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には穂曾日程掲載

大正四年五月一日

第二百七十八雛

五月競
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墓鍵

毒命圃と活動：：：：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：：足立栗園孟六︶
亜米利加日記︵下︶：⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝︾⁝：在桑港秋田洪畔︵五九︶
須藤翁碑：：：：⁝⁝：⁝：：：：：：⁝ｉ；：⁝：⁝：丈畢博士三島毅︵六一三
卿士麻生翁毒職碑⁝⁝⁝⁝：：：⁝：！：：：：︒⁝⁝⁝：：渡爆武助︵六四︶

寄懐某代議士：：：：：；⁝：：：：：！⁝：⁝：：：：：⁝：：：：依知川敦︵六五︶

全図の救育者に警告す⁝：：：：！⁝：：：：⁝：：：：：⁝：：田中玲瀧︵六五︶

華：⁝：⁝⁝：⁝⁝：ｉ：：：：：：⁝⁝：：：⁝⁝：：⁝⁝：⁝︵六九︶

善行表彰⁝：！：：：：⁝：：⁝：⁝：：：：：：：：：：．：⁝：⁝⁝：：：：⁝：：：：︵六七︶
曇一画

〃

副

漢詩︵石川文荘選︶○和歌︵平塚盤峰選︶○俳句︵服部耕石選︶

はがき侭⁝⁝：．：：⁝：．：：⁝：：！⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：⁝：：︵七四︶

事：⁝：：⁝：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：⁝：：：：︵七六︶

教畢界の恩師空海○角鯉戯に就て○裁育の道に就て○所戚
﹃倒し

一言回

日本弘道曾記事○修養倉報告○有志青年部記事

雑報：：：：⁝：：：：：：：：：⁝：：：：：：：：：．：：：：：：：⁝⁝︵七七︶

皇太后御一年祭○大瀧期日謹表○締盟圃へ通牒○大潅使職員任命○大濯使庭務規程○大愁使各部長○大
典と肇校衛生○靖圃祁祇合祁○三碩畢○富豪の美畢○貴業専門肇校長禽議○日印貿易仲介○地方債の現
況○伴虜と元冠碑

欧洲戟報⁝⁝：！；⁝：：：⁝：⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝：⁝︵八○︶
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鱒弘道曾館建設費井基本金寄附募集趣意書

日本弘道倉ハ︑故文肇博士 西村茂樹先生ノ創設以来︑婚二四十年・二垂Ｙトス︑其趣
目的ハ︑邦人ノ道徳チ高ク シ︑国家ノ基礎チ蓋固ニセントス准一で在り︑而シーブ儒教︑
勅語
語︑ノ蕊訓チ遵奉
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
︑︑
園国運ノ伸張チ園
︑本含所定ノ要領チ責行シ 一ブ牡曾ノ病弊チ除キ︑鋭意道徳ノ振興︵
ヲヲン恥︲スルニ在
︑以一ブ先一帝ノ皇恩二酬瞳 奉り︑叉今上陛下ノ聖旨二副上奉奉

￨

ノ講究 闘明ヲ期 ス︒
二関ス ル諸般ノ 事項ヲ調査ス・

算ス
スと一至ル︑其
・ 今 ャ 各 地 支 曾 ノ 数 ハ 百 六 十鈴二上り︑曾員毛亦責二萱寓有除チ算
ノ︐
左ノ如シ・
二於テ本曾ガ責施シ︑且責行チ期セル事業ノ大要チ蕊グレパ即ナ左

這蕊読畳萱道徳

這穂講究道徳

二支倉ヲ設 置ス・

求二膳ジテ︑講師ヲ派遣シ斯道ノ隆興ヲ謀ル︒
行シ道徳ノ普及ヲ園リ︑斯道研究ノ資二供ス・
曾員ノ潟メニ講演ヲ開キ︑本曾雑誌﹁弘道Ｌ家庭欄二於ブ︑良妻賢母
事ヲ掲載シ︑以テ女徳修養︑家庭激育ノ資料二供ス︒

興 風 正 倦 徳 風 ヲ振興 シ汚俗ヲ 矯 正 セ ン コ ト ヲ 期 予
這 穂 講 演 常 集 倉ヲ開 キ道徳ノ 講 演 及 談 話 ヲ 総 ス ・
鍾 俗 講 蕊 通 俗 講演曾 ヲ開キ公 衆 ヲ 誘 導 ス ︒
臨時講習圃民 ノ精跡 修 養 二 必 要ナル畢術ヲ講習ス︒
支 懲 設 置 本 曾 ノ事業 二準ジテ ︑ ． 各 地 方 ノ 便 宜 二 徒 と 道 義 ノ 鼓 吹 ト 風 俗 ノ 改 善 ト ヲ 園 ラ ン ガ 震 メ ︑ 各 地

タラ シムル 二必要ナ

巡 同 講 霊 本 曾 ノ必要 叉︿地方
雑誌篭行毎月 一同雑 誌﹁弘道﹂
女穂修養端ニ 女子部 ブ垂醒ケ︑
弘道文摩道徳 ニ開ス ル圃書ヲ
圏書印行道徳 上有益 ナル先哲
書籍繍募道徳 二閲ス ル 書 籍 ヲ
善 行 表 彰 善 行 ヲ表彰 シ︑其功
ルヤ︑

有力ナル道徳園鵠トシテ吐曾二貝献スル所勘カヲ

刊行ス・
顕揚ス︒

シ︑斯道研究ノ資二供ス・
書ヲ印行ス・

琴蕊鰻織蕊

一
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ザ 必 チ 確 信 ス ト 雛 モ ︑ 而 カ モ 現 下 我 邦 ノ 趨饗二察スと一︑図民道徳ノ振興卜︑
刷新トチ以一プ責務トナス本曾ノ如キハ︑ 一層奮働努力以一ブ曾旨ノ普及ト︑曾務
トチ企園スベキ時運二際曾セルチ信ズ︑ 蕊 一 諏 葱 蝋 ﹃ 職 識 懲 戒 毒 卿 究 硬
事業テ遂行シ・愈々本曾ノ基礎チ葦固二

一弘道含館ノ新設

用途ノ梗概

︵ハ
イ︶
︶圏
率曾
︵
書事
霞務
ヲ所
設麗
ケ売
風ツ
駿ル
麗コ
閣ト
スル鼠書ノ閲覧勢ナサシムルコ際一奉一詫識鐸誌顕需識華塞塞確癖宰抑コト

︵卜︶道徳的活動篤員及幻燈ノ曾場二充ツルコト

︵赤︶道徳倶蕊部謬設クルコト︵へ︶適営ノ諸念量使用謬許スコト

金五寓園弘道曾館建設芥設備費
金拾五菖園本曾基本金

内課

以上諸事業ノ内︑殊一三塁︵垂ノ如キハ︑全国二於テ未ダ之ガ設備ノ見ルベキモノァル
チ聞カズ︑而力毛固ヨリ時代必須ノ要求タラズンパァヲズ︑サレパ弘道曾館建設ノ事
ハ︑菅二本曾溌展ノ必要係件タルノミナヲズ︑方サー二世ノ要求タルチ疑ハズ︑並二
本含ハ︑鹿ク天下同志諸賢ノ賛巽チ得テ︑上陳セル諸般事業ノ完成チ期センガ篤〆︑
左記ノ金額チ募集ス︒
一金試袷寓園

−

日本弘道宮

翼クハ大方ノ君子︑本曾微一意ノ存スル所チ諒察シテ翼賛セヲレンコトチ︒

１大顕二年丸胤

声 司

トニノ風
ス左謹教
・ノ展ノ
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本月八九雨圏左ノ通り縄曾相開候間御参曾相成度此段
一票告候也

大正四年五月同本弘道曾
支脅役員諸君御中
員諸君御中
偽陣

第十六回縄含日程及次第

○五月八旦土曜︶午後二時開含含場圃畢院大畢︵麹町畷飯田町五丁目︶

一一教開
含
育勅
語捧の
請 辞触跡

一戊申詔書捧讃副曾長
一
本倉要領朗請主事

支曾代表者
井個人曾員

一第十六同綿含式鱗倉長

一第十六同縄曾覗鮮

鯵休憩

一第十六回網含議事

ノ

一

○曾務の報告︵庶務︑曾計︶

各支曾代表者

井柵人愈員

獲起人代表
各支含代表者

︲

卜

○御大磯を永久に記念するの方法如何

○第十六濁総含講演倉午後六時半開曾

瀞

薩摩琵琶︑誰談︑数番
金蕎同
五月七日迄に御申込の事

正午より

一講演文畢博士闘根正直君
○五月九日曾場侯爵繍捗細論鮮繍義子︶

○曾覗祭午前十時開愈

一窪示

一開倉の鮮主事
一
祭
文
曾
長

一風

長就任歎 迩 曾
一○鯛賄 宮
噸奉仕職 賀 曾
の の

井佃人禽員
詞正副含
長
詞

一一開曾
瀞
曾
長
詞副
曾
長

一澗

一歎迎

一一服

︽１人雨劉１

一愈灘

○︾除典

一塞口

Ｉｉ

−

−

−
〆

− − −

1

一金蓋高
一金六千
一金六千

﹃金武千
一・金資千

一金言千
一公巽宣千

一金萱干

一金壷千
一余責千
一金八百
一金六百
一金五百
一金五百
一金会参百
一金一参百

一金参百
一金参宮
一余参百
一金参百
ト

￨…柵職卿""鯛 謹

1

，蔦：悶懲綴繍寄

芳名
一金参百圃
一金参百同
一金参百圃
一金参百回

一金参百圃
一金武百五拾目
一金議百五拾同
一金或百五拾目
一金識百五拾同
一金武百圃
一金戴百回
一金武百同
一金武百同
一金武百同
一金武内圃
一金武ｎ回
一余武百周
一金武何回
一金武百目
一金鼓薗圃
一金武面倒

子爵夫人

文筆博士

八百子君

膝村木岡岡遥遥林木田府立井田妻悦貝田垣見来川部m田井井手林

峠一記君

千賀子君

七左衛門君

脚米華君
脚源子君

庄三郎君

怖寛治君
竺武助君

乙葉子君

ハ政子君
ユ栗園君
似櫛徳君
叫周李君

遊歌子君

︿貞子君
皿孝子君
雲親子君

彦十郎君

一直右君

玉枝子君

岬優子君
加直子君
小友吉君

田解君

うの子君
認太郎君

ハ孝子君

獅正策君

￨

工西茂山山渡渡小鋪内蝋足臼内吾嘉小津桧跡幅小阿山山村村松小

ｌ︲Ｉ

建基
設本
費金

￨高石卒棚牧無横辻茂三三佐繁繁中中本茂茂大大磯護堀堀徳徳松松

！

言 L 一

一余載百園

一余壷百五拾園
一余責百五拾園
一金壷百五捲圃
一金萱白五拾胤
一金壷冨園
一余萱百圃
一金壷百回
一余萱宮目
一金萱百圃
一金言百園
一余萱百園
一金萱薗圃
一余登百園
一金萱百園
一金萱百圃
一金責百圃
一金壷百圃
一金萱百圃
一金言百園
一命萱白圃
一令萱白目
一金言画圃
一余責河側
一金萱汀間
一金萱白鳳
一金萱百圏
一金萱百団

し涯総凄蛎洞ＦｌｌＩｌ

一余萱白園

ＩＪＪ

Ⅲ１１１１帖１１１１１︲︲ｑ１ＩＩＩＩ１１Ｉ１ｌＪｌ１町ⅡⅡⅡ川引釧ⅢｆＩＩ６ＩＩＩｌＩＩＩＩ０１ｊ６ＩＩＩＩＩⅢⅡⅡⅡⅡⅡＩｌｌｌｌｌｌ旧川１咽川旧ⅢⅢⅢ

公爵母堂毛利安子君竺金萱百鳳
碑蛎一荊一姪蕊官金萱百園一

蹴州房識職識一銭諸服九
秋田洪範君二金管百回
嬬織八一凝跡密一難諸鯛

上野山六郎君雪金七拾五園

三島復君二金五拾園

山口亮君二金五拾園

安井泉君到一金五拾園

早↓川政暖君一一金五拾回

名．倉謙識君二金五拾圃

︲原忠篤君︾一金五拾目
香村倉子君二余五拾園
小谷茂責君二金五拾回

醜識糾妬龍嘉萱百同

．︑尾花温子君二金萱百回
許︑小林道彦君二余費百回

平

︽︲：踏恥八瓢睡椎一︾榊榊唖峠
風鴬朔朗君二金派袷圃
︲海作安文君望金五拾園
・矢田部藤吉君二金五拾回ｊ
早川貞水君一金五拾回
丈翠博士三島毅君二金五拾園

撫鍬漆晴謡単鋒冠識幽

茂木啓三郎君一
脚戸寅次郎君一
：刺戸澄︾子君一

群野雌兵雛塗
禰住九減君一

子爵堀田︲﹄正路君一

小瀬村懇三君

．依︽田雄甫君

井・上頓：圃君

︑坪雨森辰太郎君
︑士屋・弘君

⁝山田怪太郎君

荒木豊君

：村井勇吉機
︑寺田新一郎君一
奈良松義君
中野米蔵君
江牢林作君

郡井勇次郎君一
評順癖奉卿謡一

渡遥寅次郎巷

渡遥；操召

・村上辰午郎君一

男爵清水資治濁一

︾小原八十吉君一

￨

船津愛之助君

ｉｒＩ山︲下卒ｌ兵衛君

に嘘醗塞需一

ガ

k‐一

鶏

ｉ

〆

一一

￨

辻村常助君
辻村泰兄右
男爵 前 田 直 行 君
細田謙蔵君
侯爵 鍋 島 直 大 君
鍋島柴子君

同夫人

榎本善兵衛君

服部宇之吉君

跡見花嘆君
中島力造君

加藤珊堂君

寺本輿左衛門君

安達松太郎君

松李乗承君
松季武修君

林賢徳君

丈畢博士

丈峯博士

子爵
子爵

大谷嘉兵衛君
松手︑忠和君

北篠氏恭君

山本熊太郎君

浦岡忠君
入江勝君

吉田迂一君

足羽中次郎君

村上薬君

園園鳳圃園圃園圃鳳園 圃園園圃園圃圃圃園圃目園園間
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首藤仲君

︲︲珊心︲１１︲︲Ⅱ屯刈０屯！！．︲︲Ｊ９ＢＦＩ●間匡

紹介者

後藤桂三君

石川貞右衛門君

平塚唯鳩君

中川隆三郎君

小寺知君

桧垣直右君

小川藤一郎君

高橋一郎君
藤代奥蔵君
武田孝助君
堀田昌訪君
東野観一君
五田利作君
糸永五郎君

居川市二君

千葉鰹山武郡千代田村岩山

居川市右衛門君

榎本善三君

千葉蛭佐倉町内新町二二
大連市磐城町三一

山口鰹大津郡日置村渡揚

山口鰹大津郡向津貝村

市内小石川匡大塚坂下町一九四

朝鮮京畿道水原稲安寧

平岡哲亮君

同

繁田浦義君

板倉養一郎君

足立栗園君

滋賀鰹伊香郡木ノ本村黒田

奈良重隆君

市内赫田匡堆子町三四

埼玉鰹北葛飾郡幸手町幸手

港谷七五郎君

埼玉鰹南埼玉郡久喜町久喜本

千葉緯安房郡圃府村

千葉鍵夷隅郡干町村荻原

山形嬢南村山郡上山町

卒柳雅雄君
藤平遵田君
斎藤利七君
小河雅男君

矢島邦千代麿君

市内四谷厩荒木町廿七

入倉者

入倉者匿告箕三

I

府下北墜島郡三河島村一○八○

住所

1

千葉態千葉町寒川新田

土井危之進君

芳賀秀雄君

吉田．良造君

平柳清太郎君

十

爵爵
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園本弘道欝要鍔甲識

１１︲︑

︲

１

同要領乙譲

１１１１

日本弘遣曾主篭︑

六無識の者と教化す鳥事
七道徳の圃結を固くする事
八正諭を張り邪説を破る事
九圃民の風俗を改善する事
十瞳曾の制裁を作る事

夕

一世界の形勢を察する琴
二圃家の蒋来を慮る事
三政治の良否を綴る事
鴎国家の経潜と知る事
五散育の適否を考ふる事

可

￨
型

︾忠孝を重ずべし︑紳明を敬ふぺ
二皇室を尊次くし︑本圃を大切にすべし
望圃法を守るべし︑圃盆を園るべし
鰯畢問を勉むくし︑身鴨を覗健にすべし
五家業を脚むくし︑節倹を守るべし

Ｊ・ ○１﹄

、

六家内和睦すべし︑同郷相助くくし
七信義を守るべし︑慈善を行ふぺし
八人の害をなすべからずも非道の財を貧るべからず
九酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染まるべからず
十宗教を信ずるは自由なりと錐も本圃の害となるべき宗
教は信ずべからず
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函民道徳の淵源

風民道徳の淵源
一︑分り切ったことが必要である
こんにらわぷくにこくみんだうとくえんげんろんいこと

わうノ︑︲せじんまう窪やく

おもきんじしうやうくわんし．県せききが人

またうこと

力Ｄ唯

今日︑我邦の圃民道徳の淵源を論ずると言ふ事は︑
あ
まわかき律掻レしかわかきこと
総 り分り切った談であるが︑而しこの分り切った事が
じつ蛙魅畦たいせつこと

宮やく

責は甚だ大切な事であるにも拘らず︑往々世人に妄却
ためかへ
お毒りめい７くＩはくＪく１こと
される︒徐に明々白々な事であるから︑その鴬に却っ
ことおほおも
Ｅ一うい善憂
て注意を怠らしめるといふ事が多いやうに思はれる︒
生のえＡげん司りういこくみんだうとくろんぎこと
其淵源に留意しないで︑圃民道徳を論議するといふ事
じつさいなおた
は︑賞際潟し能はざる︑叉あり得べからざる事である
じじつついみもつどたいなつこ・とまう
けれども︑事賞に就て見ると︑この最も大切な事を妄
いた弓もまつえふぎろんじゃらげことは江惑
却して︑徒に末葉の議論を上下するといふ事が甚だ
おほ

多いやうに思はれる︒近時修養に開する書籍は︑盛に

曾長伯爵
ばつかう

川

じつかんぎうしゆ今とう︑たず

徳

ありさき

達孝

二
︑戸﹂矛

みう

ことたざこくみんだう

またにもしやつせいくわつ〃ふんがんぜんひきんしうやう

にも世やうせい

なるほどこんにちじ辺いすｂ

我邦四園の境遇︑世界との交際が︑段々進歩し︑頻繁

わぱくにゐ垂．や雪ぐう牡かいかうさいだ・ルー︑しんぽひんぱん

て居るものであるべきである⑤成程今日は時勢が進み︑

ゐ

流飢出でたもので︑自ら圃民道徳の特色をも具備し

活に於ける修養︑道徳は︑必ずや︑剛民道徳の淵源から
ながいおのづかこくみんだうとくと︒︑しょくぐぴ

く雪一おしうやうだうとく孫らこくみん塔フとくえんげん

ふ事は︑奮際非常に大切な事である︒けれども日常生

ことＣ﹃．さいひじやジたいせつこと

仕方がない︲又日常生活に閥する眼前卑近な修養とい

しかた

徳の特色や︑国民道徳の淵源のみを知ったばかりでは

とくとくしょくこくみんだうとくえＡげんし

見受けられる︒勿論道徳修養といふ事は︑一菅に圃民道

︐るちろんだうとくしうやう

その多くは︑日常生活に関する眼前卑近の修養を説く
こくみ人だうとくえん
こぐみんだうｊ﹂ノーとくしふくすぁ
に止まって︑園民道徳の特色︑進んでは圃民道徳の淵
〆ん堂扇までさかのぽといこ卜いたとぽヤブ
源する庭迄棚って説くと言ふ事が至って乏しい榛に

おほに消しやらせいくわつ・ふんがんぜんひきんしうヤブと

護行される︒賞に汗牛充棟も雷ならぬ有様であるが︑
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な

ご

しだが

わがくにこいうだうとくしうやう

ゐ

い

た

おもわかき

や西

や﹂

おば・い寺シういえうことパあいかくむか汚﹄﹃とくいいまでひとふみも

ゐい

になるに従って︑ 我 邦 固 有 の 道 徳 や 修 養 ば か り で は 足
ある︒嘩瞬逓蹄の懲嬢雛は癖離しイ鴻翠 ﹄ 動 も す れ ば
し︑
えこ
ふぐ
なづ
すんぽんわすかたむ寺﹂こ
謁
謁鳴
鳴いい
せか
せ
いか
つうい
菅安
つ
星う
︲蝦菅
ら今
のく言
いか
︲
．﹂
端︑ら
こく
今くい逆
しこ
えん
ふぽ
なんづわこ
界界
のの
通迩
義義
にに
則則
りり
︲厭
らぬかもしれぬ︒大
大に
に世世
︲米
厭各
米剛
各の
剛の枝枝
葉葉
にに
泥泥
んん
でで︑
ああ
るる．︒此
︑根
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本を
を忘
忘れ
れん
んと
とす
する
る傾
傾がが
此の
の
つこうとくしうやう︑とり
ひつ
つえ
えう
うし
じゆ
ゆら
らぷ
ぷん
いいひ
しんしゆはう
とＵ
道徳や︑修養を収入
入れ
れる
る必
必要
要は
は充
充分分にに
曜錬
にっ
錬て
っ跡
て跡
嘩嘩
逢逢
鶴鶴
のの
峠峠
掘掘
をを
識識
ずずるる娠
娠鯉
鯉しし
てて
鍔徒勢
あゐ
らら
うう
︒︒
進懇
取恥
包嘩暁に
事で
では
は
ぜ ぎこぐ
わ評
くに
んご
嫁い
ようどうくわしこぐゆ
ぜ
わこ評
く討に
こかん和﹂譜催いかおもわかきじつつれた
い
せ
つ
しつ
つれ
たい
せつ
今今
後後
はは
︑︑
大大
にに
斯斯
くくない
容同化を主義とし圃
鰯是
是と
とす
する
る我
我邦邦のの
︒ｃ
かか
くく
てて
分分り
はは常常に
に大
大切
切
なと
い思
とふ
思ふ
り切
切っ
った
たこ
こと
とも︑ 責貰
ひつえうせま
もも
ち
つねｂきせつひつえうことおも
矯すべき必要に迫られて居ると言ふくきであらう︒勿にして常に力説の必要ある事と忠ふのである︒
ろんどういぜにんレギ宮よ︑フ宅くしん
論これは同意し︑是認し︑懲葱し︑促進すべきことで
墓︑撞籍と其の背景
これたいいきさし域さ
おもしか
之に濁して異議を挿むものはあるまいと思ふ・而し

と畳 フ

こぐみんだうとくこんげんとくこぞぜんぜんはうきさせかい草言？うぐによつ一邑丞

才な厄ぐわにぶつこうでい寸然はぐわんらいいだうとく

こればう幸筈を肱くわんおもふみちひとひとよっさ

蕪がら鐘に大なる注意を要する郡は︑外客を迎ふるに
鍾徳と言ふことは︑言ふ迄もなく幻人の踏むべき道
ないしゆわす
こん︒﹄ちはつ
ぞ●フゆひとよしよこりと霊こ注うへ
急にして︑内主を患飢るといふ事である︒今日嬢称さを踏んで行くことである︒人一か世に虚し︑事を行ふ上
れる多くの修養書等に就て見ると︑何うもこの外客のに︑一日も雛るべからざるもので穆之を離れたならば
げんぎそを皇ら一ろだこれいきよ
ないしゆむしぼと
もはやひと智迂
・しかひと
言誌を蝉重し︑全く之に依篠して︑一門主を無税し︑殆それは最早人の行ひではなくなるのである︒而して人
んど之を忘却し了らんとするの槻があるやうに恩はれの踏むべき道であるからして︑あの入この人に依て差
る︒即ち外物に拘泥してｂ餓鐸を織れ︑瞬狩睡織に錘鶏あめるべきものではない︒即ち元来を言へぱ︑道徳

そのこんかんぱう宮やくはうきこんことひ︐とこ．ときい

ごぴうらい．いなしつさいだうとくこんぱんせいしん︑くに

頭して︑圃民道徳の根源特色を全然放棄し去らんとすは世界共通のもので︑風に依て異るべきものではない．
かた秒きしゆらぶんみと
じつ曲今．・せかいいづくにひとあひつうだうとくぼん
るの傾が充分に認められるのである︒これは賞に由世界の何れの画の人にも相通ずべきものが︑道徳の本
々しき誤謬で︑これ燦も鎚稲の梯鱈に耗癖し︑錘鰹し采である︒否貰際道徳の根本精祁といふものは︑園を

て︑其根幹を忘却し︑放棄せんとするものである︲根異にし︑人を異にして︑差異あるべきものではなく︑
かん
はじＬ一六ふ
通いしゆ
はじぐわいかくまたざい十鰹はせかいじんるゐとにん
幹あって始めて枝葉がある・内主あって始めて外客が叉差異はないのである︒即ち世界人類の何の一人でも
こくみんだうとく︑ネハげ・んこん毛︑とくしょくしかのちす室か趣らふことだうとくけんゐ
ある︲圃民道徳の淵源︑根礎︑特色あって然る後進ん必ず踏むべきものでゐるといふ事が︑道徳の権威でゐ
ま本
たこ
で騨雅錘癖を恥ふれ︑座て謎の泰醸雛聯哲娠ふべきでり︑叉根
義ん
でぼ
あん
るざ
︒て
天ん
のＤ
人ん
類る
にゐ
下く
しだ
ただ
道う
徳と
にく
︑さ
差い
異
圃民道徳の淵源

1 −

にずＬどうじん

図民道徳の淵源

こくみんだうとく毛くに人︑よつちがゐ

のあるべき筈がない︒一覗同仁でなければならぬ．

四

も金ちろん七のないようときいち一じるさいしや全

しな

しなこ

みんだうとく

来るのは勿論︑其内容さへも時には著しい差異を生

ぜん︾ゆつ香と非︺かいかく・﹄くだ弓とくみなとのくにＩ・告くしゆ

三︑我邦の建園錆稗と園鵠

種の画民道徳がある．

しゆこくみんだうと〃︑

だう︐とくおこ趣ゐげんざいせかいじつ哩幸ら

またじんしゆ早姦しうりう二占潅﹄蕪しゆみ〜

おうぺいおう合︽いこくみんだうとく喜迂ゐ

じて来るのである︒かくて支那では支那の画民道徳が

心わんらいこ〃︑よちが

託おほみきるせかい

お匡潅

けれども︑圃民道徳は其の圃々に依て違って居る︑そ

行はれ︑欧米では︑欧米の圃民道徳が行はれて居るの

亭こうとく

Ｄつきいて者はうめんいかくこくみんよたせうさう

こく残んだうと︐︑こくみんとくいうだうとく

れば換言すれば圃民道徳は圃民に特有なる道徳のこと

である︒叉人種が異り︑宗教が異るに従って︑種々な

くわんげん

でゐる︒賞際的方面より云へぱ各国民に依って多少相

道徳が行はれて居るのは︑現在世界の賞情である︒か
またとく
わがくにとくしゆこれらはいけいょ
わがくに
くて我邦には︑我邦特種の是等の背景に依って︑叉特

ゐ

違がある︒道穂そのものが元来︑画に依って違ふとい
たのこくや︶やらよつちがく．十丞はだうとく
いみ
ふ意味ではない︒其圃情に依て違って来る︒即燐道徳
こん催んせいし人い誓狗いかれこれさい
の根本の精澗意義に於ては︑彼と此とに差異はないが
とのたみお匡丞はうばふおい牙︺かいちゆ会みなどう．いこと

で昔またどうえいたかた
おも

い事であらうと思はれる︒先づ大きく見た所で︑世界

こと

其民の行ふ方法に於ては︑世界中皆同一とは言ふ事も
出来ず︑叉同一であり得ないのは︑これは致し方のな

の圃々に於て︑大なり小なり其方法形式を異にして居
とのおのｊ１１のぞゐこんぼん
だうと〃Ｉじつきい
るのが道徳の賞際でゐる︒其各が望んで居る根本の
主のばうはふけいしき
せいしんＬう言でもくてきさい
精紳︑経局の目的に差異はないけれども︑其方法形式

性質を異にして来るのである︒我邦の圃民道徳も亦︑

文明の程度︑脳民性等の背景が︑各其趣や程度を
毛のくに厚﹁︐とくおのづかそのおも善き
ゐた
異にして居る為めに︑其圃の道徳が加自ら其趣や

ちり

ざい９㎡や古

れきし

こくたい

しゃくわいをしき

くに

ぷんめい

ず趣腫ちりこと淫れき１︾一三毒こくたい

こと錘しやくわい毛しきこと芯紫んめいていど一三蛭こくみんせい

こと

せいしつこと

あ

る

わがくにけん︒﹂くせい

け・さ﹄く非告い１︾んこくたい

わがくにと．︒︑しゆれきしＬやくわいたＬ３こくみんせいつくだ

Ｌんこくたい

さらそのきを

が︑わけて我邦の国民道徳に於て最も重大な関係を有

わがくにこくみんだうとくおい．罰つど汚ゅうだいくわんけいいう

これらばいけいよつとくしゆしききいも

わがくにこくふんだうとく誰た

昂んめいていどこくみんぜいとう幅いけいおの︐く１︾あおもむき一ｉ眠と

は必ず異って居る︒元来同一であるべき道徳が︑何故

是等の背景に依て特種の色彩を有って居るのである

前述の如く︑世界各圃の道徳は︑皆其圃に特種なる
ゐ子が侭ちりれきしこくたいしやくわいをしき
はいけいも
背景を侍って居る即ち地理︑歴史︑剛鵠︑献曾組織︑

にかシる差異を生ずるかといふと︑それは︑その剛の

し︑更に其基礎となって居るものは︑我邦の建圃の精

くこ〃ん︑︲おいだいぜう含一のにうばふけいしきごＤとゐ

地理とか︑歴史とか︑圃僻とか︑牡曾組織とか︑文明
ていど
こくみんせいはいけいよつさぅ
の程度とか︑圃民性とかいふ背景に依て︑左様なって

称と圃畷とである︒この建圃精禰と圃鰐とは︑やがて

だうとくなにゆゑ

来るのである︒即ち地理が異り︑歴史が異り︑圃鵠が

かだらここ趣ゐハ︑や今らいどう

異り︑吐曾組織が異り︑文明の程度が異り︑圃民性が

我圃に特種な歴史や︑耐禽組織や︑幽民性を造り出し
めんこれらばいけいこん是み
たもので︑一面是等の背景の根礎をなして居るものと
こと起ゐいじゃ全だうとくはうはふげいしきしぜん一浜芯

異って居る以上は︑道徳の方法形式が︑自然に異って
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お毛︑おほ

くんしんくわんけいおやこくわんけい

いマフ
も言
ひ得べきでゐる︒畏多いけれども︑君臣の開係は︑親子の開係をなして

てん毛てんせうだいじんてん毛んにに箸のみことさづたましんちぶくこれおいくんしんあひだＬんどうたいこれあつ

わがくにけんこくせいしんわがくにけんこくはじあ．たをしたがわが・﹂くかだいかぞ〃︑きた
さて我邦の建圃精禰は︑我邦建圃の始めに常２Ｌ︑居り︑従って︑我剛家は脳一大家族をなし求っのたで

天照大祁が︑天孫瑛々杵愈に授け給ふた祁勅にある§是に於でか︑君臣の間一心同鴨︑之を集むれば
お天
い覗も
つどざうどんいあら︷たに安雀しんみんく灼全しつだい妾︾う

か

わ狸くにかぎくしゆぎ︸じつ

えんげんばつ

竪琴に締し︑琴を識ずれば臣民となり︑皇室は大宗
於て最も壮巌に言ひ現はされてある︒即ち宣はく︑
１︶ん︺がんだいかぞくかくぷんけかたちづく
豊葦原瑞穂風︑是吾子孫可レ王之地也︑爾宜二就而治一家におばして︑臣民は一大家族の各分家を形造ったの

奇淫ほわがくにひとてん詮ごしなんわだゐ

薦︑賛昨之隆︑鴬下輿二天壌一無き窮突である︒我邦の家族主義は︑賞にこの淵源より蕊して

しゆくふくあ．ぞ

１毛のもと︐患うしつばつゐをん

の穴き

と︒即ち我邦は︑綴り天澗の御子孫に渡らせらるぅ居るといばればならぬ︒
ぼんせいけいてんわうこれとうちたまことおきだしかこの漢捲くんしん細皐うかぶんげんこをか
寓世一系の天皇が︑之を統治し給ふべき事を御定め而も此間君晩上下の分︑厳乎として犯すべからず︑
はうそ一がんまさてんじやらてん司〆︶し︲作らぶくよくおう１うごとう哩尋らちう窪娠く︾や︼ん
になったのである層かくて賢称の隆なるは︑常に天壌天耐の祁勅に依って︑皇室の御一統は常住に叉久遠
てん単らむきうＡうう人こく力とうぢたまくんしゆしんみん
ともきはまりな
と輿に窮無かるべしと宣はせて︑天壌無窮の皇運をに︑この幽家を統治し絵ふ君主でぉはしまし︑臣民の
こぐかしんみん
しぞん匙たじやらぢうく︲胃︼︲﹂
こ簿おいわがくにじゅんこ
祇禰遊ばされたのである．是に於て我幽は醇乎として子孫は叉常住に久遠にこの画家の臣民たるべきものと
しゅんくんしゆこくたいけいせいいたし・かけつ一Ｌいくわんけいてんじやうむきうへんえ寺﹂
醇なる君主圃総を形成するに至ったのである︒而して決定し︑この開係は︑天擢艇窮に鍵易することがない
このぜんごおれきししやらじじつあんだくさくて人わうてんじやら鞍考﹄うだいか
此前後に於ける歴史上の事賞を按ずるに︑かの諾冊ののである︒かくて天皇は︑天壌無窮に︑この一大家
しんこくどじんみんう元まてん矛︾わ城おほしうこぐぞくふぽしんみんまただいかぞくじみ︸ん
二祁が︑園土人民を産ませ給ふて︑天旭は我大八洲図族の父母におはし︑｜臣民は叉この一大家族の兇孫でゐ
てん
さ賜
づひ
た︑
まぜ
じ民
んが
み増
んぞ
よ来
くて
きじ
を天孫
にそ
授んけ
漸ん
次じ人
殖う
し﹄て
︑も
神む
武る︒これ騨睡の争礎が︑勘蝉に織らしめたものであっ
てんわうおんときてんわうみづかかいだいへいていげんこくたいげふレー禄ぼんこふどうわがくにくん
天皇の御時︑天皇親ら海内を平定して︽建圃の大業をて︑従って菖古不動なものでなくてはならぬ︒我邦君
しんみつせかいいづくに
しんくわんけいほどしぜ人
これられきしじや倉じじつみ
じゃもじゆたま
成就し給ふたのである・是等の歴史上の事貫か畠見る臣の開係程自然にして親密なことが︑世界何れの剛に
わ電かこくどじんみんはじくわ・っしついうしんわがくにせかいくわんぜつゆ．ゑんじつこ酒
と︑我圃土人民は︑始めから皇室の有であって︑臣あるであらう．我邦の世界に冠絶する所以は賞に鼓に

みんこと〃

かみくんしゆしもしんみんふぽのちしそんごと

て上君主と︑下臣民は︑父母ありて後子孫あがる如く

ー

民は悉く其本を皇室に護して居るのである︒かく存するのである︒

圃民道徳の淵源五

ﾐー

画宇一戸罰

鎧ころ

たみら余ひきみともかなたまどこる

国民道徳の淵源六

所︐となムソ︑民の憂は︑君の共に悲しませ給ふ所とな膿ソ︑
四︑忠孝一本誉みたみこらもつ
みころた蓬たみ雷みみこら

単わんゐ

君は民の心を以て御心とせさせ給ひ耐民は君の御心を

げんこくじじやらてもくんしんｆ︐記けいか象ときやすたてまつもつしんしふだんほ

しやら

軒一た

くんしゆ

またぐ人しゆじんみんひ菅あるこく︑く人めいかひたすらしんきんやすたてまつもつ

建固の事情に照し︑君臣の開係に鑑みる時には︑か安んじ奉らんことを以て︑臣子不働の本願として居
くんしんあか鱈こくかこくふんあひだいかだう︐とくうき・ごとじつわがくわらをく魯全そういちいれつ
シ︑る君臣の間︑圃家圃民の間に︑如何なる道徳が生れるのである︒かくの如きは︑責に我皇旭皇宗以来列
おのづか︷菅らきじゆつせいおほみ与るまたを辻んいらいわれＪ１︑しんみんほんぐわん
て来るべきかは︑自ら明かでばあるまいか︒己述せし聖の大御心であって︑叉耐先以来吾々臣民の本願であ
ごとわがくにけんこくじじやらくやつしつ
いし
ぷ︑
く園
にへ
さめ
如く我邦建圃の事情は︑皇室あって鰐る礎跡進雄嘩がるのであるｃされば君哲
は顔
民た
をみ
愛あ撫
をい
平あ
安んにを治
みは
し死
せ生
いを
生じたので︑綴の礎港識跡の姫く︑城嘩あって蝿る礎織ふ藷を座て雌誇恥琴に鐸へきせ給た
ひま
︑た民

この．ぞごとしんみんｆ︑んしゆたいたて詮つあだかこくみんおやきみたいつくかうちう

くんしゆしんみんのぞた宝力う

に君主があるのではなく︑叉君主は人民を率ゐて或圃君命に蕊け︑只管辰襟を安んじ奉らんことを以て︑
ど池んワやく
そここくかけんせつ
こぐそせんこたゆゐみちしむゐ
こ︑おい
士を侵略して︑其虚に圃家を建設したのでもない︒園姐先に掛ふる唯一の道と信じて居るのである︒是に於
どじんみんはじ・
くぉらしついう
こくみんだうとくおの．づかできくず芯唾ひとこおや
土人民は始めより皇室の有であったのである﹄かくてか圃民道徳は自ら出来て来る︒即ち人の子が親に
くんしん〃︑記けいたザちしやひぢｒやくわんけいし蕊たい菩三わこぐみんだうとく者と
て君臣の開係は︑只治者鼓治者の開係ではなく︑従っ封する誠は︑これ我が圃民道徳の基礎をなすのである︒
けんりぎむけんりぷくふくじＰっくわ人けい
じつおやこしザ一人わけんこぐＵ哩や今かく﹃﹂とわがこくたいかくごとわ湖くんしん
て権利義務や︑権力服従の開係ではない︒賞に親子自然我が建圃の事情斯の如し︒我圃鵠斯の如し︒我君臣の
定い湾うばつ
おやくんしゆおの．づかぢしわ︑くわんけいまたかくごとこおやたいしせいし世やら
の大道より溌して︑親にい生す君主は自ら治者とな開係亦斯の如し︒かくて子が親に封する至誠至情は︑
たまこしんふんおのづかひぢしやけんｂけんこくだうとくくわん智とえ
らせ給ひ︑子たる臣民は自ら被治者となって︑確利擢これ一園道徳を一貫したる基礎とならざるを得ないの
詞永くいハわいお︽︑こし迄やらよく人しんぷんおのづかざだこおやたいし詐一いしじゃ全これかう
力以外︑親子の至情に由りて︑君臣の分が自ら定まつである︒子の親に封する至誠至情︑之を孝といふので
ゆゑきみもとたみずゑしかすゑあつかうたぎしんみん和やくんしゆたい
たのである︒故に君は本で民は末である︒而も末を集ある︒この孝は直ちに臣民の親にいます君主に濁して
すゑしや今じやらかＬんどう
またおなつくし妙︶いしじゃ全ゐ
軸れば輯に締し︑種を識ずれば末を生じ︑上下一心同も亦同じく蓋すべき至誠至情となって居るのである︒
鵠である︒かくて君主の臣民に臨ませ給ふや︑峠も群畔予が薩鍵の評に鎌して錆すべきものを孝といふなら

