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曾行刊記偉生先翁泊
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内 曾道弘本日
内
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伯爵松平直亮監修Ｏ菊版上下二巻ク・︲素上製定償金八園
西村先生博記編纂曾編述恕蝋僻稽恥飛噸総鐙料四十五銭

葉数十室挿・譜年

■

本曾々耐泊翁西村茂樹先生は︑明治聖代の巨人にして︑畢徳兼備一世
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︑外交経済等の事をも憂慮献策し︑固民道徳の維
持振興を以て柊生の任務とし︑加之幕末に際し圃士とし藩老として大
に蓋捧せられ︑特に少壮圃事を憂ひ︑和漢単は勿論闘英剛畢及兵法火
技の末に至るまで︑之を研習して以て富路者に建言したる一大偉業の
如き︑後進者の今尚取て模範とすべき者なり．今や国難績出︑固民上
下一致裁力之に富るべき秋︑本書の如き責に図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術へよ・

･事逸･這補及博本

!
:

Ｌ・Ｉ

一︑年祭維了挨拶

一℃遺族玉串棒真
一︑倉員総代︵副曹長︶玉串捧莫

一︑倉長玉串捧莫

一︑祭文
一︑祭文

一︑年祭開始挨拶

一︑定刻諸員着席

︵四︶故正副曹長雛物故曹員年祭

︵三日支事鍵犠牲者並出征将士武運長久獣祷

三︶天照皇太紳拝鰐

二︶宮城遥拝

．五月二十一日百曜日程

００００００

本曾長

倉員一同濃秤

主事

支曾長代表

主事

︵午前十時︶

Ｉ

︵於本曾館︶

冊四年剛第四十回定期繍曾次第
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一︑諮問案答議
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︵本曾創立六十周年記念事業︶
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１４１１１１■■■１３■■０■Ⅱ■Ⅱ■■

主事

本曾長

︵凡午前十一時︶

主事

本含長

受賞者綿代

０ＯＯ００
０００ＯＯ０００

︵総曾登場二一乙

主事

倉員総代

本含長
副含長
本酋長

主事

︵午後一時︶

︵曾場ニナ粗餐ヲ呈ス︶

一○○○○○ＯＯ○○○○００○○００００００
−︑昭和十三年度決算並二昭和十四年度諜算案報告

一︑事務報告

○○○○

一︑式静
一︑答鮮

一︑本曾要領朗讃

一︑教育勅語奉讃

一︑開含ノ鮮

０

○書食
︵七︶定期総曹
０一

式僻・記念品贈呈

､ ， 、

− ロ

︑順隠ド儒卜膨卜則

五一第四次善行者表彰式
一︑開式ノ鮮

一︑式瀞並二記念品贈呈

開式ノ鮮

︵さ本曹役員毒昌祇賀式
一
一

一
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一︑各曾員ノ意見騒表

︵八︶講演
支那事鍵ト経済

経湾肇博士太田正孝氏

︵午後二時︶

￨

銅掴日本弘道倉

右ノ如ク第四十回定期縄含ヲ開催仕候間曾貝各位ニハ御繰合セノ上振一ブ御参命画被成下度候也一

室︶故西村泊翁先生法要・墓参
○本郷腫駒込林町養源寺↓

○東京中央放送局︵麹町内幸町︶慰問後績イーア参観ス

三︶参頚

○靖団祁祇参拝後直二慰問ス︵凡午前十時︶

︵一︶癖綱欝鯛離職盤溌際慨鞘瑚大村銅像前一一集合

◎五月二十二日月曜日程

︵凡午後四時・於曹場︶一

︵諮問案︶生活改善二闇ン一年盲蛋義ヲ以予本年度二於テ賞行スベキ事項如何

l
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法翠博士

文筆博士

海軍少勝

法肇博士

女翠博士

海軍中蒋
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』

特別富員

阿部一職氏

野間左常子氏
松崎伊三郎氏

︵五十音順︶

吉田ユキ子氏

松井貞子氏
協賛書員

川二三造氏

村成允氏

岩石

曾告

本曾総身含員故大窪宗平氏嗣子大窪宗平氏は︑父君の遺志を継承毒して本曾々

1

て以て御芳情を感謝す︒

I

金拾園也︵本曾維持費に寄附︶

曾員大窪宗平氏

１︐︲︲︲ｌ︲ ．︲．︐︲
１
１１●︲！

日本弘道倉
社園
法人

｜

昭和十四年五月

︲Ｉ

１．：︐．︲︲︲坐

員とならるると共に本曾維持費の中に左の如き御寄附を辱ふせり︑並に含告し

h
一
一

、

書 中 人

弘道歌園兼題

七月
八月
九月
十月

ｌ

佐藤貢選

六月五日締切

十一月五日締切

鳩十月五日締切

九月五日締切

︻周八月五日締切

流七月五日締切

事
舟

市

十一月
十二月

ｌ

冬 博 秋 園 激 夏

弛皇と説序秩新亜東

がある︒即ち思想は不統一になってをろがさればと云って︑

同階読を展附せるものとに大別せられ︑共等の中にまた小別

るとと淀述べて注意を促して瞳く︒

図の道や却想と波交渉であったのであらうか︒といふ狭があ

て之が事賃だとすれば文化評論の枇界といふものは︑従来皇

は韮し︑却諭を椛成する指導恩働想の選樺に於て方針が立たな

って断じて名騨ではない︒而して其の紛働を生じた主要原因

如く千差寓別蹄一難に乏しいのは︑我が車界並に思想界にと

東亜新秩序の指導原迦たる災亜協耐慨叩諭の内容が上述の

震︑皇道と道徳協同鵠

﹁鬼面人を嚇すものだ﹂とも恩はれない︒

因より協同鰐論は︑其等内容の著しき加速に拘らず
１︑東亜の新秩序は︑東亜協同総理論を以て示さるべきと
︲と０

２︑東亜協同粥理論は︑日浦支三剛即ち東亜︵延いては全
世界︶に安常すべき指導原理論であること︒

い〃にあると恩ふ︒そこで私は思想避搾方針に就いて次の如

く原則を立てｋ見たい︒

‐ ‐ 5 −

３︑東亜協刷栂理論の僻系は︑今後の研究的努力によって
整伽さるべきことＵ

等に於ては略一致して居るかと恩ふ︒而して銃に今後の研究

迄もなく︑所謂桑燈主義も︑理論と資綾とに鑑みると

１︑厭米の民主的帝闘主義︑ソ聯の共沫的批界主義は云ふ

到底之を合理愛岱の人生拠仙界槻と兇倣し難い︒

によって理論鰐系を塾へるべきだとすれば︑その重要内群た

２︑東亜の新秩序は︑東洋思想を以て中心とすべく︑東洋

るべき要素に就いて各方面の童見を雌くことは該理論の溌迷
に役立つであらう︒而して其の軍要食糸と老へられるものは

亦十分の恢仙及び椛城を有ち得ない︒

思想にあっても︑道教︑俳激の如き既成宗教の教迎も

協同腿の逆徳性︑就中皇剛の道徳性である︒言ひ換へれば︑

象的の倫理観的軌範や︑皇剛の道を中心とした道徳慨伯の慨

して長所を融合してをる皇遜こそ唯一の桁導原理とな

３︑残る所の支那儒敦思憩及び巣脚の麺の中︑儒教を純化

東亜協同鵠は東亜の道徳協同鰐であるべく︑所謂道徳を︑抽

営性孝一有つくきであると私は老へるＱその概略は以下に述べ

系で︑随って古今に通じて謬ら余︑巾外に施して惇らざる安

一︑皇道の意義之に謝して論考或は間はん︑それは何故で

すべきであ尋︒

理想が評論の中に姿を現し来たことは新しいことだといふ説

あるかと︒答へて日く︑裏道は我が日本に溌遮し︑而も古今中

る所存であるが︑斯に一言せざるを得ないのは︑東亜協同艦
である︵四月十日東朝︑満水愛太郎氏の却想の再淑瑚︶果し
〆。

は種だの説明があり︑今日と雌も解職に多一少の異同はある︒

平沼総理大臣が︑衆議院に於て
﹁我が皇道は︑総べての者をしてその所を得せしむる︑天

下の一人もその虚を得ざる者なからしむるといふのが我が
皇道の祁篭であると自分は考へる﹄︵一月二十五日︶

と東武氏の質問に答へられた如きは一好例である︒また首相
は︑施政方針車中談に捨て︑榊ながらの道と呼び︑天地の公
道と稲し︑併せて菖民輔巽を説かれた︒皆その虚を得しむる

ろ平和繁楽の如きも︑此の道徳的秩序を鎚礎とし始めて可能

とたす黙に於て︑彼の西欧的の功利主義︑帝閲主義的の繁柴

平和と性質を異にする︒なぼ此の皇室︑国家及び皇道を暴力

ものがあれば︑義勇奉・公の一徳を鴨する至剛民は断乎として

その他によって危うせんとし及び強ひて之に反抗ぜんとする

の勇猛果敢はその好例論である︒．

排梁するに些の涛蹄をし底い︒目前の聖戦に於ける無敵皇軍

家といふ理念は︑換言すれば︑道徳的協同確却論を示すもの

二︑皇幽の逆徳協同罷性前述の我が皇室中心家族的道徳画

である︒もと協同鵠てふ語は︑英語コムミュニーァイー︑猫語

ゲマインシャフトの諜語であって︑共肌には︑家族的・民族

的︒剛家的︑若しくは生活的・言語的︒文化的︒池命的等︑種凌

の類別ありとされて居る︒而して協同催の典型的のものは︑

家族又は村落の協同僻である︒今試みに健全なる家族関罷を

想像すれば︑親子夫婦兄弟等の血縁による親盤感浦を基礎と

した結合で︑之に加ふるに親の慈︑子の孝︑夫婦の和貞︑兄

弟の友恭等の道義を以て組織捗られ︑家剛隈の存続繁芙箱響

が最高慣値とせられ︑成員は家によって養はる上と共に家の

存築に礁分の寄興を進んで行ふといふ特質が溌見される︒こ

の血縁的道徳的の互助共楽闇篭を稲して家族協同鰐と名づけ

る︒かく家族協同綴が一定の地域に繁延して村落協同粥が成

て村落協同鰐にあっては︑血縁︑地縁の如き自然的要素に本

立つととは︑農村などに於て常に見らる上通りである︒而し
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仁愛を以て皇道となし︑天地の公道と云はれたのは︑蓋し
明治天皇の御崖翰の一節や五筋催の御罫文などを根蝶にされ
た事と恩ふ︒其の意味に於て勿論結椛だが︑皇道の他の一而が

略されて居はしないか︒惟ふに我が皇道は清明心に本づいた
飛道と胞道との鵬系である︒御歴代天皇御仁恕の化は前肴︑

敬忠奉公の僻は径者︑上下感学して荊民一磯とたる皇室中
心道徳の園之が閏催の精華であることは聖上陛下の勅語に
明示し給へる所である︒なぼ皇図は︑皇室を中心とせる家族
的図家でもある︒﹁民ヲ脱ルゴト子ノ如シ﹂といふ大御言は之

を垂示し給へるもの︒故に皇室逓中心と仰ぐ家族的道徳閏家
次に臣民の道の大綱は教育勅語に仰せられた通り︑父母に

こそ我が皇幽の特質であると謂ふくきであらう︒

資践して無窮の皇蓮を扶翼し奉るにある︒所謂人道の内客た

孝により義韓公に奉じに至る講堂の務を調和あらしめ︑之を

、

外に安常する理想道徳の鴨系だからであると︒間より皇這に

迩皇と詮序秩新亜東

ロ

によって結合されて居る鰯鴨とたるのである︒所謂民族は︑

かく家族︑村藩協同膿の護展したもので︑我が大和民族はそ
の典型的のものであり︑皇圃が皇宗中心大和民族の道徳的協
同篭理想を賃現しつょ進んで来たことは︑蕊図の淵源及びそ
の後の溌展史の能く示す通りである︒資に皇祁皇宗の樹て給
へる天業と申し︑忠良なる臣災心輔翼し奉恥る皇閲と云ひ︑
常に此の道徳協側鵬の存続溌展にあったのである︒

さて右の民族的迩偲協同隈は︑人類剛催の簸高班想である
以上︑之を大八洲に鷲現された後には︑術を以て外に向って
も概張されねばならぬ鋤祁武天皇が天業恢弘の御趣行によっ
て東征遊ばされ︑橿原奨都の際に箔六合州都︑八紘鱒字の大
理想を宣言遊ばされたのは︑篭し斯かる御精仙からと拝察さ
れる︒聖上陛下も一帆同仁の化を宣く︑大義を宇内に瓢描す
ぺき旨垂示遊ばされた︒即一つ我が図の封外指導原理も亦親愛

互助共楽の道徳協同慨の賞現にありと謂トミをであめ︒随っ
て東覗の新秩序も︑躯なる東亜協同隙や政継中心の運命協同
鴨ではなく︑雛図の大理想に木づく東亜道徳協同燈でなけれ
ばならぬ︒と云ふととにならうと恩ふ︒然るに幽民総動員第
二回縄曾で︑綱弧腺案の﹁壁剛の大却想に雄き﹂を字句不稚
営として改め︑﹁大理想を無錫し﹂とした曲であるがへ︵四月

八日東京朝日︶吾人の了解に苦しむ所である︒既に十一月三
日の謹明にも新秩序の建設が騒園の精祁に淵源する旨を述べ

て居るではないか︒

四︑東亜協同濯賓現の障凝

皇道主義東亜協岡艦は︑誠に高速博大垂ぱ閏際理想であって

何れの閲も理論上これに反封することは出来ない︒それは︑

なり︑中外に平和と繁柴とを麓す岡際道徳協同髄の資現を期

清明心に本づき︑和依り和助けて共堂により高き逆徳国家と

するものだからである︒さり乍ら斯かる事業は炭い範園に亘

の隣邦たる︑愉支三剛の協例船を先づ建設しようとする所に

り︑且一朝一夕に簡現できる性質のものでない︒そこで接壊

政流︒経済及び文化の各方面に於て相助け︑結局一徳一心を

東亜協同鴨叩術が生ずるのである︒而して日浦雨脚は︑軍事

理想と坐ばすに至ったが故に︑日流逆徳協同篭の建設は著掩進

さり乍ら︑更生支那を加へた東亜の新秩序樹立を以て聖戦

行してを罰誕である︒

絡局の目標となすべきである以上︑その責現に必須な諸堂の

催件を充たし︑特にその障礎たるぺき事項の除去に努力を傾

をるのは蒋政椎と中剛共産城とであるから︑先づその打倒を

けねばならぬ︒云ふ迄もなく︑容共抗日の中心勢力となって

刷らねばなら蝋か︑彼等群一援助する図にソ聯あり︑英米桃あ

り︑是等背後の力を除かなければ抗日政権の潰滅は不可能で

はあるまいか︒即ち東亜協同鵠は眼前に大いなる障礎を有つ

ので︑之が打破の篇に可なり長期の堅忍持久を必要とするこ
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づく道義的万助共築を本質とたすので︑三重の不可分な紐帯
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ないが︑さりとて漣食しく他に依頼することは閲際闘係の現

とを畳悟捗ねば左ら砲︒岡より防共沖誉の強化は結織に相違

縄済政策などの開係如何といふ疑問と批評とを彼等は提起し

いふ﹁東亜協同篭の主張と現に彼等の眼前に蟹行されてゐる

何れも︑支那民衆に封する文化思想工作の困難と重大姓と

てゐた﹂︵二月二十一日束朝︶

次に政治・経済ｅ文化の互助開係を樹立することは︑藍明の

を示してをり︑斯かる状態では︑政治的経済的の提携さへ容

資に鑑みて槙むくきであらう︒

主を前提としてをる︒而して其の猫立自主を害ふものに治外

通り新秩序の重要内容であって︑而も其等は支那園の猫立自

和︑総力溌揮の必須不可鉄なる所以であり︑また堅忍持久を

で︑是等を漸次克服して行かねば底らぬのである︒これ認親

徳協同鰐の邪念が高遠であるが︑現賞に幾多の障雫礎があるの

易でない︒況や道義的の親和五助向上をや︒要するに東亜道

等租界の現資は能く之を示してをる︒さり乍ら︑支那の民族

飽くまで畏儒すべき所以である︒

法椎や外函租界があり︑その微塵は容易ではない︒上海天津

を護達辻しめ︑其等の協識に成る更生支那代表政椛が成立す

一︑教育文化に開する反省支那の智識階級は︑奮来の中園

ある︒

にはｊ親愛尊敬せらる上道義的品格を有たればならぬからで

原因の一部は我にありとの非難粥あるし︑支那民心を得る篇

たればなるまい︒何となれば︑支那人のⅡ本槻を謬らしめた

さり乍ら︑他に求むる所ある者は︑先づ自ら有る襟度を有

ぱならぬ︒

級と提排し︑併せて彼等を善導して一路目的の達成へ進まぬ

は前掲の在外障礎を突破し︑積極的には進歩的な支那指導階

勅を奉罷し︑園策に順雁し︑皇車銃後一縄となり︑消極的に

あり︑また批界史的使命の遂行であるから︑我等図民は︑聖

皇閏中心東亜迩徳協同罷心賞現は︑這次事愛の最高理想で

五︑自己への反省

主義蓮動を正しい軌道に乗せ︑公正にして親日的な地方政椛
るに至ったたら︑東亜道徳協同鵠の成員が揃ふ課であるから
その責現を一歩前進させることが出来るであらう︒が併し此
の支那に於ける親日排共滅黛を質間目に皆行する政権の濃達
する潟には︑支那の指導階級就中インテリ階級の糖祁的仰向
が必須な催件になる︒然るに是等インテリ階級は概ね︑無敵
皇軍の威武の前に糟伏しても文化日本を獅蔑し︑我が固の近
代的進歩許｜以て一に欧米文化の輸入畢習に本づくと兇倣し︑

親愛尊敬の態度を容易に示さないといふ︒北京に需畢捗る石
井文雄氏の棚察によれば︑北京附近の支那人は外面﹁波法子﹂

と諦めては居るが︑裏而には暗雲低迷︑我が蕊明や闘策の明
ことである︒︵斯文︑四月識︑新支那の指導原理について参照︶

示は彼等を刺激し︑寧ろ逆敷果を生じてゐる疑さへあるとの
然らば中支は如何︒上海の文化人と語った加川哲二氏の談に
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だ畢生の数は少くない︒其等畢生の教育を主として推常した

直な感想である︒明治中期以後︑支那から我が函に来り墨ん

が︑従来の本邦畢界教育界にありはし液いか︒と云ふのが卒

と純蔑して居るといふ︒この侮蔑郷を作らしめた責任の一部

的自尊心に本づき︑前述のやうに﹁日本に澗特の文化なし﹂

さんとするには︑先づ国民は皇道の行者たる養格を具へねば

に立って建設するのは皇剛日本の責任である︒この責任を果

一︑皇道の貿践に開する反省道の協同鰐東亜を指導的地位

たればたるまい︒

鑑み︑深く反省して将来再びさういふ過誤に陥らぬ川意を穂

畢州︒教育●思想の分野に活動する人士は︑是等過去の覗滋に

らである︒試みに我等の家族︒皐校・町村等の側柵︑政病︒維

う︒銃後に幾多皇道に即迂ざる行動ありと報ぜられてをろか

るからである︒さり乍ら梁柵にのみ侃するのも榔卒であら

の昂揚特に著しいものがあり︑皇軍は一死報剛を宵賎して居

して悲棚するのは周より営らない︒満洲事愛以後︑皇道結祁

想に封する認識及び信念如何︑特にその賛践は如何︒之に封

たなら如何たる結論に到達するであらうか︒皇道協脚隈の理

に助合はねば蔵らぬ︒此の鮎から︑我が祇曾の現資を槻察し

ならぬし︑その鳶に暴道の行宥たるやう自ら努め︑併せて互

のは︑官私の大畢や専門畢校であるが諺其虚で講義されたの
は︑概ね欧米輪入の畢間であり︑引川されたのは主として西
洋の畢読であって︑之に比較すると︑東洋翠は少く︑其の中
でも日本文化の僧仙聡質を明かにする誰座や誰義題目は︑ま
だ暁天の星といふ打様であったＵそこで支那舟単生の心あり
財ある青年は︑更に直接欧米に往いて単ぶといふ風が生じ︑

私共教子の中にも︑此の種のものが少くない︒斯かる事資に
概して見ると︑我が畢川教育界は支那畢生既往の指導に就い
て或濯度の責粍を免れないであらう︒

次に支那共産思想の溌雌にとって我が剛混飢時代の思想界
が弧い刺激となって居ったことも注意されねばならぬ︒大正

の存外多からざるを溌見しはしないか︒東亜に於ける頭助連

環の根抵たる閥内の政治鰯維鴻ｃ文化特に迩韮的の万助共柴は

済︒文化の仙界詮公平に湖察せよ︒自溌的に皇遡を行赤ろ者

難事件が瀕溌した︒而して共の種の文献は支那に輸入制謀さ

職んぜられて居るのが現状ではをいかといふ批評を雲畑過眼

中期浜り昭和川五年唖まで我が園には論激思想横行し︑共産

さへ民幽人に典へたらしい︒彼の四月八日注兆銘の渡表した

れて︑共蘇思想を蕊延せしめ︑また旧本に革命起るの礁想を

し︑先づ自ら皇道協同鵠を資現し瀞範を隣邦に掘れ︸︲一信嘘と

脱して宜いであらうか︒我等は我が献禽の道徳的現質を反省

し︑藍だしきに至っては戦争についで革命が起るであらう︲一

やうに至らしめねばならないと恩ふ︒︵完︶︵四川十間︶

敬愛とを受け︑東亜新秩序の延談に成功Ｉそ四海皇徳を仰ぐ

反駁文にある如く︑支那側をして一Ⅱ本の維沸は画にも崩壊
と溌愁せしめた一つの根擦は我が脚の思想界にあった︒索が
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６

清原貞雄
文畢博士

かすに足るだけの立派た人格を有って居る事と︑被教育考が

淀動かすためには二つの束貸が必要である︒教育考が他を動

開係を有する事は云ふまでもない︒教育者の人格が被教育者

の人絡如価が︑被教育務の徳性涌養の成果に就て最も大きな

性格を動かす事であるから︑其の動かす方︑即ち教育者其の人

二つである︒感化とは二つの人格が祁個れて甲の人格が乙の

被教育者の徳性を養ふ力としては要するに感化と理解との

やり方即ち制度の問題との外に出でない︒

ぬ︒而してその班山として老へられる事は結局人の問題と︑

翠ら底いとすれば営然その郵曲が検討せられなければなら

道徳教育が迎諭上可能でありながら︑資際には其の成果が

まりに遠いものである事を否定する事は出来ないであらう︒

に就て論するものである︶の成果が︑その漁期する所からあ

い︒只︑道徳教育︵勿論とＬでは主として畢校に於けるそれ

の他仙物をも底し得なかったと見る事に賛成する事は川来た

方面にのみ働墜Ｌ居って少しも好成果を牧めす︑人格の破壊

然し私は是迄の道徳教育が．一部の人の論する如く︑悪い

道徳教育の根本問題
道徳教育の目的が人格の完成にある事は云ふまでもない︒

此の目的槻に立つ見方から︑所謂道徳教育が果して数果を有
するものであるかと云ふ事に就て疑問を懐く人がある︒中に
は教育など云ふものは人格を破壊こそすれ︑決してよくする
ものではないと云ふ極端な論をなす人もあるｐ然し斯の如き
は資際の事情を無脱した牌諭である事は云ふまでもない︒尚
諺にも﹁氏より育ち﹂と云って居るやうに環境に依って其の
云ふ事は︑人椛の生長に間園の感化蔵ろものが決して無力で

徳性其の他に極めて大きな相迷の生する事が否定州来ないと
ない事を示すものであり︑感化が無力でないと云ふ事は︑道
徳敬育なるもの上成立可能を立誰するものである︒否︑道徳
教育が人格を却て破壊すると云ふ事が事賓であるならば︑そ
れは取りも直さず道徳教育の無力ならざる事を論するもので
ある︒有力ではあるが︑よい方面に働かずして却て悪い方に
働くと云ふ事を意味するわけであって︑それは逝徳教育その
ったものに他ならないのである︒

ものが悪いのではたく︑是迄行はれて居った方法が誤って居
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る信念と熱誠とに燃えて居なければならぬ︒今の畢校教育営

自ら歎汽者ｌ穂育に鯛するｌとしての職責を梁さんとす

二の事貸を見るためには教育者が立派な人格を有すると共に

教育者の人格の崇高を感じ之に信頼する事とである︒此の節

責を立論する︒大里教授の中に︑此の事貴を指摘せられると

ら随分如何がはしい人格の者も往登見受けられるのは此の事

修めるものもある事は否定出来ぬ︒大畢で倫理躍を修めなが

は皐校に於ける地位溌展の便立と云ふ蝿由に依って該畢科を

理畢に興味を有ったに過ぎぬと云ふ場合が少くない︒催しき

らないのは寧ろ常然であると云はねばならぬ︒同じ修身教育

質机斯の如くであるとすれば畢校に於ける徳育の成果の蕊

に指摘した置相を暴露するものである︒

あるが︑斯の如きは批評の限りでない︒叉か上る暴言こそ上

研究と生活とを混同しては困るなどの暴言を吐くものも現に

事者に就て見渡して果してか上る僚件が減たされて居るであ
らうか︒

多数の教育者の中にはかｋる人もあるであらう︒然しそれ
所謂教育者の中には単に衣食の一方便として教師を撰んだも

も小畢校に於ては比較的成果が難り︑中等畢校に於ては小畢

は暁天の星の如きものである事は到底否定する事は出来ぬ︒

のも少くないが斯の如き人は別として︑又はかくの如き人で

認めて居っても︑自ら職みて其の任にあらざるを恩ふ結果と

に著しい事に依ってわかる︒中には其の興味を有し重要性を

るべく廻避しようとする風潮が教育希︑特に若い教育者の剛

る︒もし中等畢校に於ても虞に生徒を心服せしむるに足る人

来て居って教填上の師を其のま上に受け取らないからであ

と信じて居るに封して中堅以上では教師の表裏を見る目が出

師の人格の表裏を見抜く力が無く自分の先生程豪い人は無い

恢な教員が集まって居ると云ふわけではない︒小畢生は尚教

あるとせられるのが輿論である︒蓋し小畢校にのみ人格の立

校に比して悪く︑専門畢校以上になると笥際には殆ど無敷で

あっても︑其の推任する鯉科に就ては教授群としての熱を有
する人は決して少いとは云はい︒然し只一つ徳育に開しては

云ふ頁而目な老で︑其の捨僻を遠慰するものもあるかも知れ

極めて少い事を認めざるを得ぬ︒それは修身教授の捲任を意

ぬが︑大部分は修身教育には興味を有たないと云ふのが事賞

師の感化に劣るものではないと恩ふ︒

次に制度の間瓢であるが︑此の方面から見た織階ｌ修身

格蒜があったならば︑其の感化は決して小畢校児童に封する

教育の成果の譲らぬ郡山ｌとして瀧匠授ける修身科の内

であると云ふのは必ずしも暴言ではあるまい︒只教育者たる
脇に一身を捧げんとする人であると云へるわけであるが︑之

ために自ら進んで倫理里を修める人は妓初から道徳教育のた
も填祁を談くと必ずしもさうではなく︑単に理論としての倫
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容が老へられる︒之は従来も識荷に依って既に指摘せられて

