
％　　　　　　・　　　　上田慧総專門撃按岡窓會報策一1一四號

㌧一＿帆w－Val－－w．陶v．、MbUi－th叫噛

　　雑　　『報
一，一一＿｝＿一開｝「一一一一’t．－e’－v．一：Pt－－w

翻・母校近況

　◇本會編輯幹事であつた勝又藤夫氏は稲是製編會融魏報斬戴ミして琳年三月榮1隙せられ

其後北澤岡一氏が編輯三1三任Sして映掌ぜらるxことsなつたo

　◇遽藤敏｛受は在タト研究中の所本4ド三Jl芽爾度蹄朝ゼら肛歯したが．御蹴耽の途路不幸に

して眼疾な病まれ共後の御維過が捗々しくないとの事で誠に御氣の毒にぬへまぜん。只今

は毎日御μ働の上不非r瞳御棚・捌・であります。tty

　◇佐藤（利一）敏授【工微生物墜箱院の鴬ニケ年間の撫塩∫1多拠命ぜられ…朋＋三獅i匝解

縄にて濁逸に向はれましt：o

　◇本曾會計幹事榊原春彦氏は先般新潟縣長岡市なる鈴木製綜膓に轡榮韓なぜらオLましナ：

　◇満一ケ年問工携韓理峨研究の爲在濁御研多琶申冒ごあつアこ阿形敏授は五削1・八日芽1，H　JtV御

無鞠麟難らt・．只今矧軸1離艸であります。

　◇弥上敏授は今回九州帝國大學農謝部Fc於て慰綜牝學の講嚢な囑託ぜらるXことS　tn　｝j

本年六月下旬約十日閲ばかり輻岡で敏鞭葱採ら身しまし鴬。

　◇今回新築9らるべき獄綿化學實験室は愈々七月匹1目願から準備に着手し十一月末1三1竣

牝の豫定な以て現物理化學購鰹（桑園内）の南方に建つこいなりました。

　◇早川教授は御令嬢と典に六月初旬不幸チプ又に感染ぜられ久敷御入【塊中でありました

が．今回七月十一・日に御退院になUましたo誠に御氣の毒に存じますo

　醐會　　　、合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　◇昨年十一一月下旬．本會は轟校創立十五周年か記念す温爲に置紡科學の第一回墨徳講演

會を開催致しまし7；o其の鴬時御講演下さつた講師及び演題は次のits　vjでありましたn

　　＋一月一li・一一一・　H　開愈の餅（鑑緻業の溜來）　　　針塚校長

　　　　　　　　　麗の化性に就いて　　　　　　　　　　渡蓬（勘）博士

　　十「月壮二日　織桑化學　　　　　川瀬博士
　　＋門月廿三口　A，　渣絹縣　　　　　巴　　厚ホ博士

　　　　　　　　　納納精練論　　　　　　　　　　古國谷　教授

　　十一月齢汁四旧　　利潤なき批會に於ける慧細緯鞍　　　　単　川　博　士

　　　　　　　　　製細…とオく索イオン童農彦ピ　　　　　　　　　証隻謹齢（綱）博士

　　十一剛卜五日　　絹　綜　化’學　　　　　　　　　　井上　博　士

　以上五口問に縞講ぜられた方は．本會々員三百六十五儒。禽員外百五十六名。合誹五百

　二十一塩の多撒に上り．例の讃膓か會塀に宛て慧外の盛會でありましたo
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　◇絢同講演會期巾二億ヨ夜間な利川して鵜1齪k研究製1告會准・開催致し．第一部會ぐ養竃業

