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大正四年二月

皇道曾︑公道曾︑弘道館︵書店︶
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注一意の程希上候

一諒闇中に付課題のみ差上置候一

大正乙卯精勤塾詩文課題︵各僻︶

一〃識鬼題王師凱旋圏二月早春山居丈誰没錐破

致スペシ

備考本塾所在地︿下谷三ノ輪車庫附近菓子店花月堂
ノ奥出張所所在地は湊草須賀橋附近トス
本年ヨリ一週一同公開講義ヲ始ル決心ナリ︵傍総無料︶
儒激ノ大意

精勤塾主
石
川
文
准

東京市下谷雁三ノ輪町八番地

卒Ｈ来畢スル能︿ザル者一天特二協定︽ベシ︵但シ
大祭Ｈ︽休業︶出張所︑家庭︑通信等ノ教授依頼二
雁ズ︵現在出張所︽渋草須賀町華徳院トご毎週一
同士雁夕刻トス
詳細︽郵券ヲ添へ本塾幹事二間合サルレパ規約書ヲ郵

タ刻トス

本熟激授時間︽一週五個月水金曜ノ早朝及ピ火水唯ノ

近 礎 木 曾 の 名 稲 に 紛 ら は し き 曾 市 中 各 所 三凡観桃花諭政蕊利雀四刀線陰垂釣題春江花〃団
月鯉魚槻菖蒲説六月登獄誼大畢
に出来致し含員諸君中には往々之を談ら 五
七月山寺誠書遊鎌倉記八〃月梗歩海遥山中避暑記
九月塗友人赴海外序読秋誰賦十″初冬夜坐書青島地圃後
れ候向有之本曾の迷惑も少からず候左に 十
一月冬暖褒菊噸十二〃老農嘆歳晩小宴記
紛らはしき曾名を掲げ申候間以後充分御
漢籍詩文教授時間

票
各支曾役員荘に
倉員諸君御中
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織第十六同綴倉藤告

文事博士荻．野由之謡

文畢博士遠藤隆吉君

本曾定款第二十五催に依り協賛曾員に推薦せられたり．

③協賛含員推薦．

跡見花嘆君
杉浦重剛君

侯爵．中山孝麿君

子爵堀田正路君

一本含定款第二十五怪に依︐り特別曾員に推薦せられたり

｜鐘特別倉員推薦

本曾第十六回綿曾は来る五月八︑九雨日東

一京市内に於て開催可致候詳細は次溌にて
一匿告可仕候也

大正四年三月

日本弘道宮

文畢博士林泰輔君

理畢博士測保小虎君

高島卒三郎君
中川謙二郎君

丈畢博士中島泰職君

一

一

夕

禰本誠君一

文翠博士娠来友吉君一

I

各支曾役員御中

倉員諸君御中
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九項雨難川︶九涛翫坐⁝１１：

一雛祭と家庭の教育；：：：：：：：：：⁝：：：：東京高等女畢校長棚橋絢子︵三三︶｜
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一道穂講究道徳ノ講究間明ヲ期ス・
一道穂調査道徳二関スル諸般ノ事項ヲ調査ス・

一国書印行道徳上有益ナル先哲ノ圃書ヲ印行ス・
一書籍繕募道徳ニ開スル書籍ヲ臨時刊行う
一善行表彰善行ヲ表彰シ︑其功績ヲ願揚ス・

タラシムぞ一必要ナル記事ヲ掲載シ︑以テ女徳修養︑家庭激育ノ資料二供ス・
一弘道文庫道徳二閲スル圃書ヲ蒐集シ︑斯道研究ノ資二供ス・

１１

一議嘩蔀露歩溺誌藷稽綜鰐﹄篭騨菩謬禍融漸蕊藩誇耀諏鐸磨欄二麓グ︑良妻賢母

一道穂講演常集曾ヲ開キ道徳ノ講演及談話ヲ総ス・
一逼俗講話通俗講演曾ヲ開キ公衆ヲ誘導ス・
一臨時講習国民ノ精神修養二必要ナル畢術ヲ講習ス・
一支曾設置本曾ノ事業二準ジテ︑各地方ノ便宜二従上道義ノ鼓吹卜風俗ノ改善トヲ圃一フンガ鱈メ︑各地
二支曾ヲ設置そ
一巡同講話本曾ノ必要叉李地方ノ要求二膳ジテ︑講師ヲ派遣シ斯道ノ隆興ヲ謀啄

一興風正俗徳風ヲ振興シ汚俗ヲ矯正センコトヲ期ス︒・

間二於一プ本曾ガ責施シ︑且責行チ期セル事業ノ大要チ翠グレバ即ナ左ノ如シ・

哲畢及宗教ノー方二偏椅セズ︑諸教ノ長所チ探り︑教育二開スル勅語ノ葬訓チ迩奉
シ︑本含所定ノ要領チ責行シテ蔽曾ノ病弊チ除キ︑鋭意道徳ノ振興︑園蓮ノ伸張チ周
り︑以一ァ先一帝ノ皇恩二酬上奉り︑叉今上陛下ノ聖旨二副上奉ヲントス壁一在
り．今ャ各地支曾ノ数ハ百六十齢二上り︑曾員毛亦責二壷寓有錬チ算スと一至遣其

我日本弘道曾ハ︑故文肇博士西村茂樹先生ノ創設以来︑蒋二四十年二垂ントス︑其趣
旨目的ハ︑邦人ノ道徳チ高クシ︑国家ノ基礎テ筆固ニセントスルニ在り︑而シテ儒教︑

︲１
鋤弘道曾館建設費井基本金寄附募集趣意書

I

蓋シ本曾ガ我邦二於ケルャ︑既二有力ナル道徳園鰐トシテ耐曾二頁獣スル所妙カラ
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ザ峰チ確信スト錐モ︑而カモ現下我邦ノ趨饗二察スルニ︑圃民道徳ノ振興ト︑風教ノ
刷新トチ以テ責務トナス本曾ノ如キハ︑一層奮働努力以テ曾旨ノ普及ト︑曾務ノ護展
ドチ企園スペキ時運二際曾セルチ信ズ︑是二於テヵ既設事業ノ完成チ期シ︑更二左ノ
事業チ遂行シ・愈々本曾ノ基礎チ葦固ニシテ茶々君閣ノ篤二蓋捧スル所アヲムトス︒

ルコト
定期及臨時講演酋等二使用スル
ルコ
コト
風
本書事務所二充ツル
二
闇ト
ス
ル園書ノ閲覧ラナサシムルコトー率一議
常設徳育品展賓室亨設クルコト
圏書館勢設ケ風激星閣スル園書ノ閲覧ラナサシム
ルコ
コト
︵へ︶適 富ノ諸曹塁使用ヲ許スコト
道徳倶築部ヲ設クル
這穂的活動篇震及幻燈ノ書場二充ツルコト

用途ノ梗概

一弘這曾館ノ新設
︵イ︶
︵ハ︶
︵ホ︶
︵卜︶︲

陳

金五寓目弘道曾館建設弁設備費
金拾五寓園本曾基本金

内課

以上諸 事 業 ノ 内 ︑ 珠 一 二 邑 ︵ 木 ︶ ノ 如 キ ハ ︑ 全 図 二 於 一 プ 未 ダ 之 ガ 設 備 ノ 見 心 ベ キ モ ノ ァ ル
チ四阿カ ズ︑而力毛固ヨリ時代必須ノ要求タラ ズンパァヲズ︑サレバ弘道曾館建設ノ事
ハ︑菅 二本曾穫展ノ必要篠件タルノミナヲズ ︑方サー二世ノ要求タルチ疑ハズ︑鼓二
本 曾 ハ ︑震ク天下同志諸賢ノ賛塞チ得テ︑上 陳 セ ル 諸 般 事 業 ノ 完 成 チ 期 セ ン ガ 潟 式
左記ノ 金 額 チ 募 集 ス ．
ー金
一
金試
弐拾寓目
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翼クハ大方ノ君子︑本曾微意ノ存スル所曽プ諒察シテ翼賛セーフレンュトチ︒
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町

牛口

自大正四年一月十日

同同同同同伺同同同同入紹
江
介

至同年二月一日

入倉者
柴田史郎君
鴇田忠部君
那須峰吉君

野上水之助君

芝崎謙卒君
羽賀義暢君
勝田孝興君
桧垣常治君

渡遥一瀦謹是君

宍倉喜久緬君

竹迫棚彦君
栗原嘉巳君

中蔓昭之助君
日募叉五郎君

赤地源八君
山本太吉君
山本典一君
池津哲二君
桧垣簾夫君
押尾龍臓君

松原順市郎君
久保田幸治郎君
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勝葉倉生穂村治里像端武潤「g々林街郷
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佐 千 本 丘 天 町 六
倉 葉 埜 山 遥 崎
町

町

村

村
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加藤久君

西村源之助君

渡遥庄治君

小幡民一君

筋竿識君

椎名忠治君
桧貝勇吉君

本橋清君

土井金之助君

行木裡司君
岩井泰一君

根本健君

鴨田芳太郎君

稲葉和三郎君

鈴木吉郎君
塚越李治君
林大治郎君

香取順君

石橋孝李君
吉田叉造君
柳淫静雄君

麗田久之助君
岡本三郎次君
今野清三郎君

川村彦三君
幸田和助稽
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君信親乎松爵子故長曾副曾本前
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園本職這曾要領甲識

一忠孝を重ずべし︑禰明を敬ふくし
二皇室を尊次くし︑本圃を大切にすべし
三圃法を守るべし︑圃盆を燭るべし
四皐問を勉むくし︑身鶴を溌健にすべし
五家業を脚むくし︑節倹を守為くし

I

鰯雲鎮乙溌

治二十三年十月三十日の聖詔・鞭遵奉し本曾所定

畢及宗教の一方に偏俺せず諸教の長所藩採り明

の基礎起穀同にせんとす入︾にあり而して儲教哲

して其主旨とする所ば邦人の道徳奄高くＩ圃家

日本弘道曾ば明治九年故西村茂樹先生の創立雁

日本弘道曾圭露

一世界の形勢を察する溌
墓圃家の勝来を慮患事
三政姶の良否を観る事
四圃家の溌演と知る事
五激育の適否を考ふる事
1 L

￨
型
I

十九八七六

の要領態責行する藩目的とす
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無識の薪と激化する事
道徳の隠結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
園民の風俗を改善する事
就曾の制裁を作る事

、

！ｉＩＩ！ｌｌｌＩＩ

六家内和睦すべし︑同郷相助くくし
七信義を守るべし︑慈善を行ふくし
八人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
九酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染談るべからず
十宗教を信ずるは自由なりと難も本圃の害となるべき宗
教は信ずべからず

、
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時局と経湾

ばんくわいふ︐ｌりぶく

時局と経済
どこ

くわいふく

こくしやつお王〒ｌ

ハムホルヒ の穀商及び卵

１＃１胤削闇噂胴咽旧聞咽咽旧旧旧個個旧旧圃

稽次郎

二
み

皇わいふぐ︒

こんくわい

ちんかいのこくい

おこうここらいかげん

︵型らぬ

誹商の如きは専ら英資に依来して居ましたから今同は
ろこくむし孝らもと砥しゅんぜんさい
だいだげきからむ
大打撃を被りました︒露圃は御承知の通り純然たる債
もつじぷんいし
むこぐ
務剛でゐる︑さうすると恢復をして以て自分の意思を
イ零リスまつき
いもつおこく
貰かうと云ふて以て起って来るのは︑英吉利が真先言
に起り得るのである︑さうしますと此所で好い加減の
奴ん
なり？たく
でうやｂ・︑い
降約と云ふものが成立って来ると︑どうしても四五年
ぜんらんおこ才丞確こんどありさまみ
うｆ・︾︲生た
の内には叉一つの戦凱が起る︑即ち今度の有様を見て
ねんどくふつ辛こんさうこれ︑助一ん脅す︑えい
巷いれ昔
西暦千八百七十年の燭悌戦争のやうに之が飢の終で永
ゑんへいわたもみことむしわたくし
遠に卒和が保ってると見る事はむづかしい︑寧ろ私
の見るところでは凱階が遣って来るものであると云ふ
がんきうすわかたみな
ふ︑うみ
風に見えるものであります︒それは眼球の坐り方は皆
わかわたくＬがノキ﹄う
ごとだ︾唇
異って居りますから分りませぬが︑私の眼球にはど

ヒーレやつごと違っ展えいしいちいゐ

︿下︶法事博士子鱒田尻

いだい

ふ
ぼ将
将寺寺
芯を︑をのうへふつしお陰いぱいゐ
ふぼ
くく
芯︐

えいしずゐぶんぱいゐ
て英資も随分入って居ます↓︑

闘西
西に
に較
較ぶ
ぶれ
れば
ば鉾
鯨程
程少
少なな
蔚
いい
替其上俳資が大に這入って居

ラ
フンス
スく
くち
ち

高で
であ
あり
りま
ます
す鰻鰻
高
︾︾
燭燭
逸逸
もも
多多
少少
恥 投じて居りますけれども焼

が外圃
に投
投じ
じて
て居居るる
に
沓沓
︿︿
本本
とと
三云ふものは三百億法と云ふ
た
か圃ド
ド
た
たか
イイ
ツツ
たせ
うせ
上うとうを．フ

ぐ
わい
い﹂﹂
とゐ
うしゐ
ぼんいおくユンンい
ぐわ
くく
とう
ぼし
ん︑

二
十億
億厨
厨這
這入入
るで
の一
で一あります︑それから桃爾西
二十
っっ
てて
来来
るの

おくゑんはい

国及
及び
び殖
殖民
民地
地に
に賃
賃付
付け
けて
てＦ
居る金の利子だけが一年に
外国

おくゑんはいフランス

さ
壁ぅ
ご ァす
﹃ ノる
寺 ︐と
ウ ③何
し Ｇ所
応 眠が
︑ 一
入 番
一 罪恢
圧 雌復
〃 生力があるかと云ふと舞一
イギリス毛のつ諒一フランス
吉利
利其
其次
次が
が悌
悌蔚
蔚西
西で
でゐ
ゐ︵
って恢復のむづかしい所が
が英吉
すうむついみ
ロシアドイツいふ今う
フ
露露
西西
亜亜
燭燭逸
にな
なる
る︵のであって数字に就て見る
量
逸と
と云
云ふ
ふ風に
た
やすす
たや
わかわかイギリメごしようちとほ
と容易
易く
く分
分る
るの
ので
であ
あり
りま
ます
す︑︑英吉利は御承知の遮りに
ち
いいこ
お
よとし
と
みんちかしつゐかいりしねん
ぐわ
こくく
およ
しよ
みんよ
ちか
しっ
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〜

Ｐ三

４一
ヶ

み︑珪二とこれ巻けん

にほんごしよるもとほこんにちさいむこく

ぅもさう見えるので誠にどうも是が危険でたまらない

いふうに膳んさいむこく

ゐ

ごしよら心ロ

に陣んけいざい海産か

藍いれん．

どうも日本の経済は樵でないのであります︒毎年五六
か
患ん龍ふてうおば
千蕊固
の入超で多いときば一霞醗の鐸惣である︑然しる

い

じじつ

こん

ります

いばゆるぐわいこくじんこうぱい刀よノ︑みに職んものか

しかた

をこ恥おｆゑん

ゐところこれなか７１ｌきけん

ぼかくにこうぱいＤよくおほときよ

署﹄いりと

す源はこればかいこうぱい刀よくげんせうゆゑん

ア

ｈますけれども︑目下銃に其危険を威じました︑一箇
いじゃうき
一千ゑ
園ん以
上を期しました生統が七百藤に癖ちて伽鐸っ

もくかすで毛のきけんかんこ

云ふのは︑外の閲の購買力が多くある時は宜いのであ

い

いじやら邸．しいつ

にちきいよほどゆしゆつぷつ

も︑ｂ

に今のやうな外債を有って膳ります債務鯛であ

さいむこ

から︑所謂外圃人の購買力に依って日本の物を賀ふて

ゐ

い

ゑんた

を

きうして日本は御承知の通りに今日債務風になって居
せいふ準わいざい
おくゑん
る︑政府の外債だけが十五億園であります︒それから
こう珪蚤だんたいそのたこりんおゐやわいさいい室た
公共閣階其他個人の負って居る外債と云ふものが叉五

貰ふより仕方がないと云ふことば事賞であります︑今

こぐか
これな︑ふはＢ

あ

やわいきいも

億鳳位でありますから殆んど二十億園と云ふものは外

日絹が除程の輸出物になって居って是が一億六千蕊圃

ゐ

ねん

な

いま

画から借りて居る︑マァさう云ふ風に日本は債務園に

以上の輸出になって居る虚が是が中々危険である︑と

おくゑんぐ患ほとおくゑんい抑ふい
なって居る︑さうして是は何で桃ふかと云ふと御承知
の遜りに酢輔と一尋ふ賑は冠燕銭鱈の鐸溌蹴でないので

たいわんて．うせんいやらやゑん

ゑ人みこみとぎ

し〃

あります︒一年のものを合はせても一千蕊同雇は足り
ないち

ませぬ︑皇鱈朝鮮を入れて漸く一千五百蔑圃である︑

内地だけでは指八百寓圃の所に止まって居ります．然

み︾

ねん︐ｆ１ゆ碇ふてうくわ確欝やかな

だ︑即ち是ば世界の購買力の減少した所以である︑亜
〆リカさいばひにほんものいを
米利加には幸日本の物を入れて居りますけれども︑

こめまにほんた

沙脆ふ

おるか︑と卦﹄よ

いありさま

げんゐ

ぐわつ

い

かたち

やわつちゅう一三Ｉヨークゆしゆつにふあり色散み

はじか

とき

︿わつ

いゑさためたいくんとし

ますから︑戦の前に透り出した物は紐育に早く届きま

いぐさまくおくだもの宝ｌヨーク推やとぎ

また戦がちょっと始ま︐り掛けたと云ふやうな形でゐり

いくさ

む階冨もとほたいへん

るに年々輸入超過であって其一だ悲しむべきことである

近頃亜米利加の購買力と云ふものが御承知の通り大鍵

ごｐ１

ごく沙碇ふ

ちかごろアメリ力こうぱい可﹄てい

が米が先づ側本には足りないので︑毎年二百四五十蔦
ほと

まいねん

石といふものが輸入されて居り量す︒或は時に依ると

に減じて居る．八月中の紐育の輸出入の有襟を見ると︑
ほとぜんたいもつわり
げんを
殆んど全磯で以て七割ばかり減じて居ります︑八月は

殆んど五百葛石を輸入せねばならぬと云ふ有様であり
こんねんさいはひきほうせう
ます︒今年は幸に先づ豊焼のやうでゐ八りますから︑
ちい泡ん沙に︐一たぶん詮ぬかこれまで竺弓くうぜん
来年は輸入は多分苑れませうが︑是迄の庭では空前の

ほうれんあｈさまめいぢねん

豊年の有様であります︒明治四十二年には五千二百葛

ごｆ︑しうぐわく

毛のときゆしゆつ陸ふありさまみ

ゐ

い

ありさま・

ヨー

かい

したが︑九月になった時はそれが戦の篤に大鍵阻止せ
愚ん
らるやうになり仁八百葛園からの聯津が槌継されて皆
ごくじゆ人沙龍ふ

む

石の収穫でありましたが其時の輸出入の有襟を見ます

無になりはせ かと云ふやうな有様になりました︒雫吹

しゆつにふさＬひき

＝

と︑出入差引三十蕊石の純輸入になって居る︑そこで

時局と経涛

三

Ｆ一

ゐ

しほん

ぶわついごおく巽一かねんおくないしおくゑん心．しゆ会﹂う︒︑︑吃

昨局と経湾

いＰ︑

この

力

ゐ

わか

アメリ力ひず

ゆし突一てうくわ

しな

字や︸

グせいく．わ

しな心．しゆつ斯甜い

げんをしまプジア砿うめんこんど侭入

い

●Ｆ︑︒や﹄一﹃ダ

る資本でゐる．此九十六億園中九十億同と云ふものが買力が落ちて来たならば︑除程重大の結果が生ずるの
一
ノメリ力てつだうしほんをアメリ力か津迄えわれ
亜米利加の識道資本になって居ります．亜米利加は一でゐります︑必ずさうならざるを得ませぬからして我

おくゑん患うおくゑんいばいりよくおきよほど扇らだいけつくわ︲阜台

憶圃になって居ります︑亜米利加の資本が外剛に出てに責ることが出来ませぬ結果側本の物がさっぱり捌け
居るものは幾らかと云ふと四十億に止まって居る︑さない︑斯う云ふことになりますから︑此戦の後と云ふ
おくゑんえいしそのたふ一一どくかゐにほんさいむこぐをぐわいこくじんこう
うすると九十六億目は英資で其他は悌濁から借りて居ものは日本は債務風になって居りますが︑外圃人の購

おくとまゐかいこのいぐさのちい

おくゑんをアノリ力しぼんぐわい﹂くでうできけつくわにぼんものさば

姿﹄

くこれい︑あいかんアメリカご耳おううおも

米利加の購買力が大に減じて仕舞って居る︑亜米利加響きますのは支那でゐりますそ支那の輸出物と云ふも
ご﹄柔一ら一ｔ一とほゆしゆってうくわくに
こうぱいりよく紅もヨーロッ・︿むきちや言いしゆ
・は御承知の通り輸出超過の園でありますから︑購買力のは重に欧羅巴向であります︒茶でも︑絹でも主とし
にほんさいはひアメリ力むきお
ヨーロツパむき
のありさうなものでありますが︑斯うなって来ると購て欧羅巴向であります︒川本は幸亜米利加向が多う
ばいりよくな
買力が無くなって来る︑是は意外の威をなさるでありございますので︑亜米利加には相雁に責れようと思ひ
たいアメリ力てんかさいだいさいむこぐアメリカこうぱい？ぞず人曲睦・半
ませうが︑一鶴亜米利加は天下の最大債務画でありまますけれども亜米利加の購買力が減じましたから輸入§
イギリスフランスドイシ
げんせう肱なにだにほんおほさかす↑ひげ
アメリ力じみふがうい
す．亜米利加人の富豪と云ふものは英吉利悌爾西燭逸の減少は甚しい︑日本では大阪に直ぐに響きました
しなぱうえきがとしな瞳んヨーロッパ
しごと
しほんか
とのし傭ん
から資本を借りまして仕事をするので其資本は百二十其れは支那貿易をする人でゐります︑支那人が欧羅巴

〆Ⅷ／力こうぱいりよく詔ほいげんしま

やらや

から八月一杯で先づ打切りでありますが︑去年の八月
八
たいどくくいこぐゆしゆつ
ぼんれん函あつひかくみ
と本年の八月とを比較して見ますと︑封燭米圃の輸出
雪よ奴んたいていゑんこんどやわいこぐ瞳うえきます？Ｉｌ釦いこのこう
は去年は大抵五千蔑圃ばかりであったものが︑今度は外圃の貿易が益々往けぬと云ふことになると︑此購
ゑん
漸く四十葛固
ばか典りに減じて居ります︒さうすると職舜耀も無くばって仕舞ひます︒亜細亜方面で今度一番

びわつ職いａうちき号よれんぐわつ

七割から減って居る︑それから燭逸などは敵圃であるでも出勝ちになって一店ります︒

一三Ｉヨークゆしゆつ舵ふまちが

てにならぬ︑紐育の輸出入は間連ひなく分りましたがで輸出超過にはなって居り業すけ蛾ども︑正貨はいつ
わ
りへゐ︐ドイツてきこぐで郡を

羅巴の方には八月以後には送れないのであります︒僅年にどうしても十億乃至十二億園ばかりの輸出超過に
これなかリーｌあハふいＬ型︑やヘリしばら
アメリ力とほゆ
に亜米利加を通って行きましたけれども．是も却々常なってそれで外沓売利を支挑はなくんはならん︑そこ

ロツパばう

四

、

い

かくさも

︒もうか

も開
ひけ
らてを
けの残
途も
居らない︑蕊に緋蕊知でありませうが

影ほさかしだいぶもうもん哲壁ころざうせん

大阪市に大分注文が来たのでゐりま●す︒庭が造船なり
きぽ︑ひ
寡きぜいざう
武器製造でもｖ如仲にも規模が小さくて︑とてもクル″

ツプとか︑アームストロングとか︑ヴヰッカースと云

に

きし篭一ちとほこれ

そのかいりやらてんみなひ

かうＬうわんおいドイツひみつだいぶん腫

ご恥巷ふ

い

ぷきせいきう

いかんが

こと︐ん︑１豹こおもばつめいできこれ︲

を見付けて之を急にしなくんぱならんと云ふ考へを

みつ

色々の磯明に全力を他けて早く自一分の画に何かの得所

いろＩ１ばつめいぜんリよ＆かき峰や︑じぶんくに沿隈とくし采

本に分って来たのであります︑さうしますと武器製造
へんくわおよざうせんへい蒲羊一いきういつい
に愛化を及ぼし︑造船︑兵器の製造と云ふことに就て

ほんわかき

れて仕舞った︑腰州溝に於ても鵜逸の秘密が大分にＨ

し匙

であＩ今す︑睦が舗腰の韓泰侭てこ識く舞秘感熟

武器の改良をやりまして︑さうして其改良の鮎が皆秘
おのｊｌｌたんしぷ古やらＬ朕
みつ
密であって︑各々そいには短所もあり︑長所もあるの

ぷ昔かいりやら

ても往かないのであります／︑御承知の通りに是までと
．かくこぐみな
たがたいくいつポ
云ふものは長く泰李が綾きましたからして︑各剛で皆

ゆ

じつゐかんぜんばん是のはうみ

かたくら

ふやうなものと︑一眉を比べるものはないのであります

豹うくいこうにいり芋﹄

もしこうぱいちか﹄なけつくわにほん

し

外の途はあ︑りませぬ︑そ帆は最早斯うなったのである
しかた§むろんしなばうえきだいぶにほん．ｐえき・
から仕方がない︑無論支那貿易などは大分日本に利盆
うす

．はうむ

のある方に向くかも知れませぬけれども欧米の購買力

それは責に遺憾千寓でありますが診其方から見てもと

たいこうぱいずふｔゆゑ駒つとぜんＩぞと画

しゆらぶんおも

に封しての購買が少くなって来る故に︑最も全力を注
いでやると一琴ふことは充分しなくんばならんと思ふの
すべいづ一﹂んし眠くんごらん

ゆ

壷やひかねまう

であります︒それは網て何れの鮎から諸君が御覧くだ
い・やうすみ
されても︑どうもうまく往くと云ふやうな様子が見え
憾丞はしんつう

くに

ず︑甚だ心痛であるのでありますも
にほん象た不き
雛昔ごと
それからして武器の事でありますが︑日本が叉武器
せいざうこくい

ふきぜいざうこく

い

製造園と云ふやうな園でありまするならば或は金を儲
けるだけの蕊は擁の礎に鮮蕊るかも知れませぬが︑日
ぽんたち一ば

もの

やくた

ちかごろドイツ砿う

はマァ本営らしいのであります︒其他五十三珊︑六十

於ては四十二珊の大砲を用ゐたと云ふやうなことで是

ぼんたうとのたサンチ

︵い唇蒲い

悉く起すだらうと思ふ︑謹明が出来たなら是までの
か

ひきう

で︑マァ今日では大抵の物は日本で出来ますが︑まだ
ｔ二斗﹄

兵器と云ふものはモウ役に立たぬ︑近頃は凋逸の方に
お
いサンチたいはうももぃこれ
︵いぜせんばく今つうもん

す︒こちらに兵器船舶の注文のめった時はそれを引受
吟いまういひきう

けたならば大に儲かると云ふのに︑それを引受けるだ

時局と経湾

五

哲か

７１︑向ふから買はなくんばならぬ物があるのでありま

こんに吟たいていものにほんでき

本の立場としては武器製造園ではないのであります︒
娠琶むか
武器は向ふから買はなくんぱならぬと云ふやぅなこと

い

の薄くなり︑若くは購買の力が無くなった結果︑日本

隠力執ち

膿をやらなくんばなりますまいと思ひます︒それより

︐くＩつ◆ジ現︑
々
は土を食ふと云ふだけの豊悟を有って︑師識眺諦錘

たん和も

咳

唯局と経済

サンチ津いけうドイツつくゐいき

い

おも淀ん毎わん︷オ〃ないし一オ″とこら

ゆ

これ

に

甑ゐ

ほ・とこののちい

ぼんゐた

ゐけい唇や全

うんゆぞフつう︒︿んｈ︽ざかひら諌言

いこれ︲なか︐ｒｌムちいだいもんだい

を

力

ちからい

おぱいせかいけんきうえう

こんど輩たなんやうくわんけい

すこ獄芯レよことごしぷつち．とほ
うん群い臆ぼんしやつらいとひしやらへん

思ふのであ膿ります︒

おも

是からは大に世界の研究を要することになるだらうと

これ

違ふ麓最早武陵桃源に住んで居る灘に往きませぬので

ちがためもはや兎り萱﹀たうげんずゐわけ沙

にもずっと力を入れなくんばならん︑世の中の様子が

よなかやうす

ひませうが︑斯うなって来ると叉日本はこっちの方角

くまたにほんはうがく

能くやって居るのであります︑今度は叉南洋の開係な
超いぶんもが昔かうしう・わんくわんけいいくろが
どが大分違って来ましたし．腰州潜の開係も幾らか違

よ

電信の設備が甚だ薄弱である樋逸亜米利加などは却々

でんしんせつぴ味悠ははく第くドイツアメリカなか１．１

立つかと云ふと是ば却々未来の大問題である億そ奴か
またにほんこれ斌苓︾ゐか〃︿かん巻せん
らして叉日本で是裳で甚だ遺憾に敏じましたのは無線

た

たから︑世は春秋戦闘の有機で日本はどう云ふ地位に

斑が

まだいこぐかい

先づ第一に画家と云ふことをどこまでも本位に立て

いしゃ負

五珊の大砲を燭逸で造って居ると云ふやうなことを間
ほら
きましだが︑これはどうしても法螺らしいのでゐ︐りま
くわやくしんはっめいでき
す︒それはなぜかと云ひますと︑火薬の新蚤明が出来

で考﹂しか

わかけだなおもしか

い

て参りませんと殆んど此後と云ふものは四園の景況が

い

われＪ

１蚕どうやうそうふんれいす垂

それから少し話が横に飛びますが︑御承知の通りに
ごｎ

費用ですからなまやさしいことではむづかしいのであ

こＪ﹄Ｌ

パナマ運河と云ふものが日本の蒋来に執って非常に愛
おも

の八月十五日から開通せられまして最早四千噸位の船

︽応つにちかいつうもはやトン苧晶ふれ

ごワ︶よ全季ソ

ります︑是からは我々御同榛はモウー層雲櫛して進ま

化を求すのでゐ︐９零丁︒御承知でありませうが︑今年

くわきた

なくんばならんと思ふのであります︒

ひょう

うしても分らない館蓋し無いだらうと恩ふ︑併しなが
サンテ言う使う一もち
ら四十二珊の臼砲は用ゐたらしい︑そこで是がある以
じゃ会↓でこ
上は其所まではどうしても往かなくんばならんのであ
い牙﹄よばういた
︐ります︒さうしまするとさう云ふ巨砲に至るまでも
ひつえう
こと︐トーかいざうい
悉く改造と云ふことが必要になって来る︒そこで日
ほんおいへいきかいざうい
本に於ても兵器の改造と云ふことをどうしてもしなく
どいほれをつくせうじうたいばう
んばならん︑是まで骨を折って造りました小銃や大砲
こ②食乃やくた
おも
と云ふものもどうも此儀では役に立たぬだらうと思ふ
このうへ眉とこれくい雷いかち一な
此上は殆んど是までの兵器と云ふものは憤値が無いと
ことルーつく液ほ
これまたひじや全
云ふので悉く造り直さなくんばならん︑是亦非常な

１とま

ぬ以上は︑そんなに重い弾丸を十哩乃至十二哩の所に

̲b̲

達ひます参し︑運輸交通の便利が盛んに開けて参ｈまし
ょしいんじうせんごくあり三弐にほんいちゐ

ノ､、

届かせると云ふことは出来ないのでゐ︐ります騒然らば
や・
悠落の識鐸雌と一季ふものがあったかと云ふとそれはど
い

九

ノ

い

らい煙んやわつにち
わけとほ
ぃ課なく通ります︑来年の一月一日からしてはどんな
ぷほふ牡Ｅいうかうかい

大きい船でも自由に航海すると云ふのであり少式すで︑
こ
れけだわけおも︑︑一風舟
い

アメ

十

ずゐぷんお妹然しなが

い

これみ

こんどゼ人逢うとは

こへんくわ

わ雌ノー１よほど血ういは︑上

這うし入せつけん渚う

たうぜん

望

ひっ

要が起って来ると云ふことは常然である︑そこで先づ

えうおこく

て以て風の前途の事をぱモウ一層親切に研究卿ずべき必

もつくにぜんとこと

は叉局の結び方では筒ほｊ︲Ｉ我々が除程の注意を桃っ

また陣ぶくむすかた通

い

随分御話が長くなりましたが︑今度の戦争の総りと

ふう

是は蓋し課はあるまいと思ひ聖一斗乳きうしますと船の

かうつうみ・もい

交通の路と云ふものはどんな風になるかと云ふと亜米
にほん．︑みちい

よほどちか

云ふものはどうなるか是が見どころてある︑是の愛誰
さほど．〃恥
しかたよ
の仕方に依っては左程憂ふることもゐりま諭すまいが或

リ力

にほんア

利加から日本に来る路と云ふものは鈴程近くなって末
ひがぱうえ
えき
きえ
えき
き↑
↑詮
詮ご
ごと
とお
おび
びた
たざ
ざ
る︑さうすると彼我の貿易
易に
に盆
盆す
する
るこ
こと
とは
は誠
誠に
に移
移し
し
もり

ごしよらも

いことにな︐ります︒御承知
知でゐ
あ︐
りり
まま
せせ
うう
がが．
．日
日本
本と
と亜
亜

メリ方ばんく牢んけい蕊
蕊ぷ
ぷん
んど
どこ
こい
いみ
み漆蓉他
姓５
う

︒とほ

き

にぼん

ちよくせつ

ゆ

管

ごのせん意よくむすか・た

とかくこのだいらんおこ

いろ？く１こしやらしやっき

しかた

ゆ

わか

にぼんけいざい

マでの寺﹄をかた

︲基礎を固めるが最も急務であります︒其基礎を固めま
かいけつ
いしぶく︑もんだいい
すのにはどうしても衣食の問題と云ふものを解決して
いづとき
しやう
往かぬと仕様がないのであります︑それは何れの時で

もつどきふむ

ながらそれは仕方がありませぬからして川本の綴潅の
ぎ毛かた

しか

川本でも色々の関係はございますが兎に角此大凱が起

にほんいるノ︑く観けい

って来まして此戦局の結び方はどうであるか分りませ
にぼん
むか
ぬが︑日本もそれに向ってうまくやって往かなくんば

とかくゑんいアメ

米利加で一番開係のある部分は何所かと云ふと南の方
リ力
んく
めんくわできちはうアメリア
カメめ
んめく
わわ
すが
が亜
亜米
米利
利加
加の
の棉
棉花
花は
の棉花の出来る地方であ一
りり
まます
その
のゆ
ゆに
にふ
ふそ
そんん
ぐ守
わ役
い
いもじるひんゐよる占三
であ
あり
りま
ます
すか
から
ら其
其輸
輸入
入は
は存
存外
外
著しく品位の宜しい所で
少いのでありますが兎に角三
二千蔑圃と云ふもの
のは
は亜
亜米
米

ならぬ︑それは色々の故障が生じて末ませうが︑併し

ひきあをれふ楓にほん

ず いん
窒 氏く
でめわ
んくわ
リ力めんくゆゆ賑ふたずい窒氏でため

︷咽く江

利加の棉花を輸入しなくんばならん．唯今迄は棉花は
なんぱうてつだう

き

南方から餓
織道で
で︑ンヤトルに
に引
引揚
揚げ
げ其
其よ
より
り船
船に
にて日本に
また
たｆ
いま
とほ
ほお
お陰
陰い
いちち
い
ま
その
うんがと
かかまたたｆ
来 ま し た が 其 パ ナ マ 運 河を 通 る と 大 に 近 く な り 叉 只 今
み夢一三１ヨークにほんざつくわ琶鋲急きふうけゐ

の供
供給
給を
を受
受て
て居
居ま
ます
すが
が・
・ハナ
は南は紐育から日本の雑貨貨の
あた
元つ
か

じゃ全

を

むぎ

こめ靭

い

これごレェヨち

穴

ところまへおは芯しとほにぼんせいくわつ

こんにもいたもつと毛のことてきせつ

もさうでありますが︑今日に至って最も其事が適切に
じつただや

坐り﹄↑

マを通るやうになって来ま
ますから︑日本からは直接に
蹴溶
櫓を繰ることになれば償
維懲を蕊に嘩織し琴に識し獄

常るのであります︒虚で前に御話した通り日本は生活

かい少

じや今こうひんせいざうおほできヤブわがぱうせ香

が廉くなり上等品の製造が多く出来る榛になり我紡績

上どうしてもなくてはならぬ米と云ふものが足らずに

居るのであ︐ります︒姿はどうかと云ふと︑是も御承知

七

やす

界を利することは責に多大なり︒

時局Ｔと経涛

、

司

・刃

︑時局と経湾
ゐこれごく

とほた

せいさん

ご〃︑ぐちゐた

の通りに足らずに居る︑是もちょっと二千寓石ばかり
の生産であり農して︑一千寓石位足りない︲それから

まめそのせいさんだかどく︑た

豆も其生産高は三百四五十菖石であるから足らない︑
さ
たうたいわんせいさんた
ゆしゆつにふさしひ

ゑんい

八

えイギリスやうざいけんこぐまるちぷが萱ゆ

るを得ない︒英吉利の様な債権園とは丸で違ふ必ず輪

しゆってうくわえ

くにも

室ころにほんＬ入ぽい

出超過にならざるを得ないのであります︒それでなく

にほんこくどもつのうさんひんい

んば園が持てない︑虚が日本はさうごないから心配で

る︒それでは日本の闘士で以て農産品と云ふものシ
しめん
ぽできいこれでき

進歩が出来ないかと云ふとさうでない是は出来るので

もつ

砂糖も皇鱈から生産しますけれどもまだＪ１〜足らずし

て以てどうしても輸出入を差引いて千五六百蔑圃と云
やばかばんあかつ

い

こんどじきよくいかんよ腿

・そのほうよりよくもつしょくふそくお宮一毎

きものはうよりぶくもつしょくもつた竺玉

や・フ

のうじかいりやらことしぶくんはうく

て最早地表水だけでは足らぬ︑地下水を用ゐなくんば
ならぬ榛になりまして嚇して鍵百確率は千礁以壁の群

もはやちへうすゐたちかするもち

水︑護電工場の護達︑工業用々水の使用︑公園の噴水等
むか︶な鑑づしようえうしかぺいでん望す︐Ｉｌひら
昔には無かった水の使用を要し而して米田も益々開け

すゐはつでんこうぢやらばつ．たつこうげふさフー１１すゐＩようこうゑんふんすゐとう

ませぬが︑例の二硫化炭素の燦蒸法は中々有好であり
ます︑蕊識泰を鐸に鯉り葬笹恥て擢鑑を錘舞姪に蝶緯
かむししん砿ふ︑一せまた毛がいこれふせ
を掛けますと患の侵入を防ぎ叉鼠害を是で防ぐことが
で苦藍たちかごろみづしよういに︲﹂へまきしやら
出来る圃叉近頃は水の使用が古よりも増して来て︑上

れ︐いりうぐわたん芝くん培零ばふなかｙＩ１いうかう

勢人であるから委敷申上るに及ばぬが蓮に申上たいの
︒〜らなか一︾くもつむしつくふうでき
は倉の中の穀物に鐘の付かぬやうな工夫が出来たので
そのけつくわこくばこと↓﹂んに贈一おば芯しでき
其結果であります．是れも詳しい事は今日御話は出来

らうにんくはしく窪痩しあげおγ︾こｂ嘩窪しあげ

らん︑と云ふものは︑農事の改良の事は諸君の方が苦

い

あります︑まだ︑／１１土地の改良には中々総地がある︒

とちかい︑．やらなか７くｉよち

あきただいぶＧこれにぼんくに一品ら

ふものは矢張り買はなくんばはらぬ︑晩に明りを鮎け
どころせき蝉い
た
る所の石油と云ふものも足らないのであります診卿華鐸

かうちぜいりごと毛のさいものしょくん蚕も調うい
耕地整理の如きは其最たる者である．諸君の御注意を
こ﹃一むかもつさうたう言じんＤよくねが
此虚に向はしめて以て相富の御蓋力を願はなくんばな

さいむこく

は秋田から大分出ますけれども︑是もまだ日本の圃中
臆
で健ふ鱈は齢無い︒蝿らに燕鯉は舘紳識をした通とり
の

つくいことぜん回ぷくあえしだい

債務画であるから︑今度の時局の如何に依らずして日
ほんけいざい言をい
かたた歩まづもついしよく
本の経済の基礎と云ふものを固める鳶に︑先以て衣食

を

を造ると云ふ事に全力を鶏げてやらざるを得ない次第
いはう
いこれまかたづ
でゐ︐ります︒衣の方はどうかと云ふと是は先づ片付い
て居りますけれども其方の除力を以て食の不足を補ふ
↑でき

と云ふとにしな︶くんばならんがそれがまだ出来ない・
き
いうめんくわかか芦も妙普
ゐ

絹を責りまして棉花を買ってどうやら斯うやら衣を着

て居るが︑着物の方の除力を以て食物の足らない所を
●
魯ないゆぜんたいいゆにアュ

補ふかと云ふとさうは性か旗心︒全篭から言ふと輸入
てうくわ
さいむこく
超過であります︑債務園になったならばどうしても鐸
ぎんせいさんこぐいしゃ全ぷつびん沙しゆってうくわじゃったいな

銀生産園でない以上は物品の輸出超過を常鵠と為さい

可

かつげでこれりくぐんだいぶけんきう
脚気が出ます︒是は陸軍でも大分研究をされましたが︑

このはう

ぞこゐどくつきぐあたやう菩垢っす西これ敦たのう
底井をも掘難し能ふ榛に技術も進みました︒是が叉農

げん獣いばんつき歌いく

わｂ

けんやくこめ︲へいきんしうぐや受

す︒脂肪のみならず蛋白も玄米は少し白米より多い︑

し願うたんぱくげんまいすこばく堂いおぼ

玄米が水を多く含みますから同じやぅなことにな︐りま

げん忠いみづおほふくおな

白米一升三合と玄米一升とが同分量の飯になります︑

ばぐ象いし串う．炉ふげんゑいｒ︶ず﹃﹈をうぶんりやらめし

い

研究の結果食物謹潜でありますから︑此方からしても

けん苫︑うけつくわしぶくもつけいざい

お狭こんにち堂溺ざんぞく

価ばつたつたすこうげ・︽また毒峠いこれたす姻愚ひちん

事の護達を助ける工業も亦大に是で助かる故に悲概す
たくさん耐いち

玄米竿揚米を食はばくんばならぬと云ふとになった心

できところとち

るに及びませぬが今日の所ではどうしてもまだ浦足す

つ

ることは出来ぬ︒所が土地もまだ津山ある内地だけで
まんちやつ賑のこを
もつひら営嘉
以て開けぬ所がまだ五百寓町歩は残って居りますから
うんゆかうつうや︷んすご
ひら
猫さへ得るならばずんノー開ける︑運輪交通の便も少
か江らこめむぎつくひとず
しは付きましたから必ず米変を作らねば人が住まれぬ

