
『不秋堂草日暦』年表（既翻刻分による）

伊藤善隆

様々な興味深い記事を収載する『不秋草堂日記』だが、全百四十五冊というその浩瀚さ

ゆえ、通読することはなかなか難しい。原本はともかく、すでに『演劇研究』に十五回に

わたって翻刻されたものだけでも四十一冊分となる。そうであれば、通読・摘読する際に

も、書誌・考古・金石・古泉、等々の記事の間に記されて意外に分かりにくいのが、肝心

の竹清その人の動向である。そこで、本稿は、とくに竹清の行動に注目して既翻刻分を見

直し、重要と思われる記事を抜き書きし、簡単な年表としてまとめることとした。抜き出

しした記事は、主として竹清生活の基盤に関わる記述（家族・家屋・会社に関する重要事

項）や、鉄道を利用した比較的大きな外出（旅行・遠足）、竹清その人が参加した集会や参

観した展覧会、身近な人物に関する事項などである。なお、竹清は身近な人々とじつに頻

繁に往来や手紙の遣り取りをしているが、そうした日常の交際についての記述は今回の年

表には原則として加えなかった。

年表としてまとめてみると、大正七年五月以降、頻繁に増上寺へ聞法に訪れていること

が印象に残る。これに先立つ大正六年九月には母が増上寺妙定院の檀家となったことが記

されているので、竹清の聞法は、おそらくこの縁がきっかけではなかったかと推測もされ

る。なお、家族・親類に関する記述を検討する際には、大正十年十二月二十四日条（連載

十四・198 頁）に載る家系図が参考になる。

また、年表中摘録しなかったが、扇松については大正七年十月四日条（連載九・130 頁）、

道了堂については大正七年九月十七日条（連載九・119 頁）、岡田村雄については大正十一

年六月四日条（連載十四・251 頁「岡田君碑陰記」）に、比較的まとまった記述があること

を付記しておきたい。

なお、作成にあたっては原則として日記に載る文言をそのまま引用して記載することと

し、私に省略（中略）した箇所がある場合は「…」で示した。引用にあたっては、原本に

ない濁点や句読点を適宜追加し、小字双行や小字右寄で表記されている部分には括弧を付

して示した。なお、やむを得ず私に注記を加える場合は、※印を付して示すこととした。

なるべく簡略に抜き出すことを旨として作成したため、それぞれの記事に関する詳細につ

いては、適宜既刊分日記翻刻本文をご参照頂ければ幸いである。

最後になるが、抜き出す記事の選択はどうしても恣意的にならざるを得ず、遺漏や不備

はもちろん、摘録の均衡を失した点も多い。今後の検討の課題としたい。

『不秋草堂日暦』年表

年月 年齢 事項

明治四十三年

一月

35 歳 「（※津より）この夕五時発汽車にて東京に向かふ」（５日）・「岡田

麓柏居（市谷田町）にて…古泉小集」（11 日）・「文行堂を訪ひ新宅

開きの大会に列す」（14 日）・「上野勤皇志士遺墨展覧会へ行く」（20



日）・「湯島麟祥院談書会に臨む」（23 日）・「上毛三碑廻」（24・25

日）・「本所横網の安田善之助氏かたの欣賞会出席」（29 日）。

二月 35 歳 ※二月一日より二月十二日までの記事なし。

以後は津に置ける記事。竹清はこの間に東京から津へ移動。

三月 35 歳

四月 35 歳

五月 35 歳 「大観亭に服部五郎と云直入門の画家の為に当地の好事家の開き

し茶会ありて行く」（３日）。

六月 35 歳 「川喜田氏方にて催されし洗垢会へ行く」（３日）。

七月 35 歳 「小津清左衛門氏かたにて洗垢会を開く」（２日）。

八月 35 歳

九月 35 歳

十月 35 歳 「夕五時之汽車にて東京に向ふ」（15 日）・「南八丁堀川崎屋に黙鳳

書話会ありと聞きて行く」（16 日）・「清水谷公園苔香園にて丁未印

社の同好印会あり」（17 日）・「市谷田町岡田氏、此日回仙会也」（21

日）・「公設展覧会」（22 日）・「文行堂玉屑会、はじめて加賀豊三郎

氏にあふ」（26 日）・「先考至誠院願誉本然居士廿七回忌厳修。此の

為の上京也」（28 日）。

十一月 35 歳 「国分寺遠足」（４日）・「予も十日頃帰津之心なり」（７日）・「出発、

午後鈴川着」（10 日）・「夕八時、津へ帰る」（12 日）。

十二月 35 歳

明治四十四年

一月

36 歳 「夜出発、四日朝着、東京」（３日）・「店勘定」（10 日）・「青柳之

集古会へ行く」（14 日）・「此夜、文行堂古本交換大会」（14 日）・「本

所安田氏之欣賞会へ行く」（23 日）。

二月 36 歳 「十日上洛、十二日夜十一時帰宅。これは京都大学にて、内藤湖南・

