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Ｏ日本弘道書要領乙鏡
．︹明治三十三年十一月制定︺

枇界の形勢を察する事

圃家の将来を慮る事

政治の良否を畷る事

固家の純湾を知る事

激育の適否を考ふる事

無識の者を教化する事

道徳の圏結を固くする事

正諭を破り邪説を破る事
園民の風俗を改善する事
赴酋の制裁を作る事

○日本弘道曾の主張
︹大正十年二月制定︺

界人類の鴬に奉仕する所以の根本を樹

一︑人格の完成に努力し以て家庭閥家世
立すること
こい︑物質的生活傭重の燃蜜を腕し精祁的

趣味の養成に努め一は以て生活の没趣

四︑生活の簡易を岡ると同時に健全なる

味に階るを防ぎ一は以て結榊的生活の

向上登達に炎すること

排し所謂階級の共存が赴街的生活の必

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

須係件たることを明かにすること

る敬愛の精紳を養成し彼我教力して世

六︑人類共存の本義に擦り他函民に針す

界の文化謹達と人類禰祉の哨進とに寄

興せんことを期すること

のみ完全に遂げらる上ものなれば荷も

七︑就曾的生活は圃家の統制の下に於て

の虞有るものは之を排すること

言論行動にして闘家の茎礎を危くする

に躍ることを知り念営岡家の二字を忘

八︑職業地位の如何に論無く一身の国家

るべからざること
■

九︑画家と一髄不二にして至公至仁なる

皇室を奉艦し団家翠って園鐙の尊厳

＋︑租先の遺志を継承し列聖の大訓を遵

を霊場するに努むること
三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

奉し以て君民一徳の理想を賞現し国運

一

、
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−

−
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Ｏ日本弘道雷要領甲羅
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を軍んずぺし紳明を敬ふぺし
二︑皇室を尊ぶべし太圃を大切にすべ
し

三︑圃法を守るべし国益を岡るべし
四︑座間を勉むぺし身罷を掘他にすべ
し

五︑家業を鋤むくし節倹を守るくし
六︑家内和睦すべし同郷相助くくし
七︑信義を守るべし慈善を行ふくし
八︑人の害をなすべからず非道の財を
寅るべからず

九︑酒色に溺るべからず悪き風俗に染

まるべからず︑．

龍馬め其の程度に感じて生活の簡易を

１１

の隆昌を協翼せむことを期すること

生活の向上謹達を期すること
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その意味で賛行性のあるものが望ましい︒
︵制限︶字数には制限なきも必ず半紙大原稲紙使剛のこと︒
︵審査︶貯金局︑大政翼賛曾

︵賞金︶↓入選五篇百回︵国債一枚︶宛

佳作五篇五十回︵園偵一枚︶宛
︵宛先︶東京市貯金局規壷課第一奨働係

︵霊表︶昭和十八年九月一日新聞紙にて謹表の疎定

︵締切︶昭和十八年七月三十一日︽
︵其他︶住所氏名を明記すること
︵晦集作品に封する一切の槽利は貯金局に於て取得す︶︒

１１

をどこから生み出すか︑各種の郵便貯金制度をどう活用して行くかを検討して︑一段と工夫をこらした上で堅資に貯蓄を

責賎しなければならない︒／

︵内容︶二百七十億貯蓄を完遂するには︑閥民の一人を常が決戦段階に即雌した生活設計をして︑現在より以上の貯蓄

記

が家の生活設計﹂を懸賞募集し︑優秀のものを一般に知らせて貯蓄査践上の参考に供する⑫

１︐１

て

決戦下の貯蓄には︑固い信念と計蓋性が必要であると云ふところから︑貯金局では左記規定に依って︑﹁郵便貯金と我

Ｏ課題﹁郵便貯金と我が家の生活設計﹂

h，

、

含告
○識元津千藷百悪宮城外苑整備勤勢奉仕参伽の件

１１

Ｉ︐１

去日の第四十四回定期総曾の際︑本曾は東京市の紀元二千六百年記念事業たる︑宮城外苑の熱術に参加して︑勤労を奉

仕すべきであるとの宮員諸君より熱誠なる提議ありしを以て︑本曾は其の後協議の結果左の如く之を賞現することとなれ

本倉は明治九年西村曾耐の創立されてより並に六十有八年︑専念皇道の顛揚と普及に微力を致し︑以て御稜威の八紘光

ｈリ○

被を期して参ったのであるＪ此の旗の下に集る忠誠なる曾箇諸君は︑居椎身を修め道左読き︑︷皇室に忠誠を識しつつある

群であるが︑此の至情唾以て資践汗の奉仕をすることは誠に意義深く叉唯はしい事業とて数に欣然参加することとなった

︐次鋪である︒夙に一昨年東京府教化倒燈の一員として代表者が勤労に奉仕しで付居るが︑今川は本曾軍磯の参↓加である︒
翼くば御多端の折ではあるが︑右の趣旨を以て脚孤脂揮誰範の賞を示すべく振って御参加を曾員諦討に塞望し︑鼓に曹告
する次第である︒

○日時六月二十七日︵日︶午前七時牛燕︾織鋼雨睦鑑彰
一○作業時間午前八時より同十一時半まで︵雨天の際は次の日曜日︶

○服装勤勢作業に唯はしい騨装のこと尋脚随曹
○書食排常は各自の都合にて御持参随意︒︵識食さるる場所の刑意あり︶

鴨日本弘道含

一

一

｡ 一 夕 ･ 邑 一 ゆ

○申込参加希望者は住所姓希明記六月一千回逆に御叩込みのこと︒
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趣本骨は明治先年渋弼村茂樹先生︾
︲︾
ぬ

︾の創立にして其主旨とする所は︽

︾

︾

︾

○

古人は﹁衣食足りて憩節を知る﹂と教へた

が︑一面尤な所はある︒だが衣食に窮して

も飛節を猫守り得る信念あってこそ虞の道

今日園家が興るか亡募かの大戦下に︑人

義の人であり︑文化人の直打でもある︒

心惟危︑道心惟微︑遁義の瓶腰今日より甚

か︒閏民が所詔衣食足らず

てか︒惟ふに

だしをはなしと言はるるは何を以て然る

らざる．をＵ何が不足ぞ︑何が不平ぞ︑園家

自由時代から統制時代に移った事とて︑他
くなを蒋来の慾望の瀧足はないが︑走れが
欲を押へて日常活動の源泉としての衣食を
考へるならば︑何等足らずとは言へぬ︒
然らば今日の道心の微は︑衣食足らざる
に非ず︑とすれば猫耽づべきである︒思へ
放縦なりし里心が︑献身奉公の今日依然去

に流行病となって了った︒嘆く︑一へきは戦時

興廠の時︑働くに事足らぱ何の衣ぞ︑何の
食ぞ︒此の信念に徹せざるが故の今日は道
心微であらねばならぬ︒今日所有牡曾で不
遁義が行はるるのが征曾一般の風と化して
居る︒闇取引は商人ばかりでなく︑分相腫

︑︒

− 1 −

全日邦人の道徳を高くし圃家の基蕊︾
︾本を蕊固にせんぎするにあり而し︾
︾鐸て儒鞭哲喋茨烹教等の一方に潟︾
︾雲倍せず諸教の長所を採り明治︷︾
︽旨十三年十月二一十日の鰯語を遵︾

・

︾まし本含所定の要領を青行する︾

全を目的さす
全

評６９痢喝内剛§凋巡掴叫§戊飼酉ｖ９６６匙

の道義菰陵である︒興せ道義︑振へ信念︑
とれなくして勝ち抜く銃後︑指導者日本人
とはなり得ない︒これには上より下へ︑大
なるより小なるものへと及ぶべし︒他人を
言ふ前に各自顧みようではないか︒
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を氷すに至る︒国の如きは是に異なり︑之を分てば政府人民の別ありと難も︑原来園
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翁溌鎖鱈窪雛壌灘鱒柵講蕊獄雲

日く非蔵らざる次ヶ．私利を以て之を論ずるときは前に述る所の如し︒公利を以て論

一先寺ると倉ば今一言⁝如し︑闘必公利癒る誉憾如何富⁝患な︐浩賓⁝︑妻

響蔵ｂ心政府も之を以て目的と馬きざるべからず︑人民も之を以て目的と馬きざるべ一

一生鯉苛撫灘瀧紬澱簾蕊陶湖潮離職淫銃鯉悪鬼

一湘岨明るべし︒民権を伸し︑租税を減ずるは︑人民の利なりと錐も︑之を行ひて富融弱︑治︾
一弐罰彰安︑築蕃の害と友らは︑人民宜く己の欲に克ち其私利を抑へて之を行ふ乙となかるべ一

一．し︒此の如く友るときは．上下共に其利を同くし︑政府人民を凌虐するの患なく︑人一
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四

郎

経済倫理の向上と戦争
大東寵戦争は益菱蟻烈化し︑愈全決戦に次ぐに決戦を以
てし︑戦争の蹄趨も漸く明らかにならんとし︑属に皇園興

部

文

や

か︒或は徹底させたつもりであった程度で︑市民は別にそ

したことであった︒市民全燈に徹底しなかったのであらう

あるが︑防塞服は極めて稀で︑敢て平常と異ならず︑行く
先々では寧ろ怪し煮る上状態で︑却ってきまりの悪い念を

防塞服に身をかため︑朝︑電車に乗り込んで出掛けたので

るとのことであった︒勿論︑弧制ではなかった︒それで︑

至鰐︑防塞服装で︑おのがじし業務に従事するのを希望す

か︒最近︑陸軍記念日に東京市に於ては其の日一日は市民

の奥の底まで秘み込み︑行篇にまでも現れて居るであらう

居るのである︒併し︑それにしても︑それが属に完全に腹

識となって居り︑説明するの必要なきまでに理解せられて

言ふまでもない︒而して此の開係は心あるものには寧ろ滞

であらうか︒素より圃民の大部分がさうであることは敢て

さりながら此の重大なる開係が果して一億閲民全部に完
全に徹底し︑凡てが之に開する充分なる認識を持って居る

服

れに注意を挑はなかったのであらうか︒
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展の岐る上ところで︑賛に敢大なる時局である︒今こそ︑
我が閏民は凡てを犠牲にしても国家の篇に全力を端して︑

此の戦争を勝ち抜かなければならない︒圃家ありての画民
であり︑国民があるから画家塑あるのではない︒固家は最
高の責在であり︑理想である︒

殊に大東亜戦争は崇高なる目的を有し︑八絃篤宇の大精
祁に基き︑世界に新秩序を建設せんとするもので︑久しき
匹日一り敵︑米英が弱小園家に加へたる雁迫横暴を禦推し︑

ちぎれば此の戦争に勝ち抜くことも容易ではない︒

に努力し︑同生共死で進まなければならないのである︒然

る利益追求主義などかなぐり捨て上︑闘家の目的完遂の篇

である︒一億域民は一心以て公に奉じ︑自由主義の経潜た

んとする未だ群て世界に類例なき至仁なる倫理を持つもの

其の自由︑主義︑個人主義︑唯物主義を其の根底より覆へさ

争職と上向の理倫済錘

争戦と上向の理倫済裡
P

」

叉最近どこへ行っても人が鵬しいといふ感を持つのであ

犯罪の数は果して減少の傾向にあるのであらうか︒私かに

は完全に浦足すべき状態にあるであらうか︒先づ最近各種

掛けるべき時ではない︒それがどうであらう︒園内の状勢

を弧め︑その受雌を促さざるを得ない砿に打跨れるのであ

其の資情を耳にするものはまだ／︑大いに閣民の時局認識

は言ふまでもないが︑どこの飲食店産見ても︑就中︑娯楽
場を見ても殆ど常に浦員で繁昌して居る︒勿論︑これも戦

るが︑それは東京人口の坤加で︑それが戦時状態であるの

時で人は皆な大いに緊張し︑所謂生産坤弧に大なる努力詮

それにしてもその資金の一部は下巡りをなし︑それが雌て

多くは金融上︑直ちに川牧の方法非議ぜられつＡあるも︑

産増弧には驚くべき莫大なる政府賛金が撒布せられ︑其の

の理由はあり︑叉︑経済的には何んとしても戦時︑殊に生

それ州唯の娯楽が必要であることも之を認め欺ければなら

固中一般に流通し︑所謂金巡りよき状態を呈し︑持ちつけ

る︒右述寺へたる蛭楽揚や飲食店の繁昌等荏にも︑それ卜︑

ぬ︒一概に娘梁逓排斥するが如き噸迷蔵態度は執るぺきで
はない︒叉︑職零の篇に生活物資の供給は術次に窮屈とな

するから︑其の反面に慰安が必要と承り︑娯楽を求めるの

り︑食糧の如きも配給のみにては中には不足を告ぐるもの

る注意は甚だ緊要で︑此の注意を怠ればそれが悪性インフ

ぬ金は使はれ易きことｌなる事情もあるｕされど之に封す
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であるといふことも出来る︒それでなくとも︑背通人には

もあるべく︑大いに働かんが鳶に口腹の慾を充たすべく︑

易き道理である︒其の防止は何んにしても剛民一般が時局

終に戦野自的完遂の上にも重大なる故障となるや極めて見

ョンの溌生は職時金融︑怨海を混乱し︑それを破綻せしめ

レーション溌生の原因となるのである︒懸偶インフレーシ

飲食店に群がり集まるので︑腹が減っては戦は州来ぬ︒之
も常然のことなりと言はなければならない事情もある︒

である︒前線の勝士︑中にも南太平洋の決戦を戦ひつっあ

されど︑今は一国の興臓を決すべき極めて重大なる時機
る勇士は喰ふものも喰はず︑暑熱の下︑各種悪疫︑悪係件

はない︒貯蓄は戦前に於ては一身一家の篤であり︑老後の

を充分に認識し︑飽迄消費を恨み︑貯蓄をなすの外に方法

準備なりと思維せられたれども︑それは個人主義であり個

の中に一命を圃家に捧げて園を謎り綾けて居るのである︒

乏にも堪へ忍ぱなけ虹ぱならない秋である︒而も︑生活は

銃後にありて後難礎いふべき時ではなく︑如何なる困苦窮

人道徳であった︒現在の貯蓄は右述ぷるが如き開係で︑個
人の鴬といふ鮎を重税するのではなく︑戦争完遂の篇であ

の輸送に天なる妨害を典へるやう友勢を以て物見遊山に出

保誰されて居る︒休日が二Ｈ綾けば現下最も必要なる物資

ｰ

んとしても此の戦争に勝ち抜かねばならぬことは直ちに理

はれるかと言はるＬ大戦争を戦ひつつあり︑圃民として何

なりとは思惟せられぬのである︒何となれば今や喰ふか喰

ればならない︒而してそれは比較的容易なことで敢て難事

必要なる閏家道徳である︒大いに之に注意し︑奨励しなけ

の注意が桃はれたことがあった︒その公徳心は現在︑最も

するものである︒禅ては我が圃民に公徳心少なしとて各種

て徒らに之を費消し諺貯蓄を怠ろは︑之れ団家道徳を無税

慨質のものであり︑国家道徳である︒金廻りがよいからと

り◎悶家の蔦である︒貯蓄は剛家の篤の貯蓄である︒公的

めて恐るぺきもので︑それは飽迄絶滅を期せなければなら

の上にも東大なる影響を輿ふることとなる︒闇の影響や極

弧駐固らざるぺからざるに甚大なる故障となり︑戦争完遂

ぼし︑今や南太平洋の淡戦は愈を生産戦争で︑只管その噌

となり︑第三︑生産を妨げ︑生産増弧に甚しき悪影響を及

暴騰せしめて︑悪性インフレーションを溌産せしむること

格を素し︑物償を騰貴せしむる原因となり︑柊には物慨を

じ︑第二︑闇州揚は鵬て他の物賛の生康慣を高め︑公定債

ばかりではなく︑経済上︑第一︑凡ての取引を混乱し︑経
涜秩序を害し︑公定償格の維持を困難ならしむる弊害を生

間にして桜行せんか︒剛家の椛力はそれが篇に失墜する

戦時経祷に於て最も顎著にして且つ極めて重要なろ関係

定まるのが経済の原則で人間の本質が俄かに愛化せざる限
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今

解さるべき筈であるからである︒

し︑死罪の極刑さへも之に加ふるのである︒之れ間は戦争

ないのである︒猫速の如き闇弄一行ふものは之を厳罰に魔

遂行の上にそれだけの極刑を課する程の重要なる開係を有

を有するものは闇取引である︒公定償格を定め︑それを働

闇に封する巌罰主義も時には大いに必要である︒されど

行しつ上ありといふも︑統制経済の最初より今日に至るも

に横行しつつありと言はれぬ課でもない状況である︒それ

之に封し厳罰を加ふることなく︑而も経海を混素せず︑一

するからである︒

も久しく自由主義経済に慣れたる圃民を一朝にして統制経

尚ぼ間は淵減して居ない︒少しく強く言は営闇相場は天下

済に完全に服せしむ墨ととは詳易なことではなく︑英米は

ことはない︒それが理想である︒それには先づ間の原因を

億一心︑閥民凡てが戦争完遂に通推し得言れぱ之に過ぎたる

が国に於てはその状態は漸次に改善せられつつありＬｒ一言は

れぬ課でもないが︑それだからとて闇は絶劉に承認するこ

とは川来ないのである︒グ

ょＫ捻討しその原因を菱除するに努めなければならないこ
とも勿論である︒蓋し物の個絡は需要供給の開係によりて

勿論︑凋逸に於ても闇は絶無なりとも言ひ難く︑却って我

領:職と上向の理倫済縄

りは全然之を無帆することは川来ない︒それで闇収別で俄

を規正すると岡時に︑他方に於て生産の増加を岡りつつあ
る所以であるｕされど戦時に於ては生産は之を砺需に集中
に直接開係なき多くの物資は其の生産を制限すれば︑その

せしめ欺ければならないので︑生活必需肋を除いては戦争
供給は減少するのである︒需要にし極減少せざる以上︑慣

ゆ

る︒之も今や碓産費を韮礎とする原個計算に依り︑詳細な

ろ規定を以て綿密なる計算に依り公定慨梼を定むるもの多

く︑叉今や物悩政策も多少の修正を加へら飢つ上あれば濫

要ば剛民の道徳柵念に依ることが多いのである︒勝手

りに安過ぎて生産坤加せずとは言はれないのであるや

に消愛溌窓にしや貯蓄を行はず︑甚しきは闇相場を以て物

を貢ひ入れ得糞たるものは︑之れ個人主義へ自由主義︑唯

ず︑叉︑公益を優先せしめざるべからざる時代に私益を追

物主義を挑拭し得ざるの徒で︑自分さへよければ他を顧み

理を雌脱して敢て恥としないのである︒此等のものには尚

求するもので︑剛家道徳に雌くる所甚しく︑従って経潅倫

ほ︑一層時局を認識せしめ︑圃家概念駈植付けなければな

らないのであるｕ而して経済道徳も別に一般道徳と異なる

ものではなく︑一般削民道徳の反映たるに外ならぬもので

低きを示すものなるに外ならない︒世界に新秩序を生み出

あるから︑純潜道徳の峡乏︑其の微弱さはこれ函民道徳の

し︑八絃篤宇の緒川を以て大東亜共築間を建設し︑その中

に顧みるところが港くてはならない︒

枢となり︑其の指導閲︑指導者となるべき閣民は絃に大い

現在尚ぼ改善しなければならない闇取引其他のことも︑

公

其の根本は腹の奥に尚ぼ婚りつｋある個人主義を一掃し園

家道徳を吹営込む外に方法はないであらう︒︵完︶
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格は騰貴するの傾向にある︒それを向山に騰貴せしめたる
が即ち自川主義経桝であったのである︒されど現在は大戦
争を戦ひ︑経桝を自山主雲義に放任し世く課には行かない︒

