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Ｏ日本弘道宮要領甲羅
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし神明を敬ふぺし
二︑皇室を尊ぶべし本圃を大切にずべ
し

三︑固法を守るぺし園益を岡るぺし
四︑駆問を勉むぺし身盟を調健にすべ
し

五︑家業を働むくし節倣を守るべし
六︑家内和睦すべし同郷相助くぺし
七︑信義を守るべし慈善を行ふくし

Ｏ日本弘道宮要領乙鏡
︹明治三十三年十一月制定︺

一︑枇界の形勢を察する事

政治の良否を測る事

二︑圃家の将来を慮る事

三

画︑両家の細済を知る事
五・淡育の適否を考ふる事

六︑無識の岩を敦侭十る事
七︑道偲の閣結を固くする事
八︑正姉を娘り邪設を破る事
九︑固民の風俗を改善する事
十︑就含の制裁を作る蟻
○日本弘道富の一軍張
︹大正十年二月制定︺

界人類の篤に奉仕する所以の根本を槻

純味の養成に努め一は以て生活の没趣

四︒生活の簡易を岡ると同時に健全なる

味に隅るを防ぎ一は以て精紳的生活の

向上雲達に黄すること

排し所謂階級の共存が杜曾的生活の必

宝︑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

六︑人類共存の本義に擦り他圃民に封す

る敬愛の精碑を養成し彼我識力して世

興せんことを期すること

界の文化護達と人類禰祉の増進とに寄

のみ完全に遂げらる上ものなれば荷も

七︑就曾的生活は国家の統制の下に於て

の風有るものは之を排すること

言論行動にして圃家の基礎を危くする

に繋ることを知り念々圃家の二字を忘

八︑職業地位の如何に論無く一身の園家

るぺからざること

皇室を奉盟し園家奉って圃鎧の箪巌

九︑画家と一贈不二にして至公至仁なる

一 一

一︑人格の完成に努力し以て家庭岡家世
立すること

を壷鴇するに努むること

奉し以て君民一徳の理想を資現し国運

十個租先の遺志を繕承し列聖の大訓を遵

生活の向上護達を期すること

二︑物質的生活偏重の弊蜜を腕し精紳的
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

「

八︑人の害をなすべからず非道の財を
貧るべからず

九︑酒色に溺るべからず悪き風俗に染
まるべからず

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

園ること

が馬め其の程度に贈じて生活の簡易を

幻

、
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意むか抜ち勝に正てし集結縄亜東に銭、目年三職決争職亜東大
る所を久長の運武と昌隆の園皇々愈へ迎を年新時のるゆ燃に累

誕煙日本弘道曾
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車︵一月五日締３

雪中燈︵士一月五日締切︶

佐藤貢選

昭和 弘道歌園兼題
十九年

五月

雲皇含一月五日締切︶

暮山時烏︵四月五日締切︶

四月映

三月春夜雨替︵二月五日締切︶

二月汽

一月

〆

六月ｊ木造船︵五月五日締切︶

I

副曾長理事丈翠博士吉田熊次

諮議理事文畢博士吉田静致

︑高島平三郎一
・三輪田元道一
牡曾教化畢院

女子部

常任委員曾
脊志青年部
外職員一同

』

諮議理事法肇博士松井茂

〆
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金本含は明治九年渋謡村茂樹先生︾
︽の創立にして其主旨芝する所は︾
︽

︽日邦人の遺徳を高くし固家の基酷︾

︾

︾

︾

︾

︾

︾

︾

一群を章固にせんとするにあり雨し・︾

垂遁て儒教哲畢を最等２方に偏畢
︾率倍せず藷教の長所を株＃明浩二︾
︾淘汀．十三年十月三十日の蜘語を遵畢

︾暴し本含所定の要領を賢行する︾
垂

︽を目的とす
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とする課である︒

我が大日本帝園は︑天壊無窮の大生命を
保有し︑柴えて窮る所がないのである︒其
の大生命の中に︑一億我々は︑臣として婚
た子として大君のそして国家の無窮を無窮
ならしむくく︑限られた個々の生命をぱ子
今孫々に博へて之を永久化し︑以て天壌無
窮の皇運を扶翼し奉るべく生くるを大使命

されば我々園民は︑個人々今としては国
家悠久の生命に封しては河に一瞬の生命と
言ふことが出来るが︑併し無窮の生命の中
に各自有限の生命を流し入れ之と一髄とな
ることに依て︑又我々の生命も無窮たるこ
とが出来るといふものでかくして之を永遠
の生命といふのである︒此の無窮の生命に
有限の生命を一髄化して︑無窮ならしむる
とれぞ我々の殉国精祁之である︒Ｉ
個々の精脚に生くる者は人生五十年の生
命で死するのであり︑園の大生命に殉じて
一盤とならば佃は死しても無窮となる︒今
日園民が非常時下一切の私を捨てて︑悠久
なる園家の目的と縮祁に合流して永遠の生
命を壷揮することの意義大なるは責に鼓に
ある︒宜しく我今は今日こそ個に死して永
遠に生きるの好期である︒大君の為め纏て
を捧げん︒国家に殉ぜん︒而して永久に無
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然らば本邦の国是は如何に定むれば可なるか︑余が考ふる所にては︑左の如きを以て宜しとすぺきに似た
耐シ◎

し其道徳政盟法律教育習横輿りて大に力ありと開ふ毎へし︒︵其中一二の天幸なる者あれども︶然れども今日瞬

○本邦が菖世一系の帝室を戴き︑二千五百有儀年︑上下の分定りて動揺せざるは︑其由来なかるぺからず︑萱

く世界の各園と交際せんとするには︑奮来の道徳政燈法律教育習慣のみにては︑頗る時勢に適せざるの感あり

故に欧米諸園の道徳政盟法律教育習慣を探りて我不足を補ふは︑属さざるぺからざるの要務なり︑然れども我

道徳政盟法律教育の中には︑蔑世一系の帝園も或は動揺を生ずるの恐なきとと能はず︑故に欧米の激徳政髄法

て何程善美の事なりとも︑我国家の基礎に害を及ぼすぺき事は断然之を斥けざるぺからず︒

ケ

律教育を採用するは可なれども︑我道徳睦彊等の中の必緊の原質は決して之を損傷すぺからず︑暇令彼園に於

○我邦は古来より武を以て園を建てたる者にして︑武威盛ん廷るときは閉昌へ︑武威衰ふときは園衰ふ︒況や

の外面に於て何程美麗なるも︑園民の武徳を弱はむるの恐ある者は一切之を禁絶せざるぺからず︒

今日弱肉眼食の世界に立ちて︑其園威を墜さ壁らんと欲せぱ︑武徳は最も磨耐せざるぺからず︑故に法律制度

○然れども亦侵略を以て園是と馬すべからず︑他国を便略するは盗賊なり︑海陸の軍備は︑唯本圃防謹の用に
のみ供すぺし︒

○他園との交際は専ら平和を主とすぺし︒今日世界の各国皆表面には平和を唱ふれども︑内心に呑唾の欲を遅

以て相互の利益を馬すべし︒又他園の内事に干渉すべからず︑︵従前の朝鮮に罫せる政策の如きは尤も誤れり︶

くせんとする者多し︒此の如きは決して墨エペ営所に非ず︒唯虞正の平和を以て相交はり︑通商其他の方法を
又明りに他の弧園と連合すべからず︒

○本圃は濁立の資を全くすべし︒決して他函に封して屈下すべからず︑若し彼より弧て侮慢せんとするときは

兵力を用ふるも︑国威を損せざらんことを務むぺし︒本邦維新以来︑支那朝鮮の如き弱国に封しては常に倣慢

に流るれども︑欧米の●諸弧園に封しては往奇卑屈の態多し︒畢寛常路者が欧米人を崇拝畏敬するの念より出た
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とも亦少なからず︑以後は深く注意して国家の恥を胎さ堂らんことを務めざるぺからず︒︵明治三十年九月︶

ることにて︑是が偽に一時外交の無事を得たるの迩あるは明かならことなれども︑渦立国の股面を失ひたるこ
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昭和十九年ヲ迎フ

大塊一韓︑廓清ノ洪謹︑愈も明カナルヲ侍ッ︒人能ク道ヲ弘ム・道自カラ弘マ瞥一アラズ︒海二陸二

貌赫ノ競上進み令一二我皇ノ道ヲ弘ムルガ馬メナリ︒一年又一年︑濡米猪英ノ多年二亙レル匪圃︑猶

ホ其ノ痕跡ヲ存スル令大東亜ノ尊厳ト和平トヲ牢乎タラシムル所以ニァラズ︒弘ムベキハ我皇ノ道ナ

昭リ︒弘マルベキモ亦我皇ノ道ナリ︒機運愈§熟シーブ︑天人共二斯ノ道ヲ大二恢弘スベキヲ践待ス・

報昭和ノ第十九年ハ︑正二斯ノ如キ世代旋韓二際シテ︑其ノ清新無垢ナル大局面ヲ開展シ氷しり︒東亜
年

九本来ノ道トスル所︽︑彼レ騎米滑英ノ躯奪拘束︑自家ノ利幅ヲ是レ圏ルト︑全ク其ノ軌ヲ殊ニス︒民ヲ

迎

７湾上化ヲ立ツルぐ我邦ノ大道ナリ︒今乃チ斯ノ大有馬ノ局面ぐ正二展開セラレタリ︒

フ我日本弘道曾ノ主旨ト精祁トヲ此ノ大天地二展開セシムルぐ正二我等ノー大使命ナリ︒謹ミテ斯ノ

日本弘道曾倉長伯爵堀田正恒

、

ＩＩ
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恥

新タナル天地ト局面トー封虚シ︑愈と我邦ノ大道ヲ弘恢スルニ奮働努力センコトヲ庶幾ス︒是し斯ノ新

少

タナル一年ヲ蓮フルノ朝ヲ以テ︑一言同志ノ諸彦二．一段ノ期待ヲ鴎ユル所以ナリ︒

昭和十九年一月

、

務急の揮謹榊精園殉

荻原

砿

で子なきものを謡く墓穴に封じて殉せしめた程である︒

人に及び︑後世始皇帝の崩ずるや︑二世皇帝は始皇の後宮

の兄武公の死には六十六人を殉死せしめ︑穆公の時は七十

と云ってをろ︒固より殉死は穆公が始めた課ではない︒そ

︵左博文公六年︶

︹穆公の盟主とならざりしは宜なるかな︒死して而も民を棄つ﹂

者も穆公を非難して

乍ら墓穴に入れて死せしめたものらしい︒跨って常時の識

見ゆ︒身ぷるひするといふ意味である︒之で察すると生き

瀞祁蛎畑在職擁咋や詫哩樫蝿雛蹄嘩瀞耗畷醸蝿林鯉軽蓋蝿一

４

の三人も死に従はせた︒これ等は常時秦の三良と稀廿一られ一
てゐた有篤の人物である︒そこで秦の民は三良の殉死に深

り七十人を殉とし︑大夫子車氏の子︑奄息︑仲行及び誠虎

の文公六年の陳によると︑秦の穆公の卒するや︑遁命によ

於て古く之を見出し得るのである︒︐即ち史記秦本紀や左博

殉圃精祁蕊揮の急務

一︑殉国の意義

世人往糞にしていふ﹁我が軍人補稗とは︑将兵がた哩君
図のために殉ぜんことを希ふ精祁に外ならぬ﹂と︒まこと
に尤もと思ふ︒一死奉公の精祁即ち日本魂こそ殉国の精紳
と云っても無論差支あるまい︒だが︑園に殉ずるとは本来
何ういふ意味か︑︑撤圃米英には殉悶精祁があるか︑あると

すれば彼我精祁の異同如何︒更に苛烈懐恰を極むる戦闘の

現段階にありて特に昂揚せしむべき殉国精紳の本質は何
ぞ︒これ等の問題を考へ︑正しい認識に立ち到ることは思
想戦の一部面たるを失はいであらう︒

我が東洋の思想史に徴すると︑殉字の意味も時代と共に
︽鐙化し︑またその諏類も多くな２﹂来て居るので︑先づ歴

史的考察を試みる必要を感ずる︒吾人の知る限りに於ては
﹁殉﹂の起原は︑主君か葬るに常り︑同頃寵愛してをつた

近臣など淀生き乍ら墓の周りに埋防て主君を守らせること

、

であった︒そして殉死の風は︑支那では︑鑓套秋時代の秦に

１︑

il

今

Ld

P

︒︵始皇本紀︶

かやうな次第で︑殉死はもと道義的には好ましからぬ風
習であり︑それが支那群秋時代の記録にある所を以て見る
と︑今より二千五百除年以前に鴬るので︑之に先だつ段及
び夏の時代には一屑盛んであったららと推測される史記
は秦の武公始めて之を行ふき云ってをるが信じ難い︒そは
兎にかく秦穆の喪年は︑我が祁武天皇四十年で︑日本書記

イ

かやうに殉字の原義は残忍な風習であったが︑後世にな

疑ふととが出来まいと思ふ︒

記垂仁天皇の催に殉葬の記事が鉄けてをつても︑日本紀を

埴輪である︒かやうな考古畢的遺物が出土するので︑古事

の賃行された誇擦は︑九州地方その他の古墳から州て来る

により︑埴輪を以て殉死者に代へる制度が立てられた︒そ

垂仁紀にあっては早くも禁殉の詔を拝し︑野見宿禰の上奏

響によるものらしい︒が︑その論議は他日に談るとして︑

の型式︑副葬品等の類似に徴すると︑殉哨亦大陸風習の影

の間本邦と朝鮮支那との交通が行は虹た事資︑日鮮支陵墓

仁天皇の殉死を禁じ給へる二十八年まで凡そ六百蝕年︑そ

人に代へたこと等の記事がある︒紳武天皇の四十年から垂

の風であること︑詔によって禁止されたこと︑城輪を以っ

然るに同じ日本書紀の巻六垂仁天皇紀には︑殉葬は古来

にはこの年に全然記事を峡く︒／
務急の揮謹祁精画殉

ろと次第に抽象化せられ︑適用の範園も弘まるやうになっ

は身を以て利に殉し︑士は身を以て名に殉す︒彼れの殉す

た︒即ち秦漢の際の書と考へられる飛子餅栂篇には﹁小人

る所が仁義なるときは俗に煮子と謂ひ︑貨財なるときは俗

に小人と謂ふ﹂と見え︑古文尚書の伊訓には︑﹁貨色に殉

す﹂といふ語もある︒それに一身を捧げることは殉死と同

的より緒肺的に愛つた鐸である︒言ひ換へれば︑己れの如

じいが︑捧げ方は︑他律的より自律的になり︑封象は肉謹

何なる欲情に従ふかを示す語になったのである︒専ら貨財

５
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道徳的品性を示すことに殉字の意義も護展した︒随って︑
﹁貧求﹂を殉といふと解されもするのである︒次に漢書の一

癖して﹁圃家の念に従ふ﹂意味とした︒一身を以て国家の急

李陵陣を見ると︑﹁圃家の急に殉す﹂とあり誼顔師古これを

に赴くと尭殉園となすといふ思想は︑之で見ると︑後漢時

代に護達したものであらうか︒現今おぼむね殉貨︑殉名︑

を現すのは殉字の意味の鍾縛を示すものと思ふ︒そして李

殉色を云はず︑殉教︑殉道又は殉惰などと云ひ︑而も稲讃

陵鱒にあるやうに﹁常に蕪って身を顧みず︑以て図家の急

に殉す﹂が殉閣といふ謙の淵源であり︑意義頗る深長と私

は老へる︒彼の一身を名利や椛勢や識愛などの追求に捧げ

務急の津謹刷I鞘函殉

て海ゆろなきものは小人で︑さういふ小人を首脳部に戴く
元首と仰ぐ園︑その画または同胞の念に挺身殉する国民を

園は小人園と謂ふくく︑逆に徳敦または園家に殉する君を
もつ図を君子園と名づくべきである︒嘗て孔子は﹁身を殺
して仁をなす﹂を志士仁人と鰐して褒め︑生命を道に捧ぐ
ぺ音を説いて︵論語衛壷公篇︶殉道の仁君を戴く園を理想
としたが︑その仁君統治の理想が皇画日本に於て肇園以来
維始一貫賞現せられつ上あることは御民われ等にとって嬉
しい限りである︒之に反し殉貨︑殉名︑殉潅などを専らと
し︑道ある園の進む前途に立ち妻り武力を以て之を塵倒せ
んと燕狂染みた行動をなす覇道園を米英その他西洋諸閏に

二︑米英の性格ｌ名利権勢野性に殉ずる国

見出すことは︑吾人の最も遼憾とする所で︑その非望を頚
畔するとそ圃際正義の出褒黙でなければならぬと思ふ
孟子の分類によれば︑道に王道と覇道とあり︑﹁徳を以
て仁を行ふ﹂は王道︑﹁力を以て仁を暇ろ﹂は覇道︑そし
て覇は必ず大園を保つといふ︒力とは武力財力をいひ︑仁
遼偲るとは常に正義人道を口にし︑如何にも之を尊重する
やうに購億宣博を行ふととである︒その本心は殉貨︑殉名
殉擢にあって︑名利機勢に於ける天下一を以て最高の誇り
となす︒故にそれ等の保持獲得の篇には手段を樺ばず︑催
約を無覗Ｌ︑国際法を破り︑鬼畜のみ行ふやうな暴虐を他

因に封して行ひ乍ら︑少しも恥づる所を知らぬ︑之を道徳

的塗質者といふ︒か上る愛質者より成る園もまた︑覇道の

づく︒現代にあって吾人は之を敵国米英に於て見出すので

権化を首脳部に据ゑ︑世界の制覇を夢みて髪策みな之に本

ある︒稜英︑願米の語は︑簡にして要を得たものではある

まいか︒過去に於ける彼等の罪悪史は姑く之を措き︑這次

世界戦争の桃護者たる鮎を考へるに︑米英もとより同罪を．

莞れないが︑外交専門家の説によれば︑封猫歓洲戦を始め

た主役は米の首脳部ルーズヴエルト一派にあって︑老大の

英は之に引廻されたらしい︒ルーズヴエルトは︑ユダヤ族

その他財閥の偲侭であって︑欧洲にあってはドイツの︑東

洋にあっては我が日本の護展を妬み︑之を侵略園と名づけ

てその排除を中外に放逢し︑之が防遇自衛の魚と稲して軍

穂し︑武器貸興法を作って同臭の英ソ支那︵蒋支配ｇを

備の大鍍張を行ひ︑米はデモクラシー諸園の兵器廠なりと

経済的軍事的に扱助して来た︒ソ聯や蒋支那を民主益義幽

となすのは笑ふべき至りであるが︑厚顔無恥これを敢へて

して樟らず︑中外を嫡著しつｒけてゐる︒支那事鯵の始宝

ろや︑我が欝局の累次の謹明に耳を掩ひ︑援蒋を漸次魁化

すると共に︑我を侮り先づ経漕的厘迫を加へ︑通商峰約の

に及び︑更に所謂ＡＢＣＤ包園陣結成の中心となり︑武力

廃棄より石油︑識等の禁輸を経て途に資産凍結の非常手段
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は︑援蒋の狸化により︑抗日を永績せしめて日支国力の湘