るのはｆ思議でもあり遺憾でもある︒然し之は上にも云った

今私の云はんとする所はもつと根本的の問題である︒即ち

やうに文政樹局に依って改善せられつ上あるのであるから今

修身教育が他の諸単科教育から切り離されて孤立したものに

居る事で︑却茄のみを重んじて怖操の方から感激さ牡ると云
操に訴へたとしても︑それが日本国民としての感椅にピッタ

なって居る事は︑其の蚊采の畢ら荘い簸大の原因であると忠

深入りする必要はない︒

リ来ないものであっては其の蚊果が期待せられぬ︒例へば西

ふ︒換言すれば︑畢校教育に於ては多数の畢科が課唯られて

ふ黙が足らなかった堺は大きな理由の一であった︒かりに精

洋の修身書の直諜的なものであったり︑支邦の聖賢の教や美

居るが︑その大部分は修身に開係がなく︑徳育の事は︑僅か

の時間しか受持って居らぬ修身の敦師に一任した形となって
居ると云ふ事である︒修身教育には崇高なる人格と熱怖と誠

国民性︑雁史等に即しないものであれば理論的には理解して
で印象も感銘も残さぬ︒三千年の歴史とそれに基く偉統とを

も只それだけであって何等の感激も典へないから其の場限り

諏が示される場合︑もしそれが我が鯛の商際の図箭︑耐含祁

有し︑それが肌先から血と共に胸裏に流れて居る日本闘民に

みで︑それに相雁しい人格と熱誠とを有たぬ軒が必ずしも少

の樵任を買って川た教員にさへ蜜は雌に生活のためと云ふの

印したものでなければならぬ︒但し此の問題は近時文政営局

く蔵い有様であり︑而して多数の教員は徳育に責任ぞ有って

意とが無ければならぬ事は前に云った通りである︒円ら徳育

に依って深く考慰せられて大に改善せられつ型あるのであ

居ないとすれば︑かＬろ畢校教育に於て徳性の陶冶の十分に

封して瓦の感激と感銘とを典へるものはやはりそれら偉統に

る︒修身敦育は抽象的の人間を作る事を目的とするものでは

仮りに人格あり︑熱と誠とのある教側が修身を婚任して居

望み難いのは寧ろ営然であると云はねばならぬ︒

ると云ふ事が確認婚｜られつＡ来たのは此の事を示すものであ

たものであらう︒況や折角僅かながらも蕊げ得た成果を他の

なくして具鰐的の︵岡民としての人間︶群一作る事を目的とす

る︒而も之は近時に於ける側向であるから現在教闘を養成す
る圧にある人︑換言すれば︑古い時代に教育せられた教授な
どの中には依然として窪思想に蝶って教壇に立ち︑西洋倫理
蕊説を本として︑叉は支那心聖登の識を典︒霞典ｌｎ本化

畢科措任の教師が打ち致す事は決して少くないのである︒閲

に協力せぬとすれば︑其の修身捲任者の翠げ得る成果は知れ

の責任をも有たぬとすれば︑換言﹄雲９れぱ大多数の教員が徳育

ったとしても︑其の他の教員が堆徒の徳性陶冶に封して何等

せず︑或峰趨鯛家的にｌ授けて足れりとしｒ居るものがあ
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かも知れぬが︑知らず識らずの間に之をなして居る場合は案

より故意にかくの如き事をなす如き心なき教師は滅多に無い

を根本的に改めて人格に亜きを置かなければならぬが︑之も

中全簡単に行かない︒次には採用に鴬って︑従来才幹のみが

づ教員の待遇問題が起り︑之は経済に開係する事であるから

云ふは易くして中ぞ困難である︒何となれば貝の人格者は容

重んぜられて人格の鮎が稲もすれば唖脱せられ勝であったの

易に見出し難いからであり︑経済問題と開連して居って︑見

外多いと恩ふ︒自分が修身教育に無開心である︑叉は責任を
で表現される︒例へぱ修身で説かれた事に反する如き行動ｌ

出しても之を教育界に招致し得ない場合が多いからである︒

有って居ないと云ふ意識があればそれが何等かの形叉は言葉

分は修身の事には開せぬ﹂と云ふ意味の一言を漏らしただけ

個令極く簡軍な事でもｌと生徒に示す場合は勿論︑照に﹁自

んぜられて来たと云ふ根本的の問題もあり︑道徳研究と道徳

又教員養成機開それ自身に於て徳育が軽んぜられて智育が里

︲生活とを混同せられては困るなど放言する教授さへもある有

ち段す非常に大きた力となる事は意想外のものであって︑俗
に云ふ﹁百日の説法庇一つ﹂となって絡ふのである︒而も斯

ｌらなければならぬ︒然らざれば所謂源を濁して下流の情む

様であるから︑か上る制度を改め︑か上る思想を打破してか

でもｌそれば職い意味であらうがｌ修身教育の成架を打

の如き事は決して紗い場合ではないと思はれるのである︒修

の問題︵人の問題︶は勿論最も亜要な問題であるが極めて困

を望むやうなもので絶封に不可能事である︒兎も角此の錆一

身訓話の徳性陶冶に及ぼす力は坂に車を押し上げる力の如く
るのである︒かくて徳育の事を僅少の教員の力に任せて置い

綜合的の行き方に改め桑教員の力を之に綜合するのである︒

を筆げ得る事ではないかと思ふ︒約言すれば徳育に開しては

鈍二の制度の問題は比較的賞現性があり︑且つ割合に故果

難な問題である︒

之を打ち殿すは車を下に引く如きもので僅かの力があれば足
て其の成果を墨げ得ない事を怪むのは怪むのが愚であると云
い理由の一である︒以上私は消極的に︑何故徳育の成果が畢

はねばならぬ︒之れ畢校に於ける徳育が其の故果を翠げ得な
らないかを述べた︒之に封して如何にすれば徳育の目的を達

昔の塾に於ては比較的徳育の成果が聖つたのは︑一は集る塾

的として居るのであって︑今の翠校に入畢する生徒とは根本

し得べきかの問題は︑即論的には極めて簡単であるが資際的

的にその心椛が違って居るからでもあるが︑一は制度部ち教

生が初から其の塾主の人格を慕うて集り︑自ら人格陶冶を日

第一の人の問題に就て云へば︑要するに人格あり︑熱意と

育法の相遮に依るものであると旭ふ︒塾に於ては今側の畢校

には最も困難な問題である︒

事であるが︑如何にして斯る人を得るかと云ふ事になると先

誠心とを有する師を得る事が必要なので︑それは解り切った
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ても結局目指す所は徳性の陶冶にあったのであるから︑あら

はない︒その畢科が何であっても亦如何に多くの称類があっ

儲度の如く︑知識畢科と徳育事科とを分離して居ったわけで

る︒かくて畢校の教師杢罷が道徳的に向上した結果︑生徒に

に努むるやうになる︒少くとも無責任な言動は川来ぬ郭とな

係を持つ事になるのであるから必然の結果として自己の修養

及ぼす感化が如何に大きいかは論するまでもないであらう︒

之を生徒の側から云へぱ︑すべての蕊科が祷修身教材であ

ゆる単科の教授がその究極Ｈ的に邸雁して行はれて居った︒

云はぱすべての畢科が徳育と云ふ根本精祁に依って統一せら

にする事に依って初めて共の成果を聖げる事が出来るのであ

今日の畢校教育に於ても此の塾の教育精祁を鵠して行く様

翠んで居る間に︑其の畢科を通して訓陶せられる事は︑云は

く﹂と云ふ身榊を以てその教育を受けるよりも︑他の畢科を

蚊である事は云ふまでも無いが︑それよりも﹁修身訓話を聞

ろ事が︑特立した修身畢科だけに依って陶冶せられるより有

る︒即ちあらゆる畢科を通して修身教育を施す︒換言すれば

噌椛への無い所に不意に打ち込まれるやうなものであるから

れて居ったわけである︒

すべての畢科の推任稀が悉く修身の捲任券たる事にする事で

に外人と話して居るのを見ても生徒は常り前だとして何とも

其の感銘は遥に深い事は確である︒例へぱ英語の教師が暇り

恩はないが︑闘語の教師が同じ事をやれば生徒は意外の感に

ある︒之を徹底すれば修身畢科など云ふ特立した畢科を寧ろ
すると云ふのは修身を郷んずるのではなくして最も重んナる

雇止した方がよいと云ふのが私の持論である︒修身畢科を塵

ある︒修身訓話と銘打って話すと結椛な事を云っても生徒は

打たれ︑共の教師を豪いと考へ︑之に敬服するやうなもので

何とも恩はいが︑化畢の教師から同じ内容の蕊を化畢の説明

のである︒すべての教員がその受持の皐科を通して徳性を陶
る単科にも︑其の教科書の頁毎に其の修身的教材を得るに困

である︒﹁味噌の味噌臭きは上味噌にあらず﹂︒修身臭からぬ

の間に極く自然的に話されると却て生徒は敬服する事は必定

冶する事は決して悶難では無く︑教師が活眼を開けば如何な

て居る閏は他には無いのである︒又修身教科書を腰して全科

から此の問題を論歩るは他日の機舎を待つ事とする︒︵完︶

ねばならぬ事は勿論であるが︑現に典へられた紙数が識きた

であると同じく︑更に其の家庭を初め献含全開が之に協力せ

畢校全器が修身教育に協力する︑否之を搭任する事が必要

修身訓話こそ輿に大乗の修身教育となるのである︒

難は感じな︲いであらう︒我が園の如く修身を特立の畢科とし

を通じて修身教育に協力せしむる事とすれば︑各科の教科書
も亦自らそれに即した綱纂法があるであらう︒

斯く全科を通じて修身教育に協力牡しめる事にして如何底
之を教師の側から云へば第一にすべての敦師が皆徳育に責

ろ有利な黙が考へられるか︒
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命使の族民本!iと制動界世

五来欣造

今日お講する題は﹁仙界批飢とｎ本民族の使命﹂である

産いが︑古来偉大意る英雄なる者は常に一剛の盛衰興亡を賭

ソリーニの偉大なる人物であることは今更私が喋たすろ迄も

何なる人であるか︑其の生立は鍛冶屋の息子である︒其の父

雄現ると言はれて居る通りである︒扱てムッソリーニとは如

首相と禽見して︑一目見て是は偉大なる人物であることを知

北冬にロシヤ征伐をやって居る認である︒私はムッゾリーニ

は小畢校の教員であって誠に柔しき愛闘的な人であった︒で

︵一九三五年︶に人民戦線運動なるものを開始し︑先づ東に於

った︑彼は杵通り人間とは述ふ︒何唯が速ふかと云ふと其の

然らば此の二大戦争は何に因って起ったかと云ふに︑是は

ては支那の蒋介海軍と共康軍を戦はしめ︑西に於てはスペイ

眼である︒菩迩凡肺の人間の眼は概ね横に着いて居るがムッ

ムッソリーニは初めは非常な埴命家であったが遂に偉大なる

ン戦雫を惹起さ辻︑而して束に於ては今次の日本と蒋介石車

ソリーニは横でなく縦に着いて居る︒鶏卵のやうな眼で︑其

愛剛春となって︑今日は我がｎ本と防共の盟邦の首相として

との戦争が始ったのであって︑又西のス・へイン内乱問題には

の顔を一目兇たらば世ぐ偉大なる人物であることが分る︒ム

滴は一鰐如何底ろことを行ったかと云ふに︑今より四年前

ある︒此のイタリー︑ドイツの其の剛脚民の指導考は御承知

ッソリーニの藷い時代の一挿話を申すと︑彼は兵隊に出て一

我が防共の照邦たるイタリー︑ドイツが共に戦って居る課で

露剛の共産主義政治が原因である︒抑を此のロシヤの共庵政

西に於てはス・へイン間池︑東に於ては日支事鍵と︑此の二

する重大の秋に出現するものであって昔から閣難があると英

が︑先づ仙界の時局の話をして次にⅡ木締紳の紬をしようと

政治翠博士

世界勤凱と日本民族の使命

●

大戦争が今や全世界の問越として各図の耳月を深動せしめて

0

は鍛冶屋で一種の革命家にして飢鵠な人であったが︑其の母

m

居ることは肌に諦沿の御承知のことである︒

ふ

のムッソリーニとヒットラ１︐である︒此のヒットラー︑ムッ
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意したにも拘はらず︑彼はもう一溌と云って術一溌禦つた︑

て砲身が頁赤に焼けて来たので人々はもうそこらで止せと注

砲兵伍長であった時どん／︑大砲を撃って居った︒除り撃っ

るのである︒御承知の如く日本の明治維新詮考へるに津山の

れるものであることを知る︒是は同様のことが円本でも言へ

へて兇るに袴偉大なる英雄は剛が危急存亡の淵に臨む時現は

斯様にドイツのヒットラー︑イタリーのムッソリーニを考

た︑さうして将に我が日本が彼の要求に雌ぜねば一選の下に

所が其の大砲が遂に破裂してムッリーニはふつ飛ばされ彼の

我を減ぽさむと大砲を向けたことに基脚する︒其の大砲の香

部下も共に吹き飛ばされて悉く岩角にぶつかって死んだ︒彼
う云ふ挿話の持主でもある彼は兎に角今日迄偉大なる愛国者

が日本中に響き渡って日本中の青年は悉く雛起して英雄とな

メリカ海軍提督・ヘルリが八砿の軍艦を率いて相州浦賀沖に来

としてイタリーの蔦に大層毒したのである︒ヒットラーも亦

った︒木戸︑西郷︑大久保︑井上︑大隈︑伽藤等営悉くが其

英傑が族出した︒それは何に基脚するか︑即ち嘉永六年にア

英雄である︒此の人は獣洲大戦にドイツの兵隊と一緒に戦争

の大砲で目雌した︒いざ日本闘家危しの秋には日本の団民は

は幸にも四十二箇所に弾丸の破片を受けながらも助つた︒斯

のなった事を知ったと云ふ人である︒彼は元来はオーストリ

して三度傷つき︑三度目に遂に病院中に於て世界大戦の休戦

偉大なる人物を毎数に生み出したのである︒紀元節である今

たかと云ふと︑それは此の日本の歴史︑日本歴史がさう云ふ

然らば何故に日本には此の英雄豪傑が斯くも多数に現はれ

総てが英雄となるのである︒

であって︑資際の戦闘行罵に於ては世界を相手として十分に

堂世界大戦に於けるドイツと云ふものは非常な強力なるもの

ヤの産であることは最早諸君の御承知の脈であると恩ふ︒抑

に閲民の精脚力が弛緩し︑思想動揺の篤遂に枇界大戦に於て

勝味があったのであるが︑不幸内部に溌芽せる赤化思想の篇

て悲況のどん底に坤吟して居ったドイツ鯛並にドイツ剛氏を

イツの大総統となって居るが︑彼とそは敗戦閏ドイツとなっ

ものなることを痛感する次第である︒此のヒットラーは今ド

が英雄ならざるはなしではないか︒日本画の膝史は団家非常

日戦線に活躍しつ上ある皇単の勇士駐御監なさい︑その悉く

図民を桑儒英雄にしたと申しても敢て過言でないと恩ふ︒今

み出したのであるが︑叉今回の日支事鍵の如きは完全に日本

資に日本歴史の偉大さより彼の明治維新に無数の英雄を生

日は皆さんと共に日本の雁史を老へたいのである︒

救った︑ヨーロッパ節一の弧園として隆交たる間蓮たらしめ

の時には如何に多数の英雄をも作り得る一つの性質を有って

惨敗を喫した課である︒今更底がら此の赤化思想の恐るべき

た大英傑である︒
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居るのである︒

抑登図家の政治とは凋梁の如きものであって︑其の心棒が

岡は生を誰展し弧くなることは望み難い︒支那人と日本人と

中心で底いと廻聴しない︒園の政治も其の中心なければ其の

其の佃人的な腕力を比較するならば或は支那人の方が優るか

私がムッソリーニに含ひました時にムッソリー一一白く﹁日
ふ︑日本人には共産主義者は居らねだらう︲一と此の共産主義

も知れぬ︒否優って居ることの事資は彼の満洲に移住せる日

本の固の歴史を羨しく恩ふ︑日本阿民の愛風心を羨しく恩

本人は常脅彼の地に於て有ゆる方面で流洲人と競争して居る

が兎角劣等の地位に世かれ勝である黙より槻るも明である︒

があって自から鋤を染めた次第であるが︑併し一面には幸に

彼等は一日十銭稚度にて優に生活し得るのである︒故に支那

者が居らぬだらうとの一句には私も恩はず内心伍促たるもの

民全鰐愛剛心に燃ゆる若であることは世界に誇り得るもので

人は其の個人だだの腕力或は維済力生祈力に於て日本人より

も佃木閲民は剛家の非稚時に虚しては悉くが英雄であり︑圃

偉い︒されど支那人の弱い所は粁自が拷利己主義である︒ｎ

分一己のことのみ考へて︑岡家の篇に死すなどと云ふととは

祉界の何人も之を認むるに瞬陪しない︒併し彼は難なる一人

到底彼等には考へられないのが固民性であり︑又彼等は岡家

ある︒成る瀧ムッソリーニは偉大なる英雄に相雄ないことは

リーをどうするか﹂との間に封して彼答へて同く一︐イタリー

い︒故に個人麦交の支那人は弧くもあるが圃家としての支那

の篇には何物も捨て上滅私奉公するをどと云ふ歴史を持たな

である︒或る時ムッソリーニは﹁ムッソリーニなき後のイタ
青年が余の後継者である︒イタリー青年を愛間的に祉上げて

る︒何故ならば日本には凋築の中心︑剛家の中心たる蒋皇

は弱い︒日本は其の全く正反封に醐家として問まると弧くな

置くことに依って決して心配はない﹂と︑果してムッソリｉ
一二人の力を以てイタリー図を悉く英維崇傑の側と馬し符る

人は自由を愛する︑フランス人は葵術を愛す︑アーフピヤ人は

日本剛民は元来忠義を議す卿民である︒英国のマクドナル

陛下に忠義を講す・ことが中心であるからである︒

や従だ疑問なしとせない︒併し幸なる哉日本はさう云ふ一人
の英雄の力に依って風を支ふるものでない︒日本嬢史が日本
節に営り祁武天皇肇閏よりの雁史を考へて共の中心を求める
必要がある︒我が日本の歴史の中心は皇宅︒天皇陛下であ

に這入ることぞ好む﹂日本人は何んであるかと云ふと﹃日本

刺を持って宗教を弘める︑インド人は枇の中を桧て上山の中

園民全部を愛剛的にしたのであるから︑我登は今日紀元の作

る︒我等臣民は此の天皇陛下に忠義溌誰す事に於て日本の

ドと云ふ耽含主義者同く︑各闘民性の特長を考へて︑一・英国

園は偉大なる溌展を遂げるのである︒
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Ｒ東京劇場と歌舞伎座に芝居がある︒東京割場には﹁忠臣城︲一

人の闘民性は忠義である﹂上斯う云ふととを言って居ろ︒今

の一身を願歩大事なる皇室に封して命懸けで働くことが日本

難さ幸一知って居るのである︒﹁なにごとのおはしますかは知

る︒日本人は理窟を言はない︑さう云ふ意味に於て皇室の有

日本人とは忠義を喜ぶ悶民でめる︒犬が忠義を議しても涙を

らねども恭けなさに涙にぽる上﹂と云ふのが日本人の締紳で

人の直覚であって︑これが皿浦なしの置の日本人の姿であ

流して喜ぶ︒日本人は忠義と云ふものが・履ければ一日も居ら

あって是が誠である︒要するに日本人の精祁は忠義であると

歌舞伎座には﹁寺小屋︲蔓は何方も日本人は無樵件で好きだ︒

れない閏民である︒さうして遂に其の忠義が集積して皇室に

も言って居る︑﹁今迄人間の排へた肺曾と云ふものの中で完

云ふマクドナルドの言葉は常って居る︒又彼は斯う云ふとと

又日本人は除り理浦を言はない︒詩を作ってもも西洋人の

封する忠義と云ふものになる︒

やうな長々しい詩は作らない︒誰何の如き十七文字︑或は和

と云って居る︒他の所有此命と云ふものは勝手に向分の考へ

杢な耽含と云ふものは日露戦争に闘った日本の軍隊である﹂

たいことを考へるがＨ露戦争の日本軍隊だけは日本の閏の馬

歌の三十一文字の如く︑簡潔に自己の心の麗しさを表現す
観が現はれて帥ち皇室中心になって居るのである︒我食何ん

る︒日本人は端的だ︑又直接的であり直糾的である︒其の直

ナルドをして斯く言はしめたものであって︑斯かること哨日

に戦ふと云ふ精祁の外に何も混り物がなかったことがマクド

って︑所謂直晃的に凋楽の心棒の大切なることを知って居る

︑︑

本人の皇室に封する忠義の観念がなければ出来左いものであ

の鱒に皇篭が有難いか︒其の理由は分って居ても敢て共の理
窟は要らないのであって︑西行法師が伊勢大廟に参拝して
たにごとのおはしますかは知られとも

のであって︑これを見て必日本人が如何に忠義心に厚いかと

本人は直槻的に瑚窟なしに皇室に識すと云ふ忠義心が燃ゆろ

恭けなさに涙が溢れろと云ふ此の歌を拝聴致すと︑誰でも日

と︑何んで皇室が大切か︑伊勢大廟が有難いか分らないが唯

川て其の間家を滅亡せむと企剛しつ上あることで︑其の無産

今日仙界の憾みとも言ふくきものは無産階級が閏家の外に

此の心棒があってこそ初めて政治も立派に成立つのである︒

には凋楽の心棒がない︑日本には心棒がしっかりして居る︒

な戦争であるが︑此の小閏日本が何故強いかと云ふと︑支那

のである︒今次日支事鍵は日露戦争の二十偶も三十偶も大き

云ふととが一番能く分る︒であるが故に我々咽皇室に封して

階級の思想を支配するものはマルキシズムであるが︑此のマ

恭涜さに涙とぽるＬ

忠義を議す︑其の忠義の総ては何幹意味するかと云ふと自己
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である︒之に封してムッソリーニ︑ヒットラーなる英雄が現

て忠良なる臣民とすること︑是が世界の政治家の頭痛の中心

ルキシズムを駆逐して無産階級を再び剛家組織の中に包括し

仲統的に︑殆ど本能とも見るべき所の忠義の締耐を以て仕へ

含して雛蜘の粘脚を考へ︑我巻は潤椎一系の天皇を奉戴して

も全く是が魚であって︑斯かる意味に於て今測諸君と一堂に

本である︒ムッソリーニをしてＨ本を羨しいと言はしめたの

奉って居ることが即ち今日の偉大なる力を渡排し得る理由で

はれて猫︑伊に於ては其の解決を見たのである︒ムッソリー
ニの解決は組合政治と稲して︑姿本家と静側考と双方組合を

あることは既に諸討の御諒知のことｋ恩ふ︒

府に集めて芳費諒解の訓和を岡る︒安本家が幾ら儲けて勢働

に喜しひことであるが︑或は皆さんの中には図を憂ふの除り

本日の新聞に愈侍海南烏占領の快報が記戦されてあって誠

す

造って︑此の双方の組合より同数の代表的を出してそれを政

ーニの横の調和である︒ヒットラーのは縦の調和を考へた︒

考がどの位賃銀を得るかと云ふこと瞳決める︒即ちムッソリ

が︑今田のフランス殆ど問題にならぬ程度に迄弱いのであ

閲際怖勢等より之を大愛心配世られる方があるやも知れぬ

る︒飛行機に於ても新興ドイツの敵で左く︑雛に飛行機のみ

糠働戦線なるものを鋪へ登本家も勢例考も一禰網に入れて費
本家は指導者︑労働群は従業員として︑上の方即ち指導者は

ならず露術一般に於て︑園政全般に於て衰棚して居る︒彼の

チエッコをドイツの手より救はねばならぬ義務があったにも

勢似宥の幸禰を固らなければならぬし︑下の勢働者は指導者

拘はらす︑遂にフランスはチエッコを救ひ得ずしてチェッコ

チェッコスロバキャの問題の如きも︑フランスは催約上常然

トラーに依ってドイツの努働戦線に這入って居るのである︒

であって東洋的の調和である︒此の東洋的訓和の思想がヒッ

をしてドイツに土地を割譲せしめたのである︒フランスはチ

に封して忠義を毒すと云ふことを教へて居る︒是は縦の調和

最早ドイツは抑洋流のマルキシズムでは治まらない︑何んと

此の一事を以てしてもフラン↓︿の衰制は察知するに難くない

ェッコを助けざりしのみならず︑チェッコスロバキヤ︑・ドイ

のである．海南烏左指呼の間に悌領印度支那がある︒印度支

しても東洋流の忠義の締祁で逝ければ治まらないことが分っ
斯かる意味合に於ても所謂忠義の精帆は何虚迄行っても大

ツ間に戦争の勃渡牡ざりしを喜ぶとと非常なものであって︑

切であるが︑日本は其の忠義の緒川の蛾も嚢達した図にして

の南門として物菱を蒐集し︑叉気候良好にして農旋物には富

那は我が本土と朝鮮を合したる経の而稜幸有し︑アジヤ大陸

て参るのである︒

の熱に於てムッソリーニに粥とシトラＩに渦︑水は妓良の手

猫梁の心棒の大切なることを能く理解して居る剛である︒此
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の地の翌富さは測り知るべからざるものがある︑此の極東の

み︑川棚都僅有ゆろ端物的賛源を塊減して︑所有銀鮎より此

歌論語

光義

敬に居て行ふ事の楠ならば瓶となるぺき人にこそあれ

第六飛也編

過韮押ぴぜざる岡失せて今は漂欲雁あつき人なし

のである︒我が日本は此の奮庫印度支那に今一足の地黙海南

奮庫印度支那は僅さ一蕊のフランス人に依って護られて居る

面に向けられるのも速い日ではあるまい︒此の意味に我て我

烏にまで其の手を延ばしたのであって︑我が力の印度支那方

定まれる作にしあらぱ受け入れて像らぱ人に典ふく寺なり

誠愛の質をそなへて禰節のあやる人は求子なるらん

出入には戸口によれど世にありて蓮による人なきぞ悲しき

今の世は祝駄の恭や宗朝の美色巡ければ身ば立たれぬなリ

ことさらに馬進まずと鞭うちて殿ぜしをほこらざりけり

遊行ぐにこみちによらず私に室に入らざる人を将にけり

物事を知ろば名利の偽ならで徳をみがＬん皐なつとめそ

つとめても及・はいことのあろもの韮務めでやむろことやあるぺき

順巷にありて架しむひさご滴貧と賎とは恩はざるなり

徳商き人にもか上る疾とそ嘆く心ぞ掌ふとかりける

造あらぬ人にぞ我は躯へまじこたび召さば蝋くのがれん

由や采なり子寅達なり求や茎叫を滴むる能ばある蹴り

仁の逝柑に離れぬ川江れぱ共鹸の徳は日に進むなり

賢くぱ鈍の毎許にか上はらす探りて此恢に刑ゆく︑垂一ごなり

貧しき奄救ふはよけれ常む者に南牟つぐには及ばざるなり

田

一街はＨ本が益強く畢図一致しなけれげをらぬことを痛感する

金

次第である︒我荏は何んとしても此の印度支那を我が手中に
納めねばならぬのであるが︑それが篇には閣家の中心たる皇
室に封する忠誠を勘まいばならぬ︒皇室に封し忠誠を勘むこ
とこそ園民が弧くなる唯一の途なのである︒我盈は此の阿家
の中心を大切にし︑皇室の有難さをしみ人︑考へてさうして
日本の心棒を大切にし︑園を弧くして︑以て印度支那をも熊
捲して我日本帝国の偉大さを示さねばならぬことを深く痛感

