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本稿は、専修大学創立者の一人である相馬永胤の記した「相馬永胤日記」の、1900年（明治
33）１月から1901年（明治34）12月までの部分を翻刻し紹介するものである。
相馬永胤は、1850年（嘉永３）
、彦根藩士相馬右平次高胤の長男として、近江国犬上郡彦根
尾末町に生まれた。はじめ亀太郎と称し、ついで信一郎、のち永胤と改めた。相馬家は、「代々
彦根城主井伊家ニ仕ヘ、旧江戸ノ屋敷ニ居住」したが、永胤の祖父隼人吉胤の代に、「故アリ
テ彦根居住」を命じられた。
相馬永胤は戊辰戦争では、彦根隊に属し、日光・二本松方面を転戦して軍功を立て、年給米
50俵の賞典を受けた。戊辰戦争後には、1869年（明治２）に安井息軒に漢学を学んだ。つづい
て1871年、彦根藩より米国留学を命じられ、1879年、帰国した。帰国後の1880年、米国留学中
に出会った同志、田尻稲次郎・目賀田種太郎・駒井重格らと専修学校（専修大学の前身）を設
立した。一方で、相馬は1881年に横浜裁判所判事、さらに東京始審裁判所詰を命じられ、さら
に翌年1882年に横浜正金銀行の官選取締役となった。彼はロンドン支店開設など同銀行の経営
に尽力し、1897年には園田孝吉頭取の後を承けて、同銀行頭取に就任し、1906年まで在任し
た。横浜正金銀行は外国為替専門の銀行で、1880年、大隈重信大蔵卿の後援で、国立銀行条例
にもとづき設立され、1887年には横浜正金銀行条例にもとづく特殊銀行となった。同行は、欧
米のみならずインド、東アジア各地に支店を設け、日清戦後経営期以降、国策機関として外債
募集や満州経営の一端を担った。
相馬の横浜正金銀行以外の活動としては、次のようなことが挙げられる。1890年の第１回衆
議院議員総選挙に滋賀県第４区から出馬し当選し、1891年まで衆議院議員を務めた。1913年
（大正２）には、改称された「私立専修大学」の初代学長に就任した。また、旧藩主家井伊家
との関係も深く、旧彦根藩主井伊直弼の記念碑（のち銅像に変更）建設に尽力し、1921年に井
伊家の相談人を承諾している（1923年辞退）
。1924年、沼津別荘（静岡県沼津市）で死去、享
年75歳であった。1982年（昭和57）に専修大学より『相馬永胤伝』が刊行されており、以上の
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略歴を記述するに当たっては、おもに『相馬永胤伝』に依拠し、その他に、
『相馬永胤翁懐旧
記』
（翻刻版、専修大学年史資料室、1997年）を参考にした。
「相馬永胤日記」は、現在、専修大学大学史資料課が所蔵する「相馬家文書」のなかに収め
られている。本稿で翻刻した1900年１月から1901年12月までの２年分は、
「相馬永胤日記」の
「明治三十三年其一」
（1900年１月１日から同年９月３日まで、この内、４月25日から９月３日
までは英文。形態は、鉛筆書き、縦8.5×横5.5cm）と、「明治三十三年其二・明治三十四年」
（1900年９月３日から翌年1901年12月31日まで。形態は、鉛筆書き、縦8.5×横5.5cm）の２冊
の手帳に収められている。
この２年間は、日本の政治史にとっても相馬の生涯にとっても大きな意味を持つ２年間で
あった。1900年には、中国で起こった義和団運動を、日本を含む８カ国連合軍が鎮圧した「北
清事変」が起こり、翌年、北京議定書が調印された。北清事変により、日本は、「極東の憲
兵」として欧米列強を中心とする国際社会の仲間入りを果たすことになった。さらに、同年
に、伊藤博文らにより、明治後期から戦前期に至るまで代表的政党であった「立憲政友会」が
組織された。1901年は、第1次桂太郎内閣が成立し、いわゆる「桂園時代」がスタートした。
日本が帝国主義への道を突き進み、国内の政治状況も目まぐるしく変動していたこの時期、相
馬の動向はいかなるものであったのか。
「相馬永胤日記」をもとに簡単に見ておきたい。
1897年から1906年まで、相馬は、横浜正金銀行頭取を務めており、東京の自宅や別荘のあっ
た平塚と横浜を行き来する多忙の毎日であった。そうした多忙の合間を縫って、相馬は、狩猟
や散歩、囲碁、謡曲といった趣味を楽しんでいる。相馬は随分多趣味な人物であったようだ。
さらに特筆すべきは、1900年の２度にわたる海外出張である。1900年４月から９月にかけて横
浜正金銀行海外各出張所視察のため、欧米に出張し、同年11月には、横浜正金銀行上海出張所
に出張した。欧米出張は、相馬にとって「頭取として最初の出張」であり、
「最後の欧米旅
行」となった（『相馬永胤伝』
）。４月19日、相馬は、自分の留守中を日本銀行副総裁高橋是清
に托し、顧問を委嘱した。４月25日、横浜を出港した相馬は、５月４日、ホノルルに到着。５
月22日よりニューヨークに滞在し、横浜正金銀行の出張所やアメリカの各銀行などを訪問し、
米国留学時代の知人とも再会している。さらに６月13日から８月１日までロンドンおよびパリ
を経由してリヨンを訪れ、同地支店の検査を行うとともに、金融界の要人らを訪問した。ロン
ドンでは林董駐英公使と連日会っている。帰途は、カナダ経由で、岩倉具定（岩倉具視三男、
枢密顧問官）に同行し、９月３日、相馬は横浜に到着した。
帰国後、11月に相馬は、北清事変後の事後処理視察と上海出張所の検査を兼ね、上海に出張
した。11月14日、横浜を出港し、神戸・門司・長崎を経て、同月21日に上海に到着する。同月
30日まで上海に滞在し、用務を終えて、帰国したのは、12月20日であった。
「相馬永胤日記」には、松方正義・井上馨・大隈重信・渋沢栄一など日本近代史を彩るビッ
グネームが頻繁に登場する。さらに、大東義徹や西村捨三など旧彦根藩出身者の名も見られ、
明治後における相馬と旧藩の人々との深い交流を窺わせる。相馬をはじめとする旧彦根藩出身
者の明治以後における動向については、瀬戸口龍一「明治期における井伊家と士族たち―「相
馬永胤日記」から見る彦根藩士族たちの動向―」
（『専修大学史紀要』第7号、2015年）を一読
されたい。
最後に、本稿の成立経緯について説明させていただきたい。本稿は2015年度後期の専修大学
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文学研究科大谷ゼミナールの史料演習の成果である。ゼミナール参加者は、上符達紀、イソン
ウ、加藤美和子、立岩睦世〔全員文学研究科修士課程１年〕の４名であり、各自が分担して読
み本を作成した上で、解題を上符が、注記をイが中心となって執筆し、大谷が加筆した。な
お、1897年から1899年までの３年分の翻刻は別に大谷が作成し、科学研究費助成事業（基盤研
究(C)）
「相馬永胤家文書の基礎的研究」の報告書に掲載する予定である。
【凡例】
・

翻刻に際しては、仮名づかいは清濁、振り仮名など原則として原文の通りとした。

・

漢字は常用漢字を用い、変体仮名、合字は通行の字体に改めた。
→トキ

（例） 㽃→コト、
・

→トモ

原本において抹消されていた箇所は省略した。

・ 誤った漢字はそのまま翻刻して「
（ママ）」とした場合と、明らかな誤字を「（○○ヵ）」と
訂正した場合とがある。
・

1900年４月25日〜９月３日分は英文による記載となっている。英文については、以下のよ
うに改めた。
・

「＋」はすべて「and」に変換した。

・

原本は＄の縦線が二本線になっているが、＄（縦線は一本）に変換した。

・

誤ったスペルはそのまま翻刻して「
［sic］」
、明らかに文字が推定できる箇所には
「
［sic:

・
・

］」として補った。

原文でも空白の箇所は「
（アキママ）
」とした。

なお、史料中に現在では使用しない不適切な表現が含まれている場合があるが、歴史的な
観点からそのまま掲載した。

・

簡単な注記を「
〔

〕
」内に施したが、そのおもな典拠は下記の通りである。

ジャパンナレッジ 〔http://japanknowledge.com/personal/index.html〕
渋沢社史データベース 〔http://shashi.shibusawa.or.jp/〕
専修大学編『相馬永胤伝』1982年
寺嵜弘康「横浜正金銀行創設当初の職制と行員」（
『神奈川県立博物館研究報告』37号、
2011年）
寺嵜弘康「横浜正金銀行員の肖像写真―川島忠之助資料から」（『神奈川県立博物館研究報
告』40号、2013年）
東京銀行編『横浜正金銀行全史』第１巻、1980年
〔手帳表紙〕
明治三十三年其一（九月三日マデ）
〔巻頭のメモ〕
一月十六日 帝国ホテル青木氏ノ招キ
十八日 広田氏来宅
十九日 花月楼

堀越氏ノ招
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二十日 益田氏招三ツ井クラブ〔三井家関係者のクラブ組織、当時は有楽町にあった〕
二十三日 銀行クラブ〔明治期の銀行の業界団体であった東京銀行集会所に設置されたクラ
ブ組織〕晩餐会
二十五日 渡辺氏招常盤屋
二十三日 帝国銀行
二十六日 宅ニ広田来ル断ル
二十九日 園田氏招キ銀行クラブ（二月廿三日宅広田氏来）
二月廿六日 花月午後五時日本銀行連招キ
廿七日 銀行クラブ午後五時
廿八日 有楽会〔井上馨を中心に有力資本家が集まった経済団体、1900年１月、有楽町三
井集会所で設立集会開催〕
三月十二日 午後六時帝国ホテル東京商業会議所ノ招
三月十三日 横浜銀行連ヨリ招キ
十九日 横浜商業会議所大谷氏招待会
十八日 岩崎家葬式并夜広田氏来ル筈
四月

四日 勧業銀行招常盤屋

同

七日 有楽会

同

九日 森作招キ
十一日 ウナギ会〔日清戦争の頃から始まった東京の有力銀行家と大蔵大臣、渋沢栄一ら
との懇談会〕銀行クラブ
十五日 三崎氏園遊会午後四時大倉別荘

〔本文記事〕
明治三十三年
一月一日 午前在宅午後一時半ヨリ平塚ニ行キタリ
二日 午前七時過ヨリ川津氏ト共中根金井近傍ニ遊猟ニ出掛鶉六羽ヲ獲テ五時平塚ニ帰
ル駒井氏〔駒井重格、桑名出身の官僚、1899年から高等商業学校（現在の一橋大
学）校長、専修学校の創設者の一人〕来泊セリ
三日 午前駒井氏ト碁ヲ囲ミ午後高橋文之助宮島氏等来ル花水川近傍ニ遊猟ニ出掛五時
帰宅十一時迄碁ヲ囲メリ
四日 午前碁ヲ囲ミ海浜ヲ散歩シ、午後馬入川河原ニ遊猟ニ出掛五時帰宅、高橋宮島去
ル
五日 午前川津氏ト共ニ伊勢原近傍ニ遊猟ニ出掛ケ午後五時帰宅獲物鶉四シギ三駒井氏
午前東京ニ帰ル神戸ノ山本氏〔山本繁蔵、神戸市参事会員、米国人モールスとの
間の神戸水道公債問題に関する件〕ヨリ市債ノ事ニ付書状并電信来リ返書并返電
セリ
六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
七日 風邪ノ為メ終日在宅加養夕飯ニ小田柿〔小田柿捨次郎、彦根出身、相馬永胤の書
生として高等商業で学び、卒業後三井物産勤務〕荒西氏〔相馬永胤の異母弟、荒
― 134 ―
＜4＞

