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束京鈴木若子君

同寺田保子君

同丈畢博士井上哲次郎君
滋賀撫高井作右衛門君

東京子爵増山正治君

大阪中山太一君

東京禰田泰造君
同
岡庫一君
同伯爵酒井忠道君

東京岩村成允君
禰島蝶林賢識君
束京玉塚豊子君

同子爵土屋正直君
同男爵織瀧築一君

束京石田常太郎君

何谷口富五郎君
野田支曾茂木勇右衛門君
川高梨政之助君
吉田支曾林博兵衛君
Ⅲ半山勘兵衛君

同戸川安宅君
側伊藤卒蔵君

同楳川忠兵衛君
Ⅲ伏見鋤之助君

同小樺彦九郎君

岡松本冥弦君
同太田安茂君
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厨要領乙識

六無識の者を教化する事
七道徳の圃結を固くする事
八正論を張り邪説を破る事
九圃民の風俗を改善する事
十鮭曾の綱裁を作る事
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の要領態溌行する潅目的とす

治二十三年十月三十日の聖詔延遵奉し本含所定

畢及宗教の一方に偏僚せず諸教の長所韮採り明

の基礎を輩固にせんとするにあり而して儒教哲

して其主旨とする所は邦人の道徳韮高くし固家

日本弘道曾ぱ明治九年故西村茂樹先生の創立に

日本弘道書主意

ＩＩＩＩＩＩＩ

一世界の形勢を察する事
二圃家の勝来を慮る事
三政治の良否を観る事
四国家の経済を知る事
五教育の適否を考ふる事
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一忠孝を重ずべし︑赫明を敬ふくし
二皇室を尊次ぺし︑本圃を大切にすべし
三圃法を守るべし︑圃盆を鼠るべし
四畢問を勉むぺし︒身鵠を認健にすべし
五家業を職むくし︑節倹を守るべし

泌

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
八人の害をなすぺいらず︑非道の財を貧るべからず
九酒色に溺るべわらず︑悪しき風俗に染或るべからず
十宗駿を信ずるは自由な︐と維咽本閣の害となるべき宗
数は信ずべからず

壁
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坤宮の瑞詳牟毒ぐ

坤宮の瑞群を毒ぐ
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光輝に充てる大稽御翠行の年︑瑞雲は更に九重の天に蕊蕊して︑去る七月十八日

畏くも坤宮に於かせられては︑内御著帯の式を塞げさせられ︑尋需て十一月の頃に至

れば御著帯の式を翠げ給ふことならん︒吉鮮は楓閏の中に湧薄して︑嘉慶は丹堤

の上に充浦す︒上林の幽禽も︑尚且欣林して奉祇の聴音を奏し︑御溝の潜魚も︑亦沓．

しく歓喜して恭慶の跳勢を加ふ︒蝉謹は揺曳して︑愉悦の調を絶たず︑蛎鳴は清亮

にして︑棄和の韻を諾へ来る︒午苑の緑陰には︑蕃茂の色深く滴りて︑夏雲の奇峯に

は︑充責の意自から溢れ︑術仰猫目︑天地寓物︑一木一草の微︑一羽一鱗の細と雌ど

も︑亦威皇家の柴昌を奉慶し︑坤宮の寓幅を敬祷せざるなし︒

火龍は炎を噴きて︑金蹴も亦鋳けなむとし︑天地は洪塘となって︑山も川も共に熱

せむとす︒是の時に堂りては︑貢育の勇と雌ども︑施すに所なく︑気息奄々︑唯其暑

に堪えざるほどなるに︑玉跨特の外御健かに渡らせられ︑此の如き三伏の酷暑をも顧
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みさせ給はず︑御慶群の事ありし以前に増して︑尊顔のいと麓値しくおはし給ぅと洩
｡
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想に︑せめてもの微消を棒ぐるも︑亦臣子一片の至情に外ならず垣脚佑は︑固より常

だ玉篭の健かにおはし︑尊顔の一腿はしくおはすをのみ而り奉るにつけ︑此の如き空

すべき︒一腿はしくおはせる尊顔を︑如何に清らかにおはきせまゐらすぺき︒一意た

や︒もし此の如きを得ば︑健かにおはせる玉鰐を︑如何に軽やかにおはさせまゐら

して︑炎もなく暑もなき︑匿寒の宮たらしめ︑氷明かに雲白き︑蕊珠の殿たらしめば

ぼ此等清ぅして涼しき︑一切の物を錘めて︑禁閏の中に捧げ︑淑房の内︑驚帳の側を

渓山に起る涼意︑泉石に瀧ぎる爽聾︑寓松に充てる清風︑千波に宿れる明月︒願く

︑とを重くはざるべき︑

き︒誰れかは其一蝿はしくおはし給ふ尊顔の︑いやか上にもいや麗はしくおはさむこ

は其健かにおはし給ふ玉鵠典いやか上にもいや健かにおはさむこＩＣを所らざるべ

れ承りては︑普天の下︑奉土の摺毒王土の蹟かむ限り︑王臣の仰がむけはみ︑誰れか
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一下の玉朗に在り︒恭みて瑞煙の皇城を続り︑景源の
に我仁
仁慈
慈英
英明
明な
なるる圃圃

日本弘道曾含長伯爵徳
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坤宮に充つるを澗し奉つる︒

大正四年七月下群
坤宮の瑞群走毒ぐ
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明治天皇の三年祭

明治天皇の三年祭

るの時来りしを知る
顧み来れば今年の七月下の十日は︑責にも雲霞の如き群衆か︑二重橋外に拝脆し

の深かく吾等の心上に刻せられたるを豊えたるに︑今は三たび其哀痛を新たならしむ

叉其前の年にも︑脅しく吾等臣民の︑いかに忘れむとするも︑忘れ得ざる︑至痛至哀

草も枯れなむ︒水も乾き果てなむ︒此盛夏三伏の淳署に遭ひては︑過ぎし年にも︑

四

らざるを賀ゆ︒
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傷︑
︑今今
なき
胴は三たび葛衣を改めて︑筒ほ其刻せられたる印象の︑牢として抜くべか

給ひて︑御噌眠数日の後︑月の三十日に︑登退あらせられたり︒極り間き痛恨︑限り

容れきせ給はず︑六千寓衆の赤子︑働芙涙洞れ聾枯る蚤に至れるを︑斯の土に這絹し

を忘れ︑書夜を群ぜざりしの時なりき・されど先一帝には︑切なる臣民億兆の所願を

て︑天を仰ぎ地に術して︑先帝の御悩︑一日も速かに御平癒ぁらむことを祷り︑寝食

0

一

歳月は流る〃如く︑大正の御宇も︑今は第四年となりぬ︒諒闇に継ぐに諒闇を以て

したる︑哀痛悲傷の期間は︑疾くに経過し去れり︒光輝ある即位鵡及大嘗祭を行はせ

らるべき準備は︑爾来著々として進行し︑並に此三年祭に価ふ︒州仰今に尚ほ？先一帝

の登遇あらせられたるの感をなす能はず︑先一帝の聖朗︑自から是れ聖上陛下の
聖朗にぁらせらるうの感に堀︿︑す︒

誠忠無二︑先一帝の登遇を景慕し奉りて︑身をも世をも忘れたらむほどなりし︑我

六千菖民衆は︑此哀痛を新たにすべき御三年祭に嘗て︑各自宜しく其内に省み︑三年

以前の誠忠をして︑一鮎の砧暇あらしむることなく︑其全幅を塞げて︑之を大正の盛

代に進獄するの赤心を︑鼓に再び緊張すべきなり︒諸ふ︑此心を以て︑我曾員諸君と

達孝虚白
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日本弘道曾曾長伯爵徳
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共に︑鼓に珊か獄芹の誠を捧げむ︒

大正四年七月三十日

明治天皇の三年祭
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大謄紀念には永遠の事業を糞望す
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せいくやつかい智よ易全とく児らかいた

Ｉ︐︲

今諸れを聖皇四海に御し︑皇徳上下に格りて︑

いまこ

皇租皇宗 の 冥 訓 か ︒

腰の通を稽ふべきにゐらざるか︒天の啓示か︑抑も亦

てんけいじとまた

に︑風死し気通ぜずして︑天地の一大火宅たるこそ︑
ひゐりぶくいつと
ひと何つどとのしよた
人の最も其暑に堪へざる所なるべけれ︒日の威力︑最
も狸烈なるの礎︑轄稲脆郁として︑錘を譲り騨笹壁ず
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かぜしきつうてんもだいくわたく
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壁悪諦の灰に謡醗におばすあムソ︑下に臣民の香しく忠

しもしんみんひともう

蔚興を致したるは︑礎ど華舞を緋ざる症なり︒上に

大正の連績せる大御代ほど︑皇詐の鼎盛︑圃運の

たいしやられんぞくおほみよ＆やつ毛ていせいこくうん

うつこういたかみ

ず︒是れ中外古今の皆其軌跡を一にする所なり︒
伏して惟みるに︑誌認隷典ありてより以来︑明治︑

ふお魁んいちいめいぢ

こちゅうやわいここんみなその言せき堂ろ

換謹し︑光彩の永がく後代を照らすものなくむぱゐら

くわんばつくわ皇己い涼こうだいて

帝威旬服に治ねきの盛代に徴するに︑政必らず通じ︑
はいつぷおここくせいちゃうたつ残ん函今１
ひとかなわ
人必らず和し︑百膳具さに興って︑園勢暢達し．民祇
しんてんけいふうじう毒のづたいふるここ
進展して︑悪風慈雨の自から瓶を振ひ姑を蘇せしむる
をいくわしゆく彦君蕊んくわかなさんらん
ものあり︒聖化の熟する所︑文華必らず燦煽として

ていゐてんぷくあ式せいだいちよらまつり︾﹂とかな︑つう

副曾長侯爵徳
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なな
んん
らら
考者
掴掴
んん
じげふけいし
ぱうくしんせうりよつひ
をくゐれ
・い
れお
いぷ
おぴ
ぷだ
ぴい
だし
いよ
しうよ
さ舎
い匂
ご一
もさ
とい
しこ
んも
こ︒
いとしんこい
はせらる塾
塾︑
︑即
即位
位の
の祷
祷及及
大大
嘗嘗
祭祭
はは
︑︑
是是
れれ
固よ
固り
よ振
り古
振以
古以ずず
何何等等か
かの
の記
記念
念事業を経始せむ と︑ 百方苦心焦慮を費
とのくしんせうりよ
いまそのみちえ︲
ち
いいか
ま
つ
か之こ
つ
ど
こ
ど
ここ
ろ
ろ
そ
そ
の
の
ご
ご
詮
詮
こ
こ
ど
ど︑に淘にやさいるはゐら
末︑未だ曾
曾て
て之
れ
れあ
あら
らざざりり
しし
班班
︑︑
其其
之之
れれ
ゐる
ゐは
る︑
は淘
や さ や る は あ ら ず ︒ 其 苦 心 焦 慮 ︑未だ其道を得ざるの
たいしやらせ
い
いだ
だい
いも
もつ
つは
はじ
じ
蚤
あひだあ
いづいんてんしょくしよなやごと
聖代せ代
を
て
め︒となすわ間に在っ
て
︑
大正の
の聖
を以
て以
始め
と始
なす
間に
在は
って
は︑何れも陰天の源 暑に憎むが如くなるく

ご人﹂

ある
るを
を莞
莞か
かれ
れざ
ざ りしに︑一たび其事を
廠代の機運自から通達するの妙は︑一に其糎軸の確乎るる
がが
ごご
とと
きき
もも
ののあ
〆ロて
コへい
〆﹂た
︑一い
﹄布
よう畠乞〃１みづ
こうてい巻はしらい
あ毛ん
孜定し了るや︑嗣来一の停滞な く︑薙塞なく︑自から
たるに在って存す︒
つ一・フ．
てい廷代職脚ばふ定んわうしんみんたいぎきていへいていどえんじつもとせいふフ爵づきた
帝 圃 憲 法 は ︑ 天 皇 と 臣 民 と の 大 義 を 規 定 し て ︑ 嫡 １ １ 割 号 竿 胤 爽 日 ︲ の 可 ｒ 清 風 の 自 小 判 勤 来 零ｉのあるが如
せんじつせい記章らくやつしってんはんくわ全とうくぁらしつおぽ

まい

誠を捧ぐるあり︑帝輝赫変として︑大政旋韓し︑須にに
在在
っってて︑
︑此
此聖
聖代
代の
の礎
礎儀
儀た
たる ︑大鵬の森厳髪麗なる
刀ぷ
く お よ 堂宕いかこのくや︒苦
ゆていたい
ェうそくき
うざう刀 ぷ く ぴ
へんさうざうさぴ
お
よ
災も停滞して︑潅塞を来たすことなし︒窮すれば鍵じ︑べく
きき
をを
想想
像像し
し︑
︑臣
臣子
子微
微力
力の
の及
及ぶ
ぶ 所︑如何にして此光輝
しかうけだまた
ぐか
きう
よ てし
ん ほゆ
うし
ゆく
へんつうあだこう含んつ堀そのくらゐかこくかきよてこん
ほ
く
あ圃
る家
圃の
家の
すべ
べきか
か を思考するは︑蓋し亦
鍵ずれば通じ︑恰かも洪鈎常に其位を易へずして︑ある
錐錐
典典
をを
奉奉
呪呪す
ぱう
ぐ
しのや
り
よ
く
しくきん
しゆらせいきん７︑．毛のてんレや全てん患んごとこんぢく室の
ゴそ
寮よ
くぐ
しと
やり
よと
しん
ゐら
らむ
むこ
こと
とを
を信
信 ずるに外ならず︒百方
衆星珊々︑其天象を轄換するが如く︑坤軸自から其極職職
者者
千千
慮慮
のの
一一
得得ゐ
などんてんしよこう
よ式
いそ
式そ
ちえ
え
すありくさんさ毛のきせつひゆゐくわん・ごとかうか
りうよりい
のの
みみち
を得
得ざ
ざる
るの
のと
とき
き ︑猶ほ塁天の暑に困ず
を立て動︑水陸参差︑其季節を循環せしむるが如し︒考考
慮慮
︑︑
未未
だだ
其其
道道を

せいさか

W

きたひとしんこつ言エ

大鎧紀念脹は永遠の事業懇翼望す

八

種んばか２﹄ときう参れん禁２﹂ととｆ

くわう

きう

もこのご

とく︑フ

釜掴んじげふ

乏のくわふか毛のたノーとほ

１７

らだが

す⑥Ｌ・

とく弓う

しようぴゆら

か

ねんねんわた

けん

暑﹄

たいけいもっ

い一フ

ゆゑふつう些やらＬきへう巴ゆんこれみ

るべし︒一畝の田を開きたりといひ︑一宇の屋を建て

ぼたひらういへた

して箸ならず︒故に普迦常識の標準よ︲りして之を掘れ
いきぽくうばくほをく〃︑Ｔｘ
ぱ︑勢ひ空漠にして捕捉すべからざるの観なきを得ざ

◇Ｄや︽

されど徳を極ゆるの計は︑微にして顕ならず︑幽に

とく︑フ

て︑其化深く其津遠かるべき︑徳を純ゆるの大計を以
菅ねんじげふだいゐお
て︑記念事業の第一位に置くべきものなりとせむ︒

けいぴ

奉祝すべき記念事業としてば︑固より千年高年に亙り

ほう﹄ゆく

念ふに燭り百年の計たるのみにあらずして︑冥箇に千
ゆゑこんねんごたいてん
ねんねんけい
年菖年の計たるべきを疑はず︒故に今年の御大典を

ほ且其化深く︑其犀遠し︒然らば徳を純ゆるの事業は︑
お
もひｊ一れんけいしんこ

かつ毛のくわふか吃のた．︑とほしかとくうじげふ

今先帝の教育勅語を拝読するに︑﹃我皇旭皇宗︐
くにはじ
くやつゑんとくたしんこう
園ヲ筆ムルコト宏遠二︑徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ﹄と
せんくおう毛くわらをうとくた
宣せさせたまへりｃ皇旭皇宗の徳を樹てたまひしこと
鯉んいかうい全いたな
毛のもとふかそのみなもととほ
其本深く︑其源遠く︑三千年以降の今に至るも︑街

いません亡いけういくちふくごはいしようわがくわらをくやつをう・

るを叉更に可なりとせむ︒

またさらか

若し更に百年以上の計とすべきものあらぱ︑之を称ゆ

も．さらねんいじやらけいこれう

を諏ゆるよりも︑徳を和ゆるを更に可なりとすべく︑

う

ば︑禾を秘ゆるよりも︑樹を純ゆるを可とすべく︑樹

あ

十年の計は︑樹を種ゆるに在り︒百年の計は︑徳

えうしか

ぐ﹃フ

﹃う

ら奉織の饗をなし竃来って人の心骨を津からしむくき

を稀ゆるに在り﹂と︒若し此語をして升謬なからしめ

うだが

せいしつ

がいのぞみなもつ昔担んじげふ

れんはかりごとくわうあ

さらか

を疑はず ． ・

既に前古未だ之れあらざりし定制に繰らせられ︑前

すでぜんこいま一一ていぜいよぜん

だいいまきせいうんざよしたがこのせい

も狭

代未だ聞かざりし盛運に駁させたまふ︒随って此聖
斗﹂ねんじげ苧ふ
このたいてんほうし鞭穐
せい記匡趣
世に行はせらるべき︑此大典を奉祇すべき記念事業
そのことかな・えいふんわだいよかうくわけん
としては︑其事必らずや永遠に亙りて︑愈曳数果の顕

いかじりえ署おほ玄添Ｄんもくひ

箸なるべき性質のものたらむことを要す︒否らざれば︑

ゐ

如何に一時に利益多く︑頗ぶる人目を惹くに足るもの
史どすう狸んそのＤげふをはつすうねん
ありと錐も︑数年にして其事業の終りを告げ︑数十年
ごと
そのけいえいぜんとさてつやす
にして其経管の前途嵯鉄し易きものシ如きは︑寓する
ぴい・もつ
はう毛をきうほうしいく
に賓詐の無窮を奉祇するの微意を以てするには︑這

かんふて菅たうかんえ
ｂおこ︑

減ながら不適富なるやの威なきを得ず︒

た

れん

い調窪全

て寺﹂

一利を興し耐一害を除く．皆以て記念の事業となす
れんばかりごとさだ堀んけいくわくた
に足るべく︑一年の計を定め︑十年の計蓋を立て︑
すうねん菅せぎおまたもと香垣んじげふ
数十年の基石を置く・亦固より記念の事業として︑一
ねんれん
さ壱だおこる
も妨ぐる所なし︒されど一年よりも十年︑十年よりも
すう︐ねんひざわたそのかうくわいよ７くｌかうちよ
数十年の久しきに亙りて︑其致果愈々較著なるものシ
ぐあんもつどたいてん者ねんじげふはう
ごと
如きは︑憩按ずるに最も大典の記念事業として︑賛
をむきうほうしゆ︒︑

ぐかつこれき

藤の無窮を奉祇するの意を昭かにするに適すと︒

愚嘗て之を聞く諺﹁一年の計は︑禾を種ゆるに在り︒

Ｊ１

ー

一

そさ

た︐りとい

戸え う

いくも一ゆ菅う

いくちや丘みち

ごとなんびとたがめこれみみと

幾株の木を栽ゑたりといひ︑幾町の道を
あ

だぐひ

ふが如く︑何人も直ちに目之を槻︑認め

肌〆︶ｈｕ

げふこ両

たうだいせ牙﹄がくかんたいし距のげんだう猫・いとくしゃく

おのた．ほかまとく

唐代の碩畢︑韓退之は︑其原道に於て︑徳を稗して
い

︲か﹄

ひとこれ︑・フにふ

けいはっも︐ごひおなし

守宮Ｍβ部﹃︲国ｌ引例ｌｌｌｌｌｌｌｌ

毛の．くわ

２こひｔ︑寺フ

ごといばゆろもしき

日へらく︑﹃己れに足って外に待つことなき︑これを徳

そのたくか起らとぼ

みあた

きの徳︑愈々高きに随ひて︑衆目之を税る能

といふ﹄と︒人より之を注入するが如ミ︑所謂知識の

ばか

しんこればか

心之を測るべからず︲硯る能はずして︑其化

啓駿と固よりＨを伺うして語るべからず︒徳を秤ゆる
みづかえ二言かをざ塁巷かやし江一芽かつぼか
は︑自ら得て自ら修め︑自ら養うて自から積むに・外な

しやらしひ︲少﹀こ即ｌ別ｌｌｌｌｌｌうｌ

もつこれおしうヤブ亀らひらをうすう

はうこんしうやう・ご邑智﹄小ろよもち・やこのい
方今修養の一語︑最も農く世に用ゐらる︒若し此意

−

く︑測るぺからずして︑其灘必ず遠し︒さ
ごとじげ︑罰もつたい迄ん苦楓ん
如きの事業を以て︑大典を記念せむとする

は︑登によく無潟にして化を立て︑無心にし

を以て之を推せば︑修養の場を開き︑少数なりとも︑

て言
雪︾
しせっ
て
たこ
ううし

もつどいうかマフ

たざを鐙・×たくわ

ひんせいたうやじんかくた人
しせつ

やくつこれふ

は︑寧しる閑事業にして︑鴬世篤すめる者の一顧にだ

好しかんじげふたうせ惨な︒ものこ

故を以て︑人多く之を取らず︲鮫に此の如き遠大なる
かうくわしん︷﹄ういぎあほいうじげＰ卒たい
致果と︑深厚なる意義とを併せ有するの事業に封して

ゆ．ゑもつひとおほこれｊ 沌急か︒︑ごとゑんだい

めい妙式．これい珊辛︼しうひほげんどうりよくちくせき

る勘ことを得むゃ﹄

とくうりげふ・じたあひとれいひんせい

徳を廊ゆるの事業は︑自他相砥燃して︑品性
じんかく一一〆せいもつ些いうかう︑けいくわくし
︑人格を蝦成するに職最も有放ぽるの計書施
散たなんぞくし牛らさら毛や沙

た︾きん嘩や皇己ら仁と弓そじげふ

在畢校の設けあらざるなし︒亦何ぞ屋上更に屋を架す

ざいがくかうまう

設を総すに在り︒智を研き能藍啓くの場としては︑所

あもみ水のうひらぢやらし鋲

名節を砥砿し︑世教に稗補するの原動力を蓄蔵するあ
ほザセの
じげふ
こイ蕃岬いはゆるとくう
らば︑是れ即ち所謂徳を称ゆるの事業として︑略々其
た矛えんか胴つじ
晦え︑フ争え
要を得たるものなりとせむ．直ちに唯下して︑熱時の
かつい厚陰りみづ﹃﹂０庇せじんもつ
渦を醤すること︑氷水の如きにあらずむぱ︑世人は以
かうとめ．せいこん歌ダルそのきりよく
て数あらずとなす︒されど其精魂を完うし︑其気力を
やし坪かうこ処ふく毛のかうえいゑんわた
養ふに故あるものは︑之を服すれば其故永遠に亙りて
か蜂やいちじるｈ︐へどしかその．をくかう
必ず箸しきものあるべしと雛も︒而も其帥致なきの

るの要あらむや︒唯錦上更に錦を添うるの事業として︑
Ｌ

適富の施設をなすあらむと せぱ︑唯夫れ教を立て化を
みちかうた寺溶にとのけつ習危そのたん
布くの道を識ずるに足るもの︑則ち其映を補ひ噸其短
た

を充すに 足るとせむｃされど品性を陶冶し︑人格を暇

みた

Ⅱ

らず︒

とくいよ〃１１たかしたがしゆらもくこ恥みあた

て以て事業錘に在りとなすの類にあらず︒

もつじ

」

成するに ︑最も有数なるの施設としては稲別に之を普
つういは少るけういくいぐわい鐸くつ環や合もと・きた
通に所謂教育以外の別境に索め末ちぎるべからず︒

せい

下

、

上の士のみ︑濁り之を潟し得べくして︑中根
あ心ゐくわた称しん

上誠ﾛ胃

大溌紀念には永遠の事業を糞望す

九

修めたり

ひ

琴縁愈癖総蝿自諜諏，
阜膳i傑郷鱒総〈心Xき
鋪潔

あ士む

大稽紀念には永遠の事業を翼望す

一○

ひんせいたうやじんかくたんせい

としよくわんず悠陸しうやうげんせん

こ垂いばわるとしよくわんＣげふ

かくごといぎ︑

〆しつ

列幽を通じて︑固書館即ち修養の源泉たるの資なきは

れつ・﹄くつう

最も有数なる︑各種良好の習慣を養はしむるの場たり︒
ゆゑとしよ・あんせつぴおいけんきうけんきうかさいま

もつというかうかくしゆりやらかうしふくわんやし注君やら

もくかうじしう刀よくと

ちしきぱいれつめいかくとＬよえつらんともちんし
知識の排列を明確ならしめ︑周書の閲覧と共に︑沈思

ひつ唾や言﹂のしゆじげふみぎい

しゐものおほＬか毛のかうくわしだい
も値せずと思惟する者多し︒然れども其敬果の至大に

黙考の自修力に富ましめ︑品性の陶冶︑人格の暇成に

えいいたうせい

およなかつあＬるゐ

か系んくんぷこう考﹄ふ７く︑

芝のい誓﹄ししん

して︑其意義の至深なるは︑畢寛此種事業の右に出づ

故に圃書館の設備に於ても︑研究に研究を重ね︑今は

たふ

はな

るものなし︒夫の丈勲武功に汲々として︑鋭意富世の
し史どけんせい誉をゐふく
じげふ塊つちう暖つとう
事業に熱衷没頭するの士と錐も︑権勢を競ひ︑威禰を
張り︑篤さむと擁する確を艇てし謡して礎︑伽撫鐸象

蕊るシに及ぶまで︑尚ほ且曜くことを知らざるの類は

あらず︒鼓に所謂箇書館事業といふは︑此の如き意義
おとしよくわんけいえいさいざこれいゆゑ
に於ける圃書館経瞥の一切を指して之を言へり︒故に
承んめいせかいおい︲いやしとしよくわんしゆつ砿ふｃシろざし
文明の世界に於て︑荷くも圃書館に出入するの志あ

みなてんみこのしゆＵげふゆだもつ毛のくわらえい

いほか

もつ三

しけんめいしやうとうざいとときここんろん

暫らく之を措き︑荷くも功成り名遂げて︑身退くべき

しばこれおいやしこうななとみしリモ

を知る賢明の士は︑洋の東西を間はず︑時の古今を論

も圃書館の活用者にあらざるなし︒吐交に忙殺せられ

はくぴ

いづ湾いと？フいふおい．しみんいＰ雷しんだいたすういぶ

としよ︐ふんくわつようしや

しゃかうぱうさつ

何れの大都迩邑に於ても︑市民邑人の大多数は︑何れ

ザふむす人かえくわつどうしやくわいかくりんしゆゐしうやう

の場として︑圏書館を精祁上一種崇高なる避難所と見

すゐレギっ

もの才芯腫しくんしごばんあもの
毛んけい
る者は︑即ち士君子の伍斑に在る者として尊敬せられ︑

ぜず︑皆一樽して身を此種事業に委ね︑以て其光築め
しか寺起はこのしゆじげふ
しやらがいきった
る生涯を完うせざるはあらず︒然らば則ち此諏事業こ
ぎねんじげふちゆ︒おいもつとそん歩寺︒
そ︑あらゆる記念事業中に於て︑最も尊重すべく︑最

も推稗すべきものシ白眉なりと謂ふの外なし・
あん
慰ぐ按
ずるに︑認識雌継尋鍵の鍵も識飛に錘罪穣輝な

倣し︑鼓に静思熟慮を喪し︑鼓に省察意索を累ね︑人

じだいとしよくわんしきう一とら

いまなとしよくわんもく

さうこす

としよ参らん

︑り

けんぜんとくせいものうげんせんつ垣この

こん７Ｉ１つ

いかんろんこしうやうげんせん

うち．ゆうしゅつ

系ん苦産

なこりをいしじゆくりぶ冥埠二画辻いさついさくかさりん

としよくわんせいしんじやらしゆすうかうひなんじよみ

るべきものは︑圃書館事業に如くものなしと．人は奮

丈に寄興すべき︑健全なる徳性知能の源泉は︑常に此

てんかむようこせききう言しうざう

かく雪と似一﹃こんせかいつうせいあづかし

しものこ鯉み

もの・へうけんいやしこんにもれつこぐいかとしよくわん

なす︒されど此の如きは方今世界の通勢を興り釣らざ
み

ざ﹃フご

ぢやら

時代の圃書館思想に囚へられ︑今尚ほ圃書館を目して

業務に寸暇を得ざる︑活動吐曾の各人士は︑唯一修養

天下無用の古籍奮紀を肢蔵する︑一の倉庫に過ぎずと

中に湧出して︑渡々鳩くることなし︒
もょこのいぎおとしよ．あんじげふけいし
若し能く此意義に於ける圏書館の事業を経始するこ
との者ぼくｍうけふ
とシせぱ︑華豚鐸の逓婚如伽を脚はず︑其規模の慶狭

ひとき●フ

る者の謬見にして︑荷くも今日列遡の如何に岡書館を

如何を論ぜず︑すべて是れ修養の源泉たるべきものに
ほか芝のえいゑんわたひとひん辛一いたうやひと
外ならず︒其永遠に亙りて︑人の品性を陶冶し︑人の

としよくわんＵげふし

覗っシあるかを知る者より之を観るゐらぱ︑岡書館は
もとたん
竜いとん
掴より軍なる一の倉庫にあらずして︑整頓せられたる

Ｊ１Ｉ

〕

づんかくたんせｒ

寓業

１︐

もつどいうかう

必人間と勉彊

Ｊ

だいたことたうだいだいとくしぷくかぞ

このじだいおいりうしや︒けいたうてぎふせうしんう海が

ところ

；Ｉ

春やつ

びとのぞ

絢子

くわつどうしぜんえうきう

ては勉握しだい︑させたいと云ふのが︑本人及び親た

ぺん載やついほんにふおよおや

で営をたとぢ一よがくせいしよくん和い
狸するやうに出来て居︐ります︒例へぱ女畢生諸君に於

東京高等な蕊校長棚

一於女子部講演倉﹄一

鰯いへ大正卿年六月二十六且

ぼんげふ・しんなに香としん

る人の望みであります︒活動は︑自然の要求でありま
あ

あ毛

ところベメ君や土ゐ

わ

きやす

す︒虚が勉狸して居るし兎厭きが来易いものである︒
ひとぺん

寓業一心とは︑何事をするにも一心でなければなら
ものごとじゃ桑じゆ
しんこも
い︒一心さへ篭れば︑物事は成就するものである︒世
よる

厭きると遊びたいものであります︒

寓業一心

なかしぜんばたらを

＠中は︑自然に働いて居りさへすれば宜しい︒人は勉

よ

橋

正時代の文采自ら陸離たるものあり︒此時代に於ての隆昌を敬傭するに適せるは︑不肯の信じて疑はざる
べんぐけんいざ鱒もつおほかたしよけんぜせいま
としよくわんぜにん
もつといぎもつというかうＵザふ
最も意義ある最も有数の事業として︑圃書館の是認せ所なり︒一片の患見︑聯か以て大方諸賢の是正を侯っ︒

しやらじだいぷんさいおのづかｂくり

たいとしよ毎ふんしんたい娘いせいざ︶ほうしゆくく麺今うん
あ
ふみふさっ
たいしやつせいだい
仰いで見諺傭して察するに︑大正の聖代には︑大らるべき圃書館の︑真に大濃の機儀を奉祝し︑皇運

１１

かくごといぎかくごとと︒︑しょくもつけんぜつ
か︒すべし︒此の如き意義︑此の如き
特色を以て︑建設せ

ぐ一フ

人格を暇成せしむるに︑最も有数なるべきは︑他のあらる刀に至りしは︑殊に常代の一大特色に算へざるべ
これ︲ひん辛一い
このと八︑レよどばつききたこれをんやう
悪んくわＤげふすべ息捲お誼
いば
らゆる文化事業の︑総て企て及ばざる所なるべし︒所からず︒此特色を溌揮し︑叉之を存養して︑之を品性
じげふ
たうやじんかくた人せい輪つどいうかう↓じしうじせいでやら
ゆるとくう
漬いた
ちゆうこんきう
謂徳を純ゆるの事業として︑中根の器を票けたる大多の陶冶︑人格の暇成に最も有数なる自修自省の場たら
Ｌやらこんとく寸泳膳冠つ壁えいゑんわたせいしんりうかんだん
すう唖んしけいだうあひひきしし
数の人士を啓導し︑相奉ゐて知らず識らず︑上根の徳しむるは︑即ち最も永遠に亙りて︑清新の一流を間働
もつたいてんほうが茜産
けだ
きｕや女じゆ
けんじつちのうけいはつ
ばつげん
器を成就せしめ︑健賞なる智能を啓護せしむるは︑蓋なく溌源せしむるものにして︑以て大典奉登の誠を
いおきら
もつはう之む考一うほうしゆく
このＵげふもつ包つどそのしいかな
し此事業を以て︑最も其旨意に契ひしものなりとせむ寓すべく︑以て賛詐の無窮を奉祇するの意を昭かに

と二ろ

』

蔑業一だ

ゐぱうさんせん煙んわたくしまを

傘或愚坊様と私
わたくしし

い

称か

人︸しＤと

魁たら

い

か︑

私の知って居た坊様は︑先年私に申し裳すには︑
にんげん と し と 証 で ・ 殉 く せ く 痔 尭 ・ ﹄ 一 い
人間は︑さう年老る迄︐雛雌働くことは入らぬ︒六十
まではたらをあ０と緯だ︲たのしい
迄は働くが︑其の後は・働かないで︑薬んで行かうと
才越嬉ぼんけがへいはいすいなじゆらちいきんらうや
乃ち本卦還りの祝賀が藩むや否や︑従来の勤勢を腰め
萎え戸丁ろの人斗﹄も
けふたれ造れうちあずもの
て︑全く心を暢気に持ち︑今日は誰某の家︑明日は物
みゆさんてかＬなかいうあるをわたくし
見遊山と︑手を更へ科を代へて︑遊び歩いて居う︑私
に向って︑さう年老ってから働かなくても宜いではめ
院たらゐ
わたくしや巽違
りませんかと︑私は幼いときから働いて居るから︑
い﹄︒ごお
家へさまごふ
いまさら峰零つわけゆ
今更働かぬ課に行かぬと云った所︑それはお前様の業
ぢろ矛一ぱう．一こんねんた
であると云ひました．所が其の坊様は︑一ヶ年も経つ
あかだ巽垂あをあ
やわたくしむかい
かだシね間に︑全く遊び厭きて来て︑私に向って言
まへさまがくかうじむゐんい
ふには︑お前様の事校には︑事務員は入りませ

とうぎやらひろ更ど号みやすうちたび１１１ゆきち

東京は匿いと錐も︑心安き家に度々行けば嫌はれる︑
あ
そゆさろものはんとしたおな

くｂかへちょっとおもしろい

遊びに行く所も︑物の竿年も鍵たぬになくなって︑同

じことを繰返して一寸も面白くない︒だからと云って
せかいぢゆ会あるかねな・かじぷんあをゐこづかで
世界中を歩く金も無い︒且つ自分は遊んで居て︑小遣
もったい・をうちじぶんたくは
を確子に蕊権するのも勿
鵠ない︒其の中自分の貯へも

減じて来て心細い︒それは働きっシ遊んだ方が何の位

げん昔匡易ぽそはな︾あそはうどくちた

ｊ〜

たいくつ

一一一

じむゐんうたはいく

つ使か
だけ︒
たとく
が恥登いか識らん︑な
何に
かに
っい
て戴
なわ
いか
︑し
私
まへさ匙さきわたくしむかごふふかい
は︑お前様は雲に私に向って︑業が深いと言はれた
わたくＬいま︑︑︑蚤浜ゐ
ではないか︑だから私は今にせっせと働いて居る

なにけいこごと

ゐ

いかず掌を

さう退屈なら︑事務員などしないで︑歌でも︑俳句で

坊様は此の年になって︑今更稽古などは出来ませんと︑

﹄・宮ころ

も︑何かの稽古事をして居ては如何かと申しました所
鞭うさんこり戸一しい己一さ吟きいこ矛き

たんそくゐ去三せんだ・つびやらきかむあ

よひと

嘆息して居ました︒隣が︑先達て病気に躍って︑彼の

世の人となりました

△人世瞳働く蔑め

本となんためう輩ではたらためこよで

尼迄もをほれをくうちらく

人は何の鱈に生奴出たのか︑働く潟に此の世に出た

あ之ゐ

﹂らく

いくく

のである・働いて居れば︑骨は折飢ても苦の中に楽が

言りく

なば

ともっ

ある︑源一んで居ると︑薬のやうで苦である︒幾ら苦は
おもほどく
いやでも︑いやならいやと忠ふ程︑苦がまつはる︒苦

Ｌ﹂人一つやく琴二と二︑ろｇひつよ

も薬も︑あざなへる樋のやうなもので︑共に附きもの

でゐるから︑あまり頓着しないで︑誠の心を以て能く

は髭らひ︑といまじゆ心﹃やらいつ
をときゆつきい

働かねばならぬ︒人は今は順境であっても︑何時どん

ｈＪ

１−

なことがあるかも知れませぬ︒其の時行き詰っては行
転やらやらしよ巴ゆんぴかな
けませぬ︒逆境に虚しては︑準備がなくては叶ひませ
力をつと・つかレラとしうとめご芸ぼん
ぬｃ嫁して良人に壮へたり︑勇姑の御機嫌をとった

卜

こども七だ

かＵけいざいとん壷や尾

どくしんせいくわつｑ老

︐︑子供を育った︐りゅ家事経漕に頓着したりするのば藍

毛ん趣てんぜいとしごろをつとか

つまらぬ︑それよりは燭身生活をこそ電ましいと云っ

錘お崖忘しくり

ゐさいはひいまじゆ舎弟ら

詮ばん蕊つ恥いちやらにんげん竃やら始らおしつま考苦．
●恥して寓物の霊長である人間にして逆境に押詰りや鰯
苦に身の措く所を知らぬやうでは︑蟻にも瓜にも︑劣
って居ると一蚕はねばな︲りますまい︒幸に今は順境で
いつきやく三始ら︷おちいい・へい￥︼かくご

しゅんぴたいせつ

あっても何時逆境に焔らないとも云へい︑李素の畳悟

なほ

ても︑女の天性として︑年頃になれば︑良人に嫁し︑
こどもう
だいこくみんう柱潰
子供を生み︑第二の圃民を生み育てねば藤らぬやうに
のが

△世の中賎障子の引手

さだうか

よよ

火打袋に︑鴬のなく

ひうもぷくろうぐひす

借て︑道歌に︑
よなかしや今じひ考てみれまつ
世の中は︑障子の引手︑峰の松︑
い

しやうじ

と準術とが︑大切であります︒

を

かんじんあな

走つと

かうあ空．ひ

・もつ

はいわかひと一﹂︑ろのど〃うた早みもの

マッチ箱でせうが︑：⁝：鴬が鳴かねば︑春の気

ばならぬから︑昔は火打袋が必要一でありました今は

いま

ぱこうぐひすなはるけ

むかしひうも即てるひつえう

と云ふがありますが︑能く詠んであります︒障子には
み泡まつけしきそ
ひきてひつえう
引手が必要である︑峰には松がゐ奴ば︑景色を添へま
じっごけうや詮たかもつたつと
す．賞語散に︑山高きを以て貴しとせず︑樹ゐるを以
やまたずどせきかたまり
て貴しとすとめる︑山は雷に土石の塊だけでは︑一
．またごばんたくつむひた
向僧値がない︒又御飯を食べるには︑お寵で炊かね

曇︶

なって居ります︒それを遁いんとすれば︑尚それより

おほくま輯

きま角あをばかゐ

坐蟻と瓜と人と

多くの苦を招ぐこと動ばるのであります︒

あり？

なつうち︑︑︑しぶくりやらばここのごろわたくしかた

蟻でも︑さうである︒気儲に遊んで許り居たなら︑
あり
こ敦
確蝿でも垂つと︑困るやうになるであらうが︑蟻は︑

夏の中に︑せっせと食糧を連びます︒頃日私方でも

を

あ
まありであなみつせ暫沙か
除りに蟻が出るから︑穴を見付けて石油を掛けました︒
ところあなよほど誰が

じ︑う

︽晶くしやう︐とまき之とほまを

わたくしまみほんか

虚が穴は︑憐程曲りくねって居りますから︑肝腎な穴
すみか・一たつ辱︽ばりこけかばか
の棲所には達しないで︑周圃の苔を枯らした許りでゐ
宝たう︑りごとどう
うりにんげんぎん
りましだ．叉瓜の如きは如何でせう︒瓜は︑人間や禽
せい︑﹂んかぜふとし似ば
獣のやうな精肺はないが心風の吹く年には根が張るさ
うである︑私は未だ見たことはないが勘本に書いて

なにもの

か尽らそつゐ

このよなかでゐ

ひと

まあ

配が分らぬ︒人の心も長閑にならぬ︑歌の意には︑物
ひ︑と

あるので︑百姓に問ふたら︑正しく其の通りだと申し

一つあれば︑必︾す其の識があって︑一つとして間に合

むしんおもうりかぜふれ

ました︒無心と思はる刀瓜でさへ︑風が吹いても根を

︑︑︑じゑいみちたを

はいものはない︑何者として此世の中に出て居るもの

う蚕

動かされぬやう︑ちゃんと自衛の道を立てシ居ります診︒

蔑業一心伊

かももゐ

．蕊業一心
よ皇フ

は︑用をなさぬはない︑且つ持ちつ持たれつして居る．

しゅんかしとううつかばごとおのづか心血らおもしろみ

あた

つ奴はるじこうばか

春夏私冬の移り鍵りの如きも︑自ら我等に面白味を

よる

よる

ひる

ゐ

じゆふ

おのづか

仁紗んくる

おもしろ

▲私の繕書一を雪ふ苦心

鬼なら

よばつ︑へう

﹄●ご診

か

をうちせうくわ

く．にかへちやらしうてぼん

つ

したが︑三十七八歳のときに︑始めて渡遥小華さんに

ひる

ら︑夏の時候許りであったら︑どうして人生の快味を

就いて︑糟を智はふとした︒所が︑どうも描けません

あります ︒

▲初め又終りを思ふ
こときういきほひちず

そ奴から︑﹃事窮し︑勢縮まるときは︑其の初心を

みごうな湾匡丞みつしをまつるみ

か

つ

しごフ

な

わたくしやほか刀

ぼか

咋圃へ錦られました︒それから長三州さんに︑手本を
描いて頂いた︑三州さんが亡くなられてからは︑六十
とし匙たば乙
争菅たけか
三の歳に︑叉始めました︒そいは扇に竹を描いて︑七
いぃひひとあ
いばか
あらきくわんほ
十の毒賀に︑人に上げたいと云ふ許ｊに︑荒木寛畝さ
くわんほいば
までぶん
んに就いた︒寛畝さん日く︑七十になる迄には︑十分
だけばかか
描けるやうになるから︑竹許り描かないで︑外のもの
なら
もお智ひなさいと︑私は︑巳むなく外のものをも描

庭﹄賑か

せつかくなら

たけぱかゑが

せじ

こども

くことにしました︒竹を描くにも︑竹許り描いては︑

︐︲

なら

おも力く

で︑今度は︑中止しないやうに雪ひたいと思って︑・隠

とＡどちゅうし

途に徴念しました︒所が七十四歳のときに︑或所で人
さ匙か
じぶ人だけか
様は描かれても︑自分丈は描けなかったので：：ｂ

つひだんれん彦宅さいある﹄どろひと

い身が

ほんたうか

見︑功成り行ひ盈るの士は︑其の末路を見るべし﹄と
いご
じつ毛とほ
こんなん
云ふ語がありますが︑賞に其の通りであります︒困難

本営に描けないさうです︒折角省ひかけても︑子供の

あまこ．うでいゐ弓すｊｆ︑︐くる

に除り拘泥して居ると︑益々苦しくなる︑それよりは

とはじざつばじせいしんわす

くそめ

きくぼ

其の初めを察し︑初めの糖祁を忘れないやうにしたい

ぞしよしん

を得て居れば宜しいが︑順が狂ふと︑面白くないので

えをよる

あり︑好い具合になって居るのであります︒それが順

いぐあひ

ひとくわつどうきうみん曇︵んをへんくわ・一・三一つめうみ

しやら

生じませう︒書あれば夜あり︑夜あれば書ゐ︐９︑自

ので︑世には溌表しませんでした︒其の中に小華さん

私は小さい時分から︑繕を描きたいと思って居ま
！さい
僻Ｌわたなべせうくわ

わたくしちひじぶんゑかおもゐ

四

ら人の活動休眠の便をなし︑其の愛化する所に妙味が

なつｇこうばかＣんせい︑あいみ

輿へるものでありませう︒常に春の時候許りであった

一

ことにも︑演老配らなければならぬ︑いるノー世事が
愚か
で秀
忙しくて︑落着いて︑繕を描くことが出来ませんので︑

ものどと殖ばじわす清め

・二卜しと

ものであります︒物事は︑其の初めを忘れては耐駄目
おも

》

てゐ・ります．誰れも年老ってから靭苦しい目をしよう
と思ふものはありません︒

ソ

り

幸こ

ａＤａ■﹄

且■Ｕ ｌ

こればつ苧フわたしこわん

ゐＪ言う言やつかうとうぢよがくかうねんていどだいねんせいむか

し立てなどしないで︑之を溌表しました︒で︑私の管
理して居る東京高等女畢校︵四年程度︶の第一年生に向

猫もや

い↓﹂おこた

いまらんぐらゐかいぜんかい

一﹂うへばぢかしおも

な空つとなふぽす

きたい︑此の上恥を掻かないで死にたいと思ふべきで
こうへなが
わたくＩともいまなにふじいう
あります︒私共も︑今何不自由はないが︑此の上長
い冬﹄

ゐ

このほど

生をして︑亡き夫︑亡き父母に潜まないやうなことを
ばか洞んとうさいのもなが
してはならぬと︑それ許りは念頭を去りません︒命長
ばぢおほこじんいわたくしこれ？し
ければ恥多しと古人も言はれたから心私は之を槙ん

