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思想鍵遷の時期及過程

今の公徳観念
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道曾或は︲東京弘道曾等の名穂を用ふるも・のは全然別異

のものと御承知相成鹿筒ほ左に紛らはしき曾名を掲げ
申候間以後充分御注意の程希上候
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近来本曾の名稀に紛らはしき曾市中各所に出来致し含
員諸君中には往々之を談られ候向有之本曾の迷惑も少
からず候本曾よりの通信其他には必らず所番地を記し
０Ｏ
日本弘道曾と記し可申所番地を記さずるもの及び只弘
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日本弘道鱈主篭

日本弘道倉は明治九年故西村茂樹先生の創立に

の基礎態裁間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迩徳を高くし圃家

皐及宗数の一方に偏埼せず諸敦の長所悲探り明

領を資行する走目的とす

治二十三年十月三十日の聖詔を連奉し本曾の要

１１１１

同要領乙溌

世界の形勢を察する事
圃家の鍔来を慮る事・
政治の良否を観る事
圃家の経済を知る事
教育の適否を考ふる事
無識の者を教化する事
道徳の闘結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
圃民の風俗を改善する事
賦曾の制裁を作る事
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忠孝を重ずぺし︑稗明を敬ふくし
皇室を尊次くし︑本圃を大切にすべし
画法を守るべし︑圃猛を園るべし
畢間を勉むくし︑身鵠を狸健にすべし
家業を脚むくし︑節倹を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くくし
信義を守るべし︑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
酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染弐るべからず
宗教を信ずるは自由なりと雛も本圃の害となるべき
宗教は信ずべからず
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連

は恥である︑弱い防禦の無い町人を叩斬って仕舞ふと

はぢ

める︒士が刀を差して居る︑差しては居るが滅多に抜
麺きて雪まゐぬとき
いてはならぬと一尋ふことが︑淀で定って居る︑抜く時

ざむらひが麺潅画ゐさゐめったぬ

ふのであるがどの時代にも却々公徳の認むくきものが

じだいなかＩ︑こうとくみと

家吐曾に愛事があった睦は証と舞鑑の琴ひが跨ると一琴

かしやくわいへん巳

げん虹﹄うとくなむろんこく

に何か補はなければならぬと云ふことになって居りま
す︒現に公徳は無いかと一尋へぱ︑無論さうでない︑園

なにおぎ趣

も問題になると共に︑従来の五倫だけでは足らぬ︑他

もんだい︒Ｌもしゆ凸らいりんただ

路の上で挨拶するにはどうするか︑官吏に濁してはど
くわんりみんしゆ全ｆたい
うするか︑官吏が民衆に封してはどうするかと一琴ふ蓋

ろうへあいさつくわんｂたい
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丈畢 博士

皆

[
】

郡

今の公徳観念

今の公徳観念

おのＤかいえ

口公徳と私徳□
めいばり１・

蕊識と秘癖との騒咋は謹鍵壁で︑癖謹私嘩を雄っや
ｇふ

うなもので︑明白ではないが︑自づと理解し得られる

哩取ららいだうとくきうぱくじ淀いひきつがを

所がある．私徳は家族関係を意味し︑人情の及ぶ所で
こうとくばんこくかしゃく領うへい
ある︒公徳は一般の画家赴曾の上で言ふだけである︒
を
もんだい
さうなって居ります︒壁で癖癖と一蚕ふことが問
題にな
ｊましだのは︑従来の道徳は奮幕時代から引績いて居
辱わい﹂かもくわんけいうへさしつか︵・げ
る外圃との開係の上では差支がない︑それは宜いけれ
ど弓じ八ほかしゅｊＩく児けいで菅曾たとだう
ども︑公人の外に種々の開係が出来て来た．例へば道

I

、

F

も

たいさうおう

ことがある︑舞鍵つたことに封してそれ相耀にするこ

めいぢゐしんいちいしゃくわいしゃ全

念へなおほやけだうろで昔これひし

べつだんこうとくしんうす

一一一

だ汽車の中の人附合ひに馴れぬ嬉にするので︐馴れて来ればさうしな略

ふ事態してはならぬと云ふことむ知らないで居る露にさうするので︑ま

い積りではないがｂ心得が無い馬に横になつホリ︑荷物韮置く︑さう云

ふことば能く分って居るｂさう云ふ事韮考へず匹居ろ者もある︒随分悪

取ると云ふことは致さぬものである︒他人の迷惑韮する事はしないと云

に封してどうすると云ふ位のことは分って居ろ︒汽車の中で匿い場席鞭

是もそれ相臓に心得があろ者ならば︑別段さう縄験韮しなくても他の客

か電車とか云ふものでば︑まだ経験が新しい捻に随分無作法の事をする︒

が通れば之に封してどうすると云ふことが走って居りまし菰が︑汽車と

居れば宜いかを云ふことがまだ定って居らぬ︒薄幕時代はそれ＃︑大名

さう云ふ汽車と聾電車と汀云ふもの６中て︑どう云ふ態度膿なって

口汽車電車に於ける公徳心□

と云ふのでない︒

い

のは財経験が足らぬからでゐって︑別段公徳心が薄い

けいけんた

互に交り︑互に乗ふ︑此間に無作法の事があると一ずふ

たがひ訟嘩はだがひあら毛このあひだぷさばふこと

来たり．前に無かった公の道路が出来て︑是で人が

昔

むかしかはでんしやで

だいたいやわいこぐしやらぱい鼠たご恥くわんけい

やわいこぐくわんけいなんらかば

一毒ふのは以ての外である︑刀は抜かず︑抜けば血を見

たずしんようじや会零こ丞い

食を

ひつえう

との必要がある︒外圃の開係でも何等かの鍵りがゐつ

ぷしざならひかつてす

る︑必ず抜いてはならぬと一尋ふことになって居る︒斬

装い

い

確蝿を擁捗てだと一琴ふ鱈神を識めだと言ふの篭めりま
これれいぐわい定いみやらざやられつつ動き

すけれども︑是は例外であって︑大名の行列を突切る
しかた
苦りす
者ものはそれは斬捨てシも垂いと一蚕ふ輝がある︒併し他に

番ｂすかまいと苦＃．︑昂守にんはう

詔匡潅

ためったき

いと云ふことはあったが︑他には滅多に斬ってはなら
だで
う人
ろが
ひ刀
とを
炉差麺
ぬ︒い
今ま
道路
す症
こさ
とゆ
をろ
許されたならば峰硫

を

ぷんりかいをとき哲は

ぼぐさぬきし
迩

今の公徳観念

えち球ものでき哲抵うめんひとかば

て居りましたが︒申すまでもなく朋治維新以来吐曾上
澄い︵んどうこれともしや偽いたい窪す７１１こら
大なる鍵動があった︑是と輿に献曾に濁しては益々心
得の蓮ふ者が出来て来た︑あらゆる方面に人が鍵っだ

は行はれて居った︑唯信用上で行はずにあったと云ふ
きうおう
ことが相
臆にある︒鐸隷浄確にも琵癖は棒鱈に猿はれ

簿こだ

慰みに抜いて斬ったりすることがありますかも知れま
せぬが︑十分理解して居った時はさう斬ったり張った
す毎や凸にんすちゃ分にんへいみんたうとく詔二起
りはしなかった︒素町人は素町人で平民道徳が行はれ
ゐる
おとな
て居
同じである︑藤舞錘癖も椎耀に猛瞬あたりで

い

は斬捨てシ構はぬと云ふことはない︑時々町人の方で
かけ定いみや全ぎやられつ昔舎丞昔もの・いく
賭をして大名の行列を切る︑能く切った者は幾ら︑１１
き
の鍵を織ると一琴ふことが行はれた︑それは斬っても宜

よ

繰砕趣と一尋ふことを能く言って︑昔は士が勝手に素

燭

ても︑大磯外圃への商責︑叉は之に関係したるものは︑
さう昔に鍵りはない︑齢し挿華が齢非たり︑電車が出

もつほかが麺趣ぬい珍轟
か猛
ら
ぬ
ゐ
き
り

Q

函

いが︑勢働者は無作法であるとばがりに思ふのも宜くない︒一日働いて通

今の公繍蘭念
それば公徳心の乏しいと云ふのでなくＤ人雁封してどうするかを知らぬ

分疲れて居るＴｂ此鹿で息んで性マフと云ふ心持になるの︑も宜いので︒

ふものがある︐幾ら電車賃を抗ふにしても︑力業缶して居り勢働怨職と

其虚は何分か跨働者帳同情すぺきてありますが︑それ恩︑人には分と云

其霞になって居るザらである︒唾を吐い

る︑時々打合ひをすると云ふのも︑どう云ふ風に乗れば宜いかを云ふこと

は是まぜ誰も教へ波者がない

ろ方が宜い露或ば力の無い女とか子供と云ふ者が立って居つれらそれ

して居ろ者が僅沙の時間の間立って居るのは苦しいＬ﹂言ふて腰掛けて居

のである︒電車に終ても席藩譲らぬｂ人が一人のくと其所を争って坐わ

がｂ・其外に色々の事があるけれどもｂ之をさう直ぐ改めろと云ふことむ

に席わ譲るが宜いかを云ふことば︑

口公徳を教へよ□

い

よ唾左︵いぞつ

い

いはうあたを

い

エ

てはならぬ︑太股懇出してはならぬと云ふやうなことを掲げてあります

望まれない︒それは式羊数に達し我らぱ少しは直らうが︑急にさうしょ
うと云ふことば出来ま萱一ぬ︒何しろ年数が経れない︑何所でも自分の懇

意の者と心平生知つれ蒜の外に封しては何分か不階裁の事があるやうに

輝くかうけうゐんおいこどもときいくをし
畢校教員に於ては子供の時から幾らか激へるのも宜

江ろ︑是も明治の初めに比︒へれば除程改って居ろ︒十年二十年三十年四

十年と段々と後になる程一般公衆に封する所は能くなって居ろ︑以前は

い今まだ数へられぬ者に濁して︑どうも勢働者は無作

つかゐいをこしか

ご恥らものたをよわ当房をん荘こどもこしか

い︒疲れて居るから急いで腰を掛けたりするのである
しかそし
と一琴ふ砿に扉礎をすべきである︒併し激へるとなれば

ばふ

吟うどうしや悪さ

モット無作法で︑モット婚一嘩し衣ものどあるｂそれも公徳心が無いので

法であるからいかぬＬ言ふのは︑言ふ方が富って居ら

いまをしものたい

なく︑奮幕昨代にはそれ相慮に心得があつ衣のが︑牡曾の形が愛つ菰と
輿にちょっと分からぬことがある︑其分がらぬ所で衝突するのである︒ど

うすれば宜い鱒塗化の最中で能く自分の身に支度起すろことが出来ぬ
やうになって居つ龍がらである︐是等は年数が経れば自づと直るに定っ
て居りますがｂ他から注意を輿へても宜からう︑又ならうことならば︑小

是等の者が立って居って︑弱い所の女子供を腰掛けさ
いところをし
墾圭二蕊ん
せると云ふことが︑男の分であると云ふ所から教へて

票ざ強ふ竜やらざい

きうぐう抄︽あ

た蛇

皐校あれりで教員が何所でどうするｂ電車ゼどうする︑汽車でどうする６

も宜い・又兵卒がなんにも取らぬで腰を掛けても︑誰

ゐことしんめい漣ザコ

らつと

かやう

腰を掛けるのは尤もである︑斯う思ふべきであります

こしか

て居る︑事あれば身命を拠つものであるから︑斯様に

かお心

ある︒是も兵卒は兵管でギュウー︑と窮屈な目に遭つ

これ︵い吃つ︿いえい

とこしか

厘役所帳行つれらどうする︑役所の受付に行つれらどうすると云ふこと

も無作法の行儀だと云ふことも言はれぬやうなことが

法に腰鵡掛けて居る︑それは無作法と言へぱさうも言へますが︑毎日働い

韮時々教へろも宜い︑電車で勢働者が女が立って居るのも椿はずに無作
て来て居るから先づ此所で息まうと云ふので︑何所かで息む所があつれ

り

させる？フにするのは宜いので需ありますから︑其塾も多少考へろのも宜

ら息まうとして居るのである︑女は身鰻が弱いが錦に成るべく腰韮掛け︲
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＝
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い

しかた歌へし︐で

の．ＥＤＩＩ

んよきゐ

︲こしかを永さはふい

よ・

圭へくらなかγ︑す動を誉言りかん・

ぎゐ

じつよる

み

官孝さを

いぶ７ＩＩす

と

ひつ

︒に小さい︑公園の樹の枝を伐ってはならぬ︑伐る

いことい画や全ちひこう鬼んきえだと

をしちゐひとち・うい号

もの

ごろ達しい

ひつえ︾フ

蝋もあるから︑割合に善くなるやうである︑現に幾年かとが政治犯と一覇やうな事ならば︑監獄藩出てから公然公衆の前に出て

わりあひよ
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今の公盤観念五

をしよ
が︑教へて善くしよう︐と一封ふ礎には︑雌識から識へて家吐曾関係Ｆ就て言ふのであって︑事寅上がら言ふて︑北涜銀行事件と
ゆほかはいみち
ぃ苧かこうとくだいぶ云ふやうな事は︐一縄て公徳に開係がある鋼そこで小さな公徳の汽南石電

頃から教へると云ふことがめると云ふことが必要でゐ併し公徳として斯う一夏やうな事を畢げて居ろ？そは︑大なる公徳
る︒蕊礎の鍵露の謡郡が雑録紳盤のやうであります芯披ろ者起見逃すことになる︑公鶴は詰り私人開係でなく︑公人閲係圃

い

ぬ者があればモット婆の堕郁露が識へると一尋ふ鴎に帥口欧米の蔽曾的制裁□︲

・これ

はねばならぬ︒之にはそれ人〜教へる地位の人が注意のは賞に宜しくない︑是はどうしても止めねぱならい
めたしかペヰ﹄がくかうけうゐんぐ︑空しんしやら︲脅冷Ｐ？い一十ほどこの．はうあやだゐ残︐めつ・たこうゑん
を典へて然る可である︑肇校の致員とか軍人ならば蒋が︑近家隣程此方も改まって居ると見えて滅多に公園
かうそのしやコかうふな稚のかん己とわもの
きともの
綾︑其蒋校も不馴飢で其悶の事が分からぬ者もありまの樹を伐る者がないやうである．
や昂全くかやをし嘩やらくわんわ
せうから︑そ帥にはモット上官が激へる上官の分から

これ

能くありませぬが後序にはどうしてもさう云ふ事は言一覧す

や０

はどうも仕方がない︑前の習慣に依って来て居る︒さ来て居るやうに見える︑まだ此先になったら愈々進む
・い勇彦しふくむんなりたを
しかたわ
こうとくかわこ・とおも渡いま
う云ふ新しい習慣が成立って居らぬのでどうも仕方がでありませうが︑公徳を斯る事のみに思ふと大なる閲
ちがひこれら幸奮起
ない︑そ鯉が腰を掛け可居っても不作法と言ふことは蓮である︒是等も改めねばならぬ事でゐりますが︑畢

こ︑Ｃ

があって宜い︑電車に女子供が迷惑すると云ふやうな場合に依っては三時︑四時になって始まると云ふこと
ときじぷんすだこれせぎゆづ
ぎんらいいこと
沼ん
時は︑自分は直ぐに立って︑之に席を譲るべきものででありましたが︑近来はさう云ふ事がなく鞭って︑段
をし︲記ひ鱈だんじかんぜいかく
ゐ︑
ぼ殆
とん
かど
ぁ斯
こる
う公
と襟
くば
ず進
詞んで
めると云ふことを識へるが毒い︑それを
数へられぬ間段時闘も正確になって居る

じじ．はじ・い上

じ

っても津い・寡蕊ば鍬撰の嫌は跡癖でも蕊に癖む識惨も︑泌詑は識燕が一蹄に擬まると一毒ふのが二時になり︑
ょでんしやをんなご苫もめいわ１い
ばあひよ

が︑蓋学も燕琴それん〜繕握に瀞て啄拳か雪の鑑溌があ前に比べると却々に進んで居る所がある︒時間にして

4

ＦＬ

云ふことばいけないにしても︑それば法律の解鐸にも依るが︑様々の喋件

宜︑元が国家の億に活動して法網に蛎れれのごある︑法網に鯛れろと

するであらう魁随分攻難か︑防禦か︐何れにしても人の考へないや？な

なくなって居るｃエフェルの腕前ならば今の戦役に於て必ず何が仕事を

に腕前の見上げ誰者乞あるとなって居菰エフェルが何所へ行つ衣か分ら

一︿

が附されてあるだけである︑併し破廉恥敗贈賄の罪の明がなる者が監獄

事老やⅦさうなものであるが︑何しろ悪い事話し次と云ふ爵に影牟隠し

今の公徳調念

態出ては多少遠慮せ胆ぱならぬ︑鹿で力の無い人が監獄子ら出ても誰も

ぬ何所に行つ菰か分らぬ＆評州のエフエルが斯う云ふ運命になって居

るｃ日本ではどうであるが︑影韮隠す所か︑一向際娘ぬやうである．さ

て仕舞った今隠れて居るが死んで居るか知りませぬが︑笹間には分から

うして高位高官の人が頻に是と交ろと云ふ事が善いザ悪いかとなると．

ると︑之れを取桧いて色々と御世辞起言っ流りする︑或富豪家が牧贈
賄の事で罪になりｂそれが執行猫譲になつれ時に園遊含があつ菰・其時

此喰賄者贈賄者は白分の法律に鯛れ犬事は善くないと云ふことば知って

劉手にせぬが︑力の有る者が監獄Ｔｂ出る可叉は執行猫藻になるかす

がと云ふ問題が或る所で起りまし衣︑其時限欺洲の文明園ではそれは許

に営昨の大臣や縄理大臣が之韮頻に幹旋転して居る．さう云ふ事が善い

て来て衆議院議員の縄選翠と云ふこと脹菰ろと︑内閣でも樋政黛でも胸運

はい︲塊ぢても仕方がないと云ふやうなことになって居ろ︑其所へ持っ

て居る者があると云ふこと落心得て居ろ︑其嬉に自分で塊ぢろやうに思

である︑之を製造し求人はトウル・エフエルと云ふ人でありますが︑其エ

動費の必要がある︑何所からか金悲出させ胆ぱならぬ︑金韮出すやうな

居ろ︐併し自分証けでない︑法律に鯛れずに自分よリモット惑い事態し

フェルの手腕は賞に素晴らしいものである芯併し此エフエルは他にも立

者は色々情賀の有る者である︐情麓の無いやうな者は金毎出しさうこも

さぬ︑常人も其鳴合にば出ず人も含はうとせめ︑御承知の通り悌圃巴里

派な事業韮して居ろ︑それは紐育の港に突立って居る自由の像である︒

ない︑金韮出すと云ふのは．其関係で以て何かやって儲けやう或はヨリ

で最も評到の唾築物はエフェル塔である︑此塔は約千尺許りの鍛製の物

つ求物であるが︑其銅像の下の蛾の組立は縄てエフエルがしれのである︑

それは悌閲西ＴＤ米園に贈物にしれのである︐濁立百年の記念として贈

以書上儲けやうそ云ふことがあってのことである︒

うが︑巴奈馬事件と云ふ事があつ求心有名な蘇士運河を造つれリセップ

さう云ふ者は極めて少い︑纏まって何十寓圃出すと云

いものきばすぐ怒まとなん堂んゑんだい

のは︑よく１︑の篤志家か︑有志者でなければない︑

とくしかいうししや

鴫齢露として畔し︑僻蝿として齢すと一評ふやうなも︐

口政擢と富豪の開係□

即拶巴里の名物︑紐育の名物竃造り上げて居ろ︒虚が御承知でありませ
ルと云ふ人が之怪引掛つ衣︑今のエフェルも是て罪に間はれ犬︑巴奈馬

事件は事が破れると共に非常な醜態であつ衣︑エフェルの初めの計書で
は三億三千寓圃位で十分出来得ろと云ふことで︲信用のあるリセップル
後県五億回まで愛して居るが︐随分滅茶苦茶の仕方のもので

の名で以て其工事に掛つ衣のであります︒虚が其間に色々の事がありま
し菰ので

あつれ︒其篤に多数の人が随分困難に隅つ求者もあると云ふ所から︑鐘

鷹

句
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いこ・と

かんが

い

い

やうせけんはぢさらいそのはうひと．

たすつとおもぽどばんよこと琶猛ゐい
し

かつらこうら︑ンペリアとほ

せきゆづゆづいごとくらよほどおも

が篤にめ刀云ふ事になった︒桂公等が西比利亜を通っで席を譲るとか︑譲らぬと云ふ事と比べれば除程重い
ふつうしんししよらものくちだ
いと菅毛のとうとりいろＩ１１ちからそこと
ロシアい
て露西亜に行かれたと云ふ時は︑其頭取は色々力を添事になる︑さうして普通に紳士と鰐する者は口に出し

ため

な
曾
いっ熟
・れら
つうく
︑其く
そ
ひ
ゐ
け
わ︒・
い云ふやうな蕊は︑謎議
ば
何に
か救
潜う
の途さ
を作
て呉
たら
が︑
人が
居の
ない
さと
せる
とい
云ふ
結つ
果にく
なる
野う

な

出しませうと云って出す︑愈々関係が付くと云ふもの榛な︑世間に恥を晒すと云ふことになるが︑其方の人
そのくや八けいしゃきどくおもゐ昔どく
はふりつふとき
で︑おほびらになる︑法律に鯛れる時でも︑其開係者からは気の毒に思はれるやうになって居る︐気の毒に
ばふ堂うふ
思ふ程一般に善くない事が行はれて居ると云ふことに
は成るべく法網に鯛れぬやうに助かるやうに努める︒
たず室からお柔ぱふりつふ営定は生ざんかうとう・ないかくせいたううんどうひひつえうためふ誠昌．
唯力及ばずして法律に鯛︑ることになる︑北漬銀行頭なる︑内閣でも︑政薫でも︑運動費の必要の篤に富豪
もぢらこうげん者あるひけったくそのちうもんきりえきえ
とｂ
取にしても若し桂公が元気であった喉らぱ或はみじめと結託する︑さうして其註文を聞いて利益を得させる︑
こくみん毛ぜいあつ
つおこうを
な騨錠に聯らなかったかも知れぬ︑か桂
公が居ったなら圃民
の租税で集まった脆の譜鎚を琴に鐸へて神霊を鐸

い・だいエ７１Ｉくわんけいつ

官の者が︑相膳に待遇して呉れシば先づ結構でゐる︑

偶に踏外して監獄に入り︑叉は執行猶諜になると云ふ

ぱう︵いぜいか楓こし全かんがをこれらかうゐかうぐわんまじをｆ︑んレやらも．ら
すると一方は平生金を熔へることを主にして考へて居ある︑是等高位高官と交はって居って︑勲章を貰ひ︑
かうゐかうゐかいもちいみＪＩｌこといどころみ
たこうとくい
るので︑他の公徳と云ふことはさう考へない︑高位高位階を貰ひ色々の事がある︑さう云ふ所から見れば︑
とわんものさうおうたいやうくまけつこうたまふみはづかんごｆ︐はいまたしつかういうよい

と．之を手に入れて置かぬければならぬ︑そこで相膳きいか︑鯛れぬ方が大きいかと言へぱ︑それは疑問で
た
いぐう．くんレやらあたなにこと鋲ごとゐもの
の待遇をする︑勧章を輿へるとか︑銅かの事がある︑．ある．賎磁鐸鍵に齢れずに善くない事をして居る者が

これていおさうおうふはうおほい智もん

はじ

ふのは︐其開係で以て他日何等かの利益を得ようと一蚕になって居るが︑ヒョッとして是が死亡すると踏外す
これまでこのひときつ
ゐＬか
しや局じつあかた
ふのである︑初めから情賃が有って固まって居る︑併と云ふやうなことにばる・是迄は此人が気を付けて呉
な
い
か
く
せいたうひつえうすこわることまふみはづゐはふりつふ
し内閣でも︑政薫でもそれは必要である︑少し悪い事れて先づ踏外さぬやうにして居るので︑法律に鯛れぬ
ものかねちよらはっエいものみきいあくはふりつふはう詞ほ
をするやうな者でも金の徴護に宜いと云ふ者を見るのでありますがも罪悪としては︑法律に濁れた方が大

毛のく電けいもつたじつなんらｂえ苛えゐこれしぱうふぶばづ

I

いと二参ちか必を︵を

・毛のいう万一よくしや↓﹂うとくい︐きしやなかわか

へて居る︑さう云ふ所で力を添て居れば︑其有力者がて公徳をやかましく言ふ︑汽車の中てはざっばり識ら
ぞ
んざいゐ葱だたいていむりい源きばふはだぬい
存在して居る間は大抵の無理はきくと云ふやうなことないから︑無作法であり︑肌を脱ぐと云ふやうな事を
ゐ

今の公徳翻念七
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F一・
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今の公纏観念
ｇ﹃うゐ

これくら

さ奴ぱならぬやうになつ衣と云ふことば︑暁圃には偉い元蕊が一般の間

．〃︑うふくし

これやはりつけん

今

戦役が了って

から︑此勢ひぞ列圃競争になると︑日本の貴族富豪の輩は却々競争がむ

あ︑云ふ所も文明蝋になって居る園が仕能くなって居ろ

平民諏竺兵卒と同じく園に識すこと卜なるので︑苦惟を言ふ者ばない︒

の駄洲の交職圏でば虞に畢園一致の園であるので︑貴族でも勘富豪でも︑

難に赴くのでわりますが︑唯それば誹り韮望んで居ろ課には往かぬ

場がむづがしいと云ふ時期が起って来ると云ふ程になれば無論皆起って

つ稚迩貴族寓豪でどれ程身命詐捻つ稚者がある可是と愈々画家の立

赴含が皆進んで剛難に赴く︑さうして其間の死亡窓が他厚比して多い︑日

に潜んで在一心と云ふことになるｃ今でば獄洲の交戦園でば貴族奮豪上流

する．それは善くないに相違ゐ︑りませぬが︑是と比べ

本では支那との暇役ば能く分かり土をぬが︑露慰との戦役Ｆはどうであ

おももの手く涯し﹄きじ

い

方がない縮と云ふやうなことになる圃是も矢張り立憲

愈にい

づかしい︑貴族富豪が働き︑一般民衆が働くのでなければ︑園は解髄す

ったが︑経験を蔵むと自づと悪い事が減って来るので

ではない︑何が色均只儲かして居り︑相為起して居る者に向うて︑勢ひむ

見せてやらうと云ふことで︑米店や富豪家に向って乱暴する︒そ江は負け

腐敗が行ばれて居つれのごりモカあの園は他に征服される外ぱないと云

ぬことになる︑怖蘭西は一昨にェ︼ウ仕方がない蝿し建言はれ龍魁あらゆる

がｂ唯年数さへ経てば善くなると言って居てば︑今の列観閲係で済ま

こそになって居っては︑是が甚だむづがしい︑縄選畢で運動費韮恭へるが

どうも仕様がなくなって来る︒きうｒ︶て晴一嘩の種起蒔く者があると云ふ

が︑葛一昨期が追って宋衣時に内輪で喧嘩すると云ふことであっては︑

・て居らぬのであって︑内輪で喧嘩して居っても差支ないやうであります

居ろ︑それには他に責韮負ふ者がなければなら壇今は辞期が迫って来

ないならば乱暴するが︑負け誰にしても乱暴の起るやうに世間がなって

ふこそになって居り裳したが︑今の戦役で見ろと耐初めこそ頻々敗軍し

って居りますが副是もモッー考へ？７がありさうなものだ︑今少しく運

鍔に政治の衝に常って居る者が色々悪い事をせ胆ぱならぬと云ふ事催な

動喪の出所走明かＦするやうにしてはどうである唖それも内閣で縄選

でば大分盛返して来れので最後の勝利奪鍔さうてある︒莫大の人命財産

農しれが︑軍備が整ふと同時に烈し〃︑抵抗して居り．四手を遮誉れ今日

口欧洲交戦図の上下一致□

る︑米穀騒動と云ふのは︑米が食へぬと云ふぱかりで︐あれが起るもの

げいけんつ和設わることへ

政拾 鯉験が足ら戦いからのことである︑何を言ふて
えい邑く
ねん窪
れんぜんかわる
も三十年足らずである︑英域でも百年前は可ぱり悪か

雑いぢけいけん元

かた

と琴へて居り農せうが．空腹にはかへられぬどうも仕

かんがを

は悪くないと患ふ者は少いでありませう︑食事をする
ひとあ氏おほたよ
にも舞舞嘩浄のある人は憐り多く食べるのは善くない

わる

︸智らほふりつふ．色のたすそれ貯一えき
て明かに法律に鯛もべき者を助けてやって夫と識盆を
わかいはうセけんおいよ
分つと云ふ方が世間侭於て善いものであるかどうか︑
かれ
これとて元のくわ／けいしゃご砂
是迩も其闘係者は好んですることではない︑まるで彼

八

ゐります︒

船

を失つイそれで街ほ抵抗するｂ失へぱ失ふ穣愈々強くなると二ふのは不
思議の
の事
事で
であ
あり
りま
ます
すがが
︑︑ 何 し て も 抵 抗 す る ︑ 彼 の 有 名 な ろ 英 米 が 妻 を 際
︒

W

弓

砿

どもに攻む・へきば攻むべきでありますが︑是までは小さな公徳破韮攻め

なんら苛め認もあい

ご勺フ︑とじ１やぶりいきし

．よ

どんごち一﹂くけつ

でん

職らぱ何等かの利き目があるらし泳偲は祁淫︒小湾な
公徳破も誠めなければならぬが︑私が幾分か遅刻し

い

いひわけ

＄︽したのは善くないです闇今後遅刻は決してせぬ︑電

のりおくお毛虹

の

ま退一がゐ

華に燕礎肌ると言ふことは言諜になるやうであります

．いもひものめつを

が︑乗後れる虞のあるやうに乗るのが間違って居る︑
しかつまこれちひ
ばやの
モット早く乗らねばならぬのである︒併し詰り是は小
むし
さな蟻
である聯一誌には趣きな鐙︒輝きな蝉が鍵燕し
を

で苦

これこ

て居る・それに聯う云ふ小さな物に目を着けて居られ
あひがある︒瀧きい雌も雄さい擁も︒錦せて僻を鯉
ぬ場ぱ合

あは産やうせい

こぐかしゃく炉しう︵ほどえい

どれみの津皇ちひこうとくやぶり

り︑併せて匡正することが出来艇ぱ︑之に越したこと
こみに頂一いどこるこうとく定い︐こうとくやぶり
はありませぬが今日云ふ所の公徳では大藤る公徳砿を

毒やら

一えい彦や全

わいろ

九

ずゐ

勝手の事をしたものである︒賄賂どころではない︑瞳
をこんにちたいがいわることぜ人ほど彰ほ
こと
職ひどい事をして居る︑今日は大概悪い事も前程大き

かつてこ﹄と

すう盈免江
数
で改まって来て居る︑何十年か前は薩長藩閥で随分

苦をなんねんまへ︑ざつちやらばんばつずゐぷん

が︑唯棄て置くよりは誠める方が宜い︑幾らか是も年

たずすておいましはう罪いくこれぬん

難瞬惑は一韓二電で謹めることは出来ぬのであり鼻︽す

６苦

を幾ら捕へた誠で群それで画家賦曹の上でどい程の影わづ
響があるか︑全く無いよりは影響があるにしても︑僅
で巷
と
かの事こで
ある︑姪なる癖癖礎は蕊て齢くことば出来い︑

いくとらとごお

あとかた

ろこ︑とは随分ある︑汽車の中でどう心得べきである電電車の中︒／﹂どう

見逃すやうな跡方がある︑之を見逃して小さな曇徳破

さへ経てば幾らか直りますが心今ば年数韮待っては居られぬ︑モット早

どうするか埴是ばどうも手が及ばぬと云って諦めるザの形がある︑年数
く之走改めなければならぬ欺洲交戦園．ては彼の如く貴族富豪が身を犠牲
にして居ろ︑黄金崇拝と云ふ来園でもあの勢ひである︒壷に素晴らしい
調子一一あ患︑それ故に日本では今申し赤やうな事●ては困る︒

口小公徳よりも大公徳□
もこの↓もうだうくわいゐんひとふんぱっ

かいごとなんら菅ぞくふがうくわんけいあい
斯う云ふ事は何等か貴族富豪に開係が有ると云ふこ
とでばむづがしい︑若し此弘道曾員が一奮溌なさった

今の公鐘懸念

みのが

心得べきであるかと云ふことば時々話もあります︑併し大なる公徳破を

あるか︑大なろもの起攻めて︑小さなもの↓態見逃すべきである薄とも

ちらこぢらＦある︒小さなもの起攻めて大江ろもの起見逃すべきもので

な公徳は言はぬより言ふ方が宜いがも知れませぬが︑大なる公徳砿があ

位地Ｆ居る人電てある︒きう云ふ事になって来ては公徳も何もなぶ小さ

うと云ふことになって来ては何とも形容の言葉がない︑それも堂良卜ろ

云ふのはまだ幾らが恕することが出来ますが︑己れ自罪ら之起着腹しよ

て復金悲得ろやうなこと限もなる︑縄選筆て自分の勢力話維持しようと

韮仕舞って置く者がある︑或は運動擬一礎引出す所がら新なろものが出来

初めから除計限見積って届つ衣の︒てある淫何しろ剰ろ︑其剰つ求もの

剰ろやうなことになって居るｃ出す・へきものを出さぬの・てある浦叉ば

塞があろ毎に何時も・⁝何時もと云ふのは語弊がありますが︑運動喪が

叩

思想塗遷の時期及過程

しかいまおうしうきかん芋かをｐ︑に
なことではない︑併し今でも欧台洲で盛に戦って居る園
から彫ると︑塞爵は錘かに侭い︑総さな癖癖は悪も録

こい兜さきれっこぐ面や全さう鞠い昔けん

て誉いて垂い︑燕なる蕊癖確が蓉錘で跨ると一毒ふこと

も⁝雄さな塞嬬が錬って犀っても脳さう一尋ふ蓋は雲

かんが

ないかくゐんせいたう︑やらしう

であっては︑是から先の列風競争に於て危険である︒
単さいかなんいせけんさわ
鰐し米慣とか︑何とか云って︑世間が騒ぐやうにする

で萱

いくで§

のは考へものでありますが︑内閣員でも︑政黛の領袖
と一尋ふ謎に識しても︑齢るべく蕊癖礎にならぬやうに

することは出来さうなものでゐる︑それは幾らか出来
．どのこうだうくわいゐんかたたせうし旗くぷんせぎにん

るでゐらう︑此弘道曾員の方は多少職分もあり責任も
おも

い３こうとくくわん値ん﹄張全ちひこうとくしゆ

あると思はれるのであります診が︑どうでゐりますか︑

今の公徳観念と瀞するのは︑小さな公徳を主にして︑

4

卜

｡

これごしようちかたか

−０

渡いこうとくわすを豊
大なる公徳を忘れる嫌ひがあると一ふ確で擁したの一

こうとくめみちひことい

ありまして︑是も御承知の方は可なりめりますが︑ま
・わｂ酌ひすぐだいく箔一うい
だ割合に少い繭幾らかモット注意するやうにせねばな

︐おほしやくわいこぐかぜんたいうへ丹

らぬ︑公徳は眼に見える小さな事ばかりを云ふばかり

邑つとた恥せつこＤと

でなく︑モット大きな吐曾幽家全鰐の上から見るべき

い

ものである︑それが最も大切な事であると云ふことに

肴づたうぜん︐おも詠壱あ

気付；のが営然であると思ひまして申上げたのであり
Ｕぷんちひこうとくやぶり︒︿ん蚕えつ解ふよ
自分の小さな公徳破を癖謹し得たのは都合が好
ます

かいことじつよ
これこんごなほおも

いやうでゐ︑りますが︑斯う云ふ事は責は善くない事で

ありますけれども︑是は今後は直らうかと思ひます︒

︵九月二十一日於本含識演含︶

癖雲露鎮平沼淑

卑見を陳述致しますろことは頼る光築に存じます︒のみならず何か昔壊

致して居りまし求︒今日は久々で本曾の御招請に庭じて︐諸君に向って

ます︒れしが日清戦役以前と心得て居ります︒それから暫くの間中絶を

郎

思想鍵遷の時期及び過程︲
口緒言□

，J+

私が日本弘道曾に於て講演韮申上げまし菰のは齢程以前のことであり

LJ

Ｊ■■

耕しい心持も致すやうな次第とわります︒で先日御依頼の節もｂ喜んで

御需めに臓じましれ次第であります︒併し道徳の方面に就きましてば執
れがと申すと︒私は素人の方に属するのであります︒諸君に封して有益
苅御話を致すといふ資格は︑更に有ちまぜんのであります︒併ながら平
素柳か考へて居りますろこともございますろから︑柳か諸君の前帳披渥
して以て諸君の御教起仰ぎ永いと思ふのどありますｃ

