせいほこと元いうしこんごこぐかくにじつ
居った厭洲の列謹が︑皆一審に犬を執って超ち︑・有史て鐸職跡な桑を鍔てるやうに︑今後の画家は︑国の責

いちいだいせんさうひきおこよみこくはうつといつせんさぅ

ぷんめいこぐかんおこ唾矛﹈のしんぽ

以来の大戦零を惹起したのである︒これ註依って見肌瀧に鱈じて︑風防に誘心な れ稚な秘ぬ・洞轄戦湾が
せ人さう悪ん駒．いこぐやばんこくあひ滝おこわか
ば︑戦争は文明風と野鐙風との間にのみ行はる２もの起為か分らぬから︑画家は常に之に封する圃防を盛に

ではなく文明風間にも行はれるのみならず︑其進歩ししなければならぬのでゐ命包
ぷんめい烹腫しんぽがくじゆつぎげいぷつくせいかうｆタリーどうめいひもゆらりつまもゐ
た文明︑即ち進歩した皐術技謹に依って造られた精巧伊太利が同盟を退いて中立を守って居るといふのは
そのさんくりそう嘩荏じつふしんざしこぐ・りがい・いとき
さやつれつぷきよ
狸
烈
な
武
器
に
依って︑其惨禰は一層甚だしいものでゐ賃に不信義ではあるけれども︑自圃の利害から言ふ時
しや．コらいいか賑んめいしんぽせんきうざんかひじやらそんこれおい
ことわか
るといふ事
が分った︒さ奴ば将来如何に文明は進歩しには︑戦舗に参加するのは非常に損でゐる︒是に於て
せんさうたうていやけつるんしや垂じ︐﹂くりがいどうめいけふやくｂがいつ塩ぜんぜんち
ても戦争は到底止まぬものでゐるといふ結論樟か生ずる自剛の利害と同盟協約の利害とはｙ常に全然一致どす
る
うめいけふ
またじこくｂがいみと昔

のじ
でつあ
る︒ものではばく︑又自剛の利害から見る時には通同盟協
れいついみさいきんれんかんやくなんやくたことい

二

賞例に就て見るに︑燕鋼に癖ても︑最近二十年間に約も何の役に立たぬ事があると言はねばならぬ︒これ
くわいせんさう十祁癌隆つしんにもるほぐしん︲しやららいなんだんげんできわがくにしやららい
四回の戦争があった︒即ち日清︑日露︑北清︑それかは焔来のことで諺何とも徴言は出来ぬが︑我幽の蒋来
歓洲大戦乱に付て

七

欧洲大戦乱に付て

に癖ては如厩．醜ち畦寿確雛とか︑畦瀞難癖とか一計ふ華鋒瀧詐あ喝蝿露諦賑い臆に罪壁織郭ど匪燕匙貯て琴塞
ものは永遠に之を緩績すもことが出来やうか︒叉総績ない︒殊に燭逸は其後屡々召集を行って増員をしたし
これらことろこく侭じかんがしだんくい吟﹄ん革今大こと
して果して我邦の鳶になるであらうか︒是等の事は︑露圃は始めの考が︑百師圏の兵を戦場に起たしめる事

勝錐の事で砥動鋤が叡圃探間の鏑栂定動るから蔀と断言になって居るがら最早この罪初やら 計書一誹賓行窮弛
は避ける︒只今日味方の園も︑蒋来警敵となる事がなたてあらうと思ふ︒これを以て見る時は︑今度の戦争
いと峰一言はれぬ．叉何れの黙から考へても︑人を宛にには︑英風は暫時措き︑露燭悌殊に燭幽の如きは︑園
す診るとか︑自己以外のものを頼む︲どかいふことは︑駄民翠って戦場に起って居ると言はねばならぬ︒十五六
目であり︑無用であるといふ事丈は確言することが出歳から五六十歳の男子で︑健康鵠のものが凡て戦場に
奉る・肇に癖てか跡雌は一睡舞舵な華になって来るの趣ち︑断姉を唯一鍵に聯してかシるといふことは︑賃

である︒に是迄に例のないやりかたで︑責に紐烈悲惨の極でゐ

る．殊に用ひて居る大砲の如きは︑これは偶逸である
翼戦場の惨澗
が︑賃に四十二珊といふ巨大なる大砲で︑偶逸にか刀
厭洲大戦凱に於て︑現在どの位の軍隊を以て戦ってる大砲のあることは︑此度の戦争迄︑列弧は皆知らな

居るかといふに︑これは十月下旬の調査であるが︑露かつた︒我邦鉢青嶋攻謹非調ひだ詠鈍噌渥十詠釧砲鑓
圃は一八十師圏で百六十寓秘桃園は一八十五師闘で百七十あったが︒十月七日の穂攻撃には青烏市街に弾丸が届
ずん二へいこぐしだんまんはくこぐしだ入まんこれ
葛︑英圃は十師隠で二十高︑白圃は三師闇で六寓︑之いたといふ事である︑樋逸はそれよりも十四珊も大き
たいどくこぐ︑とうばうしだんせいはうしだ人たいばうベルギーかくえうさいこうげき
に封する燭圃は東方に三十二師倒︑西方に九十三師偲い大砲でもって白耳義の各要塞を攻撃したのである．
合計百二十五師捌で二百五十寓︑填風は露方面に四十其惨澗は責に想像も及ばぬ程であったに違ひない．大
Ｌ湾人さいは︑うめんしだんがふ〃いしだんまんはう︲岸﹄のたばｆこぐうをんがい︑つうくひじやら
師闘︑塞方砿に十三師腿合計五十三師囲で百六高とい砲のみで尊く︑其他白園が受けた損害痛苦は非常なも

−１ふことでぁ鳥．難これば蕊に錘って跨る鐸で︑のである．毒霊蹴たる爵が︑護の蕊睦︑癖

︲とちつねこの之んがいつうくうわが

毛のこうげきうぎんこぐ鐘くかじうりんしま
一に其攻撃を受け︑残酷なる足下に燥鯛されて仕舞っ
どくぐんす竺恵としやひせんとうゐん壷やくさつ
だ︒燭軍の過ぐる所︑都市は焼かれ︑非戦闘員は虐殺
ふぢよかんあ一りさまその之んがいつうく
され︑婦女は姦せられたといふ有様で︑其損害痛苫は
さんたんきばゐはくこぐ省く牡んＥやら
惨婚を極めて居る白剛のみではない︒凡て戦場とな

きん︲ｈいヤブすふつぐんもはやだ〃単わん

つ埴ドイツ
つよこうせいと
が弧い︑攻勢を執るものは︑常に燭逸でゐるらしい︒

しかえいろいきごみさいごしようはい

近来の様子では︑悌軍には最早弾九がないではないか
えいふつぐんろぐんあるひどくぐん
おも
と忠はれる︒英悌軍のみならず露軍も或は燭軍にかな

つまで芋かドイツせん﹃︾てめしで

はいかもしれぬ︒而し︑英蕗の意気込は︑最後の勝敗

った土地は︑常に此損害と病苦を受くるのである．我

を付ける迄戦ふらしい・燭逸をして戦後手も足も出ぬ
そのごせん噂や︒
い苫どんゐ
やうにしたいと意気込んで居るらしい︒其後の戦況は

ゐ毛のくに錦ぶんこれゼノぢやら

上かうか．うせんかくこぐみな

含ぜんりよくけいもう屍

ゐ

はくこぐ

どくぐ人いう宮や．さいごしよう・りう

もちろんドイツしよらりき

いませいぱうて茜ひきう

ゐ

に行けば︑勿論燭逸の勝利に決まって居るが︑白幽の
たさくせんひじやら一をご
ていかうあん幻ふい蓉やらかう
抵抗が案外に謹破であった篤め︑策戦が非常に純鵬し

ゆ

かうばかぎえいろいきごみさいごまで

一向捗取らぬが︑英蕗のこの意気込が鼓後迄っいくと

かうお匡芯

ぐん かつざんに人穴のしわがぐんのぞ
軍には嘗てかシる残忍な例はないが︑我軍を除いては
いづくにいづときせんさうか郡らざんにんばう

行が行は奴て居る︒其圃の一部分でも覇之を戦場とす

何れの剛︑何れの時の戦争にも︑必ずか︑る残忍ば暴

すれば︑いかに柵車が優狸でも︑最後の勝利を得るこ
ドイツさいしよさくせんおもやう
とは六ケしいかもしれぬ偶逸の最初の策戦が思ふ様

じつおそ

せんちゃ参さんくざ

ることは︑賃に恐るべき釈幸であって︑交戦各幽は皆

この戦場の惨苦を避けるに全力を傾注して居る︒

鴎大戦凱の結果如何
み吟いこと

ドイツかちか

よたく

でき

こんど這いぜんらん・けつくわはたいづくにか
今度の大戦飢の結果は︑果して何蜘の剛が勝つか︒

て︑今や一宵に三方の敵を引党けて居るのでゐるから
之の︒﹂んなん燕みたいていしかいぐさまもり
其困難は並大抵ではぱいｃ然し戦に敗けても燃埋はな
てきあ匙
だくぐんよわた
いのである︒こ奴燭軍の弱きが矯めでなく︑敵が除り

ぐんたいｃ和じゃ全いとき

．どう

い

こいは未来の事でゐるから︑灘側することは出来ぬが

に多いからであると言はねばならぬ︒
せんごてあしで
かりｒイヅま
きて催に燭逸が敗けるとして︑戦後手も足も出ぬや

さいごレ寺っ︑︐ぐんたいつよよ

とになるでゐらァ﹃ノく

どうえい壱やつ凸がくにいかか・くごしゅんび占葬フ

うになったとしたらば如何であらう．我邦の将来には

おぽ

軍隊の富情から言ふ時にはめ燭逸が勝つに連ひない・
しかドイツえいふつる言千つこぐてき
ゐうへせんさう
而し︑燭逸は英悌露の三彊圃を敵として居る上︑戦争

如何影響し︑我邦は如何なる豊悟と準怖とを要するこ
か猛らさいごしぶらり

『

ドイツぐんたいいう唾やつ

わがくにしやらやらい

の最後の勝利は︑軍隊幻握いといふことのみには依る
ぐんぴもんだいしぶくれうもんだい
ものでない︒軍費の闇︾題もあれば︑食料の問題もめる
こう

一

から︑燭逸の軍隊が優弧であっても︑必ず最後の勝利
ぐんたいじつじやらドイツ
を得るとはいはれない・が軍隊の賞情はたしかに燭逸
欧洲大戦乱に付て

うし

欧洲大戦乱に付て

逗我邦の需乗と国民の豊悟

ず会︵し胃らいことぎか藍ひとかていふ
かていもちろんじじつ

主だかていじじつ

凡て癌来の事を議するには︑必ず一つの暇定に嘘ら

おかくど獣た匙んばあひかていこれしゅんび

ればならぬ︒暇定は勿論事賞ではなく︑叉暇定が事賞
なは
よ謀
ち知することは蹄雅ぬ・輝って雑恭に
となるやい
否や

於ける畳悟も︑亦寓一の場合を椴定して︑之に準備す
おばぐんじじやらおいこときう
るといふことが多い︒軍事上に於ては殊に左様である︒

一永腫きのふ残かたけふ

源管守毎

かつこんどだいせんらんついみこくｂがいこぐかうて茜
且今度の大戦凱仁就て見るに︑一園の利害は︑圃交的
あはあひ
瞬醗とは諦に一勢するものでなく︑或る場合には︑同
めいけふやくなんやく

力菩

このけんちたし牛ららいまん

盟も協約も何の役にたシい・即ち昨日の味方も今日は
あだ

仇とならぬとも限らぬ︒此見地に超ち︑蒋来蔑一にも

また︑Ｄわがくにこんにもドイツ香と奈やらぐうた

日露の幽交が破れたらばどうか︑日英の圃交が破れた

にちろこｆかうやぶにふい雪えいどくかうや蕊

ここと↑ぜんぜん

らぱどうか︒叉若し我邦が今日の猫逸の如き境遇に立

っだとしたらばどう海︒斯んな事は全然ないかもしれ

じつこきもかりじゃ﹃一たいた

ぬ︒あっては賞に困るが︑若し椴にかシる状態に立つ
にちろせんえきさいろこくけんせいドイツさかん

たと し た ら ば ど う か ｃ

三○

ろこくすでごうこ弓永いこと︑ン◇ヘリアてつだうふくせん

ぐんたいゆとうりよく厚ゅうぶん力

露幽は巳に後顧の憂がない︒殊に西比利亜織道は複線

とうあゆをう

このたいぐんようわがくに

になった﹂軍隊の輸送力は充分にある．斯うなると︑
こんに也一どくあう幸やらもやあしだん象ん︽いく
今川燭填境に用ひて居る百師開二百関の兵は︑苦もな
のぞ

ど一フ

く東亜に輸送されるのでゐる？此大軍を擁して我邦に

み

もほやに．もえいどうめいひつえ﹃う

ことしなたいしやらけん

望んだなら如何であらう︒
またこんどだいぜ入らんえいろ葱かかつちゆらあう
叉今度の大戦凱で︑英露の仲がなほった︒嘗て中央
アジアインドでろこ〃〜けいくわくぜんせんはうき
亜細亜から印度に出やうとした露風の計書は全然放棄
こ︒おいえいこぐと
き奴だと見なければならぬ・是に於てか英幽に取って

またしぷらとつ

かマフやぷ

どう︑

せんごおいドイツ

は最早日英同盟の必要はない︒殊に支那に謝する商権
インドぱうえき〃い
じゃ会にもえいしよらとつ誰脆か
上日英の衝突は免れぬかもしれぬ印度貿易に於ても
かごと・︑もにちえいこく
叉衝突するかもしれぬ︒斯くの如くして若し日英の園

と考

えいこぐまたこうこら血い

これまでえいこぐおと

交が破れたとしたらば如何であらう︒戦後に於て猫逸
ても
あ足
しも
で出ぬやうになり︑掛遮の蝿隣は蓋艇すると
が手

ドイツかいぐん・気い

した時には︑英剛も亦後顧の憂がない︒是迄英圃の恐

れだのは燭逸の海軍であったが︑その憂がなくなり︑

露悌とは親善の開係にありとしたらば︑かの英幽の大

ろふつしんぜんくわんけいえい﹄く︲だい

かんたいたいきよとうあかいじゃ全うかうも

艦隊は︑大畢して東亜の海上に浮び得るのである．若
さう

わがくに

し左様なったらば︑我邦はどうであらう︒
い哩牟らごともちろんか﹀Ｌいすまん
以上の如きは勿論暇定に過ぎない︒寓一にもこんな

とうあおくでき

日露戦役の際には︑露圃を牽制する燭逸が盛であつ
まだ︑ンペリアてつだうたんせんひじやらたいぐん
た︒叉西比利亜織道も軍線であったから︑非常な大軍
を東亜に送るといふことは出来なかった︒縄毎勺にもし

ことはないであらう︒がもしあったとしたらば責に園

じつこ〃１

舞韓謎の鐸鍵︑掛迩が手も詮も齢ないやうになれば︑

かそんぱうだいけがていうへたわ減くにしんだいせいしんとも雪や・づけんたんくわんきふ嘘

じゆうじこくふばかせいしんれんま

家存亡の大事である．この暇定の上に立って︑我邦のぱならぬ︒身篭精紳共に彊健にして︑一日一緩急ある場
こんにちドイツ表やらぐうひ上ごと・あひ菩弓・ １ぷふこんにちドイツごとこくみん
らやらいかんが
蒋しや来
を考へたならば︑今日偶逸の境遇は人事ではないｐ合には赴々たる武夫となり︑今日の鵜逸の如く︑圃民
こんど定いせんらんけつくわわがくにひじやうちゐたごぞく人こぐかんじ争うへいをおいかくしゅ芭人げふ
されば︑今度の大戦凱の結果我邦は非常なる地位に立繁って君圃の干城となり圃卒素に於ては各げ種んの
産業に
きかんぎう

い

っものと言はねばならぬ︒従事して圃富を謀り︑精祁を練磨して︑元気を澗養し

班んめ・のこくかんせん逢うさんくわじつ孫︑︾色くりよく品らじつドイツむと岬りγｆｌＬゆぎじこく

この︑ときあだわぷこぐみんいかかくどももつじ評﹄や︑うやこくひ﹄恥く哩咋らじつどりよくさり
此時に鴬って我幽民は如何なる擬悟を排たればなら以て自彊己まず︑圃力の充賞に努力せねばならぬ．乍

ほあひ

毛のさんくわそうひさん

こ

おい

ぜいしんこ芝か症らせかいせいぎじんだううへた

いが︒敷
前く
にの述べたやうに︑文明圃間の戦争の惨職は賞去圃力の充賞も︑渦逸の如く︑我利々々主義で︑自画
もくて智だめしゆ．だんえら
ｂがいださん
一比とくに隼ぷんせん写やら
鞄そ
に恐
るべきものである︒殊に剛の一部分でも戦場となの利害より打算したる目的の篇には手段を選ばぬとい

もちろんこ

みんかくじよせかいこく融ばつやうつと・もつ一﹂んいしゃ令もきうくわらうんふぶくたてまつ

った場合には︑其惨澗は一層悲惨でゐク︒︒是に於てかふ精祁では困る︒必ずや世界の正義人道の上に立ちて
うぎて雪こくＤ主く必ゆらしつばかこ︐〜うんりうＬやらいたと も
こ防
くぱ
§日
にも
るうすぺからざるのみならず︑鍔郁琴が︺道だ
風
はう一
もゆ弛
義的に圃力の充賞を園り︑圃運の隆昌を致すと共に
けいせいかんがひじや参かく訂﹂︒もつこく刀よくじゆらじつばか

症垢らじつばか
充
賞を計らねばならぬのは勿論︑圃民各自が︑能く世界圃威の駿揚に努め︑以て天擁無窮の皇運を扶翼し奉
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だいじよまく念わがくにひら

さいざうせかいたい謁らだ

わがくにおい

はたじゐレ

先づ新たに来るべき再造世界に鍔し︑新に一の旗印を
われらしめい
牡んめい
鮮明ならしむるぱ︑吾等の一使命たらずや︒

鼓あらきた

かしめきせ給ふものにあらずや︒されば我邦に於て︑

こま

膳に再造せられんとするの第一序幕を︑先急っ我邦に開

まささいざう

はせらるぅゐらむとするば︑正しく世界の李和︑文明

まさせかいへいわぷんめい

園府種

の形勢に鑑み︑非常な農悟を以て剛力の充賞を計らねらねばならぬ︒
Ｉ！ｒ︲︲０．１︲︑ロロ″日︒︑

畢画園結の一語を進め抄

︒︽

たいしやらせいだい泡んりやうゃのん
大正の聖代も︑こシに四年とはな︐りぬ︒諒闇にして
おうし５なせんさう一﹄んち

とのぎをは

このとしあ

徳

I

こ淫

其期を柊らぱ︑欧洲に尚ほ戦争ありとはいへ︑天地一
ゼい工んばくじつしんさいｂくり
さいあ〃︑きばら
切の悪気を秋って︑正さに青天白日の新采を陸離たら
此年に在らむ︒

をくゐれい考訳たいいやらさい款さこのとししうとうかうもつ

一

しむるは︑

三

即位の職︑及大嘗祭の︑精に此年秋冬の交を以て行
畢園閲結の一語か進めむ

I

翠園圏結の一語韮進めむ

けいあいたなか・たてりがく戒かせけいしゃ毛の牙やつじんくわいがふえんもつ華たつ．ご

は

き

さい

わが

かぎ

ぎこうあんしゅつかぎれ？﹂くこ

技工を案出するのみに限らず︑列幽に之れなくして︑

きうくつきういま蛾う

ばうこんわ津くにさら毛のちんさ．星﹂のしんひら

え今う

れゐるにあらず︒精神の上に於ても︒圃民性の上に於身を殺すも︑尚ほ且之が遂行溌慎庁︒らしめむとの大畳
こぐさんおのづかそんねんらい鳥くｊ１つたかんだんごいなんぴと
ても︑圃産は自ら存す︒三千年来︑嫡々鱒へて間漸な悟をなさしめたる︑活きた為題目たりしこと︑何人も
わがくにどくとくこくみんせいくわんだいせいしんわがくに．こくざんＬと二ろごとじだいぜいし人つれすうごもつへうじ
き︑我邦燭得の圃民性︑一貫の大精紳は︑我邦の圃産知る所の如し︒時代糖祁は︑常に数語を以て表示せら

せいしんうへおいこぐ︐みんゼいうへおいしんころなかつこれすゐかうじつだいかく

圃藍奨脚の一語︑今は頗る全幽に普及したり︒されるは︑真に一風の機運を一振せしむる所以たり︒
こくさん
たんぶつしつうへしやらこうひんうへおいこをんやうじや乞いかいこくＬ人ＬゆごばくまつＬし
ど剛産とは︑軍帳し物質の上︑商工品の上に於てのみ之尊王擢夷︑開園進取︑是れは幕末の志士をして︑一

こぐさんしやられい雪いま寸二ぷせんこぐふきふしんこぐ昔うんしんゆゑん

般の眼孔を大にし︑抱負を高からしむるを念とす．致に厭き果てたる人心をして︑更に新生命を得せしむ

ぼんがんこうだいはうふたかシ●﹂ふ畠らあばじんＬ人ざらしんせいめいえ

し

邦の先畳者︑達識者︑活眼者なりとするの奮軍臼︑今髄する︑方今の我邦をして︑更に其陳を去り其新を啓
なこれひだつえ
ひあらだ
またひあら
きふきふおぽじんしん
間ほ之を擬脱し得ざるは︑日に新にして︑叉日︾↑新たかしむるの念︑いよ︺く〜急なるを畳ゆ雁人心をして倦＠
ていこぐしんうんた
はたけい
せんていかでうせいもん
なるべき︑帝圃進運の爵めに︑果して慶すべしとするまざらしめむことを要すとは︑先帝五箇膝の誓文に
このてんおいせつきしたきぢ．．︑いだきたの元二一ところいづと昔いづよおい
か﹄此鮎に於て︑切に一旗職を立て︑一機軸を出し末宣はせたまひし所にして︑何れの時︑何れの代に於て
とうちぬ
もつとをんちよら企︿わがくにふまきんげんすぞきよ・﹂く
って︑礎蒋識跡の姪に︑一頭地を抜くほど︑爾かく一も︑最も
尊重す可き我邦不磨の金言たり︒既に翠画一

くにせんかくしやたつしきしやくわつがんしや

誠に以て同戚ぼり︒文に武に︑有形に無形に︑一切らずや︒
毛のあとつ式は
おい
者よこぐち
こ致
くを
ちこ
鍵匪︑嘘暁獅の峨豚を渉うて︑
其後に附き廻るを︑我是にこ
於画て
か︑一にも畢幽
一致︑二にも畢き
幽よ一
呼

球んぷいうけいむけい

かいぷんめいけいたく
を吐
か虹たりと聞く︒界文明の恵淫に︑一
の芯なる毒瞬を唾てするものにあ︐
言三もつどうかん

ひかう寺﹄さらすむかうくうじ塑一さらあらせかいいづゞはうこぐ色つとちんきもつ坐一ざんしん
飛行機よりも更に進みたるもの︑航空術よりも更に新世界何れの邦剛にも︑最も珍奇︑最も鋳新なりとして
くふう
けんしきまんぢやつきえん意や合たんわがくにとくしょくばつ巷こあにせ
たなるものを工夫するの見識なきやとて︑寓丈の気焔驚嘆せらるべき︑我邦の特色を護揮するは︑此れ登世

ろ﹃フかつぱ
なんれつ・﹄くさこ
りとなすの随を喝破せられ︑何ぞ列剛の先さを越し︑

つ

敬愛する田中館理畢博士は︑頃着其郷人の禽合に侭として︑最も尊きものシ一たらずむばゐらず︒
ぜつにうＬ人れつ・﹂く諺と弱いまなひかうぎかうくうか感全ひかうきさらちんをしんきかいばつめい
説
して︑邦人が列幽の雷後
を追ひ︑今尚ほ飛行機︑航空必ずしも飛行雑より更に珍奇なる新機械を護肌する
しゆ︵︾けんきうふしん
むつこぐかのうじ
かうぐうじりつさらざん ︶んた
術の研究に腐心するを以て︑刻下の能事こぅに識きたのみに限らず︑必ずしも航空術より更に栃新なる他の

三

たいしやらみよいまかくごとじ匿いせいしんだい︵うきよ﹄くちごちんたうらんご

はたしるし

わ︒うせいふくこめいぢゐしんこまたせんていとうきょくたうじア︶え潜りことベルギーごととわがくに
る鍔王政復古︑明治維新は︑是れ亦先帝登極の常時に染め得たりし也・殊に耳白義の如きは︑疾くに我邦
めいぢよすでとくいｇ：藍つ誰つだゆづうぐわんこちいた
に於ける︑活きたる旗印唯りしなり︒明治の世は︑既の特有物を︑全く譲り受けたるの観あり・是に至っては

に大正の御代となりて︑未だ此の如き時代精祁の代表畢圃へ一致の一語躯議萄で率鯨謹岬噸垂坪挙奄心をはりぬ・

ばまためいぢしよれんおごとい詮しせんちさらぽす︑むしすうほす亜

語ゐるを見ず︒人心の蹄勢する所︑幕末に於けるが如請ふ︑こ少に此新ばる大正四年の徽章として︑畢幽
めい

﹄え

せいだいだいけってんきよこくだんけつ寒﹂寸一酋

く︑鰐た叉明治の初年に於けるが如く︑未だ爾かく鮮一致よりも︑更に一歩を進めたる︑寧ろ数歩を進めた

明なるを得ざるは︑盛代の一大閥典とやいふべき．る︑塞幽闘結の一語ぜ進めむ︒これならば︑難癖麺擁
きぶこぐちけんせいようごと︑も洗いぢすゑたいしやらはじちゅうれつこぐないまじつれいていじえ．占二ろ
畢掴一致誠︑鑑倣擁確匙共に︑明治の末︑大正の初中の列剛とても︑術ほ未だ賞例を提示し得ざる所なり．
ペルギーいへどい獣この雪もつけいよう
い賀
めに於て︑最も人々に附炎せられたるの語也︒されど白耳義と雛も︑未だ此語を以て形容すべきほどの程て度
其人心に刻み得たるの印象は︑固より未だ算王懐夷︑に於て︑其閣土を汗護するを得ざりき︑されば畢圃閏

そのじんしんきざえいんしやつもといまをんわうＵやらいおいをのこくどかんごえ牙﹄よこくだふ

かいこぐしんしゆごとけうごおどうていどえけつご一藩ひしんをひとおどめた

開刷進取の如き教語に於けると同一程度なるを得ず︑結の語や︑或はきまで新奇︑人を驚かすに足るほどの
こ
れ
ひ
か
く
も
と
に
つ
し
ん
ぜんしかこのじじつげんがなら
や油精戦ものにはゐらざ一樋べき託︑而も此事資を現ずるは︑必

もし之が比較を
求めむとするならば︑恰も
ぐわしんいやらたんりうかうごも

後に於ける︑臥薪嘗膿の流行語燭い若しくば日露戦後にず稚界何坤雛も韓雄窪所確るべ池諏んこのじじっ
於
の時代語と︑略ぼ同等の程信ず︑我邦の粘祁上に於ける圃産は︑もと此事貰と
どけ
ある︑列脳の伍伴とそいのふ
いんしや︒な
しんこく
そ
の〆しじつ
度に在るも
のとせむ︒其印象や︑問ほさまでの深刻を現賞にすべき︑好力
筒う
のこ
基き礎
たることを︒されど此こ事
貰
をは

宮元

げんじつ

くもこれとな
﹄て
よあ
う
得い
ずま
しせて
畢れり︒︑を現雲にするは︑たぃ口に之を唱ふ
るの能く敢
しへ得
んえきしだがおうしうれつきや・っいづきよこくちめんゼきていさうひひぜぜ

ぺんギー寸芯はこなりぎよこくちこんにらよあなんじやくｂかうなとこたちう

今や戦役に従へる歌洲の列懸は︑何耽も畢幽一致のべき所にあらず．面折廷零︑非を非とし︑是を是とし
りつれいはうこんじじつうへしめそのていどおいしゆうしんいとだうざうちだんせうはじきよこく
賞
例意を
方
缶肱
や︑
つれ
つ今 事 賞 の 上 に 示 さ い る 藤 し ︒ 其 程 度 に 於 正 て ︑ 衆 心 脅 しく道 義 の中に 談 笑し︑ こ 少 に 始 め て 畢 脳
ドイツきふげきばくがいかうてきだんけつご寸芯峰せいめいけんゐ
極めて掻烈なりしは︑燭逸の急劇なる迫害に抗敵した闘結の語即ち生命あり︑権威あるぞ得くし︒

