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て︑維新以前大名中の開園家の一人であっ
や︑その随行者の一人であった︾維新以来
様の奉譜的畢者ではなかった︺今日存績す
て︑言託必信あり．行履道に違はずとも︑
しと錐も智なく︑才なき篭は・敢て貴ぶに

所
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教育勅語漠謹五十周年記念鏡原稿募集

○○○○○Ｏ

1
1

明治二十三年十月三十日教育に開する勅語が漢騒せられてより恰も本年は五十周年に相富するので︑

柳か此の意義深き年を記念すべく本含は雑誌﹁弘道﹂十月銃をして﹁教育勅語換蕊五十周年記念銃﹂と
して駿行する事となれり︒・

謂ふ迄もなく教育勅語は我が肇圃以来の道であり圃民道徳の大本であって︑叉責に其れは寓古不磨の

大精紳である︒されば吾々圃民はよろしく斯道と一燈とな﹄て各自に之を具現し︑以て愈々此の道とし

て世界に光輝あらしめるは圃民に課せられたる重大使命である︒吾々は妓に過去を願み蒋来に慮りて日

○○

一︑散文︵勅語の御精祁を如何にしたら園民悉くが貴賎燈得出来るか︶原稿用紙四百字茜一枚以内

日本弘道含輯編部

二︑文苑教育勅語換騒五十周年記念漢詩．和歌．俳句各一人一首宛︒︵同一人の匿名及家族名等による数首
の投稿は遠慮せられたし︶

I

三︑縛跡印・か呼塞部︒開封三銭﹁記念銃原稿﹂と朱書のこと︒﹂
昭和十五年八月

ｌ
Ｔ わＬ１句︲画彪幸﹃ｂｒＨＩ９

︲１

何卒此の目的に協力され含員諸君の振て力作を御投稿あらんことを切望する次第である︒
○０︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑

ては之が馬に左の如く︑原稿を墓集し心弘道誌を飾り以て記念読蕊行として意義あらしめたいと恩ふ︒

本人悉くが斯の道の燈得者となることの責現を先づ期し以て此の五十周年の記念としたいと恩ふ︒就い
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凡そ道を畢ばんと欲する者は︑近小に安んずぺからず︑疎漏に甘んずべからず︑中庸日︑致二庚大一︾

而識二精微﹃極二高明一而道二中浦﹃騰大精微の四字は吾道畢の最上方法なり︑或人日く︑道を畢ぶに帆

高大精微を致すべしと云ふは一理あるが如しと雌も︑是に依りて老悌の如き虚無寂滅の教に陥るの恥

弊なきに非ず︑孟子に一道在し迩而求二諸遠﹃事在し易而求扇諸難一の戒あり︑宋子大畢の序にも︑不しｖ

待レ求二之民生日州舞倫之外一と言はれたり︑然れば今日道を畢ぶは日用至近の理に通ずれば足ることハ

にして︑決して高妙の理溌説くに及ばざることなるべし︒余答て日く︑道の存する所は︑我心身とや

〃Ｑ︑〃︒■︒
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我画家との外に在る者に非ざれぱ︑至近の教にても足ることの様なれども︑然るときは鳩翁道二の︾

如き講談と︑童子敦賀語教の如き書物とあらば十分なることにて︑四書六経の如きも己に高速に過

ぎたる者と云ふくし︒他の染蕊の事を比して見るに︑吾子の言の如くなるときは︑器物は用に供す

るのみにて事足り︑結巧と云ふは無州の事なるべく︑飲食は腹に充つれば足ることにて︑美味と云

ふは無用の事なるべく︑衣服は職を被へば足ることにて︑絹蒜等の美好なるは無用の事なるべし︒

巳に是等の物の巧妙を以て無用ならずとせば︑道の精妙も亦無用ならざるくし︑況んや道の尊きこ
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致し︑精微の上にも精微を識すべき李となり︑且孟子の如きも道の高大精微を欲せざるに非ざるな

り︑孟子の言に臼く︑君子深造し之以し道と︑顔淵は仰し之穂高や蹟し之禰堅︑膳し之在し前︑忽涛在し後
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てり蹄りよ京北近最

京より録りて．

三日に蹄つたのであります︒此の甑ちよい／︑支那に行く用

只今御紹介を戴きましたが︑最近とは巾せ資は十月の二十

んで居って︑今Ｈでは支那の北京城内に於ての住宅難は大愛

の方は愈誉多数になって︑西の方も可なり多数の日本人が住

は日本人の少かつたのが事鍵前でございますが︑事愛以来束

最近

件がありまして︑今年は四吋から五月に掛けて往復一ケ月ば

なことになって居ります︒進だ細かいととになりますが︑家

約三寓人でございました︒それが九〃末日の統計に依ると五

見ますと︑蕊憾人朝鮮人も含めて四月末現在で二寓九千何百

京及其の郊外に在留して居る者が︑弊察に届けて居る統計を

せぬで︑昔ながらの繁華と申しませうか事愛以来急速に賑か
しさを通じて居ります︒四月の頃一参りました時に日本人の北

御秋知の通り北京は今度の事愛で何等批傷を受けて居りま

は一つは天津の洪水の難を避けたものも居ります︒併し十月

或は二十蕗と云ふ説もあります︒支那人の多数入りましたの

えて居りますから︑其の筋の人に間合せますと︑支那人にし

頃にはそれ程気付きませんでしたが︑十月には鮭程著しく殖

た外に支那人が又非補に多数になって居ります︒四︑五月の

月になりますと三催でございます︒従って細ての物偵が三倍

って居ります︒煙草は私は戴きませんが︑四︑五月の頃から十

賃は約三十回内外で借りられた所が今日では百五十凹位にな

寓人左一寸超えて居ります︒それから石家那避迄含めまして
日本人の在留人が十六寓人に達して暦ります︒北京城内に於
す︒北京の城の直中に宮城がありまして︑其の東側の方を東

は日本軍の大愛な努力の結果でございまして︑昔であったな

には最早天津の市街はすっかり水は引いてしまひました︒是

て北京城内に入ったのが︑約十六蔑人と云ふ事であります︑

大きいのが五倍になって居ります︒日本人がそれ程劣一数入っ

ける日本化の模様はそれで大鰐御想像が川来るかと存じま

して締って来た課であります︒

かり参りまして︑叉今度は十月の上旬から三週間除の旅行を

文筆博士宇野哲人

、

城と印しますが︑其の方に日本人が多数鵬りまして西の方に

− 3

北
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、
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て立派に水は引いてしまって居ります︒支那人も︑天津へ大

らぱ到底不可能であると思はれたのが︑十分手配が付きまし

人を襲撃するのでございます︒蒋介石政権に属して居る藍衣

石の方の手の者が相営こそＪ︑と入って参りまして親日の要

した兵隊乃至警官などが十分警戒して居るにも拘らず︑↑蒋介

移住した者が多数居るのであります︒︑それが約十六寓乃至二

方でない限りまあ安心でごごいます︒丁度昨年は寺内勝軍が

ざいます︒尤も日本人を襲撃することは最高指揮官のやうな

た︒其のやうな課でございます決して油断は出来ないのでご

考で樽向して親日に塗った者が二人程襲撃されて殺されまし

壮︑黒シャツの員似みたいな仲間でございますが︑藍衣杜の

部分踊って居りますけれども︑何しろ北京城外の住居が可な
り不安定でございます篤に︑城内ならば安心だと云ふので︑

十蕊と云ふ話でございますが︑正確な数は分りません︒兎も

北京及北京の周園州常の距離から財産家の連中が北京城内に

角︑非常な賑ひでございまして︑北京の東の方は例のネオン

行って居られまし方が非常な警戒でございました︒なかノ︑
さう云ふ方は油断が出来たいのでご鋪いますっ

蒋介石の手は可なり北京にも動いて居ります︒現に或る畢
者︑元大畢などに開係して居った畢者などが大部分は南方に

サインが赤々と灯いて居りますし︑私は老人でございますか
らさう云ふ所の探臓は到頭致しませんでしたが︑素晴らしい
立涯なカフェーが出来て其魔に多数の日本の婦人なども入り
込んで御給仕などするさうでありましてなかノ＼な賑ひでご

逃げまして︑殊に大部分は雲南の昆明に逃げて居るやうでご

ふ噂をしました虚︑なに此の頃重慶から一筆来たやうだから

日大畢を罷めになったし牧入の道がなくって困るだらうと云

ざいますが︑あすこに劣︾数の大畢を起してやって居りますか

ざいます︒

て︑そこでは匪賊が日本の警察署を襲ひましてピストルなん

そんなに困ることはあるまいと云ふ話をして居ったさうであ

治安状態も非常に良いことは昨年などに較べて雲泥の差で

ぞを少し撃ったやうでございますが︑それは今年の十月の十

ります︒計り重慶政府から幾らか金を寄越す︒さう云ふ畢者

居ります︒・北京に礎って居る連中を或る支那通が︑あれも今

五六日の頃でございます︒尤も大した事ぢやございませんで

ら昆明に逃げて居りますけれども︑少数は北京にまだ鐙って

直ぐ取って抑えたや弓でございますが︒さう云ふととがござ

いと云ふことを考へて色交と方法を講じて居りますが︑なか

達を日本の方では成べも引出して日本に力添へをして貰ひた

ございますが︑併しまだ油断は出来ません︒九月にも北京城

い離す︒それから北京城内には日本の兵隊が駐屯して居るこ

の東城の城門外でございますが︑一寸した部落がございまし

とは申す迄もなく外国の兵隊も居りますが︑臨時政府の武装
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を据えて何虚迄もやれば宣いけれども︑若し中途半端で日本

すけれども︑是がいつ迄綴くか分ら准い︒三年五年日本が腰

申しますと︑日本が今は非常な勢力を占めて抑えては居りま

ノー嬬跨して出ません︒と申しますのは支那人の頭の方から

がございます︒

したいと云ふ考に今大皐の幹部ではなって居るやうでござい

ざいます︒併し来年或は再来年位にはなんとかして是非引出

引出さうと計壷して居りますが︑色交な事情で州難いのでご

ろ課になったのでありますがや其の方で支那の畢者を成ぺく

そこで今日本側と協力して臨時政府を作って居る要人達が

ます︒其のやうな次第でなか／︑是で容易ならぬ面倒な事情

不安心に思って居ることがあります︒どう云ふ黙を不安心に

が引退ってしまった場合には日本に款を通じたと云ふので︑

さう云ふ考を有つのも無理からぬことでございませうが︑能

我慢して居った方が安全だと云ふ考へ︑支那の皐者としては

思って居るかと申しますと︑結局どう云ふ風にしたら日本の

詰り蒋来は困ったことになる︒今は少し辛いことだけれども

くノ︑色餐な方法でまあそれ等の人糞を呼出すやうな方法を

を申してはどうかと思ひますが︑臨時政府の相営な連中に時

理工科も必要だと云ふので昨年理工科を作りまして︑文畢部

復興致しまして︑瞥畢部と農畢部が直様出来ましたけれども

す︒元来私が折全参りますのは︑此の臨時政府で北京大畢を

来ると皆遠ふ︒支那人は︑誰の仰しやることを信用すれば宜

どう云ふ方法でどうするかと云ふととの細かい問題になって

の建設と云ふことで分って居りますけれども︑新秩序建設を

て居ります︒親日防共の政府を作らせて︑そうして東醗新秩序

も臨時政府の要人達の接鯛します日本人側の人達が各人各様
の意見を有って居ります︒大方針は無論御承知の通り決定し

5ー

方針に副ふかと云ふことがはっきり分らない︒斯う云ふこと

講じますと叉ぽっ１１日本側に入って来るやうな模様になっ
て居りますが︑極く最近十月の十五六日頃に一人矢張り北京

折倉ひますと︑彼等の申しますことは日本政府の緒紳がどう

云ふ風にすると云ふことが支那人としては分り難いと考へま

も作らなければ．⁝⁝・⁝・支那人は一篭文化を貴ぶ国民でござ

いか分らないと云ふやうな感想を有って居る課です︒軍部な

す︒日本の輿論と云ふととが正確に見透しが付かない︒どう

いますし北京大皐に文科がないと云ふことは非常に不都合だ

らば軍部と云ふのがすっかり纏った意見で居られるかどうか

大畢で有力な畢者であった某氏︑英文畢に精通した畢者であ
ったが到頭昆明に逃げてしまひました︒なかＪ︑出て来ない
と云ふ状況であります︒是は日本の方で除程腰を据えてやり
ません限り支那人を抑えることは容易でないのでございま

と云ふ論がございまして︑漸く今年文科を作ったのでござい
▲

産す︒其の方に幾らか私も御加勢するやうにと云ふことで参

ノ
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が︑支那人の方ではどなたの御説に従ってやれば宜いか︒

内地はどう云ふ風であると云ふことを存じませぬが︑支那
人はさう思って居ると云ふことを私は遠慮なく申上げます

らしく支那人は思って居るのであります︒それは私は日本の

が支那人には能く分らない︒軍部も色登な意見が矢張りある

と云ふことをそれは無論支那人の方は知り抜いて雁るに違ひ

程詳しく知って居ると思ひます︒誰がどうして注兆銘が出た

で注兆銘が出て来たかと云ふととは︑支那人は私共よりも鮭

動の立場でございませぬと臨時政府と雌も旨く参りませぬ︒

し︑こちらの壮がしっかり致しまして国論が統一して確乎不

になって居るかと云ふやうなことが分らない鴬に適従する

ないと思ひます︒是は堂あ注兆銘でございますと臨時政府の

それから今度の注兆銘の通勤に致しましても︑どう云ふ手

日本の内閣の閣議が決定して居るのが事賛はどう云ふとと

巧く行くだらうと思ひますが︑初めの澱想では双十節の十月

王克敏︑維新政府の梁鴻志姻氏も其の旗下に加ってやると云

ろと恩ひますが︑一致して居るのが其の侭明らかに向ふに映

十日に注兆銘の政府が出来る筈だった︒それが延びて十一月

ふととも齢り不愉快でもないかも知れませぬ︒それですから

るやうにしませぬと︑私共がｎ本の内情を知って居る以上に・

云ふことが最早北京でも博って参りました︒段堂延び／︑に

月中にはむつかしい︒今年．は通もむつかしい︒来春になると

ことだと思ひます︒少くとも日本内地で是は心が一致して鳩

支那人は案外色糞な諜報機開を荷って居るものと見えまして
却て日本政界の事情等は詳しく知って居るらしうございま
す︒誠に造憾乍ら今度の事鍵の起りました原因などを考へて

ざいますが︑あれが出たとなると今度は日本側で除程吐を据

なるらしうございます︒是はまあ出来たらばそれで宜しうご

所を知らずと云ふやうな気持でございます︒是は資際困った

見ても元来支那人が排日抗日の教育をやった結果遂に日本興

迂滑な者が日本の事情を知らない以上に色燕なことを知っ

った原因を色登考へて見ると︑どうも支那人が私共のやうな

も御承知の通りであります・北京でも無論五色旗を掲げて居

日旗を掲げると云ふととは絶封禁止して居ったことは皆さん

が︑例へぱ幽旗の問題︑北支那の方及南京︑上海等に青天白

えて置きませぬといかぬことが色餐あるだらうと思ひます

に出来ると言って居りました︒蝿て其の内に誰言ふとなく十

し易しと云ふ侮る精紳を起した結果でありますが︑日本を侮

る︑に足らぬ︑政界の有力者の意見も怖る入に足らぬ︑日本の

作りますと︑其の政府に於ては青天白日旗を用ひると云ふこ

る︒所が注兆銘の意見に依りますと新生園民黛と云ふも？〆

て︑まあ大愛な誤算ではあったかも知れませぬが︑軍部も怖

が今度の事鍵の本営の原因でございませうし︑どうももう少

経涛界も怖る上に足らぬと云ふやうな風に彼等が誤解したの

１ａ
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とを標傍して居ります︒さうすると北支那の方で青天白日旗

を以て範を垂れて圃民を指導すると云ふ主義でございます︒

やうな風で︑新民と蓋ふのは言ふ迄もなく大畢の新民を採っ

東洋道徳を鼓吹すると云ふ立前でございます︒それで行くな

たのでありまして︑どうしても儒教流の人の上に立つ者が身

同時に注兆銘の旗であると云ふととになります︒其の圃旗の

合せて行く事が出来る主義になって居ります︒是は皇道と王

らば日本の皇道精祁或は八紘一宇の御精榊と云ふものに丁度

用ひる︒斯うなって来ると青天白日旗が蒋介石の旗であり冠
問題なども日本の指導者階級ではどう考へて居らる上．か︒是

を禁止し︑南京に新たに出来るべき新政府では青天白日旗を

等も決して小さな問題ぢやございませぬ︒それからまだござ

い主義だと思って居ります︒大民曾なるものも矢振り名前が

維新政府でございますし︑矢張り新民︑主義と大差ない主義で

道は違ひますが︑新民主義ならば日本の方で十分容認して宜

を作ってやって居ります︒北支那の新民主義に基いて新民曾

やって居るのでございます︒所が注兆戯は御承知の通り今度

7 −

います︒北支那の臨時政府では新民主義を以て指導粘榊とし

と云ふものが非常に活動して居りますのは猟洲幽の協和曾の

は三民主義を主張する︒尤も三民主義は蒋介石に依って歪め

ザ

て居ります︒それから南京の維新政府では大民曾と云ふもの

やうな姿で︑満洲閏は協和曾の人でなければ人に非ずと云ふ

られて居るから︑それを正した意味の三民主義にする︒三民

義︑民生主義と巾します︒民権主義と云ふのは人民が政潅を

主義と云ふのを順序上御話申上げ妻すと︑民権主義︑民族主

握ると云ふ共和主義の立前でございます︒是はまあ支那の関

では新民曾と云ふものが王克敏を首班として佐藤中将︑安藤
中将などが参加して指導の任に常って届らる上やうでござい

位に協和曾が活躍して居りますが︑それと同じやうに北支那

ますし︑それに基いて新民畢院と云ふものを作ってそこで臨

主義と云ふのが支那民族の護腿を剛ろと云ふ立前でございま

篭が愛りましたからそれはそれで宜しいとしましても︑民族

すが︑蒋介滴はｎ本を目荷てに排同抗︑の教育を打って民族

義でやる︒新民主義とは結局どう云ふ主義かと申しますと︑
思想は佃人主義であり利己︑主義である︒新民主義と云ふもの

蒋介石の三民主義に封して新此主義と言って︑ヨー画シバの

は言ふ迄もないが︑支那民族の護展を固るからと言って必ず

主義を大いに鼓吹したのであります︒それを今度は荘兆銘は
愛へて民族主義と云ふのは支那民族の護展を間ろと云ふとと

時政府の役人を養成して居ります︑さう云ふ風にして新民主

は家族主義であり道義を主として︑其の中心としてば東洋道

Ｌも日本を排斥する必要姓ない︒日本と隣圃の誼みを能く誌

徳を護揚すると云ふやうなことを申して居ります︒蒋介石
鍬容共の政策を執り︑新民主義では防共の精紳に依ると云ふ

、
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共語．︒︲職分子を多分に含めたのであります︒それが部ち今

の悪習を鍵へて正しい習慣にすると云ふ立前でございます
が︑其の立前の中に蒋介石の方では其の民生主義と云ふのに

づ愛へて行くのであります︒民生主義と云ふのは人民の従来

んで行くと云ふことにすれば宜いのだと云ふ風に注兆銘は先

が吐が坐って居りませぬと︑除程其虚は困難な問題が起るだ

してさうして今度新たに出来る新政府に封する場合の取扱方

うに承って居ります︒結局日本の指導考がそれを適営に蜜梅

に困るととだらうと思ひます︒其のやうな問題が色々ありま

本で詮程吐を決めて居りませぬと新政府が出来た時の跡始末

よりも良くなることは明かでございます︒さうして注兆銘は

ますから︑江北銘の改めた三民主義ならば蒋介石の三民主義

ふことではない︒人民の悪習を愛へると云ふととにして参り

注兆銘の方では民生主義と云ふものは共産主義を入れるとい

動揺して居るやうに見えます︒あれでは支那人が附いて来る

ずっと一貫して居れば宜しうございますが︑色登なことが皆

う少し国論が統一して総ての問題がきちんとした方針の下に

した統一された方法でずっと行って居るとは思へませぬ︒も

見ますと色杢な軸で何もかもごた／︑として居ってちやんと

らうと思ひます︒まあどうも北京から振返って日本の内地を

して北支那の臨時政府の要人達は色掩と頭を悩まして居るや

日の義共的訓義を執ってれく原凶に方って居ります︒それを

って一丸となってヨー暦シバの雁迫を排除しなくちゃならぬ

のに困ると云ふことを言ふのもどうも基だ迷惑な話ですが︑

孫逸仙の主張しました大亜細亜主義に基いて亜細亜民族は打
と云ふ立前でございますから︑其の意味に於て日本と手を握

居るのですから︑もう少し色登な思想家︑其の外色交な方堂

無理はないやうな気が致します︒併し全鐙の大方針が決って

の考に基いて色狩蕨さう云ふ細かい鮎はきちんと決めて置く

る事は出来ない課ぢやございませぬ︒正しい三民主義ならば

べきぢやないか︒何虚かまだ世間知らずの極く単純な考で出

出来ない課雲ぢやない︑併し東洋道徳の固有するものとは大分

はどうしても相容れざるものでございます︒其の鮎を日本の

違ったヨーロッパ風の︑アメリカ風の三民主義とは新民主義

本の魚にも非常に不幸でございますし︑東亜新秩序の建設に

たとと勝負と云ふやうな風にして︑やって縮尻つたならば又

も非常に困りはせぬかと云ふやうな事を︑まあ私共なんぞど

菱へると云ふやうな風に始終鍵ろやう蕨政策を執られては日

構ぽいと云ふ風に言はる上と云ふ事になりますと︑北支那の

うも一向物の分らないものですけれども︑秘かにさう云ふ風

ないと是迄主張して居りながら今度は俄かに叉三民主義でも
臨時政府と云ふのは誠に是迄は馬鹿を見たと云ふことになり

指導者達はどう考へて居らる上か︒新民主義でなければいけ

主す︒そこらをどう云ふ風に解決せられるかと云ふととは日
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まして︑素が長うございますから︑支那は従来他民族から支

ても精交負けた所で五十年か百年すれば大丈夫と言って居り

上手でございますから随分負けて居る癖に︑三年や五年負け

だ日本に決して負けないと思って居ります︒蒋介石が宣博も

に考へて居るやうな課でございます︒支那人は一醗今でもま

とは支那人も新知識の者は知って居ります︒日本の文化より

色堂な黙から見て支那よりも日本の方が文化が高い︒其のこ

黙から見ますならば寧瞥術工謹畢術の護達と云ふやうな風の

面から文化と云ふものを測定すべきであって︑今日有らゆる

私共の考は皆様の御考と同じと思唾ますが︑詰り有らゆる方

の考と支那人の考と連ふ︒そこが一寸迷惑なのであります︑

文化を高めなくちゃならぬと云ふことを支那人にして言ふ者

も支那は低いからどうか一つ努力して日本と同じ程度に支那

も居ります︒それはまあ我登の常識の文化と云ふととは支那

と云ふやうなことを言って威張って居りますが︑是は負惜み
で私はさう云ふことを言ふ支那人にはいつも斯う申します︒
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配されても精全一百年位支配されて︑其のあとで叉取返す

それは従来の支那の歴史から見れば成程︑例へぱ元に支配さ

謂は図支那人の謂ふ文化は一種の江戸前の通人とか通と云っ

ふものは我共の文化とは違ふ︒どう云ふ黙かと申しますと︑

那を支配した場合にいつでも外の民族の方が支那化されてし

やうなものは文化の中に入れ蜜せぬ︒例へぱ料理が進歩して

たやうな気持のものを文化と申します︒騨術工蕊科畢と云ふ

人よりも確かに上でございます︒併し支那人の謂ふ文化と云

まってすっかり支那に同化してしまふ︒それは何故かと云ふ

に僅か百年か二百年かも知れぬ︒それで外人が入って来て支

と詰り支那人よりも文化の程度の低い連中が入って来て︑支

居るとか文章を達者に書くとか詩人の心得があるとか潅儀作

れたことは百年︑清朝に支配されたのも二百年︑さう云ふ風

は蓮ふぞ︑日本の文化は支那よりも遥かに上である︒有らゆ

那を支配した篇に支那の文化に負けてしまふのだ︒所が今度

方が日本よりも高いと思って居るのですから︑馬鹿な話でご

ノ︑日本人よりも上であります︒さう云ふ課で支那の文化の

法と云ふ所謂耐曾的のエチケットと云ふものが支那人はなか

い者が支那を支配した時と違ふ︒今度は日本の方が文化が高

ろ鮎に於て支那文化に日本は勝って居るから今迄の文化の低

日本の偉い方掩が支那に行って支那の風習と云ふものは少し

ざいますけれども︑支那人はさう思って居ります︒ですから

も御存じがなくてさうして勝手に色交な言動をなさいますと

いから急に五十年や百年で負けることではない︒段糞と支那
生ずるに遠ひないと云ふ事を言ふと︑成程さら仰しゃればさ

腕は偉いかも知れぬけれども文化は低い︒日本人は低いと思

が言ふことを肯かなければ支那の方が今迄とは逢った形勢を
うかも知れませぬと言ひますのですが︑文化と云ふ考が私共一

ゲザ
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二勺

んだと云ふ話をした庭それは感心だと言って非常に喜んだ︒

ってしまひます︒一寸した事でございますけれども︑例へぱ
の置きやう一つ︑御銚子と云ふのは茶瓶のやうな恰好になっ

それだけなら話は何でもないのですが︑其の老人が二三年前

んで居った︒陽明先生は畢生時代に非常に誠んで博脅録を読

て居りますが︑さう云ふ御銚子の置きやう一つで心得のある

に亡くなった︒亡くなりますと息子に遺言して︑陽明先生の

所が其の人は高森君の指導で以て陽明畢をやって博脅録を讃

人ない人と見極めます︒そんなことは何でもないことですけ

軸だけは日本の︑瀧洲園役人をして居る何某にやれと遺言し

支那人と一緒に食事でも致しまして宴曾の席でも一寸御銚子

れども︑簡単なそんなことでは私も昔支那に行って居ったこ

と私は思った︒一寸した詰らぬさう云ふととで︑Ｒ本人と云

た︒其の遺言に依って其の陽明先生の善を法聖士の何某君が

ふのは文化的には低級の春と思って居った虚あの役人だけは

貰って大通に置いてあると云ふ事を聞きまして︑是は面白い

す︒宇野は支那の風習は何でも知って居るとか言ってそんな

遠ふと云ふので喜んでそれを呉れたと云ふ課になります︒是

の置きやうなどこっちから御酌をしたあと一寸心得て置きま
置きやうをすると喜ぶのでございます︒掛物でも一寸あるの

とがありますので少しばかり知って居りますから一寸御銚子

を讃んで見ますと︑私は掛物を讃む位のことは無論出来ます

那に行って色壁して居られますのに支那人の心服を得るのに

て私は面白い御話だと思って居ります︒日本の偉い方友が支

幾らかさう云ふ文化的の修養のある方でございます方が都合

は支那人の所謂文化と云ふものの意味の一端を示すものとし

云ふやうな調子であります︑それには可笑しな話がございま

けれども︑日本の御役人様でも掛物でも一寸讃んで是は良い

す︒第五高等畢校教授で高森といふ仁がございますが︑高森

みたいな恰好のものをまあ何とか偉い方が作ったと言って︑

が好い◎詩だか語だか分らない︑唯七字づ上並べたやうな詩

物だと仰しやると︑此の人は日本人にしては珍らしい人だと

ふ人です︒それが熱河に行って︑熱河の素封家の家に行きま

君が教へました法畢士で満洲図の役人になって居る何某と云

す︒嘗て閣匪の際の話だと云ふ事を承りますが︑時の公使は

する原因になりますのであＬ云ふのは非常に迷惑でございま

西と云ふ方でございますが︑愈持閣匪が襲撃をして日本の公

新聞に州したりするのは日本の文化の程皮を支那人が馬鹿に

云ふのでそれを讃んだりした虚︑日本の役人左んぞそんなこ

から法畢土が︑は上是は結構蔵王陽明先生のものがあるなと
とは無畢と思って居る所にそれを誠んだものですから非常に

使館内の日本人︑其の時は服部先生も総城の一人でございま

した虚そこらの壁か何かに王陽明先生の掛物があった︒それ

感心しまして︑あなたは陽明のことを知って居るかと言ふ︒
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ひらき見ば手にも足にも慨はなし不幸の罪は免れにけり