方而）願第二部會（製孫及紡織業方iffi　）に別ちて有釜なる多数の報告がありましf：e同報告

の概要はt・t般」二剛∫灘予町騒撚嚇赦に託して上ぷ軌r餅糠研究彙集』とts・t，て現はdv

ましたo

　◇十一月ご十二i－1　午後七時から本會綿會加道場に開催し．來る大正十九年度に於ける

緑校二十周年記愈事業言1’書攣肥の件な協議致し別理i（會告）の蓮り概要決議を見るに灘りま

しすご。

　◇十一月二十三口　午後翫1貯から遜講番懇親會か公會ゴ｝髪に催し．本會々長初め多数恩師

各位の御來臨な仰ぎ雄前の盛會鯉に午後九時頃閉會た・致しましれ。　　　　　　　　　　“

　◇三月九日　午後六時から在田新繋1卒業生懇話曾な明倫堂Fこ開催し約百十名の來會春あ

り午後九時頃盛會秘にll女會ぜりe

　◇三月十五1≡i本校第十蕊i面卒業諦書授與式後例によりて本會例會な開催し．會計報告

などのあllまけこ暖・森田中央曾彦タ事（編四回）の米國糾1綜業に就ての御話があり．閉會後

警久典に於て懇親愈か催し・積裂初め多数の脚1隆位雌1膠會lin仰ぎ楡快に一夕の懇談tL・

猫．しましすこo

翻消　　　　息

　◇本年三月鈴木敏脊氏（繍八）は・芽lll度東北帝國大墨薯去文學部か挙業ぜられ纏濟卑士と

ならオしましたo

　◇京都帝國大學助教授八木誠政氏（匿匿三三）は今匝；．距己錨糞貢（碍こに雰ミ盆蹴）幼識の威畳曲線の生

理撃的研究な趣げら軌7甲く担E脚に於て芽出度く理馴尊士の墨位か受けらるNことに

確定致しまし郭o伽噂氏は今四米國ロツクフZ一ラ険研究所の研究生として」Lつ文部省在外

研究坐として八∫1中旬渡米の途に若かる玉筈であり霰す∩

　◇久敷旭絹織株武會融技師た・して原｝られれ加爽好勇氏（綴三1）は先年御都合によつて同’耐1

か退職ぜられ近く御搬展の御準備中と承はるn

◇例の費色光線鷹用の上籏問題でイ銘になotこ白澤幹眠鑑五）は先般上曙灘試瞼場葎

退官せらわ支那江蘇省立礁州女子蹟業濃校敬論として榮幣せられカ．近來支那慧業の研究

が焦眉の問題である丈け圃氏の渡丈に勤しては多大の期得な有つものであるo

1鰹會　　　　告　　　　　　　　　　　　　　　’

　◇大i｝三十四61三十一一・一月哩卜二H本會緩鱒に於ける擁職虚項は次の通りであり宋した。

（1）母校創立二＋周年詮己念＄z業計識一膏1鍵更の件

　（提掛の理由）

　　本愈は鍵に維脅のりξ議により1胴交　立二十111ヨ年か記念睨i賀の鴬め協賛曾を紐織して

　左寵事項の賓行か期　　るこNとS致しましたe
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　　（イ）　本曾機關雑誌撲張の件

　　（口〉本會罫務肌建設の件

　　（ノ・）恩師謝恩の件

　　（二）記念講演會及物敏同窓生追悼會開催の件

　以上の目的な迷成ぜんか爲に本會は既に大正十四年七月S．りi基金の増額に着手し會員

　各位よりは改正入會金参拾圓に相當する臨時會費た五ケ年々賦納入（毎年二四に分納）

　な願りて思りますp而して其の使途に關して1よ

　　（の　本愈事務所建設費は増額資金の一部な之に充當し．

　　σ，）本會機關雑誌鑛張及通榊務Pこ嬰する費用は右基金の利子と淵孕會費とによ

　　　　つて之た・員櫓L。

　　（の　　恩師謝愚及詑念講演會等に關しては典の規模及實行方怯の決定な侯つて之に

　　　　要する費用はその前年度に於て吏めて臨時愈費として納入な願ふことに致しま

　　　　　しれO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　從て本會は上紀の豫定のもεに着舟と其の準備に從事しつSあつたのでありました