りし白耳義︑即ち是れ也︒されば塞幽一致は︑今日す世を鶏げて軟弱︑側巧となりぬ︒男らしき太刀打ら
し交
う戦
か鰯
うは
せん
な之
ゆを
ぴ見
こず
れみ
せな
いる
盾進
いし
よむ
しる
うに
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とよ
．
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畢圃副結の一語延進めむ三三

一

けん

だは

こが藍ざいくろうかく苧とさいろうふうぎ

畢園圃桔の一語を進めむ

いまどうぎうちだんせう茜よこくだんけつ

険にして︑小刀細工を弄す．此の如き一切の随風気を
打破せずむば︑未だ道壷の中に談笑すべき︑蕊幽閲結
一ヮ
﹁辻
︲い
︐し
ｎ︲
だ︲い
ん︲
じ︑
つ︒︲ｌ・・．︲・︲え
の大精祁を賞にするを得ざるくし．
れつこぐく味超和エうだいむひこのこくさんひかうき
列圃に企て及ばざる︑宇内無比の此圃産︑飛行機の
どとかうＩうじゆつ茸︶とさせうしおぎじ聖一しん箸冒﹂うもつ

たつと

牡かいくわんぜつこのとくちやら

如き︑航空術の如き︑些小なる新技術︑新技工を以て
ひかく

比較すべからざるほどの︑尊ぶべき世界冠絶の此特長
わがはうじんそなんひとたなかだて
をな
を具へながら︑我邦人たるもの．其れ何ぞ燭り田中館

・フ垂とこ
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ごしんこ
これもつこの功具一
者よかう
に翠行せられむとす︒是を以て此新な泌一語を︑真箇敗鱗残甲合成し堆・攻二抜金湯一亦快哉︒既奏捷聞
じだいど
ぜいめい
天童麓．上林舞色瀧二辰杯↓
に生命ゐる︑一の時代語たらしむるに至らむことを望

袈〆．二一のＬんくゎらをはないたたいしゃう泡んたいれいａさ
て始
めて其冥光輝を放つに至らむβ大正四年︑大祷蒋犀東圃府︑諏徳

塞げて撃て︒男らしく進み︑男らしく譲り︑胸襟を相
ひら・ず︑しんあひとうせきら西あひ一﹂もつだう
披き︑腹心を相投︑じ︑赤裸々にして相照らし︑以て道
ぎよこく芦んけつじつかく﹃﹂と
苔巷ふうふる
義の気風を振はしめむ９畢圃圏結の責︑此の如くにし

あ

戦ふならば︑堂々として鍵へ・勢っならば︑全力を
たあか

ずるや︒無し犯・一錐礁懲是義軍︒

博士をして︑空し４一場の大気焔を吐かしむるに甘む

はかゼむな君やらだいきえんばあき

I

ｌｂ

１

一

◎陶淵明歎じて日く﹃心を以て形の役となす﹄と︒形

薫者と︑相共に槙重審議すべし︒妄論を吐き︑駄鼎を

◎幽民皆兵主義是か︑精鋭主義非か．そは政府者と政

也︒剛家の事を談丁るに︑恢人の業を単ぶは︑園賊也︒

い獣せいたうせいぢかごとぱつこれさいものなり

ねつしん

ばたいうこぐしんや系う

こん菅ぎくわいおせいたうしやげんどうたずたんけいたいため

せいい

一﹂︲〃﹄

がうこれかへりみえう

毛﹂Ｊ︑Ⅵ４

ぞうしことこくかげんか巴やらせいかんがしんひつすか

つがふゆきが雲りごと

宝たもこくかげんか修やらせいて吟ふきふもの

しての都合や行懸の如きは︑墓も之を顧るの要なし︒
◎叉若し幽家現下の情勢に照して不急の者なりせぱこ
またこぐかことなりなんかんぜんそのしか②ゑん敷島

れ叉風家の事也に何ぞ敢然として其然る所以を明かに
す画せいふしやもうひら一署むなかいつ賎なか
し︑進んで政府者の蒙を啓かざる︒欺く勿れ偽る勿れ︒

あら︲

とむひわい屯昌昔くわ人けい喝．うい

ため．﹄くみんだいざゐんせんしゆつ

たうしやあひともしんちぶらしんぎぱうろんはだっくん

︾つ口量ノ

ひわいかうことだいはうしんかくりつ

渡んおこ郡苫じんさこと

けんじやう↓今ふづかそのどこるうこＤと老しまうどう多る

一 ﹄．上﹂

せいぎじんどうじゆぷきよだいしんねんだいはうしんかくりつだん

くわいぎもちううちまうどう

むし

謙譲するも︑自ら共虚を得る事あり︑但妄動を許さず︒
おこ然

じ人しゆじんしゆせんさう寸玉琴とこのうちうたいせい

行ふくし︒懐疑蜘蛎の裡に妄動するが如くんぱ︑寧ろ
けんじやうきいた詮１かたうろしや十べか毛の雪一富苓へし
謙譲期の至るを待つに如ず・営路者須らく其一を可撰︒
くにくにせんさうみんぞくみんぞくせんさうす さら
◎園と園との戦争は︑民族と民族との戦争に進み︑更

しなのそひとみつワよく

乱りつ

か私ら

に人純と人純との戦争に進むが如し︒此宇宙の大勢に
一卓とがんしなたい定いはうしんみづかけっていなり
着眼せぱ︑支那に謝する大方針は自ら決定すべき也．

モのひつえうＬ

狙いじんわざ

◎其必要を知りっシ必要ならざるが如く論じ層必要な
ごとぎ

◎支那に望むに燭り物力のみを以てすべからず︒必ず

ひつえ・フ

昨言

三五

らざるも︑必要なるかの如く議するは︑これ佼人の業

ひつえうごとろんひつえう

くにみんかいくいしゆぎぜせいえいしゆ↑ぎひせいふＬ々せい

相に囚へられて心思を苦しむるもの︑燭り陶子のみな

弄せしめんが鰯に︑圃民は代議員を選出せるには非ず︒

ひとたうし

らんや︒今の政黛政治家の如き︐賞に之が最たる者也︒

◎外交の事は大方針を確立すると共に外的開係を注意

１人しｆ︐る

◎今期議曾に於ける政黛者の言動は︑只軍に形鵬の潟
まうどう
かれしんこけいりんしんねん
に妄動するに似たり︒彼に真個の経縮ゐりや．信念ゐ

せざるべからずｃ勘じて行へぱ鬼祁も避くる事あり︑

さ・フとら

りや︒誠意めりや︒熱心めりや噂勝憂圃の真情ありや︒

◎正義人道に準礁し︑大信念と大方針確立せば断じて

ねいじんわざまなこくぞくなり

】
E

◎増師の事︑圃家現下の情勢に雛みて︑真に必須峡く
せいたう
べからざるものな＃せば︑これ幽家の事なり︒政黛と

なりこぐか︑こと管・

〃伽川ⅢⅦ︑ＹｌｒＩ︲︑ｌＩＩ１ＩｌＩＩｉ︲ｒ昌雪認︑

i
鱈
I

たうゑんめいたんいは苧ろもつかたちえきけい

甑

一

時言
しんりぷく当一鼻陸くつぷくわうじゃことあらが等二
心力を伴ふくし・屈服せしむるは王者の事に非ず︒必ず

しんぷくえ︑うえう章や︒こにつしていけい

一二一ハ

ョつどつう少一つ左のえうかんこ△〜みんじか〃１

じしゆどく・りつせいしんや．ほあこ︲︑みんせい峰やらふそく毒ぎだ

つ最も痛切に其要を威ずるものは︑圃民の自豊にあり︒

自主濁立の精祁を養ふに在り・圃民性上の不足を補ふ
あとのけつかんかいざうあ

に在り︑其映階を改造するに在り．

ちけふり﹄てぜんていこせいばつきこじんひつえう

心服せしむるを要す︽要は狸固なる日支の提携にゐり︒

◎一致協力を前提とせる個性の溌揮が個人に必要なる

︒由来吾大和民族は︑極めて楽天的なりし其気候に

弓つどひつえうな︑りこくみんせいばつきたのくにとんざいいざ

にほんせいゐくわくＪＩ１歌さかうしよら

す瞳へ床つじてっていてき

︾え

らくてん︒ぱい

けつくわきたたいこ

峡乏を求すに在り︒吾圃民性の峡焔此庭に在り．
んきうＬんけつ砿ふ
◎鶏冠の難は︑雛薙嘩の礎琴となり︑研け究
心の映乏は

けつぱふきたあわがこくみんせいけつかんここあ

凡て薬天的ならざるを得ざりしなり︒楽天大によし︒
ろくてんへいせん缶くあけいさうけんきうしん
されど楽天の弊は浅薄に在り︑軽喋にあり︑研究心の

すべらくて人て言ｊ

おい︑そのふうけいおいしか匙たそのちｂしやらぶんぷおい

ゆ．ちいわ邪や散とみんぞく者はらくてんて参そのきこう

が如く︑世界平和を前提とせる圃民性の謹揮は圃家に

於て︑其風景に於て︑而して叉其地理上の分布に於て

ごとせかいくいわぜんていこくみんせいばつきこぐか

最も必要也信圃民性の護揮なくぱ其圃存在の意義なし．
てんじやら註きうくわ今うんふよくことわうていき

い散こ・︑じんこぞ

◎天壌無窮の皇運を扶翼する事は︑百王の一帝に蹄す
こといみものなりこのぜつ清い︒ｐさうか刀ぽ弐た
る事を意味する者也︒此絶大なる理想を掲げ一歩叉一
これじつげん
歩ぽ之
を賞現せんには︑嫁嘩確睡の輝鋒城を露す翻心

しんかういういたこのじかく考匡いごじん

◎今や画人塞りて︑日本は勢威赫々膳に高昇せんとす
錐も亦其数に洩る参ものにゐらず．さ肌ど思へ︑心徽
ためめつぱう裟ね
倣うかこ
てんけいみだり
りて天恵を濫にしたるが篇に︑滅亡を招きだる邦家古

気宇の狭小短慮是れ也︒荷も一等圃民として︑跨叉

は︑世界の生存競争に落伍者の敗を取らざるべからず︒

とは言はず．今や世界の大勢は︑総て徹底的ならざる
ゆる
︑こけつかん方惹溶どりよくこくみん
ものを許さず︒之の鉄焔を補ふ二とに努力せざる国民

あち

ごじんもくてき・むかただいしんてんた

さと

せんごにほんしん吟︸ん貢やらし銅ら．ｐいうかう

︐真澄そのもつどこんぽゐてき一か

くげんこんざだけんせかい

ごくみんとの誉うゆうだい〃おうり智一

︾
弄墨雲一ま
琴一
一一一一一一一一二︾こ﹃一琴一こ

だひ塁こにつとうていこくみんがい

もの

とうやうめいＬゆ

きうけふせうたんりよこなりいやしくとうこくみんはた象た

◎吾圃民性上の映焔にして︑尚ほ改造すべきものゐり︑

わ湖こぐみんせい噂やら・けつかんなかいざう

せかいせいぞん言やっきうらくごしやはいと

い

来頗る多きに非ずや︒勢威に庭する謙抑にあり︒

東洋の盟主としての圃民は︑其気宇の雄大にして宏量

い詮せかいたいぜいすべてっていて菅

総ての物事に徹底的ならざるの結果を来す◇太古のこ

◎吾人は武力を護揚し︑軍に武蒋の地位を獲たるの故
︐もつのうじこ工犀︶ば
こ︑ろやす
を以て︑能事鼓に了れりとし︑心を安んずるべからず
ごじ人いくたにがけいけんせんぢやらし春．ｂけつ
吾人は幾多苦き経験によりて戦場の勝利のみが︑決し

なる者ならざるべからず．一句乾坤を定め︑一剣世界

との信仰を有するに至る︒此自豊や大によし︑吾人と
異
どａた毛のすうもぉもご亀をご

て吾人の目的に向ひて︑多大の進蒋をばさしむるに足

を平ぐ︑是れぞ日東帝圃民の慨ならざらんや︒︵以上臥牛︶

らい玄悪おほあらせいゐしよザもよく
香じん躍りよくばつやうたん募単らちゐえゆゑ

らざることを畳りたるに非ずや︒

しゆ︐やＩ

◎戦後の日本をして︑真に戦場の勝利を有数ならしむ
〃

るには種々あるべしと錐も︑其最も根本的にして︑且

たづ

例兎の吸物

かていしんしゆノよみもの

やま

こじきおほなむぢかみこじいわに

しなせうせつあまきくわいぞく

心ｂのつくと二る

だしよう

足立栗園

しんしうはやしがうせうもゐきこれらさ叡

そぜいめんを︲

物を作る所より︑信州は林郷なる一小地域は︑之を兎

しんしうまつもとりやらないさん

田と稲して︑租税を苑ぜられて居ったのでゐります︒

そちどこ

其の地は何虚であったかといふに︑信州松本領内の山
もあたはやしむら
ゐなか
そやまてそう
地に富る林村といふ田舎でありまして︑其の山手に曹

おてら

かいざんせつ

たくわらたくじもんぜんたん

ぎんじごとうりうはる

かんちゆらうさぎかとこれ

吸物にして元旦を祇ふと其の後之が常徳川氏の代に至

すめものぐわ入たんいばをごこれたうとくがはＩだいいた

から︑正月の馳走として︑寒中に兎を狩り取り︑之を

しや分把．わつ浄シ毛・フ

染であったから暫時御逗留になったが︑春ともなった

じみ

昔し長阿揃︑徳阿禰といふ二人の遊行僧があって︑
た︑︑はやしむらとうすけ
腫人らい賑
常林村なる藤助といへる癖雄を幸ね来られ︑年
来の馴

汀かながあみと．〜あみふたりゆ錘やら毛・フ

は下の如くであります︒

しもごと

ばかりの田地が︑即ち兎田でゐって︑古老の樽ふる所

でんぢ寸趣睦らき窓だこちうつたところ

そうしゅんぜん．し

どうはりう・うんざん烏うたぐり

洞派の龍雲山庚津寺といふ焚刺があります︑開山を雪

ひ

が狸と代って居るばかりで︑之は知らぬ者なき所︑
金たらんいうらうおう↓っさぎせん座ゆつえよなか三．愚くわく十Ｕうす
叉藍橋の老娠が兎の仙術を得て︑礎中兎と化し薬臼

窓一純職師といひました聯其の慶津寺門前なる五六反

言うばくじだいしん唾んきちれい

これじじつだんけつきよこうかぐうだん

から︑それよりも奮慕時代の新年の吉例となって層
○○○○︒ゆし麻のをんこもＬ人ざい︐
る兎の吸物の由来を述べて︑淵故知新の材とするこ

しやらぐわつぐわんたん急ぎすゐ

とシしませう︑之は事賞談で︑決して虚構の架空談

ではめりませぬ︒

しやつぐんけかれい

こ︶組鯨蒐除の兎田
えどじだい

江戸時代︑ 粥 軍 家 の 家 例 と し て ︑ 正 月 元 旦 に 兎 の 吸
庭

七

ゐ

を橋いたといふ支那の小説は除りに奇怪に属します

の童話は︑古事記の大穴牟逓刺の故事より出で︑継
走幽意かばゐ
これし︐もの堂弓

どうわ

を尋ねて︑家庭新春の讃物としませう︑カチーＩ︑ｌ山

ぼんねんうどしあたを分さきくわん灯かＬぱ芯し
本年は卯年に丁って居りますから︑兎に閥する昔話

吉
家

−

家庭
うき琴だ︲こ言

をぜれめん

こ︑寺な畦うさぎだゆらい．

って︑兎田と瀞して︑租税を兎ぜらるシこと夏なった
ものであると︑之が即ち兎田の由来であります︒
︵二︶松卒有親父子と林光政

じっまつだからしゆ・りのすけありちかおよを

こみつまさ

なったものであります︒

？うしょうはやしとうすけ

かまくらしゆあしか矛もちうぢきんしん

しんしう．ふかし

此の光政といふのは︑鎌倉の主足利持氏の近臣であ

ながさはらししぞく

かまくらもんのも

りまして通穂を林藤助といひました耐もと信州深志な
や

そちの沙みひそを

る小笠原氏の支族でありましたから︑鎌倉一餅の後は

ひわつさむ

そらたどしんしうやまおくふかわいふかし

の事を思ひ出し︑一時身を託さばやとて耐十二月の窪

ことおもだじみたく

しかどこみまつ滝ひらありらかふししよこくへんれきのちみつまさ

止むなく︑其の地へ遁れて身を潜めて居ったのであり

な

所が︑此の時︑長阿揃︑徳阿揃といったのは︑世を

ます︒然る庭松卒有親父子は冨諸園遍歴の後この光政
Ｌか

室を辿りｊ〜て信州の山奥深くへと分け入り︑深志な
味やしとうすけ普よしよたづ
かう
る林藤助の居所を蒸れたのでゐります︒けれども一向
髪男をりせっちゃ二みのがさずがだかよ君屋
に識らない︑鯛る鹿折から雪中を蓑笠姿で通へる男あ

よしの

ぱ何故に松卒父子が︑かくは世を忍ばれたかといふに
これふかしきい
ときむろまちじだいえい承やつねん
之には深き仔細があります．時は室町時代︑永享十年
あしか﹀しやらぐんみしのり
かねかまくちあしかざももうぢふわ
足利蒋軍義教には︑課て鎌倉なる足利侍氏と不和でゐ

るを見付け︑之に謎を掛けて︑此の透りに林藤助とい

をときもちうぢじふせたらか

氷しゐ

かへ

たべ一

そと書くだんまとこふり

ごへんがたそ

力ほみあは摺るいこれこれ

ばやしみつまさおたづ

ふ武士は居ませぬかと尋ねました︑其の時件の男は振

なにぴとござ

先づｊ︲︑茅屋なれども︑我等方へ来ませとて︑光政は
ふしとも趣わがやかへ
ふたりもてなざん
父子を伴うて我家へ撮り︑それより二人を欺待して暫
じみしの
時身を忍ばせることにしたのであります︒

ところましやらぐわつちか

だがひ

みつまさい匙らう？１１

みつまさ

無事を祝し合ひ︑好い所にて御出逢ひ申した︑さらば

悪じしゆくあよところおであ談を
まあばらや
われらかたき

ばやしうぢ

何人で御座るかと︑フト顔見合せて驚き入り︑之は之
まつだひ畠．どのござ
は松卒殿にて御座ったか︑林氏でありつるかと︒互に

をせられました．其の測り︑松卒有親父子は︑持氏方
しゆくんぽつらくためや
しぶしよたむか
となり諸所に戦ひましたが︑主君没落の為に︑止むな
じゃらしうにつたかへわびずまゐ営房を
く上州新田へ還りて柁住居をせられました︒所が其の
さばくふせんぎきびやらやのがさうしうふぢさばゆ
後幕府の詮儀が厳しいから︑漸く遁れて相州膝津の遊
軍やら〆しい
なながあみとくわみ尋長そうたいみ
行寺に入り︑名も長阿蛎︑徳阿繍と改めて僧鰐に身を
やつし装こぐへんれきよくねんつちのとひつじびわつふた
扮し︑諸国を遍歴して︑翌十一年己未十二月に︑こ

所が間もばく正月も近づいたが︑光政とて今は浪々

りまはまはしんしう桧やしがうみつまさ善よたづ

人は廻り廻って信州林郷ぼる光政の居を尋ぬることに

詮み哲堂つだからありちかふしもちうぢかた

みつこれこゑかごあた嘘やしと今やすけ

ったから︑遂に開東の諸大名に命じて持氏を征伐せら

返りながら︑林光政を御尋ねになる御遥方は︑抑もや

つひくわんとうしよだいみやらめいもちうぢせいばつ

れたのであ︑ります︒其の時︑持氏は一時防ぎ戦ひまし
たけれども︑繕に潅舞ぱずして隈舞に麹ぴ︑鍔ち酢鐸

なにゆゑ敦つだからふし

の子息治郎三郎親氏父子であったのであります︒然ら

しをくぢろざ系らうちかうぢふし

しのか

忍ぶ暇りの名であって︑責は松卒修理亮有親︑．及び其

古恵こときながあみとくあみよ

八

ぐわつ

にち

みはる弐むか巴ゆんぴ
の身の春を待ち迎ふる準備もありません︑そこでせめ
か昔た
はること示苦﹄響ためきじば
て春の毒逆職する篤に︑雄子一羽なりとも狩り求ら
．こいまつ︾がらふし一●︾とき

いでたさんや力やらや

んものと︑之を松卒父子に告げ︑時は十二月二十九日
みつまさ力ひ︑トー

光政甲斐々々しく出立ちて︑山野を蝋︐９くらし︑漸く

ぴき︽罵言みつこれいといたもちかへ

えい蔭やられんしやら袖おつぐわ会しつらさぎすひものつくこれ

にして一匹の兎を見付けて之を射止め︑急ぎ持錦りて
あ

たにし輝歌手を

しんしゅんいば

明くれば︑永享十二年正月元日︑兎の吸物を作り︑之

を田螺の勝し副︿︑て︑新泰を脱ふたのでありました︒
ほしうつものかは采うんめでまつだからけ
かくて星移り物錘り︑武運いよノー芽出たき松卒家
いへやす猫＄つひてん力とうとくがはしやらぐん

ねんＰＩ１とし↑はじめ︽喜包すひ

は︐家康に及んで︑途に天下を一統し︑徳川将軍とし
こせ人ぞかれい
いた
かいしやうあく
て四海を掌握するに至りましたから︑此の先旭の嘉例
香れんむかししのため

を記念し︑昔を偲ぶ潟にとて︑年々厳の首に︑兎の吸
も
のすむばやしとうずけあと
物を畷らる ことになりました︒そして林藤助の雌な

くやらたくＵもんぜんきたやまぎは︵一たちやら

まつ一ばやしあひだせきした

る農淫寺門前を北へ︑山際を鱒うて五六町ばかりばる
宝たすこきたこ
けんたちならちほご
磯んか
民家の五六軒立列くる地を保護なし︑叉少Ｉ︶北なる小
だか堂ろむかしもんじゆあ︑と

こと肴くわらたぐりもんぜんたん

高き鹿は︑昔鎮守の跡なりとて︑松林咽澗に石耐を建
ぎよふょ
Ｉめひの
て︑注連を引き延べて︑御府と呼び︑保存せしめたの

でゐり乳した︒此の時に贋嘩寺門前に五六反ばかりの
とでんお

しやらぐんけとら塞一きすひものしや全愚つきちれい

ばくふまい楓んふゆきち錘いらづきがり一

さてかく将軍家に取りて︑兎の吸物が正月の吉例と

ところ

乙︐一しゆれふも．さだす港睡かづさ

巴よ廷

なりました所より︑幕府にてば︑毎年冬︑吉例の兎狩一
を催うして鐸︿の膨掘を織姥せしめたのであります︑そ

のたれぎしむら

花ちしてい

まい

して其の狩猟地をも定めたのでありました︒即ち上総一

ねんどうそん︿︑十ついたぢうみんあまたあひつどゑんきん

圃一根岸村といふのが︑其の地に指定せられまして︑毎

ざんやほんとううさぎきよりうら芋おゐひこだかをかゐ詮な

年同村にては十二月に至りて住民数多相集ひ︑遠近の

たｌさきた︒らささおまはかねあみは

山野に奔走して︑兎の去留を伺ひ︑或は小高き丘や︑或
おほぜいどうこゑ
やまきし
は山
岸などに輝を掘り輝き︑かくて大勢一同にて聾を

い

そと託あみもと

立て︑草木を叩いて兎を逐ひ廻し︑諜て網を張りある

はや︑きあみ古一泊かさ心

ばしよ

場所へとかり入触るのであります︒其の時網元といふ

のが疾くもやって来まして︑網に陣へられて掻き騒げ
ら
ききおさとら苧と

まい楓んぐわつしよりゆパ

る兎を押へ捕ふるのであります︑かくの如くにして︑

段いにもｂさんやか

ふひいとしゆつ恥ふ孝一かえらきさゐん

序か︒︶

毎日二三里の山野を狩りくらし︑毎年十二月初旬より
心・きあしたあめ
らさきくちゐんすうみ
始めて︑兎五口の員数に浦つるまで︑雪の朝も︑雨の

すうと・ののちこれりやらしゆはやしこうみつはやしこうこれ

降る日も厭ひ准く出猟し︑さて其の狩り獲たる兎の員

くに

ひ︒とし釦うた

数が訓ふて後︑之を領主林侯に貢げば︑林侯より之を
こきちれいおほはたはる
撫聯に縦瞳せられたのであります．此の吉例を大畑券

おづ藩ゆみはる

園といふ人が一首の歌によみましや鴬

いく誤ろづ工

梓弓春のはじめのことふきを

九

幾寓代のためしにぞひく

三

兎旧を置か肌だのであります．

庭

二邑吉例の兎狩

家

い堂識よかばこ電ちねいうさぎめで瞳堆︐︶おほやしま

家庭四○
とかくむかし︐︲畠．をおんとくつゐくわい

ゐ

ＴＩ

今は御代愛りて︑此の吉例はなくなりましたけれどことであ︐ります．兎の目出たき話は︑かくて大八洲に
わこくみん
たいへい堀んかん・ざちつがふきふ
も︑我が圃民はかくて泰卒を三百年間も持績けたので普及したのであります︒

せい

よけい

矛︾あや巷

わたくしてふＪ１ほど

定

こｐら

せん︑そんな間違ったことは︑おくびにも出さず︑心
おもおもいまいとこんごにほん
にも思ってはなるまいと忠ひます︒今一つ今後の日本
ふ
じんちういミさかため宝たたの
婦人に注意したいのは︑真逆のときの潟に︑叉は楽し

敦也一が

せ﹃．

つよ

ばたらことめいよ

しふく和ん

よわ

い

り小応し〃く

ふじんぎす

こどもＪう

だい

自分の事は︑自分でさせる許りか︑娘の子なら︑幼い
さうおうかじてつだいばゆるちうどうしん
ときから相潅な家事の手博ひをさせて︑所謂勢働を脚

じぷんことじぷんばかむ十ぬこねざ趣

子供の時からの習慣でありますから︑子供の時から︑

こどもとき

きうとぽ

任でゐります．一僻︑日本婦人の峡鮎としてば継癖忠

するも悪くするも︑強くすノＱも弱くするも︑婦人の責
にん
たいにほんふじ人けってんけいざいし

わる

二分の注意を桃ひだいものであります上又子供を善く

ぷんちういいら唾︽たこどもよ

大に修養の鮎に注意し︐勤勢と倹約の上に就いて︑十

お催いしうヤヮてんもうい↓執．んちうけんやくうへつ

ます︒こんな事では︑末永く立行きませんから婦人は︑

ことすゑながたちゆ

何かの蓮を畳えて居たい事でゐりますｃ平素に於ては︑
しんかだい
こくかじんるゐため
小にしては一身一家︑大にしては閥家人類の潟になり
わがくに忌つどまづくにぐわいきい︒とを
ます︒我幽は︑最も貧しい剛で︑外債には富んで盾り

版にげいおぽゐ︐ことへいとおい

ためなにふ心ん
さいぼうぴじゃつ毛た
みの潟に︑何か婦人にふきはしい裁縫︑美術︑其の他

東京高等女畢校長

あり実すから︑兎に角昔を偲び其の恩徳を追懐すべき

﹄

今後の婦人と育児

二︑ろ

じきよくますＪ︑６わたくＬどもふじんふんれい・塁がこんごに

つむや

時局は益々私共婦人の憤脚を促します︒今後の日
ぼんふじんおほいしんめんもくけいざいしさうやうせい
本婦人としては︑大に真面目になり︑経済思想を養成

い

したいものであり←柔１心がふらついて居たり︑除計
こぐか鰹にたいざつ
なものを費してはなりきせぬ︑風雲家は何より大切であ
てぢか妻弓
↑か獅唇もいばか
りますが︑手近ぃ所で︑一家を重んじ︑入るを計って
きよえいきよ︲鼠くかうゐ理Ｃ
出づるを制せねばなりません︑虚築虚飾の行篤を戒め
もつと恥りい髪︸いよゆうつく
こんにもふ
最も継潜に除維を造りたいものであります︒今日の締