に遺言を書くのは宜いけれども詩だけは決して書くな︒さう

詩に興り正しき情を養ひて鰐と架にて徳みかくなり

任重く道また蓮し士たるもの弘毅ならでは仁は得るまじ

己か身に傭りなから無きに問ひ人侵せとも技せさるなり
便りなき孤子守り身をすてＬ節をまげぬは潜子なるらめ

身のふりや顔や言葉の心得を今はの者わに戒めにけり

云ふことを西公使が言はれたと云ふことを博へ聞いて居りま

法政は由らしむへ者も民をして知らしむ事は難くもあるかな

I

す︒あ上云ふ方共が大勢居られます時に西公使が言はれた︑
愈為諸君︑我々生きて無事に脱出は困難かも知れぬから畳悟

す︒詰らぬことでございますが︑さう云ふ風で或る意味に於

貧賎を厭ふ勇者といたく世に疾まる入者飢に及はん

しなくちやなるまい︒奴々逸でも端唄でも何でも宜いから壁

て支那人の所謂文化と云ふものにはｎ本が劣って居りますか

オ能は如何に美なるも蛎り又容ならば見るかけもなし

ら︑澱儀作法は無槻しますし不作法であったりします︒それ

身を修むために筆ぱで俸詠に目指す務のみ多き世の中

其地位にあらねば我に責はなし如仙て政事を謀るへきかは

治まるも飢る入園に身を虎する道をつ夢さに示されにけり

逃くる者追ふにも似たり肇間はゆるめば影は直くに失せなん

智も能もなくてまとともなかりせば我教ゆるに術もなきなり

空に立つ山にも似たり舜と瓜の天下を保つ徳の高きは

空よりも魔きは莞の徳ならん名つけん言葉世になかりけり

人を得ば園も自つと安しからん昔も今もかはらざるなり

大を以て小に事へし文王の徳至れりと歎かりにけり

＆

行ひし事のくさｊ︑示されて言ふへきすきば馬になかりけり

〃
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では支那人の心服を得る所以でない蝿支那人を牧めるのには
矢張り支那風のことも心得てさうして和常其の方面の激養を
ます︒

有って居る人が行って之を率ゐるやうにしたいものだと存じ
何だかごた／︑と申しましたが︑又何か御質問でもござい
ましたら私の心得て居ります所は色々申上げますが︑此の程

和歌論語／
第八黍伯篇曾員金田光義︲

︵昭和十四年十二月十八日含貝談祇含に於ける講演速記︶

度にして御話を止防たいと恩ひます︒︵雑︶

竜０

9

至徳とや云ふ一毒へかりけり二度世を譲るも人の稲するそなき

鰻を以て節せさりせは何事もまとかに行かぬものとこそ知れ

P

１ Ｊ１ １

てり蹄りよ京北近最

●

聞見の近最るけ於に那支

支那に於ける最近の見聞

波豊一

彊及中支に旅行した︑僅か一ヶ月ぼどのことで皮相の観察に

皇軍慰問並に観察のため去る五月より六月にかけ北支︑蒙

らだ︒非常時のあとは常時の来るのが営然であるが︑日本に

山駐屯を要する︒お金も一層峯一くいる︒資に非常時はこれか

しきものである︒私は賛の山を掘る鴬に︑兵隊さんは更に津

は安くなる︑統制も郷くなると︒然しこれは認識不足の甚だ

海軍中略

過ぎぬとは思ふが︑昨年十月南支︵海南島︑庚東︑油頭等︶

なるべく早く生活を改め︑思慮を新たにして今日の非常時を

はここ営分十年や二十年の間には常時は来ぬと思ふ︒玉尽は

又一昨年中支を硯た常時と比較すると感慨深きものがある︑

東龍建設の土肇は出来た最近支那に於ける日本人の護展

故に見たまｌ聞いたま比を中心に其の概要を書いて見る︒
００︒○○︒○０００Ｏ

時︑今より一層深刻一な非常時に耐へ忍び得ぬと思ふ︒土蔓は

常時化することが肝要である︒そうで無ければ次に来る非常

既に出来た︑これから建築だ︑丈夫な立派な家を建てる蔦に

は資に溌想以上である︒津山の邦人が豊富な資源の開溌に︑

吾燕は充分なる決意と努力とを必要とする︒之は寧ろ常然で

園富の増進に汲誉と従事して居る︑最早今となっては引くに
泥田の中に雨足を突込み抜き差しならぬ窮況にあると云ふ︑

引かれぬ状態に在る︒蒋介石は悪宣博して臼く︑日本は今や

ある︒

こび楽しんで居る︒右に金を︑左に銀を眺めて居る日本は今

た︒それが今は二十八寓に増加した︒北京︑天津︑青島等は

日本人の護展事鍵前北支在住の日本人は約四葛であっ

︒○０．ワ①

否日本は泥田ではない賛の山に入って居る︑苦んで居ない︑喜
や之を捨て坪錦ることは出来ない︒而して其の蜜を掘り出多す

八千人︑大同は僅か三人が一寓人︑驚かざるを得ぬ︑斯様に

数倍又は十数倍になって居る︒中にも張家口は八十人が一寓

日本人が激増し東亜建設の聖業に活躍しつＬあるは喜ぶぺき

篇に日本はこれからどれ丈けのことをせねばならぬか︑私は
．た上

錘

日本人の多くは考へて居ると思ふ︒蒋介石が降参し事愛虚理
が出来たら︑可愛ゆき息子や侍るべき亭主は凱旋する︒税金

‑−12−

利

聞見の近最るけ於に那支

んノ︑多くなる．これ等が折角の日支親善を反って震するの
には困って居る︒或支那の要人が云ふた相である︒欧米人は

である︒然し最近日本人の殖えるに連れ︑質の悪い連中がだ

これ等山奥の資源を如何にして運び出すかに付ては太に考慮

計壷と聞く︑全く資源の開溌力はこれ叉桁が違って居る︵尤も

噸︑外に個人掘として三︑四十寓噸︑支那としては総計七︑八

山西の閣錫山は︑事愛前大同炎を自分の手で一ケ年四十寓

豊庫を死蔵して居たのだ︑これから日本人はその優秀な技価

を要することは勿論である︶箕に支那は今日迄この世界的の

十寓噸しか掘って居なかった︒日本は今後○千寓噸掘り出す

のが甚だしく殖えて目に付くと︑拘に礎念なことである︒日

数は殖えても悪質のものは多くはならぬが︑日本人は悪いも

ばならぬ問題である︒

本人の教養と謂ふか︑訓練と云ふか︑この黙吾袋の三省せね

は三十里の大地域に亘り︑埋蔵量は百三十億噸と云はれて居

に山西の大同炭田のこと左紹介しやう︒其の幅は五里︑長さ

であるが︑現状を見て今更ながら驚かざるを得なかった︒葱

や能力の雄大なることは︑青島牛や支那卵の名によって周知

の屠牛場や︑鶏卵加工曾斌︵冷凍卵︑鮮卵︑乾燥卵︶の規模

焼なことは日本とは全く桁が違ふ︑潤逸人の起工になる青島

支那の資源何んと云ふても大きいのは支那だ︑資源の豊

治安が不良であっては安心して仕事は出来ぬ︒その現状はど

て閣家百年の大計を害する様なことがあっては成らぬ︒
○○○○Ｏ
治安の状況邦火は護展し︑資源は豊富であっても肝腎の

ふて永遠の大利を失ふたり︑自己一身の私慾のみに目をくれ

決して井戸の中の蛙であってはならぬ︑眼前の小利のみ溌追

大なるを感ぜざるを得ぬ︒此の際日本人は考へねばならぬ︒

ない︑支那の篇であり︑枇界の馬であるｂ垂男の使命の重且

で開謹を手博って行かうと云ふのである︒日本の鴬のみでは
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○○００Ｏ

る︒︵資際は更に大量であるが精確な数字は謹表を許されぬ︶我函

うであるかと云へば︑北支から蒙彊にかけては想像以上よく

大同へ二回︑包頭へ一回︑北京新郷線では保定へ三回︑石家

の一ヶ年の消費量は概略○千寓噸と云ふことである︒之を大

荘へ二回︑新郷へ一回︑天津浦口線では漉南へ三回︑徐州へ

なって居る︒それは列車の運聴でよくわかる︑公表してある

其の他︑識鍍にしても︑其の産出は石炭に劣らず︑小変は

丈けでも天津北京間は一日八回︑北京包頭線は張家口へ三回

資に世界でソ聯に次ぐ第二位︑棉花は米国と印度に次ぐ第三

二回︑浦口へ一回である︒その内夜間の運仰も数回はある︑

に我団百三十年間の需要に雁じ得る理である︒

位と云はれて居る︑兎に角支那の資源は莫大で全く底が知れ

尤も列車へ溌砲したり線路の破壊︑襲蕊など絶無ではないが

ざっぱに見積り且僻来を見越し一億噸としても大同炭は︑優

ぬと云ふも過言ではない︒
③

笹
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、

なりつ上ある︒然し皇軍の占領した地域には敗麓兵や匪賊な

練所の創設︑愛路村の結成等で一般の治安は日を逐ふてよく

最近は極めて稀になった︒この頃は保甲制度の確立︑青年訓

らも大愛に衰緬して居ることは疑ひの儀地は無い︑その原因

府の弱り方は非常であって︑抗戦力は軍事上からも維祷上か

が︑中支特に南支の方は今術充分とは申されぬ︒然し汲慶政

︵ご圃共の封立覗榛

E可

と思はれるものは

の戦闘では勝つ見込は無いので遊撃戦を唯一のたのみとし︑

︵三︶和平熱の勃興

︵二︶反蒋諸勝領の増加

8

ど尚百葛もあると云はれるし︑叉重慶政府としては正面から
之に出来る限りの力を入れて居るのであるから︑敵側が我が

︵四︶軍需物資の鉄乏

治安工作を撹凱する方法は中主裳へぬのみならず寧ろ反って

等である︒然るに今尚克く抗戦を縫績しつ上あるは︑種迂の

執鋤さを加えつＡあるから︑これ等の掃溌が容易でないこと
は申すまでも無い︑然し支那は平時でも元堂匪賊の絶えたこ

見方は有るが

︵二︶青年屑特に青年将校の長期抗戦建幽絶叫

ａ︶中園共産黛の抗日勢力増︲秀

とは無いのであって︑蒋介石の全盛時代ですら南京の城外ま

︵三︶注新中央政府に封する反感と其の切り崩しに封する警

でも相営大部隊の匪賊が襲来した程であるから︑それを思へ
ぱ治安が完全になることは望み得ぬものと謂はねばならぬ︒

抗戦は特別の事態が突溌せぬ限りまだ常分は持績するものと

破綻による最後の勝利を夢見て居るのであるから︑蒋介石の

等に全力を注いで居る様であり︑更に彼は今尚日本の経湊力

渉を待望す

︵二︶欧洲政局の安定を待ち援蒋圃家群の極東への積極的干

叉米の封日牽制を期待し

︵一︶英悌の援蒋政策縛換を憂へてソ聯へ助力狸化を要請し

等の外︑最近では

戒

それにも拘らず︑我が忠勇なる皇軍は随分遠い山の中や奥地
にまで進出して居るのであって︑其の辛苦は並大抵でなく全
く感謝の外は無い︑支那のデマ宣惇や外圃の新聞などに︑日
ポイントライン

本は其の占擦地域は本圃の二倍半にもなって居ると云ふが賞

際その勢力下にあるのは大都市と識道沿線で所謂黙と線の

みであると云ふて居るが︑私は北支の賞情を見て其の然らざ
るを知った︑ある師園長が︑五目の戦闘は戦線でなく戦面で
あると話されたがこれは事責をうまく表した言葉であると思
︒○○︒○○

事愛の見透し前記の通り北支の治安は至って良好である

ふ︒
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口

〃

聞見の近最るけ於に那支

垂

恩はれろ︒従って今の虚︑事愛の見透しは尚付き兼ねると見
るが安富である︒
○○○○○○Ｏ

戦場の土に斬る今や東亜新秩序の建設は著登として進捗

し︑聖業完遂の一歩一歩其の資績を牧めつ上あることは淀に
欣快に堪へぬ︒然しその葱に到れる琴には皇軍の一候ぐましき

勇戦奮闘があり︑叉其の蔭には幾数閏の犠牲者のあることを
忘れてはならぬ︒更に叉︑今も尚山奥の僻村や遥郡な部蒋に
日夜討伐や警備に人知れぬ苦難を嘗めつ上ある将兵のあるこ
とを思はねばならぬ︒近頃内地では往常にして現地には種々
の品物が行き渡って居るから慰問袋も兵隊さんには除り喜ば
れぬなど云ふものがあるが之は大鍵な認識不足である︒村里
遠く離れた奥地に在る兵隊さん蓮に渡される一袋の慰問袋が
如何に彼等わ心を慰めるか︑大きな市街や町には種交な物品
はあっても︑この頃の物慣高では獅給な兵隊さんの手に入る
のは容易で無い︒閣民銃後の後援は時局の長引くに連れ一段

海軍○等水兵○○○戦死ノ地

と墨痕あざやかに書かれたる墓標を見て︑其の父母︑其の妻

では下車して菓前に脆き︑運行中は車窓から恭しく敬意を表

其の遺児の心中を察し︑云ひ知れぬ感動に打たれた︑停車場

所見戦線各地に行って感心したこと︑或はこれではいか

Ｏ○

し其の冥禰を祇つた︒

ぬと考へたことは数盈あるが︑私が最も遺憾に思ふた一つは

鋪一線勝兵諸君が日本内地の物資不足を非常に索にして居る

ふ通信で︑内地はそんなにまで物資に困って居るのか︑これで

ことであり︑米が不足だ︑木炭がない︑砂糖が足らぬ︑と云

は五男が戦闘には勝っても︑この事鍵は物資不足で日本の負

けになり︑吾餐の犠牲も努力も無駄になるの．ではないかと憂

慮して居るのである︒内地の園民然かも大部分のものが事愛

前と何等かわらぬ生活をして居り︑法規を潜って買溜や責惜

みをやって居るものが少なからぬ結果︑資際以上にあるもの

まで無いとされて居るのが現状である︒統制違反者が圃民生

いて居る兵隊さんに迄心配をかけ︑団軍の志気に重大な影響

活に薩大なる害毒を及ぼして居る外︑身命を国家に捧げて働

と云ふくきであらう︒然かもこのことが敵側に利用せられて

を及ぼして居ることは何と云ふ非国民的態度であり︑不忠者

の抗戦縦線の理由として︑援蒋第三園に依存︑反日青年屑の

非常な宣偉材料に供せられて居るのである︑私は前に蒋介石

寺

と遜化の必要がある︒〃身命を捧げて第一線に勢苦を重ねつ上

ある忠勇なる兵隊さんのことを思へぱ︑内地に在って無事に
る

安楽に暮し得る人々が物質上多少の犠牲を挑ふゅは常然のこ
とである︒この際出来得る限り一人でも多く慰問袋や慰問文
を戦地に護送してあげて頂き度い︒私は織道沿線皇軍審闘の
地︑到る鹿に散在する．
陸軍○○中尉○○○○ノ英惑
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絶叫等を梁げたが︑その絃に到れる根本の原因は︑日奉はそ
の内圃内から崩壊すると信じて居るのであって︑然かも之が
日本人自身の手で支那に放逢して居るのであるから遺憾に堪
へぬ︒私は事件解決の核心は園内に在り︑獅子身中の虫に在
り︑之を撲滅することが月下の急務であり︑之が鴬には園内
して日本は弱って居ない︑いくらたっても崩肌ることは無い
と知ったら︑無駄な抗戦は断念し必ず降参して来るものと確

通じて居るのである︒吾登は世界的新秩序建設のこの不可分

意義の東亜新秩序建設の完遂に幕進せぬぱならぬ︒

開係を思ひ千減一過の今日の好機曾を逸することなく︑隣き

時局は昼に重大で一日の倫安を許さぬ︑畢園一致と閣論統

○

して止まぬ次第である︒︵完︶

営の意味の新政治鵠制が一日も速かに整備されんことを希望

一とを必要とすること今日より急なるはない︒之が篇にも本

冊Ｊ１

人生は石材なり︑これにて祁の姿を彫刻するも︑悪魔の姿を彫刻

○

するも︸ては各人の自由なり︵ス・ヘンサー︶

自分が碓曾︒人類の馬に有用なる間は自分は決して倦まない︵レ

Ｏ

オナルド・ダ・ピンチ︶

○

慈善は稲場する者多けれど微ふ者少し

○

歓楽は咲ける嬰粟の花にも似たり︑これを手にせる瞬間その花散
る

虞の歓楽は歓楽がないやらに見える所に最も多い
○

自己反省の最も少を者は他人を責る事最も急なり
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信する︒最近近衛公の所謂新政治篭制なるものが盛んに問題
になって居るのはここに在る︒これと共に固外に於ては支那
に在る多数の邦人が速かに協力一致し︑官民融和し凡て画策
に治ふて一路遇進する︑之が叉極めて緊要である︒支那の要
人が日本のある高官に︑日本人は互に相刺し喧嘩して居るも
のが少なくない︒日支親善の前に日日親善をする必要はない
かと云ふたと聞く︑甚だ鍵念なことであるが︑これ叉吾交と
して大に反省を要すべきことである︒

今や欧洲に於ては猫逸の電撃作戦が見事効を奏し︑悌の敗
北となり︑英は勝に累卵の危きに在る︒米ソの動向は容易に
蕊明正に至らんとして居る︒東洋に於ける新秩序建設は我が

端侃を許さぬが少くも猫伊の幅軸は厭洲新秩序の建設を急ぎ
日本の捨営である︒責に世界は奮秩序を維持せんとするもの
と新秩序を建設せんとするものとの抗争であり︑東西全く相

ヅルL

鵠制を蝿化することが最も緊急事であると信ずる心蒋介石に

聞見の近最るけ於に那支

尾範治

、

しくなかったので︑二度までそれを改組し︑どうにかして函

して闘民の自戒自粛を要望したのであるが︑その成績が恩は

ばかやうなことのないやうにと事愛勃溌以来精勤運動を問端

かし全面的に自祁の域には達してゐないやうである︒政府で

呈し︑奉公日の遊山も幾多減退したとのことであるが︑し

た︒最も最近にはいろいろな原因から興行界もやや不況を

のであらう︒殊に一と頃は毎月一日の興亜奉公日には大都市
附近の温泉場などはすばらしい賑ひを呈したことさへあっ

がよくなり︑その結果自然に享楽を求める風が盛んになった

面的にインフレ景莱に傾いて来たので︑多数の民衆の懐具合

る︒勿論これは最初破行的な軍需景索が次劾に普湿化し︑全

非常に繁昌し︑花流街もまたすばらしい景気だといはれてゐ

れてゐる︒或は享楽にしても︑この時節にも拘らず興行街は

自分の家だけ鮒ければよいといふやうな行動が至る所に行は

間がどんなに困らうと︑損をしようと自分の家だけ都合よく

時局と画民の園結

巾来わが閣民は君幽を恩ふ情に於いては頗る叩なるものが

小

民生活をして時局に即懸せしめるやうに官民協力して大童虻
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ある︒殊に惹剛の大事と聞けば︑身命を顧みず奉公の誠を沸
し︑忠君愛国の大義はわが幽篭の根本であって内外等しく讃
仰して惜かざる所であり︑現に支那事鍵勃溌以来皇軍の将兵
が陸に海に案に致した輝かしい業蹟を見聞して皇幽の尊さに
感激の新たなるものを畳えるのである︒
しかるにどうしたことか︑一身一家の問題にな虹ぱわが閣
民は恰かも別人であるかのやうな振舞をすることがしばしば一

ある︒勿論銃後にも前線の勇士に劣らないほどの涙ぐましい
奉仕的行動のかずかずをわれわれは知ってゐる︒がしかしそ
れにも拘らずともすれば圃民の私生活にはとの重大事鍵下に
ふさはしくないものが︑常にわれわれの眼前に展開され心あ
るものをして眉をひそめしめるのである︒即ちよくいばれる
やうに貢ひ溜め﹀責惜しみ︑闇取引などが横行し︑他人や世

結園の民園と局時

詰園の民園と局時

て不充分であるといはれてゐる︒或は責り惜しみ︑買溜め闇

なって運動して来たのであるが諺今に至るもその結果は概し

ではあるまいか︒これといふのも畢寛わが幽民が日常生活の

日常生祇の如きは深く意に介するに及ばないと思ってゐるの

忠愛の本道と考へ診それに於いて鉄くる所さへないならば︑

本義を理解せず︑かつそれについての訓練が鉄けてゐるから

取引等の問題にしても︑既に相常長い間さういふ悪風が槻没
し︑闇相場の如きは最早生活や商責の中に織り込まれた槻さ

であると恩ふＯ

ものがある︒即ち自分だけ自分の家だけどんな生活をしよう

から切り離した猫立自由のものであるかのやうに考へてゐる

わが闘民の中には日常生活即ち一身一家だけの生活を周園

へある︒砂栴や了ツチ炊最迂切杵制になったからさういふ弊
の様子ではいまだに内地の白米だけ食べてゐる人があるさう

を晃れることが出来たやうであるが︑米についても東京など
だし︑田舎では責り惜しみも行はれてゐるといふ噂がある︑

ければあとできっと困る︑高い値段でも買う人があるなら︑

とそれは自分の勝手である︒物がなくなるから買って置かな

責２Ｌもよいではないか︑外米七分の飯などはまずくて食べ

かやうに事鐙左解決するために鉄くべからざる要件である経
くない︒しかもそれが剛法によって禁止されてをり︑緒動は

ないか︒さういふ些細なことまで二法令できめるのがよく

られない︒何とか出来るものはそれをたべないでもよいでは

潅国策の遂行を妨碍するやうな行動を敢へてするものが少な
固の方針に従ふやうにあらゆる手段を講じて民衆の読得に努

が知らず知らず腹の底にあればこそ法網をくぐって顧みない

ないことだ︒さうはっきり考へないにしても︑さういふ思想

めてゐるにも拘らずとの始末である︒一燈とれはどうしたこ
とであらうか︒

己主義に立脚するものであって︑画と家乃至個人との開係に

のであらう︒そしてこういふ思想はいはゆる個人主義乃至利

さきに述べたやうにわが国民は忠誠の念に富むことに於い

てよい︒

ついてはっきりした認識をもつてゐないことから起るといっ

一一

ては世界に冠たるものであると思ふ︑がそれにも拘らず︑日

いふまでもなく︑個人乃至家は園の構成要素であり︑雨者

一一一凸

常の生活活動に於いては単に一身一家の利便に囚はれて国家
の損害を顧みないやうな行動を敢てするのは︑忠君愛国とい
ゐろからではあるまいか︒即ち戦場に馳駆することをもって

ふととが日常の生活活動とは別個のものであるやうに考へて
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砧

の間に分つととの出来ない開係があるばかりでなく︑閣全篭
が一つの大きな家であることがわが固の根本特質である︒そ
して家と一親とを思ふ心を擁大したものが愛国であり︑忠君愛

園と雨立しないやうな行動は一身一家に於いて認めることは
出来ないのである︒これを許せば圃家は破綻を苑れることが
おぼやけ

・出来ないであらう︒元来わが剛民は公即ち君図に奉ずる念
が狸く︑決して西洋人のやうに利己心に富むものではないに
も拘らず︑日常生活を奉公とさしたる開係のないもののやう
時に考へて︑利己を敢へてするのである︒けれども各人各家で
局そんな思想をもって生活するならば悶家の統制は全く乱れ︑
と

園到底この重大時局を乗り切るととは出来ないであらう︒それ
民故にわれわれは先づさういふ思想を排蕊しなければならな
のい︒かやうな思想は素朴的にわが民衆がもってゐたものであ
園ろが︑更らに西洋輸入の個人︑主義によって一暦碓化されて来
結た︑民衆のずるさは素朴的のものであり︑知識階級のそれは西
洋思想の洗澱によるものであらう︒しかしいづれにしても利
己的︑個人︑主義的な生活態度は全く反時局的のものであって

