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泊翁西村茂樹先生講述

を得るあらぱ︑本曾の欣幸とする所である︒
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一

番九段九話電・番七一三四京東替握
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口四六版クロース上製美本

口定償金六拾銭．郵税金拾銭

口書員には郵税本書員鱈
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行して炭く仙に頒たんとす︒翼くぱ今日小畢教育の任にある諸君は勿論︑世の道徳教育に心ある大方の御清謹

西村先生の道徳教育講話は︑小畢校道徳教育の作興に姿する所淘に大なるものあるを深く信じ︑鼓に本書を嚢

興忙侯つ大たるものあるを痛感し︑其の一助にもと鍵に修身教育参考を溌行せる次瀧であるが︑恰もよし此の

本曾は現下の岡情に鑑み︑其の使命とする岡民道徳振興を期するには︑根本として愈と小畢校の修身教育作

しく親炎せられし本含顧問伯爵松卒．直亮氏の校訂を経て︑鍵に弘道誌上に褐載せるものである︒

り

含聯合による夏季講習雪に於て︑小事教員の潟に逝徳教育に開し誹述せられたるものＬ速記で︑泊翁先生に久

日より同十五円までの山日間︑前後二ヶ年に亘り十一日間を愛知聯の南設楽郡︑北該桑郡︑八名郡ぬ三郡教育

水害は泊翁西村茂樹先生が︑明治三十一年八〃三日より同九日までの一週剛︑更に翌明治三十二年八月十二

簡堂松卒直亮氏校訂
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所行稜

厘田祁市京東
一ノー田紳西

曾 道 弘 本 日
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修養講座開講総講者募集

日本弘道倉

証園法人

曾教牝畢院
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昭和十三年九月二十五日

金壷倒聴講申込と同時に排込みのこと

午後二時より午後四時戎で︵二時間︶

趣繍堂辱卦榊一六叩毎週土曜日︵九日間︶

紳田厘西祁田二丁目一番地日本弘道金屑講堂織癖諦川樺蹄下車︶

要項
一︑曾場
一︑曾期
一℃時間
一︑舎費
一︑申込期限

耐

（

昭和十三年九月

期し︑本講座を開講す︑第二圃民育成の重責を鱈ふ教育者諸氏其他有志諸彦の来聴を歓迎す︒

本弘道倉は︑此重大なる時局に常ｂ︑一層の努力を梯び目的使命の達成を計り奉公の一端とせんことを

確乎たる日本道徳を樹立し↑一し︑団家の基礎を盆輩固にする事に濁し︑六十有鉄年微力を議し末りし日
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一

一Ｄ修了護書蕊講修了者には修了護書を授輿す

○肇科目と講師︵一回一蒔間︶

二︶東洋文化の将来と日本の使命︵一回二時間︶
文肇博士

哲次

上

先生

郎

１ １ｄｉ１日

文肇博士小柳司気太先生一

日支事鍵を契機として皇闘現代教育は何を以て指導原誕とすべきか︑叉之を賞際教育上に如何一
に具現す尋へきか︑是れ現下吾人の尤も開心事とする所である耐本講座は其希求を充たさん篤特一

交畢博士吉田熊次先生一

︵三現代教育と日本主義︵四回八時間︶

日支事錘を契機として新興東洋文化の僻来は如何職之れ現下の問題であって︑是れを研究する一
は吾人の責務で且つ必須の急務であると信ずる︑是れ本講座設置の趣旨である︒

井

韮日本の文化には儒教の精紳が少ちず職込裂れて居る︑日支事鍵を契機として今後皇園の道徳思一
￥想に封し如何に儒教を活用すべきか︑是れ本講座設置の要旨である．

一︷三︶日支事愛と東洋倫理︵四回八時間︶

一
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臨時網曾々告

課て本含第三十九回定期総含の決議に基き︑本曾定款一部愛更を認可申請中の虚愈く去る七月二十五
日附を以て認可せらる︒

依て本含は左の如く臨時線曾を開催し新定款による一名増員の副含長選畢を行ふ乙とＬなれり︒就い

１１

ては何卒含員諸君の葛障御繰合せの上奮て御出席あらんことを切望す︒鼓に曾貝各位に含告す︒
︵本禽告を以て全曾員への通知に代ふ︶

日時昭和十三年九月二十二日︿木︶午後四時より

日本弘道倉

員︶

場所東京市紳田厘西神田二ノー日本弘道倉館
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★日本弘道倉教化畢院新講座★

☆本曾臨時総曾々告・脅告・歌園兼題★
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今回徳川倉長より左の諸君に封し本曾常任委員を委嘱さる︑依て鼓に禽告
す︒

田中久

日本弘道倉常任委員︵八月一千五日附委嘱︶

矢田鶴之助中村芳三郎

Ｉｌｑ
ｌＩ

日本弘道倉

長井文蔵

壮図
法人

林柴太郎匿中宗太郎
昭和十三年九月
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如き人爵の差異あり．然れども今差に云ふ所の人は此の如き天爵人侭の差異を以て其畑

如き特別の名稗友き者を云ふ︑人には知娯賢不宵の如き天鱒の差異あり︑貧富貴賎の叩

︵人に接するの道︶人とは我身と同様護る形燈心思を受たる者の稲にして︐父子君臣等の岬
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Ⅷ

州些哩四厘別を立てたる蒜に非ず︑総て天地間に生れたる所の人は︑何れも皆同一の権利ありⅧ
川勘７＄同一の自由あり︒井詰難りて飲み賜田を耕して食ふも人寺のｎ曲なり︑衣食を替者か家仙

恥翁蕊駕溌瀦濡践瀧餓簾謝謝蕊畷州

即其人の権理のある所なり．他人に此権理あれば我は其人の擢理を妨げざるの義務あ州一

人民皆幸一鵬を得くし︑己れに五分の権理あれば他人にも亦五分の権理あり通若し己の州一

航先︲応の麹くに︲﹄て綱互に己の嬢蝿を？己必鍵務を荷ムと菖峰職禽臆雫褒にし℃呼
生川

川

凧盤灘鵡鰹雛婚蝿膿珪謙剤臥灘撰鴎澱蕊蒸哩舶

Ⅷ噸鯛噸きほ︑多少耽含の不平を起すなり︑然れども惟権理と義務と相卒均して相妨碍せずと州

州謬涛嬬織簾議灘灘灘譲蒸篭羅灘

子日己所不欲勿施於人心耶蘇日爾凡所欲人施諸術者爾必如是施諸人父日爾愛隣人営如州

己︑是此雨教の畢者が千古の金言として格守する所なり．︵以下階

副言匡巨巨匠腹塵一三一一一三三三一三三三三一三三三一一一三一一一一三三一三三一一三三三三一一一三三三三三三一三三一一一三三三三三一三三三一三三一三三三三一三一一三三一一三三三一一一一三三一一一一三三三三三一三一和
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来淋の愛事と勢傭際図の近最

▲寺

と家族に出

叉主人が早く蹄２Ｌ来る様にと日夜所つ一﹄膳る村も少く無い

が︑心中では事鍵が成る可く早く潜んで︑可愛ゆき息子や︑

征背が有ります人糞は︑表面は元気なことを巾して川り幸︽す

来を非常に心配し︑不安に恩ふｂ例へて申しま一

本はどうたるか︑二年も三年も薪愛が綾墜Ｌは大錘だと︑澗

認識せぬ人は前途遊維だしく悲釧し川しまし一Ｌ︑これで砿川

愈々亜大に雌つ一﹂来たと考へ川しました︒虎が昨局を眼！︺く

に色舞八ヶ間数なって参りましたので︑一般の人建は僻局は

盟などでも大に叫んで居たのでありますが︑最近になって念

と云曇Ｌ居るのであります︒是は既に岡民精祁綱卿員中央聯

れ︑政府は剛民全般に封し大に協力して髄はなければならぬ

事に成りました︒而して節約世よ︑貯金せよと色々と奨励さ

更に︑物を資る事も︑賀ふ事も︑或は造るとと賂抑制される

月二十四日には物費の総動員計需が我表されましたし其の後

我図も妓近︑種だと政府の命令ヤ統制が出ました︑去る六

塵早中蒋和波豊一

最近の圃際情勢と事蕊の蒋翰衆

︵本稿は本含に於ける講演の唾旨である︒記者︶

此度の事菱は初めは不摘大にするのが帝闘政府の方針であ

(一）

ので有りますが︑最近幽内の事柄を児て又新聞友どで︑蒋介

3 −

りましたが︑後︑暴支暦懲となり︑此甑は蒋介石政椛の打倒
即ち之淀戯減する事に愛りました︒そこで我図は蒋政椛をし
て再び立つ能はざらしむる様にする事詮目的とし戦を進めて
居りまして︑戦線に於ける大勝利となり︑銃後閣民︑禦閣一致

の後援となり若々成果を畢げて居ります︒斯くして支那は敗
戦に次ぐに敗戦を以てし今日は非常に弱って居る︒蒋介打は

勿論︑政府も閥民も大鍵に困って居るので有ります︒鹿が彼
れ蒋介石は中共参ったと云ひません︑長期抗戦︑焦土戦術を

豪語しまして何時迄も日本に抵抗するのだと斯様に申して居
ります︒

我闘としては速戦即決は望む虚で有りますが︑先方が参ら
すに︑長期抵抗すると云ふ以上︑途中で引く弾には行きませ

ぬから彼が降参する迄︑どこ迄も促期雁戦をする兇悟を必要
とするので有ります︒

、

来狩の愛事と勢情際閏の近最

が大切であると恩ひます︒勿論政府に於ても犬にやって居る

は政府も図民をして時局の認識を明確にせしめる様にする事

充分に且正確に認識して居らぬ結果でありまず︒之に就て私

不安に恩ふ様になりました︒是等は全く此の時局の重大性を

或は税金を多く納める様になった人々は︑自分里別途を大に

来た模様であります︒叉此の事愛の篇に牧入が少なくなり︑

石の長期抗戦の謹明などを知り︑非常に心配の度が高まって

位損害を受けて居るかと巾しますと約百三十笛と云はれて居

亡くなる人が相謝ある様であります︑それから敵の方はどれ

ろうと思ひますが︑第一線で戦叱される人の外に︑後の方で

まして中を薬涜職では有り蚤せん︒皆様の御知合にも有るだ

が津山ある︑其の隙から敵は︑どんノ︑入って来るので有り

ずつと居る課には行かない︑是は常識でも分ります︑間に隙

隊はどれ丈け届るか存じませぬが︑斯くも憂い所に餌通産く

迄で︑千島の北端から皇河港にも達して居りま一ｙ・日本の軍

えて居る者も有ります︑私は先日開西の方に参りまし一﹂或病

ど戦意券一喪って届ると云ふ事です︒尤も中には抗日意識に燃

遺棄死篭丈で五十一葛で有ります︒従つ一ｉ一支那の狩兵は殆

ります︒

ので有りますが︑賃の虚︑これは渋だ六ケ数いので有ります︑

時局に開する事資には秘密にせねばならぬ事が多いのであり
が知れて︑我剛に不利を招く事が出来ます︒又時によると事

まして︑事責を無暗に溌表します産外国は勿論敵図にもそれ
資の公表が阿民に不安を輿へる事もある︒従って是は中糞難

したが︑其の人の話に支那兵は非常に弱いと云ひますが︑中

院を訪ね表した︑丁度徐州禽戦で怪我をした知人を見舞ひま

者は此の時局の本営の虎を知って︑而し一︲一面に重大な時局で

ふにやられたので弧いと恩ふのだろう﹄と巾しますと︑いや

には随分弧いのも居り麦すと云ふて居る﹃溝は怪我して︑向

しい︒併し或程度迄は︑団民一般少くも︑閏民の指導階級の

ある︑これでは吾登は一生懸命にやらなければ成らぬと云ふ

てると恩ふて居る連中が相営居るらしい︒本年三月我車は南

支那は非常に蹟いものですから︑まだ／︑自分の方が勝っ

私ばかりではなく外の者も津山そう云ひますと申して居りま

考を持たせる事︑これは最も必要で有ります︒私は本側は此

先づ初めに支那の資情はどうで有るか︑事愛勃護一年後の

京の東南の庚徳附近で約三甑の敵を包幽して識減しました︑

した︑中糞強いのも居る様です︒

今日︑日本軍が占領して居ります所は大鰐日本全土︵事遮︑

黙に付差支ない範圃で︑時局を直に認識して頂く様に充書分に

樺太︑朝鮮を加え︶の二倍に堂ります︑叉早軍が第一線で敵

此時に敵の一中尉を生捕った︑是は四川省の者で有りました

御話申上げ度と存じて居ります︒

に封杭して居る長さは綾遠省の包顕から南下して杭州に至る
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す︒その中尉に︑南京は既に昨年落ちたと云竺Ｌも巾堂本営

の束の方に居るから討伐せよと云ふのです︒敗残兵は反封で

ますので︑支那は大きた道路を造って自動車で運搬しますが

のみです︒所が海軍機は庚九繊道︑嬰瀧繊迩を樵んに爆準し

日本海軍が支那釜派坤を封鎖して居るので︑輸入の道は芥港

次は支那側の兵器弾薬であるが之は非常に妖乏して居る︒

が相営出来たと鱒はって居ります︒

にしなかった︑斯様に自分の方が勝って居ると恩うて弧いの

が︑大将の命令を持って居た︑典命令に日本の敗礎兵が南京

かも知れないが大鰐に於て︑多くの者は戦意を失うて居るの

弾薬が山の如く積まれて居ると云ふことです︑共から海軍機

海軍機の爆撃によって恩ふ通り運べぬ︑今香港の海岸ば武器

は敵の軍事施設を片端から爆破して居りますから兵器弾薬の

は事資で有ります︒今日迄既に川本軍に降参した背も相常あ

製避は勿論修理などにも大に刷って居る︑支那の飛行機は一

ります︒鍵に京漢線彰徳西方の林蝶で李禰和と云ふ勝軍が一
を附けて︑日本軍と一緒に働いて居ります︒最近では六月下

ヶ年の間に海軍が千七十機︑陸軍が約二間機やつつけて居る一
三月二十三Ｈ蔓阿に敵の飛行機が飛んで来た︑是は米人﹁字

寓二千の兵を率ゐて肺順しました︒是は皇協剃匪節一軍と名
旬に新郷附近で一蕩除︑叉其の東方考城で六千除の兵が降害参

しました︒将領連中でも︑彼の有名な李宗仁も徐州命戦前に

１ミット﹂が指揮して蕊北と新竹に爆弾を落して行きました
が︑此︿の内に繊砲王が有りました︑如何に爆弾に別って居る一

日本に蹄順すると云ふ雌が有りました︑所が姦鬼推し一戦で

支那が勝ったと云ふ評判で︑李宗仁は一雌大愛な英雄にたり

かが分りまず︑支那の参一謀組長は武器を大切にしろ︑弾薬を

共から財政の方ですが︑是は支那が弱って居ることは明か

浪盤する厳と度盈訓示して居ると云ふことですっ

で有ります︒支那政府に入る金は︑開税が主で次は聴税です︑

まして︑香港では常時︑今孔明であると名付けられて活動篇
であります︒彼も英雄になって降参の時期を失ふたので有り

員で李宗仁が表れると非常な喝釆で嚇し立てられたと云ふ事
ます︒山西の閣錫山も日本の方に︑どう云ふ僚件で降参した

す︒支那には山騨がありますが︑是は極く僅かで目下支那人

が最も困って居為のは隙であります︒公憤を募集しましても

何れも釜海岸を封敏されて居るので其の牧入は非常な激減で

ら山東の韓復集は︑蒋介荷に敗戦の責を間はれて︑途に殺さ

にやって居る︑共から税金が大憂高くなり堂して︑今年の税

却交膳募者が無い︑弧制的にどの家はどれ丈け買へと云ふ様

ら許して呉れるかと云ふて居た相です︒或は是はデマかも知

れましたが︑其の殺された時の蒋介石のやり方が惨酷であっ

れませんが︑そう云ふ話も一時陣はって居りました︑其れか

たと云ふので︑需領連中で︑蒋介石に封する反感を高めた者

﹄〃
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に依っては十倍位になって居るものも有ると云ふ事です︒

俸され−割乃至五割も引かれて居ります︒物貨は騰貴し︑物

金所か︑来年の迄も納めさして居る様です︑怖給収は凡て減

飢鯉があつ一Ｌ一千寓人餓死した︑支那には四億心倒災が有

ら兵隊の損害に付ても決して困っては居ない︑数年前新彊に

蒋介石は少しも困っては居遊いと云ふて居る︑どん底具合に

からでは日本が邪魔するから此頃は俳領印度支那の一海防から

夫から兵器弾薬に就て凶大き左言を云ふて居ります︑香港

鉦︽い○

る︑兵隊は幾らでも造れるから百寓や二百閏の死傷は何でも

云ふて居るかと申しますと︑日本は自分の土地の二偶だけ取

輸入する︒内地への路は海防・︾小ら識路︑龍州に行き︑そこか

以上の通り支那川は随分困って居るので有り麦すが︑然し

ったと云ふが︑それは支那の一割四分に過ぎ無い︑支那は失

ら南殿ｒ総て脹東︵又は悟州︑桂林︑衡州を姪て瀧口︶へ行

共で日本軍が攻めて来ても支那は何庭迄も逃げるのだと云

に送るものもある︒術別に昆明から印度の一ピルこに川で

くものと︑他の道は海防から繊践︑昆明に川でそこから重慶

ふた土地のまだ八偶間ある︒

ふて居る︑妓近は雲南省の昆明とか或は重慶に行くと云ふて

西安を経て院海線から京漢線を経一；﹄漢口へ入るので有るが︑

﹁ラングーン﹂から輸入する事にすアハ﹀・ソ聯の方からは闘州︑

持つ一坐来るから少しも心配は無絶

之が日本車の篇に中断せられても︑両戯の方から成郡の方へ

夫から財政の軸で有るが是は支那は大きな事を云ふて居

って来なければならぬが︑支那は内分の土地で戦って居るか

る︑日本の方が蜂ず先に弱る︑日本車は支那に州るに海を渡

ら斐川は左穣かＬら泡︑兵隊の給料等も下級の者には七回や

って居るが五回食料に取って居る位で︑そんなに金はいらぬ

と云ふて居る︑又剛民も簡易生活に憤れて居る︑長期戦にな
ると持久力は支那 方が遥かに有利である︒日本は日清︑日

露戦争の時︑外国から金を借りたか今度はそれは出来ぬ︑所

■

居る︒支那には未だノＩ奥がある︑尚どこへでも行く事が川来
ると申して居ります︑僻兵は深山死んだが未だ幾らでも居る︑

支那は佃々の戦では負けても︑長期抗戦になると支那の方が
有利である︒鋪一︑日本は久し振りに戦をしたが支那は毎年
戦をして居る︑而も負け戦に慣れて居る︑逃げる時は秩序整
然と退く︑此の間徐州含戦後﹃支那は徐州を失ったが山西で

回復した﹄と云ふて居る︒支那は今ゲリラ戦をやって後方撹
凱をして居るが︑是は大成功で日本軍を大に惜して居ると巾
し一Ｌ居ります︒支那は是から日本軍をどんノー後の方に引付

けろ︑而して昔露西亜が奈翁をやっつけたと佃様力戦法を使
う︑即ち側水車を山奥に引寄せて最後に一難を食はすのだ︑
然かも其の円信は十分に布る︑斯様に云ふて居ります︒共か
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が支那は幾らでも貸して奥れ雫惚此の黙丈でもＨ本の方が弱そこで漢口は大鍵勤王係し股拾する事の肌来ない有様にたへた

ると斯様に云ふて居ります︒此の財政上の戦は支那のみならが︑一方ソ聯が蒋に漢口死守を鋤告したとも体へまするが︑

ず英閣も米幽も信じて居雫勾様であります︒そこで吾々は決し其の篠蒋は政府は渋し一Ｌ瀧口を粟てるのでは無い︑どこ迄も

て弱ってはいかぬ︑どうしても弱味を見せてはならぬと斯く︑斌張って戦ふのだと謹明致しました︑怖報に依る︑と蒋介石の

老へるのであります︒蒋介石に︑そんなに大きな言を云ふて漢口防備の節一線は鄭州の西方堆牒から許州を雑て岡始に渉

居るので有りますが︑徐州が燕ちて以後支那の欣況はどうでる線︒第二線は信賜から河南有と湖北省との間に在る大別山

あるか︑是は戦況の話になりますが︑極く概略を巾しますと脈の線に世いてある︑第三線は漢口に近く椛全；﹂雁る︑而して

と鄭州との間で︑黄河の堤防を切りました︑そこで濁水が南然し何れは皇軍の猛撃には敵し難く南京や徐州と同様の運命
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徐州陥溶後日本車はだんノー進んで居りましたが︑敵は開封大牢をこれ等の線に集中して死守すると豪語して居ります︒

東方にどん／Ｉと氾濫して居ります︑黄河山堤防は昭和六年に陥るものと思ひますが︑今日迄の怖報によりますと敵も机

に切れまして非常な洪水になり︑河南︑妾徽︑江蘇の三省が．鴬決心して居る様でありますし︑此度はソ聯の援助が大分祇

水浸りになり︑一千幾両蔑人と云ふ避難民が出来た︒それと極的の様でありますから︑其の抵抗力は可なり頑聯であらう

届る様でありますが︑未だ鄭州は蕗ちません︑是は水の篇で月二十八日以氷我海軍の航案隊が側夜の別なく猛爆難を敢行

今度は支那軍が故意にやった︑皇軍は今鄭州の近くに進んでと老へられます︑もう一つの問題は礎東です︑厩東は去る五

は無いかと想像します︒尤も我軍は鄭州の遥か禰方に川で川して居ります︑之は支那がこんなにやられてはたまらぬと思

西方而で大に敵を雌破して解り一謀す︒揚子江に浴ふて進んでふ様に︑即ち支那をして戦意を失はしめる馬に行ふので有り

居る陸軍と海耶とは共同作戦を極めてうまくやって︑是は六ますか︑果して股東は悲鳴を難げました︒此頃は案家が六割

月十二日に安慶を︑七月ＷＨに湖口と︑廿六日には九江を占も七割も州来一し︑非常に人か減って居る︒香港に行けば安全

領しました︑只今はとの方面で奮戦して居りますが︑目ざすであると云ふので︑どんノ︑行く．虚が香港に入るには見せ

必然と老へたか︑一時蒋は昆明に行くと云ふ噂が出ました︒日本の海軍に頼んで︑爆撃を止めて貰はふじやないかと云ふ

蒋介行は徐州の次に来るものは瀧口であり︑漢口の陥落は後は入れぬと禁止した位です︒騰東では︑たまら無くなって

漢口は近くたりました︒金がいる︑それでも香港は除り深山来るので困りまして︑以

来勝の愛事と勢崎際図の近晶

弓

来蒋の塗事と勢情際閣の近最

課には行かぬ︑其れでは降参し様じゃないかと云ふ事で︑此

としては向ふを困らせる鰯にやって居るのであるから止砧る

事を申して居ります︑爆準を止めて呉れと云はれても︑日本

が︑仙界各閥が聯合して日本に封し抗一議を巾込まうじゃない

支那援助の運動をやって居ります︑沸図の議脅では或る議員

荊ります︑英函では支那同傭週間と云ふものを抹へて盛んに

不買同盟を瞳よ︑速に中立法話溌動せよ底ど運動する連中が

の本圃では議曾の問題にまでなって居り︑米国では日本品の

かと純議し一Ｌ居ります︒そんな様た具合で︑廠東爆撃は非常

の頃は嫌和説が盛んになりました︑飛行機を賢ふからと云ふ

に来るのに蒋介石は一つも飛行機を寄越さぬ︑撰園公偵で造

に外聞を刺検致しました︒然し日本は決して外鯛人が云ふ様

ので蒋介石は霜闘公偵を溌行した︑虎が日本機が盛んに爆撃
った飛行機はどうしたか︑渋東に飛行機を透らなければ其の

に慨東の非軍事施設遊爆壁しては居りませぬ︒支那側は諸外

の横に渡識所がある︑其の蕊電研を攻準した弾が病院に中つ

側の建物の近遥に色だの軍事施設を造る︑例へぱ沸園の病院

たいですが︑さう云ふ肌に外幽を利剛して居るのですから致

近は財閥とか教育家とか云ふ連中は︑蒋介洞が一日長く戦ふ
たら支那は一Ｈだけ損・と多くする︑是じゃたまらぬから︑川

金を返せと︑市民は公債を以て政府に抑寄せて居ります︑餓

本と和睦せいと云ふて居ります＄此の和平識はすっと前から

し又蕊八側には外務有が藍明して居ります︑諸外団が何んと

の婦女子を殺しては居をい︑その事は六月七日に海軍が聾明

抗議しても爆撃は止枕ない︑断じてやめる事は無いと申して

方が無い︑ｎ本は決して一般住民をやったのでは無い︑無事

空気が塗って来て居ります︑虎でこの賎東案爆問題は︑英米

もあったのですが︑以前は和平説など寿一云ふと直ぐ漢好と呼・

挑等にも刺戟を典へまして何れも川本に抗議をして居りま

の髄吹に封すると同様の爆蝉は常に操返されるものと恩ひ

居ります︒この後蒋介満がドンナ奥地に逃げて行っても︑こ

ばれて殺されたものですが︑最近は公然と之を云ふ︑其れ位

す︒殊に英幽は香港か店軍需品を盛んに送って居るのである

かぬから止めろと云ふて居ります︒伽図は自団の病院に爆弾

殊に多数心婦女子を殺した日本は︑さう云ふ事をやってはい

と質洲した所︑﹁止めない︑支那の方から止める事は絶封に

の行政院長孔鮮烈に米剛の新聞記粁が﹁支那は戦を止めるか﹂

申しますと︑去る五月三十日丁度徐州が落ちました後︑支那

次は闘民政府の要人連が長期抵抗に就て豪語して居る事を

ます︒

から︑灰東を潰されてしまっては英倒は雌も刑る︑それで一

が三溌命中したと云ふ︑米脚は大里に一溌命中したと申し川

番初めに日本に抗議として居ります︑日本飛行機は一般市民

して︑何れも爆鍍中止を勧告して居りますワ術英米帥とも典
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そうすると記者が﹁そんな事を云ふと支那は滅びるじゃない

