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弘道九月砿︵第三百六雛百次

井上哲次郎

遠藤隆吉
三輪田元道

根気が大切

識語認棚橋

建牌式講師渡遼蕪洲

政治家と徳義倉員李野碧漢
文苑

墓録
画家と個人曾員岡崎毒市

紬

○漢詩宕川文姓警○和歌傘塚塗峰蓄○俳句凧部耕石選︺

記事

○本含記事○泊翁先生忌曾
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論説・
協賛曾員
女畢博士

女票博士

評議員

信仰と隼間
評議員
女皐士

獣洲大戦と圃家主義

日本と大思想家

認鑑瞳鎮寛克彦

１１

堂

講演
我圃鵠の研究︵十︺

時事小言

談叢

恥

講師足立栗園
師加藤
溝

経済古言

家庭
婦人の過去現在及蒋来

｜

小島藤禰君
川口蕊雄君

橋本元次郎君

入曾者匿告

埼玉鰹大里郡奈良村

住所姓名
同

同鏡北足立郡浦和町

新藤柴吉君

山口情三郎君

同山田正禰君
根岸甲子太郎君

同
同

鈴木鰯香君
西村茂夫君

渡遥昇君

清宮六三君
馬場蕊一君
野原柴吉君

同

同

同・
同

同
同

井上専行君

一

同町

新潟螺南蒲原郡三探町
同町驚察官舎

同

同蛎刈羽郡大州村極楽寺
同郡杷枇島村
同郡比角村
同螺柏崎町香積寺
同町洞雲寺
同町
同町
同町
同町
同町

東京府北多摩郡東村山村
同

埼玉隅所淫町
同

同瞬浦和町

営間要作君山本杢之助君

渡遥寅蔵君矢部豊署
成津泰夫君伺
田宮徒義君同
篭島順故君同
瀬下新造君同
星野耕卒君同
洲崎義郎君同
田遜松巌君同
中村閑月君同
今井多三君同
宮川久李君同
根津勇治郎君同
中村藤八君同
深井康邦君同

営麻喜重君︲同

臓田画李君同

深井琴君同
遠山連君同

寮藤源左衛門君同

北田得米君同

三上書之助君同

木村築識君同
辻村義孝君同

松井竿次郎君同
石井甚三郎君同

清水武臓君同
脇田金次郎君同
松津兵識君同
岡田重寂君同

一

二

＝

日

＝

三

朝鮮全羅北道井邑

同
古賀新太郎君
東京市早稽田鵡巻町井上弘秘方李田直清君
新潟懸長岡市玉蔵院町長岡賃業畢校々友曾

同

橋本倉之助君

有馬曾

林柴太郎君
稲田甫吉君
香川徳揃君
武田猶吉君
勝田幸作君
坂牧善辰君

同同同同

同同同同同同同

一

一
一
一
一
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忠利

I

同市大工町荒木久雄君
長岡市長岡高等女畢校
長岡中皐校寄宿舎
長岡中畢校
新潟鰹古志郡役所
同職長岡蒋案署長
新潟嫌南蒲原郡三探町
同

同三悌中畢校
−

同同同同同同同同同同矢川同金同同I司同同同同同同山同秋

部 田 本 場 紹

清 忠 斗 助 即 者

君 君 君 君 君

埼玉悪浦和町
同

同
同
同

同鰹熊谷町
同
同

同
同

同
同

ｐ﹃﹃ＩＩ１１１１１ｌｌｌｌｌｌ

信敏君山本杢之助君

米吉君伺
章大君同

一嘩詫緬場徳次郎君

之助君同
保介君同
率介君同
三郎君同
次郎君同
寅吉君同

本治郎君同

次郎君同

ＩｌＵ

剛︲１．

野盛君

原豊三郎君

野佐二郎君

田龍三郎君

野四郎君

野巳之松君

口謙職君
村正和君

上恒蔵君
田利一君
口嘉重君

津清之助君
林仙右衛門

野賢一郎君

本長君

井築吉君
本晴夫君
原貫軒君

藤伊勢松君
塚伊三郎君
塚増太郎君

九卯之助君

木隆三君

島義正君

村清五郎君
々木徳重君

田頑次郎君

１Ｉ
１

君

１１

千葉懸夷隅郡上野村
同

同
同
同

茨城嬬石下町

千葉鰹夷隅郡縄元村
奈良市・

同︐︲

同

滋賀焼野州郡祇王村
茨城懸結城郡西整田村
同郡飯沼村
茨城懸境町
千蕊懸夷隅郡浪花村

同・
同．

飯伊喜圃佐岡宮中鈴君石溺笹松石牧松小野小上井磯中瀧和吉吉吉高

枝寅生君
多代保君
丹龍雄君

桂

太

同

代三君青柳巌雄君

一郎君同

亮君同

日賢君同
大忍君同
一江君伺

撚治君同
群孝君伺

秋田市寺町
茨城態結城郡五箇村
同郡堕岡村
千葉蛭夷隅郡布施村
千葉僻夷隅郡涙花村
北海道上川郡多寄村西野方
垂中聴二林上塗林庄
塞中騨深耕塁
華中二林下塗二林庄
塞中臓二林上窒寓興庄
塞中臓二林下塗二林庄
窒中醗深耕塗内芦竹塘庄
垂中騨深耕塗西港庄

園

郎 雄 助 郎 雄 耶 吉 巳 雄 助 雄
君 ． 君 君 沼 ． 君 君 君 君 君 君 君 ．

巌 之 三 巌 四 蔑 正 巌 之 騒

園

千葉郡夷隅郡賀演村小畢校
同村
同鵬勝浦町
司
同
同

・同

通雄君山本杢之助君

柴卒君伺
勇松君同

清君．同

大助君同
太郎君同
留三君同

文君同

朝治君青柳腰雄君

１４

同同罰同同同山○同青同倉束同伺同青榊同大○涜同青l司倉I可I可I司青
口 柳 持 山 柳 永 山 田 柳 持 柳

孫

同郡清海村
埼玉態浦和町
同

同
同

同蛎北足立郡谷田村
同麟所深町
同蛎浦和町
同
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千葉蝶夷隅那清海村
１︐１も﹃

￨瀞職鼻職鶴鰹職奪蕊繍灘織

Ｊ

Ｌ︑１１

Ｉ

序

℃

I
〃

I
︿本曾記事参照︶
一

Ｉ

影撮ノ日営式棟一上館曾道弘
*'m

■

、凸

1

百

ｒＬ

︑ダ

画ヨ

一・一一一一一一一一一

。

日本弘道書要領甲識

４●１．１︲．

同︲要領乙顎
一髄界の形勢を察する事
二画家の蒋寒を慮る事
重政治の良否を観る事
四圃家の鯉潜を知る事
五激育の適否を考ふる事

六無識の者を教化する事
七道徳の園結を固くする事
八正諭を張り邪説を破る事
九圃民の風倦を改善する事
や識曾の劉裁を作愚事
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頒韮賀行する妬目的とす

浩二十三年十月三十日の聖詔を遵奉し本曾の要

畢及宗教の一方に偏借せず諸教の長所を採り明

の基礎老筆固にせんとする限あり而して儒教哲

係り其主旨ｔする所は邦人の道篭韮高くし圃家

日本弘道曾は明治九年故西村茂樹先生の創立に

日本弘道簿主議
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秘誕鎚排癖搾塞酔露蛾鞭嬬邸蝉蝿雑嘩理鐸準確砂魂琴宗
激は信ずべ沙らず

j

霧

軍圃法を守るべし︑圃盆を愚るべし
鴎畢問を勉むくし轍身篭を蕊健にすべし
五家業を慰むべし︑節倹を守愚くし

私

六家内和睦すべし通同郷相助くぺし
七信義を守愚くし︑慈善を行ふくし
八人の害をなすぺがらず︑非道の財を貧るべからず
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歌洲大戦と園家主義

多﹂の

密議填井

k

一一

次郎

哲

めいれ．う

おおもとくおうし・フ

し定い

概略述べることにする次第である︒

都いりやくの

大戦と国家主義Ｉ乙云ふ問題を掲げて︑吾々の観る所を

たいせんこぐかしゆぎいも人盾いか恥われ１噸︑みところ

云ムことを明瞭にして置きたいと思ふので︑特に欧洲
い

圃家主義の問題に就て如何なる暗示を輿へて居るか︲と

こぐか１嚇昔も八㎡いついいかあんじめたゐ

職洲大戦と溌家主義

おのづかいくた

おうしうたい殖人にんげんれきＬいらいたいせんそかいかｆ︐

き窪︐Ｆ１けうぐんとゐ

欧洲大戦は人間の歴史あって以来の大戦で︑世界各
いほど
こぐそのえい肴やうう
感其影響を受けないものはないと云ふ程であるからし

て︑様々の教訓に富んで居るのみならず︑自ら幾多の

もんだいていきようゐし渡い︑深くしやめみ
問題を提供して居る次第である︒畢者の目から見ると
おほほとんてつ
いじつけん菅う

しか

云ふと︑責に研究すべきことが多くして︑殆ど手の着
かん

せんもんたちぱけんきうゆずゐぷんぢゆうだいけつくわしやう

けられないや弓な感じがするｃ併しながらそれ人︑其

専門の立場から研究して行けば随分重大なる結果を生
当おもわ雁Ｄｆ︑︒こむおうしうたいせん
じて来るでゐらうと思はれる︒吾々は錘に欧洲大戦が

圃家主義と云ふもの〃︑斯かる大戦の際に極めて重大

きゐそのめひだわれＪ１１ふかかん
て来て居るのである．其間に吾々の深く感じたＺとは
こくかしゆぎい︲力たいせんさい煮ばぢゆうだい

て来て居るから既に満三年を経過して第四年目に入つ

きゐすで匙んねんけいくわだいねんめばれ

おうしうたいせんねんぐわつこ八にもひ強つぎ
欧洲大戦は千九百十四年の八月から今日史で引績い

二

戸

1

1

いぎいぬい

ゐい

をくかしゆぎ

じ⑫つじやうしょうめい

じこぐどくりつじいうかく

こぐかしゆぎはな

なる意義を持って居ると云人ととが︑事賞上護明き
れて居ると云ふことである︒
軒がる舞韓は舞蹴職の鐸穣癖鑓であるからしてｂｒ
ばいみつほか

うしても圃家主義でなければならない︒圃家主義を雛

︑﹄ゆぎへいざくあびいしかい

いつしゆちやうゆしめぎ

主義とは櫓蕊相容れざるものであるが︑併しさう云ふ
しゆぎかたいせんたいをむしゆちやうつらぬでき
主義は斯かる大戦の際には其主張を貫くことは出来な

い︒何時でも主張して行けるやうな主義でなければ︑

はなはむりよくこじんしゆぎたちばおほいと

式うめん芝のしゆちやう七のかいｔや︐ｔいかんよけつ

甚だ無力なものでゐる︒個人主義の立場に大に取るべ

わけ

せけんひろ

圃家主義と雨立しない鐸ではない︒けれども世間に慶

こｐ１かＬゆ唖寧︑ｈ一やう・０つ

き方面もある︒其主張其解輝如何に依っては︑決して

く行はれて居る個人主義と云ふものは甚だ面白くない
１轍

たい

いしやくわいしゆぎしや清伽感来ん毛のたいどぺん

ぎいつ！やくわいたんしゆたうぷんれつせう原ぷん

だい窯願んどいつこ︐︑．

しだが

い

妙ばこくかしゆぎい

じいうしわぎぴやうどうし金

じいうしゆぎぴやうどうしゆぎい

ゐありさま

ゆ

はなはだしやうくわんしやきつ望たそのめい

ＩＦ

〆Ｌ恥曜沖夢岸専咋ぽ息・●・や

に徒はないで︑甚しきは鍔官を射殺したり叉は其命に

則日

︲冊間咋哩抑．︑耐睡醗鷲座ｎ口

却て献曾は凱脈となってし喪っだ︒叉婚校も兵卒も平
どう︐いつも
ぐんきしんしゆく
等と云人積りであらうけれども︑それでは軍紀の振瀦
おもよへいたいしヤブくわんめいれい
なんと云ふ乙とは思臥も寄らぬ︒兵隊は贈官の命令

かへつしやくわいらんみやく詮たしやうか．フヘい七つぴやう

義の矯めに非常な苦境に焔って居る︒一ヨラスニ世〃一
睡いじいうせかいじつげんつも
腰して自由の世界を資現した積りであらうけれども︑

ぎたびじやうくきやうおちゐゐせい

し得られるものでない︒露幽の如きは自由主義平等主

えろこくごとじいうし心ぎぴやうどうしゆ

．﹂のさいＩけんう

ものが多いのでゐる︒それ等は皆展息してしまったα

・おほらみなへいそく

猫こなゐこじんＬゆぎいばなぱおもしろ

保して護展して行か５と云ふのには︑闘家主義を取っ

それのみならず︑自由主義平等主義なんと云人もの

しやくわいしゆぎ．こじんしゆぎ

て立つより外はないのである︒献曾主義だの個人主義
こぐかしゆぎあひい
だの︑さう云人やうな国家主義と相容奴ないやうな主
菅ずゐ願んおうしうかくこぐおこなを
義が随分欧洲各国に行はれて居ったけれども︑いき大

も此際試験を受けて居る有様である︒自由主義平等主
惹い
ひじゃうｂつばしゆぎ
義と云ふものは︑非常に立派な主義のやうであるけれ

い

戦となると云ふと︑吐曾主義者も大部分其態度を一鍵
乏のこぐかたた画かい
して︑それみ︑其画家の潟めに戦人と云ふ乙とになつ
そのたいどか

ｌやくわいたうえいこぐしやくわいだう融な．そのこぐかた

けは其態度を鍵へなかったけれども︑大部分は燭逸風
か
ただ︑かい
ふらん寸
家の篇めに戦ふと云ふととになったのである︒儲蘭西

いかんあたじゃうたいこじんしゆぎい

ゐ

の稲管薫珂︑英圃の砥曾黛も皆それ人〜其国家の潟め
へいそしやくわいしゆぎ
に戦ふと云ふこ︲こになって居るので︑平素の斌曾主義
Ｌゆちやう奄？
こぐかしゆきたけんせ砂畢
の主張と云ふものは︑圃家主義の潟めに牽制せられて
こじんほんいｔゆぎこじんばってんいさもい

全た如何と恥する能はきる状態である︒個人主義と云
解ん曇りく

欧洲大戦と国家主義
ｒ１８０．

三

ふのは耐個人本意の主義で︑個人の登展以外のことを
こくかしゆぎｓと潜んだい
眼目としないのであるからして︑圃家主義の如き閣鰐

Ｊ

ＩＢｌａ１ＩＩＩＩｌｌｌｌｌｆ４Ｉ１１１

／

せん

だのである︒凋逸の斌曾民主蕊は分裂して一小部分だ

ども︑それだけでは行かれない︒矢張ｊ画家主義と云
たじいうしゆぎぴやうどうしゆぎみじつげん
ふものを立てなければ︑自由主義平等主義も皆な賞現

こぐかＬゆぎ毎︲こ

れては敗滅の外はないのである︒自脳の燭立自由を確
ほ
ばってんゆい
たぼか

？

欧洲大戦と画家主義

ぞむはいさう

ろこぐこくうんい

ひじゃう

響這いおちゐゐつまろこくじいうしゆぎぴやうどうＬゆぎ

背いて敗走したりして︐露圃の国運と云ふものは非常
に危殆に陥って居る︒詰り露圃は自由主義平等主義の
あや寡ほど雪
たあるひぱうこぐ
矯めに︑或は亡国となりはしないか︲ｃ危まれる程に危
じいうしゆぎぴやうどうしゆ
げんじゃうたいおちゐゐし汚い

険なる状態に陥って居る次第である︒自由主義卒等主

い

ろこぐじつりつ
ぎいかひとあや
義が如何に人を誤或るかと云ふことは︐露圃が賞に立
かじつれいかる●ｆ〜
陛じつれいしゆゐし定い

かんが

みのが

じいうしわぎぴやう〆一うしゆぎい

わ津くにひきあこのさいふか

狗こときはじこぐかしゆぎよた

力くこくあひて

四

こ人にちた心かふういくつい

起った時に初めて画家主義に依って立つと云ふことだ
たへいをこぐか︲︾ゆぎよこくかけいえい
けでは足りない︒李素圃家主義に依って画家を鯉誉し
きる
かうくわぷんど・いつセか恥︑
て末て居るでなければ蚊果は十分でない．燭逸が世界

蕨か︒ｆ

七の昔やうだいしようこてき．と

さうれつ

各圃を調手にして今日弐で戦って容易に屈しないと云

ところＬようさんえ幸一の話やうだい

ふのは却々其謹大なる誘篠である︑敵ながら其牡烈な

る所は瀞讃せざるを得ないのである︑其瀕大であるの
かねこぐかＬゆぎ冠を
こぐかしゆぎ
は識て画家主義で来て居ったからでゐる︒圃家主義で

派な資例を示して居る次第である︒斯かる賞例を軽々

しく見脱すやうなとＩとなく︑我圃に引合はせて此際深

幽家を謹警し︑多年の準備を錘て今同の如き結果を生

いづ

をのどくりつじいうかく両

とのこくふんだんけ↓．い

たけや班たけぽんぽんあた

たいへんゆきふつもいご︑たけあっぽく

って見れば可なｂ丈夫なものであるが︑併ｆ冬になっ

み

却容易に敗れるものでない・竹薮の竹は一本一本に営

かぢやうぷしかふゆ

なかよういや承

圃家としてはどうしても其国民の闇結と云ふものが
ｂ
つぼできをだんけつをなか
立派に出来て居らなければならぬ閣結して居れば却

こぐか

とて居る次第である︒それが鍛大なる所以である．

ゐしだい者やうだいゆゑ人

こぐかけいえいたれんじゆ人ぴへこんくわいごとけつくわＬやう

く考 人 べ き Ｚ ｌ こ で あ る ︒

こり１かい

何れにせよ︑自由主義とか半等主義と云去やう導と
やはこく
ざうたういみ
型は議諏てれ郡ハ翻常の意味は銅湛婦郷奄叫簿矢張浄掴
家の基礎を葦固にする為めには画家主義に依って牽制
みお・ノし．うたいぜんこ ︑
されるでなければならぬ︒どう見ても欧洲大戦は︑風
かしゆぎ

うた減

ゆきを

恥苦を

ふ竜た

なは

たけゆばおなんぽ人しよかた垂ゆをき︑

たかり１１

て大愛雪が降り積ると云ふと︑個々 竹が腫迫されて
ゆきを
雪折れとするのでゐる︒却々エライ昔がする︒けれど

すなはこぐかしゆぎしょうりい

る．即ち国家主義の勝利と云ふことば疑ふぺくもない

もあの竹を結へて置くと︒何本も一緒限塊って雪を支

家主義でなければ圃家と云ふものは其樹立自由を確保
しようめいゐ
唾亀苦い
することが出来ないと云ふ乙とを讃明して居為のであ
ことである︒

なん阪人Ｌ柔ゆはゐたけ

へるから雪折れはしない︒雪折れを防ぐ馬めには︑純

いはすうま人にん・・︸くみんげつがふ冬．おほ

で何本も一緒に結へるやうにして居る．竹でさへもさ

た寅かときあたなか

うである︒況んや数千寓人の画民が結合一致して大き
いう肴たい

な有機鰐のやうになって戦ふ時に鴬っては︑それは却

おうしうたいセんごとかくこくきゃフさうさいあたこぐかＬゆぎ

欧洲大戦の如き各圃競争の際に富っては画家主義に
よ

「

依って立つより外ないのである︒併しさう云ふ大戦が

たほかＬかいたいぜん

三

−７日

﹁山

なか香やう滝いどいっこくみんよし

たき や う だ い

肴よこくちたいどいゐ

ろどくはうやむ

居るからして︑塞圃一致の態度に出でて居る︒それが

ゐ

却彊大なるものである９凋逸圃民はそれを能く知って

京んれつ者
くいをこぐかしゆぎ聯つ

露めに懇大であるのである︒露圃の方は動もすれば四
分五裂となって織鍵一塗が畔泰鋳胞て啓る︒それが危
たいゆゑん

こぐかい

殆なる所以でゐる︒

いつ壱といろ●ｆｌけつかんばくろ抵載た毛や

せいりつゐいじゃうこぐかとんぞくばってんち

昔

かけいえいをいくにこく

逸の如きは色々鉄陥も曝露されて来たけれども︑叉其
毛のもやうしよこぐかしゆ笹へい宅こく
ちやうしエめいれう
長所も明瞭になって来た︒其長所は圃家主義で季素圃
家駐鯉管して居ったと云ふことであ愚︒どの畷でも圃
かしゆぎこぐかけいえいほかこぐかい
家主義で闘家を経管するより外はない画家と云ふも

こと

むじゆんＬゆぎつらぬえ

のが成立して居る以上は︑画家の存績護展と一致しな

いやうな︑殊にそれ︐と矛盾するやうな主義は貫き得ら
こぐか誉きふそんぱうくわんだいじ
撫家の危急存亡に閲するやうな大事

奴るものでない

けんおことき︵いをしゆもやうつらぬでき
毛のしゆぎけつかんしぷうめいゐ

い

件鰯起った時に︑半素の主張を貫くこ︲との出来芯いと

云六のは︑其主義に鉄陥のゐるこ︲と浄一講明して居るの

わづずうねんあひだつぎじだいこくみんつくりあ

なければならぬ︒剛民教育は却々有力噂仕掛でゐって

である︒

せいぢかばおいこぐかけいえいす今︵こくかしゆぎ

たとてつだう

したがこぐかきくわんい

へい箸．

物へいぜいくわ人

キリ．ストけ・フくいわしうけう

︐﹄うけう↑ぜんＰｆ︑１む也いりよくいキリストけう

叉錘に忘るべからきることは︑剛家を認めないやう

よ

それから政治の側に於ては圃家の経瞥を総て悶家主義
せい

に依ってやる．随って圃家の機脚と云人もいが卒常完

またぐんじかよおいへいを毛の

これくいわをゐりよくも

回ｉやばふわうかうわもんだいていきよう

居ない尋羅馬法王の講和問題提供もあったけれども︑

ゐ

さうして今にして之を平和に綿せしむる威力を持つて

いま

へいわはんだいねんいじゃうゐ

意すべきことである︒基督教は平和の宗教である︒け

れども平和に反謝したことを三年以上もやって居る︒

い

成されることになる︑例へば織道であるとか︑兵器で
Ｉすべひじやうじたいせつぴようい
ゐぁとか︑網ての非常時に謝する設備が用意されると

お七説

云人ことになるそれから叉軍事の側に於ては平素其
せいしんもつやんたいくんれんおせんきうはじまに忠じ
精紳を以て軍隊を訓練して置く︑戦争が始って俄か仕

ど

１１１

五

迂刀

けふゐみとこぐかとんぞ︑蛾ってんか
どう地権威が認められない︒剛家の存績護展は斯かる
苫ご
きたいえ
しうけうよ
宗激に依って期待し得られるものでない何虚までも
欧洲大戦と圃家主義

立てにやるのでは遅い︒それでもやらぬよりは宜いけ︐
くみをいせいし〆もつくんれんお
れども︑李素きう云ふ精紳を以て訓練して置けば︑却
なかｂつばぐんたいやうせい
で苦し淀い
却立派な軍隊を養成するＺとが出来る次第である︒さ
お式んとき警やうきううちか
うして置けば寓一の時に競争に打勝つことになる︒燭

い

な宗教の全然無勢力であると云ふことである︒基督教
おうしうかくこぐほとんれんら小おこなゐか寓肱
は欧洲各圃に殆ど二千年来行はれて居ったに屯拘らず
このたいぜんさいなんらゐｔよくいおほいちう
此大戦に際して何等の威力もないと云ふ乙とは大に注

またこ五わすこ〜かみと

僅か数十年の間に次の時代の剛民を作上げ易のである

ごくみんけういくなか７くｌいうｂよくしかけ

教育の側に於ても此精祁を基礎とし正圃民教育を施さ

けういくかば蕊いこのせいしん巷とこくみんけういくほ墓こ

圃家を経管して練上げて置かなければ低らぬ︒例へば

しても圃家と云ふ恥のは︑李素画家主義で以て
こど
ぐうか
けいえいねりあおたと

凸

ＴＩＩ︲ｉＩ９トー一■■■■︑

欧洲大戦と画家主義
にんげんもし巻よこくかぼんゐけいえい

ところこぐかしゆ

一︿

にぼん
おいこれとない
ひじゃうきけん七の哲けんかうとくしう

でゐるからして︑日本などに於て之芽一唱へると云ふこ

でき

こぐかみと

わす

そんぞくばってん

人間の知識に依って圃家本位の経管をする所に園家主
と

こぐかどくかしゆぎよ

義は成立する︒圃家は幽家主義に依ってのみ存績護展

とは非常に危険なことでゐる︒其危険なことは幸徳秋
すゐぱでわかかれらやばしやくわいしゆぎＩや
水一派の出たので咽分る︒彼等は矢張り赴曾主義者で
︐やくわいしゆぎてっていて書じつかう
あったのである砥曾主義をズッと徹底的に資行しよ

こんくわいたいせんよほどしめゐ

雪せいりつ

を遂げることが出来るのである︒画家〃一認めないやう
しうけうをらだの
なんらかうくわない
な宗教に空頼みをしても何等の数果哨無いと云ふとと

うとすれば無政府主義になる︒赴曾主義は恐るシに足

ゐ

毛もＴＩ︑わがにほんこくたいい

は眼前の事貫である︺即ち今同の大戦が其事賞を示し
たこさかい
て居るのであるからして︑其虚に誤解があってはなら

がんぜ入じじつすな峰こんくわいたいせん毛のじじつしめ

に謝して譲歩しなければなら砲やうになって居ること

たい砿やうばゐ

ないことであって︑抑々我日本の圃鵠と云ふものをよ
ところおこＬやくわいしゆぎこぐかしゆぎ
く知らない所から起るのでゐる︒赴曾主義は画家主義
し

ふやうなことを倫理畢者などが公然言ふのは非常に危

りんりが︲︑しやこうぜんいひじやう面諒

しやくわいしゆぎかなもわるい

しやくわいしゆ．ざお毛た

は︑今岡の大戦が鎌程よく示して居ることを忘るべき

ら咽とか︑赴曾主義は必ずしも悪いものでないとか云

詮たむいうしゆぎ芯やうどうし地

むせいふしゆぎ

でない︒

しや・くわいしゆぎこじ人Ｌゆぎ

砥曾主義だの個人主義だの︑叉自由主義だめ卒等主
いしゆぎついなこぁた人ぴ今うくはお

しやくわいしゆぎいおこくゆゑんなに墨入

ぬ・

こ
Ｃ入しゆぎいろりｆ︑し少．
個人主義も色々である︒ミル︑スペンサーなどの主

の希望があるからして︑赴曾主義の起って来ると云ふ

の︑彼等の唱へる所の個人主義は極端なる利己主義で

もないけれども︑マクスシチルナーだの︑ニーチェだ

張する個人主義に大に取るべき所のあるのは言ふまで

もやうこじんしゆぎおほいとところい

ととは怪しむに足らぬ︒併しながら腫曾主義と云ふも

あってきうして極端なる個人主義でゐる︒さうして個

げ人ざいせいりつゐ好いふぜ〆ぱいちうどうしやぼんゐ

し
やくわいそし差い
賦曾組織にしてし製はふと云ふのである︒さうして鐸
ての人類を季等に取扱ふやうな制度にしようと云ふの
グ

じんしゆぎしばでｆｌくわいらくしゆぎむすぴつこれひつぜんけつくわ

きよくたんこじんＩゆきこ

かれらとなところこじんしゆぎきよくたんりこしゆき

のは︑現在成立して居る政府を全腰して勢働者本位の

人主義は屡々快楽主義と結着く︑是は必然の結果であ
こじんしゆぎひじやうこじんしゆぎキはしやう
る︒個人主義には非常にいけない個人主義が矢張り唱

あやた．しかしやくわいしゆきい

じ人るゐぴやうどうとｂあつかせいどい

し工勢働者本位のものにしたいと云ふやうな下層多歎

らうどうしやほんゐいかそうた背う
きぱうしやくわいし沙管おこくい

い

貧富の懸隔が甚だしくなって来た篤めに賦曾主義なん
おこきしやくわいこんぼんて雪かいざう
と云ふものも起って来た︒どうも斌曾を根本的に改造

ひ人ぷけんか〜はなはきたしやくわいしゆぎ

吐曾主義と云ふものが起って来る所以はある︑何分

きたいのである︒

義だのふきう云ふ主義に就て尚ほ鼓に短評〃一加へて置

ぎ

画

あつばくをおも毛のもくてをたご

催議難鮮膳賎麺騨怨鯛弛岬繍謝牲緋澱縦坑溺離瀦副識鯛蕊黙

奨働す愚と非常な間達が起る︒国家主義を破壊すると件として無かるべからきるものである．自由は目的其
とになる此思想の紛糾して人々危倶の念を懐く際にものを言い表したので睦︐§して︑目的を達す愚方便と
常って︑人民をして迷はしむるやうな言論を癒すことして無かるべからきるものであるからして︑其方便に

は除程注意しなければなら楓︒︲開する主義である︒最後の目的を言い表したものでは

叉自由主義噸と云？︿ことは︑個人を唾制し束縛するやないそれであるから自由は悪い方狼も膳用が出来為︒
うなことに謝しては非常に必要であるから之を唱へな個人の場合に於ては自由が保講されて居れば︑善いこ

け艇ばぽらぬ︾淑鍛錘潅専銅注蔑の画である︒何となとをす海秒も勝年深め ︑謡いＺとを対るやも勝手で
くカイゼルの専制的精稗が識大でゐって︑燭逸圃民にゐる︑何事でも自分の思ふ侭になる︒斯く云ふのでぁ

謝して嘩迫の観があるぱいりでなく︑諸外圃に謝してるからして自由は必ずしも善い方に利用される１﹄一亭︿

同じやこノに腫迫して来るやうな観を免れないぅそれ雁乙とを意味しては居らない︒そ奴は自由と云ふものは
濁して自由と絶叫すると云人のは意味がある．濁逸の方便であるからでゐ鳥︒ど臓九なに自由が悪用さ艇て居

零飼主議沈趨馳詫自油性義を雑蝉し証融自噛の澱めにるかと云ふととは露西亜必現状を見れば分る︒露圃民
戦叫其専制主義を破壊して睡迫を除くと云ふやうながニコーフスニ世を腰したのは自由を得る篭めでめった

１１

穏味に於ては︑自由主義も大に主張する理由群溺る域諺毒が︑今度躯識確勝舞畦云悪電とを自抽逃して居る
第である︒けれども自由主義と一亭ざとはが人間の目兵卒としては鶏官の命令に徒はない︑人民としては
的其ものに関する主義ではない．人間の目的に達す為勝手なことをすると一亭︽ので︑どうも除ｊ感心されな︑
方法に関する主義である︒人間が目的に達しやうと云いものになってしまって居る︒自由主義と云ふ乙とだ
ふのには自由と云ふものが保護されて居らなければなけでは足りない︒モゥ一つ先量の目的に鯛する主義を
猷瀕大戦と圃家主義

七

ｒ︲１１︲ｈいも１

あきら

欧洲大鞍と国家主

ぴやフどうしゆぎや雲じぞうしや菅・もわんれん

明かにしなければならぬ︒

わ艇かれぴやうどうにんげんみぴやうとうか

卒等主義も精々自由主義と閲聯したやうなものであ

でくりさうなかノーい一ふ

る・我も彼も平等でゐる︑人間は皆な李等でゐる︒斯
い

う言うて出て来るＺＩこは秒理想としては却母意味はあ

しかぽつさいぴや︑うどうみち解．ゐ

る︒併しながら賃際卒等なものはな聡皆な違って居

ふたりにＡげんぜＡ９ｆｌおな恥い

る︒モゥニ人の人間︐こして全然同じＩ乙云ふことは言へ
じ人かくいへど定いじんかくゼフじ人かく

力く

だすゐろあて舌いみこじんかくい

ない人格と難地大なる人格あり︑小葱る人格ゐり︑
じんかくいろりｆ１．も鱗わかゐじつきいめらば
人格に色々達 のあることは分って居る．賞際現れて
茜罪︶ふか〃．．けつおないづこぜんＦＩＩ渋﹄うじ人
来た人椿は決して同心ではな陣何虚に全然同一な人
ちうしやうじつさいて言

格があるか︲唯だ推論的に言へば皆な一個の人格と言

みふぴやうどうた

かじつれいがんぜんと・ァ拳
一こ

斯かる賞例が眼前に役ぜられて居るのを錘報に毒越し

こくかしゆぎ圭へ１や〃・しいし段淳二哩﹄︐︽しゆ誓Ｆ︶いうしゆぎ

去るべきではない︒

ぴやうどうしか菅やがこく三哩いじヤブ﹄︾︵・一作う詮ぬかゞ

圃家主義の前腫は︑祇曾主義も個人主義も自由主義

も卒等主義哨罵皆噂責際上煙倒されることを免れない︑

斯う云ふ息とを知るのである︒現今の大戦を以イ﹄圃家

かいし︒．ゞげんこんた再せんもつこぐか

主義の勝利︲と見るの鐘其建にあるのでゐる︒

．﹄ゆぎしようりみそこ

五

わ蝿にほＫ一こらい嘩一ノＬと企野蝿みかみこく
てんじヤブ註きうＬんちよくいか

我日本の古恋の方針を考へて見ると︑どうしイ︾も園
かしゆぎ

家主義である︒天壌無窮の禰勅は言Ａ萱でもなく︑彼
言ね人ざいのりとみ
藍たしやうとくたいしけんぱふでう
の所年祭の祇詞を見ても︑亦聖徳太子の憲法十七傑を
み心呼うちいにほんこくかしゆぎきゐ諺あだれ哲足い
見ても︑従来日本は馴家主義で来て居る︒其他歴代の

誉んせい

かでラごせい

げくわんけいじつちつじよせいぜんじみだじゃうたい

い

ぷんけういくち︾主く﹃﹂けんぱふは一ゾぷさいちよくごとうみこくかしゆ

詔勅は申すまでもなく︑近世になっては五箇際の御誓

せ一うちよく宝う

故︑識育蹴語︑憲法護布の際の勅語等を見ても国家主
く人Ｌ人じゃう
義で来て居ることば言ふまでもなりきうして君臣上

い

貰際に現れたものは皆な不平等である︒きうして唯だ
ぴやうどういｒたにんげんたびや八・．歩︶う
平等と云人Ｚとだけでは足りない︒人間を唯だ平等に
るしめ
見ると云ふやうなことではいけ尊いことは︑露西亜の
しやうくわんへい幸うぴ︽心うどうみかうぐん昔︑昨えしゆく
蒋官と兵卒とを平等に見て︑一向軍紀の振瀬しない

下の関係賞に秩序整然として一統素れきるの状態であ

わかゐｌやうＩわんう︵︵い〃一つした

︿い多﹂つし毎︑う参・︲わ人めいれい︐．﹄たいか

に港人Ｌなせいやうし主こｆ︑ち鋲このく・へしんじヤブげわぽく

る・

ま．﹂とゐぢ

ゐ

ねんれきＬ

日本は支那や西洋諸鯉と違って︑此君臣上下の和睦

たい

と云ふものが誠によく維持されて居る．三千年の歴史

くんしんわがふれ註しかつしんみんくわうし一︐

別する所に立派な秩序が成立ち命令に力がある︒竿等

は君臣和合の歴史であって︑曾て人民が皇室に濁して

．Ｌゆぎいとほぐんたいなにみくづ

主義で言へばゐの通りに軍隊も何も皆な崩れてし裂ふ

ぺつところりつばちつじよなりためいれいちからぴゃつどう

漂に上下の腿別を立て画︑率ゆろ屯の︲と従ふものと差

ゐる︑兵卒は籍官の命令に従ふくき§のである︒斯
や
うじゃうげくぺつ九ひきしたがさ

み

ので分って居ヲ︒︒どうしても艦官が上で兵卒は下で

じつさいあら峡

へるけれど咽︑それは抽象したもので貴際的ではない．

八

I

L

うに︾詮いだ弦んかういなわれ勺４︑

につしんせんきう和寺﹄泳ぎはぎくわいひじやう途い桑ばんかう

うちわわ

しな・毛のとほ

おもゼムさうばじところいぐわぷせパさう

ろを

日清戦争の起る間際に議曾では非常に政府江反抗して

い細ずしじゃうじじつでつく

怨を懐いて反抗したなんＩｃ云ふことは無唖︺吾々は一

内輪割れのやうに見えて居った§そこへ支那では其迩

い﹄

度もさう云ふ歴史上の事責に出遭はしたこＩこはない︒
し駁ｒいやうしよこく
ため︐

かい
斯う云ふことは支那雌も西洋諸圃にもゐった試しがな

６つ八・︑醤しかやうながつ子論

・力

にほ入

を

けつ．ふわがふけいを満しめを・

・ぐわいこぐたい

今日と難戦内輪割れはして居っても︑外脳に封しては

こ入睦路一いへどうちわわ

し沼い

りだ：と思って戦零を始めた所が︑意外に＆ふき戦争と
うち．わわいづこい
ぜ人︐Ｆ１蚤Ｊこ〃も
なれば内輪割れは何庭へ行ってし喪ったか全然畢圃一

寸うれん恥秀一し智こたいてい

双力

し人こ・１ぞいたう

い︒尤も歴史も斯犠廷長く績いて居ないけれども︑併

致の態度となって情感を征討したやうな次第でゐって

１︑録ずゐ不ふたこぐでゐ

かやう蔑み﹄

参淀いど

し薮百年の歴喫は何慮でも大抵ふった似でゐ愚︒きう
めい

わけいを

して明君も随分他圃に出て居愚け奴ども︑どうも日本

決し−１不和合の形跡を示して居らぬ︒

い

せいたう

い

じ罰入

ずゐ唯人たがひほ伊あらそ

につＬんせんさう証ことき

て．

﹂く１ゆぎ

マていごくいみ

い

Ｉｌｒｌ卜ｂｌ９６︲１Ｌ■︑

と云ふ言葉は使ってなら弧Ｉ噂云

てい毎くＩゆぎい淫とぱつか

いか１凡ｂやく１ゆぎ︶ぜにん

ほどはだうれんきうぐわんらいていこぐ１−心普ロー

きゐ

号﹂や﹂

にほんおいＬやくわい

のやうな鐸に行って居らぬ︒斯様に申すＩと︐中にはそ

いじゃう載こ八％けつこう

父我日本は他

必窟一しつかへ獣たわ賊にばん定

こぐまき心．じつ

事資として述べて差支ないことである

園に勝ハヵ事貴がある以上は誠に結構なことで︑自慢
いわり
あやうしよ也一やうし眼これ
と云人鐸でばないけれど咽︑長所は長所ノーして之を十
ぷん老人めいひつえう
しく久

ぎよこくも↑じつあ

分に閏明する必要はあるのである︒どうもさう云ふ君
しんじやうげくわんけいい
よほどりっぱいゐ
臣上下の開係と云ふものが鈴程立派に行って居る︒き
わ解ふゐ毛こけつ跡ふ龍一けつくわしやう
うし℃和合して居る︒其虚に結合一致の結果は生じて
直ぐかだいじ
きよこくちたい
来るのである﹄いき域家の大事とあれば畢圃一致の態
できにつしんにもろせんえきざい
どい
度に出づるＺとが出来るかの日清日露の二戦役の際

め

か御津わかじつさいしゃくわいわ瀧ふ

ゐ

握ほ幻いくに

れはお鰯曹慢ではないかなんと云ふけれども︑事賞は

日本はさう云ふ域であ愚からして︑日本に於て赴曾
にほんこぐかしゆ
しゆぎＥじんしゆぎい
主義だの︑綱人主義だのと云久やう葱︑日本の劉家主
こすゐ庖
琶ばくわい
義を破壊す愚やうなことを鼓吹するのは怪しから禰乙
をもＯＩＩまたに豚人奴最叱しれうかいところ
とであって︐抑々叉日本の歴史をよく了解しない所か
称＆苧つけんにほ人こらいこぐかしゆぎきゐ
ら起る謬見である︒日本は古来圃家主義で来て居るの
しやうちいどここぐかＬゆぎもつつらぬをふ
で・蒋来も何庭までも圃家主義を以て貫き了せなけ沢
こくかしゆ菅いかば〃
たがひとよ
ばならぬ．但し人に依っては︑よく圃家主義と云ふ代
ていこぐしゆぎいゐていこぐしゆぎ．ずなは
︐に帝圃主義と言って居る︒帝圃才義即ちイムペリァ
なるほどこぐか１ゆぎや毒に
しさう
リズムは成程画家主義と梢々似たやうな思想であるけ
ごウいきたてｒ︾くしゆぎエ
れども︑帝圃主義はどうも誤解を求す帝圃主義は鉾

じどつ

に︑どんなによく塞圃一致の賞を繋げたかと云人こと

程覇道を聯想する︒元来帝刷主義は羅馬帝鰯の意味か

い

を考へれば分る︒そんなら賞際斌曾がさうよく和合し

ら来て居る鋤で︑如何にも侵略主義を是認したやうに

くにじ歌ノレ

て居るか＃一云へは︑政薫などは随分互に激しく零つて

聞えるから︑帝鰯主義

じじつ

居る︒それはかの日清戦争の起る時もさうであった︒
歎洲大戦と園家主義

九

ほど

な

欧洲大戦と圃家主義

しゆもやう

さこぐかＬゆぎい

やわいこくじんていこぐしゆぎい

ふ程ではないけれども︑成るべく避けて圃家主義と云
い

ふわらいどう

ていこぐＬゆぎい

ふことで主張すべきである︒外圃人が帝圃主義と云っ
こぐかＬゆきふ

たからと云って︑そ奴に附和雷同して︑帝圃主義と言
ばなはふけんし言

われ７１１ていこぐしゆぎいをこぐかしゅ

力

ふのは甚だ不見識なことでわる︒域家主義で宜いので
こぐかしゆぎばうていこぐしかぎ
にぼんこちい
ある︒圃家主義の方が帝国主義ょ６もズッと日本古来
いへんごかいきた
はうしん
の方針でもあり雨且つさう云人鍵な誤解を末さぬので

一○

わうしやこと
祷職より聡はない︒それであるから王者でゐる︒殊に
めいぢてふわうい談どいつたいせうみ

明治天皇と今の燭逸のカイゼルとを鍔照して見るとょ
わか めいぢて人わう︑ｂつばわうしや

く分る︒明治天皇はどうしても立派な王者である︑覇
し
やいときにつしんにちろ
者とはどうしても言へな噂あの時には日楕日露の二

せんえきお﹄毛のたせんきうしかめいぢてんわう
け秒しんりやくし渉曹じつかうかたに入げん

戦役及び其他の戦争もあったけれども︑併し明治天皇

は決して侵略主義ぞ賞行なさ奴た方ではない︑人間の

恥きしじつまれじ人くんあけつはしや

ばしや

わうＬやいかた

歴史にも賞に稀なる仁君で在らせられた︒決して覇者
い

ある︒吾々は帝圃主義と云ふ乙とより成る垂へく殿家主

Ｉ仁云ふくきではない︑王者と云ふくき方である︒カイ
．けつわうＬやい

つらぬゆせいしん

〃︾こ

わかじんしやたいど

ばしやきば芦いばＬ今

豚い︒今同の戦争の遣口を見れば分る．仁者の態度が

こんくわいなんさうやり．〜ろみ

ゼルはどう見ても覇者であって．決して王者とは云へ

み

義と云人ことを貫いて行く精紳でゐる．

署い
一ハ

何虚にあるか︑覇者！こして極めて大なる覇者で︑よく
めた
まとうやうとな
セけ人にぼん
世間では日本のことを言ふに鴬って︑霧を東洋に唱ふ

わが産ほ人こ︲︑かＬゆご一胆人置うて言どいつ置くかＬゆ

我日本砂圃家主義は人道的であって︑濁逸の園家主
わがにほんこちいこ・︑か
ざ
しゆがてぎ
義のやうな主我的のものではない︒我日本は古来園家

とか何とか云ふけれども︑日本は覇←云ってはいけな
にほんはしやくにと１７Ｆｌろ人もの
い・日本を覇者の園のやうに時々論ずる者もあるけれ
ばなばよ
かれら詮たかろ〃１い
ども︲われは甚だ良くない︒彼等は又軽々しくゐシ云

