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︑

Ｏ日本弘道宮要領田銀

紳明を敬ふぺし

︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし

二︑皇室を尊ぶべし ︾ 太 園 を 大 切 に す べ

三︑画法を守るぺし園益を岡るぺし
四︑畢問を助むくし身髄を弼健にすぺ
し

五︑家業を働むぺし節倣を守るくし
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ぺし
八︑人の害をなすべからず非道の財を

Ｏ日本弘道衝要領乙羅
︹明治三十三年十・一月佃定︺

仕界の形勢を察する事

国家の狩来を慮る事

政治の良否を槻る事
淡育の適否を考ふる事

画家の縄済を知る事↑
無識の者を教化する事
道偲の園結を固くする事
正諭を張り邪説を破る事
国民の風俗を改善する事
献曾の制裁を作る事
○日本弘道富の一王張
︹大正十年二月制定︺

界人類の鴬に奉仕する所以の根木を樹

一︑人格の完成に努力し以て家庭風家世

・貧るべからず

三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

の隆昌を協翼せむことを期すること

奉し以て瀦民一鶴の理想を責現し国運

十︑租先の遺志を濃承し列聖の大訓を遵

−

四︑生活の簡易を岡ると同時に健全なる

掩味の養成に努め一は以て生活の没趣

味に隅るを防ぎ一は以て精紳的生活の

向上護達に武すること

天︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

須際件たることを明かにすること

排し所謂購級の共存が杜倉的生涌の必

る敬愛の精紳を養成し彼我識力して世

六︑人類共存の本義に撮り他圃民に封す

界の文化護達と人類福祉の増進とに寄

興せんことを期すること

のみ完全に逢げらるＬものなれば荷も

七︑就曾的生活は嗣家の統制の下に於て

言論行動にして副家の基礎を危くする

の唾測るものは之を排すること

に躍ることを知り念々画家の二字を忘

八︑職諜地位の如何に論無く一身の画家

るぺからざること

皇室を奉贈し園家畢って園燈の尊厳

九︑国家と一藍不二にして至公至仁なる

が爵め其の程度に臆じて生活の簡易を

彩裂提するに努むること

岡ること

生活の向上登達を期すること

二︑物質的生活偏重の弊賓を腕し精肺的

立すること

一・

十九八七 六五四三二一

九︑酒色に溺るべからず悪き風俗に染
さるべからず

の害となるべき宗激は信ずべからず

＋︑宗教を信ずるは自由なりと錐も太圃
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大日本生活
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十一月常曾・本曾々員談話曾々告

本曾十一月常含は定日十八日︵木︶左の如く墨行することとなれり︒画家大非常時下の秋の夜を︑含員

ｌ︲
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諸君の愛国の至情を傾けて御含談ありたく御誘ひ合ひ振て御永倉あらんことを切望する次第である︒

附記︵替戒蕃報凌令の場合は中止す︶

ｒ１ｎｑ

昭和十八年十一月

客馴■ｂｈ叩間川町山ご・旧

御家族同伴を切望すご

○時日・場所︒昭和十八年十一月十八日︵木︶午後六時︒︵本含館にて︶

Ｏ談話曹︒︵代用食の題駿謎︶

○講演
、
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○決戦下我が図民の健康増進と食料問題
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弘道十一月読︵筆舎十八韮目次

十一月本曾常曾麦告．昭和十九年歌園兼題Ｉ
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明治節チ迎へ奉ル⁝⁝⁝⁝⁝．⁝⁝：⁝：含長伯爵堀田正恒︵ご
ｂ

平田篤胤・と和歌：⁝：⁝：：⁝：⁝⁝：：陸軍中蒋渡漫刀水︵雪

■

平田篤胤の風絡を偲びて：：：⁝⁝：⁝：⁝：⁝⁝零鶴大癖横山健堂三︶

平田篤胤里玉だす皇−こ紳道：︽⁝︒：⁝：：：⁝：．：燕銅諏鋒藤田徳太郎︵一五︶
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ロ李田大人識鋸睡窪睡を拝観して：⁝．：︒⁝：：⁝．．⁝⁝︒：秋田市北島一︵一ろ
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書：⁝⁝⁝⁝・⁝：．．：昌月五日締３

山時烏⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝︵四月五日締ｇ

日本弘道倉編輯部

造船⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝会月五日締切︶
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全︾
麺層砂八︐八ｙ蹴り尚シ風ダハワふりＡシ︐間シ９９韻

︽本含は明治九年汝謡村茂樹先生︾

︽の創立にして其主旨産する所は︾

︾

︾

Ｏ

明治維新以来我等の有たざる丈質文明を
見せつけられては︑忽ち之に心酔して︑彼
隊米の自ら従僕として甘んじた者も多かっ
た明治や大正︑昭和の時流を顧みるとき︑
歴史が繰り返す一面を彼の徳川時代にも見
ることが出来る︑乃ち徳川幕府の畢問奨働
により漢畢の隆昌を見︑馬めに我が国の文

化に血となり肉となった効は多大であっ

った︒

たが︑一面元疎前後より自分を忘れて自ら
支那の奴となるを光築とする弊さへ生じ︑
彼を中華と尊び︑自画を夷秋と呼び︑彼の
国には足を向けては窪もせずとし︑﹁若し
孔子を婚として我国を攻め率らぱ︑唯々之
に服さんとする者も少からぬ状態に迄立至

− 1 −

︽︾
︽
．
︾

企

でもあらうか︒

此の時春浦に壷し︑虞淵︑宣長︑篤胤其
の他に及夢団畢者の輩出︑これぞ幾多勤王
の士を生じ︑王政への基をなすに至った︒
殊に平田篤胤こそは最も熱烈に皇国縮脚へ
の復蹄を説き︑途に扶桑図考其の他蕪府の
禁にふれ郷里に畷楼の止むなきに至る︒我
々は今日大東亜職争によって︑自らが自ら
に力弧く還りつ上ある時︑平田篤胤を思ふ
事切なるものがある︒時恰も本年は︑彼が生
地秋田に六十八銭を以て残して以来浦百年
忌に常り︑秋田に式年祭が行はれ︑畏くも皇
室より従三位に陸銭さるるの光築に浴せる
際︑我々は此の偉大なる先哲を心を新に偲
びて︑掌くも懐しく心の故郷に立蹄り︑深
き自羅を得︑今日の大非常時に虎したい心
のである︒これぞ又靭か先哲に報ずる所以

主

︽日邦人の遊徳を高くし閏家の基礎︾
︾蓉を牽固にせん芭するにあり雨し︽

︽牽し本脅所定の唾領を鷺行する︾

︾函汀千三年十月三十日．の鰯語を運︾

︾塞僑せず藷教の曇所を錬り明治二︽

︽道て儒教抵畢喜騒律２方に偏︾

︽︾
企
︾

企を目的さす︾

呼：：：：：：鴎
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■〃画画ロケ

人心巳に正しく︑風俗巳に善良と次らば心更に進んで国民の大目的なる画威を盛

にし︑国光を輝かすの大事業に及ばざるべからず︑是を篤さんとするには︑更に安

の念を棄てて進取の気を振はざるべからず心儒弱の雪を除きて剛毅の徳を養はざる

からず︑姑息の計を棄てて長久の謀を馬きざるべからず︑肇識経験を養ひて・疎謬

畢動あるべからず．世界の大勢を察して遠大の計書を馬きざるべからず︑此の如くし

て倦弐ず怠らずして進み行く時唯︑国力を盛んにし︑固光を輝かすことも心ず其成功

を期すべくして︑弘道曾最後の目的も亦全く到達することを得べきなり︒然れど人心

正しからざれば︑風俗を善くすべからず︑風俗改良せざれぱ︑国力を養ふくからず︑

国力富まざれば勘国威を盛んにするの事業に着手すべからずといふに非ずぃ人心を正

〃§〃ぃ菌〆謬琶毎夕ｕうょ画●§︒§

Ｋ電くログう夕う●§ｐ口々〆３便う似う§〃い易＆︑く︒くタグ卒〃■ごロく幻〃§グ︑〃︑葛〆﹄︑

直︑画く垂〃３Ｆや画〃

︑︒ｇ︑

ヶ唇︑く●〃座︑多くくり

︒■耳〃︑︑ｆｕく・存・画且〃・月夕：■︑■くｆｊ３︑⁝ｆ＃︑

〃・宣く︒〃︑〃ｎｊ３絶

．一

くするの事をも馬すべく︑風俗を善くすると同時に国力を養ひ︑画力を養ふと同時に一

ロ軍画く口〆巳︑ｆ画く

国威を盛んにする乙とをも馬すべき友う︒︵明遁一土星︶

・睡口〆︐色コケ延延

−−−2−−−，

｝

くし風俗を善くして国力を養ひ︑後に国威の彊盛に及ぶと云ふは︑唯其事の本末順序︾

ゼ
《

F『●qｰh･ドロヘ』ｫ挿凸一.LB〆、夢Oq‑Doqー&△｡『9ｰ，'，幽〆､型、バー−ぜ

ﾜ凸些戸哩『,
写､11〆1判jp〜q『00一Iq吟へ,6F,b−抑ﾔ"へqPjD‑BpUl』〆凹錬.

〃 信ビ
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の
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軸訓酔を言ひたることにしてｂ責際の着手に至りては︑人心を正くするの傍に於て風俗を善一
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ル泰へ迎ヲ獅治明

明治節ヲ迎へ奉

フ所ヲ碓乎ターフシメ給ヘリ︒偉大ニシテ周到ナル聖旨ノ存スル所ヲ同憶シ奉リラぐ誰レヵ

更二進ミープ道義舞倫ノ端的ヲ昭示シ給ヒタル教育勅語ヲ漢褒アラセラそ由一プ以一プ我臣民ノ饗

絶匹ナル聖明ノ至大ナル遺則トシープ︑長ク百世ヲ照ラスモノァルヲ念ハシムルノミナラズ︑

ナル政道経論ノ活キタル基礎方針ヲ示サセーフレシ帝圃憲法ト皇室典範トノ︑雨ツナガラ古今

賛シク無限ノ威奮興起ナキヲ得ザルモノァリ︒
黙り︑明治節︿千秋蔑古長へ二明治天皇ノ盛徳大業ヲ中心ヨリ欽慕景仰シ奉ルベキ吉辰ナ
リ．況ンャ大正ヲ経プ昭和ノ今代二及ピテハ︑帝圃ノ隆運頓二急速ナル速度ヲ増シ︑規模雄大

念︑富時外来思想ノ潟二撹凱セラルル所少カラザルニ稽へ︑固ク意ヲ決シテ本含ヲ創立セラレ
シ所二係レルヲ追想シテ︑錘二富年ノ意気抱負ガ如何二至高至大ナリシカヲ回顧シ鰯含員一同

トシープ奉仕セラレ︑夙二明治天皇ノ勅許ヲ得テ︑至隆至大ナル特旨ヲ拝シ︑道義道徳ノ信

へ奉リラ︑墨圃蓄シク無限無量ナル欽慕景仰ヲ新ニセリ︒
我日本弘道曾ぐ此ノ盛辰ヲ迎ヘーブ︑一同我含加西村茂樹先生ノ久シク富年ノ朝廷二侍講

明治天皇ノ降誕アラセ給ヒタル吉群無比ノ聖節圃今ャ方二第三十二回ヲ算スル此ノ盛辰ヲ趣

大東亜ノ天地．今皇津ノ至仁至慈ナルヲ仰ギ︑多年米英闘ノ虐政二詠求セーフレシ無事ノ衆
民︑始メテ東方二公明正大ナル昼個聖天子ノヰマスヲ知ルノ時︑我叡聖文武ニマシマシシ

ﾉレ

復威激蕊奮ノ更二新タナルモノナキヲ得ザランャ・
斯ノ佳節二方リラ︑荷クモ臣民ダル者誰力斯ノ至大至深ナル憲法典範ト並二斯ノ優渥深切ナ
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Ⅱ

I

ル奉へ迎ヲ節治明

ル聖訓鴻諭トヲ仰ギ拝シテ︑拳拳服膳シ奉ルノ至衷ヲ傾倒セザルモノアランャ︒荷クモ一国

民二世ノ所謂園民性ナルモノ圃必ラズ存スベキモノタル以上︑我日本画民ｂ日本臣民一天︑必

ラズャ斯ノ憲法典範ト︑斯ノ聖訓鴻諭トー奉由シ奉リテ︑鍾大牢固ナル一大鴎趨ノ自カラ
光輝ヲ全世界二赫変ナラシ鼻ルモノナカルベカラザルヲ念ハシム︒顧念フニ本含ノ設立セラレ
タルハ正シク此ノ両面ノ努カニ存スベキヲ疑ハズ︒

娩近宇内ノ趨勢二駕シ︑我国民動モスレバ脊大騎慢ノ流風二躯ラルルコト．猶ホ営年ノ来英

蘭諸民ガ心大東亜ノ地域ヲ天輿ノ郷士トシテ棲息セル水陸ヲ霞噺シ︑久シク私幅私慾ヲ遥シゥ

ンデ開拓スベキ新天地ヲ負措スルニ富リ︑先ヅ斯ノ憲法ト典範ト︑賂叉タ教育勅語トノ大精祁
ヲ明ニシ・深ク其ノ基盤ダル我ガ弘道ノ活精祁二豊醒シテ︑大二君子道ヲ提獣シ通併セテ大園
民道ヲ蕊揚セシメ︑以テ愈と我邦本来ノ大国民道ヲ恢弘スル所アランコトヲ糞ハザルヲ得ズ︒

日本弘道曾曾長伯爵堀田正恒

乃チ是ヲ以テ聯力斯ノ国運隆興時二於ケル我明治節ヲ迎へ奉ルノ瀞トナス︒

︑昭和十八年十一月三日

‐ ‐ 4

シタルノ覆轍ヲ踏マントスルノ傾向︑筆末毛之レァラザルぐ具眼者ノ指導戒慎︑共二其宜シ
キヲ得タルニ是レ由レリト謂フ可シ・八紘潟字ノ大旗職令公明正大ナラザルベカラズ︒既二

ノ随ハ︑必ラスャ之ヲ瀧脱洗漉シ︑断乎トシテ公明正大ナル仁慈正義ノ大標準ヲ︑一日一瞬モ

追詰駆除セーフルペキ天運二躯ラルルノ外ナキ彼レ米英蘭諸民ノ私欲私利ヲノミ是レ事トシタル

速二全世界二開明ナラシメザルベカラズ︒鯛︽古来大標準ノ明カナーフザルニ雁胎スルコト多
シ︒
・順
順風
風二
二畑帆ヲ掛ヶ︑逆風二虚スルノ計ヲ這ルルガ如キぐ荷クモ大国民タルノ員意気員精禰
ニアラザルベ

、

先畳者タルノ地位二立テル本含諸君子ノ殊二明眼ヲ此二箸セラレ心富代ノ我民族ガ宜シク進

シ

Ｉ

歌和と胤篤田平

平田篤胤と和歌

渡遥刀水

本来の面目が遮蔽され︑其の資鰐が判明しないやうに迄な

の畢である︒従来支那の儒教や印度の悌教によって︑我画

元来平田篤胤の古道畢は︑今日の言葉でいへぱ園燈明徴

本年八月二十四日秋田市に於て平田篤胤の満百年相常墓

我図は寓園の岨圃

ことＬ信ずる︒明治維新後欧米の文化を取り入れた時に附
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一

前祭が執り行はれるに就て︑八月十九日の日附で︑特旨を

道皐の窮極の目的である︒されば園燈に目ざめて︑自らの

ってゐた︑此の遮蔽の雲霧を伊吹き沸はんとするのが古

鍵きに篤胤は﹁古畢を修め敬紳尊王の道を明にし﹂た功

力︑自らの憤値を認識すぺきことを力躯く誘いたのであ

以て従三位に追陸せらる上旨の有難き御沙汰を拝した︒

績により︑明治十六年二月二十七日正四位を遁賜されてゐ

る︒篤胤の有名な立論︵静の岩屋︶

我大君は即ち寓圃の大君

おやぐに

たので︑このたびは位一階を進められたのである︒之で所
胤の四人は揃って従三位を贈られたことになる︒

随して来た個人主義．自由主義．民主主義が︑我が国民の

此の篤胤の主張は現時我邦の園内情態に於て最も必要な

立の精祁を鼓舞作興したのである︒

かくて圃民の自毘を促がし︑圃民の自信を強め︑自主凋

寓画よりは皇国を慕ひ奉る

謂圃畢四大人即ち荷田春満．賀茂貫淵︒本居宣長．平田篤
平田篤胤は徳川幕府の後期即ち文化︒文政・天保の頃に
幕府御膝元の江戸で盛んに古道畢を唱へ︑多数の門人を養
成し︑之が日本全国に行き亘り︑篤胤残後に至っても益ぞ