事態を憂腹して日本に濁し戦争を中止せしめる時である﹂と

無い︑戦争が群むのは日本自ら止めるか或は諸外図が東亜の

不満であるのです︑所が一部の人糞はそんな事は無い︑下の

得て鯛民黛の方へ抑へ付けるものですから︑岡民黛の連中が

園民黛と共産蔵とが大分不和になって居る︑共産麓が勢力を

孔群照などは毛洋寅︑周恩来など共産黛の主脳者と砿によく

方は仲が悪いが上の方はすっかり喰つ付いて居る︒蒋介石︑

意兄もあります︒然し何れにしても斌近齢程仲が悪く厳って

提携して居るから日本としては決して喪心は出来ないと蓋ふ

守

後には必ず勝つのだ﹂と云ふて居る︒そこで記者は﹁それで

か﹂と申しますと︑彼は﹁個堂の戦闘では負けて居るが︑最

は﹁決してそんな事は無い︑支那に在る様な共産蟻は恢界到

は支那は遂にソ聯化し共産化するであらう﹂と言ひますと彼

車連の内に反蒋運動が勃興して居る︑李宗仁︑︑崇鵬︑提潜

居ると云ふ事は色玲の方面に現はれて居ります︑叉支那の跨

など︑いつも問題になって居り麦十が︑近噸さう云ふ連中が

る虚に在る︑現に日本に蝋ある﹂と斯様に云ふて居ります︒

鯨程多くなった糠で布ります︑もう一つは和平問題︑剛本と

却桂支那は文句はうまい︒一寸の土地︑一人の支那人が存す

るに術且彼蝶は侭期抗戦を唱へ︑焦土戦術を豪語して居る︑

も〃

叉六月六日に蒋介石は謹明を致しました︑而して大鍵遊狼が
期が雑つに従ひ弧く底って居る︑台兜鞭の大勝は之を誰明し

りを申して居ります︒﹁支那は決して負けない︑支那寵は時

仲直りをしやうと云ふ話が川て居ります︒

極↓べと協議をし喪した︑開含の時に︑蒋介打も涯北銘も油説

展限り︑日本に封して膜抗すると斯う識ふて居る︒是は暴く

斯の如く閣内の情勢は蒋介石に取って韮だ不利である︑然

て居る︲一と云ふて居ります︒其の後七月六日から十日Ⅲ蒋介

遊しました︑而して︑どうしても妓後迄戦ふのだと申して解

空威張りである︒兎に角そう云ふ大きな言を云ふて居り表す︑

布は瀧口で参政命議を開き︑全図から百数十名の代表を集め

の騨明を出し叉曾議をして外幽の大使に迄其の槻様矛一見せて

ります︒此の時に英と米の大使が参列しました︒斯様に種だ

と︑彼我軍隊の衝力から比較す紙ば︑支那の負けるのは餅然

である︑蒋介石は文郷郎は時が過ぐるに従ひ段荏強くなって

果して勝つ心算があるであらうかと云ふ事を湾へて見ま一りる

居ると云ふて居りますが︑日本駆除が妓後の止めを刺すと云

得んとして居るので有り麦し一Ｌ︑是は蒋介石が非常に弱って

那自身が大弱りであると云ふととは雫はれぬ所であります︑

居ると云ふ事と一面に於て現はすもいで有ります．兎に角支

ふ事は疑産費一所で︑蒋介石は心の中で唯強がりを云ふて居る

居るのは︑自己の弱黙を隠し弧索を見せて舗諸外因の援助を

毛とで今支那は主としてどう云ふ鋤で肘って居るかと云ふと

(h

来ﾙずの菱事と勢↑＃際隅の近展

て居る︑夫で蒋介石は﹃日本はその中に政治的に思想的に叉

力である︑維済力では支那より先に日本が倒れるものと信じ

援けて日本に荊抗させ様と斯く考へて居るので有ります︒虚

を出しても日本に勝つ見込が無い︑それで出来る丈け支那を

があれば︑日本をやっつけ嫌と忠ふのは餅然で辛︸う︑然し今手

凋伊と仲が悪いですから︑欧洲の方は決して手を離され無

経済的に必ず弱る﹄と斯様に恩を﹂居るのであります︒筒も

で日本が現に蝿職沌勝して届る規貧い状況も︑日本岡民か協

に過ぎ無い然らば何が城りであるかと云ふと︑是は聞際開

つと弧い事を云ふ連中に茂ると︑﹃支那は日本と戦って負け

力一致して居る錨︑尚Ⅳ猫伊の防共協定︑是等空一ろの瓢に

い︑ソ聯は此前︑日本に負けたので有るから︑何かよい機愈

ても差支は無い︑日本を弱らしさへすれば垂勇の目的は達す

於て︑今起っても駄川と忠ふて居るのであります︒ソ聯に封

係です︑外幽が援けて失れ零勾と忠ふて居る︒もう一つは維済

る︑日本が弱ればソ聯が立ち︑英国も旭つ︑即ち飛後の勝利

様であります︑然し目下東部︑ン︑ヘリャには大鍵に雛隊を増加

する見方は種ぞありますが大鰐は以上の様に老へる人が多い

そこで支那を焼る列図の動向はどうなって居るか︑即ちソ

は我に在り﹄と斯様に考へて居るので杓ります︒

聯︑英︑伽等はこん後どう云ふ工合に支那を援助して行くか

の人だと云ふことです︑最近に一誤ローヂと︵孫文の政治顧

して居る︑極東軍司令官ブルッヘル蒋軍は︑日本と戦ふ意見

によりますと︑ヅ聯では反雪スターリン派﹂の大者を四千人

せをや２Ｌ居ります︒目下の大きな問題は去る七月十七日に

叉Ⅲ本領事館の問題でも︑ソ聯は日本に封し種受といやがら

問として砿命を助けた共康黛員︶が窃に漢口に来て蒋介石と

小者を凹高人殺したと云ふことです︑現にこの間赤軍の大蒋

起きました︑ゾ・聯兵の満洲領︑張鼓峰に於財る不法越境事件

一・トハチェウスキー﹂元帥以下八名の者が死刑に底りました︑

と云ふ黙を申し上げます︒先づソ聯である︑ソ聯は昨年六月

﹁リシー言う﹂が日本に逃げて来た︑大将でさへ逃げて来る

であります︒今︑日ソ雨軍が小ぜり合をやり封痔中で畔々局

は事資と恩は肌ます︑例の漁業問題や︑北樺太の石油問題︑

のですからソ聯内部の混矧がどんなで有るかは想像が州来ま

部的に小戦闘をやって居ます︑帝幽政府は之遊外交手段で平

密談して居る様ですから︑ソ聯が何か新たに目論むで居るの

す︒尚又歓洲開係も中脅容易では有りま職一ん︑西班牙では右

一ズターリン﹂の述巾が非常に多｜くなったのであり実す︑精報

と左とが戦って居る︑人民戦線の政府軍を桃とソ聯とが援け

つけて居りまして今︑術話が纏零ｈい様であり蚤す︒然しソ

和的に解決せんと力めて居りま−．が︑ソ聯側は稚奄と理屈を

鯛来今日術煎軍粛黛工作に大童である龍詰りこの頃ソ聯は反

ブランコ勝耶の革命軍の方を猫と伊が援けて居る︒術ソ聯は
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聯としてはＨ本と戦ふ意志は全然無い様でありますから︑此
れで全面的のⅡソ州戦となる事は先づ無いだらうと見る向が

はう日分とまね返じに

まか題とは世らる州て

って居る鐸です︒日本が支那に勝ち麦すと︑英閣の支那に総

んとして居る︑英醐は世界到る虚に大きな領土を持って居る

ける権益を侵害することになる︒殊に日本は南の方に溌展せ

束に於ては印度あり︑擦洲あり︒日本は人間が段々と殖今へま

して︑満洲等には行きますけれども英慨の方には尚より良き

土地が随分洋山塞いて鵬る︑そこに行き度いのです︑鹿が共

八月十五日張鼓峰事件に開し参謀総促寓殿下より上奏遊ぱされし際
牌兵に優渥なる御言葉を賜ばつ衣︒

今回ノ張鼓峰事件二於一ブ我蒋兵力困難ナル情況ノ下二

寡兵之二常リ自重陰忍克ク其任務ヲ完ウセル︽満足二

御言葉思う

ＪＪＪｌＬ術進崎鯉鰐憧鋤寵

ちますと︑段餐英叫の支那に於ける維済上の利椎を雌辿して

か︑色盈問題があったのです︒此度の事鍵で日本が支那に勝

入れません︒それで数年前から日濠禽商とか︑日印曾商と

した︒庭が英醐は又日本品入る可から未と︑開税を高くして

物品を川そうと恩ふて︑安く︸︲︸良い物を深山造って外図に出

術死傷者二封シ哀狩ノ情二勝ヘス
此旨僻兵二申シ徳ヘョ

す︒尚吾全の常に考へて居らねばならぬ事は︑蒋介洞の云ふ
通り此の後日本が弱ってソ聯が今立てば勝てると思ふたとき
は彼は必ず立ちます︑此軸から考へましても我営は決して弱
ってはいかぬのであります︒

す︒

参りますから︑英閏は之に封し色食と苫怖を云ふのでありま

P

多い様であり︑一重Ｊ／・外阿新聞はソ聯のこの行動を以て日本軍

許成ソら狂すぱさ様復
せる問い人｡なれなし

次に英幽に就て申します︑日本は今支那と戦って居ります

H

の浅口進単を牽制して居るのだと体へて居ります︒或はそう

諜後するソ』s考堂0平

が︑其の外にソ聯と思想戦をして居り︑叉英図と経済戦をや

しそぬ人生知札人の度
得れ人以れの11を入遥い
なで閏上る通本立るはの
けHあで、りは．て可英で
れ水りす一子皆比か人す
ばはま。分供さ鳩らが、
せ人す勿ⅡMがんるず、庭
めをが論に深御oと日か
て川、死四lil承禁本共

かと蝋汚へられます︑果して然りとせぱ此度の事件は徳だし

噺ど、か聯ひへ操i.dm

く大きくなる事は無いとしても︑常分の間此の状態は稚綾し

客がrilイ!リImぬも題もm

せぬ︑是は吾だとしても大に注意ザーねばならぬ事でありま

易としをでかのが叉一
にのまやはとと時他時
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︵一︶

健堂

︑︑℃も︑Ｕ喜勺一

℃︑

殖︑

赴く第二の文天耐が州るか︑舟中に汰畢を誰や躍擁﹄一や睦舞
夫が出るであらうか︑文天群や︑陸秀夫や︑雲中松柏愈青麦

℃︑ｂ

遂に蒋介石の図都は蓮園外に逸出し︑支那の馴土の中に身を
︑︑可︑︑℃︑︑︑℃も℃℃℃二
措くところなきこと︑恰も圧山の舟中に樺に生を托した宋末
も︑︑℃も︑℃ｂも︑℃や℃︑︑℃ｂ
の天子のやうにならなければなるまい︑その時︑瞭慨︑譲咋

︑︑︑

に遁れ︑早晩︑支那奈土の中に行くべきところ無きに至って

つた︑日支事鐙の結末は如何︑上海落ち︑南京落ち︑徐州藩
︑︑
も℃︑弓
も︑己
ち︑更に漢口陥落の後︑蒋介石の政府は︑亜慶に逃れ︑昆明

︑︑

の理想を賃現するに至ったことは︑誠に悲しむべきことであ

刃︑もｂｂ℃

に捗る日支事鍵を砿もし︑平和的手段によらず︑腕づくで此

も℃︑︑︑

い︑然るに︑↓一﹂れが今回︑計ら↑鋸も︑篭溝摘以来︑支那全土

は︑州間以来︑日本人の胸中に燃えてゐた︑即ち大亜細亜主
℃も℃︑︑ｂや︑︑︑℃口℃もも︑︑Ｕ
義は︑日本人の仰統的縮祁となってゐたといばなければなら

︑︑Ｂ

国たる小天地から亜細亜大陸の櫓舞肇に飛躍すると云ふ希望

潜在意識とでもいはうか︑必ずしも侵略の意味ではない︑島

したといふのは︑大陸に准出するといふは︑古来︑円本人の

山

東洋文化史より見たる支那事鍵の印象

支那地岡を展開しつ上︑ｎだ︑皇軍︑支那攻略の一三−ス

を検討しつ上あれば︑皇軍の進攻は支那人の所謂無人の野を

行くが如くである︑支那古文単によって︑古来︑日本人の
耳に熟しながら︑支那の何虚にあるかを知らなかった地名が
往盈︑皇軍に蹄しつ瓦ある︑到レ江呉地講︑隔レ峯越山多の江

︑︑︑もも︑︑も︑ｂ︑ｂも乃

水は吾が掌中に肺し︑商女不レ知亡園恨︑隔江猫唱後庭華︑

昔も今も同じ風景︑吾軍攻略地のカフェーの支那少女︑日本
の軍歌を吹奏してゐる︑南朝四百八十寺︑多少椎墓畑雨中は
此春以来︑一皇軍が浦喫した新趣味であった︑礎燈無し焔影憧
兵︑此夕聞飛諦二九江一の九江も亦既に皇軍の手に藩ちた︑日
も９℃︑℃︑℃℃︑︑︑︑で︑℃℃もｂ▽℃
︑︑

本郡は︑宛然︑府詩選の箔蹟地岡の上を倣渉してゐるのであ
︑

ろ謬此のような時代が川現せんことを︑日本人は古来︑豆︵だ
℃で︑℃も︑︑︑︑︑も

℃℃℃℃︑ｂｂ

の中に憧撮してゐたのであるが︑現在︑それが目前に展開し

て見ると︑今更のように恩はれるのである︑其交の中に憧保
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︑℃℃

とうたふて節を守って餓死した謝鍵山や︑それ等の悲壮︑忠

ももＤｂ●やｂももももｂもｂも℃画やもｂ・℃斜

ければならぬ︑そして舟中に大畢を識するといふ支那人気分
℃℃℃℃もＤも℃もＵも
の特色を見せるであらう︑しかし今の支那は世界的支那で︑

との二つより外には出てない︑日文事鍵に於ける彼等の剛策

て︑それがまた漢人政府の本領でもある︑六千年来︑支那人
︑もも︑■︑℃℃
が戦争及び外交に示した偉統的精川は︑合従遜衡と速交近攻

地もり

烈な心事は︑支那に於けるよりも︑日本の勤王志士を鼓舞す
るにはかつて力がある︑支那古来の所謂忠臣義士は︑伯夷叔
も︑︑ｂ︑︑℃℃も︑▽℃もももｂ℃ｂｂ℃もももｂも
斉藍姑め︑悉く日本の士道鼓吹の篇に生れたように見える︑
ももｖｂや︑℃もｑｂ︑℃ｂも℃︑ｂｂ℃℃℃もｂｂ
其の意味からいふ時は︑日本︑支那と唾別せずとも宜しく︑
もも℃℃冒︑ｂｎｂ℃︑︑︑℃ｂ︑▼︑ＤもＵも℃℃℃℃
雁別しない方が寧ろ適営であるとも思はれる︑一括してこれ
︑もも＄わ︑︑℃℃℃℃℃９℃︑もも︑口も︑︑︒ももＵ℃
を日本を中心としたる東洋道義史として帆倣すべきであら

論語に非ずして戦団策であることが知られる︑戦幽策の運用

衡と速交近攻とを操返すばかりであり︑支那人は何虚まで行
も︑︑︑︑︲も︑℃ｂｂもも℃︑▼︑︑︑ｂ℃もももももｂ
っても戦函策を遵奉するの一途を出です︑彼等のバイブルは
刃もも︑▽℃︑もももりｂロ︑︑ｂｂもも︑

︑＄Ｕ︑℃や℃︑℃

が列図に経済援助を求むる運動等︑等︑等︑悉く是れ合従︑連

聯盟に於ける︑日本を十三劉一に追詰めたる︑或は宋子文等

＆ももｂ

けに︑侮る可らざる伎楠を見せてゐる︑例へば顧維釣が閏際

︑ｂり

らぬようになりつ凡あるのが諺日支事鍵の現欣であり︑そし

となり︑伽となり︑賞際は日本と戦ってゐるのは何画やら分

う︑支那古来︑漢人が塞外民族の篇に攻略されて滅亡する時

は︑間よりその通りで︑さすがに数千年の練磨を経てゐるだ

蒋介石の名で抗戦してゐるけれども︑資質はソ聯となり︑英

に︑漢人の中から︑必らす烈士が現はれ︑これに反して︑塞
外民族の朝廷が亡ぶる時には︑必ずしも烈士が現はれない︑
℃︑︑℃︑やｂももも︑︒もも︑℃巳︑︑︑

股壌遠からず︑清朝の亡ぶるに富って︑一人の死節の士が無
︑︑︑

かつた︑後に満洲帝図の創建に努力した鄭孝青は︑営時︑其
︑︑︑
事を慨嘆してゐたのである︑蒋介石の政府は︑とにかく漢人
の朝廷であるが︑その衰亡に際して︑何程の義士を出して︑
後世の土風に貢献するであらうか︒

は︑精紳的の伎葵としては賞讃に値するものがあるが︑それ

Ｕｂ︼

蒋介石の政府は果して︑圧山の舟中といふところまで行く

ｂＢｂ

であらうか︑彼を援くる列閣が︑彼をしてそこまで行かせる

力を培養すべきではない︑いはｒ支那人は古来︑糧の研究を

であり︑糧ではない︑蕊は適時的に川ふくく︑これを以て鉢

℃℃℃ももＥｂＢ︲

を持て国家を推持しようとするのは︑果してどれ程の賞効が
西もや︑い
あるであらうか︑これを人身の養生に砿ふれば︑戦闘策は難

であらうか︑そこまで行かないうちに︑何とか手段を誰ずろ
のであらうと恩ふ︑また︑そうしなければならぬであらうと

しないで︑蕊の研究に没頭し︑薬によって生命の危機を脱す

︑︑

恩はれる︑雁援をする列圃が無かったからこそ︑宋朝は匡山

ることのみを知って︑生命の根本を培養すべき所以を知らな

の舟中まで行き詰めたのである︑若し漢人の朝廷が︑自力で
もｂ
他国と抗争するならば︑長期抗戦の果は産山の舟中とならな
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ｂ︑ｂ︑︑℃ｂ℃ｂＪＵもひもｂ℃︲も︲℃ｂ︑ｂ︑９１︐１℃Ｊも典

文明の腰嘘で︑遊歴者から見物料を取るのが︑その資源たる

ゐる︑その数千年の文化が︑他邦人の篇に研究の材料となつ
ももむ▼も℃︑︑℃︑︑ｂ︑ｂ℃●■もも︑︑︑宙Ｂｂい
てゐるに過ぎない︑あの莫大左る領土を塁げて文化的の偉大
℃︑︑▽︑︑︑ｂもｂも９℃ｂ︑︑︑己︑ｂｂ画もｂも
なる展嘘となってゐるのは支那である︑責に枇界附閥以来︑
勺画℃℃もも︑口ｂ９もももも︑℃も℃ｂ︑もり
始めて見る最大なる文化の溌嘘でなければならぬ︑羅馬は古

いのが︑その博統的園民性である︑故に︑近世の世界に乗出

一世紀の間︑彼等は外園人と戦争する毎に必らず皆敗れてゐ

若し列国の開係が無かったら︑支那四百州は今や日本の色に

った︑文化の歴嘘から更生したのである︑蒋介石出でＡ支那

ーーイ出でＬ︑むかしの大羅馬帝図の面影が世界に峡つるに至

園であったが︑先きにガリ・ハルヂイ州で︑簸近に︑ムッソリ

図は少しも弧くなってゐない︑戦敗の結果から言へぱ︑最近

した支那は︑その特効薬によって︑滅亡を尭かれてはゐるが

るが︑今回の日支事鍵ほどの大敗北をしたのは始めである︑
塗りかへられてゐた筈である︑あれ程の人民園土を擁して輪

は世界の新聞に莫大の一三−ス供給者となったが︑其国は︑

℃℃も

百年来世界の新文明を擬取しながら︑此の如き状態にあるの

古文化の膳嘘から少しも更生してはゐない︑武器弾薬を他聞

︑︑

は︑戦幽策にのみ頼ってゐた篇に外ならぬ︒

Ⅱ本︑支那の園隈の封照は︑川陽の詩にある庸顛劉脳睦二

に仰がなければ戦争は出来ぬといふあはれさだ︑世界文化史

支那の歴史を通槻し︑これを今︑日支事愛に於ける支那の

も℃℃︑℃

日波﹁東海一輪依レ奮川の二句に識きてゐる︑建閲以来︑捌競

上に於ける支那は依然として図破山河在の有様である︒

態度と照し合はせて老へると︑支那は果して文明閲かといふ
も︑℃︑︑℃︑じ℃ｂ︑Ｄももむ︑Ｂ
疑問が浦然として起るのを禁じ得ない︑支那は川千年の文明

︵一一︶

の癖︽動極りなきは支那に過ぐるはなく︑寓世一系は唯だ日本

のみである︑此の異常なる二つの園が︑海を隔て土相隣し︑

年来その影響を受ける後進幽であった︑今や其の先進大圃が

邦であった︑そして大国が文化の先進閏にして︑小邦は数千

を誇るが︑その内容は頗る如何はしいものである︑支那四千

数千年Ⅲ︑一は世界の大関であり︑一は仙界的に鎖閥した小

後進小風の鱒に︑一全然︑制唾されんとしてゐる︑元来︑支那

年の業績として推稲すべきものは塾術のみであり︑謹術の園

たる古代廷存し︑追糞︑塞術性の褒退を示しつ上あるが︑そ

民としては祉界的である︑もっともその黄金時代は既に遼遠

︑︑

も℃℃℃℃■もＵ︑℃︑Ｕ℃

る︑漢及び唐朝の礎時に比すれば︑その閲際的地位のみなら

は数千年前に比して︑其の画際的地位は箸るしく低下してゐ

糟籾を嘗めてゐるに過ぎない︑仙界の新文化矛擬取しつ氏も

れとしても︑支那人の蕊術性はやはり頴特造るものである︑

ず︑文化に於て何等枇界に貢献するところなく︑没に枇界の
これを材料として自己の特色ある文化を創造する力に縦けて
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ｂ■

文畢美術︑諸般の工塞及び料理等のみならず︑各種の曲蕊︑

戸︑

︑︑

敬服に値するものは少しも︑もたないのである︒
℃℃
︑︑
︑■
支那の塊祁ともいふべき庄川舟叩圭で突き詰めた宋朝の末

ｂ︑

︑︑

路は︑支那歴史では悲壮の感を典へるもので︑岳飛を始め︑

℃℃も

殊に詐術に至っても亦塾術的である︑蕪火披が︑文は韓退之

文天昨等多くの烈士を輩出辻しめてゐるが︑抑︑宋朝がかく

︑︑

に到り︑詩は杜子莫に到り︑書は王義之は到り︑叢は臭道子

悲惨の末路を取るに至るまでの維路は︑桧討を要するものが

古来︑支那人は︑用兵には戦はずし一Ｌ勝つを上の上とし外

ュのるＯ

もも■

に到って人間の能事︑古今の大観を講すといった評は︑其以

︑︑

後︑華も勤椛を見せない︑千有除年来︑支那は蕊術に於て先
輩を崇拝するのみして一頭地を抜く者が出現しない︑仙界の

交には采はずして勝つを上の上としてゐる︑畢党︑力溌以て

数畢史に於ても︑支那は古代に於ては枇界の先進閏であった
が︑仙界が進歩護達するに随ひ︑支那は漸次︑立後れて︑十

れば︑古今に通じて誤らざるものであるが︑智には善智と卯

反問︑買牧

︑ｂ

Ｂｂ

を以て勝ったと思ってゐるととは︑皆︑好智である︑孫子の

︑

智とがあり︑支那人は専ら好判に侃したのである︑彼等が智

もｂも

勝つを下︲伝し︑智を以て勝つを上としてゐる︑それだけであ

七世紀以後に至っては︑東洋に於て仙界の数皐に貢献するも
▼℃もＵ９℃℃Ｕ︑℃色℃℃℃℃
のは日本のみとなった︑科畢的に︑日本は夙に東洋の覇椛を
もも︑℃も℃︑ｂｂｂ
掌握してゐるのである︒

︑ｂ︑Ｕ＄︑

℃︑刀

一書は︑支那文畢に於ても殊に傑州してゐると恩ふが︑その

︑︑

唯だ支那が千年来︑続いて進んで己まざるものは︑一口に
︑︑

︑︑

言へぱ詐術である︑詐術とは何ぞ︑第一に宣徳︑

支那歴代の中にては︑士風︑見る可きものあるに似たれども

︑︑

亡ぼすに至った︑その事賃を略説して見よう︑則ち宋朝は支

口面

戦は主解して勝つを北わ上睦すの一言は︑後枇︑好智に悪用さ
れるのは惜しい︑宋朝は名節を尊び︑一面に儒教・も談越し︑

及び懸賞等である︑およそ是等の詐術は︑史記を讃めぱ紙上
︑ももｂも℃℃︑９
に躍如たるものがある︑兵四十高︑両寓と銃すは有名な文句
℃︑ｂ
︑︑︑︑
で敵勝の首に懸賞をつけ︑項羽と苑増と離間したり︑漢高組
︑︑

外交に至っては︑愛詐︑椛鍵挫だしく︑遂にそれを以て国を

︑ｂ口

の成功と︑蒋介石の態度と何等異なるところを見ない︑蒋介
︑

石の一身は詐術の象徴であると見るべく︑詐術が支那閣民性

那雁代の通有性として武力弱きが中にも︑宋朝は殊に弱かつ
︑︑口︑︑︑℃もむｂも℃も︑ｂ
たようである︑価人は︑その鱗りに弱いのに同傭して￥共の
︑ももｂも︑℃︑︑ｂ℃画℃︑︑ｂもＴも■■０号９１
蕊詐脆巧に気づかぬ人もあるようだが︑その鍵詐︑誰巧は︑
の梓であるとすると︑蒋介滴は漢人として代表的の英雄たる

資際に︑決して︑今の蒋介石などに劣遥ものではない︑宋朝︑

を失はい︑その詐術的の力量は大したもので︑支那の古英雄
に︑仙界の新秤識を加へただけの優秀さがあり︑支那として

９℃哨巳︑℃ももＵ℃℃℃ももやももも︑℃ｂ︒匂︑︑
は古来稀なる人物の一人であらう︑しかし文明の偉人として
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は始の中は︑契丹に届徒して︑数面蕊の街金と度餐贈遺し

