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○日本弘道雷要領甲羅
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし紳明を敬ふぺし
二︑皇室を尊ぶべし本圃を大切にすべ
し

三︑圃法を守るべし国益を岡るべし
四︑畢問を勉むくし身盟を砺健にすべ
し

五︑家業を働むぺし節像を守るくし
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
貧るぺからず

九︑酒色に溺るぺからザ悪き風俗に染
まるべからず

十︑宗教を信ずるは自由なりと錐も本圃
の害となるべき宗激は信ずべからず

一

Ｏ日本弘道宮要領乙蕊

奉し以て君民一穂の理想を資現し圃運

の隆昌を協翼せむことを期すること

Ｉ血

十︑祁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

皇室を奉龍し閥家畢って圃値の箪巌

九︑両家と一・暗不二にして至公至仁なる

るべからざること

に蕊ることを知り念々風家の二字を忘

八︑職業地位の如何に論無く一身の園家

の虞有るものは之を排すること

言論行動にして風家の基礎を危くする

のみ完全に遂げらる上ものなれば荷も

七︑社曾的生活は園家の統制の下に於て

興せんことを期すること

界の文化護達と人類一胴祉の踊進とに寄

る敬愛の精紳を養成し彼我教力して世

穴︑人類共存の本義に擦り他閣民に封す

須惟件たることを明かにすること

排し所謂階級の共存が批向的生活の必

宝︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

向上護達に資すること

味に階るを防ぎ一は以て締紳的生活の

極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

I

三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

生活の向上謹達を期すること

．二︑物質的生活偏重の弊賓を腕し結紳的

立すること

界人類の馬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圃家世

︹大正十年二月制定︺

○日本弘道奮の主張

十︑吐曾の制裁を作る事

一宇

九︑圃民の風俗を改善する事

八︑正諭を張り邪説を破る事

七︑道偲の園結を固くする事

六︑無識の者を教化する事

五・教育の適否を考ふる事

四︑嗣家の縄済を知る事

三・政治の良否を観る事・

二︑閥家の崎来を慮る事

一︑枇界の形勢を察する事

︹明治三十三年十・一月制定︺

＝

が馬め其の程度に噸じて生活の簡易を
岡ること
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Ｉトー．︲一︲・鯵︲︲︲︲

︒雑誌﹁弘道﹂文謹欄に就いて

大東亜戦争も愈糞苛烈を加へ︑彼我の死闘は正に決職状態であります︒されば今Ｈ此の時こそ︑五塁一億閲民は総てを

固家に捧げ︑唯勝ち抜く篇めの其の一つに向って緒塊を識すあろのみであります︒五身思想の戦士を以て係ずる者は︑岨

先以来三千年の大君の御高恩を一身に背負て︑力の限り魂限り使命の遂行に努め︑以て其の葛一に報いんとする時は眼に
今日であります︒随て我が﹁弘道﹂の使命も愈狩軍且大を加へるばかりです︒

併し此の国家重大時です︒総てに如何に全力を注いでも尚足ることを知らないのは常然でありまして︑雑誌朋紙の配給

の如きも︑常局の非常な御配慮にも拘らず︑逐次減少の一途を見ることであります︒剛家のためには足らざるを足らし︑

乏しきを以てより効果を塁ぐるに努むるのは必然の責任であります︒﹁弘道﹂の如き官臓のものに準ずる御取扱を受け︑

陰

恵まれた中に今日まで過して参ったのですが︑それでも今日の現状は誌面の大革新をなし減頁の止むなきに至ったのであ

ります︒されば雁縮された火の玉の弘道となすぺく計蓋を進めて居る次第であり史す︒

其所で今後の五六ヶ月程の問には計壷の資現溌徐交と完了することとなりませうが︑取敢へず来る十月嘘より曾員文
０つ○○○○○Ｏ

蕊弘道詩林︑弘道俳堀をして弘道歌園と等しく一頁に雁縮するの止むなきに至りました︒就いては事怖を何卒御諒承の上

３悪ｑ陥砿口許一

ｌ卜

御努力の結晶作を愈盈瞬きあげ︑木誌に溌載を机競ひ︑誌面が更に佳作のみに満たされて生きＪ１と躍動するものたらし

・別どよど

、

めて頂きたく︑依て鼓に報告致すと共に御協力と御指導を懇望して止まぬ次第であり蚤す︒

1

−

ｆ・ｆｊｌｊ１くＩｊＩｆｊｌノーノ︑●Ｉ１ｆｊくノ︑ｒ１ＩＪ︑

雫：§：：：：患

︾鷺画ば明治九年汝読村茂樹先生︽

︽の創立にして其主旨遇する所は︾

○

今日の世界大戦に科皐が威力を壷揮して

居ることは前古末曾有で︑其の鷲くぺ誉一進

あるとさへ言はれて居る所以だ︒我々とし

歩義達は︑紬刷に加ふるに︑科挙の決戦で

ても﹁大和魂﹂さへあればと云ふやうな考へ

で︑科畢や鋸兵器の慨値を極んじてはなら

ない︒そして今後は﹁科畢日本﹂を目標に

科畢教育の振興︑囲民の科畢思想普及に力

を注ぎ︑〆大和魂の椛化である前線髄兵達に

のがあると云ふことを知らねばならぬ︒

敵に優る新兵器を透る所に勝敗を決する亀

︑併し我々の科皐は敵共の物質主義科畢主

一

− 1 −

全︑白邦人の通徳を高くし国家の基礎︾
︾

︾︑

︾

義からの科皐であってはならない︒敵共の
科畢は︑我欲を充たす鰯めの唯一の武器で
其所には人類を虞に救済すると云ふ撒義の
精利がない︒此のやらな考への科畢の推歩
は其れ自慨人類の仇である︒聯合剛等の科
畢文明が人類を没落せしむると言はるＬの
は之が焼めである︒我々の精祁主義の科畢
は︑撒義に立脚し︑人類をして虞の道に基
く幸禰へと導き各所を得るの科畢振興でな

ければならぬ︒・であるから︑科畢に偏重して
締祁を忘る上ことを巌に瀞む署へきである︒

さるると云ふものであらう︒

〆

｛

と入に科翠の池歩が人類を不幸より救ひ︑
虞に幸禰に導き︑又境の科畢の憤値も謹揮

一 一 ｰ

全︑︾
︾群を葦固にせんどするにあり而し︾

全・金画

垂道て儒教哲挙蚤罫蕊２方に偏︾

︾

︒︾主倍せず藷教の授所を線も明治二︽

︽旨斗︲三年十月三十日の勅語を遵︾

︽童し本脅所定の蓮領を蔦する︾

酔痢図９９６．６風ｖ§閥ｖ９瓜剛︑４６４匙
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．︾人の心を正うせんと欲せぱ︑先づ己の心を正くせざるべからず︑献献
含曾の風俗産善くせんと欲すれ

まらざるときは︑如何に世人を

し︒諸君願くは先づ己の心を正くし︑己の行を修め以て人に

今日は最必要の道徳の牒目となりたることなれば︑深く注意せざるぺからざるなり︒西洋の哲畢に
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て論ずろ所の如きは︑其理論に至りては或は精微を極めたる者あるも︑其言行の訓言に至りては︑

のあるを見ず︑諸君自ら省察存養して︑心己に正しく行己に修まりたれば︑更に進んで積極の事業

に及び︑善く世人を教へて︑尊王愛園の念を厚くせしめざるべからず︒名利の欲に沈溺する者を畳

めざるぺからず︑怠惰を戒めて勉弧に就かしめざるぺからず︑詐偲の念を絶ちて誠資を守らしめざ

悟せしめざるべからず︑私・利左管むの心を杜絶せしめざるぺからず︑酒色に迷溺する者を悔悟せし

るべからず︒軽繰を禁じて着賃に就かしめざるぺからず︑争奪を戒めて謙譲を務めしめざるべから

﹃Ｆ

ず︑淫風を絶ちて貞潔を守らしめざ毛べからず︑叉園力を養ふの峰に就きて言はんに︑著修を止め
て節倹を行はしめざるべからず︒畢識を以て責業を助けしめざるべからず︑生産的の業を多くし︑

不生産の業を少くせざるべからず︒生産的の業を多くし︑不生産の業を少くせざるぺからず︑農工

商相助けて五に其利便を謀らざるぺかちず︑一己の私利を管み︑他人の不利を魚すべからず︑正常

唾己ｑ互いも毎口直■ロ区画ｑ〃食︑幻亡国口〃国赴づげ乱己々毎己も

確資の物品を造り︑世人の信用を得ざるべからず︑製造賓買共に世界の大勢に注目せざるべからず
是其大略なり９︵明治二十六年︶

、
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と言はれるのは之が篇である︒而かも斯く恩はせる程に宝

ならず︑結局大戦の勝敗は寒中戦によって決するであらう

は相違ないが︑制察権なき所には陸海軍の活動は意の如く

みてゐる︒今次大戦は固より陸海空軍の協同作戦であるに

自慢の優勢を特んで反撃し来り︑飽く堂で決戦の勝利を夢

ら伽た適確有数な我が作戦計霊駐其の儲に倫んで小職にも

準道理である︒米閣は惨謄たる多年の苦心によりて練り上げ

かに察軍に主力を注ぐに至った事は何人にも極めて見易き

間に海底に葬り去られた緋かな手際を考へれば︑米幽が俄

オブ︑ウエールス︒レパルスの二隻が我が荒鷲の篤に瞬く

英圃が枇界に誇り我を威嚇せんとした不沈戦艦プリンス︑

心謄を塞からしめたと同時に命共の作蛾計壷を一鍵せしめ
た︒敵米嗣は馳艦を中止して飛行機増産に狂奔してゐる︒・

大東亜戦争の緒戦に於て︑我が無敵室軍の威力が米英の

ぜられるやうな些の隙も油断もあってはならぬ︒

ある︒此の属に食ふが食は帥るかの決戦には決して敵に乗

文筆博士野田義夫

皇道精榊と科畢振興

今や大東亜戦争は職烈極まる決戦期に入ってゐる︒就中
察蕊を目ざして多大の犠牲損害を顧みず︑其の彪大な富と
兵器資材を特みとして︑執批頑強の態度を以て績行されて
ゐることば鯨りにも明白である︒尚北方アッッ島占領以来
虎覗耽耽︑我が北方を窺ひ︑之を基地として日本本土塞襲
駐敢行する機曾を狙ってゐる︒叉更に北支に於ても作戦計
蓋は同様である︒今や我邦は資に食ふか食はれるかの重大
な時局に遭遇してゐる︒敵米圃が打績く敗戦に目を醒まし
人は彼等の睡倒的兵器量や無篠件降伏などの桐喝的倣語に

愈本腰となって来た事は我もよく承知してゐる︒我等日本
よって必勝の信念に微動だも衆すものではない︒併し此の
際決して敵を侮ってはならない︒我等は締戦の赫糞たる戦
果に辞らことなく︑立直って来た敵の畳悟と資力とを知悉
し︑此際彼等以上に園民の志気を昂揚し︑飽くまで戦力を
増弧して最後まで勝ち抜く畳悟に磐石の堅沓一を加ふべきで
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南方ソロモン群島の争奪戦は︑敵米閲が失地恢復日本本土
興振畢科と祁精道皇

＝

か︒

軍の威力を溌揮したものはもともと我が無敵皇軍ではない
今や南に北に行はれてゐる空中戦に於て︑勇猟果敢な我

封に必要である︒戦力署強には生産増強と兵員の増派が絶

封に必要である︒最近我同胞が此鮎に就いて異常の自疑を

生じ︑一機淫も多く戦地に透れと絶叫し︑青年挙徒が先を

零うて室軍に赴きつ比あるのは心弧き限りである︒

飛行機其物の製作並に其の改善進歩も︑之が操縦の技術

が空軍は何時も多数の敵飛行機を撃墜破してゐる︒敵は如
何に多数の飛行機を所有し︑且つ絶えず之を蛸産してゐる

の研究に待たぬものはない︒我が国に於て科畢の振興を絶

封的に必要とすることは今日より甚しきはない︒室中戦も

も︑将た又兵器其他一物資の補給も増産も︑一として科畢

消耗戦も補給戦も煎じ詰めた所科畢戦となるではないか︒

としても︑牝沿耗は明白遊事賛である︒現時の決戦に於け
洋艦︑蛎逐艦︑潜水艦︑輸送船に於ても同様である︒遠く

科畢振興必要の叫びと其施設とは遺憾なく行はれてゐる

る消耗は飛行機のみに止まらず︑多数の兵員を始めとし巡
本圃を離れて此の損失は敵に取って痛恨の大打撃であるに

としても︑科畢振興の宵績は其の期待と相常の隔りがある

のは遺憾と言はねばならぬ？殊に科畢識育の如きは其の成

見れば︑敵の狙う所は紡局我が戦力即ち兵員丘︿器の消耗で
あらう︒若し仮初にも我が兵力兵器の消耗が雀しくなり︑

は間に合はい︒

果を見るまでには相常の年数を要するから︑現下の時刻に
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拘らず︑之溌顧みす執鋤噸弧に反駿を加へて来る所を以て

共袖給の途が絶え雨者彼我の嬢衡を失ふ時が来たとすれ

ろを悲槻する春も少くないであらう︒

ッッ島の守備兵玉砕︑北千島察襲竺烹我が形勢の日に非な

ルの苦戦︑レンド幸︿↑島︑一三−ジョルジア島の敵兵上陸ア

るであらう︒之に反して取越苦労の性分の人はガダルカナ

如何なる鮎に於ても優越であると思って平然と楽弧してゐ

て見れば︑多敷の人の溌想と反する事が多いと思ふ︒民族
的優越感に自家陶酔をしてゐる人腫皇閣は米英に比して

科畢研究進歩の程度︑及び其能力を米英のそれと比較し

ば︑それこそ山登しき大事である︒これは我等の一日も忘
る可からざる所である︒此の決戦が沿耗戦又は補給戦と稲
せられるのはこれが鳶である︒今日の織烈の決戦に於ては

、

換言すれば結局増産戦である︒今や我が画は戦力増弧が絶

ぬ︒随って消耗戦は一面に於ては袖給戦であるフ補給戦は

早く補給の途が絶えたものは到底敗北者たることを免れ

消耗には勿論袖給の途があるが︑夫れには必ず限度がある︑

極度に達したものは勿論︑先きに敗北考とならねばならぬ︒

兵力兵器の消耗は敵味方共に莫大である︒此の消耗が早く

興振畢科と祁緒道皇

敵米剛は我に比して雁倒的多数の飛行機殊に弧力の爆撃

く認識して疑はざる所ではないか︒

︑其の操縦術に於て皇軍の優秀なることは既に世界の均し

飛行機同様潜水艦︑高射砲等の兵器に於ても︑我が科畢

機を擁してゐることを唯一の侍みとしてゐる事は︑彼等の
桐喝的倣語によって明に之を徴することが出来る︒けれど

は決して彼等に封して劣位を示してゐ底いのみならず︑執

飛行機潜水艦高射砲等の兵器は元来凡て西洋より輸入し

ない︒

が︑我が忠勇なる無敵皇率の陣管は決して悲観すべきでは

鹿から見て︑此の決戦は職烈苛刻を極めるには相違ない

れも彼等の畢ぷ能はざる長所を謹揮ルてゐる︒あらゆる苅

も空中戦は決して数量のみによって勝敗が決するものと速
が何時も我が地上砲火や荒鷲によって禦退されてゐるでは

断することは川来ぬ︒ソロモン群島に於ても彼等の大細隊ゞ

ないか９我室軍も和常数の貴い犠牲を排ってゐるが︑彼の
犠牲に比しては遥かに少数である︒最近北千鳥の察襲に於
の性能の優秀と技術の卓絶とに驚嘆の意を告白してゐる︒

たものであるに拘らず︑執れも一旦我圃のものとなってか
らは︑西洋のそれに優るとも劣る所はない︒これは日本民

− 5

ても同様である︒支那の米圃空軍に至っては︑我が飛行機
・米閲の兵器生産能力が我に優ってゐるととは蝦念ながら
之を許容せねばなるまいが︑其の生産趣が果して彼等が公

工夫創造の科畢精祁を縦いてゐるといふ見解は︑外人間の

るものに外ならぬ︒日本人は模倣俳に術んでゐるが︑溌明

族の驚くべき包容同化性即ち概取醇化の長所を溌揮してゐ

して我が図の飛行機現存数量は公表されてゐないから︑其

みならず日本人にも之駐信じてゐろ人が無いでも無いが︑

表してゐるものと同じであるかどうかは疑はしい・之に反

としても︑之に謝する掛策は常局に信蛎してよいと思ふ︒

比較を明かにまる途がない︒併し其間に祁常の開きがある

の優秀無比の剛民性が常に驚天動地の職果を術らしてゐる

以上の事箕は迩憾なく其謬見を粉砕するに足ると思ふ︒此

とも角現時苛烈なる決戦は手に汁を掘るやうであっても︑

ではないか︒而かも此等は執れも全く皇道精榊の具現に外

日本人は科畢能力に於ては寸棄も彼等に談ろ所がないと

今日までは必勝の隠制に微動だに生じてゐないと見てよ
鴨制は決して微動だもするものでない︒飛行機製作の科畢

しても︑今日にてはまづ偵察川戦闘州の一三の続密器械に

ならぬのである︒

に於て我は彼に優れて猫自の長所を有するととあるも︑断

於て︑彼等は我に優れたるものを利川してゐる形迩がある

〆

じて彼等に劣るととばないと信じて宜しい︒

い︒此の決戦を溝耗戦と見ても科難戦と見ても我が必勝の

興振畢科と祁精遁皇

一一一

て︑之を肇固精祁とも言ふくく皇道精榊とも名づける事が

精赫力は肇園以来日本人に固有な父寵俸来の精祁力であっ

い︒皇軍の今日までの赫盈︽たる戦果には︑兵器の威力も忘
れてはならぬが︑皇軍猫得の糖祁力に負ふ所が紗くない︒

である︒僅溌百年以内で成し透けた新日本の文化の護展も

皇軍の精祁力は外人の測り知る能はざる日本人固有の底力
日清︑日露雨戦役の大捷も︑此の精祁力遂知らずしては全
然不可解である︒此の精祁力が不可思議の護展を来し︑溌

想外の大捷を満らし︑不可能を可能に導くのである︒此の

とせねばならぬ︒︵完︶

十九世紀は科畢の世紀と言はれる程文明の進歩は主とし
て科畢の力に依った︒其の結果は科畢寓能主義を生じた︒．−
科畢には自然科畢あり︑精赫科畢があり︑自然科畢にも︑
純理科畢があり︑応用科畢がある︒十九世紀の文明の基礎
を作ったものは主として雁用科畢である︒其の自然の結果︽
は物質主義となった︒科畢寓能主義は大抵物質主義に赴き
結祁主義を漣頑する︒前にも継述したる如く︑今次の決戦
を科畢戦と見れば︑我邦の科畢振興は絶封的に必要のもの
であるが︑そ飢は決して米英のそれの如く物質主義に陥っ
てはならぬ︒我圃の科畢は飽くまで皇道精榊を以て原動力