た︒明治十六年の婚正四位の御沙汰は蓋し此の功績を追賞

るに至って︑途に明治維新の大業を完成することが出来

胸臆に喰い入ってゐる鴬めに︑今に至って奮篭制を一撃に

其の畢読が行はれ︑平田門下から勤王の志士が灘山輩出す

せられての思召と拝察するのである︒

』

ますらとの馬すべき業を知らであれや

又

の障害をなすものは此の欧米思想である︒昭和維新の叫ば

菱除することが出来ないで困ってゐる︒畢園一致大政翼賛

手弱女もする歌よみはなぞ

ある︑此外集に入らない詠歌も相常に有ると思ふ︒

ま上に詠み出した歌は相欝ある︒素吹舎歌集にのせてある
だけでも短歌露識渉噸錘識︾妙二百九十四首︑長歌は十首

篤胤は歌人とはいはれないが︑そ奴でも感情の激震する

来る人や歌詠みの訪客を撃退したのである︒

篤胤はこん衣歌を柱に張り付けて置いて短冊をもらひに

れぞ婦人のやる歌よみなんかに浮身をやつずのだ︶

︵大丈夫の焼すべき仕事は深山あるのを知らないのか︑何す

れる所以は︑此の胸中の夷秋思想を蕊蕊して︑脚ながらの
維新の標語であった﹁尊皇嬢夷﹂を其の侭昭和維新にも富
て再燃せしむる必要がある︒さればこそ本来従三位に追陸

てはめ得るのである︒平田篤胤の皐読は︑現下の精勢に於

と村度し奉るものである︒

された御沙汰の深い思召は︑責は此鹿にあるのではないか

一・一

徳川期に勃興した固皐は多くは古語の註樺・語法の研究︑

篤胤の歌は自然の情から湧き出た所謂天の聾で︑殊更に

工まずして人を感ぜしめる︑一素珂成に口を衝いて出る

に古史の研蹟．図鎧の明徴．哲畢の討究を専門とする圃畢

和歌文章の練習や有職故黄の考誼等に止まり︑篤胤のやう
君は殆んど数へ暴位しか無かった︒それ故篤胤は歌人では

歌であるから︑格調緊縮して線が太く且つ弧い︑之れが却

ようと思ふ︒
一一一

に引き合せて昭和維新の完成に費すべき若干を抄出して見

専門歌人だからである︒今篤胤の歌の中から︑営世の時態

のを未だ曾て見たことはない︑之は全く賞用一黙張りの非

詠の歌と懸歌は一首もない︑集外の短冊などでも左様のも

って専門歌人を凌駕する所以でもある︒索吹舎歌集には題

無い︑自分みづからも歌入たるを欲しなかった︑彼の歌に

恩ふ旨ありていへの柱にかきつける

花鳥をわれもあはれと見てはあれど
あはれと歌ふいとなかｂけり
︵咲く花や歌ふ烏を人並に︑私もア︑美いア︑面白いと見は
するが︑サテ之を歌によむ暇は有たない︶
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古に復り︑我圃本来の億面目を保持するにある︒即ち明治

歌和と胤篤田平

歌和と胤篤:田平

先の耐たから幸を輿へ給はらんことを加らうといふ意であ

之は篤胤の著書﹁玉だすき﹂の巻首に題した歌で︑我が旭

ものしたことたまち

ことあげ

ごと聞ゆるが︑心

わが身の幸を思はましやは

甚だ間違ってゐる︒

ゞするのであって︑自分の幸などを夢にも思ふのではない︑諺は

歌の意は︑祁榛に身を捧げて仕へ奉りたい計りに我身を大切に

厳くって詠んだといふのである︒

とある︒世の諺に﹁君の蔦は身の鴬﹂といふのが気に食は

にかなはずて

世人のよく云ふ言に﹁君を思ふは身を思↓

主のひと

この詞書は

たまちはふ稗に仕へを思はずぱ

敬祁の意を極端に表してゐる︒

之には故由ありてよめると詞書きがある︑意味は明瞭で︑一

ゆふよし

言はまくもゆ腿し畏しかけまくも
すあが部
あやに尊きこれの皇紳

かしこ

を異にしてゐる所である︒

先であることが昭かで︑之は支那や諸外国とは全く其の趣

る︒祁代記を見れば我図の祁燕は皆我等の組先の其の叉組

園篭明徴．敬榊尊皇に就いての歌では
もと

物知りといふは誰が言露幸ぱふ

神代の道の本はたどらで
この歌の詞書きは

みわおのごろ

日向の国人大祁貫這が振能舞呂島日記なる園をわがをしへ子
なる百川篤則に窮させて︑つら７︑見つ上言畢しつるうた

とある七首の一である︒紳代の道の本源を辿りもしないで

物知りだなどと誇るのは誰だ︒おこがましいにも程があ
る０

すべらぎ

おぼみことのり

帝の道だぜ−つＺをおきて
こみち
あだし小煙によらめやも人
との詞書きは
孝徳天皇・紀の大詔命によって

とある︑即ち大化改新の詔の中に

天覆地裁帝道唯一
の語があるので之を取って詠じたのである︒

粥道唯一は我が図篭であり︑之をさし措いて他圃の小道

を辿ってはならぬといふのである︒︲

たまだすき諦や

玉襟かけて新ら友世存の旭
必やの御耐の稗のちはひを

け

︽

一一

歌和と胤篤田平

かみふ

み

いその上古りし昔をしの蕊にも
詮ｊに奇しき肺の御いきを
おも

之は﹁ふりし事を懐ひてよめる﹄といふ
がみわさ

長歌の返歌である︒我圃創造の奇しき諏業を穂へたので
ある︒長歌の方は

いやつぎ／

かしこ

１に高みくら高しりい愛す︑くは

やすみしし吾が大君︑高照る日の御子の掴
擬こち左乃

ち脇つち

し矛千足の園は︑かけまくもあやに長く︑い
あ●まつかみが〃みおやがみかむ惟か

はまくもゆＬしかれども︑天地をはじめ給ひ
し︑天津祁榊皇憩赫の紳慮ｂはかり給ひて：．
⁝⁝．︒⁝．︵省略︶

四

君臣の分践乎として定まり相凱ろととのないのは我園篭
の一つである︑篤胤は之左歌うて
脚は我が脚なり︑われは脚の人なり
あら

榊はよし瀞と非ずも我やひと
やつこ

人たる道をふ戎であらめや
脚は我が君なり︑われは刺の臣なり

君はよし君と非ずも我ややつこ
やつこ

臣の道を行かであらめや

誇や

稗は我が組なり︑われは祁の子なり

子たらＵ道を識さであらめや

祇はよし耐と非ずも我や子の
よ

ずとも臣は以て臣たらざる可らず︑親は親たらずも子は子

榊は縦し榊たらずとも人は人たらざる可らず︑君は君たら

たらざる可らずの意である︒

天保十一年の冬光格上皇の崩御に際しては

ひつぎ

光格天皇の稗あがらせ玉ひしを恐み？︑悲み７︑奉り
て

とこェ

天照す肺の日嗣の雲がくれ

ょは常夜ゆくと兜らのみして
あ届ひとがみ

寓世一系の現人榊︑日の肺の御すゑの御門の雲がくれまし
る︒

Ｊ〜て世は常闇となったと哀悼の誠意ぞ披潅したのであ

楠正成の五百年に富りては其の蕊榊に供へて

ことし天保の六とせといふ年の五月二十まり五日の日は楠

の今はの時の言を︑老子の死而不亡者毒と云はれし言にお

正成朝臣の身まかり給ひし五百とせにあたれるに︑此朝臣

もひ合せて︑その御璽の御前にとてよめる三首
すべらぎみたて

天皇の御楯と設ししそのかみの
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醗懸

歌和と胤篤田平

勇みちもへぱ畏きるかも

いきかりど﹂

ため陸かとげ

しの

きみの侭謀らしし乙と途もあへず
蜜かりし今日ぞいや偲ぱるる
こと
つるぎ太刀手に抜もちて言たてし
君がよはひはとこしへにこそ
楠正成の誠忠を言ひ識してゐる︒
五

春秋命歴序は支那の古い書だが支那人には解き得ない︑そ

ら︑其の肺の後喬たる日本人が初めて解き明らめ得るので

れは祉界寓園の耐園たる日本の榊登が授けた道であるか
ある︒

に

屋代弘賢翁のもとめに依りて度制考のえらびを始むる時

人はよしからにつくとも我が杖は
やまと島根にたてむとぞ思ふ
どう

他人は如何あらうとも勝手だが︑自分は日本を本として誰

を立てようと思ふと云ふ意である︒
すめかみ

皇紳の道蔵忘れそうつそみの
よしげ
世の在りはひの縦し繁くとも
腕い１１１

世に虚する各自の職業はたとひ繁忙であっても︑決して皇

道精榊を忘れてはならぬといふ意である︒

垂さみち

やぼ︵やをぐに
青海原しぼの八百重の八十園に

つぎて弘めょこの正道を

之は近頃愛国百人一首へも採採された有名な歌であるが︑

この書よまむ人波とて

篤胤の最も得意の著書﹁頚の貢柱﹂に
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外圃の畢問のみを金科玉峰として尊重し︑自圃本来の有
り難味を忘却するは直に愚の骨頂である︑自畳せよ自墨せ
ひんがしおぼ告かみが記

よと篤胤は絶叫したのである︒

東の大樹の本の榊語り
をぐさこと
よもの木草の言やめて聞け

之は鰐胤の著書﹁大扶桑圃考﹂の巻首に掲げた歌で︑東の
の話など聞かずに先づ以て我が日本の榊代の話をきけとい

大樹とは日東の扶桑木の故事である︒即ち支那や印度の人
ふのであるといふのである︒

春秋命歴序考の賊には

日の本の榊の授けしからの道
から人いかで開き得めやも
ひのもとひと︐

日本人ぞ開きそめける︒

／

歌和と胤篤田平

すべらぎ

みぐにふろ

と詞書して添へた歌である︒

天皇のもとつ御国に古ごとの
みち柴ゆくき時は求にけり
篤胤は日・碇・隅三園の太守島津重豪︵隠居して柴翁と穂す︶

の知遇を得︑其の著書を次為と献上した︑築翁は之を郷剛へ

下し︑閣人にも讃ませるといふむとを篤胤は博へ聞いて︑

喜びのあまり之を詠んだのである︑得意滝足の様子がよく
表はれてゐる︒．

ての執着を赤裸麦に歌った誹世は類例が少ない︑人間平田

篤胤の臨絡を眼の前に見るやうな心地がする︒︵完︶

︵十八頁よりつ堂く︶．

ぬく道の大義を畢ぴ得て︑其の習ひを我が心刷と篤さむに

謂ゆろ鬼榊の情状にも通じ︑物の裳を知るとと是より起る

を︒殊に鳥獣草木の名を知りて︑事とある時は思ひ邪なく

おどる

その直情のありの随にうちⅢむに︑詞のあやはた自然に調

が徒の子ら︑努交かの卿たちの虚歌に心を寄するとと勿

ひなむ︒此は鬼榊矛一感かし︑義人を泣しむる直歌なり︑我

篤胤の和歌に就いては今少し書いて見たいが紙数の制限

れ﹂と誠めてゐるところにも︑歴史や文蕊の大道に︑紳慮

︽︿

があるので之でやめる︒しかし︑彼の鮮世とも児るべき一

を奉じる篤胤の糖祁は︑確かにさとることが出来るのであ

る︒しかも︑この道の本道は︑岨より岨へと測る復古の源

首は漏すことは出来ない︒
天保十四年と云年の夏の頃より病に臥たりけるが︑ながつ

に出でて︑代々の歴史の中に流れてゐることを知るならば

は︑事資によって明かにしたのである︒︵完︶

に純粋の祁道が存在する︒との事を︑篤胤の一玉だすき﹂

によって︑生命の交流が成就せられるものであって︑そこ

歴史とそは︑この親から親へと像へられる榊の血脈の道統

了せられる祁道の本義を確信するにいたるであらう︒資に

﹁現人の神にならひて夜を密かな﹂といふ精祁によって完

﹁世燕の岨︑おやの御瓶の耐の幸ひ﹂が︑歴史の中に現れ

き＋まり九日の日こ上ちことによからず今やしぬくくおぼ
えしかぱ

碇か

思ふ事の一つも神に勤めをへず
けふや罷るかあたら此世を
是もあれもと心の中に澱て考へてゐろ計蚕の一つも完全に
は成し途げないで︑モハヤ此世を辞さねばならぬのか︑さ
ても残念だと述懐したのである︒譲世の詩歌と穂するもの
は鯖分世に博へられてゐるが︑かやうに悲痛な︑畢者とし
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「

Ｉ

てぴ偲を格風の胤篤田平

して世に名乗り出たものである︒硬後の門人といふ入門の

﹁本居渡後の門人﹂と自稀したのは︑本居の正統後縫者と

１

平醐篤胤の風格を偲びて

健堂

平田篤胤大人の百年忌に際し︑畢界の円蓮ともいふぺき

敢然として其の園鐙畢に椎事したので︑その意味を以て︑

を徳承した薪は無かった︒此時︑率田は本居畢を尊信しや

か︑その一生︑絶倫の精力を以て火を噴くやうな勢左現は

を以て自任したであらうが︑必ずしも本居の再生とは秘し

形式は︑彼に於ては問題ではない︑しかし彼は本居第二世

他に例へて言ふならば︑儒道は孔子を耐とし︑これを大に

難く︑その風格は大に異なってゐる︒本居︑平田の開係を

し綾汀つつ︑幕府の世に︑園鵠論詫絶叫した彼の風柊を偲
平田を論ずれば︑必らず本居宣長大人を封照しなければ

墨︑但し孟子の議論には頗る精彩があって︑人心左鼓舞す

たのであるが︑孟子は孔子と︑大にその風絡を異にしてゐ

る︑孔子の論説は︑穏常中正にして︑婆へぱ明鏡止水の如

開いたものは孟子である︑孟子によって儒道は天下を取っ

でもない︑本居の畢問は︑大別して閥篭畢︑即ち古史の研

居の生前に面曾してはゐない︑墓前に謁して溌的に入門の

究剛明と︑も一つは画語皐︑即ち語源文法等を研究するも

た親驚上人と蓮如上人との開係の如く︑親鴬は孔子に︑蓮

如は孟子に擬すぺき如くに︑親驚の教は蓮如によって大に

く︑これに反して孟子は大に波澗を淘湧せしめる︑尚ほ又

擬まるが︑親驚上人の平静なると遠ひ︑蓮如上人の文章は

のとの二つに分けるべきである︒その古今に秀出する養
は言ふまでもないが︑彼の賀子泰庭及び養子大平左始め多

慣︑彼の本領といふべきは︑その前考︑園篭畢にあること

式を行って後に﹁段後の門人﹂と月稲してゐたといふわけ

ならぬ︑平田は自ら本居渡後の門人と稲してゐる︑彼は本

びたいと恩ふ︒

︵一︶

山

くの門人たち︑皆︑副語畢の研究を像承して︑閲鵠畢の方
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横

てぴ偲を格風の胤篤田平

田には熱意が燃え上がって︑本居の園鐙畢を天下に徹底せ

如上の諸例を直ちに憶起せしむるものがあるであらう︒平

感激的である︒かく列墨し来るとき︑本居︑平田の関係は

につき︑門人といへども呼ぶことなくぱ来る可らず︑しか

その一枚を贈典されたが︑その文意︑此頃︑著述の外多忙

はり︑それを竹村家で木版に刻したものがあり︑同家から

ならぬことを説いた︑その論瀞は本居よりも一歩を進めて

道即ち世界の道であり︑天皇は即ち世界の天皇でなければ

ては敬服の外は無い︑平田は園燈を間明するとともに︑斯

に本居畢に於ける孟子である︒その塊力の旺盛なるに至っ

に︑本居の中正とは蓮ひ︑奇僻なるところがある︑要する

昂︑精彩あり︑気離あるとともに︑藤田東湖の評したやう

るが如く︑平田は即ち眉昂がり︑手を戦にして︑普吐激

しめたが︑本居は眉一つ動かさずして静かに深理を説き来

の二大人の性格の相違が遺憾なく現はれてゐる︑猶ほ本居

来ぬやうにとしたものである︑此事を封照して見ても︑此

を用ひて昇降し︑その外は取除いておいて︑めったに人が

無いわけではなく︑繕階段になってゐて︑必要の時︑それ

たといふ階段無しの二階の小坐敷がある︑もっとも階段が

と︑多年に捗り︑客を避けて︑古事記偉の執筆に従事され

の豊を蕊くが如くである︒伊勢の松阪に︑本居這宅を訪ふ

も︑柳かも厭ひ無之事といふので︑如何にも精得なる平田

し畢問道義の論蕪に至っては︑終日絡夜の長時間たりと

は︑古事記博に現はれたる研究と語調とを偲ぶに詮あるも

ふ︒有名な本居自謹像に封すると︑その端厳温静なる印象

いて︑往診もせられた︑本居大人は︑かういふ人である︑

って︑大切にして︑病用なれば︑直ちに古事記博の筆を措

れず︑また名醤でもなかったが︑自分は︑家業だからとい

とを知らぬ群すら多い位で︑常代に於ても︑倣間には知ら

大人は︑家業は勝者で︑今日では此の大家が智者だったこ

のがある︒尚ぼ其の和歌といひ︑筆蹟といひ︑如何にも︑

尚ほ平田と本居との封照はその風貌の如くであると恩

ゐ尋︒

ノ

ぢつとりとして︑其の風格が現はれてゐるが︑篤胤に至つ

︑︑︑︑・

中松山藩の養家の苗字であり︑夙に放浪性︑戦闘性を現は

平田大人は少年にして故郷を去り︑その平田といふも︑備

してゐる︑自から進んで﹁本居硬後の門人﹂と雷して︑本

ては︑その肯像に見えたる明目張贈の容姿︑その文字また

居畢の奥ノ院を乗取ったところにも︑その豪臓雄略が見え

筆蹟すべて戦闘気分を現はしてゐる︑宣長は聖者であり︑
篤胤は即ち戦士である︒

てゐる︒

︲平田が其書寮の外に貼り出したといふ掲示︑その筆蹟の

後に織胤が由来を記したものが︑本居門の竹村五百枝に鱒
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︵一一︶