濱田青陵・富岡謙三氏、去年渡清将来之物品・拓本・書籍等之展覧

会見物の為也」。

※明治四十四年三月～大正元年十一月の間、日記なし。

大正元年

十二月

37 歳 「楓井氏之入札を見る」（１日）・「幸田成友氏より書来る。歳末と

なれば転曽遊を想ふと記さる。これは四十二年之事なり。当時書面

之往復はせしかど、未だ面会したることなかりし」（20 日）・「八丁

ほりより金百四十五円とゞく…栄内よりの報に、八丁堀母子日々口

論と、困ったもの也」（24 日）。

※大正二年一月一日～四月九日の間、日記なし。

大正二年

四月

38 歳 「林君遊清送別会」（18 日）・「永井素岳之江戸ッ子会といふもの、

廿三日にひらくよしにて、其ちらしを橋田氏見たりとて来られし



也。山中翁、林君、予之名など補助とかいふところに出て居るよし。

我等は其ちらしさへ受取らぬ位、一向に話もしらぬなりけり」（21

日）・「内田君之話に、何やらの雑志に、予（三村）が中村不折君を

尋ねて日本金石之事にて凹ましたりと記しあるよし。これも訛伝な

るべし」（21 日）・「両国に行く。美術倶楽部之古本展看即売を見る」

（26 日）・「上野なる美術協会之宗達展覧会を見る」（27 日）。

五月 38 歳 「集古会」（10 日）。

六月 38 歳 「山王まつり」（15・17 日）・「健筆会」（29 日）。

七月 38 歳 「家に帰れば晴風君之訃至るあり。此日零時歿せりと」（16 日）・「晴

風翁之葬儀」（20 日）。

※大正二年七月二十二日～大正四年十一月五日の間、日記なし。

大正四年

十一月

40 歳 「朝つとめて橋本安昌寺へ行く。こは鈴木家之考無〓（文に見）安

話信士三十三回忌なり」（13 日）・「三河米津鉄牛君より来書あり。

同君よりかりてうつせし大和訪古録を集古会志にのせたるとて、む

つかしくいひ来りしなり」（13 日）・「朝、米津君にわび状出す。さ

ほどにむづかしくもとこそ思はれるとつとめて丁重にかき置く」

（14 日）・「十八日、中村蘭台死」（20 日）。

十二月 40 歳 「昨夜、横はまの族人、鈴木福太郎来る。就寝後なり。今朝、用事

をきけば、今まで数々のかり、百円に上りて、其利子、月々五円宛

出す也。これを返す為に頼母子講をとりたてくれずやとの事也」（4

日）・「よべ入浴後、服部小母、箕輪より来て、正平君より来りし手

紙を示し、是非正平に説きて、送金の道をあけくれとくどかる」（9

日）・「午、正平氏より金弐十円くる。午後、八丁堀より金杉服部麁

平へ行き、正平氏よりの金をとゞける」（15 日）。「朝より俗事に追

はる。横浜鈴木家内くる。其俗之最たるものなるべし」（16 日）・「朝

つとめて、新橋より横はま増本氏へ行く…鈴木無心之金の事たのみ

しに、かやうの人に望の如く叶へさすことは、却て身の不為なるべ

しなどきく」（19 日）。

大正五年

一月

41 歳 「集古会」（8 日）・「狂歌発会」（20 日）・「加賀氏方にて例の交換

会」（24 日）

二月 41 歳 「深大寺へ行く」（12 日）・「朝、八丁堀へ行く。昨夜窃盗入りて、

銭箱之五円余を奪ひ去りしよし」（28 日）。

三月 41 歳 「平秩東作之追福会」（8 日）・「集古会」（11 日）・「向両国美術絵

画部の古本陳列会へ行く」（18 日）「狂歌会」（21 日）。

四月 41 歳 「午後、母、鈴木福太郎知人の二婦人と来、福太郎家事不始末にて、

多大の借財生じたる始末の件、たのみ也。困つた人物。これをや濁



貧といふべし」（18 日）・「狂歌会」（21 日）・「増上寺にて法要、妹

よし一周忌」（23 日）。

五月 41 歳 「けふは、わが誕辰なりけり。赤の飯など炊く」（4 日）・「道了堂

妙正老、昨晩死亡のよし」（5 日）・「慶應義塾活板本展覧会を見る」

（８日）・「日本橋倶楽部にて伊達家の入札を一見」（12 日）・「神田

青柳集古会」（13 日）・「大倉美術館一見、考古学会催也」（14 日）・

「狂歌会」（20 日）。

六月 41 歳 両国美術倶楽部之古本正札陳列会（8 日）・「明徳信士百日忌」（25

日）・「終日在宅樗軒伝を作る」（26 日）。

七月 41 歳 「夜、林氏にて「風俗」刊行相談会あり」（15 日）。

八月 41 歳 「此夜、林氏に「風俗」の会ある筈なれど不参」（10 日）。

九月 41 歳 「日本橋常盤木倶楽部にて、高筑氏之新作画表装会を見る」（2

日）・「青柳の晴風遺物入札会へ行く」（10 日）・「集古会」（16 日）・