ものであ・る︒

して粘榊寓能主義に陥れば︑種糞の油断を生じ科畢を樺硯
して恩はい失敗を招く︒我が皇道精淋は科皐振興を可能な
らしめる原動力である︒我国の文化の進歩が一として皇道
の具現にあらざるなきが如く︑皇道精榊が原動力となって
科畢の振皿︿を束すのである︒精祁寓能を過信する宗教又は一
道畢は動もすれば︑科畢を鯉観し︑精榊と矛盾するやうに
老へる人もあるやうであるが︑科畢とても精祁の産物たる６
ことを一考すれば︑其迷妄は忽ち破れるであらう︒
我が皇軍の緒祁力は優秀無比のものであることは誰も疑一
ふ所でないが︑之を過信して科畢振興を怠る事は決戦期の
大禁物である︒否︒皇道糖祁は科畢振興を要求して己まい

今日は科畢なくして室中戦は不可能である︒精祁力を過信

陥り易い︒而もこれは今日の決戦期に於て大禁物である︒

祁力さへあれば何でも出来ぬことはないと云ふ自己陶畔に

此の蕊妙不可思議の大精榊力を過信するものは︑この精

出来よう︒

我が園科畢振興の必要は此等の事責によっても︑一層深刻

の防禦力ともなる︒寡兵を以て能く大敵を破り︑不沈戦艦

る︒此の粘紳力は敢闘の攻撃力となり︑堅忍不抜不携不屈

渦自の戦法がある勧否切言すれば皇軍に固有な精祁力があ

る︒我が飛行技術が優秀である許りでなく︑鰐常りといふ

劣勢であったとしても︑皇軍の勝利は期して待つべきであ

て皇軍が勝を制することは必然と言ってもよい︒否少だの

飛行機の数量や性能が封等であるとすれば︑察中戦に於

卓一道を具現する唯一の道である︒・

の科畢戦に於ても同様の決心を必要とする︒これ賃に我が

於て懐槍刻烈の間に於て必勝の信念を失はいやうに︑将来

一層織烈なるものと畳悟せねばならぬ︒我等は室中決戦に

に癖蝶される︒播来の図際科畢戦は今日の空中決戦よりも

、

蕊醐灘灘灘蕊灘羅羅廻剰誌輔詞

興振辱科と刺i縮道皇

、

一

興振的本日の畢科

もないではなかった︒そしてこれは決して理山のないこと
とはいはれない︒といふのは︑わが函では科畢といへぱ︑

多くは自然科畢を意味し︑自然科畢に於いては︑ものをす
べて機械的に解繰し︑すべての現象が因果の必然なる法則
に従って生起するものとして目的槻を排斥し︑また事物の
質的相異を悉く量的差等に還元しようとするものであるか
ら︑若しとの考へ方を単に自然研究ばかりでなく︑度く文
化の領域にまで通州することになれば︑人格とか︑圃鴨と
かいふものの質的債値は認められなくなり︑個人にせよ︑

集園にせよ︑人間生活を決定するものは物的勢力のみとな
るであらう︒現にマルクス主義に立脚した杜曾思想に於い
ては︑科畢的といふことば蟹から量への韓換であり︑この

ことは自然に開しても︑人生についても全く同様であっ
て︑個人や園家に関して質的優劣を主張するのは︑封建的

尾範
小

治

のことがわが国にも反映して︑そ・れ以来切りに科畢振興が

めて優秀茂ることが︑その主要原因であらうといはれ︑こ

ふととが世界の大きな謎となり︑結局科畢兵器の性能の極

た︒そこでなに故にドイツはそれほど扱いのであるかとい

逐したばかりか︑敵の戦力を消筆せしめることにも成功し

を開くや︑これ堂た緒戦に於いて彪大なる領域から敵を駆

に片づけ︑イギリスを窮地に追ひ込み︑やがてソ聯と戦端

が瞬く間に群小園家はいふに及ばず︑フランスさへも簡単

とではない︒しかるにヨーロッパ戦争が開始され︑ドイツ

科畢思想について︑わが園に於いては︑かやうな苦い経７

れたのである︒︑一
鯛騨瀧嘘窪誰；譜雪

とかいふものを特殊の債値として認めることを拒否し︑そ
のためにマルクス主義的就曾科畢は破壊思想として洲腿さ

な奮い考へ方であるとして排斥し︑従って人椛とか︑騨篭

科肇の日本的振興
、

従来ややもすれば科畢教育は？園篭覗念の明徴を阻害す

、

るものとして︑教育者の間にはこれについて膳蹄するもの

財L

︑６

一一

、

興振的本日の堅科

になったのである︒しかしこの趨勢に拍車をかけたのが大

認調され︑就中教育に於いてとの問題が重要頑されるやう

またそれから起ると見るが如きは︑科畢の限界を越えたも

すべて物的原理に基づき︑従って物龍のみならず︑精祁も

らば︑なんら差支の厳いことである︒しかるに現象世界が

で鯉それをわれわれの経験する現象世界にのみ限定するな

のであるといはねばならぬｃ科畢考としては飽くまでも経

メリカを向ふに廻はして︑わが国が緒戦以来枇界の耳目を

験する現象そのものと忠資に買剣に取り組むことを唯一の︑

東亜戦争である︒世界の弧大国として自他ともに許したア

の精脚力が世界にその比を児ないほど卓越してゐるととは

諜動せしめたほど偉大な毒戦果遂牧めたことを顧み︑皇軍

使命とすぺきである︒

しからば打畢については︑どうしたらよいか︒人がいか

輝く措き︑わが兵器︑殊に軍艦︑飛行機その他に於いて新
鋭なるものがあり︑殊にそれを操縦する技術に於いては︑

なる蒋畢を有するかは︑人間のいかんによると既にフイヒ

くて哲畢思想である︒自然科畢老としてはわれわれの経駒

く︑それは哲畢の領域に屈し︑従って唯物論は科畢ではな

にが存するかといふととは︑・目然科皐の問ふところではな

の経駒に訴へる惟界に外ならないっ従って縄醗の根抵にな

然現象に開する科畢的研究であり︑自然現象とはわれわれ

ならば︑それこそ大きな誤解であって︑自然科畢け軍に自

である︒若し唯物論が自然科皐の必然的結果であると兇る

がら︑唯物論的︑機械論的な考へ方に陥らないといふこと

もない︒われわれはここに科畢振興の日本的性格を求めな

われに取ってはこの大理想貧現のために外ならない︒従っ
て科畢研究もまたこの線に添ふべきであることはいぶまで

る︒従って平和も戦争も︑いなあらゆる生活活動は︑わ虹

いふのが帥ながらの道であって︑そこに皇剛の貴い姿があ

蕨ひて字となすことを理想として生成護展して止まないと

てが天皇を中心として血のつながりを有し︑それが八紘を

川に至るまで悉く刺の生ませ給ふと芳一ろであるから︑すべ︑

が図は刺の御青にまします天皇によって無窮にしるしめさ
れ︑しかも臣民を始め︑生きとし生けるものより︑函士山一

８

ーァも喝破してゐるが︑われわれ日本人としては先永的に不一
動の哲畢をもってゐるｏそれは脚ながらの道であるｏ即ちわ

遥ましい精祁力と厳しい訓練とによって全く敵を唾倒して
ゐたことに︑菰大なる原因の存することを知り︑科畢振興
に能ふ限り努力することとなったのである︒

する物的枇界をかかるものとして取扱へぱそれでよいので

ければならない︒科皐に園境がないといふととは︑全く抽

そこで第一に考慮を要する問題は︑科畢の振興を間りな

ある︒即ちそこに機械的必然が支配してゐると見たところ

一

興振的本日の畢科

︑

研究並びに技術の狙ひどころである︒しかもさういふ風に

象的に見た科畢についていばれることであって︑具篭的な
生物までも妬物に鐙元し︑一切を物的原理の機械的運動

人間はいふに及ばず︑あらゆる物壷で︑それぞれそのとこ

てその能力を十二分に溌揮させるやうにすることが︑科畢

と解Ｌ︑これを人間の功利のた油に利用するといふのが︑

ろを得しめるといふ八紘篤字の大精祁は︑畢党寓物をして

完成のために奉仕せしめることに外ならない︒↓それ故に科

それぞれその特質を褒揮せしめ︑全篭の一部として全燈の

ものと考へられてゐる︒しかるに︑すべてに神の貴い生命

畢振興についてわれわれは︑従来の両洋式の抽象的な考へ

から両洋に於いては自然は人間の利益のために征服すべき
が宿るとして︑あらゆるものを尊亜しつつ︑それと一髄と

方を一切清算し︑側本思想を恨抵とした日本的な考へ方か

れ日本人である︒・従ってここでは自然は死物ではなくて活

物であり︑無縁の他粁ではなくて︑われわれと生命を分つ
一慨的存在である︒それ故にあらゆる物を活かし︑その側
のＨ的である︒人間のための物の利川といふやう蕨蝋求な

らきを完全ならしめることがわれわ鯉に取っては科畢研究

ていふならば︑戦力坤弧が勝利の必須候件であって︑それ

目的は問題にならない︒これを常而の戦争との開係に於い
がためには人といばず︑物といばず︑あらゆるものの有す
るすぺての力を結集せぬばならぬのであるが︑それは各佃
燈がその全力を傾注し得るやうに︑それを能ふ限り活かず
ととがなによりも大切である︒日本的科畢はそこを眼目と
せねばならぬ︒即ち大きなものでも小さなものでも︑兄え
るものと見え左いものとを論ぜず︑われわれと血の通って
Ｆ■一▼

すべきである︒︵完︶

晒鉾抽軍蝿砕一

されてゐるやうに︑わが閲に於いては紳蛾の宿る尚いもの
としてこれを崇ぴ︑その製作保存︑使川︑一としておろそ
かにせず︑殊に戦争に於いては刀創と人間とが全く一髄と
なって戦ふからこそ︑刀剣が思ふ存分の似らきもするので
ある︒しかしこのことは猫り武器のみではなく︑生活の黄
たる穀物についても︑われわれは生命を秀ふ貴い祁物とし
て︑一本の稲一粒の米といへども粗末にしない︒かくあら
ゆるものの生命を十分活かすやうに取扱ふところに日本科
畢の反償があり︑科畢振興はそこを眼目とせねばならぬ︒
けれどもそのためには︑明治以来永い間︑団民に従って教
育者にもしみ込んでゐる西洋流の考へ方を根本から放莱︑
し︑武人が刀剣を尊び︑百姓が穀物を大切にしたやうに︑
あらゆるものを活けるものとして奪軍することから再川溌

坤蔀獅搾唾鋤詠泣叫鋤維匙沖咋斗︺唾恥蛎岬

ら川溌せねばならぬ︒しかも︑かくすることによって人的一
並びに物的脊源の属の偉力を潅揮し︑戦力坤弧の目的を貫
徹することがⅢ来るであらう︒しかし︑このことはわれわ９

なって︑洲的生命の完全なる貨現を理想とするのがわれわ

西洋に於ける唯物論的︑功利主義的な科畢思想である︒だ

ゐる限り︑一切の存在の根本特質を研究し︑これを活かし

●

科畢は必らずどとかに剛家的民族的性格を負うてゐる︒

】
』

＝

＝

畢 科 と 村 農

農村と科肇

姓が生産物の生産促進に紫外線装置を利用するに何の不思

かと恩ふ︒又た愛知際は養鶏の盛な所であるが︑世間に帥

世間には農村は文化に後れた所である︑科皐を度外して

生雛を供給する所として有名であった常時は︑雛の育生に

と云ふが︑世の智識階級にも此番頭の兄弟が居ろではない

ざるも亦遊だしい哉である︒人或は我圃に於て尤も科畢的

紫外線を利用したことは周知の事賞である︒嘗って貴族院

議がある︑との返答に島津の番頭は目を白黒させて驚いた

なるは瀞師と農民であらうと云ふがある︒之れは至言であ

あらう︒特に瀧菜及果資に於て品質の．向上が著しく︑叉た
明治以後飢機に曝らされたことがないことに徴して分る筈

あるは︑軌か注意心ある人であれば︑誰もが気がつく所で

品質がよくなり︑牧量が多くなり︑牧穫が確資になりつ４

丈けが高くなるが︑春菊は冬に苗を育てるから丈けが短か

上︑霜が降る券に暁かい道理はないと︑今日も農村は秋菊

があるを不思議に見たのである︒霜が降る秋に菊が嘆く以

一行の休憩室に赤の色々の花が陳列されて居る中に菊の花

の議員諸君は三月舟日に同牌碧海郡の農村を頑察した時︑

である︒愛知螺の愛知郡鳴尾村は今は名古屋市になった

明され︑一行は驚嘆したのである︒斯ふととを話せば際限

くなる︑此菊は皆丈けが短かいのは秋菊でない護擦だと説

がないから中止するが︑枇間の認識を進める篇めに主なる

句

が︑其虚には久野増次郎てふ篤農家があった︒名古屋市の
ねに封し︑店の番頭は君は何庭の皐校から来たと零れたの

事賞を掲げる事にしやう︒

に封して赤菊産作って居る︒秋菊は夏から苗を育てるので

島津理化畢器械販費店に入り︑紫外線装置があるかとの尋

尤も分り易いことはや国民が常用する食糧は年を迫うて

り︑農村左知る人であると︑私は敢て言ふ︒

我智識階級に多いのは︑沙汰の限りである︒農村を理解せ

崎延吉

〜

古来の習慣を墨守する所であると貝倣すがある︒之れが︑

我農生

山

で︑私は畢校の小使ではない︑一個の百姓である︑・今の百

− 1 0 −

ー

一︑米の品質向上と増牧虫害の防除に科畢的智識が進み︑技能が渡達した今日は︑

米は我圃民の尤も愛川する飯であるが︑何時の間にか味如仙なるものも立派に︑生産され漁定数量を准得するやう
がよくなり︑誰もが米飯に執着するやうになり︑営年反常になって来たことは驚異とすべきであらう︒之も促成的に
一石五斗しかとれなかったのが︑今は倍もとれるやうにな抑制的に生産するやうになった篇め︑我等の生活は確に恵
︑

つたのは︑薙くべき進歩である．之は一に品種の改良と栽ま肌るやうになって来たことは︑此虚に読明を要せぬこと

ろと知らざるとを間はず︑今日の米作は常年に比し驚く程や︑世人が果資に封する認識が進むで来︑同時に農民が力

培技術の進歩と︑施肥とに研究が種まれた結果であり︑知であらう︒特に果資が誉養上狭く零へからざるものとなる

科畢を塾調とするやうになった︒癌を入れるやうになったことは面白い位だ︒

し︑見てよく味ってもよいやうになったことは︑恐らく我つたが︑今日は三○○卵を得るでなければ難を飼ふ資格が
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農二︑野菜の増産と向上四︑鶏卵の向上
才︑

ｒ︐野菜の種類が著しく殖へて来︑各種野菜の品質が向上一年に一疋の難が八○個の卵を産むに浦足した時代もあ
と

文化生祈を助長したと云へよう︒之も品穂の改良︑栽嬬技・ないと云はれ︑専門家の中には三五○や三六○を産ませ︑
Ｉ夢０凸
添術の進歩︑施肥の護達に蹄すべきであらうが︑或は支那朝今や三六五のレコードも出来たのである︒而も品質がよく
翠鮮より或は欧米より輸入し︑我風土に慣れしめた農民の努なる︑よく揃ふやうになって来たことは案前のことであ
力は忘れてならぬことであるｐ而も温度と光線の訓節による︒之れには鶏舎︑飼料︑管理が科畢的に進むで来たとと
って或は促成栽培に︑或は抑制栽嬬に先代未聞の研究工夫を認めねばならぬのである︒今や飼料開係で鶏は減少の道
殆敢てして︑珍らしいものを仙間に供給したことは蓋し周程を賎みつ凡あるが︑常年倫敦で丁抹の卵と競争した歴史

になったが︑之れと共に我格別の技術が閑却されぬことを四︑特殊作物の栽塔︑

知のことである︒決戦下の今日一切賛洋品は遠慮するやうを思へぱ感慨に堪へぬ課である︒

所らざるを得ぬのである︒一︲長野腺や朝鮮では勿布の栽嬬を努め︑数年間に驚くべき

三︑果賓の向上と増産成績を上げて居る︒戦争が始って以来ビールに必要峡くぺ

／

一時は病審虫のために絶望覗されたものもあったか︑病︽からざる勿布が来なくなったの噂ビール醗迭に大凶焼を

／

ー

来たしたが︑我農蛇の科畢的智能で今や其苦境を晩せしめ・剛は皆不足を告げる許りである︒之れ故にこうした時眼を

たことは忘れてならぬことである︒其他北海道の薄荷や除克服せねば峨産は州来ぬので︑今や農民は智能を啓謹し︑
虫菊等を一々話せば際限がないので伽略するが︲かうした徳器を成就して科畢の力と共同の力とで︑之れを克服しつ

土地改頁の進捗せしめ︑決戦は農民を向上せしめつ上あるのである︒

特殊作物の播大さる︐ととも科畢を韮訓とする腸である︒Ｌあるば特筆すべきことである︺確に非常時は農民を進歩

'

六︑
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我閣には天災地愛があり︑之れが我農業の進歩を阻哩九︑機械の利用

し︑農民生活を脅威するは︑昔も今も塗らぬことである︒長い間農村には器具の改良も機械の利用も見るものでな

然し人力駐輸たして其被害を減少し︑絶滅するは︑科畢のかつたのに近時長足の進歩を示したのは器械の利用であ

進むだ今円敢て難事に非らずとし︑皐肱地方に淵池を設ける︒耕転機︑除草機︑病害虫の溌防躯除器等は到る虚に見

たり︑地下水利川を企てたり︑水害地方に排水の施設をしない所がない光景であるは蓋し察前の事である︒時局に際
たり︑排水牌を掘ったり︑等々努力をさ上げつ上あるは涙ルて費材が乏しきため︑農民の需要に唯ずるととが出来ぬ