《史料紹介》相馬永胤日記

西鏡次郎〕高橋恒麿氏等ヲ招ケリ
八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時帰京夕飯ニ松尾妻木〔妻木頼黄、建築家、
横浜正金銀行本店を設計〕広田氏ヲ招キ謡会ヲ催セリ松居鈴太郎来レリ
九日 午前井伊家ニ行キ日本銀行并東京支店ニ立寄リ横浜ニ出勤午後四時半帰京
十日 午前横浜ニ出勤午後四時半帰京
十一日 午前栗原亮一氏〔自由党系の政治家、板垣退助の側近〕来リ渋谷ノ地所家屋ヲ一
坪五円ニテ売却ノ事相談セリ夫ヨリ横浜ニ出勤午後帰京
十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十三日 午前大蔵省日本銀行并支店ニ行キ東京クラブニテ午飯ヲ喫シ大蔵大臣〔松方正
義、薩摩出身の藩閥政治家、当時、第２次山県内閣の大蔵大臣〕ヲ訪ヒ龍動〔ロ
ンドン〕電報欧州不穏ノ旨ヲ告ケ大東氏〔大東義徹、彦根出身の政治家、当初は
吏党に属したが、大隈内閣で司法大臣。相馬の友人で、近江鉄道社長〕ヲ訪ヒ五
時帰宅桜井氏来レリ
十四日 風邪ノ為メ終日在宅午後高橋恒麿氏来リ囲碁又青木氏夫婦来訪セリ
十五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後五時帰京
十六日 午前田中光顕氏〔土佐出身の藩閥政治家、当時は宮内大臣〕母堂ノ死去ヲ弔シ中
村ニ年始ノ祝ニ行キ正午帰宅田中氏ノ葬式ニ臨ミ一旦帰宅シ五時ヨリ青木鉄太郎
氏〔正金銀行社員、ニューヨーク、サンフランシスコ、天津で勤務〕結婚披露之
晩餐会ニ行キ十時帰宅今朝大蔵省ニモ行キタリ
十七日 午前横浜ニ出勤青木氏龍動行ニ付種々嘱托シ又西巻氏〔西巻豊佐久、正金銀行社
員、ニューヨーク、サンフランシスコ、上海、ロンドンで勤務〕帰朝ノ都合ヲ電
報シ五時半帰京
十八日 午前横浜出勤午後四時半帰京広田妻木氏来リ謡ノ稽古セリ渋谷ノ地所売渡取引済
十九日 午前横浜出勤豊島氏来着午後四時半帰京堀越氏ノ招ニテ花月楼ニ行キ午後十時帰
宅
二十日 午前金平弥平氏来訪支那地方ノ談話ヲ聞ケリ十一時横浜ニ出勤午後五時ヨリ三ツ
井クラブニ行益田氏〔益田孝、佐渡出身の実業家、三井財閥設立の功労者、財界
人としても活躍した〕等ヨリ饗応ヲ受ケ十時帰宅
二十一日 感冒ノ気味ニテ終日平䎵加養セリ
二十二日 気分悪敷終日在宅平䎵シテ加養セリ
二十三日 終日平䎵豊島氏来訪セリ
二十四日 少々気分宜敷起タレトモ外出セス終日加養セリ
二十五日 在宅終日加養セリ薄井氏来ル
二十六日 三ツ井ノ鈴木梅四郎氏〔慶応義塾卒業後、ジャーナリスト、三井系の実業家とし
て活動、晩年は医療の社会化運動家として著名。この時は、1898年に発生した兵
庫倉庫会社の破綻問題で来訪〕来訪倉庫会社ノ事ニ付相談アリ終日在宅加養セリ
二十七日 感冒未タ癒ヘス終日在宅加養セリ
二十八日 日曜日ナレハ幸終日在宅加養セリ鈴木島吉氏〔慶応義塾卒業後、正金銀行に勤
務、後に朝鮮銀行と日本興業銀行の総裁〕来訪セリ
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二十九日 午前九時横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後三時半帰京気分悪敷
三十日 大祭日ナレハ終日在宅休養セリ午後ヨリ朝比奈氏来訪テ碁ヲ囲メリ同氏八時頃去
レリ其頃ヨリ大ニ頭痛ヲ催シ気分悪敷直ニ寝ニ就ケリ
三十一日 終日在宅加養セリ熱度ハ三十七度以上ニハ上ラサルモ頭痛寒気アリテ気分悪敷終
日平䎵セリ
二月一日 感冒未タ癒ス終日在宅加養セリ午後七時乗竹氏〔乗竹孝太郎、『東京経済雑誌』
で活動した経済評論家、1888年から一時期、正金銀行社員〕来営業届ニ付相談ア
リ
二日 午前小田柿氏来リ益田氏ヨリ招ノ伝言アリ少々気分能ク十時四十五分ニテ横浜ニ
出勤山川西巻両氏来着午後四時帰京
三日 午前西巻氏来宅午後三崎山川戸次川島氏〔三崎亀之助、丸亀出身の官僚、政治
家、銀行家、東京大学法科大学卒業後、ジャーナリスト、次いで外務官僚、さら
に第１回衆議院選挙で自由党系代議士となり当選４回、1899年に正金銀行入社、
1900年から1906年まで副頭取。山川勇木、石川出身、1880年入行、ロンドン支店
勤務を経て当時は神戸支店支配人、後に取締役・副頭取。戸次兵吉、本店支配
人。川島忠之助、東京支店支配人〕等モ来リ本行為替売買ノ方針并上海出張所為
替資金ノ事ニ付相談セリ十時過ニ去レリ
四日 終日在宅午後小田柿夫婦石村桜井氏等来訪セリ
五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ山川西巻氏等ト談話シ午後五時半帰京
六日 午前森本氏来リ診察ヲ受ケ夫ヨリ大蔵大臣ヲ訪ヒ松尾氏〔松尾臣善、大蔵官僚、
当時は理財局長、1903年から日本銀行総裁〕ニ面会シ輸入為替引締又ハ資金供給
ノ事ニ付相談シ夫ヨリ高橋捨六君〔弁護士、日本銀行顧・正金銀行監査役を務め
英吉利法律学校の創設者の一人〕厳父ノ死去ヲ弔シ日本銀行ニ行キ大蔵省ニテ相
談シタルコトヲ談シ午後一時半横浜ニ出勤午後五時帰京広田氏来ル
七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル山川氏帰神
八日 午前横浜ニ出勤午後商業会議所役員会ニ臨ミ五時帰京西巻氏帰任
九日 午前四時ヨリ腹痛ヲ感シ午前森本氏来診ヲ受ケ十一時ニテ横浜ニ出勤午後五時帰
京
十日 午前横浜ニ出勤午後四時半帰京
十一日 加養ノ為メ午前在宅午後三時ヨリ支那人ノ招ニテ紅葉館〔芝公園にあった高級料
亭〕ニ行キ六時帰宅
十二日 午前腹痛ノ為メ森本氏ノ診察ヲ乞ヒ十時ヨリ横浜ニ出勤重役会ヲ開キ四時半帰京
十三日 午前日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ正午横浜ニ出勤午後四時半帰京大海原氏〔大海
原尚義、彦根出身の官僚、実業家〕来訪アリ
十四日 午前森本氏ノ診察ヲ受ケ九時二十五分ニテ横浜ニ出勤車中原ニ会シ監査役員数并
ニ営業年限満期限年ノ事ニ付相談セリ午後四時半帰京クラブニテ三崎氏ニ会シ六
時帰宅ス
十五日 午前十時ニテ横浜ニ出勤龍動并孟買金融逼迫ノ電信到達依テ送金方ノ計画ヲ為シ
三崎氏ニクラブニテ面会シ右ニ付日本銀行ヘ相談スヘキコトヲ打合六時帰宅広田
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妻木氏等来レリ
十六日 午前横浜ニ出勤三崎氏日本銀行并大蔵省ニ出頭ス午後六時帰京龍動并孟買ヨリ金
融逼迫ノ事情委敷申越シタリ
十七日 午前日本銀行ヘ行キ龍動ニテ二十万磅金磈買入元金トシテ預ケ入ノ事ヲ相談シ十
二時横浜ニ出勤午後四時半帰京此夜下剤薬ヲ服ス
十八日 午前五時ヨリ両度便所ニ行キ快通ヲ得昼後迄在宅加養午後ヨリ井伊家ヨリ支出ニ
相成学生補助金ノ事ニ付清水谷ノ茶店ニテ相談シ五時帰宅荒西須崎等来レリ腹胃
未癒ス
十九日 早朝森本氏来診午前九時二十五分横浜ニ出勤重役会ヲ開キ監査役二名トスルコト
并今回ノ総会ニハ本行満二十年第一営業年限満期ノ為メ功労者ニ対スル所置案ヲ
呈出セザルコトニ決シ九時半帰京朝比奈氏来訪
二十日 午前日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ夫ヨリ大海原氏ヲ訪ヒ横浜ニ出勤午後七時ヨリ
大蔵大臣官舎ニ於テ輸出入并金貨輸出等ノ事ニ付相談シ十一時帰宅ス此日会スル
モノ大臣次官〔専修大学創設者である田尻稲次郎が1901年まで在任、第１次桂太
郎内閣成立とともに阪谷芳郎が大蔵次官に就任した〕其他大蔵省ノ高等官日本銀
行正副総裁〔当時、日本銀行総裁は山本達雄、副総裁は高橋是清〕正金ノ相馬三
崎ナリ
二十一日 午前十時横浜ニ出勤午後四時半平塚ニ帰ル
二十二日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル藤沢ノ猟師預ケ置キタル犬ヲ戻ス
二十三日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル此夜広田妻木氏等来ル
二十四日 午前高橋是清氏ヲ訪ヒ夫ヨリ大蔵大臣方ニ到正貨輸出并為替ノ事ヲ談シ一旦帰宅
一時ニテ横浜ニ出勤ス午後四時平塚ニ帰ル川津高橋正信等来泊
二十五日 午前七時ヨリ川津高橋氏ト伊勢原近所ニ遊猟ニ出掛タレトモ獲物少シ午後六時平
塚ニ帰ル
二十六日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時半帰京日本銀行連中ヲ花月楼ニ招キ十一時
帰宅
二十七日 午前大蔵省ニ行キ松尾氏ヲ訪為替資金不足正貨輸出ノ止ヲ得サル事ヲ談シ十二時
横浜ニ出勤午後商法会議所ヘ行キ四時半帰京銀行クラブニ行キ井上伯〔井上馨、
長州出身の藩閥政治家、外務・内務・大蔵各大臣を歴任〕ノ演説ヲ聞夕食ヲ為シ
十一時帰宅
二十八日 午前十時横浜ニ出勤午後五時帰京直ニ有楽会ニ行キ十時帰宅
三月一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二日 午前横浜ニ出勤重役賞与金ノ事并賞与金分配方ノ事ヲ決シ午後五時半帰京
三日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ瓢屋ニテ外務省ノ連中ヲ招キ十時帰宅
四日 午前山脇氏ヲ訪媒酌ノ礼ヲ述ヘ午後大東氏ヲ訪ヒ夕刻帰宅
五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ特別賞与分配ノ事ヲ決シタリ日本銀行ヨリ本行海外
営業上ニ関スル希望ヲ示サレ高橋氏来リテ其説明ヲ為セリ右は本行ノ不利益ナレ
トモ義務トシテ之レニ応スルコトニ決セリ
六日 午前横浜ニ出勤若尾氏并山川氏来リ面談セリ午後六時半帰京広田氏来レリ
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七日 午前横浜ニ出勤午後六時帰京
八日 午前在宅午後三時綾子山王茶寮ニ於テ山本亀光氏〔相馬永胤の長女アヤ（綾子）
が山本亀光と結婚式を永田町日枝神社境内にあった星岡茶寮であげた〕ト結婚シ
親類ヲ招キ披露ノ宴ヲ為セリ両氏午後七時半ニテ平塚ニ行ク一同九時帰宅
九日 午前横浜ニ出勤午後五時帰京
十日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ賞与金分配方ヲ決シ午後株主総会ヲ開キ午後五時帰
京山本氏等平塚ヨリ帰ル
十一日 午前在宅午後山本氏等并家族ト共ニ平塚ニ行ク
十二日 午前七時山本氏等ヲ大磯迄見送リ夫ヨリ小供等ハ東京自身ハ横浜ニ帰レリ賞与金
ヲ交付シ午後五時帰京東京商業会議所ノ大谷氏招キノ宴会ニ帝国ホテールニ行キ
午後十時帰宅
十三日 午前大蔵省ニ行キ夫ヨリ日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ横浜ニ出勤午後五時帰京
十四日 午前大蔵大臣ヲ訪ヒ横浜ニ出勤午後横浜銀行者ノ招ニテ千歳楼ニ行キ十時ノ汽車
ニテ帰京
十五日 午前横浜ニ出勤午後四時半帰京クラブニ立寄リ七時帰宅
十六日 午前岩崎家ニ悔ニ行キ夫ヨリ高橋金十郎氏父ノ葬式ニ行キ午後五時帰宅ス
十七日 午前横浜ニ出勤午後五時ヨリ支配席并課長連ヲ集メ執務上ニ付一場ノ談話ヲ為シ
夫ヨリ千歳楼ニテ夕飯ヲ供シ九時帰京
十八日 午前在宅午後岩崎家ノ葬式ニ行キ五時帰宅
十九日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ頭取副頭取ヲ互撰シ自分頭取ニ三崎氏副頭取ニ撰挙
セラレタリ午後五時ヨリ商業会議所ノ大谷氏〔大谷嘉兵衛、製茶と茶輸出で成功
し、第2代横浜商業会議所会頭となった〕歓迎会ニ千歳楼ニ行キ九時帰京
二十日 午前山本総裁ヲ訪ヒ夫ヨリ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十一日 午前近傍ニ遊猟ニ出掛ケ午後在荘何人モ来ラス閑臥セリ
二十二日 午前横浜ニ出勤午後大蔵省ヨリ呼出ニテ同省ニ行キ副頭取ノ事ニ付談話アリ五時
半帰宅
二十三日 午前鎌倉ニ行松方伯ヲ訪ヒ副頭取ノ事ニ付意見ヲ聞キ夫ヨリ横浜ニ出勤午後五時
帰京
二十四日 午前横浜ニ出勤午後大蔵省ノ連中ト送別ノ為メ山王茶寮ニ会セリ
廿五日 昨夜大酔ノ為メ気分悪敷近所ヲ散歩シ終日休養セリ
廿六日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ正午ヨリ井上伯ノ招ニテ同邸ニ行キメンデルソン氏
其他ト共ニ午餐ノ饗応ニナリタリ
廿七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
廿八日 午前井上伯方ニ一昨日ノ礼ニ行キ夫ヨリ横浜ニ出勤午後五時帰京広田松尾妻木氏
等来ル
廿九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
三十日 午前大蔵省ニ行松尾氏ニ面談シ日本銀行并支店ニ依リ横浜ニ出勤午後七時帰京
三十一日 午前大蔵省ニ行キ松尾氏ニ面談シ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
四月一日 午前舟ニ馬入川口ヨリ南郷辺ニ遊猟出掛雨ニ逢ヒ一旦帰荘午後ヨリ花水川辺ニ出
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掛ケタレトモ更ニ鳥ヲ見ス復雨ニ逢ヒ五時帰荘午後志村氏来ル
二日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後平塚ニ帰ル
三日 川津氏ト共ニ金井近所ニ遊猟ニ出掛ケ午後五時帰荘ス
四日 午前汽車遅刻シ九時十五分ニテ横浜ニ出勤午後三時帰京銀行クラブニ立寄ヨリ夫
ヨリ高橋新吉氏ノ招ニテ常盤屋ニ行午後十時半帰宅
五日 午前横浜ニ出勤午後六時帰京森作氏洋行ノ為メ出京東京クラブニテ面会ス
六日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ有楽会ニ行キ十時帰宅
八日 午前七時小供ヲ伴ヒ平塚ニ行ク夫ヨリ金井近傍ニ遊猟ニ出掛タリ
九日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後ヨリ大蔵省ニ行キ通知預金返納方ノ事ニ付次官
理財局長日本銀行副総裁ヨリ談示ヲ受ケタリ五時ヨリ山王茶寮ニテ森作太郎氏外
国行ノ送別会ヲ催シ大東増島氏〔増島六一郎、彦根出身の弁護士、英吉利法律学
校の創設者〕等ヲ招キ十時帰宅
十日 午前日本銀行ニ行キ高橋氏ニ面会シ龍動ニテ公債証書借入ノ事ヲ談シ夫ヨリ園田
氏并原氏〔園田孝吉、正金銀行第５代総裁。原六郎、正金銀行第４代総裁〕ヲ訪
ヒ昨日大蔵省ニテ談示ノ次第ヲ話シクラブニテ午飯ヲ喫シ横浜ニ出勤木村氏ヲ訪
ヒ通知預金返済所分ノ事ヲ談セリ午後五時帰京ス
十一日 午前横浜ニ出勤午後午後六時ヨリ銀行クラブニテウナギ会ヲ開キ会員并渋沢高橋
新吉氏〔渋沢栄一、第一銀行頭取から財界指導者となる。高橋新吉、当時、日本
勧業銀行総裁〕等ヲ招キ晩餐ヲ供セリ十一時帰宅
十二日 午前八時横浜ニ出勤重役臨時会ヲ開キ通知預金返済ノ方法并自身ニテ龍動出張事
ヲ相談シ午後七時帰京
十三日 午前大蔵大臣ヲ訪ヒ通知預金ノ事情并自身欧米出張ノ事ヲ話シ夫ヨリ銀行ニ出勤
午後平塚ニ帰ル
十四日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
十五日 午前平塚出立東京ニ帰リ久保氏ヲ訪ヒ母堂死去ノ悔ヲ述ヘ大東氏ヲ訪ヒ不在ニ付
直ニ帰宅午後ヨリ三崎氏ノ園遊会ニ行キ夫ヨリ大倉氏ノ向島別荘ニ行キ午後十一
時帰宅
十六日 午前横浜ニ出勤重役会ニハ木村氏〔木村利右衛門、横浜の商人で正金銀行創立時
から取締役〕ノミ出席午後六時東京ニ帰ル
十七日 午前大蔵大臣ノ官舎ニ行キ拙者留守中銀行事務ノ相談ヲ高橋氏ニ依頼スルコトノ
談話ヲ受ケ夫ヨリ日本銀行ニ行キ営業方針并資金配置案ヲ高橋氏ニ渡シ同氏ノ意
見ヲ尋ネ置キタリ同氏正金銀行ノ事務ヲ監督スルコトニ付大蔵省ヨリ談話アリタ
ルコトヲ語ラレ附テ仝顧問役タル名義ヲ以テ依頼アリタキ旨語ラレタリ夫ヨリ支
店ニ立寄リ十五銀行ニ行キ園田氏ヲ訪右大蔵大臣并高橋氏談話ノ次第ヲ告ケ横浜
ニ出勤セリ午後六時帰京広田氏来ル
十八日 午前大蔵大臣ヲ訪ヒ昨日高橋氏ヨリ談話ノ事ニ付意見ヲ問ヒ十時横浜ニ出勤午後
志村氏ノ招ニテ千歳楼ニ行キ八時半ニテ平塚ニ帰ル
十九日 午前鈴子〔相馬永胤の三女、姉冝の死後、姉の夫であった石川又二郎と結婚〕ヲ
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連レ平塚ヲ帰リ鈴子ハ直ニ東京ヘ自分ハ横浜ニ出勤午後支配席連ノ招ニテ常盤屋
ニ行キ十一時帰宅午前重役ノ臨時会ヲ開キ副総裁高橋是清氏ヲ拙者留守中顧問ニ
依頼スルコトヲ議決セリ右ハ大蔵大臣ノ内命ト高橋氏ノ希望ニ出テタルナリ
二十日 午前高橋氏ヲ訪ヒ同氏ヲ顧問ニ依頼スル書状ヲ渡シ尚ホ銀行方針ノ事ニ付談話セ
リ尤モ其前大蔵大臣ヲ訪ヒ昨日重役会ノ決議ノ次第ヲ報告セリ夫ヨリ大東氏ヲ訪
ヒ午後ヨリ横浜ニ出勤五時帰京
二十一日 午前大蔵省并日本銀行ニ行キ出立ノ暇乞ヲ為シ午後園田氏ノ園遊会ニ行キ五時帰
宅午前井伊家中村ヘ暇乞ヲ為セリ
二十二日 午前在宅森本氏ヲ訪ヒ旅行用薬ノ事ヲ依頼シ午後岩崎氏ヲ訪ヒ暇乞ヲ為シ専修学
校ノ送別会ニ行キ八時帰宅少々風邪ノ気味ナリ
二十三日 午前風邪ノ為メ森本氏ノ来診ヲ乞九時二十五分ニテ横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後
六時帰京
二十四日 風邪ノ為メ終日在宅加養セリ高橋是清大東義徹氏其他来訪アリ
April 25 I left home at 8 a.m. with my family who came to the station to see me off, and got
to the Shinbashi Station at 8:30 there many of friends came to see me off. I came to
Yokohama by 9:05 train and stopped at the Bank where I had some business to be
attended. There Mr. Hara, Kimura and most of the prominent business men of
Yokohama came to see me off and Hara and others came to the steamer. We left
Yokohama a few minutes after 12 noon. This morning I felt little better but I found at
the noon still feverish so I could not get out on the deck when the vessel left the harbor.
It was raining since this morning and became harder at the noon and toward the
evening the sea became very rough. I felt seasick and retired to my room without taking
dinner.
26th When I got up it was 8 a.m. The sea was still very rough with little rain. I felt still
seasick and could not take meals at the table. We sailed 296 miles till noon. In the
afternoon the weather was same rain with strong wind. I did not go up to the dick [sic:
deck] as I left very miserable whole the day, retired at 7 p.m.
th

27 I was up at 7 a.m., the rain stopped and the rolling of the vessel became better. I felt
little better than yesterday, so I came on the dick and took little walk before the
breakfast. I took the meals at the table. We sailed 384 miles. In afternoon I took a good
walk on the dick and read news papers. Toward the evening it commenced rain again. I
retired at 10 p.m.
28 th I was up at 7:30 a.m. and took a walk before the breakfast. I got nearly over
seasickness but still not quite right. After the breakfast I took another walk and read
newspapers. We sailed 349 miles. The weather became fine and enjoyed very much on
the dick but toward the night mist came on and we saw no sight of moon, retired at 10:30
p.m.
29th I got up at 7:30 a.m. The weather was fine. I took good deal walk before and after the
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noon. We sailed 347 miles. We had a Japanese dinner. I retired at 10:30 p.m. and read a
story book sometime in the bed.
30th I was up at 7:30 a.m. It was very bright morning. I took a walk on the dick before the
breakfast, and after the breakfast I walked and read. We sailed 352 miles. The weather
continued good all the day. The cold which I had just before the departure came over
again since yesterday and felt the throught [sic: throat] sore. The whole day I read and
walked, retied at 11 p.m.
May 1st I was up at 7:30 a.m. Took a walk before the breakfast, the weather still continued
good. Spent most of the day in reading and walking. We sailed 341 miles. Played cards,
retired at 12 p.m. We crossed the meridian at about half past over p.m.
st

1 As we crossed the 180th meridian yesterday we have again the 1st of May. I got up at
7:30 a.m. and took bath and walked before the breakfast. It was very fine all the day but
became warmer. We sailed 343 miles. I spent all the afternoon in reading and walking,
retired at 10 p.m.
nd