じんちゅうやむあ妾﹄めいよ臆雀↓けん

子

約したりすることを︑不隈裁とする方がありますが︑

かた

約

想が乏しく︑働く事を名誉としないと云ふのは︑第一

ふていさい

橋

其の誤れることは︑私が喋々する程のこともありま

やく

人中︑動もすれば︑遊ぶことを名春とし︑働いたり像

棚

I

せい

つ︐ｆ

む清へい

ふめいェしふくわん
な

いと古

すこてあをなん

なに

をまた智だ

でき

ぺんかみすふゆく蹟かん

だも

すん

く不愉快で︑何時も１１吋かして居り掴又無駄なこと

ふゆく心いいつ

人になっても︑少しも手をまけて居ることが︑何とぼ

をすることは︑しやぅと思っても出来ません◆一寸

こと

おもじつりやらしんしつもとづ

聖とし︑無駄な饗ひをすることを不名春とする習慣を
わたくしどもごらんとほと
造りたいものであります診︑私共も︑御覧の通り︑粗
ふく主とばぢ
かみまいいとひとすぢもえき
服を綴うて恥とせず︑紙一枚︑統一筋も無益にしない

の緋を捨て︑一片の紙を棄てることも︑不愉快を威ず

吟煙

事にして居りますが︑思へぱ賞に雨親の賎けに基いた

ことも

こんごはぁ

おやつく

し蝦｜んきんけんおも

随人げんこどもとき

しふくわんは

ふじんおほいこりる

おほ

るゃうになり爾自然勤倹を重んずるやうにな︲りましだ︒

をさ港

ためわたくしどもおと

跡・見花膜

ふさいこぐわがくに

ゐ

いかず

ぐわいさいしやら琶やく

おもドイツしんつ﹄てき・あつば恥すう

であるから︑婦人さへ確りして居たら︑外債を償却す
さ生でこんなんかん
堂象た
るに︑左迄の困難を域じないでありませう．従って他
はうめんしゅ４１こくり寺脇らじつばかでき
の方面にも︑種々圃力の充責を計ることが出来やうと

ふじんしつか

なる利益を牧むることは︑負債剛たる我国では︑如何
しか
こくみんちゅう
じん
かと厩はれます︒併し六千蔦の圃民中⑮三千寓は婦ふ人

ｂえきをさ

はないかと思はれます︒英圃と同盟して居ても︑平等

獄もえいこぐどうめいゐ輩っどう

跡見高等
女畢校長

１ふらんしたが

わたくしおやすゐびうちおこひと
ものであります私の親は︑衰微した家を起した人

要するに人間は子供の時からの習慣に従ふものが多い

またこどもたい

つ︐と

えう

であったから︑財姦は出来ても︑決して奮修はし唾か

子供のときの習慣は︑母親が造るものでありますから

︑ざいさ人できけつしやし

った人でぁ・ります︒叉子供に封しても︑幼いときから

今後の母たらん婦人は・大に心すべきことであります︒

きんらうしふくおんつく

ひと

勤勢の習慣を造ることに努め蛍した︒潟に私共は大

大正の婦人と其の責任
△世界の大戦乱と牢素の準備
せかいだいせんらん・よぎわがくにた

世界の大戦凱は︑除儀なく我圃を起たしめましだ︒
わがくにはば↑ドイツて登平かさいはひを︲とうやう

我園は︑始めて燭逸を敵とし戦ひ︑幸に其の東洋の
こん巷ょも
ちんたを︐おと︑﹄いあとＬまつはた
根擦地である青烏は階れましたが︑跡始末は︑果し

せんさうかこれけつ匙っ

て︑どうなりませう︑戦争には勝っても︑之が結末を
もさ
ようい
牧むることは︑容易のことではありますまい︒そいは

四

思ひます︒燭逸は真に狸い︑敵ながら天晴である︑数
げつわたいまてき︽いほんこぐちゅういい
ヶ月に亙って未だ敵兵を本圃中に入れないと云ふのは

一

にほんびんぱふこぐへいそ心ゆんぴぷんところ

日本は︑貧乏園であって︑卒素の準備の十分でない所

家庭

！

わたくしおもでく淫にぼんふじんくわばんか塩たつと

家庭四二
じつへい七じゆふぴよため

し

おも

かため

賞に︑平素の準備が良い潟であり実せう︒私は思ふに︑少くとも日本婦人の過竿は︑金の貴

︑︑

おも

しかこどもあまくわんす

に︑一画の篇に︑動勢して金を椿へると云ふことに迂

ことを知らんではゐるまいかと思ひます︑一家の篤
△婦人の責任と育兇こくためい善
んらう証廻こし皇いうと
こんごにぼんふじんせ苦にんそうおほくは

ゐ旬ゆ

い

わか

かぜひこ

．い

おも

こくさんしやうれい

い

なか

また

今後日本婦人の責任峰．一層多きを加へます︑うかいかと思はれます︒而して子供には甘い・寛に過ぎは
こどもきよえいきよ・黒く嫁Ｌ
おも
たざぞんゐぱか
﹄Ｉして居てはきらぬと云っても︑一雷に存じて居る許せぬかと思はれます︺子供が虚築虚飾に奔っても︑叉
いまじせつしかた
しんあひ笠︾しれつ壱や︒ふじんはむ汚つひえいた
りではいけません︑真に相警めて︑列渥の婦人に恥ぢ無駄な餐用を致しても︑今の時節だから仕方ゐるまい
おもぐ侯こぐひんもち
ひいおも
こと
りつばかうゐ・
ない︑立派な行潟をせねばなりません︒殊に︑より秀と思ふやうでは︑いけまいと思ひます︒外幽品を用ゐ
じつよる
しゆほこ
わせいいやし
ふじん定いせぎ
だいこくみんやうせい
でたる第二の圃民を養成することが︑婦人の大蔵る責ることを一祁の誇りとし︑和製を郡むことは︑資に宜
・やわいこぐひん
さき昔うちゆぅお
秘いしんしんたいけんぜん
にん
任でゐると云ふことが分ったなら︑精紳も身鵠も健全しくありまさん︒饗に︑宮中に於かせられて︑外圃品
みん力人だいぶめさま
もち
たとこ匙
くつ意やつこど・りつく
屈強な子供を造りたいものでゐります︒例へば︑細かを用ゐぬやうなされたので︑民間でも大分眼を雌して
じつうれ
ざむゑりまき
あつを
いことのやうでありますが︑やれ窪い衿巻をさせる︑熱来つぅあるのは︑質に嬉しいことでありますが︑さり
まるまげＬ匙だ
かみまでをくはっ渡め
あつき
ひしよ
いから避暑をさせる︑厚着をしないと風邪を引く︑今とて髪迄も︑束髪では駄目である︑九雷か島田でない
いわざ︲トーとくはっまるまげしまだゆひ
与るおもしろ
としりうかう
年の流行は︑どうであらうと︑そんなことばかりに心と面白くないと云って︑態々束髪を九雷か島田に結か
．いままでかんた人かみ含げがたい
せかいだいせんらん
つひやゐおもしろ
︐を費して居ては面白くありません．世界の大戦凱は︑へる︑今迄は︑簡軍な髪で︑髪結も入らなければ︑中
︲渥種かＬ弘
くしかうがへさんごじゆい
ぞん
狗もいづｙイッはいぼく舌
恩ふに︑何れは潤逸の敗北に錦するかは存じませんがざし︑櫛︑鉾︑珊瑚樹も入らなかったのが︑俄に極
たとひドーｆ１てすうさう︲某く灸ぅ
いけつくわうわか
い室にはか
未だ俄に︑どう云ふ結果を得るか分りませぬ︑暇令偶々の手数と装飾とを要するやうになったと云ふのは︑
いままで一垂﹄本おほくおうごうくいか
はたいかず
い哩やらたいてきあし
イツへいこう
逸は閉口しても︑それ以上の大敵に遭ふかも知れませ果して如何でありませう︒今迄は畏くも︑皇后陛下に
ちやくがん

手軽く経済的の髪であったのに︑圃琵奨脚だからと云

てがるけいざいて茜かみ

之くはっすゐかそくはつ
さえつけん
ぬ︑こぅに着眼せねばなるまいと思ひます︒御謁見をするときにも束髪で潜んで居た︑且つ束髪は

△今の婦人と国産奨鳳わざ
く
か
み
ま
って
︑態
々髪
迄︑
昔ので
やうむ
にしか
やうし
とすだ
るのい
は︑大な

＝

ごかいおもかていうち

じかんつかや

せんし生全ごや詞

さ

ゐ

てないしぶ心しやられい

しぜんけんヤーれいかう

よけいだんわ

こぐみんかへ琶人膿う中とを罪

ります．今日︑質素倹約と勤努とは何より貴いのです

こんにもしつ毛けんやく誉人らうなにたつと

画家の経済にもなり︑自然倹約を励行することシもな

こぐかけいざい

ま巳ゐ

時間を費すとき︑ぼんやりして居るとき︑除計な談話

おも

る誤解かと思ひます．こんなことも︑家庭の内では︑

を交へて居るときを割いて手内職を奨脚したならば︑

は画豹やよもうい

母親が能く注意せねばなるまいと思ひます︒

△上流婦人の手内職と質素勤勉
こんにちけういくさかんちゆ？とうい厚やらかていふじんたいてい

が︑戦勝後は︑動もすれば国民却って勤勢を厭ひ︑虚

ゆしゆつてう〃§わくらゐ

くわらご︑フヘい

きんせんありがた
ゑん

しったまもきんらう

き入けんいつよたいせつ

Ｌうしくわん

つぎ

秀

ゆ

おもひと

私共が彼此云ふに及びますまいが︑政治界なども
こじん
おもおとくかい
たうは
黛派とか個人とかに重きを置いて︑国家と云ふものを
おもにほんじんもうくんあい
次にして居はすまいかと思はれます．日本人は忠君愛
こぐせいしんおいせかいくわんまをきんらい一蓋か
園の精祁に於て︑世界に冠たりと申しますが︑近来或
調ほいこれうす
は大に之が薄らぎはせぬかと思はれます︒こいも一つ
おう︑くいこじんしゆぎもはうためおも
には︑欧米の個人主義とゃらを模倣した霜かとも思は
しかおうぺいじんかへあい畠く世やらと●ゐ
れますが︑併し欧米人は︑却って愛国の情に富みて居
わがくに老君︿いきひひと
るやうでゐります我圃には︑徴兵忌避の人があるさ
こぐかぜんと調逗ひや
うでありますが︑そんなことでは︑国家の前途が思造

わたく←どもかれこれｒおよ池いぢかい

△動静是れ国利民編

めいれう

今日は教育が盛で︑中等以上の家庭の婦人は︑大抵

柴を欲することは︑日露戦争に徴しても明瞭でありま

ひとはたどう

たいじやらりう

な全︵匙をあ

ふじんてぐわいこぐゆしゆつ鏑ち

かた

かたおほ

つか

ゑんて蔵いしよく

に．あるせんさうち餐一

女子の高等普通教育を受けた方でありませうが︑此等

す︒勤倹は︑何時の世にも大切でゐりますから︑どう

じかんよゅう

またじつえ雪﹄とびしゆつ宅たて

ぐわいこ〃︑

けいざいしやらこぐかｂえ坪﹂

にぼんきふじん庭いけってん

あついた

ま︑フ

えいほつ

の人は︑果して如何でありませう︒輪出ば超過する位に

ぞ終始一貫して︑質素を守り︑勤勢をして行きたいも

これら

せねばなりますまいが︑婦人の手で︑外国へ輸出の途

のでゐります︒

ばか

わざじゃ全たつを

おも

ぢよしかうとうふつうけういくうかた

も計らねばなるまいと恩ひます︒お名前は申し上げま
こんにちかうきおく邸た友かろさしゑをたうつく
せんが︑今日の高貴の奥方の中にも︑紹差総其の他美
ふじん

しい技に上達して居らる塾方もあります︒一鵠上流の
かうしやら

婦人には︑時間に除裕のある方が多いのでゐりますか
ないし朱ら

かはじきふじんてないし膜くさかん

ら︑どうぞ︑高尚なる︑叉賞盆に富む美術其の他の手
いかずぞん
内職をなされては如何と存じます︒外圃では︑皇后陛
てないしぶく

下を始め︑貴婦人の手内職は盛願ものであるきうであ
︑ばか

ります︒手内職をすることは耐経済上画家の利益にな

みし

る許りでなく︑Ｈ本貴婦人の大映黙である金銭の有難
ゑんわけ

味を知らすことを厚く致します︒造ふときには︑一同
し韮くじすぎつだん十く港

四

たやすでき

三

や二目は課もないが︑儲けるには︑一園の手内職は︑

庭

きう容易く出来ません︒食事が潜んで雑談に少からぬ
家

家庭
どんにちまでせんさうつよなに

られます︒でも今日迄戦争に蕊いのは︑何よりでゐり

ひんこぐいたかた

やわいこぐたい

わりわるしぎかうむ

ますけれども貧圃でゐっては︑致し方がありませぬ︒
垂繭ろ

こぐわいきい

四四

己んにらふじんや雪しぱゐエせゆ

りの薬みとするやうでありますが︑それよ︐り

だのし

今日の婦人は︑動もすれば芝居とか寄席とかに行くの
なに

を︑何よ

きんらうこ﹄一

●もつと

しゆみもこれ衿亡やらたの
ぎんらう
は︑勤勢することに趣味を持ち︑之を無上の薬しみと

た４︒いち〃︑・え︒﹁哲う

まじゆ弘一桟
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商業単校畢盤

日本女子
液いもんだい

悦孝子

の快楽とし︑真面目に働きたいものであります︒

・くわいやｂノー

たの

したいものでゐ︐ります．勤勢を事とすれば︑それが最

心ならずも外圃に封して︑割の悪い仕儀を蒙ることは
ためぞんふこぐめんじつげふ
書かん

これが鴬かと存じます︒富剛となるには︑一面資業を

ぐわいきい

弱ぽいぎんけんふうさかんだい

磯にし︑大に勤倹の風を盛にせねぽなりません︒第一

も楽しくなり︑他の快楽を要求しないやうにほります︒
むしやら
ふじ人こ牡だ
けいざいばか
婦人は子を育ったり︑経漕を計ったりすることを無上

外債をなくせねばなりませんが︑此の外債をなくする
段んふじんこゑおな・ちか必あ﹄
ことは三千寓の婦人が心を同じうし︑力を協せて︑一
おも
そうけいざいたく↓か
わり
層経済を巧にしたら︑鐸はあるまいかと思はれます︒

勤勢是れ快梁
ちんたをかんらくせかいだいぜんらんいつ震よく
青島は焔落しましても︑世界の大戦凱は︑何時局を

あひにくいなひくわつどうぜん刀よくとち

せんが︑一言に申せば︑矢張将来の家庭教育も︑幼い

あたにぼんふじんす人じゆだんおｍＪ１ぼん品らはつき

だいこくみんつく

なか︲ＩＩ

なる第二の幽民を造りたいものでありますｃそんなら︑
よろ
いふうかていけういく
どう云ふ風に︑家庭激育をすれば宜しいかは︑仲々の

せかいて斗一

ゼかい唾つどきんらうたつと

だけくわつどうで巻

だらうと思ひます︒其の燭逸を敵に引受け︑殊に地勢

おもをドイツてきひきうこりとちせい

ですから敵ながら世界を敵に︑あれ丈の活動が出来る

てき

ります︒燭逸婦人などは︑世界でも最も勤勢を尚び︑
なに己とぜんり﹄ぜ︲と殉ふう

ドオーツふ〆Ｌメ

きんらうこく月しらくい圭・フつく

どんまをやは︑ｐ︲弟ら？知いかてい掴ういくをざ涯

結ぶか分りません︑幸に燭逸が敗亡に綿しましても︑
あとし史つよほ坪こんなんこととうやうめいしゆ
後始末は︑鈴程困難でありませう︒殊に東洋の盟主た

ときから︑勤勢是奴快築と云ふ風を造りたいものでゐ

の

大問題ではあり︑生憎花の日の活動に︑全力を注ぎつ
わたくしども
よゆうも
満︑いま
うある私共には．只今それを述べます除裕を持ちま

る日本人の責務は︑益々多きを加へ単へした此の秋に

何事にも全力を注いでする風があるさうですが︑それ

にぼんりんゼ惹砂皇すＩ︑おほく症こと老

方り︑日本婦人は︑寸時も油断な⁝︑各々本領を謹輝す
ともたいせつかていけういくぬげめいたいうしう
ると共に︑大切な家庭赦育を︑抜目なく致して︑優秀

むすわかさいはひドイツはいはうを

嘉

噂やらとうやうこりつにほんじんドイツえい・くい
上︑東洋に孤立する日本人として︑燭逸よりも︑英米

外交には度々失敗し︑資財に乏しいと云ふ︑大なる峡

ります︒これが潟に商業道徳ば劣り︑工塗農業に拙に︑

はりう︵ことも駐だ

ふうやうせい

こんにＬ︐まで・どころこれ

はんたいきんらうびんぱふにんげせんひと

賑ゆう

い

てん

ンク

いだいけつ

こん

たうていしやららいこぐかゐ

室を乱て

い掌しかじ部げふたつと

おも

臼井政子

こぐみんつくあかたいこぐかたい

ん︒此の理由を知り︑責任を以て︑興味を以て︑立派

こりいうしせ者にんもつ哲寺つみもつりつば

東京家政
女畢校長

日閑を見て致したいと肥ひますｃ

ぽつひまみいか

抜目なく育てたいと忠ひます之が具鵠的のお話は後

能く今後の時勢を洞破し︑其の子供の気象に雁じて︑
おり
これぐたいて秀﹂は趣しご
ぬけめそだ

い

怒ることを誠め︑兼ねて賞業を術ぱせ尼いものであり
やはりごたましひ
ます︒矢張三つ子の魂︑八十までと云ひますから︑
よこんごじせいどうばたこ苫も誉しや︒おう

いか

で号一

ぐわいかうたび︲ＩＩＬっぽいＬざいＬぽ

ためしやらげふだうとくおとこうげいのうげふせつ

人よりも︑一層勤誇主義の圃民となりたいものであり

鮎があります︒こんなことでは︑到底蒋来の画家は維

じんそう茜んらうしゆぎこくみん

ます︒母上が子供を育てるにも︑所謂勢働は称聖でゐ

いば小．るらうどうしんせい

る風を養成しだいものであります．今日迄の庭︑之に

持することが出来ないことは申す迄もありません︑今
ごは力
ひとこども燈だ
しりよしうみつ
後の母たらん人ぼ︑子供を育てるにも︑思慮を周密に︑

おもゐ鴨つとかいりや全

反濁して︑勤勢は貧乏人のすること︑下賎の人のする

玖たにほんじんぐわいこぐひとしやらぢき

ことのやうに思はれて居ることは︑最も改良すべきこ・
ぽくじつ

毛めんじつげふて箸きいのうい︑わいかう

れて居るけれども︑其の一面には︑責業的才能︑外交
てきちＬきくわがくて苓げい哩署手こぶかゐ
的智識︑科畢的謹術などは︑頗る炊けて居るやうであ

ゐ

である︑淡泊でゐる︑朴賞である︑武勇であると云は

たんぱく

とでありませう︒叉日本人は︑外圃の人よりは︑正直

ｉＩ
しやくわいけういく

将来の家庭教育
△天職を自豊巻よ
けういくがくかうげういく

な鰯民を造り翠げることは︑一家に封し︑圃家に鍔し
じんるゐたいこくらゐもう普
人類に濁して︑此の位な忠義なことはありません︒自

かていけうやくをもつときそてき

四五

︒しや今けんめいくわんぜんやういくは画

おも

赦育には畢校教育もめれば︑赴曾激育もありますけ

分の子ではあっても︑之を幽家から預ったものだと忠
︐じ人ぶつたうやけういく

これこぐかあづか

れども︑家庭教育は︑其の最も基礎的のものでありま
しやらけんめい

ぶんこ

すもそれは人物を陶冶する激育だからでありませう︒

って︑一生懸命︑完全に養育せねばなりますまい︒母
ひとこゐだい
こしんめんもくてんレギ︑
たらん人は此の偉大なる魁此の真面目なる天職あるこ
ふほことば動

父母特に母となっては︑一生懸命でなくてはなりませ

家庭

且

じかｐ︑

かていけういく

家庭

峰づか

しだが

おも

よふけいしよくん垣奇しんどばか

六がひかあい

かたずく注

い

どこがくかう

しかふけいこんわくわい

おも

しゆつせき

で

かた

めるさうです︒そんなことのないやうに︑出席しない

△子共の性格に鱈しだい・

おなそだほとんふつう

まちが和なわこ

たんじふしつたけつしつ胆ん

にんいろごし主らもごとしん

っても︑同じやうに育てるのが︑殆ど普迦のやうであ

けいＬつ

京きょう

にんいろ毛もやらしよたんしよあひ

液質のもある︑身僻の弱いのもめれば︑鰻いのもめる︑
きよう
きだてよ
心術の善いのもめいば擁いのもある︑器用のもめれば

これてきおうけういくほどこがくかうけういく

不器用なのもゐる︑十人十色で︑其の長所短所は︑相
これらとくしよとしんさうちくかんぱ
さくそうを
錯綜して居ります︒此等の特色真相を逐一看破して︑

こどもわるどこる

きたんけうせい

之に通雁する激育を施すことは︑皐校教育などでは︑
たうていで昔か越必ふぽかんしきよ
到底出来ません必ずや父母の鑑識に依らねばなりませ

ちゆらようえどこるようしやこれなほ

ん︑子供に悪い所がゐらぱ︑忌悼なく矯正せねばなり

っとこみおやし

ません︒中庸を得ない所がゐらば︑容赦なく之を治す
一篭ひ肇宅しわけて菅あにあ似げぢよげ〃ん

は刀

もつど

しゆ７ｒｌこしや全しやら

それは家庭は︑時勢の進むに伴れて益々忙しくなる︑

ゃう努めねばなりますまい︒子を見るは親に如かずと
象
をときたにんみおやふくめ
おも

で見えないことがあります︒叉此の癖を直したいと思

たいせつ

大切なことと思へば︑或は申諜的に兄や妹︑下女下男
なたどじぶん
︑しゆつせき
いで
など孝一出席させないで︑成る丈︑自分からお出になる

って︑どうしても治し難いことがゐ︐ります︒でありま

すから︒畢校の受持激師︑育児に知識経験ある人等に

がくかう毒見けもしけうＬいくじもしきけいけんひとなど

なばがた

やうにしたいものであります︒

申しましても︑時として︑他人に見えても︑親の慾目
み
虫たこくゼなほおも

極々故障を生ずることもゐりませうが︑母として最も

のが恥しいとお思ひになるやうにしたいと思ひます︒
かていじせいすむつますＪＩｌい毛が

おなふぽこいくぶんさうゐ

それから同じ父母の子でゐるから︑幾分の相違はゐ

を

を

弓じめ

い︑フやえ牙﹄

然るに皐校側より適世の父兄話君の熱心の度を計りま
すに︑雄舞の騨擬は癖座十八畦の酢を和恥して︑有益

りますが︑それは間達ひでありませう︒同じ我が子で

たさわたしがくかう

ふけいしゆつせきずく解うけた詮

ばづか

おもおも

は︑仰々しいことだ恥しいことだと︑お思ひになる方が

ざやら７１１

るまいかと存じます︒而して父兄懇話曾にでも出るの

ぞん

が︑家庭激育に熱心でない︑真面目でない方も紗くゐ

かていけういくいつしん

ほか︒ふけいしよく人きいなｂ

なる講話説教を蕊かする外に︑父兄諸君も来て頂くこ
まゐ
かたいたすぐ猛
とになって居りますが︑参られる方は︑至って少ふご

あっても︑十人は十色であります︒御承知の如く︑紳

かうわせつけう菅

ざいます︒只に私の畢校のみならず︑何虚の畢校にも︑

経質のもめ奴ば膿汁質のもめる︑多血質のもあれば粘
え
きしつからだよわつぷ

四
六

父兄の出席は少いと承はって居ります．お互に可愛
こどもたく荘がおほしゆつせき
い子供を託し乍ら︑多くは出席されないと云ふのは通
たすうかたなか
じじや凸や︲柔かた
多数の方の中には︑事情巳むを得ない方もゐりませう

しかがくかうがは

とを自豊して︑家庭赦育のことに従ひだぃと思ひます．

〆

さうだんよけん言うれんまおもむろこどもじんぷつおもぜんあくふんぺつうちなたけょしふ

も相談して︑能く研究し練磨して︑徐に子供の人物と思ひます．善悪の分別がない中から︑成る丈良ぃ習
準フやおもせいけんわこたんしよあくへきくわんつせんねんたなぱしせ人せいしゆくぢよ
を淘冶したいと思ひます︒世間には我が子の短所悪癖慣を附けたいものでゐります︒先年棚橋先生は︑淑女
けさ匙ごわる
かた
がくかうごしゆつぎん
だまゐ
ひとさうだん
のちくや

いたかた

は

おしいれなかいちひ

を︑人に相談するを蓋ぢて︑獣って居らっしやる方が単校に御出勤になって︑今朝は︑孫が悪いことをした
おしいれなかいせつかんおほなが
あります鍵に︑鍵知し徳ら︑握︿の藤砂懇し︑戯屋してから押入の中に入れて折艦したと仰せられた︑さう長

おもたう︑がいわづゑんゑんたんもここあくへき

後︑悔んでも致し方がなくなるやうなことがあります．く押入の中に入れなすっては小さいお子さんのことで
ことわざみ雪﹂たましひ我でいくさぎちひしつこもらご妾﹂ん
諺に三つ子の魂八十迄と云ひます︑草木でも小さあるから︑尿でも洩されては︑御損ではありませんか
おほいひとせんせい琴︺くじこた．ふと人シ﹂ん
ほどよ・た
いとき程︑能く矯めることが鈴薙ます︒それを大きくと云った人がめった︑先生は即時に答へて︑布閣の損

しまぱか．なをさだなほしやらたんきんせしか

た

いぐぶんいくぷんすおも攻たせう︐１１からだいたせっかんほめひ

おつ

なってから矯めやうと思ふと︑矯め得るどころか︑ぽ害は僅か十回二十園の損である︑若し此の子の悪癖が
︑︑ジゼ
きつと折飢て仕舞ふ許りでありますから︑成協だけ幼直ら薩かったら︑一生の損であるから金銭には代へい
わたくしおぽをじつ
こども
弱も
よしふくわ人つく
いときから︑良い習慣を造りたいと思ひます℃子供のねと仰しやったことを︑私は鶴えて居りますが︑責
おとなめんだうみこどもわるみ系つしつ九せうそんがいす
めんだうみ
ときに︑面倒を見ることは︑大人になって面倒を見るに子供が悪いと見たら︑物質の多少の損害は捨てシも

よりも︑幾分の一︑幾十百分の一で湾まうと思ひます︒叉少々身僻を痛めやう論か︑折濫せねばならぬ場合もめ
きたばこすゐ解ら
わる
紀も
らうと恩ひます．そして悪いことは︑未だ煙草の吹殻

かぜひくず︑のすこわる

である中に警め︑撤葉の中に枯すことが何よりと思ひ

△悪い事は撤葉で枯したいうちぃ菅ふた砿うちからなに識も

蕪けん唖さがこどもこぎとい

こどもゐしゆく

からだ

おとなやくたまをいすこおもぴやつき

けつ

じ

世間には幼い子供に叱言を言ふと︑子供が萎縮してます︒身僻壊へ︑風邪を引いたら蕊を飲み︑少し病ぃ
大人になうてからも役に立たぼいと申します︒そいはと云って醤者にかジリ︑少し重い病気にぼると︑これ
たいへんおほひとさうだんくわ争いゆはうほふけん蚤﹄う
むやみやたらこぎとい一駕ひ
無闇矢鱈に叱言を云ふと或はさう鞍るかも知餓ませんは大愛と多くの人にも相談して︑快癒の方法を研究し︑
・すう泡んかんてんちれうやう
こ︑おじあいかくほどよしか
が︑心に慈愛を撤して程好く叱るときは︑決してそん数年間穂地療養をすることさへするではありません

庭

四七

、

一﹂んにちふぽしよくんおほこぎ助くへ萱なほはぢか
なことはゐ︐りますまい︒今日の父母諸君は︑多くは叱か︑悪癖を直さないでこそ︑恥を掻くこともあうりませ
をくぜんあいおぽかたＴ趣あくへきけうせいざ︑︑だんはぢなに
と
た
言が足りません︑目前の愛に溺れる方が少くはないかう︒悪癖を矯正することを相談するに︑恥も何もある