不信を疑はれたからであった︑秦櫓は経始︑和議を主張し︑

増徴せられて︑脅迫は楢ぼ止まなかったのは︑一旦︑その鍵詐

もひ

︑ｂ

函策上は︑果して何縄の貢献をしたかは容易に断言できない

はやさ虹たのであるが︑歴史上︑その事資を閲明して見たら

やｂ︑ｂ

ら見れば︑宋の能度は不信でなければならぬ龍胡潅雁が秦櫓

も︑ｂｂ己

︑じ

てゐたが︑その中︑女虞が嘱起して契丹を唾するの勢あるこ
℃も

その外交の砿軟は措いて︑とにかく其の熊度は鍵はらなかつ

℃ｂ

とを聞くや︑勿ち女貝と連合して契丹を伐ち︑積いて蒙古が

たが︑一方には岳飛等が頻りに攻撃に従事してゐる︑女反か

も口一

起って更に女反を凌駕すと聞くや︑勿ちまた蒙古と連合して

規範に載せられて︑その誹気痛快なるが︑吾邦では殊に持て

斬るべしといふ上奏文︑血莱盛りの壮士の豪語の如く︑文章

℃Ｕ

女員を伐ったのである︑その鍵詐︑燕慌︑極まり無きこと︑
○０００００００００○○○○００○○○︒○○○
賃に︑到底︑攻守同盟の締約者たる資格を有辻ざる飼民であ

︑ｂ

る︑杜甫の詩に︑翻し手馬し雲覆し手雨︑紛廷軽薄何須レ数とい

︑︑︑Ｄもｂも︑℃︑℃▽℃︑町耳もｂｂｂｂｂ︑Ｅ
ふもの︑全く支那の外交を謂ふに非赤して何者であらう︑宋
も℃

朝の心術の愛詐なる︑此際若し女貝より弧き者出でば︑また

℃Ｕ

︑︑

ひ℃

雄僻現はれて岳飛と鋤抗した︑岳飛勇なりとも︑工木を檎に

岳飛は稀仙の雄勝なれども︑女虞にも亦た瓦木といふ稀世の

し︑女虞の軍を減し得たとは恩はれぬ︑さて女員は京師を蝿む
︑︑

■℃Ｕ

や︑

檎にして北齢したのは案外に寛大であり︑宋の廟堂︑ひそか
︑︑
に顔溌見合はせて舌を吐いたであらう︑蒙古即ち元のみは︑

︑

を加へたら︑栄は滅亡してゐたであらうに︑金は唯だ二帝を

に金に謝罪したのであった︑此時︑金は激怒して最後の一撃

︑︑︑

とと四十蝕日︑宋帝は尚ほ和戦を決せず︑兵は寓死の意乗を失

も巳

それに就くであらうことは︑火を観るよりも明らかなことで
℃Ｂ
︑︑
あった︑そこで宋朝の心術を宥破した女直は︑従来︑契丹に
︑

向けてゐた鋒を卿じて︑宋を攻撃するに至った︑一種︑智懲

ひ和議遂に成り︑女虞が北に去った後︑此時︑女興は既に剛競

︑︑

︑も

の軍である︑高麗は密使を逢って︑契丹が同盟に適すべく︑
︑︑
女虞は狼虎に同じく決して同盟す可らすと忠告したが︑宋は

ことを聞き上︑．また／︑約に背き︑北伐して大敗し︑再び大

を改めて金といふ︑宋の韓柁青は諺余が蒙古に苦しめらる上

︑︑

それを川ひすして︑果然︑女買の篤に苦しめらる上に至った︑
︑

宋は女員と連合して契丹を伐ちたるに︑宋のみ大敗した︑契

ももＵ

もｂ

丹の将︑張殻が平州に擦ってゐたのを︑女虞が招きたるに雁
︑︑
ぜずして︑宋が招きたるに唯じた︑女興と幸を起すに至るか
も℃

らと極言した者があったが︑宋は之を用ひずして張穀を納れ
もｂ

たが︑果して︑それが女虞との稲根になった︑女冥は此事を

︑︑ｂ︑

︑

℃ｂ

飽くまで宋朝が契丹及び金に封した心術矛一看破してゐた︑金

︑︑︑

を亡ぼした後︑有無を言はせず︑一気に宋朝寺一撃滅したので

も

根にもって宋を伐って来たのである︑爾来︑宋は女直から︑
︑︑

契丹に幾倍するの苦しみを受け︑幾たびも地を割き︑歳幣を
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も︑℃︑℃℃︑︑■▽︑ｂ

文

︑ｂ一

︑︾︲ ﹄も︑Ｄ︲ＩＤＩＪ●︲母■● ℃口︐︑華
あるや元が宋朝得意の外交に乗らなかったのは︑宋朝君臣の
堂てが外づれたのであった︑漢人の外交に封する者は︑元の
℃℃もｂｂｂ︑ｂＵ．︑ｂ℃ももｂｂ℃℃ｂＵ

私は宋朝の外交を↓税くこと詳に過ぎたかと凪ふ︑蓋し鵡幽

如くに徴鎚一下するを上の上とするのである︒

ｂＵ︑

の外交︑全く漢人の偉統的精刷を護揮してゐるから︑宋朝の

外交を説いて︑将来︑蒋介洞政椎の外交に封する本邦朝野の

稗警戒を促がさんが篇に外ならぬ︒

化︵三︶
史

雌従来︑日本人は二千年の長きに捗って漢畢を修め︑随って
塊漢人の古英雄に封しても過度に梁邦するの側向があった︑そ
了
さ
して一画電支那及び支那人に封する研究は徹底してゐなかつ
睡た︑俳風人の英固研究に於ける﹁アングロサクソン︑ス・ヘリ

評オリヂー﹂の如き傑作を︑日本人は二千年Ⅷ︑一Ⅲももたな
のいのである︑これぼど開係の深い支那の研究を︑それほど等
印

象閑に付してゐたのは︑惟しいととであった︑明治以来︑支那
外交の研究としては︑外務省にすら︑今日は有るかもしらい
が︑数年前までは︑その書庫に︑李鴻章の奈集の一部さえ無
のような有様で︑どうして円支外交の直相を間明することが

かった有様である︑一事が寓事︑すべて推して知るべし︑此
川来よう︑今の︑支事鍵は︑一面︑文化的に見て︑円本人が
支那研究を徹底せしむべき絶好の機含でなければならぬ︑ま

た支那文畢︑支那歴史に封して︑槙重なる再検討をしなけれ
ばならぬ︒︵完︶

文部省編

八月十六日︑川棚温泉の蒼龍流に於て︑促堂生

日本躍進の前提
日本精祁と吾梁

此の二書は︑文部省が剛民総測作興叢謝の節糸斡︑鋪八紙であっ

て覇前者は京大教捉澗川保馬博士の雛であって︑今やＨ本は祉界第

一峰をⅢ垢して︑形式内群上共に躍進過程にある時︑其の過程中の

我圃の文化の現吠及目標韮論究指針された尊いものであり︑後者は

東京一音楽串校講師剛遥尚雄畢士が︑日本精刺韮基調と１︶て︑一音楽の

現状奄論じ︑仙界一音楽の傾向韮一瞥し︑瞳に日本耕祁に立脚し︑美

議し善誰しれる興園的言楽の建設に努力し︑世界吾梁の指導者たる

ぺきの抱負韮述ぺられ丈ものである︒躍推日本人の文化的築養とし

て何れも一誼すぺきものであらう︒
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国際の現職を語る
元↓食イン公使

ある︒斯山様な剛為の乗りが現今の固際批愈を成してゐっの

などを念弧に世かたい閲だが多数を占めて居ると見るべきで

に今日岡際聯盟に加盟してゐる函が約五十八︑九ケ図もあら

る︑今や鯛際問題は我凌の亜大左開心事であると共に︑岡際

現下の支那事愛を祷って餌際開係は益廷複雑を加へ︑且つ

道義と云ふものに封して大なる疑問さへ起る︑私は今側の園

であるから︑之を平均して見るならば︑一般は岡際道義や正

ぼ野鐙の城を脱しないものが多いと云ひ得る欣誰である︒即

義を恰も存在せざるが如き槻遊なしてゐる︒換言すれば︑筒

一団の内でも知識や逝徳の高い人はその数が少なく︑知識

ち一︲陽奔向雪和すろもの稀なり﹂であって︑風深正義や道義

際間に於ける正義とか遁義とか云ふもの上現状は︑果し一Ｌ如

や道徳の低級な群が多いと云ふごとが︑先づ杵迩の状態であ

されば閲隙間に於て今Ⅳ︑正義とか道義とか云ふととは︑

の低い正義概念しか持つてゐないのである︒

識や道徳の高い人は側錐形の上位の尖端をなしてゐ一﹂︑一妻﹂

それが自圃に有利である場合にのみ清板に川いられもしよう

の高い因と云ふものは︑長星の如く少なく︑一般は極く稗度

少数であり︑その低級なものが側錐形の下を構成する所の雄

が︑反封にそれが自剛に不利益になる場合には︑全く之か陳

る︒知識の高い人とか道徳の高いと云ふ様な人の数は︑大衆

も争数を占めてゐろと云ふ工合である︒此のことはまた図際

である︒今日の飼際叩にあっては︑自闘の﹁利益﹂か否かと

鰯して何等顧みられないのが今日の憐むべき現剛際間の歌態

と比較して見るならば︑丁度回錐形のやうな蝋ので︑即ち知

何なるものであるかに就竺Ｌ︑柳かお話して見ませう︒

うが︑此等祉界の団交を見るに︑其中には団際道義の概念を

一

持つ園もあらうには祁迷ないが︑併し国際正義叉は圃降迩義

寓

の動きに封して正義の観念からして︑悩慨に堪へぬものがあ

九

微妙に動きつ上ある事は御承知の通りであるが︑我交は其等

口

間に於ても同様である︒

元来旧本は迩韮や溶義の獅念が非常に扱い函である︒然る

､−1s
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賃に賎むくく架壁すべき有様であるが︑責は全く如何ともし

欣である︒我壁間本人の有する高い道義概念から見た底らば

云ふ戸一とを以て︑其去就が決せられると見るのが偽らざる涯

等の効果もない︑言は蝉紙肪州様に引裂かれて仕舞ふので︑

て︑若し一方の何れか営弧くなった場合には︑その催約は何

雨鯉間の勢力が五分為だの時に於てのみ有効なものであっ

る︒されば俳鰯西の書物の中には︑候約などと云ふものは寸

だから現今の仙界の賞状は優勝劣敗︑弱肉弧食である︑之

河に今Ⅱの悶際間は全く凱世と言ふくきだと悩慨してゐる︒

︒難い︒

或桃簡閥の醸者等は言ふ︒﹁斯の如く利益ばかりの図際開

ってあったが︑灘に矧暴な言ひ革ではあるが︑衡際はさうか

舎食せんと欲する野心と起こさせるからと云ふ意味のことが言

である︑如何となれば弱い園があるから︑他刷をして之＃一獄

誰要約すれば︑世界は今や兵力禽能の時代である︑されば各

る︑即ち冊らを術り︑自らを生かして行くことが各剛に取っ

しては何れも生存椎︑猫立椛︑同術椛を有ってゐるからであ

と忠は世る稚の剛際の現状である︒更に桃蘭西の批評家グー

国際捌係の賃炊にあっては如何ともならぬ︒何となれば節一

係と云ふものは︑資に歎かはしいととであるが︑併し今日の

て一符大事なことだと云ふ課になる︑だから冬阿が何れも自

ルモンの如きは︑一図家にあっては自己主義が第一の徳義で

る︒或猫進の書に﹁悶際柵に於て弱いと云ふことは一の罪悪

図本位になって来るのは糊然なことであって︑何よりも先き

ある﹂等と言って届る︑斯い如きは吾を日本人の迩徳棚から

側いづれ鳴派術術張に熱狂して居るのは蓋し徴然の結果であ

に自幽の利益と云ふことを老へる︒だから︑自然その間の衝

とも致巴難い︑即ち各側はその大小弧弱に拘らす︑一剛家と

突が起るのは円然の勢である︑然るに今日の剛隙間には其の

すれば︑このグールモンの説など伏資に尤と言はざるを得な

見れば︑変に以ての外の談流であるが︑団際の現状から立論

現今各脚の凪家の建前から流れ川る自然の勢であるから如何

紛争を裁断する制裁群がない寓悶裁判川と云ふものもある

い︒更にそれより催しきは︑昨年・郡ち千九画三十七年十一月

にはあるが︑これとて醗家の名零に開するととたどは此の裁
判に持出せないものが多いので︑重大なる国際紛争を裁決す

凹云ふものは有害無益看ある﹂と論じて居る︒並に至っては

二十三日のヘラルド・トリピション紙上には﹁剛際道徳など

てすれば︑﹁義を見てせざるは勇なき承り﹂﹁生を捨てＬ義

世は暗黒時代と云ふより他なしである︒東洋の道義観念を以

るには除り役に立たぬ︒即ち超国家的な裁判所が底いから︑

有様である︒だから今日は正しく阿際間の蹴世である︒何と

同然戦争が起って来る︒そして兵力の似いものが勝つと云ふ

を肌は今日は催約も誓言も文書も何等役立たないからであ
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る語を妖現の際鯛

を取らんものなり﹂と云ふのであるが︑それとは全く正反封

ならぬことは言ふ迄もないことである︒︵文責在記者︶

想は砲まで存養して︑利益一難張りの自己主義は排斥せねば

ことであって︑現今の岡際のことには嘗て蹴らない︒例へば

日本精祁

若林貞雄

である︒尤も孔子や孟子の言ったことは︑治仙の道義観念の
三四年前伊太利がエチオピアと戦ったあの時︑若しも日本人
が﹁義を見て篤さ蝉るは勇なきたり﹂とばかり︑軍艦を出し
たり︑兵隊駐送ったりして︑エチオピアを助けたとすれば︑

其結果は如何！多言を要する迄もない︒だから治世の時の

大君のへにこそ死なめと砿ひし寓蒋歌人大伴家持の忠塊

海行かばかづく屍山行かば草むす屍

桃薗西のある書物には︑﹁伊太利と雫ナオピアの戦争で︑

高らがに叫びし千古の志士東湖の義謄これぞ昔も今１．診愛りゞなく

さては嚢してば高架の樫となり擬てば百錬の鐘となると

道義観念は︑蹴世遊園際現状に通川することは出来ぬ︒

弱いエチオピアが扱い伊太利に敗けたのは︑彊い者が弱い者

鳴呼誘すべき哉︑仰ぐ今へき談︒︵雑リ︶

いみじくも貴き日本精抑いみじくも冠絶無比の日本精紳

天地に遍瀧して窮り識きす

八絃を一宇として汎く耀ふこの大粘祁

げに大和島根に生を享けし一億の登生悉くこの意窺に燃ゆ

従容義に就く滅私締岬あ坐燦たり︑赫々たり︑

謹忠の美談数多し︒喧鞠弱一死以て君剛に報じ

今まのあたり烈々と鬼刺も蝿めに災くならむ

とことば雁金同胞の脈符に波打たご

時空を超えて大潮けり垂翻りて

七生報鯛朝敵を減さんと紳明に雪ひけむ大楠公の英霊は

建剛催久三千旗美し秋派洲にはぐ坐まれし蝉統の大糖抑

に勝ったと云ふ丈けで︑理の箭然なことで何も珍らしいこと
る奪へきだと言ったのがあったが︑此の様な概念の仕方は︑我

ではない︑だから敗けるが嫌ならば︑各国とも宜しく弧くだ
奏には賞に意外であるが︑世界の国際道義は斯の如き低級な
質欣であることを知って瞳くとと恥無益ではあるまい︒
以上述べた如く今日の世界は凱仙であり︑団際問の道義な

どは少しも顧慮されないで︑武力蒋能の時代であるから︑海
陸︑案軍の準備を整調して︑決して敵図をして之に乗ずるが
如き隙を典へざるやうにすることが︑差し常りの急務である

から︑我交は凡てを国家の軍備に提供する畳悟が必要であ
る︒

併し乍ら我全が歴史的︑陣統的に持ってゐる八紘一宇の理
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揮溌の力間人的理合と仕奉勢勤

謬と合理的人間力の謹揮

に随ひ︑多くを稼ぐ必要があるから︑上単になるにつれ︑暑

は決して難いことではない︒そこで年齢長じ︑皐校を進むる

からといふ人鰐生理上のためならば︑年のいかぬ幼沖の者だ

あることを感じた︒

休の長きを要する所以ならんか︒これは我も里ぶべきことで

閣状も遠うけれど︑働き次第で︑一年の畢資を稼ぎ出すこと

休暇を短くするのが順営ではあるまいか︒

世の中の総ての業務断貸地の単科として︑之を震暫し︑避

○動くのと働くのと

五︑六十日︑年妓も長じた専門や大畢の畢生は︑八︑九十日

ある︒畢校の作業は型の稽古であり︑マネ事であるから︑興

際の業務に従事することは︑技能の僻得進歩に非常の利益が

こに責任が加はり︑業務即ち責任であるから︑巨刺さの深み

剣になりにくい傾きもあるが︑街際の業務に従事すれば︑そ

夏は暑いといへど︑我図の暑さは知れたものであるが︑し

がちがひ随って其の進歩も連ふ道叫である︒

私はこの疑問をもちつ凡先年海外を旅行し︑彼倒の賞際を

か︒

と云ふ休業は︑人鵠の生理に矛盾する顛倒の制度ではない

然るに今日の畢校の年少小畢兇童は三十日︑中等畢生徒は

仔長く休ませ︑年長じ身燈も固まり︑抵抗力を増すに随ひ︑

夏休暇は如何なる理由のために設けたのか︑若し夏の暑熱

斯くて彼等の大半は一年中の畢資をかせぐのである︒彼は

郎

が︑頭を使ひ膿を使ふのによくなくて︑身燈の護達を妨げる

○夏を働く米国畢生

五

を重く便ふ方法即ち勢働本位の修業制度に仕組み︑夏を善く

かしそれでも暑いには相違ないから︑夏は頭を蝿く使ひ翰隈

､

川

硯察したところ︑彼れは夏時を以て主として労働に親しむ昨
の作業場︑事務所等に散らばって労務に従事する︑中には危

季として︑畢生荏徒の大部分即ち七八割は︑農陶や工場其他

た︒

隙を冒して遠く北海に鮭の漁猟にすら行くものもあるのを見
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働く汗の時と︑観念づけること︑それが蛙も生理的であり功

苦痛でない働き

相営の考慮を要し︑相餅心取捨を要すること︑それには自ら

夏を全く解放して悠遊剛迩に︑無節制に故催することは︑

くことを勢とすることのやうに忠はせ︑雑だしきば︑﹁骨壁

これを努働とか勤勢とか云ふ文字を以てし︑勢の字を以一︲｜働

へて︑はたらくと云ふ言葉に漢字をあてはめた常時の人が︑

○○○○

然るにこの働くと云ふことを︑何か苦しいことのやうに考

修めつ上ある畢科︑自ら好む方向に︑自ら手足を運んで仕事

折る﹂など上︑生きて行く人川の大切を筋什をへし折って︑

果的であらう︒

にいそしむ間に︑自然に暑さを忘れて修養する方法を一般に

身隈を苦しめるやうな︑途方途徹もない惨虐的た言葉を用ゐ

つ堂けて来て居るとは︑誠に誰だしい不川意の極みと言はね

普及したいことである︒

無事は人を殺すと云ふ語がある︒何もせずにノンベングラ
中すれば時のたつのを受えず︑暑さも忘れる︒暑さ寒さを忘

之をイヤガリ︑とかく働くことを避け一Ｌ之をいやしみ︑遊精

ために人はおのづと付をおしんで︑働くことを勢苦として

ばならぬ︒

れて業務に精進する憤習をつけたら︑これ秘人生の幸禰はあ

リとして居るぐらゐ︑所在無い苦しいことは無い︒仕事に熱

るまいと恩ふ︒故に人は子供の時から小マメによく働き︑よ

全く顛倒した老へをもつやうになって︑人の働く力即ち図の

無鴛を貧り︑働かない者が貴く︑働く者は賎しい春のやうに

凡そ働くことは動物自然の本能である︑人も動物である以

く働く慣習を養ふととが品も大切である︒

はたらくことは列くととであり︑運動することである︒人

うか︒

常弧護展の素を︑剛擬し来って居ることは果して幾何であら

により良心によって有川に有意義に働くから︑これを例くと

は動くべきもので︑動くやうに州来てゐるから︑動くこと働

上は︑動くことに於て他の動物と相述は無い︒た営人は意思
云ふのである︒資に人の動くことは働くことである︒故に文

くことは︑決して苦捕でないのみか︑それが自然に順膳し一Ｌ

果は勿論なれど︑他に生活に直接する賛益は生じないから︑

冊操蓮動は鵠を動かすことではあるが︑それは撫育上の効

をも嵯働してゐるのである︒

身燈の溌育暢達を助けるので︑随って今日では特に磯操運動

字も働くと云ふ字は︑人片に動の字を書くのである︒

斯やうに働くと云ふことは︑自然に順腫し︑自然に協力し
て︑自然の物資を役立たせる自然的のことであって︑決して

自然に逆つたり︑無理をすることでも︑亦別段に苦しむこと
でも無いのである︒
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動の心持ちを活用し膳用利川したなら︑別に時間をかけて綴

之を働くとはいはない︒もし日だの作龍賃務に︑この燈操運

よ︒と制止するのが一般の肌智である︒それが鯛に知らず識

リ廻って活動するをうるさがり︑静かにせよ︑為となしうせ

はないととは前にも述べた通りである︒然るに小鬼がイキ

父母や教師た一勺は︑大に此遥に注意し︑小児の析動性を善

も︑９︑

操運動せずとも︑剛々の作業の間に自然に︑衛生健康の目的

らず自然に彼等は活動から連ざかり︑はたらくことを厭ふや

導して之を有意義に助長し褒述させて︑さうして彼等が成握

うになる嫌ひもある︒

を達することが出来るのである︒

無篤にその日を送らない以上︑日歩の仕半即ち蓮動たること

故に溌育雛りの少年青年は別として︑成年以上の者は遊惰
が出来て︑運動の時間を生かし役立たすことが川来る︒即ち

するに随ひ︑次鋪に一層稗く添動し︑愉快に活溌によく働く

間作業を授け︑勤様を課した野けで︑それで働くことを愛好

ことになったのは︑大によろこばしいことである︒只僅の時

今日畢校に作業科をおき︑叉今年は集闘勤勢奉仕を始める

．●︑

運動のための運動でなく︑仕躯のための蓮動たることを行ふ

やうに教育したいものである︒

はたらくと云ふ意義から︑努働叉は勤跨などの労の字をとり

的の術然の仕蕊で︑事を作すことであるから︑私は是非此の

から︑先づ働くことの意義を十分徹底して︑働くことは人州

し︑作業に親しむやうに智憤を改めることは中衛容易でない

斯やうに働くことは労苦で無く︑人間の機椛に適する自然

次第である︒

の意味を漆いてしまって︑これが自然に随ふ人間の本能的催

し︑各自それ人︑の業務に勇んで進む一般の気風を養成し︑

生理的必要係件たるの確信を典へ︑人は皆働くことを愉快と

去り︑作例とか父は作業とか云ひたいと恩ふ︒是非とも努苦
件でありへ自然的原則であると云ふことに︑一般に意義づけ

たい︒斯く底れば︑物心雨方面に圃家甚大のものを犠牲とし

圃民性の根抵に栽えつけ︑世界的に傑出した善導国民を作り

糞くは夏季勤劣奉仕を一時的の流行に了らしめず︑永久に

精榊綿動員の根木剛策ではあるまいか︒

以て雄偉剛雌勤勉肋締の優秀民族を打ち建てることが︑団民

たいと恩ふ︒

○一時の流行とする

な意義あることを︑我が民族緒川に打ちこんだなら︑図家民

川来る︒賛に働くことは︑人間の光柴であり感謝すべき川聖

た此度の事鐙の損害を償ふて大に除りあること上思ふ︒切に

我等は働き得ることによって人生の償仙を護場することが

あらうか︒

紬動員的協力勘行迩望む︒︵完︶

族の潅展向上に︑如何に是れ偉大な乙効鵬をもち来すととで
﹃活動は小児の天性なり﹂と云ふ語があるが︑小児ばかりで
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Ｏ時局の推展と国民の自認

○節約と流行
一一Ｏ時局の進展と国民の自受
手我が大日本帝閣は建閲以来有厩な材を抱
一いて孜々として自己の建設に励み︑久し

一

劉田知己庵

あるものであって︑一面油に吾等の偉大さ
を示すものとし．て御同慶に堪へないもので

日冬を過ごすの止むなきに至るであらう︒

斯く考へ乗らば︑吾々は大に武力の充賞

いが︑各人翠げて帝幽の理想を暖して徳を

を計り︑畢術の進歩に努むるは詔ふ迄もな

磨き︑以て帝園の盆き蒲紳を光輝あらしめ

をし・て心より崇敬せしむ悉程の貫録を備へ

閑民として圃家として名資兵に世界各幽人

るの提悟が油に緊要であると思ふ︒此の自

蒋収める事は不可能であらう︒兎もすれば

彊堂心るとき．帝幽の躍迩も虞の有維の美
併し名賀共に自己の理想が賀現して其の

ある︒

活の久しき習慣を脱し得ず︑大岡民たるの

諸徳に舷くる所なしとしない︒これ世界の

我が固民は世界の舞墓に馴れずして孤島生
しく悶民は其の大を致す自己を顧みて︑其

であらうかと思はれる︒此の事は単に東洋

日本圃民として将来大に考慮すべき一の黙

犬を致しつつある事は︑徒に其のものに満

の責務の愈々重大なろを加ふる一両かある

の盟主として︑日浦支親善の上からも︑既

足し︑或は辞うて居るべきではなく︑よろ

事を思はねばならない︒退く者ほ常に責任

に目前の問題として其の自琵を促されて居

一掴︾︾識叫蹄︾︾︾軸躍細擢︾︾諦杵錐部

︾罰となる︑而して又名賀共に東洋の盟主と

なく︑進む者は輪に責任が枠ふ︒我が帝国

一今日の支那事鍵は︑忠勇なる将士と︑畢

勝利に辞ひて満足する者は蝶ては滅び︑又

としての事である︒此の事を忘れて自己の

福吐を頒たんとの大なる理想の責現を目的

之を深く我が身に燈し嗣家の理想賞現と我

が常に我が帝園の理想賞現にあるを思ひ︑

ぐ事は勿論であるが︑其の目的達成の努力

が一燈となりて聖職の月的達成に全力を注

今や聖職耐の時である︑職前戦後の固民

る様にも思はれるのである︒

が今日着々と世界の大舞皇に活躍し大なる

である︒是素より偶然ではなく︑有馬なる

ゞものが不断の努力そのものの営然の結果で

一園一致銃後の阿民の固き協力によって︑着

単なる力其の者に満足する時は︑心服はな

等の努力と一忠のものたる事を忘るべきで

人類を最的高く章き精榊の光に浴せしめ︑

一冬と所期の成果を牧めっつある事は︑御承

くして反抗絶えぬ敵を徒に設け︑不喪なる

一ある︒

地位を築きつつある事は︑これ即ち世界の．

一して自他共に許さざるを得なくなった今日

一く︑透に東洋の日本となり︑世界の日本帝

も

一知の通りであるが︑此の事寅は東洋の盟主
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I
一世界の日本閲たる事を愈々如賞に現しつつ