2

I was up at 7:30 a.m. and took bath. I walked before and after the breakfast. We sailed

332 miles. It was very fine weather all the day. I read and walked all the afternoon,
retired at 10 p.m.
rd

3 I was up at 7:30 a.m. and took a bath as usual, spent the morning and afternoon in
reading and walking. We made 343 miles. We saw two island in far distance at about 4
p.m., retired at 10:30 p.m.
th

4 Got up at 7:30 a.m. Took a bath and walked on the dick. After the breakfast we soon saw
island and got to Honolulu by 10:30 a.m. Imanishi〔今西兼二、正金銀行ハワイ支店主任〕
and Furukawa came to the ship to meet me and we went on the store together and came
to our office. After we had some conversations, we took a lunch. At about 4 p.m. Imanishi
took me to ride and we went to the place called Diamond Head where a public park is,
and came back to Imanishi's House by 6 p.m. Imanishi invited Saito, the Japanese
consul and some other Japanese to his house to dinner together and we had a good time,
and stayed over the night in his house.
th

5 I was up at 7:30 a.m. As I had little too much wine last night, I did not feel quite right. I
took a short walk with Imanishi before the breakfast and after the breakfast we came to
the office and finished the examination of the account and went to the Consulate with
Imanishi to take a tiffin with the consul and his friends. I returned to the ship at 1:30
p.m. The ship left the harbor at 2:30 p.m. Imanishi, Saito and some others came to see
me off. In my room a Japanese came to be the roommate to San Francisco. Towards the
evening the wind became strong but the weather continued good, retired at 10 p.m.
th

6 Was up at 7:30 and took a bath. Since yesterday passengers became very large, each
meal table was made twice and I was the second table. Yesterday I receive from the
Honolulu Branch office $15. It is to be returned at The San Francisco office. We sailed
308 miles since leaving Honolulu. I spent most part of the day in reading and walking.
― 127 ―
＜ 11 ＞

The day was very fine all the day, retired at 10:30.
th

7 Was up at 7:30 and took a bath as usual. Spent all the day in reading and walking. We
sailed 357 miles, retired at 10:30.
th

8 Was up at 7 a.m. and took a bath as usual. I read and walked as usual. We sailed 356
miles, retired at 10 p.m.
9

th

Up at 7:30 and took a bath as usual. The weather was very fine. Spent the day in

reading and walking and retired at 10:30 p.m. We sailed 360 miles.
10th Was up at 8 a.m. As I was too sleepy to take a bath, I omitted it this morning. The
weather was still good, although last night rained little. Spent all the day as usual. We
sailed 364 miles, retired at 10:30.
11th Was up at 7:30 a.m. and take a bath as usual. After the breakfast I got every thing
ready to leave. We sighted a Iland [sic: island] at about 10 a.m. and saw the American
Maine Land at 11:00 o'clock. We got in the S.F. harbor at 2 p.m. but we were retained at
Quarantine Station to be examined by the American Medical Authority till 5.30 p.m.,
then we the cabbin [sic: cabin] passengers only came in the shore by a tug. At the land I
met with Tosawa〔戸沢鼎、正金銀行サンフランシスコ支店主任〕Odagaki〔小田柿捨次郎〕
and others who came to meet me. I left part of my baggages at the Custom House and
came to the Palace Hotel. We took dinner together and retired at 12 p.m.
12th As I could not sleep well last night, I was very sleepy but waked up at 8 a.m. by Mr.
Aby〔安部成嘉、相馬の欧米旅行に秘書として随行、のちに正金銀行大阪支店長〕
． I took
a breakfast with Ito and Eto. Aby went to the Custom house for me to get a trunk. In the
forenoon Tosawa Mr. & Mrs. Odagaki came to see me. I handed to Mr.

a through

ticket to Europe to get arranged. I went to the Branch office and in the evening went to
戸沢 to take a dinner with the members of the Branch and Mr & Mrs. Odagaki and got
back by 11 p.m..
th

13 I was up at 8 a.m. I could not sleep well last night too. After the breakfast 小田柿 came
to take me to his house. I went there with Eto and after taking tiffin there we took a
long walk in the Park and went to the Cliff House. We came back to 小田柿's House at 6
p.m. 戸沢, 阿部 and others came and we had a dinner and got back by 11 p.m.
14th Last night I slept good. Was up at 7 a.m. After the breakfast went to the office and
called on the managers of Bank of Cal. B. of Angro Cal. and also on the Consulate. 近藤
廉平〔日本郵船社長、当時は欧米巡察中であった〕came back who was staying in the
same Hotel and took dinner with him, retired at 12 p.m.
15th Was up at 7:30 a.m. After the breakfast went to the office and nearly finished business.
In evening invited the Bank's member and Odagaki and

to Dinner and got back

by 11 p.m., retired at 12 p.m.
16 th Was up at 7 a.m. and packed trunks and went to the office and finished all the
business, wrote letters to Head office and 今西. I left S.F. by 5:30 p.m. with 阿部 and 恵藤
for Chicago. This afternoon I felt unwell, retired 10 p.m.
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17th Was up 7 a.m. and took a breakfast in the train and tiffin at Humboldt. The place we
passed was wilderness. We got to Elko by 8 p.m., retired at 11p.m.
18th We got to Ogden at 5:30 a.m. I got up at 6:30 and walked around the Depot and left
there at 8:20. We passed through wilderness all the day. We had meals in the train.
Retired at 10 p.m.
19th We came to Sheyenne [sic: Cheyenne] by 1:30 a.m. I was up at 7 a.m. The place we
passed was quativated [sic: cultivated] fields and towns were seen along the road. We
got to Omaha by 4:50 p.m. We stopped there about 30 minutes. Retired at 10 p.m.
th

20 We got up at 6 a.m. and took the breakfast in the car and arrived in Chicago by 7:30
a.m. Mr. 西 村 of 茶 業 組 合 came to the station to meet us and we went to the Hotel
Auditorium. We took a ride to the Lincoln Park and got back to the hotel by 12 and after
tiffin we took another ride to the Washington Park and the Jackson Park and called on
the Jap. Consulate. We got back to the Hotel by 6 p.m. Mr. Arthur Huertley came to see
me as I had telephoned to him my arrival. He took a dinner with us. After the dinner we
walked little and retired at 11 p.m. but I could not get good sleep.
st

21 We were all up by 6 a.m. After the breakfast we went to the Stock Yard and thence I
called on Arthur Huertley. He introduced me to Mr. Smith the President of the Northern
Trust Co. Mr. Huertley took me to the Telephone office and introduced me to the
President Mr. Clark. I called on the 1st National Bank of Chicago. We left Chicago by 3
p.m. train for New York. Mr. 西村 came to the Depot to see us off. We wanted to see the
train to go through the river on a boat from the American side to the Canadian side. It
was about 11 p.m. and soon retired.
nd

22

We were up at 5:30 a.m. to see Niagara Falls where the train stopped a few minutes.

We took the breakfast on the train and tiffin at Syracuse. We got to the New York city by
8:40 p.m. Mr. 長崎〔長崎剛十郎、正金銀行ニューヨーク出張所主任〕came to Albany to
meet us and other friends in New York came to the Depot to meet us. We stopped at
Waldorf Hotel.
23rd I was up at 9 a.m. I could not sleep well last night, we had a breakfast at 10. In
afternoon we took a walk with Mr. 長崎 in the Central Park, but I felt sick so soon we
came to 長崎ʼs house where instead. We stayed till 11 p.m. and came back to the Hotel.
th

24 As I felt still sick I stayed in the house all the day and in afternoon we moved to the
Hotel Majestic, West 72 St. In evening 長崎 and others came and retired at 12 p.m.
25th In morning I went to the Bank and got back to the Hotel by 7 p.m.
26th
27th In morning I went to 長崎's house and took a walk in the Central Park with 長崎、新
川、

and after that we spent all the day in 長崎's house and got back by 11 p.m.

th

28 I went to the Bank in the morning. I called on Mr. Hendricks [sic: Joseph C. Hendrix]
of the National Bank of Commerce and by his introduction I and
Bank

and met with

長 崎 called on the

to whom I asked about the placing Jap. bond in the
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American Market. In evening I called on Mrs. Smith and got back by 11 p.m.
29th I went to the Park Bank but could not see the President, then I went to the office. On
way to the Hotel I called on Col. & Mrs. Wright at 518, the 10th St. and found them
there. I got back by 7 p.m.
30th This was a Decolation [sic: Decoration] day and all the business were closed. I spent
nearly all the day at 長崎's house and in afternoon we called on Mr. 内田〔内田定槌、
ニューヨーク駐在領事〕and we went together to the Grant Monument and stopped at 長
崎's house and got back by 12 p.m.
st

31 In morning I went to the office and in afternoon I called on the Park Bank and saw the
Vice President.
June 1st In morning I went to the office.
2nd In morning I went to see Mrs. Smith to bid good by and in afternoon I went to the
office.
rd

3 Being Sunday in morning I called on Nagasaki and took a lunch there. In afternoon I
went to Bronx Park with 内田.
th

4 I went to see the Cleaning House, in the morning of N. Y. Mr. Tison and his partner
with Mr. Deuser & Haris of the Tobaco Trust Co. invited me and Nagasaki to a tiffin. On
returning to the Hotel I called on Mrs. B. Pack, and got back by 7:30. In evening many
friends came to see me.
th

5 I went to the office and called on the Bank of N.Y. and also on Mr. Hendricks of the
Bank of Commerce. In evening I took dinner with member of the N.Y. Agency at a
restaurant and got back by 11 p.m. Today I called Mr. C. Hart.
th

6 I left the Hotel at 10 p.m. and came on the board of "Majestic". She left the harbor at 12
noon. The day was very fine but it became cool, retired at 11 p.m. My part consists of 阿
部, 恵藤 and myself, but there were other two Japanese on the board . There was several
hundred first class passengers.
th

7 Was up at 7 a.m. Took bath and slept again and was up at 8:30 a.m. The day was very
fine, retired at 11 p.m.
th

8 Was up at 7 a.m. and took a bath. It was foggy all the day and the ship shaked [sic]
quite hard, retired at 11 p.m.
th

8 Was up at 6:30 a.m. The sea was little rough all the day and foggy too. Spent all the day
in reading walking and playing, retired at 12 night.
th

9 Was up at 6:30. Took a bath as usual. The sea became quiet but it was still foggy. In
afternoon the fog was cleared off. Spent most of the day in walking and reading, retired
at 12 night.
10th Was up at 6:30 and took a bath. The day was very fine. As it was Sunday read and
walked, retired at 11.30 p.m.
11th Was up at 8 a.m. Spent all the day in reading and walking as it was Sunday.
12th Was up at 6:30 a.m. It rained little forenoon and became very fine day. We saw the land
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of Ireland and got to the Harbor of Queens Town by 10 a.m. and arrived in Liverpool by
11 p.m. We stayed in the board of the steamer over the night.
13th Was up at 6 p.m. and took a breakfast. The steamer was turned to the landing. There
Mr. Nakai〔中井芳楠、正金銀行ロンドン支店長〕came to meet us. We went to the hotel
and took 10:30 train to London. We had a tiffin in the car. Arrived in London by 2:40 p.m.
Went to the Buckingham Palace Hotel.
14th In morning went to the office and attended business, and got back by 6 p.m. All
Japanese member of the branch came to the hotel.
15th In morning I went to the office and got back by 7 p.m. After a dinner took a walk to
Regent St.
16th Went to the office in the morning wrote letters to Jap. We went to the Earls' court
Exhibition and got back by 11 p.m.
17th I called on Jap. Legation and thence went to Nakai's house where we spent all the day.
Got back by after 1:30.
18th In morning I went to office. I called on the Banks of our Branch. In evening Mr. Shand
〔Shand, Alexander Allan、イギリスの銀行家、明治初年に来日して銀行業の近代化に尽力〕
came to the Hotel with Nakai and we had a dinner together.
19th In morning I went to the office and wrote letters to Jap. and New York. On way back I
took a walk with Abbe to Regent St. and got hotel by 11:30.
20th Went to the office in the morning. I called on H.S. Bank, Panmure Gordon and Hill Co.
Mitsui Co. and Nihon Yusen Kaisha. 森作太郎 being sick I went to see him. Got letters
from Japan. In evening went to Alhambra and returned to hotel by 11:30 p.m.
21st In morning I went to see 森, but he was removed to a private phospital [sic]. Went to
the Bank. Went to Grace church station to meet 佐脇 and others who arrived from Japan.
We took a dinner near the Bank. On way back I went with 岸 to play Billiard.
nd

22 In morning I called on 森 to see his sickness, thence went to the Bank. I asked 岸氏 to
go to 森 氏 with Dr. 荒 川. In evening 岸 came and heard about the Doctorʼs report we
went to play Billiard and got back by 12.
rd

23 Went to see 森 and thence to the Bank. In evening we took Jap. Dinner at the Legation
by 松井氏〔松井慶四郎、駐英日本公使館一等書記官〕invitation and got back the hotel by
12 p.m.
th

24 In morning I went to the Legation to pay my respect and thence I went to 中井's house
with Kikuchi and spent all the day and got back by 11 p.m.
25th Went to the Bank. Sent a long despach [sic: dispatch] to Japan to tell the financial
condition of the Branch. I went to Mr. Hill to take a dinner and thence he took me to
Alhambura and to his club "The Conservative Club" and got back by 11:50 p.m. 阿部 has
been sick since yesterday.
26th
28th In morning I went to the Bank and in the evening I went with Nakai to 日本人会 and
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got back by 11 p.m. There were very large party.
29th I went to the Bank in the morning and came back by 7 p.m. Mrs. Arakawa and Nakai
came to take dinner with me. 森 and 渡辺 came to see me at the Bank.
30th I went to the Bank in the morning and stayed till 11 p.m. as it was closing day of the
half year.
July 1st From the morning I took all the members of the Bank to the Thames where we
spent all the day on boats and got back by 11 p.m.
2

nd

After the breakfast I went to the Bank and stayed till mid-night at the work of the

making 営業予算.
rd

3 I went to the Bank in the forenoon and stayed till 9 p.m. 志村〔志村源太郎、官僚銀行
家、農商務省の官僚から一時正金銀行勤務、海外支店検査役、後に日本勧業銀行総裁〕
arrived tonight, wrote letters to Count 松方 and 三崎.
th

4 In morning I went to the Bank with 志村 who came to see me this morning and stayed
till 12 night and it was half past 12 o'clock when I got back to the hotel.
th

5 I went to the Bank by noon as I felt sick both in head and stomach. I got back by 4 p.m.
and took a walk in a park.
th

6 As I felt sick I did not go to the Bank and rested at the Hotel and twice took walks in
the Park and retired early. Baron Hayashi〔林董、駐英公使〕arrived so I made a call on
him.
th

7 I am not still well so I stayed at the Hotel and took walks in the Park before and after
noon.
th

8 It being Sunday I took a good walk with 阿部 in the Hide [sic: Hyde] and Kensington
Park in the morning and in afternoon we went to 中井's house and got back by 11 p.m.
th

9 In morning I went to buy Mr. Sonoda's things with Kikuchi and then to the Bank got
back by 7 p.m. and made preparations for tomorrow's journey.
10th We left the Hotel by 11:15 a.m. and took a train to Isle of Wight, Kikuchi came to the
Victoria Station to help us. We got to Shanklin by 2 p.m. and stopped at Royal Spa Hotel.
11th We were up by 7 a.m. and took a walk before the breakfast and after the breakfast. We
took a walk up to the Hill through the Chine and in afternoon we went to Sandown and
got back by 6 p.m.
th

12 We went to Southampton and called on Mr. 三須〔三須宗太郎、彦根出身の海軍軍人、
戦艦朝日を艦長として日本に回航〕and saw the Battle Ship 朝日 and got back by 8 p.m.
Photograph came from Japan.
13th In morning we took a ride to Ventnor which was about 4 miles from Shanklin, we
rested in afternoon and had a little walk before the dinner. In evening I took a walk.
14th We left Shanklin at 8:30 and came back to London and put up at Buckingham Palace
Hotel, and went to the Bank. In evening we went to the Tennis Ground and thence to
the Cristal [sic: Crystal] Palace to see the fine works and got back by 12 p.m.
15th In morning I called on Minister Hayashi, and in afternoon we went to Kew Garden
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and thence to 中井's house where stayed.
16th As I had too much drink last night. I was very sick all the day and obliged to stay
there toward the evening I felt better but stayed there overnight.
th

17 I left the 中井's house with Mr. Nakai and came to the Bank at 10 a.m. I went to get
taken my photograph and make some shopping and got back by 5 p.m. to the Bank. I
took my dinner with Nakai near the Bank and got to the Hotel by 8 p.m. and then took a
little walk.
th

18 We left Charing Cross Station by 11 a.m. train for Lyon and got to Paris by 7 p.m. Mr.
Inoue of Horikoshi Co. came to the station and helped us in changing trains.
th

19 We got to Lyon by 4 a.m. 露木 and others came to meet us at the station and we put up
at the Grand Hotel of Lyon, and slept again till 8.30 a.m. At the noon 小 野 came and
after a tiffin we went to the Bank and in the evening we took a ride to the Park and
dined there and got back to the Hotel by 11p.m.
20th In morning I went to the Bank and with 小 野 called on the Banks-Credit Lyonnais,
Comptoir National d Escompte and on other bank. I was at the office all the day and in
evening I took dinner with all the members of the branch in the Park.
21st In the morning I made some shopping and went to the office. In afternoon I went to 小
野's house and got back by 11 p.m.
22nd I left Lyon by 2:40 p.m. with 安部 and 小野 and arrived in Paris by 10:30 p.m. 井上 came
to meet us at the depot and we went to the Grand Hotel of Luzale.
rd