ろが︑蛎産に必要なる努力︑肥料︑飼料︑農州器典機械︑薬に俺際して居る課である︒

今農村ば増産を要請され︑農民はそれに大童になって雁は大勢である丈けそれ丈け農村に電化の功果を認め︑それ

八︑時譲の克服は︑決戦下の今日己むを得ぬことであらう︒然し農村電化

た農家の生活か一潤化するは云ふ迄もないことである︒械がなく︑機械があって電索が思ふやうにならぬ憾がある

の農村状景であ偽う︒之れは一般の文化生活を助成し︑又それ丈け電化が各地に要望されて来たが︑電気があるに器

自身及関鎧で綴管す馬が︑到る虎に見受けらる上は︑近来し勢であらう︒近来は農村電化てふ言葉が流行する丈け︑

る︒工業化し︑資本化したるもあるは勿論であるが︑農家追ふて石油が不自由になるにつれて電京を動力とするは蓋

を利川して加工製造に進出したことは驚くべき進歩であのことである︒始めは石油が便利であったが︑事塗後年を

長い間農民は原料の生産者であったが︑今日は科畢の力既に機械を利川するやうになれば︑§動力を要すろは勿論

七︑加エ製造の進歩十︑電化の進捗

ぐましい限りである︒は︑遺憾に堪へないが致し方ない課である︒

皐科と村農

畢科と村・農

拘泥せぬやうになり︑進取進歩に目醒め︑其の資現を期す

論じ去り論じ来れば切りがない︒それ程に農民は奮慣に

も見聞する暇のない者も居る︒故に誰れでも都市の人は科

居る︒而も田舎者にて気兼し︑遠慮し︑中には新剛も放途

村の人は単に暑さまさに超越して働く者ではない︑生産の

ろを︑私は此機曾に敢て世間に告げんとする考である︒農

貴さを知る故に︑常に生産に遺憾なきを期して居る︒特に

畢的であり︑合理化せるが如く恩ふが︑事資は正反封であ

化する者もあるまいと信ずる︒唯た農民は言あげせざる画

るに熱心であろば掩ふぺからざる事資である︒恐らく我園

民であり︑獄杢乎として働く業民であり︑見るから粗野の

理化を口にせぬが合理的に進歩しつ上ある︒中に忙飛ぴ放

科畢を基調とすと云はないが︑科畢的に改良をして行き︑合

民の職域中農民程科畢に日醒めた者もなく︑己が業を科畢

風貌であるが故に︑世の認識を誘致するととがないのであ

であるが故に他の誤解を招く恐がある︒然し不相鐙弧兵が

蔵れた優秀者もあるが︑多くは沈獣の民である︑朴訓共者

る︒然し今日決戦下の不便不自由に忍び︑時難を克服して
墳産にいそしみつ上あるは科畢を味方とする弧味があるか

ばかり達看で役に立たぬがあり︑理屈に巧みで労働に駄目

であり︑合理的であると云ふに外ならぬのである︒世に口

云ふが︑之も農村より徴用しつ上あるは︽農村人が科畢的

ては州来ぬことである︒目下五大産業に優秀の人を要すと

蓄を引受けて居ることは︑科畢駐基調とし︑合理化なくし

食糧は農村の産である︑剛民貯蓄でも農村が尤も反撃に貯

農村出のものであり︑塘産の中でも一億の生命を左右する

らであり︑合理化を心懸ける結果に外ならぬのである︒賞
際農民が味識する天災地鍵は農民に封する鞭捷であり︑時
蛾に苦労するも亦農民に封する試練に外左らぬのである︒

一難を経る度に彼等の工夫は進み︑百難を迎へて彼等の研
究は益進むばかりである︒今尚彼等は朴調であり︑純嵐で
あるが故に圃家の恩天地の恩に感謝しつ上ある︒従って彼

な者があるが︑之程非科畢的なるはなく︑不合理なるもない

等の研究工夫は必ずしも功利に躯られて野なく・︑我民族特

有の緒紳に基づき︑我国民固有の魂によるが多いのであ

１１

科畢と題して牌蒙の一助とせんことを斬る︒︵完︶

あり︑合理化が進むで居る課であるであらう︒敢て農村と

が︑農村にはかうした者が少いのは︑都市に比して科畢的で

るｃ宛然近代蕊備の新兵器を以て敢闘する雛一線の特兵に
似て居るが︑我農民の働きであると考ふべきである︒

都市の人は多く消費考であり︑奮慣に支配されて居る
が︑索位は高く︑見聞が現代的てあるに比し︑農村の人は
多く生産者であるが故に奮憤に支配さる典を許さぬ立場に

ｒｌ
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○日本科墨の建設

割田鈴己庵

従来東洋は精祁文化を特長とし︑欧米は
物質的科畢文化を以て誇って来たのである
・が︑最近の数世紀は︑世界を畢げて欧米の

う︒今之を思想的に言へぼ︑粘祁主義と物

舞蕊に到る所で戦って居る︒何が故であら

今日枢軸側と聯合軍とは靖んど杢枇界を

る︑●へき程であった．︒

は人類を盲目的に溺れしめたことは誠に催

を上座に祭り上げた感があり︑流行の狂波

時所謂物質文化の風に騨営︑無批判的に欧米

倫

冒質主義の季ひであって︑我今は我等の正し
い精榊主義を枇界人類に布かぬ以上︑貝に

か

・一人類は救済されないが周めに戦ふのである
雫と勺もいへよる一︒

聯合園側の欧米物質文化之は︑必然に科
畢蔑能に向はしめ︑著しく自然科畢の進歩
凝達を促したことは認む︒へきである︒併し

苦悩に階れると云ふ科畢である︒乃ち一例

其の科畢は進歩すればする程祉界の人類を

が迫はれることとなり︒物質以下の扱を受

を畢ぐれば心所有科畢か進歩するや︑産業

出来ないからである︒着ょ誇るべき精祁文

の結祁文化に人類をして浴せしむるととも

無硯して居ては戦に勝ち抜くことは愚か其

なる原因があることを忘れてはならぬ︒科

したであらう︒其所に亜細亜各幽衰微の大

て誰か此の科畢を尊重し︑之を我がものと

易に奪はれる︑べき不安を増し︑薬荊其の他

皐を振興せよと叫募所以は此所にもあるの

化を有つ亜細亜諸民族を︒我が帝園を除い

の出現は︑人類の救済以上に悪用に主力が

けるやらになった︒又交通の便器が考案さ

注がれるといった有様で︑科畢の進歩は人

て考へて言へぱ︑果して戦争の馬めに使用

人の最も注意を桃ふ飛行機に就いて附加し

に所を得させて幸頑裡に生を架しむととを

して︑属に人類を適に導き︑共存共柴蔑民

脚も惚れずと云ふ人類仇敵の科畢ではなく

の目的とする人類を不幸にし︑精祁を忘れ

とは云へ我々の叫夢科畢振興は︑敵肱米

である︒

されるのに比して︑人類の幸頑の偽めにど

得る総めの利器としての科畢振興である︒

ある︒此の所謂﹁日本科畢﹂とそは︑縮祁

文化に役立ち又役立たせる利器として︑人

之を講して記者は﹁日本科畢﹂と言ふので

大戦以来科畢の推展には驚くべきちのがあ

産し︑之を天に報ぜんとする感謝の土産で

間が刻苦精働の結果．天興の赤脳を以て所

斯く考へると︑戦争と云ふ場合に著しく

り︑人によっては︑勝敗は科畢によって決

謝してよい科畢でもある︒

世人は謂ふ︒締祁と物質は雨翼である︒

あり︑又これこそ人類が自ら作って自ら感

物の表裏である︒東洋の籍刺︑欧米の物質

る︒一面誠に然りで︑吾寿は今日科畢を尊
確に痛感する︒大和魂さへあらぱとか︑精

重し︑科畢の振興を期せねばならぬことを

せらるるであらうとまで言はるる程であ

科畢の進歩が促されるのも必然で︑今日の

皆此の如くである︒

れ程利用されたこと否あらう︒事は何れも

ったことは御承知の通りである︒術今日世

類の幸禰どころか反て不安へと追込んで了

れるや︑︑之が利用によって財産や闘士が容

界は先づ機械の馬めに之を作った人間自身

二

祁文化こそ軍いのだなどと言って︑科畢を
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ゴ

人類を境に救群するものは︑伽迄も精祁︑心縄進軍とならればならぬ︒従来兎もする

文化でなけばれなら瀞い︒併し人間には目と日本人は締祁を尊重するの除り科畢を鯉・

の資に分岐鮎となるのである︒設の科畢として闘民の科畢的活動は・一陣一

米の物質科畢を庇ちにそのま人携へて来て

的と方便があり︑精祁と生活があることも耐した傾があった︒特に忠良なる剛民とし

これこそ両者合して桑しと︒一面御尤であ

所持すると云ふことを許さないのであつ

活として︑目的とする総別をより養ひよりが．︑大東亜戦争の科畢決戦に面而した今日

季へない事寅である︒然らぽ方便として生て剛家意識の庇んなもの程然りであった

る︒併し吾々の老へる所は︑斯く簡単に欧

と全く異ったものとして所有せんと︑する︑

めには︑物質や生活の利便を柑然に袖助者本料畢の立場から︑隅民畢校より︑大嘩に

活躍せしめ︑其の機能を謹揮せしむるが馬を契機に断然改めねばならぬ︺と同時に日

﹃て︑科皐そのものの目的︑槻方をして彼等
其所に始めて吾々の精刺と融合蹄一し得る

役こそ所謂科墨ゐ使命である︒例へぼ交通家たらんとすると否とを問はず科畢輔紳を

として各生かすことを要求する︒此の補助至るまで︑そして耐曾教育に於ても︑専門

機剛に就いて言へぱ︑一日十里を歩行する充分誰はねばならぬ︒然らずしては大東亜

ＩＬ−

と思ふのである︒物質を目的とする彼等の

一致し得ない︒かくすれば其の中の何れか

主とする玉面々の身擢とは雨頭角突き合って

り︑より精刷を蓋ひ︑より多く人類の幸禰・う︒精祁文化のみ云々して料畢を蔑覗する

よりも飛行機により千里を走まことによ雄設端世堺新秩序建設も亦不可能であら

時弗尋をそのま上持参しても︑締祁を他迄も

より外ない︒従来日本人に︑縮刷︑物質の

が誤るとか叉は従者たらざるを得なくなる

の馬め活動せしむる産得る︑柿祁物質共には︑閥物所を得ざることであり︒恰も食は
各に役立ち合ばんとする科畢槻であり︑之ずして生きんとし︑又孤高を山中に一人誇

融和が兎角成らずして︑時に物質に一歩を
譲った風潮があった如き︑此虚に大きな峡
壁測

の物質力の差により我が物厩欲を沌疋させの活川こそ笈峰我等粘刷文化人の使命であ

に反し︑十里より千里飛藤早さにより︑そるに等しいと言はねばならぬ︒唯其の科畢

やらとして其の物質を絶謝なりと︐尊或すって︑今日敵を附懲し︑大班亜を姓設せん

雪回陥があったと恩ふのである︒素より科畢そ
が︑之を成さしむるものは人である︒愛幽

るとなると物質を目的とする科畢籾とな．とずるのも一にか人って裁にあると垂一戸はぬ

のものは︑他迄も一定の理法に雑いて成る

の至情︑人類共存共築の衷情に王って精物

ねばならぬ・

叙上の見地から︑日本科肇の振興は一日

る︒其の差たるや天地の相違があると言はぱならぬであらう︒︵完︶

の急務とする所であって︑敵共の非を打破

は自ら異るものがある筈であり︑之を活用ゞ

する者も精祁的と物質的とでは又営然異ら

すぺく錨槌の科肇として︑又枇界新秩序雄

交互に生かし産むのと︑然らざるものと

そ︑日本科畢となるか︑厭米科畢となるか

ざるを得ない︒此の目的郷と態度の祁蓮こ
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てし際に祭年十八戦災襖

嬢夷戦八十年祭に際して
〆

横山健堂

類無き︑奇蹟的の大蕊展を途げて︑飛躍宝た飛躍以て今日

東亜の盟主たる隆々たる国運の溌達を見せて︑彼碧眼兇と

戦場に於ける︑また常年︑蝋卿の繊車では断じて無いので

あるが︑しかし彼等は︑八十年前の位置を維持することは

出来ぬとしても︑彼等も亦た油断なく護展藍紬けて今ｎに

て存することは︑戟報に︑つねに彼等が数と量とを侍んで

到ったのであるから︑その侮る可らざるものが︑依然とし

︵一︶

今や大東亜戦の戦況は︑汀令苛烈を加へつＬあるに鴬

︑

り︑恰も幕末︑文久三年︑鹿児島縁に於ける薩英戦争の浦

量とに於ては︑日本は藍だ彼等と同じにはなつてゐない︑・・

執棚に反撃し来ることが報ぜられてゐるではないか︑数と

鼓に於て彼等の数と量との力を睡倒する一大武力をわれわ

八十年︑次いで元治元年︑下開海峡に於ける英米閑沸聯合

れは排たなければ次らぬ︑その一大武力とは︑日本魂であ

艦隊十八隻の長州藩攻禦の八十年目に相餅し︑海峡に於て
らざるものあるとともに︑常時︑吾等の先進日本人が拙烈

、

謹夷祭が畢行されるに際し︑古今を封照して︑感慨禁ず可

として︑彼の大撒に封することは︑八十年前の昔も︑︑八十

る︑忠君愛国の大精祁とである︑此の一大武器を第一の力

年後の今に於ても︑少しも菱はるととばない︑舷に於て︑わ

敢篤蔵ろ擬夷精神を追憶し︑その員相を追憶し︑その屡相

れ／＼は切に八十年前の擁夷を痛切に追憶するのである︒

を披漉し︑以て現下同胞聖戦の意須を鼓舞するの一端に供
したい︒責にわ虹ノ︑の先輩が︑吾邦に︑未だ有力厳大砲

躍破したのもそれに由ることであり︑更に古に淵ぽって太宰府の

十年前に始まったことではない︑蒙古襲来に於て︑満天の大軍を

如上の有力なる幽民精祁を︑策一の武器として立李三ルーは︑八

軍艦︑要塞等の揃ってゐなかったとき︑彼の精鋭なる武力
に封抗して︑端蝋の徴車ともいふべきか︑彼等から見れば
殆ど徒手塞拳にも等しき貧弱なる武器を執って︑敢然とし
て起ち上り狗吾が画篭を擁護せんが篇に︑奮闘力戦して︑

日本人の須塊の恐る可きものあることを︑白哲碧眼の彼等

るまでもなく︑悉く此の大精澗︑此の大武器の力の登場に外なら

設置︑天智天皇の親征︑術ほ又た阿部比維夫の北征︑一々列鋸す

ぬ︒吾邦は撤懐の昔より此の武器をもって立ち︑勝率︑永遠に︑

に思ひ知らしめたのは︑︺既に八十年の過去に鴎するが︑そ

の燃ゆろ熱血は︑現在のわれ１１園民の血管に漆ぎつてゐ

また此の大縮紳を吾邦の篭一武器としてゐるのであるから︑今日

ず

ろのである︒われノ︑１日本人は︑第十九世紀以来︑批界に
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に於てはｃまず７︑此の大締紳の涌養に力むるとともに．讃いて

かも知れぬと恩ふ︒しかしながら彼等は︑心中︑侵略に夫

てゐたといふのだ︑それで此のやうな行列横切の暴行に接

職なる畢動に川合ったら︑決して容赦すまいぞと話し合っ

ち常時雪外側人の居留地方を通過するに淵り︑外人が倣慢無

田︑奈良原の雨人は︑かねて行列が︑此の榊奈川地方︑即

捕して︑賠償を弧要したに本づくものであるが︑此の沸江

し︑英国艦隊が武力を以て鹿児島湾に迫り︑薩藩の船逓掌

英人三四名を斬蝿し︑婦人のみ無事なりしといふ事件に謝

斬下げ謬綴堕し列中の従士︑誰となく︑抜刀して︑無測の

番の奈良原︑章駄天の如く駈つけて︑腫先に馬上の英人を

ある︒供頭の海江田武次︑奈良原喜左術門の二人の中︑餅

大名行列を椎切場といふは︑武門の価に於ては言語同断で

生萎に於て︑英閣人が馬を飛ぱして行列を横切らうとした︑

島津久光︑大兵を率ゐて江戸に上り︑僻軍に謁して蹄途︑

いことである︑暁英戦争は︑言ふまでもなく︑文久二年︑

のお話で︑此事は叉た薩英戦争の起因として尤も因縁の深

此事に就いて︑是非︑明らかにしておきたいことは︑次

幕末の嬢夷は︑随って避く可らざることであった︒

るから︑ペルリの態度は彼等としては︑自然のことであり

如く︑侵略春の鴬すところは︑自然に催略的となるのであ

ちてゐるのだから︑スオウの花をしぼればや︑赤い汁が出る

︵一一︶．

俸二︑第三の武器︑大砲︑軍艦飛行機の製造を急がなければなら
ぬと思ふ・

幕末以前のことは智らく措堕Ｌ︑幕末に英︑米︑蘭︑俳
諾鯛が東職懐略の手を伸ばして︑吾邦に接鯛し来るや︑米
園使節・ヘルリが艦隊を率ゐて浦賀に来り︑江戸樹を脅かし

武力を以て弧制して開園せし齢た態度は︑全く弧盗が夜陰
に間入し乗って︑﹁抜刀を枕元に突立てて脅迫したのと華
も異なるところはなかった︑幕府の弱腰外交︑綴いて明治
になっても︑外人の感情を刺激するのを弾かつた蔦か︑開
園の資情を溌表ぜず︑教科書にも︑此事を明らかにしてゐ
なかったが︑しかし此のやうな青天白日寓人の眼前で行は
れた事賀が︑秘密裡に葬り去られるわけのものではない︑
米人の脅辿開国の演祁に封する日本志士の義憤が即ち幕末
嬢夷の動機となってゐるのである︒雑末に於け鴇嬢夷の指
導薪たりし卸為たる志士先賢は︑いづれも彼我国勢の開
係︑我邦の資惰︑多年鎖風の鴬に一朝突然として世界に押
出すぺき準備の川来てゐないこと︑即ち外圃と開戦すべき

したから︑一滞りもなく断行したのだ︑それには由来ある

武力に鉄けてゐることを知らぬものはない︒先方の州やう
して家たら︑あのやうな弧硬な嬢夷論は︑沸眺しなかった

次第︑昼に米閏が︑人道に本づき︑穂淵な態度を以て接鯛
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仮 L