鼓に経沸に統制を加へ︑沿斐も之を規服し︑切符制度を採
服従しなければならない︒叉︑公定偵格を定め︑之を引上

川し︑需典を抑制して勝るのである︒剛民たるものは之に
ぐれぱ生産を坤加せしめ供給を琳加せしめ得と侭ずるもの
なきにあらざるも︑それもこれは向山主義維滴の時代のこ
とで︑現在に於ては公定償絡を引上ぐるも︑物にもよれど
︾多くは資材を得る乙と能はざれぱ︑生産︑延いては供給は

増加せしめ得ないのである︒それに公定慣椿が安過ぎでも
すれば︑そこに無理ありと言はれぬ課でもないが︑物の償
格は需要供給の奥には多一くの物資には生産慣が重要なる闘

係があり︑生産費を償はざれぱ生産は起り得ないのであ

｡ ＝

橘の騰尚するものは其の供給踊坤川するか︑或は其の需
要を減少せしめなければならない︒之れ︸方に於いて消費

争戦と上向の理倫済裡

幻

︑

元長崎搾訴

院長

井

垂里

MUI

七

郎

×

×

︑東京に近い某市に︑さる私立大畢の先生が永く住んで届

×

ノー重刑を以て臨むべきである︒獅逸あたりでは死刑さへ／
言ひ渡すそうじゃないか︑といふのである︒

輝きに過ぎるから此種の犯罪が殖えるのだ︑宜しくもつと

どころか︑論を篇す者は︑統制違反に封する裁判所の刑が

いが︑今では百の軍宗が出て来て此さうは答へまい︒それ

之を素るもののある帯はない︑となればまことに都合が善

職下に於て︑椴令統制無覗を勘めても︑人間の心ある者は

して居る経祷統制違反の麺にも︑此論理が適用され︑此決

の一ト見識である︒今日篇政者が苦心惨溝銀座撲滅を企固︲

く感服したそうな︒所謂仙波威嚇を以て臨む必要はないと

殺すまい︑︑王殺しとは遠ひませう︑と答へたので信綱も悉

殺せと御燭れを出したとて︑人間の心ある者は︑よも父は

乱心であらう︒獄内で断罪にしたら宜しからう︒催令父を

ぬた鹿︑重宗は︑先例の俵は蝿え申さぬが︑父殺しは多分

石

統制を素る経済人
京都所司代として令名あった板倉勝軍が︑家康の残後幾
たびか御役御苑を願ったけれども︑僻軍秀恩は勝軍を厚く
信頼して詳勘に辞任を許さない︒それでも勝重が切に願ひ
出るので︑﹁然らば通常な後任駐推塁するが可い﹂といは
れ︑思ひきって伴軍宗を推畢した︒之は席史に荷名な話で
あるが︑其軍宗の所司代時代︑江戸に父親を殺した犯人が
あって︑其量刑の評議が中々擬まらなかった︒いふ迄もな
にいる／︑諏別があって︑其餅時は毛従開係を特に雨大脱

した鴬︑主殺しにはいつも死刑の中でも極刑を以て臨んだ
ものである︒現在の日本の刑法では︑親を殺害する君は尊
属親に封する罪として重刑を科することになってるが︑徳
川時代には主殺しと同様に虎分して然るべきや否やが問題
夕

となったらしい︒丁度幸ひ軍宗が江戸に下って居たので︑
松平信綱が重宗の意見を参一考にしやうと︑京都にも父一親殺

しの仕置の例があるか︑主殺し同様に鹿分されたか︑と尋
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一

く徳川時代には︑同じ死刑でも礎から獄門鋸馴といふやう

人済経る素を制統

』

人済経る素を制統

ースを携帯して出かけても︑都曾では東京何様配給統制で

る︒常節は例の買ひ出し部隊が︾リヅクサックやスーツケ

片付けて置いて︑蜜は先生︑枠が今度中皐を卒業して大畢

いか︑と愛な眼付で見上げるので︑先生開いた口が塞がら

居ます︑何とか御諜力で澱科に入皐出来ますやう願はれま

なかったそうだ︒其後日物語は逸したが︑先生人に語って

鍛科に入畢希望なのですが︑成績もよくないので心配して

維桝人といふものは封債なしには絶封に給付しないもの

商店の贋伽では物賛を手に入れることは雰易でない筈だ
は自由販寅で差し上げると店から電話が来為︒御蔭で鱈腹

が︑牛肉など吐溌想通りに責れないので︑奮来の御得意に

だ︑と唾じたそうだ︒之は風説だが有りそうな話だ︒若し

考在に情資がからむやうなことは絶封にないかを桧討すべ

有りそうだとすれば︑如上の喚韓を蛮する前に畢校の入畢

の宅を突襲し︑先生の聯旋で久し振りに肉鍋を咽んで舌鼓
芹一打ったそうだ︒さて一同大恐悦で引上げる段になって︑

鋤焼も喰ぺると聞いて︑垂挺の友人達が十名ばかり其先生

此虎は○○の産地だが︑少を宛でも資ふととが出来れば土
産に持って蹄りたいがと︑第二段の要望を申出たものがあ

した不明を省みる必要はなかったか︒統制を素るものは抑
も誰だ？

く︑同時に︑給付には必ず封償を伴ふ経済上の原則を無硯

試に澱て別懇の○○商に頼んで見た虚︑︽何

ってる統制や︑ソ聯のやってる統制は本来格別の維祷的理

一口に統制経済といふけれども︑友邦猫逸や伊太利のや

Ｘ××

る︒そいつは好い思ひ付だ︑僕にもＪ１となると︑先生も
胴つたものＬ︑

とか致し垂せう︑との答なので︑先生却て稲不安を感じ︑

断じて闇はいけない︑と注意すると︑ソレは致しませんと
いふので︑容人達は上げかけた腰を下ろして待って居ると
何と東京では一時間も行列して一人一包しか資はれない品

あり︑或は共産主義の理想を資現するに在るのであるが︑

今日我風に行はれてる統制は︑さうした維祷的の理想賃現

想に根搬を低いて届るので︑或は圃民肺曾主義全龍主義で

回ともいふのに公定償格の四十何銭かで誤って呉れたの

に在るのではなく︑大東融共柴間の新秩序建設といふ国策

を一人十○宛都合百○持って来た︒而も闇の相場は単償二
で︑客は勿論其好意に．へ．／︑面を下げ主人も大得意で客

遂行の必要上︑もつと端的に云へぱ︑人道の敵たる米英を

それから約牛Ⅱ経て件の○○商が先生の宅に来たので先

を送り出した︒

の虎を得せしむる露︑常然に弧行されなければ友らない性

撃滅して︑園内は勿論︑世界の民族の一人たりとも︑冬其

、

I

円の慨をい鐸と︑﹁イヤあれは何でもありません﹂と蝿く
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｢

グ

蓋経済と哨其選淀異にする必要的統制経滴だともいふて居

質のものなのであるから︑畢者は︑自由経海と封立する計

開係の多い物償の統制が必要となって︑生産︑配給︑消費

統制が考慮され︑︲更に第三の物債に開しや我登大衆に最も

く︑資は凡ゆる耽曾人は同時に経済人なのである︒．

貨幣の類と交換する如きも亦継潜行魚に外ならずといふく

であり︑物登を准得すべく既に獲得した物資或は之に代る

のも︑之を割いて妻や子に配分するのも︑一種の経潜行篇

雑潜行馬で︑原始人が食糧とする鴬に木の賀草の根を取る

であるが︑我堂が生活の必要上物資を獲得する行篤は則ち

資金乃部労務の供給でもする方面ばかり取上げられるやう

は管利を目的として︑生産︑寅買︑配給に従事するとか︑

ら如何なる種獅の人を経済人と稲するかといふと︑一般に

が︑所謂維摺人は︑経惟桝民居士でも何でもない︒それな

一篭経済といふ言葉は︑経世済民から出た課語ではある

ないと思ふ︒

．×××

が絶滅は期し難く︑裁判所の刑の軽いの重いのが問題では

写

が却て馬鹿を見る結果となり︑刑罰の制裁を以てしても之

合理の鮎が免れないので︑闇取引も抑へきれず︑正直の者

来る︒殊に生活必需品の配給機織や慣格の抑制に不自然不

傾き︑流通が阻害され︑物資の偏在が随所に生ずる悩みが

さうなると︑自然統制商品の生産が萎縮し︑品質が粗製に

﹂

及偵椿賃銀等が夫掩抑制されることになる課である︒庭が

／

る︒いふ迄もなく︑自由維癖は︑所有樵蔑能と︑契約自由
反し︑計書経潜に在っては︑私有財産を否定し︑圃家的一

とを前提として個人の利潤追求を原則的に承認して居るに

行篇の目的とされてるのであるが︑我圃の統制維潜は︑私
有財産制度を否定することなく︑公益優先を目標として︑

個人の利益は唯公益の前に引込んで貰ふので︑必要に雁じ
ては︑指導と協力とを要望する雌前なのである︒従って︑

て各人の経済行動を弧制し︑命令するけれども︑原則とし

であり︑指導に飯鮎を置く場合には擢力的になるのであ

此統制経済に在っては︑協力に重鮎を置く場合には自治的
る︒則ち︑国家細動員法館一篠に一圃家細動員小ハ戦時︑
︵戦争二準ズベキ事鍵ヲ含ム︶二際シ園防目的達成ノ篤嗣ノ

全力ヲ娘モ有効二溌揮セシムル様人的及物的賛源ヲ統別運
用スルヲ云う﹂と規定してある所以であって︑這次大戦の
られて︑漸次権力的統制に移行しつ上ある所以も其所に在

Ｑ

推展に作ふ憐勢の愛化に随ひ︑自治的統制の鉄陥が指摘せ
ると畳らなければならない︒さうなって来ると︑第一には
が常然要請され︑第二に輸入に開しては︑篤替統制︑貿易

生産盤充の必要上︑物資の統制︑労働の統制︑資金の統制
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定の計霊の下に経潜行鰯を命令して︑公益追求のみが経潜

人涜細る素を制統

商業都市に在っては︑例へぱ大阪などでは︑暑い寒いの
挨拶の場合にも﹁儲かりまつか﹂といふ位なのに︑江戸シ

て他を誠むるも可からう︒併し︑自らが維癖人であって︑

好商は間より憎むべく︑相常飛刑を以て懲らしめ︑或は以

現に統制を素り其結果として統制違反を敢てせしめなが

鳴呼海軍中謄山口多聞君

ら︑悪質の統制違反は重刑を以て臨むべしと叫ぶ薪あらば

子は寄越しの銭を使はないと自慢をし︑武士階級では︑喰

むしろ噴飯ものだを私は思ふ︒莞︶

Ｔｌ

はれど高楊枝と痩我慢をいひ︑其昔しの文化人は︑金銭を
阿賭物として賎しめ︑宮島摩して非経済人と考へて居たら
しい︒併しそは飛んだ間達ひで︑凡ゆる献曾人は同時に経

湾入であつ再消費者も亦経済機構に参加して居ることは

海軍少婚高橋節雄
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勿論であるから︑国家維潜の統制には︑其自治的なりと︑

機

ー

刺遠へに敵艦居り大洋に名をし留めて遂に踊らず

赫攻の限りを課し迩命を艦と共にして水漬きけ︾やはや
︑行け男の兇行け唯男の兄司令官も後より行くと部下を励ま
しし

る︒其虚にお蕪が付かれずして︑配給の不満を訴ふるに止

擢力的なるとを問はず．圃民至僻が之に服し︑之に協力し
布くも統制を素る原因を作篇してはならない筈なのであ

ことごとく魚雷退ぞけし艦にしも雨と襲ひ来つ急降下爆盤

溌素る非圃民的不心得である︒決戦下の篭制に於て断じて

し

ならば︑夫等は法令に鯛れると否とに拘はらず︑悉く統制

らず︑無理をしても消搬の慾望を浦たさんとする向がある

指弾排斥しなければならない︒閲民に此自畳存生ぜざる限

艦長と唯二人なる艦にして雛かり行く僚艦に手振りつつ立

傾ける艦に立ちつくし火の中に君悠然と月を眺めしか

．ざ

り︑永い間の個人的功利主義維酒生活に馴れた齢弊は救は

ちし

海の面揺るると見ればたまゆらに艦橋の二人影既に亡し

」

れない︒其除弊の存する限り︑統制は回滑に弧行され得な
い︒もつと手取り早く云へぱ２闇で買ふ者がなければ闇で
責ろ者はない︒篤政者をして周章狼狽して︑矛盾不合理の

註︒航空戦隊を率ゐ求慶爆撃四拾齢回に及ぺり

︐爆箪に爆撃重胞蒋倒すか吾倒るるかと戦ひし君

のである︒拘に簡単明瞭である︒統制の網を潜って巨利を

註・布畦空襲

決死隊の歌高らかにろたひ洋越えて開戦の巨蝿君が投ぜし

破行的抑制法令を雨下せしむる必要もなく左らうといふも
猫占したり︑罰金の額と儲けた利益とを胸算用で北里笑む

'

人涜経る素を制統
七

ノ

面極績の理倫涜錘

経済倫理の積極面

衆議院議員石坂養平

の私的領域にまで及ぶに至った︒国家は︑園民生活の下部

性︑思想性を帯び︑園民生活の根祇に弧く迫って来た︒画

椛迭の細目に至るまで手を入れ眼を通して仙話を焼くと云

家の統制雌力並に行政府の指導鯛手は︑遥かに法の領域を

支那事鋳が勃溌するや︑敏感な圃民は︑画家がをれ以前

大東亜戦争を勝ち抜く我閥にとって戦力増弧より緊切な

に倍稚して︑生ける主篭として活動するや一勺になったこと

ふ大童な振舞をすることになったのである︒従って︑そこ
には︑憲法的に云へば︑嗣民の撚利の睡縮犠牲による行政

昂はない︒政治継祷畢問教育思想等閏家の綿力をあげて戦

に素付いたであらう︒従来とても︑閥家は︑納税とか術生

権の優越と云ったやうな傾向も起りかけたし︑動もすれば

友自律性に委氾られてゐた衣食︑娯楽︑保健等の日粥生活

とか産業とか各種の領域に於て行政上の指導監督をした

政治力の集中掘化に便乗せんとした官僚の猫善不親切︑民

超えて︑関民の内生活︑私生活︑情緒生活即ち闘民の自由

し︑不砺な行篤をする者があれば法律的に取締をして来た

れもこれも︑圃家の総力を︑聖戦完遂目的に集結せしむる

言を要しないのである︒

のであって︑その事には少しも鐙りは厳い︒しかし過去に

過程に於ける必然的現象であることが︑画民一般に判って

力増強に重職結集せし油なければならぬことは︑敢へて賛

於ける園家の活動範園は︑﹄国民の外生活︑公生活︑法規生
活を中心としたものでおａで︑国家の行政指導と没交渉に

経済︑・外交︑倫理︑教育︑文化等各般の特殊部門に亘りて

園家の縄力を集結する篇めには︑先づ以て武力︑政治︑

来たのである︒

意の暢達阻止を憤る固民心理も起りかけたのであるが︑か

礎された剛民生活の自由な領域は非常に賑がつたのであ
る︒

支那事鍵が漸次進行し︑一昨年十二月八日大詔を拝する
に至って︑生ける主鯖としての園家の活動は︑著しく道義
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面極積の理倫涜鯉

済の場合でも︑その他の部門の場合でも同様であらねばな

勇武なる専門の砺人の播術領域であらねばならぬ如く︑経

機能の全効率を溌揮しなくてはならない︒武力戦は︑忠誠

他の部門では︑遂行し得遊い猫自な手段方法をもってする

最初の二つのものは︑明かに維癖部門に︑多くのつながり

ゐるぽどに︑決戦下圃民の合言葉になってゐる︒しかして

族力の根銚嬬養︶︑此の三つは︑市井の誰れでもが知って

講が生じて来る︒生藤力の擬充︑貯蓄の蛸躯︑強兵健民︵民

静務厚生教育との密接なつながりが要る︒経潜部門だけの

の砿充には︑人が大切である︒精祁力が大い役割を減ずる︒

課題として取扱ひ切れるものではない︒貯蓄の坤弧とても

を持ってゐるのである︒間より細かに分析す鯉ぱ︑生産力

で責務を果たしうる調和性︑もつと適切に云へぱ︑融合統

るまい︒しかしあらゆる部門の領域が︑緊密なる聯開を保

一性に富むことが︑総力戦の理想的構造であると信ずる︒

五大飛鮎産業や米姿甘藷馬齢薯等主要食綴の琳庫碓保が生

同然である︒しかし織鋼︑石炭︑純金届︑船舶︑飛行機の

れ故︑剛民が維槽の領域に於て画家の施策に垣に協力する

ら倫理とは︑仲間の道とか人と人との冊のすぢみちどか人
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ち付相互に交徹して︑必要とあればどの部門へも入り込ん

各部門がばらばらに孤立してゐるやうでは︑闘家細力の集

蓄増弧の同的であることを想ふ時︑純沸部門の綱力戦排造

康力の撚光の懸案であり︑剛債消化並に事業姿金洲途が貯

結は恩ひも寄らず︑特殊部門の機能の全的溌揮すら擬束な
剛家は圃民の純力戦龍制を繋備強化する狗効適切なる諸

いことである︒

か否かによって戦力増躯の飛躍的成否が決せられる︒しか

に於て占むる地位のいかに支配的であるか回判明する︒そ

とは︑全剛民の心からなる協力態度である︒Ｒ本圃家は︑

して︑経潜倫理の積極的孟大面が此の黙に存すると私は思

施策を練り資践を急いでゐるが︑何よりも一番大切なるこ
家族郷土民族を紐帯とする固民的茶樵の上に立つ︒活動主

もりｂ１﹄■ももＢ︐Ｕ︑︑

Ｕｂｂ︑ｂむ

倫理の﹁倫﹂とは︑なかま︑ともがら︑たぐひ︵類︶と解

ふのである︒

贈たる国家が︑いかに一生懸命に振舞っても︑幽民の協力
がなければ︑到底充分なる効果を奏し得ない︒これ剛家が
園家細力の集結顛現に常って︑一億剛民の徹底的協力を要

の守るべき道理とか︑さう云ふ風に一脈解癖されて然るべ

せられる︒﹁理﹂とは︑すぢ︑すぢみちと稗せられる︒だか

圃家の脳民に封する協力要請には︑理論として各部門の

きである︒事貰として斯くの如く個人叉は個人柵のことを

請してゐる所以である︒

まい︒しかし現貧とし雫ては︑自然に首肯せらるべ費一重黙要

間に急不急弧弱雑重の腰をつけるべき筋合のものではある

季

一

イ

面枇積の理倫済縄

中心として倫理皐が説かれて来た︒少しく進んだ考へ方と

得することが経済の直接目的とせられたのである︒個人が

飽く蛍で利潤を追求して︑幸禰な生活を管みうる財貨を獲

が多い︒私は倫却畢が︑人の守るべき道︑献曾に謝する人

ム・スミス式に剛常を引川して来れば説き方は巧妙である

財貨を雄得すればこれが横って固寓をなすに至ると︑アダ

しても︑個人調祇曾の開係を中心として読かれてゐるもの
間の道を取扱ふものであるとするととに寸分の異存を挟ま
ないが︑何故に︑もつと︑閲家を前面に押し出して来ない

利潤追求︑個人の慾望充足を是認する以上︑蛾烈な懲望

である︒

穂する人達の眼には︑心には︑日本悶家が︑法的主鎧との

蕪成の鰯めには︑他人の迷惑︑耽曾の描筈を州くを顧みず

が︑その理念は矢張り合理的利己主義の範剛駐州でないの

み見誤られた古い性格から一歩前進して︑生ける現迩活動

延いては剛家の意剛に反する不義不正をも敢行するに至る

のであらうか︒不思議でならない︒倫理畢者︑大畢教授と

主燈として鵬逃しつつある雄常しきいまの姿が︑白諜一の光

は常然である︒往年の繰癖人には︑斯う云ふ非馴家型の人

悶家の総力溌揮を至上命令とする決戦鎧制下の倫理なる

ナチス維漉畢者の．コットルは﹃経済とは欲求と調達との

が少なからずあった︒

の如くはっきり映じないのであらうか︒

ものは︑画家要諦に封する個人の協力乃至随順開係と云ふ
理とは︑経済上に於ける固家要諦に協力随順すべき根本精

る︒持続的調和と云ふ精祁を引き出して来て︑欲望達成途

る﹄︵﹃純祷の本質と根本柵念﹄の冒頭の言葉︶と言ってゐ

鮎に軍鮎を附するものでなくてはならぬ︒だから︑維漉倫
耐を取扱はなくてはならぬ︒例へぼ割常てら奴た閏債は欣

の見識が窺はれるが︑何故に維潜とは﹃個人愁求を剛家要

上に於ける意馬心猿的織烈さに歯止をかけたところに︑彼

持続的調和と云ふ精祁に於ての人間共同生活の構成であ

然引受ける︑自家保有量以︾外の生康米は全部供川する︑衣

諦乃至蝋家意志に祥鴎せしめつつ︑それの充足を脳ると云

料切符はあまして使ふと云ふが図く︑国家の維潜施策に協
れが総癖倫理の中心課題たるべきである︒

力的に行動する所謂経済活動の秩序を明かにすること︑是

は漸次雛逐せられ︑支那事鍵の進行過程に於て利益に専念

満洲事愛を契機として自山柔義的な誉利追求の経潜思想

ふ精祁﹄としなかったのであらうか︒

やうな︑慾望充足の鴬めに存在する︒斯う云ふ合理的利己

する﹁練癖人﹂の維駕となった︒そして公益優先を指標と

繰済は︑個人が︑例へぱ幸砺なる生活を管みたいと云ふ
主義の見解が長く行はれた︒従って此の種の見解の下では
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而枇積の理倫淡繰