︑︲︲

誠に短時間ではあったが私の所懐の一端を申上げた次第で

する次第である︒

ある︒︵完︶

本篇は紀元節徴日の本含講演含に於ける講演の要黙を速記したも
のである︒
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１１１１１１１１１︲１１綱Ⅱ１︲壁今日世界各閏人は

Ｏ世界の不安定と道義の敗穎一翻癖鉢嘩跨燕鐸畦鉦誰

：；：１１１１︲︲１１

ろ外ない淡状である︒而して此の不安の渦

の智慧に苦しめらる

一庵田せぱ脇すほど自ら

Ｏ国民精紳認動員運動に就いて一己と云ふぺく︑智慧を
：︲岨！鵬！︲！

○世界の不安定と道義の敗頬

旧ｐＩＩ肌ＩＩＬもｑｑＰｑ■ＩｌｂＩ■■■■■ⅡＢｉＩ︲．１１︲︲■■■■■●■■■■一日■■■■■■■ＦＬ

約と云ふ︑恐らくは奮来の白人文明鋳紳を

遺憾なく謹押した所の︑鯛際峰約上最悪の

ものと見てよいのである︑これ猫伊仕鶴来

ものとさるべきものに一矢を放って起った

の白人文明精祁打開に起ったとも云ふくき

現下の世界各剛間には遁徳は無いとさへ

ものでこれは看過川来ない一靴で助る︒

ち利の鰯の遁徳であって︑人間の根本弁律

其の道徳なるものは︑功利主義の揃徳︑卯

ではない︑立派賑彼等に蛸壷徳はあら雲りが

欧洲の物質文明は︑今日正に世界を風塵し恰も直雷の一時に落下の如き響と力を以て

する輿の諭義道徳が無いと云ふのである︒

言はれてゐる︑併し全く遁徳が無い云ふの

周に一躍白人をして世界の英雄たらしめ︑荒れ出したのである︒吾等には之を卿ろ時
又限りなき優越感を嫡長せしめて︑枇は質正しく白人文明の断末魔の響きとして聞ゆ

今や此の利の億の遁徳を白人の規範として

巻は︑遼に荒波を立てずには渡かないで︑

に白人にあらざれぱ人に非ずの剛を呈したるのである︒

ならしめるものであり︑錘には人類寿滅亡

居るのであるが︑これでは溌々人類弗不媛

しない︑併し人間の道と云ふ屯のは利の鯛

一

一

上
凸上

っ1

ー

グ

一

二一世紀前より急速な進歩護達を采した今や中欧にバルチック海の淵岸地方にと︑

併し物には生命があり︑使命があるのでた︒而して其の是非を外にして形に波をた

事は伽人も承知の所である︒吾等の盟邦獅伊は今Ｈ敢然として趣つ

腺導くものでさへあることを忘れてはなら

にあるのではなく︑人性に従っての根木陳

吾脅は素より人類の共存共築上利を無脱

ぬ︒

あって︑彼の物質文明も其の使命を以て起・てるものは必ず愉まれるの例に洩れず︑窟

るぺくして起り︑又害興せる所大なるもの乗の白人文明を無理に保持せんとする者か

に識きし如く︑此の文明を以てしては︑人一ふ陰Ｌろ﹁獅伊﹂なりとして見る時︑悪人覗

魅せるものがあったか︑併し其の生命は既の白人文明を茶訓とする醐際遁義葬否とし

か云々するのである︒此の閥念枇窪く竃洋

則として道を鍬正し︑此の上に生きての利

があって恰も一大魔力の如く人類を完全にらは悪人扱ひを受けで居る︒けれど眺悲米

類の築園は建設されぬ事識を如質に物語るにさるるとも︑或は行詰れる白人文明の革命

が霞軍を任とする︒即ち皇遁彩批界に鰯か

に蕊達した＄のであり︑吾等の皇道哨亦是

至りしを否定出来ない︒今や世界寺一筆げて者となること才誰が否定し得られようか︒

止まざる不喪動揺は賞に蒋力に之を物語る即ち猫伊の燕起の謹因は多々あるも︑其の

ＩＩ
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論
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忠のである︒諏因の象からしてもそれはヴェルサイユ篠
−

時

脆

｜鋸晒坪控華錯鍛︾諦坐稚母細崎剖串振畢恥

で吋吊一軒一峠幸司︾︽百一噸正司︾空一部

併行して畢園一致の賞を聖ぐぺく努めし事
は︑誠に常を得た事であって︑一閥の興る
も︑難局の打開も︑事塗の遂行戦依て来る
如何に唾く︑如何に歪力弗注ぐべき問題か

所は︑一に閲民精耐の昂揚にあろを思へぱ
は脚明の理である︒而してデエ﹄クヲシーの

洗鯉を受け︑ともすれば浮華に流れかけた
閥民をして︑各月本然の日本人に屍らしむ
る上に︑此の輝動が多大の効果を湾した事
哨事資であり︑て睡覗され勝ちであった精
榊通勤の認識を深めた事は邦家の鰯欣快を
禁じ得ない︒

此の運動の中心として夙に圃民締祁総動
員中央聯盟が結成され︑官を中心として雄
一期を総り︑今や館二期として機闘を再組
織し︑今回は民間を主に宮と一路となりて
既に典の極動は開始されたのである︑否々
ば其の細織の改まると共に︑今回は第一期
とは異った寵勤の成果を切に期待すると共
に︑一期以上の智績を非常時日本の潟に翠
げねばならぬと信ずるものである︒それに
就て吾等の一希望を述ぶるならば︑誕動の
手段方法に於て大阪異るべきを主張する︑
即ち其の一としては︑固民に訴へろ講演に
印刷物に述べる所か︑第一期のものより一
歩を川づくきで︑訓示めいた︑抽象的左筋
書であったり︑無味な言蕊の羅列であった
ｈすべきではない︑そして熱情を起させる

してこそ艶二期と言へる︒

程の情味もあり︑より具瞭的であると云ふ
賓際に一歩進むべきであらうと恩ふ︒かく

Ｊ

次には封象の問題であるか︑これは第二
期として粛大であらうと恩ふ︑素より事は
闘民精紳総動員であるから︑一人蝋洩らす
べきではないが︑然し力を注ぐ上には自ら
甲乙があらうと思ふ︑即ち艶一期の認識運
動を無て今日の成果を見るに︑先づこ様に
席別出来ると思ふ︑︑一は腫面目な階級の人
間でよく講演を聴き印刷物を詔み直面目に
認識をもった４の︑二は不虞面目と忠見る
べき略級で︑一切馬耳東風蓮で︑これは虞の
認識さへして居ないのである︑されば一は
密行に移すこと券考慮すればよいが︑二の
馬耳東風組を如何にすべきかは方策が自ら
異らねばならぬ筈である︒詰６准級組と現
級に止るものとに封する方法の祁雛一︑これ

が考へられねばたらぬと恩ふぃ而して特に
吾等の希望する所は︑馬耳東風組への激化
縄動員である︑彼等は非附時に添はい生活
行動を勝手にして恥消ないのである︑誰演
や印刷物は勿論我開せず実であるし︑之を
如何にすべきやである︑此れは多くは重工
業開係者や︑生活苦を知らぬ者等の一部の
者であるが︑此等の者の秋御に及ぼす影響

である︒

を思へぼ重大問題であるから︑敢会Ｌ深き
藷慮か柳はれんことを切曜Ｌ−Ｌ止まない者

− 2 2 −
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一時事一
噂●・■■｜官■■■ｐ﹄ＤＰ宮■■１■■皿■■■偶■■ｐ二日

中央聯盟に於ける

国民精神穂効員
平沼首相の講演要旨
征戦既に一年九ヶ月に及び︑御稜威の下
岡威を迩憾なく中外に姉かし︑史上未曾有
の戦果を収めつｋある︑この戦果を全うし
て砿古の大業たる東亜大建設の目的藷貫徹

なる武力戦の詮行を必要とする情 勢にある
から︑一段と不退縛の決意を堅く し︑我が
侭統的精祁力を霊揮する必要があ

抑も東亜の安定を碓 保して祉界平和に貢

献すると共に︑嗣際砿義を確立し 以て人頻一
の禰祉を婚推するは︑帝風不動の 剛是であ
る︑この間是は肇卿の大結紳に淵 眼し︑天
地の公逝に塞ぐものであって︑東 亜新秩序
建設は質にこの剛是を具現すべき目標むあ

職種推取の猟風を作典しなければならぬ︒

堅忍持久の精紳を一脚堅確にし︑質賢剛健

所謂戦後の撫瞥を主とする時磯に於いては

る︑殊に戦か大局的に建設の段階に入り︑

最も肝要なろは剛民締脚力の昂揚持績であ

る責務である︑凡そ長期持久の戦において

ぬ︒即ち帝幽は今後長期に亘り支那大陸所

執するに於ては噺じて之考演滅せねばなら

ある︑閥民政府にし て容共抗日の政策を固

のがある︑併し前途なほ容易ならぬものが

新建設に迩進せんとする気運の膨群たるも

吟局を牧拾し日浦雨図と相提携して東亜の

既に更生新支那に於いては︑混 乱せる現

愚．Ｉ

徒に戦勝索分に陶酔し︑両民精榊が弛緩し

︲ｌｌｌｌｌｌｌ１ｌＩｌＩＩＩ１ＩｌＩ４Ｉｌ１ｌ

１ＩＩｌ１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１ｌｌｌｌｌｌ︑１１１卜仙トーｌｒｒＩｑ﹃ロ日ロ

１

工作を進腿せしめ︑以て新興政 椎 の 茶 礎 を

諸般妙

要の地域に駐兵し︑治安を確保し

すろは一に城々一億同胞の双肩に懸る大な

○

戦後の郷誉宜しき才得す︑馬に峨果を全う
一部郵諦鐸岬鐸謝嘩狸砂奄軒嘩瞬叫で緬諦︾

︲

益々葦固ならしめねばならぬ︒

2 ＄ 一

る

となった幾多の英霊を慰めなければなら
ぬ︒

同荒木文相蕎演要旨
今や欧洲は大戦の前夜を思はす感あり︑

東亜に於ては第二期建設に入らむとする重
大時期に際し︑我が剛内の備勢はこの世局

と州そばざるものすこぶる多きを痛感す
る︑団難を打開し呈迩を扶翼し奉るために
●

は更に更に賢悟を新たにせねばならぬ︑事
態は容易ではない︑我閥民は一段の反剣味
を必要とする︑故にこの闘家総動員か一時
の羅薄なものであってはならぬ︑虞に百年

一

Ｍ●ｈ岬甘ｒＩｒ旧トー︑︲Ｊ︑ａＮＬもトリⅡ略ｌ１１Ｎ１Ⅱ１９４Ｆ冊二ｕＨ４ｑｄｈｌ目１．日Ｊ４ｊ●ｌ３Ｉｊ９０ｐＮ回■毎■■■■■■〃

ｒ■■居■■■Ｂ■■■■■Ｅ■■■

日本帝叫なりとの誇りを持ち得るや︑うにす

ることである︒．
同有馬精勤曹長挨拶
従来の総動員運動の跡冷｜総討するに︑地

方の農山漁村にお陰しば︑その趣旨が或程
産まで徹底して︑和常の賢績を翠げ−１忠る

に反し︑都市に於ては一部の問に時局認識
を峡き遺憾の黙が筆一々ある︒

殊に殿賑逢柔に従事する者の一部には︑

時局の影響に基く好況に委せて︑極端なる
浪費濫費を輝らざる人の少からざるととは
菅に銃後の風紀を素すの愚ならず︑延竺Ｌ
は財政錘済上にも悪影響ャ及ぼし︑甚だ遺
憾と存ずる・之に反して地方の農山漁村に
於い一︐﹂は勢力潤物黄も不足を告げつ上ある

に虫拘らず︑良く銃後未一公の赤誠諾捧げて

涙ぐましい奮闘を致しつ上ある︒

畏く仏露七十四回の帝馴議禽開院式勅語
には特に﹁東亜ノ新秩序テ建設シテ東亜永

一

ｆノーＩノ︑ノーくノ︑で〃︑ノリく／︑く少︑Ｊ１く︲ｆＪ１ｒＪ︑くノ︑くノうぐ〃も

正直の地走つきかため精出して

立てし柱ば代々に朽ちせじ

丹誠ば誰知らすともおのづから

秋の笈のりのまさる年々

めしと汁木綿恭物は牙恥士すぐ

その儀は我走せむろのみなり

− 2 4 −

１１︲︲ｌ

雪季

の大計を定むくき深遠重厚なものでなけれ
ばならぬ︑即ち今次嬬動蕊本方針の趣旨に
おいてこのことを狸調した所以である︒

これが雷行の大目標は第一に自他共に賞
に信頼さるべき大和民族なりとの資を零ぐ
ることと︑第二に清明にし一︲鯵湿しからず

正しきを踏験ぱ何人にも誠に住心地よき大

○

−

Ｉ

／

時

余が信仰
繁田翠軒

はない︒その接するもの細くてが礁化を受け︑従三Ｌ耐曾が恩恵を

人格を完成したりとすれば︑それが影響は決して個人に止るもので

いかと考へられる︒理窟は兎哨角として︑余釧今日は全く大慈大悲

受ける︑小乗が小乗として完成すれば︑それは大乗と同じものではな

禅ての余は人生にとって︑科躍と讃徳とが最高の権威あるものと

の測世音に蹄依し奉り︑専ら自己的完成に努めて居る次艶である︒

いふ風に考へて居た︒人類の文化拷韮め為鱈に科畢があり︑就禽の

が巌乎として居れば︑就愈は幸禰であり︑証御的の個人明夫冬圭眼

を享受し得ると老へた︒併しなから余の心境の塗化は︑この考方に

安寧を保つ馬に道徳がある︒従って科畢が霊達すると共に︑迩徳律

も大きな鍵化を及ぼした︒自己と言ふものを橘察して見ると︑科畢

も心吸捧げて来た︒之は人として常然の任務であると︑自ら信じて
し措いて︑他人の世話をやいた︒又自己の力を蝋省ふず︑衆人の啓

的な物質文化を充分に享楽して居ながら︑術それ以上のものを求む

る欲望がある︒叉道徳を充分排へながら︑仲を遁徳的生活の蜜行は

蝋些か頼りなく感ぜられ︑人間としての幾心立命は更にそれ以上の

は仲々達しないのである︒かう考へて見ると︑科翠と道徳との権威

むづかしい︒理窟でわかって居りながら︑弼岡なる意志の潅動に迄

その職種的活動力の減表をどうする事も出莱なかったのである︒か

め︑それに自己を蹄依させる事によって︑この問題は解決する︒之

が即ち宗教である︒余はかくの如く︑省察討究の結果として宗教の

もの上椛威を必要とするや５になる︒是に於て或絶封的た掛象を求

については積極的に開典することを断念し︑唯自己を省察して︑自

有雑さがわかり︑自己完成の手段として信仰生活に入ること上なっ

くて一時はかなりの錆祁的衝動を受けたが︑やがて心を自己の内省

己の完成に黙念すると言ふのが︑余の意向であり方針であった︒是

て居る︒即ち人間は絶えずよりよき境蝿絶封的興理を求める︑その

今日の余は科翠とか蕊術とか宗教とか言ふものを次のやうに考へ

たのである︒

人或は余がこの境地寿同して小乗的と言ふかも知れない︒併し余

求め方に色々あって︑之を知的の立場から畢問的に捉へやうとする

ある︒

に韮づいて余の辿りついたのが︑宗教的信念であり︑信仰的境地で

に向けるやうになって漸く安和を取戻したのである︒爾来他人の事

一評砕榊諏稚飛球唖函準恕飛跡他殿岬硫鋤購唇識語韮や栂鍬鋤誼細唾

併しながら最近の余は︑この行き方から著しく塗って来た︒余は

よって︑自分の人格恥修練されると老へたからである︒

導に富つた事もある︒之は自分としては︑他人の潟に心遊砕く事に

居たからである︒或は一歩を進めてかうも言へよう︒自分の事は差

余は自ら言ふ哨痔群がましいが︑多年に渉２Ｌ杜宮公共の篇に身

わ
を以て見れば︑自らが禰俳に蹄依し心霊の美徳を蛮揮して︑理想的

‑

‑
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るであらう︒

い︒﹁随所に主となる﹂とか﹁日々是好日とか﹂の輝語が︑之を物語

１１︲・凪Ｉ・ｌ−ｌｒｉＬ

のが︑科畢である︒而してこの科畢ほ瀧鐸と諒納といふ二つの方法

余は此の頃つくん︑思ふことである︒それは個人的に見ても︑就

を以て︑非常な進歩謹達を透げ︑人類文化に偉大な寄興をした︒併
し科堅が絶封的虞理弗把握する唯一のものかと言ふとさうでもなく

を耐曾的に見やう・先づ昨今統制といふことかやかましい︒姪に成

立した剛家総動員法は︑両家に殆んど線べての権力を附興して居る

曾的に見ても．要するに心の問題が榎本であるといふことだ︒今之

教である︒これは両者共知的把握でなく情的の把握である︒即ち知

から︑今後時局の誰展と共に︑統制は一府渥化されやう︒併しこの

叉科畢的把握が必ずしも絶封的虞理の全部ではない︒要するにそれ

るとか考へるとかは︑濁象を限定することになるが︑感じると言ふ

い︒やり方によっては︑法網を細くすればする程︑抜け路が生じ︑

統制も唯単に剛家に権力があるだけでは決して巧く行くものではな

は一つの立場に過ぎない︒此の外の立場としてあるのが塞術及び宗

方法で︑封象其のものに合致し融合するものだ︒而してこの塞術と

は牧め難いであらう︒然らばどうしたら統制が同滑に通行し︑所期

罰則を巌重にすればする程︑罪人を生むに止り︑有効なゐ効果質績

宗教とでは︑前者が客湖的であるに封して後者は主卿的である︒謹
うちに︑耐なる我を感じやうとするものであるが︑宗教の方では︑

と政策の理解とを徹底させるに如くはない︒即ち闘民の一人々々の

の目的を達成し得るかと言へぱ︑閥民の締榊を指導し︑時局の認識

術では封象絵でのものＬ中に︑絹封的偉理を盛り込み︑客観的封象の

我々の意欲を働かせ︑小なる我を否定して大なる我を肯定せんとす

故に人絡完成を以て修養の川標とするならば︑須らく絶封的直理を

部分を岡浦に護達せしむる事によって︑人格が完成するのである︒

滅せしむる状態である︒即ち物が少くなる一方︑金は擢富にあると

資に比較して通貨が過多に蛎謹され︑物償が奔騰して無済闘係を破

かと言ふ事である︒その悪性インフレとは何であるかと言へぱ︑物

叉今日縛湾上の大問題は︑恐るぺき悪性インフレが来るか来ない

心が大切だと言ふ事に蹄する︒

探求すると共に︑高潔なろ楕操の酒養亜盛なる意志の鍛錬に努むく

心理畢上人間の心を分析すると知・傭・意となるが︑我餐はこの各

るものである︒

きだ︒此の見地から言っても︑科畢︑蕊術︑宗教は共に之を鐘重し

老へるから︑今の内に買溜めして置かう︑叉賓手は壷惜しんで隠賊

する︒それでは今に物が買へなくならう︑又は物僧が騰貴しやうと

兎に角心の修練と言ふ事については︑どうして凶宗教と言ふもの

なければならないのである︒．

て姿奔消し︑物債は奔騰するのみであらう︒之が螺性インフレであ

して置かうとなる︒これでは唯さへ少い物資が一屑引張合ひとなっ

る︒然るに此の場合剛民が冷静であり︑悶民締祁がしっかりして居

が必要である︒而して宗教の生命は信仰である︒信仰とは封象に封

たとすれば︑少し位物が少くなったとて︑お互が消養節約を心掛け

して自己を没入する熱情︑叉け絶封者に封する純なろ蹄依の情とい
ふ事が出来やう︒かう言ふ信仰が如何なる心理的作用を及ぼすかと

︲

言ふ謀は︑信仰者となって自ら知る以外説明することはむづかし
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鱒
言
三

題

増加した所得は之を貯蓄に振向けるといふことに努める︒さうすれ
ば物偵騰識︑も起らず︑各人の生活も殆んど支障なく管むことが出来

やう︒故に悪性インフレが来るか来ないかは︑園民の心掛け一つで
決定されるとも言へるのである︒

力溜を入れる方針である︒固民の心の問題が

今次議曾では宗激幽隙法が成立した︒叉政府は閲民精榊総動員運
動を新らしい組織で

漸く取上げられて来た事は喜ばしい︒此の上は民間の宗教家が大い
に賓際的活動に骨を折２Ｌ賀ひたいものである︒宗教的開心を鼓吹
することは︑剛民の個人々々にとって稗益する虚が少くない許りで

か︒斯ういふ鮎から考へて盛信仰生活の大切なる事は了解せられる

今や剛家は未曾有の難局に際曾し︑剛民は網親和網努力を要望せ

のである︒

られて居る︒此の際唯知るのみでは何等の償値もない︒宜しく之を

賓行に移し︑以て聖戦の大目的を達成すべきだ︒一般剛民か自戒目

俊すべきは固より︑篤政者も政論家３教育者も︑殊に宗教家は其の

任務を有効に果されんことを切望に堪へないのである︒︵完︶

職責の立場より︑上述の人心の傾向人間の峡黙に鑑み︑指導披誘の

︵昭和一四・四・五稿︶

寓言三題

懐川家康の旗本に矢田作十郎と云ふ豪の者があった︒彼は数度の

若林貞

戦に天晴功名考揚げたか︑同じ旗本に阿部四郎五郎と呼ぶ武士があ

︵ご真刺

間一面に知之を認め怖之を愛し意之を賛しながら︑資行に疎きが
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なく︑この際剛家的に見ても︑城めて必要な事と考へるものであ
之を要するに︑人は霞肉の合艦であり露主肉従の闘係であれば︑

る︒

心主物従の生活は必然的である︒然るに多くは肉と物との欲求に没
る人間の地位を潰すものであり厚むるものである︒須らく人生の本

頭して︑霊と心との生活を閑却するの傾向がある︒是蕊物の霊長た
義要諦を自彊し︑信仰生活に悟入して︑自己の完成と喪心とを得る

人間の慨馳走ある︒殊に知識の進みたる者軽︑賀践に疎一さ傾きのあ

が．一つ拙者に貸して下さるまいか︑拙者はそれを藩て一例きして

り︑或日矢出に向って︑﹃貴公の鯉の胃の立物は質に命派ぱ焔のだ

と共に︑岡家就曾の安寧と幅祉とを進むべきである︒

るは如何なるものか︒余をして忌輝なく言はしむれば︑知行の一致

やる︑貴公は存外の腰抜け武士だな︑左様な臆捕武士には︑此の光

手柄を立て火見たいのだ﹄と申込んだ︒すると矢田は﹃何と仰つし

ＩＩｌｌＩＩ：

楽ある歴史附の符などは貸せることは絶封に細成らぬ一と︑きつば

在すると思ふ︒夫は何かと言へぱ信である︒信仰の薄弱なる意志に
旧来ぬものも︑一たび刺仰に禁酒を誓へぱよく蛮行し得るではない

蜜行を促す所の鞭である︒彼の酒の害を知って杯を遠ざくることの

するは︑心理畢者の所謂知精意の三階段の外に両必要なろ要素が存

雄

１３

５罰４ｌｏＩｊ

︲︲︲・Ｉ●１︲︲一︲一．１−︲●︲︲●●．

６種絶して仕舞った︒すると阿部は烈火の如く怒り︑何と謂やるぞが取りも直さず泥頃流行の綿親和縄努力と申す精神に合致する課だ
胃が貸されぬとあれば敢へて所望ば致さぬ︑拙考を腰抜土抵失敬千と信じます︒

確哩慎蔀率和嘩雲恥鯛誇嬬隷韮維韮函雫︒﹃雛擁や降詞韮蓉奄銅柿一毒︵二︶個性

せるとは何事だ︑貸せと云ふからには貴様ぱ返す気であらう︑返す積顔容は何と無く愛嬬餌に見え︑土地でも相常の美人として聞えて居

を聞け︑彼の胃を呉れよと云ふならば︑喜んで識らう︒然るに︒貸昔支那に風誕〃の男があったｕ其の妻君は色も白く︑雨々したる

りならば貴様は出征しても再び生きて還る量見であらう︒拙者は今たが︑唯お気の毒に鼻が少々低く︑何時ぞや︑井戸端で蹴倒した時

日迄此の胃を着て戦場に出た事は数回に及んで居るが其の都度決死も額と頬とには︑したたか疲を負ったが︑鼻だけは不思議に無難息

の擬悟で︑曾て生還を期した事が無い︒賢公は生還を期して戦場へ災であった程それ程低い鼻の持主で琴馨た︒其所で妻君忠ひのご亭

出ろ畳悟であらう︒これ腰抜に非ずして何そや儒一と喝破した︒流石主は︑我輩の女房は相常の標微で申分は無いか︑唯鼻の低いのが所

田や板倉の溌な心構へで各自の職分を死守したならば︑如何なる函らない︒亭主は初めて目が畳めて﹃これは死鼻だから役に立たぬ﹄

○ＣＣ●︒︒且︑⑤︒︒◎００

職場と年齢と男女との別無く︑篭同胞か︑一人の除外例も無ぐ︑矢たが︑砿がれぱこそ︑虞紅の血潮は奔赦無く吹一︶ご出して︑仲々つが

ると恩ひます︒長期建設下の即今に於て︑銃前と銃後とを問はず︑例の死美人の隆鼻を取り出して︑妻君の鼻の切り跡へ押し常てＬ見

とを耳にしたことがありません︒矢田と板倉は好一封の賃剥人であけてやり度い許りに︑これ此の通り苦勢をずるのじやと云ひ乍ら︑

る︑板倉の様に︑命懸けの祇順まで篭めて裁判なさる判官のあるこって大立腹︒亭主は︑いやいや気は遠は無いぞ．お前に陸い鼻を付．

葬一篭められたさうであります︒何と云ふ虞創さでせう︒余り謀聞なんは気でも狂ったのか︑私の鼻を切るとは正気の沙汰では無いと云

決断所へ冊勤する前に︑毎朝身を津め︑遥かに愛宕 脚浄拝してべ︑お前に灯い土産を遣るぞと︑失庭に川理庖丁を揮２Ｌ謹止と妻
◎動０︒︒︒︒．００つ００００Ｏ○○○００○○
﹃軍宗若し不営の判決を下さば︑即座に一命を召され候こと祇願の鼻を切断して仕舞った︒驚いたのは妻君である︒これこれ亦前さ

ます︒板倉軍宗は京都の決断所に勤務して居た役人であるか︑彼はせ付け︑彼女の白い隆鼻を手早く切・り坂ごＬ家へ持ち蹴り︑女房署

も︑胸のすく感かある︒矢田の様な決死的礎悟で何事︐もやれば︑念人があったが︑其の死刑美人は色哨白く鼻澗隆く︑其の屍は刑場に
願は成就すると思ひます︒矢田に似た男に板倉軍宗と云ふのがあり捨てられであると聞くや︑彼は大喜びに雀躍し︑大急ぎで刑場に馳

の阿部も矢田の此の賦刺なる態亜にすっかり感服して仕舞ひ︑其の謂珠に慨である︒何とかして︑彼女の鼻冷陸くして遺り度いものだ

失言を陳謝したと云ふ話である︒賞に矢田作十郎の話は何時聞いてと︑一日彼は鼻の買物に州掛けた︒丁度其の頃死刑に虚せられた美

一一一

寓

難も打開して︑蛇皮立派な新秩序の建設も出来ると恩ひます︒それと言って嘆息したとのことである︒
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こ』