23 In morning I called with 小野 on Credit Lyonnais and Comptoir d Escompte, and made
some arrangement to accept on bills and thence to 井上's house from which we went to
the Exposition and got back by 12:30 night.
th

24 In morning I called on 平山 and 栗野公使〔栗野慎一郎、駐仏公使〕and thence we went
to the Park and also to the Exposition to see the Art Exhibition and in evening we were
invited to 井上 to take a dinner and got back by 12:30 night. This morning 小林力弥 came
to see me.
25th We left Paris by 10:30 a.m. for London and arrived in London by 5:30 p.m. there 中井 菊
地 and others cames came［sic］to meet us and we went to the Queens Hotel of the
Cristal Palace.
26th In morning 巽 came and we went to the Bank together and got back by 5:50 p.m. with
中 井 and we talked about the matters of the Bank. In London I called on Mr. Hill and
there I took a tiffin with Mr. Whitehead.
27th I went to the Bank in the morning. I called on Marcus Samuel and Mr. Michel, the
Governor of the Bank of England and their casher, and also on Mr. Dun and Mr. Hern of
the Parr's Bank. I got back to the Hotel by 10.30 p.m.
28th I called on Prince Iwakura〔 岩 倉 具 定 公 爵、 岩 倉 具 視 の 第 三 子 〕in morning at
Alexandria Hotel and thence went to the Bank. In afternoon I came back to the Hotel
with 中井 and we had some talk on the Banks matters.
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29th In morning we went to 中井's house and thence with all the Jap. member of the Branch
went to a place called Sherpentine by a coach, and got back by 8 p.m. to 中井 house and
there we had tea and got back to the Hotel by 12 p.m.
30th Mr. Shand took me for riding to country and got back to the C. Palace by 12 noon there
we took a tiffin and stayed there till 6 p.m. and went to Mr. Shand's house and got back
to the Hotel by 8 p.m.
31st I went to the Bank and called Mr. Dun and Shand and also on Mr. Fraser and in
evening we went to 中井 house to take dinner and we had a good time and got back by 12
p.m.
August 1st We left the Queen's Hotel by 9 a.m. and came to the Bank and at 12 noon we
took a train from Euston to Liverpool. Prince Iwakura and Captain Hiraoka and others
were companions to America. We left Liverpool by 5 p.m. Mr. Kikuchi came to see me off.
nd

2 When I was up at 7:30 a.m. we were at Queen's town. I took a bath and came out on the
dick it was raining and it continued all the day and the wind blew too. We made 40 miles
from Liverpool to Queenstown.
rd

3 I was up at 7 a.m. It was very foggy all the day. I spent the day walking and reading.
We made 451 miles.
th

4 I was up at 7:30 a.m. and took a bath, spent all the day in reading walking and playing.
We made 471 miles.
th

5 I was up at 7:30 a.m. and took a bath. Spent all the day in reading and walking. It
rained nearly all the day. It made 460 miles.
6

th

I was up at 7:30 a.m. and took a bath. It was a very fine day. We made 462 miles.

Retired at 11:30 p.m.
th

7 I was up at 7:30 a.m. and took a bath as usual. The sea was very quiet but sometimes
little rained. We made 475 miles, in the afternoon it became a very day.
th

8 I was up at 7 a.m. and took a bath as usual. It was not a fine day but the sea was very
quiet. We arrived in New York by 5:30 p.m. Mr. Nagasaki and others came to see meet
［sic］us and we went to the Hotel Majestic.
9th In morning Mr. Nagasaki came and with him I called on Prince Iwakura at the Hotel
Waldolf and thence went to the Bank. In evening we invited Prince Iwakura to a drive in
the Park and took dinner at a restaurant near the General Grant Monument. This
morning we called on Mr. Henry Clue and had a talk about listing the Jap. Bonds on the
New York Stock Exchange and he took us to the Stock Ex. Secretary and there met with
the President of the Exchange.
10th In morning Mr. and Mrs. Nagasaki called here. I went to the Bank with Nagasaki and
in afternoon we called on Mr. J. P. Morgan's Bank〔米国の著名な金融資本家〕but he was
not at the office. In evening we went to Mr. Nagasaki's house and took Jap. dinner there.
th

11 In morning I went to see Mrs. Smith but she was out of the city. I was all the afternoon
in the Hotel. In the evening we were invited by Mr. Iwakura to dinner at the Hotel's
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Loof Garden.
12th During the forenoon I set things ready to start and went to Nagasaki's house to take a
tiffin and got back by 5 p.m. Many friends came to see me. We left the G. C. Depot at 7:30
p.m. for Vancouver, most of the friend in the city came to see me off. Our party consist of
Prince Iwakura, Toki, Hiraoka, Abe and myself.
13th We got to Montrial [sic: Montreal] junction by 10:30 a.m. where we changed a train. As
we had a good rain yesterday afternoon it became great deal cooler.
14th When we had our breakfast in the car soon we came to a place called White River the
sceneries passed since yesterday were very pretty with small lakes on both side. The day
continued very fine.
15th I was up at 7:30 a.m. It was very beautiful day and the air became cooler. We had our
meals in the car us usual. We got to Moose Jaw. We saw in a news paper what the Jap.
Armyʼs good work at a place some 29 miles off Pekin. It was quite cold in the night.
16th I was up at 7 a.m. as we ascended some 3000 feet it became great deal cooler. We got to
Calgary at 8:30 a.m. The sceneries along the road were very fine.
17th I was up at 7:30 a.m. The sceneries along the road were still very beautiful. We arrived
in Vancouver by 5:30 p.m. having been delayed some 4 hours. We put up at the Hotel
Vancouver. After the dinner we took a little walk and retired at 10 p.m.
th

18 I spent the forenoon in some shopping and in afternoon we were taken to the Park by
the consul Saito. In evening we were invited to Mr. Saito's house to take a Jap. dinner
and got back 11 p. m..
19th In morning we went to the boat to see the room and took a little walk. In afternoon we
went to a town called New Westminster about eight miles from here and got back by 8
p.m.
20th In forenoon we went for shopping and left the Hotel by 11:30 a.m. and got on the boat
"the Empress of Japan". The vessel left the harbor at 2 p.m. The day was very fine. We
got to Victoria at 8 p.m.
21st I was up at 7 a.m. The day was very fine but the waves were very large and the boat
shaked［sic］great deal. I spent all the day in reading, walking and playing cards.
22nd I was up at 7 a.m. and took a bath. It was very foggy all the day but the boat became
very steady. Spent all the day in walking, reading and playing.
rd

23 I was up at 7 a.m. and took a bath as usual. The day was rather foggy. I spent the day
in reading walking and playing.
th

24 I was up at 7 a.m. and took a bath as usual. The day was less foggy than yesterday. A
party got up some games for aternment [sic] and we played great deal. I spent the [sic]
as usual.
25th I was up at 7 a.m. The day was fine. Spent all the day in playing, reading and walking.
26 th I was up at 7 a.m. Since yesterday evening the weather changed and the storm
continued all the day. As it was Sunday spent all the day in reading and walking.
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28th As we passed 180d of meridian we lost 27th day and it was 28th day. The rain stopped
but the wind was still blowing. We sailed 21st 329, 22nd 358, 23rd 342, 24th 351, 25th 360,
26th 338.
th

28

29th It was a very fine day. We made 361 miles.
30th I was up at 7 a.m. The day was very fine. We spent most of the day in reading, playing
and in walking. We made 331 miles.
st

31 I was up at my usual time. The day still continued very fine. We made 334 miles.
Sept. 1st I was up at the usual time. The day continued very fine, but it became great deal
warmer. We made 338 miles.
2

nd

I was up at 7 a.m. When I came on the dick the 金 華 山 of Sendai was in sight. The

weather was very fine and the sea looked like a glass. It was warmer than yesterday and
we were to change our clothings [sic].
rd

3 We arrived in Yokohama by 6 a.m. Mr. Noritake, Mr. Sasaki and brother 八 十 吉 and
others came on the board to meet me. We got on the shore by 8 a.m. where I met with
my family and together we went to 西村屋. I went to the Bank and attended the board
meeting and returned to my home with my family by 1:30 p.m. train. This ended my
journey to America and Europe.
〔巻末のメモ〕
一

金融ノ模様ヲ毎月二回本店ニ報告スルコト

一

支那地方ニ対スル買為替ヲ減スルコト

一

金融ノ見込ヲ前以テ龍動ヘ報告スルコト

一

高道氏ニ書状ヲ以テ返答スルコト

一

孟買出張所ニ買為替高ノ概算ヲ報告スルコト

一

毎月二回金融ノ模様ヲ本店ニ報告スルコト

一

公債証書ヲ株式取引所ニ掛ケル事

一

公債証書売捌又ハ抵当ノ事

一

紐育借入金高ヲ増加スルコト

一

紐育買為替ハ信用状ナキモノニテモ差閊ナシニテ借金スルコト

一

本年中ハ成丈龍動ヨリ借入ヲ為サス紐育入用ノ節同所ヨリ借リル事

一

取立代金ハ当時必要ノ外ハ龍動ヘ送リ万円ト為スコト

一

紐育出張所ハ買為替高ヲ大凡四百

一

龍動支店英貨手形利足付替ヲ止ムルコト

一

日本向キ買為替期日ヲ成丈短縮スルコト

一

龍動支店所有公債ハ漸次減少スルコト

一

龍動支店ハ雇入ヲ減スルコト
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外ハ為サヽルコト
紐育ヘ送金ノ場合ト当分預金アルトキノ
一

龍動支店ハ米国向キ利札等ノ買入ハ

Ralston Health Club, Mertyn College Washinton [sic：Whashington] D.C.
一

龍動支店ハ支那向為替買取リヲ成スルコト

一

龍動支店ハ時々金融ノ模様ヲ本店ニ電報スルコト

一

龍動支店ハ毎月二回営業ノ大要ヲ本店ニ報告スルコト

一

龍動支店ハ常ニ各店金融ノ模様ヲ知リ其準備ヲ為スコト

一

龍動支ハ借用金額ヲ年末ヨリ追々減少ノ方針ヲ取ルコト

一

龍動支店ハ成丈各店ノ金融ヲ助ケルコト

一

龍動支店営業程義ヲ定ムルコト

一

通信ノ不充分ナルコト

一

龍動又ハ紐育ヘ送金ノ事

一

香港為替出発ノ事

一

香港ニ対スル売為替ヲ扣ユルコト

一

日本向キ為替相庭ノ事

一

布哇ヘ対スル売為替ノ事

一

日本貨幣溶解料ノ事

一

桑港ノ用

一

御慶事ニ贈品ノ事

一

千住銀行ト取引ノ事

一

井上氏ヘ贈リモノ結婚ノ祝十日招キ断

一

新株ヲ渡シ紛失広告ハ相続ヘ確定ノ上ノ事

〔手帳表紙〕
明治三十三年其二（完）
明治三十四年（完）
〔巻頭のメモ〕
牛込矢来町四番地四号

内田領事

土浦橋ノ近所宿屋木村ノ船頭
10匁

1

ニ仮定

1,750,000 ＝
￥3,20 ＝
船賃

北

＄3,00

上海

1909,170

為替

24
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馬車

$3.

汽車

8,80斗

神戸ニテ受取

200

一

中村氏出張ノ事及官銀取扱ノ為メ出張員ノ事

一

堀越預リ金決算ノ事

一

龍動送金ノ事

一

大蔵省ヨリ銀磈払下ノ事并右預リ手続ノ事

一

バシユハスマゾジインノ事

一

人種并雇入ノ事

一

築港委員ノ事

一

小野其他ニ金融ノ事

一

銀磈払下ヲ急クコト

一

ミドルトン賃金所分ノ事

一

天津支店ノ模様ヲ取調ルコト

一

小野外三名ノ生糸ニ対スル貸金転移ノ事

一

支那公債ノ価ヲ調ル事

一

堀田辞表ノ事

一

東京支店用度検査案ノ若者一人入用

一

桑港領事招待ノ事

一

種頼氏へ書状ヲ出スコト

一

委任状ノ事武田其他ヘ

上海要事
一

支那人預リ金ノ事

一

銀磈所分ノ事并為替相庭注意ノ事

一

第百十銀行秦清祐
石炭ノ事

一

帝商銀行支店藤田

一

本店上海売持

一
一
一
一

71 1/4

香港売持

1 1/4

Dis

銀売払ニ関スル命令書ヲ上海ニ送ル事
門司日本銀行支店ヘ 銀受取ノ保証ヲ送ルコト
銀箱ノ不完全ナル事
百万円ノ内今回送出ノ残額ハ一時ニ日本銀行ヨリ受取リ其半額位ヲ次便ニ送ルコト
右長崎ヨリ山川氏へ通知スヘキ事

一

社員増給ノ為メ昇級ヲ早メルコト

一

社員交迭ノ事
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一

交迭社員委任状ノ事井上氏ヘ特ニ訓令スルルコト

一

鍋倉氏特別賞与ノ事

一

菊名辞表聞届ノ事

一

阿部氏ニ副支配人心得ヲ命スル事

一

鍋倉氏検査役ノ事

一

同氏ニ当分抵当方ヲ監督セシムルコト

一

市川氏ニ内国課長ヲ命スル事

一

長氏ニ上海支店支配人ヲ命スル事

一

西巻氏ニ神戸支店副支配人ヲ命スル事

一

小塚氏雇入ノ事

一
一

日本銀行ニテ聞合スコト

一

大蔵証券引受ノ事

一

金塊買入ノ事

一

地方銀行信用ノ事

一

田島氏ヘ貸金ノ事尋返答スル事

一

羽二重不足高取調セシムル事

〔本文記事〕
明治三十三年
九月三日 午前八時欧州ヨリ紐育「ヴアンクーウヲル」ヲ経テ横浜ニ帰着銀行ニ出頭午後東
京ノ宅ニ帰ル
四日

午前大蔵大臣松方伯ヲ官舎ニ訪ヒ欧米商工業金融ノ近況並本行事業ノ現況ヲ報告
シ午後在宅来客ニ接セリ

五日

午前大蔵省ニ出頭次官并松尾氏ニ欧米金融ノ事情ヲ報告シ横浜ニ出勤午後六時過
帰京

六日

午前山本総裁ヲ訪ヒ欧米ノ事情ヲ報告シ横浜ニ出勤午後六時帰京

七日

午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後六時帰京

八日

午前高橋是清氏ヲ私邸ニ訪ヒ留守中顧問ノ礼ヲ贈与シ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
今朝大東ヲ訪不在

九日

終日平塚ニ在リ山川乗竹阿部氏等来ル

十日

午前横浜ニ出勤午後株主総会ヲ開キ終リテ社員ト共ニ夕飯ヲ喫シ七時帰京ス

十一日

午前日本銀行ニ行キ支店ニ立寄岩倉公邸ニ行旅中同道ノ挨拶ヲ為シ横浜ニ出勤賞
与金ヲ交附シ午後平塚ニ帰ル

十二日

午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル此日渋沢氏ヨリ政友会ニ関スル件ニ付三井クラブ
ニ集会ノ案内アリタレトモ断リテ行カス夕飯後大東氏ヲ訪フ

十三日

午前中村ニ行キ横浜ニ出勤五時帰京山本夫婦来着ス松方伯ノ招ニテ同邸ニ行晩餐
ス
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十四日 午前横浜ニ出勤午後五時東京ニ帰ル
十五日 午前横浜ニ出勤午後帰京伊藤侯ノ案内ニテ政友会ノ園遊会ニ行キ〔政友会は伊藤
博文を総裁として1900年９月15日結成、日記を見ると相馬は参加を勧められたが
断ったようである〕五時帰宅ス
十六日 昨日ヨリ下部ノ工合悪敷森本氏ヲ招キ診察ヲ受ケタリ親類ヲ招キ（山本氏来リシ
為メ）共ニ午飯ヲ喫セリ終日在宅加養ス
十七日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後五時東京ニ帰ル
十八日 午前横浜ニ出勤午後五時東京ニ帰ル
十九日 午前大蔵省ニ行キ松尾氏ニ面会支那ヨリ収入スル

銀ヲ二百万円程龍動銀磈相庭

ニテ買取ル事ノ相談ヲ為セリ高橋氏モ来会シテ承諾セリ夫ヨリ東京支店ニ行キ午
後一時帰宅又不快ノ為メ横浜ニ出勤セス
二十日

午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル

二十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル扶桑銀行ノ招キアリタレトモ病気ノ為断ル
二十三日 日曜日ナレハ終日在宅読書ヲ為シ且加養セリ
二十四日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰リ有楽会ニ出席シ欧米聞見ノ談話ヲ為
シ十時帰宅
二十五日 午前横浜ニ出勤午後帰京銀行クラブノ招ニテ晩餐ニ行又欧米談ヲ為シ十時過帰宅
二十六日 午前横浜ニ出勤午後接待所ヲ見物シ五時帰京
二十七日 午前大蔵大臣ノ命ニ依リ同官舎ニ到リ深津氏ノ事ニ付依頼ヲ聞キ此時同大臣辞職
ノ事ヲモ聞ケリ夫ヨリ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十八日 午前横浜ニ出勤午後四時半東京ニ帰リ日本クラブニ行キ晩餐ノ饗応ニナリ十時帰
宅今朝大蔵省ニ行キ夫ヨリ日本銀行ニ行キタリ
二十九日 午前山本総裁ヲ訪ヒ生糸ニ対シ四百万円程底利融通ノ事ノ相談ヲ聞キ横浜ニ出勤
午後平塚ニ帰ル去ル二十八日朝暴風雨ノ為メ屋根ヲ破壊セラレタリ
三十日 終日平塚ニ在リ浅の徳蔵ヲ招キ碁ヲ囲メリ
十月一日 午前横浜ニ出勤午後重役会ヲ開キ六時ヨリ重役并支配人課長連ヲ接待所ニ招キ晩
餐ヲ饗シ十時東京ニ帰ル
二日