二一︸︻偶

ザＵ

公・

時

一繍軌雪郁澱粥葬縦鮒淵

一段と工夫考慮が郷はれて来るのは常然で

結果として現れるのは必ずし萌悪くはない

ある︑されば其の美の遁究になる虞而目な

併し然らざるもので︑照に奇を迫２Ｌ壷ら

一

出来るものがある︑即ち︑考へなくして濫

むが潟に流行を作る事は大なる罪悪であ

し物によっては如何なる家庭に於ても節約

以上質素鴫倹約も出来ないものがある︑併

ぼ﹁紙﹂の如きである︒昔は製紙術も幼稚

の如き︑男女の帽子の如き︑洋服の型や色

る︑今日婦人の日傘の如き︑ハンドバック

識しつつあるものがあるからである︒例へ
であり︑高債でもあった篇でもあるが︑非

の如き其の他雑多なものに︑流行の鰯の流

常に載軍したのに比して︑今日は粗末に取
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部池する事等は油に獅薄とすべく︑稽而の緊
一燕樺誰澱蝿鋤麺恥麺蹄搾唖謎雌鋤畦磁唖確
一︾ある︒

︽○節約と流行︲

は自己の所持品が使川に堪へる堪へぬはさ

らむが潟に流行を作るのである︑一方剛民

行が甚だ多い︑即ち何等進歩護達を促した
はるる︑更に箭燈の如き︑燃料の如き︑屑

扱ひ過ぎる︑又マッチの如き︑日本の家庭

金の如き等く敦へ来る時は心掛け一つで

ものではなく︑癖薄な人心診煽つ一Ｌ毎年責

である事は詔ふ迄もない︑質素侭約は勿論

て置いて只特蕉式たるを恐れ︑商人の策に

いと云はるる︑物の食べ残しも日本的と云

平時にあっても心獅くべき軍要な事の一つ

蹴約出来るものは可成ある事である︑殊に

堤無駄にしてゐる剛民は枇界の何虚にもな

ではあるか︑職時下にあって︑職零の鰐の

一と誠に甚だし

陥って借金して迄も之を毎年買ふのであ

いものである︑一隈物事は凡て魅歩霊達の

る︑これ質素節約に反する︾

戦時剛民は戦時必需航の節約には畢幽一致
又一つ考へて見るべきは質素節約中に流

軸に中心を置くべく︑徒らに塗化の鰯の鍵

努めねばならぬ所である︒

行が稲してゐるのが目立つ︑今岡政府が流

無駄を省き︑少しでも多く貿易航にして壷

化であってはならぬ︒斯の如くして生ずる

急なるものがある︒而して一方質素倣約は
郷り物厩的意味のみではなく︑質宙剛雌の

た事と云へる︒此の事は之斗擬に平時の問

ｂ川すべきであって流行の如き刷内人心を

行のテザインを禁じたことは︑誠に常を得
題ともしたいと思ふ︒質に人間の替津心を

で哨ないからこれ大に侭しむべきである︑

獅薄にし︑不押湾を敢合﹄するより外何物

が改善こそ今日は誠に好期なりと信ずる︒

仔細に調査するならば悪風は少くない︑之

煽る蝋のに流行は大なる役釧を演じてゐる

一岡民締祁謹揚上不可分の開係にあるもの
健全は期し得られない︒

智素倣約と言っても︑中産階級以下にあ
っては其の齢耕はなく︑今更其の要がない

一鯛の文化が進めば工蕊美術哨謹壷し又

︐●０●︐０．︲Ｉ・；Ⅲ沙︲１１

鑑賞眼哨進む︑従て所持品や衣類其の他に
︲︲．︲︲︲

とはよく人為の言ふ研である︒一理あるこ

０○００口ロ︑︒︒０口１０．０︲︲︲

とでＨ常生活にあっては︑物によって或鮎

からである︒

で︑此の如き日附生活なくして閥民締抑の

物資餓軍と云ふ紬からも質素像約には殊に

消費が婚大する今日︑令銭の節約は勿論︑

其の純漕生活中質素像約が極めて必要事項

一現下聖職途上にある我々剛民にとって︑
畔

論

Ｐ

１１

罰1淀斜方の曾造〈調殻施係開悔刺I勢伊

ｑ︐●︲︲︲ｆ●●１１１

伊勢諦宮開係施設調査曾
の方針ざ時局に就て
拾

郎

んとする計喪を立案調査する鰯め設けられたもので︑此度の決議を

昭和十一年九川伊勢紳宮の祁域内外の施設其仙紳都の設術を完ふせ

愈に於て答申案寺決議した︒本曾はさきに蚤衆雨院の建議に荻づき

内務省に於ける伊勢神宮開係施設調査宮は︑七月廿五日其最維総

部

る︒

︵イ︶宇治繕外宮域の描張整備

一︑内宮々域に開する施設
︵ロ︶五十鈴川右岸宮城の催張整備
︵ハ︑五十鈴川流域の整備

︵ィ外宮々域前面の疲張整術

二︑外宮々域に脇する施設

︵８外嵩々域東側地域の疲張整備

︵ィ︶勅使館の新築︑祭主官舎の移韓改築︑紳嵩司廉の移卿改築

三︑建設物の整肺其他に閲する事項

︵ロ︶紳宮文庫の漉充︑紳悔徴古館︑農業館の整備・修養施設に闇

しｉｌ

＆Ｌ

b
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、

服

以て其責務を果したものである︒其決議の項Ｈは左の如きものであ

f

［

ﾉ鋤畔と斜方の愈査調設施係開宮IH'勢伊

餌民の砿底に深透するやう明確にせられてあるか︑更に遡りて祁代

かに示し給ふた所であるが︑其禰勅の電協崇高なる御慮は︑能く我

畢園に於て研讃することが川来る︒而して並所在地の祁寓の聖地な

我閏民鋳紳の共礎︑固民性の特長又︑此等の僻来の盗展等︑凡て此↑

めて皇畢の蕪奥を研究するの道が開け︑我剛麗の盆巌崇高なマハ所以︑一

こで今回愈ｆ神宮皇畢館が︑大里に昇格することＬならば︑蛾に始︲｜

等の研究は︑謄汎なろ畢間の研究非一侯２Ｌ︑初め一士︿Ｈ的を達する

に於ける祁々の偉大なろ行篤に就ては︑齢り究明されて居らぬ︒此

或は我脚代の事は研究するに及ばぬ︑水戸光閉の大日本史推定の一

によりて︑我脚代の事葬想像する程礎かり︒之によりて我皇室の敏一

れぱ︑必ず削鮮南洋其他の今日擬民として見るべき程度の種族研究一

時巳に然り︑今日に於て班同様︑之を研究して却て我剛の紳聖孝汚｜
すか如きに立至りては︑甚しき曲事なり︑脚代の事質を極めんとす一

岡翠院大畢︑皇典誰究所及び東大文科に祁泣講座があるが︑執れ咽

との説もあり︒私は鴬て建剛祭に鈍芯の人々により﹀ｌ作られた映識一

縦を謹揚せんとするば徒黙にして︑寧ろ其研究孝蝿さ型るに若かず一

を内見した︑此映湛にあらばれた天照大仰の御姿とか︑抑代女唯の﹄

我間隙剛民精神の反髄を研究するに不充分である︒今凹訓在曾に於
することは︑皇畢の研究に大飛躍を鱒したものと認めねばならぬ︒

有様とかほ殆んど凡るに足るものなく︑集圏して槍を持ちて剛排す︾

彦うがなかった︒此映一両は趣に世に出でなかったのは仕合せであるが︑一

今日祁代の様子を示さんとすれば︑斯かる所に落ちざるを得まい︒一

ろ有様は︑南洋あたりの蟹人の様子を窓したものと見る外︑評しや一

した畢徒も︑其希望を浦たさらべき境遇に達することか川来なかっ

さればこれと同様︑祁代の研究は︑巣を閏家に及ぼすものであるし伽房

せらる上醸徒の希望ぞ達せしめねばならぬ︒是迄の機開は︑巣凝り

た︒世人は瓶りに剛腔の明徴︑閣民精祁の霊場の藍を閉かさる上も

醤﹀１日本弘撞禽に於て︑日本搾祁の研究を隠すや︑其擢禰荷は︑一

考察するものもある︒

ものは︑誰し辿其不沌を感ぜざるものはない有様で︑何とかして此大

生活︑交畢美術︑宗教的︑儒教︑武士道︑法諭的︑地理串︑藷古一

堅︑政治．経済的杜禽生活︑哲皐的見地︑其他︑以上の如く諸方面︾
より其自ら主とする見地に立って︑日本嬬紳を論ず．れぱ︑執れ哨群一

各方面より日本締祁を見て十項Ｎ売畢げたのである︒乃ち卑近なる一

軒究機開を設くる外に方法がないと云ふ結論であった︒然るに文部

映黙を匡正する手段を探らねばならぬ︑夫れにぼ皇皐の媛高題府の

の研究は︑甚しき不徹底のものがあった︒少しく老へをこ上に致す

大衆教化に封してさへ︑其本義の明瞭罪一献く悩みがあり︑更に凝徒

進歩渡達を岡るには鮭りに貧弱であった︑従一宮Ｌ此機開によつ︶し成業

乃ち研究には先づ之か機開の薬術を要する︑叉此機開によつ一︲養成

一︲︾決議せられた︑祁宮皇畢猷を大理に外終せしめ︑文部省に移祷と

我皇堅を修訴べき所は︑専門畢校として内務省所轄の祁宮皇堪能︑

ある︒

岡民締祁の淵原を知るには︑是非と明こ上迄研究せねばならぬので

認であるが︑いつ迄も神秘的に其研究彩閉すことはⅢ来ぬ︒我刷鵬

ることか︑吾等の最も喜ぶ所である︒

改新の如きも同様である︒我圃燈の本義は︑天照大神の脚勅に明ら

0

省に於て︑か上ろ機開を新設するだけの考へは無かったらしい︒そ
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の不充分に基づく結果浴あることを知らぽ︑之を究明する機蝿の設

れ我皇造により明確にせらる霞へき鯛磯の木義︑副民耕祁の反髄研究

置が先決問題である︒祁宮皇翠麓の岐高畢府に昇格することは︑此

盲の象彩言評するか如き結果に立至るば己むを得ざる次第︑必しも共
齢儀なきことである︒

・花諭子非とするにはあらざるも︑乗艦を表示することの出来ぬのは

て︑必須なる皇畢研究の機闘を整術する案を決議せられたことは︑

機闘を完備するに最も便宜の方法である︒今般祁宮施設調査倉に於

の趣旨を重んじ︑最焔適切なる考慮をめぐらされ︑其設備彩整へら

吾々の最も多とする所である︒常局文部省に於ては︑必ずや其決議

或日︑我剛は神代に偉大なる測々が出でられ︑色冬活動せられて

よりも︑更に偉大な日本精澗を隙現せられた方々を︑我閥民は神様

大理想の蜜現に努力せられた︒吾々日本剛民に坂りては︑孔子窪迦
として崇敬し︑其事蹟を模範とし︑吾々の潜在意識たる日本結祁の

る上こと上信ずる︒所謂人民戦線派とか︑共産主義的傾向を有する

次の稔畢によって︑夫々共法的取調べが進められてゐる︒之等の橡

峨疑によりて︑大畢致扱共他多数の畢者論客は︑昨年末以来一︑二

護展を計らねばならぬと︑此趣旨は乃ち紳代の研究に外ならぬ︒

叉日︑怖教渡来以前の日本剛民の木来の思想信念は︑正しき古代

翠は何を意味するか︑之は日下の思想上に於ける大間題である︒資

本主義とか︑共産主義とか︑相共に唯物主義なる理想の下に抗肇に

る高き指導原理は︑執れに之を求むぺきか︑世人は大に惑ひつ上あ

維始するが如きは経に剛家奔毒するものである︒之を克服する新な

る︒此思想刷勉にして解決せざれぱ︑今後我倒の謹匪上．大障害を

来すば必然である︒之れ畢寛我醐隈醐民精祁の徹底せざるに趣因す

側下時局に際し︑悶民締脚縄動員なる標語の下に︑極々の計謹が

るものである︒

ものであるか︑岡民は果して能く其意義を解して鵬るかどうか︑私

行はれてゐる︒此醐民結祁総動員なる語は︑如何なる意義を有する

︑！︲︲︲︲Ⅲ
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日本人の信仰で︑それは即ち脚々の生成紳話に見らる上所であると︑

是れ又紳代の研究によりて︑正しき日本精肺の信念を知ることであ
るＵ

又最も簡単に︑閥贈及日本精祁を表示したものを聖ぐれぱ︑

ある︒

一︑日本特有の園燈ｌ義は乃ち君臣︑情は父子︑家族的園家で
二︑日本精抑Ｉ忠君愛酬の粘祁である︒

以上の外日本精祁の特色に就ては︑各人各別で︑とてもこ上に禍
要する次第である︒

ぐるととが出来ぬ︒之りち我閣騰及閣民精祁に就て深遠なる研究を
現今種餐なる邪教宣停の弊害は︑叉我皇遁の精祁が民間に普及徹

る蟹悟寺一促さん鱈めに生じた語であるが︑其意義を充分に含得して

は大に疑はざるを得ぬのである︒抑も此語は︑我剛民の時局に虚す．

．︐︲

⁝；︲

底せざるによることは疑なき事質である︒先般大本教の禁止︑人の

１回りＤ●○０１０．１１︲ｉ︲︲！︲ｊＬｉ︐●

こそ︑始めて之が資行を企岡し得るのである︶然るに大衆に向って

１口■︒︒︒●ロ

宣緋して︑祁聖なる我皇道の厳として存在することを知らぬば︑

；鋤

此擬悟を説くに常り︑其意義寿充分に説皿し得なければ何の役にも

Q

甚遺憾至極であるが︑事資は其不徹底なることを讃明してゐる︒之

遁宣博者の栓塞の如きは其著しき例である︒斯かる疑はしき教義を

ｌＩＩ﹄
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何事のおはしますかは知らねど略辱なさに涙こぽる上−
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此古歌に就て私は今後知らざるを知る必用が肝要であると思ふ︑一

知らずして涙﹄﹂ぽる人︑は唯感情の上のことである︒今後の団民は

唯感情に訴へて︑祁宮の軍巌を維持することは出来ぬ︒紳宮に封し

充分園民たるものｋ認識を深めねばならぬ︒爾民が紳宮の尊き所以

之を崇拝する理由を知らねばならぬ︒全図小翠児童の参拝を奨卿す

るは何の故であるか︑其幼き頭脳にもよく理解するだけの諜備智識

角参拝しても何等の印象をも止めぬことＬなる︒私は最も之葬一遺憾

老典へねば︑其参拝は一種の物見遊山と同様の結果に陥るので︑折

今回洲査曾に於て決議せられた紳宮徴古館︑農業館︑祁宮文庫の

とするものである︒

猫張整備及修養施設に鮒する助成は︑以上の黙に於て最も密接なる

畷係を有するものと信ずる︒徴古館農業館は︑祁宮の餓巌︑紳徳顕

彰の目的を以て︑故有栖川宮職仁親王の総裁であられた禰苑宮に

よりて︑禰都に建設せられたものである︒常時の事業としては︑誠

に容易ならぬ苦心縛誉に出でたものであるが︑今日に於ては規模狭

のみならず︑更に鯉く我馴文化の鍵遷を指示する一大博物館たらし

小︑大に擢張を要するは勿論である︒徴古館は︑祁宮の歴史を語る

必要なるものは︑宜しく個人より寄托すべきである︒又銘々先代の

むる必要がある︒剛民個人の所有する物で︑こＬに陳列するに最も

好んで蒐集したもので︑相績人の之を保存するに困るものは︑進ん

で︑之か．提供するの篤志者が出でねばならぬ﹄又常局は之を促管す

るに︑充分なる設備を鴬すべきである︒繕識に秀でた大家は︑我幽

の歴史壷其他に就て︑其能くする所を揮牽し︑我歴史を語るべき大

29−
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作を出品す？へきである︒農業館に於ては︑蝦受大神の紳徳を頚はし
て︑阿民臆農莱の最も重んずべき所以を知らしむろ方法を探りて︑

五代酌農業の有効適切なる指導的設備を隠すべきである︒簡軍なる
か分らぬ︒紳宮文庫はもと内宮神官の林崎文庫︑外宮神官の鰹宮崎

電気礁用機械の用途を示すだけでも︑どれだけ参拝一者の参考となる

である︒奮二文庫に於ては︑全幽の大儒艇々こＬに講廷を開き︑又

文庫の岡書文書を擬承したもので︑是又神苑禽の建設にか土るもの
其著書を献納した例がある︒之を一府推張し一︲一︑模範的岡書館とし
又著述家は其薪書一部奔一必ず献納し一ｉ↑︑其誠を効すべきである︒斯

くし︶し我文化上に於ける施設を完備して祁聖なろ浄地に︑剛民の
て︑祁徳を感受せしむること︑大なるものありと堅く信ずる︒

智能を啓談する道を講ずるに至らぱ︑敬鹿なる紳宮参拝者を善導し

︲！ｉＩ

の一端を陳琴へたものである︒更に一暦赤誠を捧げて︑皇租の神霊に奉

ＩｊＩ

ｊくＩｆ︑ｉｒ１ＪＩ︑ノ１１Ｊ︑〃くＩｆｔｒノ１︐︐ｋ︑／ＩＪｆｌＪｌ︑ノーｈｆ４１〃嶋も夕０︐Ｊ

輪舞痢鑑全一冊日本弘道宮編

ｌ新刊鍔介ｌ

Ｉ；

謹するの良法鷺埋Ｌ︑大方の示教誇仰かんとするものである︒︵完︶

︑

明治孝節録は御承知の如く明治年問に於ける孝子節婦の篤行彫近

藤芳樹翁の執筆編訴にて︑宮内省に於一：﹄薙版せるもので︑明治聖代

企諦ろぺき幽災孝節Ｓ金字塔である︒︐

昭和善行録は︑本脅が昭和三年十二月︑昭和四年の十二月との二

館に於て表彰せろものＬ善行を録して︑昭和善行録と題し誰もαで

幌知堺長官の推薦に．よる義行者二百有除名を︑華族念館及同京都分

回に亘って今上陛下御大霊を記念すべく︑本邦全領土に亘って府

を以て︑之が設置に付迩営なろ助成を間ることは︑其決議の一要項

て一部となし︑鼓に嚢行されたのが即ち本書である︒

ある︒而して明淵孝節録をぱ宮内省の諒解の下に昭和善竹錐と合し

間民の修養に闇する施設は︑紳都に於て特に其必要を認めらる上

の圏鰐的参拝に勢する施設は︑民間の縄誉設立を助成せんとするも

剛民の迩義に開心深き先の必ず一本老備ふぺきもやこ信ずる︒本書

誹唖嘩癖狸唯魂藷稚一弛め蓉麺録呼獅誕鐙峰鍛緬越聴麺識恥蝿塞一

︲姫に聖天子在し︑下に篤行の剛民ありて以て聖代避語るぺく︑

である︒乃ち至園小里見童の参拝︽中等畢校大厚ｘ生男女青少年国
のである︒現今此等函燈の人々か参拝するに常り︑其設備は殆んど
何物もないと云ふも差支ない有様である︒三頭採晦に於て同地方青

の褒行に際し敢て一・本走薦むる︒〃

年の矯め︑修養館の建設を企樹したが︑頻々たる常事者知事の更迭
にょ２Ｌ︑未だ具膿的に進捗しない様子である．私は全馴各畢校青

蕊賓所東京市瀧野川睡瀧野川町九○四東洋剛書刊行宮一

菊版クロース美卒約七百頁定償三間八拾銭．一
護行脚東京市抑田腿幽祁田二ノー日本弘通倉一

少年圏の純虞なろ僑念によって︑是非共完全なる修葵館の設立され
んことを望むものである︒其中心として︑文部省に其設立に開する
事務局の開設あらんことを希望して巳吏ない︒

以上は伊勢神宮施設調査曾の決議に封し︑私の平生懐抱する意見
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￨
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×

×

ｘ

人は紙の雰敬を受けられぬとあってば恥だからである！

立派な日本人となる心掛けが必要だ！大邸宅に住みながら其の主

世界のⅡ本！東洋の帆主たる日本となる以上︑それに州雁し穴

×

明へ重慶へと逃げる！隅府の生命！蝋の流るろが如く日勘定で

皇軍無敵の勢で漢回へ漢ｕへと迫る！それと同時に蒋政府は昆

×

昨は職昨らしく１質安剛健に！但し椎端たる勿れ！

剛民生活改蕪愈々侭刺に老へられろ！日常はⅡ常でよし！職

×

お膜だ！剛家が必要の場合隠献するのは溌然である！

の融通も政府で出来る課Ｉ日常﹁金﹂心眺めて喜び得るも闘家の

献金通勤盛んになる！剛民の非術昨認識の一つ！偏に三億回

隅つ士お隣りさんだ！

走懲すのも大人気ないし︑蝿の様にウルサクはあるし！さてｊ︲︑

︑︑︑︑

する力もない癖に逃げ叫上ば人並はづれのアクタレⅡ！不良小僧

︑︑︑︑

洲ソ剛境又←壷タノー︑ソ聯の越塊今Ｈ迄数知れず︲Ｉ圃乎鋤抗

、

日ソの空気は正に梅雨の如し！低蕪脈は彼等液︑大雨となると

も彼等の責任だが！併し吾々も今更とも恩はい！枇界の低無腰
×

は州時来るかも知れぬとの擢慨ば日収もってるからである！

〆

入超剛日本が此の北月は出超似となる！畢剛一致の力ょ！此

×

●．
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の戦時に於て意を弧うして可芯ろ．へし災！

剛策に浩うて献金盛んな時︑畏くも聖上陛下に於か竿いれてば

金走Ｈ本銀行に御恢託遊ぱきれしやに洩れ承はろＩ聖慮感激に堪
×

へ才！剛民北ろもの如何でか死萩して可ならんや！

剛虻政脚が帆をかけて奥地ヘム疾走ずろの走見て︑長期戦の兄透

しと考へてはならぬＩ一寸先きも分らないのは仙覗旗！勝て兜

×

の紺を締めようではないか？

彼竿が死守する﹁漢口﹂・も九月一杯はもてまいとは外人の堀察！

とにかく近く陥落は必定！さてこれでも目が畳めい？︒一鐙今後
×

を蝋む何物もなくなった彼等ょ！

女畢生の敬語が州題になる！﹁飛﹂﹁僕﹂か常詰である女隼生の

言葉遥だ！其の作法が如何なるものであるかは想像がつく！往

Ｘ

昔の反動下にある今日の婦人問題は︑戦時と言はず叫家の韮礎問題
として重大だ！

物賓の統制どうやら軌迦に乗り︑失業問題等も鋤篭赫々成る！
ｘ

銃後の生活はなるぺく無理ない様に！無理ば不穏思想の温床！

私立大畢の粛正案も荒々なるらしい︑結構！帝大筒袖の問題

もどうぞ平穏に！今日幽内祁勉は不可！まして平地に波澗韮や︒
×

慰問袋近噸少くなったと？不断の心掛けか何事にも大切！

、
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鮎訣大最の人本日及本日

日本及日本人の

最大鉄鮎

あります︒

先年鎧這省で公徳週間の賓行を試みた事がありますが︑あの程度

の方法では何等の効果もなく︑資に一等国民として甚しき恥辱だと

恩ひます︒之れは教育特に初等教育楼即に依って徹底的に指導訓

育せらる上より外︑簡便なる方法は無いかと恩ひます︒つまり文部

省の教育方針を一部改善して︑小畢校︑中畢校及び高等女畢校等に

於て︑一等剛民の守るべき徳義の概念を︑十二分に脳裡に植付ける

様にする事が大切で︑夫れには我が円本弘這曾の様な︑有力なる禽

山田〃醇
私は現下の日本人は枇界一ゑらいと信じて居ります︒然し此のゑ

便所の改善につきて︑我々建築家はかなり長期間努力した結果︑

郡曾の便所は段苓改善せられて居り鳶すが︑然し地方に於ては未だ

からかくすべく文部省に躯要する事か︑一番近道だと思はれます︒

甚しく幼稚で︑年一度の衛生的掃除や蝿取デー位では︑なかｊＩ伴

らい日本及び日本人に二三非常に大きな峡鮎かあります︒而して夫

暦世界酌飛躍をかすべき我固民は︑今の内に夫れを改善して置く事

染病の脅威から脱する事は悶難であります︾之れも新に生れた厚生

れを僅かに特志の人以外には︑全然等閑にして居りますか︑今後一

一︑公衆道徳の訓練なき事

した困難な事では無いと恩ひます︒

省か中心とな２Ｌ︑努力せらる入ならばある程度迄の改善は︑たい

が極めて肝要な半だと思ひます︒

二︑佃所の非衛生なる事

郵碓壷狂峰馳鋤鐸唾帥権誘い涯州峰一評趣津吋誕鋤弛秤癖蝿謝蹄蜘隷樺

次ぎに全部ではありませんか︑我国の一部役人の中には︑甚しく一

三︑一部役人の無責任なる事
四︑隙格美に乏しい事

以上四つが即ち現在日本及び日本人の最大峡鮎で特に第一の公
があると忠ひます︒

衆道徳の低下に濁しては︑何より出先きに高上の方法を諸ずる必要

がありますか︑之れが篇に大工や受負人は︑非常な迷惑を蒙りまし﹄

も畷別する事が出来ぬ馬に︑総ての木材の搬出を一時中止した役所医

た︑米松や米栂の隔別が出来ぬならば︑何故に随別し得る様努力せ↓

電車︑汽車︑映書館等に於ける無縄無作法な行馬等︑敬へ上げる
ならばいくらでもあります︒公衆道徳の嫉乏せる結果︑あらゆる方

ぬか︑無責任極まる事です．︑之れはほんの・一例でありますが︑之れ一

に類似せる事件は相常多く弘ります︒一日も早く改善せられ度いも一

面に不快不徹底な事件が績出する事は︑少しく心ある人々は総て認
識し一Ｉ居る筈です︑而して之れが改善の方法は︑なか／︑一朝一夕

には困難な事でありますが︑と云ご︲捨て上置く事の川来ぬ状態に
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１１