で居るのでありますも

ふ迄あひし

傘苦賦楽の種
さてわたくしまを

しごくおもしちおも

借私の申すのは︑不似合かも知れませれが︑此程
毛のなかど︑いつもんくでを
あるぼん
或本をよみましたら︑其中に都々逸の文句とて出て居

薬なお方にや︑分るまい

らくかたわか

かせぐからだの︑御飯の味は

ごはんあぢ

︐りました︑それが至極面白う思ひましたから︑
６

ぞくえうよできをもの﹃﹂とく

全局一〃︒︑

しやふ

かう

た

ひ哩牟ら

俗謡ながら︑能く出来て居ります．物捧は︑苦ゐっ
しやらけんめいかぜ
てこそ薬がある︒一生懸命稼いでこそ︑甘しいのであ

ります︒車夫などは︑お香のもので食べても︑非常に

ります︒車夫などは︑お香のもので食
おいお
おも
もわ
わた
たく
くし
しか
かた
ただだ
いい
くまゐ
にに
大大
工が参ります︑
甘しく思
思ふ
ふで
であ
あり
りま
ませ
せう
う︒
︒私私方方
ひるか
かず
ずち
ちょ
ょっ
っと
ともも
のの
だだ
ややわたくし

ひ

ますと．〃私
書のお薬にい
跡い一寸孔
託た物でも出し
して
て這
這ひり
じやうおい
常に甘しきうに

どもも
ど

し菌うじつらうどう

と

共は︑さう甘しく思はいものでも︑非
た
ゐ
食べて居るのであ︐り土卑２怒日勢働し て居︐りま寸診もの

L

わたくしづぐわならみなさん雪や．さう
って︑私は圏謹を習ひかけたから︑諸君と競雫しま
︒みなさんがくかうとつげふわたくしかだ
せう︒諸君が畢校卒業のときには︑私も描いて出し
毛せいとみや勃艇んとつげふ
象を
ますからと申しました︒其の生徒はへ明年︑卒業する
これためわたくしこんどちゅうしいた
のでありますが︑之が烏に︑私は︑今度こそ中止致
じゆ

ぶつ香とじゃ﹃
はじ．けつしんわず命
しません︒初めの決心さへ忘れなかったら︑．物事は成

いま

もしうかんべんじかんづぁ

就するであらうと思ひます．さうでないと︑つひ腰め
わたくしくわいぐわつ
るやうになる︒私は繕蓋に就きては︑今でも︑うる
蹄

さいと思ふこともあります診が︑一週間に一遍二時間宛

稽古を怠りません︒今は闘位描けます．以前は︑皆
も目のく
かため写ようみいま
描けなかった馬に︑興味がなかったのですが︑今は

やらや唇よらみわくるなからくもの己と

漸く興味も涌いて︑苦しい中に薬があります︒物事は
な
んくるしんくわいらく・おも
何でも苦しまなくては︑真の快築はあるまいと思ひま
す︒

▲末路を慎む
こうなおこなひみつしそ︐をはりみ

それから功成り行盈るの士は︑其の末路を見るを
ものごＩ﹄おもいこいおも

えう

ゆ

一五

一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一

一

要すと︑物事が思ふやうに行っても︑是れで宜いと思
こさきＬつばい
まで茜
はないで︑こ参迄来たから︑此の先も失敗しないで行

蔑業一心

←
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大臆盛儀管見

︵一︶

大獲記事

ざごＬ

いま毛の

国府種徳拝稿

ＱＯ明治天皇山陵に氷幣の俵

︵七︶孝明天皇山陵に未幣の儀
︵八︺仁孝天皇山陵に未幣の儀
︹九︶光格天皇山陵Ｆ奉幣の懐
︵十︶鷲田黙定の儀

︵十豆欝田の抜穂の儀

をくゐれいお柔ぴだいしゃうさいおこなを

其一賢所︑皇軍殿︑紳殿

奉告の儀

一賢所︑皇霊殿︑榊殿に期日

ノ

凸も■︐

これけんしよくわら恥いでんしんでんほうこくちよとし

日定まりたるときは之を賢所皇雲殿紳殿に奉告し勅使

じつさ定

登極令第七催に日はく﹃即位の澱及大嘗祭を行ふ期

とうきぶくれいだいでうい

I

『
】

大潅盛儀管見
第二京都行幸以前の諸儀
をくゐれい
れ郵い
牟郵
ぴ牟
だぴ
いだ
しい
ゃっ
しき
ゃい
っと
きうい
達と
きう
れ達
いを
ふれ
しを
いふしきさだどころよ

いい辻いざだいぎ
葎やらとぎやらかういぜんしよぎず鰹はたいれれ
い辻

の鰐
鰐︑
︑及
及大嘗祭は︑登極令附式 の定むる所に依
即位の
翠己
己淫
淫ご
ごと
とう
うき
章ぷ
ぷく
くれ
れい
いだ
だい
いで
でう
うきていもとづ
これ翠
りて之を行ふ︒是れ登極令第十四催の 規定に基くもの
いまそのせいぎついじゅんじせつめい
明す
すべし︒
とす︒今其盛儀に就て︑順次に説明
けんしよ巷じつぼうこくざもも
っつにじ

鰐盛
盛儀の第一儀とし
京都行幸以前の諸儀は︑即ち大鰐
み

し工菅二＄ろれつき

賢所に期日奉告の儀
皇霊殿︑融殿に期日奉告の儀
祁宮︑沸武天皇山陵︑並前帝四代の山陵に勅使稜遣の儀
榊宮に未幣の儀
榊武天皇山陵に奉幣の儀

１１

I

ﾉ

を以
以て始まる︒今其
て見るべき︑賢所に期日奉告の儀を

軍 曹 写 り 噂

諸儀を試みに列記すれば︑左の如し︒
五四三二一

I

‐ 毛

一

しんぐうじんむさんり孝寺ならびにぜんてい芦いさんりょう底うへい

この剣一ていよそｐ〜ゐれいお主ぴだいしやらさいをじつさだ

をして祁宮跡武山陵並前帝四代の山陵に奉幣せし
ひたが

けんしよ坪﹄じつぼうこくぎおこだ

つぎ

む﹄・此規定に擦り︑即位職及大嘗祭の期日定まりたる

日︑直ちに賢所に期日奉告の俵を行はせられ︑績き
どうじつくおうれいでんしんでん
どうぎお匡怒
て同日︑皇霊殿︑刺殿にも︑同一の儀を行はせらる・
いづたいしやらねんぐわつにちもつとう意やら暫うじやらない菩迂
何れも大正四年四月十九日を以て︑東京宮城内に行は

ぷ

もつこれないし﹄どろ

︒︲千つ尋フ

に

ざ

その？ちいまくや↓昔よどざうえい

ふ寺﹄あげぎよ誌んたつ壷かだザ妃

・ぬんかりくわう巷よせんぎ

よごてんざう

才芯はちゆ全あうけんしよそのせいはうくや︒れいでんしか毛のひがし

ｆのしやでんたま

︵二︶賢所の稗鏡塞驚

やたのか子み

おもひか掴のみこと

いしこりとめのみことあまかなやま

の御殿なり︒八腿鏡は︑もと皇祁天照大祁が︐天の窟戸に篭らぜ給ひ

い嫁︐こ

賢所は︐三種の榊器の中︑八腿鏡を模造し米つりし祁鏡起犯らせ給ふ

けんしよ

に賜はりて︑其赴殿となさしめ総へり︒

たま

即ち中央に賢所︑其西方に皇霊殿︑而して其東
しんでんた
いづひのぎづくきうでんや
に帥殿を建てらるｃ何れも櫓木造りの宮殿にして︑屋
ねひばだぷきなりでんともちうかもつせつぞくこ恥きうちゅう
根は栴皮葺也︒三殿共に廊下を以て接績す．之を宮中
でんし牧ら一たて談ついまか．いしほうＬ
Ｌ蓄黙
の三殿と稲し奉る︒今も内侍の泰化するあり︑式部
レ﹄てしやらでんちゃうしや皇Ｌんとうご画ほうしとう窪や角菩うじやらないけ入
職の掌典長︑掌典等︑此に奉仕す．東京宮城内の貴
Ｌよすでそのご定んざうえいを
唾や︒とご
こ︑おい
所既に其御殿の造管を竣はる︒是に於てか︑京都の御
しよあ
けんしよごてんこれこぽ
たま乏のもく
所に在りし賢所の御殿は︑之を殿だしめ総ひ︑其木
ぎいすべもらそうりん芯てんわうほう︲︶
やまとが階哩ばらしんぐう
材を網て皇宗祁武天皇を奉那せる︑大和の橿原祁宮

し也・

なり

管あらせられ︑二十二年に暇皇居より遷座あらせられ

えい

の事ありて︑吹上御苑の巽の方に︑貴所の御殿をも造

こと

其内庭に遜御あらせられたり・其後︑今の皇居御造管

七のたいていせんぎよ

はじきうしやらないさんｈざ一よていちぽくこ繭ちん
初めは宮城内なる山里の御庭に地を卜せちれ︑此に鑓
ねんぐわつかきうじやっえんじやぅこと
座ゐらせられしに︑六年五月五日︑宮城炎上の事あり
あかさかか︑りく詞うきようつたま
けんしよとも
て︑赤阪の暇皇居へ遷らせ総ひしとき︑貴所も共に

I

しときり思兼命の淋慮より出て︲︑石凝姥命に命じ︑天の金山

凸

せられたり︒

二︶賢所

けんしよあ敬一乞才おほかみしんでんそのしんゐおとかしご

賢所は天照大赫の祁殿にして︑其祁威を恐れ畏む

これ
かんじ・けんしよ
よ︐り︑之を﹃カシコドコロ﹄といひ︑漢字にては︑賢所︑

ゐしよきよらしよゐしよとんしよきしよ
もんじあもち
威所︑恐所︑畏所︑箪所︑貴所などの文字を充て用ゐ
かみごに人
Ｌもばんみんい妃志つとかしこ
たり︒上御一人より︑下閥民に至るまで鯨み畏むく
けんしよ

ところ 苦
いな薪うちゅうお
き所との義なり︒されど今は︑宮中に於かせられては︑

賢所を﹃ケンシこと呼ぱる公が普通なるに似たり︒
はじ画やらとごしよちゆううんめいでんほうあんぢよくわ︽つれほうし

初め京都御所中の淵明殿に奉安し︑女官常に奉仕せ
毛の菅げんむか速いし

ぢよくわん

しを以て︑之を内侍所ともいへり．其起源は昔し内侍
どころしん唾やらひもうてんのぽ
所の紳鏡︑飛沖して天に昇らむとしたるとき︑女官

これか月ころもかひぎとたてまつ邑毒づ

之に唐衣を懸けて︑引留め奉りしことありしに基く︒

ぢよくぬぷほうしこの︑量﹄

女官の奉仕は︑此縁によるといへり︒

めいぢ紅んぐわつ茸やつととう琶やら訟ゆききうえどじや全

明治二年三月︑京都より東京へ御幸あり︑善江戸城
きうＵやらさだ
己のけんしようつたま
を宮城と定められしとき︑此賢所をも遷させ給ひ︑

大濃盛儀管見

九
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大燈盛儀管見

たり︒尾張園造は︑乃はち朝廷に奏して︑其榊刺を尾張園に把り心尊

くる脈ね

今其時を審かにせずと雛も︑宮中に祁器を置きて

しを︑崇肺天皇の御世よりか︑垂仁天皇の御時よりか︑
い歌之のときつまぴら
史どきうちゆらし人苛お

ずじんてんわうみよすゐにんてんわうおんとき

番ぎう君ゆら

やさかにのま渉たまとぎ九匙これ
さ奴ば宮中には︑八坂現曲玉のみ留まり給ひて︑之
もざうしんけんしん意やらそなよらでんどうしや︒いつたま
に模造の祁刺と祁鏡とを副へ︑共殿同淋に驚がせ給ひ

勢群宮に刺は熱田紳宮に︲分かち寮がれたまふことｔなりしなりｃ

いつ

の識を以て鋳造せしめられし所に係り之韮天照大紳に未獄せら︑睡たる

みやすひめいつ

の如宮賛姫之を湾きたまひて︐並に熱田神宮は始まりぬ︒即はち鏡は伊

へ給ひて︑嗣米歴代の天皇は︑何奴も同じ御殿にて驚き犯らせ給ヘリ︒
かさぬ弘のむら

．然るに崇紳天皇の時︑宮中に在て︑起臥を同うすろは︑神威韮涜が
すの恐れありとて︲八腿鏡と叢雲制との二つ態︐大和の笠縫邑に移さ

の猫潰いないりわざにひ

ござうえいこｅとひざ

どてんう４めいでんな

食んおと︲．こ〃号くつでんうつたて攻つ
は︑寓一の恐れありとて︑之を別殿に遷し奉ること
ちゅうこい喝いうんめいでんほうあんいた
とせられ︑中古以来は︑淵明殿に奉安せらる動に至り
な︲りうんめい町︑一季とくノた画なだい画い︒ｐじ
し也︒淵明は︑鏡の徳を鞘へし名なりとて︑大内裏時

ひもろぎしきとよす昔いりひめのみこといつ

さい

れしな︑りといふ・

しん素やつほうあん

せられ︑祁薙懇磯城に建てたまひて︑皇女豊鍬入姫命をして之悲蒋

代には︑禰鏡を奉安したる御殿を︑淵明殿と名づけら

まつよりいしこりとめのみことえい
あａのも︑いもこのみことくゎうそおほかみみづか

や茨とひめ

称︑叉天目一箇命の商むして︑肺刺鵡模造せしめ︑皇祁大神の親

ら授けられ犬ろ八坂蝋曲玉と︲もＦ︑宮中に留めさせ給へり︒

垂仁天皇の昨︑皇祁・より授り袷ひし禰鏡と祁刺と二つは︑皇女倭姫

のみことあふいすずかばかみ

靴人みたましろ

命に仰せて︑之距伊勢の五十鈴川上に遥し奉らしめ給へり︒今の伊勢

祁宮は︑即ばち是の昨に肪より︐今は現に天照大神の御霊代として︲

このでんぷぐなさ吉屠あしかざ果し

後大内裏に災ありて︑御造管の事なきもの久しき
わださとだいり
う人めいでんもつしん章・ヤコほう
に亙り︑里内裏となりては︑淵明殿の以て紳鏡を奉・
も・つさらこれしゅんこうでんうつまつ
祷すべきなきを以て︑更に之を春興殿に移し肥らせら
ゆゑしノ毒苫廷うあんきるきたしゅんこうでん
れしことゐり︒故に帥鏡奉安の所を圃叉春興殿とも
しよう

まきじだいみやらもくせう

︲耐んこうでんけんＬよ縁うあん

さ奴ぱ義政時代前後にも︑春興殿に賢所を奉安した

よしまざじだいぜんご

と見ゆ・其他内侍所の春興殿なるとを記せるもの多し・

みそのたないしど二つし抄かこうでんしるおほ

け人しよ﹄ゆんこうでんほんがうなりまたないしどろ

解せり︒此殿はもと武具を納めし所なりしも︑足利義

草薙劇とも解しまつるに至れり︒尊は蹄途︑之を尾張園造建

裾野にて・野火の災怨免かれ︑途に賊起平げられしに依り︑之態一名︑

時︑日本武尊の火災征討Ｆ向ばれし際︑之を未して赴か辻給ひ︲清士の

政時代の名目抄には︑﹁貴所︑春興殿本読也︒叉内侍所﹄

八腿鏡のみ韮祁らせらろｃ倭姫命の寮ぎ置かれし叢雲刺は︑荒行天皇の

定い

き犯らしめ給ヘリｃ因て別に石凝姥命の青韮して︑祁鏡か模造せし

いつまつ

謙不合尊に僻へられ心照鶴蕪不合尊は︑之を皇宗祁武天皇に僻

ふき動︿ずのんことう堺垂︑ふ計あへずのみこと

られ︑写より之韮彦火火出見尊に解へられ︑彦火火出見尊は︑之起鶴蕉

はせ給へり︒是奉以て瑚哩杵尊は︑深かく皇祁大紳の聖旨を泰せ
みことひこほ︑でみのみことひこ晴︑でみのみことう跡や

走覗ること︑猶一は吾起覗ろが如くし心殿避同じうして驚きまつれ﹂と宣

いつ

ら此鏡に︑天叢雲刺と︑八坂壇曲玉と怨添へて︐之走給ひ︑﹃此鏡

あまの称らくものつる善一やさかにのまがた敦

後皇孫填填杵尊の西州に降臨し給ふに常リ︑大祁は御手づか

すめみ敦の脇ことに声誓の忠こと︑せいしう．

もの也︒

○

くさなぎのつるざをはりのくにのみやつこたて
いなたれのみごと

掘ぷ等﹄やま

I

ひ︑近江の騰吹山にて病韮得させられ︑途に伊勢の能褒野にて莞ぜられ

し

糟種命の家に留めさせ衣まひ︑近江の賊韮討たむとて出て立稚ぜ給
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た斗争

ない！どこめＴ郡ば

い事︿

じんむてんわういＥい

めいぢゐしんさいぶつしきはいこむ

大瀧盛儀管見

二年六月二十八日︑明治天皇は︑祁祇官に行幸あり︑

ねん牛わつにちめいぢてんわうじんぎくわん﹃・筈一かう

皇雲殿は︑始めて設けらるシに至りし也蔚即ち明治

ｇわられいでんはじ震ういたなり寸な唾め論ぢ

明治維新の際︑すべて悌式を腰せられしより︑蛙に

いへりｃ

く︒御所再興あらせられし後も︒御黒戸には︑御歴代の御位牌ありしと

常になさせたまひしときの薪にす︲げれれば脳黒戸といふとの事に基づ

かせ衣まひてｂ以坐馴犬や人にてあらせられしときのことを忘れたまばで︑

間走以て︑俳事を修むるの所とせらろ︒其名稲は︑小松天皇の位に即

る居間ありＣ光孝天皇即位の後︑此居間にて怖事態修められ︑胴宋此居

以前は︐京都御所の清凍殿より︑弘徽殿に赴むく北廊Ｆ︑御熟戸と郡す

おんくるど

皇雄殿はＵ剛治以前に於て︑未だ今冊の如きものあらざりし所なりＪ

給ふ所なり︒

たきところ

皇嬢殿は︑賢所の西に在りて︑紳武天皇以来︑
れき定いてんわうくぉらごうわうひならひにくわ今しんみた丈まつ
歴代の天皇︑皇后︑皇妃︑蚊皇親の御蕊を祭らせ

くやら払いでん

新に造管せらる功もの︑亦故ありと謂ふ可し︒

坊らだざうえい

御所に遷座し奉るに際し︑之を奉安すべき春興殿は︑

ごしエせんざ．たてまつさいこれほうあゞんしゅんこうでん

くして︑内侍所と瀞する所あり されど内侍所︑即ち
しゅんこうでんも一一こんくわいと﹃﹁煮よくれいよけんしよ吾晶うと
春興殿なるを以て︑今同夢極令に依り︑賢所を京都の

ない１↑曽尋し主う妄・扇

には︑春典殿ありて紳座あるも︑安政以後は春典殿な

→鰯んこうでんしんざあ〆せいいごしかんこうでん

・もとあきらし
くわんせいいぜふくわ今者よづ
ること︑固より明かに知らるくし︒寛政以前の皇居周一
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おな

︑やつきよえんじやらたけんし鋲ともあかさか

はもでんしようカムムスピノカ・・︑ダヵ弓︑

一一一

天皇の御粥守護の鰯めに藩きたまへる諸祁なりとして

てんわうおんみしゆごたいつＬよじん

いつ

産日祁︑玉蔽産日祁︑生産Ｈ脚︑大宮責祁︑御食津祁︑
これらしん
講侭華伽の八礎のみを驚きまつれり是等入紳は︑

ムスピノカ︑恥タマツ︑くムスピノカミイクムスピノカ︑︑︑オホミヤメノカ︑︑︑︑︑︑ケツノカ︑﹄︑

抑祇官の西院に在りて︑八殿と稗し︑紳産日祁︑高御

じんぎくわんさいゐんあ

とみい琴諏︿しそのさいばふつたちやつこおよ
臣︑忌部の二氏︑其祭法を樽へたり．中古に及んでは︑

なか

榊殿は賢所の東に在り︑八祁及天祁地祇︑八百高
かみまつたまどころ
いにしへ肱もざ１人ゐ
脚を祭らせ給ふ所なり︒古は八座の神位として︑中

しんてんけんしよひが︶あばつじん麺永蛮しんしんちぎやほよる弓の

げ︑宮城へ御遷幸と共に遷座あり︑以て今日に至れり︒

考﹄うじやらごせんかうともぜんざもつこんにもいた

年︑賢所の御殿と共に今の皇霊殿の建築亦成を告

れん妙んしよごてんともいまくやづれいでんけんもくまたせいつ

も︑六年五月︑皇居炎上の潟め︑賢所と共に赤阪の
かりくわうきようつめいぢ堀んれぎ渡いくやつ
暇皇居へ遥らせられたり︒明治十年には︑歴代の皇
れいほかざらくわ負●︺うぐ うひが・綴にくわうしんみた誰がつし
露の外︑更に皇后︑皇妃︑並皇親の御薙をも合祁せ
めいぢねん
のちをんがう空煮
てんわう
られ︑明治十八年には︑後に愈瀧を上つりし天皇の
みたま
あ．は９つたま
めいぢ
御嬢をも︑併せて祁らせ給ふこと少なり︑明治二十こ

れんぐわつ

九月十四日に至りて皇霊を貴所に遷座し奉りし

明治三年正月三日︑此榊殿にて御祭典あり︑翌四年
ぐわつかいたくやつれいいんしよせんざたてまつ

めいぢねんしや皇らつかこのしんでんございてんふく・ねん

く此祁殿に祭らせらる動こと動なりし也・

は︑八祁及天祁地祇と共に歴代の皇霊をも︑同じ

このし〆でんまつなり

ばつじん弱よびて入しんちぎとも加きだいくいつぃい

天神地祇及歴朝の皇霊を御親祭あらせられ︑遂に祁
ざくわ４品・っしんでんたたまどうれんバホつにも
祇官中に︑榊殿を建てきせ給ひ︑同年十二月十七日に

てんしんちぎおよびれきてうあられいごしんさいつひじん

｛

１
レェク

穂せらる︒
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あうぎま．ち

後心皇室の衰へさせ菰まひ︐し正親町天皇のころには︑官舎すらもな

うらくうしひ毛かかくらが

くなりしほどなりしより︑八祁殿も︲卜部氏が私に京都吉田村なる神渠

恐かさいぢやう
岡に奉奮し︑奮場と名づけれるに任かせ菰弐へり︒後天正十八年に至り

いんみやが含

て︑勅許あり︑神祇官代と聯して︲八祁の祁髄韮︑白川榊祇伯の邸内に
いばひ︑朝廷より陰に其資走出さぜられ︑宮垣などあ修理せられたりｃ

じんゴーくわんさいこう

めいぢ

一像兼香に贈りＬ態︑其子道香に至りて︑之韮白川家に返へし︑蛮暦元

でうかいか

然る走同家の臣に︑臼井帯刀なろ者あり︑御祁跨怨盗み出して︑之透

めいぢ よ

年十一〃十一日にｕ神殿の再興ありしなりｃ

一一一一

せんぎねん〆ふう者よざうえいなでんとも

いきをうひやつないせんぎ

に遷座せられ︑二十二年︑皇居の造誉成り︑三殿共に

今の宮城内に遷座あらせられたり︒

其二賢所皇雲殿榊殿に期日奉

告の儀に於ける盛儀服装

けんしェ者じつぼうこくぎおぎし言しだいの
賢所に期日奉告の儀に於ける︑儀式の次第を陳くむ
とう色よくれいふしきさだところじつざごと
に︑登極令附式の定むる所︑責に左の如し︒
たうじつなんじご冠んさう︑夏くじこくもつ蕊ん爪
営日の何時に︑御殿を装飾し︑時刻を以て︑文武

かう屯わんいうしやくしやいうぐうしやてうしふじよさんしふたぎふくさう

ぢよしおい

ちゆら恥いふく

高官︑有爵者︑優遇者︑朝集所に参集す︒但し服装
だんしおいたいれいふくせいさう辛 一いふくふくせい
は︑男子に於ては︑大藤服︑正装︑正服︑服制なき

よ一量海ばか珪

﹁桂袴を以て之に代ふることを得︲﹄

ものつ﹃うじやられいふく

明治の世となりては︑榊祇官も再興せられ︑明治こ
れんぐわつにも．めいぢてんわうしんきくわき串ら々﹄ノてん
年八月二十八日には︑明治天皇の祁祇官行幸ありて︑天

者は︑通常濫服とし︑女子に於ては︑中瀧服とす︑
けいこもつこれか
う

しんもざおよびく勺られいごしんさいじ〃・きくわ人しんでん

祁地祇及皇霊を御親祭あらせられ︑祁祇官に祁殿を

てんもしんざひ笹れ番だいく署れいにしほうし

た
たまぐわつにちもつはつしんちゆらあう
建てしめ給ひ︑十二月十七日を以て︑八神を中央にて耐

其上に桂を箸るものとす︒袴は︑緋の卒絹にし

食くつ

ふつうこ造でうへはか詮は

けいこむかしぢよとわ人つう

︺やらてん黒がく系しぶくゐんちゆ台

い式一品う恥いふくさうたう

ぞくこれひは蛮一

心やうふ〃も

曲布Ｉ一閲Ｎ〃キー﹄

んけいしぷゐんまたおなしを妬しよこ
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掌典長︑掌典次長︑掌典︑楽官は︑衣冠車︑其他は

しやうてんちゃ凸しやうてんじちやらしやってんがくく海人いくわんひとへ之のた

開係諸員亦同じ︒︵式部職︑掌典部︑梁部職員中雨

４

をのうへ一言章ぎはかまひひらぎぬ

の︑即ち桂なり︒普通︑小袖の上に袴を穿き︑

寺耀はこち噂

○桂袴は︑ラチキハヵこと訓む︒桂と袴とは
だんしれいふくおうはぎあた
別にして︑男子の祷服に於ける上衣に富るも

天地祁祇を東に︑歴代の皇霊を西に奉祁せられたり︒
どうねんやわつかじんぎくわんりんぎしやらあらだだじやう
同四年八月八日︑祁祇官は脚祇省と改められて例太政
・主人もとぞくどうね人じんぎしやらばい
およ
官の下に属し︑同五年︑利祇省の腰せらる刀に及び︑
どう画ん噂弓ばつしノヱよびてんしんちざぎう昂ら〃んしようつ
同年二月︑八祁及天赫地祇を︑宮中の貴所に遷させ

て︑俗に之を緋の袴といふ・榛袴は昔女官の迦

がふしはつしんでん叱よう

にもｕやつちいばつじんてんしんちぎざ

られ︑十一月二十七日︑従来八脚と天祁地祇との二座

梼艮ょｈ／しも︑今は中藤服に相常す︒

さらしんでんレギジいたどうねんぐわつ

ぐわつ

なりしを合祁あらせらるシこと功なり︑八祁殿の稗を
はい

１少﹂プロ

腰して︑更に榊殿と瀞せらるシに至れり・同六年五月︑
竪麗鐘壁の浄め貿歴の赫瞬礎壁歴へ窪らせたまふと共

ｊｌ

ほいたん

いくわんひと︿ひどくころも一フ◇シ

1

１Ｊ
Ｆ︑

さうれん・ものじゃ全者もだか

ぅ鑑の圭蚕を握りて露したるを︑扇回国といふ．

といふ︒冠の甲の上に耐半月形の穴を設け︑

かむりかふう︽はんげつがたあな式う

く僻りたるを︑回図画といひ︑舞糖きを溺悶幽幽

あり︒厚額は丁年以上の普通に用ゆる所にし
うすひ炎いかせうれんれうかむりいをあツ
て︑薄額以雲下は︑少年の料とす︒冠の磯を厚

あつひ葵ていれんいしゃ全ふつ・フもち堂﹂ろ

額には︑厚額︑薄額︑透額︑竿透額といふ

ひたひあつひ元ひうすかたひすきひ蚕︺はんすきひたひ

ゐ︑六位以下は︑無紋と定まれ︐︒

いにしへゐいじゃ全ひとゆうもんがかりもち

冠には︑位品によりて︑各その制を異に

むかしふつうさんだいときもち

な

といふ．叉半額とも稗す︒

今くつめいしよらことこじらしる

きとの別ありて︑名穂を異にす︒巾子の後に

一一一一一

に難るをいふ・開園圏とは︑蕊琵擢鰐の鐸なり．

限りて用ゐ給ふ所︑後部に立って︑巾子の上

かぎもちたまところこう亮たこしう︽

えいｈうえいすゐえいけんえいかしばばさかさいえい

長く附著すするものを綴といふ︒叉燕尾とも

大鐙盛儀管見

たりやらまた毛のか元考えんぴに
ちに垂れ︑雨岐にして︑其形燕尾に似たりし

柳枝の如くに焼むの勢なく︑柔かにして直

し韻らかたちなづなりこだいえい
解す︒形によりて名付けし也・古代の鯉は︑
ｂうしご 一たゆいきほひやはらたぎ

ながふちやくえい弐たえんぴ

嬢には︑立纏︑垂撰︑巻纏︑柏挟︑細撰な
ど︑癖の羅鍵鐸し・開周幽とは︑毒雲睦挿に

またはんひ更﹄よう

ともいひ︑此虚に透しのあるものと無き§の紐年の者︑上気の洩れむ篤めに斯くはしたる
との二鐸あり︒霊の鏡を礎といひ︑融きと侭もの趣︒唖の婆を輝雄職に識したるを閏閏圏圏

ここずか

りて︑答は軍ばる装飾となれ６︒冠の甲を額

かぎ一したんさうしょくかむＤ︲かふひだひ

とむるを︑答といふ・後に掛緒を用ゆるに至

墾己のちかけをもちいた

．毛のおんびんもとぎりいところ
ウプリ﹄は︑其一昔便なり．髪を容るシ所
こしもとまりさとほかむｐ
を巾子といひ︑髪に差し通うして︑冠を

口冠は正しくは﹁力︑プリ﹄といふくく︑﹃力

かむりたず

昔は普通参内の時に用ゐたり︒

袴等を箸せざるの制なれば︑束幣の略服にて︑

億かすとうちやくせいそｆ︑たいりやく品く

ひあふきい匙ちゆらけいもせぎたいしたかさね詔もで

﹄詠詮さしぬきはあさくつもちうへはうぱい
袴に指貫を穿き︑瀧沓を用ゐ︑上には絶を披し︑

せり︒古五位以上の人は︑有紋の冠を用
ゐいかむもんさだ

かむりゐひんおの︐ｆＩせいこと

込む榛にせり︒

こやう

中世以後は︑周園に骨を入れ︑中に冠と同
うすもの．ばかむり・くつつくこれさ
じき羅を張り︑冠と別に造りて︑之を挿し

ちゆうせいい背﹂しうゐほ値いなかかむ画おな

︽ハ吟︑ｈアｃ

』

もとは桧扇︑今は中啓を持つ︒石帯︑下襲︑表

○衣冠軍とは︑衣冠と軍とをいふ︒軍は衣の中
色▼あいまぺつこぃくばつれいとわん
に在れど︑今は別に之を加ふるを常とす︒衣冠
せいかむ・りかひとへあこめちやくした
の制は︑冠を被むり︑軍衣︑相を著して︑下

布衣軍とす︒︶

K
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容﹂

えいたらしろた
ぷくわんけい
鯉を焼めて後に垂るシなり︒武官とてもγ警
ひみなすゐえいもちえ八
固にあらざるの日には︑皆垂緩を用ゆ︒綴の
たばやうしんかこしたか

ざマフＴこ手︑

ところ

二四

こうせいえいかざしたずつく叩つ

︑●くつかけを△もち

となき所なりしに︑後世饗も誉も︑唯作付け

の装飾となりしより︑別に掛緒を用ゆること

い︒とこれせいかむりさいうひやつみ．どこみ

のちぷくわん

はじ

綾は︑菊花を竿切にしたる如き形を成し︑

とな奴りｃ
おひかけ託くくわばんせつ︸﹂Ｄ己埜乞な

これ承んくわん知ごり

焼め様︑臣下は巾子より高からぬやうにする
を毒緋とす︒閑騨一とは︑癖を厩へ琴き︑鰐塗

まやうこ上︺

はしむすつ毛のはＬきくとぢ画と

ゆゑ

端を結び付け︑其端を菊綴の如くしたるに始

ひとへ

い↑ト

つひぷくわんさう

りかたちいろもやう

がいじゃくれんひとかさ恕

もじごとたんい菌

これもち

まる︒故に﹁オヒヵヶ﹄といふ・後には武官の
うんどうばげ
かむりおやすとた
蓮動烈しくして︑冠の落ち易きを止めむが潟

よしのち

れい︐ＩＩＩＩＩＩ

宝たきふようお系ひぷんくわん

焼め雲みて︑暖日木の挟木にて止め置くをいふ
な・りこれ汚いＤえんじやらぢしんらいめいひじやう
也︒是は内裏炎上︑地震︑雷鳴など︑非常を

め︑之を用ゆるに至りしも︑遂には武官の装

すゐえい

けいご

警固するとき︑叉は急用の御使などに︑文官

飾となるに至れり︒

もとえいはずほを

ぜ⑧今堕

Ｌた軒﹄

ゅ︒六位以下の官人之を料とす．今は判任官

つれ

ず下に箸るものとす●概して若年の人は︑重
●へしもんちうねんＬやとほずへしもんもち
菱の紋︑老年者は︑遠菱の絞めるものを用ゆ

これもちＩＩＩＩＩ毛のえいぼをなはふたすぢうち
之を用ゆ・厩跨睦とは其饗細純にて︑二筋の内︑
ひ０とすぢこくふまひとすぢくわらしょくなり

謹易しよしたがされした考﹄・ふく

口相は︑鴨とも書す・下襲の下に著るべき服
こ︑烏・せいこ毛であ．たふやわたい
なり後世の小袖に常る︒冬は綿を入れ砲こ

・為こめ

るを常とすも

ゐいかくわんじんこれれうい獣ばんにんくわん

いた

の垂纏を︑かくさまにするを例とす／・厩蹴嘩と
おりものもちくちらほれふたすぢ

は︑織物を用ゐず︑鯨の骨二筋さしたるを用

シ誰く

は︑元鯉の幅細きものなりし由なれど︑後に

口軍は︑文字の如く軍衣也︒形と色と模様と
おいたせうさいだんぢぶくわん
に於ては︑多少の差異あれども︑男女に開せ

たた画しらぎ芦黛みぎとお

に巻く︒雨幽幽とは︑鯉の端の姪になるやう︑

凶事の時には︑文官も亦巻綴を用ゐ︑之を外

きぷらじとき尿ん・ふんまたけんえいもちこれ詮と

に用ゆ︒近世家によりて︑巻き榛を異にす︒

もちキ﹄んせいいへ

笹ぢぎはさお

りの挟木にて挟み置くをいふ・是は文官の冠

緋にて之を製す︒冠の左右︑雨耳の庭にて︑
かけをこれつゃ助うじんかみ︷細く坊かむり
掛播に之を付く︒もと老人の髪少くして︑冠
あた
変甘ふちを
を止むること能はざりしより︑冠の縁へ緒の

I

一筋を黒布にて巻き︑一筋は黄色のまシ也．

このかんな．りて人わうＵや勺あんｊ﹂きどれ・フ

I

枚も三枚も重ねて之を用ゐたり︒後世は︑た

まいまいかさこれもちこうせい

I

此冠は︑天皇諒闇の時などの御料なり︒
かけをかみよりもつこしかりやつみ韓

L

掛緒は︑紙捻を以て︑巾子に懸け︑雨耳の
うらへあきとしたむすとざ
一異を謹砿願の下にて結び止むるものなり︒も
q

をくたいや

これ為惇壌

ざしき

だ束帯の具として︑之を袷になし︑儀式のみ
ふつうべにいる

一﹂力

とくたいりやく

ふくさう

まいこれちやく
いろめへうり
に︑一枚之を箸するのみ︒色目は︑表一異とも︑

隆もつで貝うへこれかさ唾もち

普通紅色とす︒遊には︑束帯を略したる服装
をくたいときごと

ひもさとほいつ

なるを以て︑環の上に之を重ね用ゆること︑
ざ１︶山寺﹄

束帯の時の如くす︒
ばか詮

いま

口指貫は︑フソ﹄に紐を指し通して縫ひ付
ふく曇

せぎじむゐむくわんＬやれいふく

け︑く動りて膨ませたる袴をいふｃ
えんぴふくさうたう

いまばんにんくわんれいふく

○布衣軍は︑昔時無位無官者の鵬服にして︑今
もち

ちゅうこいごぷけしよう

か︑りきい

の燕尾服に相常す．されど今は︑判任官の澱服

弐Ｄとうとぎこれちやくようしよこ・う

ゐいじゃ．

に用ゐらる︒中古以後︑武家の稗して︑狩衣と
ところこ︑うせい
くザ歌たりよかうたかがりけ
なし動所︑後世には︑公卿も亦旅行︑麿狩噸蹴
ほい

鞠等の時に之を箸用し︑諸侯にして四位以上の

ものおなこれらときこれもち
つくりわきひらけって昔

したき

ほ

七でぐちく︑リさし力

者も︑同じく此等の時に之を用ゐたり・布衣の

ひどへたんい

製は︑服を開いて闘服となし︑袖口に括を刺貫
てくぴと二つこれＬ
これせい
き︑手首の所にて之を締めるやうに之を製す︒
い

・くつこれくはしよつ

いくわんか史ぱあゞひ

い玖

軍は師軍衣にして︑下に著るものをいふ︒布
ひとへもとをのうもあ・
衣といへば︑軍は固より其中に在りされど今

おごと

は︑別に之を加へて稲すること︑衣冠軍の場合
に於けるが如し︒

しょうたまごてん

てんぱうころ

けって零﹄ごばうくうちゃっおんこぐさく

は︑闘脹御砲︑空頂︑御黒帽とす．

けんしよこう

げんめん一宮走

い躯し︿い

つぎてんわうくわらごうｎ﹄宮きでんとぎよつぎ
次に天皇︑皇后︑綾締殿に渡御あらせられ︑次
てんわうぎよふく嫁寺︒じ隙苫ほうし誉捉ふくご全く
に天皇に御服を供し︑侍従奉仕す御服は︑御束
たいくわらろぜんごはうてんわうみゼいれん
帯︑黄樵染御砲にして︑天皇未成年におはすとき

き

る︒昔は内宴の舞等をも︑此に行はしめられ︑
けんしよ
ときｆ〜ございしよ
時々御在所となりしことあり︒されど賢所の
うんめいでんひととう芦や里うつのちもとかく
淵明殿︑一たび東京に移さ奴し後は︑固より此
ごみ︾こ﹄︸
の如きの事ありしを聞かず︒

むかしないえん芝かなどこ圃夢迂

制なりしに︑天保の頃より．七間四面に改めら

せい

うんめいでんにはへ酒せつぞくいまけんしよ
温明殿とは︑庭を隔てシ接績せり︒今も賢所
と﹃︑窪やらきうじゃ︽ないうんめいでんこうはうぼくとう
ほうきい
を奉蒋せる︑東京宮城内の淵明殿の後方︑北東
あ淀ゐちあこうざういにしへけんめん
に鴬るの位置に在り︒構造は︑古九間四面の

つりしころは︑此殿正しく宜陽殿の北に位置し︑

このでんまさざやうでんきたゐち

京都の御所に於て︑賢所を柵明殿に譜きま

浄やらとごしよおい暇んしようんめいでんいつ

なし給ふ篇めに使用し給ふ御殿なりとす︒

たまた

せらるワ際︑雨陛下を始め︑諸皇族の御召更を

さいりや今︵いかはじしょくや墨﹂くおんめしかへ

Ｏ綾椅殿は︑鼓には東京宮城内なる︑賢所の後
け．︒﹀しよさい心零匡鰹
はうゐちひとむ胆
方に位置する一棟をいふ．賢所の祭事を行は

こ刀とう意やつきうじやらない

王妃︑女王︑綾締殿に参入す︒

わうひぢよわうＤ拳っ智でんざんにふ

1

○束帯は︑燕飛吉恭の恭禰艦にして︑古は衣

k

つぎく雪たいしく誓たい卜ひしんわうしんわうひないしんわう

ゴ1

次に皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑
大鰐盛儀管見

＝

1

大瞳盛儀管見

せ︑うぞ︐Ｉ

くわんおのゐせうぞくこれたいそくたいひゐのせう

ャぴ

冠を︑宿装束といひ︑之に封して束帯を︑書装
ぞくとな
そのせい
かむりはうしたが主語ひ貞
束と瀞へり︒其制たる︑冠︑砲︑下雲︑軍︑
雪易おも蔭か詮あかおほくちぜきたいしたうずくつとうぜん莱
細︑表袴︑赤大口︑石帯︑機︑履等を︑全部
具備したる装束をいふ︒

ぺつ

一一一く

あこめかさつたまのちつぎ冒菖響ひも

したがされ毛のかたちあだかこ毛で寺﹂とまへそで

と相とを重ねて著け給ひたる後︑次に表袴の紐
を鍔ぴ︑総る礎に確鐸を砕させらる︒

下襲は︑其形恰も小袖の如し︒前は軸よりも

すこながうしろすとなかかしちた

しゃく

きんせいおよすそしたがさ麺

少しく長く︑後は裾を成して︑昔は地に垂るシ

うし一つふちや４したか宝ねあはせ

こと三尺なりしに︑近世に及びては︑裾と下雲
はなぺつ
したかき雨香
すそ
とを離して別たらしめ︑下襲を著ずして︑裾の

みを後に附著することシなれり．下蕊は︑袷に

ふゆごそく．たいつい毛のごちやくようしだいの

へいかごそくたいおいいろもんヤブとも
陛下の御束帯に於ては︑色も紋様も︑共に一
毒す︒嘩窪と鐸とによりて別あり︒されど錘に
は冬の御束帯に就て︑其御著用の次第を陳ぶる

儀に於ては︑黄樵染御砲を召させ給ふ・
かむりむぷん︑りつえいかぶ・おんこし
冠は︑無文の立楼を帽らせられ︑御腰には︑

﹂

ひ上へ

和

おんあしいたまこし

お姥せ

またわたい

ぢあや宰旦﹄

これげんこんりくぐんレやつかうせいざう

けふおびどめまさるかばおびるゐじ

刀は︑もと文官の侃かざる所なりしを以て︑古

ち

天皇の石帯には︑主として白玉を用ゐらる︒太

てんわヲ韮ぎたいしゆはく雪よくもちた
窺んくわんは堂扇もついにし︿

たるとき︑剣の帯留に巻く所の革蕊に類似す．

せきたいま

の儀︑即位漉常日貴所大前の儀︑井に紫辰殿の
ぎおいくわらろぜんごはうめた珪

苔毛くゐ恥いたうじつけルしよおほまへ℃ぎ趣らびししいでん

砲は下襲の上に箸け給ふ︒賢所に期日奉告

なりとす︒
はうしたがさ銅うへつたまけんしよ言じつぼうこぐ

して︑地は白綾︑文は小葵︑裏は黒︑文は遠菱

ぢＴ︶ろあやぷんこ一緊ひうらくる悪んとほぺし

ａはじおほくちめこれはかきした寺﹄
先づ初めに大口を召さる︒是は袴の下に箸る
しゆはかき
くれなゐきぎぬどれせいこ虹
一種の袴にして︑紅の生絹にて之を製す雲︒之
つたまうへお旦暮弾詮めこ
を著け給ひし上に︑表袴といふを召さる．是れ
易躍ぜばか誰
お竺﹂しゅんばく誓いくわらあられ
は袷の袴にして︑表は純白の絹に︑車と霞とを
うきおりうらくれなゐひらぎぬも雪ら
浮織にし︑裏は紅の李絹なるを用ゐらる︒さ

石帯を老かせらる︑是は現今陸軍婚校の正装し

︾﹂・し﹂シ手９ベーレＣ

れど是れには︑御足を入れ給ふのみにて︑腰の
どころむす

慮を結ばざるま少になし置かれたまふ・
そのいろくれなゐもん
つぎひとへめ

そのうへ善一めめ

次に軍を召さる︒其色は紅にして︑紋は四

あごめ

菱なる鐸織擁なりとす︒其上に相を召きせらる︒
ふつ﹃・フ易はせ

初には︑軍なるあり︑袷なるあり︑叉綿入れな

ごはいよう

はいきつ

ば一う

てんわうごどくたいたちば
天皇の御束帯には︑太刀を侃かせられざりし
い匙へいかだいげんすゐゐ
も︑今の陛下は︑大元帥に居らせらる塾こと

｝

なれば︑御侃用あるべきことシ拝察せらる︒絶

I

るあり︒されど普通は袷にして︑地は綾︑表は
紅にして文は葵︑裏は紅の卒絹を用ゆ・此軍

＃

くれなゐあや翰謬うらくれなゐひら芽ぬもちこのか貞

】

1

み﹂

さうたう

いた

に至れり・

毛のながはんながぐつぐらゐ

は火ましんかくしもしあさぐつ

は

すわはふ

まあかおほくち確か寸

る儲にて︑坐らざるを法とす︒

三︑軍に相を重ねて著し︑然る後袴の腰を

大鵡盛儀管見

五︑次に竿腎ｃ

つぎはんぴ

別なれば裾の腰にて結ぶ︒

ぺつ意よ医っｆこしむす

四︑次に下襲を著し︑帯にて腰を結ぶ︒裾

つぎした恭さ恋豆．くおびこしむす藍ぶつ

︲むす

結ぶ︒・

ひとへあこめかさちやくしかのち催かさこし

こ︑次に表袴に足を入れ︑未だ腰を結ばず．

つぎおもてばか念あしいいまこしむす

一︑先づ赤大口袴をはく．

ま乃

との二人を要す︒但し後を取る者は︑立ちた

にんえうたずらしみとものた

口束帯著用次第前を収る者と︑後を取る者

そくたいちやくようしだい量へとものらしみともの

用ゐ︑挿鞍を履くことなし︒

もち

職といふを履き給ふ︒臣下は︑樺若くぱ浅沓を

あい

に相富するものにて︑其長さは半長靴位のもの
なり．無縁にて抵笹識す︒華姪に誌恥鐸識の癖

御足には︑機を穿かせらる︒是は今の靴下

おんあししたうづばこれいまくっした

と江一す

めたるものなりしに︑後世別に之を附して装飾

こうせいぺつこれ︑ふさうしょく

の前面には︑李緒を著けきせらる︒是は平組の
ねりい←くな減しゃくはぎずんよ
緒なり︒練統にて組み︑長さ二尺︑幅三寸除と
つるざおびむすあままへた
なす︒もとは剣の帯の結び除６を︑前に垂らし