する継演思想の擬頭を見︑﹁維潜人﹂は凡べて﹁圃家奉公

どの日本閲民︑大東亜共柴闇の指導者たる誇誇をもってゐ

前線勝兵の血戦力闘の話を聞けばぼろノ︑と涙を流すほ

い経済違反事項でなくて何であらう︒・

しかし人冊の利己心ほど狸いものはなく︑街利追求の概

るのであるか︒その原因動機としては一︑利潤追求の雷概

るほどの日本図民が︑なぜつ弐らぬ間などの経済遠反をす

△

人﹂としての心椛を持たねばならなくなったのである︒

念ぼど軌批なるものは少い︒経涜上の利己宇義が清揃され

てをらぬこと︑三︑誤虹る生活物餐尊重の柵念に囚はれて

念から岬脱し切らぬこと︑二︑決戦生活への切下げが川来

たかと間ふ群があれば︑否と答へるの外はない︒その礎陣
は︑あらゆる階暦の内部に粘着して機曾ある毎に臭素を渡

堕一ｂてゐること︑五・自分一人位は︑自分の一家位は︑と

ゐるとと︑四︑Ｒ本人特有の人情味をはき達へて人情悪に

散し︑漆仕維桝思潮の溌澗を塞止してゐるのである︒
所謂闇も物賓の枝流れも依然としてその跡を絶たない︒統制の

の個人主義に毒せられてゐるとと︑等︑恐らく十指を屈し
ても除りあるであらうが︑紬局間民各自の剛家要請に協力

眼化されるところに︑必ずや新らしい違反行鰐が随伴する︒供出
に課せられた正大な責務であるが︑各府脈共に︑百パーセントの

米を例にとる︒十七年産米の四千百繭石の供出は︑農民又は農村

随順せんとする心椛の出来てゐないことに荻凶するのであ

る事彼の水の如く蕨れども︑念悌の摩尼珠を投恥ば︑心の

﹃派腰雌珠と云ふ珠を︑濁れる水に投れぱ︑珠の肘力にて
其水滴く成るが如し口衆生の心は術に名利にそみて︑濁れ

法然上人は︑或る亦家の念沸往生如何の間に答へて云く

る︲

成績まで淵ぎっけるまでには︑生産農家が家族的に雁じて一定の
概準下に保有した決定量の内から︑祁餅糾合を供出米に振向けさ
せると云ふ郷理が行はれた︒生産農家から迩元配給の要求が起っ
た︒﹁とん鯨に保有米を出して了っては来月から食ふ米がなくな
って了います︑が間迩ぴなく配蒜して呉れますか︒﹂斯ら云ふ賀問
が町村長に向って放たれた︒町村常事者は︑還元純給の無意義を
承知しながらも︑又農林省常局の意岡に反することを知りつつも

め︑此障を除きて後︑念悌せよとには非ず︒只龍に念俳し

水自ら清く成て往生を得る事は念俳の力なり︒我心をしづ

立こそ念俳の嘩尼珠に比すべきものである︒︵完︶

て其罪をぱ減すべし﹄と．川本閲民の維潜概念を瀞化して
戦力蛸弧に賛するの道は︑輝嘩尼珠を使川するに限る︒し
かして悶家の雑祷的要請に封すあ閏民の協力随胴態皮の確

た︒

供出成績をよくするために﹁配給しませう・﹂と縛ふるの外なかっ

らぬに拘らず︑配給米の申込が績々と起った︒自家の生産米と配

そこで新らしい現象が超った︒食ふ米がすっかりなくなって居
給米ルーを混ぜて喰くる方がうまいと云ふのである︒これが新らし
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Ｏ人心惟危
這心雅織

割田鈴己庵

思へ︑如何に立派な祁勅を仰ぎ︑肇閏の理

行する時に始めて責現するとの仰である・

心惟危︑道心推微﹂と云ふ語を以て︑其の

得るかと危夢まざるを得ない︒古聖は﹃人

何時の世でも一国を左右するものの根本

蒙つては︑之を忘るることなく常に報いる

人間個人にしても︑人の厄介になり恩を

そして又古聖に随ひ遊義地に臆つと歎かざ

園の常時の人間職含を評して慨歎したので

は︑国民道義心興廃の如何にある︒興亡の

所なくてはならぬ︒然も恩人共の人の事あ

るを御ない︒

想があり︑祁助がある帝園だと言っても︑

歴史は伊達にはない︒心︑Ｌて味ふならば其

る日に逢ふや︑又となき御恩返しの好期到

我が肇圏の理念を明示し︑之を鵠得する園

の然か鴨非常時に貴現しやらとして居る風

所に千古の度理がある︒西洋ではよくロー

の奉公も︑悠久三千年︑皇室閏家の御恩恵

来と報いねばなるまい︒これと同じく︑闘民

捗一んとする或大な時であう亀今Ｈ程適の厚

民の貴賎垂範の指導によって其理想を黄現

あるが︑それを祐郷せしめるものが我が図

マの滅亡は一朝一夕にあらず︑人心の斌騒

によって租先以来吾々は今日あるを致して

ないことを︒

にありと云ふ︒我が園で酷騎る藤原氏︑平

居るので︑積り積って山海も比すべからざ

い筈である︒然るに我が世を認欲する者は

さと︑謎義心の謹揮藍骨身に感ずる時はな

園民が無罵にして自ら天壊と共にある課は

氏は久しからずとも言ふ︒否現に源よ︑誤

る其の高恩は︑努めても足らぬを恥ぢねば

現した儲か苗のやうな存在となるかは︑物

それ永久なるか︑勝悠久の世の瞬間俺に出

裁害一を受けむとして居るではないか︒誠に

吾々の眼前に滅亡の地獄行を急ぎ︑間隙の

あらう︒吾々一国同胞﹂家は勝手我侭な夫

然るに其の銃後閏民の多くの賞状は如何で

ない︒一線粥兵の悉くは正にそれである︒

を捧げん事を決意せねばならいは詔ふ迄も

家重大事を婿堕し紹謎になしと︑全身全力

んとする有様で︑悉く時局を利して欲望を

乗じて火事泥を働かむとし︑又空禦を狙は

て我意を蓋せんとする︒或宥はドサグサに

の腕持する金擢の武器を以て他人を排除し

道場とするなしとせない︒或者はそれぞれ

波に乗って慎しむことをせず︑我儀を果す

今日は世界に向って蔑古を貫く哲理たる

の人の心が危なかしくて見て居られない︒

はないであらうか︒吾々は今日同胞の多く

れる鐘を以て天下を﹁此の世尭ぱ我が世と

ならぬ︒然も其の思惑に報いるは今日の蹴

の多寡や︑力や園の大小ではなく︑よく閏

であり︑妻であり︑子であり︑兄弟である

人なく︑人を見たら泥棒と思へ︑仇敵と思

浦たす壮として居る．正に各脚我あって他

Ｑ

民が遁義を昂揚し其の置理に添っての行動

一心とよく治まるか︑こんな同胞で一家が

者が何と多くはあるまいか︒これで一家が

への有様で︑情愛に一般をして飢えしめて

をするか否かにある︒我が国が測刺に．天

よく興り︑睦み合ひ︑難局をよく切抜ける

地と共に柴えて窮りなかる琴へしと仰せられ

／

の時か揺ぐであらうとされた米英の如きが

ぞ恩ふ望月﹂と自ら証歌し︑其の地位何時

Ｏ人心惟危道心惟徴

L

しは︑其の道を明かにされ︑之を悉くが賞

一■ｆ■
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論時

〆

居る樫なきを得ない︒道徳的肺禽制裁等は
愚か︑法律さへ厳密に云へば行はれるとと
乏しく︑満々たる鰐探の術なき悪性流行病

むるものがある︒これが畏くも﹁忠誠勢

渦源の状態で︑なるに委せる行先を歎かし

／武﹂と信怖を辱くする同胞であり︑銃後を
負ふ鯨い頼むべき闘民であり︑ｌ血を分けた

一国一家の同胞親愛なる親子兄弟夫婦の仲

であるとは︒催るＬは外敵に非ず︑心中の

義の信念なを画民は︑そるｌ︑と心が暗に
なり︑遂に﹁今日は皆んなさらなんだ︑俺だ

けではない︑不正︑不親切せぬ者は厩鹿な
となるに至ったのである︒これでは一鴨幽

んだ﹂と怜剛考にならんとし︑遂に流行猫
家の興睦に一身花捧げて協力するの生活か
一身の暴利壷貧る馬めの戦時生活か州断に

素より吾々は政府の善虎をより望む鮎も

苦しむ︒

︑思ふに事裁に至るには複雑な事情はあ

て一層善虎すべきである︒又閏民も私利追

他迄も所断し︑至公至平︑慈愛を根本とし

きば改め︑信ずべきは信じ︑所断すべきは

多い︒館迄も上意下達︑下情上迩︑改む︒へ

る︒併し其の根本は純済界︑商業人の不道

時悪魔なりと憂へずに居られようか︒

徳より談して︑遂に流行化したことを思は

及の時代から俄に公祇優先の新時代に入っ

に出現するものではない︒自身先づ行って

上で是非善悪を望むなくしては何事も立汲

事者の批剃の前に先づ至誠協力して︑其の

平不瀧にも同情なきを得ない︒併し事は賞

ての摘みもあり︑諸事一新の不倫による不

ざるを得ない︒支那事睡以来﹁閥﹂Ｌ−云ふ

論語が出現し︑提灯と俗語化した︒明るい世
界に物はないが︑金の光りで照らせば暗黒
の世にはあるぴ商人の慨術は天勝以上なの

である︒店は半ば閑ぢ︑店員は減じへ十二
時間勢働は三四時間となりて︑然も事窪前

つつ他を言ふが如きは︑道義人の断じて馬

打破って︑薙幽本来の姿に迩元し︑再出謹

に常り︑藩主藩士たれぞれ藩職を返上した︒

せねばならぬ︒吾会の祁先は︑明治の維新

旭先以来の二本差を捨てて卿業もした︒一

身を捧げて一身一家を職みず剛事に奔走し

なく闇もなく︑網ては大群の脇め賞を職牲

た︒共所には利もなく我錐もなく︑勝手も

のみあったのであった︒それが矯め吾々は

より上の篇す所下之を行ふ所あらしむぺ

祁先の御蔭で今日の幸幅を受継ぎ︑闘家も
亦篤めに世界一等園否惟界捕導者の図たる
ことを得た︒吾々も亦此の事が出来ない筈
はない︒そして之をよく果すことに於て弐一
のより偉大なる大日本帝闘が識約されそれ
に膳はしい幸幅な子孫も招来さるるのであ
る︒此の認識こそ今日の剛民に娘も重大な
もので︑一私情に添ふるに此の立派な迩理
を併行させる愛践にのみ事の係るあるを弧
調せざるを得ない者である︒
何はさて今日の流行瓶の洲雛は︑徴局の
閲民を愛する鯛めの断行が一切の方面に必
要であり︑事裁に至っては胤毘にのみ徒手
待つべきではない︒と同時に先づ官の者は
悉くが脳民の純たるぺし︒かくて威と情に

し︒病は亜患たらしめずして之を救身︑へく
自畳は官︑民共々すべし︒かくて意と情の
併行せる大日本人たらしむるこそ正に緊要

人の上も言へる︒行はずして否不正を行ひ

中の緊要事と云ふぺを鰍︒︵完︶﹄

﹃より懐工合は何れもよいと云ふ︒名奇術師

重大時局である︒と同時に正に昭和維新で

争︑

す言へからざる所である︒何としても今日は
もあ一って︑蒋来の躯習︑誤りとずる所をば

でなければならぬ︒これは商人の罪か︑客
の罪かは烏の雌雄物であり︑鶏と卵の論理

季ひとしても︑兎も角一般が如何に憎まさ
れたことであらう︒此の風潮が進むと︑道

Ｉ

17−

℃

間に達せられたり︒

惑
ｊ

欣

ｑ９ｊ■■や

Ｅ

に封し聯合艦隊司令長行より左の通り感状を授典せられ右の旨上

別陸戦隊及び閲印作戦に参加せし第○○航空隊︑○○海軍航空隊

クーパン攻略に落下傘部隊として参加せし描須賀鎮守府隼○○特

︹海軍省公表︺︵昭利十七年九月十八日午後三時︶メナド並に

蕊去に付特に図葬を賜ふ旨仰出さる

正三位に叙せられ

元帥府に列せられ特に元帥の稲雛を賜ひ

大勤位功一級に叙せられ

の多年の偉功を嘉せられ

天皇陛下に於かせられては聯合艦隊司令長官海軍大滑山本五十六

︹情報局談表︺︵同五月一エ︲一日午後五時︶

りつつあり︒

後任には海軍大狩古賀雄一親補せられ既に聯合艦隊の指揮を執

般作職指導中敵と交戦飛行機上にて批烈なる戦死を遂げたり︒

聯合艦隊司令長官海飯大狩山本五十六は本年四月前線に於て全

︹大本誉謹表︺︵昭和十八年五月二十一日午後三時︶

事
舎第○○聯別陸戦隊

昭和十七年一月十一日帝幽海軍鼓初の落下傘部隊としてメナド

攻略職に参加し友軍航空部隊の協力の下に猛烈なる敵の防禦砲火

を冒し落下傘降一ｒを以てカヵス飛行場を張襲し寡兵蛭装克く頑敵

を撃破して祁速果敢に所在航空基地並附近要鮎を占領確保し以て

聯合礎隊司令長官山本五十六

にして其の武勤頚著なりと認む価て鼓に感状を授興す

航空部隊の進出を速ならしめたるは爾後の作職に寄典せる所至大

昭和十七年五月二十七日

感欣

○○海軍航空隊

第○○航・空隊

昭和十七年一月閑印攻略作戦を州蛤するや幾多の困難を克服し

て韮地を卿進しつつ或ひは果欺適切なる偵察下に遅慨敵航空兵力

を其の本操に衝きて一畢に之を撃砕し或は友箪攻略部隙又は攻略

要地の上空を掩護して来襲する敵機を迦壁撃破する等常に航空撃

滅職の主兵として勇戦敢闘し随所に敵航空兵力を蟻減したるは我

瓜和十七年五月二十七日

聯合砿隊司令長官山本五十六

が攻略作戦に寄輿する所至大にして其の武勲蜘著なりと認む価て
鼓に感状を授典す

感舷

第○○特別陸戦隊

横須賀鎮守府
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時
機須賀鋲守府

、

時

事

馬来方面陸軍航空部隊最高指揮官

るものにして偵察飛行隊空中勤務者の鋸鑑とすべく其の武功は抜

群なり価て盆に感状を授興す

昭和十七年二月二十日クーパン攻略戦に参加し友軍航空部隊の
協力の下に落下傘奇襲降下に成功し次で寡兵縄装克く優勢なる頑

昭和十七年Ｗ月二十一日

近要地を占領確保し以て航空部隊の進出を速ならしめたるは爾後

久米落下傘部隊

下するや突如飛行鮎方而より雑池する車輔部隊に遡遇し果敢之を

右は昭和十七年二月十四日パレンパン飛行場急襲部隊として降

陸軍主計曹長菊地喜代治

同．封馬周助

陸軍上等兵形野三郎

陸軍中尉・奥本寅
陸軍軍曹川原正雄

敵を牽制肇破して友軍部隊の同飛行場占領を容易ならしめ更に附

聯合艦隊司令長官山本五十六

の作戦に寄輿せる所至大にして其の武勲顛著なりと認む価て弦に
感欣を授興す
昭和十七年五月二十七日

に達せられたり

四輔に乗車せる敵約百五十名パレンパン市方向より北推し飛行湯

攻撃して武装解除中偶急に晦ぜんが焼鯉装甲車を先頭に自動貨車

に櫛捜し末れるを渡見し側じて機を失せず拳銃及手柵弾を以て之

を攻暖し敵兵下車するや死傷を意とせず敢然敵中に突入し遂に敵

る迄馬来及びスマトラを縦横無韮に測破し或は山下兵剛の作戦招

を遮断し其の企間を挫折せしめたるものにして本作戦奏功の因を

る攻躍結祁を謹揮し象兵克く積雌敢蝿敵の機先を制し飛行場噌援

右の行動は部隊主力の態勢未だ十分ならざる危機に方り織烈な

をして多数の兵器と死挫とを鐙蕊しこれを潰走せしめたり

導に喪し或ひは航空部隊の叩目として常に作戦計謹立案の総正確

は抜群なり価て鐘に感欣を授興す

馬し落下傘部隊職側の丘髄を談抑したるものと訓ふくく其の武功

昭和十七年四月十五日馬卒方面陸軍航空部隊堆高摘揮官

なる賓料を提供し特にシンガポール攻略並にパレンバン降下作戦
是中尉の卓越せる技価と蝿れて術止雲ざるの烈々たる気蝿にょ
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︹陸軍省霊表︺︵九月十九日午後四時︶開戦露頭より馬来︒ス
時マトラを邦破し空中捜索に於て抜群の武功を顕したる陸軍中尉佐
︑々木政治並にパレンパン落下傘部隊の戦闘に寡兵克く部隊主力の
危機を救ひたる陸軍中尉奥本賢以下五名に封しさきに同方面陸軍
航空部隊最高指揮官より感慌を授典せられしが︑今般畏くも上聞