もある︑その一例を墨ぐれぱ︑本居は︑古事記に︑経津主

稗の御名が見えぬの遼楯にとって︑経津主紳と武塞槌榊と

今年は平田大人逝去︑満百年︑然るに去年︑すでに百年は異名同祁である︑即ち鹿島香取の雨祁宮の祭祁は︑資は

目のとき︑東京に於て祭典及び講演曾を暴行し︑郷里の一つの武蕊槌祁即ち鹿島の榊のみであると説き︑此読︑世

秋田に於ては︑今十一月二日を卜して︑それ等の式典及びに辰まった︒香取祁宮の附近の住人︑久保木清淵といふ畢

曾合を畢行する︑平田の畢問は︑尊皇嬢夷の事︑大に逆ん君が︑本居読を駁して︑香取私記を著はし︑鹿島︑香取別

に︑その御似しの御霊と︑天之安河なる石村とに因れる︑くし︑

ぢに生出まして︑皇美麻の命の天降主せるそのかみ︑祁魯岐︑澗
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だ幕末以来︑また此の大東承戦に際して︑その名蕊が揚り脚なることを主張した︒香取祁宮の畢問は古来︑書紀を主
平田研究熱が盛んになって︑平田に淵する多くの著述が刊としてゐる︑洞官小林軍規かいて久保木の説を信じ︑更に

ろ研究も亦た溌表されたものがあるが︑平田の本領は︑園

行されつつある︑就中︑渡遥刀水蒋軍の﹁平田篤胤研究﹂平田に従墨して︑香取志を著はし︑揺津主祁確在読を高調
は︑考護の力を壷くした大冊︑沖野岩三郎の﹁平田篤胤とした︒平田がその書に序文を書いて︑
その時代﹂は︑平田の一生を知るべき︑簡にして要を得た﹁抑この大祁はも︑畏きゃ園の八十国︑島の八十島生ませる︑
ホム．スヒ
好響︑その録︑一脅此に列畢しない︒平田の潤畢に開す伊邪那岐大御紳の︑火牟須比祁に︑大御稜威をふるはし１時

すべきである︒

ぴに妙なる謂によりて︑鹿島に坐す健御雷之男祁と︑ふた御す
慨皐にあるから︑平田の畢問を論ずるには︑その事を
主とスメミマ

へるをも︑言やめ逐ひて︑つひに今の地に︑鎮まり坐せることの

ひ︑餐火なす火けるを打誉ため︑石根木根︑草のかを葉の語と

美命の御言かＬふり︑鹿島の脚と二ぱしら︑脚御軍のきみとし
篤胤畢生の努力は園燈畢であり︑それ魯てに
閲する有力なるザパヘォト
︑此華原の中つ園に︑いつ速振れる邪祁らの︑狭蝿なす稗な

著書が非常に多数であるが︑その第戸は︑古史簿で︑これ

は本居の古事記博に封すべきものであり︑平田の抱負も亦

へは更なり︑中今に至る蚕でに︑この大祁の御砥と鹿島の大澗

さまは︑脚の御典どもを韻見てぞ知らるめる︑故是をもて︑古

1

が︑此の意味からまた意見の相違を来たしたやうなところ朝廷より下し給へる︑古き文章どもの多く︑今に博はれるを︑

に雨者の相違がある︑平田は此上なく本居を尊信してゐるとは︑吾嬬の園の大き砥と︑いと重き御あしらひにて有ければ

本居は古事記を主とし︑平田は日本書紀を主とする︑そこ

たそとに存したのである︑いづれも古史正文の注鐸だが︑カン

てぴ偲を格風の胤焼阿卒

てび偲を格風の胤篤田平

それよくえらび調へてり世にその尊き故よしを︑示せるふみの

﹁皇画にて︑君と申奉ろは︑天皇御一柱﹂といふ一言︑即

らう︑後の﹁非常の節に至り候は噌少堂意味連ひ候虚可

有るとと無きは︑其宮人たちの怠りにこそと︑常口惜しく恩ひ

有之候﹂の一句は︑意味深重である︑此の意味を深く理解

健全思想として江戸退去を命ぜられたは︑営然のことであ

と述べて︑綾いて香取祁宮の祁職どもの輩︑鹿島︑香取と

ち吾が園篭である︒此の文を嚢表した平田が︑幕府から不

並鰐して東国の大賦として尊信せられてゐる由来を明らか

が除程少次かつた筈である︒

し得たらば︑明治維新の際︑諸大名の中︑方向を誤まる者

てなも在けるを︑︵後略︶

にする者無きは︑紳職どもの怠慢に非ずやと思ってゐたと

かった︒その門人生田葛が︑大患平八郎勃謹と同じ年︑越

とになる論を高唱してゐたが︑倒幕説とまで進んではゐな

然し平田は︑その説を推しつめると︑徳川に弓を挽くこ

ころ︑此の好著ができたといふことを推穂してゐる︑平田
鹿島香取と古来︑朝廷より尊信せられ︑我邦の軍紳にて

後柏崎に於て︑僅か十人足らずの同志と代官所を襲盤した

が︑倒幕といふ程のものでなく︑一時憤慨の致すところで

本居は徹底的に皐問であり︑平田は宗教的である︑そこ

に東湖の所謂奇僻なところもできるわけであり︑狸い力に

が読経はせず︑焼香には柏手を打って拝んださうだ︑平田

のやうだが︑常時︑俳式は天下の法であった︒和尚は来た

なった所以でもある︑平田の逢葬が悌式であったのは意外

﹁皇国にて︑君と申奉るは︑天皇御一往に相限り︑其鮭

Ｉ

夢

の香取榊宮論の梗概である︒

軍にてましノ︑し鹿島︑香取雨祭榊の存在を確かにして︑

まします︑特に今や未曾有の大戦零に際し︑紳代最初の特

共鳴するものである︒

のは︑平田一門の中︑徳川に弓を挽いた唯一のものである

あらう︒〆

愈其の紳威を増すべきであり︑此の一項︑私ども平田説に

︵一二︶

平田の園龍皐の核心ともいふべきは︑次の一節である︒

は皆臣にて候︑扱其臣たる方だの中にて︑又私に君臣の

は平生すぺて祁道︑紳式であった︒平田は園鐙畢を宗教的

その箸︑﹁大畢或問﹂の中に︑

約を結び候も有之︑世藤譜代の人に候ても︑君臣の道は
同様にて候へ共︑非常之節に至り候は堂︑少盈意味這ひ

平田の大功である︒︵完︶

に説いた︑それが平田畢の力であり︑わが国篭に貢献した
候塵可有之候﹂︑
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註だ親しくぞ聞ゆめる︒然るを後には︑此の古意を忘れて

生の子をのみ子といひ︑其の子の生みたる子を孫といひ︑︒

たれど︑其より上なる組たちに云ふぺき言なく︑また我が

母と云ひ︑組父母の雨親を︑曾姐父曾姐母と云ふ事に成り

い︒この事を力掻く︑圃民の間に悟らしめて︑生活の基礎

末をも子といふ︒これ古への道にて︑先胆にも子孫にも︑

も︑吾が生み成したる子は元よりにて︑孫よりして幾代の

オャといふには︑多く岨の字を書き来れり︑また子と云ふ

ちを︑幾代さきの遠姐にても云へり︒是を以て古書どもに

したる雨親左始めて︑胆父母︑曾祁父母より前々の先旭た

うに説いてゐる︒﹁抑古言にオヤと云ひしは︑吾を生み成

の二首の歌を掲げ︑次に︑みづから歌意を解樺して次のや

な

玉たすきかけて祁らな世堂の旭親の御岨の稗の幸ひを
あらひと
ならおやいつ
いざ子どもさかしらやめて現人の肺に数ひて胆を錆か

希やみおやちは

代表的な著書であるがべその初において︑

藤田徳太

平田篤胤の﹁玉たすき﹂と紳道

平田篤胤の思想は︑わが国が枇界で最も優秀な鯛である
といふ自畳を︑みづからの信念として資賎するとともに︑

これ駐国民一般の張烈な確信として生かさうとする努力の
中に︑明瞭に辿られるのである︒

わが図が世界で優秀なろ所以は︑決して︑軍に物質的な
力や︑或は︑精榊的な働きや︑さうした内面外面の現れ
が︑他の圃為よりもすぐれてゐるといふ相封的な比較の立
場から︑これを考へようとするのではなく︑まことに︑わ
が図の歴史の瓢現する︑園韻の髄質が︑すべての存在を超
絶して︑ここに︑天つ日嗣の大御稜威が輝き給ふといふ絶

郎

吾を生みたる雨親をのみオヤといひ︑両親の両親を組父姐

た︒かくて︑篤胤の櫓へる復古紳道︑置資のわが国の古代
榊道の信仰が導かれて来るのである︒
篤胤の箸︑﹁玉だすき﹂は︑との稗道の本蕊を説いた︑
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にさせようと苦心したところに︑篤胤の一生の中心があっ

封的な祁聖の境地からして溌するものでなければならな

遺跡ときずだ玉の胤篤田平

道紳ときすだ玉の胤駕田平

孫の生みたる子を曾孫と云ひ︑曾孫の子を玄孫と云ふより
外に語なしＵ是によりて︑先姐をも子孫をも︑自然に疎堂

のである︒而して︑この悠久の太古より遥かなる未来にわ

る幸禰の情が宿されてゐる︒ただオヤといふ中に︑すべて

たって︑一筋に連なる家系の無限の感の中に︑日本国民た

思へど︑先旭をぱ然しも蕊はしく恩はいが︑大凡の人の常

わが圃燈の自墨に繋がるのである︒われらの岨先が︑脚に

がて︑﹁其の大本の先阻は︑必ず祁等に止まる﹂といふ︒

ゐるといふ篤胤の言は︑軽掩に見のがされない︒それがや

の先阻を含め︑子といふ中に︑数限りなき子孫を意味して

情なり︒古へに幾代前の先岨をもオャと云ひ︑幾代後の子

しく画箕やうに成り行く事なり︒人情として︑稚き嶺ほど
愛しみ思鐸物にし有れば︑子孫をも幾代後なるをも愛しく

孫をも子といひしが︑自然に厚き人情なりし言なる事︑頭

ましますと確信するところから︑われらのすべての篭悟も

とが︑更に︑園蝿の尊厳と優秀を願現する所以である︒即

このやうな家族的剛家の大本として︑大君のまし蚤すこ

る︒

行動も︑おのづから紳民たる生命に溢れて来るやうにな

を傾けて深く恩ふくき事にこそ︒さて親の御秘の刺とは︑
我が此御圃は︑祁の本圃にて︑我ら各々ともに︑︑其の御末
なる故に︑我を生み成したる雨親より︑岨父母曾岨父と︑

ち︑この事を︑篤胤は︑第二の歌によって明かにしてゐる

夫より逆上りて︑昔の先旭たちを稽ふれば︑其の大本の先
覗は︑必ず祁等に止まる故に︑かく詠みたるなり︒但し︑

ないがしら

の如く︑小智を振ひて︑鬼榊を無き物となし︑其の道理は

その解に日く︑﹁ナカシラと云ふは︑世の生為なろ畢者ら

御風の人と云へども︑中には蕃種とて︑古く外圃より渡り
来れる人の種も有るなれど︑其外閣交の人物患︑資には我
みた曇のふゆ

の紳顛をも無にする様なろ類を云ふ︒︵漢文字を常てたら

︲かくの如しなど言ひ散らして︑天祁地祇を蔑如にし︑先組

むに︑絞意などの字よく叶ふぺし︒其は字書に︑稜猪也と

きちは

が皇榊たちの御恩範によりて︑州来たる物遮難聴︑かく云
はむにも︑其の大旨は連ふ事なし︒さて耐の幸ひとは︑ま
一首の意は︑玉たすき心に掛けて︑朝に夕べに︑世登の覗

有りて︑悪がしこき事なればなり︶︒現人の耐とは︑古事

た帥の幸へとも云ひて︑榊より種交の幸禰を賜ふことなり︑

等︑また其の本たる︑諸祁たちを驚き祭りて︑幸禰を賜は

記を始め︑古書どもに︑天皇命の御事を︑現人祁とも︑遠

あらひと

らむ事をも︑所らむと云へるなり︐｜この第一の歌は︑わが

御人には御坐せども︑天照日大御祁の︑正しき御統におは

耐とも申せり︒そは掛けをくも畏き申し言ながら︑天皇も

と役つ

国の家族的国篭の本源について︑祁人一如であり︑租孫一

かみ

統であるところの︑連綿博統する血脈の尊さを述べてゐる
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道刺ときすだ玉の胤篤田平

畢者らが誰の如く︑或は鬼赫は造化の通なり︒或は鬼榊は

と知るべし︒さて一首を細くたる意は︑皆の衆や︑俗の生

へるを︑現人祁と申せる事も多かり︒みな同じ意ばへなり

たど始め︑時としては︑凡人と同じ様に︽御形逓現はし給

し奉れるなり︒但しとは︑天皇を申すのみならず︑住吉榊

に︑人と現はれ御坐す榊といふ義をもて︑上代よりかく糖

し坐して︑凡人とは遥に遠く︑御尊さの類なく御坐すが所

祁の深意が瓢現して︑皇圃の大道が開展するからである︒

てゐることを思はなければならない︒それは︑歴史の中に

要があったのであらうか︒ことに︑篤胤の深い思想の龍っ

の書において何ゆゑ︑長くわが図の歴史を初に説き示す必

おのづから祁道の祁鯖を悟得することが出来る︒その祁道

泌ぱ︑祁威︑秘徳のほどをうか壁ひまつることが出来て︑

つる祁拝詞について︑みづから註解を加へた書︑これを讃

へまつる精榊が凝って一部と成ったもので︑紳全を拝みま

ただひと

二気の良能なりなど︑痴臭き生さかしらを止めて︑現人祁

いふべきでなく︑直資の歴史は︑祁道に立脚して︑順逆の

もとより軍に過去の事賞を述べるがごときを︑頁の歴史と

大義名分を正し︑もって祁意の秘奥をひらく意味でなけれ

なら

とおはし坐す︑天皇の御わざに数ひ奉り︑親より胆︑また

ばならない︒今日までの榊道︑即ち︑篤胤の所謂俗紳遁は

しれくさ

其の旭の御姐たる︑祁登を索沓奉らむと云へる意なり﹂現
の熱準にならなければならない︒承詔必謹と仰せられ︑大

人祁にならひ奉るといふ純員な精祁が︑あらゆる圃民生活

き︑或は︑俳教的本地垂跡説によって祁道を理解しようと

多く宇宙の哲理槻に支配せられた抽象的概念の上に築き上

する類であ黒︒荷田春涌が創畢校啓において慨歎したのも

げられてゐた︒或は︑支那的陰陽五行説によって紳道を説

﹁祁習へ︑青人草智ふな﹂と云ってゐるととも同じで︑人

かうした畢界︑教界の風潮にあって︑これを直賛の日本思

ひて﹂の意と心を一にする︒篤胤の門人の犬団降派が︑
間の拙く横しまな心としわざに智ふことなく︑榊の御跡を

想︑日本精脚に立たしめ︑純粋なる榊道の恢復をはかるこ

詔奉戴と云ふことも︑つまりは篤胤の歌の﹁現人の祁に数

は︑取りも直さず︑遠つ祁わが大君︑現人祁に長くとも智

慕ひ︑肺ご上ると祁わざに智ひまつるべきであるが︑それ

の意義は︑この意味において︑その本質が理解せられなけ

とが︑資に圃畢の重大な使命であった︒倒畢における復古

ればならないのである︒わが園の古道︑古皐が︑今日にお

る意味である︒

−１玉だすき﹂の鋪一︑第二の二巻は謹題として︑皇国の歴

いては︑すべて外画の哲畢︑教理によって歪曲せられ︑そ

ひ奉る粘祁である︒これが大御意に絶封的にまつるひまつ

史を説いてゐる︒この書は︑上述のやうに︑篤胤の耐に仕
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這 紳 と を すだ玉の胤焦田平

の本旨を失ってゐるから心との風潮が︑国民の間に蔓延す
るとき︑その弊害の赴くところ測り知れざるものがある︒

伊弊諾尊︑伊弊冊尊を︑陰陽の理索をもって解しまつるが
ごとき︑抽象的観念化が︑この尊い二柱の刺の大みわざま
でも︑抹殺し奉る結果になるとと詮︑人堂は気がつかない
のであらうか︒

