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○日本弘道宮要領甲鍵
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし疎明を敬ふくし
二︑皇室を尊ぶべし本圃を大切にすべ
し

三︑園法を守るべし国益を岡るぺし
四︑皐問を勉むぺし身髄を弼健にすべ
し

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

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
の害となるべき宗教は信ずべからず

Ｏ日本弘道宙要領乙鍵
︹明治三十三年十一月糊定︺

国家の狩来を慮る事

世界の形勢を察する事

、 ､ ■ も ､ 、 ､ 、 ､ ､

四︑生活の簡易を固ると同時に健全なる

味に賭るを防ぎ一は以て精静的生活の

趣味の養成に努め一は以て生活の没趣

向上護達に資すること

排し所謂階級の共存が杜曾的生活の必

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

須係件たることを明かにすること

穴︑人類共存の本義に擦り他圃民に封す

る敬愛の精紳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限祉の増進とに寄

のみ完全に遂げらる上ものなれば荷も

七︑欣曾的生活は国家の統制の下に於て

の虞有るものは之を排すること

言論行動にして闘家の基礎を危くする

に躍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国家

るぺからざること

皇室を奉贈し画家翠って圃燈の章殿

九︑画家と一燈不二にして至公至仁なる

が賞め其の程度に畷じて生活の簡易を

雪︑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

奉し以て君民一懐の理想を責現し国運

十︑租先の遺志を篭承し列聖の大訓を遵

を登場するに努むること

固ること

生活の向上裂達を期すること

二︑物質的生活偏重の弊賓を腕し精静的

立すること

界人類の篇に奉仕する所以の根本を園

一︑人格の完成に努力し以て家庭風家世

︹大正十年二月制定︺

○日本弘道管の一王張

吐曾の制裁を作る事

圃民の風俗を改善する事

正諭を張り邪観を破る事

這穂の圏結を固くする事

無識の者を教化する事

教育の適否を老ふる事

画家の縄済を知る事

政治の良否を観る事

十九八七六五四三二一

雫：：：：︐；鍋
︾︸本舎は明治九年汝謡村浅瀞先生︾

︾の創立にして其主旨遇する所は︾
企臼邦人の道徳を高くし国家の基礎︾

︾

︒Ｏ

支那事璽以来園民生活で蛾えて居る一つ
に﹁親切﹂がある︒人と人と接する朝・夕に︑
塁く親切と情けには空腹である︒
二盟今こそお互に情けを出し合って︑お
園の大非常時を切抜けるべく︑助け合ひ少

慰め合ひ︑蹴まし合ふ唯一の時であるの

に︑さなきだに荒み勝ちな心を一暦いらだ
てさする不人情不親切の限りない今日とあ
っては何として唯情けない事である︒
これと云ふのは︑お国のためとか︑国民

同胞同志と云ふ一連托生の道徳心を失っ

ある⑨

て︑ともすれば暗く荒まんとする各自の心・
等の出口を逢に同胞に向け︑恰も親しむ同胞
を反て仇かのやうにする自暴的狭量に原因
すると思はれる︒換言すれば自己的なので

此の際だから不親切にする︑悪いととも

する︑我髄もする︑勝手もする．それで＄
通るといった人心の今日は全く徳義の頚騒
のためである︒我が身の苦を思って人の苦
を思ひ合ふ徳義こそ今日正に出し蓋すべき
ものであるのに︑今日の悪風こそ︑大手術
を要する︑資に隅々まで病が符盲に入って

居る感があ．るからである︒道義の戦争下︑

園民の道義地に瞳つ・国を苦しめ︑同胞を

︲傷め︑己れを淋しさに迫ひ込んで居る︒と
れぞ正に一億一心勝．ち抜く園民の陸路で左一
ければならぬ︒此の風や断つべし︒

︸
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I

一

︾蓉一を蕊固にせんとするにあ︐り而し︾

︾蕊て嬬教哲撃茨宗教等の一方に帰参
︽主倍せ余諾教の長所を採り明治二一︾
︾

︾／﹄汀・十三年十月三十日の鰯語を運︾

︾奉し本含所定の埋領を青行する︾
・

垂を耳的さす︾︾
ず§：：：：；ん
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近年西洋諸閣何れも力を東洋に伸さんとするの意あらざるはなし︒法顔西の安南を軍惨︑葵吉羽の緬旬を滅
ぼし心象て朝鮮の豆文鳥を路し︑凋迩の甫津諸島を春併し︑魯西亜の地を南方に擬めんとするは︑十目の共に
混る所なり︑日本東海の表に吃立し︑地勢良好にして物産健多なれば︑西洋諸彊園の久しく此国に垂溌するは
至て明白なることなり︒此の如き危殆の地に立ちて其濁立を保たんとするは︑決して容易なることに非ず︒世
の論者偏に文明の風俗を喜び︑一日も早く之に墨らんと欲する者多し︑文明開化は固より希望すぺきととなれ
ども︑園ありてこそ文明開化も要用なれ︑若し其国を失ふとを減文明開化も施す所なかるぺし︒故に今日の勢
にては︑全図の民力を合せて本国の潤立を保ち︑併せて園威を他幽に輝かすを以て必須至急の務と馬さぎるぺ
からず︑此の如き希望は何を以て之を達することを得ぺ誉かと間は瞳︑余は之に答へて国民の智徳勇︑即ち道
偲を高進するより他の方法あることなしと日々くし︒縦令軍艦数百般︑大砲数千門ありとも︑国民の道徳なき
ときは︑此兵器を使用するとと能はず︑縦令詩歌文章秀美にして︑理化の諸畢奥妙に達したりとも︑国民の道
徳なきは︑決して他国の畏敬を受くること能はず︑徳迩の肇士︑往年普法の大戦の牒敗を以て道徳の勝敗なり
と言へり・・其故は徳逸の士は忠勇愛国の心至て深きも︑法悶西の士は忠唾愛幽の心大に之に及ぱざりしに由れ
りと言へり︒本邦今此の如き危殆の地に立ちて間民の迩徳は之を教ふるの標準なし︒園を礎ふる者安んぞ寒心
せざることを得んや︑今言ふ所は外園との開係よりして道徳畢の大切なることを述べたるなり︒更に内園の事
に付きて其必要なることを言はん︑凡そ園の感衰治胤といふは︑久心の楽散碓合に外ならず︑園中の人心楽合
一↓致するときは︑其閣力弧盛にして︑外面より之を望みて其状欝然たり迩此の如き時は︑其園治安にして隙
盛なり︒若し是に反して人心離散換解するときば︑其幽力衰弱して︑外面より之を望みて其状荒涼たり︒此の
如きときは︑其園動凱して危亡なり︑此の如く人心の或は楽合し︑或は離散するは何に因りて然るかと問ふに
国民道徳の盛衰に因らざることなし︒但し人心の緊合離散は政府政令の可否に因ることも少なからずと錐も︑−
若し政府の政令悪くして人人離散するときは︑其悪しき政令を改むるか︑又は悪政を行ひたる大臣を瓢くる時
は︑人心藩によりて再び楽合すべし︒然るに隣民道徳の表へたるに因りて人心の散 漢せるは所謂土崩の勢にし
て︑復た之を救ふとと能はず︑往昔西羅馬唾滅亡せしが如きは．全く其圃民が道徳を失ひ︑人心腐敗せしに因

れることは︑歴史上に昭々たり︒又波隅園の如きは︑其人心の腐敗せしは羅崎人の如く甚しからずと錐も︑人
々各其意見を主張し︑協合一致して其幽を守ることを知らず︑或は魯西亜に通じ︑或は普魯断に頼り︑以て己
が志謀を詮げんと欲す．魯普の二国其人心の分離に乗じ︑兵を以て其謁に入目︑︑以て己が薫を撃ち．途に其園

を減し︑魯普奥の三国にて之を分奪したる事は︑近世史中最も例れむべき事迩たることは衆人の皆知る断なり
︑に
共其
に幽
其を
幽滅
を誠︾
然れば函中人心の腐敗散換せると︑国人が全図の大計を思はずして︑己の私見を主張する﹂
とは
晦共