みち

Ｌきゐ

したがしんりやくしゆぎわがにほ人わうだう

われき定いていわうあかん解わかみ

い

にほんこちいしふぎはうし人

かん津ゐいまちが

︾一って人て寺くわつ苫うて者ぱうちやうて巷い

起る︒

猫こ

淫日ほ
人わうだうきゐやば
本は王道で来て居るけれども．擁しながら矢張︐

ふ乙とを言ふのであって︑よく日本の古来の主義方針

い

なんいにほ人はい

主義で来たと云ふけれども︑其鰯家主義は寧月王道の
どいず
也いしんとき
極だう
精紳を取って来たものである︑覇道ではない︾燭逸の
しゆがて昔こぐかしゆぎむしはだうせいしんきゐはＩや
主我的鯛家主義は寧月覇道の精紳から来て居る︒覇者

と云ふものを考へて居ない︒それでゐ勇云ふ間違臥が

毛のこぐかしゆ菅むしおうだう

の道である︒随って侵略主義である︒我日本は王道を
おのづかじん電うて書ゐし汚い
取って来て居るからして自ら人道的となって居る次第

登展的であり活動的でゐ・り膨脹的であると云ふのは

しゆぎきみ

である︾我が歴代の帝王を塞げて考へても分愚︒皆な
わうしやたいどいうをほほ人しせい底うしん︑とく
錘堵や態度を有して居られる︒日本の施政の方針は懐
．しんせいほどこじ人みん零︶う這い
治主義であったＰ仁政を施して人民を救演すると云ふ

1

､

わうしやす画ゆ弦︿こいざくぎはむ位
王者の進んで行く前には之を遮ることは甚だ六つかし
これげきたい
げ者たいところ
もさ︵菅もの
い・若し遮る者があれば之を撃退する撃退する所に
ぷしだう辛いしんはつ萱ゐわうしやし入るさくぎ
武士道の精紳が護擁されて居る︒王者の進路を遮ぎる

ものは１キもし竜臼たふ堀いとわかぐ人たい
ひじやフぜいしんじやうゆうぎしやうくし定い

者は覇者若くは其他不正な徒である︒そこで我軍隊に

て人て労

くわつど﹃うてきばつ私一やうて言

わ浄にほんこくかしゆぎいじん麓うて君すなは噂シ
我日本の画家主義と云ふものは︑人道的であり即ち王
けつせうきよくて茜◇や︐肱ばつ
汚う
道でゐるけれども︑決して消極的ではない︒矢張ｊ蕊

展的であり活動的であり膨脹的である︒
七

こ入くわいたいせんじいうたい轍人せい淀みＪｒｌい禿

今同の大戦を自由謝専制と段々言ふやうになって居

わう１．やたい答せかけぎうきいせい１人い

非常な精祁上の勇気が生じて来る次第である︒さうし
て王者の態度は世界を救潜するの精榊から出づるので

る︒最近にロイドジョージが羅馬尼を賞讃した言葉に

壁たしぜんせかい︵いわたわがばんとないはい

てんあた

いところよほど

ルーマ三ノひじやうく君やう

せんせんとき

いせいしん

か画はた画かゐ

くいこＩどいつたい

も見える．さう云ふ所は除程ある米圃の燭逸に識馳

み

どいつゼんせいし心舗たいた︑かじいう１ゆぎた

ルーマニアしやうさんことば

ゐるからして︑随って自然に我に錦服して来る者があ

も燭逸の専制主義に謝して戦ふのは自由主義の爵めで

．い

こいｃかくつわざばひら

い

さい秀ん

れば︑叉自然に世界の李和の鱈めに我版園内に這入愚

１た解しぜ人われ者ふくくもの

やうになって来愚のがある︒さう云ふのは天の典へる

ゐる︑羅馬尼の非常に苦境であるに拘らず戦って居る
いおほいＬヤブれいこ︲とぱ
じいうた
のは自由の篤めであると云って大に奨働した言葉など

もつし︑

のであって︑是を瀞すれば却て鯛がある．それ等は
ばんとないいさＬつか︵すな吃しんＤやくてきいみＢ
版愚内に入れて差支ないのである．即ち侵略的の意味
を以て蕊いてそれを取ると云ふのでなくして︑どうも

もつと

日写〃︶

ぜかいじ

て宣戦した時にも︑さぅ云ふ精祁がウヰルソンの言諜
どいつせ人せいしゆぎい
なかあらを
の中に現れて居った．燭逸の専制主義と云ふものを根

いろＩ︑１うゐくわんけいじゃうにほん鯉んとない．い

どいつやりくち肱だう

ん

色々な周園の闘係上︑どうしても日本の版園内に入れ

いうた

せんせいてきあつばくいつぷかんかみ

らず︑総て凋逸以外の諸圃︑聯合軍の国々に濁しても

すべどいついぐわいし上こぐ賑人がふぐ人くに１１たい

虚に燭逸圃民に謝して専制的厘迫となって居るのみな

乙どいっこくみんたいゼ人せいてぎわつばくゐ

せい

抵より覆してしまはなければならぬ︒それは世界の自

たとてうせんなんやうしよたういたよ

せかい邦／めいおよへいわた毛のはう

ていくつ淋︿

て置かなければならぬ︒入れて置けば其入れられた刷

である少燭逸の這口は覇道であるからして︑どうも其

由の矯めであると云ふやうな精紳である︒尤もなと︲と

おいお寮とのいくに

例へば朝鮮南洋諸島︑さう云ふもの刀満めに良いのみ

豚あひわばもと・き

い

ならず︑世界の文明及び李和の篇めに其方がましであ
い

ると云ふやうな場令である︒我が版岡に錦したものは
じんせいもつこれけうぐ木かうふくあた

そこおのづかわうしやけんりい

仁政を以て之を教化して幸祇を典へるやうにせられて
ぬ

そこ

ぽくめつ

専制的腿迫と云ふものが騒ぐ威ぜられる︑イヤな感じ
しだい

が其虚忙ある︒どうしてもそれを撲滅してし戎はなけ

ぱうだいく

ものが膨大して家 る次第である︒それであるからして

一一

１１

居るのであるからして︑其虚に自ら王者の権利と云ふ

欺洲大戦と 園家主義
ｌ︲

I

欧溌大窪と翻家主義

せかい元ひじやう渉い．〃いこゆせノー

れば世界の馬めに非常に害がゐる︒斯う云ふので此戦

季に立派な意義〃一附して居る次第でゐる︒尤もなこノー

さうｂつば姉．ぎふゐし定いもっと
しかこんく︒︑いやえきうみんし少しゆぎたいくんＬゆしゆぎい

である︒

耕しながら今同の戦争を民主主義封君主主義と云ふ

ふかいどいつくんＬゆしゆぎきゐ

のは不可と云ふべきでゐる︒燭逸は君主主義で来て居
くいこぐごとみんしゆしゆぎくにぺいこぐどいつ
る︒米国の如きは民主主義の園でゐる︒米圃は燭逸に

たい非一んせんあたや雪くんしゆＬゆぎぼくめつ

あにばかれん添ふぐんなか〃︲んしゆせいたい

謝して宣戦するに常って︑動もすれば君主主義を撲滅
ふんＬゆしゆぎはつぎいこうぜんＬやらやう
して民主主義を凌揮すると云ふやうに︑公然主張して

えいこｆ︑みほどみんしわし釦．ぎて昔広うめ人

球褐けれども︑登園らんや聯合軍の中牛娼は鑑主峻篭の
えいこぐいたりＩにぼん
圃家もある英圃︑伊太利︑日本なＦ｜塾云ふ園はさうで

一﹂ Ｐ ｂ 藍 色

やふ

い

ある︒英圃は除程民主主義的の方面もあるけれども
●︲︑んしゆせ弥淀いさうゐこんくわいたいぜノ︑
君主政鰐恥Ｉ相達ない︒そ奴であるからし埴今岡の大戦
もつみんしゆｌゆぎたや︑︲んしゆし他ぎ・いいぺい
を以て民主主義調君主主義と云入やうに言人のは︐米

衿︑〃くし金ｃ人みんたまほ

一一一

ほんしせいばうＬんじ〃︽︿みんふぐりしゆ営

を君主がらして人民に賜ったのみならず︑一慧脊雅酢

本の施政の方針は人民の禰利を主として来たものであ

そのいみみ人ぼんＬ担ぎいこのごろみ入
る︒其意味を民本主義と云ふのである︒此頃はよく民
しゆしゆ菅みんぽんしゆぎこんどフいばな眺

主主義と民本主義︐進を混同して言ふことがあるが︑甚
みんしゆＬゆぎいしゆけん胆人

だいけないことでゐる．民主主義と云ふのは主権が人

み人ぱあびいふちんすゞぺいごく

ところみ︐今ゆしゆぎくに左りたゐみ人ぼんＬゆぎい

民にある場合を言ふのでゐる﹂梯関西だの米圃のやう

しゆけんくんしゆとかそのく人しゆしせい

な所は民主主義で閥が成立って居る︒民本主義と云ふ

よ・﹃．．しんもつぽじ人みんふぐりじんみんたい︐こくぢ

のは主権は君主にあるけれども︑併し其君主の施政の

方針が専ら人民の羅利にある﹂人民の爵めと云ふ徳治
し
ゆざみノぼんしなぎいにぼん

．もくて昔おなかい

主義にめるｒそれを民本主義！と云人のである︒日本な
み人ぼんＬｗｌ菅社玲み︐ハしゆせいたいみん︐一ゆしゆぎぎ
どは民本主義で来て居る︑民主政篭で民主主義で来た
みんほ．Ｔあぎきみ釣Ｌゆしゆ
のではないけれども民本主義で来たからには民主主
曹も︑．Ｉてざお罰．ち︽こいぢ号．くわんち罪ゐ
義と目的に於ては一致する︒政治の機開は建って居る

よかたち殖じつ

ぜんせいて壱にほんけんこくいちいくわうしつお

唱菅・︑・てき

据ほんくみＩゆせいたいせんせゐてきくんＬゆナーいたいむかＬせん

けれども開的は同じである︑斯う云人ことになる︒
こ

圃髄取ってはそれで宜加らうけれども．︑さくノ云人こ

いになば陸ほんたいぷゑんりよしゆちやう

を言人のは甚だ日本などに封しては無遠慮な主張でゐ

日本の君主政鵠は専制的君主政鵠ではない．昔は専
制的であっても宜い形にぼって居ったけれども・賞は

もつとどいつ．〜んＩゆせいたい少●．｜・︿趣いてきくんＬゆせいたい

るｃ

専制的ではなかったゞ日本は建圃以惑皇室に於かせら

こんくわいたいぜんじい︑しゆぎたいぜんせい

ぜん酢串てきせんせいしゆぎ﹃いがいい

や７Ｌやみちとおいいつ

れては王者の道を取って御出でになったからし二︽し決し

戸戸

にほんけんりじいう

わがにぼん

尤も燭逸の君主政鵠は︑専制的君主政鰐でゐ愚から

害劃し専制的ではなかった︒専制主義の弊害と云ふやうな

い

其専制的君主政鵠を撲滅すると云ふならば我日本には
わがにほ人・も．人︐︸沙せいたいどいつ
鯛れない︒我日本は君主政篭ではめるけれども︑燭逸

と︐とは琴かつた辰﹈だから今同の大戦を自由主義醤専制

せんせいて暑く人Ｌゆしゆぎ

毒の姓んぜい工きくんしゆ含砂飽いぼくめつ

のやうな専制的君主主義ではない︒日本では権利自由

｢−

しゆ．ざい

錘﹄ご

く人しゆｌゆ雰畢

戸わうだ︑うてきくんしふ

みんしゆしゆぎたいくんＬ少しゆぎい

主義と云人ならは聞えるが︑民主主義封君主主義と云

ってはいけない君主主義で屯きう云ふ王道的の君主
しゆ答承さしつか︽ひじやうりうば
主義ならば何にも差支ないのみならず︑非常に立派な

かうくわ詮うで秀︽か︵つこくたいいて人い
ばろか生さゐてん

みんしゆしゆぎｆに

致果を奏することが出来る︒却て圃磯と云人鮎沌くら言

Ｅ・︑かしなぎぐふこぐしゆぎ

ふと民主主義の鰯よりも遥かに勝って居る鮎がある．

八

などこち鯵うい

湾いつやんこｒ︲し約誓ぼくめつい

満は此虚に注意すべきことは︑画家主義と軍圃主義
．くわ〆けい

との開係である︒濁逸の軍幽主義を撲滅せよと云ふや
ぶぴごゑよほどたかちやうどどいつぜんぜいＩゆぎぼ︐︑めつ

おな

やＡこくしゆぎぽくめつ

い

うな呼謹が雛程高い︒丁度燭逸の専制主義を撲滅せよ
い

ｉ乙云ふのと同じやうに︑軍圃主義を撲滅せよと云ふの
わ源にほんなん恥くわんけい

であるが︑それは我日本などには何等の開係なきもの
に障人しきどいつぐんこぐしゆぎ定蓄
であらうか︑日本でも頻りに燭逸の軍画主義を敵とし
た刀かげ．人ろん唯︵学ぺう６山ずく左
て戦ふやうぽ言論を鞍表する者も少なくないやうでゐ
︐い
ぐ人こぐしかぎだばい
る︒さう云人やうな軍圃主義を打破すると云ふことを
こうげ人す刃い
なんら数じゆん
公言して進んで行って︑何等の矛盾もないもので為ら

毛ごおほいかん球てん

が．ん・﹄くしゆぎとさいた

うか︒其虚は大に考へなげればなら幽鮎でゐる︒
なるほどどいつ

成程燭逸のやうに軍幽主義を取っては一切他のこと

じゆつぞくて誉いくかぐんこ？︲じゆぎた

しよくさんこうげＰ季軍人じゆうぞくて香ぱあひよ

を従鴎的になしてし設人︑言換へ奴ば軍圃主義の為め

ざ牡い

か壱一

い

きよくたゐでぐ

げんや鋪ゐ増いつやんこぐしゆぎ鐘

犠牲にしても構はぬと云ふやうに極端に出て来れば．
たこくひじヤラ−ぬかくせかいくいわこのたやぶ
他幽は非常に威嚇される︒世界の平和が此篤めに破ら
くわい

せかいくいわいまたたじつやぷ

れる︑現に破られて居る︒そこで穐逸の軍圃主義を砿

壊しないと︑耀界の卒和と云ふものが叉他日破られる

おと罪ぐんこぐしゆぎこ人ていくつがへ

妙一んさ・フやかん津へお一一

虞があるからして︑あの軍圃主義を根抵から覆すで靖

とた

社たじつ︑たこぐたお臆いお塗

ければ戦争と止めてはいか鰻と云ふやうな考が起るの
駒つＬ﹄に反んどいつきよくたんやんごくしゆぎ
は尤もである︒日本でも燭逸のやうに極端な軍鰯主義

私Ｙｃ

我たどいつ

たぁかい

にほんせかいかくこく

を取って立って来たならば︑賞は他圃の潟めに大に怖
あひて

奴ら耽る本であって︑叉濁逸のやうに日本が世界各圃

わか１

じつおと

を掛手にして戦はなけ奴ばならぬと云ふやうなことに

しかこ︲歩Ｌゆぎ︐とたいじゃフ

なるか熟分らぬ︒そ賊は賃に恐るべきことである﹂

ながら幽家主義を取って立つ以上は︑阪一うして
こ併しく
かぱうぎよいなな

も国家犀い防禦１と云ふも が無くてはなら租︒いつ何ん
ど蓮た一︐一く遡八たんひらかぎめいぢね人かんおいにつ

時他画と戦端を開かぬとは限らぬ︒明治年間に於て日

満日露の二戦役を経た︐・であるが︑今後如何なる画と

し人に瞳ちろ婚︸人え君へこ人ごいかくに

妙︶↑たんまじたれだんげんでき

いじゃうやは・り．くかいやんばってんばか

戦端を麦へ喝いとは誰も徴言することは出来ない︒そ

もつとこれ

こ︲︲︑ごく︒︑うばふ

あ式

れでゐる以上は矢張り陸海軍の護展を計らなければな

らぬ︒尤も是までは圃庫室乏でゐ？だからして鎌︐に

陸軍の嬢張などをやることは︑教育だの賞業だのと云

りくぐんくわくい︾やうけういくじつげふ・い

I

に殖産興業でも何でも従鴎的施して︑場合に依っては
蟻洲大職と園家主義

三

歌洲大唾と圏家主義
はうめんぎ世い

ばなば

ひつえう

わい

あ敢．どいつ

わがに傭人こくぜ

↑作

一四

つぎごｆかしゆぎ︷いわしゆぎくわんけいついごんお

ちかしたがよびごゑたか

なか︲ｆｌや

くさうゐ

くざうゐ

ゐしかだんＩ−たいせんしうきよく

たか

そここくかＬゆぎい

併しどんなに平和主義者の言論があり︑叉活動があ
せんさうい
こんごぜんＪ１︑造のあとた
ったにしても︑戦争と云ふものが今後全然其跡を絶つ
せんさうせいぞん昔やうさうもつとげ琴れつ
かたち
ものではない．戦争は生存競争の最も激烈になった形
ひろせかいしんくわいじじつおこな・ぬ
であって︑魔ぐ世界に進化と云ふ事賞が行はれて居る
おじやうじつさがぜんさうやい
以上は︑富際戦争が鳩んでしまふと云ふことはめらう
進寺．も噌入きうえ争肴うあとたこｐ︑
筈が噂咋若し戦争が永久に跡を絶つものならば︑園
かしゆぎぐんごく︐鯨ぎ
家主義も軍圃主義もめったものではない擁し韓塞は

らうし︑叉議論も段々と高戎って来るに相違ない・
しかへいわしめぎしやげんろんま挿雫くわつどう

生たぎろん

このたい肥・｜んたけ屋は

次に園家主義と李和主義との開係に就て一言して置
へいわしゆぎい
あた
きたい︒平和主義と云ふことは此大戦酌なるに富っ

いぐわいせいくわりうにふこぐかＬ匿いと

くいじゃう毛のとみていどおうりくかいぐんはってんはか

しか

われあまきよくたんりくぐんばってんきばう

々も鈴︐り極端な陸軍の護展は希望しなかったけれども

ては除程呼聾が薄らいで居る︒併し段々大戦が柊局に

ふ方面〃一犠牲にする乙と甚だしいやうであるから︑吾

併しながら意外にも正貨流入して画家が次第に富んで

軍た確かえうあ

い

わうだうばつ者たぐ人こぐしゆぎ

響いつてき

よほどよびごゑうす

来る以上は︑其富の程度に雁とて陸海軍の蕊展も計ら

近くに従って呼謹が高くなって来るに相違ない︒さう
こんごえいゑんへいわほｌやういけいくわく
して今後永遠の平和を保障すると云ふやうな計書もあ

ていどぐ︒︑こくしゆぎい

なけ賊ばなら掴︒叉計ること帝一要するのでゐる︒或る
ぐんこぐしゆぎはんたい

程度の軍国主義と云ふものは必要である︒除りに燭逸

の軍園主義に反鍔すると云ふ乙とは通我日本の圃是に

ばんたいいかくこくきやうきうさい
ぐんこぐしゆぎどこ

反封すると云人ことに４る︒どうしても各国競争の際
たざにぼん
あ元
に富
っては斡蹴舞誇を錘がべきではない︒但
し日本の

ひつえう

軍圃主義は何虚まで４王道の護揮の篤めの軍圃主義で
わがにほんを人ぞくはっても
昔よくた人ぐんこぐしゆぎ
ある︒極端な軍圃主義ではなくして我日本の存績護展
たご こぐかつうせかいわうだうしたさう
の矯め︑殊に瞳家を通じて世界に王道を布く篇めの相
たうへいりよくえういし釦いぎたぐんこぐしわ菅
営の兵力を要すると云ふ趣意から来る軍国主義である
それは必要なことであって︑燭逸牙一敵とした鱈めに︑

かぎ己

らいどう

はな峰むじゆんおちゐ

とこよほどちうい

ると云ふや皇ノなことに雷同すると︑甚だしい矛盾に階

い

他の聯合諸幽の呼蕊に倣って蘇りに軍幽主義を撲減す

たれんがふしよこくよびごゑならあまぐ人こぐしゆぎぽくめつ

却々焔汀ものでないからして︑其虚で悶家主義と云ふ
しゆちやうひじやうちから
かあていどぐんこぐし和
ものシ主張に非常に力があり︑且つ或る程度の軍圃主
ぎい
けつひてい
おぽい
義と云ふものは諺決して否定すべきものでばなり大
こぐばうひつえうとも︲一やうだうたが
に風防の必要と共に唱道せらるべきものである但し

あていどぐ人こぐし帥．ざだんひつえう

おもぐんこぐしゆぎいめいしよ・うぼか意に

これぐ謬琴堂﹂くしゆぎ低いそのめいしよういざ角かん渉

ら函と限らぬからして︑其庭は除程注意すべきである︒

之は軍国主義と云ふべきか︑其名群は聯か考ふべきで

おもいま

し適冨な名蕊がゐりきうに思ふ︒けれども今はそれ龍

てきたうめいしよう

ゐる︲と思ふ︒軍幽主義と云人名蒋の外に︑何かモウ少

すｚ

或る程度の軍圃主義は獄じて必要でゐる︒
塊

室さめいしようかん試随

●０

やんこぐしゆぎろん痘

勝った名瀞を考へ出さないから︑ 軍 園 主 義 で 論 じ て 置
しだい

く次第である︒

だいたいこぐかしゆぎしゆちや・フぷん哲やう滝い回いうい

大鰐鰯家主義の主張に十分強大静る理由のあると云
こんくわいおう１﹄うたいぜんよ歩うめいつむ

ほか

ふことを︑今日の欧洲大戦に依って説明した積りであ
ごくかいふたいりつたぃびあふあもそゆいじゃう
る︒圃家と云ものが掛立して互に相争って行く以上は
じつさいじゃうこくかしゆぎい砿うし人と

こぐか１ゆぎへいじ心んじ

どうも資際上圃家主義と云ふ方針を取るより外は憩い
のである︒圃家主義は卒時にふっても戦時にゐっても

かばどここれつ喝｜ぬゆ

鍵ｊはない︑何虚裂でも是で貫いて行くべきものでぁ

る・

ところしやくわいしゆぎこじんしゆぎじいうしゆぎぴやうどうしゆぎい

︐くにくにあひた画かあたよほど︾くかしゆぎ

所が吐曾主義︑個人主義︑自由主義︑平等主義と云
ふものは︑画と園と相戦ふに富っては除程幽家主義の
た
けんせい散ぬかＬやくわい
篇めに牽制さる夏乙と〃一兇かれない︒それならば斌曾

しゆ菅こじんしゆぎ曙人ｆｕｌごぺういい

主義個人主義は全然鏡謬かと云ふとさうは言はない︒
しやくわいＬゆぎおこくりいう詮たこじんしゆぎをのせし

赴曾主義の起って来る理由はめる︒叉個人主義噛其性

しつよおほいしゆらやう・りいうせんじいくど

質に依っては大に主張すべき理由がある﹄戦時と雛弛
ぜん脇︑１こじんしゆぎなめわけ
全然個人主義が無くなって居る諜でばない︒叶淑ど恥
画家主義に依って牽制されてしまって居る︒自由主義︲

おぽいいみじいうぴヤブどうい

どいつせんせいしゆ蓄虻いｃいうしゆぎい
に小の燭逸の専制主義に封して自由主義などと云ふの

は大に意味がある︒けれども自由平等と云ふだけでは

こく和や毛んぞくばってんろこくし竃

歴落し系

じつあぎら

わがにほんおいいる７１︑まぷ

国家が存績溌展することは六づかしい︒露画なり支那

ひ．と匙よ砿・やぜんこくかしゆぎもつと

の歴史を一見れば賞に明炉である︒我日本に於て色々迷

ふ人もあるからして︑迷は楓やうに判然園家主義の最
ぢ釦うだいあ弓一らこのこぐかしゆぎ︶．しようりえ
恥重大なることを明かにして︑此圃家主義の勝利を得

！ゐさいこぐかしゆきへうばうたひつえうろ人し

だい

たざにぼんこくかしゆぎどいつしゆがてきこぐか

て居る際に幽家主義を磯榛して立つの必要を論ずる次

第である︒但し日本の圃家主義は︑燭逸の主我的圃家

・しゆぎたいじ人だうて昔どいつはだう
かいてん

たいわうだぅと

主義に醤して人道的でなければなら楓︒偶逸の覇道に

おいすこ宝も雑ひいり菅せつ

ゆ．

封して王道と収って行かなければならぬ︒斯う云人黙

に於て少しの間達もあってはならぬと云ふことを力説
おしだい

して置く次第でゐる︒︵完︶

五

こぐかＬゆぎよけんせいゐじいうしゆぎ

一

ぴやうどうしゆぎ︶せんじいへどせうめつゐいこと
平等主義哨戦時と錐も消滅して居るとは言はない︒殊

微

十
歓洲大戦と圃家主義

、

、

F一

I

億仰と畢問

信仰と肇間
つひはもん

きき１んしうだ︲い解くづく産うじ造のぷひ１−Ｌ人Ｌ今う

都だ

前に真宗大畢の造られた常時︑其一部の人は真宗の
砂うりばんたい

協賛雷員
文事博士

一一︿

遠藤隆吉

がくもんもの んかういけつ
しみかうもの瀧くもんいこれ

肇闇率ある者が信仰があるかと云ふと︑決し屯きうで
もと

い

がくもんしんかう︑やうりつ解た

は尊い︑信仰のゐる者が畢問がゐるか︐と云ふ︐と︑是は

画よりきう︐とも言へない︺畢澗と信仰とは雨立し難い

い

畢問は畢問︐と云人やうなことで・挙閥︲こ信仰と衝突す

芽らかみぜ人せい感かば事と雄つけうｂとう

と云ふＺとでゐる︒村上専精博士の如きも︑儲教統一
ろ
んあらにたつひ雀もんしうけう
論を著した潟めに鯵に破門せられてし製っだ︒宗教を

る場合には︑其握さに依って決定さ奴るだけのことで

い

教理に反謝なることを言鉱出して︑絡に破門せら雌た

またがいいがたしんかう︑﹄んかう
かと云夫Ｉと︲叉一概にきう︐とも言α難い・信仰は信仰︑
がくもんがく渦んいがくも人し人かうしようとつ

畢間的に研究する！と叩唯だ知識の方面だけに重きを篇

わる．畢間蛙婆婆のものである︒畢問が無いと云ふ︲こ

ゐ

しだやＬんかうな

まただしうけうもところ

ずなに・りｒ・つく︐ｐくついほ︒とん

肴うきょくところし

か篭これゆ愚こ︲坤に私どこ●ろかくしう行をしうけう

な

できしやぽ府いに／げんかも

しんかういばういすこかは

私つれつＬ︲ハかう・罫〆い急しん許フ

ひと趣つけう

対串・︑もんしや砿がくもんない

ぱあひ毛のゐよ誤けってい

して居るものでゐるから︑次第に信仰が無くなって来

人に説教することも出来ない︑婆婆に於て人間の償値

おも遊

る︑即ち理窟にな？︽し来る﹄理窟となると云ふと︑殆

も無い︒け艇ども信仰と云人方から云へは少しも獲り

な

淀もしき砿うめん

ど究極する所を知らない︑叉他の宗教！／二致する所が

はな聡熱烈なる信仰があれば十分である︒今信仰の
さ
かひとたし︐八︑．うＬや陣

がくも人てきけん訂う

無いとも限らない︺此故に今日の所各宗競うて宗敬の

だい洋くまうゐい芝のし人なう︽︑うせいゆゑん

大事を設けて居ると云ふのは︑其信仰を養成する所以
淀︑﹄やばうへ催たらところ漆くしややうせい・

盛んな人があって歌︾︑唯だ信仰だけであると︑婆婆に
擬いなんかうこ刀おいかく︲︑うき鐘がくしややう
於ては何の数もない︑錘に於てか各宗競うて畢者を養
いむしがくもん︑ところ・迄．うりよやうせい

いつひしんわうい話うわりあひうす

がくもんはうおもしろ

でなくして︑唯だ裟量婆の上で働く所の畢者を養成する

成せんとするのであるが︑畢問の方が海白くなって来

せい

のが目的である︑否な寧ろ畢問ある所の僧侶を養成す

ると云ふと︑経には信仰と云ふ方は割合に薄くなるこ

もくてき

もくてき

るのが目的である︒

とがある．

−

「

一一一

もなんらくわんけいながくもんまことしんいう

若し何等開係の無い畢問でめったならば︑真に信仰
む
じゆんいすなは京つりがく

と矛盾するｊ云人ことはないであらう︒即ち物理事の

ち１識か今しんかうむじゆん・かへっこれ
たす

い

ごとば

知識と榊の信仰とは矛盾しない︒のみならず却て之を

助けると云人こと噛めるであらう︒ガリレオの如き場

ち伽く

だうとく芝のものもがこ

このてんいだうとくますＩ︑けんきうみ

違って来るだけであって⑲道徳其物には違臥は来ない

柔

ち渉Ｉしうけうじじついた

のである︒此鮎から云人と道鰐は益々研究して見るが
もとだうとくいくどじじつをんざい１
宜いのでゐる︒固より道徳と雛も事賞として存在する

には違いない︑けれども宗教の事賃と云人ものは唯だ
しんかうでうＤそのしんか．フい︐そのひとと
信仰の一篠である︒其信仰と云人ものは其人に取って
打し卜︑うぜんたとじぷんしんしうはい
は寧ろ偶然である︒例へば自分が真宗に這入ったか︑

浄土宗に這入ったかと云ふことは偶然の事情に依って

あひ・へつ毛のしうけうくわん坪くもん

合は別でゐる︒けれども其宗教のことに開する畢問を
しか毛のしうけうしんかうあつい
持って居りながら︑而も其宗教の信仰を厚うすると云

決定されるのである︒真宗や浄土宗其ものには相富の

う

いなもちろんでき

おもかいＬうけうだい坪Ｉ

またしぜ人けつくわい

しんしうじゃうどＬうそのさうこう

ちがこれしん︐ひとみ

けつやうせん

やうぜんだうとく一﹂れ雲ちいさいひとやう

室も

やうぜんところだうとくじじつ

云ふ乙とはないのである︑偶然でない所の道徳は事賞
もつとふかいみぐ︑フぜんところ
として最も深い意味がゐるのである︑偶然むある所の

！ＩＩ

ずなはごじん１んかうとの一

てか宗教の研究は偶然を破壊して偶然ならざるものと
し
んくだうとくけんぎうはじ
信ぜんとするやうなって来るＰ道徳の研究は初めより
ぐ
うせんけつぐうぜんばくわい
偶然でないのであるからして︑決して偶然を破壊する

しうりうけんきうぐうぜんはくわいやシぜん

宗教は必ずしも深い意味があるとは言へない︒鼓に於

しうけうかならふかいみい↓﹂︒おい

い

意義があるに違いないけれども︑之と信ずる人から見

い一き

けでてい

じゃうどしうはいいぐうぜ︐︐﹄じじやうよ︲

人のは各宗の希望である︒斯う云人乙とが果して出来

れば偶然である︒道徳は是と違って︑一切の人が一様

よ

かくしフきばうかいはたでき

得べきや否や︑勿論出来ないことはないであらう︒け
力くしうひかくみかならじ系んしうし
れども各宗を比較して見ると︑必ずしも自分の宗旨ば

に守らなければならぬものでゐるから︑決して偶然と

も︑を

かり良いとは思へない︒斯うなると云ふと宗教大事は

しＢしんちうむしいくこれ＃・〜しうだい鱗く
どうじ

獅子身中の鐘と云人やうになって来る︒是が各宗大畢
こんにもうれところわながむり
の今日憂ふる所である︒狸ら無理のないことでゐると

同時に︑叉自然の結果と云ふべきである︒
四

毛のてんいだうとく噂フ苦肱あんしん

できだうとくじやうげんりいる７１１

其識になると云ふと︑道徳の方は極めて安心である︒
いかぺん者やうみところだうとくはくわいい
如何に勉強して見た所で︑道徳を破壊すると云ふ乙と

一

みとたぐうぜんじじつひてい

ものを認めないのではない︒唯だ偶然の事資を否定せ

と云人やうなことはないのである︒即ち吾人は信仰其

は出来なくなる︑道徳上の原理は色々ゐるでゐらうけ
だうとくだうとくじじつをのじじつこんきよ
れども︑道徳は道徳として事責である︒其事資の根礁

んとするのである︒

だうとくがくい

七

みかたｆ一が

の見方が達人だけの７−とでゐる︒道徳単と云ふものが
信仰と畢問﹂

I

信仰と畢問
五
巴昏けうじゆ．けう

かちゆゑんすな在じじつ

儒教が儒教として憤値ある所以のものは︑即ち事賃
みちをＬところ
じゆけうけつずうぜんそしへ
たる道を激へる所にある︑儒教は決して偶然の教では
１力じゆけうＬうけうちからか
ないのでゐるｃ然らば儒教は宗教の力を籍らなければ
ふかやこんていないごじんだうとくＬうけうぜ↑へ

一八

おはいかうりよえうもんだいいかん︲あらた
これうけとい歴い
鈎にふ

とは大に考慮を要する問題である︑如何となれば︑新

に輸入せんとしても之を受取るや否やと云人ことば︑
そのにんげん辛一いかくいか︐へにんげんせいかく
一に其人間の性格如何にゐるのである︒人間の性格が

鍵化すれば輸入をし耐愛化しなければ輸入しない︑其
せい力くへんくわ１やくわいへんくわもとづこれゆゑせい︽︑矛
性格の憂化は赴曾の愛化に基くのである︒此故に西洋
だと︒ しゆぎ沙にふ
おばいみ
の道徳主義を輸入すると云人乙とは多くは意味がな

︿入くわゆにふ︿んくわゆにふその

然別の範園に属する恥のとしやうと思人のでゐる︒道

い︒先づ賦曾の鍵遷如何と顧みなければならぬのでゐ

んゐ

ず肢はわれらおこなひまかぱＬよわれらだうとく

したがじつかうあん
われ名一唾いめいだうとくとも１．うし

ずなはだうと︐．︲じゃうじじつ

しやくわいへん十一んせいやうだうとくし心︒．ぎいい心．にふ

ましやくわいへんせんいかんかへり

い

徳は吾等の生命を委すべき場所ではない︑道徳と云え

る︒賦曾が愛遷して西洋の道徳主義が易々として輸入

深い根抵が無いかと云ふに︑吾人は道徳と宗教とは全
ぜ
んぺつは〆ゐぞくおも軍フ

ものは即ち吾等の行を委す場所である︒吾等は道徳に

せられるやうになると︑即ち道徳上の事賞がそれだけ
お
ほふわけこのいみおいだうとく

とくわｎらせいめい式かほしよだうとくい

従って賞行してそれにて安心して居るの︲であるけれど

多く殖えた鐸である︺此意味に於てでなければ道徳は

ばんだうとくしうけフ

につ暗んこくたいたつとしんだうおしまたせいゃう

西村茂樹翁は儒教を以て根本とせられた方であった

にしむらしげきをうぽゆけう池・一︽こんぽノハかた

おもしる

も︑吾等の生命は道徳と共に終始するものではない︒

ひつえう

かみあるひほとけしたが１うしあるひた︑︶︲犯

面白くないのでゐる︒

て昔え・つとい

七

紳或は像に従って終始すべきものでゐる︒或は他の信
とげんしたが
うちうだいせいめいした溝しうし
徒の言に従へば︑宇宙の大生命に従って絡始すべき池
のでゐる︒雌意廉に癖て迩癖を識ず迩咋の雛溌に誌識

けれども︑日本の圃鰐を尊び︑赫道を重んじ︑叉西洋

Ｌやいけん

こんにちＬやくわいおい

がくも／て秀これけん幹﹂フ拓もまがく

固より一種の意見であるけれども︑今日の赴曾に於て

もと

ではない︒吾人の観る所を以てすれば西村先生の説は

ごじんみ←ころもつにＬむらゼんせいせつ

がくもん抄ふつう壱じんじゃうヤブじやしゃ

的の要素を入れる必要はない︒一般に道徳と宗敏とは

の畢問にも精通せられて居ったから︑尋常一様の儒者

ぜん＃〜くつばんゐぞくざＬつか︵

全然別の範園に属するものとして差支ないのでめる．

一ハ

い武たいせいしェこぐだうとくしよもつこと侭●Ｉ窪にふきた

今や泰西諸幽の道徳吟書物が悉く輸入せられ求っ
弐たかくしゅＬゆぎことｆｌゆにふにつばんだうとく
だ︒叉各抑の主義も悉く輸入せられた︒日本の道徳
ろんもちろん一﹄れらざｚ︾かフ

は︑畢間的に之を研究しやうと思人だならば︑先づ畢
砿けいとうつくにフ段
すなはしんだうけいとう
派の系統を作る方が宜いであらう︒即ち祁這の系統︑

じゆけうけＹこうをいやうかく？ふざとうけいことフトＩこれらと・きた

を論ず鳥的のは勿論是等のものを参考としなければな

い

儒教の系統勘西洋の谷主義〃系統︑悉く是等を採り末っ

あらただうとくじやうＬゆぎゆにふ

らぬ︒けれども新に道徳上の主義を輸入すると云人こ

｢
ﾃ
電
示

ブイけうとうひかくあるひしん電フひかくみじゆけう
もつがくもんてぎしゆとうけいつくみいブイい

とこ︑つ

い

か

々教等に比較し融或は神道に比較して見て儒教はこん
て以て畢問的に一稀の系統と作って見ると云人ことが々一
たなど画ろゆぴさごとしめ：
ひつえうおもこれずぼばせい義一おいおこな
なものであると云ふことを掌を指すが如く示すこと
必要ではないかＪ息人．是が即ち二十世紀に於て行ふな
︑おもしろじ系ん
でき
せいきがくもんもつとばつ
ｒげふ
ぺき所の一の事業でわらう︒二十世紀は単間一心最も磯が出来るであらう︒斯うならないと面白くない︒自分
つ夕︑い

けつ

むえきおほゐ

ゐ

こんにちところじゆけうたけいとうあたみおも
たつところじだいわうこかへりこのけいとう
は今日の所儒激の篤めに系統を輿へて見たいと恩ふて・
達したる所の時代であるから︑往古を顧みて此系統をは

ついずゐぷんこ人なん

い

こん

︲ｌ︲︲ＩＩｌＩｌｌ︲︲︲︲︲︲︲︲く１︐１１

１１︲︲！．︲Ｉ〜１１１１１︲１１１くＩ︐ＩＩｌｌ１１１ｌｉＩ︲Ｉ

○人善き雁志して賎て悪しき零思ふは難し銅

４

０眼前の一一とに心散伽しては蓮行ばれず︒

Ｏ不和に；瀧宥るこ︲と無し︒

Ｏ賜鹿なろ者ほど己れ利口也と思ふ満也︒

Ｏ心の鹿き者は心底強くして面和らか血︒

ＩＴＩＴ

居るのでゐる︒曇響
作ると云人ァ﹂とは決して無益なことではめ烏裂い︒多居
けい
しゆあたらけいとうつく
けい上恥うあっ
くの系統を集めて一種の新しい系統を作らうとする計

かくずゐが人じぷんみところもつ

毛の悪ぷおいまけいとうたみはう

書は随分あるやうでゐるけれどⅥ自分の観る所を以て

おも

すれば︑其一部一部に於ても先づ一糸統を立って見る方
・よ

八

が宜いでゐらうと思人︒

疋のじつきばあたら

おりゐこ卜噸な肱ふ︾わ吉と︐

このいみ旅いじ鋲ん敦じゆけうけいとうたみ
此意味に於て自分は先づ儒教の系統を立って見たい
と思って居る 瞬鍵の燕縦︒云ふと︑事甚だ古きが蜘

くであるけれども．其賞極めて新しいものでゐる︒是

じゆけうけいとうたこ︑ろものお牡・な

じゆけうけいとうをば

或で儒教ｗ系統と立てんと試みたる者は恐らく無いで
鱈いじゆけうなに駒．つじゆけう

あらう．儒教の系統を極めるに就ては随分困難がある．

第一は儒教は何を以て儒教とすべきかと云ふことが困

なんだいあ式ざいれうひろすい

こ処らこんなんう．唾かうじ⑳鯵．けうけい︐畠うつく

難である︒第二は鎌ｊ材料が麗過ぎると云ふことでゐ

はじヤソけう減つけう全たブイ

い

る︒是等の困難に打克ら得為として︑総裁の霞統を作
じゆけう
って圃儒激はこんなものであると云ふ乙とが言へるや

I

うになって来ると．初めて耶蘇教とか俳教とか叉は同

信仰と事間

6

I

九
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圏本と大思想家

い

︵於本曾講演曾︶

評議員
文単士

三輪田元

むしくにほこかん解を歌を

ぞのいば心︾るだかしさうか唾しなついつ一﹂うし唖

ない︑寧ろ園の誇りであると考へて居る︒と申します

そのこうしたいりつＢころ

どうしごとしきうか

ひ︵字えうしかしこんにちし云

の門弟は三千人と申して居る︑其中で六葵に通じて居

・もんてが・にんａをゐそのうちげいつうゐ

の人民を滴は函ければなら忽と云ふ時代でゐる︑孔子

じ人みんすぐいぃ汚いこうし

代は如何なる時代であるかと云人と︑孔子が出て天下

だいいかじだいい︾．こうしでてんか

本営に消化され雷得されて居り戎す︒諸君︑孔子の時

ぼんたうせうくわゑとくをしょく人こうしじ

ども．資質は甚だ振はない︒却て隣圃の我邦に於て︑

耐一つしつ︲はなぶふるかへつｂ〆争﹄くわがくにおい

孔子は稗として祭られ飼園教とし崇められて居るけれ

こうしかみ守つこくけうあがを

では︑孔子の書物は古典古畢の書籍として取扱はれ︑

こうししよもつこてんこ澱くし里ぜきＪ﹄りあつか

起する必要があったのであります︒併ながら今日支那

肴

支那に出た時の状態を考へると︑孔子が出て︑大に奮

出なかつだのが却て私は名誉であると思人︒孔子の
しなでときじゃうだ︿かんがこうしでおぽいふん

でかへつわたくし﹂めいよおもこうＬ

言は函ければならぬ︒けれども︑孔子の如き思想家が

い

の思想家が日本にあるかと云ふと︑遺減ながら無いと

しきうかにぼん穴ゐかんな

定いあ

のは︑其所謂大思想家は先づ支那に就て見ると︑孔子

惹刃

おもわたくしたしかよいばゆるせかいてき

かんがおもわたくしゼかふ

ある︑而して思想家の無いと云ふ乙とは少しも圃辱で

しかＬさうかないすここくＵよく

かと云ふ乙とを考へなければならぬと思ふ・私は世界
てきしさうか心娠くになどと
的思想家が我邦に無いといふ事は︑それ蜂舞に墾嘩が

い

ります︒けれども︑世の所謂世界的思想家が無いと云
ほぎかなＬ
人乙とが︑それ程悲Ｕべきことであるか︑どうでゐる

よお旗ゆるせかいてきし声一うかな

思想家と云ふ者が日本には無いと云ふことに同意でゐ

しさうかいものにつぽんないどうい

ぺ昌償値があると思ひ喪す︒私は確に没の所謂世界的

かち

が有るが︑日本には大なる思想家が無い︑日本の圃鵠
せかいむひ砿くしや誰か︿むひぷくＬやな
は世界無比であるが︑筆者には世界無比の畢者が無い
いこと
これぱたじじつまた
と言ふ事をよく聞ます︒是が果して事賃であるか︑叉
じじつ
いか
げんいん
これおほいけんきう
事賞とすれば如何なる原因がゐるか︑之は大に研究す