礎悟って︑幽冥の奥義を頴世に示すことが︑まさ

直資の日本的な教示の在り方である︒

心を用ひるものの本意でなければならない︒これ

た圃畢の本質を考へる巌らぱ︑篤胤がその赫道観

祁道の買理を明かにさとしたとの﹁玉だすき﹂の

来に及び︑更に︑保元平治の乱の後︑武家幕府が成立して

る

透徹した思想を見出さなければ次らないので︑あ

園史の解明によって始まってゐるところに︑むし

することに懸命の努力をはらった︒しかも︑榊道の復古に

幕府 政 治 の 横 暴 に つ い て 最 も 筆 を 費 す こ と が 如 く ︑

しかもその歴史は︑緊園の溌群に始まって︑悌教の渡

いたるまでには︑なほ多くの苦心を経なければならないも

吉野時代の状勢に開しては説くところが甚だ詳細な

かも︑責は︑との歴史の中に︑園篭の本義がおのづからに

より︑

開懸せられ︑順逆の大義名分を通じて︑祁通の玄義が示さ

特に︑

たのである︒かくて︑最後に篤胤によって︑祁道の復古︑

れてゐることを知らなければならない︒まさに眼あるもの

のがあったのである︒賀茂員淵の寓葉集研究が諺更に進ん

純粋の祁道確立が成就せられた︒しかも︑それは決して︑

はこれを見ることが出来る︑祁道の質意がそこにある︒例

で︑本居宣長の古事記研究に入るところに︑復古の畢問が

哲畢︑教理による祁道の組織化や鰐系づけではなく︑賞に

へぱ︑承久の乱において︑後鳥羽院の御志と大みわざを萩

のである劃一見︑そこには祁道について︑何ら開するとこ

歴史の事費の中に︑祁道の存在を見出したのであるｕわが

ぺまつり︑藤原定家のごとき歌人が北像氏にとびへつらひ

ろなき歴史の面がとり上げられてゐるやうに見えるが︑し

の中に存在するとは︑園畢の鼻組の契沖以来︑常に園畢に

﹁然れば古へ畢せむ人は︑主づいち速く︑一以てこれを貫

︵十頁へつ壁く︶

ついた緒祁の中に︑文蕊の衰への認められることを説いて

が沈潜してゐる︒との史書に現はされた歴史の事資に︑辞

おいては一貫した思想として博統して来た員理である︒か

園の道は︑︑決して理﹁ことわり﹂にあるのではなく︑事賃

義︑古意を導き衆って︑古道を開瓢する方向に護展して来

圃畢は︑この外国の影響を晩離して︑純梓の日本を恢復

胤がきうち道注
の、、し、に意

歌文から祁道に淳化し︑古語から古事に進んで︑そこに古

ろ謹遊がに明

くて︑古事記や日本書紀のごとき祁典の史籍の中に︑榊道
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胤題説か即紳の

◆

遁の大正地天と翁胤篤田平

平田篤胤翁と天地正大の道

溝口駒造

榊道と噛みしめ綴けた人としては︑何といっても平田篤胤

噌しないから意味がわからないのである︒鳶境に入るまで

砂糖黍を熊境に達しないで吐き出す輩であって︑十分に阻

﹁蕪境に入る﹂といふ語がある︒蕪とは甘薦の蕪である︒

一

晋の願慢之が甘熊︵砂糖黍︶を食ふ度に︑いつも尾部から本

から︑天保十四年︑六十八歳の秋まで︑四十二年間︑通じ

翁が典型的であらう︒篤胤翁は︑享和元年︑二十六歳の秋

しやむやうかんしや

の方へ食ひ進むので︑或る人が怪んで其の理由を質すと︑

へたといふのが︑其の故事来歴である︒甘薯なら今が正に

る︒だから翁の口から出る稗道論は︑生噛みの不消化なも

て榊道を噛みしめ綴けて︑正に其の甘さに味到したのであ

§と

燈之は莞爾とて︑﹁漸入二鳶境こ︵段々うまく成るのだ︶と答

其の時季であるが︑砂糖黍では話にならない︒しかし此の

のではなく︑十分に次汁ぬけがしてゐる︒

んで蕊魂論に入り︑宗教論に燭れて︑鋭い気鋒で︑富ろを

こに師匠の本居翁とは大分に違った所がある︒篤胤翁が進

翁は祁道畢者といふより︑寧ろ榊道家といふに近い︒そ

蕪境といふ事は︑何も砂糖黍に限った事ではなく︑凡ての
事と思ふ︒世間には︑帯木源氏．管公左博といふ諺がある

事物に通じて在る︒恐らくそれは︑畢問についても言へる
が︑それらは未だ熊境に入らずして︑熊を食ふことを止め

幸ひ斬りたて蕊ぎ立て︑獅子奮迅の勢ひを敵中に示してゐ

の如きはその信念の中から震して︑資に痛烈骨を刺すもの

る勢は︑畢の力よりも信念のそれである︒翁の悌教罵倒論

る者を斥して言ったことである︒

がある︒一例を引くと︑

紳道の研究者にも往堂それがあって︑最初は熱心に取り
つくが︑間もなく棄て去って顧みない︒なぜ折角の研究を

﹁悌道の本意は︑此の世を⁝．：厩ひ捨て︒：⁝その家を出

中止したのかと質すと︑榊這はむつかしくてわからないか
らとか︑つまらないからだとか答へる︒何れも食べかけの

.一一 19−−−

■ｄ

し︑下交は其御心左心として︑との道に鯖ひ行くべき富

の祁道に洩ると云ふはならぬととぢや︒もし此道をかれ

前のとと故︑ありと有る人の限り︑儒者も︑坊主も︑こ

て⁝⁝乞享として念ひ⁝：人の捨てたる汚れつぎや古揮
を拾って箸て︑死ぬ時も所を撰ばず・・功⁝のたれ死に﹂

︵俗祁道大意︑巻ご

これ云はうとならば︑此圃には居らぬがよろしい︒

と云ふ調子で︑正面から封考を手厳しくやっつけてゐる︒
だから罵られる人詩の側では︑随分腹が立ったに相違ない︑

と主張する所以である︒されば︑翁の熱馬の中には少しも

中には︑憤怒の除り︑常路に封して其の鹿分方を迫った者
もあるらしく︑天保五年︑篤胤翁の事に開して︑林大畢頭

封人的に根深い糟悪の念はないのであって︑全く封世的の

から幕府に提出した答申害に依ると︑雫田大角︵篤胤翁の
通称︶は︑﹁近来一派之図堅を専ら主張︑種餐の書を群は

のいふ所は誇るといふものではない︑貢の所を云ふのぢ

大叱唯である︒現に翁自身︑﹃出定笑語﹄の中で︑﹁此方

○□︒︒◎◎

や﹂と︑何庭までも正を履んで恐れざる頚い意気を示して

山Ｉ

20−

し︑儒道．俳道．世上の耐道を誹り︑弧ひて一己猫得の存
念を押立候て︑世を欺き人を欺き候﹂者であるから︑速か

ゐる︒

そこで︑其の様な立場を取ってゐるから︑凡そ抹香臭い

一一

に斯かる異畢を禁じて︑著書を絶版に附せしめられたい︑

との訴へが出てゐるのであって︑遂にそれらが原因で︑七
年後の天保十二年に︑翁は郷里秋田に追ひ篭められ︑なほ

決してさうではない︒博ふる所に従ふと︑翁は僧侶との交

物︑支那臭い物は︑側へも寄せつけなかったのかと言ふと

しかし翁にして見れば︑何も和手が憎くて熱馬してゐる

際もしてゐたし︑又念入りに大蔵経に三度まで目を通した

著書の出版を差止められるに至ってゐる︒

わけではなく︑我が国の祁道に絶封性．純粋性を認め︑そ

とある︒あの大部なものを三度とは卿か博読めくが︑而も

を此上もないものと心得てゐたと︑自身で記してゐる︒そ

感化で︑闇露流の朱子畢を修め︑二十除歳の頃まではそれ

の深さが立誰せられるのである︒漢籍に至っては︑父煮の

蔵経があった事︑及び織胤夫人の言などに依って其の瀧蓄

資際に於て経典に目をさらしてゐる事は︑その蔵書中に大

れが何人も履践すべき天地正大の道であり︑頴幽無敵の道
であることを弧調するのが本意であって︑天地正大の道で
ある以上︑それは宗教の如何に拘らず︑日本圃民としての

﹁天皇は此這に御鯖ひ遊ばして︑天の下を御治めあそば

網てが暗順しなければならぬ道であるとするのである︒即
〃ち

道の大正地天と翁胤篤田平

道 の 大 正 地 天 と翁胤駕田平

れを齢人に強ひょうとはしないで︑皇畢の畢鮭には漢籍の

れ程であるから︑一方では俳儒の畢を罵りながら︑而もそ

教と同じやうなる者と心得居る︑識見装卑きに依れるな

は︑中古より以来彼の教を崇信する輩の多きを見て︑二

大道を精究つ上も︑良も篇れぱ儒樺の輩に計較争鉾ふ

は︑文盲干寓の事なり︒識者も︑常に比すべからざるの．

きばめ今やたくＧぺあら毛

研究も亦可なりなし︑俳教についても︑﹃印度職志﹄には︑

り﹂

寧ろ之を我が道の羽翼たらしむくきものとして︑更に﹃鬼

いばんにくすて

﹁桃は蕃脚なれば︑祭るべき謂なしとて︑疾み厭ひ臓む

榊新諭﹄には叉︑

て封立相勉的なものではない事を知らないのは苦登しいと

で︑日本人必須の大道たる祁道は︑儒俳その他の道と断じ︑

かたくな

してゐるのである︒篤胤翁も︑重胤大人も二人者共に同じ

おぼやけ

とする人の有るも︑偏にして直の榊の道を知らざるもの
厳り︒⁝：・公ざまにも立置かる上事なれば︑是も庚けき

その鮎を喝破してゐるのであって︑これは師弟畢党同一の

１

皐考或は祁道を以て中正を尊ぶ道であるとも説明する一

大所高所に祁道を仰いでゐることを語るものである︒

榊の道の中の一道なり﹂

とまで述べてゐる︒しかし日本人として根本の道は榊道で
あって︑﹁儒︒桃・蘭等の道堂は枝葉﹂であるから︑翁は其虚

が︑その中正とは妥協を意味しない︒あちらも立て︑こち２
らも立てるといふ︑どちらつかずのものではなくして︑何一

に重鮎を澄いて﹁銘舞身の根本たる皇国の事を堅ぴ候て
先づ其魂を皇図人の魂となし﹂然る後に外園の事駐も畢ぶ

じて耐道と封蹄的な道ではない︒恰もそれは︑都市村巷の

虚藍でも絶封債値をもつ天地正大の道である︒その他の道

細撫小概が︑鶏係に岐れてゐても︑途に幹線大道に通ずる

べきである︵大遷或問︶とし︑﹃入畢問答﹄にも同じ趣旨を日

後の門人たる鈴木重胤大人であって︑即ち大人の遺著の一

のと同じである︒獄全として畢んで榊道の熊境に達した平

て︑祁道に反し︑之を摩擦するものではないと同時に叉断

たる﹃世縄草﹄に依ると︑天下の大道たる祁の道は︑葬倫

田翁篤胤は︑遂に其の大錫を得るに至って︑敢然として猛

は︑畢寛此の正大の道に進むまでの自己修練の道であっ

に存し︑天つ祁ながらに行はれて在るものであって︑日本

いてゐる︒之を更に別の側面から論述したのが︑篤胤翁袈

人たるものは鳶に由らざれぱ︑須爽も立つとと能はざるも

烈にその天地正大の道を天下の鴬に説いたのである︒︵完︶

本人たる以上︑除外例なしに惟祁道に従ふくきであると説

のである︒然るに世間の人は︑

﹁其の道の内にゐながら︑儒樺と鼻立せる者の如く恩ふ

割画殉己庵

ﾅ

謂ふ迄もなく婚人本来の使命は︑家庭を

り︑一家に入って婦人たるの役に立たなか

忘れ︒婦人の心得︑婦人としての修養を怠

１１
職場として︑夫を扶け︑子女を薫陶し︑一

非常時となれば職域に大鍵化を率すが︑

らぬ︒

決して厭ふべきでなく︑働くことを日本婦

った所にある︒此の鮎は深く重覗せねばな

養もそれが矯めになさる上ものである︒併

人の特質として進んで悉冬進出せよ︑併し

石たらしむるにあって︑自然其の教育や修
し之は常時の事で︑今日の非常時にあって

家を整へ︑陰徳の功により一家の基礎を磐

は︑婦人も亦園民の一人として国家の矯め

って失はれてはならぬ︒之を失はぬには︑

惇統の日本婦人の縮祁の美鮎は非常時によ

婦人が婦人の使命を認識し︑新しい職場に

方向聴換すべきは富然である︒乃ち今日の
て勝ち抜く努力を捧ぐる事は必然辿るべき

如く︑男子に代って所有方面に知力を傾け

家庭を移して．依然婦人としての修養努力

ふくく︑又感情に敏なる婦人にあっては誠

あっての上の謹換とはより大なる相違と云

すると云ふととは︑男子の職域が依然外に

特に婦人が従来の職場たる家庭より進出

の修整を見出すべきである︒従来は兎もす

使命を忘れないで︑新しい仕事の中に自己

務にと云ふ風に換へても︑其所には婦人の

を遂行すること︑即ち家政を︿ンマＩに事

はなく︑男子に代って婦人の心を以て仕事

が進出しての御奉公は︑男子になることで

心の用意こそ諏大でなければならぬ︒婦人

方面の新らしい職場に之を移すこと︑此の

く︑家庭人たる婦人の縮脚を堅持してや各

人は節迄も婦人の使命を忘るぺきではな

て望む次第である︒

らぬととを現下進出の雄々しき婦人に敢へ

ともならば︑それは決して虞の御奉公にな

すべく敢闘するのであって︑之を失ふとと

日の婦人の御奉公は︑惇統の美を愈舎溌揮

断さるぺきを深く樫れなければならぬ︒今

千年来の誇る︒ヘを日本婦人の惇統は途に中

ことを忘る上ならば︑此の大職によって三

養を怠り︑新しい職場が家庭の延長である

女らしさを失ひ︑女の心得を失ひ︑女の修

事を怠る勿れと叫びたい︒婦人の進出が︑

大東亜指導者たるべき日本婦人よ︑夢との

を怠らぬこと此れを資践遂行するにある︑

道である︒

に男子の想像以上の窪換を感ずるであらう

ると職業婦人か一般に軽蔑されたのは︑婦

とは云へ︑如何に此の大誕換と錐も︑婦

ことを思はねばならぬ︒此の鮎に睡みるな

人が男子の虞似をして自身婦人たることを

謂はねばならぬ︒

き敢闘である︒各自にとって大なる一新と

子に代って職力櫓弱の一役を脊負ふ雄々し

あり︑之が検討を怠ってはならぬと思ふ︒

場より之又廻れ右して︑男子を扶け或は男

いふ大韓換であり︑又女子も家庭中心の職

望と云ふ私情の一切を郷て︑一海廻れ右と

ての前進部署である︒乃ち男子も従来の志

事一新正しく図家の直接目的の一線に添う

が︑思へぱ其の部署たるや男女を間はず諸

各敢闘の部署に就いて寸暇なき今日である

聖戦の目的を完逢寺ぺく︑今や一億一心

Ｏ大戦下の婦人

論時
らば︑現下の婦人に就いては多くの問題が

− 2 2 −

１１

時

髄

時

事

が・去る十月二日御目出度納采の御儀を︑蹟いて十月八日告期の

御儀を経へさせられ︑而して十月十三日の吉辰を卜せられ︑畏く

の謹を図民奉覗裡に目出度く巌かにとり行はぜられ︑次で同十三

も時局下寓事御質素の御垂範にて︑宮中賢所大前に晴れの御結婚

日午後八時十五分脈布鳥居坂の御殿に一二箇夜餅の御儀も経へさせ

らる︒かくて松平宮相︑金田圏書頭は直ちに雨殿下御成婚の旨を

皇統譜に謹記申上げた︒此の如くして閏民畢けての御結婚は絡了

し．八紘一字の理想賞現の現下︑皇威光被して愈々竹の園生の御

ヲ加フ腰深ク之ヲ欣フ今ヤ時局抑二重大ナリ宜シク億兆一心更二

として努め︑人類幅耽の協力に一役を果しつＬありしヒリッピン

東洋の地に東洋の血を享け︑卸しく明るくも自由の天地に孜々

す︒

築え目出度しとも目出度し︒銭に赤誠を披渥して奉覗の微衷を表

縄カヲ壷揮シ以テ敵幽ノ非望ヲ破砕スヘシ股︿臣民ノ忠誠勇武二

で米園の毒手に移りて︑今日に至れるも︑今や我が御棲威により

人が︑不幸其等一切を西欧ス・へイン人に奪はれてより約四百年０次

○ヒリッピン共和国の猫立

股ハ園務大臣二命シテ時二時局二閥シ緊急ナル追加溌算案及法律

に浴して︑十月十四日︑輝かしき凋立を全世界に宣言するに至っ

菖邦をして各其の所を得︑人類共存共柴を期する八紘一宇の梁光

東久迩宮盛厚王殿下と照宮成子内親王殿下との御嬬儀は︑去る

々と此の比島凋立を承認するに至るであらう︒慶賀の至りにして

り︒尚東亜同胞園は素より西の盟邦園及親善闘係にある諸国も綬

之を承認し︑村田省三大使を通じて同盟俸約を締結する所ありた

の偽め︑満腔の脱意を表するものである︒而して我が国は直ちに

た︒我々は世界人類の禰祇の燭め︑我が肇園理想の師かしき前途

昭和十六年五月五日御内約謹表以来︑一億幽民は畢げて初の皇子

其の前途を唯に祇祇して止まない︒

様の御慶事を毒菩奉り︑日々大東亜職争に敢闘の緊張の中にも︑爾

○照宮成子内親王殿下の御結婚

賛ノ任ヲ蝿サムコトヲ望聖

案ヲ帝国議曾二提出セシム卿等克ク候力意ヲ魁シ和衷審議以一天協

信筒シ速二征戦ノ目的ヲ達成セムコトヲ期ス

セリ而シテ大東亜ノ建設日ヲ逐ヒテ進ミ友邦トノ締盟ハ益阻固キ

腰力外征ノ師ハ菖難ヲ排シテ跨鹿二勇戦奮闘愈ｆ其ノ威武ヲ謹揚

股裁二帝国識曾開院ノ式ヲ行上貴族院及衆議院ノ各員二告ク

賜はりたる勅語

第八十三臨時帝国議含開院式に

事

来今秋の御盛儀を千秋の思ひもて御待ち申上げて居たことである
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つぎて弘めよとの正道を