の子に臨むが如く︑臣民の君主に封し奉るや︑恰もば図画民の親にいます君に封して誰すぺき孝を忠とい
子の親に謝するが如く︑君の御喜は︑民の共に悦ぶふ迄である︒忠孝と二字になるけれども︑それは只親

己おやたい﹃︶と醤みおんよろこびたみともよるこユムで心的．うなフじたざおや

一▲＝

−
−
‑
＝
■
一

オ

也一うかう

Ｌぜん

しか

い

よしだし生らいんしきなか

わかや掌と

わ渉くわらしつ

⑥おうちけつこくたいなつひくんしんくわんけいしやら

くも責に我皇室にあると言はねばならぬ．我皇室ゐつ
このこくどじんみんしやらげんこくたいげふ誉ん
ばじ
て始めて︑此圃土人民が生じ︑建圃の大業がなり︑金

じつわがくやヨしつ

が︑更に斯の如き建剛の事情︑圃僻の性質︑君臣の開
け
いしやら咽ゑんたいぼんどこかしご
係を生じた所以の大本は何麗にあるかと識ねると︐畏

ざらかくごとけんこくじじやらこくたいせいしつくんしんくわん

民族に同化して仕舞ふに連ない・
もうかうだいだうけんこくじじ坪ら芭くたい
さらおも
更に願ふに︑この忠孝の大道は建圃の事情︑圃鰐の
せいしつくんしんく宛んけいＬぜんばつせいざうゐ
性質︑君臣の開係より自然に護生したものに相違ない

みん署くどうくわし詮ちがひ

れども之は過去の歴史に徴しても分るが︐いづれ大和

これくわ己れきしちよ今

くんみんたいいか
ひと
君脆一機と言ひ兼ねるといふ人もあるかもしれぬけ

成程今凹では新附の臣民も増加したので︑君民同耐︑

たるほどこんにもしんぷしんみんぞうかくんみんどう乏

い．

質は賞に弦に存するのである︒吉旧松蔭の士規の中に

しつりつこ君之ん

れの園に於ても見る事を得ざる所で︑我国民道徳の特

くにおいみことえと一易わがこくみんだうとくｊ一く

︐・せかいいづ
ゆゑちうかうかう笹ぞゐ
が故に忠孝は百行の基であるのである．これは世界何

こ狗やたいＬ

︲
おやたい営みおやたいさ
たる親に謝すると︑君たる親に謝するとの差あるのみ
ち︑フ

兎のもとせいＬ人どうふ

﹁君臣一鴨︑忠孝一致︐唯吾圃獄レ然﹂と言ってある．

しか

で︑其本の精祁は同一不二である子の親に謝する琴
せいしじゃ合
し老いＬ必やつもつたぎきみたい
誠至情︑この至誠至情を以て頂ちに君に掛すいば︑即
きみもうつく
もこれが忠となるのである︑而もこの君に忠を誌すと
こ□と毛せんい︑いいまたす噸︽をせんふだんたい脚わん

ちうかうわが・くにげんこくじじ年らこくたい

いふ事は澗先以来︑叉凡ての澗先が不働の大願として
をせんたいまた
・抄︑フや
み﹂造ころ
居った所であるから︑この忠は帥がて耐先に濁し︑叉
臼鍬の諺に錐する芯謡で︑畦と謡とは砦に稗て締一す
せいしつくんしんくわんりいしぜ入しやうきただうとくわが

るのである︒かくて忠孝は我幽の建圃の事情︑圃鵠の
くにだうとく．者を

性質︑君臣の開係から︑自然に生じ来った道徳で︑我

しか

園道徳の基礎が通この忠孝にあるのは自然にして而も
きたもうかうぼん
ことたず
談たたうぜんこと
亦富然の事であり︑かねて叉忠孝一本といふ事は︑只

わがくにおいいえ妾君

我邦に於てのみ言ひ得ら虹る所である︒

五︑我邦園民道徳の淵源
ち一うかうわがくにだうとく曽毛

じ︵．さい

とにしむらせんせいめいぢ

くないし牛らちゆらめい攻んゐん猫

ねんひじかたくないだいしんけんげん

けんばくしぶ．

七

くわい

かくて是を我が皇室に蹄せねば蕪らぬのである倉

我幽民道徳の基礎たる忠孝︑従って圃民道徳の淵源は
これわくわらしつき

わが・﹂くみんだうとく誼をちうかうしたがこくみんだう鼻くえんげん

こ画ちうかうだいだうじぜんはつせい巷

甑無鉄の圃磯が成り︑途にかシる君臣の開係が生じ︑

かくごと

斯の如くして︑忠孝は我邦道徳の基礎でゐって︑而

錘に忠孝の大道が自然に護生して来たのであるから︑

ちうかうわがげんこくじ喝やらこくたいぜいしつくんしん

してこの忠孝は︑我建風の事情︑圃鵠の性質︑君臣の

念た

かう
しぜんばつゼい苦竺ろだいだう
くわんけい
開係から︑自然に護生して来た所の大道である︒一︲孝は

か︸フ私︾上﹄

百行の本Ｌとか司資二於事父一以事レ君Ｌ又司以レ孝事レ君則

旭西村先生が明治二十二年に土方宮内大臣に建言し︑
追一うかうぼん

しなＬさう
忠﹂一といふやうなことは支那の思想にもあるが︑賃際

わがくにおい

宮内省中に明倫院を置かんとした建白書にも︑
宰匡呼

行はれないやうである︒我邦に於ては︑忠孝一本なる
園民道徳の淵源

飼民道徳の淵源

ゆゑこんにちあたこくみんだうとくゐ

つ雪しんぼんぱうれきしあんこくみんだうとくこんげんつれ
くやつしつ

謹で本邦の歴史を按ずるに︑圃民道徳の根元は常

ぢ

どころ

い

毛のえんげんじつゑんしんいけういく

に皇室にあり︑故に今日に常りて幽民の道徳を維
くわうしつおたこれもと
持せんとするには︑皇室を措いて他に之を求むくき
しんうんぬん
所なきを信ずるなり云々
・ゐじつわ航くにこくみんだうとくこんげんくわらしっ
と言はれて居る︒責に我邦圃民道徳の根元は皇室に
ちよくごの走詠

わ砿しんみんよもうよかうおくてう？一つ

あって︑其淵源貴に遠深なりと言はねばならぬ．激育
勅語に宣はく︑﹁我臣民克ク忠二克ク孝二億兆心ヲご一

・八

わぷくにほんらいめん懐くこくみんだうとくとく農と毎島ぴかちちやらしぷ

︑かいがちく心けいそんち寺つどす
らぬけれども︑彼の償値を過計し︑尊重の度が過ぎて

もとわすす尾宝どいわがし

我邦本来の面目と︑圃民道徳の特色︑並に償値︑長所
︲これためばうをやくあやひ徳うてきざこと
をさへ︑之が蔦に忘却し︑或は放郵し去るといふ事は︑

だうとくことたづさはものが煙ら

これ本を忘帆て末に惑はさるシものと言ふくく︑我思
寅考うかいだうとｆ︑かいいうくわんい
想界道穂界の憂患と言はねばならぬ︒
恋漸蝿迩癖の脈臓や鐸に瞬謹で︑鐸韮確や鐸に購季
ふばつ

壷ころ

よ刀をぴな

めためぎんじこれしぎ

こわこぐた榊せいｒ︲わ

い

シテ世々駁ノ美ヲ済セルハ此し我ガ圃鴨ノ精華ニシテ
けういくえんげんまたじつこ刀毛んちう力うじつけんこくいらい
激育ノ淵源亦責二錘二存邑と︒忠孝は資に建剛以来
おくてうこ繭らよ逗毛のびなきたたいだうしか
億兆が心が一にして世々其美を癖し末った大道で︑而
そのえ入げん十丞睦わくや︒しつ
も其淵源は即ち我が皇室にありと言はねばならぬ・
ひるが一きんじしきうかいだうとくかいじゃ﹃たいみ睡嘩宛
識って近時の思想界道徳界の状態を観るに︑始に
の智と
わがこくみんだうとくえ入げん善を
述べた如く心この我圃民道徳の淵源︑基礎といふこと
あまめいγくＩはくＩく１・じじつ
ためこ小とうかん
は︑除りに明々白々の事賞であるが篇か︑之を等閑に
ゐろんしやおほみうわか者
附して居る論者が多いやうに見受けられる分り切つ
て居るが潟に︑暫時之を思儀しないのならば︑それは
あへとがひつえうおうぺい・りんりしさうげんわくＬん
敢て答める必要もないが︑欧米の倫理思想に肱惑し心

すゐけつくわこれぱうきやく蚕とじつ

とくせいすゐ

せつ濫今フや

しだい

さん

せいだいたい︸﹂んおいゐかんばつ苦

二弧ろが

不抜のものでゐる︒道徳の事に係る者は必ずや︑こ
だうとくたいぼん為琴ら
しかの．吟・主す︐１１わがくにだうとく
の道徳の大本を明かにして︑而して後︑益々我邦道徳
ちやらしよばつきそめたんしよほとくもつゐだいほうぴ
の長所を溌揮し︑其短所を浦足し︑以て偉大︑豊美な
つ毎りのぞ
ものとなすことに心掛けねば藤らぬ︒絡に望みて一言
きん唾や会へいか
ことし殖ちつかしこ
しておきたいのは︑今年十一月には畏くも今上陛下
ごをくゐたいれい語匡芯こくたみばんけいがお
御即位の大祷が行はせらる易ので︑圃民一般に慶賀借
このときあたこくみんしエ釦︑Ｐご﹂くお
く能はざる所である︒此時に富り圃民は︑諸外圃に於
こくしゆけんしやたいれいことかいじつかしこ
けるが如く︑一園主権者の大鰐とは事異り︑資に畏け
われ︲ｆＩこくみんおやにほみていごく汚いかぞく
れど吾々剛氏の親にましまし︑日本帝圃なる一大家族
げんしゆへいかたいれい喜透たまごと
の元首におはします︒陛下の大鰐を行はせ給ふ事でゐ
ぼんみんこぞ念ふかうしせいしじやつひれきあひとも
れば︑寓民梁って瀧腔の至誠と至情とを披漉し︑相共
しゆく漆たてまつおもわがくにだう
に耐賀し奉らねばならぬことシ思ふ．かくて我邦道

だいじいももる﹄んおうぺいりんりぜつじゆら

ぷんかち︑びわいこぐだうとく許ぽいをん菩苫

あた

酔した結果︑之を忘却するが如きことありては責に一

徳の粘粋が︑かゑる聖代の大典に於て︑遺憾なく溌揮

ごと

大事であると言はねばならぬ︒勿論欧米の倫理説も充

せられんことを切望して巳まい次第であるｃ︵丈責記き

ふ

分の憤値がある︒外国の道徳も大に一尊重しなければな

I

一
五

一

道徳 の光
１
−

じ蕊んここだいもんだいいうゐいまこれ．しエくん
自分は此虚に一大問題を有して居る︑今是を諸君に

けんしやらてい琶韮らおもしかをもんだい

あた

まにんげんせいめい

懸賞として提供したいと思ふ︒然るに其の問題といふ
しやくわいおいもつとな鰯匙たもつどみじか
は吐曾に於て最も長からねばならず︑叉最も短くして
たいせつ
大切なるものである︒齢し輝ら印磁は港に舞って僻鯉

な

を輿へんとすると︑先づ人間の生命ともいふべきもの
〃んこんないかく淀うり
ながほつ
は成るべく長きを欲するものである︒現今の内閣総理

定いじんおほくまばくさいまでいいゐ

はくまさこもんだいせつレぶくにん

大臣である大隈伯は百二十五歳迄生きると云って居る

が固伯は富しく此の闇唖題に接鯛された一人であらう︒
ゐ寸丞唾ばついくきせいじゆくきおよすゐたいき

舗唯の鐸鋤騨に繰ると雌蹴の一華を涯跡一応沖に慨叱
しゆつしやら

ばついくていし

して居る︒即ち護育期成熟期及び衰頼期の三でゐる︑
こはついくぎ

さいまでいしかふ？フ

此の溌育期といふは出生してから溌育の停止するまで
じ牙﹂やく

の時期で約二十五歳迄を云ふのである︒然るに普通の

さじんしや室さいぱい守芯は

動物が概して護育期の五倍だけ生き延びると云ふこと

どう悪つがいばついくぎぱいいのい
輪とゴ

に基くと︑吾人の︐一生は二十五歳の五倍即ち百二十五
ね
んいしか溌邪いかどうぶつ
年は生きなくてはならぬ︒併し乍ら如何なる動物であ

道徳の光

丈翠士

や

輪田

道

け

三

さい矛芯憾ぱい一急ひぱい

人の一生は先づ五十年以上を保つと云ふことが出来勘

じん︑しや今まねんいじゃ全たもいで哲

命と観念して居るやうである︒以上に擦って見ても吾

人生七十古来稀なりと一言ひ︑邦人は一般に五十年の毒
み
やらくわんれんゐい吟やらまみ

じんせいこらいまれいはうじんばんねんじゆ

が
い手法にぱいせつゐしなとほひと
涯即ち言催説となって居る︒支那では杜甫といふ人が

けんきうよはついく・をさいたい・さいしやら

の生命で即ち九十歳乃至百歳であり︒叉可ホリスＬ氏の
研究に擦れば獲育期の二十五歳に濁して七十五歳の生

せいめい子潅はさいないしさいまたし

倍説であるけれどもうパッフォンＬ氏の研究では約四倍

とになって居る︒之を人間に就て見ると大隈伯は五
ぽこい
せつしけんきうや︑ぱい

は百歳乃至百二十歳︑即ち三倍或は四倍といふやぅな
ゐこれにんげんついみお峰くまはく

さいないし

ぱ即ち十二倍である︒更に狐は一年竿で謹育し十三四
ざ・小じゆ一かや雲いういたいやくぱいまたし︲し
厳の毒命を有すると云ふから大約九倍である︒叉獅子
はついくぎ泡んさいないしさいしや分派いす怒腫
の凌育期は六年で三十歳乃至四十歳の生涯であれば即
やくぱいらくだはついくきいんしやらがい埴ん
も約六倍︑脇舵の護育期は八年で一生涯は四十年なれ
ず徳は減いざうばついぐ︲きさいないしさいしやっ
ぱ即ち五倍耐象の穫育期は三十歳乃至三十五歳で一生

炉怒睡ぱいさら窓つれねんはんはついく

は約一年間で溌育し︑大概十二年の生命を保つといへ

やくねんかんはついくたいがいいんせいめいたも

思はれない・畢者の研究する所に擦ると猫といふ家畜

おもがくしやけんきうところ柔ねこかちく

ひつこわりあび︸﹂いじゆ一葉らたもゐ
っても必ず此の割合に一定した毒命を保って居るとも

元

九

、

二一＝弓

道徳の光

一○

演の商人は威服した︒成る程黄金は寓能である寓物の

睦嘩︷︒︶愛辰んかんぷく港ほどわうどんばんのうぱふがつ

術ほ進んで衛生の道を厳守すれば七八十歳の毒命を保

なすわゑいせいみちげんしゆさいじ少一篭う滝も

っことが出来ようと思ふ．されば人間の生命は出来得
あきながのぞ皇もの
る限り長きを望まない者はないけれども︑譲郁お壷が

長たる力がある︒自分は飽まで金を得るに若かずと考
じらいいかふぎふだうとく契りひとへかれ
へて︑爾来如何なる不義不道徳をも顧みず偏に金をの
まうを
かかたとこに泌一やたか楓ま．う
み儲けて居った．斯くて彼の男は日夜唯だ金のみを儲

ほ

かうわ

おもにんじやらつれこ

ひじやらひちうぱあひけい雪やう

もつとみじ力

めん

み

たん力・悪謬力︑じぷん詮んぞて

できかれつひばＡもんおこ

い

かん

を

利人から彼は紳士でないと云って排斥せら弧︑有名な

っねきんせんあいあまつひわいろとたイギ
常に金銭を愛する除り途に賄賂を取った．潟めに英吉
リスじんかれしん１いはいせきいうめい

人事を頻りに考へて居た︒ところが其の可ルーベンＬは

・ことしきかんが・ゐ

極めて黄金が好きである金銭が一切の力である．と云

きはわうどんすぎんぜんさいちからい

ンＬといふ畢者があった︑彼は偉大なる畢者に似合はず

がくしやか虹ゐだいがくしやにあ

さらに一例を塞げて見れば嘗て英吉利には可ルーペ

れいあみかつイギリス

物か存して居ると云ふことを威ぜらるシのである．

ものそんゐ

や﹄

其の後彼は黄金の力かは知れないけれども位迄貰ふや
な念ん諺﹂くでき
こちおいかれこん
うになったが尚ほ瀧足が出来ない︒錐に於てか彼は今
にちいた
かなりぜんかうこ︑ろざきき
日に至るまで可成善行を志して来たものであるが既
わうたかねほかなにものな
毛けつくわ
性には唯だ金より外に何物も無かった︒其の結果とし
ふじ人ぱう散楓ひじや参さびせいくわつ
て不人望を招ぎ非常に淋しい生活をしたのである︒此
れいついみにんげんた淫た人わうどんちからひかり
の一例に就て見ても人間は唯軍に黄金の力のみで光を
は左せいむよくう
いぐわい卸走塁なに
で苦
放ち勢力を得ることは出来ないそれ以外に必ずや何

あだ

じぷんあくかねうしかんが

非常に疲勢した場合に傾聴せんとする講話のごときは

けて見たけれども︑軍に金だけの光では自分に揃足を

りいう包掌づわれＴＩＩご〃にＬしよし轡かかうもん湾い

ついできうかんたんおも

もちろんだうとくひかり

もやらちから

最も短くして欲しいと思ふのは人情の常である︒此の

輿ふることが出来ない︒そこで彼は途に煩悶を起した︒
をごかれわうどんちか鼻し
くちゐまでもち

できおもにんげんせいめいできう

理由に基き吾々の今日諸子に封って講ぜんとする問題

一一

いよ〃Ｉ︑しよしたいていしゆつ

もんだいだうとく

に就ても出来得るかぎり簡軍にしたいと思ふ

ひかりだい

そ妻︲で愈々諸子に濁して提出せんとする問題は道徳

おいせいりよくいみしようこ

ギリスしやらにん社かイギリス牡かいだい宮やっこぐ

い

の光と題するものである︒勿論道徳の光といふは一面
に於て勢力といふ意味にも使用さるシのであるが︑此
だうとくはたいかくわらくわはないかせいワよくいう
の道徳が果して如何なる光華を放ち如何なる勢力を有
まひき人れい
よこはまい当めい
するかと云へぱ︑先づ卑近な一例として構演に有名な
かねもちこきん敦んかいたふじんぱうを言
金持があるが此の金瀧家は至って不人望な男である・
こ壱とこなにゆゑ・か虹まうこむろざいあときイ
此の男が何故に金儲けを志したかと云ふと或る時英

たづ毛しやつにん．﹄非だいか楓だい

い

吉利の商人に向って︑英吉利は世界第一の彊圃である︑
をせかい蓉やうこく
其の世界に狸圃となった厩殴は厩であるかと云ふこと

を諮れた．すると其の商人の答ふるには第一に金︑第
かねだいやはか極いよこ

二が金︑第三も矢張り金でゐると言った︒ところが横

一

がくしやまつると
こむいたにんげんたんき人せんがくも人ばかせいりよくう

畢者であり律ら輝むくき末路を遂げたのである・

できひ︒とゼいりよく脅人せんがくもんい蝿あい動

弦に至って人間は軍に金銭や率間許６では勢力を得
い

かいけつ

ロシ﹃ノ

ることが出来ない︒人の勢力は金銭や単間以外に在る
と云ふことを解決したいのである︒また露西亜には可ト
じ人然つ
か私しエしし
ルストィｉ−といふ人物がある．彼は諸子の知るごとく

辻かいな・な

でき

Ｃ善

か軽

ことさへ隅︽来なかった︒ところが﹁トルストィ︲︸は金も

ひ人みん一審がた・みづかせいく聖一いと塔おぽいひんみんどうじやっよ

あがくもんあか西ひじ幸らどうじやらしんあつひと
有り畢間も有るに拘はらず非常に同情心の厚い人で︑

貧民の間に立って自ら生活を醤み大に貧民に同情を寄

一君かひんみんたかねあつりぶんしかれら
せ﹀或は貧民の矯めに金を集め自分の死ぬまで彼等と
和
せ活
いをく
くる
し︒や
同な
じ生
しわ
たつ
のば
でゐ
伯く
爵といふ鉾磁を擁し徳ら
ひんぱふにん なせい・あつそ藍だいじんかく
ちか屋かれ

か五か・うけつじんぶつ

貧乏人と同じ生活をしたのである︒其の偉大なる人格

に臆ん修つれいあみみと畑つこう

じみ謁蔀らわか

いびわいだう︑とくてきちな一一も

けつがくもんげいしゆつしゃくゐにんげんちからで曹

の力が彼をして斯る鮫潔なる人物を唾きしめたのであ

る︒決して畢問謹術や爵位のみで人間の力は出来ない・

てんかめいせいはく

は軍に伯爵の地位だけでは世界に名を潟すことは出来
なんは︐〜し年くう︵左こうしやく
なかったのである︒何となれば伯爵の上には術ほ侯鱒

それ以外に道徳的の力を持たなければならないこと

ゆゑたｆたんしやくゐ

がある︑それ故唯箪に爵位だけでは天下に名聾を博す
己とかれいうめいせうせつか

ずゐ

は一ＪトルストイＬの一事を見ても明かに分るのである︒

で者

けつさくおほゐだいせうせつか

十耗枕

せいりよく

くちぬとみた

ちし肴い

れつこうたちなら

かたしよしれぎしじやらごしようち．はず

八

かれくいぜいしよくぜんかたばらひやくしやら

るが︑地位から云っても智識から云っても烈公に立並
かだい︐１
当弓れつこうことおも
ぶ方は幾らもめる︒所が烈公が殊に重きをなすといふ

もゐ

みとれつこう

なほ日本の賃例を蕊げて見ると水戸の烈公である．

清いぜうせつか

−セルティー﹂のごとき可シルレル﹂のごとき大詩人
またかくもんちから

水戸の烈公といふ方は諸子も歴史上で御承知の筈であ

か趣ら

せうゼつちから

がある大小説家がある︒さればラトルストイ﹂の勢力を

は位や富の篤めではない彼は卒生食膳の傍に百姓
ころせいれき

おほ

ある・或る時欧羅巴人は非常な磯餓で苦しむものが多

︑ねん

にんぎや︒つくおにん蔦らまく孟孝ねはしとゐ
の人形を造って置き人形の前で常に箸を執って居る︒
かつかれわかつく
嘗て彼は和歌を作って

あさゆふものくたび〃も

！なったことがある・頃は西暦一千八百七十三年と千
ねんりやらどおいたいへん・義一きんしょくじ

一一

．朝な夕な物食ふ度に思ふかな

．あと費ヨーロヅパじんひじやら者者んくる

﹄え

得たのは必ずしも小説の力でない心亦単問の力でもな
しやくゐちから
いぐわいあもの
ければ爵位の力でもない．るれ以外に或る物があるか
あものなみい寺芯哩吐亨ろ
らである或る物とは何であるかと云ふと即ち誠心で

だいしじん

分見るべき傑作は多くあるけれども偉大なる小説家は
たたく＆ん
他にも淫山ある︒即ち可シエークスフイャ﹂のごとき皇

ぷんみ

ることが出来ない．殊に彼は有名な小説家である︑随

たんはくしや︑ちゐ

いうめいがくしや・はくしやく
かれ
ゑぷん．
有名な単者であり伯爵といふ身分である︒けれども彼

』『

八百九十二年の両度に於て大愛な儀錘があり食事する

道徳の光

可

三

U

ぱ

い

道徳の光

い

おもわれＯＩＩまぞらじんかくたい

おも

まへ雌つこういつきいづじん

力

さうごあひよあひま

たみなわざはひか弱

ゐ

談ふぞく

一一一

い

ないぶせいく

つ

かうゐかうしやくいうひと

しデフいんいやずゐずゐぷんくる

るにも及およぶまい・斑に尭挿勢搾で推謡の淫塾箪恭けて

か

い

守芯にたん

は相互に相椅り相侯たればならぬと言へるのである︒
しかせきじ津くしやみひ唾やらとみけいぶとみ
然るに昔時の畢者を見ると非常に富を軽侮し︑富のゐ

かんがを

だり或は不善が起るのでゐる︒それ故に経済と道徳と

地位が有っても金銭が得らいないと脳兎角盗心が起つ

とかくたうしんおこ
らゐあ
ざんぜんえ
あをひふぜんおこゆゑげいざいだうｏとく

める︒単に外部の生活だけに浦足しても内部の生活に
ぐわい案ふぞく
かところ
峡
く
る
所
が
あ
り
︑
侭
令
蹄
諦
が
華
達
し
て
も
外
部
に不足が
がくもん
しん承んめいい
でき
あると道の文明とは言ふことが出来ない．畢問があり

たんぐわい系せいく幻つ

それで外部の文明即ち外的生活と︑内部の文明即ち
ないて昔ゼいくわつないぐわいくいきんはじかうくわあら
内的生活とは内外平均して始めて数果の現はれるので

めぐたみめぐみ
あるかでんしやきせんたしかエつしってきはつ
ひ︑或は電車といひ汽船といふごとき確に物質的に護
恵まぬ民に悪まるシ身は
いはゆるセいしんて昔はうめん
いう系一診しつ
かんしやゐもちろん恥つこうひやくしやらひやく
たつまんめい
と威謝して居る︒勿論烈公は百姓ではないけれども百 ↓達した文明であるｃ所謂糖祁的の方面よりは優に物質
ぜいしん
てき栗んめいすむゐこ恥たしゆなう
ゐいなにんれつこう
レやらつくこめく
的の丈・明が進んで居る︒是が潟めに主鵬たるべき精祁
姓の作った米を食って生きて居る．否一人烈公のみで
おも・
だがひにほんじんぜんぷみなしかか画いみ
て昔蕊んめい知へつか
的の文明が却て峡けては居ないかと恩ふのである︒如
ない︑お互日本人の全部は皆然りである・愚る意味か
ぐわいぶぶつしってきぷんめいすぁていどな称ぷせい
かれひやくしやつにん可やつつく一一づかさばしくだＬの
何にしても外部の物質的文明が進む程度で︑内部の精
ら彼は百姓の人形を造り自ら先きに箸を下すに忍びな
じぶんしょく氏へひとはしにん﹃●．や︒さぁい
しんてぎ氷んめいす雪ゆ
神的文明が進んで往かなければならぬ︒
いと云って︑自分が食する前に一箸人形に捧げたと云
ぐわいぷぷんめいず私畦ぐ いてきせいくわつ荘いぶ津んめい寸越に
にもじゃうせいくわつおい︑つこうニンろざ﹄かまでりつ
ふことである︒日常生活に於て烈公の志が斯く迄立
派であったかと思ふと吾々はその誠心と人格に濁して

しんをんけいえず堀に舵つこうゐだい

真に愈敬せざるを得ないのである︲即ち烈公の偉大な
七奉匡蛭
ついおもおこ
るは其の行ひにあるのである︒これに就て想ひ起きる

はいじんいつさかれにも７１１せいくわつ︽暴く弔うりふ７く︑しん

な

るは俳人一茶である︒彼は日々の生活が百姓の粒々辛

ゐ

苦より成れるを恩ひ︑
．もっていひるね
勿鰐なや書寝して酢く昨確溌
よ

と詠んで居るが︑前の烈公といひ一茶といひ何れも人
せい言主くち一うがに〆嘩や︒︑寺﹂びふ

生の極致を穿ち人情の機微に鯛飢しものではあるまい

にほ約・ふがうｂつばくわんりがくしや

けうし

か︒日本には富家があり立派な官吏もあり︑単者もあ ︑る潟めに皆澗に躍るやうな考へで居った︒即ち一箪

の食一瓢の飲と言って安んじて居たけれども随分苦し

活を管み居ると戚謝して止まない者が何虚に在らう︒

がんえんひとそみぶんさぅ比う

り教師もあり︑高位高爵を有する人もあるけれども︑

かったであらう︒顔淵の号﹂とき人は其の身分に相営す
たん七く
る桑に僻むが叩なりでゐる︒さすれば斯くまで歎息す

ひやくしや今しんく〃もひとばしごはんにん雪やつざ童ありがたせい

百姓の辛苦を思ふて一箸の御飯を人形に捧げ有難い生

くわついと錘をかんしややものどこあ

こんにちしやくわいしゃ︒たい詮ひかうきむ斗︶んでんしん

今日の砥曾状態を観ると飛行機といひ無線電信とい

F

ゐもの仏ないやうぷんめいせつ裳く

りやつりつ

い

わけ

むし戦いしん︲

いびっくりを

い

居る者等は西洋の文明に接鯛しないから︑寧ろ精祁のると云って吃驚
して居った︒
わたｆ︐しｂさうてきり人蕊つ電談へやはは主ぐちおほ
↓﹂んにちおいせいしんと迩溶さうたう
くお
みでま
漁人
足ぞし
て居たが︑今日に於ては精祁と伴って相富さうして妾の理想的人物の名前も矢張り潅口ばと
仰
まぐち
わたくし︑りさう
かた
の藤を倖なければならぬのである︒醜ち錘蝕遷りて瀞せらるシ方であると言った︒妾の理想とする演口と
だうとくけいざいじつさいしゃくわいかたこいづみやくもゐに
せを
つし
節
知るといふ課であるから︑道徳と経潜は責際吐曾いふ方は小泉八雲といって芯零溌擁をして居られる日
しんぼんずせいヤフじんしゆｆ１にほんいつわか
に雨立せねばならないものであると云ふことを信じて本好きの西洋人で︑種々日本の逸話を書いたものがゐ

ゐ

をしよむゆらかつてうしおほつなみとき
居る︒るが︑其の書中には嘗て銚子で・
に
大海輪のめった時のこ
ゐと秀は匙ぐちせんぞみづかやまのぽたく

ひかりけつ

じてき

あ

ものおびたざ

山の薪を連ばせ盛んに燃火を潟し矩火を鮎ぜしめた︒

とが出て居る︒その時演口の先旭は自ら山に登って淫
四運ん霞誉ばこ一︒かた電
ぴ潅たいまつてん

ざだうとくし韮ら

ふじん馬わいはまぐち功︑んたいえ人ぜつ黄ばう

然れば道穂坐蛎請る調のく錘今挑は誠して一時的のもの蜂︿の雌りの鐸雑に操って擁はれた者が移しくめる︒
ではなく︑天下後世に其の光華を樽ふるものである︒のみならず︑領主の倉庫には多量の米があるが其れを
しかは匙ぐちＬ
むだんひらとぎせいめいさま
Ｄぷん
ゐりよくいう
ばんごこうえふい茨
寓古後葉に至る蝋裳﹄偉力を有するものであると自分は無断で開く時は生命を捧げねばならぬ︒然るに演口氏
こ才鵡睡ほんかうしゆがノ︽ところみんしゆら・たたとひじぶんくぴらレ漆さしつか
かんがゐ
考
へ
て
居
る
︒
是
れ
即
ち
本
講
の
宅
眼
と
す
る
所
で
あ
る
が
︑
は
民
衆
の
潟めであれば暇令自分の首を直っても差支へ
こ
れ就
つて
い自じ
ひに
じ威
やじら
はふ
毎は
し︑か
玖俵
ぐな
ちいざ
是に
分ぷ
のん
非常
たか
話ん
とい
嘗つ
ては
演口
と・
云い
って︑垂︿の鐸庫を慨さ獄ら癖嫌の蝿に蝿っ廓
ゑ
兵へ衛
といふ樺か印磁の衆に誰れし畦の榊識りにその鍛睡って勝る遮献を擁ふたと云ふことである︒自分は富
そし妾﹄んあたは受やちじじじつじつさいざへゑし巻
ぞくわんいつわ
湘に閲する逸話があった︒そ奴は其の子孫に髄る演口時の事賞を貿際儀兵衛氏から聴いたのである︒ところ
こいブかしをもよしよしるかくごとじんぶつ．しやあいおい
たんくんえいこぐケンプリヅチだいがくざいがくわゆら
謄君が英圃の剣橋大畢に在畢中のことでゐるが︑或るが小泉氏は其れを著書に記し斯の如き人物が耐麺に於

婦人金岡より演躯君詐鍔叱賦演読吃稀哩廿泥れ誰辿云番て真の一象傑である偉人であると云ふことを吹聴され
ことである︒時に彼は日本幼女汗教清に蹴江所減を唾唯率い婚か溌琴情罰泌彼の婦人が理想の人と瀞したので

くられたもので今のったが︑其の折一人の婦人が出て貴爾来彼は西洋の習慣として其の名前を自分の愛犬に迄
で
んは弐ぐちいかたこことおなつな敦へつゐきでんはまぐちおほ
殿が演口と云ふ方であるか︑誠に御懐かしい名前でゐ付けて居るさうである．そこで貴殿は漬口と仰せられ

道徳の光

1

つた

も

道徳の光

し毛んござたづしんしか

たはまぐちしせかいてきじんぶつ

ぎ︸せい

るが若しもその子孫では御座らぬかと訊ねた︒真に然
かれせつＬやをふあたものいどころ︑し
り彼は拙者の澗父に常る者であると云った所が︑氏ば
かほあかふじんたちかっさいはく
顔の赤くなるほど婦人達に喝采を博したさうである・
よみつ籍一んにちだうとくへうじゆんたずばら昔
これに擦って見ても今日道徳の標準は唯腹を切ったり
て者たふ
ひとた
敵を鍵したりすることでばい・人の潟めに犠牲になり
こくかしやくわい定しんめい毎Ｆ・っだうとくはま・ぐちし
圃家吐曾の潟めに身命を っのが道徳である︒演口氏
・かうゐたい杵まことうる力く
の行鳶態度のごときは誠に美はしいものである︒斯の
ごとぎせいてきぜんかうことＪｆｌせかいこうせい
如き犠牲的な善行といふものは悉く世界後世にまで

かこだうＤとくちからしん嫁んせいふえき

も博はるのである︒潟めに溌口氏は世界的の人物にな
ったのである︒鋒に恋てか鐸癖の識雄は識靴鐸鍵嘩に
い

い

できばまぐもしはうめい︸﹂んかばんせい

は換へられないもので︑此の道徳の力は真に寓世不易
つた

だうと〃︑妙一いり平ぞかれ春↑う︑とくちからゐだい

であると言ふことが出来る︒溌口氏の芳名が天下寓世
に鱒はると云ふのも瞬梁蝿に碓齢を擁った迩癖のがで

一四

かいうめいさくらそうらうおもおこかれわ嘉

かいみづのみしや全すこんにもことばいくま

彼の有名な佐倉宗五郎を想ひ起したのである︒彼は塵

に一介の水呑百姓に過ぎない︒今日の言葉で云へぱ熊
こうこうごほど泳ゞぷんたんだう︑とくひかり
公八公に伍する程の身分であり惇ら︑一日一道徳の光が
遊うりばつ
い・ばんじんそんすうおかひと
脳裡に褒すると云ふど寓人の尊崇して措ざる人となり

つひこんに︑ちかみさまじんじゃ望つか

きん︐１１かいみづのみしやらかまでしやくわい

終には今日の榊様となり祁吐として祭られてある︒侭
しんかうとてまんゑんまんゑんかね一綴沌がた
かる信仰は通も一千寓園や二千寓圃の金では購ひ難い

をんすうはいしゐりよく十忽瞳だうとくひかり

であらう︒僅々一介の水呑百姓でゐって斯く迄に牡曾

に尊崇せられ拝祁される偉力が即ち道徳の光である．
だう︑とくひかりよなにもの．︑つあが煙えひ
されば道徳の光は世に何物を以てしても購ひ得ざる非
じゃヨ六つと・
しん
常に貴いものであると信ずるのである︒鶴るに挫蹴一

ばんじゃ．たいみだうとくじつつまこ

ぶつしつばんのうじだいだうとくうんゐ・ぐ﹃﹂つ志やら

般の情態を見ると道徳は賞に詰らないものである︒此
ゐ

しよせんだうとくなん

ししやくわい

の物質寓能の時代に道徳を云繍するは患の骨頂である
あくてう

しぎしやみ毒かたげん

と言って居るが︑所詮は道徳の何たるかを知らぬ吐曾

の悪潮でゐって識者の耳を催すに起らざる言である︒

じよんくいぜいかいしうひとなひ巴やらそんけい

然るに彼は元来如何なる人であったかと云ふと︑さ

しかかれぐわ今匂いいかひと

して居る・

ゐ

人物である︒自分は平生海舟の人と為りを非常に尊敬

じんぷつ

しよしかつかいしうなき一壱琴ゐだいじんかくしや

あり︑道徳の勢力である︒彼が道徳の力は偉大である

菌や参じんしし

といふことを郷人で知らないものもあるか知れぬが︑
とほイギリス・こ猛怒しつた
いじつかんぷく
鍵き英吉利にまで此の話が樽はると云ふは賞に威服の

じぷんかつさ〃〜ら？フかうさい

諸子は勝海舟の名を聞くや険ち偉大なる人格者たるこ
おもおこ
とを想ひ起すであらう︒賑ち癖は癖峨の糖吟に癖て毒
かぷたいせおもつどよたうじしやあいだいへう
下の舞皇を脊負ひ︑最も能く常時の斌曾を代表されし

至りではないか．
五
れいい

さらに一例を言へ ぱ自分は嘗て佐倉を遡行する際に

F

冷害う

ひと菅こおほくぽひとたうじ

一翁といふ人が聞かれた．此の大久保といふ人は常時

毛か

せいなに

だうとく和かり毛いんな

かいしうおもしかとくがはけ

なか︲ＩＩしっかりゐ・力いひとしか会弓すゐ

の海舟よりも一段一家い人物であるが︑勝は若いけれど

せんふいことき

かいしうだんえらじん氷つかつわか

まで偉人と瀞する程の人ではない︒彼は固より伯爵で

も却々緊乎として居る・斯う云ふ人を然るべき所に推

きう？なこれもつへいがくきえうかんがたうじか

窪やらあかさかへんゐじぷんざはだひとついばう哩響一けん

しゆつせいげんいんかれかつとう

かれじゃくれんころ

もなければ公爵でもなかった︒けれども彼は若年の比
ひとだ︑フとくかかりばつけんこれ妾葡宅かつかいしう
一たび道徳の光を溌見したのでゐる︒是が抑も勝海舟

薦したら宜からうと云ふとになったのである︒此の時

．こ︑プレやく

をして出世の原因たらしめたのであった︒彼は嘗て東

ゐじんしぶらほどひとかれもとばくしやく

京の赤坂遥に居た時分に津田といふ人に就て砲術の暁

から海舟は重きをなすやうになった︒然して徳川家の
をいくだいへうさいがうだんばんをしゆつ
まつろ
末路には其の家を代表して西郷と談判をした︒其の出

ぢめいてつぱうちうざう

究を馬し︑之を以て兵畢の機要とせんと考へ常時の鍛

世は何かといふと道徳の光が素因を成したのである︒
しかゐだい
りやらト
五百両を取れば五百雨だけの光しかない︒然るに偉大

りやらばくだい

が趣ら

ワや会

りやらて

ひかり

こ手然嘩だうとくひかり

たりつしん

せいれんしよし

毛ごかいしうをうりつしんしゆつせ

みぷんふつうひとか︑

しゆつせよういできえうかいしう

して伯爵といふ身分となった︒普通の人であっては悠

はくしやく

なる希望をも達せらる少︑其の後海舟翁は立身出世を

巻ぱうたつ

どをさる動よりも︑進んで道徳の光を捉へられよ︒真
ぜんとくわくりく１くわらめいぱなただい
これとちえ
に之を捉へ得たならば前途に赫々たる光明を鞍ち多大

す︑だうとくひかりとらし釦

にして真に出世が出来ないと言って可ノート﹂に築書な

しんしゆつせできいちくがき

かいしうこ

なる海舟は此の五百両を手にしなかった篇めに立身が

かがし

りやらばかか画もちだうとくひかり

ゐ

で菅

冶に命じて織砲を鋳造せしめられた︑ところが其の認
やぢ・む瞳ふぢがね弐んちやく
屋冶は無法にも地金を崎着するやうなことをした︒是
かぢやおと
かいしうざとしっせき
を海舟が畳って叱責せんとすると瞳鍛冶屋は怖れて五

