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︵詳細は臨時縄含議事錐韮参照せられ衣し︶

通り決議致候に付此段真告仕候也

大正七年四月十四日臨時綱曾に於て左の

'￨

記支曾の設立を認許せられたり

埼玉孫川口支曾東京府第二荏原支曾

禰島綴草野村女子支曾禰島畷白河支曾

埼玉畷鳩谷支曾

同小名演支曾同久之演支曾

総大曾費寄附

一令萱薗圃伯爵徳川達孝君
一金五拾園子爵本多康虎君

一金拾目山形厩飽海支曾
一金萱間千葉聯吉田良造君
一金萱圃同石橋英三郎君

計金百六拾参圃也

一金萱固東京府橋本谷五郎君

の物品並書籍寄附

一大花瓶一個伯爵松卒直亮君
一置時計一個伯露徳川達孝君
一朱丈公書木彫聯山田安築君

中庸或間談義外百拾七秘言鍔州池田謙識君
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③支曾設立認許本曾所定の支曾規定に基き左

I

雲上秘録一冊松本真弦君
貞観政要十冊同
大典曾通五冊兼松義整君

●

諸物債騰貴に依り富分の内曾費一ヶ年
●●●●●●●Ｂ●●●●●●
金気目拾六銭一時納金参拾五目とし大
●●・●●②●①①●

日本弘道含

正七年七月以降責施す︲
大正七年五月
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曾員諸君御中
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一金拾園射水支曾
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尾高次郎君一
同ふみ子君一

一金五園同

一金五園朝鮮

計金五千参百五拾参園也
累計金七高九千百六拾圃也
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一金萱百園同
一金萱百園同
ｌ︲︲︑ｉｌ１

服部厚之君

岩立甚左衛門君

沼田俊卒君

開谷菊之丞君

１−Ｉ

金拾園同
片口安之助君
一金言百園東京誌鋤湊健二郷誇一 一
一金拾園吉田支曾 大木源之助君
同三知子君 一金或袷圃千葉懸 豊和支倉

一 金 拾 園 同 黒 川 重 太 郎 君 一金拾園東部支曾
一 金 拾 園 同 山 岡 甚 太 郎 君 一金壷百園茨城鰹
一金五園同頑本重太郎君 一 金 五 園 東 京

一金拾五園宇陀支曾山逼彦七君

石崎丈太郎君 一金七拾五園群馬睡 森 晋 太 郎 君
一金萱百間同
同 ろ く 子 君 一金武拾五同同
原田輿左衛門君
一 金 五 拾 園 同 松 崎 伊 三 郎 君 一余拾五同千葉瞬 須 賀 支 曾

一金五拾園東京湯本武比古君 一 金 武 拾 八 回 千 葉 蟻 東 陽 支 倉
一金萱百園同伯爵徳川達道君 一 金 五 園 ︲ 東 京 鈴 木 鈴 吉 君

一金拾五園同石橋英太郎君

一金拾五回〃大東支曾吉田良造君

一金萱百園東京松谷正太郎君 一 余 壷 千 園 山 形 蛎 本 間 光 輝 君
一 金 萱 百 園 東 京 島谷義武君
山本氏毒君

田中みち子君

同よし子君

片口安太郎君
一金萱百園東京 石 川 信 君

』
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一金拾園宇都宮大久保元享君 一 金 五 拾 園 同

袈裟蕊蕊寄附申込芳名
一金参千同東京男爵三井八郎右衛門君
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氏名

吉田茂一

￨浩助十輔卓大治理一唯助耶審郎一郎郎郎郎郎吉助馳左耶
君君君.君君.君君対君君対君淵･耕君君淵･君惹瀦潟･満君淵･肘

大須賀良良
シ之助対何

情

中島秀之

高木元
猪狩嘉
松本
渡遥金
酒井丈
古市圃
鈴木定
高木暇

阿部秀一 一・耶君何

山埼長

新妻雄

村岡敬二

〃奮藤善太

遠藤賢一

新妻安之
大須賀熊
飯野留三
新妻兄治

遠藤

坂本義

片寄／寅次

入曾者匿告
Ｉ

Ⅱ

耐島懸双葉郡久之漬町
何

可

同螺同郡大久村
同撫同郡久之涜町

同

川川叩叩叩叩Ⅱ

君
．

二緬島嶋岡倉町

何

同嬬石城郡草野村
流島市飛町
栃木蟻芳賀郡員岡町

一一一

戸印

ｌ

小湊久
高岡チ
須貝謙
篠崎喜

塚田達太
禰原祭三

金子正
根本正
築瀬鑑

富田美次
菖蒲深勉

小口融四

安井清

益子正
手塚元

増淵音一

生沼米太

中井本
桑原徹

八波音右衛

下司新四

船木庄
岩淵徳
狩野謙
鈴木義
中原敬
杉本常
佐藤信

同撫太田原町
中津川秀
東京府下下大崎町
大久撮彦三
松江市京店
東京府荏原祁目黒付中目黒四五七
同荏原郡大崎町下大崎三二四
同荏原郡大崎町字下大崎三二五
同北智
稲葉
葉鴨
鴨町
町琴
三ノー
劉島稲
侮
態栃
栃木
木町
町停
停車
車陸
場前
海木撫
禰島撫
撫相
相馬
馬郡
郡山
山上
上廿
村山上字金谷内

向

同撫西那須野村

岡

同蛎太田原町

同 同 何 同

同 同同 同 同 m 同 同

I

同螺同郡麿野小畢校
同蛎石城郡大浦村

Ⅱ皿肌ⅡⅡ叩即叩叩

何蛎四倉町
同撫石城郡雫町
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同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

同 同
同 同 同

岡紹

謙者
介

回

東京市浅草匿手右衛門町四
同市日本橋匡本町ニノ八
同市日本橋院馬喰町一ノ十三
同市Ｈ本橋匠新大坂町十三
同市本所匠松坂町一ノセ
長野態上伊那郡伊那町
茨城蝶員壁郡中村大字石塔十一
同撫員壁郡下館町
同騨結城郡宗道村
同

同嬬同郡大宮町禰道大国孜含内
同鰐蕨町旭町四六六七
同燐北足立郡川口町築町三丁目
東京府荏原郡大崎町字居木橋百一
京都市上京睡吉田町中大路一
栃木鯉芳賀郡風間町
同

持淫
杢

豊
桃

山本杢之助君

１６

君 , 君 君 君 君

１１１︲ｌ︲ｉ

謙 郎 郎 道 門

寮藤佐吉君

羽毛田楽次郎君

金子金次郎君
田中喪次郎君

塚田兵右衛門君

望月雄次郎君

塚田豊一霊
野口儀七君
幅口徳一君

西山直三郎君

兼信翠君

鈴木道太郎君

柴田正則君
木村謙吉君
水品敏麿君
森野末吉君
松本弘平君

熊田三即君
佐藤政浩君

松本埴治郎君
小林金太郎君

市村三郎君
三輪源職君
島添員一君
越田秀包君
土田留蔵君

片寄留次郎君同

松津勇吉君
高子庶浩君同
久保田員君同

同同同同同同同同同同同同同同同同市I司同同同和山加同白

崎伊三郎君

￨
￨
同
厨
同 同同同同同同同同同同同同同同山渡島同同同倉禰同同同同

加藤雪次郎君松

高木耕治君
倉持長吉君
小川作葱君
荒井圃作君
山岸半司君

阪入巌君
瀬端多喜知君

助 操 正 助 十

本遥田

之

田本納婆
さ少盛鳶

岡

同

篠塚卯之助君

稽村義雄君
耐元岩吉君
島田勘一君
肥塚泰造君

山崎善太郎君
山田彦兵備君
太田巳之助君

榎本熊蔵君
杉山一忠君
須田貫孝君

穂積英君

池田三之助君

宮垂勝次君
市川信光君
角田末吉君

同蛭芳賀郡興阿町舵町二︑一八○
束京市麹町匡飯田町五ノ五
禰島職石城郡小名涜町下横町
両島懸石城郡小名横町上町六
同腰石城郡小名漬町字竹町一○四
禰島膳石城郡小名漬町字本町十六
而島鰹石城郡小名演町字定西一六
禰島蝶石城郡小名漬町字中町
禰島腰石城郡小名渚町中明祁町
禰島懸石城郡小名漬町古港二
禰島螺石城郡小名漬町字上町三六
同懸同郡向町定西五七堀越房吉方
禰島撫石城郡小名漬町字本町十六
穂島嬬石城郡小名演町蛭川南五
頑島態石城郡小名漬町
禰島嬬石城郡小名漬町
同蛭同郡小名漬町水産試験所内
耐島撫石城郡小名漬町字下町
泥島撫石城郡小名漬町字竹町五七
頑島撫石城郡小名涜町字古港
禰島鵬石城郡小名演町
同購同郡同町字定西二七一

1

源井懸大野郡北郷村字森川
千葉腰香取和小見川町
埼玉態北足立郡川口町一五三
同蝶北足立郡大宮町二五一
同懸大宮町六百叶四
同瞬大宮川越新道
同懸北足立郡大宮町四十七
同蛭北足立郡大宮町大字高鼻十四
同撫大宮町東光寺
同睡大宮町吉舗
同撫大宮町田口屋敷
同癖北足立郡大宮町
同嬬北足立郡大宮町下町三九五
同懸北足立郡大宮町七九
同撫同郡大宮町高鼻
同撫同郡大宮町百七十九

清水寓太郎君
山崎周太郎君
中村錘之助君
奮藤貴貢

大野専
武藤畝

i

同購北足立郡興野町ゞ

同鰹同郡大宮町大字大宮五五一
同鰹同郡大宮町大字大宮五七四
同蛎北足立郡大宮町百十二

￨噌溌

君 君 君 君 君

〜

／

謙君

同繰同郡同町大字鳩ケ谷一八三三

f

同撫同郡同町大字鳩ヶ谷一八四○
同蛎同郡何町千八百十九番地
同牒同郡鳩ケ谷町千八百十六
同螺同稲同町大字浦寺
同撫同猟何町
同蛎北足立郡日進村大字西谷廿五
同隣脚郡日進村大字上加
同嶋同郡日進村大字大成
同

同嬢同雛三橋村側ヶ谷戸三五六
同蝶同郡大久保村宿頁八十九

同撫同部同村大字宿十四・

同懸同部大久保村大字塚本八
同蝶同祁大久保村上大久保七四

埼玉懸北足立郡大久保村宿二三

両蛎同郡同町大字蕨四︐Ｔ

一●↑

源野房金・吉喜

直仙太芸太次市次大

君君君沼.君君君君君

E

I
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郡君山本杢之助君

吉蔵郎衛郎郎蔵郎郎

野崎巳之助君同

小宮四郎左術門君

岡田順達君

高窪蛎四郎君

池田正彦君
下川友勝君
森三之助君
塚本貞次君
戸塚重燕君

字︲も

細井善右術門君同

渡遥高吉君同
田畑定吉君同

秋松芳兵備君同

木内康治君同
木内源蔵君同
榎本武義君同
吉田欽亮君同

武笠庄太郎君同

石川浩卒君同
内田太八君同

木藤原出田島田井田

金子清二郎君

ｒ９Ｄｏ巳Ⅱ〃ｑⅡ己■あＦ

埼玉螺北足立郡蕨町蕨百六十
伺蛎同郡同町二九七五
同蛎同郡同町大字蕨一三

同蛎伺郡樽永村佐知川〃

埼玉鰹北足立郡大宮
同懸同郡同町大宮九二一

埼玉螺北足立郡蕨町蕨三千七十二
同蛎同郡間町大字蕨三九九一
同蛎側町何町
埼玉北足立郡蕨町蕨四六五五
同鵬同郡何町百二十三
同嬬同郡同町大字蕨七十

■ｆｊ●Ｐ冊ｈＵｑ４◇二１

I

4

１１
小野由太郎君市岡
奮藤定次郎君同
柳内興世君・同

小松重兵術君同

鈴木昌平君同
小野源作君同

中野昇君同・

角

本杢之助君

ｑ・ＩＰ９ｒ

石並奮笠井豊飯増砺

１１

１１

ｌｉ ︐︲︲
禰鳥螺石城祁小名演町大字米野
同蛎同部同町大字西町字松之中
同蛎石城郡小名涜町字定西五六
同蛎石城部小名涜町字西町
同鵬石城猟小名漬町字中島

禰島蝶石城郡小名涜町字米野
禰烏蛎石城郡小名漬町字米野
同

伊藤経太郎君同
野崎昇太郎君同
清治君同
野代収三君同

本寛君同

田掴松君同

田幸次郎君同
尻米次郎君同

園

中博君

原線三郎黄加納盛道君
木菊雄君同︲
場穂積君長谷川貞鮮君

中定雄君同

培舟君山
友七君同
房吉君同

耶左術門君

洞運君
甚燕君

川徳太郎君田

田

同同同同同同同 同

０．０

同同同同 同同同同同

場保君同

谷川隆助君同
一作君同
醜 川 川

原五倉木藤崎田谷開谷

彦八君

同同同同

禰島蛎石城砿小名涜町上紳明町
同畷石城湖小名漬町字中島
同螺石城脈小名漬町字高山九六
同懸石城蔀小名漬町中島
同螺石城雛小名横町字中明祁町七
東京府荏原妬大崎字居木橋一五○
束京府挨原郡大井町三一六九
千蕊蛎長生祁東涙見村東浪兄
千葉腰長生祁束痕見村束痕見
千葉鰹長生郡火浪見村二七三二
千葉蛎長生郡東浪見村東浪見
千葉蝶長生那東痕見村束浪見
千葉熊長生郡束涙見村束涯見
埼玉鵬北足立鮒鳩ヶ谷町法性寺
埼玉態北足立稲鳩ヶ谷町一︾九○四

埼玉蛎北足立郡鳩ヶ谷町一八七三
埼玉螺北足立祁鴻ヶ谷町大字浦寺
埼玉蝿北足立郡鵡ヶ谷町
埼玉蝿北足立郡鳩ヶ谷町一八三五
埼玉鱒北足立郡鳩ヶ谷町一八三五

笠島名鈴 加山飯長小 長秋田秋青松武江角橘上丹

I
同
同

Ｉ︲︲斎刈ｉ︲︲鵬１１
同懸北足立郡馬宮村西遊馬一八一
同懸同郡同村大字飯田新田一三
同幌同祁三掻村並木一九四一
同蝶入間郡箆岡村大字北岩岡

湯津誰作君山本杢之助君

林賑次郎君同

青木洋君同
新井進君笠原擢午君

鈴木君干満四谷焔舗君

鹿島義君同
黒淫墨山君山田識太郎君
岡田熊次郎君前野長治君

栗村熊八君加納盛道君

石塚藤太郎君斑源平治郎君

竹村喜一君黒田定太郎君
鹿島吉兵術君同

松村乎八君今津徳之助君

大樺専蔵君同

奥貫賢一郎君同
柴田典一郎君同
富田治郎助君同

久保田長五郎君同

遠藤勘一君同
森三七吉君同
吉田謹蔵君同

杉本毒太郎君同

麻生四郎君加納盛道君

宗治君

一

膳

犬島宝左衛門君同
久保田順市郎君同

宇梶艮造君同
勝部鈍之助君同

倉持喜焼君鈴木

同

．

夕

ゴーＦ１

東京市外菓鴨町千五十番地
埼玉鵬北埼玉郡忍町
禰島鰹石城郡小名漬町
同

同
同
同

同嬬同郡何町字本町四十二
同嫌同駆同町
同嬢同祁同町
同撫同郡同町上町十三
同態同郡何町上明赫町十番地
同蛎同郡同町
同鵬同郡同町
同瞬伺祁同町
同鰹同郡同町
同瞬同郡同町下明紳町七
同懸同郡同村定西
同晦同郡同村字古港八番地
同蛎同郡同村本町四番地
同瞬同郡同村字中島
同懸同郡吋村字古港
同無同郡同村字中島
同蛎同郡同村字定西
同懸同郡同村上明紳町・
同嬢同郡同村字古港
而島懸石城郡小名渚町字定西
同嬢同郡同村字本町

同牒同郡伺町字定西↑

桑離松吉君
川端清助君

鈴木築君
小野登司君
志賀義次君

中平頁次郎君

高木保君
小野四郎君
鈴木富太郎君
耐尾伊太郎君
金成鑓次郎君

田村三郎君
北佐政吉君

草野要之輔君
草野良太郎君

樋口迷君

内山伊吉君
石川擢介君
野崎丞之助君
西原勝三郎君
小島弼太郎君

永井億弼君

藤田憲君

小演敬太祁君

長瀬陽平君
曾田宏遠君
野崎貞行君
堀越信次君

菅原瓢君

雨津納

岡謙君

年徳之助君

鯛盛道君
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同懸同郡伺町大字黒磯四十一星・蹴明君同

同撫同郡同町一八七藤田誠三郎君同

同感同郡同町四十番地増淵蔑四郎君同

同撫騨谷郡阿久津村大谷三十五阿久津握平君同

一一卵峠諏癖称岬柚

村

東京府荏原郡品川町南品川五五一島田喜作君同

一銅誌確唾蝿癖癖

一同府荏原郡大崎町一七二氏芯捨三君同

一同府同郡大崎町桐ケ谷一芙一市橋ゞ鐘次郎君同
一同府北豊島郡菓鴨町上駒込八九○山田孝次君同

茨城螺行方郡武田村内宿平野善次郎君内田鼎君
同撫同郡同村
額賀隆君倉持固之助君

皇噌郵蝿釧郵岬祁評晒唖割剛郵刑︐
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同同
郡 同郡
村奉
︲︲同
瞬
同村賓積寺六十五荒川義諦君同
同嬢同郡同村蛮積寺二二四坂本信一君同
市下下
谷
一東
一 東京
京市
谷麗
市鹿西町四十番地樫井麺次郎君田村洲司君
同市芝歴白金垂町六一岸田涌右街門君加納盛道君

同腰同郡同村蜜積寺四一○野口善次君同一

︾栃
栃木
膳膳
那須那
郡阿
木
須郡阿久津村中阿久津石崎正司君同一

同同同同同同中
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東京府豊多摩郡淀橋町角筈七五六内藤叉太郎君小津秀吉君

一栃
緬木
那那
須郡
木鵬撫
須函郡黒磯町百八十八五味淵道吉君中村十十郎
郎君
君

諦次司平郎郎明七吉
君君君君君君君君君．

−

一釧
同府同郡大久保百人町一三小野高留蔵君同

同市本郷匡湯島三組町会名見崎方遠藤千次郎君加納盛道君
同市麻布塵飯倉町六ノー四上田敬︲太郎君橘井清五郎君

同府謹多摩郡淀描町角筈八四鯉淵孝大君同

元

同佐
郎君同一
村井迦晴君同一
同
・々木米・三
次信義善正握四三虎道

同嬢同郡黒磯町豊浦四四奮藤虎七君同

井本川口崎久淵田・藤味

霜島腰伊達郡川俣町瓦町五十慶田和三郎溌中村十郎君
茨城瞬興壁郡下妻町大字下妻佐藤保君倉持固之助君
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(日三十月四）影撮日常曾織同九十第並式成竣館曾
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︾徳川曾長

1

祭丈期讃
徳川曾長式欝朗一讃

｛

波多野宮内大臣祇欝朗誼

1

:

<日四十〕曾念紀年十四立倫11並式館開〔下X中XI!三i‑月四〕祭砿長曾副正般〔上〕
（照参事記含大）
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日本弘道曾主麓

山
9

同要領乙顎

領濯資行する悲目的とす

治二十三年十月三十日の聖詔延迩奉し木曾の要

畢及宗激の一方に偏筒せず諸敏の長所藩探り明

Ｊ山

の基礎話溌固にせんとするにあり而して儒教哲

係り其主旨とする所は邦人の遺徳韮高くし園家

日本弘道肯は明治九年故西村茂樹先生の創立限

4

世界の形勢を察す為事
圃家の艦来を慮る事
政治の良否を観る事
圃家の謹潜を知る事
教育の適否を考入る事
無識の者を激化する事
道徳の闇結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
圃民の風俗を改善する事
赴曾の制裁を作る事

十九八七六五四三二一

■■■日日■８■■■■Ｅ■■ＧＢ■■■ＢＤＢＵⅡⅡＩＩＩＩＩｌｌＩｌ︲

日本弘道雷要領甲瀧

忠孝を重ずべし℃脚明を敬ふくし
皇室を算ふくし︑本圃を大切にすべし
画法を守るべし︑圃盆を周るべし
畢問を勉むくし︑身篭を撞健にすべし
家業を脚むくし︑節像を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くくし
信義と守るべし︑慈善を行ふくし
人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
酒色に溺潟ぺからず︑悪しき風俗に染まるべからず
宗激を信ずるは自由な︐と難噛本圃の害となるべき
宗殺は信ずべがらず

一一◆e→心吟−−−
−→

「
十九八七六五四三二一
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１

1

拶

１１
弘這

大倉紀念競

︵四月十五日本曾講演倉に於て︶

曾長伯爵徳

達孝

二

酔し︑其流弊誠に測り難き趨勢を豪華ｂ

︑斯う葵ふ工合ごば︑洲脹仁義

挨拶秀々開曾の酔態述べやうＬＬ存じます︒今夕は参数のお方が御来曾下

と課られ東京修身畢杜老興されまし衣︒是れが抑も今日の日本弘蓮曾の

ザら道徳の振興と云ふことに任ぜら心︑明治九年三月に始めて阿志の士

創始でございます︒さて本曾の趣旨はどう云ふこさである坪極く掻摘ん

忠孝と云ふ道徳のことが硬膜するであらうと云ふ所韮強歎寧ワ恥て︑ｎ

て置かうと思ひます︒併し曾員の方々にば︑御承知のこと故に

で申せばっ明治二十三年十月三十日に賜りし勅語韮奉燈し︑木曾の蕊領

暫くの

ことは口曾員外のお方も︑既唯御承知かも知れませぬけれども︑一膳申

とでございます︒宗敬と蝉哲畢と潮儒教と沙の一方に偏惰

起資行しｂ以て邦人の道徳ぞ高くし︑蝿家の基礎藩裁固にする帳在り﹂

と申すこ

こと︑戊申詔書の聖旨韮も遵奉し︑本含所定の要領か波望割るのが︑本

致しませぬで︑諸紋の長所悲採リーニ十三年十月三十日の勅謡は勿論の

含の目的であり︑趣旨・雲︶ざいますｃ本曾の要領隆一十簡嘩﹂ざいまし

ノ

て︑甲溌と乙誰と帳なって居りますｃ要領の甲読は︐明桔廿三年一月限

』『

太政官より畢制悲溌布せらろｂや︑其主とする所︑梅胆産業功利の事に

本曾は故西村茂樹先生の創立せられれものでございます︒明治五年に

第一本曾創立の起原及趣旨

上げて置かうと思ひますぐ

間御迷惑かも知れませぬが︑どうぞ御辛棒起願ひ度く存じます︒木曾の

さいまして︑深く御鵡を申上げる次第でございます︒此席には︑含員外

に於かいては︑心窃に之悲愛へら奴︑一世の風削欧米の物質的文明に心

川

霞

のお方も︑大分御見えの様に存じます故︑一膳本曾の稚革の大要か述べ

閣下並に諸君ｂ是より誰淡曾起開くに醤りまして︑御来含の方々に御

拶

彫

挨
『

偏しり忠孝仁義の道は措いて之を問はざるの傾向がございまして︑先生

1

桟

P

定めら狂い乙競は三十三年十一月に震表せられまし赤︒其登表せらろ守︒

1

五．教育の適否準老ふろ事

六︑無識の満を教化する事

甲総の蒋領ば︲専ら一身奉修むろ起主と馬すＵ是れ韮悌教に比すれば

八︑正論準張り邪識を破ろ事

九．刷民の風俗延改誤斗ろ事

七︑道徳の剛結を肘くすろ蒋

上する者にて︑怖数の大乗部↓卜類せり．甲雛は含員各個脹之遊行ひ︑

十︑壮脅の制裁韮作る躯

第二含名及組織

四︑巣間韮勉むくし身髄韮強健にすべし

三︑団法態守るべし幽錠韮圃ろぺし

二︑皇室態尊ぶくし本幽態大切にすべし

次第でございますｃ此曾の組織と申すものば︑従来．矢張り普通の蕊含

もろふ↓いふ字に改めら雌まし丈・そ札・て丁度曾溜が三遡ほど塗りました

められましたｃ其後明溌二十年〃〃には︑今日のＨ本弘道曾即ち道韮弘

まして︑其後明治十七年四月には日本誹道曾即５道恥講ずといふ字Ｆ改

唯今申しまし衣通り︐明治九年の創立の岬には︑束京修身畢赴と申し

玉︑家業牟卿むくし節倫韮守ろ・へし

つ派のございますが︲去る大正三年三月六Ⅱに今日の如く献●閲法人とな

或は協曾の如く含員組織でございまして．近年までは法人組織．ては無か

しまし犬西村茂樹先生でございます︒副曾長にば︑南摩綱紀翁が塞げら

規則が出来まして︑其畔に始めて︑此曾長に推されまし︑派のは心唯今申

て曾長の出来まし菰のは︑明治十七年Ｈ本誹道曾と改められ堂した時に

事評議員等でございますがあまり複雑になります故略して掻きます︒︶さ

正副曾長のこと彩申きうと存じます︵木曾の役員は正副含長の外に主

第三正副曾長及事務所

りまし衣次第でございますｃ

六︑家内和睦すべし同郷相肋くくし

二︐圃家の蒋米を慮ろ事

一︑股界の形勢老察する事

乙誰

べからず

十ｂ宗教韮信ずろば自由なりと雄ども本幽の害となるべき宗敦ば信ず

九０荊色に溺ろべＴｂず悪しき風俗に染まるぺＴｂず

八︑人の害起なすべＴｂず非迩の財韮盆ろべいらず

七︑信義韮守るべし慈善か行ふぺし

一︑忠孝韮軍ずぺし榊明彩敬ふぺし

甲飛

と申されまし赤︒其蕊領懇一寸弦ご誠みます︒

乙溌は支命の如き剛儒にて︑之延行ふ韮穴しとすべし層

小乗部の類なり︒乙雛は更に進んで︑刷家流曾の婦功に︑力怨誰さん

時に先生け︑

4

れまし土︒後明治三十五年八月限︑西村先生が蕊去せられまし永ので︑

三

三︑政浩の良否韮翻る事
四︐︐固家の紳蒋牟知ろ事

挨拶

L

、

I

挨拶
先生の御遣哩限依て︐子爵谷干城君が曾艮に江られまし菰︒其時匡副曾
長唯南摩誇・言︶ざい史し我が勘叶六年四月○蕊五同縄集曾に終ィ︑︑規約

証改正ぜられ︑副曹長誉一名置かれろと垂ふこＬ﹂になり農して︑同年六

第四支曾及其他の機開

東京修身畢赴と群せられまし我頃ｂ西村先維は︑明治十年に武員と謀

助巻を僻られまして︑姑〃のて各地力と猟脈を通ざられまし主︒十四年一

縛岡愛郷律五蛎下巡叫の序悲以て︐道徳振興の必要話説誹れ︑各蛎に賛

．ｂ恥︑東京修身畢赴約規か定・剣蛎く誰員権｜勧誘せらろ︲稚駒︑五月に

れまし誰ので︐松平涜亮伯が推されて含長になら奴︐不官達孝が副含長

れれ次第・富夢ごじます︒冊八年十一月に群含長南煙副曹長共に瀞任写り

で大津心岐阜Ｌも分泣減設立せられまし粒﹄是が今側の喪含の起原●雲﹂

月に︑沼津修身畢杜が設立になり当一︽︐上に是が地方分社の雄めで︑次い

ざいます︒薬後廿一年五剛支含規約を定あらい︑二．工一年五〃︑宇都宮

に就任致しました次第・言二ごいます︒四十年八月に松平伯は︑御病掘の

支含が設立になり望し我﹄之が川本弘道倉となってでｂの第一支曾であ

同年十二月に至り︑含猛乃修韮含と定められまし椎ｃ西村先生夢一去後も

して︑三十四年六月以後︑向島長命寺内に於て︑開含寸ろこ上﹄︲なり︑

曾韮起さ恥まし赤し是恥が修養曾の飢姑・垂︶ざいます︑︾其後中絶致しま

三十一年六月︑松平直亮伯︑西村先生隆鋪１可︑︑儒敦及哲皐諜の講義

して︑今Ⅱに到り散し菰次第でございますｃ

に於て心其第一同集含韮附くことになりまＩ提﹄賑米幾多の塗遥奉縄ま

三月に至り︐設立することになりまして．Ｍ年凹乃二十日︑皇典識究所

間リー棚榊絢子︑平尾光子の南女史が専ら此事ドト燕カゼら恥︑二土一幕

廿二年頃に至り︑新に女子部潅開設して︑昨樺の救澗に蒸さんこと韮

心ごいき︽︽︸３Ｃ

の立曾は皆本含と無脈走通じ︑含旨の普及振張奪賦りつ︲ある次第でご

の増減はありま︲し証菰︑現今では支曾の数は八十七・三墨ごいますｃ是等

り診塵弓︒爾後遠江︑匝瑳等各地に鞭ル︑支含が殺立になりま！一て其後多少

長の職怨渉が︽・やうな課になつれのでございますｃ副曹長にば松卒忠

や

館建設敷地韮購入致しまして︐五年四〃卜奮鮪敷地内に移り︲︵此後のＨ

飯田町六丁例に移り︲大正一年三川榊旧価西小川町二丁目即一うこｈに曾

同年六″京恥価巾磯町に家厘を購入して之に移り︐三十六年大月麹町匠

年十一月に西村先生の邸内Ｆト移さ雌脳廿七年五月に華族倉館内に稚され

ぜられまずｃ其後廿年九月に事務所韮日比符の榊営未駕曾内に種かれ︑同

修身の道悲諦ぜられ抜きｊでございます︺之が木曾の事務所の漁協と存

なる幸砺安全社の極上老以って︑集曾の場所と定め︐毎月一同雪合して

務所の豆と韮申し蛍すが︑明端九年創立の営晦には︑京橘厩銀座二丁目

長脹推されて其催雁就守れ今Ｈ迄縮いて脳ろ次第・雲募ごいますぐ筒ほ事

炊いて起りまｉ一たが︑三年十二月雁なりまして︑侯碕徳川頼倫君が副含

大正元年十二月︲松乎副曾長ば︑其職か緋せられまして︐爾後副含長を

まし求鱒に︑同年十二月に︑子爵松卒説信荊が副管長脹推されきし菰感

威瀦が推されまし証Ｃ四十二年九月に松卒副含長が病を以て逝去せられ

侭に︑曾長の職態お鉾しになり農しれので︑不肯達孝が︑副雷長より含

月に南摩綱紀翁と︑坐鹿胆御出ざになる柾平直売伯獄が︑副曾長・卜なら

座I

引績含開含せられ南嘩綱紀翁が︑西村先生の後一乍享けて︑講義老せら奴

I

本館・聾﹂ざい１二Ｊ此進靭が先〃落成致し貴し菰ろ故︑先月の廿九日に

４

稔輔致しました︶此の如く事務所ぱ度々塗りミし土次第でございます︒

I

〆

尖したｑ南摩翁逝去後は︑根本通明翁︑内田周李君が講義悲迂ら紅︑現

崩御あら隼ｂろ︲や︑雑誌六〃貌を︑特に﹁坤徳錐芳﹂と題して︒至仁至

して︑蟹く天下の有志に寄せ裳し衣︒大正三年畏れ多くも昭憲皇太后の

年早々の政愛脹際しては可敢て天下同感の士に告ぐ﹂と云ふ書毛作りま

洋に波及して︑我邦亦稲塊厚封し︑戦懇宣するや︑九月﹁昨局と剛災の

慈なろ誌徳避噸し奉りました︒同年の夏︑歌洲に大縦乱が辿り︑其勢東

又四十歴年二月Ｆ︑曾 員 布 志 者 相 謀 り 有 志 青 年 部 怨 設 立 掌 り れ ま し て ｂ
諦液叉は講義含恥開催して斯道の振興に努められ大正三年一〃Ｆ︑干諏

義勇水公の精神を振興ずるに努めました︒四年十一月︑畏くも今上陛

艶悟﹂牢刊行し︑麗々時局誹演曾怨開催致しまして幽民の自受を喚起し一

下即位の大淵韮ｂ京都に畢させ給ふやｂ特に﹁大鵡紀念挑﹂韮溌行し︑別

に﹁皇側の職華﹂た題する一書懇刊行し︑未帆の微衷韮披賑すると共に︑

風髄の本義鞭間明にし︑皇室の尊殿班崇仰し奉りまし士︒斯の如斗︾こと

秒致しまして︑圃家の錦に︑道徳の振興避憾って居る次第でございます

先づ事業の一班を申上ることは此位に致して殻きます︒

第六本曾の現況

織ル改めて︑就削法人と致しまして︑本含の基礎準確立した次第でござ

大正二年九〃に︑本含々舘建設の識が決し︑爾来篤志のお方に基本金

其純益韮海事協脅に寄せ︑又更に物砧秒仙兵部に贈り︑戦局の総了致し

いますｃ此川に︐岬剛厩西小川町に曾館雄碓地韮購入して︑五年の四月に蕊

義重奉公の賀杢畢げんこと起期し︑又元窺と題する書懇編纂致しまして

ますろや︑﹁戦後幽民の斑僻Ｌと云ふ書を作りまして域民勤稔の美風悲養

携所を曾館敷地内に移し︑六年四月榊武天皇の祭日態卜して通敷地の地

並に含鮪建設費の御寄附韮仰ぎましたが︑此間・三年三月に︑本曾の組

成せんこＬ癖唱導し・戦懐人情浮薄︲胤裕の頑敗せんＬ﹄するや︑之牢雁

く落成恋致しました次第でござい農す︒此含館の落成に就きましてば一

錘祭走行ひ︑六月建築工串に着手し︑八月上棟式悲行ひ︑本年の三月全

﹂て︑盛徳偉業を鉄仰し奉りゑし士ぐ大正元

五

峠二十日の土曜日限は︑諾演曾延催ほし︑大に本曾の趣旨妬普及数さう

日には開館式並に創立四十年組念含を行ひましれが︑筒ほ今日恥ご明Ｈ並

昨十三日に曾鮒竣成式悩故．正副含提霞祭︑第十九同縄含を畢行致し昨十四

て止まず︑専ら剛氏の元嬬韮作興し．．臥験心維持せんことを努めて踊り

ましたｃ其後又西村先生の遺書を染め司派翁誰書﹂と題し談して︑第一

正一寸ろことに係じ︐常集含︑遡俗誰談曾等態開き︑之が救潜の途起講じ

之怨仙兵部に寄せ︑女子部にありてば義男艦隊建設撰助含姥開きまして

民の心得﹄悲溌行して全幽各町村に唄ち．又誌師を各支曾に派遣して︑

︑

が︑二十七八年の戦役の時分にば︑蝿民の士無を鼓舞する偽に︑ぅ戦時圏

雄以て︑道徳の振典幣及悲側ろことば申すまでもないこと・てごさいまず

本曾の仕事としてば︑先づ講渡曾走州き︑雑誌を蛍行し︑叉其他の方法

第五本曾事業の一班

に︑姓に附加へて巾上げ族次第でございます︒

事業韮援助掌りぃ︑隆昌心刷ることに︲多大的稗益起興へらる〜こと故

修養含と右志青年部とは︑本曾に直脇乎？・のでありませぬが︑本曾の

大給近孝君が青年部〃︑曇に推臓せられまし士ｃ

在は土屋弘君が講義懇せられｂ今日限至って居る次第でございます︒

1

輔第二輯彩出版致しよし菰︒災夢くも︑先箭崩御遊ばされ衣際には特に
雑誌か﹁聖徳齢光﹂と題しま

検捗

ＩⅢ

とば何ぞや︵同前︶

交隼博士

評賎員

Ｆ１

字は世間に用ゐられて居Ⅲ

の考起述べて見やうと忠．

今Ｈ悉くお話すること唯

に必要であると感じて斯︑

分らぬやうになって勝り

と云ふ題でｂ蓮の屯避お話する積りでありますｃたづ新う兵ふ題怨州放︑

得ぬ場合にば︑さう云ふ．

ろかも分りませぬＣ哲準

嘗て加藤弘之博士が私と話悲して勝る峠に卿仙々此阿村博士のⅢ木弘

しませ︑︐Ｃ

孟などが道と解し龍のば

ゐこと

後に道教と云ふ一

のちだうけう子ひと

非二常道こと云ふ

ズノーい

経と申すのみ恥ｆ魚

毒やら武を

の書物を老子道徳︾

しよもつらうしだうとく蚕

を説いて居る︒殊一

と

道と云ふこと蔭

みちＩい・

口儒識

に緒椎斌ことではあるが︲併し道雅弘める︲ご云つれ所が脳其道ばどう垂

道を拡何ぞや

す︒併し近来に至っては道人﹄云ふこと韮説く人が甚だ少ない︒道と云ふ

しまし拒職日本の先哲も斯う云ふこと諾幾度説い衣か分らぬのでありま

痛切に感じたのであり裳す︒道上云ふことば背孔孟避姑功色灯な人が申

収ってば︐先づ此道と云ふことの概念韮明訴にすることが嚇要であると

農すがらｂ他に色々お話し永いこともありますけれども︑日本弘道倉に

でも新犬に出来まして︑四十年の祇賀曾なども此際催されれ次第であり

が最も適切であらうと考へれのであります︒殊に今回は斯う云ふ講堂ま

とがあります︒そこで私は今日道と云ふことに就て私の考卿を述・へること

道と云ふことがどうも分らぬではない罪哩と云ふやうなこと走篇はれ主こ

ふ迩一﹂あるかどうもよく分らぬｃ道と云ふものが剣然して居れば好いが

遁曾の事に話が及びました所が︑加藤博士が言はれるのに︑弘道雷も減

話致します︒

に選びましたかを云ふことに城て一言しまして︑本Ⅱの識渡の要鮎をお

段々誰翁士の誰演があったやうであり説すが︑私戒今ｎ通とぱ側ぞや

口緒言□

道

1

孟

に之に虚するの途藩誌ぜ︑ぱならぬのでこざいますｃ此際に方リ軍備の

１１１

接張或は殖産興業はり幸ひ日進乃歩の有様．三﹂ざいますがら︑其郷峠於

︷︿

まし稚けれどＪ沙︐布は浩革の大要でございます︒斯くの如くにして︑木

と存じまして︑今夕此曾老開きまし士次第ごございます︒少し長くなり

が壁逢い証しましても人間に肝要な道徳Ｌ︐一云ふことが哀へまし士ならば

ては︑垂ふろ所はないかも知れませぬが︑如何に此商業︑工業︑叉ば軍事

換拶
一︑其間圃家風教の鴬めに稚津怠らず︑能

如何・要︾ざいまぜう迩所湖怖作って魂韮入れずで・悌態作っても︐魂

曾ば四十齢年の永い歴史延有

Ｌ﹂は勿論︑其後韮綴承寧ｂれ・誤し衣前正副含長諸賢の御骨折隠依ろこと

を入れながつ衣ならば︑固民の続紳と云ふものば如何になりますがｃ此

く今日ある韮致し望し次のば︑西村先生の遺徳の然らしむろ研であるこ
でござい堂すＯか︲ろ光輝ある本曾に︑不背私の如音が今日含長の職避

事ば私が申迄もなくｂ歴史上の貿例のある通り

蓮懲の畷んなろ嵐ば必

先篭並に含負諸君の御援助に依り農して︑灰梗働精︑罵齢韮駆り︒最善

汚して届ることは甚だ漸慨に堪へまぜぬが延巳に其の職に在る以上は︑

ず盛んで︑道鶴の衰へたる凶ば︑必ず表へると一亭今一とば明らかな事で

ござい︐蓑すｃ此際園民が大に自建して︑道穂の振興に誰すＬ﹄云ふことば

最︑も肝要なこと辱重﹂ざい聖三すｃ道徳の普及と云ふことば心含員Ｌ↓曾員外

上羅問はず︑雅圃民は協心同力︑大に忠君愛固の精祁韮練り︑一天蔑乗

傭て︑我国現今の状態ば如何・てごいましやうｃ西村先生が明治九年に

の努力をい菰し赤いと存じ漢すぐ

本含を創立せられｂ其後闘民道徳の維持に就て誰津せられまし汝が︑其

ば就曾諸般の事に封し︑道徳ぞ振興する︒と云ふ︑一とがｂ諸君Ｌ﹄共に吾々

Ｉ里

Ｉ︲

趣とは何ぞや

Ｉ

錘んど鯉識と蝉垂っ窪に識潅がある︒蕊は垂雑に鯉て

ぷつけうしじや垂

つひだうけうい

しゆしうけう

しや分

ら子
うが
し承
は悌激以上でゐるかも認りませぬ︒老
道ら
をと
説いた

からして途に道教と云ふやうな一樺の宗教までも生じ
しだい
吉弱じゆけう愚もと
た次第であります︒所が儒散簿も道を説くのでゐりま

１１

は矢張り世界医法則的の

居ります︒此天道と云ふ︑

ものがあるのが是が天地

かｊ︑面倒になって来孝

要があって段々説き出し

子思の中庸であり農すｏ美

じゆけうとみちらうさうと承ちよほど

す︒けれども儒激で説く道と耐老荘の説ｆ道とは鈴程

生のいみ

はざる所の働きがある︒今

もがじおなじつかを

よほ拝舎ちが会瑳

徳を高くし︐図家の基礎﹈生誰間にし︑物買的の進歩と共に︑総称的の迦

と云ふ考であるｏきう一室ふ風に︑易にば世界の法則的のものＴｂ説いて来

弓０Ｊ

り人間が各自分に具へて足

ものは天から享けたもの挙

個人の持って居る本性でお

あります︒中庸の初めに﹁

ふ世界の法則的のもので﹄

して来る︑総ての物は必一︑

届る聯﹁誠者物之雑始︑不し

は欺かないものであると二

如何なる不規則なものどＪ

は間逢がない其間限色々矛

云ふヤフに毎年々々蒋同今

木は常緑樹走除く外は悉ノ

秋になれば枯れてし弐ふ︒

進がないｃ又草木は春に至

自然の間には自ら法則が

云ふ自然の法則の如きも︵

科挙で設定する所の理法︷

達ふ︒字は同じ字を遣って居りますけれども其意味は

その承くはわか〆しゆけうだうげうい

大きな二派に別れた次第であります︒

除程遠ふ所からして︑其畢派が別れ︑儒激道激と云ふ
お
ほ鋲わかしだい

口天地の道□

儒教．て説く所の造Ｌ﹄云ふものは︑元と世界に道と云ふものがあると云

ふ巻︒てみろ︑帥ら枇界の道・てあるｃそれは易に説いてある︒易の繋誹に司一

の大ゞ淵に謝し︑皇恩の寓分の一起報ずろ琵悟恋定めればならぬ︒それに

の大に努めんければならぬことであると忠ひまして︑並に本館の出来上

陰一陽之調〃道瞳蝿ソ幸簸鈎善繊ｃ成し之者性也ＣＬと云ふこ上﹄があるｃ一陰一陽

時代と今日と比・へて如何でござい裳すか︒其時分には︑道徳が頼敗し︑

して︑西村先生の御心 側 匹 な つ 犬 よ り 以 上 に 増 し た ろ こ と ｌ 存 し ま す ｃ

りまし派のを機曾と致しまして︐三日に亙る所の識演曾走開き︲本夕は

今側は碩敗せずして何等蕊ふろ虚がないかと申せば︑益憂ふろ鮎が多く

是れは私が申さずＬ﹂も＆洲紫の諸荊ば︑御同感・てあらうと存じますｃ他

宇野堅士︑横井博士︐井上博士にお出て悲願ひまして︑有益なろ諜漢ルー

て居ろ・其法則的の伽︑牙走偽して居るものが道・てあるｃ世界にさう云ふ働

と云ふのはじ即一ツー陰一陽が相互閏係会心有って自ら法刈的の鋤斗丞なし

の事は兎に角︑蓮徳陽禦ぱ︑決して安心が出来ぬのでごさいますｃ若

願ひました次第でございます︒私の印し農したことは分り切つ我豊と意

きが鋤ろ︒其世界に行はれて膳ろ所の法則的のもの牟鰻いて行く所に︑人

間壮曾の善と云ふものが生じて来る︒其世界の此法則的のものが人間に

職．てございます︒嫌に今Ⅱば

弐して︑さぅして簡単●てはあり哉すけれども︑道の伽たるがを説明して居

封溌伽灘聡雛鰐嚇湖燕耀課篭織慨湘雛

し之が十分であれば︲就含に立って唱導することは無論︐何人も道徳○
振興奄圃ろといふやうなこＬＬは起らないと思ひますこさう云ふ風どござ

いますザら︑木曾ば稀努力して太に幽衆祉曾の儲脹識さなげ姫ぱ太らぬ
乱が欧洲に起り︑叉露西亜の今日の状況もめ︲云ふ具合でございますＣ

リ衣い考でござい１︽すＣ存外長くなりまし乱︑甚た御迷惑と存じ割表すが

歩態促し︲剛力悲充箕し侭閥光な宣揚し︑以て聖恩の蕊分の一に報ひ未

るのであります︒論語には齢り道の事ば説いてありませぬけれども︑中庸

博って︑それが人間性となるｃ之で以て人間の性と云ふものが出来て居ろ

而して欧洲に於ける聯合園の職況は如何であるヅ︒箕に朝に夕悲測り難

どうザ右襟の意味詮︐十分に御了解下さい農して似今夕面識渡怨概聴き

申迄もなく歴史ゐつ︾Ｌ以来︑未曾有の戦

い状況で密Ｆ之奄向ふ河岸の火災槻︷則ることが出来ぬのみならず心我倒

k

に至って矢張同じ様な︑天道と云ふもの彰説竺︑居るのであります︒中庸

あらんこＬ塁老偏に希望する次第．重﹄ざいます噂

」L

Ｊシ聯合域の一員として︲非常なる影響韮受けつ︲あること走向鐙し︲大

︑﹄

。

d
l

嘩宅しあ

のもおほばや届しめしがく

のちいるノ１１じ少けうへふせんｆ旗
それから後に色々儒激の鍵遷がゐりますが︑詳しく

は申上げませぬが︑後に大きく派が現れだのは朱子畢
Ｌゆしがくぼやうめいがくはご
にやうあいがく催
派と陽明皐派でゐりますっ朱子皐派と陽明畢派とは御
しぶらちと膳あひたいりつずあぶん⑱勿地巷いづ︑
承知の通り相劉立して随分乳喋もしましたが︑何れも

日本に輸入されて来たのでめります︑朱子畢派と陽明

返障上少にふぎし少しがくはやうめ酢

がくば吃のと生罵いろ﹄︑ち雄古ろこんに乃

ａを

やはい召詮ちとゐしゆし

畢派とは其説く所に色々違った所もありますが︑今日

いる７

１けいしエもうかい

書を飴勃として︑色々な継書の註解をしたのでありま

１Ｊはじ

は申しませぬが︑矢張り何飢も道を説いて居る︒朱子
ば・フあまみちいことばつか
の方では除り道と云ふ言葉は造ひませぬけれども︑四

来れ︑天地

脇ちこともととゐし山しよ
みちしゆしｐ苫

ｎ−い

ゐ

せかいつらぬえいゑんふ︵んはふそくてき

味たらりはふぞ︐︒︲ごとうご

かぬ︒理は世界の法則的のもの︑気は物質である︒物

ｂ詮かいはふたくてき奇竿荊．しつ蕊つ

物質的のもので働きがある︒理は法則の如きもので動

ぷつしって苦

気の二元論を唱へて居ります︒理と熟と砿違ふ︒気は

へて居る︒朱子は理に封するものを気と街づけて︑理
き
げんろんとなをり言︺もが者

ゐしゆしりたい孝一踊り

のものを指して居る︒世界を貫いて永遠不鐙な法則的
ｂ
ごのりわれＩ︑こじん之な
のものがある︑それが理である︒此理を吾々個人も具

さ

は人間にもあると一尋ふか謙一である︒理供世界の法則的

にんげんりせかいはふそくてき

道は理ごある︑理と云ふものが道である︒米子は理気
しんせいみちとしゆしみ動ことｐと
心性の道を説いたのである︒朱子は道の事を理で説い
りい
唾かい
．をのり
たのであります︒理と云ふものは世界にある︒が其理

屍←ジｈ−

すから・道の事ば固より説いて居る︒永子に依ると︑

足らざる所を補って居ろ︒是ば尤も采の儒者に飴

つ症事柄ではない︒前淡の爺仲好が巳に可迩之大原出ソ於似天︲﹄と云ふこと

ますｃさうして中庸

韮言って膳ろ︒之か少Ｌ錘へれの・てありますがｂ併し朱の儒巻の朱子な
どが﹁道之本腺出似於ｖ天﹂と解鐸しれのは能く織って肘りますＣ兎に角︑

道でと云ふものは天から出て居ろ︲其天の道は法則的のもの・てある心誠

あるｃ其誠は人間にも各々具足して居るものである︒斯う見るのが中庸
の根本思想であります︒それがらして人間の道徳彩色々説出して来たの
●てあります︒中庸にはなかｊ︲︑深遠なる哲理がある︑世界の法則的のも

のザら︑人間の遺韮説出して来衣研はなかＩ︑手際がよい︒如何にも東
洋の純稽として尊崇するに足る立派なものであると忠ひます︒

口永子畢派の道□
政とは何ぞや

九

誠Ｔｂして人間の行くべき道韮抽出して来たのごあります︒

．

そこで朱の儒者ば﹁道之本原出ｖ於ｖ天﹂と云ふこと起中庸に書いて居り

逆である︒世界の法則的のものから並限人間の適し﹄云ふちの老演擁して

享けて居ろ︑それが各個人の本性であるｃ此天賦の性に奉って行くのが

それ．て人道と云ふものは天？ｂ出て居ろ︒世昇の法則的のものを人間が

る︒今日の言葉●て云へぱ教育である︒教育の本を其庭から説いて来求︒

から人道を説いて来た︒一︲術〃道之訓ｖ教﹂︑此道に従って行くのが教であ

る︒此天の菅訴らして人間の道が出て居ろ︑斯く説いて来求ｃ帥ち天遠

る法則的のもの．は︑之韮詳く言へぱ天地の道︲簡蝋唯言へぱ天の道てあ

ｖ性之訓咳遊﹂ｃ此﹁道しば人間の鍾泌説いて来赤のである︒天地延歯いて居

ものが矢張り各個人Ｆ具って届ら胆ばならぬ︒そこで﹁天命之謂〆性﹂︒﹁華

界の一部分として存して居る以上は︑世界懇通じて塗らぬ所の法則的の

！

り弐・セ

通とは何ぞや

ォ趣睡え者いはゆるみち

ふ七くてき
鐸の姪に鍵しも録謹のない法は則
的のものがある︑それ

を理と申しますｂそれが即ち易に所調︑道である︑一

みち

象だがくばよみら上一昔かた

口日本古畢派の道□

いる７１１仏蒙〃を

おこ

い︑ｆ管﹁．Ｌ入さいをぎふ毛らい

こがくばまそ

にほん

しゆし力くやうめいがくい弓しゆＬ

それから日本に来ましては又畢派に依って道の誰方

けいと一ろは坐をくて判︼

陰一陽其者は気であるけれども︑一陰一陽の相互の開

や軍フ擁け弧︸

ごがく峰

卵いちがを

これらひとろや一けんかい

いとうじんさい岬ん智ｔつみ心っ

か新しい意味を持って居り１季す︑是等の人は道の見解

多たらいみ・もを

と
左こがくは
の説いたのは・名は圭恩学派でめし←一黍すけれども︑ばか曜

ども其責は新畢派でめりまず﹄伊藤仁藩荻生祖株など

毛のじつしんが〃︑は

つたと

は色々に違って居ります．朱子畢陽明畢は何れも米子

しゆしｂな

はふとく︼陪昔

係の所に法則的のものがある︒それが道である︑そい

陽肌の説いたのを僻へて説いたのでありますが︑日本

した並

良心の如き性質韮具へ衣所

こんぼんてきちが

い

だん︒Ｉ︑わか

に於ては違って居ります︒伊膝仁粥は仁義を以て道と
↓てＬ−いれいがくもつみち
守九１みちかんが︿
なし︑祖徐は祷蕊を以て道と鞍した︒即嘱進吻考が
吟がゐ之のだかん坪へちが当る
逢って唐る︒其他にも考の連ふ所はゐりよますけれど
．じゆ人ほりかばは︐︽ゑんは
も︑遜が鍵きな拳ひである︒そこ
で
純
蛎
川
派
と
濯
園派
誠くせつちがみちかん域へきみ
・は黒．う
との畢読の連ひは道の考から来て居る︑さう云ふ風
誕もかんがへちかを
おほ堂姦み
に道の考は通って居りますが︑大きな所から見もと

いふうみち１︑

根本的の違ひでないと云ふことは段々分るのでも︐りま

︑二︽︷Ｑノｃ

口自然主義と人本主義□

とかく砺歩戦う

者と同じであるｃだがら堪抵は一つであるｃ世界脹人類は何億とあって

す︒兎に角儒赦ではさう云ふ風に道浄一魂いたのであり

Ｌ良雄も人類ば悉く同根・ふり出で穴ものであると云ふ考になるｃ陽明は車

であり農すＣ

に理と云はずして良知態説いた来た所に︐朱子上﹄説方の桐逢が生じたの

L

ば個々に別れて隅ろやうであるけれども根祇ば一つである︒何蔑人あり

もｂ其本綴は一つである即ち良知であるｃ冬個人の立場Ｔｂ見れば良知

もある︒各個人の本照一婚本常に悟ればそ眼が良知ごあるｃ惟界の本髄其

ば唯だ良心ではなくして︑世界の本階である世界の本髄が各個人必中に

の良知走説いれ所から其皐派が分れて来稚のでありますｃ陽明畢吟良知

居りますが︐説き方は大分積極的になって

居ろ︒陽明はそれ牢良知と名け穴︒朱子の所謂理と同じもの韮提へては

らい次第である︒吾々の中に総て善悪正邪韮識別する自然の力が具って

逆ば其虚にある︒即ち良知に奉って往くのが道であるｃ人道ば之に外な

良知と説いて来求ｃ良知に傘って往けば︑善︲然らざれぱ不善である︶

陽明の方はどう云ふ風に見たがと云ふと︑天理を良知と凡て積極的隠

口陽明畢派の道口

おな

を朱子は理と名づけたのでありまして︑法則的のもの

では古皐派なるものが起った︑古畢派と申しますけれ

にほんき

一

を認 め た こ と は 同 じ で あ る ︒

いんやうそのもの苦い人やう言うごくわん

○

「

﹄？〜

掩語ではダルマと申しま︑すが︑此ダルマと云ふことは

所が老燕の側壷てはどう云ふ道を説いれザと一苓呼
︐弧
是は
は法父
彼と
等でゐ
ば濫
ふとい
居と
るそ
と達
云ふ
ふｃ
こ︲
ゐは
りふ
まい
す．
云ふのは
ぱ天地向然の適齢促へて之彫人間の道として説い赤のでありますｃ人迩ぼん管参一をこのぃ

に細一部届る︒即ち是は婆羅

よりは鰹ろ天道である︒︑然界韮通じてある所の法則的のものか道と稲でゐ烹蛙↓尻や必も

し方ぼんやくはふ←さい

門教の経典であります︒法の原語はダシマビあります

もんけう春やらてん

し北ｃ老子齢兄みと艇伽然と云ふこと韮言って踊る︒今日の言葉で云ふ少・ハニシャッドと云ふも
と一種の自然主戦ハナトラリ賀ムス︺であるｃ孔孟の側の取る所の道は目

寓法と云ふ時には︑総てのものが法である：何物でも

散んばふいと３ず・へばふごにもの

然主善﹂はない︑人本主義︵フーマニズムスぞあるｃ此逃αてあります︒が︑それを支那に雛課して渋し︶云ったのであ．︒︾一切
孔孟の側ぱ聾迩説く所人道であるｃ尤も此人道は天道Ｔｂ出て居り農す
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るに
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依ん
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て成立って居るｃ法を離れて成立ったものはない︒人間
かみちいしなばふ抵なたんぎいゞ︐
うものをのにんげん＆

インドおいやはこれとゆ臓ふとぶつだ十愁いぶつぱふはふ

斯かる道と云ふものは︑支那ばかりであったらうかも法を離飢ては存在し得る着ごない．其人間の由って

けつ

ゐ

しなやくぶってんみちゆじとぎ７卜１つかゐインドばふりつばらもんはふ︑う
みもいことばばふ正人︑ぱ吟も診勾ごぴばふてんまも

ちゆらだうい

一一

中道と云ふこともありますけれども︑道と云ふ言葉でしてマヌーの法典があります瀞婆羅門は戯法典を守ら
だことばぶつけういぜんばらもんけうがはとばふてんはふけんげんばふしゆ
なく︑他の言葉で桃教以前から婆羅門教の側で説いてなければならぬ．法典も法の顕現でありまして法の稗
とは何ぞや
道

I

ロ

決してさうではない︒印度に於ても矢張り之を説いて行くべき法を説いたのが悌陀である︒即ち沸法の法で
つ

居る︒支那課の悌典には道と云ふ字も時々這って居るある︒印度では法律もダルマといふ︒婆羅門の法律と

け

巷岳いろ◆ｆ１

を

麺と極何ぞや

こ虹ほとたちつたうとうやうＬｘこく

類は色々ありましたけれども心鰐潅の鐸が一識躍れて

ぶつ湾

よ

ゆ

ばふ十語い

ぶつだに入げん

ちゃ会どぞの子フぶつぱふ廷ふた

﹃一一

みこるい

涯﹄こはふみちと

辛寺こ這いへんい・み

ゐ

と云ふことば一寸離課か出来まぜ勾是は可言﹂Ｌ﹂１︐認して鵬りますｃ種

画一︐乙孝今

●へた︒それが﹁刈封ス﹂●てある︐﹁ロゴス﹂と云ふ二と韮説い衣ｃ﹁ロゴス﹂

のものがあつく塗らぬ勘永遠祇愛の法則的のものがあるＬ﹄云ふこと准述

云ふこと牢就いて︐其一切蔑物が流轄して止承ない中に︐一つの法則的

し︑丁度川の水が流れるやうに︲一切蔑物は流禰して止むものでないと

の哲畢の中で︑へ一フクライトスば︑渋界蔑物ば塗遥推移して止まる事な

洋の説方は言葉こそ逢って居りますが︑矢張り同じ所起見て居ろ︒希服

更に西洋隈就いて孝へまずと両洋でば希職以来哲皐がありますが︑西

口西洋の道□

所はない︒其庭に大鍵な意味があります︒

零一こる

るのでありまして︑何慮でも法なり道なりを説かない

い

皿つ堂毒
詞金たわぽつどこみ
ふた
欲する所なり．義も亦我が欲する所なり．二つのもの
︲刃一う
せいす今召と︒
兼ね得べからざれぱ︐生を企て公義を取らんものなり

窪ふ０こ

ふろきしだ塀セケばふだれと

い

ゎ

か主

せいめいす

居りましだから︑是が殆んど池を礎倒して東洋諸圃に

と言って屑診・義の篇めには生命も総てると云って居

ゐゴーた

も鵬がって来た久第でゐります︒其法ば誰が説いたか
よ

みや

承もたいのちざ工

い

と云ふと・言ふまでもばく悌陀でゐる・儲陀が人詞の

る︒丁度其慌に悌法では法の馬のには身を殺しても好
い︒
ゐインド鍾・一しなみちあた
いと云ふことになって居る︒印度の法は支那の道に常

由って行くべき法を説いた︒由って行くべき法は即ち

いか
みもぶつだとばふじゆ③うみち
言ひ総へれば道でゐる︑悌陀の説いた法と儒教の道と
とのと令・か蚕くらみち瀧堂ろちか堂弓

みもとはふな

い夢もつインドばん江いふえきはふとにんげんよ

は其説方を比べて見ると違った所がある︒違った所が
やはしなばんせいふえきみちとおな
めっても矢張ｈ支那で︑蔑世不易の道を説いたと屍じ
ゆ

意味を以て印度では寓世不易の法を説いた︒人間の由
って行くべき道を説いてそれを法と名づけた︒さうし
このぶつぱふはふた・岬のちざ︑さしつ典ぽふ臆ん

此桃法の法の爵めには命を捧げて差支ない︒法は入
げてん
せいのざ記つどいあ

間の生命よりも尊いものであると云ふことになって居

ぶつぱふたせいめい．ざ逆いかまぶつ

い辻いしん

る︒桃法の潟めには生命を犠牲にしても樵は噂い・桃

ぱふひろた
じゆけう

法を艦げる職めに喚身を焼いても構ぱいと云ふ糖紳で

あります︒儒敢でもさうてある︒道の潟めには命を捧
ししりんりん甘いもともつじんがい

み︒丁度慨界の中に慨外的の理性の如きものがあって︑是は法則的のも

種Ｆ課して凝りますが︑其司ロゴス﹂なるものが飛界の湊則的のものであ

げる．志士仁人は生を求めて以て仁を害することなく
み
ころもつじんないをこ
身を殺して以て仁を成すゐりと云ふのは其庭でゐる︒

かろかいこマフし

ので慰蔑世不助のものである︒一切高物は錘選推移し可︑丁磨氷の流ろ

み︐ちためみころよこじんせゆめｖみちくら

道の篇には身を殺しても宜い︒一個人の生命も道に比

くれば軽いものになってしまふき斯う云ふことを孔子

ろ如き右襟であるが其中に鍵らぬもりがあみ︒そ恥が﹁ロゴス﹂●てある︒

此﹁ロゴスＬの者が段々蛾がって︑了リ〃︿トテレスだのストア卑涯など︲も

令

敦うしはんぜんいを匙うしせいまたわ

も孟子も判然と言って居ります︒孟子は︑生も亦我が

】
【

I

ｆ︲Ｉ
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い

璽を就何ぞや

Ｌ聡んＬだう

しぷんこうしい

い

こ一沙し

が亦道てもあ叩ます︒それでⅡ本洋泌懸︒凱誘の言蝶は永鍾杯輔の電魂非職に旗吠無遥和

これに

しだうし系んい

十必ぱ為／ごいひ↑圭らは

狗な

みなことば

しぷん

ある︒﹁斯文﹂ば即ち﹁斯道︲一である︑同じことでありま

︑垂やら苫

だいふくいんしよやく

か

﹄

けつしぷん
たいかげん
れんぞ〜ゐことぽ
﹁ウオぞプーと云ふのは連綾して居る言葉でありますがそこで唯だ宜い加減なことを書いたのは決して斯文で
をかことか
たと通うせつか
いことばつか
やくこの
ルーブル課は此﹁ｊウオをブＬと云ふ言葉が使ってある︒はない・例へば︑小説家などが可笑しな事を書いたの

い

おな
こ壷ことぱ
であります︒｜︲ウエル﹂プルしと云ふのは個々の言葉で︑一︲ロゴス一を︑ウォルテ﹂と云った妙と同じことである︒

寄ったことば支那にもある︒燕道を斯文Ｌとも云ふのどブ﹂である幸４度ルーブルが第四の聡音書を諜して
よ

ルーブルはフオ曹柔篇葉﹀と課しましたが︑是に似す︒部も論語に言現されたものは街言葉である︑﹁ウォ

ことばやく

口孔子の斯文□でゐるか諺篭ぁ蕊於︾莞論語と云ふものは斯文一で

ろんごい

課してありましく︑哲畢的の意味が加って居りますなｃ
︑語
ぃにひ
棒た
こも
ののば
ふ古
え不
き易み
るろ
のん
はさ
︑論
言ぁ
現ら
さい
はん
聴こ
此臓
のも
道

ます︒そこで希服黒墨の影簿として．第四盤卿書には﹁ウォルデレとは︑斯道﹂が言現されて居る︒論語が永遠不滅の経典と

葉てもあり︐饗﹂もある・人間の由って行いなければならぬも２﹄あり子の言現した︑斯道﹂は﹁︲斯文Ｌである︒孔子の一︲斯文﹂に
ゐろんさえいゑんふめつ程やうて人
しだういひ調昌捲

には郊迩﹂と云ふ群があって﹁ことば﹂と暇名が附ってある︑二八ば即ち言精祁を言現して居る︒世界的の意味を持って居る・孔
こうしし夢み
．しいひあ鳥はＬだうＬ感ん

のが﹁ロゴスＬである．一言葉Ｌごある

の︑総ての言葉が一︲ロ辛一ス︐にぱたり畢一を幻が︑永遠不滅の道を一︾向現し粒もこうしことば︒えぃゑんふめっみちひじ年金〃お畠いむへん

ふ所に︑其腫に網紳が？？働きが綱て篭って鵬ろ．職祁それば永遠ゴス﹂は永遠不滅の道を捉へて言葉に言現したもの︽﹂

えいゑんふめづみちともこ０とぱいひ毛ぽ

しぷん手
はじ
Ｉ共雌塊あらしめよ︑斯者っ龍と云ふ皇とがぬる祁が言で皇読鶏にして初めて其斯文﹄と一蓑ことが言へる．﹁ロ

のば・葱約全書の創世記の初に﹁ゴソトースプラーハ﹂洲が斯う言ヨト斯道︑即一崎繭古不易の道を言現したのであら・孔子の

しだう十雄偲ばんこふえ者侭もいひゐ台憾

肱︲テルが第四蝋急ヨハネ解の中に．﹁剛ゴス﹂漁排し士言葉識ろもは滅多に這ってはならぬ︒﹁斯文﹂と孔子が言ったのは

めったつか

是はなぃｊＩ面白いことであります︒﹁言葉﹄と弾しれの峠ば理由がある道か言現はしたものである︒だから﹁斯文﹂と云ふこと

事が説いてある︒燭逸のルｉテル課にば之韮言葉︒﹁ウオルテ﹂と課し柾弘同恥窪とである︒﹁斯文﹂と云ふのし
は承
︑ん
此蔑
い古不易の

スの考が影響し稚のであらう︒錐四柵音書約翰仰の侭先きＥ︲ロゴズ﹂のぉなし弟んぃこのばんこふえ寿﹄

ゴス﹂の誉心彼黒星上に説いれの・てあります一﹄恐くは役の説いたロゴ喪二斯文一也﹂云々と言って居る︒あの一︲斯文﹂は﹁斯道︲一

うんぬ人いゐ

参兎説い士ｃそれからアレキサンドリアの哲畢者フィロと云ふ人が﹁ロそれでありますから﹁斯文﹂に近い・孔子は論語に﹁未し

（
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趣とは何ぞや一四
しぶん

ゅ

じぷん︒へん・言ただうとくいろり１１くふう・

だうとクーじゃ戸

は難蕊と型︾浄ない︒それば鑑識の趣でゐる・︾一︲斯文ｆ﹂道徳上どうしてもそれに由よって行かぼければ唾らぬ︒

かい

と云ふのは錘典とぽるべき程のものでゐる︒自分の便宜の潟めに道徳を色々工夫すると一云ふやうな

口弘法の直言□こと竜艮﹂どうしイ︒斯うし諏銅沖ぱな心釦と一壱率も

．〜ｊうかんがだ

のは出て来ないｃ唯だをれは便宜法で︑自分の都合の
だうとくりつい

ほんたう
博雅叫稚唾睦群翻鯉織畦粍恥鋤鋤唯諦詐栂職封稚誇許蝉一幸醸麺唖轄︾班坤いやうに工夫して考へ出すのである︒それでは本
営

でこ
だうとｐｉりつい
﹂・だがゆほかしかた

沙ら来て勝る︒極︷は﹄県如の翌言ば資相の智である︒即ち﹁ウオルデ鬼の道徳律と云ふものは出て来ない︒道徳律と云ふもの

むじやらめい

６それに従って行くよ︐り外は仕方がない

いじゃ凸せつめいゆる

言現して居ろ︑永遠不滅の言てある︒興言は奪両の事寛てある︒ゲーテは心どうして
資である︑それが員言の司言﹂であります︒密教では阿字本不生と説く︑

はふ

にんぽん§習迂ぼんむいかみめいれや

は可ロゴス﹂と云ふこと走﹁ダート﹂とファゥストの中には言って賎ろ︒事それ以上の説明を許さないものである︒それを無上命

法といふ︒人間の行ふべき本務と云ふものは脚の命令
と同じものであるｃどうしてもそれをやら職けれぱな

如資に世界の員相牟言現しれ言葉ば永遠不滅の言葉となる︒それで聾は狩な

常住なりと云ふ異説の起るのも其偽めであります︒東西相照して見ると︑い罵らせつめいめる 人々
れ是
以迄
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法と云ふものがゐる︒澗人よりも慶大なる法則的のも

こじん

脹捉へて論じないがら︑道の明かならざるや久し︑の感牟免れない次第窪ふめでありますｂ総て之を理性から説く︑即ち理性

いてんおいし山しいり一﹄当弓
があ
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云ふの
鮎に：
於ては
米子
の言
ふ理※
と似た虚
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せいやう孝一のご歌をギリシヤにんげんみが
やゐジ
Ｌぜんかいらうごう１﹄ゆちやら

と

イッてつ域くしや

にんげんていしぜんげん﹄や兵い

いたりせい侭ふい︲︸ぜんげんしやつ

ド〃１ツ

西洋ごは
其後どうなったかと申しますと︑希臓の一︲ロて行く・それが人閲の道でゐる︒自然界には老荘の主張
しきう笛つど臆︒︒き
タ純ふそくて言
しぜんはふそくでだ唾ｂはふ
ゴスの思想が最も畿揮さ奴たのば燭逸でありますも燭したやうな法則的のものがある︒自然
の法則即ち理法
逸の哲筆者カントに至って︑理性法︑ラェルヌンフト︵ナチューフル︑ロース︶と云ふものがある・自然現象の
どこ︲とだぅとくがは鞍・︺やらめいはふう・ちおのづかかばばふ毛くしぜんくわ雌くしや︑殖つ
ゲゼッッ︶を説き︑殊に道徳の側では無上命法︑︵カテゴ中に自ら凝らぬ法則がある︑それは自然科畢者が設

−リッセ︲︑イムペラチーフ︶を説いたのである人間は定する︒自然現象にさう云ふものがあるばかり一Ｌなく

h

●

われりく︑せいしんかい

苦

みい定

Ｌウ

畦けいせ軽﹄

１１

い

さか

ち︽

た

われ／・Ｉ抄一いしんかいふへんてきぶちい

賑つ

さか

けん菅う

れいてきにんげんいばうめん

韮ほどおほはう鯵人寸堪睡妙︾いしんてきはうめんけんきう

口法律はロゴスの護展□

道とは何ぞや一五

そこでｂ先刻印度にマヌーの法典のあると云ふこと態申しましたから
ｒあ
ど二かｐ
説ちい
くべき道と云ふものは何庭でも誰ぜられて括恥︒さぅ忘れぬ中に申して掻きますが︑法律と云ふものも矢張り﹁ロゴスＬの蚤展
と．りせいはふ
してカントなどの説く理性法なるものは一個人だけの道の綾展怨意味して居ろ︒法律と云ふものは段々修正されて居ろ︒現在

れた形跡があるのでめります︒
上ミ〃ざいともひとよゆ
い彦君み
併しさう云ふ所から見ると︑東西共に人の由って行

が其俊は唯物論などが盛んになった爵めに︑除程蔽はたる方面即ち糖赫的の方面を研究するのであり﹄す．

との己ゆ為ぷつろん

見出されて来るやうに︑複雑ぽる人事界の中にも︑ど物として研究するばかりで︑霊的の人間と云ふ方面は
てつがぐ
てつ〃くばんゐぞく
・了こけん藍う
ばふとくて誼
仁ノげんよゆ・
うしても人間の由って行かなければならぬ法則的のも少しも研究しない︒それは哲挙の範園に脇する．哲畢
︲がはにんげん．どうぶつみ・︑砂︲︶・にん
ひと
そこ
のがゐ朝︒．其庭をカントだのヘーゲルのやうな人が島の側ご域人間を動物として見るべきではない︑寧ろ人
けんもうくわんげんぼん不つれい
堂三げんれいて昔しつぎい
︲毛のてつ砿くたちぱと讐
れｊ︑其哲畢の立場から説いて来たのでゐります︒所間を霊的の資在として研究する︒換言すれば寓物の雲

ふくざつｃん︒かいうち

吾々の精祁界にもさう云ふものがある︒吾々の精紳界〃ものではない︑普遍的のものである︒道と云ふものは
ちてきい．﹃めんあらろんりはふ寸怒峰ろんしひとりかつてかつて
の知的方面に現はいて来るものは論理法で．即ち論理一人だｈ勝手にすべきものではない︒勝手にされない
くつ牝か︵でほんにんつうかば惹匡動感呪多﹂くて惹にんげんだぅｌ﹂く
くこれど
．て香ばふ七く
的法則と熊って米る︒是銭何うしてⅥ覆すことは出寓人を通じて愛らぬ所の法則的なるものが人間進徳の
くゼいしんかい世やりつ由ゑんご恥おしい・つせかい一・うふ
竺だけいし祥て苫﹂｜ずぅがくて暫砿ふなく
来ない．又形式的に偶数単的法則となって来る．精紳界成立する所以である︒之を押淡げれぱ溌界を通じて普
いて肴哩うめんあ一い︑だうとくりつにんへんとニろ︽︑はにんげんゼかい幕ぶん
の意的方面に現はれて来るものが︑道徳律である︒人遍なるものである︒所が矢確り人間は世界の一部分で
げ
んどだうとくりつよゆ炉．ずな豚せううちうなゐたにんげんせかい・
間は何うしても道徳律に由って行かねばならぬ そこある︑即ち小宇宙を成しィ｜居るが鰯めに︑人間も世界
にんげんみちマフかはとこみはふをく一Ｌ野﹄
極ふをくて茜
に法則的のものがある：どうしてもそれが人間の道でを通じて愛らぬ所の法則的のものに由らなければどう
ぼんたうゐだいにんげんれいせいはつき
ほかみちい
ゐる・それより外道と云ふものは無いのでゐるぐそれはしても柴えない・本営に偉大なる人問の蕊性を蕊揮す
で茜にんｖんはうめんもゐ
とりせいばふたく寸江唯むじやらめいはふごと
カントの説いた理性の法則．即ち無上命法の如きものることは出来ない︒人間は二つの方面を持って居る︒
じんだ︑うば・フみや﹄うぷつ蟻つと︒ｒフとうほにうどう承っ
いせいしんかいはふをくて苦
てある︒さう云ふ精紳外の法則的のものが人道でゐり一方か弱現湛鞍動物誕秘韻︒城哨稿等蹴る噛乳に勅
物で
入げんど・フ
しぜ人いふとく
ちゃらどしぜんげんしやらうち
まず︒丁
度自然現象の中に︑どうしても自然の法則がある︒動物筆者︑生物畢着︑生理率者藤どは人間を動

イ

、
【

Ｉ
道とば何ぞや

ある法律も段々昨勢に合はなくなると修正し畦勢に合ふやうにする︒法
律はさう云ふやうにして進んで行く︒其法律韮改良し進歩させて行くに

は何彩根本として修正して行く可其擦るべき主義は何か︒擦るべき主
義は決して法律其者ではない︒法律を善くする鰯めには︑何かに照して
善く成さなければならぬ︒其標準はどうして九人逆である︒法律の進歩
は人道の貿現である︒法律は次第々々に人道に合ふやうに修正して行き
て行かない艇ばならぬ︒各圃とも人間の道と云ふものほ攻究して来て居

決して法律其者が標準ではない︒法律以上のものに依って段々善く成し
るのでありますｃ但々今までは支那は支那︐印度は印度︑西洋は西洋と

これひじやら定いもんだ﹃﹀

云ふやうにそれん︑別れて勝った僻めに︐それん︑一地方々々で人間の
道韮説いて来士の．てありますＣ

き

口日本の道□
いろりｆ︑みｔ一ことと

ぷんこんにち嘘祁しで衝こ︒さいご

色々道の事を説いて来ましたが︑是は非常な大問題
にほんこと

にぼん

で十分パー今Ⅱお話することは出来ませぬが︑葱に最後

詐氾酵麺樗搾拠罰部唾哨蝉
げ唖
．ん
識は
碑い永
ゐ碓
じ融
ゆ韮
けう
癖ぶ
諏つ崎
け癖
う津
にぼん津ふく印うへど
はな
離れて︑日本の文化の上には何うしてひ昨繊跡篠のも
たざＪ１１にほんふる率んがく

しんだうい

蚕ふろ堂活

一六

紳道と云ふことは極く古い所にはありませぬけれども
しかにぼん雪かうとくきだん＃１１んだうかん票ら
併し日本紀の孝徳記ゐたりから段々稗道とか＄惟祁の

みｔ一いみ手あし人だうかん趣祁らみち

ところみちぶつけういとこ尋はふばＬ一・も人けうい芦易はふ

道とか云ふことが見える︒其祁道とか︑惟紳の道とか
い１．割ふちやは仁唯けうい堂弓みちＰ７．三しい
云ふ時の道は︑矢張り儒致で言ふ所の道奄老子の言ふ

所の道︑悌教で言ふ所の法︑波羅門教で言ふ所の法︑
せいやうてつがくいと匡今一︵ぴｈセいばふ苧
西洋哲畢の言ふ所の﹁官ゴス﹂或は理性法と云ふものと

おなにつさいおいぜんせんおなを

や嫁にんげんみゆみち

同じことである︒富際に於ては全然同じにばなって居

心塞︽せぬけれぃ﹂も︑矢張り人間の由って行くべき道誕
を・
にほんかみ炉

ぎ

ゆぜつ

意味して居るのであり芸す︒日本の榊と云ふのは︑或

やはしたたいかみい

いみ︐ゐ

鞭一がやみ﹂の義でゐると云ふ説もありますけれども︑
言・フゐ

おも

にんげん一？ちかみたものも

恐らくは矢張り下に封する上と云ふことを意味して居

Ｐふ

ものひくりんかくしまだん▽１１セいやう

るに相違唾いと思ひます人間の中で上に立つ者︑若
かみたう書ものみ次かみ
しくは上に立ち得る者は皆祁である︒識溌に雄輝の津
きものじんかくｂつばに入げんみち江づ
を雁んで来た者は人格も立派になる︑人間の道に外れ

りん・りがくはいきこんに吟むふかく

たことをする者は低い人格になって仕舞ふ︒段々西洋
いことばつか

乏のしんかくぜんあくどこ

の倫理単などが這入って来まして︑今日ばよく人格と

みもをむ金﹄致嬉砿ち

云ふ言葉を使ひますが︑其人格の善悪は何庭から来る

みちばづい

ふ事で違って来るのであります︒日本の御と云ふのは

守って行くか︑若しくは道に外れたことをす〃ｇかと云
ことちが︒︑
にほんかみい

も

かと云ふ！と︑道に背かないやうにして行く︑即ち道を

い

のが大にあるのてゐります︒但々日本は古い文事がな

史もゆ

けれども古典を辿って見ると︑肺道と云ふものがある

ｚてんたどみしんだう．い

し奄涼んけうぱいばじＬよむつ

かった︑支那の文敦などが這入って初めて書物などが
で菅−１−Ｊもつか一躍慧
出末ましだから︑書物に書いたものは除りありませぬ

調偉い

J

〃

にんげんうちすぐいといひとかみまつ
のぎた・ふしや今・りつばＵんかくいの

人間の中で優れた入ごある︒さう云ふ人は祁として祭

菩じんしやかみさき生つめいぢてんわうひしや．りつはりん

られる︒乃木大勝城立派な人格であったと云ふので乃
かくて入し

い・

めいぢしんぐうかみさま

木祁吐に祁様とじて祭る︑明治天皇は非常に立派な人
にんげんうち寺ぐひと．かみ

格の天子であらせられたと云ふので︑明治祁宮に帥様
まつしだい

さま

宣詮

まつ

哉つ

は﹃たつき

たのいぜん融もいあ土

として祭る次第であります．人間の中で優れた人を祁
いすぐひとみなかみみち歪も
擬として祭る︑さう云ふ優れた人は皆祁の道を守って
昔ひと
かみみちばづことひとかみ
来た人である．刺の道に外れたやうば事をした八は卿
にぼん
いふちかんがおのづか
様として祭らぬ︒日本ではさう云ふ道の考へが自ら

や侭十め争言﹂となにｒＩ１みこと

蕊達して来たのである︒其以前糎は道と云ふことは除
い

い

辛一の

人ソ言はなかったやうで︑矢張り可天皇﹂蘭とか何々の可命﹂
とか云ったのである︒其︲みこと﹂と一琴ふ礎の﹁こと﹂は
じじつみちあ
を

ナ江陸じじつ

げんめい蟹ころ

い

即ち奉貿でゐる︒事貰が道に合って居らなければぼら
みちしよ
そこ
ぬ・道と一緒でなければならぬ︒其虚一増ロゴス﹂の意
みぷん
おも
にほんふる営溺
味が十分にあると忠ひます．日本の古い所に︑可みこ
い

と﹂とかうことむけ﹂とか云ふことを言肌した所に︑可ロ

こいう談もいひ発ち確

かん湾︑ら孫もむろんにほん

かんが

おもいは・だ人︾Ｉ〜から蕊ち
ゴス﹂の考へが雲あると恩ひます︒況んや段々神の道だ
の︑惟伸の道だのと一琴ふやうになっては︑無論日本の

固有の道を言現したものであります︒

此日本の蓮と云ふものは通支那や印度の道よりは優れて居ろと恩ふの

であります︒一髄日本人は外幽の文明に郡ぶれていかぬｃ支那の女明が這

入ると支那の文明にかぶれてしまふ︒さうしてＨ本丞侮る︒蜜に可笑し

い程支那の文明にかぶれて居つ症ものでゐります︒叉印度の文明にかぶ

見ろと憤慨に堪へぬ事がある︒併教の善い所走採るのは証しい︑それは

れるものは︑恐ろしく又がぶれる︒奈良朔平安朝あれりの歴史韮読んで

大撰成であるけれども︑善悪の見境なくすっがりがぶれて仕舞ふ︒所が

今もさうである︒西洋の事は何でも彼でも偉さうに忠って届みｃ馬鹿げ

れ事があります︒日本の先哲がチャンと言って雁ろ事奄凡もしないで・

西洋人ならば詰ら幻人が言っても偉さうに思つ十︽膳ろ︒何う云ふ人でも

は少しも顧みぬ︑一礎今の青年には漢文が謹めない？っになつれ︑溌文

西洋人ならば︑其名牟出して引岨する︒けれども東洋の人の言つ犬こと

の讃めないやうな事では仕方がない︒淡丈でも︑澗遜丈でも叉英丈でも

漢文は讃み切恥ない︒匿

って大墜な掻失が出来て居ろ︒よく見ろと偉いことが書いてあるの態知

よく讃む力がなければならぬのであるが︑段

らずに居ろ︒日本人が斯様に無批列的に外幽にずぶれろと云ふことば賀

に見識の無い事である︒斯道と云ふこともよく考へて見ろと︑儒教だの

迩赦だのｂ婆羅門教だの通悌教だの︑其他西洋の哲蕊などの説いて居る

ものよりも．どうも日本の道が一番善い︒日本は耐の道牢履んで段々今

てしまふ︑昔ずい惟榊の道韮履んで来た所は比較的一貫して居ろ・私も

日まで来て展ろ︑之怨履か外すと滅茶苦茶でわる︑露西亜のやうになっ

鮭程苦心して古血扉研究して見まし碓が︑確かに日本古来の道は立派で

ある︒其立派なろ所以は︑支那や印度と比べて数千年の試聴起して来祇

結果韮考へて見るとどうである可印度は亡幽となり︑支那もあのやう

一

口天壌無窮の榊勅□
道とは何ぞや

七

〔

1

蓮とは何ぞや
雁幾度も愛遥して齢り感心︐した状態ではない︒此虚に支那の人が見えて

に自分の億ずろ所ぞ申すので︑魚に食は狸ことがあっても壮方がな賊︶

居ろと少しお気の毒でありますけれども︑鰯を言うてばい小↓ぬＴｂ太鮪
兎に角０本は古来ズット系統的雁来て鵬ります︒此鮎に就ては諦荊峠ば
お話し稚い事が多々ありますけれども︑鮭り長くなりますＴｂ略します

Ｈ本は王政維新染てばズッと準術懇して来推のであります︒王政維新に
それは前Ｔｂの恩想の系統韮失はないで︑次第々々涯護農して並哩至﹀

依って本儲に慨界の大舞塞に打って出久︾準備が出来上ったのでふります

たのである︑更に徐々楽えて行く有様であります︒是は彼の天壌無窮の
紳勅によって明かであります︒天壌無窮の紳勅はⅡ本の君臣上下︑悉く
由って行く今へき永遠無限の趣を示されたものどある︒斯道牟腫み外すと