事感状

柳本飛行部隊陸砺中尉佐々木政治
右は大東亜戦争開戦跨頭より常に積極果敢進んで難局に立ち︑

軍機挺身長隅敵中に入り能く悪犬候を克服して適時適確なる情報

朕

の基礎は中尉の撮影せし空中篤填に負ふ所頗る大なり

を独得し二月十日ジョホール州に於て批烈なる戦死を途ぐるに至

感

てぃ就に而上祁

紳献に就いて宝︶

村上辰午

このかみ

子榊である︒酒解紳は大山祇紳であるとの論もあるが︑そ

る︒大若子祁は理々杵尊ともいひ︑伊勢の庇遇の祁主だち

わたらひ

れはたしかでなく︑橘氏の祁榊であるといふ外は不明であ

の遠岨加夫良居命であるともいふが︑どちらもその典蝶は

いふの外は︑明かでない︒酒解祁を大山祁帥とする論では

︑とは知れない︒小若干帥︑滴解子紳いづれも橘氏の氏紳と

疑はしい・これも橘氏の氏脚であるといふの外︑詳しいと
︵氏族の祖神を祭る赫牡︼氏族の組祁を祭る脚耽は氏族

に足らない︒常壮は藤原不比等の妻︑螺犬養︑桶三千代が

酒解子紳をその御子木花開耶姫命であるといふが︑信ずる

の主が致仕して他に移住するか︑又は官職上仙に移住する
かの時は祁杜も共に移住したのである︒氏族にとっては之

初めて祭った所で︑その後三千代の女にして聖武天皇の皇

あがたいぬかひ

が氏祁であるが足利時代からは︑氏族に開係なく︑その土
地の紳牡の祭祁を氏祁といひ︑その榊肺下の人糞を氏子と

后なる藤原安宿綾︑同じく三千代の女にして藤原武智肺員／

であるが︑責際此の跡は藤原氏に開係はない︒開係のない肺︑

である︒これらの祁献の祭祁は天兇屋根命を氏祁としたの

匠吉田町吉田祁斌は︑いづれも藤原氏の岨祁を祭ったもの

森日祁献︑京都府乙訓郡大原野村大原野紳吐︑京都市上京

常の紳職が責任を有して奉仕して居ったならば︑この様な

らぬ︒年代が古いからといふ人もあるがたとひ古くとも代

の罪であるが︑禰職もまた無責任で︑罪ありといはねばな

で︑営耐もそれがあらうと恩はれる︒いふまでもなく僻侶

結果︑僧侶によって祭紳が不明となったのが少くないの

橘嘉智子によって今の地に移されたのである

地を鱒じたが仁明天皇の御杜にして︑嵯峨天皇の皇后なる

の妻となった牟漏女王の祭った耐である．後屡麦飯座の

む巧のひあみこ

やすかひめ

いふに至った︒正しい意味に於ける氏祁氏子は︑氏族の旭
ぶちをか

祁と氏族の人為とをいふのである．

を職いて禰祁として祭ったのである︒しかし現今では︑さ

滅茶／︑になる筈がない︒今は昔とは遠ふだらうけれど︑

祁俳混清の

ういふととに開係なく︑或は官幣大赦︵枚岡︑森日︶或は

大阪府中河内郡枚岡村出雲井枚岡祁牡︑奈良市赤日野町

官幣中杜︵大原野︑吉田︶である上は︑図民は団家の肺と

とを私はよく知ってゐる・紳官︑神職の大改良藍要する時

宮司であって耐に奉仕するよりも猶遊に夢中なのがゐるこ
ざかとけのかみおぼわくこのかみをわかこのかみさかとけの

して崇敬せ鯉ぱ蔵らぬ︒京都府葛野郡梅津村西梅津官幣中
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ノ

祇梅宮紳祇の祭祁は酒解祁︑大若干刺︑小砦子祁︑洞解

ノ

郎

である︒時局と共に大いに改むぺきだ︒ある︒叉孝元天皇第一皇一十にしてへ︑開化天皇の皇兄である

いま音のか浮くどのかみふるあきりかみ

利︐心刀かみあゐのひわしのみこと

京都官幣大献平野榊壮の祭祁は今木祁︑久度肺︐古開祁大彦命であるといふ説もある︒
比洋榊である︒今木祁はもとは大和剛田村に祭ったのであ徳島市忌部祁の祭神は阿波の忌部氏の剛天円鷲命であ
るが︑桓武天皇の平安奨都と共に今の地に遷し祭ったといる︒此の刺︑天照皇大紳が天石窟に隠れ給ひし時天太王命

をゆのかみ

ふ︒今木榊仏就いて諸説ある︒或は日本武尊にして源氏のに従ひて︑穀︑木棉を殖ゑて白和幣をつくり︑大いに祁功を
や寵とのふ駅と

氏紳なりといひ︑或は桓武天皇の御母高野新笠の御生家高立て給ふうた︒故に後世その功をた上へて麻殖刺といふ︒

野朝臣？即ち和史の耐であるといふ︒久度紳に就いて肺武天皇橿原窟にまします時︑太王命の青孫天富命寸日鷲
︑も︑或は仲哀天皇にして平氏婆氏帥なりといひ︑或は桓武命の子孫を率ゐて肥焼の地を求めて︑阿波閏に来り︑子孫

天皇の外州母家大枝朝臣の姐祁であるといふ③古開耐に就世︒大いにその地に播延して忌部となった︒肺殖郡の名も之に

飴﹃けいばたつのみこと

いては︑或は仁徳天皇にして高階氏の氏肺なりといひ︑或よる︒
ば久度祁と共に大枝氏の剛紳であるといふ︒比洋刺に就い熊本脈阿蘇郡宮地町阿蘇岬祇祭川は祁武天皇第二皇子祁

ては︑或は天照大祁にして大江氏の氏祁なりといふも︑古八井耳命の御一十健磐龍命で︑阿蘇闘造の氏祁である︒

開紳を大枝氏の岨祁とする論では︑比洋榊は古開榊の配遇その外氏族の紺榊を祭った川献はその数が多い︒
の女榊であるといふ︒不明登掩で頗る遺憾であゑ常耽鋲︻皇室守護の肺を祭る祁牡︺大祁祁献︑出雲大献の祭祁

座地はもとは京都府葛野郡衣笠村字北鳳小山といったが︑今は皇崇守誰の肺とされてゐる︒大祁祁牡の起原に淵する次
は京都市上京応平野宮本町である９祭祁は不明であるが杜一鋪が篭だ趣味がある︒太古大圃主命は少壱名川と共に図士
殿は不明でない︒アハハハ・献殿は大きなものではないがを経賛し給ふたが︑程なく少這名刺は幣世の図へ渡り給ふ
接木を巧みに締め合せ︑建築家の穣範とするもので︑寛永た︒大圃主祁は非常に愛へて︑自分一人では経管は受束な
あへくに

年間の建造である︒：いといはれた︒するとその時︑海を照して来る肺があって
あぺわおみ

二一重隅阿山郡府中村一ノ宮銅座敢闘刺牡の祭榊を敢閲津﹁我を倭の青堀一山に霜営祁るならば︑共に事を篇すであら

柳といひ︑阿閉臣の祁紳であって︑大彦命の御子彦背立大う︒さうでなくては経管は困難であらう﹂といばれた︒大
稚興命︑なりといふが伊焚風土記︑鰯名所記には少憲名命と閣主岬が．﹁如何なる刺︽て﹂と伺はれると︑﹁我は汝の幸魂
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,

てい'就に、二

て い 就 に 征 祁

奇魂であ今ごと答へられた︒そごで苛垣川に宮を造︿−て祭

った︒これが大祁川献の起原であるといふ︒即ち大岡主榊
が
自己の和魂錘青銅一山に祭り給ふたのである︒青垣川は
みむろ
三諸山とも三輪山ともいふ︒祭紳に開する此の記事に就い
て︑古来畢者が種々の論を篇して︑古典のあやまりである
としたが︑私はあやまりとは恩はない︒紳話である︑偉読
であるとしてしまへぱ︑それまでのことであるが︑心理貰
験の上からいふならば︑合理的である︒之は誌上説明する
ことは出来ない心理資験を見せる︑見るで茂くてはならぬ
私は伊勢祁栴皇畢館に於て此の心理賛臓を行って︑人堂を
して首肯させた︒

︻国土守護の紳達祭る神牡︼風土守護の刺を祭る祁耽は
大阪市東厩生署町銀応生剛魂川祉︵大八洲の蕊︶︑長野螺小
郡朝和村新泉銀座大和祁献︵閏土釜慨の守謹祁︶︑京都市賀

牒郡東願田村下ノ郷銀座生島足烏祁耽︵同上︶︑奈良蝶山逃
茂別雷祁牡賀茂御加祁杜︵王城の守護耐︶︑名古屋市熱田神
宮︵東海の鋲守︶︑禰岡際宗像郡大鳥村円島村鋲座宗像榊牡
︵西海遥要の守護︶︑耐岡撫維斥郡箱崎町銀座宮崎宮︵同上︶

禰岡牒糟屋郡香稚村香稚銀座香稚宮︵同上︶︑門司市和布刈
祁牡︵同上︶︑禰井螺敦賀索比祁宮︵北海の守護︶︑札幌榊献
︵同上︶︑樺太祁壮︵同上︶︑壷繊祁献︵南海の守護︶︑沖細螺

波上官︵同上︶︑山形螺湯殿山榊耽︵山獄の守護︶︑静岡聯涛

齢かり

間祁耐︵同ｋ︶︑及びその他である︒

︻和布刈祁牡の祁事︼和布刈祁杜は牌献で︑祭榊は比費

大祁︵天照皇大祁︶︑蒼穂盈川見命︑撫蝿草蕊不︿掴命．豊玉

比費命︵海神の御女で彦穂套川見命の御后にして︑鵬蝿草
葺不合命の御母︶︑安曇磯良祁で︑安曇磯良祁は航海その

他海のことを司る肺とされてゐる︒明治三十二年に千七百

年祭を執行した︒謡曲の和布刈は常杜の事かどうかは知ら

ないが︑陰暦千二月大晦日の反夜に和布刈の祁事がある・

祁職が直ぐ下の大荒海に川ると︑海水が退いて道が出来︑

２

海中の和布を刈って蹄ると︑そのあとからだん／〜と海水一
が来るといひ像へられてゐる︒資際さういふととが有ると２

祁錨神部吋智恥帥弛郵峨睦娠塞や趨鋤娃岬獅嘩地誌味海堤一

仁に過れば弱くなる

伊達政宗座右銘

直ぐ下が荒海である鴬に榊交しい感が躯くなる︒

ＦＬ

渡に過れば詔となる

義に過れば固く成る

智に過れば嘘をつく

信に過れば損をする

／

【0

﹁そのつもりで先き程主計長が金庫の虚置を聞きに来ましたか

ら︑その侭にして置けと命じました﹂・

の心境に徹せざるの故である︒之は必ずしも雨将軍とのみ

い様に謹む人があったら大なる誤りだ︒死生を超脱した人

超脱
﹁超脱是人豪﹂といふ詩があるが︑人豪でなくても超脱が

限られるものではない︑いやしくも死生を超越し一切の煩

｜これは死を寸前に控へての雨勝の曾話である︑何でもな

﹁さらさう︑あの世でも渡錨が要るからな﹂

必要である︑超脱すれば自然人豪になる課ではあるが︑今

悩を離脱すれば淡糞として水の如く︑極めて気楽になれる

河東田敦美

人達では到底指導が出来ない︒融通無凝の人格者でないと

日の時代は小さな事に頭を突き込んで動きのとれない様な

ものと恩はれる︒

市町村の自治にしろ︑部落︑町内曾にしろ︑隣保班にしろ︑或

近くは筆者は二十六歳になる一子を失った維険に徴しても間連
ひないと信ずる︒亡兇は昨年十一月肺炎から嫡勢悪化して本年三
月十一日に不蹄となったが︑死の直前︑即ち九日︑十日の二日間
は甑る即らかで病苦を忘れたかの様に愉快に談笑し合った︑親と
しては堪へがたい記臆となったが︑死の寸前まで談笑してゐた︒
幼ない時の思出や︑軍隊生活の事︑畢生時代の珍談まで夜を徹し
て語り綴けたのであったが︑少し貼死を思はせる陰惨な気分はな
かった︒それは死を自麗した後のことである︒負ふた子に教へら
れるといふが︑私は死の意義を始めて知った様に思子篭

超脱は死に行く老に必要なばかりでなく︑これから生き

て行かんとするものに更に必要である︒寸前の死遂艶悟し

か︒そして如何なる難局も談笑の間に突破しやうではない

た時と同じ心になって一切の愁望から離脱しやうではない

か︑赫焔に包まれ︑波涛に洗はれながら狐莞爾として部下
ならない︒︵完︶

の課に答へた雨勝の姿を恩ひ浮べて我等は大悟しなければ

2B一

大衆を率ゐる力がない・

は勿論のこと一部少数の利害に依って動かされる様な小人であっ

は畢校︑愈吐︑工場等の職場にしろ︑指導者は個人的は私利私慾
てはなら起い︒庭に闘家の運命を負って︑至誠奉公の締祁に燃え
ての利害から離脱しなければならい︒これは併し乍ら容易なこと

なければならぬ︒それには先づ以って一切の傾憎を超越し︑す響へ

ではない︒

去る二十六日大本管から溌表された山口中将と加来少勝
の泰然自若︑死生の間にあって一蒜乱れざる態度︑其の言
行は︑流石に帝闘軍人の貌鑑であると思った︒中でも一同
に退避を命じ︑恢艦に部下の移乗するのを見︑山口司令官
﹁いい月だな︑艦長﹂