出来たのである．是れ即ち道徳の光でゐる︒青年諸子

さしだ

りやらかねぢさんそりうばうちうざうＩいばひかつまへ

百雨の金を持参し其の銃砲を鋳造する肌として勝の前

わつか

に差出した︒昔の五百両は莫大なるものであるが︑必
わいろいみかいしうこれうけと
ずしも賄賂を意味したものでもないに海舟は之を受収

し

らない︒僅に五百雨許りの金を貰っては道徳の光はな
し酢だうとくひかロわつどんひかりひかくだう
くなって仕舞ふ・道徳の光と黄金の光を比較すると道
とくばうむげんひかワいうゐ

もひ

はない︒

しゆつせな

じつさいこだうとくちからほか

る出世が容易に出来るものでないが︑要するに海舟の

徳の方が無限の光を有して居るといふことを知って居
悪れい
切蕊かれかぢむかきこうか

い堂すこよてつぱう

出世を潟したのは責際此の道徳の力であったといふ他

こかなひつえう

る︒それ故彼は鍛冶に封って貴公は窓かる無瀧なこと

かぢやじういわん

︽ハ

をするな︑此の金は必要でないから今少しく善い蹴砲
ちうざう
でき・こんごきこうでいりさし
い

を鋳造せよ︑それが出来なければ今後貴公の出入を差

と

I

たくにかへいおほくほ

一 一

止めると言った．そこで鍛冶屋は銃九よりも小さくな
って宅に逃げ綿っだと云ふことでゐる︒それを大久保

道徳の光

五

かた

かまくらじだいあ壱とさゑもんふぢつなひと

道徳の光
おもゐ

さらに鎌倉時代には青砥左衛門藤綱といふ人がある
瞳ぶんこどもじぶんどひ︲ｃ習五みなんおくや．か
自分は子供の時分に此の人の行ひを見て何となく奥床
ごしよ今ゆり

かれかく幸︵つせいしんしうやうぜんりよくけいあう

しやししりぞぶつしつ

しい方であると思って居た︒
かれほうでうし哲一きさんいうめいＥんぶつ
御承知のごとく彼は北喋氏の直参として有名な人物
かれ︵いぜいしよくさいかん蕊ついＬつそ
である︑彼が半生の食菜は干物であったと云ふ質素な
わこくしつた毒匡為よ
せいくわついと経
生活を管んだのである︒我が蝋史の樽ふる所に依ると

彼は格別精祁修養に全力を傾注して︑箸修を退け物質
て者ぜい胆くし具一だうとく︽詞︑︑ｆらおももち
的の賛捧を退けて道徳の光を従へられたから重く用ひ

だうとくかくごＪ﹄しやくわいりえきあたくわら

しや島めいじんるゐかうふくあだ

られたのである々道徳は斯の如く赴曾に利益を典へ光
くわばな

これぐしやこっちやら

が・ソかち

華を凌たしむるのでゐる〆．吐曾人類に幸禰を輿ふるの
産や匙

一一︿

み巧匡蛭しなんわざおもにん

げんふマフだうとくざこんなん

こじんすで

身に行ふことば至難の業であるやうに患はるシが︑入

のぞ

間普通の道徳は然まで困難なものではない︒古人も既
みちちかあいぽしんせうしよはいしよＰっ．こくうん
に道は爾きに在りと云ひ聴戊申詔書を拝調しても圃運

ばってんもと診か己君ああふ

︲革うらいせいし人しうやうこ︑ろざしよしまこてぢかにもじゃ会ひざ

護展の本近く錘に在りと仰せられてある︒望むらくは

な

１︶つ多一

蒋来精祁修養を志す諸子は先づ此の手近い日常日々
せい＆わつおいしん﹂ゆんゼいぬいだうとくとらふん
の生活に於て真際清明なる道徳を捉へらるシことに奮

ばつほ

じふ人ここしゃくやいかいりや全だいちやく

凌して欲しい︒

汚い

こじんすでとくこ・か丞ら．ご江回

うで嘘たちいどくりつき︐革壱三や．え

あはひと・あは

︒ｏｈＥ

かうふく

じゃ＆しや

云ひ︑積善の家に除慶あり麓不善の家に除映ありと云

い老きせんいへよけいせきふぜんいへよあうい

き人になりたい︒古人も既に徳弧ならず必ず隣ありと

ひと

りぷん

自分は此麗に吐曾改良の第一着として成るべく質素
せいくわつじつかう
猫も諾ぎんらいばんじん柳拓う浄写︺
生活を責行したいと思ふて居る．近来一般の人衆は率
きんせんかる
きん・こんいうぜいたくなふう
ね金銭を軽んじ︑金銭を有せずして賛津を潟す風でゐ
淫がひどうしつりとしつをせいにわつ℃だこくかきん
るが︑お互同志は努めて質素の生活を管み圃家寓一に
あくべん
乏なぴふうや︶毎
供ふる美風を養ひたいものである︒第二には飽まで勉
智や︒こ︑ろぷ己
こんトちにんげんがいたいだはういつこの
狸を志したい・今日の人間は概して怠惰放逸を好み

にんげんとちぐしやＥつきいザ一人にん十く港おほ

い

われ︲ｆ︑どこ

である．之を懲者の骨頂といひ一竜の償値なきものと
ふはくけいてうひと
記も
思ふのは誤ったものである得浮薄軽桃の人なのでゐる︒
ことごんにちしやくわいもＩげきとかくぐぶつおほばか
殊に今日の吐曾を目撃するに兎に角懲物が多い︒馬鹿

依頼心が狸いやうでゐるが︑吾々は何虚までも自分の
か画しゃく

ぐ﹂や一考まゆゑしんじつぜ人にんたすうぐＬや

季じゃ・つ疋咋

これ

い矛ｂい﹄人つぶ

な人間を捉へて懲者といふが賞際に善人は紗く多くは
らいどう

沙Ｉつこう

だい

愚者の集りであるにそれ故冥責の善人でも多数の懲者

腕で働くと云ふ燭立の気象を養ひだい︲第三には弱者
あはらうしやいたふかうひとすぐいふどうしや全おつ
を憐れみ老者を勢はり不幸なる人を救ふと云同情の厚

だうとく均匡港

に雷同せねばならないと云ふ状態である︒怒る吐禽に

かぴシぜっとらなか０１Ｉよういわざ

あって道徳を行ふのは苦痛なものであるけれども︐之
を鯉琴施縮する嫁鐸に癖て愚冴癖を鍵齢するものでゐ

きんせん〃いきい逗苦しようひと

い

ひ︑憐れむ人は憐れまる参八よりも幸祇であると云つ

あ盾い

る︒暇りに一尾の鮒を捉へんとするも却々容易の業で
︒こうとくとらこれ

て居るｓ第四には金銭を経潅的に使用する人になりた

まじんろゐせいくわつぜいめい

ない︒況して人類生活の生命とする道徳を捉へて之を

て費

とゐ

こんにもけいざいか砿いはひふき

い・癖癖騨識の婚雌︐アダムスＬもき
金ん
銭せ
はん
使し
用よ
すう
るも
がく
目

かくじし膜しんじつかうようい

らる動・齢し輝ら雌の舜廠まく癖織嬢齢なき雌装に峰

して各自の所信を賞行せんとするは容易のことではな
たゆゑごこんしゅんけつしんじむしだうとく
い︒其れ故古今の俊傑にしても真に時務を知り道徳を

よ・フ

ませいさんけんき一ノなしうにふみちかう

これいうえき似

主義で滞れば溜る程械くなる風である︒之を有徳に利

行ひ立身出世を遂げ︑天下後世に名を揚ぐることは甚

げんじふうてうたいかしきう

しかのちをせいさんおうしうにふたいせうひししゆつ

﹄え︑フ

おも

こぐみんこすゐいはゆるしやくわいかいりやらへうじゆふしめうへ唇

いた

ふ今フ

用せんとするには先づ生産の研究を篇し牧入の途を講

だ至難とするところである︒けれども東西の偉人傑士

しゆぎた宝たまほど昏藍

じて然る後其の生産に膳じ牧入に封する消費と支出を

は飽まで正義に立脚して至難を排し︑誠意誠心其の志

的であると説いて居るが︑今日の終演家は概して灰吹

致すにある︒要するに現時の風潮に封して窓かる思想

業を貫徹されたのである︒爵めに偉人は何虚までも興

蓄はかんえう

し蔵んとうざいゐじんけつし

じめ

．たゐじんどこま

たにんみつか至心かれらせい︲菅

しんじつしんしんぜんぴしん竺易

げふくわと﹂つ

あくせいぎ︑りつ意やくしなんはいせいいぜい→︶んぞし

ほ謡偉

を圃民に鼓吹することは所謂吐禽改良の標準を示す上

面目である︑他人をも自らをも欺かない︒彼等が正義

雪迂りつしんしゆつせとてんかこうせいなあ

に極めて肝要のことであらうと思はるシ・

しんじや全農くかう曲うわうまいしん瞳蓉

おを会毒しな

にして冥賞と信じ︑真に善なり美なりと信ずる所には

せいＤんこうしちんさいおひ渚やくながげんかこゑた

真情直行勇往逼進して些かも怖る夏所がない﹄支那の

鴎げると一︲時と場合を知れ﹂といふことである︑如何に

ス﹂は死刑の宣告を受けっシも自若として︑真正の澗害

従容として顔同と談笑せられ︑希臓の賢哲﹁ソクラテ

がんふいだんせうギリシヤけんてつ

地位あり身分ゐる人でも此の時と場合を考へないこと

なるものは悪人が善人に向って加へ得べきものでな

しよぅぷ一フ

聖人孔子は陳蕊の間に厄せられ乍ら絃歌の蕊を絶たず

は無益と徒勢に蹄するものである︒放に諸子に克く其

むえきとちう零﹄

ゆゑしよし采乏

か〃︑・げんゑとく

しだがきぎ︾〜きかいけつくだ

とぎ空ろ契りときばあひし

つれときよる

ゆ

あくにんぜんにんむか〃︑はう

よくるよ・ざ〃ェころ・

よこれ

かく

いきうしゆヤソキリストじかじや雪

しつ

ごとえいゆうゐじんかうゐ⑳つどて入しんらんまんしげふたい

しぷうよ﹃う

しんせいくわがい

の時と所とを顧み時と場合を知るといふ格言を曾得さ

い︒たとひ予を苦しめ予を窟し予を殺すとても予は之
・もつ〃︑わがい
を以て禰害としない︒やは郡って琴が癖めにｃ蕊しをま

しやらいるゐおよだうとくこんぼんぎこ

ひとひとじんかくたしく亭つくわほな

〆ししやく

れて常に時の宜しきに従ひ機宜に適する解決を降し︑

げて往くものであると云ひ︑救圭耶蘇基督は十字架上

ごじつかう

しけいせんこぐう

吐禽に累を及ぼさやることが道徳の根本義である︒此

に篠せられっシ従容として死に就いたのである︒斯の
いはによしやらだ︑うとくじひ強んぎうかうかた﹄や１

しげふちかうだうたいかうどうもし詮

如く英雄偉人の行罵は最も天真蝋煙である︒志業に封

七

ちゐみぶんひとこときぱゐひかんが

の一語を賞行しても人の人たる人格ば確かに光華を護

しては志業に一致し行動に樹しては行動に一致して了

道徳の光

た〃︑

つものである︒況んや如上の道徳を賞践窮行する方々
さい︾やらしかうだいくわら者ばつやう今だがＬん
は最上至高の大光輝を謹揚するに疑ひなきことシ信ぜ

ときぱあひし．いか

をは必ぞじぷんた泡んけいけん号一つかくげん
総りに臨んで自分の多年綴験を試みつぅゐる格言を
あ︐

七

宇宙問題と修養

一

P

徳を修養し志業を成さんとするに常︐り須らく先づ偉人

ろは概して此の類である︒されば予輩は同胞諸子が道

がいころゐ誤ぱいどうばうしぶしだう
とくしゆヤブしげふなあたずべかまゐじん

も之を超越せるものである︒古今東西偉人の麓すとこ

こ恥てうゑつここんとうざいゐじんな

八

けつしぜい坪フか式雄ら当弓

〃ｒ二

Ｉｉ
ｆ

傑士の性行に蕊る所がなければならぬ︒︵誹演摘琶

ﾛ
出

ごともつどかんたんしんわ

るものを生まざらむやとて日の肺を生み給ひ之れを大

くて大八洲の園及び草木の榊を生み︑何ぞ天下の主な

しかいかかいけつもと参やらせつこじん

しんわ

ひかみうたまこおほ

た匙ごとわがくに一うちうかいぴやく

うち．うかいぴやくくわんしんわか︐︑こく乏のおもむき

よるｆにをさ

ひゐめひとなづくわ今︑わめいきいりく津ふてさづてんじや全

う

おほやしまくにおよさうもくかみう竃んてんかしゆ

↓﹂

天の道鋒を以て治冥を探り鋒滴凝って液能古呂島とな
にかよしんわＤん
ったといふのは之れに似通うた祁話でゐる︑二脚はか

おのころじま

此の宇宙は如何にして開開せられしかは何人も聞くこ
好つもんだいたいこもうまいじだいおいうたがひ・こ
とを欲する問題で太古蒙昧の時代に於ても疑を此の
もんだいい造すでうたがひいだいしゃ全なんら
問題に抱かざるはなく既に疑を抱く以上は何等かの
堂んぞくあた
こかいけつ
は弓はふよ
方法に依って之れを解決せずんば満足する足はざるは

日霊と名け光華明彩六合を照らしければ授くるに天上
かみもつつぎつきかみうたまこつ雪圭め↓琶と
の榊を以てし次に月の榊を生み給ひて之れを月讃命と

もつまんぞくえゐなんやうｃんたい

あまた・家ほこ雲もつさうめいきぐはうて者こ

人間自然の要求で所謂知識慾と名くるものである︒

いひて夜の園を治めしめ給ひし如きは我圃の宇宙開開

にんげんしぜんえう者ういはゆるちしきぶくなづ

併し如何に解決を求むるの情が切であっても此の甚
大定いにして蝿も瞬謎な蹄睡の窪みに鍵せらるべきもので
こぁおい毛きうざうしやふかしぎかふ潟ら昔
ない︒此に於て其の創造者と不可思議なる榊の力に錦

紳話である︑宇宙開悶に関する秘話は各圃其趣を

し勺●勺

陸地を生ぜしと信じたるが如きは最も簡軍なる祁話で
わにほんおいいざなぎいざなみしんあまうきばした
我が日本に於て伊諾弊伊弊冊の二稗が天の浮橋に立ち

りく嘩珍しやら

古に天紳タンゴラなるものあり︑天より蒜を垂れて海
ていつ◇らつ
之のいととちゅうきかいじやらてん７く１
底の土を釣らんとし其蒜途中に切れて海上に黙々たる

こてんじんてんいとたかい

藤

けつしふちやくじこしゆきせい

ふけれども決して執着するのではない︒自己の主義精
しんこんていせきら通ほうるしん︽んさいじ系つたい
紳を根抵より赤裸々に暴露するも身遥一切の事物に掛
菩はふへんて言ぱいＦ王でＣんゐて言
して極めて普遍的である︒肺脈より出るものを人篤的
ず︽へしやくわいしふふんだうりてきおうＬか
こうそく
に拘束することなく凡て吐禽の習慣道理に通雁して而

開駕稗話の種類

ｉ１１
宇宙問題と修養

一︑

I

加

して以て満足を得て居るので︑南洋ポルネシャ人は太

こうち一ういかかいぴやくなんぴと者

吾等の居住する此の天地は如何にして出来しか湿叉

われらきよぢうこてんちいかでき唾た

I

ごと

華けいかういう

記もしろ徳起し

ししやら

てん鳴一しんざう逝つてんちひとみな

異にしていろ；１１の面白い話があるが︑これにも至上
１世やらしんた
鵬を垂てる蹴餓と漉沌蝉の慨雄とがめって至上榊を立

つる傾向を有するものは天地紳造説で天も地も人も皆
はんしんて巷けいかういう
かみちか・やつく
赫の力によって造られたといふ汎祁的傾向を有するも
のは跨織悔鑑の誰で の僻から恋恥陣擁が鈴罪たとい

ふうとゐしんはんしんいもちろんた

さがんひ

さて垂︿の織毒爵が

そのこゑらいてい

うがんつ昔したいきよく

んで華謡は鯉鐸となり其謹は雷雲

となり左眼は日となり右眼は月となり四肢五鰐は四極
きんみやくちりはだ
そけつえ苦かうが
がく
五獄となり其の血液は江河となり筋脈は地里となり肌
にくでんど︑とうばつせいしんひまうさうも︒︑し
肉は田土となり頭髪は星辰とな効披毛稚悼木となり歯
こつきんせきせいずゐしゆきぷく
骨は金石︑精髄は珠玉となり︑汗流は雨樺となるとい

きよだいまもの

まふうおこ一望谷つかんかいせつへんとこ妙︶つへん一一

十超はふかしぎなづれい

しぶせか苧ふたわか

み

しんわたい
こあひに
見る︑之れと相似たのはスカンヂナビヤの神話で︑太

ひ蕊恥餓擁は層識く錨か爵艇織よふ準したものと

初は世界二つに分れて一は氷寒界他は焦熱界であった

ふ風に説いて居る︒一脚といひ汎祁と云ふのは勿論多

しんいうのち判たたいこさかのぽいづたしんふう

が此にアンノーン即ち不可思議と名けらるシ一霊がゐ

︽笈与つかんかいた．せう渡つかい

を帯びて居るのであるから直に一脚汎祁の萌芽を此の
ぴやくせつ
開かい開
説のみによって判はんずることは酔恭ぬが舞燃雌を認

って魔風を起して氷寒界より雪片を飛ばし此の雪片凝

こんなん

二︑屍鵠化生の識
一こ〃

しな砿んこし

紳激の後に来るので︑太古に遡れば何れも多祁の風
たぎちしんはんしんほうがこ
おゐ

親することは困難でない︒

しや三

にご

したち

幸﹄

ユヘさ﹂

一﹂

弐うはっしんりんをしががんせきそけつえぎ

にくくいやとほれさんがくを

悪ゅうぜつりんつひまものころこくうさい

かみ

に巨人あり三日にして漸く全形を現はす是れブルとい

かや足ザ人けいあらこ

ふ榊なりけり︑此のプルの孫をオーデンといふ︑ォ−
う︵てん

わにほんうちうかいぴやくせつまたと砿じこんとんた蔑む

己と諸ぶ

斗﹄鋲じん

屍僻化生の考として算せらる塾ものは支那の盤古氏
しんわてんちばじこんとんたまごごときよ
の祁話で天地の初めは混沌たる難子の如く清きものは
上に天となり濁れるものは下に地となり︑中に盤子氏
を生じたので︑冠と恥と漣とは応に齢奉だのである︑

デン武勇絶倫絡に魔物イーミルを殺して之れを空際に

したいくわせいかんがへ

って巨大の魔物となり之れをイーミルといふ︑此のィ
ぜんじ
ときてんちびもよる
１ミルの時には天なく地なく豊なく夜なかりしが漸次
噌苫かんかいゆきと尼い秀よきうな輝いかは
にして氷寒界の雪解けて一大巨牛となり流れ出づる河
やレ江がんせきな毛のなか
ごと嘩妙℃私︾つ
の如き乳を以てイーミルを養ひ岩石を鴬めけるに其中

我が日本の宇宙開開説も亦其の初めは混沌たる難子の

投じけるにその肉は卒野となり其の骨は山獄となり其

の毛髪は森林となり其の歯牙は岩石となり其の血液は
たいかいたづ頑う一品うあう域うぐわらをら巷よく
大海となり其の頭脳は中央に栃程して崖となり四極の

一

うへてんにごしたちなかぼんこし

如く清きものは上に天となり濁れるものは下に地とな
なかあめ残なかぬしのか墨しや全いこしな・でん
︐︑中に天の御中主祁を生ずと云ふが之れは支那の樽
にほんかみもつおも
ぜつＬふようこ
説を襲用して之れに日本の脚を以てしたのと思はれる
宇宙問題と修養

L

九

二○

は一々参れに庫難し癖に癖ゐ帆ぱ峰に礎あり鐸に熱あ

宇宙問題と修養

蕊妙に鐸する確に鍔躍を壁ずと一蚕ひ峠の鯉の趣は砿が

み港みせうぬつかいくわ︵んまねじ・ゾげつ

れば此に憩あり︑彼に生あ弧ぱ此に死ありとして相手

きい雪く一ちばらもんをうりようで

たいしゃＰつ

ぜんし人

乏の也心らしん

冠んちきうざう会もかみ

あび玉鈴乏

をずうはい

言●やらざつふ一つうちういもくくわどきん

や罰毛のおもむき一産丞ペル

みじんるゐしさうばってんほどうけいろとゐ

水を以て寓物連用の本とするので鞘其趣は異るが波
騨に癖ける譲蹴の藤陸を雄の五に蹴せると浄鐘せるを

すゐもつばんぷつうんふうもと

似てゐる︒五行の説は古く高の九晴に出で︑木火士金
−１﹄

バーマンといひて天地の創造を守るの刺にして六従紳
の窪とし僻は蝉鐘池漉狩の五減にして尭雑の五種謡と

じゆらしん

ふを宇宙の営相とするのであるがもとより其の崇拝の

うもうたつ．さう

れば此に億あり︐彼に善あれば此に悪あり︑彼に智あ

これ言かれぜんこれあくかれも
これヤかれせいこれし

南焦熱界より火片を招ぎたまひしによるものにて同月
しんわ
を之れなりとして瀞る︑恥腸でも娠確じやうばる祁話

掛象となるべきは善紳アフラで其従祁に六あ︐り︑一は

之のこきふ・くう書

ぽんてんみもつせかい誉げんをあだまてんあし

ありて焚天の身を以て世界の起原とし其の頭は天足は
をくちいんだらあぐ腫しんしやョ
ち
めひ
地︑眼は日となり其の口より因陀羅阿誉尼の二肺を生
くしやとりややんじんせいぢかはら賑いしゃしやうにんあしすどら

じ其呼吸は空気と塚り最後に口より婆羅門︵僧侶︶腕よ
り利帝利︵軍人︑政拾家︶腹より吠含︵商人︶脚より背陀
インドおいうちうかい藍ｒ
どれいぞく﹄や今

またうちうほご

︵奴隷︶の四族を生ずといふ︑印度に於ては宇宙開開の
てんもさうざう
乏しんぼんてんこぼんてん
耐紳を焚天とし此の焚天によって天地は創造せられた
さら．ふし軽
こうせいインドけういた
りといふのであるが後世の印度散に至りては更に昆紐

ぬしばしんとぎだ

で肴

見ても八類の思想護展の略ぼ同一径嬢を取って居るの

四．天地の創造

つ少︑

もちろんみんぞ；しうけうを

は
じに
あ富
たつ
たてし
初め
はん
多て
紳き
的なりしも華尭譲遜確毒誌と駅す

別に話すべきことはない︑勿論セム民族の宗激も其の

会へつはな

が幸葺嘩祷に罫︒と垂芯燕恥蝕涯謡は鐸る蹴斡で毒恥
みほか
さうざうしゆ髭こ
創造の主を立て之いによりて造られたりと見るの外︑

い叩尾全したいくわせいせつばじじんしゆ趣らびし
以上は屍鰐化生説を初めとし︑アールャ人種並に支
鵬嘩癖︵鱈祷︶の恋心雛窪に職する諦誌を鋳たのである

み

奴︑淫婆の二柳を取り宋りて︑ヰシュ叉は字宙保護の

もつてんちば４わいかみさうざう

を見ることが出来る︒

かみす泳憾しゆせいぶつ︐

称即ち守成の儲としシバを以て天地破壊の榊とし創造
しゅげんたいしきう
しゆごはくわい︑しんこうちうとん
守護破壊の三赫此の宇宙に存せりてう三種現篭の思想
つくいた

を作るに至った︒

三︑善悪の二瀞

ひ識る
渉へマヘルシヤけうみばじ
って波斯のツァラッスシラ教を見るとこれは初
ぜんあくしんたきうぎうはくわいワやつしや七ん

しんｂぜん多あくしん

めより善悪二脚を立てシ創造破壊の両者存せりとし︑
このうちうぜんあくしんきう︑とうぜんしん之や黒やっ
此宇宙は善悪二祁の争闘で善紳アフラ房冒勇︶は光明
なり︑真理なり善なり︑智なりでゐるが悪紳︵ここ苛言三︶

またごかみ

みん壱６ばやかくしゅ老くかみ︑トー雪ゆう

きうざう

ことくは

べきやイスラヱルの民族は早くも各種族の赫々中︑ャ
もつししやこさいかうかみこてんち
１．ヱー無ちエホヴを以て至上最高の稗とし此の天地も
ぎうやくぜんしよしゆへんさうせいきか画寸感体てんち

亦此の榊によって創造せられたとするので事は詳しく
はじちていりいくわらくう

こく幸めんふ苧ジおも一︼

かみ

奮諜全書の首篇創世記に掲げられてある︑即ち天地の

ひか り

始めや地は定形なく砿室にして黒暗淵の面にありて紳
れいすゐ謂旦﹄おほか愚撤回・
の霊水の面を覆ひたりしが赫光ありとのたまひければ

こむめいあんわかめい小るあんよる
もうやぺつご刀なこ汚いじつだいじつ

光あり︑此に明と暗とを分ちて明を書一とし曙を夜とし
たまひ︑書梗の別此に成︐り︐之れを第一日とし第二日

た脇人宅く雪とてんももつかみぷんしゆつ

這いじつｂくちみづ
てんみづわか︑
には天と水とを分ちたまひ︑第三日には陸地と水とを
つくそちじやらさうもく・黒白
だいじつち
造り其の地上に草木を生ぜしめたまひ第四日には地を
てひ灯切
じつげつせいしんつくだいじつとらと︒
照らす光となるべきⅡ月星辰を造り第五日には空飛ぶ
︐とりみづすう壱いだ清いじつこんちうかもく趣ちびし誤
烏と水に榛む魚とを出し︑第六日には昆錘家畜並に諸
いうるゐいださいごかみざうかたどりひとつく
獣類を出し最後に肺の像に象りて人を造りたまひし
こと怒てんちじつげつ言い

といふので他の民族の如く天地を以て神の分出とし︑

もして人かみひかみ
のち

い

こかみふくいんけんでんな津

つＦ１

若くは天は脚︑日は榊といへると異り︑天地日月一切
ことノドＩしん
のもの悉く一祁壬小ヴによりて造られた６とするの

じんしゆしきうしはいてんちさうざうせつ十潅憾ご画ぱい

で後にキリスト出でシ此の祁の禰一音を暗一博し長くヨー
たい

ロッパ人種の思想を支配した天地創造説は即ち此に雁

胎したのである．

宇宙問題と修養

五︑希臓哲畢の見解

かんた人かみうちうつくしさう凱令かぞく

み﹄

ぶつこんげん

りつげんついい

簡軍に跡宇宙を作りたまへりといふ思想で瀧足して
じんちしん嶺ながこ
居ればそれまでいあるが人智の進歩は長く之れのみに
かみそのものつ．いう七一う宅のもの
まんぞく
て満足すべきものにあらず祁其物に就ても宇宙其者に
ついら六部いだじゆららいしんわいぐわいでんせついぐわいりちもつ
就ても疑ひを抱き従来の紳話以外博読以外に理智を以
おてつがくてきし︒︵んほうがしや全ギリシャ
て之れを推さんとする哲畢的思群の萌芽を生じ希臓の
てつがくまみなもと己画ばつ・そぴとい
哲畢は先づ源を此に護し其の鼻湘と云はるジターレ
ばん系つこと．４︑８すゐ巷ふくみづてんち嘘ん
スは寓物悉く水気を含まざるはなし︑水こそ天地高

こせいさいげん

物の根原なれと立言し次で出でたるアナキシマンデ〆

スはトアパイロンといへる固性なく際限なきものよ膿リ

天地は開護したので其の初めは縄にして寒なるもの︑

てんちかいはっをはじしつかん

だんかんひつ力をひのちぷんれつ

暖にして乾なる火に包まれしが其の火︑後に分裂して
て
んたいしぷせい毛しつかんひて

じ冬﹃はっつひすゐＤくわかわれらぢうだいちな

天鰐の諸星となり︑其の縄にして窪なるものは火に照

かみがそもんい

しんやつた

らされて蒸溌し遂に水陸分れて吾等の住する大地成り

しと考へ︑其の門より出で功一新設を立てたるアナキ
うち一うぼんげやもつくうきくうきわれ
シメネスは宇宙の本源を以て空気にありとし空気の吾
らしんだいほぞんごとせかいまたこくうき
等の身鵠を保存するが如く世界も亦此の空気によりて

たもそこうはくかんだんしや．︒だんひ

裸たれ其の厚薄によりて寒暖を生じ暖なるものは火と
へ
んかん・うんむついみづ
愛じ寒なるものは蝿となり雲霧となり繕に水となり︑

一一一

宇宙問題と修養

みづこちちいしかふが
せかいかみつく

またひとつく

水は凝って地となり︑地は石となると考へ︑ヘラクラ

ひ

ていりやう

イトスは世界は卿の造りしものにあらず︑叉人の造り
﹄えい善一うい

したがたもきき
とき

ひねつらし芯み面つみづねつうレ猛

しものにもあらず︑永久に活ける火にして一定の量に
従って闘えず燃えては消え消えては燃えて錘靴心鍬出

かんが

いた

む時なしといひ︑火熱を矢へば水となり水︑熱を失へ
ち
ちまたねっえみづみづ逮たひ
ぱ地となり︑地又熱を得て水となり︑水叉火となる︑
とち悪づ一零念うみうみふづ哩説らばつたいやう
土地の水は集りて海となり．海の水は蒸獲して太陽の
ひ

Ｆ昂うたいほかをげんとちふづひかぜ

火となると考へた︑下ってエムペドクレースに至りて
こへんＩ︑くわＪ１せつたいばん感つ乏しきげん毛
は此の愛々化々の論に謝して寓物を組織する元素は一
へん・§︲わみをげんぞしふがふりさん
ていふどう
定不動のもので．鍵化と見るのは其の元素の集合離散
と

する︑状態に外ならずとし其の元素を地︑水︑火︑風
ばんぶつぼんげんもつほん
の四と説き︑アナキサゴーラスは寓物の本源を以て本
らい せ い し つ こ と た し ・ ゆ い や う し 采 し ゆ な

渉つだいわかぜうこがつぺいぷんｂ

末性質を異にせる多諏異嫌の諸種より成るものでこれ

うごちから

す↑へものうちおいさいしゅん

を合すれば大となり︑分てば小となる︑此の合併分離
せんじや少ばんたいばんぷつけいせいこしゆし
によりて千状寓態の寓物を形成するものにて此の種子

↓﹂

みづどせきはいしゆつをのせんどうとほとさ

を動かす力をヌウスといひ︑凡ての物の中に於て最純
しせい
かす︒へちか三ちしきいう
至情にして且つ凡ての力と知識とを有するものを説き
せんどうおこしよしゆしうご毛げいだん
此のヌウス旋動を起して諸種子を動かし其の軽暖なる
ちゆらあう一託つ詮こ
もの は 緋 酔 に 識 じ 垂 ︿ の 鍔 陪 な る も の は 中
央に集６之れ

より水︑土︑石を排出し︑其旋動によりて遠く飛び去

一一一一

いくた辛﹄き〃ふいにつせい式ずゐぶんきばつしさく

ちゆらしん

たもゐこちゆうあうくわそのしうゐにし

志︺つ

りし幾多の石塊は日星となるといふ︑随分奇抜な思索
でピタゴラス識渥は蓮に鍵勤の歩を謹めて薙擁の娩廓
きうけいうちうこ
を以て一にゐりとし球形なる宇宙は此の一を中心とし

しげんもつ

才郡捲げんしあひるゐじ

Ａ〆◆ワ・﹃ジ

て保たれて居るので之れを中央火といひ其周園に西よ
り謎に煙る十僻の奉職あり華耗︑心鋸と舞廃とが匪一
はうかう〃︑らゐと菅ひるほんたいときよる
の方向に位する時は誉︑反掛の時にあるときは夜とな
しめ︲かち註・フじつつきげつたいやうねん
ると示し︑且つ地球は一日に月は一月に太陽は一年に
ちゆらあうくわしうゐくわいてん
中央火の周園を廻轄するといひ︒デモクリタスは宇宙

の始原を以てアトム︑即ち原子にありとし︑相類似せ
しふ堺ふおほ梅も是のちゆ会あう一弓き

るアトム集合して大きくて重きもの︑其中央に集ｂ︑
ち
ひかるしうゐこわだんたい

一﹂

毛

小さくして軽きもの周園によりて此に一圏謄をなし︑
之れを一過雛と鐸く︑癖も雌の鍵輝は雛臓にして其の
せかいつく

とうご定いキリ︑シヤてつがくしやしさくぜんじそ

たきりやつ
すうだんたいむすう
穂に龍作せるアトムも亦誰無
量な鯉ぱ無む数
の隠僻無数の

さいいしうけうばなすゐりこかうさつ

世界を造るといふ等︑古代希臓哲畢者の思索は漸次鹿
妾一手︒つ

どと．いへどをうちぎんせいくわがくほうか

より細に入りて宗教を離れて推理したりしが此の考察

お己だあたがくせつ

は粗雑なるが如しと錐も︑其の中に近世科畢の萌芽を
のちしうけうけうぎら芋おい︒︿つ
ふくゐ
含んで居るので︑後の宗致の教義を窺ふに於て︑一瞥

を怠る能ばざる畢読でゐる︒果完︶
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一貫の犬道
︑︑︑︑︑みちしなおふる

▲道は一なり道といふことは支那に於いて古くより

と

ゐちうしみちみち哩やらだう
説かれて居る︒老子は道の道とすべきは常道にあらず
みちもつとくぱいちうしとみち毛
じゆ つ

ぬ．わくにしんだう

︸言うし

といって︑道を以て徳に配した︒老子の説いた道を姐
のもだうけう
述して︑後に道教といふものが砕奉だのである︒孔子
わがみちもつ↓﹂れつ︑

みちふたばず

は吾道一以て之を貫くといった︒我が剛の神道にては
みちかやういろ︲１１みち
減ながらの道といふものがある︒斯様に色々の道がゐ
をもとどう

るが︑其の本は同一である．道に二つあるべき筈はな
もふたそれしんみちしんじゆちう
い︒若し二つありとせば夫は真の道ではない︒祁儒老
ぷつかく之と鎧ころおなたずもんさつがんこと
悌各其の説く所が同じでないのは︑唯観察眼を異にす

寺己つ

滑谷快天

毛んざいしかまんこふ︽ん

しかた

かくわんざつきた
る︒斯
く観察し来れば︑毒恥賦には癖味毒芯なる謹賑

てんぱいざいわたくし

こうめいせいだいぎしやら

が存在し︑而も寓古不愛のものであることを知るに難

ぱうをくさいひせんじん︐ひかりぺつ︸﹂んばんぷつくだ

くはない︒天の配謝に私なく︑昼明正大なる気象は
たにはなへづみなと
うちうじゆ．念んみねはなたか
宇宙に充流し︑峰の花高ぶらず谷の花謂らはず皆其の
と二ろや必少
所
に安んじて障る︒奉鑓の舞地は鐸峰華鱈の静雄にも

おんけいさい蔦らどうこうへいむし

しんたいちや︽だい

茅屋柴扉の賎人にも︑光を別にせず︐天の寓物に下す

恩恵は一切平等公平無私である︒
︑︑︑︑︑︑︑こ戸ろお・も

Ｇへんｂ

△長ゐれば短あり試みに思へなさい・身鰐の長大な
ひとしばゐみたかところものと

ところ

か私らぱううばところ

これさしひきだうｂ

人は芝居を見たり高い所の物を取るには便利であるが
装うあた
一笹かふとんねときてあしで
短い布閲に寝る時は手足が出てならぬ︒一方に輿ふる

所があれば必ず一方に奪ふ所がある︒之を差引の道理

てき

カナかとちへ

︑︑︑︑むかししなひとり毛う

狐こおよ

うぐひす

ことうしう

め

といふのである︒美しき花には善き賃がない︑鴬は
ばねみにくぎうばちからおもものうんばん
こゑ凸つく
謎の美しいかはり刑は醜い︑牛馬の力は重い物を運搬

らつくばなよみ

するに適するが鼠を捕ることにかけてば猫に及ばない
めわるひとらつくものみかはみに屯
眼の悪い人は美しい物の見えぬ代り醜いものも眼につ
みなげんいんけつくわしや全れい

またいんぐわばふ老く

いた

傘天道私なし天地間の事物宇宙間の現象について考
をん
こうめい妙︺いだいていふ︵ん鱈いだう
察すれば︑公明正大一定不錘なる大道がありて存する
柱つけんれいあ夢いんりよくはふとく
ことを謹見する︒一例を塞げて見れば引力の法則であ
だいたいやうけいちゆったいやうせうくうちゅうふいうぢんあい
る．大は大腸系中の大腸より小は空中に浮勝する塵瑛
べんわたくしいんり柔くしはいうゐ
に至るまで︑一片の私なく引力の支配を受けて居る

かぬ︒

と

二

ものだいせうろんちとうざい

又因果の法則にしても︑物の大小を論ぜず地の東西を

金安心立命昔支那に一人の僧があった︒此の僧は修

るからである︒
︑︑︑︑︑てん．あかん心承つうちうかんげんレやらかう

忽

間はず︑皆原因なくして結果の生ずる例はないのでゐ
一貫の大道

L
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一貫の大道

やうかさいばゆるふどうしんじつやま
養を重ねて所謂不動心といふものがあった︒一日山の
かみこ竃う吾らおもおたきばけもの
おごる

い

をうさら零どろいろ

はら

祁が此の僧を試みやうと思って︑頭のない化物となっ
詮うこれみづつうよ
て驚かしたが︑僻は之を見て頭痛がなくって善からう
やまかみざＬ一はうばふは︑勺なへんくわ
と言った山の柳は更に方法をかへて曜腹の無い鍵化

た

けつこう

たいぜんゐやまかみ

となってゐらは奴だが︑僧は更に驚く色もなく︑腹が

おどこ︑ろす蕊かた

ま今う

ゼいしんすゑかたけんご

立たないで溌構だらぅといふて泰然として居た．山紳
の威しにも怖飢いものは︑心の据方一にあるものであ
りとうんめいばくがいたいてんわたくし
る︒人が運命の迫害に濁しても︒天に私のないこと
号ろおき雲弓うつのみ麹．伝うぶつ之らい
を心の置所とな喜ねばならぬ．宇都宮茶は物祖株より
しやらさんうほどもの
ふかう
ま・フもくこ
も賞讃を受け声程の者でゐるが９不幸にして盲目の子
げ力
かどが．︑しやしたおも
を設けた︑如何にもして一角の皐者に仕立てやうと思
こどもうち毛§てのひらじ建しつひ
ひ︑子供の内から其の掌に字をかいて敦へたが︑遠
みたなあら︑ひと
．てんうちひと
には身を立て名を顔はす人となって︑天を怨みず人を
とが
ごと
あにふゑんさいおどうＬ 一ふいうさいとな
光めずの語を取って︑兄は不怨粥弟は不尤驚と瀞へ
これら．⑳うんめいたい