云ふとⅡ本は危ない︑けれども何虚まぜも斯迩呼ふって行けば必ず冊本
は偉大なろ蹴家Ｌ︲｜なって︐没界の大舞塞に立つことが出来るのでありま

ものであります︒

す︒動もすればそれ話忘れやうとして脳ろ︒日本古来の道は責に立派な

そのみちかんがちがいづぼんこＰ手
と巷インドどうやうこ 噂と菅

最後に斯う云ふ事だけを申して置きます︑道教とか

口寓古不易の人道□
さい﹃﹂かいこと象をおだうけう
じゆ砿う

えぎ︒

儒教とは︑其道の考へは連ふ︑けれども何れも寓古ｆ
易のものとして説いて来た︑印度も同様之を説いて来
にほ人これと昔
瞳いやうこれ↑と曾

だ︑西洋も之を説いて来た︒日本も之を説いて来た﹄
か
くこぐい？己せいぜんこん
各国ともさう云ふものを説いて来ましたが︑以前は今

い

一八

要Ｌ︐恥鈴︒︑？フ署・ふんにつた︒ゐおの︐Ｊ１ｌ之の．

ゆ

払もとじんてういことば

ゐ

あやかじゆけうみちとあや秒だうけう

して宜いか分らぬ︒或は儒教の道を説き．或は道教の

エわか

うして道の行はれざるや久し・今日までの鹿ではどう

みち万匡丞ひさこんにち髪房

それをやるのは今後の哲畢者の大挙業でゐります︒若
はじせかいじんだう
乏のことなと
し其事が成し途げられだならば︑初めて世界の人道と
きまくみちあ砥ら︲ひざ
云ふものが定って来る・道の明かならざるや久し︑さ

類が唯一の道を道として行くやうにしなければならぬ

るゐゆゐみ︑ちみ．ちゆ
こ人雪てつがくしや這いＥげふも

とう

ラで統一して居なかった︒今後はどうしても之を根
ぼ本バ的ん
てきとうぜかいじん
に統一きせなけ妙ぱならぬ◆どうしても世界の人

こんごこれこん

資に世界の一縛磯である．日本︑支那︑印度︑西洋︑
ユダヤしよこくかくち鍾弓みちとを
猶太の諸圃が各地方で道を説いて居ったけれどもバラ

じつ辻かいてん？にほんしなインドセいやう

から是までは巳むを得ぬ次第であり主す︒所が今日は

こ恥やえしだい鍔弓こん侭ち

それは各幽が別々に蕊達して一向共同して居なかった

かくこぐ・くつｊ４１ばつたつ力うＰよ亀どうゐ

ば儒激の言葉であり＄︒すが︑今日は康く遣って居りま
駐αひろ﹃℃みわたくＬつかとかくじん渚う
すから︑其庚い意味に私も造ひゑすが︑兎も角人道
と
かくこぐ吃のＬ聾かた今ちが
を説いた．け娘ども各圃とも其説方拭遠ふ︑けれども

じゆけうことば︐こんにちひろつかを

由って行くべき道を説いたのである︒人道と云ふ言葉

ぶ

間の由って行くべき道である︒老荘は天道を誘いだけ
てんだうもつＣん尼う
れども︑天道を以て人道としようとした︑・誌り雄蹴の

げんよゆ詠も吟鴫一さうて人だうと

地方々々で寓古不易の道を説いた︑言葉こそ違ふが入

日の如く交通機関が蟹達して居なかったので勧各其
ろ蝉う７１１ぼんこふえき詮ちとことばちがに久

腿も

｜

』

8

〆

る意味でゐる︒世界寓幽を統べて斯道に由らしむるや

いみせかいぼんこぐすしだう工

みちとあやかぷつけうばふと一悪ひばらもんばふと
道を読き︑或は悌教の法を説き︑或は波維門の法を読
じんろゐ毛の鞍か

とさき

うな道はどうか︑日本から説き出すやうにしたいもの

謁ゐひせいや一つ

なにぶ

よわか

き︑或は西洋のフエルヌンフト︑ゲゼッッを説き︑様

でゐ︐ります︒

ぶん雌切あれかめいく

た健もひろ

みち砿同んとだ

にぼんこうだうく掴いい

かみにほん〃じつみ︐にぼん︲みちいろ

日本弘道禽と云ふのは曹唯だ道を弘げるばかりでは

一︑−んにＬ

とうざい？封ばんせいふえきみちあ

所を知らぱい︑四分五裂して居る︒岐れ目が幾つもめ

ない︑上に可Ｈ本 一の字が附いて居る︒日本の道を弘げ

か人が密

せい乳︑人

力い通い

にぼんこう淀う・ふいくわつどういみ冠唾鐘ぷわ

このもんだいだうとｆじゃ会者はぢゆ今清いもんだい

になります︒

しだう誤

手唾握牡かいばん・﹂くにほんとだ
る精神である︒即ち世界高蝋をして日本から説き出す

きらせかいてきとのしんきうかうきうすぷＵんゐゐ

それ人︑〜毒へ出したのであるけれども︑今日はどうし

ところの斯道に由らしめなければ塚らぬ﹄斯う云ふ精

み・ちおき全

にぼん２

しん

て為更に世界的に其異相を考究して︑総ての人頻の

肺が介・ければ日本弘道歯の濡動の意味は甚だ弱いこと

ゆ

ろしかしだう

ロツヨーパ陰埠誌よ

つ今も

１１Ｊ○叩け︑︲Ａ肌Ⅱ伽ｖ︵︺Ｔｌ凡︑Ⅱ

これそい

︑害︑皿■８︐凡６ＡⅡＷ叩１山守口早︲︲ｉ１

慨人動もすれば畢読の新なろ者慈愛ぴ︑酵き者韮賎しむ︒然

一西村先生臼く

０１１１︲

１ＪＴＩＩ

明かにした積︐りでありますから︑是で終︐︐誤す︒

掘呼ら

こんいをジ・たそのかい可や姑のいくこんごとはうしん

此問題砿道嬢上極めて重大なる問題でゐりますが︑

涜

ラー／︑〜になって居る︒而して斯道はどうか日本から説

今日は唯だ其概略を述べ︑幾らか今後取るべき方針を

よ

由って行かなければならぬ道を明かにしなければｋら
これたの んきうで警＆
ぬのであります︒が是まで其研究は出来て居らぬ︑︵

わか

って分らぬ・東西を貫いて寓世不易の道の在ることば

だこみし

さ詮

際であった︑何に由って宜いか分らぬ︑人類は其向ふ

ノ

き出すやうにしたいのである︒羅欧巴は甚だ善く職か
こんにつご上だいぜんさう六がひうちこはみ
った︒今日の如き大戦争をして互に打殴じて居るのは
やはしだうをむこ・た
これおうしう
矢張り斯道に背いた事があったからである︒是は職洲
ぷんめいこぐじかどうちやとじつ湾いちひよく
文明園の自家撞着であります賞に大恥辱でゐる︒そ
こんど．週かいじん色砲みち謁琢ら班
こでどうしても今後は世界人類の道を明かにして翰世

しだうにばん

手燃漣

一れども畢説の貴ぶ・へきば翼にありて新にあらず遊新奮走以て

一事説の擾劣韮定あんとすろば随と云ふくし︒︵繊自識錐︶一

一

−

一

一

かいじんるゐしだう装いこと

禿けういくちよくご

Ｓやらどむかしにほんかん蛭がらみちい

界人類をして斯道に由らしむると云ふ事にしなければ

しめ

ならぬ︑それには丁度昔からＨ本には惟紳の道と云ふ
い

ものが示されて居る教育勅語にも斯道とめる︒日本で

一

一

一

一

一

山ＩＪＩ
はうすめらみことＬと云ふ﹁みことＬは即ち﹁ロゴスＬでめ

十浬厄ずせかいばん・﹄くす

道らは何ぞや

一

る︒﹃︲すめらＬは即ち司統くるＬである︑世界寓圃を統べ

Ｉ

九

へ

〈

戦時の亜米利加

加︵同前︶

錨霊耀環横井

す︒今日の文化の程度職無蛎界の模様に供て︑職争と云ふものが

の専門の所をお話しては︑賎ど御聴きになる諸溌の御利益にＪ勉なちず︑

察限外ならぬ謹でありますけれども．此席上・てお話をしまするにば．私

うな事柄は︐私の専門ド鴎することが割合に少ないの・て︐責は棄人の観

に就てはⅢ吾々の専門上研究すべき錆に参り哉しれので︑今日お話申すや

なって膳ろと云ふことも︑一寸人の孝への及びませぬ︐多雲くの人は考へ

リ考へながつれ︒それが演際︑今は戦零に加入して心鰐合域の一ヶ図と

れから父︑亜米利加の如き国がｂ戦争に入る入︾云ふこ上﹄ば・醤畔誰も錐

なずつれの・てあって︲そ収が既に大なる考へ逢ひであったのでわる︒そ

走って間迎も四年や五年も︑職手が擬くと云ふやうなこ上﹄ば・頓と考へ

すｃ叉弘道含の御趣旨に倖りますの・て私は素人なが・ｂ旬私の目に脳に︑

であります︒

もつ

さ〃フにないと思ふやうなことを言ってをつだのでめり
力ァ・メリカ
ますが︑彼の亜米利加は︑デモクラシーを以て︑オー

きうして︑叉其宣言を見ると︑さう云ふことを言ひ

︒また七のぜ灸げんみい︐い

おもや

ロデモク︒ラシー□

なかつ士こと〜恩ひます︒事謎の上に於ては．Ⅷ題がさうなってあるの

あり︑義す０

つれごとが︑案外さうでないことが宜際に現はれて来て．そこで始めて

であります︒少くとも多くの人︑具眼恭などが考へて︑斯うであると云

どうも此世の中には︑不腿議なこ︑とが多いと云へば︑多いやう北もの

口不恩議なこと□

耳に聡いた灰の戦時の亜米利加の概略態．お話して見やソと考へろので

又御分かりになろ方もなからうと︑失敬ながら察する次第●てございま

欧羅

したが恰・も戦争中であって︑欧羅巴迄は術く課に参りませんでしれが︒

致す所であり史す︒私は先頃大畢教授として賦米に縦行悲仰付けられ弐

が一年も雑く窺遣は決してないと云ふやうなこＬ﹂か心移くの人は言って

巴には到底あり得ない︑若しあっても︑三ヶ月位は擬く衣らうが︑それ

云ふやうなことは︑是迄の多くの畢考は考へなかったらしいの．一一一ありま

も何もないやうてある︒即ち欺羅巴脹於て︲斯の如く大乱が長く擬くと

不思議なことがあると云ふやうになるけれどもり何も一向祇思識なこと

二

︲Ｉ

戦時の亜米利
口専門外の観察□

敬

○

時

亜米利加だけはｂ大分歩斗﹄まし士の・てあります︒此亜米利加悲歩きます

閣下並に諸君？私ば此席で一鑑のお話態致すことは︑甚だ以て全審と

I

I

ご己いだ

ほ厩腫象Ｊ

ぜんさ・ういらいい−﹂れず雄峰いをなん

︐もつ

戦時の亜米利加

き

一一一

を盛んにするのも︑デモクラシーを盛んにする澱であ§其通りで︑何か知らぬが︑デモクラシーは良いこと

のも︑一プモクラシーを盛んにする篤︽﹄ある︒溌鍵継鎧へぼ︑拍手喝采を得ると一毒ふやうに︑今日の亜米利加

さかさかだめ千一のとほ︲竃にしよ

にも殆Ａど分らなかったのであり霊す︒教育を進むる非立憲を悪いことのやうに考へて︑何でも非立憲と云

さかばくし沙かっさいうこんにちアメリカ

底とわかけうい４す︒ひりつけん七砿かんがなんひｂつけんい

い

ある︒
何かしら戦争以来と云ふものは剛一プモ之夢シーふ︑是即ちデモクラシーであると云って居る︒何のこ
ひ唾やら煙や
じつわかかつわがにほんひりつけんい寺
が︑非術に流行って来まして︑ウヰルソンが︑此デモ−とやら賞は分らない・嘗て我日本で︑非立憲と云ふ語
だ催いばやこのひ︒ｐつけんいじすであや
クーフシーを以て︑オートクラシーを打破すると云ってが流行った︒此非立憲と云ふ字が︑凝に怪しいのであ
ごもら
こんにもひり︵・けんいなんわか
から︑そちらにも此方にも︑デモクラシーと云って︑る︒今日非立憲と云ふことは︑何のことか分らないけ
わた・§しず灸ぷんえんぜつ詠むかくしこれひりつけんあひｂつけん
私も随分デーセクラシーの演説を雛きましたが︑私れども︑之も非立憲である︑被れも非立憲であると︐

斌に

あ鞠あいＣんみんもうぎつく

けんりょくたみみ入しゆしゆぎいきいようい辱一あいヤブ

になることになります︑さうして其民主々義と云ふもりませぬが︑僕の加父もデ証クラ蕪である︑僕の親父
のを︑どう云ふ意味に解樺せられるか︑今承れば︑もデモクラ薫であるから︑僕もデモクラ糞である︒デ
椛力が民にあると云ふことが︑民主主義でゐると云ふモクーフシーを採用しなければならぬと云ふ︒其言ひ様
アメリカりんいばゆ繁．みんしゆし喚苔い謬るわたくしたＡ︐註かき
ことでありますが︑亜米利加人の所謂民主主義と垂ふに驚いて︑私はデモクラ薫に向って︑それを聞きま
ものは︑案外さうでもないやみしめり︑あるやうでもすと︑人民は忠義を議して︑唯撫掘の確減ぞ彫ると一琴

いいみかいしやくい象↑つけた志冠たうＦくたう

そのみんしゆ︐Ｉ︑智いぼく詮ふたう霞くしん蕊

本と合同して通戦争はしない籍である︒所がそれは別って居るかと云ふと︑それは気付いて居ない・僕は分

臓んがふどうぜんさうばずと戸ろ今くつゐい．霊一吋一ゐ厩くわか

い

もあって蕊に至って︑甚だ迷はざるを得ない︒若し亜デモクーフシーを言ふから︑君はデモクーフシーのことを
メリヵ いし人
米利加に於て︑輿にさう云ふことを考へるならば．日盛んに言ふが︑君は賞際デモクラシーと一尋ふ﹄とが分

かんがにざかい智みじつさいわか

斯ぅ云ふことを言ってをります︒所が聯合閥の中に︑きますが︑亜米利加人にして此デモクラシーのことを
みんし中﹂くわれＪ︑くに己とくにしゐこれ・ａた堀慧で池︲にんものし巷
民主剛もめれば︑吾々どもの園の如く︑さうでない画知って居るものは︑之叉譲だ少い 一人の者が頻６と

えもプいきみ

主義を打ち雪︒年如主義を以て︑軍誠主織灘擬す塑云ふ二︽って・彼方此方に︑極々と一表モクラシーのことを書

しゆ．ぎう︿いわしゆぎもつぐん・﹄くしゆぎこはいいあちらこちらいろ︑ｆ〜︲か

トクラシーを打つ聴唯今お話の民主主義を以て︑専糊ると云ふやうに︑何でも彼でもデモクラシーであると

ぅたずいま嘩芯レみん︑︾ゆしゆぎもつせんゼいいなんが

1

・戦時の亜米利加
か・ヘが為

のや う に 考 へ て 居 る や う で あ り ま す ．

口世界人種の掃溜□
そこで其亜米利加と云ふ幽毒０今日より知らうと思ったならば︑どう
しても亜米利加と云ふもの〜嗣職と云ふと︲一寸私などには分り無紅ま
すけれども︲兎に角亜米利加の有様︑斯う云ふものか︒大鐙Ｔｂ巷へて
兄衣らぱ︑齢程不思議であるＬ﹂云はなければならぬやうになって来る︶

即ち亜米利加と云ふ蝋ば︲世芥巾の人間︑然沙も多くは貧乏人︑多くは
無筆省ごあって︑種々の人間が︲此庭に寄り集って居るｃ世界の人種の
掃溜であるのであります︒ズシト古い時分にｂ吾々の教授で亜米利加人
が能く言って起りまし派が︑獅逸災族が深山亜米利加に移住する︒此凋
が亜米利加に移住すると云ふのは︑其根本は結局ｂ徴兵令と云ふものド

逸民族と云ふものば︑非常に愛幽心に嵩んで居る民族である︒その民族
膳じて︲兵役に取ら紅ろと云ふことが︑子供の偽に如何にも苦痛である

ります︒

１・もんさつ

釧心︒何かあるであらうと云ふことでは納まりが付かな

を乏

りに云ってありまし士が︑さう云ふ意床であるかどうザ知り半をぬが︑其

いのであります．種々の人間が潮右に行かうと云ふの
あちらこちら

ならなければ︑戦争は出来ない︒そこで亜米利加が戦

せんきうできアメリカせん

て聴彼方此方に︑四面八方で︑何方でも行かうと云ふ
ことになるとどうすることも出来ぬから︑それでは居
いやし︒︑プメリカぜんばんや↑い
られぬ．荷も亜米利加全般が行りたいと云ふことに

めん庭うどちらゆい
で
き
を

ひだリ夕まっすぐ歩こう毎う切

しゆ４４１にんげんみぎゆい

蛮は亜米利加と云ふ風に行くと︑生活が梁である．金が取れて︲言はい

づ平和に各々個人主義で︑自由に道渠彩して見救い︒築耀楽華がし犬い

戦争などはしない︒微兵令など︲云ふこＬ﹄ば以ての外のこＬ−であるｃ先

ます︒斯う云ふ人が︑津山寄って届るの．●・一﹂あるＴｂして︑何でも椎はい

其黄種々の理窟は付けて居るけれども矢張りそれに外ならないのであり

集まる所であって︑Ｈ本人が亜米利加ｒｌと云って︑指して行くのもり

に︑左に行き︑真直に行かう竺云ふいに︑後方に行つ

鼓に

どうしても納まりが付かぬと云ふことになる課でめ

匙３

ります．が︑そ弧は何でもなしにやったと云ふことでは

ついわけ

に何が故に参加したかと云ふことば︑極々の観察がゐ

なにゆゑさんかいしゅん

なんい

云ふが如く︑何だか雑然として取止めのないやうな所
いプメリ方
菖せんきう
の画であって︑さう云ふ亜米利加であって︑借て戦雲

に於ても︑町や村が︑各勝手な政拾をやって居ると
い
ごとなんざつぜんとりと皇愚

おいまちむらおのｊく１かつて牡いぢゐ

中央集権と云ふものがないのであるから︑亜米利加と
季ｆ雑かくしうかってせいぢ︑巷またおなしうない
云ふ函は爾各州勝手な政治をやって居り︑叉同じ州内

ちゆ全あうしふけんいうメリ力

ゆ
ほき
くなに
そこでさう一写ふ鯉確である
故ゑ
にお
︑大
風でめって

口戦争と個人主義□

と云ふ︑之が人民一般の希望ごある︒斯う言って在？りうと思ふのであ

二

築耀繁華が出来ろがら︐彼庭に行でソと云ふので心きう云ふ人間が津山

と云ふのでＵ途に多く皆此庭に移住するのごある︒斯う云ふこと韮︑頻

二二

グー

を

Ｔ人
ｊ●
ンＪ
﹄
力
力﹃し

こ恥さ

す

アメリカつい
念へ
したと一蚕ふことであります︒亜米利加に就ては︑前にも

このこうだうくわいはなお旗おびたザ

ごに．ん

ずゐぷんあじ靴型ぱ悠レ

アメリ力じん

此弘道曾で話したやうに畳えてを︐りますが︑移しく

さ

きて居ると云ふやうな考へを抱かずに捨てなければな

あ

かんが

い

わ舵ＤＩＩをのせかい

ませかいいが人がお皇

こすゐ
つとけしつ大くさんまサンうう会︑ｘ
鼓吹するやうに努めた事賞が嘩山あって︑先づ桑港
鞭いわたくし悪６．世やコリく
いなめつ
に於て︑私共の上陸才ろや否や︑目に付いたのは風

鞭膿ソ︑到る庭に亜米利加の世界二；あると云ふことを

いた堂ろプメリカせかいい

種々の方面に於て︑活動潟異なり︑寄席なり芝居

しゆわｆｌはうめんおいくやつどうしやしんぶせしぱゐ

口圃旗と圃歌□

うでめる︒

気を鼓に利用して︑先づ世界一と云ふ考へぞ起させな
たうきょくしや主ほど﹃と
け恥ぱならねと云ふことには︑営局者は除程努めたや

苦こむｂ︑よう

ふやうな鮎を傭へ軽けぃぱばらぬ︒それてきう云ふ人

い

てん乏ないにん

として大切なことでゐると恩ふ︒偶本もどうか世界一
．じつさいせかいい
と云ふことを考へ２やうになりたい︒賞際世界一と云

たいせつ詞もにほん・せかい

どうも営てられてしまふ︒けれども︐吾々は其世界一
アパリヵほこ
ごせいりよく
として亜米利加が誇りとして居る息とは︐一鯛の勢力

︾︾︶

んでは世界一であると云ふ・亜米利加人の世界一にはぶ

せかい︲いアメリカじんせかい

で︒先づ小さくてぅ是は亜米利加一でゐあと云ふ︑進

魚ちひこ蛇アメリカいす頭

に曾って御篭になると︑随分常てられるやうな自慢話

あ

アメリ力Ｌ人

自尊心の強いのは亜米利加人であります．亜米利加入

ロウ氏再選の裏面□
多くの人は戦争をしようと云ふことを考へて賎なかった︒此戦争延し
一人

やう上﹄云ふこと韮考へながったと云ふことば︑今度ウヰルソンの第二同
の避畢の畔に町其言葉で十分に分って勝る︒ヒュース・と云ふ人が

の候抽であったがｂ此造ユースと云ふ人走畢げたならば︲何だか職争に
なりさう．てあるが︑ウヰルソンならば大丈夫戦争にならないｂそこで此

ワヰルソン悲大統領に選畢した方が堂からうと云ふので︑叉ウヰルソン
も戦争態しないと云ふ宣言で︑大統領に野ぴ避畢せられたと云ふことで
ある︒之を凡ても職季をし誰くながったと云ふことば確であって︑亜米
利加は職季に参加しきうにもない︒人氏一般に戦争韮せぬ稜りであつ粒
と見なければならぬが︑どう云ふ間拍子か並に戦争に参加したと云ふこ
とに就ては佃此人民韮畢げて此戦争に熱中させなければならぬと云ふこ

は鰹ろの・てあります︒

敦ア

とが先づ第一の問題であります︒仏で種だの手段が誰ぜられ衣や７に思

口何でも世界一□
まを

私の眼に鯛れた所の一二を申しますれば︑先づ亜

しきたてとしぎご伽ふかざ

わたくしめふとろ

メ叩〆力い

米利加と云ふものを頻りと楯に取り頻りと之を振り鋳
〃戦昨の亜米利加

ぜそん１人つよ・

らぬが︑籾てどうして之を捨てるか︒

い

さうくは
いしゃ全ご・県までこじんしゆぎためい
零に加はった以上は︑是迄のやうな個人主義の麓に生

I

誉

氏た

戦時の亜米利加

にほんこく昔定いせつとのたおいば﹃︶４

ま〃７０

わけ

こく曽らＫよう我を

唐だ

サシフランシ次︒つ

アノリ

識

旗であります︒日本の剛旗は︑三大節其他御祝ひ事で
毛のたか︒
もなければ︒其他には掲げないやうな定めでありま

ゐ

す︒又さうでゐる謀でありますが鼠桑港に着いて見
しう婆↓いづ跡へこくきひる減へ
ると駐ノベッ幕唾しに市牢何れの家にも︑風旗が雛
なＦ・雪上どの・﹂く番︾い

って居るので︑刷臓僻用と申しまｒが魁どうも亜米利

力この

加は鳴此フラッグ︑フラッグで︑何事＃︑此幽族と云ふも
もつまちうぎかぎ鈴またし

城邸

方

きりつ

ばうし

のを以て︑先づ忠義の飾りとして居る↑それから叉始
じうこうゑんこぐかそう
これだいぶあ
終公園で︑刷歌を麦すること︑之にも大分鴬てられる
んがく
のであります︒恥峰砕笹娠嘩を擁歩して居ると︑苦お楽
アメリ力こ

いわれＦく１もちろんれんがふこぐ

でも始まると︑ウッカリすると︑起立をせよ融帽子を
一﹂・Ｐ︑よ

取れ︑亜米利加の鋼歌だと云ふ︒吾々も勿論聯合閲の
その．いれい．Ｌ
一圃家でゐムリますから︑其概職を群するものでぱあり
れうや．と︒ういめしく
ませぬが︐：：料理屋等に行って飯を食はふとすると

職て隣で域歌をやる︑価で飯食ふのを待って︑敬備を

やがと雄ロこ︒１か長こ酸しく詮けい罪い

ゐ

いふう

なか７１あ

はうアメリ力つよ声丞みア

をしなければならぬので通却々富てられるのである．
メ＃〆力き−人か

賦破れん印ふこぐかで芳

きう云ふ風にしてｂ一方亜米利加の蝿い所を見せ︑亜

アメリ力い

れんがふぐ人いかんせかい

米利加が参加して︑始めて聯合風が勝つことが出来る

いかんいきぶんみ然啄をア

メリカぱい

わ小ｙく１五ふらか

ぜんきうか

のだゞ亜米利加出でずんぱ聯合軍を如何せん︑世界を
如何せんやと云ふ気分を派らせやうとする︒而して亜

い

し

米利加が入ったならば︑吾々の力を籍りて︑戦争に勝
．と
ヤ戦
ん
つことが齢奉ると云ふこと笹知らせる︒さうする

きうたずすわけねんたうらす

い

ゐ

やはみこみた

か

霧が直ちに潜む課だ︑一年も経たぬ中に潜まなければ
い

い

ならいが︑さてさうは言はね︑矢張り見込が立だぬか
当るじつさいアメリカでため．せん
らさうは言はい︒所が奮際は亜米利加が出セ麓に︑戦
ざう竃がぴ
Ｊほどふしざ
争が長引くと云ふのだから徐程不思議であります︒斯

いてうししき
う云ふ調子で頻︐りにやって居る．

口濁探騒ぎ□

叉一方に於ては︑今度は米図人韮して猫逸を嫌はせるＬ︲去ふこと起︑
い

く為つどうしやしん

ので︑僕等Ｆば頗る診らしいことが多かつ菰︒第一猫探と云ふものば︑

りませぬけれども︑亜米利加の凋探騒ぎと云ふものは︑却々目醒しいも

であると蝉猫探であるとザ種々あって融どちらが本家本元であるか知

歩

しなければならぬと云ふやうな瀞で︑彼方此方で圃歌

でく

やがこく

一つ努めなければならぬ︒之が叉大切なことであるが︑私の眼に鯛に︑
まだけい小い

こま登弗よせ

をやられて困る︒叉寄席にでも行って居ると︑鵬て幽
方そやう

いうめいだいとうリやら必かんづｆ︑ぼくおど歩

ヒリッピンｊ﹂と昔匿いとうりや︒

は有名なる大統餓︑就中僕の驚かざるを得ないのは．
Ｐ元

耳に響いれ所で先づ猫探と云ふことである︒日本にも能くあつ天心露探

い

二

歌が奏せられて叉敬縄しなければならぬ︒活動為冥に

わいあちらこちらこくか

四

何をするか分らないと云ふので︑是は合衆蝋の隣りであるけれども︑加

］

比搾賓を取った時の大統飯までが出て来る︒それから

で誼ほづめそのさいきりつかつ宮い

ウヰルソンが出て大詰となる︒其際には起立して賜采

「

〆一

口愈々不思議□

今度は陸遁走破壊すると云ふので︑沈橋の上に涼んで隅ろと︑オィ

今度ば濁探がｂ水源に毒起轍布して亜米利加人恥毒殺するの虞がある

思議なことである︒いよノ︑出て︑愈々不思議なのは︑亜米利加の淵探

の一人や二人立って走っても︑何にもならぬこと︑思ひますが︑之も不

一次イナマイトで波漢すると云ふのであり・表すがち︑それを防ぐに兵隊

ガイそこに立って居るこＬＬは許さぬと云って迫出されろ︒どうも椛悲一

と云ふこと走云ひ出し士︒之もどうも不思議てある︒成るほど戦場訓ら

はせやうと云寺一とは︑亜米利加に於て甚しいものご一栂りす︒獅遜人

が非常に亜米利加に多い脹拘ばらず澗迩人が非常に嫌は収て鵬ろ︒証に

であって︑さう云ふ風に何でも彼でも獅探と云ふやうに蝿逸走礎んに雌

都含などの水源に︑一々毒を撤布してやらうと云ふことば︑是は齢程努

の料理屋がある︒所がさう云ふ名悲付けて起っては︑料理屋に一人も入

蕪の毒Ｆ堪へないのは︑紐育のある繁華な町に糊遜語ご名をつけた三軒

敗けて蹄つた者が︑井戸などに種々悪戯むして蹄つたと云ふことば︑従

力の甚しいものであらうと忠ふのでありますｃ向井正雪が水源に毒恥搬

らない︒到底名雅錘へなければ入いるものがないと云ふ位に随分嫌ばれ

逸文態書くと︑其お蔭で砥其演説聯しれ地方でば︑︑スッカリ濁逸語恥畢

るものはｏどれ位の分量韮入れれならば勘毒殺に適する簿是は除程の

校から雁してしまつ北ｃ併で獅逸語雅躍ぷ人ばなくなって︑凋逸語の全

て︑甚しいのほ加州のスタンフォード大畢の猫迦語の先生が︑盛んに鰯

います︒今ならば何と申します薄金悲津山擁へて︑種ル︑鶴耀築華のや

れのであります︒さうして今度は測逸語と云ふものが膨非常に衰へて来

り様がない︒そ︒︾・て孝へ付い茨のは︑一つ天然の砂糖水彩散ん・て兄やう

てむつ求畢紘走剥脱し士と云ふに至ってはどうも極端・〆﹄ある︒

臓零してしまつれ︒雀しいのに至っては︑或る大畢ては︑凋迦人にやっ

ものであってｂ由井正雲のことも恐らく小説であつ衣らうと郷ふ︒私は

井戸に癌んに砂糖毒投げ込んだと云ふこと・てあります︒さ

こんどくち一諏さあつせい

口言論の抑墜□

と云ふので

あつ衣ならば︑大きな水源地に撤く毒薬と云ふものは︑どれ位のもので

ある露︲流車脹積み︑馬車に積んで行かなければなる泉いと思ふ︒而し

つい

さうして今度は口を抑へなけ鯉ばならぬ・躍制でな
ごαあ．つせい
ければならぬ︒此厩制をすると一毒ふことに就ては︑字

二

水源地には︑ちゃんと兵隊が霧をして居ろと云ふこどであります︒

戦昨の亜米利加

五

井戸に深山の砂糖韮投げ込んで︑井戸水に混ぜて︑辛とそれ位の慨値が

うして飲んだ所が︑何だか少し甘いやうな燕がしれを云ふこ上﹄である︒

肥後の者でありますが︑向ふで斯う云ふ可笑しい話韮聞い衣ことがござ

い求と云ふこともあり農しれが︑併し水源に毒を撒くと云って︑其毒な

来往々ありますけれども︑如何に淵探が何鵡考へろかわでｂいとはいへ

口水源に毒薬□

と思ひ糞す︒之も不思議なことである︒

かし菰︒議事堂態焼くと云ふのは︑猫探も齢程念が入つれ濁探であらう

奈陀の議事堂が焼けれ︑すると是は猫深が焼いれのであると云って大騒

イ

− 司

戦時の亜米刑加

一一一︿

メ利
リ加
カにを
轄毒の謎騨と一琴ふものがある︒お室
前へ
はア
亜米
盾っ

のくん曜港﹄ゆしゆつ歩碇ふ碇起し

野君のお話には︑輸出とか輸入とかの話がありました

て︑忠義を存じて居るか︒斯ういふことは皆忠義でゐ

︲あつせいい

い

い

よ

ふもうｂのいめん﹄ぷく嵯潅峰しりつ

不都合であると云ふやうなことでも言へぱ大鍵だ︒直

ルソン大統領の考へや︑あのやり方はゆかぬ此戦零は
ふ
つ蝉ふい・がたいへんすぐ

定いとうりやらかんがか庭ごのせんさう

んになることを喜ぶ吾々はあの力はない︑どうもウヰ

よみこわ恥７１１ちか﹄・

淫れではいけない︒此戦争を何と恩ふか︑偶逸を何と
ときドイツ：ノ王くに
かれさか
思ふかと云はれた時に︑獅逸は握い園であって彼が盛

１幸し

ちうぎぞんゐ力みなちうぎ

が︑是は一方から云ふと︑巳むを得ざる庭置でゐって必

るｃ能く知ってを︐りますと云へぱそれで宜いが︑まだ
このせん志うなんおもドイツなん

きしや匙ろた

Ｉや﹄ひやらふそく辻昔たんふそくに人

一﹂れぱういやえ０﹄よちが毛色
なぜい

ずしも礎制とは言へぬのであります︒何故かと云ふと
汽車が全然で足らない︒車輔の不足︑石炭の不足︑入

げんふそくいとんにちせんさうおい
ぐんじゆびん毛のたぶつびんはこい

間の不足と云ふのでどうしても︐今日の戦争に於て︑

よ

生たきんしはこでき

韓需品其他の物品を運ぶと云ふことになって諺そこで
いきばやえきん
禁じなくても宜いものを︑勢ひ巳むを得ず︑禁じなけ
ればならず雲︑叉禁止しないでも揮一ぶことが出来ないｃ
いぜいたくひんよけいもの堀こちか色

じ︵〃さいあつぜいい

ゐ

吉元

おも

くいわせつい

げんろんげんろんよくあつ

これや

に不忠者と云ふので免職になる︒甚だしいのは︑私立
だいがくだいがくこれアメリカくっしだいがく
大畢のコロンビア大畢︑是は亜米利加屈指の大畢でゐ

きう云ふ賛津品の除計な物は︑運ぶ力がなくなってし
まって居るのは︑是は己むを得ぬことシ思ひますが︐

るが︑不忠呼ぱはりをきれて︑環職になったものがゐる

アメリ力

ゐ

うメリ力もつど込か

あ

のであるのに︑それを賊首せられたのであります︒或

くわくしゆ

重きをなして居るもので︑亜米利加は最も然るべきも

かさ

授に任ぜられる者の自由と云ふことは稲教育上非常に

ぶゆにんものＥいういけういくじ篭一ひぜや全

でありますから︑大畢に於ての言論の白︻由︑大挙の教

定いがくおいげんろんじいう定いがくけう

ば︑是は到底︑畢問の進歩を助ける鐸にはいか藤いの

これたうていがくもんＬ人ぽ章丁左け

律の許す以上︑言説の自由と云ふものがなかったなら

・りつ喚悉いじゃ会げんせつじいうい

も重んじ唾ければならぬ 大挙といへども勿論相
た常しのてう
せいげんあまばふ
制限を甘んじて受けなければならぬけれども︑法

和もだいがくもＬ︽ろんさう

のであります．吾々は大挙の自由と云ふことを画どう

われ〃１１萱．いがくＤいうい

ふ昭一うよめ人しよ︑

賞際厭制と云ふことは言論でゐ膿ソます︒言論の抑塵で

あ鋤蓉すうもう亜米利加では︑李和説と云ふことは︑
できも︵いたいい
一切望むことは出来ない︒若し兵隊にさう云ふことが
すずこういん

あったならば︑直に拘引されてしまふのであります︒

たいアメリカ

げんけうゐん手潅区壱一ゆ︒がくかうせうがく

口忠義の試鹸□
一二ｌヨーク

子躍睦ちうき

さうして紐育などでは︑現に致員即ち中畢校や小事
かう け う ゐ ん む か ・ ち う ぎ し 職 ん け
枝の教員に向って忠義の試験と云ふことをや２︲をる

ロ
ィャルチー即蛎偲議てありますが︑一鵠亜米利加で
これもち
じつさい〃い
之を用ひるのは不思議である︒けれども︑賞際に於て

ﾜー

けうじゆＤいうい

ければ風教授の自由と云ふことがないからｂどうして
詞ぱい蓄えんは
しりつ
も私立でなければならぬと︑大に気焔を吐くから︑而
われ１１だいがくけん

は多くの人が孝へ士より以一上の仕事怨するものでありますずり︑そこ〆﹂

委員にするに限る︒委員にするＬ﹄︑其中で私は反鋤・てあるとは︑どうも

務懇生じて来て瞳其中・て種々試走して勝ると︒途に群衆心理と一亭がもの

言へなくなってしまふのであります︒一団一議決韮成して︑自分が種々義

↑てありませう︲脚然とさうなってしまふもの・てあります︑そこの機微恋

︑い

し私立でも何々大畢は如何であり土︽すか︑誰それは何

る︑喧ましい者は塵倒する︒斯う一亭鼠が即ち今刊の亜米利加がｂ職季

捉へて旨く人心奄収鏡して行く︒それから勢に乗じて︑幽論の統一韮す

ためめんしよく

の篤に免職になったかと云ひますと︑吾々は大畢の樫

りじいうため確率睦かな猿くちとだま
けうじゆ

てしまった赦授もあったのであります︒

口巧妙なる手段□
さう云ふ風な謀で︑何でも上？ｂ歴し付けろ︑どうしてさう云ふ睡制
に︐皆甘んじて韮ろか入﹄云ふことば︐不思議で堪らぬけれども︑今のやう

な州々がら成立って居る米幽に於て中央集椛と云ふ方可ら兇生するＬ↑︑
●却々旨くやって居るｃ多くの人宅ワヰルソ﹀︾が集めろ︑今でも盛んに人

か集めるのであります︒華権頓脹行きましても︲宿屋には容易に入いる
ことが出来ない︐三ケ月も前でｂ頓ん乞澄い士ら宿屋も得られるかも知

利加人が華盛頓に集まるｃ多くの人を集めてそして種々の評議をするＪ

艇ま逗廻がｌ是憾少し請が太き遡誉蒸すがさう云ふ風鳴多くの亜米
又そこに集まつ士人等も各々人走集沈で評議なす乃︒さう一亭ふ風に人彩

なものでｂ反封の者でも反封が言へないやうになってしまふ︒諸君自ら

集めて︑評議韮さ竺Ｌきうして役人にすると電何とかすると魁是は齢

即ち此ウヰルソン其他豪傑の政策に依て・亜米利加の国論が銃一し一︑
６１︑

︲戦争の方に傾いたのであらうと忠ふ︒

口自由と戦争□

ざせんきうがだむくか猛にちゆ会あうしふけんい

芦え

かたちとかく至七のじつしつ．おい

籾て戦争に傾いて来ると︑即ち中央集擢と云ふこと
せんさうでき
にならざるを得ない︒デモクラシーでは戦争は出来な

い︒デモクラシーの形は︑兎に角形其賞質に於ては通

じんみんじいうじん・かんかう︑ふくこぐかかうふくいぃや参

かい

ゐざうゐ

人民の自由︑人鮭の幸禰ば︑幽家の幸禰よりも以上で

い

いの垂かけ曲．いこれ

んふん

ゐる︒斯う云ふことを言って居るに相違ないが︑しか
こくみんみなじいう７く１いをたうていくいえ巻ゆ
し剛民が皆自由々々と云って居っては︑到底兵役に行
て

けいうとくばくもつと戚汚確

りぷん

き手がない・命を賭て行かうと言ふことは︑是は人挫

の自由の束縛の最も甚だしいものであり土今す︒自分が

もみ

荘かＪｆ１

アメ

す
必
好きで行くのならば宜いが︑却冷さうはゆかぬ︒亜米

七

も御経鹸があらうと忠ひますが︐私共屡々純輪して韮りまするが︑反鋤・

二

の人は悩成ろ．へく委員にするに限るＪ委員にすると︐委員曾Ｌ﹂云ふもの

戦時の亜米刑加

に熱中するやうになつ士原因︒てあつ一ＬＥ私可ｂ忌弾なく言はしむれば︑

利自由の潟に︑甚だ悲しむと云って︑口を閉ぢて獣つ

しりつなにＪ１だいがくいかがだれなん

しか

る大畢に行きましたら︑大畢は私立に限る︒私立でな

だいがくゆ定いがくしりつかぎしｂこ

（

一

職昨の亜来荊加

リ力ばじ之のつもＵぷんすゆ
アメリカ

ペいとつぎふいうセうゐ一二ゆ

︾ゐ苫ふぃフあた

利加も初めは其積りであった︑自緋が好きで行く︒そ
かねげ﹁．ぎふ鞍かＪ・︑おほフランスくら
の代り月給も却々多くやる︒憐蘭幽などシ比べれば︑

かねもちこれ斌か１１１〃つ

亜米利加の一兵卒の給料は︑少尉中尉の給料に常ると
一毒ふ︑それだけの金を貰ふのでゐるから︑・之も却々結

こうづしやうばいこれゆ
なか︐ｌ

構な商寅でありますから︑之溌らぱ行ききうでありま

す︒けれども却々さうはゆかぬ︒

口歓迎と唱歌□
また︵いたいぴじんくわん〆いおびた︾

一﹄一﹂

くい乏つ

かぬもちむずこ︽擁とつふくきある

叉兵隊が美人に歓迎せられると云ふことは移しい
︽いたいふくつある
あす里
ものである︒兵隊の服を着けて歩いたものならば︑彼鹿
ひじん歩〃＄聡悠ば
からも此虚からも︑美人が寄って来る・甚だしいのに
い

にばん

やぽひとを

なると︑兵卒でない金持の子息が︑兵卒の服を着て歩
ひ哩や全
くと云ふことでありますから非常なものである︲さう

して日本などのやうな野募ば人は居らぬのであって︑
︷いたいわかため十私唯しゆへばつ︑とぎ童Ｉヨーク

わだくしそのレやらかし

み貴みにぼん

二八

詮つま弘一が

る．私は其唱歌を知りませぬが︑わ磁しの塗蝿がそれ

をスッヵリ見た所が︑日本のものとは全く違って︑日

揮ん︽いゆものいへわずみわさしゆ

し迩宇う菅こぐかため

い

いみ

本では兵に行く者は家を忘れ身を忘れて死にシ行く︑

ぶか﹄１１つうじんむつ

死ぬが忠義で︑国家の麓になると云ふことの意味でめ

ｈソ景すが︑そこは却々通人が集まってをりますから︐

いませんきういめでたくか︵けつ・﹂んい

い

か

今戦毎に行って︑目出度綿って結婚をしやうと云ふこ
ひとし
とが言ってある︒一つも死ぬと云ふやうなことの書い

やｃ
てあるのはないさ﹄フであります

口死は大禁物ロ

活動寓風も多く見ましたが亜米利加人江戦争に行って︑一番勇壮な断

を見せ︑一番哀れな所のものば︑砲弾懇受けて減れて階ろ所の家老随分

見弐しれ︒け晩ども人間の死んだのは︑活動寓興峠脂は出て来ない︒死ぬ

と云ふことば︑亜米利加人の大永ろ禁物と見え農して︑職争に行っても

めに︑工兵で︑もない臨時の鍛造の技師でありますが．二十人戦線に立っ

生きて蹄って来いと云ふのでありますから︑誠に緒椛である︒参戦の靭

て三四人死にまし菰が心さうして十人以上降参したのであります︒先言つ

生きて踊るにば降参す患に限るものである︒以前は三十六計の奥の手ば

の得策である︑郡一う捕礎になれば再び戦線に立つこ上底ないといふ妙計

逃げるにあつ誰ものが画今度はもう一つ震見せられて．降参するが一番

兵隊に別れる潟匡︑即ち出溌の時などは︑紐育などで
Ｌちゅうねあゆ
は︑市中を練って歩くことがあるさうでゐ膿ります︒さ
あ背こかい
こ世一らかいかっさい

うすると彼庭の二階からも︒此方の二階からも︑喝采
せつ鍋ん段ねは趣暮胆や食しん

て︑悌閥西の固家懇思って死んでしまつ犬ｃ之韮見ろと一寸捕嘩にもな

韮考へ出しれらしいｃ而し近頃の新聞席卜依ると︑悌悶西兵が捕礎になっ

︽いたいてつなしないあるいあり一己よ

して峻吻の真似をしたり︑甚だしいのになると噂情人

が兵隊と手を繋いで︑市内を歩くと云ふやうな有様で
しか︽いたいゆものためしや金かでき︲ゐ
あります︒而して兵隊に行く者の鱈に唱鉱が出来て届

Ｆ︾

ます︒

じじやら︽いたいゆひじゃ全くわ心げい

やはｐ句のちを

を

一﹂Ｐも

口餓道監理と物債制限□

其他亜米利加に於ける此戦争中の模様と云ふものは︑今は餓道と云ふ

ものがウヰルソンの手に監理せられろと云ふこ︑とになって︑一種の臨時

れから物侭調節と云ふものは︑今日本でば仲小路農商務大臣などはｂ口

剛有と云っても宝に即ち中央集椛になってしまつれのであります︒そ

うにもありませぬが︑亜米利加はさう云ふことばしないの・てあります︒

いのもり

し

口穀物の制限□

これヨーロツ

糖とか云ふやうなものば︑一定の値段になってしまつれのであります︒

求ら仕方がない課であって︑例へぱ最早や今日は︑小塞と切禰炭とか砂

を制限してしまってｂ相場も何も出て肘らないのであります︒さうなつ

が幾何︲石炭が幾ら何が幾らと云ふやうに︲・戦争に必要なものは皆値段

ロゼやろこと態しないで絶封的に定めて居るのであります︒穀物の値段

韮以て米の値投奉下げや？と努めてたられますが︑却々口では下がりさ

をし

ゆで

れますけれども︑矢張生命は惜しいのであります︒園

ゐ

刈りのはないのであります︒それで行き手がないから仕
かた
たふ
方がない・鑓蕊織を燕いたのでありますが︑それでも誰
じつふＬぎ
ふ︽いい
も不卒を言って居ないと云ふことは︑賞に不思議なこ
アメリ力いくにこじんＬ吹雪︾髭つと
とであります︒亜米利加と云ふ園は佃人主義を尊ぶと
ふへいひじぞっおばおも

こぐもつせいげん

巴の戦場であると︑食物は弾薬と同じ俊値のものぎ大

それから穀物の制限をしなければならぬ︒是は欧羅

ふ世の中に於て兵役の義務を負はされても河もう此虚
みなだ主︽いえ昔
たうていなんしかた
まで来たならば到底何とも仕方がない︑皆獣って兵役

切なものである︒之も食はずに居る課にはいかぬ︑各

い

︽いえきぎむ輯ひじやらざワよく
が兵役の義務を負はさうとして︑非常な努力をして︑
一浜うい盈のもくてきたつえアメリ力い
つ今︽

いｌ

せつ

Ｊ１

た

せつげん

たうせん

これくゐわけ・おの

い

ゐ建つ元く

せつげん

これ．りくついぜいげんほか

い

パぜんヴやらしょくもつだん垂；︑おなかちたい

に雁ずると云ふ斯う云ふやうなことにしたのは︑英圃

々節減すると云ふことにして居る︒全く食はなければ
しし敦
垂たせんさう
死んで了ふ︒さうして叉戦零をすることが誹奉ませぬ

き

容易に其目的を達し得なかったのを︒亜米利加は︑何

から食べるけれどｂそれを節減すると云ふことは富然

ひじやう

九

おういかをえいこぐ

時の間にかそれをズットやってしまったと云ふことは

でゐります縁是はどうも理窟を云ふと簿制限するより外

ますけれども︑それが叉不思議に不平を言はぬ・斯う云
ェなかおいくい欠きぎむおここ

窪たふし替一ふへいいかい

云ふことであって︑不平が非常に多いと思ふのであり

い

い

家と云ふことを教へなかったならば︑生命より惜しい

かい

聯う一尋ふやうな事情で︑兵隊に行くと非術に歓迎さ

口非常な不思議□

り難いが︑大賎に於て捕嘩に如くものはないと考へて居るやうであり

1

非常なこと刀云はぼければならぬことであります︒
戦時の亜米利加

二

・
一

〆

ヨ

戦昨の豆米利加三○

しかたアメ︐力しよともつ
せつけんだ

こ鯉あぃだけのことば出宋ないと云ふ風に心民主脚が講主剛になって居ろと

一﹄韮はい堤云ふのは︒寅に不思議千葛であって．古！トクラジ︲韮打破すると云ふ

い

仕方がないのであります︒亜米利加は食物があって︑云ふやうな一と雁な２嶋・大元帥と云ふ責椿になって来て︑全く事黄の
ゆし母つ
で竹
のうげふさかくに
輸出するこしの出寒るだけの農莱の盛ん態鯛でゐりま上卜於ては孟塁鯉以上になっ一走ります︒英国は君主閏てあり義すが

か︐催

れんがふこぐたすためでき

す︒それにも拘らず︑節峨し出した匙亨︽
これ

し柔くもつせっけん

は聯合剛を助ける霜に︑出来るだけ多くの穀物を輸入↑ことば・腰﹄うしても言ばれるものでない︒叉どうして軍幽主義彫打破す
い

などしろ

しなけ恥ぱ蕪ら必￥之にはどうしても食物の節像をしるし妄ふことが一百れゑ﹄ｃ斯くの姉寿来幽が︑君士幽韮打つとい︑茶
くる

もち詮うま

おびた廿

なければならぬと云ふので︑パン等も白パンをやめてらぱ︑暴悲製に暴に癌へ其非を知らずＬ二苧ぞ一とになりばしない電結

黒いやうばパンを用ひて居る︒旨くないこと移しい・局戦争はないもの・誇胃と催定し姿仏らぱ・亜米利加の如斗民主主義て
芝のたこむざばいふにくほいふい
ずゐぷんぜつけん
轟

鷺ぃ年ブリはふけんて行くＬ﹂云ふにば︑亜米利加の如きは︑即ヤヮ民主主義に離婆Ｌ魁到頭軍

其他小姿の配布︑肉の配布と云ふやうなことＦ一も︑そ宜いし恩ひますがｂ職争があって︒そ！︶て一園走擬にする・少くも保つ

ゐ

いありやう

口世界一の海軍園□

れんく︑︲随分
節倣をして居る︒さぅし一礼泳肇率料鯉準跡研蝿主義とならなければならぬてはなからう通
を

しよくしってうりけんきう

究せられて届？式す︒ウヰルソンの夫人自ら主唱者と

蔭って︑食物調理の研究をされて居る勉涛︾有様で︑
だんノー

こんにもアメリカじゃうたい

叉陸兵はどうか知れませぬが魁一旦艦張せられた海

きうなって来ると．段々ウヰルソンの恩ひ辿りになり震たりく︽ぃしたん息やく蜜や曇＃
い

ぐん・﹂く

おも

軍※
剛にえ
な陰
りぐ
得るん
でゐ
らぐ
うとし
忠ふ
の；
であり史
︒さ
うす
君王図に□わ鯉くと
ら
こ
：
です雷
＆

やる必要もないから・戦後に亜米利加は世界一等の海

むだいひと

菱あると云ふのが︑今日の亜米利加の状態でめりま軍の筑錨も︑癖誕になったかぢと一弄って・無代で人に
すっ．
／ひつ認ぅ霧尤ごアメリカ醤かいとうかぃ

口民主図︑

ると吾々の隣り暇偉いどうも軍閥主義の隣が出来て届
民主主義と云ったのも︑其形のみで心父選繁に依って成立って端ろけどわ皿Ｉ︲けいかぃ工蔵に
ると云ふことは︑吾々は警戒をして宜いか．何をして
れども︑今ばウヰルソンば市派なろ藩主であるｃ彼のホワイトがウスＬ﹄︾今しとかくみゐわけ

﹄えい画やらい

やフ

わげ

ぬ︒蕃々は河を怖飢るかと云ふと︑何と云ってもお隣

われ７ｌ１蔵版おきいなん︑唖とな

一蓋大蒜領ウヰルソンの住肺は︑今迄は案内人が常に其虚に連れて行っ宜いか知らぬが︑兎に角ヂット見一！↓居る課にはゅか
て見物の場所となって韮つ犬ものが個今は巡査の護緬の鵬所となって︒

入ることも許されず︑ウヰルソンが運動Ｅ寸出ろにも．護衛が附くとりの影響と云ふものを受けない課にゆかないものであ

Ｉ

〆,；‐‐ ‐

１８Ｌ

言といぼんめいみ和い蕊ふくわく淀堂奉

アメリクカえへも皐今う・

る．殊に日本よりも︑或る意味に於て︑文化の下る所
雪ｘ

の亜米利加の影響を避けざる形得斯いものであって︑

こんにらわか︐ｆ〜くにずゐぷんアメー力よみや
げたく﹃ご入え

は杯はもつこ柔

今日まで吾々の圃は随分亜米利加の良ろしくないお土

こんご吸十γｆ︑話の︑●ノ恥おほ

躍を深川得つシあったのは︑注だ以て凧ったことで︑
われ易１４１小じゃう・フ・恥を

吾々は非常に憂へて居った︒今後を往々其愛ひが大き

おも会えご人どアメリヵ
くなるであらうと忠ひつシあった所に︑今度亜米利加
屠の灸やげいく︽いありざ江

．たま

の其お土産は︑幾らか減って来ると云ふ有様になって
を
Ｆえ︲
居るまいかと一云ふことば︑謡 罪潅に華ばざるを得な

いｏ

口米図の影響□
にほんひろ

段たせ弓めつ

デモクラシーなどを︑日本に暖められては堪らぬが
ア
メリ力おいなかＪ１︑い
亜米利加に於ても却々デモクラシーなど動云ふものは
じｒ一〃いせ尋︑めつ

ゼ入さうで幹﹄

事賞に於て︑消滅してをります︒叉消滅しなければな
その

砲．る

らぬ︒其デモクラシーがゐつては︐戦争が出来ない・・
たうていこく

い

到底一園としては︑デモクラシーを許すものではない
いじゃ凸このてんあ人しんまたひ
と云ふことを知った以上は︑此鮎域安心ごある︒叉非

ｃやらぜいた〃︑い︒ノアメリカリう
にほ人ずゐぶんはい詮こんどあいせんさうみ

常に餐樺かすると云ふことは︑亜米利加流であって︑
ぜいたく沫耗味がいゐおの︐ｊ・つよちくしんも

日本にも随分入って来ましたが︑今回の戦争を見まし

つい

こまたにほん註炉いえい噂やらあだ

．ばんをし
ねばばら鍋と一津ふことを︑一般に教へると一尋ふことに

こうり一つだい〃・く

︵いしきたいさうざか

才感嬉加︑〃鐸

就ては︑是れ又剛本に向って︑好い影響を輿へはしな
ことつい
いま誰でアメリ力
敬たぐんこぐしゆぎ
いか．叉軍幽主義といふ事に就ても︑今迄亜米利加で︲

セうがく

・酢ちゆ含かくかうおいかつたいきうくわ

は︑公立の上畢では︑兵式鵠操を盛んにやり︑即ち軍
瞳けういくぼん平１牡い静か
事敦育を一般畢生に向ってやったと一蚕ふことでありま

くいしキ●．たいきう勇らた

すが︑小畢校や中畢校に於ては︑嘗て需操を架せない
しかこんご・せうがくかう
いｊ
と云ふことでゐ恥ソます︒併し今後は︑ズット小畢校か
たむきう

い

かんが

これ敬ためかうえい跡やらおよ

ち鴨操をやる︒兵式僻操をやることに改めはしないか

と云ふことを考へると︑之も亦或る好影響を及ぼしは
しないか︒

□お隣に弧大岡□

こぃらてん詔唯い鋲ろことも・ぱうおい
是等の鮎は大に喜ぶべきであると共に︑一方に於て
われＪ１１藍や守淀いくにせつうみいる

吾々は職大なる剛と接せなければならぬ．海は康いけ

と画診窮だいこぐひとでもあがいま童でたい

命やついつご入

れども︑お隣りに彊大園が一つ出来上った︒今迄は大
一﹂少︑

園であって︑弧と云ふことは付けられなかったが圃今

ど含やつ定いかく龍おこ苦いつ穴

われノー別君畦いかんがか

度は弧と大とを兼ねた閲が起って来たと云ふことに就

かんがこれげん住おしあわけ

ては吾々は︑大に考へなければならぬことでゐる︒斯

う考へましだので・之を一言申上げた課であります︒

一

ても︑費鐸は甚だ害をなして居る︒各々貯蓄心を持た
戦時の亜米利加

三

民本と踊主と帳就て

民本と民主とに就て

前

一

一一一

せられまして︑さうして此曾走創唱せられましてから過去四十餓年の間

ろ人々が種々の研究悲致して居るルー恩ふ次第でありますｃ其影響は有ゆ

といふ方面に益々努力延致しますでございまぜうし︑布ゆろ方面に有ゆ

閣下蚊に諸君︑我弘道曾は唯今倉長閣下より御話塑﹄ざいましれ通り

遺徳の振興及び稜展といふことに封して誰演に或は出版に種妬の事業に

ろ方面に亙って非常に大なるものがあって識らく人類文明史に於きまし

の如何に成り行くやＪといふことが観察し︑まして︑さうして商工業︑農業

努〃して届つ主の︒重︶ざいます︒其精しい状況に就きましてば唯今御話

て今度の大戦乱は一つの昨期か劃する所の所湖エポックメーキンゲの時

いふやうな状態で過去四十齢年の間努力して勝り典しれが︑此赴曾の状
態はなザノ︑︑是までやって届つ表や７江事︒一﹂ば不十分●てある︑更に一層

の努力態要するといふ趨勢になって参つ衣と忠ひます︒そこで御盟の通
といふ方面に努力する鐸になって居る次第でございます︒そこで此新館

り斯の如く新館が出来まして︑今後此新館心根操として益々遊徳の振興
韮成立せられまし末疑初の講渡曾に於きまして︑並に私の卑見韮申述・へ

ろ機背走得まし士のは私の甚だ光築とする所でございます︒熟々慨界の
大勢を観察して見ますと︑諸君も御承知の通りに欧洲の大戦乱が種々の
方面に濁して偉大なろ影響寵︿へて居ろと思ひます︑又牌来影響を及ぼ
すであらうＬ儒思ばれますｃ例へば政治上に或は思想上脹或ば無済上に倫

唯今も申しますやうに世界の大勢は漸次民主的傾向

たずい生垂をせかいたいせい嘘ん眉みんしゆて署けいかう

口世界の大勢□

ございます︒

主Ｌ﹂に就てＬといふ題懇以て暫く御清聴韮煩はし稚いと存じます次第で

ませぬので︑唯今日は英一端と致し農して此庭に揺げまし求可民本と民

ろ問題でございますＴｂして︑並に一対それ藩申上げます昨間もござい

いろと考へては居り裳すが︑非常に矯漠たる範園ごございまして麿大な

代であらうと察するのであります︒それに就きましてば私も護ていろ

がございましたのでありますろＴｂ︑私は之秒喋塘致しませぬが︑さう

展といふことに就て是に封する方針杢決め斗きうしｂ鯉溶家は縄癖状態

の大勢走察して行政の方針も定め生ぜうし︑思想家は叉狩来の思想の護

れますことは誰でも疑ふ所はなでりうと思ひます︒随って政治家は狩来

理道徳の方面に各種の方面に種々の大なる影響を及ぼすであらうと恩ば

密蕊鎮宇野哲人

同

に︑故西村茂樹先生が明治の初年心鈴りに欧化主義に証ぶれるのを慨歎

口緒言□

へ

‐
r

ぞん︲︐

を塗雛して淫それに輝かされたのであらうと存じま

れいと・

ゐぞんしだいしゅん．〜

そのれいまな

たと

が大に現ばれて居ると存ずる次第であります︒種々の

調ぽいあら

みんＬゆて菅けいかうひじ牛らさかか向念た

げんじせかいたいぜいくゎんさつ︐江う

を鍔て鐸つといふことは圃遷は読くも僻あ愚雌の鍵一

す︒去りながら現時の世界の大勢を観察しますと一方

．ざ

致して其通りと認める所であらうと思ひます︒無ち鵬

には民主的傾向が非常に盛んになりまじたに拘らず叉
ぱうお
一方に於きましては鐸犀誹に騨耀が既獄鍵極する嘩餓

りん呼フしなくわこ塩んまへ

で悠確げんぎい和

おた

せんらんたいじゅ毎ぴいたいは

例を取りますまでもなく其一例を申しまするならば例
えいこぐお
へぱ英幽に於きましてアスキス縫勢舞睦が雌韓銑の識

めに鴬りまして︑戦凱に鍔する準備と致しまして︑所
ゆ乙苦よ﹄くちないかく乏しきいた寸江はかく
謂畢閲一致内閣といふものを組織致しました︒即ち各

ゐ

と匡ろアメリカがつしゆもこく

こ地なん

ひじやらい忘哩もつ砥んしゆに和けいかうす為
象ゐ

いたゐ

たのさいいうめいふじんさん

や

アイルクンＦＵちもんだいほとえいこぐせいぢじゃ全

や

一一一一一一

一致内閣は綾きませぬでございました︒塞幽一致内閣
たずうひとかんが２つことな
はさういふ多数の人の考へを集めて事を麓すといふこ︲

もないかくつぎきよこくちないかく

たのであります︒然るにどうでございますか︑其翠幽

誠心誠意英幽の圃氏は全部蕊って畢幽一致内閣となっ

しかその竜よこく

せいしんせいいえいこぐこくみんぜん卒こぞきよこく唇ちないかく

の危期にな︑りましたが心それも止めてしまひました・

藍き

ぜいみと

キス内閣であったと思ひます．其際には有名な婦人参
せいろんしやぞのいぜんさかちんばういだふじんさん
政論者も其以前盛んに凱暴致しましてきうして婦人参

ないかく

や者よこく

亜は大露備圃が破壊せられまして︑さうして今や革命

薫派の零といふものをすっかり止めまして︑鰻圃一
もどのだいなんあだけつしんいた
致して此大難に常るといふ決心を致しましたのがアス

さうりついちい巷よらわこｔ

いご

さか

たうはあら毛ひ

が引績き起りまして︑ビーン政府が過激派を代表して
し暦い
かがし掴うと私りむかし
居るといふ次第でございます︒東の方の隣には昔から

政を認めしめやうと致して居ましたのも︑それも止め

ひきつ千おこせいふくわげきは定いへう

創立以来共和園でございます所の亜米利加合衆圃がご
砲のたかくも念ようわこく
ざいます︒其他各地に共和観といふものがございます
これら姫いまを
が︑是等の例は一々申しますまでもなく鋸に雌涯韓誰

てしまひましだ︒愛欝自治問題が殆んど英幽の政治上

垂ゐ

んで参った︑盛んになって参ったといふことば是は何
ぴ
と晃却ぞん毛のしな口今シア

人恥擬ふことばなからぅと存じます︒其支那や露麺亜
こと
．お
おこ
こ
こ
と・
・さ
さい
いききんん
︐り
９ま
まし
した
だ ので︑是は
の問題といふものは殊に
に最
最近
近に
に起起
わがていこぐお卓才こすぶ
こも
ぶう
も小
うひ
小も
ひん
もだ
んい
我帝園に於き殺して
ても
も航
航る
る注
注意を惹いた問
間題でござい

このみんこＬ
ゆ
こ
ぐさ
うり
つぐさうりつひとじもく

ま し て ︑ 此 二 民 主園が創立さ帆ましたこと は 人 の 耳 目
民 汰 と 氏 主 ２脹戟て

おも

以後といふものは非常なる勢ひを以て民主的傾向が進

ア定いろていこパはくわいいａかくめい

といふものが創設されまして︑即ち現在に於きまして
みんしゆこく
は民
主園となったのでございます︒蕊融じく鵬謡藩酔

きうせつ

い話を申上げますれば︑隣邦の支那は過去七年の前
おたいしんていこぐはくわいちゅうくわみんとく
に於きまして大清帝圃が破壊せられまして︑中華民圃

睡〃し詮をしあ

かいたいせいみんしゆて菅けいかう暑く厘
界の大勢は民主的傾向になって来た︒そ伽は一々精し
れいと睦をしをひつえう
い例を採って申上げる必要もございませぬので︑手遜

も毛のとほみと堂弓．おも

4

ない

民本と民主とに就て三だい四
ひつえうせまみ

かくか窪

かは

げん一・

んしゆレやつえ・いこ・︑Ｕ・忽ひじやらＵをんしんつよひとた憩

とでは鐸瞬に譲って鐸稚が畔雰ぬ・購ってアスキス内ります︒そこでこれは大なる必要に迫られたものと見・

閣が更りまして︑そ奴に代りましたのが現今の首相ロえまして︑英圃人のやぅに非常に自尊心の弧ぃ人達も
日ないかく宅診へルギーアメリカじんすべこんどフランス
イドヂョーヂであります︒ロイドヂョーヂが内閣を組白耳義も︑亜米利加人も凡て今度は悌蘭西のプォッシ
くゐんぜんたいさら吃のうち軍ぶん
織しきしましたが︑な
内い
閣か員
全篭でなく更に其内の一部分をェといふ冠雌を睦て涯諦輯織に静ける職鍵騨の織司侭

とやんＵ絞いかく乏しき一﹂の４娠つどうびん七くくわ槌いかたぎたすう雲ら

採って軍事内閣を組織してきうして此活動を敏速なら官にしたのでは汚﹂ざいませぬか︑︑如何にも唯多数の知

や弓︾

しふちゆ会

の

す琢畦

い

ぷんそのとうふぶんけ二あふたけいかうお匡淫

を

ないかく怠いかくゐんぜんし昔６つこれＬ巷けんりよくし・ぢゆ全
しめ様としたので即ちロイドヂョーヂ内閣の内閣員全識を以て之を指揮するといふことよりも権力を集中し
じつさいすこ§ひとりこれしきばうＤつかうあ妾﹄のしゆ
たいあ室たすう
鵠では除りに多数である︑それよりも賞際にもう少して一人が之を指揮した方が︑資致が翠がるといふ其主
わづｃんゐんばうよりいうぐんじないかくぎよせい野ぜんせんおれんがふぐんあ泉こんど
僅かの人員でやった方が宜いといふ理由から軍事内閣義に依って西部戦線に於ける聯合軍が新に今度フォッ
す泌睡けや︿ｂよくみんしやらげんすゐ︶﹂をさ裁邑か
でき
といふものが出来たのでゐｈまして︑即ち権力が民衆シュ元帥の手に牧められたのであらうと思まず︑さぅ
い哩牟会ぱうおいいかみん
れ誉７１１じじつ
いロフリよ・皇ひ︐と匂うつ
から集中されて一三の有力な人に移だのであ幼稚す︒いふ歴々たる事賞がゐる以上は一方に於て如ぱ何
にも民
うおい
しゆて菅けいかうさか
残に誌逓に鯉て謡識も緋誌知でありませう︑新聞あだ主的傾向が盛んになったと言ひながら︑一方に於ては
ドイツ才ｉストリーぐんたいたいけんりよくＬ浜看和らなこひとしき
りに載って居りますが︑燭逸と喚太利の軍隊に濁しま権力は集中して成るべくは一個の人が指揮することが
いはゆるれんいうかうせかいひと君戸一わけ
イギリスフランスペルギー
して︑こちらは英吉利︑悌爾西︑白耳義とい上所謂聯有数であるといふことを世界の人は畳つた課でありま
ぷふぐんせい庫せんせんおいあびたいをプこのだいけいかうを⑫ゆん己とけ一一これ註心ゆん
合軍が西部戦線に於て相鍔して居りましたところ︑焼す︒此二大傾向は矛着するが如くして決して是は矛盾
ランスプランヌしや今ぐんこ︑し茜・えいこぐえいこぐげんす秀はず⑨やらやうめひたいこいぅ詮てぅ
霞西は擁蘭西の蒋軍が之を指揮し︑英国は英域の元帥しない筈のものであります︒雨榛相謝して是が巧く調
ベル淫Ｉ・ヘルギーげんすゐ己れＬ昔わく賑ばんたざぱう︵んくにけっ
これＬ言
が之を指揮し︑白耳義は白耳義の元帥が之を指揮する・和された園が一番正しい︒一方のみに偏した園は決Ｌ
唾やゑたいせいぷ年．Ｌノせんれんがふ・﹄くがは詮こと︑とうふよ １にわたくしかんぷをえうい室珪全し
といふ状態で︑西部戦線の聯合園の側は狗に統一が不て善くない画と私は考へて居ります︒要するに今申
十分であった︒其統一不十分といふことはどういふ結上げましたやぅな二つの傾向といふものが行はれま
果を末したかといふと︑樋逸が専ら総ての同盟園の軍す︒唯一人のみが全権ど有ってやるといふ古の専制

くわ君だドイツ詞つ厚すぺどうめいこぐぐんたずひとりぜんけんもいにし︽せんせい

当

た
いしきたい誰ごどていかうりよくＪ陵しゆぎた︒うていゆめい７１１
隊を指揮するに封して洞に抵抗力が乏しかったのであ主義のやうなことでは到底行かないといふことは明々

0

−
−

〆

一 一

ｒＬ

ばく厩ｆ価だう匡切たいみ約しゆて琶紗いかう
白々の道理でございまして︑それに謝して民主的傾向
↑せかいぽつこう才丞はみんしゆて新けいかうせ
し永唇やこ

いはゆる愚んし虹らよるん

齢世堺非勃興したのでゐ︐ます︒即ち民主的傾向が世
せんせいしゆぎゆ
界に勃興したといふことは専制主義では行かないとい
なに
式たぱうお
ふ何よりの誇振で汚﹂ざいませう︒叉一方に於きまして

しけらぐよるん

よ

しいらか︑や李

識織の輿論といふもの所謂民衆の輿論といふものは︑

今申すやぅに催力集中といふ必要を喚起したのであり

けんりよくｔＪちゆ会ひつえうｒふん哲

秘ずしもそれに依るべからざるものである︑衆懸の輿
ば雄はふつがふかんが
論といふものは甚だ不都合のものであるといふ考へが︑

︐い吸駄を

ぜんじおアメリ力じゃらたいいづのちほどよこゐぜん

せんざう

こた

だいとう

ます℃戦時に於ける亜米利加の状態は何れ後程横井先
せ
いお鳳江︲︾狗もアメリカＤいう
生の御話があると思ひますが︑亜米利加のやうな自由
瀞や︾どうくに

あら肱︒うめんあつせいを瓦つせい

つよ

平等の風でも︑戦争といふやうな事になりますと︑大統
匂卒らけんりよく
じい︑うぴやらどうおきつ
餌の権力もずっと慰められまして︑自由卒等も抑へ附

あつゼい

けられて凡ゆる方面に臓制をされて居ります︒職制と
わる§こ
こくかひつえう
いへば悪く聞えますが︑圃家の必要ではどうしてもあ
た．とぱうえき

れだけの職制をしなければなりませぬ︑例へば貿易な
たい・
ぜいげんくば
ど江謝してもどしＪ１︑制限を加へるといふやうになつ
す魅は雪よ ︑たんじいうよ
て参ったのであります︒即ち極端なる自由は善いもの
とうじ全た竃まくたんぜんせいむろん

ＦＰＭ

口我国鰐の特色□

そこで我園はどう沙といふとｂ我固礎といふものは淘に此二つの傾向

といふものを巧く調和し↑た固髄でありますＯ即ち歴史の示す所に依って

見ます上表歴代の聖天子は常に民の心牟以て心とし総ひ︑常に民牢以て

大御蜜と仰せられ︑さうして民を重んじ民ぞ安んずろといふ︾とか以て

に致しましても︑外国ならば憲法政治或は立憲政淵といふものは専制対

念として居らせられたのであります︒そこで日本に憲法政論が布がれ求

主に封して人民が反抗して血か流してｂさうして購豆作のであります︑

於てはさうでない︑即ち聖天子ば民韮以て念と致されました︑恰も赤子韮

或場合は君主の血韮流してさへも贈つれのであります︒併ながら我圃に

見るが如き思召で少のらせられまし一巡︑否々人民が漸次知識が霧達しさう

して斯の如く知識が進歩するといふこと奉認められまして・きうして吾

吾に参政の椛韮典へられれのであり談す︒外国の如く要求されて血韮流

して巳むむ得ず奪はれれのでなくしてｂ聖天子の思召に依って吾々に立

如何にも一方に於ては太参一数の剛民の幸祁といふ一と心始絡念とせられ

憲政髄といふもの韮典へられたのであります︒印ら我圃職といふものは

ます所の聖天子が居らせられ︑一方に於ては忠良の臣民が粥に君主韮尊

び尊王の念が篤いといふ臣民が居ってきうして一万のものが相一致して

固髄を成して恥り談す︒即ち前申上げまし圭作枇界の大勢が一方に於て民

丁度其二

つの事柄が我画に於て調和され変現されて鵬ると忠ふ次第であり裳す︒

主的となると伺畔に一方に於て撫力集中の事柄があるといふ

口民主的になる原因□

.五

ではない︑同時に叉極端なる専制は無論いけないもの
げんじけいかう３札等﹄ＦＩＩさ
てゐると諏当﹂と渉現時の傾向に依って歴々として指
すことが出来ると思ふのであります︒
民本を民 主 を 匹 就 て

1

I

− 司

民本と民主と匡就て

御承知の通り立憲政髄で迩我図の立憲政鎧はまだ完全に憲政の運川が出
来北といふ程に讃美する課には参りますまいが︑兎も角吾々岡民か何等
決して政府の導横といふこＬ上に濁して心配すＺ

がの希望があるならば帝剛政府に鋤してでも何でも帝脚議曾に於て十二
分に言得る椛利がある

必要はないのであります︒之に反して露西亜の如きは全く事情が相違し
て居り堂す︒であり段すｖ附して我剛に於ては如何なる所郡ら考へても
即ち上には聖天子が鴫らせられてきうして幽民の心起以て心Ｌ﹂せられ︲

きうして忠良な臣民が之恋仰ぎ未つて雁りま寸所の此我幽家に於きまし
ては民主的傾向とい・ふものが起るといふこＬに就きましては回また︑ＩＩ

のであります︒幾分筆ても其方に近付くやうなことがあるならば十二分に

吾々は甚だ蝿観論満であります︒さういふことば決してながらうと恩ふ
川意老して是に封して大なる警戒態する必要があります︒で民主的傾向
が起るといふことばさういふやうな原因で起るのだらうと恩ひますが︑
が除リに大問題である︑人の耳目老笠動しまし衣結果通甚だ鯉卒な人々

兎も角錘には支那ｔ近くは露西亜に於て民主園が起りまし我といふこと
が民主といふことが珍しい︑若くは塗って届ろ︐何●ても民主的．てなけれ

ば現代的．てないと測進ん・て鵬ないと可いふやうな風に極めて鯉薄な
老走有つ人が随分無いとも限りませぬ︑で並に掲げました民本と民主と

三庭

へうだいｖ︶旗もつでを賑かみみんほゐ

ち述
圭な
嘩ど
ゆを
つ見
みま
みす
んと
ば︑ん
遮舞確憾されました著
民し
本ゆ
主ぎ
義

みんしゆ︲し・ゆぎかさかみん

といふ標題で書物が出て居ります．中を見ますと民本

しゆしゆぎ︐ろんを

あむひみんぼんしゆぎせいぢ

とは民主主義なりといふことを書きまして︑盛んに民
敦を

むやみふんしゆせいぢ・

主主義を論じて居ります︒或は民本主義の政治など刀
にほ

ろんぷんたまけｆ１みう

申しまして§さうして無暗に民主政治のやうなことを

ゐ

いとたちずく淫

匂はした論文なども偶々見受くることがございます︒
わけずゐぶんみんほんみんしゆこんどう
さういふやうな課ざ随分民本と民主といふことの混同

をして居るやうな人達が紗くないのでありますから︑

みんしゆたいな膳もの辻迄しあつぎ

たとコシアごとアメリカごとフランス

みんしゆいばゆろいみ

民主とは一磯何者であるかといふことを申上げて次に
みんばんぱ蛭し・うつ
みんほんみんしゆひ⑫やつもが
民本の話駆移りますが︑民本と民主とは非常に連ふの
であります恒民主といふのは所謂デモクラシイの意味
たみ﹃．︶ けんしやいみ
であります︑民が主権者であるといふ意味でありま

ご←宮ん曇くいしふらくごと

ぶんしゆこぐたみ

す︒例へぱ露西亜の如き︑亜米利加の如き︑伽蔚幽の
ごとしな雪とあやひちゆ今弱うアメリ力狗ほ・くにｒｒ１
如き︑支那の如き珍或は中央亜米利加の多くの幽々の

わがくにぜつたいあひい

どこお

如き︑南米の諸幽の如き︑さういふのが民主剛で民が
こぐかとう喝しゆけんもゐ承んしゆ．
馴家統治の主縦を有って居るのが民主であります︒さ

ういふものは我圃とは絶封に相容れざる所のもりであ

いふこと態随分混同して鵬ろ度があるやうに思ひますので︑それで今Ｈ
は民本と民主とは決して泥Ｍすべ可ｂざるものであるといふ御話をして

ります．我幽の建圃以来二千五百有除年の間如何にし

て此圃鍔が建設されたかといふ昌呂を考へて見ますれ
ば︑識鯉に郷ては睦が垂鱈巻であるといふ恩癖は継錐

このこくたいけんせつ夕かんがみ

わがくにけんこくいちいいうよれん一報鱈いか

綴きれいと思ふのであります︒

口民主と民本との意義□

一ー一一
〆一

｜

9

おちよくごこれむかしやブリや霧︑

和睦

わ却こくたいしかどこおおのづかてんわう

いたおも

て司聞咳誌二一夫約一実︑未ヅ間し試し君也﹄とい？篭ｊ衣ことを云ったことが

の湯玉︑川の武韮ＬＬいふ人が取って代った蔦Ｌ﹄斌わる︒孟子が之韮評し

あります︒今一つは古の暴逆の君主梁約を放伐して聖人として有名な股

番電︑ｖ曾吐種が之に次ぎ︑君主が軽いと︲きういふ言葉韮使ったことが

中に孟子が褐の宣王に伽って﹁民婦〆貴︑誰稜次ゾと︑栽篤似韓﹂即ち民が一

たのでございますＣ其人の誠心兇まずと︑孟子Ｌもいふ人の云った言葉の

駁も致しまし茨けれども︑つい雑誌新聞等に卑見韮辿ぷる闘曾がなかっ

し抜けれどもりさういふ調がありまし士が︑折にふれてそれに封して熱

文老出され犬の韮讃んだことがございますｃ騨門家でもない方でありま

なつれ．是は術然である︒一縄儒牧とい︑ずぃのは民主的であるといふ論

行はれまし汝共頃に於きまして︑或畢者が支那といふ風は今度共和園に

序でながらもう一つ儒教のことに就て一言申上げますが︑支那革命が

口儒教悲民主的と苓憾迷惑千蕊□

同しないやうに致したいと思ふのであります︒

ど︽フ

我圃は即ち民本的画家でゐり蛍す．さういふやう芯詳
み人ほんみんしゆうんでいざうゐぜつたい︑こん
で民本と民主とは雲泥の相違がありますので絶封に混

わがくにず雄確みんほんて昔こぐかわげ

す︒さういふやう蔵︾大御心で吾々臣民を治め給ふ所の

おほみこ畠われＪ１しんかんをさたまと易

しぜんあんがふ０はいきつたてまつ申
自然に暗合したのでゐると拝察し奉るのてありま

御心の中に其思召があって︑溢れて此御勅語となって

お号らうちその加哩しめしあふ一﹂のおぢ朱くさ

い

舗瞳睦予が鯉瞬毒肇の餓諦を緋儲錘鍵ぱして仰せられ

くにをざみちたみもつもと

に相容れざるものであります︒それでは民本とは何か

だと言ふよりも︑我圃暖の然らしむる所自ら天皇の

いみず魂はくにをさ丞也たみもつ

たみいしたん室よういみ

いふ意味であります．即ち画を治むるの道は民を以て
もと
くんしゆごじしんこらえこぐかをさ
本となすといふは︑君主御自身の心得として画家を治
主域たみもつくにもとこらえたみ砦とたみおも
め給ふには民を以て園の本と心得て民を貴び民を重ん
か悠睡わがれき定い辻い︾﹂んしたみもつおほみたから

じ民の意志を尊重しなければならぬといふ意味でゐり

よみんほんいみかなゐいひ

ます︒即ち我歴代の聖天子が民を以て大御質とせられ
だのは能く民本の意味に適って居るのであります︲言

か．︒︐︑︑にきとじんみんいみ

ぱうみんしゆくにをさしゆけんしやたみ

換へまするならば園の基礎は人民であるといふ意味で

ひじやらさう泥

あります・一方の民主は園を治むる主権者が民てある

︸︲んどうらんざつせつもの臆癖ば

といふのでありますから非常な相違でめります︒それ
を混同している１︑凱雑な説をなす者があっては甚だ

めいわくばんぜひ毛のくくつついゐがいれん

迷惑千葛︑是非其腫別に就てはっきりして居る概念を
え
おおもきん弟らへいかご
そく為さいくだたまおちそごわれＪ１しんみんたい

得て置かなければぼるまいと思ひます．今上陛下の御

即位の際に下し給ふた御勅語に︑吾々臣民に封して︑
曹十な峰くんしんざま生きみしん︲くわんけいＵやつ
︲義︿則チ君臣﹂義から申せば君と臣との関係︑可情
な
ふしおほ含こどありがた

あは

ハ猶ホ父子ノゴトクーと仰せら伽きした︑胸に有難い
認曙しめしすなはみんぼんしめ苔しさうちやらど
思召でありまして︑即ち民本主義といふ思想と丁度ピ

︑承こ上のりうも一ちや全どおなみこ﹄勿囲

三

ツタ リと鴬て慨まった御勅語であります︒是は昔雄略
てんわう

民本と民主と脹就て

弐J

まを

と申しますと︑園を治むるの道は民を以て本とすると

あひいみんほんなに

1

天皇 の 御 詔 の 中 に 丁 度 同 じ や う な 御 詔 が あ り ま す の で

｜

司

民本と民主とに就て
あります︒そんな？フな一三の文句懇引抜いてありまして吟儒教は民主
的であるといふ論断を下したことがあったのであり望すｃ倉卒に讃んご
に皮相の見てありましてｂ孟子の考は一龍君主に封する戒めとして云つ

参りますと一際尤もらしく聞える議論でございます︒併ながら是は非常
れ言葉．てありますから︑普通の場合に畢説として述べたのでないので︐

ふ心起以て遇しなければならぬぞといふ戒め態寓し赤言葉であります︒

殿様は御川心なさらなければ危ないぞ︑君主たる者は臣民老大御蜜とい

それで直に之を取って孟子の思想は民主的といふことば少々孟子も迷惑
だらうと思ふのであります︒孟子は可君臣有〃義﹂と申しました︒君臣の闘

係といふことば即ち義韮以て相交つ丈ものである︐君主といふ者が主で
あって臣民が是に統治されろ・其君主たろ者は民態以て始維重んじなけ
ればならぬといふ考が根抵になってさうして其心Ｔｂ君主に封して今の
の意見の如きは所謂大義名分といふことを最も重じ尊王の大義といふ︑一

戒め私立てれのであります︒況んや孟子の考は姑く差措きましても孔子
と韮始雑説きまして︑態々春秋といふ経典までも書いた位であり生す︒
儒教ぞ以て民主的と申すのは甚だ迷惑千葛の議論であります︒

口要は忠恕の二字に蹄す□
ざふんぼんしゆぎひつえう毛のぱうしんばん

四ｏ

善いうすおもひる減へ

ういふことになることはなからうりさういふ雲を嘩睡

わたくＬもみんＬゆて許けいか︑うたい

するのは杷愛に過ぎないと恩はれますけれども︑雛

かん卸みたと吟う

って私が若し民主的傾向になるといふことに封して
ばうばふ己・
これたいきうさいみち
どういふ方法を有ったならば是に謝する救漕の途があ

どうもんだいちうどうしヤＬ臆んかしよぅとつ

︾やく領けつかんたい

るかといふことを考へて見たのでゐります︒例へぱ勢

ぎうさい

よ

み人ぼんしゆぎいかはうはふ

働問題︑勢働者と資本家との衝突︑吐曾の鉄焔に濁す
いろ？！Ｉ香うさいはうはふもんだいつい
る色々の救潜の方法といふやうな問題に就て︑どうい

もついぶんてっていみんしゆ︐く１善い

ふ救済をしたならば宜いか︑民本主義が如何なる方法

かはうは小もつこれみぜんふせ

を以て往った唾らば十分に徹底するか︑民主々義は如

ついかんがみた

何なる方法を以てすれば之を未然に防げるかといふこ

とに就て考へて見たのであります︒それは他にはない

わたくしちうじよじたくさん和も

じよ

こ□ろ盲とか

私は忠恕といふ二字で津山であらうと思ひます︒と
もうちうじつまどちおのぜんせいめいもつむか
まを
申しますのは忠は忠責の真心︑己れの全生命を以て向

ふのでゐります︒恕といふのは心の如しと書きま可の
ひ賛ん雲垂
で誹碓の唾ご恥て蝿を擬砿するので卑近に申します妙

詔もひやみぞら

しんみんみな七のｇろう

ぱ思遣りであります︒埠緋一雄に露過りといふ御心が

あらせられるならば臣民皆奨虚を得るのであります︒

突矛盾を末すことはなからうと思ひます︒資本家が忍

奉り︑親に封し兄弟に謝し自分の刷僚に濁し何等衝

えてまつおやたいけいていたいじぷんどう呼フたいなんらし玉合

もわれ７１１Ｌ凡訣ん零輪ひやう︵きみたい

郷て圧本主義といふものが必要でゐる︑其方針で高

若し吾々臣民に思這りがゐりますれば︑上は君に謝し

ぜかいたいぜいさき眉ど盆を

せいふえきゆ

世不易に行かなくてはならぬといふことになりますが

とつむ巴ゆん曾たおもＬほんか零憾か

とほみんしゆこきけいかう

世界の大勢は先怪申しました通り民主的傾向になりっ
ときおいわ画くにおいこくたいめいいけつ
つある時に於て我圃に於ては圃鐙と相容れず決してさ

〃

｢ー

や

で菅抄心毛参

むことが出来るだらうと思ふのであります︒それで其

たかもちしほんかせ宝

くわんぜんじつかうみんしゆ

しだい

こんにちみんぼんみんしゆＩ・くつつたい叩ｆおば潅し

つい客だとく毛

ごせい

忠恕といふことを以て濁したならば民本主義といふも

もつたいみんぼんしゆぎ

遣りがありますれば鋳雛琴を鐸癖し酢確の神霊を嘩る

のも完全に賞行され︑民主といふやうなことになると
きらぜつたいなひ七かんがゐしだい
いふ嫌ひは絶鍔に無いと私かに考へて居る次第でござ

十年の記念含起畢行致しまし菰に就きまして︑今夕此識演曾を催しまし

ありがた

１１

避遼行するのを目的と致して居ります︒現今では本含の保護の下にある

此所には含員の方も御出になりまぜうしｂ叉含員外の方も御出になるや

の露西亜の現状起想ひますと︑責に憂慮に地へないものが往々ございま

戦各圃の状況並に戦局の牌来穆叉是が東洋に及ぼします影響︑殊に今日

の大惨劇でｂ而︲鋤戦争開始以来︑既に五年になって居ります︒価で此交

借て欧洲の大戦乱を見ますとｂ申上げろまでもなく︑賞に没界未曾有

有志の含になって居ります︒

うであります︒曾員の方は︑最早御承知では恥らつしやいませうが︑含

す︒東洋の安危韮双肩に荷ひ︑慨界の強風と謂ばれて居る此帝国の園民

知の通り画西部戦線の模榛も露園の現状に見ますれぱ︑我邦の責任と云

求ろものはりうがＩ︑して居る時ではないだらうと存じます︒現今御承

・四一

それで我が青年部は︑弘道含員中の有志者並に青年ぞ以て組織されて

挨拶

居るのであり没す︒而して本含の趣旨に基きまして︑各種の研究︑事業

存じます︒︵沿革大要は曾長の挨拶上童潅する話以て略す︶

員外の方が御出になるやうでありますＴｂｂ本曾の沿羊韮申上げやうと

求所︑御多数の諸君の御来薙を得ましれことはｂ欣幸の至に存じます︒

有子 志青年部嘩大給近孝

︵四月十六日有志青年部講演倉に於て︶

ちやらわづら

して︑序に蛇足を添へました次第でございます︒御清

ＪＪ

おもおよあらしゃもじ苫けつかん

あらしや畠左ソ峰やらふ︵い才くじん泊協ひや

拶

も．うじよ

ことはなからうと思ひます︒勢働者に思遣りといふこ
むやみじじやら釈かん契りちんぎえ
とがあるならば無闇に事情の如何を顧みずして賃金を
高くして貰ひだいといふこと笹資本家に迫ることもな