〃い︑〃■ｐ垂夕Ｐ画︒

〆巳唾●

い■

画■凸夕凪迅〆ク輿ログ●唾︒〃仏画■夕四画

■且貝ｐＢＱｏク瓜口″唾再

巳己■夕巳画〆Ｄｎｕ夕■ｎ町ロロ■埠夕己︑勾伝唾ｂｐＢＨ

〃■毛■Ｒｎ〆ロ︑己

︶

︾

︾

Ｊロョグｐｏ・ｇＢＤＱ︑〃︒︑︒Ｋ︑夕●泡口毎ｑｂＦも︑グー

十九
九年
年︶
︶
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地久節賀鮮

戸︼

雪蓋玉英の梅︑春に魁して開き︑金篤南枝に来って唾る時︑絃に地久の佳節は来れり︒畏くも坤宮御降誕

の此の森や︑未だ青史に其の比を見ざる醜の大敵を愈ご難ちに蕊ち懲し︑戦今や苛烈を極むるとも着生と其の

皇威を八紘に押し雌かして︑厳たる大八洲の霞は平かなり︒而して恩浬湿き大東亜の陸は和楽の風徐ろに吹き

の園生のいや業へさせと何れか斯の佳節を書き奉らざる︒誰か叉此の令辰を賀し奉らざる︒唯掩御涛の無窮な

それ天は長へに地は久し︑上には日も月も清明なり︒下には山も川も安泰なり︒鳳の御難のいや爽かに︑竹

通ひ︑海には瀞かなる波展ぶるの端昨溢る︒＃
１

れとこそ刺りまつる︒︑

我が日本弘道曾は︑道の自ら弘まらざる人の世︑人能く道を弘むるの一聖代を︑愈迂隆昌にあらせまほし

と︑道の友三朝を一貫して︑相亨け相繕ぎ孜餐是れ努むるもの︑今此の佳節を迎へ︑此の令肢に値ひ奉りては

︒●︲Ｉ

日本弘道曾曾長伯爵堀田正恒

益と此の不携不屈の粘祁を傾けて之盗振ひ興すの至誠を献げまつることを誓ふあろのみ︒

昭和十九年三月六日

●Ｉ剛１１１卿ｉ
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一億一心と世界

﹁一一一
戸一一﹄

き︑世界をして嵐に一つの家の如くに墓せたいといふこと

民が一︵つ心に方って誠を謡くす時︑それが本常に垂員皇国

うになった時︑・否なさう云ふ風になるやうに吾々一・億の臣

ふととに於て仙界の総ての者が一つ心になって活動するや

なる︒即ち八紘一宇と云ふ愛の生活︑吋一篭的の生活とい

で活血するのが皇岨皇宗の大御心︾今上陛下の大御心に

即ち世界一心といふことに於て一憶が一心と茂るところ
まで行かなければならないのである︒一家の如き生活をな

◆民として裏迩を扶翼し奉ることに茂るのであるｕ↑

翼し奉ることに徹したとは言はれない唯だ自分等だけ徹

ると云ふととに︑︲吾盈一．億の臣民が一つ心となって皇迩を

すと云ふことに於て︑世界中の者をして一つ心にならしめ

態度に立ちて活動せしめるや弓にならなければ︑皇運を扶
すれば他の者はどうでも宜いと云ふのでは︑賞は自分等と

己れを本常に浦足させるといふことと︑我皇幽を本常に立

ろである︒本常に皇道の精祁に徹すれば︑皇圃民としての

派なものにさせるといふととは別でない︒さうして又皇道

扶翼し奉ることが︑我が皇道輔脚として極めて大切なとこ

の精神に基いた同一鰐的の活動をして居るとは言へねので

い︒綿ての者をして同一鐙の愛の緒祁に基いて添動させる

ある︒言ひ換へれば世界中の岩をして同一鶴的な︑本営の

・精跡から言ふならば︑我皇幽を本常に隆昌ならしめ︑立祇
なものにするといふととが︑枇界をして立汲な態度尼薩於て

やうにして行かなければならぬ︒そうしなければ自分が愛

して徹して居るのではないので︑本常の愛の態度ではな

て我だと同じく八紘一宇といふ愛の態度︑同一鵠的生活の

副ひ奉る所以であるとするならば︑仙界の総てのものを︑し

運を扶翼し奉ると云ふととに徹底して居ないと云ふととに

﹄

、

吉田静致

』い

抜で一億一心と世界一心といふととにつきて述べて置き

〆

二 今

たい︒今言ふたやうに我掩皇圃民が同一競的愛の精祁に裁

I

愛の精脚に基ける行動をなすといふととに於て一つ心にな
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、

らしめるやうにさせなければ︑我糞皇罰民として本営に皇

心一界世と心一億一念理賛翼

単

摺動させ︒総てのものを本営に満足強しめるといふことと

たければならぬ︒↑同一篭的の態度の上に立たなければなら

きことである記之をどうして救ふぺきか蔽愛の箱誹に垂か

かいふととは輩だ間違った考の上に築かれた謬妄極まるも

ぬと云うたのである︒しかし︑その愛とか同一龍的生活と

別では厳い︒己れを喜ばすことは園を喜ばすことと別でな
く︑画を喜ばすことは仙界の総てのものを喜ばすことと別

る︒あらゆる民族総てのもの産して︑それぞれの特長に雁

て居る我皇閥に於て認められる至大至高の道があるのであ

の同一慨的生活のととを考へて居たのである．同一篭的生

ものであり︑同一礎的生活といふのも︑白人同志の間だけ

ョセィの云ふところの愛と云ふのは︑白人同士の閥だけの

のである︒どう云ふ黙に於て間遠って居るかと云ふと︑ジー

︑︑︑

でないといふ所に﹁しらす﹂といふ大御業の下に統治され

じて理想的態度に立って立派な活動をなさしめ︑名盈其所

括と云ふことに戴迩ついたことは誠に結構であったが︑白

Ｊ

を得しめるやうにし︑八紘一宇の御理想に副ひ奉ることに

同志の間に貧富の懸隔を雀だしからしめ︑階級闘争を激し
からしめてはならぬ︒不均衡な有様を生ぜしめてはなら

士が憎み合ひ排し合ひ闘争し合ふといふことは宜しくな
い︒愛を以て同一縄的生活を完うしなければならぬ︒白人一

６

人閲だけでのそれであるので︑八紘一宇といふ理想とは全一
然其の性質を異にするものである⑨彼は臼ふ︑一鵠白人同

力を注がなければならぬ︒どこまでも属の愛に基かねばな
らぬ︒しかし叉混の愛に裁けばこそ時として戦争をせねば
ならぬことにもなるのである︒従て又それだけの費力を瀞
ならぬのである︒資力なくして何の愛ぞと言はなければな

に養うて置かなければならず︑軍備を塾へて置かなければ
らない︒さうして敵を打ちくだくぺき場合には徹底的に之

ぬ︒けれども緋てる者と持たざる者との差別がなくなるや

を打ちくだくべきである︒愛に基づく斯かる武をこそ祁武

とはいふのである︒︾

るやうなことになってしまふ︒文化の護展といふことには

どうしても其所に踏壷にされる無産者と︑之を踏豪にする

うになるとなると︑今まで進歩して来た文化は護展を止め

有閑友整浬の州来る有産者との二階級あるといふととが峡

〃大分前の事である︑アメリカの某専門畢校激授をして彫
ことがあった︒どんなこ︲と淀言ったかといふと︑白人同志

くべからざる像件である︒兎に角愛の箱祁に基いて斯かる

たジョセイと云ふ人がとんでもない謬妄の意見溌溌表した

が鴬に手ひ合ひ︑排し合び︑殖民地の奪ひ合を態し︑お互

が互に封立をしてさうしで帝剛主義的に容自の利益を得ん

差別懸隔を無くするやうにすると︑文化の護展に必要が無

ジ

ひが激しく闘争するといふ布様に堕して居るワ是は菱ふく
Qも
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ぬ︒良い方法がある︒今までは白人同士で虐げる者と虐げ

くなって了ふ︒困まったことになる︒併し心配には及ば

題を解決する鴬めに︑有色人種を踏嘉にし︑手段として虐

て居るのである︒その最も優れて居る白色人種の困難な問

には有色人種と白色人種とがあるが︑白色人種が最も優れ

是がジョセイの頭に浮んだ愛の生活の内容である︒同一

ぐるととが液ぜ悪いか︑などと論じて居る︒

鵠的生活の内容である︒八紘一宇といふ崇高なる理想に基

られる者との差別を甚だしからしめたのであるが︑白人同

て白人が閑の有る賛津な生活をするならば︑そこに前述の

篭的袋活を管むやうにし︑その代りに有色人種から搾取し

リカの人たちに申します︒以上のどとはアメリカの一畢者

ける愛の生活︑同一篭的生活とは此較になりませぬ︒アメ

志の間ではさういふことを全く止めて︑愛に基づける同一

階級的差別を生ぜしめることになり︑文化護展の催作も備

の言うたことで︑アメリカ人が皆さう云ふととを考へで届

い︒ダレかした互に斯かる間這った考の持主を出さぬやうに

ると云ふのではありませんから︑気を悪るくしないで下さ

大に留意しようではありませんか︒

ある︒それからこんなことも言って居る︒動物にも無脊椎

しき権利として行はれて居る戦争をも︑彼等に取って不利

させることがある︒営然の道理の上から︑人間生活上の正

は動物の中で最高等のものである︒多く人は其所まで言う

もある︑それを一般的に侵略と云ふ言葉を以て一括して言

本営に徹底的に賃現せんが篇めの措置としての聖なる戦争

･−−6−

翼はることになる︒だから有色人諏を大に虐げるがよろしい
率などと乱暴なことをジョセイが一言うて居るのであるひさう

毒して白人が困って居る問題を解決する篇めに有色人種を勝
億手に手段として虐げることが何故に悪いかと論じて居る︒
酷彼れの説く所の愛とか同一鰐的生活といふのは白人間だけ

アメリカ人の中には自分等に都合の悪いことをするもの

があると︑砿常のとどであっても直ぐ之詮侵略だと言ふ傾

動物あり︑有脊推動物がある︒有脊椎動物の方が優れて居

もあれば︑先程言ったやうな愛するが故︑同一燈的生活を

傾が幾らかあるのではなからうか︒併し戦争にも悪い職霧

きを有って居るものがあるのではなからうかといふ疑を起

る︒有脊椎動物の中には噛乳動物があるが︿是は他のもの
よりも優れて居る︒峨乳動物の中には人間もあり︑残もあ

て止めて了ふが︑何故に其の先矛言はないのか︒人間の中

な場合は大雑把に之を侵略と云ふ言葉を以て呼瞳うとする

り︑その他のものもあるが︑人間が最も優れて居る︒人間

と・
のそれである︒我が皇悶が理想とする八紘一宇の精祁より
世
罫来る所の同一篭生活とは全く其の性質を異にして居る︒ジ
心ヨセイの躯きは誠に間違った思想に囚はれた気の毒な人で