家

家庭

おもしゆぴやら昔

い

しゆりトーごま︑トー

ひと

ばんおほところだんぢよかん

四八

おとなずしんけい

こさ詮までだ

こ﹄︾﹂

か

い

よ︑うじ

と申しますれば︑でも此の子には代へられませぬ︑用事
しき
ほど
垂と二こ
は仕切れない程あるのですけれど︑男の子ではあるし

式を

私は︑よくまめ︑お子様迄抱いて入らつしやいました

わたし

おほく腹てい睦泡かこ
ないで︑大久保の邸より遥に来られだのであります︒

私の親族に常ります落合少佐夫人は︑先頃︑私方の
げんらんいき
玄開に呼吸をせきっ動︑暑からぬに汗びっしょりで訪
ふところ版つちヂエいだでんしやの
れになりました︒懐には坊様を抱き︑電車にも乗ら

あつあせ動とつ

わたししんそくあたおちあひせうさふじんさきごろわたしかた

△熱誠な患家庭教育の一例

ねばなりません︒

ちか１これら申・一二一い︑それ〃台︑ｌかげんせつず

ちどんは刃おや

大人し過ぎるのもあれば︑睡猷錘ぎるのもある︑祁経

たと

くわびん

まいと思ひます︒癖聴は︑一種の病気だか伊呉﹂ゐ膿りま

過敏なのもあれば︑涯鈍なのもありますｐ母親となつ

敬

おも匙いにもしやらけんめいみづ

︑︑しよし︑フ江写さうあさがほいあさがぼ

す︒ほんの初秋の慰みに植ゑる朝顔でさへ︑良い朝顔

ては︑逐一此等に注意して︑夫々加減して接して行か

や

にしようと思ふときは︑毎日一生懸命になって︑水を
めつ
ひれうほどこ
這ったり芽を摘んだり︑肥料を施したり種々様々にせ
ねばならんではありませんか︑況して生きたる人を︑

くわ入ぜんけういく亀らゐてわか

完全に教育するには︑どの位手のかシるものか分りま

せん︒

△男女の性に腰したし

おや害うこよいの

もるういい

どの親御さんでも︑生みの子の善かれかしと斬るの
たうぜん
よほどぴいさいいめんみつ
は︑鴬然でゐりますが︑除程微に入り細に入り︑綿密

だんぢよおな︑そだ壱とここも到

な注意が入りませう︒例へば一番大きい所で男女の鑑
・くつ

まとここたい

ほどかん

おも

一﹄

しんぞく仁乱入豚越し・きむぐる

いた

をくゐあいいだちきせつ

もんとほ匙

わたしなる

たいせつ

渥と匡

家の中丈の抱っこ丈では︑健康上如何と思ひます︒御

いへうちだけだだけけんかう唯今いか零おもご

魔の通り未だあるくどころではありませんがも男でゐ

い

別です︑男女を同じやうに育てないで︑男の子に物を
り雪たいどたずい
言ふときは︑漠々しく態度を正して言はねばなりませ
急ん狂こ・・ものい
やさうろ
んし︑女の子に物を言ふには︑優しく美はしく言はね

るから屋外を抱いて地気に接せしむることは︑大切と
毛ん趣ご承︶のい

普もちたいどご

麹のづへんせいだんしへん牛一いぢよしできあが

だんぢよ〃やらせいした郡

い

ぱなりますまい︑男の子に物を言ふのに︑女の子のや

恩ひまして︑此のやうに致すのでありますと︑私は成

まん芯こ

うにし︑女の子に物を言ふのに︑男の子に謝するやう

程と城じゑした倉親族の自慢話でお聞苫しいてせうが︑
し
んとこ〃んまをあどうけ
おも

毛と二こ・ものい

にしたら︑自から愛性男子︑愛性女子が出来上らうと

おほぜいこどもしゅらぞれＪｒ︲てきたうけういく唇箸二

真底戚じましたから︑申し上げるのでゐります．同家
匙たおな季巨うち

思ひます︒されば男女両性に従って︑気持︑態度︑語
おも

では多勢の子供衆はめっても︑夫々通富した激育を施

て・フこＬ﹂

調を異にせねばなるまいと思ひます︒叉同じ男の中で

ゐ

ゐ

そうりやらかたせん趣んくわぜくぢよがくかうい

いろひノｈ１催ゆくかううへ

されて居ります．惣領の方は聯先年︑華族女畢校に入
おほひいさんたちうちおちあひれい君やらだけ

れられて居たのであります︒そ奴は︑色々熟考の上で
たうじ

ありませうが︑多くの姫様達の中で落合令嬢丈は︑キ
もんつき．姉つかう

ヤラコの紋付で出校されたさうでゐります︒常時は．

せい

またかたうばこもりやどひにん

え勺フ

をかていしうやう

りませう︒叉そん溌方には︑乳母や子守︑一展人がゐっ
ぢよどくりつしんど
て︑子し女
の燭立心を殺ぎ︑恋無毒侭なる癖い蕊を彫識

ふ満もありませうが︑要するに其の家庭に涌修養とか
か
うじやらいぬゐためおも
向上とか云ふことが抜けて居る潟だらうと思ひますぐ

ちゆらとういしゃ合かていとく壱跨るういを
たみぷんじゃらげとふ法ものもくぜんあい

中等以上の家庭で特に注意すぺきことでゐります︒其

ひます︒どうしても︑家庭では︑母親が中心となって︑
かぜくさふ
びんせうこどもよかんくわ

かていはぁおやちゆらしん

溺れて︑盲目的に︑子供を激育する為でもあらうと思

の他身分心上下を間はず︑父母たる者が︑目前の愛に

そんな鵬鍵の魂は︑蓋礎ひ一とルもなかったさうですから︑

しつたけんやくま﹄も

おつしや

おぽまうもくて昔こどもけういくた抄おも

たせいとどうやう

しもだ

下田さんは︒﹃これはい動や﹂と仰つたきうでありま
いくくわぞくぢよがくかういふくさうけつ
す︒幾ら華族女畢校に入れても︑服装などは︑決して
他の生徒と同様になさらない︑質素倹約を守られた︑
み
ぷんしゐいかんぶくいた

風の草を伏さすやうに︑一蕊一笑︑子供に良き威化を

あ

でぎおも

い斗一わるひと

△夫婦和合が先決問題

たいち刀は麺

ゆゑこどもわる

いろＪ１げんいん

一鴎父も母も︑さう出来の悪い人ではぱいのに︑何

なに

たいしゆかぢよしよくふけなど没も〃うばをだ

たとひも画

身分をお知りにばつて居ると云ふことは︑戚服の至り

典へたいものでめります︒その位であったら︑職分父

ばあひ猫ほもばん

く毛し

ぐらぬ

でありませんか︒今日は服装は︑智識道徳より亜く見

は大酒家でも︑女色に耽っても︑術ほ子供を立派に青

よせけんみわた．︑わぞくふがフしていだら．くもの

りいう罪

食な

あた

らる塾場合が多いのに︑さりとは模範とすべきではめ

て上ぐることが出来やうと恩ひます︒

こんにもふくさう︒Ｂしぎだうとくｗもみ

︐りませんか・

ぢよ

能く世間を見渡すと鰯華族富豪の子弟に堕落者ゐり︑
はかせがくしや・しんしいひとこふりやうせうれんふりや全せう
博士畢者紳士と云はる参人の子に︑不良少年︑不良少
いるγく１ｐいう

女のあるのは︑どんな理由に依るものでゐりませうか︑
い

ゐ

ごちよくごふうふ

ふうふたがひあひしんふうふけいあい

おも

．またふうふじん・りんもとふう

四九

ふ
わがふこどもけういくでき
婦が和合しないで︑どうして子供の激育が出来ませう︒

相和しとゐり︑叉夫婦は人倫の本とゐりますから︑夫

あひわ

か

故か子供の悪くなるのがゐります︒それには色々原因

がありませうが︑夫婦互に相信じばい︑夫婦の敬愛が
ほんにんふんぱつしん

それは極々なる理由があ︑りませう︑畢ぱばくとも︑苦
ひと毛んけいう
せいくわつでき
まなくとも︑人より愈敬を受ける︑生活も出来ると云

峡けて居るからであらうと恩ひます︒御勅語に︑夫婦

窒ころ

ふ所から︑本人に奮溌心がないからでもありませう秘

これみならため﹄

叉順境の人は︑自然気が弛んで放逸に流れ︑酒色など

ゞまたじゆん郡やらひとしぜんさゆをはういつ近がＬゆしぶく

ふけやす

に耽り易いからでもありませう︒之を見習ふ潟でもあ

嫁庭

'

ー
ー
ヨ

家庭
とうさま吃とかへげん〃らん垂で秒かで

お父榛が外から錦らいても︑玄開迄迦ひにも出ない︑
とうさまひましかほ
ゐ

かあさまぴやらぎ

と︑うさ宝めい地い

かあさ萱

お母榛が病気でも︑お父様は︑隙があっても知らぬ顔

入営うさ式

五○

丁寺ぜいしつしふく郡心ぺつゐい炉活会さいし鵬しん
巳に性質︑習慣を別にして居る以上は︑最初より真の

わ群ふおも勺・↓てんおいわたくし◆
和合はむづかしいと思ひます．此の黙に於て︑私の
あにふうふち垣穴けいくわく垂をじつ

兄は︑夫婦の一致も︑十年計蓋だと申しますが︑責に

ふうふとくつまはう

おも元がひ善哉簿あひ

てうわ

けいいばらを

こど曇もたいかうどう．と巧．もこどもたい

も

さうでゐらうと思ひます︒お互に気儲をしない︑相一

どうじやら

峰ゐ

をして居る︑お父様の命令を︑お母様はひやかしたり︑
かあさまこごと
とうさ生鐙し
甑たけいけん
お母様の叱言を︑お父様は誘ったり︑叉謹鹸のないお

致するやう︑調和するやう︑夫婦特に婦の方からせね
おもしかのちしんふぽあひけいあい
ばなるまいと恩ひます︒而る後︑真に父母相敬愛し︑

こどもたいめいれいとい．ふうふげん

たうわく

母様の一人の子供にも︑富惑されて居るのに殉お父様
ひとり？易こどもたか・く︑ゐ
は同情どころか︑一人位の子供にと高を括って居らっ

かあきまひと・〃こども

しやる︑子供に封して命令が二途に出でたり︑夫婦哨一
くわ
かていけういくはうしんたか冠いふぽ

子供に謝する行動が執帥やうと思ひます︒子供に濁す
ゼ菅臆んば罫おやともち画和やつればぉおやたい
る責任は母親にあると共に︑父親は常に母親に濁して
おも君二審かこどもけういく
敬意を桃って居りたいと思ひます︒因に子供の教育は

しかく

嘩をしたり︑家庭教育の方針の立たぽい家庭の父母は︑
おもはむおや

ふぽ

胎教より初まると云はれます︒責に子供の胎内に居る

もばん

だうていいうりや参こて零﹄

の牧入の少いのを歎たないで欲しうあります︑男は︑

しうにふ一．屯懇かこほまとこ

厳臆

に︑家内は内職も一つしないと云ったり︑妻は︑良人

︒か荘いないしぶくひと戸つ輩をつと

たら︑到底優良なる子は出来ぽいさうであります︒術
どんふうふわがふつまをあぁぞうふたがかなん
一言夫婦の和合に就いて申し上ぐべきは夫婦互に難を
狸ないやうにしたいものであります︒桑は静まないの
しひ

此の時︑夫婦互に愛し互に敬し︑互に信じて居なかつ

すが︑受胎のときの夫婦の心情であらうと思ひます︒
こと言ふうふだがひあいたがかけいたがひしんゐ

じゆたいふうふしんじや︒おも

き問題は︑私共の口から甚だ申し難いことでありま

もん戸いわたくしどもく・ち哩趣港桑をにく

おもなほさきけつ

よげんどうマレたいないこわるかんくわ称た

たいけうはじいじつこどもたいないを

父母たる資格があるまいと思ひますゐどうぞ母親とし
こ〆一・ももうい
をつとていしゅんしうとしうとめ
て︑子供に注意するのみ藤らず︑良人に貞順に︑勇姑

ときから︑能４言動を慎み︑胎内の子に悪い威化を典

ことも．い

等﹄りつちつじよ和もみづか

に孝行を誌し︑人に親切にして︑規律秩序を重んじ︑自

へてはなるまいと思ひますが︑尚それより先に決すく

かうかうつくひとしんぜつ

ら子供の活きたる模範となられたいものであ︐ります︒

△夫婦和合の方法如何
ふうふわがふけつこん推じ

いくじせふけつもんだいふうふわがふ牙﹄
されば育児の先決間や題としては︑夫婦の和合に蹄す
Ｌさんもんぱつようぱう之のたし匙つひつえうでうけん

るのでゐりますが︑夫婦の和合は︑結婚に初まります︒
じんかく苔のう亭最じこはいぐうしやて言たうひと

資産︑門閥︑容貌︑其他枝末のことを︑必要僚件とし

し

ない︑人格︑技能拝に︑自己の配遇者として適富の人
けつこんおも
であるかなきかを知って︑結婚せねばなるまいと思ひ
しかなかよふうふ

ます︒而も︑どんな仲の好きさうな夫婦であっても︑

い

せい鳥わつかうふく

◎お断り

︸﹂︑と士の〃Ｃベーレ

一購澱為職礁舞△噸
謡
△○
○滑

○○○○

曾員諸君か︑日常見聞せられたる感想
△△．○
を筆にして送られたし︒但し用紙は端

＠﹃はがき便﹄原稿募集一

ＩＬＪ１１

つませう７︑Ｐしうにふかせ定・しひじ
妻に少々の収入を稼ぎ出すことを狸ないで︑そんな時
かん﹄手せうひりいざいもういこどもよ

み﹄つとしん

ごもち︑さうくわい

るものと諦めて︑良人を信じたいものであります︒さ

勇浄ら

調があれば︑能く消費経漕を注意葱さい︑子供を能く
い◇よる
左人なほか毛とこ
ひかく
育てなさいと言ふが宜しい︑女は︑他の男などシ比較
．をつとたんしよみちやらしよみふかいんえんよ
せず︑良人の短所を見ずして長所を見︑深い因縁に依
をつと・ないこ宇泉ひ

ぷんちから︵参や．ぶつしつじやらばう

すれば︐良人も内顧の患なく︑心地が牡快であるから︑
きっとしよくむしやう

こしらさうしょく毛たばんばんこ﹄﹄もうい

吃度職務上に十二分の力を費しますので︑物質上の報
しうしだいえ
つ獣はうかてい
酬も︑次第に得られませうし︑妻の方も︑家庭のこと
ぶんちからこむよはい感つりょうたび︐なん
に︑十二分の力を注ぎ能く腰物を利用し︑足袋でも何

I

︒︒

より毎月一人一二首に限り掲

今りぺ︑し

Ｊ１

１１１１

Ｉく１１１

載

を 上

I

︑︑︒︒︒︑︒︑

１１１

ノ

ても椿へ︑装飾其の他寓般の事に注意して行ったなら︑
つ雪すうゑんないしよくいしやらけいざいちく

庭

一︑漢詩編輯の都合上︑今後御投稿中

｛

一︑大正三年度縄目録編輯の都合

！

二月読の附録としたり︑右了承

乞ふ

Ｉ

一

一 一

一

Ｉ

五

月数回の内職以上に︑経潜を楽にし︐生活を幸娠にし
おもかていけういくせんけつもんだいしやか
やうと忠ひます︒家庭教育の先決問題として︑稗迦に
せつぱふ
げんまをお
説法ながら一言申して置きます︒

家

︑とロブせつ作Ｌう

林

グ

平塚碓鳩拝

二

もし

きようきふきばはくぽふ○わづ

換へて織田氏に渡されたりと云ふ︑後熱田に行き︑大
ぐうＬけあ
れん生おんも再ぎみひろたぎ旨フら擢もしぷ
宮司家に在ること三年復だ御父君農忠公を失ひ喪に庭
たま
うじつ
し給ふこと十数す日
にして︑嘩ぴ嘩沖なる舘唯母︵毒へ
青︾い

ぼとじ人せいひさんなつくたき

質子となりしが供給極めて薄乏なりしといふ公は僅か

らうもとのぶレギコせいけんじをうおほはらせつきいつししみま歴

なん毛のありさ室くわら刀やら

ひさん

○するがこう之のかんりやらこぐいまがはし

ほとぱうこぐじゃ会めいじやつ

しの

を凌ぐのみ︑何ぞ其光景の荒涼にして悲惨なりしゃ公

○

どうじしんかじゃ︽さわいえんけん︑弟らかぎうくきよ昌てんたつ

そかぎぎきひや参セんじんおんばかてん

十六歳の折許されて岡崎に編城し︑先人の御墓を展し︲

さいをりゆる

天文十一年十二月二十六日を以て︑三河風岡崎城に誕
じゃったまこじちなえうじ距一けちよめいめい
生し給ふ︑故事に因みて幼字を竹千代とぞ命名せらる

同時に臣下を城外に延見せしに︑上下の窮苦極鮎に達

郎元信と瀞し清見寺の僧大原雪驚に就きて史書を事ぶ

公の生出で給ふや是の字を提れりと云ふの信否は之を

し殆むど亡圃の朕をなし名状すべからざるものありし

︽仁かなんとくうんめい．いざなんぴといるん
○さいおんときずで

に御生母水野氏に別れ︑六歳の御時出ごシ今川氏の質
とち竿︒とだのりみつたうぜにくわんもん
となり︑途中戸田憲光の篇めに答られ︑銭五百貫丈に

﹃﹂ぜいぽみ弓のしわか言いおんと苦いい垂がはしち

と二ろここフはじ式つだからしぶうが︒一一

ｊ﹂やえう

こうあれいたま○○○迄ざいしんぴこれ

なき所なり公は初め松李を穂読とす︑公三歳の御時既

問ふの要なきも槌に難得運命を握れること何人も異論

となり︑公の駿河に拘せらる〃や其間領剛は今川氏の
ふだいしみづかたがやわづきかつ
わ今プリやつどころ
横領する所となり︑譜代の士は自ら耕して僅かに飢渇

てんもん掴んｍ・わつにももつみかはのくにをかぎ暑﹂昂らたん

野忠政の女にして贈従一位博通夫人即ち是なり・公は

のたずまきぢよ言うじゆゐでんつうふじん才毎にこれ○

ぞうだいなごん小ろた︾こうだいしおはおんは︑かりやのしやらしゆみづ

鐸祁桑瞬琴癖は掘田賎鱈飛瞬綜韓耗酔識燕十六慨の締

に十歳にして幾むど人生の悲惨を樺め蓋きせ給ひしか
かんあださいおんときげんぷくじらう
の感なき能はざるなり︑十四歳の御時元服して次郎三

︵十六同︶

記

五

せおだしわだいのちあったゆ減い

､ﾘﾑ窪蓮
贈大納言匿忠公の第一子に座せり︑御母は刈谷城主水

升だもとのいくやす

祭紳源家康公祭日六月一間

下野園上都賀郡間光町鎮座

し零︾ぐわい

博略

祁

○東照宮一座式外

祭

史

が鐸臥を磁娠に忌織ふ犀︑誌犀継読捧諦に湾み齢で︑
ゆゑらうくんおんたさう︑ｐ人みもつら︑勺くんしやうしや翁鍾

癖の繊手を縫って印く︑睡蓉たり趣緑の鐸に鵬し錨し︑

こぐたいしゆ

げんきぐわん垣んいどのぶな津あさくちよしかげゑちぜん

う○巷のしたひでよしともとのせん版う

しば︒１１・ふんせん

二園の大守となる︑元懇元年以後信長朝倉義景を越前

との募こうおほいじんもく鴬尭またあさゐな浬弐さう

に討つ︑公は木下秀吉と共に其先鋒となり屡々奮戦し

ひ武を四方に揚げ給ふ一端の脊疋供せむとす︑願くぱ
︑しんよめいたもしたごかいうんはいくわんえいえ
臣俳命を保ちて親しく︑御開運を拝観するの柴を得む

馬すべく︑琴は雌の蹄峠に郷て繕かに謹綜の峰涯を一評

鑓元年より︑天正十年に至る十三年間の生涯は公に取
ひじやっかんなんき
︲りて非常なる難難期にして︑雁して恋一僻の隆鱗蜂に

虎御前山進撃の如き之れ公の屡々危地に臨めるの時に
げん
じだい
○色つどよ示多うあら
一して︑公の最も能く武勇の顔はれし時代ばるくし︑元

て其武功大に人目を岨てり︑叉浅井長政を討たむとし︑
とらごぜんやきしんげきごとこ○しばｊ︑きちのぞとき

と︑泣々涙下る︑公も亦涙を撹て奮誼を謝し︑更に御
な︐︑ちんどもとやす苧長じつｂうりたれんくんしんつぷし人さん
名を蔵人元康と改む︑賞に流雛多年君臣備さに辛酸を

現せられたり︑武田勝頓を長篠に討ち駿河を略して領

ぷばうあたまたんし窪よう銅淫吟

故に︑郎君の御篤め倉庫を満たし以て郎君の鵜士を養

嘗む︑淑者其非命不遇に泣かざるはなし︑永職六年秋
加︑召おんとしさいおんな○○尋捉たまこのとしぼっぱつ
九月御年二十二歳︑御名を家康と改め給ふ︑此年勃溌

色となし︑大に威武を隣幽に耀かせり︑天正十年六月

趣みる駒のそのひめいふぐうなえいろくねん座琶

もんとはんらんしきうかいへんてうなのろ

じ○画しやつ賊いちゅうきれん

だい過いや．︑

こ１﹂じつぷししうけうよや鼻︸ところないらんこ︲とし

や﹂

きのみ︑此の一事公が御生涯中記念すべき一大災厄な

ぞく

げん

おぽいゐ系りんこくががや

てんし桑ら垣ん咽あつ

こまきやま〃だひでよしてつくわあかだあひみゆいたＣ

あけちみつひでのぶながしい苦のしたいでよしみつひで駐溌まつりごと

いふ

たけだかつよりながしのうする解りや４ワや重

きぐわん埴んてんしやつねんいた・泡んかんしやらがい○と

したる門徒の叛凱は︑思想界の鍵調とは名而巳にして︑

げんノー永窪くだ○また藍だとつ書﹄うぎ→昂さらおん

事賞は武士が宗教に依りて索ふ所の内凱たる事知るべ

明智光秀信長を試し︑木下秀吉︑光秀を減して政を
けいきないでよしゐめいぜんこぐおほ曲う漂きいかいてんかぜつ
京畿に為し︑秀吉の威名全圃を掩ひ︑勇武才界天下絶
おだのぶかづたくい
︒〃・がしよう
たうじあ
倫と稲せられし常時に在って︑織田信雄の矯めに兵を

入リーレＣ

もんとはんらんえいろ︑泡ん恥︑わつはじよくねんぐわついた

き一室の中まり間硯せしめ間て日く︑彼の列座中誰か

いたそのがうたんぷりやくなんぴと唾やらたんけい

ひでよしかつしよこうくわいＬかひでよりいだ

とひいばかれつざちゆらたれ

五三

遇つ坐おたてるもとじやうばうくわいゐひでよりこれさいは

しつ一うちのぞきみ

服せざらむや︑秀吉嘗て諸侯を含し︑而して秀頼を抱

ふく

に和を請はしむるに至る︑其豪鵬︑武略何人か驚歎敬

わこ

の大兵と奮戦して大に之を破り︑途に秀吉をして信雄

たい︵いふんせん汚偉いこれやぶつひひでよしのぶかづ

小牧山に出し︑秀吉と織火の間に相見るに至る︑公は
のぷかづ雌んがふぐんわづもつひでよしくい
信雄との聯合軍僅かに二蔑を以て秀吉の兵十二葛五千

門徒の叛飢は永職六年九月に始まり︑翌七年二月に至
やこかん○くせんふんＤとうげんごぜつ惣かざをしや︐つ
りて止む︐此の間公の苦戦奮闘言語に絶す︑岡崎城に
かへかぶとだつときかふちゅうりう咽あんおちこ
締り︑甲を脱したる時甲中より銃九の落るもの二個め
いかそのせんとうまうれつし
りしと云ふ︑如何に其戦闘の猛烈なりしかを知るに足
かうしうらん悪らのち○ひがしみかは○○○○○
る︑一向宗の凱卒ぎて後︑公は東三河牛久保︑吉田の
しやらおとしいおほといふせんりやらえい︾？︑ねん
二城を階れて多くの都邑を占領せり︑永藤九年十二

最も畏るべきかと︑輝元状貌魁偉︑秀頼之を指して日
林

やわつじゆ﹂ゐげみかはのずかにんとくがはしふくどう垣〃鐸ゑん

い

月従五位下参河守に任じ徳川氏に復す︑同十二年参遠

史

史林
か包つどおとひでよしわらついばいしゆざれいめんをう

ようし﹄︐こやつ〃かたいば言うせん二とはうこんだいこうおよ．もの

ぐ彼れ最も畏るべし︑秀吉晒て日く否な首座の蕊面翁
よしま○こ︒ろほつしよう
癌垂黙るべきのみと︑秀ひ
吉で復
た公を試みむと欲し従
容諸勝に語て日く︑弓箭の事方今︑乃公に及ぶ者なし
しふしや勺みなふくいばたれあへでんかのぞ○

しぶ

弟らあひ契りせんりつひでよしもくぜんたうちいしよしやつ

と︒諸蒋皆伏して日く︑誰か敢て殿下を望まむと︑公
錘を僻して砿く︑鍵露参れに缶り︑職やまだ雌認を齢
︒︵でんかひとこまきやまことしるたま
す可からず︑殿下唯り小牧山の事を記し玉はざるやと︑

諸蒋相顧みて戦喋す︑秀吉歎然起もて内に入る︑諸蒋
こも︐トー○恥︑いば○たば話れこ奴い０いばいなたい
交々公に謂て日く︑公戯に之を言ふか公日く否︑大

がいけんどふるいへどさ﹄●三一つしば

かふてんかたも箕どぎう妙んみちいたぽくぽゆづ
職天下を有つと雛も弓箭の道に至りては僕一歩を譲る

を肯むぜず︑誌怒に鯛ると雛も避けざる所なりと︑頃
らくひでよしまいきたたじだんやＬＰＥやらみな
副ありて秀吉復た出で求り他事を談じて罷む︑諸蒋皆
○い斗一さう恥つおどる
公が意気の牡烈なるに驚かざるはなし︒
ひでよしじだいお○ひでよしたいせいぢて斗雪ぷくせつ

五四

さしもふさ・かうつけしもづけこぐふうあふみまんこぐ垂ぶび

ご・１いぶんろく奴んえどじやらぎづけいちゃうザやんぬん鯵皐らゐない

網︑下総︑上野︑下野の八国に封し︑近江︑九寓圃及
ん
詠謡︑雛︑雌耀難の心をかつ︑継撫識二百五十爵ま七
千

だいじん丁西鯉んひでよししつ︑へいこうじ○たくいしだ

石と云ふ︑丈職二年江戸城を築く︑慶長元年正二位内

てんか弱ぱいきたき○かついくんしんあびぞくふ・︶あいがい

大臣に進む︑三年秀吉疾病あり後事を公に託す︑石田
︐な○うちこれき
垂漉等琴を秘み蕊恥︿を録雛して雛を作す公蕊て之を斬

しよすな人もとふぢばら醗潟︒︑えんけんせいがくえうｊ︐

る︑天下大に定る︑公嘗て謂ふ︑君臣相賊し父子相害
みなみちしよいやしくみちし峰つ
す″皆道を知らざるに因る︑荷も道を知らむと欲せば

喜迂けいちゃうね人輩や全とふきん

てんわ︑フごれうしょくいふおぶぴ

書を金て実か求めむ︑藤原蝋を延見し聖畢の要を問ひ︑
涯学瞬錬十蝉を錐し︑越祁謡撫に髭けて継必を恥し雌

皿んらくせいをさ

に行ふ︑慶長六年京都の附近にて︑天皇御料の食邑及
くげい〃わんさいいふぞうかどう狐んお除いＤんじゃしうり
公卿百官の采邑を増加す︑同十二年大に祁吐を修理し
ノ﹄やつきよお主ぴぜんどうごＬよどざうえいちやくし②
どうねんしよこうくわ
同十六年諸侯に課して皇居及仙洞御所御造管に着手