います参・今日は民本民主の湛別に就いて大略御話しま

おもちうどうしや却蟻ひや

からうと思ふのであります︒凡そ凡ゆる吐曾上の鉄陥

鶏を煩はして有難うございました︒

ロﾛ

凡ゆる赴衝上の不手といふものは各人思遣りがあって
あびたいすべひとｆ１やうＩ︑ばる香とへいわ汚し
相封するならば︑凡ての人々は洋々春の如き平和を薬
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諸兄ｂ今同本曾館が落成致しまして︑去る十四日に開館式並に創立四

挨

−

ましてや圃家の基鎧悲翠固にすると共に固運の隆昌肘国威の護揚に努力

四二

ふものは睡余重くなって参つれと謂はなければなりませぬ︒然るに目下

現大戦季と倫理思潮

我邦の一般の峡況を見ますに心どうも経酒界の景気の好いのに馴れて︑或

に方りまして︑柳か愚見を述べｂ御挨拶に代へた次第でありますｃ是よ

すること悲︲大に切望する次第宮﹄ざいます︒並に本講溌曾を開きする

大聾疾呼しま︐﹂て︑是等人心の毘醒に努め︑至誠奉公の精紳韮作典致し

がございますのは︑賃に窪心仁堪へない次第でござい父すｏ我々は共々に

しはい

ねん画ともどけいかう

たせうこのか元む

たむつ

おも

すで

し

ためぜんぜんそのかんくわ

そ軸に支配せらるシものでゐります錆に︑至然其戚化
を兎るゑことは或はむづかしいかも知れませぬが︑思

記萄ひ

りませぬ︒是は縄て人の思想は︑其生存して居ります
考ころしやくわいせいしんいえい融やらうおはい
る所の吐曾精神と云ふものシ影響を受けまして︑大に

これ・すべひとしさう毛のせいたんを

幾分か這入って居るやうに考へらる刀鮎もないではめ

いくぶんはいゐかんがてん

って来ることであらうと考へます他日でない︑既に

かんが

の間にありましても多少此傾きがあるやうに思はれる
し迄がわ証く舵こっけいかうたじつか海﹄はい
のであります︑随って我圃にも此傾向が他日必ず這入

おひだ

ます︒一雷に一般人民の間に於けるのみならず︑思想家

たソばんじんみんあひだおしさフか

に関する思想が四五十年跡戻りをなしたる傾向があり

くわんし這う

力造

﹄一とあ希望いれします︒．

り中島先生服部先生及加藤先生に御識演を願ひますがら圃御静聴あらん

ＪＪ １１

は賛津起し︑或は著修に流れ︑人情は益々浮薄に流れて参るやうな傾き

！

ことげん定いせんさうりんりしてういだいしめ
さてこんくわいだいせんきう必じ

密議鐘中

現大戦争と倫理思潮︵同前一

あま醗堺は雄しいた

□現大戦と思想の逆戻り□
ちゃも喉命しぶくんだん１１じこくた

かへごめいわくかんがすこばかちかさろじ

聡衆諸君段々時刻も経ちまして︑除り長くお話を致

かんが

とほ

しては却って御迷惑と考へまするが︑少し許り近頃自
ごとの
ぶ
ん威
かじ
んてを
分の
居りまする事を述べて︑識謎の郷舞議に蕊
したいと考へるのであります．
おも

んばんおば笹いた
雛で嘘妙げて識きましたる通り︑今こ晩
御話致さう

ゐ

と恩ひまする事は﹃現大戦争と倫理思潮﹄と云ふ題で示

されて居るのであります︒借今同の大戦争が始まりま
いちいおうぺいしふこぐばんじんみんあひだおじんりんだうとく

して以来︑欧米諸圃の一般人民の間に於ける人倫道徳

島

I

−−−−
戸
｜

、

鯉ある
れいヰ﹄いすゐさつ吃のぜひめいかくはんだんいた

士は舞晦確瀞伽が如呼なる瀧雄に蛾って難き

つ蔑めるかを冷静に推察し︑其是非を明確に判断致し

か

家などが峰ぺて跨る鱗癖癖諜と一写ふやうなることは︑︑

しやくしやいご︑ととた︑いことご

弱者の言ふ事であって取るに足らぬ︑さう云ふ事は古
らいたう．りよだうとくかをしこ．とじつきいふなか
来僧侶や道徳家の教へた事でゐって︑賞際の世の中を

たひと〃Ｆ１ちからあば為や詮おちい

だがひたすかんが

をしやこわいいづはうめん邦．せいそん毎橿

しうけうかあい晶聖くいんとまち↑がゐ

しぱい

じつきいこのせかい浄やコしやけんりよ

染して．各自の一身上に謬りのなきことを努むるのみ

知ら廻者の言でゐる︑賃際此世界は掻者の権利に依つ

かくじしん吟やら為や敵つと

ならず︑他の人々とも力を合せて謬りに陥らざるやう

て支配されて居る︑牡曾は何れの方面を見ても生存競
きういうしよられつぱいげん毛くうごゐくわこおい
零優勝劣敗の原則で動いて居るのである︑過去に於て

ねんぜんイギリスお

しものげん

に互に助くべきものであると︑考へるのでめります︒
ごレェらちとほいま

いいうめいたりがくしや

御承知の通りに今よｂ四五十年前英吉利に於きまし
て︑ダーヅヰン︑スペンサーと云ふ有名な二人の畢者が

宗激家は愛の禰昔を説いたが︑それは間違って居る︑
こんご称しちからふくいんしんりこんごあいふくい八
今後は寧ろ力の幅昔が真理である︑冷後は愛の禰昔の
んるゐしやくわい

をし趣がをのけつくわ

こととな

へいみんて巷だうとく

またじゆららいだうとくかしうけうかとなゐ

ぢよせいて者だうとく

だうとくだんせいて昔だう︑ｔく

どれいてきだうとくこんごだうとくしんくわろんもとづ

る道徳鞭るものは︑女性的道徳である︑手民的道徳で

だうと告く

夕︑い

出まして︑今日通例進化論と呼びまする畢説を唱へま

代りに力の幅昔を樽へ唾ければならぬと云ふやうなる

いらいせい系つかいおいもちろん

しぱい

室たこじんせいくわつ垢●︒おす︒くこＬ﹂牡いぞん官やらさう

いほふとくよ

いかことおいちからエ

かばちか皇ふくいんつた

した︒それ以来生物界に於ては勿論のこと︑八類吐曾

事を唱へましだ︒叉従来道徳家宗教家などの唱へて居

これにちつうれいしんくわらんＪがくせつとな

叉個人の生活上に於きましても︑綱ての事が生存競争

ある︑奴隷的道徳でゐる︑今後の道徳は進化論に基き

で

と云ふ法則に依って支配されて居る︑随って其結果は
いうしよ全れつぱいいこれせい采つばんはふそく
優勝劣敗と云ふことになる︑是が生物一般の法則であ

し曇らりＬ

しよう

りうそのことせいたうみな

毛のぜひとおよち２あものなにごと

だる道徳でなければならぬ︑男性的道徳でなければな
きぞくて者だうとく雷一やづしやだうとく
らい︑貴族的道徳でなければならぬ︑弧者の道徳でな

リまして︑如何なる事に於ても力さへあれば宜いので
める︑其是非を問ふに及ばぬ︑力の有る者は何事をし

ければならぬ︑科畢の原理に基いた所の道徳を唱へて

いたせいたう

ねん詮へぶほ皆ひろをけんひろ

れいの

しぶぐん

ねんほ好まへこのせつとのたうじ

是は個人間の競争に就ての説でありまするが︑園と画

これこじん〃ん意やらさうついせつくにくに

今より三十年程前のことであります．此説に其富時は
をと昼ろひと
よほどうご
除程動かされて居った所の人もあったのであります︒

いま

こちいめいしんてきだうとくしうけう延苦だうとくふぢよてきだうとくはいせき

くわがくげんりもとづところだうとくとな

ても勝利を占める︑︑勝利を得れば其事が正営と看倣さ
いしきう

か

るシに至る℃正鴬であると言はれるやうになる︑斯う

古来の迷信的道徳︑宗教的道徳︑婦女的道徳を排斥Ｌ
ぜんりぶくつくとむこれ
なければならぬと全力を議して唱へたのである・是は

を少し才全こ

云ふ思想が四五十年前には除程庚く世間に弘まりまし
だ︒其護膜として一二の例を述べますならば．諸君が
すういんあひ滝ぜんりぷくつくこ防いだうと・くかしうけう

数年前に屡々お聴きになりましたる凋逸のニィチ手と

すうぬんぜんしばＪ１きドイツ
いひと

云ふ人などは数年の間全力を議して︑古来道徳家宗教

現大戦争と 倫理思潮

四

現大戦季と倫理思潮

あか顕おどうヤブぜつとなひというめい

ほといしやらどうやうことこくさいだうとくついろんを

との間に於きましても同様の説を唱へた人で有名なる
畢者があります診職それは燭逸のトライチュケと一毒ふ蕊
者であります．疎浄騨と一毒ふ書擁を琴しまして︑其中

しやドイツ
しがくや
毛
の
な
か
かれせつくにくに一寺活だう

には殆んど以上と同様の事を圃際道徳に就て論じて居

︐︑花臓ふそくあた

なこぐかさいじゃ全

ｂます︒彼の説によりますれば 園と画との間には道
とくなせかいおいこぐかい峰や全汗こぐかめいれい
徳は無い︑世界に於て画家以上に立って画家に命令を

ちから

下し法測礎興ふるものは無い︑国家は最上のものであ
いしやら
なにな室たこくか．ぼんしつ
って︲画家より以上のものは何も無い︑叉圃家の本質
こみｈか寸外睦ゐりよく
は力でゐる︑画家即ち威力なりと一琴ふ識ど鐸へまして

・よひん墨色こくかほど建踊かいこと
敦を

したがこぐかこぐか謁茸﹄せいぎ

世に貧弱なる幽家程悩むべきものはない︑斯う云ふ事

評・フ

を申しました・随って画家と国家の間には正義など
琶掻
雪者
しの
や権
け力
ん即
りち
よ正
手義
縫で
せあ
いる
ぎと
と唱
唾
一毒 ふ こ と は 蕊 も な い ︑
環知曾やつしやす丞睦涯や今﹂くじこもくてぎ

たつためじゃくこＤｈｂや争うおるかこれあつはく

寸匪に壱や．こ〃Ｉじゃ皇こぐりよう

かんが

へたのでゐります︒随って謹者即ち狸幽が自己の目的

ゐ

を達する潟に弱国を利用する︑或は之を歴迫すること
ずこざＬつか︽
ことりたうぜん
は︑少しも差支のない事で︑理の営然でゐると考へて
居るのでゐります︒即ち張国が弱国を利用することは
せいぷつかい和でフレェ台れつぽいはふとくかな
生物界に於ける優勝劣敗の法則に適ったものでゐると

かい
斯う云ふやうなる雲を蝉は嘩捗蕊と一琴ふ謹撚哲書さま
ぜん回よ＆つくろんをこいいまちやつど

し江壁功を鑑し江齢じ江居り澄対︒堤縄今建︐丁唾二
十年程前︑即ち私が初めて伯林に留皐を致して居︐

四四
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口進化論的倫理説の誤□

虚渉此戦争が始まりまして以来ｂ誰言ふとなく︑世間では成程理論と

L

世の中に於ては明に擾勝劣敗の法則が行はれて居ろ︑世の中は生存競争

しては古来の筆者が教へ主ろ如き説溺興理であるかも知れぬが︑責際の

のが︑叉如何なる鮎に於て此説は誤って居るかと云ふこと韮︑明らか雁

私は確信するのであります︒それ故に何稚の根擦が此種の思想に存する

しますろならばｂ必ず其存在海危ぐすると云ふ結果Ｆなるであらうと聯

するならば︑先づ第一歴自己の人格を傷つけ︑叉之を以て圃家を指導致

︑

の世の中であると思ばれろと感ずる人が戦争の捻に段々殖えまして︑今

い

えいご

ことばえいご

これ響くつ

いご念やらご匂う

い

おも票ひ鶴ら迄えいげふＤ欠きどくザ︶ん

四五

一目的に達しやうとしての乗ひのみでない︑ストラッ

もくて省たつ墨必毛

ふ語を競争と課して居りまするが︑其は同じ部類が同

茸﹄言やロさうやくを．をれおな采るゐどう

いやうさう

利益を占やうと思って互に争って管業して利益を燭占
しやうとするのが競争であります︒ストラッグルと云

りえきしめ

に語がある︑英語にコムペチションと云ふ語が競争で
たとどうしや︽げふいど淫ゐものたが秒玉も毛
あります︒例へぱ同商業を管んで居る者が互に季ふ︑
一﹄

りまして排他の意を含んで居るのであります︑是は別

ばいたいふくゐ

是は競争と課しては鴬って居らぬのであります喧競争
？うれいどうるゐどうもくて哲たつためあら毛こと
と言ふのは通例同類が同目的に達する爵に季ふ事であ

ご肌露や多さうやくあたを春やらさう

ル︑フォール︑エキジスプンスと云ふ語であります︒

いご

と我々が課して居りまする言葉は︑英語のストラッグ

．叱れ■−１やくを

生存競争と云ふ語の意味の誤解であります︒生存競争

せいそ人津やぅきういごｖみ・ごかいぜいぞん芦やら通う

就きましては先づ第一に述べなければならぬ事は︑

づま汚いのこ﹂と

口生存競争なる語の意味□

致して置き赤いと思ふのであり生す︒

日は所調進化論的倫理畢説が復活しれる如き傾起示して居るのでありま
す︒此傾向は既に前に述べ農した如く︑我蝋にも多少之に郡ぶれて居る
者があるやうに感じますろが︑まだ此読む完全なろ興理と思ふて之走公
けに唱へろトライチュケやニーチェの如き人は齢リ多くないやうであり

ます︒然し今後さう云ふ人が出て来ぬとも限ら廻又十分に倫理の畢説
など起研究致されぬ人は︑さう云ふ説が出まし衣ならば︑或はそれに動
かされて古来の遺憾なろものはじ既に窪れれ犬もので︑何等の根捺の無
いものである︑所謂進化論的倫理説︑即ち世の中は優勝劣敗の法則に依
って支配されて居る所の生存競争の世の中であると云ふ説に動かさるろ
ことになりはぜぬかを老へますｃ
８

そこで本Ｈ私は此進化論的の倫理説なるものが︒如何なる理由で今日

は畢者の間に信川されぬの爾採州されぬのがと云ふこと韮少し許リ御
話して見れいと忠ふのであります︒何故に斯く世人の思想が再び過去に

於て唱遵されれ説雁返って来る傾き脹なつれ平と言へぱ其れは外でな
い︑凋逸人の戦闘力の眼きに驚きまして︑其是非を考へず︑所謂軍圃主
義的思想に勧干︒きれて来て居る赤めであると考へますむ併し自身の見る

であらうと考へます︺︑それは唯一唯の愛朕︑錘態でありまして︑此説が

所ではパ今刊倫理の畢問を研究致して居ります人々は︑向分と大概同意

何時までも員理として世の中に勢力態占めるだけの根擦懇有って居るも
のでないと考へます︒故に若し今日の形勢に動かされて擾勝劣敗の原則
か以て完全なろ興理の如く考へて︒之走以て一身韮律すること限なりま
現大戦争と倫理思潮

現大戦季と倫理思潮

めいれうかんぷ

⑨つれい

四六

粟つ君かあめふ︒まゐ︾さばく

物の中には︑雨の降るのを待って居るのがある画沙漠
あ室あめふたま７１１あまふとき
では除り雨が降りませぬので︑偶々雨が降る時には十
つの
ぎ雨
あの
めふ
く貯
噂へ
いて
の命
ち
職に池を鴎鵬して︑次
降必
る﹄
時昔
まみ
でづ
水たを

そとりか一心を

宏ころしうゐ︶﹂んれんりよくていかう汚刀よくいた

とのたれのこためどりよく

を以て説明しまするならば明瞭にならうと考へます︒
しょくぷつまを
しょく栗つじこほぞんため謁為ひ

△むつせつめい

植物で申しますると︑植物が自己を保存する潟に︑或

を長らへて往くやうに︐水を汲取り其日ごろ力のある

グルと一蚕ふ謡は鋒涯韓餓と一球ふ毒婦であります．賞例

は其祁を残す篇に努力するのは︑其れを取園んで居り
しよくぶつしよくぶつけつ宮よくせつけいさういた

を

ゐ

をのちからよわししでぶつかれ

に葉の中に仕掛がありまして︑其水を成るだけ除計取

はなかしかけその残づなよけいＬ

とのヨからよわものかれし弐い蛍ひとはう

ながゆ．みづすひ１﹂とのひちから

まする所の周園の天然力に抵抗して努力を致すのでめ

ものもある︑其力の弱い物は姑て仕舞ふ︑今一つの方
鍵は︑歩湾でも礎は謝鍬塞鋒の穂に狸奔が粋す︑華曝

ります︒植物と植物とは決して直接に競争は致さぬ︒

なんたい︑どり柔亀あいじゃうぷんえせいめい

そのけつくわ・垢くしやしぜんり﹄て理いけつくわ

何に封して努力して居るかと云へば滋養分を得て生命
ゐぢことうとゐたがひはいたもくて割
を維持する事を努めて居る互に排他を目的として居ら

るやうになって居る§のもめる︑其力の弱い植物は砧
かいゐしよくぶつがＰ１Ｌや．しよと
る︑斯う云ふやうになって居るｂそれを捕物畢者は植

ぞん陣やらご・フ裁を

章やらこうい

しいぞ〆三一こ鯉︸﹂いかうちか皇な

一篭ひそのせいめいろし越

しよくぶつは一う

しよくぶつし主くぶつ

てい

を喰ふとかして仕舞へぱ︑植物の方ではそれに抵
か其葉う
できかれ︐いたしかた

し宝

す︑それで或は其生命を失はなければならぬことにな
たととり
ほかどう承つきぞの承く
る︑例へぱ烏とか︑他の動物が来て︑其資を喰ふとか
そのばく

封すれば︑植物には之に抵抗する力が無いのでありま

たい

ます︑然し械物よりも以上の物が存在すれば︑それに

しかししぞぶつい峰やらものそんざい

たザみづうため潜刀寺．ゐす

永つ報︑

物の生存競霧と申します︑競争と云ふと︑植物と植物
壷ら毛あ
とが謡って居るやうに聞えますけれども︐さうではな

きこ

ね︒其結果弱者は自然力に負けると云島結果になるの
れいもつい
きぼく︲なかばゐしょく
である︒一例を以て言へぱ︑沙漠の中に生えて居る械
然
つみづたみイいの垂たも少
物は水が足らぬ︑水がなければ命を保って往くことは

い︑唯水を得る潟に努力して居るのに過ぎぬのでゐり

ひつえうみづもとそのはうばふね︒︽か

で著しゆＪｒｌは・﹁ばふしよくぶつ乏のいのちつｖため

出来ぬ︑そこで︑種々の方法で植物は其命を綾ける潟
卸

に必要なる水を求めるのであります︒其方法は根を深
またひろは
く張るか︑叉は塵く張らなければ︑猫が十鍬に恥れぬ

値ふかあるひひろはしよはうみづ
ので︑根を深く或は塵く張り︑さうして諸方より水を
ェあつく毛のちからよわものかしまぷん

ねは鍵づよけいとうものいきのこゆ

寄せ集めて来る︑其力の弱い物は枯れて仕舞ふ︑十分

てんねん註かど刀よく

に根を張って水を除計取り得る物が生残って往くので

どうぷつだんかい誉ふたか

抗することが出来ぬので姑ることがある︑それは致方

しぶ・呉馬つ

あり蛍す参・それは天然に向っての努力でありまして︑

がない︑植物よりも動物は一段階級が高いものでゐり
毛のものたぎせい
蚤するので︑其物の矯めに犠牲になるのでありまして

しよくぶつさう﹃鯵︶章や金さう︑ひとしよこぶつちよとせつたこで

植物相互の競争ではない︒一つの植物が直接に他の植
物と闘って居る課ではありませぬ︒又沙漠に生ずる植

志ゐつ元︑かゐわけ全︽たさばくし智一しよと

−１

１

ご砿いたしかたしか︲か嫁らしぶ＆率つほろ雪こうていかうざ捗

是は致方ない︑併しながらそれも必ずしも植物を減ぼには気候に抵抗しなければならぬのであります︒まい
をどう氷つたくさん︐い蝦弗太つ
とこみい
しぶ＆ぶつそくどう系つため
すやうになって居らぬ︒捕物は其れを食ふ動物の鱈に所では生きて居れぬ動物が津山ある︒きう云ふ動物は

を

あるぱあいどう宗つためしよ／︐ぷつ↑銘︑はうふゆおひだフつゆことよそのいのちほぞん

一時害を受けるけれども︑或場合には動物の烏に植物暖かい方に多の間移って行く事に由って其命を保存す
が力を得て益々繁茂すること一かある・・それはどう云ふる︒鰐し蕊は黙の姫きは識瀧まで榊くことが出来ぬ︑

じ解いう

！ち賀え食すＩｌはんもいでき

念ためる︾とう界一二けふゆあかだながそだい卒﹂んたも
きみむすそのみとりく
と︑ｐ七のじゃうぷんとをのふよ︑フぶんたいたいはいをなか﹄けどか

場鐸かと一尋へば︑樹が賞を結ぶ︑其賞を烏が食ふ︑さ叉或動物は毛が冬の間は長くなって其の鵠温を保つや
しゆつ

・元

せま豚しよかぎ

たひろ

とりたすかんおなしょくもつくどうばしょ・く

うして烏は其滋養分を取って其不用の分を鵠内より排うになって居ります︒中には毛が二度愛はるのがある
ぞのみあるところお〃︾こ︲才耀畦左つけみじかふゆけながあき弟ら
出する︑さうすると其賞が︑或所に落ちまして︑其虚即ち夏は毛が短くなって︑多は毛が長くなる︑秋生ず
けな砿はるでけみしか宛ほどう坪つキ﹄こうてい
そこ︑毛のしぶく系つは
ばつせい
でそれが饗生して︑其虚ｒ︽其植物が生えて来ることにる毛は長く︑春出る毛は短い︑多くの動物は気候に抵
しょく妬つうごかう妾﹂のせいめいながゆしかどうぶつ
なる︒若しきう一毒ふ化郷が無かったならば︑植物は動抗して其生命を長らへて往くのでゐります︒然し動物

こと

を

とりみゎ︑

くわ凡けいはげ為ら毛

そのしとんのこ

き得ぬので狭い場所に限られて他に農まらぬ・烏の助間には︑同じ食物を食って︑同一の場所に暮らさなけ
ときしょくもつらばひあ
ひつえう
なんぱいなん
よそのた楓しよはうち
けに依って其祁が諸方に散って︑さうして何十倍︑何百ればならぬ必要がゐりまする必で︑時には食物の奪合
ぱいけおほしよくぶつそのし易﹄んしやらため．はげ為ら毛おこまたしゆ．う
︐悟と云ふ多くの植物を其子孫として生ずる︑難う一尋ふひの鱈に烈しい季ひが起ることもあります︒叉雌雄の

い

ゐ

もちろんしょく不つ

四七

おほさう﹃﹂たすいふ

事になって居りまするので︑鳥に賞が喰はれることは開係より烈しく零ふこともめる︑それは其子孫を礎さ
どうし少るゐ苫うぶつをすめす九ががえ
あるにんい
・〆とり談
或鮎より言へぱ︑烏に負けたのでゐりまするけれどもうとして︑同樋類の動物の雄が雌を互に得やぅとして
しかどう鑑つかん
知へつ・りえきえあらそ
ためしよ＆黙つひろ
それが篤に植物が農まることになれば︑却て利益を得零ふことになるのであり罰す︑併しながら動物間には
これ匙たどう兎つついかんがぱうおいどうるゐかん窪やらさうおこどうじみ●・の︑めんおい
て居ることになるのであります︑是叉動物に就て考へ一方に於て同類間に競争が起ると同時に︑其裏面に於
やは
ても．矢張りストラッグル醜ち耀義と一尋ふのは︑多くては相互に助けると云ふこが殖えて来るのでゐります
し主Ｋぶつ元がひちよくせつたすきはずく注ほと蔵
の舞鶴には鐸雄して鯉くことでゐります︒勿論硫物ょ植物は互に直嘩に鋤けることは極めて紗い︑殆んど無
どうるゐかん認やらごうはげ．いどう原つ
りは識碗彫羅の難掘の蹄には︐同類間の競争が烈しくいと云っても宜い位でめりまする・か︑動物になると︑
たがひたすはうめん・ぽうおい哲やらさうまくかば
た︑と＃・些凍つせいそんゆ
芯って居るのであります︒例へぱ動物が生存して往く互に助ける方面が︑一方に於て競争が増して来る代り

現大戦季と倫理思潮

一

ふｆ

現大鞍争２倫理墨潮

に殖えて来るのでありますｂ砿へぱ謡と子の癖確に謙

口八類の競争□

四八

次は人類の競事でありますｃ人間も矢張り一つの動物でありまして︑

みこは画布やほ﹃﹄うはつ九一三
て見ても︑子ば母親の保護を受けなけ肌ば蟹達するこ
で暫は︒こ尽雪﹂︑せいめいたも

とは出来ませぬ︒母が子を保護するので生命を保って
あるか

其の生存して居る境遇と岡ひ︒是に抵抗しなければならぬ事があるので

ちからあはたずが

ゆことでき匙たどうぱしよやよらつうて菅

とのてきむか

りますれば︑其敵に向ひまして力を合せて闘ふとか︐或
て菅にぱあひたぷひたすあよほどしよく承つ
は敵より逃げる場合にも互に助け合ふことが除程植物

おほどう寡ついへど壱や会きうま

︑な

より多いのであります︒そこで動物と錐も競争が増す
これどうじごじよ・い

ロやらさうはげか錘ら毛の

ぱか︐で︑之と同時に互助と云ふことが無いことには
み︾

︲なって居りませぬ︒競争が烈しくなって来れば︑必ず其
うらあひ軍丁い
裏に相助けると云ふことが︑恋旅擁して鐸準して雲っ
を
て居ります︒総し難擁も雄舞れ跳躍の錐擁に錐すると
たへ
と雨
ね猫
こ
十蕊に巷に輝掘が叶恭ぬのであります︒例
ばデ
鼠毒が
これしゆ息丞ごとけつくわ

いたしかたｃ人るゐどう承つせ

に取られるのは．是は種類が異なる結果でゐりまする

たとしよくぶつついみ

あるしゆるゐしょくふつ

ので致方がない︒八類に動物が攻められることがあり
どう津つおの一昂らつふかうとう唇もの匙かは
ます︒動物も己れより力の蕊い高等の物に負ける代り
匙たら・たす
ぱあひずゐぷん
に．又これ等に助けられる場合も随分あるのでゐりま
す︒例へぱ植物に就て見ましても︑或諏類の植物は︑

ひとこれほごほぞんばつたつゐしぜん

人が之を保護するので保存され饗達して居る︒自然に
虫
かおなＬ全仏のたくさん

委して置けば無くなって仕舞ふ物が津山あるのでゐり
○畢今守り詞︒

あります︒

口図家間の開係□

つぎこぐかこぐかあひだど●電けい

次は画家と画家の間の闘係であります︒圃家と云ふ

こＰｔかい

らぬこ・とがある︒是は同類間の競争であり土をぬので︑致方がないので

の露に︑或は園家の偽に瞳其剛髄の一人として︑一命班棄てなければな

以上の者に封しては致方がない場合があります︒さう云ふ場合即寓種族

があります︑即ち捕物が動物に封しては致方がないやフに︑個人は個人

ぬ︑然し個人以上の者に封しては︑人も一命垂棄てなければならぬ場合

増して居るのであり裳す︒唯競争のみが蟹達する標にはなって居りませ

同類の間に競争が殖えて来れば︑叉相互に助けき﹄とも︑是と併行して

とするので季つ丈ことも紗くないのであります︑併ながら叉前述の通り

女子の数が不足である湯合に圃男と男が其少敬の女子雅己の物にしやう

野謎時代雁はあつ士のでありゑす︒食物が足らぬ所より季ひが起り︑叉

力を有って居るのであります︒然し人と人との間には随分烈しい季ひが

候にしても︑其他の事にしても︒皆之に抵抗する種々の方法韮考出す

に遠方まで羽根で飛んで行くことは出来ぬのでありますろけれども心気

あります︑併ながら人には工夫韮する智力が備って居りますｂ烏の如く

往く事が出来るのである︒叉同一場所に共通の敵がゐ

I

ゲ

「一一一−

し少

こ比よ

れぱ蕊醗睡をまうすることが齢黍ぬ︒通磨姪が玲露癖

黙んめいじだかぷんげふいたがかむ

代には軍猫に自己一切の事を支配して︑生活が出来た

だいたんどくじこさいことしばいせいちつで茜

のでありまするが︑文明時代になると分業を致して互

如くに︑未開園に於きましては殆んど他剛の助けを得

允がひひじや凸はげザやらさう

毛ん牙息こん仁ち

こぐかばつたつため元籾ひほろ

四九

動物界に行はれて居る法則を人間の綱人間︑及び剛家

どうぶつかい魯珂ゐばふ危ぐにんげんこじんかんおよ◆こぐか

︑思って居るのでゐります︒︑斯う云ふ風に進化論者は職

ぜいふくよこくか眠ってん
って︑征服することに依って︑鯛家は護展するやぅに
おもゐ力い・・ふうしんくわろんしや

ぱ︑圃家の進歩は出来ぬことを忠いて︑其方面を全く
む
しやはぷしたこくかとょ
無覗して慰矢張り昔のやうに他の圃家を奪ることに依

かＡが

来ぬやうに背へまして︑圃家が磯達した鱈に互に減ば
あうばあむし毛のはん記いだがひたすあ
し合ひ奪ひ合はず︑寧ろ其反劉に互に助け合はなけれ
こくか︑﹄んぽできわす毛のはうめん詠った

き

は互に昔の時代に於けるが如く零はなければ進歩が出

蕪刃獣しじだいおａと為ら毛しんぽで

鐘が雌醗穣鐸謡を華鱈する峰郁の鈍くは舗畦も蹴衆

ります︒

に自分の有って居る所の特色を溌揮して・一種特別なる
床
んめいつくで９きゐ
文明を造ることは出来ぬやぅになって来て居るのでめ

じぶんもゐと戸君とくしょくはつきしゆ︐と︲１．︵つ

個人と個人の間の如くに互に助け合はなければ⑲十分

こじんこじんあひだごと︽叛ひたすあぶん

ごと

に助け合はなければ生存することも出来ぬ状態になる

たすあせい率︾んで遇ｃや金たい
みかい−Ｌくおほとたこくたずえ

境遇と或鮎に於ては闇はばければならぬのは︑是は俳
．たとちり抄皐らいうりぱＬぶゐ
菩
儀ないのであります︒例へば地理上有利の場所に居る
ぱしぶゐもの
ふり
叫嘩は十鍬に鐸準が畔奉る．不利葱る場所に居る者は

ずして存在することが紳奉たのでありまするがｂ今日
ご
とこぐかくにくに
の如き圃家になりますると︑どうしても画と剛とは︑

いた

こぐかしんほ苦呼はやは

おほ登人さうおこ為せいぜん砂やらさう妙吾ん
寺応蛙げんずよく蓉やらさうけんりぶくえ

る所より︑多く戦争が起って居△ので極生存競争の戦
さ﹃フ

現大戦季と倫溌思潮

しますると共に愈圃家と云ふものが互に助け合はなり

典﹂〃わこぐかい応帆かたすあ

る所より多く戦争は起って屑愚のであります︒併しな
こ かこぐかあひ誼〃だん︐Ｉ１ばつたついた
がら幽家と倒家との間に於きましても︑段々と護達教

七碕恐〃ほザ人さうお雫﹂ゐしか

零ではない︑即ち権力競争である︒権力を得やうとす

どこみ

い吋唯自剛の自負心跡．自圃の慾望を満足させやうとす

た︸・じこくｃふし人じこくよくぱう甑んぞく

霧が起るのであります・其戦零を見ると︑過去に於て
ゐものうば︐じ
だものも
蛇んさう
は戦争をして他の者の持って居る物を奪はなければ自
ごくけいをくあ花じゃつぷい
圃
が縫績し能はい状態でめったが︐舗堆は準維蝉でな

さうおこそのせんさうみＩわこおい

り其瞳力で薬縛悩が勝って居りまして︑兎角其間に戦

毛のだうよくそのし手︑や︽・か産とかり︑毛のかんせん

なき状態まで︑幽家が進歩して来たにも拘らず︑矢張

仁やうたい

家も原始時代に於きましては聡互に非常に烈しく競黍
こんＬもごとほ︑とその小つえう
を致したのであります今日の如くに殆んど其必要の

かげんししだい狗

ひじやらど刀よｆけいぞく・ゆ・苦

非端に努力をしなければ継績して往くことが齢来ぬ︑
これここんれきしみめいれうわかこと
是は古今の歴史を見れば明瞭に分る事であります︒園

窪やらぐうあるてん狗いた酉か

は．ひ詮っの薙捧職と礎ても蕊は鐸擁上融ても︑一種の
ぜいしんくわつとうあらゐそのものそんきいゐ
精神活動を現はして居るもので︑其者の存在して居る

『

、

戸

現大戦季を倫理思潮

か
んぱふそくみてれＪ
間の法則と見て︑之に擦って一難造の鍵謎を鍵し︑跡

じんるゐどうぶつぜんせん〆ブギうろ

五○

次に人類と獣類とは生活の仕方が異ふ︑獣類は本能亡多く生活して居

又自分の経験韮子孫に鱒へ︑全く昨代走異にして居る人々を協力して益

代に生存して居る人々と力走合せろばかりてない︑測先の経験韮利用し

くばかりでない︑他の人々と力を合せて其進歩老研究する︑叉奮に同唯

が人間の智能の特色であります︒叉奮単に自己の智力に依って進んで行

果の関係韮見出し︑其関係に基いて天然の力む利用して進歩登達を固る

の智力はそれに反して教育に依って益々新らしき事韮考出して進んで行

乃のごありますろが︐人類は智能態使って生活を管んで居るのでありま

す︒本能には殆んど愛化はない︑多少はありますろが︑殆んど無い︑人

ゐ

家と圃家との間の開係をも支配して性かうと︑考へて
これわたくしみ堂房こんぼんてき
居るのでありまするが︑是は私の見る所では根本的
易やまゐ調も
こんぼんて哲一爺珪ゐい

く可能性韮有って居るのであります︒其一例韮言へぱ︑何事に付けても因

かこぐかあかだ品んけいしはいゆかんが

じんるゐいかせいぶつかんおこ潅ゐはふをくはうめん

に誤って居ると思ふ︑なぜ根本的に誤って居るかと云

よじんるゐおよびしんるゐいしゃ全じつうばつどうりつ

ふと砂人類以下の生物間に行はれて居る法則の一方面
ゐ

こん

のみに由って人類及人類以上の賞有の藩動を律せんと
して居るのである︒人類と動物とを全然同様に見て︑

毛のはつどうぜつめい
ゐ︐
其獲動を説明しやうとして居るのでありまして︑根

本的・に於て誤って居るものでゐると考へるのでありま

ぼんて昔おいお釜一ゐかんが

益進んで行くことが出来るやうになって居ろ︑即ち言語と云ふもの起使

で向己のする事態支配して往く力があるのであります︒他の動物には自

って︑相互の経鹸韮利用することが出来ろやうになって居るのでありま

これらてんのいばゆるしんくわろんてき〃んｂがくせつい

す︒叉人は他の動物と異って自畳と云ふもの韮有って居るので自己の力

す︒是等の鮎を二三述べて︑所謂進化論的倫理事説と云
ぷんこんきよ・なあきら
ふものは十分の根篠の無きものでゐることを明かにし

じぷんかんが室弓のおも

て︑自分の考へる所を述べたいと恩ふのであります︒

動物には欲求に制限があって其敷が増加する︾︾とばない︒人は智力の進

受は起って来ぬ︒自己の行嬉韮自己で支配して往くことは出来ぬ︒又他の

する力走有って居ります︒斯う云ふ黙が非常に人と他の動物との異って

口人には同情同感か必要□
第一に︑綱て人と云ふものは他の人の助け芯受けず︑他の者の力走籍

す︒自己の現状心以て満足して居らぬ︒自己の今日の状態よりよき状態に

居る所であります︒叉人類は理想と云ふもの走以て生活を致して居りま

むに匿って欲求の数が殖えろ︒叉其欲求に満足妬輿ふろ手段方法を研究

の生活怨計ろ必要がある︒それ故に人には同情阿感が必要どある︑人は

らず︑孤立してば生活の出来ぬ者どあろ︒人・には互に同心協力して自己

ものがある︑他の動物にはさう云ふものが更に出て来ぬ︒人は過去現在未

達すろこと老常に希望して居る者であります︒人類には所謂向上心なる

来の三者韮通じて自覚走以て自己の理想を資現しやうと努めて居るもの

他の人の助け話受けて己れの命韮保ち︑又己れの力を伸ばす様になって
は他の動物とは非常に異つれ性を有して居るに拘らず︑進化論韮以て道

であるが︑他の動物には理想もなければ︑叉過去現在未来走通じて自己

居るのであります︒此必要は文明に人が進めば進む程増して来る斯く人
鶴の基礎にせんとする倫理説は週二者を同一に頑て居るのであります︒

可

−
−

戸Ｉ

きういうし茶会れつぽいいばふ毛くにんげんさう一﹂Ｆ応んけい牡つめいで

の存在起自豊し進んで理想の責現に努力して往く力がないのであります幸優勝劣敗と云ふ法則では人間相互の開係は説明が出

かれつぎごとことい

寸怒侭だうとく

一言で申せば︑彼等には良心なるものがない︒それのあるのは人のみご蕪ぬ︒ぷ耐鐸嬬は誰雌が畔勢いと卦醸しました︒さう

あります︒人にのみ正邪善亜罷判別してそれに擦って己れの総す．へ卦事して彼は次の如き事を言ふたのであ︐ります︒即ち道徳
と鴬すべでワざろ事Ｌ﹄起厘別して︑段々︐と進歩して往く力があるのであてん加張ぃお匡起あいぅしき砦儒は参﹂く鋲ぜっ鯵い
ります︒そいで人には其行嬬に封して責任と云ふものがあり︑又人は自は天然界に行はれて居る優蛎窃敗の港測に謬って説明

己の本務と云ふもの韮感ずるのであります︒斯く人類と獣類とは天性がが出来ぬばかりではない︒道徳とは天然に行はれて届

いばゆるにんげんだうと●卜

いうし舘参恥つばいせいぞん春や局きうほふ印．︑低んこと

ばんたいこれうちや爪

寺越は．これ

に反封して之を打破ることがや所謂人間の道徳である

かいごとしんくわろんしやの

口倫理と進化論との開係口斯う云ふ事を進化論者２ツクスレーが述べたのでゐ

ｔ

異って居る２あり皇︐︒る優勝劣敗生存競争の法則に反する事である︒即ち之

し

どう黒つかい幸ご準

ゐ超こる低ふをくょ

おも

これつい

ろん

・ります︑醜ち鐙継諦に唾て鐸鶴の誰職は鈴率いと酢餓
これつよはんたいるんたもとえ
鰐るに鋒他誌の蕊では毒等の識を寒く蝿淵し蕊は彫したのであります︒是より掴い反掛論は他に求めて得

かんが

せいぷつ浮くしや︑一﹂のひとしんくわろんひろため李沌畦しぜんかいし夕むＵゆん

一硯して︑動物鼎に行はれて居る所の法則に擦って︑られないと思ひます︒之に就てハックスレーは論じて
りんるゐしんたいどうざ︲きていかんがかい︲てんれんむしゆんゐヤブおもけつ
人類の進退動作Ｊまで規定しようと考へたのであります斯／︑言へぱ天然が矛盾して居る榛に思はるシが決して
くはいにんげんせいしん
いらいおほがくしやこれさう
どこみぜんじゆつとほこのせつとな
虚が前述の通り此説が唱へられて以来多くの皐者が之左様ではない︐と考へましだ︒詳しく言へぱ人間の精赫
しかてんね入かいいうしよられっぽいはふ
しぜんしよさん
けつくわそのけってんお琴必
ひかやらいた
はんたい
に反謝し︑︑それを批評致しました結果︑其映鮎が明かも自然の所産である︒而して天然界には優勝劣敗の法
あばふぞｒ
冷誤てんねんかい喜元
毛く詞ご姥
いまその
しだいこのぜつ雪からうレ煙
になり次第に此説は力を失ったのであります︒今其一則が行はれて居る︑依って天然界に行はれて居る法則
はんたいひとせいしんてんねん︐しやらくい
いいうめい
イギリス
れいの
例を述ぷるならば︑英吉利にハックスレーと云ふ有名に反謝する人の精祁が天然より生じて来ると言はなけ

りんりしんくわろんくわんけいついかうぎいた

い

なる生物畢者がありました︒此人は進化論を弘める潟れぱ鈍らぬことになる︑即ちこ
自れ
然を界
は一種のか矛
盾でぁ
んがひと
か
そのひとばんねん
に鐸に識耀した蛭でありまするが︑其人が晩年になりると考へなければならぬ︑之は可笑しいと考へる人が
寸江睦ぎう悪つかい．おこ拝

みせいぞん茜や全

にんげんＤつかうゐこと一﹄ん斌んはんたい

まして倫理と進化論との鯛係に就て講義を致しまして︲あるであらうが︑ハックスレーが言ひますのに︑それは

一 一

最後に進化論では︑即ち動物界に行はれて居る生存競さうでない︒人間の賞行して居る事には︑天然に反濁し

︲︲さい雪しんくわろん

現大戦季と倫理思潮

五

&

｛
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認大戦争と倫理思潮

ゐごとたくさんたんだうとくた

い

なにい

茸一つさらぬぞうえ差しぶと悪つ超す

のうげふもくてきのうげふしぜんばふとくはんたい

か

て居る事が津山ある︑軍に道徳ばかりでない︑他にも
その
蕊癖の躍賑に露錐して厩る謡が購雌あると言ふて︑其

れいある人を

しま

一例を塞げて論じて居ります︒それは何かと云ふと︑
たはたしぜんま己はうお
のうげふ
騨一業がそれであります︒田畑を自然の膿に拠って置く
いうえ昔しよくぶつ酒か必よわ
ざうざうぱ
ならぱ雑草が生えて︑有益なる捕物は力が弱いので枯
弾

れて仕舞ふ︒それで雑草を抜いて有益の植物を助けて

ばんたい

たぜだうとく

この迄人池人

行くのが農業の目的である︒農業は自然の法則に反劉
てんねんばふそく
して既郁謹推して癖た賑のものでめる︒天然の法則に

反掛するのは只に道徳ばかりでぱい︑されば此天然の
はふをくいかわがＪ︲Ｉはんたいできわれ
法則に如何にして我々ば反掛することが出来るか︒我

わ奴て人ねんそだこれてんねんはんたい

我は天然が育てたものである３之が天然に反封するの
てえねん笹巴ゆん吉とみなにふし智
は天然の矛盾の如く見ゆるが何も不思議ではない．︽
をた﹄×・もつせつめい
あだかい︲とすぢ
ツクスレーは其れば誉を以て説明すれば︑恰も一筋の

いたさいうひつぱごとを②ひもす︾はんたい

参から

どう采つかいて〆をく

あ南．つ

ゐちからこれ

蒜を左右に引張る如きものである︑其引く力は反掛で
毛のひつはちからいづそのひつ侭ひとでゐ
も其引張る力は何れも其引張る人より出て居るのであ
きいうひちか必はんだいゐそのちからどうひと
る︑左右に引く力は反封して居るが︑其力ば同一の人

ばんたいだう︐とくじ罪らちからいぶ．どうてぇねんかいちから

の力である︑勅物界に天則として現はれて居る力も之

に反封する道徳上の力も何れも同一天然界の力である

せつめい尋
と説明して居ります︒

』

一

一

共人は益々没入の信川延失ひ︑

それど世界各域が其圃睡算敬して其幽が永久に勢力ぞ総て慨を支配して

づかしい︒又蝿家の問に於きましても．武力を以て他圃を一沸睡へても︑

尻の成功は出来ぬ︒縦令一昨成功致しましてもｂ永久に成功することはむ

家間に於ても︑進んで行きましたならば

ても︑永久の興理でばない︒若しさう云ふ考韮以て個人間の季に於ても固

になる傾があります︒然しそ心ば個人間の手に於ても︑国家間の手に於

る︑其目的齢達する事にのみ熱中して脳りまするので︑今申したろやう

の傾向●てあって如何なる方法悲採つＴも構はいｃ勝つ事のみが目的にな

であると恕ふｃ戦争中は勝ちさへすれば従いと云ふ風に老へるのが一般

述の通り唯一唯の現象であって︒戦争が慨人の注意韮惹いて居る間の事

りであります︒成程今Ⅱはさう垂ふ傾向が現はれて居る恩然しそれは前

此傾胸Ｆ鎧して愛Ｆ自分の所見準簡短に述べて今晩の講話を経はろ積

あり泉すｃ

今Ｈば不知不識進化論的倫理説脹費戒する傾胸が現ばれて来て居る様で

界に於てば優勝劣敗の法則が行はれて鵬ろ︒斯う云ふ風に感じまして︑

生存しなければならぬと云ふのが圃艮理であると恩はろｌも︑賀際の世

まして以来︑誰言ふとなく剛理論としてば人倫迩徳恥以て人は慨の中に

には勢力を失って居ったのでありますｃ虚が前述の通り此戦争が始量り

ありますろが︒数十年間の研究批評の徳に此説匹基づく倫理諭は戦争前

ヰンが喝へ︑多くの皐者が之韮非常に新説のやうに考へて歓迎し誰ので

以上に述べれる如く今より四五十年前に進化論はスペンサー︑ダレウ

口画家の本質と其品位□

五

伊

Ｉ

へＴ日世界各幽が協同して互に助け合ふてして居る仕事がｂ此五十年程の

問に起って居ります︒其一例牟言へぱ︑蔑圃郎伽制度︑部ら自圃の

る︑現今の如き世界に於ては無論兵力は必要峡くべからざるものであり

に助け合ふこと脹なりて居ります︒丁度個人が互に助け合って柱かぬけ

界的のものが過去五十年間に三十種も出来て︑人類文明の蝿に諸国が互

研究して居る含合が嘘々わる︒例へぱ度裁衡の曾の如き測地倉の如身掻

になって居ろ︒又畢術上の聯合藩組織して心出界諸国の皐者が協同Ｉそ

切手話貼って出せば︑災聯合幌ならば何所にでも其目的地ド髭するやつ

ます︒併ながらそれは手段であって︑唯兵力韮強くするのが圃家存在の目

艇ぱならぬ襟にｂ段々画家間に於てもさうなりつ〜あるのであります︒

てあります︒鵠力が個人に必要で

ふだけでは完全なろ人格者ではないの

のものではない︐其画家にも守らなければならぬ道がめろのであります

叉固家其器に就て巷へて見ましてもｂ自分等の孝へろ所では︑幽家は最上

国家は最上のものど何をしても樋はめと一亭か性質のものどはない︒古風

ある如く兵力は圃家に必要である︒世の中に悪人が存在し︑叉道徳延守
家の慨利起保護する露に億力も必要であれば︑又兵力も必要であります

の付け方は種均異って居るでありますろが︑圃家は最上のものであって

の言葉で言へぱ０天地の公道Ｌ﹂郵或は天命とか︐自然の法則と迩名

唯勝手に生存して自分の力む増して往くのみが其目的であって︑其目的

併ながら賠力が挫いと云ふことが人生の最上の目的でない如くに︑圃家
高目的でないと考へるのであります︑一個人として我々が髄力走有って

謂天地の公道に適つれる事起して居る通居らぬか︑人類の文明に貢蝉

のではないのであります︒閏家の品位は︑私の見る所では︑其圃家が所

する儲めに其画家が努力致して居る鞭どうザと云ふことで決まるもの

の求めに如何なる事態しても樵はい︑手段方法は選ばぬと云ふ性質のも

ても今Ｈの世の中では個人叉は幽家の目的走貿現し得ぬ偽嵯︑それ準要

居なければならぬのは︑叉画家に兵力がなければならぬのは其使命を全

求するのであって︑最上の目的とすべきものどないと︑堅く信じて居る

のであります︒勿論其の目的を果して往く上に必要なろ確件が種々あり

でｂ唯其力が強いと云ふことで聞家の柿位ば決まるものでないと考へ墨

ます︒例へぱ相搭の領土がなければならぬと噂人口が殖えなければな

のであります︒文明が進むに随って︑圃家に於きまＬても︑個人の間に
居りますｏ殊に概際上の事に就て考へて見ますろと︑十九世紀後半の五十

し是等は皆圃家と云ふものが其目的韮霊する手段でありまして︑目的ど

らぬと迩富が増さなければならぬと雪云ふ種々の探件があります︒然

曳大戦争と倫理思潮

五三

翌

はない︒其最上の目的は然らば何である露之ば昔の唇葉懇以て言ふな

年間には総ての方面の事が出固的に進みまし壮︒個人間の如く圃家間に

ざ

ぬといふ思想が強くなって参りまし北︒数へ翠げて見ろと︑三十種程

も各々特色があるので今後篭達する限は︑互に助けて往かぬければなら

於き式しても︑互に助〃合ふと云ふことが段々増して来る傾きＦなって

うし其天職懇果さんがためであります︒さう云ふものがなくてはどうし

に於きましても︑道徳態無秘して兵力が強いのみが国家話成して居る鍛

らぬ園家が存在する間は︑個人と︐しての擢利韮防禦し又幽家とし迄の圃

的ゼはない︒理性走備へ︑良心起有つれ所の人は︑唯燈力が混いと言

力は我々の目的ル達する一つの手段に過ぎぬ︑固家には圃防が必要であ

である︒併赦がら個人として賎力走蝿くすろのが人生の目的でない︑駿

であり叉健康が必要である如く画家にも今日の世界に於ては兵力が必襲

往けるものでな略勿論ひ人峠其生存の目的怨達する求めに髄力が必要

r

科↑畢蕊と道埼徳五四

麦に至り少年の頃老人に教はり生し求言葉韮思出します︒此言葉起幾

らぱｂ天意を行ふ事である︒之韮責行する園家溌最高の園であってｂ天あり蛍す︒
意韮無観し其領土鵡振めｂ自画の兵力宅道徳に反して増す園は︑画家と

居ります︒・固家の品位は︑其園家が人類の文明を進めｂ人間の特色を益言ふ者の初に記してある所の弓山高きが故に貴Ｔｂず︑樹ある韮以て貴

して高尚なろ品位悲備へて居るものとは考へられぬと︑自分は確信して分補造致しまして結論と致しれいと思ふのであります︒それは責語教と

益顔し精紳的に護展してｂ文明の進歩に大なる貢献を鰯す迩総さぬかしとす０人肥衣ろが故に貴可らず︑智あろを以て貴しとす﹄と云ふ語であ

と云ふことで心画家の品位は決まるものと考へますｃ戦争の昨期には兵ります︑是は個人の事でありますろのでｂ之を硫造を致しまして︑民富

文事博士

評議員

部宇之吉

優勝劣敗であるとの考韮起しましてｂ之を以て永久の員理として固家を徳あろを以て貴しとすと心之韮以て雑りと致します︒

力が如何に必要でありましても︑画家の本質は単に力謬てある固際関係はあるが故に貴からず︑義あろを以て貴しとす︑圃強きが故に貴からずｂ
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すＣ

私の申述べる事は極く狭い意味になるといふことを瑳め御薗抑ノ致しま

口現大戦争は意想外□

現在の戦争の起りました時には殆んど世界の人をし

げんざいせんさうおこときほとせかいひと

の

遡

一方面のみ鵡述べろ積りである︒詰り演題は甚だ瞬汎でありますろがｂ

服

同

指導しやうとするのは︑此上もなき危隙なることＬ自分ば考へるものど

科肇と道
口緒言□
私は演題を成るべく簡単ならしめむが総め﹁科畢と道徳﹂といふこ
考ではないので︑現在の大戦季によって得士ろ所の科畢奨勘の思想と将

・とに致して置きまし淀が︑﹃科皐と道徳﹂といふ度ひ意味で申さうといふ

来の道徳の思想との関係雁就いて述べやうと思ふのでありますｃ叉之韮
凡ての方面から論じますれば時間が多く要りますろから︑今日は僅かに

徳

遇やらが〃も金都とご沼ｇＬ飼

■

1

力八

こん唯ちせんきうひしやらけいひえう

して︑兎に角今度の戦争が随分惨憎たるものであるの韮見ましても︑世

界の人はいる／︑に考へて居ろ︒先・つ欧米の人から考へれば基督教が殆

ど面目韮失したと孝へられろ︒此戦争に封して基督教は何等の桃威も

を憂ひて居る人がある︒叉此戦争の間に基督教の新しい生命が生ずるで

ない︒随って狩来は基督教が人心懇支配する撫威が無くなりはぜぬか

あらうといふ一種の望韮厩することが出来ろといふ考韮有って居る人も

る惨祇を防ぎ止駒ろことの出来ないのも仕方がないとして︑婚来再び斯

あるが︑該主義器は戦争の起つ士事は仕方がない︑叉戦争の問に起って居

よういせん
またこくさいちうきい７１１ばん

池いぎじんだうこゑあ

．五五

には或は起って居らぬ事かも知れませぬが︑璽壕戦に

謁ゐひおこをことしざん坪うせん

行機から爆弾を投じて人を殺す事を潟して居る人の中

かうきばくたんとうひところことなゐひとうち

ども決して他の園に負けないやうに正義人道の聾を場
室たげんばうだん談じひ
おも
げなければならぬと思ひます︒叉現に砲弾を交へ︑飛

けつたくに逮

だいせいぎロんだうこ豆せんさうさい畠会こんにち
第一に正義人道の聾が︑戦争の最中であるから今日
つェおこをせんさうＬうけつのちさけ
さう狸く起って居らぬが︑戦宰柊結の後にはその叫び
ごゑせかいかくしよいちじる初こ おもにぼん
聾が世界の各所から著しく起るだらうと思ふ日本な

口正義人道の聾□︑

いふことになる︑私は今晩此鮎から話起し赤いと思ふのであります︒

究して居ろ︒然らば粁米は戦争が無い事唯なり得るであらうがどうかと

様な戦争の無いやうに努カゼ鯉ばならぬといふので︑色々の方面Ｔｂ研

ある︒叉平和主義者は今日の戦争に封して何の面目があるがといふ者も

つａせんさうひじやら︐けいざいしゃ生をんがいぎた

かんが︒︾を

たいていこくさいかんふん

脆曜か汚いせんきう靭こひと

今度の戦争は必ず戦争が起らなければならぬ理由があつれか︑戦争で

口基督教と平和主義者□

して殆んど驚樗措く所を失はしめた︒

ほ︑ときやらがくおどこる会し蛭

へて居ったのに︑俄に大戦争が起りましたので︑人を

を

議は干父に訴ふることなくして解決し得るであらうと
しんをしゆも６１はうめんみわれＰｆｌしやらがい敷
信じて居ったＱ種々の方面から見て吾々の生涯には先
せんさうな
づ戦
争は無いであらうと︑鐸くの雌顕に瞬雅の蛭は議

一哲かんくわらづ元かいけつ︑フ

であるとか其他色々の事があって︑大抵の圃際間の紛

宅のたいろＩ︑こと

零はしないであらうと考へて居った︒叉圃際仲裁々判
さ一フ

すのでありますから継涜上の利害を考へても容易に戦

けいざいしゃ．リがいかん卸

の金を要する︑詰り戦舗は非常なる経潜上の損害を来

か垣えう

ある︑大砲一弾を放つに付けても百や二百の金で放っ
ただんばなおぼ
ことが畔恭ぬのであります︒唯だ−弾を放つにも多く

たいぱう・だんばなつかれぱな

達ひまして今日の戦争は非常なる経費を要することで

ちが

ぐの人は考へて居ったからであります︒叉昔の戦争と

ざつきゞしや含むいせんきうよういおこ・おほ
雑になって来たので︑賂来戦争は容易に起るまいと多
またむかしせんぎう
︑ひとかんがを

ふのは十九世紀の末から圃際的開係が段々多様且つ複

せい箸す患こくさいて雪くわんけいだん７０１たやうかふく

て驚跨措く所を失はしめたやうな威があります︒とい

」

なければ解決が出来ないやうな事情であつ犬爾左様な事は姑く措きま
科↓畢識を滋徳．翼

1

−
戸

科畢と遺徳︲五六
これ︐﹃ひと．ｆｌしづか人がみ

ぜんたいわれＦＩＩ和な

いみ

蕊姫鍔繊既に鈴ます鋸に︑職鐘韓雌雄に婚一口秘の誌
二足ががとずゐぶんしやら﹄ころ＃︲イッぐんこぐしゆぎだにドイツせいぢ

口最後は矢張戦争画

哩池うじゐひＬ噌弐々ひて秀こぐ疑りエあびとづ零フ
従窪して居る人或は敵圃の捕虜になって居る人の頭珊とにしやぅといふ同盟起維らぅといふのである︒
しゆｌきうおこゐヤブ
の中には︑一諏の思想が起って居る様であります ︒即

いか

ち郷癖の人々は静かに考へて見ますと︑全鰐吾々は同
しかたがかあひころあ
じ人間である︑而して互に相殺し合ふといふことはそ

わおこじゃ呈蓉やうか準一のざんがうざんがうおひだわおこざうしやつゃ匂いなた奴のぞと二ろ

こに如何なる意味があるかといふことを疑ふ人が随分唱する所は燭逸の軍幽主義を打破するとか鵜逸の政治
茜一んがうおいたがかあひたいた・かゐそしきぺ︲んいい弓しおらしいせんさう
ぁ躯ら江ぃ︒そこで駈壕に於て互に相封して戦って居組織を一鍵するとか云ふことにある・何れも勝来戦争
しゆしき昌也やらかん？フ
よういおこ
賢者の間に︑一稀の思想上の感迩といふものが自然にを容易に起らざらしめんとすらものである§縄らぱ擁

湧き起る献貌が勤娼函ん識く謹塑潅鎚塑轄の鍋叱湧・雫起一手は癌来に無くなるかといふに︑それは誰でも喫む所

鞍しじんるゐ泥がひて腫暫たうていじつげんのをでき

Ｌき
縮婚
全ら
お於
い
って来る
思想は鵜求人類は互に相殺し互に相食み合ふでゐりますが︑謎き粍耗にはいざ知し
ら喝
ずか近
来いに
たす

こと
を助けるものでなしに︑寧ろ八類は互に手を握っては到底貫現を望むことは出来ぬ・如僻一側爽秒笹確誠
あび主す
かんがたすどうめいこぐできせかい宮やう︑くみなてういん
て相助けるべきものであるといふ考へを助けることにする同盟園が出来てそれに世界の握脳が皆調印したと

寺﹄

お
さ
ご
ｆに︲
わ犬Ｌ
Ｌっお
ち
ど
め
なって来や
ぅも
と思
ふい
．し
てか
も︑ん
最後
は干
を執
て乗
ふ毛
とい
ふう
こと
ばい
同盟

だんせいりつあんしやみとゐ竜一夢︽たう︐こうしまいき

閲制；
立案者も認めて
居る脚
所で＆
︑到頭
柊ひ
に戦にな灸
るし﹂
口平和握制同盟園□：︑陽
ん
う
い

いふことは容して居る︒熟慮をすれば人間は容易に喧
くわ

えぼあひさいごなぐあ

父にゆ〃﹄ｈご＋

又亜米利加にば平和湛制同盟国韮掠へやぅといふ企てがあって賛成者嘩をしないものであるから先づ熟慮させる︑し
而か
し・
てや
己

も段々ある︑此れは園際間に或紛議が生じ稚場合涯は直に干尤を執ってむぞ得ざる場合には最後に郷り合ふことになることは

立つといふことをしないで︑先づ同盟閲の調停に掛ける前しィ調停が雑認して群るからや
︑は
矢せ
張灸
りさ
戦う
争さ
は避くべからざるものと

限調はぬといふ場合にば到頭巳む準得ず戦季咋﹄すろこと雁なりませうが︐みゐたずせんさうけっしんすべ

くにあ辻んさうよういおこ

戦争懇する前に調停の手段走誹ずろ︑若し調停に附せずして直に千尤走見て居るのである︒唯戦争をしないといふ決啄いが凡て

取って立つ荷があれば他の同盟凶が平和の手段︵経済上其他のポイゴトの園に有れば戦争は容易に起らぬといふだけの事でゐ
等の手段﹂に依って睡迫する︒成るべく戦ふことなしに季ひか纏めろこる︒

Ｉ

P
二

'
4
1

ますので︑今夕 はそれを申さうと思ふ︒

のに付て圃民の 道 徳 の 上 守 ら 大 に 考 へ な け 奴 ぱ な ら ぬ も の が あ る と 思 ひ

ぱならぬ︒左標 に 考 へ る と 私 は 今 同 の 大 戦 争 で り 得 れ る 所 の 教 訓 の 或 も

いとしても︑最後の場合には干尤韮執って立つことがあると考へなけれ

争ば屡々有ろものではないかも知れず︑叉屡々有らしむ・へきものではな

かも知れぬが︑無くなるといふことば有り得ないと思ふ︒左様に狩来戦

いと思ふＪ戦争が湾んだ後には戦争は少なくなるといふことば或は有る

ろといふ様に世界を洋々菰ろ春光に浴せしあるといふことは中々出来ま

も東天Ｔｂ太陽の光が義して其光の燭にあらゆる悪躍韮悉く消散せしめ

でばない︒如何に亜米利加や日本の平和論者が正義人道の叫び韮稜して

ても其空無が世界懇して牌来戦争牢絶滅せしめろといふ様な大きな空気

とは出来ぬ︒塑濠と蓮濠との間に如何なる正義人道的の空気が湧き出し

ふことば理想としてば結構でありますがｂそんな事は近き勝来に望むこ

出来ぬ︒亜米利加の或極端なら平和論者が言ふ襟に軍備距撤職するとい

保護する爵に軍備ば要するｂ程度の如何ばあるが軍備老否定することは

ふといふのでば無論ない︒荷も剛を立つろ以上は固の名響︑園の利益を

主義韮打破せんといふ剛共自身が雛備は礎する軍艦は盛らず止めてしま

ある心即ち軍幽主義は要るといふこと怨否定するのではない︒猫逸の軍幽

主義であるＴｂの事で︑荷も惟界に園する以上雛備は或る度弐で必要で

濁逸の蛎幽主義態打破するといふのはｂ猫逸の軍国主義は健略的砿幽

口只理想に止まるべし□

』

翠と道徳
科』

口理化畢の研究□

﹃﹄んく損だいぜんさう画じんいろＩ︑けうぐんえ

今同の大戦争によって吾人は色々の教訓を得たが︑
そのなかくわ力くもんだいす然唯にほんつまをくわ城く
其中に科畢問題がある︒即ち日本に就いて申せば科挙
けん強うひしやら号い今だい
の研究といふことが非附に重大なものであるといふこ
つうばつかんゐひとにほん
アメ

レーを痛切に戚じて居る・柵り間本ばかりではない︑亜米

しばらおわくに．ｂくわがくけん

リ力
かんゐアメリ力こ﹄もんだいぐわい
利加などで抱戚じて居る︒亜米利加の事は問題外でめ

きばずく蛭

ｂくわがｔけ内きうこうげふ昔そ

を

りまするから姑く措きまして︑我が園では理化畢の研
きうこぐかきふむ
しや分ｂいひじやらひつえう
究が圃家の急務でゐる︑蒋来は非常に必要ぱものであ
つうせつかんゐそのだめ
ｂくわ私く
るといふことを痛切に感じて居る︒其馬にもう理化畢
けんきうじよで言また巴ゆららいこうぴふく心いしゃなどおい
研究所も出来ることになり︑叉従来は工業曾献等に於
つぴ
ては塾継勢の磁薙といふやうな設せ備
をして居ったもの

きうたうかれつかやせつぴ・なさうたうひｂこ

は極めて少かつたのが理化畢の研究が工業の基礎であ

も人端定いじんせんぼんちゆらがくかうとうおいｂくわがくけんきうけう

るといふので相富な金を饗して設術を為し相営な人を
・来
１た
き︒
ま叉
た一
ぱ方
うに
おい
して砿潅に錘争させることになって
於
し

氏たせいと

ｈン〃︑わか〃︑しや全

ては文部大臣は先般中畢校等に於て理化畢の研究を教
れい

さうたうかれ尼弐たせいと〃つけんくわんくんれい

師にさせる叉生徒にもさせるといふことで理化畢の奨

けつこう

およもの

卿として相営の金も出し叉生徒の資験に開する訓令も
でこ払こうげふどｆｂつじぎふ〆をくうへみ詮こと
出た︒是は工業の潤立自給自足といふ上から見ると絢

に結構なことでありますが︑凡そ物には一利あれば一

五七

科畢と道鶴
ちや全

たん

りくわがくけんきうレや全

五八

ぴ其腰用に依って勝敗が決せられるもので︑人は全く計算に入らぬもの

がい

れいはつたつけつくわＬわんためんおいとくわれ⑪１１もうい

害あり．一長め肌ぱ一短ゐるもので︑理化畢の研究奨

であるといふことば大に之走疑ふのである︒科畢の研究は人がする①機域

おも

ざうていしあと

し承つ毛のし蕊つくわつ工う

乱いかうき

で巻またこんどせ人

せんとうゐんおくだちから

い〃︑

力は決して計算から除くことは出来ない︒叉今度の戦
Ｌう意よくしよ隼
きうみひとちからおほ寺くだ
争を見ても︑人の力の多い少いといふことが終局の勝
かんが
はいけつ
敗を決するものとなりはしないかと考へられる︒幾ら

ちからけつけいさんの壱

乗廻すのは人でゐる︑大砲を放っ者は人である︒人の

のりまはひとたいはうはなものひとひと

に飛廻り大砲は自然に弾を放つのではない・飛行磯を

とぱま極たい唯うＬぜんたまはな

る者は人である︒電気や何かの仕掛けで飛行機が自然

ものひとでん巻なにしかひかう号しぜん

機械は言ふまでもなく死物である︑其死物を活用す

菅かいい

□︲戦争と人の力□

結果が機械になって戦場に出犬上のことで然かいふのである︒

は人が作るといふことで人が計算の中に入るといふのではなく︑研究の

励謹達の結果に開して他の一︑面に於て特に吾々の注意
しなければ塚らぬものがありはしないかと思ふ︒

口殆ど機械の戦争□
諸君も新聞などによって御承知でありませうが０今同の大戦争は殆ど
機械の戦争であるといふやうな議論が能く出て居る︒濁逸が列園の知ら
ざる間に非常に匡大な砲怨造り之をメッッの砲蕊雁際して置き︑戦争が

始まるとメッッの砲窒の下がら引出して其大砲から巨弾韮放って敵固を
何虚の園でも作って居らなかつ菰の悲稲逸は密かに造って隠して置いれ

驚かしれじ畢理上から言へぱさういふ大砲は出来る道理は分って居るが
各圃がら軍事観察に猫逸に往つ求者も一人として其大砲の有ろこと燕知
つれ人ばながつ狼︒皐理上出来得ろといふことば認めて居るがｂそれお
責際に作つれのは猫逸である︒叉近頃甚だ這い距離に達す・へき装詮の砲
韮作ってそれ起怖闘西攻蝶に用ゐて砲弾が巴里に届い末といふことであ

Ｌうきょくし主全りいづ．

なんぴとだんてい

壮丁が死んでも後からどんｊ︑戦闘員を送り出す力が
こいおくだちか必な
ひかくみ
ゐるものと之を透り出す力が無いものとを比較して見

れば︑終局の勝利は執れにゐるべきかは何人も働定す

る︑是等も畢理上Ｔｂは出来ることであっても外の園では行て居らなか
つ菰︒其他縄合軍側︑同盟軍側の飛行機の季ひ︑毒瓦斯の利用等縄て今

るに躍踏しないと思ふ︒

園民の霞質の亜弱ば壮丁の数の多少を同じ或はそれ以上に重大なる開↓

口国民の篭質と精紳□

ちうちよおも

同の戦争は機械と機械との戦争科皐と科畢との季ひである︑機械の優秀
なろもの科畢の進んで居るものが結局の勝利老得るたらうといふことば
能く新聞などに見えて居り︑日本のみの論乞は江く・欧米にも左様の論が

どいふ論である︒併し吾人は戦争といふものは果して唯だ科皐の知識及

ある︒詰り科畢的知識及び其の磨尉の優劣に依って戦争の跡敗が分れる

L

〆−

《

かんが

そのぎろん・おう

ばうめんおもいにしへしぜんくわ

︲かだん︐ｆ︑にんげんらしきず画く

科畢と道徳

者でゐると考へた︒然るに段々人間の知識が進んで来
しぜんりばふあＬしぜんりょう
ると︑自然に理法有ることを知り自然を利用すること

●もの

ることに驚き且つ怖れて此れに封して人は胸に微力な

おどるかおそこたいひと℃芸王びｖき

なることを威ぜしむる方面があると思ふ︒古自然科
坪く・しんぽじだいひとた︑しぜんちか必ゐだい
事の進歩せざりし時代には人は唯だ自然の力の偉大な

か人

の研究は一面から見ると︑人をして人の力の甚だ偉大

けんきうめんみひとひと一昂らはな唾ゐだい

ない︑要は研究の徹底するや否やにあるｐ即ち理化事

るものでゐあといふ議論があります︒其議論は一膳
だう︐
︲しかが私ら
ぜん菅ん定うりおも
の道理がある︑併し必ずしも全然道理があるとは思は
えうけ為きうてっていいな寸芯はｂくわがく

ぎろん・

謂物質的文明を進めしめ精祁的文明をして退歩せしむ

ゆるぷつしって劃然んめいす画せいしんて昔ぷんめいたいぼ

理化畢の研究といふことは︑一方面から見ると︑所

Ｄくわがくけん訂うば︒うめん︲みいば

口理化畢研究に伴ふ弊口

人に就いても更に重大なろものば固民の締榊である︒

と思ふ︒此く人韮除いて戦争の結果を断ずろことは出来ないが︑同じく

専門家の研究に供ちますが・圃民の髄質といふことが重大な開係がある

園民の髄質韮如何なる方法に依って向上せしむく署詠︑改良す︒へ島ふは

しも向上して行く方●てなく多少憂ふべき傾向があつ菰やうに思はれろ︑

同の結果はどうであるが知りませぬが︑従来の所でば壮丁の龍質は必ず

係があると思ふ︒丁度東京でも徴兵検査が始つれ？うでありますが︑今

l

轡

にんげんちか必はうかへだい

になって来まして︑人間の力の方が却って大なるもの
おのづかしこじんご象をひと
があると自ら知る︾とになった︒古人の語で申せば入
てんかりくわがくけんきうひと

天に勝つといふことである︒理化畢の研究が人をして
ひ
と奉藍這いひとてん恥 でき

かんがゞときつひひともつすぺ

人の力は大なるものである︑人は天に勝つことが出末

ことへうじゆんむかしギリシヤてつがくしやひとまんぶつへうじゆん

るものであると考へしむる時は︑維に人を以て網ての

いごとその襟よくこじんしゆぎおちい

事の標準となし︑︵昔の希臓の哲畢者が人は寓物の標準

ｂくわがくけんきうたはうめんみさやうけつ

なりと云った如く︶其極個人主義に階ることになる︒

は江憾この

理化事の研究を唯だ一方面からばかり見れば左様な結
くわおおいｂくわがくけんぎうしやられい
果に陥るとすれば︑理化畢の研究を奨卿するといふこ

とは甚だ好ましからねことになる︒

口主義は一面の員理□

個人主義といふものは一つの主義ぞあるｂ所謂イズムである凡そイズ

ムといふものは唯だ−面の員理宅含んだもので︑決して絶封の興理韮現

はしれものではない︒個人主義といふものも一つの主義であろ以上ば一

は出来ぬ︒そこで一方には壮曾主義といふものが個人主義に封して反抗

面の真理は含んで居るけれども︑個人主義走以て絶封の虞理とすること

的に起って居り︑又圃龍主義といふものも起って︑個人主義に封し︐叉

人主義は唯だ−面の真理韮現はし・次ものに過ぎぬ︒それ韮恰も絶封の員

近来に於ては共同責任主義といふものが起って来て居ろといふ課で︑個

五九︲

理であるが如くに思ふのは誤である︒ところが理化皐の研究が個人主義

ノ

科畢と這鐘
に徹底し稚八は左様な弊害に焔ろものではない︒何故なれば理化畢の研

態生ずろといふことば是は営然の結果ゼはない︒理化畢の研究に於て境
究に於て頃に徹底すれば︐今申したのとは全く反封に天人に勝つといふ
考延起すべきものであると思ふ︒即ち理化畢の研究は︑宇宙に自然の探
理があるといふこと韮悟らしめろ︒既に自然の探理があるとすれば︑宇
宙は唯だ物が雑然として並々て居るのではなく︐秩序のある一つの開系
となるのである︒而して此峰理なるものは人が稜明し士ものではない︑
人が稜見し得るものではあるが︑人が讃明し得ろものではない０．

口宇宙の催理に従ふのみ□
既に宇宙に蝶理あり而して僚埋は人の造り出し得る

すでうちうでうりしかでうりひとつくだう

ほか

ものでは蔵いとしたならば︑人は唯催理に従ふより外

ひとたぎでうりしだが

みちいしずうもう

に途がないと云ふことを知らなければならぬ︒宇宙の

で
うりしたがまへ象を︲ごとひと
牒理に従ふといふとになれば︑前に申した如くに人が

てんひとがひとてん
てんか
天に勝つのではなく︑天が人に勝つのである︒人は天に
した坪ほかな．てノしたがいじゃ台

従ふ外に潟すべきことはない︒天に従ふといふ以上は

じつ

前に天に勝つと思ったのは質は自然の僚理に従うに外

で寺﹄いばてんか
てんさか
天に逆らふことは出来ぬ︒況んや天に勝つことをや︒
さきてんかおもじつＬぜんでうりしたがほか

しぜんしばいＬぜんりょう

しぜんでブリＬ蕪す■ざと

ならぬ︒自然を支配し自然を利用するといふことは資

は自然の牒理に従うて進むだけのことであると畳るこ
とになる︒

１︲４

口徹底するを要す□

一小部分だけ彩捉へて研究する︒そうすると宇宙に際理あること

口共同責任と犠牲□

生ずろといふこと話考慮しなければ江らぬ︒

様な不徹底な思想の人が教授してば雑に幽民の遁徳上に憂ふべき結果韮

のこと以外に考のない様なことで生徒妬導いてはならぬと思ふｃ若し左

と人道との開係悲も心得居るべく︑宇宙延細かに砕き割って鞭に一局部

就いては教授者は十分徹底せる研究によりて宇宙韮一の隙系として天惹

より見て無論徹底すると︾一ろまご行くことば出来ないのは明守である．

はどの鍵まで進まん人︶するのであるか︒生徒の畢力と教授吟間の闘係Ｌ﹂

︒徒に個人主義的思想に焔ろの虞がある︒現に文部省が奨働せむとするの

あ知らずｂ経に人間批曾の帳理が自然帳理の稜現求ろこと韮知らずして

って

底したものである︒但し未だ徹底しない間ば︑宇宙韮細かに砕いてしま

人の道であるといふことた悟って来る筈である︒其虚に至って始めて徹

悟り︐叉人は八類就曾に談現する向然の昧理に従うて行動するのが卸ら

して︑宇宙に峠理あろことあ知り︑随て人ば天に勝つ︒へがらざろこと恥

なければならぬ︒理化畢の研究が虞に徹底すれば宇宙の全髄に付て槻窪

る︒而して其陳理に従ふことが即吟人の遊であるといふこと齢悟って来

理ありとすればｂ其陳理なるものは自然の燦理の稜現に外ならぬ謀であ

傑理がなければならぬｏ否人類祉曾には確かに峰理がある︒人類杜曾に峰

既に宇宙に探理ありとしますならば︑〃一部分たる人類社曾にも亦必寿

六
0

』

言

今申した如く融理化畢の研究も徹底すれば人類の共

曾ｂ人類の嬬に捨てなければならぬ︑それが吾人の生存懇全うする所以

そこで共同責任といふことを考へて自己の利益は或場合には園家︑吐

どうせいく虫一じんるゐ奇一ようどうせ番にんぷん宮と？

同生活︑人類の共同責任といふことまで十分に悟るこ

てあるといふこと老自琵せ︑ぱならぬ︒茜に自錨するのみならず０亦之

で昔浄よ名どう辿祉にんさとこじんじ

こｂえ菅しやくわい尋︽たこぐかため﹄きせい亨峯全

す錘嘩じゃ﹂承つだゆゑんざと・

己の利益を賦曾又画家の鳥に犠牲に供するといふこと

が即ち自己を全うする所以でゐるといふことをも悟り

ぅ
も意ようどうせ哲にん兜 す種
得る︒若し共同責任といふことまでに考へが進まずし
こじ人ｐがいほ〃なにものがんがし

才趣唾こじんｂがいほかしやくわいり〃い

て個人の利害の外に何物をも考へることを知らぬこと

こじんたにん紺よしやくわいたよ和屋Ｃん卒んしんぽ

になったならば︑即ち伽人の利害の外には吐曾の利害
こぐか︑り城い彊恥活いじんるゐＤがいかんが
§画家の利害も之を大にしては八類の利害も考へない
ひと
毛のひとごじん輔いぞん
といふ人があったばらぱ︑其人は個人としての生存を
詮つ元で寺﹄じんぶんい乱ひもこだいいＥ
全うすることが出来ぬ︒人文の未だ開けざる古代と雄

も個人は他人及び赴曾に頼ることが多い︒人文の進歩
裏すｊｌｌｃこいびわいよ
おほ・
は益々自己以外に依ること多からしむるものでゐる︒
げ．んごじんしやくわいこぐか猫よじん．．けいだくよくせいぞん

われノ︑︲ざ抄Ｌ

をいじゃうごじんしゃく心いこぐかりんるゐためざうたうど刀よく

哉つた

現に吾人は吐禽︐悶家︑及び人熱の悪躍｜卜浴して生存
ゐすですでまぜいを人辻つだ
を全うして居る︒業に己にそれに依って生存を全うし
な

て居る以上︑吾人は耐愈︑剛家︑八類の潟に祁鴬の努力

を為すといふことは吾々の義務であるといふことを知
らねばならぬ︒

口衆木は能く之を支ふ□
夕科皐を道徳

わ

しな

ぽくたうていたいかさぁ

︷︽一

此語の製造元である支那では一木では到底大慶は支
ぽく
こくみんみな猫も
へられない︑我れは一木でめると蝿民が皆思って︑そ
たこぐかしば︐１１をたい釦もいつひくにこうはうくかく
の矯めに画家屡々危殆に階り︑途に剛の興亡を繰り返
者しないにしへししじん︲じんみころ低んな
して来た︒支那でも古は志士仁人身を殺して仁を成

このごせいざう．も．と

口大なる己を全うす□

圃家の危き悲救ふことが出来ろ︒．

となら一うといふ考な園民各個が有って居れば︑剛民全罷の力走合はして

来ぬ︒一木は支へることが出来ぬが衆木ば能く支へる︑内分は衆木の一

各個人が皆此樵に琴へたならば図家の倒れることは終に支へることは出

我れば一木である︑自分一人では到底画家悲支へることは出来ぬと考へ

とが出来ない︑併し衆木は之韮支へることが出来る︒若し幽民各個人が

ことがある︒成程大きな家が剛恥むとする時には一本の木では支へるこ

那の諺に大厘の勝に倒れむとすろは一木の能く支ふろ所にあらずといふ

で識すといふ蝿悟起養ふて置かｎは固家ば到底立ち行くものでない︒支

のと思ふ︒戦争があるとするならば・圃民は平日より圃家の侭に最後ま

が絶鋤的に無くなる見込はない︒何年後が何十年後には叉峨争があるも

居る人にして始めて人としての生活を全うすることが出来ろ︒今後戦争

韮責行するの毘悟を有って居らなければならぬ︒さういふ礎悟懇有って

とが出来る︒共同責任といふことを悟れば︑個人は自

いま散を一﹄とりくわ浮ｔけんきうてってい芯んあゐ浄柔会

《

﹃科畢と徳徳
こうせいいたたまめいてつほ

こぐかさぁかんがひと寺く唾さ

すといふことがありましたが︑後世に至ると唯明哲保
した
けんめいこじん
身といふ賢明なる個人があるのみで畷の一難を僻毒す
みすしゆ今祇く
きはかしこ
ることには極めて賢いが︑身を捨てシ衆木の一となつ
て画家を支へようといふ考への人が少くなかった︒左

やうこくみんかくこじん亭掻めいてつぼしん謁菅ら

圃民各個人が皆明哲保身といふことに明かにして
た榛にい
かたふ式かおこぐ
こくみんすべじぷんひとりさいごこぐかためちか乞

大厘は倒れるに任して置くといふことになっては︑園
かつひたふ︒己じんまた七のせい１ろたで瞥
家は終に倒れ︑個人も亦其生を全うすることは出来な

の寺一よつひ汚いおの穀つだ

い・圃民は凡て自分一人でも最後まで圃家の鱈に力を

？卜．
かくども

おも

議す︑己れを捨てることに灰って︑経に大なる己れを全

うするといふ豊悟を有たなければならぬと思ふ︒

口一等図の責ありや□
我が蝋ば明治昨代に三大戦争韮経て世界の一等園と群寧りれて居るが
一等園として誇るに足る所の責ば何があるか︑除リ多くの責走備へて居
らない︒物質の方で申せば財力に於てＨ本は果して一等園の力があるが

戦争の馬に金は幾らが出来衣？７でありますが︑債擢園として世界に誇
る裳でには無論なって居ない︒現に随分債務を負うて居るのであるでｂ
ふ︒然らば天然の物資に於て日本は世界の一等園であると誇る雁足るか

それを償却して然る後に世界に於て債擢圃となるにはまだ遠いことと思
といふと︑島圃であるが癖でもありませうが︑さういふ力は街って活ら
って居る人が少からずあろ︒支那から来るザら幾分か助かつて居るが︑

ない︒亜米利加で錘の輸出韮禁じ我と言へぱ︑其庭らあ求りには棟へ上

１１Ｊ

一︿一一

支那Ｔｂも来ることが出来ぬことになつ求ら日本は忽ち大に窮迫しなけ

ればならぬ︒日本ご産する物で缶界に供給して居るものが多少あります

が︑兎に角物資の上で言ひましても大に誇るには足らぬ︒他の供給韮仰

なん

ありますろが︑それにしても物資の力でも日本はながｊ︲︑一等固人﹄誇る

ぐものが中ぞ多い︒無論今日の世界では各圃互ひに他に頼って居るので

ことは出来ない︒

口国民精紳の向上口

ゆよ

しかにほんとうこぐｏ

こくゐせかい趣︑や

つ

なにぱ・︽おもちか弓

然らば日本が一等画になったのは何でゐっセかとい
おもむろんぜん
せんぎう
へぱ︑戦争であったと言って宜からうと思ふ︒無論戦
とかく
しんぽともだを
きうた
季には他のものシ進歩も伴って居りますが︑兎に角三
定いせんきう
涯繊謡を経て一等函になったのである︒三大戦争によ