口思想愛遷の第一期□
識の識舜の謎は﹃駄撰鍵鱈の癖幹躍趣謹﹄と一尋ふので
⑱わんらいじんるゐしきういつ幸﹂千﹂いゐ

力人山

インドぷつけうけうしひじやらひろ

しエせつふん０１１

思想鍵遷の時期及過程

ども︑大凡そ孔子の世を距ること除りに隔って居らぬ
おもぢやらどこれらｐ誰やく埴んわた
と思ふ︒それから丁度是等の時期が約五百年に亙って

おほよ．こ・うしよさあまへ滝勇を

色々の著作がゐって諸説紛々たるものでゐりますけれ

いるＤＩＩちよざく

殆ど時を同じうして印度には悌教の激旨が非常に弘ま
このしやかなにうまわ︐︿げつつい
ａゐ
って参った︒此舞迦牟尼の生れました年月に就ては︑

腿どんと苦和な

あります︲賞に此時期位支那の文運の隆であったこと
ところこれ
じつせかい哉恥みところＵじっ
はなく︑資に世界稀に見る所の事賃である・虚が是と

じつこのじきぐらゐし画ぷんうん一ぶん

あります︒元来人類の思想は何時までも固定して居る
ものではない︒卸吟かは錘露する蹄緋があると考へま
いにししなこうしらう
二あるれきしひもと融
す︒試みに歴史を綴いて見ますと︑古へ支那に孔子老
またつがのも一．＠︷うしで毛の
しいひと
子と云ふ人があって勺叉績いて後には孟子が出た︒其
餓には謡予百桑と一云って︑錘鍬の雪春が齢て幹だので

約

塾紳遊びに躯閏に郷て準瀧な謡輝雌の懸癖が浮躍した

ものであり講す︒癖して毒が蒋藤の職縫まで蕊んだか
と云ふと︑或はきうでないかも知れぬけれども︑兎に
か請
くど
く人
しよ
ん非
ひじ
やに
全ぞ
か しました︒それ錐に悪癖の
角
書
がに︑
常
増う加

心を風座すると云ふ程度までには確に立到って居ると

しんふうびいていど滝しかた・ちいたゐ

おもこのねんかん彦年・函たいなたく脆

思ふのであります．此五百年間の欺態を筒ほ他
の画に
けうい

零匡煙

くろしや

ついしらみ
就
て
調
べ
て
見
ま
す
と︑波斯にはゾロアスター教と云ふ
け一フおこゐ
を だや
ものが行はれて居り聯猶太にはヱホパ教が興って居る︒

うみわたギリシヤゆこれまたしなゆづ

北︒やゐ

いしやうたいばつけん

海を渡って希臓に行きますれば︑是亦支那に譲らざる

ところ氷んうんさんぜん

眠るこのと幸逗脚どギリシヤぷんうんｂうせい

所の文運が燦然として輝いて居ると云ふ状態を獲見し

ゑんげん会たがじじつ

得るのでありま市︒賞に此時程希臓の文運の隆盛でゐ
このギリシヤがく迄ゆつギリシヤしさうし
ったことはない・此希臓の畢術︑希蝋の思想が而かも
砺総四を雄鴎して︑繕に舗畦の砺総畔の鐘蹄を藤す罪

どこの垣んじ茜かんがみじつやうとうざい

の淵源となって居ることは疑ひも戦い事賞である﹄丁

度此五百年の時期を考︿て見弐すと︑賞に洋の東西を
鉱たがく吟ゆって慧
しきうひじや負ちいとうて省
問とはずして︑思想が非常に系統的になり︑叉畢術的に
なって吟る︒謡は催恭の 鍵の薄味の耀輝に恥輯すれ
じつせうじゃ全たずじゃ会せいしや全ゐかんが

︑しらう︽おいつとひつえうじ零﹂

ぱ︑賞に雷壌も一種ならざる状勢を生じて居るものと考
へます︒雌五百韓蹴と一尋ふものは︑鐸に恐雑錘遜の癖

苦と

一一

期を取調べる上に於きましても︑最も必要なる時期で
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Ｌ

思想塑遷の時期及遜程
まただうとくかしやらだう
ゐ謡舗雑燕嘩の斡拳の唾へること．叉
道徳家の唱導す

じつこの塩んかんおこ室弓しな
る廃を見ましても︑資に雌五百年湖に興った所の支那
嘩糸インドしきうこんにらつたゐ
並
に印度の思想を今日まで樽へ註居るのであります．
じつ〃﹄のかふくわ毒から湾い
賃に其威化の力の大なることは驚くべきものでありま

．わたｆしこのねんかんいしこうじつ庭いへん

す言︒私は此五百年間と云ふものが思想の賞に一大愛
せ
んきしん
遷期でゐると信ずるのでゐります︒

口思想鍵遷の第二期□
庭が今度歌溌巴の方の事情悲調蚕致して見ろと︑それがら五百年間と
一亭ず画のは︑基督教が欧羅巴咋一博椿して来誰昨代であります︒抑々基督
と云ふ人ば御承知の如く亜細亜の西部ｒ︽生まれた人・てある︒此人が今日
の欧羅巴の文明の源老儲して居る所の基督教一一闘い汝︒この基督教が欧

抵沙ら打破して仕舞っ士︒御承知の通りそれ農参ては新蕃患想の衝突と云

羅巴幅這入って羅鵬の版間内に博りりさうして此羅馬の従来の思想を根
ふものが甚しがっ張︒然るにゴンスタンチン大王の時に至って心此基督
教の宣博韮公然許可せられたのでありまず︒此公然之怨許可せられたと
云ふことば︲賞に基督教の教旨が賦羅巴の人民の思想の根抵に染渡った

〔
ヌ

と云ふことが言得られることであらうと思ふの・一﹂あソ茨す︒責に此れ基
督識蔑歳の慨の中・てある︒従来は羅馬の状態を御覧堆されれら分でわが
斑先崇拝の教が黄に羅馬の宗教の骨子・てある︒然るに此基督毅が一度人

心に浸潤して以来︑羅馬の汲先崇拝の教は根抵より打破せられまし衣︒
さぅして全く其跡走絶つと云ふやうな有様にな２卜の．︾︲︾あります︒希職

の如きでも腿先崇拝は古へに行はれて居つ求所が︑是も亦基督敦の激旨

、

一一一

が博はろと共に又破壊されて仕舞つ求の一﹂あります︒此五百年間脹於き

まして︑欧羅巴人の懸想が従前︐とは全く異つれ思想に向つ進一番は明ら

がなことである︒丁度此雲間年間・一や日本の歴史に封照して見ますと︑日

には併教が弘って来れ︑其悌教が初めて我幽に博つ誰時に︑百湾の園を

本の歴史にも矢張是に似通ふ所がある︒何である沙と云ふと︑即ち日本

して悌像一や我幽に獄ぜしめたと一二ふことがあるｃ其時には御承知の如く

新蕃思想の衝突が甚しく心可愛想に怖像は難波の堀江に投げら紅茨ので

あるｃ僻教徒の尊崇措沙ぬ梯鱗彩難波の堀江に投げれの一︶ある︒斯様な

の五百年間の時期に於て︒日本にも怖教が隅Ｔｂ隅ま一﹂行渡つ求ｃ是が

次第で新藩思想の衝突もあり匙しれが︑丁度欺羅巴の唯今申し茨し求所

爵に日本の人心の上にも甚大なろ影響を及ぼしたことば疑ひもない話で

Ｊｏのがあ要卜く氏Ｌ﹄一エふも心は同胞同居を云ふてｂ財産も共通であり︑

ある︒従来ば御承知の如く日本の赴含的制度としては︑氏の制度と云ふ

居所も同じである︒氏︾か一つの固盤︑杜含の閣龍．てある︒其氏に鰯する

居︑︽いかつ︽卜ものに相逢ないのであり蛍す︒是等が段々と其成立を認めら

所の各家族︐或は各個人といふものは︑是は法律上其成立韮認められて

れることになって︑彼の大化の革新以後戸といふものが認められ生し衣︒

戸といふのば即ち今日申す家族であります︒今日の家族よりはモント大

きな家族．てあり裳す︒一三十人若くば七八十人より成寸ろて居ることが

ある︒是は昔の氏から樽じて齢程個人的に考へられて来求と云ふことば

季ふぺがらざることである︒是等の事も他に原因は幾らもあります︒政

が増加して来るとかいふ吐含的の原因もあります︒ありますけれども︐

治上の原因︐若くは地理上の原因︑或は領土が掻張して来ると罪︑人口

悌教が一度我固膿壷入って︑個人の幸禰韮鼠いて居ろ︒此世にあって個

F

人が翠落犯す昨城︲奈落の底に藩ちろも地獄に行かなければならぬ︒此

津と日本とは自ら其事情が逢ひます︒といふのば西洋では今お話した通

り︑羅馬希臓わ派りに従来行ばれた所の瀧先崇拝の教怨︑根抵から破壊
して仕舞つ加が畷我国では悌教が測先崇拝の教隠依って我幽の圃情に同

即態勢漬、度ど居ゐす

、がた丁冒てま

ち力龍鴫其きると
ものご
ごの
のけ
けん
んも
もつ
つせ歴せいふく

思想鎚遷の時期及過程

わんリよくぱい

征服する︑腕力と精
一る
以て
て秤
れの教に従はざる
者者
はは
此此
刺刺
をを以

Ｌ・︲むしへしだが

マのも五。、
:マ

多大なろ影響窄及ぼし我といふことば疑ひ韮容れぬことどある︒但し西．

ふぺからざろことであります︒して見れば此時代に於て我国の人心とも

是は俳教が樽謡すると共に我園民の脳裡に染込んだ観念であることは季

と云ふことであり生す︒即ち勝来の幸禰︑個人の幸頑にそふことの観念︑

世の中にあって善事奄行へぱ天国雁昇れろ︑極桑浄土にゆくこと態得る

r

化せられ衣︑即ち俄教ば我圃の怖教となり了ふせ衣のであります︒是だ

しら

ゐ

ン教9来琶。張慧見み

これ
じつＴい⑤星とつよけう
Ｌ
ワや
やうら
とゆこれじ
つ
しん
んワ
ばは
うう
とゆ

ゐヨー官シパ

この．

なん系
栗ことスペインホルトガル

け﹃フ

祁 と 雨 方 か ら 謎 い て 往 く の で ︑ 是 は 資 に勢力の競い教
けうぼう・占建ろＥん
さ
さう
うゐゐ こ の ．
ｐ此マホ〆
盛ツト教 を泰ずる所の人
であったに相違ない心
み
す
．
うふ
いも
琶の
人は
に︑ち釜ぜ
みん
ん苛
うい
民
の数
激雪と
と
云
確か
耀い
雅お
にい
郷て
て燕鍵な蕊に鐸つ
民の
云
ふも
のは
︑今日
世
界
に
於

壱ととこみこのしうけうかんくわ河合心ゐすべこの．

て居る︒欧羅巴でも︑その南部珍
︑殊に 西班牙葡萄牙の

如き所ば︑此宗教の威化を被って居る︒総て此マホメ

て萱しさういをか

寡つしつじやらくわん泡ん

ッ窪を琴尭免は嘩轟簾の馨Ｉ睡舞

ばんたう牙おばたぎいまスペイン

的の思想と言ふと可笑しいけれども脇物質上の観念に
と
ゐたと

けんおかげ

富んで居る︒例へばイポリァン半島即ち唯今の西班牙
諦謝邪︑忠等の地誌に郷て懲舞が鯉り噛鍵籍が蝉った

のは謡の紳鐸かと一尋ふと︑ムール人の御蔭である︒ム

じんなにいアラビアじんしそんしか

これまた

けうほう

１ル人は何かと云ふと︑亜刺比亜人の子孫である︒而

インドいたしないたゐ

して是も亦マホメット教を奉じたものである︒それか
けうぼう．◆竺弓アラビアじんヨーロッパゆ
らマホメット教を泰ずる所の亜刺比亜人偲欧羅巴に行
しなカントン

ひじやらアラピフじんを登ころゞ

くばかりでなくて︑印度に到り︑支那に到って居る︒

支那の慶東ゐたりは非常に亜刺比亜人の居った所であ
たずいまＬなじんうちふい・せいものみ藍はう

も②だいていアうでア︲じんちうものこれ

る︒唯今支那人の中に蒲と云ふ姓の者がある︒南の方
だいぶんのうみん
に大
分農民となって愚る︒雌瀞と一評ふ癖を舎棄って厩
はっおん

る者ば︑大抵亜刺比亜人の血を承けた者である︒是は

﹁プー﹂と護一音するので︑亜赫玲亜遮では﹁アゴー﹂と一尋
ゐちやうどにほんざとうなかむらい
せいふつう

ふ姓が普通になって居る倉丁度日本に佐藤中村と云ふ

一室一

今

0

げが逢ひ史すけれども︑兎に角園民思想の上Ｆ於て除程大なろ影響悲及
ぽしたことは疑走容れざる所●てあります︒

子ちじ活へんさんしめ

し﹃うば管フ

この

い

は華鋸の五百年間を 調べて
かい
あかだたいへんしきう
間に︑大鍵に思想が 鍵って

ねんかん

口思想愛遷の第三期□
それから
やはりこの

h

著 し く 鍵 遷 を 示 し て居る
欧羅巴の文
しうけうば
教が這 入って
百韓職に霊
亜細亜から一つの宗識

矢張此五百

亜ｱはの度ど

あり
りま
ます
すが
が︑
︑此
此マ
マ ホ メット
アホ メ ッ ト 教 で あ
なにひだｐて
しうけう
ある宗教であった
だ︒何しろ左の手に コーリーフ
けんも
けう噂二
やＬ
参て
んん
もも
みみ苔
苔て
て
には剣を持って︑己
ホメット教の経翼
典を
を持
持ち
ち︑ 右 の手 に

︲け◇フ

ヨｉロッパ︐ｊ・悪ん

細ッ明償年月今易

思想愛遥の時期及過程

かたた寸うをしん一弟らど

珪まへたくさんこのしょくんうちざとう荘かならいとう
名諏が津山ありますが︑此諸君の中にも佐藤中村伊藤

と仰せられる方が多数居られると信ずる︒それは丁度
ア
ラビア：りんいせいさとしな
い

の誹斌が蕊んで愚ると云ふ
い

亜刺比亜人の﹁アプー﹂と云ふ姓の如きもので︑支那の
ゐ
誌では瀞と一尋ふ尋を書いて︲プー﹂と言って居る︒さう

一雪ふ郵識で浄識亜斬堆露
あちら

ことが明かでゐる．と一評ふのはめ極轄亜紳垂を経て尭
なであひ滝ふい７Ｉｌけうひじやら牡いり宮だく詮琶

那に出る間に︑同々教が非常に勢力を逢しうして来た︒
これお塁毛
ご畑ヨーロッパはい
是は季ふくからざることである︒是が欧羅巴に這入り
いちい腸や今らいヨーロッパこん哲主すを雀二わ
まして以来は従来欧羅巴に根篠を据ゑて居りました所
キリストけういくぷんえい＃や金およえこのねん
の基督教に幾分の影響を及ぼさやるを得ぬ・此五百年

かんヨーロッパ承んめいじや全ついちういみキリストけう

間は欧羅巴の文明上に就て注意して見ますと︑基督教
けうあんとうじだい
とマホメット散の暗闘の時代であった︒

口思想愛遷の第四期□
此畔期が過ぎて次の五百年間を見ますと︑此に基督教と同々教とのア
ニメージョンが起つ犬︒即ち十字軍が起って︑此十字軍は前後十敷同の
ものでありますがｂそれが丁度次の五百年間の畔期韮占めて居ろ︒此十

一四・

士や基督教徒が︑足鵡一度亜細亜に踏込んで見ろと︑燦鰯たる文明起見

椎︒此文明に眼が睦らんで何しろ東洋の文明と云ふものは非常なもので

あると云ふことを始めて擬つ稚謹である︒此に於てが東洋の丈明起模倣

︑．

は初めば責に一寒村であつれ︒此時分と云ふものは僅かの商業起管み︒

すると云ふことが起って来誰ｃ伊太利のヴエニスの行と云ふやうなもの

其傍ら航海の術に長じｂ匿って貿易韮やつ菰ものであるが．此十字軍の

御蔭で忽ちにして此の所が重要なものになって︑此時の運這の船舶ばヴ

ェーヌ人が皆操って居つ衣︒そこで此ヴ雪貢と云ふ所が東洋の文明韮

うして貿易が益溌達したのであるｃ是はヴ雪一スばかりでない︑フロレ

見て︲それから東洋の文物制度に倣って︑工業を興し︑商業起管み︑さ

ンスとザ︑或はゼノアの如きも０亦然りである︒それがらどうなったと

云ふと︑欧羅巴の思想と云ふものが大愛化延し衣︒それまでは欧羅巴に

行はれて居つれ諸般の制度と云ふものが心錐程単調であつ張︒即ち田舎

の百姓と云ふものは︑今申し菰如く単調なろ生活に甘んじ︑何等欲望と

云ふものはなかったのであるが︑一度東洋の文明に接すると妙なもので

と心椅麗な物が欲しい︑旨い物怨見ろと旨い物が食ひ衣いと云ふのが︑

忽ちに欲望が増加して来士のであるＪ人間と云ふものは椅麗な物韮見ろ

それが人情であるｃ是は避け難い所の欲求でありますｃそこで欧羅巴の

さぅすると何昨までも従来の如き生活に甘んずろことが出来ぬｃそこで

人心︑殊に匹夫匹嫌に至っては益東洋の文明に睡惑され犬のであります

ムの地延同復しょうと云ふのが目的である︒そこで此軍を起し菰のてあ

字軍と云ふものは︑御承知の如く基督の生地と穂せられる所のゼルサレ

鯵しいもので魁却々筆紙に議し難い程の愛遥韮来して居ります．︒且つ此

間に於て・御承知の如く東捧の元の遮租Ｉ成吉斯汗と云ふ億い人があ

十字軍の起りました五百年間に於て︑欧羅巴に於ゆろ思想の塗化は責に

ぼして居ろ︒どう云ふ塗化態及ぼして居るかをいふに︑即ち東西の接鱈

る︒此人に十七年の間仕へて居りまし士伊太利人の言ルコ・ボーロと云

りますが︑此軍起起した鱈に此に欧羅巴人の思想の上に非常な愛化悲及
凸云ふことがらして︑従来軍調な生活をなしつ︐あつ求所の欧羅巴の武

ＩＩｒ

︑﹄Ｏ

b

ふ人があります︒是は伊太利に於て聞えて居る人ゼあって︑親父ばニコ

海天文の皐問に通じて居る人である︒是と殆んど畔韮同じうして日本に

賊の頭になって居りまし求所のコロムパスは︑溌坦て地中海に居って舷

ば歴史が確脹護明して居ろ︒陸軍は陸賊から蕊達しれものである︒其海

云ふものは何ごあるがと云ふと心此は海賊がら稜達し龍ものごある︒苔

つ菰のでありゑく︒是は支那の書物にはダッダ一箇所︑元史に出て居り

が十七年の間元の世覗ｉ成吉斯汗の下に仕へて︑其概機に参典して居

は瀬戸の内海であります︒︑欧羅巴の地中海は日本の瀬戸内海と云っても

も丁度同じやうな現象が見られろ︒日本ですの地中海と匹敵して居る所

りまして︑其時の紀行起書い求物が歎羅巴で行はれ誰ものでありますが

海賊の本擦である︒それで海賊大勝草と云ふやうな者があります︒大内

橡藤原純友以来海賊の本擦であまりす︒唯今の小豆島と露姫島などは

宜いのでありますｃ而して瀬戸の内海には昔から海賊が居つれ︒伊謹大

なって居ろ︒それ故に遠洋航海を塵めろことになりまし菰が︑是が若し

義隆は海賊と結託して居りまし我︒是が後に足利氏に附きまして管領と

そ奴ば伊太利に蹄ってＴｂ出版走致しまし衣ものであります︒此中に日

或は天孫族であると書いれものであります︒何しろ全世界に於ける富貴

あるから︑どうかしてジパニロに行って見れいと云ふことを考へ主奴が

物走欧羅巴で出版しれものでありますから︑唯さへ欲の強い欧羅巴人で

もので仕方がないが財さう云ふ事のあつ求時があると云ふことを御話し

でに性かなかつ我︒今そんな事起言つ求所が︑死見の齢を算するやうな

ぬと思ひますが︑甚だ遣耀の至りでありますけれども０さう云ふことま

い︒況んや濠太刺利亜は日本人が護見することになって居つれずも知れ

がありまし誰ならば︑蓋し日本人はズット遠方に行って居つれに相違な

あるのであります︒コロムパス杯は其一人である︒コロムパスと云ふ人

て置き誤す︒人間の魚象は妙なものでｂ洋の東西に於て活溌な鼠が各所

西班牙のフエルッナンド・イサペヲがコロムパス芯助勢し菰やうなこと

は︑ゴロムパスの博を御讃みになると分かるが︑亜米利加護見の事は皆

の園である︒固王の宮殿は金銀の屋根で葺いてある︒宮殿の玄関の前に

申すが︑海賊であるこ・とは誰も言はい︒けれども︲此コロムバスは海賊

シｂリー島遥に本擦を有って居る海賊のセクタリーｂ群雄である︒其大

にば︑亜米利加Ｆ達してそして鑑山事業韮やらうと云ふ燕ではなかつ龍

各云ふ所走知って居る者乞なかった︒唯大西洋態横切って行きまし赤時

ふのは即ち東洋の知識を得菰研の結果である︒元来あの先生は亜米利加

に於て起つ求のであります︒備話は元に戻って心コロムパスが出士と云

将軍でのり参謀長である︒而して天文航海に精通して居ろ︒それは個人

の望みである︒併ながら是等の事は冒隙的の最も大なるものであります

唯ジパニロに到り−印度に到って︑変物韮握って還らうと云ふのが唯一

・一五

の物走掠奪するのでなく︑未開の地韮略奪するのであるが︑それは詰り

るやうな者とは鮭程違って居ります︒即ち地中海のパレーリック諸島︑

であると云ふこと起御話して置きます︒併し今支那の近海に出没して居

は珍蛮珠玉が敷き列れてある︒風Ｆ結構の国である︒そんな事韮書いれ．

日本に来菰ことばないさうですが︑支那では日本の固悲蓬莱の園と頚

本の事が書いてある︒ジパ一百即ち天孫氏族と云ってあります︒此人は

亀︾

ます︒それは李羅と書いてあります︒是がボーロであります︒其他には

ロ・ボーロと云ふてｂ｜息子が︾ルゴ・ボーロでありますｃ此マルコ・ポーロ

1

とんと支那の歴史に見えて居りまぜぬ︒此マルラポーロが亜細亜に参

〔

海賊である︒悪い了簡ごはないけれども詰り海賊である︒今日の海軍と
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一六

に露れて犀る︒鐙づ謡堆の蕊から紳譲謎し︑それから

おばな

それだからゴロムパスが初めて海外に行きました時分にはじ亜米利加県

外国の方の事を一例として御話したいのでありますが

寸江睦おなへんせん︵ゐしじ

日本の歴史を綴いて御覧なさい︑同じやうな事が津山

にほんれきしひもとごらん和なことたくさん

びわいこぐ・はうことれい

到着しれこ４は知らぬｃ蓋しジパニロに到着した積りで居った︒とうｊ︑
ムパスはどうであつれ簿或は彼は失望の除り憤死をし衣やｖも知れぬけ

彼は死ぬ生で亜米利加に行つ穴こと韮知らなかつれ︒知ったならばコロ

あります︒即ち同じゃうな愛遷を経て居る︒而かも時
汚い
ちが
たときうゑん竜いどい
代はそんな握達ひはない︒例へぱ荘園の制度と云ふこ

れども︑知らずに死んだ爵めに極楽往生瀞し茨と信じます︒閑話は暫く
措きまして此様な塗遥韮来して居ることは︑責に欧羅巴人の思想の上の

とを先刻御話したが︑此荘園の制度の最も盛んであり

す︒︒

口思想愛遷の第五期□
ねんかん・いヨーロシバじんたんけんじげふ

疋しんげんうへすぎけんし人おだのぶながらえいゆうぱう

時期が同じである︒そ奴から戦闘と云ふ時代︑其戦圃
じだい
やんゆうかつぎみいせいやうおと
時代になりますと︑群雄割濠と云ふことも西洋に劣ら
どころぐんゆうかつきよせんごくじ定いひざ︑い
ない・虚で群雄割擦︑戦国時代が久しくなると云ふと
つひこ・鯉と弓一
絡に之を統一しようと一毒ふ確の誕鍵が跡て琴を縮一す
これじせいう
たとにほんたけ
る︒是は時勢が産むのでゐります︒例へぱ日本では武

じ寺﹄︲おなせんごくいじだいそのせんごく

此封建制度の大離に於きましても矢張欧羅巴と殆んど

てのほうけんせいどだいたい︲おやはりヨーロッパ縁と

ました時が︑日本と大抵同じ時である︒而かも其制度
ひじやらよにゐ
ぼうけんせいど零匡涯
が非常に能く似て居る︒それから封建制度が行はれた

とぎにほんたいていおなときしそのをいど

せんこくおばなどのさうをん世いど︑曾一さか

大愛化である︒是からして海外登展をなす思想が起って来求のでありま

宅のつぎ

これまたョｉ画シバじんＬさうたい︵んちが昔

其次の五百年間と云ふものは︑欧羅巴人が探険事業
かい抄わいむかせいワぶくしんてん
を鐸て︑維露事鍵を鐸てシ︑海外に向って勢力を進展
どりよくいたいたじだい
しようと云ふことに努力を致すに至った時代でゐりま
アジブぷんめいせつレ﹄てキリストけうこんきよ哲づあ

す︒是亦欧羅巴人の思想が大鍵に違って来て︑さうし
告ろぷんめいもつだん７１い蛍Ｌ﹄芦弓くに１１象ゐ

て亜細亜の文明に接鯛し︑基督敦を根篠として築き上

げた所の文明を以て︑段々未だ知らざる所の圃々に参
これせいやうぷんめい１﹄うぜんとう

田信玄＄上杉謙信︑織田信長等の英雄がゐり︑一方に
い式がはよしもとい
は今川義元が出てご一砿から鱈雌桑露が鉾ると一琴ふ識

ンリーが出て︑綿関西を統一したど同じでゐります︒
え
ぎｂすわうとうわうとうおい
英吉利ではチュードル王統︑スチュァルド王統に於て

でフランス←且卓おな

えらひとばうｆｒｌでおのてんかとう

で︑偉い人が方々から出て︑己れ一つ天下を一統しよ
君やらどフランス
け
うと一言ふごとになる．丁度悌霞西のオルレアン家の
へ

ど

りましたので︑是からして西洋の文明が東漸して︑東
や
うぱううつきひがしはう

洋の方に遷って来たのであります︒そこで東の方はど
りこの いざい噸皐全せいどせいぢじやらせい
うかと一琴ひますとｓや
矢は張
此経潜上の制度︑政治上の制

度なるものは︑舞踏畷総避と確一の鱈跨を経て癖て犀

しかあるてんみひじやら

りますけれども︑併しながら或黙から見ますと︑非常

p

らゆ今あうしふけんじつあ初な幻やら
どじだいお暇食易かた

︑がはじ定いざこぐせい

中央集潅の賞が塞がったと同じでゐります︒それが丁

鍍時代が同じであります．麓が彼の徳川時代に鎖圃政
このざこぐ．せいさく
妃めおくを
策をやった︒此鎖圃政策をやった麓に遅れて居ります

なくい和は虹しじけ︲んご〆に鴫史を
これお・きしじゃ金つい

れつ琶よ

なかＪ１

筒ほ群しく御話する事件がゐりますけ虹ど︑今日は申

しませぬが︑是は歴史上に就て一々列蕊すると︑却々

おもしろちやら世とく紙はじだいおくを

〆し〆しっ

面白いのでありますが︑丁度徳川時代だけ遅れて居り
と寺﹄鞭な
ます︒癖順泰蕊鐸の輝めら肌だ時
と同じやうな事賃を

せい部ぅおいはっけんで社とくがはしてんか

とうす垂へとよとみいでょしこうみはり・でいばゆるなりきん

西洋に於ｒも護見することが出来るｃ徳川氏が天下を

たざに揮今﹄かみ・くわ今しっ

せいやうくわ分しつ

一統した直ぐ前の豊臣秀吉公は尾張から出た所謂成金
てんかとう
こいたち歌
でありますが︑天下を一統したけれども︑是は忽ちに
ほる
とくがはし定んかとう
して滅びて．それから徳川氏が天下を一統したのであ
な
り畠す︒毒は砺総巴に稚鱈鍵職が稀はれたと同おじ
であ

こいと社Ｊｒ１七のだいか

こい野にぼんこくたいたつととこわ

ご︑と淀．か

ります孝︒唯日本のは上に皇室があり︑西洋のは皇室が
掴いやうにほんくおうしつ哲
ない︒西洋には日本の皇室に擬すべきものはあります
に慨ん

けれども︑是は時々其代の易はる毎に戦ひがございま

︷かくとくがはし︺﹂んかもとうみこらくわんえいじ︾い意こ︐︑

す診︑日本のはきうでない︒是は日本の圃鵠の貴い所で
ａ
たせかいむかわがくにほ鳶ことと
叉世界に向って我圃の誇りとすべき事であります︒兎

に角徳川氏が天下を一統した︒虚が寛永時代から鎖圃
せいさくＤとやわいこぐせつレよく
政策を執って外圃と接燭しないことになった︒それだ
おくゐちやらどこの↑じだいヨーロッパ洋ず酢あ
け遅れて居るが︑丁度此時代には欧羅巴では築上げた

思想鍵遜の時期及遜程

これし託

とくぎ

とんざ

瀧の識蛙確繊緋擁を蝿て︑錘へＪ１と謹んで燕だ︒癖
い

たいしなく・・酷︿︑

ぷんめいかいくわ

るに是が支那でちょっと頓挫をしたやなぜ頓挫したか

七のじだいしなざら

と云ひますと︑一鶴支那の園と一事で０のは文明開化を

もつＵにんを

ぷんめい玄姦しき︑乾一やわんめい

なにし

以て自任して居りましたけれども︑其時代の支那は更

なれ蓋しみ

噸あいこくりんいて雪みそ

に文明でない︒頗諏心思想が頑迷であります︒何しろ支

ひと

これひつだん

い

那の歴史を見ますと︑外劉人を夷祇と観て届ったもの
考征４ｆ恥てんかこく
たくにものみな
で︑己の鰯だけが天下の一風である隠他の観の着は皆
いて哲もの寸鉢にたくにものとぼいて主ばんじん
夷秋の老どある︒即ち他の園の着は遠い夷秋の蟹人で
おのくにいやしｆ︑仁匠らくわ
あって︑己れの園は荷も中華であると云ふのであり
よほど藍へ確嘩し
わたくしいうＵんしな
ます︒総程前の話でありますが︑私の友人が支那に
いＯＬなしうさいしうきいに輝ん︒とくげふせい釦
行って支那の秀才ｌ︲秀才は側本の得業生と云ふやう

唾人であ膿りますが通是と筆談をしたさうであります︒
そのひつだんと壱いみγく１ｒこうあいさつなに睡錘﹄

だい牡かふしんおことい

其筆談をした時に稲色々時候の挨拶やら何やらの話が

あったのでありますが︑第一に向ふが不審を起して問
レニ合

い

↓﹂れたいてんわう

ぐんしゆ駐ん
を鍵したのは幹鯵う一琴ふ蕊であります︒奇
貴こ
圃ぐの
君主は何

ご恥わかみば躍以わかい

と瀞するかと言ふたさうであります．之に掛して天皇
嘩而課くは舞蒜嘩禄と︑幹う言った確一か聯餓ふの鎧鑑
左にゆゑわか

いはんもんみこ舵か

には是が分らぬと見えて︑甚だどうも分らぬと言ふ・
いこ︑と

てん

何故に分らないかと言って反問して見ると︑是は斯う

云ふ事であります︒天無二二日毛地無巨二王↓天には二つ

一七

〆
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険

わうなわけわたくしどもいぼ３けんじ更炉
砥かくに︾もんしｂいううまものやばり煙い

思想愛遜の時期及過程一八
てんし

の即は無い︑恥には二つの王は無い鐸でゐる・紫燕騨じたのであります︒私共もどうかと云ふと封建時代

かん都

い

に天子があるならば︑外の画に天子があるべき理由がに生れた者でありますが︑矢張さぅでありました︑西
ぷつヤブしんすゐいぜいぐうふっ．絃うぱし
どのくらゐころう
ないと一琴ふのであります︒此位の固随であります︒価洋泌酔と云ふて︑西洋風の方にのみ走ったのであらう
そのじぷんむん
いまかんが
て座て池は礎知るこみが齢奉ようと考へます︒そこでと考へる︒今から考へますと云ふと︑其時分は何でも