おほひとぎろんせいやうＬな汚いしさうか
て︑多くの人の議論に︑西洋や支那には大なる思想家
あ・に雁ん沼いしさうかなにほん︲こくたい

せいやう鋲んめいろんまたにほんぷんめいろんあだ

私が此問題に就て御話して見たいと思ふのは︑何時

を第一に翠げるのでありますが︑其孔子に掛立する庭

一

道

二

でも西洋の文明を論じ︑叉日本の文明を論ずるに富っ

わたくしこのもんだいついお庫なしみおもいつ

○

Ｉ

ものわづかにんびろ
る者は僅に七十二個ハしかないのでわります︒あの装い
にんもんていひきなにでぎ

な

はに支那て三千人の門弟を率ゐて何が出来るか︑恐ら
おもＬかげんこうしみ
いむとで諸
をく於頚も出来なかったと思人︑而して現に孔子の身
ざいしよ１ゆつばってんせいぢかゐ

獅二なに

こうしいばゆろせいぢ獅こなついい

趣何凄れた最初必出褒鮎は政給家たらんとして居る︑
す﹃や威予ふちもつてんかけいり人おもたしか︐・・つ
卸ち政治を以て天下を経綿しやうと思︿診たが︑確に失

ぽいゐ
臆﹃ソとく・と

Ｌ・なじん

敗︶して居る︑そこで孔子は所謂政治を行人に就ての活

きた為道徳を説いたのであり製すけれども︑支那人に
すこ・虻の泥う上一くぜつ︐もちひこんにちわ恥〃ｆ︑尼のだう

は少しも其道徳説が用られない︑今日我々Ｅ４は其道

ｌくありがたおもしなじんあひ液勅ｂふたおも

たぼじこうしときてんかみ漬れ

．ゐそのさいしよじだい形︾うにちいんでじだい

ものであります︒唯一時孔子の時のやうに天下が副ん

か誤くら毛のじぷん

さん他いりよくひじやうざか

として居る其最初の時代が僧日蓮の出ました時代でゐ

毛のたうじ爪ついう．蛇い１︾〃灸キ︑私

ります︑鎌倉は其時分には五山の勢力が非常に職んで
を

いばゆろぶつもん諸えゐひと塗のとく

めったけれど＄︑其営時は悌教の糖脚が鞘々腰たれて

ろんをうにちぃんけつぜん元

居った︑さうして所謂悌門に綿依して居る人でも其徳
これと駒癒ゐた︒．けい１寺﹄館つけうい
海是に伴って居ない︑唯形式の悌教であると云人こと

を論じて心きうして僧日蓮は決然として起ったのであ
砿も一れん定いきせう牡つロうよ欄どひろ
う空す︑日蓮の一代記は小説の方でも総程践められて

ゐ臆ど漁だいはたらもそのた・フじ

居る稗偉大なる働きとしたのであり敷す︑若し其常時

しま

につぼ人しんｂやく

きうゐ

にちれん確人ちうしん

ぐわいか人おこくないいうぐわいか人

この一Ｌ入さい一⑬くえきｂ︐うかうぐうせんいいぐわいこぐ

い

云人と︑世の中に天災が多く起り︑悪疫が流行する︑

よ．方か・てんさいおほ坊こあくえきりうかう

しさうりつしやうあんこくるんｂつしやうめ．んごくるんなに

い

が僧日蓮の要求したやうな時代でゐっだならば︑日蓮

たうにもれんえうきうじだい・にもれん

は出でずし種仕舞ったに相達ない．日蓮の一番中心む

焔とみくわこおいこうしたうじ

い

徳は有難く恩人けれども︑支那人の間には有難く思は
こうして人あふたＡたくい
賊ない︑そこで孔子は天を仰いで嘆息したと云ふ乙と
こうしとところすこ
こうし袖榊鋲
で︑孔子の名器はゑらいが︑孔子の説いた所は少し駒

思想は立正安殿論でありまして︑立正安圃諭は何かと

鴛〃参一退慾一こしひ

ゼノハかあり言ご串こうしいばゆろじん．とじ人みんすぐ

・とのだう上︶くと

脇ゐら肌ない︑そ奴でなぜ其道徳を説いたかと云ふと︑

此天災悪疫の流行す忠のは偶然でない︑況んや外圃か

ノッヰジ

天下愛猫様は孔子の所謂仁を説いて人氏を済はぬけれ
ところにつ
いあり︲関一恵
ばならねと云人穂篠であったからでありきす︒虚が日

だ入げんよもてん

もこんにちいばゆるゑい並いとザを

かうみなくもし散いかれｌ喉︲テヤソ

こもＬｕ︑いたいおほいｂいう﹃﹂いぼけけう

が交に至ると云人には︑大に理由がある︐是は法華経

ら日本を侵略せんとする外患が起って来る︑内憂外患

本の藤史を締いて見ると︑過去に於て︑孔子の常時の
いほどひつえう
如く仁を説いて往かぬければなら微と云ふ程の必要は

を講じないから皆曇って仕舞ふと云人ことを彼が主張
やう

蚕とじ人とゆ

なかった様でゐ愚︒つ製り過去に於て我邦には大思想
い

か吟︼臆ひつえうなこうしごとひとで

くわこおいわがくにだいしさ一フ

家を出す必要が無かったから︑孔子の如き人が出なか

1

したのであり訣す︑若し今日の所謂衛生が届いて居っ
きたこんにちご︲ともすゐこい
あくえき
たとしたならば悪疫もなくなり︑叉今日の如く治水工
じあるひをのたけいざいじゃう暫くわんいはつたつを
事︑或は其他鯉潜上の機闘と云人ものが護達して居っ

一一一

1
'

っ津と雲人ことを職言して宜いのであり或す︒若し天
酢とかならで
こうし
か訟さごとみだ
下が麻の如く慨れだならば孔子のやうな人が必ず出る
↑日本と大思想家

L

雁い

守﹄負ノ！﹂

がしものみちよこいざ参︾た桑矛一のつぎ１︶なとない・御どしや︑かで

日本と大思想家

舌今う一連い

しなしやＰ︑わい炊いたい

里哲や

︐︲︲ん︑﹂︑︾ようも．︲色ほ雛︑︑沙もんけうけ痴一﹂んうちくぎヤブい

しや︒〜とんでいグ・土どしや︐︐︑わい

て居︿誉た所非ァ︑一一し済むのでゐります︑稗尊が出るのは印度の魅曾

いや
くけに
んも
墓︑なかった結果︑悲観す為者鮒け
わつ
れく
ばわん
なの
るも
者の
瑚

ごとところ

うちすにんどんじつくろした
鉦ぷっだ上芸はぬければなら麹︒が鋤き所でゐって︑其中に住と
む牛人
間は賃に苫みに堪へ

乳子のやうな人が出なかった事は画辱でない︑必要が時め？定午と云才︿と︑一向無かった︑印度は炎熱畷く

ひとでことこｆ・心よくひつ鼻．︽ういかうないんどえんねつや

でじだいゆゑにつ法人

必でゐ６ます︒虚が日本の歴史を繕いて見ると︑孔子に取って必要でわったかわで︑若し印度の献曾が善く
ひとでひつえうたずに仏心んざいせおかし︽︑くを人でこおも竃た
のやうな人が出る必要がない︑唯日蓮として湊世家ためったならば稗尊は出イ︾来なかったと思弘製す︑果し
ぜんたいつうしなこうし ﹄かにつばんしやくみ︼ん﹃﹂と竜いしさうかで
らしむることがあったが︑全鵠と通じて支那に孔子がて然らば側本廼輝箪の如き大思想家が出なかったのは
出られた時代のやうな事はなかった︑それ故に日本に確獄の鐸鐸﹃と職人︑畦控に恥鰐の姉き緑腿の癖確が砕

ゑ人ところにつぼ人・恥蓄しひもと謡こうしとひつえ少仏．いんどしやくわいよ

必要になったのは︑︑支那の腫曾が膳譲を

ひつえう

感思は芯Ⅵ支那に孔子のやぅな聖人が潔づること︾かの時代弥緯織る要求するやうな時代であれば稗尊は出

鶴に英雄が出た凪リするｉ乙云〃︿こ︲〃ぽ︑鐙ら鰯の名響ｉと入り雲から難行苦行して悌教の真義を開駕代若し鐸尊

あったかｂでありゞ談す︑それ故に畷隆象傑が出たり︲してはいかぬと云人︽ で︑彼は迦比羅幽系の太子でゐ
︐︑にえいゆうで
い・
おなか〃︑にめいよ
玄︐萱幸フくぎヤブ犀つけフしん箸ひらもしやく二え
おもしむこう︑︶せいじ︲んい窪花いしゃくを人えう雪うじ芦呉．しや七んで

曲︐笈くに誠うけつでいか・肌・かびらこ〃︑わうたいし

其常時元震の凱もあったのであう脅す︑此婚誰日本のとすると極楽に行く︐と師何週間食はずに居ると其報
祥︑んぴじう睡雪︶つをかれげきたいよ﹂み︐らいあんちくで言いめいしんせいりよくえ
軍備が充賓して居って彼を撃退することが出来るならゐに依って未来は安楽が出来る！と云〃︿迷信が勢力を得§
唾もれん
こ虹︲いよちにちれ人リを函このたばらもん︐︶う︲︲一﹄玲一くてんしゆぎ
ば︑日蓮をして之を言はしめる除地がない︑日蓮の時て居り蕊した︑其他婆羅門力宗旨は楽天主義でゐりま
にもれんでしや〃︾．わい﹄冬ソ妾．うひ？冬フ︒Ｌや︐︑み﹂んぼん・たう狙瞳・︽いかいこと
代には︑Ｈ運の出るべきことを祇曾が要求する懸要がす︑をこで樺尊は本常の浬梁に入るには難う云久事を

透のたうじげんかうらんこのときにつ峡︽どくに．．くゆなんしう・か比くを孝一のなく

すな隆にもれんとところいもんだいたとかた勘しちうやたゐ

ばって居る庭から︑之をどうして救演するかと云人窪君咽御承知錐通りに婆羅門教の経典の中に苦行と云ふ
とが︑即ち日蓮の説いた虚の活倉たる問題である︑叉ことがめ︐ります︑例へば片足で一書夜立って居る乙と

湾・ところ

も︑其常時悪疫が流おして偶れな人が彼方此方に機だわって︑あの営時の人間は馬鹿な事をして居った︑諸

そのたうじ動くえ雪りうか︐うめはいとかなたごなたよこたうじ﹄﹂ふげ次ばかことをしよ

たならば︑餓死する者道に横たはると云〃︿やうな惨搭某誕は支那の隣ｊの印度には騨迦が出談したけれど
こと
たる事がなくして燐Ｕ乙とが出来るのであるけれど歌︑稗迦の出だ常時を考へきすと耐婆羅門教が盛んで

すでき︑﹄やかでたうじかん準姪らもんけうさか

二

︲﹀や〆・︲とんかんがへいこのよごくちくにつぼんこくどむしすえう

み︐︲ワいゑ解みらい番︲一くにつ砿拘１−〃やだう︲︲うけういゴーろんこのぱあひ

める︑ヅてこで癖｜尊の考と云人ものは︑此世で極楽を日本の幽土浄無硯し過ぎるものでゐりが︷す︑要するに

不つさんとふうぞくにんじやうぶところたおほおもらいとひつえういいみもとおいひつえぅ

こんなん
造つくるのは困
難でゐもますから︑未来を描いて未来に極日本の紳道が宗教でゐるかどうかと云入議論は此場合
らくじゃうどつく毛のごく吟くじやうどおいずぺくたハ﹄．﹄か りＬうけう︑につぼんＬ人だぅみらい
染浄土を造る︑其錘諜浄珪渉於て総ての砦を絶たうと致し弐すまいが︑暇に宗教としても日本の紳道は未来
したのでゐ６ます︑虚が日本はどうか︲と一季？﹂移しを説かないから宗教にならないと言人ならば句是は未

︒で︑めいるみびつばおこさほどこくじよ・︑お．・も唯途ひと

を

い物産に富み︑風熔人情の美い所は他に多くないと忠来を説く必要がないと云才︿意味の下に於て必要なので
漣とへせ譜たんたてつたいハト銅ひやうみらい・こひつえうところうにつぼんじん
人︑縦令石炭︾か足らない︑識が足らないと云人批評はゐります︑未来を説く必要がない所に生まれた日本人
だいたいおいにつぼん雪と・ふゆさむいかかうふく肱だしかいんどみちいと
めりますけれども︑大磯に於て日本の如く多塞がらずは如何に幸幅でゐるか︑果して然らば印度が未来を説
につぽんみらいとだいじよ・﹃けう
ゐＬういう︑診
たくさん
えくにい
じよる
あつ
夏なつ熱
からず四時
宜しきを得た剛と云人ものはさう浮山いて居為宗激を有って居り噸日本に未来を説く大乗赦

ことりな

いひかにつじゃ︑うま︑邪おも

ゐ

い

ひ

あるもの招沌い︑窓論し江天の色を見ますと︑資に晴が起らぬのは︑左程圃辱であるとは恩はない︑紋に一
れわだって推し里円塞を眺め︑四時尖しい花が咲いて人の稗迦なきを以て日本ば貧弱であるＩ乙云ふう﹂とは非

小鳥が一蹄いて居為と云人ので傘のり説す︑言換へれば日常なる間違いと思い乱す︲
攻た

ぽん︑げ人じじゃ↓うたい奇﹂くらくじゃうどゐわれ︲ｆＩこの可﹂く
本
の現時の状態が極楽浄土になって居る︑我々は此極︲垂 Ｌ﹄なユダヤいくにユダヤ

らくじやうどほかだいさくらくじやうど逼源ひつえうどこ為

これかんが

ところ

いんどＬうしもと

キリスＱ卜う

キリストち津だいく

蕊浄土の外に第二の極楽浄土を描く必要が何虚に在る叉毛ゥ一つ隣りの猶太と云人園があり裂す︑猶太に

誹唖シ堤が葵ふく雲薪で勅鋤脅す︑印度の宗教は素より︑基督が生裟れだのでゐりますが︑基督の父は大工でゐ

獄雛把↑勤蝿江の宗教の特色とし軍据る獅誰掛乳江︑汀鋤裂溝心親が錘唾礎Ⅲふ報唯一唇Ｐ練懐止忙恥辱では恋か︑

ゐ

い

Ｈ本と大思想家一三

ｈ０日卜

渡其秘要確群と犯江居喝ものが日本の神道︲日本の園其の大工山子基督が猶太人のエ
迫ヂ害
し喝い
プが
ト烈
ぱう
くの
だで
の ︑其土
単に於ける鹿の理想上云人ものは︑少しも消えない地に居ることが出来ずして峻及の方に酪眺に乗って逃
るものにつぼへしうけうみちいけう勺ここのキリスト︲靴や．︑がいか︐︿炉いかぱうばく
な居り設す︑あ
でを
存ん
して
或者はＨ本の宗敢は未来激でめる出しました︑此基督の境涯を考へると︑如何にも荘漠
につぽ人しうけうおいみらいさばくなからくでせな″の泥いくおとう
いないしつ．もん
や否や︐″去糸質問がわり製す︑日本の宗教に於て未来たる沙漠の中を嬬暁の脊中に擁って大工の御父さんに
ひ宮うけんあ匙ひつぱいだいく
ひつえうでうけ人
を必
要篠件にして居ると言人のは︑皮相の見で︑除り引張ら奴て行って大工として居ったのでゐり製す︑其
ワ

ＤＯＩ︒ｒ⑱．︲咋画■■︑

日本と犬思想家︐一面

たうじじゃうたいみいかかん心やくもをキリストごとしざう．かあら

常時の状態を見裂すと︑如何にも貧弱であったのでゐ有って居んますから︑基督の如き思想家が現はれない
そのあひだう
キリストうまいなかみあやた
も談す︑そとで其間に生動れ 基督は生れるや否や卿のは怪しむに足り製せ鯛ゞ
こぜんげんかみマ﹄おほいふ入ばつ
四
の子と宣言されて︑それから称の子として大に奮蕊し

しきうかひとりじかか工ものゐだいじみ率つ多﹂のしきうでんぱい

キリストゑらひとつふはくおつかさんぱざんぱ

ゑらひと
キリストけうしんじやかんがわたくしさら奉西ぎりｌ︽︑
て偉い人になった︑基督敦信者はさう考へないが︑私更に進みまして希臓にはソクラープスが生一談れ製し
かんがゐ
は
きぅ考へて癌喝︑鍵督は偉い人になったが︑終に迫た︒ソクラナスの御母違んは産婆であり訣す︑産婆の
邪いう
害を受けて十字架に掛って死んだのであ６童す︑日本子がゐれだけの人になったから偉大の人物でゐり裂

ＩさうかごくみんとらＵか・かせかいせいじんいところ︲︲ざりしやにんげん

の思想家で一人でも十字架に掛つた者があり製せうす︑偉大なる人物であり製すが︑其思想を樽播して異
につ法人ゑらがくしやＩｒ一・局せつがいものたんしやはくがいうつひつみうそ■が
か︑日本で偉い畢者を捕へて殺害した者がゐ６裂せう端者から迫害を受けて︑終に罪を受けてコップに注が
かや垂が之かぅごとがく１卒じるゐせつばづかしう．ところどくあおしようＪうしつ

弔う

おなれ苫︲しもゐものいた一ゐじ人さうゐ〃一のたうじしやくわいせじんはく

を

につぽんざ善ほどいにほんゐだいしきうかとらこれし
われ７︐１や敦とみ人ぞくだいいみどう旗うすむいいづところいま

けだけれども︑思想家を圃民が捕へて十字架に掛ける世界で聖人と云はれる虚のソクラテスを希臓の人間が
なん
につぼんはふりつざいにんどくあたかれじさつすあ
ことをしたことはないのであｂます︑何となれが日本法律の罪人として毒を輿へて︑彼に自殺を勤めたので
をのひつえう
には其必要はない︑日本には先程言ひ裂したやうに︑あります︑日本には偉大なる思想家を捕へて之に死を
我々は大和民族であって大なる意味の同胞でゐ６ます勤めたと云人ととがめｂ段せぅか︑何れにした虚が今
た・封うい耐んこと
おなこくどあみ一ころせいじぇゐじ人みみな毛のゐじ人た１か
から︑多少意見は異なって居り空せうが︑同じ剛士に翠げ設した庭の聖人偉人を見裂しても︑皆其偉人は確

にっぽん・てきひとりな︑はくあいとなひつえうじぎりしや哲ぺんがくざかに入げんしきう

わがて週あいひつえうとなえらひ︑とでい・たう

生ま諏詫桐弛歴粧溌有っ敵悟る蓋詫ゐ海と致乳蕊するに偉人に相違ないけれども︑其富時の職曾が世人を迫
毛のはく瀧いけつくわかしかあるゐじ人でせいしんかい
と︑基督教徒を迫害して我々の同胞を害する必要はな害したからで︑其迫害の結果確に或偉人が出て精祁界
キリストはくあいとなわがて雷あいせつけうすぐこぐかす→いこ︲にみ葱はくがいけつくわ
Ⅵ基督は陣愛を唱へて︑我敵を愛せよ＃一説激したのを救剛圃家を救ふと一亭︿事をしたので︑皆迫害の結果
は我敵を愛する必要があったから唱へたのでありま偉い人が出たと云はぬければならぬ︑ソクラープスの常

・︑久

門どだうとくし人ぽをかいれきしやわんろう然つごととりあつかぎろんい

す︑日本には敵は一人咽無いから博愛を唱へる必要を時には希臓には誰癖畢が職んになって︑人間の思想を

威とない程道徳が進歩して居り裂す︑斯う云卜︿歴史を玩弄物の如く取扱ったりし弐したが︑議論をすると云

︲じつかうたいせつ

鞍べ人か恥．

まじめざろん者べんじゆつざか
っても重面目の議論でなく誰瀞術が職んなのでゐ６ま
すな唾牡いＩんだらくきぺんりうかう
す︑乃了っ濡紳が堕落して誼群だけが流行したのであり
こうぜん亡つかうりつゆと承
ますから︑ソクラテスは公然賞行説と云人と１とを唱へ
ゐ巴んいだ

て︑買行が大切である︑読癖はならないと︑斯う云ふ
方く画とせいじん

のであります．斯の如き聖人なり︑偉人を出しました

たう陽みひじゃうだらくにんげんあつ詮ゐしや
貝︑ わ い

だゐ吃いしきういだで

常時を見段すに︑非常に堕落した人間の集って居る祇
をごせいじんはじかれも
曾であったのであります・其虚に聖人が始めて彼等を

報﹂ ︑ フ 寛 い

にぼ人むかしこ人にも

残かくごくひと

救溌せんが混めに偉大なる思想を懐いて出たのであり

でかく一●﹄とくわつどうよ・ちゆゑ

談す︑Ｈ本の昔より今日までを見裂すＩ﹂︑斯の如き人
い

哉毛﹂あや

た

かん漆ど戸多すなはしんりよなか

きいことたいまづゞもつうたが

お一﹂かんがみしん

が考へる所即ち真理である︒誌撫へたならば︑世の中

い

このに人しきるんてつがく

の一切の事に封して先以て疑ひと起して考へて見て興
りたうたシ

りんりぷく

宅の・一〃Ｌ催ん・ところしさう

理に到達すると云人ので︑此認識論が哲畢にな患とか︑
い

倫理肇になるのであり製す︑其根本にした庭の思想と
わかん溌ところすなはしんりい
云ふものは︑我が考へる所即ち真理なりと云ふので︑

是がデカルトの哲畢であります︑是から様々の近世哲

これてつがくこれざまワトーぎん世いてつ

かくばつ妙眠ぷうるつぼすこふゐぎり

票が護生したのでゐり製す︑織羅巴のモウ少し古い希
Ｌや
蓋うでんところがく汝んぢじしんし
蝋のデルハイの宮殿にゐり激す鹿の額に汝自身を知れ

・かすなに宝づもつ跡とな人ぢじしんしじ窯ん
と書いてある︑即ち先以て人は汝自身を知れで︑自分
じしんしひつえうこ恥い肱ゆ為せいやうてつがく

ふえん承んるゐ

えＰｂご上︶い

そのこんぼんしさうやは

しざうじやう準んｂやうおいさしやう

二五

に因って︑思想上の分量に於て差を生ずるのでゐつ

よ

唯それを敷術すると・しないと︑分類すると︑しないと

たが

の御世瀞でない︑日本の偉い虚のものは賞に樺山ある︑

おせじにほんえらところじつたくさん

探飽或すと云ふと︑日本の思想の美しい庭の真髄と云
じつかぞいとまほぎたくさんこれわたくし
ふものはモク資に数ふるに暇なき程津山ゐる︑是は私

たんじゆんいさしつかへかいにほ人称い
り単純︐と云って差支ない︑斯う云ふものを日本に於て
たずいにほんしきううるばところしんずゐい

る所に敷術したものでゐり製すが︑其根本思想は矢張

ところふえん

談すが︑其本は軍純のものであり主す︑それが偉大な

矛一のもとたんじゆんゐだい

ります︑後にカントやヘーゲルが偉い事を言って居り

の◇い

こんぽ人い﹄せいやうてつがくで

自身を知ることが必要であり攻す︐是が所謂西洋哲畢

え︒●らひ上﹄で

が出て斯の如き活動をすべき除地はなかった︑それ故

の根本と云って宜い︑それから西洋哲畢が出たのであ

おも

ほどえらしきうおも七のせつ

じつ・たんじゆんぎんせいてつ解くばんやわ入そ

を

に偉い人が出なかったと云ふ乙とは少しも怪しむに足
らぬ と 思 人 ︒
五

それから近代にカシトの如き︑ヘーゲルの如き単者

んだい菅・ｆごと跡くしや
でいきい
しみう・

が出ないｊ﹂云人こ︲とを言臥裂すけれども︑カントやへ

よみわづしをう毛のＩさうしんずゐ

Ｉゲルの思想は︑それ程偉い思想でないと思ふ︑其説
ろ

を讃んで見ると僅かな思想であります︑其思想の真髄
い

を見ますと資に軍純であります︲近世哲畢の一番元旭
八ころものフランス
と云はれる鹿の者は悌闘西のデカルトでありますが︑
Ｌきうしょく人ごしようちと縁かんたんわ
デカルトの思想は諸君も御承知の通り簡軍である︑我

日本と大思想家

ＬＬ■斗

じつしつうえすこさおもたとお毛れいたい乏うゑ字っお︾ひせいやうてつ津く

︑側本と大思想家二六
ふめつ

幸元や恥一

こ雁

あるひえいゑんしきうくうか／ハじかんむせいげんすこかいぱゆろせいやうてつがく

考こ

て︑資質の上からは少しも差はないと思ふ︑例へば畏はかうだとか言ふと大層偉いやうに思ふが︑西洋哲畢
おほちよＰ息︑﹂うちてんじやうむきうｎかいにゆ．ろじかんくうかんいし
多いが勅語の中に天壌無窮と云ふことを書いてゐの所謂時間がどうだとか︑空間がどうだとかと云ふ思
ごらんなんきうえうさきほど宝をむげんｈ︑しきうを班やく急煙
ごと江い
る︑之とハイカラの言葉で言って御覧なさい︑何だか想は要するに先程申しきした無限と云ふ思想に錦着す
ぷつけうｆ︐をん
このむげんい
すなはえい寺うふ．めつ
てんじやうむきういことけいがふｋ・・；
偉いやうに聞えます︑即ち永久不滅とか︑悌激の久遠る︑此無限と云犬ことは天壌無窮と云人事と契合する

かいゐばいたいゐいに誰ぽんしさうひんじゃく

不滅とか︑或は永遠の思想︑空間時間の無制限︑インのであります︑少しも鍵はりはない︑所謂西洋哲畢の
ところむげんえいゑんしさう註げんしさういにつ伝人しぇだい
フイナイト蛎沙蛎雌と麦ふのであり戎す︑鹿が無限︑永遠の思想︑無限の思想と一苧︿ものは日本の紳代から
むきういことばしん吟よくさい功一︑

せい

い

ぶんｂやうずくいいかれた乱

にほんかいぴやくいちいあいにほんにつぼ炎にんみなにうらやほどゐ漬い１−さう

やうてづがくこん億釦淫ほんしんらよく寂いたいみずこか

い

無窮と云人言葉は祁勅の際から在為ので．斯う云ふ偉︲肌胎して居ると云ふので︑日本の思想の貧弱であると
すこか人につぼんしさ・フくうぱ．︑．
このしさう
ぜかいてきしをう
清いしきうい
大なる思想と云ふものは世界的思想である︑此思想を云ふこ とは少しも威上ない日本の思想は空漠である
や＆じくわこさうぞうＦ入ざいさうざうみらいい友にとらいわかたがＬよ書もつ
巻しひろ
推擬めて︑始めて過去を想像し︑現在を想像し︑未来．と云人こ︲とは何を捉へて言ふのか分らない︑唯書物の
えいゑんしきうい
さうざう心
を想像して往ける︲と云ふのが︑永遠の思想と云ふので分量が少ないと云ふ乙とは言へるのであります︑一塊
こほりぷんりやうすぐこれかんなかもら
えいゑんしさうしんゑんしさうい
あります︑永遠の思想︑深遠の思想と云ふものは︑西の氷では分量か少ないから︑之を鈍で掻いて貰って．
洋哲単の根本でありますが︑それは日本の紳勅にちやツプに一杯にして食べるのと︑意味は少し哨愛はらな
これすぺけん計うふかのう︑貨いこほりザつしやフこほ仁かたまりじつしつおいか
んとあり裂す︑是は綴て研究不可能でなる必でない︑Ⅵ一杯の氷も︑結晶した氷の塊も︑資質に於て鍵
ゆ↑︲馬．為もかごろてつ渉くとのこほｐおいさ・へつなせいやうしきブ
己れいるノー１
之を色々にやりますと︑所識近頃の哲畢にあるのでごは︐リがなけ奴ば其氷に於て差別が無い︑西洋の思想は
ゆゑ蛾いやうちう好虚おしんずゐひかくて誉よ︒．晶七の本人ｂやうおほ
ざいます︑故に西洋岬中世に於けるサイェンュの真髄比較的善いやうに見えるのは其分量が多いからであっ

が︑日本の開開以来にちゃんと在ると云ふのは︑日本て︑日本人から見たら何も羨む程の偉大なる思想とは
じ
んてまへみ老いた１かけつ・﹄うことおもまた采人がくお
人として手前味噌を言人のではないが︑確に結構の事忠はれないのでゐり或す︑叉文畢に於きましても当う
いやうせかい蕊ゐ淀い系んがく
であり弐す︒である︑西洋にば世界に於けせる
偉大なる丈畢がゐり．
ゐ湾いぴじむつに・つ獣んない
六偉大なる美術があるが︑日
本には無いと云ひますけれ
し
かおほひと︑トーわたくしおも唱つぼんゐだい︽︲小人がくゐだい
然るに多くの人々は︑カントがどうだとかデカバトゞど池︑私はさうは思はい日本に域偉大なる文畢︑偉大

ぴじゆついじつたくさんおもかなら

いたところみ

ゐ

いば曲るわれＵｆ︑みゐ

なる美術と云人ものが賞に津山あると恩ふ︒それは必
こにＬよもつあも
こ奴︐︲わいやわてうこくうへ あら
ずし珊之を書物に表はし︑之を槍書彫刻の上に表はさ

な

なくても︑到る所に見えて居る︑所謂我々の見て居る
ふじさ〃これくらゐゐだいところぴじゆごしきや篭なまたあをうな
富士山︑此位偉大なる庭の美術的の山は無い︑叉青海
ばらた今へう︐トーうみみゐこれほど殉清いくわうけい
原に立って紗々た愚海を見て居る︑是程偉大なる光景
いににつぼんざんずゐめいぴくにみな
は無い︑況んやＨ本は山水明蛎の函であって︑皆乙れ

ぴじゆつい︲鐘のたに？ぽんてうこぐ

ぴじゆつ

い

もの

い

︾笹

ぽんさい

輩つし歌けしき

盤こに噸み唯いやうひとゐ奮い

・ほんばこに肱めづ

ところぴじゆって寺さよう

につ

お・歩脚ｙ雪﹂フぴすこたつともの

いひ・つえうか人

ことい

す癒肱

於てそんな人工の美よりもモウ少し貴い物がゐるから

ぴじゃつい

にもげんとりま

きう云ふ必要と戚じなかった︐そんな事常言ふＩと通離．
あら

しんせい衣股むついいいしゃく

ち美術と云ふものはアイディアではなくて人悶を収巻

いて現はれるものであるから︑︒真正の美術と云ふ解稗
す
こことなをい

墨くわがくしんずゐの

﹄一少し異って居りはせぬかと言はれるけれども︑シル

おごり秀肱ぴ

レルの観た科畢の真髄はどんなことかと云人と︒野に

ざ金少ばな

ハ

︑︶

卒﹂

につばんこの少りのば勘ほか命ざくら

につぼんゆりの︾砿なお鋲

とのほかじさところいろ＃Ｉ︑めづ

ことほこ

い

ところぎく味な雪と

のさきく

ひかく工苦につぼんてうこぐくわいぐわ

わたくしい

斯う恩人のであります︑乃ち目を開けば瀧目皆是れ邸

かおもすななめひら主んもくみなこずなは

は思想が貧弱であると云ふことは︑私は言へないと︑

しさうひ人じゃく

花と言？たかも知れ製せぬ︑比較的日本には彫刻糟蓋
とう．﹄両い姪いやうて巷 ⑪の．できいにつ縦んじん
等に於て西洋的の物が出来なかったと云ふて爺Ⅱ本人

嫁ない

して川本の菊の花を見せしめだならば︑野に嘆く菊の

に一つぼんきく感な詮

花があります︑弐だ殊に誇りある虚の菊の花の如き︑
もみぢごと計れい紘な
河もこの．ロ
紅葉の如き︑締一麓な花があります︑若し此シルレ澱を

はな．

花もあり我すが︑箕他四時に咲く庭の色々の珍らしい

ばな

云人ことを言って居る︑日本には此百合花の外に楼の

い

恥小せいゃうゆりのばな

ぜ．つたいぴ

い

咲く百合の花はソロモンの誉を極めたよりも美である
だんげんゐせいやうゆりのはないろ苫れい
と云人Ｚとを断言しＴ居る︑西洋の百合花の色は碕一鑓
じつさいにひばんゆりのばなおとゐこ恥
でゐるが︐資際日本の百合花より鮒劣って居る︑是が

美術︐と言ってもよいのであり史す︒其他日本の彫刻と
くわいぐわ
錐んさいいもの
匙たにつばんていゑん

であるとか︑箱庭を見裂しても︑西洋の人は偉大なる

絶謝の美である︑是が無限の美であり製す︑如何に碕

か︑総蚕︐とか︑盆栽ｒとか素ふ物がある︑叉日本の庭園

美術であると云人と︲とを言って居るのでゐり笠す︑ｎ

壬蝿な西洋の百合花でも︑Ｈ本の百合花には及ばないと

ちひところつく

腫つぼんふうど

こい．むげんぴいかき

本の箱庭は珍らしい物でありまして︑松島の景色嘩ど

ふうけいとつぼんずぺところあどころしんぴて昔せいしん

を小さな所に造られた庭の美術的作用である︑盆栽も
式たしか
せいやうなところはこにぱつくかたせいやう玩
亦然りで︐西洋に無い庭の箱庭の造り方・西洋に無い
につばんすぺ
礎か識輝の途ｊ瀧︑翫龍に無恥藤峨暦だの︑側
本の綱

吟はやくわ季ぐかあるひてうごくあるひ豹んがくとういた

ての風︾鱗川本の総ての所に在る庭の審美的の精神︑
上↑ころあつまゐ
それが即ち一つの所に集って居るのである︑それだか

ひづえうなゐ・ゆゑにつほんぴ

らして最早繕蓋︑或は彫刻︑或は一音楽等に至る訟で︑

ての

ゐ湾い

手を伸ばす必要が無くなって居る髄それ故に川本の美

いゆつ亜人飛くい

い

術や文皐ｉ乙云ふものが︑偉大でないとか︑どうである
い

､

と︑準云ふことは言は艇まして私︑それはⅡ本の風土に
日本と大懸想家

七

日本と大思想家

津んがくぴじゆつい肇た

ぷん瀧くうち素んしやうくわんけいところ︐いた

ち文畢であり︑美術であると云はぬければならぬ︑叉

︾や﹈

そのしやくわいはんどうしきうあら

丈隼の中でも文章に闇係する虚のものに至り製して
やばえのＬやくわいばんどういひじゃうあら
は︑矢張り其祉曾の反動と云ふものが非常に表はれて

しやくわい者うん少︑わ入けい

居るものであり蜜す︑其砥曾の反動の思想が表はれる
厚みがくあはをしさうはんどう
ものであ§ますから︑文畢に表はれて居る思想の反動

いほんかごくらくばんたいぢ

は赴曾の気運に開係があるのであります︑ミルトンが
パラダイスロストと云人本を書いて︑極楽の反濁の地

こぐことか・ゐかれおどくかて・んさいてを
てうりうはつき

いところＴ︽やくわいいる７Ｉ︑あんこくめんさうざう

獄の事を書いて居る︑彼が地獄を書いたのは︑天才的

潮流が溌揮したと云ふ虚の牡曾の色々の暗黒面を想像
さしつかへ
はじかくごとしさうあら

い

して始めて斯の如き思想が表はれた︲乙云っても差支な
お・もまたみ

からう︲と思人︑叉ゲーテのファウストを見ましても︑
かしうぽうて芽﹄ところまためんたうじじゃうたい

ひじやうこくばく

ひじやうけつかんところげんざい

彼の宗激的の所もめれば︑叉一面には常時の肢態もあ
きたれぎしてきじじつらたうがふ
れば︑叉歴史的の事賞もあって︑それ等が綜合されて
しやくわいひさん
をいば唯悪だいｌきううし
革ら
表はれて居る︑所謂大なる思想の後ろには吐曾の悲惨
一︶

しさうじゃう堂んぞくえため

なる︑非常に酷薄なる．非常に峡陥のある虚の現在の

ひかくてきうつ一く

へた禾人がく家たへたとうしェへた

二八

い柔和もいば

ったと云っても宜からうと思人のであり製す︑況んや
い
くじゃうづてんねんぴおよせ

七

た

幾ら上手でも天然の美には及ばぬ︑それだからして世
かいてきすなはぴじゆつしさうぷんがくしさうあらい
昇的の即ち美術思想︑文事思想の現はれなかったと云
すこあや
ふことは少しも怪しむに足らぬのであります︒

ことちばうりよかうよわか

ところいへざＬきありさまにはみいか

そんな事は地方を旅行すると能く分るのでありま
わたくしりよかうあるゐなかふ幽呼フいどころいへ
す︑私が旅行しまして或田舎の富豪と謂はれる庭の家
しば７１１ともらぱあひを へんち．やうじやい
に屡々泊めて貰ふ場合があり談すが︑其遥の長者と謂

せ会にはｆ

い

いつ

ふしんおこ

はれる所の家の座敷の有様や︑庭を見ますと︑如何に
ひんじゃくわたくしぢめんやすところ
も貧弱である︑私はこんな地面の廉い所でどうしてこ

つぼゑみゑんいとくわいちひろ

おほいしかん溌み

これは入

んな狭い庭を持つだらうと云って何時でも不審を起し
に甑

だ︑是に反して一坪百園二百園と云ふ都曾の地では康
ゐカカ

てんねんおほいは

い庭がゐり︑大きい石があるところがよく考へて見る

と田舎にはずっ︲と天然の大きな岩があり︑そこらには

ぼんたうやまへたつきやまこしらひつえう竃

本営の山がゐるから︑下手の築山辛一椿へる必要が無評論
み
むかにつ率つゐなか

めたのしところがんせ誉す

おひつえうとうきヤブごとくわうぢ〆ば人ぢヤブところ

い

見たければ向ふに賞物があるので田舎では夢んな築山

し

兎ん泳ぐできところにつぼんにんじやうふうぞく

思想までも篭めて︑さうして思想上の満足を得んが烏

などは要らない︑目を梁裂せる虚の岩石など私据ゑて

し這う

に一つの丈畢が出来たのである︑庭が日本の人情風俗
きこうい

気候と云人ものが比較的美しい屯のであったのであり

置く必要はない東京の如き黄塵寓丈の所にゐっては
今くつ五ん奴人め兎のＬｊ｜ころ↑ものなや・むえ
別に天然の目を楽裂せる庭の物が無い浄ら︑妃誕得ず
てい愚人ふろこれつぎやまつく
庭園を炭くして是に築山を造るとか︑大きな岩石など
ますから︑蕊いて下手な文畢︑叉下手な叢書︑下手な
詩歌と云ふやうな物を作って世界に表はす必要ぱなか

Ｌいかいものつくせかいあらひつえう

』

F

ー

戸

いげんしやうわらここれ
れお
おな
なゐ
ゐだ
だい
いし
し

しみじゃフすなはけいしざやうさん嬬つ一﹂恥につぼんな

ば描かれない︑無いから描かれたのであります︑虚が

いんど

い

な

につぼんりょうこＬ︑︑縮

げんざいうつく

い

だんかうしょうところゑがみらい

と云ふ事は︑印度の斌曾が瀧足すべきものでないから︑

いこといんどしやくわいまんぞく

す︑悌教は確に悲観思想であり喪す︑悌教の悲観思想

原つけうたしかひ．︑わんしさう誠つけうひくわんしさう

し︲さうな

につ臆んしきうみらいし↓きうなみらい
それから日本の思想には未来の思想が無い︑未来の

八︑

ムところおも

なる文畢︑大なる美術が現はれなかったのでゐるから

承凡がく汚いぴじゆつあら

瞳つ城んふうぞくにんじやうとうや刃せいしんまんぞくた

ゑが

じでゐり喪すが︑是は本営の龍と云ふ物が居ったなら

一一郡ぼんたうｈ−よ﹃︒い書ものそ

農が人ころ

１と云ふ物がゐ︐り含す︑日本にも能がゐ︐ります︑是は同

い毎℃の

た物を描いた鹿の天狗であります︑それから支那に龍

しなりエう

日本には風俗人情等鞘々精神を総足するに足るものが
いじゃうさうざうひつえうなゆ愚渡い
ゐるので︑それ以上を想像する必要が無かった故に大

ゆゑぷ
ぷん
ん価
価く
くば
ばう
うめんみ

ゆつおほざひと

につぽんな

毛のしさうにつ侭ん

おそこんにちらら
いじい
う じうい

ものゑがところてんぐ

を置くと云ふ現象が現はれ
れる
る︑
︑是
是と同じく偉大なる思
狗うかみｒっしやくわいわけ
い
い けつ
つ ．．
か んか ん ふ へぷ
へい
想家が現はれるのは︑牡曾に鉄焔がわり︑不平がある
おぎな受たばらためふ
ため
んふふ
んう
ふけ
うけ
つつ
くくわ
わ
からそれを購い叉は晴さんが馬に奮闘した結果であり
．．．ところにつぼんごとず
さゐ
んず
めゐいめぴ
いく
ぴく
にに
ううつ
つく
く
きす︑庭が日本の如き山水
水明
明婿
婿の
の風で︑しかも美しい
れ費しもをおたがひに人じゃにう
うゃつ
人じ
ううく
つく
歴史を有って居り︑御互の
の人
人情
情が
が美しいものであった

寸こ

祁上即ち形而上の産物であり製す︑是は日本に無かつ

ならば︐そんな不平や︑悲惨の現象の現はれることが
Ⅱたがゐ湾いぷんぷ
がん
くがゐ
くだ
ゐい
だい
ぴぴ
じじ
ゆゆつ
つあ
あら
ら
ないので︑随って偉大なる
る文
文畢
畢や偉大なる美術の現は

少しも恥づる庭はないと思ふのであります︒

おぎろものな

斗﹂

ふへいひさひ
んさ
げんん
うう
ああら
げし
んや
しや
ら

れる必要がない︑それ故に
に文
文畢
畢の
の方面から見裂しても
しん こ ぐ も の な
獣たびじゆつおほざひと
深刻なる物は無く︑叉美術
術に於き段してもそれ程人を
と

思想が無いと云ふのは現在が美しいと云ふのでゐりま

ひつえう

驚かす物が無いのでありま
ます
す︒
︒ところが日本に無かつ
ひいやうばつγ
だい つ ゐ だ い あ ら ら
あ
たものは非常に霞達し偉大なるものとなって表はれて
をたとぶつざう率つぐわご
ごと
とま
また
たて
てん
んぐ
ぐ画
画と
とて
てん
んぐ
居る︑例へば悌像悌書の如き︑叉天狗の如き︑天狗と