︐らかごろ

ぷたなか茨その・一とおかん却

けんきうだんしくいし

くにまも

しかた

こ恥ごふむん

きうすると三割だけの倹約になります︲米の平均滋潅
よまんむくつま
は五千除寓石でゐるから︑詰り三五十五ですから立米

せんゐ鷺ぞぶつかうさくけつ警舎争うしか

と云ふことはない︒繊維植物の耕作でも結構である而

食は千五百寓石の米が浮く鐸であります︒是は御婦人

げん惑いまだはんつきまいこしどくよろ

せんゐい詮なかγくｌりつは

この堀んいちいへうばくじゆつ丁謬称かむか

い

して此五六年以来漂白術が進みましたから︑昔し無償

方の中には能く其事を御考へにならなくんばなりませ
そのことごけんきう
ぬが膨其
事を御研究くださって癖砥の瀧は稚籍の謡を

葱﹁フ

かつけ

↑へ

やうぷんなどしふら

をうていしょくもつ・フ込めもつごし歩つち

おぱいこくふ我

九

で登

・彦かすゐ

ば溜池を造り日光に曝してから使用すれば何でもない

ためいけつくにつ烏らさらしようなん

が来る前に収穫が出来る其代りに夏日少し冷き虞あれ

く念へしう〆心ぞ︑でき毛のかはかじつすこつわだ諏妄一丸

い也一働為けつ．くわえ

匙たとうぼくききんちかすゐしようよほ苫て涯

つ︒Ｅうり垂くたもち

場く鍔力を他に用ゆれば大に圃富を増す︾とが出来る︑

よこと

まんごくこめうわけ

であった繊維が今は中々立派になる箇それから近頃は
ごしし言ちとほげん乱いしふうおぽいぞうか昔こ
御承知の通り玄米の使用が大に増加して来ました是れ

し韮く

は好い事である玄米叉は半揚米︑是れは至極宜しいの

研究し︑男子は兵士となって風を守るより仕方がない︑
散んごくたす
つき令くりわりやらみ
鳴
減も一割位はある？総らぱ鐸で五百高石は助かる︑

であり←芸す︑米は玄米の時は非常に滋養分がありまし
しぱうは・くひ︽いぱいいじやらげん歌いぶ
て︑脂肪も白米より四倍以上あります＆玄米は一分七

叉東北の磯僅などは地下水の使用で除程少くなられや
おもこんねんぼくかいだうＵ・ひ暇ん
うと思はれるのでわります今年北海道で賞験をしま

こめげん惑いときひじやらじゃうぷん

厘八毛の脂肪を有って居り︑白米でゐりますと四厘四
劾一とみなでんぷんしま
いふ
毛四四と云ものであって跡は皆澱粉になって仕舞ふ︑

しだが︑著しい結果を得たさうでありますｃ地下水
をんどたか︲ばんしゆうゑつけはやできしうれい
は温度が高いから播種捕付を早めることが出来て秋冷

︲りんまうしぱうもをは︒︲詮いりん

それを炊いて食ひますと養分が無くなりまして・御承
いやうぶんは和と
もとほ
知の通りに﹁アリザニーンＬと云ふ養分を剥ぎ落すか
ら脚気になる心総鵠の食物の中で以て御承知でありま
わりぶいはｆまいをこ

せうが︑三割二分と云ふものは白米になると其所から
時局︑と経溶

、

わけ

憲政の意義
再︾らそんすこきっ

いまそう農穂勺Ｌ今く瞳ばつ定つ

港もか

したから今一層働き此圃を護達せしめたいと思ます︒
にぼん
しんぽとぎ
よゅう

ゆ

打も

むろんこんどＥ唇よく詞こ

ォーロッパい上唇げんいんけつくわい

い藍お耗怒し−とほは毎はせ八えつ

斗︽むかレ

か

よ

くわいふく

Ｌ隆一︽としつき

これついｌふくん狗

い堂弓こめくに弐もた

い会活なそうご喝ういうへ﹃︼Ｃバリぶく

唯海はちやらじかんわた

たしました︒︵大正三年十一月︶

悪よもしゆく

いたす鐸であります︒甚だ長時間に捗りまして恐縮い

わけ

きぽう

主として研究して見るのです．是に就て諸君に於かれ
ましてもどうか癖るべく鋒蛾蝿くださって︑それなら

しゆけゐきうみ

ば斯うするが宜からうと云ふ所で此圃を守り立てると

てんだうじんだうあひまくにためつくか残つか

と

中庸にも御承知の遮り誠者天之道也誠之者人之道也
しゆんせいしうさってん考﹂書屋しめゐ
と説いてあります︒春生秋殺天は四季の誠を示して居
ひとはるばんしゆなつや愚あきをさふゆ
るのです然れども人が春は播諏し夏は養ひ秋は収め多
ざう・もつ詮のせいつくてんだうけつつ．く
は蔵して以て其誠を議さねば天道は決して議されませ

云ふ所に筒ほ一層御注意の上御穂力あらむことを希望

くにはじあんたいわ．け１Ｊくんこれ
ならぬ圃甫めて安泰なる課であ︐りますから諸君が是
おほ煙をｂためちかごろしん底やうすみ
い

吉

まで御骨折であってそれが篇近頃の進歩の様子も見え

文肇博士幅

友

ると云ふとは無論でありますが︑今度の時局も起︑りま
ＰｌＬＩ１１ＩＵＩｎｊ○ｒＬ１釘〃Ｋ︑○が日︑〃″守込可″ログ心恥″グ汀︑〃〃Ｌ︑〃″足︑ｇ″〃心︑

憲政の意義

采

９しか

ぬｃ天道人道相待って風の鳶に識し︑上に事へなくんば

のはどう云ふ風になって︑恢復したのがどの位の年月
か ・毛のえいきや凸いふう
い捻怒レ
が掛って︑其影響はどう云ふ風に蔵うだかと云ふ話を

いふ負う

先づ昔からあ︐りました欧羅巴の戦の原悶結果と云ふも

侭趣佳

とでありますから︑物に常って屈すると云ふことは甚
こぐみんばぢ
ものあた
ぜんあくとも

ものあたくつい

日本はまだ７１１進歩して止坐式らぬだけの総捲があるこ

けつわれｌく１尼準迄

い

充分に出来る︑石油もまだ秋田遇にば望みがあります
ほくかいだうたいわん
象大のぞ
し︑北海道墓溝などにも亦望みがある︑さう云ふこと

だ圃民として恥ることで︑物に常ったならば善悪共に
こ
恥よ丁軍い

か人がでく

是に依って進むと云ふことにやって往きたいと思ふ．

い

次第で此刷を困難から救ふと云ふことば富然出来ると

それで今御話をする通り甚だ潜越ではありまするが︑

しだいこのく淀こん底んすぐいたうぜんでき

のぞ

で︑望みのないことは決してあ︲りませぬ︒我々の働き

課のないことでゐる︒町村で少し気を付けさへすれば
じゅうぶんできせ署﹄参あ署﹂だへんのぞ

○

云ふことの考へが出て来るのでゐります︒
一

ちゆらようごし﹄苫もとほ︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑

十

垂
で一

室

︑けんぜいこぐいことた人けんぱふばつぶくに・守こと

かん

ぷんこれけんぽふ

裁室たにんずとつ・そ

くきものでなくして︑必ずや多人数を説き付け︑其の

どういえこれらどうしだんけうじつ殉フ

同意を得︑此等と同志捌結して責行すべきものでゐる．
唾浄些の裁鐸に罫りては椛延謝りとすべきである︒勿

今﹂・上﹂

ろんたすうじんさんせいう

かた

しゆぎ

一一

妾︸

し抄ぎ襲鷺瞳しうして全だん

にんたう

っ

ほかいた

やえけつ

論多数人の賛成を得るまでは一人一掌たるより外に致

わがくに

憲政画と言ふ事は軍に憲法が登布された画と云ふ事
いみ
地こくみんばんけんせいてきせいしんはつき
を意味するのでは無い︑圃民一般が憲政的精赫を溌揮

し方なきことなれど膨夫れは巳むを得ざることで決し

けんせいこぐ

けんぱふばつぷい善︲ワいよれん・くつ

ばじぬけんセいこぐど言

する榛になりて︑初て憲政園と穂すべきでゐる︒吾圃

て主義とすべき率でない︑主義は必ず憾志的圏結によ
りて嬢心識に毒縮する謡を迦織とすべきものである︒

やう

では憲法の護布されて以来二十除年になるけれども別
に憲政風らしき威じが十分でない︒是は憲法はあって
こくみんばんけんせいて者せいしん乏なを

けだけんせいほんあしもつたゐ毛の極やく⑤

も幽民一般が憲政的精神を具へて居らぬからである．

ふくどうしはしさと

ことけんせいてきせいしんみかい

だん

こめもちゑか
できしゆぎいかりつばたず

けつこくりみん説く

じつかう寧動ろ

る︒多少の峡鮎を有する主義でも︒賞行に現はされた
とざこのけってんしゆ
しさうちゅう鐙らが苫
ものならば︑思想中に空篭されたに止まる此映鮎の主
ぱやがをんぢゆら籾．ゑじつ・ぞう．はなみつ
ぎ
義よりも遥に愈重すべきものである︒故に資行を離密
す芯碇げん
え︒うそそなな
しゆぎしゆぎ
た主義は主義としての要素を具へて居らぬ︒即ち厳れ

たせうけってんいうし少ぎ

出来る方が︑繕に描いた米の餅よりも遥に慨値を有す

できぃソ愚かこめもち駆和かかちいつ

おこでもひえももじつち︲し年︑

思想上に描かれたに止まるならば︑決して幽利民禰を
興すことが出来ぬ︒稗の餅でも︑賞地に食することの

しさうじやらゑが

体︑ｂこ

もち︒︐︑ため

餅は食ふ総のものでああ米の餅でも糟に養いたもの

④

蓋し憲政は二本の脚を以て立って居る︒其一脚は主
しかそのしゆき
た曇や４ｅ⑥ｅ④⑤
義で︑他の一脚は同志的悶結である︒而して其主義と
こぐｂみんぷくためた

けつゐせいしゃこじんりえ望ため

は腹を肥やす二︶とが出来ぬ︒主義が如何に立派でも只

い

言ふものは決して潟政者一個人の利益の満のものでな
げんだいたすうせいぢか﹁﹂とたｆじごしんりつしんしゆつ

くして︑圃利民禰の篇に立てられたものでなくてはな
せ

あしだせいいう詞もむ

らぬ︒現代の多数政治家の如く︑唯自己一身の立身出
りえ零﹄つがふたとの︲とき︐１１１せい別よく︑せう酉やらした机．
世や︑利益都合の篤めに︑其時々々の勢力の消長に従
って︑農に政友に赴き︑夕に同志に走るが如きは︑働
けんせいてきせいぢかな

じて憲政的政治家の鳶すべきこ︲とではない・さ照りとて

まだにんたうしゆぎ

しゆぎなん

し

ごぴうしやらゐぞわんらいしゆ

又︑一人一黛主義といふ事も憲政的精紳から見て解せ
にんたうしゆぎへう砿ういこと
こと
られぬ事である︒一人一糞主義を表傍すると言ふ事は

いしゆぎしぶう
・に云へば主義と解すべからざるものでゐる︒︒フラグマ
たざじぶんにんだけこれ善迂と詮んぞく

一一

ばかせしんりか・フどう

主義の何たるかを知らぬ誤謬から生じて居る︒元燕主

チズムの主張者たるゼームス博士は︑﹃真理は行動によ

ぎい

しゆらやらしゃ

義と言ふものは唯自分一人丈之を行って夫れで瀬足す

憲政の意義

可

−
1
一

じこし聖らめい

いを↓﹂げん弓うしはいけんゐいうゐかつじ．だい

憲政の意義一二
︑可

ゐ

い

こぐみん︒いうせいぢて新いけんじつかうじしゆてきかのうと隻杢

りて自己を讃明する﹂と言って居るが︑此の言は移しを支配する権威を有して居る︒斯る時代にありては︑
もつしゆぎじつかう
じご・裳らめい
こくみんや鼠・っ智奴ほどたくゑつこくかけいりんいけんばうくわいだい
て以て﹁主義は賞行によりて自己を讃明する﹄と言ふ・圃民中に如何程卓越した圃家経総の意見を抱懐する大
せげんょじぷんたずじぶん好豚たうしんし苦しや毛のいけんたんくんしゆさんなうす
べきでゐる．世間には能く自分は唯自分の正営と信ず識者がゐっても︑其意見は軍に君主の参考に鐙ぎない︒
ところしゆもやら
しかそじぷんしよとぶんこれさいよういなくんしゆじいうさいよう
る所を主張するのみでゐる︒而して夫れで自分の職分之を採用すると否とは︑一に君主の自由である︒採用
せげんじぶんぜつした都くいなよさいよういたしか寺埋そのい
は潜んで居る︑世間が自分の説に従って呉れると否とさるれば可し︑採用されぬからとて致方がない．其意
じぷんくわん古屠いむかしはくいけんてんかはつ可フこくみんさんせいこうゑんえ蛾一蓄腫ん趣いかく
は自分の開せざる所であると言ふものがある︒昔伯夷見を天下に溌表し︑圃民の賛成後援を得て責任内閣を
しゆくせいご上︸妾︾
か茜いひぷんたぎくんＬゆせんせいじだい詮し寺﹄せいぢ芸迂だけけんりしんたみあたゐ
叔香の如きが夫れである︒斯る言分は唯君主専制時代組織して政治を行ふ丈の権利が人民に輿へられて居な
しきしやくちい
たせうしんりいうけんけんせいじだいこくみん
の織者の口より出でシは多少の真理を有するとも︑憲いのである︒憲政時代の国民になるとさうではない︒
せいちかせいぢかけつかひんならかくじこくみんこくかけいりん応八そのいけんばつざう菅ろん
政治下の政治家は︑決して彼の蕊に微ふくきではない︒各自の圃民は圃家経輪に鯛する其意見を溌表して議論
じつかうとも必しゆ睦琶しゆぎ之のじつかう巴やらザこくみんさんせいこうゑんえ妙一ぎにんないかく乏しき
これ賞行を伴はい主義は主義ではなく︑其責行たるやを上下し︑圃民の賛成後援を得て責任内閣を組織し︑
たざじこしんじつかうこれこぐかうへじつかうこぐかしばいでき顎ゑけんせいちか
︑只自己一身の賞行ではなく之を圃家の上に賞行すべ圃家を支配することが出来るのである︑故に憲政治下

ゐどっかうて茅かのういうゐ・いなたん

きものであるからである︒の国民の有する政治的意見は︑賞行の自主的可能を伴

意見と主義との湿別を生ずる︺賞行的可能を伴ふ時鐘

居る
︒て
責行
的か
可能
をう
有しと
て居
と否
は︑
軍む
なる
一二いけんしゆぎくべっしや︒じっ
つてか
う
昔
の
もる猛
上とき
こ

しゆきｆつかう唯な芝のい菅今し蛭いけんはしいけんしゆぎゆゑぜん老いちか

い・うぷつ

主義が賞行を離れて其意義を失ふと云ふことは︑憲に初めて意見が主義となるのである︒故に専制治下の
せいぜいぢせいしんちゅうおい︑とくめいはくがんちくゐむカレこくみんせいぢ噂やらいけんしゆぎせいぢ
政政治の精赫中に於て特に明白に含蓄されて居る︒昔圃民には︑政治上の意見はあっても主義がない︒政治
くんし唯せんせいじだいお静こぐかくんしゆこ・１かこぐじゃ全しゆきけんゼいちかこくみんおいはじあう
の君主専制の時代に於ては︑剛家は君主の圃家で︑風上の主義は︑憲政治下の悶民に於て初めて有り得るの
みんくんしゆどれいこくみんせいめいきいきんくんしゆしけんせいこくみんぜんたいいしをんちよらこくみんい
民は君主の奴隷であった︒国民の生命財産は君主の私である︒憲政は幽民全磯の意志を尊重する︒圃民の意
くんしゆいし之のま西はふりつ圭のいししやが噌虚ぢう︵Ｕつげん
有物である︒君主の意志が其侭法律であった︒其意志志は即て政治の上に賃現せらるべきものである︒され
一Ｌうせきへんどうみ︸の︵んどうま︑こぐかけんせいちかこくみん強いぢじ雄らいけんいだゐ
が朝夕に鍵動すれば︑其愛動したものが︑その儲幽家ぱ憲政治下の画民にして︑政治上の意見を抱いて居る

〉
.
9

I

ぎもつ汚都がんもくゐしか毛のしゆぎこうゑんじつけんせいＩ

Ｉぢき多︺

けんりいう・ゆゑしゆぎいんせいと．︑しよ代よるん

ぱあひこれてんかばつ︵う︒こくみんばんさ・んせいこうゑんせいじだいゆるできこぐかせいぢかこくか
場合には︑之を天下に護表し︑圃民一般の賛成後援を政時代には許すことが出来ぬ︒圃家津政始稼の側塚で
えこれせいぢうくじつかううｗ・労愛あ．いけ人じつこ・・︑みんこく力
得て︑之を政治の上に資行し得るが故に︑其意見は︑なくして︑賞に剛民の悶家である︒即ち圃民の意志を
ゆゑそのせいぢ
けんセいえうぎ
せいぢじゃうじつ︑げん
．ご画しゆぎ
たんいけんとザ︑
政治上に賞現するのが憲政の要義である︒故に其政治
軍なる意見に止まらずして鼓に主義となるのである︒
こくみんよるんこうゑんこれ霧一趣せいぢか
手走にけんせいちかこくみん毛の噂うくわいいけんＣつかうう
即ち憲政治下の圃民はｖ其抱懐する意見を責行し得るは風民の輿論を後媛として之を行ふべきで︑政治家は
権利を有するが故に︑主義は憲政の特色であり︑蕊裁蹴嘩意謬の誇蔀たる蜂諦を蝿猟してはならぬ︒輿論の

な

一﹄１Ｇ﹂

もせいぢか

よろふぐろんち

義を以て第一眼目として居るのである︒而して其主義後援といふことば︑賞に憲政々治の基礎となるのでぁ
ぜん峰ゆつ弓とじ﹃かうえうぎゐしかこむかんがこくみんよるんつれけんめい
は前述の如く賞行すべきものなることを要義として居る︒而し舷に考ふべきは︑域民の輿論は常に賢明では
ごりんこくみんよるん
ぐろん
証しわう７くＩ
こｆかけい．りんとどと︐
じつかうかくど
る︒資行の畳悟なくして 圃家の経総を説くが如きはない︒寧ろ往々にして懸論である︒吾人は圃民の輿論
これまうじゆ参
亀のけんぐと
けんせいちかせいぢか
憲政治下の政治家たるものシ篇すまじき事である︒は鰻其賢蝋を間はず︑之に盲従すべきものであるとは

よるんもとゴこぐせいれう︑り

悉し︑且つ自分の主義と背反せること一だ自豊しながら

い

四壱はい捗若北極治嫁韮し虹いん輿論の愚論心滑﹄とを知

抄る

わうＦＩＩ

せいぢかくも

どこ毛

力

こ・うゑん

か︑ちそ

ぱあひ

わいけんたうせいあなどい

基に識て酢蹄職は．錘隷の舞搾職如価と一家ふ謡にな斯かる輿論に基きて幽政を料理するが如きことあらば
これせん牡いじだいみたうじせいぢかくんしゆ一︲一あせいけん池いて新せいぢかとくぎ暗つ藍やく
る之を専制時代に見るに︑常時の政治家は︑君主の是飢阿世昨純江琴い犠哩的政端家麺癖議唯根却癒る哨池
しん臆んえてうたときこくみんいし変り
信任を得て朝に立つ時は︑圃民の意志を顧みるとなくである︒憲政的政治家とは斯る盲従的意味に於てま
輿だ論
い
けんせいて香ゼいぢか
たんあつゼいてき毛のしよ１人差やつかううた
軍に瞳制的に其所信を彊行し得れば足るのであった︒を後援とするものにあらず︒憲政的政治家は︑先隻づ第
しゆ箸Ｃつかうけんせいちかおいだんこくかかうじゃうみちっていしゆぎた
生ころか戸はうはふ
虚
が
斯
る
方
法
に
よ
る
主
義
の
賞
行
は
憲
政
治
下
に
於
て
は
噺
一
に
圃
家
向上の道に就きて一定の主義を立てねばなら
之のよ
このしゆ菅ちを
も謀ろん
しゆぎそものりつば
じて許すべからざることである︒主義其の物が立派でぬ︒若し輿論にして︑此主義と一致し居らんか︑其輿
． んみん意や︒．ばくこいＤつかうかいろんをま︑せいぢかこう魚んまたも
あるならば︑人畦笹躯迫して之を資行して可なりと云論は其の総政治家の後援となすべきである︒叉若し一

一

ふことは往々にして政治家の口にする虚であるが︑斯致し居らぬ場合に︑﹃吾が意見は営世に遇はず﹄杯と言
︐じつかうくんしゆせんせいじだいせいぢかな舎けん毛のま雪てひしんぎんいうこ〜いんとんせぞくてぅぜん
る責行は君主専制時代の政治家の鱈すべきことで︑憲って︑其嬬手を引き︑深山幽谷に隠遁して世俗に超然

憲政の意義

三

P

憲政の意義
ご歩ふうｂうて者かうどうけんせいてきゼいぢかな

匙たたみよし

たる如き風流的行動は憲政的政治家の潟すべきことで
はないｃさ︐りとて叉︑﹃民をして依らしむくし胸知らし
いしゆぎ堂禄よるんかうはいいかん契り

ばん釦うて登をのせいけんどくかうごと

むくからず﹂と云ふ主義に従ひ︑輿論の向背加何を職
またけんせいてき

みることなく︑愛勇的に其政見を柵行するが如きこと
§亦憲政的ではない辰｜
五

わしゆぎおもよるん和も

しかしゆぎよる人蛾いばんほおひよるんぐろん
然らば幸義と輿論と背反した場合︑輿論が織論であ
ぱあひ遡浄ぢかい心Ｉよも才怒賑
った場合︑政治家は如何に虚置すべきであらうか︒即
しゆぎけんせい︑ｊ︑ぢだいかんもくせいぢかＬ孔き

ち吾が主義重しとすべきか︑輿論重しとすべきかとい
ふに︑主義は憲政々治の第一眼目で︑政治家は土義に
依って行動すべきものであるから︑此際には勿論主義

ょかうどうこのさいもちろんし幽誓
お
も
ま
へ
の
ご
と

一四

ろんかいざう牡いかへぜん詮かせつ

﹄え

さん当幸いしやはさんどうさ︲かあつ

論を改造して正に反り︑善に向はしめねぱならぬ・読
一じうをうりよｃかぎ︶
しゆぎい︑フ
教は僧侶に限るべきものでばない主義を有するもの
つれせつけう
けんせいてきせいぢ才おいとくＬか
は常に説教せねばならぬ憲政的政治家に於て特に然
しか噌二・陣フしゆぎさ〃んせいし︽
りとするのであ〃匂而して説教するのは主義の賛成者
どうししやえた
を得んとする潟めである同志者を得んとする潟めで

せいたう

このせいたうもけんせいて書ゐせいかじつかう

蔭よ局．どう

ある︒賛成者が馳せ参じて同一の傘下に集まり︐共同
・ちしゆぎじつかうちかときこ画どうＬ︸﹂きたんけつで者
一致して主義の賞行を契ふ時．鼓に同志的醗結が出来
のうりぷ〃︑

たうていじつかうえ

どうしてき

る．それが政黛である︒此政薫は憲政的篤政家の責行
いかしかぎかむせいたうの︑﹁ワよく
能力である︒如何なる主義も斯る政薫の能力によらず

けいう

どうＬて計だ八けつす曜聴せいたうか︲〜ごと

して︑到底賞行し得らる動ものではない︒これ同志的
だんけつけんマーいひつえう夕ゑんけんやい善一子︑い
閲結が憲政に必要な所以で︑憲政の一脚であると言つ

さんせいしや・

た理由である．同志的闘結即ち政薫は︑斯の如くして
せいｈ一つ︑
之のこん一Ｌいしゆぎい
成立すべきもので︑其根抵は主義にあると言はねばな

めんい

しゆざ一︵一く．よる人けつしやったい

ゆゑせいたうしや︑ぜい簿覆薄膜あひ象す／︑・

しんよ

の主義を説放し︑園民の心裡に徹底せしめて︑真の輿

Ｌゆぎ斗一ついうこくみん１−人・りて可↑てい

態らぬ・或は雑誌に︑或は新聞に︑或は演説に︑自黛

一篭ひざつし一悪ひしんぶ人幸駕︽︶えんぜつじたう

底した健賞な輿論をつくり︑之を後援として行はねば

ていけんじつよる人これこうゑん・おこだ

進んで圃民に主義を誘致し︑納得せしめて︑主義の徹

である・かるが故に政薫者が政治を行ふ場合には︑誌
す夢こくみんしゆぎ辛眼うけうむつ一とくし極ぎ一●﹄つ

マヂマダリＦ︸︑

らぬ︒されば政薫は主義の傘下に集まった賛成者の一

ぜいたうしゆぎさぺかあっ

を重しとしなければならぬ．さりとて︑前に述べた如

隅僻で︑一面より言へば︑＊義の造った輿論の結晶綴

承んむかせつけうしんけんゼいて争せいぢかけんでいてき

わがしゆぎぎ江いんとんひつえう手淳にしゆぎ

く吾主義行はれずとて隠遁する必要はない︒即ち主義
はっ手﹁よるん蚕葡これさんせいふくし浄らやうこく
を稜表し︑輿論と闘ひ︑之に賛成し服従すべき様に圃

民に向って説教する︑これ真に憲政的政治家の憲政的
ぞぅどうしゆきよるんあひ払いはん砿あひよるんぐ
行動であるｃ主義と輿論が相背反した場合爾輿論が患

ろんばあひじ↓﹂しゆき漁つしんぜいいつく

論であった場合には︑自己の主義を熱心に誠意を燕し
て跡醗の擁に誌誕し︑跡嘩の卸錨と迦癖とを崎して︑
主義の善なる所以を国民の心裡に徹底せしめ︑以て輿

しゆきぜん曲ゑんこくみんし入りてっていもつよ

げ・ＴＬ︾

ろん↓﹂うゑんつと．寺然はけんせいちか
せいぢかだいしゆぎもとどうして者だんけつ

論を後援とすることを努めねばならぬ︒即今判り憲政詣下
も

かくごとせいぢだうとくいや全ざいにんい

で︑斯の如きは政治道徳上の罪人であると言はねばな
らぬ︒鰐るに逓峰の嘩浄桑にば確獣聯の姫さ波笹砂野

じつかうあら

はあるまいかｃ

と新一さかんこｆ１みんせつけうこ

と

らぬ︒これ憲政的政治家の大に考慮し慎戒︑すべき鮎で

けんせい迄きせいぢか氾牌いかう︲りぷしんかいてん

ぎないで︑事資に於ては竜も其主義が資行されないと
ごとけんセいて苦せいぢかぎいあくい
いふが如きは憲政的政治家の罪悪であると言はねばな

りじ戸少↑おいぞうそのＬゆぎじつぞう

〃﹄の春よくあたと苦なんらじつかうで超確くち︽︑︐︑そくす

造のひとや．

ける︒其人が野にある時︑盛に圃民に説教した事が︑

い害毒ゆ

の政治家は︑大主義の下に同志的蝿結をつくり＃真の
よる人
こぐみんいしゼいぢかいし
輿論をつくり︑圃民の意志と︑政始家の意志と一致し

其局に富った時に何等責行されない︒即ち口約束に過

きようめい

共鳴すると言ふ所まで行かねばならぬ﹂

けんせい唇ちかゐせいかじこはうくわいしゆきこ／︑みん

憲政治下の潟政家は︑自己の抱懐せる主義を圃民に
せつけうなつとく
よるんこうゑんよつせいぢ習迂
説歌し納得せしめ︑輿論の後按に依て政治を行ふべき
このぱあひみせい
鞭一人じゆつ︲とほ
であることは前述の通りである︺されば此場合︑潟政
かこくみんせつけうイ丞睡こくみんやくとくこと
家は国民に説教したこと︑即ち圃民に約束した事をぶ
賞行する場合に獲改しては藤ら心．口で説いた主義と
こくみん妙つけフ

じつかうほおひへんかいくちとしゆぎ
じつかうじやらしゆぎさうゐ

すでこくみんい

責行上の主義とが相違してはならぬ︑圃民に説教し︑
こくみんなつとくところｆ祁睡これこくみんいしみ
圃民が納得した虚は︑部も之を圃民の意志とも見られ
けんせいこくみんいし竜いぢうへじつげん
る・憲政は圃民の意志を政治の上に責現すべきもので
こくみがせつ〃・フなつとく

ゐぜいかしゆぎ

めるから︑剛民に説激し納得せしめて︑巳に圃民の意
し

志となった潟政家の主義は︑そのまう責行に現はれて
こくみんいし会ろせいぢうくじづ．げん
圃民の意志する所が政治の上に貰現されなけ肌ばなら

そのやくそくたがこくみん菅氏ん

ぬ︒もし其約束に違ったならば︑これ圃民を欺疏する
しだがそのけつくわこくみんいしむし

じぷんつれけんきうゐぜいめい年︑ヤ言いしんがくみ

ぜいくわつや一愚こぐかけいせいゐ

りきう似つげん

自分の常に研究して居る生命畢結紳畢から見ても︑
こぽん↑●ｒｈ１みなじこりがいてうゑつ︑り逢うもと辛磐つどう
個人々々は皆自己の利害を超越したる理想の下に共同

しんぽか︒うじや会

即ち圃家をして進歩向上せしむるものである︒されば

丁芯はこぐか

生活を管み︑剛家を形成して居箇﹂この理想の蕊現は

けんせいて善セいぢかりきうめあてじこ辻いぢ
憲政的政治家は．この理想を目富にして・自己の政治
てきしゆぎかくりつもつこくりみん説くばかまた

けんせいちかじんみんトシさうも︲と台﹄苔苫うせいくわつ

的主義を確立し︑以て圃利民幅を計らねばならぬ︒又
ゐ

憲政治下の人民も︑か公る理想の下に共同生活をなし
せいぢじゃ全こととわんじこ
て居るのであるから︑政治上の事に脇しては︑自己一

Ｌんじゃ金りがいて・うゑつかうりよ十然睡ゐ

せいかこくみん１﹂もじこ︑〃漂いてう急つｐさうため

身上の利害を超越して考慮しなければならぬ︒即ち篇

政家も圃民も共に自己の利害を超越したる理想の霜に

力．

二

もので︑従って其結果は圃民の意志を無覗することに
けんセいてきせいぢかだんな
なる︒これ憲政的政治家の断じて鴬︑すべからざること

憲政の意義

＝

七

六

戸

えうきううま

憲政の意義
どり季．こぐかしんぽか弓噂やら臆かけんせいこの
努力し︑画家の進歩向上を計らねばならぬ§憲政は此

一・一︿

これえうけんせいちかせいぢかこく

要求から生れたもの一し︑繕って嘩浄は嘩浄桑のわ講しす
せいぢかこくみん亨言どうち

ゆゑんこくみんしんり

しゆぎじつかうゑん

き

あり︑叉斯く威ぜられて居る間は圃民の愛画心は冥賞

またかかんゐあひだこくみんあいこくしんしんむつ

るのである︒一画の政姶と圃民の意志とが︑没交渉で

こぐせいぢこくみんいし殿つかうせふ

は︑主義と同志的囲結の力とに依って行はれなくては
かくご卜はじこくみん んあいこくしんおこ
ならぬ︒斯の如くして初めて︑鰯民に真の愛圃心溌起

しゆぎどうして話だん筋つちからょ喜一趣

に威ずるやうでありたい︑政冶家と幽民が︑共に自己
ｂがいてうゑつ︑りきうもと律羊勺めいこぐせいぢ
の利害を超越したる理想の下に共鳴して︑一画の政治

かん︲鋤︶いぢかこくみんともじこ

士の論議する所は︑即ち圃民各自が論議しっ塾あるが
ごと
せいぢこくみんいし
如くでなくてはならぬ．かくて政治には国民の意志が
はんえいこぐかこくみんか︐︲じじここぐかせつじつ
反映し︑画家は圃民各自が自己の圃家なることを切賞

しろんぎと一弓寺潅歴こくみ︽かくじろんぎ

選畢し︑之を機開として︑帝風議曾に其意志を褒表し
もつせいぢじゃ全はんおうもと丁沌骸こ＃ぷんいし
以て政治上に反膳を求むくきである即ち剛民の意志
営墓乏のせん擬つだいきしよ菅くわいぎろん
する所が勘其選出せる代議士に依って︑談曾に議論さ
す然睦ぎらいこくみん割く鎖定いぎ
れねばなら麺︒即ち議曾は幽民の議曾であって︲代議

ぜんきぶこれ苦くゐんていこぐ菅くわい之のいしはつくう

つこれむくまでぜつげうこ︲︑ふんＬんｂてつ．てい

之を要するに︑憲政治下に政治家た良んものは︑園
かかうじやぅしんぽけいこくｂみん謡・︑いこぐかりい
家の向上進歩を経とし︑圃利民幅を緯として・圃家経
りんしゆぎかくりつご肌こく残んまへひれきどうしてさ
縮の主義を確立し︑之を幽民の前に披漉して︑同志的

これさんせい

またそのしゆゴーどくかてきりさう

一︲一くみんじこいしま

だんこ

だん

く震しゆぎこノ︑みんとさらこくみんぜ一・けう毛のしゆき

べきものではなく︑政治家と国民とが共同一致して︑
ｂきうじつげんどりよく
十港辱けんせい蛙いしん
がの理想の賞現に努力することが即ち憲政の精祁でな
けんせいちかせいぢかじこ低う
くてはならぬ︒されば憲政治下の政治家は︑自己の抱

闘結をつくり︑之を飽迄も説激して闘民の心裡に徹底
えこくみんよるんこう患んこ︑Ｃ一．かう
せしめて得たる圃民の輿論を後援として︑之が賞行を
しかけんセいちかこくみんかくじｂ
期すべきである︐而して憲政治下の図民は︑各自の利
却いてうゑつ
りきうもとそのいＬかなだいぎし
害を超越したる理想の下に︑其意志に叶へる代議士を

う︵このＬゆぎ

懐する主義を圃民に間ひ︑更に圃民に誘致し︑其主義
ｂさうかな
こくりみんぷくぞうしん
がかの理想に叶へるものであって︑圃利民幅を増進す

お毎ｍ三雄レ

る上に此主義ならざるべからざる所以を幽民の心裡に
てってい
駄たこくみんじこかくじＤがいてう
徹底せしめねばならぬ︒叉国民は自己各自の利害を超
ゑつしんこぐかしんぽかうじやらひつえうしゆぎ
越し︑真に画家の進歩向上に必要なる主義であったな
じよあた

らば︑己を室うして之に賛成し︑この主義の賞行に援
もしとのしんぽかうじやら蚤だごと

助を輿へなくてはならぬ︒又もし其主義が国家的理想
めいはく

を無硯し︑其進歩向上を妨ぐるが如きものなることが
むはうしゆぎくつじゆら

明白であったならば︑圃民は自己の意志を柾げて︑か
かる無謀なる主義に屈従すべきではない︒獄乎として

じこいしてんかはつべうし喚菅はく幻いつと

自己の意志を天下に謹表し︑か動る主義の破壊に努め
なければならぬ︒これ識嘩癖Ｐに齢ける函嘩の総和で
手の妙ｏＣ

八

「

かん哩や量ともだしんしつあいこく︑﹄んゆうきく

なる威情を件ひ︑冥賞の愛圃心が湧起して来るのであ

る︒︵文責記者に在り︶

文筆士字

人

いた

ぱい

易やひたん

しかじゆららいせん昔よ

こくみんけんりかうし

せんきよしやうたい一ふぱいかくしんゆゑん

しかごじんいかじんぶつせん色よい

おも

︐ぎむつく

ゼいだいじごしん﹄屋ろ

正大自己の信ずる所によりて圃民としての権利を行使

まを歌で

憲政治下に於ける選翠は︑圃民の尊重すべき権利に
苫うじ匙たちゅ今だいぎ勘
いつとこうめい
して同時に叉重大なる義務でゐる．されば最も公明に
かげんセいをけんりかうし
ぎなつく
且つ厳正に其の権利を行使し︑その義務を蓋さねぱな
きけん

し︑義務を鑑すは︑選畢状態の腐敗を革新する所以な

あたきちよ分

と﹄う

くうわけ

らぬことは申す迄もないことである．然るに従来選畢
世やらしついんえん

款匡と

た

たらく

わがにぼんこうだうくわ吟ｆ︑ゐんものもちろん

ｃんかくすうかうしきけん武たいうしうしん

きくわいＬ人せいけがこぐかたいめん登をんひ

い敦で

然らば吾人は如何なる人物を選緊すべきかと云ふに

けんぶん

に情賃因縁によりて投ぜら帥︑甚だしきに至りては寅
砿い

買せらるシことを見聞するは︑誠になげかはしき堕落
だうとくこすゐこぐかけんぜんばつたつ昔と

︽しふゆ〃ＣＯ

としぎ

道徳を鼓吹し画家の健全なる護達を企圃せんが潟め
に組織せられたる我日本弘道曾々員たる者は勿論︑一

ばんこぐみんざいふん者ふはいせいかいだらく

いては域家の護達をも害すべく︑且つ之を選出せる地

こぐかはったつ雛いかこれせんしゆつち

畢すれば議曾の紳聖を汚し︑圃家の鍔面を殿損し︑引

苦よ

そは言ふ迄もなく人格崇高にして識見亦優秀なる︑真
じこだいへうしやこぐかせん︑やらばづか
に自己の代表者として︑圃家の選良として恥しからざ
じんぶつせんきよ上﹄かくふうひやらいばゆるぎもん
る人物を選暴せねばならぬ︒兎角の風評ゐる所謂疑問
ひとすでていかや︒はれんちかんごともこれせん
の人や︑既に定評ゐる破廉恥漢の如きは︑若し之を選

ば沌嘘

瓜リと思ふ・

が革新を園らざるべからずと信ず︒
ず趣にごじん昔ちよ会ぺうとうくう？﹄いやしくめい
．即ち吾人は︑貴重なる一票の投票を謹み︑荷も名
よけんせい雷んせんじやらじつ︲とうよさいうこうめい
響︑擢勢︑金銭︑情賞等に依って左右せられず︑公明

かくしんはかしん

殊に眼前に迫りたる今次の総選畢に於いて︑先づこれ

ことがんぜんせまこんじそうせんぎよおま

.