を以て皇圃茜威服せしめんとする態勢を示した︒蓋し彼れ

米畳書に委曲をつくして居るので蛇足を差控へる︒

宣戦の詔書に趣旨の大綱を昭示し給ひ︑帝国政府溌表の劉

団運を賭して立ち上ったことは極めて明白である︒畏くも

全滅的大敗を招くや︑自己の矯慢と油断とを隠蔽し︑﹁貝

むを得ず干支を執らしめたに拘らず︑ハワイ太平洋艦除の

戦争責任を我が日本に樽嫁せしめるやうに放途これ努め

珠潤を忘れるな﹂といふ標語を作って民衆の敵慌心を煽り

について詳細調香を遂げ︑之を公表した魚に︑中外ともに一

た︒が天網恢狗疎なれども失はず︑ロバーツ委員曾は現地

め︑十六年四月以来野村大使をして日米交渉を開始せしめ．

情勢緊迫の一路を辿るのみ︒そこで野村大使は来栖大使の

挑戦責任のルーズヴェルト︑ハル一涙及び米陸海軍首胸部７

１ト︑マーシャル諸島等に於ける連敗は之を極力隠蔽し︑

︲評韮潅唾唾錘識池註吟唾咋鵡華舞や謎俳理韮鍛癖磁鐸唯壷−

月二十六日の所謂﹁果し状﹂であった︒何たる騎慢無鵡で

大言壮語の手前︑敗けたことを率直に云へないのである︒

逆に戦勝をさへ誇稲して偲瞭に努めてゐる︒蓋し軍首脳部

この大敗を塗糊せんがため巨大な生産力を更に動員

海軍の首脳部に交渉終了︑戦闘準備の警告を震してをる︒

産また増産︑之をあげて反攻に用ひ︑騎兵の本性を今や遺

て増

から決して間達はない︒だが開戦の責任をとることを避け

之は米政府の任命したロバーツ委員曾の報告に記してある

てはならぬ︒彼等戦意の旺盛は︑純乎たる愛国精耐に本づ

云ふ課は︑米軍民に戦争の理由諺名目︑乃至目的の確たる

くよりは米一流の負けじ魂と野性との致す所であらう︒と

憾なく暴露してをる︒但し吾人はその戦意の旺盛を看過し

より我が潜水艦に封して溌砲して居るので︑戦争責任の全

が︑十二月八日帝圃海軍の虞珠綱襲繋に先立ち︑米哨海艦
面的に米にあること︑我Ｈ本は自存自術のため己むを得ず

んが馬か︑戦端在米より開くを望まずと注意した由である

あらう︒而も其れを手交すると同時に閣務長官ハルは︑陸

てまで圃瀧受給を園つたが︑我が提案に謝する側答は十一

を説いて欝局の反省を促し︑忍び難きを忍び︑種盈譲歩し

来援を求め︑来栖氏念嘘米に飛び互に協力して帝関の庭意

僚約遠反となす等との原則論を反覆するのみで︑交渉停頓

たが︑既に武力躍迫を決意せる米は︑我が封支行動を以て

世界的動乱となる不幸を察して極力彼我国交の調轄に努

米国首鵬部は︑かく戦争挑謹の元兇であり帝国をして巳

耗を策し︑その弱燈となった機曾を捉へ︑自慢の太平洋艦

ｰ

はんとしたものに相違ない︒我が園は︑戦帆太平洋に及び

隊によって一畢に皇軍を蕊破し︑東亜支配に自由手腕を揮

務急の揮謹紳精国殉

−ズヴエルト等は日本を三等園にするとか︑︑︵カイロ

曾議︶

かういふ首脳部に率ゐられて居る園と抑園日本とは断じて

甚だしきは﹁地上より抹殺する﹂とかの暴言を吐いてをる︑

相容れない︒また彼等は東亜十億の否全人類の公敵でもあ

からである︒

間よりルーズヴエルト一派は﹁民主主義の擁護﹂とか﹁生

る︒平素で人道無覗の戦争手段をとり︑病院や病院船の爆

き獲る戦﹂とか﹁自由の篤﹂とかその他種誉の戦争名目を

撃度累るといふ有様︒去十一月の二十七日には南洋でヴェ

壷表してをり︑如何に厚顔でも東洋を含めての世界制覇を

ーノスアイレス丸を膿沈した上︑漂流する患者に機銃締射

口にしかねる篇︑戦零自的を明示せよと民衆より辿られる

区

をさへ加へた︒米軍の殉圃精紳とは凡そ此の類で︑憎悪惨

などは無益である︒噺乎資力を以てこれを地上より抹殺せ

虐等の鐙性に殉ずることの謂であるＪか上る殺人狂に説法

− 8 −

が︑未だ明答をして居ない︒畢寛彼等は出師の名分が有た
ぬので︑無名の戦をしてゐるのであるＪ彼等は支那の猫立
を擁護すといふ︑それを我が日本が既に十八年の夏典へて

米英蘭支の封日戦の︑前述の如く植民地准得といふ利己

三︑我が濁特の殉国精紳

ねばならぬ︒

をる︒フィリッピンに猫立を許さんといふ︑これ亦同年の
十月皇団は助けて成就せしめた︒米鯛の公言する目的を我
が日本が賛現してやったのであるから︑常識があるなら︑

謝罪して停戦を乞ふく琶筈である然るに所行は反封で︑

に君臨せんとの野望を滝たさんとする犯罪行篇であるが︑

を擢凱し︑日支を零はしめて漁父の利を占め︑延いて東亜

我が大東亜戦争は︑宣戦の詔書に示させ給ふ通り︑第一に

政策以外何物でもない無名の師︑米英にとっては東洋平和

所は標袴する所と全く異なり︑彼等世界制覇の障砿となる

大反攻を呼競し︑機動部隊を出動せしめ︑西は英と共にビ

日潤を破るにある珍果して米英は︑戦後秩序論に於て領

の米英蘭蒋の支配力を東亜の全域より駆逐し︑一般民衆を

自存自衛の戦であるといふ意味に於て道義戦であり︑第二

ルマ奪回を策し︑米蒋軍合作を怠らない︒結局米の欲する

土の不愛更︑滅亡閥のＭ復︑通商の自由︑米英中心安全保

に皇剛中心︑大東唖諸固諸民族の共存共柴組織を結成し︑

多年の樫捨より解放する意味に於ても道徳戦であり︑第三

障制の確立等戦前状態への復蹄を大謹唱道してをるが︑こ
れ等は寧ろ表面の辞令で穂主となす所は彼等の所謂稜略図

その互助繁柴を通じて世界の平和︑人類の幸禰︑文化の震

日猫の武装解除︑その指導若及び幽民の虚罰にある︒︵英
米共同宣言︶この頃は︑重なる敗戦に乗が狂った篇か︑ル

q

把握がなく︑云は賀との鮎に於て五里霧中に妨裡して居る

務急の揮謹脚縮図殉

〆

務急の揮溌脚精園殉

に略して聖戦といふ︒我が日本は︑壁倒の皇護たる八紘篤

も道義戦であるｕか上る道義的戦争は︑神聖州を有つが故

届に貢献せんとする崇高な理想に導かれてをる意味に於て

洋を唾し︑去る十一月五日には大東亜曾議の開催となり︑

生じゐる．然るに今我が海軍は無旋の威容を具へて全太平

攻にあって︑兵員だけで二年桐に二十七蔦七千の死傷者を

六函の最高指導者一堂に曾して︑崇高雄偉なる共同宣言を

心︑満華︑泰ピ︑ブイ烏六園の協力龍制成り︑印度侭政府電

宇寓邦得所の大訓を奉じて︑此の未曾有の聖職を行ってゐ

首席スーハス︑ヂャンドラ︑ポース氏また陪席して猫立参加

︑溌表して敵図の宣俸を沈獣せしめたのであるＪ即ち皇図中

の擦鮎を戯定し終卿︑存立に必須注資源を向給する哨制を

の好盟を係雅せしめた︒米英はとの共柴閲建設の遅ましい

るのである︒そして我が岡は開戦後凡そ牛歳にし↑て英米蘭

確立し得た︒而もＡＢＣＤの挑戦に唯じ︑之を恥逐し去っ

進行に恐催を感じ︑時を経れば勝算を矢ふと考へ︑あらゆ

︑◆

たのであるから︑これ等の土地資源を所有利川することは

攻も亦然り︒大いなる犠牲を顧みず焦慮無謀の攻勢をとっ
て居るのが現第二一段階で︑その特質は獄性褒揮︑向ふ見ず一

９
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営然の権利である︒即ち開戦第一期に於て自存自給間題を
解決し了った課である︒而してこれ皆皇軍脇兵善謀勇戦の
賜であり函その根本は一死殉閏の奉公精祁にある︒我が将兵
の使命となし︑死生を超越して敢闘し︑その戦果資に赫餐

の猪突である哩之より先我が政府も米英反攻の織烈化に封

は︑大元帥陛下の股肱たる任務を遂行することを以て唯一
春と光を競ふに足るＪ銃後の我等たぜ感謝感激あるのみ︒

ル︑チは蒋を招いてカイロ曾議を開催︑封日綿反攻を協議

膳して園内態制掻化方策を公表し︑〃一億団民の総進軍を要

したらしいので︑支那︑ビルマ︑印潅洋の戦線にも職烈な

その間戦場に玉砕きれ忠魂及が御遺族に封して我等は頭を

さて戦局は第二期を経て今や第三期に入った︒緒職に大

垂れて敬弔の誠を捧げてその遺志を継承達成せんが蔦に最

敗を喫して一時鴬す所を知らなかった米英は︑鈍意戦力の

戦闘が始まるであらう︒来年こそば痕に決戦の年になるべ

盤滅に向って大畢川勅せんとしをる︒最近十一月の下旬︑

回復を岡り︑昨年八月以後ソロモン海域より反攻を開始︑

く︑随って皇国の興隆︑大東亜の隆頚は勿論︑人額の運命

望し︑畢窓に鹸念のなかった畢徒も今や銃剣をとって暴敵

所謂島俸北推を継績して居ったが︑凡一年間もかＬり乍ら

も亦一に繋ってその決戦如何にある︒この際銃後の国民わ

善の努力をなすべきを斯に雲ふ次第である︒

二三の小島に上陸し得たに過ぎず︑而も我が精鋭部隊の猛

、

国
精

れ等は︑政府の要望に従ひ︑一心同篭︑必勝の信念を堅持
し︑よく戦時生活に堪へ︑貯蓄に励み︑各登職域にあって
全力をあげ︑生産戦思想戦にも見事に勝ち抜き︑前線将兵
の期待に十分膳へねばならぬ︒とれ我が猫特の殉固精祁を

であって︑畏くも大御心を安んじ奉り︑寓邦をして普く皇

徳を仰がしむる唯一の道である︒至誠勇武︑大義に生くる

の道あるのみ︒︵昭和十八年十二月︑大認奉戴第二周年記念日︶

を以て無上の幸となす皇民わ巾等の今進むぺきは︑濁りこ

︵一元︶

清原貞雄

で．銃後圃民ｌ此の語は今日では不適篇であって．其の

持場こそ遠へ︑形こそ違へ︑すべての圃民が戦の第一線に

立って居るのであるがｌも一人礎らず同じ殉圃の精縛で

あり︑困難である事は最早国民の常識である︒

ない限り到庇勝利は望垂れない程戦争の今の段階は苛烈で

圃民が圃家に殉ずるｌ我が園に於ては大君に命を捧げ

まつる事と圃家に殉ずる事とは二口にして一であるｌ事

の意義は小我を捨て大我に生きる事にある．殉国精紳は所

謂犠牲緒祁の最も大なるものであるｕ犠牲は何物かを救ふ

ため自己を捨てる事であるが︑其の何物かの大小︑其の慣

10．−−

溌揮して米英の非望を蕊砕する所以︑延いて大東亜の同胞
相助けて共築間を育成し︑世界平和︑進運に寄輿する所以

殉園精脚

今や大東亜戦争は︑我が帝国及び我が帝函を杖と頼み柱

此の殉国精榊は前線の将兵のみが持って居るのでは駄目

ある︒

げ奉る殉国の精榊があってこそ始めて見る事を得るもので

しむる所であるが︑同時に前線蒋兵の︑すべてを大需に捧

むる戦果を矢綴早に筆げて居るのは︑固より大稜威の然ら

して居る︒忠勇武烈なる我が前線将兵が︑枇界を驚倒せし

民の運命︑而も永遠の運命を決する所の最後の段階に突入

然の生活を取戻さうとして居る圃萄其の含む所の十億の

紳と頼み︑其力に依って多年の米英の桂捨から逃れて其の本

殉

吟

値如何に依って同じ犠牲精祁であっても其の債値に天地脊孫は永遠に存績すぺきものである︒吾杢が国家に殉じて此

壌の豊を手る︒幽民に取って鼠こそ最大のものであの爵を蔦す鷺︑即ち限りある吾奄茎の生命ｌそ

り︑至上である︒最大至上なる君国のために︑此の小なるれは永遠に綾くべき子孫の無数無限の生命の連績に比すれ

自己を捧げる事こそ濃げる器は暇令さＬやかなもので︑蔦ど無にも等しいものであるＩ髭捧げて無限の子孫を

あっても犠牲精榊としては最も高い惜値があると云へるで救ふ事である︒而もそれは我が日本帝国に閑するのみでな

あらう︒く︑大東亜十億の民の永遠の子孫にも開する事なのである

君国のために殉ずる事は何所までも君閏のために殉ずる事を考へる時︑暇令今我が国民中幾人が︑此の戦のために
と云ふ純粋の精祁に依擦すべきものであるべきは云ふまで煮鯛に殉じようとも︑それが如何に惜むに富らぬものであ

殉も無いが︑他の一面に於て吾人の人間としての生命と生命るかは間はずして明白なる事である．況やそれが殉国の精
とは徹頭徹尾圃家に依存し︑園家あっての生命であり︑生祁を以て精魂の限りを器して職域を守り︑職務を遂行する
園命であり︑国家なくして人間としての生命も生活も名響もと云ふに止り︑必ずしも前線の将兵の如く︑直に生命其の

精財産もあり得ないと云ふ事も亦一の厳然たる事資である︒ものを捧げると云ふわけでもないとすれば︑それは今日の
故に画家の興亡を無硯して利己を岡る事の如何に愚味准ろ場合常然過ぎる程営然であって︑自慢になる程の事でもな
脚心椛であるかは自明の理である 第二義的ではあるが︑此く︑いさ上かでもそれが出来ぬと云ふ事があればそれとそ

此の第二義的の殉圃精紳に印して考へると其所に一の問逃る人道は無いのである︒

︽

の鮎からも亦殉剛精榊の意義は十分に考へられる︒愉道から外れた非国民的なる生活を管むものと云はれても

題が起る︒人間としての吾だの生命︑生活等のために圃家・吾為は我が園の歴史を振反って見る時︑此の殉国精卿の
が絶封に必要であるから︑吾交は此の国家の保全のために尊さを痛感せざるを得ぬ︒吾が函は二千六百年の光輝ある

生命を捧げると云へぱそとに矛盾がある事になる︒が然し歴史を有し︑其の国運は緬築の一路を辿って牛日の大帝園

之は吾盈圃民と云ふものを現在にのみ囚はれて考へるからとなったのであるが︑それは決して坦全たる平道を歩んで

である︒天租の御榊勅に拝せらる上如く我が国は天壌と共来たのではなく︑幾度かの難闘を切抜けて初めて今日ある
に柴ゆべき画である．祁勅から離れて考へても︑吾共の子事を見る事が出来るのである︒
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b

今その大きい事だけ確就て見てもめ大化改新の大業︑文
永︑弘安の国難︑明治維新の大業︑日清．日露の如き我が
画趣に開すぺき難開を切抜けて来た事はすぺて其の時の営

とすれば︑我が罰の歴史は詮程の様相の鍵つたものであっ

精脚の謹露であって︑此の殉園精紳が若し不十分であった

外︑私と云ふものを忘れた殉岡精神があって始めて遂げら

治維新の大業は︑所謂幕末勤皇志士達の君国を思ふ心の

之と同様の事が明治四年の廃藩澄蛎に就ても云へる︒明

たかも知れない︒︲

に依って我が国はその存績と護展とを見る事が出来るので

事者乃至画民の殉図精榊があったからこそであって︑それ
ある︒大化改新は︑内は閥族の敵眉に依って我が園篭の本

川慶喜の殉園精紳も亦︑遂に英沸をして︑機に乗じて其の

れたものであり︑身の危除を無硯して大政奉還を急いだ徳

野心を遅うする除地なからし肺︑以て皇政復古の大業を達

義が其の光を砿はれんとし︑統一国家として健全なる姿が

殉が園に取って極めて危険な欣態であった︒之尭建国の貢の

年の臓藩置牌である︾慶雁四年の大政奉還も︑明治三年の

現はれて居ない所に︑外︑．新興勢力たる唐の東方進州は我

姿に復し︑統一国家としての日本の完成を目ざし︑以て閣
園家態勢を強化する事が必要で︑此の必要に膳じたのが大化

尚ほ全嗣の諸大名が土地人民貯領して居る間は︑所謂桃作

残って居り︑維新の大業が完成したとは云へぬ︒而も之を

って魂を入れざるものであって︑依然たる封建制の賀質が

版籍奉還も維新の大業に取っては重大なる事項であるが︑

成せしめた所以であるが︑特に重要槻せらるべきは明治四

輔改新であるが︑それには全図国造等の領有する土地人民を
．一旦朝廷に牧むる事が先決問題であった︒然し之は数百年
稗来庚大な土地人民を領有せる剛迭等に取っては既得樵の喪
失であり︑致命的の痛手である︒而も園造等が其の痛手に

際︑此の改新が全く平和の開に難なく遂行せられて革新日

唐の東進に依って我圃を巣卵の危きに導く可能性のあった

之に反封するものは無かった︒之は諸大名が大勢の赴く所

して居ったと聞く︒然るに結果は意外であって一藩として

之を賞行したのである︒此の時朝廷では多少の波潤を覚悟

大業の有絡の美を密すためには必要なので途に断乎として

の上にも大事を取って途に明治四年に及んだのであるが︒

断行する事は容易ならざる事であるとして︑朝廷では大事

本を作り上げ︑奈良の大御代の基礎を築く事が出来たので

を洞察して腎明な態度に出たのであると云ふ面もあらう

︑唾甘んじて土地人民を唯登として朝廷に返還し奉ったからこ
そ︑非常なる大事業であり︑一歩誤って混乱に陥る時は︑

であるが︑常時の事情に印して老へると寧ろ驚くぺき殉国

ある︒罰造の態度は︑今日の園撹思想から云へぱ常然の事
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絶