　力噛時．勝俣上剛）・＆．　rsekS了瞼議瓦三吉織融等の主唱せらるxrrr咽蜘ご

　在職十有五周傘な閲ぜる針塚校長闇下の御功勢に封し柳か頒徳の微意な表ぜんとずる

　企圖に接し．本會幹蔀會は本曾も亦是と相提携して謝恩頒徳の目的の途行に盤力する

　の必要あるな認め7：次第でありますo從て鍵に御協賛な願つた恩師謝恩の件は比較的

　早く共の規模及實行方法な考究するの必嬰に遮り謝恩に關する嶺業も自ら鑛穴ぜられ

　ねばなb’　nことNtsつたのであります。從て二＋周鱗己念蔀業の計薔も多少の攣更な

　要1す’ることSなつたのでありますo

　　EIIち今回の総會に於て択議ぜらるべき事項は圭として．

　　　　恩師の謝恩及頒徳に關する件　　　　1

　　　でありまして．本會は其の目的な趣行’titんが爲めに上田市有志の御後援によつて廣

　　く順徳曾な組織し全國的に之溺賛助忍仰ぎ．尚本會よりも金壼萬圓75ene出ぜん蓬する

　　ものでありますo

　　從て鼓に御協議の主題となるものは主として次の事項に蹄蒲する次第でありまナ。

・　　Uロち．興の醇金方法及謝恩翔環青卜霞如何の件　　（以上）

　　　　　　　　　　　　　　　　蔚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磐
　　　　　　　　　　韓、　　　　　　　　　　　　　　　　　莞

　　　同日総會に出席Sらa’レ7：る會員敬三百六十五名．委任状を提禺ぜらtivたる老百五十

　　tt名．食計五百二＋名であつて．蝕瞬恩會は正に成立するものとなり。先づ幹事慰

　　り，議長な委囑して篠癖三郎氏（麓一）推墨し．次の如き幹事會の提案の内容婦騨

　　に蹴明准r至文しまし†：o

　　　　　　　幹　事會　提　案

　　（イ）　謝，慰頒徳事業言を鑑のやト
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　　　（‘L）牧入豫鈴
　　　　　　本會支田負櫓　　　　　　　　　　　　金壷萬圓以下

　　　　　　上田市及小縣郡有志　　　　　　　　　金鼠萬圓内外

　　　　　　共他全國有志　　　　　　　　　　金戴萬画内外

　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　約五萬圓内外

　　　（h）　支　田　豫　算

　　　　　　針塚校長記念獄紡滲考舘建設費　　　　　金武萬七千圓内外

　　　　　　針塚校長胸像難設費　　　　　　　　　　金一ヒ千屡11内タト

　　　　　　針塚校長贈呈金　　　　　　　　　　　　金壷萬圓内外

　　　　　　詑念覗賀式費及諸雑費　　　　　　　　　金六千圓内外

　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　約五跳圃内外

　　　以上は別に織龍らひ針塚う姓囎働記人の燃罐て成立する，tのであるが

　・先づ概要な罷しれ迄である。

　　　次に本曾は更に二十周年記念事業の一つとして母校在職ご十年若くは十年以．Lの恩

1　師1：￥“しげ（…皆干1員iを詐影上》ずることo

　　〈ロ）　本會支出金負携醸出方’法に匿題する件

　　　第一…案st　　、4ユ額は寄阿’t金．4型額は基金中よ、り支斑する方法．

　　　　　　　但し之に就ては二卜1嗣湘念事業中覇晰建設嚢の一部婦最延によリ流

　　　　　　　∫口すること．

　　　第二案　　全頷を塞金中より支繊する方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　之れに就ては二＋周鱗己念事蜘弄噛務朧設費ひ時繰延充當する・tP　、