いもじしな

を

ばつたつてんぐゑみしんりん

云人文字は支那から来たの
ので
であ
ある
るが
が︑
︑其患想は日本の
とくさん
ぼんた
うん
てぐ
んを
ぐを
さう
う
て
そそ
のの
ししさ
特産であり製す︑本営に天狗が居ったならば其思想は
てんぐゑみしんりん
溌達しないものである︑天
天狗
狗の繕を見裂すと︑深林に

印度より一段高尚の所を描いたのが未来であり弐す︑
亡れおないみおいキリストけうひくわんしさうキリ
是と同じ意味に於て基督教が悲観思想であり製す︑基
ストけうぷつけうおなえ人ぜいしゆぎキリストけうも
督激は悌教と同じく厭世主義であります︑基督教が若
い

なにくるし

げんざいよなか宝ん壱くでき

・げんざい

ゑが

し楽天思想であったならば何を苦んでパラダイスを描

ちくてんしさう

き喪すか︑パラダイスは現在よりョｙ善き斌曾と云ふ

一

いしに
にみ
み
み︲
︲
︲で
で
でを
き

居るもので︑恐らく今日の
の雷
雷獣
獣だ
だら
らう
うと
と云ふのであり
ばたしかどう承つゑゑ
んん
はは
くく
承承
つつ
くく
わわ
んん
ゆゆ
一こ
﹂れてん
園か
か博
博物
物館
館に
に行
行く
くと
と︑
︑是
是が
が天
天
域す︑果して然らば動物園
ぐ
狗であると云ふて親しく見
見る
るこ
こと
とが出 来るでゐり史せ
ぼんたう
うて
てん
んぐ
ぐざ
ざま
まは
はな
なた
た
か
か
た
かも
もの
のそらじう？うじざい偽蝉
うが︑本営の天狗様は鼻の高い物で︑

のであり玄す︑現在の世の中に満足が出来ないからパ

よしやくわいい

云ふ想像から出来て居る︑精

一

うが︑本営の天狗様は鼻の
の高
高い
い物で︑空を縦横自在に
と
ぴまはなにいき
いう
さうざうで哲ゐせい
飛廻ったり何かをすると云ふ想

日本と大思想家

九

Ｉ

丙
、

、

すなはてんごくいしきうあら

日本と大思想家

うダイス即ち天国と云ふ思想が現はれるのであり製
につぽん１やくわいひかくて君よできを
す︑日本の杜倉は比較的善く出来て居るので︑表謡と
いしさうできをげんざいしやくわいむかまんぞく
云ふ思想は出来て居らぬ︑現在の吐曾に向って満足す
に一一・隙んしやくわいおいいばゆるみ
えう
るものでゐります︑要するに日本の杜曾に於て所謂未

おのしきうけつかんおぎなどうじ

い力しさうお念

モウ少し大きいものにするやうに努力する︑古来此営

ことが大事であり段すから︑日本は此美しい歴史︑美

ものば瀧足するといかない︑自分の鉄陥ケー知ると云ふ

末思想が狭けて居るとか︑或は理想がモゥ少し足りな
おも
げつにつぼんこ〆︑じよく
いと云ふのは決して日本の幽辱でないと思ふ︑こんな
た罪ひにつぼんじんどうしじくわくじ
ことい
事を云人ＩＣ御互に日本人同士だからと云って︑自書自
Ｉかしひとい
さんがたむ
讃の傾きがあるやうでありますが︑併ながら人と云人

ら何か末だならば構はずに収入れ愚が宜い︑それは造

日本が排外的になって愛圃的になるのは︑身鵠の弱い
ぜいやうしさうこ
ものうぐおな
者を造ると詞じでめりますから︑西洋の思想を怖はが
につぼんざ汽ちい他ってんむか
らずにそれよりも日本の在来のものを護展し工向人か

れて毛布に包んで置くと心卸て風を引くやうばもので︑

も敵て恐るシに足らぬ︑唯訓愛い兇の風と引くのと恐

︾二戸Ｕ

こぐどい

につぽんこのうつくれきしうつく

すこうつく

すこおほ・苫少ぶくこらいこのたう

しい圃土と云ふものと︑モゥ少しヨリ美しいものにし︑

めんひつえう圧入めいできい

たと悪つけう雪ためにつ瞭人Ｌさうしんほ

き

毛のし這う

からだよ○

あへおをｚたざかあいこかぜひおと

我うふくるおかへつかぜＩひ

か表とり八ぷ

につぼんはがぐわいてそあいこくて昔

なに言

お七払い

もちゐものゑら
ものゑらい
しまか＄んごしようち・だいくい

いへげんくわんぱい

がゑらいのでゐり設す︑叉綴雷様砥彫刻師範彫るので
で箸あ
めりますが︑出来上がると︑手を合はせて拝むのでゐ

載たくわんおんさａてうごくしほ・

家の玄闘に這入るのさへも恐るｊく︑這入るのでゐり裂
もちひと
つくひと
す︑さうすると造った人がゑらいのでない︑用ゐた人

つく

にゐると云人ことを考へたならば︑此危総思想を見て

この昔けんしさうみ

面の必要よりして文明が出来たと云はぬければなら

つた者が偉いと云人のでなくて︑用ゐて居る者が偉い

なんぶつけうみらいいしさう

みらいいまばつたつかん解

未来は今より蕊達したものでゐると考へた︑それから

しなかんぷんぱい善こぐ源くしやたいかうふふ

江い

支那の漢文が這入って来て風筆者がそれに掛抗して奮
ばつ︑ところ淫つ巌・心しきうばってんえう苫やフきう
登した庭から︑日本の思想が護展した︑要するに競顎
すゐたいに↑一ぽ・︿．雁つけう
てきな
する敵が無ければ衰退するのであります︑日本は蝶教
キリストけう

であれ︑基督教であれ︑這入って来たならば扇其思想

かんが

楓︑例へば悌教が来た馬に日本の思想が進歩したので

まんぞくじぷんげつかんし

ある︑何・と恥れば悌教には未来と云ふ思想があって︑

るゑに足らぬ︑私は此意味に於て日本に基督教が這入
玖たきけんしさう哀い︑
そのき〃んしさうげん
ｊ︑叉危険思想が這入らんとしても︑其危険思想を研
ぎうをのけつかんし説夷
ｂう裳一ぅ一﹄につ侭人
究して其敏陥を知り︑又そ奴よりも立派な︑のが日本

たわたくしこのいみおいにつばんキリストけうぱい

ものを造る︑斯う極って居るぼらは如何なる思想も恐

つくか竜玖老

に囚はれずして︑己れの思想の峡陥を補ふと同時に︑
老のちやうしよともつばなのしさうたいりつゐだい
其長所を取って︑専ら其思想と封立してヨリ偉大なる

とら

○

のでふり弐す︑諸君も御承知でゐりませう 大工と云
との
１−ン１たんでき
いへつ〃Ｌ
ふものは家を造ります︲併ながら一日一出来ますと︑其

らいしさうかゐあ︽ろひりきうすこた

、
、
＝

一Ｉ

いふうにつぼんぜいやうあるしざう誉

ｂ製す︑さう云ふ風に日本に西洋から或思想が来ても︑
した
しさうを
これ︑むち
支那からゑらい思想が来ても︑之を用ゐるものがゑら
いのであります︑通って凧して秤ほ琴を雁ゐ愚慰ｂば

﹁今のうへなおほぱあひつくひと
ｒゆけう纏い

キリストけうぱい

此上も無いことでゐるが︑多くの場合には造る人より
もちひと
につぼん承つけう
も用ゐる人がゑらいのでゐりますから︑日本に儲教が

はい

とのちやうし王と

這入った︑儒教が這入った︑基督教が這入ったのであ
るが︑其長所を取るのがゑらいのであります︑それと
おなにづぽんこらいゐだいしさうかおこ

同じく日本には古来偉大なる思想家は起らなかった
だいしきうもちととずず
を

これけつこくｒ胆．く

ゐ．こぶ

が大なる思想を用ゐて取るべきは取り拾っぺきは捨て

い

ひじゃうこくじよく画と

シ居り裂すから︑是は決して幽辱でない︑さう云ふ事
か八がひとにつぼん言いしきうか歌だ
と考へない人は日本には大琳る思想家がなかった︑叉
だい れ き し か

大なる歴史家がなかった︲と云って︑非常に鯛辱の如く

自から貧弱を威ずると云ふのは誠に見常違臥ｊ患ふ︑

みづびんじゃくかんい気ことけん大うちが識も

わがくにだいし可うかなあたがいごとい︑か
．ものた

これせうくわわ派けつえ零℃わがほい！﹄入

我圃には大なる思想家は無いが︑恰も宵の如く如何な

る物でも食べて︑之ぞ消化し我血液にし︑我精脚とす

る︒是が日本の偉大なる所以であり製す︒術乙鯉以上

こ恥につぼんゐ酒い曲ゑんなほいじゃう

はなみおも咋力

たじつきくわいえときはなしいた

話して見たいと思ふのであり蜜すが︑ゐ製ｂ長くなり

ますから他日機曾を得裂した時にお話すること動致し
えうわ解くに汚いしきうかぴじゆつか来んかく

訟して︑要するに我邦に大なる思想家．美術家︑文畢
︲
︶やとうでげんいでひつえう
者等が出なかったのは︑一言にして言へば出る必要が

日本人﹄大思想家

いせいや﹃フ

いだがしさうかしさうわがくにたいこあ

なかった︲と言人のでゐ〃ります︒西洋のカントー色がへｉ

じつさいＵヤブあらばつたつを

ゲルｊ示云人大思想家の思想は︑我邦には太古から有

ろ人きじ少つふえんひつえうかん・

ってとれが資際上に表はれて稜達して居るから︑これ

．ぴじ・ゆつぶんがｆとう獣たｌ﹂はわが

を論じたり記述したり敷術したり才る必要を戚となか

っだのであり製す︒美術︑丈畢等も亦その通りで︑我

くにふう苫幹﹄こうに︒︽じゃうとうみなうる・じんしん

邦の風土︑気候︑人情等いづれも皆一鰭はしくて人心が

まんぞくえを︑ぺつじんこうてぎ

ゆゑで

瀧足を得て居ったから陣別に人工的のものによらなく

り．い・フわたｒ︑しにつばんだいしさうか

てもよかった︑故にそういふものが出なかったのであ

り製す︑か易る理由のもとに︑私は日本に大思想家︑

ただいぷ︐へがくぴじゆつとうなぎじゆつ

偉大なる文畢︑提術等が無かったのではなく︑記述さ
ふ
えんいくにすこひん

れ敷緬きれなかったと云ふこ︲とは︑剛として少しも貧
じゃ︑くかんもちろんごくじγずしおも
弱を威どなければ︑勿論剛辱などとは思はないのでわ

り弐す唾︿丈責記者︶
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おやの心韮やしなふそ道

つくすへきしなばさま︐Ｉ︑され．とみな

つくすまことそ人のまきみ︾い

蝿のたあ心も身悲もすずませて

〈

、

Ｉ

協賛倉員
法事博士

寛

一 〆

さやうい髭

たか改罪ばらい

に雷み§⁝や萱；⁝ごと脳

これじつところ﹃あらゐいきついまたおな

つ﹂

心浄一士皇として︑之を責にした所に現はれて居る意気就ても叉同じである︒左榛致しまして︑高天原と云ふ
まんぞくゐ
ところたずところこかたま
せかいで巻あがゐ
ごみも
込が本とであって︑此の三つの世界が出来上って居る︒所は︑唯一つ所に凝り固って︑それだけで浦足して居

ご画ろざだが

其三つの世界に於て︑大切なる和魂と荒魂︑即ち天照
大御祁の主として居られる和魂︑建速須佐之男命の主
どだい
ゐあらみたま・らみな
こしんだういゐところせかい↓﹂の敦へ７１１
古神道に謂って居る所の三つの世界は︑此前々からとして居ら奴る荒魂︑それ等は皆イザナと土蔓として
ことばか式を
としざいゐ
軍ふ﹄しあゐとほ罪ざなぎいざなみかみ
申上げて居った通りに︑伊邪那岐伊邪那美の神のイザ存在して居るのでゐる︒言葉を換へて申しますれば︑
臆人し
あまて喝すおほみかみに苦みたままをしあ
１やう
匙をいきごみ
ナと申す意気込からして生じたものである．イザナと天照大御祁の和魂と申上げるものは︑イザナを本旨
おいで
ずなはし人せいところ象ご ろゐだい
丘をいき﹃︺み巷はくわう渡いしんせいこ︲全﹂いも
申す意気込は︑極めて慶大にして稗聖なる根抵を有っ︐として御出になる︑即ち神聖なる虚の真心︑偉大なる
これみた談うちはう
ことばところせいめいどだいおいで
しんせい
ゐいきごみ
て居る意気込である︑ゐらゆる神聖なるもの︑言葉を庭の生命を士墓にして御出になる︒之を御魂の中に包
だけはやすざのをみことあ喝﹃ふた珪
万唾をもつとだいせいめいならびもつとしんゑんま瀞ふおいで
換へて申せば︑最も大なる生命︑蚊に最も深遠露罵冥合して御出になるのである︒建速須佐之男命の荒魂に

・とのせかいおいたいせつに菅みたまあらみたざすなはあ象てらす

彦

二二

克

我園篭の研究

我圃鵠の研究
へ

第五節天孫御降臨狗蔵ふか必﹂︐

十

「

ざいおい︾てんざい詮たみらいおいおなでうしもつ︾︾︾ん

とんざい
えいゑんふどうじかんい
る︑存在ではない︒永遠不動の︑時間など諺云ふもの
てうえついた帥ゐせかいくわこおいをんざいげん
は超越を致して居る世界で︑過去に於ても存在し︑現

げんじつかいりさう

い

あらたざか

︲い残雲もゐ

ゆ

この

い

せかい

現賞界に理想をいょノー新挺築えしめて性かうと云ふ
これざおれうところねくにじぎやうじやうじつ
のに︑之を材料とするといふ所で根の鰯の事情情資と

じつ峨なゐ

はな

云ふものが︑意味を有って居る︒そこで此三つの世界

と云人ものは︑責は離れて居るものでない︒離れ人〜

在に於ても存在し︑叉未来に於ても同じ調子を以て存
ざい
しかじぷんこかたま
在すべきものであるけれども︑併し自分だけ凝り固つ

に存在して居るのではない︒即ちイザナの意気込に篠

いよむく１げんじつかい獅の・じつげんしゆいいた

寸なはたか宝がばらじ原んとんざいもつ国人ぞくゐ

かならそ●９さうしんかうげんじつかいつうゆつ

げんじつかい

この

へ﹂ど

たかま溌ばらおいてえをんご

かやうわけあか

まず︐ｆ〜だいせいめいすなは念ごむろざか少いえう

このま︿談をしあ

いしめ︐トーじゆ入ぴことおはなし詮を

とよあＬばらのなかつくにあらみた匙あひ望ばな

Ｌさうご

んで性かうと云人︑種々の準術の事を御話申しました︒
掌たことぱか式をいたかまいばらにぎみたま
それは父言葉を換へて申すと云人と︑高天原の和魂と︑

ゆ

寸な紅いきごみよ

て満足して居る世界ではなくして︑叉常に時間と離れ

って︑益々大生命︑即ち真心が集えて性かうと云ふ要
きう
求からして︑此三つの世雅に識れて継藤に榔鐸って窪

たんざい巻

ずに︑愈々現賞界に己れを賃現することを趣意と致し
ゐせかい
て居る世界であり弐す︒

んで行くものでゐる鯵斯様な諜合であり製すからして︑

まん者くゐせかいまたつれ胆かんはな

即ち高天原は自分だけの存在を以て満足して居るも

かはゆうつかばゆたずうつかは

あらたさかゆい

ゆ

のではなくして︑必ず其理想信仰を現賞界を通じて賞
げんげんじつかいうちあらいせ﹂罪しつ
現をしよう︑現賞界の中に現はさうと云ふ乙とを性質
ゐぜかい
またげんじつがいいたうつ
として居る世界でゐる・叉現賛界と云っても戯えず遥

此前に申上げました如くに︑高天原に於ても︑天孫御
かうりん︲すなはｂさうしんかうおのじつげんいえう
降臨︑即ち理想信仰が己れを賞現しようノーと云人要
きうもとづじ上んぴこと段をしあ獣たとよあし郷らのなか
求に基く準備の事を申上げました︒そして叉豊葦原中
つくにおいｂさうしんかうむかこれおのばうとりこ
剛に於てもこの理想信仰を迎へて之を己れの方に取込

に

り獲って往く︑遷ｂ鍵って往くけれども︑唯遷ｊ鍵るの
え耐 ゑんｂきうしんかうむかたてまよ
でなくして︑永遠の理想信仰を迎へ奉って︑それに篠

って︑日にノー新に柴えて往くと云人ことが現貫界
えうきう
げんじつかいい
けつたかま津ばら
の要求である︒現賞界と云人ものも︑決して高天原を

ばな を ん き い う

たか敦がばらじつげんじつかい

豊輩原中津図の荒魂の相侯って離れず︑而か１相互に
はうがんあところいきほもつ寸刀ゆに菅みた詮あら
包含し合人虚の勢いを以て進んで行く︑それで和魂荒
またねくにい

この・ｐさうおのげ人じつ

一一一一一一

げ攻すと云ふと耐稗榛を見奉︐︐赫機に接し奉ると申

かみざまみたてまつロかみさまぜつたてまつまを

これいよ０１１りヤブはうじゆ人ぴできあが︶し〃︾とＪご

みた匙ことそのうちおばなしまをしあわけあひ

離れて存在し得るものでなく︑高天原も賞は現賞界を

魂の事も其中に御話を申上げた諜合でゐります︒

し

おなことねくに〃．︑あ涯

いみ

離れては意味のあるものではない︑叉根の鯛と云人も

はな

のも同じ事でⅧ根の剛と云っても︑それは有るとも無

是で愈々雨方からの準備が出来上りまして︑天孫御
かうりんまきことこりとばかひａをしあ
降臨と申す事になります︒言葉を換へて半らたく申上

証と郭蜘れぬのであるけれども︑此理想が己れを現賞
い味
みに〃於い
界に賞現するの捧耗となる意
てを
存ん
在ざ
しい
てゐ
居る︒
我圃溌の溺究

1

Ｉ

ににんん
げんばう窪ご画ろ一﹂れはうようお陵
げん

我圃燈の研究

しましても︑人間の方の冥心が︑之を包容せねば︑畳

おいで

つ
か・かみさ生はうｂきう
束ない全とである︒榊様の方からも︑理想をどときで
にんげんうちあら

も︑人間の中に現はさうとして御出になるのであるけ
かみざまおむか垂をいま
われ︐く１協う

しやうけんめい

そのじゆんぴ

れども尖我々の方からも騒一榊様を御迦へ申すと云ふ真
どころしやうまゐ

心が生じて参って︑一生懸命になって︑其準備をせぬ

しんじん沫ふいできおあら

とよあしばらじゆんぴでき記がところすなばてんたんごかう

ば︑禰人合一と云糸ことは出来ませぬ︒御現はしにな
いかみさまわれ７︑︒Ｌやうけんめいま−．﹂画Ｚであ
らうと云ふ祁様と︑我々の一生懸命の真心の出合ふた
１︐｜ころＬんじ人溌ふお含つりいざ
虚が祁人合一である︒それが御祭の意義である︒それ
おなことたかま誠ばらはうじゆんぴと鋳の
と同じやうな事で︑高天原の方の準備が整ふたのみな

らず︑豊葦原の準備が出来上った所が︑即ち天孫御降
りんいことおこ零﹄たるところてん多﹂ん﹃﹂かうり人
臨と云人事の起って末べき所であります︑天孫御降臨

は耐し

たのれきしじやうごおさ

たやす締こな毛のあひ湾企︑ふう

Ｄきうしんかうｃつげんいきてｂさうしんかうｃつ
る理想信仰の資現と云ふ↓全とである︒借理想信仰の賃
ヴ人まをごとｂやうばう諦かへあじゆんぴできを
現と申す事は︑雨方から迎合って︑準備が出来て居っ

にふようどりよ〃．︑にふようじつてんをんごかうｂん

ても︑さう容易く行はる参ものではない︑岸其間の工夫

まいねんてんそん一．︺かうりん獣いＦら一﹂人ぞん一．﹂かうりん

が入用である︒努力が入用でゐる︒資は天孫御降燕畦
かつ註かしどあこと
弐を
申すのは︑嘗て昔一度有った事でなくして︑モゥ毎年

われＤＪ︑賛よど・うこ︑と７トーてんとんごかうりん氏を︑

毎年天孫の御降臨があり︑毎日ノー天孫の御降臨があ

一﹂ん乏人ごかうり人みよさいお一﹂んそ人琶かうりん

る︑我々の一畢一動悉く︑天孫の御降臨と申す乙と
じつはたらゐわけさく煙んごたいてんごと
が︑責は活いて居る課であります︑昨年の御大典の如

ご乙一くゐまを

之のてんわうみよおてんをんご姪

きも︑天孫御降臨の御世の際に於ける︑天孫御降燕麺
いよ﹄１１じかくたおんしぎ
ごしゆい
御趣意を︑愈々自畳する矯めの御式でありきす︒天皇

やがね今ｆ１かていおけしゆ刃トー

の御即位と申すことは︑其天皇の御世に於ける天孫御
かうりんほか

れんてんそん

苧のるひさらす為わぃＤＩＩしゆ︐トー１︶一．﹂とおこなぱあひ

芝地てんそんごかうりん
もちやしなゆ
持〃一養って往きますのも︑是も天孫御降臨であります︑︲

日︑即ち顔を洗ったり︑種々の事を致して︑祁聖の心

ぴ寺ないかぼあやらしゆ︑４１一﹂上いたしんせいこもろ

けいｌ言もつわれ︲１１こ這るやしなゆ

降臨に外ならぬことで︑雛て年々家庭に於て︑種々の

い

１を毛のことれ著して計ばうめんま塗

とは︑即ち理想信仰を此現賞界に賞現すると云ふ意味

形式を以埴︑我々の心を養って往くのも︑一年の天孫
ごかプリ人惑いてうしやうけんめい１ゆｊｆ１むす
の御降臨である︒毎朝一生懸命になって︑種々の産巣

さａてんくだを

しよ﹃うこ

し人ゑん

でゐる︒天孫御降臨の事と云ふ咽のは︑働えず活きて
この＄さう
毛のぱあひかれｐｌｌ
をじじつ
居る事貫である﹄其場合には我々は︑いつも此理想を

てｊハシ︶人ごかうり︐知リきうしんかうじうげん蝉ほか

或は更に進んで︑我々が種々の仕事を行ふ場合にも︑
わけわか
おたがかまご︑ろうち

・くつなん式を

と云っても融談懐のない話である︒其歴史上の極く湊

天孫御降臨で︑理想信仰を賞現しイ︶行くに外ならぬの
︸﹂ん〃﹂︐ ︑﹄かうｂんこといたはたら
おも

出︾●一人ぞだい〃１１毛のせいしんゐだい

骨

に入来ります先旭代々の其精赫は︑偉大なるｖ深遠な

いｈ尋−た

ら函と云っても差支ないと思ひます︒御互の真心の中

宣しつかへ

じつしようてきくわ〆宣つつい

い賞誘的の謹察に就ては︑別に何にも申さず︑課は分

い

るのは︑錬り懸離れて居る︒併し外風から渡って来た

あまかけば厳ゐしかぐわいこぐわたき

様は︑天から降って来たのでないとか云ふ乙とを考へ

かんが

を右うて居る．其事を歴史的の方面から申し製すれば
われ︒１１ごぜんぞ
よわか
こんにち
それは今日からしては能く分りませぬ．我々の御先旭

すなはりさうしんかうこのげ・ルピつかいじつげんいいみ

、

三
四

〃

｢−−−

じつげ幻

象たどりよく

じゆんぴな

をせんかうどうざいれう

責現すべき準備を霊しっ諺あるのであり或すけれど
をこしゆ７や１くふう

いり狼う

も︑其所に櫛々の工夫４せなければならず︑叉努力が

しかいか

まを

い

まあまてらす

入用である．然らば如何にして︑旭先の行動を材淵と
もちつにゐ

かみさまごいっしょ

もはやとよめしはらのなかつくにみこ︑

おほ談・こよあしばら

た

おつか

あ政てらすおほみかみごとたふと

これむけいかみざまうち

ちまてもずおほみかみご人陵んところ・にぎみたまこつずゐも

かみきま

れたことは︑趣孫醸の曜にも韓じ製した︒かく祁榛に
しやうけんめんおかんがへしやうけんめいお

い

やま︑とみんをくとくちゃうり・

しても一生懸命に御考になり︑一生懸命になって御
かうどう

＃みさま

い

たやずおこぁろおき湾

行動になると云ふととが︑大和民族の特長であり玄す︐

祁榛であるからと云って︑容易く御心を御定めになり

たやずごかうどうしヤブけんめいごかうりよ

こ奴よつあ匙てらずおぼみかみざまも権やしゆう

容易く御行動にはならぬ︑一生懸命になって御考慮に

てんわうくいか

なるのであります︒是に依て天照大御卿様でも最早修

やうしおばおぽしめ・たよ

ごしゆうやうよいろ７１１みひかりおか矛やあと・かみさま

つ︑つ

養を仕了ったと思召きずして︑徴えず代々の天皇陛下
おの通つげんあを よ刀てんやフヘいか
を通じて︑己れを賞現遊ばされて︑代々の天皇陛下の
い

とち函うはなしよこ

そ

われＯＩＩしゆうやう

御修養に依って︑色々の御光を御耀かし遊ばす榊様で
よわか
あると云人ことが︑能く分るのであります︒

し﹃うとく

生をこと瀧らこ奴やまとみん老く

途中で話が横に外れますけれども︑我々の修養でゐ

るとか圃修徳であるとか申す事柄は︑是は大和民族が

しんゐかみさまごしゆうやうひつえうかみざま

い

いよりＩＩまずＴＩＩいいやさかかみさま

信じて居る卿様の御修養の必要からであります︒祁様

宅のいやさかえうき・フすなにわれＯＩＩしゆうやうえう訂う

がまだいか胸と云ふ︑愈々益々と云人蛎築の澗様であ
河︲︑︲姉

象ゐ

われｐｆ１しゆうやう

６蜜すから︑其揃柴の要求が即ち我々の修養の要求と

やまとみんぞくごせぬぞかみさ宝

咳

して︑持樗へて居るかと申し製すと云ふと︑先づ天照
おほみかみしやう〃〆めいおなあと たかみむすぴの
大御榊が︑一生懸命に御成り遊ばされて︑高御産巣日
め３くだ

榊様と御一緒になって︑最早豊葦原中津鰯に︑御子と
﹃色義︶

のなかつくにやうす．あき

天降らすべき・時であると仰せられ談して︑先づ豊葦原
つか

中津園の榛子を明らかにせらるシ溝めに︑御使ぴをお

たかみむすびのかみむつあまてらすおほみか泳雪と

鎧はしになったのであり製す︒天照大御祁の如き︑黄
などじぷんこたやすものごと
か悪さ藍
い榊様でありながら耐筒ほ御自分一個で︑容易く物事
庇かんがへ
たかみむずぴのかみす頑ば方かぎかみさ窪
を御考にならずして︑ 高御産巣日祁即ち高木の祁様
ごしよごかうどうあ毛・い
おもしろ
と御一緒に︑御行動遊はすと云ふことが︑面白いこと
いみごせんぞ

であります︒高御産巣日祁は︑資は天照大御刺の如き

Ⅱ︸

意味の御先耐ではありませぬ︒是は無形の祁様の中に
ことばカ氏み﹂
お
もつとむけいかみさま
於ける︑最も無形の榊様でゐ職り製す︒言葉を換へて申
幸げ

そぜんうろばこともついよ︐Ｉ︑吹すＩｌｌう一③ぱ

して現はれて参るのでゐりますから︑我々が修養すれ
心四．うやうぼどかみさ吹うろばかみざまどじぷん
ば修養する程︑榊様が美しくなるので︑榊様は御自分で
えいゑ人ゑんまんいま人著くおいであをかみざ室
永遠圃減であると云って︑儲足して御出遊ばす祁榛で
い

はない．瀧先の美しき事を以て︑愈々益々美しくなら

うと云ふと︐皇が大和民族の御先耐たる紳榛であらせら

I

せば︑天照大御榊の根本であ愚所の和魂の骨髄を有っ
したいぃつぱあひ
ところかみさ訳
て居られる所の榊様でゐ愚︒而かも大切の場合には︑
おつかひつか
いつしんかかみさま
何時も臣下の祁榛でゐらせら敵ます︒さて御使をお遣
このたかみむすびのかみおこさまあめのお息かれかみ
はしになるのに・此高御産巣日榊の御子様の天思金榊
一あめの詣包ひか麺のかみ
おも
茄沙
をして思はしめられた．天思金榊をして思はしめら
我圃髄の研究

五

4

今ひ︲と塾いい具

我固艦の研究

れます．
あ氏てらずおほみかみＬやうけんめい

ずな膜どじぷ入

しんずゐごばつやう

をこａあ心のほひのかみもつとよあし

毛の．あひだおい

箕髄と御謹揚になる︒価で先づ天菩比紳を以て︑豊華
あめのほひの
ばらなかつ︲︑にやうすさぐ
原中津風の様子を探らしめたのでゐり説すが︑天菩比
をのどふくめい

って︐高木神︲と御一緒に御行動になる＠即ち御自分の

たかざのかみごいっしょごかうどう

そこで元に戻りまして︑天照大御柳が一生懸命にな

とのゆみ冬・もつきじい

一二一︿

でゐりますが︑其弓矢を以て雛を射られました︒さう
七のやたか式がばらまひあ学あ敦てらすおほみかみごしよ
すると其矢が高天原に舞上って︑天照大御神と御一緒
おいであとたかぎ抄かみところおい
に御出遊ばす高木神の所に落らだと云入ことでありま
ごら人あ七
ところ毛のやは
たかぎのかみ
す︒高木神がそれを御覧遊ばされました庭が其矢の鯛
ね仏一ついゐ
根に血が付て居る︒そこで仰せられるには︑若し此矢
あらぷるかみいなにごときぎしなちきめ
が悪脚を射たものならば何事もないが︑錐名鳴女と

かみ ね ん ．

しらを

さら会た

こんどあめのわかひこ

かへつあめのワかひここのや３が

却て天若日子此矢に凶れと

もときあなしたおなげだ・ところとの

けきやう弓もふもん岐んところく○んおんちからねんときもる

申されて︑元来た穴から下に御投出しになった鹿が其
これほ
やあめの心かひごあたし
矢が天若日子眼中って死なれたのであり戎す︒是は法

壁を

おほもこのや

紳は三年にもなって︑其御復命がなかった︒其間に於

射たものであったならは

おか人が︵

い

て︑どこノしたものでゐら卓︐といろ︑ノー︑︲調べて居られた︑

いケげんうち哲お

りさうじ？げんでき
ＬかたまＬらを
而して唯調べて居ったいけでは理想賃現は出来ぬ︒そ

しやうけんめい

こでそれは好い加減に打切って置きまして︑更に叉一

ねん

つひどじ黒人このくにえ

あ式て脇すおぼみかみ戦たごさう
いＪ

ひと

ひとあ

むか

あるひじぷ人むか

たうしんだん︑１１

やくわんおん雪やうね人八一きやい︐ロ

い

すかばかたなだんｙく１を

︑これじつし工うてきみるん

ります︒それに似たやうな言惇であります︒斯様に致

いひつたくかやういた

い

このくわんおん舌やうれんたま
ときかたなを
れんとした時に︑刀が折れたのは︑此観一音溌を念じ給
いひつたを︲
曲鑑このふし釜
びし故に︑此不思議がゐっだ→と云人乙Ｉこを言博へて居

ることであり殻すが︑日蓮上人が︑龍の口に於て斬ら

にちれんしやうにんたつくち芯いき

れると云人のでゐります︒是は賞談的に見ては論のあ

い

偶︐と云人こＩとが書町工あ︲り談す︒即ち刀が箇々に折

力

んとした人に中たると云人ことがあり史す︒刀身勧々

げい

ばな

諸の毒殺としようと思った庭の毒薬は︑却って毒殺し

華経の中の普門品の所に︑観一音の力と念ずる時には︑諸
おもところどくやくかへどくさつ
︐くＩどくさつ

やうとした人にそれが向ふ乙とになる︑或は自分に向

てるひめおむか

生懸命になって︑御考になって︑今度は天若日子と
と息ろあ力抄わかひこいる
いかみざまお︲︑渡
云人神様を御降しにな りました︒所が天若日子は︑色
おば．︑にぬしのかみお秒すめした
いるじじやうじやうじつに弓ひきい
色事情情賞の方に引入れられて︑大圃主榊の御娘の下

って放さうとした矢も︑観音経を念ずる時は︑矢を射

いや１人︑︑Ｕを

かへ

照比貢を御迎へになって︑一党に御自分が此画を獲やう
こ誼お

︑と云人野心〃一有って居るので︑八年になっても御還り

い

になりませ恩︒此に於きまして天照大御脚が︑叉御相
かへこ
だ︒︑うへ考子ｌな刃きめつか
談の上で錐名鳴女を遣はして︑ナゼ還って来ぬかと云
ところをのきザー｜な画きめあめのわかひ
おと
ふ乙とを御問αになった︒虚が其雛名鳴女は︑天若日
やうすみゐ
ゆつかつら缶うへとま
こを
子の居られる湯津楓の樹の上に止って︑様子を見イー居
た敦ゆみ
あめのわがひこあ歌てらすおほみかみ
ると云ふと︑天若日子が天照大御祁からして賜った弓
やゆみ生︐武を︐や式とみんぞくとくいみ
矢︑弓矢と申すものは大和民族には特に意味がめるの

●

︲︑夕ざうじつげんいたや丁ゆ

ごのかみ宮散おくだ

じずやうじやうじつひとこあ

しまして︑理想賃現と云人ことが︑きう容易くは性か
あるひ
た︾ていもようしらゐ︲
ない︒唯鄭重に調べて居るばか６でもいかぬし︑或は
事情情資に引かれるやうなことがあってもいかぬ︒庭
いそ﹄ようじおこわけ
つひたかぎの
がさう云人凶事が起った課でありますから︑柊に高木
かみごさうだんおもかかねのかみ．ござうだん／たけ
神とも御相談になり︑恩金紳とも御相談になって︑建
みかづ唇Ｅのかみおつかたけみかづ舎ものかみふくし・
御雷祁を御這はしになり蕊した︒建御雷紳の副使とし
︒あめのとｂふれのかみおくだこのたけみかづ．ちのかみ散へ匙を
て天烏船禰を御降しになった︒此建御雷祁は︑前に申
とぼかかぐづものかみねつれつちそぱ
し製した通り︑彼の刺遇突智紳の熱烈なる血が︑側の
ぼんじやく減とばし・おう︾かみさま
磐石に透って︑そ航から御生裂れになった祁様であ

このふたぱしらか外さまたかま卵ばらおほくにぬしのかみおいで

ります︒此祁様が御降りになったのであり我す︒さう
して此二柱の卿様が︑高天原から︑大圃主卿の御出に

いぢものくにいなさのをはまおいであ敦てらすおぼ

なります出雲圃伊那佐之小演に御出になって︑天照大

みかみざつふつみた式鷺をふつ

御祁より授かりたる︑布郁の御魂と申す︑布都は二つ
い
みいおんき︲へ

これひとり

の意味であムリ謎す︑プッー乙云入昔から来たＩ乙云えこと

あや︑ｂか

おほくにぬしのかみぞんばん

けんさかさまつ巻た毛のせんだんうへ
§堂せうが︑剣をそれに逆様に突立て夏︑其尖端の上

まつ系た

も

や﹂亜︾つ﹄うご

しま

いわけた塀ぜんふどうこ茜ろもち

に鉄坐を掻いて︑大圃主赫に談判をされたのであり蜜
脚ぷんふつみたま
す︑若しか心が動いたならば︑自分は布郁の御魂で︑

もつおほくにぬしのかみだ人ぱぇいかいずやうじやうじつ

翼二つになって仕舞人と云人課で︑泰然不動の心持を

ご

ろひ．できそのい￥﹂ほもつだん駁ん

以て︑大幽主紳に談判をされた︒如何なる事俵情賞が
雲﹄

ふきうしばけるすな依一．︶しぶいう

来ても心を引くことが出来ない︒其勢飢を以て談判を

ゐお一しはらのなかつく怪あまてらすおぼみかみおんこしめ

き奴だ︒それで今あなたの宇志波祁流鄭ち御所有にな

ところとにもばや寓しあじき者おさし

って居る葦原中津風は︑天照大御紳の御子の知るし召
あ

との敬蚕︑ろい

い

喚をしぷん

さすがお桂くにぬしのかみさ載

す虚の園である︑最早差上げる時期が来たから︑御差
たのい苦ごみい
上げなさいと云はれたのであり空す︒其意気込と云臥

たかまが肱らおぽしめもばやごじ郡ん

其真心と云ひ心申砂がないから︑流石の大圃主稗様は︑

毛ウ是までに高天原で思召すこｊ﹄であるし︑最早御準

これ

ぴで雪ゐさしめよる

わたく１た︐︑ざんこ苫○

なか

肺が出来て居ることであるならば︑差上げても宜しい
お瞳しめお峰〜にぬしのか蕊おほ
と思召したのであります︒そこで大脳主紳が仰せられ

るには︒私にば漂山の子供があるけれども︑中にも
ふたりたい姑つこりことしろぬ１のかみ求をふとり
二人の大切な子がゐる︑一人は事代主祁と申し︑一人

ときなみほなみひ

い令おなこと

人と云ふ意味で歩らうと思臥ます︑布都の御魂の剣を
ざかさ歌ぢ防人た
あ．ろひなみ味さかさまたい

お訂ふつみた我つる菩

・りいいみ

は建御名方祁と申す︑事代主郷は︑今海遥に往って烏

なみを

もし﹄

うをと

ゐ

をこい

あ令唾て５す

とは︑殆んど無いのでゐ︐り敦す℃天照

ぼとな

きく︒おぽさいごへんたふじぷんぎく

だんせんせいい

､

もとを〃せんせいい

逆様に地面に立ブ﹄動︑或は浪の穂に逆様に立てたと云

を捕った典ソ︑魚を取ったりして居るから︑其所に行つ

を本居先生は言はれましたが︑是は一人ではない︒二

ふこともあります︒それは何れにしても同じ事であり

ｆ聞いて呉れと仰せら雛だ︑一切の御返答は自分の燭

たげみなかたのかみ弐七こＬ﹂しろいしのかみい駄かいへ人恥

ます︒浪の来ました時は浪の穂になり製す︒浪が引い

蔵専制と云ふこ

ゐ画とぎぢめんうへつまおなこと

１１

L

て居る時は地面の上になり童すから︑詰り同じ事であ
我園盤の研究︒

七

我函龍の研究

ふ︺

こ︲じき

みそのつる苦のささ

を意嘘して居ります︒古事記だけを見空すと噌践︒坐其

３つ伽一

じんぐうおまつり

者ゐ

このかみさまことしろぬしのかみおたづところ

このくにち調かみてんとんおさしあ

其所に御出になって︑此旨を御樽へになった︒庭が事
しろぬしのかみこれきよるご心ゆんぴで
代主稗は之を聞いて宜しい︑モウそこまで御準備が出

をこおいでこのむ漣おったところ雨こと

が︑風景の宜しい御穂之前で魚を取って居られました︒

記してありますが︑此紳標が事代主稗を御探胆した鹿
．ふうけいよるみほのさきうそと︑を・

まつり

刺宮に御瀧してむる︒叉磯上紳宮にも御祁し亡ゐり︑
かすがじんぐう﹄おまつりを幻たばう︐トーたいしゃお
春日祁宮にも御祁してあります︒其他方々の大斌に御

まだいそのかみのしんぐう↑お詮つり

ぼん・︲︾よき詮の賊幸．一のさきにあやみゐて

腫あぐみみて

大御祁にも津山の御子がある︒そして始終御共同にな

剥前−１とめ︐り製すがら︑前にも見えますけれども︑日

なにごとおもひかれのかみおＪＵごかうどう

ごけいえい象起ごじつかう

って御経管になり︑叉御賞行ゐそばきれる︒そればか

いざ竃みのかみねくにも弘一ところかへおも
る︒伊邪那美祁噛珊根の圃で元の所に還りたいと忠は
蔵じぷんけんぞくともさうだんご︵し
れたけれども︑術ほ自分の春馬と共に相談して︑御返
い象宝起おほくにぬしのかみご
じいざなぎのかみ蓋をしあ
事を伊邪那岐脚に申上げられた︒今叉大園主祁も︑御
じ悪んこかん津へ︑小おもなじ喉ん・こき
自分一個の考で宜いと思っても︑尚ほ自分の子に聞
たけみかづちのかみなかＩ︑︲つよかみさ匙

じぷんいぞん
之のものいぎ
いて呉れ︑其者さへ異議がなければ︑自分には異存は

恥や︶毎

おほくにぬしのかみお人珪をしぷんごもつとお被しめ

ないと仰せられる︒建御雷祁は︑中々強・い禰榛でゐ・り

ひとよとこおときけが

ますけれども︑大風主紳の御申分は︑御尤と思召され
ことしろいしのかみたづじつしようて壱かん炉
まして︑事代主神を探胞だのであり喪す＆賞讃的に考
い

これけんまへおい︑こと誉

来て居愚ならば︑此鰯は父紳が天孫に御差上げになる
たうぜん
おほどじぷんたち匙ふいさかさま
のが営然であると仰せられて︑御自分は忽ち船を逆榛
ねくにおいで
このかみこと
にして根の園に御出にな？たりであります︒此澗は事
しろぬしのかみ匙︾管たいぎめい蕊人あきたいざめ八
代主神と申して︒大義名分に明らかでゐって︑大義名

分を其磯賞行なされる赫様と申して居ります︒此司コ

き

来まい・是は剣を前に置いて︑言人事を総かなければ
いやう
いきぜい１め
斬ると言人気勢を示したものであらう順と云って︑評を
いた
もとをｐせん世いこれしかを
致したものであります︒本居先生喰之を叱って居られ

卜﹂と云人のは﹁亨屍︲ワリ﹂︐と云うて︑大義名分でゐ・り

もち

かんがしなじんこ司るもちもつ

勢を以て立たなければ︑軽蔑さ敢て仕舞ふと云ふこと

考へてはなら鰻︒何もそ脈は軽業をした課でない︒気
牡
いもつたけい画へつし詮い
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りくつしゐ
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雫ぞくあた敦なかか
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なさる︒知ると云ふ乙とは魁大和民族では頭の中で考

し

であるが︑それだけでなくして︑事責として之を資行

たざしを

い

来んその象︑じつかうかみさま詮ををこの

ます︒皇圃の榊様の事を考へるには通皇圃の祁様の心

ます︒唯知って居ると云ふのは︑理窟を知って居るの

・くわうこくかみざまことかんが．くわうこくかぶきａこ︒ろ

持になって考へなければならぬ︒支那人の心持で以て
か
ん瀧いづれかるわざわけき

言

へる八は能く其所から下りる時に怪我をしなかったと
なじつしようてきひとけんうへあぐらか
言ふ︒樹ほ資誘的の人は剣の上に践坐を掻くことは出

このたけみかづ・ちのかみかしま

６でなく︑何事にも恩金祁をして思はせて御行動にな

砂み
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本書紀には腿二其鋒端一とめ︐ますｃ此建御雷紳は鹿島
じんぐうおまつりまたとの承上武かとりしんぐうお
澗宮に御祁してゐ６乱す．叉其御魂は香取紳宮にも御
ふつ墨た八つるぎおなみたまかとり
祁してゐります︒布都の御魂の剣と同じ御魂は︑香収