殉

国
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が︑長きば七百年︑短きば二百五十年来土地人民を領して

氏の嘗て犯した所の天地の容さ壇る大罪の一部を償ふには

事を顧みる事なく︑敢然として此の圃難に常つた事は︑北催

一は青に此の閏難であって︑北傑氏は其の滅亡の因を作る

足らぬとしても︑亦其の功績として認めてよいであらう︒

民を奉還して丸腰になった事は︑何と云っても博統的殉圃

云は壁北惟時宗の自家の運命党顧みざる殉園精紳こそ︑日

禰勢を有して居った諸大名が︑大命一下唯盈として藩地藩

全く考へられぬ事である︒之は日本人の偉統的なろ閥鰐精

精祁︑﹁草も木も我が大君の園なれば﹂の思想が無くては

る︒

本が此の未曾有の国難を切抜ける事の出来た所以の一であ

と総する所以である︒而して此の殉団緒祁に依ってこそ英

祁を解せざる西人には到底理解が出来ず︑之を奇蹟である

奈良時代︑我が閣崎が累卵の危きにあった時︑よく之を

建武中興の大業の完成狩簡す事が旧来なかった事になる

楠木正成の崇高なる殉鯛締紳は︑局部的に見れば︑遂に

救うたのは和気清肺呂の殉闘精川である︒

圃土に於て︑園民の数に於て︑閏力に於て．軍備に於て

に維新の大業をこｋに完成す馬事が出来たのである︒

悌の危険極まる野心の前に曝されて居った我が園が︑安全

も︑欝時最大の陸軍閏であり︑一団の力を以てしては如何

すべて我に十倍する溌と戦った日清戦争に連職連勝した事

士を鼓舞して其の業を達成せしむるた坊に最も大きな力と

が︑江戸時代の尊皇思想護達の根源となり︑幕末の勤皇志

完成し︑以て後醍醐天皇の尊簸を慰防奉るにあったからで

なった︒何となれば幕末志士の勤皇運動の動機の大なる部
分は︑楠公の志を継ぎ︑建武中興の大業の後を受けて之を

覗に封して敢然として起ち︑日本大敗の世界的の溌蝿を裏

厳ろ図も之に戦を挑む勇気を有たぬ有様であった弧闘露西

に殉ずる精祁を考へずしては絶封に之を理解する事は出来

切って日本が大勝した事も亦︑我が閥民の喜んで一死君国

長い間を弼築の迩命を辿る事が出来たのは︑一に我が国民

が︑我が二千六百年の歴史を顧る時︑此の惟界に類の無い

以上は只其の主要なるもののみに就て叙したのである

ある︒

事は所謂榊風に依って耐けられた事は周より否定する事は

大難であった事は云ふまでもないｐ而もよく之に打勝った

を得ないのである︒

に体統的たる殉園の続祁があったからである事を認めざる

文永・弘安の蒙古来襲も亦︑我が国の危急存亡にか上る

ないのである︒

は到底出来ない事であったのである︒北催氏滅亡の遠因の

川来ぬが︑我が将士の殉国緒榊を以ての奮闘力戦なくして

１１
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此の世界列強の間に在って厳然たる猫立国家としての姿
を把持して行く事は並々の事でない︒少しく油断をすれば
の殉国精祁の必要は何時と限ったわけでない事は勿論なが

忽ち其の画家は落伍し︑衰額に陥る事を免れぬ︒故に国民
ら︑団家の非常なる難局に常つては一層其の精祁を溌揮し
なければならぬ︒特に今日の如く︑此に依って帝国の興腫
を決す．へき大戦の而も最後の決戦態勢に突入せる際こそ︑

至函民一人礎らず︑前線僻兵と全く同一の殉園精榊を最高

松江市成瀬岩太郎

海原はのぼる朝日に打ち映えてたっしら波も花とにぼへる

幅島牒湯田久痔

島人らととろきためて仰ふくらむなきたる海にいつる初日を

畏し勅語を賜ふ

︵大本管護表︶昭和十八年十二月七円十八時

大元帥陛下には昨日海軍幕僚長を召させられ聯合艦隊司令

長官に封し左の勅語を賜りたり

勅語

聯合艦隊航宅部隊︽今次﹁ギルバート﹂方面海域

二於テ寡勢克ク連日一二日一リ悪天候ヲ胃シ窮職奮闘

大二敵蝋隊ヲ嬢破セリ股深ク之ヲ嘉ス
惟フニ戦局ハ盆多端ヲ加フ汝等愈奮働努力以テ朕

力信僑二副ハムコトヲ期セョ
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殉度に護揮せねばならぬ時である︒産業戦士の増産への努力
４て
乙ず
日
も︑日常生活に於ける消費の節約も指導者が身を挺し
園導に富ろ事も︑すべて殉園精祁の最高度の蕊揮に依ってと

なる目的を達成する事が川来るので︑之を措いて今日五男

箱そ始めて其の十分なる結果が期待せられ︑国民一人塗らず
積極的にも消極的にも︑此の惇統的なる殉剛精榊に部する
稗事が旧来てこそ︑始めて此の大東照戦争に打勝ち︑其の聖
日本国民の生括指導原理はあり得ないのである︒︵完︶

御題︒海上日出

千葉隅高石精一

海原の波をおしわけ昇る日のひかりや四方の園照らすらむ

千葉際兼坂童太郎

敵の艦数多沈めしソロモンの海を照らして出つる日の影

凸も

[可

〈

Ｌて勝たず一

Ｏ正義も無篤に一

割田知己庵

之が最非は一言の註樺を必要としないので

に塊死せずに居られやら︒雲．は明々白々で

理の威光に伏すぺきであり︑敵共の如き正

我が大東亜宜言を味ふならば︑誰も此の填

人類二十億が︑悉く己を棄てて心眼を開き

比較せぱ．資に天地の相迩であって︑世界

共存共築を破壊して恥ぢぬ徳歴史の潅言と

取り︑自己を満足せしめんことを目的とし

宣言の如き︑徒に他人を責め︑他人の物を

之を彼の大平洋憲章などと云ふ敵米英の

り縄て生れ更る︒へ壱である︒

史を作ったものといふ︒へく︑世界は此所よ

明であって︑正しく新に光明一新の世界歴

所を得︑居に安ぜしめんとするの展理の宣

や︑八紘の人類をして共存共柴せしめ︑各々

鍵に凝表された大東亜共同の大宣言たる

○正義も無篤にして勝たず

論時

程草は無我を教へたのであるが︑我が大

ある︒

らざる者共ありとすれば︑之は無縁の衆︑

て数へて居るものである︒若し斯くして疑

東亜宣言は正しく之を賓範を以て︑鞭を以

り得ない︒此の事は此の際我令の心に銘す

て︑徒手待つの運命に特むくきものではあ

義の資現は人間の努力如何にあるのであっ

く邪道のため其の権桔に悩んで礎世紀かを

道の閏東亜︑正義の園東亜にして︑久し

べき一事でなければならぬ・

として考へねばならぬ一事がある︒それは

奉ずるの信念と︑協力一致の非力でなけれ

れであったといへる︒人力とは何か・・遺を

世界興亡の歴史を籾るならば︑正義時に

ばならぬ︒我々は今日世界一新の世紀に直

経たが是道の無力にはあらずして人力のそ

破れて邪逝の勝つとと稀ではない︒素より

面して︑堂々東亜躍る世界救済の大宣言を

虞理と錐も無矯にしては必すしも唯勝つも

正義は悠久の生命であって︑永遠の目を以

しむるか否かは︑一に懸って東亜十億が奉

中外に剛明したのであるが︑之をして勝た

ずる道の信念と其の協力の如何にあると！と

てすれば︑決してそれは永遠の破滅ではな

して途に勝たず︑永蓮に資現することなき

じつ入引誤り行くものではあるが︑正義に

の十億の純力の決意如何にありとして死闘

を思ひ︑其の名を責にすべくは︑唯冬東亜

を綴ければならぬ︒今回の大宣言が堂々た

る世界人類の属理を極めてゐるものであれ

されば正義は勝って資現する正義たらし

る︒蕊明東亜によって道が明にされ︑其の

ばある程︑我等の責務も重大である筈であ

てせねばならぬ︒唯努めん哉吻敢て望む所

道の光を寅にするには︑蕊明亜細亜によっ

以である︒︵完︶

を空手待つことではなく︑協力一致して人

めねばならぬ︒勝つとは棚から餅の蕗つる

う︒

さは人類等しく歎かざ︒るを得ないであら

正義とあらば之は整餅に等しく︑其の憐れ

く︑人類が永久に理想として其の責現を信

のではないと云ふ事である︒

一掃あるべきのみである︒併し此虎に我々

溌度し難き餓鬼とも云ふぺく︑地上より唯

里

類同志努力に努力を重ね︑然る後永迩の正
義をして途に勝たすより外はない︒責に正
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一

頚繍訓﹈︵ご序震
今日我が園は御承知のやうに敵米．英を
両ふにして園の全知全能を筆げて戦って居
るのでありますが︑それは日本図の旧来た
精祁である世界鋼人々を誰彼なく楽しい天
を米英が邪魔するからで︑米英の誤った考

国に此の世﹃﹄幕せるやらにしやうとするの

ぽと戦ふのと同じことになるからです︒此

簿な︑日本人には築養どころが反て毒にな

時代には︑無暗と今日の敵である米英の鯉

のよいもので自分の心の級となるものは掘

ほんとうの心をしっかり抱いて︑それに他

めて参ったのですが︑それには常に日本の

争後の新しい婦人と呼夢ぺきものは︑昔の

も醒められなかったものですが︑大東亜戦

どうにもならず︑又迷った常人達もどうに

に叫んだものだが︑時の流れと云ふものは

ものです︒心ある人は困ったものだと大い

居たものを新婦人︑或は新しい女と呼んだ

愚考へを探り入れ︑バタ臭い風を吹かせて

の事は私達が忘れてならぬ大切なことであ
ります︒

私達は国家の立派な目的に従って理想を

って自分を立涯に生長させて来たのです︒

に古い婦人となり︑今は大東亜戦争に深く

新らしいと云はれた者は誤ったそして大い

寅際に此の世に現さうと池先以来三千年努

所が時には悪いものを食べ過ぎ焼めに過っ

に新の字が必要かと云ふた︑本来の日本婦

婦人と稲すぺきものでありませら︒何が故

磨くのが︑大東亜指導のほんとうの新日本

目醒め本来の日本人に立戻り︑愈々自分を

た考へを有っ者も出たりしました︒明治︑
大正︑昭和の三代此の方でもさうでした︒
今日撃ちつ上ある米英の悪いものを食雪へ過

ど云ふのがそれです︒今日戦って居る最中

ぎた者も多いのであります︒米英心酔者な

を遥すのではない明治以来少なくも私達

は世界の種餐のよいものをぱ探り入れて︑

人の心に還るのですが︑只昔のま上に総て

日本人の心をより製にし︑立汲にしての目

でさへ︑まだどこかに米英の悪い考へを捨
知れ室せん︒悪い考への米英を撃つ私達が

醒めた日本婦人であらねばならぬからであ

てきれない者も全く無いとは言へないかも

す︒此の事はお互がよく我と我を思って注

自分の米英の心を撃ちきれないでは困りま

に︑大東亜の指導者として模範を示す雪へき

私達は此の意味で此の大東亜戦争を機曾

ります︒

ほんとうの新日本婦人たるべきです︒

心

意せねばなり達せん︒

罰婦人の側から此の鮎ｋＣいて考へて見る

以上のことは男子も同じことですが︑先
ことにしませら︒回顧しますと︑彼の大正

16−

新︽を撃たなければ︑到底此の世界は立汲に
ならないからです︒

蹄此の大東亜戦争の目的を心にしてよく考
人許毒唖雑誌も岬衆殿や鍛癖紳恥丞鮭睡諏唖
瓢ロッパの仲間とも手を握って︑勝ち抜かね
ばならないと共に︑其の跨って目的を達せ

んとする私達の考へ方も︑日常の総ての
生活も︑此の目的に添うて同一となるこ
とが何より大切です︒立汲な目的をもって
職ふ者が物の考へや生活は昔のまＬで︑只
力一つで勝ちさへすればよいといふやうな
ことは許されません︒それではまるで敵の

せるために手段も選ばず鯵只勝ちさへすれ

やら侭儲の目鴫︸忠なく︑自︑分の欲を瀧足さ

、

1

言

著 迷 大 二 の 園 敵

敵風の二大迷著

指稲する︒前粁は蒋介石の近著で去る三月以来今日迄に既

敵国の二大迷著とは﹁中閥の運命﹂と﹁世界は一也﹂を

即座に全亜細亜共同の敵たる米英との聴縁を絶切って︑一

もなく附焼匁でもなく心の底からの叫びと云ふなら︑何故

上ある大亜細亜主義の文字通りの劉鏑ではないか︒剰蕊で

と白を切るに至っては︑日本が屡次鍵明し又着凌費践しつ

世界平和の保障にして︑亜細亜人の解放は世界人類の縄解放とな

中園がよく潤立自由を獲得せぱ亜細亜は安定し︑亜細亜の安定は

る﹂︐＠

に五十寓部を責識したと云はれ︑後考は米圃共和篭の互魁
ウイルキーがルーズヴエルトの特使として隊阿各閏を巡

で︑重慶治下の諸蒋が和平陣にＨを追ふて参加するのは彼

園の民心が米英の走狗たる彼に離反するのは必然の要請

岡崎毒市

歴︑蹄鯛後昨年末溌表した印象記である︒共に和手が相手
な現地のことだから右胴書の内容を一堂黙松する術もない

﹁世界は一也﹂に至っては初より世界制噸の野望以外に抗

著書が不朽迷著たる所以ではなからうか︒ウイルキーの︑

の論旨に忠賃なるを示す所以となるではないか︒之れ彼の

日も早く園府に合流せないのか︒彼の諭旨を徹底すれば中

だけに近来の迷著たるを失はい︒何Ｌろ書籍を得るに困難
が︑大髄其の狙ひ所が何選に存するかは明白だから恥か所

戦目的を持たない敵刷思想陣管の貧困さを暴蕗する以外の

感を述べて迷著たる所以を明かにするのも現地の思瓶戦線
に働く我等の責務の一であらう︒

づ何を獲得しようとしてゐるかを決定し︑反枢軸各画が資

て居る間に我盈は先づ原則を確立しなければならない︒先

ら醒めた人の如く﹁今次戦争に富っては現在戦争を縫績し

捕手が如何に深刻であるかを示す好例で︑前記﹁中圃の迩

質的な意見の一致を確保することが必要である﹂と云ふに

何物でもなり彼も亦蓮戦連敗の今日︑恰も長夜の悪夢か

命﹂は端的に之を物語って居る︒彼が初より日本の虞意を

至っては初より戦争の名目を持たず︑無名の帥を出したと

本年一月の閲府の参戦︑我封華新政策の躍進以来︑重慶

解せず︑解しても共鳴しようともせず︑連戦連敗の今日に

側が抗戦名目を喪失したことは︑思想陣管に於ける彼等の

及び︑同書の結論に於て孫文の大亜細亜主義をかつぎ出し

云ふとと孝一告白する笑止干蔑の言草としか聞えぬ︒更に彼
が

﹁錐二次大職絡了後に於ける世界の永久平和及び人類の自由解放

は必ず亜細亜に於ける民族の自由及び馴家の平等を起鮎とする︒

−17

I

﹁余は今回の旋行から蹄って来て篭多重要の黙について．米倒の

戦争施策が間違って居り兵力鼓に機械に就て無用の犠牲が沸はれ
︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
て居ることを知った︒若し我々が自分達の間迩を是正しなければ
戦争が済む迄に米国は反枢軸各園から同情を失ってし富ふであら
う︒特に亜細亜十数億の民は最早外閏の支配下に立つことを好ま
ないのである﹂

と云ふに至っては︑現在東亜諸民族が悉く日本に腿き︑そ
の高悪なる思想が大東亜を風聴せんとして居る事溌を赤裸
錬堂に承認したことになる︺今更こんな弱一荷を雌く位なら初
より日本の隠忍自軍せる最小限度の交渉に何故耳を傾けな

成かつたのか︒そこには何等無名の戦︿敵閣に取って︶淀起
す必要も理由もなかったではないか︒之れ彼の﹁世界は一

所也が蒋の著者と等しく不朽の迷著たる所以である︒
蓋し以上剛書に依って明かなる如く︑現戦争の段階が蒋
感介石並に米圃の識者をして︑米英の過去に於ける他民族就
中亜細亜民族に封する政策を再松討せしめる傾向を生ぜし
めたととは大に制目に値するｕだが然し彼等の多年に亘る
迷妄を根底より除去する方法は︑幾ら考へても戦を捷ち抜
くより以外に方法がないことは勿論である︒
︵山東省緊雛中興炭砿耐宅に於て︶

河東田教美

錬成所感
○

昨年秋以来約一ケ年間に数ケ所の錬成道場に参加し︑十

数ケ所の錬成場を見た︒其の錬成方式は封象如何に依り︑

又道場の性質に依って種堂の様式があり︑指導精紳にも異

なるものがある︒之を要するに生活指導に埴きを置くもの

と信念叉は知識の研究を主とするものとの二大別にするこ

叉錬成期開の上から歴刈すれば︑短期︑中期︑長期の三

とが出来る様である︒

は一ケ月から三ケ月位が多く︑長期となれば一年に及ぶも

種となり︑短期は概して三日以上一週間程度で終り︑中期

のもあるが︑長期錬成は特定の目的を有するもので︑其の

錬成員は錬成後一定の資柊を典へられるＬ事となり︑責任

・畢校の畢寮︑即ち従来の寄宿舎なるものが錬成の形燈を

も亦極めて重大なものがある︒

に類する錬成場は全国に州常多いと思はれるが︑私の鵠験

具備する事と蔵り︑一種の長期錬成と見る事も川来る︒之

したのは主に短期錬成であり︑この短期の方が絶封に多い
ことも事賃である︒
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戸

ヘ○

短期錬成の特長は︑短時Ｒの冊に多数の錬成を鳶すとと
上︑感激的に絵始し得るとと等である型経費と時間の節約
而して最大の能率を畢ける靴に於いて短期は最も効果的で
あり維漉的である︒唯紋鮎とする所は一時的の感激に経る
事の多いことＬ︑深く徹底せしむる事の困難にある︒之に
反し中期︑長期は如上の仙鮎を袖ふととの州燕ろ代り︑其
の長所を失ふことである︒何れを可とするか︑それは錬成
錬員の封象に依って定まる問剛である︒
産業職士とか宗圏とか一般大衆の如き︑又は或る削鎧員
成の指導の如きは短期でなければ出来難い︒然るに大東亜省