秋田市に於ける平田篤胤百年祭
平田篤胤の大信念

の一首こそ現下重大時局に通はしい雄大な溝想深遠な理想

を表現するもので︑恩ふに榊典に依搬して肇園の精祁を大

この歌は篤胤の名著蕊能直柱の中に﹁との書をよまむ人に

秋田周書館長小野巽
今や国民の思想生活も︑我が本来の置姿に立蹄りて純日

とて﹂と題して詠じられてゐる︒それが今活をとした生命

に頴揚する不抜の信念を三十一文字に托したものと思ふ︒

本精榊を溌押すると共に︑米英流の哲畢や思想を断然挑拭

を以て闘民の心の琴線にふれて愛諏さ解ると同時に︑大東

霊能直柱は云ふまでもなく平田篤胤の紳道哲畢書である

の闘民的信念を益交堅うすべき時機であると信ずる︒．︑

う︒今や篤胤翁の力握い気吹に感学して聖戦完勝聖業完成

は︑紳武天皇御東征の時の金鶏の蕊光にも比すべきであら

にありながら︑しかも八紘篤字の皇護が光被されてゐる姿

本年は恰も段後百年式年を迎へて織烈なる決戦段階のさ中

きく最も鮮かに景仰されるのは平田篤胤の蕊魂であらう︒

一億国民の精祁をいやが上に沸かせてゐるなかに︑最も大

見ょや大東亜戦下幾多一勤皇烈士先畳者の魂が復活して︑

るではないか︒

亜の天地に漆ぎる建設の聖業となって着登ど具頴されてゐ

するの緊要性を︑私は心の赫風と呼びたいと思ふ︒心の祁
風の吹き擁かせるところ日本文畢報園曾も生誕し︑大日本
言論報圃曾も次いで結成された︒これらの事象は皐究その
ものとは趣を異にするも︑圃民の思想生活に及ぼす影響は
甚大と言はねばならない︒

日本文畢報園曾成りて最初に取上げられた行事は平田篤
に大東亜交畢者大曾の開催と蕊展して雄交しく頁歩を進め
てゐるととは慶賀に堪へない︒

愛国百人一首のなかに園畢四大人の歌の選まれてゐるこ
とは常然であるが︑平用篤胤の

青海原潮の八百重の八十画に
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胤百年祭であった︒それから愛圃百人一首の選定となり更

祭年百胤篤田平るけ於に市田秋

祭年百胤篤田平るけ於に市田秋

中より抜抄すれば

左先見し灘言してゐる︒共柴間の必成につきて述べた一節

ふも敢て溢美でなからう︒今より百数十年早くも今日ある

が︑又以てその不易の大信念を知るぺく時局必讃の書と云

らせられてより荷田・加茂・本居の三大人はそれ人︑先に位

に封し明治十六年二月二十七日脅しく贈正四位の御沙汰あ

を待つまでもなく︑天壌無窮の皇運は弼楽である︒四大人

二百七年︑樟尾の人平田篤胤残後正に百年︑敢て千歳の後

平田鰐胤の功績を思召され︑八月十九日贈従三位の特旨を

階追陸の恩命を拝したのである︒今年大東魂戦争のさ中に

秋田市三日田米治

平田篤胤の百年祭に際して

仰出されたことはまことに恐催感激の至りである︒

我が天皇命はしも産薙大脚天照大御紳の御孫に坐すが
留る限り︑この風土に有りとある百八十の国土を︑悉

上に︑か上る御謂の坐すなれば︑青海原潮之八百重の
に所知看すべき大君に坐すとと︑蝿盈益堂灼然し︑見
よ／︑今なほ外つ園の酋長ど鵬︑王がほにうしはき居
れども︑上件の謂れもありて︑大名持少御祁の︑その
園堂を︑皇閏によりて仕へ奉らしめむと侍伺ひ幸ひた
まふなれば︑経には理りの如く︑千寓閣の夷秋の酋長

去る八月十九日︑畏き遥より︑平田篤胤百年祭を秋田市

○

百八十船の樟梶干さず︑満つらなめて貢物献りて︑長

に於いて執り行はせらる上に際し︑篤胤生前固畢に霊せる

ども︑残らず臣と稲して︑い這ひをろがみ蹄命奉り︑

み仕へ奉るべき理り明かなるものぞ︑あなあはれ︑楽

功努を思召され︑特旨を以て位階追陸の御沙汰あらせられ
た︒

か

贈賑四位李田篤胤

昭和十八年八月十九日

特旨を以て位贈追陸せらる

贈正四位平田篤胤

しきかも︑職ぱしきかも︑時の往ければ︑その芽の既
に甑来ぬるを︑あなあはれ人は知らずも︵中略︶今よ
ひ置けるよと思合せて︑其の時なむ始めて驚きてむ︑

り千歳の後の世人の︑既くも文化の頃に︑先見して云
吾は其を冥府に待見むかし︒

之を讃んで感ぜぬ日本人は一人もあるまいと恩ふ︒圃畢
四大人の業結は絶大であるが︑創嶋着荷田春滝逝きて鼓に

一種5−

祭年百胤篤田平るけ於に市田秋

．あはれと歌ふいとなかりけり

を績けたのである︒何人の支援なく︑自ら僅かに糊口の資

贈従三位

更に八月二十四日︑策命使を篤胤墓前に御差遣の上︑位

この歌によっても知られる如く︑一心不乱に畢究の生活

記を授けしめ給ひ︑策命には左の通り仰せられたのであ

天皇の大命に坐せ贈正四平胴篤胤の墓前に宣り給
はくと宣る汝が命は古畢の葱奥を深く究め紳道

ず︒人の道を知るには︑まづその父母先旭を知り︑園篭を

敢然として戦ったのであった︒

に封し︑又上下を通じて深い通念になってゐる悌教に封し

を作り︑悲惨弼苦の生活の中に︑常時幕府の墨たる︑儒畢

る︒

を汎く講明しこ入たくの書冊を著述し世の諸人を

癖へずぱあるぺからず︒その国燈を知るには︑その太元開

ゆる古の道を執りて今の有を御すとはこれなり﹂と言ひ又

言ふ︒此の古書を誠みて道駐群ふろを古道畢といふ︒いは

紳典とは︑﹁日本紀古事記﹂を始め︑そのほか皇朝の古書を

太元開閥を知るには︑わが赫典を拝読せずぱあるぺからず

ぺて天下を経縮するの道︑ととみ︑く此に起原せり︒その

閥の由縁を知らずぱあるべからず︒君臣の等︑葬倫の叙す

篤胤の志は︑﹁人としては人の道を知らずばあるべから

して紳祇を崇め奉り朝廷を算ひ奉る大義を悟ら

記を授け賜ふ

しめたる大き功を思ほしめして明治の御代に正
四位を贈らせ給ひしか今回更に従三位に進給ひ位

天恩優渥恐潅に堪へず︑この墨人無上の光柴に陪従せる
秋田将民は︑宏大なる聖慮に感泣致したのである︒

て︑君臣の等寓世動くことなく︑葬倫の叙はた自然に具は

﹁そも／︑わが国の道に於ては︑開閣以来帝位一たび立ち

安永五年︑秋田藩士の四子とし生れた篤胤大人は︑幼少

なり︒是を以て︑治国平天下の道︑事賞の上に昭登たり︒

れり︒とれただし︑紳之をその性に賦して生れしめ給へる

○

より猫りもの思ふ心の深い性格の人であった︒二十歳畢者

これわが榊園の玄妙にして︑かの戎夷の小径と堂同年の談

︑︑︑︑

たらんと志して︑江戸に云で人に知れぬ辛酸を嘗め︑苦畢
園皐に志して︑研畢資に妻夜余行倦む事を知らなかった︒

勉精の数年を経て︑二十六歳︑本居宣長の著述に依り︑皇

たれば︑六合の内に含養せらる上者誰かは之に寄らざるぺ

ならんや︑されば我が御這は宇宙第一の正道︑寓園の君師
花鳥を吾も哀れと見てはあれど
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〆

きと言ふのであったで

ごとが出来るのである⑭

て三年︑天保十四年閏九月十一日︵陽暦十一月二日︶齢六十

られ︑幕府は︑故郷秋田に錦るぺき註命じた︒秋田に住し

篤胤大人は︑途ひにこの﹁畢﹂に依り︑江戸退去を命ぜ

春瀧・買淵・宣長の皇闘畢は︑篤胤に及んで︑その貴賎化

八歳にして

○

となり︑前人未謹の﹁平田紳道﹂が生れ︑又東西の畢理を

明治維新は何人の聾に依りて︑溌せられたか︑﹁皇政復

の謙虚なる辞惟を礎し︑紳朝に蹄られたのである︒

恩ふこと一つも榊につとめ終へず
今日やまかるかあたらこの世を

商量して︑﹁平田畢﹂つまり﹁平田古道畢﹂の護展となった
のである︒

畏くも策命に仰せられた如く︑﹁古皐の葱奥を深く究め﹂
その結果として︑﹁紳道を汎く講明﹂せられたのであって︑

︑︑︑

古﹂との叫びの蕊は︑天の聾であると同時に土の聾である

この大いなる祁峰ぴは︑篤胤大人の﹁いぶを﹂であった事

が明らかである︒今や吾々は昭和維新の完成のため︑この

大いなる紳味びの藍に起たなければならない︒
︑︑︑︑

○

篤胤大人のふるさとは︑大いなる感激を以て︑百年の式年を迎

へた︒この偉大を青くんだ家には︑巌かな﹁刺祭る習ひ﹂が在っ

た︒最近︑文化九年の平田篤胤の生家大和田家の家例帳を手にし

た筆者は︑静かに︑然もあたたかな︑日今の榊祭る家例の数々を

の﹁習ひ﹂の巌かなる家より壷せられたのでないかと思ふのであ

讃んで︑後年との偉大なる篤胤の﹁祁遁﹂を生んだのは︑責にこ

った︒不焼不屈の六十八年の生涯は︑必ずしも長いとは申されぬ

天恩に浴する篤胤の永遠の生命は︑光乗と幸頑そのものである

が︑併し百年の後に︑との長き
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平田鰐胤出でＡ︑日本の紳道が﹁責事﹂として樹立せられ
たのである︒

わが国篭は紳道を以て﹁道﹂とするのである︑即ち紳道
に︑平田墨は︑

は跡を祭るのみではなくして︑脚に鯖ふのである︒その故
一︑皇圃は世界寓圃の肌圃なり

二︑天皇は寓園を統ぺさせ給ふ脚なり
三︑祁道は世界の道なり
要約して︑この結論に到るのである︒

現賛日本の︑戦ふ精紳は︑資に篤胤大人が指し示すこの
三黙より出でて︑三鮎に齢るのである︒賞に︑皇閣の大精

現資にすることに依って︑この戦ひの結果を明らかにする

って︑吾舞は︑この﹁祁ながらの道﹂を自らの生活の中に

祁に随ふことにより︑﹁刺よりの平和﹂が成立するのであ

祭年百胤篤田平るけ於に市田秋

平田大人従三位追陸策命
使参向を拝観して

秋田瞬北島

鯖員二名のうち︑一名は漉詞袋を︑一名は文通を持つ︑鳥

居の外にて手水の儀あり︒進みて策命使奥墓正面に箸く︑

参列の諸員熊然と磨折す︑随員文厘を開きて位記を策命使

に上つる︑策命使之を墓前案上の三方に糞す︑次いで他の

随員祝詞袋より策命文を取出して策命使に上る︑策命使参

列の諸員蕊折裡に策命を宣諌す︑鳴呼︑平田篤胤大人︑想

ちその説くところは︑

生涯︑大和魂に凝って惟紳道の瀬揚に揮身の力を注ぐ︑即

天皇は寓園の主遊り

を古に潜め︑古道を論き︑皇室の尊厳を徴す︑六十八年の

祁︑︑糞しさに木の葉一枚留めぬまでに掃き清められ︑登る階段

前日来の曇天で︑時掩小雨塗れる天気も︑常日はカラリ
と晴れ︑参道前の小川にかけ設けた橋の木の香もいや新し
秋く︑はるかに奥津城に績く参道に︑敷きつめし玉砂利の清
に

我が皇闘は世界の姐図なり

我が祁道は世界の道なり

題記﹂﹁古史博﹂となり︑肇閲の淵源輪榊を明かにす︑想を

との考へ遂古に升せては﹁古史成文﹂﹃古史徴﹂﹁古史徴開

常時に馳せては﹁古道大意﹂﹁俗祁道大意﹂﹁西籍慨論︵儒

田

於もとの日あろを期して改装成り︑そのコンクリートの色青
諏く映ゆ︑登り経へれば奥羽鎮撫縄督九降道孝卿の奉納にか
率上る四脚鳥居︑績いて石の祁明鳥居あり︑とを過ごすこと
篤四五間︑石鍾みの参道の正面に墓あり︑自然石に﹁平田篤
ｌ
醜胤奥墓﹂と刻せり︒これぞ園畢四大人悼尾の偉人︑平田篤

今や大東亜聖戦下︑未曾有の非常時局に常り東亜の諸国

の畢入家に亘り深さと庚さ古今に絶す︒

古道の宣揚に努力し︑又世俗に講じ︑人心を導く︑加之そ

道大意︶﹂﹁出定笑語︵悌道大意︶となりて︑儒沸を排し︑

舞胤大人永眠の奥墓︑後方に手形山を脊負ひび前は秋田市の
街を一望に納む︑とは大人生前に選定せし虚とぞ︒

奥墓の前面に天幕を張り︑両側に握舎を設く︑墓前に直
滞を敷き案を舗設︑案上に三方二蔓︑文鎮二個を置く︑即

ん﹂との必勝の信念のもとに敢闘しつＬあり︒大人の思想

天皇の大稜威に潤ひ︑一億臣民敵米英を﹁撃ちてしやま

すあらみこと

午前九時過ぎより︑参列者績盈と参集して︑握舎に満ち

ち位記と策命文を糞するなり︒

かくて待つうち︑午前十時︑平田大人喬孫盛胤翁先導にて

︵三十五頁へつ蟹く︶

着たとして賞現途上にありて百年を迎ふ︒

1

一 、

策命使長船秋田癖知事衣冠に威儀を正して奥墓に到着す︒
︑

−
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へ

取扱上の手数が掛るばかりでなく︑決戦下大切な物資が無駄に便

はれることになるので︑これからは出来るだけ人手や物を無駄に

使はずに貯金を殖やすように心掛けなければならない︒要は通帳

の敷を少くして︑預け高を多くすることであるが︑通帳の無駄一

掃に就て国民一般の理解を深め且つ協力を求むるに適せるもの︒

Ｏ用紙︒官製ハガキ・制限︒一枚一荷記入のこと︒審査貯金局

賞金︒入選十名域各金三十同︑秀逸十名各金十回︒選外佳作十名一

各金二間︒︵何れも卵丸切手︶

十日︒謹表︒昭和十八年十二月一日新聞等にて謹表の選定︒其の一

２

Ｏ宛先︒東京貯金局規蜜課第一奨励係︒縮切︒昭和十八年十一月９

之を一ケ月一回程度に取纏め預入することとし︑｜貯金通帳

に於て取得す︒

右は貯金局が時局に雁じて施行せんとする一事業である︒国民

は営局の趣旨を隠して︑よろしく之に協力し︑以て此の事業の決

戦下美果を攻むる所あらしめんことを特に附記して︑此の営局の↑

壷表せる綱要を掲載する所以である︒何卒御協力を︒︵記者︶

︑

他住所氏名を明記のこと︒雁募作品に封する一切の擢利は貯金局

使用するものは︑一冊に合併叉は一冊のみの活用に止むる
こと︒

三︑期間︑自十月至十二月︒

︒○露磨懸賞募集

貯金局に於て左記規定に依り貯金通帳無駄一掃の標語聖募る︒・

内容︒﹁紙も兵器だ！通帳を何冊にも分けて貯金するのは徒に

×

の使州期間の延長を固ること︒︵Ｃ同種の通帳を二冊以上

護行すること︒︵ロ︶一ケ月数回に亘り預入する如きものは

二︑方針﹄︵イ︶新規通帳は︑境に己むを得ざるものに限り

唖弧 展延榊誕が一鍵緋碓鋤諦礎 坤鍛髭最も蚊率的ならし

之に要する勢力と物資の確保は愈盈困難の度を加へ来れろ
を以て︑預入者の協力を求めて︑通常及据置郵便貯金通帳

金の口座数及受挑口数は︑・激増の一途を辿りつつある虎︑

一︑趣旨︒決戦下に於ける貯蓄奨働の強化に件ひ︑郵便貯

○要綱

○誕搾賭郵便貯金通帳無駄一掃運動

動運帰一駄無帳通金貯便郵

、

〃

、

集談美後銃線職

Ｏ電・大義に生くる岩往中尉

であったが︑途に弟は大陸に骨を埋め
ました︒其の死に臨んでの遺言に俸給
ばかりでなく弟名義の財産二寓除回も
全く自分の中隊の遺家族の慰問と軍人
援護事業に献納してほしいと頼んで参
受納方を懇請するのであったが︑との