この風潮を一掃するにあらざれぱ画家総力の謹揮によって時
局を乗り切ることは到底望まれないであらうｏしからばとの

的生活活動についての訓練が鉄けてゐる︒しかも園民が個人

が出来るやうに左つたのである︒それほどわが国民には協同

産業組合なども漸く近頃になって見るべき成績を収めること

れたのである︒がしかしわが圃民はこれに慣れてゐないから

ぱ各種の組合事業とか農家の協同耕作とかいふことが初めら

容易にそれに進まない︒しかし漸く近来その非を悟り︑例へ

協同してやれば能率があがり︑よい結果が得られる場合にも

やぅな傾向が閣民の個人的な家族的な生活活動をも支配し︑

しても︑一関の出来て多数のものが関結してこれに嵩って︑１
初めてすばらしい成果を牧めるととが出来るのである︒か一

９

釧評準誹岬︿錘牽鋤鋤岬雑嘩唖弛班那柳恥噸以恥蝿奇詮軒唾一

を牧めてゐるが︑しかしそれだけでは大きな勢力を生むこと

けていったのであるから︑その中優秀なるものは抜群の成功

来ない︒例へぱ柿民にしても個人がてんでんばらばらに出懸

組織力が足りないためにその成果を十分ならしめることが出

に見るやうな文化の進歩↑を遂げることが出来たのであるが︑

は個人としては相常によい素質をもって遊り︑そのために現

のやうな組織力の乏しいことと開聯してゐる︒即ちわが画民

生活に於ける訓練が鉄けてゐる︑これはわが国民にドイツ人

わが闘民にはしばしば指摘されるやうに斌曾的乃至集剛的

日

本位家庭中心に行動することをさほど悪いことと思ってゐな

ノ

ととはいかにして可能であらうか︒
四

二

︑

い所に病根がある︒祁では﹁平常心是道﹂．と教へてゐるが︑

これをいひ換へれば﹁生活家業とれ報画﹂となら厳け雌ぱ罰人

らない︒即ち個人や家庭のその日その日の生活の仕方︑仕事

へ破れたものは︑その前に内敵に破れてゐるのである︒否わ

然たる態度をもって臨むことが出来るのである︒暦から外敵

れわれは現にフランスがいかにして除りに脆くもドイツに破

今日に至乙まで小仰黛分立し︑互に抗争をこれこととし︑園民

虹たかをつぶさに省察するがよい︒フランスは前側の大戦後

の足並は全く不揃であって︑ただ僅かにマヂノ線のみを命の

綱としてこの大戦に臨んだのである︒しかるにドイツは普く

1

の仕方によって忠ともなれば不忠ともなるのである︒かやう
な粘榊を燈現するためには先づ近きより初めなければならな
い︒即ち隣組制度を確立し︑小数の隣人が園策の線に治ふた
めに生括や仕事について指令を受けた問題を中心としてどう

スの錐固なる政治組織によって一統乱れざる統制の下に閣民

知られてゐるやうにヒットラーが政権を掌握して以来︑ナチ

したのである︒戦はざる前に既に勝敗の数は分ってゐたとい

を訓練し︑国防を弧化し︑一意大ドイツ建設を目ざして狸逃

かやうな大きな事賃を前にして今わが幽酷の足並がいかに

ってよい︒

不揃ひであるかを恩ふとき︑われわれは閣家のために深き憂

に沈まざるを得ないのである︒
五

そこでわが圃民の足並を揃へる第一歩として隣組制度確立

とその中心となる人物の護見と練成の肝要なることを︑われ

われは主張するものであるが︑と虹と開聯して閲民組織碑細

成せらるべき新政治燈制の確立といふ放印の下に︑全閣の脱

成の問題を考へて見たい︒これは目下近衛公を中心として結

L
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したならば最もよくその趣旨に副ふととが出来るかを互にょ
時く談し︿︑ひ︑隣保心を合せてその賛践に努めるやうにした

銅いｏかやうな五に目のとどく小さい竜幽を基礎として貴賎の
園訓練を積むことより他によい方法はないと思ふ︒しかしそれ
民には中心となるものがなければならない︒さういふ隣組の中
の心人物を溌見し︑或は練成するととが締勅の蝦も竜要な仕・事

園である︒大きな講演曾のやうなものは気勢を翠げる上に蚊果
結はあるが︑浸透性に乏しい︒その趣旨が各個人各家族にまで
浸透し︑各自が自ら進んで協力するのでなければ経済問題だ
けでもその目的を完遂することが出来ないであらう︒況して
画民の協力を要望することは濁り経済問題だけでなく︑遺家・
族への奉仕に於いても︑或は思想の封策に於いて︑或は風教
問題に於いて︑或は康く中央地方の政治に於いて︑どの方面
を考へて見ても︑国民の協力が固ければ固いほど函家として
の統制が強化され︑それによっていかなる外敵に謝しても毅

へ

賑

I

結醐の民闘と局時

ふのは既成政黛は既に全く往き誹り︑かつ数多の政難が分立

政雄人の間に謡策された新簸運動であってはならない︒とい

れば新政蝋の樹立と呼んでゐるが︑それは決して従来切りに

蕊を集めてゐる大きな問題である︒これを世間ではややもす

溌もって提示されてゐるのはわれわれの深く共鳴する所であ

自身もこの運動を決して斬黛といはずして︑新政治篭制の語

人士を網羅してこそ塞剛一致の賛が畢がるであらう︒近術公

の先達であり︑中心に立ち︑中堅を形成するやうなあらゆる

蕊術家︑教育薪︑宗教家︑産業人等あらゆる部門に亙り︑そ

いふととそれ自身が剛民の強い結束を炊くべからざる要件と

うが︑われわれの信ずる所によ恥ぱ︑政治とは岡家活動の凹

力となることが出来ないではないかといふ疑念も起るであら

た︒わが国の憤習から見る友らぱ︑かやうな闘結は政論的勢

いふまでもなく明治以来政治が政黛を中心として蝿いて来

る︒

して互に闘争するが如きはとの重大時局下に於いて簸早許さ
れないことである︒尤も近来政蕪方面でもその非を自畳し︑

する今日全く避け厳ければならないことである︒即ち政黛が

滑なる推進に外ならないのであるから︑それぞれの方面に於

各難互に協調することに努めて来たのであるが︑政蹴分立と

からである︒新たに生るべき政治鵠制は政蝋の分解だけによ

分立してゐる以上︑そこに完全なる協力は容易に望まれない

結こそ政黛に代るべき時局部雁の政治綴制であると老へる︒

ものであって︑かやう次剛民各暦の代表的人物を網羅した圏

いて圃家的活動を分婚するものはその官にあると︑民にある

これに反して政治を官僚や政蕪人にのみ任せることは政治を

とを問はず︑何れも直接間接に圃政に参典する資格を有する

ぱ奈幽民の結合でなければならないのであるが︑しかし岡民

ものの滅私的閲結でなければならない︒従って理想的にいへ

園民から遊離せしめる結果となり︑政治の健全なる護達を阻

って組織せらるべきものではなくて︑頁に時局の重大性を確

の中には自ら指導的地位に立ってゐるものがある︒即ちあら

&

認し︑畢園一致君餌に奉仕して︑︲この難局を突破せんとする

ゆる方面に於いて民衆指導の重責を負へるものが奉公の一念

たのであるが︑政治が政黛横暴に代ふるに官僚猫善に韓化し

て政黛が後退を齢儀なくされて以来︑官僚中心の政治となっ

たのみで資質的には少しも進展せず︑しかも政治が次第に国

害するに至るであらう︒わが園に於いては五︒一五事件によっ

うな函結の下にこそ全剛民が足並を揃へることが出来るに相

の下に閣事に奉仕せんとするものでなければならない︒かや
達ない︒それ故にと恥は政黛といはんよりは閣民代表の大同

民から遊離Ｌ︑圃民が政治に闘心をもたなくなるといふ恐る

に駆られ︑身分や地位︑年齢や職業を超越して端間なる閣結

圃鈷でなければならない︒即ち禰吏︑軍人︑政治家︑畢考︑
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結園の民園と局時

ぺき結果を招来したのである︒そこで最近には政府もこれに
委員曾のやうに単なる形式的のものでなく︑政治の責篭に燭

鑑み︑各種委員宮に出来るだけ民間人を起用し︑かつ以前の
れるやうに委員曾を運用して官僚猫善の弊から免れようとし
近衛公は深くこれを憂ひ︑殊にヨーロッ︒ハの大戦によって

てゐる︒

わが園の立場がますます困難を加へて来たことを顧み︑この
難局を乗り切るためには畢圃的政治篭制を塾へ︑閑民の総力
を傾けることが絶封に必要であるとして決然枢相を餅任し身
の意を壮とし︑その成果を期待して止まないのであるが︑し

を挺して敢て荊練の道に進出されたのである︒われわれは公

るから︑公の企固を援助すべきであると信ずる︒しかしその

かし︑これは荷くも指導的地位にあるものすべての責任であ

意奉公の赤誠をもって国結すべきである︒︵完︶

ためには各自丸裸かとなり個人的な野望を全く振り捨てて一

○小流を積まざれば江海を成すことなし︒︵荷子︶
○辛抱張い努力のみが生命の秘密を開いてくれる︒︵ロダン︶
○怠惰はすべての恥づべを行の母なり︒

○上見なといふ人がまづ衣替︵一茶︶

〜ﾍーシーヘッ

ミヘーーーーーーシ〜〆ｰ、岸一一一へ〜
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Ｏ蕎選品の禁止と這徳家の奮趨

Ｏ敵洲大職の教馴

○蚕渥品の禁止と道徳家の奮起
事鍵が勃謹以前からして︑我が国民の享
築的気分が全国に亘って其の風をなしつつ
あったことは︑心ある人玲をして夙に憂慮
慨歎せしめた所であった︒則ち装身具を初
として︑生活一切に亘る品々の瞥津さは︑

自己の牧入を忘れ︑我が財産を顧みず︑我
が剛力を慮るなく︑而して金銭の目的は我
が享楽生活の浦足を果すにあるものの如く
老へると共に亦人生の目的も享楽にあるか
の棚があった︒世界何れの図のデパートに
ふ品物は絶封にないのに︑それが丸帯一本

も︑賓石類を除いては︑一品一寓目等と云
に見出されるのが我が国の百貨店であった
と聞く︒以下之に準じて替津品は山積なの
である︒

は不自然にも好景

個人的には彼等の精祁を如何に腐敗させた

りよく講ぜられるとも後れては愈々困難で

事であったらう︒政府としては︑替淫品の

なければならない︒然も賛淫品僧格の範園

気成金と云ふ者が

き人々と︑之を全

ももつとノ︑より以下に迄及ぶべきであっ

かったと云ふ︒失業封策は寧ろ早くしてよ
霞的に見れば︑賛

製造や誉業者の失業問題で簡単には行かな

津品顧客は人間の種類は従来と多少雫異る所

たと思ふ︒統制縄済が運用され︑非常時意

生じ又生添苦を知

はあっても︑其の量に於ては踊加はしても

識が渥調される我が園にして︑何事も這り

らぬ階級中の心な

決して減少はしない有綴であった︒此等の

方が不徹底であることを憾むものである︒
なし︑儲けは多しの替津品に粂力を注いで︑

へよう︒併し法は軍なる一時の非常手段方

品に開する限り︑一膳の使命は果したとい

さはさりながら︑兎に角法律的には賛洋

者が時局に際しても改心せざるを測るや︑

彼が因となり此が果となって︑都市等は特

便に過ぎない︑此の時を機に圃民は宜しく

機に敏なる製浩販費業者達は︑公定悩格は

に瞥津品の洪水を呈した︒所有方面に於て

道義的自賢をなすべきである︒若し此の心
政府では七・七の事鍵三週年を期に替津

裏をかき︑之を破ることもあり得るのであ

った法律である以上︑人間の智慧で叉之が

道義的自畏を峡くならば．人間の智慧で作

にして改まらず︑非常時帝圃臣民としての

﹁高僧な物でなくては責れない﹂とは直正

品の製法販賓を禁止した︒吾為は之が断乎

の賞状であった︒

禁止音行を夙に叫んだのであるが︑除りに

って︑完全な効果は期し得られないであら

それについても思ふことは︑世の道義心

シ公夕︒

其の日の来る事遅かりしを遺憾とするもの

の瓶慶である︒併し︑道義の士は今楢少く

である︒何となれば過去少くとも三ケ年間
ては聖戦目的達成に多大の損失を蒙り︑牡

に︑賛津品の製造賓買の篇に之を圃家とし

はないにも拘らず皐追徳唯一の織槌たる砥

■■■■■■■■■｜■︲４
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曾としては悪風潮の偉播に美俗を害され︑

む

論時
然るに事鍵後は如何にと云ふに︑一部に

I

時

論

1

多の星ぶべき教訓があるやうに思ふ︒吾々

はれるが︑素より日本精祁をもつ吾々は濁

く︑一而悌人によく似た性質があるとも言

我が日本人は鋭敏なれど熱し易く冷め易

は宜しく其所に見る幾多の教訓に鑑み︑前

言ｑｌ

曾の制裁が全く無力であることである︒そ

者の覆へるを見て︑後者の戒めとなすべき

ｌ

るものの一は︑悪人に比して善人が何れも

いか︑されば不道義漢の非を弧調すると共

陰曙すべきものなく最も弧かるべきではな

れた︒然るに二十ヶ年の歳月は︑愛圃の熱

は人力を以て不可能であらう﹂とさへ言は

苦悩を嘗めた︒世人は﹁恐らく濁逸の再起

如何なる園と雛も歴史上味はった事のない

しく︑内閣の詳命は平均五・六ヶ月と云は

ぬと恩ふ︒例へぱ俳風に於ては近時政鍵甚

の敗因に鑑みて反省する虚がなければなら

しき︑或は功利的等々の傾向は︑俳人今回

張して︑之を画家牡曾の馬に減ずる黙の乏

近時其の享梁的風潮の黙︑或は自我のみ主

自な立派な民族たるは申す迄もない︒併し

れは種々なる原因によるにしも︑其の大な
を痛感するものである︒

に︑彼等にして心を改めずんぱ牡曾人とし

情を捧げて︑精紳の訓練に︑畢問の進歩に

濁逸は前大戦の惨敗園として︑未だ曾て

弱いと云ふことである︒億の力は道義に基

て扱はず︑之と絶交し葬るべきである︑然ら

して居るからである︑又婦人は享楽を事と

る上︑圃諭が統一なく人の攻撃を以て事と

くもので︑善人こそは天下に何等恥づべき

ずして悪人に反て押され︑陰口にての非難

して粉骨砕身の努力を綾けた結果︑鐘によ

質素像約にと個人をして国家の馬に犠牲に

とか︑斌曾主義思想に鯛されて︑圃防を始

し︑花のパリを誇るとか︑人凹は減少する

に辛うじて満足してゐる如きは︑道儒者の

く今日を成したことは驚異の事責である︒

め画家観念を乏しくして居るとか︑数へれ

恥辱である︒今日国家の目的に反し︑人の

と言はれ︑文化人と稲され︑節約家と目さ

然るに一方沸閑西はと見るに︑彼等は鋭敏

一道を蹄まざる如き人間は︑同胞と誰ども︑

べきである︒此の画家非常時に際し︑敢て

遺憾ながら此の就曾制裁に断乎として旧る

ば際限なくある︒之を我が国に徴するに︑
徒に内攻多く政鍵を繰返し︑享楽・歓楽は若
て目的にし︑一として愛圃の至誠に見るべ

きものなく︐自由︑文化︑享楽にと二十年
間を過したと言はれるのであるｍ戦敗して

のの如く︑其の重大時期たるを痛感する︒

人の生命線であり︑人口の増加率も漸城の
傾向あり︑婦人の反動は無自畳無統制の享
楽に耽らしめ︑徒に議論多くして貴賎力行
性なく︑教育はよき日本人を作る指導と訓
練を縦く︑其似たる黙なしとせない︒責に
明日の日本を老へると一大維新を要するも

世界も新秩序の建設を要し︑東洋又然りで
あるが︑其れと同時に我が園内の新秩序建
設こそは第一の急務である︒よろしく前者
の覆へるを見て後者の戒めとする所あらね

ばならぬと思ふ︒
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れてはゐるが︑利己的に柊始し︑享楽を以

道徳家の園結とその決意蒋起を要望するも
のである︒

○欧洲大戦の教訓

は享楽に戻り︑婦女子は脂粉を以て敵兵を

もパリの無事なるを喜び︑停職の翌日から
迎へ︑自己の安全に唯満足して租圃を思は

今日の欧洲戦争が如何に進展し如何なる
り襟測は許されない︑併しながら今日迄の

る︑深く味はって見ねばならぬ︒§

ざるものあるを暴露したと博へられて居

結末を遂げるであらうかに就いては︑素よ
所で濁逸は如何にして此の勝利を得︑梯関

ＦＪ

西は如何にして敗北したかに就いては︑幾

、

時

論
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紹命御館愈炎慰人軍療甥

旧ＪｋⅢ砂佃Ｔｑｌ■も

もも曲ロ︲幻

傷痩軍人慰安倉館
御名命

︲増子懐永
本年三月二十九日であったと思ふ︒恩賜財園軍人援護曾輔導部長
御堀海軍少将は︑親しく私に面せられ︑同曾が︑全圃各地に傷庚軍
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ととなった︒

︲１１１１１０

９１１１１１１︲１．１．︲ｌ︲

旨を承り︑無上の而目を施し︑即ち更に左の謹解を言上奉答するこ

御命名館稲出典解説

下の御命名を拝することとなったので︑御恩津を銘するにつき︑

傷痩軍人慰安のためにする第館の名稲は︑今般︑新に朝香宮殿︾

字義の出典を謹騨し︑思召を光被せしめたいと思ふ︒

一・職業輔導啓佑館

啓佑の語は書縄に見える︒書経は支那に於ける二帝三王修湾治平

の道を叙する害である︒文に日く︑

︑︑︑ナナ

鳴呼韮頴哉文王談︑王承哉武王烈︑啓二佑我後人一威以レ正間し峡︒

オホ？ハカリゴトオホ・も

イサヲシ

鳴呼王イニ瓢カナルカナ文王ノ談︑王イニ承クルカナ武王一

シＯ

ノ烈︑我ガ後人ヲ啓佑スルニ︑威正ヲ以テシテ峡クルコト間

啓は︑啓謹と熟字する如く︑開き導く意︒佑は佑助と熟字する通

り︑輔佐する義であるから合して輔導の旨を表することとなる︒

文王の後を承けて︑天下を治めたる武王の功は︑極めて大きく仰

へられたる激は︑大に明かなもので︑永久に貴さを有する︒叉︑

而して︑此の文は周の名君と稲へられたる女王が︑後枇子孫に輿

日︑各五案の候補名を上り︑執啓を乞ふた︒其は職業輔導のために

つから正道を行ひて︑範を後世に垂れ︑革も峡黙がないといふ意一
である︒

ぐべきである︒此の雨王が後人を開導佑助せられたことは︑皆弱一

惟ふに︑職業輔導は現代の事相である︒之を古代治平の世に索め

は︑啓佑︑誘進︑徳業︑興作︑奨導の五名穂︑傷病療養のためには
へて捧呈した︒爾来一ヶ月何の御沙汰も拝せず︑心窃に御清蕊を蒙

毒康︑愛養か健勢︑徳悪︑扶擁の五名穂を以てし︑何れも出典を添

けれども︑既に舜誹の言もなく︑坐臥︑思を潜め︑越えて四月一

冷汗三斗の感に堪へなかったのであった︒

げてしまひ︑後になって︑其責任の東大なるに鯉み︑言ひ知れず︑

とも何と哨提えず︑唯感激の除り︑恩はずも︑即座に御受けを申上

命名候補案を上るやう御下問を恭うした︒私は︑我身に負ふ気なし

大阪︑小倉に於ける各職業輔導所及園内二十六の療養所に冠すべき

館名を題せらるべき思召あらせらるるを以て︑其御意を燈し︑東京

人慰安設備の建物を寄贈するにつき︑同曾総裁朝香宮殿下には︑其

q

ることなくして柊らんかと恐雌してゐた︒然るに五月七日︑岡らず

て︑此の佳穂を命じ給へる御深慮の程が拝察せられる︒嫁溌霞一

、

I

も︑同部長を通じ︑﹁啓佑﹂﹁毒康﹂の雨穂を御採納あらせらるべき

且
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＝

局随感

ノ

若林

︵ごパリ女の口紅が敗因？

雄

二︑傷病擦養毒康館

時

◎ｏ

来ない事は︑パリ陥落の日に於てさへ︑パリの女性が善良．不良の

涙を零したのはペタン元帥位のものだらう︒筒我を日本人に理解出

国の涙を流す志士の殆んど無いことである︒恐らく心から蔦餅の熱

にして︑口惜しい残念だと云って︑屑を噛みしめ︑心から泣いて憂

本人から観て不思議に恩はれることは︑敗戦を宣告された悌闘西人

の一歩手前にあったことを知ることが出来るのである︒而も我々日

劇を目撃したものは︑この燭熟せる大文明を享楽せる園が既に崩壊

民衆と其の政府と更に其の軍隊との間に描かれた混乱せる道義の悲

のは確かにそれと首肯が出来るのである︒パリ陶落前のフランスの

憶刺な努力が見られなかった﹄と︑自ら敗因を率直に告白して居る

勝以来悌園民の間には犠牲的精紳が失はれ．享楽的気分が充浦して

且つ峻烈である︒・へタン元帥がヨ九一八年の第一次世界大戦の戦

の語棄から取り除かれた︒歴史の歩みは何時の場合も公正であり︑

の生命以上に愛した﹁自由﹄と﹃平等﹄の語句は最早や完全に彼等

︒︒

驚く可き脆さを以て屈伏して仕舞った︒仰闘西革命以来彼等が自己

自由と平等の中に溺れ切って居た悌剛西は新興濁逸の資力の前に

貞

毒康の語は詩縄に出づ︒詩縄は股の代より春秋時代まで︑王侯将
して輯めた書と稲せられてゐる︒文に日く︑

相︑溌賎上下の別なく︑衆庶の詠じ遺したる詩を孔子が取捨選探

爾ヲシテ毒ニシテ康ナラシム

十ンヂ

仰ニレ爾毒而康一

毒とは命長き意︑百二十歳を上蒜︑百歳を中詳︑八十歳を下寿と
いふ︒康は安泰の義であるから︑合して長命健康︑人生を帆幅す

」
｢

厘別なく又一人の例外もなく︑頁つ書間から口紅をつけ︑白粉を塗
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るのである︒詩はいふまでもなく︑性情の自然に出でたもので︑

それが先聖の手に由て亜別せられ︑千釣の重みを加へて︑上代よ
り調誌せられ来つたのである︒

惟ふに妻昌といひ︑書臓といひ︑同類の語多きが中に特に古典に
探りて︑此の良解を名づけ給へる御慈念の程が恐察せられる︒
されば今後︑奈圃各所に︑殿下の御名を以て御命名遊ばされる上は
ではないが︑鴻儒碩畢世に多きが中に江湖無名の一塞生の私案が︑

虞に殿下の仰せ言によるのであって︑今更︑私の非徳のあづかる事
かく御嘉納を賜はりしは︑賞に一代の光楽として︑家門に輝くもの
と感侃まきざるところであり︑私としては紀元二千六百年の記念に
大なる印象を加へたのである︒

筆となった︒謹んで弔意を表し︑鼓に附記す︒

︵附記︶増子先生は奇帆により七月二十一日逝去︑本稿が遂に絶

夕

時
局
随

感

I

ダ

旦

時

局
随

感

ノ︑パリの大通りを流して歩いたと云ふことだが︑これでは戦争に

り︑顔を人形のやうに色彩って入城し宋つた濁逸兵見物のためぞろ

第一次大賊迄はルィ朝の狩猟場として知られて居た︒此の森が一躍

中を横切ってフォンテンプローの沸軍網司令フオッシニ元帥の統監

で締結されて以来のことである︒今は無いが常時は織這がこの森の

部の在所まで延びてゐたと云ふことだ︒一九一八年十一月十一日遂

世界的になったのは︑一九一八年十一月の前大戦の休戦係約が此魔

ンルージュが映書館更生の魁となり︑次でシャンゼリゼー街グラン

築と流行の復活に乗り出した︒即ち︑先づ興行物では有名なムーーフ

この森の中のフオッシ三元帥の客車の中へ停戦交渉姿員を逢って来

に刺折れ屈伏を除儀なくしたドイツは︑フランス軍から指定された

敗けても仕方が無い︒而も陥落後旬日を出でざるに巴里は早くも職

ヵル座等がエロ・レヴューを呼びものに門湯し︑キャバレーもモン

年十一月十一日猫逸帝圃の犯罪雲的蛎慢は挫折し︑自由の矯めに戦ひ

たのである︒森の中央には可成りの庚場があり．其虚にヨ九一八

プルヴァール等の市内十六映震館が再開した︒アルヵザール座．ピ
マルトルの職架境が直つ先に復活．魅惑的なパリジェンヌがシャン

は︑柵逸のプロシャ精祁を象徴する大鷲一羽が地に蟻ちた記念碑が

抜いた闘民は勝てり﹄と洞擢の上に銘記されてゐる︒贋場の南側に

︒◎０００

ペンの盃をあげて濁逸の兵隊さん大職迎ださうな︒全く日本人など
の心理を以てしては︑巴里女などの気持は理解し得ぬ︒巴里の女が

列車内には営時の侭に残され︑使用された椅子︑大机︑インク壷

あり︑東側には︑フォッシュ元帥の芯像がある︒

口紅と白粉を落さぬ限りフランスの再興は不可能であらう︒

︒００◎つ○．０○○○○０．０．︒◎０︐０︒○００００Ｏ

これは僻の話だが︑聖戦四年の我が園にも何か反省するの要は無
いだらうか︒圃民の一部に戦時意識が稀薄になって︑剥那的現賞を

にして︑勝ち諺る渦代表︑敗軍の仰代表が集り︑桃の屈辱の答が今

然るに歴史は再び反越して去る六月二十一日濁俳は全く立場を逆

・ヘンに至るまで其の懲時の光景を阿想せしめて居る︒

秩序再編成の一環として︑東亜新秩序建設の大使命を措ふ日本は︑

亦此の同じ展望車の中で振り下ろされたのである︒

享楽すると云ふ気風が醍醸されつ上ありはしないだらうか？批界
今こそ畢園一致一億一艦の大熱火となって︑惑往す可きの秋で︑仮

あった︒想へぱ︑一九一八年のコンピェーーーヌの森の列車の中で締

越王勾践が曾稽の恥を雪ぐ迄に苦心刻苦したよりも︑遥かに長期で

一部の目的を達して︑伽閣を其の膝下に屈服させることが出来た︒

薪に臥し膳を嘗めて一︑意再起の日を待ったが燭が二十二年後漸く

初にも脂粉酔狂の諺を受けるや５なことがあってはならないので
ある︒

︵二︶歴史は森で作られる
○００．０００◎０○

に緊縛せんとしたものであった︒然し棚はこの桂桔を徐々に切断し

結された休戦協定は渦をして︑再び伽に匁向ふことの出来ないまで

﹃雁史は森で作られる﹄と云ふ言葉がこの頃頻りに使はれて居る︒
輪廻を語るコンピェーニヌの森が︑即ちそれだ︒濁仰休戦曾議の行は

て今日あるを致したが︑其の甲心人物はヒットラルであったことは

れたコンピェーニヌの森はコンピェーニヌの街から自動車で二十分
の地鮎にある︒俳剛の何虚に︐もある旗と白樺の小椅麗な森であるが
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司