じこいしこぐせいぢはんえい
のものではない・自己の意志が一風の政治に反映し︑
はんおう琴ようめい
いた
はじ圭展会つどうてきせいしんねつれつ
反臆し︑共鳴するに至って︑始めて共同的精紳が熱烈

←Ｉ Ｉ︲

縄選畢に就て
一一蕊を見ずして人を見よ

野

に常りて貴重なる一票が課もなく棄権せられ︑或は軍

けんぜいぢかおせんきよこくみんそんちよ全けんり

哲

七

般圃民はこの際奮起して︑この腐敗せる政界︑堕落せ
せん詮よしやらたいさっしんりくかきふむしん
る選畢状態を刷新するは目下の急務たるべしと信ず︒

縄選ま雁就て

ー

I

一 F 一 唾

ダ

縄選畢に就て

はうだいちしぷくし
こくみんぼん

一八

いづぜいたうじゃふかのうい肱ゆるゞ

とし執れの政黛を邪とすること不可能にして︑所謂五

げんこん喝やら程やらみおほ

みんヨものこうほしやじんかくいかんともと

二今日取るべき道

ると信ずるゞ

しん

むしそのこんぶつせかん

じんぶつ篭んきよごじんこぐみんだい︵うしや

じゅらぞくせいたういかんみ

ぽぽあひだおもごしんこくみんごうほしや

十歩百歩の間にあると思ふ︒されば吾人圃民は候補者

くわんげん

方の大恥辱なることを知らざるべからず︒
爵んらいだいぎしものし胃ばうき空ろしぜんぜんきよ
元来代議士なる着は︑衆望の錦する所︑自然に選畢

の従鴎する政黛の如何を見るよりも寧ろ其人物の如何
みかうけつ
いうしう
しんじこしんぶうう
を見て︑高潔にして愛秀なる︑真に自己の信用し得べ

もの

腿より選出せらる塾者である︒換言すれば幽民一般の
こぐみん力はこぐせいぎもの
すゐきょ
推畢によって︑国民に代って圃政を談する者であるＰ

さしつか﹃

みつかこうぼしや港いかずおも

くぜみしゆつ

自ら候補者と名のるさへ如何はしきこと少思ふが︑そ

き人物を選翠して︑吾人幽民の代表者たらしむるこそ
唾ん苦嘱さいおごじんと急つとて茜たうばう感ふ
選塞の際に於いて吾人の取るべき最も適富の方法であ

れはまづ差支なしとするも︑現今の状況を見れば多く
いはゆろうんどうひたくかもつゆゐへうじゆんしゆ

お言と詮ごとぜうしかぎ

は所謂運動費の多寡を以て唯一の標準とし︑主として
ぎいさ人しやこうほしや
うんどうやしょくまんぞく
運動屋の私欲を満足せしむべき財産ある者を候補者に
ごじんこ

推すが如きは︑誠に笑止の限りではないか．

ふつうそうぜんきぷ．含︽いごとをたうはいかん
普通の総選畢は前に言へる如く︑其の薫派の如何を
かやうｈ−よ

こんくわいをうぜんきよふ一一うぱあひことじんぶつ

↑むしをじんぷついかんみ包つ坐て者たうおも

吾人圃民たる者は︑候補者の人格如何と共に︑其の

論ぜずして︑寧ろ其の人物如何を見るが最も通常と恩

たうはしゆもやつ魁つどこぐかいうり

へいそ

ろん

臨する政薫の主義政見に就いて適営なる判勧を下し︑
さいりやらばうばふ

を考へて投票を決せねばならぬと思ふ︒何となれば今

きよしうけつ

て去就を決するは最良の方法である然しながら卒素
︐ものと
いづしゆ
迩いかいどうせい洛一うい
政界の動静に注意しっ〃ある者に収りても︑軌肌の主

同の縄選翠は︑大隈内閣が衆議院に於ける多数薫即ち

いはにもじゃらじこしよくむちうじつふかせいぢけいざい

せいふそのばんたいたうもつこうめい

こぐみんしんしじゆく︑りょおほぐす燕いかくしゆぎ

こぐみんよるんとたぎく韻かいさんだんかう

せいいうくわいし主らとつ

くわいをうふ﹄ん秀よおほくまないかくしゆらぎゐんおたすうたう十番﹄

おもなんこん

義が最も幽家に有利なるかの判働は決して容易でない

りがいとくしつちういあただいたすうこくみんと

毛はんだんなほさらこんなんわがくにけんかせいたう
せいいうくわいどうＬくわいこくみんたうおよ乏のたＬ誤たうたいりつ

かんがとうへうけつ

況んや日常自己の職務に忠責にして︑深く政治経潜の

政友曾との衝突により︑政府は其反封黛を以て公明な
こくみんよるんだいへうあァっみと置らこうめい
る圃民の輿論を代表するものに非ずと認め︑更に公明

しか

ぞくせいたうしゆぎせいけんってきたうはんだんｆ澄

いづれの黛派の主張が最も園家に有利なるかを考慮し

はるシが︑今回の縄選畢は普通の場合と異なり︑人物
いかん砧もろんたいせつ毛じゃ量﹄くたうはいかん
の如何も勿論大切なれども︑其の従属せる黛派の如何

利害得失に注意すること能はざる︑大多数の圃民に取

なる幽民の輿論に問はんが満めに︑議禽の解散を勘行

はｆだん・けつようい

りては︑其の判働は尚更困難である︒我圃現下の政黛

せしものなれば︑圃民は槙思熟慮して︑大隈内閣の主義
誌銚に鐸録するか︑蕊は嘩鍵鐸の華潅を砦識するかに

菅︒つとこぐかいうｂ

は政友曾︑同志含︑圃民掌及び其他の諸黛勢立して︑
いづせいたう巻い
ちゆ全あうちはうたうくいｆ︐愚
中央に地方に薫弊に苦しみっ〃あり︑執れの政薫を正

二■■匡僑︲Ｉ卜

ないかくじつさいおお毛せいいうくむ渉

わけ

えうてん

こくみんぺうおほく藍は

だいざいせいもんだいおおほくまないかくぎんしゆくしゆぎ

た

て哲嘆珍れうぼどこ

はず

にしやらちいこぐかざいせい寺﹂をはくしやく

せいいうくわいねんえんきしゆちやう

がんぜんり

ぜんぎ

ふいお

ら小い

問題を取って政府攻撃の資に供したに過ぎない心即ち

しつぱいやえしだん
・もつせいふこうげき
を以て政府を攻撃せんとして失敗し︑止むを得ず師圏
もんだいとぜいふこうげきし言よ全すずなば

友曾は同じく二個師倒増設論なりしが︑最初外交問題

いうくわいおなこしだんぞうせつるんさいしよわあいかうもんだい

は︑大隈内閣は在野時代の主張を郷ちて︑剛家百年の
こしだんぞうせつあんたせい
たいけい庵
大計の潟めに︑二個師闘増設案を立てたのでゐる．政

おほくまないかくざいやじだいしゆ阜舎涼げわこぐかねん

第二に前議禽営面の問題であって︑二個師測増設案

汚いぜんぎく誤たうめんもんだいこしだん薯うてつあん

があった︒

錠あるに似て鰐来幽家財政の基礎を薄弱ならしむる憂
戸え寺﹄．

救ひ一時を揃縫する政策を収ったが︑これは眼前に利

すぐじびぼう．せいさくと◆

せずとも︑一時は相富の不景気となる筈であったが︑
しかじくつうＬのしやっらいけんぜんはづたつばず
然し一時の苦痛を忍べば鰐来健全なる護達をなす筈で
ふけいぎ﹄
ある︒嘩猛鐸藤詠に癖ては髭睡裁銚をとりて不景気を

じさうたうふけいき

ゐこん仁もおうしうせんきうとつばつ

ざいかいこんにもひうん斗醒ねいたこんぼん
る潟めに︑財界今日の悲運を招くに至ったのを︑根本

第一に財政問題に於いて︑大隈内閣は緊縮主義をと

︐り︑畦溌韓挺礎ぃ確垣に娠葺を舞准して岬謎鋒をなした

ぞうせんきよたいじこたいどけつ

よって︑網選塞に謝する自己の態度を決せねばならぬ・
もおほくまないか︲〜えいぞくきばうそのよたう
若し大隈内閣の永績を希望するならば︑其興黛たる

的に治療を施さんとして居る︒今日欧洲の戦争が突溌

せいいうくわいもしこく残んたうこうほしやとうへう

どうしくわいちゆらせい〃あいもしおほくまこうゑんくれいへうばうこうぼしや

同志曾︑中正曾若くは大隈後援曾を標椿する候補者に
とうくうもおほくまないかくはんたい
そはんたいたう
投票し︑若し大隈内閣に反掛ならば︑其の反掛黛たる
もをうせんきよけつｆわふ芋せいいうふいこうほしやたすうし

政友禽若くは園民黛の候補者に投票せねばならぬ・
こぐみんげん承いかくぐわかいきほう

若し総選畢の結果︑再び政友曾の候補者が多数を占

つぎきた

むるならば︑圃民は現内閣の瓦解を希望することシな
ずな蛙ぜんぎくわいおなせいいうぐ幻いが潅らげんないかくこうザぎ
る︒即ち前議曾と同じく政友曾は必ず現内閣を攻撃す
さうゐ
しかげん葱いかくをうじしよく
るに相違ぱい︒而して現内閣は線鮮職をせねばなら

しんいたうぜんばらくんをうりにいじん申乞いいうくわい

姐次に来るべき内閣は賞際に於いては恐らく政友愈
をと
ちゅらけいないかくお・もけんせいうんよう
を蕪礎としたる中継内閣かと忠はるれども︑憲政運用
方いかく

の真意よりすれば︑営然原君を網理大臣とする政友曾

とく哩ゆくりよ

内澗でなければならぬ課である︒圃民の一票を大隈派
せいいうぐぬいもしこくみんたうとう巧．ほくまは〃︑．
に投ずるか︑政友禽若くは剛民黛に役ずるかは大隈伯
そうりだいじん
はらくんとう︑りだいぽん
を縄理大臣とするか︑原君を総理大臣とするかといふ
けつくわ．昔
くみん
結果を来たす．雌識は犠匪の織鎧鐸に齢いて︑圃こ民
の

まさんふせいりつたすで紅んえんき・いた

政友曾は一年延期を主張したのである︒前議含に於い

て諜算不成立の潟め︑既に一年は延期せらるシに至っ

ごじんをうせいきい和ほく矛︷ないかくせいいうくれいないかくひかく

特に熟慮せねばならぬ要鮎の一である︒

吾人は一層精細に大隈内閣と政友禽内閣とを比較し

たが︑今次は如何なる口賞を以て師圏増設に反掛せん

寺こぶみもの

産んじいかこうじつもつし清人ぞうせつはんたい

て︑圃民の其の執れに加鱈すべきかを決する参考に供

とするか頗る見物である．

おも

一

こくみんをいづ力たんけつさんかう垂よう

したいと思ふ・

綿迩畢に就屯

＝

九

､

縄選禦に就て
だい毎領かう昂らおせいいうぐ誤ないかくたいえいせいさく才こぶ

ふか手っ窪埴しなお今くいこぐ和つれわがこく

第三に外交上に於いて︑政友禽内閣の退嬰政策は頗

じやららいだいしつき！み︲と

る不評を招いた︒支那に於いて米圃に於いて常に我圃
こくみんけもく幸長ところおほ
ゐしつつゐ
威を失墜したのは︑国民の耳目に新なる虚である︒大
くまないかくけつ・まんぞくじきぷくオこぶおほくまない
隈内閣も決して満足とはいへいが︑時局が頗る大隈内
かくりえき

閣に利益して︑従来は大なる失策の認むくきものなく
とくしなもんだいたい◇︽いもんだいおほ急

寺Ｌが

特に支那問題︑封米問題などは︑大いに見るべきもの
げんかうせふ烏らしなもんだいごとおほわ
がある︒現に交渉中の支那問題の如きは︑大いに我が
こくみんたじ人いつぶた
幽民の潟めに人意を強うすゐに足るものがゐる・
げんざい
いしやらはらめんひかく
以上の三方面より比較したならば︑少くとも現在に
お雪じんおほくまないかくたすせいいうぐ償たす
於いては︑吾人は大隈内閣を助くると︑政友含を助く

しっせいい唱・じろ

または人疋いたうたす

妾︾

しつ

十趣睡ごじんこんにち

こじつご

人圃民の則とるべき態度にして︑吾人は何れの黛派︑
いづじんぶつたいしんをあらせいかいとどｐ１わう
何れの人物に濁して親疎あるに非ず︒政界を霊毒し横

じんぷつたうはいかんと

たいどと

はじわぃくにけみせい

の健全なる進歩護達を望むことを得べきこと︑吾人の

けんせんしんぽはつたつのぞごじん

善人に典みするの態度を取りてこそ︑初めて我国憲政

せんにんく

盤といふが如きは︑甚だ圃民を侮辱したる不都合千寓
一な陸わこぐみんてんだうしんつ極
のことシいふくし︒即ち我が脳民が天道の親なく常に

なり︒されば某々の地方は何誰の地盤若くは何糞の地

ぽう０１１・もはうなにたれ渦ばんもしなにたうち

て︑之を排斥し︑惟その善なるものに是れ典みすべき

これはいせきたずぜんこく

ぱっ哲は

じんこぐみんのつたいどごじんいづたうは

老子に可天道無し親︑常典二善人ことゐり・是れ賃に吾

ると︑いづれが将来の日本護展上に有利なるかを判徴
するに鱈ると砿ふ︒鰐し沙瞳の二一職錘は峰る醤維で誇
るんしゆｋ︲〜われＦＩＩこれたい公舎﹂やたうはん
論も種々あることである︒吾々は之に鍔して正富の判

暴を極むるものは︑その人物と薫派の如何を間はずし

こじんて秀こうほしやじんかくへうじゆ心←うへう

だんくだ一篭ひふかの︑うししかごじん

勘を下すことが︑或は不可能かも知れぬ︒然らば吾人

ら﹃うし

ゅ︒こＬ言のるべ︲しＣ

政あらば︑叉その反掛黛を助くくし︒即ち吾人は今日
どうしくわいたすみや凸にもせいいうくわ炉たす
は同志曾を助くることめるべく︑明日は政友曾を助く

せい

である︒一の内閣にして失政の著しきめらば︑其の
はんたいたうたすないかくをし昔
そないかく
反掛薫を助けて内閣を組織せしめ︑其の内閣にして失

ないかく

こまでも情貫とか行き懸りなどがあってはならぬ・政
たうＬゆぎかうりやっみごじ人くせいたうけつ
薫の主義綱領を見て吾人の輿みすべき政薫を決すべき

じ毒らじつゆが︑せい

ずるかを以て︑吾人の態度を決すべきでゐるが︑吾人
こくみんと
圃
民の取るべき鱈跨は︑癖に奉賦挿蕊︑琵燕婚私︑ど

もつご瞳人たいどけつごしん

こんじそうせんぎよ黄あほくまばくしんはちくんしん
今次の総選畢に篭しては大隈伯を信ずるか原君を信

二

ばん害と陸解臆こくみんぶじぷくふつ籾ふぼん

しやららいにぼんばつてんじやらいうりばんにん

○

は個人的に候補者の人格を標準として投票するよりも
とＬゆりやらおほくまばくしんはらくんしん？
其の首領たる大隈伯を信ずるか︑原君を信ずるかによ
﹄ごりんをんおようとうへう↑と．Ｉこんじ

って︑吾人の尊重︑すべき投票をなすことが︑特に今次の

とうせん茎よたい蚕じんかくどおも

三国民の取るべき態度

総選塞に封する吾人の畳悟でなければならぬと思ふ︒

」
ﾛ

』

〆７．

しん今だが堂易
堅く一動ひけんちんてんかいうせいし令う走

にほんはい

捻必はらつく

み﹂

琴い嘘Ｓじん

これおうよう

しさうなかプランスきか

ぜつたいてき

も

い

どこみたいこぐかたいけい一﹂れ古
の意のある所を鰐せらるれば画家の大慶之に過ぎざる

つか

Ｉ
︲１

おも↓﹂れあひたい

はじじいういい

よなか泳

一一一

守芯はあひたいて菅

帥ども︑其賞は制限があるのであります︒即ち相掛的
ゐぴやつどうい雪い
い苔も
の意義を有わて居る卒等と云ふ語が言へるのでありま

毛のじつせいげん

しては甚だ危険であります︒それ故に平等と稗へるけ

臆雁睦きげ．ん⑳︾ゑぴやらどうとな

或は健康の状態も違ひますから︑人は悉く不平等で
われ︑１１せいくわつ
ふぴやつどうげん毛く
あります︒けれども︑不李等を原則として我々が生活

一篭ひけんか︑うじや三た砂ちがひとことノド１ふぴやらどう

例へぱ人を脱ましても平等であると云ふことを言ふけ
またちしきもが
芝のじつざいさんちが
れども︑其賞は財産が連ひます︒叉知識も連ひます︒

絶封の平等と云ふものは世の中に無いのであります︒
た
とひとみびやうど・フいい

ぜつたいがやつどうゆ

味が出来るのであります︒叉人は卒等と申しますが︑

みで号﹄窪たひとぴやらどうまをｈ

限を典へて相濁的の意味にして︑始めて自由と云ふ意

げんあたあひたいてきいみ

其自由と云ふ語を活かして使はうと思へば︑之を相封
いくせい
てき
的のものにせぬければならぬのであります．幾らか制

之のじい﹃フいざい

れども︑絶封の自由と云ふことになったならば︑とて
にんげんし全．くわい戎じ︲きゆゑ
も人間吐曾の交はりは畔来ぬのであります．それ故に

幸ひに吾人なり︒

敦このよなか

柳か卑見を陳じて天下憂世の士に訴ふ︒

一絶劉の自由李等なし

ａを

わたくし定いさうごしんりい
私の題は可相互の冥理﹂と云ふのであります︒なぜ

か︐︲ごとだいだ

り八一ん

斯の如き題を出したかと申します奴ば︑先づ此世の中
ぞのた︑．︶きうＣやつあ吟．ご上がら
だうとく
せいぢ
に道徳なり︑政治なり︑其他思想上に現はれる事柄は
た
い
て
い
さ
う
ご
せ
い
し
つ
お
ゐ
い
ひ
か
大抵は相互の性質を帯びて居ないのであります︒言換
ゆゑ
ぜつたいてき
詮を
えて申せば︑絶掛的のものになって居ります勺それ故
に理論としては甚だ美しいりれども︑之を雁用するに
たとめいぢねんご
常りまして︑頗る困難を威じます︒例へぱ明治十年後

あた今玄差こんなんかん

がやうど・●フ

日本に這入りました思想の中で俳蘭西から来ました彼
いうめい唾いう

い香とこれ

の有名なる自由であるとか︑平等であるとか︑若しく
はくあい

ゆゑおうようあたに丞睡こんなん

ば博愛であると云ふが如き︑是などは絶濁的のもので

ぜつたいじいうい

ｉｉｉ １１
文筆士三輪田元道
互の直理

信じて疑はざる所な︐り．

』

あります︒故に雁用するに富ｂまして︑甚だ困難しま
たとじい﹃フいご珪皐とラつくご
す︒例へぱ自由と云ふ語は誠に美しい語でありますけ

相互の員理

、

相

一

相互の員理

錘にも④おふなキリストけう

いた

しか

十症はさうごしんｂわれ︲１１にんげん

かくげんいで昔

さうごま舌

だんＩ〜わたくしこのこと

織畦識の舞琴に底るのであります︒段々私は此事に
さぅごて昔これかんたんひへ︶やつ初おも
就きまして相互的に之を簡軍に批評して置きたいと思

このごろあるざつしうへすぎはかせにほんこくたいくんしゆしゆぎ

ふのでゐります︒

みんしゆしゆぎ

︐ゆなみんしゆしゆぎ

此頃或雑誌に上杉博士が日本の圃鰐は君主主義にゐ

らずして民主主義である︒否︑民主主義にあらずして
み
んぼんしゆぎいい
民本主義であると云ふことを言はれたのであります︒

これよほどけん普うわかごにぼんせいやう

ごい

くに

是は除程研究せねば分らぬ語であります︒日本は西洋

た残もとくに

の語で言ひましたならば︑デモクラープイックの園でな
い

い

しかわたｆ︲しさうご

いのであります診︒けれども︑民を本にする園である

と云ふことを言はれたのでゐ︐ります︒併し私は相互
て
昔しんりかんがこれたおも

い

もと

と昔みんぼんてきゆゑくんぽんい

みんぽんいじつこのさうごて者くわんけいあはじこく
民本と云ひ︑責に此相互的の開係が有って︑始めて画

を見ました時は民本的でゐ︐ります︒故に君本と云ひ︑

み

を崇める時には君本的であります︒君主よりして人民

ゞあがときくんぼんてぎくんしゆりんみん

を本にせねばならぬのであります︒故に人民から君主

ゆゑりんみんくんし少

なければならぬから︑民本主義と云ふものを本にする
われＪ１しんみんきみ
と云ふのであります℃けれども︑我々臣民としては君

みんぼんしゆぎいもと

説く場合に於きましては︑民主として人民を本位にし

とぱあひおみんしゆじんみんぼんゐ

にせねばならぬのであります故に君主的の開係を

夕ゑくんしゆて誼くわんけい

ぜんたいくんしゆＬもみときたみもと

的の真理から考へ鵬式して︑是だけでは足らぬと思ふの

いいみお

換えて可相互Ｌと申しますｃ即ち相互の真理が我々人間

であ︑ります︒全鵠君主から下を見ました時は︑民を本

す︒

だいわれノー１お定がいひとひとくわんけいいたい
第一に我々は御互に人と人との関係と云ふものを大

くんしん毛のぱあひいば

語を換えて申せば︑君臣でありますが︑其場合には所

ごかまを

切の道と云ふものは︑人と人との開係に於きまして︑

さいみちいひとひとくわんけい狗

切に頑て往かぬければならぬのであります︒人間の一

せつみゆにんげん

二民主と民本

て︑相互の真理と云ふことを難に御話するのでありま

きうごしん・りいご倉おば窓し

もつど象もてきたう

の最も守るに適営のものであると云ふ意味に於きまし

か

す︒何物に於きましても︑皆さうであります︒基督教
桂しへはくあい
はくあいキリス．ｒけうくに
の教は博愛でゐります︒けれども︑博愛の基督教の圃
狼
しば︐ｉ１せんさうあいかざ
に於きまして屡々戦争の有るのは如何でありませうか
わがくにた︑か
当るロシアきう腕うしん・
とかく
我圃と戦ひました所の露西亜は奮教を信じて︑兎に角
はくあいしゆぎくに
たこくかんくわまじ
博愛主義の画である︒併しながら他圃と干犬を交へる
かへつはくあい
ゆゑいか
に至っては︑却て博愛でないのであります︒故に如何
ｆに●おぜつたいしんりまたぜつたいいみ
なる園に於きましても︑絶掛の真理︑叉絶掛の意味の
清うとく
道徳なり︑格言なりと云ふものは出来るものではあり
ゆゑ︐よ荘かおうようで者あびたい
ませぬ︒それ故に世の中に雁用の出来るものは︑相封
て昔
そのあひたいてぎ
わたくしご
的のものであります︒其相掛的のものを︑私は語を

二

かい

い

腫起︑﹄一

ゆゑこのだうとくて哲ことがらわ凧︐ｒ

でき

ひとひとＬや︒あいて菅きうご

家と云ふものが活きて働くことが出来るのであります
どわん

いばな

なんじ一いみ

故に此道徳的の事柄は︑我々人と人との吐曾的相互の
開係を離れては何等の意味をなさぬものであります︒
吹たおやこくわんけいしぶくんごぞんとほ和やこあい
叉親子の開係も︑諸君の御存じの通りに︑親が子を愛

おややくめ

ユろだしんどうたいちが

あだ琴を毛Ｃ

全く一心同篭に違ひない︑頭と尾ですから︒而して自

ぷんしｂつぼゆゑほと艇んに泌壬巽診した

つひきずふゆくわいくゐ

分は尻尾なるが故に︑殆んど一年三百六十五日頭の下

にんたいほどまへ

なるほど

い

とご季諺たきかんが

毒つだしんどうたい襲謀はう
ゐばさきいしり﹁．ぽばうえいきうつ

えうきう

い

要求がめったと云ふことである℃虚が頭が考へたら︑

い

に附いて引摺られて不愉快に暮らして居るのである︒
忍耐にも程がある︒催には酔飛を鑑に垂てシ︑重削の
あるもら
はうと．も
方がお供になって歩いて貰ひたいものである︑と云ふ

すると云ふことば︑親としての役目であるけれども︑
こ
おやあいいこや・くめ
子が親を愛すると云ふことば︑子としての役目であつ
んけいおいはじだう︑とくなりた

戒程さうだ︑全く一心同鰐でありながら頭の方はいつ

おやこさうごく

て︑親子相互の開係に於て始めて道徳が成立つのであ

い

も威張って先に行って︑尻尾の方は永久あとに附いて

竺悪寺﹂どく

ふうふお
︐ります︒それは夫婦に於きましてもさうてゐ︐りますし

来るのである︑誠に気の毒でみると云ふところからし

堂︵恥す

朋友に於きましてもさうでありますも結局絶濁の道徳

ほういうおけつ念よくぜつたいだうとく

しりつぼ称かよる

古﹂寺﹄い

い

窓脅沙・つ

て︑尻尾に向って宜しい︑そ奴ではお前明日からどう

ますから︑今回は先に立って行けるから愉快である︒

こんくわいさきたゆゆくわい
しｂつばさきだかしらし元があるだ

このと寺し︑つぼよあこひとかた

か先に行って呉れ．と云ふて︑先を譲ったのでありま

だとく

す払睡

賞際に於ては無いのでありますから︑御互に相互的の

い

りろんおいこれみて寺
と云ふものは︑理論に於ては之を見ることが出来るが
じつ言いおいなおだがひさうごて暫
いことわす．

す︒此時の尻尾の喜びは一方ならぬことでありましだ
と他
ふくしいうてぎあつばくう
即ちいつもお供をして服従的に腫迫を受けたのであり
い

ものであると云ふ事を忘れてはならぬのであります

三首尾の事

お者も

臆江惇

を詞走誰むか

そこで尻尾が先立ちになって頭を従へて歩き出し蛙し
かなかなしちつぼめな
たけれども︑悲しい哉︑尻尾には目も無ければ︑口も
でき
ゆ．ゑめものみ
ななにな
無い︑何も無い︑それ故に目で物を見ることが出来ず
口で何も食べることが弥蕊ず︑どうすることも出来ず

い

いつ学なにゆゑ

して非常に困ったと云ふことであります．尤も何が故
ら言ご
ば早や
うしさ
い云ふと．鐸諏に野
にか
頭し
が二
もん
なく
くか
降参
たん
かと

ひじやらこま

くちなにたで曹

しよ
このこと盲へいいれいもつまそ
此事を極く卒易なる例を以て申しますと鱈ふと紗儲
くんどこ
君も何虐かで御聞きになったか︑若しくは何かで御讃

あるみごろぴきへび巻かしらけんくわ

みになったであ︐りませうが︑甚だくだらない誉であり
い

ますが︑或所に一疋の蛇がゐりまして︑尾と頭と喧嘩
をしたと云ふことがあります︒それは尾が頭に向って

不平を述べて言ふのに︑俺とお前とは一心同鰐である

二

ふくいのいおれまへしんどうたい

相互の真理

三

穂互の真理

いことあると菩琶蜂し参つ医い塾さま
ゐばさきゆ

う云ふ事があった︒或時頭が尻尾に言ふのは這貴様は

め君はななくち芯
おれめくちはなそるゐ

目も無し︑鼻も無し︑口も無いのに︑威張って先に行

い

くことはない︑俺は目も︑口も︑鼻も揃って居るから
けんりあゆゑさき
えらい権利の有るものである︑それ故に先になるのだ
ゐば芝のときをちひたけ垣しＤつぼ
ゐぱここ

と言って威張った・其時に尾が小さな竹の根に尻尾を

い

巻いて︑そんなに威張るならば︑此虚でどっちがえら
み見ようと云ふことになり．唾の蕊では識
いか︑た
試め
して

ま

僻１ゐぱつゆで
琶

をさきゆづ

をおたきひき

々威張ったけれども︑どうしても伴れて行くことは出
こんどをかうさん
来ないのであります︒それで今度は尾に降参をしたの

曇こどつ象こと

し

しよ〃︑もつた

で菅

たとへぼなし

にんげんしやくわいみ

お渥誰ゆゑゐぱだうりな

い

ゐて行ったけれども．食物を食べることが出来ず．ど
で寺︶
あだ詮Ｌりつぼいはゆるぜんしんよも
うすることが出来ないので︑頭も尻尾も︑所謂全身倶

い

つよい

二四

そのじつ

よわ

ものと・西のさうごて雪くや︽げいもばゆ
しき者も画富める者も︑相互的の調係を有って始めて
い愚
意味をなすものでゐりまず︒粋畦雌癖ケ群は栂鐸に癖

せいこう

ひたちやまうめ

ては弧いと云ふのでありますが︑其貫はそれより弱い
ものあ

里︑ものあ

おほぜき

者が有ったから成功したのであります︒常陸山や梅ヶ
たにひとすまふ
もの
谷は燭りで相撲をとってはえらい者にならぬのであり

ゆゑとものまづものど︑﹁己やうもこれをじ

ます負ける者が有ったから大関になられたのであり
もぺんだうとくしんあひと
よわ
ます︒若し一片の道徳心の有る人があったならば︑弱
ひとむかどうじやら
じつよなか
き人に向って同情をしなければならぬ︒賞に世の中は
かくご・ＪＬ
これだう とくおも
斯の如きものでゐります︑是が道徳と思ふのでありま

みんい

こんぼんてき

幸﹂ｐ■ｂ

りま寸診︒此開係を忘れてはとても園
へいわむじゃ昔沙くわいせいくわつい

だうと４．

す︒故に富める者は貧しき者に同情を有って是に無慈
ひこと
これ何んまづ
悲の事をしないのが道徳であります碧是に反して貧し
ものとものむかさうたうをんけい
いはゆるさうご
き者は富める者に向って相営の尊敬をする．所謂相互
てきいみおいこくみんい
おだがひおもしろくら
的の意味に於て圃民と云ふものは御互に面白く暮すこ

であります︒そこで尾に先を譲ったから︑尾が頭を率

に餓えて死んだと云ふことであります︒こんな警話は

とが出来るのであ

みなかくご．と

わたくＬだうとくい

けつむか︶

のであります︒御互に相互的の調係を有って居る仲間

おたがかさうごて菅亀覧けいもゐなかま

が道徳と恩ふのであります︒決して昔のやうに根本的
おほご画とい
だうとくでき
の大きな事を言ったところで道徳は出来るものでな＄

だうとくおも

このくわんけいわす

誠に詰らぬ事でありますけれども︑人間吐曾を見ると

民と云ふものは︑平和な︑無邪気な︑愉快な生活と云

またしりつぼゆゑゐばだうりな

でき

皆斯の如きもので︑頭なるが故に威張る道理は無いの

たかものひくものまづ

で考﹂

であります︒叉尻尾なるが故に威張る道理は無いので

ふことは出来ぬのであります．私は道徳と云ふもの
にんげんくいわちじや巷ゆ・ふい・く
は︑人間をして平和に︑無邪気に︑愉快に暮らすこと

ひとい

四人と人との相互閣係

学︵︾ふり斗李︽手ｑノＣ

えう

要するに人と云ふものは︑高い者も︑低い者も︑貧

1

なかぼんたうだうとく．でき．しんをかいやんひとあるじつげふかぎみんを

かいぐんひといこんにちこぐかもんだいかいけつ

の中に本営の道徳が出来るものと信じて居りますｑそましたれば︑海軍の人と︐或賞業家が議論をして居り
ご恥走吏︾秀しぼんたう吟辱し
念ゑだうとくだいげんりひとひと〃一雷けい︑い
れ故
に道徳の第一原理は︑人と人との関係と云ふことましだ︒是は誉話ではありませぬ︑本営の話であ も式
ひ﹃﹄えう

もつどたいせつみゆ．
を最
も大切に見て往くことが必要であります︒すが︑海軍の人の言ふには︑今日の画家問題を解決す

こ
れだうとくせい炉おけいざいすべかいりくぐんちからょ
是は道徳のみならず︑政治に於きましても︑経潜にるのには︑網て海陸軍の力に椅らぬければならぬので

おこのくわんけいわすこんにもしやくわいわ奴︐１１ぐんじんやまとだましひこのたましひ

於きましても︑此開係を忘れては︑とても今日の吐曾あります︒我々軍人には大和魂がある︑此魂がぁ
も
んだいかいしやくできかぎくにばんざいさけそのとき

このへんあまおほせいざうぢやらあにほんじつげふかまをかねな

問題を解稗することは出来ぬのでありまする限りは園は寓歳であると叫んだのであります今其時

ゐ

も

を

此遜には除り大きな製造場が有りませぬが︑日本にに賞業家が申しました︑さうではない︑金が無ければ
おせいざう蔦らあところ獣ゐしぼんぬしもにほんいまとみすうぱいとみ
於きましても︑製造場の有る所に参りますと︑資本主いけぬのである︒若し日本に今の富よりも数十倍の富
アメリ力にほんあ芯ど
らうどうしやいままさレギコとつ
と勢働者が今や将に衝突せんとして居るのでありますを有って居ったならば︑亜米利加も日本を侮ることは
こおの●つかさうごくわんけいいわすた．しなにぽんむかむし匙んかうけい
是れ自ら相互の開係と云ふことを忘飢だが潟めであないのであります︒支那も日本に向って寧ろ満腔の敬
ゆゑにほんこｆ︐どおもしやらちいなにい︵うばん品く誕沌どう
ります．故に日本の剛士に於きまして︑若し将来何か意を表すもやうになるのであります︒寓圃の侮りを受

ふきちもんだいおこ〃﹄のばあひおいさうごて菅かねけつばふ雪かい派っしっ

ゆ

いだうと︲︑︲てきげんりわす

こぐかはうかたわかんが

を

才港臆承つしつ辻いしん

・琢精の鋼題捗錘る梁匙た弾らぱ浄雲場殆に城て相互的けるのは金の峡一之でなる︒語を換えて言へぱ︑物質の
開係︑即ち御互に同情を表し︑御互に助け合ってやつ鉄乏であると言ひました︒是は私が考へるには︑盤

蕊つ孔うせいしんあひま

甥註韓く迷云泌道徳的原理を忘れたならば︑それは圃家方が片輪の考へをして居ります．即ち物質と︑精祁と
衰亡の基と恩ふのであります︒是が道徳上最も大切の相互の開係であります．精赫だけでもいかぬし︑物質

之を簡軍に説明するならば︑諸君︑鰻頚は如何なる物
ぶつしつ畦いしんく電けいこれさうごてきまんぢぅこむぎこ

ものであります︒だけでもいかぬのでは
あじ
りく
まわ
すん
︒ぜ
物ん
質い
とで
精き
祁と相侯って
始めて完全の活きをすることが出来るのであります︒
五物質と綜稗の閣係局かんたん篭つめぃしょくんまんぢぅいかもの
〃ら人けい

だい

それから第二には︑物質と精祁の開係︑是も相互的であるか︑鰻頭は小変粉だけではいかぬのであります︒
このあひだわたくしあるえんくわいまねゆあんあんこむぎこ匙じ匙んぢぅ
の開係であります＠此間私は或宴曾に招かれて行き飴ころだけでもいかぬ︒飴ころと小変粉が混って霞頭

相互の虞理

五

､

﹃﹂善︾

ゆ

相互の員理
せいしんぶつしつくわんけいこのとほ

一一一︿

究一うさくわルけかこん討一︲︶やくやいおい竺三定いり

六信仰と人間との閣係

が出来るのであ︐ります︒精祁と物質の開係も其通りで相互の闘係が︑今後の吐曾に於て最も大事であると云
誤つしつおも
ぞくせつす
わたく・・︶しみｐ︑んｌｏ︾もみＬ﹄少
ありまして︑物質のみを重んずると︑俗説過ぎていかふことを︑私ば諸君と倶に認めて往きたいの一﹄あり
せいしんおも
かう・弟らす
こ恥だうとくかこ︲ろゞた週このてんお
いし︑精祁のみを重んずると︑高尚過ぎていかぬの一﹄ますも是までの道徳家の心を敵けば此黙に於きまして
いづへん
きうごて萱くわぬけいかんがたしけつかん
あります︒何れに偏してもいかぬ︑相互的の関係を考確かに峡焔があった篇めであります︒
わがくい︲胆だうとくひかくて善一発らげんもつぶつしって秀ことくん

へて往かねばならぬのでありますも

我︐
幽ご
の道徳に比較的翻しぃ言を以て物質的の事を訓
かい

だいしんかうにんげんぐ運けい齢
誠した語があります︑即ちそれから第三にば信仰と
人間との開係と云ふことで
い

いかだうとくけいざいちでき

んにも︑︾ぷくんざつししんぷんごらん
篤レ富不レ仁美︒潟し仁不レ富美︒あります︒今日諸君こが
雑誌なり新聞を御篭になります
かんが

ひつ毛．費じんしん照つしってきぷくばう蛮志︲いまし

い

いげん

ちやうどにほんじんせいし人せいくわつでき

に軽んじん
と云ふことで︑如何にも道徳と謹潜と一致が出来噂いと云ふと︑一識識鍬の唾を軸鍵するものは︑日本
人ば
にぼんじんけってん
やうに考へたのであります︒琴雌が聯の雄きことを輯謡鍵嘩を待って勝らないことが︑日本
人の峡鮎である

し

しますのは︑畢一党人ｖ心が物質的慾望に傾くのを誠めんと云ふ言であります︒丁度日本人は精祁生活が出来な
だめばつげん
そのじついは少るまうしげん︲
またてつ雛くい
てつがくせいくやつか
が潟に褒した言でありまして噛其責は所謂孟子の言のい・又哲畢と云ふものを知らない跡詫鐸糖畢注海笹諏
味することが出来ないのである︒所謂日本の圃民の頭

かんさうむみ
なんらおぢばもを
日り
しい
利︒亦有二仁養一而巳実︒は乾燥無味であって︑何等の味ひを有って居らない︒
〆王
ふ何
ゃ必フ
だうとくい
てうわ︷剖恋やしんかうはなゐい
いを

い

これせいじん承んレやう一の舎吋うへおい心やらへいおこけいい

＃説ゆひつえうおも

と云ふ風に︑利と云ふものは︑道徳と云ふものと調和即ち信仰から離れて居ると云ふことを言って居ります
で昔
の出来るものであると云ふことを琴聴が識識して群り総らば識吠の蹄睡は唾かと一蚕ふと︑儲雌と雄睡︑蛎職

．なんらいみ

い

ごと

ます︒提は聖人が文章に表はした上に於て情弊の起る係と云ふことを考へて往く必要があると思ふのでゐり

えうかみさまにんげんくわんけい

きほどひらつかくんおば港﹄けＦしんい
ことを憂へてます︒先程卒塚君が御話しさま
した敬神と云ふやうな事

承つしつせいしんさ談腹つかうせふ

にんげん かみ
矯レ富不レ仁英︒麓し仁不レ富突．も︑要するに榊様と人間の開係であります︒人間︲
穫岬

い句かいしやく

と言ったものと解群しなければなら侭︑物質と精禰と様と没交渉であったならば︑何等の意味はなさぬので

わたくしかかんがかみさまうむいぼんたうわ解〃にかみご童乃いやどしん

おほひ︑と言︸ろなかキリストかみこら

あります．私は斯う考へる︑神様の有無と云ふこと本営の我圃の神の心と云ふものは宿りはしないと信じ
キリストけうおをまたこんにちキリストけうぽくし系ぷんひとの
わたく︐﹂せきめい
は私
には説明することが緋華ない︑基督散に於きまて居ります︒叉今日の基督教の牧師の一部分の人温除

これがふりてきせつめいて賛かみ乙﹂んいやど狗もすぶは

しても﹃謡は祁睡るを儲ず︒﹄けた多くの人の心の中には︑基督の榊の︑ゴットの心
い

︾や︾

と言って居ります︒之を合理的に︑説明的に穆祁の存と云ふものは宿りはしないと思ふのであります︒即ち
で．を○℃かみぶなかしうけ．︒しんかう／︑や︷けいしんれいだうとくくわんけい
ざいみと
在を認めることは出来るかどうか︑若し祁が世の中に宗散と信仰の関係は︑神霊と道徳の開係であります︒
われかんたん宝をお孫かでんわか画
いかところを
あ

︐ｆ１・誉よ匡働らを

い

ほか

い

なにい

しんれいせいしんあかだなにれんらく

在ったならば︑如何なる所に居られるかと云ふと︑我簡軍に申します／れば︑御互に電話が掛るのであります︒

お．ｂごかいむかしことわざ

々の津き心に居られると云ふより外ないのでありますそれは何かと云ふと︑赫霊と精称との間に何かの連絡
しんれいにんげんこらかよ
どころわたくしかかん湖
虚
が私は斯う考へる．秘騨は廃の姉く． 唾は猶のがなければ︑紳霊が人間の心に通はれることはないの
ごと

おなじんしんにごをいのかみまも

如くであると恩ふのであります︒語を換えて言ひますであります︒昔の諺に
もみづにごをときつきみづう力ころ啓匡とみち
れば︑若し水が濁って居った時は︑月は水に浮ばぬも心だに誠の道にかなひなば

しんれいわれ︐１１せいしんうかいぼんたうこ︑ろ

のであります︑そいと同じく人心が濁って居りました所らずとても紳や守らん

催

陰怨感

せい刀よくえゐ

もぶつせいい

よなかけつもんだい

ゐ

ならば︑︲祁露は我々の精祁に浮びやうばないのでありと云ふことがありますが︑それは本営の心でぁ紗峰李す︒
苦
訳
み
づ
つ
善
う
か
の
ぞ
い
し
う
け
う
な
に
こ
れ
ほ
〆
．
た
い
せ
つ
も
の
ます．津き水なくして月の浮ぶことを望むと云ふこと宗教よりも︑何よりも︑是程大切の物はないと思ひま
し人れいわれノー〜こら
われ︲１１芦吾号らも
にご
われノー１たましひ
で昔
は出来ぬのであります︒我々の魂がすっかり濁ってす︒我々が誠の心を持って居れば︑赫霊は我々の心に
しんれいやどいのぞいやどできこんにちし．函／一Ｕうじやう一学い智ろん
居って︑神霊のそれに宿ると云ふことを望むと云ふこ宿ることが出来ます︒されば今日宗教上に就て議論を
こんに吟ぶつけうわがくにわれ︐くＩ号ら詮こど色つとせん
まちが
とは甚だしき間達ひであります︒今日は悌教も我圃にするよりも︑我々の心を誠にすると云ふことが最も先
酌

二

勢力を得て居ないが︑若し悌性と云ふものが世の中に決問題であります︒
たぎいまあるかい等﹄ふとうりよのゆゑこんにちせかいせいしんもんだい才芯はしうりうもんだいずゐぶん
在ったとしたならば鼠唯今の或階級の僧侶を除けてのみれ故に今日は世界に精祁問題即ち宗散問題は随分
ほ
かそうりょせいしんぷつせいやどしん塗あまだうとくしん巷よかんえう
外︑僧侶の精紳には沸性は宿らないものと信じて居り在るでありませうが︑先づ道徳心を津めることが肝要
またこんにもあるしゆるゐしんしふくのしん．︺ぶく一発詮い窯をつい
ます︒叉今日の或種類の赫職を除けての神職の頭にはであると云ふことを申すのでゐります︒それに就ては
相互の艮理

七

』

相互の真理
にぼんこう足うくわ歩ごＡ︒もしたう消一おせいれんくわいそＬき

二八

て善ぼんしゆ︾ざむか謡ゆひと

いのであります︒敵本主義で向ふばかり見て往く人が

厄潅レくわんけつ

や談

幸﹂↓﹂

さわゐ

さやうだうとくい

にんこどもかいがんある

きと二ろわたく１どもにん

様達はなぜ騒いで居るかと聞いた所が︑私共五人で
か
いすゐぶくいたにんゐこれ

さ敦たち

な

ゐ

き

んだのかも知れませぬ︑そこで四人の子供が海岸を歩
きがを
そこにんちうじんき
いて探して居った︒其所に一人の老人が来まして︑貴

し

かり海水浴をしました︒夕方に疲れて上がりました所

そのうちにんゐおぽ血し

かいすゐよくゆふがたつか︽あ宴弓

これむかし唾起しあるときごどもかいがんにん
是も昔の話でありますが︑或時子供が海岸で五人ば

やう筈はないのであ︐ります︒

はず

食たりこしゆぎおの掌みゆひと

日本弘道倉の如き︑若くは営地に於ける青年倉の組織

ある︒又利己主義で己ればかり見て往く人があるので

ぞんを

い

堂弓くわいがふ雪とぜいし人て亀︼けんぎうくわい

してあります所の曾合の如き︑精神的研究をする倉が

あります︒此庭では左榛な道徳と云ふものが勢力を得

このた寅言っごて苦くわんけいかんが

あとだんしゃくはく︲皐少︑ごいうえきおば趣し

さうごて話くわんけい

ぜいりよく宙え

必要であると存じて居ります︒

が︑其中の一人が居なくなったのであります・溺て死

ひつ﹄え﹃フ

で︑此他相互的の開係を考へますと云ふと︑山ほど
ここおば越し
こ０と背言うど
もありますけれども︑此庭で御話をします事は相互の
らんけいい
Ｌふくんここ串かり
開係と云ふことであるのであります︒諸君︑此庭に燈
せつびあ
わたくしも
じかんい噂や全しゃべり
の設備が有りませぬ︒私が若し一時間以上もお喋舌
き笈一わ﹄け