　　　第三案　　全纈寄附金による方法　二十周年記念事業の計選は從前通り

　　　第四案　　 傘額か鯛に臨時會費として徴牧す’る方風法　（同よ）

　　　同上の提案に凱夫々逐條鍛の結果（イ）の謝騨難卜書1こ封しては之イτに賛肌

　　別に組織せらる、頒徳會の獲起人會に蜀し参考案ミして本會より提禺することに次議

　　ぜり。叙゜）の齢方法の件に就ても夫々意見の交換ありたる後．多数の希墓・詠り

　　第二案即ち全額な基金中よU支禺する方法に次し。從て鰻に三月十Uil　Nの総會に於て

　　択脚る二＋周年紀念糠・｝1本鯛励購設の骸一嚇羅となして．今回の鱗に

　　充當するこピsなし7：のでありますo

　　衛上記の頒徳鰍立吐は動て共の趣灘轟一般剛机糊ilなる計叢の内獅1
　　通報鍋こと・なつて居り鮒から蜘・は共の大徽言己すことに止嫌した。

◇次に本創工・牌＋一肋第一1峰㈱演會の轍集嫌京翻1噂納一丁肝プ爵
地明丈壁にょyて上梓し近壁搬刊されまし7こ。是れ本曾が著作横な獲た第一回であUま

す。

◇燐己礁鱗艦鱗牡晒康蜘蕉繍謙より徽し職・・糟がその縮
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として著作構な有することになりましたo

　◇次に昨年から御納入か願つて居る1臨時會費．通常會費等の御納入に便ずる爲め電ねて

納期及方法か男記しましたo

　　　第一・期納入

　　　　　　四　月　中　　　捌1込　期　（爲替又は張終口厘皇利用）

　　　　　　鷺　月　申　　　集　金　期　（五月下句）

　　　　　　　　曾額｛謬鵠婆餓潔｛｝計金五隙1也　　　　昌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　第二期納入
　　　　　　十　月　中　　　挑　込　期　（同　　土）

　　　　　　十一月中　　　集　金　劫　（十一一・・月下旬）

　　　　　　　　㈱｛澱雛別鰍盤圓｝計金五馳

　◇加美好男琉（締三）は醤臓同窓生研究助瞬のr．1的か以て金萱千圓撫本會汽寄附冠られた

從て只今本會基金巾に繰込んで捌項口の内に保管中であります。

　翻寄　　書

　　　南満の菰鍛　　　　　　　四月ご十五rl　河」：農央
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt，　　　　ニ
　満洲に於ける家搬天柞羅等の過去現准及び將來について種冷報告致したいことがあIJま・

すが．本碍は家獄について當地の斯叢有識者の着限瓢なまとめ一般的に申上げたいと思ひ

まtで拙劣な文なかへりみずペソな取ることにしましt：。

昨年長野縣片倉組研樫亡する日本鍔緕株式會融が醐よりr轍の鈴木常勝來漸藤の

結果關東州内の撚に着眼し愈々雰i鮫よ蝋圃礁管し，又蜘i蘭弼㈱肥細俄婦蜷

する計講葎立て．又同競の池一ヒ俊之氏の談によ劃ば同砒が桑園設立の爲め惜受けrl　k．地は

貌子窩靹にては小楊樹房謙忌家鳳清水河・各地にて七＋mゴt・！B．鰍踏管内にては林獄

屯．臥龍屯．三＋里甑各地に四一1－・八町歩金州管内にて｝ま上家店劉家膚にて四＋町歩，

族順管内にては龍王塘〆ド頭窪とに非「1當面蒸資ある地颪葱選定し・之等の内本春解氷娚に黛

＋町歩の桑苗植付な了つたそうであろ。

　又本春は傘州民政丈署殖炭課と共同にて鮮人約十人．支那人約十五名．其の他註擦習生数

入等にて桑苗接木ななし約四十万の桑茸かf乍る豫定にて只今も盛んに接木ななしつNあり

　南滞に於ける家慧の有望なことは第一都合よろしきは勢銀の安きこミ．桑樹の出來榮良

好なること．晩霜なきこと．雨量少な（乾燥する爲め舞見の號育順調に且つ病氣も少なき

爲めに農家の副業に至繰適當して履る．唯瞥戒すべきは多化性翻岨蜷の儘入な受け害怨被

るtcあり．然るに之は慧室に金細な張りて豫防すオしば容易暁害か黄かるn

　今提來〃試瞼な線合if“avef一反歩の桑園成績は…圧年rll　lc於て春繭約＋二貰秋慧約七懲

得べく之惣時側一｛貫日八圓と見ても欝五十二li11ぽ優に敬めることが｝ll來る。若し瀟洲こ於
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ける他の提作物に比較す馴1寺は次の如くなる。