ことで︑前年︑海江田等︑常代の泰斗と仰ぐ膿田東湖に面

すべきであると︺

振眼し得べきに非ず︑必らずや兵力を充資して︑一戦然る後に和

のであるが︑其の蛮行に呪はれたのは︑鹿児島瀞と下淵海

尊皇撰夷の指導考︑悉く此の心境に立って嬢拠を絶叫した

東湖の如上の意見は︑東湖一人といふにあらず︑幕末︑

たのである︒

ゐたのであった︑而して生変の鐙が起り︑陳英戦争となっ

海江田等︑其の卓説に服し︑爾来︑その心持逓弧くして

曾して教を諸ふた︑東湖はペルリ来航の談判に封し︑幕府
が周章狼狐してなすなきを慨嘆し︑然かも卑屈怯滞にして
今我園の資況を察するに︑六十除州︑士気の萎脈したること未

我が国威を汚すを非難して止まなかった︑東湖は白く︑

く︑一人の勇者なし︑括として国辱を顧みず︑祁州の正気猫ほ存

曾有である︒米艦の来航を恐れ︑外夷の侮を受け︑一人の義士な
すといふを得べきか︑荷くも彼の軽侮に遇ふて園を開かんよりは

襖図民畢って死するに若かず︑彼に哩侮せられて園を開けば︑祁州

時我車の意素は非常なもので︑薩摩に於て︑少批決死の一

合艦隊十八隻が来たといふ戦局の大小の机述はあった︑術

幕末嬢夷の指導者は︑たれもかれも袴︑東湖と同じ夢駈

唯有三秋騨似二雨馨一︲︑

絶海連橘十寓兵︑雄心落煮砿二胡城﹃三奥夢畳幽窓下︑

った︑東湖の詩に︑・

此の如く大した元気であった︑蝋卿の徴車どころではなか

予は敵艦を無傷で生捕りにしたいのだと︑箭時の擁夷者は

隊を投傷する恐があるから︑止めにせよ︑奉砲でよろしい

としやうと︑久光公に言上すると︑久光公は︑賞弾は敵艦

艦に斬込む秘計を建て︑姦揚から大砲︑溌州を放って令凪

隊︑世に所洲西瓜隊を細成し︑岬菜供給を名目として︑敵

る︑薩英戦謡に於ては英剛艦隊缶隻来り︑下開海峡には聯

癖正気︑此時を以て断絶すべし︑何ぞ久しく園を保つことを得可ん
八や︑例へぱ我始めて君に面含するに常って︑先づ君の面上に雌を
軒吐きかけて︑これより君と親友にならうと言ったら︑君若し白痴

峡との雨度の嬢夷戦あるのみで︑雨戦争の意味は同じであ

祭に非る以上︑必らず怒って我を殺すであらう︑国と園との交際も
に

際此通りである︑然るに先般︑浦賀の一筆︑孫府は一朝にして雅剛
匙威を失墜せしめたではないか︑あの時︑余間から談判の任に樹る
を得しめなかったのは鐙憾である﹂と︒海江川等即ち反問して日
．く︑﹁常時︑先生にして︑街に常らぱ果して如何︑東湖臼く︑﹁葬
哉間や︑余ならば談判の席上︑直ちに﹁ペルリ﹂の首は一刀の下
に落ちたらん︑果して然らば常日︑余も亦た死するであらう︑然
れども﹁・ヘルリ﹂を斬って而して︑又間から死するもの︑即ち余

が正気である︑余は死すとも︑一汁の正銅は日本奈幽に充瀕し︐
蔑歳に博はるや疑無からん︑正銅の勝職するところ︑即ち罰を弧
い︑然れども侮られ︑侮られて閏を開かば︑紳州の正気は決して

からしむるのである︑開幽といふことは必ずしもわるいのではな
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棲診

夢みたのであったが︑八十年の今︑その夢一が賃現したので
ある︒
︵一二︶

下開海峡の大嬢夷戦の時︑主役は高杉晋作等であった
が︑高杉の嬢夷説は︑土佐の志士︑中岡旗太郎の有名な︑
﹁時勢論﹂に載せてある︑此の時勢論は非常に有力なもの

だった板︑垣退助伯の如き︑此諭を讃んで勤皇志士となっ
たもので︑終生︑此長文を一諸記してゐられたといふととだ

夷それほど偉らかつた時勢論に参︑高杉擁夷説を常代の卓見と
戦して推稀してゐる︑高杉は西洋と和親を結ぶ前に是非一戦
八

十しなければならぬと言ってゐる︑洋畢新付嬢夷を頑固とし
鍔直ちに西洋と和して︑その文明を速かに取入れるべきだと
畔いふが︑高杉は︑これを迂儒の懸見として排斥Ｌてゐる︑
・来︑戦に戦を重ね︑血を流し︑力を論して今日に至ったも

匙高杉は言ふ︑厭洲諸圃が国力と文明との進展は︑二三百年

索を溌揚せしめた撰夷戦の賜である︑今日の大東覗戦に於

ては︑更にこれを大規棋の雄大なる擬夷戦として︑勝来の

高杉の恩師にして︑一代の指導者たりし吉田松陰先生は撰夷に

祁州正気の大溌揚に術へなければならぬのである︒

ついて︑手を下すべき寅地の手段に尤も亜きを睡き︑自分で一てれ

を断行した︑その説の中に︑舎浬の﹁新諭﹂蝿答宕陰の思議岬私

は擬夷は出来ない︑撰夷は空論ではできぬ︑軍艦は如何︑大砲は

議﹂など︑世に有名で人心を鼓舞↓する功があるが︑しかしこれで

如何︑といふときに︑括れが自閏では出来なくてはならぬ︑私議

の海防論︑造艦は購艦に加かずと言ってゐるのは︑支那の遡源の

ならぬ噂空論でなく︑自力を以て立つぺきだといふ信念で・米幽

聖武記の説と同じだ︑鵬艦では不可だ︑速に造艦造砲でなければ

文久三年︑元治元年の撰夷戦に於ては︑迭艦も造砲もま

に行からとしたのもその潟であった︒

だ間より思ふやうには行かなかったが︑撰夷戦に於ける指

淵源であることを恩ひ︑八十年の前撰夷戦に於ける英霊に

此の意索此の指導粘紳︑即ち我邦今冊あるを致す所以の

導粘脚は即ち︑松陰先生によって道破されてゐる︒

濡手で粟で︑彼と同じやうに富悶弧兵の文明図にならうと

敬意を表する次第である︒︵完︶

ので︑それを此方では︑何の苦労もなしに︑それを嵐似て
は州来ぬ話だ︑幾多の戦乱︑困苦を経て英傑脈起し︑闘運

︲が︑かくして開けるのであるといふのが︑高杉の意見で︑
ゐては︑閲威︑閲勢︑振ひやうばない︑嬢夷から維新とな

彼は其を賃現した︑賞に幕末洋畢者たちの言ふやうにして
り︑媛掩として今日に到る吾邦の飛躍的溌達は︑祁州の正
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隣組漬本
｜②睡遅や磁嘩
︑︑︑︑

向ふ三軒雨隣︑そこにちらノ︑するのが

居る飾のない交際はあまりよくなかった︒

て︑何から何まで靭夕見聞して知り抜いて

ことの種子が津山あるが︑これではどうに

たりなどと数へ立てすると仲が悪るくなる

林の境の一寸なり一尺なり掘り塘しをやっ

りの作物にいたづらをするＪ｜か︑周畑や山

︑や︑︑

に胸に手をあてて見ようではないか︒

とよい日ばかりはない︒だが障子越しの人

ささらに見えるが︑朝夕一緒に暮して居る

へるからだ︒チラノ︑召毎近所隣の物が目

︷

だがこれは他人ごとではなささうでぷお互
︑︑

いふ＄ので︑大きい小さいはあっても︑こ

がつくので︑ムラ？ｉ︑シと欲が湧くのであ

どうもたまに逢ったりする人は何だかよ

れの外に別に世の中はない筈だ︒

も一緒に幕せぱ又近くの人と同じになる︒

らう︒近所隣は自分だけの欲のため出来る

頃は又それを昔出来た時のやうにほんとう

︑

これは皆が自分といふ鴫のの欲ばかり考

人々は何事も自分一人ではやって行けな

人は朝夕を共に暮して仲よくし︑住みよく

った忠のだ︒徳川時一代から隣組が出来︑近

のではなく︑お互が皆よい嬬めにお互が作

もならない︒

い︒そこで先づ家族が出来︑・次でお隣さん

するのがほんとうの暮しで︑隣の人より別

・御隣さんである︒そうしてこれが世の中と

隣を作るのであって︑此の世の中は天から降

の人は遠方にもない︒これが仲よく出来な
くては何にもならぬ︒遠方の人は近くの仲

一に↓よいものにしやうと︑どこからどこまで

︑Ｑ︑︑

ったのでもなく︑地から湧いたといふもの

よしから始って段々と進めてゆく所の第二

組でもない︒お互が自分で作ったものだ︒自
誼分が作って居て︑これが仲よく出来ないと

出来たものだ︒遠くの親類より近くの他人

と頼み合ひ︑助け合ひ︑仲よくしたい︒大

第三の人なのである︒百里の旅をするのに

︑︑︑︑

あってはどうにもならない︒それでは人間

日に︑此の事はこ芝に大切で︑これが出来

分仲よくはなって来たが︑お国の大事な今

れば一億一心となり︑東洋ニヤ億の近所隣

方には行かれないのと同じだ・・

近所のつきあひは中々楽ではないとよく

もよくやって行けるのである︒何を置いて

家から出て一歩々々順々に歩かなくては遠

言ふが︑お互が親子夫婦兄弟の気持でやれ

も先づお向さん︑お降さんと思ってお互に

〆ロ

そして世話にでもなると︑﹁遠くの親類よ

ぱ︑さう云ふ筈はない︒その暮しにくいと

暮せば︑こんな住みよい楽しい悪しはなく

はない︒

本を職業して人でなしの彼の世へでもゆく外

り近くの他人﹂なんどとシミ人︑思ふ︑だ

云ふのは︑お互が一家の者のやうな気持か

お互に何か困った事とか何んかあると︑

が兎角とちらが世話ばかりするやうな時

らやらないからのことだ︒子供の唯嘩から

力弧い世の中喝ない︒そ一てこんな勝ち抜
くに役立つ暮しはない︒隣組︑常曾などは

︑︑︑︑

たもの一になるのだ心

からなるとま一句で催しい家族の常愈といっ

・や

は︑﹁近くの他人より遠くの他人﹂の方が

親が出て来て︑子への身びいきをし合って

︑︑︑︑

︑︑︑︲︑

よくなったりする︒中華人がこれまでは︑

近所隣の方へ捨てて知らん顔するとか︑隣

物言ひをする︒やれ汚いものを夜分などに

︑︑︑︑

﹁蓮親近攻﹂で︑一折々逢ふ遠方の人のお世

︑︑

僻雑りで︑裏の方が判らない者の方がよく
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集談美後銃線戦

一戦線銃後美談集舶
○鱈．自爆隊長
アキャプ・アラカン方面作戦に︑イ
ンドの空を縦横に馳駆して敵の所謂反
攻陣をつぶさに偵察︑或は我が地上部
隊の包園作戦を促進し︑或は爆蕊によ
の緬印園境作戦に輝かしい殊勲をあげ

って地上の友軍に協力するなど︑今次
た地上協力航空部隊仁田原部隊の前田
篤男中尉︵熊本牌︶が激しい戦ひの寸
暇に綴ったマュ半島室の戦闘日記によ
って知る其の壮烈さは︑圃民の血を湧
かさずには置かない︒それは﹃われわ
れの部隊の任務は重大だが地味だ︒華
やかな空中戦をやるわけでなし︑どこ
か甲賀流の忍術者のやうな仕事だ︒敵
後方の状況捜索︑敵地上部隊の襲蕊︑

友軍への物糧投下︑簡単に説明すれば
およそ飛打隊のやる仕事ならなんでも

綴せんとしてゐると見た︒この明快な

ブチドンヘ南下してゐる敵は攻撃を糟

中尉の判断は敵の大部隊が︑ラチドン

貨車の列は前線へと績いてゐる︒野田

へばりついて居る︒遥か後方から自動

いふ場所には顕隠して尻隠さずの形で

が道路の雨側その他隠れられる場所と

ひ︑超低室で桑敵状を捜索した︒敵兵

に果して呉れた︒中尉は敵の弾幕を縫

野田中尉︵東京州身︶がこの任を完全

によって包図網の締め方がある課だ︒

た︒戯滅作戦の決定的樹立瓦敵の出方

来るか︑この時弧行捜索の命令が下っ

硯すべき時だった︒逃げるか反撃して

頃が職闘は最高潮で敵の動きを最も注

プチドン附近に頑張ってゐるが︑この

月九日だった︒敵は頑強にラチドン︑

が﹁飛行機八百屋﹂と笑ってゐた︒三〃

受持ってゐるといふ課だ︒若い操縦士

里

状況判断は作戦上に貴重な賛料を噺し
四月○○に敵の前線部隊への袖給物一

た︒

−
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１Ｊ

歩調を合はされることは近来の快心事でな

遅れたりとは言へ︑一歩前進の御民吾等に

ふことは︑一面常然のことではあり︑寧ろ

が垂範的に決職生活を弧化賞践されると言

であった︒然るに此度積極的に上流階級者

のであることに肌か不浦を懐いて来たもの

に害でない︒併し未だその多くは生漉きも

相常に改善されて来たことは吾々も認むる

のであるが︑上流階級に於ても今日までに

に向って決戦生活の垂範を襲望して来たも

である︒吾等は過去に於て幾度か上流階級

活の賞践醗化曾の謹含式をあげたとのこと

人となり︑丸の内の工業倶楽部で上流者生

言ふ課で︑京漬在住の名士百五十名が瑳起

氏の提唱により﹁決戦生活は身遜から﹂と

七月二十八日の紙上によると︑小倉正恒

含員中村芳三郎

○通れたる決戦生活

／

否々の生活は︑日支事雛勃誕と同晦に職

ければならない︒
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＝

○徴用工の母

時生活に入ったのであって︑衣食共に配誇

制度賞施前は政府の言はれた脚毘に待つ程

梨牒出身︶機が突込むかと見ると︑織
畑隊長は︑面部後方座席の小林大尉は
大腿部を地上火器で傷つけられてゐ

しかし考へても見なさい︒父さんの病

た以上︑母さんはもう決して隠しはし

をやった︒縦畑芳一郎隊小林恒大尉︵山

資が山と積まれてゐるので︑その爆撃

た︒しっかり頭を抑へてゐた織畑隊長

死は石井一家の小さい不幸に過ぎない

然るに今尚金力椛力役得等により︑醗民の

於て︑との程度の生活を箸々がなし得ると

保誇に努力せられた結果．斯の長期戦下に

し︑治安の確保に蓋され︑国民の最低生活

入た筈である︒而して倣府が大御心を奉燈

民は上下の別無く即日一審に決戦生活に這

たのであるが︑配給制度資施により愈々幽

は近寄って来た石倉機を見て﹁蹄れｌ

ことを︒それよりもお前は選ばれた選

云ふことは︑貝に皇幽であればとをで︑之

度で︑各人各様で釜く歩調がとれてなかっ

大丈夫だ﹂と手を振った︒除辰機ぱ機

士として︑大君の衣ます東京で戦争に

民吾﹂と云寺感謝の生活をなすべきであ一る︑

を恩ふとを何人も︑﹁天皇に棒ぐる汗や御

﹁懇久男︑お前が父さんの病死を知っ

逸したので︑碑ぴ急降下爆撃の態勢を

首を立直した︒傷をうけたとき目標を

今の戦争は日本が超つか卿ぶかの大事

必要次武器を造って居るのです︒然も
蔵瀬戸際︑退くに退かれぬ戦争です︒

心得も甚しいものである︒殊に教養高き上

決戦生活を副すものが函りとせば︑不忠不

は犠牲にして勝たねばならぬ戦争下で

一言の赫解があるまい︒決戦生活とは申す

至寧の恩寵に狂るる不忠の臣と言はれても

め血汐にそめし島の夏草﹂をそのま上内地

までもなく﹁つはもの具玉と砕けて図のた

へうつすことであらねばならぬ︒随て柳も

上下の別無く﹁必勝を期して流すや玉の汗﹂

でなくてはならぬ︒而して或は就交面に於
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ません︑父さんが死んだのは本常です︑

とったのだ︒鮮血が顔をグッと走った
させた︒もの凄く室須が吃る︒敵軍需

と思ふと︑大尉はグンと愛機を急降下

ありませんか︒父さんの御位牌に焼香

その戦争を勝つ鴬めの産業雌召兵では

隊長はそのまＬ基地に向はうとしたが

す︒無事に任期を減了してから泣ける

ぱ︑断じて許す﹃一へからざる罪悪にして︑

途に力及ばずと見てとったか︑僚機に

だけ泣いてお父さんの位牌に焼香して

流階級中宣職の大詔に背けるものありとせ

笑顔を向け︑そのま入念反稗拙烈なる

下さい︒その時母さんも一緒に泣ける

つけられた︒命中︑大尉機はそのま上

自爆を遂げたのであった︒盾此の隊長

だけ泣いて焼香しませうれ︒それまで

てゐます︒けれども其人の子の情も今

の此の自爆︑鬼祁を泣かしむるものが

は何も彼も忘れて一人でも津山のアメ

したいお前の索捲を母さんはよく知っ

ある︒

上昇した︒烈をたる大尉の闘志へ織畑

魯倉庫群へ爆弾は吸はれるやうにた上き
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リカ兵を撃てる武器の哨産に専念して

を出した︑それは本齢ですか︑母さん
書いた．それに封して右の手紙は母の

は何故今迄知らせなかったのです︒﹂と

これは京涜方面○○工場で琳康戦線

激励の返事であった︒その上躯代さん

下さい⁝⁝︒﹂

に挺身してゐる徴川工員石井猟久男溝

は此の手紙のあとから蝿久叫荊が鮎省

へて職場に頑張って居・ることを知っ

曾耽でも韮久男煮が父の死をヂット耐

京寄糾脳を移牒して来たのだＵそこで

吐長︑岩松労務課長宛に錨久男君の東

んで心をにぷらせてはと心配し︑秋田

して少しでも父の居ない故郷の士を踏

に届いた故郷のお母さんからの手紙で
ある︒韮久男君は度島牒呉市仲通町石
井久尾さんの三男︑東京銀座ブラジル
本店調理場に勤務中︑昨年名響の白紙
雁召を受け○○工場で働く研臓工とな
ったのである︒︲其の父﹁久尾﹂さんが