間

三Ｆ

二△・画

'雨

題

兎哨すれ催隣家の雑炊を羨しく恩ふのが人間の弱黙であります︒

農家が商家を羨しく忠ったり︑商家が官吏孝義しく思ったりする癖
︾＃

があるものです︒最近教育界などの人達が︑比較的牧入の多い工業
界などへ卿出したがる傾向のあるのは賞に慨嘆に堪へません︒兎角
味も鍵りは無いものです︒否自家の雑炊の味の方がうまくて気喪さ

人様の職業は良く見えるものです︒隣りの雑炊の味哨自家の雑炊の
があり寮す︒徒らに他ばかり羨望して居っては︑落ち着いて仰分の
の個性と環境を生かして︑獅日の特性なり特長なりを溌揮して行く

仕事に糟根を打ち込む暇が無くなります︒柳は級に花は紅に︑夫々
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所に生き甲斐がああ課です︒各人各個の長所・ぞ伸ばし︑其の長所美

あり︑岡家網動員であります︒剛家の細力斑畢げてと云ふ意味は此

○︒︒００００００

靴を通じて御鯛に御奉公申しあげることが︑即ち闘民精紳綿動員で

虎だと忠ひ霞す︒．

︵三︶︲天命
一早沌飯奔炊くので︑潔癖家は然らば一

或る潔燕家が其老婆の家を訪問した所︑老婆は久し振りのお趣だ
から御飯で岨差し上げようし

つ御馳走に成りませうと云って︑待って居たが︑老婆は飯彩炊き︑乍

吟釜の蓋弗取って︑飯の蒸し加減を旗ろ途端に︑長い永渡をだらだ
ら卜釜の中へ垂らし込んだ︒聴いたのぼ潔癖家である︒これは堪ら
つた︒虚が其の翌Ｈ其の潔癖家は止むを得ざる急用があって其の老

ぬと︑急に腹痛がするからと暇病を使ひ︑這々の態で自宅へ逃げ蹄
襲山家へ行った︒すると老獲は半速誌の上に肘丹餅を山ほど載せて
御馳走した︒潔癖家は元来恥丹餅は三度の御飯よりも大好物で・為つ

●

机
の

塵

×

西欧スペイン四面嵐心外に悠々とフラン︒政権の下に落清く！
ぺ卦︾所に落荒くのが天の理災！

我等支那事鍵も遠からず斯様に叉然らむＩ結局の所正しく落荒く
×

調．伊の嵐はこれ蕊仙の勝手是正山風Ｉ力によって人起苦しめ
ると︑何時かは我身に及ぶ！価は無常にして柳の下に泥鯖は居江
いと知れ！
×

議含が済んでこそ政府の責任愈々重大！剛民の建と協力を如何
疋走追挑つ衣心算で居てばなるまいて！

に妻用し得るかが政溶家の使命なればなり！ヤレ一服などと鬼千
Ｘ

決裂々々となったロソ漁業問題やつと暫定協定なる１タｆシ兄
←結局誠意の前には兜をぬぐと云ふもの１
過去何仙紀かに亙って他蝋走使略し雑しれ誰が︑今剛は遺徳家弧
︾ｌ

かして他鯛を侵略すぺからずし︾御誰教城川となる！泥坊より泥坊
すぺからすと言ばれてもお鍔が茶を油かすのは柵りこ総統ばかりで
ばあるまい！
×

錠制しても物価はヂリ高一方︑百偲貯蓄．閏偵消化︑凹荊︑最高
傾絡制定等々の手でも防ぎ今れぬ？．耶沼内閣の試練は内閣補強な

Ｘ

Ｏ

どよりこれが大きな川題と知れＩ

我が荒譜隊昆明を峡翠して四十齢機を壌滅！彼非を畳らざる眠

×

り︑安全地帯四百像洲になし！正義の光は何庭迄も郷かざる江け
ればなり実

世界動剛はバルカン牛腸からと云ふ！其所のアルバニアは伊太
Ｘ

利により平稔に地間塗り巷へ！さて其の次はどうなる！

新郷支那の市長さん方御招待されれのばよいが︑連日洋食責めに

閑側して蹄ろ！ｎ本帝岡に日本食︑そして支那食の馳走が出来ぬ
Ｘ

とあっては恥！群をして群の瀧足が得られぬとはこれ一考あれ！

＄︑︑︑︑

更生剛民縮刷細伽興中央聯盟は︑館一蕊を日比谷公愈堂に躯ぐ１

言ひ古ろされた丈切型以外は︑チョンぽり一言︑日く﹁勝ち綴けて
×

慢心するな﹂！と︒
︑︑︑︑

メチヤにヤッッヶられ讃けの図府飛行機が︑ヒヨロノ︑ＩとＨ本海
×

を液リかけたとか！意地は張り衣し生命は惜しい！

花も散りしく四月の下旬！靖叫の宮に祭利一蔑除柱走迎へて祷

りまつる！諸紳永久の剛の鎮め！皇山彫誰りまぜ！叫民永久

×

に玄士浦安の閏に生れて祷叶続けて行くのか！

イラン関へ未税の筋の我が親諜使節﹁そょかぜ雛﹂無事安荒ｌ

ｘ

大亜細亜の盟羊振距溌揮しての堂々さょ！

故噺藤前駐米大使死しても外交官の役を果して蹄叫！厚く露怨
×

弔はざる︒へからず！

時ほお花見︑非職時の白粛出来決りや否や！

−−30
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ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１や

椎修挙憂少﹂馳漣砕弥

佳話・鍵話
︑℃︑

○日本の天下は雨が漏る
東覗縄締の大先鶴︑端尾精が明治初年︑まだ少年の頭︑
︑︑︑

青山残夢

︑︑

﹁先生︑咋夜は︑済まないことでありますが︑誠に善い

︑ｂ︑

お話を承はりました﹂

と言ふと︑大西郷は織って︑諦尾の顔を見つめてゐたが︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
やがて硯箱を引寄せて︑有名な一貫唯々諾．従来織石肝の

︑も︑︑

西郷南洲の家に書生をしてゐたことがあった︑時に大西郷

長詩を認めて呉れた︒

︑︑︑や︑︑

毛︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑

である︒

︑︑

︑︑︑・

俳 人 戯 哉 か 轄 鰐 の 戒 と し て ︑ 子釧子から︐女の面とヒヨ

︑︑

○結婚祇の二園

て︑従って米の飯喰はい西洋人などには分らぬといふこと

といふ奇句がある︑その意味は︑風雅は東洋固有のものに

﹁風雅は植物性にして︑米の中の一元素なり﹂

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑

明治俳壇の元老・内藤鳴零翁の説に︑

︑︑︑︑︑

○米の中の一元素

は陸軍大粁︑参議︑一代の大立審である︑或夜︑襖越しに
大先生夫婦の丙話を︑聞くともなしに溺れ聞いた︑夫人い
凸捗ｏ

﹁今︑此家は雨漏りがします︑此産︑沸叩から頂戴物も

︑︑︑︑︑︑︑も︑︑︑℃︑℃︑

ありましたから︑あれで家の修繕をしては如何でぜう﹂
︑︑︑

大西郷の答に︑

﹁お前は何を言ふ︑今︑田本の天下は雨漏りがしてゐる
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
それどころではないではないか﹂
奥さん邦恐れ入って︑お詑を言ってゐろのが剛へた︒
︑ｎ

荒尾は少年ながら︑篠激措く龍はず︑翌朝︑早く︑大西
郷に訓して︑
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ツトコの面との二つを贈った︒

︑︑や︑

Ｏ新年の詩はむつかし

︑︑︑︑︑︑

山陽詩抄に︑元日の詩︑三十三歳と︑三十四歳と︑四十
︑︑

五歳との三ヶ所がある︑いづれも同じ趣向で︑殊に平凡な

○食物日記

るものばかりで︑如何に山陽か才干でも︑新年の詩のおも

前の年︑十二月廿七日︑楠正行一族︑吉野の皇賎に参上

月五日︑四係畷の戦である︒

新年の戦にて︑古来︑尤も側受ましきば︑正平四年︑正

○正月五日︑四候畷の識

しろいのは︑一つも出来なかった︒

﹁上︑中︑下酔ひ過ぎて﹂﹁童まで辞ひしれて﹂﹁辞ごとに

﹁行くｊ︑飲みくふ﹂﹁屠蘇白散︑酒加へて﹂﹁白散を．⁝：

心よげなろ事して畠酒をくらひ﹂﹁酒よき物ども持て来て﹂
舟やかにはさあり﹂﹁鮒よりはじめて川の唱海のも﹂﹁若菜
篭に入れ﹂﹁芋もあらめも歯固めも﹂﹁押鮎の口をのみぞ吸
ふ﹂﹁もの酒など﹂﹁酒︑善きもの奉れり﹂﹁舟子どもば腹鼓
スシスシアハピ

を打ちて﹂﹁わり篭もたせ﹂﹁物を飲み食ひて﹂﹁ほやのつ

して︑川陣の御暇申上ぐ︑主上︑乃ち御簾をあげさせて︑

まの飯熊︑能飽﹂﹁精進物なければ﹂﹁また鯛もて来たり
・イヒポ

米︑酒︑砥来る﹂﹁小豆粥煮ず﹂﹁昨日釣りたりし鯛に賎な
︑︑︑︑

筆は︑その平生に似合はい平凡なものであるが︑あれほど

半といふ宣告を受けてから︑書いた．年有半﹂といふ喧

奇行を以て鳴った中江兆民騎士が︑慰者から齢命一年刊

︑︑︑︑

○一年有半

と言上して︑職に赴いた︒

首を六僻河陳に暖されぬと恩召し候へ﹂

﹁今度の戦︑師直が首を取りて返り参らせずぱ︑正行が

優渥なる勅語を下し賜ふ叱此時．正行年廿一︑顕激して︑

マカリモチ

ければ︑米をとりかけ﹂﹁飯粒して﹂﹁魚︑用ひず﹂﹁米︑魚

など﹂﹁勾餅﹂などと︑土佐日記ほど︑酒食の記事多き
歌人組貰之は︑食道梁であったかと思はれる︒

︑︑︑

名文の日記は．古今未曾有であろう︒

○陣中の年始状
︑や︑︑︑

島原戦争に於ける大将板倉内膳正の戦死畳悟の新年状こ
そ︑Ｈ本武士の花といふべき︑見事なものである︒

の名士か︑瀕死の著述といふことか浦天下妙人気を呼んで

﹁去年之元日者︑於二江城一縮二烏帽子之緒↓今年今日者
︑︑ア叩︐ケ︑︑︑︑︑

も︑︑モリケーノ上

於二島原之城︽縮二甲之緒一候︑一首有気候得共︑念二戦

忽ち六七臨帥を愛壷した︒
正月朔日

子規の評かおもしろい︑いはく﹁賞行的の人か平凡な議

︑︑

死一申候︑何戦替行枇習今更仮︑可祇

−

−−32
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逸・話
話

平凡な議論をするのは︑砿つきが偶虞而目た話をしたよう

論弗一するのは︑誠に頼もしく恩はれるが︑奇行的の人が︑

ぬけれども︑人四を以て天六に副ふように努力すべきは︑

の信念である︑人間の事は︑すぺて天運に任かせねばなら

後進券導いた︒

人間の本分であるといふ説である︑彼は︑此の信念を以て

Ｌ﹂︒

○戴冠演説

侯は︑壇上に立ち︑女明が進むほど︑頭が禿げる︑頭は

一人である︒

吾邦の名士で︑帽子を戴墜Ｌ演説したのは︑大隈重信侯

も︑︑︑

で︑伽だか︑人をして半信半疑ならしめるところがある﹄

Ｏ源平の一杯水
︑︑︑

下開市の壇ノ浦に︑平家の遺蹟と解する有名な．杯水﹂

大切にしなければならぬ︑諸君︑帽子をかぶり玉へ︑吾輩

といふのがある︒

ところが伊豆の海岸︑網代峠の頂上に︑同じくコ杯水﹂

℃︑︑

といふのがある︑頓棚︑畢兵に敗れて︑敵に追はれ︑水を

つた︒

も御免を蒙ると︑前慨して︑帽子を譜けて︑例の雄癖を揮

上野に於て四五年間恥継綾した︒

欝憤を護散するの曾合で︑名づけて月笑禽といひ︑伊賀︑

肴を携へ︑主は酒を供し︑相集ま２Ｌ︑大笑以て一ヶ月の

毎月一回︑同志相約し︑抽闇を以て主人役を定め︑客は

ヂケセン

飲哨うとして水無く︑薙刀で地を突刺したら水が川た︑そ
一つは平氏滅亡妙際︑一つは源氏興隆の際︑東西︑同じ

︑︑︑︑

○月笑曾

れを飲んで潟を鍔したといふのである︒
一杯水に源平の席衰が現はれてゐる︒

︑︑︑

○二つの田子浦
●

伊豆の西海岸に︑佃子村があり︑その海岸を田子ノ浦と
いふ︑駿河の田子ノ浦と相封してゐるが︑富士山を望むには
︑︑︑︑

その間に海を隔てて︑眺望は伊豆の方が優さってゐるとい

ゐる︒

︑︑︑

ひ︑名儒安積艮賢は︑伊豆の方が田子浦の本家だと言って︲

○天六︑人四
支那近代︑第一の大人物といはれる曾餌藩は︑天六人四
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集談美愛事那支

Ｏ軍神西住大尉の霧

てたのであった︒亥で南京城攻略戦にも参

五月十七日南平蛎西北方︑静集付近に於て

加し︑更に徐州に向ひ推撃中︑昭和十三年

敵を認むろや︑猛射を浴びせて大打撃を興一

④︑へ之ぞ北方に四散潰走せしめ︑術も敵を迫一一

︵曾員欄︵

○農業銃後の守

祁奈川蝶倉員二宮住十郎

召集待つ間恥油断なく不折不総の意気韮錬り

農事改良の先鋒車銃後の守の決死隊
報徳銃か肩にして一億義勇の兵隊は

今回支那事鍵の第八回の論功行賞が行は撃し︑黄大庄東南方付近に於三クリーク﹂｜
れた中に︑時勤甲として軍制西住大尉の功の鰯︑前進剛難となるや︑敵前にあって戦

を質せられて居る︑今其の概要寺記すに︑車より躍り出で︑通過黙を偵察して黄大庄

奈身殿へる蛾カプト老若男女も敏速に
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同大尉の所闘中隊はザ九月上旬︑呉溌に上攻撃中の中隊長に意見具申の篇戦車に乗る

礎すみや︑念遼天谷支隊に配闘せられ︑寅ことなしに追及中︑右大腿部に重傷を負ひ

軍隊端導の防誰剛堅固に空の鐘雄を

召集令を受け取れば報剛献身此の時と

敵のスパイをあばきっＬ空襲特報の鳴らぬ内

山城月浦頗及羅店鎮付近の戦闘に夢丸し︑しも︑筒哨屈せず︑中隊長に﹁中隊は左ょ
歩兵と密に協力し︑勇戦奮闘以て堅陣突破ｂ敵を攻撃すろを可とす﹂との最後の意見

造るに激しき訓練を決死の昼悟で川意蒼

鋼守の祁に参拝し武浬長久繭願して
愛剛元気で入降す忠孝賢行の義なれば

夫馬塘﹁クリーク﹂のに於て﹁天皇陛下麓歳﹂を三唱し︑謹剛の

の功蒋奏し︑次で大場頒付近の戦闘に参加具申をなし︑後頭傷の馬後溌途中︑識車内

緒を醸成し︑次で張下宅の敵陣を屠つ−１蘇め一←厚く︑支那の善良なる民の愛撫等にも

脚の悪に漏れざらん輝く武勤を双洞に

するや︑張下襖下宅

州河に先頭を以て進出した︑爾後反鱒して戯々の萎談を残して居るし︑昭和の軍紳と

同胞ある延忘るなょ義勇奉公の魁に

幸ある凱旋早かれと銃後に斬る幾蔑の

職闘に力戦奮闘克く大場鎮本陣地瓦解の端︐脚となったのである︒其の問部下を恩ふ極

付近の堅陣を攻撃して︑該陣地崩壊の根基るなど︑其の武人の懇鑑たる事は齢りにも

散らば論共川撰恩へぼ同胞益荒雄は
東洋改篭の生柱懐慨悲慌の血伐蹄リ
雛絶凄烈鬼神泣く索忠報閏此咋と

南翻攻撃に常るや︑その左翼の掴軸江橋顎して不朽の響才輝かし︑軒書或は劇化され

を拓き︑偉功を奏して礁状を授輿されてゐ有名である︒晴！軍紳西住大尉！唯崇

○荒鷲の罷鑑西尾機

電光石火祁速に謹職那勝の大和魂
陸海空軍一丸の偉勲燦士ろ快報の

L

参加し︑或は小隊長として︑或は中隊長代

I

ｰ

I

１１１

l
'

理として︑常に率先陣頭に立って勇敢無挫

I

積樋的に任務を遂行し古今無比の偉勲を立二月十二日初の臨州郷一撃の時だ︑西尾常

I

ろ程であるが︑西住大尉は此等戦闘に悉く敬の念彩捧ぐろあるのみである︒

？

集談美鍵半那支

に過ぎず︑松永曹長は直ちに銃を向け射準

東洋半和の逆賊の絶後に戦雲裟昔ぬ上ふ

策戦辛苦誰か知る尊い狩兵の御慨に
や孟と
天津諸祁が入祁し渡津洩き出す祁授魂
至誠祁迩の妙術よ舵兵青史説々族

て勇躍敵祁上空に達すると︑折悪しく左霊

射死界を利川し︑左端の一磯は方向舵の背

す︑敵機は驚いて右方向に離脱を企間した

剛際揚裡も忠烈に祁助の舌戦厳密に

後に食ひ下る︑距離僅かに四・五メートル

るに突然械首を下げて降下姿勢となり︑約

三郎中尉︵東京市漉谷厭長谷部町出身︶を

動機に故障を生じ︑プロ︒へラの廻鱒がぐん

二三十メートルに降下したと思はれるころ

三鯛防共の旗持ちて隅威を恢界に郷せ

奮励醜使する昨な悪宅自然の天候と打勝ちて

農事改良の先鋒恥銃後の守りも雌琳に
百練の錘手足にて千鱗珠玉の大和魂

製作寓作ならしめる汗の努力遊忘ろなょ

一

一

機長とする同機が︑大編隊の一翼に参加し

と落ちて了った︒やむなく編隊から離脱し

猛煙を吐き煙に包まれて醗落せり︑わが磯

たた

て︑逐次商度を下げながら︑編隊群の腹の

第一回側の攻撃にまんまと失敗し一稜を

いくご

下にもぐって進んだが︑如何せんスピード

ば次第に高度為減じつつあり

失った敵は︑執勘に鮒再び機首を立て施し

はぐ各

露静の兵士か思蜂り足な戴き蝿に出で上

豊作平和の逆賊の馬賊の雑草を征伐し

監椅管理に命がけ化嬢肥料も利くけれど

匪賊の害雌蕊誠し柿に畑草に柑橘に
こやしと
芯に野菜の栽峨に汚の肥料で米ル猛る

頭角殿へた．腕が利く金の生る木は腕に在る

−3恩一一

の低下は見るノ︑僚確との間隔を引離して
例ありとばかり︑忽ち西尾機の背後に群が

行く︑これを見た敵の戦闘機は小溌にも好

つ三一度Ⅲの攻勢に出て来た︑このころす

でに僚機の編隊は西尾機の眼界を去って姿

一残りの六機︵上方凹溌︑下方二機︶をも

編隊か西尾機をⅢかけて一斉に急降下の攻

が見えない︒・だ後上方の二機に濁しまづ掃

って来た︒上空から五綾︑下方から二機の

撃を開始したので︑後方の銃座にあって機

射す︑最初の射撃においてそのうち一機は

敵駿か︑接すると見る間に︑先づ上の五機

開銃にしがみついて居た松永利次曹長は︑

月の影蹄み蹄ろ間も鵬飛愛幽身に慨し

祁明祁先を敬祭し武迩握久耐りつ坐
互に剛か肋まされ銃後の守り妻や子は

直に離脱し︑機首彩突っ込象影を消す︑韓

桑くれ手入に油断江く手飼ひ豚飼ひ兎飼ひ

疲食忘れて識飼ひ是さ寒さな加減して

落か否か確認せず︑その時新に右後方の一

て射界の最大限をとり︑自機の胴魁を破狼

鳥飼ひ馬飼ふ楽しみは陸軍御川と帥みつＬ

た︒俄然︑食ふか食はれるかの凄絶な大空

するを顧みず頚射す︑敵磯はわが照準線に

馬の手入れも王の汀叫難凌ぐ汗なるぞ

直ちに敵綾に濁し敢然と曜射の火蓋を切っ

Ｉ爆箪の頂前︑攻撃姿勢にある敵五磯

出現したり︑直に速射を行ふ︑敵機左側上

汗の魂リ金の玉同郷互助に忠変に

を隠す︑脚機既に死を決したれば︑捨牙に

を型見したり︑距離一千メートル各機等間

方に飛び上ると見れば︑次の瞬間機首をが

識辿れる藷見る︑睡射すれば忽ち尾部に姿

隔をもって同時に我に向ひ攻撃ぞ開始せり

くりと下峠瞬落す︑命中の際敵機の操縦者

長への報告譜に常時をかく書いて居る︒

右端の敵機鎧も接近すると思考し︑右方よ

』

中戦か展開された︒漁の松永曹長は︑部隊

り獣射を反覆し︑之穿撃遜す︑その問敵は

「
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西尾機は息詰る死闘のうちに︑単機達に大

間を狙って見事に叩き落した︒かくて我が

遂に一磯か約百メートルに接近して来た瞬

だって遠稚きに攻撃を繰り返して来たが︑

た︑この敵はわが猛射を受けると直ぐ浮足

射手野村軍八軍曹が必死の確戦をつ蛙け

反復攻撃を行ってゐた敵二機に封しては︑

見る︑一方この間に西尾機の下方を狙って

いて黄河北岸に落つ︑悶州飛行場を眼下に

附近を見たる幽霊見せず︑敵機は黒煙を吹

様︑明瞭に見えたり︑落下傘降下と恩ひ︑

半身を乗り出し︑ぐっと後に反り返へれる

ない︑駄目ダッー︑第二の僑機である︑自

を脱したか︑しかし高度はもういくばくも

けて地上すれん︑に飛び込み辛うじ一Ｌ危機

急旋廻した同機は幸にすぐ右手の谷間月が

危機一髪︑身の毛のよだつ死の瞬間だった

を食って山の斜面が濠々と砂塵を捲いた︒

へ激流となって流れた︒プロペラのあふり

った︑操縦席の窓近く突冗たる山脈が後方

操縦士の小浦曹長は夢中で機首を右へひね

る死を待てり︑危い！と思はず崖を呑んだ

腹に衝突する所なり︑唯銃を握りしめて辿

粉砕す︑この時我が機も後数秒間にして山

下げて山の斜面に突つ込ふ︑土煙を上げて

近にて速射すれば︑敵機はその主上機首を

に食ひついて攻撃を始む︑約百メｉトル附

偉大の功紙を通し北が︑跡の始末は係て平

許多の飯要法案も決定し犬︑善かれ悪かれ

垂んとする所の大溌算も異議なく議決され

七十四戦時議禽も愈々雑了した︒百億に

報徳銃後の決死隊

東洋平和の礎に

飯饗が千億掛っても

全滅克服する迄は

報剛献身此の時ぞ

報偲分度の舵とりて

員先勝兵の遺家族に

心の錦韮却せ

隙なく守る火の始末

金の生ろ木を植付：

びくともしない大和魂

職媛が百年綾いても

東洋平和の逆賊を

恥幽一致に貯金する

協力後顧の憂を断ち

公私多忙の其の中に

砕身忠恕を溌揮して

衛生消防に注意して

１１

謄にも敵飛行上宝に突入し︑悠々爆撃任務

爆あるのみＩ間はず語らず︑機上の各勇士

！

を完了したのである︑併し任務はとげても

たちは既に自爆を決意した︑操縦梓を握る

沼内閣に在るのであって︑李沼内閣の虚致

十霊の敵弾に機燈は蜂の巣のやうになり．

峰が吃出してゐる︒然も敵機の攻撃は益々いた︑﹁もう仕方がない︑自爆しませう﹂と

○議倉終了後の威想

東京倉員坂本常次郎

の適否こそ剛民の休戚に関するのである︒

左側方の一磯は接近す︑膳射せるに五百米た︑瞬間機首が下を向いた︑機は物凄い勢

敵は後上方から三機編隊をもって接敵︑﹁ヨシ︑ヤレン！﹂西尾中尉の屑が僅に動い

近術公の如き才徳を以て能く維走全ふせず

者は︑才徳兼備の大人物士らｈぱならぬも

興亡の非常時に際し大臣宰相菰らんとする

平沼男老たりと錐も猫硬骨韮存す︑此倒家

附近に於て離脱す︑敵長機に銃を向けたるひで突っ込んでゆく︑アシＩその時だ！今

して︑中途に勉閣し士ろ程なれば︑是難局に

１１

誓って紳速通行する

高度栓ぐんＪＩ下２Ｌ行くばかりだ︑見

小浦曹長は︑無言のまま西尾中尉琴振内向

西尾機の危機はまだ去らず︑身に受けた数

ろ！わが機の前方に二千五百メートルの嘘

I

一

一

、一へ〜〜〜〜〜へ〜〜〜〜〜〜〜−−〜〜−−〜〜〜〜〜〜〜〜〜−−〜〜〜〜〜一ヘーーーヘ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ヘヘ〜〜〜〜〜〜

』

時︑更に志方の一機突進し来り︑我が尾部の今まで極度に廻韓数の少かつた左溌動機

I
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執勘だ︒血走った雨眼が最後山命令を待ってゐる︑
ー

集談美菱事那支

r』

トー︲

れてゐた︑機は猛烈な勢ひで上昇してゐる

かつて﹁私の名を隈さずに﹂と手紙にあっ

しい心を銃後の人々に仲へようと思ったが

水鳥中尉は何回となく︑この女性の美は

がある︒

小浦曹長か機首を突っ込みながら最後の試

た事を思ひ催しい心才鰯ける談を恐れて部

虞心を勇士達一同より噸謝されてゐる美談

象にと︑レバーをつめて見たのが奇蹟を生

下に蝋固く口止めしてゐたのだが︑戦友の

が慰然と陥りを上げた︑プロ・ヘーマが急速に

んだのであった︑しめたＩ勇士達の面に喜

黒川太郎中尉がこれを知って礎激し︑水島

廻韓し出した︑天佑だＩ機首は邸に持直さ

かの如く︑エンジンは頼母しい饗をあげ︑

中尉を説き一伏せ−１始めて裟表されたのであ

色が湧いた︑﹁生きた︑も弓大丈夫﹂と云ふ

愛機は高度とともに生鐙のスピードを増し

の主人大鳥代次郎氏の義妹・細川静枝さんで

此の女性は東京市日本橋賊室町の千疋崖

︾わ︒

葬一撃墜した我が西尾機は︑同機の消息を案

｜

左慰問の手紙を鐙り︑同時に東京新聞の郵

我大和魂の本源である︐皇迩は世界の和親︑
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てゐる︑かくて前例なき天佑によって救は