ぜんめんひらをつ．これひらくみ

K

『

（

た民署悪獅詐いき

ほそみじかし

くげでんじゃらぴとぢげもの

いにしへす唖︵そくたいときかな必これ

もち

いふくれいしるＦ轟誰しるお箪震堂Ｊ

うらくれ玩ゐさだ

二七

滋つふゆ一とも

絹︑裏は何れも紅の李絹を用ゆ．今は通じ

市松と瀞する紋様に似たり︒晴れには浮文︑
ゐいかしらはりひら
糠には墜蝉なりとす︒四位以下は︑白張の季
ぎぬうちいづくれなゐひらぎぬもちいまつう

いもまつしよ会もんやうにはうきもん

位以上は︑実に霞の紋ゐるを著す︒綴は俗に

承いしゃらくわら一留虹もんちやくあや恥ぞく

に︑表は鱈日にして・裏は紅と定めらる．三

宰竺﹄しろ﹈

ふは︑此下に大口の袴をはけばなり︒夏冬共

このしたおほぐち畦か哉

口表袴は︑衣服伶に白袴と記せり・表袴とい

おもてば力さ

せり︒老人は︑古へ白張の絹なるを用ゐたり．

ちうじんいにししらはり巷ぬ

至るまで︑古は縄て束帯の時に︑必ず之を
もち
のちすゐかんひたた岨したまたこれ蔦く
用ゐたりｃ後水干や直垂の下にも︑亦之を箸

いた

立つるさのとす︒公卿︑殿上人︑地下の者に

た

と異ならず︑唯表袴よりは︑卿か細く短く仕

寸均１こ

表裏共に紅色の卒絹なるを用ゐ︑其製は表袴

へうりとも今︿にいろひちぎぬもちそのせいお竺慮謝十

時︑表袴の下に︑必ず著る所の下袴にして︑

ときおもて臆蛮李したか雄らきどころした確か辻

□赤大口袴は︑略して大口ともいふ・束帯の

あかおほやち智塀巷りやくおほぐちそくたい

十︑次に冠を戴き︑樺をはく︒

つぎがむりいたざくし

九︑次に太刀を侃き平緒を附す︒

つぎたちはひらをふ

七︑次に石帯．
つぎざエたいかい散このせいと
八︑次に魚袋を懸く︒︵今此制を採らず︾

つぎせきたい

六︑次に砲︒

つぎばう

(

︑

大瞳盛儀管見

くわらあられもんもちひもほうてきとき

て軍と霊との紋あるを用ゅ︑紐は縫液の時はす︒
まへけって蓮ときらしろこれむす
誓言はうしたい

二八

これ手記斗

前︑闘股の時は後にて之を結ぶ︒裾は︑袖の下よｂ出づるものとし︑是は絵
斗﹄

なごとうらころも

うらくる毛のもん︿しとう

ひとへ談へのごとひとへお言男した
麹いじゃ全おゑ﹂しろとのもんふせんあや
口軍は︑前にも述べし如く軍衣なり︑相の下にして︑三位以上は︑表を白︑其絞を浮線綾

に箸癌津き詫の味して︑名妙如く嬢沈き衣睡と恥頃裂確顎︑し謹職を曇琴垂なぷい毛の
り︒紅の綾の張りたるを用ゆ︒紋様は︑男口手管は︑砲と下襲との間に著る服なり・其
ししやくれんもの鷲一雫へＬもや頭ちうれんとほ
せいたがしゃくばかとではぎわづすんぷ
子若年の者には︑重菱を用ゐ︑老年には︑遠製︑長さ二尺許り︑袖の幅︑僅かに一寸五分︑
すんばかり

守へしもち
ひぢなかいた・ほどしたらんは寸
菱
あ
る
を
用
ゆ
︒
菅
の
半
ば
に
至
る
程
と
す
︒
下
に
は
欄とて︑幅七
壱詞まへのごルー善 一めしよしたがざ銅
つさいうわきひだたむ

いるめへう︒ｐともふつう︑︿にいる

ｚ︺

こ〃︑しよと

口相は︑前に陳べし如く︑縞とも書し︑下襲寸許の﹃キレ﹄を付け左右の脇に蕊を盤みて︑
した秀ふくこうせいこ芝でざうたう
せはうまたひだいろこぎも島さき之
の下に箸るべき服なり︒後世の小袖に相営す脊の方にも︑亦壁あり・色は深紫に染むる
いにしふゆわたいまい
腸ノしき
ちゆつこいらいふのこかね
るものにして︑古へ冬は綿を入れ︑二枚も三が本式なれども︑中古以来は︑鉄子織蕊にて
まいこれかさも皇らこうせいたぎとくたいや
じらいくるはん
枚も之を重ね用ゐたり︒後世は唯束帯の具と染めたれば︑黒色なり．されば爾来は︑黒竿
毒巻ざしきたずまいこれちやく
ぴし主うまたそくたいばんぴりや︑
して︑袷となし︑儀式のみに唯一枚之を著す管との瀞あり︒叉束帯により︑手管を略して
寺﹄

いは洩るぷん屯や控せう

ぞくはんぴりやく難くふん恥うぞくこれ

とうきよくれいふし誉きてい

るのみ︒色目は︑表一暴共に普通は︑紅色なる箸ざることあり︒
も
ち
も
︲登極令附式の規定によれば︑所謂文官の装
した毎．通秀ようしたが莞孟ひとへ昏力はんぴ一ぎだ

を用ゆ︒

昔

こうせいした蕃翁一つしろ︸かじかぺつ菅ようふ

ざだ

ごじよこがだちたひざいた

ばう

ちやくよう

口下襲︑裾下襲は︑環︑柏と竿腎との間に束には︑半腎を略し︑武官の装束にのみ︑之
乏のがたちこうはうおいどう
箸るものにして︑其形は︑後方に於て︑胴よを着用することシ定めらる・
れんぞくないた
こ恥奪苓つ
とのぜいえ︲りえい
り連績し︑長く垂るシものあり．之を裾とい口砲は﹃ウヘノキ亘といひ︑其製︑襟を英

I

I

、

9

ふ︒後世︑下襲の後を短くして︑別に裾を附語のｏ字を積にしたる形とし︑長けは膝に至
色やくＬ方が六承いろめでうれいふ少おゑ一しる
はうほうてきはうけって巷にうやう
著す︒下襲の色目は︑通例冬には︑表を白︑る︒砲には︑縫肢の砲と︑悶服の絶との二様
・一ノらくるなつひ史すばうじ・あいるゐ
裏を黒とし︑夏は軍にて︑蘇芳︑二藍の類とあり・一縫岐一といふは︑燕の藤より羅艇を緯ひ

】

ふざ

したらんは丁巻ぬ

患こつけってきらん

塞ぎたるものにして︑下に欄とて︑一幅の絹
蕊ん屯わん羊・つぞくおいうこのほうてき

を横に付けたり︒閥肢には︑欄あることなし︒

文官の装束に於ける砲は︑此縫肢なりとす︒

ＩＩＩＩｌｌ造でしたｏやらわぎぬらん
つろしろたけながした
願耀雌といふは︑袖より下︑雨肢を縫はず︑欄

いにしぷくわんともがらせちゑ言やらかうとうちやくよう

をも付けず︑後の身を長く仕立てたるものに

ふくなりたがぷとわんつうじやうほう

て︑候古へ武官の輩︑節曾︑行幸等に箸用する

の服なりし也・但し武官とても︑通常は︑縫

てきはう．もちぎぢやつひかぎけって者ちやく
鮫の砲を用ゐ︑儀杖の日に限り︑閥雁を著す参︒
ばういろめいにしひとゐかい
毛のどめ
ゐはうし朱う

位砲の瀞さへ

砲の色目は︑古へ人の位階によりて︑其染

色を異にするの制なりしより

いろことせい

これ︲︐毛のいろじだい
へんせん

たいばういふくれうせい

之ありしほどなりき︒其色は︑時代によりて

ゐこぎ函︑ｂききゐあさむちざ哲ぷあさ哲らさき

愛遷ありしも︑大賛衣服令の制には︑
ゐこきひゐあさびゐふか壱りゐあさ一種﹄Ｄ

一位深紫︑二位淡紫︑三位浅紫︑四
ゐこぎ員藍しよゐあさ更啄むゐくわらばう

位深緋︑五位浅緋︑六位深維︑七位湊縦︑
かいわか

とうきよくれいふしききてい

八位深標︑初位淡標︑無位黄砲

ぞくしんにんくわん壱てにんくわんはうくるかうとうくわん

の十階に分たれたり︒登極令附式の規定する
宮云いろめ・くるひもへざしゆかぎくおう
所︑色目は︑黒︑緋︑標の三種に限らる．皇
族︑親任官︑勅任官の砲を黒とし︑高等官三
低いきつどうみ

等以下五等までを緋とし聯六等以下を標とし

とういかとうひとういかも含吾

そのばうさだ

ＦＬ

Ｌ篭だいしゃ今ぐう管牙︼てい

もの酢

でう︐︺や今てんちやらい

こぐはうそうにん・あ人詔ぷびゐいじゃうもの

式︑大嘗宮の儀を規定せる一篠に︑掌典長以
会﹄のうちち﹄↑くにん４わみ麺よびゐいしやら
かふくさうしめ
下の服装を示せり其中︑勅任官及五位以上
あ

へう肱う乏のたものあへうはやう

の者に在っては黒砲︑奏任官及五位以上の者
考﹂てい

に在っては線砲︑其他の者に在っては標砲と

規定せらる﹄
せ署﹄たいそくたいときもちかばせいおび

ぎぶくせきるゐか一︑一り

くろかばおびうしろあた

口石帯は︑束帯の時に用ふる︑革製の帯にし
どころ

かくあめひゑんけい

すんぐちゐぎよくせき

て︑玉石の類を餅にす︒黒き革帯の後に富る
一﹂

かこ

しろい０４

い氏

し

庭に︑四角或は圃形なる一寸位の玉石を︑十
．もんじとつひだり︒はし
箇ほど︐白統にて十文字に綴ぢ付け︑左の端

る︑りてんぞうばく証よ・竜

に︑鮫其とて︑今いふ水尾金めりて締むるや

竜塞ぐせ萱るゐしゆＪｆ︑ｌ

うにせられたるものなり．

鵠いじゃ会おぷぴゐさんぎたいまいめな・フし

玉石の類に極々あり︒瑠璃は天皇︑白玉

蓉よくせ卦﹄はう

じゆんぱうゑん．

は三位以上︑及四位の参議︑歌瑠︑蛎珊︑紫
た・半とうゐい胆や全もちいづつうこれいし
檎等は五位以上に用ゆ︒何れも通じて之を石
ａろたもえ︲

おの︐Ｉ１ゆうもんももん・くつ

ず潅憾

といふ・玉石の方なるを巡方といひ︑同なる

ゆう．もんじゆんぽうゆうもん氏ろと阜一むもんしゆんぱうむもんまス．と皇

を九鞭といひ︑各有文︑無文の別ゐり︒即

．しゆわか

ゆうもんおにじしたうてう

ち有文巡方︑有丈九輔︑無丈巡方︑無文九輔

からくさるゐほ

こ︑うせい

の四種に分たる︒有文とは︑鬼獅子︑麿鳥︑

唐草の類を彫りたるものにして︑後世には︑

１１

か
く散るまりもちつく
角と九とを交へ用ゐたるものを作りしことめ

二

て︑其砲を定めらるべきことシ拝察す︒同附
大涜携儀管見

九

1

I
.

大鰐盛儀管見

妙｜きたいひとすぢなぷおびひきまは

そのあ宝ところらしろはさ§おかたちのこ

り︒石帯は︑もと一筋の長き帯を引廻して︑
いま釦ゐさうしょく

をば

そくたいときはいよう

たち

其憐れる所を後に挟み置きし形を道せるもの
劃舎りたち

にして︑今は唯一の装飾となり了んぬ・

口飾太刀とは︑束帯の時に侃用するの太刀
ざやしたしまたちんぽくつく

をいふ︒鞘を紫檀︑叉は沈木などにて作り︑
宝たまきゑ
叉は蒔繕をなし︑銭鑓︑畷諏挙にて雛れるを

著一たうじつようて昔

いふ︒儀刀にして︑賞用には適せず︒
ひらを
そくたいときおきうし朱く

ながしゃくはぎずんよ

ひらぐみを

塩

かけをおひかけつ

三○

したうづくししたうづした葱苦ざをくだれをｂ

にして︑掛緒に綾を著く︒

口機︑韓継は︑下履の義なり︒束帯の折

しろあ．や苦いあさ

・ぬい宝た

か丞隼これもちそのほかちやくようしゆ
には︑必ず之を用ゐ︑其外には著用せずｃ主
ぴごと

ゆぴとこるあ

ぱ

としき白き綾︑絹︑脈などにて縫ひ︑今の足

袋の如くにて︑指の所を開けざるものなり．
くしくつ蔵りか率かばつ．くじやらぷ

︾・彦彦つこれ︒︑︑したん

樺は靴也︑下部を革にて作り︑上部には苔

らはなお

徹の花を織りたる錦を付く︑是を樺蕊といふ．

またくしおびかばぽを力なぐつし

まへ

ぎんせい竿久︺をくたいとき？うれいあさぐつ○も．ち

あり．樺は固より深杏に馬すべきものなり．

の︑︐しザＵ︐こふかやつぞく

こうせいふかぐつしよう

叉純樵とて︑革の細きに金具を付けて締むる

はうぜんめんつ

口卒緒は︑束帯の時に於ける一の装飾にし
い入︾く

こうぜいひらをよりいと

がい

て︑絶の前面に箸けたる卒組の緒なり︒練り
ふ︺

やうにす﹄後世︑深杏と瀞するは︑前にあれ
あさぐつふかぐつしゆ
ども︑概していふときは︑浅沓︑深裸の二種

ゆゑこのな

締にて組みたる︑長さ二尺︑幅三寸憐のもの
た参り﹄おぴ
ひらく
とす︒もと太刀の帯にて︑手たく細みたる緒

口束帯の概要は以上の如しと錐も︑登極令

ふし言きてい

し

たせうきりやく

ぱあひ

がいりや色こどうやう

とのも心ワ燈ころしようそく

Ｏ黄擦染御抱黄櫨染とは︑天皇陛下の召さ

くわつるぜ〃︽てんわうへいかめ

韮ぬか

をくたいがいえういじゃつごといへどとう巷よくれい

近世の習魁束楕の時は︑通例は浅沓を用ゆ︒

なり︒故に此名あり︒後世の卒緒は︑捻緋に
ｆ︑いるいと号もつきりたけほうわうたう︲︲︑わ
て組み︑色統を以て︑桐︑竹︑鳳鳳︑唐花︑

附式の規定するところ︑概略之れと同様にし

津つだくつ⑲もの

だちおびまへむすた

たちおび

唐烏等︑種々の模様を刺繍にせり︒太刀の帯

て︑而かも場合により︑其用ゆる所の装束に︑

たうてうとうしゆＰｆＩ皇もやうししう

とは︑全く別の物にして︑唯前に垂る少のみ

多少の差略あるを兎れず︒

たぎまへた

なり︒もとは太刀の帯を︑前にて結び垂れた
そのむすあまかたみ

︑かむり

ごはうしゆ
き産じのみＬ忍と
せたまふ御絶の一種なり︒黄樵果の汁に一Ｌ染め

る︑其結び除６の記念なり︒

まへいく？参夫ぜつめい会云これ
口冠は︑前に衣冠軍を説明したる所に︑之

しものにて︑溌色の綾を以て製す︒文は︑幅

しやらじゆつ氷んとわんを．Ｕんあつ箕へ︶ずゐえい

清いＦＩＩいろあやもつせいぷんはず

を詳述せり．文官は︑無文︑厚額︑垂継にし

可﹄

六領︑睦八篭の韓に︑派︑砿︑雛騨︑鵬瞬挙を︑

かけをが津くわんむもんあつひだひけんえい

１Ｊ

て︑掛緒を懸け︑武官は︑無文︑厚額︑巻綴

I

戸

こん︒︿んしや分ぎよふくず雄はこんりよら

ｈ

狗んこぐまくざよくわ人

みせいれんいま奇︶げんぷく

食︿こと

かたち

ゆゑ少︑うちやら

牙﹂しひ古の言

侍従奉仕す︒次に天

けのしゃくもくしやく

すんぱふけい

しやらとういへ瞳．﹄︒さうゐしやらはじ

機︑柊︑樫︑榊等を用ゆ︒後世には︑寸法︑形

さくらひ画らぎかしきか散とうもちこうせい

○筋易には︑牙易と木易とあり︑木は椎︑桧︑

しやく

皇に御易を供す︒侍従奉仕す．

わうおんしゃくきよう〃しい︽ほうし

次に天皇に御手水を供す

つぎてんわうおんてうづ量ようじじゆらほうしつぎてん

空なり︒故に空頂といふ︒

くう

さおいこれむすたまいたすぎｇＵ
後に於て之を結ばせ給ふ頂には冠なくして

りやく

や﹂Ｄよ﹄

よ

○空頂御黒績は︑フウチャウ︑オンコクサク﹄

その︑ｂんやうきりたけほう

浮織とす．黄樵染と︑鞠塵御砲とは︑天皇の

と訓む︒未成年におはすときは︑未だ御元服の

し︒

ならへいあんてういごたうふうさいようよ
奈良︑卒安朝以後︑唐風を採用せらる参の世
あ

れいふく

くわぅろ世んもち

せい

ぷくわん卦くさう皇も．ち

とうきよくれいふしも

己のせい

ゐいか

おんしぞもと

しかちゅうこいちいれいふく

たいれいぱあひ

はいきつ

おんい？ぎぬおんこもきおんながばか珪

次に皇后に御服を供す．女官奉仕す︒︽御服は︑

つぎくわ合ごうぎよふくきぶらぢよくわんほうしぎよふく

牙易なりと拝察せらる︒

けのしゃく

ことシなり︒大瀧の場合なれば︑御坊は固より

もくしやくきだ

ゐいじゃ全けのしゃくと

象等︑家によりて柳か相違を生じたれど︑初め
しゆ

於て行はれし奮儀を罷めさせられたれば︑晶服

は五位以上に︑牙易を取らしめ︑六位以下は︑

もち

を用ゐらる刀ことなく︑主として黄樵染を用ゐ
させ給ふ︒

けってきも・ち

○五衣婦人の服装に︑晴の服と︑蕊の服との
べつ

い？ぎぬはれふくもち

三

一

御五衣︑御小桂︑御長袴とす︒︶
ふじんふくさうはれふ〃︒つれふく

闘肢を用ゆるの制たり︒登極令附式には︑此制
さいよう
てんわう詮せいれんけって昔
を採用して︑天皇未成年なるときには︑闘肢の

別あり︒五衣は︑晴の服に用ゆるものにして︑

たま

大濃盛儀管見

御砲を用ゐさせ給ふこと塾したり︒

ごはうもち

まで開きたるものにして︑武官の服装に用ゆ︒
せうねんまた強いきさかんもの黙くわんおな
少年も亦︑精気礎なる者なれば︑武官と同じく

あ

Ｏ開腺御・祖未成年におはせるときは︑此御砲
めたまけって昔ぱうりやらわきい
す毛
を召させ給ふ・闘肢は︑砲の雨服を縫はず︑裾

たま

験せい紅んこのごばう

木易と定まりたり︒然るに中古以来は︑職服の
とき
時のみ︑飛録を誹り︑識には狩録誌りを醗ゆる

したるものを用ゐられたり︒今は大極殿に
お繍い
おニ芯をうぎやぺんぷく

ぬひとりももいまたいきよくでん

遥・宗舞︒藻・粉米︒赫赫の紋榛を︑捷服と裳とに

もうとういもふんまいばばつもんやうぺんぷ・くもす二︼

ぎよいもちたまりつげつせいしんさんりうくわくわ
の御衣を用ゐ給ひ︑日・月・星・辰・山．龍・火．華

れ︑濫服としては衰晶十二章の御服︑即ち衰龍

に在っては︑黄樵染の御砲も︑軍に朝服とせら

く幸らろぜんごはうたんてうふく

わうきりんまたてんわういぐわいこれもも一

さだ

御著砲として定められ︑其紋様たる桐︑竹︑鳳

ごちやくはマフ

風︑睡麟も︑亦天皇以外に之を用ゆることな

事あらざる前の事なれば︑御黒噴とて︑御冠の
・ぜんがくあたまとう
略せられたる形のものを︑前額に富て給ひ︑頭

うきおりくわらろぜんきくぢんごはうてんわう
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大稽礎儀管見

へ基くまいかさきむかしこれかき調うお垂
軍を五枚重ねて箸るものとす︒昔は之を重桂と
あみ杏まい
まいかさ易やひばぽ
いへり・或は十枚︑二十枚を重ね︑或は初めよ
かさごと毛でくＬずあはうら
り重ねし如くに︑袖口のみを合せたるゐり︒裏
みなく虹なゐひらぎぬもち もていくまい
いく呈い
は︑幾枚にても︑皆紅の平絹を用ゐ︑表は幾枚
あやひどうしよともち
詞や画まい︐こ．も
にても︑或は同色を用ゆるあり︑或は五枚共に
おの７１ｌいろ心︵つこれいるが広レエラ詮の
各色を別にせるあり︒之を色溌りと講す︒其

かささくあがきふぢがざ
ぞくいつ動きぬな．つ

ひとへ

しらきい

重ねやうには︑楼重ね︑藤重ねなどいふあり︒

俗に五衣を名けて︑十二軍衣といふ・
ちゃくようしだい︒ましたうｆきい

コノヘ齢で萱ぬちやくいつ︑ぎぬ之でうへ詮のた

ながばか辻

著用の次第は︑先づ下に内衣といへる︑白絹
いふくっつぎたがひばか誰
の衣服を箸け︑次に長き緋の袴をつく︒長袴と
ナ雄にこ
をのうへひ．とへとの
いふは︑即ち是れなり︒其上に軍衣をつけ︑其
だん７１１

れいふくさうたう

みじか

上に五衣を著す︒五衣の袖はご上ほど其長けを
かくいいるあひみ
短くし︑段々にして各衣の色合を見ゆるやうに
かさこのい？ぎぬうへうち書つ︒お勇一ぎちやく
重鬼・此五衣の上に打衣を箸け︑表衣を著し︑
乏のうへこもききふくさ・フぜいやうれいふくｆ頚ら
其上に小珪を箸る︒この服装は︑西洋祷服の中
おほちをたいとち

や

だんくわんそくたいごとから

の具といへり︒たとへぱ男官の束帯の如し︒唐

ぎぬ回十毛リや﹄こも雪ついくわん雪と

そのせいぎんせいいたおはむい？

衣や裳などを略して小桂を著くるは︑衣冠の如
巻ぬお墓︶菅こ

と

おほちきこれちやくよう

し﹄といへり︒其製︑近世に至りては︑概ね五

これたまざだたま

衣の表着に異ならず︒大佳は︑もと之を著用せ

しにゐらず︑之を賜はるものと定められ︑賜は

のちこれ辱是こも者したなほれい

ひ庫か歌

あやかくれなゐ嘘かま

りし後︑之を改めて小径に仕立て直すぞ例とす︒

Ｏ長袴は︑緋の袴をいふ・或は紅の袴とも
ふじんふくさうはれつれくれなゐ

なが︾弼さうがひ・Ｐｕみぎこしむすた

いふ︒婦人の服装には︑晴にも蓑にも︑紅の

長袴を穿っ・紐は︑右の腰に結びて垂る．

つぎくわ皇﹂う﹃﹂てうざ曹嘗ぢよらんほうしつぎくやら

次に皇后に御手水を供す︒女官奉仕す︒次に皇

ごうひあふき考ようぢぶくわんほうし

后に櫓扇を供す︒女官奉仕す．

もち

一蜜一の壷全一ざ

だんし一緊啄

ひうすいた

むかしだんしもちひあふきぢよし
Ｏ桧扇昔は男子の用ゆるものを桧扇︑女子の
しんわう

まいゐ

ゐ

まい

用ゆるを細扇といひ︑男子の扇は︑桧の薄板を︑

あ

液つふ命ともこれもち

親王には二十五枚︑四位︑五位には二十三枚〃
ゐいか
宝いさだしろ箸ぬいとつげ
六位以下には十二枚と定め︑白の絹統にて綴り

ゑもヤブらうえうこれこと

ぢよしひ壱等古の毒いた・乳いしゆ

にす︒女子の栴扇は︑桧板を三十九枚とし︑種

あみぎ

に︑後編幅の製せられしより︑此方は冬のみの

のち︿んぷくせいこのはうふゆ

合はせしものにして︑夏多共に之を用ゐたりし

こもき

濃服に相巻里１

き

扇となれり︒糟の模襟は︑老幼によりて之を異

らち嘩

Ｏ小擬小桂とは︑大佳に封したる瀞にして︑
惣う
ごとさう
桂とは︑猶ほ打ちかけ箸るといふが如し︒装
ぞくえう羽筈ぜうこれからぎぬかばうへを書もの
束要領抄に︑﹃是は唐衣の代りに︑上に箸る物な

々の色統を以て之を綴ぢ合はせ︑其除りを色々

︐ｆ１いるいともつこれとあ毛のあま・いろ︐Ｉｌ

ウ

からぎぬ逼手毛ぐもの

I

り﹄といひ︑﹃暦衣︑裳までを一具したるを︑物

リ

一傭

むすを淫こ鰹さお

に結びて︑長く之を下げ置くことシすわ・
このかんぐ駅しよゐんくわらたいしくわらたいしひしんわうしんわう

此間︑供奉諸員べ皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王
ひないしんわうわう巾うひぢよわうくないだいじんじじゆ三一やら

じく心んぐ津

し︑雲燕予娘︑識琵癖︑藤謎垂︑悪妙︑鐸歪︑港癖悔

つぎてんやフないぢん言︑ふざちやくぎよじじゆっけんじほう

次官供奉すｃ

次に天皇︑内陣の御座に著御︑侍従剣璽を奉じ︑

ぐ領ぢんこうつぎくやつごうないぢんぎよざ亀くぎよぢょくや心

外陣に候す次に皇后︑内陣の御座に著御︑女官

しきぷし手↑しやらてん床がく不しよ＆ゐんふくさう

んぜん漬うし袋ゐんしんさん

つぎけんしよおん泉藻吻ひらこのかんかぐらうだぞう

ぐやったいししんわうわうたい恥いしもや今ふん

るのみ︒

奉告の儀

毛くゐれいお朱ぴだいしやらさいきじつさだ

たのひもつけんしよ

其三既に行はれし期日の

に各退下す︒
く曾地いでんしんでん善じつほうこくぎそのざけんしよ
皇慰殿︑紳殿に期日の奉告の儀は︑其儀︑賢所の
おんすぎぎけんしよぎこと
しぎご上
式の如し︒たや御鈴の儀なきは︑賢所の俵と異な

狗のノー１たいか

に諸員秤磯︑次に幣物︑祁鱗を撤す︒此間︑抑薬歌
そうつぎみどびふとこのかんかぐらうだぞうつぎ
を奏す 次に御扉を閉づ・此間︑祁楽歌を奏す︒次

し茨ゐんはいれいつぎへいもっしんぜんてつこのかんかぐらうた

次に天皇皇后入御︑供奉出御の時の如し︒次

拝澱︒
つぎてんわうちうごうじゆぎよぐ然しゆつぎよときご人つぎ

はいれい︒

皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑王︑王妃︑女王

くやったいしひしんわうしんわうひないしんわうわうわうひぢよわう

鈴︑内掌典奉仕︶次に︑皇后拝澱︑次に皇太子︑

すが賑いしやらてんほうしつぎく曾曹うばいれいつぎ烏うたいし

ぞ領ぢんこうつぎてんわう﹃﹂はいれいごこぐぷんそうおん

大漉使長官︑式部長官︑侍従︑皇后宮大夫︑大職使

外陣に候す．次に天皇御拝職︑御告文を奏す︒︵御

袴︾

ほんゐつ

次に大濃使高等官著床︑次に式部官前導︑諸員進参

っ書・砺昨於虻郷非蓮華述詐た幼ｆ

堂雇おいすでこ雌の

○謹袴朝集所参集の催︑女子服装を規定せる

てうしふじょさんしふでうぢぶＬふくさうきてい．

規定せられし鰐に郷て＃賑に巷をっ謹劾にす︒

きてい

Ｏ衣冠車式部職︑掌典部︑薬部職員の服装を

じくわんぢよくわんふくさうか

次官︑女官︶服装を易ふ︒︵男子は衣冠単︑女子は桂

たいれいしちゃうｒふんしき隼ちやらあん恒心卸らくわ台﹂うぐうたいふたいれいし

妃︑内親王︑王︑王妃︑女王︑湾内大臣︑侍従長︑

「

即位鰐及大嘗祭の期日定まるや︑其日を以て︑賢所︑
くわら心いでんしメでんほうこく菩習雇
皇露殿耐祁殿に奉告の儀を行ふは︑鍵嘩錦の鍵録する

一

して ︑ 本 位 に 就 く ︒

次に賢所の御扉を開く︒此間︑神楽歌を奏す︒
つぎしん小峰んくいもつ章ようこのかんかぐらうたをうつぎ
次に祁鱗︑幣物を供す︒此間︑祁梁歌を麦キー次に
しや皇﹂んちゃ全のりとをう

掌典長︑翫詞を奏す︒
つぎてんわうしゆつぎよしきぷちや争わんくないだいじんぜんかうじ

次に天皇出御︑式部長官︑宮内大臣前行し︑侍

しゆ今けんじほうじじいらちやらじじゆうじじゆら系くわへちやらじじゆっ幕

くわんざよどごう

従剥璽を奉じ︑侍従長︑侍従︑侍従武官長︑侍従武
鐸ドぷ

供奉す︒

官︑御後に候し︑皇太子︑親王︑王勅大職使長官

つぎく雪ごプレ男ぎよくやつごうが︑うたいふぜんかうぢよあんぎぶ﹃﹂幸﹂う

三
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次に皇后出御︑皇后宮大夫前行し︑女官御後に候

・・大鰭盛儀管見
〃

大濯盛儀管見

堂扇このざたいれいししや分り堂三

じ

このざ一お戸冠

所なり︒此儀よりして︑大濃使の掌理する所となるも
すでたいしやらいんぐ つにももつひとこの
のにして︑既に大正三年一月十七日を以て︑一たび此
ざお匡魂￥うけん烏らたいこうぼうぎよたい肥い
儀を行はれしを︑昭憲皇太后の崩御によりて大磯の
えん巻こさらたい︐皐曇︒ねんＦわつにち︑一ぜん
延期せられし矯め︑更に大正四年四月十九日︑午前九
ぃ・一んもつ一属だたいれいしきうちゆうけんしよくおう
時三十分を以て︑新なる大濃使により︑宮中賢所︑皇

れいでん１﹄〆でんおい・異

是の日︲岩倉掌典長以下︑各掌典︐掌典輔︑式部官等は︑午前八昨憩

霊殿︑祁殿に於て︑再び此儀を行はせられたり︒
リ︑御殿の装飾を行ひ遊九時十分︑大山︑徳大寺︑東郷各大動位︑大隈縄
平田︑板垣︑後藤︑原︑牧野︑鷲藤各大臣待遇︲芳川槻密院議

四

皇謹殿町榊殿に於ても︑同様の式あり︐午後十二時四十分︑全く宮中

等はじ幣物禰撰を撤し︑各員退出す︒

せられ︑大軸位以下の拝鰐奄維りて．再び耐築歌の吹奏中脹︑掌典次長

拝稽．天皇陛下入御の後︑皇后陛下御代拝︑並に各皇族御退下あら

下御代拝︐吉見掌侍︲亦諦員の最敬謄中に御拝稽︑引減き各皇族殿下御

し︑御拝臓の後︑即位臆及大嘗祭御期日の御告文を奏し給ひ︑皇后陛

従へさせられ︲内陣に出御０諸員の最敬稽中︑朝山内掌典︑御鈴を捧持

三

の御奉告悲愁はれりＣ汝ぃ皇謹殿︑神殿に於ては︑御鈴を鳴らすの事な

かりしの差逢あるのみ︒
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理大臣︑寺内朝鮮総督︑各幽務大臣︐奥︑井上︑長谷川︑川村各元帥勘山

本︑土方

長︑陸海軍大勝︑根密順間宮︑親任官︑徳川貴族院議長以下︑伯子男爵

同時に伏見元帥宮殿下︑閑院

縄代各二尺︐各鵬奏任官総代各一人︑大鰐使高等官等︑大鵡服︑正装︑正

大脳宮殿下︑親王︑親王如︑内親王︑王︑王妃︐王女等︑綾椅殿に参入せ

服︑通常鯖服にて︲匿所朝集所に参集

おんいたこし

天皇陛下には︑御板輿Ｆ召されて︑綾椅殿に波御︑日根野侍従・ふり︑

らろこ

くわうろぜ人

哉櫨染の御泡︑御立挫︑及御務等韮供し参らせ︑御手水の儀あり−
臣心瞭司侍従長︲内山侍従武官長以下︑侍従︑侍従武官︑屈従し︑朝山

あさやま

皇后陛下御代拝︲吉見掌侍瞳御手水を行ひ︑陛下には︑波多野宮内大

物を供へ︑岩倉掌典長の祝詞あり︒

内掌
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扉奄
奄開
開き
き︑
︑祁
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奏楽
楽中
中にに
︑︑九燦掌典次長以下︲紳撰︑幣
陛下にはり戸田式部長官︑波多野宮内大臣御前行︑清水谷侍従御刺起
奉じ︲砺匠侍従長︐内山侍従武官長ｂ侍従︑侍従武官︐蚊帳各皇族殿下韮
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差別よう卒等へ
めいぢゐしんいらいわがくにしやくわいじんしんふうびだいしてう
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詮の狗う︒︵い系んめい池にふたさ・くつ
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び卒らど・フす刀

だい・Ｌてうかせいふく

や

﹂いた

おぱいな

し

びゃ写どう造
だい し て う

ルレ﹂

よこれ

可と老

あ刀ざ
ざ参
ひひ
やや
らど
参く
くつつ
らう
どうをのりへい

たり

じ

との建設に努力せんには︒嵯差
差別
別よ
より
り李
李等
等へ
へ︑其利弊
ともけんちよ異どいまぎんじ一︺︑ナーた︑
いせいし走球
共に顕著なりと錐も︑今は暫時
大勢
勢に
に従って︑
時︑
︑この大
なりとくしつ
毛のりをさのちおも註ろ毛のへいたなり
一得一失は
其利を牧め︑後徐に其弊を矯矯
ＵＵ
べべ
きき
也也
﹄﹄一
ことつれゞてんかことたいせいぜせ
んいだ
ぜう
んだ
りう
ょ・う
りょう堂畠
事の常なり．天下の事は︑大勢
勢を善導利
利用
用す
する所に︑

けんせつどりよく

を善導し・其勢極って︑一樽稗の
の機
機運
運に
に際
際禽
禽せるの時
こたいせいか
きらけんしつ
ざ
さくつも
心つ じよけんゐ
此の大勢を駈って︑更に健貫な
なる︑差別と秩序と権威

ぜんだ．フそのいきほひ至る垂てんＩ
誉Ｉ
う誉ん
いい
・・あ
てん
うさ
んさ
たい
い

天下の大勢なり︒如かず︑之が
が潮
潮頭
頭に
に立
立っ
って
て︑能く之

一Ｌ令フーＣロブ元

てんかたいせいしこれてう．とう元

々たるも︑能く何をか潟すべき
への
の大
大思潮は︑
き︒
︒卒等へ

よなにな

す︒此時に富り︑徒に差別とと
︑︑秩
秩序
序と
と︑
︑椎
権威とに識

このときあたいたづらさ↑くつ・・い
づい
じづ
よじ
けよんけんゐ︲れん
・・

宅の毛んざいこんぽんてもひてい

消磁し︑減殺して︑其存在を根本的に否定し

しかぜんＬやいはゆるぷんめいかいくわなもとがくもんざ︸げい

ユ

せうまめっきつ

り平等に進まんとする賦曾的改革の思潮即ちこれ也︒

b悉
ノ
ホ

大思潮下に征服せずんば巳まざらんとするに至れり︒

しか

而して前者は︑所謂文明開化の名の下に︑隼間抜塾の
幽碇ふしんぽ一再界と麓ｕおうふう心くいぞ ャもばう証Ｔノ
輸入と進歩とを促せると共雁︑欧風米俗の模倣と︑物
しってきぷんめいばつたつけつくわ
こうＬやぼうけんせい
質的文明の護達とを結果せるが︑その後者は︑封建制
どばくわいわうせいふくこたいげふ十ｙゐかう
さらかいきふだば
度の破壊︑王政復古の大業を遂行して︑更に階級打破
みんべ矩多とうこくみんかいくいあゐひじいうみんけんせつ苦くわし
四民李等︑圃民皆兵︑或は自由民権の説となり︑識曾
せいぢぜつけう
つひＤつけんせいぢじゆりつみいた
政治の絶叫となり︑途に立憲政治の樹立を見るに至れ
刀やらしやＬ一もみやくらく／わん？うじ
り︒而して︑両者は共に脈絡貫通せるものにして︑爾
らいあひひあひたすいきほひ櫛か．芦弓Ｌや〃あいあこの
宋相牽き相援け︑勢の湾ふ所︑赴曾を塞げて︑此こ

丁；を

大に就るものと知るべき也︒

よすでたいしやらい湾いしてうますｊＩｌその極いりよく

五

一

I

世は巳に大正に入って︑この二大思潮は︑益々其勢力

時言

とく

苫

↓一︽一睡

ぴやつごうびやらぎうひとしらず︐︾ちずあひ諸

これへいとうなうさつかんじゆ

誰．︾やづど︒そのこゑなん今つく

しかせじん

陥って︑之が弊費に惜殺せらるシをも甘受せんとする
に

ひつ言やら

え隆つ

つひ．あ参上墨ら少う

み

得んと欲せぱ︑そは途に悪平等ならずんばあらず︒見
くわこおしゃく領くＰＬいしやらいさぺつ篭うとう
よ過去に於ける吐曾の過程を︒牡曾は差別より平等へ

一二一︿

ず︐細じ︲︺や〃あいすうぜいざぺつ琴晶会ごうす垂

Ｐえゃ・フ

評し手く渥

じだいげん︐尾ニラ

現時杜曾の趨勢が︑差別より李等へ進みっ参あ︐りと
いへど

ひみ−必客らご巴んしさうかいこと→兵が

や

錐も︑これ要するに一時少くも一時代の現象にして︑
しんじ汚いたうらい
印がて穂謡より奉咋に謹むべき新時代の到来すべきは

ぽしやくわ︲口げ．んじつてうゑつきたしんじだいじゆ幻ぴ

火を賭るよりも明かなり︒吾人思想界の事に従ふもの

がとたびこのけんもた

群んじしてうり

は一歩吐禽の現責より超越して︑末らん新時代に準備
捻堀柊筑一﹃可もく

象たざ王きちよら

だんりうるどう

せざるべからず︒一度此見地に立たば︑現時の思潮裡
かんし少

荒リ芝の無が小︲ますゐめんあら

に甚だ注目すべく︑叉頗る貴重すべき暖流の流動しつ
毛のこゑいまたか

いへど毛のくわつどう食↑寺らつ

つあるを看取すべき也＆其流や未だ水面に現はれず︑

た

ず．旬︵姫らいけいて善けんゐしつつゐけいしさて軒もつじよに

卸し〆しづ

其謹未だ高からずと錐も︑其活動の溌湘たるものある
じ人かくＵつりよくをんちようこ
は事責なり・をば他なし︒人格と資力との愈重是れな

しゃ〃らいあびやらどうしききいまつ

り・凡ての外形的権威は失墜せられ︑形式的秩序は破
くわい

あんｊＩ１ｐひ上﹂りんかく獄んゐじわりよＦ︑げんゐ

壌せられっシ︑吐禽を塞げて平等の色彩に一抹せられ

こぐこく之のせいり随一皐︑念乏の

おつどう天ふん

み伊

んとするも︑晴々裡に濁り人格の擢威︑資力の権威は
きた

Ｌ人じだいち一つじよけんゐ

刻一刻其勢力を増し︑其活動を礎にしっ勢あるを見る

その元い

べし．かくて来るべき新時代の秩序と権威とは︑この
鱈いせいりよくよ︸誓元けんせつなりたいしやら禿→︶ん
二大勢力に擦って新に建設せらるべき也．大正の維新

壷﹂じんすべかご垂いいたげん

じふう︶Ｌうぜんだうあく寺皐ラどう一蓋い・りうへいぢよきよ

げふじゃ唖じゆ

だいセいりよくかせてんくわつどうェ

進み︑叉平等より差別に進む︒一高一下︑差別李等︑

は蓋し︑この二大勢力の開展と活動とに依って︑其大
さぺつとが

はらんあひなれきしつ堀くりか︿さくつと顎

悲皐らどう．と矛千．﹀やつどうあく零や含苓フ

けだ

波澗相潟して歴史は常に繰返しつシあり︒差別に止ま

業を成就すべし︒吾人は須らく︑錘に意を致して︑現

またびやうど・フとず

ウ

ざぺつあくざ令くつ

︒

I

す雪里た稚陸皆一どうさ手くつす声

ることなく︑叉卒等に止まることなし︒差別に止まる

時の風潮を善導し︑悪手等に陥らんとする流弊を除去
菱らだけんせつむか
し︑新
なる建設に向って︑輝に毒鱗する咋なくんばゐ

かうげきベヨ皐合どう

に似たり︒平等！・其馨の何ぞ美しき然飢ども世人
のぞ ご と 一 端 告 つ ど う け つ げ ん し つ こ れ う
の望むが如き李等は︑決して現貰に之を得べくもめら
なりもこれげんじつ
り黄一うとぎ
ず︒畢寛するに理想に止まるもの也︒若し之を現責に

おおい

光輝を失はんとす．李等へ平等へ・人は不知不識の間
もくへうむかひたすらやくしんあく誰畢うどフ
に︑この目標に向って︑只管に躍進し︑その悪平等に

くわら誉うし芯

今や高きものは降り︑低きものは上り︑吐含を卒均
みぺ型やつどうけんゐげんゐらレ漣げんゐ
して一味卒等︑権威ゐりしものは権威を失ひ︑権威な
けんゐえ臆んこぐみんＤんけん
かりしものは権威を得んとす︒かくて一般幽民の人権
どうじＣん．弟く農もんばつかたがきかん
やらやかうしん
漸く高進すると同時に︑人爵や︑門閥や︑肩書や︑肴
ばん妾あだこれａでけんゐへうちよらこと︐Ｆ１その
板や︑其他是迄︑権威の表徴たりしものは︑悉く其

いまたか夢︑沼ひくのぽしゃくね唖へい希ん

賓力と人格

時

の差別は︑悪差別にして李等に止まる平等は悪平等な

）

り
4

−
−

なり

らざる也︒

畢制改革案
くわばんけう．い〃︑てうさくわい

１■１﹄

矛一くもあんがんもく

こと

ちゆ合がくたつ

力・串４だいたすう

しうようかねんいじゃ凸

過般教育訓査曾にては︑菊池案の眼目たる︑﹃中皐卒
ゼいおよど弓とうい臆らがくりよくロ

けう．いく豚謹こ航くかう汚いがく

生及び同等以上の筆力めるものを牧容し四箇年以上
つうくわ詮のたさいもくわた

ほん力うせいしん偽とづ

激育を施す皐校は大肇となす事﹄の一項を︑大多数
もん

ぷ
卦し
レ
年二
ヤコささ
らら．
．人ん
たなて
．あ
を．
たて
ほなほＬうきてうさ︐あい・亮心てい

にて 通 過 し ︑ 其 他 の 細 目 に 亙 り て は 本 項 の 粘 祁 に 韮 き

しか準ゆららいりやらＬや

がく

しや︑わいじつさいあたわうｐｆ１詮のうひ

単組織となり︑漸次畢間の権威を分有せんと努力しっ

占有したること慨に久し・︑其後私立専門畢校は績々大

ざるべからず︒数箇の官立大事が︑橘６単間画権威を

る時は︑こ飢叉﹁卒等この現代思棚が致せる所篤と見

他に斌禽的要求多々ありし結果ならんも︑一面より見

のものにあらず︒叉必ずや畢問の篤の畢問なかるくか

といはざるべからず．然れども畢問は賞用の潟めのみ

の畢制改革を見れば︑吾人も亦菊池案に賛成するもの
電ｚ︶ひつえうかいかく
しかまたてんかたいせい
にして︑而も叉天下の大勢として︑尤も必要なる改革

叉献禽一般の聾となれり︒是等雨鮎に立脚して︑這箇

にして︑早く吐曾の賞際に常り︑畢理と責際との調和
えうきう
よつうじつさいて きぎりやらや弓せいつと
に依て得る賞際的技量の養成に勉むくしとの要求は

上三診

獣たぴ管どう

すうこ

け入だいして弓いたし鋲ゐみ

わざりつ湾いがくひ︐とがくもんけんゐ

すふ︑︑ひさをのどし︑りつせんもんかくかうぞくノ●Ｙ１だい

みご刀主たきくつぴやヨどうし

七のいきほひむか生活つひきくもあんけういくてうさくわい？フくわ

かいかくぴやらど・うて折一おんけい雷やらいうや

これもつたこんぼんて菅がくせい

がくをしきぜんじがくもんけんゐぶんいうＩどりいう一

せんいう

けつく朱

つありしも︑之を以て足れりとせず︒根本的に畢制を

らず．若し畢生にしてこの方面に向はんとするには耐

たしや あいてきえうきうた・

改革し︑卒等的恩恵を享有せずんば巳まざらんとし︑

須らく其一生を以て単間に捧げ︑決して名聞利達を
いた

かんしゆう

こひ瀬が

すて

がくもんじつようた

Ｌぶらがマフ

けつし入もつがくげふじゆうじ

十べか毛のしや豆もつがくもんざもけつめいぶんりたつ

もがくせいはう排人むか

主たか畑らがくもんためがくもん

しか

がくせいかいかくみ︽ごじん重たきくもあんさんせい

またしや／ふい砿んごゑ︲これらｎ審て人ｂろ妾弟らしゃこ

其勢の饗ふ所遂に菊池案をして教育調査曾を通過せ

はやＬやくわいじつさいあたがＩＤじつさいてうわ

なきんとする畢生は︲成可く年限を短縮し︑卒業を速

がくせいな感べねんげんたんしゆく毛つげふすみやか

弊にして︑賞用の潟めの畢間が︑近時斌愈一般の要ゞ求
舎けんちよりＵじつし力かくごとがくもん
となれるは顕著なる事賞なり．而して斯の如き畢闇を

へいじつよう・たがくもんきんじＬや診あいばんえうきう

難を受くること甚だ多かりき・こい責に︑雨者混同の

なんうはな感おほじつりやらしゃこ入どう

問を獄せるものが︑吐曾の賃際に常って往々無能の批

もんな

潟の畢問となくんぱゐらず︒然るに従来は︑この雨者
こんどう
じつようためがくもん
を混同して︑賞用の篤に畢問せんとするものをも︑肇
ためかうとうが・く
もんためがくもん
闇画篤の畢闇ぞなさしめっシありしが潟︑高等の単