〆

｝

‐

ふといふことは甚だ間違って居る︒自分に都合の悪いこと

世界の着をして理想的に︑一つ心にさせると云ふことに通

そ醜に依って園家が理想的の生活を完うし︑遡てそれが全

とを悟らせられて︑建圃紳廟を御創建になり︑天照大紳を

ずる︒そこにこそ理想的統治の虞意義があるのだと云ふと

をするものがあり︑脅威を感ずると之を直ぐ侵略だと言
び︑自分が他に都合の悪いことを行ひ︑不営な塵迫を加へ

せなければならぬ︒惟界中の縄て＃の人乏をして前に述ぺた

念とに基き︑天照大榊を奉祁し︑御自ら閥利民禰を御祈念

陵へ哨御参拝になって︑日本雛削の大箱祁の置瀧を御感得

至高の御交雛を遊ばされ︑叉皇大紳宮を始め祁武天皇の御

『

奉祁せられたのである︒統治上の最高理想を資現せんとの

有の尊き御事蹟と率脱せざるを得ない︒希くぱ世界の総て

崇高なる御結紳の護露に外ならぬものとして︑祇界史上稀

の者が一日も早く同一の至高の下に尊き人間生活の本領を

いと謂はなければならぬ︒酢
そこで︑そう云ふ間違った態度は宜しくないと云ふこと
認識させて︑本営に人間と云ふものは同一鰐的な恥のであ

溌揮するやうに致したいものである︒皇紀二千六百年御慶
硯の漁めに諦川あらせられた流洲園皇帝には︑我が皇室と

を自らも質に曾得し︑他の総てのものにも能く理解させ︑

る︒愛の根本義に基いて活動しなければならぬと云ふとと

人間としての理想的態度の上に立たし油︑置愛の緒紳に徹
するととに於て一つ心にならしめる︒それが資に皇岨皇
宗天皇陛下〆大御心に副ひ︑皇迩を扶翼し奉ると云ふと

に安んじ︑其の業を励み︑道徳の大本を涌養すぺを旨の思

遊ばされ︑天照大和御加護の下に四千葛民衆が各凌其の分

に於て︑世界中の布ゆる人掩をして一つ心にさせるやうに

とになるのである︒さう云ふ風にさせると云ふととに︑吾

恥︑民の露一するところを奨めさ廿給ふ篇めに︑我が皇圃

掴羅岬需霊龍準壁奉誌稚拙岬か繊錘蒋恥率鍾亜韮礎蔀雅唾

鎮嘩祭の御儀を御自ら執行あらせられ︑引緬き建圃祁廟御

あらせられ︑昨年の七月十五日早暁帝宮内に於て建国紳廟

召に基き︑建剛紳廟銀蚊に其の撤廟たる建園忠溌を御創建

あらせられ︑畏くも皇帝御自身の御深厚なる御燈験と御信

舞一億の皇鯛民が一つ心になる︑其の意味に於て私は一億
此の世に於て理想の生活

一心と世界一心と云ふ言葉を使ったのであります︒
此の道理を曾得することこそ︑

駐完うする所以であると云ふ認識を持たれた最も著しき賃
例の一つが︑昨年七月涌洲園皇帝が喜廷内に雄一閣紳廟を創

建せられたことに現れて居る︒部ち本鴬の愛に基いての本
富の認識に即せる理想的統治︑そこに本常の統治があるタ

戸
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ても自分は侵略者ではないやうに恩ふのは謬妄も亦遊だし
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△

戸

一

本は維新の道なることを食められ︑閏綱は忠孝の識を以て

が篠て以て立つところの置愛の道に照り給ひ︑満淵風の函

的核心を捉へず︑唯表面的意義を有するに過ぎぬものを記

ものを謡逃したものである︒閏く︑文書は何等出来事の内

居るのである︒それぞれ相淵の意義はあるが︑最も重要な

基幹とすべく︑政教の淵源を宣明あらせられた︒森厳次ろ

黙が見落されて居る︒既に再三述べた如く︑其の歴史は現

へて記述したものである︒斯やうにいろいろと腫別をじて

﹁圃本糞定ノ詔書﹂の換謹式典である︒至仙界のものは本

一大式典が執り行はせられた︒資に建圃榊廟創建に鯛する

在的でなければならぬ︒文書と歴史との腫別は現在的であ

述したものであるが︑歴史は出来事の最も大切な核心を捉

常に愛の精榊に基き︑同一鵜的生活を完うするといふ態度

るか否かといふととの上にあるのである︒叉普通には文書
の方が歴史よりも時間上先だってあるものと考へられて居

建函祁廟領座祭の糊儀に引績き帝宮内の親民漉で歴史的な

をしなけ

の上に立たねばならぬ︒斯かることを本常に理想

伽ぽ団家の溌展も民衆の嵐の幸禰も期せられないと云ふ御
既に述べし如く︑固の歴史は現在的であり︑・現在の我の

あるが︑これも亦常を得たものではない︒侭資には先づ歴

といふととによって歴史が成立するに至ると解稗するので

る心即ち文書によって資料が輿へられ︑これに説明を下す

心に如翼に誠得され︑生き生きとした活動を起こさずに居

史があって︑然る後に文書が出来て来るのである︒先づ生

趣旨がそこに表はれて居る課である︒

れぬ直剥さがそこに現はれ工来るといふととにならねばな

る︒若し文書が先にあってそれから歴史が生じて来るとす

命あるものがあって︑そのものの後に骸躯が残るのであ

るならば︑これは恰も死したる骸躯から生命が生じて来る

らぬ︒さうで爺ければ︑文書や記録はあらうが︑混の歴史
きては︑他にいろいろの意見はあるが︑いづれも十分に常

はないのである︒軍なる女書と虞の歴史との間の厩別につ
を得たものとは言はれない︒日く︑文書は唯切れぎれの箇

る︒歴史あって而して後に文書ありといふ置理を忘れては

ならぬ︒さりながら交書は全く無意義のものではない︒こ

といふことを論くと同じであって︑順序は全く顛倒して居

て一貫的意義を宿するものを記述したものである︒白く︑

のものが機曾を輿へ現在の我が心を羅動させ︑第一義的生
活諺超し漬の歴史を再現せしむる契機となるのである︒

盈の出来事を記述したものであるが︑歴史はこれ等を通し
文書は重要ならざるものを記述した忠のであるが︑歴史は

P

我登皇鯛民は我皇国の歴史の本義に磯しで︑皇国民とし

P −

しきものを記述したものであるが︑昏嘩史は興味の豊富なろ
− − −
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重要なるととを記述したものである︒白く︑文書何興味乏

〆

辞︻

ての生活を完うするに至らなければならぬ︒それには肇園幾多の園盈もこれに加盟するに至ったことは︑是亦大に慶

の御理想を資現し奉ることに於て︑一億一心とならたけれ醜すべき尊き事蹟と言はねばならぬ︒此の三国擁約締結に
ばならぬ︒さうＬて︑其御聖旨に副ひ奉ることが︑世界の︑細際咳今上陛下は畏くも詔書を下し給ひ︑その中にて

てのものをして八紘一宇の至高理想に基づいて活動するや﹁大義ヲ八紘に宣揚シ坤典ヲ一宇ターフシムル﹂

うにさせなければならぬことになるのであり︑総てのものと仰せられ︑叉・

をして此黙に於て一つ心にならしめるやうに行動するに至﹁︲寓邦ヲシテ各登其所ヲ得シメ兆民ヲシ牙悉ク其堵二安

9
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らなければ妻ならぬことになるのである︒燕意味に於て︑世ンゼシム﹂蜂・

界一心といふことは一億一心といふこととどうしても切つと仰せられて居る︒是皆絶対愛の御緒刺に基づき遊ぱさ
て切れない壮厳にして美妙なる関聯に於てあることを認めれ︑皇洲難関の御理想を御灘現遊ばされやうとの御聖旨に
ずに居られないのである．而して此の世界一心の現虹の一外ならぬのである︒世界の細てのものが皆この理想貸現と
つとして︑今流洲闘皇帝の建閣祁廟御創建のことを述べたいふことに於て一つ心になるようになって来なければなら
が︑も一つ此の価界一心の現れとして見なければならぬこず︑その意味に於て枇界を一心たらしむることは︑我等皇
とは︑一昨年九月二十七日成立したＲ猫伊三風の傑約締結園臣民が皇謹を翼賛し奉る所以のものである︒畏れ多いと
である︒その六簡保の像約文の前書の形に於て篠約要旨がとながら︑此の詔書の中にある﹁兆錠﹂といふ御言葉を御．

左記の如き言葉を以て述べ始められて居るｕ借り申して言ひ現すならば︑仙界一心と言はずに兆民一心

大日本帝闘政府ドイツ園政府蕊イタリー園政府は蔑邦をしてと申したいのである︒・一億一心兆民一心︒世界の総てのも

各その所一班得しむるを以て恒久的平和の先決要件荘りと認めた・のをして各掩其の所を得しめ︑恒久平和を此の世に資現せ

るにより云々ｔもしめ給はんとの犬御心に副ひ奉ることに一億の皇国民が﹄

是賞に崇高なる八紘一宇の理想が漸次慨界のものに蕊に心と攻り︑天壌無窮の皇蓮を扶翼し奉らなければなら喝
証

理解されて来て︑人間としての億生活を此の世に完弓する兆民をして悉く嵐愛の基礎の上に立たしめ︑八紘一宇の理

には先決問題として︑どうしても是駐其基礎とぜなけ鯉ぱ想を此の世に遍く資現按Ｌむるようにすることに一億一心

ならぬといふことを先づ鰯伊が認むるやうになり︑その後とならぬぱならぬ︒ｇ蟹く︶

I

、

更

道義心の昂揚

蕊を止めないのは︑かれらに取って長期戦が不利であり︑
封鎖され敵に屈従するより外ないであらう︒いなそればか
至難であるために︑なんとかしてかれらの考へてゐるやうりではない︒数十葛の同胞の貴い鮮血によってこれまで建
に︑今明年中に勝利の彼岸に到達せんと焦ってゐるからで設の巨歩を進めて来た大東亜の新秩序は︑全く士刷瓦解し
あらう︒とはいへ敵米英も近時皇軍の資力のいかに偉大で十億の諸民族は再び敵米英の犠牲となってその搾取を甘受
あるか︑従ってこれを打倒して勝利を蹴ち得るととのいかせねばならぬこととなるに相違ない︒それ故にわれわれは
に困難であるかを︑少なくとも直接戦争に開係せる指導者いかなる犠牲を桃っても勝利を獲得せねばならぬ︒またわ

職をもってし︑敵の反撃はいよいよわが領土左犯すに至つけれどもわが方としては︑この戦争こそ是が非でも勝た
たのである︒轍がいかに大なる犠牲を梯っても︑猪突的反なければならない︒しからざれぱわが園の生きる道は全く

大東亜戦争はますます苛烈の度を加へ︑決戦につぐに決心てゐることであらう︒

一Ｆ

一捷利は必至である︑喜び勇んで今後の犠牲を忍ぺと宣簿し

尾範治

？

する所以を説き初めたやうであるが︑しかしさういふ楽観し軍なる信念のみによって必勝を期することは出来ない︒

論ももとはといへぱ︑指導者自身が民衆を戦争へ引っ張り
いかに篭固攻る信念を堅持するとも︑とれを賛現すべき確
入み︑かつ戦争の犠牲を負捨せしめるために蒔き散らした資なる方法を講ずろにあらざれぱ︑勝利がわが掌中に蹄す
ものであるから︑今となってそれを封ぢようとするのは自るととは出来ないであらう︒