しなゆぜいやうぷんめいとんざしかたうせいヤブぜいど蕊ん承つもはう牡いヤブふうぞく

たうい章睦ていしゆゑじだい
寺く注

支那に行くと両洋の文明ほちょっと頓挫した︒併し沼西洋の制度文物を模倣しなければならぬ︲西洋○認俗
酒だる勢ひば底止すべからざるものである勘それ故に睦癖恥しなければならぬと言はれた時代である︒之を
なえんがんちほうぜいやうぷんめい尋フくわ
少くとも支し那
の沿岸地方は西洋の文明に風化されて︑用ひませぬと一尋ふと︑鐸鱗跡涯の雌 癖畔睡鯉の雄︑

垂た毛のし怠じんかく雪とところかんくわう﹂ｇ砂悪んめい池みいおもしろ睦沌しわたくし
わ

叉其支那人は斯の如き所から威化を受けぬにした所が文明の民でないと云︑毎面白い話が一つある．私は
せいやう牡いりよくこいらち年ラびまんきたすこかんがじぷん障沌レわたくしうみをみ︑にばんい
西洋の勢力が是等の地方に櫛蔓し来ったことは少し考自分の話をしますが︑私は海無し圃の十三番と云ふ
どころこの栓いヤブちし昔に砦量み匙さかのくにつやまうまいまかうつう︒︿んり
へれば分かることでありますも虚で此西洋の知識が日所の美作園の津山に生れて︑今は交通が便利であるか

ほんばんたいばう．泳ぐ者寺雄はアメりうをしんせんものこうにふわたくし

本には反賛の方角から来たのでゐります︒即ち亜米利らどん唾魚でも新鮮なる物を購入されますが︑私の
力
はうたかいこぐ令耀がうまじぶんなかｆｏ１ゆぴぜんばう
加の方から闘えず開園を促したのでありますけれども生れました時分には中々さうは往かぬ︒備前の方から
い

で

毛のまへオランダしんらしききゐこ鰹Ｆ一ほんたかせ壊れかんぷつおくくしうかんか
其前から和霞めたりの新知識が来て居る︒是が日本に高瀬船で乾物を這って来る︒それも一週間掛かる︒そ
ま申
余し
をた
とぽ
を居るかと云ふと穆こ
来るとどうな﹂
って
是れ
はい今
通りこで雄年と一尋ふ擁は詮輝の穂から礎んど彫ることは出
じつたう７くＩノいきば︲もつきじつわが苦改嘘人ごち尋乞うはう苦のくにくや者だひ咋
責に浩々たる勢ひを２Ｌ来たものであります．賞に我来亀先づ一一番の御馳走が伯書画から家る焼鯛と云ふ
く﹄たじゆららい帝︿んめいいぼとこん亡いうちこにものほとさいしふくたみ悲垂ひもの

よこぃたみわ海くにせいかおあまこわたくしきふ和

いけつくわしやら

け諺﹄の寡ん﹄

いかいくわたみい

むかしことばく・やいたぶんめいかいくわたみ

い

園の従来の文明と云ふものは︑殆んど根抵から打破さ物でありま吋・錨んど菜食の民であります︒生乾魚も
れだと云っても宜い・是が鱈に我圃の盤憤を墜としは除り来ぬと云ふ灘であります︒それから私が笈を負
いくらぬけんね人しやらなんとうＦやらで肴︾主ほどふるば趣し︒︐その
しないかと云ふ位の懸念を生じたのであります︒何でふて東京に出て来たのは鈴程古い話でありますが︑其
も昔の事は破壊する︒韮癖な厭い齢土を鰐離しました賎に録無雑塾し尋ふものを食べないど文明開化の民で

F

それが識に鍔榊濡確で鐸鍵が華じたと云ふ結果まで生ないと言ふ︒其文明開化の民でないと言はれることは

曲
」

⑤戴くしともしざうひ足釣しげ篭

密つ坐わたくし

私共の思想を非常に刺戟したものである︒尤も私
くにや敦ぐに
みづくりブだかばい
の園は山繊でありますが︑箕作︑宇田川と云ふやうな
やうがくし々わたくしきうは人らだゐく鼻ゐ︲
洋畢者を私の奮藩地から出して居る位ごありますか

たくにち都ばやぷんめいおこゐしだい

ら︑他の園とは違って早くから文明が興って居る次第
とかく払い雫うれうｐ〃＄

埼んせいや一う
妾︾

わた心︑ししよくんごたすう

一丸

日本まで床まし北のは宜いが︑今度は炊いて行く所は何所華嘩と云ふと︑

れザ一方鞭取らぬければならぬ今日の時期であⅥます︒虚が西洋の風が

吹いて来衣︑其風が日本鵡吹通して何所Ｆ行くが︑日本に留まる鞭何

云ふこと起始慾唱へて居るのであり蕊すが︑兎も角も日本に西洋の風が

汝からｂそこで新思想が浮び出れのであります︒私は東西文明の融和と

本人もさう云ふ思想になるのであらうと思ひまず︒唯勢が進んで来まし

て︑さうして天下韮統一しなければならぬ峠期になって居ります︒叉Ｈ

本がどしノー︑西洋の文明を融和して︑新時代に封する日本の思想を造っ

蕊でも何でも無暗に輸入をしれものどあります︒二十世紀の初めから日

幾す︒日本も西洋の文明難どんノ︲︑輸入し衣のごあります︒是は毒でも

ますと︑二十世紀の時分が丁度思想の錘遥潅来すべき時期になって居り

の五百年の初期に常って居ろ︒どうも今の次の五百年の時期韮考へて見

度此昨に来て居ろ︒そこで今度は二十世紀と云ふものになりますと︑次

前︒此位ご五百年の彩りとなって居ろ︒即ち西洋文明の隆盛の時期が丁

と今言った五百年の総りが何瀧土︽で来て居るかと云ふに︑丁度日露戦役

それからズット其勢び心以て今日まで進んだのであります︒さうする

口今は恰も思想蕊遷の期□

大鍵遷を家した所の歴史であり史す︒

汚いへんせん竜だどこ毒恥きし

来た是は私ばかりの思想ではない．天下の青年の思
言うい
これしきう
想と云ふものは淫騨の雄きものであった︒是
が思想の

巷これわたくししきうてんか雑い趣んし

程古いものであります︒さう云ふやうな垂哉でやって

ほどふるい

［

でありますが︑兎に角西洋料斑を食はぬければならぬ
いいままみぞとほさいぞ芝たみ
財じ
と云ふので︑今申した通り菜食の民でありますが︑始

なまぐさものたみ極鰹瞳びろう蹴丞し

めて生蟻臭い物を食べて見ました︒甚だ尾篭の話であり
どこれ・Ｐ︑ちおこるおうともよぱとてた
ますが︑一度之を口にした所が堰吐を催して迦巡卸食べ
恥三ろくぷ人めいかいくわたみ

．いはゆるふえばつど畢鴫よくぺ式れいかうくわい

られませぬ︒虎が食はいと父明開化の民でない﹂ぞこ
わたくしふんぱつど画ぶくべんれい里心た電とれんしふいた
で私渉奮溌努力勉職して之を食べ愚事の練習を致し

こ雁謡ったふん砿つどｐぷくべんれいけつｆ︲わ

たのであります︒所謂奮護努力勉働の致果と云ふもの
むな
こんにちいたかう照つ
は空しくないものでありまして︑今日では至って好物

い

になりました︒是は全く奮溌努力勉働の結果でゐりま
これ蕊んめいかい〃︑わ溢

い

す︒マァ是などは文明開化と云ふことで︑何でも西洋
︒ものい
の物を入れなければならぬと云ふことから来たのであ
ります︒そ串ご擁しろ鰐雲などをだん７ｆ︑しなければ

︑ときやうし脹

ならぬと云ふことになりました．私は諸君の御多数
謀ほどとしとゐもの
みづ
よｂは除程年を老って居る者でありますが︑それは箕
ｆ︑りうだがはかんくわ

よ

作宇田川の威化でゐりませうが︑四つの時から洋書を
ょ
を
わたくし︑とし
讃んで居りました 私が四つの年でゐりますから隣
思想饗遜の時期及過程
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｢
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思想墾遥の時期及過程

太平洋韮越して亜米利加の方に行かうとするとｂドッゴイ亜米利加修一
ちらがら行かぬ前に職羅巴の風が吹いて居ろ︒御前の方守ｂ吹き透らう
としても受取らぬさうすると此風はどうザ日本で妨末を付けなければな
らぬと云ふことになります︒誰も受取る者がないと此風は宙宇に迷って
居りますｃ此に於て私の詞ふ東西女明の融和と云ふことになるのであり
ます︒そんな工合唯文明の融和といふ大任務延有って居ります︒のみな
五百年を以て思想愛避の期韮劉されると︑斯う言ふ事が出来ろ︒さうす

らず︑世界文明の歴史宅見ても約そ五百年程で思想の愛遷が起るもので
ると二十惟紀は日本ばかりでない︒世界各圃に於て思想が激愛すると云
ふ昨代になって居ろと思ふ︒それだから今日の昨期と云ふものは︑最も

こふ

道を講じなければならぬと云ふ昨期であると信ずるのである︒是は唯世

大切の時期であって︑御同様は大に攻究をし︑大に努力し︑以て最善の
界の歴史から見弐しれ時期の区別であります︒

口第一の過程は宗教が中心□

いるＪ１じじつあ

し

そんなら一識緋擁はどう一写︽蝿に趣催するか・是が
たいもんだいこ蛇くばいちＤＩＩじ筋つつい詠金しあ
大問題であります︒是も詳しく一々事賞に就で申上げ

たならば洞色々の事賞が塞がって来るかも知れぬけれ
またいえうご垂かいだんく・くつ
ども︑先づ大要此に三階段に瞳別することが齢奉ると
輯もばんきいしよしきう︵んせんくわ﹀﹂いいしゆ
思ふ︒一番最初の思想鍵遷の過程と云ふものは︑主と

I
D

価

沙

ごしぷらちとほ

二○︲
しうけうつゆ今﹂ん砿じなんしうげう７ＫＥい
して宗致が中心である︒初めは何でも宗激々々と云ふ
かみ堂をへうじゆんし元がい
て．どこまぜも榊の申された標準に従ふと云ふので︑
しきうひとしうけうてきはう笹
思想が一つの宗激的の方に向いて行かうと一琴ふのであ

なにしうけうお皇宅はじ

い

ります︒何しろ宗教の雫ひが初めでゐる．御承知の通
にほんはじぶつけうばい
６に日本に初めて俳激が這入った・ぎうすると云ふと
︒かしをんざいを
どこみに保んしうけうて著しきうい
昔から存在して居り堂す所の日本の宗教的思想と云ふ

ものと寸碁が擁鐸す信ら・砺総凸でも蕊癖誕が一審ふると

しやくわい・しわ〃や１もんだいしうけうちゆらしん教こ

誉うしうけうこれしよ鼻とつひとたびしうけうを藍うへ
醤宗教と︑是が衝突し︑それから一度宗教が定っだ上

い

為必毛

せいりよくひ唖や﹃一

︑皇昔よ１．−

このし・・膨今つ

ても︑賦曾としても種々の問題が宗敢を中心として起
ほとしうけうちゅうＬん
〃︑威しつ
って零ひます︒・殆んど宗敬が中心となって来る︒賃に
恥きし
にほゐぶつけうくわんもんだいた酋
日本でも悌歌に閥する問題は多々ある︒それは歴史の
婁睡に齢識隠れて跨るか知れませぬけれども︑此宗教

け・うかせいワ暴くらんようじじつこれらんよう

と云ふもの動勢力は非常職ものである︒時に依ると宗

一の錘態であるが︑宗敦其者を蔑ろにする灘でないけ

へんたいしうげうとのものわけ

激家が勢力を滞淵しだ蕊資がある︒是岐濫用で聴くて

れども︑ひ一とっの錨蝉が鐘じて調吾︒跡も鐸謡鍵の一癖

かも都はみづひエしさんわうや皇ばふしい砦

ごと
ひじや今わうばうだく李いむ定い
の如きは︑非常に横暴を達しうしだと云ふ時代がゐる︒
狗毛おほしらかばはふ？フごとＬんい壱上Ｌ
畏れ多くも白河法皇の如きは︑朕の意の如くならざる

これ醜つりうをのもの

しゆ

ものは︑鴨川の水に日吉山王の山法師と言はれて居り

ます︒是は悌激其老を蔑ろにするのごないが︑一種さ

グ

一
一一‑一一℃一､七一

■

6
k

訂

啄邑﹄わう会ヌーわびく

じつえらせいりよく

ふだうこの

そ︑う

い

・鴛一か

卿噸いｑ廿旬︑りやｖＪ

ロ第二の過程は政治が中心□

我々幽民ば圃家の鰯卜祇税悲負婚して居るの・てあるから我

ど一ろ噂うも政濃上に於ての椛力韮少数の人に委弧ろ夫横暴形逢うすると云ふ

画？ｌマ

よほどこつい

ほどざんげ背しやら

寺趣はこれしやら

問題の中心は︑宗激に在ると言って宜いのであります．等ひであります︒革命の歴史老見ましても︑皆丁度さうなって居ります

思想愛遷の時期及過程馳瀞一二

もんだいち鞭会しんしうけうあいよ

になって騒いだのでありきす︒即ち此に生じたる蹴曾であります湖大革命が警制にあっ求のでありますｃ此奴は政誌上の

さわ

であるか賞に解すべからざる程の惨劇を生じたのであ 政治上の季ひと言はぬけ．れぱならぬ︒英吉利濃ては千六百四十年のク
これためこくわうぷしし鵠篭合にんち裳こロム方士ルの革命必後︑千六頁八十八年限準命があつ衣︒此時は丁度日
ります．是が綴に圃王も︑戒ずも︑百姓も︑町人も︑緬撫本の元録元年で大石内識之助が吉良の屋敷に討入をしれ唯順Ⅶ十五年前

じつかい

す︒今日から見ますと何が故に斯の如き雫ひをしたの政肝の力が微弱である億に裂叩が勃稜し圭らごあります︒是は兎も角も

こんにつみ︾なにゆゑかくごと弱吟毛

〃︑︾勺

ちプロテスタントと羅馬教との霧ひで︑除程之れに就治上の笹 が起︽たの．〆晶ります︒ルネ十六世ば雑に囚はれて死刑に虚
かくこぐ︑一鼓が
ては各殿とも血を流した︐り苦しめられたものでありまされて藤リ没す．大隅ルィ十六世の如き人の善い君主が出れけれども．

置Ｉ寺けう為壱星雲

機であ︐ります↓それから新奮宗致の零ひが起った︒甑ら来て居る︒政溌上に於ての圏民の思想が激愛して来た結果儲蔚西の政

しん署﹄うしうけうあら垂おこ

マルチン︒ルーブルが宗教改革を始めましたひ一とっの群啄嘩蝿緬心識嘩蕊割権墾萩鐸喉詳私帳塞締嘩詩が津湾画趣鈍癖

︐しうけうかいか︒︑はじＪ

て置くと︑天風に行くと云ふのでゐ︐ります︒是が即ちそこ・琴一﹄鉱に政治幾画ら致し裳して悌蘭西の大革命などと云ふものが起っ

法王の所で御札を質つだのでありまず︒此御札を買つ我が肱鯨分には男ばかり．て女は隅の方に塾伏して居つれのであります︒

打てんごくゆいこ雌一丸院

であ︐ります︒インタルポースと云ふものがあるｃ羅馬や１出した︒パーマース杯と云ふ偉い女丈夫が率先１そやり出しまし

はふわう髪蕩

で宗赦が段〃勢力を得ますと︑一層ひどい蕊をするの我Ⅵ亦婆疎の嫉齢得なければならぬといふ事になる︒今日・てば女ま・ても

しうけうだん︒１１ぜいりよくえ

ると一率ふ事があります︒質に偉い勢力であり畿すむ虚ことになる

いこ︐ど

して置いたと云ふことがゐ︑ります・或は圃王を破門す歩数め人が徳力を捜にする此に於て政治上に於て固民が自礎して来ると

おいあるかこくわうはもん

が︑睦

圃王が何か蝿があって法王の所に詫に来ると云ふとって来る︒政治といふものば御承知の通りく犠力と一葛ものが即ち中
い
之だ
と央
たに集って来ると︑此に所謂寡頭政治といふものが起って来る︒段々と
鍵畦の鰯塞舞であるに拘らず︑中に憩
入か
れはぬ
で外に立

こ画︑わう溌にあゃ裁ら・

のがある︒ヨリ以上の横暴の事があ鍛偽︒御承知の如く虚が第一ろ過程としてばどう一至事がある零今度は斑陽問題嵯な

いしゃ凸わうばうことぴしぶ︒︒ち薯と

騰史を見ますと鰯基督散に就き蛍しても︑中々ひどい

キリストけうつなか７１１

一︾ふ蕊輝を鐘じたのであります︒そ肌がら欧羅巴の︽

︐ヨーロッパ

W

弓凸

9
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古への革命と云ふものは専ら宗教上の係亭になって居ろ︒認て宗教が中

やりまし枚︒一擬院長は何をして居るや劃︑毎日楽俺として暮らして居る

椅子腫腰韮掛けて︑病人の手心握って莫大の給料を取って居ろ︒我々は

では非常に院長が威張って居るものであり生すから︑小使が同盟罷工起

宗教起中心と致し衣ものであります可ｂ︑縄澗の本ども．何でも︐坊さ

ぬから︑それやれ

日夜勢働かして居って︑院長の十分の一の給料しか取れぬ︑是では詰ら

心になって居ろ︒それど沸蘭西の革命以雲前の大著述を見ますと︲大低は

んが書いれ物が深山ありますｃ又歴史など︑云ふものは︑主に宣教師が

ふことに就て︑私は並限一言して置き洗いｃ元来デモクラシー態民主な義

クラシーといふことが行ばれて宋士のごあります︒此ア毛クラシーと云

ふことは出来ぬことであるけれどもむ精々平均して来た︒それ故にデモ

擢力の平均と云ふことを唱へ︑て宋求ｃそれは通も十分な平均を得ろと云

求ものであります︒虚が政治上の季ひといふものば段々進んで来弐して

で人間は悉く平等になることば出来ろものでない︒デモクラジーは詰り

云ふことであります︒是ば誠に面白い事であります︒丁度それと同じ事

起握って診士所で何の事沙分からぬｃ是が鴬にストーフィキが鎮撫し衣と

人の診察落しろと申し衣のであります︒そ鰹で小使は弱つれ︒病人の手

ら御前の偽すべき仕事起すろから︑御前ば明日ザら私の椅子に着いて病

韮取って見れば仕事も亦それＬ﹄同一にならぬければならぬ︒私が翌日か

ありゑす子ら吻諸君の御意見は尤ごあるから採用をする︒併し高い報酬

︲言ってストライキ垂やつ犬︒虚が院長は刑口な人亡

書い赤ものであります︒其他法律政治の事も大低宣教師が研究して書い

云ふこと走無理にさう云ふ謹起附けろと非常な謬・りを生ずろ︒例へぱ帝

人々起して何にでもなり得られる所の機曾尋開くと云ふので︐即ち縄理

とか民本主義と矛課し裳すけれどもｂ課が気に入らぬｂデェークラシーと

固主義と云ふやうなもの︑あれはエムペリァリズム話直課したものであ

衣でも大臣になられても宜しいことになる︒但し大命さへ下ればなり得

がれろか知り農せぬが心西風寺侯が引受けなけ恥ぱ︑諸君の中からどな

ざると云ふことば承いｃ昔は門地の制度と云ふものが厳重でありまし求

大臣にもなられろ︒寺内さんが誹職韮なされ衣Ｔｂ︐西隠寺侯が後を篭

士︒さうして彼が偉大なろ棲力杢握ったのてあ・り裳すぐ昔ば羅掲は共和

例へぱ私なども今日は賀に新政の有難さに︑弘道含の正副曾長とも矢張

ります︒其エムペリアリズムの本源老調べますと心臓力と云ふこと・てあ

政治であつれのごありますが︑シーザーが懐力怨握って︑進んでエム卒

席韮列する所の光楽老有し派のでありますが︑昔であって御篭なさい︑

りますｃ羅馬のアウガス蕊ス︑シーザー︑是がエムペロレ即一う皇帝になつ

両シになつ衣︒それてエムペリァリズムは嬢力主義︑モット早く言ふと

私の家は侭が百石の士であって愈迎ても殿様の御前に出ると云ふことば

固嫡搬張主義と云ふのでありきす︒亜米利加が近唖帝圃主義になつ犬と
言ふと

まし赤守ら︑他の士とは異って比較的城中の事も存じて居りゑす︒叉子

容揚に出来ぬのであります︒尤も私は幼少の時分に薄藩主の畢友であり

それでは天子様怨粒くの・てあるかを云ふ風に誤解する人があり

すｃ私は矢張デモクープジーと言った方が宜いと思ふ︒デモクラジＩの本

す〃れども︑それは特別の場合であります︒其代り私の奮藩は誠帳小さ

供でありましたから︑時には殿様にひどい目に遭ひまし求こともありま

ます︒帝圃主義はさうなって居るが︑ヂモクラシｉも矢張さうでありま

源を老へると︑機含均等をやると云ふのであります︒凡そ人間は犠利義

、

務とも縄て平等になることを欲するものであります︒或浦潮斯篭の病院

P

『‐ー

I

、

〔

（

思想愛遥の時期及過程
いにしへ
と一尋ふのでゐります︒毒が謡この趣穣であります︒古
ごレエＱもとほれきしみしうけうちゆらし・ん
は御承知の通り歴史を見ましても︑宗教が中心に雁っ

を・れ暫し獅総毛のつぎじきせいぢちゆ全
て居る歴史が多い︒其次の時期になりますと政治が中
しんれきしこ八ど︑けいきいちゆらしんれき
を

私を

わけ

心となった歴史に唯ｊ︑今度は経涛が中心となった歴
がでんいんすゐわたくしみづか
史がい鑑ひを鐸て卸鐸りますこ
︒躯是
は我田引水で私が自ら

けいざいしゃ全かうざも

いひ１か心もの必この

経湊上の講座を持って居るから甲すといふ鐸ではない
ぞた
﹄︒
唾先
んぎ
犠畦では鯉癖が鍵も嘩謡と縦のられて森
達って

を

このひとろんぷん

アシュレーと云ふ人の書きましか峰物を兇ましたが︑此
ひと式リギリス
わうてうけいざい・・や・空心芯︲乙
人は英吉利のパーミングュム王朝の謹淡上の事務を執
だ

かれらつれかうしへいかうえんたのく

って居りましたが︑此人の論文をエコノミック・ノーヴ
ふ︺・
蕊ちか﹃﹄ろイギリマハ
ェルに出して居ります？ｒ見ました．近頃英吉利あた
﹂のたたすう・評いぎふくみ恥勘き︑う
りでは鍵鱗継錦とか︐其み他
多数の階級の組合恥か設けて

ロー↓︑とくや候階い

茜かうところ埋つちたいみもつ

を

しん海も

める︒彼等域常に講師を鴨して講演を頼みに来る︒さ
うして準諦難する聡の錘銚醤礎癖して彫ると継鐸と一尋
だか︾じく﹂手ら為よもつじん１︾ん
ふ事に開係のある題陽を選んで居る︒綴って以て人心
の瀞湾する所を察知するに足ると一写︽やうな意味を以
力

↓﹄んや略．けいきやもんだい一品合一しん

て書いて居り罰すが︑真にさうでゐらうと患ふ︒そこ
︑Ｌさううへひ鴫やつ天い猟晶生

症今鯛緬綴執の間題率ぞ心に駁︐りました︒どうし一！﹄も
い

rI

0
､

是海よは鯉漉の上からし垂︽して︑懇想い上に非常の影響を
曇も全
及ぼして来ると一亭ぞ﹄とは︑是はどうも雫ふくからざ

u

こと

二四

これじせいへんせんじやらやえ

おもなにこ鰹おぎあ

る事でゐる︒是は時勢の鍵遷上巳むを得ぽいことでゐ
いこと

こんに魁．じ硲い︾某今おこうげんレやら

ると思ふ︒何も是は驚くことではぱい︒どうしてもさ
わたくししん

ぅ云ふ事になるのが︑今日の時勢上起り得べき現象だ

と私は信じます︒

口最初の人心結合は血族開係□

是は事寅に於て過程懇申上げたのでありますが︐そこ〆﹂︿可度は批曾の

上に於て・人心を結付甜ろ所のものの愛避に就いて考へて見れいｃ是は

人間の思想準導く上に於て非溌に必要なもの雪てありますｃそこご私が之

ろと思ふｃ大抵宗教と︑政治と︑経済と︲斯う云ふ風の過程と略同じ道

を孝幸Ｌ見ますと︐矢張此愛避の歴史も︑三大階段に別かっことが出来

一番初めには︑人心韮結付け︲固民老統一して往く所のものは何・てあ

行きになる課であり実す〃

るかを云ふと︑是は血族踊焦Ｌ﹄いふ︾Ｌ﹄が多い︑此時ば人類同士同じ皿

でも昔は氏の制皮と云ふものがあり土︽しれが︑氏と式ふのは何．てあるか

を承け求者が一籍になることが︑人心婚統一する所の最大根抵で︑日本

ウｉソダチ

私は固畢者でありよせぬ可ｂ能く知り麦せぬがｂ鰯畢者の申し我所一や閏

きますと︑氏は内といふことでありますｃ生育といふこ入︾であります︒

何れが同等始るかは知りませぬが脳併し同一の血統から出て届ろと云ふこ

先怨蕊いて居るこ１︲．．︸﹂あります︒そこ・一﹂迩先崇拝が出て来る均てありま

とば霧ふぺからざるものごめり土等ｔ一にれずｂ氏といふものは同一の姐

す︒日本の氏の出来方は亜先崇拝が之に件ふものでなければならぬとい

﹄

ふことになって居ろ︒日本の圃衆の歴史は租先崇拝といふものか措いて

す︒埼玉螺にもあります︒長州にもあります︒それから宿士山の下の浮

方々帳あります︒常陸の図にもあります︒又唯今の陸奥の圏にしめりま

に居ったものどあらうと信じて居り生す︒其謹擦には李沼と云ふ池名は

勺﹄

はｂ到底解騨の出来ないことであります︒それで同じ先湘韮有つれ所の

島の奥の所隠もあります︒それ故に何れの所に由諸があるか調べで見や

此事ば詳しく言ふと大錘時が掛かりますから︑襲位限して描きますが︑

分からぬ︒併ながら分って居る者もあり農ず︒例へぱ伊藤さんは藤原氏︑

併し覗先ぱ或は同じであつ菰かも知れぬのであり卒︽すｃ兎に角私共には

今日まで分かりませぬ︒但し横讃の平沼氏には何等の関係はありませぬ

うと思って︐それ人︑の管轄の雛役庚などに照曾の護面を出しまし北が

氏ば天見屋根命から出て居り︑源典ぱ源氏︑平氏は平氏と︲それ人︑血厩

す︒マァ斯様限分って居るものもありますが︑西洋などでばすっかり分

佐藤さんば陸奥の藤原氏︲波遥さんは源氏と云ふことば分づて居りま

Ｔｂぬ︒日本には比較的に其血統が存在し北漏り皇すけ艇ども︑其血族

関係に擦って結付いて居りますｃそれだＴｂ蕊の是非曲直九一明白にする

氏方になる︒源氏ば白でｂ平氏は赤になります︒今日でも柔術や雛刺の

奴ぱならぬ︒現に古への歴史聯調べて見ましても︑氏が分からなくなって

開係が壮脅の根抵である卜云ふ孝が魁今日は齢稚薄くなつれと言はぬけ

仕舞って︑向分の脳する所の姓が分Ｔｂなくなつれ者が輝山ゐろのご︲

白ご江ければならぬと云ふこともないが︐背平氏の方は輔い雛態川びて
展りじ源氏の方は白い麓を用びて届つ龍いら︑今ども澗典は白で︲李氏

ことがあるｃ御承知の掘り昔武内宿漉が兄弟で氏悲零つ淡昨に→其裁列

絶には互に系圃延獅造して︑相互膿本家であると荷って本家季ひ瀞する

を探湯懇以てしたと云ふことであります︒即ち沸湯の中に手奄突込まぜ

は赤と云ふことになって居ろ︒さうして白方陣赤方の大脇の首延斬らう
云ふのでありますｃ叉他の一方には藤臓氏が居る︒網て是等小者がそれ

さう云ふ裁到が．のり裳し菰位でありますザら︑モウ古へに於含義しても

求所が︑弟の方の手が鯛れれので．弟の方が負け求と云ふのでありゑす

ひま寸．Ｃ

氏が分からなかつたり︑或は姓の木末が分からだがつ求時もあつ求と思

ぞれ悶結して往くのであり談す噌古への赴曾に於て人心心統一して往く

此臨係があるのであり染す層或稚度と云ふの越何であるザと云ふと芯家

口次には報恩開係□

五

居って︑其聞係のあるのは蘭本だけである回併しそぶば或程度まで今日

賓は分ザリ︑寵せぬ︒系隠も何も虻くな︽で居ります︒何れ汚ない沼の遥

二

のであるかを云ふことは暫く措いて︲蹴羅巴では夙に其聡係娃滅亡して

ものは血族の協係である︒此血族の槻係はどう云ふ風哩開係して往くも

として向って居Ⅵノ︑一方の赤方は白方の大狩の首走職らうとして戦ふき

勝負走すら時限ば職覗李の継秒分けろ︒屠艇は必ず平氏が撫で︑滋氏が

と云ふことになむて来ますとｂ源氏の者は瀧氏方になり︐平氏の者は手

兎も角同じ血統でありますさうして此血族開係が明瞭でありますｃ藤原

れが根本であり裳丁︑外？っ蹄化し衣者も矢張皇室の民となって居ろ︒

覗先からの嫡流であらせられる所のものが畏多／＼も我皇室であって︑そ

一つの巽龍なりｂそれ郡ら是が集つれ所の共同の駆先がある︒其共同の

r■

柄に依りますと︑今日まで明沈てありまず︒尤も私などは何所の人間誹

感想愛遜の時期及遜程

卜ｂ且

且

F

て

せんごく

だぃたい令弟らほうたい

おの土︐勇岳よほさ

夫くろだ

これしきううへおい

一一一︽

に仕へると五百在建議が齢奉る︑

つか

鐸鎧

あります ︑是が思想の上に於辛﹂の舞鍾錘であります・そ
ほうけん
輝の蕊を砕鋳じの承
鍵が捧齢でありませうが

れで封建

使うつか

能く黒田

方に仕へへると七百葎嘩錘が齢奉る︑ さう云ふやうな事
だい
うう
蚕 蚕ひと
だ
いぶぶ
韓っ﹄﹄獄し館Ｌぎりがた
で大分動 いた人があります︒尤も昔の武士は義理堅い
︸﹄〃︑

﹃フご

い

ろ〃もめゅ︑

つかしゆむく＃

から三百石でもこちらは動かぬと云って︑緑に目を肢

くわんけいなんいはう鞄んく賑んけいいばゆるしぬじやらくわん

﹃︑

れないで仕へたものもめりまさもそ奴ば主に報ゆるの
とくぎ
こ︑窃いぜいぜいとこみ
徳蕊から出たものでありますが︑此に於て生成した所

○かしぷしい

ばう調んくわん

ばんしや鳥い初す︒︿しゆ患雲﹃一くｚけいしや凸

であります︒夫だから昔の武士と云ふものは報恩の観
賦
約いざ尋つ工氷し

と胞

Eの

思想愛遜の時期及過種

蓮？うぢくめくちや今じんこう薯うかＴこいら

とこつ淀ぼん

おなけつぞく

雄氏が績張されて人口が増加して奈繍ますと︑是等の
けつぞくいく写生
灘織も舜蓉騨酔一﹄あります︒さうなると血族と云ふ開
つＣ︑伽Ｌ人とう
係けいのみを以もて
人心を統一するど一蚕ふことは鈴奉職く鞍
しまいにし態したいしゃ全い塔︑

ぼんけいたざ

って仕舞ふ︒古への武士が大蒋を戴くには︑同じ血族
を

の本家を戴いたのでゐります︒虚が日本などでも戦国
じだいけつぞくくわＡけい

こりつを

時代には血族開係ではなくなって居ります︒さうして
蕊し
まゐ
循瞬の怖講が様はれて参るのでありますから︑武士は
ゆ

孤立して居ることは齢葬ぬ︒そ一界一誰ぞ大蒋を奉戴し
この

の開係は何であるかと云ふと報恩閥係︑解謂主従の開
けいしや凸
おんむくいくわんけいこ︑しやら
係が生じて︑恩に報ゆると云ふ開係が此に生じたもの

念と云ふものが頗る強い︒それは武士ばかりではない．

毛のしたたｂらしんしゆつせはかをの

主の小作人があもｃきうすると小作人は平生保護して
貰う代りに︑姪羅騨と一尋ふ錘識は織鐸輝如ない子々

ぬしこさ！にんこさくにんへいぜい健へ﹄

もらかばしみ
その哲

何か事が有った時には︑身命を掘たぬければならぬと

を〆？ｆＩいた
北のめいさ刀ゐこれためしゆか
孫々に至るまで其一命を捧げて居る・是が鱈に主家に
なにことあとき
しんめい捧げ凸

けい

ぱうＤえきもＡけいしや全を

一考ふ鱗錨を壁ずる︒琴が誰ちわ識しの詩ふ歴の黙騨の職
寺や為りえ雪くわ人けいおこ曾

役の義務に服することであります︒此に於て大分血族

失暫苛啓ふくご墾おいだいぶけつぞく

命を拠って働く︑近頃の言葉で申しましたならば︑兵

しん

しゅくんためせんさく
捗なにい
務は河かと云ふに︑主君の麓に戦圃でめった芯らば身
めい毎け全耗若ちかさろご凸臆念を︵い

代り之に報ゆる所の義務を蓋さなければならぬ・其義

かばご畑むく会宕ぎむつく

って武蒋を戴いて︑其下に立って立身出世を園る．其

銀しやらい先ず

ばうふ屯一会いりやうち一恥こんてい

て呉れるやうな︑己の一番利盆になる人を選んで︑此
ひＩしんき刀や砦じんこのひとしたたや﹂うた
人は真に器量人であるから此人の下に立って功を樹て
︐と卦﹄おの紅りつしんしゆつせできい
る時は︑己の立身出世が出来ると云ふことになる︒そ