含員中村芳三郎

億玉砕の提悟

曾員欄

○

我が山本元帥は戦闘樫上に指揮せられ．

途に聖毒の百歳を奉唱莞爾として飛烈悲

りの身命を

りましたのです︒とて︑是非にと其の
上官の兄と︑その部下の父との封面の

天皇陛下に生命を奉還した皇軍今人は︑虞

大阪市住吉匠田遥本町五の三九蔵菜
ねて来た︒見知らぬ人とて佐吉さんは

蔭には︑故岩住中尉が一死もって至高

珠淘頭に散華したる特殊潜航艇の九章稗を

る︒之に反しパドリオ政擢の行動措髭は如

へず︑軍稗として朝暮景仰す︑るばかりであ

責に枚畢に暇無く︑吾等は只感謝感激に湛

砕を遂げ︑驚くべき偉功をたてられたる者

二千五百の勇士はアッッ島に玉砕して御預

何事かと思ひつ上面含すると︑これは

の責任を貫き︑比類なき皇軍魂を溌揮

始めとして︑今日迄至る所で批烈悲批の玉

拙の戦死を遂げられた︒亦山崎部隊長以下

中支戦線で名響の散華をした佐吉さん

した壮絶悲憤の戦陣秘話が秘められて

業橘佐吉さん方へ︑去る日一紳士が訪

の息種三郎君の上官であった故岩依清

ゐるととが判ったのであった︒

乃ちそれは昭和十六年三月に︑岩住

中尉令兄幸治郎氏その人であった︒そ

中尉︵常時少尉︶が揚子江︑南岸南昌

して同氏は懇ろに種三郎上等兵の蕊を
弔ひ香莫一封を仕へ七立去ったが︑後

西方高安上高附近第一次錦江作戦に○

何︒彼等厚顔無恥の徒は三国同盟も同協定

による軍凋不嬉和の誓ひも︑弊履の如く穿

し︑皇軍の面目を遺憾なく謹揮したの

の運命既に危急を告げて居たのを救援

は友軍が衆を侍む敵の包園に遭ひ︑そ

砲隊梶木部隊に属して奮戦した︒同隊

刻になってその香糞が百園であるのに
驚き︑佐吉さんは﹁いかに上官とはい
へ︑こんなに深山の香糞を頂くわけは

であったが︑犠牲も亦紗からず︑無念

る背信行矯を平然と行ひ︑祁園を寅り盟友

ありません差と岩住氏の所までそれを
返却に出向いた所︑﹁それは亡弟の這言

にも○隊長以下○○名の戦死者を出し

を賓り︑而もその代償は﹁命乞したる甲醍

件降伏となり果てた︒婦女子亀恥づるか上

て仇敵米英の軍門に偉みを乞ひ︑途に無俸

です︑弟は将校として月登の俸給をお

たのであったが︑此の際富の種三郎上

誉棄て︑喪家の狗の如く頭を垂れ尾を振っ

かてゐます︒弟が凱旋したら渡す心算

上から戴き︑約二千園詮戸主の私が預

■竜
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は全責任を背負ひ︑部除を誘導して主

遂げて了った︒其所で残った岩住中尉

めたのであった︒併し戦闘はます／︑
織烈を極め梶木○隊長迄も遂に戦死を

下に︑従容野戦病院を完全に後退せし

を完了︑翌日には数千の敵兵の砲銃蝿

一方︑負傷者の牧容その他寓全の虚置

は奮然刀を輝って小隊の指揮に任ずる

死を途げたのである︒其魔で岩住中尉

﹁岩住頼む﹂との一言を遣して無念の戦

又小隊長山口正義大尉︵常時中尉︶も︑

等兵も遂に牡烈なる戦死を遂げたが︑

たいと烈登な文字を書道し︑戦死後も

か戦友部下の遺族に輿へるかして貰ひ

氏に自分の遺産を悉く国家に献納する

て︑○隊長への遺書と共に令兄幸治郎

途げたのであるが︑其の死するに鴬っ

軍刀を持って従容自決し批烈な最後を

§の誹世の一句を遺して其の愛用せる

江の勇士ををろがむ

九段坂いとも験しく遥かなり亡き錦

三月十日陸軍記念日を迎へた朝まだき

振を示す数空の偉功を樹てたが︑途に

何時も陣頭に立ち︑鬼榊も避ける奮闘

常に如何なる作戦にも参加して︑率先

ドリオ忌﹂で︑︑世界戦史に汚名を遺し︑永

無き彼岸かな﹂﹁香を焼く篤志家も無しバ

った︒又愛する部下もことごとく戦死

報い︑他方部下の上には溢る上慈愛を一

附託に雁へて一隊を統卒偉功を成して

中に︑よく武運に恵まれ︑或は上長の

抑々敵米英を撃滅するには︑先づ以て一

らして肉を斬り︑肉を新らして骨を斬り︑

億玉砕の畳悟こそ先決問題である︒皮を萩

骨を新らして命を断つは員刺勝負の心構と

以である︒

聞く︒人間死の畳悟より張きものはない︑
一億玉砕の畳悟が決まれば必ず勝つ︑身を
捨て上こそ浮む瀬もあり︑斯くして吾等は
三千年来の金甑無妖の皇士を謹るは御民一
億の絶封責務にして︑山崎部隊の勇士と同
様各その持場に玉砕以て身命を大君に奉還
するとぞ御民吾等の光柴にして亦本懐なら
ずや︑一億一度死を決すれば衣生活も食生
活も立所に解決して︑微々たる磯面問題も
消ゆ︑況や闇取引によって不義の蓄財など
全く無用である︒膜に戦局の婚来が寓一・吾
等に不幸な場合を想像して見よ︑園亡びて
山河ありで︑燭立の園家無き所に園民の幸
頑否園民はない︒我が園に於てはか上る場
合一人の残存者無きことを吾等は確信する
からである︒﹁敷島の大和心を人問はぱ朝
日に匂ふ山裡花﹂吾等には玉砕あるのみで
ある︒一億玉砕の畳悟こそ人類の仇敵米英
を必ず撃滅し︑亜細亜十億の民生を救ひ︑
八紘篤字の紳意を顕現大御心に副へ奉る所

〆
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久に噸笑を受けねばならぬ︒

の任務を果したものであったが︑其の

力に追及合流することを得︑立沢にそ

にされたのであった︒

尚永久に戦友部下の蕊に報いん志を明

して了った︒武運除りにも狸く生き礎

以て臨み︑資に父兄のそれを以てした

闘錨↑恥吟群岬爾や柳誰永錨池鋤啄鉦一一

時から純情一徹な岩住中尉の悲批な戦
陣行は始ったのであった︒乃ち尊敬す

つた自分を思ひ︑岩住中尉の心底には

る梶木○隊長の豪快な姿はもはやなか

最早生死などと云ふ概念はなくなって

る正しく武人の典型である︒
画

ゐた︒かくて中尉はその後五年有除を

ｰ

集談美後銃線戦

〆

︑巳℃℃も︑℃︑．︑︑
て︑ロをヌグヒ︑知らぬが桃をきめ込んで

軒雨隣は何時になっても心から仲よくは出

隣組の常曾などと云ふものは︑向ふ三軒

︑︑︑︑

来ない︒近所は兎角物が知られやすい︑這

なく︑・お互によいやうに︑時に無理も言っ

雨隣て心をプチマケてほんとうに裏も表も

︑︑︑︑︑も

或は好いものの買へる所を知って居るとい

人前では﹁どうも何もなくて困りますよネ

画︑︑︑

ふやうな場合などにも隠したりする︒お互

隠すものは見たい・隠さ亙ると︑あれこれ

れを知らせまいとする所から一層震になる

たり言はれたりする︒こょに貴いものがあ

ふ︒

と推察されて反て現はれやすいものであ

のだ︒よくあることだが︑地方などで餅を

るので︑かうすれぱ︒熱心に開かなくては

るるはなし

隠すより現は

！﹂と空うそ謡いて居るのではどうかと思

る︒これが一般の人情といふものであら

つく︑これは香がする︒或は診らしい魚な

置けなくなるであらう︒ほんとうに親しむ

一隣組漬本一

にこんなことをし合つ症居た．のでは向ふ三

う︒一軒の家でも夫婦︑親子︑兄弟︑姉妹

ど手に入れて焼く︑これも臭ふ︒近所へは

︑︑︑︑

の仲ですらいやに隠しだてなどすると︑反

何れも隠せない︒それを隠すつもりでコッ

も表も知りぬく︑そこから親しんでゆくの

力となってゆくには︑妖鮎も知り抜き︑裏

も︑

てむやみとそれを知りたがる心を起させ

ソリやったりするから︑﹁隠すより現はるＬ

均

隣る︒﹁永くさい﹂と思はせ︑お互に疑ひ心を

はなし﹂である︒どうしても近所はツマラ

がほんとうなもので︑表面ぱなり見せ合っ

︑︑

起させる︒これは何としてもお互がほんと
組うに仲よくして行くことを破る基与となる︒

ヌものでも貰ったり呉れたり︑相談したり

たのではそれはほんとの親しみといふもの

︑︑

減向ふ三軒雨隣の生活でも︑この事は大切

されたりすると︑蔭口も少くなり︑疑がな
くなり︑憩裁がなくなり︑一家のやうな親

と共に心も蓮へぱ特長も峡鮎も様々だ︑一

ではない︒夫婦だって親友だって︑顔が異ふ

︑︑︑︑

だ︒聞かせては鵠裁のよくないことは兎角

しみに自然となるものだ︒これは親しむ根

︑︑

け本﹁ヒタ隠し﹂して︑都合のよい事ばかり言

燈自分と何から何までピヅタリした人間な

︑︑

って交際したりする︒この﹁水臭い﹂つき

本の一つだと思ふ︒

い︒お互に皆違ってをり特失もある︒それ
を知り抜いてゐて然もそこに誠から生れて
来る親しみなるものがほんとうの親しみと
いふものだ︒との事をよく知らねばならぬ
隠す所に親しみはなく隠さぬ所に親しみが
ある︒扶鮎も︑不畿裁もある所に人間のほ
んとうの味があり︑そこに親しみが出るの
である︒向ふ三軒雨隣の親しみはまづ﹁隠
さぬ所﹂から歩み出したいものである︒

どといふものは天下に一人もあるものでな

あひをやると段々と親しめなくなる︒例へ

︑︑︑︑︑

特に今日のやうに︑非常時の折は︑お互
頂く︑相談もし合ふ︑手も助け合ふ︒かう

にうちとけて有るものは分け︑無いものは

ゞ繭や糸其の他の質物の時など︑近所の誰よ

みも出来︑力ともなり︑ほんとうに隣組の

したことを一層多くやってこそ近所の親し

兎角篭裁をつくりたがる︒地方などでも職

・ぱ子供の入畢だ︑就職だといふやうな場合

りも高く責つたやうにしたく︑除分に内諺
″

りたいものである︒自分だけよい思ひをし

︑︑９︑

難有さが分るといふものだ︒是非これをや

．でつけものをして迄一貫目そのものを高く
責つたことにしたりするとか︑牧穫高を陰

ゞすとか︑何か珍らしいものを手に入れる︑

、
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(二）

家

一家庭科肇③
家を建てる人の潟に
︵十︶

工畢士山田醇
浴室と洗面所

１１

大邸宅にあっては浴室と洗面所︵化
庭粧室︶とは︑別持に設けて居るが︑一

間一Ｊ

出来る︒︵以上何れも私の壷表せる間取り二た通り作って︑隔日に使用するなら．

を︑スケールを以て調査せらるＬならば︑ぱ︑一層効果的である︑而して出来る

整所も浴室も総て参考になると思々拙若だけ小形にせば︑田し入れに便利で故︒．

の流行病の如くであるが︑木骨の上に

﹁住宅建築の賓際﹂及﹁中流住宅設計園﹂等障も小ない︒
には寸法と説明を記入せる設計園が出て届
近来浴室にタイルを張る事が︑一種
る︶

而して入浴肴は中廊下よりガラス戸タイルを張る事は︑家の毒命に非常な
を開けて出入し︑浴室の掃除等には︑影響を及ぼすものであり︑尚又下手に
窓の下に巾二尺四五寸の開き戸を設・使用すると地震に危臓なもので︑経験

一け︑内外の戸締りは紬ての出入口三ケある建築家は断じてやら喝只土墓の

所に設けて置く事が肝要である︒此の下端︑即ち周園の床位迄は︑コンクリ
頃の家に入る泥棒の大部分が︑洋風膝−トを打ち上げて︑床の上端と四周の
接間のガヲス戸と浴室の出入口を破るコンクリートの部分だけは︑タイルに
様であるから︑か様な注意は絶濁に怠しても或は洗ひ出しの人造石としても
ってはならぬ 又浴室へ出入口の巾を差支無いが︑夫れより上の部分は︑ダ

ニ尺四五寸とせろば︑風呂桶の巾が一イルを張るだけの斐用を投じて︑羽目
般に二尺二三寸であるから︑之れは一板張りとなし︑少しく立派次杢板を洗
年に二三回日光に常てＬ干す篇に︑此ひ出しとして︑漆ぶきとなさぱ︑非常

が︑小住宅では催に三帖の部屋を二つ

科股中小住宅では相開連して︑洗面所と
脱衣室とを兼ね︑中流住宅では雨方共
墨に二帖乃至三帖以内のものとして居る

の寸法が必要である︒に燈裁も善く︑丈夫でもあり︑之れが

に歴分して︑浴宅を五尺五寸に六尺と

尺五寸とし︑中間にスリガラス戸を設

し︑退衣室即ち洗面所を巾六尺奥行三
け︑周園に羽目板を張って︑雨方共漆

浴室に鍵の子を設くる場合は︑なる所謂建築の賞︑善︑美であり︑教養あ
ぺく小形のものとして︑毎日風に常てる人の趣味の一端の表れとなり︑極め

ぷきと篤し︑洗面所の採光は︑北側の

浴室から所謂ポウロウライトを取り入

Ｒに干すと大愛に涛命が長いが︑更にて合理的な扱方である︒

〃

れて居るが︑相富便利に計壷する事が

、

７０
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●

風呂桶は︑木Ｄ香高い古来の木造に

洗濯をなす事となるので︑之れが篇に洗面器の丈は︑子供の多い家庭では

事にしてほしい︑丁度一日の内で浴室富費用を要し︑且つ周園が醜くなるの
の内部を乾燥すぺき時間に︑各家庭共で︑大に注意すぺき事である︒

り︑叉浴室内では絶封に洗濯をなさぬた／︑になり︑あとからの修繕には相

では︑湯の保温に甚しく悪いので︑内

普通の煉瓦やコンクリートで張ったの

限るが︑タイル張りとする場合には︑

部を坑火石で積み上げいば︑ひどく不
経漕なものとなるが︑近来此の坑火石

洗面器の上の壁面に鏡をつけ︑其の

脱衣室が三帖以上ある場合は︑其の上に頭を打ちつけぬ程度の虚に︑化粧
内に一帖だけに鍵を入れ︑三帖以下の品棚を設け︑反封側の壁面にタオルを

×××︾

濯揚は屋外に設けてほしい︒ある︒

浴室の毒命を甚しく損するので︑家の一尺七八寸︑大人のみの家では二尺迄
篇に遊だよくない︑殊に浴室も家の一がよい︑而して洗面器は二度焼きのも
部で︑一部分の修繕と云ふものは︑簡ので無いと︑不潔になり安く叉表面に
軍にうまく出来ぬものであるから︑洗高低の多いものは掃除に雀しく面到で