ためがくもん

嘗塗に暁ふ心確も雲彫は︑雪離の鑑の雪蹴と︑琴恥の

1

しむるに至れりと見ば︑錘にも亦差別より卒等への思

１１

L〆

希ふくからず︒既にこの決心を以て蕊業に従事せん
ものめね人瀞ん
とする者は︑眼に年限ゐるべからず︒穂読めるべから

めんみ

部省にて災に案を立直し ︑秋季の調査倉にて再び提
しもんこ・と心ノブ言．︑
かＪ市価旧臼﹄︑﹄ず牙一一Ｌ︑酋舎皇ノブ﹄０
諮昨郡問
する事に決定したり
ごじんもつこ虹みとき
しゃこがくセいかいかくごと
吾人を以て之を見る時は︑這簡畢制の改革の如きも

I
I
J
ﾛ
ジﾌ

てうてんか・たいせい

一一一戸

七

ー 里

の業鴬

出 文

潮が︑天下の大勢たるを看取し得べきにあらずや．
時

−
一
一
一

昨筒
しんがくもんためがくもんきうじんしんりばつけん

ず︒真に畢間の爵に皐問を究蓋し︑真理を駿見するを
けかがくもんもつひたすらこう
もつむじや会じげふ
以て無上の事業となすべく︑決して畢問を以て只管厚
せいりようめい・詞八．ｂたつや︲なりしかばかや一
生利用名聞利達の具となすべからざる也︒而して博士
りやらしやつう毛のじつり歩︑じんかくけん

だｂ寺﹄くもあんおだい

いなごじんおほこれしいへど

て︑公卒無私に授興せらるべき也§菊池案に於ける大
がくゐんはたしやはんがくもんためがくもんもの
畢院は果して這般畢問の霜の畢問をなさんとする者の

こう︿いむしとゆよ

の単位の如きは︑この雨者を迦じ︑其貫力人格を験し

がくゐごと

けんも圭

ち雲うち正

三八

壷﹄じんまたぎけ︑がくわいともこ・恥らけうふ〃︑しやたいど

顕著なる︑吾人亦蹄一協曾と共に︑是等赦育者の確度
もつ１﹄や︐尤陵しんＬＡあくえい毒やつあたいうがい
を以て吐禽人心に悪影響を輿ふる有害なるものと認む
しかいかしゃこし入れんばつたつき
るに跨跨せす︒然らば如何にして這筒信念の護達を期
二じゆ今ぶん﹂︲一半︑ｂ・壬しんぜえう
すべきかといふに︑是帆充分の熟慮と審議とを要する
もつた
ひとけうい︐︑しやたいどおちた
こと
事にして︑濁り教育者の態度を改むるのみを以て足い
あゐひかていおいあゐひ１﹄やく韻けういくおい
りとすべからず︒或は家庭に於て︑或は吐曾敢育に於
たｆさじんこ︒せつげん
しゆ︐Ｆ１と
はうほふ
て︑種々取るべき方法あらん．只吾人の並に切言し

じつりぶくじんかくや．うせい

よこれらりや︒しやくぺつ一︽壱らもつくわんぜんがくせい

ため之な

当二ろ

だうとくといたづらｈ毒ろんもつこれをし

し

こ意りこ〃︽一

ラコ上Ｌんかうゐげんどう

に

Ｐ一やら

易もおこ１︶ん

理解を主として情に訴ふることなく︑信が行篤の原動

りかいしゆじゃ全

ても︑道徳を説くに徒に理論を以て之を教へんとし︑

︒○の

日祉曾の責情は賞に知的教育の弊に堪へざらんとする
しうしんくわおい
みじんかく．やうせいもつもくて暫
者ゐり︒見よ人格の養成を以て目的とする修身科に於

にちしや︐ふいじつしやらじつもて箸けういくへ．都た

す聾じゃ宴しきけういくＬ汚い尚ういばら

たきは︑我邦の教育が︑知的激育に偏するの弊を矯め︑

ういく︿んへ姉．た

篤に術へらいたりや否やｐ吾人多く之を知らずと錐も

進んで情的敬育に至大の注意を擁はんこと是れ也今

しゆがん

毛のりうへい

けつとく言

蔦︲ら

しうけうしんほうが乏

壇漂よしかごじんす

けういくｆ一のうけいはつ

凸やらＵ少ゆゑん

がい

害せざらんとする素り好し︒然れども吾八は進んで情
て寿︾けういくばつたつしぶらぷうおなり
的教育の護達を懲憩して措かざるもの也︒風上韮り

−

一

ー

わがくにけ勺ういｆ︑ちてさ

能く是等雨考の脇別を明かにし︑以て完全ぼる畢制を
毛の
しかいづ
えむつはうかしか．フい
得ば︑賞に邦家の至幸と謂ふくし︒而して何れも︑其
主眼とする所の︑一に賞力と人格との養成にあるべき

またろんまなり

や叉論を 侯 た ざ る 也 ︒

情的教育の必要

﹃﹂れも し も し ？ く っ し よ し ん ね ん ば つ た つ 星 一 が い

寺﹂

わがくにけうおくじつさい︲み︑けういくしやつれ１．︾うけうむし

〆しじつ

じつじんかくこんこ恥かん言やく

力たるやを知らざるに似たり︒情Ｉ情ょｋソ起る信！二
●ワよく

墨に婦一協曾は決議文を蟹表して日く︑﹃被教育者

れ賃に人格の根蒋をなすものにして︑之を閑却したる

ひいうい〃︑しや

の心理に自然に護現する宗教心の萌芽は敦育者に於て

教育は︑知能を啓護することはあらんも︑決して徳器

きききけふ．︑偶けつぎぷんはつ子．ういば

之を無硯し若くは蔑覗し因って信念の護達を阻害する

を成就する所以にはあらざるなり︒宗教心の萌芽を阻

Ｌ入り︲し︾﹄んはつげんしうとうしんほうがけういくしやおい

ことなからんことを期す﹄と︒
ひけういくしやたいこれらしんねんはったつをがい

我邦教育の責際を見るに教育者は常に宗教を無覗し
おゐひ全くっし

あら毛

或は蔑頑し︑被教育者に封し︑是等信念の護達を阻害

上

しつ動あるは︑霧ふくからざる事賞にして︑其流弊の

3
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束照公育児︲法
︵十四︶堪忍の必要

なにごと岬篭じゆ

︶

こ恥い︲︑じじやらおはいを︒﹂

かんにんみ式もだいたかめ生だしよし少げい巴ゆつ
堪忍は身を守る第一の資でゐって︑叉諸諏の糞術も
・寺芯はかんにん
これよつせいこう
でき
之に依て成功することが出来るのである︒即ち堪忍を
たい

寺弓Ｌ﹄

かんにんしゆるゐわ

鵠せぬものは何事にも成就せぬ︑之は育児上大に諦へ

工んだうかなみわがまち

かんにん

諭さねばならぬことである︑そこで堪忍の種類を別け
み
さごと
いかこ率んとほか声
て見れば左の如くである︒︵以下古文の通りを禍ぐ︶

庭

一︑天道 に 叶 ひ ︑ 身 の 我 儲 を い た さ 函 堪 忍 ︒
ぐんじゃううし煙 かんにん
寺強︲りかなせんを
一︑地の理に叶ひ︑先岨よりの一郡一城を失はい堪忍
わきずゐだかんにん
ひと わ う
一︑人和 を 得 る も ︑ 我 が 気 随 を 患 さ い 堪 忍 ︒
みぎほかしんたいこと︒んＩかんにんもち

わめしつかひもの漆巌たみしやらしやっぱつたが老した

皇
E
こ
型

１４■■■■︲

かんにん

堪忍．︲

地

立栗園

みことあとおれ

○かんにん

かりためへうりけいはく

○かんに細ん

○かんにん

ちいまたせん言やらゆ駐てつぱうおとおとせんぢん

堪忍︒

かんにん

○

○美器美服美食に心を動かさず︑それ目の堪忍︒
いやにほ
ぴかニフこの
をか
○美香を好まず︑微しき匂ひにも犯されず︑それ鼻の

ぴきぴふくぴしょく号ろうご

○古法を守りて家業を失はず妻︑それ信の堪忍︒

こはふまもかげふうし煙

ず︒

○君父は始めて仕ふるより︑暇初にも表一異軽薄をなさ

くんぷはじつか︒

の堪忍︒

かんにん

るまで︑行儀正しくする︑それ鵜の堪忍︒
○
こと
われまんひと
○我に慢じて人をない．がしろにする事をせず︑それ智

琶やらぎた矛

○人の事を先にして︑身の事を後にし︑起きるより寝

ひとことさき

良些

か︑うみやら︑と

○かんにん

○雷叉は戦場にて弓織砲の一音にも恐れず︑先陣にす

三

右の外︑身僻悉く堪忍を用ふることであって︒

ユ

み︑高名を途ぐる︑それ耳の堪忍必かんにん
さ
けす画ぴみこの
○酒を過さず︑美味を好まず︑それ口の堪忍︒

九

○我が召仕の者井に民百姓の賞罰連はず︑疎にも親し
こと
もか
ばつこと
○かんにん
き事あり︑近きにも罰する事あり︑それ仁の堪忍︒
きみつか︲しんめいをしどこうたが○
○君に仕へて身命を惜まず︑一度の功を違へいが義の
束照公育見法
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をほかてあしかんにん
みぎかんいふしやら謁蔦段もひとたいしんちゐたか

其の外手足にも︑そ奴人︑堪忍がある︒

おこいへなさうしかかん匡人ぜん

きて右の堪忍を一生の間守る人は︑大身︵地位高き
ものいへおこくにをさせうしんちゐひくものしんレやら
者︶は家を起し︑園を治め︑小身︵地位低き者︶は身上

まも

そ

・かへくにおこでき

ころ．Ｌの

もはやかんにん

四○

ばじかんにん茜こと砿喜蒸かん﹄・﹄んや募

ゼんぞすうだいいくうし芯めいはた

初めより堪忍の気なく︑言葉にも行ひにも堪忍を破っ
たけだかつよりかつよりしやう曹迂かな
だのは武田勝頓であるされば勝頼恢一生の行ひ叶は

ひ︲こ

か人にん

賎より二十年目に天下の主にもなられたほどでゐる︒

せんねんめてんかしゅ
あ宝たい者ぷんザんかんにんや蕊

やが︽みつひでことおこたいかふさま

ちゅう

ず︑先組より数代の家を失ひ︑命を果したのである︒
またおだ産のきん職喉たぬ・弟うひとよつかたいき
叉織田殿は近世の大箔で︑人をも能く使ひ︑大器にて

たつ

を起し家を治め得るのである︒然し堪忍といふは十全

智勇もすぐれし人であったけれども︑堪忍がセツ八シ

マフ心わ

かんにんいたづ吟ごとなゆ

や阜

に達せねば家をも風をも起すことが出来ぬのであって
た︑と

例へば︑十の内八九を守りても︑其の一二を破ったな

にて破雌だから︑光秀の事が起ったのでゐる太閤様
こ一﹂んたいきちゅうどもかんにん・つよひ
には︑古今の大気︑智勇至って堪忍強かつだから︑卑

せじ や ら

らば︑それまでの堪忍は徒事に成り行くのである︒

こかんにんぷく垂やぶもぎ

ぼんじくわれい・ぎば︐︑わぶんち茸一やらをほか

むろんたいき．ことたみほど

し

けれども︑除り大気であったから︑分限の堪忍が破れ
た︑無論大気ほどよい事はないけれども︑唯だ身の程

ひと陰ど筆

た輔署﹄

を錐らず里儲事に華一麓を極め︑過分に知行し︑其の外

ち可やら毛涯か峰ど二Ｌな

︽やご

むやみに人に施すといふのは︑大器ではなくて箸りと
ひとぶんあた

いふものである︑さ鯉ば︑知行其の外施隠す品といふと

ｒ喝牟ら力人に評かでうじつれいいた・へい暗ん

も︐人の分に常るのがよいのである︒

いくや寸せいこう式篭だし柔全こかれ詠ったかん

の立つ立たぬのでなく︑資は賞行の翠ると翠らぬと

にある︒家康の成功が即ち其の誘擦で︑彼は全く堪

忍の一一字を以て総始したものである︲

にんじもつＬうし

ー

ー

よく世上にて︑こ動まで航へ忍んだが︑最早堪忍なら

やや系響万

ぬといふ事がある︒此の堪忍袋の破れたのが︑若し義
によって止むなく破れたのは︑それは行はるシことも
しかおぼばちひおのち一ゑござかわがま塾
ある︲然し多くの場合は︑己が智慧の短きより我侭に
詞ちいみばたいへや寡こくぐん写ご淫いた
陥りて身を果し家を破り︑剛郡を失ふに至るのである
これゆみいたとばじてまへ・ひきわたもの
之を弓を射るに誉ふるに︑初め手前よく引渡せる者が
ばな
ゆろまたもちだ
しつばいさいし兵こう
離れにて弛み︑叉は持出しなどして失敗し︑最初の功
十港にかんにんぜん

以上堪忍の箇篠と責例とは︑至って平凡であって

みやうとじ

世んこうきか︲せんｚと

名も徒事となるやうなものである︑即ち堪忍は十全な

其の中に真理を議して居る︒世の中の成否は︑道理

［

とうちしん︑りざうゐせなかせいひだうり
方た
じつ一Ｃつかうあがあが

らねば︑千僻の功を一賛に狭くもので︑詮なき事でゐ

︒．︾ぜんもわくすのきまさしげ砿人また

︵十五︶堪忍の責例
わぷ・・︑涯かんに

C

我圃にて堪忍十全の者は︑楠正成一人で↓？Ｑ﹄又

上

る

r一‐

可１

︵十六︶侭約と署惨

せいだうたず

雫フ

へいぜいおごころものごとけ人やくもぁつれ毛ほど
季生署る心なく︑物毎に倹約を用ひ︑常に其の程を
勺︶

し力

Ｌむ

しゆじんものせん

ものむかを詞やまことしか
つひ与るえちが

しゆぽんうち

ゆ

者に向って︑其の誤った事ばかりをいって叱るから︑

しか

までょ健冨ものふぞく？ろでき

経に応得達ひをして主人を恨むやうになり行くのであ
ふっと麹

しゆじんこ雌うと

る︑而してそれ迄は能く働いた者も不足の心が出来て

不勤になり︑主人も之を疎んずるやうになることは︑

ユらだしゆじんいけんしかたわるため詮

あじんぶつす

ばあひいけんいだしかたいかん

まそのものよび漬にんと恐

弐一

．をのち

宅のもの号わ﹄勇二お

己んくわい扉てうはふ芝の一はうに

しゆじんもの一

に入

出来ぬやう﹄にと心掛け︑寓事に身を慣むことが専要

で

能き人の出来るやう︑叉如何やうの輝輩にても科人の

よひとでき敦疋いかけいばい︲︐腕にん
号おがばん心み？レせんえう

るものである．畢蒐する・に主人たる者は︑宣人にても

ひ？こやつ

と︑かく一々事理を分けて淵和に説諭したならは︑其
ものが濡皇・りたうぜんふくみ一累孝しこ部あらだ
者は必ず理の鴬然に服し︑身の説りを知り︑之を改む

るやアブにせよじ

じりわとんわぜつ蝉を心

此の以後は呉々も相改め︑前々通りに心付けて勤め

こいごくれノド︑１あひ曾走ぜんりく１どほころがつと

き︑さて其の後にて︑今同の不調法は︑其方には似
こん︐くＩちうこぐてぎ象をき
合はいことでないかと︑懇々と忠告的に申し聞かせ
あ

能く勤めたものでゐるなどシ爾其者の心を憐ばせ置

︑よつ上﹂

先づ其者を呼出し︑一人其の側に取倣す着を置き
きいものしけぞへいぜいこと◆ばやわ毛のいう
一切の者を退け︑李生よりも言葉を和らげ︑其方は
かつ
歌たなんせつ
ばあひな人てがら
嘗てかやうの場合に何の手柄をした︑叉何の節には

とりなものお

︺全く主人の異見の仕方が悪いからで︑それが篤に間に

合ふ人物をも捨てるといふことになるのである︑され

みほどＬわうこせいくん

よこ奴しやしくらみかれりんしょく

しぷく︐ し つ

即ち下々の知打といふも過不及なく其の程に之を給輿
遭うやうほどま．も
し︑食物といふとも同様程を守るべきことである然

ばかシる場合の︑異見の致方如何といふに︑

知らねばならぬ︑かくて政道も正しきを得るのである
寸然睦し︑恥？ｒｌち章やら
くわふきふ毛ほどこぃきふよ

ノ

るを世には之を著修に比べて見て︑彼は客沓なりとい
ふ︑それは身の程を知らぬからである︒往古より聖君

げんくん可や己やらみばんじけ人やくまもしぶく画ぜいたく

賢君の行状を見るに︑高率倹約を守って食事にも賛津
みマレしやらおくせいせきあを
をせず︑身を槙みて一生を送り︑成績を塞げて居られ
るのである︒

︵十七︶人を召使ふ法
ばた色 ときこ卵しかそのものｏとくしん

而して召仕ふ所の者が︑何か仕落をするか︑不調法

しかめしつか室患ものなにしお令弘ぶて一今ばふ
いごこれ易邑走

を働いた時︑之を叱るに︑其者の得心するやうにし．

以後之を改むるやうに仕向けるのが︑主人たる者の専

こと
ふれらいへやすじゃくれん苧ろ恥ひと
一の事でゐる︑我等︵家康︶は若年よりかく心掛けて人

つかいけんく奴ものおやよ為ら元もの

を便ふたから︑意見を加へた者に誤りを改めぬ者はな

いことである．然るに世上の多くは︑先づ遥をした

とかくいかやう︑︑すた︑︑︑︑︑︑︑
かつた・兎角如何様にしても︑人の拾らぬやうにした
︑︑︑︑︑︑し〃せじや全おほまあやまち
東照公育見法
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いか︑ｐばつもの

四二

つとしっぽくきやつけん︑︽うぞ︑たい

ぬやうにして︑勉めて質朴謹健の風俗を篭さしめねば

ぢせい

造か少︑

かみつう

へいぜいみらくも

︵十九︶日課と粗食

て下の意はよく上へ通ずるようにあ︐りだきとである︒

しもい

しをつう

ならぬことである︒叉近侍者の善悪に依りて上下の意

またきんじしやぜんあく﹄ず峰やつかい

でゐる︒言ふまでもなく︑如何に利褒の者であっても

鶴しぬじんめゆをとぎものみま

毛

思が疎通したり疎隔したりするものであるから︑よく
これせんたくかみことおほしもしこ恥はん
之を選樺し︑上の事は多く下へ知れぬやう︑之に反し

めしつかものざいくわ誰幸じつ

主人の目からは行届かぬ者と見ゆるのであるから︑況
ふつうものか沈吟℃︑︑︑
して普
通
の
者
は
必
ず
ぬ
げ
が
ち
の
も
の
で
あ
る︑鋸し鐸の
・号ろづ蝉てう
わきとぎきるしゆじんゆ巷▽と示
行届かぬ所は秘主人より行届くやうにと心付け︑不調
ぱふめしつかこ︑ろ淋け汚いひつえうえう
法をせぬやうにと召使ふ心掛が第一に必要である︒要

するに召使ふ者を罪科に申付けるといふ二とは︑其の

すうおほしゆじん上晶Ｌ
こでうや産むにんぽくひつかもの詔催い志んかう

数の多きだけ︑主人の科と知らねばならぬ・

此の一篠は一雇人僕蝉を使ふ者の大に参考とすべき

たとへ治世でゐるとて︑李生身を楽に持つといふこ
ほやうかつまたせうじん
きはわる
とは︑極めて悪い︑それは保養にもならぬ︑且叉小人
かんぎよ◆ふぜんなだうりへいぜいなんわざとき
閑居して不善を篇すの道理で︑卒生何の業もなき時に

なに己と宮門︲せいこうで者

ところす今︿ひとつかひ︲とつかこらえ

虚で︑総て人を使ふは︑人に使はる動と心得よとい
じんしんしうらん
ことわざとほ
っセ諺の通りである︒かくて人心を牧撹するので

は通好色其の外種々の悪事が出来するものでゐる︒さ

芝の．ものにんふうぞくか

はじじゃうたのおも

どは美食をして︑始めて滋養にもなり︑楽しくも思は

ぴしぶく

随分軽き味の物を用ふるがよい︑而して月に二三度ほ

ずゐぶんかるあぢものもＬ１かつきど

よい︒叉食事の如きも常に美味のみを食して居ては︑
つ
ひう匙かんひ西しぶくもつ
終に旨きを威ぜぬやうになる︑されば日々の食物は︑

またしょくじごとつ煙ぴみしぶくゐ

の行儀を一定し︑日夕之が賞行を期するやぅにするが

琶や分曽ていにち．せきこれじつかうき

れば人は須らく日課を定め︑朝起きるより夜臥する迄

ひとずぷにつくわさだあさお韮るふまで

かうしよくをほかしゆＩ僻ｔ１あくじしゆつたい

なくては︑何事にも大なる成功は出来ぬのである︒

︵十八︶麺侍者の風俗
しゆじんふうぎそたば柔はめしつかものふうぞく

善﹂んじしやふうぞく

主人の風儀は其の側廻りに召使ふ者の風俗によって
し

をうちうい

︵二十︶卒日の用意

るシのである︒

I

知らるぅことであるから︑近侍者の風俗といふものは
色つ盆たい劫︾つとくしゆじん巻いもの尋うぞく
最も大切である§特に主人の気に入れる者の風俗は一

もも．ろんそのものふうぞくちういくわぴいんじゅう

層注意せねばならぬ︑それは其者一人の風裕より一家
ちゆ︒えい春やらふうぞくよあし︵ん
中に影響して風俗を善くも悪くも鍵ずるからである︒
しぢよけうやう一﹂ぎんじしやぜんあくみわ
されば子女を教養するにも︑此の近侍者の善悪を見分
ぐるは勿論︑其者の風俗を注意して華美淫縦ならしめ

リ

て起臥にも飲食にも︑壱も規律なく節制なきは大に
いきし

いくじばふもつ

おほをんつ悪ほろかん菅ょふぜんな

寓遍の念悌を唱へ︑一つには壮年期より戦場に人命

蔑んぺんれんぶつとなさう煙んき妙︶六ぢや雪りんめい

力応企していぜんと為蛍一

斗﹄ぐわいんしょくがう諸・りつせつぜい一篭︲い

潟落と凱暴とを間達へ︑所湖東洋流の豪傑を気収っ

唱司いらくらんぼぅ誰・いが胸．ば心るとうやうりうがうけつキ﹄ど

いつたと号つま毛ひと評一宇っ哩宅合い
わうこ
従古より言ひ樽ふる所にては︑先づ其の人の行状如
かんしおもへいじつきぐ心こくげん．︾よくじぷん
何を知らんと思はい︑平日起臥する刻限と︑食事の分
たくわさだ
りやらつれどう
量が常に同一であるか多寡が定まらぬかといふことを

戒むくきことである︒かゑる育児法を以てしたなら

へいじつよういきだもの．たうてい・︑ろじよしやらがいおく

匙たへいぜいきしつあらすあやこととかく

ずＱ・

を多く損したる罪滅ぼしと︑一つには閑居不審笹鏡
ためご訂ろえ
これしう
さぬ篤の心得として之影修したものである︒今も其
二コくわれんぶつきれんぷつぞんざいをほとり竃も
の畔課念俳の紀念物が存在して居って︑細字に南無
きんＬよごと︑
陣癖晦維の一ハ季を鍵峰０なく謹書せられ︑百毎に南
かれ
︑︑︑︑︑しる
みう
無阿蛎家康と記されたるぞ見受くるのである︒彼の

わ

くわら叩や﹃．

牝とあら

季をしつ

才芯症ひとたをん

ことひとつかみぷん

をぱめしつかもの

︑

これが世に虚する第一の心得である︒即ち人は只だ淵

よしよだいご雪ろえ

勇気は之を和らげて外へ顕はすゃうにせねばならぬ︑

ゆうぎこれやに

叉平生に気質が荒過ぎては︑危ふい事である︑兎角

和にして宏量なるをよしとする︑特に人才使ふ身分の

用意や責に到れり盤せるものである︒前掲の秀忠夫

︑︑

ものそうひつえう

じんあたいくじど午っ芦一

みえいませじやつぼんとくちゆらりう

た
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以一上の参考とするに足るのである︒︵完︶

いぃやうさんかう

ぜんけいびでた︒︑ふ

者は一層必要である︒されば側に召使ふ者にても︑が

人に典へたる育児上の心得は今も倣上一般特に中流

こでうげふだいかていおいむゆ今りういじゃ︒ものお監い

きたぐわつにぼんこぐみん鞄つど〃あん言ほうしゆく

三輪田高等女畢校長三輪田貫佐子
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また記ぽいて者ぜつ言ねんじげふ

こぐみん背でしゅんＩ者れんじげふと婚を
ある剛民は︑己に種々の記念事業を企てシ居ります︑
胆ぼんこうだうくわいごＬ

来る十一月には︑側本蝋民の最も欺喜泰慨すべき︑

きん羅畠へいかご毛くゐしきごたいてん喜汀一宇ろざ！︶

日本弘道曾の如きも︑亦大に適切なる記念事業をなさ

家庭に於ける御大典紀念事業
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此の一催は現代の家庭に於ても中流以上の者の大

憩ういじりいたつ︐︑

さっになきやうに申付けねばならぬことである︒

少の時より注意して良習慣を付けねばならぬことでゐ

せうときもういりや全しふくれんつ

とが出来ぬから︑成功は豊束ないのである︒こいは幼

↓﹂

調べるがよいと︑成程之は一理あることである︒此の

ば︑必ずや子弟の前途を渋まるものである︒
酔珪の訓撫の癖︑鍵鰐は雌蕊確認錬確といって六

なるほどこれり

できせいこうおぽつかえう

しら

平日の用意の定まらぬ者は到底秩序ある生涯を透るこ

さ︲葎かう妾辛ってん傘うき一ケ︺ぱうま雲ちが
に参考に供すべき鮎である︑勇気と粗暴とを間達へ

罰

今上陛下御電即位式の御大典が行はれますので︑志

家庭に於ける御大典記念事業

ｰ

¥

I

さぞご毛くゐしきせつ

家庭に於ける御大典記念事業

うけたまばを
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ひつえう生をしかさら・ぼ

んよりか︑必要と申さねばなゅませぬ︒併し更に一歩

かくしゅＥげふはじ

ご患くゐし零﹄ごたいれいてん砦ねんため

しやう賑い

てありますから︑御即位式の御大澱典を記念せん潟瞳

各種の事業を創むることを奨働せねば薩職りませぬ︒そ

と

われ＃

一むく趣

１１牡苦せいまんそく

ぞ昔

働せねばなりませぬかそれに就いては︑果して如何な
いかたいと之・ち
りげふえら
る事業を選ぶべきか︑少くとも如何なる態度と緋置と

一〆

れに就いては︑果して如何なる事業を創むることを奨

はたいかじ・げふばじしやら

れゅつはたいか

ともｊｊＩ︲こくみんせいくわつへい

獣さか

え与急んて雪ほうしや︑含乏つ：底うば・︽どうｒひつえう

ること動承って居ります︒撫御即位式の節には︑そ

進んで︑永遠的に奉祇の誠を蓋す方法も︑同時に必要

あめひ

し己らりよ垣一塁かｒ岸ものやまかぎ

奴人Ｉ︑ｌ思を凝し揃慮を練って︑宛も四方の野山を飾る
あきこうえふなほばまさ弛をどいあら
でゐ︐りませう︒秋の紅葉よ︲りも尚集え勝る赤誠を現は
ほうしゆくせきせいばつろた

牛９であ︐りませ↑フｃ
こくみん

客どち

圃民として︑奉祇の赤誠を溌露せん篇めには︑或は
えんくわい士ｂ

はなびおぽいよる

宴曾もよし︑雀躍もよし︑イルミネーションもよし︑
をおいきんけんしつをむね

花火も大に宜しうございます．抑々幽民の生活は︑牢

こ零廷いげん牙﹄こう

や↑

・一●・ころ

︑ｆ︑
●︐ｌ

かぞ・きたなか︐ｆｌおほさうゐ

おも

我聴んぷんこつく

−

を執らば︑吾々の赤誠が燕足することが出来ますか︑

きねんぴじやつくめんせつりつよる

Ｊ﹂く戦︶くか

ぜいやくじよひつえうこうげいくわがくけんき．

をねんばく不つくおんざうけんよる

つ

ないう

有益なる書冊を若干購入して︑子孫に僻ふるも面白い

いうえ誉Ｌよさつ．酔皐くか〃営旨う蹟ふしそんつたおもしろ

内に植ゆることも結構でゐ︑︐ませう︑記念文庫を造︐り

けつこう

に就いて︑其の一端を例示して見ますと︑記念樹を邸

をたんれいじみぎねんじ沙︸Ｌい

そんなら︑家庭に於けゐ比較的小規模なる記念事業

かていおひかくて詩ヤフき桧歪狐んじげ︑︐一

的記念とするが良からうと忠ひま︑了︒

て裳老いん

ますまい︒併し︑そのやうに規模の大きいのは︑圃家

所も必要でゐるなど︑数へ来れば中々多いに相違あり

しかきばおほこくか

じよひつえう

戦時に鑑みて︑製薬所も必要でゐり︑工葵化畢の研究

なんぽかんが

く唯だ

是れぞ大に研究せねばならぬ隣でありませう︒
そもｊＩ１きれんじげふ
抑々記念事業として︑企つくきものは︑幾らでもあ
いばたてま︵学

とういつれつ

りません︒されば赤子の慈母を慕ふよりも︑一層熱烈

︐りませう︒記念美術館の設立も宜しいでゐ︐りませうｃ︲

あゞかどじ紙した

素に於て勤倹質素を旨とせねばなりませんが︑冥逆の
をんきんだげっまんきん一つちゃか似︑︑酉
ときには︑千金を拠ち︑寓金を郷る畳悟がなくてはな

に敬愛し奉る我が大君が御即位遊ばすのであるか

記念博物館の創建も宜しいでゐりませうｃ特に目下の

こくかてき主たこｆ残んてき匙人こうしんけつを

けいあいたて匙つわおほぎみご詮くゐあき

ら︑画家的に亦圃民的に︑瀧腔の心血を注いで旗ひ奉
らねばなります３訳い・︑

かじて壱ねつ冠牟う

ごたいてん
にほんこ︸Ｌんつうひとや︑
日本の古典に通じない人は︑動もす奴ば︑御大典を
和も
もつひと直やつしつごけいじとごひま
以て︑軍り皇室の御慶事に止るものであると思ひま
ごをくゐごたいれいぐわ冬財いこぐかてき
すが︑御即位の御大鵜は︑元来園家的のものでありま
ぷんおう
ふｘメーもとをつどびんいたまで
す︒普天の下︑奉土の漬に至る迄︑それ人︑分に膳じ
あらくふうめぐせ琴﹄せいくうたてまっ
て︑有ゆる工夫を蓮らし︑赤誠を表し奉らねばなり
おも

ますまいと思ひ卓今す︒斯くて一時的に熱狂せんばか︐り
もとけつこうい
せぎしくわんきまんぞく

I

赤子の欺喜を満足せしむることも︑固より結構と云は

】

一

がくかうじゐんじん秒墓︑とうためくわんけい︽修学むりためいわくせいしつ言

いく侭・力勢

畢︑
校．︑
でありませう︒・
畢校
辛・寺院︑祁吐等の潟︑これに開係唯無理なことや︑他に迷惑をかけるやぅな性質の記

承んをねんひつえうきせをせいこ

これえいゑんをねん

壷︾︽︑恥〆

変つふけいお毛
れがこくみんこぞころもちよしか

つｂ︾

あるものが︑濁
幾母
干つ
づゑ
え銭睡を礎準して︑一砥の舞樟と錨尋舞をなすことは︑慎まねばなります珊まい︒要する

かうｂつばをた

れんしゆつぼんぶつばつかう

遠にに記記
なし通之を永遠
念念
季するも︑必要でありませう︒記に赤誠を凝めたものでなくても︑却て不敬となる恐れ

したいものであります︒

おくにぼんしつとほ

なんすわ

め

行すするる
念出版物を護行
もも
︑︑立派でありませう．其の他いがあります参︒願はくは︑圃民躯って︑心持の良い︑而
だ
け
之
嵯だよる和・もしやらわすかいうかうきれんＤげふくわふけい
ろいろ︑畔窄る
のの
鐸企
一てをしたら︑宜しからうと思ひも一生忘れられぬやうな︑且つ有数の記念事業を歓迎
る燕丈
本珠９．

こだかでの散もやうやま

暑中の生活︑室内の装飾山脇高等箪校長・山脇房子
さみだれむわつあかさかある

しゆつ

おめ

を

がらすしやらじつう

こ琶一う

こ乃心シ

を

あかざかゑんし脈い

アふ

ぜいやこう

五月雨の蒸し暑い赤阪を歩いて︑小高い槍町の︑山すので︑奥の日本室に通りました︒何だか坐ってお目
あひ
やがあんないこ
わきふさこふじん季し噂たづ
脇房子夫人の邸を訪ねました・頓て案内を乞へぱ︑相にか動ることは︑故奮のやうな心地がしました︒西洋
ａ合つとじうたん零﹂ぷがくいけ礁なてうこぐさう尋墓く
しん唾つこまづかひれいぎた矛
か唯
あいけう
凝らず︑愛嬢たつぶりの親切な小間使が︑穐儀正しく室には美しい繊蕊︑清い額︑生花︑彫刻の装飾もぁっ
にぼん弐はう荘つ
おも
を．ｐからあひに〃︑︑︲匂い藍やくやうす
おくふ じ ん と り つ
奥なる夫人に順次ぎました︒折柄生惟来客の様子で︑たやうに思ひますが︑日本室の方には︑夏のことでは
ふうりうかけぢ
ごくかん話かぎ・
呼憾じつじばんた
わたくしどもは・フもんとつど人
私共の訪問ば突然であるに拘らず︑賞は三時半に他あり︑極簡素に飾られてあります．風流なる掛地箪五
おきものほかめさ︿言
かち
ち一よつとよる
ぽんうちば
出のことになって居りますから︑ほんの一寸で宜しけ六本の脚届かけ︑償値ある二一の置物の外は︑眼を遮

め

れば︑御目にかシリますとのことでありましたので︑るものさへなく︑硝子障子を通じて︑赤阪一園の市街
せいりやつかう歌いきよおこ
し君らしっぴなん
わたくし芦発動宝ゐ？ようい
私は再び参るも︑容易のことでありませんから︑暫が櫛比し︑何となう清凍高迩の気を呼び趣すやうでし
はじざふとんもでとしま定かばたちきぜんぢよち零．
さっそくおくおうやつまとほ
けつこう
くで結構でございますと︑早速奥の雁接間に通りました︒初め座布隅を持って出た年増の仲働然たる女中
あまひと
やがち一やばこで
げんわんとな池いや今﹁ま
いつ
た︒何時もならば︑玄開に隣いる西洋室で︑お目にかは︑頓てお茶を運んで出ましだ︒除り人なれしない婦
ゐご画もよる︲
じん
かるのですが︑そこは鐘琴の耀鐸に泳てられて居りま人のやうで︑居心地が宜しやうであります︒待つこと

暑中生活室内の装飾四五
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ど﹂つ

暑中生活室内の装飾

いつかはふ１人さいキ﹄くわＡぱっ

手じふほどよし感らうんぬん﹃︶あいさつ
鐸蕊にして︑夫や人
は程好く︑暫く云々の御挨拶をさ奴

て座に着かれました︒何時に愛らず︑夫人の才気喚溌
をん﹄￥﹇めんｊＩ１

壱癒しまいいんつく

ひ１﹂

しんあいうちゐけい一粟ら︲扇参つ

あま苦いれう

なつ

と温情綿々とは︑人をして親愛の秘に畏敬の情を生ぜ
ふじんせつかｆ︑
しめました︒夫人は︑折角のことではありますが︑夏
さぐれんこ唖やら

の話も毎年し蓋しまして︑憐︐り材料もございませんが
かへ

まを

なに

：⁝：のことありましたが︑そんなら一昨年の故郷

四六

けんかうみことさらひしエかぢふきどく

せやくわつ力ら青よわ

むか

い

ず︒のナく芯

みへつあき恥いき

のに︑健康の身に殊更︑避暑などして︑却て不規則の

がい

い

たつ

いた

誤

い

一

一

お締りのときのことを申しましたら︑それも何かの
ざにつ
しで︒あと︑きしやと

△鞘夏法如何

なつ言かり

幸一

生活に︑身鵠を弱め︑だらしなくなり︑却て秋の冷気
こ垂ろふ〃人
たんいおろ
を快く感じないと云ふのは︑何と云ふ蝿かなことで
わたくし雄んらいびしよ
め９１小せう︒ですから私は年来避暑などは致しませ
せいと
ひしよふふつえう歌を塗
んし︑生徒などに向っても︑避暑の不必要を申して居
せいと琴しよ
ひしエ
リますので︑生徒も避暑をする者少く︑たまに避暑す
もの．荷かくつさう
おやしまいともゆひｊだけ
る者は︑向ふに別蕪があって親や姉妹と共に行く人丈
をた山いちじる
で︑さう害はめりませんが︑其の他は行くと著しく
しんしん

雑誌に出ましたからとのことで︑後は︑記者の間墓が

．てんち

せいくわつ

身心をだらしなくして︑居るやうでゐ︐ります︒

峰堪し

少し王

い

れむいむよこよこ

いと恩ひます．多の冥盛も亦さうしたいものと思ひま
．しよ−畠うきうかりょう
とくしよ︾ふらずざうか
す︒暑中休暇を利用して︑特に暑中休暇がないとして
しよういうへいをしごとかげんへいとせいくわつ
も︑暑中は︑平素の仕事を加減して︑平素しない生活
いくみちくじいう
をしたいものでゐります︒幾らか身を楽にする︑自由
またびと
にすると云ふも︑亦一つであります︒夏だからと云つ
て︑睡たいときは睡る︑横になりたいときには︑横に
史つ左一一１●﹄よ畑つい吟じるかん
なると云ふやうなのは︑却て夏の暑熱を著しく感ず

おも士銅まきカリまた豹も

そん噂ら夏の盛は︑どうして生活をしたら良からう
かと云ふに︑勢礎の誌す峰り︑錘催した鐸涯を窓りた
い

侭に︑左のやうなお話をなさいました︵一記者︶

い

△無益なる避暑
いに．︶なつ

詮︑さ

ち

にほんないちお﹃一八﹂とう竜やつお

古へは夏だからと云って耐避暑する︑蒋地するなど
︑めい・ち
のことはなかったのでござい炎すが︑明治になりまし
せいやうじんおのくになつたぢろ
て︑西洋人などが︑己が画の夏に堪へられぬ所から︑
てんもしよきみをんたいゐにほんじんまで・
轄地して暑を避けるのを見て︑温帯に居る日本人迄︑
おもなんいみたつてん
せねばならぬやうに思って︑何の意味もなく︑夏は蒋
かいすゐよくまいねんたつ
地せねばならぬ︒海水浴をせねばならぬと︑毎年夏に
かい︵んまたきんかんまゐしか
なると︑海遥叉は山間に参るやうに庇５ました然る
に日本内地に於き裳しては︑殊に東京などに於きまし

ひしよひつえうひしよひつえう

I

ては︑避暑の必要はございません︒避暑の必要もない

し

ることにな︐りませ屍フ︒

△私の暑中生活

１

かじさいぼうせんたく

いた

かへいを︵んくわ

へい

じません︒

︲Ｉ

△夏の衣貫住

たずなつあつわす

のであります︒

いしょくぢ今フちうい

なつしよ．れつげんはふ

ういくゐんさんくわ兵いた

東京家政女畢校幹事臼井政子

まいねんぐわつかとうきやうや

まを

毎年の六月十四日︑東京養育院を参観致します︒其埋

とのり

存じますから︑かゑることは︑気をつけて致したいも

どに水を注ぐなどのことは︑夏の暑熱を減ずる一法と

み②つ定副

い

までしょくもつなた人ばくえら

只夏の暑さを忘れるには︑衣食住に注意すべきは申

ねんちゆら﹃・やうじも

ゐしんぞくちＥ人紘うもんみ

私共は︑暑中は畢校も休暇となりますから︑平素

か

象だ︵い芝できしごと

た生活をなし︑叉李素出来なかった仕事をしたりして
しかへいた
いくぶん巻ゆったりも
まい奴んなつ
而も平素よりは︑幾分か気を寛搭持って︑毎年の夏を
すごきゐとう箸きうげふやはり
過して参ります琴︒多期休業のときも︑矢張さうであり
これしふらんせいすこ小しよびく︾えうかん
ます︒之が習慣となった潟か︑少しも避暑の必要を威

生徒限養育院起参観せしめた記

い斗晶

四七

：△養育院行は雲藩主御冥編の馬いうわたくしども誇迩んいらいおんこ 息拳兵だこう﹄やき蓋
由は︑私共の旭先以来恩顧を蒙った前田侯爵様が︑
蝿んほ淫宝へぐわつかこうきよ
私共は自ら散雛して居る畢校の生徒を引率して︑今より十五年程前の六月十四日に莞去せられましたか
わたくしどもみづかけうかんゐがくかうせいといんとつ

生徒に養育院を参観せしめた記

Ｕいく海 つ

り︑書かねばならぬものを書いたり︑平素より愛化し

ぞんきいた

素出来なかった書物を讃んだり︑精神の修養に勉めだ

をできしよもつ星せいしんし雫﹃やフつと

家の整理をしたり︑家事裁縫洗濯にいそしんだり︑季

か楚い り

舞を努めたり︑年中行事に洩れたものを致したり︑一

まひつと

い一系ためしぜん喜是がち

忙しい鰯に自然怠り勝になって居る親族知人の訪問見

へいと

ﾖ

す迄もありません︒食物は成るべく淡泊のものを樺ぶ
すざしろぢせいしやついふくまとにふぶく象た
とか︑涼しい白地の清浄なる衣服を綴ふとか︑入浴叉
ふつし舌よ﹃・ねしんたいせいけつ
は沸拭に因り︑常に身磯を清潔にするとか云ふやうな
びつえうもがなほしつないふつし箸さうぢ
ことは︑必要に連ひめりませんが︑術室内の桃拭掃除
忽んいざしきなかさう︲暴くかんたんぼんさいフゑき
に念を入れ︑座敷の中の装飾を簡単にし︑盆栽楠木な

わたくしどもしよちゆらがくかうきうか

i

−１

．まくだぜ入こうしやくさき・けういく︒ご垣つしんいへい妾﹂うち︸ふん愛棺らぷん

生徒に養育院を参観せしめた記四八
わたく

どもがくかう一ししゆくけんやくまきかょういおまたひと

らで奔﹂ざいます︒前田前侯爵様は︑教育に御熱心で志﹂も云へい︑平素ならぬ中にも︑十二分に働き︑十二分

をしう

がくたき症

わたくしどもいきふ

かうさいたいぜつじぶんよよひとゆいたん

ざいまして︑私共の畢校のやう芯私塾もどきのものに倹約して︑冥逆の用意をして置かねばならぬ︒叉人

げんざいよじゆんぴお

︽た

に︑﹃教へて倦まず﹄の額を賜りました︒私共は卿かは交際が大切でゐる︑自分が良ければ宣し︑人に冷淡
︾﹂はうおんためまいねんぐわつかめいにちげふやすひと式たこなたかくりひとと
御報恩の篇に︑毎年六月十四日の命日には︑業を体んであると︑人も亦此方を顧みないものである︒人の訪
ひとあし狗と券クーでき
く︑フろさ
こひか起らよあはれ
ごめいふくとむら
で御冥編を弔ふこと塾し︑此の日は︑必ず世にも哀むひ来るを五月蝿がらないで︑人の足音を一皐欣︑出来る
とう差やうしやういｒ︐ゐんみまどうじや今こ ろや︑だけしんせつひとしやららいわか
べき東京市養育院を見舞って︑同情の心を這ることに丈の親切をしたいものである︒そして人は艦来は分ら

を

して居ります︒ぬから︑現在に能く準備して置きたいものである︒叉

と二ろ

み

めい〃く１ふけいもとゐし

養育院の人は︑幾ら親切にされても︑他人の中に居る

つばつみぞ

ぽう妙﹂いと学︒︾んぜいでんしやつうを

ー

一

やういくゐんひといくしんせつたに次うちゐ

△橡備の知識を授けて置くたせか
ぅらひ多瀞
ら
稔方も
少み
僻見尾
の心
が：
あるた
．此
は思はずしたことで

せいとつやういくゐんみまさきだしもごとせんぱうばつか謁怒どおも

どくりつできひと会ゐ雀ころとう陸やらしたてれいま一唇

生徒を伴れて養育院を見舞ふに先立ち︑下の如きこも︑先方では︑恥しめ侮ってしたことかと思ふことが
せいとづなうちゅうきざ鞠やういくゐんえうみ癒さん趣︑ういくゐんいけつザいぶ
とを生徒の頭脳中に刻んで置きます︒養育院は︑幼にあるから︑諸君は︑養育院に行っても︑決して軽侮の
おやひとおやし趣ひとひ︐こふぐはいしつじゃ︒おこあ．しおとつ︑﹄せん寂うあていちよら
して親なき人︑老いて養ふ人のなき人︑不具嬢疾など情を起きないで︑足音をも恨み︑先方に禽って︑鄭重