じつつ先に蹄還した僚椎の後を遡って無事

ピル内千疋屋の店に時々姿を見せた水島中

ある︒静枝さんは義兄から預ってゐる海上

れ︑しか蝋軍機をもって完全に四機の敵機

茶地に儲ることが出来たと云ふのである︑

始め全身に賞に五十二謹の敵弾をうけてゐ

逢を始めた︒常の水島中尉は殆んど言梁も

文化の原本なれば図比にして能く皇遁走悟

尉の出征を聞くと︑戦地の同中尉宛に鄭重

たと云ふ︑天に此の武勇の誠心が通じてこ

交した事のない静枝さんからの︑この慰問

､

､

蹄還後機催を調べて見ると︑燃料タンクを

そ天佑となったのであらう︑此の武鋤と天

枇界を光被せしむろに至るぺく︑愛に此の

了し︑一歩たりとも皇逆を路み瀧らざれぱ

ＦＤＲノ０

んからの唆しい慰問は正しく続けられ︑新

【逆・I？何か或迩に畳のらし不信も力
'
よ類人眼ばに利し戒ぬて浦戯推蛋〕
り芯も素性向らて敗、右かに．躯る
を感謝して瀧状を出したか︑其の後静枝さ

ヘヘヘーロ、ゴー押畦へ〜角もヘターハーヘ口笛へヘニーヘグ畠一ハ供へヘハ垣へJへ垣へヘーーハ造へジーーーーヘヘヘグーヘヘヘーーハマーーー

佑は後世不朽に語り継がるべきものであ

礎き澱と背ひず掛ば剛絡1災逃せ律
，興確言な支つしら元民のかるる人
：し乎すり那入て廻々と美すべ秘は
・ナこブミろ六のあ反ぱ剛内か、くの乏
，ろろ事剛春るてな民閣期卒、平し
調製ばと秋、大らにとす沼今沼か
．に泣なな職此動ぬ脚（虻ろ内日男ら
しあらる幽現乱。る一の｜淵のなん
てりいやと勢と祉者迦畳か場れか
で、なにな界との括是合ぱ、

I

へ 一 一 一 一 一 へ ハ ー ー ワ ー ー ー ー ン シ ー ー ワ ー ー ー ー

ー − ハ ー ー 一 一

ヅ ー ー ー ー ー ー − " 、 − − − − 〆 一

：此あ刺lらしらの考寿が非脚先蓄鹿
：の我らなんてん形へなたとI喝づれし
i皇日うら乎褒と勢剛れけ援（工人どて
1通本･ぬ、催す（工民ばれ謹少徳近悠
ばに身何せろ卒(工内ぱ雑し共術々
:!虻のれば機和白閤な持↓に公像

Ｉ︲

集談美鍵事那支

集談美髪事那支

いた静枝さんは︑直に水島中尉に香典を詮
り︑その死彩悲んで来た︑水島中尉は自分
の香料と一緒にして東慌君の遺族に逢った
のであった︒

私は部下の血を吸ふたクリークの土と小石
を探牧し︑今尚持って居ります︑黒川中尉
は非常に旗激して︑これこそ銃後に仲へな
ければならぬ女性だと力説して居る︑或は
この感謝の気持を現はしたいと考ごＬ居る

本人には然惑だらう︑併し今迄何とかして
と︑語ったと云ふの融尤である︒何とかし

それから水島中尉を喜ばせたのは一沓水で

たきこめたと聞く︑自分は↑﹂の香水一ャ牙に

を得ない︒

て兵除さんを慰めたいとの反心Ｉ康激なき

あった︒﹁昔の武士は出陣に際し兜に香を
注いで突撃をしよう﹂と書堕し中尉は瞭状

東京市品川臓大崎町一の酸素熔接器具製

Ｏ奇特なエ場主

を出した︒

﹁秋深き故幽の野遥の秋草よ︑

一方静枝さんからは

︑君が御魂に散りてゆかまし

境内に散った樫心花びらが押し花になって

との歌をしるした手紙には︑婚圃紳赴の

飼の篤御奮闘下さいますことを感謝いたし

月に町内から州征した勇士の留守宅に﹁皇

共に︑留守宅に心して︑一昨年と昨年の正

した勇士に濁し心から感謝し武運を斬ると

京今日をなした成功者だが︑町内から州征

造場主演井柴さんは︑十敷年前庚島から上

居た︑また或時は香り高い懐しい日本茶︑

めぐりあふ日は靖馴の宮

遥かにも瞳に描きしつはものに

﹁下駄が履きたい粥士﹂の話を新聞で謹ん

ます︑皆さん何卒お留守を大切になさって

問︑如何なる感謝の方法もありません︑唯

町内の人寺を庫激させて居ると︒陰徳美談

た︒最近になって善察馨の知る所となり︑

し餅︑白酒︑鰹節等どっさり匿名で贈ってゐ

下さい﹂との頁心こめた鄭重な手紙に︑の

で︑せめてこれでもと草履を︑そして一雨
同前到着した小包には︑大きな日章旗が入

一昨年二人の部下を失った菰藻漬クリーク

誠に心幽しい極みである︒

って居た︑間断なく透られて来る虞心の慰

の土を一握り欲しい言って采られたので︑

一

ぬ︒古来外来教畢に心酔して園畢を弛棄し︑

ぱ︑誠意正心と格物致知より初めれぱ芯ら

皇迩の何物なるやも知らざる躍徒多きむ以

て︑世界平和文化の本元たる我皇迩を疎略

ともならば︑需人は斯の皇遁走溌揚して世

にして居士のである︑枇界にして奔秋職叫

慨界菰凹には利職あって義唯なかりき︑

界の大敵に封抗せればならぬ︒

然るに我ｎ本には義戦あって利戦はない．

る︑利欲に韮ふて義理に畳られぱ︑結局滅

義は利を生ずるも利は義を減するのであ

閏に及ぱざるも︑諦祁上何れの邦幽か我に

亡である︒我側本は物質上に於ては枇界寓

匹敵する者あらん︑心理は物理の本なり︑

のであり︑心理の本元ば祁遁である︑祁遁

燕物は善心より成り︑善莱は蕃心より起る

を畳て蕃心辿り︑慨界の平安と文明は進捗

するのである︑心理を明かにせずして物理

人冊寓事教蝶伐根本である︑病一つ雅致と

に走ろば抑々畢胤の初めである︒

畢文とに依られば文化も平和も絶封匡得ら
れぬのである︑我紳逝ば宗致にして皇迩は
畢丈でありと︑天人一致︑教畢合一の完全道
であるからして斯迩を慨了するこそ現今脇
来とも尤も緊要なりと確信するのである︒

− 3 8 −

−

へ

日本弘道曾の功努者三
故人の片影を偲ぶ

︲１１繁田浦義君−１︵下︶

記者

右表彰炊中の善打の数堂一として不朽の輝きならぬものは
ない︒而して翁は子産孫麦悉く日本弘道曾に議すべき事を家

浄舘諏認鑑岬吻嘩群峰潅嘩蔀臥評鐸嘩岬鉦搾馴唾鑑潅錘圃嘩一

39−

憲に記し︑自ら道の賃践者たるばかりでなく︑之を一家一族の

代尭の憲法としたのである︒一方翁は又濁り郷黛の禽員描張
や誰油読物による教化ばかりでなく︑口本弘道仲館の建築︑

基金の造成等を本禽に働きかけた識力も決して鮮少なもので
翁は一方叉道徳と経済の一致を念とし︑﹁倉庫質ちて則ち

はなかった︒

禰節駐知り︑衣食足りて則ち柴辱を知る﹂なりとて︑自身先
じて深く決する所あり︑同二十一年貯蓄組合を創設して民衆

づ之が範を示すと共に︑明治十六年早くも二宮翁の教義に感
を指導せるも︑宿弊一掃は翁妙熱誠を以てしても容易に成ら
ず︑さすがの翁も一時匙を投げたるも︑西村先生より西洋諸
図の信用組合祁助法の委曲を聴くや︑翁は天来の禰音に接し
たｏ而して西村先生より示された原案に基き規約を制定した︒

１１１１Ｉｉ

たる恩ひして直に之が宵現を期すべく一勇躍着手したのであっ

１１︲

者勢功の曾遡弘本日

者鍔功の念道弘本日

１１
− = , ､ F 凸 ■ 一

−40‐‐

者勢功の含迩弘本日

○業務炉一対し一﹂は棚術進取○噸祥に封しては親切信義

○祇愈に封しては共利沖愛○函家に封しては忠殺愛図
である︑家憲は翁が明治三十五年より同四十五年にかけて光
成壮しめたものである腰先づ共の緒言に
﹁凡・そ家を滴むる要は道徳紀律の制裁に由る︒遡徳なけれ

ば家庭素飢し︑規律なければ一家破滅す︒此の二者は車の
慈愛親睦を斤として各自共分を識し︑仁義篤賞にし一﹄︑克く

雨輪の如く偏騒すべからざる群とす︒遁徳的制裁は一家の

︲ＪＪ１４−１１１Ｉ１１血；︲！

一︑慈善を胃とし陰徳を施す事︒
一︑子弟の徳育判育矛塀らざる事︒
︑一︑質素を守り貯蓄を主とする事︒
一︑誇修を戒め世の悪風に染まざる事︒
一︑信義を守り約束の畔Ⅷと擁へざる聯︒
一︑衛生に花意し昇綴の通勤矛一塀らざる事︒
する事︒

一︑同族和睦し荷も不善の行蛎ある時は放中にて之を匡正

一︑負債及び保誰は吋族協議の外篤さざる事︒
一︑冠婚喪祭は同族の協議を経て執行する事︒
一︑居住は川舎を以て可とする郭︒
一︑家原介庫等は火災保険に附する事︒

の修養訓であって︑犬は皇室剛家より小は一身一家に至る迄一

其の他家庭訓と云ひ︑家業川といひ︑家憲附録と云ひ共に三

の過を恕して己の私を計らず︑以て愉快なる家庭を作るも

朔に克く徐に︑困難矛忍び憂苦に一堪へ︑騰らず︑嫉まず人

のなり︒規律的制裁は家庭に厳格なる規定ありて︑一家四

︻弧１．．ＲＦ︑﹃Ⅱ叫川叫出■ｒＩ旧叫削Ｌ■〃南・︲︲ｂ︐凸卜同︒．１

氏▲仇ＱＯＤ︲︸

同．．Ｌ１．Ｈｌｑ７⁝ロ呂一１１．．Ⅱ︲．ｑ︲ｌｌｌｌｌｌｌ

の志牝総いで愈掩其の溌展を期し︑本含に封しても功好者と一

田武平氏︑何れも郷黛の産業に徳風に振興を一念とし︑先老一

長男礎智庄平氏︵故あって夫人の生家を伽ぐ︶現常主二塊繁

り︶何れも槙範的人物に仕上げたる狗に侭Ｌｆ一すべきである︒

ある︒而して八男二女の子禰者ながら︵内一男一女は天折せ︾

翁をして安んじて充分なる活動をなすことを得せしめたので一

き人格の影響は先づ其の夫人に及び︑内助の功は特筆すべく↓

最後に翁の家庭に就いて一言する要がある︒翁の叙上の如一

としない︒

過現未に亘って畢げ誰さ堂るはなく︑叉以て鯛民訓の趣なし

事主椛者にして命令し︑或は協議して之を行ひ︑飛戻する
蔵り︒とある︒

春あれば之を鑓責し或は懲戒し︑以て家庭を蕊頓するもの

ⅡＪ０Ｒ︒β訂ｈⅡ川卜冊ＩＩｒＰ川口Ｐ月用０．ＬＭＩ山ＲＩＩｒｌｉｌ・﹂面Ｈ１︒

一︑皇室を尊び川明を敬ふ事︒
一︑租先を崇敬し祭事を僻らざろ事︒
一︑岡憲に通ひ図法を守る事︒
一︑閥毎を刷り政黛に開係せざる事︒
一︑世界の形勢を察し閣家の僻来を慮る事︒
一︑家業に勤労し獅立自縛の心を夫はざる事︒
一︑奉公の義務を塀らず公共の事業を動むる事︒
一︑忠孝を軍んじ禰護を尚ぶ事︒
一︑仁愛と忍耐とを以て済家の本領とする事︒
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献遥としてな存在が北︿の間に現はれて愈交北︿の家憲を聞くし︑以て繁剛一

一して不朽の足跡を造せるは人の既に知る所︑三男席三郎氏亦代此の目的に向って二忌忠賛に賃行され︑然も翁の如き偉大一
一家兄の叶腕として敏腕を振ふと共に︑狭山製斐命

一名聾あり︑凹男哲側邸．氏は醸造部長︑五男俊一垂︑氏墜局山家を家の光を益為輝かす事となった識であらう︒尚本含との開係

一六氏は製茶部の︑主任として︑八男義八氏は慶雁出身にして銀︲繁田武平の一手に完全に糟承され︑翁の生命は二代三代へと一

一総ぎ︑埼玉織物同業組合張共の他幾多の要職にあり︑六男金に見ても︑翁の道徳の振興献禽腿化への努力は︑溌籾庄平︑恥

行界に活躍されしが英才を惜しまれて若くして逝く︒斯く数今も尚縫綾されつ上あると共に︑恐らくは蒋来無窮に持績さ

一へ上ぐれぱ俊才輩出であって︑翁の感化の大なるを恩ひ︑積る上であらう︒叉横の開係に於ては︑一門悉く現に本命星員一

韮いの家の除慶が現査の上に燦として輝くを見る︒であり︑家族一門より一町一郡一螺へと描大し︑更に現武平一

一の賀詞覗章は﹁具慶集﹂として細聴さる︒而して大正九年二達し︑其の及ぶ所責に大なるものがある︒今更ながら﹁人能↑
月一千九日七土ハ歳の天詳を毒フして遂に逝く︒郷蹴俄に徳く道を弘む﹂の至一両にして︑偉大な人の輝き韮︿の不朽の生命

一光消えて暗に入るの恩ひに泣き︑再ぴ慈容に接する能はざるを考へ歩には居られない心而して吾掩は先賢の斯の如き跡を
無粥に哀しみしもさもあるべきである︒沸諭に﹁徳光院弘道︒辿って見るにつけても︑吾糞後進のものは︑個人として如何

﹃満義居士﹂と日ふ︒翁を頚するに除す所なく︑永久に博ふくに世に虚すべきか︑そして一身を将一家を如伽にすれば永遠
に生かし得られるかを深く畢ばざるを得ない︒かく恩ふにつ一
きにふさはしい︒

一顧ふに繁田家黒狐に移ってより現武平氏に至る迄賞に十六けても︑翁の如き偉大な存在に心からなる崇敬の念を棒ぐる

↓代︒世の浮沈無常を除所にして︑柴えて止まぬと云ふ事は河ばかりである︒
に偉とすべきであって︑其所には他と異る何物か唾根本に存以上鈍筆を以てほんの翁一代の片鱗を窺ったに過ぎ底いが

一在するであらう事を考へずには︑此の繁柴の理由を解決し得とれを以て邦家斯道の篤諜されし翁の一生に濁し衷心報恩感
↑ないと恩ふ︒それは繁岡家の家憲が勤勉努力質素倹約一意産謝の微意を表すると共に︑後世への遥訓を尊び偲ぶのよすが

・業の振興にあると共に︑其の得たる結果は郷薫の篤耽含蝿家ともして之を雑ぶとと上しよう︒︵完︶

Ｉ

一の魚費するを以て目的とすると云ふとれであらうと恩ふ︒歴︵本猫は翁の惇記丈ろ舗漢迩謬による所鮮からす︑特に附記す︶
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一仁者は毒長しと云ふ︑明治四十四年翁は金婚の式を畢げ共氏の二男慶次氏が秋田支曾の中福たるを始必︑他府懸に迄も

者勢功の含泣弘本日

尚

集簡書'i'陣士荊凌峨

︒ｇ砥４■ｆＵ■Ｕｑ０■叩■■■◆ｄ■■■■■ｄ■■■■■︒■■■■日日ａｄＲｒｇ■ＯＧ●日日Ⅱ９．９８０■竃も

一：騨稗坤増澗喋抑一
北支派迩谷口部隊田中隊

陸車中尉乏祁次郎対︵二七︶
︵秋田蝶立横手商等女畢校教諭︒昭和十三

○妻へ

年七月一ｎ雌死︶

二人共健在かれ︒お蔭で無事波！安心
して呉れ︑弾丸の下はもう︑あきるほど浴
︒０．

美化鋲の戦闘だ︒

びたよ︒忘れようとしても忘れ僻ぬのは
敵は︑泊理砲及機開銃数門を右する約七
壁か麺らして︑堅間な陣地を椛築し︑雅烈

千の敵兵だ！寓里の長城と同じやうな城

又は前進︑文字通り弾丸雨霞と云ふ虚拒︒

江射撃をなす置中避棉畑の中に入って前進
手柵弾か浴びながら突華すれば︑瓢強加蟻
扉怨剛まぜる城門に突きあたり︑土鯉と梯
で掌ぢ登り︑拳銃距以て敵兵を射殺し︑逢

闘波︒これは鵬鹿に弧い敵兵だつれ︒美化

つ衣といひ僻よう︑雑に自双自愛を望む︒

最近︑新聞に依れば︑縦手町に於ても︑出

右難い極︽かといは弧ぱならぬＪ然しこれは

征家族慰問金募集等の記李・か見える︒誠に

鋲以上に敵弾が飛来し非︒激戦十時冊にし
やつれの江︑西常先生もこれに参加し︑二

本岱に貧肘なろ家族た救護せんが一蝿の雛い

てやっと撃退し士よ︒これは十月十九日に
人共戦闘雑へて手悲推り合ひ無罪を感謝し

行鰯であれば︑我

受ければならぬ熟の毒な貧困な家庭が他Ｆ

められても受取ってはならぬ︒軍事救謹を

の家庭では︑たとひ進

た︒美化鐘を合して職死二十一名︑負傷六
ぬものである︒これは皆郷士の特様の誠が

十敷塙であるが︑弾丸は不思議な程命中せ

深山あるの江︑其の人々の蝿是非廻して戴

なほ次のやう江半韮頭Ｐ入れて欲しい︑

くやう老へられれし︒

自分走御守りして呉れるものと固く信︶して

八間
冊世
世の
︑同
司怖
荷を
軽得
降る
る事
事必
必ず
ずし
しも
も悪
悪い
い事
事で
では
は
人

ゐる︒心配御無用龍︑成安における戦闘は
百五十人は戦死と見らろろ︑もう戦闘はこ

非常な損害であるが︑詳細不明である︒約

々の涙事を人の前にさらけ出す事があるの

ない︒然し︑この伺幡走敢て賀ばんが鯛︑色

だ︒そして自分で偽して行ける事を蚊て他

れで一段藩を途げ︑別方面に移測するかも
敵地へ深く入り込んで鵬ろので︑慰問袋︑

知れぬ︒では皆に宜敷く僻へて呉れ︒除り

人の同怖の中に生きて行かうとす万誠に弱
い卑肌芯考への人がない事もないと恩ふ︑

ケ月毎Ｈ粟とイモである︑それでも元菜旺

日山西雁て︶兄より︒

身の綾く限り職ひ抜くつもりである︑別に
心配するやうな事は決してない︑安心して
くれ︑左武郎︑志郎︑共に蒋岡の曲︑御前
からも激剛してやってくれ︑︵四月二十四

に謝する畳憎む一段と弧めぱなら曙この

維へて醒躍前ゞ匙する事とならう︑畏期作戦

愈々此庭︵蕊城︶二ヶ月に錬る討伐祷伽も

あっては芯らぬの龍︑心すべき事である︑

俺はこの様芯人海心から雌ふ．勿論さうで

手紙は勿論︑︑米を食べた事はない︒約一

盛なものである︑百税の敵伯和手雁して見
せる気概ありパ十月三十日肥郷陣中記︶次
郎より︒

留守中誠に良く立働き︑家事一切か岡滑

○妹へ

に裁いてゐる山︑非附に舵しく忠うてゐる︑

に美化城一番乗りを名のり︑高女寄蛎の幽
旗か城頭高く揚げ北のが十月十二Ⅱ午前八

り︑お前の虞の姿恥見出さ乎々好維でもあ

この事鍵は︑或意味に於てお前の試線であ

・時︑自分はこれで職死しても本望江と恩つ

第二回の職闘は肥郷における三里提の戦

むや︒

７
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八︑五倫︵そのこ
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●︐︲︲１．︲︲．

・傭︲蝿︲．！︲傷︲蝿：蝋︲︲：嶋僅

東洋道徳を線括した言葉としては︑古来五倫・五常を以て最も普通とする︒抑もこの五倫とは何糞を謂ひ︑叉何人が言
ひ始めたものであらう︒

つ
古く書維の舜典に﹁百姓一親まず︑五品遜ら余︒汝︑司徒となり︑敬みて五激を敷き︑寛にあれや﹂とあって︑契せと
いふ

こで後世之を解樺する論が色盈に分れて居る︒

人に文教の任を授けたことが見えて居る︒との五教に就いては︑書経の本文にはそれが何全であるかを示して居ない︒そ

孟子が之を受けて︑﹁聖人之を憂ふるあり︑契をして司徒たらしめ︑教ふるに人倫を以てす︒父子親あり︑君臣義あり

夫婦別あり︑長幼序あり︑朋友信あり﹂と解するのもその一である︒而して五倫の目は資に此に始去ったのである︒勿論

孟子以前中席の中には︑垂勺臣．父子鰯夫婦・昆弟︒朋友を畢げて︑之を五達道と稲して居る︒しかし中庸では︑雨半に是等の五

封の相開的倫類を提示したのみである︒孟子に至っては是等のそれｆ︑に就いて︑親︒義︒別︒序︒信の徳目を峯げて︑五封
の各盈に於ける道徳的規定を明かにして居るのである︒
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的に結び合ふといふのではない場合をいふものである︒これは確に禽獣に近い欣態で︑聖人の蔓へたのも此にあるのであ

る︒是に於て婚嫁の制度が生じ︑一夫一婦の規律が出来て︑家といふものＬ細識が成立ったのである︒男女無別が男女有

別とたり︑随て夫婦の別となって来たのである︒そこでこの家の成立した一初に於ては︑母子の開係はもとより緊糖なもの

があったのであるが︑父と子の間では︑或は母子の間の如くには行かなかったものであらう︒

これが﹁父子親あり﹂の規定とたったものと思ふ︒しかし既に一家の組織が成立し︑父は家握として家族を統率し︑母

は主婦として家事を捨営するやうになった上は︑この﹁夫婦別あり﹂は文子通り︑それ人︑の別を立て︑所謂﹁男は内を
言はず︑女は外を言はず﹂とあるやうな意味となった︒

一一後代の逝徳的規定としては︑文字通りに之を理倉するのが順雷である︒
一一

一この一家内の父子︒夫婦に次いで﹁長幼序あり﹂の一つがある︒これは兄と弟︑姉と妹何れにしても︑先生と後生との

一祁奉電褐壷べ謹準圭鐘認嘩蝕詫錐趣罷ご酬唖葬嘩騨灘岬評郵垂坤嘩鐸邦轍詮諏雫鐸畦紀州嘩鑑据嘩畦碓頗る重要なこと上

一たとへこの家督のことは問題でないとしても︑兄なり姉なりは︑先に生れて経駿に富んで居り︑弟なり妹なりは後れて

１４

聖生れたのであるから︑自然物事の理曾が足りない︒それで兄姉は弟妹をいたはり︑弟妹は兄姉を敬って瓦に友愛を議すの
一一が兄弟の道であって︑これがこの﹁序あり﹂といふ所以である︒

Ｉ

I
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一之を要するにこの五倫の説き出された根本を考へて来ると︑人糞の原始時代の生活に遡って之を解読する必要があるが

︾叉父子と言へば親と子との意味に解して︑一般的な説明に従ってよいのである︒

教 儒
誰
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記の含習講術技オヂラ等高

高等ラヂオ技術講習曾の記
津二回修業式
術講習衡瀧二回修業式は︑三月一工︲七︑︵月︶午後七時より本稗献

本念祇倉教化畢院とラヂオ普及同志命共同主催なる︑ラヂオ商等

も︑本講習が日本に唯一にして然も斯の如き成綴には多大の開心を

持ち大に期待をかけてゐるこみは︑一而責任の重大韮加ふると共に

を多数送ることは慶賀に堪へない︒

叉蹄来姉遥必要とする技術界へ無踊報幽の意斌に燃ゆろ有力な人々

高竿ラヂオ技術講智含節三回開講式は︑四月五日午後六時半より

︲箪三風闘臓素Ｊ

許迩科︒高等科合計七十塩の卒柔生に封し修業認書を捜興する所あ

に封する使命より技術者の心椛に及び︑不断の努力塞弧調し︑日本弘

る勅語の奉誠あり︑次で陵江主事は缶鮮として︑ラヂオが文化生活

奉拝︑職段者及一線の狩士へ欺祷を捧げた後︑庇江主部の教育に肌す

開催︑刑の如く景山本愈々計宅任の司愈にて︑南城遥拝︑皇太抑宮

江主事より︑次で普及同志稗を代表して小笠原理事狸より︑叉大井教

として説かれ北︒次で大井教務主任よりは︑昨局下に於ける剛氏の

諏含の使命衣る人桁の養成と︑技術練磨の一致こそ本誹摺含の特色

責務分振の使命として技術報酬の熱帖走銀調Ｉ︶︑和共に肋まし維磨

務理事それぞれの立場より卒業生が碓愈の門出に封し︑透別の賎と

挨拶さるろ所あり︑それより修業生縄代として関田悠荊の馨酢あ

ぺし﹂の意蕪で︑人生のペストを誰さうと説かれ穴︒かくして式を

し合ひ︑至誠一貫此の三ケ月を﹁不可能とは我等の鮮誹より抹殺す

閉づ︒経て記念撮影をし汝︒

本講習哲の特色は︑厩に此の式に現はれ︑醗耐な式場の空鎮は︑

名人の心に混剥と至誠と︑努力とを芽生えしむるものがあり︑枇の

雲泥の蕊がある︒これ本命紺抑の現ばれと云ふ︒へく︑濁り締抑界の

識習愈の通り草に一片の講義を聴かせる︑蕊かうの開係の者とは

に期待して止まない︒︿囚︐八︶

脚に今凹も新入生は

っあり︑此の露三回も一回二回に傭して良好な成績走見むことを切

許油科商竿科延合せて百五十除塙に韮し︑一回毎に健愛性を加へつ

砿に又一の溢逢弘めろ所以でなければならぬ

みならず︑料理界に︲も斯く菰義を主と了︒右蛎な士悲送り郷る邪は

因に第二回の入単生は百除名に達したるも︑厳密なろ定期及卒業

人絡と技術の一致彫主眼とする本誌習含の精祁の現ばれとして他に

勉峰振りは︑一般の講智愈等に見る能はざる所であって︑さすがば

ど切れぬと云ふ好成紙を騒げ︑絡妨一貫規律正しく展刺に競っての

の技術考試験に唯じて約八割狼の含桁泰を出し︑就職の需用には唯

の試駿を細て側出庇修業生せるもののは七十猪︑此の側中央放迭局

後九昨和然誕々裡に散愈せり︒

感想を交換し︑特に成文堂新光祇提供のニュース映喬を鑑蛍し︑午

それより記念撮影をなし︑卒業生一同は次で茶話脅に入り︑各自

十分である︒

り︑かくして景山本命含計主任の司命の下に︑式を閉ぢ説此の間四

して人間としての通︑技術者としての滋等々ル説き．覗酢に兼胆て

り︑右認代として図田悠君之な受く︒引続いて本単院を代表して炭

て庇江主事の幽民精卿作梁︲｜鮒する詔書の未赦︑雑て隣江主事より

喪勝士．及武運畳久の酷熊を捧げ︑剛歌合唱︑後徳川倉長代理とし

命教化難院教室に於て州催︒例により汽城遥拝︑皇太祁宮奉拝︑職

"一F勾

範を示すものであり︑時雛火書すべき郡である︒中央放送肘に於て
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維新
逸話
一