と加来艦長は祈りからの月を眺めていった︒

亘一人奉輝兄を賞で乍ら語るか︐一

﹁月齢は二十一ですな﹂

、

超
晩

一

×

事の大小はあれど今日閣民の園法を素す
闇行鳥等々益々多し！とれが園の興騒をか

錨湯業者の一部に互に休業日を同業者に

Ｘ

！恥づべを大東亜指導者！

園の御恩に報いるの時やある！申課なき民

机けての非常時園民生活とあっては！何時お

の

協力して助け合ひ︑人手を援け板間稼ぎを
監観し︑釜場を守り客へ満足をと出電Ｉと
何事も今や誠意だ！協力だ！工夫だ！

塵れが創意だ工夫だ！非常時下の心構へだ！

そ今日の勝抜く園民の態度！心の隅々にま

ず！浦身の力と細心の注意に日を遜るこ

×

はふ！協力し合はふ！よう同胞諸荊︒

で油断は禁物！お互に省みよう！剛まし合

は翠げて﹁人情の沙法も金ばかり﹂といふ

×

風景！からなつては警句位では這附くまい
．●７０■

祁聖な教育で噛金故には内申書も釜甲に

見︑耳で聞く世の賞際がそれ以上に︑物を

言ふ言も言はるる言も尤もながら︑目で・

言ふぞょ︑先づ正すべきは日常の資際生活

さへなるなど蔭口叩く奴もある！さては手
品師程の奇術を心得る商人のことだ！無い

×

何事も協力ながら無理なきやう１無理が

あ２Ｌも協力を惜しまぬやら！互に雨者は

温い心で握手が大切な今日！

４

群戒警報は一億国民の心への蕃報だ！モ２
ンベや巻脚紳さへすればそれで御用済みで一

×

■一

品物が時に金で現はれる位は不思議はない
かな！
ｘ

東京だけでも幽顛人口三十七蔦！全園で
はどれ程かしれぬ！これまで正盤の人間と
思って頼みにしたのに粘尾花であったとは
よくよく化された！昭和の渡遜綱︑頼光は
Ｘ

居らぬか︒よろしく退満を頬む！

はない！盛り場歩きやバーの行列氏に敢て

東繰首相マーーラに一飛び︑我が虞意を博

へてよき東亜の家族たれと膝突き合せて語

申す！︒

超非常時下の制度は出来たが︑さて心は

×

る！陣頭指揮の首相の範！心あらば比鳥人
も騨か註！

︒×

園の民が︑同胞の一人が︑自分さへよけ

ｅヤン寿１︑︑

まだバラノ︲︑の顔がある！悌を作って魂を

×

何とかやらればと四苦八苦の洋鬼！ヤシ
︑︑︑

ても今日の決意だ！

海軍記念日を迎ふ！彼の．決意は何年経っ

×

の目的は責現せぬ！

入れるのはこれから！これが出来ねば一切

たぞ？．

弐一りながら小敵を侮らず︑大敵とて恐れ

Ｘ

アッッ烏へコソ泥上陳！容蒸も力も見え

︑︑︑

トコサやった仕事は北海逝の野原へ一斑と

﹂ればの競走で︑不親切︑勝手︑擢力︑金力
不人情の謙刀？を抜き合ふか！へ絃一宇の

苧世にこんな飢暴な主入︑女房︑子供の寄り
合ひではたまらないワイ！
×

昔も﹁地獄の沙汰も金次第﹂とあるから
悪い坊主なども多少はあったらしいが︑今

汐

抄筆適生先翁油

ｊ
一一一

とはいかなる意にて名づけたるか詳な

共にも皆倭人又は倭とのみいへり︒倭

篤異百除鯛｜とある是なり︒此後の書籍

漢書の地理志に︑楽浪海中有二倭人↓分

なり︒〃

り川ゐ慣れて︑人も能く知経たるが故

字をかける所には注はなし︒是古くよ

紀に︑円本此云二耶麻騰一と注して︑倭

けち所を倭とかける所とありて︑祁代

けり︒此和字に改めたる時代を考ふる

叉畿内の大倭国尭後には大和園とか

ヤマト

らず︑日本の奮説には︑此圃之人︑昔
到二彼圃﹃唐人問云︑汝閏之名稀如何︑

は︑此誤を僻へて︑しかのみ心得たる

名なろを︑唐書等には談りて日本の醤
の大漉の如く書せり︒其後の書どもに

也とあれば︑日本の内の南方の一団の

後漢書に始めて見えて︑倭剛之極南界

き説なり︒其故は倭奴園といふ名は︑

用ゐたるなりｏかくて寓葉集巻十九に

乙巳は二日なりっ是此時までは倭字を

位上藤原朝臣永手一馬二大倭守一とあり︑

川ゐたり︒今年十一月乙巳︑以二桝四

たるならん︒今紀を按ずろに︑孝諏天

紀に此事を載せざるは︑史宵之を失し

とあり︒其誰是に似る︒今本の績日本

ワダクニ

自指二東方一答日︑和奴悶耶云奄和奴

抄に︑天平勝費改二畿内大倭刷大和閥一

に︑南部正迩が祁代籍口決及び拾芥

といふ柵は︑畿内︑なる大和一園の名な

天平勝賓四年十一月二十五日︑新嘗曾

ｒｌ

猫し言し我也︑自レ其謂二之和奴幽一也と︑

ろを︑榊武天皇此凹に都し給ひしよ

るものにて︑間より取るに足らず︑此

を︑上の欝読は此謬博に擦りて設けた

難宴雁レ詔歌を誠て︑右一首大和闘守

ワカ

蝶日本紀元糞集等にあれども︑信じ難

り︑御代為登の京も︑皆此園内に在り

も足らねば皆略けり︒﹁ヤマト﹂といふ

他種堂の誤あれども︑今殊に緋ずるに

る同人なろを︑此には和とあり︑之に

藤原永手朝臣とあり︒これ上に出した

Ｏ倭の字和の字

し故に︑自ら本邦の大流とはなりしな
．ニギハャ
リ︒一関の﹁ヤマト﹂の名は︑迩蕊速

に︑此倭字を填て用ゐたることは︑最

上︐Ｊ

︑ソラミッヤマトノクニ

擦るに︑十一月三日より二十四日まで

皇天平勝雷四年までは︑皆倭字をのみ

日命の時の古語に虚案見倭園といへ

も古きことに見えて︑古事記にも︑皆

木村氏の日本剛競孜に日く﹁ヤマト﹂

れば︑祁代よりの稲にて拡古し︒此の

(競園の本日）

吐字を書き︑日本書紀には︑日本と書

（
四
）

﹁ヤマト﹂といふに︑古来倭字を用ゐる

抄筆撞

は原と支那人の名けたる者にして︑前
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泊

生先翁

/

b

字をのみかかれたり︒か上れば天平勝

に︑始めて大和園とありて︑其後は和

ふるに︑︑天平費宇二年二月巳己の勅

の間に改めたるなり︒又績日本紀を考

なり︒古へ和通附を見るべし︒これ等

平勝奮の改競以前に在て和を州ゐたる

及十二月紀に大和函とかけり︒是皆天

養老五年八月紀に大和画守︑同十月

に至て︑始めて大和宿禰とかけり︒姓

催にも猫倭字を川ゐ︑同年十二月の係

りしと見えて︑天平賓宇元年六月の

り︒但し姓の犬倭宿禰は︑未だ改めざ

賓四年十一月に改めたること明かな

歌奏とある是なり︒叉深江輔仁の本草

五年五月の詔に︑夫諸王卿等宜下賦二和

葉集巻七の題書に詠二和琴﹃︑天平勝賛

るは︑養老五年正月の紀に和琴師︑高

ことにはあらず︑其大瀧を和ともかけ

の大和一団のことにて︑本邦の大続の

り︑従ふくからず︒但Ｌ以上は皆畿内

を皆後人の誤篤なりといへる論は非な

ずと雌も︑古くより倭和通じ用ゐたる

和字に改めたるは何の故なるを知ら

字を用ゐしなり︒

字並に皆和とかけり︒蓋大擁亦或は和

和名︑源順の和名類衆抄書中和名の二

ぎ

ること五年なり︒

の文字鍵蝿改むぺき勅は︑本年に至り
てありしなり︒其制︑固名より後れた

ととあろを︑和字の方︑倭よりは好字

千千都久和比費命︵日本書紀には千画

く通じたるは古事記の崇祁天皇巻に︑

字面︑倭より好きを以て天平勝賓の比

し和倭へ通用したりと云へども︑和の

其言ふ所極めて穏富なるに似たり︒蓋

以上は皆木村氏の説なり︑引用精詳

倭姫命とあり︶同天皇六年紀に︑和大

改めて和の字に定めたりと言ふは︑恐

なるを以て︑遂に改めたるなるべし︒古

画魂祁とあり︑門令に凡畿内置二官田﹃

らくは事蜜に於て誤なきことなるく

ヂヂックヤマトヒメノチチツク

大和擬津各拙町︑寓葉集巻一︑｜慶雲三

しＰ

フニ︑タマノ

ヤマトシオホホ１

山梨蛎含員若貞林雄

一瞳山口︑加氷雨堤督

る最期は︒

魂極る生死を超えてひた募るに翠ちてし止
まんの意気に燃えける︒
武士道の結華の中の精華かも雨提督の倖な

聴きけむ・

訣別の訓示厳たり幾百の部下は涙を呑みて

﹃早く行け︑早く去れ﹄てふ提督の藻たる一
喝ただに尊き︒

と襟正し立つ・

いささかも軍紀みだれずおのがじし部署を
死守してたじろきもせずｃ
しかすがに粛々として御虞影を奉遷参らす

下ろされにけりｃ

今ははやこれまでなりと軍艦旗月の夜空を

幅ふる・

縦械に閃く火焔の甲板に海も裂けよと寓歳

一手に︒

中婚は戦闘帽を今生の形見と賜ぴぬ参謀の

りさけ見にけめ︒

天心に澄める今宵の月明を今しみじみと振

語り合ひ居り︒

刻々に迫るさだめも知らぬ気に淡淡として

て去りがての駆逐艦︒

子の親を蕊ふに似たり沈みゆく艦をめぐり

けき御利かも・

炎々と燃ゆ乙焔に自若たる二鵜は既にさや

に還らず︒

月落ちし洋に深くも忠魂の榊鎮まりて永劫

にかではし︒

かにかくに一死貫く殉忠の古武士の傭ひた

−251

寸

年九月︑志貴︑皇子作歌に和之所念︑

ヤ↓︑トヒメノヤマトオホ

抄筆遣生先翁泊

、

集醗美後銃線戦

戦線銃後美談集的
Ｏ天晴れ軍国の妻
杖とも柱とも世にたのむ夫詮︑尊く

また前進する加納部除の勇士達に混
り︑同僚の制止もきかず︑敵弾柵近に
突撃した片岡上等兵は︑胸に数弾を受
けて血達磨となりながら︑猫も突進数
間︑途に前額部に貨通銃創を負ひ︑

天皇陛下寓歳を叫び経らず名巻の戦死

ながら︑今は立派に更生した晴れ／︑

しくも勇ましい﹁奮闘の歴史﹂と繰返し

さへ知らぬ一子幸雄さんを抱いて︑一

める勇市兵術さんと常時三歳で父の顔

かくして取礎さ伽た英子さんは︑病

を遂げたのである○

しい姿で︑巡り乗った五年目の七・七

時は全く途方に暮れたのである︒夫戦

○

東京府曾員岸田三治

決戦磯制下にある日本弘道曾員として日

夜其の職域に柳かの塀怠ある︒へからざる事

は︑今更申すまでもない事ながら︑毎月十

って随唱しつつある日本弘道含要領が︑唯

八日の常曾の度毎に︑演江主事の先唱によ

恒例の口頭岬に了ってはならぬといふ事に

ついて︑私の身は繕何時も顧みらるるのであ

それは途先頃︑私の世話で悌印○○○○

ス︾︒

の造船所へ渡航する造船工や機械工に︑峻

別の酢を呈した︒其の時に私は日本弘道曾

要領甲溌隼一章を簸析して以て渡航後の心

ついては私が全責任を負うて保誇してやる

得方を説き︑後に残してゆく家族の生活に

ことを蕪ふと共に︑家を忘れ身を忘れて︑

ることが︑とりもなをさず忠孝双つながら

【ヨ

､

今日此の国家が要請する造船報園に専念す
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曾
￨

完うする所以なることを諺々Ｌ︐一議したこと

であった︒

､

も君函の御術に捧げてはや五星霜︑悲

の妻﹂一家がある︒

してくれたらと︑はかない希望をつな

記念日を殊の外感慨深く迎へた﹁軍園
片岡英子さんは︑親子三代に亘って

いでゐたけれども︑今はハッキリ﹁馨

死と聞く蚕では︑それでも無事に凱旋

東京市京橋歴新川町一の六に洗張店を

うしたらよいか︑英子さんはあれから

れの妻﹂と決った以上︑今後は一慨ど
五年間の苦闘︑それは常人ならでは虞

に一人の男児さへ畢げて何不足なく暮
してゐたが︑五年前の七月七日薦溝構

管んでゐた︒夫の藤次郎上等兵との間

の戦闘に火蓋を切った支那事鍵で︑八

それに商寅の方もこの先どうやって行

﹁父の顔を知らぬ幸雄が不側でならず

を護るうち︑間もなく同十月十一︑呉

かうかと迷った︒併し私ひとりではな

に知り得るものでない︒英子さんが︑

秘総攻撃に参加︑曹宅のクリーク渡河

い︑と恩ひ直して起ち上った︒何度も

月下旬勇躍お召しに雁じた夫君の留守

戦で︑降り注ぐ敵弾の下を楓爽と前進

一

築談鈎後銑嘩戦

と決心したが︑夫の罵巨と幸雄をヂッ

管業を閉ぢて何麗かへ仕事口を深さう

気︑この努力︑賃に感ずべき軍固勇士
の妻である︒大和撫子はかくして世界

管業を立派に鵜承してゐると︒その意

Ｏ皇軍ならではの識友愛

と見てゐると︑・夫で三代目の管業を私

めた堂一つの道はこの管業を綾けるこ

○○部隊がオリオンから半島を横

に誇るべきものであらう︒

とだと固く心に誓った﹂との感慨は属

断︑西岸からパタアン山麓の要塞攻撃

が没したのでば申諜がない︑お閏のた

に鑑者をシミト︑とさせずには置かな
い︒

の敵に包園され︑血路を開くため中村

を開始したときのこと︑不運にも多数

・薪らした事はかくして随時随虚に責践さ
｜蝿鋸睡峠韮峰錘詮錘魂牽鋤鑑銅睡唾琴誇確

も幸に御共鴫下さるならば︑何卒直ちに資

道する心算であるが︑倉員諸君に於かれて

かうした事は其の人の心掛け次隼で︑極

行して頂きたいものと思ふ・

めてやさしく直ちに行ふことが出来るもの

であって︑先醜も所用あって上総一ノ宮へ

公三少尉等の決死隊が選ばれて︑各方

を待つ人達が︑三四十分もの時をさも退朋

旅車を待って居ると︑私と同じく談車の時

とは言ふものの︑か弱い女の手一つ
である︒それに市兵補さんが昨年七月

る隙もなく︑友軍の架設した電話線を

面を偵察してみたが︑全く蟻の這ひ出

私は共の次の汽車で勝浦．へ飾るべく︑暁で

病死する等幾度か絶望のどん底へ叩き

参り︑千葉市へ蹄る友人を騨まで見送りｐ

込まれたが︑もうかうなつては背水の

抜き︑幸雄ちやんも今赤から明砿閣民

をも自分が働くべく身を粉にして働き

の高地から城謹を畢げて敵が襲撃して

間︑日が最早暮れかけた︒すると左方

右に進み左に樽じ難行しつつ十鮭時

事により︑日夜幾千幾蔑の人に指針を奥へ

出して︑随時随所に曾員の総力を謹揮する

りも︑日本弘這含自らが貴賎運動に街頭進

賛嘗あたりの文化運動を兎や角批評するよ

功果を蕊げ得るのではあるまいか︒大政翼

民としての自墨を徹底せしむる上に非常な

宣博したならば︐時局認識を深め︑日本画

意して︑弘道曾要領の一節をでも敷析して

こんな場合に簡単なリーフレットでも用

さうに待って居る様を凝見しては︑︒如何に

畢校ヘョイコとして入畢︑清水隣組長

来た︒﹃アシ﹄といふ間に周閲を包まれ

辿ってゐるうち︑途中で切断されて居

さんなども︑全く感心なんですよ﹂と

てしまった︒しかし釣迄戦ひ抜いて血

陣を布いてと︑それまで使ってゐた女

ほめて居るぼど︑英子さんは今は全く

路を開かうと︑︐一同丸匙を揮って陣地

も勿艦ないやうに痛感した事であった︒

羅済的にも精紳的にも更生し︑すがす

を構築したが︑敵の猛射はいよ／︑激

り︑道がわからなくなって了った︒

がしい素持に溢れ︑賓父鈴木市之助さ

しく︑見る間に前面の竹薮が折れてゆ

中さんを飯需工場へ稗向させ︑その分

ん︑叔母のカツさんの雁媛で︑勇士の
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／

集談芙後雌線職

し来つた一人の手摺洲で先づ調倉勇一

午前七時半に茂った︑側面から肉薄

戦死をとげてしまった︒⁝⁝お上︑こ

州はその勇士の胸板を貫き︑肌烈なる

を飲ましてゐると︑再び飛び衆つた一

主ず︑左手に水筒を有って這ひ寄り水

等兵が足部負傷︑続いて一人叉一人と

の戦友愛︑身を捨て戦友に最後の水を

端︑左足に敵卵をうけたが少しもひる

倒れてゆく︒この時である中村少尉は

典へた崇高友姿へこれは一瞬の川来事

く︒決死の斥候等はしかし伽まで勇敢

一人の負傷兵のところへ駈けよったか

であったが︑相次ぐ三つの批烈果敢な

思想を啓蒙楕導し一ｆ﹂日本錆祁昂揚に貢献す
る所大なりと信ずる︒

きたいものである︒

此の事は唯単に一曾員としての私の提唱
と讃み流されないで︑是非寅行に移して戴

○茨城晦愈員餅藤一正

︑︑︑Ｏ︑︑
三度食ふ飯さへ時にコハくヤハラヵし

だ︒小事なりとも中々まＬにならぬもの！
されば自身指導し工夫し蜜賎してよく事を

なさんとせねば︑単なる口の上の説明や物
言ひは何にも事を向上させはしない︒今日
陣頭指揮が叫ばれるが︑単なる口の士命令

の士のみ多くて挺排笈践垂範が足らぬ祇鮎
を改むるが潟めに誠に結栂である︒官も民
も人の上に立ち︑人を使ひ人を導くものは︑

よろしく自ら工夫鵠験しつつ先に立って貴
賎協力を望むべきである︒かくすることに

よって事の総ては進歩向上もするし︑上の
者は下を愛する念が湧き︑下のものは感激
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に膳戦したのであった︒

と恩ふと︑其の貴傷兵の銃をとるが早

行動は︑全く脚の姿として︑他の勇士
等の目に映った︒期せずして砿壕を飛
び川した全員は︑まるで火の玉のやう

いか︑狂ったやうに雁射しはじめた︒

その激しい攻盤怖祁にうたれた一同
は︑なぼも必死の雁戦を縦けた︒和順

路を開き︑漸く翌抑暁○○本部に連絡

になって敵陣に躍り込み︑激戦数分血

け︑下顎ががくりと垂れてしまった︒

することに成功したのであった︒誰か

一雄上等兵も右頬から顎に一郷をう
ところがどうだ︒顔一面血まみれとな

らう︒武勇に優れたものは︑又斯の如
き楠に於ても亦篤きものがなくてはな

此の戦友愛を聞いて泣かないものがあ

通ふやうに瀧下三郎一等典だ︒﹃アシ﹄

らない︒皇軍の此の武勇︑此の戦友愛︑

るもので︑責に今日の先恥をなしたもの・
今日こそ愈々我等の使命は重大なるを墨ゆ

てゆくではないか︒﹃アシ﹄その後を
その瞬間左肩一に一卵遂受けて倒れて了

世界指導者円本魂の華として︑其の崇
高を仰げ︑寓仕に養って像へよ！此の

りながら︑銃剣シッカと握って突撃し

った︒弾雨の中に﹁水を／︑﹂といふ

佳話︑唯糞感激なきを得ない︒︑

の中に協力一機となって行く︒成果はこ上
にのみ見らるるであらう︒我が遊徳剛磯の
如きは︑何れも各自笈礎︑費行を目的とす

のときだった︒壕に居た一勇士︑﹁よ

悲痛な叩き︑瀧下一等兵であらう︒そ

範を︒

る・︸先駆者はそれらしく愈々範を示さねば
ならぬ︒一致協力教化の陣頭指導︑貴賎垂

しやるぞ﹂と叫んで壕を躍り出した途

画

、

僻略首一人百園愛

愛園百人一首略解
記

︵その三︶

者

するの決意を表現して居る︶

曾布の作奄︑言外には自分は大命を奉じた以上身命を賭して奉公

なく︑勇蹄感激して出城する自分であるとの意︒︵栃木の防人典

浴した以上︑今日よりは父母も妻子も悉くを心残りに顧みること

︵略解︶畏くも卑しい身を以て大訂の御栃と選ばれるの光柴に

しとの御柵と川で立つ吾は今奉部典紳布

︵十九︶今日よりは顧みなくて大荊の

ての決意輯母しいものを見る︶︒

をとるものぞとの意︒︵常陸の園の防人の作で︑大君の躯人とし

人として深き決意もて遠く九州にまで来た私であるよ．何で後れ

︵略解︶霞降る︵枕詞︶鹿島の刺に武運量久を所りっっ︑皇砿の一

す純らみいぐさ

〜

皇御軍に吾は来にしを大舎人部千文

︵十八︶嬢降る鹿島の帥を斬りつつ︑

1

ざつやぬ

︵二十︶天地の帥を所りて幸矢貫き

︵﹈

筑紫の島をさして行く吾は大川部荒耳

︵略解︶天地の祁々に皇軍の武運畏久を航りて︑武装を雄々し

くも難へ︑勇蹄自分は九州の地を目ざして出壷する間分である︒

との意味︒︵常陸園の防人の作で︑前誰及前ぐ歌と大髄同じ形を

鋤

榊人部子忍男一

とるもので︑言外に御召しを受けた決意を知らせ︑忠君愛図の虞

ぬさ

ちはやぶる利の御坂に幣奉り

いは６６ちち

情を窺ふに足る︶
︵二十一︶

粛ふいのちは母父が篇め

︵略解︶利の御坂に幣を手向けて武浬長久を斬るといふのは︑

我生命を我に賜はった父母︑家に残して行く父母のためであっ

て︑決して単なる自分の生命ほしさの所ではないとの意味︒︵信

濃園より征く防人の作であって︑大君の命により勇躍征く身にも

父母へ棒ぐる情の純情を表現したもので︑それは大君︑旭幽への

至忠の心であり︑所訓日本人の武士の情け心である︶

︵二十二︶降る雪の白髪までに天皇に

解略首一人百￨遡愛

仕へまつれば貴くもあるか橘諸兄
／︵略解︶此の降る雲の如く自分の黒髪が白くなるまでも天皇の
下に永く御仕へ申して御恩漂を獣ることを得れば聴くも難有いと
とであるとの意︒︵前に屡々出た天平十八年一月雲の日垂臣とし
て酒餓を賜はった時詔により奉った作であって︑自分の光柴を以
て大君を穂へたものである︶︲
すめろぎ

大作家持

ので半のる︶

︵二十五︶海ならずたたへる水の底までも

活き心は川ぞ照さむ菅原通展

︑

て奉る︒これをば開召して限りなく楽えませの意味︒︵三篠天皇

漂山積んで置き︑それを大君の千歳かけての御料にと初穂に春い

︵略解︶近江坂田の郡に作られた稔り豊な稲それを山の如くに

君が千歳の初穂にぞ春く大中臣輔親

︵二十六︶山のどと坂田の稲を抜き積みて

忠思ふ︸︑へしである︶︑

であるが︑自身訓に誓ふ潔白さを述懐した歌となった︒造反の純

らうと云ふ意味︒︵筑紫の配所で猶腫が︑﹁海﹂の題で詠んだもの

でも満いやうに清い我が心は︑天上の月こそ照して居ることであ

︵略解︶海ばかりではなく︑深く湛へてゐる水の︑その水底室

︽

了って漬主の奏し奉った磯で︑演主は百十五六歳の高齢で没した

一・皇演主を浩掠殿に召され︑和風長講架を舞はせ給うたとを︑舞ひ

居られよう︒老いの身も慶賀の握森梁を舞ひ奉らうとの意味︵天

／

大御代に蓮ひ奉る黍けなさを思へぱ．どうして無篤にくす夢って

1

御即位の年の十二月に大瞥含が行はれたが︑祁親が悠紀方の歌を

奉ったものがこれである︶
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︵二十三︶天皇の御代柴えむと東なる
くがｕ

みちのく山に金花嘆く

︵略解︶天皇の大御代の御築えのしるしと東の陸奥の山山蛍金
の花が咲いたとの意味︒︵東大寺大伽鋳造の時︑金不足で困った
折︑陸奥から黄金が出たので献じたので御嘉納の詔書を賜はった
時の長歌の反歌で︑此の曇歌に﹁海行かば水づく屍︑山ゆかば草
むす屍﹂の句もあるのである︒大御代を稲へたものである︶

︵二十四︶翁とてわぴやは居らむ草も木も

柴ゆる時に出でて舞ひてむ尾張演主
︵略解︶老いぼれた自分ではあるが︑天地蔑物草も木も柴える

型

鍛

口第二講

○柔道篇︵八︶

平賀仙三郎

柔道と訓化
醇化の現象

にあらずして後天的に相互に影弊せる結果なりと噺ずるも

時︑一般児童と特に相異るとは認められざりしが︑彼の日

決して過誤にあらずと私は信ずる︒軍祁加藤少将閣下は幼

露の役に赫をたる武勲を樹て人名瀞の戦死を途げられし親

父の鐙風が其家庭に充溢し︑且つ人情風裕醇美にして山川

る資性を具へられたと陣へらる︒

風物雄大なる郷土︑東旭川に育まる典間に忠誠勇武軍榊た

畏れ多いことであるが︑明治天皇に於かせられては非常

に御信仰が厚くゐらせられた︒天寄に於かせられて優れて

御立派にゐらせられしことば巾す迄もないが︑後天的に御

成立の催件などにも屡々之を見得るっ其れ言ふまでもなく

異性を希求する生物通有の自然性に基くもので︑人の結嬬

し︑性柔和なる者が剛毅粁非一望むが如く心身共に州反する

溝が世には紗くない︒此事費は単に生来性の資質のみに蕪く
とは私には考へられぬ︒何と蕨れば生物に共通する雁化な
座る自然現象の存するを認むるからである︒カメレオンが外
界の状景によって篭色を鍵化せしめて自己保存を間るが如
きは其通例である︒而して雁化は︑小柄の者が大柄を欲