あんＬ人りつめいえ

た︒是等は悪しき運命に封しても︑精紳の据方が堅固
︑︑︑︑︑こうめい叶﹄いだいびやらどう許してんちげんそく

であったから︑安心立命を得たものである︒

△苦薬相伴人公明正大卒等無私が天地の原則である

物には美男子がなく︑才子は兎角多病でゐる．肥えた

ちゃ全たんとも淫くらくまとだいじん
から︑長には短が伴ひ苦にば薬が綴ふのである︒大人
ぷつぴなんしさいしとかくたびやらこ
人は冬暖い代りに夏は暑さに苦められる・子の多い家

ひと・ぶゆあゃかば瓶つあつと︾己こおほいく

二四

そだとき凸なしすゑらくよ蔵かあくにん

ざしぎあ

やういかかたみせまくる

いぬ

は育てる時は苦いが末は楽をする︒世の中には悪人に
ふぎぎいかさえいぐわ肴はゐ
して不義の財を重ね築華を極めて居るものもある︒一
んあんらくやう
そものこ︑ろだい
見安薬の樵ではめるが︑其の者の心に立ち入らば︑犬

かんいだゐこれはんぜんにんひんぎうひと

が座敷に上げられた様な如何にも肩身のすばる狭苦し

ひと

あなふたひとわざは小

い威を抱いて居る︒之に反して善人はたとへ貧窮の人
穴が浴みづあごとやうγく１じつやす
にありとも︑魚の水に居るが如く洋々として賞に安ら

かなものである︒人をいのらば穴二つ︑人の鯛を
こひねがもの
わみきいがいめぐきたてんつば

︑︑︑︑︑てんちかんぱうばくぜいだいきう産ん

希ふ者はやがて吾が身に災害が巡り来る．天に唾し
わかほ
どう
て我が顔にかシると同一である．

▲道心と人心天地間に砺購する正大の気を票けて人
げ
んうまをうま号ろまぞろま苧一つ

もとしぜんこれだうしん・こだうしん

間が生奴る︒其の生いながらの心を冥心といふ︒真心

しんぶつけうしよら食うしんじゃあく与る

にんげんほん

は固より至善なるもので之を道心ともいふ︒此の道心
ぽ人孟くおほ
くもできこれじんしんじん
が人慾に蔽はれると曇りが出来て之を人心といふ︒人

心は綿散に瀞する妄心にて邪悪なる心である︒人間本
らい号ろづ魅院だうしんものちどう１︶んたい
来の心即ち道心はよく物と一致する︒同心一鵠となる

こどもなは鱒めたみ滝
ものである︒子供が泣けば母の眼より涙がこぼれる︒
これ懐したいおなちやらそんみん︑びんぽふ
是母子一篭であるからである．同じ町村民にして貧乏
にんそちやらとんまづこれ才荘にちやらとん

人があれば其の町村の貧しいことになる︒是即ち町村
みんたいハ●小い￥〜あ玩ど︲りうこく
民一鵠であるからである︒外国より侮を受ければ画
みんぼこ︒と芋かこぐかこくみんた姉．
民犬を取って戦ふも︑圃家と脳民とは一鵠であるから

伝

ひとつ堀よどじんしんさき工だうしんき
でゐる・人は常に汚餓た人心を去り︑清き道心に錦する
もの
やうつと
榛
に
努
め
ね
ばならぬ︲輝抑の峨騨巻塁雲巨嘩といふ者が
ふかうひと砿やふぽわかＵ・ぷんこ︑ろ
あった０不幸な人で早く父母に別奴だが︑自分の心を

しんたいは詞

︲しよくもつどと

父とし己が鰐を母になぞらひて︑心の修養をかさねた

ちむおのからだは毎ころしうヤブ
うまものできｉ一き

くわし朱く

ぼういうあくしよ

言い物が出来た時は︑この身鴨は母であるから食物如
もの．︑春ずつ

きずけ

い

や

とき︑トーけんくわはじあるひすこ

ごうろん猫こ

屋があって︑舞癖鐸に匪峨一癖を綴いて跨る賑から︑

を

時々喧嘩を始める︒或日少しのことより口論を起し．
とく愚あひはじ
趣には窪せ謡きずに鍔くものかと取っ組合を始めた建
零﹄んじよすをひとご雌みさい︐ｆ︑ことゆゑもうさい
近所に住んで居った人が之を見て︑再々の事故仲裁も
せずに居ったが︑誰誌砿雛も畔奉なくなって垂︿の桑に
いたくわしさらだけん津つこどもてあたりしだい峰どご

至り︑菓子を挫ひ出して見物の子供に手常次第に施し

しよいうぬし

か趣らともし

た︾なに

いゐうもほどこ

．ししまこれらしな

まへたち．汐やつこあひ・管ぞ

ふうふお蔭い埠壁ろ．けんくわなかや寺みせんせいなに

たｃ夫婦は大に驚きや喧嘩の中休をして︑先生何をな

ふくしうく嫁招

狩ほいＬよしをきら

き物で傷けてはならぬと過食をっシしみ︑朋友が悪所
ところふぽつ
弧距ひす．Ａ
通を勘むれぱ︑どうしてそんな所に父母を連れて行か

さると訊した︒何もしない︒お前達雨虎が相争ふから

いうわくしり琴

れやうかとて誘惑を斥けた．大石良雄は吉良より受け

は必ず共に死ぬるであらう︒死んで仕舞へぱ此等の品

きみぶ噌芝わがみぷじよく

︑︑︑︑︑︑︑だうしん浄手つどうちもみぬ

かいどうばう

ゐ

ふうふおぽい催しやらｒつい︑ちかけんくわ

こくわん通んじんるゐさうわげんせんじんりん

︑︑︑︑︑てんちどうしんばん傘みつたい
傘忠孝の解粋天地は同心である︑寓物は一階である

やｅ

ら曾ね

等を招いだかち︑夫婦は大に悦ぢ︑粥来を誓って喧嘩

も﹃フ

た君の侮辱を我身の侮辱として復讐を企てた︒喜助は
謎予一職︑輝詠は識餓一癖の羅遜蝿である︒

は所有主がなくなる︒生きて居る中に施しをしてやら
みなここども
おも
うと思ってかうして居るのだ︒さあｊＩＩ皆来いと子供

金妄心は平和の敵道心は共同一致の基であるが︑妄
しんへいわてき︑りこしんばつたつひとたにんどう
心は平和の敵である︒利己心の護達した人は他人と同
で・者た︾わ︑弟く却角迄

を止めてしまった︒

しんたい

ゆ患びろてんかひとり

はなば琶

心一鵠となる一﹂とは出来ず︑唯吾が六尺の鴨のみを一
たい

いた

こつ

磯とする故︑慶い天下に一人ぼっちとなる︒甚しき
ある
ぷんかとり
に至っては自り分
柵でさへ祇鐘の齢非ね識さへある︒或
ひとめした

や︻ずろ

かまはう

みなぼんたいぼんしんくふつどうばうめんモなこと

ちうだうしんもつおや︑つか震はかうそのたじんぎれいちしん

だうしんも者みつか十忽は

四海は同胞である︒此の観念は人類相和の源泉︑人倫
だうとくこんばん〃もうかうみなだうしんくつめい
道徳の根本である︒忠といひ孝といひ皆道心の別名に
を

きんじぶまきやいた敬き
からかんしやくむし

ほか

人が飯を炊いたが焦げ付いた︒焼け心になって釜を放

外ならないのである︒道心を以って君に仕ふれば則ち

だ

も守り

ば︑︲っい

り出したが︑腹が癒えぬから︑近所の薪屋に至って薪

忠︑道心を以て親に事ふれば則ち孝︑其他仁義鵬智信

わ

皆本鵠本心の活動する方面によって其の名を異にする
みたずおん・むく
よかうだうと
までシある︒世の孝道を説くものを見るに︐唯恩に報

L

を破らせて貰って︑辛くも瓶嬬の鐘をなだめて居った
ちな﹄まかわひ？つしきぎ娘ふしやら
が︑力任せに破る拍子に木片がはねて負傷をしたので
ａす〃Ｉ︑いかじぷんわみしまつこ弐またあくわし
盆怒って自分で我が身の始末に困ったｃ叉或る菓子
一貫の大道

五

︑一貫の大道
じもつ

はくじゃくろんきよ

ゆるの一事を以てするものがあるが︑薄弱なる論篠と
おほおやなかこごろす
またくものもぼうおんてき
いふべきである︒多き親の中には︑子を殺すもの︑拾

一一︷︿

らうば冒牙たて宝つこめあろて

もったいすりこざもぢいをぐわら

老婆があった︒伽に奉る米を洗はうとして︑手にて

は勿篭なしとて播粉木でといた．爺は其の患を笑って
氏
へてけが廷とけ是がとき
お前の手がそんなに汚飢たものならば︑桃を拝む時に
ず
りこぎあはをがよ獄︲︶

も播粉木を合せて拝むが善いではないかといった．昔

これらおやいうこ

の見地を以て之を論じたならば︑是等の親を有する子

直江山城守が堀伊達正宗より金貨を見せられた時︑扇

けんちもつこれろん

っるもの︑叉は食ひ物にするものもある︒若し報恩的

には不孝の行潟を許容する課になるではないか．親子

で受けて手を付けない︒正宗は手に取って御覧あれと

いうす

おやあ芋をこ妙

しんかうだうも・うだうどうやうきみろ．ｆ︑潅

ぱいと

やう

まざむねてとごらん

がばやし︑リぬぐございかへ

ぐんぜいしきござ宮元零もの

やま︲︶ろのかみこたせつしやてせんぢやらの．ぞきいぱい

てつ

なほえや獣し兎のか︽だ一Ｌ史さ註ねきんくわみときあ会意

一鰐なるが故に親の寒さが身に浸みる︒是に於いて吾

いふ．山城守は答へて．拙者の手は戦場に臨んで采配

ふかうかうゐをＪぶうわけおやこ
たいゆゑおやさなみし・こ型おわが

衣を薄くしても親を渦かにせずには居られない・是を

をとり︑軍勢を指揮するもので御座る↑そんな汚い物
ふ・ても獣を
重さむれ
に鯛るシ手は持ち申さぬといった︒正宗は︑さてｊＩ１
きでんてふＵいうものござせつしやてぜん言や︒さい
貴殿の手は不自由な物で御座る︒拙者の手は戦場の采

ぼんぎきちやく

↓﹂少ん

真の孝道といふのである︒忠道も同様で︑君の職を食
ゆゑをことし
しんちうぎくんしん
む故其の事に死すといふのは真の忠義でない︒君臣一
たい
ゆゑ諸いうともえい堵をと時
篭なるが故に︑喜憂を共にし築辱を典にするといふ根

本義に錦着せねばならぬ︒

いはいばならぬ︒

しはい

ゐ

わしんてんちだいだうつうを

とほてんちかんぼんぶつみなこうめい妙嘱這いてん毛く

こぃせいろんさきの

りちばつたつ弘一のはんもんせんあ元か

ふんべっしやむけういくしやみおびはう↑︵んかもいう

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑あおるんしやしうけうむ

に何の差支もないのである︒梯いぢりは無用の沙汰と

むようさた

▲宗教は慰者の専有物にゐらず或論者は︑宗教は無

しうけうしんしかくわんＪ言う箔一はうＬうけうもつぴや三き

しんぶつめぐすりかうやく

鶴とけ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑てんこわぬだいだうもつおほ
塗誤解せられたる宗教天は一貫の大道を以て覆ひ︑
ち〃ふん汚いだうもつのひ→こ少らんだいだう毛つい
地は一貫の大道を以て載せ︑人は一貫の大道を以て生
ゐ娘いめうふかしぎだいだうてんちくらゐばん
きて居る︒霊妙不可思議なる大道あって︑天地位し寓

分別者無教育者を導く方便として償値を有するもので
唾とけ芽﹂やわん

なほはう一︿んごと謁蛍一めわるかみいちいて

あしいた

いた

なんさしつかへ

物育する︒此の造化の大功に向って戚謝の念を捧ぐる

あるが︑理智の護達した者には竿丈銭の償もないもの

錘も取れば︑凧では尻をも拭う雫で御座るム言ひ返した
憾温てけがものさわ陰とけそが
話がある︒婆の手は汚れたる物に鯛るとも︑桃を拝む

が宗教心である．然るに開東地方では宗敦を以て病気

であるといふが︑是も正論とはいはれぬ︒先にも述べ

んさ︒

を直す方便の如く誤り︑眼が悪いとて卿に依頼し︑手

た通り︑天地間の寓物は皆公明正大なる天則によって

こぎうくわたいこうなかかんしや

足が痛むとて桃に新願する︒かく祁悌を眼蕊にし膏薬
ぐ表たばなはだ
にするに至っては穆懸も亦甚しいといふべきである

支配せられて居る︒我が一身も天地の大道に通じ︑其

然ついく

叉或者は俳いぢりに熱中するものがある・嘗て一人の

またあるもの睦とげねつちゅうかつにん

〆

しかざうくわあうぷうたいかんしやねんまんゑんおほたつおなころ

ころさようしんらばんしゃちれんくわんゐじんせいけんきうみなしやくわいがいどく荘がものせいふこれら
の職の作用は森羅寓象に聯関して居る︒人性を研究しも管祇曾津塞毒を流す者ばかりであった︒政府が此等
て惹鋤を瞳り︑奉砿を蕊めて城鐸を聯する︑誰か無用の子孫を取締るために投じた費用は︑千五百弗三百
わざ

の業といはうぞ︒然して造化の妙用に饗して威謝の念寓鳳︶の多きに達したのである︒洞じ極エドワードと
おもうんめいたいなんぜんにん
を癖げ︑冠鐸にわ糠しなきことを思ひて運命に濁し︑難いふ善人があったが︑一千九百十年に至っては︑其の
おそきいやすだうしんけんごぜんたのしそんにんさんぷんるゐ
に恐れず災に安んじて︑道心を堅固にして善を薬しむ子孫は千二百九十四人を算した︒それを分類すると︑
しうけう寸沌畦だうとくせんもんがくかうちやらげんらうゐん苔くわんせんもんしょくげふたづさ
しうけうぼんし
が宗激の本旨である︒そこで宗散即ち道徳といふこと専門翠校長一三︑元老院議官三︑専門の職業に携はっ

誉
さ
い
は
ん
く︑わ
ん
に
ん
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↓﹂幸﹂

ｌｌｌｌ

／

︑︑︑︑︑だうと 砿んじせいこう笹圭今ゐふだうとくはんしつをたみなしやくねいひとしだうゐちひと力う
▲善悪両面鏡道徳は寓事成功の基︑不道徳は一日般失其の他も皆吐曾の人を指導する位置の人ばかりで︑高
ぱいいしづゑぜんこん宝しやくわい ・つむりえ署﹄おほ尾わんものふくだいとうりやらだゐぜんあく刀やうこんしやくわい
敗の礎である︒善根を播けば吐曾の蒙る利益は大き官の者には副大統領まで出して居る︒善悪雨根が吐曾
あくこんきたしやくわいがいど〜またはなばだおよえい窪や全いたさうざうおよところ
いが︑悪根より来る吐曾の害毒も亦甚しいものがゐに及ぼす影響に至っイぼ︑想像も及ばぬ所のものがゐ
くいこぐニユヨーク醤げんねんごろＤしなこげんせきぜんいへよけいせきふぜん
る．一れ
例い
をあ塞ぐれぱ︑米圃の紐育は紀元一七二○年頃る︒支那の古言にも︑積善の家には除慶あり︑積不善
いへよあ．うゐだうとくけいざいか
ぎぶふ
じっさびぎよそん
は賞に淋しい漁村であった︒此虚にジークといふ漁夫の家には除狭ありというて居る．道徳と経済とを兼ね
だいすゑいたしあばしやくわいぜんこんつよけいこうこんのこ・せきぜん
にん心寺のも
があって︑五人の娘を持ったが︑五代の末に至って子合せて︑吐禽に善根を積み除慶を後昆に残すが︑積善
矛−んたすうのぽをたすうしそんみなエくれいもくてきじぷんすゐそくくわいゐんし王くんヤベか
孫は千二百の多数に上った︒其の多数の子孫は皆世の禽の目的であらうと自分は推測する︒禽員諸君は︑須
ゃくかいものば
ん︑
ざ罪
い人
にがん
厄
介
者
許
り
で
︑
乞か
食こ
がじ
三き
百に
十人
百に
三ん
十ぱ
人い
︑痩らく悪恥毒舗を一鯉せる芯逢に鍵き︑鐸嘩を竪睡にし
にんえうしものにん〃︺たものえきＩ〜せきぜんじつあ
しっしや
疾者が四百四十人︑天死した者が三百人︑其の他の者益々積善の責を鶏げらるべきである︒︵終︶

一貫の大道
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−

時局と教育

時局と教
らうえうだんぢよともけふりよくこくじ写やら

大須賀績

麹町高等女畢校

数頭︑文翠士

八

二

だうとくもんだいま

ちか全

げんレやらふつう

ばや

こんにもとみ

せんごかくこく

悪つしっしゆ

ます︐／︑ｌくわがくちか単

はふそくはっけん

げんこん蕊んくわ哩雪たいしゆｋｕ１きかい

せいくわつい砿う金︵んさづを

じじつ

しか

だけげんレやらせつめい之にふそくおう

ば蒸汽となる︑それ丈の現象を説明し︑其の法則を雁

じぶつ雪﹂

生活に好い方便を授けて居るのが︑事責である︒併し
雌の秘事の湾賑は︑嘩鐸琴等の唾握とは︑開係のない
．みばあひ
つうぷう
みづねつ
ものとして見た場合にのみ通用するので︑水を熟すれ

くわんけい

褒達して来たので︑現今の文化状態は︑種々の機械が

ばつたつき

科畢は︑どの現象にも普通である法則が謹見されて

ｆｌわが〃︑

しんらいゆけいかうも

もも

つくあ

の科皐は︑武器の精巧と云ふ鮎のみならず︑今日の富

い汚いせんさうばじ

こじんしゆぎてきくうきうふけを

さか

歴々致して居られぬのである︒かう云ふ一風を賭して

た

ほる

減ぶるか︒柴ゆるかと云ふ大戦争が始まると︑誰れも

ぞ作り上げたのも︑それの力であって︑戦後各圃が︑
けいざい峰やらくわいふくはかうへ
ます︐ｆｌくわがくしんぽい
経漉上の同復を計る上からも︑益々科畢の進歩に意を

こぐかいししたが畦たら

しやくわいれんたいくわんけい

こせんさうい

こぐか

みすだ︑フｂ一

誰れも︑個人主義的空想に︑耽って居られなくなり︑

用ゐるは．見え透いた道理である︑で︑益々科畢の力

二．一つひ

す論︿じつちはうめふ

画家の意志に従って働くやうになり︑総て責地の方面
じめかん訳

げいきいて箸は︑ざ﹄くや嫁３です菌

面目に考へられて来るのである︒此の戦手と云ふもの

て昔こじんしゆぎて著しきうくつが

は︑経潜的法則を破って迄も︑進まねばならぬ︑圃家
もしこくみんじゃらいばつげんみい敬までりち
若くは圃民の情意の溌現と見らるシので︑今迄の理智

的︑個人主義的思想は︑覆へらねばならぬのでゐク２
それで雌の韓尭が︑毒郁に蝿ふる譲訓は︑鐸やある推
しや写らいしよ
ようい色つとたいせつ毛ため
にも︑将来に虚すべき用意が︑最も大切で︑其の篤の

ょげんつぎいおもしようはいけつくわ

可・やくＵこ

塚蓋として︑次のことが言へやうと思ふ︒勝敗の結果
もといま
の如きは︑固より今から︑逆賭すべからざるのである
が︑健稚の蕊確は︑唾ず一睡稗騨蝿避舞の姪に鍵かれ

いま我ぞ

に心が引かれて︑砥禽の連帯開係から︑道徳問題が蕊

くわがくぷきせいかうい︑てメ

なければならないｃ燭逸の強味は︑一には早くより
こくみんけういくちからいた
りとげんいんじつ
国民教育に力を致したからで︑も一つの原因は︑賞に
吐さゐ
イツ
謝騨に癖て︑紗跡よりも優りて居るからである．燭ド逸

ドイツつ眼み

1

に信頼して行く傾向からして︑今迄のやうな︑物質主
きてきしさうかうゆ
そけつくわかんＬん
義的思想が嵩じて行くならば︑其の結果は︑寒心すべ
ぷんめいうま
おもいき芝わけわかやす
き文明が産る動のであらうと思ふ︑今其の課を判り易
臆芯レみ
おも
いやうに︑お話して見たいと思ふのである︒

ゐ

せしめ︑老幼男女を間はず︑一致協力して︑国事に狂
おもわ準らじごく
奔せしめ居るかと思へば︑吾等とても︑一時一刻も︑
ぐ
づ７１Ｉいたをいこぐと
ぼん

壱よくどこうふん
禁や暁州の韓雛は︑鍔識戦跡睦をして︑極
度に興奮

育

＆

ようまでこくわがくはんゐみおもしろしんぶつざうつくあゐひぶつみや全と液
ちか

らつく

い

用する迄が︑此の科畢の範園である︒それを見て面白祁悌の像を作ったり︑或は識名を搾浄たり蕊泌︒そ卸
ふへんた謀・
甑ひとごと
いとか美しいとか云ふことになると︑それは見る人毎は不鍵の頼りになるものを求める威情が︑形若くは言
にんげん二・ろもちいもんだいしぜんくわぱあもす必へんこうきう
に連ふので︑人間の心持と云ふ問題になると︑自然科葉に現はれたに過ぎないのである．かぅして不愛恒久

がくけんきうはんゐしか．にんげんこぁろにんげ．んつ虹もとゐ
﹃フ

かんが

巻かいていげんいんていけつくわ↓﹂聖

畢の研究範園ではなくなるのである︒併し人間の心ものものを︑人間は常に求めて居るけれども鰯つまり︑
つまり機械のやうに︑一定の原因から︑一定の結果をそんなものは︑此の世にはないとせねばならぬのでぁ
こもと・ゐこ騨予いちそたしゆアト︑ｌふくざつ与るもち
歌ちがゐ
漆むものだと︑考へるやうになれば間違って居るけれる．此の求めて居る心持や︑其の他種々複雑な心持は

たとにんで背われノーしったもゐ

せけんひといだ己︑冷もちおなこと臆おんてうとのたよあちひとつた

ども世間の人と云ふものは︑誰れの心持も︑同じやう言葉や音調其他に依りて︑現はされたる人に樽はるこ
けいかう
みゆ
なものと見て行かうとする傾向があって︑例へば︑八とが出来る・吾々は死んでも樽はるものを持って居る

はうや︿んもちじんせいげんどうり咲くこよ矛︾せんにくたいて善せいしん一﹂普

げ
んぽん︑かねよなかいかんがおこくか趣か楓
間寓事金の世の中と云ふやうな考へを起して来る金のである．うてれは金のやうな擁鐸とは謬った鐸一匙錘喝．

こか鯉もよあん今しんえおぽいちがゐしかれきし・た

は方便に用ゐるけれども︑人生の原動力ではない・そ此の世は︑澗先から肉緩的にも︑精神的にも︑全鰐と
くわがくはふぞく︐にんげんあおなしかたつたまたしみ︸んつた
れを科畢の法則を︑人間に充てはめると同じ仕方で︑して僻はったもので︑叉子孫にも偲はるものである︒
こばう・︿ん・か泡かうゐもくてきいた妾﹂ゆゑこじりつ．みん参七くて苫れ卦一し一﹂きみ誉はゆ．
つひ・
遂には︑此の方便の金を︑行篤の目的とするに至るの其の故に︑此の事責は︑民族的に歴史的に見極めて行
こかれふへんて苦いうようめったせうめ一や しやくれｐＬきれんたいぁんけいゐせいくわつ
であるｐ此の金は︑普遍的に有用で〃︑滅移に梢誠するかねばならず︑牡曾的に連帯開係をして居韻牲活淀動
ことなく︑取扱に便利であるから︑一般に希求せらることを︑考へねばならぬのでゐるから︑科畢の研究
むじやらじんせいひとかばたよげんざいめ食へおこげん弟らだけけんきう
れて・無常の人生に︑一つの愛らぬ頼りになるとせらのやうに︑現在目の前に起る現象丈を研究するものと
る動ので︑せめて此の金を持つことに依って安心を得は︑大に違って居るのである︒然るに歴史をきり立ち

せいくわつよど己一つえ．いたし︽︑くわいばなじこに人もんだいかんが

L

生活の擦り所を得やうとするに至るのである︒蔽曾を離れて︑自己一人のみを問題として考へるのは
案つしつかい．︽へんやばりじんせいたいくわ↑かくけん二一﹂フおなばうばふ︒と
生たかんがく

二

それから叉かう考へて来るのである︒物質界に普遍矢張人生に封して︑科畢の研究と同じ方法を取らむと
かれせいしんかいなにまちがかんがじんせいちゆらしんこじん
てぎききうもくてぎ
的希求の目的となる金があるやうに︑糖紳界にも籾かする間違った考へであって︑人生の中心を個人とし︑
壷︶ふしぶぢしゃく侭せいく雪厚フ・︿んみりこし坪ぎうまＩ
たよ
頼りになるものがあらうと︑そこで護符を所持したり献禽生活を方便と見るやぅな利己主義が産哩Ｌ来るの

教育と時局

九

− ＝

教育と時局
である︒暴露を艦れ︑泌鐸を雛れた壁礎と一毒ふものは

じつさいりろ一んと割かていもとこ
賞際にはないことであるのを︑理論的暇定の下に︑個
まちがしんせいくわんう敷
かんがゆ
じんぼんゐ
人を本位として考へて行くから︑間違った人生観が産
こんじだいせんらんおここくみん

一﹂ミノ寺﹄品〃

三○

かんが

しぜんくわがくはったつわれ︑っぜいくわつかうばう毎︿んあだ

よういくわがくてきちＬ雷あだ

こくごこくじ﹄もんだいかいけつじどう

に於て・科目が多雲過ぎるなど云ふ論は︑時勢の進展を

恥きしげん害もんだいしぜん
ねばならず︑それには︑歴史と言語との問題が︑自然
くわがくけんきうあひ率琢ないみおい堂す７１１たいせつ
科畢の研究と相補ふ意味に於て︑益々大切のことにな
きゐ
たと全うがくけういくまたちゆらとうけういく
って来て居るのである︒例へば小寧教育叉は中等激育
おいくわもｆ おほすいるん厩サーいしんてん

るシのである︒今次のやうな大戦乱が起って︑国民が

顧みぬ者で︑こ貝に圃語圃字の問題を解決して︑児童に

かへり鍋︾の

皆画家の意志に従って︑働かねばならぬやうになれば

容易に︑科畢的知識を輿へることを考へねばならぬ︒

こじんしゆきなりたおうしうしきうかいそ
わくに劫いね〃だんぢよ
ためうごきあ

みな・﹂くかいしし元郵郡尭・幸

個人主義は成立た掴ことになり︑欧洲の思想界も︑其

Ｌさうつよえい塚やつあだゐぶんげいかいひとＪ︑１段

せかいじつげん

る︑世界を責現しなければならないのである︒

１１Ｉ

われ

の霜に動いて来て居るのであるが︑我が風の青年男女

自然科畢の護達は︑吾等の生活に好方便を典へるけ
あん んあた
奴ども︑恒久のものや︑安心を輿へてはくれない︒吾
︐１１ものしんらいあえしんすなにものたぷ
々は︑物に信頼する安心を捨て︑何物にも頼らざるが
山患ないしんきどあいらくあらせいふ登つし沙とぜこほ
故に︑内心に喜怒哀築有ゆる世味を撮取して滞らざ

こんごます︐１１えい章やらどばげ塁れら

ゐ

の思想に強い影響を輿へて居る文謹界の人々は︑未だ
こじんほんゐふるし言うい渡ゐものたすう
個人本位の古い思想を抱いて居る者が多数であるから
これらひとせいりよくとき吟ういく庭うじＬやかんくわしの
そして此等の人の勢力は︑時に教育富事者の威化を凌
おもいんさっこいつばつたつ届とつ
いで居るかと思はれる︒そいは印刷術の護達に基くの
ぷんげいかいけいかうつけ︑ういくしやげんかんし

で今後益々影響の度は︑激しくなるでせうから︑其等
ひつえう

文塗界の傾向に就いては︑散育者は︑厳に監覗をする
己
封封﹄
一︼
﹄ んざうけつくわこぐか芝んざいのるもので

かかがひと

こぐか

みんぞくてぎくわつどうけんにんふ

ちつじよたす為ゆ

、

必要がある︒

し十瞳﹂

リI

で︑
︑此
此の
の齢
戦争の結果︑国家の存在を呪ふ者が出て︑
弐す
す︐
１ｌ
こじ
しん
幽弐
ま
︐１ｆ
こんじ
しゆぎＬさうわうせい

かてい

益々個人主義の思想が旺礎になると考へる人があるな
りじつずゐじゅん

らば︑それは事責に随順しない暇定であって︑画家の
毛
んざいせんさう巷きう︑

幸﹂

存在も戦争もなくなるやうに︑夢想をしてはいけない

ばつせいしんよ

のである︒そこで︑此れからは肩民族的活動を堅忍不

抜の精禰に依って︑淀みなく︑秩序立って進めて行か

/●
し
●

声︐ｒ

ノ

説

大鴨盛儀管見
概
１

ていこぐぜんどまさらんまんあうくわもつかぎ

帝圃全土の︑正に燭握の溌花を以て飾られたる︑四

年わつにちすでかしこどころきりつぼうこくおんぎ雪元

じつをくゐれいたいしやらさいお匡潅

たうしつ

月十九日︑既に賢所に期日奉告の御儀を行はせられ
びわつか露ちび
かりやら
くわう言こんねん
てより︑光輝ある今年の十一月十日︑拝に十四日の雨

またいれいし言うちゃ︒お

とう巷ぶくれい者ていしよぎじゅんじ番ほ

たいれいし

日は︑即位鰐と大嘗祭とを行はせらるシの富日として
けってい

決定せられたり︒
しゅんじよ

ゃ﹂

順序としては︑先づ大瀧使を宮中に置かれ︑大総使
たい即いじむご画かいし
ちやらくわんいかしよくゐんにんめい
長官以下職員の任命ありて︑大瀧の事務錘に開始せら

きじつほうこくおん箸たいれい汚いへきとうおい

れ︑是れより登極令規定の諸儀を順次に行はせらるシ
一雪︶溶

記ん苔︲

ものにして︑期日奉告の御儀は︑大瀧の第一野頭に於

て行はせらるべき御儀たり︒

いますここくばふきてい父ｐこんじたいしゃ分せい湾い詞二港

今少しく圃法の規定に顧み︑今次大正の盛代に行

大鵡盛儀管見

圃府

お啄必

くわらゐしゆたい

種徳奔稿

てんわうつい

牙﹂

ることを明かにせむことを期す︒

一章皇位継承の篠に在り︒日く︑

レやらく麺らゐけいし韮らでうあいは

いは

皇位に開し︑皇室典範の規定する所は︑載せて其第

応らゐくわんくわつしってんばんきていところの毛のだい

ノ憲法ノ僚規ニ依り之ヲ行う

けんぱふでうきよこ恥詔匡沌

第三係天皇ハ祁聖ニシプ侵スヘカラス
だいでうてんわうくにげんしゆとうぢけん之うらんこ
第四篠天皇ハ園ノ元首ニシテ統治権ヲ総撹シ此

孫之ヲ継承ス
．定いでうてんわうしんせい塗か

そんこれけいしぶ今

第一篠大日本帝圃筆渇世一系ノ天皇之ヲ統治ス
定いでうくおうゐく らＬってんばんさだをころよわうだんし
第二篠皇位︿皇室典範ノ定ムル所二依り皇男子

だいでうだいにぼん正いこぐばんせいけいてんわうこれとうぢ

第一章天皇の催に於て之を明規するあり．日く︑

定いしやらてんわうでう搾いご・皿めいぎ

皇位の主鰐たる天皇に就ては︑大日本帝圃憲法の

だいにぼんていこぐけんばふ

鶴年来の遣模を大成し︑寓代不朽の範を垂れ給ふものな

ねんらいゐぽたいせいばんだいふ善うはんただま

はせらるシ即位瀧及大嘗祭の典儀が︑資に旭宗三千

そくゐれいおみがたいしやっさいてんざじつ・そ毛・フ

、

、

大濃盛儀管見
だいでうだいにぼんこぐくお金ゐをそう﹁フくや三口と一フ

一﹂

・だんけい

シープ男系ノ

ふまげんそく

第一篠大日本圃皇位︽覗宗不ノ皇統二
だんしこれけいしよら

男子之ヲ継承ス
定いでうく畑うゐわうちやらしつた

第二篠皇位︿皇長子二樽フ
くわ会ゐくわんでうしやう

これおい

七のだいしやうもつ
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践藤の式を乾りて︑始めて践肺の絡了を告げ︑即位の
れいたいしやらさい要迂ばじとうきょく誰つだつ

ご︑と

毛のしきれい

いづ．

澱と大嘗祭とを行ばせられて︑始めて登極の完きを告

よ一も者︸ていかっこととう程よとれい

登極令に於ても︑亦践肺の式と跡部位の鵜とは︑両者

ほか

ぐるが如きものにはあらず︒其式と澱とは︑何れも
竪僻織詫の総勢を︑癖垂を座て毒醗せらるシに外なら
ず︒

共に規定せらる︒且殊に登極令といひて︑叢極の語を

もちゆゑ︐わう７く１とうきょくせんをしきをく

用ゐらる︒故に性々にして︑登極とは︑践称の式︑即
はじ譲ったう
ゐれいおぷがたい膳もさいを
位の鰐︑及大嘗祭を誰へさせられて︑始めて完きを得
大鰐盛儀祷見

三
五

P

、

｡

︑と一フマよく
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またどういぎせんぞしき毛くゐ

たいゐ迩斌レ

一二一︿

大位を畷うすべからざるものとし︑鱈た謹悔塞幡の藷

このしきこの細い一宮ぴこのさい言一

りい︑フ

ご動をくじ︑もつおこな

せん主

乏く諺れいお訳たいしやらさいあかだてい巷

ことこのてんりうい

せん之

せつぱう

そくじおい

て耐既に皇位継承の雁事自から完きを得るものたり︒

すでくワヨゐけいし主らせいりおのづ穀つ産う

きを得るにはあらず践祁あらせられたる即時に於
︑う

如何に︑其時を隔て其儀を異にしたりとて︑皇位継承
はじ琴つ元
竜いじをくゐれいおよたいしやらさいを
の盛事は︑即位の鴨及び大嘗祭を誰はりて︑始めて完

いかそのときへだをのぎことくわらゐけいレギコ

間を隔つるの外なきは︑固より営然の事たり︒されど

かんへだほかもとたうぜんこと

行はせらるシ即位の禰及び大嘗祭との間に︑一定の期

詞こ江

しきりやつめんきを陸望ひさだ智寺の

のとして定められ︑輩に即時を以一Ｌ行はせらるシ践称

さだ

みとせんていほうぎよぱあひいぐわいおいをくゐせいじ

登極といふも︑亦同意義にして︑践昨の式︑即位の

を認めず︒先帝崩御の場合以外に於て︑即位の盛事
ゆゑくおうゐけいしよらせいじ
みと
めることを認むることなし︒故に皇位継承の盛事た
がならせん五いぱうぎよとも毛くじつこれお匡芯
る︑必ず先帝崩御と共に即日︑之を行はせらる夏も

ひ

れいお朱びたいレやらさいあはＬかのちこれとう意よく

鰐︑及大嘗祭を併せ︑然る後に之を登極といふにはゐ
Ｌ・う毒よくれいきてい吉男．このしやくわんでうかう
らずｃ登極令の規定する所︑此三者に閲するの催項に
ほか
たとう章よく
このしやあは
外ならざるが篇め︑登極とは︑此三者を併せたる総稲

の式と︑諒闇の期絡るを待ち︑日を定め儀を整へて︑

そうしよう

なりといふは︑非なり︒此式と此濫と弁に此祭とを規
てい
くおうしつれいとうきょくれいなとう唾よく
定したる皇室令を︑叢極令と名づけたりとて通登極の
いぎかくごとかいしやく

じゃうこくわらゐけいしよふ迂いりすぺほうさう

意義を斯の如くに解稗すべき理由あることなし︒

とくてんわうじゃらゐた戎いちいじ少ぜんこ卜おこつひじゃご

上古は皇位継承の盛事︑総て崩縫を受けさせられ
きい麺匡堪
しかけいたいてんわうあんかん工人わう
たるの際に行はれたり︒然るに総鵜天皇の安閑天皇に
迄やらゐたき
ｚくじつぽうぎよ
じやうゐたん
譲位し給ひて︑即日崩御ゐらせられしより︑譲位の端
ちよはじひら
緒
始めて啓かれ︑礎九輝を経て︑壁睡毒竪に罫り︑識
いた

徳天皇に譲位し袷ひし以来︑．受職の事起りて︑一童に蕊
これたく豹うゐ

せいてい

問辿

せんらんあひつときようど苫ふせんとのちすう

魅りやうかんた害弓

なこのたいてん署逓おほ

いまくわいこたてまつ

にももつをくゐ
雌祥云肇は︑味浄冠韓八歴二十七日を以て︑即位の

鰯︒

ねんへ

もつ峰

てんちてんわういらい鯉きだいあひぶれいてん蕊もんまつりご全

践称の後︑時を経て即位の澱を翠げさせられしは︑

せんをのちときへとくゐれいあ

殊に此鮎の留意ゐらむことを切望す．

天智天皇以来︑歴代相因るの例典にして︑武門政を

こ・・エさ

風の儀までも制定せらるシに至れり︒之が篇め皇位
げいしよ曇二せいりたい
りやらあんたをのぎ
継承の盛事に濁しては︑必ずしも諒闇の潟め︑其期の
雪とえう
Ｌうれ一ブ３
せん七しきとも
絡了を待つが如きの要あることなく︑践昨の式と共

専らにし︑戦凱相睡ぐの時︑用度給せず践肺の後︑数

こりとぞ〃︑

か芯ら

に︑即位の鵜を行はせらる動も︑亦富然なし得べきの

年を窪て︑尚ほ此大典を行はせられざること多かりし

よ

しかこもとじどれいすわがくに

またたうぜんう

事に厩せり︒

は︑今より回顧し奉りて︑無量の威に恥へざる所

をくゐ恥い薯迂

然れども是れ固より一時の度例に過ぎずして︑我邦
けん酉くい︑いいこうてんゆゑていこぐけんぱふおよず急一つしってんばん
建圃以来の極典にはあらず．故に帝圃憲法及皇室典範
いやしてんわう﹃﹄ぎいめいぢゆ会にち
に擦れば宿荷くも天皇の御狂命中は︑一日として

忌

二大曹祭

てんレやらいませいていたじ７︶んしきぎたいしゃ雪さいてんわうたいゐつのち陰じ

れい正やらとごしよあしんみんふだ鹿妾︺妾﹄う
嬢潅︑韓剰の御所に豊げさせられ雨︽ど臣民再ぴ覗宗の
とう奪王くれいご・と
遺典を仰望することを得たりしと錐ども︑登極令の如
き典章︑未だ制定せられざりし霊め︑一時新式の儀を