よみすひとひん

で燭立の出来ぬ人などの参るべき所で︑東京市で建らに礎をなさいと申しました︒

わる

みひとなかそろえ
れた所でありますが︑そこに居る人は︑仲には心得の△哀れむべき人に同情す

も

悪くて︑世に見捨てられた人もないことはないが︑品
ひとみぷんたかひとゐよなかさぬ︑わつかつ曲一ばれあつふ﹄かうしごめ
せい詮な
性の具はった人︑身一分の高かった人も居る︑世の中ので︑去る六月十四日梅雨晴の暑さを侵して︑牛込の
み玩さんどうじやら斗魚こがく力うこいしかはおほ劫．力．とう診垣らＬやフいくゐん︾かま
錘の蕊い胆の桑鐸娠であるから︑諸君は︑同情の眼を畢校より小石川大塚なる東京市養育院傘醤見舞ひました

Ｆ１

L

持って見なければならぬ︒そして各自の父尤の許に居出護に臨んで︑某生徒は︑先生︑電車に通じて居りま
できかうふくかんしやこんにもこいこむあつひでんしやのまを
ることの出来る幸禰を戚謝なさい︒今日は是れと云ふすから︑此の蒸し暑い日に電車に乗りましてはと申し
な
ん菅にんげんいつぴやらききいなんであわたくしとほぼん旭んかぎ
難儀はなくとも画人間は何時病気災難に出曾はないとましだ︒私は︑さう遠くもないのに︑本年に限って

｝￨

ひ・と

びと

あ．る

ｃ

薪もばか

やが

﹄ｒ三一Ｆつ．

をびや分ゐんびんぱふにん︒いしゃ

じつか人しやいた

やういくゐんなかふりやらせうねんでんせんがやつしやほうしう

鍔こみ．

いた

すう胆んらいやうい〃︑ゐんかたし

ゐんしぷくゐんかだばうもん

やらやな

なにぶん迩湖かてい

鞍つ

もつどこせうぢよわたくし

四九．

共の所に来る前に︑或は養女︑或は奉公人に参ったの
よほどひがゐためし︑９おちつ
ですが︑除程僻んで居た篇に耐尻が落着きまんでした

ども皇弓きた斗具あやかやうぢよあわびほうこうにん望ゐ

私の女肇校を卒業致しました︒尤も此の少女は︑・私

わたくしぢよがくかうをつげふいた

親子姉妹のやうに致しました︒漸く馴れ睦みまして︑

おやこ藍やつだい

ものいありさ葦
わたくしどもしつおきふし
物を言はい有様でしたが︑私共は一室に起臥して︑

斗︼

︐に作娘られて来ても︑玄開の所にぽかんと立て居て︑

げんくわん当弓︑︑︑たつゐ

院の少女を預かったことがございます︒何分永く家庭
︐︑うきずを
ばじわたぐしどもがくかう
の空気も吸って居りませんので︑初めて私共の畢校

︑丙んせうぢよあづ

って居ります所から︑院の職員の方の訪問もあって︑

ルー

私は︑此の如くにして十数年来︑養育院の方を知

︑わたぐ．しかくごと

△養育院兇を頑つた成績

坐のｈ／当訳すノ○

別居し︑畢校などの設備のあるのも︑行届いたことで

金くつ誉よがくかうせつぴゆきとが

ましだ．養育院の中の不良少年は︑博染病者は房州に

Ｄｒ１ｇ己

びやつにんやすをなほわたくしどもばうもんさい

のでありますが︑其の病院などは︑貧乏人の醤者にか
くちゐしんせつわかあんしん一
かるよりか︑どの位親切にせられるか分らず︑安心して

やういくゐんきふいた

やういくゐ人まゐ

あだち

養育院に寄附致しませうと︑てく︐くｌ歩きまして︑頓

病人は休んで居ります︒尚私共の諭間に際しては︑
いゐんみづかあんしつにいたれｊい〜︲くわラセんせつめい
瞥貝自ら暗室に入って︑夫々ヱッキス光線の説明をし

み

ぞβ●︑じゃうあら

を

足の情を表はして居︐ります︒どうしても︑こんな所に
入殊こん勇らお婆曹
居りますと︑僻み根性が起きて︑ひそＩｉｌ話でもされ
じぶんい・おも寺牟旦︲く１

生徒に養育院を参湖迂Ｌめた記

院内の役員の顔色の勝れぬ所を見ても︑想ひ造らる動

ゐんないや〃１ゐんがん．︶よくすぐ造ころ叩がおもや︑

に少しづ︑寄附しましたが︑五六園に達しました︒私
と・心こうもゐしぶとゐんし眠くんいからう
共は此の中に居る職員譜君が︑如何に勢せらる動かは

すると︲何より嬉しく忠ふやうであります︒金も随意
すこきふゑんたつわ掌︶

な牌うれ茄もかねずゐい

る︐と︑自分のことでも言はれるであらうと思ひ︑益々
そにんたいすこしんせつ
れぢけるものであります︑其の反掛に︑少しでも親切に

ん︸

気の毒な程︑︑謙遜の態度で歩き巡り︑養育院の人の顔
ちくていれいあだ琴さかりわらふざ
でも見えると逐一丁軍に頭を下げて暇にも笑った戯け
まね
化んぱう醤どんうち副ん
た真似をしませんでしたから︑先方も無言の中に︑漁

ます変が︑生徒共に初めに申したことがありますので︑
雪どくほどけんとんたいどあるまばやういくゐんひとかほ

せいとどもばじまを

に寄るべき人のない人があるかと思はる塾許りであり

・よ

あ
るひやすをおびだすよこほど室で
或は休んで居りますが移しいのは︑世にも是れ程迄

人は働く人で︑各自違った棟で︑或は仕事をしたり︑

ひと豚掻 ひ と か く Ｃ も が む ね 一 篭 か → ︶ ご

お︽︑ぢに率やぢばあさまぱあさまぴやつにん蔦︐名に礼奴年や

まいねん

て養育院に参りましたが︑毎年のことですから︑安達
しゆじはぢわたく︲ど︲ひ胡心んげい
か︐︑しつ心いんいん
主事を始め︑私共を歓迎して︑各室を巡覧きせられ

て下さいましたなどのことは︑賞に感謝の至りでゐ︐り

1

ましだ﹄老爺は老爺︑老婆は老婆︑病人は飛人﹃働く

電車に乗ることもありますまい︒そんな金がゐらぱ︑

でんしやのか枢

1

ｒ■

−

須走葛生紀転
ひと二．筈一や良フしだいわたくしども

ぴやら争一かつ

イ雫つし・ソ

さうです︒どうも人は境遇次第であります雲︒私共の
と二季とつぼふ

わたく１・かたかほ

所を卒業しましてから︑病気にも羅ったりして︑房州
柔たほんゐんかへ
の碓瞬に雲り膨癖誌してから叉本院に復りましたが︑
●蕪くゐんひとす聾

だし

ちぞ︒どこび聖三かひゐんを

きいばひわたくし

か

雫いばこ虹かね

五○

いどいとで

ばんぶ人や国︐︐いくゐんきふ

が諺そ鯉を賞ひたうございますと云ふ生徒が・出ました

ので︑それ幸ひ之を金にして︑半分は養育院に寄附し︑

たばんぷん︐︑わＬみなぶん手乎︑︾猫も

・もおぴだいぜんぶかやういくゐんほうばいせうぢよぞうてい

他の竿分は︑菓子でも買って︑皆に分配しやぅと思ひ
﹄芦弓おも︑まんらや．
二氷どうに力
まして︑之を一同に謀りましたｃ所が忠ひきや︑猟場

乞うだい

やういくゐん乱ゐモゼうぢよめんくわい

一致で帯代全部を彼の養育院なる朋輩の少女に贈呈す
ゐぽ・﹃せうずよみづかすぁ
トー１﹂
ることになり︑それを能く知って居る某少女は自ら進

りいうぱなな−つおびぞう一﹄い堂墨ゐんじせうぢよ

んで総代となって︑養育院に参り其の少女に面曾して

み

きばれ・トー

奇や皇．やづひとしうゐものこ・完お一ぱ

あくかん

理由を談して夏帯を贈呈しました所院兇なる少女は︑
ひじや︒どうしんせつよ亮匡みづかひがたせうき
非常に一同の親切を喜び自らの僻みに多少気がつきま
一元一フ

して︑見るからに気が晴々しくなったさうです︒

︑﹄加どうじやらひが

要するに逆境の人には周園の者が心を協せて︑悪威
しやらいだ

どうじ年う

情を抱かせぬやう之に同情し︑僻みをとるやうにせね
かん
ばならぬことをつく人〜と感じました︶そして同情を

あらぜいとおなかうけつくわてい
表はす生徒も同じく好結果を呈したやうであ・ります．

てきせついうかう

がくもん

しふうこ淀

ひと・けういく
人
を激青するには畢問よりも鐸瞬の鮮鐸に漂ってする

コ﹄

戸一

ことが︑適切有数であることを護篠立てました︽

井幅

一

一

職員の人の卿めがあっても︑どうしてか私方には顔

ｇＵの．

出をしません︒恰度︑此の六月十四日の日も︑院に泥
和も
わた︒︑しどもめんくぬい
︐桑したので︑私共は︑面曾せうと忠ひましたが︑先
じつどういやらた
ばうび準らきし﹄言あ
方では病気と濡して倉ひませんでした︒責に同情に班
あは
かんくわこどくみ
ひと
へません．人として縦寡孤澗の身ほど︑哀れぼものは
ゐ︲りませんじ

△夏議の善用と教育の要領
そごわたくしど仏一き︶ゆく〃一いなか歌記うだい

其の後私共の寄宿生が仲間の総代になって︑物を

こなつおびをうだい

堂毒うんよ左ワおびくじ伽．た
か
歌ゐ
買ひに参りました所膨蓮好くも夏幣の識が鴬りました︑
ところわた︲︑しこれしよちこ宝

やわけまゐ

所が私は之が虚侭に困りました︒此の夏帯は網代に
せい︑とほ

こ裁

おび

なった生徒は欲しいのでせうが︑それに這る課に参り

美だやわけまゐ

人うぶんでき

臣
関

ませず︑さりとて全く遣らぬ鐸に参りません・帯のこと

Ｐ

旦LA．

ですから等分も出来ません︑困りましたが幸に私

須走篇生紀行

︐Ｉ

I

が鐸しりの
めん．さ
修肝に は 蛭 い 蝉 彬 鮮 鍔 涯 か ︑ 須
走の野には一面
に咲く

ふしぎせいめい小ろ

たいゐん

一﹂・人﹂

わだし

よくじつ

Ⅸな哉

マフつ

てあしごふじいう

わＬ辛雰だ

めつらい・つかみいの

ごてんばぎしやお

わたしひ︐とｂ−

や

は薄てあし

きよしやたいくつうまたづなくや巷少

かき

おも

御殿場で汽車から下りると︑すぐ馬車が出た︒乗客

ばしやでじよ・貿予︑

おもとき
は刀うくことわす
為したいと思った時ばかりは︑母上の事も忘れられる︒

一﹄

てあしふＤいう

ち宅か

て仕舞った礎うと思ったが︑念の篤めに開合せると︑
一﹄刀凸い

ば画

み．あ

な

しゆった

こと

わす

とちゆらう玖

むも

評一よしや

なにはな

し

ふどいわたし

こやらうわうちやく

しか

震やくわたしひ″一．り

云ひながら︑鞭をとって︑シッシッと叱りはじめた︒

い

かと歩みものろくなった︒﹁此の野郎また横着する﹄と

あゆ

馬は︑御者の手綱をはなしたのを知ってか︑ばかぱ

うまぎょしやたう駁

しやないこし

しばらくして御者は退屈げに馬の手綱を車に結ひつ

ぐわつかかううゆゑ

退院はしたがγ母はまだ手足が不自由なので︑翌日
にも態うたいみ

は一日容態を見た．六月二日は降雨故︑なほ見合はせ

けふ

はヵう︵まず︐１１こっろよばう
かてんは
て居った︒母上ば益々快い方である︒三日は天も晴

は︒うへとこう︵きことば露み君

れた︒今 Ｈ こ そ と い よ ﹄ Ｉ 〜 出 立 つ す る 事 に し た ︒

母上は床の上に起きかへって︑言葉もなく一狭におく

おやゐときとほお毛せいじんい

られた︒
い

途中・馬かはり︑御者もかはつたが︑客は私一人︑あ

きざくおもこんどぎょしやたいくつしやない

し下さいと云ひわけもそこ７く〜にして︑忘れものはな

まり気の毒に思った︒今度の御者も退屈げにまた車内
こしす
わたしやは
むし
へ腰を据ゑた︒私は職矢張りにが鐘をかみつぶしたや
須走葛生紀行
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ひともトーもういましやふ・愚が

いかとの人々の注意をかへりみる暇もなく︑車夫に促
とだ・
ばたとけいわす
さる易ま勢に飛び出したが︑果して時計を忘れた︒

くだ

親居ます時は遠く遊ばすと聖人も云はれた︒おゆる

を

けて車内へ腰をかけた︒何か話しかけたい風情に私を
みわたしものい
猫もきだ
見る・私は物を云はいるのもうるさく思った︒定めしに
むし
かほ・
が鐘をつぶしたやうな貌つきをして居ったであらう︒

たいゐん

ば私一人で︑まるで賞ひ切りのやうでわる．

才がた

ふじさんす七くもつをつれ
おもとらあふ
思はず室を仰げば︑富士山は裾を雲に包飢て常より
ことけだかみ
ちぷつとぎしやあしとぎ
は殊に気高く見えた一寸汽車の足を止めてあの姿を

む︒

天地の何れの柳に新らばか病みぬる母の手足きくら

あ

て堪らない・我帆知らず一涙がこぼれた︒

た匙

が目につき︑手足の御不自由なのがおいとしく思はれ

め

号おづぷたびだ︒苦しやちゆ会 は寡うへながほ
心強くは旅立つものシ︑汽車中︑母上の泣き顔のみ
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之れからがのりだとの事である︒私のために花も待つ
て呉れたから心地がして︑霜にうれしかった︒

しまきかおもねんたき動あ一ば

にふち

はなかった︒それを不思議に生命を拾って︑退院した
すぱしりゾ︽じはち
のは︑五月三十一日であった︒須走の郷蝿は早や散つ
ぐわつ

の盛りの頃は︑母は危篤に迫って居って︑花どころで

さかころは力きとくせまなばな

びやら零﹄

去年から待ちに待って居ったに︑三月の末から老母が
にふゐんみやここばな
病気にか少って︑入院するやうになった︒都で此の花

いことかね昔をい︲しやせい
と云ふ事を識て間い工店っだ︒行って潟生しようと︑
等﹂よれんままを
ぐぁつすゑちう版
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マー
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須走罵生紀行

かほをみち城たほ為おんだくさ

を

か泡

うな貌つきをして居った︒路傍匡頬かぶ︐りの女が草を
か

ぎよしやぐち

刈って居る︒﹃おいねえさん︑そんなにかせいでは金が
だ

たづなて

すぱしりつまで窪や４ひとり

うなり出してなるまい︒﹄御者はこんなむだ口をつきな

おほごめやかみで

がら手綱を手にした︒須走に着く迄客はとうノー一人︒
お

識て通知して置いたから︑大米屋のお内儀さんが出

かねつうち

ぢかぢいぱあ

いるｃろ

さゐ

やつ永さい

たいりん週かびみ

かた

しやせいばや誉
省ろみつ
じ侭や
一時も早く︑よい所を見付けて︑蔦生して︑早く蹄
た
く
おもα↑にらでここつ画じ
宅しようと思って︑すぐに野原に出た此虚の鋤郷は
み

み雲んもくしんこう

八房とか云って︑大輪の掩昨が八つ九つ固まって葉も
のめんさゐ
見えずに咲いて居る︒それが野二皿に咲いて居るので
まつこまさ
ひくと二ろ
こだか堂・易
める︒小高い所にも︑低い所にも︑松の木の間にも咲

き満ちて︑瀧目だや真紅でゐる．

えぴいろ

﹄︒↓ころ

ゐ

いうぜんぞめ

まり

だ︐今し

をじこゑ

たん願︲ぽこかうげんむらききいたどりば

蒲公英も︑此の高原のは︑うす紫それが虎杖の葉

とし

迦へた︒七十近いお爺さんと︑そのついあいのお婆さ
で町かおくかいあんない
んとも︑ ま め に 出 迦 へ て 奥 の 二 階 に 案 ｜ 内 さ れ た ︒
むすめ

の態色をして居るのと交って︑鍵を敷いたやぅにある
左かばなやかもヤブ
つむじ
研もめる︒燭卿はその中に華美な模様をそめ出して︑

い

やら月うふ︾フ

建やレ

み﹂

ゐ

いかほ

式へこだか﹄●一一弓りくぐん

ゐ一がぎふじさん雰官きん出尋﹄ざ人

銅耀罪極酔永哨線群麺弥峠僻櫛錘蝉唾碗睡函垂以呼識

おながだおなか堂つ語﹄ぼんすぢちがとほ匙つ

測量のしるしが立って居てヅ右は富士山︑左は金時山︑

毛くりやう

もない︒あちこちと見廻ったが前の小高い所に陸軍の

夢まば

が同じ形に同じ丈にはえて居って︑目じるしにする木

何分大山の裾野の事とて大木もなく︑木はたＶ松の木

獅なかたちおなたけをめき

こ血ら

たづみ・わか
が︑僻躍であぢう︒心めてに蕊ねて見たが分らないｃ
なに昨ず四たいざんすそのことたい置く言まつ巷

秋ば一面に野菊が此の野に咲く︒えも云へぬ香りに
このしやせい
あきひとつき
みちる︒おとシしの秋︑一月ばかり此の野を為生した

あきめんの鶴きくこのさ

冬桐

さばがら友弾染のやうでゐる︒折りｊＩｌ雄子の聾がす

のばらあんたい

巻

の

へて︑荷物などをもってく奴︑野原に案﹃門してくれ︑

こひとばんおもゐ

へたゑよれんみもやま麓秘しわ牢︾

る︒野はおのづから釜をぎし︑詩をなして居る．

にもつ

年は十八︑色白の︑まだうぷげな︑あいくるしいお
でむか
わたしつ
ゆきさんと云って︑娘がある．いつも私が着くと出迎

巷か

五

下手な繕を除念なく見ながら四方山の話をする︒私に

ひ﹂０△﹄

は此の人が一番ちかしく思ばれて居る︒そのおゆきき
よめめ
んが争砕は齢て表ない．事によったら︑お嫁に行った

おもたづあふごとおほみやばうえん

かしらと思って︑等ねると︑案の如く︑大宮の方に縁
づいたさうだ︒

めでことさぞごあんしん
﹃それはお目出たい事で︑撫御安心をなされていせ

ひと怠みれいの

おほあんしんいたせんじつまゐ

う﹄と人並に澱を述べれば

﹃はい︑大きに安心を致しました・おゆきも先日も参
あなた

婦はほく ︐ く １ 顔 で あ る ︒

1

って貴方のおうはきばかりをして居りました﹄と老夫
ふ
がほ

》

ーの

戸倉

あす

﹃︾

書

がほ

きに来たのかへ︒ひとりでかへ﹄とゐきれ貌をする︒
けふを
芦一ろみ
じつきのふき
﹃資は昨日も来てよい所を見つけておいて今日は其
しよみあた

ばつ

とほやまかたちちかずつ

たんぽぽいたどり敦うせん

と決心した︒そして明日すぐ分かるやうに念を入れて

み

庭をかシうと思って来たのですが︑どうしてもその場

韻ゆ

幸﹂刀

じゆもく

なかＤＩＩわ

したぱりきみも

なにぶんの

分野が
いすゆか何︵

ど

だ

の道を聞いておいたから︑もう一度とさがし出した︒
とｂな
ｂへいげん叢つい
は脈かた

みち者

農いから︑中々分かるまい﹂と云ひ棄てシ行く︒締り

ひみ

はやはり此庭らかな︒下には馬力道はない

一﹂﹃﹂

へと︑それなら此の先きの低い所かな：彼虚には松も
ばりぎみもすぢち変似い妾透
ないが︒馬力道から筋違に這入った所だへと︑それで

﹄﹄戸一一﹃・

﹃そんな所があるかい︒手︑︑樹木はあま りない所だ
あすこ敦つ
こさひくところ

ところ

みと一万こののはちなか

うに生え連らなって遠山の形もおもしろく︑近くに松

な

瞭んとぼまつはやし

見亙して見︑心を静めてと思って見眼を閉ぢて見︑あ

とらともいま

みはんときくさかりひとひとりあら

おもきの

おも﹄●三一つきゆし

い

ちづ

げんごかいことで登

このなつかしい花の高原に別れた︒

はなかう・げんわか

まよ
︲しうかんしやせいす
かめ
Ⅱ目もなほ迷った︒やう︐ノー１一過間で篤生が済んで︑

こうやちやら

十里の平原︑松は云はず︑花は語らず︑烏は鳴けども

ふわだしか

はれた︒地獄に怖の心地︑うれしやとは思ったが︑昨

公冶長にあらねば︑これが言語を解する事も出来ない

かたまちでみちたづ

雪き

み

日私が猫かうと思った所はと聞くわけにも行かず︑仕

やうぅノー蹄りがけに見つかった・
み
つかめまよじかんよつ
三日目もまた迷ったが︑一時間ばかりですんだ︒四

がほゐ

﹃一機お前さんは何だい︑何をしに此の野に来たんだ

へ﹄とけいん顔に︑ながめて居る︒
しやせい菅いしやしんい
いくのばら

﹃潟生に来たのですの﹄と云へば﹃篤真かい﹄と云ふ︒

か︿

方なく町に出る道を尋ねた・
たい哉へなんなにこのき

ぢごく帰とげご画ち

腰を据ゑて見た︒半時ばかりして︑草刈の人が一人現

こしす

かへみちわか寺﹂や

も見えずなった︒空と共に今はつく八〜と泣きたい心
ち
そうかへばりぎみらでみぎ覚り
地がした︒一層締らうかと馬力道に出たが︑右か左か
締りの道も分らなくなってしまった︒まゑよと三脚に

み

入梅前の事とて︑雲は深く︑富士山もかくれ︑金時山

にふぱいまへことくもふかふじさんきんときざん

何読にしても見常らない︒昨日の雄子か︑聾が聞える︒
ひとこ
ふじさんあふみ
家はなし︑人は来ず︑つく人︑と富士山を仰ぎ見た

かやうゞみあたきのふきじ﹃﹂ゑ昔こ

み老阜くこしおみ︒︽んたうたみい

けて見︑三脚に腰を下ろして見︑鍵常を食べて見︑如

が二三本遠く松が林になって見える所︑此野原の中で
ごぞん
．たづ
ば久らつくをこみ
も一番美しい所もしは御存じではなくてか﹄と尋ねた︒

ひ

けんた寺フかくよくじついみみあた
みたど
見常をつけて締つだが詞翌日行って見ると見常らない

所が見常らないのですの︒蒲公英と虎杖とが毛誕のや

ここしやせい

おもき蒋
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・引きかへしては見︑行きては見︑立ち留まって見︑
み
わたみころしづおもみめとみ

る賑が一議鋒にふった．明日から︑此庭で葛生しよう
け
つしんあすわれんい
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浄燕諏臓︶一耀念錘計↑癖謎凱識確鈴岬園︶○娠奉かひ一と醜
○お餓ｉ鯉塞一︾恥鋸蛙奉癖の確頃銅碓埋魂捧の︶○おか鐸廊︶舞

恥織蝉催報越○歩か霊職長︶蔀疏窪銅群献血緬緬地噛勘蛎蝉稚
り︶○わか癖運び一と恥Ｕ詐蹴承癖蹄埜ひ一と醗娠雌昨誕捌癖訟
叶雛郡側部︶○廃ひ一上癖鑑喉唾轄姻蝿畔垂碑我︶礎も謹醗なる
もの毛のた圭津督一ぷん系がくめんとうすうしゆどうしやこくはうもくろく

さごと．

︲ｊＬｌ署龍㈹寺︐ｊ

物なり其他経文舞楽の面等数十諏ありて同吐風費目録
つきひ一幻かふ？フはう︒りつ牝のしゆえうあ
こ羊より．普遮費物としては其主要なるものを繁ぐ
奴ば左の如し﹂

誠蝉蝋○雌

Ｏ伽舞雌雄卿︵尉撫溌裡罰群○瞬締鵬紳︵匪癖柳訓辞
ｃ臓岬︵跡諏細稚癖飛Ｏ臓縦染維畔︵彫緬

鯉詠弥岬︵厩添癖燕鱗溌○隷綴謎畔︵融輔特癖翫筆○焼
跡︵醗諏押毒跡筆︑臓飛岬︵跡詠報鈴酵筆○甜鍔畔︵職︶

そのレや今﹃さい

炉？︑しまみちしば手輿くし食づゑげいばんつうし

６匹Ｌ

ち手写ぽくはうだいへんかうしぷうたかくらゐんいつ一くしま可やつかう野﹂かゑんゐんでんい？しま

〃いをみ︑

しうみち苫しうげかうぎやうばうろく

徴墨賓第二編考謹︑高倉院厳島行幸記︑鹿苑院殿臓島

ゆいしぶ

おやしろらかｒし

詣記︑道ゆきぶり︑九州道の記︑九州下向記︑有方録
ぐさとうついみと昔いかしんとくだつと
としなみ草等に就て見る時は︑如何に︑赫徳の尊き︑
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由緒めでたき御吐なるかを伺ひ知るを得くし︒

安居千印曾趣旨

怖家に夏日九句安居の制ありて禁足修道すとぞ︑並に笠

敬白︒

大正乙卯夏日

一報次第料金規定書走呈す︒

服部耕石

金武剛学

蜜而︑材共金武剛

１１１１

竹木牙角金銀鋼玉水口雪ルグ其他何材にくも刻す．へく心御

一御申込みより拾五Ⅲ間に刻了の上料金韮申受くることｃ

石印一↓鈴地叫汗

牛込厩束五好町三五

経の概那杵干の浄財懇投じて﹀︾の溌願な完可ｂしめ輪へ︑

下食ふ殿の雌立窄成就せしめんが偲功なり︑誠ふ論〃布

一居千印含ばさろ厳や︺なる意義によるにあらず︲たい邸の一

茸

︿

︶

−
−
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癖樺諦酔Ｕ謡叶︵匪恥裡溌獅筆ｏオランダ職緋︵確認擁

緬錘軸○飛跡廊黙僻︵匪測詞粍舞芳○稚延搾緋︵彫雨
識舞緋︵匪睡蝿軒︾識見華仙纏蕊

きん心与昌かむｔうたちぱぐとう我がきよい圭小

宵︑
調工ｔ
ｏオランダ

ほこ

金石甲宵太刀馬具等枚塞に逮あらず︑其詳細を
険″︒︑Ｌまゑ霞却らぱうけん零いつくしまりんりやぷんし承たいぐわんじ系んしよ︑﹄

知らむと欲せぱ巌島道芝の記︑厳島圃含︑蕊藩通志

巌島絹馬鑑︑房頴記︑厳島紳吐文書︑大願寺文書圃史

典林
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ホード大挙で可現在の園際法なろものば反古同然で︲若干の大皐教授は
知っても一般の幽民は之と没交渉であるｃ然かも画家は自分の都合好き
暗には之に従ひ︑否らざる吟には之を犯して顧みるなしｃ我等は如是反
古川然の凶際法怨紙屑龍に投じ︑之に代るべき幽際的行動の一統系心立
て︑大畢教授の机上に澄かずｂ全世界の普通人氏↑卜十分了解せＬむくし

▲三月五日快晴︒瑞典の外交家方Ｉがスト︑シュパン氏は加州スダン

だが︑何であるかと問ふたので︐鵬合し衣新附記者が此はプーブイペート
ルーＡ私刑室︶割てあるＬ﹂いふ衣ｃ室の外に青紐があって一般人の入室韮
拒んで鵬ろｃ一度中へ入りたいといふても許されないｃ来讃といふもの
でなければ許されぬ︒併し外国の政府館はどんな室でも悉く公開して其
の椅子に腰韮がけることさへ自由にしてある歩ら脳濁り日本人の事務局
が之を拒むのは遺憾．てあるｃ其の室のいかに見事なるザ韮員に知らしめ
ることが出来ない︒てはないザと云ふ人もあつ赤︒

▲三月四Ⅱ晴︒一米婦人がＨ本政府事務肺の膳接間韮凡て非常に絢麓

次に茶寮女の茶の湯︑井に弾琴あり︑記念の搬影あり茶菓を喫！︸て五畦
に散曾﹄東洋の風雅なお祭姫見た米国蹄人の胸の内には幾分排日の雲も
梯ばれたことであらうｃ向分は桃と菜の花遊覧ふたので一句ｃ
桃の花菜の花ありて節句沙なｃ

秋

▲三月六Ⅱ哨一し米幽人にも随分分らな虻理中もあると見え︑サクラメ
ント稜行のある新聞に日本帝国の副大統領瓜生男爵が常地に来たと書い

一

一

亜米
▲三月一日晴︒外務省の調沓一にょ艇ぱ大正三年六月に在外邦人の数は
賞に三十六斑人に達して居ろ︒其内北米合衆国に厨すろものば︑紐育の
二千︑桑港の五鶴三千︲シカゴの二千︑シャトルの一脚五千︑ポートーフ
ンドの七千人︑布畦ホノル心の九闘人等である︒之は桑港に日本人が五
醐人Ⅲホノルー候九醐人鵬ろといふのではないｃ領覗館管職の関係で静
内居雌の邦人を計算し衣ので︑従て桑港の五葛三千といふのは結局カリ
フホルニア州在留側胞と云ふことになるのである︒

▲三月二日晴︒排日問迩其他で日米雨幽間の笈易にも除程悪影響牟典
へろだらうと心配する人もあるが︑事資は決して悲観すべきものでない
却て好況韮呈して居るｃ即ち最近二ヶ年間に於て輸入︹米胤は日本へ︺は
減ずるが輸出は増加して居る︒今左に其の一班走掲げて見ようｃ

輪入額輸出額

大正元年一億二千七百蔑側一億六千八百脇剛
同二年一億二千二百蔑回一臆八千四百葛側

同三年九千六百蔑固一億九千六百関馴

▲三月三日晴︒桃の節句雛祭が政府館金閣寺に於て行はれ我︒此日副
綱裁瓜生大勝婦人の名韮以て知名の婦人百除名を招待華︲つれ衣︒五段の
御難段ｌ最上の段に金解卿鞭羨わして内裏様と御姫瀧︑以下大庭隠備女
五人離しあり．左近の撰右近の描型の如く︒桃の花︑菜の花は殊に堂本
植木含吐より取よせた色芙しき紅黄の花心白酒に蓬の菱緋ありｃ瓜生大
勝の簡単なろ挨拶︵英語︶次に原田理事官の雛祭の起源唯開する英語演説

１１

》

錐

利

墓

ョーであるバー等は二十六番車のポワード︹賞金二千弗︶︐三等は山番車
のエデイ︵千五百弗︶四等は二十二番車のラルプ︹干弗︶で勘つれ︒
メインピルーテングガ・ハー

築したもので聯式場館︑刷萎館の外左の八大鮪がある︑

フエメナ︾ハルホールホーラカルチュプピルテング

府館︲第三遊睡地の三種がある︒本館といふのは柳蝿含脅就が雄

間口
奥行
築費
呪
呪
呪建弗

メンドヒルデングゾーン

▲三月八日晴ｃ博鋤含悲見物するのに第一本節︑第二各圃政

▲三月七日快晴し胸伽車大競争が昨日博随曾場内で雌されれ・之はヴ
アンダーピ暇．カップ︑レースと云うて世界向働車界鼓大の競争である
物好きな米人ば午前九蹄の開門と共に湖の如く入り氷リｂ午前十一昨剛
より競争道路の横徴韮禁じ︑千二百の兵士は凹哩の間の競争街藩警備し
て居る︒大きなス鋲ンドがさじき七つに出来て一人一弗である︒午后十
二時半開始︑先頭ぱ先月二十七Ｈプリングス︑レースの勝利者レヌタで
以下三十一輔の競争参加満は十五分に出きつ犬︒レースは競争街韮七十
七何︐二百九十五雌走るので︐衆人環祇の中て月椛冠走握らうといふの
であるＴｂ其の批烈猛烈響へやりが無いｃ槻客中にば誰奴が一等ｒ一等
かＬ﹄賭け事するものもあらう︒飲食彫忘れて見つめて鵬ろｃ競争の烈し
い丈危険も多く︑七番車は一人の槻客悲倒して人事不行い陥れ︐二十一
番車は柱隠糊って乗将は人事不省 其他数名の頁傷者准出し椎ｃ午後の
玉時九番車の﹃レスグ﹄は第一等堂を得てヴン〆ビルヵップの外没金三千
弗悲得菰︒九番車が走る畔は艦に樵援があつ椎︒乗車は俳画製のピュギ

だと書いれ︒無繊砲なろ筆鋒・てあるｃ

てあっ派︒それがら永野中佐の事態桑港瀞に碇泊中の日本軍艦の司令官

ノ

迩輸 鮒 垂 尤 室 四 三 四 己 呂 兜 一 夫 老

沢ｃ誰捧牛左Ｆ卜揺

四︐中園飲食店は従前の如くにＨ人に封して稽怨厚くすべザらず︒

三︑日人醜業姉の所には断じて出入すべＴｂずｃ

二︑ｎ人の旋餓︲球戯場個理髪所及び浴場等に行くべからず嘩

一︑冊貨診鴛旦ふ︑と勿れ︒

日賊天を犯し地奄犯し︑且鍵勢を特みて中園を苔め︑華氏韮鰐毒す︒雌
等同胞ば此際宜敷天に誓ひて此無謀の要求老斥け勘且つⅡ賊彫慾らさ紗
るべでｂずこ而して各地の畢措に従ひ常地脹於ても亦之が反抗の手段と
して左の主旨に依り日人牟苦むろ事を要すぐ

げて兇やう︒

留の支那人は雁に日貨排斥をやって︲椴文まで散ら

▲三″十日端ｃ支那人の事を云ふ旗ので序Ｆ此咳の大問題沙ら米幽在

楢太人である実ｃ

に入つ赤金銭は再び他帳渡らぬといふ話だ︐亡剛の民よ！汝等ば現代の

収ば茶も飲ま屑而して南京博突で冊本人の金韮絞る︒一旦支那人の手

全二月九日曇︒支那の開館式があつ推ｃ前に云ふた各国政府館井嵯米
幽各州館は落成の上・附餓式姥執行する︒案内に依て市長と郭大博の重
役︑各幽の事務官が参列し︑博蝿曾場に隣接し派プレジデガの兵警Ｔｂ
は歩兵が一中隊位︑音楽隊悲先頭Ｆして幽戯︵聯隊域ならん︶韮捧げて附
館式に望む︒支那は中華氏凶となり黄龍瑛は撤せられて︲五色の域帳な
つ士ｃ併し参列する支那人は相もザはらず故幽の風省奄守って豚の尾こ
そなげれ扱ンプクロ走つけて居る連中が少くないｃそして彼等は決して
Ⅲ本の店に入らぬ︒Ⅱ本人は支那飯走搬に食ふが支那人はⅡ本飯も食は

もム

︑︵︶

第二の各幽政府館は賛同各国が建築して其の園の粋な示して鵬ろ︒米幽
各州の建物も亦之に脇するものでゐるｃ第三の遊蝿地は除典場で各固の
劇場寅店が之であるｃ之Ｔｂぽつ︐！︑薮野掠十式に．見物して見やうと思

敬育館売国垂美一重づ９頁里三三つ

1

︵縄銭とは日本人の支那賭博に通ふものにて常に該賭主より小使銭を

五︑賭柳嵯に於てはＨ人に鋤する撮鑑を巌禁すべし︒

五七

ー

7

I

鑑山鮪塁稚だ三菖乞一禿酋里

錐

農業館垂党沓元三へ峠三一一里謡き
食料品鮒雪画五苑三望苔忌二恩至一
工蕊館空四謡一二兎ごＳ三一︑光一
工業節曜垂蓋二一言づ９言一己呂
皐雲館里１玉釜云一垂呂一一霞巷呂
墓

一 面

陸

居った︑飛行家ピイチー氏は此Ｈ第二回目の飛行に際して不幸五百沢の

▲三月十四日晴ｃ大博含場で一週二同づＩ飛行して千弗の報酬延得て

五八

六︑中風の人民ば箕力に於て蔑邦に冠求りご

空中から海中に落ち︑最後をとげた︑時に三十二歳であるｃ

め・てたしノト︑ｃ

七︒漢商五族和語起爆士ぱ中華民圃は期せずして全地球の魁祇ろに到る

貰ひ︑食事を強請する︑と︺

東洋の日賊錐威牟振て中華の疲弱に乗じ迫攻し米り鴬めに中華の危機深

いふくしである︒

雁分るといふのと︑Ｈ支問題が

九名怨捕緯し読擦物件を山の如く押敗しれといふ︒↑鴇片の害や大なりと

▲三月十六日晴ｃ加州の横薬官は警官と共に支那人の鵠片窟韮襲ひ廿

︑フかＣ

二雛活字で出て居ろ︒

▲三月十七Ⅱ晴︒縄選畢の結果が近

泰山の如くならん︒

甚を加ふ︑今にして奮起せずんば第二の朝鮮衣ろに到らんｃ於並血性男
子穴敷蒋起しＨ邦の欲求懇排して幽栖の輔同推得せぱ中華災幽の安き事

△三月十五日晴︒日米問題に就て米人と︐︶て日本の億に奔走せられる
のは︑同志壮大皐のギュリゾク博士とマシウズ博士であるｃ米閏と日本
と雨蝋に於て公開誰演︑稔局との交渉等切に誰力されて居ろ︒ギュリッ
グ博士の私案によると現在米幽に婦化せる外人の数の五分に歯ろ新移民
を入幽せしむろといふのである︒米幽常路老は果して此説に側くであら

いごら怖蘭西大使館の前で凋逸の閣砿ワハトγ︐﹃ツィン蕗奏ぜ．よ﹄と雪へ

故能書は責蕊のそれ以上であるが蛮地に勇気のない連中が何ぞやり得る
啄日消戦手頃の夢が未ださめぬらしいｃ
▲三〃十一日曇︒ワシントン首肝の外交界で一珍話があるｃ伊太利の
音楽師がワジントンの凋乙大使館の前で怖蘭西国歌ゴルセーュ悲奏する
一同︑二回︑三同に及んだ︒ペルンストルフ大使腹立て︲給仕を呼び︑我
大使餅の前で而営Ｆコルセーュ韮弾くとは不屈な乞食音楽師なりＬと夏
に一弗韮渡して給仕に耳打したが︑やがて給仕は﹁この金韮お前にやる

ふＣ

ぱ︑音楽師ば早速その金を受取って日ふに﹁御申付けの儀は承知しまし
強が︑私ば只今俳闘西大使より二弗項令猫４大使館前にてゴルセューを
五同奏すろ約束あしまし税ｃ依て今一一回奏して退却致しますＬと云ふ赤
ので給仕も大に肱を立てやつと例の音梁師海追ひ郷ふ六といふ︲之ｒｂ
して傍関西の幽歌が二弗で猫乙のはその半分といふ相場帳き卒ろ士とい

話であみ︒

△三月十二冊曇︽﹄加州上下雨院議員百二十名ば博斑含兇物に来られ赤
午後三畦側本事務局は金閣寺に之等議員を招待して茶菓左饗し菰ｃ排Ｈ
問題韮議論する連中韮特限招待辻︑ぱならぬとはお役人もな沙〃︲︑辛い

△三月十八日晴Ｃ加州は同じ米国の中でも他の州から鎌がら収て居る
せいかＪＵしらんが︑今度の博覧合でも各州館ば一向活燕がない︒開含し
て一ケ月にもならうといふのＦ︲未だ各州館が落成せないのがあるｃ既
に工事杢竣つれのは加州館︑紐育︑オレゴン︲ペンヲルパニァ︑モワッ
ャージー︑ネバダもウィスコンシン︑シスン潅﹄イ︑イリノイス︑パジニ
ア︑ガハヨー︑ワシントン︑ユタｂマサチユセット︑カンサスｂウエス
ト〆ジニアの十七州であるｃ呑気なものだｃ日本は寧ろ鼠面目に期日前
脹完成し汝のは大手柄といふくしである︒
▲三凡十九日・晴︒日本人ば早熟早老との評があるが咽ぢきに老人ぶろ
のがよくない︒併し︑若隠居などは明治以前峠ばょくあつれが今は齢秘
減哩一﹂来た︒生活問題の馬めにさうは出来なくなつ北︒白人ぱ老人にな
ってもよく仕事をする︒東洋鍾質と見える老子の虚無括淡！︑竹林の
七登などは生存競争の今日では畢ぴ犬くも出来ない︒併し因調の久しき
兎角邦人が隠居 一なくてもし菰がる癖があるのば︑それ丈幽家にとって

ヨ

録

▲三月十三Ⅲ曇Ｕ町っ兄が出潅し誰ｃ加州はシャュダ郡︑ベブピメダ
村で︑父は溌年六十歳の農夫マケナイト︑母は三十七歳で既に八人の子
禰老であるｃ今度は男が二人︑女鬼が二人である 加州上院議員スコッ
ト氏は白人種繁殖の鰯五千弗の州費支出韮提言して賛成韮得なと砂ふ︑
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しくて堪らぬ︒

も個人に取ても多大の損鰐であるｃ酔生夢死は衝じて許されぬのである
白人が五十になっても小供と葵にベースボールなどやる元魚韮見ると羨

坐二月廿日晴︒帝幽海軍の緋使出羽大勝は昨日側本丸にて蹄朝せられ
汝︒米幽官憲の待遇ば懇切で０西部郡督ムレー少勝は自分の脚働車で大
勝をホテルから波止場に透られ北︒
大勝の海軍大臣にあてた謝電は次の如くである︒
余は本Ⅱ鵡以て貴幽起出渡し︑Ⅱ木に伽ばんとす．滞米中は親厚なろ
御待遇延受けし事態並に漁腔の誠意怨以て深謝す︑Ⅱ米雨幽は益々税
厚なるべしと深く信じⅢつ閣下の御好謹ば水く忘・歴ざるべく︑余は閣

スーマｉシャレ氏ば内務卿ン−ン氏以下と共に来桑︐して大卿に臨場せら

下の日本御来遊悲希望寸ｃ
坐三月二十・一日晴︒米幽大統領ウィルソン氏の代表＄副大統領トーマ
れ士︒

▲三〃二十二日晴ｃ桑港博蝿曾敷地は余門穂に面して居るｃ此の副大
頭領マーシャル氏は役員並に外幽李務官走招き後鯉艦式を禦行しれ︒放
艦コルーフド雛以下十七離瀧艦装飾し︐大平洋艦隊司令長官ホワーード少牌

の指揮の下に批臓なろ式鵡行ばれた︺我瓜峨大荊山路躯務官長も参列せ
られ衣︒

吋られ士︒其の委員はヒュース監督︲ソーカ牧師︑ツョンソ﹀世総理︑一プ

▲三〃廿三Ⅱ崎日本間題研究曾といふ曾が︑加州の聯合敦曾に依て設
ンドン博士︑ナッュ博士︐ペル牧師︑ガイ博士等である︒又桑港の商業

集の必要上一時不足走祁ふ爵に二百八十四券だ︾始弗・て骸愛しれが忽ちの

営地の日米新聞に徳川達孝伯大夫事務取扱兼任と電報欄に見えた︺徳不
遜︑︑必有隣である 副大統領の著桑と共に巴奈馬太平洋関幽博蕊含は公
式の開曾式が本日午後二昨半より博蝿曾鈴内コート︑オブ︒ユニバース
に畢行苧ｂれれ︒陸海軍兵の分列式の後︑大博曾長ムーァ氏︑加州選出
上院議員上ｉラン氏︑加州知事代理大博委員長ラーブェル氏︑市長ロルリ
氏︑最後にマーシャル副大統領の演説ありて此の式一催経った︒・
坐二月廿五日曇︒博蝿曾の入場料ば大人五十仙︑小人廿五仙である︒
此の博蝿曾に限らぬが米幽の博蝿含は私管株式曾壮で政府は之に賛同補
助韮する丈で町日本のやう帳政府自からがやるのどはない︒従預株金券

内に数十蔑部怨愛り識くし衣といふ︒もう稜行ざないが︑もし此券が手
に入れば一同僅か三仙にしかっか勾早く買へぱょかつ犬といふ人が多
い︒博斑含の出品人其他開係者はパス韮典へられて居るから出入ば自由
であるＣ

▲三月二十六日曇︒本夜午後六時ザら爪生副縄裁主催で副大統領韮木
曾に︲晩饗舞踏含が催されたｂ卓上演説の順序は左の如くである︒

挨拶司曾蒋副細裁爪生大勝

日本天皇陛下鶴々鼓副大統領マージャル氏
Ｈ本錠同事業に封して大博就長ムーァ氏

右に鍔する挨拶事務官長山脇春樹氏

同縄領事代理沼野安太郎氏

大博に於けるⅡ本理事官原田次郎氏

加州悲代尖して桑港市長ロルフ氏

▲三月二十八日晴︒少し前Ｅ桑博工業館冊本部にて〆イナマィトがあ
ったが未装に綾比されれので一間題となつ求がよく調べろとそれは玩具

▲三月二十七Ⅱ風雨ｃ故幽政界の選禦が決定しれ︑多年議曾の絶封多
数で意張つ我政友曾が岡志曾に貿け祇・禁枯擬衷の理是に明かなり実︒

望むもの・てあるｃ

五九

サンデアゴに開曾中の博覧曾内聖涛茶店で焼柳の陰謀あり︑燃焼性のも

だといふ︒玩具にでも迂奴ぱ賀以イ逼泌まい話である︒然るに同じく加州

曾議所でも之と何種類の研究曾が起された︒展面目な研究の後に初めて
貝の了解があるのであるｃ吾人は加州の各方而雁Ⅱ本研究の勃興せん韮

1

△三月二十四日曇︒皇后宮太夫香川敬三伯雌去の馬め伯爵懲川達孝氏
皇后宮大夫兼任事務取扱ひ兼任を命笹らる愚

蕊録

！『

1

良田禰望︑伏木潜在北︒巨舶雲集︒小谷部千保二川︒

建碑表遺徳︒徴丈於余︒余也誠劣︒錐不敢常︒承乏育

之諜︒四時不絶︒是賞公之賜也・﹂頃者市民膏謀︒欲

荘︒白帆汽姻隠見於碧波浩紗之際︒是以市民遊賞歎嬉

上山︒翠髪如拭︒嵐気蕊人︒喚欲警︒伏木潜則水天微

東仰立山︒窄峯摩天ｃ雲姻菱勃︒如鋤戦森立︒西謄二

射水祁耐︒松杉萱総︒騒々入雲︒廟貌変々・煉然起敬︒

憩︒池沼可涯︒芳草婿花︒緑樹紅葉︒莫不有駕︒中有

鍾︒可以知美︒暴者市民開篤公園︒供勝息所︒亭謝可

四年︒相地子此︒開草莱︒設街術︒腫虚士民︒今之金
屋坊︒営時公特居鋳工者︒是今日所以鋳造蔚興也︒遺
徳所草︒可謂遠芙．且此城嘘︒公之菟菱︒而鴬時雑蝶
楼櫓︒雛不可得而見︒墨高陛深．幅員七寓一千二百六
十有一歩︒其規模之宏︒形勢之偉．居然潟北門之雄