おほみかみたくさんおこしじうごきょうどう

ａへみに
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いみゐたとあ式てらすおぼみかみゞとよあしはらたけみなかたのかみおいでひとくに

し

へるだけでゐうませ似︒知ると云人ことは︑確舜と一再の群織替溌撫必遥は鐸蝉詫言唾癖諦癖誰に獅維じてゐり

しめ
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ことつふげんかうちいあふところおん

たけみかづちのか詮い

ふ乙とを意味して居愚．例へば天照大御榊が︑豊輩痕ますが︑建御名方赫がやって御出になって︑人の画に
あぶひてんわうと罪あしはらし牙﹂ないしようぱ赴しいけんつくく
を知入雲し召すとか︑或は天皇が豊葦原〃一知ろすとを云来て内講話とすると云うて︑剣突を喰はし梨した︒そ
ことしろいしおもしろところ両あ︾Ｌさまことしろぬしのかみおほくにぬ１
じじつまを
ふ乙とは︑治められる事賞を申します．事代主の﹃ゴれが面白い所でゐります︒御兄様の事代主紳は大圃主
たい・萱ずぢみちだうりじじついみのかみたいぎめいぷんもつおたす詮をゐ
トＬと云ふのは︑大義︑筋道︐道理︑事賞を意味して刺を︑大義名分を以て︑御輔け申して居るのであるか
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咋︾

居る︑知ると云人のは︑言行一致と云ふとノーを表はしら︑そこで建御雷祁の言は奴る道理を︑一々御聡にな
いか
て居り史す如何なる事に就て︑言行一致かと云＃︿と︑らぬければならぬと仰せられたのであり製す︒虚が御
たい菅めいぷんついげんかうちもつとみ﹂のふれずぜふみ猫とうとたけみ方かたのかみ妬Ｄ袈くぱうち主胴みおほくにぬしのかみ
大義名分に就ての言行一致であります︒尤も踏引傾其弟の建御名方祁は︑武力一方で︑父祁の大圃主祁を︑

いろ．７くＩせつ

いろ７１１かいしやく．り︐︑つ
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ぶＤよくかみ
おたすまをを
溌耐蕊錘謡芙撫読鍵唾擁鋸耐麟捗会ふことは細御輔け申し癌ります︑武力の榊でありますから︑一
まと︑

とかたかまがばらだうりｂかいいだ獣が広しどじゆんぴできいしけん

まかに申しますと︑色々の説もあり︑色々の解稗もあ一理窟︵︾どを云＃︿ことはゐり裂せぬ︒武力を以て︑高

し守りぞ

み

みばうよおもこ藷じしんこれじつげん雲ちから矛．なばを

りますが︑兎に樹塙沃原泌道鯉誕理解致して︑それは天原に御準備が出来たかどうかと云人ことを︑試験を
尤だと云って︑御自分の船を逆様にして融根の風に御なさるのであります︒理想質現と云人ことには︑理想
退きになったと見た方が宜小らう←恩ひます︒古記なγでれ自身だけではいかぬ︒之を責現する力が備って居
これたかまがばらおいでたか哉がばら．たかま城ばらてん〃﹂んごかう︲りん
どを見ますと︑是から高天原に御出になり︑高天原のらぬければならぬ︒高天原やｂして︑天孫が御降臨に

かみさまお肴さきおつかいいひつたへいたじつじつりよくい↓言﹂なばを

澗様を御妃拡な鐘坊津いん御碓へに津ると云人言偲もめなると致しましても．現に資力と云人ものが備って居
りますが︑兎に角其満洲の方から申しますと云〃︿と︑らぬければ駄目である︒其資力が備って居るか否かと

そのたいぎめいぷんあ葱たけみかつちのかみおはいしけん罪﹂αしけんちからくらぺ

←１４︲︲Ｏ１ｒＥＵ０Ｆ１Ｉ０Ⅱ９瞭側Ⅱ︒０Ｐ千︲Ｌ■一画■１

其大義落分歌細必罰﹄にして︑建御雷祁の仰せられたこ云人乙とを試験し
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し其よ
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ちやく７−１毛のばうじつかう
とに︑直ぐ御同意遊ばされ製して︑着々其方の貫行にります︒なんだ人の園に来て︑謹話とするとはと云
おとりか高たけ没かづちのかみこの↓﹂とおほたけみかづちのかみちからくらぺたけみかづちのかみて
御取掛りになったのでゐり喪す︒建御雷刺が此事を大って︑そこで建御雷紳と力競をした・建御雷祁が手を
圃主卿に御復命になって居ｂますと云人と︑今度は弟御出しになる︒之を建御名方祁が捻ぢらうとしたが︑

くにぬしのかみごふくめい︲をいこ人空おとうとおだこ奴たけみ攻かたのかみ抱
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おどるひき依なおにしけんずみいたけみかづちのかみ毛のｂときおほ

これわか⑯しとをし全今炉鼻︼じりさううごも嬢や

い

如何とし︾︽鈍懸来ない︒鍵御雷稗の方が御強いのでゐ還しを致すことには︐更に撰議はありませ掴︒計舜は
ぼかゆち間いみあに減みともえい
６ます︒今度はゐなだの番であると言はれた︒そこで．此庭より外には行かない︒是からは父祁兄祁と倶に永
９だけみな・がたのかみどじぷんておだたけみかづちのかみゑ・へごほごいたいこれたけみ竃かたのかみ
建御名方紳が御自分の手を御出しになると︑建御雷祁遠に御保護を致し弐すと言はれた︑是は建御名方祁が
おほ
は︑之を若輩を取るやうに︑折って仕舞はうと遊ばし一時の理想に動いて︑さう仰せられたのでない︒最早

に

ほかぱあひこのと苦一ほかたけみなたかまがばらつかゐかみさ式たけみなかたのかみご青ろ

ほかせかいじぷ人ごゆぴざつぷし堂い

たものであり談すから︑鷲いて引離して御逃げになっ 試験済と云ふのであり壁討︒建御雷紳の其時の仰せが
こ
の
ま
へ会をＪほいにしへしんだうおいおもしろこといふつがふ
たのでゐ６ます︒此前申しました通り︑古赫道に於面白いのであり製す︒今更そんな事を言っては不都合
ねくに︑
て逃げると云ふ乙とは︑根の掴からして︑外の世界にである︒自分の小指の先きで︑潰して仕舞ふと言へは︑
か
へいと苦
いか尿幽うちヤブを
還る込云＃︿時には︑逃げると云人乙とはありますけれそれまでいあり裂すが︑如何に武勇に長じて居っても︑

このに

いみ

よる

じぷんか

ども︑他の場合には︑此時より外ゐり戎せ鯛函か建御名高天原に仕へて居る祁様であるや典謹蜘名方紳の心
︐方祁が︑建御雷禰と力競をして︑逃げるより外にはめの邪たなくないと云ふことを︑能く御洞察になったも

６ませぬ︒而か堀鋤錘げる蛙涯峰乙と蛎砕意味のあるのであります︒そこで宜しい︑それ垂準恒鈴砥韓暴翠
事であり製す．拙窪画か淫科野圃まで御逃げになったと郷誕謬れて︑御引返しになって︑此事を大悶主釧

のでゐり製す︒今日では何で恥ない事であるが︑先づに御話遊はきれ童した﹂大和民族の言偲に於ては︑惨
な
があひだおにいくわんねんもつみこくこといつに言みたまさいごひか

おほくにぬしのかみ

な渉めひだこ班．きおにおつをこのくにことつトー

長い間︑御逃げになったと云ふ観念ケー以て︑見なけれ酷な事などはあり喪せぬ．何時も和魂が最後に控へて

監へこ岩あちたざＬあ．おほ

はな︐︐
ませ掴．張諦間根気よく御逃げになったが︑追居る︒そこで大風主祁準︑そ諏諏毛雑いん此迩雄ん霧
はう
掛ける方で稲︑瀧認よく御追掛けになった︒高天原のく日之御子に泰らう︑素より深謡淘降臨の御準備溌
榊榛が︑霞一時℃功でな誠︑根気よくゐるならば宜しして御出になるのでゐるから︑御奉りになるのは常
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渓睡詫痢雪国韮添っ蔵蹄み鵜詐殺されんとした時に︑此られだ︒価で日之御子は現漬界悲観はれた事を御掌
葦原中圃は︐父祁や兄卿の仰せられる通り︑天祁におｊになり︑自分は隠れたる事を掌らう︑さうして一
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切の事情情賞を掌って︑理想信仰を豊葦原の現賞界
ごじ︒つげん
おたすａを
に御賞現になることを御助け申しま排う︑今まであり
をんぎいをじじやうｊＦ１じつこ上７ｒｌ品たくしおひき
とあらゆる存在して居る事情情賞は悉く私が御引
うまを
もつて︐︑をんごほごいた
受け申して︑それを以て天孫の御保護を致しませう︑
かじ悪んおつか戒をいかかみまをこれ
斯く自分が御仕へ申せば︑如何なる脚と申しても︑是
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に異議を申したり︑妨げをするものはあり喪せぬと申
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是は自分の産んだ子供である１﹂云って大事にするのは
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ろに置くなと云人ので︑それを悪く取って︑金を儲け

此思想は賞讃的の傾溌有って居︐りまして︑今日の物

ども︑此老子の思想に︑大に威心して居り雪す︒支那
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で恥︑老子の思想を以て︑易でも何でも説くことが︑
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ざかおこな
盛んに行は奴たものであります︒時代に依って鍵遷が

おもごＬようちとほし蔵

へば九十九銭九厘だけのものを儲けたならば︑それを

ありますけれども︑老子の思想と云ふのは支那に於け

い

能く畳えで居って︑九十九銭五厘だけのものは︑取っ

る最も高尚の思想であった︒易と申すものは是は老荘
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我固髄の研究

Ｉ

1

会︽︲こ

我国髄の研究︑
しさうじゆしやしさう

いまゆるかんな輝らことあ

八

い

●

らうしこうし

すしま

じつさいみれん

おも

四二

ばるかうばて

じつかう

か堀まう

えいゑんあんをん

ことば

なんあらず

ふじゃうをききよく工壱

い

の字を付けて事が潜んで居る虚を見ると︑消極的であ
ところおほくにぬしの沈みなんおほ
ります︒虚が大風主祁は︑何と仰せられたかと云い製
かく
・つかさどな郡くわうしつごしゆご
すと︑隠れたるものを掌って︑長く皇室の御守護と

じつことすゐところみせうきよくて雪

の調子でゐって︑賞際未練がないとしても︑何でも︑不﹂

てうし

術は未練が残って居るやうに思はれます︒それは言葉

だみれんのこゐ

人に震って仕舞へ︑以し之が装謹卓識収蝉永遠に安穏
だと云ふのでありますが︑以レ之不レ去と云ふのでは︑

ひとゆづしまこれをもってさ略ず

かつたらどん人Ｉ費って仕舞へ︑叉自分が出世したら

と産んだらどんｊ︲︑棄て輿仕舞へ︑愛而不し有︒金が儲
つか７︶ままたじぷんしゆつせ

う

かたことらうしいじゃう赤かれ

やす

と云人乙とは︑老子や孔子などより︑遥に上手である

おもい

の思想も︑儒者の思想も︑一つに緩めるものでわり設

Ｉ乙思臥裂す︒言ふ乙とは易いけれども︑資行すること

こうしえきしめ忍いうｂ剛えきおい

夕こうしぼん紅んえき詮なゐへんたびたつ・いくらゐ

して︑孔子は晩年に易を挙んで詠章編三絶と云人位で︑

は難い︒殊に老子以上と云ふのは︑彼は生而不し保子供

しゆ

り易１つい

こども

孔子も易には趣味を有せられたやうな課で︑易に於て
らうさうしきうこうもうしきうすこ牲罷ゆんした紙
は老潅の思想も︑孔孟の思想も少しも矛盾せ籾︒随つ
じゆしやしきうむじゆんじつちうさう叫さうｃゆしや
て儒者の思想とは矛盾せぬ︒賞に老荘の思想と︑儒者

Ｌ・・・きうあひまゆ︒かん黙しかそのうち
じゆしやはうごひきんぷんたんちうさうはう

の思想と︑相侯って往くものと考へ主すが︑併し其中

らうしこうし

で︑儒者の方は︑極く卑近の明のを分憶し︑老荘の方
ごたいきよくこんぽんに菅をこれららうさう
は︑極く大局の根本を握って居りますが︑是等の老荘
１さうじゆＬやしきうじつりさ．︒ど茜曾ゐ
や室
の思想や︑儒者の思想も︑責は理想に止って居る︒大
とみんぞくかんな鱗らことはりｂさうしゆを
和民族は惟澗の道理は︑理想のみを主として居らぬ︒
〃わつやくゐところことわりすぢみ・もいいやさかさか
活躍して居る虚の道理︑筋道と云ふものを極揃築に柴
くに

えしめやうと云ふのが主であります︒所謂惟赫言揚げ

とぎこほり

こんにちいづもおほやＬろお宝ゐ

ずなはたかと？ろ

だん入１くだ

ひく

所に御宮があると云ふのが面白いと思い談す︒能く大

ところおみやいおもしろ一おもよおほ

った所に御宮があります︒即ち高い所でなくて︑低い

Ｉころおみや

雲の大赴鐘︑一の鳥居を這入って行きますと︑段々下

もたゆしやとりゐはいゆ

きすと︑他の牡は小高い所に登って行くに反して︑出

ほかやしろこだか卜ころのぽ少ばんいづ

御承知でゐ６ませうが︑今日の出雲の大祇に御参りし

ごしようち

的であると言ふととが︑大和民族の特長でゐ・ります︒

やまとみんぞくとくちやう

いつしないくどしきうくらせき昔よく

なり製せう・と云ふのであります︒非常に積極的のもの

たけみなかだのかみじつりよくしけん

いくたびいくしんさんたんこパ

せぬ圃莞稲泌裂吋唖莞仔や孔子のやぅに︑理窟を言はい

であって︑何時も支那や印度の思想と比べると︑積極
て
言い

はか

ので︑御自分が幾度か死し通幾度か生き︑苦心惨潅圃
どけいえい
じ承んにぎみたままつこくどあんてい
土を縄管して︑さて自分の和魂を祁って︑風土の安定
もとてんそんごかうりんじゆんぴ
を計りなされたのであり製す︒元︑天孫御降臨の準備
ひじやうどくしんけいえい
であり談すけれども勅非常に御苦心をなさって︑総誉
ゞこのくに
ひのみ こたてまついたい
された此圃をば︑日之御子に奉鳥と云ふことに封し
なんらししやう

て？何等の支障もなく︑建御名方祁の資力試験が滞
すこれェろいおたてまつ
なく済むと︑是で宜しいと云って︑御奉りになった

い

直れたかとこる

よ

しやうめん

めい︐くｈうちごしゆご

しか

︲ Ｉ ︲ ︲ Ｉ １１

︑
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卜

孔子も亦編狭の人物起喜ぱざりしなり︒

１１

らず︑孔子日心言必信︑行必果︑・哩々乎小人哉と︑然らば

以二服々一篤似仁︑子々総ｖ義が如署戯︑風の道徳者と言ふくザ

ろに温厚和平の燕か以てすれば更に善しｂ韓退之が所調︑

象は高朗俊迩なるべし︑間滞編侠なるべからず︑之に加ふ

道徳は固より言顧レ行︲行顧レ言ざろべでりずと雌も︑其気

⑳西村・先生日く

、

やしろお匙ゐ

い

牡に御参りして︑是は高い所であったら宜いだらうと
まち瓶ひひくところ
云人乙とを言 ますが︑それは間達で︑低い所だから

ふつふおみや

面白い︑山を鏡らして居って︑隠れて居る所である︺

おもしろやまめぐをかくゐところ
こ○とおみや

ごとひのみこおつか寅一ど

殊に御宮なども︑普通の御宮でありますれば︑正面か
かみざま霞しやうめんまつ
おじぎ
ら御鮮儀をしますｊ︑祁榛が真正面に祁られてありま
だいじんぐうさ蔵ましやうめんおほぬさい
す︑大祁宮様でも︑真正面に大麻と云人ものがありま
坐．ころおほやしる
毛こみた壁しろめんも
して︑其所に御霊代が安置してあり製す︒庭が大祇は
吃こましや・フ
ばんぼんてんよこむを
それに反して︑本殿は横を向いて居り設す．何で真正
したこまわとこおじ苦
めん
面からでなく︑ぐあ６横に廻って︑其虚で櫛鮮儀をせ
もつとみた玄
敷へうしろ
なければならぬ︒尤も御霊でありますがら︑前４後も
す︒︽かヴかくを
ありませぬけれども︑総て蔭に隠れて居られるといふ
ところよぼどおもｌろおも
いみあひ
意味合とあらばした所が︑除程面白いと思います︒か
あら症
かくことつかさどおいで
く隠れたる事を掌って御出になう喪すけれども︑類
げんじつかいおいそのあら

事を日之御子が御掌ｊになるのを冥々の中に御守護に

いづものおほやしろ霞つ

なるのでありますから︑現責界に於て恥︑其現はれが
すなはげんじつかいおいでぱしよ
にふよう
入用である︑即ち現賞界にも御出になる場所がなけれ

はならぬ︒そこで出雲大杜に祁られて御出になり︑而
︽と君んノーｕひくところしかｋこ
なのぱしよ
して其場所はかくの如く︑段々低くなった所に而も横

向に本殿が建てられ屯居るのであ︑訟す︒

四

むきぼんでんたゐ
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１

畦事小言
◆◆◇◇◆◇↑◆◆◆◇◆◇◆◆◆◆◇一今◇↑令◆◇◆◆◆今

時事小言
賃手蔓⁝⁝
ぺいこぐおいしゐとく江たいしくわんげいひじやうねつれつ

口米風に於ける石井特派大使の歓迎は︑非常に熱烈を
誉はひがかうくわんすこぶゑんまんお・﹂なごと
しかｂ江こぐみんなにゆ農どうたいししか◇︵いこぐみん

極め︑彼我の交歓は頗る園瀧に行はれっシあるが如し︒

ところたぎずゐさつさうざうＬかかいやわいで人ぱうしよにう

芦え

然れども我圃民にして︑何故に同大使が斯く米圃民の
趣つれつくわんげいう
をのりいうしくる
熱烈なる歓迎を受けっ勢あるか︑其理由を知るに苦し
はたいくにんこくぎわいかうこともと
裂きるもの果して幾人ありやｃ一園外交の事は︑素よ
びみつえういくど・なんらぱう肱ふよこくみん
り秘密を要すと錐も︑何等かの方法に依りて︑圃民の
りくわいえぐわいかうあらしん場がちぐわいかうい
理曾を得たる外交に非きれば︑真に力ゐる外交と言ふ
あら
ごじんまたどうたいししめいついなんらし
を得ざるに非ずゃ︒吾人亦同大使の使命に就て何等知
る所なし︒唯推察と想像と而して海外電報の所報とを

芝うがふたがわ学こちう秒﹄う燈・︑ざゐだ人とぎ︑

どじんみともづし人拶うたいし

︑しあい

綜合して︑唯綴かた箇中の治息産推蔵するに止或るの
しめいたつせい

み・吾人の見る隣を以て真なりとせば︑同大使の使命
は定悠ぢゆうだい

は甚だ重大なる屯のなり・願はくは使命の達成をして︑
ぺいこぐみんきえつｂいうしかわ津こ︲︑︲みんまんぞく

力うぐわ

なか・

米圃民に喜悦するの理由ありて︑而して我圃民に満足

すべき致果なきものたらしむる勿れ︒
かくめいどろ↓﹄くどうえうよういちんぜい善﹄モス
廻革硫後の露圃の動揺は︑容易に鎮静に蹄せず︑莫斯
科に於ける識鐸恭鐸の鍵錯堀蹴は︑読後の畢静に錘昔

、

四四

しかだいたいおいし

し漁しやうかりせいふえうごＬかみん等﹂しんしゆくせん

まるべからず︒然れども大鰐に於て︑ケレンスキー氏

を首相とする暇政府の擁護︑而して軍紀を振崩して戦

さうけいぞく寺﹄よこくちとこぐぱうごいかう

いまたん喝．よ

ぱつけん

い

争姥継嶺し︑畢掴一致して姐圃を防護すべしとの意向
や画じんいつよ
の略一致せるが如きは︑精々人意を強うするものと謂

ふくしｃ
Ｌなぜいかい吾﹄の一﹄なこんと︐へいやうたいなんぽく

だけふしきりぐわくさく

ロ支那政界の其後は︑尚ほ混沌の状態にあり︒南北の

盲とＬかなん俵うカントンひじやうこくくわい﹄おいぐん玲一い

要協頻に書策せらるシも︑未だ端緒をだに護見せざる

ふ清いげんすゐせんきよおこな吾﹄んいつ．せんしだいたすうるつたう砂︾ん

が如し︒而も南方にては︑慶東非常圃曾に於て︑軍政

つだ

︑孫逸仙氏大多数を以て常選し︑

さらたうけいげうりくえいていｂやうしげみすゐ元うせん

府大元帥の選畢を行

ろこく

しな

更に唐縫尭︑陸築廷の両氏元帥に営選したりと樽メ．

かみしゆけんうごやすためしも

かな

︑支那といひ︑上に主権動き易く︑篤に下︑

こくみんつれあうなふさ人くなまたあばれ

露圃とい

のうしやうむだいどんこんぐわいのう︲阜うむしやうれいもりぱうりもくてぎ

幽民常に襖惜と惨苦を嘗む︒亦憐Ｕべき哉︒

ぱいｆ︑Ｉとりじまりくわんけん壬謬鼠ていの．うしやうむな・い巷

口農商務大臣は︑今回農商務省令を以て︑﹃暴利を目的

●ｐやうだいじんな・もつ一．承つかてうぜつれいこうふ涼いにふ雌い

とする寅買の取締に閲する件﹄を制定し︑農商務︑内務

かうくわいかん奴ふれいうんようこうせついかんよつけついへど

雨大臣の名を以て︑物債調節令を公布したり℃該法令

の敦果如何は︑法令運用の巧拙如何に依て決すと雛も︑

だいたいおい苦︾菅て哲孝．ちいもくかわが

Ｌかそのげ入いんおほぜうすう竃か解ひにんかんさくいごとめいはく

大篭に於て︑機宜に適したる措置と言ふくし︑目下我
謎嫁僻の鐸鑓なる鯵鋳ば︑識んど華唯今息匪を鉦らず︒
じじつ．

かくごとなか鋸ひにんかんさくじつ潅く

而噛其原因が多く少数仲買人の好策に出づる事は明白

なる事貴なり︒斯の如き仲買人の好策は︑賃に僻みて

「

あ重

ひ

ため銀んこぐみんにちじやうせいくわつ添いだうとく↑︑わんねんさかんことこうげふぼっこうじだいもっと

すぺかげんぢゆうか力ひこぐみんてきかうどうとりしまかんしやう履くめつやとひぬしひやとひにんあひだだうとく︸﹂きけつがふ

も除ｂあるものにして︑鴬に一般圃民の日常生活を害道徳観念を盛ならしむる事は︑工業勃興の時代に︑最
こぐみんげん義一せうきうせんせうあらいこくか
し︑↑惹いて
圃民の元気を消耗する紗少に非ず︒圃家はも購匪なる舞誇と詩はきるべからず︒

顕韮く厳重に斯る非圃民憧的行動を取締り︑好商撲滅を口ど
傭う
主と
とう
の言
間﹂
がと
︑道
結あ
合ら
せか
らる
め被
い雇
ひ人こ
け徳
つ的
おにこ
みれ
しば
も︑

断行せきるべからず︒同盟罷工の如きは︑決して起るものに非ず︒上︑下を

しんせつかうとうがくかうおよぴかぅとうこうげふがくかうぞうせつけいくわくしもかみふくごとひぱやうこ璽ろえち邪ひ

わがくにおこうげふ陵つこう我すノー︑少︶いだかおもむ一の〃しもかみふくだいわがくにこうご
口我邦に於ける工業の勃興は︑益々盛大に赴きっ塾め愛し︑下︑上に服せば︑大にしては我圃形振千古に鋤きな
こせんらんえい零やう式たじ世いえう醤う︲ところためごとまたのぎしヤフャん珠かちうゆうばげ
り︒是鯉戦乱の影響にして︑叉時勢の要求する所︑篤きが如く︑叉乃木蒋軍の部下が忠勇を勘みしが如く︑
こうげふどくりつたつせいいたえじつばうかたい毛のかんばんしんお・こよもや︲とひぬしひやとひにんよワ
に工業の濁立と達成するに至るを得ば︑責に邦家の大其悶反心の起る除地ゐることなし︒傭主は被雇人に恢
もんぷしヤブもいれんどしんじげふちうしうのうぐわだいがくたひやＬ一ひにんやとびぬ・﹄朕つたしかかみしもあ公
かう
幸にして︑文部省来年度の新事業中に︑九州農科大皐て立ち︑被雇人は傭主に依て立つ︒然るに上︑下を愛

の新設と︑高等単校及高等工業畢校の婚設の計蓋されせず謝下︑上に服せざるが如きは︑非常の心得達なり︑
どうめいひこうおこりやうしやあひだだうとくて昔けつがふ
をこともつ︑とじぎて
１﹂︲雑つ罪

しか

こむもつとちういえうことじつ部ふけういくざか

１采くいうい

居る事は︑最も時宜に適する施設と謂ふぺし︒同盟罷工の起るは︑両者の間が︑漣徳的に結合せられ

□然れども絃に最も注意を要する事は︑賃業教育を磯ざるに職由すと請ふくし
じんかくけういくすなはとくいくおもことけいしちゃうくわつぎうしやしんとりし散りだんかうょろこざ
どうじ
んにすると同時に︑人格教育即ち徳育を重んずべ豊事口警硯蕊の活動篤冥の取締断行は喜次ぺし然れど恥
ご恥じうらばつげふじう叩︶おばもし者ｂえきとのじつじヤブきけんえついたづらｌえ︐手げん
是なり︒従来責業に従事するものが︑多く知識と利益其賞情を聞くに︑フィシムの検閲は︑徒に枝葉に厳に
くわつどうしやＬんげふしやめいわくはなはことがいげふしや
しうも
もくてき
沼うとくくわん趣んけつじよところ︲
とを目的として︑道徳観念に訣如する所ゐ為は周知のして︑活動篤冥業者の迷惑甚だしとの事なり．該業者
ひだ寸らちしきりえ昔もつぱつくばく法いを人添くつひや
じじつ︲だう．とくけ郡し
事賞なり︒道徳を軽覗して︑只管知識と利益とに専らょ︑一
︽フイルムを造るにも︑莫大の金額を費さＶるぺ
なに︸﹂とけつ畳ん詮んばつたつ３﹂﹃﹂とあだしかささいてんふか一・一恥えいしゃ
ならんか︑何事も決して同瀧なる護達を途ぐる事能はがらず︒然るに些細の鮎が不可なりとて︑之が映篤を
きんじＬ砿︐Ｉ︑どうめいひこうおこをのげんいんしゆ＃︑１きん毛のをんがいたところあらごじんけいしちゃう
ぎ局なり︒近時屡々同盟罷工の起る︐其原因は種々あ禁ぜらるれば︑其損害堪ふる所に非ず︒吾人は警覗廃
やとひぬしひ馬と小にんしほんしゆしよくこうあびだだうとくむしぽす室けんえつ汚いはうしんめいかく
らんも︑傭主︐と被雇人︑資本主︲ｃ職工との間が︑道徳が寧ろ一歩を進めて︑フィルムの捻閲の大方針を明確
て昔けつがふをことごもつとこんぼんて肴げんいんしじ︐こんぽんて茜かいりやうぎと
的に結合せられ居らざる事︑是れ最も根本的の原因なに指示し︑根本的にフォルムの改良を企胤せんことと
おも
Ｕつげふけういくとくいくおもじつげふかいうながえ
るべしと思はる︒曹業教育に徳育を重んじ︑賞業界に促さやるを得ず︒兄︑二斐川告

時事小言四五

1

錘涛古言
ＩｏｑＨⅡＪＪｚｌⅡ〃

叢
じつきいなかノーｌ

四
六

足立栗園

師

闇寮先生の霊徹問答

識
くわんザい

世い︐１ｌｂ声﹄くところかけいたてなほＵつかうきｒまさよねん己央えどせいじげんろくねん

論語と家政整理
を鮎付けてあるのを見受くるがへ皆乙れ今日の所謂家
政整理︑俗にいふ所の家計の立直しを賃行せんと期す今を去る乙と二百十除年前なる︑江戸の磯時元藤年

雑りつみうみなこんにちいばゆるか

もノ麦うねんかんけん︽︑くか︑小ぱふだてぴらをたいえうせうかいさんかうしきよう
などにて︑↓門標に三年間倹約とか改法立とかいふ丈札其の大要を紹介して︑参考の資に供することとしよう︒

鈴﹄封﹂

大した動揺と末きずして︑よく営初の目的を達する乙素凱困窮したる家政を整理し︑雑に裕禰の藩主となら
ひじゃうそいけんがふてつも人だふ
とが出︽来るのである︒たやそれを完成するには非常のれだといふ乙とである︒︲其の意見は一︲霊徹問答﹂として
に
んたいえうもといをんらくいまのこゐオ忘れんしょく入ためす一﹄
忍耐を要することは固よう言ふ製でもないよく村落今日に残って居るのでゐるが︑青年諸君の馬に少しく

︾哲

行はれ難いものである︒それは畢一童基礎ともなるべきそれに就て︑最初に尋姐て見たいのは︑昔の上流者
だいたいはうし人かくりつさいせいりＩ１Ｄをせいりもうやまさきあんさいせん斗眠い
だい感うしんか〃︑てい
大方針が確定しないからで︑大篭の方針さへ確立しての財政整理である︒其の整理中に︑山崎闇鶏先生の意
たと︿ふじへ︐へ︐さいおここんぽ〃︽おいけんこぐ峡う湾いみヤブじつかうじ
居奴ば︑暇令不時の愛災が起るとしても︑根本に於て見がある︒それが四園の某大名に資行せられて︑一時
たいい﹂つえうぎたたうしよもくてきたつぶんらんこんきうかせいぜいｂつひいう︑ふくばんしゆ

財政整理とか家政整理といふことは︑資際には中々
おこ
ながたひつ奇﹂やう誉妾︾ついさいしよたづふむかしじゃうりうしや

幹ぷせい；１１りか唯い７く︑り

二︶昔の大名の家計立直し︵家政整理︶る恥のである︒

I

経済古言
P

ー 一

もワープ

こぐぽうたいけつかなに漆しもの．こくぶうたなげわかんここんともどうてつ

幹吻Ｚ塗詫諏わ誕津咽掴切蕊汰家に壮へた何某恋鶏諸ハして風用の足らざるを歎くのは︑和漢古今共に同一轍
鴬時の碩畢山崎闇祷先生に師事せるものから︑一日来であるが︑少しく聖賢の書を熟嶺翫味したならば︑経
もの派たわがばんこくようたこえとしずでひきざいことぷん吃うちしめはっけん
て物語るやう︒我藩にては圃用足らざる事年既に久し済の事も十分其の沖諏舜湾鉦江幡るを稜湿恥ょ龍許先︲
し・やうかこんキ︶う擁なはれん７くＩやくしよ７Ｉ１け〆やくき
く︑上下の困窮甚だしくして︑年々役所々々へ倹約をづ聞かれよとて︑闇驚先生は謹々として論語の講義を
詮をしつなかちうしょくろくばんちあてが吟﹂可か力．ほじ
申付け︑憐ほ家中の食職も竿知を宛行ひ︑何卒して家始められたのである心

うんばんくわいいはゆ為つつ

ほど借銀が増すはかり︑如何ん︲こも仕様が尊い︑かく哀公間し於二有若目︑年雛用不レ足如二之何一・有若劉

しゃくぎんまいか

蓮を挽回しや弓とするけれども︑所需読めれば詰める論語顔淵篇

このま はうに人おしやうちいいかぎなゆ
いうじよたせんかた．Ｄやうみんようきん

て此樵に放任して置いたならは︑勝来如何成り行くこ臼︑意し徹乎︒日︑二吾不レ足︑如二之何一其徹也︑封日︑百

欲をしつじしのゐためじゃうかこたいい・あいこういうじヤーとふおほとし

ｊ品と憂慮に堪へない．そこで詮方なく︑領民に用金姓足・君軌典不レ足百姓不し足︑君軌興足︒

こへいすＡ︲たへ﹂んてつはふしう

せいどぷた

を申付けて一時を凌いで居るが︑それが篤蔀城下も︑此の大意は︑哀公有若に問て仰せらるシやぅ︑年が
ねん︐１１寺ゐぴつひ．︑にｂさんりやうみんわれきぎ︐八こくようたいかにごくようたを
年々衰微し終には塵を離散する領民あるに至った〃我鱗鯉で圃用が足らぬ︑如何せば幽用が足らうかと其の
さんじやう郡んぜんみしめ︐と毒﹄いうじゃ．くこたへ○○○おもち
もの
われＬんか
我臣下たる者はかシる惨状を眼前に見るに忍びない︑時有若の答にはどうして徹の法を御用αになり談せぬ
いか
如何にして此の弊を救ふたもので今のりませうかと︒そかと唯た一言した︒徹の法とは︑周の制度は︑一夫田
○○○○うぽみ室﹂おだじゐともひともから
ときせんせいこた
の時先生には答へ℃いはるシやう．それこそ論語よみを受くる乙と百畝︑溝を伺うし井を共にするの人と力

○○○ＣＯ○星﹂こもとなんためがくもんつうがつさく膿はかつひ人・をざおほむれたみそ

の

ゼ人こうほぜいくわさらと勺う

と善﹄あんきい苦いうちわら力くぷんの︐としかろこく

これてつす漁にをぜいしう

の論語知らずといふものである︑足下は何の矯泳郵間を通じて合作し︑畝を計て均しく牧め︑大卒民は其の
もんじんぼう蔵どろえこうとと二﹂ちからとほひとをざ
どざ
をしイー御座るかと︑そこで門人某驚きていふ︑論語に九を得︑公は其の一を取った︒其の力を通し均しく牧
いま︑︑︑︑︑︑︑こく
じんぎ里とＬる
は仁義の事は記してあゐが︑未だ大名の勝手直しの事むるより之を微といったので傘のる︒即ち租税として収

にたちほど

．○もの

矛︶恥ＪＬ︑ふかく鴫砂じ咽つひとけいれんぐとたみ

さい羊ジ

は載せでないと思臥製すと︒時に闇藩総て打笑び︑さ額め十分一を取ったものでゐった・然るを魯圃にては︑
みち
ひと
て１ノ︲１人になれば道になるといふ乙とが今のるが︑才智宣公が畝に税を課するや更に十に一を取ったから︑通

四七

1

の働かぬ程なきけない者はない．抑々不畢無術の人に計年貢︲とし工十に二を取愚Ｚととなったのである︑民

経済古言

「

経済古言

こ畑ためひへいいたつたうぜんいうじゃく

ぎ﹃フ粉こい︑．ふ〃︑

ｊ﹂こつぱふ△もち

ざいしよしつと

四八

いつご︾つ

ものごとはで

最初は質素であったのが︑何時の頃よりか物毎華美に
礎ｂ鍵ｂ︑霊唾唖称粍露瞬侭の癖難確嘩れ︑恋るを誘

ェつよフ卦一つたみめつほつ

ぎみたれをもた

た
いまさらぷんのてつぱふもちなん
てさへ足らぬのに︑今更十分一の徹法を用弘︑何とて
ごくようたおほときいうじゃくこた

あいこう

は哀公として奮制に復して︑十に一を取る徹法を用ひ

めりといふ貯蓄準備もせぬことシなって︑何時となく

の之が為に疲弊するに至だのは営然であるから︑有若
しめ︑それに依て用を節し民を厚うせしめんと欲した︒
しかあいこうききもつ螺これまで承んのれんャとつ
然るに哀公は総いて臆を潰し︑従来十分二の年貢と収

圃用不足を来し芯止む唾く吉凶について課役を申付け︑
Ｄ令うみんきん︐トーせんしひたとへ︐釦きいこと
領民より金銀銭を虐げ取るのみにて︑返潜といふ事も

Ｌやうた

もしやうたきみ

ちよちくじゆ入ぴ

のちみんかん

いつ

なんかた茜やうおほさか

そと︐︑弦い

ごくよう．●手乏くきたやきつ箸ようくわえ昔家を．﹄つ

ぎんだ

臆じ

わづいＬＪ・︲

１か月

火災等妙愛事に逢うて︑叉々銀主より金銀を借らんと
．もやう雁んふじいりようこと？ｆＩ

くわさいとうへんじあ獣だ︐ｆ︑ぎんしゆきん４

僅かに衣食するに至り︑而も年月を経る間には︑吉凶

いたしかとしつきへあひだき︑つ．菅よう

後には領分の米を残らず京阪の銀主に取られ︑太守を
力・ちうこと︐ｆ１ぎんしゆ．−ちにん
始め︑一家中まで悉く銀主の扶持人のやうになって

家中の食職と芋知宛行にして返金しても償α足らず︑
のちりやうぷんこめのこけいは心ぎんしゆとたいし曲

かもうＬｒｆ︲︲ろくばふもあて郡ひへん墨んつぐな⑪た

をせぬから︑利に利を食って米を引取られ︑遂に一藩

初は好都合のやうである排れども︑何年経っても返済

しよかうつがふなんねんたへやさい
りりくこめいきとつひばん

ちや合うにんたい淀の．と１できあ．きこめひきあ箸一ん？ｒ１と

きん

って出すと為すの政なく︑況んや三年耕せば一年の食

﹃糎人た師や垣んしよく

圃用の足ることがあらうぞと仰せられた︒時に有若答

ないから︑後には民間にても︑其の徳政にゐきれて金

ござ

い煙

へていふ︑百姓が足ったならば︑君は誰と共に足らぬ

銀を出さぬこ︲ととなった︒そこで詮方悪く︑京大阪の
ふたとと

たれともたきかせいＪ１り

あいこマフや

セい

ことが御座らう︑若し百姓が足らなかったならば︑君
おも

いだな

は誰と共に足る気であり製すかと︑かくて家政整理を

人に濁し︑其年の出来秋の米〃一引営てにして金銀を
し借町用や
くようけいひぺんさい
し︑それにて経費を鉾ずることＩとなったから︑最

じんぽ一フしめ

きせやうと思人だけれども︑哀公懲にして︑再び問は
いうＵやくきふ一さく歌ら．しめ
れなかったから︑有若も︑これ切ｂにて其の策を申上
こてつはふくわつよう
げなかったのである︒ツマリ此の徹の法をきへ活用す
たいけかつてなほ系んあんさいせ・・﹀ぜいもん
れば︑大家の勝手直しは十分でゐると︑闇譜先生は門
人某に示されたのである︒

もんじんばじてうおとい

大名の家政改革案

そこで門人は始めて掌を拍ら︑恐れ入りました︑ど
毛てつぱふよいくばけうじあづか

ところあんさいけ︸んせいすなばこれわがくにじつきいひきあさ

うか其の徹法の除意を詳しく教示に興りたい︲こいつだ

たいし沙いかど７こんぎうこ入きうかさこく

するけれども︑町人もかシる不時の入用戎でも悉く

用足らず民間疲弊といふ事になったのである＠さすれ

よ・フたみんかんひへい

ようだ

所︑闇寮先生は乃ち之を我圃の賓際に引営てシ︑左の

は用立てぬから︑太守以下一同困窮に困窮を重ね︑画

かザ｜いかいかくｂつげん

家政改革と立言せられたのである︒
およにつぼんのくにだれみや弓．ねんいらいとも﹄ンやうたま

凡そ日本圃の大名︑百年以来︑土地を領し給人や︑

k

』

このさいかいかく曾恥い

ぎんし釦ばなとし缶くあふ

ば此際改革としようといふには︑どうしても続麗ナシ
ふ・フ

パリと銀主を離奴︑其の仕送りを仰がぬといふ風にし
まこれｂやうないようぎん︵入さいしや弓ちから

なければならぬ︒それをするにはどうしたらよいかと
やしむ

だいかん﹄えう

いふに︑先づ之は領内｜の用金を返湾して︑百姓の力を
養ふといふこ︐とが第一の肝要である︒
みん︑Ｄよくやうせい唯うばふ定いてい段ん画くと

民力養戚の方法

吸・ぺううちま柔うさしひのこま人◇くう

そこで民力養成の方法としては︑大抵十蔑石と取る
だい品やう
そかちうばんも智一やう喚んぺうことた
大名なれば︑其の家中と半知行にして四蔑俵で事足遥

ひをざ

やうやくら

づ猶おく

やぅにして︑十寓俵の中四寓俵差引ける残り六蔑俵は︑
ねん力ＩＩこれりやフしゆ城くそうもやわ︐●︑ｈ
年々之を領主へ透ることシし︑さて其の中にて元利を

謬るすゑごろｂやうしゆｂやうぷんおほじゃうや獣煙ひ︻をしわた

引去られ︑それにて漸く暮すほど宛透らすることにす
軟つたことしかいかくだんかうおも
るのである︒さて全く噸今年より改革を蹴行せんと思人

かいさいいい心たざハ虫ち・聯も

かかくｒっかたたいざ吟いしう

種︑皆済にして呉れよと言渡せばや在町ともに思臥も
みな謀あごあり・排た・かしこまたて獣つ
ょら廻乙とであるから︑皆喜んで難有く畏ｂ奉る
ひつぢやう
．ほかしゃくを人さ︲お改ｂやうとい
蟻必定である︒そこで外の借金は差置き︑先づ領内の
しやくきみかたづおもよしいひわ虻ｂやうないたみみな
借金よう片付けたく思人由を言渡せば︑頒内の民は皆
み蕨しんぷく江うゐみぎ八ほもやうに入しやうともりやり
皆心服するに相違ない︒かくて右の通り町人百姓共領
しよううくさらかれらたいいまさうだんこと
承の上は︑更に彼等に濁し︑今一つ相談したい事があ
窓んぺ・フこ﹄・〃ｆ１みんかんくだらぶ︑あき
る︒それはかく六禽俵を悉く民間へ下してば︑燕秋

含んぺうせんなふく

こめ．うちだ

し傘うおのふところい〆

までの上の暮し方がない︑そこで大義噂がら来秋まで

い散きふよ

二寓俵を先納し呉れよと恥奴ば︑百姓は己が懐より出

で・フＬようち

もばやかいかくきをたゆゑ

さず︑今給典せも縦た米の中ょムソ出すことなれば︑こ
またかし己散
びつぢ︽︑うたみＬやうおいいじゃう
奴亦畏ることば必定である︒さて民百姓に於て以上の

二ヶ係と承知すれば最早改革の基礎は立つ吃もの故・
たいし沙みぎ坪んなふ急八割︵・﹄ノしやうりやく

太守は右の先細二禽俵にて︒いかやうにも省略して
あ

芝のとしくし

春の末頃︲領主より領分の大庄屋を招いて申渡すやう覇

謹年鎚蕊さ為シとでゐる︲そこで昨呼峰葬雄隣の鍵舞

三人善︾をん

しも古くてあて
か蕊れうけ人かつ

み疎ノー︑ぞ人ぢとほか謡かつてむ街もかごろ唯な紅こん斗うこの森︽ん

皆々存知の通り︑上の勝手向近頃甚だ困窮なれば此分
しんぐわいいた

ｐやうたいしゃく浜うおほて吐雇か

にて︑寓一飢僅などに逢へば︑下を救はるべき手常も

までね入︐ｆｌなメくわんめｂぎんた宝談たこい﹁．よきか

識界入りつゆゑかくくつな／ぎおもし雁うちさぅ

氷年々何十賞周といふ利銀を給はり叉此の猶諜期間も

︿

方へ濁しては︑領内の借用多くして手廻り兼ぬるから
ね人心・人いうよくことわおごぱあひかれらこ品
三年間猶識し呉れよと徴って置く︑此の場合彼等は従

いりよう式え字フさ︲｜ひのこ計人今くうご虹苛でねんｂｆ１さし定

なく︑心外の筆りであるから︑上妙了簡にてどうふ勝
てな は
おもつ哲たうあき我４ぺ・﹁うちかもう
手を直したく思ふ︑就ては常秋の十寓俵の内︑家中の

年賦償却と憶荒貯蓄
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無論利の付くこと故格別難儀ト：へも思はず承知するに相
ゐ