いのは気候の開係上不得止ぬ事ながら︑膿絡美だけは何とか改善の従来比較的呑気な生活をして居たものか︑更に一層地味な生活を

１駒罰謝隷糾馴副野鶴です︒色の鶏・

呼罵に︑最善の方法を研究立案して︑質行し度いものです︑近時各方総儀なくされるのであるから︑世の中がつまらぬ様にも老へるし︑

一面で運動競技が盛にたり︑従つ一Ｌ若い人々の溌絡は大鍵によくなつ馬鹿らしくもなって来る︒邪心此の中に生じて︑或は買溜となり︑

一た様に恩ひますか︑隅絡美の改善にはあまり注意して居らぬ様に恩或は暴利の商取引となり︑或は厭枇的となり︑或は自棄的となり︑

︾ひます︑例へぼ鰐脚の矯正或は靴をはいた場合の歩行状態や︑肩や経に紳済警察官の御厄介となるもの比々皆然らざるは次い︒而して

一胸の姿整など一段と改善的研究か必要だと忠ひます︒︵尭︶之皆信念の作はさる生祇の致誹断轟あるや信捻や僻心唾一斗．些細︽側

Ｌろ生活哨平時に於一しば循忍跨壁へし︒今口の如き時銀克服の要ある

せばそれは山吹の花の如し︒花は美しくて哨磁かないのである︒か

◇

一礎我等が人生と稲するこの髄大なる事物を一概に害ぐせと畷し

‐：);メー

生活雫︾信念鋪離郷脈蝿患ぶべからず︒然らば之の際に於ける確り

岡崎毒市

ない迄哨少くとも蔑事を之に照合すべき指標を有する︑今迄錯雑混

去るにはその底の底迄洞察したる上でなくてはならぬ︒そこ迄行か

鍵職氷掴群峰岬鐸雑啓叫緋鐸か蝉岬銅祁催認註蹄毒庫準醸雄舜るでら詣惚準諏搾栂︾吐守畦癖吋捧即榊網羅好一恥睡佳域濡催癖紳綱唾施動

れぱ︑其の生活はぐらついて来るであらうし︑種々の破綻も超きて消費節約は閣力減退の結果では竜もなくして閣際牧支の均衡一ぞ得ん一
来て遂には閥家の垢導緒紳にも副ふことがⅢ来なくなるであらう︒が篇めにする云は峰延びんが鯛めの紬なるに於てをやである︒一

詮栽黙珊綿識繊鰯戦購縫稚蝿郷蕪撚撫撚繊椴蝋雛一

念 信 と 活 生

容内の案校畢民悶

ｌｉＩＩｉ

ほ貨修畢校とし︑教科内密として餌民翠校にありては皇民科︑同然

上るし︑常路者に於ても剛民に活気を付けんとすれば物債は騰批す依ると︑従来の尋常小喫雪枝を固民畢校と改稗すること︑言同等小畢校
ろし︑抑へんとすれば閏民の元気が萎陳する恐れかある︒誠に六ケ
しい時勢である︒然し何れにして聡剛策の指標を失ふ時︑我倦と野

修業年限は剛民畢校か一︿ヶ年賀修堅校塑一ヶ年︑この案では義務教

の鴨操科︶を分離し︑更に職業科が加へられることになってゐた︺

科︑訓練科の三科に綜合︑賞修畢校に至つ一Ｌ訓練科より鴨育科従来

育の八ヶ年延長は認めてゐないものであった︒

卑と慢心とか噸長し︑つまり雪謙虚なろ脚己反省を失ふことになるの

は率賞である︒世には自己反省を宗教に求むるものあり︑或は哲畢

この案に就いてはかなむ流列弾．批評も加へられ︑七月二十七日頃

に或は謹術にと云ふか如く︑人に依り千差蔑別だが︑画家最高の道
徳に之を求むることば般仏手迩で最蝋間連ひたき方法である︑之の

それに依ると︑闘民皐校を初等︑高等の二つに分け︑初等国民畢

更に研究の結果︑其の訂正案か溌表された︒

校は六ヶ年︑高等剛民皐校竺一ヶ年となり︑笹修恥校をやめたので

タゴと戦ふや︑ケンゾルのケートゥは演説毎に最維に﹁カルタゴは

討たねばならぬ﹂と云った︒同様に我等か東洋永遠の平和を求むな

義務教育八ヶ年孝認めたことになり︑この黙は大いに賛成だが︑健

− 忽 4 −

機含に今我等閏民は恵まれてゐるのである︒往昔羅馬が謁岸のカル

〃らぱ︑戦は必ず勝たねばならぬ︒勝つ矯めには日本国民である限

ふか︶としたなどは寧ろ改悪の感が深い︒

育課を殊更撚練科としたり︑職業科を賞行科︵新聞の誤植かとも思

使川してもよいが︑一般普通識育には名愛州伴はぬ感かある︒餌民一

迄一貫して鰐育でよろしい︒高等といふ文字は専門以上の教育なら

せるといふ様なことは甚だ不可解である︒膿育は一年生から八年生

ある︑高等剛民畢校だから鰐練科を置く︑初等だから訓練科で問に合

して教科内容も一から八年迄を一貫した系統のものに改める必要か

ふ需蒋を溌して︑圃民醸一按一年から八年迄ぶつ通した方か宜い︒そ

なのである︒どうせ改革するなら恩ひ切って尋粥高等や初等などい

のと同じ事で小畢を閏民に鍵へた丈けに止まり内容的には同じこと

等高等に分ける必要かあるかといふことである︒尋術高等と分けた−

剛民畢校の宿禰は外圃の例に倣ふ迄もなく髪富である︑唯之を初

とば許されないのである︒之が剛民の信念ではないか︒

東田教美

圃民皐校案の一内容

り︑片時寸時も函家の最高の遁徳とし一Ｌ示す固策の指標を見失ふこ

一

過般教育審議曾の剛民畢桟案が出来上って謹表されたか︑それに

１１⁝Ｉｉｉｌ

河

−
−

『可

ｆｈ

畢校一年生から八年生迄とすることには何か都合の悪い鮎でもある
のかと剛心ふと︑何の支障もないのである︒初等︑高等の差別が必要

だとするなら明治初年の初等科に逆戻りせずとも︑尋常科で結椛で
いが︑延長を認めた以上は全園の闘民畢校は一様に八ヶ年となるの

ある︒しかし︑現在の様に義務教育が六ヶ年で絵るなら致し方がな
だ・から︑尋常小阜校とか高等小畢校の厩別がなくなるので︑其の名
稲の畷別も全く必要がない謎である︒
一一一

次は教科内容の問題である︒皇民科の内容として惟牙．固語︑地

次に月然科は算術や理科とたってゐる︒それか高等閥民畢校にな

といふことは寧ろ綜合統一を無覗した感があるのである︒

ると理欺科となって地理か加はることになってゐろ︒これなど酌初

等︑高等を随分するから︑無用左手数をかけるので︑初等︑高等が

ふ名穂であるが︑これほど弓考ご︲｜も合卿的ではないと思ふ︒同然

なければ一貫して同然科なり理敷科なりに縄めてよい︒自然科とい

分蝋自然孝封象し娠子為記載が占め一Ｌゐろし︑州審にザ一よ︑手工にせ

といふ流舞に入るべきものは算術や瑚科のみではない︒団語の大部

の事柄孝封象とすることが多くて自然とは庁濁で為る︒

よ︑間然を封桑ししする場合が極めて多い︒郡術の如きは寧ろ人文的

Ｈ然科といふ稿榊があるなら︑人文科があってもよい︒皇民科と

いふ名榊がそれに該常するであらうが︑皇民科を人文科とするたら

それで話の筋は通るが︑さ尚ない限り自然科は片手落の感がある︒

次は訓練科︑これはまた新らしい様で資は甚だ古臭い名榊であ

却って初めから理諏科なら理数科とした方が無難である︒

る︒訓練といふ語は教授と州封して用ひられた．︑所謂教授・訓練︑
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理等淋塞げられ︑自然科にば卯術︑理科︑地理的教材等が含まれ︑
訓練科には濯法︑行事︑鴨操︑遊戯術生︑習字作文︑唱歌︑岡蓋︑
手工などＬなってゐる︒所謂資修躍校即ち高等閥民駆校では更に隈

練科が分離せられ質業科か加はってゐる︒楢訓練科の中隈練科に蹄
せざる唱歌︑岡雷︑手工の如きを一纏めにして蕊能科を分離せんと
するものであるリ

以上の案は従来の教科内容の一大革新案で︑所謂革新の蜜質的内
容を隠すもので非耕に重要な部分に蹄する︒今Ｈ迄の雑多な教科を

脚身として岐捉へ所のない言韮なのである︒か上る漠然たる内容の

法を指して訓練といふのである︒だから︑訓練科といふのは裁科内

｡

養謹の訓練である︒これは識捜に封してのゑ意義がある︑訓練それ

はどんなものか︒

語を持って来て其の小にいるｊ＼な内容を無理に詰め込むといふの

拝を意味しない甚だ遁理に合はい名稲である︒自然科と同様これは

9

綜合統一して能率を高め︑無駄な勢力を省くといふ靴からは誰し哨
今少し研究の除地がある様に恩ふ︒

反封しない︒大いに蓑成すス︾ものであるが︑唯其の教科の分け方か

で噸訓練科に馬するといふが如きは解し難い︒闘語といふものは讃

つまり訓練といふのば教科の内容を現はす語ではない︑教育の方

解するだけではなく︑書くことも︑綴ることも乃至話すこと噛共に

止めた方かよいと思ふＵ矢張り識科内容を表現する迩営な語に改め

鈍一︑皇民科の中に剛語を入れてあるが︑書方︑綴方は同し剛語

飼語の使命である︒それを一は皇民科で教へ︑一は訓練科で教へる

Ｉ！

！

容内の案校醗民幽

義意的育教の努刺i幽喋

へるＪ即ちヒシ．トラーを中心とするゲルマン民族︑ムッソリーニを

行のためには最後迄忍ばねばならないのである

作を誉むのである︒暇令如何に苦しくも辛くとも全濫の共同目的遂

隈を構成し︑統制と規律の下に︑使命達成のため︑汗の階験汗の努

演に申し分の無い行事であると思ふ﹀この集圏勤努は畢生生徒にも

由を克服して賊後迄頑張り抜くと云ふ訓碑をするのには集圏勤努は

困苦と縦乏と不自

に世界歴史の一大韓換期たるの盛が深い︒而して此の世界の大勢を

首班とするイタリヤ民族︑フラン︒将車のス・へイン民族と云ひ︑質

ある︒

利鎌を以て草を刈り︑鍬を揮ってしっかと大地に打ち込む時︑五

︵三︶行の三昧境

らゆる就曾暦とあらゆる職業暦に必要である︒

兄童少年にも成人にも愈祇︑工場︑常公署八男女青年幽等にも︑あ

押して錘める力の底に流れ﹀惚居る腺想精祁は笈に全餓主義的精祁で

全燈主義的結耐とは民族の各成員か全艦の矯めに自己を捧げる粘
脚である︒所謂滅私奉公の締脚を云ふのである︒

我が剛は元来全隠主義の国である︒滅私奉公︑私心を挿さず︑国

せず︑まつしぐらに一念一心一向に勤努醤継演して行く中に︑何時

鴎全身に熱汗は泉の如く淋滴と湧き細るのである︒更に屈せず退鱒

家の潟め︑天皇陛ｆの馬めに牙を捧げて来た︒

我が肇馴の大本か既に全慌主義的満脚に依って創建せられて居も

か法悦の境地に到達する︒法悦物境地は絶封の心境だから︑般芋や

のである︒日本結荊は我が民族が自然に持って勝た全職的な恩想で
ある︒一﹂れを建函の御紳勅に御宣明遊ばされ︑この精卿か大きな包

苦しいの剛難のと云つだ捕苦や不浦を川かも感じないのである︒

封的差別的の慨念が消失して︑超然として天地と一枚一如に成った
○ＯＯＯ００００○○○︒○０◎７○○つ００︒００Ｏ○００

っ◎０○○○コ○０００︒・○○Ｏ

○７００００●

文化を築いたのである．

奔性として現はれて︑異文化を唄噌して現在の如き狸大善美な皇幽

この涯悦の境地か所謂三昧の境なのである︒即ち勤労と我れと一
つ０つ００○○○○︒︒○○︒︒００︒︒フコ００
枚に成り切った境地である︒成り切る故に不二である︒其庭には相

明治天皇の御製

閥民はひとつ心にまもりけり

大我を見出す一﹂とが川来るのである︺即ち天地と我れと同根であり
．００◎０○○ＣＯ００

念は十二月八日の排暁明足のきらめくを徹見して︑大悟成道された

臨物と我れと一膿であると云った気持を味ふことか川来る︒大聖雑

遠つみおやの耐のをしへを
の締稗で建風以来不鍵不易の全瞭主義的態庇で今日迄岡本は進んで

初

慧徳相を具有す︒草木国士悉皆成仰﹄と言はれたさ５だが︑騨迦も

羅鯨は明星を徹兄した時﹁奇なる披︑奇なる識︑一切衆生如来の智

めて正しい自我の姿をはっきり突き止めることが出来るのである︒

勢報圃の一念に燃え立ち︑唯ひたむきに汗の生活に成り切る時

と偶へられて居るか︑我々凡夫も自己一身一家の利慾を離れて︑勤

来たのである︒而してこの全膿主義的精祁は今後永久無限に存綾護
展さす可きものである・

か上る精祁態度︑即ち全瞭の馬めには小さき自我を減し去って壷
なく訓練助長せしめる手段方法の敷米的なものは勤努作業の奉仕に

す︑︑粂隈の矯めには全我を捧げ謎すと云ふ捉慨を潤養し︑且秒遺憾
如くものはあるまいと信ずる︒即ち多数の集園椛成員か一つの結一︑
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「

義意的育教の勢勤凹集

台

我々尋術平凡兇も皆共通の一つのものを持つ一︲居ろ課である︒其の

︒◎０．︒︒︒○◎０○○○○◎
勤勢報園は其の名の示すが如く極めて地味なもの虞創なものであ

００００つＣＯ０︒．○○０○○００︒◎Ｏ

る︑其虚には幾多の貴い澱育的意義が包含されて居ることを忘れて

○

慨い一つのものを突き止めるために咽集国勤勢報閏沌動は偵他があ
天地と同根︑蔑物と一睡の理法を悟らんがために坐禅と云ふ行事

ると信ずる︒

に力狸い限りである︒

今日及今日以後に於て特に必要なものは︑剛民大衆の肌の問題で
ある︒如何なる異鍵に直面し︑﹄４動せず︑周章狼狽せず︑帝人夫々
受持の部器に就きて立派に脚己の征務詳遂行して誤らざる訓練教謹
む施して濁くことか大切なのである︒それには平素に於て繁剛勤労
作業を笹施し一Ｌ不動の肌を練成して置くに限るので島厭も文部名か
非粥なろ熱意と積掘的な意気込を以て木施設を要望して届るのは狗

とに因って不知不識の間に不勅の服か作られる道理である︒戦場は
勝士の道場である︒而も命懸けの道場である︒同様に勤努奉仕する
山野田畑堤防誼路等は勤勢報幽隊員の道場である︒兵士が戦端に脇
むが如き気塊を以て勤勢に服するならば雌庇どっしりとし一く物に動
ぜざる肌を作ることがⅢ来ると忠ふ︒
◎０○○○○００つＯ

○ＯＣ○

澗を忘れると云ふ弊に陥り易い場合が無いでも雌い︒勤勢を行ふこ

命である︒兎もすれば︑集画勤勢か︑形の末に走って︑本を忘れ粘

００．Ｏ

はならない︒即ち園内資源の開設︒園防握化と日本精祁の鍛錬︒函
○︒◎００００○○○○００○○０．フ︒
民儲位の向上︒畢圃一致堅忍持久の精祁錬成と云った目的使命が包
職されて居ることを忘れてはならないのである︒
００○○Ｏ○０．００︒︒○○︒◎００○００．︒○Ｏ
去り乍ら今一つ忘れてはならない喝のは剛民の肌を作ると云ふ使

詮幾日も幾日も貴い時間を潰して修業する畢生や青年があるが︑狸
ちそれが悪いしぐぼ申さぬが︑此の非術時局に直面して国家網動員運

動の峨烈なろ折柄に在っては︑寧ろ坐櫛をやる代りに集閏勤勢に参
加する方がより生産的であり︑より敷采的であり︑より報幽的であ
ると恩ふ︒即ち汗の勤労を行ずることに因って︑目づと輝の糊致に
到達することが出来得られ︑坐禅を修したと同一の結果が得られ︑
而も同時に勤勢を通して愛剛奉公の赤誠を捧げることが川来る課で
ある︒所詔一万二烏の役割を演ずることか出来るのである︒

勤努即櫛︑祁即勤勢と云った境地は我餐が捨身に成って努作に没
︵四︶吐を作れ

する時のみ知り得る味である︒

最後に戒めなければならないことは︑集閣勤努の煮味を履さ蓮へ
︒つ○つ︒○つ○○ｏｎ︒

る催を一気に稲す︶

︵昭和十三年八月流日午後︑勤努報剛作業を維了施後感す

ならぬのである︒

唖｜,1了〃〕蚕に公、

無い様に注意すべきことである︒徒らに一時のお祭り騒ぎに終始し
０○０○○００○○００○○○０○○○０○０００Ｏ○ｏＣＯ

めに故意に寅名的の勤努藷街ったりするのは大に戒めなければなら

たり︒．隣り奇抜な行を壷り物にしたり︑或は仙間の人莱を博するた
Ｃ○○○○００○○０００コ００Ｏ

ない所である︒某蛎の女畢校で謹育擦り御女畢生を冒王躯の勢苦を

勾叫1瓦
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1

術て今次の事塗は何時迄綾くか︑殆んど憶測を許さぬ情態である︑
然し何年何十年か上っても勝たねばならぬ︒如何な為困苦を忍んで
聡最後の勝利を礎ねばならぬ︒然るに薪し民心中道に於イ翠剛一致
の僻制に蛎裂を生ずる様なことがあったら︑それこそ大誕である︒
剛勤勢本代遮動を津索湘々迄鴫普及徹底せしめ︑大に民衆の
新にすると共に︑あらゆる時難諸克服し得る頂の力を蓄へ置
集制後何て

ぱを

偲べば何でも無い﹄と云ふので深夜四時間必五時間咽海岸を行推さ
である︒勤勢報叫は決して堅↑枝の寅名の具に供されたり︑校長の宣

せたとか云ふ話であるが︑か上乃履き鍵への勤努報阿は老ふ可き邪
仰の材料などに供さる可き性質のものでは絶掛に雌い・

か 畳 愈のイ)然
々僻最し備

4．､順正

銃後後援強化週間資施要綱

事鍵長期二豆ルー徒上︑銃後後援︿益︑＄其ノ軍要性テ加フル一一

至しり︑此／秋二富リ︑銃後後援瞳化週間チ設ヶ︑一暦銃後後
二︑傷漢軍人及出征軍人等二封スル感謝ノ念チ昂揚セシメ・以

援二闇スル剛民ノ認識チ深メ︑特二駿残軍人ノ遣功チ偲プト共
テ閥民各層ノ日常生活テ通ジ之ガ具現永績子剛リ︑供セテ傷漢

チ期︐セントス︒

間

案昭和十三年十月十一日

︵ご慰震並祇願

ズルノ外︑本週間中二於ケル各種曾合︑朝魁等二際シ

︵イ︶各府戦残軍人ノ墓参チ行う等適常ナル慰謹ノ方途テ諸

一週間

軍人︑戦残軍人ノ蓮族及出征軍人ノ家族等二鋤スル援護ノ完壁

、

自昭和十三年十月五日

期

文部省

テハ戟妓軍人二封シ一奔二獣祷テ捧グルコト

︵８各自最寄ノ岬批︑寺院其ノ他通常ナル場所二於テ傷病

卜

軍人ノ平癒祇願並出征軍人ノ武運長久ノ所願チ行う﹃一

︵二隣保相扶ノ徹底

努奉仕テー暦徹底スルト共二︑目誉柔チ管ム者二封シテハ

傷痩軍人︑戦残軍人ノ造族及出征軍人ノ家族等二封スル勤

講ズルコト

其ノ誉業ノ維持鍵績テ容易ナラシムル様之ガ支援ノ方途テ

︵三︶小国民ノ教化

各畢校二於テハ本週間責施ノ趣旨二鴎シ訓話テ行フノ外修

身︑習字．作文等ノ教材二之チ採取シ︑戦残軍人及傷痩軍

ノ遺族ノ名響二封スル認識テ深カラシメ︑以テ小碗民ノ激

人二封スル愈敬感謝ノ念テ酒養セシムルト共二︑戦残軍人

化徹底テ園ルコト︒
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一︑趣旨

二

三︑賓施要項

一

綱要施質問迩化弧撰後後銃

綱要施質問迩化弧媛後後銃

︵四︶軍人傷痩記章ノ博達式聖行

成ルペク本週間中二軍人傷実記草ノ停達式チ巌禰二畢行ス
ルコト

︵五︶善行者ノ表彰

︵ィ﹀傷庚軍人ノ接遇二鴎スル善行者︵図瞭テ含ム︶ノ美徳
チ賞揚スル烏之ガ表彰テ行う﹃一ト︑

︵ロ︶戟残軍人ノ遺族及出征軍人ノ家族ノ庵遇其ノ仙援護二

開スル善行者︵閏腔チ含ム︶ノ美徳テ賞揚スル篤之ガ
表彰テ行うコト

ハ之ガ表彰チ行う﹃一卜

負︶傷痩軍人中其ノ精祁指等上範トスルニ足ル者アル場合
︵二︶戦残軍人ノ遺族︑傷庚軍人及出征坂人ノ家族中拳子︑

節婦︑賢母等アル場合ハ之ガ表彰チ行フコト︑

ズルコト

開催シテ︑間謹的二雇雛又︿腿遇二閉スル迩宜ノ措茜チ諭

︵八︶座席議奥ノ趣旨ノ徹底

汽車︑汽船︑飛車︑バス等ノ交迦機閉又︿集禽場等二於テ

ハ傷庚軍人一一封スル座席誰興ノ趣旨／徹底チ行フコト︑

囚︑淀意事項

へご本週間ノ賓施二際︑ンテハ質資チ旨トシ事ラ溌践上ノ敷采テ

ナク永縦性チ持夕シムル様留意スルコト

牧ムル﹃一トー軍靴テ置キ軍ナル一時的ノ催シニ堕スルコト

︵二︶冬讃府撫市町村其ノ他各種圏瞭二於テハ地方ノ質情二腰ジ

以上

ニ努ムルコト︑但シ職残軍人／慰薙祭二付テハ靖風祁社ノ

具艦的細目ノ計書チ樹立シ一一之チ資施シ其ノ賓敷チ翠グル

犬祭二際シ別途之チ考究スルコト︒

１１

︵六︶接遇改善協議識ノ開催

映謡館︑興行館︑湯屋︑旋館︑理髪店︑交逓運職業者等ハ

○

︵物憤礁貴を論す．梁翁公︶

三つなり︑其の三つをおしたづぬれば︑奔修の一つに蹄す︒

失ひ子卜ると︑つくる考多からす我す者多きと︑人気の馴れぬ荘との

批雨くなるべき逆さま人Ｉある中に︑蹄する所は︑金︑鋸銀走

傷捷軍人ノ総帥的接遇改善二鴎スル協議御チ開催シ夫々適
鱈ナル措置チ誌ズルコト
︵七︶雇傭室懇談議ノ開催

傷痩軍人︑職残嘩人ノ遺族及川征車人ノ家族等ノ就職テ容
易ナラシムルト共二︑現二就峨巾ノ者ノ鹿遇二迩憾ナカラ
シムル篇メ︑各種達乗幽鰐若︿事業主等開係者︽懇談衝チ

− 4 1 −
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下菖歳﹂とありました︑今は亡黄笠井君は︑賞直︑直面目にして︑

なって〃江南の端を天翻って居られることであらう﹂とあった︒

勤務に明戦闘に哨仙兵の模範たりしに︑喧今は亡し︑謹園の英建と

尚これより二ヶ月前の陣中便りには﹁将来畢問かなくては川世は

むづかしい︑畢問の時代だ︑旅司は若年の身︑家庭が許し︑・縄も壮

健になったら︑上繊の畢校に進んだがよい！と小書き逢ったと︑

る︒

晴此の至誠溢るろ遺書を讃んでは涙なきを得ない︒露士の鑑みであ

﹁事鍵以来陸単第一病院に訪れる慰問者のうち︑迩日の如く各室の一

一

士一同から﹁護閥の鬼と化した笠井伍長の霜前に﹂と百十卿回の香

掃除から洗濯など︑肉制哨及ばぬ勤務奉仕の一老女と若し二人の女一

○三女性の奉仕

料が透られ︑遺族の母子は鞭く旗激したが︑更に原隊部隊長から伍

と円衣の勇士から旗激溢る人譜を新聞杜に鑑つた事から奇特な人一

性がある︑我等患者一同は心から康涙に咽んで居る：：：．；：﹂

々の美事か判明した事かある︒其の三女性とは︑東京瀧草髄橋場の一

並に隣家の煙草商鈴木清兵術氏の長女八頭子さんで︑久子さんと八一

逓信局貯金局事務員石鍋康太郎氏の賀母そよさんと︑妹久一塾﹄さん︑一

と無念の涙に咽びました︒露に通じたか︑笑顔でうなづいた様に見

一唖坐伽剖︾姉堀垂井︾︾福や諦恥討伶埼制斗一封抽平峠毎︾舛峰一

と戦場の勇士に︑これ迄度々激励の手紙や慰問袋を贈ってゐたと一

﹁私共も男でありましたら⁝⁝：﹂

重子さんは大の仲のよい幼友達

を︑正直︑振可よ！︑．愛児の名﹀帝閏軍人の本分を全弓せし父山稿巻

妻よ！喜んで呉れ！帝鯛軍人として本分を誰すことの川来るの

四円晴︑準備は既に蔑索︑意気天ぞ衝く︑われまた生還ぞ期せず︑

：．﹂と讃んで聴かせて呉れたのでした︑︵略︶その遺書には︑﹁二十

日船中で︑戦友一同の前で︑﹁手帖を繕理して這言を書いたから．⁝．

受けられました︒笠井君は巳に畳悟はあったかの如く︑故閥出謹の

篤歳﹂もかすかに息叫れました︒戦友達は口々に仇を討ってやろぞ

﹁通元鍾攻撃中︑残念に蝋心臓部を貫いた一韮の弾丸に﹁天皇陛下

報告と云ふのは︑

長昇進の僻令に接し︑繊涙にむせんでゐると云ふ︑其の戦死の状況

が︑其の留守宅に伍長の壮烈な戦死状況の報缶と共に︑小川部隊勇

あった︒本所随厩橋阿ノーの需守宅には妻と二子の三人がゐる

︵常時上等兵︶ほ電気熔接職工から雁召︑資に麿直な子煩悩の勇士で

去日江南職線で壮烈な名響の戦死を途げた小川部除笠井正徳伍長

○瞳︑笠井伍長の絶筆

〜

へ

−

ー

．

をきづつける事なく︑就禽の一興として剛家の篇に働け！天皇陛

一 〆 、

I

︑ソョ

イ世

一
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議感激の外はない︒

○軍図の姉と弟

ＧＯｆ︑〃１１Ｊ︑︐ｆ︑０ｆ︑Ｊｈ″〃

の窪を抱墜Ｌ椎査場に赴き︑孝君の晴着にとためた金の一部五側を

雄査Ｈ二十九日が丁度命日に雷るので︑此日早朝キク江さんは孝君

閥防献金したものと知れた︑執行官川村少佐も︑軍関の姉キク江さ

んの心情にうたれて噸激し︑﹁牙は病に痘れて別司其の鯉は皇幽の馬

の霊浄懇ろに弔ったといふのである︒

に生きてゐる﹂と慰め︑部下をしてキク江さん方ぞ訪ねさせ︑孝君

一東京市足立礎千毒第三小堅校で︑去日足立瞳の徴兵橡査が行はれ
たとき︑橡査場の壮丁に交って一女性が徴兵官川村少佐に﹁死んだ

我日本帝風臣民にして始めて咲き出づべき軍国の此の姉にして此

弟の形見です︑御閣の篇に使って頂ければ地下の弟も喜ぶでせう﹂

一と金五回を圃防献金して︑係員を感激させたといふ美談がある︒

の弟である︒哀話の中に織り込まれた美談である︒

○銃後新養老物語

彼の中支戦線に活躍中の︑親孝行な息子から︑酒好きな父親にと

てゐる我子の此の思ひやりに︑人一倍情に脆い父親は︑﹁親 を恩ふ一

篇替で二十圃也を詮附して来たが︑身命を皇馴に献げ．勇戦 奮闘し

て呉れス作の心はさることながら︑この奪い令でだうし一ｔ酒 が飲ま一

れやうか﹂とて︑隅替金全部を銃後の賓征の一端にもとく 掘隣を一

麗はしい銃後美読物語か沸男︒

始め旗く荒川随内の醗先者の遺族の慰問余に常一︲たと云ふ︑ 聞くも一

其の話の主人公と云ふのは︑東京市荒川臆尾久町四の樫屋 高橋庄一

太郎さんで︑詮金して来た感心な息子と云ふのは︑谷川部隊 で 活 躍 一

雫蝿誕一

中の庄太郎さんの長男高橋善四郎伍長その人である︒同君からは一

﹁同じ部除で近所から出征した染物屋の田中竹二郎上等兵が

戦死された由︑先便もで承知致し鰭きました︑同封の篤替の

でも召し上って下されば幸甚です︿以下略︶

香重として同君の建前に供ごし下さい︑残りは父上〃お好き なお酒一

一

ー へ 厚 へ

へ

〜 一 一

ー

グ

−

一美談の︑主人公は︑千住三の十九新井くにさんの長女︑ＦＫＳゴム
一工業所に通ってゐるキク江さんである︑彼女の弟に孝君へここと云
一ふタック一人の弟があった︑キク江さんの父親長七郎氏は︑日露戦
一役に出征し︑功七級金鶏勘章を授かった勇士で︑十二年下谷郵便局
一に勤務中︑人達ひで同僚に傷けられたのが原因で死亡鶴︲残されたキ
ク江さん親子は弟孝君の成長を楽しみに︑母親は古本商︑キク江さ