一般の吐曾に於きましても︑総て主従の閣係が生じて
ゐ
寸据挺あるおほぢぬしいぢ
居る︒即ち或大きな地主と云ふものがゐりま蕊すと・地

ひとえら

い

れから一方には扶持米領地と云ふものが一つの根抵で
これＪ
寺雄にち啄牟会く淀ふぢ虫いくだ
あります︒即ち知行を下さる扶持米を下さる︒之に依

おの虹ばんりえぎ

て往かぬければぼらぬ．それには己を最も能く保護し

家妙時層

係になる︒だから一方には利益開係が生じて居ります

く毎人 け い

旧
1

開係がなくなって来て︑箱利益闘係が起って来たので

3

､

一ｊ■一
Ｆ師匠■

しや占いじんしんとう缶ばう打んら企けい
けれども︒斌曾の人心を統一して燕たものは報恩鯛係
この鰹う和んくわんけいつエいた〆良︾しゆ︾準わか

幸﹂いヨーロッパ毛のとほ

てあります︒此報恩開係が鰻いから致して︑責に主従
ぎこれだめＬやくわい・やつじ狼ゐぢ
錫ひ元しんみつ
の間が親密になって来て贈是が爵に魅曾の秩序は維持
もが

されることになります︒是ば欧羅巴でも其迩りであり
まし海︑ちっとも達ひはありませぬ︒

口次には利益開係□
虚が今度は第三の過程になって来圭すと︒赤裸々なる利鎌閑係になっ
て末松ｏ是ば経済の愛遥から来求もので︐一言にして言へぱ︐大規模の

商業が起り０大規模の農業が起り瞳大規模の工業が起る︒さうすると昔
の？フＦ主従の開係は殆んど無くなって︲なんでもやって米い給料芯や
るからと一云ふので︑毛ｖ給料と云ふと昔のやうな子々孫々ま・て績くもの

どない︒己れの働いて膳ろ間は︑月に何程日に何程︑と呉れるのでありま
すが︐忽ち雇老解がれろと無くなる︒是は経済上己む韮得ないのであり
ます︒資本主は桜利主義韮以てやるのどあり乳すがら︑職工勢働者は成
る．へく勢銀韮廉くして使別しれいと︐斯うなって来る︒又職工勢働者は

成るべく高く役ばれ永いと云ふので︑此に於て衝突が起る︒さうしてそ
れが一時的の傭人．てある︒所謂チープ・エゴノミーで勢銀経湾の世の中に
氷つ龍の．近あります︒蒜の主従の開係が無くなって︐報恩騒係は全く跡韮

絶って仕舞つれｃ是は時勢が然らし功求もの・てあって︑巳むを得ぬこと
必ず家族的の闘係が薄くなって来ると云ふ結果Ｆどう︐﹂てもな２ｋ来る

どあらうと私は思ふの・てあります︒即ち商工業が大規模になって来れば

思想塾遷の時期及過程

此に於てが思想がまろど愛じて仕舞った︒此頃の若い人腫なろと︑報恩

ば封建群代に籍悲有って居りますけれども︑今日封建制度走行へと云ふ

関係と云ふもの韮説いても︑我々時代の人間の考とば除程違ふ︒我々杯

そんな野悪な事は申しませぬが︑昔の武士の心懸けと云ふものはｂ私の

私は今に御大堀の職高と領地を知って居ります︒皆は知り卒をぬが︑大

守

心に存して居りますＣ是は今日の人が考へても分かりませぬでぜうが

水戸襟が緑高は一番少な罪つれと云ふこと韮知って居ります︒御領地も

抵は鍵えて居ります︒紀州様がどの位︑尾州様がどの位も御三家の中て

小さい所は知りませんが︑大きな所は大抵知って居ります︒今の御若い

のば何故かと云ふと︑今日は主従の鵬係が無くなって︐勢銀開係の世の

方にそんな事怨説墜卜所がＵ更に何の観念も起らぬ︒其観念の起らない

中となったのであります︒そこで人心雄結付けるのは錘澗関係・金銭関

係と云ふものであります︒そこで私が考へれのであります︒教育者にし

めて居る所の人でも︑昔の駕篭昇と同じやうに考へて居る︒昔の瀧髄界

ても飴り利益開係が赤裸々に現はれて居ろ︒まるで中流以上の地位を占

は今の人力車夫と同じであって︑何版まで行け幾らだ︒十二銭下さい

合ひを付けて行く︒今日は寅にさう・てあります︑月給はどの位下さるか

イヤ十銭で行け︒それでは中鵡取タに十一銭で行きまぜうと云って︑折

幾らやると言ふとりどうもそれでは廉い︑モット多くＴさいも言って居

ますけれども︑そんな事悲容易に言ひ出すやうな世の中になつ強のであ

ります︒中流以上の者でも皆さうであります︒それば卑劣なやぅであり

ります︒霊に思想が非常雁愛化して来れと云ふことば迅此一例韮以ても

がと云ふ問題になるが︑私は是．て宜いとは決して言はい︒成程錘済が今

分ずつのゲ﹂ありますｃ併ながら牡曾の愛遥と云ふものは是で果して宜い

二七

Ｉ

且海︑︾全つき

思想鍵遥の時期及過程
へいし邪た

セのた

これこくみん

ＬやＰｄ

りふ識撰其他のもので斌曾

の人心を統一する上に終ては何が在るか︒それぽらば

ごともずんじへいしわかをとき．︾一し童い函﹄まけつこれよ

す︒だん先
づ血族の分って鑑︐ます喜者は︑素ょ函麺族で以どの位め泌蝿潅溌知喝ぬ者が窪い誕調ひます繭事校
電う
て闇緒するにき葬珠って居りますけれども︑今日のやうなどでも生徒が先生を知らぬと云ふ有康であります︒
︐＄毛のくわんけいわ・
せ
・も
お是
・はこ瀧鯉
う念
誌が
ん薄応くん
んふ
うの
すはや
に職い識鐸に唾って燕ると其関係が野からぬ．
先ｆ
刻﹄
御ｆ
どう
恩闘・
総の
なげ
るい
と誼
一琴
巳むを

まけつぞくわかをものもとけつぞくもつＰ・烏・かほ？Ｌものおぼおもがくかう

こんにちだいこ魂号やらだいこ●フげふ
かと云ふに諏で古隼池血鑑噸係唯再び回復して性かうといも砂でも為が︑今日大工場であるとか︑大工業でみ
簿いしぶくこうＬぼんぬしかぼＴ︑ゐもの
云ふても︑既に血族の開係が無く鞭って来て居りまりますと︐線雪
に職工が資本主の顔を知って居る者が

まれは何一報恩と一亭部呈とは今岡一﹄も決して忽にする事か出水

こ画おいかんがしやくわいＤん！一んとうゆ︒︑〃かしはうおんくわんけいよい宴ろこ調
此に
曾の人心笹統一して往くもの昔の報恩鮒係をやったら宜からうかと云ふた所菅︑此
愈
挺於
あて
し考
かふると︑牡
おもな腫紘うおん︒．こんにちけっゆるかせことでも

が何か在って黙るべ窮誕認曙妙詫ゐ鋤謹す

〃口今後の人心結合は人格開係口興湛は細かの↓迄で

これあき全

でめＬります．︒之に封して忠義を議し奉る︲と云ふこと

く奉久けいのＬ腕︑︐
淀Ｐ︐し
やま
とみ
人ぞ
〃冊
流行することになる．是は勝来の赴曾の団結の上に由々敷き大事な
りと闘係の明瞭なるものであり妻すわｃ
私なども大
和
民
族

考へ堂すｃこ鯉たい蝋うぎっ．︑たてまつい

ずは
つ向
と統
う
節が起らぬのであります︒衣食が赴曾の根抵になって秘法が之に従ってせらと
れる
る．
所︑
のや
皇ら
室しつ
是こ
はれ
明あ
か？
に抱
分わ
っか
てゐ
居こ
る帥
．是

︐するＦは鵡法懇以てするのごわりますが︑人間は衣食が起りぬければ頑明なるもの鰹︑日本民族の共同旭先の御嫡流でゐら

あ秀らかにぼんみ少螺亨１醒翼．どう多﹄吟．一ん一﹂もやく〃う

は人謡蔦却ろことば到底出来ないものでありま↓兎けれども︑之を相和を統一すると一苧︽ことは出来ないｃ今日血族溺係の

できこんにちびつぞｆくわんけい

鱗奪︿蕊ひ生︐ろ︒政治をやる２﹂も側ても︑皆金銭湖係になる︒それ●てかうと云ふのでゐります︒それであるから是では圃民

い

乎分ザら岬︒籾益闘係だ守ら隣リの奴はぶん雌って仕舞って︐互ト利益すｃそこで皆金の多く取れる勝に行って︑暮らして住

．汀の事●てあ卯まず︒さうすると日本の幽民︐と一亭午ものはどうなって来るみ斌譜おほ︐色造ころい喚

こん舵もす︽へけつぞくく んけいわ
課堂の経済関係は︑途に骨肉柚食むと云ふ樫状奉呈すると云ふことば明すが
︑今日でば総ての血族開係が分からぬのでありま

日赴雪問題の執心となって来るのごありますけれども︑唯今謂ふ所の赤ば卒氏方となると一葎ふの菅︑嘩窪が他癖いのでゐりま

二
八

G

Ｆ︐ん瞳ぞくものげんこがたへいしそく〃いのい↑じせやゐし

話申しました如く︑若し源氏李氏が分って居った時に得鐙毒篭﹄困ったも２しめＬります︒決して是は宜いと
は︑源氏に属する者は源氏方となり︑李氏に鴎する者は言へませぬけれども︑時勢がさうなって居るので壮

ｒ﹄

「可

戸ｄ何

方がない︒雛し識騨識確をわ識しば蕊てらと言ふので藤

炉紀い
な

しやうれい

りゆ ん

むかロｆ

わだくしじんかくなに寧如もの

おん診のが芯呈誓朴｜
い︑恩のある者には必ず義務がゐる︒こ郎臓どこまで
たと汚いこう君や凸
も奨脚をせねばならぬけれども︑例へぱ大工場のやぅ
しうせいおん睦
と匡掘．いた
な所に至りますと．誉のやうな柊生の恩と云ふものは
Ｉかた
しき︽
無くなって仕舞ひましだ．どうも仕方が鞭いｃそこで
これこのしゃく限笹んしんとうしゃく俣だんけつゆ髪●逼
是から此吐曾の人心を統一し︑吐曾を関結して往く所
なにくう⑫ゆぬわたくしこれじんかくもつへう
のものは何が標準になるか．私は是は人格を以て綴
しかわたくしじ人
狂も
ぼかしか定
準とするより外仕方がないと思ひます︒併し私が人
念を

蟻と一琴ふことを申しても︑私には人格も何も無い譜
こむをな
でありますが︑城祷と一毒ふものが此に具はった人を以

︿・﹃じゆ心みなみずゐゆ

て標準として〃それに皆が附随して往くと一蚕ふ津坐に
ごれほ唖︲だんけつかた

じんかく毛のものひと吃なじんかくかくｂつ

なると︑此曝閣結の固いものはばい︒それはモゥ外部か
号た営
おだん
い内蕊
ら来
所忍
の恩
とな
か︑
部から蕊た砿の雌祷岬儲と一云

ぽんかくへうじゆふゆ

み

ふのでない︲人格其物が人に具はり︑人格が確立して
これみなふずゐこれ寸堆嘘しや
ゐとこみひと瀞か
居る所の人に向って︑之に皆が附随する︒是が即ち耐
くわいじんしんとうゆ堂碁淀い詮も
倉の人心を統一して往く所の大なる道であらうと恩
これいご
たと・登いぢふ角けい動︑
ふ︒例へぱ政端綱係などから見ましても︑是から以後
い

りえ哲

妾ろちふいあり．さ哉

︐ど云ふものは人格を標準にして性かぬけいばならぬ︒
これ

︸吟

れぬ・蝿も繊識の鐸海の他裁と浸溌ものは確かと一まふ

これこんに．蚤吃いぢかし一十く〃︵こ１︐↑

と︑蕊ら稗錘に譲識たるやう諒遣方でゐう掌でみ﹄小

食たしよくんごくわんけいおかだ

ります．是は今日の政治家譜君にはそんな蕊はありま

らい４わいしエくんことｂｆＩ︑﹄れうかいを

どろもんだい予診え

すまい︑又諸君の御職係の緬方にはそんな事はありこま
れ
まわたくし
すまいが︐先づ私はさう老へたのであ︐ります︒是は

噂やらくわ生けい

を

ゐたぱり式対．

くわんけい

家禽の諸君は悉く了解して居らもシ所小間題と心得
けいざい
．を
いくわんけい
て居りますが縮きう云ふ関係になって唐ります︒鯉漉

上の開係でもさうなって居る詐嬢雛利︽唾のみの照蛎唯誕

つか

こむフガ年少君やら

慰

こうぢやらしゆ

って居る︒曾献に行っても︑銀行に行っても︑唯利益
ほと孝の虫
のある確に趣くと一云ふことになって居って 殆んど己
の便はれる工場長なり︑理の礎はれる工場主なりの邸

かくいかんみ上をもじんかくもつど︑たか

ひとつかいをのりげふい

格の如何は認めて居らぬ︒妥汎が若し人格の最も高い
人に便はれると云ふことになったならば︑其事業と云
き﹂巻こんてい意ぶ凸こ
ふものは誠
に根抵が輩固にして︑鍔曹韓を経ると鑑も

へ隷玲梓ういう逢陛︾い

ク
こと
んな
暫き
工根
言擁づ
崩︑
る づこ
をき
蕊あ
上げることが齢燕ることにな

の

ともこい

ると砿ふのであります︒昔から朋友の麦りと云ふこと
を申載番します︲職謎にも鐸 の癖癖があります︒鱗鐸の
ともい

の

為動︽︺だ︑と割り密卜心シ

友と云ふのがあります℃食った︑り飲んだりする友︒是

ここはなしま

駁

Ｌ歌

は食ったり飲んだりして居る濁は友達でありますが︑

此麗を離弧て仕舞ふと︑なんでも無くなって仕舞ふ︒

二

仁

是までは利続のある所には阿附すると云ふ有機で海っ
だから︑難の嘩狩と一毒ふものは仰砕土ぞ綴っても桁は
思想塗遥の時期及過程

１１

九

且

︾

Ｆ︲

古今の嬬人

かう
い云
それから鐘鐸の麺と一琴ふのがあります︒斯

かぬきめえんきめかねなしま
金の切れ目が録の切餓目で金が無くなって仕舞
窒哩念↑土
へい乱リごとい
ふと︑交６を播てること弊履の如しと云ふので︑

ｊ・と蚕りを蕊てること溌豊腹の如しと云ふので︑通も管
ぱ
ば
う敷
唾じはりいこｑ
・と
己き が た
蝿との麦と云ふ事ば期し難いのであるます︒錦し

をふふ
との

ない︒それは私は今日から祇曾の統一を鼠り︑賦曾

古今の婦

口今日の教育は主智的□

〃も

窯レーひとよ

こんにちご一﹄んふじんいだいおば管つも
今日は﹁古今の婦人﹂と云ふ題で御話をする積りでゐ
かかしふじんたいへんよ造こみ↑ゑたこんにち
ります︒昔の婦人にも大鍵善い所もゐります．叉今日
竃ふじんがたＪ堂易
か坪しふじん
の御婦人方にも善い所もある︒だからして昔の婦人が
みなよ
い匙ふじんＪい
皆善くて︑今の婦人は善く憩いと云ふやうなものでは

ほかしうやうみ・ら

なからうと思ふのでございます︒されば昔の人の善い
んに聾ひｊ﹄
確を舗確も鎧露祷って鍔か鳶膨れば塚らず︑今こ日
の人

吟やてんすゆい

の弱黙は捨て塾往くと云ふことの外に修養の道侭ない

心別角砂

畠云v,は

三○

１１

むどこ生ん港鼎ま王なか哩毎らたい

忽滑谷快天

ことを希望．して置きます︒象趣識話都本曾講演倉に於て心︶

善ぱうお

ぅが︑どうか人格養成の事に就て深く御綴究下されむ

じんかくやう池いごＬ﹂ついふかごげんシ壱・国万︑だ

の圃結を煽って往きますには︑人格開係に在ると信ず
るのであります．そこで昨燕鋸鐸鐸の趣きに輝きまし
わけ
ても癖儲な蕊は癖誇鋒確鋸になって居ゐら
課でゐりませ

だんけつほかゆじんかくらんけいあしん

｣

ひじやら庵ねを

︲また廷ん起
淫

あ匙ほれを

会弓しきと

これけういくうへみ

とのほか

つ乳わづりかんぶんもしやらゐ

やらぬ

位は智慧を磨きまする所の仕事なんであり策す︒其外
りかん
ぶんもし
は詰り僅かの時悶になる甑百分のぞ若くは百の五六位

やらゐちゑみが
みが

したならば
ぱ聯男も女も皆畢校へ行って勉騒を致します
かで
うぺ
んる
なや
戸一じ毒か
んのい
ぶ
ん識ぷんの九十
が︑舞雲礎
ふも
もの
は︑
︑百
百識
桟で海
勉鐸
蕊す
する砕
時蹴
間と
と云ふ
は
の九十

ふ些二志ん芯泳窪浮くかう⑳ぺん琶予っいた

ぅな事には
は︑
︑除
除り骨を折らない・之を敦育の上で漣ま

こと

ふこ
こと
とに
に︑
︑非
非常
常に
に骨
骨を
を折
折る
るの
ので
であ
あります．そ
れる塗云ふ
じんかくひんせいひ上煙ら鼎
い
れで男として︑叉女としての人格品性人柄とか云ふや

い

の で あ りま 誌
誠 ︒男 で も 女 で も 今 の 世 の 中 の 妖 態
態は
はど
どう
う
ち？フはったつ
つち
ちゑ
ゑせ
せり
りや
やら
らす
すが
ぐ
でゐるか と申
申し
しま
ます
すと
と︑
︑智
智能
能の
の護
護達
達Ｉ
Ｉ︲
︲智
智慧
慧器
器量
量の
の侭
優

人出

わたくしこん﹄眼もしゃく領とうはかしやらい

格を以て相集卒ろた所の友達ならば柊生易ほるもので

かくもつあびあつ燈ころとも裡戸ちしうせいかは

格?飽腎ふ

」

｣

一尺■Ｔ恥

い

つか
のものを雛て爾錘織隣難と一琴ふやうなものに
使ってみ灘るとか云ふやうなことは鐸鍔の唾に無い・藷琴にも

る︒そいどすから鎧づ輝識から戦しますと一蚕ふと︑鋳きう一評ふ蕊は唾の擁に割へて瀞雇い．舞識となりまし

いばゆあしふくげふけう論くいＤぷんしぶくげふおばゆ

げふはうぱい

こモフ

にも︲けういくしゆちて箸りういくいす堪確ち通曾Ｕや分み解
日
の
教
育
は
主
智
的
教
育
と
云
ふ
︑
即
ち
智
慧
器量を磨くとては︑所謂職業教育と云って︑自分
の職業を畳えに行
おゐひこもう・か〃︑し
いふ
こ蕊
・ば
にか
ほり
掴に
を骨
に〃
ん折
げる
ん︑
だう
云
人と
間く
がじ
這や
穂全
上よ
善くなり通詠く謎が涯騨礎に一琴ふり講し睡碗く或は工肇辻瀧唾って工

せうがくかうだおやた．ちもくて劃こいよしよ畠げふもくてき

だいがく猫︑

鑓になって瀬ると一奔ふやうな蕊には鑑り露を掘らない業の方詐這が秘必か︑或は法皐をやって法畢士になる
それですから捧蕊が予蝶等を蕊擁に鉾す︑掘誤礎に鉾とか︑或は文畢士になって世を滋ると一評ふのは︑所謂

昔

い

い

い

もんじ

つ匙しぶ４げふ戸︲

毛つげやユはやし墨も

すにしましても︑小皐校に出す親達の目的が之に依っ職業が目的であるでせぅ︒それですから大暑農きま
↓﹂堀エ庭ほんこくみんかうとうにんげんいば
に本
ほん
︑とし
︑み
つ派
ばひ
て日
の手
溌︾民
てん
︑り立
なと
人になるやうにと云ふこしても︑之に依って日本の圃民として高く等
の人間︑所
にため︑しんめい
ゆらこれこくしとな
とを唾癖て︑斡握に〃奴る嘘は無いのであ・ります︒ど謂之を圃士と瀞へるのでゐりますが︑画の鴬に身命
い
こ
く
し
ぜを
い
ひ宮とどり羊く
こ
ろ
い
は
あ
ち
趣・げ
うっとも慰どこまでも一つ
んな
心り
で出
す淀
かと
云の
ぶと
︑な
目鼻
をも
明け
てつ
貰ひ詮
だい
詰拠
努力したいと云ふ圃定士
の精
いがくなん
り趣字が静ける︑謡が癖れる︑手総が書ける︑一舞謹が聯を蕊ふと一云ふのが画惹騨の融蝉ではぱい︒大皐は何
か
・
書け
るい
と云ふことでないと︑雑の鯉の擁は世癖りが鈴であるかと一尋ふと︑騨睡の謡露を識めるのであります
いたい
来ないから︑も
文ん
字じ
でな
もら
習はせやうと云ふので︑だ大
濃にから︑津い歴の騨跡を砺薙して錘い蕊識になる︒それ
か

し某くげふ唾や

識て韮癖の姪に鞭るやうにと云ふのでなくて︑文字でが詰り職業であります︒そいですから卒業して早く職
も書けるやうにしたいとい
云と
ふ二
所参
に毛
あの
るう
︒︽
其ち
上ゆ
に全
中が
畢く
とザ
業ふ
にありつける蕊に識って伽鋒ふ．輝騨の雲銭は録誰

か︑蕊は藤筆葬蕊礎と一琴ふものになりましても︑感じ職に睡韓の蕊識には一号恋らない︒職業臆早くありつけ
ばうみなはい
と ありますｃ雑の世の棒に織挙舞蕊鍵鰹は華鍵させる方に皆這入るのでありますから︑稚の認では無勢は
事こで

て置おかずばいけ葱い︒紳癖に棒くのに諦鐸が癖いとふた瞬慧識鋒癖淀鋤る悲溌ふ︒い漣して酢輝の跡疑心華識に

織癖に挿く雄のひ討つの舞織錘に砿ふのであります︒果なる所の大人物を造ると云ふのでない︒さぅ幸ふ事は
して詠謡舞騨権を齢て︑酢挿の婦抵として準癖な謡に蕊輝騨侭に言ってない︒雌一勢に蒜て識へて幹へまして

古今の蟻人王一
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古今の婦人
いかこんにち雲や令尺い︑むやみ●ジ？フけい

うち

︵らゐ︑とく曾

ほれをわかとく寸

ちのうはう

梁．蝿何に今日の状態と云ふものは︐無暗に智能の啓
護と云ふことに骨を折るかと云ふことが分る︒徳器を
ちよ一く雪うち︑
のこと
嘩撫しと一一ふことが︑勅語の中にありますが騨其七事
は
あ皇変り

い

除り顧みない．智能の方が百の中で九十位で︑徳器を
ひや士 じ ゆ
のこすこばか
成就すると云ふのは残りの少し許りでゐります︒

口今日の牡曾は智能か標準□
畢校ばかりならばそれで宜しいがｂ役・人心採用するのに心其入の道懲
って︑智能が優れて居ればモゥそれで採用される︒曾壮銀行の役員にな

品性人格と云ふもの起覗ろ所は無い︒即ち試験をし生して相営の力があ
るのも︑其人の確寅なろ精紳︐平素の行状︑日本人としての魂を有って
目の着け所がまるで違って居ろ︒

居ろと云ふことば考へない︒何走考へるザと云ふを︑こいつは手腕があ
って敏腕家だ︑それでは宜からうと

一一一一一

ろならばそれ一﹂宜いと０斯う云ふ認になり二等ｂそれ〆﹂すｒっ赴曾の事

が皆それなん・てあります︒決して教育の事揮が叩とない︒施曾の毒が皆

智能さへ優れて居れば．そ恥で宜い上去傘竜とになる︒近来府鵜で府懸

曾議員を選塞すると簿或は衆議院議員韮選蕊するにしましても︑候鋪

手腕一﹂以て決定するｃ其人が日本人としての人格がある鞭節操が堅岡

者に智能がどの位ある輔金がどの位ある沙と云ふことで︑即ち金力と

い︒唯専ら金力と智力に擦るのである︒さうして見ますと︑先づ大髄に

であるか︑どう沙と云ふことば更に顧みないｃ叉そんな事老主題にしな

る仕事とはまる・て逢って居るｃ詰り智能の啓溌ｂ人間が荊口になること

於て日本の画全罷にやって居る仕事と云ふものは︐常弘道倉のやって居

ばかりに非常に骨起折るのであり農す︒是が吐含文明の大なる鍬雀迄あ

韮我園に於ては頻に虞似て居りますから︑西洋と同じ所の弊害に日本も

ります︒西洋の文明と云ふものはｂ即ち此主智的の文明でめりまず︒之

幸詣であれば結構一﹂あり・農寸がｇ決して西洋人の方が日本人より幸福で

て少しも幸満でない︒日本人と西洋人ＬＬ恥比べたならば︑西洋人の方が

隅って来るのであり裳す︒西洋の人一心観ゑすろのに︑日本人と比べて観

もなんでもない︒叉西洋人の方が日本人よりも道徳に於て優れ︽卜良い人

中畢校の激員或

は高等女畢校の教員余や珠ろにはどうする沙と云ふと︑英語の先生は英語

役人廷採るの・ても︑或は曾吐銀行員懇採用するのでも

さへ出求れば宜い︑敷皐の先生は数畢さへ教へればそれで宜総それで

て躍れて居ろ︒さう云ふ課であります？︲っ︑大髄守ら之葬籾芸︲Ｌて︲西

であるがと言ふと︑決してさうでない︒唯鯉れて居る所は智能の上に於

自分の受持の科目韮教へればそれで宜いた云ふことにな

口智能偏重の弊害□

るのでありますｃ

洋の文明と云ふものは︑主智的文明であるｃ我園はそれを頚に鼠似て居

すから中等教員の醗敬肱畢術専門の試験で︑一二の畢科に就て少し許り

L

心得て居れば宜い②て︑︾ァ教師として人の模範となる所の人物と云ふ

占

月

ものは試験の中に這入らない︒それですＴｂ中畢の先生でも０高等女畢
校の先生でも

って居ろ︒況んや大畢になりますれば︑益々さう云ふ傾きになって来る

詰り自分の受持の科目を十分心得て居ってｂ撞く其専門畢科が鰹秀であ

、
凸

﹄

︑眠吋

ひと
と心
こ得
らえ
ゆにするのが殴舗の鱗隷で
ある人
︑も
物の
事さを
たひ
人とをし主

い

であるｃ

い

曹洞宗と云ふ字の讃方彩祇湖の人が能く間遮ひ没し

街と云ふ人が出衆なされ製して︑どうザ自分は一大罵理韮諦めて抵問限

ウジュウ﹄と言つ菰の可も知れぬ︒是ば悪口韮申し裳し菰が︑其洞山．和

言ふのでありますｃ織り坊さんが騒動ばかり話やって居る守り﹁ソゥド

て可ソウドウシ﹃︷ウ﹂と言ひますが︐本溌の諸み方は郡ゾゥトゥ﹃シコウ﹂と

言は江いｃそれ可

雷︑ふが︑昔からの言習ばしでは﹁・トッザン﹄と言ふので︑可ドゥザン・﹄とば

して曹洞宗と云ふ名が出来誰のであります︒是は﹁ドゥザ旨と後の人は

宗祇であります所の洞山和街と云ふ人があります︒其人の名沙ら取り裳

私共の借じて屠り没すのぱ曹洞蕊と云ふ宗旨であります︒此曹洞宗の

口洞山和尚︲と其母□

なるのだから︑之を除程考へて見なけ肌ぱならない課

これよほどかんがみわけ

云ふと︑今の婦人の方が不完全服脂なる．斯う云ふ事に

い命ふじんばうふくや戸哲んかいごと

おかしふ価んにうぢ︲︶ずおとを．もめごＬ﹄秒︑とを

︿卜雪がいい抑ぢいいまふじｒ︽

い食ふむん児電畠﹂んど言

これかんがみふじんがたお

どのもい
そ︸扉﹄
此智と云ふものはどう一蚕ふ鴎になって錘は恥

ある︒是から考へて兇よすと︑婦人方に於きましても

しま志胤さ︑と寺容ど︽●でみ

しまりかう

るかと言へば︑人間が薄ぺらに曜って仕舞ふ︒捌巧に

今の婦人の弱黙は何躍にあるかと云ふと︑矢張主智的

占添唾いやう兎ん

だんも１１にんげんわるはう１ち

にんじ等亭かくにんげんぬうもい

しやうにん

にＡかｐ︑

やばりし伽．ちでき

なって仕舞ふ︒物事に鏡く巧になあけれども温かい所

の弊害と云ふことに箔ものであり豊す︒今の婦人より

ずく注しま
ゑはししまこい奪いか

︐あだ猶と二み

の人情が鉄けて来る︒人間としての紘打占云ふものは

︑善ごにんげんうす

少ぐなって仕舞ふ．さうして段々八開が悪い方へと智

も昔の婦人の方が知愁も劣って居り︑物事は劣って届
くわんぜんもの︲
さて謹岬八は宵
もましたが︑借日本の母として完全の者はどちらかと

いひとそのし柴くけがい−１１１１１１しは．Ｊ１１鞠こ︲・も

慧が走って仕舞ふ︲是が免鳥べからざる研の西洋の丈
けんくわいぎゐんあゐかこくくわい剖ゐん
めいへいがい
明の弊害でありきす⑳聯禽議員とか︑或は閣曾議員ど
矛︸ の た め

云ふ人が其職を償ずと云ふことが霞々起って来るのも
率の虹りえ昔ため
其篤でゐります︒商人に塚りますれば︑己の利益の篤
くにりえ霊契りたずうひ︲にことみ
には園の利益を顧みない︒多数の人の事を見ないで．
自分の事のみを見る︑己れ一人の利猿を楓って︑圃家
か今更ワ詮いぢか
ｈえ・をにがいい

じぷんことみ細のひとりりえ雪はかこぐか

の利益を阻害する・ど云ふことば一向顧み政い︒政治家

せつざう獣もい添うかへりいうゐんけうゐん

．ひと初ほくしうけうかしういうか

は節操を守ると云ふことは蕊も職みぼい︑敢員は教負
い生いみばひ︒とししめ．鼻奮弗話走乾
で今言ふ通り人の師匠と噂る隣的頭§ぼけ帥ぱ︑人格

のぱい人ばか膿リが多く暇って燕る︒宗教家は宗教家で
や
ぱりだ防ぐゐいわげｆ

矢張堕落をして居る︒さう云ふ諜経蔵って雄るのでゐ
かいぐんりくやんぐ人心式わいろとい
りますから︑海軍や陸軍の軍人も賄賂を収る︒きう言

つ散にんげんもち
わ乙ことあ一喝くい
うへお︲かうだうとくげんじつしきう

ふ悪い事が現は鯉て来ると云ふものは︐詰り人間を用

まぜぬで出家韮遼けられまして︑そこで決心の程韮母親の所脹申遼りま

尊ばれるやうな立派永大徳の楢・卜なり次いと云ふので︑鰍親の許し彩碍

いしゆおい会員．たざも唯ゑ
智慧の

ゐる上に於きまして．一向道徳とか︑堅質尊淵志操と

一一一一一一

か云ふものを主に置かないと云ふ所にある

古今の嬬人

三厘

ふことでめったのごわり史す︒宋書堅要二出家毛書面の来たの韮見ろとｂ

古今の嬬人
して是非をも自分は出家起途げて立振な大懲の僧になりたいと云ふのて

堅き決心廷以て出家したいと云ふこと老言って居るｃ父亡母老兄薄弟塞

、

度さして呉れｃ下股二沈治至上登二傍果↓私が忌はしい所に沈み落ちろこ

れ亡き母親が定併得度が出来たと云ふことであります︒其如くに私韮得

御鐸迦襟の御弟子になって十分修行され衣ので︐それが焼に地獄に居つ

ふやぅなことも望生ない︑但如二目蓮尊者一度ソ我︑目蓮尊者が出家されて

て貰ひ犬いとは思はない︒叉丁悶の如く木に刻んで母に孝養心議すと云

親に事へるやフにしれと云ふのでありますが聯私は王瀞の如き孝行をし

は望まない︒叉丁蘭は母親の年忌に木懐悲刻みまして心恰も生きて居る

け茨所から鯉を得て母に上げた上云ふことであるが︑さう云ふ乱暴の事

こで着物怨脱いで我身進水の上に伏竺に居つれら氷が解けて来れ心其解

と云ふのであるが︑川は氷が張って居って魚を得ることが出来ない︑そ

汝如二王群臥〃氷丁蘭刻戸木ｏ王鮮と云ふ人は御雌さんが冬生魚を食・へ菰い

ｙ従二汝志↓モウ仕方がないから自分の思ふ通いにさせてやる︒不画敢望言

あ〜苦しいことである︑御前は誓って郷里に踊らぬと言って来れ◎即得

夜も泣いて居って間涙悲酒いで居つ衣︒苦哉ｃ苦哉︒今既誓不ソ還ソ郷︒

す︒一自三汝往二他方宅凹夜常酒二悲涙毛御前が他方に行ってからば︐書も

御婆さんのことでありますｃ御壊さんと言ふと御婆さんのことでありま

蚤すが︑是は日本で申せば若い御嬢さんのことであⅥまずが心支那では

うけれども︑私に於ては御前韮拾てる精紳はない︒此に漉と言って勝り

らうか︒子有二蝿ｖ頓之意や煙無二捨咳子之意毛御前は母韮捨てる意があら

して仕舞つ菰ならば︑吾何依頼︺是から我々はどうして此惟な透るであ

が薄くなって来るし︑弟ば生だ年若で一向役Ｆ立たないｃ今御前が出家

御前の父は亡くなって居り︑私は年海老って居り︑兄は年韮老って働き

どぅが御暇韮乞ひれいと云ふこと牢申送りました所が︑母親より返事が

班鼠し穴︒其返事は支那人の手紙であり１手からむづかしいのでありま
す︒吾興ｖ汝夙有二因綜↓私は御前と前の世から因縁があつれから親子と
思ばれろ︒自従二壊竿︸傭二

なっ強︒始結二杜子恩愛情銅部始めて恩愛の人情を掛ける所の親子になつ
れと云ふので町御前と因縁の容易ならぬこと

か穴いと云ふことか願って額に祇誓

脚焼毛願γ生二男見毛自分は腹の中に赤ん坊が出来衣と心得たに依って瀞
に所り儲に祷って 今度錫の兇︸他姓

諾致しまし赤︒駒胎月瀧性命蘇懸︒愈々月瀧ちて子供の生ま奴る時には
我身ながら我生命が綜の懸ろ如くに危いと思ったのである︒得ｖ逢二感心手
自分心思ひが適って男の見が生裳れれｃ如二費珠惜↓此子供奉大切に育て

やぅと思って︑恰も寅珠韮惜むが如くに大切脹育つれのである︒糞穣不
ソ嫌二於臭悪↓大小便を以て我身を議すと錐も︑臭いをも汚ないとも思は
ずに育て︲宋求︒乳哨不ｖ倦二於辛動↓乳を輿へる時にはどんな辛らい事