整へ︑以て大典の面目を一新せられたり．めて親から豊葦原千五百秋瑞穂剛の新穀を以て︑

嘗祭とは︑天皇大位に印かせられたる後︑始
と︐のもつたいてんめんもくしんみ網つとよるしは大ら
あきみづほのくにしんこぐもつ

しんしけいししゆくい走りたとこみなりけだたいしゃうさいくわラュ︾あま︸︶らずおぼ瀞みたか散がはらゐ

たいしやう

しんしやら

こぐたれえたまこれあめのさだをさたしょくたま妾︾の
穀の種を得させ給ひ︑之を天狭田長田に殖し給ひ︑其

あ

おもれきだいそくゐれいかつたいきよくでんおこ港く言をおよびてんじんちきせい毒や型かつおほみづきこめ
念ふに︑歴代の即位磯は︑嘗て大極殿に行はせられ皇覗及天神地祇を請饗せられ︑且︑大親からも間し食
たうせい心もはうぎしさも・つ善ほ
たい芦よくでんくわ堂こいか︑と二ろたいしく小らシ︸お主︾﹂Ｌんじんちぎ傭うＵ
たる︑唐制模倣の儀式を以て行はれ︑大極殿火災に羅す所の大祁にして︑・皇湘及天紳地祇に奉事せらるゑ
さいざ雪フロ元
ときだじヤブくわんちゃう零二錘尋禄しなゐまごとはうぼんはんしれいたゾ
リて︑再造を得ざるの時︑大政信鶴に行はれ耐或は紫こと︑猶ほ在すが如く噌報本反始の鰐を正しくして︑
しんでんお一﹂淫さいたいき﹄手くでんおご淫すうけい詐塵といたもつたいかうのたまたいてんしたが
辰殿に行はせられたる際にも︑依然として大極殿に行崇敬の誠を致し︑以て大孝を申べ給ふの大典たり︒随
︒をうぎ・ぽとその獣︑たふしふ
だい垂よくでんさい罪あざしゆ七一﹂ろすうぞぅたんげんあだ︶﹂ん弟らＬき
は
れし奮儀を︑殆んど其侭に踏襲せられ︑大極殿の再って其儀に主とする所は︑崇高端厳︑恰かも天上の式
呼曽咋フ善﹄
ご上︸くわん
も一ソかうめいて人わうみ︺﹂ん一●﹂と
ょくわらをみよ︵うぱん
鎧を鋤せらる動齢や矛蜘溝噸あ鋤︑以て孝明天皇の御典の如くし︑能く皇旭の御世を表現せしむるに在
誠に至りしを︑細治天皇即位の際には︑紫辰殿に於てり︒
しんＬき苔てんと︑のいにしたいしやら一︽ゐひｑし入しやうそのくくつ
行はせらる刀に適すべき新式の儀典を整へさせられ耐古へは︑大嘗或は新嘗ともいひて︑其腫別なかりし
つひとう浄挨くれいせいていたきわうせいふくこじつ
てんぷてんわうい︑りい︲こしごとお匡な
寛に登極令を制定し給ひて︑王制の復古を賞にせられ︑も︑天武天皇以来は︑年毎に行はせらるシを新嘗とせ
まさぼんねんもつそのせいぎあふフいた
だいごとか
い心う
将に本年を以て︑其盛儀を仰ぎ得るに至らんとす．られ︑代毎に代はせらる功を大嘗とせられたり．大た賓
こんじ奉一くゐれい芯ら．びくわうゐけいしよらくわんれいよ
されば今次の即位鰐︑並に皇位継承に関する︑一合に擦れば︑﹃凡大嘗者．毎し世一年︒圃司行し事﹄とあ
一こいえうかういづけん︑﹂くいらい二︑うてんふくこくわらしつさい１︶れいしんしやらさい弐いれんぐわつにも
切の要項は︑何れも建圃以来の極典に復古せられたるり︒皇室祭祁令には︑新嘗祭は︑毎年十一月二十三日
このわうせいふくこいぎみたいてんせいざかわたしんかでんおいや．れお二零たいしゃうさい
ものにして︑此王制復古の意義に充ちたる大典盛儀のょ識二十四日に亙り︑祁嘉殿に於て之を行ひ︑大嘗祭
ご
愛ぼん楓んもつたいしやらとくし釦いさいはなとしこれおこだ．
絃に本年を以て︑大正特殊の異彩を放っものあらむとを行はせらるシ年には︑之を行はざるものとせり︒

タ

するは︑真に至慶至祇の至に禁へざる所也︒蓋し大嘗祭は︑皇旭天照大祁高天原に在まして︑五
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またあはせい管やらあだくやらとんかうりん

ちゅう一﹂涙もんせいけん︲色いたこのたいしやらや

ない

乏うごうてんはい

ごつもみかざてんぐおう言よういた

ごはなぞのてんわうえい壱晶うねんいたな

い

毛のぎし善﹄いた

由らせ給ひ︑即位の礎に於けるが如き︑時勢の進運に
かんがそんえき
鑑
みて︑損益せらるぅ確蝿きが雄し・雌舞秘に郷ても︑

︐りては︑全く三千年来を一貫したる︑澗宗の遺型に

まったねんらいくわ函と毛うゐけい
干一たま毛くゐれいお宮とじせいしんうん

宗の憧典を拝するを得るに至れり︒されど其儀式に至

今フいた

明治天皇は︑明治四年十一月十七日︑今の東京宮城
ふきあげぎよ・急ん輯いたいしゃ雪きいおこ感つい
内なる︑吹上御苑に於て︑大嘗祭を行はせられ︑尋で
︐らうしつ一Ｌんばん詔ぷぴとう砕よくれいせい﹀・﹄いしんみん会允型妾﹂
皇室典範︑及登極令を制定あらせられ︑臣民再び旭

めいぢてんわうめいぢ楓んぐわつにもいまとう壱やら零︶うしや全

復た再興せられたり︒

まさいこう

初︑叉故ありて行はれず︑撰町天皇の元文三年に至り︑

吟じぬまたゆ︾急曹迂さくらまちてんわうげんぷん厩んいた

爾来中絶すること︑二百二十二年を経︑東山天皇貞享
︒埴んいたさいこうなかみかどてんわう妾︼くゐ
四年に至りて︑再興せられたるも︑中御門天皇即位の

は︑兵凱絶ゆるの日なき爵め︑途炉之を行はせられず︒
じらいちゆらぜつねんへひがしや弐一﹂ん？うていきやう

︽いらんたひたつひこれ響諺

その尋﹂うけい

しきぴ

中古︑武門の政権を執るに至りては︑此大瀧も漸く

式微となり︑後花園天皇永享二年に至るまでは︑尚ほ

じんむてんわういちいれぎだいぁひよ

ヤアセマツル

ご元いしゃ全とのゐしん鬼ら者こめたま
後大嘗の殿に坐まして︑新嘗聞し食し給ひしとありし
と︑壁癖蟹母権窪鰐鰯し癖ひし犀︑雲維耐維の椀に

其奮型をなしたりしも︑後土御門天皇の御宇に至りて

せい蓉 や ら

しん︑りよ・の

蒜蹴譲鋒︑竪琴蝉輝︑躍鐸嬢儲の緋懸せられたる以
もつこれたいぼん
らいはじ喜髭
来︑始めて行はるシものたるを以て︑之に封する一般
もんれんまたもと寺﹂うじこといづめいかくいぎ
の観念︑亦固より醤時に異なり︑何れも明確なる意義

げふゆるかせ↑しめたまくわ参︒をい

とニら

ひとごのせいきあふもとらだが

辰慮を絃くさせられ︑且衣食の重んずべく︑殖産興

を解して︑害しく此盛儀を仰ぐべきば︑固より疑ひを

かい

業の忽にすべからざることを示し給ひし︑皇旭以

容れざる所なり．

ちいせいいせんめい

４

い

末の盛意を悶明にせらる︒

かついし﹄ぞおも．﹄苧さんこう

地祇をも︑亦併せて請饗せられ︑恰かも皇孫降臨の
こうじお〃わらとんおげんしんしたくわらと
常時に於ける皇孫の御現身として︑親しく皇租に
ゆきずぎりやつでんりんぎよ
ぼうじ
奉事せらるシものたり．悠紀︑主基の雨殿に臨御ゐら
いへどりやうでんおいひとくやつをした
せらる塾と錐も︑雨殿に於て︑均しく皇旭を親しく
てんしんちざ匙たあはりやらでん・打い︑した
諸饗せられ︑天神地祇をも︑亦併せて雨殿に於て︑親
せい章や．かく言﹂と一．﹄んわうみづ
しく請饗せらるシものとす︒此の如くにして天皇親
．かつおばみつ
くわ二毛零生ぴてんしんらぎせいきや全
から皇租及天肺地祇を請饗ゐらせら鯉︑且大親か
またきこめもつくや三毛寺一うけいつゐぽ
らも亦聞し食され︑以て皇租を崇敬追慕せらるシの

・ちざ

以て天皇親から皇旭を請饗せらるシに常り︑天神

もつてんわうみづくわ全をせい垂晶らあたてんじん

すでをのぎ
既
に其儀は︑壁維躍塞確に基嘩す︒鍵に識譲を

と︑ 其 比 を 見 ざ る を 以 て な り ︒

そのひみもつ

此祭に限り︑其準備の鄭重にして︑儀式の盛大なるこ

このさいかぎそのしゆ印ぴていちよ全苦しきせいだい

しとに基因するものにして︑祁武天皇以来︑歴代相因
たいてん剛ｖ︶よさいしうちたいししし言
るの大典とせられたり︒諸祭祁の中︑大祁と濡するは

ぎいん

︐ニキコシメスユニハ

﹃以二吾高天原所し御禰庭之穂↓亦常御二於吾兇一﹄とめり
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三
八
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F

すし
しゆ
かか
うう
らく
す
ゅんん
一廷こどゆめ

く巻んはる

てんい毛ん

なり

うだが

たずもんだい

もんやわい沙んいへと

しかこんくわいをうせんきよけジくわ

ぞの

べき時機到来したるなり︒而して此時識或抵冥に
是認すべき時機なるべきやも知れず．事の就るは
しんじぎたうらいま
真の時機の到来を侯っものなればなり．

じ巻たうらい

ぜにんじきし．

しかこのじきあ毛秒しん

輿黛大多数を占むるに至れるを以て︑錘に之を賞

よたうだいたすうしいたもつこ声こ奴じつ

如何にありしのみ．然るに今回の総選畢の結果︑

いかん

を了知し居るべきを疑はず・只問題とすべきは其

れうちを

せざる以上︑・其必要あるべきことは︑門外漢と錐
ぼんたいたうまたじゆら
︑審鈴に毒を砦誌し律べき賑にして︑反掛黛亦充

い吟やらそのひつえう

議院議員総選塞の結果︑政府興黛大捷を博して︑
⑨衆議
かた楓んせいかいあんせうもく
けいせい式つださだ
てんか
の形勢全く定まる︒斯くて多年政海の暗礁と目せ
天下の
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うしないのは偽であると云ふ︒是れぞ世の中の一諏の索動６銭・イ︒私共も幼いときから︑母に峡けられて︑ひと

りうかう

四

流行のやうにな︐りましだ︒物事に女々しく泣いてはいけい︑幾ら悲しくとも︑人
こ
のほどしんぷんでをフランスリｆ︐ぐんレや勺かう敷くなは二一だ︲
此程も新聞に出て居りましたが︑俳蔚西の陸軍婚校前で泣いたりすることは︑恥づくきことシされて育て

所謂自然ば婦人の敵

I

小

<
塾
ぞ
ご
塾
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所謂自然は婦人の敵

じゃ全た毎み程君

ふるかていいづこ〃︼だ

られだので︑情に堪へないで涙ぐんでも︑泣かなかつ
かた

あいざつのち

四四

さうふれのまゐわか

だいぶへだわたくしどもし零﹂︒︵つか堂三

彫謹聴と鍵に︑ 三膿の船に乗って参りましたが︑別れ

たも
ま︑
すき
︒す
古詮
い家
何仮
奴如
もも
︑斑
此の
拶た
し後
た後
は識
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ねた
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私私
共共は

ぜい
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ぜ
いと
とど
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を
かか
ととば
方でありました︒で︑生徒共は盛に別れ
の
言
を申
しここ
ま
し
た
さうであり
で︑
生徒
共葉
は成

い

くわいけん

今か煙

やがしゆつ法つときよこぱまふとうまでおくあもちろんとむらい・な

ひゆんぴ

わたくしい匙
掴んぜんおく．むらとじともし葱望ゐちやらどのりあはぐんじたいゐわかつら
私は今より十六七年前︑奥村刀自と共に支那に参ます︒それを丁度乗合せの郡司大尉が︑別れの辛さよ
こんにもめづ塁よわかふじんたすうひとりむねつ酒わか
ったことがありました︒今日では︑珍しくもないことりは︑能く若い婦人の多数が︑一人として胸に包む別
たうじにほんふじんしなゆ琴これかうしつちめあらて言挙蕗こぽ
でありますが︑常時日本婦人の支那行は︑之が噴矢とれの辛さを眼に表はさない︑一滴の涙も溶きない︑よ
ひとこれあやわたくしどもピストルし◆こかへわたｆＬしりあひばな
も云はるべきもので︑人も之を危ぶみ︑私共も短銃︑くも仕込んであると︑蹄ってから︑私の知合に話さ
ひごろわたくし
わ
た
く
し
・
き
う
懐剣などの準備をしたものでありましたが︑日常私れたさうであります︑それから︑私が
朝
してて
たょ︑りゐ采きいは製わたくしま︵げんくわんは為よかく蹄う
れ ︑・家
を便寄ともして居る六十除歳の母は︑私の前では︑の玄開についたときに︑母は能く蹄っだと︑嬉しさに
津↓藩てきごぽまたたうじじゆくぜいめいあまたこ ろこまをすつぎしつはい
涙一滴も露しませんでした︒叉営時塾生は一千名に除堪へず心を凝めて申したけれども︑直ぐ次の室に入っ
つぅが〃・せいたくさんせいとどもわたくしよこし詮をうれな︲かほわたくしみ
り︑通畢生は淫山ありましたが︑生徒共は︑私を横て︑仕舞って︑其の嬉し泣きの顔を︑私に見せませ
は
まふとう萱でみおく蛍をわたくしほど
渡の埠頭迄見送りたいと申し蕊した︒私は︑それ程んでした︒
みおく捗落ごぽひとさいしやらわたくしことれいなんとも和之豹
／に申さるンなら︑見送っても戴くが︑涙を溝す人は御以上私の事を例としたのは︑何共恐れ入りますが︑
めんかうむまをせい︑とらめにぼんこいうふういづ
兎を蒙瀦詮群しました︒生徒等は︑それでは目のまは日本固有の風は︑何れも︑こんなものでありませう︒
溶一︽だｖと
↑しひんぴやらにんまへかなかほ
りに︑髪附油でもつけて涙を止めやうと迄︑言ったの死に瀕した病人の前で悲しさうな顔をしたりすること

しゅんひとなかなばらた

もあり
ました︒頓て出護の時となり︑維鐙や埠頭迄透の悪しきは勿論︑お弔ひに行っても︑泣いたりしない
くひと心ずめせい︑とちやらど
からせんぱうばげい
って呉れた人は︑娘や生徒で丁度三十五人参りました︑で︑却て先方を脚ますやうに云ったものであります︒
かあさまごぎげんよる
せ
んせいごきげんよるじゃ全こだんしいか沈みだ左が壱ん江護たこれ
お母
様御機嫌宜しう︑先生御機嫌宜しうと︑情を凝め男子は如何なる鯵鐸でも︑涙を流さない︑女も亦之に
匙を
なひとひとり
て申しましたものシ︑泣く人は一人もありませんでし準じて人中で泣かないとしたのであります︒腹は立つ
わたくしちや．どせいきやつまるしゆつばつおもたかほあら︒うれいうてうてん
た︒私は丁度西京九で出壁したと思ひますが︑他のても顔に表はさない︑嬉しくても︑有頂天にならぬ︑

かな

ざわ

しぜんｃやらほどよおさ

にぼんざいちいふう

悲しくとも︑さう騒がない自然の情も程好く抑へるゃ

かぐんじんせんもむし賀ばつ・ふじんか︑

うにするのが︑日本在来の風でゐりましだ︒
あ

せいやうじんこたうぜ人い

彼の軍人が戦地へ向け出謹するときに︑婦人と抱へ
なごと？にほんじんもつとば
合って泣く如きは︑日本人の最も恥づくく︑なすまじ

ぞんぷんかい

も存じますから︑どうぞ寄雪涯密桑癖に郷て︑十分改

も
りやら箔声うい
良
し注意したいと思おひ
ます︒汚み録潅は︑燕飛の鱗で

たと砂ていおいあにすこぐ・馬おとうと．む︑りい

あ︐りませ︾︑ノ︒

例へぱ家庭に於て︑兄が少し位弟に無理を云って
おとうＬくむかおまへそ
たばあにしか
も︑其の場で兄を叱らないで︑弟に謝って御前は其

ませ

︐︒

そだ

いまこれにんたいいなにごと

すこをかいはゆるしぜん

むじやきわるい

かへ

それが自然であるｂ無邪気であると許すと云ふやうで
ちつじエ荘に
蔑ろ巻りつた
は︑丸で規律も立たなくなるし︑秩序も何もあったも
たかやうじい
むかし然した
のでありません︒昔は武士は喰くれど高楊枝と云った
ふうはうにんを
ものでゐりますのに︑こんな風に放任して居ったらど
いしきやここしつかきりつた顎ひ︑と
うして意志の狸固な︑確りした︑規律正しい人となれ

しぜん

散場で物を喰くるとか︑少し可笑しいと︑所謂自然に
わらい
まかはちか刀
任せて腹を抱へつゑ笑ふと云ふやうなことを︑却って︑

けうぢやらものた

だ
んしがくかフぢよしがくかう
男子の畢校にもあるさうですが︑女子の畢校でも︑

い詐レはげ

がまんまをこどもものた

きことであるのに︑西洋人は是れは営然であると云ひ︑

の位のことは我慢なさいと申します孝︒子供が物を喰く

フランス

くらゐｏ

日本人中にも︑近来はそれは自然である尤もであると

たいと云っても︑今は之を忍耐なさいと云ひ︑何事も

かいま

か壷りうかう

い

云ふ人が出来たやうであります︒さう云ふ風であると︑

戒め脚まして育てたいものであります︒

ちはら

にぼんじんちやら竺弓い系ゆうたいにんぎせい

にほんじんちゅうぎんらいしぜん具星
いふう
いひとでき

日本人の長所とも云ふ・べき武勇とか︑耐忍とか︑犠牲
い

おもせいよく

とか云ふものも︑地を郷って︑彼の忌はしい悌闘西の
まひ

たいにんがまんい

二の舞をするやうになりはせ園かと恩ひます︒生慾の
しぜんざから

たうぜ〃しやくくい巣〃︑

しか馬．

おもせいしんみのぎ

いばゆるしぜん元Ｚぷんめいす

自然に逆っても︑耐忍する︑我慢をすると云ふことを
や﹄Ｊ︑

しない︑所謂自然を問ぶ文明が進んだら︑営然溺兵弱
園とならうと忠ひます︒そんな精赫で観るから︑乃木
たいしめ．らじゆんしごかい

大将の殉死が誤解されたり︑四十七士を軽んぜらるシ
やうになったでめいりませう︒斯る流行は︑どうしても
とし

阻止せねばなりますまい・

か為ふけんじつしきうたがくかうお

かていおよほどけういくばふちうい

斯る不健責なる思想を徴たんとするには︑畢校に於

やはりこども

いた

あるしんぷん

かくごとけういくをん蛭もやっしゆふ
此の如ｉ敦育された女が︑長じて主婦となったとき
おもいなごんに世か鳶へいしやら

きましても︒家庭に於きましても︑除程教育法に注意

には︑矢張子供をさやうに致すでありませう︒或新聞
このほどきしゆくしや
でをぽうかうきしゆくしや
に︑此程寄宿舎のことが出て居りました︾某校寄宿舎

四五

せねばならぬと思ひます︒否今日斯る弊の生じたのは︑
まけういくまちがため
いろ︐１１げんいん
種々の原因もありませうが圃先づ教育の間違った篤と
所謂自然は婦人の敵

L

、

所語自然は婦人の敵

げんぢゆ全はうにんひ砂や全

おす︐巣くもつじゃう

ばうにんしゆきじつこ散たとしょく

は厳重なれども︑これは放任でゐるとか︑批評してあ
もつ

りましたが︑放任主義でも︑賞に困ります︒例へぱ食

もりた

よろ

四六

ひとたた

わたくしどもかん一届ヨ恥いすゐぶＩＬんたいためぷろ

︒ＦＤ

私共は︑寒中に冷水浴をするのが︑身鵠の潟に宜し

いやうに︑嫌ひなものでも人の喰くるべきは喰べて︑

すはうゆく︑１１ため猫もなん

い

しぜんし元がこの宝かよる

好きになる方︑行々は烏にならうと思ひま︑す︒何でも

きら

物のことに置きても︑好きな食物でないと滋養になら
ゑいせいてんばりまを

こぐかしやくわいふかう

こんにちしんきうワやづしきう︑三・？こつちうじん

可ノ︒

るのみならず︑延いては画家吐曾の不幸となるのであ

ひ

云って︑そんなことをするのは︑資に一家の不幸とな

じつかふかう

自然に従ふ︑好みに任すが宜しい︑ハイカラであると

もはた

いから︑嫌ひなものを無理に喰べなくても宜しいと︑

かう衛生一黙張で申しましても︑若し果して︑そんな
すこきちたきら

ふ今う

ます／︑おほたじつよめいじぷんきら

風にすると︑少し嫌ひなものば喰べなくなる︑嫌ひな

Ｌりませ

がくかうはう詔ぽいこへいせいとくんたう
事校の方でも︑大に此の弊をなくするやう︑生徒薫陶
じやらお陰炉：ちういけいかい竺屠おも

家庭自ら改めると云ふことは申す迄もありませんが︑
あびぢくだ
かいりや全こんなん
相持して下らず︑改良に困難なこともあ人ソますから︑

かてい寺言か尋﹄垂いきをまで

に考へねばなりますまい・家庭に起きる此のことは︑

わかものち今﹃じんたがひ

ひじやらしようとつおこやすふうはレやつやす

ひじやらかくぜつを

どうも今日は︑新奮雨思想の衝突がゐります︒老人

わたくしども

わかものかんが

なものは喰くい︑男子も︑亦さうでめったならば︑子

の一考へと︑若い者の考へとは︑非常に隔絶して居りま

︐どう

けつしぶくもつすぎ浄らひい

かんふ

供こそ︑殊に好忌を云って︑食物のことだけでも︑非

すから︑非常に衝突が起り易い︑風波が生じ易いので

ども

常に面倒になります︒そんぼことでどうして一家が良

ゐ︐ります︒それは︑若い者からも︑老人からも跡お互
か
．象〃ていおこ

た

ものは益々多くなり︑他日嫁入りしても︑自分の嫌ひ

だんしまたこ
ことす肴盲線いしよともつひ
しやらめんたうかよ

めんだうしかたけきやくゆ

し︒そんワィ＼・ふなふうひじやら

くな︐りませう︑子々孫々皆そんな風であったら︑非常
に面倒なことになりませう︑而して他家に・客に行くな
もちろんてうふかう
すしぶくもつた

でき

どのことは勿論︑一朝不幸にして︑好きな食物を喰べ
ご宝

ることが出来ないやうになったら︑如何でありませう
趣き堪・

こんな困ったことはないではありませんか︒私共は︑

いまわかうらとしより

上︑大に注意警戒する所がなくてはなるまいと思ひま

いやおやい

幼いときから︑決して食物の好忌を言はなかったので

おもふじんじ渉い

物騒なやうにも思はれますが︑それでも婦人の自害な

ぷつきう

は奮弊で困ると云ふことも︑よノハ聞く所であります︒
こんにち
課は圃括畦とは誇って 韮飛は綜聡して︑今日よりは

きうへいこ匙いき堂二

す︒今の若いものは︑ハイカラでいけない︑家の年寄

こ︵ん元がひたんおやつたぎぼん淀ん

す︑否︒親が言はせなかったものでゐｂます診︒すると
はじきち
だんＪ１す
初めは嫌ひであっても︑段々に好きになりますもので

す︑此の遥は︑互に一短一長がありませうが︑只本人
こめにんはうばふけういくじやらは杯惇おもしろ

の好みに任ずる方法は︑教育上甚だ面白くありません︒

よほど

ぼかせふ・じんえど津はおぽな

どは︑除程のときでないと︑なかったものであります︒
・ところ︷﹂んにちくぴく画が砿おぽ こぐあふ︑
所が今日では︑よく首を綴る︑川に溺れる︑毒を仰ぐ︑
いひとたくさんで苦さくれん
錘鐸礎鎧すると云ふ人が︑淫山出来ました︒昨年あだ

りも︑博士とかの夫人が江戸川に溺れて亡くなったと

きおくをじつばんいばゆるしぜん
芦えい亭やう

なに少︑ちう

た菅

影響でありませう︒何か苦勢がゐっも︑それに耐へ切

星﹄うひとおもし王おも

れない︑一層一思ひに死んだら良からうと思ふからで

あｈソ土ふせシ﹁ノ︒

こくみん米の長所をぱ︑悉報取めい目錨揖等

えう
要
するに︑暁くい参雪し悪こと︐ｆ︲とゑん謹んかぅとう

なる圃民とならねばなりませんが︑彼の意志を狸固に
にんたいつよ．﹄︐︑みんやうせい
する鍵鐸な︑識砺なる︑忍耐憩い幽民を養成したいも

のでゐ膿りますも

おくにんぐわい﹂くぼうえ苦

子

四七

後の獲化も︑世界未曾有のものでありませう︒私共
ふ
じん詮くらたかねゐでき
婦人も︑どうして枕を高くして︑痕て居ることが出来

ごへんくわ砥かいみをうわたくしども

今同の大戦凱が︑世界未曾有のものとしたならば︑戦

こんくわいたいせんらんせかいみをうせん

が幸に片づいても︑戦後の経済界は︑非常に混
ら戦凱争しん
︵んくわいのす乗
愛化すると云ふことを述べてありましたが︑巳に

二百噸を所有して居る．近世の二大戦役とも云ふべき
普搾戟窪︑畦尋戦握に十僻必睦の韓雛としたならば︑
せんさうさいはひかたせん己一けいざいかいひじやっこん

各植民地を合せて八億八千三百人︑外圃貿易は︑四百
おくまんゑんぜかいせんばくまんとんうち
八十五億四十寓圃︑世界の船舶四千七百寓噸の内三千
とんしよいうゐきんせいだいせんえさい

かくしよくみんちあは

孝

記憶して居りますが︑それは賞に︑一般に所謂自然を
なんじやくけういくう
龍ぴ瀞急の峰癖を麺んじない︑軟弱なる教育を受けた

︲１１１１

ひや与るんしじやらか画

△大戦後の混飢

世界大戦剛と婦人郡参鯵濡嘉
このごろ

此頃︑クオータリー評論紙上に掲げられてるクラム

ししよるんしん蕊んせうやくよ脇
モンド氏の所論を︑新聞の抄諜に依って見ますのに︑
せかいたいせんちんすですうげつけみイく錘まん

世界の大戦凱は︑巳に数ヶ月を閲し︑少くとも二千寓
ぢんとうたひがぐんじひ
くいしりうかた
の兵士は︑銃を肩にして陣頭に立ち︑日々の軍事費は
おくゑんくだおうしうさんげふじゃらじゐせいえい

一億回を下らず︑欧洲の産業に従事して居る精鋭なる

だ人しいづのフさく豹よ・尾うこうげふそのたばう菅せいめい

男子は︑何れも農作及び商工業其他を放棄して︑生命
きいさんだは↑しんすゐこれらかうせんこくじんこう
財産の打破に蓋輝しっシあり︑此等八交戦風の人口は

世界大戦乱と婦人

L

焼

言司

世界大戦乱と婦人四八
おも

たいせつや力

けんじつせいしん菅がいと腰

こんにちにぼんふじんにんげんいつと
やうかと思ひます︒それにしても︑今日の日本婦人
はｂ人間として最も

△今後の財政如何︐大切な鋤も獄れぱ哩鱈な密錆禰環鍛に乏しぅありますゞ

あまでけんじつきふうやし趣なに

から慰此の鮎は︑日本の古の方法のやうな︑準くは

こぜんこみそうたいせん富でさいわたくしどもいかかくどＧドイツけういく

い

くわいしゃらじつげふじや全そのたかくばうゆんしゆｆｕ１かくご

もとしんたいさうけんなに

ふじん

此の揃古未曾有の大戦局の際︑私共は如何に豊悟︒燭逸の敢育のやうな︑飽く迄堅責なる気風を養ひ︑何
ぼ虹をし
い方
すれば宜しいかと云ふに︑それは嘩浄瞳︑悪癖睦︑雄華をしても︑骨を
害まないで︑致し
たいも２Ｌありま

まじめ

いかにんたい

かていけいざい寺毎娃ゆ

︲おもふく

い

てきドイツいまいまれん解ふ一﹂く

曾上︑賞業上其他各方面より︑種々豊悟せねばなります︒固より身縫の牡健は何よりでゐりますから︑婦人
わたくしどもふじんもつ全かくご
せんが︑私共婦人として︑最も畳悟すべきは︑睡窪織露の蛎鐸とも一尋ふくき桑磨の鐸嘩を一難に鋒緯して

けいざいだいどうえうくわい

はたいがざ

ょけんやくいた

じつひとちうどう

真面目にして︑如何なる忍耐もして︑家庭の経済︑即行きたいものです︒敵ながら燭逸が︑今に未だ聯合画
しやくぬいこぐかけいざいきそかた
たくにまさもつ堂よばたら
ち吐曾画家の経済の基礎を固くすることであらうと思に服しないと云ふのは︑他の園に優って︑最も能く働
こんにち
にほんざいせい哲はこ人なん
かけんやく
けいざいしやらた
ひます︑今日でさへも︑日本の財政は︑極めて困難のき︑且つ倹約するからでゐりませう．経済上からも他
もゐ
らを
こ凌
く駕
みに
んし
いれ
じ以
や上
ら能
よく
﹄だ
地位にあります︒これが蝉て寧︒べき握雛舞職雛栓のの優良い
なう
る刀
圃や民
ばの
固ぐ
よも
りと
︑こ之
働ら
き︑

とうやうぐう

経済の大動揺に含しましたら︑果して如何でありませ能く倹約致したいものでゐります︒責に人は︑勢働一は
じつ二曇ろぽを
さいはひわ泳ぐにきうくわい
ぴふ〃︑いつ雪よせうかう竺僅
ぅ︒賞に心細いことのやぅでありますが︑幸に我幽ど壮快なものはゐりません︒美服逸居の小康を貧りた

は︑東洋の一隅にあって︑砿じ麺韓蹴とは言ひ律ら︑く蔵いものであります︒
さう無難にも嘩鐸簿らず︑轄港の鋤鱈を躍り律べき恥
ゐゐ
△怒らず気永く
せつふたううご
位に居るのでありますから︑百折不携にして動かず︑
走くみこなん承やう．りょうけいざいしゃらせかいゆうひ
いまひとにほんじんあ匙でしやらぢぎかた

巧に此の難境を利用して︑経済上にも︑世界に雄飛し今一つは日本人は︑飽く迄正直にして堅くなけれぱ

こいかい

定にわる

にほんじんたんぱくげ萱どやす
たいものであります︒なりませんが︑どうも日本人は淡泊
にして激怒し易い

で︑怒ると．心の李静を失って︑何をしても成功する

どころ

所がい
あり量
ますし
︒此注
の怒な
るとに
云ふ諺
こと
は︑
何よ
り悪いの
△勇気と勤俵いかころへい遣
い
こ
う

−

できにぼんＥんいかやすためぐわいかうへ

邦んめいけういくはふあまや吋与そだ

ても︑文明の教育法だとか云って︑除り軟かく育てる

苦娠ういだ

で菅

もこふう

ときγ僻︑ｌふけいこんわく侭ごと

四九

ひら

ますが︑思ふやうに︑集まる方の少いのは︑今日忙し
◆ふくざつしやくわいいじつゐかん
い複雑なる斌禽とは言ひながら︑賃に遺憾のことであ
蔭もしん幻のかざいあい心すめかうふくおもんぱか
ります︒若し真に己が最愛の娘の幸娠を慮りました
だ
ときには︑どうして毒が溌浄を騨鍵謎師のみに委ゆね
て

︲おもあつかたｒだこんにちい読

って居︐りまして︑時々父兄懇話曾の如きものも︑開き

を

私共は．此の家政女畢校の修身其他の畢科を受持

わたくしどもこか牡いぢよがくかうしうしん電のたがくくわうけも

△父兄側の不熱心

談話となされたいものであります︒

淀んわ

申し述べるなどのことは出来ませんから︑鐸舞健りの

まをの

蝉幾噸椴麺臼井政子

︑ｊ︑

育てることを希聖致し卓︽す︒

そだ

育て方︑希臓の亜典風の如き︑叉は綴逸風の如く︑命
れいちつじよおもなんこじんぞわつどう一．つと令よ
分秩序は重んじても︑何でも個人の活動を尚ぴ︑掻く

そだかたギリシヤアデンふうごとまたドイツふう一﹂とめい

で誉こてんゆうぎきせつ

ｂつばじんぷつ

やうであります︒之んなことで︑どうして立派な人物

こうだうしじゃう

一﹂

ことは出来ません︒日本人は怒り易い蔦に︑外交も下
たかうさいへたものえいぞく
手︑交際も下手︑物の永績がむづかしいやうでありま

が出来ませう︒此の黙は勇気︑気節を重んずる古風の

こあくふうあ︑だ

すもどうぞ此の悪風を改めたいものであり裳す︒
△育児上の瀧意

つ
ぎ育い
ｆ
︑
や
会舞お
か
次に
児上
のこ
とじ
に於厚
ても
︑華
は騨い
礎一
﹄て
も︑い
家庭

賓際教授の一例
△修身教授の困難
しうしんけうじゆしぢよけういくこんていがくか・フおい

修身激授は︑子女激育の根抵であって︑畢校に於て
かていおいもつどいもも
も︑家庭に於ても︑最も意を用ゐるべきものでありま
︑ものい
すが︑物は言ふくくして︑羅身に確はれ難く︑座っ擁
§Ｌ垂たふけいがはおいどりよくゆ菩とげためをくわん

師叉は父兄側に於て︑努力の行届かない侭に︑其の完
ぜ
んじつげんみできかへゐ
全なる賞現を見ることの出来ないのは︑却すルーＩも遺

かんしだいわたくしどもねんもいけういく

もとをおぶう

城の次第であります．私共も二十年来︑致育のこと
しゆらりを
いつしっぽいおも
に従事して居りますもの動︑何時も失敗だらけで︑思
訣ゐ

ふやうに参りません︒固より貴重なる﹃弘道﹄紙上に
賀際教授の一例

■

、
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り『

でき

責際教授の一例

あんしんゐ

き

象たもくぜんじじやら

が︲・︑かうけうし心．菩とざ﹄三一つぶん津ず

で

安心して居ることが出来ませう︒叉目前の来情である
脈くかう聖んたく
つうがくゑんそん
とか︑迦畢の遠近などで︑畢校の選揮をすることが出

値︑フ為鐸しだ

雰一︑が

●

△瓦斯と家庭

五○

わたくしがくかう是〃へこひと︑こうぎや会がす．︑綴しや言や写やく

来←一晶妨︒鐸校識師の桁掘かい蒜は︑十分お質しにな私の畢校に縁識溺鵡誕か鉾索涼羅識命脚砥の重役を
り︑意見の違ふ所は︑遠慮なく戦はしになって︑善いして居りまして︑此程開設の瓦斯展覧愈に来ないかと
ごし冬つちとほこんにもがずかてい
元がひかうふｆ︑
方に改むるやうにするのは︑お互の幸禰であらうと存のことでありました．御承知の通り︑今日瓦斯は家庭
をらごよ？と︑

いしゆひつじゆ．ひんごと
じます︒に於て︑一種の必需品の如おく
なって
居り︑一寸したび
かじけいざいく んこれくわんち

お油抑

わたくしど・も生ら屋毛いうだうおうにも妙一いと

識を得ることば︑婦人に取って必要のことシ存じます

︑︑

蝋ムリやうでも︑家奉の経溶に開しますｐ之に鯛する知
△教育者の不行届し言うふ
じんとひつえうぞん

つうくわつ尾１．・リ

．わたく１今

↓⑭ｈ一・″

△展賓書行の心得

肺・叩かうないけういく
どうも率校内での教育だけでは︑思ばしく行きませ・ので︑私共は喜んで︑其の誘導に膳じ︑一日生徒を
いうえうもし菅え
価．たか上ひきこれさん／ら生
シ︾やも
ん︑其の動もすれば︑迂澗の誹誘のあるのは︑致し方率ゐて︑之を参観し︑とり人１１に有要なる知識ご得ま
しかをせう意柔＆かたわ辻諸孝ぷく
もないことであります．而して其の消極に砿き︑積極した︒
かだか

に傾いたりすることは︑有勝のことであります︒私
とき１１ぜいとじぷん
どもゆきｊ子はう
共も︑行届かぬ方でありま︑すが詞時々は生徒を自分が
子牛︾

ゑんとく主ゐ

だうとくゑ炉令﹄いがざひつえう津つ

これしようばふけいざい敦たゑいぜい

︑談んとくいう一式聖一．がとがくじゆつかうわく幻いと・垂﹄︑４１１まゐ
雛
督して︑有益と詔むる単術講話倉などに︑時々参るわ緋しは雌蕊に潅垂も︑銭縮に雌って︑釜捗の桑磨に

つゆ

かじれきしちクソセのだもし葦かんきうう

いだ

し塁ら雲．玉もういえういま零フ

がすてんらん︲ふい

ことにして居ります︒遠足に参りましても︑道徳衛生瓦斯の必要物であって︑之が使用法は︑経潜叉は衛生
またとぎ？八．１１てんらんくわい

苧や︺

しかわたく吟どもごと蓉為

みなさんちょっとわかが定

９種々な出品もめりて︑諸君には一寸分圃り難い
︲をなか巷つ︑とてきゃう

か︲︒︑しやしゆ７トーしゆつびん

家事歴史地理其他の知識と戚想とを得るやうに致して上雌る注意を要します．今設けらいた瓦斯腰覧曾は︑
を

居︐ります︒叉時々の展篭禽などにも︑伴れて行くやう各吐よ

けご

にして居ります．併し︑私共の如き懸なるものに︑ものもめらうが︑其の中には吃度適切なものもぁらぅ
よもうい
おも
芝の
も目
く的て
たも
つ逆することが砕葬ませんので洞から︑決してこんなものかし恩は
其
のき
十ぶ
分ん
の一
ないで︑能く注意し

ごらん宝ただうちやつわたくしし者めいれい・甚銚香

おに
恥づ
かぞ
しん
ぐを
存じて居ります︒て御覧なさい︑叉道中は︑私の指揮命令に従ひ︑規

Ｉ

一 一

・り︽．−

わかものおぼぜいゆ．

かりやこめ

律よくなさい︒若い者が大勢で行くことでゐるから︑
たうろひとか卒やめを刀
道路の人は︑必ず目を注ぐものであります︑苛且にも
ふ︾串らぎ
おほぜいの
不行儀のことのないやう︑蕊錘騨などでも︑大
勢で乗
でんしやなかきっとぴやらにんちうじんヤブに

るのであるかぢ︑鐸姥潅津の遜謡を恋くものである︒

一電車の中には吃度病人もあれば︑老人小児もありま

︑これらひと頑斗︶菅心．づけんさう

ひとふくわいま胆

せぅ︒此等の人には成るだけ席を譲るやうにし︑聯量喚
そのた苫つぷうけわたしいたまでひととほ

などしたり︑人の不快を招くやうなことのないやうに

らいしゃ

なさい︑其他切符の受渡のことに至る迄︑一通りのこ
盆をお
とは︑申して置きました︒
△お鮮儀の機書醤失ふ
・一・一二一つで〃如しやのうへのまでいか

しかほあきくさ承でまゐ

じん世やつせうがくそっげふ

ま

づ癖と一計ひ︑識し徳ら︑迩巽に奉って鱈騨癖に雲りま

所が電車に乗って︑上野迄行ったときに︑彼の禽牡
ぎゆうやくかた動かまゐをねた︐︲ ども象
の重役の方が迎ひに参って居られたので︑私共は先
ぜいと

み

しだが︑生徒などは︑尋附小畢卒業してから︑さう間
ものわたくし奴なゐひと
ひと
のない者で︑私と談して居る人を︑どんな人である

﹄三一つ﹀Ｌんらノハくわいつおぼぜいしよ〆あん註か

かとんと分らないと見えて︑知らぬ顔で渋草迄参りま

蓉かん

した︒所が展覧曾に着きますと︑大勢の職員などに迎
ゑん顕うき︐︑湾
へられて︑よくも遠方を来て下さいましたなどシ︑磯
に仰しやったけれども︑生徒は︑私共の鰐をせよと