「一中記念会へ行く」（26 日）・「院展を見る」（27 日）。

十月 41 歳 「玉川右岸に遊ぶ」（1 日）・「きのふるすに山田氏きて、砂糖や之

資金三百工面たのむときゝ…夜、増本芳太郎よびて相談する」（2

日）・「相談の結果、芳太郎と予と半分宛出すことにする」（3 日）・

「一中保証人会へ行く」（6 日）・「両国の京伝祭に行く」（8 日）・「山

田君、昨夜砂糖荷着、今日開業也」（17 日）・「両国美術倶楽部古書

陳列会へ行く」（26 日）・「先考至城院三十三回忌逮夜」（27 日）・「夜、

山田勤君来。阿蘭陀屋も追々繁昌のよし…仕入之為尚五十金かして

くれとの事也」（28 日）。

十一月 41 歳 「朝、電話をかけて石川甚作へよる。会社解散之相談。六日、午後

二時よりときめる」（2 日）・「横浜増本芳太郎君之婚儀に列す」（3

日）・「午後、石川甚作氏へ行く。中村、母等と会社解散之事を談ず。

今日初めて発表なり。皆々おどろく。中村あとを引受くる事として、

全財産書上げ、来る九日午後二時再寄合をすることゝして、別而中

村初めは驚きしも、予が敵対心なく誠意なることを知りて安堵の色

あり」（6 日）。「夜、林かた風俗小集也」（7 日）・「集古会。神田仲

町青柳へ行く。此会は一年五回。一・三・五・九・十一にて、九月

に限り第三土曜日、あとは第二の土曜日也」（11 日）・「午後、母及

中村と石川甚作氏へ行く。愈竹清合資会社解散之決議をなし、其配

分方を議す。我とりまへは、八丁堀仲町十番地、祖先よりの地所百

四十九坪。同所建物及同所長屋三戸。中村吉治へかし置く金五千円、

無利息八年賦、同人へかし置金壱千五百円、年八分足二年賦。現金

弐千八百円ばかり」（13 日）。「朝、石川氏へ行く。一昨日の決議書



の記事艸稿契約書の草本等一閲を請ふ也（15 日）。「会社用事漸く

緒に就く、中村吉次といふ者は予が生まれし明治九年に成田仙蔵

（目玉のぢいやといひし）の世話にて、我竹清へ小厠に来りしもの

也。相州江の浦漁民之子、目に一丁字なかりしを、先考の教に人と

なりし也。先考歿後継母を欺き、山本平吉等と謀り、我小妹に家を

譲りて去りしを、小妹を他へ嫁せしめ、其産を母へ譲ると称して半

ば己が有となし、予が産を併て会社となし、其利を壟断して今日に

到りしもの也。予は紀ノ清の名の亡びんを憂ひて、枉て彼輩の為に

任せたるに、小妹已に死し、先考之三十三回忌も了し、これは業を

彼に投与して去りし也。然るに彼望蜀之念より、予が産を持去るを

惜みて、言を左右にして遷延す。殆ど頑累に堪えず」（22 日）・「文

行堂店員広田健一郎君入営送別会」（25 日）。

十二月 41 歳 「林君方風俗小集」（7 日）・「石川甚作氏へ礼に行く」（9 日）・「朝、

石川甚作氏へより、長谷川君につくらせし朧銀製筆筒を呈す(21

日）・「朝、明神（神田）開花楼古書陳列会へ行く」（23 日）・「明神

開花楼へ行く」（24 日）。

大正六年

一月

42 歳 「午後より、林氏風俗小集」（7 日）・「高田付近逍遥」（12 日）・「青

柳へ行く。集古会発会之課題、今年丁巳なれば、吉例により巳に関

するもの、朝鮮、紋、之三題也」（13 日）・「向しま散策」（14 日）・

「深川行脚」（15 日）・「川崎行」（21 日）・「午後、八丁堀へ行く。

家屋かきかへの相談也。石川甚作氏恰も来る」（23 日）、「夜、林氏

方に浮世床之輪読会ありて行く」（24 日）・「京橋区役所にて、八丁

堀仲町十番地家屋かきかへ、予が有に帰す」（26 日）。

二月 42 歳 「大域先生祥月なれば、駒込長源寺へまゐる」（５日）・「三越之金

鈴社展覧会見る」（５日）・「王子まゐり」（９日）・「不在中、吉三く

る、母くる、皆青山家屋書かえの件のよし。夜、母、押上桜井貞小

父への帰りとてよる。元来契約書通り吉三より母へ渡すへきもの

を、色々文句をつけて書かえをのばし、其欲ふかきをのこなり」（13

日）・「膝栗毛之輪講」（22 日）・「明照大師々々号宣下第三回報恩会」

（26 日）。

三月 42 歳 「集古会」（10 日）・「膝栗毛之輪講」（15 日）・「人見行」（18 日）・

「明神開化楼の古本陳列へ行く」(27 日）・「越谷行」（30 日）。

四月 42 歳 「膝栗毛輪講」（２日）・「碑文谷行」（３日）・「午前母来。廿五金持

参。廿五金足し五十金として東運寺内陣の御簾を造る事に奉納する

ことゝし、午後より寺へ行く。皆るす也」（８日）・「朝、寺へより、