入用四蔑俵を差引き︑残る六蔑俵は従来年々差出した

達ない︒かくて愈々家政整理の端総を開くのである﹄

雨の立替あるとも︐それにて残らず受けかろＺとにし

よう含んかた・４１竪恥卒うにんしヤブきふよなんまん

る用金の方々︑町人百姓に給興するから︑たとへ何寓
り
やうた・Ｉかへのこう
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経溶古言
垣んめあきいた詮たまん手フのこをうち
そ﹃とで二ヶ年目の秋に至り︑叉六寓俵残る︑其の内
まんくう謡よ泡んせんたふまいかくのこ氏ん参へうう皇ら

二寓俵は去年の先納米として返し︒残り四寓俵の内二
弐人手うかみくらのこざんよまん季くうもみかみさうこ
寓俵を上の暮しに残し︑凌除二寓俵を籾にて上の倉庫
をざふじいりよう乏なたくは

五０

家中及び城下蕊業策
ねんめいたきん・へうかみくらしさしひこ
かくて五年目に至れば二寓俵を上の生計に差引き今

としねん．ｆＩ詮んぺうたくは鞄〆めもみつ

がふ弐ん今へうたくはどうぬんのこきん今くううち段ん

年より年々一寓俵づ勢を貯ふれば十年目には籾にて都

ぺうほどねんぷぎ人Ｌ再ゆつのこまんぺうかもうぷ入ぱい

合十寓俵の貯へとなる・同年残り三蔑俵の内一蔑五千

俵程を年賦銀に支出し︑残り一恵五千俵は家中へ分配

ね人めあ者まんぺうみなかみものい

に納めて︑不時の入用に術へ貯ふるがよい・

三年目の秋には六寓俵皆上の物となる︒けれども砿

して︑富年より一二分程宛行高をゆるめるやうにする

かちうしよし巻うじ族まい智ふよのどまんぺうまた？１１

ふ巴いりようとなへもみたくはお

れんあがだかぷんたく砿

みんかんをりえじヤブか

所が此の改革案を行ふに就ては︑役人の善悪を鐸ぴ
︸Ｌきふ︸しきか人がところこぎかしやくにん
適不適を考ふる所がなくてはならぬ︒小賢き役人にて
じゃうか城ら毛人
城
下挑私は損である︑葬舞歴︾野せば壷があるなどシ

ところこかいかくあ入おこなついやくにんぜんあくゑら

こ夏が即ち有若のいへる︑百姓足りなば︑君誰と共に足
ところせうも一しやしところ
らきらんやといふ所で︑小智者の知らざる厩である︒
出納官吏の選鐸及び鍵費節約

すなはいうじゃくしやうたきみたいともた

篭いだならば︑民間は其の利を得て︑城下はいつとな
うろほのちＩａんまんかねじゃうかいづ
く潤ひ後には五蔑や十蔑の金は城下にて出るであらう

ひき

の外は皆之を京大阪へ出したのを四年目以来城下にて

ほかみなこ奴篭やうおほさかだれ人めいちいじゃうか

して不時の用に術へるがよい︑而して古穀と新羅とを
ねん７１１つかおとまん・へうたたくは
年々詰め替へて凡そ三十寓俵を絶えず貯人るを法とす
へ入さいあこんきうこれまでかもうまい
れば︑鍵災に逢うても困窮しないかくて従来家中米

ふじようそなＬかここくしんこく

ぐわんらいいにし

たうね人系ほどづむ菅やうだか

然二寓俵の暮しをゆるめず︑残る四寓俵の内二寓俵は

ぜんまん季へうくらのこ象んくううちまん・へう

家中の諸士に救助米として給輿し︑残る二寓俵は叉々

がよい︒元来古へは一年の上り高の四分の一を貯ふる
これじつかう
い氏よ
．はふ
と法としたのであるから︑今の世にては︑之れを賞行

不時の入用の傭として︑籾にて貯へ置くがよい・
ねんめあきいた厚じぎんしゆ︿んさいとり
四年目の秋に至り︑初めて銀主への返潜に取か公ｂ

まぎんしゆかたもとぎんなに牌磐ねん︐ｆｌこれい漬りぎ・︿なにほど

先づ銀主方の元銀何程︑年々之に出せし利銀何程とい
せいさんみおほよたりざんも・こぎんす

乙とを精算して見れば︑大凡利銀にて元銀は潜んで
ゐふほ
どたつを之ま漣ふ

も丹菅んた瀧系ほどりふなにさいげん

居る程に達して居らう．そこで其の侭といふことは不
苦
ことしまんぺうづ︑のここれもつ
義であるから︑今年より四蔑俵宛残るにより︑之を以
もとぎん東んのゐるひぷんのかくきふをざんぎん
て元銀の十分一或は二十分の一を返し給し︑其の残銀
たか！だい泡人ねんねんぷしやう肴やく
を高次第にて十年か二十年かの年賦償却とすることシ
ことしかぎ払いさいこと

し︑元銀の高に五分程の利を付し︒さて何も際限のな

もとぎんすほどにふしゆｂぎんねん宗込やうきやく

いＺとでゐるから︑今年限りにて皆済の事にするか︑
たうねんけいぎんりしきふエ葦をしわたすで
さなくは富年の継銀︵利子︶も給興せぬと申渡せば︑既
ぎんしゆしぷうＬきうゐ

に元銀は潜みし程入手し利銀は年賦償却となった乙と
ま

ゆへ︑先づｊＩｉ銀主も承知するに相違ない︒

イ

あきら

れんもよく︐︶あそう

明かにして廉直の士を畢げ胞ばならぬのである︒総し

どうかたみしやうお鋲しんかあん

こと︲したが

と可︑肴んらいふう

りざとじ人ぶむ

い

とむがらすみやおもてやくてん

こととりあつかかしんやくしよねんなにほどづぁ

や︐１０とく

若し経費が

けいひかんが歌をしわたもけいび

ふ圭か︑と番おちど〃︑わしつ．

采しふうぞ︲〜やぶもつと竜人己と

こんばんおいうごげんてくはっけんできしか

以上を通観して古今を通じ家政整理などいふことの

いじゃうつうくわん・ここんつうかせい７１１．り

以上が闇譜の叢徹説に謝する奮際的の研究であった信
碩畢高徳の卓見

いじをうあんざい瀧卜ずてつせつたいじつさいて話けん諸う

沖

且つは言へば役人を盗賊扱弘にする恥のでわるから其
こてご塾乃かんがとりす︸﹂災ろ砿か
庭は手心を考へて取捨の宜しきを計ら鯉はなら掴と︑

やくにんたうぞくあつかそ

を取るのでは武士の風俗を傷り︑尤も詮なき事でゐり

と

残ればそれを役徳とせしめ︑不足畦る時は越度︵過失︶
これちやうにん苧と悪んりんあらたちら︑うめんい人琶やう
とし︑之を町人の如くに耐分厘を改め︑帳面印形など

のこ

にて仕上げるやうに経費を考へて申渡し

しあ

叉かシる事を取扱ふ家臣の役所にては︑一ヶ年何程宛

また

りや・ジじんぶつかならもやうにん渉つたいりむさ渡悪とこ

を出す人なく不便利である﹄など勢主張する者は︑小

だひとふ﹄︽んｂしゆちやうものやフ

て此鯵改革案と評議する時﹃銀主の手ぞ離れては大金

こかいかくあんひやうぎとき哲んしゆて心稚な一生いきん

堂の人物ならずば︑必ず町人と合鰐して利を貧る男で

いとりあ．しかたみり
云って咽融それは取上げ阻乙とである︒而して民は利
したがつかみぶう
きとみ厳たくばもの
に敏く︑皆よく貯入る者でゐるから︑従尤上の用にも
かみさうこ・ちうまじやうか
立つ︑されば上の倉庫中にあるよりも増きり︑城下も
しぜ人にぎはみぎ牡いぢたみしやうしん悪くかもう
自然賑人︒そこで右の政治にて民百姓心服し︑家中の

あれば︑か勇る徒輩は速かに表役に稗ぜしめるがよい︒

こと

ちざやうすとづ麺しやうめだよんどころ・
裳うきんだあ萱かならこれかくま

た

知行も少し宛ゆるめばやがて百姓を召し出し爵樵なき

事あれば用金を出せ︑秋には必ず之を返すくしとて先
ゑんあるひゑんようきんまをしつを
こ茜ろ
づ試みに五六百圃或は千圃の用金を申付け︑それを其
散酋さうこそきおあきいたつやく１﹂ほ︿んさいそ
の侭倉庫へ敗め置き︑秋に韮て約の通り返漕し︑其の
とき１うき人すみやいだしょうびみんか人それらしふ

時用金を速かに出せしことを瀞美して民間に其等の習
く
わんつしんつなおとかくこ
をカーブくわ

慣を付け︑信を維ぐやうにして置くがよい︒兎に角此
もとちざ
かいかくこ︲︑︲はふあらた
の改革は剛法と新にするものであるから︑固より遊疑

しんけつだんすみや

しては其の致果がない︑何卒して民百姓及び臣下を安
もくやしな
かみじんＬんたかな喝て人いう
楽に養はんとい人上の仁心さへ立てば︑必ず天茄あり

ゑら

と信じ︑決働を連かにして事に従ふくきである︒され
かんぢやうかたごとぱあひふさいれんもよくひと
ば勘定方の如き︑か動る場合不材でゐって弘廉直の人

根本に於て動きばき原則を護見す為一とが出来る︒而し
ぷかうとくせきがくひとしやくわいじつきいつうげう
て世の高徳碩畢といはれる人のよく赴曾の賞際に通暁

おもむＬか身うもち

場が如き迂遠固随の者のみではなかったのである︒

どとう葱んころうもの

を

けいせいち一︑一くはたまたしうしんせいかうへきばいうこうて哲かく

を選ば胆ばならぬ卿兎角近来の風として・利に敏き人物
おばざんＩゆわいみと弓たこりこ・フ
もち
を用ふるから︑多くは銀主より賄賂を取り︑叉小利巧
ｂこ

はしたいざわすしみためをいもう心く

に走って大義を忘れ︑上の潟になる誠忠は誌さず︑唯

して経世治圃箔又修身香家の上に極めて有数適確なる
わかかならこうせいお
いけんはうぢ
意見を抱持して居ったとが判る︒必ずしも後世に於け

だ利己にのみ趨くのでゐる︒然しかゑる風ありとて勿
ん
論臣下を盗人税するは僻事であるからきてこそ人選を

ろんしんかたうじんしひがごしじんトー

経涛古言

五

婦人の過去現在及び勝来

︵於女子部講演含︶

藤

じつ

Ｌだが

ご圃弓えてんついわたしどもかん砿︿ぱなみ︐おも

こ毎︽くわいおばなしおいごと尋えなねうちむかしせついにうでちからつよもの垣うち

はよろしき榛に願います︒世が未だ開け戎せ函時分は何事も腕力を以て一番大

やうね解よ哉小らじ承んなに尋︶とわ拘りよくもつばんたい

ｂにくい事柄や言葉が出るかも知れませんが︑その遥であります︒

か賞はよく
わ・からないのであり蜜す︑随ってお雪﹄動型の心得べき鮎に就て私共の考を話して見たいと思ふの
こそ私らことばで
１︶

ても中々言い切れぬのでありますが︑先づ昔から今日
わたくＬつれをとこひと
はなを少
をんな汀かたをんないいぐあひかば至今﹈
私は常に男の人にばがり話して居誰して︑女の御方童で女と云ふものがどう云人工合に獲って来ましたか
はなし
けいけんすぐいぼなＬよいおう幸惟なＬやうちいことふじみ
に話をし製する経験が少ないので︑どう云人話が宜いと云人乙とを一雁話しまして︑それから蒋来殊に婦人

婦人の過去現在及び蒋来

講師

加

なか７恩〜い苦まむかしこんにあ

堂

､
五
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ﾛ
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ぅと恩ひ或す︒之を詳しく申せば︑一日二日掛り製し力と云人ものは男の方が認くて︑女の方が弱いのであ

おもこれく唖生をにもふつかか豊ｂエく称をとこばうっよをんなばう狭わ

人の過去現在及び悠寒﹄と云人大分長い題で御話致さけ戎せぬ時代の男と女と較べて見段すると︑どうも腕

じんくわ二げんざいおよＬやうらいい滝いぷなが汚い狗哩なしハたじだ銅そとこ−ぜんなくらみわん

合にしなければならぬかと云ふことに就きまして︑﹃婦思はれて居ったのであり斗一す︑裂だきう知識などの開

今同御話しようと思αます事は︑女の値打が昔から切のものと致します︑さうして腕の力の弧い者が値打
こ
んにらかよを９たこれのちいぐわんＤよくなものね︑﹃ちなもの
今日までどう蕊って来たか︑叉是から後はどう云糸工？のる咽ので︑腕力の無い者は値打の無い者のやうに

あひいつふおもをちＬ計小も

更
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I

けつこん

うばくちからつよ

をとこどうしけんくわおこ

じだいやゐいま

塗とここの壱んな

わ４ｂぶく

ほかをとこｇ泥乏のを人なうば

れんぜん

強い者が女を引張って還って来る︑此掠奪結婚は野蟹

つふものをんなひつぱかへくこのりやくだつけつこんやばん

き

女房にしようとすると奪って来る︑力が蕊いものでゐ

によう旗う

り製すがら︑どうしても奪られて仕舞ふのでゐり弐す︑

としま

リ玄す︑それは今日でも男と女とどっちが錘いがと云
をとこつ柔からだめかにみわかからだめかた
ふＩこ︑男が頚い︑鵠の目方を見ても分る︑鰐帥目方を
懐かみ
いいぐわいむろんつうれ部だんし
計って見ると︲例外は無論ゐりますが︑通例は男子が

さうして結婚をする︑それで他の男が復其女を奪αに

悪たけ姪んなしや〃︑

めがたそとこおも

おもをんな槙うなぐ

ｂぼど︿だ画を

時代には行って居為︑今ょｈ百二三十年前にもあり設

重人どほ昨ぱ

●．けつこんいぽいぱいお段へ

し

い唾やばんくに
ふう
今でも野蜜の画にはそんな風があるかも知れ製せ楓︑
だ入︐卜−よすむきりやくだつけつこんか
それから段々世が進んで来餅すと︑掠奪結婚が鍵はり

房にして仕舞人と云人と１﹂があった罰うでゐ︲り製す︑

は・フしまい

ちはうよめ

オーストラリア

りますから身長は男の方が高くて︑目方は男が重い︑

す︑濠太刺利亜のシドニーから百里程隔って居り童す

じぶんをんなそとこかなこと

よなかわんｂよくつよものい

きうして見れば世の中が腕力の瀧い者がゑらいと言以

を〆な

をとこふか画瞳いくわつい

むかし

むかＬ

ぴ罪倒まく

御前の

い

うしひきあるひひつじぴきい

をんなどう獣つ東つびん

ば

をんなにんげん

とりあつかゐ

ぱい

稗形

ります︑段々世の中が進んで来或すと︑女沿人間であ

だんＤＩＩよなかす︑誉

けいやくａつたものお唾

それでは少ないからモゥ一匹増して呉れ瀬かと言って

ｌＩｌｌｌＩｌｌｌｌすぐ

む苛めく

霞して︑今度は寅買結婚・と云って寅買をする

娘を呉れたならば牛二匹やる︑或は羊三匹やる︐と言ふ︑

わる〃︑蚤いｒｌｌｌｌｌ

やうな
ゃ
なこ
こと
とで
で︑︑昔でござい堂したら女はいつでも男に
Ｌだ
たがほか を人なねうちじつひ〃︑
い︑女の値打は賞に低いものであります︑
従ふよ り 外 な い

こんいんしん

契約する︑全く物と同じやうに取扱はれて居るのであ

いひと力

けっこ人い

やにりほ〃含みにん雑ふいほ人にん

る︑女〃一動物や物品のやうに責頁するのは怪しからぬ

から︑結婚と云ふものは︑矢張本人の合意で︑本人が
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婦人の過去 現在及び狩来

五

そこでウエス トマルゲｒと云人人の書き談した婚姻進
︒︑わるんむかし
こん
いん
こ
ん
いんかば韮
化論には昔からの
の婚
婚姻
姻の
の獲って来たと︲とか書いてあり
刀

悪口を 言 ふ
ふの
ので
であり製せぬ︑昔のことであり製すから︑
砿匹一た
詮かしひと弓らよ
腹が立ったら昔の人を怨むが宜いのであり戎す︒

をとこ

げられる︑さう云ふ職から致し訟しても︑女と云ふも
をと己ほごもとちヤブどた歴§か画ふぢは欺ざごと
のは男の保護の下に︑丁度棚に掛って藤の花が咲く如
くに
に︑男に態
溌ｂ掛って生活をしなければなら掴
く
ぬと云糸
丸

いてんしたをんない

女の綴には男に無い
い事
事が
があ
あり
りま
まし
して
て︑
︑活
活動
動す
する
るの
の婚
婚妨
妨

をんなかちだをとこなこと・くわつぎうざまた

︾必

ます時分には︑どうしても女は男には敵はない︑殊に

る地方では︑嫁にしようと思人女があると棒で殿為＄
な
ぐめまたふだふつかへによう
殴ると眼を舷はして倒れる︑倒れると連れて還って女

みの汗けをとこ淀うたか

八寸位︑男が五尺二寸位が平均であり談す︑それであ

すＡぐち秀巻とこｌやくすんぐらゐへい材ん

へいきんくわ人も人めぢよしへいきんくわんも人めい

李均十四賞二百匁︑女子が卒均十二賞八百匁と云人と

兼製して︑男同士の喧嘩が起ります︑さうして腕力の

こんにちをルーこをん唾つよバ

I

ます︑鐸か鐸癖蝿癖準鐸癖と琴必裂して︑男が此女を

、

とになるのであり製す︑それから身の丈が︑女が四尺

ノ
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けつこんできほんにんし柔うち

婦人の過去現在及び狩来

で香ほんにんこ室ろ

はい

し︑りみ

い

よめ

五四

こ堀にほんふういか

い

い

ぜんふうのこゐとうきやうおほ寅一かいと

では今でも火を跨いで家に這入る︑さうすると一千年

風が行はれて居る︑モット遠い所では越後の村上地方

いまひ灸たいへ催いねん

ふうおこなゐとほところゑちごむらかみちはう

云ふことがあります︑近くは小松川の在ゐたりで屯其

おいで・ひまたいへぱい
ちかこまつがはざい毛の

さんが火を跨いで這入る︲と云人こ−とはないかと云って

さ頃たまけんひだを

ひ段たはい

これしなじんどこみいまよめ

で這入る︑是が日本の風だと云ふこｌｃが書いてゐりま

しようち

承知をしなければ結婚は出来ない︑本人が承知しなけ

す︑是は支那人が何虚で見たものである迩今でも嫁

おやきやうだいかつて

れば親兄弟でも勝手にすることは出来ない︑本人の心

調べて見訟すと︑埼玉畷あだ・りでも火を焚哩し居りま

あ源きこんにもをんなよわものよわもの

い

を聴かなければならぬと云人ことになりましたのは︑
だんＪｆ１をんなねう・巧
だい率 す 画 き と こ ろ
大分進んで来た所であります︑それから段々女の値打

して︑嫁さんが御出になると火を跨いで家に這入ると

き

が上って来て︑今日では女は弱き者である︑弱き者を

壬とこを人なほご
たすぷんめいふう
助けるのが文明の風であります︑そこで男は女の保護
そんなねうもあ
→︾やす差
い

ご恥せかいぼん

者になって進弐なければならぬ︑女の値打が上がれば︑

吃のくにぷんめいていどあ

かゐ

其圃の文明の程度が上がるのであると云人乙とをウェ

ｊ﹂ころ

そ宝

ふうのこを

かうつ﹃フ

郷や風が這って居る︑東京と鞠大阪と一写伽︿やぅな都
ゐなかいて
こと
禽では︑そんな事はないが耐田舎の端のゐ弐６交通の

一一一

ｂやくだつけつこんのこ鹿かんがみづ

ふゆこまおほぐわつよつかごろこ人れい

それで掠奪結婚の遺？一し居ると考へられるのは︑水
にほんけつこんふうぞくどこ
い瞳ひいしうち戸
祇と石打と云人のが日本の結婚の風俗として何虚にも
みづい狸ひエめもちうちむこみづかずゐ宗ん
ゐる︑水祇は嫁を貰ふ家の婿さんに水を掛ける︑随分

べんり

ストマルクが書いて居るのでめ︐ります︑是は世界一般
にほんいごと
つうゐ
に通じて居るのであり製すが︐日本にもさう云人事が

便利でない所には︑其の磯の風が這って居︐ります︒

〆むかしにほんｂやくだつけつこん

あったかと云ふと︑昔の日本には掠奪結婚があったの
をのりやくだつけつこんふうこんにち．にほんしふくわん

ぱんふるその式画のこゐふうぞくいけつこん

でゐります︑其掠奪結婚の風が今日で恥日本の習慣と
ふうぞく
のこゐ
おほにぼん
なり︑風俗となって︑遣って居ることが多い︑日本で
一番古くから其礎に這って居る風俗と云ふと︑結婚の
ことおほ

事が多 い ︒

そのにほんじんことか

ほく

にほんじん

きんぬんこんれい

かをのちはうわかものか

こんれいばんむこあたまみ︑言

冬は困るのでゐりますが︑多くは一月十四日頃に婚濃

毛のほぐしなかわいじんでんい

このほどほぐしいｈ︑ま泡八ぜんしなできしよもつ
此程北史と云人今から千年前に支那で出来た書物と

ことか

をやるのでゐります︑さうして婚瀧の晩に婿の頭に水

み

見ました︑其北史の中の倭人博と云人ものに︑日本人

をご余りと掛ける︑それは其地方の若者が掛けるので︑
そのをとこじ工んむらむすめによらばういばんかう
其男が自分の村の娘を女房にす愚と云人ところの反抗

心で水を掛けるのであります︑それは近年弐で婚潅の

しんみづか

の事が書いてわります︑其日本人の事を書いてある北
しわいじ人でんなかにほんけつこんそりよめをとこ
史の倭人樽の中に︑日本では結婚をする折に︑嫁が男
ひまた
毛のいへいりやちた
の桑に雲り製すと︑其家の入口に焚いてある火を跨い

み
ふとう
一
﹂
をのた
ば
く
にの園ではたのであり戎す書︑それから獄と鍔げる鵬癖があり愛し
遺風
しての
残っ
て居
った
であん
う喪
す︑
丹波
みづか肴ものよど生はあたまいまよめくもしよ銅めいｂいいし
かぶ

ゐなかおほあを．へうしなかか一〆︶なかいし

水を掛けられると着物を汚されるから廻しを頭からすて︑今嫁さんが来る︑若くは嫁入があると云ふと︑石
かたしどもちくぜんそいへ念ずゐ悪人吟ん臆うこのいしなげこと
つぼｊ被ったものであります︑私共の筑前あたりではを其の家に投げる︑随分凱暴であります︑此石投の事
をんなはうをとこはうちやうどぺん寺﹄ものみイーいちてんぽうね︐たかんずなはい散ねんぜんとく龍はし砿ふりつか
女の方でなくて男の方が丁度三遍ばかり着物を水で濡は天保年間即ち今から六七十年前の徳川氏の法律の書

きか

とうきやうご肴ん泡人

Ｌ﹂早島型一ツ．や沙

ｂもいしロブ彦

小の．ｌとうどり

されるものだから着更へる︑それは田舎に多くあったいて今のる青表紙の中に霧ｒ工あり製ずが︑其の中に石

勺﹄・上﹄

な

で

しんるゐえんじや

も

かんぷ人﹄ねんあちたおふれでしんるゐえんじやもいよるね津い

か・ときだい系がいあ
い値
あは
よ挫
め諸
をが
方なよ
背きもの
いよるね鱗い

砿く︑卒疏んぺんい砿ふりつでを

ものでありますが︑東京にも極く近年戒であった︑東打をす蝿こ塁誕な泌惣ふう諾し露顕をし駿者盤︑頭取に
京と云っても昔の江戸時代にあったのでゐふます︑殊なづた者は手錠百日︑同類は手錠五十日に庭すると云
ねん定いＬらみ
に年代を調べて見ましたが︐幕府が何遍も︑さう云人ふ法律が出たのであり霞すから︑それ裂でやって居っ
けんくわおこだんみ罰つかいちがこといろ？︲Ｉしようこざ堺おもＬろ
事をすると喧嘩が起るから断じて水を掛けるなと云ったに違弘ない︑こんな事は色々護擦を探すと面白いの
ルー考﹈んれいみよほど郵もいまＬね漆にぺりしもふさ
営んれいだを
イ﹄︑禁令を出して居り製す︑其の禁令を見ると徐程面でありまして︑今でも利根川縁であり畿すが︑下総の
↓﹂れこぷざいおほぱらきってうみや参じんいかふさ載七
しろ系しやうわんぺうめいれきね人い
白い︑武鵜年表には明暦二年と云人のがあります︑是古河の経に大原吉兆明祁︲乙云ふ祁様があります︑其の
庇人堺うま一心やまくわじめい恥雷ねんけいだいいけはじよめもら秒こ
だいぶむかし
は大分昔であり製して︑本郷丸山の火事が明暦三年に境内に池がゐります︑初めて嫁を貰臥史した婿さんが
矛一匙へｊ七こと矛︶きんれいを抄こみこＬかついけなかい
ゐｂ製したが其の前の年の事であり弐す︑其の禁令にあると︑其の婿鳶んに紳輿を膳がせて池の中に入れ
﹃かづ．いば致ひ
々 し
計な
い
いたいあがゆときんじよもの噂フこ
は﹃成るべく水祇は屋敷内で一
せ﹄
﹄とと云云
あ段
りす
段する︑上って行かうとすると︑其の近所の者が放り込ん
せ
人人
のの
でで
あり
だいぶがいい
ぎんじ﹄もの哲こ
でが
上ら
がせ
らせ
嫁さ
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んが
が着
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花花嫁
分分
害害
がが
ああ
るる
とと
云云
人 人で上
か

どく

て室おや

こと
しんるゐえんじやみづかぎどくて西おやゐこゐと
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︑ど
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一
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︑親
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っ持
てっ
行て
っ行て
しし
くく
願願
臥弘
裂裂
すす﹄
ど
う
わ
ゆ
悪
い
一
﹂
と
い
ま
む
つ
の
一
こ
を
て
ね
人
ど
う
わ
ゆ
る
い
︷
﹂
と
い
ま
も
つ
の
一
こ
七ご
ごて
んん
わわ
ねん
赦さ
され
れる
ると
と云
云人
人事
事が
があ
ゐる
る︑
︑今
今以
以て
て遣
遣って
か掛けイ︾はいかぬ︑それか其
らの
其後
のに
後天
に和
天三
和年
三に年
にに
詫詫
びび
しし
てて赦
なに
つなっ同同

１１

五五

何遍上っても放り込裂れるが︑嫁さんが着物を持つ
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婦人の過 去現在及び将来

私掛けるァ﹂とを腰めさせた︑ それでまるで腰めになっ

力

F1

､
巳

ゆろい称かし︑やくだつけっこんこれのういん嫁ふしよ

婦人の過去現在及び勝来五六

雪わ

て来て詫びると赦してやると云ふので︑昔の掠奪結婚是は能因法師の詠んだのでありますが︑
ゐ
ふ
う
ま
の
こ
ゐ
っ
詮
に
し
き
ぎ
た
の遺風が未だ残って居ると云人乙とが見られる︑モゥ
錦木は立ちながらこそ腐らにけり

毛へんたばこなげそこあうしうはしゆじかで軒﹄

ひ一と
つ
ひっで
ぃ
おす診
と
念
ざ在ぃ
つ序
に言
て置
き餅
が︑ば
それ
はｆ
阿波し
の徳
島の
で 津の鐸耐に諺はでけるかな

じかし万が

たばこもゆ．いけんぐらゐさいＬ昔ぽうた必にしきぎ

よめいりだう・ぐ

あり劃すが︑其の遥では煙草投があります︒其虚では奥州の端あたりに行きますと字を書くことが出来裂
なげこ
工め
たばこいれ
た豚こいこの巻九なじぷ人にようばういて黙み
嫁さんが投込んだ煙草入にどうしても煙草〃一入れぬけせぬので︑此女を自分の女房にしたいと云って︑手紙
いふ・う
ればならぬと云ふ風があり裂す︑それで嫁入道具としをやりたいけれども︑字を書くことを知らぬから︑長

しよ●ｆ︑姥くさん

いまｂやくお萱のをんなｃぷんていし少おもうちいい

て煙草を持って行かぬければならぬ︑さう云人や迄ノなさ一間位の彩色した棒を立て輿置き愛す︑それを錦木
ふうにほんけつこん今うぞくさがみよぼど打もしろいそのにしきぎ乏のをんなとｒちた和
風の︑日本の結婚の風俗を探して見愚と鎌程面白いの１﹂云人︑其錦木を其女の戸口に立てシ置く︑違うして

が庭々に淫山ありますが今は略して置き設す︑其女が自分の亭主にしようと思曾へと︑内に入れる︑厭

おもは・フおにし卦哲た が
四ぱ
やい
だぽ
とい
思け
〃つ
ハこ
とん
放こ
っい
てゆ
置ひ
くな
．ふ
そ
れ
だ
か
ら
錦
木
は
立
ち
な
い
も
の
き
ち
か
い
づ
ぢ
ヤ
ブ

い

今﹃〃ふいおもずおいふう

ぱぁぱいけい１−斗﹄こ人どｔめいわけざうりいるいと

い

いそうやをい津ふいけつらいだいたいいを八な

寺ラないあいこと函ん渉みがふいけみこんこ
い

それから貢買結婚 是は結納と云って物をやり製すらこそ腐ちにけうであります︑極く近くは伊豆の八丈
ばじ荘こ暇う
じ父そこ
わらぢざうりてがみかば
のであります︑初めは婿の方からやるのみであります︑島で︑其鹿では草軽や草履を手紙の代りにやる︑ふみ
それでも責買の形式がゐりますがら︑今度ば嫁からもつけると云ふ謀からでもあります設いが︑草履に色統
これぱいばいけつこんしんぽつによう厚フいを人ないへとぐもお
やると云ふことになり童した︑是は賓買結婚の進歩しを付げて女房にしたいと云人女の家の戸口に置き或す
むかしりやくだつぱいば︽けへ″こん罪一人なはうふうふおむ０こりい
たもの
であり喪す︑それなら昔は掠奪とか︑費環結婚さうすると女の方で夫婦砿ならうと患ふと取入れる︑
をんなじんかくたつと
をとここひＩまめ
で︑女の人格を尊んで︑男が此の人を嫁騨んに貰はう夫婦になるのが厭やと︑やくと棄て易置く︑さう云人風
をん強しようち
ぜんれんぢやうじ父のこを
と言っても︑女が承知しなかったならば貰逢忽と云ふが近年まで八丈島に這って居ったのであり喪す．
風は無かったかと云ふと︑それは有るのであります︑〃きう云ふやうな事を考へて見ますと︑合意結婚は古

それはどう云ふ風に這って居ったかと云ふと︑合意結末からあり玄したけれども︑大鰐から言人と︑女はい
婚の鎌程古いのは︑奥州の方に錦木と云ふ惇説がある︑っも見下げられて居って︑掠奪若くは賞買の形式が︑

こんよほどふゐあうＩうはう槌ｋ雪︾智いでんせつみさ産ＤやくだつもしぱいぱいけいＬき

』

』

すでをんなみさどう采つすこ
をとこ表わ

をメな旗うみさ

既に女は見下げたもの︑動物よりは少しゑらいけれど

を

むかしありざ宝ところだＡｊｒ１だうとく

も︑男より弱いものであります︑女の方が見下げら艇
て居もますのが昔の有様でゐります︑虚が段々道徳が

す刀譜をんなひとをＡなじんかくおも
少

い

よなかだうとく

進んで来弐すＩこ︑女哨人であるから︑女の人格を重ん

とて往かぬけれはならぬ︐と云人ので︑世の中の道徳が

すちくともをノなじ１人や準ｂじぷんいじかく

だうとくかんかへつを人葱じ

進んで来ると共に女自身も矢張自分と云ふことを自豊

しんれう北

じ堺んわか

し蜜して︑道徳の考が衝くものであり戎すから︑女自

さらをんな和うちあついいち吟雇

身の 値 打 恥 自 分 か ら 分 り 製 す ︒
こと

いことい

い吐乱を

更に女の値打が上がり或したに就ては︑モウ一つ箸

とほわんｂェくをとこっよ

をんなより

ｊ︐ころきん担んいた

い

おも

で肴をんな

可﹂

しい事がある︑ぞれはどう云ふ事かｆ云ふと︑今申し
を

蜜した通り腕力は男が掻くて︑女は弱いものと思って
いひとじようきりよくばつかい

居ったのであり主す︑庭が近年に至りまして︑ワット

をとこ

で

と云人人が蒸気力と鞍明したと云ふことはどなたも御
ぞんじようきりＪくりもちこれを〃．こうで
存じであり弐す︑蒸気力を用ゐると︑是訟で男の腕で
挫人紋背かい歌煙で︲言
やｂ弐したものと︒女でも機械を廻して出来るやうに

柔﹄

なる︑さうして男でなければ出来ないものが︑女でも
でき
じようぎりよくばつめい をんなねう糸あ
出来るやうになった︑蒸気力の溌明ば︑女の値打を上
そんな
１やくわいてをくわつぎうい
げて女として斌曾的活動礎なさしめると云ふには︑
ひじやうげんいん
をとこ皇ちから
非常な原因となるのであり裂す︑男の力でなければ出
者かいちからでを
遊人賑
来ぬものが︑機械の力で出来るやうになったので︑女
婦人の過去税在及び狩来

か少

でき

ごし襲うも一とほおば秒いと

おぽあにちぷ人わづ↑士で哲

哲

でも出来るやうになった︑御承知の通り御婆さんが緋
を癖いで牌ると礎く鯵かしか僻求なかったものを︑機・

Ｅようきりよくばつめいよを人な１﹄やくわいい

械でやれは︑御婆さん砂百日分だけは僅かの間で出来
わづちからおほぜいさんでき
る︑僅かの力で多くの生産が出来るのでゐ＃製すが．

ひと．せいくわつこんな人

よ底か

仕事が殖えだ︲と云人ことが一つであ・９劃す．

蒸気力の凌明に依って女をして吐禽に出でしめ︑さう
を人な︲しごとふい
︑と
し屯女

歌ゐ

モゥ一つは︑生活が困難なのであります︑世の中が
ずち
くらゆ
つち詮う
ぐら
鍵Ｕと︑暮して往くことが辛くなり脳儲けなければ暮
これもやうどこれて番たうごと
せなくなるのであり亥す︑是は丁度此に適鴬した事で
ふろく虫をさく池んびんどくに
ゐりますがら︑附録にしＴ申します︑昨年備後の醗
いぬくゐ詮さぎぴ
ゐくるま

壷りし

野かやまけん

に参り製したが︑犬が車の先曳さ言世して居る︑車など
ひとぎいぬき︑ぴ
じんりきざ則ぴうま
を曳く時には犬が先曳きをする︑人力の先曳きぞ馬が

Ｔこ

いあへくる説さひつ鋲

したり︑牛がしたりすることがありきす︑︑岡山螺では
うしひ
ひろしまけんいぬ激つあつあひだした
牛が曳きます︑窟島職などでは犬が夏の皐撹︾間に舌を
秀

いを

いぬかあい

出して︑︽アノ︑言って端き﹄１１車の先きを引張って
じつ者どく
なつあついぬ
来弐した︑賞に気の毒であります︑夏の暑いのに犬が
曾を

いぬながしあと濯ぐ

︽アー１１と言って居偽ソますがら︑犬が可哀きうなもの

だ娘と申し霞したら︑ハイ犬は昔ば遊んで居って食へ
墨淀かだんフトーザちからき

た§のでありますが︑世の中が段々世智辛くなって永
い塁いぬお・毛をつ．ｌ
ますと︒今は犬４遊んで居ては食へなくならましだ︒

五七

1

嬬人の過去現在及び蒋来

五八

そんな壷

き

でありますから︑どうして咽女もぢっとして居られな

を由かうちひつこを

をとこ乏とはたＬ

はたち

なるほどいまいぬぜいきんかゐなか
宝を
と申しきした︑成程今は犬に戎で税金が掛がる︑田舎

くなり︑働かなければなら胸やうになって来たのであ

かたすがいぬぜくきんだかおい

の片隅で犬の税金を出してわきノー飼って置くと云ふ

ります︑男は外で働くもので︑女は内を守るものと定

くるまやいぬちからかいいざきびを

めん含かいはたらきい

をとこちからい

をんな

きま

乙︐とはどうしてもやりにくいことである︑そこで先づ

って居りきしたが︑女が内に引込ん居っては食へなく

いぬはたら

こうぢやう

をんなうちまも

車屋さんは犬の力を籍りて︑犬に先曳琶をさせて居り

なった︑さうして一面には機械が働いて来たと云ふの

段々使ふやうになって来ましたから︑女の職業が段々
ふあるひものう
をんなはうよい
殖え︑或は物を責るのは女の方が宜いと云人ので︑是

をんなしょくげふだんＤｆｌ

こんにもよ蔵かせいくわつこいなん考
今日は世の中の生活が困難になって豪裳した毎ｂ︑

まで男ばかりでやって居った店員の外に女を使ふやう
をとこつかをしぶくこうほかぢよこうつか
になり︑男ばかり使って居った職工の外に女工を使ふ

ぎ

女も働かなければ食なくなる︐それで女も働くことに
そ人なしごとだん︑卜１ふきをんな
なり︑さうして女の仕事が段々殖え正来談して︑女が

判任官︑女の葵任官が出来て来た︑役人は髪を生やし

だんもｆ１つか

働くと云ふことが︑今日は生活の困難なる下層吐曾か
はじまふうふともかせい
おこき
ごれ
ら始って︑夫婦共稼ぎ︲と云人Ｚとが起って来た︐是は
詐かしなことことじゃう．りうしやくわいこりふうふ
昔は無かった事であります︑殊に上流斌曾には此夫婦

て居るかと思人と︑九雷を結って居る者が出来た︑そ

匙

戎す︑犬も働かなければ食へなくなりましたのであり

が工場でゐ︐ます︑男だけの力が要らないので︑女を

を

裂す︒

共稼ぎと云ふものは無かったのであります︑上流牡曾

れから今度は畢者は男ばかりかと思ふと︑女の教育家

ばたもい

こんにもゞ稚いくわつこんなんかそうしやくわい

と・もかせいなじゃう．りうＬや︐︑︑わい

だん？ｆ１じゃう︑りうかｂ二弓いく今くつ

ひとをとこはたらをんなうち漁かをなかきもの

おひきずいをよ
と雫舎ろ

あ

外﹄

おも

おも

そんなけういくか

匙るげいゐものでき

こんど解くしやをとこ

ふのあひだをうせ人蚤よおいをんなをつとたずぼん追う

けういくぷめんばたも妙一いぢ蕊めんはたちＬヤブ︑﹂うぷめ入

で茜をんながくしできそんなばかせできをんな

ゐ

いんにんくわんなんなとう陸んくわんでききやくにんひげは

寺七．とこ

やうになり弐した︒モゥ一つ進んで︑官吏とか︑役人
おもゐこんどを人な
は︑男でなけ籾はならぬと思って居ると︑今度は女の

す画くわんりやくにん

これ

の人は男が働いて︑女はモウ家の中に居って長い着物

が出来て︑女の畢士が出来︑女の博士が出来る︑女が

五

の御引摺りで﹃ネーゐなだ﹄と言って居れば宜かっだの

いはめゐきぞくくいみんこれいを

をてんゐんほかを人なつか

であり製す︑庭がそれが段々上流下流と云ふ歴別がな

教育の部面に働き︑政治の部面に働き︑商工の部面に
ぱたらだん４１をんな︑︾ごとふきをんなよなかちゐ
働き︑段々女の仕事が殖えて来て︑女の世の中の地位

こんどじつりじやうか泡あものたふと

をとこ

くなり︑所謂貴族１とか︑卒民︐とか︑是まで言って居っ

が上がり︑此間の総選鴫に於ては域玲夫を助けて奔走
して居られる︑それからモウ一つ考へなけれはならぬ

をんなばたらくへをんなはセら

たのが︑今度は賞利上からして︑金の有る者が貴く︑
か
ねなものいやおも雪
金の無い者が賎しいと忠はれるやうになって来たもの

可

ことい ａ い

とほにんげんせいぢくわんげいをあるひ

けいざいくわんけいを

のうげふこうげふ１やうげふけういか１

事は︑今言ふた通り人間は政治に閥係して居り︑或は
経済に閲係して居︐り︑農業︑工業︑商業︑それから敦育

とくがは画くふ強いさ︲︑

を入なをどＬＬやうでき

ところだん７㈹〜すゑ

をこなげいに人

しだところの徳川幕府の政策であります︑虚が段々末

の方面がある︑是は元来女に適営

男よりも女の方がやって往くやうになり製した︑政治

に致しましても︑舞踏に致しましても︑さう云人事は

いこ︲と

れ愚︑其の中で最恥遊蕊は男よりも女に適常して居る

の方面︑教育の方面︑其の他農工商の方面︑塞術の方

ぷたふいた

やう脆思はれるのであり製す︑糞術の最も中心となる

いた

脆なりますと︑女で踊りの師匠が出来れば︑女の塾人
狗人解く
だ人４１げいじゆつはうめん
で苦こんにちおい
が出来て︑今日に於ては︑段々塞術の方面では︑一昔築

芝居と云人ものは︑出雲の阿圃が始裂６でゐると言は

面︑縄ての方面に於て男を排斥して女が働くと云ふ風
を人なしごとばんｊ〜ふき
に︑女の仕事が段々に殖えて来たのであります︒
よ意か
ひとせいくわつこんなん
モウ一つは生活が困難になるに連れまして︑世の中