〃

ｉ１帆！Ｉ！︲ｉ！︲！︲ｉ︲Ｉ︲︲︲！Ｉ！︲︲︲勘︑︲！ｉ︲

︲︲︲！︐！︲︲綱１噸

一九一八年十一月十日パセヴアルク市にある一陸軍病院に於て西が出来ない場合に逢着する︒今まで︑自由気侭に︑ふんだんに水を

言ふ迄もない︒今年はそれが出来なくなった︒一滴の飲水すら仲を容易に頂くこと

部戦線で毒ガスにやられた眼の治療をしてゐる一伍長は老牧師から使用して居たのに︑急にそれが不可能に陥った︒不自由して見て︑

を聞かされ︑蒲国に頭を埋めて男泣きに泣いた︒けれ共次の瞬間泣道元揮師が柄杓の水を使った後の残り水を亦元通り返してやった

明日調印されんとして居る休戦協定が如何に屈辱的なものであるか初めて今迄の自由が有難く感じられてなりません︒

きぬれた伍長の擬げた顔には劇しい憤怒と復仇の燃えるが如き決意と云ふ章い御精紳も︑水に窮して見て・初めてよく納得が旧来る︒

た︒彼は其の将来に夢みてゐた仕事や塞術的生活に封する憧僚を一三杓目の柄杓の水一杯で顔を洗ふと云ふ︑たった小さい柄杓二一杯で

が眉宇の間に見られた︒此の瞬間こそ猫逸再興の庵史的瞬間であつ輝家が第一の柄杓の水で口を鰍ぎ︑第二の柄杓の水で手を深め︑第

こそ今次の戦勝に篭くヒトラー総統であった︒然し︑名も無き一伍昔天龍寺滴水和筒が未だ小僧の時︑或る夏の夕方︑師の坊︑儀山
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郷して租圃復興のため雄々しく其の第一歩を踏み出した︒この伍長用をすますと云ふ簡素な行的生活も大に里ぶ可きことだ︒

ゞ長の前に横ってゐた途は畑一々たる大道ではなかった︒先づ彼は彼に和尚が湯あみをしてゐる風呂場のあたりで︑手桶の底に残ってゐた
﹁接近してゐる周函から一人︑二人と順次同志を獲得してゆかねばな僅かの水を其虚らの地面の上へ勝手に零して仕舞った︒すると︑そ

逼を脅かした︒油に荊の途であった︒斯くして結成されたのがナチこらの草になりとかけてやらぬか︑水が泣くぞ﹄と叱った︒滴水和

︒○○０．

らず︑それが小さな勢力を形づくれば︑挿匪の手は容赦なく其の身れを見た儀山和尚は大藍で﹃馬鹿なことをするものでない︒なぜそ

○◎︒︒◎

スであった︒筒は師匠の言葉が身にしみて︑之を一生の守本章にしたと云ふこと

燭が今日の築冠を得る迄には︑賃に血の出る様な努力と苦節が椛であるが︑我々も今後は﹃水が泣くぞ﹄の精祁を酌んで水を泣か
ると共に︑渦の勝利の原因径路を克く研究して他山の和となすべきけよう︒︵絡り︶

はれて居る．ヒトラーを目して桧舞墓の千雨役者だと云って稲讃すせ無い様に節約して使用し︑一滴たりとも無駄にしないように心掛

である︒

︵三︶水が泣くぞ
水の有難さ︑水の尊さを今年はしみじみと味つた︒水以外に日本
米の有難さもよく解ったが︑何と云っても︑水の箪さに鮫ぶべくも
無い︒今迄水が豊富で︑到る所に︑随所随意に鯖時に求められたが

I

時

局
髄

感

京談
︵一︶

村上辰午

でありますが︑その公務のことを今こ上で書くのではありませぬ﹀

んやりと出かけたのでは決してなく︑公務の命を受けて出かけたの

二月の二十六日に師京したのであります︒何の目的もなくて︑唯ぼ

て北京へ出かけたのであります︒六月の三日に東京を出義して︑十

私は昨年即ち昭和十四年が古稀齢でありましたが︑此の信に基い

ります︒

も知れませんが︑私としてはたしかな信であると恩うて居るのであ

る﹂と信じて居ったのであります︒或はこれが間違った信であるか

後に死すべきものではなくて︑活動しつ上死すべき筈のものであ

であらうが︑︑それは不幸な人といはねばならぬ︒人は楽をして然る

には老人相営の活動がある︒病身であるならばその活動も出来ない

間違ったことである︒若い人同禄の活動は出来ないにしても︑老人

碁ばかりで日を過ごしたりするやうなことは今の世としては根本的

のはないのである︒ｗ朝から晩まで︑謡曲ばかりでやり通したり．園

などは昔の世の中のことであって．今の世の中に於てはさういふも

私は以前から﹁老人でも楽を馬すべき筈のものではない︒隠居者

郎

こ上ではその比較的長い北京滞在中に於て聞見したことを書くこと

タンク

ン︶といひます︒停車場は火車場景オチェーチァン︶秀中央停

ます︒北京語では汽車を火車茶オチェー︶といひ︑鰐を姑チャ

来たならば︑矢張恐ろしく感ずるものが少くないことだらぅと思ひ

身に就いて悟りました︒中華民圃人又はその他の園の人達が日本に

らないものに恐れるのは決して小児ばかりでないといふ事を自分自

叉一種の恐怖心が起りました︒見なれないものを見て︑恐れるに足

てくれますが︑支那紙幣の大きくて︑その紙質の悪いのに驚いて︑

壊油に上陸しては︑汽車騨内に銀行員が出張してゐて︑雨換をし

であるから︑恐ろしく思はれたのであらうと考︵ます︒

於て接してゐたどの中華民函人ともスッヵリ違った下流杜曾の人物

りまして︑私の心の弱味であったことはたしかであります︒内地に

然かしこれはいふまでもなく恐れるに足らないものを恐れたのであ

く︑自分ながらも自分で鐸が解らない一種の恐怖心でありました︒

といふのでもなく︑猛獣の如くに恩はれて恐ろしいといふのでもな

ものＬ様に感じられ︑ました︒自分以上の大人物であるから恐ろしい

鐸ではありませんが︑私には赤帽がどうといふことなしに恐ろしい

高くて︑びっくりしない課には行きませんでした︒それが馬といふ

持ってくれるが三十銭で︑内地の汽車鐸の赤帽にくらべては非常に

たのであります︒塘活での赤帽は皆支那人であって．一つの荷物を

私は紳戸から大阪商船宮社の長江丸に乗って九日に塘浩へ上陸し

ひます︒

ではないかも知れませんが︑いくらかの御参考にはなるだらうと思

、

エー︶で︑普通列車は慢車ｅンチエー︶であります︒又寝墓は床

車場は縄姑︵ツンチアン︶であります︒急行列車は快車︵コティチ
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北
に致したいと思ふのであります︒深く御参考になるといふ程のこと
／

北
京

談

Ｆｕ

北
京

談

一位︵チュアンウエイ︶で︑食堂一車は飯車︵フアンチエー︶でありま

す唾北京で汽車︵チーチェー︶といふのは自動車のことで︑パスは
一公共汽車︵クンクンチーチェー︶であります︒

一塘活姑の前にレールが通って居るので︑恐ろしいではないが一種
十二時でなくては火車が来ませぬ︒大連から出た火車が十二時に来

異様の感が致しました︒漉油へは朝八時上陸したのでありますが︑
ました︒これは快車であって︑北京に着いたのが十六時でありまし
た︒午前と午後との別をいはないで︑一時から二十四時まで通しで
いふので︑十六時は午後四時であります︒

北京に着くと風が非常に温くて︑所謂黄塵菖丈で︑家の内までが
ジャリノ︑で︑これにも叉驚きましたが︑後三日で風が止んで︑その

樋てこれからは北京人に就いて書くことに致します︒支那人は残

後は塵は立っても．この様にひどい事は決してありませんでした︒

とがありますので︑その様子を見て居りましては残忍といはない謀

忍だと日本人の多↑くが言ってゐます︒成る程著しく残忍に見えるこ

には行かなくなります︒それ故残忍だといふのが根本的誤りである
いふ語は愛かも知れませんが然かし此の語を用ひさせていた野きま

ともいはれないのであります︒それは豚の逆待であります︒逆待と
す︒豚を逆待することは︑ひどいものでありまして︑日本人として

又峡くことの出来ないものであります︒若しも食に豚が峡けたなら

もょいのであります︒即ち支那人の食としては豚が御馳走であって

ば︑身暖に害を及ぼし易いといふことであります︒どの家庭に於て

ても︑男女の別なく豚を煮殺することは平気の平左衛門であって︑

も豚はなくてはならない大切な食であります︒それ故どの家庭に於

屠殺の前にも逆待するは敢て怪しむに足らないのであります︒いつ

も屠殺専門家︵？︶の手にまかす様なことは出来たものではあります

ってょからうかと思ふのであります︒豚と肴とは大小の別がありま

まい︒日本人が生きた肴を料理するのと何等異なることはないとい

して︑小さい肴を殺すのを︑何んとも思はない人にしても︑大きな

鴬さねばならないものならば︑そこに大小の別なく．営然殺すべき

ものを殺すに忍びないのが人情でありますけれど︑どうしても食と

ますまい︒それ故豚を取扱って居るのを見て︑直に残忍性の現れで

ものとして平気であることは︑これまた営然であるといはねばなり

一定の場所に於て豚の市が立ちます︒それは七時頃から十時頃まで

あると思ふは間違ったことであると︑私は思ふのであります︒毎日

でありまして︑豚の脚を純って路傍に涯させてあります︒この市は豚

ばかりではなくて︑大凡三四町の雨側にいるノ︑の商人が出ます︑

す︒北京人の中には玩烏家が比較的多いのであ︽りますから︑従って

野菜類の如きはむしる盛んな方であります︒鶏や種為の小禽も出ま

は︑之を平気で見て居ることは如何なる人も出来ますまい︒それ故

のが多く︑その駕篭も市場に於て費られるのであります︾今こ上に

烏を責ることも多い様に思はれます︒小鳥を入れる駕篭には立派な

ロ︒〃ロ

その逆待の様子を見ては︑自然と残忍性だといひ度くなるのであり

責る小鳥ばかりでなくて︑棒にとまらせてあるのもあります︒勿論

小鳥のことを少しばかり書き加へることに致します︒駕篭に入れて

ます︒ですが︑これには又支那人の立場も考へねばならないのであ
ります︒支那人は豚を逆待する立場に居らねばならないのでありま
す︒豚を逆待するでなくては︑人間の健康上故障が生ずるといって

一 也 O −
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鳥には細い紐をつけてあります︒その細紐をつけた棒のま入に烏を

命であるに相違ありませんけれど︑支那人としては豚を逆待せねば

して費物にされる様なことはありませぬ︒豚に限っては気の毒な運

くて︑使用に供するのが目的であります︒従ってこれらは市場へ出

・︲鎖︑︑与．︲︲︑︲此１１︲し浄恥ｊＸ剛岬附湛・︲Ｆ︲恥

一買って︑それを叉あちらこちらへと持って歩るくのであります︒私

︼聯・侭ｆ︲１．房︲︲︐準哨︑ｈ弧︲：脇⁝脚咋＃曙︑可１１．１沌順冊１︲Ｊ・

ＩＩ伽ｌＩ

は之を見てよく哨棒にとまってゐると思ったのでありますが︑よく

ならない運命にあるといはねばなりませぬ︒

に遠くへ飛ぶことが出来ないで︑叉棒にとまらねばならなくなるの

そこに叉残忍性が現れて居るとも見られませう︒見た所は残忍に相

すので︑豚はギャァノ︑と泣きますが︑そんなことは平気ですから

して賓買の際には目量をはかる馬に︑尾をつかんで引上げたりしま

毎日市場へ出される豚の数は少くとも三百内外でありませう︒そ

考へて見れば︑棒以外にとまるべき所がないから︑その棒にとまっ

であります︒然かし︑これが慣れると︑紐がなくても必ず棒に戻る

て居るのは営然のことであるのです︒飛ぶことは飛ぶが︑紐のため

といふことでありまして︑そこに一種の巧妙なる飼育法があるもの

向ふを残忍だと思って交際をしたならば︑こちらの温和性がよく現

に支那人は残忍性だとはいはれないと︑私は信ずるのであります︒

れないで︑残忍性が現れ易く︑篇に互の交際上の調和を峡くことが

違ありませんけれど︑之は誉業上己むを得ないことあって︑この鴬

ます︒玩烏家の多くが紳士であることはいふまでもありませぬ︒駕

一と考へられます︒

篭に入れたま上持って歩るいて︑その鳴一音を楽しむのであるといふ

かれる必要があらうと思ふのであります︒赤い眼鏡で見るならば︑

ありますから︑彼の地へ行かうとする人は︑この事を一通心得て置

↓叉駕龍に入れた小鳥をへそのま上大道を持って歩るく紳士もあり

ことであります︑路傍の木の枝に駕龍をさげて︑自分はそこに腰を

白いものも赤く見え︑青い眼鏡で見るならば白いものも青く見えま

おろして︑笑ひながら鳴香を喜んで居る中年以上の紳士を︑私は時
ｑ

々見ました︒暢気だといへぱ暢気に相違ないですが︑豚逆待の反封

もさまたげに

す︒初めから残忍性の人だと信じて交際をしたならば︑残忍でない

ことがないではありますまいが︑さういへぱ日本人にしたところで

豚のことばかりでなく︑人と人との間に於ても︑残忍と思はれる

なることでないかと考へるのであります︒

人も残忍であると思はれます︒これでは興亜の新政に

で︑これが温和性の現れであるといふことが川来るではありません
一か︒一方に於ては日本人に見ることも出来ない残忍性が現れて居る
一と同時に︑他の一方に於ては︑日本人に見ることの出来ない温和性
叉この市場に於ては︑豚や鶏の肉も切責して居ります︒豚の肉は

一が現れて居るといってよいと私は思ふのであります︒

い必要なものとされて居りませぬ︒否︑北京には牛は居らず︑牛は

なくてはならないものになって居りますが︑牛肉は無くてはならな

は恩ふのであります︒︵つ堂く︶

残忍と思はれる黙がないではありませぬ︒しかしながら日本人は
残忍性ではありませぬ︒よく研究も潟さないで︑他人がいふことを
直ぐと信じて︑残忍性だとして仕舞ふのは︑大いに間違ったことで
ありまして︑この黙に就いては︑深い研究を要することであると私

一一ｆトー︐

市外でなくては見ることは出来ませぬ︒北京では牛は見られません
一が︑羊︑〃鰯馬︑略舵を見ます︒これらは食にする目的のものではな
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脈顛切蔚一
日・英・儲の天津租界問題浦一年以上の月日が流れてやっとシヤン

ノ︑手打！正義の勝利也よし！人生得意にして道を思はず︑失
意にして道を思ふとか！英悌やよし此の教に違はず！
×

日本の外交方針一大韓換と云ふ！併しそれは自主外交︑これは
何十年鍵らぬ文句だが！さて内容はどうであらうか！
×

ソ聯の火事泥！他なき慾望募り！無軌遊募り！唯呆然たる
ばかり！さて濁逸と衝突する日なからむか！
×

東亜新秩序の建設の具鵠的交渉ヤット阿部︒王の間に始まらんと

す！シッカリ頼みますよ！先方の顔もたてるはよいが︑第一に
営方の顔を汚さないで貰ひたい！
×

昨日の英悌は兄弟分で今日は仇となる！世の中は常なきもの！
×

昨日の淵は今日は瀬となる⁝⁝！
×

上海に於ける米兵の横暴言語に絶す！日支事塞勃謹常時の暴虐

蕊りにさも似たり！きて何と解決するや！
×

援蒋ビルマ・香港・ルート根絶の我が抗議に封し︑英の回答たるや

世に言ふ瓢箪鑑！言ふ事を鰐かない事だけは分るが︑さてノラリ

×

クラリで掴むに困る！校猪のさすがは本家本元！只織槌あるの
み９︒

賛漂物が聖戦三年でやつと製造販寅禁止！既に買ひ込み済みと

舌をペロリ出して居るからソンジョソコラ心なし者をぱ結局逃して
×

居る！後手で金清板の我が政府らしい這り方！喧！

米園のモンロー主義の解樺に白く西欧は西欧諸国で︑東洋は東洋

諸国で相談して宜しくだと！物申す！世界は米の屡閣ならず！

物が分って来たかと米の解輝を見ると︑蘭印は東洋ではないかの如

承認を得ずとやることはやりますわい副それはそれとして︑多少

×

く鯛れてゐるのはソリャ如何に！

三宅島の火山噴火！御同情に堪へない！︑天錘地異ながら︑此
×

の非常時に何ぞと憾まざるを得ない︒

戦時の食料節約！腹が空いてもヒモジクはないのは武士道の粘
×

紳︑三杯のを二杯でやりませらや！

政治新鵠制の蟻牲で米内々閣縄僻職！聖戦浦三ヶ年に内閣の更

迭四度！フランスも畷はれない程複雑多端︑不安︑動揺！それ

．×

雨を呼募か︑嵐を招くかして晴れずんぱ落着かぬか我が帝幽！

昭和維新がなくては治らぬかどうか！明治維新は天皇親政と云

ふ蔑人に共通する立派な目的があった︒さて今日は一億の民を熱狂
×

させる旗印や如何！

闇取引は濁り商人のみならず！上層の政治も闇から闇へ！近頃
×

課が到らぬに政鍵頻りなり！

近衛内閣出現！今度こそ張力に長期に！以て帝幽の威力を示せ！

ダ
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支那事愛美談集拠
○軍函の母

戸別訪問して︑毛布やその他の慰問品を集

集の時は勿論︑静岡の大火の時など貫先に
めて其の範を示し︑若い曾員も﹁アンなお
年寄が一生懸命にやってゐるのに．⁝：﹂と

軍人の手不足の家に行って子守りをしたり

そればかりではない︑暇さへあれば礁召

翠げてゐると云ふのである︒

刺戟され︑其の分曾自燈も非常な好成績を

厘の兵隊母さんが虞心こめた奉仕が︑闘還

愛閲婦人曾本部で美談調査中︑東京市芝

部隊長の賞揚の的になってゐるととが判明

感心なお婆さんだと町からも感謝されて居
したが二子を遺して先立ち︑次で長男蛎則

同曾本部では之を表彰することとなったと
其の美談主は︑東京市芝匠愛宕町一の二

君が腰召したので︑今は其の娘の家に手博

るのである︒娘のコトさんは藤井さんに嫁

藤井方木村コゥさんである︒コウさんは七

ひに来てゐるのであるが︑主人なき同家の
暗くなり勝な所に此の報園感謝の明るい灯

、

﹃

大阪市︵敬祁崇悌篤行者︶

、

ぬ無識者で御座いますが只亡き

し不幸な方々の御世話をさせて頂くのがせ

を持たるる事であらう︑この子供達を善導

同様それ１八︑子達の前途に云ひ知れぬ憎み

く︐ト︑と想ひ起した時︑批の親御達も亡母

なき淋しき孤立の生活を績けられたのをつ

母が私の生ひ立に苦心下されたのや叉同情

をわききへ

私は維羅の示す様挺何の修養もない事理

↑︐○

な記念品を頂戴いたしました︑恭く存じま

本府を細て貴曾より名響な表彰朕並に結構

陳者私儀今回端らずも御見出に預り去日

す事風教更雌上慶惟至極に存じ上げ交す︒

御滴群に渡らせられ斯道に御霊捧賜はりま

松本正治︲
謹啓初夏の候曾長閣下諸賢各位益々

ず

行者の挨拶状

捧確輸趣鐸第五次表彰善

︵善行者通信︵

q

めてもや亡音母への報謝だと考へ皇太祁

−

−

聞く︒

十八歳の高齢で背は痛く曲り不自由な身な

を黙じて喜ばれてゐる︒誠に七十八歳の此

／

がら︑お閲に蒜す心は一筋と壮者を凌ぐ意

の如き老婆の涙ぐましい活動振りは︑興亜

気で︑事鍵が護生した以来と云ふものは︑

雨の朝も風の夜も出征兵士の溌迎はかつて

軍圃の春に匂ふ銃後感激篇である︒

○陣中日記佳話

一度も峡かしたことがなく︑殊に○○港に

蹄還部隊がついた時などはわざノ︑埠頭ま
で出迎へ︑白瀧も甲斐ノ︑しく接待に活躍

その賃心こめた世話振りは︑蹄還部隊長か

○月○日︑又もや蚊の猛襲に夢路を絶た

呉潅を廻り泥嘩の悪道に悩まされつつ難行

しき早朝大陸家宅を引上げ︑○○隊揃って

命令で出動だ︑愈々第一線進出︑あはた堂

れて苦悩してゐると︑○時○分︑部隊長の

１１
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〜ヘヘハーヘ〜〜一ｰ〜〜一一〜〜〜

ら﹁兵隊の母﹂として賞揚され．原隊に師

一

集談美鍵事那支

集談美塞事那支

１１１

宮遥拝所を造替仕り又少し計りの御同情を

それを斯く表彰して頂くとは責に身に齢

申上げたに過ぎません︒

る光柴で只々感涙にむせんで居ります︒．

今にして亡き母が存命せぱ如何ばかり悦

び呉れることでせう︑御濯は到底筆紙では

謡せませんが心の中を一言申上げて御遁と

いたします︒先は拝具

Ｏ
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伯爵徳川達孝閣下

谷川佐代蔵

京都府︵公共事業功努者︶

謹啓益々御健勝奉慶賀候︒

陳者小生今向固らずも貴愈より表彰の光

たる事務に封し其の一部を遂行せるは全く

策に浴し感激感謝に不堪候元より輿へられ

各開係せる周園の人々の御協力の．結果に外

るもの有之毎々壷奮努力此の築審に報ぜん

ならずと信じ候事鍵下一層祉曾事業の切な

ことを誓ひ謹んで御彊申上候︒敬具

徳川魯長宛

︑中島卯三吉

奈良螺︵孝子敬瀞家︶

誰啓今回不計も御含長閣下より表彰を賜

、

一

一

一

一

ｌ僅かのお金ですが俸給を害めたもので

て居る一人息子の治夫看護兵から
人佳話である︒

Ｏ全財産を租国の難に
兵庫牌西宮市北挫谷町三三頭井ツチ子さ
んは︑明治二十五年北米ポートランド市パ
ーンサィド通で夫君輿吉氏と共に賓石商を
誉み︑可成りの財産を蓄へたが︑興吉氏は
十八年前同市で病死︑以来女手一つで米国

ばり剰へ誠に結権なる記念品を下賜せられ

営然人間として馬すべき事を馬せるに過

難有拝領仕候︒

る迄感激の涙にむせび申候︒

ぎざるに此の築器に預り不肯拙母子供に到

候陳者今何刷らずも不竹に封し表彰方秤受

舞牌箪愈愈々御清柴の段恭賀の至に未存

徳川含長宛

乍略儀以書中御瀧迄謹而申上候・頓首

ツチ子さんは其の間貧しい郷里の親戚の子

荻原仁吉

三重牌︵摸範傭人︶

弟を引取っては︑米閲の大畢に留畢させた

仕り河に身に除る光架と衷心感謝措く能は

人の雇人を使って家業を護り︑貴子の無い

り︑在雷邦人の篇物質的な面倒を見る等︑

先は右以拙書御瀧労御報知まで如斯に御

へ〜ーへ〜‐一へ〜〜〜〜〜ヘーヘーーヘ〜〜〜〜ヘーヘヘヘーー〜−−〜〜〜〜−ヘーヘーーーー〜､−−へ〜〜へ‐

す︑何か温いものでも召上って下さい︑身
燈の弱いお母さんはさぞ町内の方々からお
枇話になってゐることでせうが︑今の私に
は御燈のしようもありません︑せめてこの
中五目は御近所の川征家族の方々へ砂糖で
も買って上げて下さいＩ︒