梵内君に五十金わたす」（10 日）・「午前、丸山本妙寺、晴風翁建碑



式」（16 日）・「朝、区役所家屋登記。これは仲町十番地家屋さしか

け造作之処、いつの間にやら区役所之台帳に上りたる也。後来面倒

故、今日買取る」（17 日）・「朝、増上寺授戒式に顔を出し、直に三

田村君之輪講に行く」（19 日）・「増上寺、授戒式に行く」（25 日）・

「帰れば横はま鈴木福太郎まてり、母も来、子供病気の由にて、ま

た金の話也」（26 日）・「石川甚作事ム所へ清算終了登記の事を尋」

（28 日）・「午前より八丁堀へ行く。布川伊之助（小父）殿先至。

次山本平吉、桜井竹二郎氏、後れて石川甚作氏来。竹清合資会社解

散、清算結了登記済に付、山本平吉氏台南より上京中故、御礼の為

招待也。実は布川、桜井の外は皆悪党なれど、時節故、先御礼を申

也」（30 日）。

五月 42 歳 「膝栗毛輪講」（１日）・「林氏風俗之会」（７日）。

六月 42 歳 「林氏風俗小集」（７日）・「三田村玄龍方膝くり毛之輪講」（９日）・

「神田明神開化楼書林聯合古本陳列即売会」（23 日）。

七月 42 歳 「林氏方風俗小集」（７日）・「風俗も売れざれば一ヶ年にて廃刊の

由也」（11 日）・「酒井好古堂之浮世絵陳列を常盤木くらぶにて看る」

（31 日）。

八月 42 歳 「山田君と南町之家一見…我等が住居には少々大業也」（31 日）。

九月 42 歳 「増上寺剃度式に参る」（５日）・「青柳の集古会に行く」（15 日）・

「菩提寺なる入谷東運寺桂厳僧都之紹介にて、江州呉服や深田氏

来、典都記念ふくさ図案たのまる」（16 日）・「一番町に売家ありと

きゝ見に行く」（20 日）・「三越漫画展覧会、けふ限りときゝ行き見

る」（21 日）・「東陽院にて一九追善会あり」（22 日）・「芝増上寺中

妙定院へ行く。母、こゝの檀家となり墓地を選定したる為也」（24

日）・「浅草富士社内の灸諸病によろしとて此節流行のよし人々いへ

ば、つとめて起き出てゝ行く」（25 日）。

十月 42 歳 「膝栗毛輪講へ行く」（20 日）・「三越にて不昧侯之展覧会を見る」

（22 日）・「博物館へ行く。切支丹之観音像を見る」（23 日）・「神

田明神開化楼古書陳列会へ行く」（26 日）・「朝、三田の母へ行く。

鉄炮洲にもと船大工にて鈴木長吉といふあり。これは伊豆下田の人

也。父の妹嫁せり。徳川氏之御抱大工なりければ、現時之海軍之人

に知己多く、二重橋天文台等をも手がけ、第二回の博覧会には帆船

の模型を出だして授賞されたり。この模型、今商船学校に在りと云

う。長男福太郎、次徳次郎。けふは徳次郎廿三回忌正当す。福太郎、

横浜より上京といふ故、母之所にて待合はす也。母と赤羽橋畔妙定

院へ行く。墓地の選定也。母とは義理之母にて姓異なり。且故あり



てこゝの寺と師壇之縁をむすばれし也」（28 日）・「日本橋常磐木倶

楽部歌まろ展覧会見る」（30 日）。

十一月 42 歳 「朝九時の汽車にて国分寺下車、恋ヶ窪、一葉松、弥陀堂（板碑）

見る」（11 日）・「国分寺府中行」（23 日）・「京橋区役所へ行く。印

鑑証明をとる。菩提寺壇徒総代たのまれたれば也（26 日）・「品川

荒神行」（27 日）。

十二月 42 歳 「三田村玄龍君へ行く。膝栗毛輪講也」（１日）・「麻布三軒町へ家

見に行く」（２日）・「森鴎外末子をつれてくる」（３日）・「明神開化

楼古書陳列へ行く」（23 日）・「大阪行」「奈良行」（25 日～１月５

日）。

大正七年

一月

43 歳 「朝、森鴎外君を訪ふ。軍服にて今出勤之処也」（９日）・「林君方

集古会幹事会」（16 日）・「短冊展覧会招待日」（18 日）・「三田村玄

龍氏膝栗毛輪講」（19 日）・「文行堂新築祝に行く。古本陳列あり。

了つて古書交換会を開く」（20 日）・「笄町百三十二番地家やしき登

記すます」（23 日）。

二月 43 歳 「三田村玄龍君方、ひざくり毛輪講」（11 日）・「神保町俳画堂にて

一茶展覧会を見る」（22 日）。

三月 43 歳 「集古会」（９日）・「杉田行」（10 日）・「武藤是哉堂短冊同好会へ

行く」（28 日）・「神田明神開化楼古書陳列会」（29 日）。

四月 43 歳 「新富町竹葉へ行く。成瀬大城先生十七回忌」（３日）・「本牧三渓

園へ行く。史談会の催にて原家之宝物展覧会之為也」（14 日）・「笄

町へ行き、家屋引継を受く」（20 日）・「引こし」（22 日）。

五月 43 歳 「有楽町保険協会にて和田維四郎古写経古刊本展覧あり、一見」（５