　i繰一鴫天地（　1’li本の三反三i畝歩）よIJ・2F均珊研編として時債一石拾九剛・晦と見て

　翫拾七圓・大互牧入五岡・合計六拾圓と比1隣して全く天地の差がある．尤も桑樹仕立に五

年か要するとしても初め三年間は大豆の間作ななし得べく且つ三6i三「1の桑葉だけにてけf

　の難穀農作物に匹敵する位の養羅はなし得られる∩

　翻撒培剛馳1こ於ては仙の作物と勢力刎｝占については鰍鱗蹴肌金肥反當約ご＋
圓か嬰する故に興の比例は大約次の如きものになろ　（一天地計算）

　　　　　種　別　金肥　　牧入　　　　＿L一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　距毒　　梁　　大　　 豆　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　62．00

　　　　桑園養糠　　　20四　　56S‘lio

礎轍略耐㈱す翻がε昧る。粗支労隈民の間に養微業が甑するとぜ雌の麟

の継に贅する・Sは歎であらう。曄藩論肋豫定は二醐頃の藤靴として斎職

磁て曙るが之に要する繭は糸勺＋万欺れば即瀾東少1柄簾額五千鯛脈て融口何と

もなし難く最初隙繭嫉り居彊て補充する他あるまい．併し一反割＋九貫・馳の椰辱

か聯として＋万恥得るに1ま約甜町歩なx・殿の位磁窪黙漿鰍第で（漣からす演

現する見込であろo同戯は目下青島綜廠にて山東繭ご一ト：η貫な消化してゐうが。同地方で

は農作法依鯉して瀦熱墨萄見ゐ禰娘繭珊難儲倣ξ踊障碍ta　e“あつて將來は

輔洲の方澱逮するであら彊云誌㌔猫脚酬膿民の人繍近來粗く阯蹴・聯
女の勢作に礎事するもの数な加へ日給僅かに二十五一三十鐙に過ぎず．故に亥那人な使用

’しての灘は随分見込がある・1耀徽女の離は鋤の鞭（fiVtlの婦女には外灘ざ

る躍）ありてそ欝が工携生量1怖理角けるまでは糖；セ困難があるかも矧硫い。

　桑園仕立については融飾上も多大の期待鮪し既に鞍山にて二万堪獄作頃に岡

騨鵬の附厩地にも普及なはかつて1陥が・復州は最も地味漣ゴ蛎であ岐那宜囎の指

導よろしきか得ば農家の副業は高速度の費蓬た見るであらう、、

　欄鞭雛肚の外に髄i聰総樂餉が蛋蹴の製邉ななすべく貌子窩管内の鮪地百

六十町歩な借入オし．三ケ年計識にて内蕉十町歩な桑園に典他花柞樹園並に水田にする計鶴

にて日下醗んに桑査1の植付に從粟li：して111｝る。噂に闇1テば春銀腫約七万枚．欲職種約五万枚

か製遊して内地及び靭鱒に鮒”収積りだと云ふ。之は縄蕾よろしきな得れば有望にて將來

必ず見るべき霜呆なあげるだらうと豫想されて屠るc、

大正十四年度決鋒報告

　　　　　　　　　　　牧　　入　　之　　部

前年庭繰越金　　囮　　57ゴ1も15
a二愈∫亘労量會墾～　　（577口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L73　LOOO

全」二臣甜闘浄愈墾駐　　（550に1）　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　3．300，000

全」：絡、薬1曾as？　　（8自）　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　240．000
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全上第＿期分　（1口）　　　　　　　　　　　　10．000

一卜三三9・f一度以向宵會彦駐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，000

十五年度通常會費　（11ロノ　　　　　　　　　33・000

全　　　　」二臣銭賭…會’彗駐　　（11口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．OOO

預　　金　　冤…Tl　『F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63・570

愈　垂｝最譲渡　 イ℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6L240

雀交友曾…卍　リ集金手鹿更斗容ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18．000

i雑牧入　　　　　6。000
　壱　　　　　　　　　言一1・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．（）69．825

　　　　　　　　　　　　　　支　　爾　　之　　部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　囑　托　手　當　　　　　　　　　　　　r　　　82．000