ところとく脈ば・・くふじだい

・いづしおくにばじい

おもげいじゆつもつともうしん

しぱゐい

ゐ

を

ふうぞｆ︑がい

をも駁かぷき

い

きん

れて居るのであります︑庭が徳川幕府の時代になって︑
をんな１ぽゐ

やちうかぷ

い

これ

ひとでき

己れ渡人？やＩせいぢけい

じザんじげふきうじゆつ

ひんみんきうじよ

ドイツ

辛︸

ん苧とこ

五九

フランス

でも︑汽車の切符甥で１︑是までは男でなければなら

巷しやぎつぷをｂ

にして喝︑大部分の男は兵隊になって居りますから︑
くにうちしさとす・へをんなゐたとでんしやＬや剰しやう
画の内の仕事は総て女がして居る輸例へば電車の車掌

だい率莱んをとこへいたい

る問題は婦人問題であｂます・綴逸にしても︑悌蘭西

もんだいふじんもんだい

渡の方面に喰込んで来た所に︑今度の職羅巴の戦争で
おこ
このヨーロッパせんきうおいせ人ごひと
あります︑此欧羅巴の戦争姫於て戦後の一つとして起

ざいばうめんくひこぎところこ人どヨーｕシバせ人さう

事業は︑女の手に蹄して仕舞った︑是まで段々政治経

じげふそんなて肴し詮

少や︾Ｚハ淘唾寺争

あるひぜんさうふしやうぴやうへ芋かんご沙

けいずいじゃうばうめん︐いた

びんぱふにんたくさんで巷あるひく

めんす︒へはうめんおい癌と一﹄はいせきそんなけたらいふう

法・一Ｊめノハけういくばうめんただのうこうしやうばうめんげいじゆ今．ばう

ないぢ

女が芝居をして届６裂すと風俗を害すると云人ので︑

に貧乏人か深山出来る︑或嬉食へない人が出来る︑そ

をん減しぱゐきん

﹁しま

ゆ

女の芝居を禁じた︑女が歌舞伎とすることを禁じたの

こで経潜上の方面砂ｂ致しまして貧民を救助するとか

こんどをとこし程ゐ

しかそとこ燕りおもしろいまへ

弦へがみを

をとこ塗人なはう

であ︐り餅す︑それから今度は男が芝居をやるやうにな

或は戦零の負傷病兵今グー看護して往くには喝どうしても

て居るやうに思は

峰かごちくばうめ．んげいじめつ．
くわんけれを
に閲係して居るこノーの外に︑娯楽の方面があ・り︑錘も術
はうめんこぃやわんらいをんなてきたうゐ

６ましだ︑併し男の形では面白くないと云人ので︑前

女に待たぬければならぬと云人ので︑慈善事業︑救伽

とうちもつというげふを︲ここをんなてをたうゐ

もんなふう

がみお

髪を置いた︑さうして女の風でや︐りましたから︑それ

ふうぞくがいいまへ城みお

い

は風俗を害すると云人ので︑前髪を置くことはならぬ
にぼんしぱゐかつ５

︲と云うて︑前髪を剃らして仕舞った︑そこで野郎歌舞
燕﹄い

もとすがほしぱゐ

伎と云人ものになり食した耐それから日本の芝居に雲
はっめい

が護明され製した︑元は素顔で芝居をしたのでわりま
ひたひをやつこ〃ひめ
すから︑額の郷った奴が御姫さんになったりしたもの
ふつかふかつらはつめい
で︑そ奴は不都合でありましたから童が護明さ鯉て︑
芝居の女も男がやって居った︐是は風紀問題から来裂

しぱゐを人な遊人こをこれふうきもんだい昔

嬬人の過去現在及び将来

しごとをんな

だ

を

が外に出て宅に締りまして︑﹃今日は誰か求はせぬか．﹄と云人乙とは︑錬程い注意と︑総程の明察と︲総程の

毛とでたくかへけふた雌寺﹄いよほどち・﹁いよほど比︾さつよほど

わる

やつなひＬ﹂泳なたひとゆゑかぇじやうてきな︲・勺つ元ぷことわ

いざ

おとを辛−んないちひこと雪つ壱とほこととら

こ声おこｆ︑いを上一こをんなく吟ななわるすく

して女山歌舞伎鮭禁じ魂諏郎津い女誹祇麺沖に起って働史した︒﹄きう云人風に兎角女は要領を捉へることは下
くと云人ことに於て︑風俗間題︑風紀問題と云人もの手でありますから︑昔から文事者が有っても︑哲畢者
が︑鼓に起って来る︑なぜと云人と︑男と女と較べ或が無い︑無いと言うては悪いが︑少ないのであり食す︑
たいりＪくそんな臆うお．とみ一吟患ばう辛︺んなばうを入なか人じゃフはしやすめ二具こときつ
すと︑鴨力は女の方が劣？﹃し居り︑知慧の力も女の方女は感情に走り易いもので︑目の前の事に気が付くけ
が劣って居る︑女と云人もめば小さい事には気が付きれども︑どっしりとして居って遠いところの事を捉へ
め・まへこと菅つぞグハぐわいとほお悪すぐみえなさかうしうり畳こない
製す︑目の前の事には気が付くけれども︑存外遠い大るこ︐とが少ないから爾女賞しうして牛責損ふと云人と
こ︑と寺﹄つ
けういく
をとこいうわくをんないうわくやす
きな事には気の付きにくいもので︑今のやうに教育をとになって居り童す︑男は誘惑し︑女ば誘惑され易い
お
うかえ今へつ吟睡ういＦ︲なやつもくぜんことラー﹂もひことうご
御受けな奉った方は別でありますが︑敦育の無い奴︑ものでありますから︑目前鈴事に蕊き︑小さな事に動
奴は どいが︑無い人は皆さうであり製す︑他の人のく︑それ故に感情的に泣いて訴へられシは︑能う戯り
ことい
わたＬか底いこ︲と生み．一わたＬいくらゐを︐︿な１やくわいくわつ原たいで歯
事を言ふと悪いわら︑私の家内の事を申しませう︑私を言へ胸位であります︒女が斌曾の活舞皇に出て往く

を人なか東き割ん琴﹂とをん爺．よ漉かたは妃らいふうとかく塗人なえうｂやうｊら

直ぐ起る問題は風紀問題であ・りきす︑徳川幕府が注意黒いのと︑袴に焼焦しのわることだけ気が付いて居り

すおこも・句だいふうきもんだいとく瀞ほぱくふｆごういくるはかまやけこ派哲つを

い

ふ毛は
の黒く
るきい製し
す︒を出して拭き喪したが︑其ハン
ケ
チ
弓さ
たい毛のひとな人いひとなに号﹂
とＬ
言や
ふく
︑わ
宣い
鴨で
其ば
人た
は昂
何い
とと
云も
ふ人
し
か六
をた
ふ﹄な
なで
ぎ︑
わ何
かし
たに
丁来たの
併し女が吐曾に出て働く︐と云メととに伴いまして︑か︑﹄と聞きますと︑﹃それは分りませぬ︑唯ハンケチの

ます︑きう云〃︵風に斌曾砂仕事が一遍に錫く芯６史しに穴が いて居り妻した︑さうして︑門口で加藤后る
た上に︑女自身の自豊が出来て来喪したから︑其女のか・﹄と申されきした︑それから︑居り喪せぬＬと言って
値打は段々上って往くと云人ことになったのでゐ６喪御茶を出しましたら零ぽし喪した︑さうしてハンケチ

ぅへをんなじしんじかくでき茜吾一のをえた卓琶い
松う角淀んＪ■︑あ斌沙いおちやだこ

いふフ１やくわいし琴﹂とぺんおほをかどぐ︒シかとうと

働くことが出来ると云ふことを誇朗して居るのでゐ６書姓さ託で羽織の紐の代りに紙嵯を結んで居って耐袴

仕事を女がやって居る︑兎に角女が男と同じやうにと言って聞き蜜すと︑﹃今日妙な人が来ました︑それは
．はぬた
らできしようめいゐし荻哩い呼鎚おりひもかばこ眠りむすをばか急

ゐ

婦人の過
去現在及び蒋衆大○
とかくをんなをと−．一おない話けふめうひと差

L

たうてい七のしやくわいてきくわつどう

ふうぞくＵやうかなら恥〃うｌ・エ

ごとていざう

げ人Ｌやうしやう

己八卦

署管つ

を

をんな誼うち

事ばかりに気が付いて居ってばｂ女の値打はいつまで

定うれん

つい

道念がなかったならば︑劉底其牡曾的活動とすると

も上がる気這ひはない︑どうしても斌禽全鍔の般勢と

０い

云ふことに就ては︐風俗上必ず憂慮すべき現象が盤ず

云ふ§のを知って︑耐曾と理解する．と云人こりとが︑今

しやくわいくりつどうぷたい布いもうい

い

Ｌ

さ淀人かと︑いつとひつえうこ．と

上ころ

秒を弓かしゃくわいぜんたいじゃうぜい
Ｌやくわい・りかいいこん

ることがあり製す／ｏ

後の女に取って最咽必要の事でゐり製す︑虚がそんな

しやくわいで０と巻非つ︑とｌうたい１やう

少︽

はなしもとむど

無人ｉこ云人人がゐ︾勺

をとこい

せいりじゃう

んたい毛し憩

そこで話が元に戻るやうでゐり裟すけれど恥︑女と

ちがどうじあ廷

しごと吟がをメなかてい

云ふものと︑男︲と云久ものとは︑生理上身繊の組織が

い

そんな

１やくわいことｂかいかていこといＬ

それで赴曾の活動舞皇に於て注意すべき事は貞操

に吐曾必事と理解すると脳家庭の事が厭やになって仕
恥ひ卜

ていざうおもた艇全を

・もんだいていざうも人疋いわたくしい

問題であり製す︑貞操問題は私が言人ばかりではあり
重んずべきこ︲迄ば誰も申すこ︲とであり

ょてＦさうおもを人なにんむじかく

象せぬ︑貞操
を

談すが︑能く貞操を重んじて︐女たるの任務を自畳し

いま

ていさうおも

しやくわいで

い

達人と同時に︑典へら弧たる仕事が連ふ︑女は家庭の
なかばだらをのか王いなかちつじよおもかんがしゆふ
中に働いて︑其家庭の中の秩序を重く考へたり︑主婦

て居必ぬければ︑赴曾に出製した時には吃度醜態を生
ｌやうちいを人な
もつとかんが
とて来るのでゐり霞すがら剛鵜来の女はそれを最も考
へなければならぬ︑今凌では貞操を重んずると云ふよ

になっては家庭の事を支配するといふ乙とはめります

ていきうまむやす

むしね人ぢううちおばい

いうわくすく

と篭

あやま

で哲

よなかひつえう

わをつとたす凧ん

から耐家庭の事を掌ること池世の中に必要でありますⅨ
かていつかさどものゆゑをｊこごうこうれ
家庭を掌る者がある故に︑男が後顧の憂いなくして︑

かていことつかさど

唾ければならぬ︑世の中は持ちつ持たれつであります

しやくわいたいに人むいし
よなかもも

かていことＬぱい

＃も︑寧ろ一年中家に御這入りになって居りますから︑

けれども︑牡曾に謝する任務のめると云ふことを知ら
だうとくくわくれんたか

︾や﹈

﹃誘惑が少心いから︑貞操を守り易い︑それが職曾に出

．︑わいてきくわつどう

るのでめ︐りますから︑どうしても道徳の観念を高め︑
てん沙あひだずな砿だうと〜︑うち
天地の間にゐる即ち道総の値打はどこにあるかと云人
を人なしや
乙とを十磁に睡の摩から知って跨らぬければ︑女
か職

くわつぎう

しゃくやいて苫﹄くわつど・フ

牡禽的活動をなさしめるので︑我が夫を助けて十分

まだけ入くわ

ゐ

をとこ二と

らぬ︑女が家事の操り方が悪くて綴演が下手であると

を々なかじあやつかたわるけいざいへた

よいと詮もを︐ぶな駒

禽的活動をな富うとする時にどうも過つことが出来

に活動させるに越前能く家を守る女を持ね溢瞭ればな
そのしやくわい定きくわつどうつ

る心でゐ人ソます︒

七

︽ハー

で哲をつとたすＬやくわいてきくわつどう

か︑叉確一嘩ばわ︐して届るやうでは︑︐とても男が外で
はたら

．それ毎ｂ其祇禽的活動とするこ︲とに就きましては
をふなめ史へもひ

働くことは出来ぬ︑夫を助けて賦曾的活動をきせ患

とんな一﹂耳ろえ↓﹂ｂ４な侭い

女吟心得べき事は何か︲亡云ふ︐と︑女は目の前の小さい
婦人の過去現在及び勝来

ﾗ】
−=

い

い

一

や︑亀﹃

聖／

し↑くわい︑りかいつくことこれをｆこばうことそんなばうことい

嬬人の過去現在及び雅来

もの

しや︑くわいこ︑とかいもく一かものＬごとでキ﹄ひとこのこどもそだお袴

なん

せんきよ拝峠んぱふしこれのちこぐかつくこども

と云ふ乙とになるのは︑赴曾を理解せぬけ奴ばならぬ︑作る事﹄是は男の方の事だ︑女の方の事ではないと言
よなかことしずゐぷんよなかものところこの．うちこと罪一かいけいせいさつ
世の中の事を知らぬければならぬ︑が︑随分世の中をふ者乎のります︑庭が此中で殊に﹃世界の形勢と察す
しゐものすぐこのごろせ〃へ軒﹄眼也人だいおこ源いことこぐかしやうちいおもんぱかごとにほんくにこれ
知って居る者が少ない︑此頃選畢の問題が起って︑代る事︑圃家の蒋来を慮る事﹄日本の園を是からどう
ところだいぎしなんためゆいかみがばんて昔たうをんな
ぎしゼメきよ
議士の選畢をせぬければならぬ︑庭で代議士は何の潟して性か重ノと云ふ乙とを考へるのに一番通常なのは女
に選畢しなけ奴ばならぬか︑憲法はどんなものやら知でないか︑是から後の圃家を作るのは子供であります︑
ものおほ一﹂ノヘにちげんざいドイツおうしう妙一んきうゐ空一のこどもばじ巽義一索や雪室おや蛭︑おや
ら阻者が多い︑今日現在燭逸と欧洲と戦雫して居るが︑其子供を初めから育て易往くのは︑父親か︑母親かと
ブルガリアて苦みかたしまたにほんちんたをかん瓜くいば力おやばうこどもおほくわんけいを当﹂どもょ
勃牙利は敵か味方か知らぬ︑叉日本が青鴇を陥落した云ふと︑母親の方が子供に多く閥係する︑其子供に依
ち
ん
た
を
ぼ
く
か
い
だ
う
Ｌ
や
う
ら
い
こぐかぜんあくわ
と云っても︑青島は北海道にあるか︑支那にゐるか知って滞来の国家の善悪が岐かれるのでゐりますから︑
こどもくわんけいをんなｌやうらいおいかくどもつ
よなかことＬ
ひと
らぬ人がある︑そんなに世の中の事を知らぬ者でゐっ子供に閥係する女の蒋来に於てはそれだけの豊悟を以
をと﹃﹂きうだんあひてざくわいひらぎくわいこぐかＬヤブらいかん郡ゆこのこども
ては︑男の相談封手にならぬ︑議曾が開けても︑議含て画家の将来を考へて往かぬければならぬ︑此子供を
こと
たざこどもをだ
とだ
ぎくわいざくわい
と云人のは何ですか︑議曾は議曾だ︑そんな事ではい育てるにしても︑唯子供を育てるのでない︑それには
こ︒こど しおび陵んかもらいろ︐ｆ︑いみなかこども亡あそびためをだ
けませぬ勅そ股よりも此子供に帯を一本買って貰αだ色々の意味がゐる︑中には子供を手遊にする潟に育て

い

いと言って︑吐禽の事の皆目見えない者は仕事が出来る人がある︑それ︑牢ｂ此子供を育てシどうか大きくし
一﹂．．くさふとんしやくわいｂかいすゑおれらくくむ衣こでもしぼん
るものでない︑それだから今蒙後は婦人が杜含を理解す並︑末には俺を薬に食はせて呉れる︑詰り子供に資本
ちやうどにぼんこうだういりしとかんが︵こどし鐙だひみ
ひとしごと
ると云人乙とが一つの仕事でゐります︑丁度日本弘道を入れて利子を取るやうな考で子供を育てる人がある
くわいえうりやうおつ渉う渉一﹄かいけいサーいさついか人がへをい︲﹄つこどもＬやうらい
曾の要領の乙瀧？のるとうし一ろの﹃世界の形勢を察するさう云人考で居ってはいけない︑富に子供は終末の
ことこぐかしやうちいおちんばかことせいぢｂやつひみこＬ﹂こく力にぼん多一しきゆおほい半善一にんもの
事︑画家の蒋来を慮る事︑政治の良否を観る事︑鰯家日本を組織して往くところの大なる責任のある着であ
け侭．ざいしことけういくてをひかんがことむしきもの局︑かくどもつ之だ曲を︲︽なしや︑くわいこと
の謹漕を知る事︑教育の適否を考人鳥事︑無識の者をると云人畳悟を以て育てシ往くには．女か耐曾の事と
けうくむ︲ことだうとくだｆだけ︑ひかたこと詐哩いるんに非・一︑りか稀 式だ︑けういく工話ひかぇがことか
教化する事︑道徳の闘結を固くする事︑正論を張り邪理解しなければならぬ︑叉﹃教育砂適否を考ふる事﹂斯

説を破る事︑圃民の風俗を改善する事︑牡含の制裁をう云ふ激言育が善ｖか悪いかと云人乙とを考へるのも矢

せつやぶこ︲ここくみんふうぞくかいぜんこと１やくわいせいさいいけういく幸士わをい︑かん罪や

ばりをんなもうい

よこのこぐかしやうちい和

いにしゐじんがうけつい

下手

をんな

張女が注意しなければならぬ︑それであり訟すから女
わる

に依って此画家の蒋来と云人ものは︑善くも躍るし︑
みなその評しこ

ば為おや︲もつたゐい

悪くもなるのでゐり製す？古への偉人豪傑と云ふ轍の

い・ゐとほをんな鯨んしやくわいこと

は︑皆其賢き︐ところの母親の血が惇へられ種居ると云

ふ乙とを言はれて居為通りに︑女が十分に赴曾の事を

しけういく仏

知って︑教育苗して往かぬければならぬのであり製す︒

八

ところげんざいふじんしやくわいｂかいちからすぐ

しやくわいで

ゐこれせいくわつこんなんやむ

虚が現在の婦人は献曾を理解する力が少ないきう

をつとしやくわい

して赴曾に出やうとして居る︑是は生活の困難から巳
えじじやう
をんなセいりてきくわんけいい
を得きる事構もありますが︑女の生理的鯛係から言い
をんなかていまも

つと

球人

Ｌやくわい

裂しても︑女は家庭を守って爾きうＩそ夫をして魅曾
てきくわつどうあ．たこうこうれ
的活動をなすに常って︑後顧の憂いなからしむるやう
い

ｒやう

︒つ吟幸

をつとおもひやをつとつまおもひや

製す︑妻として夫を思遣り︑夫として妻を思遣るには︑

ＬやくわいてきくわつどうＤかいい

一︾︑︾つ

こ画おいを人だたずがくもん

賦禽的活動を理解しなければならぬと云ふことにな
鹿んたうおもひやつ散︾賀︾と
う喪す︑本営に思遣りとしようとしたならば︑妻は夫
をつとしやくわいてきくわつど・フぷんな
の心になり︑夫の赴曾的活動を十分に篤さしめなけ

をんな虹うちあしやくわいＤかいをつとさうたんあひて

ればならぬのでありますから︑此に於て女が唯畢間も
しやうらい
なに
己ど・面こしらゐい
何もなくして子供を椿へて居ると云ふだけでは︑蒋来

をつとしやくわいぶんくわつどうい

女の値打は上がらぬ︑赴曾を理解して夫の相談濁手に

このちゑい

りくつｂかい

なり︑きうして夫をして祇曾に十分活動せしむると云

またかていぐわい力いむすぴつどうい︶やうおもひやこもる

ふには︑此智慧が要り談す︑そとで理窟を理解させ︑

叉家庭を外界に結付けるのは同俵の思遣りの心であり
とかくりくつおもひとおもひやじゃううす
ます︑兎角理窟を重んずる人は思遣りの情が薄くなる︑

にんげんちゑいか寸興じゃうかゐもの

りくつｂくつゆ

人間は智慧が如何に進みましても情が峡けて居る者は
くわんぜんに入げんい
に入げんよなかおもしろ
完全の人間とは言へな照人間鯵世の中は面白いもの

力

ゑん

ゑん

ゑんおれいおも聖の

いしやおれいそのときゑん

は︑私は常に人に言人のでわりますが︑御醤者さんに

わたしつれひといおいしゃ

で︑理窟だけではいけませ強︑理窟だけで往き弐すれ

壱とこすぐ

ゆ魚しやくわいてきりかいもしきやしな

にするのが務めである︑それを十分にするには︑斌曾
来んｐかいこ
をつとさうた代あひ
と云ふものを十分に理解して来なければ︑夫の相談鶏

掛かり戎したら︑瞥者に御職をする︑其時に拾園なら

をんな豚人よところじゃう

て

手にはなれない︑それ故に赴曾的理解の知識を養ふて
ゆともこのふじ入どくどくじゃうちからばつたつゆ
往くと共に︑此婦人燭特の情の力を護達させて往く︑
偶ころひと哉ちぷがまん津うじやうじゃうが

女の一番善い所は情であって︑男に優れたものは情で

むきた

一︿一二

これしつけい

これあいたせんせいほ

になったから之を上げます︑と言って出す︑先生は欲

拾園︑議拾園なら試拾園の御漉をしようと思って︑其
おかれむきたせんせいまへたながあびた一︑﹂やくかい
御金を剥出しにして先生の前に出して︑長い間御厄介

あります融庭が一つ間達ふと我慢謹情の情になる 我
孜んがうじやうじ言う今うちや系どうじやうおもひやじゃうおこ
慢謹情の情を打破って︑同情ｌ思遣︐の情を起す︑
くいわ

しいだらうけれども︒剥出しだから︑是は失敬ではな

かていなか

是が起っ−し来設すれば家庭の中はいつでも卒和であり
婦人の過去現在及び鰐来

これおこき

「

L

／

いいきどほこんどこのなねのりいれつ画みづひ秀

嬬人の過去現在及び艦来

せんせい苛こ§すくハセ

を掛けて︑先生誠に少ないけ雛ど功︑と言って出すと︑

力

いか︒と言って憤る︑今度は此金を糊入に包んで水引

篭れいとお電
つ刃

と

ご恥にんじやうい

是はどうも︑と言って取ります︑それと同じでゐ︐りま
にんじやうい
むきたｐくつほらたひＬ﹄
す︑剥出しの理窟では腹を立てる人でも︑人情と云ふ

あに

かみな力みわすりくつにん

温かいものに包んでやるから取れる︑是は人情だと云

そのもやらわＡ

がたごはん

じつえきＬのみ．りく︒に人じゃうこのふた

六四

ぢひとｂくつ・秒か弓やうわかひと

の人は理窟だけ分って︑情参 分ら函人であ６ますが︑
お地匙
へさけのさけのからだ

御榊酒を飲んではいかぬ融酒を飲むとアルコールが磯
渉
いわかわ〃や．﹂
を害する︑分ったか︑分った︑それなら腰めるか︑溌
ｐＰ︑つかたと画も迄珍
やひ１﹂い

一う寺ｐ

汎ソ︐１つ

めい︑どうも理窟だけではいかぬ︑ゐなた方砂友達の

中には︑理窟ばかりを言ふ人もめりませう︑さう云ふ

ひとこ恥に人じゃうを砂りくつ毛むい

ねらたはじよな〃たゐ

あり製す︑智慧と情︑道徳と知識︑富盆と趣味︑是が

もゑじ心うだうとく箔一しきじ．えきＬ企みこ鰹

悪賢いのもいかぬ繭馬鹿でなくて正直の人が宜いので

わるがしこばかしやうやきひとＪ

悪賢い人と言はれる︑叉道徳が有っても︑智慧の無い
ものばかしやうぢ冠いばかしやうぢ若
者は︑馬鹿正直と言はれる︑馬鹿正直もいけなければ︑

わる成しこひといまだでフとくあち蕊な

ても︑智慧が有るから賢いけれども︑道徳が無い者は

で性かぬげれば矢張役に立たぬ︑一人の人に就て考へ

曲やはりやくたひとりひとついか人溌
皇もゑあかしこ液うとくなも吟．

性か函ければならぬのでめり裂す．世の中の文明も︑
かたちうへぷ人めいいく哉画だうと診︑ぷんめい沙菱
形の上の文明が幾ら進みましても︑道徳の文明が進ん

情に走らず︲情理胤瀧で︑理窟と人情と一緒になって

じゃうはしじゃうりゑ人まんＤくつ腫尺じゃうしよ

ゆ袋なか隼人めい

どうも人情に背くことは出来悪いと言人でありませう
いづ︵んいばゆろりはし
が︑それは何れに偏してもいげな蝉所謂理に走らず︑

にんじやうそむできい

きたとのはノ一たいひかこれｂくつをむ

人は︑是は人情に背くが覇理窟には背かれ咽と言ふで

じゃうひと

って︑紙だけで中味を忘れてはいけませぬ︐理窟と人

ありませう︑叉其反掛の人は︒是は理窟には背くが︑

あ

も塁︑わんよ

情︲ｃは一つにならぬけ縦ばならぬ︑あなた方が御飯を

おな吟Ｌく

上がるのに︑どんな茶碗でも宜いけれども︑其茶碗に
うめゑか
いわけ
もやうか
模様を描くのはどう云ふ鐸でありますか︑梅の繕を猫
いくよけいく

幸ふうよ止たｆたし

たぎこれあはうよい

おこ〃こしかゐわたし

︑もやう

くと幾らか録計食へるのでゐｂ費すが︑同じ飯学｜食ふ
合一へ

わけ

のでありますけれども︑模様がある方が宜い︑叉私の
前にテーブルを置くのは︑是に腰を掛けて居ると私の
ば注し
み一ｌごぷり生み
いわけ
舌．耶哩
男振が美く見えると云人鐸でない是が有るから話が

韮き
に人じゃう

能く蕊かれる鐸で乳な照唯是が有る方が宜い︲乙云ふ
ち

のが人俄でゆり製す︑責盆と趣味︑理窟と人情︑此二

にんげんしうやうでき

これ龍人じゃうくば西ゆ

っがあって人間の修養が出来るのでありますから︑智

ゑちゑい

ちゑに人やうひと

慧︑智慧と言っても︑是に人情が加って往かぬければ
ゆゑでいしんしうやうい

へんかにもの

なら函︑故に精紳修養Ｉ匡云ふのは︑智慧と人情が一つ

併ぴ立って始めて世の中が立って居るのでありますか

ふじ人このしやくわいＤかいちゑしうや．う

になって融どちらにも偏しなくなって堅い者になるの

ら︑婦人が此魅曾を理解する智慧を修養する︑きうし

ご皿ほんたうせ︑・し人しうや・フできひとか戸い

が︑是が本富に精卿修養の出来た人であり製す︑片意

い

か人跡これいつえう

なの鋸んめいもクかてい野すぴつ詮す︑ｆ・Ｉしヤフ︑いいこぐか王

抄

て其文明を以て家庭と結付けて︑益々籍求心画家を善
い

りやく．このうち・おかんがおよところ

略で今のりますが︑此中で一つでも御考へ及び沙所があ
じつかう
りましだならば︑それを責行するやうにして戴く︑さ

絢子

わたくしはなし者だ

う云ふやうな乙櫛とにな︐喪したならば︑私の話も無駄

おも

ぐして往く︲と云人と０とを考へる︑是か必要でないか︒と
おｂふいんくわこげん汀いぉよしやうらい
云ふこ﹄﹂を思仏哉して︑﹃婦人の過去現在及び蒋来﹄と

にはなるまいと思います︒．

派胸

＃

云ふ題で以て其大要を御話しましたので︑話も極く簡

い竜いもつ〃﹄のたいえうおはな唖なし﹃︶かん
・ｌＩｆｌ酢■卜Ｊ０ｌｇＩ１ＩＩ０ｆｌＩｊ１Ｉ０１ｄｌ．ｆ・ｌＪ４６ｊ︑凸．ＬＰ心︑ｒ・Ｉｏｒ４ＢＩ１９．１．１︲Ｉ１Ｉｌｊ︲０．０口・ｒｑｆｆ里︲︲且Ｂ０ｒｌｌＬｌｆ−１．︲ｆ

根気が大切

東京高等女畢校長；

女子部評議員岬朋

ごんをほうけんじだい

比較的簡易な時代に必要である許ｂでなく︑今日の如

△教育の雲と新︲地銀蔀鎚なく吋涌と窪謡乙とは吟か封建時代の諦麗な郡と

こんにちぢょしけう︲いくす毎獣ゐか・うとうぢよ顔くかうせいぞん哲やうきうはげじだいさい段ずｒくＩひつえう

臓ういｉげい群

みつや〃︑たおほいおぱいひつえうこほとん

今日は女子散肯が進んで参り望して︑高等女畢校でく︑生存競争の激しき時代に際しては︑益々必要で今の
とつγふけつこんしかくくらゐなるほ答・一んにもぜだいひとく・り︒へ
も卒業しなければ︑結婚の資格もない位になめ製したります︑成程今日の時代では︑一つことを繰返すより
かんＥんこん誼ため非一つかく猛らお瞳ちＶ﹀苫解くも人つぎつぎがよし︒︽小じ定いしう為おう
が︑肝腎な根気がない馬に︑折角習い畳えた知識畢間は︑次へ次へと鍵ったことをしイ︾︑新時代の周園に碓
も︑教育蕊術も︑役に立たぬことが多いのでゐり乱す︑ずると云ふことも︑大に必要であり喪すが︑此の殆ど
しかむかしけう苧くこんにらごともし茜くわ砿く︲たんげいできしうゐべんばんくわ擁うい
然るに鱈の激情は︑今日の如く知識とか科挙とか云＃︿端院することの出来狙︑周園の干鱈寓化に鵬ずると云
いしつよ
めい必一斗﹄づ頑うｆはぜつ清いこ人言
鯵乙とに重きを置かなかったのですが︑意志と瞬くし︑ふ乙とは︑明賊なる頭脳に加ふるに︑絶大なる根気が
にくたいｂよくやうせいかかん臆やうてう戦一小唇もつ︑とたうていた苦い・蜂ゆる・
忍耐功を養成し︑且つ激情を調整することなどが︐最なくては︑到底堪へ切れるものではめりません︑所謂
こんにもひとこんきし傷くしさうい減ひとなかたｆＪ１１こんぜいひと

も八釜しいったのであり製す︑今日の人は︑根気︲とか新思想を懐ける人の中にも︑偶々根熟の好い人のある
に
凡倖﹂いいやか歌かしらみ藷つとえ一．せう老うけ・ンいくう
忍耐とか云ふととは︑さう八釜しく云αませんが︑このは︑調べて見ると︑舵度幼少のＩ﹂きに鱈散育を受け

根気が大切

六
五

−−1

根本が一大一切亘
かげ

にんこどもと箸﹄かじ

たお庇陰であるではありきせん靖
△私の根露
わたしきうけういＰ︑う

私は奮教育を受けた一人で︑子供の時から︑家事の

ざつむふくなら・てさきしきとこんにち湾
い

こんにちた︑︑とつも

雑務に服することを馴され︑手の先の仕事は︑今日誰
こん言い
︑︑とつもり
れにもいけを取ら胆積であるし︑また︑根気の好いと

とわ

こつ苦い

としと

●おく

云ふ乙とも瀬今日誰れにも︑びけを執らぬ積りである
と

だい率んあひだせいとたち言やうきうをいま・すこみ︑ちゐ

つ今む

が︑取り分け︑根気の好い乙とは︑年老っても遅れを
すばじくわいぐわこおろぎ
取ら砲積りで︑七十過ぎてから・始めて絹書に志し︑

大分の間生徒達処競争して居り製すが︑今では少し位
か︸ごｂＪｔ１こかたつゐさう
は描けることが出来談した耐熱々来し方を追想するに︑

こん咋陛ごとかうふくしヤブがいおくうもとい

︽﹂んきよため１んむ

今日の如く︑幸禰の生涯を透り得るのも︑本はと云へ

ぱ︑根気の好かつた億であると信じて居ります︒
△耐久を要す
わたしも．うれんし少７や１菅やく秀やフ１−エわだし

とき声いがく毛うちやうほうしわたし掴ちうこぐ

私も中年には︑種々逆境に魔しましたが︑私の三十
きい

六歳のときに︑時の大挙総長たる某氏は︑私に忠告し

ちうこぐ

一︿︷︵

わたしすここヵろうご

ちりれきし孝らど寡人たんし﹄︽

な忠告もあり談したので詞私も少しは心が動き製した
心たしおもＤかいり呼手く１﹃ゐきおくりよくゆた
が︑私が恩人に理解力には富んで居るが︑記憶力は豊

すう準くじぷんちヤブしよぴぷんか．﹂きぷ／ハ

かでない︑地理や歴史と諸んずることは︑自分の短所

たやす窪なそいま史でかんがくおしとほ

である︑数塁は自分の長所であるが︑微分積分唯どは︑

垂んたできうゑじに象で

きう容易く事くい︑其れよりは︑︑今迄の漢皐で押通し

・かくどこんにちまでくら苦いじゃフ

て︑寓一食べることが出来なければ︑餓死する迄のＺ

ーとだと豊悟して︑今日迄暮して来たのでした︒以上は
みうへぱなし
づまらね身
の上話ですが§樺ぱ錘癖に癖して正﹄錘蓉溌
寺﹂ん昔おとろさいしうＬようりえ
へ似︑根気が衰へぬので︐最終の勝利を得たことを︑

かたし人を

固く信じて居ムリます︒

︑ｂく

し雪とあと虫ばし

て雁や？︶よら詮あい

△根気と敏活
一ものごとわ︑ソもやくしごとのろ
こむ巷工
根気は好くとも︑物事に横着であったり︑仕事に鈍
寒うていかうふくえひとｌ
くあったりしては︑到底幸頑は得られません︑人は仕
蚕ルーうへじかんうへけいざいうへし︽︑くｆ０１
事の上にも︑時間の賑上に屯︑謹識の上に咽︑紳々たる
ぐわつどう唾つくわい
よゆ．う
儀裕がなくてはなり製せんが︑其れには活動を以て快

薬とし︑仕事を後廻にせず︑手早く庭置して︑其の相
ま
やすばいぶつりよう︑．

じかんうへ承つ謀んうへぴとびつえう

間に休むやうにしたいものです︑震物利用と云ふこと

たうせつやう津くｂうかうま︵さんかん

ばく砿かところはなぱわりわを画にほか解くもんずんきう

て︑﹃営節では洋畢流行であるから︑お前様のやうに漢

は︑時間の上にも︑物品の上にも︑等しく必要であり
い︽芯かきっとむだ
きす︑家の中には︑雌度無駄なものがある恥のですか

いかずほか

畢許りし走所が甚だ割が悪町侭か外の畢問淫研一究さ
れたら如何です﹄とのことでした慰他からも同じやう

なんりょうできできわ乙ご戒い
そりよう
こともちものたくみたりようむ︑よきこれらたいていじゆ．んきヤブゐこ

ら︑其れを利用しやうとすれば︑何でも利用が出来るんが︑どう恥出来が悪くて困るとか云ふやうなう﹂とを︑

だまたもの巷りつたぷしよおぼりやうかこなにふ罪﹂く

つ竜う

そときて壱

ほか

東京本郷匠弓町一丁目二十四番地
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ひといじヤブづうくわつすぴつくりしか︷こたま
ば
あ
ひ
箔
一
瀞
う
江
い

Ｌ一おかんじんた期色︑ｂいかんかいＬい

ものです︑殊に貰い物などは︑巧に他に利用して︑無能く聞きますが︑此等は大抵順境に居るお子さんが
駄のないやうにしたいものです︑叉物を規律正しく塵多いやうです︑あんな良家のお子さんが︑何が不足で
置しＬ置く︑ことは︑肝腎のことです圃例へば来簡など斯う云人ことをしたのか知らんと云ふやうなことが︑
よ邦んるゐおよういざがじつさいせけんおほじゆ〃︿零﹄ヤジをじゆ人苦ヤブ
せいり
を整理するにも︑能く分類して置かないと︑容易に探賞際世間に多いのです︑そ艇は鵬境に居って順境
生たいくｂくつたくかじじつきいなけつくわ︑︑︑︑︑︑
あた・
し雷りません︑叉幾ら理窟は巧みでも︑家事の賞際にに馴れた結果︑ちょっとした何でも恋いことにでも︑
通じない人の言ふＺとは︑上手なやうでも︑迂淵の乙直ぐもう吃驚して仕舞づて︑是れでは︑屯今堪らねと
とがめ︐蛮すし︑さなくとも場合が違って︑さう巧く云ふＺとになるからであり喪す︑ きう云ふときに︑ぴ
やはりおのづなうはたらを︑と醤いへい七一﹂んきやしな︲
量ゐ
参り喪せんから︑矢張己が頭脳を働かして︑其の時︑くともしないと云ふやうなことも︑卒素根気を養って︲

１１１１

其の時に適したやうにする外はありません︒ないからであります︒
△謹境の豊悟
じゆん零やうゐ

墓碑柵︑鉄践︑樽記︑撰文蚊代作

をとく生を．お

其れから特ｋ申して置きたいのは︑順境に居ると︑
ぺん９やうしんい
すくな
じせ人きゆろ

き

叉一般揮竜ｖ需二雁ズ規定アリ
にばかこんな人おこ

自然と気が緩みますから︑勉弧心と云ふものも少くな
よい
きた

おこ

みおも

象た

送料封入照曾ヲ要ス

う戎すし︑叉そんなにしなくても宜いと云ふやうな気

こ︑ろおちつ

が︑どうしても起ります︑それで俄に困難が起ると︑

きんらい匙す７ｆｌりう

心が落付かないで︑いろ︺︲︑なことをやって見て︑思
ふかうまね

きしやわうじでソみなげ

はい不幸を招くことがあるのであります︑近来盆々流
かういた

むすこ

行致し乳すが︑汽車往生とか︑投身とするとか︑叉は
鯉
こいＬ政ゆく︵し
何虚かへ行って仕舞って︑行方が知れぬとか︑子息さ

根本が大切

六
七

一

L

蕊

国家と個人

録

あ

ごじんこくたいれしＺじんＬゆぎ一こじノ︺

八

み路ぴかうくわつ抑︑やおち

一﹄

﹁︼

あ昨↑こぐかこじんてうわちぱくわ都こぐかずゐ拭うひうん

ほどこくゐし・つつ侭

復すべからざる程圃威を失墜せんとしっ動ゐり︑是れ
しう・うこ主守峰けんたふとしみしたし仁いこう甲権

望く

て人うちそんなり
展の 中 に 存 す る 也 ︒

堂画家と個人との調和一致の破壊が圃家を衰亡の悲運
そさ

むかしうたいこうばうしうこうたんといは葦にも叩最

◎昔は周の太公望周公旦に間ふて日く︑何を以て魯を

に導く好活例に非ずや︒

余たきうさ・炉︲

にいこういにけんたふと１うこう
︑もつセい冷さ
以て祷を治りるや︑太公臼く資を尊び功を尚人︑周公
０○○００○○Ｏ○○
い痕こうせいかならざ・︶ししん
日く後世必ず纂試の臣あらん︑親と親Ｕ之れ国家主義
○○○○○○００○○○○○○○○○○○○○Ｏ○
の理想とする所︑功を尚次之れ個人主義の極致にはめ
Ｃ﹁０００︲ふりやうこｆｋ︲づぱうへんけつくわ︒とも
らざるが︑而して雨圃何れかの一方に偏する結果︑共
こうげんたがあ・少さ今︵いかくめ打．ぜん
に二公の言に違はまる有機になりたりと云久︑革命前
ろ１ｂやうていこぐとや⑪こぐか菰もこじんいたづ．か︾つゆ．ゑ
の露支雨帝風は共に画家重くして個人徒らに軽きが故
な．芋いんしやうかくめい二︑︶ろＬ
に復救潜すべからきるの内飢と生ぜり︑革命後の露支
ｂ｜やうみくこくこじ︲んおもこく・か為◇たごかろためほとんくわい
雨民脳は個人重くして剛家徒らに軽きが篇に殆ど恢

く︑後世寝く弱からん︑周公太公に間うて日く︑何孝一

こ・﹃・せいやすよわしうこうた陣﹂うと和蒔峰なに

曾員岡崎毒市

六

始なるや︑周公答へて画く資を尊ぶ親を親Ｕ︑太公臼

所謂偏ならず︑易らぎる中庸の大道は雨者の調和的溌

準撞のるへ人か感もう等ンぜいだうＤ︽・うしやてうわてきばつ

理なし︑きれば吾人は閥家を軽覗する個人主義︑個人
こぐかしわざ寺ととも島のかゆゑ人桑
けいし
を軽覗する画家主義の如菖︑共に其可なる所以を見ず︑

︑．︑︑

る各個人をして国家を愛すること恰も自己を愛するが
こじんけんゐみと家ほこくけんおもん
雪︑とこｐ︑か︐
如く︑圃家をして個人の権威を認Ｕること術圃権を重
．︑︒︑︑︑︑︑︑︑
さと
ずるが如くならしむるに在るのみ︑思ふに個人弱くし
︐︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
て画家彊嘗の理なく︑画家弱くして個人幸なるべきの

かくこぜんこぐかあいあ足かじこあい

０○○○○○○ＯＣ○○Ｏくわんげんこぐかを︑．﹄き

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○００Ｏ
◎圃家の基礎を葦固ならしむるの要道は幽家と個人と
の調和一致を期するに在り︑換言すれば圃家を組織す

（

纂錐
おほもつよるこほこ

しぽかたちめら

あくよう

せん雷こ

さうせいいかん

七○

他いし

せいぢか

つひしんぼうしつつゐしか

じかなうりこ

へんうちやうてん

きつぼうけふさへうり

くわりうちまた

だいこうい

纏う一電︲一すこじ︒Ｄかい

に出入して︑賎妓の顧勝に有頂天となり︑乃公出でず

ｌ山つにふ

或はこれを悪用して︑自家の蕊裡を肥やし︑花柳の巷

あるひ

めて︑随喜の涙に渇仰し︑或は肩書を以て郷黛に誇り︑

ずゐ趣なんだ・かつかうあるひかたが苫﹄もつ誰やうたうほこ

反覆︑言責を有せず︑行検束蝉し︑況んや主義おや︑
い砿！﹀むちやういたづら小・︺んぱいこうぢんはいをよれ昔遊
況んや主張おや︑徒に先輩の後塵を奔跳し︑除涯を砥

ばんぷくげん斗毒いう諏こなひけんそくい砿しゆぎ

に至る散で︑政略権謀と是れ事とし︑請謀権詐︑表裏

造いりやくずん暗︲ここと

崎人どもいまい︷挫秒為世綴羽か毛〃魚●承こくむさんよ

世い・ｐそくけん綾う遮季いもつもうしん

うたがこ札︑︶感ＦＪＩ１

けんゐたも

屡その態を顕はきいるによりて︑霊硯せらる︑政治家

寺こ う

数の 多きせ以て︑喜次べく︑誇るべきものな︲りとすれ
・げ人しやう

いはゆるせいぢかめ

︲己寺︶せいり一イク︑げん濫﹃フもち

も時に政略権謀を用ゆるによりて︑権威を保つ壱﹂とを

釦
ダ﹂
︑一
三−や
■︻
心
可Ⅱ
︲︐
■〃
ｆ︑
︾凸

こくみんかうふく

げえしやうｏしかゃ
いへ
ど
い
﹂か
いも
︵ど
も全
いま

賞に慶賀すべき現象ならずとせず．然りと錐今

じつけい

ば

得︑只之を屡々するによりて遂に信望を失墜す︑而し

世いぢかもう．こく残．んしふらいつな

けんじやうぷとくとぽさ

ばたいく砿く

ゑんだいりきうぢしんこぐかぜんとうぃ

もうせい︑︶じゃうい

もつくつか

炉う会んふ七んてい

こ︑ろだもひせい

しか

の政治家中よく風民の信頼を維ぎ︑よく鰯民の幸禰を

て政略権謀は︑誠意茜以て中心とせきるべからず︑然

苦﹄

来たし︑遠大なる理想を侍し︑真に幽家の前途と憂臥

うと錐︑今の所謂政論家は︑村政より圃務に参典する

ｐ華︑

て︑忠誠の至情まり出づる屯の果して幾干かある︒
脈い世いぢか
群う慾ん
匙ぬがだめ．づ
概して政治家といへば︑撤慢なるを免れず︑他に遜
ちとくいうしうとくぱうこれと