日）・「集古会」（11 日）・「考古学会大会へ行く」（19 日）・「お玉ヶ

池武藤君方たむさく会」（27 日）・

六月 43 歳 「小川町南明倶楽部、古本の陳列見に行く」（27 日）・「常磐木倶楽

ぶ、清水の浮世絵展覧会一見」（29 日）

七月 43 歳 「浅草寺史料展覧会、伝法院へ見にゆく」（21 日）。

八月 43 歳 「米騒動のはじまり」（５日）・「先祖妣卅七回忌」（15 日）。

九月 43 歳 「三越に行き漫画展覧会一見」（13 日）・「青柳における集古会へ行

く」（21 日）・「内閣交替、総理原敬」（29 日）。

十月 43 歳 「御成道斎藤扇松堂へよる。扇松も先月十七日より再び下痢をはじ

め、十月二日、行年四十歳にて歿せる也」（４日）・「日本橋畔常磐

木倶ら部諏訪商会之浮世ゑ即売陳列見る」（５日）・「濱町日本橋く

ら部に行き、アヂヤンタ石洞之画の模本を見る」（５日）・「文行堂

へ行く、扇松堂之為に醵金の方法として、古書交換会をひらく」（13



日）・「紺屋町武藤是哉堂へ行く。例之短冊交換会也」（21 日）・「神

田南明倶楽部古本陳列会へ行く」（25 日）。

十一月 43 歳 「神田広小路青柳集古会へ行く」（９日）・「飯田町市河三陽君方之

高橋道斎之展覧会へ行く」（10 日）・「休戦条約調印とて市中国旗を

たてる」（13 日）・「上野不忍池弁天堂上池院にて、稀書複製会の古

書陳列あるを見る」（17 日）・「此日石神井遠足之挙あるなり」（20

日）・「紺屋町武藤一郎君短冊会へ行く」（25 日）。

十二月 43 歳 「人形町相互倶楽部古書陳列会へ行く」（23 日）。

大正八年

一月

44 歳 「母来る。福太郎来る。金歯を入れひげをはやし、袴をはき高帽を

かむれる。いとをかし」（４日）・「集古会へ行く」（11 日）・「大崎

林静男氏方古泉会へ行く」（12 日）・「東海銀行支店より金をとりて、

八丁ぼりの地租を納む。五十七円八十三銭也」（18 日）・「石川甚作

氏、昨朝流行風にて死亡」（29 日）。

二月 44 歳 「しべりやにて我陸軍大敗大隊全滅之報あり」（28 日）。

三月 44 歳 「微恙…電話にて集古会出席断る」（８日）・「青柳にて文行堂健一

歓迎大会あり。電話にて不参之旨断る」（９日）・「堀内詣」（25 日）・

「南明倶楽部古書陳列一見」（29 日）。

四月 44 歳 「家屋新築予定図をつくりて夜に及ぶ」（３日）・「むめと小金井へ

行く」（６日）・「客人権現詣」（８日）・「上野博物館へ。近頃神谷傳

兵衛の納めし玉器・印材・銅・陶等を見る」（26 日）・「増上寺にて

椎尾弁匡師浄土教之要旨を説かるゝを聞く」（27 日）。

五月 44 歳 「増上寺の日えう説教きゝに行く」（４日）・「東京奠都五十年祭」

（９日）・「青柳集古会」（10 日）・「増上寺へ行く」（11 日）・「五番

町加賀氏へ行く。けふ水落君之追善ある也」（24 日）。

六月 44 歳 「増上寺へ行く」（15 日）・「増上寺日曜講演を聴聞」（22 日）・「古

本即売陳列見に、南明倶楽部へ行く」（28 日）・「廿八日講和条約之

調印済との号外出づ」（29 日）。

七月 44 歳 「谷中安立院笠森お仙建碑弁妄会へ出席」（６日）・「〓（人偏に間）、

高等学校入学応試」（11 日）・「椎尾師之講演」（13 日）・「農商務省

商品陳列館にて、大戦中之米国辻びらをあつめてみするときゝて行

く」（14 日）・「草かげ日記」（※17～８月 25 日、伊勢旅行）。

八月 44 歳 「六日の官報に第一高等学校之入学試験発表ありとの事。昨夜かり

見るに〓（人偏に間）児失敗に了る。たしかに大丈夫とたのみしに、

さても思ふ様にならぬもの」（９日）

九月 44 歳 「増上寺に椎尾博士之講演を聴く」（14 日）・「両国美術倶楽部竹冷

遺品入札を見る」（16 日）・「南明倶楽部古書陳列即売会へ行く」（27



日）・「増上寺へ行く」（28 日）・「義次と八丁ぼり中村へ行く。母之

建物保護之為也」（29 日）・「増上寺に講習会あり」（30 日）。

十月 44 歳 「増上寺へまゐる」（５日）・「池上本門寺の御会式へまゐる」（12

日）・「三田と中村との争弥きまることになり、此夜三田へよるとい

ふ故巣鴨山本まで行く。こゝにて中村にあふ…此事件元来大正五年

十一月竹清合資会の解散、石川甚作方にて中村と三人、契約書を作

りてわかれたるに、三田の母、中村吉次と公証をとりかはせ、己が

所有に属せし日比谷河岸之建物二ヶ所を非常之安価にて吉次に売