家撞菅といはねばなるまい︒がしかしさういふ矛盾に賂つこ

た敵の指導者は近来反撃作戦が兎も角も一膳成功して︑わ必勝の方法は固より一にして足りないのであるが︑その
が領土内にまで侭入した機曾に恐らく鐘太鼓をもつてわが根本をなすものは圃民の道義心である︒そもそも道義心は

− 1 0 −

小

蓮が漸やく認識し︑切りに民衆に封して桑概論の警戒を要れわれは阜軍必勝︑紳洲不滅の信念に燃えてゐゑがしか

揚昂の心義遁

揚 昂 の 心 義 道

人間の垣生命であって︑人間として意義あり償値ある努作
は︑一として道義心に基づかないものはない︒中んづく国
家の興亡盛衰を支配する第一のものは闘民の漣義心であ

祇念しつつ溌射するからこそその恐るぺき偉力が溌揮され

込め︑愛児の如くいたはり︑いな帥の如く尊んで︑必中を

を謹揮するのである︒皇軍の勝兵が弾丸や魚雷にわが魂を

るのである︒かやうにして敵が物溌殺肘するに反し︑わ恥

、

に燃ゆるものは︑物を人の延長と見︑人の有する心力を物

る︒即ち圃民にして剛家を尊び民八才愛する精祁に燃える
楽のみを追求するやうな罰家が衰亡することは︑古今東西

って干一いｏ

は物を活用する︑勝敗の数はおのずから明らかであるとい

…．

一 皿 一

へ附典して物と一燈となる故に︑物力はその十二分の数用

闘家が興隆し︑閣家民人をよそに︑ひたすら自己一身の幸
の史に徴して明らかである︒・わが皇国が︑たとひ時に隆替

争

を党かれないとしても︑悠久三千年の久しきに頁って生生

一一一

とはいへ道義心が勝利の根本であるからには︑燭り前線

るだけの優秀癒る兵器を生産すること︑並びに軍民の生活

園民の間に躍動してゐたからである︒これ資にわが園に道

護展の一路を辿ることが出来たのも︑煮園に奉ずる精祁が

にその溌揚に精進することである︒敵は間よりその物力に
於いてはわれにまさてつゐる方けれども物力をしてその十

を保締するだけの食糧を生産することとが勝利の必須要件

の勝兵のみならず︑銃後もまた戦場となった今日に於いて

全の数果を溌揮せしめるものは緒祁力である︒そしてかか

であると同時に︑他面よく敵の謀略に囚はれて戦意を薄弱

の園日本の稲ある所以であって︑今園家の興亡を賭して米

る精脚力の根本をなすものが道義心である︒捨身奉公︑誓

ならしめることなく︑いかなる困苦を祥めるとも︑敵を倒

は︑われわれ一船園民もまた高い道義心をもってこそ必勝

って君閣と生死をともにせんとする道義心が臣民の胸中に

さずんぱ止まない烈烈たる闘魂を堅持する戸︸とが必勝を謝

からざることは︑われわれが道の関日本の自兇を堅持し鯖

烈火の如く燃ゆるとき︑敵米英の物力がいかに大蔵りとも︑

らすものであることを明確に認識せねばならぬ︒けれども

英と決戦駐重ぬるに常って︑われわれの寸時も忽せにすべ

これを粉砕せずんば止まないであらう︒これ畢寛専ら物力

加へても︑一機でも一船でも多く製作して必勝の戦費の生

経演戦の勇士たらんがためには︑日鴬生活がいかに困難を

1

繰酒戦一であり︑思想戦である以上︑一面敵を倒すに必要な

にのみ依頼するものは︑物溌革な為物質と見る故に︑それ

を期することが出来るのである︒といふのは現代の戦争が

を活かす方法を知らないのと異なり︑粘祁力に生き道義心

へ

、

〃

揚 昂 の 心 義 遣

とも︑断じて戦意の弱化を来たさず︑飽くまで敵を倒さず

なる壊局に直面し︑或ひはいかに銃後生活の努苦を営める

らない︒また思想戦の闘士たらんがためには︑いかに伐恰

産に遁遜せずんぱ止まない吸い道義心を懐抱しなければな

れは濁り政府にのみ依頼せず閏民相互の問に於いても互助
の方法を考究すべきであ番︒決して個人にせよ剛燈にせよ

業考裁涜のため適切なる方法を講じてゐるのであるが︑こ

にあるものも少なくないであらう︒勿論政府としては韓陵

深く留意すべきことは日常生活についてである︒政府から

のは進んで提供すぺきである︒なほとの際特に一般閣民の

れてゐるかどうかは︑お万に胸に手を常てて深く反省し︑

筑需産業方面への支沸は莫大なる額であり︑それだけ貨幣

設備︑資材︑資金にしても軍需へ向け得るものを有するも

些かなりとも鉄くるところがある厳らぱ︑直ちにこれを矯

も靖溌されるわけだから︑直接には生産樹係者︑間接には

んぱ止まない底の道義に生きることが要件である︒しから

正し︑箕に勝ち抜くことの出来る圃民となるために︑いよ︾

宵く一般人の間にま香令廻りがよいのであるから︑民衆の
郵続弛馳啄識配魂蝉弛雑超鋤鑑齢評華誕云唖幅散率知識雄一

ぱ今日われわれ銃後の閲民にそれだけ強い道義心が堅排さ

いょ道義心の昂揚に努めなければならない︒これについて︵
われわれの先づ第一に深く反街すべきことば日常生活につ

子したいといふ欲求を刺戦し︑これがいはゆろ間行篤とな哩

恨本が道義心である︑由来わが園民は活溌な金道義心をも
つてゐＺ︒それ故に眼前の生活に眼を曇らせることなく︑
常に反省し自制して︑本来の蹴謹心を昂揚せしめもって必
勝を期しなせればならない︒望む

註郵永酵誹掛吋鋤唖岬涯︿嘩嘩征認搾諦端詐握職鑑翻唾馳誠

民に取って大き友御奉公はないとまで極論したい︒しかし
他方に於いて軍需産業それ自身のために︑働くことの出来
る園民は老幼男女を間はず︑悉く奉仕し得る限り全能力溌

麓彫噌調駿灘崎藤儲藻潔露蕊醒

らぬ心悪性インフレーションがいかに恐るべきかについ
てず筆者は先年ドイツに於いて具さに鎧騒した故に︑わが
閲をして断然その危隙に陥らしめないたいには︑政府のみ

惟岬錘確咋銅坪蝿淋封尋沼醒嘩儒拙塞峰酎︾碇岬銅咋咋恥一

いてである︒莫大なる縦饗を姿するこの大職雫を勝ち抜き
切の餓力を帆我に振り向けなければならない︒堂たこ虹を

勝ち抜くためには︑圃民のＨ常鋸活を極度に切り詰め︑一
生産部門より見るも︑軍．需生産をして期待に副ふだけの蚊

果吃牧めしめるためには︑資材︑賛金並びに労力の確保が
しては剛民生活の最低限度のみを認め︑その他一切の生産

敵くぺからざる要件であるが︑それには軍需以外の生産と
〃一休止し︑その縄力を軍需に向けるより外はない︒政府は

この方針に従って資材の配給︑資金の運用う努力の配分を
行ひ︑そのために設備や資材資金や努力を出弱るだけ多く
軍謡生産に振り向けることに大わらわの活動尭綾けてゐる
のであるか︑これについて個人として種煮たる困難な事情

ぬことを痛感せざるを得な聴今日は国家

剥駕剛遡割⁝耀濯蕊窪蕊巽垣霊

の私情を減して大義に就くぺきこそ正に今

はあるまい恥︒園・家同胞は平素にも脅して

所盈其の接する者に現はすこととなるので

あらうと恩ふ・

思ひ合ひ︑慰め合ひ︑親しみ合って︑憎む
べき敵に向はねばならぬのに︑反て一面個
人的になり︑末稽感情に支配されるやうに
なっては︑此の非常時を乗切るには困難で
あり︑又之は自然と自己を害し苦しめると
同時に︑閥民同胞の生活を苦しめ心を荒ま
せ︑斡弧勢力を害することとなり︑却て同
胞の敵行篤と成る結果をさへ生ずる︒此の
鮎は深く閲民各自が反省ずぺき亜大な鮎で

癖一

の極華率率馳耗唖確鑑札恥嘩唾輝畦諏

●

我等の試練として其の虞慨を壷押すべきで
はあるまいか︒銭に我々は重大時局を思ふ
の鮭り︑閉民生活を明朗に︑職力を愈令櫓
頚すると共に一方大東亜指導者の虞観を溌
揮するの上から︑閑民道徳の振興の要を愈画
々絶叫し︑一大墾動を輔開せんことを切望
して止まぬものである︒

者たるべき地位にたつことを顧みて今一診一そ

不親切鴫不義も不正も許されるかに横行し
之を姿にして居︐ると云ふことば︑誠に歎か
はしき重大事である︒古来道義心に厚きは
日本人の誇るべき美鮎であり猫喚今日益々
此の美鮎を生かして︑蕊明東亜十惚の指導