扇灘鵬蕊憩蕊羅蝋蝿灘鋤

又中等畢

感る︒少くも一ヶ年間位は徹底的に訓鈍し︑大東雛の桁導謝
として充分なる資質を僻得せしむる必要がある

校以上の思想的指導を以って任ずる教育者に封しては︑相
常長期に一日一る錬成が必要である︑要するに短期長期の岐る

Ｌ所以は封象の如何に依るものである︒
○
西武線花小全井廃から数町西に文部省の鯛民錬成所がある︒紀
元二千六百年式典に御使用になった建物をそのまＬ移したのが光
華殿で．駁地九十一繭坪︑建築変百八十九寓目︑其の駁地内には
光華殿をはじめ︑本儲︑短期皐察︑中期鰹一察︑︵長期畢繋は未完

成︶屋内訓練断︑涙所︑賄所︑其の外附賜農場等あり︑所長松岡

中堅校長の錬成︵短期︶が雑了したところであった︒

忠一氏外職員二十齢名︑陣容は整って居る︑筆者の訪問した時は

大和の橿原にある錬成甥も立派なものである︑教育開係
●

考の道場としては小金井と好一封を篤す鳴のであらう︒

京都の比叡山の道場は宗教圏．慨のものとして有名である︒鎌倉

建長寺も昔から派修養の道場として知られて居る︒私の知人で産

ゐる︑又朝鮮同胞の青少年を錬成し傍ら工場に通はせてゐるが︑

業戦士の短期錬成をして居る春があるが︑非常に好成紙をあげて

て居る︑錬成された者にはそれがな蝿概して錬成を受けると能

之亦善い成紙である︒朝鮮同胞の中には逃亡者が多く工場は困っ

率が向上し︑事故が減少する︒それは統計で明らかである︒

弘遁曾は我剛最初の教化闇鴨と稲してよい︑而して六十

除年間一意悶民道徳の昂揚に其の麓践に努力し来つたので

ある︒今や大東亜戦を境として︑更に一段の飛蹄を要する

ものがあると信ずる︒弘道倉は粘祁力と賀践力との一元的

飛躍を篤すべきであらう︒激化閲鰐に非らざる諸圏鰐︵大

政翼賛倉︑産業報園曾︶の如費一新生の関硝も次第に︑一元的

に飛躍を試みつ上ある︒時代に取り残され索味であった文

ゐる︒今迄の如き方式では一切役に立た蔵いことを諦擦立

部省でさへも錬成所をこしらへて大いに飛耀しやうとして

て上ゐるのである︒本曾幹部諾公もこの際熟慮せられて弘

遁錬成場の設立髭企圃されては如何︒敢えて所感の一端に

附言してとの稲を怒る﹄︵完︶
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愛圃百人一首略解
者

つもりて四方の海となる藍で

︵二十九︶君が代は松の上薬におくつゆの

が世を稗へて除りあるものである︒︶

へ榊風は伊勢︑みもすそ川は五十鈴川の上流で︑簡明であるが君

の濁ることはあり得ぺくもない︑それが澄みつぐ限りはとの意味

︵略解︶君が代は霊くるといふことはないと思ふ︒みもすそ川

源経信

みもすそ川のすまん限は

︵二十八︶君が代●はつきじとぞ思ふ神かぜや

る︶

研究して居た人︑その母がやむにやまれぬ心をのべたものであ

を忘るるととはなかるべし忘るなよの意味︒︵成尋は瀦に為うて

聞く心さればそこに住むとて日の照る本の我が日本の︑日本の心

︵略解︶彼の支那の図とても日の照る同じ天が下にあることを

成零阿闘梨母

照る日の本を忘れざらなむ

︵二十七︶もろこしも天の下にぞ有と聞く

︵その四︶

〆

源俊頼

︵略解︶讃んで字の如くで︑君が代は千代煙る松の上葉に鮎々

とあるその露が積り積りて四の大海となるまで幾久しく鑑くるな

しと云ふのである︒︵君が代を稗へるに平安朝時代種々の比職を

る︶

以て賀し奉ったが︑型は此の時代の一の風をなして居るといへ

︵三十︶君が代にあへろは誰も嬉しきを

藤原範乗

花は色にもいでにけるかな

︵略解︶乗えに柴ゆる此の君が大御代に生れ逢へる国民の光柴

にして嬉しさは平等にして誰彼の別はない︒がこれは濁り民のみ

ではなく︑山川草木等しく然りで︑嘘を盛る物言はい花も皆その

り敷代に亘り宮廷に代へし範兼の君が代を耐る心は又一層であっ

喜びを色に出して︑それと咲いて居るわいの意味︒↓鳥羽天皇よ

たであらうが︑あはれにやさしくも気品をもて君が代を祇り民の

︵三十一己みやま木のその梢とも見えざりし

光築感激を述べてゐる︶

源頼政

樫は花にあらはれにけり

︵略解︶日常は普通の山の木で特別のそれとも見えなかった

が︑さすがに花が咲き出すと蒋色を壷擁して樫の木として知られ

て来たとの意味︒︵言外の意味は贋く様々にとれる歌で︑その樫

は一旦緩急あれば義勇公に奉ずるの日本男子とも感ぜられるし︑

とにかく日本精榊の特色を含んで居るととが感ぜらる一る︶
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︵三十二︶宮柱したつ岩根にしき立てて

︷可．

行

つゆも曇らぬ日の御影かな︲
ｆ

︵略解﹀伊勢大宮の動きなき殿床に営柱を樹てて瀞く厳かな
る︑これ天照大脚のつゆ曇りなき御影酒おはすことよとの意味．

今何事の在しますかは知らねども恭けなさに涙こぽるる﹂と詠ん
だ西行が︑大榊鴬の荘厳さ︑天照大御祁の大御穂を感激して瀞へ
た浮くも澄んだ歌である︒︶

れたのであらうかとの意味である︒︵直接愛幽の事を述べたもの

たものである︒︶

ではないが︑併し国花襖を吉野に稲へた所は勿論其の心を以てし

君にふた心われあらめやも

︵三十五︶山はさけ海はあせなむ世なりとも

源蛮朝

︵略解︶よしんば山獄が裂け或は大海が洞れる如き時に逢ふと

も︑我が大君に封し奉りて唯一心緒忠の誠を毒し奉るといふ誓言

である︒︵天皇御書下預時の詞書のあるもので︑堂々たる其の縮

忠の誓ひ︑歌がらも大営く︑調べも弧く雄々しい歌である︒︶

君が八千代をまづ所るかな

︵三十六︶曇りなきみどりの察を仰ぎても

藤原定家

21−

︵三十三︶君が代は千代ともささじ天の戸や
いづる月日のかぎりなければ

藤原俊成

︿略解︶我が君が代は千代と限って言ふまいぞ︑天の戸︵空︶を

︵略解︶曇りなき宏大無遥なる大空を仰ぎ見るにつけても︑直

出入る月日のそれの永久であれば︑鑑くることはないからとの意
味︒︵定家卿の父俊成の作で︑幽玄の作を目棺した作者であり蔑

いへよう︒︶

感じて来たものである︑そこに定家の日常空忠誠心が窺はれると

を述べた酷ので︑決してそれは概念の空でなく︑資際仰いですぐ

ことであるよとの意味︒︵天と云ふ題で天皇に封し奉り観ひの心

葉時代と異り︑涛葉や調べに艶ありなだらかなる風がある︒だが
ｔ

ちに恩ひ及蕊は先づ聖毒寓歳で︑大君の瀧歳であらせませと斬る

君が代の祇歌の常時の型の一つではある︶

︵三十四︶昔たれかかる襖の花を植ゑて

藤原良緩

吉野を春の山となしけむ

︵略解︶古き春に︑どんな人がゆかしい心から︑此の美しい樫
の花をここに移し植ゑて︑今日吉野の山を春の斯様によき山とさ
1

銘 右 座 民 園

圃民座右銘︵要鳶勇葛篭︶

０−月
一日︒大日本は脚園なり︵北畠親房︶
三日︒天地の始めは今日を始めとす︵北畠親房︶

二日︒初心怠る︽一へからず︵世阿禰元清︶

と共に議すべし︵二宮軍徳︶

四日︒天地と共に行くぺく︑天地と共に勘むぺく︑天地

おけ︵古語拾遺︶

︵松尾街蕉︶

五日︒あはれあなおもしろ︒あなたのし︑あなさやけ︑
六日︒松の事は松に智へ︑竹の事は竹に智へ

七日︒人常に芳心あるべし︿源信︵恵心巳
︵竹内式部︶

八日︒常に職場に在り︵牧野忠成︶

九日︒紙一枚・糸一筋みな大君のたまものなり

り︵十訓抄︶

十七日︒することかたきにあらずよくするこルーのかたきな

もむきはしりがたし︵本居宣長︶

十八日︒歌をょまでは︑古への世のくはしき意︑風雅のお

難なり．︵勝海舟︶

十九日︒堅者になる畢問は容易なるも無畢になる塁問は困

二十日︒兵の剛なると申寺は︑最後の死を申すなり
︵今井余平︶

ぱ天下その塞を受く︵王符︶

二十一日︒一夫耕さざれぱ天下その凱を受け一婦織らざれ

の溢に入りたるなり︵山本常朝︶

二十二日︒如何でか劣るべきと思ひて一度打向へぱ最早そ

しをなり︵森鴎外︶

２

二十三日︒彼を知り己を知れば百職婚からず︵孫子︶
二十四日︒打開け過ぐるも悪しく︑物陰す様に見ゆるも悪２

んとはげむ今へきなり︵源空︵法然︶︶

二十五日︒一丈の堀を越えんと思はん人は一丈五尺を越え

二十六日︒農は蔑業の大本なりへ二宮草徳︶

十日︒兵の勝負は人にありて器にあらず︵頼山陽︶
十一一日︒朝夕の食事はうまからずとも︑褒めて食ふくし
．︵伊達政宗︶

三十一日︒死を求めず︑死を怖れず︵西郷南洲︶

三十日︒宜しく身を困窮に投じて責オを死生の際に磨くべ

し︵勝海舟︶一

︵雑摩︶

二十九日︒百行に白く愚人の一徳摺者の師なり

二十八日︒古に糟へて今を照らす︵大安蔑呂︶

けれ︵賀茂百樹﹄

二十七日︒よき人のしかもよくみて定めたるとそものはよ
︵佐久間象山︶

十二日︒人を安んずるは則ち自ら安んずる所以なり

︵東郷卒八郎︶

十三日︒言葉花さくものは必ず震なし︵新井白石︶
十四日・・不惟身命なり︑但惜身命なり︵・造元︶
十五日︒訓練を貴賎と恩へ︑寅践を訓練と思へ

︵大図隆正︶

十六日︒家職産業は︑たすけてたすけらるるわざ

』

集談美後銃線職

戦線銃後美談集粥
○殉函精赫の華
東京陸軍少年飛行兵畢校生徒山崎芳
君は︑島根蝦邑智郡長谷村の出身で︑

庚島蛎呉海軍工廠員山崎清治氏の長男

があったら勉強してくれ︑月掩金金の
軍少年飛行兵に遊ぶ時間なんかない筈

訓練は海軍だけではない︒われわれ陸
だ﹂といって迫ひ返し見舞も喜ばぬと
いふ同君だった︒六月に入って蓉髄は
急鐙した︒去る三日すでに死を漁期し
た同請は中隊長︑原隊長はじめ開係者

一

東京念員中村芳三郎

↑共存共柴と耽曾道徳

輝かしき大東亜職は鼓に津三年を迎へ

た︑此間皇軍の善謀専戦は境珠湾以来海陸

空に︑殊に最近のプーゲンピル島及ギルバ

のためはるばる災市から上京した母親

感激に禁へい︑銃後は何を以て之に雁ふぺ

り居る不滅の偉業に剰し︑吾等は淘に感謝

ート鳥の敵撃滅に肉弾を以て世界職史を飾

教子さんに﹁弟の胴道を︑ぜひ幼年皐

ては護国の榊となれる防人の誠忠無二と職

誉か︑生きて御民一億の蝿鑑となり︑死し

に枇話になった澱をのべたのち︑看謹

校に入畢させて僕のあとを継がせて下

のより悪質者の増加せる事賞は︑十一月一

る悪徳は至る所にあり︑殊に背に腹的のも

ある︒然るに食生活に見よ︑家族本位によ

断減し︑同生共死の決戦生活に入ることで

現を期するには自己本位家族本位の生活を

分に活躍さるることに費す︒へきだ︒之が寅

一億一心戦力増弧に努め︑皇軍をして十二

友愛の尊き日本精祁を吾等の心とし宅虞に

さい﹂

と頼み︑端ぐ息の下から︑

天皇陛下寓歳を三たび奉唱︑﹁勅諭を
奉諏致します﹂と心もち姿勢を正すや
うにして︑

し

一︑軍人は忠節を謡すを本分とすべ

と一催堂堂ハッキリと五ヶ係を諭し

小玉唾上席剣事及砺藤次席検事の説明によ

日司法常局主催法曹含館の座談曾に於ける

って明かである︒殊に事犯開達者中上層階
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奥の興文中畢三年を修了して昨年十月
第○期生として入校したのであった︒

軍榊加藤少勝へつ噂く大宗への活耀を
誓って猛訓練にいそしむうち︑去る一

月不幸病廠に冒され︑村山陸軍病院に
白衣の身を横たへるやうになった︒若
い五鰐に漆る闘魂を軍醤の静養命令に
釘付けされるのは苦しかった︒室飛ぶ
日の自分の勇姿を描きつつ闘病の毎日

て︑﹁およそわが園に生を享けるもの

がつ野いたｂ成績は中隊でも一二を零
ふ秀才なので︑病床を訪れる班長山崎

⁝︒．．﹂とＬまでいったとき︑意識不明

軍曹から軍事畢などの激示をうけなが
ちひたすら全快のＨを待った︒戦友の

となった︒驚いた班長が固く手を握つ
岳

見舞に謝して︑﹁僕のところに来る暇

〆

4

集談美後銃線戦

りをすれば︑一度は意識を奇賊的に取

持がよく判るよ﹂と優しく慈愛の頬ず

シッカリして⁝⁝母さんにはお前の気

た︒お母さんの教子さんも﹁芳ちやん

て﹃山崎は立派な軍人だぞ﹂と勘まし

に世人を感激せしむるであらう︒

軍人精紳こそ正に世の義鑑として永久

向ったといふ︒晴此の雛鷲の死の床の

のうへ︑遺骨は母親に抱かれて呉市に

翻けるであらう︒なぼ六日告別式執行

込む若駕たちの先駆として南に北に天

紙上連載の買出部隊中金力に委せての闇買

級に多いとのことは何たる醜態ぞ︑尚最近

﹇︼

戻した︒四︑五雨日とき人︑昏睡妖態

○那須中謄の絶筆

・麓蕊蕊鵠塞謡騨蕊繋御

を忘れ而して思想職に破碇を招来すぺき由
冬薮閣題である︑内地同胞間に於てすら他
人に封し同情心も思ひやりも無く︑あるも
のは優越感丈である︑斯る現状に於て大東
亜曾議に於ける共同宣言の趣旨に副ひ︑十
億民族の師表として克く指導し得るや否や
詮︑吾等一億の一大反省と畳悟如何が先決
問題である︒吾等は此意味に於て政府並に
指導階級及激化圏膿等の徹底的垂範︑弧力

して︑↑是等徒遥の行燭は吐曾的存在の意義

職完逢を阻害するものは砥曾道徳の峡焔に

に遁れる決戦下に於て一億一心を妨げ．聖

し何を以て謝罪すぺきか︑皇園の興慶目睦

る︑開戦以来大君の御︲楯となりし軍脚に封

の中心地たる皇都数育に一大汚鮎を印した

部の聖職を忘れての不始末で︑大東亜文化

の如き︑家族本位の過まれる愛と教育者一

る某不詳事件の如き︑叉都の激育疑獄事件

べき華族中に宮内省より鍛槌を加へられた

見受られぬ︑更に一樽して時局下垂範さる

の模様無く︑座席交代の美しさなどは一向

の座席問題も三日坊主︑一般乗客にも自慰

者等令︑亦交通道徳に見よ︑中等畢校生徒

無償抜軍一部農家の足下を見て暴利を貧る

に陥りつつも﹁お母さん僕の遺言を必

雄中勝の絶筆がや一南方報道特派員の

彼のガダルカナル島に散った那須弓

した上︑﹁僕は陸軍生徒として何の恩

ず資行して下さい﹂と何度もくりかへ
典に浴する資格のないものですから︑

の手紙と渡されたのは︑ガ島戦線の爆

手に残さ

那須少蒋ロ

明朝出溌にてガ島に赴く︑爆箪相富
猛烈なる様子︑元より生壷不期
男子我れさきもりとなる甲斐ぞあれ
東半球の端てに死ぬれば

であった︒
○

心境を敷島の道に詠みて記せるもの︑
之を辞世に︑文字通り皇嵐の防人とし
て東半球の果に牡烈な戦死を遂げたの

の部隊長に宛て懇切に紹介状を認め︑
その末尾に﹁追伸︲｜として左の悲壮な

箪で一特派員が寓員機を失ひ︑○○基
地に引返す︑そのとき恰も明日は前線
へ自ら出陣といふ那須部厳を訪ねたも
のであった︒色めきたつ陣中にあって
部隊長は特に特派員のために○○基地