午前大蔵省ニ行キ田尻松尾等ニ面会シ日本銀行ニ行キ正副総裁ニ面会シテ生糸ニ
対スル金融ノ事ニ付相談シ支店ニ立寄リ十二時横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル

三日

午前横浜ニ出勤午後四時半東京ニ帰ル

四日

午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル晩餐後大東氏ヲ訪フ十一時帰宅

五日

午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル桜井久之助来訪

六日

午前横浜ニ出勤午後四時半平塚ニ帰ル汽車中松方伯ニ会合ス

七日

午後東京ニ帰リ大東氏結婚ノ宴会ニ八百勘ニ行キ九時帰宅

八日

午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰リ三井高保氏ノ招ニテ晩餐ノ饗応ヲ受
ケ十時帰宅

九日

午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル

十日

午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
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十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十二日 午前大蔵省ニ行松尾氏ニ面会夫ヨリ日本銀行ニ行キ高橋氏ニ面談并ニ支店ニ立寄
リ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十三日 午前横浜ニ出勤午後四時半平塚ニ帰ル今朝阿部氏来ル
十四日 終日平塚ニ在リ加養ス
十五日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル重役会ヲ開ケリ
十六日 午前横浜ニ出勤午後五時ヨリ横浜経済会ニ行キ一場ノ演説ヲ為シ十時帰宅
十七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十八日 午前大蔵省ニ行キ松尾氏ニ面会

銀払下ノ件ニ付談話シ横浜ニ出勤午後東京ニ帰

ル
十九日

午前横浜ニ出勤午後六時ヨリ課長会ヲ開キ十時帰京ス

二十日

午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル家族等ト横浜ヨリ同車ス

二十一日

終日平塚ニ在リ午後風雨強シ恵藤氏来訪小供等東京ニ帰ル

二十二日

午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時半東京ニ帰リ東京クラブニテ原氏ニ面会ス
タンダアドヲイル商会ノ事ヲ談シ六時帰宅ス

二十三日

午前渡辺大蔵大臣〔渡辺国武、第4次伊藤博文内閣の大蔵大臣に就任、翌年５月
辞任〕ヲ私邸ニ訪ヒタレトモ不在夫ヨリ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル

二十四日

午前横浜ニ出勤午後一時半東京ニ帰リ大蔵省并ニ日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ有
楽会ニ行キ十時帰宅

二十五日

午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル

二十六日

午前横浜ニ出勤午後日本銀行并大蔵省ニ行キ公債売却ノ事ニ付相談シ四時帰宅ス
家族平塚ヨリ帰ル

二十七日

午前郵船会社ニ立寄リ同社株弐百五十株ノ代金ヲ各務氏ニ小切手ニテ渡シ小川岩
永等ニ面会シ銀磈輸送賃ノ事ヲ談横浜ニ出勤午後三時帰京
昨日一ノ井氏ニ公債五六千万円出来ヘキコトヲ返答セリ

二十八日

午前山本亡老ノ一周年ニ付陸ト共ニ墓参シ夫ヨリ松居ニ立寄リ十二時帰宅午後渡
辺大蔵大臣并岩倉公爵ヲ訪ヒタレトモ不在夫ヨリ岩崎加藤高明氏ヲ訪ヒ桜井氏ヲ
尋ネ六時帰宅

二十九日
三十日
三十一日

午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル広田氏来リ謡ヲ学フ
午前横浜ニ出勤ス途中大蔵省ニ立寄リ 銀買受上海為替相庭ノ事ヲ相談セリ午後
東京ニ帰ルクラブニ立寄リ七時帰宅須崎家族来着ス

十一月一日 午前大蔵大臣渡辺子ヲ訪ヒ夫ヨリ横浜ニ出勤夕刻ヨリ穂積氏ノ送別ノ晩餐会ニ行
キ九時帰京ス
二日

午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル

三日

午前海浜ヲ散歩シ午後馬入下流ニ遊猟ニ出掛ケ六時帰宅須崎信一等来ル

四日

午前近傍花水川ニ遊猟ニ出掛ケ十一時帰宅須崎信一等帰京午後近傍ヲ散歩ス過日
横浜経済ニ於テ為シタ演説筆記校正シテ実業ノ日本社ニ送ル

五日

午前横浜ニ出勤車中西園寺公〔西園寺公望、当時は、第4次伊藤内閣の班列（無
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任所大臣）
〕ニ会合ス午後東京ニ帰ル
六日 午前大蔵省ニ立寄リ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル広田氏并松尾氏来宅謡曲ヲ演ス
七日 午前横浜ニ出勤正午帰京二時ヨリ大隈伯園遊会ニ行キ夕飯後吉武氏ヲ訪ヒ碁ヲ囲
ミ十一時帰宅
八日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十日 午前陸ト共ニ横浜ニ行キ銀行ノ要事ヲ済シ午後一時ヨリAngier氏夫婦并彼等ノ
知人ヲ銀行ノクラブニ招キ五時ノ汽車ニテ帰京ス
十一日 日曜ナレトモ雨天ニテ終日在宅セリ
十二日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キテ後帰京日本銀行大蔵省ニ行キ

銀ノ事ニ付談話シ

五時帰宅東京支店ニ立寄リタリAngier氏ニ人形ヲ贈リタリ
十三日

午前横浜ニ出勤午後三時ニテ帰京ス上海行旅費トシテ八百二十六円受取リ内五百
円ヲ用度ニ預ケ置キタリ

十四日

午前九時二十五分ノ汽車ニテ東京出立銀行ニ立寄リ正午十二時横浜ヲ出帆セリ船
ハ西京丸ニテ本邦人ノ同船者ハ沢村繁太郎岸清一ナリ天気晴朗風ナク波静ナリシ

十五日

昨夜少シク腹痛ヲ起シ安眠ヲ得ス今朝八時ニ起キ少シク運動シテ朝飯ヲ喫セリ午
後四時神戸ニ到着山川氏等出迎居リ直ニ上陸シ銀行ニ立寄リ夫ヨリ東常盤ニ行キ
投宿セリ山川菊名阿部氏来訪医師川本氏ヲ招キ診察ヲ受ケ下剤薬ヲ服セリ

十六日

午前八時ニ起キ朝飯ヲ喫シタレトモ下剤薬ノ効験ナク唯通常ノ便通アリ夫ヨリ銀
行ニ出頭要事ヲ弁シ一時帰宿セリ午後山川氏来リ夕刻ヨリ阿部井上氏等来訪セリ

十七日

昨夜ヨリ風雨強カリシカ午前十時乗船セリ山川氏等船迄見送リ来レリ間モナク出
帆セシカ終日風雨強ク船ハ頻ニ動揺セリ

十八日

午前八時門司ニ着ス原氏船ニ来訪共ニ上陸シテ大吉楼ニテ朝飯ヲ喫シ同所ニ秦氏
ヲ招キ支那為替ノ事ニ付談話シ夫ヨリ原氏ト共ニ日本銀行支店ニ到リ柳谷氏ニ面
会 銀受取方ノ事ニ付談話シ十一時帰船ス船ニテ菱田氏ヨリ

銀ノ船載証ヲ受取

リタリ船ハ間モナク出帆セリ此日少シク風アリタレトモ天気好シ九時入浴シテ寝
ニ就ケリ
十九日

午前七時長崎港ニ到着豊島氏始メ銀行員来迎矢野茂本田横山小倉君等モ来迎セラ
レタリ朝飯後上陸銀行ニ行キ要事ヲ弁シ矢野氏等ノ招ニテ向陽亭ニテ午飯ヲ喫シ
再ヒ銀行ニ帰リ五時出帆セリ此日天気晴朗三崎山川氏等ニ書状ヲ出シ又柳谷氏ヨ
リノ来電ニ付山川氏ニ電報ヲ出セリ

二十日

昨夜非常ノ雷雨アリタレトモ今朝ハ好天気終日読書ト散歩トニ消光セリ長崎ヨリ
大塚海軍大佐乗船セラレタリ

二十一日 午前七時ニ起キタレハ船ハ既ニ揚子江内ニ在リ天気晴朗ナレトモ風甚寒シ午後三
時頃上海ニ着ス西巻氏等迎ヒ出ラレ直ニ銀行ニ行キ同所ニ同夜泊スル事ト為シタ
リ携帯ノ 銀ハ悉皆倉庫ニ入レリ
二十二日 昨夜ヨリ風邪ノ気味ニテ気分悪敷医師ヲ招キ服薬シ終日外出セス銀行内ニテ加養
セリ
二十三日 午前ヨリ銀行ニ出頭検査ニ着手シ且要務ヲ指摘セリ尚ホ風邪ノ気味ナレハ引続キ
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銀行ニ宿シ西巻氏ノ厄介ニナル事ニ決セリ
二十四日 終日銀行ニ在リ検査ヲ継続セリ夕飯後西巻氏等トアストル、ハウスニテ玉突ヲ為
セリ
二十五日 当地着後日々雨天ナリシカ今日ハ好天気社員一同ヲ社宅ニ招キ運動遊ヲ為シタル
後午飯ヲ饗応セリ
二十六日 終日銀行ニ在リ
二十七日 終日銀行ニ在リ午後一寸領事ヲ訪ヒタレトモ不在夕飯前買物ニ行キタリ
二十八日 午前銀行ニ在リ午後露清銀行査打銀行三井物産郵船会社等ヲ訪ヒ午後六時ヨリ買
弁ノ招ニテ支那料理ノ馳走ニナリタリ
二十九日 午前并午後馬車ニテ近傍ノ見物ニ出掛ケ午後七時ヨリ当地屈指ノ支那人六七名ヲ
招キ銀行ニテ夕飯ヲ饗セリ小田切領事〔小田切万寿之助、のちに正金銀行取締役
として北京に駐在〕并小室氏モ来レリ
三十日 今朝ハ頭部工合悪敷近傍ヲ散歩シ夫ヨリ香港上海銀行ノベヴイス氏ヲ訪ヒタルボ
ト氏ヲ尋ネ小田切氏ノ招ニテ領事館ニテ午飯ヲ喫シ又西巻氏ノ招ニテ銀行ニテ社
員ト共ニ晩餐ヲ食シ十一時迄談話シ夫ヨリ神戸丸ニ乗込タリ
十二月一日 午前八時ニ起キ甲板上ヲ運動シ朝飯ヲ喫セリ終日好天気ニテ読書ト運動トニ消光
セリ同船者中ハ平尾大尉松尾其他二名ノ日本人アリ
二日 午前七時半ニ起キ入浴シ夫ヨリ散歩シテ朝飯ヲ食セリ昨夜ヨリ風起リ船ノ動揺ヲ
始メタレトモ好天気ナリ午後十時過キ長崎港ニ入リタレトモ上陸セス
三日 午前七時半豊島氏来迎共ニ上陸シテ直ニ銀行ニ到リ夫ヨリ宝屋ニ旅宿ヲ定メ同所
ニテ牛荘行ノ伊藤北郷氏等ト午飯ニ食シ再ヒ銀行ニ到ル直ニ検査ヲ始メ午後六時
ヨリ松尾氏ノ招ニテ長崎料理ノ馳走ニナリ十時帰宿
四日 午前銀行ニ出勤検査ヲ継続ス午後五時ヨリ当地ノ知人并銀行ノ世話ニナル者ヲ向
陽亭ニ招キ餐応シ十時帰宿
五日 午前銀行ヘ出掛ケントスル方ニ門司ヨリ第百十銀行ノ秦氏来訪兼テ依頼シ置キタ
ル石炭為替ノ事ニ付談話アリ夫ヨリ銀行ニ行キ検査ヲ仕舞社員ヲ下宿ニ招キ夕飯
ヲ供シタリ
六日 午前九時汽車ニテ長崎ヲ出立午後七時門司ニ着直ニ日本銀行ノ柳谷氏ヲ訪ヒ夫ヨ
リ秦氏ノ案内ニテ馬関ノ大吉楼ニ行キ一酌シテ十一時ニ汽船ニ乗込ミ腰掛ニテ一
眠ヲ為セリ
七日 午前四時半徳山ニ着シ直ニ上陸シ旅館ニテ一休シ五時四十五分ノ汽車ニ乗リ神戸
ニ行キタリ門司ヨリ九州石炭会社ノ中山氏ト路連トナリ又汽車中ニテ牛場氏トモ
会合セリ午後五時半神戸着山川氏迎ニ来リ居リ直ニ東常盤ニ投宿セリ
八日 午前直ニ銀行ニ出勤自由亭ノ銀行クラブニテ山川氏ト共ニ午飯ヲ喫シ午後ヨリ検
査ニ着手シ六時帰宿
九日 銀行員ヲ誘ヒ午前ヨリ舞子ニ出掛万亀ニテ一同ト午餐ヲ食シ六時帰宿大海原氏来
訪ララレタリ
十日 午前銀行ニ出勤終日検査ヲ為シ午後五時ヨリ支那人ヲ花壇常盤ニ招キ餐応セリ
十一日 午前銀行ニ出勤終日検査ヲ為シ午後五時ヨリ神戸地方之同業者并知事等ヲ花壇常
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盤ニ招キ餐応セリ
十二日 午前銀行ニ出勤午後三時半迄検査ニ従事シ夫ヨリ大坂ニ行キ同地ノ同業者ヲ堺卯
楼ニ招キ餐応シ夫ヨリ大海原森弘世氏等ノ招ニテ花外楼ニ行キ同所ニ一泊セリ
十三日 午前九時同所ヲ出立日本銀行ニ行キ十一時過ノ汽車ニテ住吉ニ来リ松方伯ヲ訪ヒ
二時ニ帰神検査ニ従事シ午後六時帰宿ス
十四日 午前山川氏ト共ニ松方幸次郎氏〔松方正義の三男、川崎造船所の初代社長〕ノ案
内ニテ川崎造船所ヲ見分シ午後検査ヲ結了シ五時頃ヨリ松方伯并服部知事ヲ花壇
ニ招キ餐応シ夫レヨリ下宿ニ帰リ阿部菊名等ニ更ニ宴ヲ催シ一時ニ寝ニ就ケリ
十五日 午前八時四十分神戸ヲ出立午後三時半亀山ニ着シ同所ニテ三宅夫婦〔相馬永胤の
妹つるとその夫の三宅光彦〕ニ会合共ニ松坂ヘ行ケリ亀光迎ヒ居ラレ直ニ同氏宅
ヘ行キ投宿セリ
十六日 午前十時山本夫婦三宅夫婦ト共ニ伊勢参宮ヲ為シ午後五時山本ヘ帰ル
十七日 午前八時鶴ト共ニ松坂ヲ立チ鶴ニ名古屋ニテ別レ午後十一時ニ帰宅ス
十八日 午後ヨリ銀行ヘ出勤七時帰宅今朝鍋倉氏来リ天津ノ事情ヲ聞ケリ
十九日 午前川島氏来東京支店ノ近情ヲ聞キ十一時ニテ横浜へ出勤午後五時半ニテ帰京
二十日 午前日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ午後横浜ニ出勤五時十五分ニテ帰京長氏来リ同
氏進退上ニ付相談セリ
二十一日 午前大蔵省并郵船会社ニ立寄横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十二日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル昨夕桜井明規義廉并須崎氏ヲ招キ夕飯ヲ餐ス高橋
正信来宿ス
二十三日 午前八時ヨリ高橋氏ト共ニ金井近所ニ遊猟ニ出掛五時平塚ニ帰ル
二十四日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル山川氏出店セリ
二十五日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ三野村氏ヲ訪ヒ妻君ノ死去ヲ弔シ銀行クラブニ行
キ午後十一時帰宅
二十六日 午前大蔵省ニ行キ夫ヨリ日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ横浜ニ出勤山川氏并支配席
ノ者ヲ千歳楼ニ招キ晩餐ヲ喫シ九時ニテ帰京
二十七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十八日 午前横浜ニ出勤午後五時半東京ニ帰ル
二十九日 午前横浜ニ出勤午後五時半東京ニ帰ル
三十日 午前横浜ニ出勤臨時重役会ヲ開キ社員昇級半季決算其他ノ事ヲ評議シ午後六時ヨ
リ鍋倉氏ノ招ニテ千歳楼ニ行キ九時ニテ帰京
三十一日 午前日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ横浜ニ出勤途中一ノ井氏ヲ訪ヒ遊猟ノ打合ヲ為
シタリ夫ヨリ横浜ニ出勤決算後検査ヲ為シ八時帰京
明治三十四年
一月一日 午前七時ニ起キ元旦ヲ祝シ一井氏ト浪江近傍ニ遊猟ノ約アリ十一時頃家ヲ出掛ケ
ントセシトキ頓ニ発熱シ之ヲ見合セ医師ヲ招キ加養セリ終日在宅早ク寝ニ就ケリ
二日 終日在宅加養セシニ当日ハ差シタル発熱ナシ荒西氏出京来訪セリ
三日 気分大ニ宜敷午前九半ノ汽車ニテ浪江ニ向ヒ出掛ケタルニ途中ヨリ発熱遂ニ平ニ
一泊セリ
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四日 気分不快依テ浪江行ヲ見合セ午前九時ヨリ帰途ニ就キ助川ニテ下車同所ニテ午餐
ヲ喫シ再ヒ乗車午後七時半帰京帰宅スレハ気分大ニ宜敷カリシ
五日、六日 休日ナレハ終日在宅加養セリ
七日 此日モ頭部ノ工合悪敷終日在宅加養セリ
八日 同上
九日 同上
十日 午前横浜ニ出勤午後三時半帰京ス
十一日 午前横浜ニ出勤午後四時半帰京
十二日 午前日本銀行并ニ東京支店ニ行キ且井家ヘ年始ノ祝謝ヲ為シ午後一時帰宅午後ヨ
リ自分誕生日ヲ祝スル為メ親戚等ヲ招キ福引ヲ為シ夕飯ヲ饗シタリ
十三日 午前平塚ニ行キ午後ヨリ金井近所ニ遊猟ニ出掛ケ平塚ニ一泊セリ
十四日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時半東京ニ帰ル一ノ井氏来リ米国ヨリミイド
氏来着見会シ打合ヲ為シタリ
十五日 午前横浜ニ出勤午後ミイド氏等ニ面会シ午後東京ニ帰ル
十六日 午前松尾氏ヲ訪ヒ昨日ミイト氏ト談話シタル公債証書ノ事談シ夫ヨリ日本銀行ニ
行キ高橋氏ニ同様ノ事ヲ談シ支店ニ立寄リ横浜行ヲ止メ四時頃ヨリ帰途中村家ニ
年賀ニ行キ五時帰宅ス
十七日 午前横浜ニ出勤午後五時瓢屋ニテ上野内田氏等ヲ招キ十時帰宅ス
十八日 午前横浜ニ出勤午後帰京日本クラブニ行キ十時帰宅
十九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十日 午前七時過ヨリ一ノ井氏ト共ニ入間川近傍ニ遊猟ニ出掛ケ午後七時帰宅獲物ナシ
二十日 早朝藤島健正氏来訪第九銀行ノ事ニ付談話アリ八時ヨリ大蔵大臣ヲ訪ヒ公債買取
リノ事ニ付ミイド氏ヨリ談話ノ趣ヲ報告セリ夫ヨリ横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後
東京ニ帰ル
二十一日 午前横浜ニ出勤午後三井元ノ助氏ノ招ニテ三井集会所ニ行キ十時帰宅
二十二日 午前横浜ニ出勤午後五時帰京帝商銀行ノ招ニテ常盤屋ニ行十時帰宅
二十三日 午前横浜ニ出勤午後五時帰京
二十四日 午前横浜ニ出勤高橋捨六氏ニ第九銀行ニ関ス件ヲ尋ネ又沢村繁太郎ニ福州行不承
諾ノ返事ヲ出セリ午後五時帰京
二十五日 午前大蔵大臣ヲ訪ヒ公債ノ件ヲ談シ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十六日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク
二十七日