る約束をしたる也。吉次といふは、元来竹清召使にて、母が特に目

をかけたる為段々増長…母は尚其歓心を得んため、いふがまゝに約

束をもしたるなるべし」（15 日）・「児と遠足の場所につき議論あは

ざりしが、とう／＼妥協して池上へ行く」（17 日）・「慶応義塾短冊

展覧会一見」（23 日）・「けふより増上寺に五重相伝会ありて行く」

（26～11 月１日）。

十一月 44 歳 「集古会」（８日）・「例之交換会を開く」（24 日）。

十二月 44 歳 「神田南明倶ら部古書陳列即売会へ行く」（３日）・「山中翁来、武

蔵野会入会すゝめられて入会す」（12 日）・「増上寺へ行く」（21 日）。

大正九年

一月

45 歳 「福太郎親類へ相談もせず、自分娘と同年の娘ある後妻を迎えし」

（６日）・「集古会（青柳）へ行く…会後、集古会存続如何といふ事

相談」（10 日）・「増上寺に椎尾博士之講演を聴く」（11 日）・「林君

之誕生とてよばれてゆく。例年之事也」（16 日）・「増上寺へゆく」

（25 日）。

二月 45 歳 「集古会幹事会也。林君之悠長なるを散々に攻撃す」（３日）・「増

上寺臨講」（８日）・「増上寺まゐり。椎尾師講演」（22 日）・「増上

寺へまゐる。椎尾師講」（29 日）。

三月 45 歳 「武蔵野会へ行く。浅草あるき」（７日）・「蒲田行」（８日）・「集古

会けふ福田屋にて開けるに行く」（13 日）・「増上寺聞法」（14 日）・

「山下岡田（貸席）にて例の古書交換会」（14 日）・「専修寺聞法。

椎尾博士なり」（15 日）・「増上寺聞法。椎尾博士」（21 日）・「阪本

君之家にいたる」（※23～27 日、新潟旅行）。

四月 45 歳 「桜の会招待故、日吉神社西、村井之別邸へ行く」（18 日）。

五月 45 歳 「増上寺聞法」（９日）・「今夜、上野精養軒に稀書複製会之寄合あ

るなり。遂に不参」（13 日）・「増上寺へ行く」（16 日）。

六月 45 歳 「増上寺椎尾博士の講をきく」（13 日）・「けふより麺包食にする」

（18 日）・「南明くらぶ古書陳列に行く」（26 日）。

七月 45 歳



八月 45 歳 「文行堂より「短冊」といふ雑志発行之由、原稿かく」（７日）・「浄

林留宿記」（15～22 日※浦賀旅行）。

九月 45 歳 「久振に椎尾弁匡師之講演あり。いさみて増上寺へ行く」（12 日）・

「市役所より道路と宅地之境界協定之為来る。現在のまゝといふ事

にてきめる」（13 日）・「逓信博物館へ行く」（19 日※集古会）・「南

明倶楽部之古書陳列へ行く」（25 日）・「増上寺へ行く」（26 日）。

十月 45 歳 「稀書複製会談話会」（16 日）・「使ありければ雨中を御殿山之益田

に行く…門に碧雲台之三字をかく」（27 日）・「筑波登山」（29 日）。

十一月 45 歳 「奈良紀行」（６～11 日）・「集古会、牛天神下池の坊にて開く」（14

日）・「奥沢久品仏へいてふの黄葉見に行く」（２２日）・「上野無極

にて交換会あり」（23 日）・「古本新派之陳列見に行く」（27 日）・「増

上寺椎尾師講演をきく」（28 日）

十二月 45 歳 「増上寺大蔵会」（５日）・「増上寺まゐり」（12 日）。

大正十年

一月

46 歳 「集古会牛天神下池の坊」（15 日）・「増上寺聴弁匡師説法」（23 日）。

二月 46 歳 「増上寺聞法」（６日）・「開玉屑納会於上野無極亭」（13 日）。

三月 46 歳 「集古会」（５日）・「増上寺行、椎尾博士講」（６日）・「西神田倶楽

部之古本陳列（12 日）・「増上寺聞法」（20 日）・「山田清作君之古

書展覧会」（26 日）・「歴史地理学会遠足参加」（27 日※東神奈川）。

四月 46 歳 「游目黒」（１日）・「増上寺へ行く」（３日）・「増上寺まゐり」（10

日）・「増上寺棟上式にまゐる」（12 日）・「増上寺聞法」（17 日）・「南

明くらぶの古書陳列見に行く」（23 日）・「朝聞法於増上寺」（24 日）。

五月 46 歳 「松阪やの近江物産展覧会を一見」（17 日）・「三越にて支那仏教美

術史料之展覧会を見る」（22 日）・「本郷之前田侯にて考古学会総会、

同侯蔵品展覧」（22 日）・「集古会」（28 日）。

六月 46 歳 「度量衡展覧会」（12 日）・「南明倶楽部にゆく。古書即売会也」（25

日）・「麹町之心法寺にて弁匡師之法語を聴く」（25 日）・「増上寺に

ゆく」（26 日）。

七月 46 歳

八月 46 歳 「東運寺、檀家総代之寄合とて行く」（12 日）・「東運寺移転地選定