韮も厭はずにやつ衣ものである︒糟自成人︒愈々成人して来て精々面倒
が無くなつ衣ｃ遼令二習畢屯それから墨問走させて勉強きせ我と云ふので
あります︒或暫通し時不ｖ蹄︒便作二椅門之望杢御前起畢校に透って勉腿を

門の所に出て行

って︑我見が早く蹄って来れば宜い２云ふこと韮望んだものである︒昔

させて震くが︑暫く時韮経って我家に蹄って来ないと

王孫貿と云ふ人がありまして︑其御母さんが王孫寅に封って申し菰言が
あります︒女朝去而晩来︒則吾侍〃門而望︒御前が朝早く出て晩になって
蹄って来るやうなこＬ﹂があるも云ふと︑門の所硬卜出て︑さうして御前の

編ろの韮望んで居るｃ女暮出而不ソ還︒則吾倍咳間而望︒夕方に家毎出て

ひ

蹄って来ないと村の端れに出て︑御前の蹄って来るの延待って居ろと云
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〃

白も
れ︑ぱ渋の孝行だＬＬ恩ふ︒如其不腰然︒噛謎有ｖ在︒切宜二髄悉↓若しそれ

と齢脱れろ？７にしてＵ悌果懇得るやうにして貰ひれい︒それ心して美
をして呉れなければ︑汝の身Ｆ罰があれるＴｂ︑能く其積りで居れと云
ふのであります︒斯う云ふ手紙濯母親？ｂ洞山和尚の所に寄越した︒自

分は親に孝行せよと言ふても︑何も親に旨い物韮食はせろと可或は親
の都合の好いやうに葛事態して呉れろと言ふのでない︒本常に出家して
仕舞つ衣ならばｂ大徳の僧となって我身も諸共に傍果に登りリニ世彩安

楽にして欲しいと云ふのが母親の情であります︒此に於て洞山和尚も非
常に奮獲齢されまして此曹洞宗の宗祇になられれるのであります︒是が
さんになつれら畢問ル磨き︑智慧器量のある人になって．立身出世して

郎暑吟昔の人の考であります︒今日の人Ｔｂ申しまし我ならばｂ御前も坊

あって智慧器量の方ぱチリを望むのですが０昔の人はさうでない︒智慧

本山に出イ世間に名を揚げて灸れと申すであり生ぜう︒是は主智主義で

いて立派な僧になって鰯我も汝も借に二世安桑の善い所走得犬いもので

器量を磨いて名高い坊さ人になって呉れと云ふのでない︒本営に鶴怨磨
あると斯う言ばれれのでありますｃ是が昔の婦人の心掛けであります︒

口雨程子と其母□

詮のうち潅湾かひと回脅そいし宝を

この品ごどし

てい

でありますｔ其中の名高い人は雨程子と申し桑して程

あいだうていい封入︑ふたりがくしや

荘か７ＩＩひと

おも

ふじん

明道程伊川といふ二人の畢者がゐります命此銅程子の
おかあ

たいとうし聖も一苧すひと

しよむつおほよ

御母きんが︐中々の人でめったと恩はれる︒この夫人は
ゐ

ごこんじ胆んエコレギァち

ゐち

大層書物の好きな人でゐりまして︑書物を多く讃まい

て居るから古今の事件を能く御承知になって居る︒︲父
こどもあやずち
あや韮も
貌やわがこことつ

きゐ

は刀おやこどもあや詮あかくを

親が我子の事に就きまして過てもめると子供の過
ぎげんわ涌ときば酉
たいいか郭こ
に謝して怒りでも起き伽たり︑機嫌ご§悪い時ば︑母
獅や癒鱗旗Ｉ這蟹︑豊腫鯵瞥識尋蕊清鰯ｌ
親が中に立ちまして子供等の麓に父親を宥めて居るや
こど小らはうあやまち
うにして呉奴るけれども子供等の方に過がありまし
も画おやつゐい
ときけつかく
た時は決して隠さぼいで︑父親に告げて居ると云ふこ
全を
ふじんい
とがめる︒なぜかと申しますと夫人の言はれ畠すには
こふせうゆゑんこどもおやあや唾もかく
子の不肯なる所以は︑子供が親に過を膳すことから

念を

じつ・さやうこと

い

来て居る．それで母親が子供の過を隠して居ります
ゐところつひ和キまち為らだ
ち酒和やかうし
と︑父親が一向知らずに居る所から︑途に過を改め
り隼玲ていし︲心かあ
で昔
ることが出来なくなると云ふことを懸程子の御母さん

こどもあや載吟おか和かくを空つおつ

ば申したのでめります︒賞に左榛な事でありまして︑
い

段ちが

わるこ吸

子供の遇を御母さんが隠して居って夫に告げないと

り率︽ていもＬ

これおち潅

云ふやうなことは︑間違ったことであ︑ります︒悪い事は

さし孝罰ちとほしなをうい
なん這うぼく宅うわか
御承知の通り支那には宋と云ふものが南宋北宋に分
ばじばうぼくとういり乃ばうなん

を

湯や垂

ち詞おやつ

三五

るやうに父親に告げぬければならぬ︒そこで雨程子の

わること

奴て居りますが︑初めの方を北宋と云って後の方を南

毛のなんそうはじぼく七う悉はごのりや今だいたう

悪い事として︑過ったならばどこまでも之を改めさせ

を仏〆い

宋と云ひます・其南采の初め北宋の柊４︐此雨代の宋
畔だがゐ造ころしなそうがくいおこ
に跨って居る断から支那の宋皐と云ふものが興ったの

古今の嫁人

古今の癖人一三︿

おかあいやしくこどもち︑猛や庭は麺とかくりの二画ちえ荘誹︲丘ものと賦
御母さんが葎も子供たるものが父栽に似ないのば母露けいぱならぬのを︑兎角物の心得の無い入は物に答
おや婆︒毒ヤ丈ちかくをも画おやし︒ゐ牙﹂いたがへつた抄こどもばんぜい
い

Ｌ﹂軒﹄認かあいずこおまへたちしづばけものでいど︑？葛まゐ

勺詐一づ

親が父に過を隠して居って父親が知らぬ一﹄居るからでを着せるやうに致します︒却てそれが篇に子供の反省
ど・フワ毎全い套男︑シつ
もと
う︵子
ふたりこどもをだ
あると云ふので二人鈴子供を育ｒ﹄ます上に於きずしてを求めることがないのでゐ︐ります︒銅陵と云ふ所に移
ときかし涼めいしんきかんくに
たふ
求に
も︑李鎧が趣を鐸きまして蹟いた︐り何かして戯れまし︐りました時に︑彼の支那は迷信の織な圃一しめりますか

だ時は御母さんが言は脇るのに︑モウ少し御前達が静ら︑化物が出ると言ふのであり妾す︒銅陵に参ります
きじんいあかきもの詮ぱ城もので
かい
ちつ紗心
かに藩付墜Ｌ歩いたぼらば倒奴ることがないと斯う言と︐鬼赫と云ふ赤い着物を着た化物が出ると云ふこと

いまあかぱうや労やあるま今唯一﹄．手じん

け
い
坐う
あ典
だへられたと一
って注
意いを
毒
ふ
気
と
で
あ︐りますわ︒
課のな一﹄︑輝桑にも僻擁が藤ど鈴って蹄て燕ましだ︒それを
これぱんよ芦一と峠みかりん﹃季ｒ人象をいき雪︶じん今りか・菅もの寺﹄

つき

い

抄

ふつうおかあいしんぽいいし

い誌ちぬごとでありますけ奴ども︑是が一番良い言で現て塚人が家人北申すのに診今鬼紳が赤里得物を着て
あります︒今亦ん坊か漸く歩くやうになり︑桑の穂を扇を持って出て来ましたと申しました︒すると夫人が
言じんあふさ吻営
三〃あつ
いろ︐１１こと
裾レム弱元蓉︑フ妙匁つ
鰹我侭ゐ
這ひ廻って居ると︑柱に頭を打突けたり︑色々の事が言はれるには︑此暑さでは鬼紳哨扇を祷って寒ませぅ

めるゞさうすると一︾藩と奔菖普誕の御母さんの−信ふのを心配をすぁことはありませぬと言はいた︒さぅ云ふ次

つ誌ゴたふ

芝の膳しら

︑がば声一仮ん恥るいこ．．と秀壁めうこと匙七

︒シ︐Ｌしやら

聞いて見ますと⑬子供が柱で頚を打たれると云ふと︑鱒でありますから︑鬼紳の方でも呆妙だものと見えま
しま
つひで
このはし心わる
たぁつ
其柱をいきなり叩き付ける︑此柱が悪い︑こん畜生めして︑総に出なくなって仕舞ったと一審ふことでありま
い這い．﹄うまた元ぱこばんこど・台ときめうひＰ巣らさう一言罰．
室弓でゐ
こんな所に出て居やアがると言って柱を打つ︑叉鴬盆す︒子供の時には妙なものでありまして︑非篭に想像

りぷんＤしんお鐘︑まちはんせいためこども藍が恥しエちやうきうか謁ひだをかやまいを

すこ︐薯かわるもういさい

に蹟いて倒れますと騨賀盆が悪いと言って打って︑子に富んで居るものぎぁ︐︐紫すがら︑奇妙曜事を申すこ
かうい
ひ事
じはや非動
がひでありル︾があります︒一遁浸わ恋Ｌの鐸に鐸る謡が鐘鴎識って恭
潜も
湾める・斯
供
影な宏
云こ
ふ０
やと
うな
常ま
なち
間達
たふ

やこ心と

渡んじぶんみをど事こいたづァ叩し・沙↑程しやらじ

ます．自分自身の過に反省をさせる潟には︑子供がましだ︒そ奴ば樺が暑中休暇の間岡山に行って居りま
倒れました蕨らば︑モウ少し瀞に歩いて注意したならしたが︑予騨ご棒れて簿って癖ましだ．七歳ばかりの

】
『

ばさう云ふ事継なかったのである︑何でも自分の身の男の子でわりますが雨悪戯をして詮方がない︒障子で
う
︽もういいか︑・ゅかみみなうもやぶＬ式狸ご禿豚忠かた
上に注意せぬければなりませぬ︒さう云溌篭 戸副にやらも︑唐紙でも︑皆打破って仕舞ふ庭︑虚が晩方限なあと

、

』

〆

わだ〃︐し鞍んこと︲心か

なかや虫寸

盈

おやたも

こやつし︒︸郡〃﹃

︾やつ

，

おも

あつ

古今の婦人

あみぎも

こわい

者

にほんずゐぶんめいしんい

し改

い

口政子の見識．静の貞節□

帳重きを謎いて賎ろ︒今の姉人縦簡怒器溌眼重き寺置いて勝るＱ裁く所雁

セ
エ

思ふじいませぬｃ其時限政子の言葉帳ば︑天下の武荊抜ろ人の子供が野原の猫

道理ある道に身を置か奴ることが大切の事であらうとぜにやりまし我ｃ右の蝿牟政子夫人に申しれ所が︲更曝鴬鍵十はござ

ませ
御た
婦い
人せ
方つ
がこ
正し
も韮
ま使
し者
てに
︑立 て ま ！ く じ 腐 士 の 裾 野 よ Ⅶ 態 々 鎌 倉 談 ． て 此 事 怨 知 ら
渚
うう
りが
融︑
ち先
みづお
とい
１信
ニ仰
エを
ふ有者

空︽ごふじん準た噂しんかうもいたならば︑定めて喜ぶ︸︾と・てあらうと︑そこ・て梶原半次左術門尉承時

ゆな
︲る
ｆ︲
いが
ＬＡ
くに
い函
でゐ面り士すから︑種し々
迷め信
あることでありい︑︑鼠帳鮮かのものである︑異顔ししものである︑此事悲我妻政子が聞

云ふことであります︒日本も随分迷信︐ど云ふものシ蝿如何にも若年ながら頓衆雁鹿怨見事に射留めれ︑武狩の子は斯くありれ
い

背一らおどご
更
に驚かないから︑終に悪い評判ば蝋んご仕舞ったと親は子雁甘いものであり響武寸那ら︑樋朝にしても同じことぞあります︒

つひわるひやらいんや

言ったら︑暑いから扇を持って来たのだらうと言って限頓嬬の子の頼家が一頭の鹿韮風事に射荊めゃ卜のどぁＩ隼で︒之悲見て
い

い基
しんを
憾手
ゐす も の で あ ︐ り ま す 子 と 云 ふ 人 で あ り ま す
も想
さう
うして迷信め
と︑子こ
供どは
像ざを
の
な
此政子と云ふ人も溌朝に劣らざる所由器量のぁ
ていし打かあなど巷じん一繋ぎ・胆割︶．つれ人ご・女ながらも大職の事に就きましてしっかりして脇りまずｃ嵩
から︑二程子の御母さん杯は鬼赫が扇を持って来たと士の巻狩がござい験して︑富士の鋸野に於て頼朝が狩を催しまし︽准蒔

い

やばりおや守口うい
じが
んあ
鬼ざ紳
現ら
はれると云ふごとも︑矢張親
が注意しませぬまずｃ之毛見茨寸と︐面白い美談があり拳︽ｆそ奴ば源頼朝の夫人の政

のが化物だと思って仕舞ったのであり誤す︒そ奴がらにして書いてあり釦息す．これ鷲鍛んて見言三！︲皆嫌の敦科番の中にも
ことも
を
ことわ
い
くれ
が方
たになるとヤブイタ怖い
暮
言って届翻りま季２子供出て恥１墓せうが︐例の義経の愛撰でわつれ所の静と垂ふ醤が︑鶴ヶ岡
︲い
唾やら寄一うざう
は非ひ瀧
に想像をするものどあ︐ります︑それでさう云ふの耐期限於て舞ひました事や例か瀞︲鼠に目脹見えるやぅに書いてあり

ばけものおもしま

した所が︑そ鯉からはヤプィタ怖いと言って︑破いたの事柄が書いてある︒源頓朝と頓家の事が︲手に嘩品く炉爆馴のＨ記

とごみ

だから瞳御前が破いたから昔がするのだと言って欝力逮
ひがあらうと恩ふのどあり北ず︒御藤知の如く束鑑と云ふ書物ぱ源家
やぶ・

狗歌へや殿おといい脹可

鞄
あ何な
た鍵い
んすお
今と一
をまし方が今側の嬬人よりも節諜に誼き蓮聴いて騰乃︒詰り婦人としてぬ本領
たので圃御
母か
さん
だん
か大
なへ
昔が
ると
ね︲
申し

芝のや悪かみ︲かぜゆおと
巴
やぶしま
子を破いて仕舞った︒其破けた紙一か風︽し揺れて一昔がしし埴婦人の節雄が風て居ろと云ふ諜乞北ぃ︒ないけ娘ども︐昔の嬬人の

開いて見ると︑岡山に住んで店りました頃に︑頻に陣疎塁倒の嬬人ば郭々に身の行か腹んだものどあり参︽す︒今Ⅱ隆雄も決

き・み

て居ります︒私には何の事だか分らないから護達に
ん﹄

何だか非常に怖がる﹁ヤプイタ﹂が雲寒だから怖いと言っ

霊ん．ひしや三ごわ善ごわ味

L凸

聞及んで居るがら都に還りませぬ問に︑一度舞の手振韮見洗いと考へ土

三入

鹿一匹を射求リとて︑更に珍しとする雁足らず︒征夷大狩軍と言ばれて

古今の蛎人
日本風起手に入れて居る所の頓朝の子がｂ野原の猪鹿一匹心射留めた所

致し土︽しれ︒我身は賎しき生れであるけれども．今は伊藤守義経公の愛

ふこＬ﹂で︑段々交渉がありまし穴けれども︑静に於き裳しては御鮮退起

して︑夫頼朝脹請ひまして鶴ヶ岡八幡の牡前に於て舞藩催すや７にと云

あるべし︑右様な事を告げる鰯に使ひに来た梶原は︑却て齢計の手数で

が敢て珍しい事でない︑敢て珍しとするに足らぬ︒粗忽の専使却て煩ひ

あつれらうと云ふこと老政子がら言ばれ我ｃ此時に梶原も初めて気が付

るｒり︑御免裳ろと云って辞退しまし衣ので致し方がないがらｂ今に都

に還って仕舞ふと再び静の舞牟見ることが出来ないと云ふので︑頼朝公

妾となって居りますから︑衆人浦座の中に出て舞怨仕ろことは恥辱であ

所が珍しい事でない︒態々富士の裾野がらして︑鎌倉まで特別の使ひ準

きま〃︲一衣︒鼠にこいつはいけないｃ天下の武狩の子が鹿一匹を射留め求

立って︑こんな事態告げるのは無駄の話であつれ︐自分で考へてもこん

ことにＬ我ら宜からうと云ふので︑静迩召出しましてｂ今日の舞は衆人

御夫輪が打揃ってｂ鶴ヶ岡の八幡宮に参詣をして︐法楽に供すると云ふ

に見せしむろにあらずして︑八幡宮への奉納の舞であるザら︑壷って舞

な事懇言ふ蝿に使ひに来求のば馬鹿らしかつれと言つ北頭か掻いて居り
て仕舞つ粒︑さう云ふ風に大鑑に通じて居って︲政子と云ふ人は中々の見

まし粒︒此事潅聞きまして頓朝ば大頭を掻いれ︒是は女房に一本やられ

の前涯て舞ふのであるから︑別に恥辱と云ふこともあるまいｂ法桑舞で

族の祁先心祭りたる八幡宮への奉納の爵あてあり︐且叉源家の大鰐頼朝

のであるならば耽辱であるが︑今日は衆人に見物させるのでない︒我一

走仕ろやうにと云ふことでありました︒衆人浦座の中ど舞韮すると云ふ

識の人であります︒既に弟の義鯉が天下の謀叛人と云ふことに着散され
まして︑吉野山よりして退散老致す吟に︐一緒に伴れて参りまし衣所の
静潅どこ蛍でも伴れて落ちる課ド往きま荷局から︐若干の金韮輿へて此

あるザら舞怨仕ろやうにと云ふことであっては︑まういやと言ふ課に往

ます工藤左衛門尉祐錘︑是は鼓の名手でありますからｂ是が鼓役韮承り

きませぬから︑静に於ては承引韮致しまし求︒そこで軍役の地位に居り

所で別かれろこＬになりまし坐卜が︑静は可愛想に若干の金韮貰ひ︑下部
一人悲砕饗唱山秒下って参り没し・鳴虚が下部が悪心を起しまして︑静

れ給ふ末か︑何にしても懲しい鐸であると云ふのであります︒其音調が

吉野山で別かれ求所の我君の義煙公は︐峯の白雪韮踏分けて何れに行か

入りにし人の跡ぞ懲しき

吉野山峯の白雪ふみ分けて

諸君の御承知の

きましては︐支度悲整へて流前に出まして︑先づ初めに歌ひまし散のは

まし衣ｃ畠山庄司重忠が銅拍子か勤めることになり弐し誰︒此吟静に於

の賃ひまＩ︶求金琵奪ひまして︑何れにザ逃げて仕舞ひました︒そこ零て静

は山叉山に行暮れて仕舞って︑都の方に流れ／〜て参つれ時は︑資に哀
れな妖態でありまし我︒可愛想に鎌倉の役人の鐙に捕練されまし菰ので
︲季

之起引見するがら鎌倉の方弐で伴れて来いと一苫ふ命令が下って︑頼朝の

面前に伴れて来まし土︒それから義経の行衛走訊︑求所が︑素より静は
知りませぬので御答は出来半をい︑幾ら調べても分り土をぬに依って︑
モゥ致し方はない︒静ば復も嘘との都の方に遼還さうとし蛍した畔Ｆｂ御

ｒ旧己

﹃１川ｄ１回

窒所の政子夫人が考へまし菰のには︑静は天下塗ぴ無き所の舞の名人と

。

−
−

﹄

ー

程であって︲衣の袖避難して︑白砂の絹詣持って美しく舞ひます所は︑

環々として泣くが如く噸ふろが如く︑人話して没ろに哀れむ催鼻しむろ

にも政子夫人と云ひ︑静と云ひ︑人情の非常限美はしい所怨心此一暖の

とになつれのでありますＯ是が誠Ｆ古今の美談の一つであります︒如何

女であると云ふ所からしましてｂ若干の纏頭を致しまして静を退けるご

ました︒之起聴きまして頼朝公は漸く心が解けて仕舞ひました︒成程貞

︑ａＵ﹄凸■ｖｕ

しき風情であって︑中々人間界の者Ｌ﹂は思はれない程であります︒さう

所に在るので︑即ち弘道曾の趣意も全く智慧韮磨き︑人間準捌口にしよ

ＪＪ

優れて︑物事に暁くなると云ふのでない︒平生私共の心懸くべき所ば其

い︑人情の能く分がる所の人になると云ふ︑恥とであります︒智慧器量が

されば我々御互が人間として一番大切の事は︑唯斯様な情哩衛美はし

物語の中に示して居るのであります︒

春の花に胡蝶の戯ろ︲が如く︑秋の紅葉の風に舞ふ如く︑輿Ｆ優にやさ
して其最後に至り蛍して一段謹距高く張上げて
昔奄今になすよしもがな

賎やしづ賎の態だ繕繊返し
今自分は囚はれの身Ｌ﹂なって︑鎌倉に拘留されて勝り︑我君義経公の行

と云ふやうな歳味で︑我胸中の想ひむ泣くぱザリの可哀想な難起致しま

街は御尋者になって居ろ︒昔の世ならば斯様な情〃ない事ではなからう
して歌ひまし我︒其時ば浦座の人々が皆暗に涙寿落して居り乳しれ︒此
納の舞ごあり︑且つ我前．て舞ふのであるから厨関東の蔑歳を汎ず癌へき筈

時に頼朝公は甚だ不興の髄で︑威猛高限なって︑今日は八幡大菩薩へ奉

であるのに︑我前迦榔らずして謀叛人の義経を蕊ふ歌を衿ずろのは心奇
に封して意見をされきした︒今日我君の御一言︲君の御言葉とも存ぜず

怪至極なりと言って大愛な御怒り・てあつ衣︒此時に御塞研政子が頼朝公
我君とても蛭ヶ小鳥に流されました際に︑妾と借老脚穴の契彩結ばれ贈比

翼連理の染み燕得求りと雌も・我父上北候殿平家の威光牟怖れて︐妾を引
離さんとし放れども︑妾は君韮慕ひまつりてｂいづ︾︾までも参らめと忍び

しこともありきｂ叉石総出の合戦ドは妾は錨り剛に蕊リ居り？一が君が大
敗戦と承りました時は︑魂も消え玉の緒も絶えなんＬ﹄ぱがりに恩ひまし

ございませぬ︒されば何時までも義経の憎む忘れぬのは︑頃に貞女の鑑

うと云ふのでない︑人間として幸禰となり０より善き者となって往くに

は︑立派なろ人格悲鶏上げることであらうと思ふのであります︒︵未完︶

足らで事足る身こそ安けれ

事求れぱ足るにま郡せて事足らず

人雄心に任すぺ署やは

我身なほ我心にも叶はぬに

ひがれなぱあしき道にも入りぬぺし

こ︑ろの駒に手綱ゆるすな

錦眠まさる麻のきどるも

何事も時ぞ︑と忍へ夏来ては

一

求︒其時の悲さと︐唯今の静の愁嘆県比べて見れば︑少しも異なる所は

I

九

をいふべきでありゑす︒曲げて獅賞鑑然るくし島云ふ政子の言葉であり

古今の鋪八

＝

︲ｆ︲︲ＩＩＬⅡ巳■■■Ｂ■■■

一
一

癖生上主婦の心鶴

幸さ

ｊＪ

四○

吉岡蒲生

とやまけんある季﹄て躯箸ふとんふり人

これむり注が︶

か︒︲．ふ

貿弓ぶつかと●フ

ためいさ茨でざいせいおいこれ

のでゐり土︽す︒今迄の生活状態に仲は願い解の物債騰

い獣丈でせいくわつ︶や全たいおも怒

叉一方から考へて見ますと︑是は無理のない話である

頭だ輝うかんがみ

て︑圃家としては誠に歎かはしい課でございますが圃

︑退くか詮こど泡げわけ

どマフ卦﹄

でございましたか︑富山聯の或一局部の漁村の婦人が
き鞠ここの・へいかばうとうなんてう叶喝つ
一擁を起して掴きうして此米憤暴騰を何とか調節して
いを二あ
貰ひだいと云ふ．所がそれが動機になりまして︑各府
臓ん詔ぶぴとう屋や今たいへん減うどう我こき・
螺及東京にまで大愛な暴動が起って来たのでありまし
出︺Ｆ云

み
ぁこと︲やうこんにち
耳にしない事のない様な今日であり急ぎす︒毒で漉域雌

衛生上主婦の心得
口物質文明を重んじ農すと耐も一︐れ唆驚：Ｌ漁
反し勝らのものでありまして管．故西村茂樹先生は此虚に見らろ︲所がご

ざいまして財数十年前此弘遁曾を御起しになり︑まし犬︒さうして津々浦
浦まで此御教が弘って雁叩皇す？︐でござい土︽す︒耐︑．﹂て西村先生が故

人になられました後も︑次々に名曹長稚僻ら奴ましてｂ殊に現曾長閣下
に於かれ没しては圃資に此含Ｆ御熱心であらせられろと一尭寺︾と怨伺ひ

ました︒近くは此雷堂も御建築になりますし：叉地方或は叶央の含員に
於て︑非常に厚い所の御同情必以て・御導きになって居ろと云ふこＬ聯﹄怨
蔭ながら何時も承ばって居り弐・︲﹄て︲鎧も此Ｈ本の閣罷に準じ散る模範

的の倉であると云ふことで︑私は何跨も敬蕊に堪へないのでござい農す

ゆ

できしたがからとう哉よ

貴であり土︽して︑それが湾に今迄の財政に於ては之を

せうぴぎふ弱い

きせ澱いやうな修養を積みたいと考へて居りきす︒

しうやうつ芋象を

ますけれども︑私はもう一歩進んで斯う云ふことを起

わたし・隠す動かいおこ

事だと思って居ります︒是ば無理のないことでござい

ことおもをこれむり

て是より外には仕方がめりませぬ︑理窟もなく起った

一﹂れほかしか池・りくつおこ

麓ければならぬ︑でございますからして焦眉の急に於

せいｂ一

さぅ御墓ひ申して居りきす矢先に何ザ一鍔の衛生演説奄試よと云ふ御命

整理して行くことが出来鞍い・従って一家路頭に迷は

は問題でありますが暇御慕ひ申した齢リ瞳此曾雁伺って何か御話して見

令．宴﹄ざいますｃそれで私は侍さんの御懲になる話が出来るか否やは是
誰いと云ふ念慮で︐失瀧をも頚みず︑皆様方の前に立ち蛍した弾でござ
いますじ

だい一﹄れ︑やく言げんいん不つかばうとうもんだいこと

口近来大層八釜救い問題叶職に離職露淫織
題︑之を惹起させた原因の物償暴騰の問題でゐ鳥︒殊
に食溌品の暴騰と云ふ事は︑何れに於ても毎日口にし

．しぷくれうびんぱうとういこといづ癖い︑匙いにも？︑ち

混り▲マリ

Ｆ﹂

□さて人間の一生は或偽人に於ても．或ば豪に
於ても必ず此平地避歩ん一﹂ぱザリ居る樺にいけないだらうと思って居り
茎珠︐乙矢張り溝もございますれば靭家もございます︒石ころもございま︑
す︒叉波もございますれば︑岩礁Ｆ突常ることもございます︒一個人に
於ては︑或ば畢生時代に於て病︸調することもあります・・叉一家の主婦と

みこともございますｃ一関に於ても幽際上︾ト於て︑平和ぱ誹りと云ふ課

なっても︑一家に病人の出来ることもございますし︑職業上の嵯朕のあ

に行きませぬｃ今Ｈのやぅに長い間干父甜交︿︑なければならぬやぅなこ

陀︒何が不時の用意と云ふこと韮考へて置く．と云ふことば︑最も必要〆﹄

とも起勾て来ます︒さう云ふ課でございますからＬて︑何時も平和．︾﹂蹴

あると恩ひますｃ殊戸ト是は主嬬張る譜の鐙も努むべき鎧も考ふく吾所だ

と思って居ります︒でございますから１でｂ今同の庇物償騰貴と云ふこ
とば︑一方に於ては圃衆の経済上非常峠陥歎かはし４いやうに思はれますけ

れども︑久一方涯於きましてば︑姉人の穏醒の動機としてｂ大愛好い機
曾ではありまでまいかを思って陪叩誤ずぃ又皆さん方厚申上げてば失膿
でございますけれども︑日本必嬬人は模救的の思想はありますやうでご
ざいます︒人の駕似をする︑人の御飯態炊くの韮見て圃其遡り御飯延炊
誠据卜一手ぞ一ある︒叉外観の例墜言っても︑槻て韮見倣って︑洋服なども．

く︐人の御菜非捕へろの懇凡て︑其通り御楽秒掠へろ︑さぅ云ふこさが

手Ｆなります︒なりますけれども之態根本的に研究して腫自身胆能く理

遊って見るに︑中々上手になりますし聴叉ハイカラの身形ぞずるのも上
解して︑さうして上手に御飯齢炊い衣リ︑上手に御化粧し粒りすること
は六ケ敷いやうに考へますｃそれで斯う云ふ食料品の暴騰に際しても︑

とば出来て居りまずけれども︑之悲一つ改良すると一季ふことば・・研究し

う一室ふ場合ｒＦは︐之を米憤が非常に礁箪して居る斯米縦が騰貴して居る

て居らない結果ｂ却妬困難のやう隠思ば奴まずｃでございますＴｂ︑期

孝一婚起すことは．．まだ少いやうに鯉は奴ますから︲斯う云ふ際に十分に

ならば︑それ厚代へるに外の物一婚以てしれらどうであらずＬ唱云ふやぅな

食料品の研究韮すると云ふこＬ﹄が希最も必要ではありますまい理近頃

大分さう云ふ御方も出て参りま；してｖ先達からも佐伯博士が鑑も安催綴

と一苧ふことどあり１︽すが・画淫は大鍵結椛なこ匙﹄〆郷心ひます︒皆さん御承

押一・一食五錨料理と云ふこと韮講習なされ掴誌習生も津山桐皐えになる

知の遡り瑚今裳・逗鵬ひ末つ士所の材料悲以一一Ｌ︐さう︑して之起管養憤韮失

しぶくれう

て賎ろ︑斯う云ふ方が裸山出ら・幅ても一家の主端が皆斯う一亭箭心想心御

はないやうに︑おいしく調理すると云目的悲以て︑畢理的Ｆ御話になっ

﹄和︽

持ち限なると云ふ忌入﹃はも最Ｊ鋤必要●て記一叩まずまいかを恩ひ皇蚤︐︒

⁝傘したのは︑食料

いついいぢ為扉︾をしあお勘・婚

口夫で私か今日此虚に

兎症これなんいんかう﹃︶かうぎ

と云ふことに就て︑聯か蟻上げたいと思って勝るので

・幸﹄入ばん﹄︐蛤割よおわか．

じかんい

あります．併し是は何年も掛っ︾し御講義でもし鼠した

ぱ︑根本的に能く御分りにもなりませうが︑一時間戯

ない豚潅しりつしんみ蕨おわか

だいたいお臆だし吟鱈し魁和

内のお話では︑決して真に皆さんに御分りになるやう
たうていＬ
唯ことば︑到底六ヶ敷いことで毒﹂ざいますから︑ほん

ひんしＪもついり︑

ごらんくだ

の大噸秘御鏡潅申唯 て綴くのでございますか砂ら
︑ど
とレ寺︑恥う
うか大磯の方針が御分りになりましたなら︑後ば食料

品の書物も幾らもござい卑尋から︑それを御篭下雷ぜぃ

四

F応

今までお母さんから智ひ︑畢校Ｔ吻需つ求所の食物学企調理して召上ろこ
衛生上主嬬の心得

一

切

一 ロ ー ＝ 一 一 一 一

鉱いくぶあ写︼れうかいしやすＬ

竃生上主嬬の心得四二

きろかうとうぢよだんしくわつどうをだんしにちしぶくれうご

竃すと︾それに依す
っで
てお
幾み
分う御了解が仕易いか知らんとには︑どれだけの錘錐を恥って垂いかと一尋ふに︑捷筆

どう︽解んすゐたんそ〆ジム︽母とみづ一えんぶんこれてきぎ

思
っかて
がく
う居
を ります︒既に御見受けしました所が︑塙零法麺甥子で活動して居られる男子が︑一日の霊料侭いう御
．畢校轟総へられた方々のやぅでありますから︒食料品承知てもございませうが︑蛋白質が百二十瓦︑脂肪が

いやあひこれも⑤と

のほ
こお
とう
な掌
ど瞳
はぁ
︑お
能く御承知ではございませうけれども︑六十瓦︑含水炭素が五百斑︑後水と騨分は是は適宜で
鞍
ひとからだてき．︾よくもつよる

ひとくわつと司・．たえ

筒一膳申上げて置きますのは︐人の身鵠に適癒溺食鋤宜斗うございますが津う云ふ具鈴に是確諭の鋤を取わ
と雪謡もの砥︑銅宅ゐ喝かと云ひま溝池罪︑吸調の鶴て居れば︑どん唾に働いても︑決して不足を生じて体
も２﹄ひ﹂壷免かけあし
を構成して居る食素と云ふものは︑蛋白質と脂肪と含むやうぼことがない︒尤も
非常な駈足でもしますとか
すゐたんを総うえんぷんこの
意りたゐ
これとくや︵つ
水炭素︑
水に蜜分︑此五つから成立って居ります︒さ奉溌な鐸探でもしますのば︑是は
特別でございますけ
↓一れおの３１１ば初がふ

たころしぶくごロつ盤・うぐ・ロ骨﹄けつくわん画か骨ふしう

必七く
うしで之げ
をん
各れ
々う配
動隠堪へ得られれども︑即舞擁鐸な潅難をざることには決げ
しつて
不
足
わ合
けしまして︑人のご活
しようちとほひと
．で
ち︑
かこ
さ菜
い
るだけの原料となる識でゐります︒御承知の通り人のばぽいと云ふことに唾って居ります︒それ
近ろ頃
か
ら
だ
か
ら
だ
な
か
しぶくろんしやあるひどうぶつしぶくろんしやいるノ︑ｌもんだいおこ
鴨ば身鵠の中て︑一つの弥譲が齢奉るのであります︐食論者
姑か碑か或噛動物食論者とか︑色々な問題が超つ

Ｉ・やはし人ぽ

食べ土塊難所和食鋤を備化瀧守ら誠潜の中に級数し鐘イ：世の中と云ふものは︑どうも鍵し塗らしい識を
もＬろ
して︑血液と此呼誕鑓叡謁駿瀧非吸教さ郡た食物に鯛吐きませぬと︑矢張︐り進歩もしません！面お白
くないも
やで心．も