昨年暮から病に臥し︑一月十一日胃癌

た︒之を博へ聞いた弊脱噸労政課では

⁝・・・ｏまことにも此の母にして此の子

日本の母韮代さんと︑職場の弛鑑地久
君の表彰方を総監に巾講したのであっ
た︒淵の北久男君は﹁お母さんの所へ
照宮したとき直ぐにも飛んで蹄れとい
って来るかと思ったら︑こんな手紙が
来た︒何庇も読み返して居ると泣けて
仕方がなかったＵ泣くだけ泣いたら︑
どこからともなく決戦下産業戦士の畳
悟が泉のやうに例いて来た︒お父さん
に焼香のできない悲しみを兵器にぶち
込んでゆく決心がはっきりついた﹂と

ればならぬ︒

ありの感を深くするもので︑銃後棋士
を激励渡憤興起して止まぬ美談で方け

ても︑家庭に於ける使畑人等についてもよ

を︑そして病める妻︑飢える幼兄を遁して

ろしく反省きるべきで︑世間には老母一人

晦召戦線に立って大君の御棚となりしもの

も数知れず︑又徴川令により︑誰伽令によ

り本業を離れ︑戦力増弧に﹁堀産の吾も一

人や玉の汗﹂で締進し︑術鍔力に不足を皆

昨年春唄より一般家庭に於ては︑瓶人に

ぐる秋に於てをやである︒

必要なる凡ゆる築養物も亦葉品も︑容泌に

といふ家族の苦努苦痛の如き並大抵のも・の一

手に入らず︑人手としては需誰姉も派川婦一
も臨時雇人も容易に頼めず︑随て病人の要３
求も訴へに哨瀧足を典へることの出来ない２

ある︒政府に於ても人的資源の卿弧と︑健︑

ではないにも拘らず︑堪へ忍んで居るので

一般閏民もよろしく自湘自戒すべく︑殊に

民弧兵の鮎からして︑一段と留意せられ・

れ︑乏しき中に堆蛎人に喪する一切の妓低

上流階紙の如きは積極的に之に協力せら

んじ奉一念ぺきである︒

掌物の如きは之を確保するやうにして全快を
早め︑家族の不安を除き︑戦線の狩兵の如
く戦友愛の漉致を渡弾し︑非常時に御役に
たつやうにし散らぱ流共山ざくら一億火の
玉となって︑米英を蕊減し︑以て辰襟を安︵

夕

で遂に肺らぬ人となったが︑気丈な母

父

犯代さんは︑長男元治君へ○○海軍工争

１１

親 の 死 が 判 り ︑ 早速母宛に照曾の手紙

秀の友達が此の程蹄省した事から︑

やう口どめしてゐた︒ところが韮久男

の人にも頼んで子供たちに知らせない

と三人でお葬式を済ませ︑近所や親戚

知らさず︑長女信恵さん︑四男四郎君

等の子供たちにけふまでこの父の死を

中 ︶ を は じ め ︑ 旅に出て居る蝿久男君

集廠員︶次 男 元 三 伍 長 ︵ 中 支 戦 線 に 州 征

談美後銃線戦
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口第二誹

○柔道篇︵九︶
平皆一

柔道と気力
術技と気︵機︶力

郎

に適度に開き︑雨手を側方に自然に垂れ︑至身に特に力を

ふぺきである︒季は乗の現はれた四時の季候であって︑季

気である︑故に人の索を以て生き︑索を以て動くものと言

乗で其気を受けて生れ州てた人の気である︒息である︒意

のも期浦つれば必ず愛ずる︑愛ずろは自然の理にして機は

期は季節などの定まって居ることである︒定まって居るも

ゐ字義は末と言ふ意味である︒末は移り塗るものである︒

も差支ないことと私は老へる︒︑其動くや鍵縛無限︑攻防は

に動いて止まない︒機の動く所之れに従ふを順と言ふ︑之

此に生ずる︒機は気にして天に陰晴あり︑風雨ある如く術

上ものである︒

れに反する逢逝と稲する︒事順なれば勝ち︑逆なれば敗る

和平易︑随風一過後の天地静穏の状たらしむるものは修行

機勢に乗じ易き姿態である︒・かくて機は技の基調であって

者の味得する所である︒封手の意表外の動作に部雁し其鋭

術技となり︑其極生死を超越する祁技を演じ︑納まるや柔

ので︑柔道は資に之れに始まって而も之れに経ると言って

を曾得するに大切なる意義を有するものである︒索は天の

︑れたその気である︒燕の字は︑季期機と同音で武道の極意

る︒素とは孟子の︑﹁我れ善く吾が浩然の索を養ふ﹂と言は

岡田良平氏は共著︑武道極意の中に左の極意を述べてゐ

儒畢的説明

肇げて之詮稔討し維りに愚見を述べようと恩ふ︒

にして未だ定説あるを知らぬ︒次に見間せる二︑三の論を

然らば機とは如何なるものか︑これに開しては私は寡聞

偉等も蹄する所︑機の活用法にあることが察せられる︒

言ひ現はす柔道の責語であると考へる︒武道の極意又は秘

れる︒かの先手︒後手︑又は後の先手等の語は右の事黄を

凡ての技は機によって其鏡鋒を現はすものなることが領か

、

座入るることなく直立せる最も安易にして永績し得る姿勢で
ある︒軍なる此姿態には深奥玄妙なる原理が包含せられる

講講道館柔道の根源的姿態は自然本燈である︒雨脚を左右

仙

鋒を避けて︑鍔手も制御し得る最適の姿勢換言すれば最も
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殿

葬稚

ことは川来ない︒夏は陽にして蔑物育成し︑其形剛批准る

が気の抜ける虚をつかる上による︑かく気の抜ける利那に

出鼻を乗ぜらろＬ課︑もろく負けるものはない︒是全く我

して仕掛ける技を引き外づさるＬか︑又は什掛けんとする

居るによる︒元来︑強者の狸も間断なく永績するものでな

が如く見ゆるも︑既に秋落陰に廻らんとする季で到底其勢

と説いて機は気の褒動の過程なることを述べてゐる︒

を止めることが出来ぬものである︒と言ひ︑古人の﹁陰極

乗ずることは︑所謂虚賛の法の骨子である︒

に倒さるは見易き道理である︒柔道に於て封手を倒さんと

まれば陽となり︑陽極まれば陰となるとと四時の流行する

山衆人の身搬は気力が術ちてゐる時は急所を打っても突
いても直ちに死ぬものではなく︑然も自然に急所を防ぐ様

く︑時に衰ふるもので︑其機曾に乗ぜらるれぱ弧粁も弱若

が如し﹂の言の如く四時の流行は陰陽の理によるとなすも

而して春は冬の陰極まって陽に廻はるの時︑此際草木新芽

其根源は機の縛化に在りとし︑その軸化せんとする勢の向

所を打っても死ぬことはない︑況んや気力充猟し︑一敵と相

に造物主が造ってくれてゐる︒気合が浦つれば少々眼く急

のに勝ち︑長い者は短いものに勝つ︑兵法の書に﹁小敵の

・勝負は弧弱長短によって其優劣がある︑弧い者ぱ弱きも

乗ずることである︒阿賑の呼吸とは︑エイと敵が打掛ける

ふる篇である︒敵の気鋒を利用するとは所謂阿眠の呼吸に

得る︒これは敵の虚賃諮計りその索鋒を利川して打盤を加

急所を突いても容易に敵を倒すことは出来ぬ︑然るに敵の
気力未だ裳へざる時でも柔道の常身では一躍能く之を倒し
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の蕊生する力は表面柔弱なる様に見ゆるが︑之を抑止する

ふ時と︑其赴く所とに従って鋪を加ふれば蕊成らざるなし

て死するものではない︒西洋の拳闘の如く急所を狙って突

撃つ時に常つては少為斬られても急所を営てられても決し

と言って柔も能く剛を制し得ることシ一説いてゐる︒機は榔

化を作ふもので動的なるものなることが明にせられてゐ

弧は︑大敵の檎﹂となるとか﹁寡は衆に敵せず﹂とか言っ

気鋒に封して︑ウムと引受けることで︑相亙の気が合する

き合ひ打ち合ひしても身贈疲労し素力表ふるに至らざれぱ

てゐ扇が︑辻弱老の弧軒に勝たぬことを示した言である︒

時は勝負は決せぬ︒更に敵がエイと掛けて気鋒を嚢する利

機が吾等の試合の上に如何なる役割を左すかは同氏は次

る︒

然らば徹蜘徹尾弱を者は弧き者に勝つことが出来ぬかと言

那は即ち索の裁ける刺那であるから︑其虚に乗じて突雌す

．●

へぱ決してさうではない︑弱考が弧者に勝ちたる例は枚畢

のや弓に述べてゐる︒

に違なき程津山ある︑これ全く機の之に乗ずろ術を宮得し

ゲ

錬 鍛
座

れぱ一塁敵を倒し得る︒と言って伊藤一刀霜が其師匠鏡巻
自粛と試合ひたる時︑﹁先生が私を撃たんとせらるＬ心即
ち虚で︑此虚を禦つは勝つ所以である﹂と言ったことを筆
げてゐる︒

以上の如く武道に於ける必勝の要諦は機を捉へ封手の索
哲畢的説明

鋒を利用するに在ることを示してゐる︒
中柴末純は其著﹁まとととまごとろ﹂に次の意味を説く︑

鍛機とは何ぞや︑日く言ひ難し︒人あり之を捉へんとすれば
己に去ってあらず︑之を道ふも得ず︑之を迎ふるも推るに
錬難し︑然らば機や︑存在せざる恨名なるか︑否掩決して然

講らず︒機克く物を生じ︑能く物を減す︑機や人を和らげ︑
人をして戦はしむ︑機在って家築え︑閥富み︑文化益々隆
座昌なり︑而も隆昌の中自ら衰額の兆を学む所以のもの︑亦
機の興る所にあらずや︑と冒頭し︑天地と人生とに開する
吾等の老へが常に改造せられて無窮に鍵化すると言ふ機的
人生槻とも言ふぺを活動的人生槻に立脚して︑吾人は此活

れぱ活動其ものの資現である︒易に於てけ機を事物動かん

叉幾︵機に同じ︶を研き微を極めんか︑始めて一切の事業

として未だ動かざる際先づ既に現はるべき兆なりと言ひ︑

も謡く果し得くし︒而して其一面幾．深・榊の密接な一る開

も成し得べく︑之を詳にするとと至らんか︑天下凡百の務

係を道破して︑即ち能く深なり︑故に克く機微に察すろを

得︑是れ神なり︒能く榊なり︑故に能く深を極め︑機微を

るを得︒と︒かくて機は動いて止む時なく次登に移行して

詳にすろを得︒能く機微に通ず︑故によく耐に達して祁な

しと︑一切の事物は皆契機たる性質を具ふるもので︑現在

極なきものなり︒ヘーゲルは世界と人生とを動的なるもの

るものであるとし︑現在は過去に溌し而して将来を学むも

存する事物は悉く承前起後の働きと蔦すぺく運命づけられ

のとして機の進展を説いてゐる︒而して同氏は︑機を知る

の途は人各全胴らの大行に在りとし︑虚心坦壌己を漆うし

て一心不乱資践弱行する所に深至り祁現はれ︑宇宙の祁秘

に燭れ機を知ろを得︒従って人は事に鴬って絶大なる研蹟

してか上る我の本心は責にまごとろの一語に謙くぺし︒と

無し︑聖人名無しの貢に生ける我の本燈に到達すべし︒而

と貢塾なる工夫とを要する︒かくて至人己れなし︑祁人功

の光柴と吾が天職とを認むぺく︑か上る生活は決して瞬間

言って機はまどころの溌動の過程なることを述べて居る︒

動進化の大潮流中に立ちて進化の活動を扶くることに最大
的でなく︑責に永久たるべきもので︑か上る信念の鵠得あ

︵以下次誌︶

りてこそ朝に道を聞いて夕に死すと砧可なりの境涯であ
る︒機は鷲にか上る活動の振機であり段階である︒換言す
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家を建てる人の潟に
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工皐士山田醇
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居る︒一般中小住宅では︑巾三尺奥行
一尺五寸の食器戸棚を設け︑それを大

鰐四シに仕切り︑下の方を丈二尺二寸
の舞良戸とし︑其の上に深サ四寸の引
き川しを設け︑其の叉上部を単なる棚
として︑建具を設けないで此虚にはラ
ジオか花瓶を世き︑其の上にガヲヱ戸
のⅡ時にステインドグラスでＩ戸棚を

私は雁接間と食堂と勉強室とは︑日

器戸棚を巾一間にして︑中央部下方に

併し少しく大きな食堂では︑此の食

食堂の設備
本風よりは洋風が便利だと思って居る

臭気抜きの煙突を設けたる︑ガススト

レストラント等にて使用して居る︑

心

四制の如く嘉所に直通せるものは︑便

事は︑蜜際使川して見て給仕口が︑第

あるが︑併し此鹿に注意して置き皮い

用する様にせしものが︑一番理想的で

戸棚を設け︑其の一部を次の部屋で使

帖又は十帖の部屋に︑奥行一尺五寸の

五寸︑長さ十二尺乃至十五尺︑即ち八

来るが︑然し中流付宅としては巾十尺

帖の部崖でも十人一度に食する事が出

食堂の家具を上手に設計すると︑六

して勝るが︑非常に便利である︒

が各一尺四寸ほど川し入れ川来る様に

卓の上端は漆ぶき又漆ぬりとし︑剛端

行きを一尺五寸として居る︒而して食

ＯｏＯ○Ｏ

腰掛けの腰の高さを一尺三寸とし︑奥

○００○

究の結果︑食卓の高さを二尺三寸とし

○○○Ｏ

食事に故障が多いので︑私は長い間研

五六寸以下の丈の人為には︑高すぎて

製のもの型寸法を模したる鴬か︑五尺

食堂の椅子テーブルの類は︑多く外函

＝

利でけあるか︑凍零のある場合に直接
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設ける事にして居る︒

ので︑此庭には洋風食堂の設備に就い

つける必嬰がある︒︽

漉墓の掃出窓同様︑網戸かガラリ戸を

↑であるが︑猫や鼠は川入川来るので︑

り︑四寸五分なら泥休の州入は不可能

の掃川窓を設けると︑掃除に便利であ

く雨戸を設け︑其の下方に丈四寸五分

第四岡の東側の窓には岡示せるが如

である︒

術に便利であるが︑之れは粘賓灘の方

ープ又は煉炭ストーブなど設くると非

Ｉ

用し︑下を墓所側で使川する事にして

では給仕口の上の戸棚を食壷側にて使

来る︒食堂には適常な食器戸棚を設く
ろ 事 が 第 一 に 必 要 な 事 で ︑ 此 の 設計岡

流住宅の食堂としてはどうにか使川出

篇 に ︑ 立 派な食堂とは云ひ難いが︑

ある食堂であり︑叉建坪を小さくする

あるので︑前述せるが如く夏の故障の

第四団の賃例は東側に食掌を設けて

て記述する︒

中

ある高貴な御殿の食堂は︑周閲迩寄

る︒これ迄三十除年間︑家を雄てる人

で︑紙而のゆるす限り続ける事にす

と云ふ説もあるが︑折角書き飴めたの

戦零故︑今時作宅の講座でもあるまい

あ喪り感服した設計ではない︑殊に食

木張りとし︑中央部に輪織綾稜と瀞す

糞にとても多数面曾して見て︑阿常生

困る︒

堂に隅ス︾来容に御用聞きと女中との問

る︑羊毛のけば立た上いものを使用し

墓所の内部を見らる上不都合が生じ︑

韓が︑手にとる様に開へて︑一寸困る

ほんとうに理解を有す為方が極めて少

活して居る自分の家なるものに就いて

其の上にゴザをこれも特種の釘で打ち

なく︑殊に若い主婦と人の上に立って

たが︑完全とは云ひ難く︑一般には床

る︒而して此の給仕口の高さは︑絶封

つけて居る︑併し此のコザが裏がへし

一番家に封する智識に姓けて居る事を

津山な人の指導的地位にある方為が

板の上に︑ムシロを二枚釘で打ちつけ

に三尺二寸より高くてはならぬ︒︵拙

ても三年位より毒命がないが︑比較的

置責痛感して居るが︑家なるものは一

を隔てＬ給仕口を設くる事にして居

著﹁家の建て方﹂参照︶

安いので︑模様入りのもの政ど時登か

家閣蕊の牙城であり︑各人が一生の大

場合もあるので︑最近の設計では廊下

鈍五脇の設計では︑居間の腰掛嘘を

へる事にしてどうにか間に合せて居る

半を暮す虚であるから︑小さくも或は

＄●寺︒●

●■

食卓として居るので︑割合に故障が少

である︒

もものＬ︑現在では一寸それも不可能

なると思ふ︑其鹿で現在生活して居る

て来た︑而して未だ々堂入手が困難と

事賀家に開する餐材は非梢に不足し

すぺきであると信ずる︒

安蒋諭でも︑徹底的に保健的なものに

られたが︑古今未曾有の大戦争をして

十五坪より大きなもの在作る事を禁じ

家を︑大切に保存する事は︑此の際極

28

○○○○

高さ一尺︑三尺角として其の上端の板

此の講座を書き始めてから︑住宅は

×××

ないが︑此の腰掛嘘の上に掻く卓子を
の間園に︑カマポコ形の高さ二三分の

縁を設くると︑味噌汁等こぼした場合

き時期では無い︒併し不注意や無責任

居るので︑物の不足に不平など云圭べ

●●●

私に未だ完全に解決のつかぬものが二

の内外をよく調耗して︑毒命の来た部

めて必要な事であるから︑今の内に家

に大鍵に効果的である︒

つある︒其の一つは洋風食堂の床の始

の篇に︑配給の固滑をかく様な事は絶

約三十年間住宅の研究に没頭して︑

末で︑板張りにすると冬足がまい︑雲

み

分は一日も早く手入れをなし︑家を大

識にあってはならぬ︒

何れにしても絶封に勝つ必要のある

にすると家具の足がぐらぐらするし︑
カー・ヘットに味噌汁がか上ると始末に

』

家
庭
科
肇

れをして居らぬが︑此の先き戦争が二

ス戸のパーァや襖の紙など︑少しも手入

・いて居るが︑此の旅館の紙障子やガラ

私は今此の原稲を旅先きの旅館で害

ると患ふ︒

つかぬ時が来るものと篭悟すべきであ

事にする様心掛けぬと︑とりかへしの

掛けと︑女中室の位置や構造などが原

家があるが︑夫れは主として主婦の心

窓には木格子が打ちつけてある︒
家庭に依っては賃によく女中の鍵る

北側に小さな帰出窓がある︒而して出

一間奥行一尺の戸棚を設け︐洗面器の

巾分なく︑第四圃では川窓の下に︑巾

の押入とし︑洗面薬髪の設備があれば

にたやすく監督州来る様にエ風する事

き安すい様になし︑且又嘉所から主婦

節電に都合がよい︒

かプールスヰッチを用意すると︑大に

建具を使用Ｌ︑電燈はコードスキッチ

ガラス戸左り︑足でけられて破損せぬ

蕊所からの出入口には︑腰高障子なり

而して女中室から御川開きの盤も聞

年も三年も綾いたらどうするであらう

も大切である︒

いとか︑家が大きすぎて掃除に骨が折

家か︑手入れは早いほど有効で︑他人の
家ながらも心配に絶えぬ︒

如きは大鍵によいと思ふ︒併し部屋の

日の内一皮日光の投入する︑弟四団の

設くると︑比較的多く牧容出来︑而し

七帖半の部屋と三帖の分離した室とを

尚又津山に女中を使用する家庭では

りて時宜に雁じ︑信義を堅く守りて約を窪

ぜず︑身を潔くして食慾の汚なし︑此の如

くなおぱ︑過ち少くしていづくにて鳴人の

悪み誹るべき様なし︒︵大和俗訓﹀
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因の様に想像して居る︒最も子供が多