之為、大村桂厳師及其他之檀家総代と、中野の東円寺及新井荏原蒲

田等見ありき」（14 日）。

九月 46 歳 「増上寺聞法」（11 日）・「橋田素山君死去之はがき来る」（13 日）・

「福田菱洲（源三郎）君七日に死去之よし」（14 日）・「増上寺旭師

之説法を聞く」（18 日）・「神田の古書陳列会へ行く」（24 日）・「増

上寺椎尾弁匡師講演をきく」（25 日）・「安田善次郎刺客にあふ、号



外出づ」（28 日）。

十月 46 歳 「西神田倶楽部之古書陳列を見る。これは洋本之古本など扱ふも

のゝせるにて、此間南明倶楽部にありしものとは別也」（１日）・「上

野山下無極にて例の大会」（９日）・「葛西あたり探勝にいでたり」

（17 日）・「東運寺檀家総会。釜寺へ移転の件、出席者だけは略賛

成す」（20 日）・「増上寺聞法」（23 日）・「文展（帝展）見物」（30

日）。

十一月 46 歳 「此夜のきしやにて伊勢に向ふ」（２～９日※伊勢旅行）・「奥沢へ

鴨足樹之黄葉見に行く」（13 日）・「入谷東運寺檀家総代之より合あ

り」（21 日）・「大村桂嶺師・小木曽氏等にて堀内西方寺へ行く。こゝ

にて釜寺檀家とあひ、契約とりきめる」（24 日）・「上野美術協会、

細川侯あつめし白隠墨迹を見る」（25 日）・「増上寺弁匡師説法」（27

日）・「梅と品川之荒神さまへまゐる」（27 日）・「巴会議員之選挙に

行」（28 日）。

十二月 46 歳 「飯くらの天文台へ行きて、ほし之尻をのぞく。山田勤君之案内也」

（６日）・「南明倶楽部の古本陳列へ行く」（８日）・「増上寺聞法」

（25 日）・「上野池のはた無極にて例の交換会あり」（25 日）。

大正十一年

一月

47 歳 「「短冊」の原稿をかく」（８日）・「増上寺聞法」（15 日）・「日比谷

公園にて大隈重信之葬式あり。誰れかいひ出せしや、国民葬と号せ

り。くそでもくらへ」（17 日）・「集古会」（21 日※牛天神下池の坊）・

「増上寺参詣」（22 日）・「聴椎尾博士説法於増上寺」（29 日）。

二月 47 歳 「増上寺旭師三部経開講につらなる」（５日）・「増上寺聞法」（19

日）・「麹町心法寺、椎尾博士之説法をきく」（25 日）・「増上寺へ行

く…椎尾博士講題、殺生愛生尊生往生」（26 日）。

三月 47 歳 「福太郎くる。横濱舷渠之工場に勤め居る処、此頃同盟罷工をして

退職手当を規定せよと騒ぎ居る也」（２日）・「増上寺聞法」（５日）・

「上野無極交換会」（５日）・「中村之使にて八丁ぼり之家もしくは

家やしきをうりてくれとの事。読書生之世事に迂なるを利して奪は

んとするものゝごとし。狼はひとり山の中に住む斗にも非ず」（７

日）・「西神田倶楽部之古書の即売会を見」（11 日）・「集古会」（11

日※牛天神下池の坊出張所）・「増上寺聞法」（12 日）・「稀書複製会

第三期相談会」（15 日）・「青梅に向ふ」（16 日※遠足）・「南明倶楽

部古書即売会」（18 日）・「稀書複製会同人会」（22 日）・「増上寺椎

尾博士之講をきく」（26 日）。

四月 47 歳 「増上寺へまゐる」（２日）・「東運寺檀家総代会」（４日）・「本所之

安田邸へゆく。この邸を東京市に献じて、こゝに公会堂をたつる也。



その記念之園遊会へ招かれし」（８日）・「大学図書館に常磐大定博

士請来之拓本陳列さるゝときゝてゆく」（９日）・「上野之平和博覧

会を見る」（11 日）・「増上寺の遷仏式」（13 日）・「異国会第一会合」

（22 日）・「増上寺へまゐる」・「狩野博士所蔵古書籍売立会之下見

に神田松本楼へ行く（25 日）・「増上寺へ行く」（30 日）

五月 47 歳 「きのふの夕、東運寺より速達来り改装之事をいふ」（６日）・「集

古会、具足町、桜川の二階にて開」（13 日）・「増上寺海旭師、無量

寿経講話」（14 日）・「上野無極古本交換大会」（14 日）・「上野梅川

之稀書複製会陳列会へ行く」（20 日）・「西神田くらぶの古書即売会

へ行く」（21 日）・「上野考古学大会」（21 日）・「増上寺へ行く。海

旭師講大経」（28 日）・「また古書陳列へ」（28 日）・「南明くらぶ、

文行堂之手紙陳列会見る」（29 日）・「再び南明くらぶに行く」（30

日）。

六月 47 歳 「二松学舎第二回古書鑑賞会出席」（３日）・「増上寺聞法」（４日）・

「増上寺へ行く」（11 日）・「増上寺聞法」（18 日）・「きのふ山中翁

たのみにより、青山学院之書の展覧会を見る」（21 日）・「共生会」