ちから

これ３ど

蝉くしや

テュ・一つだほいる
伽まして︑一つの酸化作用︑燃焼作用と申しますと蝋のでございますから︑畢者なんかも此マ
魂ーを
打
破
し
て
色
な
か
つ
ａ
も
いろせつ〃昼を
ど慮
こか
うら
ち打
こ壌
注
中で詰り燃えまして︑其燃えるのが一つの力となりま色な説が起って居りますけれども︑併Ｌ
し畠何

して︑さぅして五麓の雛きも癖
奄里
錘﹄
錘が趣っきうとしても︑是だけは動きませぬ率い鍾見の差考群極り
ひて
と鐸
ど塞
うか
ざ上

どう票つしよく

て居る鐸であほ
りか
まい
す・
︒もそ
のれ
はで
い入
せの
つ動作に堪へ得られるませぬけれども．差がありましても菜食だけで人篭の
だけのもの動外︑要ら旗い物は排池して︑さうＬて唾確っものでもなし︑動物食だけでも跡いものではない︒
え
う
も
の
と
い
しん．ｂ〃たいしやへいきんたも
︵いきんし﹄てもつと
悪電物を取ると云ふやぅな・新戯代謝の卒均を保ら︑どうしても季均
して食物を取らなければならぬもので
多過ぎもせず錘くもなし︑＋舟に活動が出来ると云ふありますｃ

１

９９

」

戸ｒＬ

口扱此蛋白質と云ふもの嫁︑何に重に含ん蔦ろ
かと云ひゑすれば︑矢張り肉類に多く含んで居ります︒それ守ら含水炭

素は穀物に多く含んで居ります︒穀物の主成分であります︒脂肪は矢張
で含水炭素し最も多く取らんければならぬ︒蛋白質の百二十瓦に比例し

り肉類に多く含んで居ります︒さう云ふ具合になって居り農すが︑此中
て含水炭素は五百瓦の必要牢感じて居りますｃさう云ふ比例になって居

日の食物は︑最も之に適富しれ食物であろ課●てございまして︑どう云ふ

り農すがら．日本の菜食でさうして動物食走副食とすると云ふ日本の今
風に消化すべきものであるがと言ひますと︐御承知の通り此の消化機関
と云ふものば︑歯とそれから胃でございます︒それから肝臓ｂ嘩臓︑贈
叉此消化管Ｔｂ分泌されるものであり史して︲唾液及胃液廃液膿汁腸液

蕊及腸︑之老縄穂して消化管と言ひます︒さうして消化液と云ふものは

之悲硝化液と名科するのであります︒此消化管は液化液が仕事を各分婚
に申上げまし稚所の含水炭素ｂ之は多く何遮で消化するかと申しますと

して居り︑誤す︒此中でどう云ふ風に分据して居るかを申しますと︑前き
第一口の中で唾液に倉って一つの化畢的盤化怨起す︑口の中の歯と云ふ

ものは最も必要なものでありまして︑機械的に消化するものである︒食
に分れて居り史す︑其中て歯は機械的の消化を致しますろし︑唾液は蚤

物の消化は機械的の消化と︑もう一つ理皐的浦化︲・化畢的の消化と二つ

白質遊軍に消化する液であります︒さうして口の中で相富Ｆ細かくされ
て︑食物が溌分か理畢的化畢的に消化されて食物が胃の中に這入ります

と︑其胃の中ては蛋白質起消化する︒さうして胃の中で丁度お粥のやう
に消化されます︒蛋白質が消化されましても其消化されない澱粉質韮消

に依って︑時間は一定致しませぬが︑早ければ一畔間狸ければ六時間位

す働きに依って消化されて行くものどめります︒此消化ば其食物の種類

で糖化されろ︒平均四時間経ち生すと殆ど腸の中に途り出される戯画で

い含水炭素が藤波に倉ひまして浦化されます︒其騨液と膳汁と云ふのば

あります︒さうして腸の中に透り出されあと︑今まで胃で消化仕切れな
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従って何虚で消化するものであるかを云ふことが御考が及び土︽す︒さう

いが胃が弱いｕ腸が弱い︑或ば肝臓侭幾分か疾患があると云ふやうな方
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れるｂ野菜物悲食べて置けば宝いと云ふだけでは︑是では理窟に合はな
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私共の周園の百姓と云ふものは︑決して毎日米の飯を食べろと云ふ人は

冬になれば大根或は蕪の飯韮多く用ゐろ︒それで時々粟

食料品日用品が高くて困ると云ふことを一毒って犀るだ少ない︒それでどうかと云ふと︑百姓が自分の所で作っ菰米では食べろ︒
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思ひますからして︑今後日本が盆々文明の度が進んで︑日に一同位は

こんごにほん望す７Ｋ１韮んめいどす訂

の
物債になら蕨くてはならないものではあるまいかと客日より決して食ぺなかつれ．皆不断の食物は塞飯である︒さうして一
豹も
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日本として獣今迄は物償がお安過ぎたやうに思ふ︑そ来の習墳てあり堂すから︐雨にして打破するといふことば︑是は中々
鞍にい
くにとうこぐめいぎ
くに六ヶ敷い問題でばございませうけれども︑必ず三食共米韮以て主食とし
れは
と何
みか
い︲と云ふと︑園は一等園の名義であっても︑園なくても︑或は一日に一食之に代用する塞悲用わると沙︑或は叉外米懇

叱沈る課ではございませぬ︒却って私共は一等風の口夫で此米を主食とすると云ふことは︑日本人年

かへわたくしどもとうこく

来ますし︑叉今媛に終きましても此物償が必ず元に復さうして︐之を維持して行かなければならぬと云ふこ
して安く
ぱると云ふことは︐どなたでも確信がお有りとをお考へにぼる必要があると考へて居ります︒
わけ

き

またこんごおこのぶつかか耗玲もとふくどれゐぢゆい
やす
かくしんあ

と改良する徐地だ
がん幾
らもあると考へて居ります︒それけでは︑舗確の癖螺は壁りますまいかと齢ひます．難
＃Ｉひんぷけんかｆどｒ司ジる
で釜味のやうな段々貧富の懸隔の度ば著しくなってう一毒ふ鮮鈴に郷て一桑の識癖を工醗諺し雛薙をして通

贋︒雪聖壷ｒ︑輝泉篭︲ｌ︲ｉ

ザ

Ｆ︐Ｌ

の怪足りないでｂ夏になると米鵡買って食べ氷ければならぬと云ふ状態
一﹂ある︒縄ての殖産︑農業も鞍達して来まして︑或ば養議と雫或は牧
畜とか︑さう云ふ方面脹溌達して来まし我から︑金融は自然良くなって
衆まして︲富の度が高まつれずら︑自然賛津心が超つれ鐸でござい土を
７．それで今まで大根蕪の飯或は塞飯か食べて脳つ衣者が︐皆お米の飯
私用ねなければならぬ状態に江つれｃそれば其土地の妖態のみならず聯
或ば一鯉の状態であるか知らんと忠ふｃそ批罪ら見ますと︑現在の米の
政権では︑今ザら二十年三十年前とは︲需要が非常に殖えて居らうと忠
ひます︒それ故如何Ｆ開墾事業が稜達しても︑統計は存じませぬけれど
殖えて来まして︑さうして従前通りに色々な物悲混ぜて食べて勝って噂

も︑日本の米の牧穫が殖えれとば申せますまいと恩ひます︒人口が随分
やつと之に封するだけの暇稚であると恩ひますのに︑それ燕叉東京あボ
能く聞いて居り堂す︒さう云ふ状態・て︐東京あれりの需要も非常に増し

リでも愉勢働悲などの景気が宜い偽に姻琴の蜜れ方が少いと云ふことを
我のでござい裳せうと思ひ農すがら︐さう云ふ結果米傾が大きに騰って

けんじやらにんたいとく・

篭生上主蛎の心得

これど

圃人に見られない謙譲忍耐の徳がある︑それで之を何

乙くじんみ

は︑日本の婦人の自重心︑先程の先生が日本人には外

にほんふじんじち生らしん這奄ほどぜんせいにほんじんやわい

□それから序に今一つ瀧蝉げて縁きますの

て居ります︒

とすると云ふことは︑最も必要でありませうｃ変に今日の急務沙と思っ

に代用する食物を︑一家の主婦穴ろ老が造って︑さうして一家の食料品

すると云ふことばｂ困難なこと〜思ひますいらして︑之を研究して︑米

来たやらうと思って居ります︒・でございますから︑此米憤が非常に下落

《

式でばク誉
庭こ迄
も
溌揮しなければならぬ︑と一一ふお識がありまし
これわたく．Ｌどもどこまでかんが︒をけんじや今

だｐ是は私共は何庭迄もさう考へて居ります︒謙譲
にんたいいもつどひつえうこれか︒︿

おもてのけんじやらいいくぶんとりちか

忍耐と云ふことは最も必要で︑是は鉄く可からざるこ
ぽす詞じち鋲らＬんいも
これ
とでゐる︒之をもう一歩進んで自重心と云ふものを侍
いたざ

いちいしん

泉を

すべひと玖力

って戴きたいと思ふ︒此謙譲と云ふものを幾分か取違

わたくしここれい吐孝こあみ︐

へて︑さうして依頼心とでも申しませぅか︐認忙人任
獅も
せと一琴ふ歴が謎かめるかのやうに恩ひます．色々ござ

いますけれども︒私ば此虚で一例を申上げて見ます
がしゆふいもの︒ふだんｃら瀧才
と︑一家の主婦と云ふ者が不働心掛けて置かなけ奴ぱ
しよくれうもんだいまたいふくなん
い凱黙造しお
熊らぬことは今申上げました食料問題叉衣服とか何と
ふじときょういｒ

い

おほ狩もすい恥・ゆ

か云ふこともございますが︑不時の時の用意と云ふや
おも
かんがを
うなことがどうも考へて居られないやうに恩は肌る︒

わたくしど画さうぐう

びやら肴︾

さう一雪ふことが多くはないかと思ひます︒斯ぅ一野︾例

に私は度々遭遇する︒お子さんが病気になる︑長い
ぴや急琶これよゆ電と了いまにばかぴやら肴

ひごろかいばあひかいいしゃなかおう誰ふてあて

病気は是は能く行届きますけれども︑今俄に病薫にな
いぱあひそのしゆふもの
る︑鐸に鍵識したとか云ふ場合に︑其主婦たる者が︑

もちいかくむをかた寺く注

日頃斯う云ふ場合に斯う云ふ醤者を迎へて雁急の手富

い

じ

をして貰ふと云ふ畳悟をして居られる方が少いやうで
．み
善一いたざ
ある︒来て戴きたいと毒ふから行って見ますと︑三時

ゐ

職も四吟蹴も海から幹う一琴ふ鍵鐸をして居るとか．お

四七

衛生上主婦の心得

なかいたいな轡乏の﹄﹂萱寒色しこ
ら鞭︒み

し瞬・しんやくしよいを

腹が痛かったとか云ふ︒何故其時にお申込みにぼらな

斗一

通うだんうへ識だのかいもんだい

かつだかと伺って見ますと︑主人が役所に行って居り
しゆじんくわい．しや公をかへ
まするから︑主人が曾吐に行って居りましたから︑漏
たい・へんおほこれふじんひとたるとあい細い︲是が

って来まして相談の上御頼みしました︑斯う云ふ問題
ハ

いまめいか酒いばあいこう

が大鍵に多い︒是ば婦人たる人が︑夫の命令に従って
これ毛つど〃つこうよ
牙とな
事を篤すと云ふことば︑是は最も結構で宜いことでご

い

彰も

わたくしいつ毛のさい詮滝しあ

でんわかよぴもざはじいしゃいへ

ぎいますけれども︑今一命にも畷ると云ふ場合に︑公
野為 おやくしよ一篭ひくわい ふ．おいたん流さ匙
務を帯びた御役所或は曾吐に御出でになった旦那様に
電話を掛けたり呼戻したりなさって︑初めて瞥者の家
あまじぷんかんがむしを
に来ると云ふことは︑除り自分の考へを無税して居り

い

い〃︑

い

ばしないかと思ひます︒私は獅時でも其際に申上げ
たいていふぼんおばなしかいぴやら暫い
ます︒大抵不断御話になっ丁︑斯う云ふ病気なら︑鰐
しやさきみもら
し沙じんおかへいしゃ
者に先へ診て貰って︑主人添御蹄︐９になったら︑馨者
椎うこく
食逓
の言ったことを報告なすったらどうかと云ふことを申

かい

します匂斯う云ふこ︐どば幾つもございます︒

口夫から診察に御出でになって皇は鳶しぃ黙も

四八

御願ひ腫来たと云ふこと起言ふ御嬬人は少ない二何慮が悪Ｔｂうと申さ

れ堂して︲お響者に行って診て貰へ︑と主人が申しましたと言って能く御

いと云ふなら︑自分ば斯う云ふ風に感じますと云ふこと悲御話になつれ

出でになる︒大層主人の命を奉じて持続のことであるが︑自分の隅が悪

ら宜くはないか︑それ可ｂ診察し︽一︲・能く説明して差上げます︒さうする

さ砂と云ふて来る︒御自分の韻を診て上げて・能く申上げた積りだの雁

と御主人の方から．どうも要領韮得ないザら︑もう一度容髄牢言って下

要領走得ないと云ふことば︑甚だ以て此方い︾説明が足りなくはないがと

の偽に大層忙しい所の御主人に︑響者の家へ足恕運ばずと云ふことＦな

考へますけれども︑一つは是は自一蕊心がお有りにならないの・く依減心

るｃ是ば婦人の心掛が悪いザらでもありますまいが︑好い加減に聴いて

復我御主人に蕊いて貰ふと云ふ依頼心が深いＴｂであらうと患ひ農ず︒

御自身て出来得ることは︑御自分で虚

成べく諦人の群と云ふちのは︑外に出て働く所の御主人にば︑家の事怨

理して行くと云ふことば卿主輔の務ごあります︒さうし我ら御主人吋家

顧みてお賞ひなさらないやう順

の事の愛︽﹄永くして︐従事して居られるお仕車が．十分に出来やうと思

ひます︒急病の場合︑引付け衣場合ば︑大低何虚でｊ零人秒飛ばしますが

借急病であって︑どうしやう守斯うしやうかと考へて︑やつｊ電論を掛

いと思ひ弘二副曝燕う云ふことば︑円頃相談︐してお置きになりまして可若

けて︑主人に蹄って来て貰って︑始めて瀞者を招く等ば共だｒ参るしくな

あったらどうしよ︽ノザとふく相談して置いて︑成るべく今危篤Ｌ︲う云ふ

し子供が病気し士ら何虚へかけろ︑老人が悪かつれら︑叉自分が急満で

ありま苧うし︑叉私ば柔姻であると云ふ亀と潅お知ら︲せになる黙もござ
い土鳥一うが︑一つはきうでなく摩目分︲と云ふこ︑と起打去って居る黙があり

場合でない限・叩ばｂ御諦へリドなろ迄は斯う云ふ心配事は．．お知らせし

はしないＴと云ふやう脹思ふｃそれば何虐か悪呼ワうと主人が申されま

ないことがｂ一家の主嬬の務ではありますまいかと患ひま爺︒どうかし

ヒ

すＴｂ・・：・・鶏者に診で賃へ︑と申しますから：・・・・斯う云︑Ｔ−︐とを云は

ロ

れるｃ何虚が悪いでｂ自分のこを老自分が斯う云ふ風でございゑす？り

b

底しれる家庭を造って戴き永いと日頃考へて居珊ます︒

ｒＬ

て日本の婦人限もう少し研究心怨有寵し画もう少し自重心准有龍して懲

f

い

こらぐろわけ

ど
差猫こ豚うどう
おう
こおこい

かい

して
て織
緋齢 でになつ
鍔嘩を蝿て毒を癖蹄し
ったら︑斯う云ふ

恋ゑい強い
かんがを

は悠しあゐひなん賦峰し

ふことの瀧いや員ノ
一摸を起すとか︑暴動を起すとか云ふ
で・巷
あた
どもも
すこしんちぶらた
たい
いど
つつ こ と
に富ることが出来
に︑もう少し慎重の態度を以 て ︑ 事 に

わけ〆

の話か或は何の話
居り
りま
ます 慰衛生の
やしないかと考へて居

ごくすぐ漣

せかいばんこぐくにひと

もつじまん

ゆゑ涜

で︒きせんさうときと蓄

鍔のために躯ぬる陸︑蕊舞いことはない︒故にこれ丈

アメリカじんこじんしゆぎあいこくしん恋匡と亨方恢之いた

亜米利加脹負けるな

に豚んじん

どんどセんきうわかゐ強んさうか

１１

四九

は︑むしろ日本人以上の所があるでは職いか︒日本人ことは︑今度の戦争でよく分って居る︒いざ戦零に加

にほんじんいじゃ全どころ

は極少からうといって癖だ︒蝿るに亜糸秒加の郵跡雌口外風人殊に亜米利加人の舜蹴蛾に静める

最近に至る迄芯亜米利加人は個人主義だから︑愛圃心誠に心細い至りであります︒

ざいきんいたまで

類天賦の性であるからして︑世界菖圃︑どの園の人でけを以て自慢ずることは出来ない︒戦争の時も時でぁ
たい︵い賑Ｕばあひこぐか昔をかたこくみん
も総へて犀ないと一琴ふことはないゞ鰐らに昨樺蝿は︑ろが︑太李無事の場合に︑圃家の基礎を固め︑圃暁の
あい
も︑
い今
まに
た他
こ圃
く人
じを
ん品
ひ位
んを
ゐ上
あぐるやうなことは︑蕊だ槌にくいものであ
愛
圃こ
心く
をし
以ん
ても
専つ
責せ
特ん
許ぱ
のい
やと
うく
な訂
積３
りつで
たぎせんきうつよ汚
唯坪はよる
べ縄
っす
しる
ふ風
うの
う失せないのは．甚
蔑
だ宜しくない．郷へぱる︒そんな鳴とをしないで心只戦争に強い丈けどは︑

るゐでんぶせい

しも
かど
く圃
みん
こ愛
く圃
しん
而
何こ鹿この
民あ
にいも
心のないものはない︒露に

ぜんさうつ主
口愛国心は人類の有する鐙も織鎚なものでは戦争は誤
いといふけれども︑畦そ瞬錨蝿勢繕権戦

貴族院議員江原素六

︵九月二
一十
十八
八日日女女
干子 認 誹 演 曾限
呼於て︑丈責在記者︶

せぎけが
わか︑琴金しあ
あおお

お話すると云ふことは︑心苦ｌい課でございますが︑

した課であります
か分らないことを申上げて御 席 を 汚 し

象だも④写らん．ｂやつおかんが

みながたこんごぷんものおつか
皆さん方がどうか今後十分に物一つお扱ひになるに恥
亦物一つ御覧になるにも︑理窟を御考へになって忌研

臆悠レ

にぼんふじんけってん
口自分か婦人であり乍ら日本婦
人の鉄鮎を

』

１１亜米利加に負砂るな

I

１

臆墨

亜米利鮒に負け湧荘

ため知へつしょく

呼一︶たこくみん吾一号﹂しうかん唾当ちぼん

入したとなると︑全脳民が競って︑一週間一日碇麹麺
允
にくた

蕊ん惨坪唾おもし

ろ

五○

以淀種だ価拍く諏い・韓僻録鱈の蕊に雲鱈が蝿かつた

毛興︽たし参クＦ１ざしつ費しや全

り交通の不便の所があったり︑其他種々差支が生ずる
陰厩樫よる
おも
のは共だ宜しくないと思ふ︒

しゆうじんみな冬尽づいａせかいばつめいひ〃．ちゆ全

□又亜米利加は子蝶の識議が︑桑錘でも舞鍵

最利器たる機淵砲︑飛行機も︑電話も︑叉かの浩一勤篤
しんいづみロブメリ力はっめい
真も何れも皆亜米利加の蕊明である︒

さいり甘きくわ人哩うひかうきで人わ堂た皇わつと割．Ｌや

て見ると︑衆人皆鎖くでゐらう︒今世界の溌明品中百
ぷんアメリカじん↑ばつめいたとぷん妬い
分の六十は︑亜米利加人の護明でゐる︒例へぱ文明の

み

大勢畦︑綴逸は時勢遅れの園で︑米圃は最も時勢に通
．しんあ
ざいきん．ありさまてら
する園であると信じて居たそれが最近の有様に照し

たいぢじＵ儀呼らドイツじけいおくくにぺいこｆ色つどじせいて昔

ゐ

謎食謬腫いとか︑額鐙食べない逆かした錦言祇︑却て鍵
物は除っだから︑政府はそれに及ばぬと布告した︒今

えい品らおしよくれうせつやくぜいせ朝︾みぎうにくやく

英餌カナダに於ける食料節約の戎績を見るに鰯牛肉約

せかい
口私は夙に唱説して居たのであるが︑燈界
の

すんポンドとんにく恥ジレいつ小少ぷ浄弓かをぎこ

発汗五百頼砿︑豚肉動輸出五十しや割一分増伽︑雲粉泌
節約一享寓パシルに達したといふことが︑彼の地の新
蹄に諦継さ恥て睡た．毒が昨輝に郷ても︑塗碑舞って
にもどか夕︑１しうにもぶんくらゐたしよくもつま
一日一度粥を食ふとか︑一週一ｎ分位ｂ他の食物で間

︑あほこめせつやｆ
こめかく
に合せるとか心米の節約をするやうにしたら︑米は却つ
あ生ちが爪つか．うへ︑定いかうくわちが

て除るに連ひない︒物債の上にも大敬果がゐるに違ひ
きこめさうどうおこ
ない︒況して米騒動などの起ることはないのである︒
こてんいせいやうじんＥ２くいげんあいこくしん・にぼん

此切鮎から云って︑西洋人殊に米人の愛圃心は︑日本
に入すうそう〆いつよよる
人に敷 層 倍 強 い と い っ て 宜 し い ︒

宝たこくみんばんたひこ恥

どりよくか︒う厚や今

１１１

ず

一小畢兇一種は︑排日ばどしてはリンコルンさんに済み

ぐうかくじどう江いにち

□それから日本人は砥雅神加雌は︑韓鍔に識
ぱかめこん咽やいヤ．さうい

ませ
とこ
言っ
．か
叉圃
た
台ん弓
どたも
あ民の麺鋤盤喰べない日に︑之を
喰べた塵︑子供は﹃お母さんは燭探に葱つだのね﹄とい
ぜひともこアメリカ堂き
った︒諏郁酢樺 としては是
非共此の亜米利加に勝る

しんけん麺二荘ゐせん掴んはいＬＬさいアメリカ
でも真剣に行はれて居る︒先年排日の際︑亜米利加の
ちうどうしやにほんじんころに豚んじんけい
勢働者がＨ本人に殺されたときｐ日本人の刑につき︑

︽いく︒りくゐおころ召けつあ堪必で留

やうに努力し向上せねばなりません︒

Ｑ﹄

１

兵を賊逐して居る所を見ると︑決して侮ることは出来
勺２うれつあいこｉＬ人すりぷんめいちからもつ

いからといって．馬鹿にして居るが︑今岡α戦争は如
確︑瞳に六ケ肥訓織の蝿伽錘の寡が︑参殿訓錨の鋤迩

ね︒
ぬ
︒況
況し
し一て猛烈なる愛圃心と︑進んだ文明の力を以て
秒か
野
かな か と ご ゐ て Ｇ 一
つ略為やんα卜日んぴ

■ ̲

向っ
向
った
たら
屯︑
︑銅ふ諏蜘なしであらう︒咽に揮輪軍備とい
って︑他の事を疎にすることは︑園を不具にする野

等

Ｉ

こんにちかか﹄ちがよる

かていないし言Ｌ﹂よほど〃人を

ぷんめい上なか

．︒Ｌうじつ秘︑◆︑︑

し

いたおも

はぢ

うちほどごま

ふう

方喉きが領

か？げんよ強も唾やくざａ唾泌しわひて

けいといふ有様ですが︑何も気兼をすることはないと
と哲
守やい﹂くかたときくうひ
和も
思ひます︒外圃層ば片時も空議してならぬといふ﹃時

ありさま

ます﹄と︑陰で冷笑するといふ風ですから鰯どうか馬よ
うと思和心っても︑避難の螺蹴を鋒輝ひ︑毒瞬して手をっ

︑かザれいせう

に思ふ風があります．﹃どこのお家は爾そ奴程お困りに
おくさ散十ふいとをを
なって居あやうでぽいのに︑奥様は内職をして居られ

Ｉ綴ｌｌ

おもふう・

所が世間には未だ主婦９内職をすることをｂ恥のやう

どこ参せげんいましゆふ瓦いこて

各自の出来る内職をするやうに致したいと忠ひ説す

めいＩ︑できないしき

山脇高等女畢校長山脇房子

主婦の内職と慈善

ぎ

こぐか

じつふけいざい

にず

しゆふ

は︑その評識の識臓のないのを表すもので恥しいこと

お・仁思はづか︲

は金なり﹄の格言を能く守って︑お客様のお謡相手を
︑︑︑あみものぬいルリいた
し駁がらも︑せっせと編物をし︑刺繍芯どを致します
こエＬふく鋤ん
わくにふりん
が︑我が脳の婦人なども︑此の良い習慣をつけたいも

たくさん

と

韮一

よなか．
こひ臓がゐじだい
かりを希って居る時代ではありません︒世の中とい
．こんご
しじうあ ﹄竃お
ふことを始絡︑頭脳に置かなければなりません︒今後
ごうや４らじげふじぜんじげふきかん・とき
は公共事業や慈善事業を︑厳にせねばならん時でござ

口主婦︐と慈善それから今日は︑只一家の安全ぱ

おも

だと気がっかなけ奴ばならない筈です︒かうした主婦

のと恩ひます︒

たかひはんしやら

でせうかお互に反省するところがなければばりまぜん

口主婦と内職燦勢睡に癖ける裁雑の伽蕊も︑鏡
じかん

にもうち
７１１和は汀４座
々によって多い少いはありますが．兎にかく一日の中

いくじかんてあじかんこしあ

こんに必た討一かむんぜん

が津山ゐっては︑圃家にとって︑賃に不継潜ではない

っ・も忙︲しく幕さねばなりませんその維日ぬくせくし
ゞのぞ
た︲八ぶゆう
て︑何
の繊裕もないといふは︑韓織錨の家睡を除いて

い亀卸く恥

が下手だと申して居ります︒丈朔妙世の中にいくら仕
蚕とりやらすぐだ咋蒔Ａじょ
事の量は少くとも順序もなく︑規律も砿いやうではい

へ兆五をを

分業的雅なりまして︑家庭内の徽事も除程減じて鋸り
にほんかていせいやうか︲再い
ます︒そい鴛も日本の家庭は西洋の家一廷よりは︑忙し
せいやうじんにほん力ていしごとしや今さい
まを
Ｉいと願しますが︑霞洋人織︑日本の家庭の仕事の詳細
やかた
いぁ虫江ず
だけ
．背
を聞いて︑それ丈なら︑さう忙しい筈はない膳這り方

ぷ人けふ延暫

口家事の除浴はある今日は昔とは違ひ︑寓づ

L

に幾時則なりと手の明いた時間を鋳へて︑その時間に
主鋳の内職を塾整

I

Ⅱ

主蟻の内藤を慈善

こ生で

なにｒ︑屯わい垂圭垂舞暮
います．砿も龍ら鐸鍾となって︑何
々倉を新しく起さ

くわいしゆいよしらさんせい毎ふいｆは

なければならないといふことばありません︒是れ迄い

ふら

すこかた

しゆつせきごふじん

ろ１︑ある讃の趣意を能く調べて︑賛成された曾に加
くのいはう
はって︑お働きになれば垂いと躍ひます．で曾
の方で
しふくわい
は︑鋒婦雌裁へ︑擁しでも鑑になるやうにと靭講かう習
曾
寺く蛭

あた珠つか

などを開きますけれども︑どこでも出席なさる御婦人

きてぐわいこぐことわざ

は少いやうでございます︒少し堅くるしい︑頭脳を遣
みた
ぱしよせはせは
ひ竃身の篇めになるやうな場所には﹃忙しくて忙しく
一軸どばたくわいぎたち睦怒しひと
て﹄一の一藩ばりですが︑さて井
戸端曾議︑立話︑人の
弓尽さＬぱ愚みじかんさうたう
噂︑芝居見などの時間は︑相常にあるやうです︒これ
ら球志砲みかんしだい

番虻しい人の所に行って頼め﹄と云ふ語がございます︒

等は甚だ蓮滅葱次第であります︒借外圃の諺に宣
ぼんせはひ︲︒＆たご乃いたのいご

やはひとしきと楓つしんまじめひ全

それは忙しい人は︑什事に熱心で︑真面目ですが︑暇
ひとなに壱とな匙滋ちふ恥つしん
の人は︑何事も怠け勝で︑不熱心なものです︒それで

即﹄催ひｐ〆一ようじたのせきにんも．︑泥

ひ人﹂

こう

虻しい人は︑用事を頼んでも形責任を持ってして下さ
ゆゑ１人采うできわけ
秘故に︑信用も出来る課でございますからその人にお
か︒わけ
願ひするといふことだきうです︒斯うした鐸ですから︑

や︶ふじんがたいまずこおほ号ら

つ八﹄

』
F

r可

御婦人方も︑今少し大きなお心におなりになって︑公
薄幸らＵげふＵぜんＤげふｂたくＬふじん
共の事業も︑慈善事業も︑私ども婦人⑦なす↓べき務
めであるとお考へになって︑雌の癖の鮭にばぜひ錐瞬

ド

いたぎ

して頂きたいものであります︒
を

玉二

＠わいこロ−じじやらあ蓋

︲１１１

□若い婦人へ舞い癖雁葬は︑擁しい識議を露け

けんきうしゆわんぷんあらかていごとずみや

て居られるから︑外圃の事情にも明らかでございませ
ゃ心いこくふじんよなか
う心外画婦人が世の中のことに謡雄して屋る謡侭など

革ほい嘘たらい北ｒとＬと

を研究されて︑手腕を十分現はして︑家庭の事は連か
ぜいり毛ひきこみじあん．こう薄ようじぜんこと
に整理し︑其の引込思案でなくして︑公共慈善の事に

ひら

わかふじんしうやうはつ

も︑大に働いて頂ぎたいものです︒どうしても年老つ
ふじんさきたものさとゑんりよすらみち
た嬬人が先に立つと︑物事が遠慮がちで︑進むべき道

が開けませんから惨若い婦人は︑よく修養し︑よく蟹

︑手管へかてい全を藍でよなか泡つ

償して家庭のことは申す雲迄もなく々世の中のことに熱
社い之弾い走汐
誠を瀧いで頂きたいものでございます

ｔ１６ｑ刀ＪＬ９ｆ︑ｒ０１︲Ｉｊ１ｊＩｑＪⅡ︑Ｊ︑■６

ろなるらむ
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鹿き世県交りながらいかなれば

明治天皇御製

せばきば人のこ

つくすや人の務なろらん

己か身韮かへりみすして人の侭．
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米の代用に就

ゐ

ま

しふくわい

ゐかんをん

米の猫用限裁いて

おんくわいい

で誉

苫くりつけいえいを

たれんづ唾うなや

を

小﹄

噂やら

い三

こめさうどうお・・

ぱんほかしんを

ばんかたおもを

五三

ｌＩ

鐸せの稀津で︑蹴鱗な裁鑑で廃の葵い錘鋤の識琴ぜす

みこみわたくした腫んけん雷う工
した︒所
が私の多年の研究に依ると︑禄桑磨の搾り

得ないものと云ひ︑また一般の方も︑さう思って居りま
︽丸

上からも︑何からも麺麹の外はないと信じて居りまし
︑︑︑１﹂
たが︑く
ら一命人すぢでは︑錘麺は一癖の疑感で鯉鐙し

なに

たねんこれちけん強う言一らを画を
届ｂますので︑多年此等の研究にも︑心を注いで居り
こめだいぶうひん
ごと涯ほ拘じん
ました．殊
に日本人として︑米の代用品として︑締壁

かつ臆うあだ
口私は幸ひ輝錘のやうに割烹のことに富って

云はるシやうになりましだ︒

究が開始さい︑主食物たる米の代用品さへ︑彼れ此れ

・した︒恋一誌には舞蕊疎に輝て︑鐸撫の識砿
がお
起こ
りま
藷うかいししゆ曙で賑つこめだいようかんかこ

りまして︑之を動機に︑食料研究曾や︑特設市場ぱど

これどう茜しょく恥うけんきうくわいとくせつし鳶︲豪や

ことを教へ︑最近には聞くも忌まはしき米騒動さへ起

恐しざいきんきいⅡＩⅡ

じつざいぼ やすこま
れば︑資際と離れ易いので困りましたが︑はしなくも
かい定いせんさうしょくれうもんだい淀ほさり
世せ界
の大戦争は︑食料問題の等閑にすることの蹄癖ぬ

東
京女子割烹畢校霊指原乙子
倉

いて

し元が

さきごろかえつき念

ぬ有様となって居皐ふしだのを︑先頃嘉焼様の
たざあ小
尭鼻〃︑損ゐんしかくえ

たれｆふいありさま

ぷ

（

まして︑食料の研究には繭多年頭脳を惜まして居りま
すが︑峡磁舗までは︑鐘撫の雛鋤雁と︑桑磨の確溌雑
りと
だ︑
い大
ぶ分
けの
んか
理
懸く
隔があり︑騨縫鍵隷に瀞ても︑跡もす

し王くれうけんきう

はり蒲最近には割烹教育のことを︑燭立鯉誉して居り

さい許んかつぱうけういく

口借私は先年露ルに認昨跨溌議の蕊龍たづさ

幸慶 の 次 第 で ご ざ い ま す ︒

かうげいしにい

せんことを︑遺憾と存じます偽されど御曾が活窪たる
匿うとくた寵すＪｌｈつく
道徳の潟め︑往々お議しになって居らる のは何より
洋一

世話どころか︑集曾にも︑ろく！︑ｉ参ることの出来ま

詮わ

お勧めに倣って︑再び曾員たる費搭を得ました．只相
法に
織らず︑溌粋鋒職︑鱈事嬢確を露め誌して︑何かのお

す

にか退禽

Ｉて私も古い曾員の一人でございましたが︑いつの間

わたくしふるく領ゐんにん

を周遊して︑曾旨を普及したこともありました︒従つ

１．フャマう〃ふいしふ苦ふ

口亡夫安三は鎚鐸には鍛轄に鐸峨く一癖謡瞬

、

米の代臓に雌いて

できじぷんくしんだん全をあ

ることが齢奉て︑か２−扉嘩唾は唾くならず︑癖も鍵

りさうてきつも

これらよこめふそく

ま

ら麺ものが出来ます︒自分の苦心談を申し上げまして
垂二聖じかくわき﹄くにおを漆︲
じか
は︑誠に自家庚告に似て恐れ入りますが︑これは自家
ためこぐかためぞん
どんくやいはじひら
吟の篤で鞍く︑圃家の為と存じまして︑今回初めて開か
かじてんらんくれいち入れつ
い淀
るシ家事展覧曾にも陳列することに致しました︒これ
．最いせい吟やらけいぎい厚や全
は衛生上よりも無潜上よりも︑寿癖の識よりも︑先づ