．おつせい︑とわたくしどもれい

資際教授の一例

いこと礎．ためれい〃ら︐︑三秒雪一

恥．せん麓うひと臆埠峠者どく恥︑た

◇ダ︑ノ．ｉ望︑

云ふ言葉のかシらない潟に︑一澱もしないで︑禽場に

こちらざうたうあいさつ

ふ

そじ

Ｐ０喝−．６尾耶均

入り︑先方の人に︑甚だ気の毒を致しました︒賞に慨
しじうきわる
はすべきときにしないと睡始維膨間が悪いものであり
わたくしばじ
ますも私も︑初めさせれば善かったやうなものシ︑

此方も相富の挨拶をせねばならぬし．とうｉｌ其の時
斗﹄分﹄毎

心きと沙

機を失ひました．．

△注意して成功ず

わたくしはじせいともういあた

へいをしうしんけうじゆ

かうけん

私は︑初め生徒に注意を典ふるとき︑行届かなか

どうはんまへや広りさくじつ︾﹂と守匂うい酌たほか

った．平素の修身教授は︑か易るときに数験がないも
おも
を采くじつのこせいと
のかと︑つく人１１忠ひまして︑其の翌日︑残りの生徒

を同作する前には︑矢張昨日の如き注意を典へた外に
譜君はお父様と伴れ立って歩いて届らっしやるときに

みなさんとうさまつだあるろ

まんとうさまひとじき

まを

すこが人がの．ちにん

寓一お父様が人にお鮮儀をなさったときには︑どうな

・ち力おな値ざいたレやつせい

さいます︑かと申しましたら︑少し考へて後︑一人が

わたくＬども犀漁さんどうはん

式を

それは父と同じ訂お鱗儀を致しますとのことに︑衆生
ひと
も等しく︑さう申しましたので︑すかさず︑そんなら
で

こ喫恥ういいた狗

ため

私共が諸君を同伴するときも︑さうなさいと申して

せんぼうひとあいさつ

さくじつ

しっぽい

出ました︒此の注意を致して置きました潟に︑いる

︐１１先方の人に挨拶されても︑昨日のやうな失敗もな

五一
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ごくしゅんたうまゐなみ

エ

く︑極順富に参りました︒そんなやうなことは︑何でも
ひとさま者もち
ち王つと
ないやうでありますが︑一寸したことで︑人襟の気持
かうめうしうしんけうじゆ
わるいた

を快くもし︑悪くも致します︒巧妙に修身散授をすれ
しつぱいや戸

いじゃ全

しよもつうへけうじゆう４わつながかん

ぱ︑以上のやうな失敗はないでありませぅが︑動もすれ

昔遊添ねが

ぱ︑書物の上の教授は迂澗に流れはすまいかと戚じ諺
これわたくしゆきとぎしっぽいだん
した︒ほんの之は融私の行届かない失敗談とでも申
︑ｌＩＩＩ１

凸ｌ︑ｊＪ︑ｊＪ︑ノイ︑ｊＪ︑︑︑ノー

すべきことでありますから瞳お聞き流しを願ひます︒

々の中には黄塵洲巻く都倉がら山河清舎故郷に蹄ろの悲嫌がろ風が紗く

棚咲く春の都の美しさｂあくがれて我恥も我れもと東京へと出掛ける人

って行って自分で計って︲代金は正直箱へ入れて来る︐代金が失せるこ

ても人手がないこと故一々番人はなくそこで油など頁ふには心容れ物持

一村の賛成走以て一人の女生徒韮東京へ連れて︑母校なる女子大蕊に入

共に︐教職員生徒が一所になって田植草刈をする有様は曾て本紙に掲げ

て連れて行夢弐せん﹂と懇々論まし穴︒娘も堅く誓って出京したさうで

のです︒美しいものばかり見て自分も鼠似稚い心を起すやうならば決し

・よ︒併しそのもつと奥走見ろと︑質貿な︐ほんとうに立派なものがある

その娘に向ひ︑﹁東京に出ろと美しい華やがなものが津山眼限映ります

畢させ皇しれ︒女史ば

出身の瞥留朝子女史が上京に際しその直話牢聞きますＬＬ︲此の一村ｂ一

＋幸→

◆函今

十十亜十土？

ありますパ讃愛所載︶

＋

郡の人々の淳朴な美しい風俗はまことに此世ながら極梁浄土︒天幽と云
ひ︑ユートピア︑と

懐しむ境地．ば斯様な郷土に住む人々の心であらうと忠はれ史す︒娘
達ぞ畢校に出す親々や一村の有志ば皐校の維持喪に充てるため一部の土

４ｍ十

求虚でありますが︑同女畢校に最初から熱心識力して店らろ︲女子大畢

は匿烏嬬山蛎郡新庄村です六年前から女畢校を典して︑堅業悲授けると

此の悪風奄︲改めるには先づ女子教育が必要と卒先笈行にザ１つ衣の

差し常り

ともなければ︐油を計り込んで行く者もないさうです︒璽留女史は今度

綿服に限る︑ことにし︑絹ば一切壷リ梯ひま丁︒村に購買組合があっ

仕事として淫山の養霊起しても自ら川ふろ衣服は

農村を愛し︑郷土の繁築か計ることであり皇す︒村によっては端人達の

達が一生懸命指導する所は教育勅語の御主意により︐勤稔貯蓄韮働力︑

お話をきいて教へられたことをよく勘んでしますｃ先生方や村の没話役

の端入舎が結ばれて居りまして魅昨に集まってば女皐校︑小畢校の先生の

清らかな心︑で若者達は元須のある限り働きます︒村々には必ず一つ

がない程︑美しい

て桶ゑっ吋裳す︒若い息子や︐娘達が入り交って働くのか誰も危ぶむ者

亦背年曾の若悲達も蕊って力韮合寓美しい歌韮唱ひ太鼓で音頭ふとっ

地起共同で耕作します︒田植時には一村の婦人達もｂ女畢校の娘塞も︑

二

ありません︒田舎にば農す﹄＄若い働き嘘叫の人が居なくなるのです︒

⑥淳朴質素の理想郷

五

『

ー 一

官耐祭澗博略一十九同一
○帽癖即権祁泌一座
武職風東京市麹町湿永田町二丁目鍾座
おほやま＆ひの竺乏

祭祁大山咋命祭日六月十五日
さいじんおほやまくかのみことぼたみなやきすゑのおほぬしのかみ宝とおほと７郡

盆をたてまつしみてんノハシチカツアフニーノケ皇ノヒエヤマニ

祭諏大山咋命︑叉の御名を山末之大主祁と申し︑大年
かみみこく習たあま畜千おほみかみおんおとうｊたけはやすさのぞの
︑脚の御子にして︑皇澗天照大御脚の御弟建速素蓋鳴
みごとおんまごあたたまおんは画あめ１るかるみ弓一ひめの壱︲王
尊の御孫に鴬らせ給ひ︑御母を天知迦流美豆比責命と

ｲ唯

平塚唯鳩拝

記

おほみとくたた歌著必

ごと

だい渡いてんわうまし

や望とだけのみことみこ一弐・

たらし涼かつひごの曇吾・おんおくりな昭．うあいてんわう望をたてまつじんやう

皆人の知れるが如し︒

つかさざたま生たおんはらか哨獅くつひこおく︑つひ跡のかみか詐港

ノおぽかみおんちｂお漏乞のかみおよおんいぼけいみ崖のかみね勺こぐ

坐二葛野之松尾準一一用二鴨鏑一榊者也とあり︑謹みて按ずる

○足仲彦麓は御論を仲哀天皇と申し奉り︑人皇

みなひとＬ

蝉琴溌準祁は︑恋心蹴瞬の擁︑雌跡推に齢りまして︑
ぽん淀いだいだいてんちざうくわだいくｊ︐︲︑ましこと
神代七代の第一に上︵し︑天地造化の大功徳坐ましシ事

○相殿︑圃之常立赫︑足仲彦愈伊弊柵祁︑三座

あひどのｆ︑雁のとを大喝のかみたらしなかぴこ？篭といざ涼みのかみ

吉紳斌同松尾祁吐是也．

えのじんじゃどらまつのをＤんじゃこれなり

世治風の篤めに︑大御徳を垂れきせ給ひしこと明かな
り︑輝齢の即槌︑鶏畔の蝿磨は蝿ち︑鍵の露癖輝泌い

せいちこくた

でんゑんいと準たみかし狼くみちをした詮銅はいけい
き田園を総み︑民に稼穂の道を激へ給ひて︑大に︑鯉

峰

L琶謹

､＝

に︑此大神は御父大年祁︑及び御異母兄御年祁の年穀

申し奉る︑赫典に此祁考坐二近淡海風之日枝山一膨亦
？レあん
スクズヌノマツノチヒタマヘルチナリ

イ

官賦祭詠博略

五三

第十四代の天皇に坐まして日本武愈の御子に坐せり︑
を掌６給ひ︑叉御同胞奥津日子︑奥津日女︑跡の篭
おんは力ふかぢいりひ力の誉這式をたて獣つごせいしつたぃを菱
つかさなあすばひ詩のかみおほみや妾易まもたまご
御母は雨道入姫命と申し奉る︑御性質いと鍵く雄々
を掌り︑阿須波比伎祁の大宮地を守り給ふなどの御
ごかうしんふかむねえいりよこぐせいつくた全
えん こ ↓ ﹂ の お ほ か み み な ご 雪 ろ と う ょ か ん が
縁故と︑此大祁の御名の意義等とに依りて考ふるに︑ ″ し く ま し て ︑ 御 孝 心 深 く ︑ 専 と 叡 慮 を 圃 政 に 論 き せ 給
おんをすぎのをのみ厚堂みこちつた生もつ膳ざんやひら
ごげふい三赤かば
ひ︑郷づ識蘇蹴の匪徳を癖誌し癖ひしに諭御業未だ央に
御覗︑素蓋鳴尊の御必を艦がせ給ひて︑専ら山野を拓

9

了 −詞

官註祭禰博略

善雪かど︸おんことのちとや弓言う

五四

五葎のかを鱗じ︑稚く鱗恥の露妾祁と謹む︑癖燕癖轄

ぼうぎよ篭し

して崩御坐ませしは爾誠に畏き御事琴りき︑後︑皇后

六月十五日祭禰を行ひ祁輿龍の口より船にて八丁堀北

かい小わい趣阜たままたおほわうじぼむだわ識の薮曇お﹂﹃じん︾﹂んわう

い匙にぼんぱしく↓が謬壱かやばちや↓これなりどうしよたぴし択

大将軍徳川秀忠公︑城山の西︑元︑山王の地に遷し奉

じまとぎよ

文赦を外邦に需め総ひて大に画家の文運を開かせ給ひ
けだこのてんわうさあしもとづたまぼか
しは︑蓋し此天皇の御遺旨に基かせ給ひしに外ならざ

り元和三年十一月︑脚領百石を獣ず︑寛永十一年︑大

けいちやらねんち平っ

るなり︑官幣大赴香椎宮は即ち此︑天皇の御柳霧を鐘

蒋軍徳川家光公︑江戸市中に谷して厚く祭祁を執行せ

さいたてまつどころら

いざ燕みの−９とい￥●｜壷ぎあ妾舌童芸かみ

くわ会をあ史

〒子猫ほみかみおんば倉がみ詮１−ふじんともてんしん嘗て

ほうた匙このどかうりんおほやしまくにだいにほんこめい

げん鼓ねんぐわつしんりや︒どくげんく幻人えいねんたい

しや﹃ぐんとくがぱいへみつこうえどしぢゆられいあつさいししつかう

またひがしでんまちやつば式ちや密いたにしか号まちいひ庭敷ち

敬神の誠を致せり︑明暦三年︑斌殿火災に躍れるによ

いた受雰しばぐちいた醤たかゐだいた轡やうか

を修理固成給ひ︑叉諸々の榊︑蔑物を生み給ひて︑
じんせい嘗錫ひらたまじつぐんひんをかみ式し
八世の始を開き給ひり︑賃に郡品の耐︒榊に座ませり

り︑寓治二年大蒋軍家綱公︑特に溜池上なる松卒主殿

〃ふんぺいたいしやいずかぎのじんじゃどうたがじんじゃともこの汚いＣ〃ご

げんこんしやでん子沌嵯これ蕊ん

老いねんろうもんくわいちうわきしや写ぷじよ沿旦﹂もんとうせうしつ

にｔせんぐうしき認二注

か入みつ季︑手さていちいやつちさらしやでんざうえいかつしん

まんぢ艇んたいしやらぐんいへつなこうとくためいげうへまつだひらとのもの

めいれきねんＬやでんくわざいか︑

後黄泉風に入り給ふ︑故に︑黄泉津大紳と稗奉る︑

一蛾光房の邸地を上地せしめ︑更に壮殿を造饗し︑且祁
浄鐸他の識砕く一昨を識盤して巷を縦郷し︑味職四座二

ぼんしやちや今？︑ねんもゆら方ほただうくわんえど瞥ヤっ￥づぷんめい

垣んやわつに唯一じやつないもみ．ぢやまがうしうひえじんじゃ

げんこんくわんくいたいしやほうせんたう占やらちんじ由

けいＬん言︲星いた

官幣大祇伊弊諾祁献︑同︑多賀神祇は共に此大紳の御
しんれいいつたてまつ
祁
霊を驚き奉れり︒緬職︾職癖銅斌謹撃

つくりかためなしたままた心ろＴＩＩかみよみざのものうた匙

を奉じ給ひて此土に降臨し︑大八洲園︵大日本の古名︶

定いしやらぐんとく渉ばひでたずこうしるやまにし・もとさんのうちうつたてま﹃・

祭し奉る所なり

しめ︑叉東は偲馬町︑演町に至り︑西は︑麹町飯田町

ぷんけうやわいはうもとた乱おぱいこぐかぷんうんひらたま

ハわつに退きいぃい雪擢認こ７雪↑た︵．．くちふれちや︽ぽり号た

気長足蛎歓︵紳功皇后︶の韓圃を征ち給ひて︑圃威を

ぎながたらしひめのマ雪浜じんごつくやづごうかんこくうたきこくゐ

海外に輝かし給ひ︑叉大皇子蕃田別億︵雁祁天皇︶の︑

烏に渡御し︑︵今の日本橋腿南茅場町是也︶同所旅所に
しんじほうしそばく霧ざよ
れい
て祁事を奉仕し︑総りて還御するを例とす︑慶長年中

一Ｊ伊弊冊箪は︑伊弊諾愈の后祁にましまして︑皇耐天

くわんぺいたいしゃかｖＬゐのの第十芯転このてんわうごしん堪輪ちふ

照大御紳の御母祁に座ませり︑夫祁と共に︑天紳の勅

に至り︑南は︑芝口に至り︑北は︑柳田に至る︒城下
式も︐Ｊｌ１もつうぢこさだえどたいきいし﹄苫これはじ
の町々を以て氏子と定む︑江戸大祭の解是より始まれ
どうねんハらついくみつこうさら
り︑同十二年六月家光公は︑更に六百蒜を雛じて祷献

本吐は︑長職年中太田道潅︑江戸城を築きて︑文明

政六年︑楼門︑廻廊︑脇献秋所︑表門等焼失せしかぱ

十五日遷宮の式を行はる︑現今の砥殿即ち是なり︑文

のちよみのくにいた生ゆゑよみつおほがみ生一参垣たてまづ

十三年四月十三日に城内なる紅葉山に︑江州日枝測耐

大蒋軍家香公︑之を造管せり︑抑々徳川幕府の常斌に
いた

ぱをんごと不奄︾やらと．︑めいしうぜん

お寺うけいきにあつしやでんざうえいも多因るんけいだいかくしよ

︵現今の官幣大赴なり︶を奉遷し膨営城の鎮守となし︑

於ける娯敬極めて厚く︑壮殿の造警は勿論︑境内各所

たいしやらぐんい︾へ鞭・りこうこれざうえい毛もＪ１Ｉとくがばばくふたうしや

紳領五石を奉りしを︑其後天正十九年十一月︑大将

に至るまで︑破損する毎に奉行を特命して修繕せしむ

ぐんとくがぱいへやすこう罵らないし兜けんときたうしやざ︐牢ぽいざら

しんりやらこぐたてまつそのごてん曙苫泡ん︵心つたいし筈一

軍徳川家康公や城内巡検の時︑常祇に参拝して耐更に

Ｉ

「 −

れい誰たしや今ぐんぜんげずみ雫寺だんじしゆつしやらときしや

るを例とす︑叉︑鵜軍宜下溶︑及男兇出生の時は︑牡
縁一睡を縦継し︑鴎︑昨

でんてのたしうふくくはぢよししゆつ鷺苫と蓮しやさみや象しうふく

舞の瀞を猿ひ︑奉恥瞥一卜漏︑

殿其他の修覆を加へ︑女子出生の時は︑吐参及修篭を
もつこぃまたれい

わうせいゐしん

よてうていとくご寺う恥・い

なすを以て是亦例となせり︒
しんぎくや︽ぢ蚤︸

皇政維新に及びてば︑朝廷特に︑御崇敬あり・

豚棒壷篠十一蝿八即︑娠鐸に鍵ぜら奴︑神祇官の戒
はい
支し配
とし︑碓蛎十五味娠幡侭舞蛇︑御怖継笹舞緋せ

象たどう弧んぐわつＤこんげつじご卦．ほうしめい

どう畦わつかせいじゃ全ごくわんか弓およど﹃プ恒んぐわつかさいどご

られたり︑叉同年十二月︑自今月次御祇奉仕の命あり

坦んひわつかふしやれつどうねんやわつにもｆ的久ぺいちゆっ

同月四日︑聖上の御還幸及び同二年三〃六Ⅱ再度の御
とのつどおんた輩ぐしけんしやつ
癖搾を縦郷せられ︑其都度御玉串の献上あり．癖︶匪
五年五月八Ｈ府赴に列し︑同十五年一月十一日官幣中
にち︲Ｉないしや︒おんたちひ←
しや︲肩苫かくどう腿ん抑わつ
祇に鰍格︑同十七年二〃二十八Ｈ宮内省より御太刀一
Ｐ新ソむき︑一どう虹んやわつにも産う・︺や︒ほ
振を御寄附あり︑同二十一年四月二十七日側省より侭
ぞんきんどきふ
存金の御寄附あり︒︵唾

かしこ

畏くも
きん尾らくいかとうぐう︽Ｃ誌おんとき一．鴬・けい

今上陛下東宮に座せし御時︑行啓あらせられしを
はじたて歌つたうじつれのみやかねの季やふみの扇やすの第かくでん
初め奉り︑雷時︑術宮︑周宮︑寓芙窓︑泰宮の各殿
かげんくおうたいしでんかわうじかくでんかし億︐ｆ〜お通りござ︐︲﹄
下稲現皇太子殿下皇子各殿下には︑屡々御成御参

ぽいごくいはくざ茜たまおいの

ごと

くやつしつごすうけいいかおあつわた

奔あらせられ︑御幣扇を捧げ絵ひて御所りあらせられ

たる如きは︑皇室の御崇敬如何に御厚く渡らせられし
官吐祭祁略解

ら趣︑たてまつう
かを窺
ひ奉るを得くし︒毒蛾︵Ｈ枝祁斌祭獅略記及

御鎮座由来記︶

ＩＩｌＩｌ︲ＩＴｈ：ｎⅡⅡ淵潔Ｉ０ｏｎＶｆ︲

○正談・

前雛徳川曾長の﹃昭憲皇太后御一

色

周年﹄文中﹃桃山西陵﹂とありしは

○

﹃桃山束陵﹄の誤植なれば並に訂正

●

す叉幽府犀束氏詩題中﹃賦臣誌﹄云

Ｏ

々とありしは﹃賦目諸﹄の誤植なり︒

五五

q

まさいないし

ざいぐちゐと

ほか

したう

弐億ぜう︑没んきこぃＩはぷいかごｂと

げんどないおい象はいにんげんくわつどうきさ菅と

さだ

定めたい．即ち少年期は之を省いて以下の如くに︒
︑ＩＪもいぃんきしんしんしうやうじだいさいさいくち諺まで
↑青年期心身修養時代︵十五六歳より四十歳位迄︶
さいくらゐ

．富うれん菅しゃく誤くわっどう︲だぃさいさいち壷
ｉ
牡
年
期
吐
曾
活
動
時
代
︵
四
十
歳
よ
り
六
十
歳
位
ま
で
︶
さいまで
日曜無癖雄鐸掲舞婦挿︵六十歳位より七八十歳迄
︶

︑ｊノせいれん誉これじんせいしうヤブじだい段おのＬ人

↑青年期之は人生の修養時代であって︑先づ己が心

Ｉ

栗園

しんしう垂︑うじきし︑率．これじき

やう

ひつえう

身を修養︑すべき時期でゐる．而して之がやがて次期
しや〃あい烏つどうひゆんぴ
もつどこしう
の吐曾活動の準備となるのでゐるから︑最も此の修

をもノ︑ｌしうやうなん

こ︲こ易たらｊ﹄

養といふことが必要となって来るのである︒

抑々修養とは何ぞやと︐事新しく説くまでもなく︑

ごじんせいしんうまちじゃらいみつ

慾たらいうゐ

うもうかんしん

吾人の満祁には︑生れながらにして︑知情意の三つ

ないし和ほこ

１かたいりつゐれつこぐくわんけい

→︾沙ノド︑ＩれきしじじやらＬか手くわん要﹂んざい

○○○Ｏほか・しかにんげん

かん﹂やうどうぶつをかんじやコ

こぐかしゃくかい

るものが︑綴り個人としてのみでなく︑園家聴赴曾︑

りと・こじ人

は七情を傭へたる威情の動物であって︑其の威情な

じゃ全をな

い︒之はどうしても知を磨くの外はない︒而も人間

こ恥

居って︑中々にポンャリして居って分るものではな

なか︐１１をわか

も︑種々の歴史︑事情︑習慣といふものが存在して

てい

の働きを有して居るのであるけれども︑宇宙間の森
らばんレやらもとにんげん妾．藍Ｌ誼こぐかし︽︑くわいか
羅寓象は固より人間の組織せる圃家にも吐曾にも家

へいぎんさい寺島ゐなんぴという

｜

五
六

先づ活躍の時期を定めるのが至富であらうと思ふ︒此

おもこ

立

庭にも︑乃至多くの圃家の野立して居る列国開係に

まぐわつやくじきさだ

足

の限度内に於て予輩は︑人間活動の三期を左の如くに

るから︑平均七十歳位は何人も生き得るものとして︑

いふものも︑識め之を定むるの外はないのでゐるが︑
ゐとほ
鍋し毒蝦も城鑑七十海霧識なりといって居
る通りでゐ

あらかじこれさだ

生をしても︑先づ百歳乃至百二十歳位で止まるもので
ある︒き︐らば雌の蝿塵に輝て︑浮蝿礎職の晦排穣塵と

い箸︶

今一もｐｉｌｋんげ．んじゆ今やユかんが夢いかなが
抑々人間の毒命なるものを考へて見るに︑如何に長

毒一命と活動

銭

､

○○○○またなか

かイテいむすつし農しゆざつたかんじや全吟ン

ゐ

家庭とそれ入︑に結び付いて︑諸種雑多の威情を有
勺ｆｌおあ二︼

しかす︒くじげふ

して居るのであるから︑情の修養といふことも亦中
々疎かにしてはならない︒然し総て事業なるものは︑
雪
じんけつかうなこさくとう

吾人の決行によって成るものであるから︑此の錯綜

ほか

しやくわいた幻のかばつごとせいこうため

沙い一二︾しま昔かいこ︸畦？一宮むろんけん

やはふかうたんめいをはほか

械を殿して仕舞ふ・器械を殿して仕舞へば︑無論健
げんきせうもうしたがい力せい
かうほぢ
康は保持せられず︑元素は消耗し︑従って如何に精
なんやくた
しんしうやう
脚が修養せられても︑何の役に立つものではない︒

矢張り不幸短命にして怒るの外はない︒
たいしうやうごこんにちせいしんてぎ︒いみおほ
一鵠修養といふ語は今日でこそ精紳的の意味に多く

いしちからもつけつかう

○○︑○○︑︑︑奇潅峰

修は長しといって修養は︑長生の意味である︒即ち

しうなが

しなぐわんらいもじ

したる赴禽に立って︑己が欲する如くに成功せん満

用ひられて居るが︑支那元来の文字からいふと︑

いかちしき毛ち︑Ｌａｃとら

ゐ

には︑どうしても意志の力を以て決行するの外はな

いしゃはうしはうもも一ごみしんたい

︲も等ｂ

い︒如何に知識があっても︑其の知識に従へられ︑
い
かかん鳥らしうヤヮとら○○

醤者や方士の方で用ひだ語である︒して見ると身鵠

こしんたいへうめん才こぶ

︾しつ

さうれん尋﹄い

五七

一︶

をしんしんけん

これふかい象しめ

年期の無理が耐したものである︒之は深く戒ね

ねん茜診・りわざはひ

見る所で︑之は何の麓であるかといふと︑シマリ青

康ならざる篤に︑恩ふ働きの出来ぬのは多くは世に
み
竺易これなんためせい

て無理をして︑さて壮年期に入って︑其の心身の健
か
うためおもばだらできおほよ

もり

らぬ所以である︒世間でよくいふ︑﹃若い時分だから
とほ
いかき
謹うぐ芯︐
少々の無理をしても通る﹄とある語は︑如何にも危
けんぷんしふくゐじゆららいしゃくわい方だい
険なる分子を含むで居る︒従来献曾に立って大なる
〃あつやか〜ご要る
活
躍を試みんと排する鍵備僻確に郷て︑雌燕に癖せ

慾を戒め︑叉過度に四肢︑五官鵬力を使用してはな
︑
︑少ゑんせげんわかじぷん

じん率んしんぽうへ

ないしんしうやう．さき習廷

如何に威情は修養されても︑そいに提へられて決行

の修養といふことは精祁の修養よりは先に行は帆た

せい胆んきおーいせいしんしうやうたいぜつ心．ゑん

ひ上︾せいし入はうめんおも

いうゐ

いがくしんぽ苔ばＬかけ

わかいか

しうやう

の意志なき時には︑天下何事も成功することを得な

○○○ときてんかなにごとセビ﹂うえ

い・これが青年期に於て︑糖祁修養の大切なる所以

もので︑人文進歩の上からいっても︑さうめるのが
せいれん善おい○○︑︑︑Ｃ
たうぜん
常然である︒これが青年期に於て恥食慾を恨み耐色
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
○︑︑︑

であるｃ
さ三しうやう

しんたい

所で修養といふことを︑綴り精祁方面のみと思ふて
ごりんう段
だいまちが
は︑大なる間蓮ひである︒吾人は生れながらにして
ない率じつふくざつ

身篭といふものを有して居る︒此の身磯は表面は噸
だうＪく１

る堂々たるものであるけれども︑内部は資に複雑な
号かい

るもので︑醤畢が進歩すればするほど︑際どい仕掛
の器械であるといふことが判る・言ひ換へれば責に

ばくしやくにくたいそはくじゃくしんたい

せいれんじだい改さかた

薄弱なる肉階といはねばならぬ其の薄弱なる身磯

が青年時代には︑終に固まらんとしっシあるのであ
むちやたがき

すこむり

るから︑少し無理をしたり無茶をすると︑直ちに器

纂錐
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酉１日

Ｉ

可
ロ

とニろ

ばならぬ所であるｃ
こじだいしやくわいふくざつけい署．よくり

疹やつぷ

こくし

なにごと

か〃１ち

五八

ぢゆらえうしそ一﹂んもつさうねん

三晩年期之は紐年期を縛過した所謂老人時代である
Ｉ雌の蹄確は癖鱗に静める聯ど蝶て泌癖に除み︑恥っ

︑ｊノばん池んをこれざうれん評一抄いくわいは曲る︑︑︑︑

居る秋でないことを︑畳知せねばならぬのであるｃ

ゐとき

如く朋薫︑弘黛を結んで︑互に播排札換などをして

ごとほうたうしたうむ．７元がひさいはいあつれ罪●︶

こけつかん鉛﹃心つと二・〃︺にち

底なる鳶といふの外はない．之は今後に於て成るべ

堂三なか︒

１１せいくわつふくざつ

ごじだい

じげふしだがこく

する所で︑中々に生活の複雑となって来る時代であ
かしや．︑やいこと一公亭さ

いルリじこしうやう曹王

い

る︒されば此の時代には︑出で刀は事業に従ひ︑園

たか︐ｊｌ山だんすき

家吐曾の事にも携はり︒入ては自己の修養を怠って
Ｌかこさうぬんを耐たら

こはうかみんじん

はならぬのであるから︑中々に油働も隙もならぬの

だいくわつりよく

これこくかけいざいうへみ

である︒然し此の股年期の働きが︑此の邦家民人を
はたまたおのかていたかうたふく
して︑蒋叉己が家庭をして︑多幸多禰ならしめる一

こじだいじんぶつなげんきく雪．やく

大活力であるから︑之は圃家経潜の上から見ても︑

せいりよく

もの

重要親せらる刀のであるから︑其の鮎を以て壮年を
しだう辛﹄い埴んけうＦ︑ん寸月したうおも
指導し︑青年を激訓するを以て至常とする．恩ふに
こうななと
みぽしやくわいくわつやく畷たい．︺リご
功成り名遼げて︑身辛二歩吐禽の活躍舞墓より退く
とき
いつ
かじつゐじだい
くき時であって︑何時までも噛り付いて居る時代で
おも︑ ？７じんいかげんきさう
はない思ふに老入如何に元気ありといへども︑牡
れん苫せいり学一わうせいひたうぜん
年期の精力旺盛なるに比すべくもないことは営然で
竜はずなんぴとさうねんをＦいくわ
ある︒それも其の篠である︒何人も牡年期を縄過す
そじだいおいどを
る者はないのであるから︑其の時代に於て︑一度其
はうめんをうひぎたゐ
の精力をどの方面にか浦饗し求って居るからでめ
を士いさくかう零う

たいざうれんしやしんろひ鴎かれらくわＺ︑く

ばやゆう

此の時代の人物をして︑成るべく元気よく活躍せし

る．されば一度其の時期を経過したならば︑早く勇

退して︑牡年若の進路を開き︑彼等に活躍せしめて︑

勺厚﹈うくらぬちゐた

Ｊ﹄くこじ渡い

じぷん実か︑︑︑︑︑︑○○これかんしし

る︑思ふに今日の我刷に澱て︑二大戦勝以外︑内部

自分は須らく一歩退きたる高所より之を監覗し︑指
邑しや今ふ●函くわつや：じん窯つと藍

ばってんおい玄暴ち︑す︾声くわん芸是

の護展に於て頗る涯々進まざるの観のあるのは︑全

算する位の地位に立たねばならぬ︒特に此の時代に

お・るこんにもわ津ｆにおい渡いせん・最雪司いぬあいない凍

どそじきけ．いくわ

むるゃうに︑其の政策を講究せねばならぬことであ

くじだい

をのみ勉めて居っては︑丈夫として剛士として何事
なえ
ここしよせいばふかうぎうえう
をも成し得ぬことシなる︒此髭が庭世法の考究を要

つＬ﹄ザ暫

無論青年期と同じく︑心身の修養を要するけれども︑
とせいれん苫た人唱ゆんごとたりこしんしんしうやう
・其の青年期の軍純なる如くに聴唯だ自己心身の修養

むろん妙﹂いれん幹一おなしんしんしうやうえう

／日１︑どうじだいい

二雛年期青年修養の時代が経過すると︑次に牡年活

く此の鉄焔を補ふことを勉むくきであって︑今日の

ていためほ・かこれこんごおいな

て︑言ひ換へれば船年期の人間に元気ある人物が桃

いかざうねんざに鼻げん○○○○○つふっ

』

動の時代に入る︒此の時代は赴禽の複雑せる荊疎裡
わい
おのＬ山わん亨みとき
に分け入って︑己が手腕を試むるの時であるから︑

１１Ｊさうねんをせいれんしうやうぜだいけいくわつぎざうれんくわつ

錐

く此の牡禽に活躍すべき人物に乏しいからであつ
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蕊

戸元首フ

︑︑︑︑︑

せいしんしうやうしゆ．

おもお

要するのは精禰の修養といふことよりも︑主Ｌ︲一して

身鴨の修養といふことに重きを掻かねばならぬので

こむんおほとゐ○○Ｏものとうざいへん

こうきう

しんしんほぢひかｆ一﹂きげんきげんもぅ

し
しよ
よこ
こつ
つず ゐ

いづ

少はふせつめい

ちやら函し

二

一

毛じだい

毒法の説明一

おう

﹂李のる︒

ここん
ん上
上﹂
﹂﹃
マフ
フー
一ｑこ
いいや︑﹃ノづ︶やら

の心身を保持して︑比較的元素を減耗せしめざるを
せつめい
︑古
古今
今東
東西の養生
得
得る
るか
かといふこ とを説明したのが︑

い 摩 や ら 牙 ︸牙︸つ﹃フ

掴副
耐弓
逗目
蛾沌
濁
り
骨
腿
画討る

h 一

＝ 戸

､
ソ

きみ●

芋●ノク︑

ゐ

こＵ

素に充ちて 居るか

元凡

ｿ

たす診に

期を通じて︑何れ関 其 の 時 代 に 膳じた
さて以上の二期

じきちやく・

1−

在桑港秋田

おも

を塾し見ても元気養成といふことの大に必要ぬるこ
れうかい
おも
とを了解せらるゑであらうと忠ふ︒

ぱい
ひつ
えう
もつみげんきやうせいおぱいひおつ
え
う

幸﹄

るか
から
ら︑
︑此
此の一邪
否かといふ一事に締着するのである

いな

たげんいんな娼

くやつどうな
ふぷん
おのいみ
る活動を為し︒︒不十升ながらも︑ 己が意を派

めいよ．う難つ毒

古人の多く説いて居る養生書と恥︑ふ者は︑東西に偏
みなぼんねんいかあんせい︑−２．︶をうえ
なく・皆この晩年を如何に安静に過して︑其の票〃得
しんしんや．うじやくえうせつ

上﹂い

足る原因は何か

ゐ

ら奴るだけの命数を全うすべきかといふことを攻究

して居るのである︒心身雁弱にして天折するやうな
なんかうすでせいれん牙︾
︲ものやうじやらと
者に養生を説いたとて︑何の故もない︒既に青年期

ふ

いますこけいこおぶ

１ １ ｉ〜Ｉ

I
〈

△一月十九日．晴︒排日の謎高き加州の地にも日米同

岬硬ｖ枇好ｈ鉛

錐

めいかうて・フひと

かつ

しこのほどたうち

えうさごとかうえん

おも

しちゃう

よさまリム︑１

五九

たい

ぐわつにち一ば地にいにもご愚たかかしうちにもぺいどう

班を高調する人があると思へぱ︑世は様々のものなり

繁

きん琴ぶくごとじぷんとう蓮やらば〆兎もいうＣん定ら

とぺいごしかうおなか芯ら諺朱く

しざい種やクねんだえ︑うぎよくけいこ

▲一月十八日︒晴︒友人三輪末童君スタンフホードに
を
もかごろしゆつきう楓んぶり
歌欺げふを
熱び業を卒へてフレスノに居られ︑近頃出桑︑十年振の

けｈソである︒嘗てバークレー市長た︐りしスット︑ウイ

凸︑迅口︑９℃︑

曾合であった︒氏は在京七年絶えず謡曲を稽古したが

ルソン氏は此程常地のスコチッシュ︑プンプルにて大

記

要左の如き講演をせられた︒

日

渡米後も噌好を同じうするものにゐへば必ず一曲をう
このよたいうともふじたいこうたおんとらう︐Ｉ１
なる︑此礎他の一友と共は富士太鼓を謡ふ︑一音吐朗々

bZ

けいくわさらさうねんを比通うく︑つやＰＩな

加

I

ひ

が今少し瀞古して置けば宜かつたと思ふた︒

江

を鯉過し︑更に壮年期にも多少の活躍を潟し魁さて
ば
ん泡ん苫はいむかけいらいかを
晩年期に入ったものに向って︑卿等は如何にして共

亜米

｡

翠わつにちばれいうじんみわすゑひこぐん

利

として金玉の如し川自分は東京で羽衣を友人に轡つた

w
ド

！

−
−
勺

纂鑑
ひみかｒ︼くばじ苦感ぴさいぱうえきぐん

汚いじじつにほんざい
げんかぺいこぐな・︿か
現下︑米圃が懲さいる可らざる一大事責は日本の在
ゐいしきせかいおだいせいりよくれうかい
位を意識し︑世界に於ける一大勢力を了解するにゐ
ごこんさうだい恥きしいうこぐか十点やしかに
り・古今牡大なる歴史を有せる画家少からず︒然も日
・とその
燕が五十無職に鐸くべき避舞鍵謹をなせるが如ごき
其

ぴいうこぐかい匙とうやうはも雲ちろんぜいヤブかくこく

比を見ず︑開園の初めには極めて微細なる貿易と軍
あつ

術を有せし圃家が今や東洋の覇たるは勿論西洋各圃
これこくさいてきいか
をも腰せんとするものあり︑之を圃際的に云ふも斯
言Ｌ﹄きゎ︽げぎしんぽなくにた
くの如き急激なる進歩を烏したる圃他にあるなし︒
もにほんりくぐんいたにあるぜんさうゼかい毛
若しそい日本の陸軍に至っては日露戦争は世界に組