ひと

切
：

承

へ

〜／

前

笑迂野史

節

がうたんふて君Ｂ６のみＬ鯨どろ

ろわたちましゆくＩ︐わへい江

ぴぜんはんへいそつ胴んぴざ疎がき

ふ途つ

みき

寄りいてたちＵＬ

そ

き

ただま

のこといぼこ

しんこうつた．§の

弓宮

いけがみぼん魁んじす﹄すＬだいそうとくぼんえい

れ︑平塚斗小ら川崎︑それから池上本門寺と︑進みに進む大総督の本管

からつかかば碁き

殺を︑しひとどまり︑いさぎよく縦に瀞き︑唾がて鵬封識の手に張鯉さ

さつ誌咽も

あって︑その夜右の曲者は︑小隊長淵部官十郎の理解を容れ︑翻然自

上み宮くせ§のぜうたいちゃうふちべくわんらうりかいい盛ん悪んじ

る肴もあった︒浮説とりふ︑の其のうちにも︑また虞和を仲へる者も

６の

何虚で聞いたか︑その折の扮装の東食しさ詮︑我が事のやうに言ひ誇

どこ宮

屍の山を築いた︒などＬ︑見て来たやうに吹き立てるものもあり︑

しかぱいやま岸づ

らがる備前藩の兵卒を三面六腎宛らに斬ってノ︑斬りまくり︑忽ち︑

ふた

可怖いもの見度く︑恐ろしいことは根ほり葉ほり聞きたがるのが浮
上くだに合あんまぐも
上にんじやう弓わ己先だごはな弓
世の人儲︑風説に枝が差し花が咲いて︑その夜件んの侭按摩が雲とむ

とわみた影そ

の豪謄不敵さに︑聞く者耳を驚かした︒

ぬ注琶

た︑偽盲目の按摩があったといふ噂さは︑忽ち宿燕の話柄と成り︑そ

に途めくらあんま

陣に疏身︑忍び入って︑懲戒厳しき官難の参謀西郷隆盛を刺さんとし

ぢんたぜひとりしのいげいかい念ぴくわんやんろふぽうさいがふたか６り己

すついたちけい派うい人加つ上
とうかいだうひらつかじゆくぼん
過ぐる朔︵慶膳四年四月︶の夜をとめて︑東海道は平塚畷の︑本

五
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両

︲やばりこのいけ沈みひぼん５んじ６んぜんわかまつや

やんむたたんたい詮どしら

︒︲わりあひ

と§もに︑矢張此池上へ曳かれ︑本門寺門前の若松屋といふ
ちやみぜ髄くげんぢうかん隊んゐ
じじつわか
茶店の奥に︑厳重に監禁されて居るといふ事賞も判った︒そ

江た卿坐がりめしつかあ加ろ

巴〆んどうけどういんばい

しこ﹄くぶんぷみちァ﹄Ｌろかたむゆ弓だ冠がたうせつわか

いふ旗元許召使ひに上って居たが︑その時分同家には同年輩

ぷしにげ

きはまぽめわが咽の

の子息があり︑文武の道に心を傾け︑遊惰に流れる常節の若

てん

い武士とは似莱もなく︑極めて置筆な若者で︑た堂ひとつの

たのひまごとくわんたけ６てあそ

廻んじゃうづ

桑しみは︑閑ある毎に一管の尺八を弄ぶばかり︒しかも天

あるとき顕うめ昂やま↑しゆじんひさうぱ嘩いけではとぱうく

黙の名手であった︒

あ

げ窓けんけいこかへむしそく

或時阿梅が過って︑主人秘撒の花瓶を砿して︑途方に募れ

み塚きいかのぢ上い︲郡ぐみづかぶぽ段へでし

て居るところを︑たま／〜繋剣の稽古から蹄邸って来た子息

が見て︑泣入る彼女を言ひ慰さめ︑自ら父母の前に川て︑竹

江ひふた監乃やまはないけこわわ沈みつみひ愛．うたう

がのぢょいけがみじつかやうしはなし・

刀を擁る時過って花瓶を破したと︑我身に罪を引受けて︑歯
ざ江も訂すぐ
おうめそのと宮うれありがたいのち
座の靴義を救ってやった︒阿梅は其時の嬉しさ有難さ︑命の
諏んけい．︲
新やかんけ含
わすえ
親のやう感激して︑その恩恵をいつまでも／︑忘れ得なかっ
とかぐ

た︒

やどさが酢こと

の揖町やう

兎角するうち︑彼女は池上の賃家で養子の縁談が麦とまり
わたなくげいとま

渡遡家から暇をもらひ︑桁に下って妬を取ったが︑その祷叩

しんあひつ上ａまたいく没どむこぴやうしと上

いん・繊つき．辛﹈りふし輩へだうＵ︐

親は和次いで世を去り︑又幾程も左く婿も病死を遂げ︑頼る

べなみな

らう願やうしあと恥うばふだう石すゐ

うばつ昂まとし

遥無き身に成ったので︑一念こＬに誰起して︑折節前の堂守

主つこうかみし・

しゆしやう丸こなすま

てるかみ︒ｂ

両

ていちやうあつかうみ柾ん§んじてこをとこ心くげ念だん

ひとしこＬろいた

た

の老病で死んた跡心︑妙法堂へ留守居がはりの有髪の尼︑年

乃

経つうちに抹香の秀も身に浸みわたり︑いつしか黒髪ごそと

そあぞくめうそのあぽいに上

くだいもぐ袋い

剃って︑在りし俗名を其ま上に阿梅尼と坪ばれつ上︑且けて

も暮れても題目三昧︑いとも舜勝に行ひ澄した︒
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して軍務多端の篇めか︑今だに一度の訓べもなく︑比較的に

わかむずめ

上

鄭重な扱ひを受けて居ると︑本門寺の寺男の目撃談さへひそ
みＬみし
かは
ぐち
ぜいあい
ノーと耳から耳へさ上やき交され︑また口をつぐんで姓名は
昂か
ととやくしや齢づ
けんみぷんぷし
叩さねど︑一見身分ある武士らしく︑殊には俳優にも珍らし
へうぽんたいたづおぬ
脆くザ一念しうれいぴなんし
いほどの諺内哲秀雌の美男子だといふ評判も立ち︑徒らに胸

こがえど

なかに§ぼん咽んじ庇ど

た焦す︑江戸ぴいきの競い女さへあった︒
琶佳んしあといびったた

みぎ談ろこひだｐかた

就中︑本門寺に稗ちかく︑右は丸子へ︑左の方は︑五百除
ねん号のむかしか江んちやうちうしんにつた上し

わたし奴的かれみ君毛くう段すてば

年の其昔︑彼の附朝の忠隠新田義興戦死の古跡と言惇へ︑建て
くぐ畠ともべゑぢ芦う弱んぐわ侭江しひとしやぐち
Ｌも／︑朽ち榔肌る噸兵術地賊の脚果話に︑人も知る矢口の
．腰んまつぼらかた錘とり

︑︑暇か

波場への岐路の︑俗に馬徐場といはれる千本松陳の片畔に︑

むすつゆくさい喰りともとのばらい

結べば露の草の庵︑解くれば醤の野原とも謂ふぺきゃかた許

わりぱ論り恥もど戸︐ろあ１証ましろ窪し

めぅはふだうだ５５りわかあ生弓わ碁Ｂぜきかくみめかたち

︐そのと殊琶ゐ

りの妙法堂の堂守の藩い尼は︑噸に聞く刺容の屑目容姿︑さ

したいが６んじとしわたなくげでろ§ん

ては糖畔被て居たといふ割羽織の紋朋︑漠葱に嵐向く三つ星

どき

の︑下は歪まぬ一文字︑問はすと知れし渡遥家の定紋︑それ
が何うも気にか比り︑人知れず心を傷めた︒
Ｅひ
郡ふく獲り５のｍたりあま江海

燕か？あらず︑これには一催の物語がある︑尼の名は阿
弓必よい鍔んす暇争うた瞳
い威せなの必うぽ
称と呼ばれ︑以前は素性も正しくて︑崇瀬と燕乗る苗字もあ

たなべ江にがし
り︑十六七の辱確縄作蕊彫燕ひの鐸めとあって︑渡わ迩
某ゞと

。

ー ］

肺
切

あった︒

だいぶせけんしづ江
大分仙側も静かに成った︒

れたつ

いぐてつ琴リハし︐くならだ謝隼一ぐかん官へいぱん祁丸びか

玄脇には商帳提灯を明共と鮎しつらね︑腿幕いかめしく打

げんくわんたかばりあかみ︑とも季︽んまくうち

卒が︑途中きびしく弊班しつ上︑本門寺へ彼の侭按摩を召連

八︑とちうけいかい挽ん咽んじかにぜあんまめしつ

だ
縁しうどひ上とうた︑ばんひと
汰があって︑低人駐曳けとのことである︒因って藤堂藩の艦

上ひいつ﹂とどじ．ごろにわほんえいわかまつやａ
と︑称の戊刻︵午後八時︶顕︑進かに本識から若松屍へ沙

ろ

五日過ぎ︑七︑過ぎ︑けふは最早四月十日︑いよＩ鼎︑明日
唖もえいえどなかＬんばついけ師みしゆくぢう扇畠
は本符が江戸に向って迩溌するので︑池上の構中は朝からご
たそがれ
つたかへして居たが︑黄
昏ごろには短蕊の識瞬も瞬寒に釜ち

かすかすＢ︾ばやがつがあす

︷︿

いちだとＬろ・わづだい仏く残雪
ノ︑苛
立つ心を︑綴かに題目に紛らして︑癖も鱗莞謎ふので

戦夕眺める杜の彼方︑水門寺へ引かれて来たと︑聞けばいょ

あさゆふなが劉削かなた辻ん脳んじひき含

といふのではないか？と︑ひとり胸を騒がすうち︑その人は

．む岨各わ？秤と

ひとり胸を騒がす折から︑牛塚縮で鋪物の風聞︒壷が報らす

むねさわをりひし？かぽゆく央一りるの今︑︾ふんむしＬ

多ゞ年の疏淵に何虚を何う︑綴って葬れて行かうあだてもなく

た他人そくわつどこどた上たづゆ︑︑︑

鈎
凡わかとのみ一Ｔへあんみみぷん
恩うけた若殿のお身の上はγＬ﹄︑案じ一︾見ても身分ちがひ

しかこのたび窪くぷ﹂︑わかいたびあ隊うしゆいへととだい
然るに此度幕府は瓦解︑絶えて久しき奮主の家︑殊さら大

［

廷らし︑繊砲鋳糞と陳べ立てて︑多くの官兵か厳然と控えて

凸

とら

居る︒

みなかごしかしらひげやＬ

丘Ｌ︑︑︑み式君上めしひかきか局んｆ︑

囚はれの身と成ってから十日越︑回顧も髪髭も術のびて︑

ひと振一裟江ざしするどさら群くてい江

さすがに頬にやつれは見えるが︑鍵の夜の盲目に引稗へ畑益

押えぐわ勺ぞやりたん江ほめとあらたとし江亭フに瞳もんかり

として人を射る眼光銭く︑更に憶する燈も無い︒

しらすｆＰｖ脇んじ卜ら藍脆泣蚕宮ひきすしヤうめん窓上く

玄隙ｎで一Ｈ細目を解き︑改めて鵬細打って︑庵門から仮

の︑洲︑本門寺哩嘩の間の庭先へ引据ゑた︒正門には六曲の
を﹂ふくうふきうたえん吾琶緑とあぞだけ亡プリわた
令鮮風一難を立てぬぐらし︑橡先には太き青竹の欄を渡して

ろいう茄綻か唇たか唇りぴけ打りすゑおそき含
左右に大誇りが焚かれてある︒その舞火の煙の末には遅喋の
や︵︾︵一くら先だ一二酉・みだ上かぜち

せいさんうち鶏んみ

八節樫が枝もたわ上に喋矧れて︑夜風にちらりノノ︑と散あの

が︑凄惨な裡にもいと艶に見られたのであった︒

催
宕ざうぶうしみめぐこやまで星の
時に畔風の鶴を価って︑小山のゆるぎ出たやうに︑書づ其

威容を現はしたのは︑参謀内郷隆催であった︒扉風の蔭にも

あぞうあ一りさん崖うろ鞭がふたかもりざうぷかげ

鉦か〃ひと︑℃１写ではしもとやな野ばら

りや．う沙うかつらこらうらひとり人︑ちやくざろ

灯影でゆらいで人のけはひがするのは︑恐らく橘本︑柳原の

南郷と︑桂小五郎等の人々が︑着座して居るのであらうと︑

お§わるめしろどきつうへみ蕊げ

９℃︑℃ぐぴ価ら§の︑︑Ｕととの

想像ひ厳がらも悪ぴれず︑囚人は吃と坐敷を見上けた︒

﹁おいどんの首を晩ふちう者は︑為はんの事か賄﹂

さい祁ふさん催うだい造いか

き

みろいがふろんぽう

西郷参謀の錦一騨は斯うであった︒

﹁然ういふお身は︑西郷参謀であらうな﹂

そとほをとこ弓みそにせ

みやつこくぴなた

﹁其の通りじゃ︒が︑あたら男が髪を剃って︑侭めくらに

まで身を雲して︑此の首をねらふのは何んの篤めぢやな︒

50
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節
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私怨か︑それともに・・⁝・﹂

胆為逢いばん蕊んａい

人生・牛分二十五歳だシ﹂

ロ

しえん

Ｆ一弓ぜんなのりあ
昂然として名乗を揚げた︒
﹁ふむ︲一

さいが︾●ず話もて扉Ｌわか筋のか没み泣吐

げつｇ弐一かいち殿むり

Ｌ﹄西郷は面を斜めに︑あらためて壮漢の蔵を見直したが︑

﹁血気盛んぢや︑苛立つのも無理はごわぜん﹂

粥ど澗詔つかに低く言って︑少涌冥川して口を減ぢた︒健

碇上一ん郡とりごひくい§し腰しぬい附くぐちとげん

雷うぞうをみ脱そのお岨てぐだ哩

寄るんにんもんきき上唾ばや

淑は憎悪に充ちた目に其而を砕けよと脱めすゑて︑

﹁議論より雰間が先ならそれでも可い︑さ輪何ん底りと早
と
江こた上ふえどｘし
きみぢか

く間へ何んなりと︑答へやう︑夜が更ける︑江戸の武士は

気が短いシ﹂

七

さいがふ弐一んばうたづ．Ｅしゃく

けんざうこたところ上力注ろくせき

西郷参謀・の訊ぬるまにノー︑いさ上かもたゆたはず︑自若

たいしんいゆゐし上わた延べいたがらいなぱ

として健赦の群ふる川に因れば︑彼れは枇藤二百五十石︑も

上しのぶしやうぐんばか下うてきをふいかうむくわい今７ばんしよ

とより大身と譜ふではないが巾緒ある渡遥の家柄に否やは無

⑧くわいあうかんざしやうなにわあとえどのがひたすら

い︒慶喜蒋軍︑計らざるに朝敵の汚名を蒙り︑含桑二蒲の諸

しやう唱鼎一

僻と共に覇回腸艦に坐乗し一﹂︑浪華を跡に江Ｆに逃れ︑只管

きんしんまこといたしりめくわもぢ上費晶答上うぜめ

瀧旗の枕を蚊すを︑尻日にかけて寛恕せす︑錦旗を擁して攻
ぐださっちゃうし上遼んしたごＬろみ乾すま曇かびぬし
下る︑暁便蒲燕の野心は︑あまりにも見透いて︑正に伽主の
手を岐む犬である︒

てかいい
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さへ背

いひかけるを遮って︑

しえんけなぐんそくかんブ

ー︲私怨？素も無い！君側の好を鋤くのだシ・﹂

ぐんそくかんい
れん﹂いい渋くせんけこうがん上く

｜︲誰側の好？ほう︒おもしろいことを言ふ︒なぜおいど

かんしん

んが好臣ぢや？︲一
Ｌ﹂辛写斗恥

底くふたふとかばやしん１つばんしゆしず？

﹁いふな︑外様とはいへ︑三面年来徳川家の泌恩に浴しな
げんけうろいがふきちのすけかんしん江

がら︑幕府を倒して取って代らう野心の院燕︑その汁侶︑
めしうどい・没けだかつぅ窪

その元兇︑西郷吉之助が好臣で無いといふかシ﹂
囚人は城丈高に痴罵した︒
ぱうしら

﹁や︑こいじゃ︑おいどんの方が調べられとるやうなもの
じゃ︑は入上上﹂

こいがふいろかわらい
ち上うらう

西郷は測色をも愛へす︑笑って言った︒

﹁おのれ︑瑚弄するかシ﹂
てあら．

となたきごひざたなぼけいこ６のちからぼいおし寸塁
此方は気込んで膝立て直すを︑弊誰の考が力一杯押据た︒
﹁いや︑手荒うはせんがえ上﹂
さい誠晶かろぜい

西郷は鯉く制して︑

度い︒年齢は幾歳︑身分は⁝．：﹂

雪ろんきるんばんもんじんもん裟珪いめいき
﹁議論は議論︑専問は尋問じゃ︑先づおはんの姓名が棚き
たとしいくらみぷん

み蕊んてんか皆氏さんみ︑ごと腿いしんない象

﹁身分は天下の直参だ︒お身等の如き慨臣では無いり・今
ろらなの脇んだう段たかくわけ小員あいわた方星けん青う
更弔乗るも面倒だか︑又隠す課も底い︑姓名は波遥惟誠︑

ﾉ

いぬ５とさらそうぐいいいぬろいがふかつらそのた窪うおん

その犬の下の更に走狗︑犬の犬なる西郷︑柱︑其他忘恩の

鼠輩等に︑徳川武士の意気地を見せう！と︑同志二百除人

そはぜロとくがぱぷしいきぢみどうし上にん
かたまぞだばらすＬい捗一うじうたいへん逢い

を語らって︑先づ小田原まで進み出で︑小銃隊を細制して︑
子ゐし上とうばうかくらんくぼだいヨトくわんぺいあわ
随所に後方撹飢を企て上︑些かいはゆる官兵に︑一と泡二た

為わふわ．妾尤師いすくなあるひたふ弓るひ
の加つひげんざうひとり

泡吹か世たものＬ︑我れにも担審紗からず︑或は蝿れ︑或は

せ〃しやくわんいへどいまろら認上上し

耽れ︑透には健識軍鶏と底つた︒
たんしんす﹂こげついげんけふさいがふ己しちが

句歯挽腕すると雌も︑今は更に及ぶべくもない︒好美さら

ば︑単身進んで虎穴に入り︑元兇閥郷と刺述へて︑いさぎよ

在とこぱづしと

るし主ことあたみれんで

いき野よみすてとうこ弓れ．ひたむいにまノ︑︑しるがへ

男恥かしい死を遂げた︒その遺書には︑事に際って未練の出

乃︑いと壱

けつきはやいぬじに

ぬやう︑屑くわが身を捨て︑後顧の憂を絶つ旨細糞記し︑返

漣弓︐ｒ

し上しんひれきか症いらいし与切ぼことくが峠﹄ぶしい

すん＼もいざと云ふ時︑いたづらに血気に塾って犬死せす

なみだとん．Ｉ︑ゐ

堂為所信を披涯して︑三河以来の士風を誇る︑徳川武士の意

琶しめしんごなばづか

しよいまば

みづぐ彫あと

上

気を示し︑身後の名を辱しむるなと︑涙のにじむ錘蔓たる鐘

け

書が︑臨維のきわの水華の跡かれノｆ１と︑讃去れた︒さてこ
ひらつかと十やぶだつとかへし上じ上ごとたやす江江めう
そ平塚で事破る入や︑脱兎却って庭女の如︑容易く細目を甘
梁たのであ・つた︒

彼れ健誠が好んで吹く﹁極の典詑り﹂の一曲も︑母が常に

か符んざうこのふつるすども逐上くぱＬつい

このｇよくげんざい己いご彩りどきやうかおんざういま

上たんざ．ひと︑〃Ｉ

らくるゐ

灯んだ曲で︑現在妓期のその折も︑談維に代へて健臓が︑今
つめぱＬむくろまγ●ら５と記み詔すみろう酪咽でふか
は冷たき母の蓮継の枕上で︑涙ながらに吹奏した︑恩ひ出深

ゆえん
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いのちすお心実一だ５とぽり言曇りばらいか﹄一ぐうしんあぞにう

ぐ命を輪てん！と︑恩ひ定めて誉を切沸ひ︑今道心の青入

逆︑身に漆せし譲褒底らなく︑眼に魚鱗を狩れて・盲目を装ひ

どうみうるし上じや︑めうろこいめくら父そぼ

あ
もま淫︾ううんみを﹄かひか
按摩導引とまで身をやつし︑機をねらった甲斐もなく︑斯

ひとこつずゐてつ

さほどに理非明白の︑分別ある立汲なおはんが︑何故畏く

りひめいばくふんぺつりをぱなぜかしこ

頁争はんの葎涛はよう解った︒胸中の苦辛も察し入る︒が

わかげうちうくしん尋つい

営下︑西郷参謀は︑一膝進めて︑

そのときさいがふろ心躍うひ上ひざす上

かな弓なづ

のも︑悲壮の気味おのづから人の骨瀧に徹したからで︑所以

ひろうきみ

きものである︒さきの夜洲坐の勝兵に︑おぼえず藩涙させた

とら

みぶとお帆跡だぱＬおへんいたづ
しにんぐ均なを齢い詮うむさひ

く囚はれの身となったも︑不岡思川す母の遺訓︑た野徒らに

ある哉と首肯かれる！

しのまるいがふあひたいしェしんのしかうへ

さしちがへて︑死人に口無くあらぬ汚名に葬り去られ︑延い
︐けやフ琴ずつそぜんたいいひわけ江し膿らるいぜつ江ぢ
て家名を傷けては︑祁先に剥して言詳無く︑姑く繰維の辱耽
を忍んで︑面のあたり︑西郷と机封し︑所信を述べて然る上
ていかく言上くげいあへじまこと
う
に
︑受くべくんば鼎錘の極刑も敢て僻ぜずと︑狗にす国しい
に︑
かくど

憂悟であった︒

けんざうみづかごとこんじ年︽吾さいさいちＬ
健赦自らいふ如く︑今鼓正に二十五歳︑十九歳にして父に
わかばＬてひとひと江こたびげつしんう君あ

死別れ︑母の手一つに人と篇つたが︑此度の決心を打明けて

ばＬいとま仁ときとＬろ土ゆる為たやがみづかやいぽふ

母に暇を乞ふた時︑快く許しを典へ︑族て自ら刀に伏して勢

八

一

節
切

厩

みいぐさたてつとぐがは顕くふ錘ん妨んし

も皇師に楯突いたか？徳川幕府三百年の恩のみ知って

扉ふたい理ん嚢ゆうご

みやう

郷は泰然として︑眉一つ動かさぬ︑

﹁すべては見様じゃ﹂

てうていいんどこ７−両んわきまいぷかだいぎめいぶんこＬろ

え

朝廷三千年の御鴻恩を排へ砲は不審しい！大義名分を心

いみなくわこきよく匙つ

﹁なにシ﹂

ぐわこことあら善てむやくいまじじつつい

時と場合︒但し一埼此方にもそれ丈けの係理は有る︒併し

とき淫あひた蛍この唇フだす君あしか

﹁今おはんの言ふたことは︑皆過去の曲折じゃ︒いは図鑑

い農

得ぬかシ﹂
そこぢからＥもと＆りＬ

底力の篭つた藍が蕊とひｒく︒
たいきめいふんぞんさ溶己ま窪んしやるぐん上しのぶい

一︲大義塩分を存ずればとそ︑前様︒︵前僻軍慶喜を言ふ︶も

ごぼんしんげ悲わ験をろんしようこぐわうし艶て

過去の事は論争ふも無益じゃ︒現在の事賓に即いて言へば

ちうかんにいみふ客フさいがふたかⅢｈ〆

か
んもうにことば．いま弓むうへたい
好は忠に似たりといふ語がごわす︑今︑それを反封に﹁大

しまづばんまききんわうたうぽくぐわいにぐだんじゃうげこ薯

御批旗︒下祉話に巾す︷論より諦推﹂！また皇師に栃つ

きんさかげくいんぐん

われ／︑きんさたいもうとうばむかたて幸ら乙Ｌろ

くといはれたが︑我禽は釧旗に封し︑毛頭反抗ひ奉る心

わが島津烹滞は︑紛れもない勤皇倒幕の一塊肉弾︑上下畢
わうじつく性いちうせいきいつは江上Ｆ一とわざたい
って崇事に謀す︑誠忠誠義に侭りは無い！祉の諺に﹁大

も

は有たぬ︒た野その釧雄の蔭にかくれて宙軍めかしてあわ
とかば三つち今うろ．可れつこ

いやごかい

忠は好に似たり﹂と言ふて見たい︒不肯なれども西郷隆雄
かあきら詮うきふ〃ふいａＬてん一つ江為まてらす師吐
斯う明かに申し断って︑冊仰些かも天地に術ぢぬ︑天照皇

みかみわれらこＬろやま

さんぽう椎いしん浜§てあらだんノ

１こい

大川もみそなはせ︑我等心に抗しうないシ﹂

けんざう庇准巧ひて江いふおく︑漁くとしろそこ上

参謀は誠心面に現はし︑噺掩乎として言ひきったのであ

謡ごぐごと肇迂ざしじつ小とみひとみそし

る︒他赦は猫掛手の肺脈の奥の奥の︑心の底を談みつくさせ

しばしいきゐだ必いきつ

でぱ描かじとばかり︑探るが如き眼光で︑擬乎と順に脆を注

いまきんいつはこぐばくきでうりた哩

いで︑暫時は息をつめて居たが︑やがてホッと溜息吻いて︑

一︲今の一言︑偽らぬ告白と聴いて︒さぼどに催理を正すな

さ窓ろまいると礎ふしみ避んどきさま
らなぜ︑前淋軍を許されぬ？鳥羽伏見の一戦は︑前粥軍
一恥工でうて君のあれさ費てこぜりあひたう
弛吐さかじやうぽでを寒きども

じ昼費一雲ま

今誇遁恥朝敵にして退けた︑が︑彼戦は前哨の小競合だ︑富

時前脳軍はまた大阪城を一歩だに出ては居られぬ︒先供が
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よくぱ︑取って代らう薩長の伽劣を懲らすのだ︐︸
﹁否︑そいは誤解じゃ﹂
ごかいじうらいョつばんこう︐だうしつかいげん便うじつすう