窪霊鐸騨剥韮穂密や銅蝿犀鉾噸榊睡毒蝿鎚︑一

更である︒閣家興膳の大ゞ戦時下であればこ３
々荒み︑愈々協力一致を峡くこととなる︒

共の主なるものは国民

のであるが．併しさればと話お互に一個人個人の愁望に支配されて自綱本位に考へる

肢から見て︑一面人心の荒みを尤とは思ふとに華因する所少なからざるを知る轡乃ち

と云ふものが如何液も乏しくなって来たや各自が個人鯉念に捕はるる結果であり︑叉
らに思はれる︒我々は今日の顔民生活の寅末箱感情に支配されて意志の輩固を鉄くと

る︑其所には慰め合ひ助け合ふ人の猶義心して止まぬと云へ︑

が如く横行し一Ｌゐるし︑我・侭勝手が目に健恩ふに今日道義の頚陵す患所以は︑一に

れる︒不義不正は時局下には恰も許される一ぱならぬ・

／

はれる︑少し勤事にも気分を小一才舜舜母ら一く︑之が振興は正に急務中の急務と言はね

るに︑何虚の誰に接しても︑不親切に取扱納刺に活を入れる唯一の築養索とも言ふ・へ

然るに日倦生活に純験する其の貴際を見今日一億総奮起の時︑閏民道徳の昂揚とそ

騒擁することは出来ない︒

は︑画家の目的艇瀧ふ奉公の効果を充分になければならぬ︒園民の激義頻れて人心愈

、

助け合わて協力を側滑にすることなくしでに瞳ちた事を物語ることを意味するもので

重んじて︑園民一億がより慰め鋤まし合ひが︑これは要するに国民の道徳が頚庭し地

唯勝ち抜く一途に適進してゐる事である︒上︑不正不義に除りに泣かされ過ぎるとの
此の時こそよく閏民は各自の滋を守り分を愚痴もないではない・二面之は興賀である

現在幽家の大非常時に虎する我々園民れてはならぬ︒
は︑心身共に除裕なく︑連日縄力を議して今日削民は親切に磯えて居ると言はる

○国民運動昂揚の急務日である︒剛民の自羅に立って個人に捕は

論時

のみの感情思慮に捕はれて行動してはなら所より鑑に自己的徴今たる不平不満の出場

︑

ユ

時

論

I

︒〆〆

心の中に不屈なものを持して謙譲以て厩磨

言語や動作は︑これ何れも其の人の心が立つといはれます︒即ち心の現れである言
現はれてのことですから︑其の入如何は日語動柵作が非常に剛れて来て︑親にも夫にも
常の言語動作に知られます︒日本婦人は親友人に向っても︑著しく本来のものが失は
に封し︑夫に封し︑子供に封して世界婦人ぽれて居ると言はるるし︑動作作法等も乱れ
に見ることの出来ない慎しみと︑しとやかて慎しみが乏しくなったことが目につく︒
さど持つのが本来のものです︒そしてこれからした事は世の秩序を飢したり︑又殺風
稚砥曾の一段に向っても同じく優美である景にもする課で︑男子を姥で自然と頭を下
のであります︒此の慎しみと．しとやかなげしむる徳を自ら無にさせて居ることで

せられ邪心も砕けると云ふものです︒本婦人などは︑稲米英婦人思想の中毒が目

やばりも︑暇がりも此の徳には深く反省さ世界思想の混血濃厚な此の時代の若い︑

の此皿立派な行の御蔭であるとさへ思唯班女﹂扱ひされる診︑何につけ彼につけ厄介者
ますゅ謙譲の徳は資に大きな穂です︒出しである外何者でもありません︒

・んなのは俗に言ふ手に負へい﹁ヒェテリー

に踏んで居る者鍵︑槙しまやかな︑しとやや︑親には草敬なく︑夫には不遜で友人扱︑

鋤塞嘩部長麹 玖評錘邦恥硝詫率鋤藩鐸騨鐸稚郷碓睡醸銅瞬咋嬬権率諦識班棒画識

に日本婦人そのものの別名とも云ふぺきで敵米英等の婦人は︑男女同権は素より︑︐
す︒日本の道嘩期や叱床氷一筋に貫いて居女軍男卑にまでさせて得々たる所があり︑
るそとには︑出しゃばらぬ婦人に負ふ鮎が慎しみ︑しとやか︑謙譲︑忍従などの徳は
多く︑そして世を明るく美はしくして居る薬にしたくもありません︒女の出しやぱる
のも婦人の徳であります︒我が力をも人に所必子秩序が凱れ︑謙譲忍従のない所に優

日本嬬人の種々な特色の中電︑言語．動激を字として家を整へ︑心を和し楽しまし
作のし吟季か︑慎みといふこどは大きなもめ︑優美な秩序を保たしめて行くことは出
のでありませら︒優美と云ふ婦徳はまとと来ますまい今・

ぬ大きな鯉であります︒これを失っては八

一新婦人訓一︵三︶言語・動作蕊謹諏灘罷繍蕊鐸離灘

、

舗懲戚購雑摺蕊諜羅癖吐曾の男子は従僕の槻産以てして居る︒こ

嬬 新
人

訓

であります︒

かれるもので︑誠に大切な砧のだと恩ふの

つしむこと︑此鹿に和と愛と親の世界が築

て︑其れの現れである言語動作をも深くつ

本婦人の慎しみ︑しとやかさを池迄も有っ

︑︑︑︑︑︑︑︑

者日本婦人の名器ではない︒要は本来の日

婦人に最も多いなどと噂↓されるのは︑指導

入口を塞ぐとか︑さうした利己的な動作は

させて人に迷惑させても顧みぬとか︑車の

人に譲ることを知らぬとか︑︐子供を無作法

出ると醗分目につく︒行列を蹴すとか︑何鹿１
も買︑歩とか︑或は車内などの席での無作法︑一

４

帳圭生諏い営癖唾坤蝿唾塞噸鐸圭潅渉唾唾一

る風をよいことにして︑無遠慮︑無作法を

う︒又婦人なるが故に人も大目に見て恕す

きものとして侮蔑されるばかりでありませ

ては荘らない︒それは人から反て修養のな

が明朗とか婦人の進出かに思ひ誤ったりし

なそして籾野な言葉を知らず︑Ｉ︑胴ゐこれ

それから無用な外国語を使ったり︑錘薄

かとよく反省せねばならぬと思ひます︒

我に果して敵性的考へや習悩がありはせぬ一

す︒八紘一字の指導者日本婦人は今日蕊と

ゆ

、

皐 科 と 道 弘

弘道ざ科墨

色辻村常助

皆此目的に脳護したのであるが︒宗教は其教腿の読示に侭

を主とし︑口先上手が報手を制藤した様な者で︑其勝敗が

蕊して︑衆人之に雷同した傾向が多い︒哲畢も口頭の議論

Ｉ

時代に由り︑様燕に鐙樽しつｋ︑今猫純一無雑なる哲畢的

法則が確立して居ない︒一

今や航案機に︑映蓋に︑ラジオに︑一アレピジョンに依って

を使って︑遠隔の事物を知悉したと云ふ︑西遊記の説話も

斯く認識し︑斯く資行すると云ふ類の︑一切の主棚を脱却

即ち銘舞各自が︑斯く思考し︑斯く希望し︑斯く信奉し︑

や祈畢に於て︑屡潤遇する﹃猫断﹄から全く隔離される︒

之に反して︑科畢は蔑人共通に︑而も一人の例外なく︑
之を承認し得る共通原則の溌見を目的とする︒跨って宗教

虚憐の小説に非して︑目前の事賃として示現された︒殊に

必ず溌侭立誇に立脚して︑如何なる場合も︑其資験と之が

を示瓢するのである其何故に然ろかは︑科畢なる者が︑

して︑必然斯く在る可き絶封的なる客槻を以て︑其質奮性

水中の燐艦が物硝を透硯するＸ線︑微小極小を窺硯する恕
微鏡の如き︑若しくは相手方の返答迄も求め得る電話の

立誇とを除外しては︑科畢的冥資性は存在し無いからであ

例へぱ︑水が水素と酸素とより成ると︑資験した丈けで

④

如く考へられる︒昔キリシタン・バテレンの法と云ふも要

無く︑逆に水素と酸素とを以て水を造り得ると云ふ立護

るＪ

するに科畢の一端に過ずして︑深く其原理に通暁すれば何

して確賛に酒なる物を造って見せる︒日本書記紳代巻に︑
大剛主命が︑胡桃の蕪を煎じて稽鐙を除き給へるも︑夙に

ふだけで無く︑其微生物を瓢徴鏡下に捻掛し︑猫之を培養

を加へて居る︒酒は微生物が︑糖分に作用して出来ると云

一を⑬事物を穿徹して︑之が根本原則を把握し︑原因結果

科畢灼奮鹸・吸識の好範にして︑現代科畢たる植物病理畢︑

科皐とは︑畢覚自然界の現象を︑正く理解する事に存す︑

ある︒

の鍵哲も無い常り前の事を︑富り前に行ったに過ぎぬので

様な者で︑科畢に墨ぶ事は︑即座に魔術にも習熟するかの

等を自由に駆使し得るので有るから︑科皐者は斑法使ひの

類︑其他あらゆる溌明が︑西遊記すら考へ及ばなかった是

餅斗雲に乗って︑自在に天室を飛鋤し︑千里眼︑順風耳

壱一竜′･‑』．

の緊密なる開係を嚢見する事であ尋︒勿論宗教も︑哲畢も
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面

熟考︑・と曇ふ心的揺動は︑畢寛立護︾に到謹する一過程にし

害溌畢の論く所と︑全く一致する︒其れ故に槻察︑構想︑

自然法界を支配せる因果律を︑徹底究明する︒併ながら︑

資無比である︒同一の原因は︑必同一の結果を生ずべき︑

て其研究の方法嬢分解的でみり軍一的であり︑其結末は確

此分解的研究に没弧するの極︑時として未熟の科畢者が偏

て︑誰がやっても必ず其通りに成ると云ふ︑現然たる誼鐙
を握んでこそ︑始て科畢と云ふ可きものである

属資を究明する篤の分解にしてやがて綜合に達する道程に

狭にして大局に通せず︑往竺畢考の指卵を受ける︒分解は

一言にし

て霧せぱ宗教は信仰に依り︑哲畢は認識に訴へ︑科畢は資
随って科畢は︑確賞であるが其代り至って正直で︑未熟

験立護を以て生命とするＪ

て︑更らに新なる現象枇界に到達する︒即科畢は︑分解と

過ぎない︒而て他面に於て︑斯る一為の事賛を壌積綜合し

は諺案外領域が狭いのである︒軍に理茄や思付きや︑一時

を承認するのである︒則ち科畢は︑科畢茂るが故に尊きに

綜合との固滝なる調和を以て︑自然界に於ろ寓般の雛資性

の分野に獅断的なる足踏をし一ない︒其漁に︑科挙の音行力

の揚常りなどで物事を虚理して行かうとするなどは︑凡そ
科皐とは縁遠き筈のもので︑是等が屡科畢の椴面を被って

きは︑一見科畢を装へる如き場合にも︑斯の如きは演賞の

非して︑其智見の無比なるが潟に貴ばれるので有る︒然る
に︑世間日常︑糖繊なる科畢的捻討を怠り︑原因結果の溌

科畢に非して︑之を疑装科畢と云ふくく︑インチキ科皐と

獄を誤り︑破綻縦出︑収拾す可らざるの祇態を露呈する如

科畢の範幽外遊も科畢なりと弧排する場合に遭遇するも︑

る者である︒世間往々科畢に非る物を科畢なりと迷信し
其等の邪見は断じて排撃しなければ成らない︒森羅菖象︑

は︑現代科畢の確資椎に信頓して︑衣食に︑牲居に︑風俗︑

云ふぺく︑或は寧ろ無畢とこそ稲す可きである︒今や惟人

出現するとも句嵐とうの科畢からは厭ふ可き邪道に堕落せ

人事百般︑一切科畢に依て附明し︑指標し得らるＬ筈では

生の蹄趨瑳銅にす可きである︒科畢を解せざる政事家は︑

人倫︑経枇済民︑治乱興亡に傭へ︑能く天道を熊解して人

有るが︑惜い哉現代の科畢は︑まだ其虚迄完全に到着して
比較的科畢宥が少数なる事と冠﹄鰹とうの良き科畢者を得る

世人動もすれば︑科畢は主として物質の畢にして〃︑精鯨

現代に光明藍黙するの素質無しである︒④ｔ

最早倒政に任ずるの資機なく︑科畢駐諜へざる宗教家は心

居らない︒是れ科畢の無力に非して︑枇界の人口の中で︑
事の困難なるが鳶である︒

科畢的研究は︑一つの事物に謝して︑解折細分︑之を癖
成せる一袋の因子を別出して︑究極の原因を智解する︒随
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畢 科 と 道 弘