い

って圃威を世界に輝かしたに就いては何が一番重な力
こぐみんせいしん
であるかといへぱｂそ奴は言ふまでもなく圃民の精祁

わ毛せんいらいけいし苧っ寺﹂たこく︾率んせいしんも︐と

もだいぜん富うおいぬこうをう

こんにち

であった︒我が澗先以来継承し求った圃民の精祁が本

ちからた・系つしって言はうめん弱き錘てんおいわれ

となって三大戦争に於て樺功を奏したのである︒今日
雛眺輝韓塞に蝿みて塾心謡の砿薙を姪舞とするといふ
わ恥さんせい

ｂくわがくけんきうＪい

ことは︑力の足らぬ物質的の方面を補ふの鮎に於て吾

害は賛成をするのであるが︑理化畢の研究に依って如
かにほん承つしって苫ちか全す 轡にほんこんにちとう
何に日本の物質的の力が進んで来ても日本が今日一等
こくみん
ちゐえさい定いげんいんみ
こく
画としての地位を得たる最大原因とも見るべき圃民の

戸一一一

は
うを
め進
ん歩
しせ
んしぽむひ
方面
るつ
のえ
必う
要か
をん
威ずると彫蹄に︑塾催斡

いくぶん昔づからむ

牡いしんしか雪じん毛せんいらいけいし挙全きた

せいしん

精禰︑而もそれは吾人が覗先以来継承し末つだところ

がくけんきう諦障いてつ竜いこくみんせいしんかうじやら

思ふ︒故に一方理化畢の研究を進めると同時に︑理化

おもゆゑ↑ぱう．りくわがくけんきうす画暦うじ︑ｐくわ

を輿へることがあっては非常に憂ふくきものであると

ひじやらうれ

︲けんきうふてってい
の
研究が不徹底であって跡嘩の瀞耐の姪に鰐識でも識

しんたいきうさいのち吃ん

あた

の精祁といふものが幾分創を蒙ることでめったならぱ

にほんにほんゆゑんすぉば潅柊ひ瀞い

たいぼ

日本の日本たる所以を進めるには甚だしい被害といは
せいしんおいしゃくかん
ねばなら幻︒樺舞に郷ては謹舞しても精
祁に於て若干

単の研究を大に徹底せしめて圃民の精赫を向上せしむ

かんが

の退歩をするならば︑進退相殺した後に損することが

堂

０〃町Ｊ４ｊＩｊＩｊｆ宮Ｊ８ｊｆＪＩ

藤

｛

るやうにならねば通︾らぬと考へるのである︒︑

協賛倉員

ﾛ
出

I

加

遡

多いのではないかｐ吾人は理化事の研究に依って物質

同

口青年は百花煽漫の春□

ちゃらどころ・やうしゅんぐわつくわらんまんざほこ

︽︿一二

や蛭琴さく画室

ａ

丁度頃は陽春四月で︑百花澗漫と咲き誇って︑満都
ひと城な王診ありさ段
の人花に酔ふといふ有様であります︒柳襖をこき混ぜ
みや二はるにし窓
いにし︵ひとよにわらけれ
て︑都は春の錦であると︑古の人の詠みました光景

きんと

しき曾堂に心古含私の考韮言ふこと韮︑私誘に吐とするのであります︒

って居りませぬけれどもｂ唯平生考へて居りますこと走線返して︑此新

ますので﹁何等塗りまし汝ことを︑諸君に御話するの識見もｂ畢識も有

居ります︒通俗の人に話起して行き菰いといふこを藩︑目的として居り

養

おほ写じん・りくｔがくけんきうよぷつしつ

年齢と修

口新しき曾堂に古き考口
閣下並に諸君︑私は始めて此新しく出来まし犬曾堂に立ち宝して︑四
十年の芽出れき税ひの記念として建つ龍ろ︑此新しき曾堂に立ちまして

と韮︑深く感謝するのであります︒が今晩はｂ前申しました通り︑︑中島

先輩中島︑服部雨先生と共に︑諸君に向って御話するの光楽韮荷つれこ
服部南先生︑私等の畏敬する畢識の碧富な御方が御話になるのごありま
す︒私共は白面の書生でｂ少し年は寄って居りますけれども︑老書生乞
ありまして︑常に私は通俗教化といふこと悲以て︑自分の目的と致して

年齢︑と修養

1

I

年齢と修養

じついまこのとう承やらしあ吟ゐばる趣つど

↓﹂︾つ

しょくんじんせい

もほるなつめきふゆ言

は賃に今此東京市に現はれて居るのであります︒春最
くわきにほさる
たけ蔵は
も酌なるの頃でゐります．百花咲き匂ふの頃であり

できせいれんいづ

私之韮心理畢者に聞きます︒心理皐者に聞くと︑人間の記憶力といふ

ものは極十五六が絶哀でｂそれ？っ四十四五位から下り坂で閲段々衰へ

て行くさうであり裳す︒叉思慮分別の力といふものはｂ是は十七八個二

しましてりそれＴｂ叉衰へて行くものださうである︑されば青年時代は

十歳位ザら次第に附いて行きまして・さうして四十二三位で︑絶頂に達

ます︒諸省︑人生といふものを︑若し春夏秋冬の四季
わかばな
に分って話すことが出来るならば︑青年はそれ何れの
じんせいきぷんるゐ
時でありませう︒人生を四季に分類するといふことは

の如く記憶の力が表へ土ものではありませぬｃ又少年の知きに思慮が未

記憶力は旺腰にしてｂ思慮漸く芽悲吹出して居る昨代である︒彼は老年

らくくわひ：ぷんちしばんしゅん４挺けい

︷錫うじや全よせいぬんい

ぼんしゅん

ります︒

らう廻んくわこい

ゐもの

ゼいぬんみ︐ついきばう

涙なき能はい者は老人である︒青年には未来に希望の

超み権あだ︑もの酌うじん

過ぎ去った昔に生きて居る︒何時も過去を追懐して︑

すさ□かしいめいつくわこつあく膜

悪いか知れませぬが：：老年は過去に生きて居る我で

わるし

御方が御出になると︑悪口を言ふやうでありますが職
ぼんたういよけい
ぺつわるくちい
別に悪口を言ふのではない︑本営のことを言ふ︑除計

おか咋蒋小でわるくちい

しぶくんぜいいんらういんくらこのうちらういん
諸君︑青年と老年とを核くますと：：此中に老年の

口青年は未来に生く□

正に人生の春に讐へ得ぺく︑是が社曾に最も鰯すあるの時であるのであ

には︑記憶力が盛ん．て心而して思虚漸く熟せむとする唯代である︒之れ

人間の身催が十分に陵育戒るのは︑二十五前後であると聞いて居ります

だ熟せない時代ではないのであります︒又之を生理畢者に聞きますと個

ぐあひわか

中年は夏︑而して老年は秋から冬に掛けて行く︑斯う

今吾々の言はむとする青年は︑生理的県は︑肉髄の力が旺盛で︐心理的

じつはる

たと

年の馨ばしき気象を︑其一雌しき季節に比べて︑故人が

十七入から二十五六の間はＶ早春にあらず︑晩春にゐ
まさこたけなはい念やわつてんおも
らず︑正に是れ︑剛蕪る今の四〃の天であると忠ふ
お６せいいん拡るたとみ牡い
のでゐります︒椎ふに青年を春に誉へて見たのは︑青
ねんかんきしやら七のらゐは樋逓つく室らこけん

あひ鱈きうしゆ︿

ります一︒併しながら通常呼んで青年と言はれるもの．

ｌ力．

時代もあります︒落花績粉と散ち敷く晩春の光景もめ

じ鱈い

賞に春ごゐるのでめります︒ところが春にも早春もゐ
ぼんしゅんぱいらいやらやひらにほ臆るなあさ
奴ぱ驚晩春もあります︒梅雷漸く開け匂ふ春尚ほ浅き

ばるきうしゅん

いふ工合に分たれるのでゐる︒さうして見ると︐此弘
房弓くわいせいれん兎かんぷせい伯んそのあひてせいれん
道曾の青年部の幹部でゐる青年︑其相手である青年は

ちゅうねんなつしからうねんあきふゆかゆか
みこのこう

己じんすで燕せい奴んばる

古人帳既にやって居りますが︑青年は春でゐりまして

︑と菅

六
四

光が閃いて居るｃ老年は過去に生きて居る表と言へば

ひかりひら力ゐちうれんくわこいゐものｒ

夕

誉へたのでござトソませう︒

口青年の生理と心理□

1

「

︑︑

ざんざがい︲．．﹄ノ乱れ︑竜ん

︒ふせんまい詮んふゐ︐丸今に．・・・見⁝．よ・・：鯨程心細くなって︑今に見よと︑さう思って

けれども︑皐校牢出て︲而して曾牡なり︑役所なりに通うて居り宝す︐

恥職権麺障樗岬娃率時僻池蝿誕報呼睡峠

□危きかな青年□

せいれんぜんと︲弐へいとほひかりこのちゆ全

＄

青年は前途に前言ふ通り光がある︒併しながら此中

ひあい

あるか︒緯然として我事成れりと言はしむると︑言は

なん

年を悲哀ならしむると葛悲哀ならざらしむるとは何に

ねんひあい

年齢と修養︽︿五

□人生の悲哀を語る□⁝んわ：聡

る・而して今に見よ上酔う一琴うて犀る︒

しかい賎み

であるかといふに︑然らず賃に未来に封する望みであ

しかじつみらいたいのぞ

るを知らずや︒是れ青年の希望である・或は青年の夢

の主人と
知う
らずや評診我称鋤途鋤の悲哀避語り認して牌ろのであります︒中年にば是が確かにある．
し なる︑我が
こ後
せ身
いな
れる
んを
哲ぱ

しゅじんわこうしんしわぜんとい行くか︐と思って︑其晩餐に飲む盃帳樹ほろりと蕗す一滴の涙はｂ人生

二枚一銭と呼んで緑ると鵬も︑雑に詩よ︑舞罫誹零壁浦腔の希望を行ふに所無く︑測腹の経締施すに時機無くして斯く吾れ老

まいせん采

蕊窮掘な境遇霊は誰融唾謝箭溌馳感る日勤車を見て︑を有って膳っ丈に．事志と連ひ其間には女房が出来ろ子供が出来る︲さ
今に見るシ︑今は紅塵蕊丈の間に立って︑一枚一銭︑うして自分ば希望を有って居ったけれども︒身は生活の露に︑糠されて︑

そのまへはせさｒぎうＬやみ

僻りぎま
す︒併しながら彼等の目に見鳥所は︑現在の苦しには．斯んな事韮して生涯を鐙らうとは恩はなんだ︐前途に大なる希望
うくつ弱や冬やう

即貯律蕊嘩に海ち︑識くは鑓鵬僻蝿Ｅ垂って雷って砕癖唖鋸剰識桝嘩搾祉嘩鯛
しか
かれ吟抄一かどこ心げんざいくる

見よ︑彼等は二枚で一銭と絶叫しっ︐︑砂瑛を浴びて青年が目して成功ルーして居る人ぢゃと忠はれるやうな人々が︑一日の仕

みかれら段い牡んぜつけうすなほこりあ

吾は此街頭に立つ青年を指さむとするのでゐり史す．

われこめがいとうたせいれん当

年の人と︑何飢が人生章溌りやと間ふ者あらぱ︑謡ます︒青年の人々︑今畢校へ迦うて勝る人々には︑希望の光が見えます

棋青群の前霊︑自鋤糠溌蝿って︑堂々ル﹄走って行く老人々韮後ろに︑青年は前途に進まむとするのでありまず︑私は常に忠ひ

謡諏い域瑛謎蒙つ唖邸うし一や枚指鏡︑二誠恰銭睡呼ん奄居調居⁝︽す間に︑後ろより進み米った青年は椴々前に行く︒老人や中年の

毛のほこｐからむ︒

ゐる
吟タ
峠か
れ等
・に
らも
きば
に兄よ︑四十五一︿になって︑霜蟹漸く此峠来らむとする時に至って
一銭とか呼んで立つ薄居
刊ん
責；
︑か彼
希ぅ
望て
が今ゐ

ある︒それであるから︑錐座街鎖一枚一銭とか︑二樺三十一二膿なっても今に見よ︑二一十五六になって今に見よ︑四十になっ

せんよた

れんま︵巻ぱうひかりアワうじん今しろつゐくわい渉み糖
年の前には希望の光があ︐り︑老人の磯には追懐の涙がと琴って勝る．三十になってもまだ少々兇えぬ︑今に兄よと云って居る

青年は未来に生きて居る者と言ばなければなら堀青然らば果して是が今に見られるかどうザ︑二十五になって．今に見よ

せいれんみちいいゐ．ものいゼい

】

年齢と修養

なんどきごりつせい趣んじ

迎い組人じん牡いはな

はじしやあいみ

このじだい

しんしんとも睦

ららや

ざらしむるとは何時Ｆ弱るか︑是れ賞に青年時にゐり
どいぬん吃りかくご

ものおぼ

雷年時の蕊悟にあるｐ青年は人生の花である︒羨むべ
せいぬんじ言もつと急げんｓき
ぜいれんしか
きかな青年︑併しなが畠青年の時期は最も危険な時糊
にんげんＬ人たい章ぽいかばき
てあります︒人間の身際が大に獲って来ますのは︑畜
ごとおぽく
鈍んじだいこどもじだいし
年の時代︑子供の時代に知らなかった事ぞ疑えて来る
がくさううひ喝がを
せいれんじだい
のも︑青年の時代であります︒皐窓の内に見て崎っだ
も郡
ことシ逢って︑始めて賦曾といふものを見るのであり
じさっしやおほこのじだい昔もが
ます︒自殺者の多いのも︑此時代でゐります気狂ひ

ららや

姓いれん

多永どんと

ぜい

になる者の多いのも︑此時代であります︒諏身共ｒ危
せいれん移旋い
毎君季︾〃も
期に鰯するのは︑青年の時代であります︒危きか嘩青
ね人

み

せいれんいなし

つむし

年であります︒羨むべきかな青年であります︒典前途
芝のザんじ当一軒︑君く
菅ばうみじつらちや
の希望を見れば賃に羨ましい︒其現時の危期に鴎する
し

元ずちとこ

のを見るならば︑青年は戒むくく︑慎むべきであ膿りま
このせいれん
このせい埴んい
なん
す︒何となれば此青年が︑生きるか死ねるか︑此青年
しや会がいっ﹂のせいね〆じ言よどうょ

の生涯は︑此青年時の一畢一動に依って︑直に其庭で
占ふことが鈴奉らのであります︒

ロ日本歴史の四季□
諸君︑私は人生態四季に分ってｂ斯の如く申しまし衣が︑更に歴史走
四季に分って申すことが出来？フと凧うて居り生す︒今の時代は如例な

六六

ろ畦代でありますか︐日本の今の昨代は如何なる時代でありますが︒諸

君︑若し︑日本の歴史を︑春夏秋冬の四季に分って見ることが出来るな

らば︑吾々は斯う言ふことが出来や７と忠ひます︒日本では二千六百年

の昔紳式天皇大和の穏原に都憩莫め給ひしより︑日本の歴史は始って居

れば畦少年時代であつれのであります︒

ります︒其時代は春とはいへ︑筒ほ春浅き昨代であります︒人間に醤ふ

今走春遥と咲くや木の花

難波津に咲くや木の花冬ごもり

と詠みましれあの花は梅であります︒丁度梅雷漸く破れむとする頃であ

つ衣のであります︒

口百花欄漫の奈良平安朝□

もにぼん票んめいは為くわらん窪んしゅんぶうたれ年フ

若し日本文明の春．百花燭漫として︑春風駐蕩たる

拡るいひうところ︑にぼん涼んのいぱるいつ

たうぐ

ならてう︽いあんてう
にほんはいき
なん砿とひ元いでて

春と言得る所の日本文明の春は．何時であるかと言へ
しなてうせんもしインドとうたいりく球ん心い
ば︑それは支那︑朝鮮︲若くは印度等の大陸の文明が
じだい

浩々として日本に這入って来ました奈良朝︑李安朝の

〆︲︑︾ｒ県んめいはい

な誼へ︽やへさばなにほ

時代であるといふ漆塗は︑何人も否定することが出珠
ぬのてゐります︒其時には︑摩の鐘蹄も鐸りました︒

きとならみや︸いまさか

印度の文明も這入りました︒七重︑八重咲く花の匂ふ

あ律によしな略冷や匡さば江

が如く︑奈良の都は今盛りである．

青丹者寧楽の都は咲く花の

「

限ほｓといよさか

匂ふが如く今職ｊなり

じつならてう雄んのいしょくんいま与るなら章とつ

その〃だいはる案んめい

ふるて︑フこぐ

賃に奈良朝の文明は︑諾君が今試みに奈良を訪れて︑

たこのこゐふるげ人ちくみ

たのにわいぐわみ

其虚に遣って居る古き建築を見るならば︑古き彫刻を
み

きうざ一フ

かた

しゅん

見るならば︑其給謹を見るならば︑其時代が春の文明

であったことを．想像丁るに難くないのであります︒

つがへい今めんてうてうだうろせいぜん

つひひざ

ふぢはらしえいぐわゆめちばう

風齢蕩の光景であったといふことはｖ何人も見られる
ぷんくわよもの
のであります︒が譲る識は蝿しからず︑文化に酔ふ者

ぷうだかたうくわらけいなんぴとみ

も １ら

つう

綴いて季安朝であります︒九陳の道路が繭井然として
︵いあんみやこおほみやぱとき４らげふ
通じました卒安の都に︑大宮人が楼かざして．今日も
ありさ注じつにぼんぷんめいはる
蕊しっといふ有様は︑資に日本文明の春であった︒春

六十錠州の縄迫補使としてｂ天下に鏡令起し龍のは︑炎帝赫として威韮

であります︒其時代なればこそ︐蒙古の軍勢押寄ゼボリと錐も︑相模太

弄して居る夏の時代であります︒固民の元無旺盛であつれ武家時代の夏

郎脹斗の如く︑一咽して之を聖殺したのでありませう︒日本文明の夏季

炎熱赫々の元魚旺盛の頃︑人ならば壮年であります︒

口秋風落翼の南北朝口

なん陵くてうじ芦いれきしいかなｎきし
南北朝時代の歴史は︑言ふも悲しき歴史であります
しよこく
かんくわこ・フそう
︑よかりこもみだみだ
干尤健惚としてｐ世は刈菰の乱れに融奴まして 諸刷
えいゆうＩもさとお尾かつみやこびと
でう移ほちわう
の英雄雲の如く起り︑曾ては都人が︑九蝶の大路を往
ゆふひぱ園Ｄ
噂やらとだれし
らいを
末して居りました京都は︑誰も知るがごとく︑夕雲雀
苛よみ年こ
の上がるを見ても落つる聾かとぞ聞くと詠んだ都は︑

へいけまたふぢはらしえいぐわ逮な

がうぞくむしやわらちふみあら︲よへいけよ
あひ駁

やしまだんうらちゆ

靭も

ちな獣ぐさち靴だくわ

おも

号んぷ・フ

水ルトガルスペインオランダ

ありさ匙ちやらどあき

たびせいやうぷんめいぱい楚また

六七

口冬篭りの徳川時代□

過去ってしまったのであります︒

すぎざ

の末の野分の如く︑一度西洋文明が這入って来て︑叉

すゑのわけごと

それ等の文明が︑日本に押寄せました有様は︑丁度秋

ら︐躍人めい胆ほんおしよ

若夫れ戦国時代の終りから︑葡萄牙︑西班牙︑和蘭︑

もしそぜんごくじだいをは

しうふうらｆ・ばくこう

みおこ塁

は︑終に久しからずして︑藤原氏の築華の夢は︑地方

血膿き巷と化した︑あの時代は私は日本文明の秋

産

一家族の武者草軽に踏荒されてしまって・世は平家の代

であると蝋ひます︒秋風落翼たる候でゐります︒金風
さつＪ１︑ころ．
あぎかぜみしころ
蝋々たる頃であります︒秋風の身に泌む頃でめります

なんかいかぎふあら

で雷

じだいわたくしにぼん系々めいとき

と相成りました︒あの平家が叉︑藤原氏の築華を畢ん
もの
かねくろ﹄Ｉつをへいけ哲んだち
だ者でゐります︒織葉黒々と附けて噛った卒家の公達
らくくわひ︲・ぷん私少空ろばん膝んＦ心角．けい

は︑南海の風に吹き荒されて︑屋島塊ノ紺に散り行き
わたくしみ

ましだのは︑落花績紛と散り行く所の晩春の光最を︑

私は見ることが出来やうと忠ひます︒

口炎熱赫々の鎌倉時代□
而して平家に代り生してｂ天下怨取つ求頼朝が０幕府を鎌倉に胴き︲

年齢と修養

「

・年齢と修養
徳川蝿が鎮固の制度藩布きまして︑外固と交通を絶ち

内の者ば外に

往かず︑外の者に内に宋らず︑唯肥前長崎の一港藩胴き︑和蘭とのみ通
商ル許し︑日本は全く鎖してｂ泰千三百年の間は日本文明の冬篭りの昨
代と思ひます︒何虚へも出ないで︑引篭って居りまし穴塞い時でありま
ゃ７Ｃ

口一陽来復の明治時代□
識識︑雌三百霊の舞誇り︑睡郷の趣催の栓鐸して峰

ふゆどもじだいお画み室ん股うみ

ｆ︑させつｆｆｌ

もでゐ

とく〆ばし

りました冬龍りの時代に於きましても︑見よ︑漁僻見
ｂたかぎがい１１よもゆきげしきこの沙きげしきした
渡す限り︑暇々たる四方の雪溌色︑此雪最色の下にも
はるくさもいで
ぱうたざしろゆきしたはる
春の草は萌え出ました︒一望唯白い雪の下にも︑春の
草は屑々として萌え出て居るのであります︒徳川氏三
強んふゆげしきじだいかいくわ者うんそのした哩搾くかく
百年の多景色の時代に卿開花の機運は其下に熟し︑革
総の癖緋は︑聯え齢づぢ蜂避の輯の雄く︑繕に三百年れん

たいへいゆめふゆす﹄塁審はるむか

にぼんぷんめい弄芋かへばる

の泰平は夢なれや︑冬を過ぎて︑再び春を迎へたのは
めいぢよ
わたくしおも
わ・うぜいゐＬＡ
明治の世であると私は思ふのであります︒王政維新
は︑日本文明が再び還って春になったのでゐります︑
・
やうちいふくはるしか

やうや

六八

・みとＧぱる

一﹂ｆ︑

あさ

うめ２幕や会やひらぐちゐ

画として認められむとして来ましたけれども︑まだ春

は浅くして︑梅の雷が漸く開いた位であったのでゐり
ます︒

□大正の今は陽春四月□

今大正の世の中となり︑日本が慨界の舞窒に踊り出で︑世界に封する

責や重しといふ日本現代の有様は︑丁度私は陽春四月︑春風齢蕩稚ろ現

の時代でありますＥ青年は希望がある︒併ながら危険があると言ひまし

時の気候に似て居るのではないがと恩ひます︒諸君ｂ現代は︑丁度青年

れｃ現代の日本は︑世界的の飛躍韮試み︑催外的の活躍起試むく音時．て

せむとする危険は︑益にあるのであります︒今の唯代は画若し悲観して

あります︒寅に日本ば希望があります︒併ながら一睡の運命今此時に決

望に充てる時代●てあります︒

い

言ふならばり最も危険な唯代であります︒梁翻して言ふならば︐最も希

口明治維新は青年の力□

いませいれんげんだいしよなにな

さて今の青年は︑現代に虚して何を篇しっｐあるか
しェくんめいぢゐしんなんぴとよで誉

さいか︐のかくいつゼいいんて

諸君︑明治の維新は︑何人に依って出来噸訳したか︑言
いへどめいぢ

一陽来復して春になったのであります︒併しながら︑
はるあさ

十有五年︑其間はまだ春は浅かったのであります︑漸

いう能人とのおひ滝

あだら卦﹄うんじゆえＬんてんちひら

新しき機運は熟し︑新天地は開けたりと錐も︑明治廻

ふまでもありませぬ︑一切の改革は何時も青年の手に
で昔を
しみくんしうけう〃罪かくれきしみ
出来て居ります．諸君が宗激改革の歴史を見るならば
之こ池いれんさけ
牡いぢ篤らかいかくれきＬ
其麗には青年の叫びがあります．政始上の改革の歴史

にほんにほんとうやうにほんせかい

く日本の日本は︑東洋の日本となりまして︑世界の一

f 一

き

没

をこ辻い趣んちめいぢ

を讃むならば︑其虚には青年の血があります︒明治の
れきしなん欲と説で苦唾いれんよで
歴史は︑何人に依って出来ましたか心青年に依って出
わかひとちほとばしわうせいゐしんでき
来ましだ︒若い人の血が透って︑王政維新が出来ま

をり

巷どかうゐんゐし・んこう

を

じつあな傘

のは何の鴬に読むの簿日く書悲読んで以て︑漁腹

緬鈴を天下に施さ

申し農する我は︑何を目的とし︑何を希望と７︶て居った郡ｃ諜物悲鞭む

むとするのであります︒何が故に字を智ふが︑習ひ得衣ものほ頂に之旭糎

世溌民の上に行はむとするのであります︒決して自分の口を糊するが蝿

めではなかつれのであります︒彼等は其の誠み得たろ所悲直に行ふ愈其

むとする考怨有って居ったのは︑明治初年の青年であつ犬のであります

修養し得たろ所奄直に寅現する︐甚だしきに至れば︑詮エ想悲６現笈に進

故に明浩に於ける青年の歴奨韮見ますろならば︐明治初年に於ける青年

は︑何起崇拝したかといふと︑官吏崇拝であります︒官吏になるといふ

ことが︑凡ての青年の目的であつ丈︒御役人になる︐それはなれないこ

とばない︒文官高等試験も何もない︒唯もう一躍してなる︺甚しきはパ

口自由民嬢の思想□
蛍わしえをこみだも

ーレーの寓圃史だけを知って居って︐局長になった人があります︒

そのらゐ

巽こだ

営？

そのじ湾い．ばし

其位でありますから︑先づ我が知り得たる所を︒直

い噸ぼ

Ｄいうみんけん萱ろん

これ

たｙふんれうすう

苗弾￥︷ノＪＩ１０

に行ふくしといふのであり典すが︑其時代から這入
せいやう釈んめい
って家系したのは︑西洋の文明であります︒滴々たる
せいやう承んめい苦
・仁もにい
勢ひで︑西洋の文明が来て︑それと共に這入りました
はい

くわんけんすうばい

みん

のが︑自由民権の議論であります︒是裳では唯官僚崇

で昔

｣

Ｐ︑わこゆめらうじんてよぜんとき

した︒過去を夢みる老人の手に依らずして︑前途の希
聖を有って居る人が︑此新天地を開いたの博あり識す

ぱうもゐひとこのしんてんちひら
めいぢしよ楓んおい遭う︑ｆ〜て人かけん贈ぎもの

拳ころよ

さいい

され誠棚始初年に於て︑堂々天下の椎を握りました者
↑せいれん
は︑老人にあらずして青年で︒あったのであります︒
わたくし忌

な

私の聞きまする所に依ると︑木戸孝允が︑維新の功

かうゐん

成りました折は︑三十四蟻と云ばれて居りますｂ孝允

すでしか．そのたれん宮ゆらし

ずゐぷん吉原もば弓奉やらくわん

既に然りであります望︒其他の連●中知るべきのみであり

ひとそのじだい

ます︒随分二十歳になるやならずで︑地方長官に蹴り

昨日裳で浪人と呼ばれた者が︑今日は堂々汝ろ大官︑

じいうたう

叩
､

ましだ人も其時代にはあったのであります︒資に撤し
てんちでき準あて八もかん系そのてん理ぢゆらにん
き天地が出来て︑其天地の幹部となり︑其天地の重任
あたものせいいん
に鴬る者は︑青年であったのであります︒

口明治一初年は官吏か希望□
明治の天地は︑賀に青年の天地でありまし犬Ｔｂ︑奈圃の青年が望む
す︒

所は悔吏︑全国の青年の眼の前に展開する者は官吏であったのでありま

かいしんたう

書生々々と誕蔑するな︑今の大臣元と書生

改進薫であるとか闇自由麓であるとかいふものが出来

聖＝

群滝勅り誇汎た部官擁崇拝でありまＬｆところへ民
確自由の議論が出て末よして︑遂に政黛の組織となり

〃、

是れ其頃の書生の窺概であったのであり生す︒されば其昨分の青年と

年齢と修養

ｿ
し

すうぱい

年齢と修養

毛のと斗幕﹈いれんい菅くわんｐ

を②じだいせいぬんいきみんげんじいう

ましだ︒其時青年の意気はどうでめったか︒もう官吏
げん

げしゆＬろう畔やらろん

崇拝ではない︒其時代の青年の意気は︑民擢自由で︑
こせい過ん一一のくち

是れ青年が好んで口碑牝した言である︒下宿棲上論ずる
なか萱けん
ところてんかこくかみんけんじ端う

この一きけんばし

せいぬんもつ堂

所は︑天下風家か︑民権自由かである中には危険に
砦こわ

かこくかじんみんうへくち

を

識る藤もありましたが︑此危険に走るのは︑青年に最
かれ陸いづてん
しか
も燕むくき所であります．・併しながら彼等は何れも天
下図家︑人民の上を口にして居ったのであります︒

口殖産興業熱の勃興□
理論よりも事賀は︑人走警醒し︑籍蝿するのに︑最も力のあるもので
あります︒無謀なろ政治運動に依って︑産延破つれ者は︑彼等の前に現
はれて来まし衣︒空論躯に盆無きことは︑彼等の目前に歴々として現は
面目に日本の蝋起考へろならば︑単↑し議論どはいかいｃ此際に老ふ諺へき

・れて来求のであります︒殊に探約改正など︐申します封外湖係Ｔｂ︑風
ものは︑圃力の充寅である︒如何に威張って居っても︑固の富が充資し

なければｂ何県もならぬのである︒それで脚力充寅といふことに眼牛蕃

七○

とば今日の如く︑一身一家の問題として︑如何にして自分が金持になれ

るかといふのでなく︑如何にして圃家を富ます．へき露如何にして此風

あつれのであります︒

力奄充賀すべきかといふことが︑彼等の論謹し︑彼等の蕪延つけ祇所で

口糊口の途と園涌な家庭□

か事と之の砿⑧いか１−﹂んかこくか．と

かんがを

駐のどだんγ︑ｉちひ

斯くの如く其初めは？如何にして天下圃家を富ます

かんが

いた

す悠確したいＪｕ１こし人てき

き

べきかと考︿て居りましたが︑共後段々と小さくなっ
Ｔんか基・︑かと
て︑天ｒ刷家を傭越すには︑鋸づ函れが鐸擁にならな
おか埴︑あ
くては駁らぬ︒如何にして己れは金持になるべきかと

じぷんかいもちかんがを

考ふるに至った︒即ち次第々々に個人的になって球に
はじいてんかこＩかわさ
もう初めに言った天下圃家といふことは忘れて︑只如
か

しかいま強いれんしよくんげしゆくろうしやらろん

何にして自分が金持になれるかといふことを考へて来
かつげし？ろう吟雪ろんどこ家てんかこくか
たのであります︒曾ては下宿棲上論ずる所は天下国家

でありましたが︑併し今の青年諸君が下宿棲上で論ず
か埴もちういか
ところいか

和か

る所は︑如何にして金持となり得べきか︑如何にして

ぐべきか︑どういふ細君を持つべきか．願はくば理想

さいくんもれ淋ｐさう

のであります︒如何にして自分は生活の本を立て勤往

Ｉいかじ柔んせいくわつもとたゆ

間浦なる家庭を造ｈソ得べきかといふことに浸って来た

う

けまして︑それ可ｂ起りまし士のはＵ殖産興業の熱であり泉すｃ丁度是

成金となり得べきかといふにあらずんぱ︑如何にして
ゑ
ん歌んかていつくうゞかば誉

典へられれる憲法の擢利に依って︑言得ろといふことになり︑

左り冬一ん

ば明治二十三年頃であります︒一面に於きましては︐帝閥議曾が開けま
くても

して︑社曾の秩序が漸く立って来まし求︒彼等は民撫自由悲徒に叫ばな
社含の秩庵が立つ求がら︑片方は止んだが︑片方に於きまして︑固力の
充賓ｂ殖産興柔の叫びが起って来まし衣︒而し常時の殖産興業といふこ

fq

｢−−−

一なったのでゐりま
か刀あ

しかい△ませいねん

くう

むかしせいぬん

とき

れて︐慣れない商寅かするＩ岬には行がい︒其士族の干弟ば．どうしても

本人は齢リ好まぬけれども

ものがありはしないか︒これが一つであります︒

て郷開な出で塁に志し求者があつれが︑今のは他動的に畢問させられる

動的に畢問させられるものが出来て来はしないが︒曾ては男子志を立て

賞へるザら︑嫌やでも畢問せなければならない︒といふやうな課で︑他

が︐畢問が苦しい︒而し畢問は苔であるが︑東京に居れば０親がら金が

ら︑苔畢生といっても災は築畢である︒然るに一方は︑生活は業である

は大分違ふ︒苔畢生といふのは︑生活には苦しいが畢間が好きであるか

ども畢問韮するといふやうな風で︑金があるからやろｂだから苦畢生と

い︒除り言ふと悪いが事漉さういふ？７に自分は思ふｃ自ら好まぬけれ

畢校の関係者は能く知って居りますが︑徴兵諭溌の無い畢校には往かな

入って居る者がありまぜうｃが是は蓋し嘩数ごあり弐せう︒といふのは

侭に皐附に志すのでなくして︐徴兵鈴猫理が得られるが鰯に職畢校に這

ば︑賎う︑︑ふ事までも言ひれい︒今の商等の畢校に這入って居る連中は

者があり等戸す︒諸荊︑私に斯ういふ極端な蕊．辛言ふの冷許して戴くなら

ふので︑無難遡りにまァ貴棟畢間しろと言はれて︑他勧的にやって居ろ

己れ企家⑳財産で．大畢へもやれぬといふのでは０Ｔ合が悪いからとい

教育磐及の締果として︑金が津山あろ者は

治初年凸青年であつ衣のであります︒ところが今鳳の時年はさうでない

離れたりと雄も︑我が腕に依ってｂ我眼勉の力に依って︑天下小聴け野

自分が書物か一讃んで︑是まで士族が取つれ天下であるで齢︑菩壌も飛准

みなしか

ぐといふことが︑今の青年抑理想↓
たう７１︑

・ろ起鍔ぺしと自ら恋ん．て︑貧乏しながらも書物懇調まうといふのが・明

ろん

父かていもんだいるこ・フみちこ碇んげんりつ春や§多

か

を論ずるといふことば無かった︒然るに今の青年は︑

い

らせいれんりきうな札

蔑城くかうそつげふ

先づ家庭の問題糊口の途︑是れ人閥の立脚地なり︑空
ろんてんかえきなちやくりつろん幸ていおこ
論天下に盆無し︑着賞なる論は家庭より起ると︑斯う
匙二と﹄げつこマフ
︲Ｌか
云ふのである 誠に誌樵であります．脈しながらそれ
げつ１．小Ｉ．準か工い・８︑

等の青年の理想は何でゐｈｊ式了か︒先づ畢校を卒業し
いく

かんが・せし雌んで寸

て︑さうして幾らかの月紘瞥収る家庭を侍って︑時
さいくんつだ
みつこし幸．一・ず︑てんゆ．これもつじん
に細君と連艇立って︑三越炎服店に往く︑之を以て人
せい当めいじをは

生の快事了れりと考へる青年が出来たのであります︒

口青年元気の温喪□
︐昔の芯士は心謹は病猟に臥し噛兇は飢に泣くも︑而も奮然立って君閲
の難Ｆ赴くといふのであり哉す︒要は病床龍臥し兄は帆に泣くも︑彼は
君園に殉する蝿に︑之怨棄てたのであり斗季すぐ今の青年に此蒸概があり
ます油︺今の滞年に獄概なしとは言はい︒蓋し・少きぞ謹潅Ｉとするのであり

寸ｃ併し是二機にば攻難が出来ませぬ階足腰ぱ理由があり生すｃ先

一

な

す・潜々として皆然もざるはなしであります︒昔は青年
かていこと
躯ぽいば
が家庭の事などを口にするのは大に恥ぢた︒蝉のこと

いませいれんりさう

て昔さゆくんｂ
的なる細事毎持って︑染騒に餓織なる勢睡を鞍って唾

4

第一に明溌刺竿の書生上参︑皐問に志し求者は︲多くは士族の子弟で

あづま

つ丈といふことであります︒士族は是まで藤韮貰って居った︒藤脹離

ａｌｌ

ク

q
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口生活難の促迫□
詮

り通段々生活が困難になつ

ひとめいぢしよれんだんｒＩ１せいくわつごん歴ん

￥ｒらつなんをくばく

もう一つは明治の初年よ
き

い

あんいせいぬんまじめ

と

と

わかでんかこくがろんｂ

いことは︑二狐から言へぱ︑青年が蕊面目になったと

だずちせいくわつもんだいろんせいれん寵じめ

言へませう．取れるか取れぬか分らぬ天下圃家浄論ず
い

げんを宅さう

しや今

るより︑直に生活問題を論ずるのは︑青年が真面目に

なったと言へませう溌勘元気が狙喪してしまって︑鵜

︑いい︒︶︐︑かになし狼くせきいづ当るい

りつ香やくちさだ

せいくわつもんだいかいけつ

せんせいがくかうゐ

■卒●﹃ジ

ものがめった・さういふ風でゐりまず

﹄え

口国家の蒋来を如何□

諸君︑青年怨私は人生の花であると言ったのば︑此青年が．前遼に希

望迩右って︐新しい天地を開く力があるザらであり泉す︒花は擁て賓起

に家庭を蓮つれ０子供が出来亦珊人並雁なった︑あの男は月給が幾らが

結ぶ︒青年が正常腫責走結ぺぱ︑槻禰すべきでありますが︑それが鵜切

殖えれ︑それで得々従ろに至ってば聴鈴リに元気が無墜﹂はないかｃ︲青

年といふ者の元気が︑巡喪してし生へぱ︑園家の前途は︑如何になって

は︑青年が希望を有って開いて往かなければならぬ︒其青年が魁勝来を

往くザ︒過去を追懐しては役に立ちませぬ狩来の新天地態開いて往くの

見ずして︲唯足元のみ悲見︑其日々々起築しく透る享楽主義或は個人主

で苦

写んじせいおんせいくわつ

目に考へて見て︑今の青年に︑果して虞に天下幽家の事に着眼して居ろ

ならば︑如何になって往くのであらうがと私は思ふのごありますｃ異面

の日本の責任藩︑二つの肩に負ふ・へ吾青年が６現時の？フな峡態である

も希望に嵩む時代︑併ながら責任の重い時代であります︒然るに此狩来

から︑此生活難の促迫といふことが︑青年の元気を遡

せい堀んずん者毛

家圃家を荷ふべき職責は︑何れの所にゐるかと言はざ

をじんせいらくごしや
ねのであります︒グズ７１︑して居飢ぱ．人生の落伍者

︲﹂やくおいちつじよたこんに弘ちやく７１１もつ

よなか

るを得ぬのであり︲愛す︒

じよて社﹂んぽ

に立つといふには︒赴曾の秩序が立った今日に着々秩

た

となってしまうのでゐりまずから︑どうしても世の中

て来ました生活難の促迫は︑うっかりしては居られ

七

義に階Ⅶよ︽しては︑此園家がどうなりませう萌今の日本の時代は︑最

せいれんみ

塀ｆ一・これ汀よさや屯げん届
なければなるまいと忠ひます︒之を除却しては︑現時

﹃必

いふことを見て︑さうしてそれに心を置くとい

ころお・

の青年を見ることは出来ませぬや現時の青年が︑生活
もんだい

問題

、

二

わ恥Ｊ１︑み
蕊せしめるひ一とつの騨蹴で織るといふことを︑吾
々は見

このせいくわつ蕨んをく砿く／

ーリますと答へた

こた

御脱ひ申すと私が申しますと︑先生︑畢校に居るの
らくとつげふ
くる．毛つげ︾ふ
は楽ですが︑卒業してからが苦しい︑卒業するまでば
らく
心たくしねんらくだい
獅もを
楽ですから︑私はもう一年落第しやうかと思って届

おいはまをわたくしまを

あなだこんどをつげふ
．めで
さました．貴下は今度卒業をするさうでお芽出たう︑

立脚地を定めるには︑生活の問題を解決しなければば
わたくしかつか
らい．私
曾て斯ういふことを︑顎鍵の轄鍵鐸から齢

りつ今やくちさだ

序的進歩をするには．立脚地を定めなくては砿らぬ・

L

q』

一で＝ー

、

潅が︒どの位ある可興面目に一身の刈需缶忘れて︑社曾の幸幡恥曝ふ

こび

利益から打算して往きましたならば爾迩も仕事は出来

せいれんいや︽︐ねつ苦心このぱい畑ん菅矛︾﹃ユフ

青年の構熱が沿えて︑其青年の蕊が狙喪してしまった
た雄たの﹃﹂幻こぐかぜんとたく
誰を瀬んでか︑此幽家の前途を託すべきでめりましや

口明察の智見を要す□

ゆゑ速いいんしうやう鱈い哲せいし吟ゆくりよ

口静思熟慮□

性悲以てしなければ芯らぬ︒

て︑楠の鍔に眼が雌むとｂ物が明かに見えない︒価ど情熱を去って︑理

忍察するといふことをやらなければならぬ︒然らざれぱ青年は情に激し

すｃ此世界の大勢懇察することは︑吾々が明察の智見韮以て︑明かに物

の乙読の方に︑﹁世界の形勢韮蕊する事埼固家の勝来韮購ろ事﹂とありま

に︑明察の智凡懇以て前途藩兄よと言ふのでありよすｃ此弘遭含の要領

飛に蒋鐘するのば︐青年の弊であると言はなければならぬ︒吾々ぱ青年

か着けることは宜しいが︑それを費際に行ふに懲り︑順序韮忘れて︑突

受け易いのが︲青年の特性でありますから︑ツヒ煽てに乗る︒大局に眼

情熱に躯られまして︑青年の特性たる暗一示享受性と巾します可暗示を

希望韮有って居る人があります︒併ながら希望韮有って居る人ば︑大概

青年の前途に希望一心布つことば︑結櫛でありまして︑青年の中にば︑此

併し私はじ徒に斯の如く大言批誇して︑現代韮罵ろ者ではありませぬ

0

類節ありｂ識見ある青年が上陸崖化あるかｃ吾々は無しと睡筒はぬが
の口にぜざりし輝か謂々と謡って︑以て是れ人生の臆面同なり︑とし冊唯

少ないこと準諸討と共に悲まなければならぬのでありますｃ苛心士太夫
現代交代の酒に昨うて︑前塗の寅任遊人に燃し去らむとする瀞がわりば

しないか︒菩々が今の青年諸謂に刷って望む所は外でばないｃ現在の享
薬主義走止めて可希望か前途に禍げ︑戯人の利害よりも︑更に大なる圃
家の利害に目を着ける人阿といふ寿心要するめどありますｃ

口夫奴誰をか頼まん□

むかしかいをだんし

昔から無ういふことを言うて居ります望︒男子二十に
ごひ我もな向も

して綴を恩ひ︑三十にして名を恩ひ︐四十にして利を

布もいは汐尋ばなこがものがたりせい趣ん

にんげんめいよ

りも

思ふと︒所謂華やかな慾物語は青年のことでありま
しんざゼいせいぬん
めいよため
す︒名蕃の鰯に︑一身を犠牲にするも︑青年のことで
め︐ります︒もう人間四十︑五十にばると︑籍審よ

かねゞｂえきもんだい〃︾の
獄よりも︑金であります︒利盆の間眼題であります︒其
少︑え肴ださんゆとてＬ﹃﹂とでき

しん舎りえさおも︐こぐかりえ苛

ませぬ 一身の利益を忠ふて︑さうして画家の利益を
臓はかることは︑どうしても齢燕るものではない︒それば

せいれんも和﹂ともせいれんあふい鴫やら幻つ

Wウ

鉱に青年の修養の第一義は︑静思熟慮であります︒
静かに考へる︑人間が静かに考へると大しだ間達ひは

七

ロ

リ
ザ

しづかぶ・に入げんしづかんがたいまちが

三

青年の燃ゆるが如き血︑青年の溢れ出てむとする情熱
に︑蔀獄は鰐たなければならぬのであります．けれど

年齢と修養

／

星
目

年齢と修養

七画

あります︒昨起知らざるものと言ふぺきで︑時代通れであります︒没の

ひと肱ら漣

これ

かんずやらおこ匙をいゑばら

ない・ジョン可フエルソンといふ人は︑腹が立ったら︑一

中の人間で困るのは︑畔代に伴って居らぬ時代浬れの者とすれば︑時代

たこのＤときこのさい

むれ７く１ぜいねんしよくんもと定い

先見の明走以て︑正に是から如何になるべきもの

れには自己態知り︑而して他韮知るの必要がありゑすｏ

いか

而して青年は前途に向ってｂ明察の智見を以て打守なＦｖれぱならぬ︒そ

何なる位置であるが︒此位置に立ちｂ此昨に居ろ︒此位綴此昨韮考へて

等の居る虚は何虚である平即ち此東洋の大日本帝圃の現在の位置は如

がを↑知る︒之を先見の明といふのである︒さうして其の虚を知れ︑今吾

兇ろ︒時代に先立ち

時代に先立つことである︒此時代ば如何になるべき沙と︑圃家の特来態

時代に伸ふきいふのは︑詰り侭似であります︒吾等が青年に望む所は︐

拓する事は出来ませぬ︒今常時流行るからやるのである︒昨代に伸ふ心

に伴って居る者は如何︑只昨代に伴って居つれの・てば︑成功の運命琴開

から十まぜ勘定してから怒れと申されました・今︑腹

をけに香みづはいおも

宮上﹄

が立った此時此際︑一二三四五六七八九十︑是でもま
ばらたとき
どかん哀みしふくんみ
だ腹が立つ時は︑もう一度勘定するのでゐる︒諸君見
よ︑桶に濁った水が這入って縁る︑潅を瀞まさうと思
い辻なんどか量は

にご

って︑今何度掻き廻しても︑猫は読むもの︽しはない・

しかそのをけいつせいし
しやら鞄つおさ

併しながら︑共桶を何時までも静止させて従けば．濁
りは齢む．醗鍵の評騨ど雛て︑維鯉を彫︑熱ゆるが如

えうけん

き情熱を抑へることは吾々が青年諸君に求むる第一の
要件であります︒

口事を決する果断□

︒ごとめい護つちけんもつせいし巳ゆ＆りよ

かんが

擁の如く明嬢心智見を以て︑静思熟慮して︑如何に

われら︲しうやうたいかんい〃どのめいさつちけん

ほるべきか︑如何になすべきかといふことを考へなけ
しかわれらめいさつちけんや差
れぱならぬが︑然らば吾等は︑明察の智見を養ふだけ

なが

だんかうゆうぎ蔵

ご慰吾等の修養は足れるか如何︒日く此明察の智見が
あ宝りせいを畑
ｐがい芝さん
ゐりましても︑除りに理性に減れて︑利害の打算ばか

りに流れますと︑働行の勇気が無くなるものでゐりま

。

口時虚と自他□
さうして何怨知ろ電私は言ひます︒それは深山の問題がありきすけ
れども︑時と虚ら自分と他人とを知る︑時虚自他怨知れと言ふのである

っても失敗します︒時韮知らずに商寅をやれば唯失敗あるのみ︒今の畦

現代起知れＯ如何なる畔が畔を知る︑諸君︑一時韮知らなければ︑何をや

代ば如何なる畔代が韮知らずして︑紳田小川町遥で︑何でも商壷はモノ
ボリーで︑専蜜に限ると︑行燈株式曾融設立羨起人になっても︲今は電

す︒諸君︑事を決するは果働にあり︑鰯行して往くの

蕪の世の中０瓦斯の世の中でありますＴｂ駄日である︒諸君︑有形の斯

は︑是は老年の時代にあらずして︑青年の時代に多い

しェくんことけつくわだん湾んかうゆ
これらうれんじだいせいぬくじだいおぽ
んな馬鹿な事韮やろ人はわりませぬ︒餅ながら無形の事に至っては︑今

，

筒ほ十七世紀︑十八世紀︐十九世紀の事韮．其健に腫用ぜむとする者は

可

一
−−−

ことけつ

なが

︲酉と

Ｐ︑

これせい値んじだい

韮やらう頚けれども折角やつれ法律が無駄になる︑法律が無駄に＃わ

一二年やつれが︐面白くない︑矢張り響者でなければ面白くない︒蒋者

せいれんじだいしうゐじじやらしば

と思うて届ってば町何時までもやれない︒事韮決すろば窪起筒つが加Ｌ

事を決すること流るシが如しといふは︑之を青年時代
＃

に侯たなければならぬ︒青年時代は︑周園の蕊情に縛
られることもございませぬ・何等自己の縄駿に縛られ

一二年やって︑どうも響者といふ商喪ば面白くない︒男子生れて此現代

かれたずみちむかうぐわ

ることもなくして︑彼は正しき道に向ってやり得る果

おも

しか

こじんい

だんこのくわだんわれＪＩ１せいれんしょくん

ももら

い

は恥もの苦

いた

︑一年二年三年態経過して︐叉蛎蛇返

七五

も︑我ればイエスと言得るのであります︒此他人の喪響褒庇何かあらむ

と錐も︑我れの他には我れば無いのであります︒幽人懇でノーと言って

を︑此堅忍の鎮象であると恩ひます︒我れは我れであります︒天下度し

ことは出来ぬ︒青年の最も修養韮要するものと言へぱ︐私は熟慮の精紳

飽くまで携まず倦まず︑進んで往く緒淋がなければ︑吾之は何事も成す

と雌も︑従容として死に就くといふ︑此自信自疑︑自ら信ずる力起以て

考へて︑前に黄金繭銃走積む者あるも︐其節慈愛ぜず︑白匁頭上に下る

激し場い︒情に激してば堅忍不抜の精榊が銃けるのであります︒静郡に

立てぞ一たば︑蔑難態排して噌盆げて往かなければならぬ︒青年は情に

い︒脊年に綴も要する所は§堅忍不抜の購祁・てある︒自己の目的として

果断は賀に大切であるが︐是に加ふろに︑堅忍不抜の精榊起以てし抗

口堅忍不抜の精脚□

此方の一銀禰脹四年︑何虚にも居付いれことがない︑それでは困る︒

り起して元との法律︑途に何もすることが出来ぬｃ彼方の曾社Ｅ二年︑

べからず︑そんなこと韮やりつ

畢が無駄になる︑事今婚決すろば藤走闘つが如し︑多少の痛苦は忍ばざる

に出づも領く園家の焼に園ろ政治家となる・へし︒けれども折角やつれ醤

多心の痛苦は忍ばざる・へからずとりばシと今度は瀞者悲やろ︒磐者韮叉

なんらじこけいけんしば

旬

断でゐ●ります︒此栄蔵といふことを︑吾々ば青年諸君

癒る泳押ことけつ

に有って貰ひだいと思ふのでゐります．然るにあれも
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口果断も事に依る□
而し果断の人は青年にあるのでありますｃＬ﹄ころが果断ばかりやって

やり損ひばかりして勝る人がある︒何の目的もなく︑何の志を立つろこ

年齢と修養
少

ともなくして︐東京へ出て来る苛年がみろ︒法律むやって見我ｂ法律話

h

ノ

年齢を修養七六
われ７１１寺﹄

う主い↑↑うくわさにほ砿ろこαぜんと
風
齢泣
︶と
して
百花
咲き
匂ふ
春である
なれ
ばゞ
此前途
口其責青年の双一眉に在りぷ
□
〃
癒
す
鷺
診
噸
も
苓
鳥

て︑更に見よ︑現代の日本が︑青年時代と同じ所の春

かくご
てが便利になったので︐便利々々と走って︑此根本悲培ふといふこ︑食が吾々は決めなければならぬ患きういふことを豊悟
︐し
さらみ殿ふだいにほんせいれんじだい輯迄と二ろしゅん

無く承ったのが︑今の青年の弾ではあるまいかを思ふ︒

程でもありませぬが︑古人の如く字引は無かつれ時代とは大に連ふ．凡ろではない︑大泣きをしなければならぬ︐今此時代に

おほな．いまこのじだい

の涙起流して讃んだ者であります︒今の人は何等の苦心なくしてといふ誤れば︑乏しき晩餐の膳に上に︑ほろりと落す涙どこ
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今日は其外特に申上げなければならぬ事項が少のるの・てございます侭ぞ

９

等は曾長の挨拶と重複する態以て略す︶

副曾長侯爵徳

︵四月二十日女子部講演倉に於て︶

グ

故西村茂樹先生が創設されまし犬の言﹄ざいます︒︵以下本曾の沼革事業

川

に賞を結ばしめるも︑或は花と散偽り敷いて︑涙を流さ
われ７０︑せいれんの蚕一ところけんにんふばつせいしん．りつザ人だいせいれんせぎにんごのりかくもつ
吾々が青年に望む所の堅忍不抜の精神といふのは︑しむ潔も︑賞に現代の青年の責任でもる︒此自豊を以
げ候也ざいもくぜんｔくてきなんけんにんふ猿つせいしん灸うわたｌＬあへせい能んしょくんのぞため
現在目前を
て
は
堅忍不抜の精祁を婆せて︑進まれむことを︑私は敢て壱群諸君に望むが篤
し や目
ら 勺総
ら いと
一 ﹂し
心ろざ
し塞
謹 ︑何の
ためｖんざいくつうしの
このヤいれんふかうえんのぞ
んやで︑終家に志を行はんが鱈に︑現在の苦痛を忍に︑此青年鶴の講演に臨みました次第であります・

拶

閣下並に諸兄諸娩︑本含は︑今日や︺ら数へ竪誤すると︲四十有齢年前に

挨

『一一
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れ姪何がと申しますれば︑本曾女子部の設立の事でございます︒本曾女子
部の設立ば魁丁度本年証ら数へまボと︑二十八年前の三川で︑そしてその

翌捌即ち今〃而も今開韮以て今の飯田町の皇典誌死所に於き談して︑そ
の第・一同の集含を催されたのでございます︒で︑其含の日には︑今日も御

出脂になって漏られます棚橋先生も︑御講演がござい全し士やうでござ
います︒此女子部の創設の動機と申しますものは︑私は詳しくは存じま

／

せぬけれども︑曾員の方々の中で︑其欝時の事韮御承知の方がら伺って
居り離す所に破りますと︑西村先生には︑明濃になりましてがら︑我園
は海外の文物韮郡入する︲而して其輸入するものは︑彼の長所︑叉彼の
宜しき所怨採りましてｕ我圃の短所起補ふと云ふことでございますが︑

何分きう云ふ蛎合には︑巳むを得ぬ次第ではございまぜうが︑海外の善
ましてばｂ如何にも彼の園の文物風俗等が逼入りまして

我幽の最も愛

悪長短共に︑潜々として︑我幽に遼入つ衣と云ふことで︑其常時に於き
ぶべき長所︑美鮎︑若くば種々の方面態顧みないと云ふ有様で︑斯の如
き場合に於きましては︑男子のみならず︑婦人の方々は晒最も注意走し
なければならぬと云ふことむ︑常雁考へて店られましれ︒又明治十七年雁

於きましてばｂ西村先生にはｂ宮内省の御用命悲拝せられまして心婦丈

鑑と云ふ者韮綿蕊されて︑二十年に此稿が雑り裳しれと云ふことでぬり
ます︒斯の如く心先生はｂ固家の蝿に憂臆され生して︑我姻にも立派な
長所美黙があり︑叉職溌巴の方にも長所美鮎があるｃそれか能く孝へて

欧米の長所美鮎起十分に岨畷して︑之韮男子の方のみならず融婦人の方
が︑どう︐﹂ても武打をして往誹なければ︑我幽家の隆盛奄期し︑叉基礎

云ふもの韮︑創設せられれと云ふこそでございます︒

走登間にすることが出来ぬと云ふ御考から︑明治二十三年に卿女子部と

挨拶

f

L

倉の歴史の大略は︑是で止めて置きまして︑一言御挨拶走兼担まして︐

私は短簡に所感韮申述べ稚いと存じて居ります︒申上げろまでもなく︑

するであらうと云はれれのが︑今日では五年と云ふことになりまして．

欧洲の大戦乱は誠に思掛けなく長引きまして︑或人隆一犀位で平和に蹄

唯今の所に於きましてば︑多くの者が希望起致して居刈まする平和の日

に於きまして︑我日束の帝園は︑如何でございませう萌悪胤笑花︑既

がｂ何暗来るやら︑一向分りぬことになって居り生ずｒ併ながら其場合

韮零ひ＄又秀韮風はすと云ふ有様であります︑今日の所四方諾眺めます

うな︑資に春風胎蕩と申す

誠に好い時節になって参りまし衣︒殊に四

れば︑樫花の霞は東京をとざし︑東京のみならず︑全土走蔽うて居るや

と申す心極く善良の畔でございますから︑木曾ば此好唯節悲卜しまして

・月と中ｉ−ますのは︑唯今申上げまし菰︑所謂一年中の寒からず暑がらず

漂弧て本曾の含長初め含員講兄︑諸姉方の宿望の一つになって居りまし

して勉去十四日に開館式悲致しゑし士のでございます︒此開舗に就きま

求此含餌が︑昨年より蕊築雅始めまして漸く落成韮致し談しれＦ就きま

本曾の事業癖助

しＫは︑含員の諸兄諸姉は申すまてもなく︑曾員外の方々に於ても︑平

生此道徳の修養を︑園家に封して︑熱望せらろ︐方は

設けることにな吋まし穴のでございますｅ今日になり坐してば︑前に申

けら奴︑叉曾館の建設に就き︑御援助韮下さいまして：斯の如き曾堂懇

上げました通り︑欧洲の職飢ば︑斑に我々の頼候し得られぬ程︑種々な

ろ事が起りまして︑今日までは我圃は如何にも︑欧羅巴人が申し談した

にも隔って居るやうでござい罰すが︑寅際現今の如き朕態になりますとも

通り︑極東とザ︑或ば我々が申し承す日東︐鳥噂申すやうな︾一とで︑如何

少しも隔りと云ふことがござい談せず︑欧羅巴に今朝起りまし求事は魁

七七

，モー
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ますれば︑品性と簿或は人椿とが申す事であるがと考へます︒然るに

挨拶
其日の午後に我固はそれ老感ずると云ふやうなことに心相成つれと云ふ

と︐西村先生は︑確か品位又は品幣と言はれて居るやうであり蛍すから︑

私は特に︑品格と申し稚諜でございます︒叉其外に私はモウ一つ添へ菰

西村先生の其方面に於きましての御論説限あり生する中から拝見します

私が申上げろま．てもなく︑皆様も同様に御考でござい農せうが︑斯の如

いと思ひます事は︑唯今の品柊︑知識︑元魚と云ふ事の外に︑理論畢理

次第でありまして︑欧洲の戦争並に亜米利加等に於きましての種々の出

く影響が及び望すに就きまして︑今日銭も其影響の大なるものは何であ

すがｂ筒は一層親密の閥係韮有って往くと云ふことが０今日闘家の侭に

を︑資務賓践と云ふ事が︑今日は飴程接鯛致して居りますやうでありま

来事は︑直ちに我幽に影響を及ぼすと云ふことになって居ります事ば︑

るかと︑私は私沙雁考へて見ますろと．富力の影響が︑最も著しいかを
工業韮起さなければならぬ︒叉産業を起さなければならぬと云ふことに

も

考へられます︒其富力が心俄に増進を致しますろが爵にｂ一方に於てば

龍の眼に晴起入れます︑是が其識家の目的でございます嬬鳴︑其龍が天

能く人が申される例でありますが画或高名なろ書家が龍韮描いて︐其

最大急務ではないかと︑私は考へて居るの・てございます︒

の通りと云ふことでは︑不十分であると云ふ所から噛其規模が俄ド大に

に躍り．去つ枝と云ふこともござい淡す︒叉怖教に於きましてば︑侭身走

なって参りまし汝︒虚が俄沙の富力の増進の鈴に︑其産業の規模が従前
なると云ふことで︑其大になりますに就きまして︑それならば其膨脹に

来まし求上は︑其悌身に通ふ清魂必入れますと云ふことを︑唯今の宗教

刻みましても︑直ちに其悌身を飾ると云ふこ坐ぱ致し卒をず︑悌身が出

では言はれて居りますが︑この醜態描きまして眼購韮入れますと郵或

庭じ↓︲．︑事をして居るかと云ふこと悲考へて見ますろと︑如何にも其膨

とは︑是は私は寡聞ご能く存じませぬけれども賊評議負の或方から伺ひ

は信じて居るのであります︒今日に於きましてはｂ新らしい事を溌明し︑

は悌身に清魂韮入れますと誹云ふことが︑即ち我曾の使命であると︑私

項

脹に封して︑遺憾ながらそれに感ずることが出来ぬと云ふ有様のあるこ
ますのに︑屡々斯の如き事走申されて賎ろの・てございます︒其規模の大

叉利益等韮得ろと云ふことに︑汲々致しまして︑或は設計を加へまして

なるに膳じ︑叉は事柄の愛遥極りない鱒に︑迂遠にもなりますし︑又疎
くなりますのであります︒之怨完全にして往かなければならぬ︒それに

資産を膨脹せしむろと云ふことになって居りますけれども︑しかし此富

一時増進するやうであり農すけれども︐之悲永久に維狩すると云ふこと

は何が大切かと申しますとｂ皆様御考の遡り︑是に︲は十分なろ人を要す

ば出来ないがと考へます︒叉皆械方もさう御考でございませうと思ひま

或は悌身に心魂を入れぬと同じやうな事でありまして︑此富力は︑或は

何であるかを申しますと︐其黄質は晒私は品轄と︐知識と︑元無と︑此

す︒今申しまし衣遡り︐龍に眼傭宅入れ︐若くは悌身に心魂を入れます

力を増進すると云ふことば︑恰も唯今申上げました龍に眼晴を入れぬ心

三つの者が結合致し求者が︑即ち鼠に信州と云ふものになりまして︑其

る︒又十分なろ人がなければならぬと云ふことになりまして︑畢党信用

信用が闘家の活力の源泉にもなると申して差支ないかを考へるの・てござ

れば︑誠に活き︐Ｉ︑し誰活動の力走生じまして︐圃逗の隆盛に貢献し︑

と云ふことに蹄するどあらうと老へるのでありますｃ確乎龍ろ信川とは

います︒前に申しまし我品格と云ふことば︑今日の先生方の御話起伺ひ

、

〃
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●重﹂ざいますれば︑どうぞ本含の含員準おなり下さいますれば︑筒ほ糖

今日は︑御婦人方の御集リでございますＴｂ︑今一つ御嬬人方に因ん

御勧め印す課でございませぬじ唯皆様Ｒ自分の考の在る所韮抜潅致し

働きたいと云ふ老●三﹂ざいゑす︐決して今二︑で含員になられること悲

迩の蝿め︑叉幽家の憾鳴十分に御難力悲願ひ︐又我々も皆様方と共に

祷でごさい堂すけれども︑亦其含員におなり下さらないでも︑どうか斯

だ事悲申上げ士いと存じます︒偶に織物に例韮取って見たいと思ひます

れと云ふ雁外ならぬのであり承す︒彼の白河梁翁公が︑白河の町に於き

ざれぱｂ金城湯池も︲いかで守らろぺきと云ふこと起申されまし我が︐

接しになって膳りますがら︑申上げるまでもございますまいが︑侭に男

並に楽翁公の居られまし我其歯時のみならず︑今日に於き農しても︑如

時︲藩の宥力なろ者起集めも艇まして申されまし衣のに心圃に人オ出で

ねませぬければ︑立賑な物が出来ませぬのでございまして・其組糸と云

何Ｆ金城湯池の如き鱒害がございよしても︑亦産業の財力聾︺ざいまし

まして︐火災がございまし稚其碍典の時に︑何と言ばれまし士露其営

ふものは何ごあるかを︑叉他の例から申して見ますと心其経糸は我圃の

て屯．人オが出でぬければ︑刷家の続々隆昌なることは︑期せら奴ぬの

子の方起純糸と致し︑端人の方鵡緯糸と云ふことに噸へて申し等︽すれば

のが緯糸にもなりませう︒斯の如く︑男子の方と︲御婦人の方が︑共に

りませぬが︑殊に・・・・・・笈は御締人の方が︑最も此人オ起生ぜしむろに

は．其責も重く︑叉其任も大なろこそ〜︑常に考へて居るのであります︒

でございますザら︑此人オに就きましては通男子も力妬誰さぬければな

ざいます︒其綾は何ザと申しますと︑明治初年に参りまし祇所の︑外圃

に︑金

幸に今日はｂ多数の御婦人方が御出でございますから︑どうぞ幽家の馬

力走合せますれば︑立派なろ大和錦が出来土をう︒菅に大和錦の丈色︑

の文物の中の長所善所心︑之脹入れましてｂ阻噌韮致しますると︑立派
ましては︑単り男子方の活動Ｆ開する御研究ｂ若くは賀打のみならず︑

準中上げるに次ぎまして心・甚だ長求らしく申上げて︑御清蕊藩煩はしれ

識力走願ひ衣いた云ふこと態︑私は殊に感じて居りますので︑沿革大要

婦人は婦人のそれ人︑の務め走壷され︑男女共に一致起致される擁に御

一︑

七九

三先生の御講演がございますから︑どうぞ御清聴韮願ひ求う存じます︒

次第でございます︒是から並に鍋示話して殻きまし士ろ順に依りまして

ことは︐恐縮でございまし衣が︑所感藩申上げまして︑御挨拶に代へる

御婦人方も矢張り男子も少しも異らず︑此道の偽にｂ御誰力延願は戴け

C

考でございませうが︲幸に唯今申上げ生し我事が間蓮もなく︑叉御同感

挨拶

斯の如き事は︑申上げ蛍せめでも︑既帳今Ⅱ御集りの方々は︑常に御

ざいます︒

以来︑本曾に於き裳しては︑種々なろ事業奉致して参って居る次第でご

ればならぬと云ふことになりますので︒女子部と云ふものが起りまして

我圃の蒋来の隆昌話期する蝿に︑御霊か起願ひ︑男子は男子

なろ大和錦が出来ろと云ふことになるのでございますから・本曾に於き

叉は光彩と云ふのみならず︑其上に叉言ふに言は雌ぬ綾が生ずるのでご

固有の遊徳が錘糸にもなり塁︾をう︒叉緯糸は︑我凶の圃防の力と云ふも

一つの織物︑殊に大和錦か織出すと云ふのには︑どうしても経緯の糸宅用

が︑織物と云ひますれば︑私が申上げる望でもなく〃御婦人方は常に御

でございます︒

叉永久の斗礎韮益々篭間にすると云ふことに相成ることＬ信じて居るの

『
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女子部評議員棚橋絢子

思ふには︑除程勉強しなければなり＊鼻︸ぬ︒

なん．

口精卿修養か一番大切□

もつとぺんきやう

勉弧すると云ふ乙とは︑何でもですけれども︑
設尤
鱈もい
いまみわたおばなし朴一い

しんしゆ・﹃ら︑うばんたいや一つ詮いしんしゆうやう芝の

先づ第一に︑今三輪田さんも御話になり堂したが︑精

称修養が一番大切であります§精稗修養をすると︑其

うちおのづか︑﹄典〃こ動ららくこ刀ろちく

ずぺ︲ことおくま

中にも自ら趣味があって︑心が楽になり製す︒心が薬
きぺＬごとぱやす
こ力ろｐ１つたく
になり製すと総ての仕事が早く済む︒心に屈托があり

吟﹄いどうしづかなかう画い

ますると︑総ての事が遅れ製するからして通そこで先
せいしんしゆうやうこぎろおちつＬづかす巽
づ精榊の修養をして︑心を落付けきうして瀞に韮まな

なん惑いしんしゆうやう和

つ

ゐ

ばんたい

ければ趣弔い︒静より動︑静な中に動くと云ふやうに
こ工ろ
す為と過ちがないけれども︑心がザワ付いて居ると云
しや・一とおと．︐あやまおほ
ふと︑する仕事が遅くて︑それで過ちが多いそれで
せつ

おこたが弘

ありますから︑何でも精祁修養と云ふことが耐一番大

切でゐ︐りますけれど恐︑それがどうも怠り勝になるの

ちかごろちいくばうよき垂

塾間老すれば︑畢問の趣味が出来脳蕊能今婚勉強すれば︑蕊能の趣味が出

で困ります︒近頃は知育の方は能く進んだけれども︑

こ敦

来ろと云ふマフに︑皆趣喉が出来ますから︑それで其趣味を掠へやうと

い方だと腿ひますｃ勉強さへすれば︑胸然に趣味と云ふものが出来ろ︒

︲是は嫌いぢやと云ふ人がありますが︑あ←云ふ人は︑私は物老勉強しな

でもして見なければ︑趣味は分らない︒世の中に私ばあれば鞭いぢや︑

のはあるけれども心其趣味を見出さなければならぬ︒それには自分が何

非趣味と云ふもの羅掠へ芯け奴ぱならぬｃ元来人には各々趣味と云ふも

而し趣味と云ふものがなければ︐進んで行くことは出来ませぬＴｂ︲是

ぬ︒さて此人生の趣味と云ふことば︑濁りでは来ないものどあり農す︒

御話が題と幾らか達ふかも知れませぬし？又少し前後致すかもしれ卓を

私は少し記したものがありまし菰が︑他の手帳と間連へて来まして・

︲と風びゑすｃ

や御挨拶ば抜身に致し茨して︑私は直に問題に掛りまして︲御話申きう

になつ士さぅでありますが︐私は此間チョット出裳し張守ら︑本曾の事

柳か申上げ？７と存じ生す︒三輪田さんは︐今日始めて此含に御出まし

まして︑下らぬ御話彩致しましてもｂ一向役にも立ヤワまず剖誤いけれども︑

唯今三輪田さんＴｂｂ大層好い御話哲﹄ざい生したが︑其後に私が出

口趣味は勉掻に依て生ず□

人生の趣味︵城前︶⁝
〆

ゐ

１ｋ

よなかみなひの

癖浄の誌が謹みが惑いといふに鯉が︑世の中で皆人の
くちは

口の端にかシって居るやうな次第で﹃ございます︒

口漢籍と新聞雑誌□
多くの人は少し難しい本懇請むと︑讃み難いもので直ぐ止す︒それが
易いものであると︑チョット読んで見ろ︒新聞や雑誌のやうなものは個
誰れでも直ぐ分るが︑洩織などになると︐是は分らないＴｂ︐言ア止さ
ぅと云ふことになって見ないＴｂ︑何時迄経っても︑漢繕の趣味が分ら
ない︒分らないから讃弐ないが︑チョット凡て分るやうな新聞や雑誌は
私ば少し四角な本を讃みつけまし旗ひら．てすが

どうも文字にあると忠

讃●て見ろ︑讃む中に種々趣味が出て来るでＤ︑矢張り其方ば卸リ謹む︒

ひます︒漢籍になると︑少しの字韮讃ん一﹂多くの益を得るが魁新聞や雑
誌などば︑・赤んと讃ん・ても︑少ししか益を得ないと云ふ狼がある謬洩締
の方雪てある入﹄︑一旬讃ん・ても誠↓卜深い意味があるＹｂして︑それだけ悲

いけれども︑それが雑誌などは樺山書いてあっても︑味って見ろと少し

朝チョット一句↓姫読みまして町さうして十分味って見ますと中々益が多

しかない︒儀沙のことが潔山書いてあります？ｂ︑津山讃んで︑それ悲
ら︐誰も其方に掛りますが︑少し難がＬくても．漢籍の方になりますと

考へて見ろと︑正味はポソチリしザないけれども︑それは容易Ｌいが
少し讃ん・ても楽みが鮭計にある︒それも讃み付けろと云ふと︲さう難か

しいことばないと思ひますｃ漢字は六ヶ敷いけれども︐一つの字がある

一つ書いても分らないが・﹁一﹂と云ふ字怨書けば﹁一つ﹂と云ふことが分

る︒さう云ふやうに．﹁一﹂上﹄云ふ棒一つど分るのでありまして︐可一Ｌと云

ら︑私共ば孫にチッグド・つ︐教へて居り土︽すが︑始の間は六ヶ敷いと云ふや

ふ字韮疑えるのも︐可どと云ふ字韮疑えるのも︑さう達ひばありませぬザ

は楽になりますｃそれは矢張り短謡を教へろと同様に︑礎えさせるので

ぅな感じがありますけれども．もう大畢の一冊も教へて行きますと︑後

ぺんきや・フ

ペん

へて︐それに添味が深山含んでありますがら刷大愛趣味韮礎えろ︒それ

ありますが魁さうして段々教へて術きますも︑あの字かと云ふことを考

がく酔うい

口好きこそ物の上手なれ□

で縄ての事に趣庶韮姥えるには勉強しなければならぬＬ忠ひますじ

みな

とのうちどじぷんすぼん

皆さんが畢校に行って︑さうして勉銀をなさる膨勉
君やう

めい︑ＩＩＬゆみい

で琶

す

なんしゆみ

強をなさると︑其中には御自分の好きな本があり裂せ

おけいこ

い

遇ったくわんぜん

ぅ︒認々趣味と云〆︿ものが出て来談すから︑何の趣味
しゆみ
でも宜しう刃﹂きい製す︒趣味のあるものは好きでゐり
じぷんえて
七のしゆみ
自分の得手であるから︑其趣味のゐるもので︑ウント

わけい︽Ｆｆ︑

なか７く１

みつ
て﹃

一つ御稽古をなさると云ふ乙とは︑全く完全なものに

いや

たい砿い

な為諜で︑嫌々したものは︑却々チョッーと身に付かな

つ１﹄

衝ようみで

いからして︑嫌なものになると大概それに手を付けな

い・︽けれど咽それを努めてやると云ふと︑興味が出て
来るものであり製す．

一 一

︒と．それが三つにも四つにも讃めて．一つの字重言葉になって居ります
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が︑日本の字．ては幾つも寄せなければ言葉にならない︒可い﹂と云ふ字

１１

I

人生の趣嘩

口八十で稽古事□
私も老人てあり農すけれども矢張進ん・て行きたいと云ふものがある︒

もう八十に髄りますけれども︑未だ祷古をして起りますが︑糟古事懇し
て居りますと︑して膳ろ中に︑初ば何だか馬鹿らしいやうな気がして︑
此年になってＴｂ教へて藍つても︑死ぬ迄やっても上手になれない︑ま
派出来れものもない︒何時死ぬザ分りませぬけれども︑兎に角生きて居
る間は︑勉強しやうと思って︑勉握して態りますと︑少しでも進んで来
る︒さうして趣味が出来て大愛向白いｃそれ・て勉強して態ろと︑友達と

ならば︑先生方に行って︑御話奄承はろとか︑・此頃は私も土屋さんなど

云ふものが出来て︑矢張其這々で偉らい人がありますから︑それが畢問
の所に出て︑チョイノー︑御話起聴くこともございますが︑別に講鐸と云

ってば聞きませぬけれども︑さう云ふ風に行って︑御話を蕊いボリ申上

肺ふうたひ

げれりして走りますと︑今日は御話を聴いて大愛益起得れと云ふやうに
それが大愛築みになる︒

口謡曲と総書一□

敦た矢うきょくおともだち

わたくしまたうたびおし画ヤブ式づうだひ
私には叉謡の御師匠さんがあって︑拙い謡とやって
い

をｂ或すが︑叉謡曲の御友達があって︑今日は謡とゃ
じ悪んへたビやつず
りませうと云ふＺとに趣やて癖自分は拙でも︑上手な
人様の謡が蕪かれる．叉繕を書き攻しても︑私は七十
なん

四からやってをｊまして︑こんな塾を今からしても何

げいいま

ひとざまうたひ矛﹄わたくし

F■

か盆

い

ぬ雑ひだ

バー

おも

し

にもなら慨が睡一鍵を一蕊で織るかも知れ侭が瞳そ江
極じ

ことしね八め

でも構はい︑生きて居る間はやらうと思いまして︑七
だるま

くわんのんきままいか

じかんわか

十四から始めて︑今年で七年目でゐｂ乱すが︑それで

あとまい

か

主い

達磨さんと概矯榛を喧枚づい書く︑時間は分り或せぬ
けれども︑百枚づ易書くと云ふことにし製して︑１う
こ人にちだろ宝

式たくわんのんさま・

まいか

今日では達磨さんは︑後十枚ばかり書くと︑百枚にな

ど

はじめか

このごろみ

い

じつせんもの

み

ります︒叉観菅様も︑三四枚書き製すと︑百になり戎
だんＤＩＩかゐうらはじ
すが︑それであ鋤裂すから︑段々書いて居る中に︑初
めより何れだけ上ったかどうかと云ふやうなことを見
なさ

くらゐ

このころゑすこいおも

ますと鼠初に書いたものを此頃見ますと診賞に先の物

うたひはじめうち一﹂ゑもいこゑで

は情けない位で︑マァ此頃の糟は︑少し好いなァと思

臥裂す︒謡でも初の中は課も小きな聾禿出なやつ溌調
ちかごろが匙おほこゑ
れども︑近頃は構はず大きな聾でやります︒今日畢校

せいとゐらうくわい

わたくしせいとゐらうくわい

うたく王

ぜひ

で︑生徒の慰勢曾があり喪したが︑私に生徒が慰勢曾

せいと

かまうた者

ですから︑是非一つ謡って呉れと云びましたから︑他

をうた

わたくしだい承おほこゑで

所では謡へぬけれども︑生徒だから構はず謡って癖ま
せんせいおほ竃ゑで
したが︑さうすると先生大きな聾が出ますなァと云い

しゆみで１︑ゆみでき

童したが︑私も大分大きな聾が出るやうになりまし

さぺんきやうきばう

た︒それだから趣味が出なくても︑趣味の出来るだけ

に︑御勉弧なさる↓﹂とを希望いたします︒

卜
1

み
せいと碇しうをおも
見せて︑生徒に教へなければ︑嘘だと思弘喪すがら︑

じ系んできだあるせいとけんやく

敦を

わたくしびんいふにん

らなくても宜いと申しますけれども︑私も貧乏人でめ

い

自分が出来る丈け歩き或す︒生徒はそんなに倹約なさ

して韮けば︲仕合が宜ければそれが桑みになるし︐叉人間と云ふものは

りますが：：而し私が車に乗る位︑誰恥何と恥言臥或

わたくしじぷんあしておやもら

しかわたくしくる念のくらゐたれな人い

叉どう云ふ不幸にならぬとも限りませぬ︒私も子供の時限は︑スラット

せぬが︑私は自分の足と手があり裳す︒親から貰った
り
つばあしもそのももりつぼあし

あしもら

い

いくため

立派な足を有ってをりますから︑其貰った立派な足を
もついま
ある
？これどうりつぱ
以って今プンテコ歩いてをりますが︐是は如何も立派

いふぐＬやａねきち

い

ほんりつばあしも

な足を貰ったと云はなければならぬ︒それを家の為に
つか

にして︑治に居て乱悲忘れずと云ふやうな気分で︐自分の出来る時に何

ほんある

使はなければなりませぬから；・二本の立派な足を有

ふぐしやばなＬ

弐わたくしふぐしや

あひだうご

毛のかはう蚕・

邸であり製して︑未だ私屯不具者になり或せ羽から︒
このほんｂつば

は︑それは不具者の話で︑さう云ふ不具者の真似は嫌

ろ

でもしてお侭きになると云ふと︑燕が確迩てあって︲それが矢張縮祁修

って居ながら︑四本で歩かなければならぬと云ふ乙と

であります︒

口立派な手と足がある□

を

す．

け無ときまあ

けが

．いぐ︑ひ上︶つ

け洋と昔ぎつけがとき

かってあるけが

い

連れないで勝手に歩く︑怪我するといけないからと云
ごれ

なか勺Ｉｌわたしあ七を

またじ率ん

つ

またうごこのうご
すぺひといやを
叉動くこと︑此動くことは︑総ての人が嫌がって居

α玄すが︑怪我する時には気を付けて咽︑怪我する時

此二本の立派にある間は動かして︑其代り動か縄やう
ぐろまな人の
このほん
になりましたら︑車でも何でも乗りますが︑此二本の
けんぜんうちきらくじ翠んいおもときとも
健全な中は気楽で︑自分の行かうと思ふ時には妃供も

製ｊ童すが︑私共も今は成るべくヂッとして居たが宜い

が来れば︑怪我するのでありまして︑幾ら人が附いて

わにしどもいまあ

やうであり弐すが︑是ではいかぬと云って洞奮饗して

居っても︑怪我する時には間に合はいものであり童

ある

せいとをし

楓︒生徒に教へなければなり製せぬし︑叉自分がして

人生の趣味

八
三

いみんばつ

ドンノー歩いてをり或す．却々私も遊んでは居り製せ

ゐい

も︑之韮脊負って立つと云ふやうな︑精淋薙捲って居なければならぬの

出来ろと云爾べ斯う云ふ内侍のあるやうにして置く︑何んな事があって

と云ふやうなことではしやうがない︒チャント蕗付いて︑是ならば私は

養であります︒何が難儀なことが来れと云って．吃麓して手が動かない

斯う云ふ課でございます︒何でも宜しいから︑それ海一つ皆さんが楽み

マァ柳●ても木韮識ん・て膳り史しれもの・てすＴｂ︑今日先生で通られろ︑

で置かなかったならば︑今は洗濯婆さんでもしてむつ衣が知りませぬが

育ちまして︑御維新がら非常な困難に出遇ひまし誰が︲其時本でも識ん

それで何ても宜しいからｂ趣味の出来るまで御勉強なさい︒それまで

口今日先生で通られる□

』

一
−
−

人生の趣今啄

口近頃今と恥かしい一とロ
それで此日本・︾﹄は大和魂Ｌ﹄云ってｕ是は誰も皆あるのでありまして︑

男の方は固家の爵に識す︐例へぱ戦争でもあった峠には︑大に霊さなけ
ればならぬと云ふやうに︑外に出て働くｃ女は外脹出ませぬけれども

矢張り大和魂と云ふものを有って居なげぶばなりませぬ︒それは男は男
．／﹂︑外に出て勉狸する︒叉女ば女縁診巨﹄ら自分の仕事起一生懸命勉強して心其

本性に逢はないやうにする︒そ奴・て何起し一︑も心是は矢張り大和魂と云

って宜沙らうと思ひますｃけれども︑吾々の近頃少し恥沙しいと思ひま
は︑大鍵に強うございます騨女・〆﹂もそ奴八︑赤帽になつれリ︐全く男

すのは︑西洋の方・︾﹂ば︑御承知の遡り︐女が種々働墜﹂鵬ろ︒彼の猫逸

のやる仕事を︑ドジノ︲︲やってなりますｃそれから叉．税韮多く取って
英雄と云って︑願出たりする人︑融一あるさう・子のりますｃそ紅Ｔｂ又職工

ば費用は半分出すから︲無線電信懇引墜﹂美れと垂ふやうにしたりｂど
うも彼地の人は智識ぱ誹りで︑大和魂のやうなものばない︑徳義ばない
居る風と思って走りまし誰が︑なかノ︲︑さうでない︒今度猫逸では︑も

固家に霊すと云ふやうな考へはない︑是は自分達ぱ守りがそれに富んで
う総働きでありますザら︑大愛に強くなって居るのでありますｃ今でば
悲今一層進めて︑矢張り世界に誇れるマフにしなければならぬｃ向ふが

大和魂ば日本ぱザリだと云って︑さう誇れぬやうになりまし士が︑それ
それだけやればｔ日本ば叉其上に出て︑能く固家の鴬に誰す精紳走養は
なければならぬ︒

口内助が婦人の本旨□

Ｌ別﹃
・ノド

わたくしあな坪をんなかた毛とでお産たら︐宝と

を人なそんなまたいく︒﹃ちぷ・た．︑たｂでき

私は狸ち女の方にも︑外に出て御働負なさいとは申

・もつと吟かごろふピー︑手異盈けうゐ〃︽

をつと

しませぬ︒女は女で︑弧家の中で十分働くことが出来

製す︒尤も近頃は︑婦人で以て︑教員曙どして︑夫を

たずゐひ＃たくさんでをすべふじんい

いへよとぎいふじ人つ︲と

ものは︑家にあって︑夫を助けると云人ことが本旨で

いへをつとたすいぼ入し・

助けて居る人も津山出来喪したが︒総ての婦人と云ふ

やｒｈ

い・ふ・フいへをさい

ありますから︑家を能く治めて行くのが︑婦人の務む

べき役であります︒さう云人風に家を治めて行くのは
す
画といけんや︑くかねよけい

たとさいほう

ちんせん

進んで取ると云人言よりも︑倹約して︑まめ金でも餓計
Ｘ︑ら

も︐ｂ

じぷんさい鰍う

で

な・ものを出さぬやうにする︒例へば裁縫なども︑賃銭
清

いふうけ人やく

を擁ってやって貰人より︑自分で裁縫して︑出すもの

お塩むろんと

も出さぬやうにする．さう云人風に倹約してや奴は︑

かたおとよるひとおくさま

姥とで

取ったも同じことになるのであり弐すから︑無論取れ
る方は︑御取りになるが宜しいけれども人の奥様と

な

ひよフすくな

なると︑さう外に臥診出てをられませぬから︑どうして

食を

ちかさろだいぶにほんおかぬはい

も桑の姪に藤て識める︒成るだけ費用を少くすると云
けいざいじゃうよほどかんがちかごろ﹃と
ふやうに︑経演上総程考︑てやらなけれ砕億近頃は殊
こんなんしかあぶ瓶んなりき人
に困難でありますから⁝併し或る部分には︑成金と