い

もくかぎふむ

わたくＬこめ淀い

錘想的の積りでありました・此等に依って米の不足を
で壱
しあは
補ふことが出来ましたら︑仕合せのことでございます震
逓誰鮭津蹴の為磨︑擁僻の舞膨に僻れて︑稚の織雁と
よ−コ

こむ善おももちばんし

享云ふことは︑目下の急務でありますが耐私は米の代

ぞんＬかばんふくし﹄ぞ蕊つ

用として︑小変を重に用ふる麺麺に如くものは職い︑
わたくＬ
ご←しうにもけんやくぴ
む
私はァ〆リカの如く︑一週に一日倹約日として︑無
聖いデー敬う
にもばんだいようよ
米日を設くるどしたら︑一日は麺麺を代用したら宜か

ﾛ上

きんゑいせいしや会あたひおなふじんたちしょくれう

らうと存じます．而も麺麹は︑副食物などもジャムな
よるｒしごくかんだ人
こめがふばん
どで宜しく︑至極簡軍であります︒お米三合と麺麹一

■

か

斤と衛生上の値は同じく︑婦人一日の食料となり︑慣
かくもと灼了ぺいはんいないあ鯵・

椿も 固 よ り 米 飯 以 内 で 上 り ま す ︒
ゑいせいじゃ参よる

口尤も安債の上より一芽噂霊はかまの饗磁
でありまして︑衛生上にも宜しいのでござい美すが︑

‐

珠募鯉に談て︑小婆に如か蝿と云ふ短所があります︒

あぢ毛のたおいごむぎしいたんしよ

U
1

O

五四

わたくし産ん定いづ蕊舟ｔは鰹あぢ

けいざいじゃ凸

だいぶとくよう

で私は麺麺に大豆を三分の一加へて見ましたが︑味

詮

ねんりよく一画く蛭一﹂むき鞠よ

も︑さぅ鐙らないで経済上からいへば︑大分徳用にな

り議す︒唯あまり混ぜると︑粘力４御少く耐小菱に及ば

ぬ所があります︒
とほ

−８屈旧■■田Ⅱ■■■Ⅱ︐Ｈ１

さ

織りに恭溌と舜が鐸麺錘とを坤輔して跡ますと︑左

の通︐りにな膿ります︒

１１１Ｍ仏ＭＬｕワもりⅡ︑いⅡＤ卜ｊ１￥血■届ＩもＰ山岡叩も

米飯と食麺麹との比較表

１１

五○ｂ二五五ｂ二六七

五○︑二二二Ｕ五○九石

五五Ｕ九二四︑五九○

五四︑六五二︲○五七

五七︑○○六︑二○八

向三年
同四年

五八︑四四三︑○四七

同六年

同︲五年

大正元年
同．二年

Ｏ全国米産額表

閏

己

L

いづつぎゆきは趣

諾

初もゐ

も

な

げんいん

ふやフ

あ

風といふのでゐる︒

し

之舎直正

︲やらぬ

郡こ

膳

それ

せつげつ〃︑わ

だ

し

ひと

りが在るといふことを知らねばならぬ︒雪月花などを
おやこしん
ぐんしんたいぎ
ごん鋸う
よむのは擢風といふので︑君一臣の大義とか︑親子の親
ひ為で義さ︒と
愛あいとか通舞婦の榊銭とか︑然聴くとも日なの出来事に
かなぱめひ
う奴にあひ
接して︑嬉しい場合とか︑悲しい場合とかにつきてのせい
ぜきら為・
か人げ君つむ
威
激を包むこともなく軍赤裸々にうだひ出したのを正
稔つ

雛Ｄよみぶりには︑正風と椛風といふ二つのよみぷ

せ・いふフごん醜うふた

ならない琴のものである︒

しやらかなら
上
は︑必ずよまねばならならいし︑叉自然によめねば

敦だしぜん・

つだものは無いといってもよい位でゐる︒夫がといへ
にんまヘヂ噂や合にほふじん・い
ば︑雛は嚇騨であるから︑一人前以上の日本人たる以

な

けんしんあふ
賢
臣
と
仰
が
れ
た
人
︑高僧と尊ばれた人︑さては義士節
とうかく
すこ
婦謡少
しでも世よに
頭角をゐらはした狸で︑鞭をよまなか

謹から感嚇の冠竪を職め淀鍵つり︑鐸総といはれた人︑
曇暫しぜつ
ひとかう七うたつとひ§

て犀て︑錘る邦睡に幹が仲かないのでゐる︒

であらうが︑窪は渥餓一瞬の雌が誰の饗砿だけを知っ

二

▼﹂

ゐ

正風の歌と擢風の歌
ずゐぷんひさ

確といふものが世の樺一瞬の雄 から詩藤されて居る

いそ卸

いそが

ことは随分久しいものでゐる︒
謹みに漣に癖を識よみにＦ
なな
りり
まますかと譲れると④イ
かうむしつ
み でと畑訓鐸へ馴れる町
ャ忙しくてとか︑一向に無志
趣趣
味瞬
で
とのうら
ふつう
﹂の峰しい世の棒に︑誰など
が普通である︒其裏にはこの忙し
もあて
ヤアふうりうわんもんじもて
迄⑦とあ

こかうしやらいうぴ

といふ慌姻風流な閑文字竪
を翫
翫ん
んで居るひまは無いと
ゆぐ
にゐ
ふぢよ↑︾いうげいうちしゆぐし詞
孟

いふ瀞吟が謡って牌る・雛恥
はは
隷高
齢尚優美なものではある

七のやう

が．婦女子の遊蕊の内の一一
種穂
位位
ののものと思って居るら
しい瞳

きゐ

や﹂れいかいつ竺
是は如何一卜も尤もなことで︑其榛になる べ き 原 因 は ︑

み

ずゐ⑪︽心杢

を見ものに唖何れも月とか︑雪︑こか︑花．
おほ
いふ様なことを雛っだのが多くて︑随分一

正風の歌皆稔胤の歌

いぱ︑如何にも世の中に無用の文字で有

いかよなかをＪうくじめ

あ

る
白しい
ものが有るが︑溌轡癖にふって居な

やつう

睦細蝿認岬呼純畷砕岬極呼悼唯喝識麹錘︺
かじん

有⑳な分箭花怯さ鬼＆

不

雲

I

ふ見み面噌かの世悪

らもとかて角ヤ
しのし、行ゆも
〈かて識;〈現X
忍Wらはとも在畠
るぃ作帯とれも

正風の歌典﹄榛風の歌五六

Ｌ毛﹈し忠やまとこ・ろひととあさいにほや宝きくらばなドイアたぃしく畠

敷島の大和心を人間は吟朝日に匂ふ山棲花をよんだとか︑鶴逸の誰の詩をよんだとかいふ位のこ

や獣

うみ

柔

す

とよんだのもとで勺輝
にみ
諦辱
蝿に
りう
湾ましたつも︐で︑酢蒋の錐は
ぎ
みなど

山はさけ海はあせなん世なりとも君にふた心われゐ如何様だとか適齢篇だとか︑鱈癖の識は瞬鮮だとか謡
禿

ま
似をして居るものが︑即鏡に鞍えて瀬るのには困ごっ
た

い

よそ
に焼
ひと
し直
マー
な榛
ほや
匙
らめゃもをして︑除所の園の人の詩の一
句くの
き
しやの
なう真

こよいいのちしひと

とよんだのもや

ふるさとに今宵ばかりの命とも知らでや人のわれをものである．

哉

ろこく

なん
し人
じん
とり
じゐ
ん っ
待つらん露幽あたりの
何とかいふ詩人が︑
一
のひ愚
人やが
セいふううたいい．と瞳ぶんぐじん

ゐ

かうＬ牟全

とよんだのも︑みな唾蝿の誰でゐる︒正風の歌は活港て︑弘が自分の雑挫を蝿訊であるといふのを聞き込ん

活ん
きと
居や
て︑
もし
高や
尚で
るみ
とゐ
いふ
ふ
かし
んて峯
らし
かかう
うゐあ
いこ
かとは︑画で︑何とかして名春を同復してやらうと思って︑一つ
嬉しく思はれる︒

なんかま

うれ
民
のお
戚も
情が高尚で有ったことを見せて居て︑如何にもの工蕊を得て︑蕊から織は錘の赫桑の僻を︑癖でも瀞

せいめい

其愚人を大なる批評家として歓迎したといふ様なこと

そのぐじん定いひひや今かくわぬげいやう

お大ほ
に昔む
つらたれこ
ふろうのと
この
御み
園く
に︑
かか
らし
樽へ
たく
とこ
園ほ
風とい溌澱躍牒鍋随鮒謹聴磯熱瀞鴨

ふもの動生命は︑この郵鴎の蕊の狸にあるのでゐる︒
かしこ

和たも
い今ま
わ
ひ
とはう
ちん昔
・畏きことではゐるが︑謡郁が群識し鐸たところの︑をいったと思っ
が︑
の若
いか
人の
中に
︑こ
な気
雌浄毒蓋切繊謎は蕊諦睡騨である︒

おも
癖鈴の城が無いともいへぬだらうと思ふ
・

ひとおほみなんちんたう
じぷんおも宛ず
ゐＥ﹄昔しのんきゐ

雛浄毒肇は︑雛が緋婦きであらせられたといふ人が多この群醗の蕊といふことを見て︑何だ陳套なことを

ぃ嘩誹自分が思ふ
のふに
御い
好ぎき
あこ
らせられたといいって居る︑時を知らないで︑暢気なことをいって居る
二ｆ
うは
元︑
ふき
竃で
ぶら
ふ意味よりは︑風風の尊き意義を．菱固にしたいといものであるなどと︑織謡を厩すで禄らうが︑犀蓉の錐

おほみこりろなこくふう力ｆｏこぐ︑し

ロ︑ンアたれしあ

『

ふ大御心では無かったのかと拝察されるのである︒：を圃風といって︑魅鐘必癖窪んで罪だのは︑各国の詩
唯酔争昨︑蜂︵塵雌躍の騨礎を齢て︑露西亜の誰の詩とは鐸し瀞毒を鍵にして居るところが有るからである

．

一
一

亦所因なきに非らずである︒猛省すべきことである︒

古道漫言

・舎員岡崎毒市

④●①●③④︲ｏＯＯＯ１ｏｏｏＯＯＯＯＯｏＯ○．

□寧ろ良臣たれ魂敵固く臣幸に陛下に奉する韮鴇ぱ願くぱ良臣

００００○○Ｏ○○○０００Ｏ

く程・契・呆陶︒君臣心に協ひ︑

倶に尊桑を享く︑所謂良臣なり︒龍逢︑

我らしゆよ︑忠臣求らしむろ勿れ︒上日く忠良以て異る有る平︒封て日

比干而折廷争︑身諾せられ団亡ぶ︑所謂忠臣なりと︒彼の言一見奇なる

が如きも臣遁の理想説き錐して除蕊なしｃ忠臣固より尊ぶくしＬ﹄錐も其

身詠せられ園亡ぶ脹至りては又悲しからずや︒古来圃飢れて忠臣を想ひ

家賛限して良妻走思ふは人情の常なれども込寧ろ始より忠臣良雲怨思ふ

程の窮地に隅ろなき延期するの優れるに若かず︒彼の此の訓戒の如き嘘

口癖川癖萱審が郡響上杉蛎山公の世子龍ろ賑細井半洲講義済

永く臣下の大道として百世態経て磨すべがらざるもの亨少くし︒

康野に︑着るに衣薄く︑食するに糧少く．肌塞起凌ぎて︑奮戦しつ︐有

る徳杢按撫す︒・侍臣之起怪み其故韮問ふ︺卿日くｂ此徳は故安藤帯刀の

みて後︑談偶々紀井頼宣卿の事に及ぶ︒頼宣卿入浴の度毎帳其膝の上にあ

態つめりれリ︒其痛さ堪ゆぺからず︑久うして其の痕永く篭となり噌
○○○○○○○○○○○ＣＯ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
没後此病羅見る毎に彼が忠一ロ韮恩ひ出し慎〃の心聯起さやろばなし◇然
○○○○○００○○○○○○○○ＣＯＯ○○○○○○○○○○○○Ｏ
ろに叶走経るに庇ひ今は病の色も次弟に薄らぎ︑瓶みの心も破る︑がと
○○○○○○○００○○○○○○○○ＯＣＣＯ○○ＣＯ
恩へぱ其度毎に悲くて斯くは按撫するなりと言はれＬと︒購叫公此話悲

形見なり︒昔我過ありし時︑帯刀大膜叱り︑近く摺寄り力に任せて此膝

る龍非ずや︒物見遊山に︑金銭起源愛せしむろよりは︲宝しく慰問袋を

口修畢旋行︑生徒一人の旋餐平均金十間ｂ一校三百人︑資に三千団︑一

府撫内十校として︑三寓倒である︒慰問袋一個一回としてｂ三寓側は三
葛袋︑軍人一人に一袋づＩＤ三蔑人に分配し得るのである︒

歌蕊しつ︲注然として涙を流し︑サテｊ〜人君たる極易からぬものなり

｜

ロ道徳上ザら見て︑縛湾上から考ひて︑〃資に教育上の大問題である︒現

五九

｜

ば有るまいが︒

調製して耐軍隊慰間に贈呈すべきが︑激育者の取るべき教育的の仕事て

ｐ抑々今日は如何なる時か︒我が皇圃の忠勇義烈の軍人は︑シベリヤの

けて居ると言はろｃ之れ態是れ言ふので有らうＣ

得意がって居ろ︒昔は畢者ば迂遠で有ると言はれ︑今は教員は常識に談

の教員が︑毎年秋季に入りて日修畢旅行の名の下に︑物見遊山恋して︐

ロ天高く・熱澄みｂ馬肥ゆろの秋心なぞと支那人の言草を嵐似て︑大正

曾員土井金之助

三放ぴ修皐旅行について

鮭白に投ずと云爾︒

人どころ簿人間の風上に置けぬ人なりとｂ近頃感ずる所あり︑本誌の

弧て云ふ︑蝿牛角上の争延以て︑目的韮達し快とするものｂ如き曙士

寓事は成功すること能ばず︑幸禰なろ生涯を途ろこと能はざるなり︒重

口怒り限申すじ天地法界延以て我れとする至誠興拳なろ考限わらずんぱ

＃

今の教育蔽曾の仕事が︑概れ如斯である︒園家就含から職遇さる︲も︐

寄稿

I

K

稿

○

口庸の言行を謹め律大なる事業と錐︑同是れ小事の堆積のみ︒

り︒人道も夫の如く天理に順ひて種蕃蒔き︑天理に逆ふて草呼取り︑

○ＯＯＯＯ○○○○○○○︒ＯＯＯＯＯＯｏＯＯＯＯＯＯｏｏＯＯ
水中に入て半分は水に順ひ︑半分は流水に逆昇りて運轄滞らざるにあ

事韮得︑斯くて次第脹大事悲成就する所以なる韮思はず︑恢復すべから

て一奄其雲を試験せられれる中脹︑算術の達人に野田女蕊なろ者あり︒

ロ野田文蔵の細心大岡越前守奉行たりし畦諸塾の達人韮呼出し

虚にて致し見せよ﹂と云はれ士れぱ︑女蕊は如何なる六づかしき事にや

越前守彼に封し﹁其の方は算術の名人なる由０余が望む所のもの怨今此

御厳し候へ﹂と云へぱ近習の者起って十露盤琴持参しければ︑丈燕越前守

せよ﹂と云はれれり︒文識は我韮計り給ふと合黙して﹁然らば十露盤怨

と待ち居れるに︑越前守一考して﹁百牟二つに割ればいくつに主ろや見

す態屑Ｌ＆ざ弓類︑以ての外なることにて候︒聖人の教は庸懲これ行

二つと一つ起呼で一二天作の五と相成り候へぱ五十づ︑に相成り申候・﹂

口水車の中庸を取れ二宮翁夜話は記者が年来愛讃書の一なり︒

より直に該召出︑支配勘定役となり︑蹟きて御目見被仰付．地方算朋の

用には粗末なるべし︒然るに其の方の致方は誠脹感に堪へれりＬとて夫

なし︒若其方即答して百泥二つにすれば五十にて候と云はい︑公儀の御

は粗相にては何の用にも立求ず︑僅かの事にも町嘩奄以てせざれぱ心元

の前に進んで︑﹁百を一弓に割るには百走玉一つ置いて目安延二つと置き

ひ︲庸言これ謹むとこそ有之候︒日用の行事韮謹み行はずして何の大
Ｏ○○○０ＣＯ００．００○○０００
事大義を総し得ることの之あるべき哉︒返すｊ︑＼も畢問は篤寅貴賎に

と答へ犬りｃ越前守手韮拍て嘆稀し﹁女識は鼠に算術の達人なり︲算術

するに道徳と維潜との調和一致を期するにありｃ翁の教義は農村韮主と

随一として重用せらろ︑胆至れりと遺老物語後篇に見え士りｃ詰らぬ話

ｌｌＬ︲

して立てられ漁りと錐ｐ簡易平明︑匹夫匹婦も筒且味ふて愈々蓋きざろ

１１１●︲１

なるが奄想見せＬむろに足らずやｃ
１１ｌｌ

１１

なれどもよく陶冶せられたろ緬心が︑如何に其品性に光彩韮輿ふろもの

ｈ︑１１凶宇

Ｉ１ＩｌＩ

ゆろよりも夏帳有利な↓っものあらんことを信じて疑はず︒余の愛諦の一

節を左に揺ぐ
０○○○○○○○○○

ものあり︒されば之起都嚇に適用し︑之な商工に膳用し︐寧ろ農村に用

報徳教の四綱領︵至誠勤勉分度推譲︶に就ては暫く云はず︒翁の教義は要

⑪●●●●④⑳②

責践窮行の大切なろことよく悟るべき也︒

○ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＣＯ○○○○ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯｏＯ

無之ては︑聖人の道起皐ぷもの冬は云ひ難きにて候

０○０ＯＣ○○００◎

我ろぁ見て︑志高尚になり恭謙遜譲の心なく︑大言あ吐き小節むば馬

今少しく畢間して古人の英逼豪傑の資を以てⅢオ能転馳せ功動か立て

日く

侍の士怨戒しめ龍ろ語の如き醗々として人間成功の要訣鵡穿つものあり

ざる大失敗胆維らしむろもの︑正しく之が鰯めなり︒上杉臓山公嘗て近

⑲●の①●●⑧

Ｏ

人生は平凡なろ事件の一大連鎖なり︒小事韮蔑覗する・ものは次第に滅亡

欲に随て家業起勘み︑欲韮制して装務奄思ふべき也︒

事あるべからず．・・・故に人遵は中庸彩尊む︒水車鰯中庸は宜しき程に

輪廻し︑丸に水中に入れば廻らずして流るべし︒叉水韮離ろれば廻ろ
ＯＯＯＯｃＯＯ○○○○○ＯＯＯｏＯＯＣ

六

の悲運に階︑農ごろ走得ず︒世間幾多の青年準して此小事に依りて他の小

準⑮⑬蛾⑳⑪⑯

奉ひんをＴろもの先づ此用意と鶴悟ある老要す︒

を語られしと云ふ︒人生は自省修養の一大連鎖のみ︒喬も身怨以て人起

寄

夫人道は唇ほ永車の如し︒其形半分は水流Ｆ順ひ半分は水流脹迩ふて

．

一
一
一
‑
一

思潮と研究
竜玉歩勲奉勲事融夢鵠畿誤誤醇夢み融事宇予奄垣屯

ロ相愛相譲と真筆質賞

〃男爵継津築一氏

口世の誰曾に封する論考Ｅ一種め系︒一は極端なろ悲観論者でｂ他は叉

口成金思想の害毒

宮掴修氏

ロ近頃成金といふことばが流行し︑同時に所謂成金者流の行動老非難す

る言語が紗く無い︒事責に於て彼等成金者流は︑一時に巨寓の富悲願ち

て社曾の秩序恥乱し︑固家の風教奄害するものが多い︑一は否定すること

得我連中であるＴｂ︑その金韮使ふ手段に於て一種の野性懇帯び︒従っ

極端なろ梁観論者である︒余は執れがと云へぱｂ現在は進歩向上しつｔ

べきものは︐翻り彼等成金者流のみどは無い︒彼等と趣難異にして．家

るところである己然しながら更らに深く考察する︑とい現代限於て憂慮す

近来俄に富諸作つれ所調成金者流が︑据倣不遜甚だしく壮曾の反感を頁

に何等の貯蓄も無い︑矢張り不健全な生活思想悲有つ所訓細猫の間にも

が出来ないのでｂ此の識は天下の識者が均しく指弾損斥し︐皿つ蕊窟す

ふといふ如きは︑箕に苦々しい事である︒牡曾が進歩するに伴れて心一

口過般の米騒動の紬果︑細民救仙の一手段として各鹿脹米の廉賢が行は

亦より多く悲むぺき憂ふべき現象があるのである︒

あろのであると信ずるが心去りながらｂ悉く叉浦足寸ろものではない︐

面貧富の懸隔が生じて来るのは止む韮得ないとしても︑艮正の富は厚い

れ末︒鴬時これ韮買ふぺく楽つ菰細民の数は童に黒山の如く多くめつれ

信念と強い徳義が件はなくてはならぬといふこと希蝿りｂ富豪は富豪と
して︑壮曾に向って其責任杢誰し︑賛祈は貧者として努力勉強し・各自

い五側十園の大きな紙幣を持って末永者が珍しくなかつ末といふことで

而して彼等の頁ふべき一同分の米の量は之を金額としてば一側迄ｂ米と

ある︒事此に至ると︑我々は廉蜜の意味が那遥にあるが乃疑はざる韮鍔

しては三一升の程度であつれ︒然るに彼等の内には廉壷の世話は焼いて

ならぬ︒斯ろ悪風潮悲一掃するいば︑園民として撹掌敦厚の美風韮養ひｂ

ないと同時に℃今岡の廉震唾その廉喪の行はろ６最一初から思つ菰通り

相愛相畿の風が敦くなれば︑泰平に一波の勤なく︲一枝の揺ぐなぐり牡

孝悌仁義の道恥騰く行はしめなければならぬｃ明治維新以来五十年間︑

もこの廉費米起買ひ得ろ擢利のない官公吏すら︐常に容易に懐中し得な

物質文明が其度悲越え︒唯だ是れ智のみ態進め汝鴬め︑一般に是れ利の

昔時の機鐘の際に行はれ求御救米とはその趣を異にし心二極のま心すべ

るもいふ如きはじ誠匹聖代の一大不詳事で︐風家の危機来るそいはれば

み延求むろやうになづ張︒今回の欧羅巴の戦乱の如きも︑仁義道徳が他

き事情の鰯めに︑巳む態得ず行はれ洗一社曾政策と見るべきである︒

曾は奉平老来すのである︒然るに軍国多事の時︲圃内脹於Ｔ﹄米暴動が起

の理智的文明に件はい弊から起つれのであるｃ今日吾嵐に於て最も蕊ふ

口然らばその所謂寒心すべき事情とは何である平聞く虚によれば︲今

一︿一

日の職工ば其職業の何求ろ韮問ばず０日限三側乃至五回の賃銀延得るこ

く奇銃賂は︑艮蕊質質の風韮炊いて居る事である云々︒︵向上︺

思潮と厭究

、

拝

− − −
−
−

とが普通どあるといふ︒ひとり職工のみでなく行商人の如き小寅商人の

相伴はい生活は常に彼等心駆って・債鬼の苔の下に置きｂ廷て物愛的にも

金思想限かぶれてｃ身分不相塵の生活をするのでわるｃ而して此喰支の

一︿一一

如き耐小資本韮以て醤業するものでも︐なほ毎日三四側の純益があり０

次重なる原因は

精榊的にも萎嘩せしめて居る︒果して然らば今同の廉寅制度韮必要とし

思潮を研究

車夫輩の如きも亦之に劣らぬ牧入があるといふ︾︾とである︒若し是延事

あって而も廉寅米韮買ひに来るのが不思議な位である︒然る雁彼等は事

校教員等の遠く及ばざる給金取りである︒従って彼等が五胤十園の大き

口成金思想はひとり細氏の上にのみ影響して居るのでなく︲中産階級に

てして居士億ぬてあつ龍とも云へろ︒

無くて︑所謂成金思想昨影響されて敢支の度を園らず不健全な生活を敢

ほどの所得がないからである︒此遥の消息は聞いて見なけ賑ぱ理解し得

寅に於て窮迫して居るのである︒但し彼等の月牧入はその日総額の総和

何に成り行かうとも何等顧慮するところなき有様である︒藤て恩へば︑

くその心底に迩入Ｌ︐只管目前皮相の物質的快楽にあこがれ︑牌来は如

も亦及ぼして居るｃ要するにこの精紳は現今の我が幽氏上下に振って深

我が国の現在は戦後の無管といふ一大問題Ｆ逢着して居るが．今日の牡

も働くならば決して暴動を起す必要もなく且つ廉

し二十五六Ｈ間まで

充進すれ

曾の現状牟以てぜぱ心戦後の経管は愚迩既に現在に於て此の憂ふべき

ば︑或憾職後純管怨待れずに︑国民の証曾的生活そのもの老潰滅せしめ

あるｃ而して此疾患がこのま

喪米の恩悪に浴する必要もない︒六十園がら百五六十園までの月収入で

時代思潮の疾患に膳まされつ

筈である︒然るに彼等の現在は其日給の呼聾こそよけれ概

ロ女子の天職

ないとも限らない︒是れ我々の大に憂ふる鹿である︒︵教育時論︶

口今迄日本の婦人は男子に比して其の篭質唯於て其智力に於て飴樫劣つ

井上秀子女史

少なくなつ龍といふまで︑ある︒若し人生は勢役が少くて︑遊ぶ時の多

増加以前の月敢額と何等の塗りもない︒菰ｒ過去に比すれば働く時間が

って現に鞭手が始まって以宋男子のして居った業務を女子が代って従事

は之れとば反封で女子の隔力智力共に男子と同様であると認められて居

らいふと遊ぶ昨間の多いことは︑やがて金の入用奉窓味する︒その上現

しても一向に差支な照立派膿やって除けて居りますｃそれ故女子の贈

衣ものと諸はれて居圭した︒所が欧米諸幽０球に英吉利ｂ亜米利加など

時の焚浮な牡曾状態に支配される彼等の頭は︑決して一ヶ月の黄牧入約

本でもさう傭じて居る入渉多いのてす︒所が近頃段々と種々の方面から

力手腕・髄力等すべて男子眼比して決して劣って居ないと謂はれて

日

三四十間位韮基準にして生活しては居ない働けばとれろと云ふ空牧入の

羽口

七八十園走顕隈して糟喪するといふ傾向がわる︒郡弓披第も亦一種の戒

いこと恥理想とするなら︑此現象は誠に結椛な話であるが．生活の上郡

居る者が多い︒従って月の賀牧入は二十側から六十圃位のもので日給額

十日乃至十五個位の日数だけは働いても︑大凡そ一ヶ月の半分は遊んど

して一ヶ月は愚︑二十五六冊間韮さへ打媛いて働くものが少い︒僅誘に

も求めらろ

安全に家黄も支沸ひ︑食物も得られ︑相営の晴着も用ひて︑多少の娯楽

ない話であるが若し彼等限して一箇月間断なく虞面目に働けば猶更︑よ

住

な札束韮捕って頁ひに来るのに何の不思議はない︒寧ろ是だけの牧人が

彼等が具血目に働いても筒且つ苦む鯵めといふのでは

資とす雌ぱ︑彼等の凡牧は優脹洋服懇着靴をはいて歩く官公吏若くは畢

》

里

すがら

一女子が代って電車の車掌運輔手や汽車の火夫運樽手や巡査など

のであります︒成程戦争池始まってから男子が皆出征するものでありま

の観察Ｆ依ると︒全くそれは皮相の観察ごあると云ふことが稜見された

らく猫立の生活難なす人があってもよいが︑此れは少数の婦人で︐大盤

に望んでも得られないのでありますｃ女子が男子八同様牡曾隠立つく鋤

を整理し子女話教育するのが女子本来の責務であって︑此事だけは男子

ロー股罪ら云ふと女子の天職は全く一家起篭理する虚にわるのぜ︑一窯

ｐＬ

男子のなすべき事に宮って差支無くやって除けまし丈が︐如何せん︑女

口欧米帳於てば女子の数は男子より非常に多く︑従って結婚し得ぬ女子

がら云ふと結婚して家韮楚へ子女を教育するのが其の原則でぬ小まず︒

もあります︒殊帳今同の大戦争は益々男子の数韮少なからしめｂ除義な

子には月経︑分娩等の事がありますがらｂ斯様Ｆ男子の執るぺき業務に
他の疾病などか非常に多くなって来求とのことでめります︒まれ其外県

ありますから︑次とへ如何なる境遇にある人でも身分相癖の縁韮求あて

く猫身の女子は増すでありませうが︑我圃では未だ男子の数が多いのご

従事して居ろうらに追々と種々の支障老生じて来て︑殊に流産と通其
も大分女子としてば不適常の事が段々と見えて来犬のであります︒

易くなり︑哀しみ易くなり︑怠志が弱くなりも機嫌かびになる︒すべて

違がありゑすのど︑月煙中は女子の精脚に非常の鍵調避来すのでも怒り

ある︒従って月経など生理的の種々男子と相遼があり︑叉心理上にも相

を私は思ふのであ鮒ます︒言ふ迄も無く女子には姫姪分娩と云ふ責務が

は男子と同様に働けろと云ふ解稗走下すのば︑全く皮相の観では無いか

菰いのです︒筒今日の高等女畢校其他の教育方針韮見ますろに︑是等女

憂ふべきの甚しきものであると云ふ考誹ら申述・へて︑女子の反省悲促し

従って其の天分韮疎かにする者が漸く多がらんとする傾向のあるのば勘

ばありますが女子の教育が進むにつれて女子が男子と同様の職胆就きｂ

のでｂ此れで始めて全人生む解し褐ろのです︑私の申すＥは平凡︑様で

女韮育て︑始めて世の味もわかり他をおＬひやろと云ふ情篭も出て来る

嫁付くのが其の天分韮全くする所以であらうと思ひます︒良人を有ら子

口元来生理上から考へても心理上から考へても︑男子と女子とは相違が

自制力が無くなりｂ従って他よりの暗示を受け易くなります︒随分身分

子の天職心全うせしむるの準備が足りぬ？フに思ばれます０部ら母とな

あるのは言ふ迄も無いのであり尖すがら︑是等の差違を無硯して︑女子

ある人で蔑引延働らいれなど云ふ事が新聞紙上に散見するのもｂ皆女子

り子女恕掬青するの用意が不足ではない零教育に反省走促し衣いので
あります︒

が自制力怨失ひ誘惑限綴り易くなつれ結果であって︑女子の犯罪者の多

るだけの準耐と修養韮積まればなりませぬ︒それには畢校に於ても今少

□既に女子自身が其の天職のある所韮自礎し我以上︑・其の天分態全うす

くは月純中であるとの事であり生す︒女子は男子に比して身龍にも叉心
理上限も恒性起訣いて居り生して︐催令欧米の嬬人と錐も此の妖階は到

し此鮎に注意し︑教科書其他にも此愈味起充分に含ませて所謂今日の時

底遮くることが出来ませぬから︑今日では女子が男子同樵の業務韮執る
︾︑とは不適鴬であると云ふ事起欧米の女子自らも見出し菰とのことであ

是思ふのごあります︒︵博愛︶

務に適する新しき意味の良妻蚤母求ろ雁蓮するやう教育をせ弧ぱならぬ

事迂艇ぱなり没せぬ︒

︽︽一二

り生す︒俵つく女子は女子に迩営の敬育悲紘Ｌｕ女子に迩嵩の仕事に従

離漉を蔚尭

門
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思聖恩並引

石

ず巳

文荘選
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叉日︒近確米授蝿躍っ珠玉不奮ｃ偶北越嬬女喧呼求食︒畢固響耀︒

笥可想︒

吉野温軒日︒前用荘干語︒此用孟子語ｂ道遁云云叉出圃語︒作者腹

○Ｏ ○ ○ ○ Ｏ
向秋 風 歎 聴 調 ︒

燕聖人治天下︒使有寂粟如水火︒寂粟充庫人相親︒誰

︑︑泡︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｃｏｏ︒○○○○

蒙鋸綴瀞無︑一職︒遼鐘緊緊野篭手︒蹄率妬引︑変黍閉商

輪皇漢帝恩︒君不聞漢家彊設均輸制︒長安雲緊調零民

︑︑︑︑︑︑︑兎︑︑︑︑ＯＯ００○◎○０Ｏ
飢民説倹素︒東海波臣臆反層噌聖詔優渥賑孤蝿︒蒋蕊
ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＣＯＯＣＯＯＣＯＯ︒○○○

北遥婦女鳴鍵屯・鳴鍵鳴迫金夫邸︒逢怒逢壊一家戸門︒
癖跡梱督蝉聯︑殺気続続掃都流︒晒符舞野野歩鞭︒術瀞

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
一報二報穀慣尊︒刻刻奔騰如升天︒更博青天震震報︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

深︒且以供他日之鑑云︒

︑︑︑︑︒︑︑︑︑︑︑
襲官署焚豪戸︒人心拘絢事達天聡．下賜三百
︑勺︑︑︑︑︑︑︑
寓金賑棚之︒凶鱗乃止︒因賦長古一篇以記聖恩之

窮民蜂起︒

渡遥操

川

大正七年七八月之交︒斗米償至五金

父M苑

】

六四

渡遥華洲

登毅之下︒至出兵鎮匪之︒
皇帝哀憂︒賜金賑他ｕ何堪感激ｃ然是誠聖代不詳事︒可不潅而畏乎
孟子日︒養生喪死無憾王道之始也心鳴呼是誰之過乎哉し想作者微意

蓋叉在此歎︒読畢撫然久之︒
両川丈荘日︒僕所欲言者前評馨之実ｃ

余辱故京都支曾如意谷先生之交︒頃以事贈書令嗣

静也君︒君酬以先生喜毒詩石摺︒威喜之除︒次韻
以寄懐︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

碑本喜看風韻新︒郵書千里採封辰︒壁間掲得幾吟調︾
０○○○○００
遥慕逼齢文雅人︒

西園寺侯天愛立見四郎

丈荘日︒丈雅風韻四字︒可移以評此篇ｃ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○．○○

鞠射護力死而己︒成敗利鈍非所知︒南陽布衣感知遇︒
００００○○Ｏ
鎚然忠節真可師︒西侯元来華胃喬︒拝命只合奮篤犠．
○○○○○○００．０○０００００○○○○ＣＯ
老来猶枕美人膝︒不開帝圃安輿危︒歎息長袖統袴子︒