１︶きてぎせんさう恐し毛の︵いりよくてうこと詮ん

織的戦争を教へたり．其兵力は一朝事あらぱ百蔦の
︵いしせいれんまんしく んふしゆつどうこと
兵士を精練せる五寓の士官に附して出動せしむる事

うにほんかいぐんくいこぐかいぐんはやか販溺︑れん

ほこうぺいじんうち

に底んびんばふ

を得べく︑日本の海軍は米圃の海軍よりも遥に熟練
ものまたとのぎ世んじ
まんにんいづこ
せる者にして︑又其汽船は一時に二十五高人を何庭

おちしかし窓坪迄かい吟や全いにごとしま

にも運び得くし︑米人の内にはよく日本を貧乏なり
わら

かかれらせい

とて噸ふものなきに非ず︑乍併海上の岩の如き島に
壁礎する五千鯨の昨韓 は鍵して縮議雌酔珪の露塞

にんいうことし

くわつせいけつけんかうこれたとぺい唾い韮︸んさう︑とき︒︵い

人を有せざる事を知らざるべからず︒且つ彼等の生

くいしとうけいにんぴや雪したいせんしにん

活は清潔にして健康︑之を例へぱ米西戦争の時に米

兵の死したる統計は十四人の病死に謝し戦死一人の
わりあひにちろせんさうさい仁ぼんくいめい壮人し
割合なるが︑日露戦争の際は日本兵の四名の戦死に

○

ほか

抑わつか︒︑毎Ｄ

するの外はない︒

けいふく

ゐこん狐んぼんじつくわい

庭もあめドイツがくしやえいこぐ

界到る庭に文明の恩津を播言散らす所の偽善者﹄と云

かいいた堂．弓来んめいおんたくまち苫こつぎせんしやい

傘一月二十一日﹂雨︒燭逸の畢者トライチュヶは英圃
ばたうゆんで噂やらもんめてあくん計せるもつぜ
を罵倒して﹃左手に経文︑右手に阿片の煙管を以て世

やわつ

手︑可一〃︽勺Ｃ

良が見える︒在留同胞の鳶に努力せられんことを切望

りや今みざいりうどう砿うためどりよくせつ豚う

コスタ︑キングス︑ガ女ループ聯サクフンメント︑パロ
とうぜん
アルト︑コルラド︑ナンタクラ︑オークフンド等から選

ソンピ〃︑パカピル︑リノマ︑ツラレ︑チー↓一︑コン緯ラ

ナリナス︑オＷノデン︑ロスアンゼルス︑バークレー︑ワシ

識が開かれるので︑各地から代議員が出桑して来た

菅ひら＃︑ちだいきゐんしゆつさうき

付き協議をずることになって居る︒今年も本日から曾

っけふぎ

され︑年々桑港に曾して在留同胞に開する重要問題に

埴ん・ノ︑Ｉきうかうくわいざいりうどうばうくわん汐やつえうも々だい

ば各地に日本人が居るので︑何れにも日本人曾が組織

かくちにぼんしんゐいづにぼんめんく傷をＬき

が最も多く在留し且つ最も勢力の多いのは此の加州で

笛？二おほざい︑一う一かもつ﹄︶せいりよもおほこかしう

傘一月二十日曇︒カリフホルニャ州米幽中で日本人

しうくいこくちゆ全にばんじん

日本の長所を確かに捕捉した観察の公明なるには敬服

にほんち華らし眼たしほぞく・あんざつこうめい

は此圃民に商業的競争を潟さんとしっ易あり云々・

このこくみんシやらザふて苛睡や含こう左うん染ん

すものに非ずや日本画民の現状是の如し︑我合衆画

あらにほん・﹂くみんげん嘩やっかくごとわががつしゆか︲︾§

たいめれがやらしこかれらけんかうじやらたいしめ
封し一名の病死あるのみ︒之れ彼等の健康状態を示

六

てうくいわ

ふて犀るｑお餅印隣から藤野確舞となり謡識も雲を燕
くち誉はてきこぐ？レ

かほ

ほいけん

へ︑口を極めて敵幽を罵為ｌ︑一朝李和に唾つだ時
これらがくしや

之等畢者がどんな顔をする溌奔見しだいものである︒
傘一躍二十二畦︲職︑蒋蹴の 鴎は九千伽識 といふ
Ｌきた炉幻つ
ぱんこうとうけいゐあん
ことでめったが︑人口統計委員スロァン氏は来る四月
にんたづ
か和﹄さじじんこうきざおく
二日午後四時には人口正しく一億と五十九人に達する
いまおくいしやら
ばつざういぜん︐霞ん

と磯表した︒以前は八千高といふたが今や一億以上に
のぽ

傘一月二十三日︒晴︒自分の知人某氏は白人の家庭に

上ったのである︒
ぐぢにちはれＣぷんちじんぽうしはくじんかてい

じぷんソウコウ
腺たらゐ毛のばくじんドイツき
働いて居る・其白人は燭逸から来たんで︑自分は桑港
．かぞくげしゆくもゐ輯う
まち

しうせんさうよはにもどくけんこぐかうだんぜつ

とき七のばくじん

の町にアシ・ハートメント︵家族下宿︶を有って居る︒敵

けつわるおもを

きみあんしんい詮まで

洲戦争の除波が日燭間の閲交徽絶となった時︑其白人
ほうしぶい
は某氏を呼んで云ふのに
わたくＬぽこく登み一︲一こぐ姪んさうかいし
﹃私の母圃と君の故圃とは戦争を開始したのである
こためわたくしきみ
これこぐかうう︵ｚと
が︑之は圃交の上の事である︒此の篤に︑私は君

そのいらいとひとぽうくんたい︐ごん忍んさうば津し

を決して悪く思ふて居らぬから︑君も安心して今迄
ど ほ き や す ば た ら く ．たの
通り気安く働いて呉れるやうに頼みます﹄

これぽうくんぢ萱わ

どりやう

といふた︒其以来此の人は某君に封して一言の戦争話
和ほ

かんしん

をせないといふことで之は某君の庶話である・度量が

大きいなと威心した．・

墓錐

呼わつかあめさいにんかしうちＵ

ねんいぜんかしうこく泉いねん鬼くちけんみとはいぐ腰

金一月二十四日︒雨︒再任したる加州知事ジョンソン
鱒は鍛味筆に躍雑の燕職鞍鍵毒した︒

とちせいてい

くわこすう泡んかんかしうこぐくわいいくた

﹃二年以前加州圃曾は三ヶ年の借地権を認めたる排外

いしゃらながしやｆ︑ちけんゆろはいざわい

土地を制定したり︑過去数年間加州剛禽には幾多の
はいぐわいともはふあんていし９そ奴らや﹄と４１泡人
排外土地法案提出せられたるも︑夫等悉く三ヶ年

しや会

いやらせいぜんかしうこぐみんしゆ窪や︒れついん

以上の長き借地権を許さんとしたるものなり︑排外
と．ちばふわ娘ら歌へていしゆつ
土︒地
法が吾等の前に提出せられたる誌雌鐸に鯉て拳
しやらあだ

なんぴと更どたうじわがらう︵くは

より生じたる情勢は全加州圃民に一極の畷烈なる印

象を典へたり︑何人と雛も嵩時我等の上に加へられ
われらかうどうしな
こうげきぐわいさフう
たる攻撃を同想し得るならん︒我等の行動は一支那
ごくみんげきどあたしかたゐげんをんしやら・だん
風民に激怒を輿へ而して其の威厳を損傷したりと蔵
︒○○○○○○○○○○○○○○○○
げん
言せられたり︒我等は我圃民の圃際催約を攻難し且
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
つ破壊せんとしっシありと瀞せられたり︒同時に恐
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
るべき事件の突溌すべき諜言は我等の鰐来に封して

○○○○○○よょぁたかぎはんゐない

た

きぱう

凌溌泌叩鞭恥︒↑沖蛎︶子は予の能ふ限りの範園内に
ふせぴちから
て現行土地法の撹乱せらるシを防ぐべく一瞥の力を

きいん

添へんことを希望す﹄
だいばくちんくわいひらたしかごとちじ峠一いめい
大博魔曾が開かれたのは確かに斯くの如き知事の課明

︽︿一

を聞く一因であらう︒
にもあめはくらんちいかくぱいてんとううりあだか
傘一躍二十五日︒雨︒博覧命画で各責店等では貢上げ高

￨

Ｉ︑

一、
Q

１１・︲Ｉ

纂錐六二
︾ん云菩言・雪︑︒︑しかうりあ

、

心わつにちあめ力寺〃ダしゆ・星ら

↑

はくらんく領じむ〃ふんぜつ

ただいゑんじよあだ︑

一やアジアいみ勾瞳・︽こく舞舎一参︽

にほんルナダだ︑象えいぼんどくたいかういゑんしよ

和わつに︺ジあめ？ろはれはくｂ〃ん・ん．いにぼん一Ｌいゑんないせいふ

︐︑紅わだえい一こぐし︾︲局く雪すぎ﹃恥み↑一弓へ︽ィ﹂ぐわか

浄陶くきいでんし︒うゐあからう︶

室んりやらてい﹄ゆつ芝の

曇守ゐ︶ふうう瞳つくわらばくろ

ぷ ん鼓
き う後
垣 ん︵
しうぜ
鼠さ
いご
とく
がは
ばく
ふ でめ
銭露︑蛾搾挙である︒たものでゐる文久三年の修繕が
徳
川
幕
府
の
︶

者の勉握によりて販路脹張の見込めるものは職竹材︑殿の周園は赤漆であるが︑この漆は風雨日光に曝︽蕗せ
へちま．︲︑潰しの．ぎよまうかノ催・心︾︒即一︲ゆりぼんざいつむじ
いんかんことぜんたい・毎●毛．﹄ぬ
統瓜︑淀︵珠︑魚網︑肝油︑茶︑百合︑盆栽︑郷燭︑られて郷瀞するから二十年間
毎に全鵠の漆を塗りかへ

しや今へん弾や三縦人ろくのくち￥つみこ

て最も有望なものでゐる︑柳覧曾事務官の説によれば公の時に建てられ︑幕府は二千五百寓雨を提出し︑其
こんくわいしゆつぴ︐蝉わがぱうえきひん令塁いこくじんくわ．︽げ・や全たわがくとたうげふたしよこうきぞういくぱ︐．︲たつわかくらゐきう
今同出品した我貿易口喫﹂米圃人が撤迎し︑叉我幽営業他諸侯の寄贈は幾何に達するか分らない位でゐる．宮

吟つというぱう

金一月二十八日︒雨︒米幽は貿易上我剛のお得意としゐる︒匪捗岬の識によれば雁耀の響籍は二厩耀韓誕涯

ぐわつにちあめ企へいこぐぽうえ考噂やらわがＩ胆とくい

扉ど一弄ばれた︒加ふるに和田英作氏のⅡ光杉並木の壁蓋が掛けられて

十五日午後一時に始めて開通し桑港流張く奴ル浄眠は紐が盈督して製作に従事し剛る見事なものである︒鳥居
青市長ミッチェル氏に垂迅話をかけ︑博庵罵且に招待するから豚醗醗︑猿瞬︑露癖五垂潅挙一 瀞で唾って犀る

にちごさじはじかいつうソウコウしちゃ分しニニーかんとくせいきノーじゆうじｆこぶみごと

翁が残したといふことだ．翁ば報徳主義の人で貴践窮傘一月三十日．雨後晴︒博魔禽の日本庭園内の政府の
かうい散をんとくた
ちん・雄？ふん︐識生しゆつびんひとにつく宛らとうせうぐうもけい
行︑今鴬徳の名がめったｃ翁の遠逝惜しむべし一ｉ﹄める︒陳列館に二つの出品がある︑一つは日光東照宮の模型
ぬあつにもあめソウコウ三︲︲雪一ｉグか〃会心充や呈舎﹄よりでんわ
ひとふじんやうさんもけい
▲一月二十七日︒雨︒桑港と紐育間の長距離電話は二で一つは婦人養獄の模却ぞゐる︑Ⅱ光の方は竹越技師

△一月二十六日︒雨．一木文相の厳父たる岡田良一郎た︒

力圭／ダじんみんちゅうＬ人かんＬ・﹃︑ところの
少女幻を
集めて激授中である︒とは加奈陀人民が中
心より感謝する所なりと述べられ
わつにもあめそぷんレや．げんぷぞか芦Ｕや︒阜助う

と
いふことに暇った・之の現金係養成の篤鋤五打八妙詐；Ｉ側本の加奈陀荘塊本願に封する好意と援助
せうぢふあつけうじゆちゆ会

こげんきんギリやうせいたにん

で︑博覧曾々牡は現金係で各霞毎日交祷に派遣して︑が多大の援助醤興売るを謝しＩ亜細亜移民入圃禁
にも︐Ｊ︑Ｉしうにふたんたいばく・ふい︐・・尋
Ｌう・かんのち１しゆだんかういた縦いにちいみふく
日々の牧入は一日一大博曾吐へもちかへり︑一週間の後止の手段を講ずるに至︐りたるは排日の意味を含めるに
た纏
ん潜
け的
い事
ざ情
いよ
てり
寮止
Ｄむ唾
収まとめて歩鐸銭蛎に鍬銭癖の娠瀧笹港弥いて︑燐すあらず︑単に
をや
得つ
ざや
るえ
にい
出・
でたる

砿くち人〃ふいＩＩＬ︽︑げんきんずりかく︐︶よ設いにちかうたい砿けん

高を暖昧にして牧納金笹少くせゃうとする者もめるの加鈴陣碑詳﹄ｌ恭蕪龍塗の獅遜錨隣嬬蝉扉捧羅露

池一翻謎博覧命同馳猟︽御納動る規約一﹂ある︒併し資上げ△一月二十九日．雨︒加余陀首相マックプライト氏は

わ・り減ぐち〃シふいｊＩｌ７島

へ

ほかにつくわらくや八いう一・一．詳言蕊じきいまにつ

った︒この他日光に閲する有益な話を聞いた︒未だ日

くわらみ仏似ぷんだん言等つみかんぐわいじん

象んてうくわ誉苫琶ふくわどげらく

光を見ない自分は一段興味を感じたのである．外人も
そさうくわ内舌やうきつゐ
其の壮観に一雛を喫して居る︒
げつに私一あ．めにほんくいこぐ曲しゆつもやさい
傘一月三十一日・雨︒日本から米幽に輸出する茶は最
逓十轄職に砿塚二千二百嫁ポンドで︑蝿稚慨塵たる三

きよれんインドセイｕン︒り垂︑ゆ随ふげんに鳳んもや

千五而寓ポ﹀．ドを超過すれば︑供給過度のため下落す

る︒去年は印度錫簡茶の輸入が減じたので︑日本茶に

たいもうもんおほことぜんたいい通かい

輪？﹂ちゃこのえいじん敬いにちごどじが杯ら

封する注文が多いとの事でゐる︒全僻から云へば世界

ぶちやの

ロシアじんいん
もやとももｈゐ

で最も茶を好むのは︑英人で︑毎日午後の三時には必
よ︑フ侭くい．﹂く．

ず茶を飲むといふことである︒｜露西亜人もなか︑ノー１飲

用蝋可る・米馴ではコーヒーも茶も共に用ひられて居る︒
Ｌかにほんじんみ弦も・坪をん／ふ人いれかドルセン
併しⅡ本人の店で茶を一斤︵雛入︶興ったら一弗二十仙
上﹂いき夢へいこ官フ
取られたには柳か閉口した︒

須藤翁

家世名主︒明治二年興一郎轄白根町名主︒翁従移︒襲

父鴬郷吏︒或篤郡禽螺曾議員︒在吏職数十年︒潟一郷

除害興利不少・而其最者四﹄︒白根町隔中口川・典西蒲原

郡諸村︒往来常頼舟枇︒人不使之︒而滞水振溢︒尤危

険ｃ屡絶舟枇・十年十月翁創架木橋︒長四十鈴間︒人皆

安歩︒免危険︒是其一・﹂白根町東奮有一峰悪水瀧︒淋

傍卑撫池測︒人馬不能行︒十九年八月翁埋填之︒潟乾

燥地︒凡十数町︒新開街術︒街術日般賑︒凡官楠．畢

校︒劇場・旅館︒大屋高堂︒櫛比鱗次・大改奮観︒是其二・﹂

越後官道原遮白根近傍︒不興市街相渉︒翁多年票請︒

四十三年八月遂移官道一賞白根町︒商貨頓庚販︒叉

免私道修斐︒是其三・﹂小吉郷東環信濃川・西沿中口川︒

其間南北六里偏東西一里芋・人口三蔑︒田圃六千町︒白

根位中央︒地雛営峡︒毎洪水︒被害莫大︒翁憂之︒奔

走苦心︒凡十年︒絡一致群議﹄協定雑書︒設置排水器

於数所︒其費約五十寓回・未及起工︒而病亡︒然其翌大

正二年工竣︒翁可以↓膜︒而一郷免昏拠之害．是其四・︲一

而其功樺所及遠久・殆不可測・是以郷民哀惜其死．如喪

父峨︒頃郷紳街課・欲建一大碑以表彰其功績・諭総銘・﹄

丈肇博士三烏毅
翁謙跨俊． 天保十一年二月朔生越後蒲原郡外城村︒父

一ハーニ

翁風格高雅︒儀容端正︒性慈愛寛厚︒事老母至孝︒接
錐

瀞 興 一 郎 ︒ 原姓市川氏ｐ入刷須藤氏︒妻家女︒生翁．
蕊
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可

碑

可
1
Ｉｌ１１

根町之翁乎︒翁之白根町乎︒殆不可癖︒苛利白根町︒

人温和︒清濁兼容︒而覗其白根町・如己身家︒人或謂白

一日生翁︒覗考及考︒同畢剣法於武蔵人戸賀崎氏︒氏

考四郎右衛門諒智雄︒蛾諏訪氏︒天保戊戊十一月二十

政︒貞和中綿農︒子孫世住於本村ず旭考理兵衛謹珍義．

ｌ︲︲Ｉ

摩頂放睡︒莫不霊之︒是以家産蕩蓋・不少篤子孫顧慮．

世篤神道無念流師範︒翁亦入其門︒最受益同流先進上

六四

是尤不可及・﹂翁平素好護漢籍︒善筆札︒作詩丈︒其他

原氏︒日梓月砺︒撃刺絶倫︒年僅二十有四得目録︒文

教養子弟︒酷暑厳寒︒無敢或惚︒及門生三百除人︒三

職・梁︑鯛雅︑俳詩莫所不捗︒而書叢骨董皆有鑑識．尤

覗人如身︒覗郷如家︒除害興利︒終其生涯︒大道可

十八年五月︒開演武大酋於伊勢山田︒全圃剣士︒集者

久中︒開宿藩久世侯︒擢噌武技者数十人篤農廷令翁指

行︒安橋可渡︒汚地乾燥︒冗水排注︒郷薫磯昌︒子

︑︑︑︑︑︑

幾百人︒翁赴駕︒大阪老剣士山透道義︒奥翁較技・一

勝一敗︒雌雄不決︒於是翁武名益揚︒翁天脊︿剛直・鵠

躯牡健︒兼富義気︒赴難救急︒不遜水火︒脊有博徒懸

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

迫村民某等︒謀奪多金︒翁力陳非理︒僅投少金斥之︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一夜宿隣里竹村氏．常時有狸盗九八組者︒侵入窺庫︒

麻生先生在駕︒即逃挫銀扶弱︒概此類︒Ｌ翁錐噌武技︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑
翁豊而職起︒提大刀而出︒誰何自名︒盗相警日︒峨峨
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

要︒以創法爵第一義︒剣士麻生翁夙修之ｃ名鳴子一方ｃ︲

先残︒次善次郎︒嗣家︒次哲三郎︒皆修刺法︒有弟画

妻篠崎氏︒生三子︒長賢一郎︒精惇勇武︒衆皆厩望︒

未斡康農事︒能番其家︒傍典村務・篤随長及村禽議員︒

翁名瀧幅︒瀞寓五郎︒麻生其氏︒雅養道軒︒下総猿島

一音八郎︒名浦正︒少於翁十三年︒亦善剣法︒考深愛之︒

○○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

郡長田村西泉田人．遠澗丹波諜直則︒壮小山政光涛執

剣法者皇剛特有之武技也．方今銃砲礎行︒然護身之
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑恥︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

華洲渡漫武助

剣士麻生翁毒蔵碑

土屋鳳洲日︒︽提綱分叙作法秩然ｃ

孫何顧︒天報不察︒功績深鋳︒闘郷保護・如敬租先︒

善相刀創云︒﹂四十五年四月十九日残︒享年七十三．配

錐

揮之︒警備封内︒明治十六年得免許︒於是新築道場．

基

市川氏︒生一男三女︒男新吉嗣︒銘日︒

1

6

卜隣構居︒篤人温而毅︒特友干兄︒輔翼散授及家政︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
維始無職︒所謂父子篤兄弟睦家之肥者乎︒今舷甲寅
○○○Ｏ

翁齢七十有七・豊蝶如批者︒頃門生相議臼︒吾師以刺

○○○○○○○○○○○○○○○○○○︑︑︑
法稗風教︒五十年子此︒宜建毒碑以謀不朽美︒来徴文
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑や
於余︒余美其畢︒快然奮筆︒叙其梗梁・且係銘日︒
○①○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑
無念無想妙技入紳︒研磨養道︒懇篤導入．
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

華洲渡遥字撰井害及象額

尚武成俗︒鍛錬心身︒貞石深刻︒徳業不浪︒

大正三年八月
石川文註卿ｃ向剣法憾皇圃特有之武技立案︒細叙肺生翁精通此技之事︒

１Ｊ１

錯綜綿密︒自有照臓ｃ銘齢特出機軸︒不重複前段ｃ敬服敬服︒
︲１１１Ｊｒ■Ｈｆ︑ｒ︑もも〃１︲︑Ｊ１１．１１０１Ｊ４；■１１１︐．１ＩⅢ巳︒ｆ︑・６．４３．ＪＵ４１ｒ４１″ｔＪｆ・ｊ１１ＪＪ０ｊｌｌイもＪ■１１１１１︑

寄懐某代議士．用韻南洲
西郷先生述懐作

朝陽依知川

︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
不可測︒一動而致東亜柴や二動而挫北殿雄．三動蒋見

大策成︒欧洲戦雲牧溌日︒腿風忽止瑞講迎︒震宇於鍵
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

群蕊新︒旭日雁々放晴光・嵯乎紳州男子須志気大・志気

大而寓難傾︒腫腿功名何足談．正気摸然躍西洋︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

Ｉ︲Ｉ

石川丈荘臼︒句句峨秋︒使士気振︒．

ＩＩＩＩｌＩＩＩ

１１

全圃の教育者に警告す

田中玲・瀧

わがくにじずこぐ▽１１牡ぎむだい︑かん

おうぺいおゆきこいいう

我圃は時々刻々に責務の大を戚じっシあり︑義ひ蛾

かてきこぐドイツぱいぢくき

とうこぐしゆぞくゼル﹀ンぞくえいきうゆえいけつ

下の敵圃︑燭逸が敗靭に綿するとするも︑欧米中最優

いまし﹄客さんみとあたたとゼルマン

等圃の種族たる日耳塁族と︑永久に輸蔵を決すること

は︑未だ勝算を認むること能はざるなり︒暇ひ日耳畳

そくぱうめついへと芝かはてきうぐ川人

わくに言やらさうちたかγ﹃かみごと

族亡減すと雛も︑其の代りの敵は︑打って一九となり

て︑我が風と競争の地に立っは︑鏡にかけて見るが如
いまときあた︲から
ぶつしつかい
し︒今の時に方って︑辛うじて物質界のこと磁蒋に す

六
五

しかいま︑︾たつをぽうかんえう

東瀧君子画︒正気有誰軽︒丈夫所篤只在紘︒ 侮蔑汚之
博臭名︒欝結時駿向海外︒踊破紫澗清之躯︒

蕊錬

Ｌ﹄■

此
熱

︑︑︑︑︑︑︑

I

べくして而も未だ被れに達せず︑其の一方に肝要なる

敦
紳蕊

︑︑︑

Q

一
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纂録
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精せ祁
界のことにして︑班て呑蕊の輝くあらいものあり

と

ゆゑん
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われら

おと

しやくわい巷ふげき

これもつ●二こんてい
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一︿︷︿

ひとたき
詮Ｌ
しご
ひ
だうとくてんし人ぶつ診と
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券し鍵露にして︑舗畦の蹴卯
識謂
耗宗
誕敦桑
家の
の姉
如く
く︑
︑鐸
責は龍
自

吟ゆるしうけうかごとじつみづか

獲り
宅しうやうつ
︺の
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く︑
︑激
激師
師先
先づ自
て︑偏に宇宙に祁霊ゐるを信恒
ずず
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ピーヘうちうしんれいしん
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の教
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る者
者は
は︑
︑多
多く迷
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のの
宗宗
教教獲
更︑こしうけうしんぜいしんて入
人
しんこすゐす

らざ
ざれ
れぱ
ぱ︑
︑殆
殆ん
んど亮
見
に道を尊び︑天を畏るゑもの︶
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ゐゐら

みちたつとてん方達
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ほむ
むう
うち
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フ
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れれ
んん
ごご
ととお

の修
修身
身︑
︑蔦
蔦の
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誌
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立つものぞ﹄
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雁雁
もも稗

よる﹂︲

食たしやくわい

とせぱ︑如何ぞ夫れ︑新興剛の気運を醸成することを
棒ん︒露逓に癖ける畦尭麺継の鍵鑓なる蝿︿の概蝉は︑

どうしくわいふはいぜいいうくわい

くも聖上を安んぜしめ奉る潟ならんも︑吾等より

ゼい迄やらやすたて談つため

ゐり︑これ反掛黛たる政友禽の頼むべからず︑且つ畏

ばんたいたうせいいう怠いたの

網選塞に於て︑政府輿黛の勝利に蹄じたるを喜ぶもの

をうせんきよ鞭いせいふよたうしよ︒・り営

わくにじつりよくかレぶとゆ

我が閲の資力峡くるに職由せずんぱあらず︑叉這同の

如き
き︑
︑概
概ね
ね︑
︑宇
宇宙
宙
の如きは︑否我が園の文皐博吋
士士
連連
のの如
たん
ずた
こじ
うう
じう
と
しん恥いみといなみと↓たずた
こんう
へへ
みみと
軍に
に口
口耳
耳の
の上
上に
に認む
の祁霊を認めず︑否認めても︒
︑︑
只只軍
垂輝
にて
輝︑
て耐
︑蝿
耐諦
蝿の
諦の
るもの舞きのみ︒逓霊廻誰窪に
鐸鐸
瑳窪
やを
一
ごとぼと
﹃ち
ぜうしふごｑとＬうけう窓よくいち
しが
が如
如き
き︑
︑殆
殆ん
ん
招集したるが如き宗教局を移哩
置置
しし
たた
りりし
一ん
たに
うじ
しうけうけい湖いうんぬ
たし
うや
じしやしんしん
営事
事者
者に
にし
して
て︑
︑真
ど宗教の形骸を云々するに似畦
たた
りり
︒︒営

み

ざてこ入にら﹃︶とがくもんらしきからおうくいひ

見るときは︑同志曾の腐敗は諺政友曾の︑それに劣ら
ず︑蕊猷雌輝腿僻の雄き︑郡懸春罫鍬の蕊とすべきも
のにあらず︑鴫舗既一の鱗鍛︑堆腿僻を鵜すのきむを鐸
湿り
けつわれら望んぞくと弓
ざるのみ決して吾等の浦足する所にあらざる也．

いにしお

借今日の如く︑率間知識脳辛うじて欧米に比すべく
耐も鍵も雁識なる瀞祇の健毒︑嘩雌の睡味に癖て︑準
また蕊んめいかばかぷれ？﹂くえい

て古へに劣りっシある所以のもの︑一は職曾の急劇の
へんせん慾寺ゐ

き牟凸う

鍵遷に基するならんも︑叉文明の皮を稜れる列圃の影

響を受けたるものならんも︑之が最も根抵としては︑
わがくにめいぢかいかく客いけういくこんていぶつしつまたひさうお

しかひと・色つとたいユ診︾つてんお妾﹄しんぶつしん

我圃明治改革の際︑激育の根抵を物質叉は皮想に置き
而して人の最も大切なる︑天を畏れ︑称︵梯︶を信ぜし
い詮でけういく
えん少
めざりしに淵由せずんばあらず︑云ふ迄もなく︑教育

憾議を麓とし︑議美ｌ耐ｌ捗蕊とす＆

だだうとくしうけうちおい

んあ
ぶるづ
ん信あぜ為
しはん
らはじ
祁俳
こし
とを
ずか
︑或
信じても難って謎儲
たうていけうゐ人しかく

うた細ひい

け﹃フ

に瞳し︑道徳と宗激とを一致せしめざるものに於ては︑
いくしやかうかうしうやう宝たしうやう

到底︑教員の資格なきものなること疑を容れず︑教
育者たるもの︑考一考︑修養叉修養せざるべからきる
なり

もの也︒

あ．．た

しかれいこんふめつワやらしんをんざいとう寸く必

諸んＬいがくしや○うむうんぬんなほ○せつめい
近来の筆者︑刺の有無を云々する︑筒我の説明をな

ろん

い哩辱う

なりをば

こんてい和いかくごと

し能ふか︑而も霊魂の不滅︑良心の存在等は︑少くも
な・りとうやうし誤けうむ
カント酔塗に︑謡蹄したきもの也↓東洋の諸激は︑無
い攻せいぢたう宮よくしや我よだいたすうけういくＬや

論カント以上なれば也・総りに︑根抵に於て︑斯の如
どうてつ

しんい亭しよかんたい刀や４しるけんめい

約四年琴遜和楽の狸に二見走緊げ尋で父一見韮柔む偶

良人不幸にして

職務の爵に燈れ一時殆んど癒す所避知らざりしも趣に自ら心辛働弐し商

業か笹み生計韮立て倹素向から守りて家蚕韮積み叉能く三鬼か教育して

成業せしむ今に至る約二十年間の苦心勢思享常に非らず李生深く怖教を

は含則第三様に依り木杯韮贈り之奄表彰す︒

信じ陰徳悲施すこと多く篤行感稚す可きもの有り誠に奇特とす因て本含

大正四年四月三日麗島弱行雷印

⑬第二表彰状

南埼玉郡太田村大字吉羽
千四百五十五番地

天保六年五月七日生

町田熊識殿

明治六年三〃より吉羽戸長役場に使丁として雁はれ同十七年聯合戸長役

に至る其の間戸長三人聯合戸長二人村長七人の交迭を見れるも君の使丁

場となり更に明治二十二年に至り太田村役湯となりし後も勤械して今日

た

きに洞徹せざる︑今の政治富局者及び大多数の教育者
たうていせかいとうＬめいおわ城くにこうりうにんむ
は︑到底︑世界統一の使命を帯ぶる我幽興隆の任務に

くわいゐんしぷくんたがことけういくしやＬよくんけいこくしかいふ

⑳第三表彰状

六七

南埼玉郡江面村大字北青柳
千八十八番地

日本弘道雷久喜支曾長榎本善兵術︲

大正四年四月十一日

本曾表彰規定第一峠第五雛に擦り金五側韮贈り以て之奉表彰す

援助をなしれろ︾︾とは全村民の等しく嘆震して措かざる所なり因て並に

菰ろこ上﹂誠に四十年一冊の如く最も勤勉に且最も誠費に村治上隠れれる

耐へざるものと信ず︑聯か所威の大略を記し︑賢明な
る含員諸君に質して殊に散育者諸君に
作警
噛告
崎す
すと
と云
弐爾︒

１Ｊ

善行表彰

③第一表彰歌

小野アサ殿

匿島懸安葵郡倉橋島村字本浦

明諾二年六月二十日生
総人温良貞淑初め歳二十四にして警吏小野孫四郎氏に嫁ぎ同棲すること
︲錐

マ４

可

＝

錐

１１

嘉永四年九月廿九Ｈ生

河野ふょ殿・

打者資性温厚正直にして一家の和睦は恰も春腸諾蕩の温容に似たり且常

七十四年

農金韮行妻李氏

水原郡塞章面緋店里

右務性質温良にして貞滴なり年三十一一辰して媒婦と鍔りたろも家に何等
の遺産なく刺さへ本年六十九歳の鮎及九銭の幼見あれば其の保育の黄は
麓に針工韮懲ｉ﹂て少許の賃金韮得辛じて糊口を凌ぎ居るの状態なる韮以
て其の兇悲教育ぜむと一割るも値一ヶ月十銭の畢査すら之起支排すろこと
韮得ず鍵に向己は一日二回づ︲の食事を一同に減じ以て漸く其の費川限
充て大正二年四月より私立一三壌校に入畢せしめ居るば郷黛の以て模範
をするに足ろものなり

川十三年

水原郡水原面新曹里三十九番地

針工朴召史

京畿道長官桧垣・腫右

錨朝鮮京畿道篤行者

大正四年四月十一日日本弘道曾久喜支曾長榎本善兵術

明治十八年十二月より村内故武井友之助氏方に乳母として雇ばれ主家の
子女を浦青して最も忠賀杢致し爾来同家に於て多数の兄女撫育をなし上
主家一族より無二の信頼ル受け下は多くの使用人の間に介在して主命を
辱しめず依然として欝主昇氏に至る迄三十年一日の如く其誠資淵厚の質
同家に出入する満は謂ふも更なり村民一般の敬服せる所なり因て並に木
曾表彰規定第一際第五雛に擦り金玉側走購り以て之走表彰す

纂

六八

に勤倹貯垂暴旨とせり而して今走去る五十年前同家は殊に貧窮を極め征

りしが奮来の朝鮮木綿織器械奄以て孜々紡績に勤め其の得たろ財は貯蓄
して僅少たりとも無川に費さｒりし結果伐今一三千回の資産懇有するに
至り↑卜れぱ自己五十鮭年間の経験談藩以て郷間の子弟に勤倣貯蓄の必要
む説き無謀の虚栄心を戒め叉自家の子孫二一人をして貯金走鰐さしめ範を
示して目下其の金額百回鮭に上れり馬に桐内の婦女子は其の感化韮受く
ろこと多大なり叉同人は其の子孫の教育に留意して毎朝午前六昨に起床
し夫々迩畢時間を厳守せしめて奨塁に力走鳩すこと他の及ぶ研に非らず
而して毎年春期に至れば里民の困窮を憐み金品懇悪興して之韮救満する
走例とせり郷蕊群しく其の美事徳行を感激せざるものなし

水原那城湖面烏山里

四十四年

植林及養蕊業者大池澄

付起受け↑卜ろ者一八十除名と共に造林の計を立て自己は之に要する資金の

右者資性温良にして嘗て内地に於ても植林及養蕊業に多大の経験韮有す
る者なりしが大正元年五〃頃渡群し玉卿書の地に届韮構へ鮮人八十除名
と共同して植林事業を経管し居れり其の経管の方法は従来鮮人の所有幅
係る山地にして地籍届怨鱒さざりし偽め固有地と認定せられれる各地の
山野に封し元所有者衣りし鮮人等と共同出願して之が錠付懇受け其の食

全部走負膳し大正二年以延一町五反歩の苗圃を設殻し其の育成しれる苗
木三十蔑本を無償にて夫々植栽地に移植せしめたり而して共同者に濁し
ては粥Ｅ植樹の際に於ける人夫の出役のみにして他に何等の頁据を受け
しめざるなり之れ単に共同者の利益たるのみならず其の附近眼居住する
人民に封し愛林思想懇喚起せしむろ上に於て少なからざる敦果ぬるか以
て鋭意之が覗業に力悲注ぎつ あり又無職者に封しては桑苗の栽塔及び
養霊の利益等韮説島熱心に指導しつ〜ある等母国人として範を示し幼稚
の鮮人老扶抜教導するば寅に群錫するに足るものなり

匡一一

詞華
一閏一

文荘選

西遊除吟︵五︶汝陽松野緑
登武昌黄鶴楼
○○○○○００
黄鶴勝名千古樽︒登臨誰不憶常年︒欲尋治乱興亡跡︒
○○○○○○○
唯有長江浪拍天︒

漢陽

︑︑︾︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
捻桑幾愛不勝哀︒瀧眼山河夕日瓶︶最是荒涼催威慨︒
︑︑︑︑︑︑︑古琴蕊者︐伯
晴川閣又古琴皇牙弾琴之虚電

︑︑︑︑︑︑︑

挺江舟中賦呈楊少謄二首
も︑︑︑︑︑︑
同舟相話極股勤︒但減明朝忽別君︒ 再愈他年尋奮冊︒

詠兎

華洲渡遥武助

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

︑︑︑︑︑○○○○○

丈荘日︑奇想天外︒不瀧毛頴解︒

天質元非虎豹一家︒精魂曾入月中高︒体言柔軟無剛気︒
○○○○○○○
史筆詠好是兎竜︒
梅

○○○○○○○○○○

梅花侵雪開︒正気流天地︒潔白本無儒．超然高士致︒

文誰岡︒夫子自道者耶︒

梅也品高潔．無葱君子名︒氷姿能耐雪℃匹似聖之清︒
竹

寒郷何日随︒君子己居之．清介全天徳︒此君塵外師

○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

薦

女難日︒一二亦是夫子所向任也自

清風時迭臭．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

幽蔚人不知︒深谷猫自秀︒君子襟其興

讃史有威存軒渡遥操

濁浪投清士︒誇張自巳椎︒不知人世事︒淵水叉成淵︒

○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑○○００Ｏ

裁く二

弄策王安石︒貧潅呂恵卿︒梅花佳匹在︒瓶裡一輪清︒

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

技癖︒

、

欣然把脅共論文︒
○○○○○Ｏ○
既看龍鍵叉雲蒸︒可莫総論起異能． 片語告君君記取︒

華

翠里日︑詩亦灰而勧執秀挺︑一輪済︐是丈家抑而揚法・存粁翁特得

六
九

ＯＣ○○○○○
一人亡圃一人興帯

礎下長江
○
︑︑︑︑︑︑︑
火輪破浪下長江．両岸青山憶奮邦． 沓 々 天 低 連 水 魔

可

︑︑︑︑︑︑︑
一痕繊月照蓬窓︒

●ｈ餌

"

川

J
J
J
石

I

詞

三

℃︑︑

詞華
宮崎翁創建公金赴因賦一絶表謝意

ｒｌ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

半生 耕 請 外 ︒ 指 教 幾 多 児 ︒ 更 設 相 扶 法 ︒ 千 秋 答 聖 時 ︒

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○ＣＯ○○

次講漢繁田翁見寄瑳韻贈呈

女荘 日 ︑ 宮 崎 翁 獲 此 佳 篇 ︐ 名 亦 鮮 千 秋 Ｃ

︑︑︑

黄烏 催 吟 意 ︒ 梅 花 養 野 情 ． 箇 中 冥 有 薬 ︒ 未 綴 硯 田 耕 ︺

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

次華洲渡遥詞兄見寄元旦之壌韻乞正
︑︑︑ ︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑
審議討論期最良︒

七○

文荘日︒戦後之民︒或鍵忍或騒著︒育英策淘不易也︒佐柳明府有此

訓示︒不亦宜乎︒

︑︑︑︑︑︑︑

梅花繁田誘漢

老骨嵯冴似臥龍︒東雲残雪絶人雛︒東風何日吹吟袖︒

︑︑︑︑︑︑︑
腿尺梅遥聞暮鐘︒

︑︑︑︑︑︑︑

石川文荘日︒作者老健ｃ亦似臥凱︒可賀也ｃ

嵩古香日ｃ起句有力Ｊ

同
︑︑︑︑︑︑︑

寒風勢面暮寒頻︒即是陽和三月春．借問農間来訪客．

校長 於 師 範 畢 校 講 堂 ︒ 有 訓 示 ︒ 不 肯 ︽ 亦 列 其 席 末 ︒ 有 威
賦此

驚藤蟻研
○○○○○００
欧洲 戦 職 幾 駿 辛 ︒ 仰 見 稜 威 海 外 伸 ． 好 此 千 秋 吉 群 側 ︒
○○○ ○ ○ ○ ○
一堂曾 得育英人︒

裁く二

︑︑︑︑︑︑︑

四百 除 人 曾 一 堂 ︒ 奉 来 官 命 登 鮮 悩 ． 請 看 戦 後 育 英 策 ︒

嵩古香日︒眼前之景巧篤︒

黄瀧到虚弄芳唇︒

東風吹暖兎年春︒雪解節芽己挺新︒微笑野梅門竿掩︒

卯春野家

丈荘日︒畔辰器入詩句︑蓋捻聯新︒

石皆臥虎樹皆龍︒己笑園梅吹気濃︒爺老煽遥清不孫︺
○○○○○○○
時辰器促寺楼鐘︒

○００○○○○○○○○○○○○○○○○○○

乙卯春Ｈ偶吟

石川丈荘日︒勤倫之人︒即是意中人乎︒

慌古香日︒間中之築地ｃ

︑︑︑ンヤ︑力︑︑︑二

致力邦 家島管齢︒ 治民要是在安寧︒請看牛李闘争日︒

何人非我意中人

三四調昨人︑痛快々々ｃ

︑︑︑ ︑︑︑︑

傭仰 誰 能 養 性 霊 ︒
女難
、

大正四 年二月五日・千葉篠知事佐柳明府曾牒下小事

日

1

可
ﾛ

Ｉ

＝

奉寄伯爵徳〃弘道曾長酒巻翠里

○○○○○○○○町ノ○○○○○○○○○○○○
豊簾練縫五雲深︒臆仰春陵塵不侵︒竿樋詳論忠孝道︒

高年獣契聖賢心．銀職筆踏除時弊・繍撒勤勢慰帝襟︒

００００○○○○○○○つ○○○○○○○○○
除力文章千古麓︒天倫薬事好招誌．

○○○○○○○○○○○○○○
石川鴻驚日︒詞怖意深︒寄蛍人従如此︒
石川丈荘日︒古音亮節︒自是老乎︒

欲托寒鴻尋玉蕊・雲峰雲嶺幕遜〃・

寄懐石川鴻藩翁征遠州見付別蕊
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
鶴年松毒慕高漂︒遠謄笑蕊避市塵︺蚤信文章偲蔑古︒
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ
未希軒昆立溝朝︒郵亭騨路入千里︒風慢書燈夢竿宵︺
○○○っ○○○○○○○○○○
石川丈荘日︒余興翁同姓氏而未有一面識︒讃之慕其人愈切・