﹁誤解でないシ︑従来院藩の行動は︑悉皆︑椛謀術数だ！

てんかけ４あこがしゆだんえらぽうれいこみＬ寒

天下の椎に憧れて︑手段を篭ぱい暴展は︑此の坪で聞き︑

とめみろけいめいくとうやからほなえどふちフかき

はんしぶしみ言．かんげん６つしし注ん沼うざんさつ

此の目で見て居る︑熱鴫狗盗の誰を放って︑江Ｐ府中を掻
みだあるひどうぎみちや５ばん誌としいあるひいうる
剛し︑或は同義と見せかけて︑喪藩を陥れ︑或は有篤の

蕪士を伏見に斬り︑廿言を以て志士を船中に惨殺したワそ
あく評やくぽうじゃうが在がぞきがつげ品出才人わうけ

の悪虐暴状は算へても／︑算へ切れまい︒畢寛勤皇の恨

樋んかぶじばんやしんと上うとうぐにく︑︑
６の

面を被って︑自燕の野心を遂げんとする︑羊頭狗肉のえせ

者だシ﹂

けん︾︵︑うことばとすろどそやごとおひて

健撤の言葉は利く鋭く︑つるべかけて征矢の如く︑封者の
叶胸をい
弓ら？いいいき隆さい
裏かくまでに︑貫かねば賑むまじき勢ひである︒が︑西

切

｛

できじつ毛う和ちいとＬろうけんくわむしん弓かしの万みだふると§そむしん言上おすつＬし

かひつげう己君さまなんくせほうむろわうせいふぐこぐみろばどの混ぱぐちう

敵の術中に階って︑心あって責られた暗一雌を︑無心に迂乎を忍び︑涙を郷って︑奮友に背き︑一身の鴎春を忘れ︑謹

す宮いわうむすゐふさ寺さましやうり上とげんぎう

と買ったまでだ︒畢寛︑前蒋軍に難癖つけて︑難り去らうんで皇政の復古に典する安房殿の血を吐くばかりの苦衷と

︵次読完結︶

諦謹か︑畷ふ壷に礎つたに過ぎぬ︒勤皇無二の水府先様︑緋腫は︑問はずとも健賊には︑はっきりと誌癖れろ！﹂
玩りあ珠らい酌もこてんち上くかぎやくゼぐてうて吉つ斉滝と診ばかたそぴげんこう呑まみ
︵斉昭を稲ふ︶の御子を︑九稗直下逆賦朝敵に突落したの憂えホ肩を笠やかして軒昂の態に見えた︒
いえしかもこうもうへきがんぐわいゐ︑みかたやん
はその意を得ぬ︒加之︑紅毛碧眼の外夷から︑身方し一Ｌ軍

ぴげふ啓弓しんえいはくさいぷき参をうしでしう
かへりつＬくわんえいじへいきよ

特に本誌に執筆されしものであるが︑第三何分の着手を

費を供給し︑新鋭舶載の武器を貨さうと申州たのを︑一蹴︵編者︶本篇は新材料を得て︑︑二面維了の溌定の下に井手先生が

して顧みられず︑旗ましく寛永寺に鮮居して︑ひたすらに

前にして︑四月十五日突如肺炎の蝿逝去された︑河に哀
海んみ世いたえいきぜつてうこんやくそこ
御身を責め悼はしや︑楽貴の絶頂から︑困厄のどん底まで悼に堪へない︒恐らくは本稿が此の世に残されしゑ後の
蹄ちこなふへいふぶくちんしや蚤ごＬみあらは
縛落まれて︑何んの不平も不服もなく︑陳謝の誠心を表す篭であっ菰か︒

ａ
５ろま訪齢っえど弱はふ弓ぷんみ膿恩へぱ本誌の装順に︑讃物の執筆にと︑一方ならぬ誰力
前将軍は︑道付け江戸から放逐れるとの風難さへ耳にした

にも秀で︑時に劇作家として有名であり︑曾て女漣に名

先生は闘士として夙に知られ︑霊をよくし︑漢詩文純畢

走賜はって約十年︑先生の御厚桔に封し感謝措く能はざ
けいざう汚しともをいちうむかばぢざ鶏§んをぢ
侭赦の先考の信友で︑誠忠無二の川路三左術門の小父は︑ろものがあり︑諸君と共に哀悼の意を捧げ永い︒噂

凌たかつあほのかみどのかうどうわれら強いば睦つうかん耳く上ぱ５の

ねしろあげわた江いじヨザんげつにちふんし
江戸城川渡しの内議を聞いて︑先月十五日悩死されたＩ

しかと十んざうそのしんじわか茸みにん

叉︑勝安房守殿の行動は診我等倍巾︲︑好賊呼はりする考を姿にし︑現在は圃十郎嗣王巾川言芥の脚本顧問であ

もある︒併し此の健雌には其心事はよく判明る︒承は一人り︑喪は固定教科書の高山彦九郎先生像の訂正者として
耐耀は末代の所信に即き︑勝たふ江戸府内蔑民の塗炭の苦

し壱上く皆濡し上しんっはえどふ層爵とたんくるし知らる︒

寸くたしんきけん圧ん惑う

︽俵いみとぐ凡１んにゆん雪やくＵしたいしう薩弓す勇零﹂上じやう

みを救ふ露必に︑一身をあらゆる危険にさらして︑奔走さ

れた誠意は認める︑煮臣順逆の理に従ひ︑主従氷魚の慌
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弘道詩林
石川支叢醤
○慶東焔落
桂水幡野弘毅︵山梨︶
もｂｂ℃︑︑ｂもむ℃ｂｂもＶ
皇軍陸海兼航空︒緊密協力行動同︒
ももや町︑や０℃℃９ｂ︑日ｂ
川兵迅遮如雷竃︒果然一類培隣東︒
○○○○○○○○○○○○○○
皇弟韓武参惟鵬︒指躍二軍頻奏功︒
℃︑︑︑︑︑もＢＢ︑ｂも︑口
銑僻失色余波謀︒嬰霧我武方雌雄︒

天時地利供共好︒山河草木催威風︒
ＣＯ○○○○Ｏ

奏得塞前此戦果︒世界列闘環脱中︒
元是稜威雌所指︒亦知稗戦貌淋忠︒
︑︑もも︑℃０℃℃も℃︑ｂ︑
評日自陸海空軍立案︒逐次従段睡分類

従今閲民須戒槙︒環蒋赤気仙膳臓︒

・架︒方整淫潔︒前後不乱︒就中如
挿除漢謀及蒋爺姓氏︒蒋牽人意︒
自是老乎︒

○讃戦報有作
成所安蒜斌恕︵千葉︶
道階熱沙屠敵菅︒朝牧海港夕職城︒﹄

ももｂ︑ｂ︑ｂ・℃︑ｂ司り︲︲ロ︑ＵＪ

郁子林陰綴過汗︒仙人掌外砲畷横︒
○○○○００００○○○○○○
占得要衝叛岡裏︒西翁心事向誰成︒

惇恐渡洋皇弟苦︒誇他辿捷勇将兵︒

℃︑ｂも︑︑︑０００○○○○
懲暴仙民民自服︒旭旗到虚脈刺明︒

他雨句︒此作之主脳︒結尾牧束亦

評臼恋側苦戦之状︒篤将詳悉︒僅恐誇
妙︒

○時事偶感
蕎仙小泉氏正︵贋島︶
℃℃℃口︑ｂ︑︑口︑℃︑℃︑
天兵奮戦及至支︒一致仲人意合宜︒
℃も︑℃ｂ︑︑︒Ｏ○○○００
億兆丹心唯剛策︒勿憂軍費百年期︒
民︒此作蓋亦叙此旨也︒

評臼天兵之意︒在興滅団繕絶枇安天下

○支那事愛雑吟
丑翁榎本正禰鼎玉︶
も℃℃︑︑︑︑︑℃ももｂ︑︑
誰道九江防備完︒皇軍一撃便推浅︒
もり︑︑︑︑︑℃ｂも℃℃︑９
行屠漢口膳非遠︒邪者由来勝正難︒
℃︑℃℃ｂｂ︑℃︑も︑口︑︑
祁兵気勢愈軒昂●血雨眼風幾戦場︒
ｂもＢｂＵＤ︑℃ｂ︑︑︑ｂ︑
水陸一審乗捷進︒忽屠漢口破天荒︒
評日筆陣亦堂々・足以営勧敵︒破天荒
三字︒可移評二首︒

Ｏ迭甥長田秀雄出征

松堂中津麗水︵甲斐︶

もももＵや︑︑︑ＵＵ︑︑︑℃

評日意気軒昂︒足以雷大敵︒

龍争虎闘幾時体︒東亜政椛創建秋︒
○○○○００︒︑︑℃℃〃ももも
米俳露英何足怯︒杢支討伐出祁州︒

同人

○塗深津毒男君従軍

旋旗閃堂朔天展︒好送試行気益振︒

胡臨頑迷魚抗日︒秋瓜一飢是斯人︒

℃℃︑︑や︑℃℃︑■︑︑︑︑

概︒

評日此作似鋤不破樫澗維不還︒頗有気

敬亭但馬竪之丞辛葉︶

○日支事鍵中端午

評日強端午佳節︒遇戦捷時︒最可慶︒

聖戦牒懲歳月奔︒蔑民勤倹節費源︒
もり︑︑︑︒︒︑℃Ｅｂ︑Ｅ︑︑
嫡孫始値端陽日︒家礎漸堅報風恩︒

○覗原秀夫部隊長凱旋

耕雲内田鼎農惣

忠誠一貫械平雛︒奮蝶猛攻軸績尤︒

℃︑︑■︑︑︑℃︑︑ｂ℃︑Ｕ

庭梅譲郁迩君附︒郷黛職呼勧禰盃︒

諦見常陽原部隊︒英名赫盈耀千秋︒

武運隆糞質絶獄︒寓難克服樹功回︒

℃︑ｂもや︑︑℃︑︑ｂ︑︑Ｂ
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弘

道
詩

林

評日歓呼之肇︒洋々盈耳︒前首句中挿
其姓字亦妙︒

稽丘坂本常次郎︵東京︶

○春興
９℃℃■も
聖代詠昌平︒

色︑︑︑︑鐘℃℃ｂも︑

春暖能忘老︒悠交散策鯉︒戦雲何日止

も泊じ℃ｂ

成敗亦何管︒無名千歳安︒人間閑楽境
到虎不春来一︒

評日辿遥脚適︒似畢漆蹴虞人︒

○春日偶得
聴松小池三男吉︵長岡︶
℃ｂも︒︑Ｕ︑ｂ９もももむＵ︑
帆購僻在古城遥︒不是山林不市塵︒
︑︑もも︑℃︑℃ｂ︑ｂ︑︑︑
一掃茶畑留客話︒牛窓花雨枕書眠︒
評日清適可美︒

鹿川鏑木鍵︵千葉︶

Ｏ春日田家
水村川郭野人家︒一帯春流柳色斜︒
℃︑もも︑℃︑︑もももむ︑︑

白髪村翁話農事︒由前花綻興殊退︒

評日詩亦催興趣︒

○晩春思郷

猟郡山梨紫朋蒜凹

℃︑℃︑℃ＵもＵ︑℃もＢ︑Ｕ
狂風吹落落花頻︒一夜瓢然牛是塵︒
℃℃ｂｂもも︑℃℃︑︑︑︑乃

残片何情春叉老︒思郷韮那猫悲辛︒
瞳︒

評日無帖花感有術人︒余亦不知何故・

○客舎閉鴎
嵩山田代巻三郎︵︶
孤枕難成錦園夢︒聾盈箇綾雨涼々・
評日模篤即景︒懐家意在其中︒

新鵬哨血海門東︒街上無人燈火紅︒
℃︑ｂｂ︑口︑▽ｂｂ℃︑■ひ

↓○句伽上人賜自著俳
句我我集賦謝
跳雲菊池秀言阿形︶
︑︑℃℃９℃︑○○○Ｏ○○○

偏頗由来出樺門︒長篇架句不堪煩︒
噸似博士三千字︒輪典吾師十七言︒
評日先師大沼枕山先生詠芭蕉詩日︒非

溢非僧冠一門︒堺花潮月養心源・
書生祷柁三千字︒職典斯翁十七言︒
句意典高作相似︒不亦奇哉︒

○偶枯
同人

評日句々皆用悌典語︒巧叙好樫︒

９ロ▽︑︑Ｂ︑︑︑︑︑℃もｂＪ
愛裡憎途煩惜侯︒菩提畳路奈難等︒
︑℃もも︑ｂ︑○００○○００
願船速度棚陀沸︒三業一如恩徳深︒

○即事
弼生根本聴之助︵千葉︶
風沸浮雲雨始晴︒前山岐月有除清︒

○弔白香雅盟母堂

一川水溌漣波動︒溌刺魚見躍有聾︒
評日巧罵魚兄︒溌刺状慎是有蕊遥︒

霞橋只野清患島︶
高齢八十有除年︒命霊身亡魂上天︒
ｂもｂ︑℃︑勺︑︑︑℃もｂｂ
況有児孫全幸運︒安心眼目好因縁︒

評日好因縁三字此作圭限︒敗束甚妙︒

耕雲内田蝋︵茨城︶

○亡妻十三回忌辰二首

浮生瀞去入黄泉︒十有三春如夢遥︒

▽口吟９︑℃ｂも℃︑西︑︑︑

９℃︑℃︑︑︑

小照依然含笑在︒無言察封憶常年︒
幽明一隔十三春︒冥幅祁来追憶新︒

評日句意惟椀︒使傘人不忍卒調︒

泉下這淀迩得否︒老翁猫是酒詩親︒

○途別
蕪風高木泰羊誓

東風吹暖郷泰衣︒薦酒瑳君千里録︒

℃もｂｂ︑▽︑勺︑︑ｐ︑ｂ︑

明︒蒲花出澗鍵畔回之窓︒

江上東西分手去︒淋花門外烏泰飛︒
評日此作亦有占人所調︒洞疑春端花正

棚湖那須哲丸岡形

○吊井上甫水先生墓

℃も℃ｂ︑︑︑︑︑︑℃Ｕもも
祈畢堂溌博士墳︒秋風飛予仰文動︒
口︑ｂｂ︑℃︑℃９℃℃ｂもも

干哲畢帥︑今潰此作︑不溌遡某払

南船北馬言兼筆︒室作大連城外雲り
評日全往年興市水怖士州識︒ｎ未教職

同人

○観劇絶句

一喜一憂中有巨︒千装寓態茎肌新︒

℃︑もむｂ︑もも℃も９℃︑︑

詐日亦能鴬人間活劇場・

請宕世上嘘衰覗︒等振梨悶糞裏人︒

正謀

弘通詩林三月銑正課

小泉蒋仙氏作梅花詩中老幹先幹
寺島移山氏ノ詩評中不字︿行
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弘道歌園
佐藤頁欝
天清水市大瀧繁臓

五月蒙題・樹蔭苔

地祇島蛎湯田久毒

ときはなる松の樹蔭にむす苔はおのづ
からなるみどりなりけり
庭松の木かけにすゑしひと石も苔むす
までに左りにけるかな

人山梨綿中津麗水

風戦く青葉の陰の我庭は苔のみどりも
美しきかな

人山梨嬬若林貞雄

荘まよみの甲斐の身延の法山の木深き
陰に生ゆろ帝苔

人千蕊嬬本城巳之助

○茨城牒蕗川香風

うすくらき木かけたどれば谷川の岸な
めらかに苔むしにけり
松かけの涼しき岩間におりたては水々
しくも苔のむしけり

○秋岡市妹尾馬之助

うぶすなのもりのはやしはくらくして
さびしきまでにこけむしにけり

○松江市︲成瀬黒太郎

○栃木蝶川口則之

ぬらむ苔のかよひ路

○大連市榎本信一

池をめぐる木の下逝は苔むしてふむに
はをしき心地こそすれ

○埼玉螺石川奈美子

人目をぱひくやひかすやしらかしの木
蔭ににほふこけの一むら

○滋賀螺久保萱堂

訪ふ人も絶えて日をふる春雨に苔のみ
おふる松の下かけ

○山梨螺山本耕夫

生ひ茂る樹の下蔭の涼しさは苔の色に
哨現はれにけり

○︲東京市高橋節雄

日の光射さぬ木陰を我がものと苔は幾
重もおひ繁るらむ

○耐島螺溌名博綱

高原の木の間覆へる花苔を惜しくもあ
るか吾が猫り踏む
埋む碑の樹陰にたちてわれしらすたぎ
る涙の苔におちたる

○千葉蝶高石請一

○宇都宮市土屋禰減

ひのめみぬとのしたかけのこけだにも
おのかまにノ＼は准さくものを

○山口媒矢川部英悦

やよ子ども庭に遊ぶも松かけの雑の苔
はふみをあらしそ
人はまた茂る木かけは蹄まさらむみど
りの苔はためらかにして

○・巾形螺那須輝丸

○千葉蝶片岡体仲

樹蔭洩る月の光りは庭石の苔にうつり
て影ぞさやけき

瀧しぶきかｉろ樹陰の石伽苔ころもさ

○干葉撫背谷義太郎

へ倉くも見ゆ

○埼玉蝦小野鶏水

日もささぬ木蔭のぬしのいしぼとけみ
にまとひけるとけころもかな

○禰島蝶只野閑月

松か枝を徳はる雨に漁ひてみとりには
ゆろ苔のさむしろ

○東京市工藤花子

みやしるに聾えて立てる鉾杉の根もと
たゆたに苔のむしたる

○名古屋市和・田弘

しけりあふ木の下かけのとけむしろみ
とりかさねて幾世へぬらむ

○束京市工藤輝英

喚けばすぐちる花よりも楽もしな若葉
のかけに苔むせる庭

ひるもなほくらき深山の杉木立とけな
めらかにたどる紬

地禰島蝶南衛沌郡川烏町湯田久次

天清水市村松原組大瀧繁識

人曲梨蝶西八代郡共和村下田原腿

人伽梨鵬西八代郡久那土村中雛菰松

若林貞雄
人．千葉蝶番仮郡府馬町長岡本城己之助

︵耕夫︶山本健作

前月天位山梨螺北互睡郡熱見付小池
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胆東予選
◇春の闇

千葉多意知

風呂抜けば湯気のた堂よふ春の闇

山梨松堂

春の闇九官鳥に留守をきく
納屋までに提灯つけぬ春の闇
湯戻りの足汚しけり春の闇

長野知足

春の闇軒の雫の落つる香
先へ行く人のあるらし春の闇

埼玉佳香

堤より舟呼ぶ農や春の闇

春の闇ひとり土橋を渡りけり

山口松風
星光りかすみて見☆ぬ春の闇
禰島閑月
春の闇提灯ゆる人渡舟小屋
山形樫湖
防空やサイレンひ畦く春の闇
詞烏甫水
潮引きし磯の匂ひや春の闇
干葉小闘
野の宮に所ろ女や春の闇

・松江形堂
口笛に飛ひ来る犬や春の闇

干葉弼生
紙喋投けしは誰ぞ春の闇
山梨貞雄
祷垂れに頬濡らしけり春の闇
千葉鹿水
鐸え立つ銀杏一樹や春の闇

笥玉奈美子

蛙なく髭のゑありぬ春の闇

鼓賀萱堂
煤けたる提灯借りぬ春の闇
千葉鹿山
行軍の靴吾聞ゆ春の闇

栃木無町畦

耐島吾山

春の闇笛など吹いて見たりけり

春の闇竿に干し物忘れけり

千葉柳蛙

春の闇弔問に州る夫婦かな

◇草萌

磯潰や潮香た人よふ春の闇

山梨松堂
草萌や草臥れ戻る田舎道・
長野知足

草萌や畦道にある拾草履

栃木無町畦

下萌えて鶏かきたてる芥かな

茨城一人

千葉多意知

草萌や子のあとつける畑の畦

草崩や子等踊り来る田圃道

埼玉佳香
草雨や畑に鍬立て立ちぱなし
松江形堂
千葉弼生

草萌や花壇の札を建てかへる

砲墓の塵れしあとや草萌ゆる

同小闘
同一如

庭隅の小鉢の中や草崩ゆる

滋賀萱堂一

荒れ屋敷日南明るく草崩ゆる

試鹸了へし子等相集りて草朋ゆる

山形裡湖

草萌ゆる土手を下りて仁王門

埼玉奈美子

千葉鹿水一

納屋先の日さしをうけて草崩ゆる

下頭や夕陽まともの庭の垣

山口松風
鳩の来て草萌ゆる庭に推ひをり
稲烏閑月
草萌や刺日あたれる塀の側
同自然梗
片側に軍萌えてゐる小径かな

同鹿山一

草醜や難のけちらす庭の隅

同甫水
籾殻をかふりて草の萌えにけり
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道

壇 俳

訟遣俳壇

−

偏烏吾
一草朗ゆる庭にいそしむ挫替へ
↑軒下の柿木鉢に出草頭ゆる

千葉柳

一肥藁を堆みし遥りや下萌ゆる

山梨貞

﹈草頭ゆる丘に立てるは白衣兵

◇雑詠
一内 親 王 殿 下 御 誕 生

慨島吾

一春の夜を寒き群る上御濠端

松江形

受馳子の便り待つ夜や春まし
摘草を干したる識に香の残る
庭の樹の影は斜に月臓ろ

滋疲萱

山梨貞

︐癌なからに花散る庭を眺めけり
一面衝を絶たれし部屋の日永かな
一春の山杉の皮むく柚一人
一春草の丘に子等寄せ紙芝居

千葉祁

一城跡と僻へる丘や土筆生ふ
︾花の人ぞろｊ︑下りる小膨かな

祇島閑

一茜つめぽ半はほうけて居たりけり

山梨松
一日溜に土かく鶏や春の風

千葉多意知

千葉一如
磯納屋に鰯匂ふや赤の闇
松江形堂

春愁の冷たき壁にもたれけり

○秀逸

向き合ふて草餅壷るや花の堤
つみをりし芹の根臼Ｌ春の川

埼玉奈美子

霧をそる日南の綴や木瓜の花

沈丁花闇に匂へり春の雨

同鹿氷

鴬や朝々を来て庭に鳴く

管所より肌蜘聞えぬ春の風
山口松風
千葉鹿山

春の風日南に蒲幽乾してある

同柳蛙

陽炎に牛の擬てゐる砿かな
︲同一如

千葉多意知

豚小屋につ壁きて桃の畠かな

埼玉佳香

ピルの窓みな開けてあり春の風

祇島自然梗

春の脊普請仮橋渡りけり

秘咲く丘に建ちたり忠魂碑

破れ垣に沼ふてめぐるや梅林
編島甫永
水車小屋閉せるま上や春浅し
痕野知足
春塞し一日綴く風の吾
茨城一人
山形撰湖

栃木無町畦

ｌ１１

浄ら
島皇

4

春の闇帆綱鳴らして舟蹄る

滋賀萱堂
茨城一人

病床に散りこむ風の樫かな

福島甫水・

騒ぐ子等みなちらばりぬ春の間

山梨貞雄

かきあげし泥の匂ひや春の間

一眼島吾山

春塞や内陣に灯しゆらぎ居り

外科室の媛雌いぶりて春寒し

○旭東子

散る花のよどみて堰に渦まける
庭若葉朝日の窓にゆらぎ居り

一◇課題︵各五句︶一

一︾噛需が︾唖︾岬榊︾癖︾班︾一

◇初夏

課題例句

溌間煙雲より白し初夏の空牧童

初見の空つかむかに大擦蔭水

初夏や雨に釣する桂川笹吐

◇蕪風
蒋擬埴の走り芽刈るや風薫る泊井

◇毛虫

瓜苗逢ゆるがして風薫りけり十六浦
薫風や鮒のよせくる浪しぶき・湖東

士くれに逆毛ふかるＬ毛虫かな鬼城
すきまじゃ毛虫這ひ居る糊盟田圭英
夕映に毛虫うごめく木痢かな浮三鴎
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︲八一︑田

一随筆一茄恋松卒厭阿の御厚評唱で︑先生屋筆一△例月十六口︵日︶干葉螺東部支令いに於て一

舟小合冒脅未︲却撤一鰯本より
粂本
露よし
弘し
道︑五
の流誌
りり引
一鰯
り︑
肇露
弘月
道流
五月
の上
誌よ
上よ
引一はへ未季講演金咽を開催︑読師として本含よ一
﹃■■・ｆｐＪｑｊｑ︲︲ｌｐｐ由り︲ｑ

ロ−．Ｊ︒﹄︒ｐｄｑｑ一

一綴ぎ之を擬表することとなれり︒和常大部一一りば下位赤吉氏川張され︑熱癖避振はれ︑一嘩

一な
なもものの
ぐあ
ば一
あ一介員に多大の感動一心郷父られたり︒一一
△本称特別脅員凹王天延孝中綿は飛行協愈一
でで
ああ
るる
がが
︑︑
短短
篇篇
をを
岬岬
めめ
士士
もも
の２
でば

︑誼
誠に
いる
誼物
あ︑
る合
から
倉諾
員君
諾君
常務理事奄鮮任さろ︒一り︑誠に面一
向りい
物面
で向あ
かでら
団︑員
一一△静養中の徳川愈装には︑其の後快方の一一一

一のの
御足漁
足らが
ら
る上恩ふ︒一途奉辿られつ上あり︑鯉識︒一
△本倉協餐倉員高桶節雄少粥の長男剥姻氏一
御漁
が得
れ得
る上
恩れ
ふ︒

一△△
京教
府化
教剛
化一
刷一△四月十八日午後二峠より弘溢五月銃の編一
︵海砿少佐︶逝去︑哀悼︑三月二十三日の告一
四四
月月
八八
日日
︵︵
土土
︶︶
午午
前前
十十
時時
よよ
りり
東東
京府
一購江主事州席せり︒

一︑主事︑割田緬輯貝等出肺︑協議する所あり一

微聯
聯合
合命
命の
の理
理事
事含
含及
脳よ
より
り一
一輯命凹を開き・松邪顧問︑吉詞副令辿遮︑魔江一
別式には本含を代表して隣江主事参列弔意一一微
及評
評議
議員
員稗
稗あ
あり
り本本命命
韮表せり︒

△本
本命
命長
咽よ
長り
よ新
りに
新委
に蝋
委す
蝋べ
すべ
△三月二十七日午後六時より献含激化畢院一一△
きき
特特
別別
含金
員叩
︑員
協︑
一協一△凹月十八〃午後閥時より本命含識室に常一

錠仲
衝員の
貝詮
の衡
詮も
衡殆
もん
殆ど
ん成
どり
成り
とラヂオ蒋及同志食と共同主催なる﹁ラヂー一擬
︑︑
具具
燈燈
的的
にに
近近
くく
一一任委員念樫を附き︑本命諮州の愈勢披張の件一

一等↓糞議す︑それより曾員談話金再に移り︑意一
ろ溌
溌定
定で
であ
ある
る︒
︒
オ高等技術講習稗第二回の修業式を暴行ゼー一
溌溌
表表
ささ
るるろ
リ︑排迩科︑高竿科共約七十名の卒業生を一一
△△
弘弘
遁遁
誌誌
上上
にに
迩迦
載載
中中
なな
りり
しし
西西
村村
先先
生生
のの
﹁﹁
図図
一一見交換後︑︑中隆吉大佐の講話を聴き︑盛一

訓﹂
﹂は
は愈
愈々
々之
之を
を四
四六
六版新型の単
隅し︑成繍頗るよく︑中央放送局の技術試一一
民民訓
単行
行本
本と
とし
し一
一命州裡に散命四せり︒叉此の日理事曾走も開催一

蕊行
行す
すべ
べく
く側
側下
下印
印刷
刷中
が一
一一
一せり︒
験には八割以上の合桁者を見︑就職は求脹一一
てて蕊
中一
でて
ああ
るる
がが
︑︑
之之が

切切
のの
費費ば
の｜
一△昭和十四年度の麓期縄金他も別項の如く決一
臆︾し切れぬ右様である︑因に第三回は卿月一一
ば顧
顧問
問松
松平
平伯
伯爵
爵の
の御
御芳
芳志
志に
によ
よる
るも
もの

一本年の撫衛は礎曾にと希望して止まない︒一

ｌ

五日より開始始業式を畢行せり︒入畢者百一でで
ああ
るる
︑︑
御御
厚厚
意意
にに
識識
︑︑
しし
感感
謝謝
のの
意意
か少
表心
す表
るす
次る
一次一定︑決算や溌算の作製︑評議員曾々催等其一
第であ
ある
る︒
︒絢
絢川
川版
版の
の上
上はは
金金
的的
員員
誌誌
君君
のの
御御
一一
讃一
讃一の他種々準備に多忙を極めつつあり︑是非一
五十令に達す︒
△ 叫 月 九 Ⅱ 午 後 一 吟 よ り 埼 玉 螺 久 専 支 金 蝿 に 一 老老希
希望
望す
する
る︒