ノ

科畢は天道を正解し︑嵐理を探識すろを目的とする新で有

質蔦能︑唯物的なりとの誤解を招くのである︒然ながら︑

る方面に於てか世人の坪目に接鯛するが篇に︑屡科畢は物

比較的手近の機械︑器具︑道路︑建築の如き︑案外低俗な

に到りては其範鋳に非るが如くに零へる︒勿論現代科畢が

ので有る︒人は既に禽獣に非ずへ此故に仁愛義澱︑あらゆ

立誰に擬て︑高級簿的生物に進化したるの経過を胴明Ｌた

して護生したるか︑就中人類の地位を究明し︑科畢的資験

ダーウヰン翁の偉大なる業蹟は︑あらゆる生物が︑如何に

を識らざるの篭きやに︑潤笑禁じ難しである◇チャールス

ムを歪曲し︑進化論避曲解し︑如何に彼自ら虞に自然科挙

景として︑︑自諌の存立に役立つる如きも︑ダーウヰニズ

る崇高なる蕊力をこそ︑最も進化したる生物として褒揚す

るから︑必しも物質物隙にのみ拘泥する筈は無い︒生物畢︑

べきである︒然るにマルキシズムは︑禽獣世界の行蔵を以

資駿心理皐︑賀騒載仰畢の如き︑遠く生命の祁秘︑生盈溌
である︒但それが安易なる思考の鹿産に非して︑必や費験

て︑人生の必然次りと誤解し︑人類の賦曾的︑経祷的︑政一
事的︑活動を︑専鳥階級鵬零に導て兵を解決せんとす︒何７

育の原理に迄深徹せる研究は︑到底他の追従淀容さざる所
立読の成果に濁れるのである︒
ノ

吾等人類が︑蝿肉一如︑之を分別して任務の遂行を期し

佃併し︑近年共産主義的吐曾施設が各閏に曹及し種其代

論に列するかと︑古代の哲畢的期念論を以て之を批判せん
とする如きは︑始から問題とする性質のもので無い︒＃

州蕊する︒科畢は生物測定畢の究明せる通り︑生物の個燈

マルキシズムの他の重大なる虚妄は︑人類平等観を以て

犀錘醐や琳雑誕謬塞麺塞吐細岬額識︾雄振る人蝿の地粒遂二

用品程度の物が我閲にも散見する︒共産主義は︑心力壁閑

人に於てをや︑弧弱賢愚︑我の彼に非るは自明にして︑只

差を識別し︑絶封に同様なる生物の存在遊否定する︒況や

難きば自明なるに拘らず︑科皐が唯物論に属するか︑唯心

却して物力を過信する︒彼等が唯物論者なりと云はるＬは
常然にして︑且此共産主義が︑往凌科畢を擬装し︑科畢を

のである︒而て狭序を守り︑階層を保全し︑各自の量力を

ノ

観は︑人をして溌奮せしめＰ楕夫をして起しむるの滝慨あ

有る︒吾も人たけ彼も人也︑王侯勝相登種宥ん哉底の平等

糾合して︑以て其国家︑其民族の繁楽隆昌を達成するので

其目的とする虚を同うするが故に．衆人姑て和衷協合する

ノ

此マルキシズムは︑自然科畢︑就中ダーウヰニズム溌背

い④

の迷惑是より甚きば無く︑世人を誤る事是より大なるは莫

借口し︑科皐の椴爾を以て世間を歎臓する︒虞賛なる科畢

畢 科 と 道 弘

皐科：と遣弘

砺の向上心を喪失す︒人心を護毒する事是より甚しきを見

有し︑徒らに他人の築達を羨望嫉覗して︑而も自ら自彊砥

趣く虚︑人生をして退化闇黒の一路を辿らしむる必然性を

らんも︑其れと是とは事塗り︑共産︑壬義的平等観は︑勢の

の︑原始人類と異り︑完全に人間の形篭を有し︑鴨躯堂堂
として他の未開人種よりも︑数等優れたる者である︒智能

代のネアンデルター．ルとか︑ク鹿マーニョンなど云ふ比ひ

去の獣的分子が盛存せる庵である︒此中間人類は︑地質時

今人類が︑未曾肴の大戦を展開せるは︑人類の中に︑迩

亦秀抜にして︑︲物質を躯使する事に於て他の一切の人類よ

ざるのである︒

異すべき足蹟を︑人類史上に印する者である︒措い哉︑徳

りも遥に天才的であり︑畢問技塾に開しても︑夫れ夫恥驚

グ

の理由に因るか︑是明かに︑生物闘争本能の結果にして︑

今や赫倭磐余彦尊の後喬たる︑大和民族は︑其大和の賞
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現時の世相を以て︑マルキストは直に反撃するで有らう
若し貴読の如くんぱ︑今世界を筆げて戦乱の巷たる峰何

のである︒斯る人獣中間型の分子を︑アングロサクソン民

異民族は多年︑彼等の物質文化の馬︑電睦の下に仲吟した

に於て︑既に共築圏を傘下に︑八紘篤字の聖業を以て世界

崎

0

性に鉄如し︑貧埜飽く無き兇暴性を曝露し︑之が篇世界の

右に封する回答は︑極めて簡単である︒其れは人類の中

畢寛人類が咽燈より闇燈への集園生活の進化に伴ひ︑生存
競幸が愈大規模と成り益激烈を加へたるに因ると︒

碁︑さすらひの民である︒彼等の鋒矛が︑運悪く我が日本

界より︑陶汰を莞れて居る猫大足族と云へる服聞を有たざ

人種に向ったのが運の誰きである︒須らく暦懲の師は自衛

族と云ひ︑叉世界各地に刺窟して︑二千年来︑今以て生物

に於て︑他の生物との闘争に由り︑各種の機能を獲得し︑

の震に起す可く︑其しもとは涙を揮って強く︑鞭打つぺく

に諺霊長ならざる獣的民族が︑自然陶汰を晃れて痩存せる

現在の如き謹達を遂げたるダーウヰニズムの立護せる通り

活人の刺は此時鞠を桃はなければならない︒

事資に由来するの一言に謡きる︒詳く云へぱ︑人類が過去

である︒併し夫虹は︑過去幾十寓年以来︑歴史的の事資に

に貢獣したのである︒敵を悪みて且敵を愛し︑怨みに報ゆ

は科畢と成り︑交響と成り︑産業と成り︑あらゆる文化面

へ︑之が進行の結果は︑人類が奮獣域に退化するか︑果た

に雄飛する︒人類進化の道程︑斯くして生物墨の一頁を加

／

して︑近代の闘志なるものは︑夙に菱形し︑進化して︑或

るに直きを以てする迄︑寛仁の心すら霊達したのである．

︵二十五頁へつ蟹く︶

1
｢

貢資なる霊長に進み切るかの岐路に︑現在垂男は︑直面し

現欣に於ろ人類の生活は︑最早や弱肉遥食に非して︑相互
競争に非して生存提鍔で有る︒

一再

銘右座民園

■ｒｒＬ

一日︒誠は天の進なり︑之を減にするは人の遺なり

国民座右銘︵箪報幽曾選定一

○三月
心︽中席︶

二日︒丈は人なり︵高山樺牛︶
三日︒女はやはらかに心美しきなんよき︵紫式部︶
四日︒何事も本つ心の直きにかへりみよ︵加茂腫淵︶

五日︒怠縮を知らず︵春日勝奈庵︶

十六日恵自ら蝿をとりて耕し先祁の賜と命の親に懇を

謎す︵小林一茶︶

可

︵柿本人麻呂︶

︵夏目激石︶

十七日︒将に働けば角が立つ︑捕峰林させば流される

十八日︒兼原の水穂の閏は訓ながら言畢げせぬ鯉

陣く堅びて驚く志し切に問ひて近く思ふ︵子夏︶

ろに力を注ぐべし︵成瀬仁識︶

十九日︒聴くことを多くし語ることを少くし行ふとこ

二十日

二十一日︒祁代に今もへだてなく︵本居宣長︶
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六日︒大和心し畏くは︵赤染術・門︶