秀

ゐ

い望い

もしこれしゅつくい

い

か申し裂して︑近頃大分日本にも︑御金が入ったまう
このかねにい
でありますけれども︑此お金が入ったｊ云って︑宜い

素になって居ると︑今は宜いけれども︑若も之が出兵

｢一一一一

さや・

は︵うちいまま

大切にしなければならぬものと思って︑何時も御辞儀心して食・へろ︒さ

かい

けんやくたうじＥか︐くＩおご角や︑う

儀心すると云ふことば︑どうも課が分らない︒それから種々考へて見て

々琴へて見ろと︐菩薩と云う淡所・て・是は草の賀であって︑何も草の賀

僻儀むして食べて居汝のに眼が潰れた︒是は嘘だと思って︑それｖｂ段

も︑どうも尊いやフゼないけれども︑先づお上でも蔦稲の出る始め幅睡

れい

に︑倹約しなければならぬ℃常時は却々畷６が長じま
わたくしどもわかじ躯んかば唖︐殉ぷんｖ︐
して︑私共の若い時分とは︑まるで錘って︑随分と締
躯症なりました﹂之も一方から申し製すと︑此嬬りが
犀乱めい
荘か
長じたのも︑それだけ文明になったのでゐｈまして中

新嘗祭上か云って．非常に濡遊尊びになって︑先祁に御供へに準ろ︒是

なかき

お﹀︾もやう一ぴだひ魁うた︿珍一うおほおも
蛎りが長じて︑無駄な費消が︑大層多いやうに思び製
そのへんよおかんがく臆こぐぷんめいだん
ノャ〜す・ｂいた苛

すがら︑其遥は能く御考へ下さいて︑一画の文明を段

々進めて頂かなければなり談せ咽︒

口一粒米といふ番物□
私が近頃一寸読みました一粒米と云ふ書物がありまして︑是は盲目さ
んが書い求もので︑讃んで呉れＬ﹂云ふことでありまし派でｂ︑それ韮兇

設寸と贈一粒の米に就て︑一寸面白い謡が戦って態りまして︑自分ば自
分の心・〆﹂努めなければならぬ︒他人の目︾Ｌ立っても立一卜なくてもＯ脚分

御飯韮食ぺろ峠に︑母親藻是非お

は自分ＬＬして識さなければならぬと云ふこと韮考へまし衣︒此お米と云

︑︾ものぼ典人が申しますろに︑吾

難儀をして食べろ︑全く菩薩であるＴｂお誹鮫心して︑さうして食ぺよ
と云ふことを牧へて
工貰
貰っ
って
て心
︑子
子供
供の
の昨分から︑御飯の時には︑必ず項い
て 食 ぺ な け れ ぱ な ︑ら ぬ も の と 思 っ て ︑ 何 昨 も さ う し て 頂 い て 韮 つ 衣 ︒ そ
人

ひまし衣︒

このこめぱなひら

八五

て︑美しいけれども︑稲の花は見られるものでなく︑

一フつぐ．

くさ

ことはないやうでゐるけれど功︑此米は花吹開いても
つた喚だみ燕ひと・袖やうほう
ひとめ
きう人の目にも付かぬ他の花は︑皆人に重賓がられ

︑狐牧なみ

の質で然もそれがホンの一粒でゐって︑何庭にも尊濁

とのだつと

其尊いことはどう云人乙とかと云人と︑説ゐ草
みさてし
かつぷｒこ準一うｆ

口不平を言はい米ロ

て韮り蛍し犬が︑フトそこ・て悟韮開きまして︑是は尊いものだと斯う思

以て拾って通そこで何虚に之が尊い所がある沙を思って︑工夫態凝らし

畔に︐膝の上に一粒溢れたｃそれ悲眼・て見ることば出来ないＴｂ︑手で

沙思ばれな剛それで鮭程苦心してりきうして居る中に︑自分が御飯の

は何虚郊に尊い所がありさうなものであるが︑どうも矢張り草の寅とし

がさう尊いことばない︒こんな草の賀に向って︑菩薩だと云って︑お誹

には︑文明の結果︑大鍵立派な物が出来るやうになっ

悪んめじけつくわたいへんｂつばものでき

たのもあり謝すけれども︑中には消えてし裂人やうな

こればう象をこのお雪

うする上去ふと︑其中に眼が潰れてしまつ汝︒そこで自分は︲何時もお

れＴｂ粗末にすると眼が潰れるぞと云ふこと奄言ばれて．それでお米は

P

でもしなければならぬやうになりましたならば︑直に

F

お金はなくなってしま畝ますから︑入った中︑今の間

L

の趣味
(
音
1凸

人生の趣味

室たみかうぴいいひとしやう
叉責があっても︑一向に美麗ではないから︑人から賞
鋲
またすこふへいいにんげん

八六

このひとたいへんいばつめいよ且とりひら

おもか人しんたのとほみなさま

此人が大鍾に好い謹明をせられた︒能く悟を開かれた

と思って威心したことであり製すが︑其通りで︑皆様

こんにもざかん坪つくじ承んぼんＤやう

誌ぷんし

し

りつばおみぷんおいでかだまたその牡み

美されないが︑又それを少しも不平を言は掴．人間で

ふへいいこつちざつふくい

きっとふへいいきずがどうぶつ

あったならば︑吃度不平を言弘ますが︑流石動物でな

も立派な御身分で御出なきる方もあり裂す︒叉其御身
象たいま
・ぷんいつ
分が︑何時どう云ふ乙とにならうも知れませ掴︒叉今
はきうでなくても︑どんな身分になるか噛知れ或せぬ

いから不平は言はいが︑此方から察すると︑さぞ不手
鞠も︑式かばむつざ
であらうと思はれる︒それが先づ皮を剥かれて︑次に
う
すついおもかまなかに

つく

かいふうたっと

かやぅふくえ

それで今日先きのことを考へて︑誌すべき自分の本領

ひあぶなんあひとくちにい

は臼に場かれ︑それで宜いかと思ふと︑釜の中で煮ら

を識すやうにしてをっだならば︑幸幅は得られるもの
どめぼんりやうつくあま
であります︒それでお米も︑本領を誌して︑それに甘

るものであり蜜すから︑此不平のないのが一番大切で

こ画ろおだやか詮つたゑんまんかていつく
れば心が穂でありますから︑全く岡浦なる家庭を作る
で一﹃﹄みなこのふへいかゑノ室人か
ことが出来る︒皆此不平からして︑一家の圃職が峡け
このふへいばんたいせつ
み承んこれじ栗んぼんＤや・フ

いのであります︒一鵠吾々は不李と云ふものがなけれ

たいわぃ７１１ふへいい

んじてをｊ製すがら︑斯う云ふ風に︑尊ばれると云ふ
す幸へひとこのぼんｂやう盆つた
．い・
ことを言ってをｊ製すが・総ての人も︑此本領を完人
ずぁいふへい淀ど
して︑さうして進んで行ったならば不竿等はおＺらな

い

れ︑火焔ｊの難に這ってきうして人の口に入って︑お
は
らなかすこおもしろつひべん

これほど入どくすこ

腹の中で︑少しも面白いこともしないで慰遂には便に

なってし設人︒之権気の毒なものはない︒それを少し
ふへいいその合ものぽんりやうつくゐ
も不平を言はず︑其物の本領を識して居るからきてこ
たつとにんげんこのきなにふへい

そ奪いものである︒人間も此気になったら︑何も不平

かおもわたくしめつぷ

峡んもんはんもんた

はないものであると斯う思った︒私は眼が潰れて︑そ

かうぐこれてんたつさまじせつき

れから煩悶に煩悶で堪へられなかったけれども膨もう

それが一向苦にならな幣是は天道榛の時節が来て心
か
や・フ・へつばんもんおぶ

斯様になったのであるから︑別に煩悶するに及ばない

このこめ己とおもじつきどく

おもつと

あります︒どんな身分であっても︑之が自分の本領で

あると思って︑努めなければなり裂せぬ︒

口家の馬め園の馬め□

それから叉︑生き衣以上曜何虚迄も自分の家からして︑国家に議す

家話能く治めさへすれば︐自然に圃家は能く治まるのであります︒お子

ノ

此米の事を想ったならば︑資に気の毒なことでゐる︒
ふ
へいいつい・へんゐ
不李を言はないで︑途に便になって居るではないか︒

にんγん豹そのほんりょうつくなにふへい
人間と云ふものは︑其本領を議せば︑何も不平のある
これせいＬ人しゆうやう力い
ものではない︒之が精神の修養であると︑斯う云ふこ
かん津わたくし虫こともつとおも．

と産考へましだが︑私は狗に尤屯なことシ思い製して

〃

（

〔

を

F■

たくさんい・もらたぱ

§

またいまこち．らは菅

やせば︑緑其中にありで︑叉今此方に穿いて来ました

わげ

たくさんはとし

口唯御婦人の方に□

嬬人︒の本領

ぎれの御話藩申上げます︒

の方に︑柳が申上げますば︾︺リで︑鮭り横糸程Ｆも参り卒をぬが︑切れ

美し推事は︑御話遊ばされまし北の・言﹂ざいますＴｂ・私共は唯御婦人

えかを麺こと聾︶ざい土をうＬ﹂存じます︐唯今副曾長様から色々筋立ち

私は先頃長く病気老致しまして︑病後参言﹂ざいまずＴｂ︑謙も能く聞

I

どうぞ衿さんが精紳修

世の中怨御渡りになる一

衣ら︑自然と耕やせば緑

多くの本韮讃んで︑項署

ろべく出て︲其仰悲聴い

居に行くことを思へぱ

うと思ひまし士こ上﹄もｂ

幸禰か知娘ぬと思ひま寺

すが︑今日はこ心でど︑

れませぬでし椎が︑又

１１

ます庭が是ま︽

ところこれ

やうに最も御古︾

もつとおふる

て道徳開僻と申︐

這うとく潜んだいまぜ

本曾は御承知病

ほ〆くわいご・︑ぶ︐フ仏．

口最人

〃女子部評議旨

︵同前︶

ｑｆＪＤ︑Ｊ〃︑Ｊ−ｂＪＢ︑︒〃ｑ︑〃ｆ︑ＪＩ０〃１１Ｊ︑Ｊ０１ｆ︑ｊ１ｌＩ︑ｊ６ｊ７ｉ１ｊ︑Ｏ１１Ｊ１ｊＩ１ＪｌＪｔ︑ｆ１ｆ１ｊ４１ｉ︑ｆＩ１Ｊ１ｊＢ︑ｆ０４ｆＩ９〃１．Ｊ〃ｊ・Ｉ︑ｊｑ９″ｆＬＪＩｊ︑１Ｊ４１．Ⅱ二１Ｊ１０ＪｌｊＩ１〃５

婦人の本領

口幸幅な世を渡れ□

したやうな課であり製す︒

げただいじん主を
毛くげたもら
八足下駄を貰ってをります︒まるで下駄大議︲こでも申

私が今からもうさう津山穿く年もありませ狙が︑七

わたくし準ま

思って居︐り製す︒下駄も人榛に上げやうｉｃ思人位で︑

だい︿んしかこんどべくずしか
のも︑墓を四遍仕巷へて︑今度もう一遍仕替へやうと
おもくらゐ︐
げたひとざま︲め
おもを

ろく芝のうち

て居り喪すがら︑さう津山は要らないのに貰った︒耕

1

一

１１

人生の趣味八八

おもおいずノ．ゆ

︲これ汐・︽けんぅへけいけんをしいふうはんだんけいざいた
湾入︐ぐＩいく

く是は経験の上に経験をして︑激へたものであって︑人咽のも︑きう云人麺惟判識ぬき善や汝ら緬庭経密も立つ
ピ
ジ
才
た
ぐ
し
︿
賃に私は良いものとい
思Ｐ必
うも
にい
なき
る︾
︒＆
段々と私も識吻影何も演抵ぬ処・
〜ま
い すが︑さぅ云
矛人
﹄風
のに
ばし
うて
し︑
んて
わ行
たく
くや
しど
段そ
々だ
幾つ
をになったら幾つと云ふやうに︑其方針で私共云ふやうに︑定めて居りますが︑叉成るだけ人手を籍

あやまつとをたとたびは

は育てシ居り段したが︑ゐ裂６過ちはないやうでありらぬやうに努めて居り裂す︒例へば足袋を一つ穿くに
上つわたくしこれがくかうよれんせい辛﹂しうへか宗や釘ところ
製す﹂煽て︑認は乏恥畢校で︑麺↓年生諏識浄註奔弔まも︑カパーを上から被せて︑そのカバーの破れた所を
はそ
たぴすこやぶ

よ

を

ほかしよもつよいあがたびいつずれ．へ．ゐわたくＬ

︲とき

すが︑あなた方が卒業しまあ
しまた
一よ
枚あ
宛請み繕って︑さうして穿いて裾ると︑足袋は少しも破れな
た時
ｆに
さ︑
ん毎
い日
喝ど
なきい誕毒浄写﹄居ります隣ｂ淫山一度に謹むと飽くい・きうしてカバーだけ破れ製すから︑裂きか除所に
またもともどい
から︑一枚宛讃む︑惑うして讃み縫ったら︑叉元に戻行って︑カバーを穿いても居られ弐せぬから︑その時

七の１Ｕは

は︲す﹂？を

って讃む︑さぅすると他の書物も讃めるやうになる︒は搬掘で唾抄設すが︑足袋は何時も騎一麓で居る︒私

口耕せば祇其中に在り口競〆

たい︵・〆吸・れ心どころあこ

いばゆ︸こうしざ宝叱串がや．ろくをのうもお城しやもらしんしう

たくったくエセくたびおく哉疋しんるゐそくもらい

●せいしん１．うやうこ︑ろ恥ろなにきおぎろ︑とう

・は大抵は面倒やのりますから︑其侭穿いてをりますが
中ぬ
もそ
悪く
く・
なた
らび
なも
いら
．きうして居り
たいにぽんじん辛逢い︽︑・フじんくらどくしよりよ
く足
ず袋
くの
な方
こは
︲︑
と少
ししｌ
一鵠日本人は︑
人ん
にお
比ち
べつ
てき
︑こ
讃︾冒力が少いのますと︑今年などは︑二十足も足袋を貰以ましだが︑
せ西い洋し
でありますから︑精祁の落付がどうも足らないやうに私もさうして倹約してとりますから︑きう要らない
か
なりはしないかと︑大愛憂へるのであり談す︒それで所へ彼ららからも此ちらからもと云人やうに︑可を笑
し
おほさンはうたび多書くもら
精祁修養として︑
何
が来ても驚くことい乙とには大阪の方から足袋を十足地貰 識した︒東
芝の心
ときが
Ｊ１慶ければ︑ご
とかたイー
はあり談せぬ︒其時々にキチンと事が片付・いて行く︒京から彼方へ這るならは詫封班れ婚も︐大阪から十足
所
謂孔子様の耕せば緑其中にめりと仰ったやうに轍も貰以ましだ︒それから叉信州に寄り談したら︑信州
に去言句そ
働いて居れば︑食べることに屈託誰心やけれども︑世で五足の足袋を這られて︑叉親類から五足貰人と云ふ

ちやうどとくたびもらい・︑たび

々怠っては居られないのでありますから︑此経漉と云を穿いだからとて︑随分長くあり製す︒其上倹約とし

３

嬬人．の本領

いるＦＩＩところはい

竜いつり

口女子

と︑斬りますこ﹄

いの

ございましたで︑

どくりつ品わいくわん

濁立の曾館がございませぬので︑マア色々の所を拝
しやくいたかうえんくわいがら
ありざ宝
借致して︑講演曾を開きまするやうな有様でござい

題を以ち蜜して︑

しかくわいとにしむらせんせいごゐしおつあ乞

或した︒然るに曾旭ｗ西村先生の御這志を御縫ぎ遊ば

げんｆわいちヤうおよふくくやいちゃうざまはじまことねつ

第一畢問の目的は如面

ろと共に︑種々様々の錘

は︑人生の目的韮達す龍

きれ製して︑現曾長及び副曾長様を初め︑誠に熱
しんくわいゐん津たおちからよ
かくごとｂつば
心なる曾員方の御力挺依りまして︑斯の如き立派な
くわいくわんおでき
ごまとごのうへ
る曾館が御出来になりましたことは︑誠に此上もな
ありぷたう ことぞんこのあひだおしきで

い︑有難い嬉しい事と存じます．此間の御式にも出弐

で

一﹂んにもたずいましゆつせきいたはい

ぴやうき

大層むづかしいやうで全

はず

で者

す筈でござい製したが︑病気でござい或して︑出或す

す︒併し具髄的に申し土

まことありがたぞん

ぞんしつれい

こんに私せかいだいぜんらんえ．︿きやうう

やうな考韮起しますや︑

ら妙な傾向に進んで参Ⅶ

哲畢︑宗教等韮研究致Ｉ

ソ道之調し教ｃ是は千古の

のは人が之を弘めて参Ⅶ

とか︑人能弘膨道ｃ非一渚

でございます︒古人の垂

うが︑徳義の標準︑茸翁

ち人生の目的●てござい半

も︑天性に従ひましてｂ

ることが出来訟せず︑今日唯今︑出席を致しまして拝
けんいた
まことうれ
見を致しましたやうなことですが︑誠に嬉しいやら︑

びっくり⁝

吃驚し製したやうなことで︑誠に有難く存じました︒
こんにもこと一﹂ろか今えんいたわたくしみと

このうへ

今日此の所で︑講演を致し裂する私の身に取りまし

おはなし

ては︑此上もないことシ存じます︒失潅でございます
これまったぼんくわいためＬゆく
が︑是は全く本曾の為に戒すべきことであるのみなら
にづぽ人てやごくため解
ぞんせんこ・︑
ず︑日本帝圃の鱈に賀すべきことシ存じます．先刻も

おも

御話のやうに︑今日は︑世界の大戦凱より影響を受け

しゆみＩしさうう

けつ亘刀たか

而己突ｃＬＬ︑斯う説守れ

ひまするやうになって琴

しか者をちうゆうあい

まして︑種々なる思想が生まれっシあるやうに思はれ

みなさまこん

ことが︑女子の畢問の日

然らば女子の教育も同様

玄す︒併し基礎は忠勇に在ると云ふ乙とは︑決して疑

ふくきものではござい弐せぬから︑どうか皆様が︑今

腫も一ｐうかうて苦しさうあくえいキ﹂やうおう︑

日の流布的思想の悪影響を御受けになり製せぬやうに

﹃Ｉ

ン

の中が喧ましくなると云ふと︑謹潜々々と云って・却やうに︑丁度二十足の足袋を貰ひましたが︑幾ら足袋
刃
ｆ︑お・毛たをこのけいざいい主
ずゐぷんながをのうへけんやく

８−

詞

一

ふく

ものことけういくげんかうつ

して︑責任を負はなければなりませぬ︒即ち皆様は︑

識しぎのある者︑殊に教育のある鐸は︑一言一行に就き或

口婦人の責任口誉にん溝輩職・みな：

せきにん◆

鋪人の本領

こ

一

九

戦責任はござい訟せぬ︒叉癒簿白痴の人が︑不善を致の潟に良馬を買いまして︑大なる名審を博しました︒
ところこれせきにんしかしじゃういゞことふびんせきにんつくけつくわみ
しました所が︑是も責任は一ぐきいませ楓︒併ながら常さう云ふ事は︑婦人が責任を議しました結果と見ましＩ

またふ・﹃てんばくちひとふぜんいたためＤヤブばかだいあいぶはく

球押の韓清を御受けにな毒Ｐ敏所池諦いこ計慨紀の訪鴻はますと︑因果池法到は︑嫉し江動かすべからざるもの
大鍵な責任があります︑今日︑畢生の方々は陶猶更ら塞誠ｂ蕊蕊津か垂碓適地た捌注坤孔歓荷廷︑皆さんの御
責任があり裂す︒叉響へて申しますと︑犬とか︑猫と承知の山内一豊の妻が︑平素節倹を致しました︒嫁
もの︑わることいたすこと言ぢさんきん﹂ちよもくをてうをつと
掌を︲
か申
しますやうな物が︑悪い事を致し弐しても︑少しし製した時の持参金を貯蓄して居りまして︑一朝良人

系んめい耐ういくおうところせいきかた︐６１い人ぐわはふ七くけつぅご︸

ない御方の方が︑多うかったのでござい裂すが︑今日運循環行莫レ不し反︒と云＃︿言もめります︒悌語で申し

きいませぬが︑全鵠責任なんどシ云＃︿やうな事を知らし乎レ爾者︒反し乎レ爾者也︒と云人言もあります︒叉天

狗かだはうおほこんにもいげん津つどまを

し

知らない人ばかりでごきい製した︒皆が皆きうではごすれば︑必ず幸一鵬の件ふものでこきいます︒所謂出

れなんだ︒責任と云ふことは︑ｒしう云＃︿事であらう︑かと云才︿やうな言もございます︒婦人でも責任を議しま

ひとみなみな・かならかうふくともない唯ゆる

ぜきにんわ八ことげんふじんせ託に人つく

な︑叉女子の天職と申すやうな事を︑何も知らないの誌し裂すれば︑必ず是には幸禰の伴って参りますもの
ことがらすこかん力︸﹂じ人まと
もい
でございます︒さう云人やう︽は事柄は︑少し功考へらであります︒古人も申し史した︒三年耕則有二一年食一

つ〃︑

﹃﹄

ふじんを者にんついおばなしいたすでこぐかおよしやこくみんぜきに人肯よし世苦にん主たつ敦
婦人の責任に就て御話を致します心既に圃家及び戯圃民としての責任︑女子としての責任︑叉妻としての
くわいおほひよ一ノほ虹をりもつたいへん沸くかうまうせ希﹂にん︑しゆふぜきに人は画せきにんきぅこ
曾がいう惨く 費用と骨折とを以て︑大鍾に畢校を設け責任︑主婦としての責住︑母としての責任︑勇
とあし
と姑
きぱ
ひ︲
て︑教育を施すやうになりましたのは︑此上もない幸ての責任︑色々責任 と云ふことを自豊して︑時と場合
こんにちいくせいおかたおみお・フぢよしぼんぷんまった
頑でございます．今日は畢生の御方も︑御見えになっに雁じまして︑女子の本分を全くせなければなりませ
たいへんけつこうけういくこれけつ︑ぶういこと
て居りますが︑大愛結構のことでございます︒赦育のぬ︒是は決して容易な事ではありませぬ︒むづかしい
このふＵんしんふじんぜきにん
しかし
江を
じんせいもくてキ﹂
じだい
どきいませ鰻時代には︑人生の目的なんぞと申すやう事であります︒併ながら︑此婦人が真に婦人の責任を
か雁らこ恥かうふくともなまゐ
ごとなにし
父たぢよしてん︲よくまセ
を

、

婦人の本領

ざしつかへかう・ず︑まをた︸

い宝お？舎なＬあながぶつ１つＩやうとみいう．

ても差支ないのでござい戦す︑幸禰と申し食す︲こ︑唯
Ｌ﹂ぴま

いいしんじ︽・うくいわいうかんえ・フ

今御話しましたやうに︑彊ち物質上の富を有するのみ
に止６受せぬ︒精禰上の平和を有することが肝要であ
あ淀がたいかかう易う作空・ふかつか入

ります︒狸ち大原高模に住みまして恥︑不幸を威ずる
袋たおほまたこれ瞳ん詮づせい

こ１とも亦多いのでゐ︐り段す︒叉之に反して︑貧しい生
くわついたいかくて言かうふくものすぐな

だの牡いくわつ玩びつえフ

ー﹄力じつさい

活を致しましても︑比較的幸禰の者が少くあり製せ
じつぜいひんし掌たのをひＬ﹂たくきん
ぬ﹄賞に清貧に虚して︑楽しんで居る人も津山でござ
とかｆけういく肯妻よしごＥろへいわえ
い製す︒兎も角も教育める女子は︑心の平和を得裂

し工︾い蕊しい生活と潟す必要が巾ります︒然るに賞際
ものかへつふ︵いはんもんため

しかし

じＬがくも人

は︑才智のある者は︑却て不平やら︑煩悶やらの為に
くる
か／がそとうば王を
苦しむやうなこともあるやうに考へ喪す︒蘇東波が申
じんせいじしいうくわんばじめ己一を
し談したが︑人生字を知るは憂患の始と申しました

まことよあたも

いた

がくもんいた︲

誠に能く常って居り製す綴併ながら字と知︐り︑畢問
もの海うくわ人な
さため渉くもん恥雫定
をした者は︑憂患を成るべく避ける麓に︑畢問を致す

かへつふへいはＡもんおこなかぎ

のでありますが︑どうか致し設すると︑挙問を致しま
これよほどかノ．がお

して︑却て不卒や煩悶を起すやうなことが鉦領とも限
かん渉

らない︑是は除程考へて置かなけ奴ばならぬことかと
考へ 喪 す ︒

口家庭は人生の極楽浄土□

九二

家庭と申しますものは︒人生の極楽浄土・三﹄ざいます︒故に女子教育

の目的は︑是は家庭韮離れてはなりませぬｃ女子振るものは︑淵利な・

極楽浄土の家庭ぞ造らぬければならぬｃそれが女子の天資でございま

婦人が家︾庭と遠ざかることの出来ろ世の中になりますろ傾きがありは致

すｃ併し文明になりましてｂ叉職業の自由になりまし赤に就きまして︑

しますまい幣勿論婦人の中には︑生涯緑付汀ずして︲働く人も必一要で

ありますけれどもｂ亦現今の勢ひで︑一般の婦人が結婚致しまして︑主

ひと致して見ましても︑一般に婦人は主硫になりますろことは必要でご

婦となりますろのが︑本位でありませうと思ひます︒一︑ア今日現今の勢

ざいます︒即やつ此女子の天資と致︐しては︑家庭にある上言ふと︑そ心は

今Ｈ時代の趨勢に仲れましてｂ杜曾的に働くこＬ︾も必要でありますｃ又

蒋式の議論のやうでありますけれどもｂそれが私は天然かを存じます︒

家庭の碓寝韮しますのも必要でありますけれども︐矢張り私は薄い道走

１やうう名．

．とくいことたくさん

口生活の妙味□

を治あると垂ふことド至るのが耐順序であら︑３がと思ひ土三１ｃ

辿りまＬく︐家庭韮理め談すことを︲出後獅に致しまして︑進んで圃家

ひと

人には一生の中には︑得意の事も津山ございます︑
またふじさあくわすぐな︐〆か戦いくわつめうみ
又不時の炎祇弘紗くあり談せ蝿﹄併し生活の妙味は︑

乏のこんなんうちかてんくまざはばｚハざん

うた

其困難に打勝つ黙にあるのでございます︒熊深蕃山み

歌がござい製す鯵︒

このうへつもゥ︲
壷フこと
憂き事のなほ此上に積れかし

−

かぎ

みちから

限りある身の力だめさＵ

こ字こんなんうちかなかめうみひ︲と
霞たひ人唖や強いくわつおもしる

此困難に打勝つ中に︑妙味があるのでどきいすす︒入
ひつえう
けつ
このやうゆうきもを
は此榛な勇気を有って居ることが必要であります︒決

ふう巷牡いくわつよみ

して富貴の生活が宜しいとか︑叉貧巻の生活は面白く
い

ないと︑小云ふこ︲とを︑言ふくきものではあり弐せぬ蜜

ハ

ふじんもくて・き

ぢよしみづどくｂソめいよえ︲攻たをとこ
女子が自から樹立の名誉を得やうと趣叉男子らしい
ほんちいもくてき
ぜいくわつつく
生活を造るとか云人やうなことは︑本来の目的ではめ
むく
にうわ
たつと
を人な
り散せぬ︒飽まで私女らしい柔和なることを貴び談
みさをう１な

ございまぜうＴｂ︑年が暮腫ま！一て︐寒くなりますろ頃でも︲我故郷か

題であり生ずがｂモウ旋行韮致して居りますろ間に︑どう苛一夫嬬暮しご

ら衣奄透ろ入会︐で︺Ｌ−もございまぜなん龍やう︒篤尋﹄いまずｃそれで︐

収が出来な噂〆﹂︑農だ単物であつれ受う一卜考へられ農すＪ是は誠に女ら

塞中隈なれば︑綿入の一？巳推へなければならぬが︑族に居る可ｂ︑そ

しい詩でございます︒それで夫が詩を作りま︐と＃ソ︑書見韮致しまし椎

リー﹂て賎ろのご・喋御塞呼りう琴ｂ︑どう郡粥ども費て上げやうＬＬ０斯

をして脇りましてもｂ女中

も無く︑夫婦暮しでありますろＬ︑起しても

う云ふ風に考へれのでありますｃ是斌大抵の人ならば．夫が久しく書見

まいＴｂ起きないと云ふやうなこＬ﹂もありませうけれど︲も心柔さしい人

口精紳の食物□

とかくぜいしんしうやうい

ど！よくもつか

寺一としちかづ

九三

た・ちましん

二週間も絶食を致し散すると・殆んど死に近付くやう

１うかんせつしよい・く

が︑此肉緩は︑一度でも食物ぞ狭き載すると︑忽ち身
たいすゐじゃくいたいばふつかみ︿かぜつしぷくいた
篭が衰弱致しますｃ況んや二日も三日も絶食を致しま
しうかん
ほとうご
すと︑殆んど動けないやうになりますし︑一週間も︑

このにくたい

兎に角︑精祁の修養と云ふ乙とが大事でございます

定いじ

に存じますｃ即ち婦人の徳は︑こんな所脹在ろやうに老へられますｃ

ゼありますｖＤ心撫夫が塞可らう叩︲ｂ︑どう沙伽誹でも上げませうＬ﹂︐

すが︑此詩悲見ますＬし通誠に私は細荊求ろの天資が︑十分に兇えるやう

今Ｈならば申すのでありますｃ香蘭犬人は︑誰も女丈チのやうに忠ひま

室たきよ

す︒叉清らかな操を失い談すことを︑婦人は目的と
じゆんけつせいしんやしな
するものではありませぬ︒飽までも︑純潔な精脚を養
あ︐ｒも

はなければならぬ︒

口香蘭夫人の詩□
私は梁川の門人で︑子供の蹄に︑姑雑参って鴫りましれＴｂ︑ちょっ
と御話韮致しまするが︑香闘夫人の詩があります︒此詩悲一つ御紹介致
します︒

四隣人巳定︒燈火夜閑瑛︒雪迦二月光白や
雲随風勢圃Ｃ家貧憾客久︒歳暴怯二衣箪や
鼓牛起章蛮粥ｃ思二謝吟坐寒心
に︑燈火が少くなつれと云ふのであり段すｃ是詩は塞夜待二外荊一といふ

と︑斯う云ふ詩がございますが︑此初めの句は︑モゥ夜が更けまし衣蝿

婦人の本領

I

』

これわれＩ︑にく解んよみ

嬬人の本領
段ゐ

瀧くか．うかた

ｆ１派くか﹄ぞうげふのら

になって参ります︒是は我々の肉眼で能く見ることが
できいんしょくきようきふおこたものすこ
出来ますから︑飲食の供給を怠る者は少しもござい
どか
︒ひじやうこ人ぱハいた
ませ砲︒一度炊き製しても︑非常に困憾と致し弐すゃ
こ画ろ１うやうい
うなことであり萱すけれども︑心の修養と云人乙とに
かんがへつ
なり設しては︑どうも考が付かないやうでござい裂
ときラトーせ︲．Ｌ入しょくもつおあたひつえう

す︒どうか畢校の方々は︑畢校を卒業されました後で
せい入しよくやつ乱を

じんせいひつえうどく

も︑時々精祁に食物ケー御輿へになることが必要であり
しよあるひかうえん

しかふじんしゆ７ＦＩじじやう

ます︒精紳の食物と申しますると︑人生に必要をる讃

ふじ・ん

書或は講演でございます︒然るに婦人は︑種々の事情
ひと冒すくな
普くしよいた
もござい或せうが︐請書を致しまする人が極く少５乙
雲たせく餅〃１い

かたすぐなわたくし

きいます︒叉先刻も言はれ裂したが︑婦人はどうも︑

かいくわい１釦つせき

つりと

ぜい→︼んしうやう〃Ｉふう

斯う云人曾に出席なさる方が少うごきいます︒私︲
とかくぴやうしんあまで詮をしあ〃いか︾
は兎角病身で穆除り出ないで申上げるのも如何でどき
い食すが︑どうか謡池江へ精榊確凌型江球を錘謹窄や
うにいたしたい︒此請書やら或は講演倉に出席をな

ぜんせい瀞たごかうえんお香乙小

きいまして︑先生方の御講演を御難になりますと︑非

じゃうしうやうこのし・可やうく必う
い

わたくしきばういた

常な修養になりますから洞どうか此修養の工夫をなき

ると云ふ乙とを︑私は希望致します︒

口婦人の本分□

九四

之起要しますろのに︑此婦人と申しますものば︑鼠面目なる生涯の生

活韮爵すべきものってございます︒先づ婦人は通例でございますれば．妻

となりましてｕ子供悲育てますことに晒本位起置くと云ふことが︑婦人

の本分でございます︒兎に角家政整理韮掌ろと云ふことが肝要でありま

になりまし士歌に︑斯う云ふのがありますｃ

す︒ちと例が異ひますかも知れませぬが︑菅原道員公の母堂が︑御詠み

いへのかぜ韮もふかせてしがな

ひさず衣のつきのがつらも話ろばザリ

どうか家風と云ふこと態︑高めて往きますと云ふことが︑肝要でござい
ます︒

口亘理は平凡に見ゆ□

モウ少し御話を申上げやうと存じまし赤けれども︑どうも私は病後で

是で失膿む致しますが︑総て員理には︑そ

つば無いものでありますが︑所謂道在ｖ通と申されてあります︒艮理と申

少し辛らくなりまし求？ｂ

しますものは︑却て平凡のやうに見えますｃ之に反して︑不健全なろ思

存じまして︑申上げまし求謬でございます︒是で御免韮蒙ります︒

うと存じます︒併ながら今日申上げました事は︑肝腎なろ道であらうと

平凡の口調で御話を致しまし求から︒猶更ら御蕊苦しいことであつ求ら

想は︑往々人延驚すやう．なことが出来ますが︑私は平凡のやうな事韮︑

』

I

︒

︑とか〃︑左とこつがふ主

と

ゆゑ↑こうへいしらみ

てかつて零﹄かだ和もしか式だ・なか窪みこ

公平でなければなりませぬ故︑それを公卒に調べて見
ゐこれだし沙え
みなだんしくうしゅん
ますると・皆男子が標準になって居ます︒是は確に得

こう︵い

うに言って鍔けば錘しい識ですが︑事跡と一尋ふものは

だものでないから︑兎角男の都合の好いやうにしたか
つがふよ
わたくし征とこ
も知れません︒私も男であり堂すから都合の好いや
し

て︑昔から僻説などにも僻へられて居ります尤も博説
掘令︽毎こし全
おほだんしつく
なども．多くは男子が作ったものでゐって︑女が椿へ

を殉つとでんぜ一一

こんぼんて巷
根
本的であって婦抵は梯燕であると一琴ふやうに説かれ

むかしでんせつつた

評議員高島平三

雨性の心理と児童︵同前︶

瀧場の方々こんな立派な講堂が出来まして其嬬人の爵の講演倉の始め
ての席上に於て私が御二人の女畢界に於て最も名辱め御ありになり且つ
御高齢の先輩と共に講演走致しますることは私の身に取って︑河に光楽
であると共に叉大に愉快とする所．重︶ざいます︒唯私の講演は甚だ拙な

い話でありまして︑皆さん方に轄別の御役にも立たないかと忠ひますが
此哩必要哩︶ざいまして今此虚↑卜掲げ史しれやうな題で調・へ求こと蓮︶

ざいますので︑それ韮申上げて御参考に供しれいと思ひます︒

口男女精紳上の差異□

つい

来て婦人は後から出来た︒

九五

ふじんいへご

して居る人もあります︒即ち英画のミルの如き筆者は

をひと︲ず趣はえいこぐ１１１１１１ごトーがくしや

婦人に男子のするやうなことをさせれば︑婦人と錐も
元しかの今・つぴぶく
鈴奉るかも知ればい・確に能力はあるけれどもさせな
︲︑ざろんＬゆちやう
いから誹罪なかったのでゐると一毒ふやうな議論を主張

ふじんたんし

もし

手勝手の定め方であると思ひます−併し叉︑中には男
たいおん潅はうどうじやらだんぢよちが誰つだしやくわい
ても大さう女の方に同情して︲男女の違ひは全く吐曾

男子の方が先雲

出

しゆＰｆｌじじやらちがためかば令

男女の精神上の連ひと云ふことは︑生れ付き自然に
密ど己髭と匡
齢燕て跨るものであるか︑それとも男には男のするこ

い

をん注君ん芯いしゃくわいしごと

で種々の事情の逢った篤に鍵２Ｌ来たのである︒若も

だんぢよせいしんじゃ全ちがいう匙つしぜん

郎

と︑女には女のすることシ云ふやうに︑赴曾の仕事が
．
だだ
んん
ＩＩ
︑︑
ぶぶ
んん
くく
わわ
きき
たため
め毛
毛の
のじ
じじ
じや
やら
らか
かば
ば§
§
段々分化して来た鱈に︑其事情で愛って来たのであり
む かし い ｚ
ス
いづ・
ますか︑何れであるかと云ふことに就ては︑昔から諏
極

男男もかで仕し
子し大鴨らあ事置
は概#種
が

いるがくしや為ひだざ
きろ
るんいづ︑
・たいがい
梯
郁畢義の間に議論がございますが︑執れにしても大概
減
減ん
んし
しはは
うう
ざ ざ．で曾ふじんあとでき定んし

さ

雨性の心理と 兇童

に

雨性の心理と児童
だんぢよち沙こんぽんて琶

な言元言や今やうちが

男女の違ひは根本的の§のでは無く︑全く境遇の連ひ
だんしふじんぜつたい

より来るのである︒それゆゑ男子が婦人よ似も絶封に
ま
さをい
・もんだいにくちからたんし
優って居ると云ふことは問題でゐる．肉の力は男子の

はうつよず地はだんし．わんワよくつよためふじんあつ︾ず︑

ふこう︿いこ

だんぢよ

い

なやうふじん

方が握い・即ち男子は腕力が強い潟に婦人を腿伏して
を

居るのであるから︑かシる不公平の事の無い榛に婦人

だんしおなけんりあた

言嵐噂；鱗Ｉ準嘗繋どぅ膨灸参総こん電典

にも男子と同じやうな権利を輿へなければならぬと云
ふのです︒之が有名なミルの男女同権論の根篠となっ
を
て居るのでございます︒
しか
せいは勺たい笠つたかくしや．
併しながらそれに正反掛の説を立てる畢者もありま
これおほドイツがくしやたと
す︒是は多く燭逸の皐者です︒例へばメーピュースと
曇ふ耐癖蟻琴池姫君はいけ嬢端に癖地を蕊鍵して唇ます
げんぎいありさまを人躍せいし入せんばく

固より故意に悪く言ふ謙では厭いのでゐり主せうが︑

上じんちやらどこどもせいじんちゆ今かんくらぬを

現在の有機では女は精神が浅薄なものでゐるが男女の
ざゐぺつしやくわいじじやらとうおこ
差違は別に吐曾の事情等で起ったものではないミ少
いあや注をぼんらいぜいしつご︲とみ︾
の言ふとは誤って居る︒本来の性質が異なって居るか
しや︑くわいおいいる７１１もがｒ
ＩＩｌｌ．げんいんけつ
ら吐曾に於て色々違って来るのである︒ミルは原因結
くわちがをふじんい
なうずゐしんけい卜う§
果を連へて居る・婦人と云ふものは︑脳髄神経等より
しんたいご弓きうをたすべ
だんしおとを
身鵠の構造其の他総てのことが男子よりも劣って届
い

・る︒婦人は丁度子供と成人との中間に位して届るもの
だんしせいじんゐちたつ
震で︑男子の成人の位置まで達せないものであると云つ

な

せいしん寸のう

てんさい

異るたか

のであります純粋のヱムならば天才でゐって最も高
せいしん昔のうい︑↑．ぱい︲是がだんＪＩ１さが
い精祁機能を有しダプルューが入るに随って段々下る

じゆんすゐ

でなく良き性質精紳の高い働きがあることを意味する

よせいしつせいし人たかはたらいみ

い

女を指すのでは無いのです︾精神機能からいふのです
ゆゑうち
たくさんわけたくざん
それ故Ｗの中にもＭが津山ある課です︒ヱムが津山あ
か画たくざ入
ると云ふとお金が津山あるやうですが︑こ塾ではさう

蓮ん雄さ

−は弓昌一︶即ち女の頭字であります︑併しこれは肉篭の

逗さｕ蔑睡窪ん淫忽らじしかにくたい

マン公ごかしら配し
二匡三と云ふ語の頭宇でゐります︒さうして︑ダプルュ

其ダプルューの方を馬鹿であったり未護達の状態にゐ
はんたい才鰹はだんしあら
るものとするとその反封はヱムで即ち男子を現はす

毛のはうばかみはったつじゃらたい

ダプルュー︵Ｗ︶とし︑一方をヱム︵Ｍ︶とするのです︒

ぱう

由に基くと説くのです︒それは人を二つに分ち一方を

いう画とゴ．とひとふたわかぱう

篭の相違から見るのは肇問的でない︒人は唯一の種類
であるが．華極の嫉鐘のまひと一琴ふのは次のやうな理

つぎｂ

たいざうゐみがくもんて言ひとたましゆるゐ

つ
とくぺつぜつ左をだんぢよＬ人
付かぬ︑特別の説を立て塾居ります︒それは男女を身

叉填太利の畢者ワイーラゲルと云ふ人は何もらにも

宝たオーストリアがくしやいひとど

居膿りますｃ

み﹂

う云ふ見方をして婦人は男子よ︐り劣って居ると言うて

い〆．かたふじんだんしおとをい

燭逸の畢者で有名なショッペ﹀スゥヱルと云ふ人も斯

ドイツがくしやでフめいいひとか

てへ大層婦人を低く見て居ります︒もう一人はこれも

たい七うふじんひくみをひとり

九
六

｜

こりろぺつ

・はくち

わけ

だんぢよわかたう進宙つどか鯉

やうにせよ︲一と云ふのがあります︒これは女と云ふものは︑河でも鞭で

が︑その言葉の中に︑﹁お前は女の灰へ行く露それならば鞭韮忘れない

叩いて言ふこと韮聞かせなければいけない︒男は叩いて女諾服従さぜる

ものであると云ふこと韮暗示して居ます︒

叉印度の祁話の中に面白い話があります︒是は別に婦人慈善く見るの

むかし

ゲル一人の説であって︑其説に賛成する畢者とても無

る︒

葦の繊弱さと花のさ

九七

．げんいんなにいた
それでまめ
原因は何に致しましても舗畦癖需に雑録

口今後の婦人問題□

で作つ誰ものは男子韮本にして起りますけれども︑今のやう叛ものもあ

龍ことにもなり設せうし或は善く言つ衣こと限もなりませう︒男子の方

することもあると思ひます︒つまり斯う云ふ風なことは婦人を悪く言つ

意味を以て解鐸しますると確かに縮人の誠になることもあり叉誇りと

のから女韮作ったといふ奇抜な榊話でありますが︑此中にば現代的の

酷と火の暖さ︑雪の冷さと樫烏の鱗舌及び鳩の疏肇﹂と云ふやうなも

孔雀の虚誇と雀の胸毛の柔沙さ心金剛石の硬さと︑蜜の甘さ︑虎の惨

ばり︑葉の軽さと牡鹿のにらみ︑陽炎と雲の涙︑風の浮燕と兎の臆病︑

を蛇の曲り︑木の皮のたばやかさと草のそよぎ

す︒然らば︲どんなものであるがと云ふと斯う云ふのです︒司月の固さ

其材料がなく仕方がないから種々の物を採って来て癖へれといふので

と男とを作った︒所が之が侭に固形物韮皆使ひ護して心女宅作る畦にば

にも取れる面白いことむ言って走ります︒それは昔紳様があって此世界

でもなく又悪く見るのでもないのですが︑考へやうに依っては深い意味

雨性の心理と見童

ンハウエルやニイチェなど・てあります︒ニイチエも濁逸の人であります

︑

あります︒叉其反封に大さう婦人韮低く見求人は前にも述・へたショーペ

加減に婦人宅讃美し汝のでなく確に婦人はさう云ふ力む有って居るので

の燈であると云ふやうに婦人韮讃美して居る人もあります︒是は唯宜い

事業の保護者であり︑男子及び人道の教育者瞳家庭夫婦及び圃家の秩序

術と守云ふやうな文化老表徴し・赤ものであり半きう︒叉女は音楽︑美術

争話するやうなものではありまぜん︒永遠の女性と云ふのば宗教とか蕊

せん︒露西亜には女の兵隊が出来末けれども︑元来女は兵隊となって戦

したのでありませぅ︒戦争をすると云ふことは女性的のものではありま

種の解鐸もあり主せうが︲つ誤り人は段々進めば女性的になること韮示

スト︲ゐ最後に﹁永遠の女性﹂と云ふことむ稲して居ます︒この語には種

き畢者は寧ろ婦人起高く見て居ます︒殊にゲーテなどは名高い可フアワ

あり︑又非難する人もあります︒例へぱ濁逸．てもゲーテやシルレルの如

一寵男子が婦人韮見る見方限は色々ありまして︒大さう讃美する人が

口男子より見たる婦人□

た説でゐりますや

ぜつ

いやうですが︑昔からの男女の分け方の中で最も錘っ

にんせつ毛のせつさんせいがくしやな

一﹂

別でなく心の別であるとするのです︒是れはワィニン

くつ

ります︒兎に角かう云ふ分け方をして男女の別は性の

とかくいわかただんぢよくつせい

のですが︑継耀のダプルューならば白痴になる課であ

冷

雨性の心理と見童

い

こんぼんて強ち群たしか

その定いみぷん誠や分やうよもが

九入

ご盈握もせみさうすしぞげふもんだいつい渡〃ぢ室くＺけい

けんきう

そのて含たうきるしよ

もつ全たいせつ

をしやくわいしふくわ︽

じかんゆる

望たひとごしだう

おも

ふじんもんだいかい

てっていお庭趣し

う︿和いごさんかう

一盤男女綾育の時期には鮭程年齢Ｆ差異がございまして︑男子の年数

口男女蕊育時期の相違□

とが出来れば幸であると思ひます︒

行なさり叉人を御指導になる上に於て御参考となるこ
おも
で昔さいはひ

かう

話致しますことは時間が許しませぬから徹底した御話
もしみなだうとくじつ
ふがのやう
は不可能でありますけれども︑若も皆さんが道徳を賃

駆逐しいた

けの根篠が無くてはならぬと恩ひます︒婦人問題の解
ふじんせいりしんｂこんぽんすわゆ
けつまた
没も亦さうです︒婦人の生理心理の根本から進んで行
おも
つどたいせつ
くことが最⑲も
大切であると思はれます︒わ識しの禁確お

こんきよな

やうなことで︑人が之に服従するものではありませ
まんぞくけいふて
ひと
ん︒どうしてもそこに人をして満足させ敬服させるだ

ひと．これふくじゆら

知の通り昔から定まって居る牡曾の習慣だからと一尋ふ

ちとほむかし諺

することを忘れないやうにすることが最も大切なこと
みなさまごしよ公
も
であらうと思おひ
ます︒鐸礎錘癖と一一ふことも皆様御承

わす

の開係の違ふことを研究しまして︑其適営なる所に虚

くわんけいもが

がくしや全尤逓のたはうめんがくしやしゆ４．１〃んきうを

ひじやら蓉ようみもつゼいやうしやくわい

今日の戦争が潜んだら職業問題などに就て男女の開係

や﹄且ど

こんどせかいてむたいぜんわかゐ死も毛わ源

こうはうきん藍みなふじん

尭つ允どう

い

を蕊しましたならば︑錘らくは根本的の違ひも確にあ

がどうなるかと云ふとは非常な興味を以て西洋の赴曾

ち炉 ひ

おなで９亘方だんしふじ人とほ

０しや↑ふい和な垂や亀︑うおふじんだんし

りまぜう︒幾ら賦曾の同じ境遇に置いても婦人が男子

畢者や叉其他の方面の畢者が種々研究して居ることで
くわ邸く炉畢全だんぢ鶏
ありますが︑それがどうあらうとも︑科畢上から男女

い︐

と同じやうになることは出来ず︑又男子が婦人の通り
こんぼんてき・
になると云ふことも齢奉ぬでせう︒かやうに根本的の
達はあるけれども其大部分は境遇に依って逮ふのであ
ふじんやくた︒い
って婦坤には齢燕ない婦人は役に立たぬと云ってをつ
た事でもさせて彫れば鋳螺跡奉るものであると一尋ふこ

とは此度の世界的大戦でもよく分って居ます︒抑も我
その
鯉に醤遜溌浄が雛けて酔識五十霊になりましたが︑其
かんふじんしんぼたうていむぜさうぎうで寺

いちい定いへんどう考たげんざいおい

間婦人の進歩は到底昔には想像の出来なかったことで
ことせんごだんちよじゃらたいせかいれきしはじ
ありませう︒殊に戦後には男女の妖態が世界の歴史始
まって以来の大鍵動を来すてございませう︒現在に於
ても癖無が︑鍛綜島の鯉も邦てぱ錘華の斡塗にもなる

いうびん色やくふいばわる
だんし

郵便脚夫にもなれば︑鐸砿も鐸ぐと一蚕ふやうに︑所謂

男子のやった後方勤務を皆婦人がやってをりますか
だんぢよくまつい司匙で︽君
いくす裏

ら︑男女の砿別は今迄より減って来たのであります︑

Ｌか

併しそれは幾ら進んでも全く同一のものにはならず︑
えいきうふじんやはふじん君や全しよもつすべ吾座淀んし

永久に婦人は矢張り婦人の長所を以て総てを行ひ男子
しやも い鴫幸今
は蕊その窪脆を雛て世に垂つと一尋ふことが︑斌曾が常
定いかへＬ人ぽう︽たいせつ
態に復って進歩する上に大切のことでありませう︒

串

「

1

が紹鋤の規則になろ課でばありまんが大篭斯の如く進んで来るのごす□

と見ることは出来ませぬがｕ要するに或る蹄には十七年も男女の差が生

勿論人種に依っても個人に依っても逢ひがありますから決して一定不愛

ずることがあります︒男子の六十年が嬬人の四十三年に祁常する時は丁

Ｆなるとまだまう少し位違っても宜い位になるのです︒

ば堪︺

初め十五も年が逢ふと齢りＦ御爺さんのやうに恩ひますけれども六十位

度一番男女の差の甚しい時です︒それですから夫婦になります時にも︑

って段々と男女の睡別が付いて来ます︒少年少女期と云ふのは男子は七

口男女の精紳作用□

す要ワや分睡いしんｂつ

それから進んで雨蛙抄心理に就いてお話いたしませ

．しかこんに弘ふじん４木いふじんしんり

う︒併し今日は婦人の曾てありますかじ一婦人の心理や一
・たいしゃららい
これだんしひかく
しゆ

は芯し

ぜいし御さようだんしふじんすさゐ

まを

主としてお話いたし之を男子に比較する︒一鵠従来は

︲けつ

くは

青年期の男子は二十年から三十二年迄︑・女子は十五年から二十四年迄

を

すべての精祁作用は男子が婦人に勝って居るやうに申

して居りましたけれども決してさうではない．詳しく

しらみふじんはうまさゐてんいく

むＬ

はうおほ

調べて見ると婦人の方が優って居る黙が幾らもあり︑

寧ろその方が多いのです︒︲

先づ理智の方面を見ますろと︑感蝿の中で婦人の方の優れて居るもの

口理智の方面□

は機餓膨聴琵︑感蝿的判断等ですｃそれずワ直覚力即ち何か一寸見聞し

九九

では仕方がないが︑同じやうに教育も受けて同じやうな溌育をして居ろ

てすぐに全膿悲理解すると云ふ力は婦人の方が優って居ろ︒無論愚な女

れで経るのです︒それから性慾の失くなるのが六十二年から七十五年是

雨性の心理と見童

是は濁逸の皐者のデンヶルと云ふ人の調査でありまして︑必ずしも之

ちらも六十五年であります︒

は男子の方で女子は四十五年から四十八年の間です︒老人峠なるのは何

あって五十年になっても子供の出来る人もありますけれども︐大概は之

四十五年と云ふ昨期七あります︒無論人に依ってもつと遅く迄縦く人が

ます︒叉生産力の消滅は男子は六十年から六十二年女子は四十三年から

十五年から六十二年の間であって女子は三十五年Ｔｂ四十四年迄であり

来て来ます︒それＴｂ初老と云って更に進んで参りますろと︑男子は四

女子は二十年から三十五年迄です︒其頃には男女の年の差が最も多く出

の間怨いひます︒それがら中年といふのは男子は三十二年から四十五年

同じやうに讃達して居る課です︒︲

こになるＬ男子と残ど五つの差が出来て来ます︒十五の女と二十の男と

は十五年から二十年迄の間︑女子は十三年ザら十五年迄・てあります︒こ

風の女になり︑男は風山男になると云ふ時期が来るのです︒それが男子

年から十五年︑女は六年より十三年であって︑それから破瓜期印ら女は

鵡いふのです︒之が女は六歳七歳を過ぎろと云ふと少女と云ふことにな

ふのは男女の匡別なくして男も女も同じやうな精紳作用を有って居る間

そ一歳から七歳迄心女子は一歳から六歳迄であります︒第一見童期と云

いのと遅いのとありまして例へぱ第一克童期に於て見ますろた男子は凡

宛取るのであって誰も一度Ｅ一つ取る人はないのですけれども登育の速

ど女子の年数とは必しも同じ雁行って居ない︒尤も何れも年ば毎年一つ

1

琵幻覚などが男子よりも諦人に多い︒一番近い例は芝膳の掛合であり

ちのとしてば直畳力は男子より婦人が優って居ります︒知琵の中では錯

●ても皆そのま卜によく記憶でろのです︒殊に日本の文化に取っての大恩

後の方が盛であります︒年雛月日のやうなことでも︑叉文字や数のこと

論理的に受えるのと機械的に覚えるのとの二種ありますが婦人の記憶は

それから記徳は礎に婦人の方が男子に凝って居ろ︒尤も記憶の中にも

−０○

農すが︑婦人は劇場の舞窒に出て来る種々なるものを覧ると錯覧が嘘ん

人である︑稗田阿膿と云ふ人も︑多分婦人であらうと云ふことでありま

雨性の心哩Ｌ↑包猛

ふことには種奄の原因もあり裳せうけれども錯覚が男よりも盛んに作用

限作用して来てもう全くその中に引き入れられろ︒婦人の芝居好きと云

記憶して居てあれだけの事を暗諦したのが今日に褒ってゐろの・てあり・裳

すが御承知の通叫古事記一旦は焼けて仕舞ひましたのむ阿濯と云ふ人が

すが︑婦人の記憶は確に男子よりも勝れて馬主寺ｂそれから想像も亦婦

するのが大なる理由でありませう︒例へぱ芝居で落ちて来る花は異の花
ては少しも面白くないが︑それ怨掠へれものでも何でも本嵩のやうに見

人の方が優れて居ます︒最も大きな計謹態したり物韮考へて作り出すと

ではない紙が藩ちて来るのであるが︑それ走紙が落ちて来ると思って居
てこそ面白いのであります︒それＴｂ背最Ｆなって鵬ろものも板Ｆ青や

ふのは何沙物走見放り聞いたりすると自稜的に頭に出て来る類の想隙●て

す︒それは男子よりも女子の方が優れて居りますｃ是れは善い場合も悪

云ふやうな創始的想鰻は婦人の得意とする所ではあり串をん︒こＩＦい

い場合もあります︒邪推すると云ふやうなこともこの働可ｂ起るのであ

赤で種々塗ってあるものもそれを其侭に兄士ら馬鹿燕士ものであるがそ

に面白くなるのです︒縄て小説韮読んでも美術を凡ても此錯覚がなかつ

八とまるで一緒になってしまふｃ斯う云ふ心になって始めて芝居は鼠賞

男子ｒ↑リ婦人の方が速いｃ自分が今有って居る知識に基いて新しい経験

ります︒それＴｂ類化作州と申しまして︑物怨兇附して理解することも

れ延春の景色とか夏の景色とかす・へて其景色の中に入って自分が舞窒の

寺娠ならば︑斯う云ふ享楽をすることは出来ないのです︒男子は兎角さう

部分を示され衣りすろと之に由って全鐙が現はれ或は全隙其心になって

それから叉暗示性或は椎感性とも申しまして︐何か一寸見聞しれり一

雄類化し結合して行く力は婦人の方が得意・てすｃ

五ふこと準批評してあれば賀際と逢って居ろ︑あんな馬鹿戴犬雪があろ

もの可あんな風雁雪は降って来ないと通あれば花の色起して居ない
とザ云って種々に非難しれりします︒これでは無論錯麗は起らない馬鹿
須求やうな感じがしますＴｂ︑随って芝居がそれ程面白くないのです︒

かつ放り︑或は何か人浄ら言はれれりすると瞳ぐ其筑になるｃ婦人に暗

しまふといふやうな働は婦人が殊に男子に優って居ります︒催眠術にザ

示性の強いのは其長所で叉妖勤でありますｃ身分のある婦人が菖引をす

叉幻艶と云ふと錯覚と逢ひまして︑何もないものがそこに出て来たり
れれりしよす︒茜に之が見えろば誹りでなくその霊が蝿える事もありま

の物に心牟動誹されて平素の心が全然滅茶Ｉ︑になり或ば人の爵めに誘

ると云ふやうなことが時々ありますが︑これも暗示性が強い偽めに眼前

も︐ろのですｃ例へぱ幽霊が出土リ怪物が見えたり或ば怖様や祁標が現は

す是は多く病的の場合でありますけれども．健全の人にも詮リ一事に熱

惑されて之に階ってしまふのです︒其代り善い感化も受けろ課でありま

心すると幻擬の起ることがありますｃ男子にもさう云ふこともあります
けれども女子限はそれが多いのです︒

P

「

すｃ次にば夢韮見ろこと之も男子より多いｃ催眠作用も男子より女子が

憩いｃ談話も婦人の方に多いｃ而Ｌ之も演説とザ誰演と沌てなく︑只僕
舌することですｃ凋逸のレッシングは女のお焼舌ば祁様が空気の沈滞し

ないやうに唇韮運動せしぬられるのであると云ふやうなこと態言って居

ます︒古今東西に限らず︑女は話が多賂談話ば知識起進めるに大切で
ありますがｂこれは端人の長所●てありますｃ

口感情の方面□
をうふじんはう

どっかえんぜつみ
やす

ずなほ

たふ罫

だん７ｆ１達ん錘い

語電どを使って演説して居るとパタノ︑倒れるもの動
びっくりおほさわ
出来ました︒それで吃驚して大騒ぎをしましたが︑少

し

窪つだふじんだんし・

い

し休ませると直ぐ癒るので︑衆れゃら段々鐘と云ふも
しぢよしい
のを知って女子と云ふものは長く立たせて置くべきも
こしか
のではない・腰を掛けさせるべきものであると云ふこ

とを知ったといふことでありますが全く婦人は男子と

ち邸．ながたおひじや全がい

れいぎ

ゑいせいじゃらふじんこしか

達って長く立たせて置くと非常に害があります︒これ

なか

〜ゆづ

ふじんたゐ

は濯儀ばかりでなく衛生上婦人には腰掛けさせると云
たうぜん
ふことが営
然であります︒癖るに睡零に乗っても擁諦

ちうい

とかく

ふじん

い

しや全ちよ

蛍どあいら・くあいをよくとうとう上圭全これぶ

またきよえいしんだんし・

､

かんじや全はうめん

たいひと

が却々譲らないで婦人が立って居るのもありますが︑

あまながたゐしっしん

除り長く立って居ると失心することさへありますから

にな︑り易いものです︒
すぷじゃうちよさようざかあら

い

それから総ての情緒作用が盛んに現はれます．情緒
じんおいつよ

しやくわい二やうぐ︑︑巳やうふじんつよにほんやわいこぐ暦う

人に於て強いのです︒叉虚築心は男子にもありますけ

れども吐曾の境遇上婦人に強い︒日本でも外風でも同

ヤブちひを八郷こき恥いふうゐぢやら

【】

それから威情の方面になりますとｂ一層婦人の方が

だんしまさかんどうせいおほもを

けつえ菅哩啄んくめん

男子に優って威動性を多く有って居ります︒一隠人の

かん迄やらしんたいないざう暫くわんくわんけい

威情は身惜の内臓機開と開係がゐ︑ります︒血液の循環
さいき
きようＬ〆きうぱいざうあるひちや︒ゐ

い

せんせいだんし

やす

注意せねばなりません︒兎に角かういふやうに婦人は
かんどうすぐ菅ぜつい
チョットした威動で︑直に気絶すると云ふやうなこと
かんどうやす

作用より応臓とか肺臓とか或は腸とか胃とか一切の機
ないざう暫くわんなうずゐくわんけいた
くわんくわんけいゐ
閲と閥係して居ます︑内臓の機関と脳髄との関係を働
かん 幕ら譜はたん哩ゆんほとな
つと威情は極めて単純で殆んど失ｆなってしまひま

と云ひますと︑喜怒哀楽愛悪慾等の総瀞ですが之が婦

ないざう暫くわんふくざつ

す︒↓内臓機開が複雑であると︑どうしても戚動し易い
Ｌかふじ人だんしひないざうふくざつ
のです︒然るに婦人は男子に比して内臓が複雑でゐり
かんど弓ぜいつよこれため労せつ
せんさい
繊細でありますから威動性が弧く︑之が潟に気絶する

しゐ

ふじんみづか
いちじる
と云ふやうばことも著しいのです︒婦人はそれを自
しともだん心
あかうとうぢよがくかうおん雄けいけん

ら知ると共に男子もそれをよく知って居なければなり

ませぬ︒或る高等女畢校で女に経験のない先生が男子

○

様ですが小さい女の子でも締麗な風をして居る淫お鍵
ひいざ全
ひと
さまとかお姫様とかいうて人があがめますが︑汚い着

一

おなぢよしとりあつかな解おひだだしきかん

一

と同じやうに女子を取扱って長い間立たせて六ヶ敷漢
爾牲の心理と見童

、

1

爾性の心理と見童

もひとききれいゐひとほ

も
の君をたれかまい・ふう
物を着て居ては誰も構ひもせぬ︑と云ふやうな風であ
けいけんしかがくもん

りますから︑小さい時から碕一腿にして居ると人が褒め

O

し

をん沌︐つみ

学ん丞こうげき

ひと

を人芯

おほ

い

ばん

ゐとき

あら

窪や会ぐうゐじいうばんゐ

かんじやらばく

ひじや合しやらげき暑﹄む減むちゆ量

おほつきう蚤ていじ言かんじや凸

はさう云ふことが多く︑月の中一定の時期に威情が
ばにく
はっくい．しかたれ

い

いのであります︒是は特別の境遇に置かれた婦人にさ
たとかんごくゐぢよしう
そう猫は
う云ふことが一層多いのです︒例へぱ監獄に居る女囚

これとくぺつ雪やらぐうおふじん

選と申しまして︑非常に情が激して来て︑無我夢中に
ぜん﹃﹂ぱう竜やくいふじんおこ︽︲す
なり前後を忘却すると云ふやうなことは婦人に起り易

はっま参

子よりも多いのが一般であります︒それから感情の爆

し

す︒若し女子がチャンとした境遇に居て自由の範園に
せいくやつゐぱあひ寸丞はだんしおな畢晶らぐうおゐ
生活して居る場合即ち男子と同じ境遇に置か奴て居る
ぱあひ
どう世やられんあいい
ぢぶしおいだん
場合には︑同情とか感愛とか云ふことは女子に於て男

もぢぶし

にならず睡迫を受けて居る時はそれが現はれないので

あつばくう

しぶん哩やらたせいじぶんじいう

それから同情︑慈悪︑哀憐なども婦人の長所であり
かいちゃ睦しや会ぢよしぼんちい
ます︒斯う云ふ一麗しい情が女子には本来あるのであり

なんい

みあ

せいやう亀ん淫いたいぢよし

かへ

ふかへみ誉６の
しか

爆謹して来ると云ふことがあります︒併しそれは誰で

ふじんおほいしゐ

ませぬ︒

やすけいかうだんし

が識いのです︒併しそれを女の罪にして女を攻撃する

もと云ふ課ではありませんがかうなり易い傾向が男子
ぢ韮︑今︾ほう

いわけ

のは不公李でゐると思ひます︒男子がさう云ふ着物を

よりも婦人に多いと云ふことを知って居なければなり

昔ゐ

ふこうへいおもだんしいきもの

着て居るものをチャホャしますから女子の方でさうな
もぼんしあまきものきかざ
ってまるのです︒若し男子が除り着物を着飾るやうな

つよ

や飾りに重きを置くのです︒かやうに女子には虚柴心

かざ狗もおちぷし雪柔えいしん

あ

はなく西洋の女にもさう云ふのがあります︒一篭女子
だんしはうみ
ならぱ男子の方を見きうなものでありますが︑却って
どうせい
同性の６のに逢ふと振り返って見ます．それほど着物

って見合ふことを書いてをります︒日本の女ばかりで

とか何とか云ふやうになります多︒ワィニンゲルも女は
み．ちある
おなとしころをん煙であだがひらしみふかへ
路を歩いても同じ年頃の女に出逢ふと互に後を振り返

かにほんをん獲

番都合が好い︒直ぐに人の目に付いて彼の人は碕一麗だ

ばんつ渉ふよすひとめつあひときれい

いたらどうか知れませぬが︑そんなことをすれば人が
やはきものひとちういひ
わら
暖ふだけであって︑矢張り着物が人の注意を惹くに一

も曾埋へんだうとくかいふだつお

へぱ電車に乗っても彼の人は道徳家だなど刀云っては

ますけれども︑自分の情は他に制せられて自分の自由

どうしやらじけいあいれん§ふじん雪やらＬエ

ものを妻に持たぬやうにすれば女子の虚築心は少く煎
弐やらぐうく嘩起らたＬしうやう
るでせう︒これこそ境遇から来る働きで確かに修養に
よ
なてほ
依っ
直すことが齢奉ます︒

つ室もぢよし君よえいしん寺＆錘

二

呉れない︒若し胸の遥に道徳家と云ふ札でも付けて置

でんしやのあひとだうとくかい

て呉れるといふ経験をするのです︒然るに畢問がよく
ぺつほかあらたと
まも
緋奉ても鐸識をよく守っても別に外に現はれない・例

一

「

ひじゃ今あいかばまたひじや全ざん

？宮いげ義せい鋤ゐび

これなんためい

い

い

︒ものかろ７やＩ

とは考へずに華猫を擁むと云ふやうに︑物を軽々しく
かんが

です︒何虚の画にもあることですが︑女は立派な醤者
に掛って居りながら倖虚のお猫を瞬くと窪いと云ふや
うなことを言はれると︑鐸掘に織蔵の犀るなど云ふこ

どこＩに金ん趣ｐつばいしゃ

か画をい

ざんにんせいぢよしだんしａさを
それから残忍性も︑女子が男子に優って居ります︒

つよい

是は丁度前とは反掛ですが︑つまり善にも強ければ悪

これ丑やらど虫へはんたいぜんつよあく
︸堅●て︑

にも掻いと云ふやうに非常に愛する代りに叉非常に残

し
んおほ
信ずることが多くあります．

せいぢよしつみくわ定いせいゞもの

酷なことをするものがあるのです︒次には易激性或は
趣鍔癖と云って確かに仲けて擁し鍔く︑鐸ぐ織るとい

口意思の方面□

い

ゐ

でも肩が張る︒誰も肩で本奉謹んだり扇で考ヘホリする人はないけれど

うに因となり果となるのです︒唯ヂット考へても肩が張心︑又本韮讃ん

居ろとそれが膿に反感して思想が起り︑思想が起れば口起喋むと云ふや

て居るｃ口韮開けて居てば物事ば考へられませんｃ口韮チャンと締めて

韮付けて見ればその厘別は分ります︒何か物を者へて居る畦は口走閉ぢ

分がろ課です︒尤も鼻の詰って居る人は口態開けて居りますがｂよく黛

口を開けて居弐す︒一寸電車に乗って見ても共人が馬鹿か捌巧がは大抵

肉の作用がないと智慧が働がないのです︒馬鹿の者はその筋肉が緩んで

かい筋肉の作用に依って智慧が働くのです︒それですから一切細かい筋

関係して居るのです︒顔の筋肉殊に唇とか舌とザ叉手の指先とか縄て細

筋肉と精祁とは直接の闘係を有して居ります︒それで智落は補助筋肉に

で今の畢術上ではさう云ふものは認めないのであⅦ４︽す．身髄の中でも

なしに作用する精祁はありません︒若しさう云ふ心があれば幽霊か何罪

ます︒一鎧人の心の作用は皆身龍Ｆ関係して居ます︒少しも身髄に関係

次に意思の方面になりますとｏ是は婦人の方が弱いと云ふ理由があり

ふやうな性は女子に謹い︒それから過大性というて物
ぢよしおほ
識を輝きく鐸へたり言うたりすることも女子に多いの

この
ｔことでも舞錘だ﹄︑と一云ふ癖は一瞬に鐸
です．す
少し

しおほ？︑なんあめふ曾

子に多くあります︒何でもない雨が降って来たことで
ぱ場め
ひ多獅
ほでが
じ
つ術
も輝鎚だと一蚕ふやうな
合が
いの
すく
︒そ
れゆ
で畢

ことふじんしるよほどわｂぴ者み

の事でも婦人の記したものは︑除程割引して見なけれ
ぱならねやうにいはれて居ます︒是は何の麓かと云ふ
けつわるいみやはかんじやら

宝んぷくと誼ものた恥たぎ巷

うよ

と決して悪い意味ではないのですけ恥ど︑矢張り威情
が張いからさういふやうになるのです︒通塵お魅が琴
ゐとむに通りめしもち
ひじや全うま
いて居る時には握飯一つ貰っても非常に旨味いけれど
も︑瀧腹の時はこんな物を誰が食べるものか気が利か
おなつ象かんつょ
ないなどシ一蚕ふのと同じやうに︑詰り感じが識いから

過大にも恩はれるのです︒それから破壊性即ち物を打

くわだいおもばくわいせい寸淋は１噂ま

ごは姪いだんしぢぶし猫ほまたなら

ち殿す性が︑男子よりも女子に多く︑叉すねること並

めいしんけいしんだんしぢよしおほ

＝

びに迷信︑軽信といふことも男子よりも女子に多いの
雨性の 心理と兄童

○

I

叉適腰性と云って画何ども其境遇怪適するやうになってゆくといふこ

一○四

も・老へると肩にある小さい筋肉が緊張して来るのですｏかやうに智慧

があるザら蝕所の家に行って・其家風が自分の家と違って居ても・それ

とば婦人の長所です︒是は誠に婦人に取って結構なことであってｂ此性

雨性の心理と克童

が作用するには筋肉が作用するのごす︒感捕もさうであって先きにお話

ことは出来ないでせう︒それから責行力も婦人の方が強い︒是は畢校で

です︒若し婦人に此性が扶けて居たら通も齢所の家風の逢った家に居る

に適するやうになって忽ち塗って行くことが出来︐大さう都合が好いの

しまし衣やうに臓器と種々に闇係して居ます︒生理畢上の語で云ふと無

すｃ叉胸筋とザ腹筋とか背筋とかいふやうな筋肉は有紋筋であって︑意

紋筋と云って︑随意に動かす事が出来ぬ筋肉が感情の機開となって居ま
思の機関として作用するのです︒それですから意思が強い︑自分の思っ
たことは何虚迄もやり通さうと云ふには多くの筋肉韮鍛錬しなければな

って徹底しれこと走行ふこともありますけれども︑概して婦人の方が賞

とが男子より多いといふのです︒斯う云ふ風に塞げて参りますろと婦人

とか種々名稗はありませうけれども︲全懲に於て所謂嬢諜術策宅施すこ

人は校婚であって０栖諜に富んで鵬ろ︒掛引とかでらけろとか︑謀略

勝手に言ふのではありませぬから私怨悪く思って頂いては困りますｃ婦

深山あります︒それザら次になると大分悪い方になりますが︑併し私が

遇が今迄許さなかったから除り認められませんが︲宗教上の犠牲は随分

で町村の爵画家の露吐曾の露殊に人類全燈の懲と云ふことは︑婦人の境

は子供や夫や家の鱒にどの位犠牲になって居るが知れません︒併し進ん

韮も忍ぶものであると云って韮りますが︑碇に其精紳があります︒婦人

のすることが他人の爵になると思ったならば随分苦しいことも耐へ不便

西のレジューザーと云ふ婦人の著はしれ婦人心理華の中に︲婦人は自分

ふのが多いのです︒是は婦人自から記されれ心理畢にもあります︒悌闘

允も婦人の犠牲は大概個人的であって︑夫の億とか親の健子の嬬と哲云

犠性の精榊即ち自分の身起捨てｔ他人の健峠する事も嬬人の長所・︾﹂す︒

員が多くなって賞行が進めば大に幽家の弧みともなろ課です︒それから

行することが多いやう．てあります︒それですから弘道倉なども婦人の含

も何鹿でも縄験せられることであってｂ男子も偶には本営に？らうと思

いふやうな運刺なり鍛練なりは皆意思を殿へることになるのです︒昔武

らぬのですｃ冷水摩擦と評或は撃創とか柔道と汀或はベースボールを沙
門武士は強い意思態有って居りましたが︐矢張最もよく筋肉起鍛へまし
ボ︒婦人も薙刀など韮持って鍛錬しまし衣から巴御前などいふ強い人も
出求のでありますが︲一髄筋肉が女子は男子より弱く随って意思も弱い
のですが︑之も決して鉄鮎と云ふことは出来ません︒
意思の中に衝動性というて何か刺戟があると直ぐ動きそれ韮耐へるこ
とが出来ぬで善い事でも悪い事でも直ぐに行動するといふ傾向は姉人の
方が男子よりも強いｃそれから忍耐及びヂット守って居る保守性は男子
よりも嬬人が勝って居ろ︒男子は強さすな風をして醤者が麻薬でも掛け
て手術をしやうとすると何宜しうございますなど︑云って平気韮装って

居るが．少しやりかけると耐へ切れぬやうな者がありますが︑婦人の方
は弱々しい風をして居てもメスの光りを見ても青い顔もせずに︑私は麻
へて居る場合が少くないのであり裳す︒是は勿論男女の身髄の差異Ｆも

薬はいやですから其儀やって下さいと云ふやうに手術韮しても獣って耐
由りませうけれども確に苦しいことには男よりも女の方がよく湛へるの
です︒

銭要子よりも優れて居ろこ︑とが津山あります︒

おな

けういくていど蕊んめいこぐだん

口婦人の男子より劣る黙□
いじゃ全あ

以上に塞げたのは同じやうな教育程度の文明風の男

ぢよだいたいひかくふじんばうだんしまさゐ
おなかんかくうちつうかくふりん

女を大鵠に比較して婦人の方が男子より優って居ると
こ奴なかＦＩＩたく
さら毛のたんしよ
一尋ふのでありますが︑更に其短所となると是も却々津

さん

きがかんかｒ・

しうかくしよくかく払苦フに黙ふじんちやら

ふじんみづかごぞんぢ

に感じない︒それから喚畳︑鯛畳等も鈍い︒婦人の長

かん

山ゐります︒同じ威畳の中でも痛豊は婦人ばそれほど
Ｌよ

たび０１１ものめしあが

だんしふじん

所としての磯餓の威豊などは婦人自ら御存知のことで
なかすだんし
淀んしひす
ありませうが︑男子に比して直ぐにお腹が空く︑男子

︑︑母潅注い

よりも度々物を召上らないといけない︒男子が婦人に
たい

郡かんかくするど

か

封してどうも喰ひしんぼうだとか︑いぢが汚いとか言
室とこ巷
ばうむり
これ
ひますけれども是はいふ方が無理であって︑男より儀

が元ち

か人か〃︑つい

おぽ

氏たちぶくかく

餓 の 威 豊 が 焼 い か ら さ 鰯 な る の で す 率 ．に
そほ
れひか
ら喚ぐと
ひかくて昔
だんし
云ふことは男子よりも鈍いからいやな臭でも比較的に
ふじんたいちゑさようにぷぐたい
︵い省
卒気であります︒婦人は一鵠智慧の作用が鈍く︑具隈
てき

で賛

粧けいしきうふとくい

的に一々形のある威豊に就てはよく畳えるし叉直畳す
むろんこのうちたくさん

ることは出来るけれども︑無形の思想は不得意である
揮瓢ろんりさようふとくい

ぢよゃわい

ばん定んし

おとゐ

随って論理作用も不得意である︒無論此中には津山の
除外がありますけれども︑︒一般に男子よりは劣って届
雨性の心理と見童

ろ︒

ひとすうがくかた

鍵識浮鍛に輝ても婦雌唾薙予に錬って跨る︒雄識昨

がいふと唇くい

い

穂で詠い雑詠を壷けて蕊士になった人は歎畢の方でゐ
りますから︑僻 は鐸鍵鍛が紳罪ないと云ふことはな

いけれども︑概して不得意であります︒蕊きう一尋ふ︾淫
むかし

とは昔からやらせなかったからでもありませうが︑今

さふじんすうがくてつがくちやらこ全

↑学蓉よ含みひとこれむか

後は婦人が数畢や哲畢に長ずるやうにならなければ困
い

たいこのせい香はたい辻つ

ると云ふことはありません︒唯興味ある人ば之に向つ
ふじん︵いかう
て謹むのは善いことでゐります︒そいから婦人は卒衡
せいとぽ

︵いか弔うらレ峰

性が乏しい︒一篭此性は極めて大切ぼことであって刺

げ巻苦荻ういうご

を

ひつくりかへどうえうふ

戟が来ても容易に動かない︑平衡を失はないといふこ
ふじんこれけつぱふ
ひとせいかく茄い慾つどひつえう向
とは人の性格に於て最も必要ですが婦人には之が峡乏
すせいしん
し元がなにすこい
して居ります︒随って何か少し言はれると直ぐに精祁

ひかくて慧ｆく毎↓﹂恥しやららいだんＪ︑渉ばゆおも

が引繰返って動揺するやうになるのです︒それから稀
たいがいへいきん獅な
は僻輝が蝿い・降って︑大概平均して同じやうな性
しつ
ほい︒そこで惹恭も蝿いし緑腸も蝿い︒跡腸は螺
質
がお多
ぢよし・
予に罪潅に舞い・鐸確り薙葬もありますけれども友子

どくざうりぶく０とぽ↓﹂恥にほん

には比較的に少い・是は将来段々鍵って往くと思ひま
ふじんごせいす然睡じぶんもち全くばつ茜
すが︑婦人はかやうに個性即ち自分の持前を謹揮する

才く移

一

と一雲ふことが少いから燭創力も乏しい︒是は日本では

一○五

爾性の心嚢と兇宣

いたいきけ︲の

は獄雛と一琴ふことが棒に蝿い︒

男子でも少いから特に婦人ばかりではめりませぬけれ

だんしずく煙とくふじん
どもめ華挿にも癖
い

こどもつ

はい

でき

きむ

それからアルコホルスムスと云って大さう酒を飲む
ふじんだんしすぐ錘イギリスおいせん
と云ふことも婦人は男子より少い・英吉利に於ては戦
きうまへふじんさけのい
季の前から婦人が酒を飲むと云ふことが錘だしくなっ

でく

て子供を連れてパーに入ることは出来ぬから︑寒いの
こどもをとまは込騨︽↑だ
はい匙つかかほ
に子供を外に侍だして母親丈けパーに入って興赤な顔
凸︿一︲ま

たい

してヒョロ１１１になって出て来るものさへあるといふ

のい

だんしおほふじん十畠丞

できた

できい

ことでありますが︑それは別としまして一燈にアルコ
漣んし噂うおほ
−ルを飲むと云ふことは男子の方が多い．それからク
いこどもう匙つぞくいはゆるぽ︑
レチンスムスと云って子供が生れ付き俗に所謂骨なし
ある
て歩くことが出来ない︑立つことが出来ないと云ふや
ばんざいせい

で萱

ぅなものは男子に多く婦人に少い︒それから犯罪性が
一・く肥これにほんふじんせかいぼんこぐほこ

しか

とがｔにぼんふじんばんざいしゃだんしひ

少い・是は日本の錦人が世界寓掴に誇る殖とが出来ま
す︒併しそれだけ働きがないと云へぱ云へないこと

これこぜいすく毎

一○六

い︒是は個性が少いからでわりますが︑塞等が癖狸の

男子に比して劣る鮎であります︒

だんしひおとてん

口婦人と子供□

以上お話した中で婦人と子供と共通に有って居る性質が多くあります

叉機械的に記憶することも子供も婦人も健って居るｃ子供の七八鼓から

即ち初めに申し衣磯えると云ふ感斑は子供も強いし婦人も非常に憩い・

十四五歳迄の間は最も記憶の強い唯である︒それが二十四五歳から三十

って居ます︒暗示性︑夢︑催眠作川︑感動性︲情緒ｂ感情爆凌など皆婦

銭にもなりますと念Ｆ劣って来ますが︑婦人と子供は記滝力を共通に有

人と子供と共通に優って居ます︒皆様の御子さん方も時々爆稜なさる．−Ｌ

せう︒それから破壊性興奮し易いこと︑鋤弧ろことも子供に多い︑叉誇

大性︑衝動性︑或は痛蝿の鈍いと云ふやうなミと︑論理作用の乏しいこ

それですから之起悪く見ろと女は子供のやうである︒女子供と云って

と︑抽象椎︑個牲の少ないこと是等も皆子供と婦人と共通であります︒

女と子供とは離れぬものどあるといふやうにも言へます︒併し儒教に於

て女子と小人とは養ひ難しといふのは一般の女子と子供と韮いふのでは

のは下男の事である︒下女下男は誠に使い雑いと云ふこと韮極めて常識

しすぐ

い津くしやふじんしぜんおんちょうう

つん睦

ないと云ふことですじその女子といふのは即ち下女のことで小人といふ

琶は十く淫

はないけれども︑兎に角日本婦人の犯罪者は男子に比
えいこく

居ろと云ふことは決して女の恥辱とはなりません︒それは女が男の威人

あらうと思ひますが︑今私がいふ子供と女とは同じやうな長所韮有って

う︒孔子ば常識に富んだ人でありますザらさう云ふこと牟言はれ誰ので

的に孔子が言はれ我のであると︲それは樋めて穂欝な解鐸でありませ

して極めて少くないのです．それから聾言峻も少ない︒
じつさいふしん

英圃のエリスと云ふ畢者は婦人は自然の恩寵を受けて
まもゐいゐ

きた︵んくわすぐ江

それに守られて居ると云って居ますが︑責際婦人には

かた わ ず く 江 じ ざ つ ず 念 ︐

片輪が少く︑自殺も少いのです︒それから叉鐙化も少

と子供との中間性の霊擦乞もなく︑矢張り分業的に稜達して来れもの
ど︑天性となって居る一のです︒

それは何であるかと云ひますと子供を育て︲行くと云ふ大責任が嬬人

ふこＬ﹂起取去ることは出来ませんＱ例へ母親がやらぬにしても小さい子

にあることです︒今後どう世の中が鐙っても全く女から子を育てろと云

供避養ふには男のやうな大雑端な考へでば出来ぬ︒資際其局に常ろ者は
其物韮よく理解してこそ其愛情も起って来るし注意も種々行届いて来る

職︾し脅て番い

は厩でも電毒建錘でなくてばならぬと形式鈎堪一声鯵に

こく力ためめい江げ会

いふじん

とは致いたしませぬ︒雄識癖蝿も雲蹄があれば個性も鍛々
ばつたつなかげいじゆ︒ためしんざ西
護達して︑中には謹術の鱈に一身を捧げるとか或は

ひとみん越

な

たすうひとじ

圃家の侭に一命を拠つとか云ふ婦人もありませぅが︑

ぷんてんせ跡ちや全ゐどころしたがこどもやういくまたけう

そんな人には皆がなれるものどは無い・多歎の人は自

いｆ︑

い

ふじん掴んらいもつとてぎ琴フてんし罪︽

分の天性の長じて居る所に従って子供を養育し︑叉教

い

さしつか︽

狗も

青すると云ふことが婦人本末の最も適鴬の天職である

かんが

いへか︵

ご易やすくれいだうしゆつにふ

ると按摩しなければぼらぬやうなことを説く所のやぅ

とを言って一眉が凝ったり頭が重くなったりして家に締

謁走匙〃も

あんまととこお

いかたこ

誤らず斯しき知識の方面を取って益々進むことにゐる
しき
みなさ匙こうだうくわいい艶匡為いつ
和も
と恩ひます皆様は弘道衝と云ふ虎は何時も六ヶ敷こ

あや匙か・くちＬ譜はうめんとａすⅣ１１丁

在来の立派な道徳を往々溌揮して行く烏に︑其解騨を

ざいちいりつばだうとく詮十Ｊ〜経つきゆため毛のかい巣く

西村先生の弘道曾を御立てになった趣意殊に婦人に
えうしにほんふじんたい・たずいま詠壱あ
たいのぞ
謝して望まいる要旨は日本の婦人に濁して唯今申上げ
たずふじんとづぴけういくい賑ぼん
たやうに唯婦人を突飛に教育すると云ふのでなく日本