三世元老果何為︒

況於某侯聴明乎︒

丈荘日︒亦是賢人君子闘時病俗之言︒長袖執袴子︒誰此詩常無罪也

移居並序清奮竹内源太郎

大正七年七月．任式内郷斌多治赫職斌司．移居干
○○○Ｏ︑︑︑︑︑︑断︑℃︑︑︑

謎域外︒峰密擁屋・渓流達庭︒奇嘉突冗・老松翁霧︒

、

「

︑︑︑︑︑︑
有塵外之想突︒

女雛同Ｌ風景篇出亦如謹︒

同

︑︑︑︑℃︑︑

満山黄葉映青苔︒隔屋遥聞牧笛哀︒寂漢前庭人不見︒
女離日︒何等間迩︒晒巷賛儒不能憾之嘘︑

丈駐日︒向孤坐字立案︒及興月三︒商談新意陰

玉苑杯中酒味削︒酢歌朗聴興堪耽︒体言孤坐無那伴︒
○つ︑ＣＯ００
形影 併 来 興 Ｈ 三 ︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

月下獅酌慢堂瓜生篤忠

曳節 〃 Ｔ 柵 俳 個 ．

︑９︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

峰頂慨紅映収研︒小禽無数叫晴天．秩峰箪翠更如豊︒
︑︑︑︑︑︑︑
月照講撲叢稚遥︒

秋審即事篭漢繁田︲浦義

女註日︒二首清麗︒筆有謹考唯愁一句︒蓋謙鮮坪︒

ＣＯｎｏ︑○Ｏ
唯惣才拙筆無霊︺

漢流穿石響幽庭・罵樹垂枝擁草亭．嵐影煙光蕊可愛．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑罰︑︑︑︑

脅習清風瀧小権︒

ＤＯＣ↑○ＣＯＯ

奇石崖鬼臨碧流︒老松堰塞擁露剛︒卜居何幸逢斯境︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒０．．０．○

【

次聴雨杉先生函嶺之璃韻
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑︑︑
撚傭非俗住人間︒物外心楕不必山︒天顧由来蕊麗遍︒
○○○○ＣＯＯ
春霞秋月水曝々︒

女

苑

女涯日︒一鎮禰戒︑能鴬其人︒

稜翠松本誠

大正七年八月十三日慈蹄見背槍然賦此

老来阿母宿獅憂︒蕊石無功寛不塞︒孝養何堪風樹恨︒
糖然無語涙空流︒︲

女詫日ｃ至情之言︒自是戯人︒字句穣否︒不蓮論也︒

秋雨石渡慶助

︑︑︑︑︑︑︑・
間寂村中一草亭︒悠然仰臥夢魂馨︒不憂朋友来尋我︒

や︑︑︑︑︑︑
秋雨時来有打扇．

女荘日︒厚緑故人書断絶︒自古皆然ｃ作表不憂之不亦穴乎︒

波山懐古渚泉野津
長次郎
︒︑︑︑︑︑︑︑

十里郊原霧色鮮︒鮮紫叢木宛如眠︒個頭元始義兵事︒

︑︑︑︑︑︑︑
溌弔忠魂未爽然︒

女荘日︒義兵忠魂四字︒尤僅古頓

不二農園︑秋
風揖南和田綱紀
︑︑︑℃︑．︑

避人塵外蕊門閑︒却蕊西洲戦闘難︒山荘獅占秋風錦

︑︑︑︑唱︑︑
美在疎疎緑樹間︒

秋闘山寺素骨綴見吉太郎

女註日︒此詩用揃髄・句灯清麗辱

︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑
山頭残月礎沈々︒四壁唯聞蟻蝉吟︒影暗孤燈方丈室︒

文駐日︒句中用騨譜︒遡其題︒

秋風己劉漫薬心．１

六錘

Ｉ

ⅡＭｌｊｒｌＩｌ且■■■■

苑

祷れるもの︑といふくし

鰯地位

不二之含直正選

ロ千葉態吉田依知川敦

。

‐
I

茨城懸三妻落合要
鯛庭園
世に遠き宿の園生に月冴えて開ゆあ恥のは錐の聾のみ

綴選歌

評燈の鴎か離れし里曲の堤の上など韮思ひやらろ

てて
静静か
に小
小石
石拾
拾α
以て我は投げ鳥
牛︐とめ
かに
に募
募る
る少
少診
診池の面に

ロ千葉懸城橋渡遥秀明

鰯人位

評生き衣ろ皐考の境遇限して如何にも尊き師表の耐影見ゆろが如し

世に疎く濁倣収る我にあらず八千窓の書は世を救人書

六六

泊翁先生警溌詩を讃めるを６

千葉瞬吉田嫉知脇敦

白萩のこぼれて匂人窓により笑みつ勢燭讃み返し吟︐

燕千葉鵬千葉岡本勘三郎

大空を行きては緑るつばくろも必は同じ子を恩ふらん

月見岐阜隠岐阜千原正圃

秋の夜の月見の談とめ一人去り二人縁＃て光いや増す

髪郷岡曜静岡山家了糠

◎和歌出詠規定

言題随意

一︑期日毎月十日限

も１口ｌ１１ｆｑ４ｌＪ９口．１・ＩｂＪ１Ｉｊ１ｊ１・ｊ０ｊｑ１Ｉ・１１ｌｂ必ｆ１ｊ９・ｊ１１ｊⅡ０４Ｊ二見︐４Ｐ４・ｊ６Ｉ■ｂ■１１ｆ面ｄ１

ｆｌ４︑Ｉ１０ＢＢ″一

ききて見よ御鯛思びの我胸を火よりも熱き心燃え居り

ｉｉＩＩ

おのが家の飯を知らずて南京の米食︶ぴ子よ︐と譲る董等

○束京葉鴎菊池猶喜

潮風にもまれもまれて烏少女綴の髪のたけに総れる

○選者

に言葉の上吻歌にあらず心より湧き張る歌にして歌の輿の生命老

評如術Ｆも威哀深し如露州篭の人の世ば誰もみな同じこと是農こと

心ばれわが身の行末は白露の草をこぽ縦て叉草の上

病床偶作闘山横見素骨

ｌｉｌｌ
鰯天位

丈

1

鰯出征軍に勅語
我猟潮派遣率及蝿東都督隷下部隊涯封ＬＬ月二
十九日左の如く勅語韮賜はれり

令に依り設綴認可し求る中蕊校数は三百三十玉
校にして府蝿別左の如Ｌ

文部省隈て調盃しれる本年六丹一日現在中蕊雷峻

職釜闘中畢被数

月三十一日迄Ｆ宮内省御歌所宛脹差出すべし典﹄

誇式は例年の通りにて用紙憾小奉書杉原眺美襖
紙何艇にてもよみしく一人一首準限り来る十二

朝晴雪

大正八年一州十八閥宮中歌御含輪の御糎碓去月
十五日官報韮以て公表ありれり

鋤歌御曾始御題妙溌表

卒自重堅溜以：テ重任チ完ウセョ

我浦潮潅遥寧及開東都督隷下部隊か興腕爺ト
協同シ燕進長鋼克ク短少ノ時日チ以テ至大ノ
成繊予敗メタリ朕深グ其勇迩チ蕊ス性フ患平
鰯ノ前途ハ術遼遠ナリ唯方二祁裳子蝿７汝悌

勅語

報

北海道騨八△東京府叶五八京都府九△大瀧府
十三△沖奈川螺七△兵庫齢十二△長崎撫九△
新潟聴十二△溌玉撫五△群馬課七△千葉蛎九
△茨城鱗六△獅水瞬七△奈良懸五△三重撫四

錘・躯

庁■﹃

ｊ
ゴ﹂

△愛知螺十△静岡蛭七△山梨態三△滋変腰二
△岐阜蛎四△長野騨八△宮城繰入△禰島鵜七
△岩手懸四△青森蛎三△山形蛎四△秋田蛎酒
△禰井蝶五△石川懸四△富山懸四△島取懸四
△島根蘇三△岡山蛭十一△賎島瞬ｆ△山口漂
九△和歌山縄六△徳島藤四△香川撫五△愛媛
蝶六△高知嬬咽△砿測懸十六△大分際七Ａ佐
溌職五△熊本蛎七△宮崎嬬三△鹿兇島羅八△

沖蝿蛎二△合計三百三十五・

鋤青年鰯施設事業
地方赫年閥の改善帽導に閲しては時局護生以来
内務文部鯛大臣より再度の訓令叉は雨次官の通

牒に基き改婆陵逢悲促し粒ろ結果今や全図か錘
じて二蔑有鮭の最も強固なろ青年閲の設置蕃兇
ろ限至れるが内務省にては更に之れが購紳的詣
導及牡曾的利用の道か一鯛くぺく先般来禰や進歩
世ろ都市瀞年闘の喫況脹付調盃研究したろ結果
限依拠ぱ本年十卿一月現在都市青年側蝿敷一千
四百二十Ｆして該員数三十九醐玉 三両七十七
人恥算し甑めて盛況準呈し居れるが之れ等青年
劇の施誰事業とＩ一て最も具篭化せるものは大瀧
左の如し
溌鎚禰裡教育△礎育の奨蹴△風絶の吹善△都
市聯業援助△糟防援助△都市改善

職瀞護士協曾決議

決蕊

熱護士協曾は這同の米騒擾事件調燕の総果去″
一周左の如き決議老登表せり

省略以下同︶

一︑大正七年八月中全図各地に勃談し茨ろ騒擾
は来演の暴醍︑投機心の犠溢並に政府常局
の施設其宜き韮得ざりし億一般の生活に不
安韮生じたるに基因するものと認む︽理由

認む

二︲致府が騒獅填墜の手壁審兵力に催り菰ろば
軍隊行用の本義韮謬り放る失隈なりと認む
三魅騒擾の常時政府稽局が新聞雑誌帳其記蕊の
鍋載避禁止し︲茨説含潅停止しれる瞳妄り
に言論築含の自由走抑塵し士ろ失政なりと

四︑騒擾績撰の憂彩防止せんが鶴科刑の峻厳の
みを以て其目的み霊せんとすろば誤奴りと
認む本協曾は僻眠司法常侭の留意韮求む
玉．本協曾ぱ現下宇内の難局雁鑑み蝋宗的協力
態促進せんが憾特限一般風民の自擬を喚起
するの必要ゐりと認む

③市内勢働賃金

東京商業曾議研の調炎に依れば東京市内脹於け

職業別躍高鞭迩最低

る九月中の冬種職業勢鋤黄金にして前月帳比し
碕李となれろもの落塞ぐれぱ左の如し︵即位錐︶

瓦葺職二○○言一五一三○

鍵刺職︽・賄附︶二一五一二五二○

屋根職一七○一四○二○
煉瓦職一八五一三五九○

建具職〃一五○一二○一○○

植木職二一五〃一一○一○○

石工職一九○一七○一五○

爽趣

1

蕊

糧

合計一︑四五九五七

日本銀行七四一

所有者別本月十五日雪前月末増
政△府
七一八五六

内容左の如Ｌ行軍位百寓闇︶

去月十万日現在の我政府及日本銀行所有の正貨
は総額十四億五千九百蔦間に連し前″末の同現
在高限比し賞に五千九百蔑園の激増延示せり其

鱒正貨の激増

郵便貯金唯縄癖界の好況と常局の貯金奨臓に依
り益々増加し去月十九日現在預け人員千八百九
十繭五千五百二十人預け金額調億三千八百一工︐
一蔑測千百七十一皿となり之を九月末現在に比
較すれば人員十二葛四千八百二十八人金額千三
十七蔦千四百八十七剛の各増加牟示せり叉簡易
生命保険ば卿十九日現在本年度契約締持数は養
老保険十繭千八百十件総身保戯十七蔦四千六百
三十一件にして寅施以来の累計は受人数百六蕊
四千八百七十七坪にして内締繕敦百四蕊七千四
百二十四件なり

②郵貯益々増加

杜鴎三○○・二七○二四○

船大工一二五Ｌ一二五一二五

版劇一○二八八令八

活版植字一○二九三八二

綿打職一五○九五七五

馬具職︵賄附︶三五○三○○二五○

下駄職一二０一○○八○

輔

△蔚在地騨

合計

内蝿
海外
四五五
一︑○○剛
一︑四五九

総水産織出好提

五五

ＪＰ

卿合圃の海上損害は敵幽軍艦武装商船等に依ろ
もの亦紗からずと錐も潜航艇に依る損害に比す
れば其割合甚だ憧少なり而も目下尚戦争擢蛎中
に属し正確なろ損害麺知るに由なく其の既に知
れるものと錐も今日は之軽震表する能はず例っ
て大正三年八月より同六年十二月迄四十一箇月
間に於ける世界各圃睡沈汽船に付き既に各種の
方法に依りて震表せられれる材料に依り戦時雌
欧局脹於て鵠査の結果其機数態得れる溌右に依

⑳各圃の撃沈船

癖馳

れぱ卿合園側一千七百八十七隻︑裁百五ｆ葛一
千七百三十五噸︑敵園側八十八隻︑二十寓一千
百八十三噸ｂ中立蝿側五百七十一隻︒百十一蕊
八千三十九類ｂ其他百四十七隻︐三十八葛三千
五百六十四噸︒合計二千五百九十三隻七百二十
蕊四千寵百二十一噸にして閑職前世界の所有唾
ろ船舶三蔦八百三十六隻剛千九百八蕊九千五百
五十二噸ｂ中隻数限於て八分噸数帳於て一割四
分喪失ぜり撃沈汽船幽別左表の如し

隻数噸敷

△聯合側

英園一℃四閥八四︑四九九ｓ七六二

侭題一○九三五一︑三三六

六六六

丁嫁五七九四︑二八三

鐙典七六一二六︑八九一
和圏五七一七九・四四一

諾威二七八四七三︑四六○

△中立測

小計︲八八二○一心一八三

塊大和八一○︐九一六
土耳其七一七ｂ五九九

濁逸七三一七二

△同盟側

小計一︑七八七五︑五○一︑七三五

日本一二四六 二一五
蒲萄牙五一○︑一六六
米園一八六二 三四九

伊太利一三九四○九︑八七二

白鞭義一八四二︑○五九

露園三八七九︑八七六

農商務省臨昨産業局の調査に係る最近我圃の水
産漁獲高は一ヶ年一鎧二千○六十蕊五千四百弧
十六畷催して其の主要なろ魚族は鱈︲鯉︑ 鮭︐
鱒︑鍵︲鋤︑秩刀魚蕪なるが中躍誌︑溌製心願
製︑油漬︑識乾其他肝油等の製品として生産蓮ら
る︲総額は六千九百四十七蔦四千七百九十四回・
限して其中内地需要高ば約四千七百三十九寓除
園︑其褒除の千二百○八蕊四千隙側は海外輸出
として供給辻らろ而して其の代向地は主として
支那︐南洋も加奈陀合衆剛等なるが特に尤も着
目すべきに乾蝦︐乾蟹︲蟹︑蝦鋪詰等にして近
来英俳地方向補出航として次第に増加し最近輸
出縄額中の三割蝿磨占むろに至れりと

七七⑨

1

一五八︑五四七

八五℃四一七

一︐二八︑○三九
三八三・五六四

三九

七℃二○四︑五二一

六四
一四七

五七一

二︑五九三

翻現閣畢政方針

雁衆智態集・め審議の上成案牢得恢ろ以上は之れ

八年度新事業は既に擦算編成避熱リホろ以上之
韮審査更改するの除Ｈ無きと北Ｅ其の必要を認
めず前内閣案心踏襲する方針なり
欽育含議決識に関してば世人多少の異論あるべ
く委員中亦個人として意見の相違有るべきも既

１１

1

其 話 臓

態尊重し速かい賓行怨企つる起可とすべく今後
本省に於ける新事業が大盤該決裁に則り企霊さ
るべきは論懇僕れず
義務教育擬姻庫負楯柔起識するに営叩嘗て政友
曾内隠は二千寓圏説を主張し菰ろもの有りしと
錐も今日直に之が笈現に努むく卦や否やば先づ
該制度の寅織韮考察して其可否態究め夏に今日
の地方経湾状態の趨勢恋参酌して徐に新方針憩
決するか至常ならずやと思惟す
高等皐校増設の急務は世人の認識する所限して
現在校敷が就曾の進運に伴はず圃家が不可測の
択害を受けつｔあり島云ふも過言ならず然れど
も之が蛎設に際しては露め今日に於て既窟計霞
を樹つるの要あるくし且つ新畢制改革案の成果
鵡得んが儲めにば識許彩増設すべき談の根本方
針を決し嬢に繊綴事業として之忽が完成延期す
べきなり︵南女部女官銃﹀
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支含報告
郡教育曾の招聡にょう評議員羅来丈
皐博士 膿 張 講 演 せ り ︒

○鱈畷講演十月十三日茨城燕筑談
郡青年倉の招聡により評議員禰来丈
嬢博士 出 張 講 演 せ り ︒

◎出蕊講演十月十四日埼玉孫鳩ヶ

識演せも／・

谷支禽講演倉開催により評議員三輪
田丈畢士協賛倉員高島卒三郎君出張

○出畷講演十月十七日埼玉畷久喜
少蒋出張講演せり︒

支禽誌演雷開催により曾員兇烏陸軍

○調査部倉十月十八日午後五時よ
り本曾事務所に開曾︑徳川正副雷長
高島︑吉田︵熊次︶︑宇野．吉田︑三
輪田の各委員︑石川主事︑高木︑橋
本の雨編輯員︑本悶書記参集聯内務
省書記官大海原重義君の出席を乞哩
全圃に於ける米惜騒動の妖況に就き
聴取す為ところありたう︒

○役員書十月十八日調査部曾閉曾
後含務に就き諸般の協議をなせ︐︒

◎女子部鍔演奮十月十九日午後二
時より本曾講堂に於て開禽︑臼井女

子部幹事開曾の鮮を述べ本曾要領を
鯛讃し・次に評議員三輪田丈皐士可愛
に就て﹂有益な愚講演ゐり滋吻︒

ｃ蝿銭講演十月二十日府下八王子
支禽溌禽式蚊に講演倉開縫により徳
川脅長︑三輪燭評議員︑石腕主事出
張曹長の祇僻三輪田評議員の講演め
り非常なる盛曾なグミ︒

亥雷報告
ロ吉田支曾報告
営支曾惟九月二十二日吉田浦青年閲と聯合して
地方青年の指導及一般風教の遮善韮園ろ総吉田
小皐校に於て本命より丈皐薄士禰来友吉先生及
修養幽本部より主幹蓮沼門三先生を聡叱道徳講
演曾憩開く午前九味より青年園縄含を開き青年
の誰習教育及修義上必要なろ事項を決議し午前
十時より蓮沼先生の青年修養に閲する割切なろ
講演あり休憩午食②後顧米先生﹁武士道の興髄﹂
なろ演題の下限有益なろ講演牟試みらる日く人
間固より健域目に活きんとする切なる要求ある
に拘らず自然主義．動物主義等の不良面目なる
志想に囚はる︐屯の多含は慨嘆せざる恋得ず蓋
し人間帳して多大なろ智識懇有し堕富なろ思想
を有するに従ひ益々偉大なろ・働韮錨し得ろもの

限Ｌて元来我国が外来思想韮潜化し統一して以
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て園蓮の稜達に資するの力走有越しものなるに
現今堅賀なる修養なきの徒は袈鰯本来の大満辞
尋没却し外来の知識思想起擬理ｔ瀦他Ｌ以て節
肉と鍔し血液と懲す能はずして謬れる思轍に囚
れ徒に苦悶しつｔあるの現状なり之韮教潤し之
を擬醒奄しむる膜は大に我武士道を鼓吹するの
必要あり然るに今や我武士道に封し何等の理解
なく武士道は過去の思想にして現在と何等交渉
江脅ものＬＬ信ずる閏の多きば遼感とするのみな
らず畢世潰々として浮薄に流れ正義人道の総め
自己怨犠牲とするの精瀞なし吾人ば緊張せろ鼠
面目なる精肺韮以て大同圃結して挿風悲除去せ
ざる可らずと前提せられ武士道の鼠臆として一︑

興剣部ち現在恥最後の瞬間として最善の努力を
露すの謂にして逓身自己の行嬉彩是なりを薙信
すみに非らざれぱ興創なろを得ず溌往に於て罪
悪あり若しくは蕊蹟するｌきば刺鐘の極意稚ろ
思無邪の状態赤ろ能はず自己超越の麓界に入る
能はず童に興刺が修養上偉大の効果ありしこと．
韮遮ぺられこ︑不惜身命帥ら道の鱈め死を厭ば
ず義の篤め命濯惜まざるの譜にして不惜身命に
非らざれぱ興正の大事業起憾すぉ得ず現今所謂
軍隊の攻準精紳と同意義なりと論ぜられ三︑不
動心天下の至大なろ働紘天下の極至の識ｆ↑り起
るものにして如何なる事蕊わるも心動揺驚ぐる
の謂Ｆして心身鍛錬の極致なりＬ﹄て例起古の英
雄豪儀に取り熱烈の熱明快の誹怨以て縦横に説
き去り説き宋り前後約三時間偲渉りて講演せら
ろ二鮭百名の聴衆は多大の感勧ぞ以て傾避し修
養上有益捕切なろ教訓限接し異華緊張の精群韮
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作製苧？一を鮮少ならざりし事牟信ず常支曾は
本含の春願斡旋暇﹂供リ幅来博士の出張態仰ぎ蕊
衆腫勢ｉ一我武士遁の興髄か鼓吹注入し講演含開
催の蚊果牟遥憾なく収得し旅りし︾一と韮喜ぶと

菰ろこと彰感謝す︒

共に博士が遁の総の僻遮にして交通不慎なろ溌
地に出張竿う胸蝿床変益共ト輔寓なろ講減韮試
みられ地方民風の作典上大なる刺雛恥典へられ

ロ岸和田支禽報告
十月充鳳秋期講話曾婚本祁教育含と共同して岸
和田中畢校講堂隠開催す午後二時開曾Ｌ中河内
郡覗蕊和佐擬三郎氏常夏期中族打越し北海道樺
太ドつき澗繁談悲ぜらろ就咋臓野の状況︑海岸
漁蝋の斯様等肘米有望なろ鮎隈於疋詳細誰淡せ
られ次に三浦鴬支曹長は去る七月二十六日より
九月四日まで四十Ｒ間柱噸四千宥除叫起航し出
張頑察せられれる南洋占領地サィパン︑トラッ
グ圃諸島及小笠原島の地理︐風陥︑産業︑教育
等につき蒐集し宋り椎ろ多数の樫本態示し︑或
は狩来の希望悲述・へ或は警句か挟み面白く諦話
進られボリ聴衆百五十鈴名中々盛曾なり吾︒

ロ小田原支禽報告
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の淵源放る御臓宗及歴世の皇霊蕗祭腿して其の
聖徳に報い奉らんとすみは本曾の期する主要の

目的衣ろ彩陳ぷ︒
風史研究含諦師佐藤淵輔師登壇時局の極︑と天ふ

渡越い就て今や戦局何愈副の時励に到達し職機
の無化寸ろ麗或は日本の地位として勝魅狸地に
臨ま腕ぱならぬ羽目に階ろやも知る可らず現に
西比里亜出兵に就くも米幽小チェック軍延掩護

す月目的の鰯に冊米同数の兵力鞭以討Ｌ之に常ら
ん一と彰交渉し米り始めて出兵悲洪したりしが如

く尤も自蝿防衛の憾にするば此の限内にあらず
と間ゆども其の韮辿の自由透書唖ら場ｔことば
隠れなき事資なりとす加ふろに米醐は今や巨憶
の富粋以巡飢舶に軍器に金力心傾注し戦勝の鹸

威恥躯て何物賑卜か鴬らんとするが如き槻怨呈せ

心情に至くぼ蕊

陵溌後世に解へられ・んこと恥︒

鴎が一にも蒋来噛寒の干城張るべき青年にして
蕊の戚趨の大和魂に銀贋怨見湯が如き事あらぱ
金睡無縁の御圃粥に忌ばしき不詳事態醸す事な
し︑とも砿らざるぺＬ諸君超ふ恋勉努力明治天皇
が千歳不磨の聖典と︑一て弄人臣民に輿へられれ
る本邦御沌宗が遺訓の遮鮮奉じ一旦緩急ある時
に鮪みては池帳陛に屍か満み〃て隣家無窮の典

寒融通と稗ｌ﹂別に一道の通ずろものあるが如く

今喚潅介対鞍壇紳謹と圃騰と云ふ演題に就て古

逢ｔ米りれろ事は竜も催しむに足らざるなり︒

思ひしば過れる考にて日本の閏需邸紳道脹して
惑世一系の皇統は皇瓶天照大御榊の使命し総ふ
馳胆よりて無窮に繁築し鵬ふのみならず山川草
木人靭蔑端皆生成化育の軌道に掘る︑事なく之
鵡誹随の遊と云ひて世脹瀞する紳遮限外ならず
故に称讃即幽礎にして雌木の間髄吻支障なく談

︐︐︑感ずろば皇室の藩群として世人の上級に位す

然るに近時世の文化の著しき進歩羅告ぐろに伸
び奮来の風俗瀞撤憾競新しきに移り大半其の
跡鞭止むろものなき雁至る最近に至り最も甚し

る然も其の中の重双ろ人にまご祇先の歴炭ある
塀物芯市井に上して只其の慨の市人に高く呼ぱ
れ 幻 事 態 の み 鏡 て 篭 も他に顧みるも
もの
のな
なし
しと
と云
云
ふは如何￥も涜職難次輔ならずや此の歴史ある
器物叉ば土遮給有してこそ華族衣ろ品位雄存す
ぺきものなるに箸しも再び求むく守らざる此の

あ沖珠県日本起今解せざるもの

り此の畔限至り必然起るべきは大平洋間題なる
べき事識者の秀しく認識して今や之に術ふろ事
態論ぜんとするに方り蝿の時限際し辱歯輔車の
間柄たる隣剛支那は鐘に日本限荊畢唾し新進宥
僻鉛同幽民Ｆて面白からざる憲惜毎有すろもの

史物件毒失夢れりとす艇啄綴令身に巨蕊の寵

すれば米園・賂左右部︽られんとするが如く其の間

とするも龍はざる次蛎なり雨ｉ一て今如斯前途多

・筒猫遜墜刈隙だにあらぱ瓜牙尋露幽ｆ叩東方に
研誹んとすろものあろを見る寅卜寒心せざらん

蕃重ぬ＄も他日華族の員侭は避媒滅亡し了ぁ短
至らん然も之等の傾向ぱ鰯華族のみならず世人

瀞樹鮮遼典半島等殆８本に奪ばれたるが如き感
か抱き戯等の徒は多く米閲娯依蝋せんとする傾
向韮示せるが加Ｌ加ふろ限露蝿の現状亦動とも

親なろ幽家海負荷すべき間本の新年界限於げふ
国民思想は如何に大蒋魂芯錬磨しつ︑ありつ若
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十月十三日午後一藩より蒔町壷安寺に於て財関
法人道徳教含例含態開癌し之に先立て倉跨に新
設しれる祭壇に祭官恭Ｌく本邦御認宗の紳謹怨
祭犯し墓迩の隆噂か仰ぎボリ次で曾員一同聖世
鯵嘉藤に浴する班拝謝上絡て例月の蒜演曾を鋼
催す騒事補職大他師本曾が毎年秋季に蝿民謹徳

支曾報告
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文︑金葎昏
の一般跡此の悪駐湖に化述られつ︑あれば是非
之の方面に向て圃家的救桧篭悲漉さざる可らず
余の知人某氏の女子大躯出身の嫁が夫輔の間脹
二人の愛見あり不幸隠して夫の死亡峠遭遇し従
ろとき僅に五七日牟鯉龍み農で雁て瑠涙未乾評
ざるべき時に富り究然嫁入り父雌に離別心請求
し茨ろものあり雨親は素より里方の雨税ま乞大
に驚き珠に里方にては先方に封し相済まざる儀
且女子一度他家帳嫁し土ろ以上は再び家に入る
ろこと能ばずと殿戒牟加へられし韮も殆ど馬耳
甫風に聞流し是非分籍の上猫立生涜に就がんと
希望して止まざりし故遼峠其の目的逢達ぜしむ
ろの外なきド至れり●と聞く斯の如きは素より種
々の事情の伏在する事なろべけれども要するに
法律の不備鉄鮎あるによりて其の希望悲達せし
めらろ６・雫とをなるなり蝿に燦約改正の準備時
代に於て其の改正には是非とも文明闘鋤等の法
律懇有せざる可らざろにより悌削よりポアソナ
ード氏缶聴Ｌ文明園の法律を基唾として多少止
む韮樵ざる醗酌を加へ衣ろまでにて出来上り丈
ろｔのなるが故に日本の風俗習慣韮細密に顧み
る暇なかりしが偽なりしならん故に今後刈等か
の機曾走捉へて古来瀞随養ひ来りたる風俗習慣
に反する制度の改正心促して鮭全なる幽家溌逢
．に費すべく諸君と共に戦力其の任に常らん事態
藩望する次第なり云々・拍手喝采９

口鳩ヶ谷支曾報告
承支曾は成立Ｈ浅く含員数も僅かに百有録塩
にＬて永龍何の設備Ｌ整はず極めて幼雅なるも

る所なりき︒

３

のなれども曾則に準し秩季簿演曾を昭龍するの
期到り十月十四側午後一癖より営町余盛座にて
催す鳥ともＬ兼弧て協謡中なりし富恥教育曾並
に在郷軍人分曾を聯合主催の件も相互に意相通
じ快き醐合態見る峠至りＬは本支含の満足とす

日の盛曾なろこと起藻期し居たり︒

斯くして各曾より数名の幹事心選出し輯来諸
般の手分牟定め各其部所に就き斡旋し此Ｈ偶々
稀行の晴天にして賓主共に一段の活鍾悲呈し本

司令官ばぅ職争い話しの題下に特に邦案青年の身

午後一時二十分に至り本日の読師高島雫三郎
先生．三輪田元道先生並脹本郷卿隊医司令官烏
谷章殿の休憩所へ到着あり︑少憩の後直に曾湯
へ御案内開倉すること二時士分前なりき︒支曾
長州曾の辞む述べ糊合主催延詳述し更らに狩米
も聯合の希望心切言し 烏谷大佐の講演延請す

隠の握壮ならざろぺからざる率説き道徳的精騨
修養と相挨って鯉がならん事韮述べ大に聴衆む
刺戟せしめられ放り奇人と慾あ演超牟提示せら
れれる三輪田先生ば約一時間半に亙り人性の憶
向其中庸ぞ逸するの危審懇懇説せられ句々人の
肺胴か衝き謹鍵に徐々緊張の度奉加へ菰ろば衆
の等しく歓喜する所なりき︒珠に冒頭に於て笈
物か指し一三の卑近なろ事例韮捉へて説示せら

れたろば更らに痛切にして而も先生の教へらろ
ろ披所の那遥に在るが起踊得せしあられ龍るば
蕊衆の頗る愉快とする所な叩き︒

三輪胴先生降壇ｂ約五分間の旅憩
高島先生は﹁人と精しそ題し三輪田先生の﹁慾
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れり︑

れ本部よりは九劇二日付を以て承潔状韮全リ率

支曾長田塞巳之吉氏が物故ご＄砿求ろ限↑ふり八
月二十九日選畢韮行ひ・し農小川信治氏嵩選せら

ロ瑞津支曾報告

諸先生の教示によりて大脹得る所多かりしは
前述の通りなり︑並峠甚だ主催巻側として遺鯉
に私へざりしば聴衆の除りに侭少なりし一龍な
り朝来晴れ波れろ天候に我も人も非常なる盛含
起譲期し派ろは即易誤りにして引績ける雨天脹
稀の一日の晴天は駕家の逸すべからざる敢禰日
なり︑且つ翌十五日は土地の一般休日なるが故
に特に此一日は寸時も筒ほ惜しき場合なる藩如
何せん︒含する新僅かに百鮭名なりしは詮無き
次第なり︒然れども曾衆は始維謹蕊し居齢ろば
正に報告の一要件たる態信じて疑は奪葺ものな

Ｗリ島やＣ

りそ詰めれるものなりとボＬｂ他人の失念・卜も
得意胆も全く河化するば即増補なり０情の力少
大なる韮縄説煙ら収枚ろ後更らド其凄作の順序
をｂ第一生理的情︑第二精神的情︑第三適徳的
情と誰説せられ平易限資例薪諭怨禦げて含衆懇
十二分に了解浦足せしめられ流り︒情の解に就
てば徹底的に蕊衆牛心酔せられたり︒内田竹凝
氏は支曾の副曾長並卜分曹長︐戦育含員の迩描
より閉曾の群を述べ散倉し次ろば午後五時半な

情︵ナサヶ︶の力なりと魔じ情とば﹁ナヵサヶＬな
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久保村誌
嘉焼女史

道含支倉及愛閥嬬人禽塞催Ｆて忽曾より嘉暁女
史横漬より勤徴曾長久保村鐙介君雄聡Ｌ震倉
勤愉談
今後の女子

聴衆殆ど満員蟻人最も多く畢校教員︒女畢生講
淡は適切なる昨局談最も有益隠して熱烈瀧儲韮

感動せしめ誰り︒
謬りに支脅長奥宮術︵現市長︶君の閉曾の鮮限も
好評を博し衣Ⅶ
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んことを努め個其他一般に文章平明︑

丁寧親切に説述せられたるは．本書
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者の例言に日はく域﹃本書は蕊に丈部究せら息べきを思以︑蔽曾的には中
省より護布せられたる師範畢校︑中産階級の情調を振張し︑政治的には
等畢校作法教授要項及び高等単校修中産薫を作りて以て批含の平衡を維
身作法敷授要目に基きて女子師範畢持せしむるの必要を減ぜり﹄との見

ける各生徒が作法を修鍵華緬峠細識確哉京市外西菓鵜町三六三九沿哩
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九月二十八冊午後七蹄より壷丁田婦人曾例曾悲
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第二代曾員の中堅次れ︒

田遜三郎君と二代棚鮮曾負前菰の通り前支曾長
故田遥巳之吉君遁悼曾席上に於て亡父の遼命韮
以て新に入脅せる側避三郎君は入曾其時期走得
孝敬其道鵡綴丈リ君は現に大多喜中畢在畢中な
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菊判紙数千四百頁
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：Ｙ明治一初年治屋興業の聾のみ盛なりし際濁り圃民道徳の必要を唱道し大謹疾呼遂
に狂潤を既倒に同せし泊翁西村先生が爾来三十有諜年一意世教道徳の刷新維持
に全力を傾毒し朝に立ち野に出て侃々誇々其意見を稜表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を静せず機に鯛れ愛に膳じ時に臨み事に接し誇々懇切斯道の要
を説きて到らざるなき一代の名論卓説は悉く収めて本書に在り今や志士図を憂
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