をしたならば︑後に男爵や伯爵の御有益の御話がある
のであります／︑それを妨げる謙になるのでありますか

相互的の開係よりしまして︑話を完結することが
ひら︑つ
えうところやあ匙

あまかな

竺屠ちうじんめみ

みし念︵たちなん

これ

り︑湯呑が二つあるから︑是で四つになります変︒それ
これにんたと
わたくしい

ゆのみ

人で来たか︑五人であります︒此所にコップが二つゐ

︑眼の作用でさう見えるかも知奴ぬ︑お前達は何
にしてん
きにんここ

めさよう

あいかゐヤブず︑おほかたしんけいすゐじやくおこ

い

ふけいたい詮乏しわけ

海水浴を致しましたが一人居なくなりました・是では

すこかうわを

けん肴う

けいざい

ゆゑ

必要であります︒虚がまだ止まぬのであります︑除り

父兄に濁して申諜がないから︑儲り悲しくて泣いて居

きうごて昔くわんけい

あとかた象たこま

私が早く止めると云ふと︑後の方が叉困る︒それ故

ると言ふたのであります︒虚が老人の目から見ました

い

に相互的の開係よりしまして︑モウ少し講話をして居

らば一名も峡けて居る際子はない︑大方紳経衰弱を起

わたくＬはやや

るのでありますノ︒

七何事も相互関係
いじゃっざとだうとくい

しうけうもんだい

で︑以上の如く道徳と云ふことを研究しますには︑
すべこぐかもんだい

だい

まわたくＬかずみごちんはじ

に私を入れると五つになります︑之を五人と誉へま
さいこ恥さうごくわんけいい

総て画家問題であらうが︑宗敦問題であらうが︑経済

す先づ私が数をよんで見ますと︑御覧なさい初め盃
に
んにん
人あったのに四人しかないのであります︒さうすると

もんだい

問題であらうが︑一切是は相互の開係と云ふことが大
じ
す齢︿よなかひとさうごいく男けいし
事である︒総て世の中の人は相互と云ふ開係を知らな

1

こんどぼくべんみひとりふたり
に
ん
ゆ
今度はコップを僕がモウ一遍よんで見よう︑一人︑二人
にんにん

三人︑四人︑どうしても四人しかない︑さうすると湯
の
みでききみらめぽくかぞみ
呑が出て来て︑君等は眼がいかぬ︑僕が数へて見よう

一人︑二人︑三人︑四人でありました︑誰が数へても
に
んそのはずじぷんかずい

ひとり︑ふたりにんにんだれかぞ

わたくしこのこうだうくわいぼんくわいおいか冷えんだ一フとく

ります︒私は此弘道曾の本曾に於子緋や講演で﹁道徳

わたくしへいぜいかいしやくゐ

蓮つ走だうとくにんや昂ら

いかうえん
にん程や会
は人情なり﹂と云ふて講演したことを畳えて居︐ります．

すふへにんじやらさうぢてき

こい愛と

私は李生きう解鐸して居るが︑全く道徳は人情であ
だうとく

しんを

これ

ごめんからむ

ります︒総て人情は相互的のものでゐって︑之を外に

い

して道徳はないと信じて居ります︒是だけで御苑を蒙
きうごつがふよる
ると云ふと︑相互の都合が宜しいと云ふのでありま

やは

毛﹂

い

四人でありました︑それは其筈である︑自分を数に入れ
つまじこかず
ひとりた
ないから一人足りないのであります︒詰り自己を数の

す︒︵飯能支曾講演︶

よなかだうとくしば１１かん系らちが

なかぬゐ・かんづや今も永

中から抜いて居るから勘定連ひをしたのであります︒

世の中の道徳は屡々勘定連ひをするのであります︒

わすまた

たとちやらないかたいくびんぱふな
し

ひとか狙もち

どざうかげかくゐわす

例へぱ町内の方でありましても︑あの家は貧乏で名も
あんないだ
知れぬやつだから案内を出すのを忘れたとか︑叉あの

い

人は金持であったが土蔵の蔭に隠いて居るから忘れた
と云ふのが︑それであります︒矢張りどちらも一個の

こくみんさ昔ほどらうどくえうりやらうち

弐二とらゐ桂

圃民であります︒それで先程朗讃されました要領の中
どう茸やうめひたすいきうごて肴くわんけい
の可同郷相助くくし﹂と云ふのは︑相互的開係でなけ
きうごて肴だうとくはったつ
弧ぱならぬのであります︒相互的道徳が護達しますと

誠に一鰯しいものであります︒

ゆゑわたくしおば雌しさうごしんじい
それ故に私の御話爾する相互の真理と云ふことは︑

絶掛の自由であるとか︑博愛であるとか︑或は卒等で

ぜつたいじいうはくあい一竃かぴやつどう

いごとぜつたいりきうさけさうごてき
ばり定うとくで巷おも

にんじやらしゆつばつ

めるとか云ふ如く︑絶掛の理想を叫ぶよりも︑相互的

、

､
2
4夕

二

人情から出謹して︑初めて道徳が出来ると思ふのでゐ

相互の真理

九

一書

雲再

負い

1
1

じつし朱ら

たうぜんももるんことぞくさりながらたうぜんももるん

みと詮へぼんらいこれせんきよ

︒

との間に彊靭なる情賞の鎖あるを常とす︒国民素より

あひだ壱や・っじん︾︶や壱じつ︐︑さりつれこくみんもと

◎現在の代議士選畢状態を観るに︑被選畢者と選畢者

げんざいだいきしぜんきよしやうたいみひせんきよしやせんきよしや

は唾腺琴の溌感か︑鯉して総らず鐸し跡嘩の準

意志を代表せずと詔むる前に︑本来ならば之を選畢せ
こぐみんおぽいかうぎ琴準しこ
る圃民が大に抗議を申込むべき琴畦︒繕るに唯蓋なき

いしだいへう

事程︑左榛参らぬが世間の賞際なり︒政府者が国民の

ことほどざヤブ望ゐせけんじつさいせいふしやこくみん

べき者たるや︑営然勿論の事に属す︒乍去富然勿論の

もの

真に然らば︑今同の総選畢は︑圃民多数の意志が那遥
とん
ものなりかくごと
に存するかを賞讃せんとする者也︒斯の如くして餓織
をうせんきよはじいぎいうきた更としかども毛の
と網選畢は︑始めて意義を有し来ると錐も︑然れ共其
けつくわいかんはたそのい菩一Ｌつ一﹂いういな
結果や如何︑果して其意義を徹底せしめ得るや否や︒
だいぎしせん筋つや↑ゑんこくみんいしだいへう
◎代議士が選出せらるシ所以は︑圃民の意志を代表す

しんしか一﹂んｒ危いそうせ虎署﹂よこくみんたすういしなくん

◎政府営路者は日く︑﹃衆議院は圃民多数の意志を代表
みとあた
すと認むる能はざるを座て︑琴が騨識を講読せり﹂と．

ゼいふたうろしやいばしやこぎゐん一Ｌくみんたすういし渡いくう

H
絵

しやこじ・やらじつくさり笈く

じいういつ︒

つひじこいしはん

好一んきよじやらたい

んには︑第一に憲政の意義を国民の脳裡に徹底せしむ
えうけんゼいいぎ
てつ一Ｌい・いかせん善﹂よ

だいけん許●︾いいぎこくみんなうりてってい

と︑而して叉選畢界に情賃の鎖が彊籾なりしが鴬なり︒
もしん淀いぎしこくみんいし定いへうもの
◎若し真に代議士は圃民の意志を代表する者たらしめ

しかまたせんきょかいしやらじつくさり壱や・っじんため

が非立憲的なりしと︑国民が政治的知識に冷淡なりし

ひ︑つけん一﹂昔こくみんせいぢてきち︐︶きれいたん

論問題の是非も解らぬ也・されば自己の投ずる一票が
いかだつと
めいれうりかいなりこんにもせいぢ
如何に貴きかい明了なる理解なき也﹂これ今日の政治

ろんもんだいぜひわかなりじことうぺう

じついこぐみんい敦浄やうれつせいぢてきいし
◎賞を言へぱ圃民には未だ彊烈なる政治的意志なき
なりせいぢ烏会ちしきなけんしきなりゆきわかもち
也︒政治上の知織も無く見識もなく成行も分らず．勿

い

雲らぬ也︒賞以て憐むくき選畢状態なりと言ふくし﹄

蓑ゐなりじつもつ墓ばれ

志を貫徹するの自由を有せず︒途に自己の意志に反す
だいきしいだいたご勢おいたうぜんももるんことさヤブ
る代議士を出すに至る・是に於て富然勿論の事が左様

しくやみてつ

意志なきにならねど︑這筒情貫の鎖に緯せられて︑意

いし

○

るを要す︒憲政の意義にして徹底せずば︑如何に選畢
け
んきちよらと診︾のかうしか
擢の貴重を説くも︐恐らくは其故なかるくし︒而して

$
q
l

い

︾たいこくみんせいぢて苛・らし鋸﹂かんやう

第二に圃民をして政治的知識を澗養せしめざるべから
ず．鱗りば操の確騨ぜ如餓︒鈴に一鐸あり唇ふ琴を緋
よふつう姉一ん菅よもつりきうものなりしかどもこんにち

け・

・もつ

しん

冠・りか泥︑．〜寺﹂と
んこと是ごれ
也︒斯の如くして鱈蕊鱈の瞬握ど龍は贈

ぜん寺﹄王けん︑わくちやらめ〃ぢやうしつへいうすともわぅ

鯉舞認の羅蝉を瞬塞する筆謡し録誌な為べきを信ず︒

どんせいりよくさくげん

ただい

力くこくみんじ

◎選塞権の艦張は一面情貰の弊を薄ぅすると共に︑黄

金の勢力を削減すること多大なるべし︒斯て剛民は自
よせんきよけん−ようだいぎし
こしきけんいし
己の識見と意志とに依って選畢権を使用し︑代議士は

しんこくみんいＬだい︵ういたし力噸が

真に圃民の意志を代表するに至るべし︒然らずして永
こんにも耳﹂といくたかいさんだんかうこくみんいＬ
く今日の如ぐんば︑幾多解散を戯行するも圃民の意志

敦たしかどもや一んきよけんこんにもばんゐとザ

◎余は普遮選翠を以て理想とする物也︒然れ共今日に
もつむけい急よくものなり
おいこれしかう
於て之を施行せんとするを以て︑無稽の極とする者也．
叉然れ共選畢権を今日の範園に正めんとするを以て︑
存睡の俸嘩とする識繊︒縄らば耀巷を如仰にせんとす

は遂に代議士に依って代表せられざるべきを恐る︒︵以

もの私りいうけんしやもし菩もの

ねがものな・Ｄ

あるじだい鞭いざいきんていどもつ︒起しかもし苫ていど

ばか

た

戸撤幅しやくわいじつ哩竿らうと訟砲かもし寺﹂た

は江はおほ

もちろん

ｌ与うく一フあや巷

にも︐もつお匡潅

しゆこぎゐんぎゐんをうせんきよ

いくばくいた︲ごじんもは

ぜつぱうた

ぺう

鐘に多言を賛せざれども膨己れより出づるものは己飢
きぢよう
かへごよよしをとくふくぶう
に蹄るの語︑善く能く識得服鵬して︑貴重なる一票の

日も︑除すところ幾何もなきに至れり︒吾人は最早や
ご
必たげんぜいおのいおの

ぴあ氏

◎三月二十五日を以て行はる湧衝衆議院議員の総選翠
ぐわつ

つひだいざしよだいへうお毛

るか．日く余は選畢権を知識階級に擬張せんと欲する

上斐川︶

いはよ抄−ん昔よけんちし巻かい篭︲一心やｇやつほつ

者也履有権者をして知識ゐる者たらしめんと願ふ者也︒

い

◎或時代に於ては︑財産の程度を以て確に知識の程度
じじつしかどもこ人にもなほしか
を量るｌに足りしは事賞なり．然飢共今日猶然りと
ざいきんたため吃ゞんきよかんよえ

言はんには甚だ吐曾の賞状に疎きを免れず︒知識足り
しんこくみん蹟んち︲しぎていどたか

て財産足らず︑篤に選畢に干興し得ざるもの甚だ多か

投票を誤るなからんことを切望に堪へざるなり︒
とくわがていこぐけんせんしんぽはってん言せいた

︒特に︑我帝圃の健全なる進歩護展を期成せんが矯め
だん九いわ源にぼんこうだう〃あいくわいゐん
をしき
に組織せられたる閣鰐︑我日本弘道禽禽員たるものは
しんちよらもつをのりやらしんめいところしたがいやしくてん畠是が
慎重以て其良心の命ずる虚に随ひ．荷も一鮎の疑は

ませんきよけんらしき︲かい巷ふくわくちやつ

るべきを信ず︒圃民一般の知識程度を高むくきは勿論

しき行動なく︑人格識見共に優秀なる代議士を選畢し

き豚うい

い

きらす室あ毛ていどがくかうそつげふ

もとさ人どう窒弓更とごじん

きせいふしやざいきんへうじゆぬおい辻ん苦エけんくわ４ちや台雪廷

要す︒

戸えう

◎聞く政府者は財産の標準に於て選畢権の砿張を行ふ

て画家の健全と其護展を期せざるべからざるもの也︒

な奴ども︑先づ選畢権を知識の階級に騰張せんことを

の意ゐりと︒こ奴素より賛同する班なりと錐も︑吾人

◎現今支那民画民をして︑大に緊張せしめたる日支交

こぐかけんぜん毛のはってんきなり

げんこんしなみんっ︾くみん勢ぽい哲ん垂やらにもしかう

三

しや港ちびこぐか：けつぜいばらざいがうぐんじんこれふぶ

じんかくし苫けんともいうしうだいぎＬせんきよ

の希望を言はしむれば︑更に進んで或程度の畢校卒業

■幸員●ｇ

言一Ｆ

かうどう

者と並に画家に血税を沸へる在郷軍人とに之を付興せ
時

昨言
一︶動﹃﹂ロ﹃〆︵︒﹃ノ

せふもんだい・わが︸﹂いこぐていしゆつでうけんいか

レやっさいないエういた

渉問題は︑我帝圃より提出せられたる篠件の如何なる
か至言

洞烏らこぐ一懇だへ︶かいゆきちがひげんいんしよたけんあん

ものなるかの詳細なる内容に至りては︑錘に公表する
じゆららいにちしりや罰こぐかんよこ
の限りにあらざれども︑従来日支雨圃間に横たはりて

雨圃の間に
︑誤解と行達の原姻をなしたる諸多の懸案
このさいざう
なり
をして︑此際一掃せしめんと欲したるもの也・
とうヤブおえいゑんへいわほぢけんノー１わが
◎東洋に於ける︑永遠の卒和を保持すべく春々たる我

ていこぐこんぼんて哲にちしりや今﹂くかんしんぜん者としんかう

帝圃が︑根本的に日支雨圃間の親善を企園し︑親交を
しつか﹃フごと
たきばきんえう
漆鯵の如くならしめんが獄め︑極めて緊要なるものと
わ減こぐみんたぬんしゆもやらきたよるんちうじつ汁一いい

して︑我圃民が多年主張し来りたる輿論を︑忠責誠意

もつしなせいふさうだんほかｈふり

しかこさうだんうしなせいふせいい

以て支那政府に相談したるに外ならざる也︒

にほんえうきう室蒸くわだいふいちゃう蚕．と

◎然るに︑此の相談を受けたる支那政府は︑この誠意
勇らぎ契りみずやちこれない呼誤ろうえい
と情宜とを不顧直に之を内外に漏洩したるのみなら

にほんえうきヲでうぽんじじつこだいふいおやつ

ず︑日本の要求を頗る過大に吹聴したるものシ如し︒
麹に塾雑躍び暁稚識画の識蹴紳に誰講せられたる︑

いた

ゐかんばんきはあた

日本の要求篠件にして︑事賞躍誇妖に吹聡せるものは
す
べしなせいふすぢい・Ｄいう
総て支那政府筋より出でたる者と思はるシ理由あり．
ごりんしなぜいふしやかふせいじつかうゐあへ
◎吾人は︑支那政府者が斯かる不誠責なる行為を敢て
するに至りたるを︑遺憾千葛の極みとせざる能はざる
ともこ
にもしりやっこぐかんかんぜいと
と共に︑之処か癖め鐸壁にても日
支雨圃間の威情を疎
おうくいしよこくにちししんぜん・三雛こく

隔薩らしの︑欧米諸幽をして日支親善に疑ひを刻せし

かな

一一一一一

じんぎれいひれいさかかう︐弟らくに

めたるを悲しむ︒されど畦轄の趣予断︑蝿じて舞尉錘
げんえうきう泡
易き三なり
厳なる要求を潟すものにゐらざること明か也・
ゆ︑ついにほんだうぎおもくに鬼らざあつくにがら
◎由来日本は道義を重んずる風なり︒情宜に厚き風柄

しな駁ｂはくあい雄ん哲て苦あいおうくいしみこぐほう

蔵︐だし義とｌ鵜と非鵜と︒磯んに高唱したる風

しゆざ﹂ご﹄い

城くあい江ん宮てきあいくに

は支那也︒博愛汝の敵を愛せ︑とは欧米諸圃の奉ずる

主義の如く言ひたれども︑薄愛汝の敵を愛するの園ば

却って我日本也．仁と義と︲ｌ鰐と徳とを奉ずること

かへわがにぼんな︲りじんざ肥いとくほう

めつしんわがにぼん︶培いこくなりこれにつとうく人しこぐ︐慕う心

以也︒

ゑんなり

厚きは真に我Ｈ本帝園也．是日東の君子園と穂する所

あつや夢かぢ

げんわがこくみんセいとぶ︒︲てん

きうてうふところいれふふこ恥ころひとぐう
◎窮烏懐に入れば猿夫も之を殺さず︑人を遇するこ

せかいＥんだうたば尋︽たとう垂︑うくいわたしか

と厚くして︑自ら持すること巌なるは我国民性の特鮎

しなみん・﹂くいばゆるしようくわげんふたう

なり︒世界人道の馬め︑鰐た又東洋李和の篇め︑而し
しなみんこぐた
ばかだんふざふじん〃うどう
て支那民圃の矯めにこそ謀れ︑徴じて不義不仁の行動
らだがなかみんこくみんやす
をなさず︒疑ふこと勿れ慰民国民それ安んぜよ・
もぽゆづわ誠ていこぐていしゆつえうきうやうけん
︒若し百歩を譲りて︑我帝画より造出したる要求篠件

わ極﹂いこぐなどころしんらいみんこぐほぜんばか

なるものが︑支那民圃の所謂瀞して過巌不富なるもの
とせば︑そは嘩跡それ卦射の擁げる鐸鍵にして︑錘く

いたづらゑんかうきん︒Ｌうさぽうこと２人くわてうゆめひざ唾

我帝風の成す虚に信頼し︑民圃の保全を園るべきなり︒

如きは︑天に向って唾するものと知る可し︒︵以上臥牛︶

徒に遠交近攻詐謀を事とし︑椛花一朝の夢を貧るが
雪とてんむか︵一ぱ
し︒︵

じつしゆみじ？えきうへ

ちつじよたが

ひなに人ざやら

舟ｘたん

い

簡軍になりました︒

△今日の婦人と確祭

．たざらつく

こんにらひな郡つりむかしくち

むかしリーやｂ

にん茸．や二つ

だいぶ

けいしき

口とを喜ばすと云ふやうになり︑昔に比べると︑大分

〃︑◆ワよるご

っても︑そんなことは致しません︒只美しいお人形を
かざ
ひしもちさぎへまめいり霧生らをん芯こめ
飾って︑菱餅︑蝶蝶︑豆妙など供して︑女の子の眼と

いた

雛祭と家庭の教育蕊鱒棚橋
△昔の雛祭と今の確祭
ぐわつかひなユろり

三月三日︑雛祭をすることは︑賞に趣味と賃盆の上
ふむんてきせつけうぐんあた

より︑婦人に適切なる激訓を典へるものであります．
わたくＩどもい与〆詮でこ蔀や雪じ多︶んおも
字やら︾ざ

私共は何時迄も此の行事を存したいと恩ひます︒

わたく︑﹂わか

︲あ〆ぱい

されば今Ⅲの雛祭を︑昔のに比べると︑ほんの形式
墨んいにしへひとう
かていけういくい
一片で︑古の人の受けたやうに︑家庭教育の活きた

せいちがい二示

ｕやらちょっとおこがた

い

竃かししのくわらしつらやき

象を

なにゆゑ

おほひとこんにらじ

と云ふやうな情も︑一寸起り難いのでめ︐ります︒何故

い

る濡古をすることもなければ︑昔を偲び︑皇室を敬ふ

けいこ

さうなったかと云ふに︑多くの人は︑それは今日は時

雛祭と家庭の教育

かとくくつこしらち堂写ぜんもかないた

にして︑家庭の諸務を蒲古するやうな礁梅でゐ りまし
ぬちど雪いふくにん吋一やつきち堂眠
た︒手づから縫へる小い衣服をお人形に着せたり︑小
へっついほぞまつ秀まきｆ︐がふ烏らゐごばん
ぃ篭に︑細い松の水の薪を螺べて︑五合位の御飯を
た九・Ｊ
・ひなさまようなべ
にしめこしら
なに
炊いたり︑雛様用の鍋で．お煮〆など締へたり︑何も

勢が連ふ︑忙しいからであると申します︒そんなら︑
いまひとことふｆんかかしよほどふ確潅ら
今の人︑殊に婦人は︑昔より︑除程能く働くかと一琴ふ

かていしよむけｈ︑こ

私の若いときは︑行儀よく︑秩序正しく︑雛人形を
かざこれかていえうしよき恥︑れうり．ぞない津が
飾り︑之に家庭に要する諸器具︑料理など供へ︑座ら

子

彼も特別に傭へて︑小い膳に盛って︑家内で食べたり︑
ともだちぶあ
こんにもひなかぎ
お友達など呼び合ったものですが︑今日では︑雛は飾

一﹂

絢

三

一

い小叱ふ感ん暮し確匿患う種涯弥﹄弊謡祷い濫宝でなみら？おくゆか二堂

薙塞瞳家庭の裁萱一一底
しぱゐくぢどうしやしん

おほａんゐんいありさまおも

にぃ藤鐸が磁舞となって噌今の婦人には鯵昔程の用事他︑諸器具に至る迄︑何となく美しく︑奥床しく錆へ
いは
妄永
はありませんので︑く
口ちで
忙しいと漣し徳ら︑詳席︑てあるのは︑塗に︑蕊の子に妬い瞬心を蝉へるものと
芝居︑活動潟冥などは︑多く浦員と云ふ有鑑︾﹂あるし︑思ひます︒
ときつかや

か

おぽまをいまでぐわったんごせつく

たの

だらしないことに時を費したりすることは多くありま
△五月端午の節句と男の子
やわつせつく
す︒であるから︑三月の節句のやうな︑楽しく︑且つ
い詮ずこじかんつむやよひなにんぎやうぐわつひな弓︑おんだこよかんくわ窟た窪と匡
ため・
篤になることには︑今少し時間を費して︑能く雛人形三月雛祭の︑女の子に好い威化を輿へるやぅに︑男
こよか人くわあ．たＬか．のみが二患とここれん汀やらさらくぴ
舌ぐこしらこむすめれうｂせっかくなぎ
かざ
を飾り筋いろ﹄︑の器具を椿へ︑小娘に料理接客等のの子に好い感化を典へ︑加之男の子の年中の娯楽日

す︒五腿職乍の難句に︑鋤癖娠の探総を謡ける鵬なり︑

ことを畳えさせたいものであります．と申すべきは︑云ふ迄もなく五月端午の節句でありま

△雛節句ば家庭を美化す重た蓬と叉講
腫こびの侭︒潅皐含添を源じっ
は外に大きな鯉職を立て︑菖蒲を供へることは︑責

た

むかし

せつ侭Ｉ

守炉つせつく窪とこしゆつせのぞい症ひび

かぎ一﹂いみひと

しやらおこいきこうへ

にん薪やらい垂とこうをうへのぽゐ

を

た

︾ご必ひと魁つと負一く

すいたをこてんおいぷかざち珪琶之なものをとこご

たいにん託やら

レやら

単わつびなぜつく葱ん江こせつく伊弓一一へ一軒﹄こひしゆつぜうみ︾かもつと
戟を甑で
申す迄もなく︑三月の雛節句は︑女の子の節句でゐに有益なることであります︒鯉は出世魚で︑且つ最も
詮ん荘こ０と
ります．女の子に取って︑お人形ほど好いものはあり男らしい魚であります︒それが上に昇らんとして居る
ひなにん塚や二みうる
ません︒誰れでも︑雛人形を見て︑美はしい情を起さのであるから︑勇ましいことは︑此の上ないでせぅ︑
刀やらへいかまつかていじつ垂とここたの垂とこで．おいさきいのｂさうてき
いものはありますまい︒而して︑雨陛下を祭り︑家庭責に男の子を楽しませ︑男の子の老先を術る︑理想的
かんやくひぞんぐ須一ひ溌華つり海︾ん芯こりや合えんいのはや
じつもまなをｂ
の賞地を畢ぶ機曾となりますので︑成るべく簡約にしの日と存じ鰹すご一宿雛祭が︑女の子の良縁を斬る草
ないで︑昔ながらの節句をしたいものであｂます一く飾りて︑早く仕舞ふは此の意味ょ血す︶に等しく︑
た

鵠お人形などは︑椿へる人が︑最も美しい︑やさしい︑五月の節句は︑男の出世を望んだ祇日であります︒菖
誰れにも好かれるやうに致して居ります︒此の鮎に於蒲を飾り綜の供へ物をするのも︑男の子にふさはしき
とかほ毛寺がたむかしひとほどんｈン宮うてき
しきもついる蜜ひしもちかまぽと趣垂寺その

て︑其の顔︑其の姿は︑昔の人として︑殆ど理想的でことであります︒

あります︒こ弧に五色を以て彩れる菱餅︑蒲鉾︑鰭其

Ｆ■■０１１１

△七夕と菊の節句の教訓〃

たんざくく画ていぜんた

りつおくゆか

そた呼琴たなぱたけんぎうせいまつたけいろ︐１１
其の他︑七月七夕に︑牽牛二星を祭り︑竹に︑色々
たなほたひな詮つりごと・悪ん芯こいうぴ

の短洲を括り︑庭前に樹てることは︑責に奥床しいこ
とであります．七夕も雛祭の如く︑女の子の優美なる
しやらやし丞
しぎたんざくかわかごといへ
情を養ったもので︑五色の短洲に書く和歌の如き︑家
７く１みづかつゅＩみづかか
わかしふじげいこ
々で自ら造り︑自ら書いて︑和歌と習字との稽古をも
し︑婦雄に鍵も落しい礎耀を譲ったものでしたが︑後
ぜい

ミノ■

設画さ

攻たもくはんくわつぼん
世ではない癖を垂︿の藤書いたり︑叉
は木版や︑活版で
ず︲

むかし

えきおた

でき

刷ったの責つたりすらのを︑その樵下げるやうになり
こんにも

謀しか定ぎゐなかじんのぞ

ます︒さうなると昔のやうな盆を典へることは出来ま
を

︑ｎン雪逗員ノ

こんにも

ゐ

ぜつくいづ妾︸んこ蛭きう

されば五節句は︑何れも存したい︑そして︑之を鱈

れきおもぎうれきも画ぜつくしやうぷ

たんたいいんれキ﹄い

二よふ

字を

じつしんれき

暦にしたいと思ひます︒奮暦ならば︑桃の節句︑菖蒲
きせつあそんだん
せつ〃︑寺﹄くせつ︐１い
の節句︑菊の節句と云ふやうに︑期節も合ひ︑温暖の
．ゆ瞳呈い誉うれ悪き
身織︑躍跨垂しいやうになって居ります︒由来Ⅲ奮暦

うんかフてうわ

毎よむ

こうへ

誠軍に珠潅暦誕云って︑けなすけれども︑賞は新暦の
たいやうたいいん
如く︒太陽一方のみの暦でなくして︑太陽と太陰との

いかたいやうれきしんれぎもちこみに贈一

運行を訓和さした暦でありますから︑此の上のものは
いた

な臆い嘘︾ん

きう奴きもち

あ︐りません如何に太陽暦たる新暦を用ゐても︑今日

ぜんこく

に至って︑術依然として奮暦を用ゐるものが︑全圃の
た
いばんしゐしきうれきそ
大半を占めて居るのを知ったなら︑どうして奮暦が粗

吐つできしきしやせいう江が女房

未に出来ませう︒かつることは識者の三省を促す所で
言う如きれんさうおもだこんにちな噌尭ら
あります︒奮暦に聯想して忠ひ出すのは︑今日術新し

尋・↓うぶつはい

じつけいてうふはくいた

レリモ

ころゐ

みち

わたくし

かせつくきう

おもなほふるたいへいがい含かぎ

︵い

古今︑東西はないと云ふことを忘れ︑土蔓のない所に
桑を鍵き妙げようとする︑珍らしもの好きのすること

めづず

ごこんとうざいいわすどだいところ

いもの許り欲して︑奮物を腰するのは︑つまり︑道に

ばかぼつ

で︑賞に軽挑浮薄の至りであります．彼の五節句を鱈
せつ〃︑

せん︒それどころか︑今日では．昔気賀の田舎人を除
砥苧へまつひ︒と
いては︑殆ど祭る人さへなくなったのは︑惜しいこと
きたやわつかきくせつく写と
であります︒叉九月九日の菊の節句の如きも︑理想の
はな
箸﹄くせつ
手ろやし芯食たかうじやら局乎せつ
花である菊に接して︑心を養〃︑叉は交情を温むる節
いまほ上︶んいばひ．と
句でしたが︑今は︑殆ど呪ふ人のなくなったのは︑這

弊なりとして︑排ける麺も稗づ此の類誕あります︒私
こてんおい
は︑此の鮎に於ても︑故を温れて︑新しきを知りたい

かん

城のことであります︒こんな節句がなくなって︑今日
ひとまねときえら
では人を招くに時を選ばぬやうになりました．

こくさくきやう脇ぎ

おも

と忠ひます９両古いことは︑大した弊害のない限り︑

告朔の慌羊に止めたいと恩ひます︒

三
五

△五節句と新暦隻暦
雛祭︲ｃ家庭の教育

L

〆

一1

雛祭と家庭

雛祭と家庭
せい〆しつ

二柔塞おぼやけ

ゐ

ひな一ろりとくがはじだいゐぶついま吾寿はい
雛祭は︑徳川時代の遺物であって︑今の暦には溌さ
れた聖日であります︒暦に公にされて居ないのは︑
こ
く力て費み︑といめいぢはじ
せつく炊い

たいきいしゅくじつい

せいしつ

せいてい

剛家的に認めないと云ふことであります︒明治の初め

えいき・フのこ

おも

し

五節句を腰して︑大祭祇日と云ふものが制定さ肌まし
ひ次蓉つりし
うへおぼやけかんが
た．上は︑公に考へると︑雛祭は私事であります．
ひな・ちり註ｒ︶おぼや︑け喜迂ばうょお・ｂ
雛祭は︑寧ろ公には行はない方が良いのかと思ひま
す．鵬し徳ら雌の鋳ば︑善く齢総て牌りますｇＬ︑私
じ

こどもで弓がふいみ

事としては永久に還るべき性質のものであらうと思ひ
︐二参︑李蜘ノ︒

かていぴくわけつこうさい

一二一︿

ところ票んめいこん嘘もをとな︒危のしひぱんこぐみんご

牽釧河嶋霊三輪田員佐子
らくぴ

こどもごらくぴ

じつゐかん

ます︒所が文明の今日︑大人の薬む日︑一般圃民の娯
いたり

をれゆゑこおもおや写る

楽日はあっても︑子供の娯楽日のないのは︑賃に遺減

じつ皇わいしんおほや︑け

を芯へしの

の至ではありませんか︒其故︑子を思ふ親心として︑
ひなひ人宅更かこれかぎ
雛の一揃も買って之を飾り︑いろ﹄Ｉ︑の供物などする

すたゐじつざいかみかうきひと１︶も

は︑資に快心のことではありませんか・ですから︑公

にば藤れて居ても︑青く際は︑上は高貴の人より︑下は

敦づいやひと内・Ｉいたまでひな詮つり

だいりざまい

じゃらだんかざ

貧しい賎しい人々に至る迄隠雛祭をしないものは︑な
ひなにん雷やら

いのでゐｋりさ弄り︒

雛人形には︑お内裏樵と云ふのがゐって︑上段に飾

かうきかたもはうこぞんけい
だいりお竜こ室の︿くも

ゐ

た￥こ妙ためがくかう

は︑喜ぶべきことでありますが︑唯之が潟に︑畢校を

まろ二

されば舗吠雌餓僻心に琴︑雛需の龍はれて居ること

ノハハ″

ノュ︒

り家庭赦育の上より︑責に理想的のことではありませ

かていけういくうへじつ・りきう︸﹂き

えうなうぶきらや一幸したしい

いううため

ら肌︲ます︒それは高貴の方を模倣して︑此れに騨敬の

こども混のし

十芯畦ひなにん言やらまつまこ

第一︑雛と云ふことが︑子供に適合した意味のもの

だいひな・い

であります︒即ち雛人形を祭るのでゐるから︑先づ子

意を表する篤であります︒内裏とは恐らく︑九重の雲
こかう号．かた
ふか堂ろいみ
深き所を意味したのでありませうｃ此の高貴の方を︑

皿しつ崖﹄〃勾

一かや二

こぐみんけういくう︽

供を喜ばせ︑子供を薬ませ︑家庭を美化する結構な祭

幼少の時から敬ひ親むと云ふことば︑圃民激育の上よ

ども柔みこ

日と係じます︒
ｌＬくがばじだいこどもとく缶ん潅こごらくぴ

徳川時代に︑子供特に女の子の娯梁日として︑都ば

獣をおよつぎうちＤＩＩ掌でまつ套恵しづふや一

ごし鋲らちとほ

申すに及ばずべ津々浦々に迄祭らぬ所ばなく︑賎が伏
やねおきこどもばるもなかひ瀬さま滝のしせう
屋に起臥する子供でも︑春の最中︑お雛標で楽む︑少
ぢよねんごちくぴ

女一年の雛楽日であったことは︑御承知の通りであり

やすわざはいおぼやけうく
に人蓉や︒かぎ二﹄員もの

わざつと

これ圭のし

休み︑業を腰するやうなことがあっては︑公の上か
おみしるせうぢよしよくんがくかうか︵
ら間白くありません︒少女諸君は畢校から蹄ってから

おも

人形を飾︐り︑供物をし︑業を勉めっシ︑之を薬みたい

か〃〜蚕とひな巷つり池いしんうへ・り一万番

と思ひます◎
たほをた

ふじんさげふおぽい

此の如く雛祭は︑精祁の上より︑いるノーの利益が

たんひなちりょならい

ありますがｖ術其の他に︑婦人の作業を蝿えると云ふ
り幸えき
寸涯幅かていてうぷさばふれうＤせったいとう
利盆があります︒即ち家庭の調度︑作法︑料理接待等
の一端を︑雛祭に依って習ふと云ふことになります︒
せうぢよ皇かじ

通し

・ちうレや﹃て言

たの

まいひと会弓一考巷むつあぱなあい

かだんらんちゆらしん

妹︑一つ所に集って睦み合ふ︑談し合ふと云ふことで

こ零︾くわＦじぶう

れえ

呼称・フト︒

いい

おとうと

あります︒一家闘鍵にも︑中心がなけ肌ぱなりません︒

わら

きぐわい

い

ちうじんまでこども

此の機禽に乗じて︑姉さん︑妹さん兄さんも︑弟
ばかにちたの
みな
さんも︑皆こ顔にお出でなさいと許りに︑一日を薬し
できしかのみパ拳だんＪ１としとき
くら
く暮すことが出来ます︒加之段々年を取って来て︑

げんどきよどうき

み

士ら

を

笑ったりする機禽のない老人迄が︑あどけない子供の

心つひな毒つりらうじん暇呼さ

言語翠動を聞いたり︑見たりして︑笑はずには届られ

りいう

けういくおよぽしやくわいにき

かたのし

とごらく誉よら？鋤︲

もとＪｌ１ひといもの鳴庵ばか

か私らご鵬一くえう

しよたんしよみ動かしＬのいわす

上・七ちや会

ります︒物事は利用如何に依︐りますから︑能く其の長

もの香とｂよういかんよ

ら逐ひ放ると云ふことば︑即ち人心を倦ましむるもの
ひとかうしやらごらくひつえういた
であります︒人は高尚なる娯楽を必要と致すものでゐ

おやいず丞睡じんし人う

いものでなくては︑なりませぬ︒此の娯薬を︑赴禽か

こごらくしゃくわい

せぬ︒必ずや娯楽を要します︒其の娯楽は︑清く美し

ふ

ない︑賞に雛祭は︑老人を慰めるものであります︒
いしゃ全ひな巷つりき︑フしきなほこんにちとん
以上︑雛祭は︑奮式のものでありながら︑術今日存

い

ひな歌つり韮こ芯

少女に︑家事のことを激へるのに︑むづかしい抽象的

して在るのは︑理由があるからであります﹄一家を楽

うちてうどざはふれうりせったいとう

わか

のことを言っては分りませんが︑雛祭を行へぱ︑薬し

ませ︑教育に及し︑吐禽を賑はせ︑礎圃心を養ふもの

をれゆ急ひなきつりおもしろし幻かう

鞠も

あいこくしんやし私

い中に︑調度︑作法︑料理︑接待等のことを稗ふこと

であります︒曲求人と云ふ者は︑働く許りではいけま

でき

しんせい

なら

が出来ます．其故︑雛祭は面白い趣向のものであると
おも

︑心小﹀舎孟手︐心／

ひなきつり稚み雄ひとりさうぴ

姉ね牌ふろ

雛祭は︑女の一つの理想日であ ります︒祁聖にして
かうし牛らかたかぎそしゆかう弟ら︒かんくわうい
高尚な方を飾り︑其の一種高備なる戚化を受けると云
こふうしふ

ふことは︑甚だ宜しいことでありますｃ此の風習は︑
じぷんたつ毒けだかひともはう

けういくじやらい

一言﹂どけつこう

激育上︑より云っても︐自分よ︐り貴い︑気高い人に模倣

あ・よむかししの．

いロい

所短所を見︑昔を偲ぶと云ふことを︑忘れたくないも

ひな詮つり︲りえ菅あかずかぎい珠

するのであるから︑真に結構なこと少思ひます︑

のでありますで在りし世の昔を偲べば︑言ふに言はれ
こいみおいひだ茸つりじんせいみ
かんいた
ぬ威じが致します︒此の意味に於て︑雛祭と八世︑婦

､

雛祭の利益を畢げたら︑数限りもありませんが︑今
かだんらんできおやこけいていし
一つ数ふべきは︑一家の闘薬が出来る︑親子︑兄弟妹
ひとかぞ

雛祭と家庭

̲し
巳

− 可

雛節句の話
こどもられんらく

いうかうりこよう

ひつ

雛鵠節句の話

にん雫やらかぎじふ昔

毛ん趣

なか謂二芯せつくうちこんに世さかん詔二なゐ

巴寧っと？ぢよ◆はじ

従︑官女を始め︑いるｊＩＩの人形を飾り︑什器として

芦えう

だんぢよかん鞍︐ちが

い︵がやらよちが

背一ぺつ

しや皇︾くちがをくたい

．だいりさ式

しやう

藤原家は︑御承知でもありませうが︑九峰が御本家で

おのづかくわらしつ滝つ﹄﹄ｚ︶せんしたむかし

ごてんつと

めしものい

よういわ力

むぶんけたくさんそれ４１

かし豆い元ざ

かじん

あし︐つ呼さ署までもがしだがじふき今率でざ・くつ妾︼

かかくちが

ありますが︑租流と云って︑御分家が爆山ある︑夫々

之りうい

ふぢはらけさしぷうちでうごぼんけ

束の附方︑太刀なども︑お侃せ申したのであります︒

ぞくつけかたたち一ｎかまを

は︑家庭に要する種々の道具︑嫁入道具︑料理其他の
畦織逢砕︿をも擁へて︑雄︿の家椎鱈に︑群の赫瞬蝉に桑
をこんに喝むかしほど
ていしのい
庭を偲ぶと云ふことになって居ります．今日では昔程︑

家格が違ひます︑お召物と云っても︑頭の頂きから︑
く易だな

みた生いむ﹄ひつげだ〆おだなおずし

ちゅういしゃ全か

丁寧には飾られて居りませんが︑それでも中以上の家
ていひ爺せつくだいりざまわきくいかときはなたぎ
庭の雛節句には︑内裏様の脇に︑陛下の一時も離し給

足の爪先迄違ひ︑従って什器迄差別があるので診其の

ていねいかざを

はい御玉を入れた唐植あり︑下段には御三棚御厨子︑

御殿に勤めても︑容易に分りませぬ︑家人でありなが

られるものを︑裸人形に着せましたのでありますｃ装

佳滝かにん奇やらぎ

五衣も違へぱ︑家柄に依って蓮ひますので︑内裏様に
き象を
お着
せ申すものは︑蜂の桑献で︑家の瞬祷騨裁の蹄ゐ

いつり考函ちが

扇︑履其他何も彼も違って居ります︒十二一重とも云ふ

一野さくつそのたなにかちがをひとへい

依って︑男女とも冠も遠へば︑装束も連ふ︑束幣︑

よ

私は親しく堂上家の雛節句を見て居りますが︑古
せつけ
だいじんけみ
だう修やらけい
へ堂上家と云っても︑五撮家あり︑大臣家あり︑三位
吟やら︒ゐい厚やらてんじや毎ぴと
以い上
︑五位以上︑殿上人︑などの差別があり︑桑幌に

を偲び家庭の賞地を事ぶやう出来て居ります︒
わ宏かＩししただうじやらけひ癒せつくみを・いに．︺

しのかていじつもまなでき．を

鋤麺需雲跡見花〃膜

八

黒棚などあり︑自ら皇室を尊び︑覗先を慕ひ︑昔

かていえうしゆｊｆｌだうぐよめいりだうゃれうり芝のた

要であります︒

１１

I

子供等の連絡をつけ︑ 有数に利用することが爾必
、

昔し行はれた五節句の中でも︑今日盛に行はれて居
炉わつせつくびわつせ今く
るのは︑三月の節句と︑五月の節句とで︑これが女の
窪ん趣りこりせつく
こ
を
﹄
三
こ
は
い
を
子と︑男の子とに配されて居ります℃女の子の節句と
ぞん●
ゐぐぬつひ涼せつくくは
なって居る三月の雛節句は︑詳しいことは存じません
ふるいざなみの妾署︒いざな言のみことまつ
が︑古く伊弊冊曾︑伊弊諾盆を祭ったもので︑それか
うけたき
りやうへいか蚤らまつ
ら雨陛下に擬へて祭ったもののやう承はりふます︒
こんにもむかしごごみつくいばゆるだいりざ匙したじ
今日では︑昔の御殿を造り︑所謂内裏様の下には侍

人％

わかにく

ひなせつく

ら︑醗が桑のことが分り難いのを︑雛節句で︑すっか

︑おぽひいき念がたなにごと・しゆ

幸の矛︼

れうりざしづ

逢やく

あしら

り畳えるのであります︒そして姫様方が︑何事も主と
たとえ沙フ
して遊ばされ裳す︑例へば衣桁におかけになるにして

かしご

ぼんねんあき軍こ注た生

ぷ

さへあるきうであります︒畏くも本年秋行はせ給ふ
画ん荘りかぎ
むね
いご毛くゐごたいて八
と云ふ︑御即位の御大典にも︑ 冠に挿すべきを︑胸

いかた

にっけると云ふ方があるきうであります︒
い峰やらくげがたひなせつく︽一の．

以上は︑公卿方の雛節句に就いて述べましたが︑武
もつとくは
けはう・とくがはさき
家の方は︑徳川様などは︑最もお詳しぃことでありま
〃︑わいぷけよ
むかわたくし
すが︑昔し︑私は一二同武家に呼ばれたことがござ