ずる︒更に索候風土の相違により︑人稲民族が心身共に著

祁先を崇びて厚き信仰心の持主とならねばならぬと私は信

多いととながら天皇にあやかつて誠意誠心耐を敬ひ︑

の御所願を篭めさせられしに基くと洩れ承はる︒吾等は畏

天照大榊及び天祁地祇に向って民と図との安からんこと

錬似・た者夫婦と言ふ偲言の如く心身共に似通ってゐる夫婦

自己天来の鉄陥性を他によりて鮒ひ︑更に完全なる子孫を

しく異なるは民族畢の示す所であって︑之は吾等眼前の事

御心が極めて厚くゐらせられ︑天皇が御幼少の折︑御父講
孝明天皇の御伴遊されて清涼殿の御苑に御出でましの上

糞に亘らせられて敬肺崇岨の御精神が御蝋んで︑御信仰の

る・・巾来皇室に於かせられては吾等臣民の家と異り御代

後世に遁さんとする極の保存法たる腺則である︒之れによ

象として展示せらる︑乃ち欧米人と東洋人とは相貌︑思想

信仰を御持ち遊ばす様な御教育を受けさせられた曲であ

り似た者夫婦なる事賃は決して先天的の類似性のみに因る
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あ

に於て甚しき懸隔の存するは周知の事賞である︒

以上の如く︑心身共に環境の力に影響せられて︑生理的
にも心理的にも愛化することは明で革も疑ふ除地がない︒

的嬉化︑涙が出で蒼白となるのは生理的愛化なることは言

．悲しき時択が川で顛色が蒼白となるが︑悲しき心境は心理

織一化の善美なる時はそれを醇化と濡し︑否らざる場合は悪

を要せぬ︒而も此雨鍵化は多くの場合同時に起るもので︑

︑化と言はるＬのである︑此現象が吾等の心身錬成上至大の
殿開係を有す鴇ものと私は考へる︒
凱販稽古と醇化作用

錬嬰児が其生立つ家風に影響せられ︑家風は其雨親にょつ
講て破成せらる上ととは言ふまで︑もない︑従って幼児の心情
が雨親就中授乳叩育の任を婚術する母性に陥似するは前述

座の理によって缶に遺体的素質のみに因るにあらず︑所謂環
境の力に影響せらる上とと紗からざるを吾等は容易に首肯

０︐

手にて組飛箕口ふ陸一言ふまでもない︑従って雨者互に心身︑

の武道に比し極めて大である︒柔道が他の武道に秀づる醇

取り別け身贈的接鯛が︑武器なる補助物を以て組み合ふ他

のである︒事費︑柔道専門家には単に其性椎のみならず言

化作用を具ふることを私が言はんとするのは此黙に存する

道修行者の脳裡には其師を尊敬思慕する念慮が深く銘記さ

語動作に至る迄其師に酷似するものが紗くない︒従って柔

生時代諸種の畢科を教授せられし恩師の姓名を四十年後の

れる︒私はＨ身の経験上より之淀断言して雌からない︒畢一

し師に至っては似令数個の指導を誕くるに過ぎざるも其姓

今日思ひ浮ぶろは容易の事にあらざるも柔道の指南を受け

生は講逝館柔道は宗教的であると稲へられしは虞に意味深

名を永く記憶に留めて殆と忘却することがない︒故嘉納先

長にして吾等の感銘措かざる所である︒柔道の訓化力が如
何に大なるかは以上により察するに難からずと考へらる︒

私の知人たる一柔道専門家が東京市内某中一等畢校に三十年間勤

一柔道教師校風を刷新す

其家風といふ環境力により終生鍵化し難き性格を涌養せら

其畢校の校風頗る素慨し︑生徒の大部分は所謂不良化し飲油喫煙・

緬せるが︑其慨験中次の如き事寅がある︒同氏が奉職せる徽初は

し得る︒三つ兇の魂百迄の語の如く人は蟹に幼時に於て︑

る凡事賞に鑑み︑私は醇化作川は此力の弧大と之れに泥む

庭に於て親父と口論し︑途に兇器を以て親父を脅弛するものすら

て︑橘として恥づる所がないばかりでなく︑註だしきに至っては家

は素より無断外泊︑無錨飲食等は尋術茶飯事の如く之れを行ひ

深度とによって益糞弧化せらる比ものなるを信ずるもので
ある︒然も醇化は主として情意の作朋にょろを以て信仰に
迄高められて途に宗教性を帯ぷるに至るものなるを深く想
ふべきである︒柔道の稽古特に乱取の場合は︑稽古者が素
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、

硯

出づるに至り︑畢校雷局も日夜憂慮せるも施す今へ誉詮左く口︿々常

惑せる有様であった︒新任の右柔道教師も己れの橡想を裏切られ
しやら感じ呆然たる髄にて暫く無言の儲獣々として稽古に精進し
てゐた︒其間彼れ此れと熟慮し途に悪風矯正の決意を固め︑徐ろ
に稽古を通して生徒達に校風改善を態憩Ｌ機含を柚へて説諭する

新入生徒を志望によりて柔道剣道空胴部に分くるは氏の

就任鴬時の各中等畢校が採用せろ武道科組合の方法であっ

て︑同氏の奉職校に於ても亦同様であったが︑柔道部志望

者は剣道部のそれに比し一二分の一にも充たざる有様︑従っ

し結果︑柔道修行の生徒の態度操行の良好さが他と明確に

は柔道教授の責任を負ひ︑只管頁塾蝿倣を旨として教導せ

て該部生徒の意燕雀だ揚らずして寧ろ鋪沈せる時代に同氏

付け且つ弱く絞め付くる等の手段に出で︑大に彼等を苦しめて悪

異なる朕を示すに至った︒職員父兄共に之を怪み︑其由っ

ことに力め︑之れに運はざるものに封しては稽古の際派烈に投げ
業悪果・西因果底報の原則を含得せしめ︑之を彼等の脳裏に刻まし

て来たる所以を知らんと欲し︑其原因を探求せる結果次の

事資を判然たらしむに至った︒

それは常時多数の父兄は此子息を一途に中卒後上級畢校

に進畢せしむるを目的とせる結果︑危険の恐ありと陣へら

る上柔逝を避けて剣道を選ばしめ︑御義理的に練習せしめ

たるにより剣道部生徒に昼刺味を鉄くに反し︑柔道部生徒

は勝来就曾的活動の素地を殿へんとする決意を堅持せるに

因ること判明せしが︑其卒業後十数年の今円賃業界に於て

他に羨望さるＬ成功岩は殆ど併時の柔道部出身者なりと
ふに足るべし︒

言ふ︒是れ常然の結果にして亦以て柔道教授の訓化力を窺

危機を善導す
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むることに努めたので︑一人︑又一人と素行を慣むもの現れたの
殿で同氏は愈々奮働して彼等の教化に努めた結果︑生徒間に次隼々

るるに至ったや畢校術局は素より父兄等肇校闘係者の悦びは想像

々に改過遷善の風が博擁し︑同氏就任後五ヶ年にして︑さし喝の
錬惇統的弊風が根絶され︑全く一新せる境撃堅資の校風を樹立せら
識

に除りあるものがあったが︑就中責任者たる墨校長は大に感激し

座爾後同氏に封し敬意と感謝の念とを柳ふととを忘れなかった由で
ある●・同氏は勤績満三十年に及べるを以て今春鮮任を申し出でた

るも許諾されず︑却って留任を懇望せられたので︑之を無下にも
酢み難きため同氏は今猫一週一回出勤し生徒の指導教養の任に常
りつ上ありと言ふ︒堅校長の徳と樵威とを以てすら施すべき詮な
を程因襲的弊風に陥りたる校風が︑一柔道専門の教師の力により
天晴改善せられしとは聞くだに滅快措く能はざるのみならず︑柔
道教育が如何に偉大なる訓化力を具ふるものなるかを物語って録

私が東北地方の某中畢校に教鞭を探つデー居た時︑政府の地方蝿

、

職員令改正に件ひ︑螺騨に柾愈課長を新に置くこととなり︑同校

、 へ

りありと言︽善一へきである︒︹暫く其雄名を秘す︼

．猶同氏の鰐験中次の如き傾蝿に値する苦心談がある︒

、

今

長が抜擢さる上ことに内定し︑誰令前既に地方新聞紙上に此事が彼等幹部を按助すべきを約し︑堅校長留任の歎願書を螺知事に

信用極めて厚き人であつ一にので︑地方有志父兄を始め︑同窓含員たのである︒此事に鮒し牒常局は可なり憂慮せしと見え︑同町所

掲載されたので問題が醸された︒同校長は稀に見る徳望家で世の提出せんとする彼等の素志を自分の指導下に貫徹せしむやうにし

等は皆之を惜み︑淵々の裡に瀞任浬動を行った︑然るに之が忽ち淵在の牒立高女校の卒業式に臨脱官として臨席するため前夜率町せ

を錬り始めたと見え︑各新聞紙は筆を揃へて特種子とばかりに大た形跡があった︒私は教頭を通じて︑生徒の態度至極穏常なるを

洩して生徒に波及し︑五畢年生の一部が窃かに某所に倉合し喪策︲る畢務部長が其所在を秘して生徒代表に曾見することを特に避け

︑々的に之を掲載した︒其朕恰も牒常局を憂慮せしむるものの如く同部長に告げ除暇を利川し我校に至り生徒と含見し歎願書を受理

であった︒せし上一峰の訓酢を典へらる﹂様請願したので︑部曇は頗る安堵

︒勿論畢校常局として之を捨て慨を得ないのであるが︑事︑自身の而狩にて早速之を諾して強行した︒益だ傑理を識した訓諒にょ
殿に鮒するので唾校長は口を城して一言も壷せぬので教頭を中心とって生徒達も大に納得し︑且つ浦足したので婚に大事に到らんと

して︑事の虚理を講ずること上なったので︑私は生徒監督部長たする堅校長留任運動も極めて安全狸に解消し終ったのである︒か
錬る責任上教︲頭と協議し︑同校卒業生たる一︑︑二の同僚の協力を得くて同校長は柴稗し︑新校長那赴任し︑新陣容の下に八百の畢徒
○

て︑生徒の謹策本部探索に取りかかった︒新聞記者や卒業生に機は畢業に勤しむを得たのであった︒時恰も隣蛎の某中心中畢に同
講．︑含ある毎に此︿所在産質ねたるも︑彼等は知ってか或は知らずして趣旨の運動が勃凌し拾放すぺからざる駁概事件となり該校の一大

座かは判然せぬが噸る眼昧枇糊たる返答をなしっ些事の菰大なる．を不名響︑現在の生徒のみならず爾後澱年間︑同校に畢夢者幾百千
放言し︑如何にも畢校常局を昏惑ぜしむるが如き口吻を洩すのに不幸の憂き目を見せしめた後︑一年足らずの時であったので︑・

て途に突き止めたが︑量固らんや其所は同窓魯長宅の裏二階の一置に出で︑遂に彼等を危機一髪の裡に救ひ得たるを想ひ衷心欣喜

みであった︒止むを得ず私は濁自零﹃心常りの箇所を瞳接探ね廻っ私は自校生徒に此徹を踏ましむることを得ず︑精魂を謎し右の借

室であったのには私は一驚を喫せざるを得なかった︒︲私には同窓一に堪へなかった︒同昨に生来凡席なる自分の言がかく迄生徒に信

命生︑
の織りな・す綾なることが直畳されたが︑機を逸せず諸ひて其室を描かれたことを認からざるを得なかったが︑緒局柔道修行より

に入って幹部級の生徒と含談し︑其蛮施案を見聞し︑其内に記さ具へた性絡の褒露なりと自ら僻するより外に途がなかったのであ
す︒と言ふ一項あるを難詰して之を削除せしめ︑其晩六時より校

れてゐる吾等の意志が容る坐所とならぬ場合は同盟休校を敢行る︒
外某所に溌定せる同級含場を筆校内に窪更せしめ監督部長として

一
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家庭科亭③
家を建てる人の潟に
︵︷ハ︶

工畢士山田醇

しかも給仕口と墓所の北側の窓を通し

あるので︑此の不愉快を防ぐ事が出来

である︒

少ないので︑此の方而に艇室や子供の

〆特に夜間日が没すると︑東側の室内

勉弧室など設けても故障が少ないもの

此の設計の東側の雁室は比較的無難で

淵度は中央部とぼ図同一になるので︑

て︑南から北に一直線に風が通るので︑

三重の出窓となし之れに前記の夏涼し

あるが︑南側の窓を少しく突川させて

橡側の無い事と

間取りを小さくする蔦に︑東側に設け

科配列してあるが︑費川と敷地とがゆる
すならば︑食堂は居間と並べて︑家の
墨中心に設くる方がよいが︑第四岡では

庭第四圏では寝室と食堂とが︑東側に

の外側︑特に羽目板と壁との中間の窒

日の常る頃になると︑空気も地盤も家

に苦しむ事が少ないが︑家の西側に夕

は上昇せぬ蔦に︑西側と異り夏の暑さ

空気や物鎧が綿て冷へて居る時に︑烈

側に臓室を設くる理由は︑夏の朝日は

第四岡及鋪五臓の間取りに於て︑東

淵皮の鐙化に注意せぬ様であるが︑之．

は︑一粒ガラスの窓を設けて︑外須の

此の頃の一般住宅や僻に商店建築で

が直接に冬の外気に接せぬ様に工風し
て居る︒・

側に私の考案した三重窓室︵詳細は拙著

計では東側に押入や洗面所を設け︑南

で幾分冬季寒さを感ずるので︑私の設

東側に部屋が無い篇

く多暖かな庇を設けぬと︑食堂同様夏

に︑中央部よりは周園の保温が悪いの

癖室としての故障は少ないが︑南側に

の朝日に苦しむ事となる︒

てある︒併し此の位置では︑窓が東に

素など︑長時間熱せらる上篤に︑夜間

れは家を作る上に留意すべき大切な要

Ｊ

向って居る関係上︑夏三ヶ月間丁度朝

日が没しても相常に暑くなって居る

素であると深く信じて居る︒

寝室と食堂

食の時間に︑烈強なる夏の朝日が投入

が︑東側は短時間より熱せられぬ上に

一年中で七月下旬から八月上旬が︑

家

するので︑之れを防ぐ通常なる工風を

未だ察気も物髄も冷へて居る時である

一番温度の高い時期で︑前述せるが如

一毎

﹁保健住宅﹂参照︶を設けて︑疫室の周園

せぬと︑極めて不愉快方家となる︒

ので雷︑東側の部屋は︑朝の日光さへ防

く此の期間の午後四時に第四岡の如き

弧な朝日がさしてもさほど室内の温度

併し第四岡の職室は︑東側に洋服戸

ぐ様にせば︑室内温度の上昇は比較的

●Ｃ●●●●●■

棚と洗面所と小便所︵水洗式の︶とが

、
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家

庭
科
単

ね蔦に︑夜Ⅲよほどおそく厳らぬと︑〃

の内部のポーラスな部分の泰気が冷へ

ンクリート造の場合は︑コンクリート

が︑西側は壁催や羽目板の内部や︑コ

の部屋は中央部とほ野同じ程度になる

が没して外気の温度が冷へると︑東側

で︑西側は九十五度位になって︑夜日

畷八十六度位の時に︑東側は八十八度

家の各室の淵度を計ると︑中央部が大

日本の木迭建築は︑小屋組の手法駐
除いては︑絶封に外圃の木造建築には
まけて居らぬ︑のみならずあらゆる方
面に斯様な大切な事柄が非常に多く

事が出来ぬ︒

から得た尊い施設で︑絶封に無硯する

が︑あれは我だの阻先が長い間の膿験

に︑小さな丸い穴のある家を見受ける

田舎殊に開西地方を旅行すると︑切
妻や入母屋の頂鮎の三角になった虚

くので︑熱さに苦しむ結果となる︒

に百度以上の高温の空気存保存して置

来る様にせぬ家では︑夏の夜は天井裏

窓を設けて冷たい外気と入れ換への出

ので︑腹に味噌の梶布をなして便通を

斯様な病索の大部分が便秘から生ずる

名な西勝造氏に机談した庭が︑老人の

年後には完全に全流した蕊弥ある︒

る塙勝の注意で萎飯に鐘へた虚が︑半

被はれたが︑偶然の機曾からして︑あ

て︑四五人のお感考の治療を受けたが

毒を起し︑三年目にフラ／︑病になっ

に居った男の子が︑管養過多の篇に中

米を三年ほど食した虚が︑常時小畢校

痛が篭しい︒↑

異り夏季撫索の多い我圃ではへ一層苦

高淵に苦しむ事となる︑特に欧雑巴と

Ａ

温度は低下せぬものであるから︑西側

ある︑私の訓ぺでは約二一百位あるが︑

よくして︑痛む部分に冷淵溌布をする

●

に臓室を設くるならば︑朝方迄祁常の

近来浅薄なる考から︑徒らに新様式や

①●Ｏ

殊に又平家建の家や︑二階建の家の

新奇な事のみ追ひ廻して︑保健的要素

ると聞き︑早速之れを賀行した虚が︑

のが︑古来からの皇漢謄畢の方法であ

●■●

二階では︑室内の高温の空気が︑天井

を無帆する傾向があらゆる部門に多く

●●●

板の合せ目から︑少屋裂に上昇するの

あるが︑庭涯寒心に絶えぬ事である︒
︒少しく除談になるが︑十数年前私の

方法の得らる上場合もあるが︑長い州

事正三年や五年の賛醗で︑効果的な

三日計りで完全に痛みがとれた︒

大愛に心配して居るので︑健康術で有

では何等の効果もなく︑周圃の人糞が

の治療を受けたが︑往射や温撫布だけ

で悲鳴をあげ︑内科綴外科総等幾人か

叉極最近に親戚の老人が︑腰が痛ん

全治せずして︑一時家庭は暗い気分で

や九時頃ではや小屋裏の窒素は百二十

︑で︑たとへ瓦茸きの家でも︑夜の八時

家庭では莱祷養畢者の勤めで︑七分鴨

ｘ×．×

へると同様に︑自然に換気の州来る様

度にもなって居るので︑夜間外気が冷
に︑切妻や入母屋に換無川の︑ガーァリ

一
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の古人の綴駒も秋して捨てたものではな水洗式の小便器を川意し︑内部の床