んは前記工場の女工に生活の糧を求めて働いて居たのである︒孝君
一は千毒館凹小皐校を卒業後︑祁田砿博文堂の店員となり︑立派に威
一長したが︑咋年幕腎臓病を患ひ︑以来どっと床に就き︑去る四月二
一十九日透に死亡した︑たった一人の弟を失ったキク江さんは︑悲嘆
一に暮れてゐたが︑生前孝君は五月二十九日徴兵橡査になったが︑病
一床にあって︑﹁礎が弱くて残念だ︑死んだ父さんに申諜ない﹂と不
一甲斐ない我が身巻嘆いてゐた︑一方キク江さん明孝君か入誉すると
一きは祝ひに新調の洋服を買ってやると孝君をはげまして小遺ひを蓄
一へ︑全快の日を祈ったのであった︒併し其の効もなく孝君は死亡︑
一楽しみの晴着も不用となったのである︒生前孝君が病床で椎査の五
一月九日を気にかけてゐたので︑孝君の霞寿慰めなくてはと︑孝君の

4 ＄ −

一

一

〜

ハ

一 一 一 一 一 一 〜 今

L]

との便りに添至Ｌ二十回の篤替
︑︑

この親思ひの情味溢れた手紙を見た庄太鄭さんは︑嬉しさにこみ

あげる胸を瀬めて︑妻女とめさんと棚談の上︑好きな酒ではあるが

然し夫を落謄させてばと︑全然知．らせなかった所︑更に十二月一一

円言隣家和ら霊した火は︑瞬く間に同家を焼き︑わづかに店先の少

せて戦没者遺族溝慰問しようと一決︑奔妻は代郡の焼暇穿見ては︑

決して此の事を知らせまいと深く心に刻んだ︒それからのたっさん

に活躍する夫の勢苦を思ひ︑打沈む己か心に鞭ち︑晴の凱旋までは一

しばかりの商品を暇出しただけだった︒
此の有様に︑一時は全く悲嘆にくれたたつざんであったが︑戦線一

荒川隈役所に行き︑臓内の戦死者の氏名︑遺族の住所を聞き︑隣り

ば︑同家前のムサシノ薬局部曾我克己さん方の二階に間借りし︑附
近の人々に感謝しながら︑店の復活を心待ちに日を鐘りつつある︒一

こればかりは飲んでは件に州済まぬ︑謹醐の英篭の冥禰を所り︑併

の同町二○三三染物屋田中竹二郎さん方に香莫として三側を逢った

した中川某氏に逢ひ︑初めて留守宅の災職を聞き︑驚陰Ｌ問合せの一

一方戦線の長坂特務兵は︑約二ヶ月後に偶然済南で同町内から出征一

のをはじめ︑十敏軒を慰問激剛して来たが︑この恩ひかけない庄太
で感謝して来る者等で︑何れ哨庄太郎さんを而喰はせてゐると云ふ

郎さんの見舞慰問詩うけた遺族の人々からは︑尭憩に来る者︑手紙

手紙を出したが︑其の便りの返しと云ふのは︑

﹈皆様の御蔭で殆んど被害はありません︑こちらは大丈夫ですから一

事である．雷の鹿太郎さんは酒が非稚に好きで︑晩酌二合は峡かし
た事はないと云ふ事であるが︑善四郎君が出征してからと云ふもの

とて反て夫に激励当一言葉を詮り︑銃後勇士の妻の意気を示したも一

御閲のために一生懸命御奉公して下さい⁝：：⁝﹂

のであった︒かくして此の意索は決して空しいものではなく︑火事一

は︑其の酒もぶつつり止めたと云ふ︑善四郎君は六人兄弟の長子で

てゐると︒此の親にして此の子ありか︑これ又戦時の一美談であ

から四ヶ月除り過ぎた去日︑愈§店も出来上り︑本店の浅草隠張群一

町メリヤス問屋大西孝さん方の世話で︑仕入の一般も終へた所のた一
つさんは︑職線にふる夫へ喜びの一信を詮ると共に︑復興への第一一

護りは固いと云ふものである︒語り鶴ぐべき美諌である︒

歩を踏盈出したと云ふのである︒此の銃後の妻あって︑愈；皇醐の一

○大和男児の意気

東京市流谷麗千鍬符韮の出身︑山野浸新吉一等兵︑後方速絡の蹄

途︑味方伽馳壕の一歩手前で雨と降る敵弾に名警の戦死を遂げたが
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川崎造船所に勤務してゐたのであるが︑大の親孝行者として知られ

る︒

○銃後の妻
東京市仙田谷臨北洋三の帝都篭殿下北洋騨前タニャ洋航店主長坂
巳之助君は︑事麓勃盗後間駒なく石田部隊特務兵として勇躍出征し
たのであった︒残された妻たつさんは︑女の細腕一つに二兎非抱へ
て︑朝早くから夜遅く迄店を切りまはし︑ひたすら夫の武運長久を

脳溢血で急死した︒
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其の大和男兄の意気は︑戦友達によって苓賂れ︑閥民を感激させず

先づ市川迩弘上等兵は語る︑﹁山野漫君！斯うした呼醗が今の

には置かない︒

僕達にはどんなに懐しいか！君と始めて逢ひ知ったのは九月○日
下原副官殿から﹁此の人が馬取扱兵で︑多分軍需殿の常番とし一ｉ決

傷をした時だった︒驚きあはてる僕等に向って鮮血したたる顔を抑

居る君だった︒今の僕として一番忠ひ出されるのは︑溝が不測の負

には妻はなし︑あるのは子供だけ︑その子供も良く頼んで来たから

で明かした最後の一夜︑君と僕とは大に杯を交したのだったｌ﹁俺

と一繕に行くのだ﹂と隊長にすがり男泣きに泣いた君だった︑内地

﹁四十座の高熱にうなされながら︑﹁俺は内地に礎るのは嫌だ︑皆

るだらう﹂とて紹介されたＵ沈獣勝ちで何時も一言ｊ︑と微笑んで

へなから相塗らずニコノＩと﹁なに大したことはありませんよ﹂と

哨思はなかった︒小宅の大激戦の日︑多敷の負傷者を見て廻られた

君の言葉が現資となり︑今ここに君の最後非一誌さうとは僕は夢に

心礎リはない﹂

却て僕等を慰めて呉れた荊だった︒その傷は案外大きく右頬部を七
針も縫ふ程たった︒

になってゐながら︑皆と一緒に出征することを念頭から離さなかっ

で敵揮の中へ飛び出して行ったのだった︒数刻後君は大任を果して

武山軍悪殿︑誰か後方沌絡に行ってくれ﹂軍鍔殿の言葉に君は勇ん

山野遥消僕は今で哨君に済まないと忠２Ｌゐる︑顔中継帯だらけ

上僕は死んで君に詑びるつもりだった︑君も随分それを心配し一︐る

飛び畑し︑君の所に馳け寄った︑君は僕に﹁危いｊ︑乗るな﹂と叫
びながら︑前進しやうとあがいてゐた︒僕は泣きながら君の鵬を抱
き上げ︑やうやく軌壕へ運んで来たのだった︒﹁山野逼︑よくやっ
てくれた﹂武山軍蟹は洗れる涙を拭はうと蝋せず︑羽の鵠を抱いて
男泣きに泣かれた︑君は大尉殿色抱かれながら︑
﹁日本軍人としてぬ窮饗のために琵私たことは諭足です︑子供は６．
とまで言ひかけて︑そのまま息ぞ一飲み︑﹁繭涯﹂と微かに口調しな

がらそのままはかなくなって了った︒地上に眠る山野遅君の英霊よ
君の最後の言蝶雌確に聞いた︑必ず心配なく君の子供の成長才見て
ゐてくれ︑我等戦友一同は必ず君の子供の特東を引受けるぞ﹂⁝
．⁝：と億勇士の最後の立派さ！帝園軍人の華である︒

んだの出束の間︑君の姿はパックリ倒れて了った︑僕は思はず壕を

あの小宅陣地のバリケードに姿を現はした︑我々が思はず菖歳と叫

た君︑菖一あの時君か内地に残されるやうだったら．引率者の責任
たやうだった︒

お互に椴呼の雛に詮ら型Ｌ征途につき︑上陸早々僕は一寸した事
一番先きに僕の喪否を訊ねて︑そして喜んでくれた君だった︑その

で負傷して入院して了った︒あの弗丸の下で再び君に逢ったとき︑

晩いつ幽沈獣勝ちな対が︑珍らしく僕達考掴ご﹂極々と弟一線の様
子瀞話したのが僕には何んだが︑異様だった︑噸燭の光で君の影はい

やに大きく︑あの壊れた禁家宅の壁に勤些︲ゐた．窯朝君の戦死の
を聞けば矢張り君は勇敢に死んでくれたのだった︒

＝弱

I

報が前線から届いた時︑どうして戦本営の事とは思へなかった．話
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樫側→王喜灰牟ｌ和郎

線修業貧馳維銚吹︵七︶
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お久縛りの柱
之は近頃聞いたことで︑直接私が見たのではないか︑話
した人は決してい上加減なことをいふやうな人でないのみ

隊左跨者は居らなかったに相違あり主すまいが︑需蕊は少

のぎＬめもなかった︒話か大きいのでもあらうか︑十日あ

しの敷果もなかった︒その他いるノ︲ｊと手を詮したが︑何

は唯事ではなからう︑何かの崇りであらう﹂といふので︑

まりも治せずして非常に韓しんだといふことです︒写﹂れ

﹁之は仰の罰であるから︑鰐薬であらうが伽であらうか︑

易者にうらなってもらひました﹄すると易者はいひました

て行つ一・﹄︑よくあやまるかいＬｏさうでないと︑此女は数

治する筈がない︒一刻も早くお寺い怖様の前へ此女をつれ

ならず︑心理上からいっても︑有り得ることＬいはれます︑

いふのではない︒先々代から悌様を粗末にして来たので︑

日の中に死んでしまうはたしかである︒何も此女が悪いと

︑︑℃︑

寺院の本堂にお久純りの柱といふのがあって︑病気の人は

仇様の前で︑モットノーひどく此女を苦しめるでなく一しは

である︒た瞳言葉で以てあやまるだけではお許しがない・

仰様のお怒りが積り積って︑此女に罰か来て︑この苦しみ

今は崖けて無くなったさうですが︑土佐の山奥の浄土宗の
﹁女を縛った﹂繕馬を未納すると治するといふので︑津山奉

納してあったさうですか︑その奉納した悉皆の人の病索が
治したかどうか︑それはいふまでもなく疑問であるので︑

められるのが二三日だけで済むかＦ︑それから後は苦しみ

るが︑俳様に加勢して苦しめるならば︑長い間悌様に苦し

ならん︒これからモットひどく罰しなさろ俳様のお心であ

も止み︑従って生命も助かる課である﹂といひましたしそ

此事を主としていふのではありません︒主としていひたい
のは︑さういふ繕馬を人々が奉納するに至った動機であり
籾てその動機といふのはどういふことかといふに︑いつ

ます︒

けるがい土︒長い太い細で巻きけつるかい上︒それはその

ところ︑又うらなひを立てＬ﹁仰前の柱にその女を縛りつ

質生命を助けるのだから︑思ひ切って潟しなさい﹂と︑こ

れならば︑どういふ様にし一Ｌ苦しめるのであるかと聞いた

いふ若い美人がゐました︒未鱈であったので︑いるｊ︑の

時代の末頃であったらうといふことです︒その村にお久と

の頃であったものか︑それは明かでありませんが︑多分徳川

噂も立てられたさ５です︒ところがその女が二十歳頃にな

そこで父剥か︑苦しんで居る娘をかついて︑寺へと出か

のや５にいひましたＵ馬鹿々々しいことではありますが︒
しやく

って篇が起って非常に苦しんだ︒勿論山奥のことだから
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けました︒縛るのだから若い男を三人つれて行きました︒

が皆に聞えないかい﹂といふ︒そこで剥哨我辛析菖＃︾太郎

治さんの所へ行くでなくてはたほりけせん︒如爽様の．常鰐

治め方へ縁談を申込みました︒その話かまとまると同時に

その巾に娘との間の噂を立てわれてゐろ男蝋居りました︒
家にある太い棚をたくさん持つ﹀︲行きました︒寺へいって

籍はケロリル治しました︒

ますが︑お久は眼か一閉ぢて居るが︑苦しい様子はない︒大

人か少くなかったか︑そい又後になって︑お久を柱に純っ

ば︑どん厳猟人で哨治すらといふ評判になごＬ︑純られた

それから後は︑誰いふとなく︑その寺の本堂に純るなら

仰前の柱に︑頚かしまらない範幽に於︸︲純りつけました︒

凡一時間の後にパチリと眼才↓開いて︑﹁あ火薬になった﹂と

た縛馬にお久の身の内のものと書き︑又男女の別と年齢と

こんなにされては︑大しに苦しま●脆くてはならんのであり

いひました．そこで蝿狩解かうとすると︑﹁解いてはいけ

と善くには︑お久拷い承諾を得ねばならず︑治したならば鯉

を蒔いて奉納するやうになり主した︒総馬にお久

のお麓か聞えないか︑解いてはならぬぞ︒解いてい︲冬のは

たさうです︑お久か死んでからも︑その家へ狐みに来たり

に来るので︑お久はそれがために可なりの財産をこしらへ

身の内

いくらか時間が練って又解か５とすると︑﹁如来様のあ

ない︒いつまで︲も︑このま上にして撞いておくれ﹂といふ

五・六日後だ︒い上時になったら解けといふ︒いはない内

お久は精神異状者でありませんから︑易者が仰前の杜に

になって︑それかなか︒／︑塵に流行したさうですり

狸く鱒りつけぁならぱなほるというたといふことを聞いて

濯に来たりする人があったか︑後には繕馬を未納寸〆だけ

がないので︑そのま坐にして置きました︒三日Ⅱになって

る︒あの大きなお蕊が耳に入らないのかい﹂といふし壮方
﹁モウい人から解けと仰せあるから︑解いておくれよ﹂とい

その信念が自分の病気を治させたのであるといふことか出

期待と共に深い信念をもってゐたに相違ないと恩ひます︒

に解いたら生命かなくなる︒そのま上にして居れと仰せあ

いふＨにあひた︐い・如来様はありがたい﹂といふ︒その後

ふ︒解いてやると︑﹁大府い土気持だったよ︑モットかう

起ると︑その腹の上へ人が乗って︑ひどく踏みつけるか︑

ほすためにき上めかあったと蝋考へられます︒賎かひどく

又は腹の上へ膳乗りになって︑剛手で狸く腹を押へつける

来ます︒それに叉蝿で渥くしめつけられたことも︑癌をな
んのお嫁に行け︑行かないと又苦しくなるよと仰せあった

でなくて侭なほらないのであり注す︒コルセットでしめつ

蹟は少しも起らなかった︒その後その女は如来へ時々お詣

から︑太郎治さんの所へやっておくれ﹂といふ・前から噂

けられてなほった女哨あります︒それですから︑太い蝿で

ｂに脳かけました︒或日寺がら蹄って﹁如来様が太郎治さ

かあった男だから親は拒みました︒ところが又ひどく蹟が
日．

ｆりました︒又寺へつれて行かうとすると︑常人は﹁太郎

47−−
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掻く抑りつげられるために︑腹も遇く唾しられることにな
如来様のお詮を耳にしたのは︑お久の精榊作用に基く幻

ります︑之虫敷呆かあシたことＬ鯉はれます︒

聴に外ならぬので︑不思議とする程のことではありません

換馬を奉納した人が皆治したとは︑勿論いはれますまいか
内でもないのに︑牙の内のものと書いて︑伽をあざむき︑

治した人かいくらか右つたでもあらうが︑併しお久の必の
そして病を治させてもらうとするのであるから︑大問達ひ
で．さ陰勺いふことを考二Ｌ見ても︑治するものが多かった

かういふのを︑唯馬鹿々をしいとか︑迷信だとかいって

とはいはれますまい︒

葬ってしまうのはその老へか漢いといはねばなりません︒
租光が心得運ひであったから︑紳茄り仰なりが︑その子

たしかに精紳作用を研究するための材料となります︒
孫に罰をあてなさるといふことは︑易者はょくいひます︒
又宗教家の中にも︑さうい﹂さ﹂とをいふものかなどじはあ

りませんか︑果してそれに間連ひがないならば︑神伽はむ
ふもののある筈がない︒自分勝手に紳俳を恐ろしいものに

けり

恩ふ侭かきて譲れるから歌は一なぺて邪なしと許されに

徳を以て治めざりせぱ淀さへふれぬ限りは民恥づぬな

進み末し年の莱怨示されて墨ぴの人を鋤まき鯉けり

り

やみぬれば親の愛や深からんなほざりにすな我身なり

なきあとは心避こあて怠ずら祭るば孝の通にこそあれ

・とも

酒肴親に供へんそれよりば半ふる色の難くもあるかな

犬鳩も剛へぱ食物輿ふなり養ふのみを孝とやばぜん

なり

愚かなる人と見ゆれど回はよく滋韮さとりて蓮ばざる

かな

行ひのあとさき深くきばむれは人匪すとも知らろべき

らん

ふろき事たつ奴てなほも新しき事知る人や師ともなる

何事も口より先きに行は畦君子の人と云ふ・へかりけり
り

利の矯めに押れて親むことば江く需子の行周ｎかりけ

梁と恩と共に修めて行はぜ正しき道をふむべかりけり

言ふことにとがめ少く行に悔ゆろなければ征ふべきな

知る海知る知らぬことをぱ知らぬぞとするこそやがて
知るの道なれ

泣きをぱ狂れる者の上にすゑ幽韮淵めは雌や服ぜん

り

孝悌の心ひろめて治めなぱ関←家とばらかばざろなり

おごそかに威儀をそなへてあばれ玄ぱ民や敬してま一事
と霊さん

一一48−
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しろ恐る・へきものだといはねばなりません︒祁伽はさぅい

和歌論語
第二篤政篇金田光義︽
星勾の北斗めくるに似れるかな徳ある君にならふ民草

I

403938

してしまう︒その罪こそ深いといはねばなりますまい︒

22

養 修

雑

佳

逸 話
話

ｄｄｇ０日日Ｑ０６︲もロ・■■ＢｒＩｒｌ・

一修養と 趣味一
ｒ６Ｆ■Ｂ庁■■叩■■■巾■Ｂｐ■■色ｓごｐＦ■︼

佳話・途話
ハ紀国屋文左衛門の面影
江戸深川の一の鳥居の北側に︑紀文が藩塊してから住ん
だといふ家があった︑その座般の天井︑一枚紙を只だやた

らに繕ろひ張りのように張った蛸のであった︑紀文の残後
そこに住んだ人が︑修繕するとて︑経師屋に命じたか．恕
師崖が調べて見て麓天した︑とて哨繕ろいは出来ぬ天井で

ある︑紙の色が少しづつ鍵はって見ゆるが︑ゑんな同じ白
紙で︑唯だ糊が色舎である︑いるｊ︑の糊で張った明ので
十年︑州年︑五十年︑或は百年を経た糊で張ったもので︑

○つら見せ
︑︑

︑︑︑︑

今頃は︑そのような糊を持ったものは無いと言った︒

︑︑

つらは顔である︑顔見せは︑むかしはつら見せと言った
右術門も此間︑若衆と同様に︑つら見せを見物に参り候﹂

︑︑︑︑

赤穂義士︑小野寺十内が妻丹女に贈さた手紙の中に︑﹁幸
︑︑︑︑

とある§幸右術門は十内の養子で︑同じく義士である︒

背山痩夢

も︑︑︑

︑︑︑︑︑︑

つら見せは言ふまでもなく︑役者の顔見世だが︑芝居山

○秀吉は天授の英雄

九州征伐︑さすがの島津勢降参＄義久侯拝謁四

﹁武赦︑まだ戦蒜したきか﹂

秀吉︑武撒守非見て︑

心掛けてゐると言って川た︑

武瓶守こんどの拝謁には︑如何にもして秀吉を討取らんと

時︑音に聞えし天下の猛将新納武燕守忠光悲従へて出た︑

秀吉の

茶式部と呼ぱ九た︒

︑︑︑

作りて口ずさみ︑人にも語り慰んでゐた︑誰いふとなく︑

緊桑の茶亭の女︑轍に歌を好み︑折にふれて冊一文字に

○茶式部

こと吟︑﹁でんつくでん﹂と言ったものである︒

f･

と問ふ︑武獄守

﹁如何にも︑主人の心次第にては幾度でも敵掛仕る﹂．
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長向

住

逸
尋宰
鮎聞

令鰯ｖ
秀吉︑莞爾として︑

﹁某は鼠にもあらず︑鳥にもあらず︑壁を横に歩むことは

せる︑これは如何なことと︑誘いｈ聞けば︑鞠太郎

支那人らしい話だ︒

て﹁犬の子﹂と呼んでゐたことか︑史記に見えてゐる︒

漢の名士司馬椛如が幼少なりし時︑其親︑相如を鍾愛し

Ｏ犬の子

と言って諺十念の話を突き崩した︒

だ﹂

忽ち風蕊を調合して龍紳に捧げたら︑風波は血ぐに止ん

﹁某も先年．海上で難風に逢ひ︑今や沈没げんとした時︑

を︑いる／︑︑申上げてゐると︑側から醤者の牛非溺厄︑

二代蒋軍秀忠の御前で︑増上寺の雄警備正︑十念小奇勝

○風薬

ものである︒

此様なこんご５事は︑有用の資塞に非ず︑放下墓といふ

ない︒

来ることではなく︑また川来なくとも︑評家去るには差支

に書きこなした︑是は正木が蕊性得手の技で︑誰にでも出

人に紙を持たせて置いて︑向ふから︑順逆縦横︑肖由自在

昔︑河越藩士︑正木丙識といふ詳家︑常用の手紙などは

○放下蕊

と答へた︒

此外に術なし﹂

︑

﹁閉ざしに勝さる勇士︑これぞ取らせろ﹂

秀吉︑陣羽織を脱いで賜ふ武職守︑拝受して引下がると
き︑秀吉
﹁まだ︑やるものがあった﹂

と言って︑後ろに立て置いたろ抜身い薙刀のケープ首の方を
持ち︑石突の方を差出し一く武識守に渡す︑武燕守わな／︑

さて武碓守︑陣崖に踊ると︑芳者ど明集まり来て︑

と牙礎をふるはせながら︑恐入って受取った︒
﹁武賊どの︑今日の首尾如何でありました﹂

と問ふ︑武賊︑汗寺拭き／︑
．﹁いやノ︑とても手出しのできる人に非ず︑今日は武職守
全く腰がぬけた﹂
と答へた︒

●

秀吉は天掻の大群へ雄︑その勇威のすぐれたること古今絶
倫である︒

○壁を稜に歩む

柔道の互壁︑開口棚太郎︑壁を脚に歩むとの評判高し︑
或人︑その技を拝見したいといふ︑いと易ざ事ながら︑今
さて日を約して開口を招待し︑さま人︑饗碓をした後︑

すぐには見せ難しと答ふ．

さらば︑これから御目に懸けようと︑鴎口弼太郎︑床側に
仰臥し︑壁を踏んで︑願さまに︑ころり〃〆︑ところげて見
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局︲と俳句
能勢旭束子

今次の聖戦に際し︑我が閥民糖脚は︑いや昂まり︑燃え
さかり︑輝かしく︑冬方面に謹揮されてゐる︒遠く祁武東
征に﹃みづみづし︑久米の子か⁝．：いま華たは善し﹄の歌を