も︑お料理の指揮でも︑お客さんを待遇ふことでも︑

で柄の名︑責地のことを畳え︑活きたる家政単の練習

赤い衣服づくめで︑黒補子の帯を締め御客様にも地赤

よめいりだうやみなをろそ

がらなじつちおぽいかせいがくれんしふ

何でも遊ぱします︒深窓にお育ちなった方も︑雛節句

なんあぞしんざう吃だかたひなせつく
をなさったのであります．嫁入道具も︑皆揃って居り
おぽ
ますから︑これらのこともお畳えになったものであり

の緬補と云ふ有機で︑賃に立派なものでありました︒

またことをたがつこう

むかしひとひ十く芯

たとせいぞんゐもうい

がらなわか

みやさまがたひなせつ

くるＤゆずおびしお激やくさまぢあか

まをかしこたずいま
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いと忠ひます︒

おも

むるものでゐりますから︑長く此の風習儀式を道した

な趣こふうしふざしきのこ

けれども︑能く昔を鰍ぴ︑覗先を思ひ︐皇室を尊び︑
かていお年せうぢよまをまでらうじん敦でたの
家庭を温め︑少女は申す迄もなく︑老人迄︲３薬しまし

よむかししの毛せんおもくや︒しつたっと

い

九重のことは申すも畏し︑只今でも︑宮様方も雛節
くわぞくへいみんいたまでぷんきうおうひな
くあを
句を遊ばします︑華族より平民に至る迄︑分相雁に雛
おぼやけしゆくさい
せつく・
節句をすると云ふことは︑公の脱祭ではありません

匡画のへ

かひどりいありさ乳じつｂつば

あかいふく

います︒それは姫様始め︑蝉女に至る迄︑緋縮緬其他

ひいさまはじ嘘しためいたまでひぢりめん七のた

ます︒叉琴其の他の合奏もしたものでゐりますｃ
うけた衣徳を

今日でも︑宮中で︑︐何かのときは︑昔のまシの御儀

こんにも・きうちゆらなにむかしおんぎ

しき

式があるやう承って居りますが︑昔の人は︑日に少
ゐひと丁︑毎み

ことかんむり

くなり︑暇ひ生存して居ても︑そんなことに注意して
さしつか

居た人が少いと見えまして︑柄の名さへ分らないので︑

差支へらるシことがあるきうでゐ入ソます︒例へば冠

い

かざしんぱやまぷぎさくらふぢ
てじ
の巾子にも︑飾り心葉にも山吹あり︑樫あり︑藤あり︑
どこさ
よわか

おふ か

■凸Ⅱ叩Ｉ■川Ⅱ１１門ⅡⅢⅡ岨脚Ｊ１叩卜ⅢⅡ剥叩Ⅱ川Ⅲ
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●

葵あり︑そして何虚に挿して良いか分らぬと云ふこと

雛節句一の話

別

坪つ

つ

婦人一と瞳儀

・碧んじうひと武をゐ

婦人と謄儀

したいぺうにいつてこと

いみ

ぞ人

い

さ﹂

ひと

れいせいしん

ゐ誉一

侭︶つ

もつと

しうやう

１企とふあろひとい唖くたれかす．うひとのこれいをしれＤといふや

この意味は︑こと人︲ｉしく︑私共が述べ立つる必要
い念ろんごちうしゃくよごれたい
ばありますまいが︑今︑論語の註稗に依って︑之が大
い象をせｒじ入こ・うししや言﹂くろたいくう
意を申せば︑聖人孔子の生剛たる魯に︑大廟があって

入二大廟一毎し事間︒子間し之日是祷也
わたく どものたひつえう

たい今へうにいつてこと︐トーにとふしこれをきいてい嘘くこれれい方ｂ

子入二大廟一毎し事間︒或日︑執謂二郎人之子知一レ鰐乎︑

も適 切 の こ と う 存 じ ま す た

てきせつ

ついるんご

合するものであるかと云ふに︑それは︑それ︐が〜修養
ふじんしょくんことわかごふじん
を職まねばなりませんが︑婦人諸君殊に若い御婦人に
さごあん
就いて言はい︑論語にある左の語を諸ずることは︑最

睡ら︑どうすれば︑祷儀に通ふものであるか︑威儀に

れい野﹄かな

至誠に基き︑仁と相表一異するものでゐりませう・そん

しせい色とつ︑あひへうり

か︑鴻儀三百威儀三千の語がありますが︑澱の精脚は︑

れいぎゐぎ

に澱儀は︑至誠の遊って外に現はれたもので︑人と
︑ものい
ごとな
きよしゆとう
なっては︑物を言ふにも︑事を為すにも︑一畢手一投
ちいき
そくれいきい
足に︑澱儀と云ふものがあります．澱記でゐりました

肌いぎし唖いほとばし主﹄とあら

古へより濃儀なければ禽獣に等しいと申されて居ま
にんげんれいぎたいせつ
して︑人間には澱儀ほど大切なものはありません︒貫

いにしれい琶・

ロ

四○

錬鶏健舞雑臼弁政子

ろをしうこうまつゐこうし︑をさいりたす

魯の組たる周公を祭って居る．孔子︑其の祭事を助け
たま
なし給うたのは︑浄擁の撫恥︑蕊職の郵舞罪を︑一々

しゆにんひとたづいいゆるみづかもちみつか

もつ畦

けいしん険宙

茂一るいとし

主任の人にお尋ねになった︒これ所譜自ら用ゐ︑自ら

一のくこ・フい

い

ゐ

たれひとすうひＪ﹄こ

専らにしない︑敬槙の至であります︒それに或人は知

きたま

わことごとと

い

手昌﹄れいぎに︲かう

たい

らないで︑悪口を言って画ふには︑誰人が郷の人の子
こうし恥いざし
たる孔子は︑澱儀を知って居ると云ふのであるが︑大
ぺうおいさいじＺ︑ｆご︲卜とてなみかんが
廟に於て︑祭事をなすに事毎に問ふ手並から考へると︑
こうし即いざ
こうし
こひやら
孔子は禰儀など知らないのであると孔子は︑此の評を

おぽ

いいみ

聞き総うて︑吾れの事毎に問ふば︑即ち鵜儀を貰行翻す
勺﹂Ｌ﹂詔こ漣

ｑＬふ今フ

また定いじと

るのであると︑仰せられたと云ふ意味でありませうｃ

事を行ふに︑知った風をしないで︑叉大事を執って︑

よこれしゆにんしやたづいせ人ぱ︑﹁署﹄

さから

くわ八ぜんみちお匡潅ゆゑん

能く之を主任者に尋ねてすると云ふことは︑先方の気

に逆はず︑完全に道を行ふ所以であり土専と
ここ．と迄むちとよめＬうとめあひだてきＪ弓で苦
此の事は︑直に取って︑嫁と姑との間に適用出来や

ぞん◆ぶめものわたくしじだいもしき
ゐじぶんいけん

これしき

し

うと存じます︒嫁たる者が︑私は時代の知識がある︑

是式のことは知って居る︑自分の意見はかうでゐる︑
せいたうみち凍るとさ力らよる
これぞ正常の道である︑鐸人にさへ逆はねば宜しいと

一
−

いやう▽しうとめざ︑うだんしうとめいかう妾﹂んたくしたま︑ふめいれうひか

力ざ

うくわつ

い

し

き

云ふ榛に︑姑に相談もせず︑姑の意向を付度しないふか知り給はぬか︑不明瞭のことのときに控へねばな
しうとめ
かじ幸こ江い
で︑どし１１︑家事を行ふと云ふやうにしたならば︑如りますまい︒そんなことを弧ひて聞くときは︑姑は︑
へんじきうかへつおのけづかしかてい
かていか芯らふうばおこ
何でありませう︑そんな家庭は︑必ず風波が起って耐返事に窮して︑却て己れを辱むるものとし︑家庭に
れいせいしんしせい
ふ︑うばしや今
たうせつわかものなまいき
しうとめ
姑よりは常節の若い者は生意気であるとか迂淵であ風波を生ずることでありませう︒鵜の精祁は至誠であ
れいかたちちつじよきｂつおもれいよう
きま西
かふ︑︻．あ
い

るとか︑家風に合はいとか︑気礁であるとか云はれて︑り︑濃の形は秩序と規律を重んじますが︑鵜の用は︑

ものれいぎし

ところ

れいざ︾し

か画咋﹄を

ぢよれいしきをそ

たま西これ

よぢよがくかうでまでわたみと
めいぃう
ばいせき
排斥せらるシことは︑明瞭であります︒世に女畢校出どこ迄も︑和を尊ばねばなりません︒
れいせいしん会し注
こ７とご︲しよかんが
よめ
よめし裳つを
の嫁は︑始末に了へねとは︑こんな所でありませう︒されば嫁として︑事毎に能く考へて︑濃の精肺を失
うとめわじゆん
かく
し姑
うに
とめ
み云
いふのは︑嫁よめはず︑姑にし和
私は恩ふに︑此
のご
如とく
逆さ
ふかと
順するやうせねばなりませんｃ鍾蕊鍵で
わたくし〃も

な腸ごとＬやうとめさき

し﹃うとめいかうら北ｂ

みづか

かていぼど二

わたくししうとめ４

たも者が職儀を知らぬからでありませう︒祷儀を知っ家事を教はる︑女澱式も教はると云って︑其の侭︑之
よわ蓉巷

おもこ︒とおうしう．とめじだいかち︐とん牙﹄

て何事にも姑を先にし︑姑の意向を伺ひます︒自らを家庭に施すばかりではいけますまい私も姑を識
き

・ものどとお匡怒￥

かてい

をれものさと︑りくつどほゆだう︑り

ち沈みれいゐぎ

れいひかくて苦辿いしんじやら

こんにちこれいゐぎかたあらはうぞんせいしんわ

︐〜ぺつ

は能く群へて︑かうしたいと思った事でも︑一膳は姑った時代があるのに︑斯ることは頓と気もつかず︑恥
よめみ︑ち
しうとめ巷・もちわる
しかのちおご祁
に聞いて︑然る後︑行ひだいものであ りＪ鼻をそれを姑の気持を悪くしたことがめっただらう︑嫁たる道
じぷんかんがひとまたふうふだけしよ−てんつくおほい敷きらざんきた
姑を立てない自分の考へ一つ︑叉は夫婦丈の所存で︑を議さなかったことが多かったらぅと︑今更漸悦に堪
しうとめた

まる巧言詮

どしｊＩＩ物事を行って行ったならば︑どうして家庭が︑へぬのであります︒
ふた

同く治りませう︒其は物事は理窟通りに行く︑道理に因に鰐と威儀とを礎別すると︑鰐は比較的精祁上の

い

まだしうとめしたま

もしした窪ゆうわゆれい

二つはない︑今日は︑之でなければならぬと云ふやぅに嫁と︑威儀は形に表はれた方と存じますが︑結祁は和
げんさきよどうこ奴とも毎
か私らしつぱいをは
お己潅い
行って行ったならば︑必ず失敗に柊るでありませう︒順しても︑言語暴動の之に伴はなければならぬのは︑
珂剖までたんぱいちやいだあさゆふ
ちくしうとめきよる
そんならば︑どんなことでも︑逐一姑に聞くが宜し申す迄もありません︒軍に一杯のお茶を出し︑朝夕の
と時
きとぱ場あ
いかと云ふに︑それは︑
合ひ
をか
考ん
へが
るひ
こつ
とえ
もう
必あ
要い
挨ざ
拶つ
をするにつけても︑椿く鍛瀧の棒雛を癖い︑錘は

でありますし︑叉姑の知り給はいこと︑若くは知り給ぬやう︑融和するやうして行くのが︑瀧でありませぅ︒

婦人と臆儀

四

林

、

平塚雌鳩拝記

四

夢

い

垂偏ぱらうなかこむおいしゆらしやらはじ

匡峰つ

たいしやら炉︑んもつた散たい︺やつぐんはいあしか︾

御の地及廷臣の食邑を加へ︑豊剛廟に寓石を寄贈し︑

る物を取って上木し︑漉丈を修むるを以て志となし
ます︐ＩＩてんかゐしよこうきうどのとＬまたぞうぐ
益々天下をして遺書を購求せしむ︑此歳復奏して︑供

ざょちおよびていしんしぶくいふくぼほうこく芋フ念んむく誉ぞう

幸に聖慮を安んじ給はむ事を︑と︑開ヶ原の大敗

んぐわつ萱工一の口いへや︑す
華僻の昨芋確癖唾を謡附す︑八ね年
二月︑詔して家康

びでより医しさといばきんじつことわれ−垂芦必善ちうしい

言おほさか︒しみんないぐわいいろら︲鷺○おほのぽう

を聞くや大阪の士民内外色を失ふ︑公は大野某をして

もの︲Ｊ﹄・畔やらぼく・れいもんをざもつこ︲ろざし

以て顧問に術ふ︑開ヶ原の役後︑経籍の未だ刊行せざ

もつこ書もんをなせきばらえきご全けいせきいま↑かんかう

藤原握嵩程朱の単を唱ふ︑公数々之れを延ひて太卒の
さくＬもんた全のち毛のもんじん唾やしのぶかつへいばかせ
策を諮問し給ふ︑後其門人林信勝を鴫して博士となし

ふぢばらせいくわていしゆがくとな○かづ︐ｆ︑こひたい︵い

し︑擬するに大将軍を以てし絵ふ噌大鵜軍の拝︑足利
しぼろのち一ま毛のれいあ
い︿やすあへあた
氏亡びて後復た其瀧を暴ぐることなし︑家康敢て常ら
これこじたてまつ．○えいい皇らばかとき
ずとして之を固僻し奉る︑公は鋭意治を園る︑時に

ぎ

の如くなるくし幸ひに勢する勿れと︑是に於て衆情初
めてまし︑獄畿俸瞬す︑擁唇暴露の瓢梁に聯ひんと欲

ご入

あら
しいまらんじんすでたひあんどもと
出づるに非ざるを知る︑今や凱人巳に平らぐ︑安堵故

︵十七同︶

二

秀頼母子に諭して日く︑近日の事吾明かに沖子の意に

口え

叡慮を悩まし奉る︑臣家康恐催に堪へず︑今陛下の
み砂づ同うたいしよしやらりちからよもつご虹じやうぢよ
稜威を奉戴し︑諸蒋吏の力に頼り︑以て之を撰除する
まうさんらんざんとまたひきたくだ
を得たり︑四か散凱の残徒も亦日ならず末り降るくし
ざいはひせいりよ︽︑すたきことや︾きばらたいはい

康諭爾奔奏して日く︑好人事に託して天下を擾凱し︑
えいりょ左やたてまついへやす愈鋲うぐたいまくいか

やすしゆくじはいそういばかんじんことたくてんかぜうらん

旬日を出でず悉く凱人を掃蕩して後草津に幕するの
睦︑毒竪擁侭を誕鱈の鐸に秘し︑琴を鍔させ織ふ︑桑

じゅんじついこと︐トーらんじんさうたうのちくさづぼく

露鍾五舗九歴十五暁︑雛ケ厩姪韓後に識ける野は︑

升涯屯とのいへやすこう

祭祁源家康公祭日六月一日

下野剛上都賀郡日光町鎮座

○蜘幣碓聴購謹一座

官職祭紳博略

史

−
−

せいいたいしやらやんにんうだいじんす函しゆんなさうがくロや三

やすにｊてう？したいめいはいてんわうこれしゆたまいば

を征夷大蒋軍に任じ︑右大臣に進み︑淳和︑弊畢︑雨
ゐんや︿つたうかげんじちや今じゃほずゐしん︵いぢや︒たまい︵
院別常を兼ね源氏の長者に補し︑随身兵杖を賜ふ︑家

輿どあへたいめいふくようれいをはい

．もつ

康入朝し謎みて大命を拝す︑天皇之に酒を賜ひて日く︑
てんかみだひさなんぢょこれ︵いていちん深んぢこうろく
天下乱るシ久し︑汝能く之を卒定す︑朕汝が功を勅
ぷわがしす
だいと上手︑あ
して︑乃旭の職をまげしむ︑宜く我師を統べて以て︑
くわらしつちん弱﹂い︵やすけいしゆはいいはふせう
皇室を鎮護すべし︑家康稽首九拝して日く︑微臣不肯
れんやわつらうすゐゆゑもつし華らやんレエくぱいじねん

と雛も︑敢て︑大命を服膳せざらむやと︑職畢りて出

守碧ずんぷおい笹焔○おほさかせんえき言一意だていえいしき

づ︑九年四月老衰の故を以て蒋軍職を奔鮮す︑十二年

さだ

ハわつ○すんぷ力へねん午わったなかれふしつう

三月︑駿府に老を養ふ︑公は大阪戦役に先ち︑貞永式
いうめいしんしきでう
もくさんかうはやしのぶかつらぎ
目を参考し︑林信勝等と議して︑有名なる新式十三牒
さだまたぐ露ばくふぢはらてるざねらぎてうていしきもくでう
を定む︑叉開白藤原昭雷等と議し︑朝廷式目十七篠を

︵あつさくずんぷいたにもやかんごいたいとしよこうはくあひつい

定む︑八月公駿府に還る︑二年七月田中に猟し疾を得︑
雛まる謡四即︑蕊ち鎌る︑識睡撚を緑て癖に耀さ︑二

月朔駿府に到り︑日礎看護衣帯を解かず︑諸侯伯相睡
らいこう○みづかたしいやくしⅦ壱もち
で来候す︑公自ら起たざるを知り︑醤蕊を祁けて用ゐ
ず︑三蝿︑燕舞鞭睡二騨笹して桑瞬を群して︑お礎赫

まだしやつぐんひでたざめどうヤブことさとにも

や差ひめらたまさらひでたゃ賀口いば︑︑︑︑︑︑℃︑

病革り︑更に秀忠を顧みて白く︑吾謄さに死せむと
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

をさみち○す潅睦こうじゆいうすん

す︑汝天下を何Ｊふなす︑秀忠答へて日く膳さに大に
さらちやくとん
餅祁ががが言︑野郎く善し琴座て すべしと︑更に嫡孫
い︵みつめい侭趣ん萱たじつ五んかみ﹄ざものてんか
家光を召して日く汝は他日天下を治むる者なり︑天下

しうぐのうざんはらむいんゐめいもつしもづけ炉﹄つくわらざんかいさう

を治むるの道は慈にありと乃ち蕊ず︑毒七十有五︑駿

州久能山に葬る︑三年遺命を以て下野日光山に改葬す︑
てんわうちよくしもつしやらゐおく○○○○○○○○ひと

よいつとしき穆堪げんろどうかいふくわ

天皇勅使を以て正一位を贈り瀧を東照と賜ふ︑公人
なちん巻たいりやくくいもちかみ志﹄とまたがく
と潟り沈毅にして大略ゐり︑兵を用ふる脚の如し又肇
このくわつ嘩もとことしよ却怒らせいのちきみ﹄のてう
を好み活を求め︑事を虚す必ず百世の後を規す︑其朝
ていつかたてまつしせいもうじつおやつかしかうひとあい
廷に仕へ奉る至誠忠貰︑親に事ふる至孝︑人を愛し

たこの○じんぎこみろざしあつそれいあ

て能く容る︑務めて士気を養ひ︑言路を洞開して浮華
かう泡いあくふう︐ふせこだうきうふん浄︶んちようみだしんばふ
巧恢の悪風を防ぐ︑古道奮悩を尊重して︑濫りに新法

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑ひとあだここれなら

を建つるを好まず︑公仁義の志厚し其の一例を塞ぐ
○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
恥ば︑公小にして武田氏と兵を連想後武備を誰じ多く
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒○︑︑︑○︑︑︑
其法を取る︑或人説いて臼く武田の箭必ず其嫉を緩人
す︑人に中りて艇け鞭からしむるなり︑請ふ之に微へ

と︑公鍵盤して口く︑惨忍なる哉︑誰奴か︑皇氏に非

の篤めに育せらる．今川義元の墓榊峡に在り︒公過ぐ

︑︑︑︑︑︑可︑︑︑︑︑︑○︑︑︑︑︑︑︑︑
らむと︑因て分して白く︑穂川の箭必ず其の嫉牙固く
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○︑︑︑︑︑︑︑
す︑人に中りて抜け易わらしむと．公幼にして今川氏
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○︑︑

三

じんなにらぐぢ○○○○○○○○○○○○○

・もつ

四

臣と篤す︑二十七日四月家康疾を力め講戒泳浴衣冠し
○○○○○○︵︑ぢしつあつ十蔭ふぢ﹄にふじ
て︑勅命を拝す 四月疾篤し乃ち婦女をして入侍する
かしふこ・一／︐ばくめさとしごこうじ
ゆろ
を許さず．十四日諸侯伯を召し︑諭すに死後の公事を

林

以てし︑叉蒋軍秀忠を召し励同様の事を諭す︑十七日

史

Ｆ■

四四

こうしぢよあた輩いはこうしのぷやす

十一公子五女を畢げきせ給ふ︑白く公子には︑信康︑

史林
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
る毎に必ず下馬して態惣に之を拝す其行道奉ね斯の

秀康︑秀忠︐忠吉︑信吉︑忠輝︑松千代︑仙千代︑義

○きんけんとくとたきてんかあところしか

○みかはおほころばく

︑し易︾つこ

十く荘

○ぷうじんふかじつてんせいい

た

池んぢ

ひつ屋久﹃フ

ほつ

い

んねん牡のねんさうたうこれもつ

とうせうこうげんなえ人永こうしゆ

め︐リム﹂云ふｃ
はうこんいせつ弐ふんおこなｃ入しんや︑うご

ごゐしけいしよらもっ

其世道人心を盆する大なりと云ふくし一言を附記し
かくのごとし
？しけいいへう
謹みて敬意を表すること如此︒

の精神とす︑敬紳即ち租先崇敬なるを思へぱ︑東照
蕊二一百無鐸誰譲鐸の舞鋒に礎塗回に鯉へざるなｌ
むんふ苦
そのせだうじんＬ内えきだいい

ぜいしんけいしんざ沌腫とせんすう全けいおもとうぜう

方今異説礎に行はれ︑人心梢動かんとす︑圃運の前
とおもかんＬ人た
おほこときあた
途を念へぱ寒心に勝へざるもの多し︑是の時に方り
いじゃ凸ぴじ
壱わくにけいしんもつげんこく
て以上の美事あるを聞く︑我が図は敬祁を以て建圃

こくうんぜん

て︑力を立敏奨畢に致されたる御遺志を継承して以
て︑祁認に毒へ瀧せて蹴衆に琵鱗せむとするの企て

ちからりついうしやらがくいた

ずるの一端とし︑一・は︑東照公元和催武の後首とし

先〆

し︑盛に祭儀を行ひ︑以て︑追孝の誠意を申明し︑
また危のけいひせつこれこうえ肴じげふてんふうこくおんはう
叉其経費を節して之を公益事業に稗用し︑圃恩に報

さ〃んさい苔おこ峰もつつゐをフゼいいしんめい

三百年祭記念曾を組織し︑大に育英奨皐資金を醸出

ね人さいきねんくわい乏しきおぽいいくえいしゃ今ふくしきんきよしゆつ

ぬ大正四年即ち本年は其三百年に相常せり︑是を以
ゑん毛んとくがはいへさとこうはじぞくもんめひはかとうせうぐう
て遠孫徳川家達公を始め︑一族一門相謀り︑東照宮

たいしや急煩んす毎は

因に日く祭祁・公元和二年四月を以て刺去り座し

ちな毎いはさいじん︑一言うげん賑ねんぐわつ一もつかんざ詮し匙

ひでやすひでたざたぎよしのぶよしたずてるまつちよせんちよよし

如し．

藤︑撫塞︑擁礎︑蛎嘩外史︶

︑︑

公が勤倹の徳に富ませ給ふは天下の仰ふぐ虚なり而
そのきんけんしや︽一れい
えどかいふごはじ
して其勤倹を奨胤せられしは江戸開府後に始まりしに

あ笛そのれいあ

・℃の

非ず︑其一例を鴎ぐれば︑公が三河に在せし頃には変
ばんしやら龍くあるひ箸んじしひ乏はく詮いめしわん
飯を術食とす︑或日近侍の士︑鱈かに白米の飯を椀の
芝こいう︿ばくばんすこおほいだ
底に入れ︑上に姿飯を少しばかりを蔽ふて出せしを一
らんさといは蛭ん言よご画ろ１﹄
魔し︑諭して日く︑汝は予の心を畳らぬ者なり︑汝は
よりんしょくおもあや念し力い散てんかぜうらん
ｊ﹂ＬＪ︽いかふ今・フご

予を容沓と忠ひ誤れるならむが然らず︑今や天下擾凱．

けんやくわづぐんぴ式もつこうひゆた

年として兵甲を動かさいるはなし︑士卒之れが潟めに
ぼんめいつかしん︲夏軍くやすあた・このときあた
奔命に疲れ︑寝食を安むずる能はざるなり︑此時に富
よひとはうしよく
しの
よしんえいやう
うて︑予燭り飽食をなすに忍びんや︑予は一身の誉養
どうじしやら吟う

を倹約し︑少かにても軍賓を増し︑以て︑公費を豊か

おとる

ならしめ︑同時に百姓を勢すること少からしめむと欲
してなり︑伽ぞ予織り唾撮継錘して庫を淫しめ図桑を
哀へしめむやと︑公が用心深き資に天性と云ふくし︑

一公が百戦怖さに難苦を嘗め凱を靖じ治を開き二百年の

Ｏせんつ感かんくならん手心ちひもねん

たいへいたもけんちよごじせ者ゐだいそのじん

い急さ︐わしやらじゆつ

太平を保たせられたる顕著なる御事蹟と偉大なる其人
か〃︑ないぐわいししやらつまぴら
格とは内外史上に詳かなれば今更詳述するの必要な

こむたず七のぎう宝うあばいき○

し︑遊には唯共九牛の一毛を塞げて拝記するのみ公︑

−

がら

故松平子爵逸事の二三

もちろんぎゐん

こししゃく氏つだひらちかのぶくんぼんくわいぜんふくくわいちゃう

ししゃくぼんくわいと

つい

◎故子欝松卒親信君は︑本曾の前副曾長として︑次で
すうねんらいこんしんあひだ
全たきぞくゐんぎゐん
かやうぎゐん
評議員として︑叉貴族院議員として︑数年来懇親の間
さうれんいうゐひと

てうじゆをか堂ろ

柄であった︒子爵は︑本含に取っては勿論︑議員とし
こと蓋匡とあいたう

ても︑牡年有潟の人であったが︑一朝二竪の冒す所と
つひはくぎぷくろうちゅうひと

しだい

ｌｌＩＩｉｌＩＩ卿︲１１１：：

曾長伯爵徳

達孝

ふく夫わいちゃう．︽弟急ぎゐんぼんくわいためつく

ことば毎唇おほちかほん彦あいなし誼一ぎたし︽︑だんはふ

た︒副曾長として︑評議員として︑本禽の篤に識さ肌

た事は甚だ多いが︑近く本曾の組織を改めて︑牡間法

じんさいとう︶﹂いくわんう一よほどぼ垣を

Ｌん

深い畢識で︑本

繊密な性質と︑
ふかがくしきほん

ちみつせいしつ

であった︒君の

号み

て︑少からず心
こと
Ｄよくつ︐１
力を蓋された事

寺く峰

漸く承諾され

やらやしぶつだく

卿て頼んだ虚愈

１い
いた
１
たの
のところ

人とした際等には︑定款をつくる上に除程骨を折られ
ぎみはふかくしこれらことザ一んもんいうけん
だ．君は法畢士で︑是等の事は専門の方であるが︑謙
とん孫かきみはじよういしよらだく
遜深い君は︑初めは容易に承諾されなかった 鵜訟に

ｉ１ｉｉＩｉ

散子爵松午親信君幼昨の筆蹟

一

ー

なって︑途に白玉機 中 の 人 と な ら れ た 事 は ︑ 誠 に 哀 悼
た

に堪へない次第で
ししゃく潟やらし糸しの

ある﹄

◎子爵の長所は種
々あったであらう
がい︑ものごと

許剥詔踊

島

典

が︑概して物事に
ちぶつ氏たけんそん

しか

徴密で︑叉謙遜な
ひ０４︲

八・であった︒而し

ﾊ
I

くめいていくおん誰ましぷんくわんせ靭

ｖみざけふしんじゆ﹃ぷ

Ｊ獣．

曾の定款は︑申分なく完成されたのである．こシでも

きみいしつぃ幸Ｊ守士●．耳ことず溶蛙たんかけつしんかくしん

ことあ．くまでしゆもやらだんそのしゆちや︒ま︑

した事は飽迄主張して︑断じて其主張を柾げないとい

I

四五

才一いしつきぞくゐんざゐん．じゃ罰ぷんばつきぎく侭

であったと思ふ・

林

ぼんくわいばってんついひじやら泡つしんしじうりんり鋲く

ふ性質は︑貴族院議員として充分に凌揮された︒議曾

．おも

おもあくまでとほぎけふしんとひと

君の義侠心が充轟為ろば奴だのであった︒

￨

た
んけけ
つんし
んかくしんい睡弟会だんこうご
たん
つし
かく
ながら一旦決心し確 信した以上は︑働乎として動かな
いいしつ罪ひとまたひとたのこと定く
いと言ふ意志の弧い人で︑叉人に頼まれた事は︑一諾

鰯

◎君の意志の強かった事︑即ち一旦斯うと決心し確信

里'凸‑多力

を重んじて︑飽迄もやり通すといふ義侠心に富んだ人

鍵

◎本含の登展に就ては︑非常な熱心で︑始終誰力さ奴
史

三

史林
あるもんだいついはじよういくちひら

かん勺ｉｌがくＪ１いけんの

しうたうよう

の或間題に就て初めは容易に口を開かない・周到な用
いもつちみつかんがう︵たんけつときせんぽいいへ・二
意を以て徴密に考へた上︑一旦決する時は︑先輩と錐
毛の︿ゆづ
だんへつら乱うじぬう
こと
も敢て譲らない・徴じて諮ったり盲従したりする事な
きぜん

ふ︑う

ぐ毅然として︑侃々謂々の意見を述ぶるといふ風であ
ぎみくわんけいをせいぢだんたいけん

きみぴやら誉かみ

ふやうじやっため

づだ︒されば君の開係して居られた政治関鰐でも︑見
かいちやくじつろんしせいかくきみいけんそんけうせん
解が着賞で︑論旨の正確な君の意見は︑尊敬され︑先
ぱいつ幻かんぷく
輩をして常に威服せしめたのであった︒
翌みしｋｒくわいＤ抄ゐゐん

とのしゅん

ん友

◎君が病気に雁られたのも︑不養生の馬ではなかった︒

君は子爵曾の事務委員であったが︑其順番では無かっ

たにも鈍らず融懸識の至確が摩かａ港浄め︑畦識ま
たいこ・フごたいきうひきつザ窪やつとも雪やまししやくこうだい

つか

じゆをか堂弓

きぷん

四六

ぜんじつ

いと学

から︑ツヒニ豊の冒す所となったのである．前日から

ー旦思ひ立った事とて︑推して桃山まで奉送されたの

たんおいたことおもちやまぼうとフ

の疲れで︑あまり気分のすｆれなかったのも厭はず︑

でめった︒

あつびやら者ちうきんためえ

い

毛のえい

号み
ばりうしつあましんたいなりでき
◎君はもとノー蒲柳の質で︑除り身磯の無理は出来な
しかいしつよところごたいきうとき譜．り
かつた︒然るに意志の硬い庭から︑御大葬の時無理を
ためぴやうぎかちつひわかくわうせんかく
して︑潟に病気に躍られ︑遂に若くして黄泉の客とな
ことめんみぎみへいそもつうぐん１口やら
られた事は︑一面より見れば︑君は平素忠君の至情に

厚く︑病気も忠勤の潟に得られたと言ふべきで︑其永
ぜいだんふつうしどうし
おも
逝や︑蔵じて普通の死と同一税すべきではないと忠ふ
しかいましゅんじうとりジゐざいいだを
が︑而し未だ春秋に富み︑有為の材を抱いて居られた

l

君の莞去は︑誠に惜みても除りある次第である︒

言みこぅきよ芸菖をしあましだい

i

ぶぞんちを

ごせいぬんご

とん

研鐙の事に忙しかったので︑御成年後のことは︑頓と

けんさんことい一豪

併し少年時代を過ぐる頃には︑私は居を轄じ︑畢智

うし︑其の幼年時代のことは︑能く存知して居ります︒
しかせノねんじ定いすころ
わたｆ・しぎよてんがくしふ

毛えうねんじだい

故子爵が︑孤々の聾をまげ給ひしより︑親近の柴を辱

こししやくこ茜こゑあだましんきんえいかたじげ奉

本多岩次

l

太后の御大葬から引績き︑京都の桃山まで子雷の総代
ほうをうたぞわんらいしんたいあ式ざうけん営君
として奉送された矯め︑元来身鵠の除６妊健でない所

０１Ⅱ１１１もＰ０ｆｌｆ６■■日哩ＵＰｌＩｌｌ

故松平親信子の幼時
△故子爵と私
わたくしち画こししゃくまつだなやちかのぷこうごせんだいさまぼう

私の父憾︑紋子爵松李親信侯の御先代ｌ篠に奉

しながおやし藍しこうを
わたくしども
仕し永く御邸に伺候して居りましたので︑私共は︑

郎

ド

ぞん之れらおのづかしんもひと

そ嫁てつだい宝をぜつたいいと

﹃﹂しよぎやうちょっときおくをん

さい

しよだうした

故子爵は︑未だ四五歳のときから︑書道に親しまれ︑

こししやくい虫

と云ふり際立った御所行は︑一寸記憶に存しませんが︑

いざはだ

故子鱒の幼年時代には︑弟君の外︑御邸中に︑同
胞
んいい てい秀おくを
年輩の子弟はなかったやうに記憶して居ります︒これ

こししやく民うれんじだいおとう鯵少ぎみほかおやし蔭ちゅうどう

△故子爵の書道

云ふ勇働を持せら奴た方でありました︒

いゆうだんぢかた

成敗利鈍に依って節を愛へない︑権勢に阿附しないと

せいばいりどんよせつかけんせいあふ

はなく︑優しい姿に︑嘆乎たる気象を術へさせられ︑
じ
ぷんしん洞もたどこまでとほ患
自分の信じたこと︑恩ひ立ったことは︑何虚迄も徹す︑

いばゆるきこうしや幻ｐがちいらいしんいうじゃ４ふフ

いありさ歌

さるにはＤお側のものがお手懐申すことは︑絶濁に厭

ねんけいくわわうじ詠ったゆめ﹃﹄ともうろう

ａを

こしら

存じません．其等のことは︑自ら親知の人があらう

はせられ︑自ら苦心してお締へになったと云ふ有様で

は

いまをあ誤ど

い

げき

みづかくＬん

と存じます︒故子爵の幼年時代と云っても︑今日では

ありました．所謂貴公子に有勝な依頼心とか優弱の風
きしやら芝な
やさすがだりんこ

ぞんこししやくえうれんじだいいこんにち

早や三四十年を経過し︑往時は全く夢の如く隙騰とし︑
かた

これと云って申し上げる程のこともありませんが︑ほ
ひと

いかぎおも・くつ

んの一つまみに︑こんなお方であったと云ふことを申

あばか

し上げる許︐りであ︐ります︒

△故子爵の溌撫時代
まをあ

おも

こんなことを申し上げては如何と思ひますが通別に

ししゃくとくけがたてまつい

子欝の徳を汚し奉ると云ふではあるまいと思ひます
こししやくはいいうぎちゑもんじつぽぽううば
が︑故子爵は︑俳優吉右衛門の賞母なる某を乳母とし

ただ

うばこのち
て︑お育ちになりました︒乳母の子は︑後にこそ︑劇
だんたきう写フも一ゐしたうじも︲と

言︒わた

ふ

しばんたぶんい匙通か

しよらもくぼいしよへんしやいば

四七

の正月二日の試筆であります︒運筆雄々しく尋常一様

と伺はれます．その松竹梅の書は︑︵編者日く︑四十五
↓﹄ししやくわづかさいげ︲つ
蕊の難熱瞬に癖︐︶︑故子爵が︑僅に四歳一ヶ月のとき
しやらぐわつふつかＬひつうんぴつを動じんじゃ合やう
らかが

でなかったのは︑他に大に志給ったことがめるから

たおぱいこ動ろざしたま

やまだいかうとうがくか弓圭やらか堀こせんたちうし一しんぶたずおきし

つとひばんざ︶りやらおちば

夙に非凡の技価を現されました．師範は多分︑今の岡

利は書︾

うぱじん﹂やうひと歌をほど

敬を

し

堀に起って相営の地位を占めたのであるが︑常時は固
より︑そんな遜銃を搾って居ることは︑知るよしもな

山第六高等単校長金子鈴太郎氏の親父忠典氏であった
おも・毛わりあひ﹃﹂せいじんごしよだう詩﹂池っしん
らうと恩ひます︒其の割合︑御成人後︑書道に御熱心

ゐ

い︑乳母は尋常の人で︑これと申す程のこともありま
こししや４えうめいたつわかさままをしぷ﹄いえいまいふ
せん．故子爵は︑幼名を龍若榛と申さ弧︑資性英逼不
等﹄

てふ

蕊と詫魂申叱織ゼフか︑誕心て銅かい気で渉らせ議し
た︒識撫の時代から︑一旦言ひ出されたことは︑行は
な

しよ全斗ｐ

ずには居られない︑手に鯛れやうとしたことは︑鯛れ
たと牢わんぐふ胞ごしきぐ
ずには承知しない︑例へぱ玩具の舟などを︑御試作な

史林

︑

司

史林
らかｒ

わたくしかけ

でなかったことは︑これで伺はれますので︑私は懸
ぢく
ひざうゐしだい
軸として秘蔵して居る次第であります︒

△故子爵の噌好

このたま至盈げきけんぱじゆつこの

こししやくかく﹃︺とししついうたす汚巳やく
故子爵は︑此の如き資質を有し給へば︑儒弱なるこ
だいぶご陽やらたつあり包段

しよもつ

匙たしやしん吟ゆつこししやく

とを好ませ給はず秒幼きより撃剣︑馬術を好ませられ︑

蓄おくを

大分御上達の有様でありました︒叉篤冥術は︑故子爵
ちょっとさしかう敦をあ
もとししやら
一寸の御噌好とも申し上ぐべきで︑固より師匠など︑

この

ゐ

おとりになったのではなかったのでしたが︑書物など
みしきごけんきうあを
みつ卦ここわるか
を見て︑頻りに御研究遊ぱし︑自ら︑此虎が悪い︑彼
しこわるくしん
つとしろうと
庭が悪いと苦心せられ︑夙に素人ぱなれがして居たや
ぞん
さけぜいねんごごしかうぞん
うに存じます︲酒は成年後︑御噌好にならぬやうに存
ごえうれん
なにゆゑかんどくりもて酌と
じますが︑御幼年のときは︑何故か畑徳利など玩ば
さる動ことを好まれましたことを︑記憶して居喋ります︒

△年と共に熟成せらる

しかせい

ばふりつせいぢことせんしんけんさんた匙せいぢだうと．︲

ばふ．︑わだいがく

四八

請え．〃まんざや︽お﹄たあひ一﹂

法科大事などでも︑気焔高丈常るべからず︑相手にな

ばんしていいく牡いあを一し︽・全がく〃おい﹃︶とみづか〃らいちやら

ひ︑と七いぎほひへきえ茜つけた永睦を箸一う
る人も︑其の勢に牌易したと承って居ります︒奮

しふむそう少

ゐ

やはりたんしんまを

藩の子弟を育成遊ばす奨畢含の如きには︑自ら曹長と
だ

打つ

酢杢

こと・う

なって諸務を総灘して居らしたが︑矢張一旦信じて申

だい電うひ

かくごとえいまいふくつご肴﹄しや︒わうＩＩ１たしょうとつ

し出されたことは︑決してお曲げにならない職事を有
やむやうち嘩愚
耶無耶の裡に葬るなどのことは︑大嫌でありました．

うか戸酉

誠の如く英遇不屈の御気象は︑性々にして他と衝突を
おんとしとも
免れなかったかと伺はれますが︑それが︑御年と共に

かどとまゐしだいたいせいきうん抄かいばあひ

窪綜たかいあと

瀬んたうせき堕す

角が取れて参り︑次第に大成の気運に迎ふと云ふ端合︑

てん︑ｂ上﹄しか

お全一

じげふごせいこうあ毛

俄に他界遊ばされたるは︑何とも悼幡の至であります︒

たんくわちうかいゐかんじこぐかた蓄三

天若し年を暇さば︑恐らく一かどの挙業に御成功遊ば
室﹄んと
こえいまいかたらレ芯
寸／ことシ存じて居りましたに︑此の英遜の方をｃった
を

のは︑単に華謂界の遺憾事のみならず︑圃家の霜め誠

に惜しむべき至りでありま倒す
なこ口ししゃく
ひとりおとうとぎみいうえうめい

げふ

いまおきつのうじしけん弟らぎしを

術ほ故子爵には︑一人の弟君を有せられ︑幼名を
と吟わか敦をのちちかの︑りおはのうぐむだいがくそつ
虎若と申され︑後︑親徳と仰せられた︒農科大畢を卒

業せられ翻今︑興津なる農事試験場技師をされて居り
ますが︑潅淋とは嘘し獄ら︑伽鋒塞は躍銃で︑謡癖擁

錘予齢は︑誤挫瞬を経て︑蒜蹴惹識鐸認芯斡に砥騨
され︑法律政治の事を︑専心研鐙し給ひ︑政治道徳の

の方は︑極大人しい︑角のない方でありました︒

こと︑なか︐Ｉ︑かんが

︑りいえいまい津うきごきしつがくせいかんとうちぬ

はう一︒・一く流ｊ﹄収かど．かた

事には耐仲々お考へがあったやうであります︒而も生

求の英逼剛毅の御気質は︑畢生間には一頭地を抜き︑

戸 一

墓隷

りやらへいかともこ画の︿ふかくも承やゐい

葉山の春光
１

Ｆ一

こんれんがしこ

けんかう

すぐ

たま

こんねんしうとうかうおい

今年は畏くも︑雨陛下共に九重深き雲の宮居を出
た改
なお・はやまきようていごひかん
でさせ給ひて︑名にし負ふ葉山の御用邸に御避寒あら
た匙
哉たぐぷめいう
ひ矛りう源んしせき
せ給ふ︒われ叉供奉の命を受けて︑日々龍顔に腿尺し
てん巻ごとほか
くおうごうへいかご
まつるに︑天機殊の外うるはしく︑皇后陛下にも御
苦げん念すＩ１きぐ
たま苦己うとんだんふうららめいぴし雪なん
機嫌盆勝れさせ給ふ︒気候温暖︑風光明蝿なる湘南の
かいへん
なにごとぎぶくたいかなた念
てう
海遥にしあれば︑何事も玉鵠に叶はせ給ひ︑わけて朝
ぜきごうんどうよるしかな
きのふけす宮
夕の御運動︑宜きに適はせられてにや︑昨日今日︑御