︑

無いｃや羽間板等は全部漆ぶきとなして︑病

日本の木避建築には︑之れに類似の室・として核川する際に︑此鹿・で氷の虚
事柄が︑設計の方面にも︑榔避の方厩致の出来る様になし︑東↓側には丈の低

にも︑叉施工の方面にも津山にあるのい高窓を設けて︑之れに雨戸と木裕子

で︑大に注意すべき事であると信ずとを剛意する︒

る︒其の脇に三尺角の押入れを配澄し︑
片開きの襖となし︑下部の床から四尺

霊室の設備
家五寸の
高さに棚を設け︑棚板の下端に

第四岡の設計では︑前述せるが如く桃に丈夫なパイプを取付け︑之れに洋
庭南に比較的小さな開口の窓を設け︑外服をかけ︑棚の上には適常な拙き出し

〆

■．

此の設計に於ては︑各室を大きくも

溌防する事も川来る︒

小さくもする事が出来て︑更に玄開︑

雁接︑癌室など︑居間から速からず近

からず︑而して大篭に於て分離し︑必

要以上に無駄な廊下を設けず︑極めて

る︒

コンパクトな間取りであると信じて居

ＩＩｉＩＩＩＩＩ

○

一﹂

乾十郎

いましめの糊は血汐に染るとも

赤きこ上ろばな上秘はろへき

︑○

小林長典

むらかりしとて知らるへしやは

わしたかのたかき心をむらすＬめ

たをやめも間のためをは忠ふな

なとますらをのあたにすとせる

、

科郡の突出にガラス窓を入れ︑︑一尺ほどを設けて︑カラやワイシャツ等洋服の
引きこめて戸袋かち雨戸の川乙様にし附脇品を納め︑襖の裏面に巾五六寸の
運︾て︑其の内側に紙障子を設けて防暑防四分板を打ちつけ︑其鹿にネクタイを
寒的なものとなし︑其の下に通風換気掛け︑其の一部に小形の鏡を掛けてあ
用の丈四寸五分乃至七寸位の︑掃出窓る︒之れが筆者考案の洋服戸棚で︑此
を設け︑之れにも一部ガラリ戸を入れ虎に土一着の洋服を保存する事が川来
たる雨戸の引ける様にした窓を設けやろ︒

夫 れ に 夏 の 日 光 の 投 入 せ ぬ 様 な 庇 を と 中 廊 下 及 橡 側 か ら の 入 口 は ︑ 巾 二①
尺●
りつけて︑泥棒を防ぎ叉通風塞索の便二寸の片開き戸として錠前を川意せ

に供して居る︒ぱ︑膿室に泥棒の侵入を防ぎ︑術且銃
華

又東側に洗面新と︑筆者考案の簡草感の如き博染性の病気の場合︑簡単に
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︻問︼

l
ＩＩ

１１！

千葉撫曾員菅谷健男

Fﾛ

罪︾垂浄蓋鍛擁︾準一畔翻鐸薙辛︾癖識一準李爆部醗一一

緋嬢に⁝駐齢雷罰釧洲Ⅷ罰剛洲ｊ一
蝿や認華

なって居りまして︑寅主買︑王間では不動産の所有機が移韓したと一

申しても︑常事者以外の第三者には分りませんから︑登記を見て一

蓉嘩華謹麺鍛俺挫嘱鈍垂銅嘩誕娠睡癖誇潅に牽蝿嘩唾癖画屑塞鍛一

です︒そこで︑不動産寅買の場合に買主は寅主に封して登記を要一

主は登記の義務者となりますが︑本件は宅地一筆の中三坪ばかり一

求することが出来るのが常然で︑此場合両具主は登記の擢利者︑画一

後怠慢に依り三十除年賓買登記を了せざりしが︑今猫法律上登記

からでないと涜買に因る所有擢移卿登記が出来ないので︑ぞん・な一

ヲ約スルニ因リテ其効カヲ生スムるものでありますから︑質疑の

財産擢ヲ相手方二移聴スルコトヲ約シ相手方ガ其代金ヲ梯フコト

た他人の物を法定の期間﹁所・有ノ意思ヲ以テ平穏且公然一こ占有

尋ねもありますが︑取得時効と申すは︑本来自分の所有でなかっ

に添付して申請をすれば可い課であります︒軍得時効に碗して御一

した者が所有権を取得︵民法第二ハニ峰︶︽するといふのでありま一
して︑自己の所有物件を時効に因って所有権を取得するといふこ一

１１ｌ︲一

は私署請書であらうと公正護書であらうと︑寅買の効力に粗迩は

、

とは有り得ません︒．
りＥ︑や

ひ

ありません︒唯争ひの起ったときに公正請書は私署識書よりも弧

上は︑其時から完全に所有機は買主に移卿したもので︑賓渡誘書

〆

如く蜜買の契約を締結して代金を支抑ひ物件の交付を受けたる以

でも其斑渡誇を所有椛移郷の原因を謡する書面として登記申請書

寅貿其者が無効になったり取消される課はありません︑私署請書

って居ても︑現に使用して居て︑別に支障もないので其儲になつ一
て居るかうした例はいくらもあります︒従って登記が遅れた嬬に

面倒もあってシイ登記が遅れたものでせう︒登記は前主名義にな一

を買受けたといふのですから︑分筆の登記が前提となって︑それ皇

元長崎控訴院長石井豊七郎

又別に買主は取得時効が誕生するでせらか御桐導願ひます︒

申請の請求が賓主に封し出来るでせうか︑或は費買が無効取消と

︲削

なるでせらか︵誇書には何時にても登記する旨記赦してあります︶

沸ひ︑私約の賓渡鐙を受取り︑現品を受領して使用して居り︑其

或人大正元年不動産︵宅地二筆の中三坪ばかり買受け代金を支

l
￨
一

費買は民法第五五五峰に明定してある通り﹁常事者ノー方ガ或

局
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筆

低下︑闇値横行︑生計饗の暴勝瓢著﹂と題し︑同耐調禿の

機行となれり︒十五年一月二土一目の朝︑新川は︑・品愛

十四年末期の全圃生計饗指数左掲げ︑十四年十一月は記録

的猛騰なることを明らかにし︑その説明に於て

︑﹁国民生活安定の問題が年末に至り俄然重大化したのは生計喪の

の騰貴振は指数に表現された以上のものになるであらふととは

全般的奔騰１１商品の品質低下︑闇取引債絡等を考職されば其

既に常識化して属るｌに閲ること勿論である﹂

と述べ︑且つ・

の抑制につき︑緊急劉策の樹立が要望されて居るなども此間の

﹁物間停止令の除外品として昂騰を樋にして来た生鮮食料品慨格

と記せり︒政府は切符制断行を決し︑東京市にては十五年

と云へよう﹂

消息︵猛騰の主要原因が生鮮食料品に在ること︶を物語るもの

十六年十月十六日より割常配給を開始︑漸次現行の蚕録制

六月五日砂糖マッチを切符とし︑坐鮮果魚莱に封しては︑

正は今の統制の先駆︑十三年八月経癖馨嘩制立されて闇は
くっきりと映じ出でしが︑爾来統制の進むに階ひ︑益為庚

上げ︑同じく十六川煉草の値上断行にて剛民の心理は大に

緊張と見えしも︑程無く其十一月六日米の牧買憤格五回引

力として溌生せし民衆の遮動新態にして︑我圃耽曾に未曾

々大袈裟となれり︒賃川部隊と店耐行列とは︑生活への努

も︑買出部隊と云ふ生必物賛獲得の馬の民衆の機動反て益

の偵格も︑配給面に於ては低物佃の旨に副ふものとなりし

と迄椎進めたが︑之に依て供給は確蜜となり︑生鮮食料伽

動拙し︑絃に貿柵寅惜は一世の風潮となり︑公定俄に剰さ

有の景槻な︐︒小生は此頃の生計費指数を知らざるも一︲商

△十四年九月十八日︑所謂九︑一八停止令出で人心頓に

矛一得べき︒

汎に叉深刻と成来たりし群一顧れば︑人誰れか棟然の感無き

軍大なることが恩はれる︒昭和十二年八月暴利取締令の改

今日程迩法の高隅さる上は未曾有のこと︑それ程に問題の

御仰せある通り︑何時の世にも遵法は大切のことなれど︑

闇取引なるべし︒﹁国憲を正んじ悶法に運ひ﹂と刺激にも

△今日祇曾的に思想的に叉維済的に︑塞心に増へざるは

噸洲蝋小川義和

豆を煮る仁豆の其を燃く

随

れたる諸品はめきノ︑と昂騰し︑闇行篇は之に鰯んで一層

40−
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、

品の品質低下︑闇取引償格を考慮すれば其騰貴振は﹂と朝

て︑此大時局の最中闇取引を見んとは賀に意外︑往年私は

たところと呑込み居たりしなるが︑何十咋かの後東京に於

通

支那に雌を抱きしとと詫索恥しく畳ゆ︒

日新聞が報道せしそれが一層睦だしきものと成り居るべき
を思はざるを得ず︒生必物を公定債に押へて国民の貯蓄力

▽小生が猟洲にて経駒せし間は︑単純のものにして︑其

木炭も砂糖も同様なり︒それ等を消費せざるものは配給を

日本現亦の闇は如何︒配給の酒は法外の値段にて買手あり

の潟に耽曾がどうのこうのと云ふ問題には立至らざるも︑

▽小生は闇相場と云ふものを︑満閲時代満洲に於て資見

恐る︒震に菰大なる経済問題に非ずや︒

せり︒今より三十六年前の明治四十年︑徐枇昌が東三省総

受るを椛利とする所より一躍して之を利権とするに至り

ありなど︑其手法態様は千差寓別にして細叙するに達あら

0

を推算するが如きことあらば︑意外の食遠ひの生すぺきを

督として奉天に乗込んで程無く幣制統一に着手し︑四十一
姫年の赤龍一九銀と云ふを鋳造して之を香描弗︵以前支那にて

る︒錬成とか勤労奉什とかに規丁面に参加する業者も︑抱

合せ責り︑椎流れ費りは依然たりと開ゆ︒賃料は定めあれ

ども︑心付け脱儀には規格無しと噸く︒各諏修繕料金の度
外れるも周知の虎なり︒品質の粗悪化に至りては言語道断

ず︒斯る事態の裡に在て民心能く和親し恰悦流腔職域奉公

− 4 1 −

ぬ︒賀川部隊を迎ふる寅手はた土産を求めて更に闇値を貧

鏑最高の銀貨たりしなり︶と同額に通川せしめたり︒然るに
に純分遥に下れるが故に市場は之を肯んぜず︑自然相常の相
哩場を建て︑官命の手前公然とは篤しがたく︑隠れてそれに
誤依り取引せり︒即ち間なり︒支那にては闇相場のことを︑

しつＬありと槻得るや︒好智と精才との競進︑︑食慾と猿黙

きもあり︑極端なろば毒物の使川︑病獣を密殺して鱒ぐも

造︵満洲園成立して雁止︶年四回決算を行ふ︒決算期近付けば

〃の面目丸潰れとなりぬ︒管口に過煽銀と講するものあり︑

との鉢合せは︑資に重大なる思想問題なり︑叉耐曾問題た

︑遊だしきに至っては初めよりインチキを企らむと看らるべ

其虎の道蕊は極って今回の決算は幾分にてせよと命令す︒

せし所商民憤りて罷市︵同盟休業︶を以て答へ︑蔦に徐氏

管口銀一錠は小銀貨に改鋳せぱ八十一元となるとの建前よ

中泣︑本是同根生︑相煎何大急は︑正に日本今日の献曾相

らずとせじ︒醜の曹植に七歩詩あり︑煮豆燃豆箕︑豆在釜

催﹁晴行市﹂と云ひ︑略して﹁脈行﹂とも呼ぶ︒常局之を卵睡

歴史の込入れろものあって左様の課に行かず︑乃ち﹁陪行﹂

寺澱じめ吟詠せしかの感あり心

り︑大鰐それに近きものを公示せり︒然れども種掩の事情
行なはるｋが例なりき︒小生は支那と云ふところは斯うし

値P

９グヴグ

迩川を順調ならしむる篇には是非とも此方法に由らざるを

作し需給を操作す︒土蕊無理のことなれども︑財政物動の

給を圃滑にす︒然るに今日は大局鍵理の必要上債格を制

▽元来物憤は需給に・生ろ︒物それん︑の間には慣格差あ
り︑自然に委すれば各自動的に適所に之き︑依て物慣の需

居たろや︑須らく世帯を単位とし之に頭数券認むる複単位

ず︑十人の家庭が配給制の以前︑毎月六斤の砂糖を消費し

日本人の砂糖川途は調味料にして紅茶やコーヒーの鳶に非

と︑︵砂糖一人宛○︑六斤を十二人迄其侭に涯増するが︑

となる︶第四は配給の方法を改め︑一つには賞状に副ふこ

斯の如きより人は愈登銚乏︑消滅を澱感して間を漁ること

るぺからざるは建に明白の所なり︒然れども人情は己れに

得ざるは自明の理︑風民畢って協力し運誉の回滑を期さＲ

認む︒此二つは政府側の人が猫一層鋸行垂範を期し︑鴫呼

此人情を傭めて義に就かしむるには二つの着手方面ありと

も成らぬと許すに至る︒人情は斯の如きものなり︒小生は

同時鳴畢世渦餐となれば︑自分一人位が慎しんだとて何

と云ふに蹄す︒制作個梢に鮫行は附物︑此自明なる所を判

叉耐曾の窮苦に乗じて管利を逼しうするものを防過すべし

の心の底の底より蕊せしむること︑不常に窮苦に駆らず︑

きを不言鷲行に示し︑鳴呼恐れ入たものだとの感窪を︑人

以上を約言せぱ︑諸ふ腕より始めよにて︑我餐は此の如

べきなり︒

御索の毒な︑此様なことをしては巾諜が無いと︑世人の心

然認識し︑只遵法交交とのみ叫ばず︑人情自然に破行を忍

忍びず︑叉自分一人位がしたとて影響は無からふと許すと

に感懇を植附け︑政府施策の精祁そのものに成切らしむる

んで遵法に朝宗する仕向けを取るべき友りと恩ふ︒︵完︶

茜戸も︑／︑″ｆ︑ザ︒

○岩にや叩かれ荒瀬にやもまれ辛苦つくして登る鯉

○下に下には昔の道よ左左は今の道

ことなり︒又の一つは経済的措置なるが︑之には四つの定

を充分に取りて時だの便桁操作に卵力あらしむることな

石あり︒第一は天候等の影響を受易き商品には値幅の鯨地
り︒第二は供出値を無暗に低額に仕切ること無く︑責際生
産者の手取を潤灘ならしむるとと︒館三には必需品の加工

○後悔を先へ立たせて後がら見れば杖を突いたり稗んだり

︑

／

への流れを阻止ｔ︑鼎種は紗くとも数量を豊富に市場に在
ｅ

堆し︑煮干煎子の類は一掃なるに振かけ魚粉は氾濫的なり

一

らしむぺし︒︵味噌汁の資にする若芽は無きも味附若芽は

−‐42

＝

を行ふくし︶二つには微楽業方面への配給を極度に控減す

<燃を父の豆にる煮を豆

い︑ｂ︑■■ｂもももｂＵもも

・早梅含笑柳生煙︒寓里雲開東海天︒

○○○○○○０℃９℃ＵｂＢｂ

南渓川西光之助景沙

Ｏ紀元節

藩主遺遥︒表追慕意︒感慨更切︒

評日︒此作不菅叙陪随盛曾之築︒併録落

主指我中村藩主相馬昌胤公︒

自誰︑昭代襲君指藩主令息二人︒藩時賢

床懸昭代塗君筆︒壁描藩時賢主章︒
︑︑︒℃℃℃もｂ︑もも︑℃口も
多謝満撚山海饗︒芳醇幾酌潤詩腸︒

陪随博士訪高堂︒語往談来和気長︒
ＣＯ００００○○Ｏ酌０○○００．
黄鳥綿溌春雨滑︒梅花譲郁悪風香︒

霞橋只野清患烏Ｙ

饗賦以謝

○陪宮地博士訪某受

・テね川川み入雑拡凝躍

弘道詩林

"

評臼︒皇軍浬捷時迎此佳而︒賦不可不唖

蜜詐無窮稲瑞穂︒紀元佳節類控博︒

９℃︑℃口もｂ▽︑℃ｂももり
二
王ハ百叉一二年︒聖戦功成術己堅︒○遥望南洋所威
０○○○○○○○○︑ Ｏ○００
皇
統迩綿世無比︒金甑圃隙自厳然︒二一省尾津幸治郎馬玉︶

詐口句々燕除︒笈揚閣篭冠世界︒；も︑
．宙
ｑ︒
・涛
〆勢
Ｑ如
・山︑
長︑
風︑
寓︒
里︑
帆千
動︑
地︑
来︒

○三月八日大詔奉戴︽：︑請︑
︑精︑
︑ｃ︑
．路︑
︑開︒
見．
和魂
錬力
南：
方進
瞬間

日詠庭前小景評日．此作句勢頗健︒亦見筆力之緒錬︒

霞軒鵬野英治早警○老兵

℃Ｂ・口Ｕ︑▽︑︑︑９．︑もむ︑

︑．︑ｂ℃℃ｂ９匙℃℃Ｕ句Ｄ℃℃

℃︑℃口℃じり︑︑ｂ︑℃℃ｂ
芳
香砿郁是誰栽．五葉蕊松翠映梅︒毒仙小泉氏正︵礎島︶

泉石関中談戦況︒冊来珂筆乗雄哉︒曾是馳駆幾戦場︒今勤稼稽伍牛羊︒

可欽︒や評日︒老兵意熟之壮︒猶漢之名将馬媛︒

一○○○○︒００○○００○○Ｏ
詐日︒川中亦是及峨時︒吾兄気之雄︒又弾痕猫見留埜腕︒似諦常年偉績長︒

鹿山並木喬︵千葉︶○威山口加水雨提督

○奉祝天長節豊蝶可想︒

も︾℃﹄ロ川︑１や▼一℃ｂ︾︑﹄巳﹂■一℃巴︑℃

旭旗翻影映紅霞︒椎節迎来淑戴嘉︒戦死之状
︑︑９︑︑ｂｂＬも０℃℃も︑西
皇統池綿博寓仙︒八紘篤宇浬無涯︒春江菅谷健男早蕃

９ｂ︑℃●９︑︑︑℃︑℃Ｕｂ

評日︒洋々瑞気︒自鏡筆端︒Ｄ︑︑使
Ｄ兵・
．深
︑︒︒
︒相
︑興︑
退・
去︑
愛隣
携︑
立︑
艦橋
沈︒

○追念昭和壬午四月遣帽膳求猫賞月︒従容就死白雲心︒

○春郊雨後
聴松小池三男吉︵長圃

鑑︒宜英吾兄有此作︑

十八日米機永襲詳臼︑就死如蹄．縦容不適度馬軍人蝿
敵亭但馬緊之丞牟葉︶
００○○ＯＣ○９９℃︑でｂＵ

﹁＆Ｑ色Ｑも︑９い︑ｂ℃℃︑ｂ
去年此日米機来︒病院皐徒表爆雷︒

可知︒此作足以潟記念︒瀧眼森光貢似霊︒郊脈十単雨除天︒

一
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弘
道

詩

林

プー

人面獣心混可悪︒莱離正義亦堪哀︒
函
ＱａＱＱも℃９︲１９︐︑℃ｂも
評臼︒敵機先年雌来︒皇軍躍進之︒其快嗣林無虎不芳研︒堤上暖催新柳蝿︒
もり℃℃︑︑ｖ︑℃︑︑︑もも℃

〆

○紀元節

石崖林庸之助早葉︶

1

･P

Ｏ梅雨即事

評日︒此詩清麗︒能篤春光︒

評臼︒亦是仙境︒都人士不得不羨︒

也︒︑

専心愛土感皇灘ｃ食足榊洲武力振︒

二子従征壮職身︒撫孫我是奥田親︒

︒片岡佐仲︵千葉︶

○述懐

評白︒名勝因高作而盆彰︒山鍾之喜何如

人博奮地遮崩墜︒驚見依然源内池・

Ｂｂ−︑一口℃９︑口ｂも一己ｂ﹄口℃一

湛碧如藍水減岐︺蒼餐崖樹翠雲垂︒

もｂ︑一■一■■︾巳．℃竺守︑■︾℃寺９℃〃

源内池波多良介︵新潟︶

○浦瀬十勝︵基一︶

恵寮余坂重早葉︶
梅森連日暗雲遮︒野水綜を勢更加︒
９︑もり守りｂ

満巷深泥蛎出戸．幽窓獄聴乱蛙誌︒
評日︒蛙聾亦足常鼓吹︒不姉謹而可美︒

○梅雨偶成

評白︒瀧酒脱俗︒自是隠士之作︒

弼生根本揃之助︵千葉︶
泌
もＢやＵｂ巳も︑℃︑ｂもりｂ・
黄梅時節雨如肺︒地上背生維日加︒
℃︑ Ｂ ｂ ９ ︐ ｂ ︑ ︑ ９ ■ も も り
道小院熊々無﹀一事︒閑煎魚眼品新茶︒
時︲