と云ふ手紙に二十回を添へて逢って来た

彼地で大和撫子として義侠的な行篤が評判

去月御表彰並に御記念品本媒知事宛御謹

が本意の鹿止むを不得る川事出来の嬬大に

透下され候御通知に接し早速出頭受領可致

々拝葦仕り記念として永久に尊重仕る心組

昨四日出頭正に拝受仕候河に御見事なる品

迩延致し貴曾に御迷惑相かけ甚だ恐縮仕候

て生活出来るのも扱い日本をⅢ園としてゐ

となってゐたが︑遠い異郷にあって安心し

ざる次第に有之候︒

｜

るお蔭だと満洲事鍵勃凌常時燃える刷固愛
を胸に十蔑近い遺産を蝿んで四十年振りに
蹄閲︑財産の全部は私が死んだら陸海軍の

子大部分を陸海軍に献納し︑轍局を感激さ

穂川曾長宛．
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治夫君は四つの時父親に死別︑母の細腕に

育って小羅校卒業後︑↓東京市肺布厩騰尾の

薗部工業商曾に勤めながら︑病弱な母に仕

〃

へ︑貧しくとも温い母子二人の家庭を誉み

附近でも評判の孝行息子であった︒

昨春川征して以来常に母の身を案じては

俸給の大半を贈って来て居てゐたが︑今度

の手紙にはリウさんも泣いて喜び︑早速閲
婦分曾の手を通じて町内の造家族達に砂糖

図防費に献納して下さい﹂と遺言に添へて
遺謹全部を某大阪信託曾赴に依託したが︑

に御座候御芳志の程恭く鴬く御鵡申述候︒

座候︒敬具

･私

今次聖戦起るや︑最少限の生活費を除き利

る︒

せたと云ふ︒美はしい祁閲愛の美談であ

Z

−

P一宮へテーーーーーデーヘザヘーーヘー戸一一戸廷〜理へグー一望一
ー
−

集談美愛事那支

者捧功の曾道弘本日

〆︑

日本弘道倉の功勢者︵六︶
故人の片影を偲ぶ

部曾の有力なメンバーの一人である︒

の片影を偲ばんとする松本属弦煮の如きも︑賞に此の四芥

生むか︑人が時を生むか︒鼓に我等が本曾功労新として其

のであろよと驚異の眼を睦らざるを得ない︒抑之時が人を

賦内にかくも多く輩出し︑燦たる輝かしき存在となつたも

いが︑それにしても其の巨木の下に集る心ある人糞が四谷

浄と修徳とを糞ったと云ふ根本の鮎を見逃すことは出来な

ので心ある人為が其の渚堂しき蔭を頼みに慕ひ寄り心の清

高き人格の巨木が諺然として繁り︑清爽の蔭を作ってゐた

此の部曾の人左であった︒素より此の事は松卒直亮伯縛の

せる修養曾の如きも其の組織の骨子遊なしたものは何れも

川来ない輝かしい存在であって︑曾て松卒直売伯爵の主宰

本曾の四谷部曾と云ふものは︑曾史の上に没することの

記者

ｌ松本屋弦君１２︶

、

︲４１︐ｊｊｊＩ︲

我が松本翁は織山と擁し頁弦字は士張と臼ひ︑嘉永二年
弓１■ ︑ ０ ３ １

″
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四月七日に長野際上水内郡山穂村に父教皇翁の長子として

生れたのであるが︑父君とは早く死列した篇に︑母の手に
よって人となった︒〃慶礁元年翁は始て松代藩士久保涛翁に一

れ︑又明治元年には更に水上雄風に皇典及漢籍を講習する

審道及漢畢を畢ぴて勉畢を努め︑早くも其の偉才を認めら

り︑赦曾への第一歩を踏み出した︒次で熊野出速雄神社に↑

所があった︒四年六月選ばれて健御名方命賦の祁職とな

奉仕したが︑絃に於て早くも認められ︑詞掌たることを懇

望されたが︑畢業未だ成らざる者として飽迄も固誹した如

を通じて敬祁崇儒を畢問の本領とされたのも︑此の三つ兇

き︑翁の至誠の片鱗既に表はるるを見る︒而して翁が終生

明治六年畢村の委嘱を以て︑翁は長野螺講習所に入り︑

の魂によるものと穂すべきであらう︒

小畢博習科を修め︑初めて成始皐校に奉職し︑八年には同

校の副戸長に選任され︑専ら小畢校の教育に努力した︒斯

くする程に鵬て翁の至誠篤畢は認められ︑要路の人より螺

鹿に出仕を懇望されたのであるが︑﹁君子出でて仕ふるは

其の義を行はんが篇である︑吾畢乏しく其の器ならず︑名

資の一致せぬを恥︒小畢校には良師も乏しく教育も未だ

って之も亦固瀞したと云ふ︒翁の至誠よく其の自らを知る

普からず︑吾は微力ながら此の道に誰すを本分とす﹂と言

と云ふもので既に人と鴬りを早くも鏡ふに足るものである

1

1

一測潮齢溌蘇蕪駕

０︑

翁の苦心は一方ならぬものであったが︑翁多年の唱導であ

り後日﹁左右尊卑﹂の論を天下に護表して輿論の喚起に努
間には推されて村曾議員ともなり︑叉十九年には衆望を負

のであらう︒斯くして洲りなく大儀を了し︑功を賞せられ

めたのも︑此の営時の研究調森に負ふ所のものが多かった

併し翁は小成に安んぜず︑猫志は畢間にあったので︑校

で大鵬記録編纂委員曾書記となり︑専ら大儀の薬理に常つ

動八等白色桐葉章を授けられたが︑是異数とされた︑〃次い

って上水郡高府小畢校長となった︒・
一長となった頚明治二十年には途に向畢の志を決して上京し
明治法律皐校に入皐して法律畢を修め︑目出度業を絶へて

く晩餐をともにし家人と撤談︑例の如く函民思想の牌来等

併し大正八年七月二十九日のことである︒退荷後常の如

〆

ﾉ

た回

四谷唾役所に勤務した︒翁が四谷の住人となったのも此の
一時からである︒斯くして累進庶務掛長兼備兵掛長となった

向ひ弾らくにして突如夫人を呼び子供達の在否を問ふ所が

−．37−

時勢に鑑み︑今後の閣災は法律の極めて必要なろを感じ︑

が上長と議合はぬ事ありし篇︑清碓剛直な翁は直に其の職

あった︒其所で夫人は児女の家に在ることを答へるや︑安

堵の模様にて少しく眠ったが雌て又畳め︑左手にて切りに

に就いて家人と語り卿かも異状はなかったのに︑食後机に

を辞したのであった︒

三十四年日本弘道曾の開係にて松平直亮伯爵の知遇を得
時の長島局長への斡旋により宮内省調度局に出仕した︒謹

に何も最早答へられないのである︒啓師診察の結果脳溢血

を起したのであった︒爾来療養の功なく︑八月二十七日以

右手を屈伸して居るので︑其の何なるかを子女難の問ふの

す場所と決意したのであった︒其の問緯園答懲使接伴掛と

来は絶食となった︒かくして九月一日判任官一等の陸叙の

一直衆に秀でて精働を識し︑此所を以て翁は維生の忠誠を致

正天皇御即位の大儀を行ばんとするに常りては︑大正四年

なり︑或は又沼津御用邸行豚に供奉したりした︒而して大

七十一年の生涯は経ったのであるが︑其の一生は謹直︑剛

七十有一歳であった︒雑司ヶ春の墓地に葬る︒斯くして翁

光築を捲ったが︑二日午後一時五十分遂に逝去した︒享年

御大鵬は賃に登極令御制定以来創始の事とて其の調査研究

毅︑刻苦勉励︑柊始畢を修め身を修め︑忠誠奉公の飽くな

四月大漉使書記となり︑諸般の準備に全力を識した︒此の
の苦心は多大なるものであった︒翁は専ら其の故資調査の

き生涯で賞に後人に垂範の人生であった︒

咋間Ⅲ旧旧Ⅲ岡川ⅡＵⅧ︒ＩＦ︲１４１画Ⅱ︒Ｊ︲ｎ１ｑ曲Ⅱドリ■剛

任に富り︑全力を肇げる鴬に一切の秘事を拡ったのである︑
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者努功の曾道弘本日
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翁に就いて吾堂は是非共語らねばならぬ事は︑翁が生涯
を捧げて剛家の篇心血を注いだ左右尊卑の論である︒其の
の諸制度調蚕研究に因り︑一層其の熱情の現はれとなった

研究は明治二十二年以来ではあるが︑翁が宮内省の御大鶴

に倣ひ︑綿てが一新された中で純覗出来ない事に左右尊卑

事は季ふくからざる事資である︒由来維新後諸事欧米の風
と云ふ問題がある︒即ち古来左を以て尊しとする皇圃の規
定も右を尊しとするの風に塗ったととそれである︒翁の至

；４Ｊ

炉四．偽
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は左の尚ぶべき所以の六誇を聖げ︑左の尚ぶべきを固式と

は彼の左右尊卑大義の冒頭に述べた一節である︒而して翁

なし︑大義の本論を以て結ぶ︒今其の尚左の一誇と二詩を

も︑︑

筆げて見るならば
︑ｂもＵ︑︑③
﹁左右ハ古訓ニひだりみぎりト呼プ︑其義南面ノ君位二基

ケリ︑乃チ左ハ東二方リ︑右ハ西二方ル故二︑ひだりノ言

い︑ｂ

ダル日足ニシーア日輪東天二昇ルノ象二取り︑みぎりハ見限

︒︑︑イニシ

ニシーア︑夕日西山二没シ之ヲ見切ルノ義ナリ︑又ひがしノ

洲ハ日頭ノ下略ナリ︑にしハ往ノ上略ニシーァ︑日輪往過ル

ノ義ナリト云ヘリ︑而モ日出ハ始一一シテ上︑日没ハ柊一一シ

テ下ナルコト自然ノ理也︑蓋シ天二在テハ日輪ヲ主トシ︑

園二在テハ天子ヲ主トス︑凡百ノ人事則ヲ此二取ル︑其義

大ナル哉︑是ヲ左尊ノ第一談トナス﹂︒と︒叉﹁左右ノ語ノ

姑メテ史上二現レタルハ︑伊非諾伊非冊ノー紳天ノ御柱ヲ
巡り給ヒシ時二アリ︑即チ陽榊ハ左二坐マシテ左旋シ︑陰
刺ハ右二坐マシテ右旋シ給フニ初リシコト古事記日本紀二
詳ナリ︑叉紀ノー書二擬レバ︑二榊其初メ左右ヲ誤り巡り
給ヒシ力学︿︑生児不良ノ事アリ︑因テ天紳ノ命ヲ受ヶ改メ
巡り給ヒシ由ナリ︑男左女右即チ左ヲ噂ブハ︑閣初榊定ノ
制ト調フベキ也︑是ヲ弟二誰ト篇ス﹂云糞と︒
以上は軍に六読中の．二誇に過ぎないが︑翁は研究の結果

充分なる左尊右卑の根擦を明にして堂寿の論陣を張り︑其
の言賞に数千言︑欧米模倣の誤れるを痛論したのである︒
正に之は常時の欧米心酔者への一大警告であって︑誠に往
年の西村先生が大獅子帆によって天下の菱を牌かれたる彼
のである︒

の精紳を繕承されしものとして︑︽翁の此の活躍が偲ばれる

−−3s一

誠は此の欧米風の改正を以て皇図の鳶獣するに忍びずとな
し︑至誠の熱情は溢虹て数寓言となったのである︒而して
圃民の反省を促した︑翁の所論は其の意気と熱情により︑

其の著書にも﹁左右尊卑老弓左右尊卑大義﹂等を以てし︑

は新落閲ゞ民思想の差別なく︑其の所論に耳を傾けざる者な

賞に常時言論界の花形として登場したものであって︑之に

﹁夫レ鵬︿上下ヲ別チ尊卑ヲ立ツル所以ニシーァ︑葬倫ノ天

き有様であった︒翁は日く

二巌レ新制未ダ興ラズ︑此時二方リ中外ノ交際日二繁ク︑

叙由テ以テ正ク閣家ノ秩序由テ以テ立シ所也︑今ヤ奮制既
其祁曾スルャ主客雁封レノ鵡無カル可ラズ︑然カモ東西其風

習ヲ異ニシ︑往々柚嬢祁容レザルモノァリ︑其最モ重要ナ
ルモノヲ座席トナス︑即チ彼ハ右方ヲ貴ピ︑我ハ左方ヲ責

』

一一ブ︑大凡斯ノ如キハ︑何レニ依リーア可ナラン歎﹂︒云交と
日平

I

内

者静功の曾道弘本日

一

暁中

一Ｉ修Ｉ漬Ｉ牝ｉ櫛Ｉ妹︲一

佳話・鍵話

○山読寺読
お寺の名は話題になることが多い︒山競寺琉といふ有名
な落語もある︒高島睦さん左醐次など名優の名を酒落れて
こじつけたものである︒

古川柳に﹁蒜純寺を小禰川中たづねてる﹂といふのがあ
り︑誇純寺では分らぬがこれは側仙院の本名である︒同じ
稲荷は賞は寺の境内にある︒東京の柴叉帝繰天は融純寺の

く三河の哩川稲荷に詣でて︑抄巌寺といふては分らぬが︑

境内にあるが︑寺の名は知られない︒成田山といへぱ日本
中知ってるが・新勝寺の本名はそれ程知られぬ︒川崎大師

もその通りで︑平間寺といっては川崎でも知らぬ者があ
る︒芭蕉の句で名高い山形厩の山寺の本名は賓珠山阿所川
院立石寺であり︑静岡際には︑可脈霜といふ寺らしくない

東京には︑草木や動物の名で呼ばれる俗穂で有名な征

字剰がある︒

１口言︐

︒︑ｎ１

︑︑︑

青山蔑夢

f

が愛圃婦人曾の元岨奥村五百子女史である︒

○二日酔と猫の憎み

ｑ・←９

の釜山海︑高徳寺︑これも他に類が無い︒此寺に生れたの

読に山読は付きものだが︑海誌がついてゐるのは︑唐津市

守りを川十日本唯一ｇ電それから山読寺雛といって︑寺

肥後の猫寺といふは︑山門に猫の石像があって︑猫のお

負けするくらゐだ︒

資は二十八字︑一息にはいばれぬ︑落語の﹁毒限無﹂も顔

坊︑禰溝寺﹂

﹁三途河頭極築東門蓮華台上大平野山︑本賀成院阿禰陀

いのは︑千葉際長生郡廉南町の

肇園で一番簡単な寺名は大和の岡寺︑橘寺等で︑一番長

も木名で零れては︑近所に行っても分らぬ︒

雪見寺や花見寺は名所になって居り︑如止の寺は︑いづれ

もあり︑鍵はったのにはお化寺︑癌寺等があり︑日暮里の

︑︑︑︑︑

あり．吉原の海女の寺だった馬に投込寺と呼ばれてゐるの

h

〜

寺︑藤寺︑籾殻寺︑柾寺︑萩寺及び鯉寺．鴬寺︑獅子寺が
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I

如何にも猫が悩んでゐるような顔をするからである︒英語

吾邦では二日酔といふが︑濁逸では﹁猫の悩み﹂といふ

物を含んでゐても︑平気で呼吸をすることは出来る︒そし

遥に前方に伸び︑口外にさへも出し得るから︑口一杯に食

獲物を赴がす心配は無い︒そして蛇の喉頭は管になって︑︲

酒をすると︑アルコールは再び細胞につくから︑一時禁劉

である︒希臓人峰輪中令入浴をしないから︑一鐙に立派

世界で第一番のお湯好きは日本人で︑お湯嫌ひは希蝋人

Ｏお湯嫌ひ

大なる食物が安々と蛇の塩に詮られるのである︒

た食物が胸にっかへるといふことも無い︒此の如くして偉

て人間のように胸部に胸骨が無いから︑食道一杯に職下し

では︑

﹁モーニング︑アフタア︑ザ︑ナイト︑ピフオア﹂
といふそうだ︒や上こしい二日酔らしい詞ではある︒

二Ｈ辞には迎へ酒が妙薬といふ︒すべての麻酔薬に禁断
現象がある如く︑二日酔といふは︑本来︑アルコールがす

現象として生ずる︒故に猫の悩みのような顔はしなくなる

な紳士も垢臭ひといはれる︒殊に大昔はひどかったようで

っかり細胞から離れ去ろうとする悩みである︒此際︑迎へ

が︑二日辞が癒ったのではない︒二日酔を一日向ふへ延ば

よると臭かったであろう︒

あるから︑如何にソクラテスでもアリストートルでも︑

近

年中酔になるのである︒

して︑三日辞にしたに過ぎぬ︒かうして迎へ酒を績けると

︑℃︑︑

お湯好きの日本人の中にも︑偶にはお湯嫌ひがある︒そ

の代表的の名士は︑昔では剣聖宮本武蔵を第一とし︑下つ

人物では︑西郷従道侯︑最近では名優中村雁治郎丈︑梅川

て小読で理想的の粋人とされる烏丸光匿卿．明治以来の大

○一倍の敵を呑む
自分より大きな敵を平気で呑むのは蛇である︒錦蛇に至

︑︑︑︑︑︑

っては︑小羊などを呑む︒これは蛇の口蓋部に特別の仕掛

︑︑︑℃︑

がある篇だ︒造化の妙といふものが蛇の口に現はれてゐる

不似合である︒東京に来て歌舞伎座の一興行二十六日間の

忠兵術の芝居に古今濁歩の忠兵衛を演ずるといふ色男役に

満洲馬賊の中には︑人を喰つた珍名が多い︒例へぱ﹁三

○満洲馬賊の珍名

では白粉の臭が高かった︒

滞在に唯の一回も風呂に入らなかったそうだ︒それでも傍

︑︑︑︑︑

と言っても︑よい︒

蛇の口蓋部を見ると︑諸骨はゆるく可動的に連結して︑

上下雨顎は大きく開くことができる︒更に下顎骨の前端が
靭帯で連ることは︑下顎骨を左右別々に動かし︑獲物を御
へたま入で︑左右交互に動かすことによって︑食物を奥の
方に詮り込む︒蛇の歯は皆内方へ向って生えてゐるから︑

− 4 0 −

江好﹂﹁老来好﹂︑好の名は蝕程好きだと見えて．まだ﹁天
下好﹂﹁登山好﹂などがある︒﹁三勝﹂﹁全勝﹂﹁李菖勝﹂な

どと名をつけてゐて︑通げてばかりゐるのはどうだと聞く
と︑通げるは敵を誘ふなり︑敗に非ずと答へる︒蒋介石も
その考であろう︒勝といふは通げることである︒

﹁穿山甲﹂といふ動物園向きのもあり︑三園志の英雄を気

︑︑

取った﹁越雲天﹂︑それから﹁占東省﹂﹁占東遅﹂﹁平満洲﹂
﹁平東洋﹂などと大きく出たのもある︒

○書餅正月

︑︑

﹁山里は︑茶うけの菓子に事足りて︑松風もあり︑落雁

てやその筒に左の狂歌を題した︒

ウプカムリ

ヘリ三猿て﹂

ミザル

﹁初冠︑つけて無茶苦茶︑たのしまむ︑人の笑は︑か

侯は雅銃︑三猿といふによって︑句中にこれをひらめかし

たのである︒

○三十年間に三十菖杯

枇界一の紅茶飲みと自穂するインドベンガル地方のジャ

ルパィヵリに住むネパール︑チャンドラ︑パタチルジ氏は

十八歳から四十八歳までの三十年間に︑三十蔑杯以上の紅

茶を飲了した︒

五十近い氏は︑その血色︑畷端ともに三十位にしか見え
ぬ若々しさだが︑自分ではその原因を﹁紅茶﹂に蹄してゐ

る︒毎日︑三回乃至五回に分けて︑一回平均十杯乃至六杯
なる︒

宛の伽排を飲むのだから︑平均一日︑三十杯といふことに

受け得たる徳をおのおの譲りなば

︑四海の間父子のしたしみ

一
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静岡聯の近藤といふ茶人が︑茶に開する狂歌
もあり︒﹂

とやって︑元老の茶人︑井上馨侯に呈した︒中々うまく出
来た︒侯は︑何と答へるかと思ふと︑左の如く逆襲一番．
見事にやった︒

正月は済む﹂

﹁耳と目で︑茶うけの菓子が︑事足らぱ︑書いた餅で︑

○三猿の句
元老井上馨侯は︑茶事上では大宗匠の境地に達した人で
また結構な道具揃︑それに大の料理通︑道具自慢の茶曾な
ども催ぅされたが︑還暦茶曾の時ばかりは︑一切新調品を
用ひて︑自から茶杓までも削り︑それを﹁初冠﹂と名づけ

ノ

佳
逸・話
話

マ

､

１１１１１

が彼等と含合する度に﹁君は一日に幾何程

矯心から満足して之を責行して居る︒某氏

蝿草を喫むか﹂と︒彼等に間はれる︒﹁別

ぱならない︒そして深く其の本を考へ乱ょ
長を期すべきであらう︒身吾々日本人は︑

きを探り悪しきを捨てて﹂自分の立派な成

れ﹂と︒そして誰も彼も中々喫はないめで

に数へては見ぬが遊んで居ると相富喫ふ

まあ君喫ひ給へと彼に出すと︑﹁有難う︑

天壌無窮の園篭を戴き︑日新日進の精測を

然し自分の園では日に五本と決って居る︑

心に遣博し︑正を養ふ責務を果し︑八紘を

戦勝園凋逸が勝ったのは偶然ではなく︒字とする大理想を使命とするとすれば︑決

国是だ︒吾々は食後とか何か特別必要な時

△墨書︵ご

大戦後二十鮭年間の政治︑教育︑経済等園して他図の如く築枯盛衰を徒に繰返す事は

難いが心配して呉れるな﹂と︒誰も彼も皆

︑℃︑︑

を筆げての其の風潮︑やりかたの寸分隙の出来ない重大な地位にある︒
ない愛幽総別が今日をあらしめたのだと言由来日本人は悌悶西人に似た所があると
はるる︒叉戦敗園悌蘭西の今日もそれと同評せられてゐる︒聴明︑英敏な所は似ても

此の通りだと云ふ︒

又大戦絡了後二十年になるが︑爾来一汁
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だけしか喫はないで居るので︑御厚意は有

様に是亦理由があっての事で︑第一次職のよいが︑徒に熱し易く冷め易くて粘りがな

一菜を国民全部が賞行して来て︑何等の不・

勝利に天下泰平振を凌揮して婚来今日あるいこと︑近時華美享楽に耽るの風︑個人．

ととを思はず︑各自勝手に亨楽にのみ月日自由の主義に感染して居ること等々は似て

卒もなかったと︒戦時中でも兎角僅かの生

もあるが︑又之を行ふもがはない︒若し内

と思ふ︒それから闇取引などすれば銃殺で

活不自由さに文句の出る園民は考ふくきだ

を送ったと云ふ有様であった所に根本原因居ては困ると思ふ︒と言って何も悉く凋逸
があると首相︒へタン婚軍が啓めて居る事がに肇べと言ふ課ではないが︑皐夢べき鮎は
一墨ばればなるまい︒白く愛国精祁の凌揚︑

でも国家の篇には之を毒て密告するさらで

誇でやるにも︑近隣や知己は勿論一家の者

古今東西を間はず︑雁史は有癖に教訓を滅私奉公︑愛国的畢術研究の熱誠︑職業の

報ぜられる︒

輿へる︒柴枯盛衰哀楽︑常なきば世の姿で天職感︑質責剛健︑自粛自戒等幾多のもの

は殆んど二十年に近く鍵らうとしない︑其

我が駐凋大使官に雇はれて居た一凋逸人

ある︒徹底したものである・

昨日は他人事と思った事も今日は我が身のがあらうと思ふ・
上ともなり︑昨日の淵は今日は瀬となる例今彼地の賞状を見て来た人々の話を畳書

所で某大使が彼に﹁君はよく長く勤めて臭

は誠に員理である︒其所に何故に斯くなりに記して見ると︑節約の話︒凋逸は煙草が
に大きな歴史の使命がある︒吾々日本人はは張制でなく国民の自畳が徹底してゐる︒

斯くして斯くなつたかの根本を探れる其所高い︑輸入に待つからであるが︑是が節煙

6

一

今度の欧洲大戦に封しても何者かを墨ばね久しい間一人一日五本となってゐて︑国のれて感心して居るが︑別にもつと出世しょ

I

記

者
の

頁

・す︑そして野心と云ふものは︑自分の職に

桃はって居るものを皆天職と心得て居りま

くと︑﹁有難う︑併し私の園の者は自己の

うとか何とか云ふ野心を有たないか﹂と聞

取り進ます兎角側道へそれますが︑其の道

上仲々に其の運びに到らず︑・思ひ像って足

表を完遂させて戴けると諜定を立てたもの

日の十一月十日以前に於て八項目全部の謹

上を謹表させて戴けば皇紀二千六百年奉祇

祁壇に奉描し得て益に大正十二年以来十有

とと之に依って二月十一日紀元節には家庭

日の紀元節家庭奉拝に間に合はせて戴いた

々に心行くばかりの御好意を以て二月十一

何や彼やと例の老生の我侭勝手の要求の数

葉書の捜索やら篤虞師への撮影の交渉やら

虎同館では心好く御承諾下されて銅像の糟

１︲Ｉ

封して最も練達したものになりたいと云ふ

と歓喜に逢着するのであります︒

途に於て其の談表の途中に次ぎ次ぎに光柴

合せて全閣民一審の奉覗が出来て皇閣民一

の光輝ある紀元節に於て果し得て一フヂオに

八年間の念願を皇紀二千六百年の千歳一過

ととです︑そして職の一睡別上下ではなくし

⑤光姉ある二千六百年に於て受

て此の職に達したものが最も尊重されるの

です﹂と答へたさらである︒一事に達する

此の感謝感激は数へ来れば数多くありま

た次第である︒

家庭としての誠意を捧げ得たことを紘喜し

けたる感謝感激の数々

の苦心に一生懸命であり︑世間も亦錬達の

すが︑其の中に就きて極々主要なるものに
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苦勢でなく︑上役になり︑牧入の多いこと
士を識せず箪虹も敢てしないと云ふ風があ