川

ひての故のみならんや．

ゆ魂

達孝

いる
ぷろこびほぁゑ
ひとはるあ
の色︑いづれ歓喜に微笑土ゐものなきは︑ 綴り春に遇

徳
やまずがたみづ

侭やまもとう琶やらよほど毎年芯金あ．たかかいへんこ０と

ばるきた

は雁ははやみやこうめっぽみいまかた

葉山の地は︑東京より除程南に方ｊ穂且つ海遥の事
苦こうま昼彦をんだんひかんかうてきち
なれば︑気候誠に温暖にて︑避寒には好適の地なり︒

あだ承

いま

かすみいろとりこゑはるまんもく

されぱ︑春の来ることも甚だ早く︑都の梅︑雷未だ固
きに︑こ動にては韮議に鎧秒ｂ︑鴎に﹃癖一輪︑一端
なが

た

きたあぶみず︑りみ淫みちやうじやさぎ

づシの暖かさ﹄︒今ははや︑霞の色︑烏の聾︑春満目の
かいがん

眺めばり︒

海岸におり立てば︑北は鐙摺より南長者ヶ崎まで︑

ゆきいたざ

まつ

１■

四九

せいようみづひたこれはくぜんたと

へう編くうかげ言﹂となかうすずみふじしう

長汀一里︑天高く海は潤し︒遥に豆相の連峰︑淡霜に

ちやうていｐてんたかうみひろ嘘ゐかづさうれんぽううすもや

抹せられて︑漂抄影の如き中に︑淡墨の富士︑千秋の
なにものたと

りや臭いかますＪ１ごけんしよぅ・たまこくみん
雨陛下の益々御健勝にわたらせ給はんことは︑圃民
こぞ苦姐ん
ところかぁおんありさ珪みたてまつ
のまりて所念しまつる虚︑斯る御有様を見奉るにっ

健康いよ﹄〜勝れきせ給へり︒今年は︑秋多の交に於
きたいれいお匡耀
めでたとし
て︑御大鰐を行はせらる易︑いと●も芽出度き年なれば

琴

二

雪を戴いて︑清容を水に酒せり◆之を白扇に誉へんは

らよろこび

錐

け︑われ等の慶賀︑そも何物にか書ふくき︑山の姿水
基

纂錐五○
いつみげだか

さ

︲へんくわじつざい

四

へんくわるてん︑７ち

えきへんくわと・

ひときどあいらくかんじやら

ぱばんぱしやら

ふへんふどう腫瀧

のもさん王ういせんうごばらうをざへきかい

こくうんあくるさんようは海はさんたん一案三ねが

ひと苧一つまたこれに

るてんへんくわＤ承つじゃうたいも

そふがくせんこうご

これてんじやら

悪も心鋼り沃候の愁心秘説や↑詩人の誰亦謹聖地誹り許か諺ざ諺なり︒夫叩富諦秒千法動かざるは︑之を天壌
之を家庭に見る︑圃家赴含に見る︑更に天地寓象に見と共に極まりなき我が皇蓮に誉へつくし︒而して思へ

ひとてんこう

の来るあらんか︑黒雲荒れ狂ひて︑山容甚だ惨措︑油を願はんや︒されど流蒋愛化は事物の常態なり・治に
かいばせいをんこ
奇﹂ｂと和みごとせいかいどたうげ言吟うぱうばやいたをらんわす
の如く鏡の如かりし静海は︑怒涛激浪︑膨群として至居っても乱を忘るべきにあらず︒海波の静穏を縁ひ︑
か溶らふだんしうやうおこた
いつかははかがた一Ｌんこうへんくわき︑まざんようふどうｎ坪
らん︒何時愛らんも計り難きは天候なり︒愛化極りな山容の不動を願はんには︑必ずや不働の修養を怠るべ

含た

きれど叉思ふ．斯くも和平なる春の日に︑富獄は清って後︑山容依然として動かず︑波浪収まって︑碧海
蕊を握に確ひ︑捧繊は癖泌に雌溌を錘せど︑ひ一と藤鴎肺鍵の姉く︑議涯抑卿︑誌溌ひ︑確薙ふの陸︑識か醗耐

またおもかわへいはるひふ渉くせい

すべき︒去りながら︑蕊化流韓の裡ひに
ありて︑不鍵不動をへい願
わこ
とじゃらじゃらせんきうあ
ふも人の常情なｋソ︒戦争に遇ひて︑いよ７１︑１平和を獄
一二ふううくるしせいかんだひん
じつおもふうう・くわさ
︑風雨に苦みて静閑なる暖日を思ふ・風雨一過し去

ああはるうみひろ
ん︑わつひく零ぐわづおょ
書か︑遂にこの活豊岡に及ばんや︒鳴呼春の海の淵く
なにものよこれひ
ふかこれぐんとくたと
深きは勺之を君徳に誉へんよりは︑何物か能く之に比

若し夫れ夕陽箱根の峰繕に春く時は︑波頭金色を染め愛じ了りぬ︒一度風雨至って︑山海篤に怒読すると似
ばんけいへ誉でんためこと＃§〜をんでい・も一いかめい
て︑寓頃の碧田烏に悉く金泥を散らす１如何なる名たらずや︒

もそぜきヤブはこれぼうらん台ずづときは︲とうこんじ零﹄語一︵んをはひとたび今うういたさんかいためどがうに

春の海の霞に匂ひ風なく波なく︑其静なるや太古の如列狸の間にも︑一度戦機動いては︑一波寓波を生じ︑
つひ弦かいだいせん．らふまねぷんめいゑんをうしゆらち裳︸
また勢めにはるうみ
く︑叉夢に似たり︒﹃春の海ひねもすいたりノーかな﹄︒途に世界の大戦凱を招ぎ︑文明の淵叢は︑修羅の巷と

はるうみかすみにほかぜなみ多﹂の．碁かたいこごとれつ室や︒あひだひ・たびせん勢．ぅ一﹄

んも︑一句能く其高きを誰さざりき︑何時見ても気高ルグソンは愛化を賞在となせり・人に喜怒哀楽の感情
ものどとげきはっときかてい︑ぞうはさわこくかしや
︒ぐんとくたかくら
れいざんすがだ
きは霊山の姿なるかな．君徳の高きに比べんよりは︑あり物事に激護する時は︑家庭に風波騒ぎ︑圃家職
おもおうしう
くめいへいわやぷとこしへへいわ
なにもの孟これたとやまみづえい
何物か能く之に誉ふべき︒山は水を得て活く︑わけて曾の李和破る︒永久に平和なるべしと思はれし︑欧洲

くよ宅のたかつ．く

し豚の︑りつざん↑てしゆ︵子琴よくふようい
上ふ
事こ古
りたり︒彼かの
柴野栗山が︑﹁濯出玉芙蓉﹄と言ひける︑鍵継は尋擁の瀧織なるらし・易に鍵化を説きもべ

1

せふていへいかけういくちぶくごわがくわらをくわ全をうぐにはじ

先帝陛下は教育勅語に﹃我皇澗皇宗圃を肇むること

くわらゑんとくたしんこうの参琴
へいか﹃﹂おんとくしゅんかい﹃﹂とひろふからしうやうおこた

宏遠に徳を樹つること深厚なり﹄と宣へり︒かくて

陛下の御恩徳は春海の如く淵く深し︒われ等修養を怠
ふどうわへいのぞう
︐りて︑いかでか不動と和平とを望み得べき︒

はるすでばやまさんかい雪錨りやらへいか意やらかうけい

春は巳に葉山の山海に治く．雨陛下の行幸啓によ

くわうえい

ひとはやまちびと
毒ぐたま
ます診︐Ｉ︑勝れさせ給ふことは︑燭り葉山の地と人との
光築なるのみならず︑鐸に蹴螺の鍔って露鈴した蕊つる

たてまつまことくわ曾えいけい承れんた

こ︲とらやロぷめいう
ところ︑殊にわぃ等供奉の命を受けしものは︑かシる
さんすゐめいぴもむした是らへいかおんありさま・み
山水明蝿の地に在りて︑親しく雨陛下の御有様を見

こ易いかとひと

§たざばるやま蚕と依る

奉り︑誠に光柴と慶賀の念に堪へざるなり︒もしこ

うみご坐Ｌこた

の心如何にと問ふ人ゐらば︑われは只春の山の如く春

の海の如しと答へんのみ︒︵大正二年二月稿︶︾

︑″ｒも︑ノｆ︑Ｊｆ︑ＪＪ︑ｊＴ１〃Ｊ︑ｊ″魁︑〃６︐

Ｌ

趣ん君たんＬのがたほぢしのせいめい

て呉れいと．其の時幸盛驚きて答ふらく︑いかでか去

おときゆき州ｈおどるこたさ

全うして元就に従ひ︑多くの味方を助け︑再塞を園つ

蔀弓走︑・もとなりしたがおほみかたたすさいきよはか︲

存したい︑されば汝は一旦忍び難き恥を忍び︑生命を

とん

臣であったが？美作上月の城遂に陥り︑主人尼子勝久
たじじんしの学・ゆきもり ︷ねいよ
潟に自刃し︑死に臨み︑幸盛を招いて日ふやう︑予は
墨斡謹錨諦きて死するけれども︑確轄して麗予の鍵を

しんみまさかかうづきｂ︺ろつひおちいしゆじんあまこかつひざ

の事蹟に遣って居る︑山中鹿之助幸礎は︑尼子氏の家

じぃ︺をの．こみやきなかしかのすけゆき砂りあまこしか

之に就いての適例は︑かの中世２象傑山中鹿之助幸礎

これってきれいちゆヨゼい部つけつやま液かしかのすけゆきいり

園、

さんかいやかり趣︑や︒りやらへいかごけんかう
りて︑山海の光いよ＃︲〜輝く．わけて雨陛下の御健康

いはゆ．るか起鰹

とそくばく

立

Ｉ

造ころ

しか︲

ぺ入もう

1

国史に現ばれたる捕虜玉
わ︲系しだうちじぶく

〆しき︶つ

だつしゆかざ．いこうばか

っても間もなく自殺をするか︑然らざれば其の束縛を

ま

きは︑我が武士道の恥辱とすゐ所であるから︑所謂刀
をやつもぼやぜつたいぜつめい
ほかのん肴
折れ矢蓋き最早絶僻絶命となったものシ外は︑呑気に
かうごん
たとひどほりよ
オメ７１１と降参したものはな恥を暇令一度は捕虜とな

さらわこぐしつうくやし
かり登めほりよ︲ごと
更に我が圃史を通観するに︑暇初にも捕虜となる如

1

口

脱して主家の再興を固ったものであるｃこれは一片忠
割乙湧らを
つかしゆくんぜんとおもせつゞ
義の心が其の一たび仕へし主君の前途を思ふの切なる
ためをせいはいあんおのれきよしうけつ
鱈に︑其の成敗を案して己が去就を決したからである︒
錐

足

五
纂

栗

一エー

マ

＝
−

−

纂錐
つかまつときかつひざがへいは

ことできうとれがしぷしかたわいさぎよおんとも
る事の出来得べき︑某も武士の片破れ．潔く御伴

できこんくわいぜひいのち詮つだゆき

を仕︐りませうと︒時に勝久肯んぜずして日く︑イヤ
いのも
・せんどくなら妾芋くわいけいばぢす為・
生命だにゐらば戦闘の習ひ︑再び曾稽の恥を雪ぐこと
もｂ一こむろ

し山．じんめいしたが匙うりもとなりかうさん

も出来やう︑今同は是非生命を全うせよと︑そこで幸
盛は心なくも主人の命に従ひ︑毛利元就に降参したの

そときまうりけをかちくぜんものじゆかうし
でゐ銅ぶう諜麺時毛利家より岡筑輸堆ぃ一掛者識か受降液と

のちそたんセうなが昔み

なって上月城へやって来たが︑幸擬は之を迎へ一鵜し

を︒ときちくぜんさやこた

て後︑其の短小なるを眺めていふやう︑聞くと見ると
おほも添者でんおときこちくぜんどの
は大連ひのもので︑貴殿が昔に聞へし筑前殿であるか
ござそれがし・み

音

おほらがおどる

と︑其の時筑前騒がずして答へていふやう︑さればで

みすてぎかうさんあまつさたうけずゐしん

御座る︑某も見ると聞くとの大連ひに驚きました︒
にぼんずゐがうものいきでんしゆじんじじん
日本随一の剛の者とも言はるシ貴殿が︑主人の自刃を
見棄てシ敵に降参し︑剰へ富家へ随身せらるシとは︐

弦つだもつほかちんじこどんみ島

毛ごゆきもりいしいだまうｂしため

承んだ

全く以ての外の椿事でありますと︒此の一言を耳にす
だいがうゆきもりこれかへことばｆごう
るや︲さしも大剛の幸盛も之に返さん言葉もなく︑忠
華さここ＄ろ
な淑
義に凝りし心だけに︑涙をハラｊＩＩと流したといふこ
これみをくｆ一こうほどさっ
とでゐるが︑之を観て其の苦衷の程を察すべきである︒
ぴち

らのくにあひのわたしとらころ

さ鯉ばこそ︑其の後幸盛は異志を懐き勘毛利氏の烏に
備中圃相野渡で捕へ殺されたのである︒
いじゃ全永しやらもうれつだんしそつ
きて以上は武蒋の忠烈談であるが︑一士卒といへど

わ

五二

しゆくんため１ろだ毛み菅せい壱一よう
も主君の潟には︑全く其の身を犠牲に供して︑礎て院
これつせん﹃﹂くじだいさか
まなかったものである︑之に就いて戦国時代に左の佳

ころてん馬全ねんたけだぜいお︾﹂とくがはりやらしれんがふぐんぜい

話がある︒

さんしうな城しの平かときたけだぜいたいはいぼく誌しやらおほ

頃しも天正三年︑武田勢と織田徳川雨氏聯合の軍勢

と参州長篠に戦ふた時︑武田勢大敗北となり︑武鵜多
これし
ときとくがはたい沙うし古Ｄ二
く之に死んだが︑時しも徳川の一隊が一勇士を檎にし
これしゆじんい︵やすめんぜんいたみをゆうしした
て之を主人家康の面前に致した︑見れば其の勇士は下

と二ろゆうしくちつぐこた

ぷし

脇おたすつか

げていふやう︑名ある武士でゐる︑命を助け這はすべ

な

は其の新臓でゐりますと︑之を聞ける信長乃ち彼に告

としんざうこれき︒のぶな錘才芯睦かれつ

は其の郭れの方であるかと︑時に勇士答へて日く︑私

をいづはうとぎゆうしこたいばわたくＬ

きうざうしんざうはず趣ん茸

て問ふて日く︑予は記憶するが︑淡路守には営時確か
に久識︑新猿といへる一応の乗があった筈でゐる︑汝

といはよきおくあはちのかみたうじたし

は唾に巷を癖昨鐸露の嘩輝に識らせた所︑信長一見し

害悪のぶながけん

ので︑更に名を名乗れば切腹を命ずると迫った︒其の
ときゅうしはじくちひらＣぷんせいれんときただ
時勇士は初めて口を開き︑自分は青年の時多田三八と
ものて
たうじあはちのかみ
いひ︑常
時淡路守といふ者の子であると︲そこで桑鰭

さらな・なのせつぷくめいせまと

らば止むなく雑人の手にかけて殺さねばならぬといふ

やざふにんてころ

あるかと詰った︒所が勇士は口を喋んで答へない︑さ

渡じ

帯に赤地の唐織を結んで居った︑そこで一見雑兵でな
ん官なにもの
いことが分わかったから︑家膳は琴に御ふて︑汝趣は
何者で

おびあかぢからおりむすをけんざふ蔦今

＄

1

−

ときしんざ弓これこぱいばたん燕催めばぢ

しと︑時に新猿之を拒みて日く︑かく一旦綴絞の恥を
う
うへ十みやわくぴはのぞ

Ｊｌ１あふみの産いしわ︑ま準︑みんらみつ魚ｂじつ一﹂んしを瞳たすけ

Ｌ︲らきた

さったくい︵や古めんぜん恥た

々近江風石山の郷民等が︑三成舵近の士小幡助六とい

ふものを捕へ求っだ．そこで早速家康の面前に致した
趣ん言いしだしょざいしを
雄︑桑騨聞ふていふやう﹁汝は石田の所在を知って居

い宝すこかれさいごめぱ

みょ矛

おも芯んぢみつなりしよざいし

式ロしを

せい︵い

し

か溶乞しゆじんせんど

たうぜんをうたいたいしやつもの津ん茸﹂と

しゆ

が拷問う
もんことゆうし
するやうの事があったならば︑それこそ勇士の

き所なきは常然でゐる︑総磯︑大鵜たらん者は汝如き
︐忠
ち
うしん︷霞血お・もこれ
臣を憐み置くべきことである︾若しさはなくて之を

ところ

従別々に離れたものであらう︑されば汝に於て言ふく

唯呼つくつ︐く１はな

を見届くべき精兵である︑知らなければこそ．かく主

江心琶おいい

に相違ない︑若し知って居ったならば必ず主人の先途

ざうゐ

士と濡すべきである︑思ふに汝は三成の所在を知らぬ

し︐しぷ会

ったから︑家康は戚嘆して日く︑臼央に忠あり義ある勇

いへやすかんたんいはしんちうぎゆう

士たるを思はぬのでありますＬと︑かく泰然として語

さむらひ

ませうか︑さいぱ如何の苛責に蓮ふとも︑生は無道の
おもたいぜんかた

いかんかしゃくあせいむだう

して︑自己の苦患を免れん矯め︑軽々しく不運なる主
じんしよざいかた・せけんこれなんかやっ
人の所在を語るならば︑世間は之を何と評するであり

じこくげんのがたかる︐ドーふうんし由

べき舌を有って居らぬではありませぬか︑若し士に

したもを§・も童むちひ

しかすゐりやらねんちいか︑﹃おんおもこれかた

しゆじんぢ︲原せうゆうしよざいしなん

ときすけてい累全ひざまづ

受けた上は速かに我が首を減れられんことを望むのみ
のぶながみづか
てあると︑諺しく識砕の瀞を誌した︒そこで信長は自

らう︑早々白状するがよい﹂と︐時に助六は庭上に碗
を
これ者こたいばせいみつなりふだいしん
いて居ったが之を聞き答へて日く︑﹁生は三成語代の臣

た象︐１１ながえやりたこた

さっそくてと詔湾ろさわざふかやつどもにんつころ

じつをごと

たえそくや︑ひざ

はや４１ばくじゃう

ら起上り︑刀を執って其の小手の純を切落し︑速く立
さめいｆ
こばかしんざうたぎもんぐわいで
去れと命じた 此の計らひに︑新減は直ちに門外へ出

でありま倉す︑主人治部少輔の所在を知らずして何とし

をこてな権きｂおとはやたち

だが︑偶々長柄の鎗が其虚に立てかけてあったのを︑

ませう︑然し推量あれ︑年来の高恩を思へぱ︑之を語る

たちあがが沈私Ａ

早速手に取り︑驚き騒ぐ雑兵共一二人を突き殺した︑そ
ぎんりんさむらひけんてきしやらござんおほぜいあう

かん

こで近隣の士一見して︑敵将御参なれとて︑多勢集
つひしんざうころし談
をごノのぷ
まりて柊に新識を殺して仕舞った︒かくて其の事を信
ちや分ごん陽やらおよ堂雇のぶながて哲毛ゆうき
長に言上に及んだ所︑信長は敵ながらも︑其の勇気に

ばや

威じ︑ァ︑賞に惜しき事をした︑今少し彼の最期を延
毛ぼんいとのちかれおりこ残
し︑其の本意を遂げしめて後︑彼を檎にして見たかつ

き﹃けんくわつげげつ

たのに早まったことをしたものである︑と︑歎息良久し
いかしゆしやうのぶながが
うしたといふことである︒如何にも主蒋たる信長の雅
り桑うしめ
またいかゆ．うしめんも︒︑
量をも示したものであるが︑叉如何にも勇士の面目を
想見すべき活事資である・
なさうれつじじつせきばらたいせんごをん

みつなりはいほくのちせん蔦らちくでんそそうせきくら

筒ほ壮烈なる事責は関ヶ原の大戦後に存した︑それ

は三成敗北．の後︑戦場を逐電して其の院跡を晦ました
てきしや弓とくがはいへやすにちはやか地せい者ん

のであったが︑敵蒋徳川家康は︑一日も早く彼を生檎

しよしやらめいこれざ瀞もと営三た象

せんとし︑諸鵜に命じて之を捜し索めさした︒所が偶

纂錐．

五
三

墓錐
志を失はしむるものである︑誰かあシベ埠々醜猪の一
縛を解きて放免せしむるがよいと︑之は賞に英雄た
・る鍵鰐の識もひであった︒蜂の睦雌六は癖恋に鋒ひ︑
いう７く︑そばたいしゆつ

悠々として其の場を退出したが︑そ奴より直ちに寺院
に入り︑僧に嘱していふやう︑﹁予は三成の臣助六とい
ふ者であるが︑舗畦鎚騨の錘に死鍛を窪されたのであ

る︑然し存命して居っては︑再び堪へ忍び難き恥辱を

・見るであらうから︑此庭にて生害することにすら︑願
はくは死骸を隠して貰ひだい︲一と︑かく言ひ終って自殺
して相果てた︒されば礎叱桑鰐は琴を癖へ酢いて塗︿の
死を惜んだといふことである︒
其の他鳥居掻右衛門の事は固より言ふまでもなく︑
式たおほさかじやらちゅうおおほのはるながしんよれむら﹃﹂︐八うゑもんいつＵ
又大阪城中に於ける大野治長の臣米村権右衛門の逸事
ごと一電ひまたおなおほさからくじやらみざぱうしやらあかしかも丸のかみ

の如き或は叉同じ大阪落城の棚り一方の蒋明石掃部頭

︐てるづみかしんさばばら誤﹃﹂たちうせい誉ん

五四

おもゐわれにく
哩やら

せ

きでんがたおいまんとき

とききでんたちからといまわれせ
時貴殿達を鰯め捕りて︑今我を責めらる負やうにしよ
うと思ふて居たのでああ︑蝿るに鉾瞬城がかく我に白

耀んだながこれみ蓮とくがはぜい

状せよ︺Ｉ︑と責めらるシは︑貴殿方に於て寓一の時に
しんていみゆゑ言三滝さけ
は華識の続左を餓耀せんず心底と見えた故に︑誠に情

ひと︐トーしばしことば

をがうたんを

なくて涙を流したことである﹂と︑之を耳にせる徳川勢

ぷし

いた

しやめん

は人々暫時詞もなく︑其の剛鵬にあきれて居ったが︑
もうぎ
派しも巻を僻へ齢ける桑購印く︑それこそ忠義すぐれ

じじつ

ほりよ

ものけっ

たる武士である︑よく助はるがよいと︑やがて赦免し

みなみづかばちぎためしんたいけつ

たといふ事賞もある︒かく捕虜となった者も︑決して

もうぎ与るらレ江

︐と︒

しよく

忠義の心を失はず︑皆自ら恥とし義の篤に進退を決し
にぼんぷした己と
たものである︑こシが日本武士の他に異なれる特色で
ある︒

しかとほりよみなひと

えうわうてうじだいほりよまたかまくちじだいほう
要するに王朝時代にも捕虜がある︑叉鎌倉時代︑北
しかせんごくじだいうち一とく
爆晦侭にも嚇爆があった︑而して戦圃時代の中︑特に

もうれつたわうてうじだいかいぐわいず謬恒かんこＩ．ほ

冠鍛毒睦砕織に撤鰐は鐸かつだ︒然し其の捕虜は皆等

しく忠烈であった︒唯だ王朝時代海外即ち韓国にて捕
もの蚕とみな黄是はうかことてきこぐｌら
りよ
虜となった者の如きは皆全く邦家を異にせる敵幽に捕

全登の家臣淫原孫太郎が生檎せられて︑諸種の拷問に
卦の錘溌を餓鵬せず︑遮に鈴士舞のヂピ鍵めて続左を

間へるに答へて落涙して日ふやう︑っ関東雨御所の御運

へられたのであるから其の豊悟決心や︑悲槍なるもの

酔ほ
悔う
棒蝿
嘩い
醒瑠
呼ｉ
押１
錯雪
樫七
蜘毛
唱郵
蝉
で礎う準た
な虹
に釧ｒ
Ｌ鍵
一砕審
ほ恥
り癖ょ

こればんげんぺいあひ一冨妄﹈一︶とじだいおゐひ

毛かくごけつしんひさう

の掻さをつく︐バーと蝉じた︑癖しき笠ひたるべき錘の識
りやらごしよが猛らおちゆ

が何とて︑主君の行方を語らんや︑此度の合戦に大阪
方勝てば︑雨御所は必ず落行かるシに相達ない・其の

わがくにぼりよけつおうぺいしよこくこじんしゆぎやし怒

るも我圃の捕虜は決して欧米諸国の個人主義に養はれ

てうせい︵んあひあち毛ためてぎとら

︐︲！ｉ：：！
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士

ちからつて誉とら
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おも

にほんやん

へいそもうくんあいこぐちんれん

五五

朗・眺蛎之美始顛馬・下撤則鳥羽市街︒人家横族・粉壁丹

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

山腹設レ亭・置レ庵・構二風棚雲閣↓各随レ境占レ位︒閏拙開

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑〆︑︑︑︑︑画

透迦鱗蕊・凡八町達し通︒有二懸泉↓直下数十尺・日二覚爆毛

︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑

果樹美竹↓且開二道路至便二交通↓以潟二遊園↓山高数百尺︒

是勝腫也・我且顕二揚之記乃投二錘資一購し之・植以二機楓及

○○○○○○○○○

屋弘

に際し︑史蹟を一瞥して此の卑見を陳じたのである︒

養成するの外なきことてある︑曾々捕虜問題の起れる

やうせいほかたま．１１ほりよもんだいおこ
さいしぜぎ今くつこひけんちん

である︒それには主として平素より忠君愛幽の観念を

しゆ

︒れはどこまでも︑此の精祁状態を存綾せしめたいもの

こせいしんじゃ今たいそんぞく

即ち若し此の特色にして喪失せられたならば緋．日本軍
たいすでなかをせいめいらし丞
隊も既に竿ぱ其の生命を失ふことであらうと思ふ︒こ

十芯は里︑こ弘﹄ｆ︑しょく

︐あるｃこれが即ち日本武士道の特色であらうと思ふ︑

す注はに豚んぷしだうとぐしよく

であるから︑悉く義烈悲槍の趣を存して居るので

とと︐トーぎれつひきう駒もむきとんゐ

ししゆくんじゆた

た人種の如くに︑自我的利己的のものではない・何れ

じんしゆ一﹂とじがてきりこて苦いづ

は一朝の政鍵にて相零ひ烏に敵に捕へられたのである
たざんねんゐかんめんしよくてい

も一死主君に殉せんとし︑力識きて敵に囚はれたもの

す

とおもむき手こぶいうぴじゃらたい

てきがいしんすぐ江

から敵僚心は少くして唯だ残念遺憾といふ面色を呈し
しかて昔愚かただがひ毛せいめいなの
たに過ぎなかった．而して敵味方互に其の姓名を名乗
じだい

まさかぐわいこぐいぐさいどざとかうちやら・

る時代とて︑其の趣が願る優美なる状態であった︒
しゆくん
鰐って戦跡浄峠の識跡唾に癖をまふ場鐸には︑主君の
せいはいこうぱうおもねんあつほりよて苦斌いしん・
成敗興亡を思ふの念厚くして︑捕虜となって敵億心を
たか

ず

高めだけれども︑真逆外圃と戦を挑める如き高脹した
たしゆむれんやかたくらゐ
てきがいしん
る敵億心ではなく︑唯だ一廊無念這る方なしといふ位
ぼりよしんｂ迄やらたいじせい７１
に過ぎなかったのである︒捕虜の心理状態も時勢々々
とおもむきｚとゐとくこくないかい炉わい
につれて其の趣を異にして居るが︑特に風﹃内と海外
ぺつＪいちじるさいしめ︑ゐいづ
との別に依って著しく差異を示して居る︑何れにす

寛山瀞園記
豊太閤征し韓也︒九鬼嘉隆蒋二水軍↓築三水城於二志摩烏
ノ︐

珊争大造二戦艦↓艦材今猶存駕・城西南有二一山↓日二覚山↓
山下迦覚︒引三清泉於二城中至山上置一一瞭樫垂以傭二硯四隣↓

〆ルト〆

所二以山得一レ名也・際二明治革新↓山矯二民所一し有︒後斧斤入

録

馬︒勇伐加駕・鞠篤二茂草↓近歳︒一森彦楠嘗一遊︒●噌日︒
墓

−

纂銭

五六

○○○○○○○○○
郵隆聖津草敷之致一乎彦楠日允然美︒彦楠世仕二岸和田

物外↓招二延四方賓客↓剛暢淋檎・唱和相楽・此亦非二皇化

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○

翠撲眉・其外則一碧澄凝︒宛乎涌レ鏡︒帆影往来︒尭鴎勝

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
機︒歴々可し指・昂頭則林溌岡陵・遠迩崇卑・樹竹菱欝︒秀
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

藩↓曾畢二予門一維新後・出仕し朝︒今退トー眉於診此・頗噌二

︑

泳・其如二池畔鮎一修石者日二蓬莱島五一如二呼欲一し瞥者日二安

文事↓因系以レ詩︒歌日・寛山絶勝郭得し匹・海内三景更

ソ

薬島↓日二坂手島争而菅島・桃取島・共催二臥洋中↓其最居

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

レ首・典二伊良胡崎一相掛・挽二伊勢麓咽喉一者日二紳島記是

︑︑︑

セン

タざサニ

如麻・畢一菟愛鯛互顛職・山主優溌玩二勝星晶蔑二覗富貴一

加レー・春深林樋蒸二紅霞一秋老海潮捲二紫季莞聞説西欧凱

○○○○○○○○○○○○○Ｃ︑︑︑︑︑

○○○○○○○○○○○○○○
篤二我邦三大海門之二若夫雲煙開闘雨陽晦明波涛奔騰

奮二得失望口亦従来厭二世塵↓安期羨門奈〃無し術・祇富下長

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

出没鍵幻不し能し窮二其状一而晴朗之農遥認三富岳白山御

吟賞二風光↓鋸し鐘笑覧中飢雲裂坤

玲瀧

記垂瓢二場天下至森氏之喜何如哉○一結︑↑暗比二西欧乱一敗得妙ｃ

三島中洲評︒覚山勝概ｃ記得詳明︒有二弱遊足渉之想や遊園之名ｃ得二此

大正三年甲寅十一月中淋鳳洲釣徒土屋弘撰

○メ０○テ○ル○○○

獄等於二水天労髭之際一云凡此皆園中之勝概也予顧謂二

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○
彦楠一日夫豊臣氏出三兵於二海外一経二七年之久一寛不レ能
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

し奏し績今也王師伐三燭逸於二青島二畢抜二其要秦一以絶二

○・○○○○○○○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑
東洋澗根一皇威赫変照二耀四表一何其礎突哉且夫往昔水

城之域︲如今愛篤二士女勝渉之園一而吾子舞二山主一超二然

中

望み︑叉は火事泥の如き所作は︑厳禁すべしと雛も︑

世界の平和を期すべきは論を待たず︒只目前の李和を
のぞまたくわじどろごＬ﹄しよさげんきん史と

婚したり︒此の時に方ってヘカを蓋して敵圃を降伏し︑

たんこと萱あだち２つくて萱こぐかうふく
ぜかいへいわをろん詮たぜもくぜんくいわ

東洋の平和を欲し︑同盟の義を重んじ一協商風側に加

上言うやうへいわ謄一どうめいぎおもけＰ笹や三﹂くがはか

田

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

局威慨

てんをりつこぐＬゆしらとゴしせい

し．現に︑世界の大部分は戦乱の巷に出入し︑我園亦

げんせかいだい系ぶんせ入らん套尭しゆつにふわ津く湛匙た

んとするには︑宜しく天組立風の趣旨に基き︑至誠
もつてんかけいえいせいぎもつばんこくたいりあ
以て天下を経管し︑正義以て寓圃に封時するに在るべ

よる

わ浮くに芽君かい宮や倉こう巧やうりたてんエふくしユろた

I

我圃が世界の競争場裡に立ち︑天興の幅祇を全うせ

時

、一

一

へいわたも

や

それく迄しんし少

寸逐はしゆくせう

たりしかこい

よゃついお匡趣

とうやういなぜかいへいわほしょうわ
く︑
に舷
ぐ圃
せい
ん祁に群て︑識娠に恋て︑誕涯に癖て︑綜壁に癖て︑錐鐸に
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世
界
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を
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べ
きがは
我ん
剛こ建
のし精
おうしうしゆっぺいて巻こぐおいきびんおい︒〒ハさや厚っおいゆうぎおいはぷ
てらせうｖｉｌ
照して昭々たり︒巳むなくぱ厭洲に出兵しても︑敵圃於て︑機敏に於て︑勉狸に於て︑勇気に於て︑鵜た武
くつ
りべ
んく
ぱう
ぐ支
わん
よ冥
うを
ちぶ
を屈
伏ぶ
さくす
︑し
隣な邦
那め
のい頑
膳う
懲しても︑謡疎伽に郷て︑堆謎に恋て︑暁雅一の樹遜を鍵碍せざるべ

せつ

者しさうなりいまだいせ入らんけいくわ時やくと

やわいルーフ

呑牟らぐうしこくみんこぞふんれいじ巷やら

の平和を保つべし．夫圃進取せずん砿︑卸鵡縮沙す岸；からざる也．而も是れ言ふくくして︑容易に行はれざ
し︒こシに総濠することを許さざる也︑唯愛に最も大るべしと錐も︑而も我が風は︑富然しかせざれぱ︑幸
しせいせいぎくわんねんじさいふいくせいしんたいきうがうふかうせんらんしうア︾くさむなにくくわためぱうこぐひうんきぅ
切なるは︑至誠正義の観念︑慈潜扶育の精紳︑耐久剛か不幸か戦凱終偲後空しく白祁の篤に亡圃の非運に道
かうじやら

かくご

こんていこ＃ごとしんなりこにんあ一だなり

毅の志操也︒今や大戦凱の擬過︑逆堵すべからず︑外過すべきの境遇にあるを知らぱ圃圃民畢って落胤自彊︑
またひみつ・むつといへとたう専よく応ちびぼんこぐみんひつしじつりよくつくぼんくわいゐんもの乏つせん
交上のこと亦秘密を尚ぶと雛も︑富局井に一般圃民の必死資力を造らざるべからず︑本曾員たる者︑率先し

畳悟すべきもの︑根抵は是の如かるべしと信ずる也．て此の任に鴬らざるべからざる也︒
げんドイツせかい哲やっこぐなりみぎろしうひだりえいしふつこしかぼんじおいぬけめドイツなにゆゑ辻かいれつきや︒︒
現に燭逸は世界の弧剛也︑右に露鷲︑左に英獅悌虎而も寓事に於て抜目なき燭逸が︑何故に世界列狸の
ゆゑんじつかばんもくきたさうぼんぱうこぐうんめいいういた
を礎ひ獄ら︑燦呼耀を継されざる所以︑賞に彼れ七千反目を来し︑早晩亡圃の運命を有するに至らねばなら

げいじゆつおいかうつう和いゑいせいおい号︑んちう・和いみづか窪や︒︒がうじぶうＤかうけうまんたこくあつ

めいれ・う

高の燭逸民族︑平和に武備を怠らず︑而も政治に於てぬかと云ふに︑一は以て前述の如くより劣弱なる画の
いへどたもつか
しっとよ
謹鯉に郷て︑騨蹴に郷て︑識苛に郷て︑鐸籍に癖て︑嫉妬に因るべきことは明瞭なりと雛も︑他は以て︑彼

ぢ

どころ

おいはふりつおいがくもんおいけういくおいじっげふセいぢけういくじ毎〃げふげいじゅっ毛のたおいそれ

於て︑法律に於て︑単間に於て︑教育に於て︑賞業に政治︑教育︑賞業︑塾術其他に於て夫々世界に覇たる

〜せかいは

ま術に於て︑交通に於て︑衛生に於て︑勤勢に於て︑れが自らの弧剛なるに乗じて︑自高嬬慢︑他圃を腿せ
ぎ
のうおいぺん雷や．︒おい職うきおいせかいばひだういんいにしくに
機能に於て︑勉弧に於て︑勇気に於て︑世界に覇たるんとしたる非道に因するものにあるべし︒古へより園
もつこんにも言や︒．いたもちろんなりこちからいへとけうまん︲か潅らしゆらこぐにく
ものありしを以て職今日の弧を致したるは勿論也︒此力ありと雛も︑嬬慢なるものは︑必ず衆圃に悪まれて
てんおいドイツにく一路かふぢよしっとはんもくるゐこれせいさいう屍によそ尻雲為にてきこぐドイツいはゆるし＆げい
の鮎に於て︑燭逸を悪むは︑宛も婦女の嫉妬反目に類之が制裁を受くくし．依此観之︑敵圃樋逸は所謂諸謹
このてんおいせかいれつ曾牛二ちゆらしんぢくたつしんたきうけん
する所あるべきか．此鮎に於て︑世界の列掻︑中心慨に達して︑一心の足らざるものなることを想見すべし．
わこぐみん敦た幸隊いこればせいぢこわがこくみんもつ坐もういわ派くに
泥たるものあらん︒我が圃民亦大に之を悦ぢ︑政治に是れ我圃民の最も注意すべきものなるべし︒我圃は︑
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でい
いく
くた
たけいけん

しかこかんせん
かん
きせ
よんご
きと
よご
ふとせ
ふい
せい
かかう
うゐ
ゐし
しゆゆ
だんぞく

て︑明治二十三年第一期
期議
議曾
曾開
開禽
禽よ
より
り既
既に
に幾
幾多
多の
の経験

めいぢ

我が圃民が代議士を選
選畢
畢す
する
る今
今に
に初
初ま
まり
りしに非ずし

わこぐみん滝いきし
まは
はじ
じあ
あら
ら
廷せ
んん
老老
よよ
いいま

を述ぶ登叉無用の業にあゐ
ららざざる
るく
べし
し︒
︒

のあ↑にまたむようわざ↑

○一月二十一日稿︶

道徳道徳と総説すと雛も
も︑
︑内
内に
Ｅ熱
熱誠
誠の
の情乏しく︑外に
し ん し ゆ 者 か な い さ うこ
ここ
と○とご︲４廷どん
こ
進取の気を峡き︑内宰是
是れ
れ事
事と
とす
する
るが
が如きときは︑殆
巻ようちやうぷつ
じた
じ
た詔
詔ぽ
ぽいいけいかい
ど無用の長物たるを免れ
れず
ず︑
︑自
自他
他大
大に
に警戒したきもの

だうとくだうとくし﹄彦せついへとうう
ちち
泡泡
つつ
せい
せい心や？こぽほか

建国の精祁を溌揮すべきき
也也
︒︒
因因
にに
我我
邦邦
︵の道徳曾の如き︑

けんこくせいしんばつ零﹄

の消息を窺知することを
を得
得く
くし
し︒
︒須
須く新時代の事業
おいえいどくワよう解とも
とこ
もく
こみ
く父
みんどこ計でこ
に於て︑英潤を凌駕する
ると
と共
共に
に︑
︑圃
圃民
民は何庭迄も此の

せうをくきち

どくしやじんむきう
げう
ふげ
せふ
う雪
いくはいどくこのかん
き
せぶ
うく
雪はぶ

は御手のもの︑傑僧日蓮
蓮は
は︑
︑六
六百
百年
年前
前に於て︑之を詳

りしかに

すこくがくしや

ご画ごろん

ろん

くき畳悟を要するも︑画としても亦明治天皇の所謂︑

論せり・讃者それ祁武創
創業
業の
の詔
詔勅
勅を
を拝
拝讃すれば︑此問

ともせかいえきどりよくな

ちうじつ昔んけ〃暫孝つけんおのぢはくあいしゆ会およこぐかえき

忠責勤倹恭謙己れを持し︑博愛衆に及ぼし︑圃家を益

は．

だいけんまうしいはゆるじんぎものてんかとう

ぼんこぐしゆくづぼん宝つふた
をは

すると共に世界を盆せんことを努力すべき也︒而も日
本圃の縮岡は︑酢韓跡嘩識価雌︑蔀学しかく︑本未雨
はたかあ
てうせきばんせいだいにぼんこぐみん
っ︑果して斯るべしやと︑朝夕反省し︑大日本圃民と
詔ぽいおとなり
して塊ぢざるゃ︑大に虞るべき也︲

終りに︑大賢孟子所謂仁義ある者天下を統一するの

たこく

言︑果して冥賃なりせば︑蒋来世界を統一する画家こ

げんはたしんじつし毎ららいせかいとうこぐか
わくにのぞ

やわつ

そ︑我が園を除いて︑他に一風もなし︒過ぎし圃畢者

１１

ていこぐぎくわいぞうしもんだいたさ

選畢と圃民道徳
だい

．ちぶくせつくわんげい

第三十五帝圃議曾は増師問題の篇めに去る十二月二
まききたやわつ
に仏をうせんきよ幻匡潅
十五味擁溌となり︑蒋
に
来
る
三
月
二
十
五
日
総
選畢行は
とひせいぢかいいろあ
ごじんせいぢ
れんとして郡部の政治界は色めき合へり︒吾人は政治

を得しなり︑然るに此の
の間
間選
選畢
畢毎
毎に
に不
不正
正行
行為
為の
の手
手段績
しゆつ宣す７く１七のどた一
かＬ
︶い
Ｌし
いと
しと
ここ
ろろ
しし
せせい
いふ
出して益々其度を高め︑
・停
停止
止す
する
る虚
虚を
を知
知ら
らず︑政府は

てきくげん︑ろうたぎごりんしばＩ︑こくみんせんぎ工たいかう

し張せいふ雪ひぎゑいたいつうば

にもめらざれば︑従って政府︑或は議曾に封して痛罵

易に減ずべくも見えず︑
・心
心あ
ある
るも
もの
のを
をし
して
て蕊
蕊整
整せ
せしむ

どうあた

いげん

み

ニロろ

ひんしゆく

匡画乙ひんしゆく

屡々法令を出して厳重之
乙れ
れを
を取
取締
締る
ると
と錐
錐も
も其
其悪弊 や容

しば︐１１ぱふれいいだ◇げんぢ
こ
ゆと
会り
こ︲
しと
窪りい
しへ
窪ど
いそ
２そ
ののああく
くへ
へい
い よう

的苦言を弄せず︒唯吾人は屡々圃民の選翠に鍔する行
かん
ゆゑこぐかゐん
かんがい
動に飽き足らざる威あるが故︑圃家の一員として威慨

に直接開係せざるのみならず︑麦に之れを論ずべき庭

菊

い

影じゃ今じつけん︑ぶと営んＦ−柔く雪んＤぷくへんくわ一署隼ぴふうやらや君二誌

あ

きよつひや
るのみ︑蝉らぱ華霧難の艇って蕊る霊なるものを塞げ畢に
費したる謹雛鍵の鵬尭を鍵毒して奉琴尭畦を舞え

いんしふひざゐなかものごとけんせいぢかこくみん

むか︑言はずもがな︑情責︑権力︑金力︑金力の鍵化ざることを明かにするの美風漸く行はれっシあり﹂︑と
らつれたうせんいう刀よくげんどう・わこ４みんまたおほいご刀かんが
承つしつとう
せる物
質等にして︑こ
此れ等
は常に営選に有力なる源動を我が圃民も亦大に錘に鑑みざる可からず︑鰻らずんば
戸元