し︑二一年落成せしかば︑擁嫁践露の髄通せるものを牧

てんレやら

かを知るを得くし︒

これたて匙つとういかくやらしつをん恥の氏︑お一言ろざ﹂あつ

秀吉の時代に焚ける公は︑秀吉に封する政治的曲折な

そのじつしつおいしんいう

しだいげん

めて之を奉りし等如何に皇室錬敬の御志厚かりし

ち︑功

あらくわなん芝のし人ぺんゐねう

きに非ざるも︑澗難の其身遥を園緯する§の次第に減
せうきた○︵うめん弘でよしれいぞくごと・あ入
少し来れり︑公は表面秀吉に隷属するが如きの観なき

らゆらさんざ︶城い︐ごＪ蛍協↓っなごんにんどう楓んじゆゐどん尼いな

に非ざれども︑其資質に於ては親友たりしなり︑天正

ご入けんさこんゑのたいしやらざまれうごかんてんわうじ夕島くてい︾一鷺﹄

中参議を拝し権中納言に任ず︑同十五年従二位椛大納
た念と毎一↓富あ・りいくやすせいくわうへばんついひでよし

言兼左近衛大蒋左馬寮御監となる︑天皇楽薬邸に幸し

給ふ時︑勅して家康を清華の上に班せしむ︑尋で秀吉
こう皇占緑うでううぢまさちいづさ渉みむさしあはかづ
功浄賞し北僚氏政の地︑伊豆︑相模ｂ武蔵︑安房︑上

兎の毛一本
たいれいおこな

和も

かん

換

かいしゃち

○た︸万

府犀束

か雄ら

のちうさぎとしおもむきた

ら一さぎこんいんしゆじんなり

よらうれん

もとそんちよら

だんワ宗く

いみ

宝た

けいけんひと

たいていらうれん

潅ぬ砥

．其説を聞くにいふｒ﹃世に老錬といひ︑経験ゐる人と

そのせつ宮

ふｃ

を解稗し︑これ常に弾力を失はざることを意味すとい

つ胸だんりよくらし淫

．狸は客なり︒兎は今年の主人也︒さいぱ狸は唯こ奴
し卜うさぎ
だけに止めむ︒世に兎といへぱ︑必ずピョンノーと飛
と肱
れんさう
ぴ跳ねることを聯想せしむ︒飛び跳ねるは︑弾力める
ろんごくんしがくこ
いう
による．一友ゐり︑論語に君子の隼は固ならずとめる

危い激激やく

奇といふくし︒

軒﹈

えんずぁ

こしゆくえんたしす画
られだるため︑千古の宿菟は︑確かに雪がれたり︒狸

この．とし

あい
とらこうけいしや
うとしきた
◎卯の厳は宋りぬ・虎の後継者としては︑あまりに愛

さうどん誉みせい

の鋸が雪がれたる後に︑兎の年徐ろに来りしは︑亦一

なん

うさ窓ざようおのつをんげん

みしかあしあかめ致ろせそのようぱゃフあい

ら走郊

元娠蓉に百

らし︒されど此年にこそは︑大潅の行は息くしと忠へ

あい

ば︑何となう縦巌の気味なきにあらず︒ましてゃ︑聖
あふたて詮つ
てんしはうれい弐さう．としあた
天子の賛齢︑正しく卯の年に懲らせたまふを仰ぎ奉
な〃み

いば噌愛らしき兎の儀容︑自から尊厳ぼるを威ぜしむ．

しや︒志お蔀ふ〃Ｉくわつ

長き耳︑短き足︑赤き目︑固き背︑其容貌の愛らしき
︲へうどのいみこんれん
もつへいわてんし
は︑以て平和の天使たるを標す．此意味にてはぶ今年
もつせかいせんちんききよくか丞らＬうけつつようき誉
を以て︑世界戦凱の危局︑必ず絡結を告げ︑莱撫の気
象︑忽ち復活せらるべきを疑はず︒
うさ蔀ｊ﹂
やま℃か隠撤レき
ふし智
◎不思議曜るは︑カチ７ｉＩ山の昔噺に聞きたる兎の飛
だぜんねんそのあびてたぬきりうかうこととかいちじる

こけい

ひとみ

五五

ゆゑ︵ん︐︑わ堂葛

かたい

いふ︒これは固より尊重すべきも︑大抵老錬といは奴︑

じつけんひと

賞験ある人といはる︲人を見るに︑いづれも型に入り
幸︿ん之

あくい

ぴ出す前年に︑其掛手ばる狸の流行︑殊に都下に箸

て固く固形せり．固形す↑るが故に︑漣化する所なしｃ

たぬきむじやき

しくなりたることなり︒狸の無邪気にして蓮悪意なき

かたこけい

りて瀞疏せ

感しき走響ぎしゆみこすゐしや

もの 藤 る こ と ︑ 頻 ｈ に 狸 趣 味 の 鼓 吹 者 に よ

纂錐

i

園

ひ

纂錬
しんぽなりえ雪くんしへう︵ん

うさぎ

お︑り

聾曾鐘のながみ︒がたか

こしんぽたりこだんりよくらし鰹

だん

いうい峰ろんざみこうしれいがく

一とぶびん寂ん

れい

こら都じゆ．しや

べからず︒一友臼く︑﹃論語を見るに︑孔子の澱と薬と

を談ずること︑頗る頻繁なりｃ瀧といふも︑古来儒者
いごといにし︵力西なづへんこきうくつ
の言ふが如く︑古にのみ拘はり泥みたる偏固窮屈な

なり

きたあぜつかく考

いくた

哩宇久

か錘些

みわがくにこうしだい季こうねんむゆら茸．やつ

わ泳ぐにこいう叔んちゆ署やらじさいこう・しゆもやつ

ちゅう忘やら〆し

おも兎のれいこうしだいせうねん

こうししんれい

日にｒ︑新たなり・是れ進歩也．是れ弾力を失はざる

るものにはあらずｐ郷黛の章を讃むに︑孔子性真に澱

まんゐん

力ひ

言やうたうしやらよ

血﹄と︒兎をして聞かしめば︑必ずや其長さ耳を傾け

を重むじたり︒さゆど其濃なるものは︑公私大小の年

ま

しめたいだんり柔くせいしんだんりよく

わ脈くにれい割るゐてんけみ

才私権わ鱗くに掴んち沙署やつじどう

歌つだてうていれんちゅう宮やらじしゆ

め

さうゐ

と

このくらゐ

同蒋す︒請ふ︑活眼を開いて︑此兎の毛一本を看よ．

りやつ

◎兎の毛一本を姑し見むとして︑畳えず其三四本を
ぬきた
おほじうじゆん皇曾
抜き末れり．あまり多ければ︑いかに柔順ぼる兎とい
か芯らいか
うさ割けい
へども︑必ず怒らむ︒兎の毛を抜くことは︑此位にと
たずい
・ミーさまた七のい
めおかむ︒唯抜くべきを抜きたるだけは︑兎も亦其意
いやしぬ
を諒とすべし︒荷くも抜くべからず︑取るべからずむ
↑号琶けぽん．又どだんぬとゆゑたい
ば︑兎の毛一本と錐も︑徴じて抜かず取らず︒故に大
だうこのけ侭んセんたん一三う全診きうこの生け臆んぜんとう
道も此毛一本の尖端に通じ︑地球も此毛一本の尖頭に
くわいてんこくわつがんひらこの皇ざけぽんみ

堂今言一けぽんねんみおぽ乏のぼん

やうれいざ勇二

とすゞ孔子の鵜を好めるは︑即ち我邦の年中行事と同

こうしれいこの

しかしうらいみ
ねＡちゆ言やうじどうやう
おほ
と︒然り︑周や礎を観るに︑年中行事と同様のもの多し︒

ず我邦固有の年中行事を再興ぜむことを主張すべし﹂

我邦の職儀類典を関す鋪︒に︑全く朝廷の年中行事を主

言

張りて待ちに待つたる甲斐もなく︑幾度びか乗り得ざ
しつばうかさこれたそのせいしんひもう
るの失望を重ね︑之が鰯めに其精祁を疲耗せしむるこ
せいれんわうせい﹄きしやらころかれ
牙﹄ばだい
と砥めて大なるものあり︑青年旺盛の気象を殺し︑彼

様の祷儀を喜びしものたるに相違なし︒

﹃フ

えうわりびきでんしや毛とかせいねんしぢよせいしん

鵜の中に於て︑此以上の尊貴重大なる薩典は︑之ゐる

れいうち豹いこれいじゃ全そんきぢゆ今だいれいてんこれ

関す§
たいれいてんしごせいたずひと否．冠せいぎなり
◎大鰐は︑天子御一世唯一たび行はせらる公の盛儀也︒

くわん

ぐ︑青年をして弾力ゐらしむるは︑真個画家の元気に

て其弾力を減耗せしむるものか︒兎の揮力に富める如

毛のだんｐよくげんもう皇量だんｎよくとどと
せい垣ん・だんひよくしんここくかげんき

るを要す︒割引電車は︑其れ都下青年子女の精祁をし

さ一フ

壮なるを得くし︒身鵠にも弾力あり︑精紳にも弾力ゐ

噂や・ヨさマフ

握壮なるにあらず︑精祁の健康と相待って︑始めて瀕

せいＬんけんかう↑あひ敦はじ淳子︒

らせいめいたんしゆくかぶらいち一しる

等の生命を短縮すること︑必ずや著しきものゐらむ
ひとしんたいけんかうもつ
たんをく
いりういくか
と歎息せる一教育家あり︒人は身鵠の健康のみを以て

は

乗らむとして︑満員のもの刀み来るに遇ひ︑折角気を

の

まいあさせいれんしぢぶがくかう？フがくたわりびきでんしや

き

て謹聴せむ︒

さんちゃう

◎毎朝青年の子女が動畢校へ通事の震の︑制引電車へ

中行事とも見らるくし．我邦には︑公私大小の年中行
ご今うし
Ｄ巧のづをん
いまようま
事自から存せ︲り︒孔子をして今の世に生れしめば︑必

これ進歩せざる也︒易にも︑君子は豹愛すといへり︒
へう系んレやつ︑せんめいへんつれせんめい
豹の文章は︑鮮明な６．鍵ずること︑常に鮮明にして︑

五
六

◎

いた

ことかんちす︑こくざんしようふうてうさい

いづはうめ内み

はうかため
かくこくさんしやうれいくぬいせつりつみその

だいくわいこぐさんひんてんらんくわいかいざい

にちかみをちぬらしやら津いせん臆ふ春やら称かとう画やらていしや臼や凸

に

て︾

1
両
〕

木斐

川

こぐざん宮やらいとも・し沙

もともんぐわいかんわがくにざんげふ系つぎん

五七

とは如何なる程度に進みっシありや︒之が詳細と正確

いかていどす画これしやらさいせいか参︲も

の事に開しては素より門外漢より︒我邦の産業と物産

こりこくわん

よどとおもひふでもつこと
ざんげふ東つさん
◎余の如き想と筆とを以て事とするもの︑産業と物産

得ざりき︒

﹄え

かしさを畳ゆると共に︑叉気懸りの念に躯られざるを

おぽともまたきが画ねんか

の手になれも圃産のみ︒場に入ると共に︑一種のなっ

て

場者の多ければぼるくし︒陳列せられたるは︑我同胞

にＪ堂へいくわい

かえん菅いつにふ
たり︒十五日の閉曾を二十日に延期せるは︑何日も入
君やらしやおほちんれつわがどうばう

れたる女畢生の多数入場せるにも一方ならず驚かされ

ぢよがくせいたすうにふぢやつひとかた藷竺ら●

寂翼の威あり︒されど中に入るに及び︑激員に率ゐら

せきば︐︑かんなかいおよけうゐんひぎ

︒今日は凱旋蒋軍の歓迎に忙しき潟にや︑曾場は甚だ

けふがいせんレやらぐんくわんげいい毛がためくわいぢや︒腫趣錘

々場は︑不忍池畔︑大正博覧曾の奮建築を使用せり︒

Ｊ１葉うしのばずちばんたいしゃ全はくらんく腰砦うけんちくしよう

‑
古
．

机上漫録

えい唾やらう．吟

︵図産奨勘

こんくわいせかいてきだいせんらんわがくにあた

だいけいくわく

に慶賀すべき事なり・斯て園産奨働禽の設立を見︑其

けいが

超するに至れるは︑何れの方面より見るも耐邦家の馬

き

の奨働すぺき事を威知し︑進んで圃産使用の風潮を催

レやられい

の篇め︑欧洲品の輸入杜絶せるより︑鼓に痛切に圃産

たおうしうびんゆにふとぜつご万つう￥︑︾つこくさ人

ことな・り

◎今同の世界的大戦凱が︑我邦に典へたる影響の中︑
そのぜんりや会︾ザ
こくさんしやられい会芯か
其善良なるものシ一は︑圃産の奨脚を促したる事也︒
こくさんしやうれい
ごといまはじこと
せんちん
幽産の奨励すべき事は︑今に始めぬ事な奴ども︑戦飢

4

第一計書として︑第一同園産品展覧曾は開催せられた
りｈソ

就

へ

◎十八日︑祁尾中蒋の凱旋入京を迎ふる︑東京停車場
堂へけい箸みアーチはなぴぐんしゆら唾去るかんいろこうくわ
の前景気を見︑緑門︑花火︑群衆の胸間を彩どる紅花
に愈鱗錘の鋒鑓を越舜に螺ひつ動姪畢に雄ふ︒鱈謎鐸

二

ー

纂鋒

L

其

其

、 一

纂錐
じつわ卸くにおいぐわんぜんせいしゆっ

とは︑謡より琴を勢すべくもあらず︒されば︑涯詫縦舞
ひん し ゐ

こんにちいかしゆるゐぶつくわゆ

品と思惟せるものも︑賞は我邦に於て完全に製出せら
にふあふ

匙たいか︐しゆるみ不﹃くわ

るシものもめるべし︒今日如何なる種類の物貨は︑輪
抜く弓いひ人おと

芯拡くらいひんくわぢゆらへい言奉允

入に仰がざるべからざるか．又如何なる種類の物貨ば︐
よこ

らことしや言︸い寺み

舶来品に劣らざるも︑尚ほ舶来品過重の弊に妨げられ
ゆにふ

い匙もつこくさんしやられいこくさんしよう

て︑輸入されっ勤めるか︒凡そ是等の事を︑詳細に正
かく合ろしつ

心にふげん秀やらめいきい

い

これのうしや︒むしや．たうろしや

確に知悉せざれば︑未だ以て圃産の奨働︑倒産の使用
げ・きせつしかく
を激説する資格ぼしと謂はざるべからず︒
こくざんしやられいしようと
匙せいさん
◎されば風塵の奨働使用とを説かんには︑先づ生産と
華Ｊ

およに吟ようしぶひん才怒にい砦青ぢうえう︲︶よ氷つくわ

輸入の現況を明細にすべし︒之を農商務省の営路者に

聞くに心凡そ日用の諸品︑即ち衣食住に要する諸物貨
たいていこくないおいぜいさん

おも

は大抵園内に於て生産せられつぬありといふ︒されば
せいやうしゆみ票一学くわか丞垂ゆにふま

西洋趣味の物貨は︑必ず輸入に待たざるべからずと思
定いごぺう
弱もぶつくわ
にくらいひん
︒はい大なる誤謬にて︑舶来品なるべしと思へる物貨の
わがくにせいざん
我
邦に生産せらる刀もの錘だ鐸く︑牽舞硫鐸に癖て︑
げつばくらいひんおとかかくまた毎嘩睡ていれんざ垂
決して舶来品に劣らず︑憤格亦甚だ低廉なるもの頗る

おほ
さこくさんひんたんあ
多しといふ︒左に園産品の一端を翠ぐれぱ︑鰯埜恥祁他︶

●●

一︑更紗二三年前迄は全く英幽より輪入せるも近年京都より優良舶
韮製出すｃ

二心籍恕無地物は数年前より製迂され赤ろが︑今日Ｆては縞物も製

五八

出され外園人さへ之を愛用するに至れりといふｃ

●●●●●

●●

三︑フーフンネル全部日本製にて間帳合ふ︒

●●●●

四︐毛布白地︑模様物共に輸入品に劣らず︒

五︐モスリン一昨は五百寓卿の輸入ありしも︑今ば全部我邦にて製
●︒●

出され却て輸出しつ︲あり︒

●●︑②

六．リボン最早自給するに至れりｃ

七︑リンネル以前は辰額の輸入韮兄しも︑極上等胎韮除き悉︑自給

されつ︒︑ありｃ
●④●

●●

八︑防水布最早輸入の必要なしｃ
●●

九︑手袋最近に至りて最早輸入の必要なしｃ

十︑嬬子年々七八十蔦間の輸入を兄しも︑今は市場に外国舶韮見ずｃ

●●●今●●●

●●●︒●③

十一︑械蛭︑膝掛︑羽蒲圏皆完全に製作されつ︲ありｃ

○

十二︑メリヤス製陥非常の護達透遼げ︑今や八両葛固の輸出韮見ろ
●●

に至れり︒

●●●●●●●●●●●●●の

十三︑帽子極高憤なもの︵兎毛製の山高帽︺彫除き悉く日本製なりＵ

十四︑カラー︑カフス︑ホワイトシャッ等ば勿論Ｃ
●●●●●●●●●●●
十五︑婦人用④屑掛︲ヴヱール等も皆製作さな心只極ハイカラな者

●●●●●●●●●

のみ輸入せらろ︒

十六︑石鹸︑香水︑香油ｂ歯磨粉等は只香料の配合が不十分なろの

みにて︑其賀質ば舶来冊に異ることなし︒
●●●︒●●●

●●●●●

十七︑︑セルロイド細Ｔは巧妙となり悩櫛替類は舶来品に優るも劣ら
ず︒

州ツＣ

十八ｂブラッシュ製造は大義達韮遂げ︑己に米国雁輸出する雁至れ

』

●●●

かく六一とにちじやらせいくわつひつえうかっこ恥までぐわいこくいん少

其三

いしゃ全れつき

い

こんにらえうばく・らいひんくわぢゆ会へ︐尋Ｐぞう

あらいか蕊つくわないこく

こぐさんしぷう

しかあいこくしん台みた

五九

あ︑迫

わ源くにさんげふはったつ

て︑之を外圃品と比較し︑何れが優良な︐や︑叉何れ
つい勇元もんぐわいかん
が職鍵と鰐鍵して露骨なりやに就
ては全く門外漢のこ

これ︵あいこくひんひかくいづいうＤやらまたいづ・

◎以上に列記したる圃寵品は凡て陳列されありたり．
寸予ばくしやらおごとよこれら蕊つくわつい
されど︑巳に白状し置きし如く︑余は是等の物貨に就

こくさんひんす︽へ舎叩んれつ

欺かるこ勢となく︑風塵を使用して︑我邦産業の護達
と
︒Ｉしんなり
を促進せざるべからずといふもの也．
語ざむ

是諏の物貨は今日殆んど内圃に於て製出せられ品質も
いうりやつかかくていれんおほいくらいひんくうめい
優良償格も低廉なるもの多ければ︑舶来品なる空名に

これしゆぶつくわこんにちほとないこぐおいせいしゆつひんしつ

り︒但し︑西洋趣味の物貨を排斥せよといふに非ず︒

た丁せいやうＬゆみぶつ︒︑わはいせぎ

需用者の国産使用を奨鋤すべきは︑叉急務中の急務な

じゆようしやこくきんしょうしやられい象たきふむちゆ︒きふむ

て産出製造せよといふものなり胆而も愛幽心に訴へて

ざんしゅつせいざう

を奨働するの意のみに非ず埴如何なる物貨をも内閲に

しやうれい

産奨卿は今日の急務にして︑これ我刷固有物品の製造

さんしやつれいこんにちきふむわがくにこいう承つびんせいざう

層の奮働を望まざるを得ざる也．之を以て見れば︑園

そうふんれいグ｜ぞえなりこれもつみこく

除去し︑国産を尊重すると共に︑生産者に濁しては一

ぢよきよこくさんをんお琴︽七︐こもせいさんしやたい

至いるぼり︒されば今日の要は︑舶来品過重の弊風を

いた

みなないこぐおいこれせいさん︲う

︒斯の如く日常生活に必要にして︑且是迄外圃品の輸

得る見込あり︒

にふあふ

十九︑文房具も一通りは製作ぜらろ︒

入を仰ぎたるものも︑皆内圃に於て之を生産し得るに

入なるが︑普通の筆記用紙ｂ叢用紙︐印刷川紙︑吸取紙ｂライスペ

●●

二十︑紙類ばγｌトペーパー︲筆記凧紙ｂ印刷用紙等三百蕗圃の輸

●●●

ーパー︑包装川紙︑壁紙︑鐙甲紙等告製作ぜらろ︒

●①●②●④●●●

廿一︑インキ印刷川の上等品の輸入せらろ︲のみｃ
廿二︑罵虞器械︑菩音器︑幻燈︑等立派に製作さる︑も筒ほ輸入か兇

●●⑥●●●●●●●●●●●

ろは舶来肋過重の弊なり︒
○●

廿三︑ピアノｂオルガン︑ヴァイオリン等の楽器類も同上ｃ
●︑①

汁阿︑鉛筆全部日本製の廉くて災きＭあり︒
廿五︑牢ン先金製ペンのみ輸入せらろ︒
④●●①

什六︑ゴム製仙自働車のタイヤより醤搬川の輝き手袋等の精巧なる

●●●︑●︑●●●●●●●●●●●○●●●●●

ものに至る迄悉く製作せらろ︒

廿七ｂ靴墨ｂ鞄︐捕子板並に器具︑水道川識笹心自樽車︲篭球︑家具
●○

眼鏡︐堆瑚鋤器等俳猫立し得るものなりｃ

●●●●︑●

廿八︑昨計充分に製作せらろ︒
●●

廿九︑煉乳近年長足の進歩態示しＭ黄優良にして慨格の低廉なるも
●②●

の走製出す︒

三十︑
︑パ
パタ
ター
ー輸入品には只一種の香蕪あるのみ︒
●●●⑨●

つｌありＣ

叶一︑蝿昧及槻肉磯んど外幽製態睡倒し却て支那香港等に輸出され
●●●

●︒︑④①●②●①●●●●●●●

冊二︑葡萄酒極高憧なろ物は我凶になけれど亦瑞んど輸入もせず︒

叶三︑ウヰスキー耐シャムパン︑プヲ当プー等の洋酒も充分澗立Ｌ

纂録

I

と
ひん

墓銭
はんだんだけぢし菅いう・た尊﹂舵まで肱くらい
て判蔵する丈の知識を有せざる唾り︒只是迄舶来

おもゆ随ふあふまうだんを

いな雷やうきつ

くわらえい

品なりと思ひ︑輸入に仰がざるべからずと妄蔵し居り
いひわいわがくにおいせいきう言やつ
しもの参意外にも我邦に於て製造されっ砂ゐるに一驚
幹﹂つ

こつおいよお心すべとうへんくわとう

を喫せり︒否一驚を喫せるを光柴とす︒

◎是に於て余は思へり︒凡ての統一は鍵化の統一なら

六○

わにふひんしやら群や今ついたじつき

よう℃萱
にお
於い
てこ
もく
圃み
民んのし使
用に適する§のたるべきや雄識の謡

なり︒︵輸入品の状況に就ては他日を期す︶

祭栗涯先考文

豊次

鳴呼．先考冥其逝乎哉︒思之︒或聞乎無謎︒或見乎無

とせうせいけつくわ

同化なり・異を捨て少同をのみ取るは小成を結果寸診︒

形︒未曾離心目之間．鳴呼先考冥其不逝乎哉︒昔容衝

いすどう

異を同じ愛を合し︑以て之を統一するものは︑大成し

桃︒悦如在目︒徒反覆生前之道教︒而有不勝追慕之情

どうくわ

ゐだいはうがふ洋んちくせうくわ
ざるべからず．偉大は抱合なり・含蓄なり・消化なり︒

て偉大となる︒偉大ぱるべき我邦は︑蒋来に於て︑此

也︒今也先考逝而十数旬︒含悌家之所謂孟蘭盆新倉．

ゐだい

ゐだい

わがくにしやつらいおいこの

︑フ

へんくわとうつともつたいせいきしん

ゐだい

こくさんしや今れいこく︐ざんしようごおい︵い

にぼんぷんめいかたいせい

これもつみ

議員也︒拾有除年︒侃々譜々︒不阿擢門︒不屈勢家︒

叱兇不使侍坐︒常時先考之情可以察突・兇聞天道禰於
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
善︒澗於悪︒先考．資性温厚而謹厳依正義︒履正道︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
不敢奇私子身家︒恒瀞楠公之忠節︒欽宗吾之義烈︒談
論及二公之偉績則誠如不勝同情之威者駕︒曾篤螺曾

先考之英霊︒而拝衷情︒卿欲有所憩潟︒先考之病也︒

圃の物貨にして︑邦人に必要にして其趣味噌好に適す
ことＪ侭︑ｌとこれせいさんこくみんテベか
るものは︑悉く取って之を製産すべく︑園民は須ら

正論議議︒不少暇惜︒故人目先考以君子人︒鳴呼先考

きこごじんむしざんげふしやられいないこくセいひんあみ官にぼん

く舶来を避け︑内圃製品を使用すべしとの意なればな

履正積善如此︒而其病如此︒天道果是耶非耶︒斯人而

はうじんひつえうそのしゆみしかうて昔

い

きんげふか定いふんれいよつ

にぼんせいひん河丞らはくらいひんまさしつおいあだひ

しかこれじじつ

億か︑らいざ頑いこｆ・せいひんしふう

こぐ窯つくわ

製品や和製は語弊ゐり︶の使用と瀞せんと欲す．これ外

せいひんわせいご︵いしよう・裳・っほつぐわい

て︑日本製品の必ず︑舶来品に優り︑質に於ても︑償

りｃ而も之を事賞たらしむるには︑産業家の大奮卿に依

く聞ゆ．吾人は寧ろ︑産業の奨働︑内国製品︵或は日本

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

鍵化の統一に勉め︑以て大成を期せざるべからず︒新

邦俗以此日︒子孫迎先人之英霊︒故兇亦従俗︒鼓恭迎

いおなへん渉つもつこれとうたいせい

日本文明は斯くて大成たり︑偉大たるを得くしと︒

非有醤療所鉄︒唯虞其威染︒堅守警戒︒遠姻親故奮︒

郎

◎是を以て見れば︑国産奨働︑圃産使用は語に於て弊
ごと
あり︒画溌なる謡は︑識継母篠の蔵嫁を瀞賎するが如

兄

有此病也︒鳴呼哀哉︒先考恒日︒隈伯自期以百載拾有
五歳之毒︒予亦欲興隈伯体其毒︒狸健鍵蝶人亦以其言
麓信︒而卒然遇此厄︒人皆無信之者︒兇之迷想登総無
故哉︒若使先考保其毒如其言︒則兇所以奉侍者︒亦鵜
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
無憾駕︒我聞樹欲静而風不止︒子欲養而親不竣︒今也
先考亡突︒鳴呼生育児激諦兇者先考也︒其恩之洪大以
何可報︒矧於病時不能侍其側乎．鳴呼兇之不孝︒高天
厚地無所容身︒寧不如臆於其墓側．謝其不孝平︒錐然
有慈母之在︒是重其不孝耳︒鳴呼鬼至妓進退維谷︒然
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
則如何可以報︒唯以所以事先考者事慈母以所以先考教
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
養兇者香一家則庶幾乎報先考寓一之恩︒今也幽明異虚︒

欲請示教何及徒沸涙潜々不過反覆道教也︒英蕊尚髪
髭垂示殺駕︒

酒巻翠里日︒字々是涙︒孝子之言︒句々自肺脈出徒以
文章不可論︒中幅嘉翁潟人虚．如接淵容聾貌︒
青木不動日︒一宇一涙︒追慕之情︒使讃者泣敬服︒
石川丈荘日︒至情之言︒側々動人・使人有調琴義詩威︒
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鋒

、

弔栗水並木先生文

朝陽依知川敦

高齢八十叉六ｃ自レ童湊レ老至終始如レー・講二聖賢之畢↓

○○○００○○００○○○○○○
人生貴二立口竪腫侭小技錐し好何足し道哉・栗水並木先生
○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