　　　　囑托及小使年末謝禮　　　　　　　　　　　　　　15DOO

　　　　會報第一14三號r…P昴韮イ矯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　610．C）00

　　　　全上抜刷代　　　　 14．OOO

「　　　　　　　　　全」；垂E艶≧用4響圭εゴ…Li’紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、800

　　　　全　上　逡　料　　　　　　　　　　　　　　　　30．710

　　　　會貴名争逡【…口届り代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　136．160

　　　　全上逡料　　　　　　　　ll．080
　　　　廿週鱗已念事業趣意書　　．　　　　　　　　　7・800

　　　　フド會改ヱE規具IJ「…口訂田イ｛こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．000

　　’　　　全　　上　　通　　タ綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．420

　　　　卒業式後総會通知印刷代　　　　　　　　　　　　4・200

　　　　全上委任，次葉書tヒ共　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14・260

　　　　－｛一一月翁徐r會委任｝i犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4900

　　　　fi｝「fR　　稿　　廻　　紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．000

　　　　ノ、㍗ロン封筒印刷代共　　　　　　　　　　　　　　　　5、O◎0

　　　　郵便切手及葉書代　　　　　　　　　　　　　　24・800

　　　　集金郵便委托書印刷代　　　　　　　　　　　　21．OOO

　　　　集金郵便手敷料　・　　　　　　　　　　　　　99，600

　　　　會費督促　　　　　　　 3．320

　　　　新蕾卒業生懇言舌會羊甫助，　　　　　　　　　　　　　　　　31．600　　　　　1

　　　　弔電及見舞　　　　　　　　　　　1・850

　　　　傭晶購入　　　　　　　 44，380

　　　　蔀L務所備晶購入　　　　　　　　　　　　　　　　3αOOO　　　　　　　　，

　　　　雑　　　　　　　　　肇～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．g4Q
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第一【鴎躯衛言券重寅會彗！～用（1勾課男lj項）　　　　　　　　　　　　886、970

≡聾本金へ　紗毫　越　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、322000

男IJ　超≧　積　立　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　340．000　　　　1

　合計　　5．782790差　引　淺　高　（…欠期繰越）　　　　　　　　287，035

　　　　　　　　　＿第一璽醗術講演會曾計報告

、　牧　　入　　　　ナ　　シ

　　支　　　　 t．il　　　　　　　添患　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
886．970

　　　内課　髄師旋費及謝禮　　　　　　　　　　　424．410

　　　　　　全　上　接待費’　　　　　　　　　　115．680

　　　　　　會携設備賀入夫賃共　　　　　　　　　116．280

　　　　　　速　冒己　者接待塁皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，200

　　　　　　下足人夫賃　　　　　　　　15．200

　　　　　　消粍晶購入　　　　　　　 22．10」

　　　　　通知及廣告費　　　　　　　　　　　79．460
　　　　　　禺　　IK…　　族　　墾tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．（）O

　　　　　｛救　　　　　　　　　章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，700

　　　　　電　　　　　　　　　尋艮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．450

　　　　　鵬講者懇親會補助　　　　　　　　　　　48．730

　　　　　講師へ原稿逡附　　　　　　　　　　r8・10

　　　　　講演集豫約募集印刷葉書代共　　　　　　　24」50

　　　　　楽雌　　　　　　　　　墾t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，800　　　　　　　以　　　　＿L

故宮下雅敏看弔慰金明細

金五圓宛　　太田　溝藏料　　木内保平辮

金滲1盈1宛　豊部正味君　三輪　輔君　肺戯五郎君　松田敬三譜
　　　　　　　　飯島正胤君　　小林覆樹欝　　イ∫賀丈躍1欝　　還藤丈李君

　　　　　　　　高田茂璽郎翁　　高木三治君

金武圓宛　高尾歳次翁　清寓　保珊 小川　保露　瀞保喜久溜

　　　　　　　　鈴木誠一齎　後藤寓次郎君　小林茂雄君　菅澤隆三君

　　　　　　　　竹内五之助潜　森淳頬附　　渡井壽夫齎　松井満三珊
　　　　　　　　土岐　賃治需　　小山　庸入沼」　伊藤　柳作鴛　　高須　兵司謝

　　　　　　　　松村撃爽君　鶴N定2薩『　氷島由太郎颯　林　爽三鴛

　　　　　　　　蒲生　俊興君

金壼　圓　宛　　丸山俊一郎需　　小笠原振一震　　依田　武治聡　　篠原　菩吹君
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　　　　　　　　　水谷　郷一滑　　竹内眞霧雄慰　　大讐．政革震　　田附卯一耶君