之基者︒賞為前田瑞龍公美︒按史・一公告老後︒慶長十

赴氷見・人煙調密︒百貨幅湊︒夙以銅漆器馳名海外︒

繊路︒縦横交錯．東通帝都︒西達京阪︲東至城端︒北

溶々抱闇闇︒庄川焼東︒瀧々清駿︒皆注伏木輝︒官私

をの登見し龍といふのであるｃ物騒千蔑な︑とだ︒何にしても日本人の手際

富田健助

前田瑞龍公遺徳碑文

ｌＩ

で湾むから午後は大博覧含見物が出来やうと云ふので︑平年の二倍の識
習生があらうとの兄込ｃ誰師はハーバード大畢のフレデリーノラカーウゾ
ン博士等の歴史家で︑米圃史︑西部稜展史韮講ぜらろｃ叉二名の美術家
が来て大博に開する講演態するさうであるｃ
▲二月三十一日曇後・晴︒そるＩ︑加州の農畢期に入つ菰︐砂糖大根の
人夫募集には一日二三十仙で手数料なし︑仕事深山年中休みなしの曾吐
田地八千町ある︒アスパラガスの︵Ｈ本の澗活に似て西洋料理に用ゆ︺人
夫も二弗位︒葡萄つみも初まる︑プレスの邦人小童が夏休みに葡萄●て百
弗働い士といふｃ何と云うても北米ば仕事の多い土地てある︑身鵠が丈
夫で︑志操が堅川ならば決して困るＥはない︒唯金が手に入ると蕪が大
きくなってつかって見︑源いのが同胞の病︑符ごしの金起持たぬ流儀でや
るなら何年組ってもやっぱり元の木阿陀だ︒並に於て同胞間に精祁的に
教育する者がなければ何にもならぬｃ護展の兇込はないのであるｃ

▲三月叶日雨︒加州大畢の夏期誌習含は六月から開含︲講習は午前中

提北陸商工業之栂軸︒富甲一州︒隠然一都曾也．而肇

録

の巧みなの韮羨望する齢リこんな事走仕くんだのであらう︒之で思ひ出
したのは維新の際撰爽論で︑向ふ見ずに打挑への焼挑へのと騒いだ︑とで
ある︒生さか米人が五十年前の日本の漉爽論者彫畢ぶでもあるまい︒
傘三月二十九日曇︒友人と共に刷葵館︑美術館︑カナ沃館︑スェデン
館︑濠州航︲ニワジィランド館︑和闘館等を見物しれ︒なかＩ︑疲れる
のであるｃ疲れた人とよく東京で云ふ衣が全く今日ば見物疲勢し士Ｃ

六
○

英︒奉職子此︒十有一年︒暇則曳鋪園中︒遁遥治祁︒

弓

ー

墓

高岡市之篤地︒常北陸要衝︒抱越中襟喉︒土壌脅肢︒
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牟公賜多美︒乃敢汚貞班如此︒し抑余聞之︒初公之城
子此也・幕府猫防特甚︒而豊臣秀頼欲籍其威望以遥志︒
使織田某来説・未幾．公暴病蕊︒蓋公一死︒以促澗凱鎮

定︒且使封内三州免兵革︒胃満全百寓提封．二百七十
年之久︒典覇府相絡始︒以至帆摘中興︒列侯爵︒富貴
願柴兼享駕︑則其遺徳所箪︒登特一高岡市而己哉︒今
也市民翁然圃其不朽︒登可不謂一大美畢邪・﹂距園敷
町︒日機馬場︾公調馬之虚也︒撰樹数百株︒花時如雲︒

老幼撫々・相楽其下︒何通甘業︒郊外有二寺︒日瑞龍
繁久︶隔数町相調︒而繁久寺︒公墳壁所在︒農義一
寓歩︒練以石柵・外裟塑瀧︒鯵住城也︒瑞誰寺則潟公
徳功院︒傑閣雄崎・伽藍魂立・香火常不絶︒淘潟霊境．
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山螺立高岡中躯校教諭従化位富田鯉助謹選︶

︵侍係後嗣微公築造︲微公公弟︑而婦加滞第三世主大正三年十一〃富
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今の六月ば即ち昔の五月さみだれの候匹して天下農民の最農たる田植の
畦節なり瑞穂凶の人Ｌ﹂して田間田植の貿況を知らざる人は稀なるべし︐と

基錐

遠江四翠洞主倭足
○五月やみ
−

○

一︿一

そらはさみだれくろふのなみだがばく間もなきみや筆ふさ
沙紅く錨悟の田植のくろふ

米は八十八同までもくるふかさ収てま〜となる

偲誕一二
○○
○○○○○○

いへども田舎生へぬけの吾人︑加先代々ふり鍬鎌とりて命をつなぐ細民
の田植にありて如何に忙しき・身いかに勢勘するｒ乍紳士令婦人方にも御
知らせ申したく五月やみのくらき窓に筆執り侍りぬ︒
本年ば上御大燈として大営祭走も行はせらろ〜ため讃岐三河の雨幽に
清一腿の地怨撰らみ主基悠紀の御田植式もいと瞳かに行ばせられ給ふこと
とて其御標子ば新聞紙にて闘々御承知ならんが然し叉農家細民の困苦は
此際殊に甚しく五月雨の財ふりみふらずみり崎れ川走まつ暇もなく雨露
にぬるｔは覚悟の前と笠蓑に身心かため︑何虚も同じ六〃の始っ方より
凡そ三十Ｈの其間は賀に寸昨の休息も出来ぬ迄忙しく珠卜近来にて製茶
養獄の偽め農家の仕事大に後れ米りてこょ三週間に盤地やら施肥やら
男女必死の働きを以て終日田圃に居暮らすも猶足らず男は光れる鍬老打
ふりつｌ田走整らす一男ましさ女子は苗取り苗運びさては田面脹柵うらは
りて隙理正しく映さす手ぶりいと兇躯なり︒終Ⅱ田・卜ある韮以て夕食の
仕度さへなすものなく日墓に締り米りて食物の調製に収か︲り食脹つく
ば七八昨頃なり之怨都人の五時頃に汐鯛維りて湯あみもすみ関展片手↑ト
タ涼と出掛くる蝋は猫旧聞に挿映の最中なりと人はしらずや休Ⅱも日曜
もわらぱこそ一刻の体なく立働きて入浴もそこ︐ｉ１Ｆ九峠十唯私報ずい
ば早々に打臥して明朝は未明より田に出・っ此刻苦むつみて得たる牧米も
過半は地主に敗容せられ浅ろば枇稚のみ年幽な奴ども妻兄は肌に泣く鳴
呼此困苦勤愉こそ六千脚人の命をつなぐ源なれ乃木粁耶は嘗て蝿上田間
悲通過する醒倦リ道傍田植の男女を見て一々之咋臆をなし屯通り衣りと
之れぞ水戸批門公が常に農夫の像怨坐右に置きく
朝な夕な飯くふ度にはづかしきめくまぬ民に悪よ︐身は
と詠し給ひしと同じ心なり在上の君子幸に五月やみに一滴の同怖の涙悲
そｌぎ袷ふや否やあなかしこ︒
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司

曾員論壇

喜員論墳

いいた

橋本孫一郎
だんちよていざう

ぢよし

卜︾

じつさたかぎあ

．−︿一一

これぷんめい．いう︑℃りんかうもつ

うふせつ

いばかせ

こしんせ

ぞ之を文明と云ふことを得べき︑若し五倫三綱を以て

おをおほゐ害をだいざいにんしんせいだいにぼんこぐみん

迂腐の説なりと云ふ博士あらぱ是れ真のばか士にして

たが

ふししんしもお匡港ふうふわがふ李じへじ坪うげつう

恐れ多くも違勅の大罪人なり称聖なる大日本圃民にあ
つ動一ヶな
これ高島歪かやくんしんみちかみ
らず鼓を鳴らして之を改めて可なり美︑君臣の道上に

けういくかうワよくかいむ

だんげんくわい︾ごにし軒らせんせいこうだう

正しく父子の親下に行はれ夫婦和合の教上下に通じて
しんせい蕊んめいひかりてんかあらしか
こそ真正なる文明の光は天下に穎はる動︑然らざれば

くわいやわんをしうしん池くしやさうりつ

ちたおぽい財いしゃっ

教育の数力皆無なりと断言せん︑曾耐西村先生は弘道

ろんとなふくくわい方やらなん．匙ぜんせいまたふぷめいせつばつべう

倉の元姐たる修身畢吐を創立せらる塾に常り大に腰娼

みなこじせいかんば

くわつがんひけん

論を唱へ副曾長南摩先生亦一夫一婦の明説を護表せら
あにけいふく

じらい︐すうねんへはじけういく

れたれば皆是れ時勢を看破したる活眼なり卑見なり︑
ちぶくごくわんはつ

なん言しんみんふぽかうけいていいうＯ

堂敬服せざるべけんや爾来十数年を経て始めて教育

勅語の換獲ゐらせられ汝臣民父母に孝に兄弟に友に夫

○○○お峰くだたまく妃児らげあ患いせふ

てんかふうび︲

げんろ．︐︲かかし

悶門正しき貞操の人々なり何ぞ之を度外硯し給ふぞ予

けいもんたｆていきうひとｋ・Ｉなんこれどやわいした全よ

りて弊風を打破すること能はず弘道曾員男女諸君は皆

へいふうだばおたこうだうふいゐんだんぢよしよくんみな

女子教育大に進むと共に盆此弊風を高め我武維揚

・ぢ工しげうい〃由ぽいずちとも匙す︒Ｉ︑このへいふうたかわが媒これあか

い一へり

た蔑さこく残んだらくいつうこくりうていちやら這いをく

へいふうたうＦＩ１

婦相和しと仰を下きせ給ふにも開せず上下塞げて外妾
だく唾もつ−晃かめいよ．とく？１１ぜんおほこの
を蓄ふるを以て恰も名誉らしく得々然たるもの多し此

弊風滴々として天下を風騨せんとするのは元職の昔し
けん

もくせふこぐか

かていふうばげんいん

かていふうばた

へざれば償値なしと云ふに至りては賞に沙汰の限り鳴
にも
いじゃ台詮ようちや参系つ
あこのもくせふちくしや
呼此畜妾︑畜生にあらざる以上は無用の長物なり一日
あつえきなそん
しかていゑん
も有て猛なく無くて損なきものとこそ知れ︑家庭の圃

も立ち勝りたる国民の堕落と云ふくし痛嬰流漁長大息

ぜんこぐかな

ゆゑよい

登んがうこくゑんまんばじ

満は一郷一国同瀧の始めなり家庭に風波絶へずして健

の至ならずや︒

ちくせふたい

げんきもう芝向ぐわ︽そ

なん

畜妾より大なるはなし故に余は臼はんとす畜妾は園家
りんみちた︾

の元気を耗損する元素なりと︒
よいかほどしんぽ

世は如何程進歩するとも五倫の道正しからざれぱ何

I

﹃フ

全なる画家を為すことを得べきか︑家庭風波の原因は

かち

堅苦しき虚甚だ償あり是れ然しながら女子のみを攻む
しかこんにもてん
だんしまた足のみさをまも
べからず男子亦其操を守らざるべからず然るに今日天
かすうせいみたう︐１１いんびふうしふだいとちはうをん
下の趨勢を見れば潰々たる淫腔の風習大都より地方村
ちく
は管ふだう︐ｆ〜めいしめい
ぐわいせふだく畦
落にまで波及して堂々たる名士の銘ゐるもの外妾を蓄

かたぐるどこら腫潅略あだひこしか

世の進運に件うて反比例をなすもの男女の貞操なり
かたぐるこじんみ｜し
ていちよふか
貞女は二夫を更へずとは堅苦しき古人の教へなれども

よしんうん坐琶芯はんひれい

叱正を所る

②偶感一牒敢て諸君子の

●

１１

》

､ 一

｜

「

だいらん芝い邸覗・冠たこうだうとく吟や全率ぱいこへいふうだ

しけ罰フあふ

の示激を仰ぐ︒

１１
菰かげおよ

杉山健吉

１１︲ １１１Ｉ１１

鋤嫁ぐに就て
Ｉあん

また

ふおほ

しかこのたびうえん雀ん芯か

ぞん

●

き

じまん

さきつ恒や一いけつ
も気をつけ零て先
は常に清潔にして雁をのばすべか

Ｃぶんざとかた

らず︒

みだおほ一・﹂ゑだまたわら

一自分の里方のことを自慢すべからず︒
としわか老害﹂な

はな

一獲りに大群を出し叉笑ふくからず︒

とじまひぷうじん斐是

一年若き男Ｌし馴れ︐〃Ｉ︑︲しく話しなどすべからず︒

はよやまみゆ・舌あさ

声︶ロー﹄

の如くなるべし︒

しめ

すゆゑ

掃き寄せし山とは見へし雪の朝
いしゃ全たず等ろえ

ひとみちょまもつれ与る

︑

やうち．うい

空︑︽﹄虫
ユノ｜｜

／︑Ｊｆ︑ｆｌＪＩ１〃１ノ︐︑Ｊ１ノーＪＩｊｒ１ｆｌｆＪｒ１Ｉ１ｆ︑Ｊｈｊｌ︑ｆ１．Ｊ︑Ｊ︑ノＩｈｒ１ｒ１〃ｉＪｒ６ＪＩＪＩ７Ｉ１ｒ︑ｆ︑Ｉ汀︑Ｊ４１ｆ︑〃！Ｈｆ︑ｆ１ｌノ︑ノｔＪＩ９

も．﹄

人たる道を能く守り常に心のゆるまぬ様注意せざれぱ
ひとつま肱︑
とても人の妻たり母たることを得ざるものと知るべし

︒︽へ

以上は只心得の二三を示したるに過ぎず故に寓事人の

ばんじひと

心静かに能く腹の中を清め雪ぐべしそして左の句

墓掴みしづ上ばらなかきぶす力さく

りと心得如何なる小言も皆自分にのみ込みて後ち

い︵うちこごとばぶばふものはちなか
ゃろえいかこごとみなじぷん己の

ベからずｃ

一戸緊り火の用心を怠るべからず︒
おもか
たん私しごと
えんしたちか隼も
一縁の下の力持ちとは女の仕事たることを思ひ且つ
おそけつひと
瀧に津識の滋ばざるこレーを恐れ決して人をうらむ

やうじやらずく 怒

しだい

つ

・趣・︹鉱だいがくちよらふく

ざんかういた

わがにぼんこぐみん

は女大畢と重復のこともあり又おかしき節しも多かる
いき︐し人てん・
ぞん
くしとは存じますが聯か信ずる鮎もありますから鼓に
みなさまごひひやうこごじつ
きちよら＆はＰ〜
貴重なる除白をかりまして皆様の御批評を請ひ後日の
苦

参考に致したいと存じますｃ
己
舌碑
けういぐち歩くごおほ芝む

ものちといつ健

一如何なることも物事を偏りかくすべからず︒
ゑいせいじゃ今もつと
ひがれう︑り・唾ん芯て
一日々の料理は女の手になるものなれば衛生上に最

いか

一女大挙の教を能く守るべし

むん江漬いがく奉じへよ薮．も

と知 る べ し ﹄

Ｌ

一敦育勅語の仰せに背くものは我捌本圃民にあらず

↓﹂殉

私は本曾々員たるの御蔭にて及ばず藤がら精神修
つねかんしやお
り﹄丞斗︼唇え
養上少からぬ利益を得っ動あることは術に戚謝して居

わたくしぼんくわい／

P

一家の内の小言の掃き寄せ場は締たる者の腹の中な

せいしんしう

は此一大問題を掲げ来りて弘道徳上大に之れが弊風打
催めいさくかうぎう
あへけんめいくぬいゐん﹄Ｊくん
破の明策を考究せられんことを敢て賢明なる曾員諸君

こ

』

る次第でめります而して此度有縁の女が嫁しつき農す
なか
きご←・くんげんあた
に就きまして左の如き訓言を典へてやりましたが中に

1

曾員論壇

ー ー ■
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P

P
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１１１
詞
華
一ｵｰ

川

文

石

訊傭仰之際︑賦此記威︑

寺壮軽一

亭謝清雅︑林泉幽遂︑池不背蕊胃諜遊之境也︑余問

静和園︑徳川頼倫挨之別壁也︑在東京城北干駄谷︑

○○○○○○○
至治昇卒 三 百 年 ︒

堰武功成文赦宣︒八洲民庶楽恰然︒洋々遺徳不曾誌︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｖ︑︑︑︑︑︑︑

東照宮三百年祭恭賦薦

女雛日︒苛政峻巌ｃ今古一轍︒糊可峨也ｃ

○○○
猛於狼︒

獄顛末成分早秋︒君不見粒々辛苦用不足︑苛欽詠求

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
五月六月農事忙︒南村化村人如経︒養迩業竿岐熟姿︒
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○○○○○

澗農渡遥華洲

守則．４■ＪＢ１Ｊ■回略ｑ４ｑ︑ｑｐＧ９ＤｌＩ９ｐｂＪＤ目ｂＢＩ︲好日■０Ⅱ口︑８︐０８８０９０ＧＡ︲９０㎡わ■りり︐ｒｃｑｇ９０寺

〜ＩＩ Ｉ ｉ Ｉ Ｉ

冒娃

昌泰君恩一厚︒尊築組徳探︒道遥清興足︒佳気焼園林︒

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ
名聞開名苑︒静和冥可尋︒花香消俗慮︒泉浄洗塵心︒
○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
女
雛

合

C

ーﾄ

つっ○○○○○○○○

四

︑︑︑︑︑︑︑

丈荘日ｃ肉食者讃之而知作者之意︒有悔悟則亦作者之知己︒

偶戚石川藤作

唯愛壷中長日月︒庇醐室過幾春秋

︑︑︑︑︑︑︑
三更月暗冷如秋︒﹂幕天席地不知憂︒無復一家衣食謀︒
︑︑︑︑︑︑︑

恐飴宵肝一人憂．肉食維無遠大謀︒杜宇謎々何所怨︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石川丈溝日ｃ句亦有孝々響︒

雑戚二首湘香新居教

嵩古香日︒仰地寅況︒

杜宇一端時雨一過︒青々匝地奈愁何︒繕頭忽送球々響︒
︑︑︑︑︑︑︑
風鐸咽風諜正多︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

入梅即事

石川文荘日︒余欲訪翁有年ｃ以俗累多未果涛ｃ今請之羨其間適ｃ

嵩古香日︒此集中億第一佳作ｃ

坐試新茶味特多︒

緑樹重陰少客遇．薫風吹送弄清和︒小窓睡起無些事︒

文難日ｃ淡泊二字可移評此作ｃ

夏日偶成繁田講漢

苦菩潤喉爽︒香姻緯凡斜︒老除無一事︒淡泊透生涯︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

間適浦長夏︒書惚緑樹遮︒把鋤詠悪草︒汲水潅新花︒

間適

六

紛々擾々利名民．擬悌倣英頻附新・幸有祁州文化教．

一 三 〜

詞

I

以静和二字鰯主隅ｃ前後反喚・﹄一宇不荷︒非老手不能︒敬

I

H

服
敬
服

9

戸

ざ

００○○○○○
免潟人面獣心人︒

青木潜龍

女荘日︒弘道含負中︒以風教捻己任如此則亦足強人意ｃ況於同姓人乎︒

古稀毒
天開昌蓮毒星懸︒瑞気鮮々上賀進︒欺舞一門無限意︒
締高琴遜古稀年︒

夏日訪石川丈荘詞宗賦呈酒春翠里
朝踏薫風訪詳燕︒請書聾裡緑陰多︒長街恰似山中座︒

○○○○○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
短帽唯疑雲外過︒瀧架詩編欽道遜︒一窃仙糟畳心和．
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
文荘日︒過斑雄不儲︒朱竹陀経畢文章︒全所仰墓也︒

清初諸子焼才俊︒穏健文章愛竹陀．

一﹄ 伽 醗 挫 平 塚 墜 峰 選

聞郭公熊本無矢野乳

懐かしき其一蕊を待わびし人になのりの山ほと塾ぎす

山夕立︑同植木青木清隆

時の間に空準きくれて山松の梢にさはぐ夕立の雨

東京ふたね

小舟こぐ樟の雫を月かけのちるかと見えて涼しかり屍

江蕊．側手塚芳子

鳥取鵬安田河本猷蔵

小礎ふけて月も入江の水の上に残る光はほたる也けり
忠

千葉蛎小兇矢部良吉

火にも入り水にも入りて大君に蓋す誠ぞ臣の道なる
酒

正しきも凱からなり世の中に酒てふものシ露なくも哉

一牲榊陶岬一服部耕石選

行々子一綱打て藻白めり告天子
書顔の蔓からみけり牧の杭竹亭

此の家の主人は知らず牽牛花金舟
撫子に我臥と︐立つ野路かな雨村

薫風や海淵うして山遠し美泉子

陽は落ちぬ雨後の夏山大気湾む四木庵

六

谷夏月山形蝶酒田菊池秀言 衿 緩 う 月 を 負 人 な る 浴 衣 か な 撫 水
山深み谷の川水むす︾次手に月もやとりて涼しかりけ︐９
朝顔に姿つく軒の日覆かな姻外
七月二十五日はかり日本弘道曾青年部・ 扇鳴らして瞬く癖の男かな十雨
・干柿に納屋軒低く山晴る塾翠鐸
の催にかシ為納涼倉にて

詞華

五

二一一怪三

I

b

書顔や上げ藻干る香の沼の風

先だちて犬夏川を渉るか憩
雨を所る幾日徒らに御山雲

︽︑一︑

堅〆ユク

はがき鍵

夕立や岬晴奴行く陽の名残︐９

しゆしやら

ふくわいかん款ぬか

しに．︶にほん

訂しか

さいと唇も

せう・かいくわいぐわしぶちゅうさ

めいしよ会

ぱい

石

ばがき便
草の香や那須野の夜明け時烏
石に立ちて落ち行く鮎を居見る哉

夕月や紫苑に低く萩に高し
按摩途りて門閉る紫陽花の月

しぷし

おしめい語ぶぴじゃ搾なんしんとうざいざうぴ
一↓／モに於けるポナムの使命及殉難︑真に東西の墜美と

の敵軍に園まる︑長篠に於ける鳥居の使命及殉難︑ァ

てきぐんかこながしのおとりゐしめい署琴いやへなん

鼓︑アラモの守蒋トレーヴスニ十五歳︑共に二十七倍

ざい

鰯米幽の長篠城長篠城の守艦奥李九八郎貞昌二十二

▲▲▲▲▲▲なぷしの世やらしゆレやらおく滝ひらくはちらうさだまさ

る︑是に麓て志賀重昂氏がアラモを米圃の長篠城と云
ゆくわい
はれしは愉快である．ｇ蔦奮

こむおいしがぎゆらこうしぺいこぐ瀬がしのｕやつい

しよう

刷家主義よりしては不快の威を免れぬ︑寧ろ掛のアル
プスを瞬雌の飛騨︑碗総督癖隷などシ穂したいのであ

こくかし沙ぎ

鰯日本アルプス登山の好時節に近づき︒屡ば日本ァ
かれほんゐ
こゑ醤詠った
ルプスの謎を聞く︑全くこれ彼を本位とするの名溌︑

▲▲▲▲▲▲とざんかうじせつ造ふ

編輯局選

耕

ば︑志賀氏がアラモ紹介の繕蓋書中の語である︑なほ

一 グ ー

期せぬ寄港の上陸恥して桃買へる

凌宵花洋館の白悪腰し咲く．
行水の子に機の灯を窓に吊る
水論に小田の短礎明けにけり

明堂禰香々石波堂漠
城袖生来塔 城江昔時塘風

斧べっとり︐と樹脂のつき様油蝉

里は祭の夜雛や宮樹飛次蟹
清水溢れて風ある草や烏の立つ

雷遠く刈り草既に一荷かな
臼つけば響き地に入り花葵
一手ら萩に次降る曇りかな
軒に竹に灯せしが七夕の夜や更て
水ちよろｊＩ１暇橋に砿日盛りな

夏木立吐前の茶亭水善かり
月の萩桔樺と庭に影つくる
杉すぐと鯛に室劃るな・９

病葉に荷鞍作りの族かな
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］
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東霞更大春雨刀土三雨晃草健紫幽蒼拳蔑碧梅

r

戸

してきわ恥

氏が敵五千我百五十︑揮蕊況叉絶二糧粒二二十二八間し

きんえ

よげん坐雲︶いれつし︑慕参っきたおのゴちわにくをど

し及嬰レ壁立︑誰哉南加一男子︑見レ義不レ総固所し恥云々

うんぬん

しかのちいへと︑のい︿・言のしかのちく臆をさくにをさ

り而して後家害ふ︑家書ひ而して後圃治まる翰園治ま
り嚇して織蕊挿燕なり︵涯蕊︶謡予酔ふ︑遮癖の割あり

みないてんかこくかてんかもとｆ・に
皆
圃
ふ
天
下
剛
家
と
︑
天
下
の
本
は
園にあり︑畔の糖は錘
いへもとふ
りる陽やらす必催
にあり︑家の本は身にあり︵離婁上︶と︑即ちこれで⑩

急馳︑飛刀凱研冒し園入︑入見二蒋軍一血披レ面︑兵皆露

こ百除言の腔烈詩を諭し来れば︑自から血湧き肉躍る

ある︒︵同上︺

︑﹂

ごとないしんあら

ナ丞憾

い︑

企め世よくごＤ乙

てっていたせうしき

六七

者よ︑然らずんば寧ろ無識無自畳盲信的の勢役者の
弐る勝れさ
しや
るに如かず哉・︵香須美︶

く思意す雲不徹底も甚だしからずや︑徹底せよ多少識ゐ
やぎしむしきむＤかくまうしんてき吟うえきしや
ものしか

しいふてつていは江ほ

薄者は夏到れば即ち避暑を解し聴地せざれぱ恥辱の如

はくしやなついた才江憾ひしよしよぅてんち

鋤人生の薬事盛夏炎暑の候到れり︑暇ある人金ある
ひとおの︑ｆＩそのこのところひしよ
ちてん号一つうつ
人ぼ各其好む虚に避暑するならん︑地を稗じ心を移
いういうじてきこればんじんひとほつどこら詳産じんせい
して優悠自適する是寓人の審しく欲する庭誠に人生の
もくじかなしかおもこのらくじもつと蓮や言えう
薬事ぼる哉︑然れども思へ此薬事をして最も握要すべ
なんぴとかねひまひとたとへてんも︲
きはそも何入ぞや︑金︑暇︑ある八は暇令樗地せずと
毛のていたくあしゆらぷんひしよしゆだんつくものこ・とさら
も其邸宅に在って充分に避暑の手段を蕊しうる者特更
てんちえう
あさゆ夷Ｅうえ評﹄ふくき
に蒋地などの要なきものなり︑朝より夕勢役に服し蹄
たくなほし工腫つくおしものこれしんひしよいうらくえうものかへ
宅猶暑熱に苫む者是真に避暑遊楽の要ある者を反って
ふかのうりこれよＣじつむしゆんまたぎは
不可能事とは溺是世の事資なり矛盾も亦極まれりと云
あ腫これのみ
せじゃ全ばんじおほ秤岨かくのごじゆゑよふ
ふべし豊是耳ならんや世上の葛事概如斯故に世の浮

▲▲▲▲▲せいかえんしぶこういたひまひとかね

を禁じ得ないのである︒同上︺

ごじんこ︑ろうかゐくんしかしんずゐひと

▲▲▲▲▲△とくがはいへやすねんさい↓湾い
⑧東照公の遺訓徳川家康三百年祭といふに脳第一に

しや雪おもにおとほみちゆごといを

吾人の心に浮ぷはその遺訓︑而してその真髄は︑人の
け湾こう辻いくわちざん

一生は重荷を負うて遠き路を行くが如し急ぐべからず

○○○○○○○○じんもつおのれにんな

の一語であらう︑これ蓋し公が握嵩︑羅山によりてそ
ばうすんふか七宝こうしをしへし一もつこうぎ
の方寸深く注がれたる孔子の激︑士は以て弘毅ならざ
るべからず︑任重くして道遠し︒仁以て己が任と潟す

獣たおもしのちや獣だとばろんごたいばく
亦重からずゃ︑死して後止む亦遠からずや︵論語泰伯︶
○○○○○○○○○○○辻うりみすみやか
ろんごしろ

連ならん←﹄欲するなかれ︑小利を見ることなかれ︑蓮
ほっ
せうりみだいりな
たつ
ならんと欲すれば達せず︑小利を見れば大事成らず︑

︵論語子路︶てふ如き精神の見はれたのであらう︑則ち
ふしゐくん
こうゐくん

公の遺訓はまた夫子の遺訓である．局占
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲まん屯うばう暗しふせいぢか
鞭政事家に封する最大教訓寓朝報が募集した政治家
たいきんげんしんさせいぜきおいだいとう︑︑︑

目つど

に封する金言の審査成績に於てはその第一等は其身治
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

まら蟹飢ば天下は治め難しといふのである︑これ最も
ふるａ酒 つ と あ だ ら し さ う
こうしい
みをざ
古く亦た最も新しい思想であらう︑孔子日ふ︐身修ま

ばがき便

匡一
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記事
記事
噂修養含報告
一本禽主催講鍾は七︑八雨月中都合

島田君提出の青年部渡張案と附議

す︒賛否の論議多く未だ決定に到ら

ず更に幹事倉を開催して研究するこ

購買組合設立の建議めり︒これ叉宿

とに一致して閉議︑江平林作君より

一来る八月十八日は泊翁先生御忌辰

に依６休含のことシせり

七月十八日︵日曜︶千葉聯匝瑳支曾

題となして全く閉曾せしは十一時頃

我々青年部が主催して︑講演曾並清

愈七月廿五日が来た︒今日は玉川で

翁青年部主催講演含
並清遊含

能勢貞治対寺本輿左術門荊鵬川市二君
本間和一淵草間幸三耶荊等

江平林作君田中久君島田碓君

原忠筋荊橋本元治消帯谷久治対

加納推迩対小林迩治霧高木八太郎荊

池川謙職君佐波古直隆君谷口富五郎譜

に付先例に依り本曾主と潟りて墓
一本曾出版に係る土屋鳳洲翁周易輯

にては曾員懇親含を同郡禰岡町禰石
す︑午後一時開曾菅支曾長開曾の僻

解は好評を以て歓迎せら舵己に其

なりき筒は常夜的出席者左の如し︒

を述次︐本含の主旨に基き︑宴愈は

多数を頒ちたるも筒ほ若干の除樵

参を執行すべき溌定な︐

極めて清 楚 に し て 簡 略 に 随 弘 ど も ︑

あり希望の士女には責費を以て高
一小川直子女史より本曾経費中へ金

酒間或は曾沌先生の逸事を語るあり
べきと約し︑最後に卒塚主事は本禽

需に従ふぺし

の由来︑現況︑今後の護展等に就き

鐘有志青年部記事

一場の談話あり頗る磯曾に℃午後七
時各歓を識して退散す︒
本日出席曾員の重なるは︑望月判事

相愛らずの好天気︑暁天は群青に映

遊を開催すべき日である︒

七月十六日午後七時より本禽事務所

全嬬論討究倉

石毛︑鈴木︑飛田へ土井︑増田︑菊

宮村郡長︑鈴木小林の雨幹事︑高橋

和鋤・す．

萱鳳寄贈あり愛に錐して芳意を威

或は支曾今後妙溌展を期し大に識す

楼に開催し本禽よりは手塚主事出席

鰯日本弘道曾記事

六

えて︐徐ろに青年の気を引立てるや

− − へ

八

に開く過日永問題とな６つシある

I

間等の諸君なりき・

I

一
ー

可

弓曾員の漉谷集合は午前九時の定め
である が ︑ 七 時 過 の 電 車 に 乗 る と ︑

開禽の瀞
青年部部長子爵大給近孝閣下

て︑歓喜満足の裡に閉曾し慾皆な次

の清遊曾場たる︑玉川の砂洲兵庫烏

日本弘道曾長伯爵徳川達孝閣下

来る風は︑氷の如うに清く冷い︑や

置いた︑緑蔭日を遮り︑川を渡って

へと向った︒時正に正午︒

禰本先生は︑例の壮快にして雄健な

がて︑除興に取掛って︑先づ第一に

山獄趣味と河海趣味幅本日南先生

僻舌で︑有益にして興味深い︑時と

知った顔が大分見える︑八時頃に糠

行善寺に上る︒

味線とヴァイオリン︲との合奏で﹃鶴

兵庫島へ着くと直ぐに排営を開いた

寺は高丘に篠ｂ︑眼下に玉川の清流

庭とに尤貼適切な誹演をせらるシこ
と約一時間︑綾いて加藤先生は︑あ

韮﹄阿藤座琵琶の﹃吉野落﹄更に合奏の

徹底の気風加藤恥堂先生

を傭敵 し ︑ 遠 く 富 獄 の 清 容 を 望 ︾ ぴ こ

の清爽にして痛快な雄鼎を振って︑

﹃観進帳﹄といふ段取その間に関子店

谷に着て見ると︑其庭には巳に十人

とが出来る．明け放しの室内︑清風

職を談じ︑道を説き︑時弊を痛慨し

が開かれ︐て︑甘い所で舌鼓を打った

そこには藤棚があり︑其下に置座を

凍を送り率って︑見愚功の綴る勤地

世道人心の諦溌を指一流し︑鞄く迄徹

場隅には築焼の店がわって︑曾長伯

挨拶

の凡て清凍の気に満ちて居る︒二十

底の気風を溌揮せられた．清風裡に

や大給子並に御令弟等は絶やら書や

憐の曾員が見え︑電車の着く度に績

分三十分︑電車の蓮んで来た含員は

玉振せられたこの雨先生の講演は︑

かくて充分の清風と︑清興ＩＣを味っ

らで大部お忙しかった様子である．

々集って来る︒第一阿褒の電車で︑

瞬く中に百人となり二百人となり︑

瀧堂の雛者として︑暑中署を忘れ︑

道始法悦の清く静かに全身に惨透し

りを開催したいと望んだことは随分

青年部が郊外で講演含なり清遊曾な

て︑散倉したのは五時前であった︒

遊園地前下車︑午前の講演曾場たる

十時の開曾迄には無量三百名に達し

熱中熱を空上去って︑心魂氷冷︑只

人も交って居る︒

流通すると畳えしめたのであった︒

﹃筑前琵琶﹄が奏せられる︒綾いて三

た・此中に珪荏原支曾員及玉川鮒近
くて誌演曾は開かれた︒其の次第

司

1

かくて徳川酋長の荘重な挨拶がゐっ
左の通である︒

・記事

は 力＞ の

両

､

』
,
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記事
久しい以前わらでわった．幸ひに機
熟し認玉川の清流の透で︑其第一岡と

開催し得たのは︑部長並に幹事に於
て多大の瀧足と感ずる所で︑而も含

七○

曜日︶午篠七時より本曾事務所に於

鐙嬬論討究曾来る十四日︵第三土

一同同勝識服祁誇郎大藤哲次
小深彦九鄭酒井信三島谷義武

て癖論討究曾を開く︒青年部員諸君

小谷茂責首藤仲谷口富五郎

村上辰午郎村田朔一郎加藤咽堂

は勿論有志諸君の振って御求曾あら

んことを希望す．

小林迩彦早川政蹟川島辰五郎
加納盛道青柳泰一村井繁次郎

藤井勇上野山六郎松平砺吉
吉田七郎根本庄作本間和一

長崎行軍金子玉川村々長杉田次郎左衛門

高木八大郡橘木元治草間幸三郎

術ほ常日出席者は本曾員が主であっ

− − へ

者無量三百名を算し︑頗る擬曾を極
めたのは益々以て光築Ｉこす愚所でゐ

る︒これ荏原支曾の有志並に玉川附
近の有志の蓋力が興って大に力める
所で錘に 深 く 威 謝 の 意 牙 ︸ 表 し ︑ 尚 ほ

講師諸先輩以下諸君の厚意と謝し併

たが︑時催夏蕊が玉川で清遊曾と来

其他

田中︐重吉柳田重光千野要之助
小川銀八郎田中利三郎田中新手
田中彦八木村杉三郎小川清次廓
小林蹴治天野龍三寺本典左術門

せて健康を斬る次第である︒常日の

て居るから︑愈員中には家族同伴多

営日御来曾の曾長伯部長子御兄弟二

主なる出 席 者 左 の 如 し ︒

きは四五人同伴で来た人も多かっ

曾には同地近傍の人が多数来曾傍聡

の有志家の奔走に依て午前中の謹演

た︒叉荏原支曾及び玉川附近曾員中

伯爵徳川達孝子爵大給近孝大給近涜
平塚唯鵬石川小一郎津川彦十耶

一池田謙職工藤一記大場兼吉

菅野茂酒巻幾三郎草間豊吉

禰本日南加藤玄智岡庫一

した︒かくて趣味ある禽合が近来稀

村松正次郎内田卿干岩村成允

なる礎曾であったのは快心の至でゐ
字︵︾Ｃ

村井勇次郡凌智義三郎足立四郎吉

高橋卯之助原忠篇足羽中次郡

椿谷久次佐波古直隆能勢貞次

I

田中久江半林作烏剛正

I

一
己
一

／

り

齢皇后陛下御妊娠護表

東営裕仁親王殿下には御堅事漸次御溌達遊ばさ
れ来る九月の夏季御休暇後より数塁の御推誌を
申し上ぐろ蝿六〃二十九日左の如く新御朋掛の
任命ありれり

③東宮新御用掛

宮内省御川揖被仰付︵佃勅任待遇︶

正五位勤川等法翠博士清水溌
従三位動二等小牧昌業

欧米の法政畢御推誹の億め清水注畢博士に︑又
支那の経畢御推誌の鰯め小牧昌業氏膜何れも去
月五日左の如く宮内省御川掛任命の餅令ありた

鰯宮内省御用掛新任

はし︵七月十六日宮内省公表︶

皇后陛下御妊娠の趣ば其常時より洩れ承はれる
が宮内省に於ては左記の如く正式限公表せり
皇后陛下にば藻て御妊娠の御模様にあらせら
れ候虚愈々御妊娠と拝診御縄過順術御機嫌腿

1

郷癖癖銅睡理鯉銅珪蜂蝉轄蝿舞吉江環見
東宮御畢問所御用掛被仰付︵但勅住待遇︶

位以雲上

ｌＬ

波多野宮相は六月二十四日勅裁鵡仰ぎ二十七日
官報皇室令第八雅老以て婦人にして宮中に参入
する者の稚袴の制走公布し印刷より施行し我ろ
が従来政府部内井に宮内官勅任悔奏任宥の大鰐
服あり有爵恭亦相穫の爵服あり叉位階服ば従一
位以下従阿位以上正五位以下従八位以上の二棟
に制定せられあるも日本婦人にして稚袴にて宮
中に参入する鹿に封し是迄格段の規定あらざり
しが今回宮中席次第三階以上即ち
大勲位︑親任官︑貴衆雨院議長︑公爵︑従一
位動一等旭日柵花大綬車︑功一級︐親任符待
遇公爵︑従一位 軸一等桐花大綬車︑瑞蜜章︑
高等官一等︐僻香間祇候冊侯爵︑正二位︑高
等官二等功二級︑錦離間祇侯︑勅任待遇︑伯
子男蹄︲勅二等以下軸三等伽従二位以下従阿
の一般勅任取扱以上の新と宮中席次第胴階以下
即ち貴衆雨院議負︑高等肯三等以上奏任営勤凹
等以下勃八等︑正五位以下徒八位以上の者と二
襟と制定し衣ろものにして其様式左の如し
宮中席次第三階以上の者及其妻

錘妊地質は唐織として夏は越董総とす文様

す︵以上鵡服︶

は鳳風小葵︐二藍に三或認深紫に雲鵡を除く
の外適宜とす色目は黄櫨染︑焚丹︑忌色︵橡
色鈍色︑紺子色︑萱草色︶彫除くの外迩冗と
同上畑し地質韮嬬珍殿子の類とし夏は紗とす
︵以上通常服︶

傘単地質ば固地綾織とし文様ば千刺菱とし色

目は黄櫨染ｂ黄丹︑忠色起除く外適宜とす

織服地質は白練絹とし夏ば晒布とす︵以上潅

通常服︶

服︶地質は白羽二重＄し夏は晒布とす︵以上

傘袴地質は精好とし色目は緋とし切袴とす

常服︶

︵以上濃服︺同上佃Ｌ地質は適宜とす︵以上通

服のとき亦同じ

傘髪垂誓但し前髪怨取ろ仕様は適宜とす通常

地賀は迩症とす︵以上通常服︶

金扇檎属以上鰐服鴇ンポリ︵以上通常聯
傘履袴と同色の講韮刷宍以上稽服筒上但し

翻大澱奉祇歌常選

猫第一雛に依らざる者即ち秦任官同相粥の服制
は勅任以上の通常服の制と同様にして今秋御畢
行の大鵬に際してば取敢ず此服制走迩畑せらろ

くしと

典せり

女部省に於て懸賞募集ぜろ大硝奉祝唱歌歌詞審
査の結果左記の者鵡鯉等と認め黄金五百凹避授

湯川貫一

島根鵬松江市北堀

職佳作五篇

間左記預名の膳募歌詞佳作と認め各頭書の賞金
妬授典せり
愛知蝶名古屋市立第二高等女皐校内

鳥根撫八束郡秋鹿村小畢校

金百五十剛小木曾啓次郎

七一
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恥宮中参入姉人の服制定まる

雑報

L 一

1

一 I

r

戸

ＬＬ魚

岡川鵜英田祁土鵬村白水尋常小畢校

金百側奥原禰市

⑧修正されたる奉祝歌

大阪市西匿阿波座上通一丁目十番地

金五十側大倉まさ

金七十五側水鳥川安爾

千葉懸長生郡豊田村腰常

金七十五間沖田膳一

報

大典未帆歌は︑常逃滑湯川氏の原作のま〜な
しが︑七月十三日文部省より更Ｆ委員の手に
誹句の修正あり茨ろもの態溌表せり財即ち御
位の大鰐の行はぜらろ︑常日全圃小畢校及び
他の畢校に於て奉唱ぜしむくきば此歌なれぱ

︵原動き︶

に掲ぐぺし
一ｂ天地のむれ蕊なき

︵脈高御座︶

天津日嗣の御位に
我大君ののぼり農す
今日の御典の尊さょ
二ｂ垂穂の渦の大御撰に
︵原足︶

皇御紳にささげます

︲白酒黒酒奄取そへて
大御祭のかしこさょ
三０大き正しき君が代の
︵原大御代︶

ついはし人も列なりて

︹原今日の御のり︺
︵原つずき人等︺
︵原楽しさ︺

共にこと一はぐめでれさよ

鋤時局赦育資料
文部省は今・次世界戦局の展開に伴ひ其の影謬の
及ぶ所重大にして殊に我邦教育の狩来に封し償
重なる研究怨要すろもの少からずとし鍵に省内
に昨局に関する教育溌料調査委員曾を設け専ら
昨局教育資料の調査中なりしが今同同委員曾の
蒐集し龍ろ昨肪と英及僻関西︑露西亜︐白耳義
淵逸等の各幽に瓦ろ資料宅上梓し其第一輯を公
表しれり

●大典奉覗訓示
文部省は六日各地方長官に封し七月全固各畢校
の御大典記念事業に就き訓示を綾せり︑右要鮎
は近頃地方畢校等に於て御大典記念事業の精祁
走誤解し︑一種のお祭騒ぎを熔寸者あるのみな
らず魁或は生徒に寄附金韮強制して生徒の父兄
を苦しむろ者少なからざるより︑此際成るべく
形式一遍の記念悪業を雁し︒誠心減意御大典走
奉汎すべしと云ふにあり

③新催約と激育
文部省は日支新峰約の結果︑雨幽責業開係の一
層密接なるべきを藻期し︑青業教育上の研究韮
露すべく︑松浦専門畢務局長起して各賀業専門

七

く

名馨記念賞四十△美術制部大置牌三︑名雰

牌十二ｂ金牌十九︑銀牌二十五︑銅牌二十四︐

経酒部大賞牌一︑名琴賞牌五魁金牌十︑銀
牌十︑銅牌二Ⅲ△工作部大営牌二︐名雰償

馨賞牌四．金牌十五耐銀牌十一△教育及社曾

三︑銀紀念置百○四△圃蕊部大賞牌一︑名

桑潅大博覧曾本邦出品者の受貝縄数は千五百十
二種にして︑内認知左
△製造品部大賞牌二十︲名琴営牌五十八︑
金牌百七十五︑銀牌二百八十八︑銅牌二百五
十三︑名騨賞状百十△農業部大蛍牌十二︑
名審賞牌五十一︑金牌百○四︑名蕃銀牌百○

●桑博受賞の内諜

同書蒐集に就て専門家に委嘱し︐漸次完備韮
期すべく︑該固書館に於て時々講演含延開き︐
又貧困なろ陵オに畢資か給典する等︑永久に
株主の厚意韮記念し併せて工業界に貢献し菰
き考也

過般の大脚本製糖曾壮縄曾に於て︑同壮整理の
慰勢に充ろ馬め︑株主側より金二十五爵固走重
役に噸典する事となれるが︐重役等は之走公共
事業に使用すべく協議中の虚︑愈々工業圃書館
韮設立するに決定せりｂ之れに付藤山壮長ばＲ