而鵠二道義之粋毛西単横流︒風気一愛︒弟子散而之二四方主

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○○○○

先生超然・如レ不二相開如時輿二余輩↓談し道論し畢・薬以忠し

憂．是登非二立品之士一而能如レ此哉・其著如司宋畢源流質

疑Ｌ三巻↓如司増補周易私働Ｌ十有九巻↓優足し雌二一代↓而

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

世或不二之知↓淵獣以維︒登弗二重惜一乎・故蒼獅副島伯震

嘗日・仁義未し可レ施・高尚夙所レ愉・余於二先生之潟一し人︒
︑︑︑︑︑
髪髭見レ之突・而今也則亡︒燭望二彼蒼至人天不し雛︒昭昭

相照・鼓臨二其喪雲狭下潜然︒大正三年八月二日・及門之

士︒依知川敦再拝謹言︒

此篇細叙栗水先生畢徳無復俳溌︒惟惟不用謂語︒

ｉＪＪＩ１︲Ｉｉ

題朱舜水先生這像七律一音

中華民剛曾稽周光・照

塵塚従言明史一潮二遺民↓要咳許先生第一人︒

○００Ｏ○○○○○○○○○○

︽︽一

1

字句之工拙︒余亦不論也︒

蕊

一

蕊／録
○○○○○○○
屡召屡鮮悲二素数一
○○○○○○○

惚鍔静苧謡厩響︒

粉楠臆墓眺江要

洞堂今莫西湖水︒

○○○○○○○
東海潜し院大義存︒
○○○○○○○
清風蓋角通臣恨︒
○○○○○○○
弛義洲遺民気骨︑
○○○○○○Ｃ

名卿貴胃都折咳節︒

好興言先生一洗雲涙痕劃

○○○○ＣＣＣ
不咳降不詳激言天真
○○○○○○○
桃李門堵島圃春︒
○○○○○○○
低佃誰肯歩二清塵ご
○○○○○○○
冊年板蕩突二中原一
○○○○○○○
明月紗幅客子魂︒
○○○○○○○
瑞龍穴飴漢乾坤．
○○○○○○○

教降澗濡島人従﹂

更賦長古 一垂婦
○○○○○○○
○○○○○○○
乾坤正気鍾二眺江↓
人傑代起光二家邦↓
○○○○○○○
○○○○○○○
先生因し地名皇舜水一
器識文璽倶無し盤．
○○○○○○○
○○○○○○○
不し師二陽明一品笈笈．
毒し宗一紫陽一期二自立訟
ＯＣ○○○○○
○○○ＯＣ○○
富貴覗等雲浮雲集諏
感肩槍し道老二明経一
○○○○○○○
○○○○○○○
胡人乗シ時一寛瀞咳帝．
八旗入し開明昨替．
○○○○○○○
○○○○○○○
清風刺気激二忠魂↓
潜然燭潰舟山梯︒
○○○○○○○
○○○○○○○
置ン身無し地仇戴咳天．
奔突風涛年復年．
○○○０○○○
○○○○○○○
再起再蹴綜二気数↓
満腔孤憤付雲煙↓
○○○○○○○
○○○○○○○
堅忍徐園勝二激烈↓
死生絶漬見二志節↓
○○○ＣＣ○○
Ｃ○○○○○○
画恨欲読借崖隣邦毒三
不し践二清士一赴雲東認
︲○○○○○○○
○○○○○○○
出し紬大雲化二春風一
隣邦講し事桃李機．
○○○○○○○
○○○○○ＣＯ

︷︿一一

講舎洞堂落雲凌盟擦然生気在一一人間斗

ＣＣＯ○○○○○○○○○○Ｏ
夷廷長揖気不し焼︒不し許兇孫事言新朝↓
○○○○○○○○○○○○○○
海外詩文廿八窓︒道路歌泣鬼祁読﹂
○○○○○○○ＣＯ○○○○○
孤忠歌歌根儒慕．燥蹴忍怠先人墓．
○○○○○○Ｃ○○○○○○○
思咳親痛不レ入二紗厨一迩臣魂夢筆↓郷樹一
○○○○○○○○○○○○○○
侠骨遠埋言瑞龍山一清蓮未鯵絶誓不し還・
○○○○○○○○○○○○○○

○．
避罫綴締浮謡漉︒同○
志○
隠○
頼○
英○
霊○護

光輝謹越頚雲潜徳↓初成雲大牡一聖湖色．

○○○○ＯＣ○○○○Ｏ○○○
二百除年毅塊編．故圃何山藤揚膨素．．
○○○○○○○○○○０Ｃ○○
各有二君親一各有し心︒各溌二其心一各相欽．
○○○○○○○○○○○○○○
清室末筆必無一道老一能歩一一後塵一何庭尋．
○○○○○○○○○○○○○○

弔咳古長歌作二誌詩↓沸涙登篤二前人一拭︒

ＣＯ○○○○○・○○○○○○○

鴻居士日・出鯵鮮激越︒振二得腫宣縦横排募．

鵠落澗廻．宛如自概率謝皐羽把二竹如意敵吟

石之態勢二詞更再調●字字皆飛動．鱗然

有二金玉之一貢

叉日朱先生渡彦東後︒口不彦吟二一詩一以二行総

畢レ丈之故一歎︒鵜以二働シ域之念般切一也︒此詩

招咳魂︒泉下若有請一此篇却懸知潟娠然一笑﹄

ノ

詞華
︑ｆｈＪ１ｆｌＩＪｈＪ︑ｆｔＪ１ｆ１ｆｊ︑くＪｌｆｉＪ１Ｉ１ＩｊＩＪＩＩ１１ｊ１ｆ巾ＩＪ１ｒｊｔ１

文荘選

溌溌繁田瀧義

川

馬開

海似鏡隆山似昇︒風光入夜更加露︒楼々燈影船々燭︒

守︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑守

○○Ｏ○○○○
化作波間蔑鮎星︒

釜山

海門中勘雨湾長︒瀧市繁華橋接橋︒最愛天然風色好︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑吟︑︑もも︑︑︑︑︑︑︑

林密諺々水蒼々・

︑︑︑︑︑︑︑︒

時事紀威︵二耕雲菊池秀言

帝園

覇業相争際戦時︒天心未定道心危︒神州燭有安全術︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

○○ワ○○○○
大義堂々樹圃基︒

篠瞳制敵駕長鯨︒不負圃瀧呼以英︒塵戦沌球知勝敗︒

英圃

今錘十月︒余興僚友︒以事歴遊朝鮮支那・至十二月締︒

◆

○○○○ＣＯ○
不斬長鯨絡奈何︒

露園

白園

○○○○○○○
不挑伯林維不休︒

気若蒼購絶匹梼︒凌摩填境志難酬︒乗風奮翼三千里︒

︑︑︑︑︑︑︑

四十年来一創解︒幼童諸唱復讐歌︒幽家興腰在斯翠︒

俳風

︑︑︑︑︑︑︑
牧来大局在同盟︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

快然賦此︒

船護祁戸︑由瀬戸内海︒蒋入開門海峡︒

大正元年臓末

難肋．錐無所食︒亦如可惜︒唯讃者諒之︒

所過賦詩︒得三十首︒是固業務除戯耳．因名以除吟︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑
顧余非詩人︒構意之庸︒措鮮之拙︒不能免也︒然誉諸
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

西遊除吟︵二汝陽松野緑

石川丈荘Ｈｃ三四樽嘉欧洲戦乱事乙出人意表ｃ

嵩古香阿・治中不忘飢之意︒

︑︑︑︑︑︑︑
止才何日唱和卒︒

一家長幼務転耕︒今歳豊穣家盆築︒可慣欧洲悲惨甚︒

甲寅冬日

石

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

華

青螺翠黛幾潜々・夜夢猶迷活蓋間︒天曙霧牧紅日上︒
○○○○○○○
舷頭現出鎮西山︒

一ハーニ

I

塵
詞

可

〆

詞華

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

拝観陸軍大演習恭賦此睡一一

首々直叙不飾︒亦足以補戦史ｃ

︑︑︑︑︑︑︑
風雲際曾助同盟︒

︲１１

露英悌白抗連衡︒勇戦唯常填燭兵︒請看東方君子園︒

諾諭中︒弧昨事ｃ自是碑補風教ｃ

時事書威︑驚藤
徴研
︑︑︑︑︑︑︑

時駕文明見戦争︒燭力兼人新器械︒寸心悦汝奮燈梁︺
如今月旦真耶濫︒喝采高麗偲侃棚︒

○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

世態遷移目屡驚︒陽炎倍信達婆城︒潜瀞綴群舞認隷ｂ

偶威

虞奉有味︒可謂得鵬堂夫子之衣鉢︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
七十九回春又同．瓦全笑掛瓦盆梅︒老懐傭葛淑花頗︒
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
興味甘傾苦著杯︒前路無避難眼冷︒後塵何必寸心灰︒
︑︑︑も︑︑︑︑︑︑︑弓︑︑
門扉非待客投刺︒一任東風吹自開︒

乙卯新年書懐古香嵩俊海

語意劉亮︒自是新正之詩︒

○○○○○○○
大菩盛典恰今秋︒

戎差臣伏仰皇猷︒春日蝶々烏語悠︒鼓腹只雁遵帝則︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏ○○○つｂ

乙卯王正口競

絃時事ｃ宮感慨︒典尋常歳晩作︒自異其撰ｃ

○○○○○○Ｃ
幸晃嬢寒爺興嬢︒鳩居養老四星霜︒ 鴻恩未報歳云暮︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ＯＧＣＯ○○Ｏ

︑︑︑︑︑︑︑
室銀野梅侵雪香︒

︑︑︑︑︑︑︑

畢圃一心排寓難︒屡驚騒敵膿肝寒︒他年膳記董狐筆︒

○○○○○○Ｏ
能使同盟英悌安．

燭圃

陸防露悌海挑英︒蕊気漠然中外驚︒暇道他邦心事背︒
○○○○○○○
可知天意誠嬬盈︒

︑︑︑域︑︑掴︑︑︑︑︑︑︑︑︑蒲︑︑︑︑
初如脱兎突如馳︒戦後翻成庭如姿．一敗堪憐老皇帝︒

聞腰州捷報有此作束耕石川藤作

︑︑︑︑︑︑︑
版岡分割奈難支︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

旭旗閃冷鯵州頭︒威武宣揚五大洲︒嘗脆臥薪忠勇士︺

︑︑︑︑︑︑︑
果然報得奮時響︒

一讃痛快︒欲畢太白而賀之︒﹄

歳晩雑威湘香新
居敦
︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑写

割難何必用牛刀︒牢地寧須起怒涛︒清見烹鮮存至理︒

︑︑︑︑︑︑︑

無為而化手偏高︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
寓方膳仰太陽升︒無復療人夢武陵︒大正堂々聖天子︒

︑︑︑︑︑︑︑

維新廟略績中興︒
○○○○○○○○○○○○○○︐
虎尾方看兎首来︒不知歳月暗中催︒人間鉾鶴何時止︒

四海太平春色同ｙ

暗雲散誌笑開顔︒蔑古説々不二山︒ 報 剛 精 誠 天 地 淵 ︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑定

︑︑︑︑︑︑︑
潜時愛理一心間︒

六
愛

積翠松本誠
十蕊貌赫意気雄︒騨鵬汗背向秋風︒砲蕊一護如雷鼓︺
時有飛機舞碧室︒
女雛臼ｃ常Ｈ状景に宛然加護心

辱剛剛一手塚塗峯選
大御手にイルチス山の空高く御旗ゆたかに年立にけり

新年東京卒貞子
同同岡部志璽子

有明の月冴え渡る父島やは参し製かけて千鳥しばなく

蔵幕営城仙至清水慶景

始めれば総ありとは知りながらなほ惜まる湧年の暮哉
今年こそ今年唾とて振起す心にたが人年のくれかな

︲新年海岡哩昼塁横見吉太郎

わたつみの沖の白浪昔絶て御代静かなる年はきにけり

一俳句一服部耕石選

君が代の三唱や圃畢ぞる春夢外

注連張りし金看板に初日かな・紫翠
残夢玉を準みて幅毒草のあり四木庵
河隔てシ見る街映えや松の内告天子

新玉の年立にけり初日かげはれても曇る人こいろかな

けり

いきをしの砿＃て成奴る山の端に初日のとけく年立に

亮陰新年同相川俊子

初鶏や明け行く島の朝心雅峰

雨圃をといろと初荷車かな月雫
初日の出門は玉菜の畑かな琴風

御降りの三輪の杉に夜明にけり巴Ⅲ哉

園鵠泉州岸和田間室泰方

皇輝て．上総大東小安雄三

門松の晴かましさや野の小家琴雨

青島のおちし覗言を誉淵の花いよＩｉ高く香に匂弘鳥

釧域のかたき要塞恥皇軍の御稜威に登砕けざらめや

とことはに動かぬ４のは本津測の卿の定めし大八洲圃

青島陥落同瑞樺尾手嘉一

年立つや讃媛か北梅雷む更生

六五

元日の雪晴鯉て旭穿一秤す哉・蒼々

海を放る鼻初日影洞に潮鳴る蕉雨模

暁千鳥︲下綱小見矢部良高

調華

翁

刃

詞華
人妻の白き足袋しぬ三ヶ日
寓歳の砂なるがまく踊りけり
妹嫁して今年淋しきかるだ哉

蔑歳と鳥追と行く並木かな

門松や朱雀大路の御所車
楳葉は句菱によるし裏表
初凪の龍宮見えん輿謝の海
門松に旭の影長き小路かな
門出れば門番が申す御慶哉︲

老の歯の引かれ心や粥柱
禰鍋の小さき昔姐〃一鳴らす一背

元日の明るき心街を行く
初日の出梅に来て晴く雀あり

振袖重く舞始すなる少女哉

薮入のうら恥かしげ襖陰
送り羽子かくれんぽ松の風凪げり

や︐調子の封の小袖や姉妹
雪を抜く葱の力や初日の出
里の子の白粉つけて今朝の春
春の都かるたに夢の夜の更くる

陽

奇水
指月
紫石
彩雨
識六
弧城
且城
丁子
寓波
庚・露
九隻
豊陽
正彰
南︐模
失名
百之亮
士一昔
三・時

荷吹

︷︿︷ハ

涛謹や初日影する艦の窓快や子

二縄二千三百山上の初日かな大来

日の春や暖流浸す島に住む霞袖

初明り紙窓薄紅に烏語かな浪の子

１︲ｒｊ１︲ｊ則︲

●●︒●︑小皿画︽咽一岡唖ｗｗ薦︽ｗ蝿

Ⅷ

噸圃八首．

ロ月ⅢＵ﹁ｍ寺国︑Ⅱ

日？９凡﹀Ｍ掛川川Ｍ細心﹀八伽圃Ⅷ︶偽小○面０︐１１︐

１１Ｅ心９２︐︲りす︒

参賀錦路師を訪ば屠蘇に眠り居り排石

元朝の厨に餅の焦ぐるかな
松過て白髪の従姉訪ひ来ｂ

誰彼や蜜だ訪α求べく松の内

訪いよりて酒戦をいどむ二日哉

０１︑９９︲︒︒︲︲

年新たなる汽笛一番列車出づ︑︑

透秋田江畔君之北米洲

莫向尊前説別愁︒乾坤笑見掌中浮．積潜水接桑漣水︒

一碧塞遥是米洲﹄

俊鶴窺機岸樹漬︒一邦欲郷半球雲︒果知脅紙碁年後︒

碓有柵頭飾職勤︒

甲寅十一月十一日紀事

高邦歌目仰皇兵︒常識東洋入和平︒戸々旭旗行不識︒

都門到虚燈歌聾．

．・硯峰小津童

鰯本曾記事
Ｃ支曾護曾式井講演曾大正三年十
二月十三日千葉綴銚子支曾謹曾式に

所以を講説せらるシ約二時間竿終て

松卒主幹伯より明年一月の曾日に付

叉修養曾の趣旨に就て一場の御挨拶
ゐり薄暮散含せり︒

常日出席者は︑
松平主幹伯走初め石川小一郎岡崎三事

伏見幼之助寺本興左衛門平塚碓鳩

帯谷久次太田安茂小浮彦九郎
付曾長徳川伯爵講師禰来文畢博士三 上 野 啓 吉 矢 田 市 兵 術 前 田 男 爵
輪田丈翠士平塚主事出張左の講演ゐ

牧野子爵橋本元治原忠簡

Ａソだ︐り︒
高木八太郎井上如社岡庫一
人格の意義幅来文畢博士 村上築山岡源子松平砺吉

︲道徳の力徳川曾長

小菅松内小︲林寛治青柳泰一
足羽中次郎鈴木雄二郡中井膝

羽村麺次郎大久保識太郎山本信哉

山岡貞代榊原三之助状原圧一郎

道徳の勝利三輪田文畢士 大原哲治飯田宗干伊藤吉字
伊藤安雄戸村喜助高橋静虎
来曾者頗る多く非術の盛禽なりき・
高
木仙職山本庄一郎牧頼元
古津惟彰雨森光子山岡尚美
鱗修養曾報告

曾を本曾事務所に開ぐ︒講師は陸軍

中佐和田韮治氏にして﹁欧洲戦凱に

謝する所威﹄と述べらる︒材料精確︑

所論高遠満堂非常の浦足を貴えたり

尚常日の来曾者は左の如し︒

之助︑本間和﹁尚木八太郎︐橘本元治︑寺

徳川含長︐大給部長じ平塚︑津田︑石川三主
・事︑土方恕午︑渡遥武助︲小林寛次︑倉持園

本典左衛門︑根本庄作︑鈴木徳三郎︑足羽中
次郎ｕ原忠総︑江手林作︑小深彦九郡︑服部
耕滴︑井上得忍︐外敵名︒

○十二月十二日第十三同講義曾を

本禽事務所に開く︒講師は内田遠湖

先生請獣遺言樹枕得の催を講ぜらる

出席者左の如し．・

大給部長︑石川主事︑小津彦九即︑根本庄作︑
模本繁︲帯谷久次︑倉持剛之助︑佐波古直隆聯
本間利一︑本間芳造︑橋本元治︒

ＩＪＩ

⑳議曾成立奏上

六七

○十言月二十八日第二十七同講演大隈首相は五日午前十壁一千分参内御座所に於

⑧有志青年部記事

右原禰太郎外数名なりｃ

戸津五十三田代其次山本排五郎

大 正 三 年 十 二 月 六 日 午 後 一 時 竿 よ り 永井延毒耶阿部潔佐・々木蓮吉
易経第十八同講錘を松卒主幹伯邸に
開曾す土屋鳳洲翁謙の萱卦を瀧腔の
熱誠を以て最屯糖密詳細に淳篤懇到
古今の例護を援引し謙徳の貴次べき

記事

I

事

I
記
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④貴族院奉答丈

ス識テ

の誠意態表す．

一︿﹃八

一︑我外征の海軍ば陸軍と協耀し青島の攻確に
任じ海面を封鎖して敵艦を港内に仰離し掃海に
攻娯に危険態冒して猛進奮闘し遂に雌をして降
伏の巳むなきに至らしめ速に平定の功奉奏し又
一而膿ば大洋洪涛の中に航駁して敵搬の捜索盤
撰に勉め船舶の航路心安全にし以て皇威韮中外
に宣耀せり貴族院は麦に海耶の功績を頃し感謝

⑳衆議院の威謝文

岡陸相は︑只今は陸海軍に封し鄭重なろ

我が陸海承は備さに難苦走嘗め東洋に於ける
敵の根擦韮掃蕩す衆議院ば並に院議ぞ以て其
功勢悲感謝す︒之に封し

貴族院議長臣徳川家達誠恐誠樫謹ニノ叡聖文武
天皇陛下二上奏ス
第三十五岡帝幽識曾ノ開曾二際シ並二盛典チ
畢ヶ侭渥ナル
勅語チ賜フ恭ク惟と一外征皇師ハ既二敵ノ勢
力チ雛キ東洋ノ卒和漸〃保持スルゴトチ得へ
シ然しトモ戦局未タ牧言フサルチ以一ア猫辰慮
チ勝来二垂レサセタ言う臣等感激ノ垂言堪ヘ

叡旨チ奉溌シ砿重審議協賛ノ任チ端ジ以テ
皇猷チ賛妻セムゴトチ期ス臣家達恐煙ノ至二

客臓十五日衆議院に提出せられ可決苧りれ丈ろ
御大稽賓謹算案の内容左の如し

⑬大潅費議算提出

く御噛む申上ぐ
と感謝と謝群か交換せりｃ

園に従事せる海軍の索倣行動に濁し御鄭重な
ろ感謝の餅牟賜ばろ吾人海軍軍人は今後も燕
働努力此感謝の意に背誹ざらんこと態期すく
し院議の感謝に就ては忠勇なる戦死蒋校士卒
も遺族も亦深く満足する所なる韮信ず此に陣

八代海相は︑衆議院ば院議藩以て青島攻

士卒の光楽Ｌ畠する所なるのみならず陸軍全般
の増琴とする所なり此に陸軍態代表し謝辞走
塁すと述べ父

感謝の意怨表せらろ青島攻園に燕闘せる狩校

堪ヘス護テ奉答ス

⑳衆議院奉告文
恭〃惟二

車駕税臨Ｙ一ノ並二第三十五同帝幽議曾開院ノ

盛儀チ塁ヶ優渥ナル聖詔チ賜フ臣等感激ノ

一︑我外征の陸承ば天城に擦れる敵の要塞に封
︑Ｌ海軍と協膳し是韮攻圃し敵の猛烈なろ砲火の

至二堆ヘス臣等槙重審議協賛ノ任チ鳩シ上
陛下ノ聖旨二封ジ下閣民ノ委託二酬ムゴトチ
期ス衆議院議長臣奥繁三郎誠恐誠憧誰テ秦ス

朕方外征ノ師︽糊合間軍卜共二敵ノ勢力チ縦
キ束が懲二漸ク其ノ安チ保タムトメ然しトモ
戦局楢未〆牧ざブス朕ハ臣民ノ忠誠二椅信シ
速二維局ノ目的ヲ達セムゴトチ期〆
映ハ幽務大臣二命営一〃更二行政及財政ノ整理

下に行動前進し等策幾に合し勇戦奮闘して堅錘
老撃破し途に敵をして降伏の己むなきに至らし
め趣に平定の功を奏し以て皇威を中外に宣耀せ
り貴族院は陸軍の功績を項し感謝の誠意韮表す

③貴族院の感謝文

チ馬シ畔勢ノ必要一尾貸し講般ノ継識チ定メ
ラメ大正四年度及臨時事件費ノ顛算案ハ各般
ノ法律案卜共二帝幽裁含二付セシム卿等克ク
朕ヵ意チ鐙シ和衷協賛ノ任チ喝サム事チ望ム

二際︑ソ愈々其ノ誰固ナルゴトチ昭二ジタリ朕
深ク之チ欣フ

朕益二帝圃議含開院ノ式チ行上箪族院及衆誰
院ノ各員二告ク
帝幽卜締盟列幽トノ交際ハ益々親厚チ加へ英
蝋トノ同盟及怖露雨凶トノ協商︿今次ノ危局

②開院式勅語

天皇齢下には︑七日午前十昨叶分宮城御出門︑第
叶五識含開院式に行幸あらせらろ

鰯開院式行幸

天皇陛下にば大隅首相の奏請走間召され七日帝
閣議含開院式を行はせられれり

聯開院式破仰出

て天皇陛下に拝謁仰付られ議含成立開院式並に
淵院式詔書其他開係要件につき御裁可か仰ぎ半
って宮城あ退出せり

錐

大臆費藻算三百九十二葛八千四百二十三睡

内津崇典費六蔦四千七百八十一園△工警
費百二十五鱒七千重十四間△調度受百三

内諜外勝省八蕗六千側△内務省五十七

十七爵五千三十三回△饗宴費二十二蕗一千
八百側△接待喪三十一閏一千百二十二側Ａ
諸給費六十九葛八千六百五十三側
各省大膿施設喪百四十六蔑千九百五十四側

︑隣九千九両九十側△大職省叶二閏五千側△
陸軍省叶九醐四千四十四側△海軍省十三
猟五千四十八側△文部省六千六面五十川△
逓信省三醐八千八百廿二側

鯵明治紳宮撹

答聴民地例上淵東都督府七千側△朝鮮糊督
府三鴎一千側△塞瀞同上一出二千四百回
客服十六側衆議院に提出せられ可決せられ龍ろ
明識榊宮費内容左の如し

縄経費三百四十五関七千三百七十九側
内諜御造機幾三百二蝿八千九百六Ⅲ△鏡域
道路輔助費三十闘側△土地買峨及び土工費十
二脚八千四百七十三Ⅲ
御造管費年度割︵自大正四年度至九年度︺
四年度五十六鞠五千四百廿四側△五年度八十
五閏四千三百四十二回△六年度七千四斑千七
百三ｕ△七年度七十二曲三千六十八側△八年
度四十四斑八千六百六十二脚△九年度十二斑
四千百八十側
︵前年度繰入金︶

内謹紳宮匡域振張費五蔦八百九回△紳宮御

造管費五十六蔦五千四百廿四側︵御造管費四
十一蘭五千四百汁凹固︑塊外道路補助費五鶴

鯵明治天皇紀編修

間土地貢攻及び土工費十蕗側︶

位らろ

明治天皇の御聖鵠及び御偉業態紀念せらろべく
今同宮内省に明治天皇紀臨昨編修局鵡設置せら
ろべき旨客服一側皇室令を以て公布︑即Ｈ施行

例日又犬左の如く細裁以下仰付けられ脳班務所
を赤坂一霊南坂宮内大臣官邸に設置せられれり
編修局細裁土方久元△同編修長股野琢△何編
修三宅米吉︑重田定一︑池遥義象△同上顧問山
鵬有朋︑大山膿︲松方正義︑井上馨︑徳大寺武
川︑西園寺公望︑杉孫七郎︑香川敬三△同幹事
後藤久敬△伺御川掛山口鋭之助

騨青島軍政施行

紳尾澗寸第十八師閲長は青島入・市許可に開し去
る十九日韮以て左記軍令及告示を稜表せり
△軍令第一雛

進する偽青島及李村に軍政署韮設け軍政あ施

第一悌占領地の秩序ル保持し住民の幸禰を増
行す

軍政祷慨は従前の行政侭域に掠る

第二燦占領地に於ける在来の諸法令は軍政施

行の婦特に障碍走来さｒろ限り之を尊重す
其の業務に従蛎す・へし．

第三陳占領地哩現在せる住民は各欝態に復し

△告示

第四際本令は布告の日より施行す

厳禁す

占領地の秩序恢復するに至る迄各国人の青島
市街出入はＨ本官憲の許可老得れる場合の外

鰯茶輸入税増率

課位らろくし︵十兆日外務省着電︺

客歳十一〃十八日在西貢帝幽名馨領事よりの電
報Ｆよれば俄領印度支那へ輸入茶は従来百基瓦
に付き百四法の特定税率を附加せられたりしが
今後は一般税率により最低二百八法晶高卒四百
法磨課せらるＬこと！なり日本茶は右最高卒彩

職生統輸入補助

Ｈ本野大使撰電︶

客歳露圃政府は日本より生綜牟輸入するものに
鋤し一砿十留○五個一弗二留一五の相場限して
在外幽庫金悲都合する旨承諾せり︵十一〃十九

翁出超八百蔑圃

客職十二″上旬の外蝿貿易は輸出一千七百十一
葛二千側輸入九百二十閥三千側にして︲七百九
千側の輸出超過奄示し︲累計は輸出五億六千二
百九十七鴎八千側と儲り出超は六百個十九閏一
千側に低下せり

鍛第三十五議曾解散

１１

I

四年度支出額六十閏六千二百三十三側
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肺奈川蝶高座郡稀ヶ谷町岡野欣之助氏は程ヶ符
の豪家にして資性慈侠心に富み之迄産業教育慈
善事業等公共事業に貢獄する事多く大日本農含
帝幽教育含等より表彰され亦叙勤されし蕊あり
多く殖産工業に意走川ゐて明治二十九年聯立農
事試駿場の新設に方り私費を投じて其周園境界
か整理し町亦戦役記念事業として私喪韮以て螺
内桑樹の改良を企て擾良桑苗を作りて之迄蝶内
に配布し衣ろ数五十一蔑除本に上り︑大正三年
度は牒下各小畢校に棚苗六千三百齢本韮寄附し
篤行施設至らざるなし殊に氏が委員若くは組合
長の任に轡りて断行し衣ろ耕地整理の門畑ば今
日迄に百廿町歩に上り最も奇特なろば所有の山
林十五蔦坪韮伐採開墾し之鵡町民の遊楽地に提
供せるなど此外教育︑土木喪慈善事業等に土地
若くは金銭鵡寄輿しれる事枚畢に逗あらずと