庭

人の子樽拾ひと云ふ淵惰ある取扱ひを

りて吾がオに誇らず︑人を敬ひて侮らず︑

あるが︑其の最も大なる原因は︑主婦

れると云ふ様な︑我催に起因する事も

間取りの都合で女中室を玄開の近く
畢に配置する事もあるが︑電鈴の護達し

して居る家庭では︑何虚でも女中は長

蔓所と女中室

た今日では︑玄開脇よりは色庵な黙で

く居ると云ふ黙を認識すると同時に︑

人を誹らず人情を知りて人を怨めず︑世垂

大きさは︑一人の時は三帖︑二人の時

て病人のあった時に好都合である︒叉

の取扱によるのが多い様である︒所謂

崇所の近くで居間や寝室に直面して居

女中室の位世と設備にも留意する必要

科

らぬ虚がよい︒特に墓所と隣接して︑．

がある︒

は四帖半を要し︑一人に封して三尺角

世に交はるに︑言寡く事をよく勉め︑誹

主婦が墓所から監覗州来て︑しかも一

○

■四吋凶

ザー凸ｒｒＤｐ︲日︒ｕ０ＲＬ伽咋段Ｂｐｒ■ＦｒＬｂ■リトート﹃ＬⅢｈｒｈⅡｐ・Ｐ

︾ＩｉＩＧ§Ｉ糾細一

大阪府含員︑笹川清之助・

一︲︾畷鱈惰程﹄胸挫確枠︷恥冒ｌ・ｉ３︑⁝﹄

︻問︼

︑

一日︲Ｐ一﹃．

︐︲

１︲１１！︲︐

１１︐１︲ｒ﹄

て之礎誰した︒圃家を安泰にまるといふ大義の偽めに兄弟の親を

である︒周公は其の兄管叔と弟の蕊叔とに叛かれ︑止むを得ずし

兄弟であり︑石職の場合は父子である︒父子兄弟の親を謂ふので

義滅傷親也と請ってゐる・・親とは骨肉の親であり︑周公の場合は

減したのである︒稚南子氾論訓の高注に之を説明して︑惇日︑大

をやおや

いといふ意味ではない︒子が親に向って加へるべき匁は断じて無

ある︒親といふ意味ではない︒大義の潟めならば親でも殺して良

いのである︒石洲の場合でも︑親が子を殺したのである︒而もそ

れは人をして殺しめたのである︒大義の馬めであったからであ

兼ねて全くす書へ誉である︒︾
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る︒左博の杜預の注に見える様に︑小義の時には子に封する愛を

＝

︵ご大義親を減すと云ふ事を最哨適切に御読明仰ぎたし︒

︻答︼

置く︑﹁天下の至草は︑君と父となり︒故に子の父を奉じ臣の君

三浦梅園の敢語明善踊に次の如く言ってあるから併せて記して

．︵一︶大義減し親とは︑大なる義の篇めには骨肉の私親を減する

の君父に於ける︑安きときは則ち力を蝿し︑危きときは則ち身を

を未ずるは︑天地の定分にして以て易ゆ署へからざるものなり︒人

文畢博士高田員治
を訓ふ︒左博隙公閥年に︑誰子臼︑石砧純臣也︑悪二州呼一而厚卵

碓・の子を殺す所以なり︒唯だ邦にして君︒家にして親︑身死すべ

義親を滅するや︒君有ればなり︒周公の兄を計ずる所以なり︒石

致す︒此くの如きのみ延仰に白く︑大義親を減すと︒何を以て大

ろが石硫の子の石厚といふ者が州呼の黛典であった︒石硝は初め

り廉直堅正で阿避する所が無かった︒曾て際を巡った時︑道に人

も

を殺す者が有ったので︑之を迫ふて捕へ糾した所が︑其の父であ

り﹂と︒︵原漢文︶石森は春秋時代楚の昭王の相であった︒人と焼

ねばならなかったのである︒左博に﹁大義親を減ずとは︑其れ是

った︒蕃は之を縦って自殺した︒

く人殺す雪へし︒之を減するの造無し︒石審の自ら識に就く所以な

の語であることが分る︒即ち是れは古人の周公の事を稲するの語

幸

れの謂ひか﹂とあるに依って見れば︑大義減し親とは︑古来俸諦

が子ながら大義の篇めに石厚をも殺さしめた︒老大夫石研の心情

之を教戒したが︑厚は聴かなかった︒故に石冊は止むを得ず︑我

州可の焼めに秋された・術の忠臣石鍬が謀を以て之を詐した・とこ

駕︑大義減し親︑其是之謂乎︑といふことが有る︒衝の君桓公が

■Ｉ

は察するに除り有るものであったが︑大義の縄めには私情を減せ

中

[

災是卯

峨争

随筆

にこれからであります︒所謂長期戦であります︒一億幽民

は︑南に北に赫々たる戦果を示してをりますが︑戦ひは正

遂には我が日本の自主猫立の生存擁をも奪ひ︑日本をジリ

︐︵米︑英︑支︑和蘭︶包園陣を結成して封日睡辿を試み︑

が剛は蒋介石の背後の米英を盤っぺく決然起ったので︑之

朝敵くまそ︵熊襲︶を徹底的にやっつけるためにその背後か

ら援助をしてゐた新羅︵しらき︶の閥の征伐の軍を起された

が即ち大東亜戦争であります︒これは恰も昔祁功皇后が︑

と同じことであります︒

﹃己を知り︑敵を知れば百戦百勝疑ひなし﹄といふととが

敵の資力を知って軍を施せば必らず勝つのであります︒こ

画と閲との戦争に於いても亦然り︑敵を十分に知って戦

狸へると思ふのであります︒即ちそれは︑蒋介石を躍らせ

さて︑私は蚊でさらに深く考へるならば次の様なことが

れはあらゆる競技に於いていはれることで︑敵を完全に知

いはれます︒即ち勝負ごとに於いてば︑自分の資力を知り

せん︒

が打って一丸となり︑その綿力を戦争に集中せねばなりま

す︒彼等米英の蒋介石媛助は殿堂露骨となり︑︲Ａ・Ｂ・Ｃ︒

の背後には彼をあやつって︑抗戦さしてをろ米英がありま

４は照なる操り人形に過ぎなかったのであります︒即ち彼

いから起ったものであります︒然しこの蒋介石と云ふ支那

日本の直意を解せざる蒋介滴政権の排日・抗日侮日の血迷

ますが︑申すまでもなく支那事愛は︑東亜民族共存共柴の

今次の大東鞭戦争は支那事鐸に紬いて勃溌したのであり

︵二︶／米．英は猶太民族の塊冊

分に知りぬくこさが先づ大切であります︒

なければならないとの大東亜戦である以上︑・我全は敵を十

ふことば兵法の常道であります︒故にどうしても勝ち抜か

〃

貧にして︑自滅させようとしたのであります︒絃に於て我

今次大東亜戦争勃溌以来己に一年有齢︑その間皇軍僻兵

二︶勝つ鴬には敵を知れ

文畢博士加藤玄智

ｌ勝ち抜く馬に知り抜けＩ

如是戦争観

!

悉すれば能く勝を得るのであります︒

号
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つける芝居を世界的舞墓で上演さしてゐるの・であります︒

もって米英を援助し︑米英二闘民をあやつってｎ本をやっ

ゐるといふことであります︒猫太人は今その大きな財力を

って︑米英の背後に戸︸の綾吊人形を躍らしてをろ猫太人が

てをろ米英も︑鷲はまた一つの偲柵︵あやつり人形︶であ

ったが︑上に無比絶倫の祁皇を戴いた葛邦無比の潤特にし

は大東照戦争前までは持たざる画として︑金力には乏しか

庚大な金の力即ち経済力で世界をきりまはしてをり︑日本

鮎に於て︑叉溌太人は今日では亡剛流浪の民ですが︑その

家であり︑日本は祁皇奉戴の祁圃たりとの信仰罰家である

て︑唯一無二の剛家であります︒︑我伺水岡家を象徴してを

る常士山が唯一無二の名川で他に類例が無いのと同一であ

猫太人は西暦紀元前十四仙紀の頃︑キリスト教の母耀た

言ひ換へれば︑祁皇信仰封エポヂハ信仰の手ひだともいへる

ります︒今この二民族が封立して争ってゐろのであって︑

︵三︶紳園日本と燕政々治国家の猶太との争闘

る猫太激のエホバ榊を奉ずろ所の一つの団民的宗教の信仰

なって仕舞ひ︑それ以後は批界を流浪してあるく浮浪民と

アッシリャ︑バビロニヤ閥のために滅ぼされ︑亡閣の民と

す︒又蜜にそれが戦勝への擁祁呑す︒しかして︑この雨者

閥の勢力を叩き付け︑絶滅さすことが肝要なことでありま

の背後の米英だけでなく︑さらにその米英を躍らす猟太財

のであります︒従って大東蕪戦争に勝つためには︑蒋介石

なってし主つたものであります︒所謂闘籍のない無宿群で

によって其閲家を建てた民族でありますが︑近隣に興った

あって︑唯排他的た宗教の信念のみは弧く︑建国の始から

て︑今後此戦争は何時まで縦くか文字通り長期戦でありま

の手ひは︑押しつめれば結恢民族為為信仰上の手ひであっ

我が日本は肇閏以来現人祁信仰．祁皇拝戴で出来た函家

︵四︶︾板葉よりも根を切ることが大切

と云ふととが分かりませう︒

す︒此長期戦に勝ちぬくことは資以て容易なことではない

信仰建剛の民であったのであります︒

であります︒即ち︑皇朋天照大祁以来︑皇統連綿として続
いた寓世一系の天皇を奉戴し︑此紳皇を中心として建幽以
来二千有除年の長年月冊︑寸地尺土も外敵の侮を受けず︑

やっつければよいといふやうなことで浦足することなく︑

以上の如きとと壷老ふるならば︑我掩は軍に米英二風を

出来てきてをるといふ黙に於いては︑古代猫太の固家成立

その奥の猫太財閥斐除を計る十分准ろ毘悟を要するのであ

戎夷に磯され↑たととがないのであります︒信仰を以て図が
に似た所があります︒唯狼太は無形天上のエホ︒︿祁信奉圃
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源 争 戦 是 如

新刊紹介

○楽善抄入宗像逸郎語録︶

宗像誠他氏寄贈

本書は故本舎主事たりし宗像迦郎氏逝去後二ヶ年を絶て︑嗣子

ります︒ｊ
先円Ｒ本で溌行の外字新聞に面白い風刺漫霊が川てゐま
．︑８じじ１口
した︒それは一本の大きな樹の枝に人間がぶらさがってゐ

誠也氏が遜憶を亡父に棒ぐ§へく編纂されしものである︒最初は和

数々が折込まれて︑美はしい親子の縁︑共の閥係等を如武に見せ

の間には翁の和職︑漢詩︑新離詩等の作品︑嗣子誠也氏の祁歌の

子未亡人︑令雌鯛子︑操雨氏の追憧丈を以てしてゐる︒︐而し〒典

之を韮として︑嗣子誠也氏が此の解詑的追憶をなし︑加ふるに腸

礎となるものは︑翁が書き通された五十有除年の﹁日記﹂であり︑

のであり︑共は賞行垂範努力に一貫した一生であった︒本番の華

翁が七十五年の生脈は教育教化に粂身を打込んで維始された私

止め︑二百頁足らずのものとされたのである︒

常大部のものを識定されたが︑畔局下を鑑みて︑其の梢粋のみに

宗像誠也煽

て︑その樹の根の所を二人の人間が斧で伐ってゐる挺蓋で
グ

あります︒樹木は米英で︑枝にぶら下ってゐる人間の顔は
蒋介石でした︒典伐ってゐるニたりの人は日本正へと江粘術
氏とであります︒私はこの漫壷を見て面白く思ったが︑私

はさらに︑その樹木の根︵猫太︶を完全にひっこぬき根絶
やしにすることが副ち大東亜戦に勝つ戸．とであり︑それは
則ち漁太財閥斐除であります︒愛に枢軸風の継潜同盟が必
要となって来た所以です︒要するに私のい感んとするとこ

ろは︑大東雛戦争に勝ち抜くためには︑我だの敵が前述の
やうなものから成ってをるととを十分に知り抜いて︑その
豊悟を固め︑銃前銃後をとはず︑老若男女の別なく︑一億

子を語る親に如かず︑親を語る子に如かずとかよしそれが物に

てゐるのも美はしいものである︒

目下の大切なことであるといふことを︑皆様によく知り抜

ってこの戦争生活に耐へ抜くことを本瀞に儲悟することが

う︒本書を誼んで翁の人物をまざｊ︑と知り︑其の夫人を子を知

が︑共の家庭の生活に根本する以上︑正に此所に語るべきであら

つき過ぎ︑情に過ぐるものがあるにしても︑人間の公私の生涯︑

︑︑︑︑

いて戴きたいのであります︒さうでないと所謂認識不足に

なき贈物であることをしみ人︑卜思ふ︒嗣子誠也氏は東京帝大数

・り得るのである︒よき形見であると共に︑世の穀へ又子への叉と

剛民が報剛の一大風︑その織丸となって︑磐狩の決心をも

なる︒戦に十分の勝利を得られなくなる︒これに反して十

て感汲なきを得ない美はしい一審である︒︵非斑晶︶

子ありの感深きの人︑との人による本書の編桝も誠心の謹鰐とし

育科出芽で︑法政大畢共の他に教授たるの人へこの父にしてこの

分なる認識を以って敵に臨めば百戦して危くならず︑知り
抜いて勝ちぬくことなり︒勝ち抜く鴬に知り抜くのであり
ます︒︵完︶
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︾ 一

口高等ラジオ技術講習含記事
○鱒十九回修業式︵六月二十六日︶

て午一後九時散曾せり︒既に卒業生を吐曾挺迭ること二千五百翰

名︑今又百澱十名の修業生を加ふ︑職局益々重大にして閏家の要

求愈々大なる畔本誰智含卒業生諸君が無線科皐界へ一の活唯を贋一

通科は午後一時牛︑本科は午後六時半よりそれ人︑講堂に於て畢

高等ラジオ技術講習曾第一一十回の開講式は︑占月五日畢行︑普

Ｏ第二十回開講式︵七月五日︶

層期待して止まないものである︒

業護書授輿式を翠行することとなった︒其の開講四月の頃は草木

行せり︒景山曾計主任の司曾により︑圃民賎鵬︑嗣紙奉哨の後︑

︑

途↑

去る四月五日第十九回の講座を開講以寒鼓に早くも三ヶ月の課

も追々と若葉を萌さんとし︑花の樫も咲き出でんとしてゐたので

程は過ぎ︑六月二十六日︵日︶午後六時より本曾館講堂にて其の修

あったが︑何時しかそれも過ぎ去って青葉繁る初夏を迎へたので

本講習倉の目的が優秀なる人格技術の併得を期し︑以て剛家の要

ねばならぬとなし︑本曾の歴史︑事業︑趣旨とする所を述雪へて︑

得る御稜威の有難さに封して典専念研究して以て園家に奉公せ

して陵江主事は新入畢生に謝し︑此の非常時下に修畢の幸禰を

旗江主事の教育に閥する勅語の奉讃あり︒︑右維って本曾を︾代表

一フ

高あるが︑其の間こそ又講習生諸君の無線科畢に志す心の卵は岬化
等して若鶏となり︑今やお国へ科畢奉公の勇ましい羽簿きとはなつ
オ

ジた事である︒時とそ徒らならず誠に尊い哉と云ふべきである︒例
技により景山曾計︑主任の司曾にて国民儀程︑園家奉唱︑庚江︑王事の

畢を切望し︑今日こそ勅語に御示しの﹁一旦緩急アレハ義勇公二

志曾を代表して大井教務理事は︑教務に胴する諸注意を詳細に述

請に雁ずる所あらしめんとするのであるから︑此の趣旨に基く研

識勅語奉讃等の後︑贋江主事より普通科修業生四十九名の代表漬口
習博史君︑本科同八十七箔の代表山本武雄君︑本科合格試験合格者
蕊荻原一太郎君にとそれぞれ修業認書の授輿あり︑次で本含を代表

修得せる一切の力を悉く奉公す︑一へしと誰告し︑次で一フジオ普及同

未シ以テ天淡無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ﹂の時である︒身に各自の

二面

に奉仕すぺきの信念を説き︑不挽不屈の紬祁を識調して誰告とな
し︑又ラシオ普及同志曾を代表して小笠原理事長は︑無線兵器の

誉度刺なる勉識により人格技術共に立派な成紙を翠げ以て本講習

べ︑本誌習含の今日迄の十九回二千五百除名の修業生は︑驚く・へ

或要性を述ぺ︑修業生諸君は今後之を製作するもの︑扱ふもの何
当
れなりとも︑．よく魂を打込んでの製作を期しや又琴悪の機械を超
えて立汲に性能を談揮し得る程の技術を以てすることの心掛けを

十名︑本科百五十名に及夢︒

念の反憤を謹揮した︒諸君も之に綴いて先輩を汚すなからんこと
を切望し︑本講習曾は敢て数を望むものでなく︑不虞面目な者の
多くよりも輿に立派な人であるならば︑一人でも結構なので︑一
人割一人の意類と境刺の合致に火華を散らし︑蝿れて後止むの糖
祁を以てせんと誓ひ︑かくて閉曾せり︒因に新入畢生は普通科五