ると以て屈下するものとなし︑謙譲の美徳乏し︑下か
ほどみのおほいなほ

る程賞りの多き稲穂かな︒智徳優秀徳望之に添ふもの
凸

は︑倣慢不遜の態なきも︑所謂政治家に在＃ては︑単

しきなはうふなせいしんてきび人じゃく詮いがこれもついう

けいてきどうざもつひとくつか

識無く︑抱負無く︑精祁的貧弱を免れず︑之を以て有

まＬ

んは蒼生を如何にせんと放語す︑少しく事理を解する

形的動作を以て︑人を屈下せんと試み︑智︑性となり︑
みづかあたまざ
．ひとわれくつ

自ら頭を下げずして︑人の我に屈せんことを待つ︑至

ものは︑白書侃々誇々として︑公堂に論議するも︑篤

たずもし

い函

渉うまんふをんわたもの

おほいどう

化と︵せいてきい︵どもなうち．う雷Ｄ

もつかれざうじう

ききよくせう

ため

かれらせんりよひ易う︐︾一

もし七恥か恥ら．世ん哲王ごとくｍ●．うばくさん

雌んか人くに．〜けいこｐろちゅうしやうざん悪きく

腐敗せしめ︑反問苦肉の計を試み︑中傷識証の策を
てん
ほどこかうざうびと
だき
施し︑行猿人臆して唾棄せしむるものあるも︑情とし
芝くたうごいんしふ
か︵り．力くわんぐん宝
て顧みず︑勝てば官軍︑負くれば賊の套語を因襲して
あやしをばんせつ﹄けがめい旗うちゐふた刀ぴしやくわいてき
惟裂ず．其の晩節を汚し︑名望地に委し︑再斌曾的

ふぱい

若夫彼等は︑選畢ゐる毎に︑黄白牙一散じて︑八心を

じんしん

↑
し ・ぽやけんもんしゆ・つにふこしか︾かうゃ︷ひく

ばくちうかん７くＩがく︐Ｉ１こうだうろんざいづく

愚と謂ふくし︒第三者より之を見る所謂政治家の心態

んぞ知らん︑暮夜権門に出入し︑腰を屈め︑頭を低く

しかこれＥつ

助とくいうしうものいた

だいしやこれみいばゆるせいぢかしんたか

は直に知らるゑを以て︑彼を操縦するは易々たるのみ︒

せんとは︑彼等の浅慮卑随知るべきのみ︒

卜団い

智徳優秀の者に至りては︑暇令政敵と錐︑蕊中の錐は
七えい燈う．あらはことばも
み弓一かくつかけいい肱ら
其の鋭鋒を現はすの僻に洩れず︑自ら屈下し敬意を沸
ふ︒而も之を察せず︑倣慢不遜に捗る者あり︑大に同

いやうえほつおほいけんじやうひつをやうふう
まんとん

情を得んと欲せば大に謙譲ならきるべからず︑畢一蒐倣

慢不遜なるは器局小なるが馬のみ動

せいぢかょをせいりやくけんぽう︒ｐろりうＬぱ
政治家は時に政略権謀を用ゐきるべからず︑龍は塵

一﹂くかて昔くわ入れんや﹃恥弛いも︐こりがいださん

○○○Ｏ

◎画家的観念の養成は︑固より利害の打算によりての
○００○○○○００ＣＯ
と
み途ぐべきにあらず︑されど画家︐と個人との一致を遂
○○○Ｏ○○すぐ鼓一︾一﹃一のしゆえう

かく迄じん沖・︾ん孝・争いおい含やういうかうふくこくか

ぐる要件の一ｉ少くと澗其主要遮る︲Ｉは利害の一
○○○○○○○○○す犀いこぐかこじ幽搾りえ昔えう吋﹄ｌや
致より急駈るはなし︑即ち画家は個人の利益の擁護着
ほし〒資ノ↓﹂よくわん躯・舎心す．へ一﹂くみんなうり峰．︲ぐし︷・う

にして各個人が人生に於て享有する幸禰は一に国家の
こ虹なり一とく︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

保読に是れ頼るとの観念を網ての圃民の譜裡に印象せ

ごうば人な

玲起

あらと

じんＬや検う１むばふ

じと︑・

いばゆるしし

注ごやうだいとうときこれ

頁獄を為したるは零人べからざる事賞なり︑所謂志士
じ〆Ｕ人愚をこみＬてじんをなすい噂ごとこじ兵こぐかためぎせい
仁人殺身霊仁と云入が如きは個人が画家の為に犠牲と
︑︑じ肥︑．跡の渉混皇うんＩかのみならず↑め人みころ
為るの事賞を物語りて徐謡なし︑加之一面身を殺さ
たうめ一帥．

かくぴりよくγ︑おい○○

ざる仁審も放恋無法のヒドラが世上に撞賄する時︑之

と討滅すべく各微力を蓋せるに於てをや︑かくて個人
○○○○○．○○○○○○○○○○○○○○○○○ＣＯ
の生涯は圏鰐たる国家生涯の護展の舞にする獄身的犠
○ＣＯ○○○○○○○○○○○○○○○

︐として英雄園たらんＺＩｃを切望せざる能はず︑要之

︑七つげ苫恥りこ謬八にらまで

なり

ごじ人わがこくみんこじ人︲

セツぱう．

犬いゆう一こくカロ

げ人

あたこれをえうするに

司．いかんしゆ

緑平ひ〃これゐぢ

はいづこ者声

現今政治家を以て自任するもの少からす︑若し其の

ぼんこ人せいちかもつじに人す・噸︑なもを

曾員半野碧漢

政治家と徳義

〆｜うＤよ・︑燕に

こぐ烈︒︑を人ゐぢ

えいゆうこぐ

雄圃と云人︑吾人は我圃民が個人として英雄たり画家

心・うこ〃１い

ｃ個人の優秀なるを英雄と云ひ︑圃家の優秀なるを英

こじ︑かいう唖うえい

しむること是也︑特に狸大なる圃家に隷鴎する個人は
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑
幸幅にして貧弱なる幽家に附協する個人は不幸なりと
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
の観念を其鵬裡に徹底せしＵることは国家的精祁の涌
︑︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑
養に取りては更に急務なると畳ゅ︒

圃家を久遠に維持せんと欲する者は之を維持すべき原

○ＣＯ○○○○○○○○こ

むし

えいゆ・フい

◎古来圃家の全生涯は個人の幸幅の為にする不働の格

こくみんけいざい一﹂きせいし式て昔くわ司きうほＬようきたかつじんろゐ

た人どくこじんちからい

しぜんかいせいＰ手︑はまうじう世﹂くじやこうずゐとう寺﹄ようどう

こうてきうち呼

こじ人いうしう．

闘と勢働との活劇なりき︑此の活劇たるや賞に今日迄

動力の何たるか︑鵜た何所より来るかに就て看取する
こくろ少食湾・フとくこんていま左じつこ︒そん
えうなん
を要す︑何となれば圃民道徳の根抵亦責に此に存すれ

牲的活動 表羅な６︐と云ふ執過言に非ず〆

幽民の経済的精祁的活動を保護し末れり︑嘗て人類が

は也

己︑いい０○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

自然界を征服したるも鵜た猛獣︑毒蛇︑洪水等共同の

公敵に打勝ちたるも︑軍燭個人の力と云人より功寧ろ
だんたいこぐかちか︑いおずかをじ人ろゐしんくわ畑尭函し﹃﹂妙めい

ぢエうあま

かたいおところだい

圏篭たる画家の力重きに居るは八類進化の歴史之を明

徴し て 除 ６ あ り ︒

あ︑い︐こらいこじんＬやうがいこ

しかこい︒ じむけ．″こｌんけんみむ︲﹂
◎然れども此の事賞は決して個人の権威を無覗するも

のに非ず︑古来個人の生涯が画家に濁して負ふ所大な
どとどうじまたこじんこぐかＬ午うがいたいただい

るが如く同時に亦個人が画家の生涯に濁して︑多大の

蕊錐

六
九

﹁︒

くわつ〆一うたいた酌にぐうぜん
いはゆるせいぢ力

いき

活動に堪へきるに至るもの少からきる︑堂偶然ならん

や︒
る︒だんしうき

鳴呼男子生れて︑所謂政治家となるべからず︑今の

よちうかう的つ一うせわいもつぐ．．一うとく
こんて読みだせいきいゆ．ることきあだ↓﹄くかや﹂〃句ぼんせい

世は忠孝を以て迂となし通誠意を以て愚となす診︐道徳

一達〃︑

せ篭ぜいとろ

あらをしもと．︑

の根祇凱れ︑制裁弛ぷ︑此の時に堂り︑圃家の根本政

階・フいかめっき

策につき︑よく赤誠を吐露して季ふの士を求むるは︑
ねんかせいまひ︲と

百年河清を待つに等しからん︒

×

錐

×

×

×

×

１文
１苑

建碑式

渡遥華洲

大正六年八月三日︒建碑式ヲ行う︒安楽寺住職権僧

再造安楽寺本堂碑︲

移二子此毛寛永中︽徳川大欲公．賜二朱章地二十石毛有二檀
○○○Ｏ

家一千毛本堂元和丙辰所し建奉二安元三大師像蒸垂験頴赫

遠近尊崇︒安政丙辰・潟二暴風所一レ倒︺第五十世純詔・典二

○○○○○○○Ｏ

檀家一謀二再造器興轄住不レ果・文淵耐任し之︒礎庚六十三

歩︒棟高五丈三尺憲工起二文久壬戎七月↓竣二明年五月一費

七一

』
【

いばゆるせいぢか

正弓削俊溌師導師トナリ．茨城綴下天台宗第十七教

いばゆる弦いぢか

所謂政治家は︑所謂政治家なり︑銅は如何に鍍金す
ようがうぞｆ誌つぐしやおどわにづら

かんばんいかｂつぼいつ・かぎもの

樋各寺院二十除僧侶参列︒讃経祭文︒荘厳ナル式ヲ

畔どう

るも銅なり︑看板は如何に立派なりとも︑一の飾り物

行う︒後本堂二溌プ常行三昧ヲ巌修シ・功勢者ノ追

古かい教ふ

・こぐかさいか・フだうとくせいぢ︑リ

職ヲ所ル・此日炎暑ト錐モ檀信徒参拝頗ル衆シ・

たるに過ぎず︑階級瀞瀧乙れ俗物患者を威すの鬼面の
み︒
い

プラトン日はく︑剛家は最高の道徳なり︑政治の理

×

安楽寺︒競二正畳山圭在二下縄圃結城郡大花泌村大輪里↓

天台宗之互剰也・其創立錐し古置不ソ詳二歳月↓蓋以二定海一

さうしぜんたつ酌迩いぢりさうたつ

想は︑至善に達するに在り︑政治はこの理想に達する
もつしょく不ん
〃いばやるせいぢかこれ謀はた茸ん
を以て職分とす︲ｃ︑所謂政治家︐之を讃んで果して何

Ｙ︿

馬二開澗一奮在二古寺家↓天正中＄下妻城主・多賀谷政鯉︒

カ人

×

の職かめる︒

纂

−1

●

於四十四年︒中間十有九年︒錐事故交起︒建設遷延

七二︲Ｊ

蓋出二子檀家 や明治維新︒官没二朱章地↓常二此時↓悌教衰

文瀞鍛錬︒盆加其力︒改稿四十除次・得師友之批評者

苑

類︒旭淵嗣︒ 謹 紀 頗 難 ︒ 十 一 年 戊 寅 ． 檀 家 相 識 ︒ 雛 し 金 請

及十家︒今則得刻子石︒宿志始酬美︒因記其由於陰．

丈

し 官 購 二 其 地 一 既而殿堂門棲漸勝し壌・二十五年壬辰︒叉

華洲渡塗学識

以告後昆︒α

●

相議募レ資修し之︒明年四月成︒三十三年庚子︒俊澄胴︒更

補修駕函顧竿小少数耐従二先考一来拝観二其盛時壬中間衰

文荘選

川

理︒其蒙昧可潤也︒

︑︑︑︑︑︑︑

文荘日ｃ老子日︒桑殺人者ｃ不可以得志於天下実︒濁逸王不解此

︑︑︑︑︑︑︑
偶察欧洲億兆眼．

兇潤不懲何鯛兵白旗要竪伯林城︒法王講和無由顧︒

何時民命得蘇生︒

砲姻連歳未収兵︒可悪燭軍猛且棒．宗教之威更無敦︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

文荘日・今之所謂政事家及富豪者讃之則鴬粗促ｃ

讃欧洲戦記有威立見四郎

○○○○○○○
魯論一喝是浮雲︒

常鵜奇業謀奇利︒逸楽誇溌民俗紛︒貨殖未熟君子富︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○Ｏ

○○○○○○○
歳得街衡一議員︒

利走名奔塞世然︒紛紛牛李競脅一層千金何意傾家産．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０ＯＣ００○○

近事偶威︑酬雲菊池秀言

石

ＯＯＯ○○○○○○○○○○○○○○○○○
○００○○○○Ｏ○○○○○○○○○○○○
○Ｏ

微︒境内請然・今則荘厳倍し善・而維持之法・亦確立駕︒
畔呼癖祁垂や竿く鍔雪好し好ｃ而恭鞭琴琴綴獄瀞︒矛し譜

し擬芙い前役溌レカ者某某︒安二霊牌於堂中望威時供養層永

録二其功一後役致シ績者某某Ｊ而雑始能勉者︒石塚清一郎
也︒而未レ及レ表二彰之↓頃者檀家相謀・欲下建レ碑紋二其顛
末↓僑鱗二預レ事者姓名子其陰圭以樽中不朽嘩鴎二文於字↓竿
之先考Ｃ賞董二其工事↓故不二敢餅↓乃係レ銘日．

○○○○○○○○○○ＯＣ○○○○

悌教東漸．化被二民俗記四恩十善︒家群圃禰︒
安楽之寺︒隙然霊腫︒堂宇再造︒檀越輿倶︷ゞ

渡遥字謹撰並書

勤二諸貞石和長留二除馨幸子孫累世︒戒二此掲銘↓

●●●●●●●●●●●⑥●︑●⑨
念し覗維孝︒孝能奉レ儲︒移し孝維忠︒忠尊二皇室圭
○○○○○○○ＣＯ○○Ｏ○○○Ｏ
明治四十四年十月

天台座主第二百四十二世探題大僧正吉田源礁蒙額

碑陰記

再造本堂碑︒議決既久︒其文起稿於明治二十六年．成

『

題

掛川城靴天主皇上作倉戦捷観世音銅奪

離堂橋本孫一郎
︑︑︑︑︑︑︑

梅森忽蕃客衣軽︒天主墓逢翠色情．一継香姻隔塵境．
︑︑︑︑︑︑︑
蝉謹自和讃謹蕊︒

偶吟

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑℃︑︑

水村山郭小乾坤︒高臥悠々慰夢魂．白菜紫茄茅屋下︒

︑︑︑︑︑︑や
半盤淡味伴芳樽︒
文荘日っ晒巷貧儒ｃ無此間適ｃ噛可羨也Ｕ

謝繁田浦義翁贈茶嵩古香

繁簡得宜襟整瑚︒田園占楽膿輪菌︒満而不溢一門富︒

︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
義侠心控天下春︒

丁巳秋日述懐砺漢繁田揃義

︒︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○
老爺巽蝶是卒常︒貨殖農麓奏致長︒七十四年如一日︒
天恩無際臓豊穣↑﹄

丈荘日︒二翁窒諜ｃ噌詩唱酬Ｃ︾蒲無虚日・真是大正之逸民ｒ

濫古香日ｃ溌翁心事如掘ｃ

秋暁小川浦

︑︑︑︑︑︑︑

残夢醒来欲暁時︒閑看小雨隔簾雌︒出庭弁竹同生色︒

文荘Ｈｃ描葛秋暁有姿致︒

大正六年八月朔奔我郷八幡斌有戚二首
批側有歌宗高崎男爵誠酒碑句中及之積翠松本・誠

朝腫曜々照豊碑︒憶諦高翁誠酒詩．奔脆斌頭多少威︒

︑︑︑︑︑︑︑
営年隆否有誰知︒

︑︑︑︑︑︑︑

欣然逐暁且吟峨︒焼賦喬楠千古桐︒露気諏風爽於水．

停錨愛聡小禽歌︒・

変水中村毒道

丈荘日︒諦誠酒詩ｃ以資修養︒鰐畢可欽︒

題如意山房壁鋸癖誇郷

︑︑︑︑︑︑︑
勇猛須先脱険開︒・一心融解物皆間︒吉群誌含吉群足︒
■も︑︑︑︑ｖ
如意掛来如意山︒

畢寛名聞非既開︒禰衣依例一心間．岡頭天上蓮天下．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

▽︑︑︑︑︑逗
五濁波高潤僻山︒

吟

丈裟日︒二首自然胸懐ｃ不施粉飾ｃ

閃潅堂高田静修

苔地蕪天数畝中︒一庭清寂俗塵空︒安居即是安騨似．

︑︑︑︑１
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○Ｏ

丈裟日︒三四脚猟世人︒不街嘉韓理也ｃ

○○○０○○Ｏ
不用青山寄此弱︒

石澗蕊苔醗緑満︒桔梗花開多少趣︒牽牛請破淡濃姿︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

追懐西村泊翁先生病泉野津長次郎

Ｌ・毛一二

秋涼劉地周腫舎︒不識斯間節物移︒

丈苑

︑︑︑︑︑

世道人心徳

苑

明︒民風軽薄若篤情︒先生憤慨興斯禽︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑

糾合同仁致至誠︒
文誰日︒追叙本曾創立之事︒不堪今昔惑︒

東京二並山人

一洲Ⅷ洲叫一平塚塗峰選
立秋
みはし

静岡態豊田三輪直歳

二荒山脚橋の 杉 に 月 お ち て 鎧 の 一 昔 高 し 秋 や た つ ら ん
同

東京薬研堀町李塚須賀子

いつの間に秋 や 立 け ん 我 宿 の 窓 の 芝 生 に 鈴 む し の な く
秋風

静岡撫池新田中山政司

七四

野錘千葉無睦村塞丸周郷敏

草深き野守が家も秋されば都にしら温鎧の言ぞする

ま維琶

萩寺の萩東京相川俊子

紫の雲や立らむと見るばかりみてらの冥萩今礎なり

遠村夕立千葉鯉佐倉町沼尻梅太郎

夕日影松の術に見えながら夕立すなり遠のむらざと

圃は
東げ
京府東村山市川幸吉
み愛な

人皆のいとっ心に脚みなば風の梁えやかぎ６なからむ
ね

秋夕東京麹町島田北嶺

松風の昔に鳴く錘の鍵きけばいとい淋しき秋のゆふぐ
れ

謝月述懐ふた魁

耕石選

こればかり心の友となかめ食し月はふけても澄みまき
６尾

一億一服部

真萩 原 葉 末 の 露 の 散 る 見 え て 夕 べ 涼 し き ゐ き の 初 か ぜ
同

月清く壷の一音さゆる庭の面に哀れをさそふ秋の初風

月東京平塚京子

ともし

澄田川涼みの燈や動消えて流れにふくる月のさやけさ

野月︲熊本鵬肥後植木青木清蔭

木曾の旅蝉に地酒も飲み馴れし

村一城堂

不、

浮雲はいつしが晴れて白露の玉歎野遥にやどる月かげ

披凍し砂流れ去る足の裏

夕立の張くたゑくや大八手

霞弧可

文

秋夜茨城遜一妻落合要
むくちふ

ロ

、
葎生のい全せき宿に鳴く鐘の謹む身にしむ秋の夜半哉
／

L
､

熟不熟季の枝のたわ愛なり

母子二人橡淋しきょ蕊龍
魚寄 せ の 印 必 笹 や 夏 の 川
松杉の高き宮居や蝉涼し
竹数竿軒に陥りたる嫌城し
姿打ちの戸閉めて暗き病間哉

大江の山影蹴って泳ぐかな
石退くれば草の根白く風薫る
秋近き灯ともしたる草 家哉
月の沼誰ぞや礎綱の昔すな６
風の耐々臓昔つくりぬ天の川

水郷の礎の察赤き早かな

枝
、
木
裟

朝顔の花に明けゆく雛かな
夏の月人泳ぎ居て水おどる
干し衣に風立ちて鳴く蝉去りぬ

海よりの風たちっやく夏木原
蛇の子のとぐるに怖ぢぬ瓜畑

魚躍る江の残月や蓮の花
汐膨れ来る風涼し月の︐渡
船場右手に石の置場ゞや夏柳
女︑﹃苑

晃柳永は夢知妻吐耕幽汀露泳薙却錦一二千暁

風畝毒子外凍樵月人香月水雨吟雌岳盤龍子村

梅漬くるや蝿足しなき蕊を惜む

藻醗花や雨に淋しき舟一つ

葉柳や蕊の上け荷に黄昏る輿

演風に舟唄連し蚊帳の月

漬物に石縦けば秋の蚊が一つ

棒押の賭に負け興り心太
下闇に一裡蓋きて洞かな

空蕨打てば瑛上るや雲の峰
爾来べき芦の戦きや行々子

臼買うてころがし締る露の樫

Ｈ礎ｂや人に動かぬ草の雌

雄巾や肌に渡る海の風
露痕し下枝袖擦る翌櫓

今朝の秋

夕立つや祁輿を海へ界きこむ

枯葉一つ蜘珠の巣に鴇る

×××××

七五

耕南蛙礁金菊蛇素麗陶瀞桃蕉

石外房雨革龍正寸露老女里棲

枝 雨

︾

あり︑次︑降赫式あり耐次に祭官祁霞

献詞を白す︑次に蔽麻︑騨水の行事

祭官を率ゐて祭場に進み︑祭官先づ

す︑綾いて︑久保日枝淋斌宮司には

負︑現場監督及請負人等を随へ臨場

之助君・橋本元治君︑高木八太郎君︑

議員繁田満義君︑小谷茂資君︑伏見幼

員中僚糖一郎君︑黒須支禽代表者評

評議員池田謙識君︑建築総濫督評議

副曾長侯爵徳川頼倫君︑特別曾員兼

場に臨全れたる重なる人名左の如し

１１

を供し︑次︑祭主久保恵隣氏祇詞を

島田正君︑松本冥弦君︑島谷義武君︑

敷つめて祭壇を南方に設く︑時来て︑

祭場には注連を四方に張︐り︑新菰を

十九日の良辰を卜し上棟式を執行せ

着手せしが工事も着々進行し︑本月

築敷地の純張を返し同十二日建築に

築の地鎮祭を執行し去る六月六日建

三日︵祁武天皇御祭Ⅱ︶を以て曾館建

一︑上棟式日本弘道倉ば本年四月

の勢を執られたり．

支曾長︑草間正名の諸君より︑訳

支愈長︑渡遥結城支曾長︑橋本遠江

人及諸職人数十人に祇儀泣酒肴料を
贈らる
因に営側菅匝瑳支曾長︑波遥東部

一一し各退散せり︑此日本曾より請負代

表し午後八時半式を全く無事結了し

撤撰を以て直饗の清錘を開き祇意を

祁撰を撤して各退場し事務所に於て

串を奉る︑終りて︑昇祁式ゐり︑次

蝶価喉窪錯姪次に主事よ︐順次拝溌玉

③日本弘道禽記事
一︑派出講演八月九日秋田螺秋田

奏し玉串を奉る︑次に︑侯爵徳川副

副曾長徳川頼倫侯は卒塚主事以下幹

電叉は況詞を送られたり︑本日式

り︑ 庚 澗 な る 式 場 を 新 築 棲 上 に 設 く ︑

部役員蚊に建築開係の諸役員︑事務

山田安楽松半稲吉足立四郎吉

土屋弘内田勝義草間正名

小灘彦九鄭加賀美幽光依田雄甫
高木八太郎高橋平太郎高梨惣助

幣谷久次洲崎三事太田饗茂

本間和一小峰精一郡小得茂資

羽田久遠林三郎西村一彰

石川二三造媒忠篤橘本元治

参集希⑩

生御墓地本郷雇千駄木林町養源寺に

大正六年八月十八日午前八時泊翁先

簿泊翁先生忌禽

本間書記︑石川主事︑手塚主事等なり

部政吉君︑現場監督木村喜兵衛君︑

支曾に於て臨時講演倉を開催す︑本

七

太田安茂君︑足立四郎吉君︑請負人服

六

部より誹師Ｉこして加藤玄智博士出張

事

頗る盛曾にて東山太三郎氏大に斡旋 念画長奔潅玉串を奉る愈雑顧雌側鍔霊鍍

記

之

ー

F ＝

佐波古直隆欝藤大ま子平塚唯鴻
伏見幼之助外数氏

松卒主幹伯徳川日本弘道倉正副南曾
長は御旅行中代秤を差遣さ紅松本興
弦小林道童氏は差支の旨牢越され午
前九時一同墓前に参拝し書院に於て
小谷茂賞君は先生厳父の行賞に就て

山田安築君は先生の曾事に於ける用
意周到の一斑加賀美燭光君は先生の

墓に手向けるかな
東京禽員卒田直清君よ︐︐

度献翼
需霊剛

●

追遠誰忘斯道源如喪考鉦捧頻繁英魂
莞爾唯来享曾衆多於墓木繁

一世功勢不可量先憂後慮砕肝腸煮蓄

膜拝鹿相念道益恢弘曾益昌

編修弘道不欝閑奥歯勤功祇如山任野
師宗朝大史達愈翁々縄加班

球

地方巡敦常時の懐奮談話ゐり正午全

ＴＩ

鋤支那宣戦布告

1'

く散曾す

墓前に備られたる芳名左の如し

金五側松卒主幹伯爵
金戴圃 徳川達孝伯爵
金武園・徳川頼倫侯爵

金豊岡加賀美悶光君
身はみはかのほとｂにゆか

叉栃木蝶倉員八板兵次君より
たと

'

蕊

って途に三月十四日逢以て猫逸八一園交を断絶

入一燭塊との間に存すろもの皆蝿際法の慣例に

せり支那の望む所は側際法と自剛臣民の生命
財産の保護に在り今や潜航艇の横暴ば単り稲
逸のみならず喚洪風も亦同じ我政府の希望は
絶え龍り民脚六年八月十四日午前十唯獅塊雨
幽に戦季の状態厚立つ可しと宣言す凋塊雨剛
との候約蝋協約剛際的取決め閣際協議は支那

依り腰止す我政府ばへＩ涙喋約及び蝿際法悲
守り文明的行動態採る可し内乱ｆぐや此祇幸
あり元来戦季の如きは強ひて求む可きに非ず
蕊並に到る亦己む準得ざるなり幽際法の宣言
は我より失ふ可沙らず脚際の地位は我より低
う寸可Ｔｂず世界友邦の平和を談島可沙らず
願ばくば圃人衛裁Ｌ闘命韮永久に繋ぎ瞳威走
剛際杜曾に輝かし遡際共通の禰利を享けよ

綴物欄調節令出づ

内務大臣

農商務大臣

農商務大臣は農商務省令準以て−１暴秘韮目的
とする硬嵐の取締に関する件Ｌか制定し腿商
務内務雨大臣の名にて八〃三十日附避以て九
″一日の官報に公布せり其探文左の如し
駕商務省令
暴利を目的とする蛮茂の取締に開する件左の通

り定む

大正六年八月汁Ｈ

第一峠急激なろ市縦の塗励起誘起し因て暴利
形得るの手段として左厚渦ぐろ物品の買占又
ば礎惜かを鰯し叉は鱈さんとする者と認むろ

、

'

支那政府は去月十四日午前十時大縄統令悲以く
濁埋雨幽に宣戦老布告したり其丈左の如し
今年二凡獅逸の潜航艇政策峠反封し狼ろが是
は閲際法維持の錨め必要と思惟したるが爵に
して藻期に反せぱ蓮に固交断絶に到らん事む
し附言せり然るに其後猫逸は何等の制限起加
へず益々中立固船舶奄曜沈し横暴益々甚だし
きば平和零愛する我国人の耐へざる所なり依

七
七

すと咽誠心こめて水手胸せん

事

心きてに秋野の花を手撹きて翁の
記

■■L

庭す

二ｂ前雛限該懲せずと雄内務大臣仁於て特に
入院の必要ありと認めれる者

者

一︑年齢十四歳以上限して性状特匹不良なろ

＃

甘番・

する者にし巡左の各雛の一に該横する者ば内
務大臣之を函立感化院に入院辻しむろことを

第二陳感化法第五膝第一雛叉は第二雛に該雷

二隙の規定に該雷する者の感化韮掌ろ

第一際固立感化院は内務大臣の管理に鴎し第

去月二十Ⅱ勅令第百八粥を以て左の如く剛立感
化院令を公布即日より施行せり
△園立感化院令

⑬国立感化院令

本令は公布の側より之を施行す

附則

第二燦︽前傑の戒告に違反して買占若くは寅惜
を徳し叉は戒告に附し菰ろ惟件に違反し衣ろ
者は三ケ月以下の懲役又ば百圃以下の罰金に

・七薬品

五紙類六染料

一米穀類二裁類
三石炭四綿統及綿布

きば同一物品の寅買に付探件を附すろことを
得︑他人をして其の行憾韮嬉さしあ又は爵さ
しめんとする者と認むるとき叉刷じ

偽す︒へＴｂざる旨を戒告し且必要と認むろと

ときば農商務大臣は期間韮定めて其の行憾を

雑報

I

●

第三陳圃立感化院に左の職員態置く
︵列任︶

院長△教諭専任一人︵奏任︶△書記専任一人

命を承け院務起掌理し所鴎職員を監理す

第四燦院長ば教諭走以て之に充つ内務大臣の

第五峰教諭は在院者の感化韮挙る
第六燦書記ば院長の指揮起承け庶務及含計に
従事す

第七篠園立感化院の名稲は内務大臣之な定む

第八峰騨内務大臣は国立感化院に於て感化救湾
事業雁従事する者を養成延しむろこと話得
附則本令は公布の日より之悲施行す
同昨に高等官官等俸給令中に改正を加へ第二十
六陳中税開長の前に圃立感化院教諭呉風立感化
院々長たる者︺た一加へ別表第一表内務省の部中
造祁宮副使の頂の次及別表第五表中横涜榊戸大
阪税開長の項を改め﹁国立感化院教諭及同院長
たる者﹂起加へたり

⑬理化責験費交付・

文部省にてば全幽公立師範及中畢校生徒理化畢
教育宣験費として鍵の臨時議含限於て之が縄費

一千蔑固の協養を得張る起以試之を全幽約三百
二十錐校の師範︑中畢に約六百間宛分配交付す
ること︑なり之か交付韮受け士る各府蛎ば其交
付韮受け龍ろ額と同額を支出し交付額と合せて
寅験に要する設備韮完備するの義務老右するも
のなり筒之に閲する設備及標準に就ては文部省
は理化畢教育武騒要目並帳設備と題する小踊子
を識製して今岡全悶各校に配布狂リ

七八

③畢校と購買組合

東京市脹ては従来所鴎各畢校が購宣組合に開す
ることを禁止し居れるが今度物憧の異常なろ騰
堂に因り各方面胆於て極々之が緩和策の識ぜら
れれろ末井上東京府知事は此際購買組合韮利川
するも一雄なりとし市と皐校との間に立ち調停
する考へ荘以て去月三十Ｈ市内に寄宿舎心有す
る各皐校の常事者並に市内帳相僻の基礎私有す
る共同曾︑共架社の理事等韮招き府腿側よりも

関係常局出席して種〃︑懇談する所あり菰ろが畢

り

校側にても府知事の斡旋芯諒とし一膳校長其他
畢校首脳者と協議の上決答する事として退散せ

轡家事裁縫教員協議禽

全剛師範畢校商等女畢校家事裁縫教員協議倉は
去月十一ｂ十二日東京女子高等師範頚校に於て
各別に開曾各文部省諮問に鋤する答申案委員の
報告ありて字句修正の後大要左の如き答申延倦
すことに決定次で別項播局に封する建議事項を
附議是亦決定了って各校提出の協議事項に就て
懇談的に協議し意見を交換する鹿あり夫れより
臨場の赤司文部省普通畢務局長の家事科の最も
重要湖すべきこと及裁縫科敦授要目改正の前提
として互雁研究し稚きこと等に就き一場の挨拶
ありて正午閉含午後一時より懇談含韮催したり
△諮問に鋼する答申要領

を明に７︶生徒の模範たるの擬悟あれ︵二︶教材

△家事科︵ご家事科激師は家庭生活の意義

一一

年より課し師範にては理論と資習走併せ高女

編針其他グ﹄ベＩ線ｂ食料品 銅織陶製器釦ｂ
天鴬綾装飾用綿布︑蓄音器針

▲米幽莫大小及手袋︑黙鉛︒クロ﹀主１︐

計︑鮭耀詰︑糊銅

の第一二畢年は潔習な主とす︵四︺一層資騎霊
智に重き韮置く︵五︶生徒の自溌的研究至○精

の選捧に注意︵三︶家事科は師範高女共第一畢

紳的方面限重きを鐙く︵七︶鰹涛思想の普及

△米幽銅蛾製品織屑其他農器械は代理人希

鯵本邦へ輸出希望

△瑞西偶漆
△支那便器其他

薬品其他

△填及煙草各種商品
△印度呉服反物各種商品代理店希望︑化畢

△南米薬種代理店希望︑

ヰード︑莫大小︑花輪及インク壁︑鋼識薬品

△加奈隣代理店希望ゴム風船︑豆粕︑各種
・商品船航用品各種蕊材其他ドロンウオ１グ
△濠洲安全剃刀︑亜鉛鍵︑コットン︑ドゥ

の連絡

︹八︶設備完成︵九︶他畢科との連絡︵十︶家庭と

△裁縫科︵ご賀鹸より理論に導く︵二︶教材
か基本的のものにとる含ロ基本教授を確漉な
らしむ︵四︶反覆練習に努む︵五︺裁方に封する
興味喚起Ｑ◇数理能力の増進韮圃ろ︹七︶数畢
圃叢との連絡︵八︶技術的方面の練習︵九︶衣類

仕立上寸法の確賞なろ記憶︵十︺衣類各部布片
の開係明解︵十口教具の完備︵十一口一皐級の
生徒数韮三十五名以下とす等
△建議事項

△加奈陀添動罵員のフィルム

望

活衛生問題家庭問題等の研究改善韮圃ろにあ

︹主旨︶各種専門皐者蛮際を以て組織し固段生

△家事科一瞳圃立家事研究所設立の件

り

輸出見込調査

△羅紗及セルヂズ支那露領亜細亜
△綿ブランケット東洋南阿凝洲

脳目主要仕向地癖詐蝿流し

農商務省商品陳列館の調盃に依れば戦局Ｌ丑Ｅ
増加しれる本邦輸出品及其仕向地左の如し

⑳

△怖幽レース編物
△印度施那葉
△南米各種原料

の件ご軍閏立裁縫研究所奄束京或は京都に設

△裁縫科Ｑ︺裁縫科設備に開する政府輔助
溌の件等

⑧海外取引希望増加
農商務省商品陳列鯨に宛て海外商人限して直接
取引を務望し来れるもの左の如し
△英国醗酸加里︑セルロイド︑欝療器具︑
装圃器代理店希望︑鉛筆化皐棄品︑革製煙

草入︑瓦斯及趣燈・硝子製品修其他寒暖

雑報

△綿莫大小肌着東洋

香港

闘束州

英︐蘭︑露
南阿晒濠洲

支︑英︑露

Ａ手袋内地英︑支︑露

企靴足袋

△模造パナ宮支那︑香港英心米澗漂洲

△腕輪英領印度

△印刷紙

亜︑藻洲︑比律賓

支︑英︑蘭印︑亜細

△貝鉦釦世界各地

△板紙東洋

英︑米

加奈太

英印︑海峡篭民地︑悶印

唾程躍鑑海東洋

△陶磁器支︑英︑米．濠洲

△硝子類

△玩具類

りと

而して戦後の見込みぱ羅紗及セルヂス並県手袋
等は輸出減退韮来士すべきも其他の各品は何れ
も有望にして殊に腕輪及印刷紙等は頗る有望な

轡義僕本含量耐鳥蛎信夫郡烏川村佐久間善

は同地方に於ける義僕・として夙に瀞讃寧ｂ収つ

右術門氏方隆二十年間末公せる尾形喜助なろ巻

ザぱ喜助は其の恩に感じ倍々忠勤を鋤みつ．︑あ

つある者なるが三年以前榊職含より銀盃一個芯
賄りて表彰せられれることあり佐久間氏も積年
の勤勢に鋼し此程住宅を新築して何人腫輿へＬ

りと

鱗詔勅揮墓頒付

古来︑人轄徳操の秀でれる人ば多く聖藍の金言

１列ユノ

一斗争い

L

〜

実書報告
⑳遠江支禽報告

ＩＩ

曾湘及支曾長祭事例年の通り八月十八日常支

曾々場南山村猟織院に於て含祁泊翁先生並に故
支含長野賀岐山︐野賀歴堂︐本間槙園三氏の霊
牟祭る桃式に依り前秋葉寺方丈加藤禅審師導師
として僧侶数名と共に巌瀬なろ法曾を修Ｌ参同
契走調諦す橋本孫一郎の舎祁に箕する詩︑﹄赤潮
茂平の祭丈あり維て一同の焼香あり式態怒り
加藤師の法講︑橋本民の渡塾華山遺蹟長篠古職

莫含頑西村先生尊霊橋本孫一郎奔草

嵯弔．問の話及欲曾旨拙張の説ありて終了す

淵良恭倹蕊深修︒唯仰婦来速置郵︒潔水穂波築
橘晩︒光風雰凡器堤秋︒提醒一意誌仁義︒啓沃

多年賛帝猷ｃ至篭洋〃︑迩胴海︒上天下地道悠々︒

④小田原支曾報告

？八月十二日午後一昨より財闘法人道徳教曾例含
話同町寅安寺に卿き村山太仙氏開曾懇告げ獣筈
畢博士今泉六郎君及法墨博士臨田徳三君の畔事
問題に就ての熱心なろ講演ありて午後四畦過ぎ
閉曾せり

鰯日本弘道曾小田原支曾信用組合
率鋤上半期決算

潜方

鮫借封照表

八○

一金参千七百参拾八脳九拾五袋五厘前期決算高

一金百鼓拾四閲六拾壷銭常期純続

一念七拾凹八拾袋雷期集金高

碇方

計金茎一千九百参拾四回参拾六銭五砿

一金参千参百八拾四卿九拾堂錘菰ヶ金

一金四拾九側武拾五銭Ⅱ本鋤業銀行債券

一金武百八拾側四拾錐公債識書

一企七拾八回血伺要品購買組合出資

批症勘定

一金百四拾燈剛八拾銭五厘組合員其他暁企尚
計金参千九百参拾四凶参拾六鑑五曜

一金百拾参副参拾参一鍵預ヶ金利干

一金七回五拾鐘公債読書利子
一
念六剛也同賃厳紳
一念参側飯拾鏡Ｈ要品購買組合配撤

計金阿式拾九脚九拾五鰻

金参副也道徳教曾へ寄附

計金五側参拾胴鎧

§内

金蹴
武拾
印使
紙賃
代
金
閲四
拾叢鎧

金百識拾四閲六拾琶鑑．純旋金

差引

同辻村泰兄

理事内田百造

右之頚候也
大正六年七月三十一日
日本弘道曾小田原支曾傭用組合

リ

小田原支曾備川組合員御中
間日要品購貿組合に於て白米五拾七鰻学取扱の
特果出資額に封し年八歩の配常せる報告をなぜ

，j

支曾報告

とし︑或は座右に銘して居常の規歳とな
現代に於ては︑墨に畏くもｂ明治天皇が
語・戊申詔書等を下し総ひｂ蔑民道徳の

大綱．人道の規矩を顕示し給ひくより︑措抑の
家庭には︑往々御詔勅起謹高し奉り︒是起楯尚
帳仰ぎて夙夜捧読し所荊三省︑恋糊の大歳とな
ぜろば園民として最も至純の渇仰と言はざろぺ
可りず︑本含員小西束橋氏ば︑夙く宮内省に未
仕し書宅以て職ゆ︲老来閑散︑所旗あり前記国

民の大蔵たる明治大帝の御調勅や瀧嘉し奉り
藩く江湖有志に煩付して幽民が一路向上の端に
川氏報杜︵束理市深川侭門前皿一三壱に申込ま

蚕せんとすとＹぺ希望者は左の規定に依り深
ろべ︲し入﹂ご

頒付規定

一︑謹書教育勅語
催名交り階書
漢文楕書
漢文隷書
一一︑謹書戊申詔書

催名交り階書
漢文節約章抜華︵隷書︶

▲凡て小額而︵横一尺五寸︑竪一尺︶に揮曇し︐

一枚各五十銭とす
▲持に絹地瞳統地に揮竜の場合は資賓延申登く
▲揮奄料は凡て前金とす
︽電話本騎三九四Ｇ番﹀

深淵民報註代理部
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郵税一

曾費とし

一年分前
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家庭と園謹○世界蹴道創設者スプペンソン物語○日本商人の道徳︵中島博士︶

金貸禰兵衛○気の毒なる家庭○歌袋名所往来○民間療法○あつめ草
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中外出版

'

，1

す︵詳細本誌にあり︶

申込所癖毒吋鋤趣報謹錘式涯診琴

1
＆

牡

上博士︑中島博士等の賛助を以て成立せる通俗徳育の唯一機開也︑今同通俗修養講話の出 張をも開始

通俗徳育曾へ入曾あれば毎月郵税無料にて本誌を送る︑同曾は徳川侯︑松李伯︑漉津男︑ 早川氏︑井

目要嘉雲琴

足立栗園主
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少年男女の健康○勧善賞話聖僧の教化︵挿豊︶○修身庭世謹○菊花の教︵挿蓋︶
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』

一

岬録癖州犀︾︾題辞

Ｉ即卿脈東洋印刷株式曾献

護行所日本弘道曾事務所

鵬熱祢榊柵奉輔 榊稚︾﹄︾
一貢松江市未寿承町有田樽助

捌宇都宮市餓砲町内田潰吉

一

̲=ノー‑
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認識蝉諦妙顎

癖一坐鐸誼峠︾州鍾痔墾樺拾幽

巷調？⁝

斜子表紙大和綴

三輪田直佐子刀自唐溺
菊版四百除頁

一︲刈測﹃ｉへＩｉ側早１−︾
郵税市内四銭地方八鐘

墓溌朝鮮等三十銭

東京市紳田腫小川町二丁目一番地

日本弘道含有志青年部
電話本局一○○八番
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明治初年治屋興業の聾のみ盛なりし際濁り国民道徳の必要を唱道し大聾疾呼遂
に狂潤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
に全力を傾毒し朝に立ち野に出て侃々誇々其一意見を褒表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を辞せず機に鯛れ愛に膳じ時に臨み事に接し謹々懇切斯道の要
を説きて到らざるなき一代の名論卓説は悉く収めて本書に在り今や志士園を憂
ひ世を慨くの秋本書を総かば国民指導の経総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赴曾経論に志あるの士は
︵大正六年九
︵明治二十ゞ

諸ふ一本を備へられよ︒
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圃民道偲の経典成る本曾員に限り二割引︐
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