風呂釜にも色為な種類があるが︑一

なるものが︑一寸入手困難である︒

家番故障の少ないのは︑石炭と薪と混用
の出来ろ︑横焚きの煙突のあるもので
庭うっかり早焚きの釜燕ど使用すると︑

科反へって不経湊な結果を生ずる事とな

して居るが︑木地のま上の床板は面白に困る結果︑よく脱衣場の一隅に篭を

ラック塗りか︑若しくは薄く漆ぶきと居るが︑一家の内で洗濯物を置く場所

床は全部板張りとなして︑水に丈夫な一︲室への出入口にマットを置く事にして

時は即ち前記の三尺五寸巾の場合は︑掛け一脱衣の篇には乱篭を用意し︑浴

を完全にして︑其の上焚口にはトタン⁝

単て焚口の周園は煉瓦かコンクリートの
様な耐火性のものとなし︑防火の設備

合は︑オイルスーアイン・塗りがよい︒↓ろものがよい︒

くないので︑以上二つの塗料の無い場ゞ準備する家庭もあるが︑之れは蓋のあ

ろ︒何れにして︑も焚口は壷所側に設け

で蓋の出来る様にして置く事が肝要で

板又は胴縁の用意をなさぬものは︑半に設けて︑雨方一燈で間に合せて居る
年も経過すると︑洗面器の取付けががが︑其の位置は洗面所側の壁面近くに

何れにしても羽目板に洗面器藍取付浴室及脱衣揚の電燈は︑小住宅にあ
けるには︑其の下地に厚さ八分以上のつては雨者の境界のガラス戸上の小壁

ある︑特に瓦斯を使用する場合は︑風
尚又賛の子と退衣場の床とは︑一尺

の弱い日に絶封に蓋が必要である︒

内外の段を設けて︑床の面を同一にな
さぬ事も︑建物の保存上大切な事であ
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掛けの壁面がよい︒而して小浴室で注

チは廊下からの出入口近くの︑タオル

すると︑夜間の整髪に便利で︑スヰッ

く注意が行届いて居る︒︑

した家は︑過去二十数年間全部落ちな

之れには相営苦心した篇に︑私の施工

を二三年訓練せぬと不可能なもので︑

部分のものがこれには相常困難して居

れ方で︑おそらく教養ある建築家の大

苦心したのは︑木材の見分け方と買入

いと云ふ状態で︑私共畢校を出て一番

負人や大工に如何に熱心に注意して

であると信ずる︒特に今日兵器の方面

って来たが︑急速に善鹿すべき大問題

最近科畢と技術と云ふ事が問題とな

る事と思ふ︒

勾配をつけてレールを使用し︑レール

も︑私の手元で二三年みっちり修業せ

に於て等閑に出来ぬ事である︒︒

夫れ故如何に設計を入念にして︑請

の下に水抜き穴を設けぬと︑建具の毒

だけは世間に向って寓丈の乗焔をはき

ざるものには到底出来難い事で︑之れ

世間一般の建築を見て︑斯様な微細
な注意の行届いたものは︑ほとんど見
常らないが︑永い問住宅建築に開係し
てみて︑此の小さな注意がどの位居住
者に難有いものであるかは︑居住者自
身すら認識せぬものが多眺が︑斯様な
小さな事に注意を怠った家は︑年百年
中故障が生じて︑其の都度大工に修繕
を申付けて居るが︑前にも述べた様に
簡単に手ぎわよく出来ぬものであり︑

少なからず淋しさを感じて居る︒﹂︑三位に追陸せられ︑策命使を眼前に拝
資際木造住宅は︑設計の方面にも又す︑大人定めし地下に感泣し在るなら
施工の部面にも︑注意を要する事柄がん︑傍らに頭を垂れて聞き入る商孫の

畔常詠峠泳蹄唾筆縮蝦霊麺岬鍛鍛嬬錘擁鋤寺御却岬岬岬一弛確曙叱嘩嘩誌諏

では此の方面の事柄があまりに等閑に垂堪淋蹄蝿識認銅誹鋤職搾稚睦︾癖龍

の部面に︑あまりに簡略であるので︑十時十五分︑引綾き墓前祭に移れり︒
建築のみならず縄ての物を︑安く善く常一日の参列員︑卿内政部長川崎勇︑秋
作る事が逃しＫ困難である︒殊に建築田市長加賀谷朝蔵︑皇典講究所長侯震

大燈家の大小に不拘斯様な小さな注意

叉漁想外に費用を要するものである︒

雛
談圃
溺鴛
溌耀
購猛
鮒鑑
繊誉構骨に及び畏くも礎
蔑鋪
課確
謡詮

命が非常に短い︒

を外部に面する窓と同じ様に︑十分に

意すぺき事は︑浴室と洗面所界の敷居

今

せられて居る︒一︑例を申せば木材の善外の名士三百除名なりき・一
悪の如き︑教へる人も無ければ本も無︵註︑策命使参向は八且千四日︶
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〃
少

が︑約三百詮りあるが︑之れを完全に
資施せしむるには︑心掛けの善い職人

、

家

庭
畢 科

一

⑥００ＣＯ

問山梨螺含員若林貞雄
︵こ最近﹃輝堂の教育﹄と云ふことが教育界の一部に取りあげ
られつ上あるが︑果して祁堂に於ける所謂輝的生活を教育の貧際
度Ｌ・

に取り入れることは︑皇民錬成上有偶値なりや︒御垂教を賜はり
︵二︶我国固有の塾風教育の虞骨頂を新らしき覗野より再認識し

て︑日本的教育を再建すべしとの提唱を聞くとと銭に年あり︒然

りと誰も塾的教育は今日の大集圏の教育組織に於ては其の適用
性．安欝性極めて乏しきものと思量せらる︒右に就き的確なる笥

答丈肇博士吉田熊次

案を承り度し︒

禰的生活を畢校教育の賞際に取り入れることは貴説の如く問題
と存じます︒櫛堂にありては無念無想を旨とするが︑畢校にあり
ては知性の啓溌を事とする︒祁堂の教育は寧ろ知育を否定するも
のであって︑此の糎鮎よりすれば︑現時の皐校教育には︑そのま
．Ｌでは採用し得ざるものである︒けれども﹁皇民錬成﹂といふと
とになると︑知育の外に情意を主とする椿祁教育が要請される︒

Ｄｌｏｔｊｐ７ｅ８且１凸？→・町・卜ｊⅡｆＩｑ６０ＪＩｊ

情意の陶冶といふととになると︑単なる知性の啓凌といふことだ
けでは︑その目的を達し得ない︒殊に近年の我が畢校教育が知育
の一方に偏したが嬬めに皇道の修練を怠ったといふ世評に鑑み
て︑反主知的祁堂教育の回顧せられるやうになったことも理由が
あると思ふ︒而して現時に於ける﹁皇民錬成﹂は決して知育を無
覗してはならぬのであるが︑それとて知育のみでもならぬのであ

〆

■夕いログＦ︑■〃巳込■ク＆画クグ唾同厚区画

井激務理事の香頭にて三唱し閉魯せり︒時は七︑八︑九の盛夏であ

てまきぬ名残りの寸時を惜しみ︑天皇陛下蔑歳︑陸海軍蔑歳を大

代辻木二郎君の答鮮あり︑之を以て式を棚づ︒それより別れを惜
しむ記念の撮影をなし︑最後に︑奇術︑浪曲︑漫オの除興に興じ

月を畢生と共にして今惜別の情溢る上ものあり︑絡って修業生総

ぺし︑其所には只奉公あるあみと弧鯛して︑相戒めつ上も︑三ヶ

自然の撮理によることを説き︑我々は常に感謝の念を以て生活す

普及同志曾を代表して教務理事大井修三氏は︑竿宙の一切は是大

て身を公に奉ずるの提悟あるのみを促す所あり︑それよりラジオ

方面に挺身する修業生の責務を説き︑其の心構へとして私を減し

ての有史以来の大戦たること︑此の重大時局を認識して無線科畢

に織烈苛烈を加へ︑正に決戦状態にあり︑虞に国家の興戚を賭け

諸君埜雲の功に腿意を表し︑次で現下の大東亜戦争が愈々日に日

り︑次で誰告に移り︑先づ庚江主事は本曾側を代表して︑修業生

二十六名の代表辻木二郎君にとそれぞれ修業確書を授興する所あ

納光蔵君︑本科百五名の代表小枝繁造君︑本科合格試鹸及第者

奉韻を経る︑それより庚江主事は普通科修了生三十五名の代表原

の如く園民儀濯︑図歌奉唱の後︑鹿江主事の教育に棚する勅語の

術講習魯第二十回の修業・式を畢行した︒景山曾計主任司魯にて例

九月二十五日︵士︶午後六時より本含講堂に於て︑高等ラジオ技

○第二十回修巽澄書授興式︵九月一千五日︶

夕睡︑〃Ｆｐ亘夕Ｅ■

Ｉ僧１１
《

高等一フジオ技術講習含記事

１１１
事記曾習講術技オジラ等高

り︒特殊畢校閉鎖の嵐鴫ある中に︒瀞てに打克って好成績裡に鯵

Ｏ第二十一回開購式︵十月五日︶

了し︑本講脅曾の員憤を謹揮し得たことは何よりであった︒

第二十一回の高等ラジオ技術講習曾開講式は︑普通科は午後一

畢行︑景山曾計圭任司魯にて国民儀渡︑園歌奉唱の後庚江主事の

時半︑本科は午後六時十五分より︑それ人︑弘道脅館講堂に於て

勅語奉誤の後︑本曾を代表して庚江主事は︑諒告として決戦下に

勉畢を奥へらる上御稜威の難有さを髄し︑一意研畢の決意を促

と人格の併行を説き︑決戦下の畳悟を促す所あり︑ラジオ普及同

し︑日本弘遁舎の趣旨精祁を述べて︑本講習櫓の特色とする技術

志魯を代表して大井教務理事は︑無線科畢恋用の兵器と時局下の

って︑姥れて後止むの決意左あて本講習曾を絡るべしと熱情を吐

重大闘係を説き教壇に立つものも︑講習生諸君も共に︑一丸とな

因に今回の入畢生は普猫科は約四十九名︑本科百三十名の盛含で

醗し︑次で教務上の種々の注意をなし︑約一時間半にして閉づ︒

何れも定．員超過である︒

愈々決定的のものとなると共に︑営事者の責務鳴隠て重大である．

本講習曾は︑昭和十三年十月五日開講で︑鼓に浦五ヶ年を経︑
卒業生を砥曾の第一線に送るとと二千数百名に及び︑其の屡傾は

課である︒全図の無線畢校が殆んど閉鎖さぶ︑官立となる今日︑

を物語るものであらう︒

本鵠脅曾が依然として盛んなるま入開講し得る事は︑如責に其れ

つつ努力を一層誓ってゐることである︒

今時大戦の新兵器は悉く無線科畢腫用のものである︒決職下銃
後奉公に如何に無線科畢が重大であるか︑本講習替の使合たるや
大戦下責に重大である︑常事者は一意殉国の至情に燃え︑相醤め