にＬむら強んせいこうだうくわいおたしゆいごとふじん

い

のです︒子供と全然建つ求心の鋤を持って居つ菰ならば連も其間に愛情

と云ふことを言っても差支ないことシ思ひます︒

畢校で尋常一年生を教へろに年寄の先生ではいけない︒年老い求先生

の起って来るものではない︒

は閑があれば煙草でも喫むと云ふやうな工合であるが︑子供は一寸の間
にも歩くとザ遊ぶとかする︒先生と子供の間に共鳴は出来ません︒皆隙
の中にば多数修養のある方もおありでぜうが︐私は郷の話走聞いて感心
し汝ことがございますが︑禅畢と云ふものは殆ど子供の教育と云ふやう
なことには開係がなくて︑まるで超世間的のやうに思って彩りましたが︑
それが今悟つ衣ことを子供Ｆ悟らせるにはどうしれら宜いがと云ふこと
牟考へさ包寅行させる事があるのです︑それが叉私ども教育者が感心す
るだけの解騨が付き又賞行があるのです︒兎に角子供を本営に理解しな
ければ子供と云ふものに同情して本常に愛し導くと云ふＥは出来ない︒

口婦人本来の天職□

だがひすこだうとくすぁゆ

にお考へになることなくお心易くこの曾堂に出入して
くだ

詮こどありがたぞん

下さってお互に少しでも道徳を進めて行くやぅにした
猫も
いと恩
ひます︒燕さう鐘く擁い識を紳癖き孫さいまし
ゆ

ふじんこどもおなたいしつせいしつもゐ
婦人は子供と同じ鵠質と性質とを持って居るからそ
ｂを
つ以
こて
ど子
も供か
のそ
心る
とみ
身と
をあ
可い
愛がって行くことも跡奉る

て絢に有難う存じます︒

わたくしふじんけういく

一Ｃ七

のです︒それでありますから私は婦人を教育する姪
爾性の心理を見童

ﾛ

苑

ず巳

÷ ÷

ざか

たざんい心せいやうくわがくちし雪

かれこ堅らうばちうかうじん晋

こうだうくわいおこ

に彼画の長所を加へ給はむと弘道曾を護起されて
その犬うりやらさだ
まづだい
領をぱ定められ先第一に
く其
垂要ら
しつあ跡元今とかし二
皇室を崇めらるこそ尊けれ朝にありては畏くも
く下
庭り
涯龍存転の鍾錘を過議せられましまして野Ｉに
このみちをしみ息つ蝉のま垂がねとなつひさっ
ては薪道教へ導き零時も真金も溶くる夏の日に薩

かのくにちやらしよくはたま

は我国粋を保ちっ刀彼に心を奪はれず忠孝仁義

わがこくすゐたも

つ心の駒の綱緩み其短所霊智ひなぱゆシ︐しき大
じ
くにたおもくわいをばくをうせんせい
事と園の為め思ひをこ刀に潜めらる含租泊翁先生

こ輯らごまつな我るそのたんしふならだい

移り行く世の智にて他山の石と西洋の科挙の智識
と幸尺
こひたかのくにぷんぷつぎげい生な︐
取り得んと維れ日も足らず彼圃の文物技蕊を事びっ

うつゆよ嘩畠．ひ

のとぞ知られける

し

ぷもんいんせいけんかへわうせいともこぞ

山田謎太郎

日本弘道曾︵琵琶歌︶

叉
武門七百年の政潅を還しまつｂて王政を共時卜躯り
おうかわ瀧につぼんこくたいげんごまもかは
て認歌蕊する我日本の圃鵠を堅固守りて凝らねば
ょいぐちＪすゑ
は堂まさごかぎ
世は幾千代の末までも演の真砂の限りなく柴ふるも

９回

文

全

ざ

一○八

唖ととほりふ融ちのくこきあ匙

あは

座のばても厭ひなく氷履みわけ陸奥に古稀に除れる
とし
にしひふレあめひ︲かぜゆふ弓し
年なれど西に東に雨の農も風の夕べの嫌ひなく行
きき＃︑Ｉひとャさとく荘ぴ
ああな腫ごと
く先々の人草は徳に座かいものぞなき鳴呼何事ぞ
なに宮とはな説らしよ
やきひとこふ
何事ぞ花に嵐の世のだとへ病の床に臥されしが
てんこのひとねんじゆ・華らかよ
天斯人にしも百年の毒命を催さずあえなくも世を

去られしぞ哀れなる

ぐんばんぱかこえい菅し

明治竹吊姓名垂畢渉東西徳化施孔孟這鯉研且究
墳韓哲理探猶窺惰身言行千秋範弘道誠心寓世師
眼勉絡能除宿弊畢生業作自然規
ひをしめいぢとたふく甑もとじや●室こげ
人ぞ知る明治十とせの戦ひに熊本城に篭もりたる賃
こぐかかんじやら上あふたに︶やらぐんくわいをせんせい
にゃ国家の干城と世に仰がれし谷蒋軍曾旭先生の
ゐげんくわいをざくにつくま丘︑ろ
遺言にて倉の長とぞなられける画に議せる真心は

ゆ

千軍寓馬の園みさへことシもなさぬ鋭気にて斯賎

だう．︑わくち羊らつくやつかぼけじ

道脹張に識せしが止みなき支へに本意なくも解さ
たまかば
ばく蕊く重つ宅か隼なほすけきみし琴みち
れ給うて代ｂしは伯爵松卒直亮の君また孜々と道の
た
につや号巧つくつ・がせ・●﹄
麓め日礎心を誌し動に志のことのましまして潟
すべそのレ産とめ︑たまそのごこ．ろ
術なきに其職を僻め給ひしも其後のことに心をこめ
ｂさうを意すぁ
けふさかりえ
られて理想の長を薦めらる今日の盛大を得たりし
昔みけんちたかた武ものし
も君が見地の高かりし賜なりとぞ知られける
華々惰徳不瀞勢病苦錐多気満豪弘道在人宜抜俊

Ｉ

︑簡堂伯是眼光高

ｒＵ

めいもんしゆつきせんしや全か

糖きれて垂てる僻嫉ば癖唯霊琴の鐸にぞゐる隼は
名門の出にして貴賎上下のわかちな〜斯道緩むる
下問には聞くもろこしの周公もかくありけんと偲
またれんごろ§とみちふくｈの
ぱる頭叉懇に説く道に服さぬ者こそなかりけれ
うみぺあさあまぴとみやまうしかわら人ぺわおほぎみ
海遥に漁る海人も深山牛飼ふ童も我が大君の
娘
たころうみことｐ瞳やレ
御溢めとて心づくしの海越えて鶏の林もほるもさ
のはてのはてまで顧鵠を仰がぬ隈こそなかりけれ
天蒋斯道興斯八錠意廻澗事刷新紹述泊業洪業後
普天奉土化良民

罰詞一石川文荘選
瓶弘道曾館竣成況堂︑天
野佐
︑︑︑︑︑︑

継管新館偉蝿鮮︒恩賜受築非偶然︒啓沃人心矛閲歴︒

恰是陽春花溌一庭︒彩霞膳接九重天︾

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
維持世道有源泉︒溜潰簿俗途猶遠︒嘆擦高風節愈堅︒
Ｏ○○○○○○○○○○○○○

耕雲内田鼎

賀日本弘道曾創立四十年記念曾

女荘日︒造語典雅而恩賜二字典結尾相膳ｃ

丈苑

人能弘道冊星霜﹂徳化洋洋溢四方︒曾憩高風誰不仰︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○０００

Ｉ

両

℃垂︑写︑︑︑
群賢来集祇隆昌．

石川丈荘日︒辞意端正︒使人仰望曾迩高風︒

渡遥華洲日︒二十八字︒一括四十年之事業︒筆力可見．

戒弘道曾之開館式

瀬端常山

一︑﹄Ｕ二℃﹄も０ｓｂ−Ｄｂ︑︑一ｂ︑ｂ

孔聖日︒人能弘通ｏ非道弘人︺夫人外無道︒道外無人︒粗餐道鵠Ｑ扶

０︑Ｂ２︑ｂＵＶ︑

植綱常︒今日之急務也実︒宜実此際畢行本曾之開館︒余亦恭賦賀章Ｊ

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
漠々妖雲六合同︒虎牙龍爪弄兵戎︒人能弘道蕊斯曾︒

００ＯＯ○○Ｏ
扶植綱常銭九功︒

高作敷街此意甚好︒

丈荘日︒書日︒弘敷五典︒式和民則︒木曾貝所期亦在此︒

弘道曾新館落成式及祇賀曾席上作

露漢繁田瀧義

一代英電集一堂︒相逢篤道議更張︒此日百花添瑞色︒

嵩古香日︒斯道愈弘︒億国家可賀︒

嘉賓脱賀詞詞章︒

高楼開宴馨涜職︒前燭間談夜不塞．尤喜東西賢友至︒

女荘日︒余以病不列此宴︒可憾也︒

欲弘斯道露獅肝︒

日本弘道曾曾同席上雑戚五首

研堂高木市松

一○九

交苑
含館工竣麺豆陳︒綜衣象易流詞新︒藻山不用文兼質︒
多士如雲徳有隣︒

開館式場雲客蕊︒覗規梱款欲書紳︒況聞紫禁拝天賜︒
威泣誰談戊午春︒

九拝影前空働魂︒掩勝墜涙薦頻繁︒先生一去幾装褐︒

但喜脚州古道存
筆筆森厳句玉振︒湘練幾幅足偲祁︒詩維言志書心書︒
讃仰営年一偉人︒

覗今撫昔共呼嵩︒割肉街杯酔険紅︒和気蕊衆君子曾︒
丈註日︒首々詳叙営日光景︒営使千載之後︒逗墓泊翁先生高篭︒

日東自有叔孫通︒

雨ⅢＭ剛﹈平塚隻峰選
落花茨城蛎北嵯町宮本秀吉
いきに散る樫かな

千葉終佐倉沼尻梅太郎

おのづから稀になりゆく鴬の謎の
同

窪から似風の或にｊ︑文机の上にもつもる花のゆき哉

晩春柳庚島懸英市小林須賀子

山に散り野にみたれゆく春の色と束か胆て扉く糸柳哉
京郡に族行しけるをり野州奈須野わたり
］
【

薮里の間今を盛の花をみて

一一Ｏ

山形嫌酒田菊池秀言

ききの中に楼かりする心地して長き徴路を忘れっ為哉

雨中蛙東京市四谷平塚京子

散る花のふる川堤よるくればゆるぐばかりに蛙鳴なり

千葉際阿蘇村渡遥秀明

日本弘道曾創立四十年紀念曾

四十年の昔思へばみいきをのいょノー高し跡の御教へ

たら

同静岡蛎相草村橋本倭足

四十路経て道を弘む為礎の堅きが上にたかきに

弘道倉大曾を祇す干葉螺吉田依知川敦

棲咲く春の野山の乙勇かし乙匂びいでたり鴬のこゑ

曾澗西村先生の紳霊とをろかみ食つりて

静岡鴫遠江支曾橋本孫一郎
皇圃の道を弐ととの脚なれや仰けばいょシ高き御敦へ

○千葉蝶瑞津村小川清

曾館も新になれｂ楼花ひらけゆくょにゐふぞ嬉しき

講演曾在豆州伊東平塚晴俊

言立て易つとめ諸々這り矯め身を顧みず努めもろもろ

日本弘道倉大倉ふたね

八十綱を懸てよりｊ︑友垣を結次そ園の固めなりける

k

１

１１

鋤畢士院授賞式

１

１１

１

依願免本官
筒ほ後藤蛾通院細裁外務大臣に親任につき中村
副総裁に封し識道院縄裁親任の瀞令ありれり

外務大臣睡狸睡鋤子峠本野一郎

任内務大臣

内務次銀蝿趣露水野錬太郎

任外務大臣

内務睡垂嘩謝謹鑑率錨後藤新平

天皇陛下には四丹二十三日午後三時宮中御座
所に於て加藤海相懲川侍従次長侍立左の通り内
務大臣及外務大臣の親任式韮行はせられれり

③吋閣一部更迭

］

報

本邦雛界最上の名蕃延表頃すべき帝圃畢士院
の授賞式は五月十二日午前十時より上野公園東
京美術皐校講堂にて畢行されれリ定刻に先だち
波多野宮相︲演尾男︑北陳畢習院長︑田所文部次
官︐其他の来煮院長穂積男井上第一部長古市第
二部長其他曾員一同三百除名常日の名審者なろ
和田木村柴田桂田藤涙瀧本の六氏並に家族着席
し放る上穂積院長は開曾を宣し同院の事業に就
いて演述しれる後交畢博士三上参次氏は恩賜賞
拝授者東大文科大畢限史料編纂官和田英松氏の
編著司哀記集Ｌ及び﹁皇室御選解題Ｌに戦いて女

錐報

峯博士井上哲女郎蝿は東大文科助教授木村泰蜜
氏著﹁印度六派哲畢・あ恩賜授賞の審査要旨恕心
理畢博士松村任三氏は東大理科大皐助教授理翠
博士柴田桂太氏の﹁植物界唯於けるフラヴオン
髄の研究﹂に就て恩賜授捜の理由態︑讐畢博士
三浦謹之訓氏は大阪撫津病院長醤畢博士理畢博
士椎田富士郎及京大響科大畢教授啓畢博士藤涙
鑑雨氏の﹁日本住血吸鎧病の研究﹂に就いて翠
士院賞授興の理由韮︑法畢博士松崎職之助氏は
桂公記念賞授典者法畢博士瀧本誠一氏著﹁日本
姪蒲叢書Ｌにつき授貧審査要旨を説明する所あ
りこれが諮って直に院長より

和田英松
木村泰溌
理畢博士柴田桂太

右恩眠麓状賞牌及金一千削宛

蕊騨桂叫富士郡
響畢博士藤浪鑑
法翠博士瀧本誠一

右肇士院賞峡潰牌及金一千圃

右佳公爵記念賞状及金一千閲
の授賞懇行ひ衣り後寺内首相︵代理︶波多野宮相
岡田文相︵代理︶の祇誹朗讃ありて十一時五十分

式雄絡れり筒営日は別室にて授賞者の研究材料

成績著書等の陳列ありたり↑！

⑨罷鵡徳育専攻科

慶島高等師範畢校にては今般文部大臣の認可
起鯉て鶴育専攻科韮設置し菰ろが右は修業年限
二ケ年限して園民道徳教育一般に閲する事項延

青年囲髄は青年修養の機開れり鐘に其本旨の
存する所悲訓令し更に其依遮すべき所悲通牒
せしめれり爾来畔勢の進展は往々之が振興の
機運韮促進し経桜並指導亦漸く員華韮加へた
りと雌も組織の井然菰ろものあるに比し内容
性々にして之に件はず其多くは筒鮎晴起妖く
の鰐なしとせずｂ今や世界戦乱の衝動は汎く
精脚上並縄酒上の各方面鵡款鐙し殊に固民思
想上の刺戟に至りては一層深甚なろものあら
むとす願ふに此の砿古の塗局に虚して篭ふ所
を誤らず更に戦後激甚ならむとする固際の競
争に膳じて帝圃の基織韮堅黄にし毅然として
其の重き韮中外に鈴さしむろもの圃家活力の
源泉衣ろ青年の努力に待つ所多し之韮して益
々園艦の精華態尊重し心身韮研磨して膳来夏
に規模の大起加ふべき責務の負措に堪ふるの
力を潤養せしむるは刻下最要の先移ボリ青年

務文部噸大臣︽ふり左の如く訓令態渡し士リ

大砺標準を指示しれるが術昨は其閣髄敬三蔦に
及び求ろも組織不完全にして整理せら此強ろ結
果現に二繭三千に減じれるが時勢の進展に鑑み
特に園家の基礎赤ろ青年剛悩に鋤し五月二日内

を明らがにし更に雨次官・ふり通牒韮以て園篭の

内務文部雨大臣は大正四年に於て青年閲髄に
封し訓令走溌し青年期髄は修養の磯開なろ所以

︑青年圏へ訓令

畢︑哲畢法制躯酒及固史とし生徒定員ば毎畢年
給賓生十五名私撰生若干名なりと

研究する目崎一卜て肇科目ば修身画我苛畢︑心埋

●

︒一一一

､

蕊

錘報
図超の指導を以て任と露す者ば宜しく立国の
本義と慨界の大勢とに徴して其の適順する灰
走悶明し能く青年の心理韮諒解して理之韮諒
へ情之か抜け身韮以て範韮示し荷も其の蹄趨
奄誤らしめざらむことを期すべし若し夫れ経
済の愛調に伴ひて萎嘩頑唐漸く其風韮成すが
如きに至りては幽家の健全なろ進運を茶詮す
ること紗しとせず青年の教養亦宜しく此に留
意して其の操守延堅うせしめ益々篤資剛健の
気風起典さしむろに努むぺし︲今青年閲階の
現状に顧み之が健全なる護達に資すべき常今
の要項缶左に陳畢し以て地方の賀況に照し参
酌其の宜しき韮制せしめむこと韮期す︒

を要す

一心青年起して賀鯉活川の智徳奄進めしむろ
は禰背教育に待つもの多し之が施設に勉め相
奉ゐて畢に就かしめ以て其の普及ｔ徹底と憩
圃らんこと延要す
一心公共の僑紳走養ひ公民たるの性格準陶冶
するば青年の教養に於て鯛くべからざる要綱
れり補習教育の施設其の他適切なろ方法韮講
じ以て其の目的悲達成包むことぞ要す
一︑方今圃書の刊行せらろろもの多く之に伴
うて青年の讃書趣味走増進すろもの紗しとせ
ず能く其の選捧韮砿み青年をして健全なろ識
見を匿うせしめむことむ要す
一︐青年の身髄韮鍛錬して其髄力懇増進すろ
ば図家の活力怨養ふの要素士リ心身共に堅責
なろ素質韮大成せしめ平時並有事の秋に虚し
其の本分避難すに於て這添なからしあむこと

一．青年の修養は各自の自尭韮以て本とす而
も之が指導の任に常ろ者並其の中心たろ者の
力に待つ所珠に大なろものある走以て適切な
ろ方法に依り之が善導ど養成とに勉めむこと
起要す

一︑青年園髄の指導方法に関し先進者の所見
時に抵梧矛盾に捗り之が賀行嬬に阻碍ぞ見る
ことなきにあらず能く其の間の連絡ル固り其
の果を成し責を政むろに於ては遺憾なからむ
ことを要す
方今内外の情勢を稽ふろに根抵あり活力ある
青年園鐙は帝国の殊鳴要求して巳まざる所な
り地方岱局者は深く此に顧み今後一段の精采
延加へて之が啓稜策進に努力し各国髄韮して
其の目標を啓うし其の歩調韮一にし相互に督
勤して能く其の形髄武質共に一貫せる鍛成の
美を湾さしむくし

一

一

青年剛の施設は近唯著しく進境を見る然れど

﹄且一言

五月五日より七日に亘り三日間青年園中央部に
ては東京帝幽大畢八角誰堂に於て第一同全幽青
年閲聯合大倉牢開催し左記宣言韮可決せり

最近米幽より蹄朝し犬ろ姉崎博士の談に日
く︲戦争に依て誘起されれ米幽畢界の新傾向と
云って別段取立て云ふ程の事もないが躍界の閏
から濁逸思想鵡螺壊すべしとは開戦後間もなく
起つ犬叫びであって︑凋逸思想の握弱併せ備へ
たる黙は自分の事延考へ過ぎる即ち自己中心に
走るのは夫れに依て業績起筆げもするが其代り

℃

ｅ育英事業に全財産を提供

大失話来す短所ともなると云ふにある云々Ｃ

も現下の唯局・卜顧み戦後の趨勢韮稽ふろに其

北海道旭川下村長蔵氏は畢生養成の目的にて
金二寓圃の養老資金韮除く外全財産二十四蔦八

②米幽畢界の新傾向

諸女史老首めとして七十蝕名の参列老わり︲勝
来の事業方針等を協議せり

常日は装起人三輪田︑鳩山︐山脇鰯嘉臆︑吉岡の

って後立食の養膳ありて鈍曾せり

て護含式怨畢行し︑開曾の瀞︑設立の主旨朗読ｂ
内務 文部雨大臣の覗誹脳新波戸博士の講演等維

地方虚女含の統一指導心目的とせる虚女含中
央部は四月十三日午後二昨上野公園精養軒に於

●虚を曾甲央部壁曾

乱と帝国の圃防﹂に付講演等あり田中参謀次長
主宰の下に協議含︾礎開き二︶全園青年閲指導要
項︵一口全幽青年園聯絡要項一や議題に供し種々
協議決定する所ありれり︒

季の推移﹂ｂ田尻市長の﹁誠﹂安保少狩の﹁・欧洲戦

一

内容の充賞と賀質の洗錬と雨つながら−段の
策鋤起加ふろ韮要す自今註結束韮固うし歩武
起一にし相奉ゐて青年図の本旨懇貫徹し以て
国家の進運に貢献せんこと蓮期す
筒仲小路農相の奨働演説ｂ高柳少鰐の﹁歓洲戦

②全闘青年圏聯合大曾︑

一

ｂ

因に日本弘道曾四十年志は昨年二協賛曾員加藤峨堂君︑足立栗園君︑

月役員曾にて︑大曾紀念品として出張講演せり︑手塚主事亦曾務を帯

裟行することに決し︑同年四月よぴ出張せり︒

ｂ徳川正副曾長董督の下に平塚︑○調査書五月三日午後五時より本
石川雨主事︑本間書記の協力を得曾事務所に於て第三同調査委員曾開

て高木︑橋本雨編輯貝専ら編纂に曾︑服部︑吉田︵熊次︶︑高島︑三輪︲

教育曾の招聡に依り講師として協賛

○出張講演三月三日埼玉螺大宮町

助を受け︑更に前含長にしイー現今︲員︑本間書記出席種々調査する所あ

足立四郎吉︑園府種徳等諸君の援卒塚．石川雨主事︑高木︑橋本雨編輯

従事し︑山田安築︑伏見鋤之助︑田討宇野の各委員︑徳川正副曾長︑

含員頑本日南君出張講演せり

畢行し来賓蚊に来曾者には紀念品と

に亙り本曾大曾を左の如き順序にて

支曾より講師派出申請に依り協賛曾士︑同三輪田元道君出張講演せり︑

○出張講演四励廿一日埼玉綴久喜に依り徳川禽長︑評議員禰来文畢博

子なり︒昔寺に於て荏原第二支曾蕊曾式開催

祭︑第十九同網曾︑臨時総曾殖開館

祇来文嬢博士出張講演せり︒含事務所に於て第四同調査委員禽開

支曾ょ６講師派出申請に依り評議員○調査書五月十日午後五時より本

支曾の招聡により副酋長徳川侯爵︑︑三輪田の各委員︑徳川曾長︑手塚石

式︑本曾創立四十年紀念曾︑戒賀曾

本曾新築曾館竣成式︑故正副曾長霊

倉要覧︑大曾紀念糟葉書を贈呈せり︑ 員 加 藤 恥 堂 君 出 張 誌 演 せ り ︒ 石 川 主 事 ︑ 本 間 書 記 亦 曾 務 を 帯 び 出
○出張講演四月醤一日埼玉螺鴻巣張せり︒

して日本弘道曾四十年志︑︑日本弘道

○大書開催四月十三日より五日間

本曾の顧問たる松卒直亮伯爵の枝ｂたり︒
閲を経たる菊版八百五十除頁の冊○出張講演五月五日府下大崎町観

本曾記事

千五百回韮提供して組織しれる下村育英財園ば
今同愈其筋の許可心得張りと云ふ︑下村家は先
代以来味噌醤油醗造業者とし工同地に於て相態
なろ商業を管み居りしも旭川としてば大なる資
産家にはあらずと黄に篤志と云ふぺし

【

○出張講演四月廿九日埼玉繰所淫曾︑吉田︵熊次︶︑吉田︵静致︶︑高島︑

事

男子部女子部青年部各講演曾︵詳細
は大曾記事参照︶

一一一一一

％

』

配

支含報告
川雨主事︑高木橋本雨編輯員本間書
記出席極々調査する所ゐりたり．

○本書講演書五月十一日午後六時
半より本曾講演曾と本曾講堂に開催

し協賛倉員文事博士三宅雄次郎君
﹁自護的の義男︲璽皐博士山崎直方君
﹁露西亜炭族と其勢力の消長﹂の講演
あり来曾者三百除名︒

○出張講演五月十二日府下南千住
町圃遮寺に於て講演倉開催に依り曾
員開谷菊之丞君より講師派出申請ゐ
りたるにより評議員禰来文筆博士出
張講演せり︒

実含報告
口小田原支曾報告
阿凡十阿月午後零昨半より壷・妥寺に於て財剛

法人道徳教含第十一同大含韮開き謎て鐸尊降誕
含牟警み監事戸松撃退師開曾の挨拶に次で昨年
度に於ける満般純管の顛末及財圏の状況等詳限
報告しれり︒

次に倫理墨大家中島懲蔵君蓋壇縄蒋壮曾怨支配
すぺき道徳的原理と云ふ渡題に就て呪代の杜曾
悲ば悉く成金裁質を以て風扉しつつありと云も
敢て過言にばあらざるぺしと慨せられ吾人は金
力唯屈従せざる底の人物菰らんこと態努むくき
む懇切に述べられて降壇︒
次に演言宗碩畢秦海徴師登堰樗尊の霊格と云
ふ渡題に説て往昔鐸尊が印度に於て狐々唯我鎧
尊の諜奄世界に場けられしより三千年雄の今Ｈ
に至る敦で歴然と毎年其の御降誕起潤没稚ろ花
の御堂に如斯帆せりろ︲は他の何物Ｆも決︐︑七
類を見ろこと能ばす樺尊濁其の築冠奄戴矛ろ︲
にあるのみと讃仰して聴妬降伊りれ︑四昨半矧含
聴衆一同︲峠三蜜雑誌鐸尊花祭及本含昨年度の事
業報告書韮配布し筒次含は五月十二Ⅲ開催哲畢
大家田中王堂君に臨場起乞ひれろこと韮告て解
散し衣り聴衆約百菰十名にて最静漁なりき︒

ロ久喜支曾第十六回総曾
状況報告

日本弘通含久喜支曾第十六同縄含は四月二十

一日正一午・ふり久喜尋常小畢校に開催せられたり
榎本幹事の開含の僻に次で恒例の加︐︑榎本支曾

長の勅語韮宮内副支曾長戊申の詔書奄捧讃武笠
幹事木曾の要領を期讃の後含務及曾計韮報告し

次・卜常支含創設以来幹事として霧捧せられ衣ろ
沸谷七五郎氏に封し榎本支曾長・ふり感謝状及目

錐韮贈呈し役員任期漁了脹伴ふ改選ば瀧儲一致
延以て榎本支曾長以下の重任と決定更に評議員

一

四

経湾に畢ぷ所あり誰リ︒

寄贈書籍

易畢講義録第一巻

東京市外巣鴨

欧洲大戦美談

自治と民育

●

優良町村之建設

同

同

中央報徳曾

易肇研究所

斯曾吐主係露崎黛君膿乞ひ瓦斯︒︑︲クス等燃料
の比較研究悲蛮地に試み互に試食して大に墓所

．へられたりｃ筒一姪歯Ｈは午後二畦より小田原瓦

は母が幼時膝下に於ける養成に素悲成すものな
れば大に婦徳修養Ｆ努めざろべ守らざる旨韮述

の菱ふ・へき園民性︲ご云ふ演題に就て固民の特性

四川汁六日午後七昨より小田原壷丁田端人含例
含怨辻村泰兄宅に開く嘉慌孝子女史臨席ゐり母

□萱丁田婦人曾例曾

時間に頁ろ熱蕪怨揮ひ蕊衆に多大の感動延興へ
れり筒鹸典として松乎畢叫氏の教育誰談ありく
午後五時散含す聴衆約三百五十名なりき

り加藤恥蟻先生ば﹁仏道の満伸しなる迩下に約一↑

二名増加の件ば川羽田隆︑誠田喜藤渋雨氏杢叉
漉稀幹事の浦峡として長符川礎三郎氏班そいぞ
︑支曾長より指名ありて縄含彩維リ誌菰含に移

一

未りて拝臆︵其次第先涛主﹀へ祭貝一岡向座列
洋︺次曾長︹参列者一同自座列拝︶︒次撤織ｃ
次昇紳︵轄鯉ご同起立馨折︶ｃ次主事祭儀準れ

ろ由を申す︒次各退下︒斯くて竣成式を総り
れろが︐是より先ｂ徳川副曾長は平塚︑石川耐
主蛎と共に︑午前九昨半より牧正副含長の難所
に参拝して含館落成其他木曾の現況に就て報告
する所あり士リ︒︵第十九同総曾記事参照︶

二故正副曹長零祭

午後二畔十分より︑故正副曾長謹祭懇執行す
祭塩の正面には 霊位蕊韮構へ典西村先生起初

代表者︑含園二同入場着席︑左の順序に依りて
一同着席︵減式は露め之怨行ふ︶︒次主事竣成

坐到血︿奉行ふＯ

I

一同着席︵献撰は藻め之老行７①︒次主事遜祭

順序左の如し︒

へ士ろさま︑兇ろＴｂに森厳の無人に迫り︑恩
はず漆延正さしむ︒斯くて祭典は姑まれり︒其

態以て︑︒御下賜の恩命に接したる御下賜金牟供

串案︑菓子其他の供物案懇並べ︐更に昨十二日

め故正副曾長の員影走安腿し︑其前にば撰案︑玉

列洋︺ｃ次修

旬

︵各支曾員自座列拝︺次女子部縄代︵部員自座

養含主幹へ同倉員自座列拝︶次青年部長
︵部員自座列拝︺次個人含員代表者︵各員
自座列拝︺次奮主︵祭員座後列拝︶︒次藩主

折︶︒次主事祭儀終れる由老申すぐ灸各退下︒

霊前に進みて再拝拍手ｃ次閉幌︵一同起立磐

斯くて祭典全く絶リ起告ぐ︒含長の明讃した

ろ祭文は左の如し︒

祭文

信君の通に吉ぐｂ

昨維れ宇内職乱に苦み帝図警備走徐ろにする
の際ぞ以て涜酌庶菱の莫牢職げ故曾長西村茂樹
先生故曾長子埼祥干城先生位に故副曾長南煙綱
紀先生故副曾長松平忠威誰故副含長子時松平視

並に将に本Ⅱ態以て第十九伺縄含恥附き明Ⅱ
態以て開館式起行ひ並に削立四十年の紀念含む
閑がむＬ﹂するに方り今回畏くも皇室より特に御
下賜特℃ありしは不宵の衷激措く能ばざろ所なり
頒ふに故正副含長の迷業は近く期せずして四方
翁臓の鶴走明にし︑規模溌刺漸く定まりて含員
成な倶に職の責愈重き彩感ぜざろ嘩し︑蒋て聞
く一年の計ば稼塑種ゆろに在り十年の計は樹悲
種ゆろに在り百年の計は徳零種ゆろに在りと然
らぱ則ち徳を種ゆるの計を種ゆろは百年よりし
て千年零蹄ゑ憶鶴斯年に亘ろべき不朽の事業た
る尋へし︐喪詐隆え弐さむこた天壊と典に無窮な
本部役員︑支曾

す︵一同起立磐折︺﹀︒次含員祭詞走奏すじ次玉

開始の由韮申すｃ次開幌Ｑ何起立磐折︶ｃ次
奮主謹前に進みて再拝拍手︒次曾長祭詞老奏

至るや︑徳川正副曾長秒初め︑

式祭典開姑の由延申すｃ次降抑︹審鐸︶全同

るべき我帝園に於て不朽の事業詮扶植培護する
満塞に以て園運邦土と共に悠久なることを得ぺ

一

串を奉りて拝鵡︵其次第先含長次副曾長
次顧問次遼族次含計監査次支含代表者

竣成式怨行ふ︒此日連日の陰雨︑全く晴れやら
れどさしたる事もなく︑定刻前来曾者百数十名
に達す︒是より先︑新館模上の講堂悲祭場に充
て咽祭壇上にば︲新薦韮敷き勘祁離を立て︑賎
案︑玉串案ｕ大麻案︑切麻案準備へ︑注連︑艮
榊態飾り︑諸種の舗設全く整ふ︒斯くて定刻に

四月十三日︵土曜日︺午後一昨半より︑含館の

童一旦一竣成式

本曾多年の懸案たりし曾鮒の建設は去る三脚
末韮以て︑工事全く竣成韮告げたれば︑陽春四
月十三十四の雨日を卜しｂ新館に於て．之が竣
成式開館式井に制立四十年細念曾︲及び第十九
同縄含︐臨昨綱曾延併せ畢行し︑更に十五︑十
六．二十の三日に豆りて心大誰演含韮開催し従
り︒左に項を分ちて︑之が概況を記述すべし︒

本曾大曾記事

．

起立磐折︺ｃ次献餓心次淵洞を奏す︵一同起立
馨折︶次新前老赦ふへ其儀祭員一人大師走執り
一人切肺を執り崎上及階下を畝ふ︺ｃ次玉串懇

大曾記事

F

一
ー
一

0

凸

犬曾記事

日本弘道曾長伯爵徳川達孝

し︑四十年の歳矧短しとせず曾飴の竣功祇する
に除あり然れども不朽の事業悠久の前途より！︶
て之芯覗ろに寓里の行旋僅かに数日の程韮過ぎ
浅杢這り嶺宅越えて眼下に一望限リなき砿野平
原か展観するに異ならず長亭短亭山村永郭泥に
蓋し雪に種し岳に梯し海に航して歩歩進み刻刻
隣りて異化曜饗け聖灘に資し固家毎富獄の安き
に漠き文明悲樫花の醇なろに導き庶くは始めて
以て緩行花を賞し柳か昇卒に答ふろ韮得るに幾
からむか人心は惟れ危ぐ道心は惟れ微なり︑惟
れ精に惟れ一にして自稿息まず津蕊叉淳蛎し策
遜愈策進し含員詣擬の挟蛎浦拾に侍り以て此の
重任か蔑一に完うし幸脹大過なくして故正副曾
長の遺業懇更に不朽に僻へ悠久に垂ろろこと韮
得ば不官切々偲々の素懐何物か能く駕に街ふる
あもむや故正副曹長在天の漣霊希くは照霊韮賜
ひ本含の前路奉阿護迂らろろあらむこと懇白市
一束と雌とも其の心は玉の如Ｌ虞みて一掬の丹
誠態傾︲毒素として宋り饗けらろろ韮侯つ︒
大正七年四月十三日

γ三第十九回綱曾
少識後第十九同総含む開く︒其次第左の如し︺

一︑開曾の餅平塚主事
一︑勅語捧讃徳川含長

一︑ 戊 申 詔 書 捧 誠 ︲ 徳 川 副 含 長
一︑第十九同縄曾式誹徳川含長

一︑本管蕗領期誠平塚主事

一︑祝辞支曾代表者個人倉員

一︑答辞
含員縄代饗智庄干君
斯 く て 式 韮 怒 れ る が ︑ 曾長の朗讃され衣ろ式
餅は左の如Ｌｃ

総曾式鮮

並に本曾第十九回縄曾避開くに方リ今同料ら
ずも皇室より特に内帯の黄韮賜ふり恩光に浴し

れるこＬＬ怨告ぐろは本曾の光楽にして諸君と共

に熊激に勝へざろ所なりｂ蓋し聞く穂善の家に
は必らず除慶あり不積善の家にば必 ず齢映あ

りと叉聞く周ば薄邦なりＬ﹂錐とも駁の命や椎れ
新なりと木曾は尻に積・善の家衣リ未だ曾て不積

善の事ある丞剛郡ず曾員小縄て積善の家に出て
積善の人龍らざるなし未だ職て不碕善の通あり
しぞ聞かず天の木曾に餐ふい錐慶憩以てせられ
決して降すに鉄瑛起以てすることなきば不肯の
倍じて疑ばざろ所なり︑既に純衣ろの四十右蝕

し堅忍不披の錬磨韮以て一貫せらろ諸れ韮人の

年は本曾並に含員の共に着々・積善の力行韮積み

一生に微すれば既に不惑の齢牟諭え初老の域脹
入りしものれろ・へＬ其の齢や老いむとするも災

の生命は錬磨準縄て愈旺嘘に愈清新なり含館の
工ば新に成る潅告げ狩に明日芯以て開館の式起
畢げむとす悠久なる本含の前程に稽へ宋らぱ造
れ唯男の二十にして冠し女の十五にして鉾する
に比すべきのみ一見老境に近づきしに似穴リと
錐ども其の資は新に賑春の年韮迎ふろ者に外な
らず然らぱ則ち四十年の紀念曾延開き並に開館
の式起まぐろは倶に精善の家に於ける其の鮭慶
の一端衣ろべく邦欝くＬて命維れ新なろの一例

こ

↓↓

たろぺし既往は以て特来の鑑と癖すに足る積善
の家益善を積みて其の除慶の自がら更に大なる
韮期すべく道徳園龍の一老骸愈迩き鵡加へて其
の生命の自から更に新なろ韮致す今へし進むべき
路は髪の如くにして長安に通ず明花復士惑ふ︾と
恥須ゐず縦ひ世界の職乱愈其の波澗姦大にし帝
埋の人心其の驚浮を増すと雄ども圃力の大本は
道徳に在り圃運の根軸は忠孝に在り之走研き之

走奨むろは皇化韮敦うし民禰審固ｊＬ戦はず

して敵起制し攻めずして兇を服する所以なる起
念ひ徒らに眼前の躯態に動がさる︑ことなく一
貫の歩武韮改むろ基となく網一無雑の純誠走捧
げて常に蝿力の大本に塔ひ閲運の根軸に膏する
こと態識れざらむことル要す︒
縄含む開くこと既に十九同に及ぺり其の問未だ
曾て今日の如き画家の局面に虚し世態の塗革に
遜ひしことあるル観ず是の峠に常て四十年韮慶
し開館牟帆せむとす慶すべく税すぺしと雄ども
時世は未だ拝かに小康に安んじ小成に甘んずろ
延許さず此の間に在て積善の家菰ろの令蕃懇
悲保
持し維れ新たなるの生命を充賀するば其の任亦
鯉からずど調ふ可し四十年ば過去なり舎鮪ば器
物なり過去一仏努力牟綴ぎて更に一段ハ光輝態登
場せしめ器物の雛備彫告げて更に漁腹の寅質な
充溢せしむろは今後の使命れり葵くば閣下故に
譜譜の誘推と確鋤とに依り積善の家憲難守り維
新の生命韮蓄へ益斯迩の錦に貢職し念邦家の進

運に稗禰し天恩の蔑一に未踏する所あらむこ

日本弘道含長伯爵徳川達孝

と走靭が所感話一言ｌ以て式誹と舞寸．
大正七年四月十三日

．

暫時休憩後議拳に移る︒議事の概要左の如し︒

｢−−

｜

て︑含務韮披張すると云ふことが︑天薙に達し

道徳の振興の婦に誰力し且又新曾舘も出来

て詮く次第アーございますｃ

が色々の事情の偽に延びまし求段は︒悪しが
らず︑御了承雅願ひ衣うございます︒
今や此馳陽四月の候に方って︑蛙に綿含乃
開くに就きまして︑地方の曾員諸洲ば勿論︑
叉来京の含員詣君も︑多数御来曾下さいまし
穴ことば幹部一同懇代表して︑御鰻韮申上げ

副曾長︑並に現在顧問であられる所の前含長
松半伯爵閣下等の︐道義の鰯に御誰しになつ
稚肋の御精神並に副曾長其他幹部の方の御骨
折に因って︑斯の如き光築に浴することが出
来れど存じまして︑不官ば甚非其任には通常

御遺憾ば勿論の︾と其他故人になられれ所の正

まして︑率業の補助として︑金一千間走賜る
と云ふこと韮︑︑頭奉以て宮内大臣Ｔｂ達せ
られましてｂ其峠御下賜金韮︑拝受致しまし
汝のでござい史す︐是は愛に私が申すまでも
なく︑木曾の光蕊でございまして西村先生の

りますがら︑笈に閣下並に諸君と似に︐本曾
の鰯に︑且父斯迩の偽に聯此鰯涯なろ朝恩

モウ本曾は洲足して宜い迩是は瀧場の諸君

が出来夫Ｌ衣ことば︑官雇本含の馬に︑並に
斯道の総め︲邦家の蝿に感激措く能ざろ次第
・てございます︒併し建物も出来︑就副法人に
もなって︑基礎が薙間になりまし狼が︑是で

協議雷︵小倉横嫉に閲する意兇︺

○倉長︵伯爵徳川津孝君︺閣下並に諭君︑本日此
新築の含館に於き割まして︑藤紅て御手許へ上

に浴する︑とは深く感激の韮・りに私へい次第で

備此含館も出来︑又諜艇て︑唯証明治三十
︐六年の縄曾の時と記憶致して膳りますが︑少
し迷ふかも分りませぬが︑一それ以来︑壮閲法
人と云ふ建議も出て居りまし丈が︑それも四
五年前に出来ましたし且叉昨Ｈは岡らずも︑

げてござい農する︐刷物の通りの噸序に擁り
まして卿含起孜琶︑叉明日も川鮪式並に四十
年の紐念含を側くことになりましたことは閣

ござい説す沙らしく︑此事悲一言改めて︑諸

に於誹れ・茨しても︑種々御霊力下され︑色々
御心配下されて︑毎度此縄含走開く度に︑明年

は新曾館で開き派いと云ふことでございまし
我が種々の事情の鱈に心早く出来ませぬ︒責
は昨年の縄含の畔にも︑明年の一月早々に心
此現在の曾鮪に於き茨して︑糊曾悲開くと云
ふこと起申上げて縦きまし汝にも拘らず︑叉
段々延びん︑になりまして︑今日縄曾韮開く
こと限相成りましれことは︑甚だ怠慢の事と
幾重にも諸君に御詑悲申す次第でございます

あらうと云ふことば︑モウ分り切つれことと
存じます︒殊に今日の状態ば︑如何なる朕態
であるかを申しますれば︑是は私が申さずと

ふことではいかぬので︑筒ほ進んで善い事芯
するやうに︑積極的に活動すると云ふことは︑
私が此所●て喋々申さずとも︑諸君は御同感で

是でモウ宜いと云って︒小成に安んずろと云

に於守れても家が出来基礎がり︸ろれからと
云ってそれで十分だと云ふこと芯御考の御方
は︑一人もなからうと存じます︒無論一家の
爵には︑足る老知ると云ふことば︑必要でご
ざいますけれども︑一斯う云ふ事業韮する者は

御下賜金の恩命︑無上の光楽に浴すること

下並に詣若と供に︑木曾の億に︑斯道の偽に︑

倦此弘道倉の含館の事は︑先年以来︐諸煮

荊に御報告申上げて謎く次第●てございます︒

りまして︑御挨拶秀︑一言述べやうと存じま
すＯ

それに先達らまして︑先刻も式僻で讃みま
し士如くに︑本曾の淡展致し製すこと．叉曾
館が出来ましてｂ曾務披狼の事が︑畏れ多く

も天聴に潅しまして︑昨Ｈ御下賜金がござ

そ思ひました所がｂＨ本弘道曾は︑四十年来簡

三

しばせぬけれげ﹂も︑今Ｈ含長の席牟演して鵬

て曾務の報告﹄︒ございますが︑其前に例に依

否︑進んでは閣家の鰯に︑騨劉致す次第でご
ざいます．又是より第十九回継曾に就き説し

含務報告︵庶捗ｂ含計︶

議案

後五畔四十分閲曾

大正七年四月十三日︵土曜Ｈ︶午

第十九同綱曾議事録

1

いまし衣次第でございます︒蜜は昨朝十畔少
々過ぎに︑不肯達孝に宮内大臣の官房まで
出ろやう眼と云ふ命がございまし我︒何故か
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大曾記事
もＥ既に諸君が御承知の通りに︑欧洲の職乱は

まずけれども︑猫更ら現今の時勢に於ては︑如
何なる方面でも道徳Ｌ﹂云ふこと老基としなけ
ればならぬことは申す望・てもないことでござ
いますがｂ益︑本曾の普及︑振張韮岡らぬけれ

ばならぬＥでござい生すがらＥ皆様の御出下
さいました御臆韮申上げろと同唯に︑御挨拶

労︑︑一言所感老述べ稚のでございます︒勿論

唯今も大分御誰しでございますが魁どうか筒

ほ一層十分に御援助下さいまして︑上は聖

生を︾制め︑故正副曾長の御遺志態縫いで︑本

恩の闘分の一に酬い奉り︑叉一つにば西村先

○倉長︵伯爵徳川達孝君︺是より曾務の報告に

事態一言御挨拶秀︑申上げて経きます︒

曾の進歩隆盛老固り穴いと恩ひますがら︑此

ろァｅでござい唾せうＴｂ省きますが︑マァさ
う云ふ風隆鱈醗厩併ながら︑我圃民の菖世一

も︲モウあな・祇方の御脳裡には脳資例も津山右

惨膳たる有様でございます︒又此露西亜の方
の西比利亜の状況はｂ如何・てございます咽
惨憎懐憶と云ふやうな有様でございます︒そ
こご圃民の思想の事︑叉道義の事に於き裳し
てば︑先刻も渡遥操君が西村先生の申されれ
言韮御報告になつ淀如くに︑西村先生の御出
になつれ峠と︐今日とは︑どうであるｃ比較
して処ろと︲モウ逝徳が進んで︲不道徳の人
が減っ茨沙と云ふと︑或意味に於ては︑除程
道徳も進んだと何時に︑或意味に於ては寧ろ
悪くなつれと云ふ黙が多々あると存じます︒
此事に就て︑一々私が資例悲塞げて申さずと

系の皇室に識子ろ研の忠君愛圃の情に於て

僅に四箇月の間●てあり泉すずｂ︑縄て含合の

○主事︵半塚唯鳩蒋︶庶傍の報告韮致します︒
昨年十二月九日に︑糊含起致し裳して︑また

移吹差ず︒

の情の旺んなることは︲や是ば申すま・てもござ

は益々之悲進めろと云ふこと︑並に忠君愛幽

新年含韮一同開き乱し赤︒講師の派出が六同
それば一月六日に千葉懸太束支曾︑同月十六
日に栃木蛎宇都宮支曾︐二月十六日に千葉撫
旭町農畢校より申請︑同月二十四日に埼玉鰹
熊谷支含悩同〃同日に同祁川島支曾︐三〃三
日ド茨城蝿結城支曾西謹田部含の請求があり
まして︑出張講演がありましＴ・筒ほ入曾者

が︑申上げますｃ曾合の数．は合せて九同・てあ

二同役貝曾が六回でありまし・て竺其外に有志

り農して︑内十八回総曾が一同︲評議員曾が

数其他講演等の数も脳極めて少うございます

︑本曾に於ては︑此曾旨の普及韮計って︑責に

いませぬが︑個人の事又壮曾の事に封して︑
今日の世の事には︑大分此道義と云ふ事韮顧
みざる所の人々が︐多いやうに存じます博労

優涯なろ所の聖旨に酬い未らむければならぬ
やうな今日の状態でございますから︑不肯な
る私も副含長並に諸君の御援助走得まして︑
どうぞ本曾の主旨︐即ち道徳振興と云ふ雫とに

就て以前よりも一層奮働努力しまして脳本曾
の護展宅固らぬければならぬと存ずろ次第●て

ございます︒是は毎度申上げることでござい

とに致しますｃ︑

Ｏ含長︵伯爵徳川達孝譜︶是より曾計の報告に
なりますが︐先・っ最初に決算の方から致すこ

ましれじ是亦併せて申上げて置き等含すＣ

含長の御指名に依りまして︑従前の評議員が
重任せられ臭して︑其外に新規の評議員が四
名出来まし淀﹄それは伯爵堀田派恒君︑子爵
田尻稲次郎君心高島半三耶煮︑茂木七郎右衛
門君此四名の御方が︑新規に評議員になられ

の数起申上げますがｂ入曾者ぱ昨年の十二月
から本年の三〃までの綱数千七両五十七人心
退曾表が三百六十六人︑中止しまし稚のが三
十四人︑死亡が三十三人︑之態合計しまして
それが四百三十三人・てあります︒差引きまし
て千三百二十四人の増加になります︑価で現
在の含員の数が八千四百三十人ｕ支含の新設
が四支曾︐それは禰島鰹の四倉支曾︐同牒の
中村支曾︐東京府下の東村山支含︑祁島螺の
浪江支含︑此四支含の新設がございましたい
それＴｂ本月の九日・言主筆・の任期が満了に
なりまし我ので︑定款第十五味に依り没して
改選の結果心此に眠ります石川小一郎刑と︑
不背私・此雨人が常選老致しまして︐それ人︑
其筋の手績韮涛ゑせ裳してｂ含長閣下の御承
認もございまＬ非ｃ甚だ不行屑の自分共でご
ざいますが︐電弧て常選態致し講してござい
ますから︑どうか相愛らず御援助悲願ひたう
ございますＣ一曜御挨拶を申上げて髄き農す
評議員の方も︑本年の三月九日で任期満了●て
ございまして︑改選になろ課●てありますが︑
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一金七拾五閲四銭
大正六年度識入歳出決算内謹

歳入
科目換算額決
円算
円額

三つ囲呂︺︽︑三七︑一理

第一款含喪さ苔づ呂七︑奈召一ｇ
第一項確喰韻謝含費︽︿

第一目支曾員曾我画一召己９尋苦一三ｓ
第二目個人脅員禽費一言きさ９−コ一芸パｇ

第二項新入曾者曾費三さづ呂一︑豊七︑一言

第二款雑誌費上代一ｓづ９三弓一さ

第三款基本金利子児玉８吾ぜき
第一項公債利子圏垂呂恩式乙

第二項山本銀行預金利子垂づ９煮二巻
第四款雑誌艇告料井雑敗入き己Ｓ吾一︑雀つ

第一項雑誌鹿告料吾づこ邑己Ｓ
第一項雑輸入ろ合呂唱一︑蓋︶

第五款寄暇金一ｇ︑一︶ｅ一空づｇ
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第一項報酬
第二項書記俸給
第三猟雑給

第二款事務所費

第一項備品費
第二項訓刷費
第三項溝耗品費
第四項通信費
第五項電話料

第六項雑費

第三款集含餐

七℃一︿九九︑五つ︶二Ｅ一九・︑へ五つ
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第四項編輯員手営

第三菰編輯委員報酬

第一項印刷費
第二項編輯費

第四款雑誌費

第七頂評議員含餐

第五項膳嘱講演曾費
第六項含員茶話舎費

第四項女子部講演含費

第一項総曾費

五

計
一

第一款諸給 円 円
科

第五項原稿強
第六項郵逢喪
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第一項縄含寄贈金一ｇ︑ｇ︷一三壷ご
第二項講師派出寄贈金ろ︶ＳＳ石亀式ｇ
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第七項雑賢一己︑９つ一元置き元武さ

第五款含費集金喪八画︑つＳ韮吾吾一興ご歪
第一項支含交付金四面己９琴葺巽一︶三一蔓き

第二項振替料金召︒ざＳ四云吋舌言置き

第六款表彰喪三づ呂
第七款講師涯出没二ｓ奇９三一高ぢ一一愚ざ

第八款新入含打交付書籍役色占呂一天当巴穴へ帝・

第九款諜備費一差式９−試匿ご己へ先︑一言

計昨一全裂き三一︑一三パ己

臨時部

第一款博記編纂費積立金一ｓづＳ

第二款支含整理饗ろざ９当一言

三口ＥＣロつ

一つロｂｏｃＣ
両ＣＥ−︿四つ

二つロＥつ○つ

遺著刊行愛一㎡三︐望苦

圃書部基金一一恩ぺど

特別寄附金一兄︑空言

︽︿

振替貯金基本預金

電話購入金

黒須銀行預金
山本銀行預金

卜

振替貯金
郵便貯金
常術金・

漬券購入金
株券購入金

経常費立替金︵六年︶

同︹七年︶

計
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蝿八五泊つつつ

︑︲一つ０つロ︒

一つ一︿ｂ八三一

一℃一二︿二口同一︿二

三一口︑ｐくつ

かｂ九一壱

商﹄一．九も光五つ

一・つｂつロロ

一つ一︑パつっ

ぺローｂ一つつ

一℃キー九四３町のつ

二ｈ六宝ロ泊一︵一︽つ

八︑八画拠︑三つ一

○書記︵本間和一君︶大正六年度の歳入歳出決のであります︒第二款の雑誌壷上代は譲算よます︒それから有志新年倉の含費︑女子部園遊

字の説糊韮致させます︒其上で術ほ御質問の於て︑七百十二回八十六銭と云ふもの老減じ譲算に款項のないのは︑皆雑収入の中に組入
ある御方はどうか御質問悲願ひます︒て居りますので︑斯う云ふ次第になりましたれましれ億に︑非常な増敗になった鐸であり

○主事︵石川小一郎君︶曾計の御報告韮致すの算に就き生して︑説明妬致します皇歳入第一り少し殖えて居ります︒是は部難が多く出菰
でありますが︑是は皆御手許に印刷し士物が款曾喪に於きまして︑謹算より三百六十四園と云ふ課でＥ﹂ざいまぜぬで︑従前の未納の
差上げてありますＴｂ︐期讃は省くことに致三十四銭韮増しまし衣︒是は第二項の新入倉整理が能く行届いた課であります︒それから
します︒私は眼が悪くて細がい数字がちよつ将舎費に於て︑千七十七側二十銭萌えて居り第四款の雑誌匿告料井雑牧入が︑四百四十八
と見え卒をぬから︑本間書記に増減などの数ますますが︑第一項の支含員個人含員含費に圃北十五銭と云ふものが殖えて居りますｃ是は

耶鵬倫孝

第三款基一本金借入返却一ｇ合Ｓ

計﹇ｇづ呂圭占ｇ

石川小一

李塚唯

伯爵徳川達
侯爵徳川頓

事

第四款塗帳調製費苦づ９秀︑交・玉︑夫一

／

資金現計炎︵大正七年三月十五日現在︶

合計常究兆五己二︑一さパ吾

借方食方
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II

I

科目金額科目金額右ノ各坂調査候虚相違無之候也

I

基本金二︑一三一愚己公債購入金一︑ロ呉︑垂乞曾計調査子爵本多康虎

）

舎悲開き茨しれ舎費伽其他の寄附金など芯︑
皆雑敢入に組入れ稚捧でありますｃ第五款の

し稚諜・てあります︒それＴｂ第六款ば其髄で

なりまし我結果として︑舎費韮振替集金で徴
リまし稚偽に︑此集金費が段々殖えて参りま

て勝ります︒是も新入含者の多い侭に︑扱川が

ありますｃ第七款は僅に換算より殖えて居り
ますｃ第八款新入舎巷交付書職費︑是が懲算
に鋤照し魚して魁二百八十八脚六十四銭殖え

寄贈金ｂ是は諦師派出寄贈金の方で︑七十

て居りますのごあり農す．︾それでｂ借入金︑

の方で︑直接曾獲老御徴集になりまし衣ので
支曾の方では︑何の手数もないのでごいます
さうして交付金も戴けませぬの・迄こぎいます
が︑まだ本年に相成まして交付金のあります
支曾がｂ存在して勝り実すのでありますか︒
ちょっと簡単に御説明起願ひます︒
○主事へ獅川小一郎君︶御答致します︒支曾交
付金ば︑支曾・て御徴集めになつれちのに封し
てｂ二割だけ前には御交付してあるのであり
ますｃ虚が本曾で集金韮致すやうになってか
らは︑一割支曾に上げろことことになって居
ります︒そればあなたの方にも︑差上けてわ
る筈●重二ごいますｃ或は幹事の方が御取扱ひ
で︑御承知でないのかも知れませぬｃ木曾が

り︐︐︸てある筈でありますｃさうして金額は一

土唾Ｉ陛圭卜○

割でありますＣ

まで準計算して︑早叔計算が出来れば︑纏め
て御送りすることになって鵬ます︒もう御送

直接に集金延致しまし推分蝿必ず年度の末

砿えました群であります︒第九款の撫備費︑
・鑓が蔵算ふり八両犬十九岡二十一銭増して勝
りますｃ是も嬢算にない支出を︑此中に組入
ました藻でございますｃ其外新年舎費．愁徳
圏慨糊合曾報告譜費魁四十年志編纂費等起懲
備愛の中に組入れ食し派偽に︑斯ろものＦな
りまし衣︒それでｂ臓昨第一款僻記編纂費積
立金是ば昨年と相錐ありませぬｃ第二款の堂
曾整理費が少し剰って脳リ農寸︒第三款基本
金借入逆却︑是は諜算にあり裳しても︑前の
収入の方に不足が出来まして︑借入韮しまし

脚五十銭埴えて鵬りますけれども︑縛曾寄贈
金の方で七十化則五十銭戒って居りますので
換算と封照しますと云ふと 七脚ば誹り減じ
是は二千六百六十側六十五銭だけ︑丁度大正
六年度に於きまして︑不足老致しますので︲
一昨借入潅致しまし瓶金額でございます︒そ
れＴｂ歳出の第一款諸鵜に於きまして︲三十
五側五十銭増額致して居りますが︑是ば役員
韮︲一人埴やＬ雅倦に︑殖え茨した課であり裳

す︒第二款の事務所費が百二十六側五十五銭
殖えて鵬ります︒是も入含祈がありましたり
其他の偽に︑どうしても雑喪其他が殖えまし
て︑斯う云ふ課になりまし稚く鋪三款喋含投
に於きまして︐五十七回十銭ＬＬ云ふもの韮減

じて居り土すｃ是は昨年度は︑此含館の建築

Ｏ桐生支曾代表者︹豚田典左衛門需︶了解致し

辻ぬければ︑藻算の方に移らうと思ひます

○含握︵仙爵徳川達孝君当もう桐尋がござい瑛

あります︒

茨偽に︐返却が出来ませぬ次第でありますや
大要六年度の戯入歳出の決算は斯くの通り．て

御不講のある方憾．御尋を願ひまずＩ別に

︹一︲異議なし﹂と呼ぶ希ぬり︶

が︐如何●てございますがｃ

○曾長︵伯爵徳川達孝討︺此決算に就き農して

が如何でございますかｃ

つ派こ︲とと致します０

○倉長︵伯陶徳川達孝書譜︺それでは御承認にな

移ります︒

○曾長︵伯爵徳川達孝君︺それでは藻算の方に

一

御尋がございませぬければ︑磯算に移ります

○桐生支禽代秦老︵脇田典左術門君︶第五款の
中の第一項の支含交付金でめりますが心是は
先年支曾に於て︑曾費心徴集めまして︑本曾
の方に納めまし求侭に︑交付金起頂戴しまし
たのでございますが魁一雨年以前から︑本曾

七

、

の蝿に自然集曾起すろ回数が少沙つ淀婦に︑
多少戦じゑＬ次諜●てございますｃ第四教の雑

誌餐．是が藻算より二千四百三十一脚九十九
銭殖えて勝ります︒物似臓童の結果としまし
て︲殊に雑誌の紙代の非常な礁貴の蝿に︑斯
様に磯算悲超過し誰諜でございますｃ尤も雑
誌の紙代ば誹りではございませぬｃ昨年度ば
意外に新規の入曾者が多い偽に︑雑誌の部数
も多くなって居ろ課であります︒第五款曾費
集金費︑是は藻算と封照しまして︑百四十八
園五銭殖えて居ります︒是は曾員の数が多く

六含記事
､

−

大曾記事

第一款基本金借入金ニパ老℃充つ

歳出

科目七年度諜算額

ニロロ︑つロつ

鐘望︿九九ｂ志↑つつ

六年度藻算額備考

︾両つ１つつ・

九九つもつロつ

一五つ泡ロ○つ

三つ・Ｕｐｐｏ

五宝︿︑つこつ

二・ロ︑ロロロ

急ロ泊ロロ︒

二一つｂロゥロ

ニＢ四一つｂつ・ロ

三℃七六九︑ロロロ

三雲ｂ□つつ

一・口︑ロロロ

一つⅡつ一つ

一つつ︑つ・ロ

一二つならロロ

ニロ︑一一・●

三つ︒Ｅロロロ

一八つもつロ︒

ー︿︷︿もつ︒︺

ーロロ︑ロつロ

第三填消耗品費美つづご

項通情費一舌づＳ

一二華︑ロ早口

第五項耀嘱講演曾費吾づｇ
第六項含員茶話含費己己呂
第七現評議員舎費号︑９つ
第四款雑誌賀セパ金︑９つ
第一頂印刷賓五拭き己呂

第三項男子部講演含賓一言づｇ
第四項女子部講演曾費一言ごｇ

第二項勅語捧請舎費墨︑︹ｇ

第一項縄含喪三つづ呂

第

第五項電話料麦ごＳ
第六項雑喪一言づＳ
第三款集含費抵ロさａ

第一款諸給一どらざＳ
第一項報酬墓ごづぢ
第二項書記俸給両己占Ｓ
第三項雑給雫ござｇ
第二款事務所費九美づｇ
第一項備品費己さ呂
第二項印刷喪ろづＳ

二つつもロロロ

ーロロ︑つつニ

一つつ︑つつロ

第二款臨略敢入き口己ご

第二項講師派出寄贈金一言ざｇ

第一頂縄含寄贈金一呂占呂

大正七年度歳入歳出諜算︲

歳入
一金壷閏七千五百六拾七間拾九錘

第三項袋家料︷ｇａｇ

雌時部

一金萱菖参千七百九拾九園五拾銭

識出

一金参千七百六拾七回六拾兆鑑

経常部

一金壷菖七千五百六拾七個拾九銭
一金登蔑四千五百四拾九脚五総錘

臨時部︲

一金参千拾七脚六拾九銭
大正七年度歳入歳出磯算内課

歳入

円円

科ノ目七年度擦算額六年度諜算額備考
第一款曾賢三宝ｇ己呂ざｇご呂
第一項帳嬉窪琳含費一ロバＳ︑ロＳ圭魁処言つＳ含員誇厩秘拾鐘
九拾銭

第二項新入曾者曾費一壱ｇ︑Ｓロ一一召︑ロｇ新入曾窄二一千人

第二款雑誌寅上代一ｇａｇ−９己Ｓ

第二項山本銀行預金利子五Ｊ９垂づ呂

第三款基本金利子児全呂勇戦ｇ
第一哀公債利子園式呂同義ｇ

第阿款・雑誌脹告料井雑敗入一きごｇ吉ａｓ

第一項雑誌匿告料吾︑Ｓ︶君づ呂

第二項雑欺入一ｇａｇろづｇ

計二一岳究圭呂七︑一柔式ご
鴎時部

計三︑圭毛︑充・
票計毛︑雲営一舌

組常部

八

第二頂編戦費一つ︒︑一Ｊロ一ｓ︑ロ９第八款新入倉者交付書籍費画舌︑Ｓ一合︑９つ
第二一頂編斡委員報酬一言︑呂口一八つ︑つ９第九款藻備費七莞︑五ｓ一芸︑つ呂

第四項編輯員手術蓑四占呂言巽占呂第十款諸税金井保険料妻﹃Ｓっ

第五坂原稲費三巻ｂｇつ一言︑つＳ計一四︑秀兇︑きつき一究全Ｓ

第
六攻郵遼費父︺づ呂量一ごｇ臨時部
第七項雑費一苫︑Ｓ︺一ｓ︑ｇｏ第一款博記編纂喪積立金−９︐９つ言︑つｇ

第五款含費集金費一︑つＳ︑９つ八一四・つ９第二款支含整理費圭ロ︑︹呂吾︑９つ
第一項支含交付金垂ｇ︑︹ｇ令警︒９第三款基本金借入返却二火宅︑︽苔

第二項振替料金垂呂占呂四ｓ．ｅロ計一ヨーや︑炎つ一舌︑一ｓ
第六款表彰費己・つ呂弓︑つ９累計一営葵七︑一悲七︑垂一弾霊ｇ
第七款講師派出費一言古呂言つ合さ

○主事︹石川小一郎君︶大正七年度の課算芯︐↑卜諜・てございます︒それＴｂ︲臨畦部の第一ふ風に殖えまし﹄卜鐸でございます︒それから
御報告致します︒是も刷物が御手許に廻して款基本金借入金二千八百六十七側と云ふもの事務所喪が一寸四百回殖えて居ります︒是も
ありますが︐重なる増減だけ韮︑ちょっと本は０大正六年度でばございませぬ︒是は大正矢張り蒋来の事務所費だけ●ては︑到底行かぬ
間君より説明態することに致します︒五年此懐算怨組みます畦にば︐丁度大正五年と云ふ巷か畠．︑斯う云ふ風に殖えまし．︽卜鐸・て
○書記︵本間和一君︶大正七年度の譲算の方は度と六年度に於きまして︑基本金Ｔｂ借入れございます︒集含費も︐北︿通り殖えまし垂卜捧
殆んど科目其他に於きまして︑六年度の計算て居りまし↑卜金高韮藻算に詰り組入れて謡いでございます︒第四款の雑誌擬︑是が四千側
と同じことであります︒歳入の第一款曾費にてさうして成る︒へくそ胞延出して返潜して行殆ど催一寸以上になって居り実す︒是ば含員

於きましては︑大正六年度より︐本年はらよき稚いと云ふ老●て︑之態並Ｆ入れまし杢全群・ての増加と︑印刷代の騰貴︑紙の騰貴︑其他の
つと五千側ぱチリ殖えて居ります︒是は昨年ございます︒それがら︑第二款の臨時収入が捻に斯ろ数字になりまし聖作課●てあります︒そ
度︑即ち大正六年度に含員が殖えまし↑卜憾に昨年度より七百側埴・えて居りますが︑是は第れでｂ第五款の含喪集金費．是も殖えて鵬リ
本年度は︑斯の通り殖えまし一作課．てございま二一項の険ゞ屋料六百閥・てありますが︑是は昨年ます︒矢張り含員の増加其他から斯ろ数字に
す︒それから第二款雑誌壷上代罰第三款基本度にないもの・てございます︒是まで催事務所なり史ｉ一一卜課．ゲ﹂ござ．ｖまず︒それから第七款

金利子等ば︑姑んど大差てございませぬｃ第にして鵬りまし↑作家屋今貨賛しまし聖卜家賃韮の講師派出費︑是は成るだけ数多く諦師の出
四款雑誌瞬告料︑井雑戦入の中の雑牧入の所並に計上致し↑卜諜でございます︒歳出諸給は張をＬ︾作いと云ふ老Ｔｂ︑増額致しまＬ一卜謬
に於て︑大正七年度に於き誤しては︑此新館昨年度より殖えて居ります︒是ば報酬に於て・てございます︒芝れＴｂ第八款の新入含薪交
も出来まして︑或揚合にぽ種々の曾合などに殖え︲書記俸給に於て多少埴重垂Ｌ居り主寺し付書籍費︑白子︒非常に殖えて居りますが︑・丁
一昨用達てることもあるだらうと思ひまし↑卜それから雑給其他に於て︑詰り新館が出来・︸卜度昨年度位の入曾者は︑どうか得られるだら
から︐雑牧入走斯う云ふ風に大凡見込み泉し銘に人員今や増さ胆ぱならぬ開係から︑斯う云うと云ふ考から︑斯ろ計算を致し士謹●てあり

大・倉記事九

言

L

議事の場合に申上げますがｂ溌算の組方は黄
ば浅入と歳出と合ふやうに作りましたのでさ
う云ふ結果になって鵬ります︒前年の決塊の
場合老見ても分り望すが︑雑誌役などが何時
も藻算より多くなりまして︲其不足などば何
時も寄贈金卜去ふやうなもので︑賄って勝る
やぅなことで︑変は決算のｌ此決算に出て
居り１をいやうな計謹等も︑随分あるのであ
り今戻すＣ尤も雑誌を小さくすると記同数を
減すとかすれば心間に合ふか知らぬが今弐で
のやうにやりますと責は雑誌費が除程困難な

大・含記事

ります︒

ます︒第九款の換備費︑是倣大分埴えて居り
ます︒是は殆ど吸入と支出の計算を致しまし
て其剰つ犬金怨並に入れまし派諜でごさい裳
す︒第十款の諸税金並帳保険料︑是が昨年度
はない金でござい裳す︒それで之に封します
ろものば︐前の袋屋料として六百側計上して
居ります︒それがら臨唯部は殆ど昨年度と同
じやうであります︒唯だ藻算の方が︑是まで
借入れて居りまし我︑一昨年常時懐算起組み
ました常唯の金高が︑並に返却金として計上
致してあろ課であり裳す︒大要右の通りであ

一Ｏ

な必要ばないのですが︒

ですＯ

○主事︵石川小一郎君︶御答へ怨致しゑす︒先
づ此七年度に於ては︑修講韮要さぬ積りであ
り今戻す︒少し位のものは或は要り裳す沙知り
ませぬがもそれは藻術賓の中で賄ひます︒震
際此附嶋の家で︲蛍しますのは漸く此間食し
たので十分な修繕も致してございますし︑ま
あ修繕喪は要らぬ積りであり望す扇六百脚の
収入のある武家でございますが︐戸数は一戸

○浦野安井君了解致し史しれ︒
○青柳殿雄君此諸伐と申すのは︑地租であり
ます靴或は家屋税であります迩

の公課と云ふ積りでございます︒

家屋税其他附加税等も加へて居ります︒一切

○主事︵石川小一郎君︶地租もございますし︲

印刷所Ｔｂ印刷費などの値上げのことなども
言って参り農しれので心溌算ばさう云ふこと
で︐歳入とバランスの取れるやうになつイ居

○青柳厳雄君地租は巳むを得ないか知らぬが

除になって居りませぬかｃ

市内に在る所の建物はｂ公共の露に使ふと沙
或ば教育宗教上に使ふ建物には︑家屋税が免

○主事︵石川小一郎君︶雄絡な調べはして居り
ませぬがｂ免除にはなる裳いと忠ひます︒

Ｃ青柳雌雄君皐校等は無論免除になって居り

課されて居ります︒

がありましたが︑それは御注意韮願って︑出

○南勝太郎君今曾館の税のことに付て．お話

ますｃ弘道曾館も免除にならう入﹄思ひ談すが
○主事︵石川小一郎君︶其所は雄電に研究は致
して居りませぬがｂ古い方の是まで塞雪務所に
使って愚つ衣家屋これには家屋税附加税も賦

らぬやうに老へられますが︑修繕ＬＬ云ふやう

のに致しますとｂ愛際足るまいと忠ひますＪ
Ｏ浦野安井君一寸何ひ土︽すが︑六百側も厳家
料の出入がある程の武家証︑所持して居って
修雑費と云ふものが一方に擦算になければな

良すが今のもので昨年あ強リ出し・衣やうなも

○主︵事石川小一郎君︺多少参酌は致して掘り

○字都営支曾代表着︵阿部丈作君︺さうし生す
と︑此雑誌代金何がしと云ふ懐算は︑現在に
・於て︑紙代の上ったり︑印刷炎の上つ衣値段
韮参酌しない藻算ですな︒

う云ふことになるの・てごいますく

の値上げあしないで 何とかやりたいと云ふ
やうな積りで︲細んだものですからそれでさ

りますが︑此藻算恥組む営時は︲錨どうザ舎費

の．てあり食す︒それで藻算悲組みまし・た後に

御不審の櫛尋走願ひ士うございゑす︒

○曾長︵伯時徳川達孝飛︶漁算に付きましての
○宇都宮支曾代表将︵阿部丈作君︶此七年度の
藻算ば申すまでもなく︲何んでございませう
簿従来の倉費の侭の換算●てすな︒

よりも蝕程殖えて居りきすこ

︑書記︵本間利一君︺左襟です︒
○宇都宮支含代表薪︵阿部丈作君︺此歳出が前

叉曾館起新設し衣と云ふことに付ても︑色々
費川がが〜ろ︑叉本曾起擬張すると云ふ怠味
に於ても．色々費刷がザ︲ろこと︲膿ひ農す
然ろにも拘らず︲矢張り従来の曾費老取立て
稚顕算の収入と一致するやうにしてございま
す︒さうして見ますと︐畢寛明日の議案の曾
賓値上げの件と云ふものは︑此藻算から考へ
ますると云ふと意味が分．ｈなくなりはしない
かを思ひます︒

○主事︵石川小一郎君︶含賓値上げの件ば︑其

さないやうに︑一つ願ひれ照若し曾館占云
ふもの芯ｂ金を取って貸せるやぅな風Ｆ致し
ますと︲税金懇出さなければならぬのごあり
史すｃ若しさうでなければ︑矢張り榊赴や寺
院みれいな風に︑取除けになって勝るやうに
記憶して勝ります︒手寂が遅れろと一ヶ年な
り半ケ年なり︑取られますＴｂ．早く其手糟
か願ひれいと忠ひますｃ
て急にいれします積りであります︒

○理事︵石川小一郎君︺是は唾役所に話しまし

○太田安茂君唯今家屋税のことに付て︑質問
がありまし派が︑是は府税の方も︑市税の方
も︑祁融であるとか︑寺院宅あると輔或は
皐校などの建物侭免除になって居りますが︑
其他のものは免除になって賎リまぜぬ︒

○小谷茂寅君︑唯沙斯う云ふ建物は︑税鵡免除
して狂いやうに考へて居りまし張が︑数年前
から斯う云ふ曾堂などば︑矢張り普通に税懇
課せられて勝ります︒税延免除になるのは︑
此教授をすると云ふやうな︑此中で一部分ど
も教授懇すると云ぷや靭なことにすれば免除

ら︑免除される途があると一雪ふことであれば

りれいと思って居りますｃ今日迄の所ではさ
う云ふ風で︑私共は免除されぬものと云ふ積
りで居りました︒併し斯う云ふものであるか

Ｌ﹂に致しますｃ

急に侭役所の方へも問合せもし．研究するこ

ｃ小谷茂資君同書館のやうＦしれら心冗くな

準．ｖがと忠ひますが︑併し是も帝圃敢育含の内
に在る間書館の如きは︑別一二﹄ざいますが︑

免除になるかどうか分りませぬが︑必ず免除
になる上云ふには瞳始絡教授すると云ふこと
限し赤ら免除になる．臨時にやることでばど
うか分りませぬが⁝・
○曾長︵伯崎徳川達孝対︺能く幹部に於て︐研
究すると云ふことにしまして︑皆さんの御斌
見は参考に伺って置くことに致しませうｃ

○太田安茂君大分先程Ｔｂ︑御質問もありま

︹拍手起る︺

し菰やうでありますが 本年の溌算は中興第
一期の藻算でありまして先づ︑私達一同は浦
携一致で︑局に御稔りになる方々起御信用し
まして脳速に御決議あらむことを希望致し生
辛口ｑ〃Ｃ
︾

○含長︵伯箇徳川達孝君︶別に御質問もござし
ませぬければ︑此課算は御承知下さることで
穴しうごさいますかＣ
︹異議なしと呼ぶ者あり︺

しますＣ

○含長︵伯爵徳川達孝君︺次に曾館の費川を︑
決算まで行きませぬが︑其報告を主事がら致

ございますが巾上げて置きます︒

○主事︵石川小一郎君︶含館の建築費は︑前に︑
も申上げてございます通り０特別含計に致し
て扱って居りますので︑此諜算決算には︑遥
入って居りませぬ︒其養州は御蹴になります
やうに︑今日われリもまだ少し︒人起入れて
やって居る所がある位で︑決算がまだ出来ま
せぬのでｂ何れ決算は後の年度．て申上げます
・要﹂ざいますがｂ此金額だけちょっと概算で

ｏ書興本間和一意収入がｌ寄附牧入額が

りますＣ

五闇四千六百九十四個︑雑収入が二千七百二
十二側九十七銭︑それがら支出が七鶴五千十
三回五十三銭︑募集費が四千四百四十三同八
十一銭︑斯う云ふ課になって勝ります︒唯今
賀際の建築費として支榔ひましれのが︑四蕊
七十七側二十六銭だけ支挑って鵬ります︒
○主事︵石川小一郎君︺ちょっと御獣り悲申上
げて置きますが．唯今申上げ菰金額？てはｂ支
出の方が多いので︐それは借入金懇致して居

Ｏ含長︵伯爵鍵川達孝君︶建築の方のことは︑
唯今御聴きの迦リの次第でありまして．何れ
叉詳細のこ上廠︑後日御報告申上げ派いと思
ひます︒左様御承知韮願ひます︒それからも
う一つ︑御報告韮申上げますが︑今日西村先
生初め︑故人になられれ所の正副含長の御墓
参心致しまして︑此度の曾館の出来上りまし
衣御報告韮いれしまし誰︒其事に付きまして
は︑副含長徳川侯爵から︑御報告致します︒
○副曾長︵侯爵徳川頼倫君︶御報告芯申上げま

I

になる３それで・脚分の希望しますのは︑木曾

こと韮希望致し坐す︒

は之雅機として︑其筋に矢張り免除にして賃
ふと云ふやうな問題韮︑御出しになつ龍ら如
何かと忍ふのでございます︒兎に角今の所で
はｂ到底免除にはなりませぬ︒それで之れを．
取られぬやうに︑一つ新例悲御開きにならむ

除になるやうな方法があれ︒ぱさう云ふ途韮取

一一Ｉ

ｰ

q

○主事︵石川小一郎君︺事務所でも︑何とか免

大曾記事

k

大含記事

の御墓所に︑御報告をしれらどう︑てあらうと

すが︑唯今含長可ｂ御報告のことば︑鋲て倉
〃長が含員の閣下井に諸対方の御熱心で︑宿題
ともなって居り裳し雅此含館．叉木曾の事業
が↑々に護展延致すと云ふことに付き弐して
西村先生韮初め︑物故せら雄裳しれ正副含長

た通り︑宮廷の御川もあらせられますの・ても

云ふこと韮：藻て含長が考へて居られまして
丁度此含蝕が出来ました折に︑御報告韮致さ
うと云ふことで︑含長には先刻も申上げまし
今朝九昨牛Ｔｂ・雨主事と共に︑西村先生︒
南嬢綱紀先生︑松平忠威誰︑子爵松平親信君
の此故正副含長の御墓所へ参拝を致しゑし淀
叉御墓前には︑花鵡供へまずの．てござい失す
が︑是も含長の深い御考●て︲花よりば榊を供

まずかじちょっと御諮り致します︒
︹﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

御招き起業って居り弐すの・て︑其方へ出ます

○含長︵伯鰐徳川達孝君︺御異議がなければ左
標致しますｃ霞功御断り致して置きますが︑
明月ば開館式及四十年組念含む︑午後一時半
から開くと云ふことになって居りますＴｂｂ
報九時から臨時綱曾韮開き︑それＴｂ協議曾
もそれ迄に雑り我砂と思ひますが︑御承知で
ございませうけれどもｂ甚だ私が勝手が巣し
いこと態︑諸君に申すのば恐縮でございます
が︒昨年の縄曾の時も左様でございまして︑
偶然ではごさい農するが︑正午に山階宮の御
成年限達せられ生した御覗に︑霞ク閲離宮に

出．てございますザら︑私は或ば巳むを得なけ

副曾長ば此方に御出で︲ございますけれども
それ故に．勢ひ一昨半と云ふことが少し狸れ
で開曾を願はなければならぬのみならず間叉
朝の方の協議曾も︐早く御免牟蒙らなければ
ならぬかを存じます︒併ながら︑副含長も御

れば 副曾長に願って︑退出致すかも知れ実
せぬＴｂ︑誤め其事悲願って置きます︒明日
ば成るべく早く︑始め稚いと存じます︒どう
ぞ御承知悲願ひ生ず︑建議案も並に四通ばか
り出て届りますが︑是も明日に致さうと存じ
ますでｂ︑どうぞ左様御承知悲願ひます︒こ
れで先づ先刻以来０竣工式又物故せられ求所
の正副曹長の篭祭︑其上に十九同総曾も滞り
なく済みまし我︒皆様に御糖を申上げますど
うザ明日も︑今日の如くに︑多数に御集りあ

一一一

らむこと起偏に希望い犬します︒是で散含と致

午後六時四十二分閉含

し談すり

圃目凹四識錨綿曾並協

四月十四日︵日曜日︺は朝来快晴ならざりしも
絡日雨降らず︑大含中最も重要なろ一日起︑多幸
の狸に雑はれろは 全く天砿なりしと言はざろ
べ可りず︒此日午前十昨より臨畔総含．続いて
協議含準開くｃ定刻前来含者百数十名に達し︑
左の如く議案弁に協議案脹就き討議せり︒

可

臨時繍曾議事録

大正七年四月十四日︵日曜Ⅱ︺午前十昨十読分
開含

議案

○含長︵伯爵徳川達孝君︺是より臨畦縄曾延開き
ます︑昨日も今日も斯く多敷御集り下さい史し
て有難く御魁杢申上げ珍寺脳ちょっと御蔵リル
申上げますがｂどうザ御震言の時は︑支含の方

一本含披張に閲する件

協議含

舎費改正之件

1

へ我方が在寸りうＬ−云ふこ上﹄・て︐大きさば約

二尺程の根の付い恢榊を︐四ヶ所に︑御墓前
に楠ゑて供へまし士次第であり農す︒之悲御
報告申上げますｃ弄れでｂ谷子爵の方へば噂
東京ではあり農せぬＴｂも倉の方から︐御遼
族の方へ︑唯今の意味を添へまして︑御供物
鵡致しまし次次第●てありたす︒是だけ御報告
致して瞬きますＣ

し洗いと存じますＴｂ心︹それで宣しうござい

Ｏ曾長︵伯臨徳川達孝君︺それでは是で縄含を
総りましてござい裳す︒引疲きまして︑協議
含雅開く次第になって居りますが︐大分昨刻
も経ち生し次Ｔｂ耐今日ば是で終りまして︑
先刻委員の方でｂ中され洗如くに︑並で卿汀
ながら食事韮上げまして︑協議含ば明日に移

ﾄ

L可

評４

納入の事上﹄

方は何々支曾ｂ個人の時は御姓名を御述・ヘにな
るやう謹め願って置きます︑それＴｂ今日の議
案の説明は理事の方からなされませうけれども
私守らも一言申上げます︑開館式並に創立四十
年の組念曾もあります場合に︑斯の如き問題老
出しますことは︐木曾としてば誠隠心苦しい次
第ではございますけれども︑巳むむ得ざる事情
もございますので 此曾我改正の事牟問題に致
しました課でございますでう︑どうぞ其遥は本
曾の苦心の在る所韮御了解あらせられまして︑
好都合に議決になるや７何分皆様Ｆ願って碇く
次第でごさい裳す︒
舎費改正之件
︾含費は従来一箇年金萱圃八拾銭一

計なり居りし老読物慨騰貴の偽め常分の内金
︾二個四十銭とし一時納め曾饗金二十五圃悲
王金三十五園に改むろこと

最低額の一 園 八 十 銭 Ｌ 二 一 十 五 園 と 起 是 ま で 受 入

○主事︹石川小一郎君︺今日の臨雌縄曾の含費
増額のことに就て一寸申上げて侭きます︒含餐
のことは御承知の通り定款に規定ｉてございま
して︑一般の含員の含喪が一箇年金一園八十銭
以上︑維身舎費が金二十五側以上と云ふことに
規定して居るのでございます︒責際は其規定の

の物領は数年前に比較致しますと︑一二倍にも五

れて居るのでございますが︒御承知の通り今日

●て従来の舎費・〆﹂ば官の経湾が趣も立行き１をぬで年々前年の不納のものは後年度・て取ると云ふ

高債に上一︾て居ります息概算●てござ暇まずけれれぱｂ現在の物慣が暇に下りませぬとしまして
ども︑数年前から見ますと印刷愛と紙代とに於も・含喪丞減額する︸︸とが出来ることと思ひま
て殆ど倍になって居ります︒此新館も出来土しすが︑此期限と云ふことは一年とご一年とか決
て普通の事務所費なども物償の高くな妥卜ぱずって居りませぬ︑それザら含員の曾費は完全に
リでなく幾らか鹸計要ることになりますｃそれ納って居り半島局のがある哩一﹂あります︒それ

︒て既に昨年と一昨年とも年々多額の不足が出てやうＦなって鵬りょして・集金郵便で曾費韮徴
居りま︽︐ｃ質は含昌あ増加基本金の積立．〆﹂も出敢する法悲取りましてから大分良くなりまして

米生すれば曾費の増額などはせずにやって行き全くと云ふ課には参りませぬがｂ齢リ深山の不
主いと希望して腸りますけれども︐今日の場合紬はございませぬｃ

そこま．て連ん・て居りませぬ︒それ謬一﹂此案には僧○川越支曾︵赤阪護庵譜︶唯今の御説明奉拝恥
分一側八十銭の曾我一瞥一間四十銭に改正してど致しますと︲成程物偵騰貴と云ふ建仁曾喪怨上
うか維持して行守うＬＬ云ふの・て今度の案を出しげろ鳶とは責は己む走得到一をいがｃ元来本含の
まし粒のでありますｃどうか其御積り・て御賛成趣意と云ふものは曾費無し源卜してやりれぃｌ﹂云

悲順ひ︽卜い︒ふのが目的頓てあらうがと思ふ故に．入会尋ろ時に

○士︑田支含代表新︵林僻兵備君︶蔦よつと御伺本曾の蕗綱悲遵守すると云ふことの誓を総さ
ひ致しますが︒是は何月Ｔｂ御施行雁なる御都して耐そ奴から入舎態させる︒斯ぅ云ふ責は議