　　　　　　　　　朝長　勝治濟　　酒井ヨL十三郎i費　林部源三郡i君　　塚田　鎭磨君

　　　　　　　　　倉澤　美徳濟　　杉野　審一君　　戸田　耕三鱈　　大町　省三君

　　　　　　　　　北澤　　寵澱　　牧野金次郎濟　　堀江　　伺i辮　　加藤徳四鄭君

　　　　　　　　　抑美　好男濟　　岡部　彌卒君　　原田　兵衛沼　　川合軍之助君

　　　　　　　　　岡口　敏夷君　　篠田彫三郎滑　　原　　亮敏講　　唐澤　正奉君

　　　　　　　　　森　　干城鴛　　黒江　丈雄君　　給石　佐一君　　鈴木　錬一君

　　　　　　　　　野澤泰漕鱈　、齋藤絡次沼　　酒井　末吉尉　　向由紀元瀧ぎ

　　　　　　　　　廣瀬溝四郎君　磯野良知君　須田　圭二零　　見濠　　忽君

金五拾鏡也佐々木峯二講　　 以上
　内課合計　金壷百武拾試圓五拾鏡也
　　　　　　颯　信　費　　　　　金四圓五拾参銭也

　　　　　　嬬赫取組料　　　　　金四拾五磯也

　　　　　　差引逡族贈暴料　　　金萱百扮七圓五拾武鏡也

　　長男雅敏死＃ノ際ハ多大ナル御高配絹受ケ．鼠又御甲曝ナル御弔問二接シ皆々様ヨ

　　リ御見舞ヲ賜バリ難有ク塞深謝候右御禮参趨可申違ノ慮乍失禮以書状御挨拶ノ踏

　　申蓮度如新昌御座候　　頓酋敬具

　　　大正十四年十一月三十日　　　　下伊那郡大島村　　宮　　下　　美　　藏

　　　　　上田螢縣瑠門躯狡同窓會御巾

　　　　　　　　　　　故宮下万治君弔慰金明細
　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　　　　　　　　　　　　　　　、

金　滲　圓　宛　　的婁　小六料　　市川　清夫潜

金　武圓　宛　　櫻井吉利君　　山口　貞周濟　　川酷　甲一聡　　小山　二郎君

　　　　　　　　　手塚　雄一君　　安井　義忠濟

金壷圓五拾鏡也　　石川　健丸君

金　萱圓　宛　　太田愼一郎君　　t：田　榮冶君　　佐藤　金六潜　　齋藤　菊雄君

　　　　　　　　小山　久一・i揖　　暴池　遊組君　　爾島　新吉君　　小林　　鋤慰

　　　　　　　　河合　英一饗　　佐藤　種雄漕　　巾村亀四耶潜　　飯島　輝雄君

　　　　　　　　近藤五代治君　　須田國之助尉　　佐瀬　　旭君　　蛾原　克巳需

金　五　拾　鈍　　三i好　彌一君

　t　　　計金滲拾7噛1也　　　　、　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　t’／　　　　　　　　　　外ご銭　　名籍郵邊料

　　　　　　内　金壷圓四拾鏡　　　　別葉端書　　二百八十枚印刷料

　　　　　　　金四圓武拾鍍　　　　営製はかき　二百八十枚代金

　　　　　　　　金武拾五鏡　　　爲潜坂組料但シ五姶圓迄の料金

　　　　　　　金拾滲鐘　　　　　　轡留郵途料

　　　　　　差引　金参拾圓也　　　　御癒族購呈料