た︒那須部隊長が此の辞世

いま土での手営金その他陸軍からのこ

れまでの手営金︑その他陸軍から下さ
るものはす．へて園防献金なりお園の役

に立つために使って下さい︒それから
で下さい︒僕はこんど生れくるときに

航空の教科書を悌壇にあげて毎日拝ん
は誰にも負けない少年飛行兵になるん
ですから・・・⁝﹂と這言︑途に五日午前

十一時五十分陸の雛謹︾らしいおぼらか

な態度で息を引取った︒山崎生徒の五
篭はたとへ朽ちても軍人精稗に生きる
その魂は大室に調揮き︑米英撃滅に実

24．−

ー

出さないやらにするこれも隣組生活ではお互に考へて見ねばなら

かりであると云ふのが少くない︒こうしたことでは︑ほんとうの

呪儀不禰儀

親しみは出来ない︒証曾的の身分の高い低いや︑財産のあるなし

ー一一

︑１ノ

脱儀不祇儀︑これこそ人間一生の中で一番お税ひすべきもので

近頃邸の多い所では︑防空演習忠常含も︑出る人は女中さんば

ぬと恩ふ・

あり︑そして一番哀しむぺきものである︒中心の一家の者が先づ

よいと云ふ課のものではあるまい︒反てさらした人程金でなり知

で人情に差別があるぺきでもなく︑又近所隣りが親しま左くて鴫

く

一番の喜びであり哀しみであるが︑次ぎは親類と向ふ三軒雨隣で

︑︑︑︑

あらう︒人の喜びや悲しみを見ては心から之を恩ふのが人の誠と

から欣び又悲しむぺきだ︒そして其の心は︑心から御手博ひとも

れ等一切を越えた只一個の人間としての近所同志の情けのつきあ

どといふもめは︑職業の交際でもなく︑身分の交際でもない︒そ

一層感激もし︑親しみも増して来るといふものであらう︒隣組な

識でなり齢計に手助けして導いてやるやうにしてこそ︑近所隣は

なり︑力も貸さずには居れぬといふものだ︒此の黙長屋の隣組や

ひといふものである︒何や彼やが違って鴫異って毛︑と上ばかり
︑︑︑︑部
は同じやうに人間味をまる出しでつき合ひ出来る所なのである︒

厩駿不覗儀の場合︑向ふ三軒雨隣は先づ最先きに願けつけて心

いふもので︑一番大切なことである︒

下層の方では割合に力になってやる美鮎がある︒だが此の場合注

間としての情では同じ人間なのであつで︑この同じ人間の上で地

の美しい温い世の中がある課である︒人間はつまるところ此の人

︑勺︑

意すぺきば︑やれ遁り方がケチだとか︑少しでも除計に飲み食ひ

かく何事も一切裸になってやるとの筑持になる所に向ふ三粁雨隣

から喜び心から悲しむ心とは少し蓮ふやり方だ︒殊に不幸の時皆

所から︑品物を各自が失敬したりする者も少くない︒これでは心

では味はへない味といふものではあるまいか︒

位も身分も馬鹿例巧も貧富の別もあるのである︒こ上が隣組の他

︑

しやうとか︑地方などではよく飲食ひの仕事をまかせられてゐる

所だが︑これなどどうかと恩ふ︒

︑︑

○あの世へは持つちゃゆかれぬ慾のため残して鑑きい人の恥

○生き死にも同じはだかの人間同志見せて何する蓋別顔

○思ひ？〜︲の着る衣ぬげぱたｒなさけのみ同じ人

○よきにあしきに出し合ふ情け出せば出すほどますよしみ

が哀んでゐる最中︑酒を飲んで破ったりするやらなのも往々見る
所が一方邸の多い所や︑知識階級などの集ってゐる部落の隣組
などル来ると︑心から欣ぴ心から哀しむのかどうかを疑はせる程
︑︑︑︑

かうした場合冷淡で︑一片の挨拶だけで淡し︑後は手簿つたり種
々心配して呉れたりする事は鈴りやらない︒世間からひや上かで
︑︑︑︑

あると言はれるやらなのもこれもどうかと思ふ︒家で手博って
ツマラヌ事をやるのもいけないがイヤに類取って人の尊い人情を
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書 畳 婦 主

茄てるよりも
蒸す

戦時下乏しい燃料を

主婦の心掛けが何より

しなりと狸得ずるには

からんとする管養を少

節して有効にし︑乏し

I

書婦

しる蒸した方が栗養上からいっても何の成
す

﹃てこの際ですから︑燃料を昔のまま

分によらずいいのです︒

で使っても︑昔のままの味で食べなければ
承知出来ないやうでは困ります︒これが職
争味だといふ考へにかへて︑築養もとれ︑
活してゆきたいものです︒

燃料も物も節約が出来る方法によって︑生

りますが．中間のものが温るまで相常の時

間がか上りますから︑焼くものと︑火とは

羅演になります︒

直接の方が手っとり早くて時間的に燃料の

又物を焼く場合なる﹃一へく鹿今裏表にかへ

るだらうといふ人があるが︑火箸を先の方

すことです︒それでは却て冷ますことにな

をもって親しまれますが︑串焼や網焼は熱

物を焼くことはこげ味が一種凋特の感鯛

まって居るものです︒だから焼物を裏表を

に這入ってゆく熱のために︑握る所まで温

ゆく熱と︑中に入ってゆく熱とがあって︑中

だけ熱して置くと︑冷い空気の中に逃げて

なりません︒御飯を朝一日分を炊いて︑壷

かへしながら焼くと︑逃ける熱は逃げても

○物の焼き方

夜は蒸して食べると経済的だと云ふ人があ

中にとほってゆく熱のために︑シンまで焼

ます︒

○靴下の更生一方法

途中酢を少量タラしただけで．二︑三十分
位で奇麗に染め上った︒
瞳から先ば︑ツギハギでも︑冬はソック
ス︵短靴下︶の使川が出来るので︑上さへ丈
夫なら麦﹂れで鍵組かの虞新しい靴下が出卒

︑︑︑

絹の古靴下の利用法はいろ？︲︑とある
が︑外のものにするよりやはり靴下にして
使用するのが一番有効かと恩ふ︑そこで一
方法を述雪へれば︑積った古靴下の中からな
るべく色の薄いのを選んで︵濃肌色までは
よい︶之を紅茶で染めて見る︒
紅茶の出しがら三︑四度分と一締に煮︑

︑︑

あたるから︑燃料は不糎涜です︒

を輿へる部分が少く︑しかも一方だけ熱が

ら︑網の上に乗せた魚の上に更にフライパ

けるといふととになりまず︒

ノ︲︑吹きながら食べるやらにするなら却て

しかし︑これをフライパンのやらなもの
で蒸し焼きにすると︑焦げ唯はつかいが︑
︑︑︑

なくても食べられる程度にして食べれば︑

リ落つる脂肪も鍋の中に残りますから︑こ

焼味はのこります︒その上火の上にシタタ
︑

手敷の上からも︑燃料の上から屯始めて経

の異方が其の持味を謹揮し︑ものにょつて

しかしどうしても焦げ味がほしいのな

の脂肪の利胴も出来るわけです︒

は砂糖も少量ですむことがあります︒爺で

ガス火の上に土焼綱をのせてガスの直射

なります・

熱を轄射熱にかこ﹂鮭熱利用をいふ人もあ

ンのやうなものをふせて焼けば火の綱演と

例へぱ︑茄でなければ食ぺられない︑蕨︑

ることによって全く味を改善し得るもの︑

又野菜などは爺でたものよりも蒸したも

但しこの際こがさない注意が必要です︒

済になるのです︒

不揮済です︒水はなるべく少くして︑ふか

りますが︑その蒸す時に水を多くしてフウ

蒸すときは︑水を少くすることを忘れては

大切です︒其所で三度の御飯ですが︑之を

豊主

筒のやうなもののほか︑普通のものならむ
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口の戸は正玄闘同様︑丈夫な腰唐戸に

なし︑防漁︑防火︑耐震とせしが︑之

ート造りの納戸を設け︑外壁を二重と

大篭内玄開なるものは︑家としては

れも相常に面到な︑注意を沸はぬと完

少しく溌算のある家は．綿てコンクリ

除分な設備で︑我交の生活様式を改善

全なものとする事が出来ぬ︒殊に合理

ナイトラッチの類を取りつけて居る︒

するならば︑全然不心要なものとなり

的に耐震建築となす事は︑高等数塁の

応用であるから︑軍なる大工には設計

蒋来は内玄開無しで暮し得る様改善す
ぺきであると思ふ︒

州来ぬ︒ｒ

内の品物が大愛に役に立つ様になった

ぬものであるが︑今度の戦争では納戸

保存する我だの習慣には無くてはなら

めったに無いもので︑むやみと品物を

外闘人の家には︑納戸と云ふものは

にして居るが︑比岐的小さな納戸に割

研究して︑一部分を壁と直角に置く様

寸五分の掃川窓を設け︑箪笥の配列を

より少しく高くし︑通風換気用の丈四

配腿して令窓の腰を普通の四段の箪笥

て居るが︑私自身は中廊下より北側に

一般に納戸は灘術窮の燈裁で作られ

が︑之れも将来は改善すぺきものと思

納戸と小屋裏

科で︑開西方面には巾四尺の内玄開があ
るが︑設計と建具に任意せぬと︑故障
畢を生じ︑本格的に内玄開の役をせぬの

合に多くの箪笥を入るＬ事が出来︑な

而して州来得る事巌ら︑奥行一尺五

る︒

窓は不必要に大きくせぬ事が肝要であ

るべく南から北に風の通る様にして︑

ふ︒︲

火事の多い我剛では︑少しく大きな
納戸は織筋コンクリートとなし︑完全

而してその位置は︑正玄開の脇か︑

み込む様にして届るが︑非常に効果的

六七寸程度の抽斗しを設けて︑夫れに

寸の戸棚を設け︑其の竿分から下に丈

な防火扉を設けて︑木造の家の内に包

くない虚を選び︑州来るだけ大きな下

のが僅かに︑二千回以内で出来たので

である︒戦前八帖の完全な耐火的なも

家の北側であるが︑なるべく居間に近

る︒

では二帖︑小住宅では一帖で︑土間は
一坪乃至一坪半の内玄開を設けて居

で︑私は大きな家では三帖諺中流住宅

塵玄潅蕊瀧澱褒蕊小

家内玄闘齢

十

家を建てる人の馬に

家庭科掌③

l

駄箱と雨の外套掛けを用意して︑出入
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足袋や靴下を整理して入るＬならば非

窓では役に立たぬが︑併し大きな窓を

まりに多くの荷物を入る上と︑小さな

繁殖を防ぐ事が出来るが︑小屋裏にあ

が︑一番理想的なものは︑水洗便所で

現在世界中に十数種の便所がある

作ると︑小屋裏の冬はまく夏が暑い︒

浄化設備をなさねば出来ぬ事で︑大愛

ある︒然し之れは下水が完成するか︑

としても︑夫れは無理な企である︒

側に設くる場合は︑板張りよりは聾の

常に便利である︒尚又納戸の床は︑北

尚又小屋裏の通風を無硯して作った

洋服箪笥は︑一般に寝室に設けて居

家︑即ち法形造りの尾根であると︑夏

ては︑城口式の大正便所が︑安くて相

な費用を要するので︑次善の方法とし

方がよい︒

るが︑納戸に置く場合でも︑三尺角の

頃でも︑小屋裏の室気は百度前後であ

季酷暑の候には︑朝の四時五時と云ふ

の大正便所とせば︑我闘の衛生状態は

営効果的であるから︑全図の便所を此

見舞はれた資例があるので︑序に注意

なったが︑其の代り衛生便所を採用せ

を奏せずして︑建築界を引退する事と

機曾ある毎に奮闘して見たが︑途に効

之れに謝しては二十年来︑筆に口に

持たぬ事は︑貢に遺憾至極であるＪ

必ずや改善せらる上事と信じて居る
が︑我園の衛生官はなぜか此の英断を

旬Ｏ○︒○０．︒◎

押入れを利用する方が︑掃除に非常に

り︑日中には四時前後は百二十度を越

る場合に︑上り口に引き戸を設けて之

尚又納戸から小屋裏に上り口を設く

す事があるので︑注意すべき事である︒

便利であり︑尚又工費が大愛に経済で
家ある ︒
建坪の開係上小さな納戸で困る場合
庭は︑防室上一寸感心せぬが︑納戸から

科小屋裏に上り段又は梯子を設けて︑比

して置くが︑之れは小屋裏の明取りの

れに錠前をつける事駐忘れて︑泥権に

阜床を設けて此虎に置き︑冬と夏の衣類

内部に格子を打ちつけぬ篇で︑之れも

較的悪い箪笥や茶箱の類を︑小屋裏に
や夜具等を︑不用な時期だけ入れて置
く様にすると︑便利でもあり叉漁乗に

ぬ依頼者は︑悉く断って私の設計せる

家は︑全部水洗便所か大正便所とした

大切な事である︒

ので絶封に完全な蓋が必要である︒

封して非常によいが︑細かい渓が多い

非衛生なものは無い︑便所の改善を弧

世界の文明圃中で︑我図の便所ほど

テルの庚間で︑横演と東京とを知って

先年外遊の節︑グラスゴーのあるホ

が︑夫れが全圃では千数百軒ある︒

ガラリ戸の類で通風換気をよくすると

居る毛薫と快談せる折︑人力車と便所

便所

大概は出ぬものである︒か略すると

化せずして︑簿染病の恐威から逃れん

天井裏の鼠は︑小屋裏を明るくし︑

夏季夜間家内が涼しくもなり︑叉鼠の
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の臭素に就いて悪口を云はれて大いに

無く︑且叉我闘の衛生状態をよほど向

南向きとなし︑一年中合理的な日富り

候に完全に順雁せざるものは︑保健住

とする様にエ風する事︑即ち日本の気

便所に限らず民間人の斯様なよい事

上する事が出来ると信じて居る︒

庭は︑永久的のものであるから︑同一

宅と云ひ難く︑第一線と異り銃後の家

憤慨して︑日本には乞食の様な失業群
は居らぬと逆襲して見たが︑あまり効

に封して︑従来兎角常事者が自然的に

茨ものとする事が︑極めて賢明な方法

債格に於て少しく頭を使って︑衛生的

貢の親心を褒起する場合が極めて少な
いが︑此の際大いに改善してほしい︒

兎に角現在のま上では篭困る︒賛津

果的蔵攻撃ではなかった様だ︒ゞ
は去はいがせめて大正便所とすべきで

殊に東亜の盟主の便所が文化的で無い

選定が非常に大切な事で︑之れだけは

ある︑然し此の大正便所にも侭物が多

家を建てる人糞に︑心から注意して此

い注意の行届く様な設計者と施工者の

年の昔から診水洗便所を資施して居る

の稿淀経る事とする︒︵一八︑八︑六︶

と信ずる︒夫れには経験に富み︑細か

ので︑無候の開係もあるが︑流行病が

事は︑どう考へて見ても面白く無いと

極めて少蔵く︑子供蔵ど赤痢やチフス

く相富に偏物を喰はされたものも多く
家あるが︑之れは祁田厘多町の城口研究
所の大正便所でなければ︑完全なもの
庭では無い︒此の外に理論的には一寸よ

に就いての知識がまるで無いのみか︑

思ふ︒敵ながら英閥の如きは一六六六

もあるが︑賞用には頗る縁が篭いので︑

町瞥にはチフスの診断が完全に出来ぬ

便所を全図に施工せし事に封して︑常

ルステイン塗りとして居るが︑タイル

来得る限り漆ぶきとするか︑叉はオイ

敵をこそきれ

○下作り西江水に至りては太刀をも持たぬ

智ひける哉

○勝事を智ふノー︑と思ひしに負くる事をぱ

ば打太刀になる

Ｏ有濯の香をいだし西江水を打たんとすれ

西江水に至りての歌

科い内務省式或は厚生省式と稗するもの
串大いに警戒する必要がある︒
私は城口氏が濁力で︑我園の衛生飲

に敬意を表して居るが︑斯様な善事に

張りよりも安く叉上品に仕上げる事が

さて私は便所や風呂や墓所等は︑出

ものが多いそうだ︒

濁しては関係常局は何等かの方法で︑

出来︑まい地方に於いて特にタイル張

態を改善せんとして︑約三十葛の大正

表彰してもよいと思って居る︒尚又一

要するに日本に建てる家は︑絶謝に

り〆よりはよい︒

口の悪い毛黛曜馬鹿にさる上様な事も

歩進んで全園に施工せしめたならば︑
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大阪府曾員催川清之助暗になり・童善悪が源因となって同じく善悪の結果を見る︒夫が

潜航艇と云ふ資在は有り得ない︒宗数を聞く事に由って韓悪が明

識が無ければ︑飛行機の寅在は無聡水の底行く知識が無ければ

獄極楽と説けども資在しないのである︒人間の空を飛淳と云ふ知

貴在しない︒悌激で三千惟界と説けども人間には資在しない︒地
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知識することに由って歴史的な責在のあるので︑墨間知識ないも咲いても花見もない︒妻子巻臓財産も役に立たず︑火鉢もなけれ一

識坐沙砕︾一弘翌一︾︾碑︾︾侭睡︸︾一︾雪印︾︾一︽砕岬雷電一軒碑一睡罪一一

誉や︑帝に教旭の教の侭虞向に信じて然るべきか︒右は知識の多なくて地獄極楽が無い事が便利では無いか︒例へぱ悌教渡来以前一

界なるか︒固より宗敏は信に因る生命あるものなるが故に︑理窟在であり︑地獄とは醜悪暗黒衆苦の積集の資在である︒・一
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哲畢は究理が基礎︑更に宗敬の内容が正しくても其醗濯其園風と

０・﹄︒ｂＩＩｈｄ−９０４ＮＩＩ罰．４︲銀山Ｉ川ⅢⅢＩⅨ１１Ⅱい日Ⅱ日日・︲９４心門■州己寸や●伽Ｊ﹄ｄ・Ｉ■可０．０．Ｄｊ︲１Ｊ︒︒・０．０・︲Ｉ︲１１︲︲ｒＭ１︲．１１

い︒今の一生に在りて次の生涯に無い筈もあるまい︒自業自得の

合致しなければ行はれないのみならず・統制が乱れる︑宗教は先

︐︲︲ⅢＩｔＰ︲ⅢⅡ日出１︐ｒ

因果律は悌教で無くとも知識の有る者は泳知する筈である︒自業

づ研究して得心の後に信仰する︑それが解信であり︑庭の信仰で

１色１日

自得の世界に苦楽があれば夫れが地獄極楽なので︑唯夫を怖教的

ありますから︑解の無い信仰は危険である︒

ｌⅡ伯ｑｌＪ凸Ⅲ叩ｋｎＨＨ︑１０１７ｌｂ︒旧︲︐ＯＩＦ巾■Ｍｄ１．もｕ

に説明するか薙督的に説明するか畢竜説明の仕方が多少の相違あ

︵四十頁よりつ賛く︶

莱る力弧い精祁物質雨面に豆る講話で︑深き感動を典へられたこ

い資誼を以てし︑心掛け一つで今日より蔵ちにどらにでも資賎出

資際生活者の賀状覗察遊資例酷て認り︑興味の中に泊り来る力謡

悪︑或は昆虫類︑貝類等の築錠表溌示し︑寒村僻地の共等による

た︒而して現在の二合三勺の配給の根探や︑罫︑︲粟︑玉詞黍︑稗︑

き︑決戦下の図民生活に恵大な決意と暗示を輿へらる入所があっ

に溌見して︑分相鹿其所に満足せる感閉の生活を遼るぺしと説

いだらうと断じ︑何が何所が生活必要圏であるか︑其所を科畢的

に於て脳て日本人は遂に輝涜的敗北若となって退却するの外はな

を資例より雛じ︑此の弊を改めざる限り︑察混に︑；満洲に︑支那

満足して感謝の生活をせず︑徒に無駄を好む愁望へのみ愉慨する

殊に衣服の如きは遊しいものとなし︑日本人は殆ど現在の境遇に

に落着くべきことを弧調し﹁日本人程無駄のある生活はないとし︑

あって︑必要線の確立であり︑﹁何をどれ程どうしやら﹂と云ふ所

そして所謂文化生活とは科畢に立脚して無駄のない生活のことで

外の築養償の検討と具髄的繋富な資例︑金より物への感謝生活︑

るに過ぎぬし故に結論すれば地獄極楽は責在する︑説明の仕様は
教旭の話が脈に落着けば信じて宜敷︑得心が行かねば信じなくと
も宜薮︑善悪を識別して悪を蓮ざくれば其人には地獄の世界は有
りませぬ︒