③地方改良獄の表彰

固定教科書委員曾は︑小畢校全皐年教科書を通
じて︑従来千三百六十字の瀧字に封しｂ三百六
十字毒節減するに決せり

●漢字節約四百字

なり去二十五日議含は鐘に解散せられたり︒

二個師囲増設案に封し政固雨黛の反甥が主因と

数年来の間題にして刀政海の晴雄と穂せらろ︑

雑

⑧藍授褒章を下賜せらる

鞘根富士屋ホテル縄管者勤七等山口仙之助氏ば
今回多年の功勢を髄せられ賞軸局を郷て藍授褒
草御下賜の光楽に浴しれり其の表彰峡にＨく

軸七等山口仙之助

資性剛毅夙に函諭の勝地彩海外に紹介し来遊
外人を招致して同地の駿展を期せんが偽め明

治十︲一年足柚下郡淵泉村に富士膝ホテルあ開
始し後株式組織に改め捨据・純管或ば道路走穿

ら或は水力か利川して電燈事業態起し以て旅
館設椴の充武海謀り今や欝来の面目を一新し
来遊外人年々一恵四千乃至一葛六千人の多き
に及び箱根山中繁華なる一市街を見るに至ら
しあれるもの一に其の誰津の故に由らずんぱ
あらず其の他町村制施行以来再三選まれて村
長と億リ村財産の整理に消防細の設涜に衛生
の設備に教育の普及に皆克く力走識し淘に公
衆の利益心興し成績著明なりとす俵て明治十
四年一月七日勅定藍授褒章走賜ひ其の善行を

⑧農島蛎行曾の表彰

表彰せらろ

こと︑前後四十年の久しきに及び︑働精格勤一日

鹿島市大手八丁目五拾識番屋敷品川六允氏は今
同左の如く表彰せられれり
資性温厚篤責明治九年十〃初め購島鵬等外四等
起命ぜられし以来内務部及警察部に動演し菰ろ

の如く︑頗る事務に通暁し活字引と解せらろ︒
真筆誠薙の人にあらざれぱ涛ぞ能く是の如くな

﹄七○

ろあ得やん︒殊に其砧行ば方正にして飲潅噌ま
ざれば又人と季ふことなく心言行共に人の模範
と鰯すに足る淘に奇特なり︒因て本曾は曾則第
参陳に擦り︑木杯走贈りて之遊表彰す

⑬評議員松手親信君

の莞去

木曾評識員正四位軸阿等子爵松午親信湘には昨
年五月昭蒜皇太后御大喪の御折子爵華族を代表
して桃山へ供奉し御陵祭御維了後俄然儀病し

京都ホテルに於て静養後蹄京潅草北三筋町の自
邸に於て療養ド怠りなかりしが︑響葉敬なく函途
雁客服十八日午前六昨蕊去せらろ︑享年四十識
君ば夙に本曾の主旨悲賛し評議員として識カゼ
らろ後一般曾員の推す所となり副曾長に就任し
徳川曹長悲佐けて専心斯道の溌展普及に識搾せ
られ後都合により副含長走誹されしも更に評議
員として益々力奉曾旨の護展に致さる︑今や含
運漸く盛ならむとするに際し︑君の計か聴く︑
本曾員一同の・痛悼して措かざる所なり佃同月廿

五日谷中奮場に於て埋葬の式走行はろ︐正副含
長以下有志涙を以て枢韮送り︑含長徳川伯曾員
韮代表して弔詞韮御枢前に呈して哀悼の意を表
せり︑曾葬者は朝野の貴族紳士︑貴衆雨院議員
皐者教育満畢生親戚等無慮一千五百除名近時稀
なろ盛儀なりし態見ても君が人格の如何に高き

故松卒評議員略歴

か韮知るに足る︒

｡

能見村に住越し・ふり世に能見松平と解し幕府七

日本弘道舎評議員︑貴族院議員正阿位軸四等子
爵松平親信君は︑葱塑後杵築藩主亡松平親蛍氏
の長男にして０明治八年十二月廿一Ｈを以て生
ろ幼名韮龍若占云ふ︒其先大隅守重勝ば︑松平
信光第十干光帆の鯨孫なりｂ光糾参河圃額田郡

三田に移り三蔑石起賜ふ︑︲九年塑後龍王の地に

五年遠江横須賀城峠移り子重忠に至り八年出羽
上山城に移る重忠の子丹波守重直寛永三年擬津

韮食む︑元和三年下総開宿城距賜ひロー蕊六千石︶

賦洲戦
⑭最近の戦局

ふ大勢では決して無い伽．然らば露軍の獅遜健入

鰯世人が開戦常初沙ら多大の期待走掛けて疑ば
なかつ穴優勢なろ露軍に封する信頼と︐現在の
露軍の態勢と弔劉照して兇ろならばｂ其期待は
少くとも過早であつれこと避知らなければなら
ないｃ露園県ば人は除叩淵は充ちてゐても︑
兵器が確に足Ｗないｃ乃ち現在露軍の綿兵力韮
唯貿に計上するならば︲兵器の不足の鋳に百五
十爵乃至百七十蔦に過ぎないのが填責である︒
砥に僻︿られるやうに三百曲と沙四百寓と緋い

松乎の一なり︑光規の子重親孫軍吉井に勇名あ
り︑重勝亦父に劣らざる剛者にして長減に戦功
あり︑慶長八年越前大隅守等の守に任じ︑後松
芋忠輝の先たりｂ越後三際城に封ぜられこ鴎石

ぎ此二弟に五承石怨分興し正保一︑一年杵築城に移

の必要から来てゐろものであり︑即ちワ︑ルソウ

一般の大勢である︒ワルソゥ方面の露軍の戦線
が漸次に後退して行くのは︑露軍の所謂作戦上

封して︑露軍が靭強に勤抗してぬろ︐と云ふのが

醗斯くて露軍は波閑に於て近来決して狗利では
無いｃ凋軍の方から常に攻勢態執ってわるのに

了

︑﹄Ｃ

難容易なものとして期待し次最初の信頼は着貿
を離れた誰漠たる速断であり同昨に錯誤であつ

修ら是より三斑七千石態領寸十八年嫡子亜頼洞

曾員なりｃ親義君は即ち其長男なり︒

る明治三年藩犯腰し吋十五年父親貴卒す︑二月
家名を洞ぎ名怨糾信と改む同十七年子勝聯賜ふ
荊幼唯より秀才の騨あり廿六歳にして帝幽大皐
の法科懇卒業し︑針九年貴族院議員となり︑四
十六年改選に際し再選の築起荷ひ其他日本弘道
曾副曾長となり復た評議員となり力を圃家壮曾
の偽めに識さる︲君特に品行方正にしてオ翠に
嵩む人皆之を推尊せり今や川角亡交悲哉夫人岳
子君︑伯爵松半頼妻君の令妹にして叉本曾特別

であるＣ

ろしい強弱と渡密とがある︒へき筈だから・てある

銅両部ガリシャ方而に於ても．槻塊公報の示す
や７に若し露第が退却してぬるのが鼠賀である
ならばｏ既に露軍の員資なろ大勢は不利なろ情
況に階ってわる︒露軍は即ち南進方面に於屯も
進展の無勢態表して居ないからであるｃ唯ムラ
ｙ方面にてば露軍が有利に攻峻悲縦けて心ろの
らしい・斯の成果が北Ｆ封して束普淵瀬の側背
起衝き其虚に束普露軍の進展韮袖け・束普方面
の前進より波聴方面に有利な影響心及ぼすべき
儀算は絶無とは云はれない︒然し雨方而相互の
距離は懸絶し従って心誹らぬ蹄間韮要するばか
りで無く︑猫ムラｙ方面に遠く前進する露軍は
其左側背鵡波蘭凋軍の徳に制掘される︒・
麹然らば更雁ムラワ方面に於て其以南の露草は
南に倒して波剛紛恥の背後韮衝き︑其嘘にワ態
ソゥ方阿の不利恥挽岡する方が臓接の得策で豹
り︑此意味態以てムラワ方面の推移雄察しなけ
ればならぬ︒凋耶はソルソウの階落悲主要な目
的にするものでは恐らくあるまい︒凋耶がプヅ
ラ河畔に於て極力攻雌か綴けてゐろのばリルソ
ウ要塞を露の野戦車との中間地域を犯して雨者
の連絡主断ち︑波閏露軍の後方連絡の命脈線を
絶縁してｂ錐瀧なき退却怨露軍に強ふろのが猫
軍として疑い篭戦であらう︒
園悌英白の聯合単の全線攻勢と譜ふのば︒白卑
義海岸から瑞西圃樋に亙る聯合郡の全僻が攻蝿
に樽じれものと想ふ一とは能きないｃ斯の如き贋
正而には︐地鮎Ｆよって兵の数と素質とＦ︑著
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乃ち塵正面の全線攻勢は其媒弱な部分鵡敵の通
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方而の北に防いでガリシャ方面の南より進むと
いふ方略に因るものとするならばｂ並に露駆の
情勢如何ル示すべき重心鮎として注意すべきば
其南進方面に常ろ西部ガリシャの露塊軍の戦勢
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支含報告
襲に委包ろ事に成るからである︒
園然らば全線攻勢とは先づ地形の上から攻勢移
樽の容易な方吋心及び従来兵力の充笈してぬ衣
方面とから察して︑多くともランスより左に亙
るエーン河畔Ｕオァズ河畔及び海岸地帯等に於
ける聯合軍の攻準動作と見るのが至常であらう
然うして就中其の力む集中さ雲Ｌゐろのば心由
来戦勢が動揺して来た海岸地帯で有ろこと彫︲
特篭は報道してぬる︒

鴎斯攻勢移樽は少くとも二分の一だけの勝算が
右ろのでなければ︑従来の深大なろ蓮壕走離れ
て出蛭する毛とぱ不利益である︒且異常なろ大決
心Ｌ﹂不断の努力と走聯合軍膿確責に許す迄に凋

ないＣ

軍が露軍方面に兵力か旗したとは思ばれない︒
然らば聯合軍の攻勢移樽にも直ぐ少Ｔｂざろ成
攻韮期待することは能きないｃ従って従来の長
き持久性訓ら容品に離脱Ｌ得るものをも忠ばれ

園斯の如くにして今後の一週間に於て露車は異

うＣ︵大正三年十二月廿一日︶

し曾員の意見ぞ激したり猶来剛例含ま・てに普く

通報あり小川支曾長は我園家常来の新運に閲し
総支含は目下開展せざる可からざろこと韮警告

んこと韮希望︐Ｌ全含員に諮問案走溌すること態

含員の意見延葬集し目下行ろ可き事業を賀現ど

約し強り田遥巳之吉君は一場の家庭教育に就て
講話韮行ばれ興味津々たり日没解散せり

鰯小田原支禽報告

十一一刻八日午後一昨より小田原町蛮安寺に於て

財側法人道徳敏含第七同創立純念含秒開催す監
事村山大仙氏淵曾齢告げ三千年前昔の今暁燦衣
ろ明星の曙光窪尊千古の悌心に透徹して世界一
大宗教の淵源か開かれたろ即八年前の今日を以
て不思議にも此の道徳教含は生れ放る次第であ

りまず故に．毎年此の冊走紀念して本刈に限り定

日に拘はらず此の八側距以て附曾する恥吉例と
したりしか殊に本日は新併教派の木鐸来賜琢道
師及資業家の泰斗森村市左衛門翁が畔局救赫の
侭め最肝要なろ道徳講演有之筈なれば是より溝
聡呼ｂ恥んことを望む
米馬琢造師ば物質文明と宗教と云ふ演題にて明

飴維新に際︲Ｌ日本文物只奮杢腰し新牟迎ふろ窺

運にのみ嶋られて怖獄の如きは敢て赴曾に川な
きものに兄倣され僻昨其の腰減牟期し衣ろこと
は諸君の知悉ぜらろ が伽し之に代りて西洋の
物質文明は刻々全土に浸潤し米り工塾科皐は日
悲逐て来ると共に千有鮭年の歴史韮有すみ怖教

式含報告

は頑敗︐﹄つ︐今日の現状を呈するに至る然らば

懸瑞津支曾報告
十一月十二日岡田新一郎君宅に於て開含来曾者

文明は猫り物質の旺盛のみ走以て満足し鍵らろ

I

田遥巳之吉︲小川支曾長︑若菜事司︑清水清友︑岡

！L

白聯合軍も多大なる進捗を蔵ち得ないのであら

常に有利なろ戦勢ぞ示す︑︸とは無沙らう︒併英

而

田新一郎君なり小川信治高師正一郎君より特別

I

七一．一

ぺ暑伊否宗教の健演なる信念の上に築きたる文
明にあらざれぱ悶家の励起助くること能ばずと
て武例奉畢げて之起詳説されたり
森村市左術門翁今勝に八十に垂んとする白毒の
老蝦妬璃上に運び所感と云演題にて余は諸君の
前に演舌する偽め候あらず諸需に依頼する虚ゐ
りて愛に上り我るなり諸煮今世界に頁債償還の
兇込なき閲三シあり云く土耳古︑支那︑日本の
三ヶ剛なりと賀に瑛念の次第ならずや若し頁慌
の償迩悲成すこと能ばざろをきば財政上破産す
るか叉幽民の士蕪腐敗して図か維持すること能
はざるか二者何れにしても其の危殆に頚せるこ
Ｌ﹂は免ろ可らず而して二十億の頁債走償還する
こと避得べきか別Ｆ六ケ敷ごとなし只諸君が奮
勉今佃に倍する努力を旨どせらろ︑にあるのみ
一人拾側の旅悲増すときは六億の財か除す百側
か増すときは六十値の財走除す如斯んぱ式拾億
の貿憧韮容易に償還して優に陸海軍の披張心も
成し得らろべきにあらずや余は幼年より身髄頗
屡弱にして三十歳までは如何ならんと雨親が須

遣ひ・寵ろ位なりＬが専養生に勤めたる結果今日
幸にも八十歳に垂んＬｒ一して未健康を保つことか
得犬Ⅶ︑叉余は極めて膏︿家に生育し銀苦話営めた

ろが上六十年前に地震と火災とに遭ひ僅に天保
鑑拾枚のみの身騰となりたる︒より燕然志韮職業
に求むろことに決しボリ余は其の時より相場と
借金韮ぱ大の禁物Ｌ﹂なし自己が努力の限り老識
して他恥ば願はず禰洋先生ば常昨友人となりし
が故余は僅厚十八九歳の若年ながら先生の畢説
により狩来貿易ば鶴画家の富を増進するのみ限

あらず四海兄弟の和貌を求むろ道なろべ署﹄こと

む察し之を先生に質したるに先生大に賛同し余
に鞭達を加へられれり差に於て余は力を貿易に
致す一とぞ儲悟し粉骨砕身孜々として醐難に常り

如く思惟するば過れるの甚しきもの︑と云ふくし

来り士り天は自ら助くる者奄助くる格言に連は
ず峰弱なろ一身は倍々健全となり微力なる資金
も漸次自由宅石することを得て今日幸にも衣食
に鉄如することなきに到れろば一に此の勤勉自
助の力に因ることと確信致します然して人多く
郁曾に出ざれぱ大なる勘を成すこと能はざるが
郡曾に蛸集するもの 如きは恰も夢想せろ人の
如し都曾は響へば幹木にして地方は其の根底に
於けるが如く都曾如何に其の幹奉大にせんとす
れども地方に於て其の細根悲養ふにあらざれぱ
其の大彫成さいるのみならず途には枯損するこ
となきにしも限らざるくし云々
人は脚己の偽のみ謀らず鼠面目に牡曾の鴬に働
きさへすれば剛の偽自己の捻必大なる祁利悲亨
有するに至るくし是に膳じ彼の有名なろ奈翁の
如き叉今同欧洲の戦乱の如き自己の欲望に駆ら
れて壁しれる事態は其の結果共に知る．へきのみ
踊其の中に毅然︐として其の名悲捜せざるものは

韮醸すろにより其の事みろなしと而して今同の
季起るに道ひ猫逸に疎欄せられて然も猶幽民の
意須軒昂篭も抵抗心弛めず白耳義魂の戦携に躍
如衣ろ諸君の知らろ︐が如くなり故に白耳義は
如何に今岡の戦乱に苔催すと錐白耳義魂は決し
て滅亡せざる可しと信ず翻て日本の現況に就て
此の頃余ば閉院宮殿下に或曾合の席上調駈賜ば
りしとき殿下より汝ば責業家なれば何か責業方
面囚意見悉間かせよと御下命あり謹で申上げれ
るば資業界に一人の東郷なく亦一人の乃木なじ
軍備と資業とは恰も烏の雨翼の如し軍備の翼は
溝露奄も征する剛典延有す収ども賞業の翼は柳
も振はず如斯して他日世界に雄飛すれが如きこ
と到底望まろべ音ものに非らず殿下仰ぎ希くは
自今資業方面に御賢慮走下し賜らんことぞ一向
に識ひ素りしに其の後間もなく幽産奨励の綱裁
になられました吾々剛民は此の有が衣き機曾に
於て蒲勉閲家財政か贈にする一とに力恥瀧さ弧ぱ
ならぬ次第であります午後四時閉曾拍手大喝釆
追伸
並に青島背面攻蝶の除名雪戦死彫遂げる常昨故
陸軍砲兵伍長勲八等功七級鈴木彦太郎氏が町全
慨公共閥鵠の葬列に．よりて極めて悲順なる俳式
葬儀態十一月廿九Ｈ海岸式場に管まれたろに・ふ
り本曾理事長高木快雅明鮮韮捧げて曾員一同の
哀悼の意韮表しれり

嘉悦孝子女史は来る凱旋式の日に催さる︲花の
日の事務にて填多佑奉極めらろ︲より余が代り
て柳か家電庭日常経湾の捻めに考へつ︲あること

芯開陳せんと存じます大庭小右門と云人の稜明
にて大豆より油悲絞りたる粕韮従前に肥料の外
其の粕韮製粉してばんの加料のすること悲得ろ
と共に味噌麹に使用する精米韮ぱ玄米に代へ此
の乾性熱韮加へて製するときは溢ろＬ甘味杢加
へて味噌の他に比類なきこと韮も研究する韮得
て二者近く社含に公表する機運に際曾して居り
ます尚ほ之怨普通一般に食用せらろ〜飯米韮も
此加工せる玄米に代らろ︲に於てば之が園家鯉
澗を益する多大なるべしと信ず世に半禍米韮多

く試食せらろ様なれども遠山博士の研究位らろ
虚によれば玄米皮肉の間に含有する米の滋養
ば暇令半禍たりとも一度之走破ｚとき﹄は其の大

半を失ふに至るべし故に加工玄米の炊事法悲得
て自ら食料に用ゆろことを得ば之に増すものあ
らざるへし而して其の炊事法に就て種々に研究
せられたろ結果加工玄米一升韮約二畔間程水に
没し玄米一升に水一升五合延入て炊き緩々蒸す
峠は最加減能く炊かろ！なり就中玄米の粥の風
味に至ては一度之走味ふとき志ろ可がらざろも
のあり或ば大病の食物ル欲求せざりし際偶玄米
の粥潅進められ其の味の何とも名状すること能

はざるに動罪され遂に他の食事に近づくこと彩
得たるものあり外国・より食料に閲する輸入一億

時解散しボリ︒

回に達する今日各御家庭に於て充分御試用の上
国家経湾に御留意あらんこと韮希望ずと述べ十

1

●一丁田婦人曾納倉

十二月十三日午後七時より壷丁田端人倉本年納
曾悲辻村泰兄宅に開く商事士藤本恕一郎君頃日

三

白耳義なり余嘗て同圃に遊び文物燦然犬ろもの
ある態知る而して宗教に道徳に政治に法律に欧
洲列園の間一頭地韮抜く殊に国民の勤勉なろ男
女相助けて固運の興隆に勉むろや切也燭武備の
之に伸はざるものある態認め之怨固人に質し士
ろとき吾園は列渥の間にあり若し何れの一団か
吾が園脹兵走樺ふろものあるときは列函の動凱

支曾報管︒

‑
憧

可

第十五伺鍵含議事

日本弘道含

第十五同総含議事
十一月汁三日午前十畔開曾︐平塚主事附曾の挨
拶韮なし
徳川曾長登斑
閣下並匹諸君︑本日は御多用の中むお繰合せ
御出席下さいまして︐有雌く御瀧韮巾上げま
す︑例に依りまして︑議事に先立ち︑一言巾
述べたいと存じます︑是迄縄曾は︲毎年四″
藷くは五月の頃に開きましたが心本年は歳末
に近い十一月雁州くことになりまし士︑典故

ば︑恐多くも先帝陛下の桃山の御陵土未だ
乾かぬ帳︐本年四″皇太后陛下の御大梅に
避ひ木り上御一人の辰襟を僻まぜ袷ふば申す
も畏し︲下六千曲の同胞ば︑何れも氷悼の意
彩表し︲天下諒闇に入りまし犬ので︑縄曾走
開く逼も御ざいませんでしたｃ七八月の頃よ
り︑欧羅巴に大戦乱が起りまして︑其勢は遂
に東洋に波及し︲我邦も亦︑東洋の平和の爵
め英嵐との同盟上︐大戦に参加するの巳むな
きに至り並に凋填と干尭燕交ふろ事となり︑
彼の青烏攻蛭といふことになりまし菰︒而し
りまして︑既に青島は陥落Ｌ又南洋の掲領渚

ながら陛下の御稜威と陸海軍の忠勇とに依

島も占領して︑我軍は大捷の光築牟荷ひ闘威
ば益々壁揚されまのであります︒斯くの如く
画家の大悲事あり︑叉戦争といふ大事件が起
った露めに︑縄曾ば延びノ︑く今日に至った
のでありますｃ此間本曾も組織態改めて壮剛
法人に致しまし士から︲今後は法律の制裁態
受くることになったのであり誤す︒然し乍ら
組織は如何に愛りましても︑本曾の精紳に至

りましてば何等の愛化もないの・てあります︒
只形式鵡昨勢に合せれといふま・て︲あります

而し其憾に本含の組織が益々錐間になつ悲の
は申す迄もありません︒さて我帝幽が世界の

大戦乱に参加Ｉ一たといふに就ては︑圃民一般
に責任が重大になつ穴のは勿論●てありますが

展上に一層御誰力あらん︸︑と老切望い犬しま

我弘道曾に於きましてば︑特に責任の童且大
なることそ感じます︑此際諸君に於ても︑基
本金募集なり曾員の勧誘なりｂ典他本曾の登
す

今同の大戦乱に就ては︑識者も知らぬことは
ながつ茨らうが︒縄湾上勢力均衡上等の論問
題可ｂ琴へて左様早く猫まろまいｃよし始ま
っても列強震らず之に参加しやうと思はなか
つ我らしいｃ況して我邦迄仲間入避しやうと
ば想ひ及ばながったのでありますｃ殊に戦争
になって見ろと意外な事が甚だ多い＠平素文
明韮以て誇って居る園でも︑園際法を無槻し
人道韮無脱し︑残虐言ふに忍びないこと起し
て居りますｃ是等に見ても道徳の上に衣 ぬ
画はいかに文明園でも︑強国でも甚だ危ぐ叉

七画

常にならない︒道徳の大切な事は此度の大瀧
乱に依て愈々明ら罪になったと思ひますｃ殊

るやソであります︒術君ば是迄も非常に御誰

に今後の日本人に取っては園民道徳の振興ば
何よりも大切であ叩土すｃこれ道徳ば凡ての
事の基礎・てあって︑而も又最後の勝利者であ

力・てあつ士が︑狩来ば此上猫一層の御瀧津を

切望して巳まめのであります︒不肯私は畢潅
く徳燕いけれども︑曾祁及び此後の曾長諸氏
の締祁奉職し︑現に噸問となって居られる松
平前曾長は勿論︑其他流君の御熱誠に擦りま
して︑及ぶ限りの力海誰したいと存じて居り
ます︒巾上げれい卒は津山ありますが貴重の
昨間でありますＴｂ︑之より議事に取掛りま
す︒初めは通常細曾︑次に臨昨綿曾の議事に
移る鵜と致します︒筒ほ報告に就てお尋腫の
方は︑支含代表者ば支曾名韮︑個人の方は姓

名態仰つしやって御稜言あらんことを御注意
までに申上げておきますｃ
平塚主事

昨年四月より本年十一月迄の曾務の状況か報
告致します︑勅語捧讃式二同︑未悼曾一同︐

六同開き心本年三″︑本曾の組織彩赴州法人

評議員曾五同︑役員含四十二同０編輯含七十

に改む云々ｃ本曾曾館敷地として︑祁田厘西

に就ては慰問袋九百簡怨陸海出征軍隊に寄贈

小川町二丁目に地所韮購求致しまＬ菰ｃ時局

しまし求︒本曾曾館建設井に基本金の寄附募

集は着々進行して居ります云々・講演数ば縄

ぺて五十一同︑本曾講演曾が十同内女子部三
同派出二十一同︑稜曾式が五ヶ所︑内服瑳支
霞ヶ開支倉 菅谷支曾晒
荏原支曾には曾長閣下御臨場講演がありまし

曾外三支曾聯合含

誰云々・膳嘱誰渡曾が十二同︑内入間郡畢友
東京Ｌ﹂佐倉とに開催し︑執れも曾長の出席が

含には曾長が出張せられまし状ｃ時局誰減は
あり主した︒之韮前年に比すると︑洲曾に於
て一同︑評議員曾に於て三同︑役員曾に於て
二間講演倉に於て二十二同多くなって居りま
す︒縄曾はいつも四月五月の頃開含致すべき
韮延期し衣偽めに月の数が多くなって居りま
すでｂｂ従て各種の曾数も増加し衣諜でばあ
りますが︑夫にしても誰菰曾は前年より多く
なって脳ります︒本年の報告中に︑女子部蜘

識入

遊曾の鉄けて居りますのは︑諒闇中であるの
で︑御遠慮致し見合せましたの．てあります︒
日本弘道曾大正二年度歳入歳出決算

・一金参百参拾九閲九拾識鑑

一金七千百七拾誠間拾五銭
滋・出
一金七千百七拾熱側拾五銭
純常部
一金六千八百参拾誠圃戯拾参銭
臨畔部

歳入

識入歳出決算表

第十五脚縄含議事

六充九︑五四○

霞算より減

七二三ｂ八三○

科︒目漂算額決算額藻算より増

第一項嘩嬉譲率含費五三二八︑○○○四六○四︑一七○

四︑○○○
一八︑八八○

二二も三六︵︺

四二０七八○

弟一款含喪五五六八︑○○○四九○八§四六○

第二項新入曾者曾費二四○︑○○○三○四︑二九○六四︑二九○

鋪二款雑誌壷上代一二つ︑○○○一二四︑六七○四︑六七○
第三款基本金利子四二○︐五○○三七七︑七二○

第一項黒須銀行預金利子三五二︑○○○三二九︐六四○

一心五○○

第二項公債利子四八︑五○○四四︑五○○

第三項川崎銀行預金利子二○︑○○○一心一二○

二︑五○○

第一項雑誌慶告料一○︑○○○二︑○○○一︑○○○

第四項振替貯金利子一元四六○二ｂ川六○

第四款雑誌蹟告料井雑牧入二○︲○○○一八︑五○○

計六三三八︑五○○七一七二︑一五○八三三︑六五○

給七四○︑○○○七○七回八五○

九℃一二○

四六︑八二○

一二︑五○○
六︑八○○

一七︑一五○

三二．一五○
一五︑○○○
一五︑○○○

懐算より減

一岡︑五○○

第二項雑収入一○︑○○○七︑五○○

第五款臨昨収入二○○︑○○○四七三︑一五○二七三二五○

第一項誹師派出寄贈金一○○︐○○○一九四︑六五○九四︑六五○

第二項縄含寄贈金一○○︑○○○八五︑五○○

第四項備州調製費寄附一○○︑○○つ一○○︑○○○

第三項糊曾懇親含費八二︑○○Ｃ八二︑○○○

第五項含員徽章賀費二︑○○○二︑○○○

第六款基本金借入一二六九︑六五○三夫九︑六五○

出懐
郷常
科歳目
算部より増

第一項俸給五四○︑○○○五二五︑○○○︐

三六︑二八○

第一目理事俸給三○○︑Ｃ○○二八五︐○○○
第二目書記俸給二四○︑○○○二四○︑○○○

第二項雑拾二○○︑○○○一八一﹁八五○

第二款事務所費七六一︑○○○・・七九七︑二八○

第一項備二○︑○○○七︑五○○

八○︑○○○九七ｂ九六○一七︑九六○

第二項印別三○錘︑○○○三二︑二○○

第四項通信費一三五︑○○○八八︐一八○
第六項借家料二四○︑○○○二四五︐六○○五︑六○○

第五項電話料六六︑○○○六六＄○○○

瀞↓評集蝋︾蝿池捌斗剥淳珊叛津詔

第七
第八
第九

惹五

Ｊ

I

■

第十遮同緯曾議雲事

液川主事
曾計報告は殊虹讃上げませぬが︐諸君の御手
許にありますから御覧韮願ひますｃ
土方怒平君
脅計の最後の剰つ洗金は︑八百三十三側六十
五銭ＬＬありますが︑差引の瑛額でありまぜう
がＣ