○主李︵石川小一郎君︺本年七月から施行し衣人を縮撰して入奴ろ曾員起幣理すると云ふこと

合簿てございますザｃ論がございまし赤ｃ是は私共考へま寸のに十分

いと云ふ希望●て評議負曾の御同意を得て居るのには宜いと忠ふ︒然し今は描張の畔代・てあり当季
・てあります︒此案鵬七月と一云ふことば書いて牡すから舎費ぞ取るといふことば常然●てございま

きませぬてし松が︑左様御誤知懇願ますｃすから含餐起取って雑誌韮透り其の他の事業を
○足羽中次郎君此含費には捲分としてありまする其費川が足りないと言は艇．︑ぱ其舎費を増
すが︑繊分と云ふこたは制限があります迩さ加して取ると云ふことばこれは巳むあ得ないが

って居ります潮そ恥走らｒろと側ひ犬い︒ろしそれば含喪韮上げますと含昌飛何割か減る

うして是ま診て曾餐が含員Ｔｂ厳重に御取立にな並に一つ考へて置がなげ一ればならぬことがあ

○主事︹石川小一郎君︶常分と申Ｉますことは〆﹂すｂ何故減ると云ひますと︑へＴ日の有様では
何峠ま・てと云ふ見込もないの・てあります︒諜て・木曾には特帥がない︑例へ豚曾員にして非常に
計謹化て居りますろ基本金がら生ずる利子・て此謎力し衣が天災脹椛って雛沈しイ︑も之韮助ける

経費の方に充てる上云ふやうな時期が参ります︑と可其人が死ん一﹂も雑誌にあまり書か廻さ

ｰ

W

倍にもなって居り生ずｃ 此弘道曾の経費なども
矢張り倍額或はそれ以上の増加を来して居るの
でＤ殊に其鯉饗の中の最も多額韮占めて階りま
するものは雑誌でございますがｂ紙代 が非常な

大倉記事

1

＝

」

大倉記事
ぅ云ふ風でありますから人情態以て繋いで行く
と云ふ途はちっとも立って賎り土をい︑だでｂ
一方含餐の値上げは宜いが埴此令喪彩上げろと
〃云ふことば含員が減ることになると思ふ︒それ
から私は川越に参り望して川越支曾零再興しま
し士時に百名以上含員彩勧誘致しまし士が︑今
は殆どなくなって私の親戚だけ蕊って居りま
ずで其なくなった巾にば随分本部に寄附金も致
しまし求老もござい三す︑それで若し斯う三ふ
人が退曾の屑出延し裳し我ら︑本部では其雛に
して殻かずに郵便でも出して︑何とが含貝延引
止功ろ方法手段起御講じにならなければ︑折角
骨彫折って奮員を入れても今日這入って明日去
ると云ふやうなことになる︑それから含員の死
亡した場合に昔は書いれ︑何の某は死んだ︑誠
に哀悼 意か表するとｂ近頃は死んだことはち
っとも雑誌に出て恩り塾一をぬ脳是は今始ったこ

韮らょつと申上げて擬き裳す︒

とでない数年前Ｔｂである︑以前は退曾しれ時
は何の某が辿曾しれと云ふこと延書い源もので
す︑是等のことは私は具髄的に今申上げませぬ
が︑何とか方法韮御研究になるやう希望し裳す
部ぢ勝来は人情を以て人心を繋ぐと云ふことに
付て御耐究韮蜘はなければいかぬと恩ふ耐懸案

うな御話・要﹄ざい土︽し誰が心昨日の譲算に開係

○島田正君昨日の縄曾に於て通過致しまし龍
大正七年度の彼の瀧算額で以て歳入歳出の見込
が立つのです通舎費値上は七月からと云ふや
するものではなからうがと忠ひますが脳さう云
ふ開係はござい卒をぬのでございますか︑ござ

』
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い農せぬとしますれば値上げ韮しなくとも御差
支はな評うと思ひま寺が
○主躯︵石川小一郎譜︶諜算には無論含喪増額
は見込んであり生せぬが︑譲算韮組んだ後にも
印刷所Ｔｂ値上げなど韮言って参りますので此
藻算では足りないのであります︐一方で餐川韮
減らすと云ふことにすれば足りぬことばない通
例へば是まで八十頁なり百頁なりの積りで雑誌
韮出すやうに漁算を組んで居ります︐それ韮金
が足りないＴｂ減らずと云ふことにすれば金が
減って来ることになるが︒

○島田正君さうすると大正七年度の歳入歳出
は危いと見なければならぬのですかＣ

が超つ求のですＣ

Ｏ主事︵石川小一郎︺危くはござい卓をぬが︲
是迄通りの雑誌など彫出して行くには金が足り
なくなり︑之れ尋貴下の言葉で言へぱ危いと云
ふことになるか知らぬが︑そこで増額する必要

ますＣ

○島田正譜大正七年度の歳入歳出が完全に行
ばれろと云ふ御考であるならば︑成る菰け此所
で値上態して戴き稚くないと云ふ希望でござい
Ｏ伏見勤之助唯今島田君の御尋れしたのは︑

鍵脹御配付になった譲算では一大正七年度の牧支
が金気︾て居ろ︑彼の表・てあるならば決して増額

の必要はないと︑云ふ所から御尋胆になつれん
だらうと思ひます︑私も同意見であります︑其

願ひ呈す︒

理由は後●て御話したいと思ひますが︑幹部の方
も之れ韮能く徹底して御蕊︑含取りになるやうに

四

本︽ぜ︑フ︒

Ｏ青柳雌雄謡凡そ入倉者の平均年数がござい

数●てばありませぬＣ

○主事︵石川小一郎君︶是は維身でございます
Ｔｂ︑十年含員・て居られる可三十年曾員で居
られるか分りませぬが︑さう細かい所から出求

年々減る課ですな︒

○青柳厳雄君さうしますと二十五閲の元金が

誰ものでございませぬＣ

餐は是はどう云ふ精算でさうなって膳リュ寺︑
年々なら一側八十銭で一昨なら二十五剛で宜い
と云ふのはどう云ふ草出の数ですザｃ
○主事︵石川小一即君︶それは二十五側悲侭脹
六朱に迩蒋の出来るものと致しまして一例五十
銭得られます膳それで二十五側の元の金もあり
ますＴｂそ鼻で少し割合が安くなろ課でありま
すが魁そんな所がら出犬ものできうきちんとし

Ｏ青柳雌雄調此二十五回と垂ふ終身含負の曾

悲願ひますＣ

ぬが唯今縁一﹂はさう云ふ具合厚一﹂あります︑御承知

古い昨代にはまだ以上姥納めれ方があるか知ら

あるの琴一﹂何回以上といふ様にして侭い犬のです

Ｏ曾長へ伯爵徳川達孝君︶以前から斯う云ふこ
と唯なって居りまず︲定款改正の時普通のやう
に何側と定めやうと思ひ裳と卜が︑前の習憤が

い込ま︷９Ｃ

鐙以上と云ふことになって居り裳すが︑責際以
上話納め士方は何人位ありますかｃ
○主事︵石川小一郎譜︶二間の方が四五人ござ

○青柳雄雄君ちょっと何ひますが︑一間八十

一

ませぬ︒

○主事︵石川小一郎君︺平均年数は調べて居り

○青柳殿雄君暇に二十年としました所が三十
問の利子で以て・：．

銭つ〜元金懇毎年食︾へて行く︲唯漠然と二十五

員は年彫さう云ふ喪川が要らぬ︒

○主事︵石川小一郎君︶一関八十銭の曾費韮取
りまして支曾に集金料に二割交付する︑維身曾

○青柳雌雄君私の質問致し農すのは︑二十五

恩ふ︒

閲の六朱一制五十銭で足りろ︑三十銭ば雑我が
省けるＴｂ元金は保存すると云ふが︑是は寄附
金でなく曾費として前納し北もの．てあるＴｂ曾
擬の岡的呼果した後にば即ち本人へ還附して宜
い︲本人即吟霊前へ香翼として呈供して宜いと
Ｏ主事︵石川小一郎君︺其六朱の金が一間五十
銭になってと云ふことば︑二十五側と云ふもの
はどう云ふことがら出士と云ふ御尋れどあるか
ら︑さう云ふ位な標準で出来たと云ふことを申

ます︒

上げれの・て︑霊前にどうと訴斯うと海云ふこと
ば能く分り生せぬが心後●て能く一つ御話申上げ

計り赤いと云ふ御趣意．てあ

大曾記事

をきせ曾喪の充笈を

○漬川風松君ちょっと青柳君匡御相談致しま
すが︑算出法に付ての御尋胆は至極御尤と忠ひ
ますが︑失臆でありますが心唯二十五閲二十五
圃と仰しやりますけれども寄附韮なさるものは
決して二十五側に止まらない心百側もある︑五
十閲もあると存じますので︑兎に角唯今の青柳
さんの御質問は的確なろ統計の下に曾員に満足

１１

ーご存じます︒

りますがら︑大概青柳さんの御論も吾々聴いて
も分るＵ幹部の方も分つれやうですがり統計と
云ふやうなことＦ付きましては今後又機曾があ
りまし粒時に青柳さんの御誠のやうに曾員に漁
足杢典へるやうに幹部の方で調盃準して貰ふと
云ふことにして︑是は御止めになってば如何ザ

らば百個でも．五十閲でも︑含に影響し︑ますが

○青柳巌雄君液田先生のお話で了解しまし派
が︑今二十五園の最初のナニが能く分れば︑随
って三十五側に増額の事が了解する群ごあるの
で︑六朱の利子の取収ろことになるとしても︑
是は基本金として寄附し赤のでない︑含費たし
て収納されたのだ それだがら基本金の寄附な

申して置きます︒

含餐として一時に納めろと云ふことであれば︑
曾に保存して詮く必要はない︑壷しく子孫に返
して宜しい︑それでなければ世襲倉員として永
く其家の子孫韮して曾員とする斯う云ふ意見韮

ると云ふことに決め汝ら宜からうと忠ひます︒．

○讃田圃松君皇あさう宝ふ事にして調査韮す

○佐藤信古君大分曾喪の事に就きまして御議

かを云ふことを伺って置きれいと思ひます︒

論がありまし我が︑是まで一箇年一間八十銭と
なって居りまし衣が︑現在の含負数でも︑雑誌
の部数Ｔｂ言ひますと︑縄高がどれ位妖損する
が︑それから一部に封してどれ程の鉄鎖になる

○主事︹石川小一郎君︺現在の曾員に封して雑
誌の分でどれ位と云ふ計算はしてございませぬ
今細かに計算してある物もございませぬが︑雑

誌の賓用だけ韮申しますと︑雑誌の印刷費と紙
代だけでございますがｂ一部が十銭五厘ほど現
在では掛りますｂそれで現在の曾餐のナニにし
ますと︑事務所饗から縄ての費川起皆入れて計
算を致しまし求所で︲昨年の所で二千四百何十
間不足しれのであります︑それはどうでもそれ
だ〃の経捜は使はぬければならぬのであります
Ｔｂ・それだけか償ふ爵め今度毎月の分に封し
て五銭韮上げたのでありますが︑それだけで役
ふと云ふことばぢよつとむづかしからうと思ひ
ます︑それば是Ｔｂ筒一は含員怨増加致しまして
増加し稚曾員に封して雑誌怨配Ⅶます数が殖え
て参りますけれども︐雑費とか︑事務所喪と云
ふものは︑八千人の含員でも︑一蔑人吻含員で
も︑殖えては参り１をぬ．唯雑誌の印刷渋だけ
が殖えて参るのでありますＴｂ︑それで雑誌の
印刷代等の不足怨補ひれいと云ふのでｂ曾員の
増加韮計まして居るのであります︒
○桐生支曾代表者︵原田典左衛門君︶ぢょつと
伺ひます︑此曾費増加の件でありますが︑是は
最も填重に審議しなければならぬ事だらうと思
ひます︑それで不肯の考へまするのにはｂ昨日
来休憩室で木曾の曾員の年々の統計を知ること
が出来まし衣のはｂ非常な良い参考になりまし
求︑それで此大正六年は幸にして含員が殖えま
し龍やうでありまず︑叉本年も幹部の御誰力で
全幽星白ろて曾員韮募集せられますことは本曾
の鴬め︑圃家の偽に︑非常に好い事と考へます
それに就きまして折角の含員韮多く造ると云ふ
のに封しまして︑大正六年及び七年に於て物慣

一五

居
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づどう考へましても︑是は基本金にして︑是起
増埴しなければなぢいものと忠ばれます︑増殖
して永久の基本金として之延是非永く本曾に綴
演して置くことにしなければならぬと思ひます
ので賭専ら其基本金の設立を固って行くこと老
願ひます︑それ可ｂ此曾費は成るべく殖やさぬ
やうに願ひ源いと忠ひます︐さうして青年圃髄
なども是非曾員にするもそれは矢張り藩の信者
のやうなものにして︑曾費は至って僅かで雑誌
韮配るやうにしてｂ弘道倉の趣旨老弘めろやう

一一︿

是に決まったものと思ひます︑此立派なろ曾堂
も出来裳し犬しｂ我々曾員としては大に膳を固
めて掛らぬければならぬ︲自分とし並は曾員の
多数のみならず︑叉幹部の方々にも一層の御謹
力走願はぬければならぬと忠ひます︑さう云ふ

風に含む一層盛んにするに就きましては心ど

うしましてもそれだけ曾員の負据韮増す．と云
ふ程でもないと思ひ堂すが︑道理上僅誹の負婚
は見かれぬと忠ひます︑段々紙偵の暴騰峠就き
まして︲是まで一箇月の新聞が二十五銭ｒ一十
八銭で見られまし犬もの韮画此頃では三十五銭
沙四十銭でなければ見られぬと云ふ状態であり

が大塗腫騰貴しれ︑此物慣臓貴は本年俄に臆毒
し衣と云ふのでなくして︑昨年来増して居るの
でありますが︑含賓走上げ穴偽に肝腎の曾員零
募集する黙に幾分の故障起生じばせぬがと云ふ
杷憂がありますザら︲自分の考へるには︑本年
度の含計法は便宜方法と申してば甚だなんでご
ざいますが︑幹部の方の御答癖では其方法宜し
き諾得ないやうであり裳すがら．成るべく本年
中に曾員老多数募りまして︑さうして其多数の
含員が出来ましてからｂ其勢ひに乗じて曾費を

ますが︑それを見て居るの・てあります︑然るに弘

にし従いと思ひます︲それから筒一はモウ一つは

ますｂ何十銭以上と云ふこと・てなく︑ちゃんと

弘道倉の規則中にございます曾餐の規定であり

ければならぬと云ふことになる︲それ・て二回四

何銭と云ふことに一つ定めて戴きたい︑入曾延
勧するのに︑以上と云ふのは幾らであるか︐
今は一団八十銭であるがら︑二間出すの迩三
側出すの可身分に依りましては五回も出さぬ

だけ御伺ひ致し裳す︒

十銭なら二日四十銭と︑きちんときめて置いた
方が宜いと思ひ生す︑筒ほございますが︑それ

○平塚支含代表者︵船津愛之助君︶此臨畦縄含
の含費改正の案に就きまして︑多数の方々Ｔｂ
色々の御質問が出ましてございますが︑私が考

へまずろのに︑此舎費を上げなければならぬと
云ふ場合になって居るこＬ﹂は︐今初つれ事では
なく︑ェ︺Ｉ一二年前Ｔｂ上げなければならぬ場

ると云ふこ︑とに就て︑幹部の方の御評議の結果︑

合になって居るものと思って居ります︑それを
さう上げては曾員は米はＬない︑或はどうであ

︵拍手起る︶

○足羽中次郎君曾賓増額の事に就きまして簡

ますＯ

云ふ考悲以て此案一ト御賛成下さることを希望し

御提案韮なすったのは︑大に事情の採るべき
所があると存じまでから︑漁場の諸君もさう

道曾では一箇月ではない 一箇年の含費として
御上げになつ士所が二側四十銭︑即ち一箇月に
割りますと僅哲一十錐に過ぎぬのであ叶ます︑
して見ますと甑多敷の含員︲叉近く加入起御勧
めになりまして心勧誘されれ含員としては高い
と御考になるかも知れませぬが．それは一鵠物
質的のものと逢ひまして︐内分の精紳の修養Ｆ
なる所の雑誌でありゑすＴｂ︲大に弘めて︲さ
うして自分の立場韮潔らかにして行く所の範を
取入れる所の震物韮得るものと信じます︲然る
に本曾の含費老此に御上げになると云ふことの

上げろと云ふことが非常に宜しい︐と思ひます︑

が八十名・てございます︑斯様に曾員が段々殖え

含費起上げるのは︑是は巳むを得ないでありま
すけれども︑一方に含員怨募集すると云ふ鮎に
就きまして大に考慮もＬなければならぬと思ひ
ます︑今や私の桐生支曾に於きましては支含員

意見でありますｃ

つ︑ありますところですから成るべく曾費ぞ上
げることは本年一箇年だけは見合せたいと云ふ

︵拍手起る︺

○東部支含代表者︵渡遥錐君︺質問ば是で止め
まして︑意見の方に移り永いと恩ひます︒
○含長︵伯爵徳川達孝君︶御質問がなばれば意
見の方に移ることに致しますＣ

Ｏ加賀美幽光君此弘蓮含の掻張妬固りますに
ばｏどうしても財力韮要する課でございますか
ら︑基本金韮祷へろこと韮専ら御固りになつ求
ら如何であらうかと思ひます︑幸ひ今般御下
賜になりまし稚恩賜金に就ては︑是は何れ評議
員諸君が十分御攻究なさろでありませうが︑先

単に意見を述べますが︑含盛増額の事は蔑巳む
ぁ得ないこと〜思ひますが︑併し承ります所に
依ると︑まだ従来の曾貝の曾費の徴収方が十分
でないやうに忠ひますが︐幹部の方でも此際十
分に御恋溌韮なすって狛是までのものを御整理
になって︑然る後に増額になることル希望しま
す︑蛍だ此事に就きまして申上げたいのであり
ますが︑申すと長くなりますから．極く簡恥に
それだけ申上げます︒

○主事︹石川小一郎君︺唯今舎費の不納が大分
あるやうであるＴｂ︑それ心整理してザらと云
ふ御意見のやうに承りまし衣が︑先刻申上げ蛍
し衣通り︑含費の未納と云ふものば段々整理あ
致しまして︑今日ではさう多くはあり典せぬ︑
未納の分も漸次取って居りますから︑前年度の
収入とＬて藻想して居ります分だけは這入って
居ります︑さうして未納のもの起今徴牧しても
物償騰貴の億に︑今日要します費用走償ふと云
ふことば池も出来ないのであります︑繰返して
申しますれば︑未納はさうはございませぬ︑僅

ひます︒ば随分御迷惑になることｌ忠ふので典身燈谷ま

○漬田圃松君此昨日の濠算悲拝見し︑筒ほ含ろことでありますが︑時節柄多少の増額ばどう
費増額の説起伺ひ︑含員諸君の質問に封する幹しても己む韮得ぬと忠ひます砥去り乍ら含員請
部の御答等︑一々了承しまし主がｂ其間に起る荊の御意兄のある通り俄に之韮二側四十銭と致
質問︑御意見等走伺ひますれば︑雨方とも御尤Ｌ生すのば如何でありまぜうかと云ふ愛慮なき
の事と思いますｂ殊に青柳君の統計問題の御意にしもあらず︑虚で是ば涜田君の御説の遡り委
見は︑含悲思ふ者としてさうなくてはならぬと貝を選んでｂ金額ぱ宝しく委員の調盗に委がご
思ひます︐寅際紙などはどうしても三四割は上ろと云ふ御意兄に御賛成悲願つ濃方が宜からう
って蹄ろのでありますから︑本曾の曾喪の増額と忠ひます・

は無理ならぬことでありますけれども︑地方の︵可賛成﹂と呼ぶ者多し︶

状態︐叉含員の減ずるやうな事に就ては︐是は○含長︵伯晦徳川達孝君︶唯今涜田調がら此問
鯉々に側ふくきものでないと胤ひます︲故に賛題に就ての調飛委員韮殻けたら宜汀らうと云ふ
成韮する方もあり︑或ぱ延期すると云ふ御説もことご脳大分御陵成の諸荊もあらぜられろやう
出ましたＴｂ︑楚に慰見怨申上げますが︑斯様αでありますが︑委員付託では如何でありますか
な大切な問題心議しました所が︐時間でも多く改めて御意見を伺ひます︒

ありますれば宜しうございますが︐短時間で誠︵可擬成﹂と呼ぶ者あり︶
識するよりも︑先難で︑能く状況彫知って居ら弓異議なし﹂と呼ぶ老あり︶

れろ方もございまぜうＴｂ・其方々に御意見韮○布施礁助君私は此議案ｒ一就きましては︲目
伺ふことｋして︑此に調査委員を御畢げ下さい下の物悩騰貴の際ですから︑之を上げるのは如
まして︑さうして其調光委員の方が十分に幹部何にも諒とする所・てありますが︑皆さんの御話

一七

○遠江支曾代表者︵橋本孫一郎君︶忠ならむとて居りますが︑此雑誌は今日の所文字の多いの
欲すれば孝ならず︑孝ならむと欲すれば忠ならに寧ろ困って居り︑紙数の多いのに難渉する位
ず︑是は重大問題でありますザらｂ原案に賛成でありますｂ一般の含員の模様老聞いて見ます
廷致しますれば本部には忠義ですが曾員全篭脹と︑斯様な厚い雑誌起初めでう総りまで期讃す

︵拍手起る︺であり生すが︑雑誌に就ては資は糠艇ノー︑考へ

がし哲﹂ざいませぬ︑それは着七整理して居り
の意見恕御醜下さ恥まして︑委員の方も十分御態承って勘考して見ますのに︑一概に二画四十
ますから︑左様御承知懇願ひます︒
見逢申されることにしたいと思ひます︑私の意銭にするのは︑大に曾員懇勧誘し︑叉現在の曾
○ 足 羽 中 次 郎 君 そ れ ． て は 未 納 は ど れ 位 あ り 段 ・見として調盗委員十名Ｌ致しまして心曾長御指貝怨維持して行くにも差支へると思ひますから
すかＣ
名として︑さうして此問題韮片付けるやうにし之起一箇年二間とし稚いと忠ひます︑桃理由の
て凌表して下さる方が宜からうと思びます︒大髄ば雑誌編戟の仕方と云ふこどに蹄着するの

Ｏ主事︵石川小一郎君︺今細まかには分りませ
ぬが︑未姻は三四千園と思ひます︒
○足羽中次郎君未納の方は別に致しましてｂ
歳入歳出は御研究になって居りませうが︑物慣

ぬり従来の未納の方の整理韮速惟願ひ未いと思

騰貴の際●てありますから︑此現状の侭●てはいが
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【
ウ

犬舎認事
ろ人は露めて少く厨々義の向い挺所懇見るのが
多いらしいのであります︑何事でＪ診数韮誼やす
﹄︾とばかりが進歩とは思はれませぬ・それ限つ

でありますいら︲．どうか雑誌の内容ル精選して

いて秋底？︑人︑頼山陽が日本政記に於て︑歴
代の中で唯法度の萌えるばかりのもの起最良と
は言はい︑法度起減らし汝時代か最良の治政と
云って居るのは︑大に感じて居る所であります

す︒

字数紙数懇減らし経費韮節約すること︲し而し
て曾費は一ヶ年二間とし悪戴き派いと思ひま

○伏見鋤之助君演田君の希望せられた通り委
員態早く御選定牟願ひます︑昨間が切迫して居
りまして︑今Ｈ午後には来賓諸君が多く見える
の．てありますから︑成るれけ無駄に昨間延喪さ
ない・て︐第二の本曾の描張意見の方に御移り走
願ひれいと思ひます︒

○曾長︵伯協徳川達孝君︶唯今委員付託の御説
が出て︑それに賛成者が多うございまし赤から

いＯ

調査に掛かられても十二時までに委員倉の報告
が出来るならばｂそこで皆さんに御報告をして
下さって︑之を議了する事にし士いと思ひます
○曾長︵伯爵徳川達孝君︺一時休憩します︑委
員の御方は控所に於て委員含韮御開きを願ひれ
︵午前十一時二十分休憩︺
︵午前十一時五十分開曾︺

○副曾長︵侯爵徳川頼倫君︶是Ｔｂ前同の曾議
に馴縦いて含議乃開きます︑其前に一言申上げ
ますが︲御承知の通り唯今曾長には山階宮殿下
の午餐曾に御出庵てありまし衣から⑮不肯私が
議長の席牟潰します︑前岡に曾長より御指名に
なりまし衣調査委員の御方より委員曾の結果走
御報告を願ひます︑堀田伯爵が委員長になられ

まし推さう．てありますから︑伯濁からどうぞ御
報告悲願ひますｃ

○伯爵堀田正恒君含長から御指名になりまし

に相成りまし淀此事怨一言印上げます︒

我十名の委員に於て開きまし赤委員曾の経過並
に結果懇御報告致します︲委員含に於きまして
ば︑委員諦君も能く御熟考下さいまして︑色々
幹部の方に御談合になりまして︑其結果︑含喪
は併分二割を増額すること其責施期は本年の七
月からと云ふことに決まり農しれ︑筒ほ一時納
曾賓金三十五園に改むろことば原案通りのこと

渡遥操君久保村憲介君伯爵堀田正恒君

波遥式助君池田謙職君阿部女作君・

溌智庄平君橋本孫一郎君・太田安茂君

委員の指名起致しますｃ

度本曾の顔州の松李伯が御出●てありますから︑

高梨兵右衛門君
此十名の御方に調査を願ふことに致します︑丁

○副含長︵侯爵徳川頼倫君︶唯今委員曇より御
報告になりまし北通りで︑皆さん御異議はござ
︵可異議なし﹂と呼ぶ者あり︶

いませぬが０ｒ

顧問として其席に御出を願ひまして︐能く幹部
の者と御相談延願ひます︑甚だ潜越であります
けれどもへ﹀．．：

○溌田幽松君其委員の方に願ひますが︐直ぐ

可虫

︵拍年起る︺

一八

ない︐と認めまして︑決議脹なつ士ことも致しま

○副曾長︵侯爵鶴川頼倫君︶是は大多数御異議

す︒

案は決了しまし汝ｃ

○副曾長︵侯爵徳川頼倫君︶是で臨時縄含の議

○副曾長︵侯爵徳川禰倫君︶是Ｔｂ協議曾に移
りますが砥昨日来曾長より御報告のありまし北
通り︑本Ｈは午後一時半Ｔｂ鮒鮒式並脹四十年
組念曾私行ひますに就きましてｂ今日は大臣初
め来賓の方々が多数御出になりますＴｂ︑此曾
場の整理韮それまでに致しませぬければなりま
せぬ︑さればとて叉曾負諦兄の方々が斯道の蝿
に御熱心で建議案等を御提出になって居ります
ザら︑叉御協議になるのも之を今日の場合大に
必要ごあらうと存じて居りますが︑何分吟間の
制限韮致しませぬければなりませぬのでありま
す︐叉私初め幹部に於き裳しては︑今夕晩餐舎
奉開守れますに就きまして心来賓初め各含員の
席順等もまだ勘考致して居りませぬＴｂ聡典準

備を致しませぬければなりよせ抑の・て愈甚だ侭
郡の時間とは存じて賎リ皇すけれども画十二時

半ま．て︐ご協議倉の一時間に祁限奄付しれいと忠ひ

︵﹁異議なＬ﹂と呼ぶ者あり︶

きすが︑それ・て櫛異議ばあり土をぬか︒

しく︐提出せられま︐Ｌ我案韮謹み農すもの・言一

○副曹長︵侯爵鶴川頼倫君︶是ば先例に依りま

順序に依りまして期諭せずに致し赤ものであり

ざいませう爾或は時間の省略の蝿に︑提出の

ｒＬ

︵ラ期讃悲願ひます﹂と呼ぶ者あり︶

ませうが︑如何︐垂︶ざいますが︒

○副曾長︵侯爵徳川頼倫君︶それ・てば提出順に

御承知置き彩願ひますｃ

依りまして朗読致させます︑それは一つノ︑議
して参りまして︐時間の参り農した所で之奄止
あると云ふことに致す裳すずｂ︲それはどうぞ

○帯谷久次君其前に私は提出者の一人と致し
量して長い文で出して濯きまし衣が︑それは期
読むなさらぬやうに通時間節約の婦に︐請求し
て置きますｃ

○副官長︵侯繍徳川頼倫君︶尚ぼ附加へて申し
ますが︑唯今提出されまし瓶建議案心主事の方
で期讃致しゑして︐其説明心願はぬければなら
竿と思ひますがｈ成るたけ簡単に致して要領だ
︵主事平塚唯嶋謂朗讃︶

け態御説明下さるやＪに願って置きます︒

提出者倉員島田正

本含概張に槻する難議案

同中村十郎

一木曾評議員中より摘張委員長態選定し木
曾の新含員募集に間する桶限怨一任して
毎月一同若しくは二同委圏含む開き槻張
に閲する識務を協議するの件
二各地方人に封し﹄本管披張泰員菰ろの獄誼
恕明かにする総め木曾④趣旨書又は毎月
溌行する弘道に振張委員の姓名と出張鵬
下の嬬名と彫掲載せしむろの件

三各地方支曾走今一層振興ぜしむろ作：
四五十名以上の職工又は鍔働者を使役する
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工場監理者と相謀り定款第十陳に依り特
別函燈の機間韮設置し簡単に道徳上の記
事老新聞髄に編戦して毎月二同之韮特種
曾員に頒布するの件
但し特種含員の含費は月五六銭に定め
本曾綴常費に閲せざる範園Ｅ於て之韮

中村十耶

・島田正

大正七年四月十二日

行ふこと
右建議す

すか︒

○副含長︵侯爵徳川頼倫君︺島田君に伺ひ裳す
が︑島田君簿中村君の中て︑御説明になりま

○島田正君唯今期誠になりまし穴建議案に就

きましては︑私が提出をしれのでありますが︲
其第一は︑木曾の評談員中Ｔｂ概張委員長牢御
選定か願ばなげればならぬ︲其理由は︑今日ま
で本曾の搬張一卜封しましてば幾多の委員を設け
られ失して砿々なろ研完走され︑叉非常に経雛
等されて鵬リまずけれども︐どうも今日まで委
員長と云ふものが無いのであり弐一ｆ︑楚に此曾
能が出来農して可玲金今後は就曾に封して大な
る道徳上の責任悲有つことになりますＴｂ回遊
に一つの俄限走有たれた所Ｑ委員長懇設けられ
まして︲さうし●て此委員長の下に於て韮々が新
含員を増加ぜしむろ方法心研究する︐其機開と
して並に委員曾奉設け強いと云ふのであります
今側まで曾長の下に委員倉を開郡れ士もので
披張委員は何名もございふ等けれどＪび︑昨年の

四月に一同開評れれ腰けど心慨張委員の意見老
取狸めろことが出来ないのでありよすｂ殊に地
方の方に於きましては委員含があり雷︽せぬので
意兇韮取撫めろ方法がないのであります︑是は
どうしても評議員叉は役員の中から振張委員長
悲御選定下さろこと態希望して置きます︑第二
には︑地方人に封する振張委興の身分韮立蔽す
る総めの案で︑是は磁際振張委員︑として地方の

杜の勧誘員．叉は銀行の集金人などｈ一亭ふ将Ｌ息

人に封する必要から出犬ものでありますｂ束眼
Ｔｂ各地方に向って銀行含壮等Ｔｂ其業務員と
して派出して居る所の人が随分あります︑それ
で地方の方々も非常なる迷惑準して届られるの
であります︑本含の如き砿張委員でも︑傑臓含

分態明ら郡歴するやうにしれいと云ふの・て︐毎

間達へられろと云ふ蝿呼．概張の上に非常なる
障碍が出て参りまず︑そこで抵張委員としての
紫務に封しまして︑其披張委員であると云ふ蝿
誘起明らかにするにば︑どうしても本曾の雑誌
なり︑又は趣意識に於て噂其振張委昌張るの身

″の雑誌に其振張委員の姓名と出張する螺の猶

とあ禍裁しますと︑卿から披張委員であると云
ふことが承知が出来裳す勧さ稲具小ければ地方に
出張しますと果して擬張姿員乞あるや否やと一琴

ふ疑念ル以て刷られるのであります︑是が蛎二
案避出しきし穴趣意でありますも第三にばり各
地方の支含を今一層振師をしめたいと云ふので
あります︲是まで支曾にして月に一河も報告が
無いやぅに老へられますから︑水禽は支含の駿
展紫としまして年に三岡なり 四回なり伽支曾

灸

跡
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の現状韮調査して︑支曾を振興させて往きたい
と云ふのであります︑第四には︑五十名以上の職

者が主であって︑多一く之に封して道徳の趣旨心

工叉は勢働者を使役する云々と云ふのは＄是は
今日までやりました事はｂ中産階級以上にしか
崩れないのであります︑故に此案は中産以下の
普及したいと云ふのであります︑幽家の基礎韮
釜固にすると電或は幽家の危機存亡の場合に
於ては︑中産階級以下と云ふもの︐道徳思想如
何が大切であります︑そにて職工叉は勢働者と
申してば如何か知れませぬが︑是等の者に向っ
て本曾の趣旨のある所韮徹底し誰いと云ふのが
此案の趣旨であります︑殊に今後益々時局の推
移に因って種々の問題が起って来るのでありま
すが︑其中中産以下に封して大に注意し其方面
に本曾の趣旨を徹底せしむることが急務と考へ
られろ︑それにば何誹特別の機開起設切られて
其貿行の方法韮攻究して往かればならぬ︑が差
常り持別の閲髄としまして︑僅に五六銭い雑誌
韮新聞隙に編纂して︒特別圃篭たる中産階級以
下の者に配付すると云ことにしれならば︐先づ
幾分の功果起期待し得られること〜思ひます︑
ちょっと提出の理由雅申しべ置きます︒
○副曾長ハ侯爵徳川細倫潜︶ちょっと申上げま
すが︑唯今烏田中村雨譜から提出になりまし赤

本含描張に関する建議案鴎朗読限依りまして
御承知の通り四案出て居りますが︑一度に御協
議になりますと︑却て混雑になると忠ひますが
ら︑第一が潤みましてから︑第二の方に移るや
う雁しれいと思ひます︑街ほ申上げますが︑第

一は・可本含の評議員中より撞張委員長走選定し

本曾の新曾員募集に関する椴限を一任して毎月
一同若しくは二同委員曾を開き掻張に関する貿
務老協識するの件﹂と云ふのであります︒
○横涜支曾代表者︵久保村憲介討︶私は協議事
項中の木曾振張と云ふことに就きましてはｂ自

分Ｆ一︽一の例悲有って階りますがｃ今日此所で

陳述しますと非常に時間韮要しますザら省くこ
とに致します︐どな士に於きましても本曾の擬

張に就きましては御異議がないとｉ思ひまするや

うな形勢が自然と見えますが・衣食住の中の住
に於ては斯う云ふ立派な含堂が出米量して．全
圃に是程見事の図艦は無いと思ひます︑それが
住であります︐衣の方になりますと︲畏れ多く

も皇室から多額の金固の御下賜がございまし

要懇塞げてない︑振張は唯現在の如く﹁・弘道﹂と

云ふ雑誌垂配付しましてｂそれ起購讃辻しむ込
働に︑含貝が自然に其鶴性走養ふ︑此意味韮以
て描張すると云ふことになりますが︑唯今提案
新の御説明ごあり生ずと︑非常に私は涌切に感
ずる次第でありますが︑自分が現にやって居り
ます仕事に於き翰争しては︑杜含の改良と云ふ事
に奔走して居ります自分でありますＴｂ・⁝樹
承知の遡り時局の今日雁於ては益々中産以下の

ことでありますが︑擬張の範園と可方法の大

と︲信じますが︑短時間に協議することは困難
であります︑斯う云ふ事は長い昨間を典へて戴
いて腹臓なく協議起し粒いのであります︑どう
ザ木曾は来月幾日と誹云ふことにして︑各支含
がら一入づ〜振張委員と戦或は評議員と云ふ
もの態御招集になるとザ︑或は答申起出させる
なりしまして︑其期間の間に種々御意見のある
方は書面で意見態提出することＦし︑理事者は

て此曾韮溌展しなければならぬことは申すまで
もないこと︑信じて居りますから︐自分等も是
から先き大雁努力する決心でございます︑就き

りませうが︑それは短畔間で識することは出来
ないと云ふのは御尤でございますが︑強いて異
存の無い本曾の擬張と云ふ事だけ顕は紅て居る

○兼子涌惣君方法に就きましてば無論津山あ

○副含長︵侯爵徳川頼倫君︶それでは第一は唯
今の意見走能く伺って置きまして︑筒ほ曾長腫
御報告致しましてｂ含長と御協議の上何か良い
方法走執らうと存じます︑それでは第二の方に
移りまして宜しうございますザ︒

︵﹁異議なしＬと呼べ者あり︶

○副曾長︵侯爵徳川頼倫君︶皆さん︑此第一に
就きましては御異議はありませぬ嘩

のこと・てありますから︑唯今の如く披張意見に
就きましては︑唯提出理由の説明ル承ることの
みに止めて︑さうして唯今の如く後日韮期して
確定することに致し末いと思ひますｃ

○前野長治君唯今意見が出まし淀が睡短昨間

ひ︑裳す︒

それに擦って親しく調査しまして︑共の中の善
い事柄懇行って行くやうにしたら宜評らうと思

○

ましては其手段と●して色々建議案も出ましれこ

度は食．怠﹂ざいます︲今度は弘道倉・月身が働い

粒︑是は弘道曾と云ふ一つの曾が見事の衣裳韮
着亦と見て差支ないと思ひます︑さうなると今

二

一

れろ︑それも維椎でありますが︑それ以外の者ば

中に鵬ろ所の峡知れる徳性に封して如何なる方
法牟執ろぺ身誹︑現在の曾員ば雑誌軽購読する
力があって︑むつかしい文字の此雑誌老見て自
己の修養にしたいと云ふのご含員になって居ら

すると云ふこＬ﹂ば抑々本曾の最も大切なろ顎件

ふ御説もあⅦまし誰睡それば一に畔間の節約の
倦めでありますｂ時間準節約して鯉々に決めて
仕舞ふならば敢て此所に含議の必要が江い︐少
くとも多方面？堀貴重なろ時間と旅費と恥餐や
して熱心なろ締紳悲以て御集りになつく勝る此
機含に於て木曾膿付て最も重大なろ問題韮討議

である卜思ふのであります︑さもなければ其必
要はないのど０従来本含の活動の有棟と云ふも
のはｂ一つは雑誌Ｆ依って含員相互の縮紳上の

利徒起圃ろと云ことが遺憾なく賀行されて店

ます︑少くも逆んご中流以下︑而沙も大多欺態占

之に近付くことが出来ないのでぬります︑是ま
ぜの木曾の械張の方法は︑唯難い舎貝が此稚誌
私読んで向ら修養すると云ふ方に向っての恢張
どありましたが︑そにのみでは足りないと思ひ
める所の方面に胸って撫張すると云ふこと韮０
大髄に於て攻究して往きたいと云ふのが︑私の

って其締祁の改典と云ふことに昏賀行されて居る

せらろ〜のである︑然らば従来の成績韮以て果
して吾々含員が︑吾々一名が一蔦人の人間に常

して始めて弘道含の趣旨と云ふものが叩目的杢逢

ろやう●てあります︑併し其部数ば僅に八千部従

希望であります︑一そこで中流以下の方面に向っ

来は六千部︲斑に全図七千葛の人口に封して其
部数と云ふものは僅に一蔑分の一てある 一隣
人に付て一人の人が此弘道の理想恥完全に維持
せられ拒所で︑是が殆ど全幽に封して九牛の一
毛より尚軽い︑然らば含員ばどうしたら宜いか
曾員が九牛の一毛の数でありましても︒其人が
詰り一騎常千︑一人が千に術ろだけの抱負心有

ての掻張の方面でありますが︑此方策に就ては
色々意見があらうと忠ひますけれども︑先づ此
中流以下に封しては現在の侭でなく︑進んで中
流以下の方瓶に側って概張する︑其方法ば短昨
間でば謎することが出来ぬ故に︑後側を待って
識するが︑或ば誌するのでなく希望限止めるか
其範園怨含員請訓に諮って決定し淡い︑と云ふ
のはｃ向分も多少其方面に向って現に奔走しつ
つあるのでありますがら︑場合に依ってば自分
のやって勝る事業Ｔｂ祇求所起申上げて凡れい
と忠ひますので︑其事を含負に一雁諮つ二て兇衣
いと思ひます？ｂ︑どうか含長Ｔｂ其事に就て
宜しく御取扱ひ韮願ひます︒

かどうか︑到底いかぬだらうと思ふ︑併し弘道
倉の目的は其所にある︲一猟人の人に常ろ︑そ
れが出来なければ何にもならぬ︑然るに之れは
更に出来て居らぬ︑本部に於て誌師走派遥せら
れて色々有益なろ御講話もある︑併し蕊講人が

少ない︑園民の何寓分の一であると思ひます︑弘

道曾の最も趣意とする所のＩ諸君吾々は彼の

雑誌に依って有益なろ新知識走得ろ︑其弘道曾
の続祁とする知識位は雑誌韮見なくても其事位
ば存じて居ろ︐鐸迦に説法である︑讃むと云ふ

ことば大鍵な必要のあるものでな粥之れより

る所のものに・・・・・・

も趣旨を庇く壮含に︑一名が蔑人に常って押弘
めろが目的であると云ふ鮎Ｔｂ推し洗ならば︲
従来のやうな右様な以てぱ↓到底洲足が出来ない
並に於てか一人蔑人に常ろだけの賞綴はどうし
て塞がるかを云ふこと老研究する心要があらう
と忠ひます 此外の件に付てば従来も三四同私
も出端して居りますが色々議論が起りまし赤︑
内分も既に之に付て案を提出して居りますが︑
地方青年剛儲或は細て此圃礎と云ぶものを有す

○副曾長︵侯爵憾川頼倫君︶御話中でございま
すが︑御相談申上げ斗尋が︲緯標の御考案も十
分に承りたいＬ﹄恩ひ生すが︑昨問の都合があり

ます？ｂ如何でございませう通極く簡照に願

ひまし雅方が：：
Ｏ宇都宮支脅代表蒜︵阿部文作講﹀要鮎だけ老
申します含貝の増加韮計るＬＬ云ふ一鮎に付きま
してば振張委員と云ふものル各地にやると云ふ
ことば一番宜いと感ふ︑今の第一案なる所の披
張委員に打力なる委員長零設けて︑さうして十
分にやったらどうかＬ﹄云ふことには頼る賛成で
あり実すが︑筒ほ雑誌に其名前を翠げろのは面
白くないからして︑曾へ新しく加入される人に
は藻め名前奄本部に報告して︑今の含長の御名
前に依って先づ曾章雄途って置く︑それから幹
部の書いれ名前でやる込云ふやうなこどにする

一一一

Ⅱ年

1

○宇都宮支曾代表者︵阿部丈作君︶此披張の問
題と云ふことに付ては決して鯉々に附すべき問
題ではないと思ひます︑先程重大なる此建議案
に付て幹部の懸案として内々御調査を願ふと云

大曾記事

／

【

−

・大含記事

蝕裕がありますＴｂ其間に於てやり得るならば
其時間を取って︑今の方策でなく範脳と云みや
うな必要なお話韮其時間に於て決めろと云ふこ

ワ︾

のやうな安い方法韮以て艦〃！︑本誌が行渡るやう

方が大愛有難がろ︑さう云ふ風に願ひれいと忠
ふ︐それでり第二案ば総ての閣龍に向って新聞

すＯ

とにして是は一吟打切り走願ひれいと忠ひま

銭●ても宝い︑さう云ふ風にし淡いＬ﹄思ひます︒

に致し稚い︑其蝿隠は吾々の雑誌が一銭でも二

議の場所にすると云ふことも致し兼弧ろＬ畠存じ

すし︑準備等も致さなければならぬし此所牟協

○南勝太郎君其建議案準尊重する意味に於て
一昨年斯う云ふことが行ばれ衣Ⅲ其建議案に封
しまして曾長Ｔｂ委員ル指名しまし工︑さうし
て其委員が寄りまして協議を致し張ことがある
さうして其建議案に封して委員の意見態謹めて
曾長に提供し我悩尤も最後の決定ば曾長の御考

ございますかＯ

願ひまして︑唯今主事より建議案を期調致しま
す︑其事項に付きまして御意兄のあられる方は
どうぞ書面なり其他外の方法で曾の方へ御中出
走願ふと云ふことに致しましては如何なもので

・てなくして︲唯掻張範園はどう云ふ方法にする

協議が出来るたらう上﹂云ふ御説があつれのであ

何人渉義艮事なら資行の出来るやうに鰯すって

擁瀞瀞柵雛賑聴牒騨鰯灘

と云ふことだけ心太溌曾員に諮って見求い︑方

城いと云ふことになりますれば︑どうザ委員を
Ｉ︲逢方の方は御迷惑でありきせう可ｂ在京の

御提出になって居るのでありますが︐是は唯御
提出になって膳ろと云ふことだけ湾申上げるこ

ぬの・吾﹂ざいますでｂｂどうぞ其遥を御然し杢

ら期讃を致し生し求ら如何でありますか︵拍手
起る︺さう致しまして尚誠に皆さんの御熱心な
ろ所は十分恐察を致して居り裳すから︑今日は
平常の含合とも連ひまして︑最も本曾に於きま
しての一大祇変の日でございます？ｂ︑其方雁
差支怨来すと云ふことば曾貝の術処方に封しま
して私共が不束杢現はすぱかりてない︐来賓の
方々に封しましても皆様韮代表致しましてｂ若
し不行届がございますろならば甚だ恐縮に堪へ

張の意見を十分に討議致し永いと老へますｃ

Ｔさる？７に私は此動議韮提出致しますｃ

●てあり裳すから︑方法に付ては何事も自分は申

建議案も出て脳ろと云ふことだけにして一主事が

とに致しましてｌ唯今の時間の中に斯う云ふ

りますから︐それは瀧場御異議がないやうであ
ります可ｂ︑其前限範園はどうであると云ふこ
とむ一つ諮って見衣いと云ふことを申上げれの

上げて篭き弐す︒

上げないのであります︑それ悲皆さんに一言申

りますから︑御意見彫尊重する意味から︑斯う
云ふやうになさったら如何でぜう︑もう昨問も
五分しかない昨機に迫つれのでも御意見走伺ふ
と云ふことば︲尊重Ｔろ意味ずり此開館式並に
四十年組念曾の大切なろ儀式韮控へて居ります
ので．此式が議定によれば二畔間程が−ろと忠
ひます︑さうしますと祝賀倉迄には裳だ時間の

いますので︑今御話もありました通り貴重なろ
唯問と費用と韮費やして御来曾になつ菰の・てあ

○法田園松君遠方から御出での方が大分ござ

○前野長濃譜此本曾の披張と申しますことは
即ち本含の生命であります︐之悲五分若くは三
分など︲云ふことに制限さる︲ことでないと思
ひます心でありますＴｂ先刻の浅田君の説の如
く︒次の鹸祷がある時間に十分に皆さんの御意
見奉伺ひ衣いと恩ひ堂す︲就きましては此呪賀
と云ふことも必要であります魁必要であります
が︑場合に依りましてば帆迩と云ふことも此生
命に代へることが出来ない汀も知れませぬ︑で
あり生すから成るべく其祁賀の式が早く雑ろこ
とに順ひまして︑さうして此本曾の生命派ろ披

にあるが︑︑それで其事が段々蛮行になって居る
やうな︾︸とがあり農す それで浩も含議が出来

人を選びましてｂ更に．建議者と一同に集って︐

は既に時期を改めて協議する方が最も十分なろ

策である︑擬張方法●てある１う云ふことば︑是

の外に加賀美君帯谷君︑川田君久保村君Ｔｂｊ・

Ｏ副曾長へ侯爵徳川頼倫君︶ちｒろと御相談申
上げますが唯今の涜田君の御恵見ば至撤緒椛に

二

ます︑左れぱと申してさう云ふ曾議の場所も他
にございきせぬから０甚だ褒念でありますがき
う云ふことに願ひます︑それから筒御諮りを申
上げ生すが心今Ⅱは建議案が唯今島田中村雨兼

Ｏ兼子禰惣君唯今方策と云ふことに付ては他
日瀧含を以て協議すると切云ふやうなことに大
畷決ったやうでありますがｂ私は今の方策︐方
法と迩含員之草を塗るとザ︐云ふやうなこと

二

rー

ｒＬ

︲何他の建議案の期請を願ひます﹂と呼

︵岡述説明︺

一登能く道走弘めんや

且つ寅修せしめ兼て曾員の雫藻集ぞなす

以上約七日間本部及各支部に於て誰演

第四之鵡賞行する蝿講師悲派して毎月一同

︵口述説明︶

第三自他の修養韮補ふ強め我古典ルー講究し
て人類の由来と我建幽の根源怨明ドし
異端の畢説虚妄の主義韮折伏すべし

述説明︶

此方法とば我固固有の徳育を云ふ︹口

通弊也

第二自他の修養は必ず具龍的息方法に依る
べく其方法なくして修養を期すろは曲
木の陰影直き韮求むるが如し是方今の

雄引くが如

第一本曾擬張に要する最大急務ば曾員各個
の自蝿修養にあり自ら修養せずして他
悲指導せんとする者は恰も盲者の衆盲

含負前野長治

弘道含搬張意見

︵主事平塚唯鳩君朗読︶

○副含長︿侯爵徳川頼倫君︶それでは期誼起：

︵﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︶

しまして穴しうございますザ︒

○副酋長へ侯爵徳川頼倫君︺それでは期讃延致

ぶ者あり︺︒﹃

ﾄ

第五其募栗せる含員の一 個年分の含費韮以
上の縄蜜限充つる事

以上

含員川田利忠

弘道曾搬張意見書

一庵く全圃に巡同講師韮派遣し唯局に封す

る皇幽の使命︐固民の畳悟筋各人の修養
等目下必須の自蕊心喚起に努むろこと

二全園各府懸知事及祁市ド曾長よりの依頼

状韮稜し且摘張委員老派遼して曾員の勘
誘悲計ること

三前二項韮寅行する偽め賛産家の出資懇求

め一方には新入曾者一個年分の含撰起投
じて擬張費に充つること
右に要する資行細則は理事者に一任す

四月十三日含員加翼美胤光

本曾援張Ｅ開する意見として左記事項提出仕
候也

提出す︒

一曾員は毎年少くも一名の入一曾者起紹介せ
らろ〜様相互努められ士きこと
一青年倉員増加に努められ度事
一含員逝去の後は其後の相綴者恥して後綴
曾負求らしむろ様勧誘に努むろこど
理由は剛頭にて陳述すべし
創立四十年私細念する第十九同総曾県際し
本曾骸展の方案に就き特に本曾従来の態度
と認むろ精祁的根本に鯛れ其篠項怨列︑て
曾員及幹部に質すべく建案として敢て之老
︵略す︺

○主事︵平塚碓鳩君﹀是だけでござ︾農す

○副曾長︹侯爵徳川頼倫君︶筒ほ御相談申上げ
て置きますし又御承知悲願って髄き衣いと存じ
ますのはむ御承知の通り時間がございませぬα
で︑協議英他御希望等も十分になさいますこと
も出来ませぬＴｂ：．．尚ほ今同ば此建議案もあ
りますのでⅢ是は雑誌等に掲載致すことになら
うと存じて居ります︽︑其場合に藻て御承知の通
り雑誌の紙面が非総に武重になって居りますか
ら︑御提出の同上意凡のばどれか一つ老取りま
して︑或は提出の御順序ド依って最初の悲取る
と云︑響一とに致しまして紙面起省略するザも知
れませぬでｂ︑それは嬢め御承知髄き韮願たう
ございます：：御約束の通り時間が過ぎました
から 皆様が此御協議に付きまｉ一て御意見のあ
る所︑御希望のある所︑誠に盛念・垂︶ざいます
が是で止めて殻きますｂちょっと曾長の御考を
恐察致しまして私誹ら一言申上げて瞬きますが

今日の郷吟縄含に於きましての件に付ては色々
の御困難もございまぜうが︑叉幹部に於奇まし
ても皆様と御同様亦或鮎に付きまして低塗りま
し衣困難一生致すことでありますがｂ皆様と共脹
国家の偽に御聖旨のある所を十分に現はしれい
と云ふ考が曹長にあらせられると私共さう考へ
て居りますので︑尚此曾館が出来まし求に付き
まして微力・垂︶ざいますげれども︑私は十分に

働きたいと存じて鵬ります︑どうぞ皆様方に於
きましても含員の殖えますやう︐叉曾員の殖え
ます方が最も有力なろ方法であると云ふこと限
どうぞ十分に御霊力起願ひ求ふ存じますｂ尚今
日は一時半と云ふこど炉なって居りますが．倉

一一一一一

可

大倉溌嘩
グ

、

一Ｐｂ

署長高橘義信︵順序不同︶の諸荊︑本曾よ期は︑徳
川正副含長懇初め︑顧問︑評議員︑支曾代表者︑

井上友一︑東京府教育含長子静岡部長職個東京
市敦育含長男爵高木兼竃︐帝間軟育含長丈畢博
士浮柳政太郎︑鎌剛慶雁義塾大畢長代理︑鍋島
悶畢院大皐長代理︑早禰田大皐理事法畢節士平
沼淑呼悩早川中央報徳含理事長代理︑史蹟名勝
天然紀念物保存協含長侯爵徳川輯倫︐紳田警察

北傑昨敬電．宮内省縄務課長近藤久敬脳東京府知事

同日午後二時より︑樫上講堂に於て︑開館式
並創立四十年組念曾を塞行す︒米麦には︑寺内
縄理大障代理︑宮内大臣子爵波多野敬直︑後藤
内務大臣代理︑岡田文部大臣代理︑衆議院議長
大岡育造︐皇后宮大夫男爵大森鐘一通皐習院長

四十年紀念曾

五開館式並創立

之走本曾幹部の参考に供する事となせり︒︶．

午後零畔四十分閉曾
︵右にて綱含に於ける協議含ば誌れろが︑昨間
の都合上討議に附せられざりし建議案も多かり
し爵めｂ翌十五日午後一昨より︑有志協議含走
開催し心前記進議案に就て種々協議する所あり

うぞ是も御承知置き起願ひれう存じますｃ

ことになるかも︑知れ典せぬが成るべく倉長が
錦られましれならば︑来賓の御集り延見計ひま
して成るべく早く開くことに致しますから︐ど

がＬ﹄言って届られきしれでり自然遅れるやうな

長は一時半か一昨四十分でなければ蹄られない

滝含譲雲

、

延

二睡

堅士より其大要の説明を申上ぐろ筈でありま

本曾ば故西村茂樹先脱の仙立に係る︑初め明
治五年韮以て畢制の畿布世らろ︑や先生は其の
主旨概奴産業功利の事に帰し忠孝仁義の蓮ば措
いて之れ一七問はざるの観ある老見窃かに一世の
趨勢に察し慨然として超ち自ら斯道の振典に任
じ九年三月始めて東京修身畢吐怨卿ぜり是れ態
木曾の創姑と偽す昨鳴先生職を文部省に奉じ園
民教育の事に懲りし沙ぱ一意専念道徳の振興に
苦心し風俗の改善を企団し傍ら京橋銀座二丁目
なる幸諦安全蔵の模上を以て集曾の鍵所と定め
毎月一同同志韮脅し一え修身の道態誌ぜり︑十年
東京修身畢壮規約彫定めて賑く壮貝韮勧誘する
率とＩ孟月静岡愛知等五蛎下巡同の次悲以て道
徳振興の必要廷説き各瞬に賛同者起得るに至れ
り︲含々西南の役起り戦後の維管多端にして先
生弘道の事意に任ぜず十三年春初めて雑誌か護
行して修身畢吐叢説と名け之れ奉杜員に領てり．

大要朗請・

徳川副曾長日本弘道曾沿革

げます︒

へ致し洗いと存じます︑柳が開含の酔態申し上

自今一層燕働努力以て掴本日の御光築にお答

す︑

ありまして誠に感激措く能はざる所でありま

すＯ

痔別含負い協賛曾員︑玉脅員等都宴一言除名参
列︑式ば平塚主事の開曾の僻に始裳ろ︒其次第

本曾の今日ある所以のものは︑閣下並諸賢の
熱誠なる御援助と︐懇筋なろ御同情の賜もので

Ｅ

概況左の如し︒

開曾の僻

一謹で御臆起申上げます

閣下並諸蒋日本弘道含曾館新築の工事竣リ︑
本日を以て附館式並本含創立四十年組念含の式
を梁行するに街リ︑閣下並譜君の御光臨走辱ふ
し衣ろば木曾の面目光楽之れに辿ぎんのであり
ますｂ並に幹部を代表

本含は明治九年︑故丈堅博士西村茂樹先生の
創立せられ振るものでありまして︑邦人の道徳
を高め圃家の基礎を識固にせんとする起以て趣
旨とするものであります︑儒軟︲哲畢︑宗教︑
各種の教はありますが︑木曾は其一方の何れに
も偏筒しませんけれども其長所は採って以て︑

まし赤次第●てあります︑工事の事は監督中降工

我が特殊なろ国民性老潤養する助けとする魁言
ひ換へれば︐本含の主旨普及の援助となす次第
であります︑即ち教育に開する勅語の聖旨懇
未篭して︑本曾の要領廿ヶ煤韮貴賎弱行する韮
以て目的となすのであります︑木曾の要領及起
元沿革の大要ば副曾長徳川侯爵より別に中上ぐ
ろ筈であります︑叉曾館建設の事ば含員一般の
多年の希望でござりましれが︑其間種々の出来
事がありまして︑其時機に到りませんでありま
したが︑含務の膨脹登展に随ひ︑愈 建設の必
要に迫り︐昨年四月三日祁武天皇御祭日延以て
地鎮祭走行ひ︑六月に建築に着手し︑八月十九
日上棟式牟塞げ︑本年三月全く其工事彩維リ

【

大舎記事

か許せり︑十七年四〃名か改めて日本誌道曾と
稀す講道とば逆姶誰ずろなり︑乃ち規約韮定め
て役員彩縦く先生は含長哩推され南摩綱紐翁は
副含長に翠げらろ正副雨曾長相携へて共に斯道
の閏明振興に任じ六月先生道徳の講演韮東京大
畢誰穣室に開けり叉雑誌悲講道曾叢説と改む然
るに翌十八年冬官制改革の事あり而かも法律制
度職法風俗悉く欧米に模倣し一世の人心症 輸
入の文物に心酔して道義態顧みず愈々鯉挑浮薄
に流ろ の傾向あり先生深く以て憂とせり十九
年二〃先生宮中碩間官に任ぜられ慨態人心の非
なる起憂ふろこと愈々深く是の歳十二凡火曜誹
議室に於て三日間に豆ろの演説を試み二十年二
〃其の草稿ぞ刊行せり︑日本道徳論即ち是れな
り︑現今の曾名に改めたろば是の歳九月に在り
躯務肝鵡日比谷なろ祁営未鷲曾内に綴き十一〃
之を築地なる先生邸内に移す同月弘通含雑誌怨
溌行し同昨に常集含及び通俗講談含起開設す二
十一年五月支含規約韮定む是の幾七月先生華族
女築校長に無任せらろ二十二年五月宇都宮支含
起る之れ態第一支曾となす爾後遠江支含匝瑳支
曾等各地支曾相総ぎく起る同年十〃改てめ日本
弘道含叢記起震行し十二月日本弘道宵大意牢刊
行せり︑二十三年一月日本弘道曾要領韮定む三
月女子部を殻き別に常集含む開く是の戯九月先
生貴族院議員に勅選せらろ二十七年十月婦人弘
道叢記起溌行し大に婦徳の養成韮鼓吹せり後叢

の歳三月・ふり毎月講延韮開き賎く有志者の砿誰

十四年一月．沼津修身畢吐を設立す是鵡地方分
社の始めと馬す尋いで大津岐阜にも分社起る是

「

れたり是走以て曾員日に壇加せりｃ

記は本含雑誌に合併したり二十五年二月西村含
長の立案に係れる相助法を曾員に碩つ相助とば
相助くるなり五〃雑誌を側本弘道叢記と改解す
是に至って先生大いに感ずる所あり是の歳十一
月先づ貴族院議員延誹し翌年十一月又華族女畢
校長奄誹す是より弊ら力走弘道の事に誌し入っ
ては道徳書類の著述に精鋤し出て〜は各地懇巡
回して人倫道徳韮講じ本含主旨の普及に地めら

二十七年五月事務所韮華族倉館内に移し尋で
家屋韮京橘侭南鍋町に購入し之に移る二十八年
五月支曾の数六十六に達し始めて第一同縄集曾
起京都に開く爾来隔年に一同京都東京に於て之
れあ開催せしも三十四年四月の縄集曾に於ては
自今毎年一同之悲開催する事に定めり三十三年
十一月日本弘道曾要領乙貌を稜表し曾貝愈々増
加し衣りしも越えて三十五年八月に至り先生ば
病態以て蕊去せられれり十月子爵谷干城翁先生
の遼嘱により推されて曾長となる三十六年六月
事務所を麹町腿飯田町六丁目に移す同月伯箇松
平面亮耕南摩翁と並ぴて副曾長に就任す七月雑
誌韮弘道と改砺せり嗣来本含に於てば常集含通
俗講談含及び倉員悲話曾起開き又各支含に講師

三十八年十一月将含長南隙副曾長共に僻任あ

老派遣して曾旨の普及道徳の振興悲圃れりＯ

りし態以て岡凡松半︹直亮︶副曾長推されて含長

となり伯斑徳川達孝君推されて副曾長に就任せ

り四十年八〃松竿︵直亮︺含長病の鈴めに職怨瀞

するや同月徳川副曾長翠げられて曾長となり松
干忠威君推されて副曹長に就任せり四十二年九

月松平副含長病起以て卒去わりし話以て同年十．
二月子埼松半税信君副含長に推さろ大正元年十
二月松平︵親信︶副曾長其の任走辞し爾後副含長

に就き徳川︵達孝︶含長と共に今日Ｅ至る是より

態炊きしも三年土一月に至り徳川緬倫蒋其の任

を墨行すること︐な雌り︒

先き大正二年九月弘道含曾館逃設の議決するや
爾来篤志将にして基本金井に脅館進設喪に寄附
ごらる〜者多し三年三月本含の組織韮改めて社
園法人と馬し本曾の基嘩並雁確立し淀リ是の月
紳田雁西小川町二丁目に含館建設敷地態購入せ
り五年四〃事務所藩含館敷地内に移し六年四月
榊武天皇祭日韮卜して敷地の地旗祭韮行ひ六月
建築の工事に着手し八月上棟式延行ひ七年三月
に至りて全く落成韮告ぐ是に於て本月十三日の
竣成式と故正副含長蕊祭泣に第十九同縄含とに
綴ぎ十四日起以て開館式泣に創立四十年組念含

んことを切望す︒

右大要を陳べて本曾の経歴する所な明にす︒
今後閣下並に誰淵の益妬御援謹御指導を賜はら

曾館建築主任中擬精一郎君
曾館建築報告朗讃

日本弘道含は明治九年創立以来年起経る並に
四十有除年爾来昨勢の進展と曾務の隆盛とに伴
ひ夙に曾館設立の必要に迫られ鵠川現含長閣下
の御霊力に基き今日並に開館の式悲畢げられ不

官建築に闇する報告態閣下弁に来賓誰君の前に
開陳する起許さる︲ば建築闘係者一同の深く光

二五

一

大倉記事
美畠する所なりｃ

含館遮築の日曇に決するや大正六年四〃三日
の吉辰を卜し雌煎なろ地鎮祭態執行せられ何年
六月十二日工事に着手し同年八凡十九日上棟式
起筆げ大正七年三月を以て無事建築工事の竣成
心告ぐ爾来室内の設備態施し今日此盗典の日に
到達せりｃ

動罵影に使用し得る設備を施したり鮪外揺ぐろ

所の日本弘道曾の五字ば鳴鵠先生の揮奄に鳩！︺

明鏡に菊花あ配せる館外装飾ば日本道徳の光輝
悲意味せろものとすｃ

本館建築様式は之を近世復興式に採れり其構
造懇木造となぜろば木曾の経潤上巳起得ざる所
なり基礎は抗打コンクリートエ事悲施し腰煉瓦
積外壁雨面にば装飾煉瓦韮張り内壁天井共漆喰
態塗り屋根懇石盤葦となせり本館は二階雄にし
て階下は之走玄開事務室編輯室腰接室正副曾長
室徳育品陳列室湯呑所等に充て階上ば之を講堂
ざる町なり︒

以上は建築の概要に過ぎずと雌も要するに今
日此嬢典延畢げらろ︲に至れるば現正副含長閣
下及顧問松平伯爵閣下九﹄初とし含員諸君が木曾
の鰯に其熱誠態披渥せられたろ結果に外ならず
此重大なろ責任を荷ひ之憩具髄化せんとする不
宵等曾館建築の任重肌大なろを感ずと雌時局の
蝿卿物個の騰貴等に加ふろに不背等の浅勤短オ
は含員諸君の藻期に反する事妙なが︑貝ぐりＬ起
恨Ｌ﹄す幸に含長閣下初め諸君の寛仁大度克く不
肯等の罪を管められざろば深く恐耀汗背に堪へ

せり其面積各階延合して二百四十一坪二合五勺

建築主任中陳精一郎

る前途の光桑牟覗禰して韮で報告の辞牢呈！﹂併
て本館建築責施に関し直接間接に輔導読捧せら
胞衣ろ諸若に深厚の謝意韮表するものなりｃ
大正七年四月十四日

含館の楚に成胞ろぁ喜び内容の徐充責吋︶ん入︶す

ば蓋し偶然に非ざる韮信ず唯ふに今より後此含
館より溢れ出る幽民道義の堅貰なろ信念油然を
して四方に浸潤するの日に於て初て翼に舎鮪落
成心天下に呼雛するの日といふに庶幾がらむか
不肯零幸に曾貝の末席あ汚し本曾が其外殻たる

本命一が弘道布徳の偽に陽春此盛典を畢げらろ︲

今Ｈ欧洲戦飢ば人迩疎鯛の極虚に達し道義破
壊の戦塵韮脹らすの時に常り我日唯帝園に於て

控室及喫煙室等Ｌ職︶し塔屋三階を以て観望垂に供

起算し△階 百十七坪五合ｃ二階百十七坪五合
三階六坪二合五勺︶附腸家三棟十七坪とし糊坪数

九画除︶Ｆ達せりｃ

二百五十八坪除態有せり而して其工費は室内設
備費悲合して金四寓一千齢遡︵一坪平均百五十
本館の配置は南北迦風の利Ｌ︾光線の徒と芯謀

怨選みしは使川上便宜と比較的安全入︾起期せり

り誹堂の形状自然師面に於て短く幅に於て大な
るに至りたるは敷地の都合に基くものなり其防
火設備として北面外壁起繊筋コンクリートとな
し館内二ヶ所に消火川水栓懇用意し戸外に大消
火栓一ヶ所を設けたり媛房設備として瓦斯媛腫
照明は電燈を主とし瓦斯燈光韮副上せり講堂聴
衆約三百五十人韮容ろ︲に足り時に幻燈叉は活

一一一︿

徳川曹長式鮮朗讃

時維れ閏柔の樫花鯛没として敷島の大和心を
其の玉蕊に稜露する陽春四〃の佳辰今缶卜し常代

擾渥不肯達孝等感激恐鯉措く所を知らずｃ

人中の棚花衣ろ閣下並に諸譜の光臨怨得て並に
開鮪の式走行ひ並に創立四十年組念の含心開に
方リ事畏くも天蕊に達し内帯の賀韮賜ふ天恩

し欧米心酔の思想蕩然として一世一や風廓するに

同順すれば先帝の侍赫たりし故聖二位軸一
等文翠博士西村茂樹先生の鑓に道義一次ぴ頼敗

義を研き名節延勧．一三Ｌ出ては世務に講捧Ｌ入て

際し人心動もすれば轍ち本延遺し末に篭リ図鰐
の尊雌を度外にし人倫の美鮎韮蔑如して其の蹄
綴する所起謬むらすろを察し木曾を創立して道

は徳器を蝦成すろの教怨立てられしより春星秋
霜既に四十齢年あ囲みせり世態畔迩は常昨に比
して剛より隔世の感ありと雛ども先生の愛ひと
せられＬ所は今楢ほ昨の如きのみならず邦家の
隆昌に伴ひ丈曇物の愛革愈々急劇にして有識の段
蔓する所依然として亦此に存す是韮以て冥々の
裏衆力翁然として本曾に華哉り既に其の髄制走
整へて壮剛法人と燭リ胴米曾員の轍逓次増加を
宋士Ｌ曾鮒建設の功亦竣ろ老告げ以て今Ｈの盛
展に曾迂り不宵乏しき悲含長に承ばてより徒ら
に年所牟経て篤職嬉す所なく千里韮思ひ坐ろに
此の盛況韮月暗して且喜び且耀ろｃ
今夫れ木曾の特立舗然として逝徳奄標傍し総
始一麓能く今側に至りし迩兄人以て異数と偽す
蓋し其の事太れ難・奇症以てなり幸にして木曾は

人の離しとする所給把持して能く其操守婚失ば
ず誤て世の推群を添うす然鯉ども既往四十有蝕
年の職歴か１Ｖ．今後益光輝あらしめ以て衆力の

自ら華まりし所以に負かず新に得れるの含館を
本擦として恵本曾の趣旨を悶揚し人心啓導の偽
め症進みて中流の祇柱推碁へきこと悲念はぱ前

順ふに王事噛きこと陳し況や宇内の戦局朝に

途の更に難さぞ斑えずむぱゐ︑﹂ず躯然として戒
ぬ惇然として棟ろろは之が総めなⅧｃ
夕を料り難き鵡や一旦緩急あらぱ畢閲群Ｌ・く︑公

挽不屈身起以て脳家に靖獣するこ︲と鵡望むば蓋

に奉じ圃衆全蛎の能奉難稜揮し齢蕊なき奄要ず
智巧優さり技術熟しオ幹に嵩み勇力怨侍むと雌
ども徳操か閲き信義に薄くして道徳の素養之に
伸はず而沙も筒ほ能く銀苦に堪へ扶乏宅忍び不

し亦難し且夫れ平常事なきの世と雌ども近くば
民寓遼かに倍推してⅡに憶闘の牙諜起執るの時
此の素養韮閥ける巻のみ態伴侶とし果して能く
信頼以て不安なきか得べきや本含の多年人後に
在て努力したる所を一樽・し今や進みて前頭に立
ち此の無形無言の園本避培養して信頼す．へき有

川の人材話一人れりと哲多く幽家に進献すろの
先願れるべき時期正に来れり不肯亦幸に域尾に
附し庶くば曾負謙君と共促愈淳噸し倍紫進して
歩々寅践か慨らず寸起積み尺に盈菰しめ著々と
して本舎の使命落果Ｌ然る後始めて天朝殊寵を
垂れさ迂給へる聖旨の闘一に奉答し併せて叉
今日を致せる天佑榊助に封ふろこと藩得るに幾

日本弘道曾曾長伯爵徳川達孝

ざるの域に淫せしことむ祇寸ろものたるべく開
館走賀すろば即ち更に重き悲措ひて新なろ千里
の行程か此に讃するの第一歩たるくし途は遠く
して任は重し糞くは永く閣下並に諸誰の援謹怨
荷ひ更Ｆ曾員諭君の裁力を殻ふし其の内容に於
てば新に元服走加へしに過ぎざる木曾今側の慶
典韮して今後益意義あり精采あらしめ幸に此の
溌測衣ろ生気を澗養して興佃国家右川の閲髄求
ろ大器の晩成ル告げしめ一ば以て至殿至渥なろ
皇恩の恵一に答へ奉り一ば以て閣下並に諸溌の
知遇に酬ゆろあらむことルー言随腿の微枕怨雑
け以て︑式群に代ふ
大正七年四月十四Ⅱ

倉員総代溌智庄卒君祇鮮

れものであると思ひます︒諸謂も御承知の通り︐

襟方の御指導御霊力︑其結果が今日に現ばれ

染せんとして居るｃ燕一だ悪い影響韮或は及ぼし

紐界の大戦飢︑其影響は膜く我幽へも俳播解

阿十年の創立純念含を開いて︐︑さう︐して此批大

はしないザと云ふこと心︑頚に我々は心配し︑
居りますのでありますｃ此時此際︑Ⅱ本弘通曾

啄此本含老一つ脊負ふことが出来るかと云ふ

概美なる含館の開館式を布ふと云ふことば︐獄
に何とも我々含貝は︑言ふに言ひ切れない侭の
事柄が︑胸に職海するやうな次第であります︒
曾館が出米士からＬ﹄く宏心ば出宋まぜぬぐ四十
年敏い派切らと言って油噺は出来ませぬ︒油噺
と安心とば︑非常雁我〃に肱禁物．てあると恩ひ
ます︒勝来此意味に於当︾まして︐錐稚我々は粥
悟と注意となしなげ収ばなあいこ︑と︲・思ひま
す︒尚又今同御内努の御下賜金遊猟難致しまし
壮︒木曾の光楽は︑之に過ぎ説ることば燕いもの
であり致す︒我々は出来る限りの努力と熱心と
心以ちましてｂさうして我々曾貝は︲如側にし
穴ならば︑圃家悲脊負って立つこ︲とが出来る

位な考走．我々曾員は悉く︲捲れないれぱならぬ

へる次第でありますｃ

こと︑思ひます︒此熱烈なろ努力熱烈なろ信念
奉以らまして︲さうして我々含負ば︑益々正副
含長閣下並に識先生方の御指揮悲殺りまして０
進んで参りまし衣ならば哨皇恩の繭分の一にも
副ひ来ることが出来得ろだらうと云ふこと韮信
じて疑ひませ ｃ卿か一言申述べ裳して︑甚だ
僧越ながら︑含負総代と致しまして︑帆餅に代

を段々見ますろと︑道徳閲階は︑厩随分数は多い

のでございますｃ併ながら︑四十除年の歳月老
縄過致しまして．今日の此盛況悲持縦致しまし
て唯今に至ると云ふ本含の如きは︑他の道徳剛
髄に向って︑私は頗る誇りとするに足恥リと存
じまして︑非常に喜んで居ります︲是れ全く西

突然御指命か被りまして︑簡単に一言申上げ
て帆鮮に代へまするｃ本Ⅱは開館式並に創立四
十年の紀念曾が開かれれの・てありまして誠に
我々曾員は︑此上もない何とも口言ふ能はざる
位な程旋の識喜杢以て先されて居りますｃ磯間

村先生︐引綱いて︑歴代の正副宮長閣下叉皆

可

蓋し四十年の紀念すろば人に於ては初老惑は

七

らむ沙Ｃ

大曾記事

二

1

−刃

有志青年部長子爵大給近孝

大倉記事
本曾女子部総代棚橋絢子君
君祝鮮朗讃

寺内綱理大臣は︑本日参列致しまして親し
く御喜び申上ぐべき筈でございまし犬︒生

鮮︵代講︶

網理大臣伯爵寺内正毅君覗

に努め以て君国の億に認捧己まざらんこと韮一
言郡懐を陳べて祇餅と鴬す︒
大正七年四月十四日
日本弘造含有志青年部長子爵大給近孝
斯くて来賓諸君の祇鮮期讃に移るｃ

願ふに本曾は創立以来既に四十齢年の星霜彰
閲し此間牡曾の倫常を扶持し国家の風教に貢獄
したる所蓋し紗少ならざるを信ず而も現下の時
局は切に本曾一層の努力韮要求して巳弐ざるも
のあり此時に常りて曾飴の新築成る韮告げ並Ｆ
本日態以て之が開館式並に本含創立四十年組念
含起筆行せらろ誰沙邦家の健に慶賀せざろを得
んや糞ばくは爾今以後益々奮働本曾主旨の普及

於てをや︒

夫れ道徳の盛否は誠に一園の浦長限開す荷も
関連の隆昌延圃り凶威の稜揚を期せんと欲せぱ
須く剛民の遁徳を高くし幽家の基礎態固くする
杢以て先務とすべし是れ道徳は圃家元気の源泉
たり圃民活動の要素士ろぁ以てなり本曾の主旨
目的亦一に此に存す其任や重く其務や大なりと
謡ふくし況んや欧洲戦乱未だ焔まず其影響する
所我邦亦欝に塞圃一致の燕働怨要する秋なるに

脱僻朗讃
維時大正七年四月十四日花咲ひ烏誕ふ春陽の
好季節老卜しⅢ本弘道含開館式並に創立四十年
紀念曾起畢行せらろ本曾が夙に圃民道徳の維持
振興起以て任じ我が邦家民人の偽に識捧しれる
努力は途に杜含の認むろ所となり並に輪典宏壮
なる曾堂老新築し之れが開館韮税すると同時に
星霜四十年の街闘藩紀念すべき曾合毛見ろに至
り衣ろば誠に慶賀に堪へざる所なり熟々思ふに
圃家の隆昌と共に常に最も意老留むくきば家庭
の改良と徳操の維持とにあり此の二者にして時
勢に副ひ其の面目起高むろ・所あらん乎国民の品

達韮成すこ︲と恥得ん斯くて始めて文明園の貝家

位自然に向上し一案よく活リ主人主婦共に国家
杜含の爵に霊し青少年男女亦遼に健全有熔の護
庭と穂すぺきなり我女子部は夙に此等の黙に思
延致し月次含合！﹀て其の目的に副ばんことを地

む今哉新館成り人心新たなり此の際起機とし更
脹謂なろ努力を試みることは我が女子部の重大
任務龍らずんぱあらず自今以後邦家の総め吾等
一同益々奮働し今同皇室より特に御下賜金の
恩命ありし光茶に剛ひ奉んことを期す本日盛大
なろ式典に列し郡シ所感走陳し以て汎誹に代ふ
大正七年四月十四脚
日本弘道曾女子部縄代棚橘絢子

１４

二八

慣く雨三日前より少々不快の爵に甚だ遺憾
でありますが私が肌餅韮代讃致しますｃ悪
からず御承知を願ひます︒︵池遥新一君﹂
日本弘道倉は明治五年皐制の義布せらろ と
同昨雁忠孝仁義の遊徳を振興するの目的を以て
故西村茂樹翁に依りて唱導せられ九年三月東京
修身畢牡を創始す之怨日本弘道含の前身となす
同二十三年教育勅語の下るや日本弘蓮曾は
聖旨韮奉髄止て道徳の普及心間り翁易賛の後︑
子爵谷干城伯爵松平直亮徳川達孝諦賢相編て曾
長となり翁の遼志韮織紺して今日に至れりｃ
過去四十年間風教に頁職する所頗る多く国民
道徳囚て以て支持せらろ今や支曾の増設百六十
齢所に及び曾貝の多き鴎牟以て数ふ基礎並に定
まり含館の新築亦成り本Ｈ創立四十年紀念曾韮
兼れて開館式を畢行せらろ に際し持に寵招韮
承くろを得士ろば予の最も欣幸とする所なり︒
惟ふに画家の狩来は物質的進歩に伸うて益複
雑を加へ国民道徳の鼓吹一層必要なろ起感知せ
ずむばあらず弘道含の前途賞に多忙なりと洲ふ
くし希くは此の機曾に於て益々弘道の精祁延溌
押し一般圃民をして忠君愛圃の思想韮喚起し質
責勤愉の美風に馴致せしめ長へ隼我金戚無殺の
固髄韮擁護せられむことか並に開館式に臨み柳
か匠々の微衷走披狸して祁詞となすｃ

大正七年四月十四日伯畷寺内正毅

〃

宮内大臣子雷波多野敬直君
祇僻飢讃

・並に曾館の工走竣へて落成の期に含し蛎に諸

【1

ｒＬ

勢に鑑ろ所あ・り同志韮糾合して同づから斯道の

彦経管の勢を多とし脅しく本曾隆盛の運を賀す
惟ふに故西村丈畢博士の本含む創立せしや蓋昨

恥勉めょＣ

木鐸Ｆ任じ峡涌韮時弊に神輔Ｌ曲一心聖代に
貢職せむことを期したり夫れ大厘の僻に顛れむ
とすろは一木の克く支へむ所に非ず世道人心走
頑湖浩々の中に扶植せんこと木曾慨往冥灯の功
見る可きのみ今や吐曾の風潮又復一愛し俗徳義
に薄く惟々利延是れ走り嬬著相競ひ浮華風を成
ばり此の畔に堂りて本曾適々擬張の翠あり諸彦
の努力に須ちて斯道の大勢を挽同せむこと其の
業猟に宏くして且遠しと訓ふ可し諸彦幸にこれ

宮内大臣子爵波多野敬直

大正七年四月十四日

内務大臣男露後藤新卒君祇
僻︵代讃︶
内務大臣は心巳む韮得ざる事故の嬬め参列
が出来ませぬので︲私が肌詞遊代讃致しま
す尺警保局長永田秀次郎君︶

日本弘道曾創立以来専ら力態固民元須の振働
風教道徳の作典に致し維始一貫此の目的の遼行
に識津すること並に四十年圃家の進運に寄典す
る所極て大なろものある韮信ず今や本部曾員八
千八百起算するの外更に全幽各地に亙りて百七
十有齢の支曾と四千三百齢の支曾員起有し基礎
愈々輩固韮加へ新に曾館建築の工成ろを見る邦
願ふに趣全なる幽家の護達は堅武なろ圃民に

家の偽塞に慶賀に堪へざろなり︒

犬含記事

依て始めて之を望む走得況んや此の砿古の畔局
に虚して畢固一心其の饗ふ所起一にし惟界の大
勢に順鵬して益妬噸運の進暢を期するの特に念
．なるの秋に於て態や其興今後木曾の活動に待つ
もの多きば固より言ぞ侯誰ざるなり並に本日毛
以て開館の式韮畢げ創立四十年組念曾浴鰻さろ
ろ喋方り衷心の覗意韮表し併せて前途の薪脚を
大正七年四月十叩日

祈る︒

内務大臣男爵後藤新手
文部大臣岡田良李君祇詞︵代讃︶

文部大臣の脱詞起代讃致します︵普通畢務
局長赤司瞭一郎沼︺

肌雛

之を覗群とすｃ

文部大臣岡川良乎

大正七年四月十四日

郎君翫詞︵代讃︶

帝圃大畢総長男爵山川健次

肌︑齢

日本弘道曾本日を卜し其の開館式井に創立四
十年記念曾起畢行せらろ〜に常リー言所懐を披

刊木弘迩曾は並に其開館式と創立四十年記念
曾と怨行はろ淘に礎蕊と洲ふ可しじ
顕ふに日本弘道含は邦人の遁徳悲商くし蝿家
の基礎韮裁くする韮以て綱紀と侭し蕊燕激職孜
孜Ｌしして其旨趣の賛徹に力めらろ〜こと武に四
十年の久しきに瓦れり蝿に世道人心か珊導せら
れたるの功籍蓋し多大なろを知る可し而も斯蓮
徒隆昌にして含館新稚に成り柱石愈々固く牌来
の進展燦として賭るべきものある韮信ず乃ら弘
道曾の蝿の叉邦家の鰯めに漣みて脱すｐ
大正七年四月十四日
東京帝圃大事総長理畢博士男爵山川鰹次郎

故西村茂樹翁錬倫綱常の扶持心以て己の任と
なしⅡ本弘道舎怨創立して心力む遺徳の振興に
傾注するこた多年其の功績今問人の耳目にあり
翁逝いて蛙に十有除年同志の諸氏能く其の遼志
起紹逃して講演に文書に世道人心に稗益する所
紗からず今や世界大戦の影響は固民に大なる努
力と礎悟とを要求するの唯弘道曾亦火に其の渡
展を錐せんとして新に館彩設け本日韮卜して開
館の式起畢げ且含々創立以後正に四十年に浦て
る韮以て之が記念の式典怨行ふ聖恩優涯特に

惟ふに本曾ば故西村茂樹先生が明治の初年に
於て固民道義の歴領せんこと老憂ひ而も経涛の
振興と件ふべきの道な唱導せろに濫嶋し爾来並
に四十齢年其の間常に諦韮出版等の方法に依り
斯道の普及に努む殊に職時昨局に際してば一般

罪嘩

二九

渥すろこと悲得ろは本官の光築とする所なり︒

印

？１Ｊ︽埼句︑

東京府知事井上友一君祝鮮

御下賜金の御沙汰あり狗に慶賀に堪へざるなり
夫れ既往走念ふは即ち雑来走固る所以なり葵
くは含員諸氏協同一致益々力走徳教の振興に致
し唯平祇ろ国民精祁の樹立に努め帝固の昌運怨
扶翼し以て
聖旨ド未答せんこと悲

『

大含記事

固民に封する各種の警告書走饗して圃民思想のとす蓋し誤まれリ夫れ心事は満︑皇︐秘らず十年
啓凌李や悪とす昨局の婦功貢蹴至れりと洲ふくし一日の如く維姑一貫して其の本領韮謝賎する走
今や支曾数百六十鹸悲右し曾員ば爵を以て算す要義とす事の至難なろ間より其の所なり然るに
河に旺なり顧るに欺洲職局は世界の前途に一組貴曾は其の至難なる・もＰ企観て適性し既に四十
元今鱈劃ぜんとし幽民思想界には多大の愛動態米有心嘩年の長きに耐へ︿丑あ生命悲新にして其の
さんとす而して我圃は価界の縄漕競争に於て亦磯制韮振ひ既に老寅沈著の域に入て益其の盛ぞ
優越の地歩心占めざるぺからず我幽の地位は寅致さむとす邦家の爵め道義の憾登深く慶賀せざ
に今日の如く多端なろば非じ此の秋に際し幽民ろ可けむや其の新に含館建設の功を竣へ之が開
の指導は特に本曾の力に挨つ所大なろものあり始の式典を蕊ぐろは即ち道徳鼓吹の金城識壁を
希くは本曾営事者井に曾員各位克く自Ｔｂ任ず我輩穀の下に築造して之が落成一心耐するものと
ろ所あり益々本曾の主旨韮貫徹するに努められ湖ふくく今後之韮根擦とし退きては其の本領む