鯵工業周書館設立

畢校に封し心事生教養上特殊適切なろ事情及び
勝来の計叢等に開し調査避命ぜしめれり

b

堂牌九℃金牌二十三︑銀牌三十三︑銅牌三十

一一安〜

雑

大御覗脹外圃の

１１

｜

左其即てJ御

／

岡︐名軽記念蛍九

③土地牧用法認定
大鵬綱理大臣は左の事業に封し土地般川法に依
り土地韮牧川する§韮得るものと認定せる旨七
月二十四Ｈの悔報を以て公告せり

△起業者愛知螺名古屋市△事業の種類道
路改修並新設△起業地愛知鵬名古屋市来腿
平田町外八簡町地内

⑲四領事館の新設

△起業満鳥取鵬西伯郡大山村△躯業の枕類
皐校建築△起業地烏取無西伯郡大山村地内
△起業者徳烏蛎三好郡叢間村△事業の種類
道路改修△起業地徳島鵬三好郡蝦間村地内

△決議

密院各大臣貴衆雨院議員教育調査曾員其他各府
蛎教育者に封して配布しれり

韮期す

被教育者の心理に自然に談現する宗教心の萌
芽は教育巻に於て之れな無猟し特くは瀧脱し
因て信念の護達悲肌鴇することなからんこと

伴ふこと大なれば宗教教育分立の大方針に誰
かずして其目的韮達す・へ奇妥常の方法韮討議
し其の信念の装達峠封する阻力起去ろ韮以て
品も切質急務なる悲認め前文の決議走婦せり

④七月の掛支貿易

七月上旬の勤支寅易成績左の如し

大正四年前年

△輸出︵恥位皿︶

浦洲一三一︑一二三六八︑一七二

北支那一︑三八六︑五五三一︑二九二︑七二五
中支那一︑二九四︑九一五二︑二四四︑五八八

計二︑八二三︑一九六四︑○六九︑五二七

南支那一○︑六一七一六四ｕ○四二

大正四年前年

△輸入︵右同︺

浦洲別六六︑二一○五九二︑六八六

北支那二九四 九八七一六八︑○六三
中支那七八四︑三七七七九四︑四○六

南支那七一︑○六九三○︑一六六

●戦凱と列圃貿易

計一︐六一兆︑六四三一︑五八五︑三一二

昨年八月欧洲戦争の勃淡以後に於ける露西亜外
十二箇圃の外圃貿易額を見るに各圃共に著ろし
く減退態告げ士ろが就中輸出入共に大打唯を受
け衣ろば露西亜の欧洲側に於ける賀易にして輸
出は前年に比し八割八分齢︑又輸入は七割一分
鉄の減少を告げ之に次て打醗の大なろば悌蘭西
にして輪出ば六割七分輸入は三割九分九厘の減

−

『
1

△理由書大要
抑も宗教と教育と悲測然相分弓相信すことな
からしむろは我幽が明治初年畢制制定以降執
り米リ振る大方針なりと雌も宗教と教育の分
︲立は畢校に於て現在宗教を授くべＴｂずと云
ふに止まり宗教其物か一概に不必嬰なりとす
るに非ず又信念は人格の根俳か総す所以のも
のにして人格を確立し之韮徹底せしめんには
個人を超越する僚大なろ或物に封する信念に
侯士ざろべからず近時我幽青年の志撫浮薄に
流れ動もすれば︑己の便宜琴求めて幽家の利
害を顧みず或は危険なろ思想に迷はされ易き
ば識者の夙に蕊ふろ所教育者が概胆物質的智
識に誼き悲措き形而上界に何等敬虐の封象を
認めず人間相互の関係以上に何等の貴き意義
起認めず是れ其主要なろ腺因の一なり斯くの
如くして健賀なろ固風民俗韮維持し画家百年
の大計韮樹立ぜむとすろは到底不可能のこと
なり吾人は幽家の蒋来藩慮り今に於て人心韮
維持せむとするには思想の根諮を宗教心叉は
信念に託すろを以て禰務の急と信ず然れども
宗教其のもの韮直Ｆ畢校に導き入る︑弊害の

七三

司

南米アンパゥロｂ北米ロスァシゼルス及び支那
九江︑海南の四個所に帝剛価事館新設の件及び
之れに件ふ外務省官制敗正の件ば十川Ⅱ梅報脹
て公布せられれり︑

叉何日左の如く任命あり放り

命サンパウロ在勤綱領事松村貞雄
命ロスァンゼルスⅢ副緬事大山卯次郎

命九江川上外務謹記生大和久義郡

命済南同上領事林久治耶

③婦一協曾の決議
蹄一協曾森村︑漉深男︑成瀬︑浮田︑姉崎︑服
部の諸氏は近昨我閲青年に宗教心叉は信念の鉄
乏し居れろば圃家勝来の憾めま心すべきものと
なし今同左の如き決議難蝿し理由書避附して柵

雑報

司

､

【
I

淫︲小判

ノー１

欺洲鞭報
降の分を栽せ叉露西亜は欧洲側より輸出せし
商なり次の表も亦之に同じ
△露西亜外十二幽戦昨輸入額

嵐別誰重朋繍舗頚感誹

ブラジル一○三一五一五九︑一

露西亜一六○四○○七一︑四
伊太利三○一二七九四八︑一

七

七四

模の動揺を其の一局面に超生し犬ろに止まれり
但し露軍ばルゾリンⅡホルムの防備線を既に確
責に擦守し得て並に五月二日以来ガリシャの殆
ど全部を途虐席捲しれる猫喫軍の攻勢ば姑く阻
止せられたろが如し而して露軍之が億の捜筈網
数少くとも四十蕗走確算し得べく従って価値あ
る大規模の攻勢能力は之か直後に充漉し得ざる
・へしとせばガリシャ領土は塊圃の嬬めに筒勝来
起保障せられたるに近く是に於て填圃は羅幽に
封する割地の提議を開始し更に猫迦も亦羅園の
穀類を多量に購買しれる起博へらろ斯くてガリ
ジャ方面の動擁ば己に作戦の範園奄離れて政策
の折衝に移り而して淵軍は最近更に

△ワルジウの北方地帯に攻勢の新局面韮

展附し来れり之が攻蝶方向ばりか瀞南側より先
づ起りて露軍の最北戦線起束方に制睡し以て露
陸軍とリガ瀞との連繋韮絶噺せんとするに次で
其以南コゥノ及びゲロドノ雨要塞の中間地帯に
迫り更にワルソゥ北側五十唯のプラスニッシ小
塁雄走も陥落せしむろに至れり蓋し如上の三方
面攻勢は殆ど同昨に開姑せられ猫且其の戦線ば
ワルソウⅡペテロケヲード間の主幹鍛造と端ど
並行しあり就中其の中央方面戦線と識遁とは俺
に二十里の距離韮隔つるに過ぎず即ち珊蹴攻勢
にしてノゥレ刀菩ウレーミャ紙の所謂大規模の
示威運動に過ぎすとすろも如上主幹線に封する
ワルソウ後方連絡の脅威は露軍の億めに刻下の
病咋事ならざろな得ず畢寛するにワルソウル南

北雨方面の脊後より制塵せんとする猫車従来の

̲ − へ

℃︑クー

︵蝋位白蔑側︶

怖闘西五四○八二九三九︑五

端西二一○一五八四三︑○
町班牙一二八八七四○魁四

Ⅱ本一六七一○○三七︑六

英領印度三七四一六五三○

漂太刺利二五九八五二四︑九

︐＃

︵大識省調査︶

術悶二︑二八二五一○一八︑三
米剛一︑三一八二五五一六︑二

洲戦
Ｊ賦Ｊ

③最近の戦局
△露猫填戦ガリジャ方面に於て露軍はル
プリン南方に逆襲し塊皇太子軍の迫醗奄痕挫せ
しめ我リと雌へども其の目的は長途退却後に於
ける戦線整備Ｆ過ぎざりしが如く茜に一時小規

1

准告げたり叉比較的減少の紗き方より見れば
出質易に就ては加奈陀の二割一分八厘の減少
に次で本邦の二割四分五厘の減少なる心以て
邦の輸出登易は祁鵬の好成結韮得れるものと
はざる可らず然れども輸出貿易に就てば本邦
減少瓢三判七分六厘に達し北米合衆側・英剛︑
太刺利︑印度︲加奈陀︑英領南阿弗利加諌に
て第七位腫あり並腫其比較尖を示せば左の如
△露西亜外十二簡幽戦時輸出額

岡別 諏 梓 訪 瀞 総 却 螺 識
露西亜八七六六七八八︑四
仙蘭西三八二七七六六七︑○

兆縦南亜三五六八六六︑○
英倣印度三六五二六二五八︑ニ
プラジル一八八一四一四二︑九
英剛一︑二七二八八五四一︑○
濠太刺利二二五一阿七三九冊六

英領南亜一二三六二三三︑四
加奈陀三五七一六四三一︑五

﹄

伊太利二九一一四一三二︑七

端西一九○八七三一︑五
両班牙一二八四九二七︑六
日本二二二七二二四︑源

米幽一︑八一三五一二一三︑○

加奈陀三七九一○五二一︑八

L

報

,
、
皇
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の 五量 本

誰

I次

︵備考︺右の数字は主に英固商務院にて調査し
砺恥位にて溌表し衣ろもの悲側恥位に換算し
土るものとず側伊太利及本邦の輸出額ば各本
凹の鷺易表に依れり輸入額表の調製に就ても
亦何じ街瑞西に限り昨年及一昨年とも七月以

」
)

L
−
−
−
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知るに足るべきなり而して之が鰯・めにかりジャ

雛枇は今や其の北方面に攻勢重心悲推移せるか
方面の獅軍が果してワルソウ北方に輸逢せられ．
士るやは蹄日の開係と殊に餓道輸迭の敬穐上侭
疑川の除地あり即ち西北方に於ける敵軍の兵力
ば約二十五隣なりと計蕊せるノーワォエ︑ウレ
ーミャ紙の所論にして術れりとせば獅耶滴下の
側的たる叉以てソルソウ直接の攻閲に存せずし
て慨迦主鍵蹴迩の脅威衣ろ心付度し得べきなり

△悌白方面に於ける柵軍の攻勢重心小ア
ヲメ北方地僻懇離れて最近ランスⅡヴエル供ン
間即ちエーヌ河畔中央方面に推稚したるが如く
然も之が復行せる攻唯の扱雀次る決して少Ｔｂ
ざろべく然らば前記封露戦の増員と合して典の
禰充に斜し幽内既徴募兵の多数雅輸鐙せざる能
ばず近時獅車本来の洲充能力ば必ずや格段に減
批せる心推噺ぜしむろに足れり
方︵第二鋪三車﹀の南方脈に何れも攻勢聯持維せ

△伊喚掛戦ば伊耶が北方蕊山乎及び束

︐術其の破綻態生ずるに至らず凡そ開戦前後・よ

りと靴も未だ俄値ある喚軍蕗雫韮の一個恥も陥落
ぜしむろに至らず従って圃境に残ど連互せる塊
倒要塞線ば時旧の遅延と共に漸次強度態加へつ

り斯の如き排久戦私溌線越ろ伊車作戦の如きは
古往今来稀右のものに脇し典の政策韮加味する
や今や端ど疑ふくがらざるに似散り

△ダ峡攻 蕊 は 筒 進 展 せ ず と 錐 も 或 は 士 蝋
の恥淵講和延俳へられ巷くは土帝崩御説あり蒲
くは封勃割地提議の報あり之悲前に露軍迩入の

支曾報告

︐

憾にガリジャの危機に際し塊圃の封露単猫誹和
の提議牟兇求ろに封照して欧洲戦局の破綻が土
圃の一角より催始ぜらろべき定論の前提として
解するか得・へきなり而して凋逸が典園高睡的指
導に少沙らず苦心せる心推知し得・へく君府附近
の防備新設は之が一端恥語れるド似雅り

△英圃園内サウス・ウエｉルスに叉猫遜
クルップ含耽に同盟罷工起り且幽際的破産証論
捺とする誰和訓の喧僻せられつ〜あろば戦局の
現状か明説せるものと云ふくく之迩澗軍の各方
而に封する攻勢開姑と封照し戦局の大勢今や殆
ど糊熟せるものと断じ得くし
ロ

１１

１１

亥言
雷訳
報告
Ｏ暖島支曾総曾報告
Ⅱ本弘通曾康島支含縄含は六月二十七日午後一
昨半より大手町五丁目祁宮未蒋曾に於て開催︑
先づ右末副曾長は日本弘遁含要領韮朗謝し次で
曾川幹事前年度事業報告をなしたろ後評議員の
選畢に移り有末副曹長ば一膳曾員に謀り放る上
二宮秀乎︑林良之︑林公平の三氏芯避畢委員Ｆ
指名し三氏は別室に於て協議 一菰ろも評議員十
急は規約の遡り少数の本曾員中よりは選定し難
きの故奄林公半氏糊代として含長に謀る所あり
緒局支曾員にして若しこの選に入り菰ろ場合は
木曾貝に加入さる︲事悲交渉する事となり委員

は別室に於て協識の上
岡本保佐︑岡脇均︐成田兵太郎︑加藤務︑小
田情︑森川術職︑粟屋敏夫︑二宮秀手心石井
道次郎︲山撫審高

悲選定︐Ｌ張るも支含員にして本曾員たるを尚ぜ

末副曾長は﹃祁明走敬ふくし﹄の題下に誰々とし

ざろ人あり折角の選定も徒勢に厩せんとせしが
結局上京中の佐藤支曾長の師慶起持ち一腰協議
か途げ更に木曾に封し支含員ホリと錐も評議員
菰ろ事韮得るの交渉走なす事とし夫れまでは兎
も角選定の椛州殻く事に決し直ちに含貝の溌案
に移るや吉井源吉氏は規則改正に閲し意見出で
しも昨間なきの故走以て後冊更に文書に認め提
出する事に決し夫れより誰演含に入り汝ろが有

員︑小田助役粟屋敢入役︑脅田庶務課長︑島本

て説き来り量後に自作の道歌﹃榊によく事ふろ
人の心こそ︲誠走うつす鏡なりけれ﹄その他三
背の道歌を引例して日本剛民Ｉして敬祁の念走
増進すべしと局走結び代りて祁営祁部康烏支署
長中村元彦氏は教育勅語のうちの﹃汝臣民兎く
忠に克く孝騨﹄とある忠孝の二字及び﹃父母に
孝に兄弟に友に夫婦相和し明友相信じ﹄に就き
何れもⅡ本帝圃は遠き脚代に於てその範韮垂れ
士まひ届れりとてその古例韮説き更に語走樽じ
て近代思想の流行ぜんとする彼の女尊男卑及び
自由結婚ば日本団民として容れられずとて引例
し之が思想彫排斥し熱心に講演し了りて懇親曾
に移り和戴謡々狸に解散したろば午後七時頃な
りき而して常日の来曾者は林公手心藤野市含議

七五

可一司可
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支曾報告

勧業課長︲西津儒海師等約四十名にて中々の擬
倉なりき

⑬桐生支禽報告

⑧小田原支愈報告

六凡二十六日桐生支曾第九同茶話含恋四十銀行
役宅に開く午後七時より開催し出席曾員十数人
各自胸襟潅披て所見を吐露し魁引維き隔刈十一
日に開催する蕊︑支脅員の側結韮固くする事時
間か醗守する率︲含貝中の先誰諸士に随時誹渡
恥需め智識を交換し益親稗を厚する事等を協議
し浦場一致可決午後九昨閉含す

て動物以↑上の働起なすものなれば人と動物との

も之走寅際に行ふこと能はざれども一度之奄畢
習するに於ては如何なることにても成らざるこ
ととてば在る可らず而して人は其の智識により

に過ぎざるのみ然して弾は繰尊の蔑苦ぞ排して
透 徹 せ ら れ 衣 ろ怖教の機軸にして口も之を言ふ
可ら
文字・一
も之を
を筆
筆す
する
るこ
こと
と能はざる所詔壮曾

なし之に反して明光の室内も一度其の燈色を減
すろときば忽暗黒の室と化して墓も明光其物の
一片をだも印する跡なし畢尭人に罪ありと云ひ
罪なしと云ふも此の明闇の理に異ならぬと云へ
ぱ其人翻然悟る臆あり是より生れ代りて更に新
なろ努力走抽じ債務者たる義務恥完然に履行す
ることを旨とすべしと云へり麦に掲げ菰ろば一
滴の祁味と云ふ極めて些末の渡題なれども祁と
云ふば宇宙に充浦して到らざる虚なきものなれ
ば今愛に余が之避指摘せんとするも只其の一滴

は悉く明光輝きて塔も﹂暗黙其の物の潜在する庭

七″十一日ば午後一昨より財卿法人道徳較含例
曾韮費安寺に開く監事本多行騒氏開含懇告げ曹
洞宗大畢々長秋野孝遁君登鞭垂澗の緯味と云ふ
演題に就て本日の醐朝報に十九世紀は肺患期二
十惟紀は祁維変弱期なりと云ふ記事ありし奄兇
たり品川の某富豪家余に質さる〜やう近畔虐世
上人なる失敗心醸し他に多大の迷惑濯典ふろを
測るに忍びず寧ろ死を決して其の苦韮脱せんと
すと余之に答へて数日間晴黙に附されれる室内
れりとも一度之に崎火奄鮎ずろときは室の全部

六

の音響懇意味するものなり昔時支那に於て草刈

鎌杢携へ・求ろ或る僧に道を尋胆たるものあり此

I

の僧之に答へて此の鎌は能く切る〜鎌なりと答

るに人の動物順異る要跳ば一に智識二に知恩三
に仁愛四に忍耐五に恥辱の徳性老有するによる
叉七〃十一日例含

物は教へざれども自己天賦の本能丈け必然に自
得して其の働韮迩憾なく溌揮す姪ども之韮教へ

l
l

一 一 へ

七

へて他延言はず是其の音響態知らしめ松ろもの
筒愛に最卑近なろ演話あり是も支那の事にて或

①

分岐鮎は此の間に存するものとす本Ⅱ東京騨に
て曾凡し菰ろ奥田市長の如き峰極めて痩せ菰ろ
人なれども二百曲市民の市長として推されたろ
ば何の婦ぞや智識毎多分に有江らろ〜が故に外
ならず叉動物ば恩奄知ろこと能はざれども人は
恩を知るに於て倍々尊し往昔支那に於て五百人
も弟子悲奉ゐらろ︲或商僧が老母の食事蝋端起
自己一身に引受け朝夕之に仕へて孝・養する韮第
一の勤となすと五百人もめる弟子の事故代る
ノ︑︑其の任を託されんこと韮乞ひたれども毎唯
答ふろに余が幼畔に此母が蕊事態虚理し笑ろ︲
にあらざれぱ安んずること能ばざりき故に母の
老糞したる今Ⅱは是非とも全が百事走擢て孝養
韮誰すに非ざれぱ其の恩に報ゆろこと能はざる
なりと如何に其の報恩の念の盛に燃えつ ある
沙避察するに除あるくし加ふろに仁愛同情の念
の之に伸ふあり更に人の動物に異る鮎は忍耐と
術塊蓋耽の其の性を錬磨するによりて人間最高
の品性進保持する心得るに至る現に常地方に起
臥せらろ 山蛎公の如きも維新以来百折不焼能
く忍耐と蓋恥とを重ぜらろ§限よりてなり要す

ユジ

ことなりと信ず云々

d
l

て夫奴以上に導くことは﹂到底不可能の事に腿寸

要領悲得衣ろものは極て稀なろこＬＬなるくし動

七〃十Ⅱ午後二畔より財剛法人逝徳教曾臨時誌
演含牟澗匂小畢校に附く校長森雅太郎荊瀧で勅
語韮捧讃し次で監事村山太仙氏附含の挨拶起な
し是より文畢博士村上専楕師の人の動物に異な
る要鮎如何と云ふ演題に就て深き菰菩せらろ︑
事韮紹介して降壇す
文畢博士村上専精師登覗人の定義は古来字番に
も詞の解説にも多く見る虚なれども背肯するこ
と能ばざろもの多し偶寅譜教と云ふ往蒋寺小屋
に於ける教科書の冊蹴に説明して山高きが故に
尊からず木ある態以て算しとす人肥求ろが故脹
尊からず智ある悲以て尊しとすと云へるなど能

ジ

蕊
人も堅ぱさることば侭令針一本の通ひ方たりと

h
I
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−
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や如斯畔に篭リ剛家牡含の安寧幸禰走こそ祈る
くげん決して自己一身の幸禰悲のみ願ふく守ら
ず嘗て徳川三代狩軍の時幕府火災の厄ありと流
言するものあり天海上人に使者遊遁され其厄走
晃ろ 所祷潅乞はれしとき天海は常に天下幽家
の安翠韮所ろに出話しく猫徳川家の災厄に関し
てのみ所ろが如き暇を右せずと使者溝きて蒋軍
に復命したりしずぱさすが限礎明なる家光公の
事なれば直に其の意を諒されホリと云ふ筒祉曾
には木像設磯韮直に威力ある︑刑のと倍ぜらろ︐
由所なき詞堂妬信ずるｌＬ同じく迷信の部類に属

人も多々あるが如くなれども如斯は犬猫若くは
すろものなり古来名僧の木像より設像畿像より
名跳と云はれ北ろは責に此の間の満息せられ土
ろものにして木像より設像の方比較的姉はれ方
少く其の堀雛に到ては此の憂全く存せざればな
り寛畢木像なるものは其の物を透して宇術鞄勤
の無限界脹接鯛せんとするに在り並に至て信仰
の填諦なるものは此の有限の短少なろ自己と絶
封無限なる宇宙の鼠磯と合致する韮期するに在
ることを了解ぜんとすることル望む次第なり云
々五時半閉含拍手喝采聴衆約百齢名次曾は八月
八日講師は法畢博士緬田徳錐君なることを告げ

⑤壷丁田婦人曾第六同創立

て散含しれり

記念曾
五凡十六円午後一時より常町迩輩寺に於て寮丁
田婦人倉第六同創立記念曾を附く財閣法人道徳

言及し︑嘉悦孝子女史は﹃只一筋といふ演題にて

教曾悲代表して監事村山大仙師木曾の創立より
説き起し 遁徳と羅澗との雛ろべからざる罪に

演胆にて講話せられ四時閉曾せり︒

講話江られ︐下田歌子女史は蹄人と捕儀といふ

ながら有益なろ誰話あり九時半閉含せりｃ

六月二十六日午後七昨より萱丁田婦人例曾な辻
村泰兄氏宅に開く嘉挽孝子女史臨席ありいつも

︑太東村下天刺青年曾溌

曾式及曾則

第一章目的及要鋲

千葉鵬長生郡大東村天祁にては青年曾詑組織し
三月二十九日午後一時より側槻寺に於て溌曾式
韮畢行せられ士リ副曾長の要領朗讃含長の式鮮
村長温長及来笠の洲跡曾員総代の汎僻等あり除
典としては蓄音機井に都川講談帥の熱心なる武
士滋鼓吹の諦談ありて時節柚聴衆に甚大なろ感
動走典へれり此曾菰ろや太東村ド於ける噴矢の
事とて曾員聴巻合せて無職二百五十除洛頗る蝋
曾なりき尚曾則の主なるものは左の如Ｌ

賞行する韮目的とす・

第一峰本曾は暗勢の進迩に仲ひ木曾の要領妬

第二燦本含の要額ば左の如し
一修身簿家を計ろこと
二農事の改良を計ること
三部落の統一を計ること
第胴車基本金符理法

第六陳本曾は含員の協同勤勢︾ふり生ずる恥壷

七七
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世
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ろ糟横着なる弟干避戒め汝吾が言に聴く二と能
ずんぱ辿に吾が前を去れと弟子其の照る所を知
らす進て後門より出てんとすれば典麗怨出で︑
はならぬと即去て前門より出てんとすれば叉云
く其の慮牢出る基と勿れと是其の音響の如何に
慈鞭なりしか心察するに足らん余も平素寺房に
数十人の弟子奄奉ゐ居るが故其の不作法奄戒む
ろに臨では直に去れと川責すること数次あり然
も其の音響に鯛奴て自己の非行を顧みる二とあ
らば余の最も悦ぶ虚なれども磯一際も荷物を貫
く門を出ろものあらば其の禰味如何にぞゃ五千
鹸巻の縄文走死句限するも千布除の公案韮作句
雁するも皆此の音響感澗の刺那如何にあみのみ

支曾報

1

冠

女里亨士泉道雄対登鞭迷信とは何ぞと云演題に就
く現代の科畢世界仁於て畢理究極上祁或は伽と

￨

云ふが如きものは認識すること能はずと鮒され
て居ります然れども其の科畢なるものも余が見
る瞳Ｆては常に新陳隆替しつ︲決して永久Ｆ認
識ぜらろ︑もの限あらずと思考す然して其の赫
俳と世に仰ぐ虚のものは畢理峠よりて認識せら
ろべきもの限非らず雑勤無限の宇宙Ｆ責在して
有限の凡人脹識通すること能はざる域喋あるな
り故限自己の信念なば常隠養て事隠臨み迷はざ
る迦要す畏多きことながら前隠明沿天皇の御大
事雁際し園民翠て榊俳腰赤誠を蕊し菰ろが如き
側民として他脹な寸事なき帳より最も要牟得れ
ること︑信ず然れども越脹個人として常に心得
置かざる可らざる一率あり其の祁怖に所願する

｜
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本橋腫本石町 三丁目至誠堂壁行︶

▲癖帥君御袖鑑︵足立栗園講述︶
本書の原本は ︑其巻末の附記に篠
ば楠正成公が 其子正行公に道して
大に望みを後 末に嘱したる教訓書
︐り︑し今と︑徳
串鰐
川田
川
家康公偶然之を獲て
陣の間に携へ︑日夕修養活動の資に
供したるものなりといふ︒蓋しこれ
何人かの想像の筆に成りしものなら
ん︒然れども其の文字の極めて真筆
周到なると同時に戦陣の間大に綴験
自得せるものあるが如きは其冥鵬何
れに拘らず︑後人の採て以て参考に
費すべきものなるを信じ著者今岡原

Ｉ１１１

紅梅町十一中外出版斌蕊墓

珍書Ｅｂｃ︵定惜五十銭東京祁田脇西

尚は附銚として︑楠公最後の欺況を
知るべき数篇の文字と以てし︑更に
東照公の美談逸話を以てせり︒蓋し

本に新詳を加へ︑以て世に公にせり．

『

新刊紺介

く︑﹃江山は人情の母︑偲説は趣味の

及 有 志 者 の 寄 附 余 話 以 て 基 本 金 Ｌ Ｌ Ｌ 郵 便 貯 金 の如き著者が︑旅から旅に於ける︑
に碩入ろ ものＬ﹄す
随時随所の威想を経とし︑其見聞し
帆毎年術入費謹額は縄蟻へて基本金とす
たる所の口碑偉説を緯とし︑系統的
第五草事業方法
第八帳本含は第一陳第二陳の目的韮難する鱈 に 我 が 刷 民 性 の 地 的 開 係 を 見 ん と 企
め左の事業牟行ふものとす
てたるものにして先づ各地山水の美
一勤倣貯蓄
を看取し︑次で之に伴人口碑偲説を
二農業試作地設置
探り︑史を辿りて名蹟史蹟と一覧し︑
三農業雑誌廻鷲
更に我が圃民を代表すべき東京風俗
四元或養成の講談
弧綿膿家の諦話
を鼓して︑漸次各地方の風土人情に
六農具及肥料の協同購入
閲する観察を翠げ︑流風這俗を閏明
佃細則は別に之恥定む
して筆を棚く︒其自序に言へるが如

新刊紹介

結晶名蹟史蹟は長き過去を語り︑流
風這俗は昔の面影を偲人﹄と︒讃者若
し活眼以て本書に封せば︑自ら江山
の佳腿に遁遥して︑大自然の美趣を
掬するの間︑人情と︑趣味と︑風俗
と︑歴史とを︑観賞し︑翫味し︑研
究しっ似︑遂に我邦特有無比の圃民
性を探究し得べき也︒行文流一麓脱俗
江山の美と映護して︑迩巻五十幾篇
凡てこれ金玉の丈字也︒切に江湖の
机上に薦Ｕ・︵定償萱鳳載拾銭東京日

１１

I

▲旅から放茄藤恥堂著︶著者
夙妓祇禽教育を以て任とし︑南船北
蝿︑釜脳と巡赦すること数十年︑此
間︑江山の美を探り︑博説の妙を尋
飽︑名蹟多く究めざるなく︑史蹟之
を質さ謝るものなし︒殊に各地の風
土人情︑流風遺俗に開する観察の如
きに至りては︑著者燭特の妙︑他に
之が比祷を見ざるなり︒本書は︑是
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同村瀬田

匿島市職町八八
横漬市井土ヶ谷町三○九

柳田重光君同

小田清君有末清重君

山田重矯君久保村憲介君

東京府北豊島郡菓鴨村三四両三谷初次郎君五田利作君

紹介者

岩井龍雄君岩井泰一君

山口健作君有末清軍瀦一

天野清七君伺

藤野登一郎君堀七蔵君

村上市郎君村上順職請

佐藤久治君同

御船蝿惣太君同

大石不二雄君寺本興左衛門君

堺七次郎君池尻窪次郎君

津崎裕造君有末清重君一

色

I

麗島市大手町ニノ三二

山形蝿飽海郡遊佐付

同市細工町一一

吉岡庄之助君同

同郡観音寺村

岩井伊君同
五十嵐織五郎君同ｌ／
兼坂橘太郎君栗原一郎君

１０

熊本市仲間町二二

前山元次郎君行木裡司君

香田信夫君岡
松井重吉君同

慶島市的場町二六

東京府豊多摩靴下瀧谷町
尾張崖銀行内

石原登君同

同市大手町一四

r

一

1

海老原卓爾君同

入曾者

入倉者匿告
千葉鯉印幡稲本野付中根

同村瀧

同郡臼井町角来
同郡八街村山田塞

｜同郡川上村上砂

尾崎幸助君伊藤恰之助君
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▽日︾

戸

朝旭一出迩換然彩昔者東魚窓頑悪︑敢向西日吐臭漣︑

業愈高意愈下︑恭謙徳比丈王純︑丈括武撫三百歳︑深

１Ⅲ

践眉陸梁錐逢毒︑稲不旋睡立傾顛︑鳴呼我邦自古絶無

Ｉ１ｊｌｊ１ｌｆＩ１ｒⅡ１１１︐１ＪｌＪｌＩ︲︑

遠江四翠洞主倭足

家十
二月
帖 圭一
一農＃
僅
曇

；Ｉ

開根療堂臼堂々正々詩亦不朽

亦云

蕊亭絃云後之覚者蒋有成子斯文余於此篇

又日題臼有戚作漬至結尾真見其威之深美

小野湖山臼議論厳正詞意高揮冥篤傑作

潅種︑叶嵯公之政︑高世営奉遵︑

○○○○○○○○○○○○

仁渥熊瀧九眼︑二荒之山安霊枢︑歳々潅典姐豆陳︑卑
○○０○○○○○
生今日有所威︑遥拝柳薦南澗頻︑呼嵯公之徳︑千秋富

有革命︑天日之統惟一姓︑背之者滅何者築〆東方千歳
懸明鏡︑

小野湖山日此亦傑作然不及四月十七日詩
四月十七日有或東照公事作
天不生真人︑安得武功榊︑人不明明徳︑何有文治新︑室

町覇業何因循︑久突四海塞戦塵︑前狼後虎零綴止︑封
永長蛇薦食頻︑呑嘩簿奪勢娼獄︑甲超乙什跡沈愉︑雲

︑︑︑︑や︑︑︑
如兇童暗中闘︑是非曲直難解真︑織田氏猛而非徳︑豊
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

臣氏智而無親︑畢黄惟在貧大物︑其心何曾在斯民︑照
公自堀起︑難難淑其身︑既巳明且哲︑叉復信而醇︑其
鋒所向惟由義︲其心所存全僻仁︑天命有徳必有輔︑藤

嵯吉夢叶吉卜︑日下之人握禾伸︑果然此公膳兆出︑紳

他進賊護怨旗︑涛淵殿魚叢殴雀︑廓靖寛開泰卒春︐呼

牧之役闘智略︑英雄亦営甘掴巾︑人心所錦印天授︑笑

に一勢出して夕哉ぐれ人顔も見え分かぬ頃まで鋤きて

て柊日田の草とりやら茶つみやら漸く夕陽の涼しき風

活も書は炎天に頭背とめ次られ手足裂でも真黒になり

ことしの八月は大暑中打ついきたる晴天にて農家の生

八月蚊やり火

算奇謀冥絶倫︑一掃妖気都漠蓋︑九合諸侯霊来賓︑指

家に蹄れば蚊軍の四面攻撃是を防ぐの策外になしと蚊

六五

揮華臣愈王室︑識定四方護楓哀︑登一雷武略蓋一世︑興

纂錐

やり火の秘術を蓋すはよけれど遡当なきだにいと狭院

下識是干城臣︑長篠之戦何勇偉︑一朝奏勤挫握隣︑小

I
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起文激潟経論︑夙聡名儒開絶畢︑教養群生編冥淳︑功

､
I

一︿一︿

九月十日・訪三犀東詞宗於二内閣翰房↓

纂鶴ざ錐
なる小農の住宅︑煙りに咽ぴっシダ節の仕度︑浴湯の

賦二七絶二首や

十和田水津し於レ晶・四蕪仙山紫翠横︒久謝二釜圃一室帆

寄二題十和田湖兎

レ羨・誰継小倉山外秋︒

月満二名園一鶴一峡幽清光錘在二玉蓬洲毛今宵雅脅最堪

明月曾課題︒月下懐し人︒以レ尤総レ韻︒賦此︒

約↓月向二仙園鶴背一鯛︒

佳曾剛常二古仲秋誼孟篠耀三是集二名流↓濁噺室負二清宵

蓬莱園壬以二月下懐一レ人︒篤二課題一用二尤
韻↓此夕不し能し赴二干約至賦レ此謝二諸賢宅

明月曾以二古仲秋↓張三礎醗於二鴬洲伯爵

趣で咳唾成し詩温八叉︒

緑樹重重暑熱遮望螺風如レ水透二窓紗記翰林却有二山林

秘閣樹書架作し堆＆公俳合し有二雅情催毛荷香柳影添二清
致︒寓糾涼風度し水来︒︲

綱陵徳川達孝

準備と女房の仕事書よりも一層苦しく子供は乳を求め
飢を訴へ釜には飯がこげつくといふ境界は郡曾の人の
晩は早く湯に入り夕食を終りて涼衣悠々夕涼みに出掛
る人々の到底思い及ばざる苦境にぞ有ける耐さはあれ
一歩屋外に出づれぱ門田に湛へる水の面稲葉を渡る夕
風の涼しきは叉是田家の快楽興味此上聴く山の端を出
づ易月かげは田々に移りてちらつく様などは更に一層
の詠めなり︑一得一失思ひ麺せば田家の生活こそ苦し
き中にも気楽なれ︑殊に山手は晴天っゾきて積の出来
は何地も十分︑満舞満車︑家に充ち識にみつ豊焼の楽
み功遠からずと喜びの中にも猫り米償の下落には農家
一般の大打撃︑延ては都曾の地に恥及びて不景気の呼
謹は何画屯同じ之を恢復するの工夫はなきものにや︒

かやり火のいふせき賎の住居には

惚波光雲影夢分明︒

陸陽諸君子︒見レ徴下題二十和湖一詩埋賦レ此贈︒

篭城徳川頼倫

巨霊曾悶鏡中天︒春葉秋花自燦然﹄未し得聞洋二遊鮎一

去・夢魂遥緯二十和田記

b

涼しき風も月１ありけり
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喜員論壇
１
Ｉ
鰐服制定に就て
遠江支含橋本孫一郎

たびとたこきふのうをんふゆう玄嘉みゐ

にもしやらせいくわつと承しやし蛮巻ぜいたくながたうＪ１︑はいし

れが潟め人足り戸給し農村の富裕頗る見るべきあり維
しんいちいみんかいきふ酌とたじんみんこと︒４︐０ぷんげんらしないしぶく
新以来四民の階級跡を絶ち人民悉く分限を失ひ衣食
どころし

しぢよかけつこんしきれ・いふく

日常の生活頓に著修に傾き賛津に流れ浩々として腰止

ぎよし朱

匙でりげんとないたじつ

する庭を知らず︒子女を嫁するに結婚式の漉服のみに
とうンぷくがん
すうきんえうたぢよしにんも
ても頭飾を含すいば数百金を要し潟めに女子三人持て

の黒紋付に改定するときは質素にして卑しからず高尚
けんをふうおのづかあらこのれいふくかいてい
にして倹素の風自ら現はる此祷服に改定するときは

は丞健・ゐかん

こむら

しつ宅

いや

まんゑん峰よ全ひせつやくけつ

か﹃プレやう

うちきんけんぴふうおこ毛とかいいわい少しゆつ

よいうがんしや

Ｌ零﹄きんけんどおほＤろんとぎ薯︲廷がた

誰人と雛も何等の苦痛を威ずるものならず世の有眼者

たれぴと更となんらくつうかん

かた

かねんかんぢよかにんゑんげん

くるもんつきかいてい

嘆かはしき現象な︐り云々叉日く女子の職服をして一整

げんレや︒うんぬんまたいばぢエしれいふくせい

ぼんロん﹃﹂たいれいほうしや︽承んばんせきしん
本年の御大礎を奉祇せんとするは四民一般の赤心な
しか良兜りぐんじんかくれいふくせい﹄﹂いみかざう
り然るに官吏軍人には各職服の制定めりて如何にも壮
どんみ
むくわんはいみなんらせいていたん
厳に見ゆれども無官布衣の身には何等の制定もなく軍

一家二十年間に一女を嫁するとして一人百園を減ずる

ゆゑん

くわんあたこぐわいこくむんわがてうじんみれい１

れい種くだや

ぼんねん伽らつこうだ︑うたい︐あいいき﹂︒芝のひけんたんも

左げ

に羽織袴と雛も其形状色装腿々にして十人寄れば十色

も二百戸の村にては二十寓圃の冗費を節約する決して

ば居所もなくなると迄の僅諺を唱ふるに至りしは責に

の観なき能はず是れ外圃人の我朝人を見て澱を知らざ

難きにあらず内には勤倹の美風を起し外は海外の輸出
署弓だれもつこく久苦ひろとｆ︐
しつじつかうじやら
を増大にし以て圃盆を弘む百得ありて一失なく賞行上

感おり紘堂幸︲えどをのけいしゃらしきさうまちＪく１にんよいみ

るものと冷講を下すの止むなき所以にして甚だ遺憾と
壱ころくわんこんさうきいたい恥い零﹄てい
よし僻く
する虚なり冠婚葬祭の大職を規定せんとす方は余の宿
るん

十之耀

つちつかんぷ

わうせぎぅへすぎしはんと

そんねん！〜すゐたいせいく召なんこ尾おひ︐ｒ１おほかりさんきう鳥全箸い

切りに勤倹を説くも多くは理論に止まり行はれ難きぞ
ゐかんこくかけいりんだいきいいだをきかおいこれ
遺憾とす圃家経倫の大才を懐き居らるシ貴下に於て此
﹄ゆくほうをいつわがしゆ負わんじゃ夢しゆ
を宿望し居らるシときは何時か我宿願も成就のときめ

論にして本年五月の弘道大含に卿か其卑見の一端を洩
ばややまがたけんくわいゐんのみやげんしみどころ
らしたるを早くも山形螺の曾員二宮源六氏の見る虚と
たいえうさ雪といけんよりやくいはきんらいだうちのう
なり大要左の如き意見を寄せらる略に日く近来常地農
村年々衰碩生活難の聾追々多く一家離散の窮境に焔る

らんと欣喜云々・

命しじん．ひもろんひやくしやらちや．にんいしよくぢうにちじやらぜいくわつせいてい

わ津いけんふあばよみとわが言や︒ゑんし﹃うかなやまち

以上二宮源六氏の余に寄せたる意見の大要なり誠に

いじやらのみやげんしよよ

ぎん智うんぬん︲

もの少からず熟ら考ふるに往昔上杉氏の版圃たりしと

我意見と符を合したるを喜ぶ我郷にも︵遠州金谷町︶

いけんたいえう雲一と

きは士入勿論百姓町人の衣食住日常の生活まで制定
ごとくわんこんさうさいれいふく画とめんいほかゆるこ
せられ殊に冠婚葬祭の漉服の如き綿衣の外を許さず之

1

曾員論聴
ｌ︲

六
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ばがき便
ならかみたいがしおぽいれいふくせいていいけんとなを

いまこいふ署ふいたしかぜんこ︐︑くわいゐん・ちゆ全

村上大我氏ありて大に濃服制定の意見を唱へ居れども
が丞やこのいけんさんせい

ひとしん謄人ぬん

未だ之を普及するに至らず然しながら全圃曾員中には
必ず此意見に賛成せらる湧人もあることを信じ本年の

どうさつき人よく

たいれいきれん
御ご大
鵜を記念として断罪律る鰭りは荏参笹舞く繰鐘し
もつせいていじづみ砂たかみたいたてまつせい
て以て制定の資を見るに至らば上に封し奉︐りては誠
しんくわいゐんしょくんこひねがぴち一う
ちう夢︑にたいｐ・乎動えき
忠画に濁して農盆なりと信ず曾員諸君希はくは微衷

しんなほれいふくく異詔＊がへい

がいぢや劣鳥くばう侭ふとうこうだうしじや全

を洞察賛翼あらんことを
ふげんくや背﹂んさうさいたいれいじせい一﹂いま王だいもみだい
附言冠婚葬祭の大瀧を一時に制定するは頗る大間題
きりつ詣二江や一Ｊ
まふくぜいぷはじ
なれば先づ服制の一部より始むるを以て行ひ易きこと
︐信ず猶四磯の復活及弊害除却の方法等は弘道誌上に

おいたい厚うしよしぞ︒〜︐１１かうけん︑も︽︾うばう

︽峨恥ソ

於て大方諸氏の嬉々高見を洩らさ飢んことを切望する
もの也℃

はがき便

もつへいかきかゆうひげん滝い

幸の

ひ以て陛下の塵下として雄飛せんとするものは現代
蚕ざなさふらふろうせいず舎一ぼん為いおい
せい︑ん
の青年にては御座無く候や随生都てより本曾に於て
だうとくけん苫ういたをさふらふもの更どそこ人ぽんどこら
道徳を研究致し居り候者と雛も其の根本とする虚は
ちうぐんあいこぐせいしんこれあ・りさふらふあわこぐんこぐこ為こゑ
忠君愛幽の精祁に有之候鳴呼此の軍国に孤々の聾を
もはやねん︽いえ託苔む歌ったや
緊げて最早十八年兵役の義務を全ふせずんぱ巳まずと
︐こき婆弥竜かいだいサーんらん言いもと︑ぐ私銀をのうみぎも
時恰も世界大戦凱に際し素より懲知無能なる身なれ共
さ守男彊呼つげんえぎしぐわふいたさふら陽ざ言嘱はひかなかふしゆがふかく
去る七月中現役を志願致し候に幸なる哉甲種合格
だんしほんりや︒
零﹄ぱうこのゑほくいだいれん定いさいよう
にて希望の近衛歩兵第四聯隊に採用せら奴男子の本領
じつおじやっく醤．えいンころござざ・一らふしかに︐与えいあかつき
費に無上の光築とする庭に御座候然奴ば入瞥の暁
ふんれいどり朱くもつわやまとだましひぼんりやらばつ壱お二五おほ
は奮卿努力以て我が日本魂の本領を護揮し畏くも
ちぷくわちよ・︑ごぜいし沖添允ぽうすんがうぼん
︵いかここう
陛下の股肱として勅諭勅語の聖旨を遵奉し寸奄も本
かくどさふらふ一でれが聴くけんめいくわいゐん
くゎいめいよけが
倉の名審を汚さいるの豊悟に候希ぱ賢明ばる曾員
しょくんつおさ参﹄●いふえい雪ごしだうむつ幸た
諸君に告げて聯かなりとも入管後の御指導を蒙り度く
こん咽︑や毎いたさふらふまつひ脅捺らくぬいゐんしょくんけん註フともぼんくわいばってん
懇願致し候乍末筆曾員諸君の健康と共に本曾の護展

●⑱②⑦②●しぜんざん︑んゐぜんきがんこう

いのあきふらふ
を所６上げ候早葉撫安房部闘府村平柳稚雄︶

の泣謹に透られつシ月落秋謹の情に憧れ涼風をかぶり

金吾人の奨天境自然に山林あり恰然として蹄雁の候
巷輩ら客こけむじきばんあ︲
つこうえふいた
を告ぐ紅葉到らんとする樹々の楓は答蒸す時季に晩嶋

ながら山泉蝕絶景を緑尋れば生命のある吾人に道徳の
しぜんぴし

ぜんかうしやらふくあＩ窟七

さん毒﹄んぜつけいたづぬせいめい﹃﹄じんだ︑うとく

なきご蕊おくげつもくしうぜいじゃ全蓉示りや軍ふう

⑱●⑯⑥②９●●⑭●①●●おぷせいわくにう
ふ副本弘道倉の曾員諸君に告ぐ凡そ生を我が園に票

至善美を知らしめ善行の賞す可くして悪の恐るべきを

これあり臣ふちふ玖峰フかたいにんざうけんにな

たれしや今おいさいだいめいよいう一﹂いこぐぐんじん

くるもの誰か斌曾に最大名答を有する帝剛軍八たるを
この

好まざるもの有之候や況して邦家の大任を墜一眉に鱈

編輯部選

六
八

「

I

おもひとおもはずし︾い︑ずしぜんとぎあぜいしん一﹂い

あさ助

ぱい活うばい

を一露せる黙予感︑瞬令世は如岬に鍵癖するも惇道背

てんも

ぼんくいいぶたん

しめいも

ゐ

懐くお岸いせい

おもしかもだいふたんいう

ぼんくわいしやららいじつごｐろぽを

べきでゐらうと思ふ︒而し吾々青年部員としては他の
愚んじよいらい
援
助に依頼してはならぬ︒獄韮酢鐸跡緋亜に芯鶏越し

おもしかわれ？︲１せい泡ん黙ゐんた

しか

は︑本禽の滞来は責に心細いものである︒僕は大に青
ねん系ばってん ぞしかぼんｆやい弱いじぶんこうけい
年部の護展を望む︒而して本雷に於ても︑自分の後継
さうたう
一毎味いゑんじよあた
者であることに想到して︑大に援助を輿へられて然る
し今