○山難

非無故也︒

評日・農嬬園之本︒吾兄撫孫不慶稼稽︒

○呈慶野如雪翁以次韻
松堂中津麗水︵山梨︶
℃︷℃︑．Ｕ・℃ｂ︑℃．もｂ︑︑︑Ｕも

育英緩世奉公身︒八十一齢高徳人︒
評日︒秀麗二字︒可移以評此作︒

霞浦波山殊秀腿︒花香月影養吟榊︒

○呈中津一麗水翁

評臼︒麗水翁︒履見示其詩稿︒故知其老

七八迎齢猫健在︒郷人脅仰老先生︒

日℃Ｕ︑Ｕｂ︑▼ｂもロ︒９も

挺身夙夙致公誠︒教育功成揚令名︒

℃もりｂもｂ℃

如雲慶野庄作︵茨響

員︒能詩歌俳句︒

翁山梨螺人︒元小畢校教

〃

而賀︒余老齢不果︒可憾︒

健︒今誼高作︒益欽其高徳︒欲往

○三月雅弘道詩林正誤

Ｏ

小池聴松氏七絶第一句

同雪︽同雲ノ誤

○四月弘道詩林正誤

中津松堂氏少年義騨軍

正誤

◎

隆興降興
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林

詳仙小泉氏正︵贋島︶

も︑︑︑℃ｂ℃︒︑Ｕも︑９︑９
長松緯屋古漢陰︒養性悠然世外心︒

認発情風吹入座︒築煙謙虚白雲深︒
評臼︒宛然仙境哩使識者俄忘世累︒

○山居即事

香城菅谷敏夫早葉︶

℃℃も口面もも℃℃ｂ︑℃︑℃
家在漢南塵外衰︒彩霞椛曳水塀漫︒
︑︑ ︑ ︑ ℃ ｂ ｂ 刃 ︑ ︑ ℃ ｂ ︑ ℃

紫藤花落未琴寂句維雁杜鵬略鯉山︒

＝

l

ぬ斡埋餓軌圃凶

︷佐藤頁欝
○六月兼題・夏夜・

天茨城螺長沼成美

水打ちし庭の苔路に椅子すゑて月をまつま
鴫涼しかりけり

こ上かしと盤とひかふかけみえて夜半こそ
ことに涼しかりけれ

○東京市中材徐風

○山梨聯守屋如辿

夏の夜を初瀬の川に神さして暑さわするＬ
舟の上かな
明けやすま論ものとおもへと夏の夜のねあま
るまてに我も老いたる

．Ｏ雨烏蛎湯田久謡

をはしまに月まつほとは川風の一夜つゆふく
みて涼しかりけり

○千葉螺高石締一

思はすも夜をふかしけり夏の夜の川添つＬ
み行きかへりして

○千葉螺蕨柴太郎

︒○千葉牌粂坂軍太郎

○山梨際山本耕夫

なっのよの蛍狩して月待てばおもはい方に
社鵬なく

○茨城螺慶野雌作

蚊火の流れも果てぬ粁端さへしののめ早し
夏の夜頃は

○秋川蝶竹村比良芳

夏の夜の風はす坐しく吹きぬれと賎かわら
やは窓せまくして

○秋田市妹尾馬之助

夏の夜に撃ちてし止まむ毎良雄の湧きいつ
るとＬろ尊ふとかりけり

○滋賀腺久保久一郎

夏の夜はかしかきものをかやりしてけふの
疲れを母にかたれり

○庇烏蛎脹原幸太郎

むし暑くねられいまＬに庭に立ては東の山
に月の出でけり

短夜はしらみそめけりたきすてのかやりの
ぼたに蝿のこりて

Ｏ禰島螺只野閑月

画日

やから皆間扇片手に端居して涼しき夏の月

○新潟聯波多良介

に向へり

○東京市工藤哲英

夏の夜もにきはひにけり我か里は小川に水
ひく人多くして

○千葉螺伊庭弘造

いたつきの孫のみとりに夏の夜のあつさわ
すれてずこす老の身

○千葉螺片岡佐仲

水打ちて風も涼しき我が宿にしばし歌おも
ふ夏の夜牛かな

‐45．−

地・埼玉聯小島小僻次

草とりし窪の暑さもわすら︒れてはしゐすｒ
しを夏の夜はかな

地千葉聯保科徳治郎

○千葉牒本城巳之助
らす夜をふかしけ︐り

掠しさにとなりの人もつとひきて恩はすし

○︲茨城聯成沼成信
風かよふなり．

端居して月まちをれは風鈴の一昔もす坐しく

○千葉螺替谷義太郎

○山梨聯中津麗水

皇軍の南のあつさ恩ひれのいふせさわする
頁
夏日の夜．
夏の夜に窓押し明けて書見ればいとも床し
串

き風も通へり

蚊遣火のけふれる後に端居してす坐しく語

いぐさする人ら恩へは夏の夜も里に居る身
はありかたきかな

銭のこと︒

○七月兼・題．夏舟ヱハ月五日締切︶○八月兼

り更かす夏の夜〃

題．冠波︵七月五日締切投稿は必ず附封四

との夜牛のす上しき︑

○松江市成瀬岩太郎

夕立のすきにしあとののきき誉に月まつほ
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、

弘

道

歌
園

③‐

−

一

エ

ー

︑やｂ︒凸Ｐ〃

愛・知永青

菖甜湯に裸くら雪へる畢徒かな

排苫

禰島梼党
菖茄湯を閃てすか７１︑し欄に崎る
千葉耀子
山梨松堂

靖園に祁られし家の職かな

埼玉奈美子

兵の子の職目に立つ草家かな

東京徐風

鯉職軒端の菖蒲すれ？︑に

◇新琴

大君の栃となる子や菖蒲太刀〆

松江形堂
新萎や船より上る髄煉り
山口松風
東京徐風

新妻のいり粉かんぱし夕舗時

草の家に新妻の粉のかをりかな

埼玉奈美子

新萎に上る凱歌や供出隊

長野知足
矢車のうなりて風の端午かな

増産の奏効うれし今年姿
城下町職はためく朝の風

・１１幅１浬ＨＮＩｌｒ

賑﹄烏椿一堂

新萎を庭一つぱいに干しにけり

新萎の挽割飯も亦うれし

埼王佳香
新萎を干したる庭や俄雨
千葉一如
誇玉三省

子等はみなられしく座り新斐粉

ＩＩ
斗引︒Ｊｈ︐司一■■■■８■■西日■■■■■■■Ⅱ日日Ⅲ

秋田茅竹
初陣の敵打も倒す武者職
埼玉三省
兵征きし瀞守の軒端に初職
千葉一如
職泣て︲皇武士逆語る婦還兵
端玉佳香
ＤＤＩＩＩＩＩｌＩ■■■■■■■■■日■■■■■■■■且■８ｈりｑｑ再︲０２

子雨者の門にぎはし当鈍織

山梨松堂
千葉継子
洞島閑・堂

孫たちの数ほど立ちし鯉職

束京無．嬬生

鍾埴の緒床にかＬりて端午かな

雨島閑月

韓任の旅にして曾ふ端午かな

同吾山

菖浦太刀侭きて並︒へる子等の兵

武者人形に風の吹き込む端午かな

絃江弛堂
恕色せし古太刀飾る端午かな
ｕ口松風
防空の準備を了り菖術葺く
派烏腫所
山小屋の軒端に蕪ける菖蒲かな
滋賀萱堂
茨城淡々

１１１
愛知吾

泥舟の乾く匂ひや初夏の風

新萎や雲のうつれる湖の色．
◇端午

頑鳥膳所
兵征きしあとに生れて初織
松江形堂

千葉経

葉棲やよべの雨知る朝の風

長．野知

新変の供出つ野く荷馬車かな

雁召旗端午の案にはためける
可閑

幅烏閑

雲解富士眺めてうれし汽車の窓

滋賀萱

春雨や宣誓の署名雨ましく

◇秀逸

Ⅲ東予選

弘道俳壇

I

愛知吾山
哨空の兵身じろがず鯉帳・
千葉鹿山

Ｉ

軒毎に菖蒲難きけり漁師町
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茨城

新萎を描ける夕や水車小屋

愛知

新琴を干したる庭や牡丹咲く

新菱の供出了へて安端かな

．東京

長野

勝ち進むいぐさ銃後の新霞姿粉

秋田

新萎や枇杷の賞黄む庭麗し

I

一ＩⅡ１１１︲︲．．︒︲．．□

．山岡ｌｂｐ帥厘Ⅱ９■■８口■■画■Ｂ︑○０■︒Ⅱ０︐︐０口８口画０６︒

一耕人の土に親しむ一卜日かな

投げ込みし獣鼻迫ふ鯉や若葉風

．・埼玉

束京

銃後もる鍬の翁や代掻けり

稲島

春雨の庭に小胤の来て鴫ける

山口

春闇の沖に動きぬか入り舟

◇雑廓
．
松江

配給所新姿の香の深ひて

・同

新萎の俵積み上げ供出す

新姿の供出俵かざりけり

．頑島

滋賀

新婆を雑ずる香り座敷まで

新姿を蜜って剛価貿ひにけり

︲︐愛知・
貢I

道

俳
壇

︲１１！

Ｉ１ＩｌＩｌｌＩｌｌＩｌＩＩＩＩＩｌｌ

』

︑

ｊＩｌｌｌ
ｌ

｜られたり︒次で含員祁互の意見交換を種々一話など︑何れも今日の決職下に方Ｕ︑益々一

一婚につき裟表あり︑含員に深き感銘を輿へ一時戦争生活の変状を全閏各地に覗察せる談｜

一尺より簸川郡遥堪材なる自宅の塾維管の負一様岬代の武家︑寺院公卿の待遇方︑或は今一

Ｉ １ １ １ １ １ １ ｆ ｌ ｌ ｊ ｌ ｌ ｌ ｌ Ｉ ｊ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ＩＩ１ｌＩＩＩｌＩｌ１ＩＩｌＩＩ１ＩＩＩＩＩ１ＩＩＩ−Ｉ１ＩＩ−−ｌｌ１Ｉｌ１１１ＩＩＩｌｌＩＩＩｌｌｌＩＩｌ１ｌＩｌｌ１Ｉ−ＩＩＩＩｌ１ＩｌＩｌｌＩＩ

斗文命国籍米却叡
ⅢⅡⅡ川川ⅧⅢⅡｕ︲１１１︐︲１１︲︲︲１１！

○松江支曾報告

一行ひ︑午後四時敵徹する所あり︒

一めて大なるものがあった︒其の他含員各自一

一吾々閣民の緊張を促すべく︑賛益する所枇一

○秋田支曹報告畠

一一︑王事の来松中の機曾を利して︑市蝿舎参事一・五月十八日午後七時より秋田市大町二一和一共に自粛自戒すると共に︑世の教化指導に一

一五月一日午前十一時より日本弘遺含麿江一一現下の問題につき種々と意見を交換し︑相一

一銀行に於て術支曾例曾を開催︑長山砿支含髭一常らざるぺからざる決意を新たにする所あ一

一先マつ石倉︑禰川正副支曾長を始め︑各役ゞ司愈の下に閥民鱗潅を行ひ︑本含要領を則一り︒かくして午後十時緊張裡に散含せり︒一

支一愈室に於て常支愈綱衛を開催せり・

舎一職員及び倉員多数出席．︑．匿江︑モ事も特に臨誼︑次で談話衝に入り︑山東庵主東山先生一因に常支曾の例曾も今月を以て第百三十九一
一︑

一席せらる︒石倉支曾長より開曾の挨拶後︑の長州村田清風の勤王事賊及野村望東尼の一一回を重ぬることとなれり︒愈々例曾を盛ん一

緯一昭和十七年度決算承認の件︑昭和十八年度一義烈を其の博記により識逃され︑今日此の一ならしめて以て此の攻大時下の教化の使命一

ＤＰＩ
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、

一識算永認の件を附議し︑原案通り決定する一一亜大時局下に常時を偲びて感激多大なるも一を婚ふくく︑常支曾活動の源泉たらしめた一
報一所あり︒
｜のがあった・
一く期して居る次第である︒
一後一同中食の後︑同所に於て午後一時二一一一乃ち村田清風と勤王家我が郷士の平田鴬一
一十分より坐談曾を開催︑前記の役員以外の一胤翁と︑共に其の幼時の人物︑脅畢︑常人一
一曾員多数出席せり︒支曾長の挨拶の後︑庚一を出でざる黙遊だ相似たるものありし︒然一
一江主事は現下の時局状況より﹁大東亜戦争﹂一るに後日に及び︑オ気鈍鋒大に見れ︑遂に一
一と園民生活﹂に言及せられ︑必勝の信念を以一名を成し︑後世偉傑と稲せらるるに至れる一

−て職域奉公︑同胞協和︑即ち一億一心何虎一も︑雨氏とも其撰を一にして風に大器の晩一
一までも辛苦顛難に堪へて勝ち抜かねばなら一成にして︑幼時は必ずしも芳しからざりし一

︒｜ＵⅡ■１１４８８■■Ｊ■■５■Ｉ︒Ｉｐｏｌ■１１ＤＪ●ＩＪＩｊＢ１ⅡⅡＴｌ■Ｉ−Ｉ０１ｊｌ１６１Ⅱ１１２ⅡⅡＩＪＤｄ０ｆⅡ︒ＩⅡ１ⅡｌⅡｔｊＩ０１ｄＩ０ＪｊＩＩＩローリｕｌＦ１８１０Ｉ４１０Ⅱ０１１Ｉｌ１ｊ１ｌＵｌＵ１１ＩＩＩ１■Ｉ０ＩＪＵＩＩＩ．ｉ

一ぬ︒との具髄的なる講話あり︑次で伊藤擢一が如し︑資に澗人とも仰ぐべき人である︒一
一一郎氏より︑松下村塾訪門談処矢田鶴之助一又加藤義悪︑粧川尚丈雨師より徳川公方一

ノ

〜
一

一
一
〜
〜

一

蝿棄業事
一

○高等ラジオ技術講習倉第十七回修業式︵十二月二十六日︶
△国民儀超︑園歌海唱︑勅語奉讃
△修業護書授輿
△本曾︑ラジオ普及同志曾代表訓示
△除興其の他

Ｏ高等ラジオ技術講習藷鍔十八回開講式︵一月六日︶
△園民儀濯︑国歌害哨︑勅語奉讃
△本含並にラジネ普及同志含代表訓示

Ｏ三月常曾・曾員談話愈︵三月十八日於本曾︶

△談話曾︒話題︵現段階に於ける戦時生活︶︑

︑

△講演﹁戦局はどらなるか﹂協賛曾貝海頭少滞高橋節堆

Ｏ高等ラジオ技術講習雪壱十九回閑静式︵四月五日︶〆

○高等ラジオ技術蔚習酋踊十八回修業式︵三月二十七日︶
△国民儀瞳︒園歌寓唱．勅語奉讃
△修業護書授興．本愈並に一フジオ普及同志曾代表訓示︑修業生答酢
△記念撮影除興
△普通科午後一時半︑本科午後六時半
△国民儀濯︑園歌審哨︑勅語奉讃
△日本弘道曾及ラジオ普及同志韓代表訓示
０本含理事雪︵四月九日於本倉︶
Ｏ四月宙員談話宮︵四月十八日︶

△昭和十七年度決算︑昭和十八年度謹算審議
△魯員意見交換

△講演﹁大東亜職と新兵器﹂陸軍中滞河村恭輔
０本雪評議員雷︵四月二十三日於華族脅館︶
△昭和十七年鹿決算昭和十八年度識算群議
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日本弘道害職員

口理事

含長伯爵堀田砿
副食曇交畢博士吉田熊

誹議法畢博士松井
諮譲丈堅博士吉田翻

主事臓江万次
口監事

財務監督下郷岬
︾

財務瞭督結城豊太
口諮議

支皐陣士宇野哲
東洋大畢教授高島平三

一倒二側室側室細一
○本雛は現下の純沸倫理の問題を中心に綿

罰輯した︒之は今日銃後の精祁問題として其

弘道賓憤︵税込︶金参拾銭也

＃

一ヶ年含賓金参固

弘道念入倉手緬

・一ヶ年曾我金参目を梯込み入曾の手演をと

一の最も大きなものの一つであもう︒私益過
恒一誌唇俸浄蝿郵辱棒蛎紳細︑奄確鍔跨塗一言︾鐸

ること︒含員には雑誌弘道を無料配布する
外に種々の特典あり︑規則書は郵券四錘封

割田斧二

１１

日本出版曾曾員番粧二一三一○一三

所〃冠話振九
段九番
秤口座票京四一三七番

確麓耐鋪仙が痢

印刷・所︵東束元一号敬一文泣

東京市牛込随下宮比町十二番地

東京市牛込慨下宮比町十二番地ゞ

印刷人告原留吉

護行兼
編輯人

東．京市祁田砿西祁円二丁目一番地︑

昭和十八年六月一日稜行︲

昭和十八年五一月廿八日印刷納本◇

本含細脚部へ御州談を乞ふ︒

○本誌旗告の件については︑

入の方に直に送付す︒

次一生活の切下げによる苦しさから私利の漁め

依然全身に溢れてゐるの

茂一︾華恥唾函嘩蔀祷唾畔識跨旧融唾垂睡毒峰
致一る位なら兎も角

仏一であらう︒此の湘念が純ての不正な事の根

良一本となって動いて居るのである︒故に何と
一かして此の醤概念を捨てて新鵬念育成に努
一むべきことが急埼である︒それには︑資際

録胤一る︒御一調の上御矧意御指導を願ひたい︒

平一の祁含の動きが新倫理概念と：一致するや
〜一ら︑それには上の抵範より始まるべきであ
一○例により鍵定のものの多くが頁の都合で
一戒せられなかった︒近くは愈々減面に雁ず
︵と胆ふ︒

一る・根・的雄世しの編聯が鹸醗なくされやら

○来月雛は第四十四回の練曾縦として同記
事を中心に愛す見込みである︒例年のやう
には参らないが︑事情の範園内で記蛎だけ
は充分御報告巾上げたく思ってゐる︒

、

法
而
l
：
人博I

三輪円高等
女
畢校長・三輪川︑一九
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人

郎
道

弓
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(番七一三四京束塞口替振）一目丁二田紳西厘出(4市京東

曾行刊記惇生先翁泊

定償金八回

葉数十壷挿・譜年

Ｏ菊版上ドニ癌・クロース上製

詮料四十五銭

･事逸･遣補及博本

○天背金・網頁数千七百醗頁

○曾員頒布割引金七目

蝋
I

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︑
叉教育の振興を岡り︑外交経済等の事をも憂慮献策し︑国民道徳の維
持振興を以て柊生の任務とし︑加之幕末に際毒し幽士とし藩老として大
に蓋捧せられ︑特に少壮国事を憂ひ︑和漢単は勿論闘英雨畢及兵法火
技の末に至るまで︑之を研習して以て常路者に建言雲したる一大偉業の
如き︑後進者の今街取て模範とすべき者なり．今や国難績出︑国民上
下一致裁力之に雷るべき秋︑本書の如き責に園民情岬養成上好個の資
料たらずんぱあらず︒好畢求道の士一本を座北に伽へよ・
ｌ−ＩＪ餅唖叫 畦 ロ ︲ Ⅱ ｒ ︲ ︒

何﹂︲Ｉ︑三禰和トー年八丹十日窮亨叩剛Ⅲ翻忽リ
力︒．
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内曾道弘本日
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