幸

事して庚江主事より重大時局に虚し修得の技術と人格とを以て闘家

い

説いて決意を促す所あり︑かくて修業生総代荻原一太郎君の答僻
︑

ありて式を閉ぢた︒それより記念撮影の後除興に入り︑奇術︑浪
花節︑香楽漫オ等の妙技に打興じて別るＬ名残を暫し忘れ︑かく

− 3 4 −

石川文蛎溌
○祇珊瑚海々戦大捷
霞軒鵜野英拾︵千葉︶
もじじ℃も℃９︑９Ｕ︑ＢＤｂ・
索敵洋中気吐虹︒羽機番闘砲畑中や
０勺０ＣＯ○つ○○ＣＯ００Ｏ
評日作者気象之大︒亦足鳶其大戦︒

珊瑚海上屠鯨鰐︒察爆羅然奏偉功︒

Ｏ聞蘇呂門空中戦有威

一紫泉河東田敦美馬舌
ロＵｂもももも．Ｕも︑︑ｂも︑

鹿山行木喬早葉︶

○遥四勇士之出征

評日瞥戒之意︒自溢其詞︒

千機撃墜復千機︒南海空濠見日稀︒
００○○○︒００ＣＯ００００
洋鬼尖矛何許蔑︒祁洲興腰向誰析︒

〃ノ

四勇士際大東亜之時局︒出征就第
喜線︒郷人依例ｕ参集脈賀多祁牡

所武運長久︒激減米英以批其行︒

撃塞鼓堂響古洞︒里人均唱誓紳詞︒
撒哉四士上征役︒手執子士揚酒厄ｕ︲
評臼句々雄勤批烈︒可以激伽四士︒

○悼山崎大佐

．松堂一中津麗水日響
９℃ｂ・も■︑もももも口ももも

濃姻睡島敵軍旗︒燕戦何団歴幾時︒
００００○○００○︒◎０○○
報閣七生相約姥︒遺動赫盈峡男児︒
評日峡中出斯名大盤︒亦癌其凧郷之光築

○夏日訪夢香先生
ｂ︶■も守

棚湖那須哲九︑形︶
もＵＵ﹄可９巳Ｕ︑・も﹄■■一℃

偶尋高閣道相親︒一日清遊忘此身︒
ｔ︑Ｕ℃９︐ｂ○○○○○○Ｏ

評日此作能罵先生人品高︒

談奮話新鰍不己︒先生本是雅懐人︒

Ｏ初夏田家

石崖林庸之助早葉︶
℃もももも℃■．○○つ○○○Ｏ
老若同心銃後人︒耕転稼稽互相親︒
００ＱＯＯ○Ｏ

固民燕働革無協・何怪物資供給頻︒

評臼陶民同心奮励守職︒最亜稼務︒使

其爽快︒

○晴暁田園即目

Ｊ班

故不乗汽車︒有年︒今領高作︒羨

評日余齢巳老︒眼殆盲︒・不能出戸庭︒

奔過曲折汀遥路︒飽喫東洋寓里風︒

乗客減車天日沖︒暑炎置若虐甑中︒

俊橋只野清患島︶

○汽車中作

評日淡々着筆︒球味可掬︒

一雨晩来涼味足︒珠堂白露滴階除︒

も︑℃︑９Ｕｂ○○００○０Ｏ

秋難忽勅入茅臆︒繊月光寒梧影疎︒

口・℃ｂ■もむ℃．ＵｂＤｂも巳ｂ

悪蹄兼坂重早葉︶

○立秋

亦在於此︒

征人無内顧患﹀特可慶︒高作主脳

Fq

聴松小池三男吉農岡︶

℃りむｂもｂも︑一画︑ｂＵｂｂ９︑

僻塞両恭飛脚耐腰︒呼鋳群舞請璽竿︒

郊村一段緑連天︒猟眼禾頭玉露鮮︒

評日能篤豊年景︺宛然如隻︒

I
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弘道詩林

弘

詩 道
林

冬

弘

Ｏ梅雨田園

春江菅谷健男牟葉︶
Ｄ・℃ｂ９．℃ｊ︑︒▽ＱＵＥｂｂも９℃

梅雨藍中梅子黄︒平田十里挿秩香︒
Ｄｂｂ℃９℃日０○０○０○○

短蓑益働耕転事︒確保軍糧謀武握︒
評臼結句挿入軍糧事︒自潟餅新︒

○富獄

○婚姻戚退職某教諭

敬亭但馬緊之丞早蕃
℃︲もｂＢＧｂもも︑ｂ℃もＵＵβ

名蕊噴噴遍郷間︒僚友相謀投密書︒
ｂやもりｂ︑ｇｏ００○○００
定知黙漢悉斐除︒

詳臼某氏英断︒可嘉︒

憤慨決然期退職

○老後書懐

○寄友人

文雛石川二三造

九坐冥捜奈失明︒

縫分書夜↑典陰晴︒

健君何日扶吟杖︒
倶作西郊探勝行．

１１

第一句

弘道七月雛詩林正誤

菅谷春江氏

第一句

第四句

乗坂恵粥氏
同

弘道八月読詩林正誤

●

●
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三省尾津幸治郎︵埼舌
︑▽一℃ｂ一９℃︑︒ＧＢｂＩｂｂ︑Ｕ一

今也圃家生死戦い優癖鎧伴釣魚人︒

緑陰深虎利根演︒我住川南遠仙塵︒
０００００つ○○００００○○

評臼老兄不伸釣魚人︒而専意戦争︒亦
是志士︒高風可仰︒

もｂ℃︑︑

恵驚兼坂重︵千葉︶

○笑星川霜鶴君逝去

ｂｂｂもｂぴ

○

塵縁産縁

や正誤

小泉毒仙氏草堂間輿

軽風勤木動未

○○○○Ｏ

君逝室凋帳︒乾坤細入哀︒

菅谷春江氏夏日小悶

Ｏ

評臼字々凄椀︒使人箭腸︒

９℃ももｂ

鶴飛山林寂︒何日又鰯来︒

moi=m正

如雲慶野庄作︵茨城︶

道疋梁玲寵富毎斌︒光輝赫好縦軸天︒

評臼筆端亦鐘秀露気︒

○０○００．○００︒○○○００
詩古今霊秀祁州美︒照得乾坤幾菖年︒
林

○浦瀬十勝其四
波多良介︵新潟︶

．高津谷域︐
仰見高津谷城跡︒・曾逢断水鮒魚難︒

入庵洗馬以精米︒敵作豊泉徹陣還︒
人庵其城主也

評日此事甚奇詩亦不可不奇︒

一 自 風

課

幅・閃・閏

＆

ー ←

弘道歌園
ｈ凸

佐藤貫欝
○九月兼題．明月

天新潟螺横山文子
一列の雁の行方をみるからに雲間はなる上
望の夜の月

地千葉螺本城巳之助

望の夜の月

弘心まててらす鏡とみゆるかなさへ渡りたる
道

人千葉螺︑字井太三郎

み山遥に海遥にさえて人ととに心をすます

人埼玉際石川奈美子

歌望の夜の月
園一すみ渡る庭の木立におくつゆの光りもそは
るもちの夜の月

人茨城聯慶野庄作

人松江市成瀬岩太郎

・大海原鏡のことを波の上にきらめきわたる
望の夜の月
千々の人千表におもひをくたくらむ今脊の
月を中空にして

〃人 新潟撫波多良介

望の夜の月のひかりはさなからにみかきあ
＄けたる玉かとも見沙

人千葉螺兼坂秀嶺
空高く澄み渡りたる秋のよの月のかけこ是
さやけかりかり

一○山梨聯守屋如道

鳥舟の空につらなす数さへもよみうるまて
に照らす月かな

︾○千葉螺高石締一

○宇都宮市土屋而葱

人の世の怨みをよそに敵味方へたてずてら
す月のさやけさ
あまりにもさやけき月にまひるまに讃みの
こしたる新文を見む

○滋賀隅久保藍堂

眺むれは召されて征書一し吾子居る南の海も
月やてるらむ

︒○東京都工藤花子

ノ○千葉螺櫛谷義太郎

てる月に星のひかりもきえうせてすめるみ
そらに鳥船のゆく
いそしみし門人の鍬もか上やきて家路をて
らす月のさやけさ

○千葉螺根本撫子

○禰島隅﹃只野閑月

眺めやると上るのはてもなかりけり山の端
高く月の滋みたる

○ゞ︒娠島隅演名博綱

白かねのつはささやかに見ゆるまてくまな
くすめるもちの夜の月
澄みわたる月の下なる秋津島つとふ今符そ
楽しかりける

︑Ｏ千葉螺保科徳治郎

萩の葉の鰯の．白玉数ふまて冴え渡りける萩
の夜の月

○埼玉蝶小島小博天

○岡山螺赤枝小太治

心にもか坐る雲なき秋の夜の今符の月の影
のさやけさ

○東京都工藤哲英

豊かなるいなぼにやとる白露をたまとも見
する月のかけかな

○山梨螺若林．貞雄

わたつみのはてもなき遇に仇艦をしらする
かこと月てりわたる

︑︑︑○山梨隅山本緋夫

隈もなくさや・けく照れる月光を総ひつ上我
は南をのそむ

○東京都中村徐風

雨過ぎしみ空に癌く照る月に洗へる唯の土
も光れる

．○︑︒頑島螺湯田久蒜

天皇に棒くる身こそ楽しけれ心も澄める望
の夜の月

花ならは今をさかりといひてまし明石の派

○大坂府惟川勝山

にみつる月かけ

○隣島牒術原幸太郎

さやかなる月の光にいにしへの人の心を偲
ひつるかな︾

○山梨聯中津麗水

雁かねのわたるかけさへかそふまてさえわ
たりたり望の夜の月

鏡とも玉とも愛て入なかめけりくもりなき

○茨城鵬長沼成信

夜の月の光を︑

○．娠島螺菅野三郎泊

大稜威か旦やくことく四方の海とよひの月
はさやにてるらむ

余題菊雄︵十月五日締切︑︶︵開封円錐日本弘

こそ月は祁代なからの婆なりなかむる人は
代々かはれとも
○十月余題潜水艦︵九月五日締切︶○十一月

道曾編輯部宛のこと︶
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訟道俳壇

胆東予選

喜雨呪ふ夕舗支麗や炊事狂

山梨松．堂

喜雨来り生々したる畑のもの

幅島椛堂
千葉鹿山

喜雨晴れて虹のわたりぬ東山

山梨貞︑

喜雨呪ふ師の庭となりにけり

東京徐

喜雨はれて赫と日の照る噴かな

◇蛋

涯ねし鬼を起さで母は蚤をとる

害雨晴れて月あらはれぬ中天に

喜雨過ぎて山より山・へ虹立ちぬ

〆

喜雨一潟しばし踏みやむ水車

喜雨ありし宵を鎮守の獅子利楽

祇島附堂
地割れ田や喜雨一過し診て沓の月
大阪勝山

山口・松

朝起の蚤の食ひあと敷へけり

名古屋永

幼な見の泣く枕迩に蚤の飛夢

埼玉佳

部屋掃けば毛腔に蚤の壷りけり

松江形

蚤飛んで騒き立ちたる一座かな

幅島描

端玉三

︾愛知吾

朝床の稚兇の二の腕蚤の痕

東京秋

顕微鏡に蚤のぞきゐる童かな

蚤追ひて母のかけたる眼鏡かな

蚤の痕敷へつ風呂に兄と入りし

同閑

蚤とり粉ふりまく夜半や子等の催間

禰島雁

大阪勝

東京・秋雄

子の寝床捕り逃しけり蚤一つ

滋賀萱〃堂

まろぴ合ふ蟻の小塚や喜雨到る

．東京︑無鴬生

喜雨の来て水槽の金魚動き出す

喜雨ありて蔓たわ異なり胡瓜畑

愛知吾山

水喧嘩俄に解けぬ喜雨夕暑へゞ

山梨松

同経子

蒸し暑き雨夜や蚤の飛夢販布

東京無篤生

喜雨一過頒守の森の太鼓鳴る

◇秀逸一愛知吾山

松江形堂
水論のはたと止みけり喜雨の空
幅烏附月
喜附柿然弛裂の丘田洲へる
頑島腫所
喜雨一潟畑に鍬らつ影もなし
埼玉佳香

大戦果さぐる惟界圃蚤はねる

天木謹の延びるに委せ谷深き

山梨貞雄
喜雨の畑に殿を休めぬ畢徒除
禰島膳所
喜雨過ぎて湖面に浮ぶ虹の橋
東京徐風

名古屋永青

水論の人ちりん︑に喜雨到る

詣島閑月
滋賀萱堂

合宿の寝られぬ沓や蚤多き・

福島閑・堂

群伍して後れ登るや草いきれ

◇喜雨

田草取糞を背にして笠動く

山口松風

勤努に奉仕の畑や喜雨来る

埼玉奈一美子

同三省

待ちわびし喜雨に稲田の水溢る
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雄

省 堂 堂 香 青 風 堂 風

山

堂 所 山 雄

弘
道

俳
壇

幅烏臓所

水夢の明け放たれて粁縦

島根明

大いなる海岡掲けあり検査場

︐茨城恭

鞍き日の言鴎げをせず蛾を焼く

也

千葉鹿山
夏休みやめて奉仕や哨産に

秋田三

夜襲前防蚊具をつけまどろみぬ

京都武

蝉しぐれ日毎に通ふ侭ませし

釘打ちて雄をかけぬ維さかひ

＠．一旭︽束子

Ｈ暁子の集る砂妓に洲辿る

時化あとの狼向商し月見草

◇課題︵各五句︶

◇天の川︑録︑雑詠十月五日限
◇秋風︑綱︑雑詠十一月五日限
◇冬夜︑炭︑雑詠十二月五日限

○課題例句

銀漢や抑子の下浦ぐ丸木舟

磯に出て潮風つよし天の川

星聞の石掘りあり錨の盤

降り出で入竹の職ぎや尾別れ

香

合宿所夜中の蚤に目竪めけり

同維子
夏祭り輿のあとにつづく人

亡を吾子の鴬置をかざり魂祭り

︐端玉三一省

登り来て霧の日の出や夏の山

松江形堂
葱一把士川姐を買ひにけり
山口松風
夏出水川治ひの小家見えずなる
東京萩雄

端玉奈美子

・東京無篤生

慰問文書きかけ蚤を逃かしけり
﹄

装擢の子目を錫しけり蚤の痕

山梨貞雄

埼玉奈美子

蚤飛夢や薄くら誉一灯の山の坊

蓑癌する碓子の枕︿蚤一つ

幅島附月
滋賀蓋堂

耐島緋堂
稲作の不安は去りぬ士川明
埼玉化香
名古屋永青

夕立の過ぎて涼しや三日の月

群山府青路

磯の香の南瓜畑や夕陽照る

葉梱の影漠く川羊のたむろせる

名古屋反吉
トラックの響背にあり茄子を鴫ぐ

竹崎蒜穂
岡山純

瀧茶屋に妻を残して誰りけり

蛋火のわが前よぎりはや高し

錘一つ鳴きすむ橋の擬喪珠かな

戸じ寮りめ灯にある風や錐の鐸
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新聞の上にはね末し蚤一つ

◇雑詠

蚤の摸見つむる朝や風凍し

耐島閑月
一つ崩れ数個生れぬ雲の峰
千葉維子
老蒲の壁聞く朝のラジオかな
愛知吾山
五月雨の晴間に仰ぐ幽喪門︵金津尼山抑牡︶
山梨貞雄
今朝の秋傷兵窓に術りて立つ