得こ
せとし
むるなり︒因習の久しきに田舎者の如きは憲政治下の圃民として
きんけんせんぎ主かいばつこは起はいた．せんきよりんぷつぢゆうだい・したきん

いかえいさいいへとわうどんけつぱふ︽きたとほもはやせきくいひざや詮ひかう匙ういた

いた・

殊に金権の選緊界に陵眉することの甚だしきに至り鍵畢諭辱き臥鋤の種大覗すべきを知らずして︑唯だ金
ては︑慨嘆之を久しうすべきものあり︑以前一千回の力の豊富︑権勢の掻きものに投票すべきものたるを思
うんどうひもつこうほしやたこんにちおい十く煙かうじん承ついかんうんぬんせん託一よ
運動費を以て候補者に立ちしものは︑今日に於ては紗考して︑人物の如何なぞを云々して選畢するものなき
くとも五六千厩より一癖嘩葬は二鯨彫の匿識を癖溌せに至るべし︒
ことおこおこときおこあみ︶のびやらこんょ
えありさま
たうていりつこうほしや
しめざれば到
底立候補者たるを得ざる有様となれり︒事の起る︑起る時に起りしに在らず︑其病根の依つ

ほしやはじなかＴＩＩぺうつきたかかしかしあくれいしめきよがくきんせんさんぷ

されば如何なる英才ゐりと雛も︑黄金の映乏せるものて来る遠きにあれば︑最早積弊の久しき︑病膏盲に至
たうぜん定いねん乞呼さもとごときうさいは耀睦こんなん
こけつくわ
こ．く綜滝
は之
れを企つくくもあらず埴斯の結果として営選の代りて三年の蓬を求むるが如く救済の甚だ困難なるべき
ぎしおほきんりよくごんげあらいうけんしやいばこのたびし零︾しやひと汐とど戸弓あるものいめいぢ
議士に多くの金力の権化現はる︑一有権者日く︑可此度は識者の等しく認むる虚なり︑或者は云ふ︑明治二十︑
とうへうぺうなにほどでまたうんどうやい胆んたびせいふせんきよくわんせふいうして︵きんせ﹀かう
の投票は一票何程出ますか﹂と叉運動屋の云ふに︑﹁候五年一度政府の選翠関渉ありて有司の手を経て金銭行
よ︼︑．フヘヘフお匡錘

補者も初めは中々一票に付高くは買ってくれぬが︑併使の悪例を示し︑巨額の金銭撒布せられたることあり
すうじつぜんぺうゑんぐらゐとわけいちいがいかいだく︒Ｄうたう︐くＩみ尽きこんにも毛のくいげんのこ
し投票の行はるシ数日前になると一票○圃位取るは課て以来︑該界に濁流滑々振り︑今日に其弊源を礎せり
なん︐ｆ１こ一急ひとのじついうけんしやいこのかいふはいせいふ望たいくぶんぜめ和︒︿か
が無い﹂と噛々せるものあり︑之れ或は其賃有権者にと云へぱ此界の腐敗政府亦幾分責を負はざる可らざる
りんあたぱあひおほ吃のご唇と醤んけんふくあくふうてうたすげんいん
は一厘も輿へず︑擢姫の睡を肥やす場合多きなり︑其くし︒此の如く金権に服する悪風潮を助けしめし源因

へいがいは堀はじかくきたちかごろだいとうＤやらせんこらいとうやうぴくわせいしん雁んめいわすざ

左右するの弊害甚だしきを自豊し来りて近頃大統領選ものとなし︑古来東洋の美華たる結祁文明を忘れ去れ

．さいう

選畢権の軽覗︑濫用︑妄用︑堂に嘆ずべき事にあらずは我圃一時厭洲熱に冒されし結果功利主義︑物質主義
きい
んく
き窒
ろ依
よ れば︑可蒋跡には銭涯を鯉て嘩棒をに捕はれ︑鐸鐸裁善に赫れ︑犠韓賑露を嘩一の錘む聴
や︑最
近き聞
虚匡に

せん菅よけんけいしらんよう生うようあたんことわ趣くにじお︑勺しうねつをかけつくわこうりしゆぎ螺つしっしゆぎ

な

墓錐五九
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へいがいな準弓曾﹂しんせいけういくか

纂錐
り︑この弊害の流れて最も祁聖なるべき教育家にして
いはゆるけういくかしうわいＤげんじゃくぎせじんしだんきね

所謂教育家敗賄事件を惹起して世人の指弾を招き︑一
こぐ定いへう
定いぎししうわいじけん
せいぢかか浩
園を代表すべき代議士の牧賄事件ありて政治家の慣値
しつつゐ
ぷしく
たかやうじ
みづかにんぷ
を失墜し︑﹁武士は喰はれど高楊枝Ｌと︑自ら任じて武
ｔだうおもぐんじんさく誼んかいぐんしうわいじけんいだ

六○

こう︒︽﹂いそのじいういしをんお寺︒じんかくてき１ｌｂおつかせい
ぢか

むくこくみんあくｒっつしゆだんしめ

公正に其自由意志を尊重し︑人格的に取扱ふくく心政

治家たるものも無垢の圃民に悪錬なる手段を示さず︑

せいだううへこうほしや・たこみがか

恥わつ

にもけいきつ系ちやらくわいきひらいまけんじとうちやつくんじちゅうこう

正道の上に候補者に立たんことを心掛くくし︒彼の一

めいない清いしはふけいきつせいめい

がうまつ︿人しはさ

月二十七日警察部長曾議に卒沼検事総長の訓示中弓公

しゆばんざいついせじやらしはふけいさつくわんかぅどうたいふか３う

と．︑せんきよくわんばんざいしか更とこ

明正大は司法警察の生命にして竜末も偏私を挟まざる
に１ぼんぐわん

ごとけんえんけつくわてんかこう・１１ぜん

こ︸うりよ

士道を重んずべき軍人にして昨年海軍収賄事件を出

は特に選畢に関する犯罪のみ然るにあらずと難も︑此

じＤけん

ぜぞくめい悪ん仁よくとほ

し勅世俗の名聞利慾に遠ざかるべき僧侶にして西本順

の種の犯罪に就て世上司法警察官の行動に封し深く注

あら

か雄ら

こ壁匡登

かへせんきよ

その言ぞせんきよけんはうてき

しんこぐときせんきよにん豹

ごとけつ〃︑わしやつ

そのしゆだん

た

もつふかおもひこ室いたじたいて昔おう

ごんけんしゆだんえらもつＬつど智

如き事ゐるを以て︑深く思を蓬に致し事態に適雁する

写とこと

いて煩累と危倶とに堪へず︑其極選翠椛を拠榔するが

はんるゐきぐ

ちゅうＵや色

じいうがい

い輩たしばふけいきつくわんかうどう

ぐん菅しゆつそのへい

寺事件ありしが如き︑嫌厭すべき結果を天下に公々然

掴し一鮎の疑ふべきものあらぱ︑群疑百出して其弊に
ゆゑよこのてんつじゆ今ぶんかいしんえう
堪へざるべし︑故に能く此鮎に就きて充分の戒心を要

いつまでかれらくわんげい

げんいま竜のこゑひし

ね一一せいこくみんえんき竺弓

いた

いへ︑こぐんし￥っしんりうへた

もくてんうだが

曝露せしめしにあらずや︒論じて蓬に至れば選畢界の
字べぽいげ．んいんまたしぜ人あきら
腐敗も原因亦自然明かなるべし︒

すＬ︑と云ひ︑叉﹁司法警察官の行動にして却って選畢

ばくろろんご画いたせんきょかい

物極まれば廻韓す︑斯る状態に自畳せんとする国民
か〃︑せい苦︾

むのう定いぎしかげ

とな

こく悪ん

は︑何時迄も彼等を歓迎するものに非ざるべし︑必ず

の自由を害するが如き結果を生ずることあれば是れ誠
はふりつれいかうしゆしはいはん・ピでむぼんりやら桧つきやく
に法律励行の趣旨に背反し職務の本領を没却するもの

くわいてんか刀じゃったいじかく

や畳醒の期ありて︑熱誠なる圃民の厭忌する所となり︑

なり︵中略︶蔑一其手段にして深刻なる時は選畢人に於

ものぎは

無能代議士は影をひそむに至るべし︑現に今其馨彼此

二今豊︾こごとぜんきょかいぽんろうれつしゆだん霊二煙いた

に瀞へられっシありと錐も︑群衆心理の上に立ちたる
こゑ
こん仏ら妻男いまこ両つよたん写やら鵠え
聾なれば︑今日の虚未だ個々に狸き反響を見るを得ず︒

家は修身科或は他の方法に依︐り︑一般畢生に政治的智

かしうしんくわ一認ひたはうはふ＆陰んがくせいせいぢてきち

げん妃ぽいわれらいえゆゑんこごと

穏健の手段を選び以て失誤なきことを期せざるべから
ひつ誹やら舎岩こくみんばんせんきよだうとく４わんれんひく

抑も此の如く選翠界に凡百随劣手段の行はる動に至

．これけうせいこくみんぜんきよだうとくくわん垣ん

たか毛のＣかくろ港があたうていこんぼんて萱けうセい

に期因するならむ︑之が矯正は国民に選畢道徳の観念

きいん

りては︑畢寛する庭︑圃民一般に選畢道徳の観念低き

ず﹂︑との言大に我等の意を得たる所以なり・此の如く
せんきよだうとくしきうふきふしゆ︐恥︑１２はう
選畢道徳思想を普及せしめんとするには︑種々なる方
はふいへ︑二えう汚いせいぢけういくじつしけういく
法ありと錐も︑要するに第一政治激育を賞施して教育

を高め︑其自豊を促すに有らざれぱ到底根本的矯正は
えの．ご磯︵かた﹃﹃きぶくしやおいせいたうへん
得て望む可らざるべし︑営局者に於ても政黛に偏せず︑

しきさづ

ともけうしじつさいてきせんきぷさんよしか

識を授くると共に教師を貫際的選畢に塞興せしめ︑而
ちゆ今とうていどいじゃａをつげふしやばんきょけんあた噸うせいぢ
して中等程度以上の卒業者に選畢権を輿へ︑一方政治

かみんしゆらせいぢてぎかんやうあけういくか

だんたいめうけいくわいこんじせんきよけういくうへ︒Ｄふう

家は︑民衆を政治的に澗養せしむるに在り︑教育家の
率催いけんせいしんぽさんどう

つぎしうけうかげんろんじいうあたｔ人

げきいだ

哩篭たる苔漢曾は今次の選塞を敦育の上に利用すべし
こ＃

てふ激を出せしは大に憲政の一進歩として賛同すべき

ごじんこんご普くわいとわくせいのぞまぜんりやら

事なり︑次に宗散家にもこれが言論の自由を典へて門
しんとせつけうしやらおいこれとか輝ら毛のこうをう
信徒に説教上に於て之を説かしめなぱ必ずや其功を麦
こぐみんせんきよし人たか○○○○○○○みいた
して国民の選塞心高まり︑人物本位の投票を見るに至

海二忽

るべし︒吾人は今後議曾の廓清を望まば先づ善良なる
ぎゐんぎちいおくあぜんＵや全菅ゐんごじんこぐみん
議員を議禽に送るに在り︑善良なる議員は吾人圃民の
せんきよか︑ゼん諸よけんおもりさうて昔せんきよ
選畢に係るなり︑されば選緊権を重んじて理想的選畢
を行はざるべからず︑韓躍なん誇戴とは把樗が饗諦︑

皐識の蝋富．政見充質たるものなるべく︑即ち人物本

○○○○○○○○○ず曜睦Ｃん蕊っほん

ゐりさうてきせんきぶこいみおい
た︑フはてきくわんけい淀は

りさうてきじんかくしやとうへう

位の理想的選畢たらざる可からず︑此の意味に於ては

黛派的開係を打破して理想的人格者に投票すべきな
堂たこうほしやひれつしゆだんとせい︲ｆｌ
だう１１ぎろんぷんレやらもつせいけんばつ苧フお長よみん飯全じこ

６︑叉候補者たるものも卑劣なる手段を執らず参︑正々

し

ひつえう

しやらぱい亡者ぱいぽいくわんけいじゃうせいりつ

堂々議論文章を以て政見の溌表を行ひ能く民衆に自己

こうほしやざとにんなほつあ室そう牡んき果

を知らしむるの必要あり︑商買的なる責買開係上成立

﹃弓ノんこし﹂わ﹂︒

ｆ︑ＪＩＪｉＪ︑ＩｊＪ１ｆ︑ｆ１ＩＪＩＪ１Ｊ１くＪ１ＪＬｆ︑Ｊ１ｊ︑ｆ１Ｉ１Ｉ１くｊｌｊ︑Ｉｊ１ＪＩｆ︑Ｉ１ＩｊｌＪｌｊｆ叩く１１

秤送

東駕護東京騨︒次玄谷北村内府秘翰

属従詩消

一鞭有諜驚轄動︒騨端奔立百僚臣︒︑

○○○○○○○○○○○○○○
藤頭雲散淀金輪ｃ筆路生輝曙色新︒
○○○○○○○○○○○ＯＯ○

典臆優雅︒一詞焼聞鳴蕊之徐一音︒

犀東妄批

葉山行宮︒次茨谷秘翰次

眉騨到行宮詩禰
○○○○○○○００００○○○
○○○○○００○○０００○○

魂然殿解翠松演︒岳影波紋入眼新︒

自是仙郷好於謹﹄君恩此許養精卿︒
豊映而清週︒中有威荷難抑︒忠枕自護露︒

使人正襟︒

犀東妄批

一ハー

葉山行宮禁苑所見︵用犀東詩宗己卯歳旦

寓年不改上林松︒蓋鯵枝重翠影濃

ＣＯＯ誌稲一ｏＯｏｏｏｏｏｏ
われ︐ＩＩこくみんけいがんもつおのけん︑りいうこうぁら

せし候補者の如きは一人も無さを欲す︑嘘︑綱選畢は
私一か

近づけり︑我々圃民は畑眼以て己が権利の有功を現は

纂錐

−司

打之珊然犀東妄批

綱陵孝初草

犀東妄批

呼雁︒一気貫串︒自具動人之力︒

不索新︒措字自撰脱軍臼︒郷然有響︒首尾

追仰前徴春似夢．暮雲室鎖奮園亭︒

○○○○○００○○００○○Ｏ
仙衰曾此玉輿停︒唯有喬松越漂青︒
ＣＯ○○○○○０００００００

犀東妄批

化所存︒威字人何其至︒

語興鮮切︒側然悲働︒︒筆痕亦帯鈴薫︒謎

意括祁暢︒却令礎波生微測︒緬懐無限︒

行立階前帳難去︒深槍術有帯除薫︒

昭憲皇太后所曾見駐玉燭︒獲小詩二首
○○○○○○○○ＣＯ○○○○
巌松稜々掃塵気︒蒼海彼卒蕊夕曜︒
○○○○○○ＯＯ○○００００

秋谷離亭︒ 此地係子．

白圭絶砧︒

蔚茂蒼盛︒ 字 皆 帯 蒼 翠 ︒ 筆 頭 生 雲 ︒

蝿々謹微満色一麗・湘南霊秀紫辰鍾︒

○○○○○○○○○○○○○○

錐

大正乙卯二月

⑲●②●

はがき便募集

︽ハーー

諸君が日常の見聞威想を筆にして透られたし

但ｆ雁募規定左の如し

⑧●

一︑用紙は︿ガキに限る

①●

一︑文章は簡明を貴次

●●

一︑字僻は鮮明なるべし

●●

一︑締切は毎月十五日のこ と

●●

一︑名宛は本曾編輯部とせられたし

●●

一︑字句は時に愛改することゐるくし

一

一

一

菅

一

一

一

纂

−

『

詞華
一漢詩一石川文荘選
雨水井上圃了

↑圃民道徳訓三十駒︵綾︶︵其二︶

九佳駒

○○○Ｏ○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○００Ｏ

十次駒

畢山高不測︒文海淵無涯︒総力能修習︒何馬井底蛙︒

○

︑︑︑︑︑

業本有難易︒只要不特才︒孜々無倦怠︒好運潟人開︒

十一冥謂

十二丈謂

○○○○○︑︑︑︑︑

智眼欺星月︒武威驚鬼祁︒皆無非聖津︒除涌及微臣︒

○︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○

能忍人常勝︒成功在克勤︒不論文輿武．奮闘致殊動︒

十三元駒

十四寒詣

︑︑︑︑︑

癖樹多枝葉︒孝忠矯道根︒精華相溌庭︒影蔽寓邦村︒
○

器大其成晩︒約身心却寛︒徐行宜戒槙︒前路望漫々・

十五洲謂

詞華

○

︑︑︑︑︑

○○○○○

︑︑︑︑︑

公徳分文野︒無之即是塗︒ 忍看君子園︒ 今化小人震︒

十六先蒋

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

盆人先忍苦︒報国豊期全︒ 奮 進 忠 身 命 ︒ 死生只任天．

○︑︑︑︑画︑弱︑︑

十七蔚謂

汝陽

松野緑

︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑
喫茶観得失︒ 雨是碗中泡︒

世海波難穏︒人舟自動揺︒ 我心常卓出︒高歩渡雲審︺

○︑︑︑︑︑︑︑︑︑

十八肴駒
○
︑
︑︑︑︑
務本能持己︒何閲世上噸︒

西遊除吟︵三︶

湯満子温泉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

千山黛︽色落庭階︒境静泉蕊亭亦佳︒浴罷琴書娯耳目︒
○○○○○○○
不知身是在天涯︒

誉口
○○○○○○○
同想曾遊魂欲鎗︒邦人日去跡塞々︒只今唯有西管口︒

○○○○○○○
依奮繁華鱗接職︒

大連

︑︑︑︑︑︑︑

無復沙塵捲地飛︒雌蕊藻棟燦生輝︒蒼々山叉品々海︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○
如蓋風光四近稀︒

姻皇一名芝呆

瀞々姻涛謹浩歌︒遥看巌角擁山阿︒一潜捲影連天虚︒

︑︑︑︑︑︑︑
百貨兼人輔湊多︒

︽︿一二

−可

一剣露光伏衆魔︒

○○○○ゞ○○○

女荘日︒三四奇構︒

老龍吟閣雑詠節一

乙卯元旦詣湯島菅庸存軒渡遥操

家山孫典子︒芝識慰慈親︒身似瓢零客︒他郷燭賞春︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

乙卯元旦東京客舎所威

丈誰日︒暖字典塞字反映甚妙︒

翠里日詣菅雁乍有此佳什卒生所涌養可敬服︒

術祥祁苑裏︒歩々絶塵瑛︒席畔朝職暖︒寒梅一二開︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

文荘日︒首々不務華飾却存幽趣︒

南楼安坐保渥齢︒椿海無波地特雲︒非是尋常眉毒里︒
○○○○○○Ｏ
菅翁畢寛老人星︒

笥︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

賀椿村翁八十二齢

︑︑︑︑︑︑︑
謁然和気坐春風︒

幽棲南面小楼中︒閑閲園書興不窮︒誰識椿村仙趣足︒

︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○
膜拝伽藍戚慨多︒人間悪業寛如何︒借滞威怒明王力︒

養成田不動算渡逼華洲

青島︑

華

︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
翠 瀞 斗 出 碧 潜 締 ︒ 白壁朱蕊揮書圃︒一自商権編濁乙﹄
○○○○○○○
泰東還見泰西都︒

詞

ノ、

一q−

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑○○○○○

丈荘日︒三首不縄意而成︒妙在鼠奉︒

除夜即古暦霜月望第三及之
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒︑︑︑︑︑︑
心得新暦冊︒坐媛奮青誕︒溌墨試衰腕︒小詩書大賎︒

金烏離海面︒玉兎逗山顛︒一聯無暇借︒責景頚新年︒

稿成豊未係人意乃改作之
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○
校兎来承猛虎年︒

︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
暦冊更端威乍牽︒人情或恐管星纏︒剛柔一夜新交迭︒

自註邦俗元旦揚天覗及八幡宮春日明祁之像故及ｃ

乙卯且旦嵩古香

陽春百事新︑床上掛三跡︑尤是仰天澗︑鳳姿自有仁︒

其四

文荘日︒僕謂之有烈々上春垂想ｃ

兇孫焼膝坐︒叔姪互相親︒誰似箇中味︒梅花数架春︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○００

其三

女難日︒僕家距火塞僅十除町︑蓋柾車而一宿珂々ｃ

燭宿東嘉下︒悠々欲賞花︒都門春又念︒一日飲三家︒

茸︿二

文荘日︒家山孫興子閲蕊如斯賦亦是先生庭訓之功ｃ・

菅脂︒此皆自至誠出者︒

翠里日他郷濁賞春非徒織瓢零客︒早起先拝皇城而謁

四

乙卯元旦催二春宴子繁田奥院一

里中公職名答員畢校職員一同列席

調漢繁田瀧義

鶏川消宿霧︒秩岳桃塵瑛︒招客嬉春宴︒欺娯毒域催︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
除寒枕未退︒淑気己先同︒︑旭日池塘凍ｆ東風柳眼開︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
嵩古香日︒卯春佳作︒
石川文燕日︒後聯員是謹中景︒

弘道曾湘西川泊翁祭典席上
︑︑︑︑︑︑︑

曾陪渡遥存軒翁賦呈酒巻翠里
河雨林風路百程︒騰輪載夢入王城︒夙憂人道将除弊︒

自重綱常欲致誠︒洗去塵心長水碧︒培来浩気蔑松清︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一堂酒趣茶香外︒猶見雲煙筆底生．
渡遥存軒日︒此日僕典君同坐︒君識考ｃ少ゞ時忽有此作︒何等敏捷Ｊ
若夫詩中之賞語僕不敢営々々︒

石川女難日︒オ筆而不隅浮華︒敬服ｃ

：一ｉｌ

・潜堂高田総廻彦

甲寅秋九月十四日︒外姑奄然絹館︒此日

古中秋書懐

一天風露冷︒蝿蜂苦吟頻︒明月猶如奮︒催家恨更新︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○

外姑没無復茅花看月之楽故及︒

丈荘司︒二首哀痛側担︒使讃者断腸︒

新年望海天績伊︑藤
之朗
︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

大滅波静紗無涯・瀧目風光向暁披︒遥想南洋征服地︒

如星群島映皇族︒

乙卯紀元節

聖明佳節古今殊．有史以来曾所無︒況叉南洋柊服我︒

︑︑︑︑︑︑︑・
春風波静入皇圃︒

女雛Ｈｐ二背同工異曲︒宣揚幽威ｃ悲歌太平︒

一痢嚇凧一平塚墜峰選

訳たほ

戦勝の新年を迎へて仙塞清水康景

開け行く園を装弘巧みなる業を競ひて世に誇る
ｌ﹄つくに

や

わきみち・

どよ

うみ

1

外幽ノーは国王等の圃宰びに圃原は山河動み
うなばらさわにしのうみたつあだ
海原は浪風操ぎ西洋立仇浪に邸んがしの洋恥
ゆすりて軍艦︑仇をしなせばいかでそを打てや
いぶ営
止製む日本の脚の気吹に吹沸へ桃へつくして
ひむがＬ
東の洋は静かに東の空は長閑に新玉の年を迎ふ

六
五

︑︑︑︑︑︑︑
槍謹鐘語働肝牌︒

華

朝来雨罪々
︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
乾坤揺落景凄其︒況叉粛々細雨時︒此夜外姑損館去﹄

詞

、

まもりみつろぎ

や︑﹃︑

垂クユノ

日野山に隠れたりしや呉竹の世にいけいでし始めなる
らむ

一俳句一服部耕石選

腹見せて沈む守宮や春の雷更生

道遥や畑に梅得て心足る

うら参かの町見っシ下車の用意哉

街は海に展弘てうらシや東風が吹夢外

連麹︲や垣結αたての蕨純

花菜畷幾里来し街の灯の慾し感母庵

烏に住んで畑うっ乙とに我老えり

掛談の隔意語絶えて冴返る烏川

大船は動かず島の山笑ふ

梅寒く折り焚く柴の姻かな東城

見附松ありノ︑と山焼きにけり

切れぬ剃刀っがふ朝の水温むなり雨汀子

ふら乙勇の高みより海照れるかな

裾慶く牧ある野のつくし哉眉城
たより

友やこむ便やいかに夕まくれ製つにか動れる三日月の

東風渡る浦台覧に鯛網す

棟上げの唄遥か花茶道を来て素寸

影

鴨長明千葉蝿小見矢部良高

三日月埼玉蝶早稲田石川春雨

刺なから樽へｊ︑てとことはに御代を守の御剣ぞこれ

費剣泉州岸和田間室義方

一﹂

風狙るみ雨も静けし人皆の待来し花もほとやなからＵ

しづ

待花常陸員壁中村賓水

橿原の宮居算とし限りなき御代の柴となるそかしこき

たふ・

紀元の佳節にあたりて鳥取蛎安田河本猷識

住江の岸の姫松春くれば霞の衣たちかさ娘っシ

ｊ

早春梅同同

我宿の池のうすらひとけいまに涯の梅はほＺろぴにけ

墨毒︾は

水遥早梅千葉螺阿蘇渡遥秀明

うは玉の夜はあけにしと此年の始を告くる烏の一こゑ

思び出てたのしかりけり唐山に凱歌あげし年の始めに

る君が御代かな
歳旦懐権画雑細認確叶銅ど盲同

華

新年鶏同同

詞

つむや芹う胆ｂノーし細流れ

花散て柳依々たり烏綜る
町制布ける紀念日の花火山笑ふ

泥足に陽炎たちて乾くかな
山は暮れて林下は梨花の雨となり

噸ｊや経よみ課ふ眠むだ貌
軽畢悔いつあり冴返る夕鯛
旭は士黒の苗床に流れひしと咲椿

女同胞住めり白梅に紅梅に
春の川家鴨兇鶏に離れ浮く
情は意に背く悶え春寒く居り

初午や杉の木立のぬかり路
片町やとある小路の雛の梅
樋の口の水︲こく１１と田芹哉

蚕眠る病除の癖を卿れり
初雷や行人を柵に見居れば
醤院開ける人に

Ｚシに松緑︐立ったり旭日影

はがき便

編輯部選

︑⑤④⑧●社眠こぐだんけつきよこくだんけつなんかうこご蚕

悪んらくぎしぱゐかにん塚やつつか一莞巷どうてあし

③翠圃閣結緊圃閣結︑畢幽圏結何ぞ好簡の語なる吾
じんしんせんかん琴ｃ主だいおもあたおほさかみ．た敷
人の心線に戚ずること裳に大なり思ひ雷るは大阪御露

ため

の文楽座の芝居なり彼の人形造ひは頭と胴と手と足と
ぶたいくわつ
みなくつじんしかこしぢだいｐ手じゃつるｂあひき
皆別人なり而も越路太夫の浄瑠璃と相待って舞墓に活
やく敦つわうなんにん球や︒おもとのＬ〆かくめい
躍せる松王は何としても人形とは思はれず其人格は明
れ・フ一幻らはくわんしやらいよ・ったましひめた乱はいいなにん薪やら
暗に顕さる菅相丞の魂が眼の玉に這入りしか否人形

こくみんおのノ︑︲そのげふ鞍たましひはいせかいぷたい鳥負

く

迩識酢の艇謎ひと狩愁の潅謎ひ︒と鉾睡鐸したるが潟なり

幽民各其業務に魂這入らば世界の舞皇に活躍する

にぼんみんぞくこらい雷やついうたうや︑わん１さうばつき

なんかだきよこくだんけつな
だいにぼんていこぐつく
大日本帝圃を造ること何ぞ難からん︑翠圃閣結を満さ
けつがふ

えうこしさうけつころうへんくつ

んには日本民族が古来享有陶冶せる一貫の思想を謹揮

しさうばつ巻言たつれ亡呼人せい︑しんだうしやウだうしゅん

昔

結合するを要す斯の思想は決して固随偏屈のものにゐ
すべがくじ妙つしういうはうようどうくわこ処んてつ
らず網ての畢術宗教を包容同化し凝っては百煉の識を
りくがふゆうわせいぎごじんこ
はつ
婚るべく襲しては六合融和すべき正気なり吾人は斯の

思想の謹揮を期せんが矯め常に純正祁道を唱道せり純
せいしんだうくあ凸だうこん秀Ｆうくわげんせんしだう
正紳道は皇道の根基にして激化の源泉なればなり斯道
に操り錐たる蔀の局爆毒の鉦し︒

､

ある人の女児を畢げし賀

若草の君と申さんよい兇哉

詞華

六
七

耕

寒 琴

石

楼 雨

詞華

しか

せじんこれにくしもの

くに

いたみげんこん

六八

ゐ

たいせきぐん

がうりやらこうめんぷんしよ砿なだ

もちろんせきじゃらしゆせきしくわんしをたばたけ電やら入せき

みやもとちやとんせきＵやつえきしせぎじやうきよはなだめ

これは勿論開城主開氏の館並で︑北畠卿の擦った開の
らだがよも
はなだあ
本城といふものは花田に在ったことは疑ふの除地がな
ぼんしやう

示し中山信名の開城書考には大賓城と開城とは東西に
いまばなだひがしせきの／一︶
あひたいゐ
相封して居たとある・今花田の東に開館といふがある︑

しめなかやまりぶなせき世やらしよかうたいはうしやつせきじゃ全とうざれ

には大資︑湖西一帯を闘群とし開城亦此地鮎にあるを

たいばうこゼいたいせきぐんせ斗色やつまたこの・もてん

み

鬼怒小貝雨川の間三十三郷を領し︑弘安文書には花田
みとよしだやくわうゐんこづ
姪きもともつほんがうな
開本を以て本郷と為すと見え︑水戸吉田薬王院の古圃

きぬこがいりやらせんあむだ

開城の所征地が従来判明して居なかった︒一鍔開郡は

どきしやつしよざいちじゃＰいいはんめいゐ

として︑常陸の小田城︑開城は世に知られて居るが︑

ひだも．をだ胤・・っ他きじやらよし

③北畠唯后著書の地南廷の宿老北畠親房卿著書の地

⑧⑲●●⑤⑱●●遊人ていしゆ息らうきたぱたけちかふさ巷やらもよしよち

もの毛珍︺もなんぎあ霧くわいれいまたはなはだい

鰐るに舘騨巻蹴翠識騨挺に郷て屋て毒を鍵離して畦ま

あんしんもと

せいきやし注

しんめいけいゐしよじマレ
ー神明を敬畏して諸事を度むくし

ざる者は抑何の義ぞや時乗戻も亦甚しと云ふくし同人︶

しぶくむたいせつ

しんしんせいじゃう

一心身を清浄にして正気を養ふくし
一職務を大切にして安心を求むくし尚山尾形惣三３
タルシテ︑ｒ
上ユノ
プラ
⑧④⑲●
︑火葬の害狐狸食し之蝿蛎姑畷し之其穎有し批晩而不レ

こじんしし噂やらてんＤはつけん堂弓いまおやしたいくわ

︿んあら

祝是れ人子の至情天理謹見の所なり今や親の死鵠を火
ぢゆらとうみるＪｌ１くわいじんここつへんそのざんにんまうあく
中に投じ看々灰総となし枯骨に鍵ぜしむ其残忍猛悪な
じんだうめつをくちかこしのぺいつ乱
ること人道減蝋するに幾し是れをも忍ぶ可くんは軌か
しの︒︿か池ゑしていふけいしいつまをつどしい
忍ぶ可らざらん故に子弟の父兄を試し妻の夫を獄する
ものしん賑んししやらきた毛のいきほひか郡ら己画いたじつせう
者新聞紙上記するを絶たず其勢必ず此に至る賞に小

いだ

愛に非ざるなり然飢ども世人の之を悪むを知らざる者
しふぞＪ１ひざひとりやらしん垂ひをはあｂちやらたんとく
は習俗の久しき人の良心を脈陣し了れるのみ陸長歎息
⑬⑤⑧ｅ●●章やらこううらさうとうげん烏らぅら

の至りならずや︵銚子青木不曹

臆淫睦

ではあるまい平︑此には大手の機と稗する老木がある︒

がいはいＪ︾く

︑競争は祥徳也競争＠異には争闘あり謙譲の裏には
︵いわ互一や罫一うけんじ笛一はんたいゆゑ写や身ごうおの血りひと
牛和あり競争は謙譲の反掛なり故に競争は己を利し入
を害する惇徳にして甚しきは画を膳すに至る税よ現今
おうＬう︵い鳴了〃︒ｐ賊い邸︑韮＆・存やらさうあらかそ菅
欧洲の兵凱は利害と武力との競争に非ずや且っ夫れ談

昨年十二月二十日︑此地に北畠卿追遠祭を畢行し︑渡
し

これあゆこゑえうわをやう︐ｊＩこ

・りぜつせんぎ墓らきうぜんさうとう巷や全しやふばていかう
ゐ

たうぐけんじや今てうたいせう之のいうれつぴあくはたいかん︒

のぞしだい

淑争︿くわしうをうわづら

じかんかうえんここ０と

さくねん・・楓あつかこのち弓た背亮け季やらつゐをんさいきよかうわた

かこゎおほてさくらし孝二らうぽく

曾に立つの士を脱よ政権競争の極河漠の瀞電光の舌罵

い・宮本茶村の開城緯史に開城端の花田に圧ることを
ばなだせつ一冠潅寺
ぐうぜん
めいき
明記してあるのは偶然であるまい・花田に接して南に
けだおほきおほてなま
おほ者し主全ち
大木と瀞する地がゐる︑蓋し大木は大手の誰れるもの

誉舌戦議場をして騒然争闘の場たらしめ車夫馬丁の行

遥華洲翁を煩はし二時間の講演を諸ふた事がある︒
ひ．とつゑひ
いやしくめいけうこ動ろざし
荷も名教に志あるものは︑一たび杖を曳かれむこ

しみせいけん意やらさう考圭くかばく︒︵んでんくわらぜつば

潟にだも如かざるゐり之を叶愈の聾薙和の気洋々乎た

とを望む次第である︒︵常陸中村喪も

あいた

る唐虞謙譲の朝に濁照せぱ其優劣美悪果して如何ぞゃ

1

本書記事
⑲日本弘道曾記事

②修養含報告

大正四年一月二十四日︵第四日曜日︶

午後一時半より本曾主催易溌第十九

士屋鳳洲翁諜の全卦を閥明し満座を

回講廷を主幹松李伯露邸に開く誰師

月三十一Ⅲ春季総禽を同町堀田伯

して敬聴せしめられたり講廷後木曾

●●●②

欝邸内農事試験場楼上に開く講師

員上野啓吉君の下層吐曾研究に就き

一講師派出千葉螺佐倉支曾は一

として評議員三輪田文皐士︑主事

ての所威談あり其蒐集に係る古書蓋

頼元式古浮惟彰︑伏島孔次︑阿部潔︑｜榊原三
之助ｂＦ木村準一︑三森光治ｂ・右原禰太郎︑下

戸洋五十三︑田代其次︑高橋静虎︑侭川泰︑
並木半次郎︑永井延毒耶睡村田朔一郎︑内田
素一︑山本庄一郡︑山岡貞代︑山本信哉︑牧

辰次郎︑荻原庄一郎︑羽村地次郎︑戸村専助︑

平塚唯鳩︐岡庫一︑大原哲治︑中野兼輔︑能
勢貞治︑安井泉︑松平禰吉︑小菅松内︑阿井
主情︑青柳泰一︑伊藤吉字︑伊藤践職心西村

子静︑伏見鈍之助︑小林謝治︑寺本典左術門︑

掻平主幹 石川小一郎︑原忠篤励橋本元淵︐
岡崎三事︑特谷久次︑小浮彦九即︑高木八太
郎ｂ上野啓吉︑草間正名ｂ矢田市兵補︑牧野

席者六十除名︑其の姓名左の如し

類数多を展観に供せられたり本日出

平塚墜峰氏出張す
●

一同埼玉畷川島支曾は本月七日
誌演曾と開催す評議員宇野文畢士
講師足立栗園氏本曾講師として出
張す
●

一同千葉牒八柱支脅は本月十五
日講演曾淀開催す本禽より講師と
して足立栗園氏出張す
④

一同本Ｈ十七十八両日榊奈川腺
下箱根湯本︑木賀二ヶ所に於て講
演曾開催の旨小田原支曾より申請
により本曾より足立講師出張す

．本曾記事

川麟次・池田粂次郎ｂ萩谷連四郎︑岡源次郎︑

金野宏亮︑吉洋照州︑高梨惣助︐高橋商士︑
遠藤佐吉︑佐藤文一郎心雷藤犬ま子︑笹井秀
次郎ｂ久保義郎︑近藤仙太郎︑外数氏

惑修養曾報告

大正四年二月十四日︵第二日曜日︶午

後一時半より本曾主催易経第二十回

誰蓮と主幹松卒伯霞邸に開く講師士

屋鳳洲翁随の全卦と誰了せられ例に

依り親切丁寧を極Ｕ四時過ぎ散含斯

Ｈ主幹松卒伯は旅行中峡席せられし

も執事をして曾場に周旋せしめらる

シ乙と叉例の如し

本講迩に就き常に熱心を寄典せらる

シ曾員上野啓吉君は本年も亦本曾経

費中へ金五圃溌寄贈せられたり錘に

記して戚謝の意と致す

斯日出席者六十除名にして姓名と左

に褐ぐ

石川小一郎︐林三郎０原忠篇︑岡崎三事︑帯

六九

卜

−

本含・記事・

内諜

一金拾参同五拾銭

曾員曾費

一金四拾四圃或銭五厘

前年残金

前年残高金四拾四圃試銭五厘

但本年収入金四拾参脚五拾銭

一総牧入金八拾七園五拾弐銭五厘

大正三年分修養倉収支計算報告書

谷久次︑太田安茂︐小津彦九即︑上野啓吉︑
草間正名心矢田市兵術ｂ牧野子爵︑前田導爵︑
伏見鋤之助︑小林寛治︐寺本興左衛門ｂ平塚
唯鳩︑井上如迩︐横田茂次郡︲中井巌︑能勢
貞治︑山岡源子︑松手職吉心小菅松内魁榎元
半重︑青柳黍一︑足羽中次郎︑鈴木雄二郎︑
土肥正忠︲南勝太郎︐飯田宗午︑伊藤登徴心
西村辰次郎町萩原庄一郎︑羽村躯次郎︐戸村
喜助︑戸淫五十三︑田村其次︑永井延毒郎︑
村田朔一郎︐東宮識隣︑渡遥迩平︐高木仙蔵砥
山岡貞代︑山岡尚美︑山本信哉︑山本鉾五耶︑
牧頼元︐伏島孔次︑阿部潔︑榊原三之助ｂ木
村準一︑三森光治︑右原脈太郎︑下川麟次︑
萩谷連四郎︲吉樺照州︐遠藤佐吉︑佐藤文一
郎︲鷲藤永良子︑久保雫義郎個近藤仙太郎︲田
中久︑倉持治海︐外数氏

「

一金拾園岡崎三事君寄附

一金五園松卒伯爵寄附

一金五園上野啓吉君寄附

一金五園矢田市兵衛君寄附

一命載圃徳川伯縛寄附

一金武図山岡源子君寄附
一金萱圃草間正名君寄附
一縄支出金四拾五圃八鍵
内諜
一金拾四回参拾或鐘

開曾二闇スル幾用
一金四同六拾戴銭

油翁先生墓参費

一金弐拾五回講師等へ報酬金

一金言園拾四銭雑費

一差引残金四拾載同四拾四銭五厘也

翌年へ繰越

右ノ通リニ候也修養曾主計者

七○

①有志青年部記事

●●④

○講義曾去月十三日︵第二土曜︶午

後六時より第十四同靖獣遺言講義禽

を本曾事務所に開く︒講師内田遠湖

先生謝栃得の係を講ぜらる来曾者

大給部長ｕ平塚石川雨主事︑倉持剛之助︑

左の如し

小深彦九郎︑足羽中次郎︑群谷久治︑田中

草間幸三郎︑本間芳

久︑寺本興左衛門︑能勢貞治︑高木八太郎掴

本間和一心橋本元治

造︑佐波古直隆︑本間午吉耶

●の●●●

○癖論討究倉去月二十日︵第三土

曜︑毎月此日開曾︶午後六時より第一

同鼎論討究曾を本曾事務所に開く︑

部長大給子の開曾の挨拶ゐう︑それ

より瀞論に移り︑高木八太郎君は﹃癖

論の必要﹄に就て︑佐波古直隆君は

﹁群論に必要な数黙﹂に就て︑寺本典

左衛門君は﹃我邦の初等教育﹄に就て

各々演説する所あり︑全く閉曾せし

●●●

は十一時頃なりき︒因に今後毎月第
●●●●●●●●●
三土曜日の午後六時より開曾するこ
とに決定し居れば有志諸君の奮て御
来宮あらんことを切望す

⑥日本弘道曾有志
青年部助成含第
四期決算報告

貸方
一金載千○九拾五固五拾銭也
積立金総額

積立金利子余鉦

︾﹄湖マ︶

計金載千載百○五目袷或銭也

借方
一金萱千八百圃也

定期預金桑癖醸錨唾

一金参百四拾圃九銭也

特別常座預金︵尾張屋銀行︶

一金五拾参回九拾式銭也
青年部ヘノ割典金
一金四同載拾萱銭也

諸雑費︵創業常時ノ︶

金六目九拾銭也印刷饗
１一１

計金載千弐百○五圃拾載銭也

右之通二候也

大正四年一月三十一日

日本弘曾含有志青年部助成曾

曾長伯爵徳川達孝

理事林三郎
同谷口富五郎
同島谷義武

右相述無之候也

醗事子爵本多康虎

本間和一君

祁谷楽之助君

佐藤信古君

今井誠四郎君
中村金之助君
古谷松次郎君
三輪田元道君

林三郎君

平塚唯犀嶋君
石川小一郎瀦

同矢島隆教
同小林正策

三二五五五五五五五五

１１

一金二十五側五十鑑同至大正二年十月

一金二十八側垂十銭同至大正二年十二月

一金四十八回同至大正四年一月

一金四十二回同至大正三年九月
一金四十八間同至大正四年一月
一金四十八回同至大正四年一月

一金十五回同至大正二年三月
一金十八回同至大正二年五月

一金三側六十銭同至大正元年十一月

一金十八間同至大正三年一月

一

一余萱百○九園六拾戴銭也

○日本弘道含有志青年部助成曾積立金内諜

金額期間口数姓名

一金二百七十圃鶏齢諜騨頑三○侯爵徳川頼倫荊
一金百八十六Ⅲ同至大正三年十二月二○伯臓徳川達孝君
一金百四十四回︲同至大正三年五月二○伯爵松卒直亮君
一金百八十六側同至大正三年十二〃二○子爵本多康虎君
一金九十三回同至大正三年十二月一○子爵大給近孝君
一金三十六間同至大正元年十一月二○子爵松卒親信君