大正七年四月十四日・努力に比し功走牧むろの肉から倍稚すべき起疑

んことを之牟祇鮮となすｃ間守し逆．ては其の精祁起宣博し必らずや従来の

館の精華とか我市帳要の一歴たる櫛田の地に於

東京府知事正四位勤二等法畢博士井上友一ばず此の如斗遺徳圃階の白眉と此の如き新築曾

東京市長子爵田尻稲次郎君て雨っながら具有すろこと悲符たるば予の特に

化態して茜に遠く全幽各府蟻に湿胆Ｔｂしむの

祝詞︵代讃︶意を通子ろ所なり糞くは其の無脈純潔なる感

購繍蕊需窪蕊潔裟龍燃鵜蝿綱剛縦噸耕嚇撫︾

ず今叉新に市政懇篭穀の下に縄管するの職に就受けし駒漠々不韮の泉流悲汲ましむろあらむ基
き責任更に重起加へ積月の治務堆梁の除牟謹ぎとむ襖花都人怨蕩せむとするの時柳か糞望を陳
日夕劇忙婦めに親１．く貴曾の盛式に列し夙昔のべて脱意を表し併ぜて貴曾の益々隆昌ならむこ

帝園教育曹長文事博士深柳

東京市長子酪田尻稲次郎

大正七年四月十四日

率睡岬織維蛎雑函鍛握睡蛎哩唾率鑑盤鐸岬序鞭と韮祈る︒
へざる所なりｃ

縄て今其の四十年紀念含一生開くと道徳剛髄の如

政太郎君︵祇餅︶

聞く蛍曾は創立以来既に四十右三年の錘月老
音隠晦の中に努力し人多く顧みず避以て迂なり

三○

私にも穐鮮を述べるや７にと云ふ御下命ごご
ざい農したが︑含館に鋤する所の御喜び四十年
紀念式に封する所の御喜びの言葉は︑今皆様の
御覗欝に依りて 誰きて居ること︲信ずるので
あり史す︒私ば柳か希望・婚述べ裳して︑御帆餅

に代へれいと巷へまずろ爽第にございます西

見れの・てありますｃ一々感心致す所・てあり斗戻す

村茂樹先生の事が︑御税詞の中にも艇々出衣次
第であり裳するが︑私も嘗て拝見致したことも
ある日本遺徳論韮︑再び此機曾に於て拝見して

斯の↑如く申し︾墓すると云ふと︲或は然らばｎ本

が︑其中の一節に︑此縮刷した日本道徳論の二
十頁に︑西村先生が﹁圃民の遊徳衰頑しれると
きは其幽の状態如何﹂如何になる餌﹁今個りに
其の淡態奄識き出さんに︐官吏ば賄賂韮貧り︐
譜誰一や事とし︑貴砿富民は著惨に長じ︑淫快に
耽り︑商買は欺蝿一や事とし魁農民ば怠惰にして
田野舵蕪し胴工人は粗悪の器物転作リー書生は
放蕩にして畢業を修めず︑婦人は淫奔催して︑
盗賊は固中に接行す︑是道徳の褒膳せる吐含の
状態なり﹂鱗唯翁は更に﹃試み匹本邦今冊の祇
含の状態聯見・土︑決して此の如き醜脳なろ稀に
非ずといへどｊ煙︑亦此中小分子は一分も之なし
と明言することを得ざるなり︑云々Ｐ一を云ふ︾
とが述べてありますｃ西村翁が︑修身皐就即ち本
Ｈの日本弘道含延蕊起せられたろ所ば︐蜜に先
凡の明の然らしめ衣所と忠ふのでありますが︐
唯今朗読致し生した一節の如きも︐或は渡め今
側の状況韮︑二十年三十年の以前に︐議想掌り
れ犬や７な感が致す次第であるのごあり農すぐ

う入思ふのであります︒併ながら叉著・し日本弘

弘適曾は従来何を偽して居ったものである汀︒
日本弘道曾は在るが︑併ながら三十年の後に於
て︑斯の如き西村翁が慨嘆せらにた所の状況が
全部でなくとも︐可成り多くの部分が︑並に現
ばれたと云ふことに就ては︑Ｈ本弘通含ば一向
力がなかつボものであると云ふことも猟言へや

道倉が鉦獣りせぱ︑今日の道徳の状態は心如何
であったかと云こと韮思ひますれば︑必Ｌも日
本弘道倉が過去に於て︑全く力の無かったもの
とは云ふことが出来ないと思ふの・てあります︒

日本弘道曾あって︑而して我閲の道徳が︑漸く
にして今日の状態に維持せられたと言ふことも
言へやうと忠ふのであります︒去りながら︑斯
の如き状態が︑今日其幾分ザ想像し得るやうな
次輔乞あると致し典したならば︑是は既腫皆様
の御希望の中にもあり︐叉曾長の御式僻の中に
もありまし強けれども︑日本弘道倉が今後に於
て活動すべき所の範圃は︑資脹騰いものがある
と申さなければならぬと思ふのであり政す︒願
くば日本弘道曾は︑従来よりも︲一層の活動韮
致されむこと起︑私は切に希望して止まない次
第であるの・てあります︒もう一つ他の関係Ｔｂ
とて︑希望を申卜げれいと思ふの・てありますが

青苦洗ろものは︑一層の努力起此方面に注がな
ければならないと一思ふのでありますｃ過去の教
育はもとｊ︲︑︐それん︑一定の機関に限られて
居るのでありまして︑此ことば巾すま．てもなく
小畢ト申せば︑僅に六箇年︑小なる児童韮牧容
して︑六箇年の教育鵡施すに過ぎないのであり
ますｃ中等の教育に致し談し従所で︑四五年の
歌育起施すに過ぎないのであるｃ年限が長過ぎ
て則ると云ふ評もありますが︑如何に年限が長
過ぎました所で︑即ち中等教育韮受けやう︑或
は大畢教育彫受けやうと︲其年限ば一生涯態通
じて綱く課のものでないの・てありますｃ況んや
其年限中に於ても．教育新の手幅掛ろ所のもの
は︑甚だ紗く致し史してｂ一般社曾の風潮等の
是等青年子弟畢生に及ぼす所の影響は︑蹴る大
なるものがあるのであり農す︒並に於て・畢校
激育の故果を全ふせんとする錦雁は︐壮曾の援
助協力に史衣なければならぬと忠ふの・てありま
す︒併し遺憾ながらｂ日本の現在の壮含は︑折
角畢校に於て︐十Ｒ温め衣所のものル︑一日に
して之延冷やして︑其敬韮無くなすと云ふや７
な有様であるの・てありますｃ叉遺憾ながら︑我
が現今の家庭も︑畢校の敬果走︲大いに増進す
る所の力に乏しくして︲却って之怨破ったり︑
或は減殺する力の方が︑優って居りはせぬがと
云ふやうな所もあるのであります︒蛙に於て︑
単に畢校教育以外に︑頼みとする所のものは︑
何●てあるかと云ふと︑即ち道徳囲髄の活動にま

つ外はないのでありゑすｃ一般の祇曾も︑頼み
とするに足らない︒叉家庭と云ふものも︑頼み

とするに足りないＬ︾云ふ有様でありましたなら
ば︑単リ道徳圏職の活動撰耽にまつ外はな？り
うと忠ふのであります︒而して漣徳剛慨中に於
吾ましても︐我が日本弘道曾ば︑其歴史に於て
又其力に於て︑それを指導掌ｂろ︲所の打力者
の開係に於きまして︑殿も此日本弘道倉に︑望
み韮脇さなければならぬ︑と思ふのであります︒
願くは日本弘遊含は︑どうぞ此一大活動怨︑今
後に侭され生して︑以て畢校教育と雨々相封せ
られてｂ圃民蓮鵠の振典に︑大いなる寄典悲致さ
れん︑と態切望して止まない次第であります此希
望韮以ちまして御祝誹に代へ・たいと存じます︒

東京府敦育曾長子寓岡部長

職君祝詞

なり︒︑

日本弘道曾新館其藩成を告げ本日毎以て開館
の式悲畢げ併て立曾四十年の紀念曾転行ふ此盛
式に列し汎意走表する老得ろば最幸梁とする所

熟惟ろに明治維斯の初に総り西洋文物の東漸
に伴ひ急激なろ塗動態我醐人心に及ぼし教育界
の趨勢亦智青に専にして動もすれば徳性の修養
老忽にぜんＬ﹂すろの傾向怨示せり故西村先生夙
に之羅慨歎し森起して徳育偽本の主旨走唱導し
我が大倭民族の忠君愛幽の道義怨明にし民心の
蹄向を一にし以て圃家の基盛な筆間ならしめん
ごと非期し本含韮設立せられれり先生誠意此主
義悲普及し総身其天職か識し途に偉業を後縫者
に遣され派り天下今に至り其道徳韮追蓑せざる

レ

近来畢校教育の上に於ても︐道徳教育のことが
大部其道の者の注意延惹くやうになって参つれ
のであります︒ 叉一般吐曾Ｔｂも︑教育蒋惟向
って．国民道徳の振興︲徳育に大に力態注ぐや
うにと云ふ注文がｂ頻に起るやうになつ衣ので

一一一一
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ありますｃ是れ誠に営然の事・てありまして︑教

大含記事

1

可
‐
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大倉記事
ぱなし爾来同志の士益徳教の進展起圃リ同曾の
掻張に努め漸次支部韮各地方に設置するに至る
淘に盛なりと謂ふくし今や新館既に成り並に此
盛曾走見る我国徳教の鴬感喜の至りに堪へず然
れども鰯に赴曾の近状を察するに風潮の向ふ所
識者落して憂慮措く能はざらＬむろものあり糞
くは曾員諸君貨践弱行自ら蔑衆の儀表となり先
人の遺業雄伸張し文化の根本か澗養し帝圃臣民
をして盆我が大倭民雄の精華左護揮せしめられ
んこと韮

馴所感走陳べ以て汎詞となす
大正七年四月十四日

東京府教育含長子爵岡部長職

１１

いのごあります︒枚に壇上一卜立って︑人に教へ

理論起口にし︑責行走後廻しにしれと云ふ：と

て日く﹁諸悪莫作衆善奉行﹄と答へ衣ｃ極めて
簡単なことである︒それ位のことば通三歳の重
見も︑能く知って居ろではない可左様︐去り
ながら八十の翁もなほ之韮侭すことは難いので
ござると︑答へたと云ふこと妬承知致して居り
ます︒現在の牡曾の有様ば︑是ではなからうが
と思ひます︒物知りは津山ありますけれども︑

て居っても︲其壇ぞ去るや否や︑共就いて鵬つ
た者は︑既に本心韮失ひ裳して︑生徒雁刷って
自身が縦返して御説きなされ求趣旨に適はい奪
悲ｂ笈行して届なさるも云ふことが︑流曾卜は
紗くないと恩ふのであり裳す︒
私も弘道含にば︐御縁がござい裳す︒彼の三
浦安氏の如きは 蓋し此曾の錨には︑紗からぬ
誰力彫致されれ方であらうと思ひますｃ此方よ
りも︑懇々と御趣旨恋承り︑叉印刷物等も頂戴致
し求こともあるので︑此曾の御趣旨が︑成るた
け普及致すやうにと思ひまし衣から︑私も御含
の下働きか致し北場合もあつれのどあります︒
近年三浦翁が蕊去されまし求ので︑其遥の似も
なく︑認過致してば居りまし表けれどもｂ同翁
存命中は︑同翁の紹介ぞ得まして︑誠に努めて
居つれのであります︒是は私に於き談してはⅢ
成るべく之主蛮行的にし稚のであります︒即ち
明治二・工二年の御勅語の篤怨書い稚物芯印刷し
て︑御曾Ｔｂ御配付になつ我が心之を深山頂戴
し裳し頑︑ｎぜわ閥係のある人々へ交付韮致し
まして︑是が目的態達するやうにと云ふことで
賀際的に識力一心致し粒ことがあるのであります
けれども︲中々以て︑事責に願れるやうに︑之
悲使川し得るＬ会ふ報には往誹ぬ︒思はしくな
やＵつれと申上げるの外ばございませぬ︒是のみ
ならず︑多年の間︑教育の問題に就きましては
先づ第一ｒ卜自から畢生韮指導し︑之を養成して
往って︑如何なる敬果韮敢め得るものかと思ひ

是が蛎行は我等の眼に鱈ろ︲ことが悩甚だ診な

一

に相違ないこＬ｜ごあるＬ︲↓︐忠ふのでありますｃ

一

り︐既に我が国民道徳の頑塵する傾向があつれ

叉思へぱ擬いて︲先帝陛下より︑明治十五年に
軍人に特に勅諭避賜ばり︑縦いて明治二十三年
に︑教育胆開する御勅語韮賜はっ求所でも︲道
徳の頑腰が︑騒々として韮みつ︐あったと云
ふことば︑掩ふ可らざるの事責であると信ずる
のでありますｃ是が億に︑園民道徳の瀧養と申
しますることに付ては︑多年世間一般に︲就中
識者に於ては︑非常に意を川ひ稚のであるにも

諭らず直今︑憾如何でござい裳越う．蔑一ｌ

ば現状に止まる所でないｃ是より一層進↓んだろ

先にも御話がございましボ遡り︑御曾の如き設
けもなくｂ御教へもないことでありまし誰なら

道徳の頑廠逢賀現致すことに︑相成つ衣かも知
れぬと申すの外ござい土をぬぐ斯の如くなり行

が︑大なる原因・てはな可ｂうかと忠ふのであり
ますｃ物走知る人は︑深山あるやうに思ひます︒

東京市激育含長男爵高木兼寛
君戒餅
閣下並に諸君︐本日開館の式走塞げ心四十年
の細念含恥開かろ︲に就き生して︑私も御招待
の梁を得まして参列すること態得まし衣のは︑
望外の仕合せに存ずろ次第であります︒叉是が
婦に覗欝を申上げる義務悲負ふこと︲相成つ士

れゞ時に１１沸教とは何ぞと間はれ誰ｃ禰師答へ

古く遡って思へぱ︐白築天が或る坊さんに尋脳

つれのは︑何の鰯・てあるザ︒既に御話もあつ張
？フ・てございますが︑明治に於て︑人韮導くに

次第●てあります︒覗誹に付き望しては︑既に前
きが︑之に付け加へることば︑全く蛇足．てあると

者至れり謎せりの餅ぞ呈せられまして・私の如
存じます︒即ち是は先づ皆様にして戴いれもの
と致しまして︑私も亦柳沙蕪瀞必述べまして覗
酔に代へやうかと存ずろ次第であります︒筒西
村翁が固民の道徳に濁し︑苦慮婚されしことば
事跡の以て示す所●て︑明瞭な次第でありますＪ
熟々思へぱ︑同翁が此︑含韮創められ衣頃ほひよ

三

１
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年妙歳々貿峠五十年の間︑此問題に縦てば嘩胴

御勅沸の御哩旨脹迩ふ・忠孝なる穏氏恥︑礎剛
に於て価造ると云ふことば︐敢︑不可能ごばな

既に腐敗致しイ﹄居る肝心改善敦

方ば魁甚だ峡鮎であ寺︒と忠ふのでわり皇すこ侭

一まして︒所謂

降診有って鵬ろのであり史ずｃ今私の所い；・少︑

古ふ︒此シーツと云ふ錐ば︑非常弁︲城・力を有っ

ほ私典の知り得衣所でばｂ外叫の家鱈教育ば︑
噸ろ意のある︸︾とであ．り段す曙子供が言ふ事を
剛がない昨ば︑どう致すザと云へぱ︑シ！︲シと

斯様なろ賛例悲︑此所・て︒巾上げてば

りらう︑ご琴べろのであります｜︑

如価か

中畢校の卒業雄︒約大而禰を城容致しく養成準
致して居るのであ部まず︲是弊の人か︑畢械に

人思ひますが︑是ば大切の側遜と蝋ひますがら

永み介擁懇凡て︑醤だ婿歎卜恥へぬこ︲と毎兄ろ
さ芯く兇談Ｉ

かぬと云ふこょン｜﹂ありますれば︐私の知って恥

て胴ろのごあ．ります︒部ち僚大なろ力を︑天に
在します林が有って凡て鵬︑ｂつしやるからきう
云ふ蕊起してはならぬと言ばれる意味難子供が
凝りまして煎然として座するｃそれ・ても借ぽい

に抵抗する折憾ば致さぬｃそい故に︐家畦に勝
る鵬ば︑親にば韮つて乗岨迄あ りま寸ｃかく賃

の・一︾﹂ありますＣ例へく巾迄緋︐彼の御勅諦であ
りまずｃと妨坪謡今△略せ︑父と韮・鋸

のに︲中穂畢校鶏卒離し推姓徒の巾Ｆは︑多欺
五十一ｊ雄︑満ひ

蛮剛男爵の目の前に出て来れ・同男簡ば子供が
好きでありますＴｂ？ｎ分の被って隅ろ縮む
其子供の頭に被せて弛れｃ虚が其子供が︐悔等
されたものと思って︑虹帽子を投げ菰︒祝がそ

際的脹人悲教へつｔ進むのでありますが︐我剛

斯の如く寅地に人悲教へて恥ろのでありまずｕ
我圃に於てば︑人に織切恥識し︐柵儀杢厚う

屯

悲誠めろ上に於て・成力が甚だ少い沙のやうに
私ぱ鞍へて階乃のであり農ずＣ
親が子怨制する帳就く︑威力悲川ぬると云ふ
ことば︑談し祁元の辿風．逗絢ろｃ先帝陛下の御
勅語か拝讃ｉ−ましても︲祁先の通風粒ろこと延
御教へ醤ぱさ恥て膳ろのどあ・りまずｃ借ほこ十
三年の御勅語悲拝誼しましても︲可是ノ叩キハ淵
リ朕力忠良ノ臣氏タルノミナヲス又以一ア爾祁先
ノ遼胤チ頗彰スと一足ラン﹂即ち是収でありま
すｃ所洲測先の遺風悲願杉するのが勘爾臣氏の
馬すべき所●てあると云ふ仰ざであるｃ然るに我

に於ける家庭ば如何にと云︽︑ば︲家姪では寧ろ

リノ︲︑︲上痛み起感ずるに縄に感じますから︑之

ろ純圃では︐直ぐに指の先き・て弧ろｃそ小でピ

れか見巡︲お前ば何者迩伽所の子供町其塾

子供牢章敬て教へて勝るのであゐがら︑干供

巾上げますぐそ奴は米削牟帆・崇！﹂稚人の話小総
い衣のでありますが︑私が就叫︲まず其一例と
して︑此所でらょつ４．叩し談すれば︑或所に小
児が勝ったと云ふこＬＬであります〃其小兇がＨ

其意蕊な解せざる者があるＬ

ぱ拝謂せしめて恥ろけ︑恥どち︐シだ．災際に暇川

綿ら恥ろのであります﹄能く職式に依り︑域は
形式に彼つて︑御勅研の捧読姥錐馳せし帥︑或

の考があるだらうｃと筒一つく聞き没し張ｃさう
すると︑其子供が︐私は亜米利︑人・殖あるＣと
︐叩しまし汝．サウ︑亜米利棚人ならば︑人椎の
ない︑さう云ふ事延しない幽民・︾︾︸ある︑斯懐なろ

帽千通取って︑投棄てる奄欣︲ずべき蝿民でば

する力む従ふと基ふこと腰就く︑峡けく鵬ろ鮎
があるやう匡思ふのであり良すＥ故に私ば︑今
側までも︲御曾は勿論︐之に縁のある禰剛脂に
封ては︑綿て熱誠を以て猫してば凧りますげ
奴ども︲中々其回的地雁到達することが出来な
い︒是は価●てあるかと云ふと︐全く寅躍恥行と
云ふこと怨後上﹄に廻しまして︑物の理か知みこ

事があった昨ば︑お前惟共人に謝して︐厚く御悩

とに︑汲妬として勝る結果であると恩ふりてあ
て

りきすし唯是等の剛測の．働き準して︑充食せし

ござい美すと膿を申したＬ﹄云ふこＬ︾ごわります

言ばれ粒所が︑其子供かｂ改めて更に︲行跡う

まぬずめｉ改功て御詑怨して︐有難うＬ毛叩せＬ﹄

往くこと悲求むろ・いり外︑途はないと思ふ︾是
までの如く︑単に物か細る︾︾Ｌ﹂雅人ド奨めて︐
行ふこと諾奨めずに拙くＬＬ義ふ紙上池﹄以て︑人

むろ方法は︑全く知り得求ろ事涯︑能く瓢

韮申すべきものである︑不心得にも亜米利加の
人とＬて︐斯の雌き雅暴の事恥し放のば︐相済

起導く側懇主になさるのは︑甚だ違いと僧する

一ＴＦＩｇＢ−︲向︑報︒０

聯は︑祁先の遺風韮寧ろ避けむとするが如き傾
側を域て︑今まで子孫乃梢謀して来稚と云ふや

三

せいと言︽て居り説ずけ︲れども︲典所に子供が

I

無職の事をしても︲之恥而してやｈぬ︒此遜り

三

の・てありきす︒それ賊に︑私ば御曾脹龍一むのば
出師一ルス邑罰どうか畢術態知り得推たら窪︑そ
︑鰹走賞際に行ふことの出来るやうに．︲心配雅し

三

て往けば︐閲鴎適確の頼匪ぞ防ぐのみならず柵

大含記事

h

4

ば建幽以来 覗先の道された国粋的精紳起能く
味はれて︑之延培ふ婦に︑即ち知識韮世界に求
めて．益々之韮培養し︑善良なろ団民起造らむ
こと姥御互に努めたいと存ずろのであり生す︒
長い事か申述べて脳御涜蕊話演しまし．淀のば︑

大含記事

以て蔭・固民起造らうと云ふことば︑頗る難中の難

うな傾向が確にある︒それが事責であると信じ
元居ります︒我建国以来︑二千五百有除年来の
旭先の経難を拠棄して︑之鞭無税して︑而して
他の方面より︲新たなろ教韮入れてｂ是のみ起

甚だ恐縮の至であり談すが︑右韮以て覗詳に代

祝詞︵代請︶

圃畢院大誤長侯爵鍋島直大君

慶態義塾長鎌田築吉

大正七年四月十四日ロ

雁代ふｃ

日本弘道含創立以来四十年含運益隆盛にして
新に曾鮒を建て進で流曾道徳に貢獄する所あら
んとし今Ｈ開館式並に創立組念曾を催さる不肯
偶々微鑑の燭に参列の柴を得ざる走遺憾とす方
今世界の大勢は急簿直下の勢を以て鱈遷し思想
の動揺最甚しからんとす此昨に際し大に修身道
徳の観念を喚起し幽氏妬して蹄向する所韮知ら
しむろは急務中吻急務に厩す此の如きは即ち日
本弘道曾の使命にして吾人の此曾に畷望する所
以亦此に在り而して道徳も亦祉含と共に塗遥し
世界と共に進化すろものなれば荷も徳教を布く
ものは能く内外の大勢逢洞察し勉めて積極的の
方針韮取り以て圃民興隆の魚運を助長せざるく
ずｂず今日此盛曾膜際し柳か蕪言宅述べて祇鮮

祇鮮︵代請︶

慶膳義塾長鎌田築吉君

へ生すＣ

であると考へろの．てあり裳す︒

序ながら︑モウ一言申上げて兇れいと忠ふ︾
御批評は如何様にも願ひ衣いのであります︒即
ち教育の大部分はじ不文教育即ち褒地教育と０
成文教育即ち畢術教育のものであると思ふので
ありますｃ不文教育は︑建嵐以来︐何れの園も
現今致して居りましてｂ即ち其幽の事走婦す所
の基である︒我固に於きましても︑進幽以来の
祁先の遺風が在つ衣もの・て︑帥ら悪しきものば

出来ないものである︒是は翻諜１．出来ず︑叉皐

棄てるも︲善きものは保存して置くｃ是は極め
て大切であつ雅に相違ないのでありますｃ我等
が容れて以て噸標本とする所の︑不文の教誠︑
即ち建凶以来の教誠は︑我等から取去ることば

圏の中に置ずれ稚のではない千・と忠ふ︒蔑一認

ぶこをも出無ないｃそ艇は就含の教育と︐根本
的に異って居るのであるｃ其異って居る所の教
誠は︑書いてない？ｂ︑後に適すことは出来ぬ
我等は其園粋なろもの︲標本ぞ有我ぬ︒自分に
在ろもの走以て︑固粋の標本奄造らうと云ふ範

が望む︑︲つくば︑幾千年の固粋建潅尊重して︑之走

があつれならば︑御正し韮願ひれいと恩ひます
有故に使用して︐我幽民の道徳走阿上するの日
の宋らむこと老︲切望して居る次第でありゑす
御曾に於音ましても︑どうぞ躯来限於きまして

に避ふ吾人は其の誰津の年久しく︲！︶て其の功績

吾日本弘蓮含は之が舞冷雁起り之が馬めに議
し今や新館落成し其創立四十年の紀念曾怨附く

時の急務なり層

然犯ども西竪東漸して新説紛起する今日に常
り思想界の塗遥は鯉覗す・へザらず吾祁洲の至道
懇大謹疾呼して億兆士民心提測啓導寸ろば亦現

至る未来永劫決して表替せざる・へし︒

天壊無蕊の皇道は上下一心以て正義懇守り之
韮行ふに在り是れ国家隆典の要素なり吾皇祁皇
宗歴世の流芳遺徳吾皇上の祁威聖淫は吾祁州士
民誰忠報幽の精祁と捻り事業と偽り以て今日限

早稽田大畢代表者法事博士
卒沼淑郎君岬瀞朗讃

固畢院大皐長侯爵鍋島直大

日本弘道含ば明治九年故西村茂識翁の創立に
係り爾来維始一賞其の主義の幣及徹底に努力せ
らろ︑こと並に四十年同志の士正Ｆ全図に遍く
其の徳化冊に卿に著しきば世の癖しく認むろ研
なり今や世界の大勢満々として物質的文明Ｆ傾
き動もすれば人心の動揺韮来さんＬ﹄し園民幡紳
の統一甚だ急なろに際し曾館新に成り往々進み
て其の活動態見んＬ﹂す斯道の幸慶何物か之に加
へん我が幽畢院大畢の如き木曾とは其の主義に
於て最も親密稚ろ関係老有すろものなれば今日
の盛典に列する超得て喜慌の情一暦切なろもの
あり一言以て過去の功籍を謝すると共に盆々狩
来の蚤展を斬る︒
大正七年四月十四日

三
四

ｊＩＩ

の愈大なろ奉欽仰し雨みて之走賞揚し更に前途
に向ひて天下蔑衆の之に参加する徐多？りんこ
大正七年四月十四日

とを望む︒

早稲田大皐代表者法掌博士平沼淑耶

千吉郎君祇鮮︵代請︶

中央報徳曾理事長早川

没界の戦乱に封態すべき園務民誤其の事間よ．

起朋切る世或は之延目︐一て不急資縦なきの閑事

リ多端なるくし是妙昨に常てｎ本弘道含は其の
含館怨開くの式悲祭げ並に創立四十年の組念含

富の基礎・浜ろ義勇と信州との源泉か養ふ喋要一

業と露す老あるべく叉或は之雅硯て以て図力蝋

韮以て皮相の見と馬し何れ態以て眼光紙背に徹

今夫れ我保存協含に至てば素より史蹟と名勝
と並に天然紀念物との保存韮以て巨的と燃す順
ふにｎ本の蝿民性は三千年来間断なく此幕三村
の間１養ばれ籾泳濡演して自ら優雅忠厚の特色
態具有せり皮間毛髪形除きて人髄の完きあ得ず

に通らし思韮刻へ︲の昨勢に致さば何人と雌ども
必らずや偽に意を眼うし慶走一分つべきあ信ず然

況や貴曾の如き紗西村茂樹翁の創立に係り其
の人格と精脚との自可ら停承せられて漁らず徳
教風化の一柱打として推重せらろろものに於て
韮や其の今日ある韮耐て荷くも心な宇内の塗局

○ⅥソＣ

するものと燃す．へ寺やは言鵡侠たずして明かな

の婦め慶賀に勝へずと偽李副者あるくし其の何れ

語に日く四十延強といふ而して仕ふＬＬ人生四
十志気正に充寅す以て圃川常ろ・へきかいくろな

所以なりｃ

れども若し我保存協曾空目し貴含と表裏一貫し
異慨川岬のもの張りと洲ぱい慨或は以て妄誕の
言と偲さむ是れ我保存協含の来て貨含に汎意心
棒ぐろ所由心申明し柳か世の惑な解くの要ある

側も忽にすべＴｂざるの急務なりとし其の事業
並に一紀元韮洲して其の生命薙新にすろば邦家

り成熟の遅き個人にして猫斯の如し況んや装逢
の迅迩なろ共同剛慨に於て彫や其の精力の旺艦
にして依りて蝋宋公共に貢職する所の大なる亦
以て察知すべし冊木弘道含創立以来既に四十の
齢韮重ぬ其の間風教教化か神袖し祇道人心に及
ぼせる敬繍勝げて数ふくＴｂざろガリ而して今
回壮大なろ脅館の新築成り舷に其の開館式並に
四十年記念の典起畢げらろ我が含事に同一の方
面に従ふ満欣喜何ぞ禁へん顧みるに現下内外の
形勢は徐々世道人心の指導剛民性の薫陶非要す
るものあり此の昨に方リ此の盛事に脅す貴含千
秋の繁築距糞ふと共に其の幣蕪の努力を認むこ
芯脱し曾長閣下始め脅貝各位の鯉康懇耐ろと云

と切なり乃ち圃家の婦斯逆の蝿謹人・て含の前途

大正七年四月十阿日

爾ｃ

中央報徳含理事長早川千吉廓

史蹟名捗天然紀念物保存協含長

孫の露蹟名討践相の芳吐忠臣烈士の迩雌義一男貞

林木製石奉去りて山水の美亡きが如く聖子紳

淑の奮嘘韮動もすいば埋滅に蹄せしめて顧みず
舶性冬啓音風情韮養ばしめれる名山大川湖沼林
野犯概胆其殿損するに任ざて悟らず外幽の無き
所にして久しく無言の感化韮興へ宋りし美花珍
汗奇石神岩より以て禽獣鍋魚の類に至るまで日
本剛有の色彩と風柊上﹄を博へたろもの一津其絶
滅する龍委せて怪史ず問一はⅢ我那古来の美徳諺
保持し其の固民性韮愛護して日本の遊義奄振は
しめむとすろば雄し其の唇先づ破れて其歯完き
心搬求ろは未だ繭て有らざる所なり是れ我協含
恥夙に貴曾と典に左提右筆して剛髄の擁謹雁粁
犬叉徳教の振興に柳か微力延故たす所以なりｃ
今乃ら貴曾ぱ既に四十有線年の春秋燕積み正

しく道徳倫常の総めに努力笹ろ一の鹿砿とし

て父蛮に瑠山中の寓岳に均しき一の名勝として
推さる更に其の色彩臥格とする所悲観ろに道義
徳教の壷とすべき名花奇石仙禽仁戦嘉魚群鎧の
粋延錘め源ろ衆美群芳の結晶にあらざるなく鼠
に宇内空に観るの天然組念物たるに砿す共の曾
館淵始の式蕗畢げらろろば皇風王化の儀標たる
此の種富士の名山に於て登山の第一程起閑がろ
ろものと淵ふ可く叉責に皇圃の名華にして天然
組念物の巨瞥たる撰花の冬懇超へて春態迎へ今
や其辰雁及びて換然並に其の礎花延展開し衣ろ
に比す可きなり必らずや貴含に来て絶頂の大概
を望み沿道の珍汗彰摘み煙嵐の妙韮愛し湖沼の
幽を探ろ者是れより陸頴として睡韮接すべく凱
聯態再び重砲勉蛍する狩亦絡雑として貴今の花
下に禰展韮絶たず貴含含館の門前桃李言はずし
て其の下向矛ら膜を成すべき韮信ず謹みて道徳

．
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侯爵徳川頼倫君祇餅︵代請︶

大曾記事

三
五
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大含記事
国燈中の一柱石たる貴曾の富岳と共Ｆ恒に捲け
ず崩れず樫花上﹄倶に永く染まず混まず居然粒ろ
皇風王化の俄標Ｌ﹄して益粘聖代に寄典するあら
むこと態祈る︒

侯爵徳川頼倫

大正七年四月十四日
史蹟名勝天然紐念物保存協曾曾長

文事博士井上哲次郎君覗鮮︵代讃︶

二一一へ︐

悲況し併せて含員譜君の今後岱々含長や﹄扶翼して居るものを︑披いて棄て︲仕舞ふのは︑避憾
て道懲の振興む固り風俗の頑敗韮救吋Ｊ狂調一婚既千蔦に恩ひまし衣Ｔｂｂどうザそれ韮畢校の何
釧に廻すこと応｜努力掌ｂれんことを希望す︒所誹へ︑移して置いて貰ひれいと一亭ぞ一とを願

犬の・てあります︒臆が如何せん︑老木であるＴ
らして︐一昨は殆んど是が枯れザけて仕舞ひま

文畢博士井上哲次郡ましれを中畢校の支開の横に耐移械され

大正七年四丹十四日ひましれ所が︑懸鴎の人の熱心なる誰力に依り

近江支曾長杉浦重剛君祇僻

には︑博読方︲↑﹂黄ってｊｐ分りますまいが︑常時長から︑私の所にムペの責悲贈って炎に汝のご

閣下並に諸君︑私ば乏き韮本蒋の近江支含長しれｃ併ながら︑其後皐校の教員などの︐非常
に受けて勝ります故に心近江支含を代表し蛍しの誰力に依り半ふして脳明治三十八年に至りまし
て︑楚に謹んで本曾の盛曹延脱します︒それだて︐新芽が吹出し汝所から︑典蔓が叉太くなり
け・てもう私は帆誹は識きて居りますが︑此限私まして︑明溌三十八年に至り農して︒始めて三
個人Ｌ﹄致しまして︑御批の品を持って参りましつ責が生つれのであります︒そ雌を中畢校長が
衣ｃ此品物に就きまして︑一言御話を致して播ら︑私の所に聡って呉れましたｃ私も常唯病中
かうと思ひますｃ私ば近江の膳所の者でありまでありましたが︑非常に喜びまｉ一たｃ恐らく此
して︒削り本曾の含計監査をなされて賎ろ所の病気も全快一・ろであらうと云ふことで︑心窃雁
本多子爵の避臣でありますｃ私は明治二十二年帆しれのでありますｃ私も数年韮繰て︲病黛も
に︑謹滞の博讃方生勤めて居りまし衣ｃ若い方全快しまし犬が︐其後脹至りまして・僅中畢校

哩家は猶一は砂上に建てれる椎閣の如Ｌ笈々平と
して其れ危いずな近時暴一露せられ衣ろ取賄事件

俗の領敗日一日より甚しく道徳の振はざろこと
久Ｌ是れ識者の深く蔓ふろ所なり夫れ道徳ば社
曾闘家の基礎なり道徳にして賑はざらんか祉曾

興ると錐も一世の人士溜々Ｌ﹄して蛎著に赴き風

我邦日露戦役以来文教益々盛んに国運亦大に

の如き風俗頑敗の一徴候にあらずして何ぞや風

まＬ准所が︑三十年の後に至りまして 非常方リきし士から︑其植木屋に託しまして期栽培す
大木になりました︒さうして是限数百の責が生ろことになりまして︒中畢校長の堤女皐士がら
り裳し汝︒虚が三十二年になりまして︲唯今の購って呉れれ物齢頼んで︑育て︲貰った所が
膳防中畢校が其所に出来まして︑其樹木韮抜い斯う云ふ物が出来まし我Ｃ丁度二十本ば誹り出
て壮舞はなければならぬと云ふことでありまし来まし衣ので︐私の符理して居久所の畢校に柚
誰︒私も折角子供の昨分に柚ゑた所が︐繁茂しろ雷積りで置いてあるのでありますが︑どう旬

には解読方ＬＬ巾して尿りまし我Ｅ其時代に此捕さう云ふ紀念のある物でありますから︑再び之
物・・：是は諦君も御承知でありませうが︑ムベ怨紀念の物にしたいと忠ひましたが︐之韮一通
Ｌ﹄申Ｌまして︑賀の生ろ所の木でありますｃ之りの者帳やっても面白くもなし愈私の世話では
悲或友人の所で得まして．総時の畢校の蔓に建どう・も髭宋ないｃ丁度幸に孤高田脇場の堀部安
一一贈まし士︑自分の屋敷がありまし士から︑楠ゑ兵術の黙討の場所の跡に︐植木屋に知合ひがあ

でば︲淡書の素誼をするものであります︒其時ありますｃ是は数年前にも贈って笑れまし誰が

俗頑敗して道懲振はざろば其怖ろべきこＬ︑外来

と洲ふ・へきなり今日或邦識者の牡曾幽家に封寸

の大敵より甚し然るに或は反りて遊懐韮以て迂
澗なりとなして竜も顧みざるが如き風あるば無
知の致す所にあらざ奴ば謬見に囚はいたる結果

四十年紀念曾窄翠行せらろ因りて並仁謹ん・て之

ろ筋は賀に極力道徳の振興韮制り風硲の領伽怨
救ふより急なみぱなし縦ひ他間時局一愛して大
兵恋幽境外に動かすことありとするも諜迩て内
に於て道徳の大に振ふもの微つせぱ其赫々の功
考敗むろこと果して可能触りや否や多大の疑江
くんばあらざるなり我Ｈ本弘道曾曾館の落成に
際し含長徳川伯爵閣下蕪殿なる開館式並に創立

一Ｆ
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きＬて︑徒〃︑本含の趣旨の普及起胤りり天恩の

になり 父鋭酔態御透り下さい散したことは厚
く御溜諮申上げますし勝来も何分御援助下さい

間︑今閲も早朝より御出で︑木曾の総◇⁝↑御誰し

叉青貝譜君に於郡れ設しては︑昨日以来長時

Ｊ︽すｃ並に本曾韮代表致しまして︑一言御職怨
巾上げて殻く次第でございます︒

本日は甚だ不行届きの鮎は幾重にも制龍を致し

上げ・並に何分今後御指導悲願ひれく存じますｃ

来賓諸公並胆諸君に鋤し一言御臓ふ巾上げま
す︒御多忙の所態御縄合せで︑御来曾下され衣
のみならず︑御懇篤なろ御帆誹奉賜り︑且又御
糾切な訓誠的の御演説韮承りまして 深く磯謝
致しますｃ又来賓の諸公諦君の中に於て︑御出
席は是なくども︑御祝辞を御贈り下さ姪丈方も
数多ございます︒其鮎に就きましても御濃を申

徳川含長閉曾の挨拶

掲栽せり︶︒

其他支曾代表者及び含員にし北帆誹或ば祝電
諮寄せられ強ろ向甚だ多かりしも︑時間の都合
にて︐噸讃起省くの巳むなきに至れり︵別項に

云ふ事蹟の附い稚物・てありますからⅢ此四十年
紀念の御帆の印として︲献上しやう１と恩ふので
あります︒是たけ韮申上げて掻きますｃ

●誰もの・て．目出度い物のやうに存じます︒さう

せうが︐除穏古くＴｂ︑我藩ずう朝廷に職上し

此ムペと云ふものは︑謝君も御承知．てありま

起毛含館の何所かへ楠ゑて戴いて︑之韮今日の
御脱の紀念にして戴きたいと思ふのであります

U

大曾記事

御誰力悲願ひます︒

蔑分の一に醜い奉ることが出来︑叉一には西村
先生初め歴代の正副含長の精紳韮謹紹逆守して
本曾の隆昌準計り度く存じますｃどうぞ一層の

且叉本日は︑米喪謂公並に諸君心其他含員諸
君ｂ多数御来簿下されまして開館式並Ｆ四十年
組念曾に一層の光築︑光彩を添へましたことば
深く感謝致します︒どうぞ狩来も益々震展して
本曾の蝿め︑斯趣の鰯め︑否邦家の蝿に︑どう
ぞ隆盛ドなろ様に側援助韮偏に願ふ次第でござ
います︑並に厚く御贈を申上げます︒

時に午後四昨牛なりきｃ此夜六時より京橋侃
采女町精養軒に於て帆賀曾韮開くｃ来曾者三百

一戦時の亜米利加準譲鋤濫鍾横井昨敬君

一民本と民主とに就て

嘩曾零議鎮宇野哲人君

閲倒且青年部講演曾

︹四月十六日︵火曜日︶午後六時半

開曾︺

一現大戦季と倫拠思潮

一挨拶大給部長

一科畢と遮惣鉢鍛評聡鎮服部宇之吉君

鉢鱈舞躍鎮中島力造君

一年齢と修養木曾協賛曾員加藤端堂君

除名︑各自欺情起誰し︑和気調々の狸に散曾ぜ
しは十時頃なりきｃ

斯くて十五Ｈには聴衆三百に除り︑十Ｌ︿側Ｆ
は三百激十患に上り勘二十日限は二百潅越え︑

一婦人の本領女子部評議言三輪田興佐子君

一人生の趣味女子部評議員棚橘絢子君

木曾評議員高島平三郎君

一雨性の心理と見童

一挨拶徳川副含長

開曾︺

︹四月二十日一土曜Ｈ︶午後六時半

爾燭回女子部講演曾

Ｎに此日来曾者一般に封し︑日本弘道曾四十
年志一部及び大曾紀念絢葉書一組悲蛎呈せり︒

六講演曾

既記せる如く︑四〃十五心十六︑二十の三Ｈ

に頁り本含講堂に於て大誹演曾韮開催せるが︑
其演題並に溝師怨禦ぐれぱ左の叩しｃ

閲卿倒本曾講演倉

徳川曾長

︹四月十五日−．月曜日︶午後六時半
開曾︺
一挨拶

皇道とは何ぞや鉢嶺毒酔魂鎮井上哲次郎謂

三七

心

【
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大倉記事
三日をも非常の盛含なりき︒因に右講演筆記は
凡て本雅の巻頭に掲載し士りｃ
尚一は大倉の前後に亘リ種々誰力され放る委員
諸君及大曾常日の役割は左の如し︒
四月十三日委員役割
一受付係

三入

伏見鋤之助君し親しく其高諭を承はろの光楽走得たろば責Ｆ

原忠協君田中久君帯谷久次君含稜舎式韮畢行するや先生は我束遥の村落に臨

二外套係明治二十七年三月某日なりき此年七月韮以て支

中村十耶君ませられ其式彩畢げて以て曾員及び千齢の蕊衆

小林寛浩烈榎本繁荊鈴木徳三郎譜時に横りて先生は身宮中顧問官にして陛下啓

三案内係に謀々然と本邦道徳の大義恐説き示されたり此

小谷茂霊淵太田安茂君演田固松君爾来春秋幾往米常に之を追想して未だ毒て観に

島谷義武対島田正君︐青柳泰一讃
桑原寛治君矢部忠清酒沃の大責任韮右せらろ︲の願職にありしなり而
四谷嫡鮒譜陳忠総剃群谷久我君 四含場係１で其勢苦今坐厭ばせられざる猫一は此の如チリき

草間正名君忘ろ〜能はざるなり就中教育の弊怨論ずろに

田中久君中村十郎君市岡謙君
二案内係

太田安茂譜島田正君帯谷久次君は何ぞや他の畢科なり今日以後の時勢に於ては

上人の中には酒色に惑溺する大官あり賄賂を食ろ

汚吏あり国を喪らんとするの姦商あり灸の如き
者増加せば園の嬬遂に如何ぞやと鳴呼是れ先生

何総を改め一卜

惟ろに我輩が本曾の末班脹列し先生の膝下に侍ろか我輩は之を知らず唯夫れ賄賂走貧ろの大官

支曾長波遥操蕊・イー曾耐泊翁先生の霊韮祭る伏て酒色に惑溺するの大官は叉果︐﹂て

維れ年火旺七年四月十三日千葉蛎香取郡東部賂鵡貧るの汚吏は叉果して其の跡奄鞄一つたるか

含祁西村泊翁先生の霊彩祭る丈責らんとするの姦筒ば既に其跡起絶ちたるか賄

り先生易箕十有七年後の今日に於て果して園走

祭文︑澗酔︑覗電が廿有五年前の昔日に憂憤せられ衣ろの一節な

以

委員長石川小一郎君民と云ふ可らず今日知識一方にのみ稜達したろ

八含計係根本庄作君寺本輿左衛門君のみ韮知りて愛幽忠勇の精榊なきものは日本園

吉田文外君今井健蕊君其他の畢科韮知らざるは尚ほ可なり其他の畢科

小林道彦君高木八太郎君橋本元治君の別鵡知らざるべＴｂず愛幽忠勇の精榊ありて

七記錐係他の皐科は腰すべきにはめらざ奴ども本末軽重

中村十郎君愛国忠勇剛毅忍耐の民杢造らぱ夫れにて足れり

小林寛治君榎本繁君鈴木徳三郎君 五 接 待 係 至 り て は 昭 々 平 と し て 日 月 の 伽 き も の あ り 其
桑原寛治君矢部忠清君
足立四郎吉君池田謙職君固府種徳君略に日く蓋 一本邦教育の弊は規則に拘泥して活
三曾場係
手塚篤討女子部一同用走失ひ根本を忘れて力か枝葉に川ふろにあり
小 谷 茂 責 君 太 田 安 茂 君 演 田 園 松 君 六食堂誹欝係︑根本とは何ぞや善良なろ固民の精脚なり枝葉と

脚接待係

足立四郎吉君池田謙蕊君国府種徳君

竿塚篤君女子部一同
宝祭典係

伏見勤之助君小津彦九郎君金光憧爾君
草間正名君
六食堂排営係

中村十郎君

太田安茂君島田正君帯谷久次君

七記録係

小林．道彦君高木八太郎君橋本元治君

古田文外君今井健織君
四月十四日委員役割
一受付係

四谷踊錨君市岡謙君小淫彦九鄭君

島谷義氏君島田正君青柳泰一君

」
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千葉懸寄取祁東部支曾長披漫操

汚吏は今筒ほ昔日の如し既に去年より本年に入
りて天下の卑目準跨？︲一表ろの事責惨ながらず
是惇よりて之韮観艇ぱ先生の明識は昭平として
日月の如しと曇ふも髄不可な︑ワんや鳴呼在天の
霊準して此の事笈ルー知らしめば昔日の憂憤より
も夏に憂憤の太な︾？鋤のあらん然りと錐ども今
や想川雨肯垂闇１頭問獄平伯の熱賊によりて含
昌Ｅｎと月に増加し而して含堂の新求に縄笹一己
らろ〜あり蔑齢の曾員は先生の教義雁基つき絶
叫し呼琉し斯道の蝿に議すあらんとす在天の露
又以て慰むろ所あらんか今や十布七の忌辰に際
し景仰の念禁ずろ能ばず尊前に術伏して敢て祭
女心末ろ希くは尊頚雰髭として察怨垂れよ・
大正七年四月十三日

祭文

秩父支曾長山田鋪太郎謹白

維昨大正七年四〃十三Ｈ日本弘道曾故正副倉
長各位の砺雇祭る曾祁西村先生泰西文物を竪習
するの急なるより我幽撒の端華を殺るの恐ある
韮慮り深く束西古今の適徳奄誹先し剛氏態して
良風俗赤らしめんとじて本曾を起され且谷勝軍
南摩允雄雨松乎子爵等其規矩・Ｌ依り睡勉せられ
誰ろも各不幸にして長逝せられ菰りしが現任正
副曾長噸洲伯斑悪の努力懇以て其基礎韮確立せ
られれる趣以て其鐙宮中に達し恐れ多くも金幣
起下賜せられれるが如く狩来益々擬張するに至
らんとす各在天の英蕊筒くは安せよ︒

祭丈

大正七年四月十三日含員今浮正雄謹で摘酌庶

大曾記事

差の莫悲供へ曾禰西村伯翁先生並に故正副含長
閣下の英霊雁告ぐ何噸すれば本含の創立以降既
に掘十鹸年の星霜韮統過せしも未だ適礁の曾館
彩禰せず之れ恰も個人として向宅なきが如く曾
員の共に遺憾とせし虚なりき然るに今や樫花鯛
漫の好季節に際し帝都の要地起占め一大新館竣
成して碧空に雌立する態見るに韮れり是徳川曾
長閣下悲始め幹部講君の蒸力と篤志家諸君の義
金とに因ると雌も抑亦含祁並帳故正副曾長閣下
の播種されし種寅の溌芽せしに外ならざろぺし
と信ず現下祇界未曾有の大戦に鑑み我圃民の施
億すべき事項許多あるべしと錐も恐らく本曾の
要領甲乙怨寅行するの右に出ろものあらざるぺ
し今や此要領誕行の必要益切なろものある雁際
し並に一大新館の竣成ぜしは猫り曾員の偽めの
みならず間家の総め躍賀の至りに堀へず此趨勢
に雁じ徐肋精覗に備り本舎要旨の普及に努めん

祝餅

事態期す在天の霊街くは饗けよｃ

延畢行ぜらろｃ

西村茂樹先生の肯唱せられ衣ろ日本弘遮曾は
其の創立四十年記念として宏壮なる曾鎗態建設
せられ並に盛大なろ開館式並剛立四十年記念含

西村先生ば智徳一慨に潟く夙にⅡ本道徳の碩

敗せんとする怨憂ひて東奔西走せられ而して
其蕊去せらるるや松千伯鴎共の後を懸かれて

先生の精榊の途行に勉められ後伯筋病の故起以
て退がる〜や徳川伯欝其の後韮懸がれて今日に
至れり伯爵は此の間多年含務限壷津せられ衣ろ
のみならず年々多額の私財か投ぜられ以て今日

士友圏副咽長陸軍中粁漉谷在明

の隆盛を見るに至れり今・我帝園は愈々園本起
識固にし益々園礎起堅亙ならしめざるぺがらざ
るの秋に方り日本道徳の向上韮目的とせらろｌ
貴含の隆盛起見ろば本剛の大に汎賀する所なり
卿が蕪酔態述べて帆餅となす︒
大正七年四月十四日

汎僻

本日日本弘道含開館式及創立四十年組念含む

態取る所あらしめんこと韮之韮祇詳となす︒﹄

畢行せらろ鳴呼教祁西村翁の至誠と之韮翼蹟紹
迦せる諸賢の誰捧とあるに非ずんぱ何韮以て守
此に至らん願ふに畢掻溜々欧風米俗に心酔し敢
て異言なきの秋に常り弘道曾てふ一閥生れ出で
孤々の鍔はやがて侃々誇々の齢となり県道刷粋
怨掲け本末内外韮明沙にし惟適態一髪に繋ぎ人
心を既墜に糠ひ以て今日あるに至らしむ其偉業
ば百之丈動も千の武功韮以て筒ふろなし壷鴨な
らずや今や雅界的大戦乱は震宇準震隷し前途盆
紛糾して総塊する所悲知らず幽運の銀危人心の
危機今Ｈより韮しきぱなし而して弘道宮は徳川
曾長の下に含運益隆盛に赴沙んとす登邦家の偽
めに賀せざろな得んや糞くば今より教澗の志金
剛場せられ報固の誠愈揮韓せられ吾人後淫の者
起して望んで以て人意を強うし仰いで以て標式

鹿見島市報徳曾花田仲之助

大正七年四月十四日

祇瀞

水草走追て居住するの民子孫繁梁の計謀なく
況んや永久輝挫の思想あらんや今や我幽の丈

三九

､

〜

大曾記事

畢げらろ務め犬りと云ふ・へＬｃ

化日進月歩の盛運Ｆ向ひ邦家の嬉め躯術に工蕊
惇或ば寅業等の園隊諸曾の設立せらろ も朝興
暮廠の職聴き能ぱず是其事の美なるも基礎確立
せず特に多数曾員の含岡する所なく或ば甲屋韮
借り或は乙屋等一定の家屋ぶきは水草延追ふの
民強ろに類するなき平従来我弘迩曾の如きも此
観なきにあらざりしが含館竣功本Ｈ開館の式悲

日本弘道倉秩父支曾長山田誌太郎散白

抑本曾の如きは圃民悉く法態犯すものなく士
は廉潔に農は畦韮譲り工商は各其業態械礎にす
るに至らば本曾の如きは或は告朔の競羊振るに
至らん然るに今日其域に達せず新聞紙上日々詐
欺涜職等の記事ある心見る故に本曾の必要帳し
て此館の建設亦止むを得ざるなり其輪英の美な
しと錐も木曾の如き質素老旨とすろもの其設計
穴しきを得たりと云ふくし並に蕊で
正副曾長閣下及び委員諸君の勢奄謝し恭Ｌく
帆賀の意を表し本曾の益隆昌ならんこと老析ろ
大正七年四月十四日

・秘誹

膏雨野を潤し裡花鰯漫春色験蕩の候韮卜し本
日本曾創立四十年記念の税典韮畢げらる聞く含
祇泊翁先生本含む設けんとせしは創立前四年即
明治五年畢制の頒布を見其徳育に閥する陳項な
き毛以て勝来の幽民道徳韮顧慮せしにありと云
ふ不肯初めて先生に拝謁ぜしは創立九年の後な
りし爾来先唯の門に出入せり間顔すれば本曾が
邦家の偽候識拝隼りれ柾ろこと蓋紗少にあらさ
ろを知る然れども今日の如き盛大を見ず是現職

1

秩父支含長山田錠太郎

員其人韮得たるの賜なり葵くは狩来邦人韮して
裡花の春光悲装ふが如く悉く良民たらしめんこ
と彩進で職員各位Ｌ﹄含負諸君の健康韮斬り此希
望を達せしめんことを講ひ以て脱詞とす︒
大正七年四月十四日

帆詞

心経過せり抑々四十の年数短ＬＬ﹄懲さず人生に

椎れ大正七年四月十四Ｈ我が日本弘道曾の曾
館開蝕式及び創立四十年紀念帆登曾奄畢行せら
ろ不肯武助本含評議員結城支曾長等の職延辱ふ
すろを以て参列の楽怨得何の幸か之に姉かんや
伏し疋惟ふに曾刷泊翁西村先生の本曾起創立
するや忠対愛幽の大義に基き幽氏の道徳を振典
する避以て目的となす先生皐徳卓絶道徳教育悲
以て己が任となし東奔西走海内彫遊説し到虚過
化存榊の高風走示し曾員日に月に増加せり先生
没後子爵谷干城伯爵松千直亮雨閣下の曾長穴り
しより現曾長伯爵徳川達孝閣下に至り四十餓年

して四十に達す道明限して徳立つろの畦なり語
に日く四十強壮孔子同く四十にして惑はず孟十
日く我四十にして心を動さずと此数砺深く玩味
せざる可らず木曾四十年間蔦苦怨営め千懇奄忍
び以て今日の隆盛を致し蝿然衣ろ曾館は大部の
中央に吃立し天下公衆むして臓仰せしめ含貝の
増加復大前日の比にあらず而して館内に於て孜
孜として道徳奄識死し其感化全図に普及せしむ

猫源泉混混と︑して笠便韮止めず以て四海に放る

が如Ｌ其計謹や雄批にして其希望や遠大なり世
界文明の大勢に順晦すろもの素より膳に此の如

四○

然リ而して欧洲大戦乱の除暁は全地球限波動

くなろぺし︒

し東洋の風雲漸く特に棲潜たらんＬ﹂二一可幽民一致

溌燕興起の時賛に今日・より急なろば無し平和の
態人道の賊穴ろ狂猫の鱈丁所な兄よ兇暴擢愛至
らざる所なし鴫呼彼ば暴伐は仁理に於て既に勝
韮占む然れども彼暴に加ふるに智準以てし常ろ
可らざるの勢あり我亦仁に加ふろに智走以てぜ
ざろ可らず仁智の噸は天下雁敵なし国民主ろも
の其れ勉めざるくげ人や今日本菅の帆黄は仁智
養成の大撰展牟帆禰するものなり命員詣君更に
一層の努力な以て本含の大主義起掻張Ｌ上ば
鬼恩の無極Ｌ﹄蒋測の厚徳とに報い未リ下は全幽
民むして道徳怨貰行し共何一致鋤偉力怨以て兇
暴なる醜類態廓満し固威宣揚世界欝幽をして至

所感を述て帆詞となす︒

仁至徳の皇化に紫ばしめんことを庶幾ふ柳沙

渡遥武助敬白

日本弘道倉評議員兼結城支曾長

功とは是れ古人が教育の審函蝉︸ざる︒へＴｂざる

日本弘道曾館開館牢帆するの文
天地之道寒暑不時則疾風禰不節則機敏巷民之
裟暑也教不時則傷慨事蒋氏之風雨也事不節則無

と政事の熟慮江ざるペマｂざろこと韮戒めら心

たる言にあらずや明治維新新士に普通教育を

施行ぜらろろに及んで倉覗泊翁先生日く修身道
徳は本邦固有の教育に従ひ畢術技塾は西洋の教
育韮採り修身逆徳悲以て本とし畢術技蕊怨以て
末とし能く本末鯉重の序を誤らざる韮期せざる
可らず然るに今太政官の布告を見るに昼々数千

』

︲Ｉ
言悲累ぬと．雄ども専ら自答自活のことのみ怨訓

に側家の偽ド慶賀の至りに堪えざるな・り想ひ見

す其鎚彩鏡ひ華を零ふの状は架して如何ぞや上
の婦寸所ば下之より甚Ｌ其道義悲顕ろの逗なき
に至る６又怪むＦ足らざるなり此時に醤りて我
が弘道含は流風汚併に超越して道義怨既に喪願
するい盛んにし民心韮既に萎微するに正さんと
ず側ぞ夫れ意須の牡なるや況んや巨蔑の資走投
じて帝都の中央を卜して以て大膜怨建設し之に
擦りて以て道義の挽同懇天下に呼雅せんとする
に於て韮や登壮んならずや登快郡らずや伏して
惟ろに此畢や往年西村先生が群識態排して審誇
の議論あ主張したるの意魚と乃巧Ｍ一にして亦
敢て異なろな可りんず然らば川ち寒暑時あり風
雨昨あり而して世を益し功を成すが如く其忠孝
節義の振興に及ぼすの緒や測り知る可らざるも
のあらん況んや一正は百邪に勝つ叉何走が愛へ
んや之を要するに物質鶴能の畦に嵩りて此壮畢
のあるば蛍獅り鳳胤州陽に鳴くの比ならんや責

の心志操行途に蝉然として放縦Ｌ﹂なり識者韮︐︶

果して先生の言の如く侭々十数年の間に圃民

其の弊に堪えざろものあらんと︒

きて一言を忠孝節義の事に及べるものなし特来

て長嘆大息せしむろに至りき是れ綴り古人が教
孫昨則傷世事不節則無功と戒められ丈ろの結果
と同じきを知るのみならず又以て先生の明識千
古に卓絶せろ韮知るに足るべきなり何となれば
此の昨に常りて天下は蕊げて以て彼の教育制度
心賛して一人の不可迦唱ふろものなし先生淵リ
群議起排して以て不可となす蓋し識見一世韮覆
ひ卓然として樹立するの士にあらざれば安んぞ
能く此に至る心鍔んや昔満韓退之が伯夷頓を作
るや至於一悶二洲非之力行而不悪者蓋天下一人
而巳美若至畢世非之力行而不惑者則ち千百年乃
一人而巳鄭と先生の卓識乃ち之と同じきなろな

甥に惟ふに圃家の盛衰は道義の隆替に関す故
脹本曾の盛爽ば以て我幽の盛哀を卜する帳足る

ぞ汚すの桑彩群蛍に帆詞な卦ろ可けんや︒

維大正七年四月十四日本曾館新に成る創立四
十年紀念含と似に其帆賀の嬬典起爆ぐ予亦其班

脱詞

千葉牌香取祁収部支曾長渡遥操

誠沿の多大なろ謎力む感謝すと云爾ｃ
大正七年四凡十四日

る先雄在天の雛欣然として此擬事態照礎ぜらろ
ｌこと婚敢て蕪鮮姪連奴て以て此盛事態帆する
と共に徳川雨曾塁閣下顧州松平伯閣下及び幹部

がらんかｃ

今や大正の聖時に常りて民心の傾向は如何ん
風俗の厚薄は如何ん風俗は潜々として蛎著侭趣
き氏心は暗潅としてＨに危く上下季て物質を貴
び道義の如きは殆んど捨てて顧みざるが伽し堂
に歎せざろぺけんや於是平地方の人相語りて日
く幽家の富ば東京に在り東京の富ば肺布腿に在
りと或人臼く是れ肺布腫は新蒋公侯伯子男の邸
宅癖しく加之所謂ろ暴富の徒其間に介在して其
蕊著心極めつつある雄羨望したるの言なりと夫
れ八百八町の多きを以てすれば其棄著ば天下の
耳目韮霊動すみに足ろものあらん然るに八百八
町の豪著韮以て匠を末ろ一麻布侭膜及ばずとな

大曾記事

︑声一

泊翁曾祇の詩に日く誰開利源動此人欲︑千古

牟歓喜せさらんや︒

曾祁泊翁西村先生畢徳深遠識見卓越夙に圃家
道徳の衰碩韮憂ひ明浩九年を以て修身畢欣懇創
立し日本道徳論を講述せらろ祁州道徳の基礎並
に於てが始めて立つ天下有眼の人敬服せざるは
なし然る厚世の中は盲目千人にして目明は其十
の一にも足らず故に天下之悲仰迎すろもの寂凪
塞杜員全剛に通じて敬十百人に過ぎざりき不背
孫避遠隈在て幸に其光明鞭拝し其杜未に列し爾
来教奄受くる一と二十齢年天運循環往て遮らざ
ることなく弘道の曾旨漸く天下に通達して先雄
登天の後谷干城先生に松平伯爵閣下に次では覗
曾長徳川伯爵Ｆ皆大に斯道を翼賛せられ以て今
日の盛運悲来衣し愛脹弘道曾館落成の帆典と共
に四十年紀念の大曾を緊汀せらろ鴫呼何等の礎
事ぞ是賞膿弘道含貝一同の感喜する虚のみなら
ず幽家百年の大計犬ろ圃民道徳の基確妓に始め
て確立する以上は天下荷も眼識めろもの誰が之

脱瀞

と鯵すもの決して謹言Ｆあらざる江リ木曾創立
螺来日膿月に隆盛に支曾全国展星羅し曾貝好全
土に糖壷し鼓に四十年組走迎ふろと倶に開館の
帆典を翠ぐろ韮得ろもの髄に妬なりと州はざる
可けんや是偏に曹長副曾長閣下及先輩禰先生の
指導誘抜典宜き悲得ろの登にして我国民道徳興
隆の徴Ｌ﹂洲ふ可き欺価て護て幽家の錦本曾の隆
盛心脱すと云爾︒
日本弘道含束陽支曾長
向後四郎左衛門
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大倉記事

ＬＬ日ばざろべからず爾今而後益天下葛姓の北辰

英雄亦被汚濁︑凋明理人其見超卓︑鳳鳳潮天不
受鶏束と今日の麗典たる武脹鳳鳳犬に翻りて聡
束を受けざる木曾の精祁貫通したろ空前の慶事

云爾︒︲

として幽家迩鶴の標準態世人に示Ｌ人迩の範韮
垂れんとす亦怜ぱしからずや不背孫一郎遠江支
曾韮代表して此盛典に列し惑喜の至に堪へず謹
で赤心韮披渥して祝意を表し含長閣下副舎長閣
下及び幹部諸君の多大なろ熱誠の勢怨感謝すと

静岡態遠江支曾橋本孫一郎恐捌拝帆

大正七年四月十四日

覗鮮

起承け叡明なろ谷︐松手︑徳川各閣下の孜々とし

謹而惟かろに曾祇泊翁西村先碓徳高く畢博く
常に湾世の志深く夙に我邦の精華たる仁護迫徳
の漸く頑腰せんとするむ慮り我が日本弘道曾韮
創立苧られしより差に四十行除年此間先生の後
て之韮扶萌し斯道に溌捧苧りれ症ろ詰果基礎恋
々固く今冊あろを見ろば衝Ｌ本管の光梁なろ心
みならず賀ト圃家の慶蛎にして倉覗の地下に欣
然として喚ぜ崎ろ︲老疑ばず︒

洲の大乱結んで解けず其維塊争計る可らず凡そ世．

此四十有除年間に於ける世界の饗遷時勢の進
運は驚くべく蜜に隔世の感なき能はず叉今や欧

然れど︐●・杜曾の千列久しきに亘奴ば途に腐敗態

Ｆ職季より不詳なろものなく悲崖なろものなし
生じ人道か瑛賊すること戦争に勝れリ是れ天今
此澗ぞ降して社含氏族老警醒する所乃ち壮曾は
人道啓登公徳養成の爵め此戦争亦必要とする所

１１

て益々奮起せざる可らず︒

にして自然の運命なりと云ふくし此期に際し我
が日本弘道倉は倍々含祇の遺志起縫ぎ斯迩の溌
揚彫謀り率先して幽運の隆昌態固らざる可守ら
ざる老信ず加之今同畏くも天蕊鼻達し帝室よ
り御下賜金あり菰ろば資に本含無上の光祭にし

なすと云爾︒

鳴呼道徳仁義は人の食なり固民の身心健全な
るときは其圃家ば必ず健全なり身髄健康の高下
は圃家の強弱盛褒若くは存亡の岐ろ︲所我り今
や我が弘道曾は基礎正さに成り如此宏壮なる建
築延見ろ吾人含員淀ろ者営さに奮働努力本曾の
求め否国家の総め誰捧せざる可からざるの秋な
り今此の盛事に曾し卿か所思か陳べ以て税詞と

横須賀支曾幹事新妻融

大正七年四月十四日︑
祝誹

維時大正七年四月中旬我日本弘道倉は愛に第
十九同縄曾及び第四十年紀念含開館式の盛典を
畢行せらろ熟惟みるに含覗西村先生は博皐宏オ
以て道徳起宣博せられてより歴代の含長は克く
腰遺志韮謹紹せられ現曾長閣下に至り其高風徳
行の及ぼす所曾員の参加支含の設立は年韮経る
に随ひ益隆盛怨致し正に皇図擁護の中堅となる
是れ曾祁の徳津に因ると雌曾長閣下始め役員諸
賢の賜と云はざろべからず而して道徳振興の偽
め企圃せられ士ろ弘道曾館は正副含長始め役員
諸愛及同志諦彦の識力協心に因り落成零ｂろ麦
に同志諸黄が一環に含して親しく道を談じ世道
に稗益し得ろば誠に欣喜の至りと誤ふ可し今や

すと云爾︒

四二〃

欧洲ば砲姻弾雨の巷と化し何時か平和に克復す
る乎を知らずと錐必然来るべき戦後の経筈に際
し畳醒すべきこと多々あるべしと錐我風威話震
揚せんとせば須く根本義︑衣ろ固有道徳を振興せ
ざるぺからず同志諸彦の責任重且大なりと云は
ざろべけんや麦に大倉走緊行迂らろ〜に営リ遥
に赤誠を捧げ以て本曾の金隆盛衣らんこと丞祇

大正七年四月十四日蜜川支曾
祇辞

日本弘道含創立四十年に際し壮大堅牢なろ含
館を建設し愛に佳辰を卜し開館式を翠行ごりろ
所以なり本含曾祁西村先唯世道人心の頑駿韮曾
運の興隆境に慶賀す．へき哉夫れ通ば大路の知し
坦々として履むに宣し而して人却て秀裡邪路に
迷ふは何ぞや名利の欲︑邪横の説︑大道の梗塞
すればなり是れ古来先蝿の弘道に勤めれる所以
なり本曾々腿西村先生世道人心の頑腰走慨包ら
れ夙に本曾限創立して天下志士の蕪を鼓舞し忠
孝舞倫の画風韮蓑揮せり爾来星霜四十年間鐙て
曾長たる者皆能く鋭意誰津し以て今日の隆盛懇
致し天下道徳の重鎮ＬＬなるに至れり是れ費に曾

租在天の霊延慰むろに足る顧みれば世界の風雲

は益々臓悪を極め或は弱肉強食の謹行となり或
ば幽風政慨の愛乱態来し四海狂糊韮揚げて狩に
祁州の霊域走動鐙せんとす登に戒めざる可けん
や但我園溌は億兆の誠意に頓て凝成し我皇誤は
天上の赫裁詮以て制定せらろ山披くべきも皇誤
愛ずぺからず海澗さんも固髄動かすべからず正
に是れ坤輿上の儀標となり調然として寓世に吃
立す曇へき也然りと雛道の人起弘むろに非ず人能

１９
く道悲弘むろのみ故に皇謹む翼賛し園燈芯擁護
する必ず人心の道義に待穴ざろ可からず木曾の
任も亦大ならずや惟ふに忠孝恥重じ祁明か敬ふ
等要領十箇峰の如きは濁り倉員の叫瞥すべきの
みならず圃民日夕忘ろ可誹らざろの経典なり余
輩廿飴年来薫陶の恩に浴するも資性頑鈍未だ消
喚だも報ずろ所以海知らず唯伽塊を増すのみ愛
に盛典に陪侍し識・て令館縄管の勢怨謝し併せて
曾運の益々溌展せんことを所ろ﹂
大正七年四月十四日
千葉鵬香取郡東部支曾評議員
布施蝿次郎謹白

肌餅

日本弘道倉の忠孝仁義の瓶雁彩支へ我圃民固
有の道徳振興に識さる︲此に四十年其間我幽有
徳の君子彩曾長に推戴し右益なろ講演及び雑
誌の頒布に努力せられ基碓は愈々謡固媒して其
盛況あ極めらろｔは皆世の知る所今や事業の護
展に件ひ此地に新館を建設せられ本日藩成帆賀
の骸韮畢げられ吾人之に典かろことを得ろば大
脹光楽とし欣喜嵯耐へざろ所なり以て祇鮮と丁
大正七年四月十四日
群田匠今川小路二丁目十番地有志者
田村重太郎︑青木末太郎︑佐藤仲

漉谷岩雄︑島田静三

北原築治︲木村外松︑大瀧

●

並に本日の佳辰韮下し大に朝野籍紳の臨館起仰
ぎ其帆典を畢行せらろ側らざり奇事天臓に達

修養曾席末小海彦九郎

松本員弦拝具

恭賀日本弘道含館落成
綴承遺範有其人︒徳化迩軍遥迩民ｃ曾館新成輪

且奥膳安教祁在天榊
︑大正七年四月十四日

○

含末那須哲丸

弘道由来四十年︒知新温古尚群凝ｃ説然曾館舞
雲表正是徳風恩雨天
大正七年四月十四日

大正七年四月十四日記念大倉席上
奉思西村先生書感
弘逆子並四十春ｃ闇挫築竣待佳賓︒上天下地
先生在ｃ雁喜曾名聞紫辰
小津彦九郎拝手

説詞

含員吉田嘉政

謹賀日本弘道曾館竣成式及其他御盛典

○

○

謹帆貴曾之御護展朝鮮大郎西川清水

謹賀日本弘道含竣成式
栃木支含幹事井上圭太郎

○

評議員国府種徳

大木右内

謹而奉祝開館式並創立四十年記念含

○

ひさしにふみのわ菰うちやせむ︵電報︶

春はい泉四十路杢ひらくにひとの〜

匹

し特に内需悲下賜迂らろと云ふ吾輩曾て泊翁先
生に私淑せろもの斯の盛事に接し感激措く能は
ざるものあり惟ふに弘堂舎は巳Ｆ業に創設以来
幾多の星霜あ閲するにも係はらず曾館の加を捨
て問はず甘むじて随に膝悲容ろ︲の一宇韮保つ
のみ叉或は之れ恥異しむあり蓋し弘迩含は普胆
く含旨怨擬め慨道韮正し風俗を矯め大に幽民の
道義を漉養し以て閏家の基礎態堅固ならしむる
韮以て任と偽し桔据経樫日も是れ足らず自家の
建設の如き顧みる脹逗あらざるなり股の徒らに
外面のみの美話街ひ而かも其内溌の空虚なるも
のに比すれば祷壌も茜ならざる悲知ろ然れども
曾館彩有せざるや時に余願無峡の精櫛も之れ起
容ろ︲篭器なきの憾みなしとせず是に於てか曾
幹諸公が甚大なろ努力となり含員諸子が熱誠な
る誰津となり恋て含鮒の建設態企設せられ途に
竣功︽産口ぐろに至る自今道義ぞ排し教化ル施す
上に於て其稗益如何ぞや弘道曾は既に慨に匹偉
なき四十除年の歴史を有し今叉新誰に斯の輪典
の美を保つと訓つくし心篭嘩蕊と今や歓洲戦乱
価ほ敵まず況むや隣邦の政塗確執の如き忽諸脹
付すべＴｂざるものあり遥境響鵡博へ志士命韮
思ふの秋庶幾は前途益々光輝悲察げて含旨韮溌
揚し一に糾民の元気牢養成し上聖恩に奉答し廷
て泊翁先生が創含の精祁に副はむことを欣躍の
飴柳か蕪言を陳浪て盛典韮覗諏すと云術ｃ
大正七年四月十四日

三

二二

日本弘道曾開館井に創立四十年
記念含硯誹
泊翁西村先生荻が日本弘道曾悲開創せられて
より正に四十有三年偶々曾館新求限竣ろ韮告げ

大倉記事

厘郡

石口１１１︐９■Ｕ１４１１ｆ４１

宮内大臣男爵波多野敬直皇后宮大夫
男爵大森鐘一衆誌院議長大岡青造畢

大曾記事
開館式創立記念含式盛含彩脱す松江支含

・背院長北膝時敬寺内総理大腿代理後藤
内務大臣代理岡田文部大臣代理東京府

○

謎みて開館私帆す竹内源太郎

知事井上友一宮内省綿勝課長近藤久敬
卓蹴府教育含長子鯛岡部是職東京市教育

○

○

・本日の盛典准帆す岡山支含

郎早稲田大皐理事平沼淑郎謙覗堪腫

○

○

登禰庄乎波遥操繁田浦義

井上哲次郡服部字と古山側鏡太郎

○評議員

Ｏ顧問伯園松乎直亮含計監査子爵本多康暁

編輯員橋本元滞

編輯委員足立四郎許編輯員高木八太郎

主事手塚唯鳩主事石川小一郎
書記本間和一書記前原立給即

曾長伯爵徳川亨達孝副曹長侯爵徳川頼倫

Ｏ役員

日本電報社森本火八郎︑由通信社寺門市正

朝報耐Ｒ本電報通信社束京通信社

社蝋京謝日新剛吐報知新聞牡蝋

中央新聞誠東京毎夕新附杜二六新聞社
やまと新聞社日本通信牡千代田迩備
社井原製作圃民新附壮叩戚Ⅱ〃新聞

愛剛通信赴長吉畑文外今井健職

蹴・事教育含幹事高橋静虎西紳田警察署長
高橘義信
○新聞及通信社

箕熟大畢長代理鍋島蝋畢院大皐長代理
早川中央報徳含理事長代理松午干潮代理

舎曇叫斑高木兼斑帝固教︑青ざ垂灘柳政太

蕊みて盛儀韮脱す氷見支含
宇陀支曾

開館式創立四十周年紐念含の盛典を祇寸
○

一懲含

貴曾創立四十年紀念曾並に開館式の盛典悲覗す
○

○

含館落成走脱す土方恕午
○

含飲竣成延脱す鄭家屯岩村成允
落成と恩賜の桑奉賀す成相伴之丞
○

○

盛曾老祇す田沼富三郎
盛含を脱す．

朝鮮全羅南這葎陽道内服部厚之

大倉出席者
大倉に出恥せられ穴ろ諦荊は左の如しづ
Ｏ来餐︵順序不同︶

１１Ｉ

四四

工藤一記橋本孫一郎中嵯精一郎
祁戸寅次郎池田謙蔵子爵大給近孝
伯海堀川正価幽府種徳三輪田元道

湯本武比古中島力造宇野哲人
渡遥武助杉捕重剛尚烏壬二郎

幹事蕎盤組子山岡源子中探陵江子

Ｏ女子部役員

○伺詳誰員

棚椛絢子三輪剛填佐子嘉悦孝子
横狗下技工︺小具貞子鏑木乙葉子

内田遊歌子
○支曾代表番

熊谷支含小泉武一須黄支曾伊束正三耶
避利支曾寺本省三郡古田支曾林鮮兵備

太束支曾古川良進佐倉支曾瀞蛮真

内野支営伊睦厩市ｆ雌又唖山船諏愛之助

横滴支曾久保村慰介椎斌災支含新妻熟

耐烏支倉木村新太蜘飽跡支雷芯井椛子

中村支苗滑川一郎桐生支含腺川典左衛郷
野田支曾高梨兵左術門蔽能支曾中村録埋兎
宇都宮支含阿部女作匝瑳支種い布施膜助

小胴脱支含一一見埴三霞ヶ関支含稜智庄半

夷隅支含小川滴宇陀支曾霜永武次郎
四倉支含木幡博光所津支曾河野長敏

東部支曾波遥操遠江支含稲本洲一︲即
秩父支脅山田謎太郎黒須支曾繁田瀧義

結城支含波謎武助川越支含赤坂溌誌

野勘前川間行脈本識占川熊次

○特別協溌正含員

吉田静致宮田修平塚貞子

１１

季
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▽大日本風教叢書橡て第二

輯裂で刊行して一時中絶したりし同

叢書は．今回斯道に郷験め愚本倉講

師足立栗園氏を編修主任とし︑井上

哲次郎博士︑中島力造博士・服識字

刷新を加へ︑従

之吉博士︑大内青瀞居士を編輯職間

とし︲大に編輯上

来の桃典に加入為に︑神道儒鮫︑

心畢︑雑畢等凡そ本邦風教に開係深

く︑教訓と趣味とを兼娘たる名著珍

繍を選捧し︑五月一脇より毎月一珊

︑今や

宛編輯刊行し︑曾員に瓶ち︑以て職

初の目的を完成す為ととな

新倉員募集平︑希望の向は紳田脇猿

築町三丁目一番地同禽事務所へ申込

めば新刷見本書目無代途呈すべしと
可

１︲！

島小知鈴戸服柵高服吉名加山木橘兼川井淵田服風内三山繁繁細長八
田林川木野部川梨部川倉藤岡村本坂崎上上中部戸円島田田閏田瀬郎
築 み 政 留 甚 半 谷 銀 大 安 勝 駒 右
迩太雨も菊典之道派撫玄太之五次四誠佐捨三太安儀武謙吉衛
正彦郎渓ゑ滞作助知郎職智郎助耶耶耶郎側吉郎耶郎復桑八平職次門
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［

官報も矢張り新聞だ
普く謹むで麓ひたい
池田印刷局長談

櫓闘雑誌の類と見喧差夷へあ毒見今一い

託含
圃事
事故
故．
．政
政治
治問
問題
題を報激
這する
る碇
には
毎機
機開
開獅
満聞
開が
があ
ある
る︒新聞その
夫冷
の鍬
物が
献曾厩耳目であり木鐸であるとせば
官報も同とく政府の機開新聞︑乃至
官報は一切の法令を公在する鏡めの
政府の機駆である丈︑所載記導は凡
て正確だが所認世上の新聞の如く砕
けてはゐない︒従て興味が薄いから
必要を感じ乍らも諭む者が少ない︑
然し国陛としては必ず見なければな
らぬものである︒然も従来一日の溌
行部敬他々三蕊二三千部と出なかっ
た︒我が園の人口に比ぺても亦各新
聞紙の褒行部数と封照しても︑齢り
に僅少な蛮行高ではある茜いか︒こ
れでは地方新聞第二流くらゐの虚に
ある︒調ぺて見ると甚しきは相常の
智議階級者でさへ官報︾何物である
かを知らないものがあるとは︑人智

の啓登も疑はしいと謂はねばなら

↓③官報︑法令全書職員録護費慶告

記事の内容官報驚鱗催縛鋸瀧趣磯崎融雑澱李蕊掘軸験蝿識瑠

以て宮公蒜私人町れに拘はらず必讃さるぺ・睦ものなり右の外授爵︑肢位︑救勤︑任官及袖職︑官
等︑俸給其他の辞令を鍵ぐ侭ほ塁室に閥する宮廷殿事あり又諸官鹿・●坪数報︑帝閣議哲︑地方行政

の記事︑在外公館報告︑類象狸測︑内外蹄般魂要山事項を載す其池文官︑外交富︑司法官︑榊溌
士︑裁判所搭紀等の試醸︑畢生生徒募集︑捻定孜科用圏書︑畢衛講演曾︑諸官礁〃聯買︑工事︑
柳下︑林野資擁等の入札︑商業及法人の登記︑産業︑漁業︑森林組合の登恕︑公示催告︑勧業及
貯燕債券共他必債券雷蕊番溌︑外園行郵湧締切時限︑内外汽船出蕊表等諸般緊要の瞬告あ耐珠に
帝閣議曹臓含中腫貴族院︑衆議院必議事速記録を城外として蛮行す

法令全書は径月爵の法令を一括し印刷に付して翌月之を蔦す

職員録擁簾鞭蕊索於ける官公職位階勤等氏名俸給を錐す併せて官制俸給令等の

溌行度敷官報蕊瀦基鰭綴諜群耀難輔灘鞠溺蝿溌

法令全書濃洩鞭蕊溌翰評職員録は一年一同︵大凡七月謹行︶とす

購讃の申込富局官鴬農賓課へ左量柄を書きたる購誠申誉を透らるぺし

官報瀦瀦開報︐瀧令全書溌嘆何職員録鶏墓寵鮮斑︵大

定債官報は胃一箇月分六十峰一部三鐙謙は一部一霞︵何れも鷺不警

大正七年五月

いｂｒｌい

印刷局翁蕊麹製︶

氏名並に購讃申込書に記載すぺき事柄を記入のこと但し此場合には別に購誠申込誉を迭らる上に
及ばず
右の外毎月一日褒行の官報︵休日なれば次日︶庚告欄内に精しく記したる蕊費手績あり熟覧されたし

法令全書蝿迩蓬撫勝諾難語職員録湛講建鵬溌耀雫
代金の梯込難鵠詮講戴雌熱率繍蕊溌鐙鍵躍驚鍵亀諾蟻

L

▲

r

地があらうと思ふｃ

h

ぬ︒畢党是は官報︑周知が行届いて
ゐない結果である◆依て今回内地及
殖民地全部の新聞紙に贋告して其存
在及内容を知らしめる所以である︑
且更に内容髄裁も一新を企てること
にしてゐる︒勿論詔勅法令の如きは
狼に改窟を許さないが︑差支へない
記事にば能ふる限り改良を施し︑有
益なる誘査報告等達も加へ︑且度告
の範園も擬けたいと恩ふ︒又総裁の
如きも見易からしむる鰯め世界各函
の官報駐参考として研究中である︒
また職員録の如きも二三十年来同一
餓法だが漸次綴纂上に改良を施す露
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責償壷部金拾五銭

東京市四谷睡疏木町二十七番坪

東京市本郷匿駒込富士前町十九番地

石川小一郎

寵
趣話本局千Ｏ○八番

東亜堂書房
若林茂一郎
木原文進堂

有田偲助
内田演吉

成見清兵衛
宇都宮源平

長津慶吉

Ｉ︲

振替貯金ロ庭東京四三一七雷

１光
１融館

東京市牛込辰紳築町一ノー
京都市寺町遡二篠下か
奈良市橘本町
松江市末亥本町
宇都宮市繊砲町
秋田市茶町菊ノ町

・東京市神田脇駿河塞袋町

所日本弘道曾事務所

東京市祁田凧西小川町二丁目一番地

式曾職

東京市芝脳愛宕町三丁目二番地

印刷所東洋印刷株

印刷兼
壁行人

編輯人平塚唯鳩

大正七年五月廿四日納本
大正七年五川廿五日壁行

▲贋告料丞前金ノコト

△＊：封叫全享；罰到一

1

Ｉ

一

ー

4

金津市片町一

脇島市本町

、

､〜＝

￨
I

大獅子呪
海事新報
産業組合
農業赦育

｜

￨

行

画養寄｜

ｌＩ

I

料告蹟

磯

所捌責地各

農研雑

曾
誌

正

ゴー今

I

I

値術修1

︵泊翁先生言論叢︶

総クロース金文字入

東京市内金四銭

嘉潜樺太朝鮮清圃金四拾銭

正償金参圃郵税金拾六銭

篤真版数種播入

菊判紙数千四百頁
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諭ふ一本を備へられよ︒日本弘道曾

明治初年治屋興業の饗のみ盛なりし際濁り固民道徳の必要を唱道し大聾疾呼遂
に狂澗を既倒に同せし泊翁西村先生か爾来三十有除年一意世教道徳の刷新維持
に全力を傾蓋し朝に立ち野に出て侃々誇々其一意見を稜表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を鮮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諭卓説は悉く収めて本書に在り今や志士園を憂
ひ川を慨くの秋本書を締かば園民指導の縄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祇曾経総に志あるの士は

圃民道徳の経典成る本曾員に限り二割引

一一

趣鋪噌麺西村茂樹先生遺著

圃民必請の賓典出づ

】
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