更に再度同聞書館に摘大版の篇し替へを

就いて一三一を掲げて多大の好意を寄せ下さ

ことであったので︑陽春三月を待って撮影

乞へぱ時恰も雪国の事とて積雪三尺の候の

させてやるとの仰で︑此の面倒なことを公

の精進力を深めんと期する次第である︒

れた諸賢に謝意を表すると共に一段と自己

る剛は墨ぷべを鮎ではあるまいか︒

曾員欄

一︑新潟隅立岡書館より受けたる絶大の

が那遥まで遂行出来るかを想像して只々感

其のものであります︒今後不愉の此の念願

好意︑不肯が皇紀二千六百年記念事業の第

の銅像建設の鼓吹であったが︑其の責現は

謝の誠意を披渥すると共に︑皇紀二千六百

て下さった御厚情に封しては釜く感謝感激

微力の身の企て及夢一べくもないがせめても

務御繁多の中に一私人の願意を遂行せしめ

篤展なりとも家庭奉拝川として家庭洲峨に

一頚に掲げた紳武天皇御銅像の述設は新

皇紀二千六百年記念事業として八筒の衷

の日一日よりも早からんことを棚念する次

年を奉秘して以て八絃一宇の皇剛理想卿塊

潟市白山公園に樹立せ・る様式を原型として

目を潟げて其の計制賞施を咽望し弘遊三月

奉掲すると共に同士の方にも別ちたいとの

ｕ℃けＢｔ

第である︒

縦に謹表の光築を光被せし不宵は更に其の

１●ＥＥ●

念願から新潟隅立岡書館へ睦だ御迷惑なる

！

も

八孤阿の内容に就き詳細の解説を鍵陳させ

！︒．︲．︐．．！．︲１︲︲．

今

お願ひであったが︑事情を陳べて懇願した

千葉螺曾員小幡民一

光被したる光柴

皇紀二千六百年に輝かしくも

ー

て戴くことをお願ひして三月以後一頚目づ

へ

食
貝
欄

倉
貝
欄

必ず之を得る﹂とか燈今後自信を以て進む

激ずるものである．朱子の語に﹁求むれば

然るに幸にも婚来に於て我高丘畢園英育

の自信を持つものであります︒

恰も善し皇紀二千六百年四月三日祁武

を衷心歓喜するものである︑其れも此れも

熟の粘紳的活動を以てお識への出来ること

︐卜■０可●◇

天皇祭日皇紀二千六百年記念事業高脆堅園

ことが出来ることの偉力を附典せられたる

光輝ある皇紀二千六百年の天慶なることを

可

育英塾開校常日此の擬大篤虞を迎へて祁壇

ことを歓喜するものである︒あ上由家不御

ＰｂＩ

に掲げ意義深く敬紳掌皇の精利を昂揚して

が事を起すや必ず澗助ありき︑二千六百年

﹄１

開校式典を畢げ得て永遠の基礎を確立する

感激するものであります︒

さて不肯が従来皇国主義を標袴し章皇敬

念事業の一として至誠純忠の楠公を欽墓し

二十五日高丘堅園育英塾皇紀二千六百年記

年来楠公欽熟の思念を願現して本年五月

三︑楠公曾を起し得たこと

記念事業又此の天慶降下あることを感泣す
るものである︑が後日に叉陳べさせて戴く

を得たることを獄募次第である︒・

二︑皇紀二千六百年の光輝ある記念の年

脚を大精祁に皇漢墨の鼓吹に精進して身を

ことにする︒

激し︑更に之によりて皇紀二千六百年記念

つ
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に於て天輿の聖業を典へられたることに感
事業遂行の端緒を附典せられたることに感

確に徹底的に行はれたか︑文化の進展に地

別に皇紀二千六百年記念事業として楠氏

を欽仰し祭壇を排備して祭典執行︑綴いて

本年四月に突如として我日本弘道曾佐倉

方風教の振興に何程の影響があったかを回

楠公曾を創設して畢園塾生一同楠氏の誠忠

支部理事入江畔先生の懇諭に基き皇紀二千

顧する時に衷心柾泥たるものがあるのであ

小畢校教育に維始した︑其の道程に於て思

六百年の記念事業として高丘畢園育英熟を

ぬ︒︵一五・六・二三︶

詩集を集録することを相談して曾を経り

念し念願し経管し施設した事業が如何に適

創始し育英の事業を起し我皇園青年の指導

る︒此の項に就きて三月雛に於て服部捨郎

泣す︒

に精進し得る天輿の聖業に躍進することに

果を得られたか之れが今後の参考上肝要な

先生から﹁車に形式に止まらず何等かの効

太平記朗調日本外史朗讃
楠公詩朗調其の他方

決意し︑此に聖戦下国民縄動員の銃後の自

Ｉ

粛自戒の活躍を期して皇紀二千六百年四月

して明かなるお答への出来ないことを申課

事である﹂と御指導を辱ふした︑之れに謝
なく自責を持つものであることを告白して

三日祁武天皇祭日に開校した︑此の開校に
業たる敬祁尊皇行事の祁壇奉拝御歴代御穂

し形式丈は遂行し其の行事に依りて参列者

先生に謝意を表する次第であります︒しか

依りて余の主唱たる皇紀二千六百年記念事
読の奉唱から謹足し得た︑是れ黄に余の絶

のすべてに自畳的認識を頒つととを得しと

大の歓喜である︒此の一己の私的精祁行事
を公衆的に皐堂的に責施し得たることを感

も

〃

座講育敦本日

日本教育講座⑧
八︑日本教育肇と宗教

＆︒

文皐博士吉田熊次

日本教育畢と宗教との闘係は︑日本教育畢と哲畢との開係と殆んど同一である︒元来宗教は哲畢と其の根本を同じくす

るものであって︑共に宇宙の窮極原理の解輝を本とする︒唯宗教にありては理論の路地を辿らずして感情の仙界より直感

手

ノ

に依って信仰に入るのである︒故に其の方法上よりすれば哲畢とは正反封ではあるが︑其の目標と到達黙とは殆んど同一
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なのである︒ゴットといひ弼陀といひ︑キリストといひ︑輝迦といひ︑皆賃在の世界に在住し︑或はこれの代表者として

︲１

、

−

」

座講育教本日

程や唾奇刈や認

巧︒■ヨセ
﹄■ロ山ワ胸︲Ｐ円刊Ｊ

形と．ｊ３
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１日

ても宗教と教育とは密接不離の開係を有し︑駄雑巴中仙などに於いては皐校教育は来督敏の猫専に脇したとも言ひ得るの一

である︒近世に入りて所謂近代画家の義妻達と共に︑次第に畢校教育は国家の所管に齢するに至ったのではあるが︑欧米に

ありても今日もなぼ教育上に於ける基督教の勢力は雀大なるものがある︒故に欧米の教育考中には宗教と教育の不可分を

鴫うろものが多く︑宗激に藻らざる教育は無力であると説く渚すらあるのである︒かかる教育論の生ずる所以のものは︑

厭米文化は久しも基督教的世界槻人生観の下に震達し︑精祁生活の支配者は基督教激曾にあるとの博統に基くものであつ一

て︑必ずしも宗教そのもののドクマを本とするといふよりも︑基督教的道徳を指導原理とせんとするものである︒しかの

みならず︑基督教のドクマに基ぐ道徳のみにては近代生活の指導原理として或は不適常であり︑或は不十分であり︑足ら

−−46−

ざる方面が多いのであるから︑種煮に新解樺を試みたり︑増訂補足を行ったりして︑殆んど基督教のドクマの本義に反戻

するが如き説明をも加へられて居るのである︒要するは欧米の場合に於いても其の畢校教育は決して宗教そのものを指導

原理として居るのではなく︑圃民又は民族の生活を支配する現賞的世界槻・人生観を基本として居るのである︒唯其の世

界観ｏ人生槻は歴史的博統の結果として基督教と密接不離の開係にあるが故に︑欧米教育の背景に基督教的勢力が今なほ
存して居ると言ふに過ぎぬのである︒

先年我が風に於いても畢校教育に於いて宗教的傭操の漁養を重脱すべしとの論が勃興し︑文部省より各畢校に訓令をも一

嚢して居る︒けれども之を以て往年の日本の畢校教育はそれ自燈にては無力なるが故に既成宗教の助力を侯たればならぬ

といふ趣意と解すぺきではない︒元来宗教といふ語は哲畢といふ語と同じく其の意義は極めて多義的であって︑之を使用

する人に依って意味が異る場合が多い︒一般の通念としては宗教といへば教組があり教義があり祭鵬が整って居る所の既一

ＦＤ●？ＩＤ■︐︲や︒︑由ｒｑｑ凡切．

軍に敬虚の念とか蹄依の情とか絶謝服従とかを意味するに過ぎない︒ 畢 者 の 中 に は 之 を 指 し て 一 般 的 宗 教 情 操 な ど と

成宗教即ち悌教とか基督敦とかを指すのである︒然るに宗教的情操といふととになると必ずしもか上る峰件を必要としな一一
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呼んで既成宗教と匠別し︑これを宗教と言って居る︒併し軍にこれだけのことならば従来の皐校教育Ｌそも篇すべきもの

であり︑又篤しつ上あった所のものである︒これだけのことを篇し途ぐるにも教育勅語を本とする皐校教育にては到底川

来得ないから︑既成宗教の助力を借らねばならぬなどとは淀而側な教育者は果して公言し得るであらうか︒Ｈ本間蛇たる

者は教育勅語に示されたろ聖訓は絶封に信奉すべく︑之に濁しては絶封に服従すべく︑叉之に封する敬虚蹄依の情は絶封

のものである筈である︒既成宗教の助力なしにはそれが不可能であるといふが如きは正に教育者を侮辱するの言でなけれ
ばならぬ︒

｜畢校教育は既成余激に封しては中立たるべしとは明治維新以来の我が教育悶錐であって仙界に誇るべき大見識と言ふく

きである︒これ賞に教育の本義を理解する西洋の識者も識美して措かざる戒が閲教育の一大特色である︒西洋にありては

一過去に於いて如何に教曾の鴬めに畢校教育の護達が妨げられたかは歴史の明示する所であり︑現在にありても捺派教派の

争闘と其等の教義と畢術の進歩と融和とが困難な問題であることは瓢著欺る事賞である︒今や我が閏は東亜の新秩序を建

一設し皇威を宇宙に宣揚して所謂八紘一宇の大経総を遂行せんとするに際して宗激と教育との分離を厳守す廷ととの亜塾性
一は一層増加せろを思はざるを得ない︒

吾人は大日本帝閲憲法の候章に従ひ信教の自由を箪孟すべきである︒唯其の場合に於いても我が函の教育の指導原理

に背馳するが如き︑世界観ｏ人生槻を許容すべきではない︒俳教は印度に起ったが支那を経てｎ本に至り漸く我が世界観

人生槻と融和することを得た︒基督教も亦︑ユダヤ的ローマ的欧洲中世的仰統を矯正して速かに我が悶慌に一致する世界
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棚人生槻を誰くに至ることを切望する︒日本弘道曾要領中に﹁宗教を信ずるは向山なりといへども圃家の害となるが如き

腰

宗教は信ずべからず﹂とあるは︑移して以て日本教育聖の要綱の一となさればならぬ︒
ｑ雪ｌ僅噛ｉＩ雷；︲
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てし作同と翁三子甲島頑故

I

Ｉ︲︲
Ⅱ随筆
Ⅱ

質は︑叉同曾事業の協賛にも表はれ︑翁自ら私財を喜捨し

員どして︑相列するに至ってからである︒翁の奇特なる性

ってをる財閣法人明治聖徳記念畢曾に︑翁と同じく終身曾

闘係ばかりでなく︑余がその研究所を統理して其理事をや

故幅島大人と余の知合になったのは︑濁り日本弘道曾の

である︒翁が貝に至誠︑榊に通ずるものをもってをられた

が窺はれるのである︒こ上に能く翁の人となりが分かるの

達成の途を開拓されることを自己の天職とされてをること

う云ふ善い事業には私財を害まず︑ドシノ︑喜捨して聖業

の根本義とせられてをることが知られるのである︒而もさ

業には︑身心を打ち込んで︑勇往迩進されることを以てそ

する諸雑費は悉皆自蝶された︒此にも翁が斯る有意義の事

は前申した越後の新津に於ける中野家訪問と密接な開係を

としては少食困ったなと腹の中で思った事があった︒それ

斯く翁の赤誠︑至誠︑熱誠に動かされて行動したが︑僕

方面が能く翻取されるのである︒

故翁の徳を記憶に新にしてをるもの︑決してその数は少く

禰島翁は多田秘書の旅費支給損︑平たく云へぱ骨折損のく

念畢曾理事として新津に中野家訪問は全然失敗に総つた︒

もってをる事柄であるのだが︑︑余が財幽法人明治聖徳記
前︑私が文部省から文化講演の依頼を受けて︑翁の郷里越

天性かう云ふたちの方であったから︑禰島翁は一・二年

ないのである︒

下さった有力な曾員でをられた︒同曾では今日に至るまで

勧誘の下に入曾せしめられ︑着々同曾事業の前進を計って

て︑同曾の研究事業の推進を計られたばかりでなく︑更に

聖標記念畢曾の篇めに︑多田某の旅費その他講演準備に要

新津︑新潟を歴訪せしめ︑余の理事を勤める財園法人明治

事の計蓋を賞行すべく︑識めその秘書多一田某をして︑先づ

られては如何ん﹂との提案を頑烏翁から受けた︒加之翁は此

席講話を試みて︑財国法人明治聖徳記念皐曾の護展に努め

しをる同地の小畢校で講演され︑更に進んでは新潟市で一

完一を家をその自宅に訪問し︑その私財力を以て︑事賞糎管

演丈では物足らない︒宜く新津の地へ足を伸ばされ︑中野

が長岡へ行かれるなら大鍵都合がよい︑長岡高工の文化講

之を耳にせらるるや︑直に余に手紙をよこされて﹁あなた

、

翁はその票性に基づく親切心から︑幾多の総身宮員を翁の

文畢博士加藤玄智

犬に吠えられ求話

識韮謡岬同伴して行って

Ⅱ

後の長岡の高等工業畢校に淵講することとなった時︑翁は
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てし伴同と翁三子甲島頑故

たびれ儲けと云ふ結果を見たのに過ぎなかった︒営日︑前

からの打合はせはあった︒ｌ即ち中野家と霜島翁との打

の時︑拙宅へ来て貰っても可い人である︒それを知らない

記憶する位の開係に在る人だから︑手紙でも出して．寸暇

＝

から致し方も無いことだが︑中野完一君の親類に富ると云

ふので︑その開係上︑僕に是非歩を曲げて明治聖徳記念畢

て僕を迎ひにこられたのが︑故祁島甲子三翁である︒かう

曾の篇めに︑援助を依頼に同行してくれと︑自動車迄もっ

なると阿部君と僕との個人関係は抜きにして︑唯々福島と

云ふ老翁の親切︑その至誠と熱誠との前には頭を下げるば

かりである︒かうなると僕を願って︑阿部氏の邸へ翁と同

行せしめた推進力原動力となったものは︑濁り赤誠そのも

のである︒翁の人格であったのである︒古人が﹁至誠にし

て未だ動かざるものあらず﹂と道破されてをるのは︑全く

是れで︑一眠島翁の人格の力︑その至誠の力は全くその生き

た質物指教であると思った︒そこで僕も否雁無しに福島翁

の自動車に多田秘書と共に便乗して︑本郷駒込の染井に在

る阿部邸に同行した︒不幸にして突然のことでもあり︑阿

目的も全く達せられずに総つた︒而も阿部邸には︑能く吠

部童孝君は不在であって︑面曾が出来なかった︒頑島翁の

える大きな犬が居て︑余等の一行が︑その門に一昔づれたら

ンノ︑ノ︑と飛出して来た時には︑除り気持はよく無かっ

出て来たものは営の御主人では無く︑此猛犬であった︒ワ

た︒呼瑳此一幅島翁の様な至誠そのものとでも謂ふ可き君子

人に︑斯く迄吠えか上ることは︑是れこそ虞に﹁梁狗尭に

銭えるもの﹄とでも許す可きかと︑如何に畜生でも蓑間薮

−49‐

合はせ︑それは多田秘書を介して︑チャント先きにつけて
おいた︒それにも開はらず︑中野家の営主は留守で菖事不
得要領だった︒そこで自分は新津を瀞し︑新潟市で幅島翁
が多田秘書を介して︑やらせておいた通りの日程で︑自分
は新潟の講演を維って蹄京して仕舞った︒蓋し此行︑幅島
翁の案では新津に越後の石油王中野家の主謄者を訪問して
財園法人明治聖徳記念畢曾の事業費へ瞳分の喜捨をさせよ
うと計費されたのであった︒僕も理事の事でもあり︑幅島
翁の好意の侭に動いて見たが︑それは色灸の行連ひで無効
に総つた︒そこで翁の努力家たる筒その一度の失敗では︑

鮮易瞳若して仕舞はれなかった︒忽ち翁の頭に浮んで来た
ものは何であるかと云へぱ︑中野家の姻戚の間柄になって
をる東京帝大助教授阿部重孝君を本郷駒込の私邸に訪ふて
となり︑七十有除の老翁一幅島さんは一日多田秘書を帯同し

其の善後策として︑阿部氏に口添を頼むに如かずと云ふ案
て︑自動車を厩ってわざノ＼余の寓を尋ねられ︑さあ是れ
寄附に就いて︑阿部氏に一管の力を藷りる様理事たる僕か

柄阿部邸を訪問するから︑僕にも一所に行って︑中野家の
らも︑親しく頼んでくれと口を切られた︒翁の言を聞いて
僕は少々驚いたし︑叉梢々困ったのであるし何ぜと云ふて
阿部重孝君なら︑僕が態々足を運ぶ程の事もなく︑君は恐
く東京帝大に在皐中僕の講義も蕊かれ大とともあったかと

LP
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言

てし件同と翁三子甲島禰;没

思った︒かう云ふ犬騒ぎで︑僕はとうノ︑持ってゐた洋傘
を︑入口の門側に灘き忘れて︑闘って来て仕舞った︒それは

あとからも遂に我が手に戻らなかった︒愈々馬鹿全為しく
てたまらなかった︒馬や鹿ではなくて︑軍なる犬の騒ぎであ

ったのにと思ふと叉可笑もある︒而も此時祇島翁が七十有
除の老齢︑御目も少々悪く︑御歩行も御大儀であったにも
開らず︑態々拙宅を訪問されて︑明治聖梧記念畢曾の馬め
ことは︑余が同曾理事として終生忘れることの出来ない一

其綴済の基礎工事に︑斯く迄全く献苛的に御活動下さった
大美畢であると確信する︒鳴呼偉大なる哉至誠の力︑世に
動かざるもの無してふ至誠の力を︑余は娠島翁の人格を通
して︑泌年人︑燈繍させて頂いたのである︒是れぞ裳に一
生忘れようと思っても忘れることの出来ない感激の電撃で
あった︒それと同時に︑畜生とは云ひ乍ら︑斯る君子に吠
え乍ら飛び付いて来た犬︑その錐狗尭に吠えた淫間敷い光

った︒︽絡︶

景も︑亦永く忘れることの出来なかった僕の精紳印象であ

ｆｒもｒｊｋＪ０ｊＩ１く別ｆｂｆⅡｆｌｆ２ｆｈｆｌｒＪ４ｈｒ︑ｆりくもイーｆ︐ｆｊ４ｊＩ少Ｉりくノミ公←
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和田弘

中西慎三

野平松五郎

○昭和十五年三月以鋒六月迄に本曾々
員にして死亡されし諸氏は左の如く
である︑謹んで盆に弔意を表す︒
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︻答︼

豊岡支曾員古谷喜代次

行されて居る︒然らば所謂モーフロヂーとは何ぞや︒博士によれば︑

ＨＲ

道催の新科畢であって︑英語の名ではモーフロヂー旨︒恩罰喝といふ

而して博士は之を定義して︑

﹁因襲道徳及び最高道徳の原理．資質及び内容を比較研究し︑且

つ併せて其賞行の敷果を科畢的に誇明せむとする新科畢﹂

と云ひ︑また﹁モラロヂーは︑道徳賞行の敷果を直接に且明確に科

畢的に誰明せんとする黙︑及び最高道徳蛮行の敷呆を純験的及び科

畢的に立讃せんとする黙に於て特殊の位置を占むる新科畢﹂である

を科畢的に諸明して道偲質行の権威を明かにすること︑第二は世界

聖人の賞行した所の最高道徳の性質及び其の賓行敷果を科皐的に説

明することであるといふ︒即ち其の特徴は道徳寅行敷果を科畢的に

道徳科畢とかモラロヂーとかいふ畢読は︑蓋し故の法翠博士臓池設明をなし︑それに依って道徳の貴賎を奨励するにありと謂ふべき

文堅博士荻原擬

唱して居るが︑その所説の大要と︑我が弘道雷の立場との相違に就主なるもの二つありとして居る︒その第一は︑因襲道徳の責行敷果

近頃道徳科畢とかモラロヂーとか呼ぶ研究があり︑最高道徳を高と説明して居られる︒また他の機曾に︑モラロヂーの目的を論じて

Ｏ道徳科畢と日本弘道霊の立場

︻問︼

I
脅

千九郎氏の唱道された所かと存じます︒その大要と弘通曾の立場及でありませう︒

合

ける自然科畢の原理に一致し︑此の二者は人類の生存︑護達︑安心

初の試みとしての道徳科畢の論文﹂六柵を出版して道徳科畢としてｒの主要内容は聖人の教読たる最高道徳となり︑研究方法は自然科

１

凸１︲︲嘩瞥財畔堀脚過︲１岬Ⅳ︲ｂ︲１１︲ｌ慨．︲ＲⅡ１ヶ５６１１１︑

のモラロヂーを提唱された︒その艶一肌の第二版は︑昭和九年に刊畢的となる︒然らば所謂最高道徳とは何ぞや︒白く︑﹁宇宙自然の
１１
１
︲１１；

●
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び道徳との異同が御質問の要黙と恩はれまずから概略お答へ致しまさて鹿池博士によれば︑﹁世界諸聖人の直の教設は悉く現代に於
｡

先っ庚池博士は︑﹁新科畢としてのモラロヂーを確立する篤の最及び幸禰の原理に合する﹂といふ︵第一版自序︶そこで︑モラロヂ

す

欄談相究研員曾
イ

欄談相究研員含

限であるが︑之を概括すれば大凡五箇際となる﹂而して最高道徳を
示せる聖人は︑天照星大紳を始め奉り︑支那の孔子︑印度の繰迦︑
希臓のソクラテス及びキリスト等を指す︒

次に五箇係の最高道徳は第一︑自我没却の原理︑第二︑紳の原理
︵紳の慈悲心の麗得︑賞行︶第三︑義務先行の原理︵義務先行は権

○日曇一度移れば千苦再来の我なく︑形紳既に離るれぱ菖古再

○賞に徴ずべくして断ぜざれぱ却てその凱を受く︵史記︶

￨

︲．−

１

１︲︑︲

ｑｑＥ︐１ｄ叫川１︑︑ｊＩｑ１門Ｕ■早屯ＰＦ０

ｈｊｏ４ｆ︲ｑＬ画やロ

○やがて死ぬけしきは見えず蝉の詮︵芭蕉︶

4

利護生の原因であることを知って︑義務先行者を魚ぶ︶第四︑博統
の原理︵聖人正統の畢問及び道徳にては極めて重大な篠件︶第五︑
人心の開護若しくは救済の原理である︵第二版の自序ソ事他方にもまた

第十四章最高道徳の原理︑資質及び内容の篠に於ては︑更に之を約

て居るので右の五原理は正義慈悲の二原理に蹄箸することになる︒

Ｏ嫌はれて長生したる薮蚊かな︵一茶︶

生の我なし︵佐久間象山︶

さり乍ら︑此の二者も亦結局一箇の原理に統括せらるべきことは．

○時を得る者は昌え時を失ふ者は亡ぶ

して正義及び慈悲の二者が︑最高道徳の基礎観念たることを唱道し

﹁人間の慈悲心が最高の賓質の核心︑最高道徳は正義の賞現を目的

I

○人の将に死せんとするその言や善しへ論語︶︑

○死生自から命あり︑貧窮目から時あり︵列子︶

F
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I

として自己の慈悲瀧牲を方法とす﹂等の語によって推察されるであ
Ｐｈ一戸︻ノ︒

終りに︑モラロヂーと弘道曾の立場や這憾とを比較すると互に異
同あるを免れない︒第一︑道徳科畢は道徳賞行敷果の科畢的読明を

１１１１

眼目とし︑弘道宮では道徳の研究︑貿賎︑振興に重きを置く︒第二

，1

に︑モーフロヂーは普遍的道徳の樹立を主眼とし︑弘道曾は皇圃道徳

1

6

記の含話談員曾月七

七月含員談話曾の記
︑七月含員談話曾は︑定日たる十八日午後

本の高等皐校の生徒等と云ふものは服装や

た資例を翠げて慨歎した・吉田副曾長は︑日

せ︑それから食尋へることを先づしてゐる︑

此の食物を頂くことの出来るのを感謝さ

すると飲食に不平がなくなる︒服部捨郎君

武士の子供であるが︑以前は武士は武士の

は︑各家庭で先づやらねばと云っても中々

気の一の現れであった︑それが今日は其の

それが無くなり︑後に新しい国民の行儀作

行儀作法があり之を必ずやったが︑今日は

振舞が凱暴で代表的なものであるが︑これ

都は記録上稀である三十四度︒四分の高温

形ばかり残って其の精祁は消えたのだ︑資

法が出来てゐない︑これが根本の問題であ

は明治初頭大畢諜備門と云ふのが各藩の代

を示すの酷暑であったにも拘らず︑熱心な

際今日の青年は意気地がないと言はれ︑次

て貰ふより外仕方あるまいと思ふ︒吾々も

る含員諸君は讃々と多数出席し︑其の意気

らうと思ふ︒吉田副曹長︑今日は全部が武

困難で私は畢校教育で先づしつかりやっ

たるや炎暑を追柳ふの慨があった︒吉田副

いとさへ評されるのに形だけ存してゐる︑

代の天下図家を墜一眉にと言った意気地はな

つべく行儀作法を重んじた如く︑一般固民

士である︑昔武士が武士としての面目を保

表者の集合で．あった嬬武士縮祁が期せずし

酋長より開曾の挨拶あり︑庚江主事本含要

外図などは下宿屋はなく︑各家庭に預けら

五時より本含々議室に開いた︒此の日の帝

領を則讃︑それより此の日の中心話題たる

れ︑客でなく家族の一人として訓練される

て彼の風となし天下国家を背負って立つ意

今日の青少年の行儀作法を矯正するにはど

そして高等︑大畢の生徒でもチヤンとして

思ふ︒日比野鎗之助君は元清らずぱ末澄ま

生を預かって面倒を見る様にでもすればと

同郷と云った闘係の退職等の人々が先づ畢

る︒これが嫡正の一方法としては同蛎とか

訓練がない馬行儀作法が凱れる一方であ

は下宿生活であるが︑下宿生活では少しも

入った︒矢田鶴之助君は在京畢生等が多く

どうやら習慣になってくるやうである︒私

に於て自分が指導し一Ｌ近頃訓練してゐるが

きではあるまいか︑飯島忠男君︑自分は家庭

であり︑それには本曾員は率先範を示すべ

校もすべきだが︑先づ各家庭の訓練が必要

どはその最も代表的である︑我が園でも皐

行儀作法は各家庭で訓練して居て︑英園な

居て︑それで意気は庇んなものがある︑又

て世話すること︑畢校でもしっかり行儀作

せぬ事︑心ある人は家庭に若い者を預かっ

で訓育し窮屈なもの︑うるさいものと恩は

生活の中に簡易に根本的のものだけを家庭

儀作法を守らねば恥と云ふ概念養成︑日常

圃民が帝幽々民としての面目にかけて行

る︒矢田．日比野雨君も重ねて述尋へ︑先づ

云ふ糎念︑これが今日は峡けて居ると述べ

が日本閣民としてこれ丈はやらねば恥だと

うしたらょいかに就いて各自意見の交換に

ず︑初等教育等よりしっかり行儀作法を訓

は先食卓についたら一同︑御早らを交し︑

法をやって賞ひたい等含の諸頚に結局落盾

︑︑︑︑

練して頂きたいとて︑現代行儀作法の肌れ
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事記曾習講術技オヂラ等高