（21～26 日※鎌倉光明寺）。

七月 47 歳 「夕刊にて此朝七時鴎外さんの死を知る」（９日）・「青山学院之講

習会」24 日。

八月 47 歳

九月 47 歳 「二松学舎へ行く。第三回古書鑑賞会也」（16 日）・「陳列へ行く」

（23 日）・「集古会」（23 日）・「増上寺聞法椎尾辨匡師」（24 日）・「西

神田倶楽部の古本陳列見にゆく」（30 日）。

十月 47 歳 「増上寺聞法海旭師大経講義」（１日）・「南明くらぶ、文行永盛井

上催の短冊てがみ即売会見にゆく」（４日）・「高輪岩崎邸之什物を

見る。史学会之催也」（８日）・「増上寺へ行く」（22 日）・「孔子ま

つり之余興なる徳川時代之先儒遺墨展覧会を上野美術協会に見る」

（28 日）・「朝向寺遠足」（30 日）。

十一月 47 歳 「増上寺へ行く」（５日）・「桐生参籠」（９～13 日※桐生浄雲寺の

共生会結集に参加）・「報恩寺にゆく」（22 日※真宗根本聖典講座聴

講）・「南葵之浮世絵展覧会見る」（25 日）・「西神田くらぶの古書陳

列へゆく」（26 日）。

十二月 47 歳 「増上寺日えう講演をきく」（３日）・「三田の母来。また金の事也」

（４日）・「皆三田の母之こしらへごとにて、結局百円之融通話也」

（９日）・「〓（鶏の鳥が隹）足寺紀行」（13 日）・「南明くらぶの古

書陳列一見」（16 日）・「増上寺聞法」（17 日）・「増上寺へ行く」（24



日）・「文行堂に居たる廣田健一、店をもちし祝とて、無極に例之交

換会ありてゆく」（24 日）。

大正十二年

一月

48 歳 「三田の母来。また金之話也」（４日）・「集古会」（13 日）・「増上

寺聞法」（14 日）・「戸越田中啓文方之古泉会へ行く」（14 日）・「西

神田倶楽部之古書陳列を見にゆく」（27 日）・「増上寺へまゐる。恰

も第六回共生会也（28 日）。

二月 48 歳 「増上寺へ行く。渡邊海旭師之無量寿経をきく」（４日）・「増上寺

聞法」(21 日）・「市谷念仏坂之林若樹にて川喜田半泥子洋行送別之

宴あり（17 日）・「増上寺にゆく。海旭師講無量寿経」（18 日）・「文

行堂井上などの催せる手紙短冊即売会へゆく」（24 日）・「増上寺へ

行く。渡邊海旭師、法然上人につきての話也」（25 日）。

三月 48 歳 「増上寺へゆく」（４日）・「集古会、牛天神之池の坊也」（10 日）・

「増上寺聞法、渡邊旭海師説」（11 日）・「増上寺へ行く、海旭師講

大経」（18 日）・「久地観梅」（21 日）・「西神田くらぶの古書の陳列

へゆく」（24 日）・「増上寺、海旭師講、無量寿経第三悪」（25 日）。

四月 48 歳 「聞法、増上寺、海旭師講、無量寿経」（１日）・「増上寺へ行く」

（８日）・「錦町松本亭、水谷不倒氏之古書売立てへ行く」（10 日）・

「木挽町之農商務省にて開かれし玩具展覧会を見る」（10 日）・「元

八幡まゐり」（11 日）・「母之家作之内、千駄木之家を義次に与へ、

其他之財産は清三郎に返し、おきぬ（義次妹）嫁入之とき千円、母

歿後かたみとして良太郎子供へ千円、桜井武雄へ千円遣しくれとの

事。且ツ月々百円宛貰ひたしと云う。承諾して覚がきを作り田南之

署名を得て正平預ることゝする」（15 日）・「八丁堀永島町之登記了」

（24 日）・「増上寺へ行く。海旭師講、無量寿経」（29 日）。

五月 48 歳 「集古会」（12 日）・「大工来。青山南町七丁目の空地へ新築之為同

行」（13 日）・「増上寺へ行く」（13 日）・「図書館協会にて、江戸時

代之小説本を南葵文庫にて展覧さする初日にて、少数者に限り特に

摂待する日なることを思ひ出してかけつく」（18 日）・「増上寺へゆ

く。海旭師講無量寿経也」（20 日）・「松浦伯之蓬莱園を見る」（20

日）・「青山之新築届につきて渋谷警察署に呼出さる。届書不備なり

し也」（24 日）・「陳列へゆく。西神田倶楽部也」（26 日）。

六月 48 歳 「渋谷警察へ行く。家屋建築許可也」（５日）・「増上寺海旭師、観

経開講」（10 日）・「信州上諏訪法光寺に到る」（14～19 日）・「古書

の陳列を見る」（23 日）・「増上寺へ行く」（24 日）。

七月 48 歳

八月 48 歳



九月 48 歳 「からだをどんと持上る心地して夢さめぬ（１日※関東大震災）・

「集古会之会場たりし池之坊の出張所も、綺麗にやけたり」（18 日）

十月 48 歳 「京橋区役所へ焼亡届かきて郵送す」（26 日）・「増上寺日曜講演、

災後之初会也」（28 日）