︼

』
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− 3 7 −

I

○日本魂

○大楠公

如雲慶野へ庄作
闇族精忠護至草︒鏡然大節感英魂︒

○晩秋

評白︒筆力剛健︒能篤楠公之精祁︒

想看一死七生語︒日月争光菖古存︒

も

一霞橋只野清

十雨五風天候宜︒穣今稽穂自蒋垂︒

評臼︒赫今圃光︒自溢紙面︒

詐臼︒大戦甲有此豊鯉︒虞可慶︒

田家卜得兵糧足︒戦果昂揚百葛師︒

評日︒営大東亜戦︒雨園和親虞馬東亜︒

○登山途上

評日︒句亦巧篇奇妖︒不譲名匠垂︒

陰影千崖散無跡︒風雲愛態亦奇哉︒

吟鋪街雨捗樫鬼︒後路冥濠前路開︒

聴松小池三男吉︑

評白︒有此結句︒全局皆振︒

菅信久疎千里外︒沙場勇士奈何情︒

空山孤月影分明︒夜色蔚傑賓雁横︒

石崖林庸之助

○秋夜憶征人

○大東亜戦偶成

纏管巳及黒龍津︒雨園和親在善隣︒

霞軒鵜野英治

Ｏ税満洲園建園十一週年

評日︒句令自護国霞之精華︒

皇軍撃滅米英敵︒世界無儲日本魂︒

一林蔑古祁州園燈段︒鋭然忠愛貫乾坤︒

時東耕石川藤作

這

一弘請看千古脚州護︒世界無窮日本魂︒

開園以来璽無存︒壷嬬兵士弾丸源︒

三省尾津幸治郎

石 川 文 誰欝

弘道詩林

I

・日浦提携如鐘壁︒北方鎮護睡胡人︒

可慶賀︒

、

○刀寧河畔偶成

群江菅谷健男

紅蕊白蹟青荻潰︒姻波十里鳥魚親︒

評臼前半不菅篤風景︒後半自叙感慨︒

臨江傭仰憶先哲︒二十五回遼水人︒

立皐粛藤一二︑

○展藤井右門先生墓恭賦

一首唱尊皇古道振︒誠忠赫々素無倫︒

評臼ｂ満腔熱血︒足慰英魂︒

慨然墓下欽威烈︒益錬縮魂誓挺身ｂ

松堂中鴻麗水

．○頚田中少尉功

深深虎穴髄頑蒙︒敵滞感徒修解戎︒

七寓率率皆降伏︒勇哉映画健畢功︒

睡︒

撃馨鼓今

︑︑

謀

評臼︒其事之奇︒一共功之大︒狗矯軍人館

正
◎◎

撃鼓墓馨

九月競詩林

行木鹿山氏

七絶蕊一句

−−−38−

〜

÷

佐藤貫欝

○十一月余題・菊盛一

ふなり

○埼玉隅石川奈美子
○千葉螺保科徳治郎

千代の上に千代を重ねてさきにけむさかり
ひさしき白きくの花
冴渡る月の光にみかきつつ露の玉おく菊盛
りなり

○庚島解猪原幸太郎

菊花の盛りは．

○

秋田市妹尾馬之助

た入かひの友なくさめんよしもかな菊のさ
かりを一枝おくりて

○千葉解蕨築太郎

秋風に木の葉ちりくるきのふけふ庭の白菊
いまさかりなり

かくれ家を訪へは翁の手すきひのはちうゑ

○茨城螺長沼成信

の菊さき誇りたり

○新潟解波多︑良介

菊は今さかりなるらむハイキンク折りても
ち来ぬ人なかりけり

○十二月兼題・暦︒一月余題︑雲中燈へ十二
月一日締切︶

九重に今をさかりに咲き匂ふきくの花こそ
たふとかりけれ

○

りを誰にき上しか山口聯矢田部実市

おもはさる人の見に来ぬわか庭の菊のさか

○茨城螺成沼成美

朝ことにおきわたしたる菊の露ぬる入もう
れし玉とめてつ上

○千葉聯高石精一

痛手負ふますらたけをに見せばやとみその
めきくは今盛りなり

○︸茨城隣慶野庄作

朝日さす庭の岩かけ松のかけ千代の香こめ
て白菊のさく

○千葉螺本城巳之助

電大方の草は枯れゆく庭の面に盛り久しき白
菊の花

○千葉聯余坂秀嶺

○滋賀聯久保萱堂

年々に翁の手入あらはれて菊の盛りのうつ
くしきかな
山の菊さかりなり︑

鉢の菊ききの盛りを持ちよりて心つくしの
花定めせむ

庭の面はぜまくなりぬると入ちせり黄菊白

○耐島瞬湯田久毒

千草かれ蔦のうつるふまぜ垣に盛り久しく
薫る白菊

○︲︾埼玉聯小島小偲次

○・宇都宮市土屋耐識

庭にありいぼにもありて皇図のひろとるか
こと菊のかをれる

○千葉聯菅谷義太郎

うたけせし昔しのはゆとの秋の菊のさかり
を見るにつけても

○新潟隅横山文子

かちいくさ今日も知られて晴れわたる大内

芋の葉も黒くのこれる山畑に色香をきそふ
黄菊白菊

○富山聯路藤一二

○東京都工藤花子

天松江市成瀬岩太郎

七重八重いろとりとりにさき匂ふ今をさか
りの菊の花園

大君のめてます菊の花の香はいよ？︲︑高し
九重の庭

地幅島聯演名博綱

人嗣島際菅野三郎治

菊の花今をさかりに咲きみちて柴ゆるみ代
の秋を飾れる己
菊の花いま盛りなりすへらきの御代の架え
をさなからにして

人山梨懸中樺麗水

人寅島聯小泉氏正

百草は皆枯果てし我庭に盛り久しく菊そ匂
へる

けふはとてあふれむはかりさきみちて色香
ときめく菊の花その

人岡山癖赤枝小太治

籾ほせるをとめの袖もにぼふらむかとの小
菊はいまさかりなり

○千葉蘇宇井太三郎

咲をみちて盛り久しき菊の花秋をしめたる
花そ此の花

○ゞ千葉螺根本鯉子

色も香＄深き雛の菊の花今を盛りに咲き匂

入
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弘道歌園

弘

鎧
歌
園

弘道俳壇
紺旭毒永マ丁癖電

◇秀逸ゞ・

耐島椿堂
秋晴やシャベル手に／︑待避壕
山梨松堂
秋立つやしきりに動く馬の耳
松江形堂
稽架の月毛替の難の戻り来る
愛知吾山
頑島閑堂

雨戸繰る手を緩めけり墨の馨

弘●
道
卜

山里や夜はきま人︑の鐙の壁佳香

◇雑詠

名も知らぬ銀鳴き乍ら灯に来る錘子

吹を荒むあとのし堂まや塁の嘩腫所

笛の一音を聞きつつ眺む天の川三省

墨の騨細りて我も夢に入る閑月

大洋につ壁ける空や天の川萱堂

警報に仰くみ空や天の川椿堂

群がれる星の流れや天の川松風

街路樹の梢吹を折る野分かな永青

往き過ぎに手折る人あり寺の萩佳香

炭運夢馬の毛臭し秋時雨・貞雄︑

ハンマーの一音しづまりぬ天の川徐風

風やんで夜空の高し天の川．一誠
天の川霧吹き晴れて星光る奈美子
汽車下りて闇路戻れば天の川淡々
送り出でＬ客と二人や天の川形堂

前線の兵士偲びぬ今日の月三省
稽の露彩り光る朝日一かな萱堂

編隊の飛機つ鱒きけり天の川閑月

箆肺資る庭に小鳥の鳴き集りぬ

嵯職の灯に来て野したぢろける

↑．︒§旭束子

懇ろに新胡麻藩とサモンペ妻吾山

弛荊詑識︾鋤︾峠︾軍諏更けぬ郵嬬郵一

紫蘇の責をしごく指先紫に経ゞ子知

雲脚の迅き夕空稲責る

ぅそまく味噌汁ぅまき朝伽かな錐郡一

征く君を送る街路や菊薫る淡一々
我窓に月のうつせる薄かな奈美子

謹されしいさを仰ぐ一や菊の花松厭

銀漢の窓際に楊を移しけり経子

灯を消して釣する舟や天の川無嬬生

天の川雨河の間に長き島吾山多
◎晶一

丘の馬柵どこまで讃く塁の蕊．貞雄
錨の盤とぎれ勝ちなる無月かな吾山

＃棚竹の 震 の 座 小 晴 し 秋 の 雨

草原や最捕る人の小提灯無嬬生
月の橋渡れば鎧の時雨か姪形堂

同雁所

櫨この厄日柿あかＪ１とた壁照らふ

雨止みて又墨鴫ける夜更かな椿堂
慰問文書誉絡りたり墨の鐸松堂
宿直せし夜半に聴くや墨の壁一誠

さし昇る月に墨の吾開く夜かな松風

霊静か勇士の墓に愚の鳴く淡・々

濁り居に馴れて机にち上る鳴く徐風
庭草の葉先うごかし墨の鴫く奈美子

山梨貞雄

逸千葉経子

錦還せし夜をしみ卜︑と愚聞けり

◇天の川

々稽穂そわぐ風の田夜毎銀河濃し

銀漢や輪遥船画南ゆく貞雄

◇課題︵一人十句以内︶

◇冬夜︑炭︑雑詠十二月五日限

◇寒肥︑冬季雑詠二月垂日限

◇．新年雑詠一月五日限

ひし７︑と身に泌む思ひ愚の盤勝山
壁越しに夜もすがら塁鳴しきる永青

墨時雨月なき庭へ下り立ちぬ寅司

眠られぬ宿の会や墨の聾︽萱堂
古戦場誰が雲や住む墨の鐸三省

灯ともさぬ燈壷白し天の川永青

虞夜中はふり塗りたる銀河かな・佳香

↓室晴れて光りか断やく銀河かな勝山

英霊 を 乗 せ 来 る 船 や 銀 河 澄 む 膳 所

｝

凡

〆

本曾鴬報
１１

●

下とて︑配給さるる用紙の入荷等其の月の

氏が大統領に就任せる好期に︑麹てより熱

撮取されたる所なるが

人の研究に蓑し︑同図の憲法制定にも大に

〆

下旬にもなるといふ状態とて︑其の間常事
意の如くならず︑毎月大燈月中旬頃に含よ

一巻を先般贈り︑研究に賓することとなっ

士は而曾の機なきため﹁英文日本憲法講義﹂

心な帝園憲法の研究者であるので︑松波博

殊に今回ラウレル

者は人知れぬ苦心を沸つては居るが︑到底
り褒送となるの止むなき事情にあり︑何卒

る︒

たと︒比島凋立に因む美はしい一挿話であ

御賢察あって︑右の事情御寛恕を乞ふ次第
して︑畢園奮闘する時︑．兎に角何とかして

である︒何としても戦力増弧の一鮎に集注

を喪はる︒銭に謹んで哀悼の意を表す︒

△吉田副曾長には本十月を以て任期満了と

△協賛魯員文肇博士久松潜一氏は這般父君

て︑本含は十月三十日午後七時臨時縄舎を

なり雑誌を謹行し得ることは最大の光築と
を思って諒とせられたい︒

する所であって︑切に時局の斯の如き進展

△十月談話倉は十八日の定日畢行すべ営

の結果吉田熊次博士再選きる︒鶴

本愈に開催︑後任副曾長の選畢を行ふ︒其

△十月含員談話舎は都合により定日を窪更

所三十日に臨時縄密及勅語漢謹記念講演曾

して十月三十日本含含議室に開催︑︵時局

畢行とて︑一括三十日に翠行することとな
れり︒併し十一月よりは成るべく定日に畢

︹大東亜戦争の現段階﹂加藤玄智博士ｇ伊
一藤博文公の教育識と元田永学大人の激育議
附議とより見たる圃敬細﹂と題する講演あ
り︑盛含裡に散曾せり︒
△十月二十七日東京都激化圏髄聯合含理事
曾あり︑本魯演江主事理事として出席す︒

記念講演曾を開催︑和波豊一海軍中滞の︑

△常含に引綬き︑十月三十日教育勅語漢謹

つき意見を交換せり︒

予に於ける迩法縮刷と義理人情︶の話題に

行すべく準備しつ上ありｐ年内一杯は文部
常局の許可も既にあり︑懸念なく開催し得
る事となれり︒︵但し蕃戒警報謹令の場合

△協賛倉員松波仁一郎博士は︑曾て政府の

ふ︶

は遺憾ながら縄て中止すべし︒︑御諒承を乞

委蝿にて比島大畢に日本帝国憲法を識義せ
中画一フウレル氏の諸にで大畢に残して比島

るが︑其の後其の講義草稿を米圃大畢留畢

準偲中である︒其の壷・力を感謝する次第で
ある︒

催し︑時局講演曾をも開く識定にて︑種々

れも時局に鑑み支曾の秋季縄曾を十一月開

△千葉癖東部麦倉︑滋賀際近江支衡は︑何

り︑盛魯なりき︒

五十日︑十月十日東京芝青松寺に追憶種あ

△時別曾員たりし故槌岡豊二氏逝いて既に

報る︒

薬大︑東京文理大をそれ︑人︑退職きる︒民法
及倫理畢の各権威とて借しまる入所であ

曾荻原擢雨氏は︑停年申合せにより︑東京帝

△協賛曾員法畢博士穂積重遠︑同文畢博士

本演魯並に談話含等も開く議定である︒

ことを協議せり︒伺富日は勅語換褒毘念講

一月三十日副魯長選畢の臨時縄曾を開催する

席の下に︑吉田副曾長の任期満了とて︑十

開偶︑吉田．松井︑吉田︵静︶庚江主事等出

△十月一日午後四時半より︑本曾に理事含

！

△弘道褒行日は毎月一日ながら︑重大時局

直言言
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I

ず﹄と論断せられ候︒尚ぼ鴬含開始営時の

園民の必讃を要する蔵言識語たるを失は

を︑藤下の模範と護展せしめたるも故なき

苦二十年のくら子女史が︑私立の一保育園

女丈夫ぢやテ︑二人は︒ハッハッ﹄と︒忍

にあらず候・︑

追憶談あり︑午後︑一時散曾仕り侯︒

とれにて︑例月常魯は第百九十六回と相
成り︑十週年を迎へしに候︒回顧すれば︑

記に擦り偲ばんに︑﹁七月十八日︑晴︑弘

和九年七月十八日・のことにござ候︒翠軒日

期に開曾の常魯を毎月必偲に改めしは昭

村良太郎氏︑同悌性誠太郎氏曾合し種々協

三日近江紳宮碓務所に平田支曾長︑幹事中↓

き︑支含今後の登展を期する焼︑九月二十

として就任せらる上こと相成りたるにつ

先般近江榊宮々司平田貫一氏新に支含長

一

道支脅役員曾行を︑・桑田︑児玉︑砂長︑榊

議の末︑大要左記の事頂を決議し︑決戦時

Ｏ近江支雪報告

有明け月の寝姿．空に淡きころ︑ゆくり

山︑西久保︑平野君等十三名出席︒諸事協

本年は支含創立五十週年に候うて︑春款二

なくも︑痛烈なる雷雨ありしが止み︑つど

議ののち．︑含員倍加運動．記念枝垂榎植樹

ことに決定せり︒

下園民縮祁の昂揚を目的とし新装足をなす

一

支曾鴬報
Ｏ豊岡支曹報告

ふ曾員にまじり︑田代東三郎氏の顔見え候︑

毎月常曾一開含の件等決定す﹄とあり︑その

申し候︒

氏は二年前まで弘道詩林に彩登の如き絶

第一回の模様は︑左の如く記鋒されをり

ゞ︑

句を寄せし嵩山先生の長子にて︑十年まへ

○毎月第一月曜日を常含日と定め︑舎員

及び有志参集して懇談曾を開き︑倫理道

の丈蕊の達人に候・丸時半︑支曾長の言葉一

て其講話を聴一軍すること︒

徳並に之に闘聯せる時事問題等につき舎

隼一回は十月四日夜故杉浦重剛先生︵元

八月十三日︒晴︒九十度︒午後二時より

子同伸也︒午後四時半扇宅︒

にて開曾︒研究に入り鈴木栖闘氏は﹃八月

文中﹃くら子﹄とは繁田くら子女史にて

参集を乞ひ︑本支舎潜来の逗管及び適営

支曾長︶の邸宅魁に魯員たる教育家の

員の意見を交換し︑若くは講師を招聴し

翠軒先生の義妹に候︒先生ひそかに語るら

るもの八名︑日本道徳論を輪讃す︒くら

而は不相成といひ︑時勢を硯よとのうち︑

帝国の名を墜さざらんを思召し︑兵備無之

く﹃姻戚に︑予と意見を挑みあへる婦人は

公含堂に弘道支魯常曾あり出向す︒含す

その園初に富りては良法に候へ共︑中世の

のにて︑形勢を知れとのうち︑千古以来の

君︑その時勢の鍵じたるをしらず︑やはり

Ｌ﹄︒

なる講師招鴫に開し相談曾を開催すると

二人あったよ︒秋田の故歌子と保育園の先

説の泊翁先生訓は︑阿部豊後守に奉りしも

候︒

には本誌歌園にしばノー天賞を獲たるほど

八月二十七日︑豊岡公曾堂に常曾を開き

I

生ぢや︒時には︑予もタヂらｊ︑となってね

− 4 2 −

D

園初の法を以て天下を治め候故衰滅に赴き

、

支

報 鍵 曾

'
候といへるは︑傍くべき卓見達識にて︑皇

＝

〆

／

Ｏ迩営なる時機に講演倉を開催すると
Ｌ﹂︒

〆

君公初め陣頭に立ちて其範を鴬せるものと︑

謂ふぺし︑同藩は賢人国士雲の如く︑贈位

山崎部隊長を偲ぶ十五句

により︑吾人は大に畢蕊ぺきととの多誉を

者の多きを見ても一如何に世に貢献せるかを

自畳せり︑尚東山氏より﹁勤王秋田﹂の冊

知るべし︑同地教育含溌行﹁土佐を語る﹄

こと︒

子を一同に頒布あり︑厚意感謝に堪へざる

Ｏ弘道縮紳たる本含の要領に基き︑此際

○本豚出身の先賢偉人︑篤行者等の事績

銀漢や北漠の孤島黒々と

新入含員を募集し麦倉の摘張褒展を計る

を調査し其遺蹟功業を顕彰すると同時に

なり︑坐談中々塞ぐるを知らず︑十時過退

秋晴の姉祉に類歌あふれけり

霧深き璽壕に幾夜まろぴ寝し

秋光や鉾杉高き保涛院

軍訓の枢しづかに初時雨

●遺品展襟正し洩る山書崎忌

修詮義の讃み竪徹る山崎忌

しみじみと防人歌踊す今靭の秋

一億の戦闘配置や秋深む

次ぎ次ぎに防人と征く峡の秋

玉砕の勇士弔ふ峡の秋

山梨騨舎員若林貞雄

遺徳を偲び以て精脚昂揚の一助となすと

北漠の孤島に落つる銀河かな

Ｏ秋田支雷報告

十一月六日︑后後板橋腿志村なる高砂鍛

○高砂鍾工所本書講演茜

散したり︒

へＬＬ◎
麦

曾︑
九月二十八日午後七時より市内寺町博法↑

者は長嶺曾長初め東山太三郎︑木内隆一︑

蕊寺に於て第百四十一回の例含を開く︑出席
工所の本舎今員を中心に︑同工場員一同の

産に通蓮するに賛せしめんとして︑本含協

決戦下に於ける園民精祁を昂揚して一路増

報笹原尚文︑寺田築吉︑萩原易治︑宮野吉松
武田正七の諸君外含員来魯せり︑定例曾長
は圃民儀臨を行ひ本含要領を朗韻せり︑次
で坐談曾に入り一同愈今決戦必勝の羅悟を

賛倉員海軍少播高橋節雄氏を講師に迎へ︑

時局講演曾を開く︑高橋少滑は﹁決戦の様

・保需院の森しづかなり初時雨

語り合ひ︑東山太三郎先生より土佐の士風

相﹂と題Ｌ熟鍔を振ひ︑︑多大の感銘を典へ

園畢り戦ふ秋や山崎忌

あり︑之は昔土佐家と秋田家とに縁戚闘係

・を語らる︑即ち同地には︑秋田踊りなるもの

三三43＝

1

撃滅の心勢ふや山崎忌

い、

■

たり︒聴衆約三百名︑盛曾なりき︒

あるより︑興りたるものなるべし︒元来山
内家の家憲は︑米深藩の如く其志無及び勤
勉質素の鮎は能く世間に知らるる所にして

「

〆
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莞郡掴日本弘道菅職員

口理事
曹長︐伯爵堀田正
副含長文堅博士吉田熊
︑げ別色︒Ｄ

致 茂 次 恒
郎

認識法翠博士松井
諮議文翠博士吉田静

主事度江万次
ｒ︒

．︾口監︲事

財務監督下郷卿卒
財務監督結城豊太郎

宇野哲人
高島卒三郎
輪・田元道

婦二倒二倒二制一
○大東亜戦争決戦下に明治の徒節を迎へ奉
る︒之を奉祇するの閏民の衷情たるや︑大

戦必勝への全努力を剛家に捧ぐるあるの
み◎

○本嘘は贈陸救従三位平川鴬胤百年忌に備
るに因み︑資質に於て卒倒翁に開する特韓

記念勝とした︒平阿篤胤の思想︑人物は詔
ふ迄もなく闘盟明徴︑日本精紳顔揚の偉大
なる先硯者であり︑赤誠之に絡生を傾けた
のであって．今日此の時に富り︑吾々は此
の先賢を敬仰過蕊するの念を禁ぜず︑其の
除光にあやかることによって．今日のより
よき非常昨に韓鹿する剛民たらんとするば
かりである︺幸に諸先生の立派な御高説を
頂くことが出来︑又式年祭の行はれた秋田
市よりは︑︑支御長の御厚意により同市の式

年祭を中心に︑平田翁研究家数氏の玉稿を
頂き︑名資共に充賞した記念雛となった︒
衷心誌先生に感謝する次津である︒
○標準頁を遥かに越して増大雛となった︒

承を願ひたい︒

妨諭此の紙は除裕はないので︑来る十二月
難の分を削った課であるから︑此の黙御諒
○天高く正に活躍の時︑含員諸君の御自愛
を切に耐るし↑

弘道責債︵税込︶金参拾銭也

一ヶ年曾費金参目

︑弘道曾人含手讃

入の一方に直に送付す︒

一ヶ年御復命参掴を沸込み入曾の手蹟をと
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心規則書は郵券四銭封

・本曾編韓部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑

昭和十八年十月廿八日印刷納本

昭和十八年十一月一日溌行

東京都祁剛鹿西刺田二丁目一番地

︑

癖蹄錘割田斧二

・東京都牛込歴下宮比町十二番地

東京都牛込腿下宮比町十二番地

印刷人︽告原留吉
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