有ち︑﹁花になく鴬︑水にすむ蛙の雛﹄にさ室何れか歌を
よまさりけり﹄といふ我剛民が︑今や限のあたりにする国

民のあらゆる姿こそいづれか燥激の種ならざるはない︒宜
なるかな．事鍵に開する吟詠は︑資に躯しき数に及んでゐ

︽し

ム剛征兵謹てり

渡遷永巴
水内鬼灯

渡遷六子一

高取素城一

三田虹路

今井嘉慶子

渡遷笑鬼郎

鈴江漢峰

西洋最舟

戸⑪

】｢

出征兵花束抱え汗ばみぬ

征く友と肩並べ歩む霧の中

京城騨にて

旗振るや馬撫す兵に秋日照る

星白き齢塞の永

白布糧さし銃秋光に列し征く

東京畔にて

出征兵眼す堂しく敬鯉す

二︑陣中十景

杭州

ダムｊ︑弾ころがるホーム冴えて居り

徐州職戦車心願りて

徐州職第一線

弾丸識きなぱ郷らん茂る草よ木よ

防毒面かたく夏野の闇に伏す

る︒こ上に軍閥風景を詠ぜる争敦の俳句の中より︑陣巾銃
後︑白衣︑凱旋の五景各十句を新聞雑誌より拾ひ一Ｌ︑其の

秋の海大陸指呼に濁りくる

戦線機上より

銃眼に花菜の薫りせまりくる

大場鎮

春暁の水禽騒げ銃火かな

崇明島敵前上陸

友を負ふ我に揚樹に霧昏れぬ

上海職にて戦友逝く

一班を示すこととする︒就中陣中十句はいづれも︑陣中に
ある勇士の吟であることは︑深く意を惹かざるを得ない︒

一︑出征十景
雁召兵稽穂たわめて征きにけり
兵等笑み故山の春を今征けり

武川百符王

萩原褒草
中田冬女
渡遷桂子

溝，森影堀
内 一 山
潮蒼佐
蕊 風 尭
浪 花 子 女

可

あら研ぎのま上の軍刀冷やかに

『可

時
太刀はいて五月の詩人北支那へ

1

時
局
と

俳

句
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耐信Ｉ

ＪｑＬｒ日︲ｑ︑︒自画が１ｊ︲︒□︲駒ＪＲＬＦＭ間●屯即即

ｂ・１１１Ⅵ川川凶

●トー︲︲

園武道徳講座⑫華騎鍾斜薙議華清原貞雄一
１１０喜口草

図民道徳と西洋思想︿下︶

ＩＩｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ﹄

次に西洋思想で我が園民道徳と大きな開係を有ったのはデモクラシーの思想である︒厭洲大戦の後部ち大正八九年頃此

の思想は殆ど剛氏を凪脈するの有様であった︒殊に一部の固民の間ではデモクラシーを解して恰も戦国時代に於ける下刻

上の如く考へ経済地位等に於て下層のものが上層のものを凌ぐ事であるとし︑其の考は極登の機曾に於てそれら下層祇禽

の入廷に依って露骨に表現せられたものである︒抑もデモクラシーとは一部少数の専制に封立するもので︑国民大衆の合

識に依って画政が運用せられねばならぬと云ふ所に根擦がある︒大戦の祁源が猫逸の専制政治にありとする反凋逸岡民の一
宣仰が功を奏して其の思想が世界を風潔するに至ったのである︒

図政の蓮川が餌民大衆の智能を集めて行はるべきであると云ふ限りに於ては︑必余しも我が国民道徳の精祁を破壊する

とは云へぬ︒何となれば此の事は帝闘憲法に依って認めら聾Ｌ居る︒議曾政治と矛盾するものではないからである︒然る

に之を解して下勉上の意味に用ゐられてゐるならば︑尊卑の分を立つろ事に基礎を有する我が剛民道徳を破壊する事は明

︲Ｉ︲

●●ロ一Ｊ︒︲Ｉ●ｅ●一●●唇︲Ｐ一︐．︲ｌＰ１︲１１︲Ｉ︐●自国︲

＝

［

である︒下勉上の意味に解するまで極端に行かないでも一切が絶封平等であるとするのがデモクブシーであるとしても︑
一昨
：価帖
一Ⅱ肌卜ＦＩｒｌｌｌｌトーニ吊押Ｉマ﹃別

I
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座誰徳道民1判

F1

座誌徳遡民凶

１

ＭＩＩⅢ︐旧牌︑ゆＩ川川川Ⅲ１ＮⅦ１１１韻■Ｌ■︑草︒ロー口

Ｊ１

4

鵠は階級的には平等である事を原皿とする︒間より肺含秩序を保つ必要上︑圃民各交共の係する所を定めて其の分を守る

一君を奉する事が団民道徳の本義である︒此の意味に於て尊卑の分は上皇室と︑下閏民との間に立って居るのみで団民全

然し︑他の一面に於て全然図民道徳に賛する事が無かったとも云へぬ︒我が図は所謂一荊蔑民の園であって簡民を以て

て︑此の思想は可なり大きな害毒を我が団民道徳に及ぼした事は否定する事は出来ぬ︒

が倒僻︑図民道徳を破壊するものであるとは云へないのであるが︑上述の如き解が営時庚く行はれて居った賞情から考へ

我が国は専制政治の行はれて居る国ではないから︑専制政治に封立すると云ふ意味に於てはデモクラシー偽必ずしも我

であって︑我が圃鰐の本義は何所までも天皇を本とするもので民を本とすると云ふ事は容されないのである︒

るものではない︒御歴代の天皇が民の禰利駐本とする仁慈の政を施し給うたのは只御歴代の有難い大御心が現はれただけ

給うたからと云ふのであるが︑之は大勢に阿らんとする癖であって︑民本主義と課したからと云って︑我が画惜と合謡す

本主義は我が国韻と合致すると論じた畢者もあった︒其の論擦は御歴代の天皇が災の幅利を本とする仁慈の政治を行は世

デモクラシーを民主登義と鐸する時は君主団たる我が園鰐と相容れない事は明であるから︑特に之芹︸民本主義と課し民

やはり容易ならざる弊害を醸す︒然るに営時は之を絶封平等の意味に解したものは決して少くなかった︒

︲！：︲！！Ｉ！！︲ｌｉｌＩｌＩＩｌｌｌｌｌｌ１１１１︲︲︲︲Ｉｌｌｌ︲ｌ︲︲！︲︲︲ｌｌｌ−

I

事は必要である︒然るにそれがや もすれば一部に誤解せられて︑任ずる所に依って階級的尊卑が成立するかの如く考へ

４１︑︐︲︲︒︲︲○勺︲︲〃町︒︒←︒︐川

︲﹄

b

I

Ｉ︲
Ｉｌ︲卜
草Ｉ

瓢要の職に任歩ろものが︑恰も向ら階級的に愈貴なる地位を得たかの如き︑錯兇を有して他の人々に封して倣然として不

ＩＪ︲

詞１︐にＰⅢＬＦＭⅢ凹叩叫吋ト出国Ｅｆ閏ＦⅡ卜同匠回時画ＦＰＲ︲Ｉ肘画ｌⅣＰいいＩＩＦＦ０灰Ｆ１︐ｒＦｇＰ片■ｂＫ会．１１世︐ｉ︲１ｋ．１４４口ｒ︐ｉｒ０ＦｆＬＰトレーⅢ抄．４凸問ＦＥ︲Ｊ﹄伊Ｉ●！Ｌ︐守ＦｈⅡ︲ｒ２１冊ｒ︐ヴ
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確 講 徳 強 民 隅

３

日︲１００１ⅡＦＩＩⅡ０１１１ⅡⅡＩＩｌｏＩｏ００ｂⅡＯＩＩＩｆＩｊ０ｌｌｌ

︐︲ｊ・︲︲︲・印Ⅲ１．Ｔｌ山１Ｍ町

糾川ⅢⅢⅢ

１１︲

遜の胤想と態度とを持するものが無いでは無かった︒今もあるかも如肌ぬ︒︲かｋマハ考が謀である事は云ふ迄もなく︑か上

ろ思想を有するものＬ或る特殊の場合に於ける態度が架を皇室に及ぼす事は有り得る事であり︑街際に称る恥を否定するご
事は出来ないのである︒

斯の如き誤った階級思想を有するもの比迷妄が︑デモクラシーの商潮に依って除程打破せられた事資は認めなければな一

らぬと忠ふ︒任する所に依って分を立てると云ふ事と︑階級的尊卑と云ふ事は全然別問題であって︑職の亜きに任赤ろも

のが︑自ら階級的尊貴の身であるかの如き妄想を抱く事が大たる訳であると共に︑デエ﹂クラシーを解して︑廟堂に立って

図政の重きを櫓ふものも一勢働者も国家耐曾から亜んぜられる程度は刷一であるとする事も亦大なる談であって︑階級

的︑即ち身分の尊卑と職分として任歩ろ所の軽重とを混脚する川に双方の訳があるのである︒正しきデモクラシーの思想一
は此の双方の誤謬を救ふ功績はあった筈である︒

共の他︑西洋思想であって剛民の一部に勢力ある吐含主義懸想と剛雌道徳との脇係についても大鰐デモクラシーに封す
ると同じ事が云へるのであらう︒︵完︶

一．８吋１日．Ｆ固︲喜阻向ｈ爪Ｐｕトー△Ｔ︐ローザｆｔＦｈｒ１ｌ︲Ｑ■■Ｒ酢■面目■Ｆ１

Ｏい﹃
り︲
︒言
︑︑●
ｑ１
月１
刊唖
１言ｆＰＰｒＰ■Ｐ■ ６圃一ＬＰ・心叫１

︲
︲
Ｉｌ
ｌ︲
ｌＩ
ｌ１ １ ︲ ｌ

酢ＢＭｌＩＩトーⅢ隅即ＫトドⅢＰ仲トドに卜に卜Ⅸ卜Ｍ１ドドⅢ︒的ドーⅧ１１釧叫ｊＩＩ９州咽ⅡⅡⅡⅡ咽ＵⅡⅡⅡⅡ８Ｕ洲四日

︻本講座は︑本鋭心以て愈々雑了することＬなった︑浦一ヶ年些旦って御多用の所一生御執筆下さつれ清原博士に封し︑厚く感謝の意

客氏・・０２・〃Ｂ写乃ＴｌＵｒ︲！●ｊｈ岨刷１１旧︲Ｉ５ｃ︲︲．ｇ︲︲ＩｆｐＲＩはＬＴ６いＪｒｒｇｏｈ肥１Ｍ卜Ⅳ卜旧Ｉに卜●ｆ引引・もｌ︲︲

︲１１ｉｉ

１

か表するものである︒術来読よりは儒畢諦座か開講する溌定である︒記者︼

１１
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一

一

二言口

ｌ■口日日■■■６日■■■■■■い■ＲＵＢ■■１１０１１梱！

の最高一昔︶

略○嘘皿院０Ⅲい地．Ｆ１■■日田己侭蒔巳Ｂ■ⅡＩ・ｒ１０−Ⅱ︲．﹄﹃Ｌ卜Ｌ

日︲︲ｒ■■日日■０１１

年ロンドンで興行された淡劇ロッ

αテナー角の９吋︶︵次中吾︑男子プ語の奴隷と云ふので︑一九三二

飾︶チヱック語のロポタヘ努伽ほスラ

﹄○最恵国樵款︵締約園の一方が第○直接税︵物の所有収益に課する

する︒インフレーションの逆︶︵熱烈な感情浄｜以て毒想に憧際す

日日ｅ︵板挟み ぱ貨幣侭値は騰貴し︑物慨は下落○画Ｉマンチズム︵︲・再︺湧昌︒ざ︼︶

貨冴牧縮すること︑通貨牧縮すれ︵亭自国︶の唯と云はる︒︶

二 二 閲 に 典 へ る 利 益 特 典 便 宜 は ︑ 他 税 ︑ 所 得 税 ︑ 地 租 ︑ 誉 莱 敗 益 税 の ○デフレーション︵ロ畠畠昌︶︵迦サムス・ユニバーサル︒ロボット
一方の締約風に於て之尭均濡するを如し︒︶
一得る降款︒無催件と降件付とある○ヂレンマ︵豆︼

一腺件付とは締約閲が館三画に特別窮境︶

︑︑

一の報酬を受け︑交換的に典へたる○通商篠約︵締約風か劉手閏内に ○デモンストレーション︑略してる文蕊上の一傾向︶

Ｏデリケート︵己①﹈冒言︶︵微細なｃ戸・︶︵キリスト激情年酋︶

吟利益は最悪閏峠款を有する園と錐於ける自閥民の商業︑交通につき ヂモ︵︵胃︶︒冒目腎昌︶己︵示威蓮動︶○ワイ土ム・シー・子Ⅱ︵試冨．
も．同一の利益を提供せなくては其椎利開係を確保する同酌にて定

微妙な︶

○デマゴーグ・略してデマ︒︵ｐ︾︲

5了一

．凶凹型囲釧測剛測劉輔

工冊
五皿

一均需すことを得ざるもの之を互恵めし剛家の契約︶
Ｏ低掴趣味︵人生を呑気に餓裕あ

ｓ侭侭弓︶︵煽動家︑蕊煽動︶

○テキ屋︵普通夜晴商人叉は香具 ○テロリズム・略してテロ・角角１

一○サイン︵今仏壇︺︶︵記践︑相岡︑る心持ちで行かんとする主義︶
一罫名︑印章﹄

○ロボット︵詞へ︶宮ｃ︵人造人間︑

力主義︶

− ０ サ イ ズ 晶 冨 ︶ ︵ 大 き さ ︑ 寸 法 ︶ 師 の こ と ︑ 甘 く 糟 れ ぱ よ し ︑ 歯 ら ３吋・胃︶︶︵恐怖政治．威嚇主義︑暴
一○地廻り︵遊里で無銭飲食などのねば駄目と云ふ的に擬して装ふ

客を虚殿する男︒︶○デコレーション己８愚息︽︶ご×装

、

つ岨

代
頁

弘道詩林
１１１！；ｉ

︑

石川支箔蟹
○昭和十三戊寅歳六月
大水難所感

０．００○︒Ｏ
有史以来未曾有︒親族知己莫不隣︒
もも︑℃︑︑︑

感謝何堪嵯念賜︒疏英配給米又銭︒

■もｂ℃①︑ＤＤ℃℃ｂ℃ｂでｂ

恒作仁者楽︒同畳語心胸︒

朝暮露誰容・霞外寄童秀ぃ雲端白零封
ワ○○○○ｈもｂｂｂ

恩恵拝受防飢洞︒今後総管競後先︒

○日支事鍵雑詠節一

評日測妙流動︒名匠之鐙或難及潟︒

成所安蒜斌恕早葉︶

○七月七日書威

評日果敢豪騰四字︒此作拒脳︒

請陸悠盈焼敵陣︒殊動樹得上蹄稗︒

可Ｕ︑︑ｂ︑︑ｂｂ℃℃︑︑︑

南昌猛襲闘縦横︒果敢豪膿誰不驚ｕ

℃ｂ℃ｂも︑︑︑︑ｑもｂも乃

○日本空軍南昌徒歩戦
緋雲内田鼎︵茨城︶

訓也︒

評日壷揮陶燈之精華︒萱揚武威︒可以一

自古弧兵因剛燈︒我皇威徳照乾坤︒

℃︑℃℃︑︑℃ももむ︑ｂＢ

もｂｂｂ︑︑︑℃も︑℃Ｕ ．︑
是非直曲又何諭︒躯世敬紳架岨尊︒

二者尾淫幸治郎埼玉︶

○時局偶感

評日祇捷之意︑躍如紙上︒

多年暴政風肥離︒城確北京揚旭旗︒
ＱＱＱＱ︑︑︑ｂｂ︑ｂ︑℃■
最祇皇軍全奏捷︒凱微韓裡瑞煙滋︒

温榔︵改守拙︶山梨紫朗︵諦凹

痛嘆傭仰多感慨︒目繋不忍流雌令

︑︑︑ｂもり︑

○００○○Ｏ○
天運循環無不還︒楽枯盛衰亦因縁︒

奮卿将以克災害︒今吾雌老身健全︒
Ｑ︑Ｑｑｂｂやｂｈ℃︑︑︑︑
況又非常常時局︒精榊一到鍛石堅︒
ももｂｂ︑︑ｂ

詐日此作詳救水害惨状︒使人慢然酸

微力欲致邦家富︒鳴呼迂翁六十有詮年

弘笠蓑朝昏嘗辛苦︒挿秩叩不得高頃鮮︒
青登田野激翌焼︒飢妹閣糞梅雨連︒

鼻︒然吾兄老而往健︒顛柿間︒揮

東耕石川藤作︵茨城︶

道維時六月念八日︒俄然黒雲忽蔽天︒

大策賦侭篇︒以博後代︒其鎧力不

稚封芙蓉頂︒雨除嵐素濃︒陰晴延客託

心ｂ︑ｂ︑

叫雲菊池秀言何形

○題望撤楼・

詐日律法之細︒似畢杜詩︒

幽賞歓忘礎︒来秋東味濃︒

Ｕｎ匹ＱＱ
炎握難耐得︒露坐梢従容︒一陣風吹竹
も︑︑ｂも︑も︑︑℃もＵＵ℃ｂ
三更川桂松︒無人叩門戸︒有油洗心胸
ももむｂ℃ご口Ｂｂｂ

丑翁榎本正禰湯玉︶

○夏夜露坐

衰︑亦不幸中之幸也︒

始遇水難悲惨極︒︐柳賦便句子孫陣︒

豪雨旬日不知歌︒濁流清々存美田︒
︵小貝川沿干普田村︶

詩懸糞 如 雷 人 恐 怖 ︒ 小 貝 決 演 豊 川 遥 ︒
︑︑ＤＵ︑℃︑

林打鐘激一昔禦無術︒氾濫注溢化大川︒
五箇大生村危急︒消防青年総動員︒

ｂｂ︑︑Ｕ︑︑℃℃■℃︑Ｂ︑
我郷決死無謀夜︒救済人鰐幾吋千・
口︑Ｂ︑︑℃︑︑もも℃乃心︑

家屋一帯今縛淡︒穀姿架埼流肝降︒
ｑｑｑＱ︑Ｕ︑︑℃︑℃︑︑︑
稲荊数尺葬水底︒此時濁流騨我前︒

℃︑刃︑ｂ︑︑
増勢ゞ更急墜床上︒貯穀家具肩又船︒

衝雨胃水煮愈激︒一家狂奔典蕪然︒
無茶便沈町三尺︒疲努巳極不能眠︒
菜食樵梓七書夜︒三週蛎久絶炊畑︒

− 5 s −

ワ

０画ｊｌｕＪ４宙ｊ咽︑や︑や︑やむ●も・ひＪ

同文何意拒和平︒排摺使人憂抗争︒

Ｄもｂ℃︑︑Ｕ︑︑︑℃℃ｂ℃
評日三四斬新︒能篤夜景︒結句特妙︒

請見篇江僑上月︒磨光岐々照東漉︒

○水害
敬亭但馬塵之丞早審
堤防決潰家流失︒惨害宰聞六十年︒

もＤもＤｂ︑︑ｖｂももや恥︑
豪雨傾盆意諾然︒田園水溌料連天︒
ｂもｂｂ︑巳︑℃℃℃℃屯︑︑
評日・余世田谷居亦接側黒川︒将被水害
故讃此作不戦同術︒

○和市川職祁先生小西

盛徳大業︒至夷識奏

○祁道
稽丘坂本常次郎景京︶
もｂ℃℃︑︑︑℃もＵｂ︑ｂ︑
評日老兄斌象雄大可欽仰︒

祁道修明是園基︒如今喜得含斯時︒
９℃ｂｂいりＵもｂも℃もｂＥ︲
多年宿志欲長養︒精気貫来天地祁︒

○寄歌人刷向誌

狐堂中津麗水田謬

９．もＵｂ︲．︑︑１℃℃︑℃︑︑︑

百花競艶鶴城春︒月雌聴鯛烏語新︒
才筆姉来多碓趣ｕ全捕諭了感歎頻︒
自飢同地有舞鎚城遊蝿剛園故及
評同鶴城縮刷入誹︒誹亦多雅極Ｏ

○拝雲荘入津博士毒
像謹賦節一
聴松小池三男吉︵促岡︶
︑ｂ℃℃︑ｂも℃︑Ｕも■︑︑
刀圭柳技侍辰符︒瞥剛忠誠天地通︒
℃︑︑℃︑︑ももｂＵｂ︑︑︑
評日宛是人津博圭小伸︒

蝕事欽君詩筆他︒杏林雄又蕊林雄︒

○牽牛花
禰生根本蛎之助︵千葉︶
℃ｂｂひ︑もむもむ︑℃ｂ ︑︑
索架携雛直叉横︒濃紅淡門暁粧成︒

︑︑︑︑Ｂ︑︑︑︑℃もも℃︑

長僚無力花含露︒恰似佳人帯術鯉︒
評日自無力二字立案︒比峨更妙︒／

丑翁榎本正禰罵玉︶

○漫吟

℃ｂｖ︑︑︑Ｕ

休遁雲中不貯銭︒禿奄雌硯是前織︒

︒︒○○０．︒●ｂ℃ひ︑や︑

翁作︒老健可賀︒

間人間有間公事︒日全推敵詩一端︒
評日意所欲言︒筆亦従之︒不似七十四

蕉風高水泰千葉︶

○寄雪中庵主人在信洲

白雲林外鹿勘常山自我糞水自流︒想
︑ｂｂｂｂ︑℃℃℃℃︑︑ｂ

▽℃℃℃℃ｂもｂ︑ｂｂ℃︑Ｂ戸

見丹楓秋細側︒高人曳杖試閑遊︒
評口宛然有雑中趣︒

聴松小池三男吉堤両︶

○某氏庭園新成賦贈

も℃℃ｂもｂＥももｂｂｂもｂ
℃℃︑ｂ︑℃もも︑口９℃い︑

奇水怪巌人椅瀧︒恨山景致奪天工︒

評価頗称代数︒亦是奪天工︒

郭荊滞藩路遊行︒移入飛庭使不Ｍ・

○賦兇島高徳機樹題

詩岡
撰湖那須哲丸︵山形︶

︑．口もも．℃︑℃℃℃一℃ひ℃■︑

川暗行窟夜半時︒淵越十字剛価詩︒

樫花附然幾遷鍵︒絶代英名竹陥垂︒

評臼三四感慨特深︒

詩林七月雅

︑／ｋノＬノ︑ノｉｆ︑ｒ間ｆ︑ｆ︑ｒ︑ｒ︑ノ︑ｒ︑ｆ刊ｆ︑ノ︑〃︑ノ︑ｒりくノ︑ノ︑〃ｌｆＤ

正課

風塵不到風雄不到

小泉氏作夏日山屑

︒Ｏ
○凧瀧Ｏ
槙鳳浦摸

同人作題撫
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湖納涼之詩韻︲
℃℃功℃︑︑︑

皇如伊庭弘道皐︐葉︶
湖上清風吹素荷︒電焼映水起琴歌︒

ｂｂ︑℃︑︑︑■℃もｂｂ︑︑

試浮小艇探凍味鋤花放惟香快楽多一・
評日砿燈映水四字︒榊篤斬新︒

○初夏蕊戸隠山
暁山禰本友治郎︵抑奈凹
夜来宿雨始成暗︒蹄血時聞社宇韓︒

︑︑℃︑︑︑ｂも︑９ｐも︑︑

戸隠山頭胤気滴︒樵童相伴採機行︒

．評日奇景鱒将︒宛然如繊︒

柳架笹川清之助︵大阪︶

○詠史︵西村泊翁先生︶

遁蕊旧翁先

℃︑℃ ︑ ︑ ︑ 口
︑℃︑じ１℃︑
西人里 論未全宜︒ 思 想 昏 迷 奈 除 職 ︒
ｃ○○ ○○句Ｏ
○○００○○○
翁功絞仙皆知り

評日

抗慨始 創 弘 道 禽 ︒

^u

弘
道
詩
林

弘道歌園
佐藤貢鎧
九月余題・海逢秋風

天千葉牌根本経子
こゆるきの磯遥の松に月ふけて秋風塞一
く吹き渡るなり

地山梨際中津麗水

もしぼ汲む海士の扶もまきまで吹き挑

人栃木厩山口則之

ふなり秋の浦風

一

茅の穂のなびくキー見れば子等およぐ海一

遥に秋の風や吹くらむ
うてな

○東京市高橋節雄

飛込の豪の残る海岸に波の穂白く秋風
の吹く

○大連市榎本信一

秋風のすさぶ演逢にひきあけし小舟の
ならぶかけのさびしき

○大阪府征川清之助
すなとりの業休みけむ秋風の吾たち畷
ぐいさり船かな

○Ⅲ梨螺蒋林貞雄
ひたｊＩと波打ち寄する荒磯の苫屋ゆ

○埼玉際小野碧水

すぶる秋の夕風

秋されば波の一斉さへ加はりてみにしみ

渡る演の松風

○千葉螺本城己之助
茜さす夕日は西にかたむきて磯のあし

○東京市工藤哲夫

原秋風ぞ吹く

○柊江市成瀬岩太郎

風す唾し片瀬江の島

わたつみの響旗雲に夕日さし立つ波の

○千垂蝶菅谷義太郎

穂に秋風ぞ吹く

ぼすあみにおとつれそめて海原もさび

しかりけり秋のはつ風

○満水市大瀧繁減

日を送り月を招きてうちなびく海遥の

○禰島螺湯田久寿

薦に秋風の立つ

のやかたに秋風の吹く

潮あみにやとりし人のかげたえては王

○埼玉鵬小島小博次

舟つなぐ入江のきしの桟が枝堅音もす

○千葉螺高石糖一

回しく秋風の吹く

しほあびしみやこのひとはみなかへり

○山形蝶那須哲丸

なみのみさわぐうらのあきかせ

秋風のたつや漬遥の夕くれに寄捗一来る

波の吾ぞ淋しき

−60−−

、

いつのまに水あみの人のあとたえて秋

−

夕されば秋風さむく浦さえて波のまに
ノー漁り舟ゆく

○茨城螺荒川掬水

空の色雲の動きも秋告げて門田に渡る
風の涼しも

．禰島蝶只叫閑月

○山口螺矢田部英悦

居ぞ涼しかりける

−

弘

歌 道
園

i
l

あら磯の波間吹き来る秋風に海士が家

一

Ⅱ︲草ｒ

１１

一ＩｒＥ草０１︲ｐｂ

弘道俳壇

一謝紫関割箆郁勘包ＩＩｉｌｉ

東京徐風

紫蘇引ぐや砂を浴びてる鶏一羽

秘木無町畦

八王子洋々

紫蘇の香や大豆畑の虫を取る

庭畑に夕髄の紫蘇を摘みにけり

茨城五風庵

．崎玉佳香

・紫蘇刻訂沓の走りけり蕊所

日に乾して紫蘇の鰍葉を貯へぬ

松江形堂
早魁のちりめん紫蘇はなやかに
山梨貞雄
食膳に紫蘇の香高し庫裡の朝
千葉一如
頑島甫水

紫蘇引いて資をこぐ指の黒さかな

摘み撒けば紫蘇の香のたつ夕かな

山梨松堂
滋賀萱堂

紫蘇酬くや雨雲晴れて空高し．

紫一締引く女ひとりや朝の風

千葉捕生

L

胴心宙へ茅Ｊ撰一
○士用

千葉多意知
我母に薬湯を煮る士川かな・

砂糖撫蟻群かりぬ土用人︲

束京徐風

穂胡瓜曲りて赤き土用かな
蝉の牒耳に焦けつく土用かな

山梨松堂
病室に薬冷しをく土用かな
松江形堂
栃木無町畦

馬に刈る草の香りや土用堤
竿掲米食ひそむ今日の土用かな

茨城五風庵
土用妓置い一Ｌ戻るや月の道

埼玉奈美子
蒲溌や今日はいそがし土用丑

八王子洋々
去来する雲見まもるや土用入
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禰島剛月

荷付牛あへぎ／︑来ぬ士川の日

松江形堂

千葉禰生

土用草採るや背の汗腹へ滴る

幅島吾山

崩れたつ朝の曇りや土川入

＠旭東子

−−−62−−

雨晴れや強き日射しの紫蘇畠

出水あとレールゆみがし汽車過ぐる

課題︵各猟句︵半紙牛而一題︶
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◇障子貼る・縄・雑詠︵秋季︶