いた︒かくて六時半談話倉を打切り︑夕食
を共にした︒

午後七時よりは最近支那に於て覗察せる
興亜聖業の責状と題し︑海軍中滞和波豊一

氏の講話を鶏く︑氏は事窪後三回覗察した
が︑事鍵三ヶ年の今日はさすがにと思ふ程
着々興亜聖業は進展してゐるのに驚くとし
った日本は何虎と言って捨てられる鹿はな

尖の完成は長きを要するとも︑喪の中に入
く︑容易に北中南支︑何虚からも手がひけ
ない︒と云ひ︑日本の方の善い鮎悪い鮎を
も述べ︑資源︑秩序︑政治︑時局に崩れ︑
げ武力で彼等を降服させる事は勿論だが︑

時震の解決要諦は︑王政機を弧力に育て上
先づ園内争魁を一掃して弧力な一鐙となれ
ば︑蒋も無意味な抗戦を打切ること確賞で
あると結夢︒それより質問績出︑時局・を語

り合ひ有益裡に九時半散曾した︒

八月は暑中とて休み︑九月に入って後藤
朝太郎氏の﹁支那談﹂二回目を開く溌定で
つつあるのは何よりである︒層一層含員諸

ある︒此の月々の常曾も段々と盛含になり
君の御霊力を斬る︒︵七︒一九︶

Ⅱ周凹︒■●●●︒■ゆ●■●●●●●●●●や●骨申●●■Ｆ●■■ｂｃ●●■■○貯①■■︒■●

■■●●■︒■■ｂ■●■寺●●︒①車︒●●●■甲■の①●

葬樗技術講習含記事
︒■日■●■■・叩■凸︒●Ｄ●車

〃△第七回修了式︿六月二十七日︶

って訓示に入り︑庚江主事は講習生諸君の

験合格者廿九名と云ふ好成繍であった︒経

蟹雪の鍔により︑今日の柴冠を得られたこ

とを多とし．祇曾へ第一歩を踏み出すもの

のは人の和であるとし︑それには先づ自己

て事の成る所以を語り︑中でも最も大切な

の時︑地の利︑人の和の三拍子揃って始め

として此の非常時の認識と心得を述毎へ︑天

於て︑高等ラヂオ技術講習曾第七回修了護

の職業と自分と相和し一致することである

六月二十七日午後六時半より本曾講堂に

にて︑宮城遥拝︑事垂職残者の英鍾︑出征滑

書授輿式を畢行せり︒景山曾計主任の司曾

し︑小笠原ラヂオ普及同志曾理事長は︑三

ケ月の間には苦労も楽しみも種々とあった

と種々例話を翠げて卒業生への娃別とな

であらうが︑それも今は楽しい思ひ出とな

唱す︑それより徳川曾長静養中とて︑庚江
本含主事代て教育に閥する勅語を奉譲す︒

られ︑今日の柴審を無事得られたことは何

兵の武運長久に謝し獣祷を捧げ︑国歌を再

穂代として伊藤浦太郎君に︑本科九十三名

次で演江主事より普通科修了生三十五名の

なる役割を演じて賛ひたいと切望し︑来賓

って愈々技術を磨き人格を練り︑以て有馬

として雑誌﹁無線と資験﹂編輯主任石井氏

よりで御祇ひ致します︒今後碓曾の人上な

所あり︒本講智曾は之を以て祇魯に有侭な

高雄清三君にそれぞれ修了詮書を授輿する

ものであるからして︑三ケ月の勉張で決し

は無線科皐の進歩は日々向上して止まない

科試験合格者二十九名の総代として同じく

る無線技手を送り出すとと責に六百七十一

修了生縄代として優等生高雄清三君に．本

名に達す︒それより大井教務理事より畢事

の意気を更に搭乗に延長して不断の勉弧を

て浦足す皇へ誉ものではない︑されば今日迄

七回卒業生一同を代表して答僻を述暑へ之を

切望する虚あり︑それより高雄清二君は第

十六日維講授業日数は縄計六十七日︑．入畢

者普通科四十五名︑本科百二十二名︑修了

報告あり︑本講座は四月五日開講︑六月二

生普通科三十五名︑本科九十三名︑本科試
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、

事記曾習講術技オヂラ等高

別れを惜しみつつ午後九時半散曾した︒

き各自十八番蕊を出し合ったりして興じ︑

以て雑了した︒一同はこれより茶話含を開

習倉は僅々三ヶ月︑普通科︑本科を合せて

それより大井教務主任又挨拶して白く本講

ず︑着舎と不街の努力を讃くくしと述べた︑

開さるる日本精測の幾多の美談︑蒋介石の

微笑みをたたへつ上︑皇室を中心として展

三年目にて出席の氏は︑日焼けしたる顔に

玉政義氏の︑﹃征旋三年の感想談﹄を訊く

︵六十三頁のつづき︶

抗日破吹の員和︑北支中支に於ける現状及

も六ヶ月に過ぎないが︑第七回︑六百七十
智曾の目的は責現されて居る︒即ち本曾の

び政情等につき︑一時間にわたっての詳細

齢名を肺曾に送り出した成統に見ても本溝

七月五日午後六時半より講堂に於て高等

目的とする所は高速な鯉理を研究するので

・△第八回開講式︵七月立日︶
ラヂオ技術講習曾第八回開講式を畢行せり
の英謹︑田征播兵の武運長久に封し感謝の

的を示し︑幸たして今日迄の成績を見たの

が目的であるとして︑講習生諸君に其の目

はなく︑賞際に役立つ知識技能を授けるの

心なる質問と︑具鵠的な雁答とを重ねて︑

なる清談あり︑一同︑粛然として傾聴︑熱

例により宮城遥拝︑皇太祁宮奉舜︑職凌者
職祷を捧げ︑園雛君が代を再哨︑それより

唖︾群峰刑細に神評恥↓輝押諏饗睡母化羅一

５

姉妹含たる霞ヶ闘支曾長褒智余治郎氏急逝５

雑りに稚み︑繁田支愈長より︑常支曾の●一

午後二時︑衝を閉ぢた︒

陵江本曾主事は謹んで教育に剛する勅一霧を

い︑貝剥なる熱意によるものであ一るとし︑

／

は一に講習生諸君の他に見る事の出来な

それより徳川曾長代理として庇江主事は

んとする︑此の意鎮と意気合一の賜である

是れに呼漉して教師側も虞にベストを誰さ

素讃す︒

新入生を迎へての挨拶として︑本講習曾が

即ち人格者にして技術者︑技術者にして人

曾は唯一人でよいので虞に立派な肴の養成

ないものは早刻退畢して頂く外はない︑・本

し︑此の目的と精祁意筑に添ふことの出来

にて児玉氏の顔を拝し︑清爽の粟︑座に溢

○酷暑のみぎり︑含員多数出席︑暫く募り

とて今後を期待し︑人格技術の一致を弧調

無線科皐の知識と技術を練磨すると共に︑

格者を養成せん目的を以て本曾とラヂオ普

れたのであった︒

た︒

及同志曾と共同主催に開講する事となった

を期して居ると熱意を示し︑教務上の注意

井幹事に一任することとし︑二時牛散曾し

趣旨を述べ︑征曾も斯の如き人を望むと語

名︑︑約五十名はお断りする盛況で︑日本全

を加へ八時散櫛した︒今度は入舎渚百七十

一面立派な人格の陶冶を目的とする鮎から

り卒業生が立汲な成紙で所期の眉的を達し

圃支那︑朝鮮︑浦洲にも及んで居る︒此の

ｉ１１

護展は慶賀に堪へない︒

毎凸

つつあるは慶賀の至りであるとし︑六十有
鮭年の本曾の雁史と主旨精紳を述べ︑現下
の非常時局を語り︑科皐を愈々向上せしむ
く管を燕感する税下艇於て︑自負奄ず︑急が

、

諏弘

︽︒＃

酉︲６町咽韻・咽９−〃４月Ｊ１ｒ″屯ｆｆｇｆｆｆ７Ｉｒご叩１画Ⅲ︲﹄１﹄．Ｉ１１４︲１４訓Ｉ１ＩＩ４Ｉ１ｊ１

h
l

ｂ︑ｂ︑■︑︑℃︑︑ｂ︑︑︑

ｂ︑℃℃ｂ︑ｂｂＵ︑もも︑︑

逼齢誕日覗佳辰︒幸値二千六百春︒
ｂ℃℃︑︑︑︑︑︑︑ｂｂもも
ＵｂＢ勺︑︑ｎ℃町▼Ｕ■︑ｂ

評日句套過審錐不敢富︒是知己之贈

曾耐這模垂世久︒後賢良範導民全︒〃
銀難困苦叉何樫︒輿讃扶桑道徳先︒

一別勿勿三十年︒人情惟態幾推遷︒

↓不漏︒蓋非知老伯之平生︒則不能

℃℃︑︑ｂ︑ｂｂＵ︑℃︑心︑
讃詩紙上如柑遇︒越夢枕頭惟自憐︒
℃℃ｂｂＵ︑︑℃ｂも︑■ｂ︑

江東片口安︵富山︶

荘先生

○追懐西村曾旭並寄懐文

富録仰郵斧︒

不忍卒讃︒余亦有純詩︒未腕稿．

評臼静岳公遺業︒歴々在目・字冬皆涙︒

傷心一段想請来︒

凶蝿惹起寓人哀︒千栗渓頭梁木推︒
○○００００○○０︒○○○○○
突葉将軍看哲胴︒聖朝天子識良材︒
も︑もり︑℃︑ｂｂもｂ︑︑︑
傾葵議院長振舞︒漉美江湖毎鹿魁︒
誼粋騨瀞雪誹瀦︒往年季弟臥
︑︑︑︒︑︑︑虎城侯指館・

側川松野緑塁曾

○恭輔徳川静岳公奉贈胞
弟綱陵伯

手︒敬服︒

也︒格律亦謹厳一宇不荷︒可謂老

1

評白老伯之大功偉績︒細大精錬叙得而

曾使他邦嵯憲法︒請看剛健索蝿振︒

■℃Ｕｂ︑︑︑も℃ｂｂ︑℃︑

恭修明治天皇史︒斉仰昭和元老臣︒

浩蕩恩波庇舎潤︒漉我獄雪旭光新︒

耕雲菊池秀言︵酒恩

八年志戚原韻

○毒金子渓水老伯用八十露

評日蕪重典雅︒自得沢蜘鐙︒

講看西厩版脳改︒衿誇明命翼皇猷︒
もも９℃︑︑︑︑℃もＵｂ︑︑
倶安八紘篤一宇︒配舞二千六百秋︒

鳳恩間漏鳴鳳和︒豊明殿薩閑菊幽︒

致敬誰鵬皆能備︒表誠簡慶誼重修︒

芙岳聾天愈秀麗︒裏門迎駕相房州︒

龍頭涯海海波牧︒遥指扶桑擬雨昨︒

○満洲園皇帝来朝鹿賦
成所安蒜斌恕早葉︶

石川支謹選

弘道詩林Ｉ

道
詩

林

言︑不可不感謝︒

○時局偶成

一如伊庭弘道早葉︶

悌既乞降伊猫篇︒厭洲戦況亦惨然︒

英軍未決和兼戦︒朝野論難唱利潅︒

嘗階臥薪遺恨報︒精祁一到捷富全︒

誰知科畢研究力︒武備東西競争天︒

○○００００００００○○○○

韓︒

評日結尾一韓及科墨研究事︑更出一機

○凋軍電撃作戦

丑翁榎本正禰爵玉︶弱

鋭℃
鋒℃
樽℃
向も
白︑
蒋︑
蘭己
︒℃
交︑
戦℃
旬︑
除ｂ
克︑
服完︒︒｜
▽

×▽℃︑︒︑︑︑

英悌援軍何所持︒毎加一撃蓋推鍵ｐ

ｂもｂ︑︑︑Ｕ

凋軍随鹿陥金湯︒進腿戦厘如括嚢︒

×

悌蒋英兵何醜態︒投降脱出一倉皇︒

Ｕももり︑ｂ︑０ＣＯ００ＯＣ

新兵法利新兵器︒威似疾風来捲地︒

評日叙掲軍電撃之歌︒筆鋒亦鈍︒讃者

無血接牧巴里城︒潤軍千古快心事︒

亦不得不快心︒

○奉賀天長節
松堂中津麗水圃梨︶

ロ

ひ︒ひ℃︑︑で４Ｑもも℃ｂも︑

我皇寓歳呪天長︒文武百官揚毒鰐︒．
︑︑ｂ︑口ｂ︑℃︑Ｕ℃︑℃︑
聖徳繊盈如富岳︒恩威赫糞照東洋︒

評日以富岳高糞︒比園隈荘厳︒淘足以
．頚紀元二千六百年天長節︒

○東郷紳職

耕雲内田鼎︵茨城︶
・℃９℃℃宅ｂ︑ももＵＵ−︑︑︑

○敬弔上等兵中村重徳君
松堂中津麗水︵山梨︶
も︒℃もも︑︑ｂｂ︑℃巳︑︑︑

奉命従軍不惜期︒奮然苦闘他畑中︒
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
評日結句鶏用安蛸字更妙︒至局亦振︒

何固溌病埋忠骨︒菖枇霊安端圃宮︒

○梅雨即事

綴橋只野清︵禰島︶
︑︑９︑■︑口もも︑℃︑︑Ｅ

幽庭雨鴻絶人蹴︒逐日悶林翠色軍︒
℃︑ｂ︑Ｕ︑・Ｕ︑︑ｂも︑℃︑

休笑閑居無一事︒誘害巳倦睡方機ｑ
評臼梅雨中︒日苦無柳︒今讃商作︒漁
酒可愛︒大張人意︒

○夜婦所見

嵩山田代巻三郎埼舌

︑℃℃℃ｂ︑グ︑

︑︑口やひ軍己・

評 日 浦 涌 脱 俗 ︒ 使領者有識此君想︒

露葉風梢経雨涼︒ 竹 婿 迎 友 且 街 鵬 ︒
︑︑︑︑︑口℃
○○○○００Ｏ
清陰宣奮忘三伏︒ 相 封 虚 心 笑 語 長 ︒

○淵海温泉群中作
棚湖那須哲丸団形︶

︑ｂも︑︑Ｕｂ
−浴瀧終又一眠・悠凌自適老中仙︒

山深海近添明妬︒芳菜作肴雨調然︒

Ｏ○○○００Ｏ︑︑ｂｂｂｂｂ

都人士美︒

評日君在山紫水明境︒消此炎熱︒自使

○賀長毒

掴生根本蒲之助︵千審

評日亦是昭和之人瑞︒

●

宮姪美

誤

豊蝶無衰白髪新︒高齢九十大椿春︒
もも℃もや︑ＵもｂＵい︑ｂ︑︑
童顔仙骨心無累︒知是山中不老人︒

正

六月弘遊詩林正誤

田代満山氏賞牡丹

︒

第三句宮蛾美
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指東敵艦数蝿加︒一戦撃沈誰克遮︒
○○Ｏ○○○００．０○○○○Ｏ
渡谷原頭榊倣在︒千秋寓古護邦家︒

原頭更添一名勝亦可喜︒

評日東郷大搭苦戦之状宛然如葺︒漉谷

○時事口占
敬亭但馬緊之丞︵千葉︶
ｂｂ℃︑︑︑︑

東亜乾坤建設時︒西厭天地戦端披︒

I

且Ｉ

鞠

干支載戦雄和策︒傾城境涯何得知︒

もｂもｂもｂ︑ｂ︑ｂ︑９℃ひｊ
膜臓月時小橋西︒村路斜通高叉低︒
︑︑Ｕ︑︑９や︑９℃勺︑︑︑
正是吟昨嵐好虚︒流欝寓黙隔枝鵬︒
評日句々卒淡而有風致︒不似七十七翁
之作︒

○竹窓封客
毒仙小泉氏正︵庚島︶

●

評日結句非通暁時事者︒・則不能︒

○時事偶成
紫泉河東田教美鼎玉︶
弾丸猛襲奏奇功︒繊確中欧寓策案︒

評日三四痛快︒

○○○○○○Ｃ
遥脱北洋比総統︒・乾坤一郷決雌雄︒

〆

弘

道
詩

林

弘道歌園

つはものか火筒まくらにふす野遥に降
りなそＬきそ夜半の村雨

に雨そＬく夜は

︒○山梨癖中津麗水

に奮ひ戦ふ

ふりしきる雨も厭はす丈夫は軍のには

＆
副

○栃木螺山口則之

○埼玉媒石川奈美子

る日も銃のおとする

戦ひも苦しかるらんいぐさ人あめのふ

○山形蝶那須哲丸

弾霞しはしやみたる軍誉のうたたれの

夢をさます雨かな

○千葉螺蕨柴太郎

にたむろの夜は更けにけり

か上り火のけふりは横に降り出てし雨

○東京市高橋節雄

の雨ふる

戦柊へ蹄り来りし陣誉の青菜の畑に朝

○宇都宮市士屋禰蔵

水攻めにふす場もなき野屯に立ちあか

しけり大雨の夜半

○東京市中村徐風

待ち柁ひし雨ははれたり今朝の空たむ

ろとひ立つ陸の隼

●

降りしきる雨をよるしと兵は今宵の夜

○埼玉螺堀田閑堂

襲今かとぞ待つ

さみだる上空を仰ぎて思ふかな野への
たむろにともるつはもの

○山口螺矢田部英悦
はれゆかは敵を突くへくますらをかひ
ねもす謀る雨のたむろに

○山梨蝶山本耕夫
仇し野の軍たむろは此の夏もつめたか

○東京市工藤英一

ろらん降り糟く雨に

た上かひにつかれし身をはよこたへぬ

○混島際只野閑月

しのつく雨にたむろせろ庭

ょもすから降りしきる雨にめけすして
誉門に立つを坐し哨兵

○千葉廃本城巳之助
軍人たむろの夢やあつからん匿野の原
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佐藤貢選
○八月余題︒軍曹雨

天大阪府笹川勝山
降りしきる雨もいとはずもののふのた
むろをまもる務重しも

地松江市成瀬岩太郎
砲昔も聞えざりけり今日はしも屯の庭
は雨にとざして

人東京市工藤花子
仇をせめ仇をほろぼすた人かひのたむ
ろの庭に雨降りしきる

人福島厩湯田久喜
かとまもるつはもの一人たつ見えて日
ねもすやます村雨のふる

人東京市工藤哲夫
ふりつ上く雨はたむろにみなぎりて弾
よりうしとかこつつはもの

○千葉螺高石精一

■

弘

歌 道
園

一

弘道俳壇
山梨貞雄

旭東予鍵
◇若葉

埼正奈美子

若葉風御手洗の水こぼれ居り
朝前とる茶の間小暗し庭若葉

山梨松堂

汗の馬若葉のかげにつなきけり

栃木無町畦

愛知吾山
奉仕除集ふ匿場の若葉かな

東京無喉生
一幅島曜所

雨舞れて若葉に露の珠光る

松江形堂

陽に匂ふ若葉のかげの寛かな

同書館の窓を賊へる若葉かな
宮の屋根集り来る鳩や若葉風

千葉禰生
軍馬の碑建ちたる丘の若葉かな
山梨貞雄
白衣兵若葉の鐸へ下り立ちぬ

滋賀萱堂
変湯汲んで兵稿ひぬ木蔭堤
同士↑老
接待の凄湯の霞賓柳堤
千葉一如
頑島礁所

演習の兵を稿ふ変湯かな

同閑月

講習曾維えてふるまふ萎茶かな

東京無馬生

やごとなき御方に褒湯さ上．げけり

愛知吾山

巴里階ちし一三１天き上つ姿湯呑む

ボートレース艇庫に姿湯備へけり

頑島閑月
萎の秋いり粉の匂ふ厨かな
滋賀士老
噴水や池の水難こま人︑と
東京徐風
同無篤生

東京無篤生

持て衆し変湯呑み干し清水汲む・

薫風や激麓あがる野球場

防空隊ますくをとりて変湯汲む

︐松江形堂

埼玉奈美子
蹄還兵に姿湯わかして迎へけり

噴水の寛に姿湯冷やしけり

栃木無町畦

登山除ねぎらふ宿の姿湯かな

附征の兵をねきらふ姿湯かな

開きたるま上の日記や明け易き

◇雑詠

山梨松堂

幅島閑月

大釜に姿湯たぎれり寺の庫裡

山口松風
登山口茶屋に変湯の釜見ゆる
千葉蝿生
緑蔭に縁蔓並べ変湯かな
埼玉佳香

○歩湯
松江形堂
登山宿水筒に萎湯つめにけり
山梨貞雄

輝寺の前に姿湯の小茶臆かな

征く兵に萎湯す上めい騨匿場

山ロ松風
若葉して窓の小一暗き厨かな
千葉蝿生
湖に浩ふて灯す茶店や岸若葉
埼玉佳香
尼寺に讃純の麓や垣若葉
滋賀萱堂
ボート漕いてきしるオールや堤若葉
︑滋賀士老
地蔵尊列んでおはす若葉かな
千葉一如
雨舞れて色濃く映えぬ庭若葉
幅島閑月

バス降りてそ鱒ろありくや若葉堤

タ

若葉丘殊勤た上へし勇士の碑
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ノ

ノ

弘
道

俳

壇

尾

−
−
F
−

弘
道

壌 俳

埼玉佳香
素裸で本を讃みをり蚊帳の中
千葉獅生
山梨松堂
ガラス戸にうつりて映ゆるつ又じかな

松江形堂
いさＬかの雨に菊苗芽さしけり
山梨貞雄
幅烏礁所

蚊雲遣火の宿につきけりハイキング

愛知吾山

残りなく植え了りたる我田かな

埼玉奈美子

桑畑に唄へる娘等や五月晴

束京無篤生

水無月に夕焼はゆる湖而かな

頑島閑．月

夏帽子歩道に動く夕かな

室梅雨や出来上りたる鋪装道
ボートレース始まらんとす行々子

夏の山駕で越しけり湯治客

山梨貞雄

芥子の花風にざゆれて夕焼くる
綴を織る窓に匂ひぬ栗の花

もの言へぼ柄杓にひ堂く清水かな佳津巳

◇済水

いちききに犬のかけ寄る清水かな清水

−

＠旭束子

夏野道溢るょ漠に行き霧きい

萱の路いよ上狭まる登山かな

課題例句

◇松葉牡丹

松葉牡丹に大きく如露を振つ一Ｌ去る

松葉牡丹はらはら雨の乾く石潰州

白雲堂

睡へる松葉牡丹や日照り雨碧堂

◇船邑

鉾杉の穂並静かや岩清水白藻

船塁の逃ぐる梯子を下りにけり馬角
蕊とれば船墨四方へ散りにけり青汀

松江形堂
打ちし掌につきし血潮や蚊の夕
愛知吾山
梅雨時や銀翼映ゆろ献納機一戸
東京徐風

船塁に壷のドックの静かさよ東皐

留守の子の艇てしまひけり変の秋

風薫る湖に網うつ小舟かな

夕立のしぶきうけつ上窓に托る

︲同萱堂

滋賀士老

梅雨晴や朝のラヂオに小鳥鏑く．

東京無篤生

宮若葉煤けし繕馬を見て廻る

◇秀逸

埼玉奈美子

祇島雁所
外風呂にかぶさり砿ふ若葉かな
山梨貞雄

山梨松堂

庭に干十蛇の目の傘や五月晴

栃木無町畦

富虞撮りて友と別れいつ上じ山

山口松風
畦にかけてばんの豊前や姿の秋
千葉弼生
衣更へて雨やみし午後の街へ出る
端玉佳香
朝月の残る湖畔や蓮見客
滋賀萱堂
早乙女の並びて唄ふ田植かな
千葉一如
︑