︵吉田松陰︶

二十二日︒但だ奪はざるものは志︑滅びざるものは業

二十三日︒桃李言はず︑下側ら践を成す︵史記︶

七日︒天地の大徳を生といふ︑人之を受けて以て幸

二十四日・海風を以で人に接し秋霜を以て目ら律す︵佐藤一驚︶

徳となす︵中江藤棚︶

九日︒我誠意を識し迩理を明にして言はんのみ︵描井小柿︶

るなり４８︑︵藤原藤房︶

二十八日︒天の其の人に蝿するは天未だ其の人を棄てざ

二十七日︒縄員死方用意︒︲︵野村・貞︶

二十六日︒刀刺短くぱ一歩を進めて長くす雪へし︵柳生宗矩︶

二十玉日一宇の師恩たりとも忘る上ととなかれ︵松尾芭蕉︶

八日︒逝に営りて死を厭はず︲Ｉ︵宮本武職︶
十日︒功の成るは成るの日になるにあらず︵蕪老宗︶

ものなし︵各務・支考︶

十一日︒綾羅錦繍にたのし募時は桑つきて後たのしむ

〃寓園の根本なり︵佐藤信洲︶

十二巳︒皇大御園は大地の最初になれる園にして世界

二十九日︒吾恐る入ところは敵にあらずして我にあり

三十一日︒世の中にひまある身仁そ恋しけれ︵高山宗醐︶

只人椿反覆にあり︵白楽天︶

︵平野園臣︶

十三日︒生を必する者は死し死を必する者は生く︵上杉誰信︶

三十日︒行路の難きこと︑水にあらず︑山にあらず︑

十四日︒堅問は置所によりて善悪分る︒隣の下よし︑

︑鼻の先悪し︒︵三浦梅園︶
十五日︒事を聞いて喜ばず︑驚かざる者は以て大義に

富るべし︵職敬軒︶

夕

集談美後銃線戦

何の音沙汰もない︒そこで母は再び︑
﹁是非とも蹄って来るやうに﹂と書き送

った︒所がをの返信として吉久君から

一

○東京都曾員立花静雄

き︑母親テルさんの喜びやうは一通り

その通知が曾牡から家郷に届いたと

生家の淵みに親ませることとなった勉・

人§一週間の休暇冴興へ︑久方振りに

が訪れるや︑曾赦では見習工達にそれ

らの蒜猟も感じ激かつた︒そして八月

則正しい寮生活も吉久君にとｇＬは何

演の某曾吐に見習工として入つだ︒規

通じて就械を希望してゐた愛媛聯新居

すると︑かねて池田圃民職業指導所を

︵十六︶は︑今春園民畢校高等科を卒業

徳島牌美馬郡東耐谷山村の釆吉久君

ここに﹁新しく来た少年工﹂といふ立

休むと︑それだけ努力が減易のです︒

休むことは州来ません︒もし一人でも

事に従事してゐるのですから︑決して

年産業戦士の一員としてほまれある仕

ゐ底いが︑イャノ︲〜出てゐます︒少

でせう︒︵中略︶僕は戦の表に出ては

どれだけ重要な曾杜であるかは御存じ

がお父様︑僕らの禽壮が閲家に封して

非常に僕はうれしく思ってゐます︒だ

すと︑かへつて来いとのおぽしめし︑

ませんが︑日頃からのお手紙によりま

﹁拝啓お父様︑お母様︑ほかでもあり

愛圃者として言畢げを唾々に難ずべき筋の

えざるを聞く言へき性質のもので︑決して非

Ｏ少兵工美談．

ではなかった︒そして堪りかねた母は

派な心の持主﹁橋本君﹂といふ少年工

昔から﹁編膜ぎるを見︑聞えざるを聞く﹂

夜更けた洋鮭の下で手紙を書いた︒

またこの少年のお母さんが曾杜の画家

次のやうな手紙が届いたのであった︒

︒日も早く蹄って来なざい︑母は指

的使命をよく理解して徴の橋本君を勘

多いやうである︒ｌ彼等は利己的に時局は祁

サに乗じて甘い不正な汁琵すって居る者が

立派な口を叩いて居る者には︑此のドサグ

しく見える者で︑現下に何の不平も言はず︑

ものではあるまい︒一方如何にも愛園者ら

此愚痴は素より表面立たないとしても聞こ

なり︑奉公の力を鈍らせることであらう︒

がために何と幽民生活が苦しめられ︑暗く

杜含各方面の木遼義が目に除るそれで︑之

いとして居て猫且つ時に出る愚痴︑それは

身に池みて承知して居て決して何も言ふ蚕

思ひ出爽︒乃ち園民は圃家の重大時局を骨

国家亜大時局下に於・て切に此の事を今更に

ことが政治の要諦とされてゐるが︑今日の

折り数へて待ってゐます﹂との文面で

て儲けて居ることとて何等の不平らしい言

〆

様であって︑跨局を利し一Ｌ不正な事をやつ

畢けはないのである︒之が愛削者らしく見

／
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｛
あった︒と︸︐↑ろがいつもならば直ぐ返

I

ました美談があります︒よくこの美談
を讃んで理解して下さい︒僕も立派な

、

事をくれるわが子から待てど暮らせど

I

、

集談美後銃線戟

のである︒それは︑

る短篇が切りとって同封されてあった

赦された﹁新しく来た少年工一と題す

そしてこの手紙の中には︑某雑誌に描

中の○をつけた所溌見て下さい．⁝：︒﹂

であります︒﹁新らしく来た少年工あ

じて勢働諜握さんから︑吉久請が模範

き振りをつく少§目の遥りに見た︒そ

九月末母ははるばる吉久君の働く新居
滴の工場を訪れたｕそこでわが子の働

蔭矢も盾も堪らくなった︒そして途に

た︒けれども母↑親は日が鍵てぱ経つぼ

ら漁と階つた雨親は︑そ飢騨後は騨省一
について何ともいってやることを控へ

産業戦士となるまでばかへらない決心

﹁川崎市の某工場に青森から一人の少

働くばかりでなく︑残業手欝を陸軍へ

少年工であることもきかされた︒よく
閏防献金して居るととまで知って︑お

年工が来た︒よく働く少年工だった︒

ので︑事情を洲ぺて見たら︑故郷の母

蹄さんはほんとうに安心してわが家へ

ある日橋本少年が浮かぬ誠をしてゐる
から父の死を知らせて来てゐたのであ

なったら蹄っておいで﹂の言葉をわが
子の蕊たしい姿に典へて・⁝・・・わが子

嫌ったのである︺﹁立派な産業戦韮に

戦争から蹄って来る兵隊さんはゐない
と励まし論してゐるのに︑一同が感激

それは大戦零下の今日︑一親子の傭愛
などと云ふものは立汲に打切られるの

った︒しかし母は大切な職場を離忽て

するといふ﹂︲一文であった︒

であった︒ひとりその母ばかりでは．な

蹄ってはならぬ︾父が死んだからとて

その橋本少年に宛てた母の手紙の一

い︑銃後の園氏悉くが此の少年の美は
しい糖紳には教へられるのである︒

に教へられ︑わが子を頼母しく︑．⁝．︑

節には︑吉久少年がペンで三重まるを
んだ︒そして泣いたのであった︒

書いてあった︒父も母もこの手紙を誠
﹁わが子の健乗な決意を鈍らせてはな

迷はされてばならぬ︒

えてもＪ其の奥の見えない所泳見て表爾に

斯く一例を引いて見ても︑軍に聞える所

見ゆる所の表面だけを簡単に見聞きして彼
此判ｅ断してはならぬ．そして見えざる所を
見聞きして︑厘底を知るぺきが︑常局者の
重要なことでめり︑一綾の者恥こ共に心を

置くべきである︒贈↑

重大噂局に虎する国民の心掛けは︑勿論
何が何んでも一切お闇の総めには忍毎号へき
だ︑がそれだから︒と言って︒封策が不行

蝿緋鉦鰹唯融蕊嘘譲確溌一

に向って不満が出るの焔一両憂閣の至悔と１

も言へる︒さればこそ内議の聞言金色るを開２

くべき壱ある︒叉表面は立汲でも其の奥は一

る︒憂ふ・へきだ・園内人心に．一大メスを揮

何をして居るか︑何が行はれて居るか︑こ
れを見なければ腫の識紫は施せな聡
今日圃家興溌の亜大時︑闘民は之に臓は
しい心掛けで生活して居るであらうか︒其
の見えざるを見︑聞えざるを聞くとき．鈴
りにも意外な︑それは寧ろ寒心すべき現状
ではあるまいか︒これで︲一礎よいのか︑同
胞を食ひ︑仇とし︑心を風し︑園力を害し
戦争目的を充分謹揮出来させない□ととな

敢て言畢げて訴ふ︒

ふ琴へき時は来る︒見えざる︑聞こえざるを
知って︑よろしく凱師を快刀もて断て！

／
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み︑悪臭を嘆げぱ直ちに之を悪むのである︒其の間に知ると行ふ

て此人が悪臭を喚ひだとしても︑何等悪臭を悪むといふ感じは催

との間隔を置くことは無いのである︒暇りに鼻塞がりの人が有っ

いふ行ひも無いのである︒父母挺孝に兄長に弟順である如きも︑

さないのである︒即ち悪臭を悪む上とを知らず︑又悪臭を悪むと

単に之を知識上で知るばかりで黄際に行はない者であるならば．

其の人は果して何が孝で参るか何が弟順であるかを境黄に知るこ

とは言はれないのである︑即ち孝弟の行を蝿した者でなけれげ︑

を知るといふのも︑置寅に自ら浦み自ら東て自ら鍵へるといふ経

虞に孝弟の意義を知ることは無いのである︒蒲を知り寒を知り綴

知と行とを二つに分けて充分に知り得一Ｌ然る後に行ふくきである

へ

一脅員研究額談潤一
鯨

大阪府含員笹川清之助

文畢郷士高田侭治

る知識は徒知であって腫知ではない︒又行の虞の意義を自毘して

隙が有って始めて之を知るといふべきである︒行の枠はない単な

と考へる者は．途に怒身行はずといふことになり︑又従って総身

る︒知行は合一して始めて顔に知り境に行ふと謂々へきである︒

行ふものでなければ直の行ひとは調はれず︑共は軍なる妄行であ

○王陽明の知行合一に就いては︑博習録巻上に門人作愛の痩
の要鮎は一般に人は父母には孝に︑兄長には弟順である一べきこと

一日

は知ってゐながら︑礎際に於ては父母に孝に︑兄長に弟順である
つのものではあるまいかといふのである︒王子は之に答へ一

行馬を偽さない者が有る︒是れに由っても知と行とは明らかに二

知らずといふことになるのである︒侭

を礎り得．んことを要す﹄︒

の知行合一を誰くは︑正に人の一念舞勤の虚便ち是れ行なること

なる虚︑即ち是れ知︺知行の工夫︑本と雛るぺからザ﹂︒﹁我今箇

の成るなり﹂︒﹁知の填切篤黄なる虚︑即ち是れ行︑行の明蕊粘密

．﹁知は是れ行の主意︑行は是れ知の工夫﹂︒﹁知は行の始︑行は知

知行合一に閥する王陽明の語には︑猶ほ次の如きものが有る︒

ふ︒是れは私欲に隔てられて知行の本彊を究めないからである︒

大皐の書に好色を好むが如く悪臭を悪むが如しとあるが︑好色を
見るのは知であり︑好色を好むのは行であり︑悪臭を聞く現ぐの
は知で為り︑悪臭を悪むのは行であるが︑好色を見て後に是れは