◇秋の夜・露・雑詠︵夏季︶十月五︑限

十一月五日眠
◇菊夕籾擢・雑詠︵秋季︶十二月五Ⅱ限

秋の夜の湯に行くランプ細め兇泰堂

天井に鼠子もちし夜牛の秋牛三
刈草にハク﹄ｌ青し朝の露茶郎
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露霜や置き忘れたる草等聖二
酎掠し釣の竿置く草の中梨花
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坪の病癒えて静けき秋夜かな汀石
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表彰の韮面猛者には勿論︑其の他本一△本金圏肺命屋教化畢院に於ては︑新秋より時
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一より那須の別邸に砦を避けられ︑八月中を一△徳川含長には本年は至って御元気にて暑

一△服部副金叩艇には病後の静養に︑七月下旬一ある︒

−感謝の意を表する次第である︒一．リ葉山の別邸にて暑迩避けられ御静養中一ぐ

一而島叩子一三氏の一切の御出黄に封し更めて一△本金唖顧問納餅松平虹亮氏には八月六剛よ

−ある︑叉特に本書出版に就て本命財務監督一う︒

一一本を術へらるるゐら噸抑に幸しく一する所で一何れ具髄案決定の上は壷表することとなら

一定で折伽準術中である︑令員諸荊にＪ診何卒一開講すぺく︑Ｈ下請々準備を急ぎつつあり

一命肌州係者の一部の方へも一本を贈呈する醗一局に鑑み新しい教育講座と云ふ如きもの韮

一稀の本命

一百鈴寅の大部のもの一ｒある︑二百二十有七一謹んで弦に哀悼の意を表する次第である︒

一日として愈々出版さろるに至つキト︒輔版六一界的畢者であったのに岱しむぺし︒本曾は

一係等より延引となりしが︑八月五日の溌行・一沢ぐましいものがあつや卜︒宇宙物理嬢の世

一孝獅録に合したる昭和善行錐は︑時局の開一の焼に弾丸雨飛の下に之を死守された事は

一△従来騒々報砦し来れる本命叩溌行の﹁明治一然科畷研究所長として︑日支事鍵中も科単

一期戦と鯛民の概悟︶の二題である︒一月一日南京に於て客死さろ︒博士は上海自

一に油磁は︵支那事愛恋続ろ列国の動向︑長一△本金叩協按命凹員理畢博士新城新識氏には八

一いての熱鋳走振ばれたり︑盛金回なりき︒因一定である︒

−て海筑中勝利波幾一氏出張され︑時局に就一より役員選翠の臨時総衡悲近く開催する溌

一日麻生中嘩校内に開愈︑本曾より講師とＬ一竹より愈荏認可きる︑依て本含は新定款に

一郡教育俺侭と聯合して夏季講習合図韮七月二一十一正本命岬定款は︑七月二十五日附を以て文部

一△茨城騨行鹿支曾に於ては︑例年の如く同一△澱て決議して常局に認可申請中なりし改

れつつあり︒

｜朱牛久衝員書米却瓶一△理事吉田熊夫氏には極井深に暑を避け５

｜

協川八叙年雅川竹て所演へ十本文八の岬本梁本彼蹴以財を｜

々徳△に多含万本しる誹堀月△支て那畢△事八慶斯を△中｜

議御月せ数代博よ狗多にず四衛化月斡士命覗命・のて務も｛

す長十島育表通り活大、、「I協親If‑旋蝿譜察特蛎此監東｜

所度日ブミ識てに而さろば士然含の出よ淵文鰯脅力暑禰の｜

ろ、九れにし院は跳な或博突徒善日に谷議の別素の督京I

あ江弘・さ琴於ちれも弘i工脳員嬬溌ろの曝八員き>,'烏邸｜
り主遁れ列けにつの逝本溢法感北II耐仰月mれ走甲に｜

ブュ事九し弔ろ弔つが誌愈血曜謝京本氏士欧王砦斯子て｜

り、月功意告酢ああIこにに沖措に文に宇米天'1』丈三過｜

・割雅勢･力.,別をりつ寄附て七く赴化は野へ延秒命氏さ｜
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長︵陸軍少婚︶より支那事情に付ての談話
あり︑大いに稗溢さろろ所勘くなかった︒

を交換する所あり︑本蝶出身の偉人︑佐藤

｜又月下各方面の統制に闇し曾員各自の寛見

江りしも︑聴衆前例になき多数に遥し︑何

氏より講話走聴く事とせり︒

事業倉議にて来市せられしを好機とし︑同一

東山院長︑小野間書館長︑餌崎妙畳寺住職一

鯛蚕業たるぺ身事など語：恥罰剰一

l

維州呼窪剖野砕諦睡剖確琶誕鋸諏馳三一

意義に一日韮送った事は何よりであつ士︒一

の聴衆に多大の感動走典へられたり︒術中一
艦は蹄路鹿島赫宮に参一拝蹄京さる︑暑中有一

熱燕恥振ばれ︑衝疑雌弊もせられ約三百名一

問題︶等である︒前後撰惇凹昨間に一旦リ︑一

るべき方策︵武力︑外交︑国民の畳悟︑事一
愛と婦人の力︵九︑所感︵海軍機の活動︑一
和平説に就いて︑事鍵に閑する是近の重要一

怖勢︑七︑世界の海軍按張︑八︑我側の採

︵漢口︑庚東の近況︶四︑蒋介石豪語の根撞
︵新生活通勤︶五︑列幽の動向︑六︑欧洲の

今其項目を揺ぐれぱ︑一︑支那幽民政府の
妖況︑二︑蒋介石の豪語︑三︑最近の戦況一

溶鍵

生中躍校講堂に於て講演金岬を開催す︑午前一

樹支含と郡教育御聯合にて七月三十日麻一一

○行鹿支奮報告

次第である︒

に向って唯遮進の一途あるぺき韮痛感する一

である︑吾等銃後の圃氏は︑一意蝋策逢行一

曲の戦闘に於て︑尊・き犠牲を多敷出し士事一

ろの次第である︑我が秋田部隊は︑北支麺二

め︑営支宮としても牝に資行を期しつつあ一

て︑貯蓄の奨働の件を︑韮卸遍的に宣惇に努一

尚過般東京の本部より通達もありし事と一

し︑和鎮錨々裡一Ｌ散倉せり︒
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信洲︑根本通明雨先生の話等も出で︑興味
た︑此日暑熱厳しきにも拘らず心舎員多数の

洋々として時の移る奄知らざるものがあっ

出席・者を見るに至った事は︑淘に本懐とす
る所で深く感謝に堪へない次第であつ士︒

○秋田支曹報告

七月二十九日午後七時︑常支曾に於ては一

れも多大なろ感動を典へられホリ︑博十一は

市内感恩誌保育院に於て金脚合を催せり︑時一
恰も武蔵野隼院長菊地俊諦氏が︑少年教護一

明早朝闘西へ赴かれる鰯︑午後四時十分嚢

七月十八日の定日に支曾第九十五回の例

及繁田幹事外含員多数であって︑先づ奮交一

参集せる人々は︑長嶺支含長を初めとして一

倉悲開く︑此の日午後七時半秋田岡書館換

少年畢院の吠況等を聴く︑藍に二十有健年一一

の歳月は︑流るろが如く過ぎ去り︑感無量一

を洲め︑氏が在任餅時の秋田ル語り︑更に一

なるものがある︒互に健康を脱し︑教護の一一

上に鮒愈︑長縦支命長を初め︑岡忠粘翁︑

出席︑時局座談倉を催せり︑先づ握嶺支含
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島の雨師︑剛ロ三和銀行員等︑外禽員多数

繁叫雑筆事︑小野︑東山雨館長︑加藤︑鹿児

○秋田支曹報告

にて蹄京さろ︒

菊地氏は元秋田女子師範塁校長一ｒあって一
日本弘道倉秋川支含長求りし人なり︑此日一

蝿撒糖剛割醐瀧測懲淵韻

の磯寓なろ知識より雑り出される癖は誰き

れ︑今側の複雑なる間際問題に就いて︑其

那事鍵と園際州題﹂の題ｒに︑熱榊奄振ば

副支愈挺佐藤恒二博士邪にて小憩の後﹁支

より講師として法畢博士米田澱氏出張され

稜誰堂に於て午後一昨より州催︑此Ⅱ本含

七月二日︵土︶岱支含講演命を佐倉町小畢

○佐倉支書報告
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んと欲するは特に第三種し貿易商にあり︑第三種の商業を

り︑第一第二の群は脚家の馬に必要の肴なれども︑今言は

或は外幽の貨物溌買ひて之を剛人に質る群︑所調貿易商な

所謂小賀商なり︑共三は︑或は幽内の貨物を外人埋盟り︑

肴︑其二は︑内外の物品を府頭に排列して刷容に賀ろ肴︑

あり︑現今本邦の商業を分ちて三種とす︑其一は国民の作
れる農産工産を幽内諸所に運送して剛民の需用を充たす

ずして︑其智力を要することは︑即ち二業の上に出ること

歩︑故に商業の大切なることは決して農工二業の下に亦ら

供給すること能はずして︑篇に闘家の利諦を篤すこと能は

物和雁の偵仙を得ること能はす︑亦之を厩く枇界の需用に

稗溌達すと云へども︑商業拙なからんには︑農産工藤も其

を貿易し工︑金銀と篇すは商人の事業たり︑農工の二業何

○農業は原料を作り工業は之を以て物品を作ると雌も︑之

¥

〆、
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西村茂樹先生著

ること能はホ︑外人と貿易するの有様は歎息に堪へざる者

からす︑然るに商人の多数は猫奮時の素町人の蛎習を改む

とは全く其知識品行を一愛し︑高等勇迎の人とならざるぺ

貿易を管む薪は︑獅〃商業者のみなれば︑封建時代の商人

と通商するに及び︑農工の造れる貨物を以て直接に外人と

て利孫を得れば足れりと恩へる者多し︑然るに世界の諸国

どは敢て意とする者底く︑只狭渦に立廻り︑費買の間に於

して取扱ひたり︑商費も亦自ら共身を軽んじ︑畢問道徳な

は商を以て四民の最下等に世き︑士流よりは頗る之を雌蕊

らす︑仙界の大勢などは間より知る粁なし︑且封建時代に

希は皆鋪一第二の者なりしを以て︑畢問も左溌に必要にあ

べからず︑智略も無かるべからず︑従前我閲の商人と云ふ

からす︑仙界の大勢をも知らざるべからすや膿勇も無かる

篤す者は︑第一第二の者に比すれば︑畢問も多からざるべ

一ノ
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い︑然るに我から御買上を願ひたいと顕を下げて御機嫌を

責るも賀ふも決して其間に地位の高下を世くべきものでな

○︵前略︶商品たる者は︑其園の誠を現はすべきものである

後図長岡にて篤したる菰読を仮りて共欣を言はんと欲す︒

あり︑今賃業奨励の大熱心家前田正名氏が明治二十八年越

御座います︑紙にしろ︑糸にしろ︑茶にしろ︑慣に至ては

加して居るには遠いないが︑其品物の値段は非常の下落で

額は増加して居る︑牧入の金高も増加して居る︑夫れは増

喜ぶ人もあるけれども︑なる程税開の表を見れば︑輸出の

言はれて居る︑︵中略︶中には近年我貿易が大に進歩したと

不充分の篇で︑彼等は飽妻で日本人を鞭蔑して︑まるで曜

往くけれども︑彼はろくノ︑挨拶もしない︑シャッポも取

取り︑奴隷の如き有様を篇す︑我は斯の如き有様で責りに

る︑是でも貿易が進歩したと云ふととが出来ますか︑此商

買方の外国商館が値段を立るといふ有様になったからであ

人が自分から相場を崩した蔦である︑自分で相場を崩して

以前の半分さへしない︑是は抑もなぜであるか︑皆日本商

ことは川来ぬ．

椛を我に回復しない以上は︑迎も立派な貿易の進歩と云ふ

らない︑夫は何故であるか︑詰りは日本の衣食住の有様が

して居る︑︵中略︶我商人はいつも先の御機嫌を取て︑味方

の弊を言ひたる所︑資に其急所に中りたる者と云ふくし︑

○前川氏の言は少しく激する所あるが如しと錐も︑貿易商

節と云ふ様なことは︑日本人に封しては入用のないものと
打の裏切で御座います︑御承知ですか︑生糸はいつでも計

は︑剛損と云ふぺく︑闘辱と云ふくし︒畢寛此の如き有様

とか云ふことで︑利益を彼等に取られるので御座います︑

算すると年三百八十弗を︑不規則の篇めにかんｊ〜とか何

を篤し居るは︑何れも畢問の力なく︑又奮時の素町人の気風

少数にても此の如き商人が外人と引合ひて貿易を誉み居る

の脱せざる者なれば︑今日より断然として順習を蝉晩し︑

併し全闘の貿易商皆此の如しと云ふには非ざれども︑仮令

ケである︑七十銭に費ろ者があると言ふ︑仕方がないから

銭と云ふ︑彼等は織って居て安いものを買ふ︑一回高い．ヘ

壮年の者は先づ第一に里間せざるべからず︑官立公立の商

此方にて一園と云ふ︑一方は八十銭と︑叉他の一方では七十

有様で日本は四十年間辱かしめられて居る︑其上彼等には

夫ではどうぞ七十銭にて願ひますといふととになる︑斯る

１

業畢校も建ち居ることなれば︑是に入校すろは勿論のこと
︐︲Ｌ！

日本人は不正な働をする︑日本人は約束の出来ない者共と
１
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ることを要せず︑狐躍にても他の畢校にでも其大略は畢ぶ

なれども︑今日は共校数も少きことなれば︑必しも入校す

して︑彼れ日本にて責れざれぱ︑支那に往きて費り支那に

ければ︑印度に往きて賀ふ︒輸入物の如きも亦同一の理に

は我邦の相場高ければ彼は支那に往て買ひ︑支那の相場高

如きは︑出入全く彼の利となる︒故に居交易出交易は其利

ととを得くし︒其必要の科目は筆論騨を首として︑雑演畢

保険等にして︑成るべくは英語に通じ︑外人と談話し︑外

害明白にして誰人も之を知らざる者なし︑然るに今日出交

て責れざれぱ印度に往きて費る︑彼は此の如く常に千高里

園の新聞を讃むことを得ば更に宜し・然る後世界の形勢と

易の未だ能く行はれざる者は︑其準備塾はざれぱなりｃ準

の上に伸び我は踊促して一国の内に屈す︑又貨物の迩賃の

他国の人情と外園の著名なる都府の好尚及び商業の習慣︑

備とは何ぞや︑堅牢の船舶と熟練の海員左り︑資本に富て

の大意︑内外の地理︑内外の物産︑内外の商法︑貨幣︑禽

流行の愛化等を察し︑剛毅忍耐を以て事に従は増大左る

．

献︑海運︑陸運︑銀行︑税闘︑倉庫︑篤換︑手形︑簿記︑

誤なかるくし︒今日の如き商業上の屈辱は一日も早く洗雪

からず︑外国の商業に開する法律及び習慣を知らざるべか

大志ある商人なり︑其商人は剛毅忍耐にして智略なかるく

らす︑各園の要港に前以て我団人の居留する者なかるくか

せざるべからざるなり︒

○又外闘との商業＃一篇すに︑居交易と出交易と云ふととあ

ら歩︑此準備なくして漫然として他図に出て商費せんとず

備を篤し︑後年に至らば必ず我より乗出し︑世界の各港を

り︑居交易は我は術に剛内に居て︑他闘の顧客を持ち︑以

界の各港に出張し︑其剛人と相談して貨物を稗質する者に

巡歴し︑大に諸画の信用を仲し︑以て商寅の椛を我手に握一

て彼我の貨物を費買する者にして︑我邦の貿易法を初めと

して︑鰍米諸剛民の篤す所是なり︑届交易矛一魚す者は世界

らんことを心掛けざるぺからざるなり︒

ことを得ず姑く届交易を以て浦足し︑今日より出交易の準

の大都府の模様を知らず︑大市場の相場矛一知らす︑慣値の

○余は更に商業家の鴬に言はざるべからざる事あり︑凡そ

るときは却て大なる損失を受くくし︒故に今日の所は巳む

高低は︑来航せる外人の意を以て勝手に上下し︑寅買の潅

農工商の三業の中に於て殊に利益の多きは商業にあり︒妖礎

して︑亜細亜諸風の貿易は大抵是なり︑州交易は我より祉

常に彼に在り︑我輪出物に付きて言へば︑例へぱ茶の如き
Ｉ心︲︲１︲

− 6 7 −

或は他人を倒して自ら利世んとし︑或は粗悪の建築をなし

或は不正の物品を壷り︑或は計を以て物価を騰貴せし紬︑

ろに商業家は之を以て浦足せず︑更に種糞の好詐を行ひ︑

氷海を渉るの勇気なし︑今日以後の時勢に於て︑此の如き

進取の気に乏しく︑其心怯濡にして驚澗終涛を犯し︑赤道

底れば︑何れ粥鍔苦を厭ひて安供を好み︑退守に安んじて

工商を論ぜ余︶は多くは租先の迩潅を以て共富を成せる宥

○附砿の事は︑闘士の脅赦を州きて人民の利用とすること

て其破壊を顧みず︑或は賄賂を行ひて要路の人シ欺き︑或

なれば︑力の及ぶだけ之を採掘す為は敢て不可なるとと巌

は同業言合せて物品の〆賓を篤し︑或は外人と結托して本
くして商業者に多し︑故に古より好商い稲ありて︑好農好

し︑猫り石炭のみは他の鍍物と異にして︑一たび之を用ふ

併せて園家の富をも失ふに至るべし︒

工の稲なし︑商業群もし此の如きことを篤して私利を得た

冨象のみなるときは︑途には自己の財厳を保つとと能はず

らんには︑己れの利益は同胞の損失となり︑一個人の富は

の進歩するに従ひ︑石炭の需要は日に振堂多くして︑地下

るときは︑次躍となりて復世界に存汗することなし︒肺含

○農工商の外に於て航海の業は︑殊に園民の膳気を弧くし

砧ざるべからざるなり︒

るべからす︑若し園内の炭坑己に課くるときは如何︑其輪・

も︑石炭を共催外国に輸出することは速かに之を禁止せざ

の石炭は日に益を其量を減ず︑故に今日に方り︑最も浪斐一
群一旗まざるべからす︒園内の川は巳むを得ざることなれど一

が言を信ずる者は造かあぺし︒︒

として関家の大計を知る者少なし︒遠識の士に非ずんぱ余

− 6 8

園の損害を篇す者少底からす︒此の如きは農工省に︑少な

民の気風を壌飢す︑賞に園家に取りて悪むくきの毒虫なり︑

数十人の貧を生じ︑畢寛は閲家の大損害と篤し︑併せて画

進取の力を増す春なれば︑少批春は進んで此業に就き︑其

と責に計算の及ぶ所にあら

入を外閲に仰がざることを得ず︑然るときは其馴損たると︾

商業を篇す春は︑進取活溌の鋤を蔦すと共に亦此好利を戒

建造法よりして︑其使用法にも熟し︑常に世界の各圃を巡
源を助け︑蹴慨に・在りては︑幽威を張らんことを務むくし

ず︑我閥民は目前の私利に汲を一

航し︑其形勢人情を察し︑治世に在りては是を以て国の富
西洋諸悶が今冊の富弧を致したるは︑多く航海の業に頼り
たりし一／︶とは︑衆人の知る川底り︒本邦奮来の富豪者︵農

ﾛ

Ｉｉｌ
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一脚一瞬一閤懸一
定せるが︑油断は大敵Ｉ︑支事錘は所々進捗して漢口の攻略も近

○一時除悪悲悼へられ士猟ソ卿銃問題も︑停職協定成って魂に角安
きにあり上惇へらろ︑此等を聞くにつけても︑吾等ば職前の騎士の
鍔苦を股ひ︑銃後国民としての使命か充分采求さ紅ぱならぬことを
浦感するばかりである︒残熟厳しき折柄︑銃後の努力の焼諸君の御
自愛を所って止まない・

○本雛には和波中荊より側際精勢と事愛の勝来に開寸ろ玉穂左頂い
北事は何よりであつれ︒本荊ば傭ての講演の要旨とは云へ︑中勝が新

１１︲︲ｌ︲︐︲︐ｌ︲

︲Ｉ

１１︲１１︲Ｉ︲１１︐︲ｌＩｌｌｌｌｌ一

ー金拾五回｜コト

一︲金武拾五回一凡一ブ前金ノ

一賓一萱冊一一金武拾醒睡陣Ｆ﹂噸Ｉ陰匪峠陣

１１

壁し値ｉＬｌ胴
ｊ−Ｉｌ

料一竿頁一

東京市牛込随下寓比町十二恭地

告原留吉一

割田斧二

東京市祁田腫西祁田二丁目一群地

日溌行

八ｎ印刷

回

東京市祁円価西祁田二丁目一番地

振替口座東京側三一七希一

電話九段九番一
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昭和十三年八月二十

昭和十三年九〃一

人人兼

たに御執餓のものである︒又堀口元公使よりは剛際の現雌に就て玉

所

ので︑我々は隅際開係が如何なるものであるか牟窺ふに得難き讃物

刷行輯

敬一文耐一
認日本弘道稗一
刷

褒行所

印護締

楠走頂い衣︑公使は三十有蝕年の外交官生涌より牢血に語られ衣も
と信ずる︑横山先生よりは﹁東洋文化史より見たろ支那事錘の印象﹂

を頂いた︑時局に際し支那の再認識上一讃すぺきもので感謝に堪へ
ない︑更に荒川先生よりは勤努と云ふ事に就て御高説進承はる事が
出来た︑勤努走厭ふ現代風潮に封し正しく一大綜鐘の論丈である︒
○伊勢利宮走中心ふすろ一大施設方針が愈七決定し求事は紀元二千
六百年韮控へ︑剛民締抑謹揚上抑同慶に地へない︑服部氏は熱心な
提唱者として誰力されし人︑本誌に寄せられれものは其の大綱であ
るが・讃すべきものと信ずる︒
○国民道徳講座ば本雛形以て経了となった︑吾花に賛する所大なる
ものがあった︑弦に諦原博十淫封し感謝してやまぬ次第である︑弗
椛よりば新衣なる諦座走開誌すぺく準術中である︑御期待が噸ひ衣
へｖ・画蛎上紙の銃制婚加へ︑いれて勝る︑百の節約は追々とやむ韮得
た兇罪である︒御諒泳を恥ふ︒

印

渥慧

十十十九八七

昭和十三年

下半期

一

一一

名砿頭十一剛五日締切

閑欝居落葉十月五日締切

古戦場九月五日締切

海遥秋風八月五日締切

名所山七月五日締切

雨後夏月六吋五日締切

弘道歌園兼題
蝿歌鋤佐藤貢選
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本曾々耐泊翁西村茂樹先生は︑明治聖代の巨人にして︐畢徳兼備一枇の
師表たり︒先生夙に文教の府に入り︑畏くも︑明治天皇に侍講し︑叉教
育の振興を固り︲外交経涜等の事をも憂慮献策し︑固民道徳の維持振興
を以て維生の任務とし︑加之幕末に際し図士とし藩老ごして大に塞倖せ
られ︑特に少壮国事を憂ひ︑利瀧皐は勿論閏英雨畢及兵法火技の末に至
るまで︑之を研習して以て常路者に建言したる一大偉業の如き︑後進者
の今筒取て模範とすべき者なり．今や圃難績出︑国民上下一致教力之に
富るべき秋︐本書の如き資に固民精紳養成上好個の資料たらずんばあら
ず︒好畢求道の士一本を座右に傭へよ◎

内曾道弘本日
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(香七一三四京東座ご替偏）・目丁二田榊西厘田紳市京東
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女肇博士吉田熊次

砿蛎銅鍔亘理章三郎

癖鱗湘鍔川島次郎

鉦月一回一日壁行
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△本曾曾員の小皐校教師諸氏に
は無料配布す

△本曾々員の小翠校及其の教師を有する
小躯校の他の教員藷君には曾員の紹介
を以て一冊金七鏡︒鍵料金二銭にて本

嘗のみも分譲す︒

Ｏ家族教材の取扱

岬韓識嶋大杉謹一

岬諏諦︾百一那章三郎

︻小畢修身書の躍読と取扱︼

尋常小翠修身書巻郭︵十月教材︶露十三・節十四・第十五
高等小畢修身書巻一︵十月教材︶第十三課・第十凶課・第十五課

Ｉ

！

○教育と思想︵領︶

︻研究及思潮︼

◎九月第三巻第七義目次

本質に閥するもの︑修身教授の宵際に開するもの︑畢校行事
に開するもの︑月々の教材に閥するもの︑各巻の解説及収扱
に闇する記桶を斯道の榊威春により月々筆を執られたるもの
で︑教科書や︑教師川を更に徹底活州せしむる参考に資せん
ルーす︒箕に固民教育を重大なりとし︑国民道徳の振興を念と
せらるる闘民激育蕃諸氏の何卒有効に御利用あらむことを

一画園民道徳の振興は先づ小畢校の修身教育〃徹底より始主
る本書は文部省の小皐修身書編墓の睡旨に基き︑修身科の

固全閥小畢校教師諸君に望む

q△4

弘道第五百五十六論

聴聴錨癖大杉謹一

昭和十二年八月十日第三種郵便物認可

昭和十三年九側二︑荻行
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