せいれん然

て勝来一風を負憎すべきものであると同じく︑本曾の

しやらちいこぐふたんおなぼんくわい

なか

理の人事は堅く禁ずる虚決して此圃に赦すべきことに
量雄んマー鼻Ｉ冒・だんじ恋ん封じんじつれこうめいせいだい
あらず︑夫飢汝神州男子よ︑汝の人事は常に公明正大
しか芭一ソふが︐︑たかかいやう巻よはぢ
趣ん
を念とせよ而して以て富撤の高きに海洋の清きに恥る
いやしくひりん窪ざし等ろあ者ばれそらふ
こと勿奴よ︑奇も郡客の兆心にあらば秋晴の空に富
がくのぞしん誉せんじや︒ひと
獄を望んで心気を洗浄せよや人︒蕃須美磐
⑦④●●●●︑●●
こぐぜいれんだいこくみん
鍵青年部の溌展を望む一風の青年が第二の圃民とし

︐りじんｒかた牙一んどこちけつ一﹂のくに釦ろ

青年部はやがて本曾を負樵すべき使命を持って居るも

にんしとくせん︐﹄き

堪らよ

に

らうたい︲扇ら

思はしめ人をして不思不識至善に止まるに在る精祁底
らくてん︽桑一二はつげ人せいめいほご﹄宝つだい
の薬天境を護見せしむ生命は保護せらるシもの末代か
ししく．あら
こめいしだじんせいあへふかかい
けて獅子帆に非ずんぱ虎鳴を慕ふと人生は敢て不可解
ひくわへて芳緊ず／あんて雪
せいめいか肴︶だうとくをん
の悲観的客観的のものに非ずして生命ある限り道徳存
むしごじんせいめいつだうとくえいきうていふへんばん
し寧ろ吾人の生命蓋くるとも道徳は永久一定不愛の範
毛くはふもつせいめいしはい
舎あらだん
則なれ法を以て生命は支配せらるべきものに非ずと勘
ていだうとく
せいしんぜいめいＬぱい
定し道徳をもって精赫ある生命が支配せらるべきもの
ふげんおめ・た
ならむと付言して措く能はざるな り︒患告
●④●●●●●しっとげんきよ
▲世界の乃木大鵜質素で元気好きヘースレル老大勝

のであらうと思ふ︒然るに若し︑かシる大負謄を有す
せい紅んげん苫せいれん岸ゐしゆくゐ
る青年に元気がなくて︑青年部が萎縮して居るやうで

もうしやつぐんフランスのぎたい

ドイツのきたいしやらし韮ら

が燭逸の乃木大蒋と瀞せられ︑三人の子息の戦死を聞
﹃フつ下
を動さ．け
きてう打ち績けんかな﹂と雄々しく叫びしド︑カステ
し午っこ歌ろはんたいじつかたみひろ

ルノー老蒋軍は悌蘭西の乃木大蒋と呼ぱると︑かの日
ぼん

郷啄毒せかいのぎたいしやら

くわ．ずしん

本のアルプスなどの瀞呼とは丸で反掛で責に肩身炭き
快心９皇Ｌある︑あゑか準舞総は鈴巽酢蓉のか祷舞粍
●④⑩④体ざをぱなな︑くさちぐささみだ

より大く世界の乃木大蒋となったのである︒雷堂も
傘初秋の威萩や尾花︑七草千草の咲き凱る動の天地︑
よるひる刃や︒苦︾猪へて者かきだきせん声寿じんしん
夜に誉に涼気肌に適し夏季の惰気一洗せらるシ鹿人心
せいざう尾わつどうきいじんＵこれいよ︐Ｉ︑臨んだ
清爽︑活動の期に入って人事是より愈繁多ならん︑
せいすうふがくく・もついそぴしんしうせいへ者

かいがんたう７Ｉ１お珪頭めぐおほやしましかぎれつもつごこん

やうではないか︒二部員︶

Ｔｍ

W

サァレ︑清崇なる富獄雲を衝て誉ゆるの神州︑清碧の

六
九

海岸森々として治く周る大八州︑而して義烈以て古今

はが誉便

『

▼

T
M
J
l
￨
華
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i
詞

華

片々郷鴻秋興牽︑
嵩古香ＨＣ老健可想︒

古稀賀宴作

女稚日ｃ此作用鍵字隠亡反覆縦横Ｃ愈出愈奇こ

讃大事

渡遥華洲

特是享毒至古稀︒我亦七十年開賀宴︒一門長寿古来菖稀︒

父保喜毒母米毒︒如此奇毒世間稀︒覗父叔父峨合六︒

立見四郎

繁田詞漢
秋日田家
七十老爺耕圃田︑採鋤叱憤楽褒年︑窓前柵蕊叉掻首︑

文荘Ｈｏ二首感慨無極︒足慰英魂Ｃ

泣奔常年御骨香︑

遥見森々樹下卿︑南朝遺蹟慕勤王︑紳駿墓域碧苔瀞・

○○○○Ｏ○Ｏ
精忠千古護王師︑

峻山重雲州西北︑井伊漢中有崇洞︑金葉多年事弓矢︑

詣井伊谷祁赴拝宗良親王墓鶴堂橋本倭足

︷刷削側一石川文荘選

詞

七○

仁譲用功博︒修害成徳深︒薬哉懐至善︒安静隠幽林︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
知止山荘裏︒播経古義尋︒丘隅黄烏趣．漠漠維鍔心︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

丈雛日︒句中巧朋大皇語ご非精通理畢者不能作ｃ

漬中府

︑︑︑︑︑語︑︑︑︑○○○○○つ○○○○
荘荘天地理︒糖義箇中尋︒魚躍観真性︒鳶飛察道心︺
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○

丈眺Ｈｃ凌抑中備義ら不隅理窟仁太妙︒

求仁元不達９樺善亦非深鍵臭無方慨︒玲瀧月瀧林︾

讃孟子

世凱錬名激︒時非重立言．至哉存養法︒浩気塞乾坤・

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑可︑℃︑︑︑︑︑︑︑
郷里説仁義千秋斯道律開邪承聖徳︒奉訓仰慈因営
○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑○○Ｏ○○

書威三首湘香新居敦

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
観望数月待輸蔵︒一旦改園流要盟︒艦務挫握扶彼弱︒
︑︑︑︑︑︑︑．ＣＯ○○○○○○○○○○○○
便知収責捨其名︒人情偏畏漁父利︒天道登奔鍋角宰︒

左掌右提兄弟画縁祇須義信守公手
○○○○○○○
連日姿寒多干風︒今朝又見雨冥濠．善郵失計自瀞責︺

︑︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
経圃浮言誰奏功︒烏合紛紛飛樹上︒蛙華閤閤凱池中︒
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○００

何人出力治根本︒永使精華耀大東︒

峯急時非憶古人︒由来口舌力難伸︒小邦修濯民生途︒

︑︑︑︑︑︑︑ｃ００○○○○○○００○○○

大圃則天君徳新︒侍己這患嬬婦勇︒侮他招禍宋裏仁︒
○○○○○○○
垂名百世不容易︒一貫至誠驚鬼祁心

』
､

文荘日︒以勤健筆︒嘉畔事︒蓋先生得意作︒

書威︵二首︶費永中村毒道

就賞圃始富︒勤倹物則曜︒嬬倣賊人子︒淵恭可立功︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
大道勝滅英︒聖訓降自天︒億兆知所脅︒梁平文教宣︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○
道義再照地︑砥柱障百川︒忠孝二大字︒磨崖可以錨・﹄
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
人心流軽薄︒署華漸成風︒恭奔戊申詔§感激何其窮︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
傭仰思家幽﹄恥々誰書室．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
文誰日ｃ句々自肺肝流出ｃ一語ｃ知総志士之詩ｃ

尋秋素骨横見︑吉
太郎
︑︑︑︑︑︑

践渉山河典自幽︒草軽竹杖路悠々・舟車鯛泊紅塵外︒
︑︑︑︑︑︑︑
明月蔵花蔑里秋．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

登伯州大山

女裟日︒結句似宋人︒

︑︑︑

夏日田家積翠松本誠

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

薬草開花次第蕊︾・田田忽見挿狭青︒今年亦是期豊兆・
︑︑︑︑︑︑︑
十雨五風所圃寧︒

文燕日ｃ此詩中亦有盤撰養︒

題藤田東湖先生遺墨厳君幽谷夫

子登獄詩幅︒蕊其玉礎︒清驚竹内源太郎

○○○○○○○
先生父子出東方︒千載芳名遍帝郷︒首唱尊懐皇道姻︒

憲章丈武士風揚︒満腔忠義貫紅日︒一世英才腿粛霜︺

○○○○○○○○○○００００○○○○○○○

淋滴遺墨存生気︒薫徹人間幾鵬蕊︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
何幸我家博墨蹟︒掲来淋上薦壷蕊︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
久仰威風天一方︒澗飛魂往水藩郷︒摺書葛巻英才溢︒
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○００○○○○○○○
偶藻百篇吟骨揚︒筆勢縦横若風雨︒詞鋒精鋭似氷霜︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

丈稚日︒二肯有蕪塊︒使読者俄然脆議ｃ追漣先生ｃ

塗峰選

水遥秋風同下谷市川政子

みつえさす木の下道を今朝来れば衣手涼し秋や立らん

立秋束京牛込相川俊子

塚

標紗大 山 遥 上 姻 ︒ 登 臨 一 望 淵 秋 天 ︒ 全 忘 塵 世 浮 沈 事 ︒
○○○ ○○○○

今日初 知気浩然︒

爆下︑跨立岸烏巾︒銀漢翻峯頂．玉龍閃甲鱗・

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

高士観爆圃潜堂高田静修

文荘 日 ︒ 亦 遥 登 大 山 而 小 天 下 人 意 ︒

若○懸

平

月影も瀬々に砕けて浪の上を涼しく渡る秋のはっ風

1

耳士︒即是採芝人︒一幅乾坤淵︒蕊端自有祁︒
日︒結句可移評此作ｃ

七

○ＯＣ○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

蕊灘

詞華

1

−
R

空

︑詞華
秋旅千葉螺小見矢部良高
織出るはシその紅葉みれどノーあかず今宵４旅宿しぬ

暮秋千葉蛎睦村周郷敏

ｂなどαとりごちするときシておもふむねを

素れたる人の心をざま人Ｉの聾に立て塾や錘の鴨らむ

酒田慈善授産曾に内務省より︑奨働書に金若

九月二十三日の夜は︑恰弘︑奮八月十五夜に

するを聞き︑喜びの除ｊ︑鳴鶴高橋兄に呈す

房綴叢書第三輯の稿脱りて蒋さに褒行せんと

け謎しおこたらずつとめてあると公にきこえ

飽海の酒田の裳ちに寄るべなき人の鳶めとて
心ある人ら謀りてなきけある人の集以て授産てふ
倉を弐うけて茜刺ひるはたかやし烏羽玉の
夜は細絢へその上に人の道を恥ねもころに教へ
恵として或は談だ物言と弘興へ一向にす夢めは

山形蛭酒田菊池秀言

干と添へて賜はりしとり

相常せしを１て︑青年部の人々と︑月を江東

奮主太玉命祁ながらしづ登りい製す千葉のゐかたは

いばひぬしふをだ宝のみこと

海底の真珠はおきて百樽ふ千葉のふるこ︲こゐさる君哉

るうた七首の中を

向洲のわたりに顔Ｕとて︑日の入るを待ち︑

・吾妻橋畔に到れば︑はや月は木母寺遥の草む

らの間より出てぬ東京ふたね

向洲露ふか草に鳴く錘の聾よりいつる月のさやけさ
隅田川岸の葦間に鳴遥のふし段で見ゆる秋の夜の月
同じとり白髪橋上にて
隅田川露にぬれたる橋の上に月を荷ふてたつ人やたれ
同行の帯谷久次胆しが︑さ哉人〜の鐘の一音が
聞えて︑秋の夜はなにとなく︑さびしき砧のな

つ芯ぐ 守寿
賎が身も飢えず凍えず玉の緒を綾ぞ御代の悪なりける

反歌

みゆかなむ

たりけんうれしく池うちのつとめのつかさより
鐙奔榔の書にこか楓さへそへてたはりぬこゑもへ
をしへのをやしろ︒︵
ば慈善にあつき人々を教師の指導とも杖と１た
うもすみなは
のみ蟹がはふ横さの道に迷はずで打墨縄の一
ずぐ
筋に直なる道を裂しくらにいょょつとめてすシ

隅田川浪の裂にノー行く船のかぢの一昔まし秋更ぬらむ

七
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︑︑寸子

配幸一

雨紫采夢忘知芙更蕉烏東磁春草工美愛雅

而棚剛﹈服部耕石
家毎飼ふ豚の肥えたり冬隣ｊ

散る柳日は薬局の瓶を照る

紅葉狩町吻蕊を遠く見る
一塁畑や芋の葉に野分吹き荒む

秋の雨壁落ちて草塵されたり

薮際の柳一樹嶋に晴る易哉

水垢に﹃白き川床秋の風
笛に添人新愁や月に宿りして

漆かき様相の西日の高丘に

泉
雨
形

秋祭の灯空明り星降れるかも

松風に砂丘に天の川漆めり
帆影遠く近く秋立つ大湖哉
葉を蓮る灯の冷かさ竹の春
低き雲サト破れて秋の日の落つる

初秋の風後るなり竹の雨
葉薦潔りに錘放つ水斐の月

秋の海遠きう娘ｊに白帆浮く

下馬札の朽ちでまだあり草紅葉

竹の磁気は雫となり秋涼し

雁一端くや水一音更けし船泊り

谷紅葉水堰く岩に鋸して見る
渡り烏山低く瑠璃と漆める室
髭剃って新涼の水掬ひけ︐り
世に勧胆て尖る心や銀河冴ゅ

庭暮れて濃墨の樹影秋涼し

秋の雨まどろむ午後と海の一音

海近き室のさ明︲り渡り鳥

古墳鞍きし畑地窪みや蕎変の花
黄昏の百舌烏鳴き去りし野寺哉

桐一葉壁塗る土に張りし水

芋の葉に大きな露の夜明かな

秋の夜のしみｊ︑と族の愁びわり

白粉の花に鯛る樟に干せる物
竹の春薮伐り透ける寺あり忽
横なくれの川尻葉月汐みつる

甘藷船の錨裂く菅行く乙烏

1

薮つゑ菖川あるき裂や花野果

雨晴れや野山の︑錦招ぐ窓

詞華

Ｉ

③

村石青外子源雪生棲川城浪塔二亭子堂峰

七

耕烏望孤秋椿呑刀十士影雨柳碧荷梨幽

石漢桃城人楼天江雨樫山塘畝堂吹花香

､

や８Ｊ

圭沈

記事

主幹松卒伯爵邸に於て易謹二十五回
講鮭と開く土屋鳳洲翁剛健執賞貰の
全卦を講読せらる翁の鯉〃一識ずるや

同市雌衣小畢校に開催せらる本曾よ

道曾松江支曾に於て︑秋季講演曾と

○九月七日島根螺松江市︑日本弘

て其経遥に陪する者一曾は一曾より

に執て是を其身に膳用すると得是以

切丁寧姉女子と錐其理を解し易く直

俗儒の古註に拘泥する如き弊なく深

りは講師として加藤珊堂氏出演殆む
百名に除れる聴衆に非常零る戚動を
輿へ近時未曾有の礎曾なりしと云ふ

態勢に掛誘せられ淳々説去り説来り

間貰卦と識ぜらる巽之ヤー現時慨界の

えず拍案快哉を唱ふ一卦の講約三時

○同月二十六個埼玉畷入間郡豊岡

て白貰の切要と懇に示漁せられた
次曾は来十月十日︵第二日曜︶午後一

Ｃ

は講師として加藤恥堂氏出演非常な

時半開曾の筈なり．

も︽叩〆

る礎曾にて雑衆無腫五百除名満場立

に其芳情と識謝す︒

ムリ金賓厨を寄蛎せられたり併せて鼓

金或圃叉本曾網費中へ草間正名君よ

去八月含耐祭の節徳川伯爵殿より

大正四年九月十九日午後一時半よ〃９

鋤修養曾講演報告

錐の地な き 礎 況 を 極 め た ６ と 云 人 ．

に秋季誌演曾と開きたり︑本曾より

町日本弘道禽黒須支雷は同町小肇校

ど二時間に除継る大講演にて無慮七

更に進んで総誌せんことを望む例を
古今の史乗に徴せらる︑時の如き畳

翁日本弘道曾記事

事

七四

出席者六十三名・

小淫彦九鄭上野啓吉草間正名

松平主幹石川小一郎原忠筋
本間和一岡崎三事帯谷久次

矢田市兵術牧野子爵伏見鋤之助
小林寛治寺本典左術門平塚唯鳩

井上如琶岡庫一横田茂次郎

中井畷山岡源子松手綱吉

小菅松内阿井主信足羽中次即
鈴木雄次郎伊藤吉宇伊藤賢蔵

千葉由裁高橋静虎・永井延毒即

●・羽村砲次郎鶴︑︽戸村専助東宮鋤腰

内田素一山本孝一山岡貞代
山本排五郎牧頼元古津惟彰

榊顔一二之助・右原稲太郎一蕊脚萩谷連四郎

山田文雄近藤高克阿部潔

吉津照州・高梨惣助遠藤佐古

奮藤非孟子久保義郎山下亦次郎
太田忠治清野善四郎佐波古直隆

高野瀬廉信田重並近藤忠次即

工藤競薮子爵小川縦八郎

竹内旗古田仁三郎市川軍太郎

１１！

．「

「

総有志青年部記事
鴎第八同癖論討究書九月十八日午
︑︑︑︑ ︑

後七時よ り 本 曾 事 務 所 に 於 て 開 く ︒
帯谷久次 君 ﹁ 中 心 ︲ 色 周 遥 ﹄ の 題 下 に

を道遥して︑三園祁誠に詣で︵更に
白髪祁耐に奏し︑白髪橋を渡りて？

橋場に出で︑待乳山に上り︑浅草公
園に至６て散曾せり怠此夜は近年に
なき晴夜︽守りし矯め︑明月流水の趣・

言はん方なく●︐殊に白髪橋上に於て

風光絶佳︑人そして低梱去るに忍び

君燭得の研究を溌表し︑島田正君は
﹃砥曾の 表 面 と 裏 面 ﹄ に 就 て ︑ 虚 世 上

ざるものゐらしめたり．因に常梗の

鯵黒須支曾と御大典
記念方法

佐波古直隆君外二名

高木一ハ太郎君松乎稀杵洲

寺本典左衛門洲倉持固之助荊

根本庄作荊帯容久次淵

本間利一君島田正荊

足立架剛君小津彦九郡君

平塚主事石川主事

来曾者は左の如し︒

の心得を説け︐︒終りて討論題﹃乃
水家再興問題﹄に就て互に意見を交
換し︑全く散曾せしは十一時頃なり

平塚主事石川主率

き◎術営 夜 の 出 席 者 は 左 い 如 し ￥

谷口侭五郎澱小洋彦九耶淵

根本庄作荊佐波古直陛君

旧中久君居川市二荊
島佃正君僻谷久次君
外数名

草間幸三郎君本間利一君
橘本元治潜高木八太郎蒋

畷有志観月曾九月二十三日は恰忍
陰暦八月十五Ｈ夜に相鴬せるよ︲り有

窓通し詮・川ｃ

埼玉暁螺須支曾にては今秋翠行の御大典起記念
する儲めたの事項の賀行走期すべく含員一般に

一︑一身としては

休日の外ば勉あて遊ばぬこと
人の信用を害はいこと
早起の習慣韮作ろこと
酒や煙草韮控目にすること
人の偽に力を誰すこと
悪癖憩直すこと
規律走軍んずろこと
衛生と髄育とに心掛くること

二︑一家としては

典の他

三︑一町村としては

家業か帥むこと
家内ば架しく暮すこと
無用の費走省くこと
貯蓄に心掛くること
年寄韮大切にすること
子供の縦方に気走つくろこと
五人組親類難の付合韮か︑ぬ事
小遣帳に付落韮せぬこと
其の他

共同一致の箱祁を盛Ｆすろこと
納和の成績をよくすること
一郷の風紀韮刷新すること
基本財龍鵡蓄積すること
皐校役場其の他の設術藩完全にすること

自治機開の活動韮織るこ︲と

青年指導の方法を誰すこ︑と

記念樹走植うること
其の他

七五

､

志十五名にて親月禽と墨堤に催せ
り︒常礎吾妻橋東詰に参集し︑堤上

記事
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大嘗祭常日皇霊殿祁
殿に奉幣の儀
大嘗祭常日展所大御
撰供進の儀

幣の儀

十四日日曜大嘗祭欝日祁営に奉

儀

十三日土曜大嘗祭前一日錘魂の

儀

閏幣壮に勅使溌遣の

十二日金曜榊宮皇霊殿榊殿並官

群楽の俵

十一日木曜部位濫後一日賢所御

殿に未告の儀

・十日水曜即位稽常日皇霊殿辞

霞

十二月 六 日 土 曜 京 都 に 行 幸 の 儀
七日日瞳賢所春典殿に渡御の

り内定しれる旨蛋表せられたりｃ

日及び行幸還幸の御日取については其後大鵡使
初め営局に於て夫々協議悲誰し菰ろ結果左の遡

⑳大磯前後の御日取即位御大協の御式

用邸に御避暑中なりし聖上陛下にば九月六日を
以て御機嫌麗はしく宮城に還幸あらせられたり

⑬聖上遠幸八月十四日以来日光田母浮御

蕊

１

１１

十六日火曜即位潅及大嘗祭後大
饗第一日の儀

十七日水曜即位臆及大嘗祭後大

同上︑同加藤友三郎

⑲織道院縄裁蕊表識道院縄裁城漸く

が維新前後に於て風家に貢蔵し稚ろ勤続延思召
され︑前日午後勅使として侍従子爵東園基愛氏
走︑叉皇后宮主事男爵東久世秀雄氏を内田山の
同侯爵邸に差遣ばされ聴眼並に優涯なろ諌詞韮
賜ばり衣リ
▲諌詞博宣
勤王の大義韮唱へて克く同天の偉業を朝げ︲
海外の情勢を察して絶に開園の宏猷を賛し力
を腰藩綴蝶の際に鳩し︑綬韮財政経涜の局に
飴し︑忠枕節を致し︑勇決難に唇り︒齢八句

氏の葬儀去月七日執行につき天皇陛下には侯

③諒詞を賜る故従一位大動位侯爵井上馨

て︑誓書の奉捧走篤せりＣ

特授伯爵毛利元智

はせられたり価て毛利氏は同日登所大前に於

勝の功裁避思召され︲特に去月十三側午前十唯
故大勝薄藩主毛利元雄子令弟陸軍騎兵中尉元智
氏に封し︑宮中に於て左の如く爵記奉授式を行

●毛利氏授爵画葺裳リ隆＼は故乃木大

秩寮より左の如く稜表ありれり
伯爵乃木希典蕊去の所華族令第十二峠第二誌
に依り爵鵡襲ふことを得ざるものと鰯にリ

依願免官

任鍛道院総裁法皐博士添田毒一

織道院総裁工畢博士仙石貢

決定︑去月三日左の如く讃表相成りたりｃ

饗第二日の儀
即位臆及大嘗祭後大
饗礎宴の儀

畿乃木家絶家護表去封十三日宮内省宗
宮に親謁の儀

走手肥吐唖即位鵡及大嘗祭後榊

武天皇山陸に親謁の

〃廿四日水曜即位鰐及大嘗祭後脚
儀

治天皇山陵脹親謁の

廿五日木曜即位鵡及大嘗祭後明
儀

廿六日金曜即位稽及大嘗祭後孝
明天皇山陵仁孝天皇
山陵光柊天皇山陵に
親謁の俵

・廿七日土唾東京に還幸の儀

骨八日日礎鑑所温明殿に還御の
の俵

廿九日月曜東京幸後匿所御榊築
親謁の篭

三十日火曜還幸後皇霊殿榊殿に

日午前官邸に於て︑左の如く親任の齢令か．奉授

⑥海軍二大鵜親任大隈首相ば八月廿八

任海率大勝海軍中勝島村速雄

せ刈りＣ
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怪四束の稲距載せて知・事の前に進めて鮎検韮講

に進みて最敬鰐中に帆詞準奏し次で寮田主早川
定之助氏ば雑色十名を率ゐて刈穂の事あり三賓

大阪市束厘寺山町四百九十番地一のあ雛

校訓導︶

佳作鈴木康嗣
佳作永井孝次

三︑在米日本人間に於げろ沸教の僻逆心以て
日本人排斥の原因なり書とするが如きは一つ
の謬見に過ぎざるｊＵ此種の僻見の流布は日
米雨閲民の誤解を惹起するの憂あるが故に
吾人悌教徒は極力之れが匡正絶滅老期す︒

態期す

一︐日本僻教徒の世界的大使命衣ろ東洋文明
の情華蕃惟界に紹介し東西文明の融和心計
り以て俳陀の大精紳たる世界永遠の平和老
寅現せんこと妬期す
二︑Ⅱ米人間の靴善悲助くる総めに贋く米人
間に怖教韮喧僻するの必要走認む此故にⅡ
米怖教徒は之れに封して共脚努力ぜん皇と

決議丈

六日間毎日三回宛開催せられれる同大曾にて決
議し犬ろ
△決議文の内容ば左の知し

職桑港世界俳激大曾去る八月二日より

街ほ儲選楽譜に縦てば特別委員曾へ烏崎田村︐
小山三氏︺に就て多少の修正奄加ふろものなり

富山市相生町五十七番地

佳作皆川景昌

︹肺布飯倉尋常小畢校訓導︶

佳作︑益山謙吾

蝋京市祁田匠芙土代町二の二中根信方

︵府立清水谷高等女畢校敦論︶

て以て弔慰せしむ︒

さる︲曝定なりｃ

醗奉祇歌の梁誹簿選者大典に際し全剛

ひ勅使亦これが鮎稔の事ありて稽賞屋に納め紳
殿前の賛薦井に案鵡撤して後知覗以下参列員祷
田主等の拝畷ありｘ蒋田係員井に陪観者ば柵外
腫て等しく搾憶韮総し岬撰彩撤し昇紳の儀行ば
れ式全く怒りたみぱ王午前二十分なりき問蒋田
全部ば来る二十五日刈取に着手し精選を了した
ろ上来十月十八日京都なる大婿使出張所に上調

宅愉えて望一世に陸し︑今や溌亡韮聞く局ぞ
診悼に勝へフ粥並に俳臣韮遣はし陣を濡らし

⑬悠紀 驚 田 抜 穂 式 悠 紀 驚 田 行 事 中 の 最
も重要なろ援穂式ぱ御田植式後の百八日目なる
去月二十日韮以て鰹行されれり式は涛田の西方
鞍ろ奮域に於て行ばれ南北十三間唯西十六間の
蒋場中難行三間︑桁行二間の榊殿は束而して新
設せられ梁行二間と桁行一間の神殿ば南耐に砺
賀殿は北面して建議され其前方に南北相封して
二棟の帳舎あり各殿共に総て職木造り屋根は萱
蕊Ｌ﹄なし周壁は盤表韮以て張廻され竹矢来に忌
竹注連蝿を張り木棉走懸士ろ榊な四隅に立て禰
々しき事限りなし岱側午煎九時先づ大瀧使職員
各場距装姉され地方高等官井に亜なる公職者四
百除名ば拝観席に居並ぶ鷲田委員と

小皐校生徒に喝はしむべき末呪歌の楽譜はじ晦
募綿敬千六百二十九曲の中より特別換選委員五
名に依て互選審査の結疑室 丁三曲起溌韮し︐其
後一同審査一委員全部より成る委員曾に於て審議
し大ろが︑去月七日午後二畔更に文部省新館極
上に於て閑催されたろ全審沓一委員倉に於て三十
三曲の中より十二曲姫特選し批評審議の末︑責
地演奏合唱韮試みて更に叉其中・︲ムリ五曲企選び

等小謬校訓導︶

五曲中最も優秀なろもの一曲を第一等と定め︲
他の四曲な佳作として同礎十一昨半審査全部結
了︑八Ⅱ午後二昨常選人名走護炎し主リー蛍金
は一等常選者に封しては五百側︑佳作倦迩者脹
鋤してば各百脚宛潅贈典すること〜荘Ⅶたるが
常選者の姓名ぱたの如し
祁戸市楠町三の一三○︵祁戸市浅川尋常高

第一等常選者松本徳職

七七

L

【r

埼玉態北埼玉郡下忍村︵下忍尋常高等小畢

b』

▲奉耕の男女は悉く鴬湯前幅整列する松井悠
紀地方知事怨初め道家農務局長︑薄田主早川
定之助仙石︑阿部雨大騰使事勝官等夫々所定の
位置に着し地方青年含員ｂ在郷蛎人曾員・畢校
生徒等数千名ば涛嵯附近に整列して猫穂使の来
着潅待つ擁て午前十吟北郷勅使ば星野︑菱旧．
小林︑羽田の各掌典棚及二名の雑仕走随へ騎馬
警部四崎に前後韮警術せられっＩ人力車にて欝
場に着し手水の躯ありて帳舎に来着するや星野
掌典補ば神殿前に韮みて赦帆詞奉奏し次で二名
の掌典禰ば先鳶場前に参入して敏の事あり次て
紳殿及榊撰所ｂ稲武殿等恥滅び終るや
▲北郷抜穂使ば紳殿前に進み出て拝漕ありて
後十一壷の紳撰を供せられ後抜穂使は更に榊殿

雑報
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四通欧洲の大戦側は人類の歴史上未曾有の大
・事塗にして其戦局の駿展は日々悲惨の度怨
高めっ〜ぬり此故に吾人併教徒は俳陀慈愛
の聖旨に基き辿沙に戦争の休止せられんこ
と韮期念す価って吾人悌教徒は蔑園併教大
曾の名を以て吾人の最も敬愛する北米合衆
圃大統領閣下に封し博愛人道の精脚に従ひ
各交戦国起して干尭老餓め平和の国交藩恢
復せしむろＥに力か喝さんこと彰懇請す︒

④新大 畢 令 全 文 去 月 二 十 一 日 文 部 省 よ
り教育調査含員に領布せる新大皐令案の全文左
の如し
一︐大畢は高等の墨識及品格走備へ社曾の指導
者たるべき須要の人材態養成し及畢術の慈奥
を攻究する走以て目的とすること
一︑北海道地方饗︑府蛎叉は市ば大畢走設立す
ることを得
⑲
一︑私人は大皐起設立するこ︑とを得ろこと

一︑公立及私立の大皐の設立駿止は文部大臣の
認可韮受くること
一︑私人にして大堅走設立せんとする畦ば其皐
校奄維持するに至るべき敗入を生ずる資産及
設備叉ば之に要する査金走備へ民法に擦り財
閣法人を設立すべきこと
一︑公立及私立の大畢は文部大臣之を︲監督する
こと

一︐大畢の修業年限は四箇年以上とすること
一︑大畢脹入墨することを得ろものば中畢校務
くは修業年限五箇年の高等女畢校延卒業し衣
ろ者叉ば文部大臣に於て之と同等以上の畢力

口

と

玄Ｌ
イノ

の際現に論文老提出して畢位を請求する者に

曾に閲する事項韮除く外筒従前の規定に．因る

青年側撹の設置ば今や漸く全国に浴く其振否

状勢に照し最も喫緊の一要務士ろべ告走信ず

の事に厩す其之起して事業厚嵩叩責務に従ひ

一︑稚雅に蝿する規定は文部大臣之韮定むろこ精紳と棄質とを養成せしむろば刻下最も緊切

韮得ることあ研き剛健勤勉充く蝿家の進運を扶持するの

前項の外畢術上功続あろ者に封してば大皐に州髄委貝悲して忠孝の本義韮慨し品性の向上
於て教授曾の決議諾経て博士の稚競韮授くる走固り髄力起増進し黄際生活に適切なろ智能

走継て跡士の祁雅悲捜くる牢得ろことろ公民たるの素養を得しむろにあり︐従って

研究の成錆彫提出して誇求起偽す者叉ば論文抑々青年倒催ば青年修養の機閣たり︑其本旨
悲提出して請求起爆す者に封し教授曾の審査とする所は青年起して健全なろ幽民︑善良な

一︑大畢脹於ては其研究科に三畢年以上在皐し

授くる詮得ること以茨完全なる護達を蓮げしむろば内外現時の

︑一ｂ大豊ド於ては其卒業者に濁し畢士の穂雅をなるものあり此際一層青年風鐙の指導に努め

ろ︲もの胆就きては此限りに非ざろことば固運の伸暢地方の開稜に影響する所殊に大

但し勅任せらろ︲もの及奏薦に依り任命せら

に於て文部大臣の認可を受く・へきこと．△雨大臣の訓令

設立者文部大臣の認可牢経て之悲．定むろことの名義老以て地方長官に渡し丈ろ青年剛改良に
一︑公立及私立の大畢の教員の採朋ば公立大畢開する訓令及雨省次官の指示し丈ろ青年圏設置
に在りては管理赤私立大畢に在りては設立巻の標準左の如し

目及其程度並に研究科及別科に開する規定はと婦し税ろに過ぎず
公立大畢に在りては管理者私立大蕊に在てば鯵青年隅改良訓令今回内務文部雨大臣

一︑公立及私立の大畢の修業年限︑豊科︑畢科．右と少しも異なる所なく躍催右各項走峠丈

度並に研究科及別科に開する規定ば特別の規因に右案文の外参考として勅令案の形式に
定める場合の外文部大臣之を定むろこ︑と依り立案ごろ案文韮添附し衣ろが其内容は

一︑官立大畢の修業年限︑畢科︑皐科目及其程︑一ｋ

韮準用すること

附暁専門部に閲しては専門皐校に閥する規定封し本令施行後授典する畢位に関してば博士

ろこと

一︑大里に於ては其卒業者の偽に研究科起蓋き皐校と稲する鞭僻ざみこと
其他皐術研究に必要なろ設備怨偽すべきこと一︑墨位令及び博士倉規則は之走匪止すること
一︑大畢に於ては別科及附鴎専門部詮置く起得但し本令施行前授典し犬ろ畢位並に本令施行

を有するものと指定し衣ろこと一ｂ本令に擦る畢校に非ざれ怠新に大皐又は太

日

』
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て練習を積生しむろもの亦間ｒ牢リ修養に費
しむろ所以に外ならず若︲し夫れ剛職にして
に︑
の籍ふ所悲誤り施設其宜しき牢得ざること
らん郡磁に所期の成績年塞げ得ざるのみな
ず其の弊の及ぶ所計り知るべからざるもの
らん故に地方営局者ば須らく此に留意し地
責際の状況に膳じて最も適蛮なろ指導韮典
て囲惟韮して健全なろ溌逢怨遼けしめん事
を期すべし

●高等教育の傾向本年四月以来七月迄

に及ぶ︵単位千側︶

概要左の如く輸出超過一千三百九十四甑二千回

に絡了せる官立畢校四十四校︵陸海難︑涯信︑
農商務所管韮含む︺に封し入皐願書態差出せろ
者は三蔦六千隣人にして︑合幣入翠をろ者は内
六千二百飴人に過ぎず︑叉た昨年に比し著しく
志願者を増加せろば︑高等商業の三百九十一湛
外圃語畢校の三百七十齢人心高等畢校の百八十
齢人にして︐同じく減少せろば︲讐畢専門の千
齢人弱Ｑ校平均二百人︶高等工業の二百除人︶
高等農林の百四十除人等走主なろものとし文部
直轄以外に於ては︑商船の百齢人増加︑海砿諸

△雨次官の指示
△青年Ｍ設罷標準
一︑青年肌淵の組織青年圃髄は市町村内に於
て義務教育悲了へれる壷若くは之と同年齢以
上の巻を以て組織し其最高年齢は二十年を常
例とすること
こり青年閣礎の設置匠域青年圏髄ば市町村韮
圧域として組織す但し土地の状況に依り部落
叉は小畢校迩畢匠域等を匠域とＬ組織し若し
くは支部悲濫く事を得る事

輸出金銀価
輸入金銀役

輸出超過

八月下旬

三も一へ西口

一︽︿四

三℃六七垂

賦洲戦報

ｉｉＩ
ｌ
︲ＩＩＩＩ

最近の戦局

一月以

降累計

四℃つ七八

三八℃垂七つ

三画ｂ四九二

ば極めて不良なりき南方に於ける連戦連勝も大

△露樋方面ジルンゥ陥落以来露隼の形勢

輸出品侭宝町三三毛金騒四美画面

廿三日に至り﹃我寧ば無事司ワィルナＬ・あ撤退し
司りか﹂より﹃︲リ〆Ｌに豆ろ敵の全前線に於て展開

有し菰ろのみにして蒋に猫軍軍園の裡に階らん
とするの悲境にあり手催汗ぞ掘って其の前途如
何韮鋪遣へろ者堂猫り露人のみとせんやされど
露箪の武運未だ識きず不挽不屈の努力と巧妙な
ろ退却戦とに依り約三十説の大兵は美事に窮地
を脱出しポリー昨沈痛話極めし露都電報も去月

勢韮動かすに足らず然も北方に於いては︲リガ﹂
より﹁ドウインスク﹂間に頑強なろ抵抗悲繰返し
て濁軍態苦しめしも﹁ウイルナＬ附近の有力なろ
中央軍は僅かにフミンスクＬ方面へ一樵の退路を

輸入品侭二︑四己二︑巻四三宛パ里

七九

運動限成功し多数の村落を占領せろが此方面猫
軍の損害は什五蔑む下らず﹂と始めて歎喜に充
てる公報蕗博へ同時に倫敦電報はコゥイルナ﹂
占領の伯林公報は闘獲に閲し何等記栽する所な
し﹄と雨公報を封照し来れば露軍の退却が頗る

八月下旬前年鵬鋤鋤

者には小畢校長叉ば市町村長其他名望あろ者
の中に就き最も適懲と認むろ者をして之に懲
らしめ市町村吏員皐校職員警察官在郷軍人祁

輸出超過三︑茜二垂茜一妻︑垂父

協力指導の任に歯らしむろこと闘隅員にして
関催貝犬ろの年齢を過ぎたる者は園髄の援助
者として其の力起娼さしむろこと

職曇鱈侶其他の鯨志者中適営と認むろ者起して

⑪出超一千三百薦八月下旬に於ろ賀易

ならんが．

減少は数年前醤法科全盛の反動︐高等畢校の増
加は増設の結果に伴ふ自然の結果にして︑高商
外園語等の増加は︑戦後賀易の震展鵡見越せる
もの︑農工諸畢校の減少は内地財界不況の結果

皐校の二百除人減韮榊砿著なろものとす︑磐専の

三︑青年剛慨の指導者援助者青年卿慨の指導

一一画前

前旬に比し増減の大勢は輸出の一割四分増加
は生蒜は大差なきも茶︑銅．︑木材掴製帽用興
田︑燐寸等の増加し放るに依り︑輸入の三割一
分減少は棉花の著しく減じ末ろに依る
輸出入金銀慨旬日概算

も

四︑青年園側の維持青年副隙に要する経費は
努めて剛磯貝の勤勢便依る敗入韮以て之れ老
支排すろこと

雑報
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支曾報告
鮮やかなりしは最早疑ふの一除地なし而して﹁ウ
イルナ︲一退却に成功せろ露寧は南方にて最近更
に大勝を博し﹁ルスク﹂要塞走奪還し可レンペル
ヒＬ街道に塊韮粉砕し司セント︑ストリッパ﹂雨
河方面にも有利の職勢怨持渡し今や可ピンスクＬ
方面なる猫塊中央車の右側薙脅威すろに至り流

石の﹁マッヶンぜど軍も碓面・ふりする露軍の逆
襲と右側の危険に堪へず一ウィルナーロゥノー﹄間
の繊道奪取計謹韮批葉し可ロジシン﹂︵ピンスク
東北︶方面より可オギンスク﹂運河後方へ退却す

るの除儀なきに至る課って北方の戦況ぞ見るに
﹁ドウィンスク﹂正面は塗化なきも其北方﹁フリ
ードッヒ︑スタット﹂西方にて露車は↑鴎﹁ヒンデル

プレグ時車座下のうぺロー﹂軍話準破し盆々有利

となる斯て露軍は南方軍の一大成功と相撲って
或は頑勢を艦返すに至らんか
しく活蕪に池つきれど未だ惣弾の交換に止皐︽リ

△悌軍と伊箪怖境閲仏ろ聯合隼ば近昨著

噂ご一口に重要なろ勝利韮博し今叉赤司．昌一ノ

戦線韮動蛮︐に至らず伊奨方面ば伊軍髭に﹃ァ

ピ山を強襲して多少成功し菰ろも勿論大勢に

△Ｉグー峡と手島﹁〆﹂峡の攻国戦週末何

関係なし

等の愛化韮示さずされど外電は新穴に増援軍十
一脇海峡外の同レムノス島﹃青ドロズ﹂瀞に上陸
せる韮報ず是れより職綾見る壱へきものあらんか

巴爾幹半島の形勢は勃希雨刷の砺起に依洲て愈
捗︑明白とむれリ前者は猫填側淡るべく後巻は聯

合車側士らん勃圃の濁填側に立てるば聯合軍の
大打壌喋Ｌ全局に及ぼす影響甚大なり稀合軍士

師の霊悲祭る橋本副曾長祭丈を上り役員遺族の

林寺和尚田中霊鑑師走主坐Ｌ︾し地方の僧侶十錐
名相倉し恭／︑含租西村泊翁先生の神霊と併せて
常支含の故含長野賀岐ゞ山︑同歴堂靭本間槙園三

八月十八日ば曾覗西村茂樹先生の命日ないぱ営
支倉にてば年々僧侶犀鵬して遁善彩曾場南山村
稿繊院に誉むを例とせり︑本年ば都合により二
十一日を以て同村大光寺に法要韮笹みたり︑正

鰯遠江支禽報告．

去月七開午後三時より日本弘道含松江支曾は今
回曹洞宗寺院主催怖教誌習曾のれめ末松中なる
加藤端堂氏潅聡して一市内母衣葬常高等小皐校新
築講堂に於て講演含開催藤脇副支曾長就任挨拶
に次ぎ加藤講師は圃民性の研究と題し我特殊の
幽民性の基側する鹿を地理的開係と歴史的開係
にあることを一々例誰催徴して説明し叉其長所
銚鮎を指摘し反省せしむろ研あり最後我幽篭の
精華韮淡押すろば我圃民の義務なりと論結し多
大の感動韮興へ午後五時三十分閉曾せり来含巷
は含員外官吏教員責業家嬬立畢校生徒等無慮七
百錐名近来稀なろ盛曾なりき

③松江支曾臨時講演含報告

１１︲ｌＩｌｌｌＩ
︲

ろもの緊揮一番するにあらずんぱ或ば恐ろ大事
寛限去らんことを

4

り

八○

焼香等あり怒りて後ｂ講演曾韮開き田中師の従
容錐︑橘本氏の弘道倉沿革談懇なし夕刻維曾せ

あり夕刻退散

因記徽支曾ば本月より併教大乗含なるものと提
擁して迩月合同して開雷すること缶協議せり
○九〃十二日の常曾大乗曾と聯合して南山村
善技庵に開含午前ば田中氏の用心集誰義あり午
後ば同氏の道遥鎌及び橋本氏の︑御部位記念事
業︑稽服制定及び跡兄女史の責行等に就て講話

と定む

筒十〃ば第二日曜日垂以て南山村報固寺に開曾

⑲上山支曾報告

大正四年七月廿八日午後一昨・︲︽リ上山支含延穂

好氏韮推逮寸故の副曾長の遺族雪︲ふりは酒肴の饗

念寺に開催し故の支曾副曾長高橋幸橋君の追悼
曾牟開く来曾者含員此其の他の有志者併せて雪一
十有除名に垂す来賓にば同氏の遺族高橋熊次郎
高橋戴太郎の二氏なり悌壇の正面にば遺骨泣位
牌井に今同麺験しめ︑たる肯嵯牟安髄す永洋龍端
師の約一昨間に亙る職かなる護縄に次で曾長山
内莞爾氏曾員中加村能好の弔辞ありそれより一同
焼香し別室に於て官像を掲げ簡単なろ茶話倉を
開き各自懐蕉談をなす而して副曾長にば中村龍

態あり散含せしは午後五昨頃なりき

刃︑ｆもＥ多託〃もｒ〃Ｌｒ乃貼〃１Ｆ９．ＬｒＪ魁伊面Ｌ〃︑に〃︑Ｆ冴晶ｆＵＥＦも正
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､

明を閑明して永遠不滅の真理
として起りしもの今叉本年の
に請弘歴史上正確なる本圃を
謹刊せり本圃は営初曾員にのみ班輿する諜定なりしも精祁教育上の資料として世一
間に希望者不妙価て該需要に膳ぜんが潟めに僅少ながら残部を之に充てんとす若一
夫本圃一度絶版脆至らは再び得可からきる名品たるは本曾の信じて疑はきる所と・
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埜隼畦嘩識一

東京市小石川腫丸山町十一番地二競

本曾紀要購請及び入倉規則希望者は其旨本曾に申込可し
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振替貯金口座東京四三一七醤

電話番町千函十番

有田偲助
内田演吉

光︲融館

東京市神田脇駿河塁袋町
東京市脚川脇鍛冶町
京都市寺町遡二繰下ル
奈良市橋本町
松江市末次本町
宇都宮市繊砲町

長津慶吉

東亜堂書房
若林茂一郎
木原文進堂

秋田市茶町噺ノ町
金淫市片町
禰島市本町
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圃民必漬の賓典出づ
迩舗噌銅西村茂樹先生遺著

賀Ⅲ山師山術Ⅲ舟Ⅲ術Ⅲ附叫附叫柵叫Ⅲ山川山Ⅲ側州山川剛Ⅲ山川側１１冊側伽側師山Ⅲ側Ｉ蝋菊判紙数千画

蔚臓謄鰻蔑獅溺瀧︾
︵泊翁先生言論叢︶︑

四織鋳字百

に狂澗を既倒に同せし泊翁西村先生が爾来三十有除年一意世教道徳の刷新維持
・に全力を傾蓋し朝に立ち野に出て侃々誇々其一意見を変表し棒に晩年老躯を提げ
・て南船北馬の勢を辞せず機に鯛れ蕊に庵じ時に臨み事に接し誇々懇切斯遁の要
を説きて到らざるなき一代の名諭卓説は悉く牧めて本書に在り今や志士風を憂
ひ世を慨くの秋本書を播かば圃民指導の経論油然として自ら懐に湧くものあら

｜圃服蝿唖噸椴剛柵柵徽棚州盛脱蝿胸鵬順緋棚辞剛志鯛郷脚直し大謹疾呼遂

銭銭銭入入頁

語して殊に泊城錨偉崎州Ｉを想畷ｎＭ峨峨隙臓偶陛
弘通二百八十三澱砿溌祥麗澱領蛎謬鯉雛唖
、
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