束京無鳩生

同徐風

薄月夜蚊火たく子等やもやひ舟

川狩の這ふて渡りぬ丸木橋

滋翻背雲子

刑知堂象

やがて征く腕隆々と更衣

利一一樹雪冬旬

郎

:女弛則枝葉雨

一

千・葉鹿山

山梨松堂

炎天にトマト食ひ行く演の壬等︑

L、

弘

道

俳
堀

一一

太曾鴬報

1
なし︑八月上旬滞りなく任を果し蹄京さ
ヲ包︒

△雑誌弘遺も朋綴の配齢遁々と減少せる鰯

博平氏支曾長を酢し其の後任として近江祁

△贋江主事出張協議により近江支含は下郷

ある︒其等の具燈的事賓は追々と其の溌表

して時局に添ふ様一大刷新を期する識定で

行し︑明年一月までには殆んと面目を一新

め︑止むなく来る十月雛より更に減頁を断

宵々司平田貫一氏の就任を見るに至る︒︑又

／

の御協力を乞ふ次第である︒

に棚儲するので︑何とか之を記念する行事

を考慰中であるといふ︒慶賀︒︒

の御命日に相術するのであるが︑本含職員

△八月十八日は曾瓶西村先生の第四十二回

は同日本郷駒込養源寺に墓参し︑追憶の誠

を棒ぐる所あ細たり︒噸季ぱ先生蕊去後早

くも四十弓年︑此の非常時下に枇を筆げて

今更ながら先生の縮刷を偲び其の敬仰の念

愈今深し︒先生の﹁百年にして我が知己を

月七日遂に逝去さる・享年八十有六歳の高

跡見玉枝女史には病気療養中なりしが︑八

の持主であり︑夙に激化方面に霊力一方瀧︑｜

哀悼に私へず・翁は費築家として出世美談４

待つ﹂との御言葉今にして唯感激蔀夢のみ

齢なりを︒謹んで弔意を表す︒女史は個秀

△女子部評議員として多年識力せられし

く名春支含長に松波仁一郎博士を頂き︑支

含術岸和阿支曾も険江主事と打合せの上︑近

叢家の一人者として知られ︑殊に﹁樫﹂の

泌聴捌恥趨孝銅鋤一一一諏率蛎轄輪鑑排舜麺皿﹂

葛太郎氏のそれぞれ就任を見るべく諸々遥

られしととも屡々なりき・本曾にも亦物質

の昂揚に賛せられたる多大なるは人の知る

含及皇民愈素行含其の他を率ゐて閣民縮祁

らず︑本含にも多年識力され︑又中央義士

的に緒祁的に謎力多大なりＬを︒其逝去を

報捗中である︒其の黄塊を期待する次隼であ
△堀田含長は︑例年の如く七︑八雨月逗子

惜しむ︒八月十一日の青山砺掛に於ける告

手③○

に滞在され︑青年男女の錬成の矯め共の指

しが︑八月十三日を以て︑第百九十六回を

生日︶を支斡常曾定例日として開催し末り

△豊岡支含に於ては毎月十三日︵含租の誕

御進講の光楽を婚へり︒慶賀︒︐

本産業と能率﹂につき畏くも天皇陛下に

△八月二十日特別含貝藤原銀次郎氏は﹁日

意を表せり︒

別式には︑隣江主事本曾を代表して参列弔︑

所である︒八月十八日芝青松寺に於ける告

導に謹力さる︒愈今御批健何よりである︒

を表せり︒

別式には庇江主事本含を代表して参列弔意

．△特別倉員藤原銀次郎氏は査察使として東

甑ぬることとたり︑年限から云へぼ十周年

慶賀︒

北及北海適地方の製織炭坑方面の査察を

ぜられ︑九州地方協議魯の含長とならる︒

△協賛倉員吉田茂氏は過般禰岡螺知事に任

ゞ霊を僻意とし︑畏くも宮中の御川も仰付け

蕊含長に元市長寺田利吉疋︑副支愈長に宇口

令息︶就任さるることとなれり︒慶賀に堆
本へず︒今後の漉蹄を期待する次俸である︒

さる坐ものにより御諒承を願ひたい︒何分

￨

大阪支曾は支魯長藤津章次郎氏︵故南儒翁

｜￨

−

支曾鴬報
曾員川代氏︑ヒネ旬シて日く﹃丸溌に似ぬ

ぺくもあらず︒先年︑繁田剛茶姉にて︑支

南に廻つた時の険をもって測る時計ができ

る︒五千年前︑虞太陽時とて︑太陽の光り

﹃恒星時﹄﹃太陽畔﹄﹃平均畔﹄の三つとな

わたるやわかぜにそれと知らゆ︒含員多数

活動の夏ははや隣りに迫掘ること︑撤葉を

なんとなう感傷に襲はるれど︑鴬去冊来︑

九十三回常曾を開く︒細く春としいへぱ︑

五月十八日︑繁田支曾長邸群雲館に第百

に秘め置く蛾批の水も温まりぬらむ︺支含・

しげなり︒時折り︑雲間洩る陽光に︑茶株

慌だしう︑小萎刈る男女のおとなひもせは

梅雨の候︑雨は降らねど︑泌然たる雲行き

に第百九十四回常曾を催ふせり︒時はこれ

本月二十八日午前十痔より︑嬰岡公愈堂

木に這ひのぼる︒この諦彼な情策を︑印度

え︑花は窄ぽみ︑胸は排に遡り︑鱒玉は草

は︑ここに始まる︒夕が訪れると︑葉は萎

し︑基準にしたのである︒森れ六つといふ

け︑太陽の西に没する時を一日の終りと

弼川畔計が蕊明され︑一日を十二時間に分

のといばれる︒四千年ほどまへ︑印度に須

のローマ数字は．砂時計の形から採ったも

明されたが︑現在用ゐらるる斗鶏の目もり

﹁影擢﹂とよばれた︒ついで﹁砂時計が謹

︑

唄嘩の茶摘かな﹂と︒記者は︑ほほえみつ

Ｘ×

参集︒午前十一時開含︑極誌未着につき︑

に出席して﹄の報告あり︒念誌六月税の古・

長挨拶を述べ︑平野評議員より﹃本含縄曾

つ群雲館を癖したり・

研究を省略して︑鈴木栖闘氏に﹃古典につ

では﹁安養の瀞士﹂と呼募︒この思想は支

Ｏ豊岡支書報告

いて﹄を聴く︒回想すれば︑ここに集ひし

﹃油翁先生訓﹄﹃豆溌煮るに豆のか鳥を燃く﹄

て﹄の講演あって︑午後一時散曾したり︒

等を研究ののち︑鈴木柄闘氏の﹃時に就い

西を加へれば柄︑妻を添へれば楼︑西の下

那にわたりても移るひはあらずして︑木に

は︑昭和千五年九月十三日の翠軒先生の司
て︑既に四年を経つ︒館の西︑誘漢庵は在

含が溌後なりき︒光陰︑捜を投ずるやうに

Ｒに溌刻祭を行はせられるが︑それは︑御

﹃近江祁宮ではＦ年々六月十日の時の記念

に日を合はして時の字をくふうした︒東洋

から︑幕れ六つの銃を打ったゆゑ︑寺の字

混の太陽をもって時刻の標準を定めた習慣

に線を引けば西の方角を行す酉となる︒西

今に寒く︑前賢暇栖の通︑心あるものの涙

祭祁天智天皇様が禰刻﹄といふ味計を御

に於ては︑その日の維局をもって時間の基

﹃畔に就いて﹄鈴木柄剛先生

を誘ふ︒肝︑瞳︑かれらにとりて︑いかば

凌明遊ばされ︑浴く園民に時をお知らせに

準としたのである︒また︑五千年前︑エヂ
ことしも︑この御脚事に奉仕させて城き︑

て︑その蔭が釜く北に柊るの吟を正午と定

プトでは︑日時計を義明し︑一本の稀を樹

グ

り︑されど︑巨人遠く去って︑庭前の松風

かりの感荷ぞや︑書院常備の﹃金悶帖﹄に

なられし故・事を粕祁りするのである︒私は

恐龍感激したのであった︒時を大別すると

︑︑︑

り︒ここらあたりは︑狭山茶の名所とて︑

記念の寄せ・書きを夢つつけ︑二吟閉曾せ

の乙女子の茶摘叫を聞くなり︒蛎鰐︑職ふ
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坦々たる蒲剛裡︑赤い露に白い加さん冠り
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滝

即ち寅の方角は︑夏至の日に太陽の昇る角

る︒甲は十千の初め・寅は立葬黙にあたる

しき時代の要望に活現させ︑季節測定機の

ぱ︑東洋のは腿錐中心の時間法で︑西洋の

めた東洋の時刻と︑南北の線を標準として

る・愛に︑東西の線を蕪鮎として計算し始

は︑天文畢上の計算に︑重要な役制を波ず

反封に午の方角があり︑南方を貫く子午線

る．つぎに︑太陽が卯の方角ｌ卸ち霞ひ

南に寄って︑姿を匿くすことはないのであ

至の日に太陽の没する角度なのであって︑
黄適線の南の樋である︒太陽は︑これより

ころが申の方角にあたるや申の方角は︑冬

だす︒また︑一年間を二分し︑立秋黙のと

元旦とされたところに︑茄大な意義を見出

にありえない︒との立春黙をもって正月の

第百六十回の例曾を開催せり︒先づ長嶺支

七月十九日午後七時︑市内隣保館に於て

不竹の大いに光菜としたところである︒﹄

働の言葉を賜はったことは︑弘道曾員とし

郷博平氏が︑予の誰にいたく共鳴され︑激

副総裁にして且つ日本弘遁倉財務管たる下

の要旨であるが︑この日︑近江祁宮奉賛含

の御協力を得︑千三百年前の措南車を︑新

めた︒正午を中心に午前午後と呼夢α度太

ない１．以上は︑近江榊宮に於ける講演

完成をみるなら︑私の幸甚これに過ぐるは

は知識暦中心の時間法で︑西洋のは知識屑

含長閣下の司曾にて園民儀憩を行ひ︑次で

な暦の建が立つ︒今日は︑宇宙線や︑電波

めて︑天文と地文との綜合されたる合理的

興隆を見る︑閲讃含祁の徳を穂し︑吾人益

祁蕊去後︑四十二年後の今日︑．遺義閏家の

︑︑︑︑

歳時を測り季節を割り出し︑桐押に従ひ守

々之が徹底に力めんことを誓へり・

か

測定し出した西洋の時間とを畷誇桧計すれ

中中の官界の時間法なることが理解され

に落ちる時を︑春秋二期の彼岸といふ︒彼

がしから昇り︑酉の方角ｌ即ち霞んにし

贈を受けられたる厚意を謝する所あり︒曾

含長より本曾より過般含組西村先生簿記寄

辰丁は鐘鼓を打ったのであらう︒守辰丁二

や︑冠離層や︑太陽光線やの研究は長足の

Ｏ秋田支曹報告

のであらうか︒残された記録には︑千二百

る︒日本は︑古代︑どんな時刑法に操った

を生じる︒これを正確に測定してこそ︑初

岸を中心に︑一年間は︑塞夜の時間に長短

︑も

年前︑漏刻博士を二人置き．守辰丁二十人

十人といへぱ︑唐制の穐倣にて︑一日を謹

鏡を雁用する新しい分度式季節測定機を溌

進歩を遂げた︒愛に︑微分数的の冠子顕微

導者として︑凋創的な日本祁暦を創案しな

焼敬先生や︑京都花山天文蕊装上︑稜博士

あらず︒幸ひ︑和時計の擢威者大坂の近藤

明し︑これによって建暦するは︑無意義に

て︑多大の好果を攻め得たりと︒先づ彼地

主なりしも︑渡瀧後互に朕況を交換し合

氏の覗察談を聴取せり︑郷士部隊の慰問が

の部隊播士は︑内地の作柄を好況と聞いて

ければならない︒むかし︑祁武天皇の御即

常日秋田魁新聞肺満洲特派員中塚欝之助

日本は世界の盟主である︒世界新秩序の指

夜百刻に分ちしものと想はるる︒Ｉ今や

も︑

を率ゐさすとある︒博士は指南車に因って

／

陽時に於て︑まみなみは︑どういふ方法を

は︑この武の方角以北から昇ることは絶封

窪

度であって︒黄撞線の北の極である︒太陽

、

爪ゐて測ったかといふと︑それは▽北耀星

､

を起黙とした︒北極星は子の方角にあって

｡

位遊ぱきれしは︑甲寅の元日とされてゐ
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喜募あり︑慰問袋に職鍵を上ぐるあり︑中

秋阿では来る十一月平剛鵡胤先生式年嬢

る︒

に方り︑建園精澗の昂揚を企圃しつＬあり

の内容を見るや︑銃後涜継を察し得らるＬ

事もあれば︑無理して物を送るよりも︑準

椛禰するをもって藩種々協議の後午後一時

散命した︒

○

夫を敬ふといふは︑た置頭をさげ手を垂

之につき話題は賑ひ質問雁答中今誰きず︑

れて我身を引きざかるのみに非ず︑第一の

ろ慰問文の誠を篭めたるを望むと云へる者

因に若し日照りに不作なしとせば︑月除

時の移るのも知らず︑十時通く散含せり︒
の此の炎熱も忍夢一︑へし︑只目相す所は轍産

ってもさせよ﹂﹁級難にまさる良師なし﹂と

言葉で表現するなら︑﹁若い時の苫捗は買

ねばならぬ﹂と胃頭し︑多年の研究なる日

まじきなり？此心願にて︑女の数は大かた

て怨みに報い徳以て徳に報いよ︒︵論語︶

孔子臼く︑何を以て徳に報いん︑直きを以

或人臼く︑徳を以て怨みに報いば何以に

○

し︒︵翁間筈︶

むるは︑足なくして行くことを願ふにひと

り︑子孫に通を教へずして子孫の繁昌を求

家を興すも子孫なり︑家を破るも子孫な

不足なく密ふものなり︒︵前訓︶

○・

ルー心願を起し︑歩々行住坐臥にこれを忘一・〃

されば只何とぞ一生涯夫に恥ぢをかふさじ

敬ひといふは︑夫に恥辱を輿へざるに在り

支曾長︑弘道七月誰の﹁泊翁先生訓﹂を燕

づ繁田友含長の開曾の酢についで︑抜井副

午前九時より︑豊岡公愈堂に於て附催︑先

支含第百九十五回常曾は︑七月二十五日

○豊岡支曹報告

唯それのみである︒

あり︒此の心迩ひを聞く感激に堪へない所・
である︒

一歩海外に出ると︑本圃の軍ざを痛感す

るは何人も同様であるが︑常の中塚氏は殊
に信念の人であり文藻亦製かなことは人の
麦知・る所︑氏は此の感激を以て早速帰途伊勢

大祁宮に参拝したといふが︑氏どしてさも
含ありしな︽Ｐむし僅思はる︒又移民事捕に就い

蕊て語らるＬに︑偶幼児が全く本園を知らざ
るに︑世の苛き波路に叩かれながら︑圃本
が︑其の異境に於ては殊に感深きものがあ

ならう︒ユダヤは日曜安息日を定めたため

議︑鈴木栖闘氏は﹁泊翁先生訓一画を別の

る︒術邦人の言語動作の粗野なる︑彼より

滅び︑印度は慈悲心をつくったから閣家の

報を端ふ辛苦の程︑銃後とて同様ではある

すると辿暑へられたり︒かくて有意義興味あ

侮蔑を買はざるやら此の鮎深甚の注意を要

主擢を失ふに到った︒われわれ日本人は︑

は時局柄弘安祁肺︑海闘祁献創建念願礎其

十三日は︑恰鳴支含常曾を設置後十脚年に

本利府について詳述せられた︒尚来る八月

月舎火水木金々で︑大東亜戦争を捷ちぬか

の闘係岡書と共に︑説明せられたり︒これ

″る談話で含員を傾聴せしめたり︒更に東山
．太三郎先生の知人にて︑大阪府吉川又平氏

亦傾聴す琴へ誉尤なことと評聴したことであ〃
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一

ｏ蜜四十四回定期縛魯︵五月二十三日於本倉︶

第日︲

△第八次善行者表彰式．本含役員功鍔者毒昌記念品授興．事業命計の報告︒
△曾員意見謹表ｐ

奉︾鐸麺滞︾燕大井術三

Ｑ

△講演︒大東亜指導の理念文嬢博士幣原坦
第二日

△靖園祁祇参拝︑理化畢研究所見畢︑泊翁先生墓参並に法要︒
Ｏ六月富員談話菌︵六月十八日︶
△含貝意見謹表︵大政翼賛曾に封する希望︶
△講演︵大東亜戦争下に於ける無線新兵器︶

Ｏ高等ラジオ技術謹習倉十九回修業式︵六月二十六日於妃曾︶

△圃民儀稽・圃歌審唱．勅語奉讃・謹書授典︒本含及ラベンオ背及同志曾雨代表海告．修業生総代答癖．鯵興︒
○宮城外苑整備勤勢奉仕︵六月二十七日︶

△東京市の紀元二千六百年記念事業たる宮城外苑整備事業に本曾員午前の部に参加す︒

○高等ラジオ技術篇習含第二十回開講式︵七月五日︶

△図民儀濯．．閣歌審唱︑勅語奉讃︑本奮及一フジオ普及同志魯雨代表諒告

〆

一
＝

=〆
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口

」

蝿日本弘道菅職員

口理事

含長伯爵堀田正
副食髭女畢博士吉田

踊二側室倒一闘一
○大東亜戦争も愈々苛烈を川へ︑正に決戦
状態を思はせるものがあります︒此の時に
富つ
つて
ては
は︑
︑陶
燭民悉くが進んで決戦の勇士と
一富
々が
が思ふことは︑世界無比の日本
・ 一○
○今
今日
日我 々
次一耕祁
耕は
祁一
は言
言は
はず
ずも哉ですが︑これのみで此の

恒一Ｌて
して
一一
死死御
御圃
園に報ず曇へきあるのみです︒

'

諮議法串坤士松・井茂茂一決決戦戦はは寓寓全全をを期し得な沿よろしく怖祁と
︐一 ふべ
補
べき
き科
科畢
畢の振興を期すべき一日の急を
諮誰丈雛博士吉田稀致
告ぐると云ふことです︒その科畢は如何に

主事度江万次郎
口監事

財務監督下郷博平
財務監督結城豊太郎
口諮識

文堅輝士宇野哲人

して振興するべきか︑本雛は︑野田︑小尾
山崎諸先生の御厚意で︑此の問題を中心に
と致しました︒御諒承御味讃を願ひます︒

編韓し︑肌か国民の畔局認識に資すること
○別攻の如く芯来る十月縦より更に減頁の
止むなき鳥め．文蕊柵を二頁節約し︑︑明年

正月説までには︑そ巾に雁ずる鳥め内容の

一新を期すべく準術して居ります︒時局

弘道費憤︵税込︶金参拾銭也

一ヶ年曾費金参回

〃

弘道曾入曾手讃一一

一ケ年愈費金参目を沸込み人曾の手織をと
ること・・御員には雑誌弘遡を無料配布する

入の方に直に送付す︒

外に穂々の特典あり︑規則書は郵券四銭封

本含綿桝部へ御相談を乞ふ︒

○本誌辰告の件については︑

昭和十八年八月廿八日印刷納本・

昭和十八年︒九月一日壷︑行︒

・東京都祁研鹿西祁田二丁目一番地

製行兼割田斧二
編輯人︲
東京都牛込腿下宮比町十二番地
印刷人告原留吉

東京都牛込腿下宮比町十二番地

印刷所︵東東元己敬文杜

寮崎剛鋪槻津罰

所︑癖銅口函東率四三弐七謡

日本出版曾曾員番粧二二二○二二

I

東洋大畢教授高島平三郎

たいと思って居ります・・

卜

ｰ

ヘ ヘ ー ヘ ー ー ー 営 一 … 一 一 シ ー ー

の決戦に膳じて本誌略決戦の畳悟で之に常
るとととなつた課です︒御員諸滑の御諒承
の上一層の御指導と御協力をお願ひ致す次
隼であります︒何本強から﹁隣組讃本﹄を
新設しましたが．一からした平易な︑賞行的
な︑今日に役立つものを追々と誌上に戦せ

I

｡

熊

垂識田嬬跨三輪田元道

一

卓卜ｅ

本讃民園本日

１１１

四六版クロース上製函入

本文用紙上質ラフ

定偵令丘拾鐘

本曾全員には二割引

郵透料余拾〃銭

本 書 は 本 脅 の 創 立 青 西 村 俺 樹 先 生 が 明 治 二 十 九 年 に 執 筆 せ ら れ た る も の に し て ︑ 蓋 し 我 園 に於

ける図民訓と閲するものｋ噛矢であらう︒爾来鼓に四十有齢年を経過牡りと雌も︑先生が愛 固の

熱情より嚢して日本画民の職分を認識せしめんとせられし所のものは︑責に寓古不易の生命 を有

するものであって︑今日までは勿論︑今後の我国民を訓海して猫詮す所なきを疑はない．

本書は明治三十六年版を重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

法人

就圏

顧田fil市京東
一ノー田紳西

行護含道弘本日

」喜七示繍蕊

泊翁西村茂樹先生著

､ 〆 ､ ■ 戸 口 ヘ ー ー ロ ゥ ー
｡ □ 句 一 一 ＝ 一 へ 一一

らざろもりある今津遺憾とし︑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

て本書が画民の自畳を促し︑斯道振興に資する一助ともならば︑本舎の国家に報やるの微志 も亦
珊か篭せらるＬものと云ふぺし︑敢て江湖に薦むる所以である．
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