大正四年三月十四冊・随男村田水産翁︒柵汽船︒下
那珂川・翁似回顧今日一周年．鳩倒蔚臣玉座前︒硬
骨稜々猶未老︒破来傭黛紗如姻之作︒因次瑳韻︒

立見四郎
︑︑︑︑︑︑︑

舌撃姦臣巳一年︒水翁憂幽賞無前︒南船北馬老愈壮︒
︑︑︑︑︑︑︑
欲沸嬢々政海姻︒

賀小畢校卒業生素特嶺見吉太郎

丈姓日︒句々哨抜ｃ能蔦水産弱人格︒

華

畿窓雪案幾星霜．晦琢功成玉駿光︒請兇浦堂撒喜色︺

︑︑︑︑︑功︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

１１

文荘日︒児童卒業︒猫雷出地霧ｐ有騒育象︒其有歎喜色︒不亦宜乎︒

下妻菊地君．見饗仙墓産湯豆腐︒

有威席上賦呈賓水中村徳存

佳味猶無味︒大才如鈍才︒腐名何似我︒君子出仙嘉︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

丈荘日︒起句可移評此作ｃ

賠渡遥樽道師古琴中村費水

︑︑︑屯︑

○○○○○︑︑︑︑︑
説法天龍威︒牧来化育功︒蝿遥夜聞雨︒林外暁吟風︒

文荘日︒儒門無豪傑︒怖徒多怪事︒河可洪嘆也︒

頭上盤峰翠．心中一寸紅︒激壇多怪事︒秘密亦篤室︒

祁州歌束耕石川藤作

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
騰然神州園︒威武自揚揚︒金厩曾不峡︒況叉綱紀張︒

臣峰六千寓︒卒素重名分︒勇剛貰日月︒忠廉無他腸︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
二千六百歳︒高古戴天皇︒天皇仁穆々・徳淫似大腸︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

女姓日︒稜揮圃髄︒宣揚剛威︒足以稗禰風教︒

千載如一日︒燭立大東洋︒

一鰍夢篤田山宗尭湘香新居敦

○○○○○○Ｏ
華骨南何睡味濃︒夢中快適儲従容︒霊楠雁兆勤王業︒

賓鏡成媒定覇院︒求禰塞張錦繍帆︒願築難跨芙蓉峯

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ

黄梁一炊祁鄭路︒日下有人還似龍︒

丈荘日︒湊合和漢故事︒不見痕迩︒先生畢埴ｃ可以知突︒

七一

、

で

桃紅柳緑映朝陽︒︒
詞
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・Ｉｌｊ−Ｉ﹁一

贈本名正文君天爵錦織玄

．︑︑︑︑︑︑︑
聴刺十歳失明身︒葛巻在胸常忘貧︒借問先賢誰可擬︒
︑︑︑︑︑︑︑
暗中昔日講書人︒

和蘇峰徳富君韻却寄

ｌＩ

文荘日︒余愚眼有替人博著︒而未載此人Ｃ錦織君︒詳報其経歴則幸甚ｃ

不向人間間是非︒一竿風月護苔磯ｂ平生漫擬江山主︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
坐看沙禽自在飛＠
丈荘日︒心無名利ｃ身無拘束こ其人可欽Ｃ可羨︒

︐題盆怒威王周澄南騨慶剛

怒喝風生巻激欄﹂眼光如電髪衝冠︒悪魔憎伏天龍鵜︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
猛火炎中一創寒︒

自註︒不動算︒別有無動尊︒大威怒王需︾及恋怒威王

之名︒大威怒王秘密陀羅経日﹄戴五毒冠魔軍恐怖
愛現腫怒相︒示現迦楼羅炎︒能移山及動能使水逆
流︒天龍八部来作潅．詩中故及︒
女共日ｃ其題巳奇︒句亦不得不奇ｃ

大夫崎口碑云︒源廷尉・愛馬︒大夫溌︒所産

︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
同雲嬢雪擁前郡︒枯草風噺十里原︒聞道富年産名馬︒

○○○○○○Ｏ
碧巌猶印巨蹄痕︒

鋸山漫吟第一

︑︑︑︑︑︑︑

七二

白雲深庭認臓開︒烏道斜通紅樹間︒累累誰安羅漢像．
○○○○○○○
不知倭俳職名山

女難日︒二首︒奇想天外︒自是鞄俗︒

｜刷刷剛一平塚蟹峰選

山家春東京東村山市川幸吉

千葉蝿山武吹野韮之助

ょへる浪に霞の浮次なりけり

暦みぬ里にも梅の花険きてのとけ豊春の色はみえけり

海上霞同ふた飽

海原の濁るとみしはた
同

同小見矢部︲良高

行船のかちの一音のみ聞叩なり霞こめたる春のうなはら
同

入りはへて軸が徳わを見渡惣臓霞に沈む安房のしきや裂

花盛来京牛込相川俊子

春夢千葉撫城橋渡遥秀明

山のは恥いつしか梢て峯麓っシめる雲はさくら也けり

のこ↓ろ

菜の花にＵつるシ蝶の恵弐見えて夢の上品なる春のこ

落花東京牛込相川清子

吹風は寒から姫ども白雪の降るがことくに散る楼かな

水遥柳同四谷牢塚須賀子

瞳る筆を拠っ書房聴れり

移居井水の佳きに新茶の待たる也

寺裏の薮阻かり路落椿

底淡菖野川の水に深み︲とりうつるは岸の柳なりけり

孟驚吉田依知川敦

蔑切や江尻の白帆機に見る

○

龍熊柴胡今脇さくみ誰ば瀧洲の荒野に摘みし昔偲ばゆ

雀追へば蒲公唖英ちる樫草の風

桃緋桃雛の灯明り花明り

入居らば石落さとを錐子一階ける

腰下︽す石の冷たさ山っシと

天

雨

忠孝附開谷菊之丞

道の名は数多有れども日の本の人の行くべき道は斯の
みち

時事偶威常陸撹壁
中村徳存
たてみさを

ますら男と人には見せて黄金には誓し操も責ょ也けり

雛の座に貧り食へる人卑し
風光る午のしらせや時計嘉

一屋敷一町を占めて若葉かな

児童翠蕊曾参観のを６

千葉瞬大東小安雄三

落第の兄獣々と春暮れぬ

つも一かひ

蔦青く雨多ｇＨｊ−なりにけり
打く春の寺竹の子に名ありけ湯

いるｊ︑に匂ひ出にけり培し設なぴの庭の撫子のはな
杉浦天墓道士還暦祇賀倉にて

東京日立ふたね

葉機の雨を山王祭かな

若鮎や灘の名酒に木の芽和

I

真直なるいつの鉢杉心にて君は千代をも饗ぬくかり晃

一畔歴陶酔一服部耕石選

猫の子の親を識ひ︽崎く厨かな
半ば塗りし塀に午のＨ陽炎へる
僧訪へば在らず椋相の花ひそと

鳥居くずれば若葉に狭し石鍵

可

首塚に遥ｂして白き桃咲けり古琴

ド

ばっちり︑と板に打つ墨風薫る凍月
蒋任に名残り寺彼岸詣でせり四木庵

詞．華
鯵

三

七

烏秋春陵柳望孤米卜素金蕪夢負･士南霞烏更大告

漢人塔瓜蔭桃峰青山寸舟楼外昔楼袖川生来子
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は承き便
老鴬や炊姻あがる漢の家
藻の花や泡吹いて居る魚の篭
葉機に晴るシ窓黒き蝶飛くり

炭龍や辛夷にか動る炭瑛
典立烏楼の枝に吹かれけり
沼の日は薦に陰うて行々子
蚊や６火の裁っ白絹に映てけり

噴井透り女竹の揺れ仁夏近し
淵葉物６つシ春野を徒た行ける
岸緩かに花吹雪いては流るなり

山裾に一半ら樫月礎なる
果つる船路ょ揃生山負ふ港
銀杏大樹の芽の色に春打くが見ゆ
月に行くや花吹雪く程の風は有り
扇骨木透く初夏のＨは橡に陽炎へ︐

；■い〃一

〜

耕翠青巴葛雨長拳
G

秋
雲

石謹嵐哉波譜水石

七四

はがき便

Ｉ

編輯部選

●⑥●●⑥④⑰⑯ぼんぬんくうかいしゃ会にんねんごをん巷

し掩全にんひし﹂しんどんしうかいそおんし

︑敦畢界の恩師空海本年は空海上人千百年の御遠忌

にぼんがくじゆつかいおだいおんけうしゆいろは

である︑上人は燭６真言宗開耐としての恩師なるのみ

律炉か

い獣ごのどをんきさい

ならず︑日本畢術界に於ける大恩赦主である︒伊呂波
にふぽくだうしや︒舵んおたもと
の雛は計はずもあれ︑入木道には上人を措いて他に求

な

しうけうかいい

ぶんがくかいいさうたうき垣ゐ

むべきものが無いといふを禅らぬ・今此御遠忌に際し

は脅えういと淫ひつえう

ことかＰ︑哲うがくかうおいしやらにん

ては︑宗教界と言はず︑文畢界と言はず︑相富の記念

しやら

法要を誉むの必要がある︒殊に各小畢校に於ては上人
じれきしやっさいせつめいじどうふかそのづなういん
の事歴を詳細に説明して︑兇一重をして深く其頭鵬に印
はうおんしやとくせいいへうしたうおも
象せしめ︑報恩謝徳の誠意を表せしむるが至常と思は

●⑱●●④●●そのひとお睦琴かぐザいいんぱしぷくのうじ

こじつさいさりうかうきねん
れる・是れ資に千載一過の好記念である︵常陸中村謹む

たりよくひだいほこ上言うざい﹃﹂わからたいちか全かくひとさ

◎角砥戯につきて其人概ね下患鯨飲馬食を能事とな

し多力肥大に誇り東西伍を分ち裸鵠力を角して人の娯
籍に鐸する譲琴を仲娠鋳と雛す華娠潅難の姫くなれど

園

』

きう宮やっとうけいしゆうあらそゐす．Ｌかこれ
も究寛闘鶏雌雄を季ふの為に過ぎざるのみ然るに之を

あるまいか︒︵束霞生︶

︐かくはじほんくゆいしてっていみ
きものである卿此して始めて本曾旨の徹底を見るので

しやらぶみちまた牙しだうこすゐし﹄苫はなはだがくせい

もつごうせんこの苔こく苦くわんえんせいふこれ誉んき

尚武の道又武士道の鼓吹なぞと瀞し甚しきは畢生を

Ⅱ１１．

じはくお↓﹂んごしじやらおなじみ堀が

しまた王こ

に

曹宮どち即うたいをつじ

︑しか

よぐがんしやもついかん

七五
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手９やｃ︵銚子青木不動︶

原蓋し此に在るに似たり世の具眼者以て如何とな

みなもとけだこ壷あ

に一技一葵たる唱歌圃警等と同じからしめ固より軽重
ごとこひつ章やらけういくふるふうぞくみだゆゑんとの
なきが如し是れ畢寛激育の振はず風俗の飢るｐ所以其

ざげい鬼らかづぐわとうおなもとけいちぶら

の外更に畢闇ぢるべきなし然るを修身の科を立て夏僅

ほかさらがくもんしかしうしんくわた典而

未だ其人を見聞せざる者は何ぞや堂教育の道未だ全か
がくもんえうしうしんあしうしん
あらぐあん
らきるに非ずや懸按するに畢問の要は修身に在り修身

いまそのひとけんじんもの厳んあにけういくみちいま黙った

し其中徳器を典ふるの士も亦宜く之れあるべし然るに

乏のうちとく青をな

眼たり現今校宇林の如く年々業を卒うる者其歎固に繁

●かんげんこんかううはやし雪とねんノ︲︑げふ巻もの絶のすう妻王しげ

︑激育の道に就て徳器を成就すとは勅語中大切の字

⑪●③③⑤⑤︑・とく萱唾や戻し釦

漢である︐と自白し撒いて今後紙上で御馴染を願ふ︶

かん

をずうれんしかとふフな網へできしや易く︑やぼくとつ

獄ん労やらねもとしゃ夕竺くＬ﹂茜かすみせいしるとうなやつ

ふ苫とうかせいたれわたくしわたくしわ力
可附記東霞生とは誰︑私である︑私では判るまい

けふくわいこもんとうざい

以て公然此戯を圃技館に演じて政府之を禁ずるを聞か

本名は隈本庄作︑時には香須美生とも記す︑東京に

せんやくと毛のてうていはづかししやくゐけが・

ふんうんさいかつ刀やらかんぼん毛うてうていなひ上宝たぷこ

記やひしやくゐいうひと

ず或は爵位を有する人にして協曾の顧問となりて東西

居る数年而も都風に泥むことの出来ぬ百姓盲の朴納

みなみづかあゞま

皆自ら甘んじて賎役を執りて其朝廷を辱め爵位を裏
おをおほしかころうれつひぞくぎぎ
すの畏飢多きことを知らず︑且つ此の脳劣卑俗の戯技
もつまい？ｆｌかいひわいきひんご﹄らく宮よういたここくたい
を以て毎々海外貴賓の娯楽に供するに至る此れ剛鴨を
辱むるの大なる者なり嵯世を憂ふるの士誰か憤慨せ

はづかしだいものあ︒ようれしたれふんがい

●●わ錘７Ｉ１せいれん京ゐんまいげつせいけんゐげんかうぎくわいかいさい

ざるあらんや︒︵銚子青木不動︺

そな

︑所威吾々青年部員は毎月清献遺言の講義曾を開催
をいしんしうやうしかうしうちだせんせい雪︶れつししん
して精祁修養に資す．講師内田先生より義烈の士の興
ずゞゐこんせつせつめいｃ↓﹂しんいてつとう
髄を懇切に説明せられてそ奴が自己の心意に徹透した
ときごじんうちうしんｂたいくいをしんねん
る時は吾人がこの宇宙の冥理に封する李素の信念をし
いよ﹄︑かくしんいかこれもつぜんくわいゐん
て愈確信せしむる如何ばかりぞや︑此を以て全禽員
しみしよぼんくわいしふくようせいしんしうやうつと・もつへいなん
諸士︑好く本曾旨を服階して精肺修養に努め以て平難
もそじ牡いきうんお翰むとご乙嫉ん
に備へたきものである︑若し夫れ時勢気運の趣く庭丈
じゃくふはくせたいへんてんききふをんぱうときぽうさうぷぎれっ
弱浮薄世態鍵稗して危急存亡の時に逢遭し一夫義烈の
しえう
幸︐一ひれがわ津こうだうくわいりうけんしゆつ
士の要あらんか希はくは吾弘道禽の流に願出された

ばがき便

L

紛絃の際に嘗て雨間に奔走して調停を漁し︑人叉は横
罰なたいいんときみづがてくだとのとうはっきひとご
綱退隠の時自ら手を下して其頭髪を斬れる人あり此れ
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L

〃

I

本含記

記事

ｊＩＩＩＩＩＩＩｌｌ■■■同１︲

賀曾の件其他未納曾費集金の件等を
協議せり

文事士出演す

を開催す︑評議員服部博士︑同深作

大畢大講堂に於て本曾男子部講演曾

○講演倉三月十四日祁田随日本

に講演せらる翁の経を誰ずるや雁用

鳳洲翁臨卦を懇切詳到至誠以て熱心

て第二十二同易経識鮭を開脅す士屋

一時竿より本曾主幹松卒伯欝邸に於

大正四年四月十一日︵第二日曜︶午後

鯉修養含報告

○派出誌演愈四月十七日茨城螺

愚日本弘道曾記事

結城町綜城町支曾に春季講演曾あり

を主とし文義を明にし例を古今の史
乗に援り聴者をして時の移るを忘れ

本曾講師として︑評議員禰来博士出

支曾に春季講演含開催ゐり︑本曾講

○同同月二十四日栃木畷宇都宮

に周易輯解出版に就き談話あり

講鐘後松卒伯爵より来月の講曾日並

しむ

師として禰来博士︑足立栗園氏出張

夫より茶菓の接待を受け五時全く散
曾せり

張す︒

○評議員曾同月同日評議員宮を

富日の出席者左の如し

主幹伯石川小一郎原忠鮪

元治岡崎三事太田安茂

前田 男 爵 伏 見 鋤 之 助 小 林 寛 治

小淫 彦 九 即 上 野 啓 吉 矢 佃 市 兵 術

橋本

松平

事務所内に開き︑大正三年度歳入歳
出決算の件︑弘道曾館建設並寄附募
集の件並侯爵徳川頼倫君本含副曾長
就任覗賀宮︑倉長閣下宮中御奉仕駅

七六

Ｉ

寺本典左左門平塚唯鳩井上如種

岡庫一中井際能勢貞治

小菅松内青柳泰一足羽中次耶
鈴木雄二郎伊藤古宇伊藤登識

羽村鑓次郎戸村喜助戸津五十三
束宮餓肺呂千葉由識永井延毒郎

村田朔一郎牧頼元古津惟彰

阿．部潔榊原三之助右原雨太郎
島田浩兵術萩原連四郎古深照州
高吟梨惣助遠藤佐吉驚藤士ま子

清野善四郎八塚猫勝中村太郎

外数氏なり

⑳有志青年部

○講義曾去月十日午後七時より第

十六個靖献鐘言誰義曾を本禽事務所

に開く︒識師内田遠湖先生前同に綾

昌謝枯得の春を講ぜらる．営日は本

部々長大給子爵を始めとし来曾者左

の如し

平塚唯鳩石川小一郎小窪彦九郎

江乍林作今井蘇江倉持幽之助

佐波古直隆草間幸三郎本間芳造

田中久根本圧作本間和一

稲葉黄橋本元治外数名

4

Ｏ群論討究禽去月十七日午後七時
ょ６開曾した︐り

鯵皇太后御一年祭

②山陵祭午前九昨式部官以下掛宵は御陵所の

天皇陛下にば親しく告文潅奏し給ひ︐次で皇后
陛下の御拝ありて入御︑次で各宮殿下文武冬僚
の拝瞳起畢り︑並Ｆ御一年祭悲閉ぢ︐雨陛下膿
ば十一時十分選幸啓遊ばされたり

て行幸啓︐椛殿に出御︑一峠祭官祭詞走白すや︑

昨半厳なろ祭典ありｂ式部職司人は未明より参
出奉仕しｂ九時半より大山︑秘方︑徳大寺各大
勤位︑大隅首相以下各闘務大臣其他の参集あり
十時半一際祭官長は東園副祭管長以下を従へ着
床伏兄宮以下各宮殿下の御参列あり︑是より先
天皇皇后雨陛下には九畔五十分御出門御同乗に

感懐殿祭青山御椛殿に於てば去月十日午前十

報

装飾ル奉仕し︑九時半より大軸位総代山嶋公︐
幽務大臣糊代八代海相︐波多野宮相以下の文武
官僚其他は幌舎に著床圃勧修寺祭官設けの座に
特くや︑御下向の久迩宮岡妃︑閑院宮妃竹田宮︑
北白川宮共他各殿下の御参進あり︑祭青長殿か
に御須屋の前に進み︑恭しく祭詞態白Ｌｕ御名
代閑院宮殿下竹田宮妃殿下順次御拝趨︑次で各
皇族殿下︑山螺元帥以下の拝鵡あり︑十一昨幣
物韮撤して山陵祭を了れり

催覗く

⑱大鵬期日護表天皇陛下には藻て仰出

止廊示

さに菰ろ如く去月十九日午前九時三十分宮中三
殿に出御大祷期日御奉告祭走行ばせられ畢って
左の如く官報競外無雅告示態以て公示せられれ
り

即位の磯及大嘗祭の期閲左の通定めらろ

即位の階大正四年十一凡十日

大嘗祭側年同月十四日

大正四年四月十九日

起涜く

△主計部

典儀部△調度部△造警部△車馬部△識道祁

を審議す

第二慌評識含は長官の拘諮に依叩重要の事項

第三慌長街官房に於ては人事︑文書︐饗宴︑其
他各部に鵬せざる事務起掌ろ

る事務か挙る

第四際典儀部に於ては祭洞典式及接伴に閑す

軸車及び雑役に側する事務を掌ろ

第五隙調度部に於ては物件の購入供給運送︑

第六傑造警部に於てば建築其他の工事に閲す

各大臣宮内大臣副料

鰯締盟幽へ通牒︐入臆期日奉告祭潅演ま

第七慌車賜部に於ては馬車及馬匹に閑する事

事務官︑典儀官及書記の勤

七七

務は長官之今令命ず︑評議含含員及各部長ば次

第十三嵯萎輿官

才ｂ

第十二隙評議倉の議事は長官之悲整理し長宵
事故あるときは長官の指名しれる次長之に代

主任各部に部長あ置き典儀部に限り部長の下
に次長怨瞬く

第十一際評議曾に倉員及幹事長官官房に竹房

の事務韮挙る事ゐろぺし

第十隙次官ば臨時命悲承け長官官房叉は各部

ろ

第九峰主計部に於ては曾計に閑する事務を学

ろ

第八峰鋤道部に於ては蹴道に開する事務韮掌

務を学ろ

る覗務を掌ろ

せられ常報雛外悲以て公示せらろ︲と刷畔に其
筋にてば欧米に於ばろ締盟各圃の君主及大統領
に向け其旨夫々通牒韮淡し犬リ

畔に︑総裁︑長涜︑御川掛︐次官心参典官以下各

鰯大澱使職員任命大鵡使官制公布と同

職員の任命ありれり︑其主なろ者は左の如し・

大隙使糊哉大勤位貞愛親王
大鰐使長宙公爵鷹︲司撫通

大磯使御用掛叫爵細川渦次郎

同上子爵伊東巳代治

大禰使次官内閣書記悔長江木翼

同上宮内次官河村金五郎

大鯉使蕊務宥牛塚虎太郎外七十五名

大鰐使参典官高橋作術外二十八名

翰大濫使虚務規程

第一峰大磯使に評議倉︑長官青房及左の六部

１１

可

誰

﹃０１１１︐

１１

雑報
官及参興官の内より評議含幹事及長官官房主
任は事務官の内より長官之韮命ず
す

第十四際重要なろ事項は決裁の後細裁に具申

⑥大瀧使各部長

△典儀部次長参典官公爵伊藤博邦

△典儀部長参興官伯爵戸田氏共

鯵靖圃神赴合祁去月十三日官報韮以て大

歩兵少佐佐藤喜平次︵長崎︺△同横尾一手︵佐
賀︺△同麿瀬仙之助︵大分︶△騎兵少佐佐久間
善次︵茨城︶△歩兵大尉岡千太郎︵佐変︺△同尾
藤談ス大分︺△同中島克己︵山口︺△同星野武
彦︵穂岡︺△同池部末尾︵熊本︺△同中村オ介
︵禰岡︶△同池田佐太郎︵佐登︶△同津田業昼州
岡︺△同玉崎英雄︵熊本︶△陸軍砲兵大尉浅尾
常次郎︵禰岡︺△同工兵大尉向井庚次︵佐賀︶△
歩兵中尉田上未喜︵熊本︺△同村越卯平︵静岡︶
△歩兵少尉家中茂三︵大阪︶△歩兵特務曹長有
川三郎︵鹿見島︺△砲兵特務曹長脇永完次︵鹿
島︶△歩兵特務曹長吉川庄次評︵岡山︺△陸軍
一等看護長藤永蔑次郎︵佐賀︶以下下士卒軍属
五百十三堀

正三年の戦役︑塞潜蕃匪討伐に開係せし戦死軍
人軍属弊察宮井に丈久︑元治年間に於ろ殉難者
に封し靖固祁壮合祁の儀仰出されたり
△陸軍省告示第五雛大正三年戦役に開Ｉ﹄戦死
及戦傷後死投しれる左記五百十三名の考本年四
月靖図紳杜へ合祁仰出さろ

十一名
△評議含幹事︵三名︶事務官牛塚虎太郎△脚馬
場銭一△同吉田平吾
右の外参典官︑事務官全部に封し長官悔房勤務
及典儀︲調度︑造管︑車馬︑識道︑主計各部脇
を定められれリ

△海軍省告示第六砿大正三年戦役に開し戦死

△評議曾含員江木︑河村雨次官以下参興官三

△同天岡頂嘉△同近藤久敬△脚男爵小原騒吉

△長官悔房主任︵四名︶奉務鷺牛塚虎太郎

△主計部長参興営演口雄幸

△鍛道部長参輿悔工皐博士古川阪次郎

△車馬部長参興官子爵藤波言忠

△造管部長参興官工墜博士片山東熊

⑬大典と畢生衛生文部省に於て本年大

及戦傷後死残し放る左記二百七十七名本年四月
靖剛紳牡へ合祁仰出さる
高千穂艦長海軍大佐伊東粘保︵佐賀︺同副長同

七八

徳浩郎︵禰井︶△同角村利平︵兵庫︶△同中尉小

山竹次郎︵長野︶△同黒川彦吉︵愛知︺△機開中

△機開大尉大川忠吉︹栃木︺△有門清︵禰岡︺△

佐安達楽蔵︵東京︶△機開少佐青木老次︵石川︺

俣幹翁︵新潟︶△主計少監村岡春馬︵高知︺△大

機開中尉小岩義男︵東京︺△同渡遥兵太郎︵群
脇︶△瓶騨少監小島忠三郎︹佐斑︶△中軍鴇小

本︶△山岡春雄︹頑島︺△同山田次郎全円森︺△

主計安岡義隆︵鹿見島︶△兵曹長牛島丹次︵熊

七十七名

機開兵曹長見玉武市︵鹿島︶△同石井胤二︵千
葉︶△同佐藤三虎︵宮城︶以下下士卒軍厨二百

△陸軍行告示第六雛大正三年戦役に開し死唆

し寵ろ左記百二十五名の者特別な以て本年四月
靖園卿壮に合祁仰出さる
陸蛎歩兵少佐野田圃輔︵東京︶△歩兵大尉永田

文雄︵兵庫︺△砲兵中尉緬手可夫︵禰岡︺△同大
熊武一︵岡山︶△工兵中尉涜本俊春︵鳥取︺△工

兵排務曹長種子島昨順︵鹿見島︶以下下士卒軍
属百二十五名

△海軍省告示第七雛大正三年峨役に閲し死没

したろ左記三十三名の者特別燕以て本年四月靖

幽祁杜へ合魂仰出さる血

︵島根︶△機閲兵曹長中原情之進︵山口︶以下下

海軍大監梶浦捨松︵愛知︺△大軍署小原三郎

矢田浦丸︵兵庫︺△同大尉松田昌正︵静岡︶△同

・同谷井徳之助︵和歌山︶△同間宮愛︵鳥取︺△同

特別走以て本年四月靖園紳赴へ合祁仰出さる

溌蕃匪討伐に関し死没し振る左記八十二名の者

△陸郡行告示第七雛大正二年同三年に於て塞

士卒三十三名

中島外専男︵石川︶△同原田留吉︹大分︺△同窪

中佐古蛮登吉︵同︶△同少佐堀江手掴︵岐阜︶△

瀧御禦行に際し各地方共儒生各般に亙り注意す
︑へきものあるべきか皐校術生に開し殊に普通衛
生と連絡か取り一層の注意を以て督働ありたき
旨去月十仏日文部歌一官より御大典開係地方の各
地方長官並に漬轄皐校に通牒せり同時隈全園各
地方長官に封しても右に準じ夫々衛生上遺憾な
き韮期す可き旨示達する虚あり表り

△調度部長参興官馬場三郎

【

1

F

歩兵中尉大高耐三郎︵東京︶△同富田正忠︵山
形︶△歩兵大尉血吉盛一︵山形︺△歩兵中尉堀
山混一︵山口︶△歩兵少尉室島二六佐溌︺△歩
兵軍曹池田幸五郎︵愛媛︺以下下士卒八十二名

△陸海南省告示大正二年Ⅲ三年ド於て塞湾蕃

柴田勝右術門︑勝氏︵同︺△同支太夫︵同︶△同
李三郎︵何︶△蕪薩鯉藩野村勘兵術︑擁芳︵鹿
見烏︶△同宮内彦二︑維寧︵同︶△同野村藤七

衛門︑保儀︵同︶△同黒川楽太郎心正澄︵同︶△同

③資業専門皐校長曾議全図薮業専門皇

△帝剛皐士院に表彰さろ帝凶皐士院にてば去
刻十二日礎細含鵡開き響畢博士野口英世氏︵ス

郎︑盛次︵同︶△同森喜藤太︵同︺△同赤井兵之
助︐直批︵同︺△同松下鰯七郎︑定次︵同︶△同涜
田藤太郎︵同︺薄薩摩藩道島五郎兵衛︵鹿兇島︶

匪討伐に閥し死壁し菰ろ警察官二百名の者特別
を以て本年四月靖幽祁杜へ合祁仰出さる
蕊瀞総督府響覗軸七等長倉川貞︵鹿兇烏︶△奉
潜縄督府兼警部兼新竹醜警部従七位勤六等綿
引悪職︵秋田︶以下縄督府︲穴蘭︑桃風︑新竹
至中︑南投︑花蓮各醗蒋部巡査二百名

ピロヘタ︑バリータの研究︺ド恩賜蛍麗翠博士外

鰯吉醒象の美翠

霧三硬筆

△同永田佐一郎︵同︺

△陸海雨省告示文久二年及元治元年に於ける

山砥太郎氏︵鴬の迩鮮︶及朝鮮子爵金允柚氏︵雲
養集︶に封して畢士院置走授典する事に決定し
ボリ

△育英事業喪として二十醐側起掃附す耐岡牒

嘉穂郡幸袋村富豪伊藤博右街門氏ば今岡育英事
業喪上し韮金二十醐凹ぞ寄附し是が虚分を蛎聡
限申出でれれば蛎醗にては内務部長覗畢官職下
各中畢校長等参集協議の結果右寄附金な財閥法
人組織と偽し其利息約一蔑側宛を以て年々英オ
教育の費用に支給の事に決せり而して右の給賓
は俊典の方法に依らず全部支給韮無俊生と偽し
指定推薦は蛎内外人従ろを問ず蛎下中畢校長の
選定に一任し伊藤氏は一切開典ござるべしと︑
従って該財則の管理は多分鵬高等官の外各中皐
校長協議貝求ろべく筒伊藤氏は必要に膳じ三十
寓側迄支出すべき斑悟なる由

③地方債の現況

大正二年度末現在総額三億一千六百六十二繭除
団帳して内外園債一億七千七百六十蔦間内内画
債一億三千九百二闘胤なるが之彩別てば道府蝶
四千四百十九蔑側郡債二百二十八蔑側市匠債二
億五千百○九闘回町村億一千百二十蔑圃水利土
工組合俵七百八十三蔑側等にして前年度末現在

︵農務省公表︶

易仲介機開設殻されれるが本邦商品見本の委託
韮受けて販路の描張態刷るべしと囚に同地への
右望商舶は綿製仙︑毛織物︑紺製叩叫薬品通電蕊
器具ｂ硝子器︑荘珊戯器︑陶器︐瓦等にて営業者
へ周知方同地帝閲微事より大阪商業曾議所へ俵
頼し来菰れり

③日印貿易仲介今岡カルカッタに日印賀

校長曾議は去月二十日午前九時より文部省修交
館に開含松浦専門撃務局長の挨拶ありて後諮問
案の討議に移り皐年開始期愛更︵即ち現在畢年
開始期七月悲四月に統三りろの件︶に件ふ入畢
試鹸期日に関する件並に生徒の畢業成続考査に
関する件︑畔局に開し責業教育上留意すべき事
項に就き討議悲軍れ答申案は開含中委員の手よ
り提出することに決定午後四時散曾因に本含議
脹於ける協議事項左の如し
△御大典記念事業△夏孝休暇の利用方法△入
畢試験問題並に口頭諮問△卒業生の状況並に
之に鮒し教授上留意すべき事項

殉難者六十二名の者特別を以て本年四月靖幽祁
施へ合祁仰出さる
群聯府臣加藤兵左術門︵東京︶△川岸省三︹側︺
△菩桑名蕃須藤勝司︲政勝︵三重︺△同赤松茂
︵同︶△伊藤繁︵同︺Ａ悲彦根滞加腺左京︑軍廉
︿滋賀︶△同宇津木三四郎︑秦弘︵何︶△加藤増
次郎︑垂臣︵同︺△同山側西右術門︑且竿︹同︺

△同楠藤之進︐軍光︵同︺△同佐藤一啓識︵同︶△

△川清介︵同︶△何西郷正之助戸同︶△同都築棚
次右門魁吉光︵同︺△同武田次郎右衛門︑吉忠
︵岡︶△同山田喜左術門︑正吉へ同︶△蒋脅津藩
中津識之助︵耐島︺△有賀撤左術門愈洲幸︵同︺
同遠藤鯉之介︵同︶△伺菅源吾︹何︶△伺鈴木馬
共術︵同︶△同徳四郎︵岡︶△同勝左術門︿同︶△

之助︵同︺△同音次郎︵Ｍ︶△同善治︵同︶△同干

報

同︑仙太郎︵同︶△奮禰井藩津田漁太六︑正順
︵蹄井︶△川浅井常次郎直︵同︶△Ｍ山口藤太右

七九
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使胴の侭禰岡に収容の伴躍八十除名は去月十三
日綜島の今津村に出張したり珍しき外出なれば
非常の興味か感じたるもの 如く常年防蝿の跡
より附近の風光韮蛍し雌て郡長其他整列の上木
下寅蹟保存含長は森山中尉の迩謹唱葬贈講話走億
Ｌ斧膳は嬉妬として土工に従事したり十四日ば
休業十五月より毎日就業しつ︲あり

ｅ伴塵Ｉ乙元冠碑元冠曹聖紀念築造工事に

筒地方憤中許可債に基く総額三億一千三百四醐
園老生産敗益の伸ふ事業に充てたるものと然ら
さるものとを歴別すれば生産及牧錠の作ふ事業
公債縄額二億三千九百十六蔑側にして細額に封
する百分比例七七︑一の割合なるが更に生産及
牧症の件はざる費川膜充てれる公債額は七千百
十八蔑圃にて綱領に謝する百分比例三一︑九の
割合走示せり

一︑雑一三六︑二九○︑六一三

一ｂ普通土木饗六六︑三九五︐二六九
一︑災害土木費三一︑四七六０五九三

一︑教育費一二︑四七三︑○○一
一︑衛生喪五一︑五三二︑七七三
一︑勧業費一七︑四五四︑九○四

に比すれば町村債に於て百八十蕗圃悲減じたろ
外各閲髄共に十二蔑卿乃至六百寓圃の増加を示
せり而して各剛髄に於ける起俄の目的別に徴す
れば大要左の如し

欧洲職報

1

Ｉｑ１４︲

◎最近の戦局
洪牙利の沃野悲痛切に脅威し得たろ

ｑ４︲０由

ロヵ山脈戦ば波蘭方面より旋同し来れる猫填

耶の増擬に封し一方露軍後方連絡の勤務は恰も
雪融期に含ひて軍需品補充迅速なろ能はずｃ斯
くて山脈の分水嶺に浴ひ約七十哩に亙る戦線は
復ぴ持久性走具へ了れり︒即ち洪牙利平野の保
全辛うじて成立し︑他方伊固の封塊示威的策動
容易に奏功せず此間或は

口伊塊間交渉の漸絶韮報ぜられ或ば伊蝉軍の

あ軽減し且鍔伊割地の案件延緩︾罰すべき鴬にば

幽境集中牟報ぜられ犬リと雌もｂ伊閣にとり平
和解決の最も右利なると共に︑塊洪軍の戦勢既
に己に復活し難きに於てば時日の遷延に従ひて
伊固封塊交渉の致力遁加すべきを期待し得べく
又喫圃も封露作戦膜於ける後方兵力訣隅の憂ひ

封伊折徳を久しきに瓶らしめ其間新謀軍︵五十
五蕊と稲せら索ａの徴集訓練雁資する韮緊要と
せん︒然らば伊嘆交渉ば雨園共に解決の急なろ
ぁ要せず蓋し之が折衝に爾後更に粉糾日を戦し
うすろものあＲんｃ而して其間伊固が填洪園非
戦闘員食撮輸送の通過希望彫拒絶し淀ろもの塊
圃の億に少？ｂざる病苦なるべく︑更に土園亦
軍需品武器糧食の鉄階走来Ｌ其皇太子は之が祁

態前提として伯林政府懇威嚇し自画車内部．破維

琉描設の鰯に伯林に急行し土幽単濁講和の促進

八○

の救湾韮要求したりと報ぜらろ︒之に封し英悌

聯合軍

ログ峡攻蛭は至難なろ敵前掃海の外に海戦徒
らに進捗ぜず猶英焼聯合陸軍は海峡の北側エノ
スに上陸し以て土軍砲塞に封する陸正面攻雌怨
開始せんとするが如Ｌと錐も更に此要塞戦にし
て正攻禰久せんか海峡の命脈は筒姑く安定なる
延推噺せしむを得くし一方露綴隊は黒海の制海
椛延保有し得たろ叩きも其ポ海峡に封する攻撃
は亦同じく進展せず︑即ち飛府漸く一昨の窒諦
を得たろに近きも由来土幽元老政府と固民の平
和希望は未だ俄に弛解せず︑乃ち凋逸ば其ゴリ
ッ元帥韮土軍司令官たらしめ土圃戦闘力の鍵起
徒凋逸勢力圏内に控制し土園の武力を以て土固
の官僚と輿論と起鎮塵せんとする如し

口怖白方面には悌軍アルサス州内に地歩老進

として是認し得・へきなり

めんとし︑英軍海岸地榊イープル方面に有利な
らんとす︒而して其間空中戦走反覆し︑猫軍頻
隠ッ式飛行船韮以て之に膳酬す︒輯じて東亜鼠
ロドノー方面及び波蘭ブロック方面亦空中職あ
催始するあり︒蓋し戦勢は最前線に沈滞せりと
錐も︑仲春に入りて後方部隊の活躍漸く動揺す
ろものあるべく︑彼我之が癖の空中偵察は以て
戦機動揺の前兆なりと推想し得べきか︒英軍の
己Ｆ大陸に参戦しあろもの約七十五蔦と注せら
れ︵是れ確数なり︶伽軍後方兵員と物資と共に卿
富なろば例白方面聯合軍の前途態楽観せしむろ
に足る︒即ち曾戦は二週日後に於て激成せらろ
ぺしとするタイムスの所論は昨限に重きを綴く
べがらざるも聯合車近来の能動性鵡語れるもの
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蓉率

一

蕊潔齢諦

長樺匿吉

成見清兵衛
宇都宮源手

有田樽助
内田演吉

東亜堂書房
若林茂一郎
木原文進堂

光融館

振替貯金口座東京四三一七番

電話番町千百十番

東京市麹町腫飯田町六丁目十八番地

東京市祁田匠駿河塞袋町
東京市祁田脇鍛冶町
京都市寺町遡二降下ル
奈良市橘本町
松江市末次本町
宇都宮市鍛砲町
秋田市茶町菊ノ町
金樺市片町
雁島市本町
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墨画

日本弘道曾

明治一初年治産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登疾呼遂
に狂澗を既倒に同せし泊翁西村先生が爾来三十有餓年ご意世教道徳の刷新維持
に全力を傾蓋し朝に立ち野に出て侃々誇々其意見を稜表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を辞せず機に鯛れ蕊に膳じ時に臨み事に接し誇々懇切斯道の要
を説きて到らざるなき一代の名諭卓説は悉く収めて本書に在り今や志士園と曇
ひ世を慨くの秋本書を総かば国民指導の経論油然として自ら懐に湧くものあら
ん而して殊に泊翁先生の偉大なりし所以を想望すべし耐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︶

却鋪噌釧西村茂樹先生遺著
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