︵．．︶宗教に於て解信と信仰との異同に就いて御教示仰ぎたし︒

︵答︶信ずると云ふ内容に正信迷信︑或は解信盲信なぞいろＩ︑あ

一ります℃母親が夫れ御化が出ると云ふと幼兄は恐怖する︑これが
一一盲信︑善悪を判断して因果闘係を了解するのが解信︑虞理を研究

︒して畢問知識により或は直糎によりて髄得する等は正信であり︑

するのが迷信で参る︒祁沸が私の慾心の手博をなされたり︑金儲
の相談に参加さる上と信ずる如きは迷信なり︒併し其人の知識と

一索鋤延葬準嘩牽錬率蜂彬恥鐘嘩征鋤催確稚鑑馳鍵郡痢順鍵症諏峰

とであった︒語り率り説を進んで約一時間半絡って種今の質問恋

！

答あり︑午後九時有意義に散曾した︒
１︲町︲︲烏Ｍ︑同︲︒．ｑｌ︲Ｉ

は酒は毒だと云ひ一人には少々は蕊と云ふ︒宗激は救ひが基礎︑
︒︲１９■Ｈ１や唯：Ｌ韻空１万Ｕ●Ｉ〃ＦＪＪ・

揺師の治飛と等しい︑鍔師は相手に由って匙加減がある︑一人に
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貯金通帳無駄一掃標語営選者

○一冊にきめて纏めて窓口へ

○小口増すより纏めて貯金

○貯め抜く一冊︑二冊は無用

Ｏ増せ貯金︑減らせ通帳︑省け手間

前島洋員京都︶

村上勝三郎︵島根隣︶

萩原良助橘島騨︶

吉田泰雄︵大阪市︶

五十嵐甚蔵︵平塚市︶

生田此農夫︵脚戸市︶

古田資男︵尼崎市︶

○日に蓄めて月に纏めて窓口へ

鈴木八郎︵愛知藤︶

畑地弘︵三重隣︶

○貯金も決戦一冊で

○との一冊で勝つ貯金

○通帳は紙と恩はず兵器と思へ

○通帳一冊︑無駄必殺

へ佳作︶

○一冊に縄めて無駄のない貯金吉木好太郎︵東京都︺

○纏めて一冊︑戦ふ通帳吉田清貢京都府︶

○一冊に溢る上貯蓄の大戦果蜜畑・涼全浦市︶

○決戦だ−冊で行かう能代創坊へ函館市︶

○小額は箱で纏めて通帳へ日浦康志︵姫路市︶

○一冊の通帳を武器に貯蓄戦水池斗記男試愛媛癖︶
○一冊で省ける事務と待つ時間倉田周次︵東京都︶

○通帳をいくつも持つてちや窓口ふさぐ

○翼賛一家に無駄なき通帳成田徳太︵京都市︶
○一冊を長く使って多い額栗田悲司︵茨城嬬︶

角淫善八郎︵新潟鴎︶

一 興 一

︵入選︶

○通帳を一つに纏めて無駄省け田中須恵蔵︿東京都︶

○十冊に勝つ一冊の預け高伊藤啓子︵頑岡厩︶
○一冊へ二冊三冊五冊分田原幸作︵長野市︶
○一冊で見よし︑貯めよし︑おぼえよし
→早川末男︵名古屋市︶

○マトメテ一冊︑カタメテ貯金尾崎初枝︵和歌山螺︶

︽

田中勇豊三重厩︶

○一冊で能率あげよ勝つ貯金高鐸庄太郎東京都︶
○貯金函活かして大きく通帳へ小林政三︵銚子直
○一冊で額を自慢の貯金帳大立悟量︵岡山市︶
︵秀逸︶
○通帳は数より額の御奉公

／

b

○一冊で︑紙︑人時の無駄省け南新次郎︵大阪恵
○通帳の数より額だ貯蓄戦小林一枝︵東京都︶

者選営語漂掃一駄無帳通金貯

二

随筆
猿の思出
○

谷水哉

事を思ひ出したからである︒

其時私達は其の海岸の原住民部落から︑久原農園に行く

べく︑紫檀とか黒檀とか云ふ老樹の茂る間に︑僅に伐り開

へ飛び移り︑私達を見て驚きもせず伯其の猿には種堂の種

いた一催の細淫を行くと︑忽ち頭上に猿の群が︑枝から枝

けた様なのや︑ポケット猿とて︑仔猫ほどのや︑更に奇

モンギイ

類があって︑尾長猿とて︑尾が長く︑午蕊を焼いて尻へ附

なろは天狗猿とて︑鼻頭が尖って︑七面鳥の職の様なのも

太古天尊降臨の榊話は︑此の南洋北ボルネオ遥りと捗だ似

と天釧目命が天八街に於ける面曾の光景を察すると︑我園

見たとき︑私は例の猿矧篭命の高い鼻の事淀思ひ合せ︑命

居るｕ久原農園から案内の人の注意に依って其の天狗猿を

大正五年私は常時英領の北ボルネオ友る久原殿業曾牡経

鐙で乳を露はしながら︑笑って私達を見て居る︒で︑私は

←ライン下りを試みたとき︑川の南岸が近く迫って︑岸には

次に私は愛知聯の木曾川を太田から︑犬山まで所謂日本

力ホッゲ

管のタワオ農園へ行くぺく︑上陸すると︑海岸の原住民部

不圏神代の太古に︑天孫斑糞杵尊に従うて︑途の前方に立

子が住み︑川を下れば蝿て犬山城が流れに臨んで聾ゆるの

怪腸奇石が遮綾し︑山は樹誉茂りて其所には多くの猿や雄

磐戸の前で乳を露はして稗楽を舞ひ︑他の榊盈達は其れを

彼の天釧女命ほ︑天照太榊の天磐戸に隠れさせ給ひしとき

てたのが川を下る船から見える︒説明に依れば︑桃太郎の

桃太郎出生地と名け︑小児の遊園地を設け︑盛んに旗を立

考へたか︑猿︑雄子︑犬と結び着けて︑犬山上流の左岸に

で︑此城を何時頃からか白帝城と呼んで居る︒ソコで誰が

すてきあまのう

って居る鼻の素的に高い猿田葺尊の所へ交渉に行った天釧

磐戸を細目に開いて覗き見給うと︑光がバツと外に漏れ︑

母が洗濯しつ上︑流れて来た桃を拾った地は此所にて彼れ

見て︑手を拍って笑ひ騒ぐ難の除りに賑かなので︑太榊は

すめのみこと

目命が此様な稗でなかったらうかと思った︒といふのは

○

て居ることを感じたのである︒

ある故︑世俗に従ひ︑猿に開する話を拾ひ集めて見る．

今昭和十九年の干支は︑甲巾にて︑申は古来猿に宛てＬ

坪

その篇に天地が明るくなったと云ふ古事記や日本書紀の記

−ﾛ33−

やぃ､△

の

落に綿の木が電信柱の如く幹と枝と何れも直ぐに縦横に十
字形を篇して居る下に︑原住民の若き女が︑腰から上は裸

猿
思

田

』『

居る︒支那の白帝城に速からざる所に重慶があるのだから

我が木曾川下りの南帝城は︑急流の下方にあるのが異って

なったのだと云ふが詞其の富否を私は断言しがたきも︑総

進化論の畢者は人間の先禰は鐘で︑猿が進化して人類と

○︲

重慶攻略だといふ説が出かるも知れぬ︒

他年三峡の岸に桃太郎の出生地を考へ︑鬼ケ島退治は資は

が生長して鬼ケ島退治に州褒するとき︑家来として伴うた

／

猿も雄子も今現に居る族の先旭で︑犬は犬山の産であった
と云ふのであるＪ
○

位だから︑其の出生地を此所だと断定して子供の遊園地と

日本人の子供と生奴て︑桃太郎の認を知らぬものは無い
したのは奇抜な思ひ附きだが︑更に一歩を進めて︑猿蟹合

ての動物中︑人類に最も類似するものは猿であることは疑

で難破して其の中の一人がボルネオへ漂着し︑固らずもオ

今から二十年許り以前の或る雑誌に︑日本人の船が南洋

○

和民族と親しくなった課である︒

かれて居るから︑原住民の外に彼等類人猿も︑殊に我が大

た其頃の英領北ボルネオも︑今は我軍の占領下に軍政を布

園へ来たのもボルネオ産と聞いた︒私達が前年彼地へ行っ

オランウータンはボルネオ島に棲み︑往年我が上野の動物

此等の類人猿中︑大狸餐と黒狸全は亜弗利加に犀するが

４

唾︑一紬稚坪諏唾誰麺癖垂諦壱琴函塁嘩鋤睦侭畢﹄野碓涯洞・至

灘飛晒錦鯉勤腫堪鮮撫溌護螺澱呈一

ひない︒で︑猿の中にも稀類が多く︑動物皐者が類人猿と

戦の古戦場も此の遥りと故事附け︑流石の猿面冠者の羽柴

猿秀吉も︑臼の様なデプチャンの徳川家康に戦ひ敗れた小牧
山や︑合戦の原因となった柿の核子は︑程遠からぬ大垣か
のら持って来たものであるといふ趣向も立ち相だ︒
○

思尚ぼ犬山を白帝城と呼ぶのは︑支那の四川省奉節厩の白
出帝城から楊子江が二一峡の峨を走り下って現に今我が軍が占可
擦する宜昌の上流湖北省江陵牒の江陵まで達する急流に比
したもので︑李白の詩の︑
ヤ

朝二辞ス白帝彩雲ノ間︑千里江陵一日二還ル︑雨岸ノ猿
謹暗イテ住マズ︑軽舟巳二過グ寓重ノ山︑

とあるに倣うて︑木曾川の険を長江三峡の嘘に比し︑此所
にも雨岸に猿が聴いて居るといふ所から︑考へ着いたもの
で︑猫逸の一フイン川に比して︑日本ラインと稲するまりは

適切だと思ふ︒但し支那の白帝城は三峡の上流にあるが︑

1

を宿し︑鵬て人間と類人摸の混血兎を生んだ︒が︑日本の
．男は斯かる堵遇には同より流足せず︑島溌脆出の機曾を窺
︲って居る間に︑或る時何れの幽かの汽船が海岸近く通るを

寵愛を受け︑数年間優遇せらる上間に︑彼女は日本人の胤

見物席から蛍紺を投げると︑直ぐに猿が正龍を現はして飛

畜生は仕様が無く︑舞墓の上で泣く買似をして居る所へ︑

道成寺などを人間の如く演ずるを見たことがある↓シカシ

前の春︑私が熱海登岸の埋立地で見た猿芝膳は︑衣裳を着

さいが︑敏捷で刑巧なことは他の動物中比類なく︑二三年

我圃の猿は︑・コリラやチンパンヂイに比ぶれば︑膿は小

見て︑陸上から呼びかけて救ひを求め︑雑に海へ飛び込み

１ランウータンの群に救はれ︑彼等群中の女へ牝か︶酋長の

泳ぎ出したとき彼女は跡を追ひかけ来りしも︑水に入って

びついた︒

使うた相だ︒

元来︑税罰の芝居や能楽は︑巾楽から始まり︑能狂言の
籾猿は狭の人風似を骨子として出来︑また芝居の近頃川原
立引のお俊博兵術に為俊が兄典次郎の猿廻しも︑猿が能く
働らき︑五代目菊五郎の典次郎は︑舞墓の上で本物の猿を

含記心

けて立って踊ったり立回りをしたり︑三番受︑お染久松︑

遁るＬ諺見て︑嚇と怒って︑愛兇の手足遂引き裂いて海中
るも︑今から考へると全くの狸造読であったらしい︒

震へ投げ込んだといふ面白き記事を見たことを私は畳へて居

︑

の︲〃○

支那では立派な服装をしても思慮の浅い人を木狼の衣冠
と噸けるが︑然ども余架嘆が四大奇書と貸したる中の一な

きん毛う

我函では古来猿を祁聖硯して︑山王権現の使徒にて其数
思三寓一二千二一百三十三匹届るとか︑また猿は庚耶様の御紳燈

る西遊記には︑三蔵法師に随行したる猿の孫悟室が︑金槍

の秀逸がある︒

猿を聞く人捨子に秋の風いかに
元日や猿に着せたる猿の面
稚柿や一口は喰ふ猿の面
などの名高い句があり︑芭蕉の商弟共角にも︑
蕊かれて猿の歯白し雌の月

初時雨猿も小蓑を欲しげなり
猿引は猿の小袖駈砧かな

の句を讃み︑

猿が文畢上に多くの題材を供するので︑芭蕉は好んで猿

Ｏ

棒を振り廻はす活動は︑同書中の異彩である︒

匿う

出で︑目を掩ふ猿と︑耳を掩ふ猿並びに口を掩ふ猿の三龍あ
り︑之を兄ザル︑間かザル︑言はザルと稲し︑仙を遁れた
る達人は︑此の三猿主義を蛍とび︑我が維新の元勲井上馨
侯は︑晩年自ら世外居士三猿と鋭し︑静岡厩興津の横砂に

位Ｏｏ００Ｏ

一別荘を構ひ︑

上こすな

川があっても人を横砂

寝つ興津浮世の外の人なれば

と噸き悪らし︑今も其跡に侯の銅像が立って居る筈だ︒
○

！
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本曾記事
○本含臨時総曾

一

一

告ぐるに伴って．園民の日常生活も緊迫を告げて来た重大な今日

る生活に飽迄も堪へ︑最後の豚利に適進する心櫛へを愈々華固に

である︒政府の並々ならぬ諸施設の壷力の下︑園民は緊迫を告ぐ

せねばならぬ︒それが鴬めには︑窟屈な生活の中にて飽迄も遵法

ふ風で淘に遺憾である︒職争も長期になると内外嵯旦っての思想

精脚を尊重せねばならぬが︑中には随分悪質の違法者もあると云

職が重要となって来るので︑教化人としては特に此の黙にも注意

昭和十四年十月吉田熊次博士が本曾副含長に就任されてより益
／に五ヶ年を経︑定款にて任期満了となる燭め︑十月三十日午後七

せねばならない︒それには乏しきを憂へず等しからざるを憂ふ

につき陵江主事の挨拶に次で︑堀田舎長は︑吉田副曾長任期満了

いと思ふ・

の遥の御意見を何ひ︑以て本問題に就き今日を善虚するに費した

問題が璽大である︒其所で今日の談話含の話題とし︑皆さんの此

副すこととなるので︑違法と義理人情は如何に調和さるぺきかの

人間には無ければならぬ道徳であるが︑之に偏する時運法精測を

る分配が鼠されることがある現欣である︒素鉦り義理人情は一面

て所謂義理人情に支配されて特殊開係の寅買があり︑其の公平な

で︑物の公平が保たれぬと不平思想も起る︑所で生活必需品等に於

時より本曾々譲室に臨時網曾畢行︑閣民儀溢の後︑堀田舎長議今長席

本につき後任選畢の談を提出するや︑平塚閥義氏は︑﹁後任選畢の手
数を省き曹長指命に願ひたい﹂︲と提議する所あり︑依て堀田倉長

倉は命員に緋るに︑一同賛成︑依て堀田舎長は︑現吉田副曾長に再
び御願ひしたい﹂と述暑へるや︑一同拍手を送る︒吉田副曾長より

記承諾の挨拶あり︒鼓に引讃いて吉田副酋長に御願ひすることとな

︐を告げ︑無事臨時議曾を絡了せり︒

事つた事は本含の篤慶賀に堪へない次第である︒鼓に堀田倉長閉式

れるため︑本舎は手繍のため七月以来休曾せる談話含は︑十月

時局下各集曾は企壷の上向ふ四ヶ月間営局の許可を得る事とな

四十パーセントの中約半分は蓮法精紳を鉄いたものであり︑後二

傾向にある︒其の中六十パーセントは利慾のためのもので︑残り

なり︑本年は恐らくは十六菖件にもならうか︑兎に角年々増加の

多く︑一昨年は十四蔦二千件であったのが昨年は十四蔦九千件と

の石田局長の話に︒今日裁剣所で取扱はれる事犯は縄済犯が最も

○吉田熊次博士︒去る九月下旬中央教育聯合倉の集りの時︑司法省

三十日午後五時より本曾々議室に於一︲︸開催せり︒定刻麿江主事の

十パーセントは雑多であるが︑其の二パーセント程は義理人情の

︽○含員談話倉

それより談話曾に入った︒今日の話題は﹁遵法精祁と義理人情﹂

挨拶についで︑庚江主事本含甲乙要領を朗讃し︑曾員一同復唱︑

矯めに犯す者であると云ふことであった︒其所で思ふことは︑共

「

である︒庚江主事は話題提出の理由を説明し﹁時局が日に重大を

竜
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機の一つなり多く作らねばならぬから国民は重大な畳婿をして・

である︒生活が容易でなくなるに従って遵法が責行的にならぬと

騨涜と防空を完くせねばならぬ︒防空は目下の急務で︑政府は今

の義理人情と云ふ古来からの考へを今日は現代生活に合ふやうに

た課である︒

や正宗の名刀を抜くことが出来ることだから︑人口紐散もやるで

ては困るのである︒今日は経涜と防空が最も大切であって︑飛行

○松井茂博士︒本日教育勅語御漢謹記念の意義深き日に︑加藤博

あらう︒日本が確りせぬと大東亜全燈に直ちに影癖する︑官民一

大鍾であり︑司法省や替察官などもシッヵリせぬと闇などがあっ

士から伊藤公︑元田先生二人の闘敏狸につき御話を承はることは

致して道徳と法律を一致せしめ︑義理人情の個人愛に溺れず義理

建面さねば種々の弊害を生ずることである︒此の遥を如何に配慮

何よりである︒一侭我が鯛は教育勅語御洩謹以前とて雄図の精脚

したらと云ふことが考へられるので︑賑って以て本日の話題とし

が唱へられながらも．剛民によく貴唆されて居らなかったもの

を以て情を殺して道を守らねばならぬ︒蝿済と防空の問題はシッ

りてふさはじ﹂と古事記にも見えて居るのである︒乃ち鯉園の理

●

古より夫唱婦随の園で︑天胆の時代既に﹁女を言先きだてしによ

て得た結論を朗惣したいとて︑右の如く韻み上けた︒我が園は太

○鈴木栖闘君︒私は今日の話題につき︑蝋岡支曾が過日の常含に

な鳥ゞぬ・

カリせねばならぬ︑生きた法を賞状に即せしめ道徳を生かさねば

で︑乃ち後鳥羽上皇が十一年鴫孤島に御辛苦遊ばされた如き其の
本他津山の悲しむぺき例が史上に多いことであった︒︑そして憲法が
談布され︑教育勅語が御換凌になった以後とても資唆されて居ら
舎ないので︑尚今日我会は深く反省せねげならぬ︑岡田内閣の如き
三度も園隈明徴の盤明を出さねばならなかったことにも反省せね
記ぱならぬ︒今日八絃一宇などと言はれるが．省みて従来道徳や政