於ては︑支脅赤季誹演含を開催︑海軍中将一△△
本本
命命
絡絡
身身
含含
員員
北北
りり
しし
富富
山山
螺螺
命命
員員
大大
森森
宗宗
平平
一一 △ 四 月 十 五 日 井 手 蕉 雨 氏 逝 去 ︑ 氏 は 弘 道 誌 一

和波製一氏講師として出張され︑時局の推一氏
氏逝
逝去
去にによよりり︑︑
嗣嗣
子子
宗宗
平平
氏氏
はは
故故
人人
のの
通通
志志
をを
一一 の 装 頓 に ︑ 或 ば 誼 物 に と 一 方 な ら ぬ 御 誰 カ ー

一のである︒

維維
持持
礎饗
のの
中中
ににと
を僻
僻に
に寄
寄附
附ささ一一 に 韮 載 中 の ﹁ 一 節 切 ﹂ が 途 に 絶 筆 と な つ 士 一
一命
令口
とし
して
て金
金十
十回を

一ｂ

繕承
承し
して
て引
引禰
禰令寺命命員貝
移と支那事鍵に就いてと題し熱舞か娠ばれ一繕
とと
なな
らら
るる
ろろ
とと
共共
にに
︑︑
本本
一一 走 致 さ れ し を ︑ 謹 で 弔 意 を 表 す ︒ 困 に 弘 道 一
たり︒
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を感
感謝
謝す
す︒
︒
△西村先生の遼概中︵未装表のもの︶随見一るる
︑︑
御御
厚厚怠意怨
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○秋田支曹報告

・ＩＩ１１ＩｌＩＩ１ＩＩＩＩＩＩ１１ ︲ 蝿 ︲ ｌ ｌ Ｉ １ ｒ ｉ １ ︲

Ｉｉｊ・・︐．︐陽嶋︑属．︐霞︐動農息ノレＩ︑︑時門川命ｗ候謹測墾一一
因
に郷土部隊︵戦野部隊︶は︑今川蹄還し︲一

○豊岡支曹報告

一日午前十時より挫岡公御堂に於て開含︑巌一

一〃一常支倉本年第二回常含は．定日二月十三一

一永働誰函卿︒

｜国表輔０平ｃ但亥分側Ｆ全評註﹃計一半ルセバ岬皿おドエ〆﹄アグ刺起目に皿二二．一

一膏︑刃ｊＵ９Ａ竜ｒ可侭︐巨誼ｑコー量ｂ一鼻Ｉゴハニｒ１い１コ一一﹄︺尋︒宰乃か仁垂．一

家規崇節義︒玉折忘斯身︒一死釜忠孝︒

●宝ｘ令冒曇果却祁一○石南一本月十五日秋田原隊にて除隊となれり︒一

１１

○岸和田支雷報告

術支含幹事宇口茂太郎曝の知己である白術支命拘命ほこ月十八日午後七時より秋一窪の日ながら繁田支禽長以下命員多数出席一

︸井少尉が︑昨年霜月武漢にて戦死せられれ−円岡書館に開催︑光つ講演律を開く︑長嶺支一せり︒

一狸識語嘩羅姉睦諭蕊娠胴癖︿︾誕確碓岬僻胸一帯唾緯卿評岬吻峨賑唾鍛娠嘩紳祁睡賑識硫一読稚塞癖叩華恥癖搾岬麺餌舞識癖癖碑唾噸Ｊ

一これも銃後の至誠心現す一役意と信ず︒｜陸軍歩兵少佐尾越卓朗氏であって︑北支刷一弘道二月誰の油翁先生訓及徳川倉長閣下の一

ｎ露去りて江上の秋雲愁ふ石南一察談を聴くこととせり︒同氏は過般郷土部一﹁東亜建設時の紀元節を通ふ﹂た輸讃の後
Ｃ秋風の戸をうつ書をいかに聞く隊を訪問し︑最近蹄遼されたばかりである一種々質疑雁轄あり︑かくして正午休憩僅

○忠魂は天測りけり秋の月春峰一しれるが︑其の成紙は決して他の部隊に劣一含︑刺抑箔剛先生講師席に荒き︑重野安鐸

冷水其の談に白く︑我が郷土部隊は出征没に一一此のｎ特に第一線艦兵の努苦を偲びて︑
○年ごとの良夜泌々語るぺし成践年八ヶ月︑其の間大小百五十回の職岡企矯一全員日の丸鉾常を食し︑午後零時四十分再

○白菊とか走る武剛走永久に緑水一らず︑山西樹方而は所謂思想職であって︑一博士の選文になる﹁北狭山茶場碑文﹂恥講

○英魂の天かける夜や月内し吟我一後の心構︑慰問品の注意等々︑火に感動を一た得て︑一同今更の如く我が地方及地方重

○忠魂は故山にかへろ秋の雲江村一一種の難戦をしたりし事走語り︑各方両に一義さる︑講師の燕蓄韮傾けての講義にて︑
○江南に呑りば高し菊の花蘇水一亘る肌察談に及ばれ︑一脚してそれより銃一さすが難解の碑文も︑平明に班解すること

○云ばで去にし功しのばん秋夕紫山一典へられ︑稗益する所大なろものありき・一要物産たる製茶に謝し︑認識を深くする所

○嫡幽の祁とまつられ苑薫る明水一聴衆錫に浦ち盛愈芯りき︒かくして十時敬一あり︑命員一同講師の努走多として午後二

○名韮成して眠る故山か飾る日ぞ緑水一命鼻﹂り︒一時半散稗せり︒

− 6 1 −
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一した︒︑一・

一韮叫食後︑零時半から常命邪の特設事業たる一の諸侯中傑出せるものあり︑我が秋岡の鋤一

一聴く︒公ば虹︽の騰火にして︑心小なる許脚畔一
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一○豊岡支奮報告

一二月十二一日︑常支令湾本年度錐三一回の常含一和漢文の畢究碑銭に入る︑前々回に引績き一主精祁ｊ画︑読源の豊漁なるも︑是皆公の徳一

一を公愈堂に開く︑此の日北風吹を荒れて肌一漢詩の第二回識座を開いたが︑講師岬山太一に脚らざろばない︑されば吾等蛎雌は此の一

一一一

一一えに寒さ殿しき中走ものともせず︑命貝多一三郎先生より︑一詩鵠としての七一両絶句︑一恩誼↓雀心ろ．へきでない︑現に公走祭祁一︐る一

一詩と絶句古詩︑三︑五一嵩絶句の型︿平起裕一公園の施設計誰韮考腫せらるるは︑︑誠に時一

一頚出席されれ事は︑斯道の鰯淘に心弧い次一五言絶句︑五言律︑七言律の腿別︑二︑律一隣祇款川祁壮の昇桁其他秋田城︑即ち千秋一
一第であった︒

一一繁︑支金岬長は︑兎角蕊候不順の本年なり一灰起格︶四︑律詩の測︑玉︑各作例として一局に菱するものと謂ふくしと述べ︑絡て種一

支一吐耀婦懇獅縫栴筆珂坤地馳権密逓幅畦鋸岬旧一識唖鍾諏癖鋤崎琳鍵恥峠癖皿釦恥癖岬岬癖蜘一か帳稗歴歴韮帆畔詐鍛岬揮リ︑侭にこれに一

含一高篠彦卒両氏は︑二里徐の所を徒歩にて拙一衣︒講義絡って本月八側長逝せられＬ含員一Ｏ久喜支含報告

−６

一考か凌ぐ意熟にて附席︑一同感激︑定刻午一砂長彦脚郎先生か逼悼︑明治二十七年徹支一−２

薬一緬誇榊誰争い程誰諦眼識叫錨鋤獅確麺鋸鋤密一蹄柳識鍛嘩榊遮恥睡穆準昨嘩畢恥恥緯掘仁一時砺唯榊許峠唾郵縄鋤鐸凱細玲細や枠準唾一一

報一り﹁泊翁先生訓﹂及吉川副管長の﹁閣民稀一る垂皿家である念貝田代嵩山先生も出蹄︑種一の奉季誹演倉か開催せり︒榎本支命長の挨一
一刺の昂揚﹂の迩請あり︑紳山莞園先生の程一々激働さ細大︒
一拶︑勅語奉諭後︑此の日の講師大ろ海軍中一

一に就いて﹂と題し︑約一時間半に一画ろて熱一

一蕊緬態壁灘蕊鄭噸識一睡一○秋田支曹報告一粁和波豊一閣下は﹁晦局の椎移と支那事鍵一

一﹁祁ながらの逝﹂讃前讃後感の蕊表があった一︲玲脚支含に於てば二一月十八側︵支令坦定例日︶一緋走振ばれ︑聴衆に現下の認識と擬悟今傘一新一

一が︑虻︽の感想九毛要約すれば︑此の冊子は知一午後七時より市内三和銀行階上に於て三月一丈にさるろ所あり︑多敷の聴衆は多大の感一

１月二１８言■ＪｇｌｂｌｒＩＪＩＪＵ１Ｔ■Ⅱ二日ⅡｂⅡＪ﹄Ⅱ０口■０１６−

一議階級によく︑一般尺によく︑蒜年男女の一例含恥開催せり︑長嶺支金粍長役員を始め︑一動裡に午後三野過ぎ散脅せり︒

一修禿の評として簸も良く︑時代の潮流にも一余ｍ貝川席︑此側の話題たる秋︑藩祁佐竹義一〃

ｉ一鋤し現下確識の曇で駒ろ︑ルー癖ふに一致言昼公の事蹟につき︑東山太三蝿屋の講話懇一

一宮Ｆ１ⅡⅡⅡⅡＩ０ｆⅡ１１８１Ｊ︑■ｊ１Ｈ８ｊ−ＩＪ１９７ｌ．！〃ｇｊｇ●０１凸９１．ⅡⅡＩｐ９１ＤＩＩ０ＩＩ口１４．ＴｆＩｌＩｊｆＩ１ｌＩ０■ＩＴＩⅡ０−０凸ＴＩ・Ｉ︒■ⅡＦｊｒＩＴＩＴＩ１ｊｌＵＯＩｆｌ１ｌ１ｌｏｉＵＩＩｌＩ０ＩＪＩＩⅡ０１ＪⅡ１０口日．ＴＪ１ＩＩ０噌ⅡＪ■ｌ︾Ｔ０１ｄＧｌ１ｊｐ■ⅡⅡＩ・ｌＦＧ０Ｄｐ■Ⅱ︒ＩＩＩ７ＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌＤＩＩＩ１ＩＩＤｌｑｌｇ■ＩＩ０ＩＪＤｌ１ＩｒＩ■０口Ｉ９ＤＩＦＩｌⅡ１ｌＴｊｐＩｌＤｌｌ
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随見随筆向

俗

し之︑以問二其画之禁一愛而従二共闘之瓜教﹃

茂樹著

海鴎﹃惟天不し容二欺偲一不し可レ辱二我図僻↓若見二他仁人調子﹃則如二父師一敬

異﹃莫二少欺詐慢臆﹃彼且雌し不し知し之︑我登不し知し之哉︑信及二豚魚一機見二

一異域之於二我閏﹃風語言語雌し異︑其天賦之理︑未二祥不渥同忘二共同﹃怪二共

質三レ之︑思駕︒

大也︑不し共し利者雌し大還小也︑所謂利考義之嘉含也︑故日食賀五し之︑廉

一凡回易之事者通二有無一而以利二人己﹃非一損し人而益杉己美︑共レ利者雌し小還

日く︑

近藤守軍の外蕃通書に怪嵩文集を引きて貞順餐安南画船中規約を誠す︑其文に

二︶安南商船規約

○

止まりて一も理論に及ぶことなし︒

如き所もあり︑初めより一定の鰐裁あることなし︑但し其記する所は叙事説等に

随見随筆は見聞する所を雑記する希にして︑備忘録の如き所もあり︑老論説の

村

一上堪下典之間︑民胞物典壷一覗同仁︑況同図人乎哉︑況脚舟人乎哉︑有二患

− 6 3 −

西

a

一狂澗怒涛雌二隙也一遼不レ若二人欲之溺惨人︑人欲雌し多︑

の董含が三岡識略に︑安慶張氏健二種痘法﹃云巳三世︑其法先

仁術を賞賛して巳まずと︑是を種痘溌明の通読とす︒然るに清

陣へ小兇の痘患を見かれし春其数を知らす︑世人皆日約爾の

翫唾其種痘術維に善く功を奏するに至りしを以て之を諸図に

不し若二酒色之尤溺杉人︑到虚同し道者相典匡正而誠し之︑

難疫病凍餓一則脚救潅︑典し欲二荷猫脱﹁

古人云畏途在二椎席飲食之間丑︿然也︑登可レ不し旗哉

日本閏慶長年月日回易大使貞子元識

長︑児痘亦嚢︑十日而萎︑児病随愈︑自言必騰︑夫痘疹躯開二

貯振﹃染し衣衣二小児﹃黄豆三日萌芽︑小児︑痛溌熱︑五日豆

凡上﹃随取二黄豆一粒﹃偉以レ薬︑按二方位﹃埋二土中﹃取二所し

取二稀痘莱﹃貯二小斐瓶一遇二欲し種者﹃録二小鬼生辰﹃焚レ香置二

貞子元は近藤守璽氏の考に角倉素庵なりと云ふ︑恨嵩文集

日納爾の溌明に先だつとと百二十除年にあり︑且共法を像ふ

日を経て溌痘せしむ︑︵此法は和蘭閏にて行ひし所なるが︑

−64．−

一鎖砕之瓢記二於別録﹃日夜置二左右一以鑑篇

の爽註に貞順醜舘氏運二商舶干安南圃一因代し之とあり︑代し之

とあり︑案ずるに董含が此害は︑明思宗崇祇甲申より清墾洲康

先天﹃生死預定︑乃欲下以二人工﹁奪歩之可乎︑予維未二敢深信一

照己卯に至る五十四年間の雑録にして︑種痘の催は其第二巻

の肴なれども︑其志望速大にして其見解雀公平なり︑我邦民
は三百年前既に此偉畢を鴬す者あり︑然るに嘉永安政の比︑

に在り︑即ち清順治六年より十年に至るの事なり︑是を西暦
に封照すれば︑千六百四十九年より五十三年の側の事にして一

とは貞順に代りて此規約を作りたる者なるぺし︑此規約簡単

図中に嬢夷諭礎んに起り︑外国人を以て霊く夷秋禽獣と篤し︑
せり︑邦人の智見︑三百年前に明にして︑三百年後に暗し︑

貿易を以て大に図に害ありとしゃ力を極めて之を肌絶せんと

るとと巳に三世と言へば︑其始は何れの時に在るを知らず︑

唯其種る所の者は︑人痘の薬を川ふるに似たり︑是大に日納

亦一奇とすべし︒

爾の渡明に及ばざる所なり︑本邦にも古来より痘痴逓細末が
し︑之に蕊を和し︑小児の鼻孔に吹き込み︑以て溌痘せしむ

︵二︶種痘
種痘の始めは︑西暦千七百七十六年群榔睦英吉利幽の醤帥

なる痘痴を細末にし︑小児の腕を刺し︑其粉末を創中に入れ

るの法あり︑叉天保の末︑和蘭法の醤術を業とする者︑良善

未だ之を罪にせず︶余が弟三人妹一人︑拷此法を以て種痘せ

エトワードジエンネル

感染し︑是が篇めに︑此等の人は再び天然の痘患に椛らざる

義徳瓦日約爾牝牛の乳房に痘を装し︑牧人又は搾乳の婦人に
ことを職し︑因て魔く之を小児に種接して痘痕の苦を苑かれ

ｌ︲

しめんと欲し︑種交の方法を以て之を試み︑千七百九十八年

￨
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見
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筆

邦に来りし時之を舶載せしを以て始めとするは︑世人の知れ

肥前佐賀藩士︶之を和闘人に求め︑弘化元年和蘭の使粁︑本

頃の術なるべし︑牛痘菜を我邦に徳へしは︑鍋島閑嬰侯︵故

天然の痘忠を苑かれんことを求めしと言へば︑此法は蓋し共

り︑織羅巴にても牛痘種接法の雅明以前は︑人痘を種接して

へたる物なるべし︑是最も馬し難きの事なり︑雨面嬢と云ふ

而銭とあれば︑二枚合せたる物に非ずして一枚にて両面を典

とは︑理に於て無きことなるべし︑叉秋背の川ひたるは︑雨

じ難かるぺし︑能く其面背を緋じて厚苅を排ぜざると云ふと

排じ難しとするか︑厚薄己に緋じ難きほどならば︑面背も亦鉾

を緋することを得ぺし︑砦し兵士の居る所遠くして共厚簿を

ｌｌ！Ｉ
る所なり︒

物︑慨間に多くある物ならば︑其郷ちたる時︑兵士拷共雨面

銭なることを疑ふくし︑然るに兵士之を疑はざる者は︑南面

銭は︑価間に無き物なればなるぺし︑世間に無き物なれば︑

新に鋳造せざるぺから歩へ百銭は少数なりと雌も︑軍中にて

F

汀佃の雨面銭を鋳造せんに︑人之を知らざるの理なし︑然ら

ば秋武窪の事も望太開の事も︑至て︑面白き話なれども︑好

事者の侭作にして︑責に此事ありしには非ざるべし︒

︵四︶字紙

支那人最も宇紙岬ら擁を重んず︑是を尊敬すると汚穣する

地之精華︑聖賢之性命︑︑蓋自二倉領創造︸以来︑歴二有高年﹃

とに由りて柵禰を受くと云ふに至る︑劉蕊山日︑夫字紙者天

自二天子一至二於庶人﹃上非し此無二以立や満︑下非し此無二以資痘

生︑則字紙之常二敬惜一登待二誰究一而後明哉︑然其鴬し用至践

則遺棄者正復不レ少︑維至二汚稚殿壌不迄可二究詰﹃此其愛一漬天

地聖賢﹃而篤二名教之罪人一表︑誠可二流突而悼歎一也と︑琉球

ＩＩｉＩ１ｉＩｌｌｌＩｌｌｌｌｉＩＩｌ１１：Ｉ

−‐65−一

随
見
随

筆

随

見
随

て之を異しむ群なし︑蓋し群斌の然るを致したる者ならん︑

新聞の故紙の如きは︑多く之を加中の用に供し︑衆人姑とし

る者なるぺし︑然るに西洋人は革も字紙を敬重するの念なく

に一種の篭を作り川ふと云ふ︑是は至く支那の風習を移した

人の如きも亦字紙を重んずること甚しく︑是を焚く鱒めに別

語の由て出し所なるべし︒

志欲レ大︑智欲レ倒行欲吃方︑能欲し多事欲し少︑是亦准南子の

孫思迩の語は文子に出づ︑文子行己篇に︑凡人之道︑心欲し小

む考小きに由り︑以上三語の本づく所を知らざる春多し︑又

露二大不善一とあり︑後人小畢の書を讃む者衆く︑准南子を讃

積而篤二大善﹃不意謂二小不葬之無し傷也↓而罵修之︑小不善積

１１１

余謂へらく︑宇紙は間より雇物なれども︑其中には講父聖賢

︵六︶石山秋月

ふによりて題せられしものと恩ひしを︑此頃一知己のもとに

て近衛三蕊院殿下の御自筆の此八長の御歌旦巻を拝見せし

に︑其御奥書左の如し︒

最前三上山の月を主上あそばし候はんとの事故それをば

− 6 6 −

師長の名もあり︑天地祁祇等の文字もあることなれば︑相雁

余往年江州石山寺に詣りしが︑其風景少しも奇絶なる所な

一之論心欲し小而芯欲レ大︑︑智欲レ員而行欲し方︑能欲し多而事欲し鮮

雲又謬稲訓に口く︑君子不下謂二小善不し足し篇也一而舎占之︑小善

−

に之を重んするを宜しとすべし︑是を阿中の用に供するが如
きは︑篭だ不可なることなり︑然れども支那人の言ふが如き

く︑叉山上より琵琶湖を望みしに︑瀬川の橋の遥少し見ゆる

のみにて︑湖水の震き所を見るとと能はす︑因りて心中に其

是を重んすると職んずるとに曲りて細流の報ありと言ふに至
りては︑妄誕も亦甚しと云ふぺし︒

名賢の相符はざることを疑ひしが認後件嵩躍の閑田耕筆を読

みて初めて其故を知れり︑其書に白く︑﹃近江八景は唐山の

八景に擬せられしは勿論なり︑其中石山秋月といふは︑世に

︵五︶潅南子語
一漢昭烈崩ずろに臨み︑遺二命後主一日︑勿下以二悪小一而篤多之
一勿下以二善小一而不も鮪︑諸葛武侯戒レ子書日︑非二漕泊一無一以

陣ふる紫式部此寺にこもりて八月十五日夜湖面にうつる月を

見一Ｌ須磨明石の巻より筆をたてそめて源氏物語を成せりとい

明杉志︑非二寧静一無二以致渥遠︑孫思迩日︑膿欲し大而心欲し小︑

智欲レ同而行欲し方︑栄子皆之を小畢の書に引用す︑然るに此
三語は共に准南子に州たり︑准南子主術訓に日く︑非二濃漠一

ｌ１１

一螺灘認渉域蕊耀鑑憲恋澱

筆

回

潮洲へ流さる︑日暮れ馬たずみて前途稗遠し︑いづくより来一

用捨故石山になぼし石山の鏡をば三井になほし蕗雁を堅 釧 州 釧 叩 川 割 鋤 卦 識 鈎 斜 細 村 刑 罰 卿 一 脚 劉 割 洲 前 ︑ 後 退 之 一
田に改め候法談の間叫覧もやと僻作害付る
抄

天︑夕艇二潮陽一路八千︑欲下篤二聖明一除中弊事迂塁勝二裳朽一惜二

一聯に句を練て八句一首となし︑韓湘に典ふ︑一封朝奏九亜一

れるともなく︑韓湘勃然として傍にあり︑退之川の中に前の一

るを御製に陣りて次を追て改め給ひしなるべし︑予正に知る

礎年﹃雲枇二秦繊一家何在︑雪擁二味開一馬不し前︑知汝遠来膳ン｜

か上ればもとは三上秋月石山の晩鐘三井落雁と思し召しけ

此石山の月中秋の比かつて湖面にうつらず︑遥か南にあり︑

此源氏此寺にて作られたるといふ説の非は︑既に安藤馬草の

有二仙術↓方二遇之在℃朝︑暇日洲菰二噸刻花﹃上維二出詩一聯一

後元の劉斧が青瑛高議を讃みしに此事あり︑日く韓退之姪湘一

有し素︑能牧一菩丹権江溌℃﹄此事何の書に川しを知らざりし︑恨

紫女七論に委しければと上にはいはず︑此浮説によりて給へ

云︑雲横星秦嶺一家何在︑雲擁二藍開一馬不し前︑米し幾退之言二

紫女の体説もよく地理を知らぬ人の言出したることならん︑

るに非ざることを︑此御自筆にて明らけし︑湖水の月を賞す

湘日︑億二花上之伽一乎か公訓二其地一乃藤閥︑味歎久し之︑鴬

俳骨一睡二潮州．日途中過し雲︑俄有二一人胃雪而衆﹁乃湘也︑

双とおぽし﹄とあり︑是にて石山秋月の迩営ならざる故を知

涜二其詩一載二集中や

る人は三井寺堅田へ行くべし︑満山は唯笠に於きては他に無

れり︑併し最初の考にても三井の落雁はあまりよき取合せに

１１１尽

Ｉ
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I

はあらざるくし︒

︵七︶韓湘仙術
余若年の時太平記を読み︑第一巻無澱講の像に︑韓退之が
其姪韓湘との問答を載せ︑叉韓湘が流璃の盆を打役いて叉仰
むくれば︑碧玉の牡丹の一枝あり︑其中に金字に書ける一聯

ー
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懸隔一園団
ものの如くである︒眼態世界の大勢に注げば︑濁り東亜の天地が討

○蚊に季節は廻って新緑浦爽の候となった︒我等の活躍走愈全待つ
伐と延設に日々努力して寸暇ないばかりではなく︑鰍洲の動斗﹄には

畢

毒一

税壷鏡

一金壷園辛銭一税不要

一金武拾五銭

六冊︵半年︶

一金参回一税不要

弓と

拾試冊︵一年︶
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人

割田斧二

溺日本弘道宮

東京市押田睡西祁田二丁Ⅱ一番地

東京市牛込腿下宮比町十二番地

所敬文牡

溌行所

金

大暴風襲来の慨があって︑何時如何なる鍵化恥来すやも計られぬ有

一回一一金武拾五回

月二十八日印刷

半頁一回一一金拾五回
昭和十閥年四

奇丘一

東京市紳田腿西祁田二丁目一番地

トラ

様とて︑世を畢げて此の二十祇紀は蛍に新光明走望む維新の前にあ
るの槻がある︒黄に此の動きを意義あらしめればならぬ︒

○本銃には荻原博士より﹁東亜新秩序読と皇道﹂の御高説を承ると

昭和十四年五

粂

．凡

振替口座東京四三一七番

電話九段九番
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編とが脚来て何よりである︒叉浦原悼士よりは﹁迦徳教育の根本問題﹂

更に玉来博士よりは現下我等の使命に就いて何れも名論卓説を頂

刷行輯

月一日護行

瞬き︑本誰の論文として飾り得た事は光築である︑相共に味讃したい

刷

人告原留吉
印

ものである︒

の糊愈である︒命員の縄親和︑縄協力で其の使命を果さんとする熱

渡編

印

後○第四十町定期綿舎は愈々報告の如く決定し衣︒非常時下第三回目
司︺

○本銃より西村先生の造縞衣る﹁随見随筆﹂を掲載することとなつ

言意を以て︑此の総含な盛大ならしめたいものであ・ろ︒
れ︑これは未褒表のもので︑松平顧問の御手元にありしもの︑︵陳
︑

篤本は今は伯爵の御寄附にて帝幽圃書館にあり︶相営の長篇故︑久
しく綴く深定である︒

も︑突如肺炎の鰯四月十五日逝去︑依って未完のまＬ︑これで絡結

○笑迂野史︵井手燕雨先生︶の．節切﹂は三側迦績の選定なりし
の止むなき仁至つれ事走御断りする︒

されてゐろので︑困難してぬる︒御諒承を願ひ衣い・

○新計愛は多々あるが︑用紙の統制とて制限々々で縮少を詮儀なく
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曾道弘本日野蕊羅所行愛

泊翁西村茂樹先生講述

簡堂松卒直亮校訂

口四六版クロース上製美本

口定償金六拾銭．郵税金姶銭

口書員には郵税本曾負鱈

本書は泊翁西村茂樹先生が︑明治三十一年八月三日より同九日までの一週間︑更に翌明治三十二年八月十二

日より同十五日までの閃日間︑前後二ヶ年に亙り十一日間を愛知螺の南設楽郡︑北設楽郡︑八名郡の三郡教育

含聯合による夏季講習曾に於て︑小畢教員の蔦に迩徳教育に開し講述せられたるもの比速記で︑泊翁先生に久

しく親灸せられし本含顧問伯爵松卒直亮氏の校訂を経て︑鍵に弘道誌上に掲載せるものである︒

本曾は現下の闘情に鑑み︑其の使命とする閏民道徳振興を期するには︑根本として愈ど小畢校の修身教育作

興に侯つ大な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飾であるが︑恰もよし此の

西村先生の道徳教育講話は︑小畢校道徳教育の作興に資する所拘に大なるものあるを深く信じ︑鼓に本書を蛮

行して炭く世に頒たんとす︒翼くば今日小皐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産
を得るあらぱ︑本曾の欣幸とする所である︒
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