可

一金九十六側同至大正四年一月一○谷口富五郎君

木曾記事
︑ｌ■且

七

､

− 可

本曾記事一

ｒｌＬ

一金二十二回五十銭同至大正三年六月
寺本輿左衛門君

秋田洪範君

一金二十一回一千銭同至大正三年五月
一金二十一回一千銭同至大正三年五月
一金十六間二十銭同至大正二年十一月

一金十八側六十銭同至大正三年十二月

一金九回六十銭同至大正二年九月
一金六側六十銭同至大正二年四月

一金二十一回一︿十銭同至大正四年五月

一金十七個四十銭同至大正三年十月
一金十八側六十銭同至大正三年十二月
一金二十七閲九十銭同至大正三年十二月

自明治四十五年大月

至大正三年十一月

一金十二日同至大正三年一月
一金三十銭明治四十五年六月
一金四十五日

一金九園同至大正三年十一月

一金五十四囲同至大正四年五月

一金九回同至大正三年十一月
一金六側九十銭同至大正三年四月
一金六日九十銭同至大正三年四月
一金七側二十鑑同至大正二年五月

一金八間十銭同至大正三年八〃
一金三側三十銭同至大正二年四月

一金三側同至大正二年三月

一金九回三十銭同至大正三年十二月
一金九側三十銭同至大正三年十二〃
一金九脚三十銭同至大正三年十二月

高山昇君

一金四十六刷垂拾鑑同至大正三年十二月

一金四側二十銭同至大正二年七月
一金三間六十銭同至大正二年五月
一金三側三十鎧同至大正二年四月
一金三回三十銭同至大正二年四月
一金四皿二十銭同至大正二年七月
一金四回二十銭伺至大正二年七月
一金三回三十銭同至大正二年四月
一金二脚十銭同至大正元年十二月
一金三園六十銭同至大正二年五月
一金七側二十銭同至大正三年五月
一金五側七十銭同至大正二年十二月

青柳泰一君
根本庄作君
小林寛治調
草間正名君
奈良松義君

一金三間同至大正二年三月
黒錬相助組合
草間幸三郎君

一金三十銭明治四十五年六月

一金三卿同至大正二年三月
一金三脚同至大正二年三月

一金八側十銭同至大正三年八月

一金六回九十銭同至大正三年四却
一金九回三十銭同至大正三年十二月
一金六十銭同至明治四十五年七月
一金四側五十銭同至大正二年八月
一金五回四十銭同至大正元年十一月
一金八回四十銭同至大正三年九月
一金九日六十銭同至大正四年一月

一金九回三十銭同至大正一二年十二月

一金九十回同至大正三年十一月

一金十七図十銭同至大正二年十二月
一金四囲八十銭伺至大正二年九月

帯谷久次君
繁田瀧義君

一金三闘同至大正二年三月

松野線君

茂木柏衛君

本間芳造君

本間平吉耶君

渡遥武助君
服部耕石君

田中久君

榎本半重若
島谷義武君
中探精一郎対
中味蔑江子君
石川二三造君
高木八太郎君

戸

一金八側十銭同至大正三年八月

一金六回同至大正一二年一月

小林正策君
内田勝潅君
工藤一記荊
小林道彦君

一金一千六側十銭同至大正三年十月

一五一五一二
ー → 一 一 一 今 一 一 一 一 → − − − − −

･‑‑．一一一一・一一一一一一一・一一‑‑‑一一一○一一‐一三五一一一一・一一一一一一.一一､一.‑‑‑

七

二

小津彦九郎君

鈴木鈴吉君

雨森辰太郎君

安井泉君
山口亮君

田中昌蔵君

村上桑君

松本員弦君
産井龍義君
小谷茂責君

原忠篤君

矢田市兵衛君

国府種徳君

小林道雄君
演田圃松君
溌智庄平君

秋永常次郎君
梅津曾五郎君

久保田幸平君

北川瀧弼君
中野可一君

杉山丈悟君

榎本繁君

耽木鯉君

吉田迂一君
矢島隆教栽
上田正胤君
四谷畑錆君

奥寺均調

一金三側六十銭

一金二十七脚
一金六回

一金二側十銭
一金九十銭

一金九回六十銭

自明治四十五年六月

至大正三年十一月
同至大正二年五月
自明治四十五年六月
至明治四十五年七月

白大正元年九月
至大正二年三月

自大正元年十一月

自明治四十五年六月

至大正二年一月

ｌ︲Ｉ

至大正四年一月

⑬駐支軍御慰間

③青島風紀取締

畏き豊Ｆては浦洲各地に駐屯響ｏ陸軍部隊僻卒
御慰問の総め去月十五Ⅱ侍従武官若見虎治氏差
遣の御沙汰ありたり

一

青島軍政署にては近昨青島に入込む邦人増加に
つき左の如き規則態公布せり
在留日本人は互に相戒め文明園入れるの職面
起保持し特に風儀に開し左の各項怨遵守すべ
し

黒筑積善組合

森克巳君
峰間信吉君
木田政喜討

高烏剛謝
川城七太郎君

至大正三年十二月

自大正元年十月

早川政庚君
江平林作君
橋本元治君

一金八圃十鑑

一金七側八十銭幸越睡二︾二地

村上展午郎君

ろ者に限る︵ご公共事業の鰭建物韮建設し又
ば其他の縄警恥鰯さんとする者ロワ家屋起建
設し公安走審ぜざ患一定の警業に従事し若く
ば居住する者︵三︺土地錠下の希望者は其地番
賊坪数及使川の目的等韮記栽せる願書起青島
軍政署に差出すべし︵四呈円烏軍政委員長は
前項願書に就き必要の訓沓一韮遂げ之に意見走
附して軍縄理部長に途附す︵五︶軍経理部長は

合計金二千○九十五側五十銭

一金一側五十銭韮蛙唾二鉾毒地

一余一画八十銭蓮趣垂二雲醒

素すが如き態度ある可らず△第三悌街路は
常に右側牟瓶行すべし△第四峰親椛者及管
理者は幼老韮して前各項を行はしむく守らず
△第五峰本則奄犯しれるものは其情状に依

鰯青島港務細則改正

り拘留叉は科料に虚す

△第三十三様青島港内港に入らんとする総

岩村臨昨青島要港部司令官は一月廿七日附青島
港務細則第三十三味鵡左の遡り改正したろ旨公
示せり

懲青島市街地貸下

噸数五百噸以上の船舶は可アルゴナＬ島燈塞の
南西八鍵附近限至り水先案内距待ち之が永剛
概導に擦るくし

青島守備軍司令宮は一月二十六日軍令第十五雅
乃以て青烏市街地渡下規則走布告せり

青島軍政委員長の途附せる書類を調査し契約
書態調製して同軍政委員長は登記料及地料走
徴牧し土地塞帳に登記したろ契約書起本人に
交附すＱＣ土地の岱下を受けたろ者は次の義
務韮有す△借地雁隣接する道路に沼ひ官の指
示に従ひ軒下下水其他衛生上必要の設備韮嬬
寸事△借地の境界宅明にする億め標木叉は標
石を以て其借地なる事態明示する事△借地に
係る租税其他の公課下肥の掃除地先通路の撒
水除雪掃除溝渠竣喋怨頁婚する事△登記料及
地料を定むること次の如し但し登記料は一口
地料は一坪に封する金額とす登記料金五凹地

三

一一一・一○・‑一 三

第一峠市街は勿論市街より見透Ｌ得べき場
所に於て肉髄を露はさいろ事△第二峰外出

△貸下地は青島停車場西方にして圃而の地医
とす︵圃略︶△土地の武下態受くる事態得るも
のは身元確寅なろ日本人にして左に記載した

七

萩

の際︵イ﹀靴韮穿士ざろときば必ず足袋怨穿つ
・へし︵８脚部及び胸部か露出すべ沙らず︵Ｏ
男子は羽織若しくは袴起着け必ず帽子起頂く
くし女子は必ず鹿帯彩締め足袋韮穿ち風俗を

雑報

可

j

1

蕊

弓

報

「

銭︶

△諮問事項
△本部に於て勝来新起業韮奨勘し又ば既成事
業の登達若くは改良心固る・へき化畢工業の種
類︵第一同調査曾に於て附議Ｌ衣ろもの︶△脈
料の供給方法並に供給力△原料の生産奨働方
法△本部に於て採川すべき適常なろ製造法△
新起業に要する資金並に採算開係△新起業の
奨働又は既成事業の溌達若しくば改良に必要

頼し衣ろ事項につき各特別委員より詳細の報告
ル聴取し其善後策に付攻究する筈にて筒左の諮
問事項に付再度の計究調査かなす由

調査曾牟開き衣ろ常昨各特別委員に調査一方か依

農商務省にてば本月上旬に第二同化翠工業調査
委員曾走開催する藻定なろが今岡は漣に第一同

③第二同化隼工業調査曾

三ｃ明治天皇崩御
四︑昭憲皇太后崩御
等に関し謂本の全部に亙りて字句改訂の必要あ
り筒此際従来教員に封して教科書用上の注意怨
典ふろ事項をも合せて改訂の事に決し既に修正
編纂の雑了を告げれりと云ふ

即ち
一︑韓幽併合
二︑南北朝腰止

現行固定教科書は明治四十三年の編纂に係るが
故に爾来五年間に於ける圃家的事愛ば少てらず

②国定教科書改一訂

料月額︵一等地五銭魁二等地三銭・三等地二

雑

⑯畢位令案討議

なる公私の施設

川︑峰筑蛮︑江木︑小松腺︑岡田︑三土︑辻︑鎌田

堅位令改正案限開する教育調査含特別委員曾は
去刻十六冊午俊三時より文相宵邸に於て聞含山

の八委員出席先づ禰腺次宮より前同委員含にて
審議の結果博士推薦ば凡て博士曾にて之延行ひ
博士曾は全幽に亙る博士中より常任委員として
一定の委員ル選畢し避禦されたろ常任委員は提
出され衣ろ論文を審査する偽め主査委員を塞げ
て審査せしめ其審査の結果を常任委員含に附し
て最後の決定遊興ふぺしとする大礎の意識に封
し右は第一︑常置委員選畢の際競争の弊塞を惹
起すべき愛ひあろこと第二ｂ主査委員たるもの
は論文審査の重大なろ責任あるが蝿め動もすれ
ば互に委員たる避欲せざろの嫌ひありて其成立
如仙に就疋疑問なること第三則常任委員に封し
てば開曾の都度日営を支給するの必要あるべき
韮以て経費の開係雄考慮せざるべＴｂざろこと
等種々の方面より不賛成的の意見悲叙ぶる所あ
り各委員更に討議を擬しれるが結局何等握弐ろ
所なく廿三日次同心開き更に審議することに申
合せ五昨半散曾韮告げ士リ

七四

鵬・︶△朝倉敬之︵同上︺△宇土藤作︵長崎撫︶△

馨︵千葉鵬︶▲高梨惣助︹東京府︶△湯洋直職
︵同上︶△桂信次郎︵京都府︶△金井甚太郎︵大
阪府︶△前田菊次郎︵同上︶△笠間友作︵榊奈川

︵栃木螺︶△内藤晶︵愛知蝶︶△山口世陽︵静岡︶

大原敬吉︵新潟蝶︶△徳浮岩次︵埼玉態︶△小林
茂︵群馬螺︺△松深得三︵茨城蛎︺△小野田三作

△宏達仙太郎︵滋武︺△桐山良材︿岐阜︶△小

林直次郎︹長野鰹︶△菅場文二︵宮崎螺︶△志
賀兼四郎︵稀烏嬬︶△高野甚太郎︵山口鵬︶△佐
久間啓太郎︵石川蝶︶△森容一郎︵富山螺︶△森
田吉太郎︵島根鵬︶△森田昌孝︵岡山螺︶△栗岡

︵高知無︺△宇高光︵耐岡蛎︶△幸光記︵大分蝶︶

長次郎︵麿烏牌︶△香川政貢山口腰︺△北川信
之肋︵和歌山態︶△玉置保次邸︵篭島蛎︶△辻安
治郎︵香川腰︶△古田春雄︵愛媛牌︺△葛目成茂

阪府︶

△得重瓶太郎︵同上︶△前田甚助︵鹿見烏蝶︶△
山下孫十郎︵沖緬螺︺△翁長盛周︵同上︶△町田
嘉之助︵埼玉蛎︺△禰本寅次︵奈良鵬︶△水井環
△稲岡蟻︺△北里民也︵熊本螺︶△大庭善助︵宮
崎鵬︶△阿部端之助︵岩手蝶︶△剛司Ⅱ高相︵大

⑳海運界徐好況

△近海航路海運界は其後益好況にて近海

門司横涜間石炭八十銭より一側廿銭
小樟横涜間同九十五銭より一回計五銭

雁於けち運賃は最近左の如き騰貴企示し士リ

而して門司新蕊波間石炭は四回︐牛荘横漬間豆

⑧激育功績者選奨

白井柳治︵北海道︶△岩崎密識︵兵庫際︶△鷲藤

文部省は毎年の例に従ひ去月十一日の紀元節韮
以て全幽小畢放員︑村長︑畢務貝等小畢教育功勢
者の選奨韮行ふ由其の氏名左の如し

粕は十四五鑑の高値走唱へ居れるが一般に強含
みなろを以て今後更に幾分づ︲の騰貴態見るべ
く若し夫れ今月下旬より北海道に於ける木材積
出の開始さるＩに至らぱ門司涜炭の如き一回五
十銭走突破す可しと想像されつ︐あり

△外風航路筒外幽航路の近況を聞くに数

せⅦ／

●関税牧入減退

財界の不振井に戦渦の打唯より輸入賀易の激減
を来し延いて関税牧入亦異常の減退を招きつＬ
ありしが大正四年一月の撤喰の如き依然僅に二
百八十寓圃齢の小額に止まり昨年同期の半額に
も如かざる不況を細けたり従って大正三年四月
以降の収入左の如くにて前年より約二千五百蔑
圃減の三千九百五十蔦側除に過ぎざる不況牢示

︑三年
二千
年度
千度Ⅲ
叫

四月四︑八七九六︑九六八
五月四︑六七六六︑四二三
六月四︑六二八五︑九○三
七月四︐六五一六︑四二六
八月四︲六八七六︑四五九
九月四︑一二○六 五一六
十月二︑九六五六︐六○二

十一月二・四四九六︑七五七
十二月三ｂ四六二六︑三一九

一〃二︑八○八六︑○九六

累計三九︑五○二六四︑二八一

し約千二百蔑側内外のｒ不足延免れざるべき模様

術現状より推せば目先き早速輸入登易の激増を
未すべき傾向無く勢ひ開税敗入亦差総リ月に三
百闘側内外雄算するに過ぎざるくげれぱ催りに
今後一三一雨〃分の敢入小計懇約六百闘固と見積
る峠は結局本年度の責収合計約四千五百五十鶴
側見営となり其換算額五千七百八十六削側に比

苛恥Ⅶ〃

③麓緋救潜前途

溌綜救酒案は今尚祇密院委員の手中に在るより
之が運命の如何韮譲測し難しと雌も暇に其否決
態見るに至るとするも徴局としてはあらゆる調
査研究の結果右故安稔の救潜手段は緊急勅令に
依る該案の外之無しと確信しつ〜ある次第なれ
ば先づ之以外に何等の良方法懇求め難しとせざ
る可らず彼の行政虚分の救滴法の如きは既に日
銀正金其他政府開係特殊銀行等に封し能ふ限り
礎施せしめつ︲ある悲以て更に挫業範圃婚超越
し雑に救蒋の意義に於て不利井に危険態冒し一
層の低利及び増額融迦韮強要ぜんとするには勢
ひ荊俄支出芯要する開係上緊急勅令海待つの外
あらざるなり云々とは大蔵稔局の談なり

⑧桑博の開禽

パナマ開通紀念の鰯に開催せられれる米圃桑港
蔑幽博弦曾は去〃二十Ⅱを以て開曾せられ日本

鰯貞婦の表彰

館の評剣甚だ可Ｌ

農藤崎涜吉妻つ胆︵嘉永二年一月廿八日生︶は岡

埼玉蛎比企郡伊草村大字上伊草四十六番地平民

突を好み酒色↓卜耽溺し蛎後幾年ならずして資産

蝶入間郡勝呂村大字塚越新井忠五郎の妹なり若
くして藤崎涜吉に嫁しれリ液吉性怠惰にして禰

韮蕩識し又常につれ悲虐待し乱行至らざるなし
是より先き涜吉不幸雨親起亡ひ叉子なし演吉の

七五

●

日前五十志と報じれる西貢米の如き一躍七十志
に騰貴し派ろ由なるが以て一般の活況態知る可一
く又遠洋航路に使川す可き大型船は漣にも報じ
れる如く一隻も齢すものなく従って其徹傭船の
申合は杜絶し鵬れろが最近契約されたろ八幡丸
の如きも重量噸僅Ｆ五千九百噸にして一箇月一
蔦五千五百側なりと云ふされど斯の如き脈船料
の昂騰は既に狩来の好況韮見越しての事なれば
此上騰貴する事はあらざる可しと云へり

︑︺

､

③日本米米風輸入増加

報

日本米の米幽輸入額は約十二三醐俵︵三斗入︺な
るべく其大部分は太午洋沿岸在住日本人に依っ
て浦費せらろ︲ものとす而して昨年来日本内地
米償低落の結果例年に比し一三醐俵の輸入雄増
加すべく今？テキサス米販路の一部韮も侵蝕ぜ
んとする状況なり殊に米幽新関税法は米の輸入
税悲半減せる結果一層其輸入態容易ならしめれ
り間テキサス地方の米作ば漸次爽退の状あるも
数年来加州サクラメント地方に開始せられし米
作の結果ば頗る良好なりと云ふへ紫藤北米派遣
官報告︺

雑

− − 、
I

石老刀自等の苦心の跡あらばれて︑残ど女畢生
の製品とも思ばれざる程上達され︑其他乃木大
勝赤穂義士の遺物︑生徒苦心の腰物利用︑種々の

の後に圃塊を撤して東方に敗退した︒之に封す
る濁軍の追拳は露軍の要塞の露に阻止されるこ
と︲推測されてぬる︒露軍の戦史に徴すると彼
得大帝が瑞典の査斯十二世に敗れた以来日露戦
争に至るまで露車は敗走しても猫且抵抗力避失
はないだけの躯靭性走備へてゐろ︒束魯露軍は
今同少からざる打盤起蒙つ犬にしても︑之が健
に直に露軍全髄の安危に影響することはあるま
いも思ばれる

口波爾方面は北接する束普魯西の敗哩か

ら波及して︑ウイスチュヲ河北岸の露軍は東方
に退却した︒従てウィスチ普フ河以南の露軍も
其右側に危険を感じて︑不利な影響を受けてぬ
ろ︒乃ち踊軍が東蒋方面の成功と共にｂウイス
チューブ河南側に於てワルソウ要塞悲西方から更
に攻蛭するかも知れない︒斯くて最近の露凋軍
戦勢は露軍の方が季ばれず不利である

七六

ロガリシヤ方面にて露軍の戦勢は進展せ

ずプコゥヰナに退却してぬる︒其塊軍は猫軍の
増援軍に従潟してぬる

びて宋犬ｃ其土軍司令官は凋逸人である︒蒜士

口高加索方面は露軍の勝利後持久性企帯

運河に封しても未だ土軍ば恢復攻盤態なし得な
い︒土軍の兵力は君府及び〆Ｉ〆ネルス海峡の

口君府脅威彫聯合艦隊が企て︲其懲めに

守備と︑高加索方面に吸収される爵めに︑蒜士
方面に優勢な兵力を派遣することは能きない

淡１供ネルス海峡の土軍砲塞を攻盤し次︒然し
海峡附近には君府を中心にして土軍の六個軍図
が屯在し︲且悌白方面の戦勢に併英園が除力な
き状況にある以上︑陸軍態ダ海峡方面に上陸さ
せて謝府韮指して攻峻前進することはあるま
い︒但し黒海内の露圃艦隊と適切に策膳するこ
とが能きたならば前記の君府附近に居る土軍を
亜細亜土其耳方面に輪途することは難かしぐな
る︒聯合縦隊の〆海峡攻蝶は此嬬に偵値がある

口英画封鎖は十八日より猫逸の海軍が資

施すろやうに言明してゐたに拘らず何等海上の
危険奄来してゐない︒英悌飛行機は大陸海岸に

睡迫して翻軍潜水挺の根擦地を・脅かさうと勉め
てゐろ

口俳白方面の持久戦は益靭強に両軍共に

てゐろらしい

守備しあってゐろ爵め膿何等の塗化ば無い︒而
して英国新募車は安全にドヴァ海峡から穂捜し

「
。

裁縫手蕊の製作品美しく︑同校の特色を溌輝し
衣リロ記者︶

欧洲戦

報

口東普魯西の方面で露軍は九日間の防禦

⑮最近の戦局

1

欧洲戦報
素行日走追ふて益々甚だしく前途悔悟の望なき
走見るや兄忠次郎等其の将来か憂へ共に離婚を
勧めたれどもつ収は身態以て夫に誰さんとて敢
て之れに膳ぜず日椛管役として農耕の事に従ひ
傍日雇業潅なし辛くも家計私維持したり明治四
十二一年の交涜吉は固疾の梅毒を患ひつ胆の心
誰も其の甲斐なく途に壁と教れり然れども涜吉
生来の狂暴ば更に革まらずと錐もつ胆は従順之
に仕へ其の望むに任せ或は酒を購ひて供し或ば
背頁て近隣に入浴せしめ或は荷車に乗せて自ら
之れぁ輔きて理髪店に至り或は生活費韮割き新
聞紙を購讃せしむろ等極力慰籍に勉め未だ曾て
倦怠せず大正二年十月村常局者の計らひを以て
漬吉起して恩賜財園湾生曾の施療を受けしむろ
こと五十除日幸にして其の故著しく途に立行す

る諾得るに至る涜吉聖恩の厚きと妻の至誠と
に感泣し爾来飲酒態藤しつれ韮虐待する事なき
のみならず反て之れ起勢はろに至る一郷博て以
て美談とせり
因につ胆女の篤行は誠に婦人の砲鑑なりとし比
企郡教育含ば大正四年一月六日を以て伊草村教
育曾は大正四年二月七日を以て共に之れを表彰
し金品韮贈興したり

︑麹町高等女畢校のバザー木曾評議員小川直
子刀自韮皐監とせる麹町高等女皐校にては︑其
の紀念日求ろ二月二十日二十一月の雨日間︲校
内にバザー妬開き︑一は生徒の試練に黄し︑他は
を観覧しれるに︑日本室に於ける生花園書は︑流

牧益韮以て︑皐校設備に費し放り︒記者一日之

1

『

'

口財政聯合ば圃滑に行ばれてゐろ︒英は
露に三千二百蔑砺の蹴事費を食典Ｌ楢露幽の穀
物を輸送すべき方法韮講じ︑露ば英に八百関藤
の金塊を塗つれ︒更に露の大瓶譜券の一千葛藤
ば英国の市場で募集額以上の申込があった
ウ河︵何れも東方固境の東方約二十雌︶ウィスチ

口大勢概観凋車は露車を−−メン河ナレ

でしも結局大多数にて修正案に可決し舎員入江
畔︑藤川巳之助より幹事粕谷湾の支含設立以来
二十ヶ年間庶務曾計の任に横リ克く其の耽務に
蝿ぜし敬勢を感謝する求め組念品か同人に贈呈
する件建議となり沌場一致にて可決し其方法は
支含長に一任することｌなれり雌鋒の禰名にて
左の通り選畢せり

葉師範墨校長︶中山欲一郎︵赤十字杜

支含長伯爵堀田正価
同副長滋査貞︵癖壷佐準舞鐸︶

菩フ河の線に迄睡迫する計設韮以て猫攻雌韮縦
行すべく︑露車をして守勢限立たしめれる後に
俳白方面に攻勢韮執るべし︒仰英軍ば目下兵力
充寅中に展し︲以上の凋軍攻唯に封し準慌中に
ありｃ猫軍起屈服せしむべき捻には戦局の前途
は更に遼遠なり︒而して猫逸は園内疲弊の兆漸
く著るしく︑外に勝ちて内に敗れんとし︑英露
怖は外部に不利にして︑内部の協同確武なろも

千葉支部主事︺三橋得三︵元愛知蝶覗畢
官︶山下謙貢印淵郡長︺

可

員川上村長︺西村海之助︵陸軍二等主計
八街村助役︶檎垣廉夫︵鍔︶繭半減︵酒々
井町長︺香取順︵船穂村長︶岩井泰一︵本

倉中畢校教諭︶岩淵偲太郎︵農︶川村彦三
︵商︺幸田和助八商︺日暮父五郎︵蛎含議

畢校長︶松沼小房︵佐倉中畢校書記︺入
江畔
評議員木村典︵陸軍一等獣轡正佐倉町長︺浦岡
忠通椎名四郎パ歩兵中佐︑在郷軍人分含
長︶宍戸民輔︵歩兵大佐在郷︺茂田安貴
︵佐倉警察署長︺芝崎謙平︵文畢士︑佐

幹事粕谷涛︑藤川巳之助︐木村康哉へ佐倉小

士︺佐藤侭二︵馨畢博士︶土井躯之進︵千

顧問竹迫澗彦︵陸軍少悠在郷︶漬野外︵醤畢

託せり

依って支曾長︑同副長より就任の挨拶あり支曾
副長は支曾長に代って左の遡り顧問︑役員韮嘱

のあり︒畔間は常に凋塊の仇敵にして・英露怖の
善友れり尺廿二日︶

実害報告
Ｔ
Ｉ

I

⑧佐倉支舎第一同総曾報告

I

大正四年一月廿一日午前拾畔半より佐倉町堀田
家麗事試験場裡上に佐倉支曾第一同縄含雅開曾
す本部より講師として三輪田元道平塚唯鳩の二
氏出張し来賓として歩兵第五十七職隊長湯地大
佐以下将校六名臨席す含員の含せしもの百蝕名
なり幹事入江昨開曾の誹態述べ倉員浅野座長と
なりて規約修正の討議態なぜしに一︑二意見出

支含報告

野村長︶側城寺築亮︵和田村長︶溝宮昇

一郎︵農畢士︑堀田家農事試職場長︺

︵農︶土肥鼎へ農︶渡遥庄治︵農︶陸原貞

前刻の決議に従ひ支曾長より粕谷滴に感謝状井
に記念冊料避贈る
木部派通の三輪田講師の道徳上の講話は含員に
多大の感動恋働延典へ主事手塚氏の挨拶は曾員
各自起して曾旨普及に大に努力せんと欲するの
志牟刺戟せり午後十二時半閉含し夫より剛遊含
場なる堀田伯爵家庭剛に於て一同記念搬影をな
し直に剛遊曾を開き一同和漏筑々の中に歎藩識
くし談論を交換し三時半解散せり

鐙八柱支曾報告

③瑞捧支曾報告

稀支曾は二〃十五日心以て本年度綱集曾起八柱
小畢校に開催す午前中ぱ曾務報告及び議事役員
改選等遊行ひ午後より本曾講師足立柴園先佐の
一昨間半に渉れろ右徒なろ講話あり来曾稀七十
除名何れも猟足走表し午後四畔散曾せり

れり

大正三年十二月七日付銚子支曾より稜曾式畢行
に付招待態受けたるにより営支含長ば肌詞迦迭

呈せり

大正三年十二月廿四日日本弘道曾より前副曾長
貴族院議員正四位勤四等子爵松平親信閣下莞去
の報に接し我ろ韮以て支曾長は直ちに弔辞態贈

本含第一月例含は一月三十日午前十一畦を期し

七七
一一

､

〈

、
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支含報告

ｒ︲Ｌ

上渓村下大多喜清水清友譜宅に於て開曾するＥ
とし猶例により含祁祭走執行することとせり

②萱丁田婦人曾報告
一月廿七日午後七昨より萱丁田婦人含新年凌含
走辻村泰兄宅に開く嘉悦孝子女史臨席ありて昨
年は世間一般欧洲戦乱の鮭響によりて不景気の
諜全凶に充猟せるにも拘らず妾等おこるな働け
主義悲尊重し国家の大事に臨み一身を陛下に捧
げられ衣ろ青島攻園軍戦死者の健に柳忠魂走慰
むろと同時に遺族諦典の勝来に黄する目的を以
て綿司令部の東京凱旋の日を卜し花の日曾走談
企し菊花五十蕗個の造花老製作し一個誠銭づ
約登蔑側の慈善寄附金韮仰がんとし鋭意造花材
料の調達と之が手工依託とに日も椎足らずに誰
津し衣れども容易に譲定の数走得る一と能はず途
に市内各小畢校々長に依頼して生徒の科業に加
へて教授して貰ふＥとなり大に便利韮得ました
れども其の製作物の多くば恰もこすもすの状悲
なｔ再び加工するに非らざれぱ菊の形容態備へ
ざりき又名高き女皐校にては地質の美激紙を赤
く染むろＥ韮頗而倒に感ぜられしにより私方に
於ては他の御面倒なる︑とを全部御引受致さんと
兇僻しまし求虚美術畢校と職業皐校にて御引受
けありし外千六百帖丈け悉く萱枚づ︲染め揚げ
我るもの態更に萱枚毎に索嵯に掛け乾しれる後
之韮各畢校に分配するＥ韮私の責任として有る
限りの精力奉抽しまし我或日の事謹食を認むる
暇なく武個の結びを机の上に盃其の一個の半分

を食し龍ろ裳 夕刻まで萱個半起存し菰ろＥも
ありまし求殊に或宣人の苦畢生の如きは此の畔
こそ先生に御恩悲報ずろ好畔機なりとて捻裾働
精其の極に達して私を助げ美れましれ私の此の
大業韮了へて翌日一日感冒の億めに休養しれる
にも拘ばらず此の苦畢生は何等の隙もなく後事
に任じ居りしに見て如何に蕪闘せしか燕察する
に足るＥと存じます如斯く準備大半整ひたる時
恐多くも各宮殿下より悉く御川命走賜ばりしの
みならず皇后陛下より御手許金御下賜の恩命韮
も戴き身に齢ろ光楽に浴しました次●て壮曾の各
階級より頼々溌約の申込あり然して常日は午前
八昨より十畔まで僅二畔間の内に各受持の部署
に於て全部寅切起報じ来り筒頴々要求して止ま
ざれば之が全部の要求に雁ぜんとするには殆ど
倍額以上韮調達するにあらばれざ能はざる盛況
なりし筒営日は譲定の設錐に述ばず敗入全部よ
り材料代金誌千六百側堆控除し窒額九千側走ば
政府の手を経て遺族諸氏の内最生計の蓑に鰯ぜ
らろ１人には成るべく多く頒たれん瞳審願出で
︑置きまし汝如斯婦人の手一つにて一聖に萱蔑
側齢の御同情を仰ぐＥを得しば一に至誠勤勉の
徳の護動によるＥと深く信じ諸姉と共に倍々此
の主義の焚行韮期する次第であります云々九時
閉曾次曾は来る二月第二土曜日なる唱起告げ清
粛に諒闇中に於ける新年の敬意を表して茶話交
雛の後解散したり含すろもの廿鹸名なりき
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大日本倫理思想護

達史

文事士岩橋遵成君著

上下二巻

徳川頼倫侯の題字︑一木文相︑井上

哲次郎博士の序言と冠せる︑上下雨

審併せて千七百七十一頁の大冊︑而

かも著者数年を費して︑先哲の遺著

より抜華し末りし所︑一も筆為を他

の筆生に託することをなさず︑一々

自から之を親為して︑詮諜なからし

めむ乙とを期せりといふ︒篤畢の士

にあらずむば︑安ぞ此の如く満身の

精力を傾注して︑此至難の大著と完

はいふ︑﹁鯉紳帝の御代︑儒教博来の事あって

成することを得むや︒一木法翠博士

より以来︑明治初年に至るまでの儒者韮中心と
して︑我が道徳思想の溌展を︐各畢派に分って

､

−

詳述せろもの也︒念ふに従来我が畢界に於ては︐
欧米の倫理畢史ば︑比較的多く具備せろに反しｂ

最も主要とする自幽の倫理皐史に至てはｂ雲々
として数ふるに足らざろの有状なり︒我が畢界
に於て︑未だ安全なろ自園の倫理思想史なきは０
−大訣陪にして︑叉大ぼろ恥辱なり︒然るに今岩

は︑知らず識らずの間に︑予輩の主張する剛民の

橘畢士の努力促依て︑この一大編著悲得衣ろば︑
確かに従来の峡階を稲へりと詔ふくし︒且此書

自重心韮養成せしめ︑予輩が平生懐抱ぜろ︑思
想猫立の意見に封して︑具隙的の一提案韮供し

張るものなり﹄と︒井上文事博士は日はく

各派の事悲概括的に心歴史的に絃逃すろば︐間よ

﹃吾人は常に我が邦の論理皐史な攻究すること
は幽民蓮徳の護展より考へて最も必要の事なり
と忠ふ︒されど慶大なる範圃に亙れる此の儒教

り容易の業にあらず︒之が偽め従来其の必要を
認めながら︑此に開する著書甚だ稀なりしなり︒
雄輯めて︑こ︐脹大日本論理思想渡達史︑上下二

然るにこの度ぴ岩橋丈畢士が︐多年研究の結果

いて之韮弦ろに︑儒教諸派の愛遥推移の状態よ

俳溌なし．亦何ぞ蛇足を添ふるの要

ゐらむや︒著者は紀州の人︑故に徳

川侯の題字と冠頭に褐ぐｉｃいふ︒此

の如き大著の斯くも充貴し︑整頓し

たるは︑著者の勢如何に大なりしゃ

を語って除ゐり皇護行所︑東京市京

１１

橋湛南偲馬町目黒書店︑定惜上春試
圃五拾銭︑下悲塞圃︶︶

ｌｌｌＩｌｌｌｌｌｌ背自ⅡⅡ北何画中ⅡⅡＵｅＲⅡＶ山凡

轄居

今同祁田腫西紅梅町十一番地に樗

●●●●●●●●

有志青年部熱論討

●●

究曾

今後毎月第三土曜日午後六時

より本曾事務所に於て開催仕

候間部員各位は勿論有志諸君

一の奮て御永倉あらん乙とを希

居仕候間爾後通信は同所宛御送附望す︒

栗園足立四郎吉

七九

被下度候有志青年部

巻０約二千頁の大冊干走公刊をらろ〜に至りし
ば︑我が畢界の徳め︐従来の峡焔を袖ひ得我ろ
のみならず︑一般風教上より翻るも︑昨代の需
要に雁じたろ好著を得穴りと洲ふくしｃ試に披

り︑翠説の大要︑及び其の排質に至る迄︑之韮

栽述すること︑頗る豊富なり﹄と︒此大著の

冥償は雨博士既に之を言い識くして
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定償金七拾銭
小包料金八銭

紙数五百頁

袖珍細クロース
天金箱入全萱冊

湖文壇の権威叫花あり責あり剛感興の自然に湧出する息黍きらしＵ

牌叩肘︲︲１︐︲︲旧柵ｒＩｌＬ旧１ｋ制限１１ｈ脚Ｌｎｂトトー版陥ＫＦｒｒ旧１１Ⅲトーｌ仙仙ｌトートー化ＬＭＭトードトⅢＰｈトー１１卜ⅢｒｒｒｋＮＩｌ卜旧Ｉｌｌｌｌ時︲１１．ＦＩＱ厚Ｆ︑里Ｃｌ山刷守副創小Ｈ宮制ＲｕＢ由門田△︲州川Ｉ１１刈叩川１１Ⅷｕ１ＩＩ４１ｊｌ品ⅡⅡ１６﹃ｌ咽ｌⅡ州

第十五
第十六
第十七
第十八
第十九
第二十

第三比叡川・・：．．：⁝・・・大町桂児

第四哀音・入・⁝⁝・⁝・徳富臆花

思想・・・・・・・・．．・・・・ゲ−テ

第廿九流行鞭排す．．⁝・・・幸徳秋水

第廿二戦士卒・・・・⁝．：・・・武島羽衣

第三十手家雑観．：：⁝・・高山樗牛
第廿一一兵士に典ふ・⁝・・茅原華山

星落秋風五丈原・・・・土井晩翠

戦場の跡．．：⁝・・・裡井忠温

誌叶三美人瀧．⁝．：・・・・笹川臨風

人生雑に奈何・⁝：高山樗牛

第叶四浴美人．：・・・⁝：叢雲

第叶八夢十夜・⁝・・・・・⁝夏目淑石

第叶七少粁軍様へ．：．・・・・徳富薦花

第叶六大畢生の日記・・・・・・作者未詳

第叶五初の夜⁝．：・・・・・・森鴎外

雪の巻⁝⁝⁝⁝芳寅矢一

第叶九獅威兎の怨霊・・・：坪内趨遥

雨後の月⁝：・・・：徳寓職花
下駄の音：・・・：⁝島崎藤村
荊息・・・⁝・⁝⁝・高山樗牛
トルストイ翁訪問・・徳富臆花

身の上ぱなし・・・・．︑幸田露伴

秋色を槻じ人事に及ぶ三宅雰嶺

第四十稚の林⁝⁝：⁝・二葉亭四迷

●

誌畿鋪鍵憾鈎日本文葵協含編纂︹第壷編愈々謹責

綱 大 次 目

口総衷真板：可卒和︲﹃：﹁トルストィ翁及夫人﹂：可薦花ｌｃト翁及愛嬢アレキサンドーフ﹂：

１１

１１１１

第五騨原・・・：．⁝：：⁝尾崎紅葉
第六夏季の畢生︒：⁝：・・高山樗牛

第廿一

第一花の巷⁝．．：・・・：・・芳賀矢一

第七生立・・・・⁝・・・⁝・・んソー

第九猫の人生観・⁝：：・・夏目赦石
第十悲哀の快感⁝・・・・・・・大西肌

第四十二金州の戦・・・⁝タィムス評論

店地幽他

第十一月の演遥・⁝・⁝・・尾崎紅葉

薄倖の音楽師：・・２小架風葉
われやいづこの記・・姉崎潮風

第四十一二人の感想．．・・・・若松賎子

風流三味の奥蒲⁝・綱島葉川

書各全其

第二故郷の春色今若何・：・徳富蘇峰

第八平民的錨夏法：．．⁝・徳宮蘇峰

第廿二
第廿三
第廿四
第廿五
葉廿六
第廿七
第廿八

第十二月の巻・・：．⁝：・・芳賀矢一
第十三郷里の弟唖戒むる書・・高山樗牛
第十四逗子の留守居・・・⁝徳富薦花
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蹄従次鑑徳川達孝先生序
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田所畢務局長
棟馬逓信局長

編本日南

後閑菊．野

加藤咽堂
志賀重昂
下田歌子
鳩山春子
棚橘絢子

芳賀誇皐博士

︐水野法肇博士

菊版美装全一冊︑綱クロース箱入︑紙数四百五十頁

一六大種目綱領
一第一ｉ章１１一般的諸曾合講話資料

田中法皐博士

元良交畢臨士

徳川達孝伯

横井農畢榔士
井上丈畢博士
三宅文畢柳士
遠藤丈畢博士
井上側了博士

新渡戸仰士
︸阪谷法畢博士

１１１

１１

Ｉ

町三協一

一堵

棚

︾東

一鯨

一北

︑■日日Ⅱ■■Ⅱ０６日ⅡⅡ！Ⅱ６１１ＩＩＰ

安達忠憲
阪木謹吾 一識

三輪田風佐子
下村逓信局長
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錘

』

松 本 女 翠 士 一黒

嘉悦孝子

1
1
1

山岡砲兵中佐
田尻法皐博士

Ｉ

一

一

一

p

中島女畢博士
一芳賀丈畢博士
建部丈畢博士

講

師

一第二章青年倉講話資料
一第三章婦人曾講話資料

d

』
F

､

一第四章父兄母姉曾講話資料
一第五章通俗講演曾講話資料
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一年瀧
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洋装美本一部金五銭

菊仮
一 切百十頁
菊
版半半

︵郵税金二銭︺十部以上
金四賎︵小包料金八銭︶

五十部以上一部金三銭

農・

峠一

心

▲半頁金六側▲一頁金拾回
▲贋告料ハ前金ノコト

二朋郵卵郵碑頁償萱部金拾五銭

東京市四谷圧荒木町二十七番地

編輯人平塚唯鳩

東京市本郷歴駒込富士前町十九番地

卿榊峰石川小一郎

東京市芝匝愛宕町三丁目二番地

印刷所東洋印刷株式曾吐

東京市麹町腿飯田町六丁目十八番地

１︲１１

東京市祁田原駿河塞袋町
東京市祁川脇鍛冶町
京都市寺町迩二膝下ル
奈良市橘本町
松江市末次本町
宇都宮市識砲町
秋田市茶町菊ノ町
金淫市片町
而島市本町

︲
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長淫庚吉

成見清兵衛
宇都宮源平

有田博助
内田漬吉

東亜堂書房
若林茂一郎
木原文進堂

光融館

振替貯金ロ鹿東京四三一七番

電話番町千百十番

溌行所日本弘道曾事務所

大正四年
大正四年

￨

溌礁鮒施木用好紀念物
●Ｇ︑●

哨禰十版

ｌ灘明治の光
︵小包料金廿四銭︺塞瀞

朝鮮惟太清幽︹金四十
五銭×郵券代川一割埴︶

東京市麹町腿飯田町六ノー八

在郷軍人必讃の良書
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圃民必蓋の費典出づ

郵蛾噌馳西村茂樹先生遺著

弘道二一日七十︐六圭洗柄泳征池年三醐霊覗畷桁隅毎羽匠順一狛確砺心︲
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諸ふ一本を備へられよ︒日本弘道曾
１
１
１
１Ｊ

明治初年治崖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
に狂澗を既倒に同せし泊翁西村先生が爾来三十有飴年一意世敦道徳の刷新維持
に全力を傾毒し朝に立ち野に出て侃々誇々其一意見を穫表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を鮮せず機に鯛れ蕊に膳じ時に臨み事に接し諒々懇切斯道の要
を説きて到らざるなき一代の名論卓説は悉く収めて本書に在り今や志士園を憂
ひ世を慨くの秋本書を総かば圃民指導の経論油然として自ら懐に湧くものあら
ん而しで殊に泊翁先生の偉大なりし所以を想望すべし赴曾経総に志あるの士は

圃民道徳の経典成る本曾員に限り二割引

︵泊翁先生言論叢︶

劉術ⅢⅢ幽閉仙術岨州ＩⅢ＃１淵Ⅲ附側澗叫ⅢⅢ前側ⅢⅢ川別Ⅱ蝋Ⅲ淵Ⅲ冊山伽Ⅲ︑Ⅲ州山前山潔東京市内金四銭

一︲湖謝謝課識識輔︲蔚熱溝撫

I

一二

一