事治に於て恥づべきことが多かったと恩ふ︒遵法糖紳と義理も人情

は捨てねばならぬ．若し顛家が亡募ならば家庭幸顕などは望み得

られない︑一家の主人は経国の理念の偽とに闘家縄済に協力す︒へ

念とは園家目的のことであって︑之が矯めには園民は私人的慾望

く︑一家の主婦は済世の方策に家庭糎済を簡素にすぺきだ︒乃ち

一盤道徳を離れて法律はない︑獅迩あたりでも斯様に唱へて大分
日本的になって来た︑其所で刑法なども改正されねばならぬであ

我が泊翁先生の申さる坐道徳とは︑此の畷幽的思想の皇園理念を

も共に道徳で︑唯デモクラシーと非デモクラシーの相違である︒

しても法律と道徳は二にして一であり︑憲法と教育勅語も表裏を

らう︒義は物を断ち割る意味があり法律の精祁とも言へる︒どう

へぱ可なり︑︵固家目的︶幸禰を主として道徳を行ふといへぱ不可

説かれたものと信ずる︒泊翁先生は﹁道徳を行へぱ幸鴻なりとい

なり︵個人同的︶と︒乃ら着物の本質は我が惟脚の道であり︑その

へて居り︑子供でも﹁闇﹂左どと云ふ事を卒筑で言ふ︑政府も指

柄とか模様とか流行とかは潤色に過ぎない︒泊翁先生は．宗教を

なすものだ︒例の純沸犯で吟多くの者は此の位は差支へないた考

罪は減ったが︑不良少年や純溌車犯は増して来たことは重大問題

・導的に縄湾犯を誰かねばならぬど思ふ︒張盗や殺人と云ふ如き犯
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は一個の借金の不義理も許されなければならぬと説いた所︑其の

ふから鰯それは断じて不可である︒鍛板は造船の厩如何に大切で

男も雛然と畳って中止したので︑私は之を欣ぴ︑南方へ就職させ

信ずるば口由なりと錐へど本圃の害となる宗教は信ずぺからずと

閏じて不可である︒平時ならば人情を以て出来得る限り人の慨話

月々錐何でも齢して借金を送るがよい︑債櫛者には︑よく私が取

さずと＄よい︑私が話をつけてやるｃ今日闘家の大義に殉ずる時

もなす言へきであらうが︑職時此の非常時の場合には剛家圃的の焼

計ふと言ったことである︒又秒の住む房州松部に少年航空兵志願

あるかを思へ︑闇をやらずして借金が返せないなら其の借金は返

めに個人的人情に堕してはならぬｃ職争は何が何んでも勝ち抜か

者がなかったのを遺憾として︑私は嬢校其の他村主脳部に注意を

言はれたが︑天地を以て縄巻と衣し︑日月を以て照明となす︑こ

ねばならぬ︑此の圃家目的のためには家庭的慾離の如誉ほ断たね

れ純一無雑の園是なりと言へる藤原謙足公の日本忠訓でなければ

ばならぬ︑一家に於ては主人が縄圃の理念に韮き︑閑家目的の法

促すと共に︑某一家の親を説いて遂に志願せしめた．所︑函いて我

になって居る所であって︑臣民道に徹底するならば何んでもなく

○吉田副含長︒迩法の粘榊は明に教育勅語に臣民道として御示し一

て迩法精紳の如きも六汲滝成果を牧めることが出来ると信ずる︒謡

︾部鐸唖鋤蝿誕緬訓舜鐸獅髭呑砕噸樟詰渉睡産畔↑︾鋤竜卦搾唾一

も我もと志願者が出て来たこともあった︒斯の如く要するに各自

に協力すべきで︑個人的不平は断乎禁じねばならぬ︑明治以来七
本十年の文化は家庭生活を増長させた︒今は全力を翠げ裡園の理念

り殉閣思想に微せぱ擢利義務等の思想は必要はない︒云々・・⁝：︑

に協力せねば断じて不可である︒迩法精榊と義理人情とはこの根
含本的の理念を定義しての後に論ぜらるべきである︒園家目的に従
記
・・ ・ ： ︒ ﹂ Ｌ Ｌ ・ ○

でなければならぬ︒昔のま入の個人的義理人備の如きは︑皇運扶

出来る筈である︒されば義理人碕は其の臣民道に則った義理人情

翼の馬めのものではない︒此の黙を是非改めねばならぬと思ふ・

事○津田雲治君⁝一盟倒民が皇図の理念に徹するならば遵法の事な
ど問題でない︑今日の戦時立法の如き皆悉く皇国を護る篇めに出
の婚兵達は言ふに︑我が右に左に戦友は難れ傷つく︒併し激戦下

来たものであり︑今日は人情など考へて居る場合でもない︑職地

であるが︑古い義理人惟には個人的たものが残ごＬ居る︺国民はく

○鵠田五郎君︒本含としても道を弘める上に心せねばならぬこと

大義猪分を充分心得ねばならぬ︒例へぱ今日の食料や燃料の問題

にては自己の人情を以て之を助けることが出泳ず︑途に出血多き
を少くしたら助かりはしなかったかと思ふのに︑其の湯合人情は

きな人倫から鎧んで節約す︒へく︑又前線で補給の不充分な人に愛

でも︑地方の人が比較的容易壷あっても︑都市の人を思って・大

焼め死んでゆくと云ふ場合がある・瞳︑あの時自分が手富して出血

行使出来ないと︒誠に銃後も一億戦闘配置の時大義の鰯めには一

情を寄せこれ叉師約する尋︑此の如きが日本人の直の人情で︑便

己の人情などに拘はっては居れない︒私は鐘松の闇行馬をやって
居た男が︑今一度やれば借金が全部返せる︑そしたら止めると云

､

rー

人的考へに則る如き︑是道徳を汚すこととなる︒此の鮎従来資生
活に則る指導が足らなかったと思ふ・迩法よりも何が虞の詳迦人
情であるかを教へねばならぬ．先程誰かの言はれた個人の借金の
不義理より闇はより悪い図家への不義理であることを思はねばな
らぬ︒兎角今日は標語のみで︑物事が笈生活に印して居らないの
近噸各地方に行って見て驚くことは︑幣官其の他

は︐各自の結刺が撤して居らないからだと思ふ・

○壁間信吉君

の賄牧賄の多いことである︒誠に遼憾であるが︑一面今日の生活
状態からしては彼等の手常を倍位にしてやるべきである︒生活を

○教育に開する勅語漢謹記念式

十月三十冊は教育に閥する勅語換誕記念日である︒本曾は年々

此の日を東京都内各厘を巡回して記念式並に記念講演曾を開催し

て来たのであるが︑本年は本曾々館に翠行することとなった︒含

員談話衝を打切って岡席にて直に記念式を拳行した︒景山曾計主

任の司愈にて先づ堀川曾︾堂は教育に開する勅語を謹んで奉談さ秘

に我々の心に喰ひ入るを禁じ得ない︒総て堀田曾長は大要左の趣

た︒御示の通を賜って五十齢年︑今日の非常時局に鹿し︑心新た

現下大東亜職

争下に於て︑忠聡義烈幾多道偲の花の咲き出でし

旨を述べて以て合員の奮起を促す所があった︒
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本考へてやらぬと︑何も彼も法律の力が弧化された今日︑之を扱ふ

美談が現はれ︑而して緒職以来銃後国民わ是亦一意奉公の努力と

者がどうしても力を利川して勢ひ不正を働くやうになる︒国家の

精別たることを信じて︑愈々御精榊に思ひを致し︑之を奉ずる本

迎へては︑勅語の御締祁が現下大東亜戦争を勝ち抜く図民の根本

ならぬ事勿論である︒時恰も鼓に教育に棚する勅語換荻記念日を

守して︑若き入舎に負けぬ意莱を以て分祁瞳の御奉公を謎さねば

と錐も︑此の際大いに畳慨を決めて︑身磯を愈々鍛錬し︑道を蓮

しくお鴎の矯め奮然御︑奉公することとなった︒又其等以外の老人．

て取扱はれ︑大畢専門畢校の畢生も悉く兵として起ち︑青年は等

決意を物語．るものである︒即ち漁二十歳より四十五歳まで兵とし

勝ち抜くため重要な法律を制定し︑力弧を組織を作った如き其の

加へたので︑過般臨時議曾を開き︑政府も愈々菰大な腹を据ゑ︑

相待って．赫々たる戦果は翠り︑世昇に皇威を趣かし得たことは

曾嬬泌憂慰に堪へない︒

御阿隆の至りである︒併し大戦は愈花決戦期に入り︑緊迫の度を

之を以て談話魯を遺憾ながら剛ぢた︒

かくて熱心な曾員の意見は識くるともないが︑時間の闘係上︑

ふことで︑私としては罪悪といふやうな言葉で呼びたく荘い︒

法に反したら進んで時の法に服する︒併しこれは法に反したと云

私は自分の道徳心に訴へて之が許せば飽迄もやる︑そして其れが

義士も法を犯したが︑今日は端醗訓牡に肥られてゐるのである︒

犯したが︑今日其の道徳を犯さぬがため稗讃されてゐる︒叉椴田

事︑遺徳上正しいとなると︑時の刑法に反しても之を行ふことを辞さ
ないのである︒法と遡徳は兎角一致しない︑赤穂蔭士は時の法を

さて法律と遺徳だが︑之は一元で立法したい︒私個人としては
記道徳を以て資生活の燕準としてゐる︒されば時には自身で純迄も

〆

諸君の邦家のため折角御奮闘を切に御願ひする次第である︒云々

倉の使命を果すべく︑今こそ一層の努力を期せねばならぬ︒含員

庚江主事の挨拶ありて︑本日の話題たる﹁代用食の燈験談﹂につ

排富の用意困難とて夕食を共に出来なかった︒定刻正六時開含︑

日︵木︶午後六時より本含館二階の含譲室に於て開催した︒今月は

より講演曾に移る︒庚江主事の挨拶後︑景山含計主任の司含にて

着くことであらうと︒かくして約一時間意見を交換し︑午後七時

今日である︒天輿に感謝し之に報ゆる矯め努力と工夫銭に結局落

あるので︑此等天恵の物を鍬で掘り出し嫌で刈り取るぺきは正に

や保健の鮎が従来一忘れられて居ったが︑食料は限りなく身遥に

用食を以てする工夫と努力の緊要なることは云ふ迄もない︒柴養

にのみ顔れぬ爵め之に執着する所なく︑代用の代用食︑其の叉代

原動力となるものは食料である︒其の食料たるや︑従来の主食物

力省張の一鮎に集中して人力の限りを奉仕せねばならぬが︑其の

表あり︑決戦下国民の食料問題は極めて重要であって︑国民は職

き語り合った︒吉田副含曇︑服部捨郎君其の他の諸君より意見謹

と︒堀田曾長熱意を篭めて訓示する所あり︑かくて式を閉づ︒

○記念講演倉
此の日の記念講演は協賛曾員丈畢博士加藤玄智︑特別含員海軍

﹁伊藤博文公の教育識と元田永字大人の教育附議とより狼たる

中潜和波豊一雨氏を講師に煩はすこととした︒先づ加藤博士は
国教極﹂と題し︑伊藤公が欧米事・情を調査の結果︑我が国教は繰

の立場より園教の意義と図磯を説いて︑明治初期の閏状を偲び︑

り︑総て講師﹁日本生活協曾主事﹂榊原平八氏は庚江主事の紹曾

園民儀睡の後︑庚江主事朗譲の本曾甲乙要領に一同唱和する所あ

て講演さるる所あり︑榊原氏は国民生活改善運動のため︑協舎は

によって登埴︑﹁戦時下我が国民の健康増進と食料問題﹂と題し

を残さ障るなきの人で︑数十年間の研究と韻櫛験︽そして深き信念

素より贋く軍や宮の委嘱等にて．内地は勿論日浦支各方面迄足跡

とより熱意を篭めて現下に於ける憂国の至情より極めて具笹的

に︑貴賎的に平易に国民生活を説かれ︑其の豊富なる知識は繰り

出されて限りがないｐ先づ食料問題は第一錆祁の問題で︑深く信

︵三十二頁へつ蚤く︶

じ︑確営信念を以て始むべきとと︑そして玄米食の築養便︑米以
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本迦︑キリストの如沓聖人の出現を待って定むぺしと説けるに濁し
元田侍講は︑我が国には至尊といふ聖であり師である方を頂く園
曾柄司ゐる︒聖人の出現を敢て待って園敬を定むるの要なかるぺし
胃

己と厳たる圃鵠と惟紳の道を明示せられし鮎を翠げ．専門の宗教畢

階について﹂と題し︑南太平洋︑支那︑ビルマ方面の戦況の概要

事多大の感動を輿へられ・た︒和波海軍中播は︑﹁大東亜戦争の現段
を述べ︑直に時局重大さを示し︑必勝不動の国民の畳悟を要望さ
れ決意を促された︒斯くて盛曾裡に午後九時緊張裡に散曾︒約四
時間を引讃いての行事は鼓に滞りなく絡了︑有意義に一夜を過ご
し得たことは欣幸に堪へない︒︵十一月十日︶．

○十一月含員談話曾の記

』

致て含告の如く︒十一月の本含今員談話倉は︒定日十一月十八

、

−

口恭賦勅題海上日出
菅谷健男︵千葉︶
旭円瞳交暁色情︒未風吹度海波明︒

但馬藍之丞羊葉︶
●Ｕｂ■わ︒℃ロ

０︒００○つ○○︒○Ｏ○００

も℃ｂ︑℃℃ｂ︐℃︑ＤｂＢｂＵ
大蹴漠交望洋洋︒制海綴瞳武迩昌︒

中津腿水︵山梨︶

・雲霞譲蕊恩波麗︒出日瞳暁東海天︒

ｂｂｂｂ℃℃もりｂｂｂｅ■も

ｂ︑℃℃℃ももむｂｂ℃も︑９
奉戴詔書三迂年︒我皇威徳八紘宣︒

林庸之助︵千葉︶

○○︒○００Ｏ
００○０○○Ｏ
東亜皇軍加領域︶ 寓邦光被閥蕊明︒

水天接虎旭儀生︒ 激 瀧 金 波 雲 霧 晴 ︒

ＱＱＱ巳口もも

同

燦州漁波初旭雌︒八紘一宇仰皇光︒

石川藤作︵茨域︶

御影拝来所奮詐︒国歌韓裡毒佳辰︒

ｂｂ■もｂｂも心︲口℃℃︑℃９℃

℃ｂもｂもｂ℃句︑ｂｅももｂザ
皇旗映旭校門春︒数百児童喜色新︒

慶野如雲︵茨城︶

○於団民皐校四方拝

典北洋︒

場︒朝陽燦上扶桑外︒遍照南洋

大艦峨今閃日章︒砲幹遥遥凱歌

石川二三造

時事︒自不陳套．敬服々々︒

評日︒諸家之作︒秀麗荘重︒中間特挿戦

狂洋寓里旭光紅︒映射波涛耀極東︒
℃も︑︑℃℃や℃︑℃りじ口・も
日出海天体聖戦︒皇威赫登地球中︒

℃ｂｂもむＵも︲Ｄ︑ｂｂも℃︑Ｕ・

同

評日︒児童獄喜色当自可見也︒

･』

泊船漁老賀泰到︒納斧樵夫迎歳更︒

００００００００Ｏ○︒○○○
東亜盟成能結誼︒南漠戦捷却留情︒
○○○○○○Ｏ
米英額鱈是天耳︒皇灘洋々及八磯︒

︑小池三男吉︵新潟︶
海色蒼潅瑞溌獄︒魚漉蟹舎頚正竪︒

兼坂重︵千葉︶
︑Ｕも︑︒Ｕ︑

南洋海上米軍狂︒

ＵＵももｂＢｂ
幾百礁臓仰旭光︒．

齢

I
i
支

初陽忽上水天際︒散射露光自畳明︒

︑︑℃口ｂ︑ｂ
決皆洪涛望泌荘︒
ＴｂＵ︑■℃ｂ
朝輝輝礎揮如識︒
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P

るともしひのかけ

ふりつもる雲のふかさそしられけるかなち

人埼玉螺石川奈美子

〃

地新潟懸波多良介軽蕊唯蹄啄

︾

○茨城螺長沼城信
蛙えてふりしきる雲にを
雲の中まうつる人の虞心に供へ奉りし刺の

●︑●

︲○山口煤矢田部松毒

○岡山螺赤枝小太治

仇をうつありかたつねし燈火のはゆる雲の
夜偲はる入かな

○山梨螺山本耕夫

わたし場のともしかすかにゆれなから庚野
ましろに雪ふりうつむ

○新潟螺横山文子

醤めの報せは解けて積む雪に光り合ふ見ゆ
軒の燈火

○・千葉螺保科徳治郎

ともし火の光りまた入くこの夕へ吹雲うつ
まく趣の村里

○千葉蝶菅谷喜一

雪積る夜半にもなほも見ゆるかな業にいそ
しむ燈の影

○滋賀螺久保久一郎

野も山も雲璽白にて荒驚の飛立つ場の紅を
ともし火

野も里も雲にらもれて唯見るは窓をもれく
る家のともし火

．○松江市成瀬岩太郎

○千葉鵬菅谷義太郎

塗あかしはあかるく映えてふる雪の花すか
すかし洲の恢前

○千葉螺蕪坂或太郎

かみなひの森のみあかしらつもれむふりし
きるなる夜はのおほゆき

○宇都宮市士屋幅裁

あるは暗くあるは明るく見えかくれ雪の夜
すからもる上燈火

並みたてるえれきの火かけほのぐらくつも
る白雪巷うつめて

よくの雲しつかに舞れて宇治橋のほとりほ
のｊ︑みあかしさゆる

○山梨懸若林貞雄

Ｃ・千葉蝶片岡佐仲

めたし庭の燈みちのくの山は深雪にとさされてともし火
人千葉際高石精一さむし｜の闘あと

きて見れば思ひのほかに蓮かりき雲のわら
家の細き燈火

人富山螺寮藤一二雪の夜函燈の下に思ふ螺辱癖の評耐の稚銅

○嗣島蝶只野閑月

降組話やはてし雲の夜をともしひかさし蹄雪の夜を心静かに語りけりともかはなれの
る
ひとＪ︲︑燈火のもと

夜もすからふりつむ雪にともされて光りつ︲○東京都工藤花子

人東京都工藤哲英の燈火

ゆきくれし雲の麓路はるかにもともし火一○山梨隅中津麗水
つ見ゆるうれしさ何となぐ光り草とく仰ぐかな雲の中なる刷

人庚烏螺小泉氏正窓のともし火

辻のともし火大雪にやとの竹むらうつもれて隣あかるき

み空なる星や降りけむ白妙のみ雪を照らす○頑島際湯田久毒

人禰烏螺菅野三郎拾ともし火

ほる心地こそすれ

をりノ︑に吹雪との夜は綴火のかけさへと○茨城螺慶野庄作

るき庭のともし火

灯の
のか
かけ
け
白妙にふりつむ雪一にてり映えてやみ夜あか灯

運沙
ふ少
女人
ら迎
村の
人か
の山
そほ
のほ
地山口螺矢田部典市炭運ふ少女炭ら
愚
かふ雪
山雪す
そすの
るる

栃黙
木安
黙安
之助
助
もりたる雲のあかりに○栃○木
田田
六六之

つつ
かき
雪の
もあ
りて
あか
のけ
かけ
天茨城螺長沼成美みつかきは雪みの
もはり
てつみ
かみし
のしか
すす
かＩ
ｊ︑
︑し
し卿
卿の
の庚
庚前
前
わか門のともし火くらくなりにけりふりつか︐