青梅の落ちて昔しぬトタン屋根・

同一如
門前の胡瓜畑や朝の月
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１１

一ノ

リ︒普通科︑本科を合して百十・名の卒業生一△七月八日︵月︶午後二時より女子部修養識

十八史路︑山岡講師の和歌と習字の講義あ

一△六月二十八日午後五時より丸の内中央亭一りたり︑之を以て暑中休暇に入ることとな一

であった⑨

紫小合貿含未却撤壷雪ぢて︑頗る好成績を翠げたるは何より一座を本曾に開講︑迂村靖子女史の十訓抄︑

１１１

一△故服部副曾長の頚徳建碑事業は漁てより一に於て理事吉田静致︑同監事下郷惇平両氏一つた︒

一各開係者により協議が進められてゐたが︑一の新任披露を兼ねて本曾理事含を開き︑本一△七月十一日午後二時より修整圏事務所に

一資行委員の相談曾も数次を重ねて愈々具霞一年度の記念事業の件其の他を附議し︑協議一於ける東京府教化画燈聯合倉の常曾に虞江一

一化し︑資現運動に着手することとなった︒一の結果愈奇具盟化することとなれり︒一主事本含を代表して出席せり︒一

本一梱渉銅唾市蓉韻峨嘩永郡需葬率銅聡︾恥率一細倦唖権掛顎︾梅翻捧鑑筆軒蝿癖癖唾畔団一電︾礎誇鞭鉦儒諦呼︾癖岬評︾評畔鋤唾輝一

誌議鮭鯉露涯驚蕊騨識凝鋼当

報一︾峠誌馳恥辱僻確率鋤嘩蝉函需確棒濡馳窪一濯侭塞誕塞誕嘩唾雑鑑睦跡睡銅韮華毒躍準一︲︾蹄︾恥︾︾︾礎瑞雄伸潅葎擁誕畦雫参一

一毒需勃搾卦帥搾鰐韮馳馳叶本書に於て女一計︾が銅趨鉦錘雷霊峰騨謝窪仔癖酔塞唯吐一峰倍︾識︾評︾︽鋤錐蓉や︾岬︾岬誰︾鋤亡︑

一子部修養講座開講︑鍬村講師の十訓抄︑丈一を︒斯道の篤誠に哀惜に堪へず︑︑謹んで弔一ねる所あり︑西村先生の御意見と︑本日の一

一章軌範︑山岡講師の和歌と習字の講義あり一意を表す︑七月三日庚江主事は通夜し又校一錘麺搾錘垂準誇鉢唖毒塞諦淋暇中吉田訓曾一

一△六月二十七日午後六時半より本曾と一フヂーは贋江主事本曾を代表して参列︑弔誹及香一環噸眺峰唖癖癖糖繰搾塞酔鞍換髄肇洋迦華班一

一たり︒・一葬による牛込高等女畢校に於ける告別式に一△七月十八日午後五時より七月含員談話曾一

１１可．！●！︐．︲０︲ＡＩ︐；．﹄︒．！●︒︲Ｉ！！

１

３！︲１１１１！︲ｉＩＩ

．！ｊ１１１Ｉ１１ｉ︲．ｉＩ！︐．！︐︲！︲．１︐１！

ｉＩＩ０８Ｉ１１Ｕｉ１β●Ｉ１０ｏ９Ｌ１⁝ｌｌＩｉＩｌ１︐︲︲ｉ１ＩＦＩＩｌ１︲．！︲１１型１．１︒！︲．︲ｉ１１ＩＩＩ１１︐油Ｉ

一蕊餓瀦輔諏蕊謬瞳灘一澱率擁趨蕊萱︐︒女子部よりも一蝋淵繊灘織雛鰯噛礎蕊一
：４１１︐

︲１１：１１１１．１１︲︲︲！

ⅢＪｌ９１ＩＩ９ＩＩｌＩ０ｌ１１１︐

ｆ
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一種の人間が最も妖乏してゐるのである﹄と一駒込憂・三は大内山︒四谷．麹町墓︑四は一
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一繁田︵四郎﹀幹事より︑昭和十四年度決算一ポックルやアイヌなどが住んでゐたのであ

十時牛．支曾縄曾開催︑新井幹事に代り一た高輪肇である︒数千年前は︑とｔ︽にコロ

一斗文鳥閏誇示却祁一痛論された︒一麻布．赤坂・愛宕蔓︑五は目黒．滝谷に出
Ｏ豊岡支曹報告

一六月十五日︑常支含に於ては︑第七十一一︾誇謹妙洞計極︾蓉識蝉牽癖嘩牽卿①識爆銅一搾郵恥郵歴︾︾倖︾窪嘩詑韮癖韮嘩羅本言

一回常食並びに第四十六回定期縄曾を開い一了したが︑尚ほ︑時間に鮭裕あることとて一来た︒江戸城が築かれたのは茶園以後︑即

｜︸た︒倉員多数出席︒一十一時より︑策十五回和漢文研銭の講延に一ち八百年以前のことで︑築いた人が埼玉牒

一嵯顧れば五十七年前︑畏くも明治聖帝の御一東先生の﹃韓幅島甲子二一翁﹄及び女子部幹一る︒築城後︑明治維新に至るまでを︑暇り

みちのためにと蓋しつる君言って︑四百八十三年前︑太田這潅の再築に

には山岡米華氏筆の鋸痕淋滴たる軸か津れ一ことしげき市に隠れて人のため一百年︑中期亘一千年︑後期一昔八十年であ

小休みの光柴を拝せし御居間である︒正面一事辻村先生の︐一に前︑中．後の三期に唾別したい︒前期三
前ツ︒

午前九時牛︑繁田支曾長︑微悲全癒後の一いさをしは人に譲りてのがれすむ一よって︑俄然︑名を天下に馳せるに至った

乙雨読を恭讃︑績いて︑榊山評議員より︑一等の詩歌につき︑祁山蒋園先生より懇篤なのである︒

溌刺たる元気にて開曾を宣し︑本含要領甲一まことの人を君に見しかな一が︑常時は川越城の一出城に過ぎなかった

去月充日︑畜を袋して出噂る喜一鳥嘉あって︑革巽鍵臭等︒一アイ翼電は富っ張り﹄を画豊Ｉ雲

縄含の模様の報告あり︑総り一し︑含誌六月一午後一時︑講演含開催︒大要は次の如く一一一ツトと呼夢︒江戸城のあるところは︑出つ
｜一張ってゐるからエット︑エッ稗から江戸と
説の研究に入る︒抜井副支曾長﹃泊翁先生一である︒

訓﹄及び繁田支曾長の﹁晩晴会のととども皇淡題﹃江戸の凌群と埼玉牒人﹄一呼募やうになったのであらう︒頼朝の石橋
を朗讃それより意見産溌表し合ったがヨ胴一講師武蔵野史蹟研究所長寺島裕先生一山の職の頃は︑江戸太郎重長及びその父た

た・現代が要求する人物はＤまさに︑氏の−し︑五つの高蕊を現出してゐる︒一は赤羽一が︑江戸を名乗ったのは︑地名からと糎ら

島氏を︑かぽどに偉大なりとは知ら厳かつ一﹃江戸ｌ即ち東京は︑武蔵野の南端に位一る平重繕が来て︑こ聖に来て住んでをった

如き陰徳賃行の士であるのに︑常世︑この一王子︒上野の高蔓︒二はその南なる本郷︒｜れる︒江戸太郎重今長は︑桓武平氏の流れを

一
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｜

一含場は︑繁田麦酋長本邸﹃群雲館﹄で︑一入る︒含誌六月誰一二十八頁を披き︑国府犀一人の旭先であるところに︑壷きい妙味︐があ
報 棄 曾 支

﹂１１１１１１ｌＩＩｌ１ＩＩＩＩＩＩｌＩｌｌＩｌｌＩｌＩ１ＩＩＩＩＩＩＩＩ１ＩｌｌＩＩＩＩｌＩＩＩ−ＩＩ１ＩＩＩＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌ１ＩＩ１１１ｌＩｌＩｌＩＩＩＩＩｉＩＩｌ１ｌｌＩｌＩＩＩｌＩＩ１ＩＩＩＩＩＩＩＩ１ＩＩ１ｌ一

一汲む胤山重忠の一族で︑父組は︑代々︑秩一して参加の責感を述べ︑御聖徳を讃へらる︑一たり︑それより座談倉に入り︑青少年の保一

一父郡に住んでゐた︒この子孫が︑前後十二一次で本嬬一万英曾及此極事業の使命の極めて一健の問題︑其の他各自時局談等を交はし︑一

Ｏ豊岡支奮報告

一代︑三百年に亘って江戸の基礎を拓いたれ一帝一大なることを述べ︑明治初年以来東北に一激誰裡に午後九時半散含せり︒

一ぱこそ︑今日の東京もあるわけだ︒｜其の人を得ざるの瓶ありしも．今日に至つ一
−一

一今や︑凋軍︑決河の勢を弔って︑一撃に−ては朝野要路にある相営な人物を請出し︑一

一一パリを屠ってしまった︒改版さる上世界史一それ︐小︑活躍しつつあるは河に喜ばしい事一七月三十日︑繁田支曾曇邸群雲館に︑第一

一一は︑西のドイツと和呼雁し︑東の日本も重一である︑現在秋町の育英事業は東北諸螺の一七十二回常曾を開催︒

︾要なる役割を渡ぜねばならぬ︒世界注覗の一中では糟劣るの瀬あるは遺憾である︒之は一午前九時︑支曾長︑本愈要領を恭讃し︑

蔵縦窯灘鰯鑑溌蓬登師耀緬鵬潔藤叫縮嘩灘一

一東京の韮礎を埼玉職人の瓶先が拓いたとい｜よろしく郷土の心ある人今によって何とか一それより︑評議員西津昇三郎氏の司曾にて
支一ふととは埼玉隅民諸君の︑大いに誇として｜其の向上が企窒されねばならぬと恩ふ︒そ一含誌の研究に入る︒先づ︑初に巻頭の︑
一然るべきである﹄

鐸Ｔｌ・午後三時︑誰波曾を維了︑和蕪蛎々裡に一も︑能く素厩を査定して稗謹描導すべきで一線曾速記録と六月含貝談話曾の記等を輪淑一

三散曾した︒有意義な縄曾であ・つた︒．｜一ある︒思ふに凋怖抗争も装伽の戦争に非ず一し︑互に感想意見等を凌表︑雑って︑榊山一一

報一一してＯ︑
渦は起たざるの前にして既に敵に勝一蒋悶先生より︑徳川家達公に賜ひたる誰に一
秋田支曹報告

るを蝿ゆるのである︒時至って云々して瞬一を披いて︑や川支含員川代嵩山先生の﹃登胴一

一つと云ふ風に精祁的に彼を凌駕せるものあ一ついて︑詳細なる講議あり︑尚ぼ弘道詩林一

本支脅第百十五回の例魯は︑六月十八日．

て研究を維了︑十一時牛︑挑伽を躍るとと一

︾︵定日︺午後七時より市内二一和銀行階上にて一間に合はない︑穏幡と訓育とは不断なる平一降山即事﹄を初め︑諸家の詩を談解詳樺し一

一開催せり︒長嶺支含長を初め︑加藤︑鹿兄一素にあることを思はねばならぬ︒

一墨校長中川秀松氏の人材養成の講減あり︑一るとて︑資に人材は図運之により壷場する一・麦中支の山野に幾斡戦し︑つぷさに︑勢苦一

一島雨師︑東山院長︑荻原︑平浬︑武田の諸君一人材の養成は今日誠に緊要切なるもので一とした︒
一の外多数出席常日は講師として秋岡高等女一人材あって一圃一郷も興り梁ゆるのであ一午後一時再開︑これより︑征戦三年︑北一

︐！︒

︐！︲︐

１︐１１１１︲ｉｌ︲

１︐︐ｌ１１ｌｉｌ︐︲︲ｉ！︲ｉ︐

！︐●！︲ｉｌＩｌＩＩ１︐ｉｌＩ︲︲ｉＩｌｌＩＩ１︲︲！︲ｉ︲

１１１１１︐ｉ１

１︐

１！︲ｉＩ！︲ｉ︲︲︲

１．

！︲ｉ︲

！

．Ｉ

１︲１１１１１：！−︲︲！︲１１！︲

︵五十五頁につづく︶一

一先づ東京御親閲の際︑四寓の畢徒の億兆一一其の源泉とも一云ふ書へきである︒熱誠なる講一を鵠験して先月蹄遼されたる常支念幹事児一

︒．

一心の姿は︑日本に於てのみ之を見るべしと一演であって︑一同に多大の感動を輿へられ−

』
P

報 蕊 業 事

．○第四十一回定期縄倉︵五月十九日於本含︶
△第五次善行者表彰式

△故正副酋長及物故宮員年祭
△本宮役員毒昌祝賀式
△藻算及決算報告

△協議題討議
○五月二十日︵二日目︶

△講演︵東亜の維新と日本精紳︶

△靖圃紳
紳就
就参
参拝
拝︑
︑傷
傷病
病兵
兵慰
慰問︵第一陸軍病院︶
昨

座堅陣士東郷寅氏

講師辻村靖子氏︐

講師辻村靖子氏
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△参観︵東京中央卸資市場︶

△西村先生法要並墓参
Ｏ女子部修養講座へ五月二十五日︶

△文章軌範・十訓抄
Ｏ女子割修養購座︵六月八日︶

○六月宙員談話童︑一

氏氏

△十訓抄・文章軌範

氏.氏

△曾員談話曾︵虞の力と道義︶

子子

文翠士後藤朝太郎氏

子子

△講演︵支那民族の表裏︶

村靖

山岡千珂

辻村靖

岡千珂

山辻

○女子部修養涜座︵六月二十二日於本書︶

△十訓抄・文章軌範
Ｏ女子部修養購座︵七月八日︶

△和歌・智字
△十訓抄・文章軌範

△和歌・習字

師師

師師

講誰

講講

ー 蚕

蔵一癖一園一切
Ｏ酷暑の候曾員諸君の折角御自愛を所る︒

﹄隅︲！！︲

兼

．ＫＯ

凡一プ前金ノ

割田斧・二

東京市紳田腿西神田二丁目一番地

昭和十五年八月一日護行
編輯

護行人︲︲

印刷人告原留吉

東京市神田腫西神田二丁目一番地・

東京市牛込歴下宮比町十二番地
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１

○本雛は宇野博士より北京の新秩序建設ぶりの一端を何ふことの出
れるのである︒多忙の鹿を本含の篤に講演されたものである︒又和

来たのは何よりである︑博士は北京国立大畢の建設に努力して居ら
波海軍中潜は︑先頃支那各地を観察されて蹄られたので︑最近の覗
察談を伺へたのは︑吾々闘民が此の新秩序建設の馬の努力に何より
の好賓料である︒それから小尾先生よりは現下闘民の圏結に就いて
御高説を承はる事の出来たのは望外の光柴である︒

○村上文馨士は軍部の蛎託で北支を久しく硯察されて来たので︑其
の成果を本誌に執筆されることとなった︒長篇であるので︑数回に
亘って連載の選定である︒御精讃を願ひたい︒

○来る十月読は識告の如く教育勅語換謹五十周年記念雛である︒紙
の精祁のある虚を現はしたいと思ふ・曾員諸君の御協力を願ひたい︒

の統制其の他の時局下とて充分な事は出来ないが︑限られた中で其
○弘道曾の功努者も其の材料の蒐集に努力してゐるが︑頁の都合も
○曾員研究棚の質問者も多数であり︑回答も出来ては居るが︑種々

税

振替口座東京四一三七番
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電話九段九番

− 6 5 −

表.債責

料告度

稜

あり諜定の人員も十数人残ってゐる︒連載してゆきたいと思ふ︒

の都合で二頁を越えられない状態であるが︑必ず相富な質問事項に
は必ず誌上で御答へすることとて︑お待ちの上御諒承を願びたい︒

○時代は重大時機である︒銃後園民の蔑全を期する鴬教化の徹底に
と適進し教化報掴の信念を持ちたいと思ふ︒
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文畢博士西村茂樹著

(
主
）

記異稲日本博共に之を載せず︑文中丑年進二貢於中華一の語あり︑太腿在位の間︑

れども︑蕩勝野開は専ら太祁の時の事のみを戦す︑此書年月詳ならず︑善隣国賓

歳交稲二臣於弱闘﹃今遣二使臣↓擁詣二丹堤一取二進正↓徐祇郷は明の宏治の進士な

講し和篤レ上︑罷レ戦篤し掘︑菟二生溌之疾苦↓救二蕊庶之嬢辛﹃丑年進二貢於中華↓

博戯︑倫君勝臣織則満二上圃之策﹃設若臣勝君輸︑番作二小邦之利﹃自シ古及レ今︑

未レ必二其死﹃今聞陛下選二股肱之師﹃起二場圃之兵﹃来侵二臣境一賀蘭山前柳以︑・

戦之策弐小邦有二却レ兵之法﹃臣宣肯軌途︑供二奉天顔﹃順し之未レ必二其生﹃逆し之

殺機一天地反覆︑尭湯有し徳︑四海来寅︑周武施し仁︑八方供し手︑今湖大国有二興し

尚且不足︑常起二絶滅之意﹁天溌二殺幾﹃紳流鬼芙︑地溌二殺機一龍蛇起し陸︑人褒二

臣聞陛下作二中華之主﹁篤一寓乗之煮﹃至尊至上也︑城池数千除座︑封語数葛詮里

倭小圃︑城池不し満二六十座﹃封謡不し足二二千里︑故常存二知足之心一而知足常足也︑

荒︑乃菖民之斜首︑故天下者天下之天下也︑非二一人之天下一也︑臣居二遠彊﹃偏

禰レ権︑営謂二中華之有産主︑駕知二夷秋之無渥君︑乾坤浩蕩︑非二一主之濁潅↓宇宙洪

明の徐碩卿が蕊勝野聞に日く︑余嘗見二倭圃求通表文目︑臣聞三皇立レ位︑五帝

︵十四︶求逼表文

h

夕宮

三個の丑年あり︑其執れなるかを知らず︑太岨の時本邦を撃つの議ありしことを
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の事に溺営せざるに似たり︑姑く之を記して異聞に供す︒

脈渉嶋畑離

聞かず︑叉賀闘山前の語︑及び歳廷稀二臣於弱剛一の語︑本邦

．６

︵十五︶聖誕節の名
聖誕節を以て天長節と名け︑闘中一般に脱強することは
光仁天皇に起れり︑光仁天皇賓躯六年九月壬寅勅︑九月十
三日是朕生日︑毎し至二此辰﹃感慶兼集︑宜し令二諸寺僻尼毎
年是日韓レ経行程道︑海内諾函︑並宣レ断し屑︑内外百官︑賜二

醜宴二日︑仇名二此日一篤二天長節﹃旋便廻二斯功徳﹃鹿二奉

先慈﹃以二此慶惜﹃蒋被二天下﹃是聖誕日を刷賀せらるるの

始なり︑按ずろに唐明皇賃録に日く︑開元十七年秋八月上
降誕之日︑大置レ酒合し梁︑北野百官於花蕊機下﹃尚書左丞
相源乾曜右丞相張読率二百官一上表︑願以二八月五日一篤二千

秋節﹃著二之甲令﹃布二於天下﹃群臣燕楽︑休暇三日下し詔
徒し之︑降誕日を両賀すること︑支那にては是を始めとす︑
天資七戦八月己一亥詔改篤︒天長節﹃本邦の天長節の名は蒜し

是に擦りし者ならむ︑宋の楊寓里が揮塵録に府宋諸帝の聖

九月三日

慶成節

地平天成節

宋哲宗

宋紳宗

宋宋宗宋宋周周周同後晋晋後梁梁唐唐唐唐唐
英仁貢太太恭世太隠漢州高畷末太哀昭嬉謎武
宗宗宗宗岨帝租岨帝高帝mI明帝組帝宗宗宗宗
十月十日

誕節を載す︑其名各異れり︒〆

唐瀬宗
唐文宗

八月五日

延和節

嘉曹節

礁天節

延慶節

二月二十二日

大明節

慶陽節

十月三日

明聖節〃

六月十二日

十月二十一日

雁聖節

十月二日

九月十二日

天和節

殿聖節

二月二十八日

吻聖書節

九月九日

二月四日

嘉慶節

六月二十七日

三月七日

天清節

永誇節

天毒節

七月二十八日

八月四日

九月二十四日

︑

乾明節後誇蕊節・

承天節

長春節

乾元節

二月十六日

四月十四日

十二月二日

同天節

毒聖節

十月七日

正月三日

塞舗蕊興龍節

四月十日

十二月七日
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1

帝
名生日節名
唐玄宗八月五日千秋節後天長節

筆 随

旭 宗

弓

︑宋徽宗十月十日天寧節
一宋欽宗四月十三日乾龍節

一揮塵録又日︑太上皇五月二十一日生︑篤二天申節﹃今上
十月二十二日生︑篤二曾慶節﹃而章献明耐皇后正月八日生︑

入一槽施︑堆二於其雲↓由是士女餅閲︑拾し財億計︑満二七

日﹃遂逢レ柴積瀧レ油謹レ婚︑霞し焼念し桃︑抱反密造人填二塞

地道﹃俄頃之際僧薪並荻︑数日籍二所し得貨財︽輩入二軍資

が遮索閑覧に日く︑徳川軍士劉喜有二乗岸﹃脊出経し年︑妻

庫↓別求二所レ調舎利薪数十粒﹃造し塔以貯駕︑叉宋苑正叔

不し能三黙々受二忽於人﹃又不し忍レ間二雨惰之好﹃汝能令下富

興二一富人子一私通夫婦給語レ妻日︑汝之前事我蓋知し之︑吾

篤二長寧節﹃宣仁聖烈皇后七月十六日生︑篤二坤成節一以二響

・臨諺朝故耳︑五代諸君節名︑不し見二於正史﹁以二鄭向開皇

人子以二百金一鮒も我︑我則使三汝詐篤二得し病而死者﹁載以二

紀一考二得之﹁府代宗十三日天興節見二令狐絢文集中﹃府順

凶器ゴ而逢二諸野↓子夜則潜往奔し之︑如レ是庶可二以減杉口︑

以二大釘一途縦し火焚し之︑即以身自訴二干郡蒋張不疑﹁奇其

妻以篇し然︑因進二百余↓托二以レ病逝︷夫乃納二妻干棺﹃腰

宗聖毒節見二於掛抗曾稽捨レ宅篤レ寺碑﹃後府清泰帝千森節

モゲヴ

随見︒於五代史晋家人博﹃皆亡其Ｒ﹃近童令升作二誕聖鋒﹃不二
見・如し是之詳一也︒

↓︲︵十六︶焚僧焚妻ゞ

開講し修二天台寺﹃且言寺成願焚レ身以報︑太宗命入﹄内︑高品

節而樺二其罪﹃同書に叉日く︑太平奥国︑江東有し僧︑詣レ

薪干庭一呼レ僧従レ願︑僧言願見二至尊一面謝紹欽不レ許︑僧

衛紹欽督二其事﹃紹欽日興し僧笑語無間︑及二管繕畢一乃積二

臆一支那人の天性︑本↑邦人に比すれば甚礎刻なるは︑支那の
るべき者なり︑唐無名氏の著せる玉泉子に白く︑李抱頁之

以厚杖抑按﹃焚し之而退︑此三人の事迩を槻るに︑其礎酷に

大怖泣告︑紹欽促令レ登レ薪︑火盛︑僧欲し下︑紹欽遣二左右

鉦一歴史を観て之を知るべし︒左の二事の如きは亦其一斑を見
鎮一一路州﹃軍脊置鉄︑計無し所し出︑有二老僧一大篤三郡人所二

軽重の別ありと雌ども︑倶に人心ある考の篇すに忍びざる

敬服﹃抱買因講し之臼︑催二和尚之道一以済二軍中一可乎︑僻
一日無二不可﹃抱頁日︑但言下於二鞠場一焚歩身︑某営下於二使宅一

べきととに非ずや︒

所なり︑支那人之を記して深く其残酷を谷めず︑亦異しむ

１斗ｌｌｌｌＪ咽ｉ３ｌｌＬ００００●８口日日︐︐︲︲︲︐一

躍二一地道﹁侯二火作﹃即潜以相出上儒喜従し之︑遂陳状申言︑

１１１１

抱冥命於二鞠場一積し薪貯レ油︑因篤二七Ｈ道場﹃書夜香燈焚
一唄雑作︑抱置亦引レ倫入二地道﹃使二之不種疑︑僑乃升し坐執し
︽噸︑濁し衆説し法︑抱置率二軍僚鴎及蒋吏一膜二拝其下﹃以二俸
一一■■■■■■■■■■ⅡⅡⅡⅡ８同日■■■■︲卜！︲︲．︲︲ｉⅡ１ＩＩＬ︲︲叫哩１１■■■一■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■ロ
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曾員研究相談欄新設
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︵唾娠唾︾理︶︵専門権威者回答︶

︒ｂももｂＵ■ｂもｅ●りり９℃︑■ｂＤｂｂｂＵｂＤ︑℃ＤもＤＵｂｂｂｂｂもももｂ︑︑

一法律に閥する質疑︵同︵同︶
一綿漕に開する質疑︵同︵同︶

一教育に開する質炎︶

一迩徳に開する質疑

︵同︵同︶

又一川には道徳の活川に蝋努Ｕべきであって︑即ち賞生活の各部門に封して道徳の力を働きかけ以てよ
りよき各月及剛家耽曾の庇現を期せねばなら喝而して需々の生活中本曾は先づ以て道徳と開聯深き主
友るもの四部門シ以てし︑曾員諸荊が日附の賞践に父皐問上の研究に生ずる幾多質疑の相談に膳ず〜こ

上を涌じて倉員諸飛の種今なる質疑の和談に弁椛威者が雌答し含員が研究の便に資する乙と児せり︒︽
本御は詔ふ迄訓なく同志側結し︑道徳の研究と之が貧賎普及に努力せんとするものであるがふ同昨に

輝かし当紀元二千六百年〃一迎へての記念に︑本曾は﹁弘道﹂・誌上に﹁禽員研究机談欄蛤を新設し・趣

b

日本弘道倉

︵質問文は簡単明脈のこと︒曾員氏名明記のこと︒回答は弘道誌上に限ることｏ取捨は本曾一任のこと︑

○つ０○○フＪ○つ００ＯＯ００○○Ｏ
含員諸君の切に利用せられんことを望む︒
法吐

人園

b

本請民園本日

本曾全員には二割引

Ｉ郵峠⁝︲：選！Ｉ料Ｉい⁝昨金⁝恥齢⁝嬢ｉ︲

！：津Ｉ汝⁝朔Ｉ紙：畦！質⁝毎⁝フ⁝

定慣余丘拾鏡

四六版クｕ１ス上製両人

に

１︲︐︲１１雀

て本書が国民の自受を促し︑斯道振興に賓する一助ともならば︑本含の国家に報ずるの微志も亦

らざるもいある〃遺憾とし︑鼓に本曾は縮刷本として新に出版し世に領布する事とせり︒幸にし

本書は明治三十六年版を亜ぬる六回に及びし以来︑今日迄絶版となりて世人の披閲に不便鮮か

するものであ言Ｌ︑今日までは勿論︑今後の我園民を訓海して猫除す所なきを疑はない︒

熱情より礎して日本国民の職分を認識せしめんとせられし所のものは︑資に寓古不易の生命を有

ｆ

ける閏民訓と題するものｋ噛矢であらう︒爾来並に四十有除年を経過せりと雌も︑先生が愛園の

本書は本曾の創立者西村茂樹先生が明治一変千九年に執筆せられたるものにして︑蓋し我園に於

I

靭か達せらる上ものと云ふくし︑︲敢て江湖に薦むる所以である︒

ｊ０

牡圏
法人

厩刑刺I市京東
一ノー田紳西

番七一三四京東替振

行謹曾道弘本日

番九(33)段九話電

泊翁西村茂樹先生著

み
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恥騨舞玲勤擢畷総瀦蝿弾蚕かルー訓需弘道第五百七十九顕

著名の朽不