午前一ノ井氏来リ共ニ近傍ヲ遊猟セリ此夜一ノ井氏松居鈴太郎氏来泊ス

二十八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後帰京有楽会ニ出席十時帰宅
二十九日 午前横浜ニ出勤午後帰京
三十日 午前桜井ノ老人ヲ訪ヒ午後大東荒西等ヲ訪ヒ夫ヨリ井上伯方ニ行キ第九銀行ニ関
スル頼談ヲ聞ケリ六時帰宅
三十一日 午前横浜ニ出勤午後五時帰京
二月一日 午前山本総裁ヲ其宅ニ訪ヒタレトモ不在直ニ横浜ニ出勤重役会ヲ開キ第九銀行貸
金所分ノ事ニ付相談シ午後日本銀行ニ行キ重役会決議ノ次第ヲ以テ相談セシニ同
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行ニテハ是非共五ヶ年置据年五朱迄勘弁セラレタキ旨希望セラレタリ夫ヨリ支店
ニ立寄リ有楽会ニ行九時帰宅
二日 午前加藤大臣ヲ訪ヒ井伊家ニ立寄リ直政公三百年祭ニ付参拝シ東京クラブニ立寄
リ原氏ニ電話シ十一時ニテ横浜ニ出勤臨時重役会ヲ開キ第九銀行ノ事五ヶ年置据
年利五朱迄ハ勘弁スル事ニ決シ午後五時帰京ス
三日 午前七時半上野発汽車ニテ一ノ井戸次氏等同道荒川沖ヘ遊猟ニ出掛九時帰宅獲物
甚少
四日 午前井上伯ヲ訪ヒ重役決議ノ次第ヲ報シ第九銀行ノ件ニ付テハ各債権者等ニ於テ
各自相当ノ勘弁ヲ為スナレハ本行モ五ヶ年置据年五朱迄ハ勘弁スヘキ旨ヲ通セリ
夫ヨリ横浜ニ出勤重役会ヲ開キ五時帰京夫ヨリ高田慎蔵君ノ招ニテ同氏宅ニ行キ
十時帰宅ス
五日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ日本銀行ノ重役連ヲ常盤屋ニ招キ十時帰宅
六日 午前横浜ニ出勤山川氏出店午後四時帰京鴻池銀行ノ招ニテ常盤屋ニ行キ十時帰宅
七日 午前横浜ニ出勤午後三崎氏ノ催ニテ支配席連并海外帰着及出発者ト小宴ヲ為シ十
時帰京
八日 午前大蔵大臣ヲ訪ヒ米国希望ノ公債売却ノ事ヲ談シ午後福沢先生ノ葬送ニ参シ四
時帰宅今夕ハ豊川氏催ノ鰻会ニ行クヘキ約ナレトモ痔疾ノ為メ断リタリ大倉氏ヨ
リ犬ヲ貰受ケタリ
九日 午前大蔵省ニ松尾氏ヲ訪ヒ龍動ヨリ来電ノ四朱公債売却ノ事ヲ相談シ夫ヨリ横浜
ニ出勤午後平塚ニ帰ル
十日 午前浅野飯塚両氏来訪碁ヲ囲メリ午後高雄氏角谷氏ヲ誘ヒ来リ北海道地所払下ノ
相談アリ
十一日 終日平塚ニ在リ痔疾ニ加養セリ
十二日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ三崎ニ頼ミ置キ直ニ東京ヘ行キ井上伯ニ面会シ同伯ヨリ
第九銀行所分ノ結果ヲ聞キ同氏ノ案ニ同意ヲ表セリ
十三日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十四日 午前大蔵省ニ大臣并松尾氏ヲ訪ヒ公債売却ノ政府意向ヲ聞キ夫ヨリ日本銀行并支
店ニ立寄リ午後金子氏母堂ノ葬式ニ臨ミクラブニ立寄リ有楽会ニ臨ミ九時帰宅
十五日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リクラブニ立寄リ七時帰宅今朝大蔵大臣ヲ訪ヒ公債
ノ事ニ付米国ヘ電報ヲ発シタルコトヲ通シ置キタリ
十七日 終日在宅午前高雄氏来北海道地所借下ノ事ニ付相談セリ午後吉武氏来リ午後九時
過迄碁ヲ囲メリ
十八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時半東京ニ帰リクラブニ立寄リ七時帰宅桜井
ノ伯母本日午前死去シタルニ付同家ヲ訪ヒ十時帰宅
十九日 午前横浜ニ出勤午後四時半東京ニ帰ル
二十日 午前横浜ニ出勤午後五時ヨリ日本クラブニ行キ郵船会社ノ囲碁クラブニ立寄十一
時帰宅
二十一日 午前桜井伯母ノ葬式ニ臨ミ十二時横浜ニ出勤午後五時ヨリ曽卓軒ノ招ニテ晩餐ノ
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饗応ニナリ十一時帰宅
二十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
廿三日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク
廿四日 終日平塚ニ在リ海浜ヲ散歩シ又園田氏ヲ訪ヒタリ
廿五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後五時ヨリ日本銀行ノ支配役以下ノ連中ヲヒサコ
屋ニ招キ十二時帰宅
廿六日 午前大蔵省并日本銀行ニ行キ公債申込人ノ事ニ付紐育ヨリ返電ノアリタルコトヲ
報告シ夫ヨリ横浜ニ出勤五時帰京一ノ井氏ニ面会シ夫ヨリ家族ト共西洋芝居ノ見
物ニ行キ十一時帰宅
廿七日 午前横浜ニ出勤午後五時帰京経済会ノ晩餐ニ帝国ホテルニ行十時半帰ル
廿八日 午前横浜ニ出勤午後五時東京ニ帰ル替地駿州行重役ヨリ書類ヲ送レリ
三月一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
三日 終日平塚ニ在リ吉武各務浅野氏等来リ碁囲メリ吉武各務ノ両氏一泊セリ
四日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰リ添田氏ノ招ニテ山王ノ茶寮ニテ晩餐
ヲ食シ十時帰宅
五日 午前横浜ニ出勤午後四時帰京日本倶楽部ノ晩餐会ニ行ク筈ナリシカ脳ノ工合悪敷
直ニ帰宅セリ
六日 脳ノ工合悪敷終日在宅加養セリ夕刻川島氏来レリ
七日 午前病ヲ押シテ横浜ニ出勤午後四時半ニテ帰京
八日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
九日 午前横浜ニ出勤午後株主総会ヲ開キ九時帰京
十日 休日ニ付午前冝子ヲ伴ヒ上野ニ行キ午後園芸会ニ酒井伯邸ニ行キ五時帰宅
十一日 午前横浜ニ出勤郵船会社ノブラヲン氏ノ帰国ヲ見送リ午後賞与金ヲ分配シ六時帰
京
十二日 午前日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ山川川島氏等ト共ニ午飯ヲ喫シ横浜出勤山川
戸次氏等ト共ニ千歳ニテ夕飯ヲ喫シ十時帰宅
十三日 午前横浜ニ出勤午後五時東京ニ帰ル特別賞与ヲ分配セリ
十四日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十五日 午前大隈伯火災ヲ見舞横浜ニ出勤午後一ノ井戸次氏ト共ニ千歳ニテ晩餐ヲ喫シ
夫ヨリ銀行ノ社宅ヘ行キ一泊セリ
十六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リクラブニ立寄リ六時帰宅ス
十七日 午前七時ヨリ戸次一ノ井氏等ト川崎近傍ヘ遊猟ニ出掛七時帰宅
十八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ頭取副頭取ノ互撰ヲ為シ午後五時ニテ帰京ス
十九日 午前横浜ニ出勤午後ミイド氏エモルソン氏并一ノ井氏ヲ社宅ニ招キ晩餐ヲ饗シ
同所ニ一泊ス
二十日 午前出勤午後五時東京ニ帰ル
二十一日 午前一ノ井氏ト共ニ玉川近傍府中辺ヘ遊猟ニ出掛ケ九時帰宅
二十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ高橋催ノウナギ会ニ出席シ十時帰宅
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二十三日 午前松尾氏ヲ大臣官舎ニ訪ヒ松方伯ヲ三田ニ訪ヒタレトモ不在午後土方氏ノ園遊
会ニ上野ニ行キ夫ヨリミイド氏等ノ招ニテ横浜ノヲ―リエンタルホテルニ行晩餐
ヲ喫シ十時帰京
二十四日 雨天ニテ午前在宅午後専修学校校友会ニ行キ十時帰宅
二十五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
二十六日 午前横浜ニ出勤午後ミイド氏等来リ公債ノ事ニ付談話アリ夕刻ヨリ支那商人ヲ社
宅ニ招キ晩餐ノ饗応為シ同所ニ泊ス
二十七日 午前銀行ニ出勤午後帰京大蔵大臣并松尾氏ニ面会ミイド氏ヨリ談話ノ件ヲ相談シ
四時帰宅夕飯後番町迄散歩セリ
二十八日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル此夜広田氏来リ謡曲ヲ学フ
二十九日 午前横浜ニ出勤夕刻ヨリ森港務局長ノ招ニテヲ―リエンタルホテルニ行キ晩餐ノ
饗応ニナリ十時社宅ニ帰リ一泊ス
三十日 午前銀行ニ出勤十一時ノ汽車ニテ大磯ニ行キ渡辺大蔵大臣ヲ訪ヒ政府ニ於テハ此
一ヶ月間ニ外債募集セサル事ヲ確メ夫ヨリ平塚ニ帰リ泊ス此夕山本氏石川氏ヲ同
伴シテ来泊セリ
三十一日 午前山本氏ノ知人医師来リ一日共ニ海浜ヲ散歩セリ彼等午後東京ニ行ク余ハ平塚
ニ泊ス
四月一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル松尾氏ノ依頼ニテ大蔵省ニ行同氏ニ面会大蔵証券
ヲ外国ニテ売出方ノ相談アリタリ夫ヨリ支店ニ立寄リ七時帰宅
二日 午前横浜ニ出勤午後ミイド氏一ノ井氏ト共ニ来訪依テ政府ニテハ一ヶ月間ノ内公
債売却ノ模様ナキ事ヲ話シ又九十四円ナレハ正金所有分一千万円位売却スヘキ事
ヲ語レリ午後五時東京ニ帰ル
三日 一ノ井氏ト同道所沢近傍ニ遊猟ニ出掛ケ七時帰宅
四日 午前小川真一方ニテ写真ヲ買ヒ横浜ニ出勤午後社宅ニ行キ内外人ヲ招キ晩餐ヲ饗
セリ同所ニ泊ス
五日 午前銀行ニ出勤午後東京ニ帰ル
六日 午前大蔵省ニ行キ松尾氏ニ面会同氏ヨリ支那地方ニテ公債売却ノ見込有無ニ付談
話アリ夫ヨリ横浜ニ出勤午後園田邸ノウナギ会ニ行キ八時帰宅
七日 一ノ井氏ト共午前五時ヨリ拝島近所ニ遊猟ニ出掛ケ七時帰京戸次氏モ同伴セリ
八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後五時半ニテ東京ニ帰ル
九日 午前横浜ニ出勤午後五時ニテ東京ニ帰ル西巻氏出店セリ
十日 午前近江鉄道ノ藤井氏来訪又川手氏モ来リ地所ノ事ニ付談話セリ夫ヨリ横浜ニ出
勤午後七時ヨリ内外人ヲ社宅ニテ晩餐ニ招キ同所ニ宿ス
十一日 午前銀行ニ出勤午後七時半Bollin夫婦ノ招ニテヲーリエンタルホテールニ行キ十
時半社宅ニ帰リ泊ス
十二日 午前佐久間老人ヲ見舞夫ヨリ銀行ニ出勤午後三時ニテ東京ニ帰ル
十三日 午前日本銀行并支店ニ行キ一時帰宅山本氏共ニ午餐ヲ喫シ二時ヨリ松方伯邸ノ園
遊会ニ行キ五時帰宅
十四日 午前七時ヨリ一ノ井氏ト共処沢近傍ニ遊猟ニ出掛ケ七時帰宅山本氏冝子ヲ連レ松
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坂ニ帰ル
十五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後牟田口中野両氏来店過日益田氏ヨリ談話アリタ
ル米国ニテ借金スル事ニ付相談アリタリ七時ヨリ内外人ヲ社宅ニ招キ同所ニ泊ス
十六日 午前銀行ニ出勤午後二時ニテ東京ニ帰リ大蔵省ニ行キ松尾氏ニ面会公債ノ事ニ付
相談ヲ受ケ六時帰宅
十七日 午前横浜ニ出勤午後七時ヨリ内外人ヲ社宅ニ招キ同所ニ泊ス
十八日 午前銀行ニ出勤午後東京ニ帰リ松方伯ヲ訪ヒタレトモ不在夫ヨリ赤十字病院ニ高
橋渡辺等ヲ訪ヒ六時帰宅
十九日 午前桜井氏来レリ夫ヨリ原氏トクラブニ会シ九時五十分ニ横浜ニ出勤午後五時ヨ
リ小坂氏ノ招ニテ銀行クラブニテ晩餐ノ饗応ニナリ十時帰宅
二十日 午前九時横浜ニ出勤銀行ノ要事ヲ済シ家族等ノ来ルヲ停車所ニテ出迎ヒ共ニ社宅
ニ行キ中村ノ家族モ来レリ午後ヨリ園遊会ヲ催シ社員等ヲ招キ七時平塚ニ帰ル
二十一日 早朝ヨリ海浜ヲ散歩十時ヨリ鎌倉ニ行キ三崎氏ヲ訪夫レヨリ九鬼氏ヲ三崎田中西
巻氏等ト共ニ訪ヒ又夫ヨリ松方伯ヲ訪ヒ六時平塚ニ帰ル
二十二日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
二十三日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十四日 午前横浜ニ出勤午後日本銀行ニ行山本総裁ニ面会シ支店ニ立寄リ六時帰宅午飯後
日野来訪共ニ散歩ス
二十五日 午前大蔵大臣并松尾氏ニ官舎ニテ面会シ夫ヨリ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十七日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十八日 午前ヨリ専修学校同窓会連中来遊終日遊戯セリ同所ニ泊ス
二十九日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キタレトモ木村氏ノミ出席午後東京ニ帰リ加藤外務大
臣ノ園遊会ニ臨ミ帰途浅田吉武氏等トヒサゴ屋ニ立寄リ碁ヲ囲ミ十時帰宅
三十日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル此晩広田氏并浅田氏来ル
五月一日 午前横浜ニ出勤夕刻ヨリ三崎妻木其他海外出張ノ者并支配席ノ者ヲ招キ送別ノ宴
ヲ社宅ニ催シ同所ニ泊ス
二日 午前銀行ニ出勤午後東京ニ帰ル
三日 午前横浜ニ出勤午後帰京上野西洋軒ノ経済会ニ行キ十時半帰宅
四日 午前横浜出勤妻木氏ノ洋行ヲ見送リ午後平塚ニ帰ル
五日 雨天午前ヨリ広田氏来リ謡ノ稽古ヲ為シ同所ニ泊ス料理并皿等ノ代三十五円支払
六日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開午後東京ニ帰リ直ニ浅田氏宅ノ謡会ニ行キ十一時帰宅
七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル三崎氏昨夜ニ神戸ヘ向ケ出立
八日 午前岩谷松平氏来鹿児島県々債ノ事ニ付相談アリ夫ヨリ横浜ニ出勤徳江氏同伸会
社〔横浜同伸会社、速水堅曹を中心として設立された生糸輸出の専門商社〕ノ事
ニ付来談アリ午後東京ニ帰リクラブニ立寄ラポルト氏ノ玉突ヲ見十一時帰宅
九日 午前千頭知事〔千頭清臣、土佐出身、内務官僚として各県知事を歴任〕岩谷氏ト
共ニ来リ鹿児島県債ノ事ニ付相談アリ夫ヨリ横浜ニ出勤五時過帰京此夕広田氏来
リ謡ヲ学ヘリ
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十日 午前大蔵省ニ行松尾氏ト龍動ヨリノ来電ニ付公債売却ノ事ニ付談話シ夫ヨリ横浜
ニ出勤六時帰京日本銀行并東京支店ニ立寄リタリ
十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十二日 終日在宅宮島今村氏等来リ大弓囲碁等ニテ消日セリ
十三日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後商業会議所役員会ニ出席五時ニテ帰京広田氏来
レリ
十四日 公債ノ事ニ付龍動ヨリ来電アリタルニ付大蔵省ニ出頭松尾氏ニ談話シ遠城氏ヲ訪
ヒ老父ノ死亡ヲ弔シ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十五日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十六日 遠城謙道氏〔彦根出身、旧藩主井伊直弼の墓を守って生涯を終えた〕ノ葬式ニ付
午前ヨリ世田ヶ谷豪徳寺ニ行キ午後三時帰宅ス
十七日 午前横浜ニ出勤午後高田氏ノ宅ニ行キラポルト氏ノ玉突ヲ見物シ夫ヨリ日本鉄道
会社ノ招ニテ華族会館ニテ晩餐ノ饗応ニナリ十一時帰宅
十八日 午前横浜ニ出勤雨天ノ為メ平塚行ヲ止メ午後東京ニ帰ル
十九日 午前在宅午後大東宅ヲ訪ヒ十一時帰宅ス此日出掛ニ高橋氏ヲ自宅ニ見舞ヒタリ
二十日 午前横浜出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル岡田治衛武氏銀行ニ来リ電気鉄道ノ事
ニ付相談アリ冝子松坂ヨリ帰ル
二十一日 午前横浜ニ出勤営業時間後クラブニテ課長会ヲ開キ十二時帰京
二十二日 午前中村栄助氏来訪同氏ニ対スル破産事件ニ付依頼アリ又原氏ニクラブニテ面会
セ シ ニ 同 事 ニ 付 相 談 ア リ 夫 ヨ リ 横 浜 ニ 出 勤 午 後 六 時 ヨ リ 社 宅 ニMackillop
〔Mackillopはアジア方面で活動した貿易商〕親子并Dennisノ連中ヲ招キ晩餐ヲ
饗シ十一時帰京陸并冝子モ接客ノ為メ来レリ
二十三日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十四日 午前中村栄助来訪夫ヨリ松方伯ヲ訪ヒ十二時横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十五日 午前東京支店ニ行キ日本銀行ニ総裁ヲ訪ヒタレトモ不在夫ヨリ横浜出勤午後平塚
ニ帰ル
二十六日 終日平塚ニ在リ頻リニ散歩セリ
二十七日 午前横浜ニ出勤午後八時ヨリ米国領事ノ招ニテ同館ニ行キ晩餐ノ饗応ニナリ十一
時社宅ニ帰リ一泊ス
二十八日 午前九時銀行ニ行キ夫ヨリ伊東氏ノ海外行ヲ見送リ一時東京ニ帰リ大蔵省ニ到リ
松尾氏ヲ訪又日本銀行ニ行キ総裁ヲ訪ヒ五時帰宅
二十九日 午前大蔵省ニ行松尾氏ヲ訪ヒ横浜ニ出勤午後四時帰宅亀雄誕生日ニテ親類ヲ招キ
晩餐ヲ饗セリ
三十日 午前横浜ニ出勤添田氏〔添田寿一、福岡出身の財政家、第1次大隈内閣時の大蔵
次官、次官辞職後大蔵省を去り、エコノミストとして活動〕来訪セリ午後四時半
帰京井伊伯同時帰京セラル此夕浅田広田氏来リ謡曲ヲ学フ
三十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
六月一日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二日 終日平塚ニ在リ浅野赤井氏等来リ囲碁ニ日ヲ送レリ
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三日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後五時東京ニ帰ル
四日 午前大蔵省并日本銀行ニ行キ総裁ニ再割引増加ノ請求ヲ為シ横浜ニ出勤夕葉明斎
等ヲクラブニ招キ一泊ス
五日 午前横浜ヨリ直ニ銀行ニ出勤午後五時東京ニ帰リ帰途大蔵大臣曽根氏〔曽根荒
助、山口出身の官僚、1901年６月２日成立の第１次桂内閣の蔵相〕ヲ訪ヒタレト
モ不在五時半帰宅ス
六日 午前井上伯ヲ訪ヒタレトモ不在夫ヨリ曽根大蔵大臣ヲ訪ヒ外務ニ到リ内田氏ニ面
会シ横浜ニ出勤午後四時半帰京クラブニ立寄リ七時半帰宅
七日 午前横浜ニ出勤頭部ノ工合敷二時半ニテ帰京
八日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル桜井松崎氏来レリ
九日 終日平塚ニ在リ桜井松崎氏等帰京山本家族東京ニ移転
十日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ十一時半ニテ帰京クラブニテ昼飯ヲ喫シ大蔵省ニ行
キ昨日龍動ヨリ到着シタル公債売却ニ関スル電報ヲ松尾氏ニ示シ夫ヨリ日本銀行
并支店ヲ訪ヒ五時帰宅広田氏来リ謡曲ヲ学フ
十一日 午前大蔵省ニ行キ龍動ヘノ返答電信ヲ相談シ直ニ横浜ニ出勤午後帰京
十二日 午前横浜ニ出勤午後四時帰京上野精養軒ニ行キ大蔵省連ノ催ニ掛ル渡辺其他ノ送
別会ニ臨ミ九時帰宅
十三日 午前横浜ニ出勤午時帰京三井物産ノ招ニテ三井クラブニテケスウイキ氏等共ニ午
餐ノ饗応ニナリ四時帰宅此夕松尾浅田広田其他来リテ謡会ヲ催セリ
十四日 午前日本銀行ニ行キ総裁ヨリ内地公債買入ノ相談ヲ受ケ夫ヨリ支店ニ立寄横浜ニ
出勤今村清之助氏ヲ招キ右公債買入ノ事ヲ命セリ松尾ヨリ面会シタキ旨電話アリ
タレトモ時間ナク六時半ニ帰宅夕飯後麹町辺迄小供散歩セリ
十五日 午前山本総裁ヲ訪ヒ公債ノ事今村氏ニ命シタル事ヲ話シ大蔵省ニ行松尾氏ニ面会
セリ同氏ヨリ過日龍動支店ヨリ電報アリタルSpeyer Bro.〔フランクフルト出身
のユダヤ人金融業者Speyer一族に属するGustav Speyerが1861年ロンドンに設立
した会社〕ノ申出ハ謝絶スヘキ旨ノ返答アリ依テ直ニ横浜ニ出勤其旨発電シ午後
二時帰京クラブニ立寄リ六時帰宅亡父三年紀法事ノ為メ懇意ノ者ヲ招キ夕飯ヲ供
セリ
十六日 午前在宅午後一時ヨリ円通寺ニテ亡父ノ法事ヲ営ミ夫ヨリ井上伯ノ宅ニ行キ第九
銀行貸金ノ事ニ付安田氏ト意見ノ異ナル点ニ付同伯ヨリ談話アリ夫ヨリ帰宅シテ
亡父知人親戚ヲ招キ晩餐ヲ饗セリ
十七日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ井上伯談話ノ件并当季利益等ノ事ニ付相談セリ午後
三時ヨリ龍動ヨリノ電報ヲ以テ大蔵省ニ行松尾氏ニ面会シテ公債売却ノ事ニ付談
話シ五時半帰宅
十八日 午前高橋是清氏ヲ訪ヒ夫ヨリ大蔵大臣官舎ニテ松尾氏ニ面会シテ尚ホ公債ノ事ニ
付談話シ十二時横浜ニ出勤午後四時半東京ニ帰リ中上川氏ヲ訪ヒ第九銀行関係ノ
事ニ付相談セリ小林力弥氏ノ為メ三百円為替取組承諾ノ事ヲ同氏并小野氏ヘ書状
出セリ夕飯後山本ノ新宅ヲ訪十時帰宅
十九日 午前八時山本総裁ヲ訪ヒ公債買入方ニ付相談シ大蔵大臣官舎ニテ松尾氏ヲ訪ヒク
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ラブニテ午餐ヲ喫シ横浜ニ出勤午後六時帰京山川氏神戸ヨリ来ル
二十日 午前横浜ニ出勤午後五時ヨリ社宅ニテ支配人会ヲ催シ十時帰京
二十一日 午前大蔵省ニ松尾氏ヲ訪ヒ十時横浜ニ出勤午後四時帰京高橋是清氏ヲ訪ヒ金塊輸
入ノ相談ヲ為シ六時帰宅広田氏来リ謡曲ヲ学
二十二日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十三日 山本夫婦冝子等ト共ニ終日平塚ニ在リ彼等午後六時東京ニ帰ル
二十四日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰リ日本銀行ニ行キ金塊買入ノ事ニ付総
裁ニ意見ヲ聞キタレトモ自分ヨリ高橋氏ヘ相談セシ案ニハ不同意依テ二銭四厘ニ
テ百五十万円程極度以上ニ再割引ヲ依頼シタリ支店ニ立寄リ六時帰宅
二十五日 横浜ニ出勤出掛今村氏ニクラブニテ面会公債買入ノ事ニ付相談セリ総裁トモ相談
値