○一月兼題．雲中燈人千
葉葉
螺螺
本本
城城巳
人千
巳之
之助
助

峰旋睦聡菅急捧送に高くさ
ゆくる
火るか
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火け
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吹雪寺る磯に見えけり荒海のみちしるへすらつはもの
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旭東予篭
◇秀逸

禰島雁︑所

初日の出凪ぎた馬湘に富士白く

耐島閑月
需覗塔枯野の中に高堂と・
滋賀萱堂
烏一鯛飛んで枯野の贋さかな
山梨貞雄
伐り倒す巨樹の符や鰯雲るｋ
山梨松堂
枯芝の日向にあそぶ雀かな︑
愛知吾山
犬戦果聞きつ上今年暮れんとす
東京徐風
冬の雲動かず暮れてしまいけり
幅烏閑堂
◇冬の夜胸

山茶花の廃に旗立ち畢徒征く

冬の夜や戦果を語る隣組萱堂
冬の夜牛またの時雨を聞にけり稚松

冬の夜の拓士の寮や薬細工閑堂

冬の夜や机に託りて剛む子等奈美子

冬の夜牛戦地偲びて眠られず松風

山の村炭積む馬車のつ営誉けり．閑月

炭はねる吾のかすかに咳入りて永青

炭寵の畑たちたつ峰の雪腫所

斧くさび叩けば響く炭寵形ｊ堂

配給の炭俵積む夕かな吾山

︒雑詠
掛稲を経へしあしたに合掌す形堂

訓練の雛令きびし今朝の霜吾山
秋祭宮山蓮く紅葉しぬ．︑稚松

新稚の祭の符の産湯かな松風

明日出征ん今宵ぞ暫し落葉宮無町畦

謂刈のはて上芝居の職かな形堂
寓雨の朝日に赤し冬の夜無罵生

飾りにも泣く子を負ひて遁寒したくみ

行く年を惜む日毎の大戦果淡々

萎蒔を了へて踊るや堅徒隊三省

畑っもの皆持ち寄りて夷講奈美子

大東亜含譲の宴や菊盛り棒堂

冬の蕪客た時一人渡し舟閑堂

冬晴や海の戦果に戸肴の旗徐風
更くるまだ寅職談や栂の宿松堂
火を入れて炭焼き寵を鎖しけり無．篇生

炭を焼く寵に集ひて奉仕隊萱堂

炭口ぎて尚も職話をつｒけけり松堂

◇義士祭春季雑詠三月五日限
◇春！草春季雑詠四月五日限

◇ま肥冬季雑詠二月五日限

◇課題︵一人十句以内︶︲

厩還兵に咲く菊うれし待ちて見る

膳事召の日近づき姿蒔き丁へぬ

︑旭〃東子

陶窯の穀れしま坐や冬に入る永青

寒菊を咲けし茶の間や炭をつぐ奈美子

薪焚をしあとの消炎貯へぬ松風

炭篭や山駿縫ふて運搬夫閑堂

朝戸出の挺身隊や炭運津．貞雄
奥山に炭焼く願あがりけり稚松

筆持ちし侭手をかさす炭火かな経子

炭負へる乙女の脚の太さかな無町畦

よき程に煉り出したり炭の寵椛堂

粁午の路に燕ちゐる炭拾ふ淡々

配給のいき坐かなりし斗り炭たくみ

炭ついで子等に語りぬ我が園史一一一省

◇炭

冬の夜やジクナル暗琶交叉鮎永青

冬の夜や牛起きて居り藁の一昔貞雄

英迩の凱旋通ふ冬夜かな吾山

職果聴きて夢あた上かし冬の夜椿堂

冬の夜牛風の騒ぐ厨隅無町唯

四壁より辿る寒さや冬の夜半無馬生

冬の夜や責戦語る婦還兵三省

冬の夜の遺族を訪へぱ緬絢へる淡々

磐梯の嶺に雲湧く冬夜かな雁所
冬の夜半犬の遠決聞えけり松堂

従く日待ちつ上冬の夜の業剛む糎子
冬の夜や落葉吹く風絶え間なく閑月

冬の夜や戦果に順へ蕊細工徐風

』

蹄り待つ夜の往診や炭をつぐ徐風
配給の炭それｊ︑に運びけり錘子

グ

ｌ︲
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I

加藤玄智氏出張︑﹁惟紳道の本質と時局の

ぐ︒本曾より講師として協賛含員丈畢博士

催し︑時局に即鹿して思想奉闘の一犀を翠

て本曾は原田積善曾より多大の篤志に預り

列弔意を表せり︒因に故久田氏を通して曾

告別式畢行︑庚江主事は本曾を代表して参

せんとする所あり︑本曾より講師として海

場員の増産報国の精紳をいやが上にも昂揚

に移されて居る際︑官醗外廓幽艦として雑

に至れるを以て︑出版界の整備も着毎寅行

ひ︑民間用紙の配給も益に激減の止むなき

肇げて戦力智頭に蓑することとなるに倖

△大東亜戦争も愈々決戦期に入り︑閥力を

淘に本曾として遺憾なりを︑本舎よりは弔

玉稿を頂く筈の所︑そを前に此の事あり︑

を︒賞は明新年説にも執篭を約され︑近く

にも屡々執筆され︑指導きれし断多大なり

ず︑厚士は我が倫理畢界の壊威者で︑本畦

月十三日逝去︑享年七十一︑哀悼に湛へ

△本含協賛曾員丈畢陣士画割引剤調珂は十一

軍少詩高橋節雄氏出張﹁決戦の様相﹂と題

誌﹁弘道﹂は猶目下褒行の織綴を見るは慶

△特別曾員藤原銀次郎氏は十一月十七日国

僻を贈り護で哀悼の意を表せり︒

しは感謝措く能はざる断なりしを惜しむ︒

あり︑盛曾なりを︒

賀の至りである︒併し到底従来の観念を以

め猶多大の感動を輿へられたり︒

△十一月十日︑十一日の雨日に亘り︑文部

てしては事寅灘行不可能となれる偽め︑来

虞認識﹂と題して講演され︑頗る盛曾を極

省講堂に於て中央教化噸膿聯合曾にては︑

る新年読よりは戦時版として物賓節約上よ

に錘み︑御奨鋤の思召しを以て中央教化圏

遥りに於かせられては︑時局思想職の承大

江主事連日出席する所ありたり︒因に長き

の成果を収め無事絡了せり︒本曾よりは庚

興協譲曾﹂を開き︑種々協議し︑以て多大

内容の全改新は明年三︑四月頃に至って成

併し以前よりの繕讃もあることとて︑虞に

を減じ︑且短編物を以てすることとせり︒

をなし︑従来の諸種の慾望を一郷して種類

り大刷新を加ふることとなり︑誌面の瞳縮

題に各自意見を交換し︑絡て講師中央生活

含員談話曾を開催︑﹁代用食の侭験談﹂を話

△十一月十八日午後六時より本含々議室に

期待をかけられてゐることである︒

健と手腕の大なる今後の戦力増頭に多大の

務大臣に親任ざる︒慶賀︒七十五歳其の祇

とせられんこと翼ふ次第である︒

ることで大いに留意すぺきである︒

現時食料問題の重要な時に活躍すべくは健
康櫓遥を心すぺく︑代用食の問題は意義あ

健康増進と食料間●題﹂と題する講演あり︒

△前の原田積善曾長久田益太郎氏は十一月

協舎主事輔原平八氏の﹁時局下我が国民の

△本含滋賀螺近江支曾に於ては︑今度役員

十日逝去︑享年七十四︑同十三日自宅にて

に善虚すぺくは︑常分隠忍すべき事情を諒

の陣容新らたに成るを期に︑再興の意気を

ることと思ふが︑此の勝ち抜くぺき非常時

以て十一月十四日秋期総含並に謡減舎を開

盟聯合曾に金一封御下賜の光柴あり℃教化

4

事業に従事するもの責務重大なるを感ず︒

し講演され︑聴衆に多大の感動を異ふる所

なる時局に即応して﹁戦力噌張国民精帥作

金閣加盟園盟の聯合大倉を開催し︸９重大

△板橋魔志村の高砂鍛工所本曾支部にて

￨

は︑十一月六日時局講演含を開催し︑全工

￨

△景山曾計︑王任は十一月二十二一日豊岡支舎△顕島支含幹事木村新太郎氏主唱による教

に出張︑種々打合せの上同日蹄京せり︒育勅語奉讃曾は︑本年も其の換褒記念日に
△諮議丈畢博士宇野哲人氏夫人劃引瑚には幅島市第一国民畢校明治天皇行幸記念館に

膳溢血のため十一月二十二日逝去︑哀悼に其の第十六回を暴行︑木村氏謹で奉誼さる
塘へず︒享年六十歳なりき︒一千五日漬江△協賛曾員丈畢博士遠藤隆吉氏令息海軍謹
主事は本曾を代表して通夜し︑又一千六日§傭中尉割瑚には今夏戦線にて名審の戦死を
小石川水道端日輪寺にて告別式畢行︑匿江遂げられ︑十一月二十二一日生前理事たりし
主事は本曾を代表して参列弔意を表せり︒典鴨畢園の校葬を以て盛大なる葬儀あり︒

Ｊｆ

減頁に虎する改革を企登し︑又二月説より

り︑此所︑一三ヶ月には論文も追々短篇化

は表紙用紙も本文と同様にする方針であ

する等︑時局により雑誌に加へらる上誕化

卒の見透しによって善虚したいと思ふ︒我

態勢に追廻されず進んで重大決意により滞

等の事業も亦決戦である︒切に御諒承の上

△景山曾計主任の次男正隆君は畢徒出陣に

御指導御協力を乞ふ次隼である︒

て︵東京帝大一年在畢︶海軍に十二に十日

云︾︒

入画せり︒祇詞を呈して武運の長久を斬

△協賛曾員桝矧制割剥釧珂は︑十二月七月脳

溢血の馬め急逝さる・享年七十歳︒哀悼に

ノ︑主義を提唱し︑業界に重きをなせるの

堪へず︒氏は不動銀行の創立者にしてニマ

人︑本曾にも屡々御芳志あり︒本曾よりは．

△十二月九日上野精養軒に東京私立皐校協

謹んで弔詞を呈せり︒ノ

含の新顧問相談役の鰍迎含あり︑理事とし

て庚江主事出席せり︒︑
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△十一月二十五︑一羊七日の雨日は︑帝都謹んで弔意を表す︒庚江主事本脅を代表し
本防空演習の訓練の脚田歴地域及全厘碓称合訓て其の私邸に参上弔意を表せり︒

︑要事項を協議せり︒本曾匿江主事は理事と

殉

練日に相営せるを以て︑高等ラヂオ技術講△十一月二千日午前十時より塁忠都隈に東
舎習曾に於ては壷︑夜共授業を休講して訓練京都教化圏綴聯合曾理事曾の開催ありて蓮

蕊に富れり︒
●

△過般逝去されし協賛含員文肇博士西晋一して出席せり︒

報郎氏は︑多年教育界に壷力されし功努を思△本含甲府支曾元顧問であり曾て貴院族議
召され︑今回畏くも勅二等旭日重光章を賜員たりし名取忠愛氏夫人画劃判剖珂は胃下垂
はる︑除柴と云ふぺし︒
のため十二月四日逝去さる・享年七十有二
△十一月二十八日︵日︶千葉螺東部支曾に於謹んで益に弔意を表す︒

ては秋季縄脅並に講演曾を開値し︑縄曾の△雑誌弘道は愈々本一月雛より決戦融制版
後︑講演に移り︑本含より出張されし協賛とすることとなり︑目次を表紙に移して一

と日本精祁﹂と題し熱癖を振はれ︑聴衆に各篇も縄て短篇を以てすることとした︒而

曾員文畢博士田中義能氏は﹁緊迫せる戦局頁とし︑含告其の他も半段組とし︑内容の
多大の感動を典へられたり︒此の日参集者して鍵に資現せる文苑の各一頁．美談集や

1

数百名に及び︑頗る盛曾左りき︒含員欄︑時論の各一頁減等をも含めて着々

ロ

支
倉

桑
︑

報

にて︽擢夷熱昂揚し︑自ら志士義人の行動

との開係上密勅を御下しになると云ふ騒ぎ

閑惰誠に相似たるものあり︑天朝には悪府

○福島支書報告／

爾李吉︑妹尾馬之助︑繁田慶二︑

三浦敬治郎︑武田正光︑鹿兄島築潮︑山

て居る所である︒而して各地寺院の焚鐘は

一国民畢校行幸記念館に於て教育に閥する

合同して十月三十日午後一時より頂島市第

日本弘道曾臨島支曾に於ては︑済美曾と

は火と燃え盛りたることは︑歴診史の鐙明し

大砲に改鋳せられしは勿論︑銅蟻其の他金

／

昭和十八年十一月十八日︵定日︶午後六時

書︑古書外水戸弘道館記等薮多の刷物をぱ

る︒我が秋田城下にも鋳造製造地獣︑又寵

である︒︵第一回曾合の際︑今後の曾合は

幸記念館に於てし︑極めて縮刷的なる含合

十六回︑曾場は明治天皇行在所たる右行

此の曾は本年を以て酋を重ぬるとと正に

勅語奉譲曾を開く︒

・此の夜持参されて説明せられ︑一同た展覧

毎年十月三十日を以て此の聖跡たる行幸記

劉抗の織烈の程も窺はる入︐と云ふものであ

罵の悌具製造の禁止が巌達さる︑其の米英

先づ長嶺支愈長閣下司曾にて定刻国民儀

されたる誠に感深きものあり︑東山先生の

念館に於てすること︑筒毎年の開含につい

興十五周年に相営するを以て︑之が記念の

瞳︑次で支含長の本曾要領の朗讃あり︑而

眼識考謹何時もながら傾聴に値し︑今夕も

懇談曾となり︑来曾者も多数に及びたり︒

して既往十五年の歴史を陳ぺられて︑頚い

そ今更言ふ迄もなし︑只勝抜けの一語のみ

雪なりき︑我等勝兵戦士に劣らざる用意こ

河白峰々たる暁の空︑これぞ雲の秋田の初

らず︑十時敵含せり︒此の夜降雪ありて山

交換し︑興趣益々加ばり︑時の更くるを知

それより懇親座談曾に移り︑各自意見を

愈員に深き感銘を典へられたり︒

と多々あり．倉員各自一層時局に鑑み愈協

力努力すぺきを要望さる入所あり︒や
此日禽員各自道徳開係の圃書︑霊︑資料
を展覧すべく寿寄りする所あり︑先づ東山
太三郎先生起ちて︑本支曾の腰史経過より

長微俊之助︑東山太三郎︑木内隆一︑加

因に営夜の出席曾員左の如し︒

藤定識︑神谷菊三︑萩原易治︑寺田柴吉

の始末を読かれ︑黄門公の偉大なる人物を

所感を述べ︑時に弘道に因み︑水戸弘道館
推禰し︑現時世間に唱道されて居る事項は

虞崎大雄︑宮野吉松︑木下孝︑鯨間迩朗

公が富時悉く其の言行に既に示されて居る
つ

耐リ︒

換し合ひ︑午後三時半有意義裡に閉舎せ

ぐへく臣民道の賞際要目につき各自意見を交

ては︑別段に通知を壷せざるの申合を馬し
て資行し末り︑既に十六回に及淳︶
定刻済美曾の創始首唱者支曾幹事木村新
太郎氏恭しく勅語を奉韻︑曾衆一同感銘裡
に拝聴︑聖旨奉戴しては御趣旨徹底に闘し
て各自深く期するところあり︒富日倉する
者日本弘道曾雨島麦倉幹事木村新太郎︑湾
美曾信夫柳太郎︵木村垢と共に溶美翁創始
者の一人︑前代の信夫柳太郎氏の息で︑豊岡
田町郵便局長一津一闘民畢校主席訓導佐藤
貞一︑花井右馬之助等の賭氏であって︑決
溌態勢下の非常時局に際し︑園威宣揚︑皇
運扶蕊に屑一層努力黄唆し︑其の資を翠ぐ

て早や支那事鍵後七年︑本曾の努むぺをこ

四十二回例曾を開催せり︒時恰鳴富支曾再

１︐
より秋田市内寺町惇法寺に於て︑支含第百

Ｏ秋田支曾報告

支曾糞報

l

所である︒目下の大東亜職と富時の撰夷と
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馴蝿

日本弘道書職員

闘一悶二桝一闘一

一○昭州十九年の第一鞭の弘通産御送りすべ

副曾長女墨博士吉田熊我一く鼓に編韓を柊へた︒時局に雁じた決戦型

誹議女脇陣士古．川祁致ない︒以前よりの縦績事衷が大部あるから
：︲︲一ることであるＵ

１４︲

P

弘道賓信︵税込︶金参拾鋳也

一ヶ年含捜金参回．

汎浦一仲︑御候調ノ

Ｉ

茸年咋我︽・奉伺を沸込み人曾の手譲をと
ること︒命員には雑誌弘道を無料配布する
外に種寿の特典あり︑規則書は郵券四錨封

入の方に直に錘付す︒

○本誌職舌の件については︑

本︐曾綱枇部へ御相談を乞ふ︒

昭和十八年十二月廿八日印刷納本

昭和十九年一月﹁日壷行．
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印刷人︑告原留吉

法祇
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煙日本弘道倉

東京都祁田隠西神田二丁目一審地

印刷所︵東東元己敬文社

所行嚢
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1

｜東洋大畢教授高島平︑二一郎梧を以て最韓なる努力と共に︑諸物資を善

ｏｆｆ

女畢校畏三輪へ田元道︑用し活用することを期したい︒決戦弘道の
︒

ー
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雨炉州鮮嬢浄雌

内含迩弘本日

︲Ⅱ則叩刈吋月

兇

(番七一三四京束座口替振）一目丁二田紳西騒田紳市京東

含行刊記博生先翁泊
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定償金八回

四

○菊版上下二巻・クロース上製

鐙料四十五銭

葉数十壷挿・譜年

○大背金・網頁敷千七百除頁

○曾員頒布割引令七回
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