本間書記
それは換算人﹄決算との差額●てあります︒

八百三十三側六十五銭足りない可ｂ１基本金

石川主事
罪ら借り入れたのであります︒
土方怒平君
未納が入れば．よろしいのでありますか・未納
は入る兇込があるのですか︒
布川主事

支曾の未納が多いのであります︒今後は精々
未納のないやうにしれいと心掛けて居ります
土方怒平瀦
支曾中未納のあるのとないのとｂ其甚しいの

事務所に行けば分りますが︑こ←では申上げ

態あげてお示し延願ひ衣いものであります︒
石川主調
か胆まずｃ

伏見鈎之助君
只今の土方溌の質問は聯重大の事であります
明治年間に適切なる道徳事業韮起したのは︐
木曾であります︒本曾隠取って縄涛問題ば何
より大切でありますここ〜には評議員其他役
員諸清が居らろｔから︑私共が言ふに及びま

右之通二候也
大正三年二月一日

六五○

財務監査子爵本多康虎

哩
乎田
塚彦碓
同張
・津
十鳩
郎
川小一郎
書記本石間
和

累計六三三八︑五○○七一七二︑一五○八三三

第六款備品調製費二一六掴九四○一二六︑九四○
第七款借入金利子六︑五四○六︑五四○
計四三○︑○○○三三九︑九二○九○Ⅲ○八○

第五款徽章調製費七︐五○○七︑五○○

第四款特別準備費一○○︑○○○

第三欺支曾整哩費三○︑○○○六︑六四○二三も三六Ｃ

第二款含租降記編纂蟹積立金一○○︑○○○一○二︑三○○二︑三○○

第一款基本金借入返却二○○︑○○○

計五九○八︑五○○六八三一︐三二○九二三︑七三○

章八款瑛備費二九七︑五○○三四九も○二○五一︑五二○

臨芋部

ｂ籍
○費
○八
○○︑○○○七七︲二○○二︑八○○
鍔疹識癖入彰
曾費
者二
交○
付書

第琴諏識慶師涯出費三○○

告費一二︑○三
二
一六︑
三
二一○
○○
三○
三○二
︐一
○三
○︑
六○

第五項原稿費二○○︑○○○二九三︑三四○九三︑三四う
第六項郵送費三五○︑○○○四五七︑二九○一○七︑二九○
第七項雑費六○︑○○○一○一︑三八○一○一ｂ三八○

第三項編輯委員報酬一八○︑○○○一八九曲○○○九︑○○○
第四項編輯員手常一八○︑○○○一二五︑○○○三五︑○○○

第二項編輯費八○︑○○○六六︑○一○二二︑九九○

第一項印届費二二八○︑○○○二七○二ｂ八七○四一三︑八七○

第四款雑誌費三三○︑○○○四○三七︑一二○八○七︑一二○

第六項曾員茶話含費二○︑○○○八︑五六○二︑四○○
第七項評謙員含費二○︑○○○一六︑八○○三︑二○○

︾唾露女子部講演含五
費○
四︑
○○
︑○
○○
○二
○七
三︑
六九
︑四
二○
一二
○二
三︑
︑○
七六
八○
○
第五項雁嘱講渡曾費三○︑○○○一五︑○○○一五︑○○○

第二項鋤一巻諦舞鑑龍︾三○○︑○○○四○九︑八七○一○九．八七○

二○︑○○○一九︑一三○︑八七Ｇ

第三款集曾費四八○︐○○○五三三ｈ五一○五三︑五一○

第一項縄含

一
億
六

げて置きます︒

琶人が︑年々曾計が足らないで︑基本金が減
少して行くやうでば困り生す︒未納などはな
いやうにしれいものであります︒含員ば幾ら
調えてもｂ今日の有標では︑益々困難になら
うと思ひます響府下は儀少の範園で︑集倫も
仕易いのでありますが︑支含ぱ全図に亙り徴
敗が困難でありませうが︑何とか方法を識じ
て徴牧して頂き粒いものでありますｃ全圃の
支含幹部諸君は︲大に識力して未納のないや
うになされたい︒評議貝諸君も大に御助力あ
り永いものであります︒失職ながら一言巾上

注意する積りであります︒

土方恕千君
伏見蒋の御説ば︑至極尤もでありますｃ醐一
含計が不足になっては︐含の隆昌ば思ひもよ
りません︒含長閣下に願って綴き衣いのは︑
支曾の未納の多いのは︑旋費日常態出しても
損のない限り︑幹部の方が御出張御取立なさ
れ衣いものであります︒私の飽海支含も十分

︵異議なしと呼ぶもの多し︺

渚田園松君
諸対のお等ねになるのは脳含の収支のことで
ありますのですが︑最早それは明瞭であらう
と思ひまず℃然る上は議事を進行したいもの
であります︒私は大篭上賛成是認いたします

︹ありません﹀︒夫れでは通常縄含はこれで維

徳川倉長
士方伏見雨君の御意見は委細承知いたしまし
た︒諸煮報告書に就て御異議はありませんか

第十五同縄曾議事

りまして︑これより臨畔縄含に移りますｃ

臨時総含開曾拝一睡
徳川曾長

錐に副含長の誹任がありまして︑其後は鉄員
となって居りまし枚︒其後本曾にては基本金
の募集§曾館建設等の事業起起し中々忙しく
なつ稚虚本年六月四日ｂ私は不肯の身韮以て

宮中に奉任するの仰悲拝しｂ畏くも陛下の

選翠するこ・とに封しまし穴ｃ

御側廃常侍するの身となり︑侍従次長たる重
職鵡奉ずろに至り生しれので益々副曾長補銃
の必要が起つ犬のであります︒而し副曾長走
選むことば本曾に取って最も重大な事と思ひ
ます︒で顧問評議員等に能く相談して︐今岡

溌智庄半君
只今曾長より副曹長選定のお談がありまし衣
が似これは重大の事でありますＴｂ︑十分鄭重
に審議せられたい者ぜあります︒就ては私の
老でば瀧場の諸君の中より詮衡委員通出して
十分に審議心遂げられ其決定に依て曾長に申
上げ我方が良からうと思ひますｃ詮衡委員は
十名とし曾長の指名に依り強いと思ひます︒
徳川曾長
只今鰻ヶ開支曾長畿智詩のお証の通りで︑御
異議がなければ不肯含長に於て︑指名ぞ致し
ますパ異議なしと呼ぶもの多し︶
徳川含長
それでは諸み上げます︒松干直亮伯︑蓑智庄

雫君︑渡遥武助君︑工藤一記君︑二見鐘一二君︑

伏見鈎之助溌︑湯本武比古君︑三輪田元道君︑
土方恕半君ｂ菅治兵術君ｃ以上十名の方脹副
含長選定詮衡委員か嘱託致します︒
夫れより誰衡委員一同ｂ別室に於て︐松平直亮
伯を議長として審議決定すｃ
徳川含長
これより再び開含致︒Ｌます︒詮衡委員長より
審議の緒果起お示しを願ひます︒
伯爵松卒直亮君
只今十名の委員が協議しまし求結果悲︑御報
告致します︒先刻含長閣下よりお話があつ士
如く︑副曾長の映員になってから曾堂の建設︲
基本金の募集等に着手せられ︑叉誰含の状態
がら考へても︑弘道倉の大に活動護展せれば
ならぬ蹄となりまし丈︒此際副含長の映員の
雛では面白くない︒殊に含長閣下ば宮中に御
奉仕になり御閑散のとき・の榛に御出席になる
ことは無理のことであり牛︽すから副曾長の選
定は営然のことと思ひます其の人は特別曾員
評議員侯跡徳川頓倫荊が最も適任であらうと
思ひます︒この御方は道徳上 教育上就曾上
の事に最も熱心な方で︐御邸内にば有名な南
葵文庫の設立があり︑興味韮以て種々の事業
に従事せられて居らろ〜からｂ是非副曾長零
噸びたいものであります︒然るに侯は曾長の
御令弟に営り︑含長の御話に向分に於て異存
はないが︑弟に副曾長を頼み兄弟其職に居る
のば︒少しく心苔しｒ︾とであると仰せられ
茨︒これは至極御尤ものことであり農すが︑蟹

七七
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第十五同鍵倉議事
利曾誰などならば兎に角精紳上の事業にば︑
そんな事はなＴｂうと思ふ︒何の輝りもない
ことで︑至極結構のこと←存じます︒これは
打開け話でありますが︑諸君も御熟考の上︑
何卒頼倫侯な副含長に推されんこと韮希望致
します︒満場賛成々々

徳川曾長
委員長の御説に諸瀦は御異議がありませんか
瀧場異議なしと呼ぶ
徳川曾長
副含長徳川頼倫侯をお願ひい赤しますｃ評議
員の峡員は曾長の指名となって居りますから

ならばとのこと・てありまし我から差控ひ生し

べき事態ｂ徳川頼倫侯の御邸へ御都合か何ひ
ました塵が︲折悪しく御差支で明午前十一昨

御差支・でありし求ので︑私と石川主事と雨人

衣ｃ然るに松午伯爵には昨夜来御不例の鍔め

で萎邸い衣しまして︑侯爵にお目に掛り猟場

一致怨以て副曾長に推戴のこと韮申上げまし
求ら︑向分は微力で懸念に堪へいが︑そんな次
第ならお諸けしやうとの仰せ・てありました︒

で昨日の決議通り徳川頼倫侯走副曾長に戴く

髭八

日本弘道含長伯爵徳川達孝

森働努カチ要ス願クハ諸君卜共二益々忠貞ノ臣
節チ暦キ愈々君幽ノ報敬二勘ミ以二／此光輝ァ咋
盛代二寄興シ幸ニンニノ我曾組泊翁先生ノ大精榊
チ倍々護揚シ得ルアフンコトチ一言所感チ述べ
以テ式僻卜捻ス
大正三年十一月二十三日

帆詞

宇内ノ形勢チ達観スルニ平和チ維持シ幅利チ増
進スル渉道鵠ノ教チ盛ニジ人心チ正シ生業チ働

卜

亨シ和親交通臆兆ノ人類チ雪一ノ各其志業チ達ゲ

Ｚ一ノ斯道ノ隆典チ蝶ルト雌毛未撰以ニノ目的ノ寓

ジムルニアリ本含夙二事二此二従︿孜々仮

︾とになりまし衣から右御承知を願ひます︒

尚一に赤坂稜庵君︑土方恕干君及び平塚主事の感

式誹

大正ノ御宇二入ニノ始メニノノ戦役ナリ要塞攻略ノ
武功毛亦大正ノ御宇二入ど一ノ始〆二／ノ武功ナリ

流スニ至ル抑大戦乱ノ原Ⅲご一蓄一ノ足一フズト錐

モ要スと一凋帝嬬倣濁尊武力チ以二ノ寓国チ墜伏
セント欲スレ大野心ヨリ起ルモノナリ語二日グ
ー人食戻ナレパー幽凱チ起スト信ナル哉我が帝
側モ亦日英何盟ノ約チ賎ミ東洋ノ柵源ト群スル
猫軍ノ雄擦セル青島ノ堅塞チ攻園︾シ逢二之チ階
落シ威武チ中外二宣揚セリ諸強幽ノ勝敗ハ逆二
親ル可ラズト錐モ最後ノ勝利ハ道徳二アリ兇暴

濁帝ノ如キハ所謂平和ノ潅人道ノ賊二雪鼠蚤

ニノ止一︑ンノミ我皇ノ出師︽仁義ノ軍二雪一ノ東洋

能ク久シキチ保ツチ得ンャ趣二天下︐／識トナリ

国か大正ノ御代一一入リニ″世界ノ大局二参加スル

言一達スル能ハズ特二怪ム文明ノ先進チ以テ誇
し所ノ英俳露猫喫ノ諸強固干尭相交へ無宰ノ民
族チ犠牲ニジ屍山血海有史以来未曾有ノ惨毒チ

想談ありれり﹄

大正ノ盛代二於ケル幽光ノ宣揚ハ是レチ之し典
第一歩ト鰯ス是時二雷リ我日本弘道会員壮圃法
人トナリラ以来始メテノ網含チ開ケリ恰毛我帝

別に嘱託い菰します︒

伯爵柾平直亮君
徳川頼倫侯に副曾長走願ふには御依頼に参り
まし誰方が良からうとのことでしたからｂ先
刻侭に相談致しました︒代表者は支曾代表護
智庄李君︑本部代表者平塚碓鳩君︑井に私と
三人でありまし稚︒本日訪問して御願ひする
積りでありますから御承知起願ひますｃ
徳川曾長
御足勢乍ら御三讃に宜しく願ひます︒

優秀ノー員トナリタル如ク我日本弘道曾モ亦昨

並二青島降服ノ光輝赫突ダル戦撞チ机スルノ慶
情正二全幽二充瀧スルノ時チ以二〃我日本弘道含
第十五同ノ綱曾チ開キ得タルチ光桑トス戦役ハ

これで通常及び臨畔縄含起維りましれ︒慾に
臨んで諸君の益雑御健康にしてｂ愈々本曾の

代ノ進運二適膳スル新組織ノー園溌卜冒一ノ益々
其砿職チ鮮明一二″愈々其精神チ稜揮スペク此意

ナラズ本管ノ主義︽皇猷チ翼賛シ奉ルニァリ

和親交通憶兆ノ編利チ増進土シムルノ叡慮二外

ノ平和チ永遠二維持シ施秀一ノ西洋諸園二及ポシ

健に御霊力あらんことむ跡望致します︒
時に午後零吟三十分︒
ら

義二於ケル姉メ︾アノ出陣式トヲーァ並二此ノ総曾

含長稜智庄平君ば報告してＨくｂ

チ開キ得タルハ我曾負諸君卜共二欣慶措ク能ハ
ザル所ナリ時運ャ既二大有懲ノ秋二際ス我等固
民道徳ノ振興チ以テ使命トナスモノ更一二層ノ

翌廿四日午前十一畔茶話曾を淵曾し︑霞ヶ閥支
昨日︑臨時縄曾の決議韮蔚らし︑詮衡委員長
松平伯爵に平塚主事と私とが随行して参邸す

上和須調然ダル新乾坤二生息︾シ以テ雑局ノ大目

含員諸君益々道徳ノ祁随チ溌揮シ弱行震践セザ
ル可ラズ曾祇油翁先生ノ英霊照雲天二在り諸君
奮起勇往兇暴ノ徒チ掃蕩シ東西相僑リ彼此相澗

ト熔ス

的チ達セーブレンコトチ希フ柳力所感チ述ニノ呪詞

敬白

渡遥武助

大正三年十一月二十三日
日本弘道曾結城支曾長

祭文
維昨大止三年十一月廿四日日本弘道曾長伯爵徳
川達孝等清耐庶蓋ノ典手以デ謎デ曾岨伯翁先生
ノ霊チ祭ル伏シテ惟フニ先生天資明敏堅識古今
二秀デ徳望一世一二両〃夙二園民道徳ノ振興チ以︲
テ畢生ノ任務トセラレ本曾チ創設暫一ノ鞠期郡捧

計年ノ久シキニ及プ其功績ノ偉ナル世人ノ具二
膳仰スル所ナリ今ャ我軍ハ暇古未曾有ノ大戦飢
二参加シ忠烈勇武ナル陸海耶ハ宣戦ノ大詔チ奉
戴シ猫軍ノ雄擦セル青鳥ノ堅塞チ隅し或ハ南洋
ノ猫領チ略取シ皇威赫々トシ／テ八紘二振フト雌
西欧ノ戦局未〆維リチ告ゲズ是二於ニノヵ壁画一

在天ノ鯉達孝等ノ微枕チ諒シ券髭トジニノ来１饗

ケヨ

日本弘道倉長伯爵徳川達孝

大正三年十一月二十四日

祭詩

維時大正甲寅十一月念四日護祭曾覗泊
翁先生之謹柳賦小詩代頚篭
道義振興不戒儀︒清壊薦溌祭先師︒英難今Ⅱ
臓含笑︒恰是皇軍奏凱時ｃ
Ｈ本弘道倉結城支曾

敬白

波遥武助

岡崎三事

Ⅱ本弘道含祇西村先生チ祭ル齢

雪一ノ恩徳ノ深グ厚キチ感謝シ奉ル其レ西村茂樹

大正三年十一月二十四日宗徳院殿贈正三位軸一
等弘道泊翁大居士ノ紳主チ迎へ未レル祭璃ノ御
前二恭ジク額キテ過去チ遁同シ一片ノ誠心手並

﹃一ケル寅二想出多キ際ナル哉明治ノ御治政阿十

先生ハ明治ノ初二常リテ弊ラ治産興業ノ聾高カ
リジ時濁り園民道徳ノ必要ナルチ感シ給吃是チ
唱へ以テ朝二野二東西南北道ノ偽トテ年凡二徳
ノ億トテ明暮ス至ラメフシゾナカリヶル然レバ
今其妓験ハ国々ノ所々二繁茂セル手柚久小松二
著ハレタリ今年ハ最早十鮭年三ツノ愚辰トゾ戒

五年戦勝園ノ名ハ立チテイト難有ク目出度キ御
代二有リジカド内地ノ治り奈何ナラン津々浦々
ノ民マデモ鼓腹ノ梁シミコソ願ハッヶレ鴫呼畏
レ多ク手痛ハジャ我九重ハ八重にト︿雲霧深ク
立軍テ諒陰末ダ晴レャヲズ園民断腸ノ蓋ノ中叉
モャ合戦ソ是非毛無シ軍ノ場二立ソ人︽忠勇無

雛二在ンズラン修州瀞モ三月一三墓ノ血ノ涯立〆
成ニケリ青島防備厳ナ︑レド無人ノ堺二入し如シ

ハ禰盤守り給へ守一プセ給へ沸泣白ス

凱旋イト旋衣秋色深キ頃ナンバ錦ヲ衣テャ還ル
ラン借叉此後ノ軍人ョ克チデ鬼婆ノ緒チ蒜プ響
チゴソ守ブレカ﹀コィデャ内地ノ国民ハ安逸徒餐
ノ粧チ夢ナ兇ゾト聖人が書キ置力レダル筆ノ跡
彼ノ脚易大有卦初九ノ交采チ見テ知ラナン然レ
バ吾々弘道曾員皇円島戦捷チ喜ピ肌フト諸共二
嬬伐遊儒チ響メテ斯道ノ憾二勉励セントス糞フ

大正三年十一月廿四日
弘道曾のＨに〃に瓶築く曾祁
西村先椎の碩徳芳名永久に朽ちざる・へし

泊翁祭典恭賦莫之澗巻翠里

寓代に香り解へむ千代美草山本仁鳳

○○○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ

○Ｏ○○○○○○○○○○○○○○

○○

維歳甲寅冬十一ｃ泊翁設祭群和削ｃ床頭交膝談

︒＠＠︒＠．

白水避巌鋤︒微身明侍群英曾︒自塊オ鈍間本源ｃ

遺教ｃ座上擁櫨欽至言︒織錦丹楓離樹下ｃ眺珠
○○○○○○○○○○○○○○○○○ＯＯ

開祇祭典席上五律七首

Ｑ︑

曾長徳川綱陵伯爵閣下︒有丹楓黄菊雅捕

閣下

多句ｃ乃以七字憾鈎ｃ恭賦塁

球盤︒正魚支傾屋ｃ誠心同倒淵︒平生葵蕊志︒

○○○○○○○○○○○○○○○００○
開祇逢佳日ｃ侍従設祭壇︒女草間毅蝋︒典消瑚
○○○○○○○○○○○○○○○○○

Ｏ０００○○○．○○０○○○○○○○○

○○○○Ｏ
術沸一楓丹Ｃ

温容能接衆︒侍坐仰高風︒倫素楢移俗ｃ淳仁堂

樹功し直高明帝道ｃ峻節綾痕衷・天意同人急︶

○○○０００００○○００ｏＯＯＯ○

七九

Q

致ノ精禰チ護揮シ圃運ノ隆昌チ期セザル可ラズ
而ジテ其根抵ハ道徳ノ教チ廃ニスルニアリ是レ
本曾ノ夙二唱迩スル研ナリ況ンャ大正ノ新時代
二虚シ更二大二皇威チ宣揚セント欲スと一於テ
チャ達孝等不敏ト雌毛夙礎泥勉誓テ先生ノ遺業
チ失墜セザランゴトチ期ス今ャ第十五同織曾二
際シ並二壇チ殻ヶ塵デ先生ノ霊二奉告ス希クハ

第十五同縫曾議事

，
1

由

可

第十五屑鑓含議事
ｏｃＯｏｏ
朱涼丘上楓︒

許長︒蓋響敦睦閣︒徴逐静和荘︒上有賢君在︒

○○○○○︒○００︒○○○ＯＧＯ○○○
一冬多暖節︒展歯一園香︒不雨雲扮混ｃ無風樹
○○○○○０００○○○○○○○○Ｏ
○○○○○
砥蘇寒草黄︒

臣僕︒養志托風流︒讃書資化育匡高節壁何物莞︶

００○○○０ＯＯＯ○○○○○○○○Ｏ
敬老兼欽士︒半生軽秩緑︒天倫親弟兄︒人道憐
つつ○っ︒○○○○０つ○○○○○つ

同

同

同

同

委員
同

同
同
同

○○○○○
叉似金英菊︒

同

率人而弘道︒猶等奔戒馬ｃ忠孝作支争ｃ堅貞偽

○○○○○○○○○○００○○○○ＣＯ
戟漠︒邪躍進卒別ｃ正路牽兵下ｃ不落此垂城︒

同

匝瑳支含代表
小田原支含代表
結城支曾代表
秩父支含代表
黒須支曾代表
横須賀支含代表
川越支含代表
野田支含代表
飽海支曾代表
深谷支曾代表
市原支曾代表
東部支曾代表
豊和支含代表

顧問伯爵
編輯委員

同

刷

何

伺

○○○００○○Ｏ○○○○○○○・○Ｏ
○００○○
元帥鉄高雅︒

猶生︒林際松光暮ｃ永遥燈影卒︒羅人高宴侍︒

Ｏ○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ
話道絡移署︒市塵洗去清ｃ雨罪々叉潤ｃ風鋤々
○○○○○○○○○Ｏ○○○○○○○
○○００○
脱却遠淋情︒

○○○○○○○○○○○○○○○○００
燈蕊猶未黙ｃ含散鎖嬬餓ｃ溌墨歌昭代ｃ敵詩賛
○Ｏ○○○○○○○○○○○○○○Ｏ
Ｏ○○○○
偏欽逸興多︒

本多康虎君
本間利一君
大給近孝君
凌智庄千君

津田彦十郎君
石川小一郎君

徳川逢孝論
平塚碓鳩君

太和し匝林蹄宿烏・一永不揚波ｃ襟度如何海Ｊ

②総曾出席者姓名

含長伯爵
常任主事

財務監査子爵

常任主事
主
事
書記

評議員子爵

評議員

湯本武比古君

工藤一記君

三輪田元道君
高木八太郎君

橋本元治君
島谷義武君
小谷茂賀君
青柳泰一君
小林寛治君

八①

千代田支曾代表中川陸三郎君

近江支含代表小林正策君

霞ヶ関支含代表稜智庄平君
松江支曾代表足羽中次郎需
久喜支曾代表渡谷七五郎君

桐生支含代表服部道知君
荏原支曾代表長崎行重君

味野支含代表阪田正蔵君

佐倉支曾代表入江勝君

男爵前田直打君市原壮三郎君上野山六郎君

加納盛道君酒巻幾三郎君井上如葱君
帯谷久次君涜田圃松君本多美代子君

田中久君

小深彦九鄭君
伏見幼之助君

草間璽吉君酒井信三君石井伊右衛門君

小川忠次郎荊兼松義整君小野崎武次討

草間幸三郎君

草間正名君

服部耕石君祁永桂四郎君能勢貞治君
南勝太郎君立見四郎君石川二三造君

寺本輿左術門君

足立四郎吉君

松卒直亮君

石井竹次郎君祷虎之助君小林道彦君
倉持圃之助君松平務吉君木田政喜君
鈴木徳三郎君松本虞弦君服部捨郎君

後藤畦三君大原哲治君原忠篤君

ｄ

﹁０／︑〃ｔ︑ｆ︑〃４９Ｆ︑〆︑／︑麺ｈ１ｆ︑．ｆ︑〆︑︑″Ｔ凡グ︑〃︑〃Ｌノ悪︑垂ｆ１ｊ

鈴木雨浅君岡部越蔵君

中悌蔑江君榎本繁君早川正庚君

野村光子君山口亮君草揚九十九君

菅治兵衛君
二見絶三君
波遥武助君

松本俊夫君森田賞君太田安茂君

大塚保太郎君

山田誌太郎君

栗田葛五郎君

繁田浦義君

皆藤要石君高橋康吉君西村月洲君
瀧浮排吉君石川安太郎君藤川后君
三島復君矢田市兵衛君中島重職君

●

赤坂稜庵君

今井誠四郎君

土方恕平君
徳津岩炊鴬

寺本省三郎君

波遥操淵

虹
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大分市長演町︵測候所前︶

東京麹町雁飯田町六ノ十八

︲谷岡松先生淋︒抱鍾節而不諾俗ｃ

蕊職搾鶴鱗効擬職開口先生日

君子︒購讃陽正篤幸︒此怖
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洋装美本一部金五銭

菊版半切百十頁
．・ｒ部１．︑二部金三銭
〃四銭︺塞潜

︹郵税金二銭︺十部以上
金四銭︵小包料金八銭︶

４︑金四十

勺割増︺

し胸譜臭をｒ︐些徹︲鋤を

磯展し幽光を輝かさいる
り左の大綱の下に略解を
民の畳悟を絃し最も簡便
て特に青年必讃の書たり
べからきるの秋敢て本書

大綱癖評畷碑醗確拶艇涯謬稗港於

要を得かる圃民記念物
一今
今や
や圃
圃民各自 の修養を
を江湖に薦む

べから竿部此に見る
施し更舵狩代に於け

拝して零涜興起以て剛

大正圃民は必ず明治
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五柵僚の御誓文︵略解︶教育に閥する勅語︵略解︶
戊申詔書︵略解︶軍人に賜はりし勅諭朝見式に於
ける勅語︵略解︶陸海軍人に賜はりたる勅諭︵略解︶
明治天皇御製︵略解︶数十首曾加西村茂樹園民十訓
大正を迎へたる圃民の豊悟

在郷軍人必讃の良書
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成見清兵衛
宇都宮源平

有田偲助
内田漬吉

東亜堂書房
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木原文進堂
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日本弘道曾事務所

東京市麹町腿飯田町六丁目十八番地

印刷所東洋印刷株式曾牡

東京市芝匠愛宕町三丁目二番地
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墓潜樺太朝鮮清圃金四拾銭

菊判紙数千四百頁
網クローズ金文字入
篤真版〃数種播入

正償金参園郵礎金拾六銭

東京市内金四銭
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諸ふ一本を備へられよ︒日本弘道曾 ＩＩ

明治一初年治屋興業の聾のみ盛なりし際濁り図民道徳 の 必 要 を 唱 道 し 大 饗 疾 呼 遂
に狂澗を既倒に同せし泊翁西村先生が爾来三十有除年一意世教道徳の刷新維持
に全力を傾蓋し朝に立ち野に出て侃々誇々其意見を溌表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を群せず機に鯛れ愛に膳じ時に臨み事に接し誇々懇切斯道の要
を説きて到らざるなき一代の名諭卓説は悉く収めて本書に在り今や志士園を夏
ひ世を慨くの秋本書を播かば圃民指導の経論油然として自ら懐に湧くものあら
ん而して殊に泊翁先生の偉大なりし所以を想望すべし吐曾経締に志あるの士は

圃民道徳の謹典成る
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