ノ上差直ヲ八十八円五十銭迄引上ケタリ夫ヨリ横浜ニ出勤午後五時帰京銀行クラ
ブノ晩（此日井伊家ニ行キ直憲公ノ叙位ヲ賀ス）饗会ニ臨ミ十時帰宅
二十六日 午前井上伯ヲ赤十字病院ニ訪横浜ニ出勤午後五時半帰京
二十七日 午前クラブニテ今村氏ニ面会公債買入方ニ付談話シ横浜ニ出勤四時帰京山王茶寮
ニテウナギ会ヲ催シ午後九時半帰宅
二十八日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十九日 午前横浜ニ出勤午後四時半帰京直ニ大蔵大臣官舎ノ晩餐ニ臨ミ九時帰宅
三十日 日曜日ナレトモ半季末日ニ付横浜ニ出勤重役会ヲ開半季決算ヲ議決シ支配人等ト
クラブニテ午飯ヲ喫シ四時帰京山王茶寮ニテ西村大東堀部増島氏等ト会シペルリ
上陸紀念井家ヨリ寄付金ノ事ニ付相談シ九時帰宅
七月一日 午前山本総裁ヲ訪ヒ公債買入継続ノ事ニ付相談シ横浜ニ出勤午後帰京
二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル今朝日本銀行并ニ支店ニ立寄レリ
三日 午前大蔵省ニ行松尾氏ニ面会中井帰朝ノ事ニ付談話シ横浜ニ出勤四時帰京
四日 午前横浜ニ出勤午後クラブニ立寄仕払ヲ為シ六時帰宅
五日 午前今村氏来リ後十五万円公債買入本日ニテ結了スル由報告アリ依テ八十七円半
位ニテ尚ホ五万円程注文セリ高等商業学校ノ卒業生二名来レリ十時横浜ニ出勤午
後東京ニ帰ル
六日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク積リセシモ雨天ニテ止メ東京ニ帰ル
七日 午前在宅午後八十吉桜井氏等ト旧清水屋敷ヲ見物シ四時帰宅添田氏来訪セリ
八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ三崎氏支那ヨリ帰リ種々報告アリ午後三時帰京大蔵
省ニ行キ坂谷氏ヨリ輸出為替ノ事ニ付尋問アリ六時帰宅
九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十日 午前大蔵省ニ行キ松尾氏ニ面会

銀払下ノ事ニ付談話シ夫ヨリ日本銀行ニ行キ両

総裁ニ面会シ公債買入廃止ノ事并ニ欧米ヨリ金塊輸入ニ付積出シ電報ニ対シ代金
支払ノ事ヲ相談シ午後一時横浜ニ出勤五時東京ニ帰ル
十一日

午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル

十二日

午前横浜ニ出勤午後七時半ヨリヲーリエンタルホテルニテ米国艦隊ノ歓迎会ニ臨
ミ社宅ニ一泊ス

十三日

午前銀行ニ出勤午後二時東京ニ帰ル
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十四日 当日ハぺレイ上陸紀念碑ヲ九里浜ニ建設シタル開破ノ式日ナレトモ之レヲ行クコ
トヲ止メ専修学校ノ卒業式ニ臨ミ夫ヨリ同行同窓会ニ出席シ七時帰宅
十五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時半東京ニ帰ル
十六日 午前大蔵大臣官舎ニ行大臣并松尾氏ニ面会支那政府ヘ一円銀注入スル事ニ付談話
ヲ受ケ夫ヨリ日本銀行ニ行是迄買入タル公債ノ勘定書ヲ総裁ニ渡シ尚ホ引続キ買
入方継続ノ依頼ヲ受ケ支店ニ立寄リ正午ヨリ横浜ニ出勤夕平塚ニ帰ル
十七日 午前横浜ニ出勤午後帰京クラブニ立寄リ六時帰宅川手氏来リ旧清水邸ヲ四万五千
円ニテ相談出来タル旨報知アリ
十八日 午前クラブニテ今村氏ニ面会公債買入方五万円迄八十八円ト差直セリ横浜ニ出勤
午後平塚ニ帰ル
十九日 午前横浜ニ出勤臨時重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル此夕川島氏来リ北京行ヲ談ス大
東氏ヲ訪ヒ
二十日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル今朝大蔵大臣官舎ニ行キ一円銀支那政府ニ収入セ
シムルコトノ談示ヲ受ケタリ
二十一日 終日平塚ニ在リ
二十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル重役会ハ休会大東氏帰彦ヲ送レリ
二十三日 午前大蔵省日本銀行ニ行キ支店ニ立寄リ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル此夕川島氏来
リ北京行困難ナル事情ヲ談セリ
二十四日 午前高橋氏ヲ訪ヒ川島氏ノ事ヲ相談ス第十九銀行ニ立寄リ園田氏ニ川島ノ事ヲ相
談シ同行ニテ三万円ノ手形ノ割引ヲ為シ横浜ニ出勤午後帰京ヒサゴ屋ニテ内田
〔前掲内田定槌〕鄭〔鄭永昌天津駐在領事〕ノ二領事ヲ招キ十時帰宅
二十五日 午前山本総裁ヲ訪ヒ川島氏ノ事ヲ相談シ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十六日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十八日 午前八時ヨリ日本銀行ノ連中ヲ立川ニ鮭猟ニ招キ午後九時帰宅
二十九日 午前森本氏ヲ招キ冝子診察セシム冝子四日前ヨリ発熱重症ニ見ユ午前横浜ニ出勤
重役会ヲ開午後平塚ニ帰ル
三十日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル冝子少シク快方
三十一日 午前森本氏来リ冝子ヲ診察ス午前大蔵省ニ行キ松尾氏ニ面会

銀ノ事ニ付談話シ

夫ヨリ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
八月一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二日

冝子病気ノ為メ終日在宅青山胤通氏ヲ招キタレトモ差閊来ラス依テ鍋倉氏ヲ介シ
テ中浜東一郎氏ヲ招キ森本氏立会ニテ診察ヲ受ケタリ当日ヨリ熱度大ニ下リ目下
ノ有様ナレハ心配ナシトノ事ナリ病症ハ不明

三日

午前横浜ニ出勤正午頃眩暈ヲ生シ佐久間氏ヲ招キ診察ヲ受ケ差シタル事ナキ様子
ナレハ午後四時半佐久間氏同伴ニテ平塚ニ行キタリ山本亀光モ来レリ

四日

終日平塚ニ在リ松居伯母来レリ

五日

午前横浜ニ出勤午後大蔵大臣曽根氏ヲ訪ヒ郵便貯蓄ノ事ニ付談話ヲ聞キ四時帰宅
ヨリ井上伯ノ招ニテ同氏邸ニ行キ饗応ヲ受ケ十時帰宅
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六日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
八日 午前大蔵省ニ行坂谷氏ニ面会外国ニテ手形発行ノ事ノ取調ヲ依頼シ日本銀行并ニ
支店ニ立寄リ午後横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル此夕外務省ノ人ヲヒサゴ屋ニ招キ置キタレトモ
少々不快ニテ万事三崎氏ニ頼ミ出席セス
十日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
十一日 終日平塚ニ在リ山本氏来ル
十二日 本日ヨリ休課ヲ取リ終日平塚ニ在リ
十三日 午前七時過綾子鈴子信一等同伴平塚ヲ出立箱根宮ノ下ニテ午餐ヲ食シ午後五時芦
ノ湯着シ紀ノ国屋ニ投宿ス
十四日 午前箱根宿道ヘ運動ニ出掛ケ午後弁天山辺ヲ散歩ス
十五日 午前鈴子等ト高取山ニ行キ午後又近傍ヲ散歩ス
十六日、十七日、十八日、十九日、二十日、二十一日、二十二日

芦ノ湯ニ滞在或ハ箱根ニ行

キ或ハ湯ノ沢又小涌谷ニ行キ其他日々近所ヲ散歩シテ消光セリ
二十三日 午前八時半降雨中ナレトモ小供ヲ連レ駕ニテ芦ノ湯出立湯本福住ニテ午飯ヲ喫シ
午後五時平塚ニ帰ル
二十四日 平塚ニ滞在家族等一同当所ニ来リ居リ佐久間ノ老人等モ滞在中午後近ニ亀光等モ
来レリ
二十五日 終日平塚ニ在リ腹合少々悪シ
二十六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十七日 午前森本氏宅ニ行キ診察ヲ受ケ川島氏来リ支店ノ様子ヲ聞キ横浜ニ出勤午後五時
東京ニ帰ル
二十八日 午前大蔵省ニ立寄リ坂谷氏ニ面会シテ中井氏帰朝ノ事ヲ談シ日本銀行ニ行キ高橋
氏ニ面会シ支店ニ立寄リ午後一時ニテ横浜ニ出勤四時半平塚ニ帰ル
二十九日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
三十日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
三十一日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル山本氏来ル
九月一日 終日平塚ニ在リ朝比奈氏来遊セリ
二日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ前季利益分配方ヲ議決シ臨時総会ニ開スル事項其他
社員ノ進退ヲ議決セリ午後東京ニ帰ル
三日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル東京支店ヨリ本店ノ勘定ニテ百五十円受取リ北海
道地所ノ為メ高雄氏ニ送レリ
九月四日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
五日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
七日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
八日 終日平塚ニ在リ明日ヨリ家族一同東京ヘ帰ルニ付其支度ヲ為セリ
九日 午前横浜ニ出勤午後七時クラブニテ山川氏其他支配席ノ者ヲ招キ晩餐ヲ供シ同所
― 100 ―
＜ 38 ＞

《史料紹介》相馬永胤日記

ニ一泊セリ
十日 午前銀行ニ出勤重役会ヲ開社員給料増加慰労金規程改正ノ事ヲ議決シ午後株主総
会ヲ開キ夕社員ト共ニ晩餐ヲ喰シ山川氏ノ招ニテ千歳ニ立寄リ十時半東京ニ帰ル
十一日 午前大蔵省日本銀行并支店ニ行キ銀行ニ出勤午後五時ニテ帰京当日賞与金ヲ分配
セリ
十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十三日 午前高橋是清氏ヲ訪ヒ大蔵証券売却ノ事付中井氏ヨリ来電ノ事并其返答ノ事ヲ相
談シ直ニ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十四日 午前横浜ニ出勤午後帰京クラブニ立寄リ五時半帰宅
十五日 午前陸并朝比奈氏同伴高田馬場ノ新ニ買入タル地所ノ見分ニ出掛ケ午後朝比奈氏
ト碁ヲ囲メリ
十六日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル今朝出掛大蔵省ニ松尾氏ヲ訪ヒタリ
十七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ帰途沢村氏ヲ尋ネ六時半帰宅
十八

午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル

十九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十二日 午前小村寿太郎君ヲ訪ヒ高捨君宅并専修学校ニ立寄リ正午帰宅午後四時ヨリ郵船
会社并三井物産会社ト共同シテ清大使那桐氏〔満州人官僚、北清事変終了後、日
本に派遣された〕ヲ紅葉館ニ招キ晩餐ノ饗応ヲ為シ十一時帰宅
二十三日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ為シ鍋倉氏ニ北京出張ニ付自分ノ希望ヲ伝ヘ午後四時帰
京沢村氏ノ招ニテ山王ノ茶寮ニ行同氏結婚ノ祝宴ニ臨ミ十時帰宅
二十四日 午前横浜ニ出勤午後那桐専使一行ヲ社宅ニ招キ饗応シ同所ニ泊ス
二十五日 午前銀行ニ出勤午後東京ニ帰ル当日ハ銀行集会所ニテ那桐専使ヲ招キタレトモ三
崎氏ニ頼ミ自分ハ欠席セリ
二十六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十七日 午前大蔵省ニ行キ松尾氏ヲ訪ヒ日本銀行并支店ニ立寄リ一時帰宅午後六時ヨリ鍋
倉氏ノ送別会ヲヒサコ屋ニ催銀行ノ支配席連ヲ招キ十二時帰宅
二十八日 昨夜大酔ノ為メ不快ヲ感シ終日在宅加養セリ
二十九日 午前森本氏ヲ訪診察ヲ乞ヒ午後一時過ヨリ小供ヲ連レ平塚ニ行ク
三十日 午前小供ト共ニ平塚ヲ出自分ハ横浜小供ハ直ニ東京ニ帰ル銀行ニテ重役会ヲ開キ
午後東京ニ帰ル
十月一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二日 午前七時支那大使那桐氏一行ノ帰国ヲ新橋ニ見送リ夫ヨリ横浜ニ出勤頭部ノ工合
悪敷三時ヨリ帰京セリ
三日 頭部ノ工合悪敷森本氏ヲ招キ診察ヲ乞ヒ十時ヨリ横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
四日 昨夜ヨリ下痢ヲ催シ終日在宅加養
五日 病気快方ナレトモ終日在宅加養セリ
六日 日曜日ナレハ終日在宅加養セリ
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七日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時半帰宅病気大ニ快方
八日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
九日 同上
十日 中上川氏葬式ノ為メ横浜ニ出勤セス午後一時同氏ノ葬式ニ臨ミ帰宅後在宅
十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十二日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
十三日 終日平塚ニ在リ浅野赤井氏来ル
十四日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル松宮ノ妻病気ノ為メ佐久間氏ヲ招キ診察セシメリ
十五日 午前佐久間氏ト同伴横浜ニ行キ重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
十六日 午前横浜ニ出勤午後四時半東京ニ帰ル
十七日 休日ナレトモ少々病気ノ為メ終日在宅午四時ヨリ岩倉公爵ヲ訪ヒ夫ヨリヒサコ屋
ニ行キ内田公使〔内田康哉、清国駐在公使〕小村大臣〔小村寿太郎、第１次およ
び第２次桂太郎内閣の外務大臣〕等ヲ招キ内田氏ノ送別ヲ為シ十一時帰宅
十八日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十九日 午前日本銀行ニ行キ高橋氏ニ面談シ支店ニ立寄リ横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十日 午前東京ヨリ乙吉ヲ伴ヒ馬入川ノ下ヘ船ニテ遊猟ニ出掛ケ鷹子鳥等ヲ獲一時帰宅
終日平塚ニ在リ
二十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル本日重役会ヲ開ケリ
二十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
廿三日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ新橋ニテ内田公使ノ出立ヲ見送リ七時帰宅
廿四日 午前横浜ニ出勤午後七時半ヨリイリス商会ノホーム氏ノ招ニテ同氏ノ宅ヘ行晩餐
ノ饗応ニナリクラブニ一泊ス今朝早川氏〔早川千吉郎、大蔵官僚・実業家、1901
年から三井銀行専務理事〕ヲ訪フ
廿五日 午前銀行ニ出勤午後大蔵省ニ行キ上海支店ニテ支那債金取扱ノ命令ヲ受ケ帰宅
夕刻ヨリ早川千吉郎氏ノ招ニテヒサコ屋ニ行キ十時帰宅
廿六日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
廿七日 午前ヨリ乙吉ヲ連レ落ハタ近傍ヘ遊猟ニ出掛ケ獲物少シ四時帰荘
廿八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
廿九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル岡田氏ヨリジヤデン商会ヲ経テ手形割引ノ依頼ア
リ
三十日

午前川島氏来訪中村文治ニ対スル貸金ノ談話アリ十時半横浜ニ出勤午後五時ヨリ
山本氏催ノウナギ会ニ故三野村氏別荘ニ行キ十時帰宅

三十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル夕飯後四谷ヲ散歩シ須崎氏ヘ立寄レリ
十一月一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル晩餐後須崎氏来リ碁ヲ囲メリ
二日 午前山本総裁ヲ訪ヒ大蔵証券応募ノ事ニ付相談シ直ニ横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク
三日 午前川津同道ニテ落畠近傍ヘ遊猟ニ出掛ケ獲物少ク五時帰荘
四日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
五日 午前横浜ニ出勤午後四時東京ニ帰ル須崎氏来リ碁ヲ囲ム
六日 午前川島氏来訪夫ヨリ横浜ニ出勤午後有楽会ニ行キ十時帰宅
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七日 午前大蔵大臣ヲ訪ヒ財政繰延策ノ説明ヲ聞横浜ニ出勤午後五時帰宅
八日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク藤沢ノ猟師昨日メイヲ連ニ行キタリ
九日 午前横浜ニ出勤午後一時帰京
十日 午前五時ヨリ一ノ井氏ト入曽ヘ遊猟ニ行キ獲物ナク七時帰宅
十一日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
十二日 午前横浜ニ出勤午後五時ヨリ商法会議所員ノ懇親会ニ臨ミ社宅ニ一泊ス
十三日 午前銀行ニ出勤午後三時東京ニ帰ル夕飯後須崎氏ヲ訪フ
十四日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク
十五日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル帰途栗野公使送別会ニ帝国ホテルニ行
十六日 今朝少々腹合悪敷終日在宿加養セリ三崎氏ヲ招キ昨日日本銀行ニテ同行ノ貸金引
受ニ付相談アリタルコトヲ談シ置キタリ
十七日 病気快カラス出猟ヲ見合セ加養セリ
十八日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後帰京午後福原氏等ヨリ晩餐ニ招カレタレトモ断
リタリ
十九日 午前横浜ニ出勤午後帰宅須崎氏ヲ招キ晩餐ヲ共ニシ昨日川津氏ヨリ貰ヒタル鳥ヲ
喫セリ
二十日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク
二十一日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰大東氏来リ晩餐ヲ共ニス
二十二日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
二十三日 午前在宅午後渋沢氏ノ遊園会ニ行キ七時ヨリ平塚ニ行ク
二十四日 午前川津氏ト共ニ要近所ニ遊猟ニ出掛ケ平塚ニ泊ス
二十五日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
二十六日 午前支那新旧公使ヲ訪ヒ外務省ニ行キ杉村氏ニ面談シ日本銀行ニ行キ高橋氏ヨリ
第三十九銀行貸金引受ノ事ニ付相談ヲ聞妻木氏ト共ニ支店ヲ見午後一時帰宅五時
ヨリ東京海上保険会社ノ招ニテ岩崎氏深川ノ別荘ニ行キ十一時帰宅
二十七日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
二十八日 午前横浜ニ出勤正午帰京井上伯遊会ニ行キ五時帰宅晩餐後須崎氏方ヘ行ク
二十九日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル晩餐後須崎氏来ル
三十日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ行ク
十二月一日 川津氏ト共ニ午前七時ヨリ要近所ニ遊猟ニ出掛ケ可也獲物アリ午後五時帰荘山本
氏両日前ヨリ来泊
二日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル此夕高雄角谷両氏来北海道地所ノ事
ニ付相談アリ
三日 午前横浜ニ出勤午後銀行集会所ノ関東銀行会ニ行キ十一時帰宅
四日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
五日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
六日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
七日 午前横浜ニ出勤午後四時大東氏ヲ旅宿ニ訪ヒ大海原氏モ同伴常盤屋ニ晩餐ヲ喫シ
十時帰宅
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八日 一ノ井氏ト午前五時ヨリ拝島近所ニ遊猟ニ出掛ケ九時帰宅
九日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時東京ニ帰リ駒井氏死去セシ付同氏ノ宅ニ行
キ夜一時帰宅
十日 午前横浜ニ出勤午後平塚ニ帰ル
十一日 午前横浜ニ出勤直ニ帰京駒井氏ノ葬式ニ行キ五時帰宅
十二日 午前横浜ニ出勤午後四時帰京ヒサゴ屋ニテ大海原氏ト晩餐ヲ喫シ十一時帰宅
十三日 午前横浜ニ出勤午後帰宅大沢氏来リ北海道ノ事ニ付相談アリ
十四日 午前横浜ニ出勤山川氏来店午後平塚ニ行
十五日 川津氏ト共ニ要近所ニ遊猟出掛同所中学校長案内シ呉レ可也獲物アリ五時帰荘
十六日 午前横浜ニ出勤山本氏一昨日来荘同車帰京セリ重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル
十七日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰ル
十八日 午前横浜ニ出勤午後平塚行ク
十九日 午前横浜ニ出勤午後六時ヨリ山川氏ヲ始メ支配席并課長連ヲ社宅ニ招キ晩餐ヲ供
シ同所ニ一泊セリ
廿日 午前横浜ニ出勤午後東京ニ帰リ直ニ銀行クラブノ忘年会ニ行キ十時帰宅
廿一日 午前日本銀行并支店ニ行キ一時半帰宅亀雄三歳ノ祝ノ為メ親類ヲ招キ小宴ヲ開ク
二十二日 少々腹痛セシカ押テ府中近所ニ遊猟ニ出掛ケ獲物少ク七時帰宅
二十三日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後東京ニ帰ル腹部工合悪敷
二十四日 昨夜下剤薬ヲ服シタレトモ其効少シ終日在宅加養セリ松下軍次ヨリ面会ヲ申越タ
レトモ断
二十五日 午前横浜ニ出勤午後五時帰京
二十六日 午前横浜ニ出勤午後五時帰京大東氏ヲ新橋ニテ見送レリ今朝大便中ニ白色ノモノ
アルコトヲ発見セリ
二十七日 午前横浜ニ出勤今朝復松下軍次氏ヨリ面会ヲ申越タレトモ出掛ナレハ謝絶セリ大
便中ノ白色ノ物ヲ森本氏ヘ送リ検査ヲ依頼セリ午後五時帰京
二十八日 午前横浜ニ出勤午後四時半帰京今夕ハ下剤薬ヲ服スル筈ナリシカ腹合宜敷為メ見
合セタリ
二十九日 午前在宅午後鈴子ヲ連レ買物ニ出五時帰宅此夕高雄斎藤来訪セリ
三十日 午前横浜ニ出勤重役会ヲ開キ午後四時半平塚ニ行ク高雄氏ヘ二百五十円渡ス
三十一日

午前横浜ニ出勤

〔巻末のメモ〕
十一月廿六日 岩崎邸晩餐会
十一月廿八日 井上伯園遊会
十二月

三日 関東銀行会集会所

同

廿三日 渋沢氏園遊会

同

十五日 栗野公使送別会

同

十八日 大蔵大臣官舎観菊

十一月十二日 横浜商業会議所員宴会千歳
― 96 ―
＜ 42 ＞

《史料紹介》相馬永胤日記

卅日

ウナキ会山本氏招キ

廿四日 午後七時半ホヲムス招キ
十月

八日 経済会
二十四日 クラブニテ支那人招キ
二十三日 茶寮ニテ沢村氏ヨリ招キ

九月二十二日 紅葉館ニテ支那人招
同

五日 午後五時井上伯邸

八月

一日 ヒサコ屋

同

廿八日 午後五時井上伯宅

同

廿五日 銀行クラブ午後五時
同

日 木村清四郎ヘ案内ノ事

同

廿七日 山王茶軒ウナギ会

同

廿一日 夜広田氏来宅

同

十六日 午後三時井上氏宅

同

八日 上野西洋軒渡辺氏ヨリノ招

同十日十三日 広田氏来宅
六月

四日 支那人招

同

三十日 広田氏来宅

同

廿八日 午前八時半伊東裕之東京出立

同

廿四日 午前松方氏ヲ訪フヘシ

同

廿二日 社宅ニテ Mackillop氏并Dennis氏家族ヲ招ク午後六時

同

廿七日 午後八時米国領事館

同

廿三日 午後七時広田氏来宅

同

十三日 午後六時広田氏来ル

同

十七日 華族会館ニテ日本鉄道会社招

同

五日 平塚ニ広田氏来ル

五月

三日 上野西洋軒

同
同

廿九日 加藤高明氏招深川岩崎邸園遊会
二十八日 平塚別荘ニテ校友招

同

二十日 園遊会社員招キ

同

十九日 銀行クラブ信濃銀行ノ招キ

同

五日 午後帝国ホテル栗野公使招待会

同

六日 午後三時半園田ウナギ会

四月

四日 クラブニテ招客

同

二十三日 上野午後ヲーリエンタルホテル七時

同

二十一日 益田氏宅大師会十時ヨリ二時迄

同

二十九日 七時半ヲーリエンタルモーテル森氏ノ招

同

二十二日 ウナキ会三ノ村別荘四時半

同

二十日 横浜商業学校記念会断リ
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三月

十九日 ミイト氏ヲ招ク

同

廿五日 日本銀行員招キ

同

八日 銀行クラブ午後五時豊川氏ヨリ招キ

同

六日 常盤屋島村氏ヨリ招（午後五時）

二月

五日 日本銀行招常盤屋

二月

四日 高田氏宅
三十日 午後井上伯邸ヘ行クコト但書類入用

一月

有楽会午後三時半

一月

廿八日 銀行ニテアベンハイマル氏ニ面会ノ事

十月

三十日 謡会

十月

十六日 午後五時横浜経済会
Copmann
General Manager
Oil Standard Co.
安川松本商店
谷口加藤商会
千住喜作
大橋（商会）談

第百十銀行
帝商銀行
カシワ停車所

猟師

薮崎清三
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