好い色だといふことを知り了って始めて之を好むのでもなけれ
ば︑悪臭を聞き呪ぎ了って後に是れは悪い臭だと思って始めて之

を悪むといふわけのものではな吃好色を見れば直ちに之を好

い

I￨
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問に答へた王陽明の言葉に由ご﹂知ることが出来る︒徐愛の質問

︻答︼

王陽明の知行合一に就いて︑通俗的に御説明遊仰ぎたし︒

︹問︺

I

／

食︐

ついて

太田秀穂〃

食料増産及築養工夫に

1

1

し

▼

一層直剥暁を婆Ｌ着々解決する工夫なきものであらうか︒

れ元夫中のことは日舞新聞紙等に見るところなるが︑更に

中にはそれ租礁に畢識経聡に富まるる方があって︑︑それそ

とも同様に急務なることは疑ない︒政府常局者を始め世の

産も亦急務で︑之に従事する農業員や肥料等を確保するこ

養成して塗り出さねばならぬことも分って居るが︑食料増

八船を造ることは何とも急務で︑紬詑飛行機船舶等や船員を

て現時戦局益為苛烈となるに従ひ︑／飛行機を輩ることや船

嘩乙とや︑叉法外に値上りつつあることも認めねばならな
匂い⑪

産帝閏議曾に於ける政府の答僻によれば︑常分食料に不安
及ｒ・
祭．なしとのことなれども︑事獄上剛給漣料丈では生活はむづ一
毒かしいので︑主食たる米劣は間よむ騨菜等の不足して居る

料
噌

4

小生等の如き嘗て鰹業に関係ありたる者より言へぱ︑現

在の米憤はどうしても他の食料品一般品に比してあまり廉

債に遁ぐる︒米は物憤の基準ともいふべき物であるから︑

政府も特別に補償金を出したりして安く蚕らして居るので

あるが︑今の虚では一升七十銭以下では自作農は恐くは引

き合ふまじと思ふ︒今の虚米萎を作るより野菜等を作る方

がよく︑それよりも運搬︑土工等の手間取りや炭坑従業員

零の方が割が善いのである︒農鎧は愛士心と習慣とにより

て州凝らず米作をやって居るものの︑之に謝する熱意は必

蓉鍵恥織蔀尋壁坤砿堀嵯垂舘転碓岬呼砕恥嘘龍峠罪唾唯津一

諏乱粍諦岬諏鵬噺仁恥華鍵確率一一諏幽季作癖僻準一空一回殖一

て居るよりも︑米が相常債値あるものならば︑償値相腰の

は深く察するのであるが︑もう少し米贋を高くしなければ

待遇をすることが必要では蕨いか︒私は政府常局考の苦心

へ稗ずる農夫の段を増加する恐なきやと案ぜらるるのであ

益庭闇費りが行はるるか或は叉反封に米作よりは他の方面

る︒次には農家に封する米の供出方法について色を考究

中のよしなるが︑一定見込額詮割り富てたもる後は︑詮剰

の増産産見たる場合にその除剰分は農業者の所得分となす

方法を講ずるに非ざれぱ農家の勉強を境勘する域むづかし．

る虚ありて︑八月末噸に至りては配給を受けなけ虹ぱ食へ

いと恩ふ︒地方によっては鰭分靴愈次る黙迄供隅せしめた

緑肥に謝する勉強が薄らいだのであるが︑是は賛に惜む

居ったのであるが︑金肥使朋の道開けてより苦の様に堆肥

うか︒往周は農家も涯尿木の葉柴卓等を主たるものとして

べ

ない農家もあったのであるが︑斯くては勝来は自分が食ふ

きの至りである︑

私共をして言はしむれば︑政府は思切って食料増産の工

丈作って後は除分に作らぬとか云ふ気分を生じ易い︒自分
が作った物は自分が自由勝手に鹿世しようと云ふ様蔵考は

様にする︾ｒ−とも或は水利を善くすることも︑皆それぞれ賢

も間より善いので吉植代議士が皐童の勢を借用し田作を篇

行中で︑是等に封しては畢生生徒或は児童を使用すること

夫を減して賃ひたい︒門地を改良して米奏を多く作り得る

に今円は兵士は綾糞透り州さねばならない︒工場へは日増

ならぬ様にては農民の意欲を高むるととは出来ない︒第三
しに工員を還り出さねばなら鳶いのであるが︑同時に全閣

現在け努力不雌によりて端産し得蹴い状況にあるが︑漁業

したい︑特に海面は或種の田畠とも云ふぺ営庭・であるが︑

民の食ふ物を作る丈の労力は確保しなければなら承いとす
さもなくぱ閥民の大劣敷が同勢自作自己め食料を雌産しつ

者に封する奨励方法等は充分に講究して貰ひだい︒

五に堤塘︑池沼︑河川その他の案閑地利用の方法を活溌に

つ叉各壁その業に服する様にする外はない︒我Ｒ本は従来

昨今に蕊りジャパ︑スマトラ︑フヰリッピン等に於て食
料増産の工夫漸次考究せられへ駐屯軍も現地に於て食料を

しつつあるが如きも最も参考とすべきことなりと忠ふ︒第

農業者の数やや多きに過ぎたる場合もありしが︑戦争一た

確保し得る様になりたるは誰だ毒ぷべきこと︽﹄ある︒大謹

れば︑農村にも最少制限の人数丈は礎さなくてはならな哩

に人手が少い︑それが農産を減ずる場合になろは勿論燕炭

び起りては農村よりの洲陣考多きが故に農村は特に比較的

として米券を作り得る地には米萎を作る様にするとし︑魚

供する様にすることが大切で︑菱湾に住む以上は蕊湾米を

懲︑獣肉︑植物等その地に生ずる物をその地に於て食料に

の上に今の鹿は二男も三男も兵役に従ふ以外は工裟努力に
一なるが故に︑鉄に益溌農村努力の不足

その他出不足となる原因となることは勿論である︒尚ほそ
従事する方が利益︲一

朝鮮に住む以上は朝鮮魚を食する様に﹁マライ﹂に住めば

とな為のである︒輔四には今岡肥料を得ることは非常に困
難を︾広りつつある茅︑肥料製産に従事す零つ化畢工場は兵器

１１︑

夕

今時通用しないが︑自分が作った物は殆んど自分の自由に

4

そこに適営なる食物がある筈で︑何虚誕行っても内地風に
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］

工場と同様に︑優先的便鈴を脚ろことが出来ぬものであら
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てし､つに夫工美築及産噌料食

生活しようと云ふ④は誤りたる毒である︒綴べて郷に入り
ては郷相晦の食物があるのである︒郷相雌の病鎮もあ処ぱ

之を鍵くる丈けの薬品あることが天然界の常態なりと思は

れる︒渉
更に進んで柴養畢と云はんか食養法と一エはんか︑名は何
れにしても我等の工夫によりて動植物中食し得べき物は更

に多く見閃し得べき筈で︑雑箪等の中︑吾人の食川となす

食べき物はまだなかなか少くないのである︒のみならず現在

︵二月二日稿︶・

同化と呼吸とを表裂叩面に分推﹄ずろが如きである︒美的法
則も︑やがては科畢の珍城たるに至為で有らうり自然の方
則は何物も之を柾ぐる聯はず︑筏醗以て其理を極群し︑反
覆以て其蝦を立護す︒之を古今に通じて謬らず︑之を中外
に施して惇らざるの道である︒自然に反する計は亡び︑自

揮し︒唯物的方則は︑華殖死牛を刺．り︒癖哩祷的法則は︑一
切の能率化をⅢ︿現し︑勢少くＬて効多一きを尊ぶ︑例へぱ太
／陽が熱と光とを別異に行ぱざ為が如く︑一枚︲の蛭に依て︑

之を分別Ｌて︑理化畢灼方叫は︑動︑燐や硬化の至妙を護

是を要するに︑科畢の嵐随抜宇禰の大道を裸解して︑天︑
道に刈る事である︒天道は科埋歩に於てとを自然法と名け︑

たのである︒

︵十八頁よりつ匿く︶

るととは︑現時の急務とする一要項なりと信ずる︒

︲匪確郵撚岬蝕搾蝉嘩乱幅榊諏叱惟鯉・卸岬識畦恥割燕錘癖謹

︑何︐ご云うても食は人の命にかｋる庭︑生きて居るうちは
或稗艇迄は食はざるを得ず︑戦争そのものも飢えてばどう
に亀ならぬのであるか白︑侭概的には食料を蛾産し消極的

はる︒

蕊熟岬欝雛縦篭癖藤溌鯉練護識

産利用して天然を害する工夫逓講じ過ぐるは蕊ろ人生避職
するの恐ありと信ずるのである︒今戦時中であるから︑好
むと好まざるとを間はず︑衣食の方法も簡単化するより外・
はないが︑是は今のうちに修練してもつと天然に近き食用
注をとる様にしたらんには離職助かることと恩ふしもつと
極端に云へぱ腹が空いて食慾が弧くならねば食はず︑食へ

I

而て道の道たる可きを布く︑之を弘道と日ふ︒全容

諦諜餓蝋識驚鰹群蕊織澱雛雛噸

一

一

蝿︲の食料品中にも︑その屑物となすべき部分中にまだ食し得
産ぺき養分が少なく芯い様に川心は奴る︒予が蕊織に於ける経
鐸験より見ても支那民族は厨芥の屑を出すことは甚だ少く︑

壁難厭肉等を始め骨でも筋でも瓶欝に利用して居るが︑内地
嘩人等は之を棄てｋ顧みないことが多い︒骨までしゃぶると
っか皮迄食ふと云へぱ斑だ下品の様にきこゆ処ども︑骨が柴
唖養の霞要素であることは疑ないのである︒尚ほ世俗では値
段の高い食料乃ち築養偵値か高い様に恩うて居る向も多い
が︑是は一種の妄想で︑値段の安い物乃ちまづい物滋養分
のなきものと限った課ではない︒乎生ありふれた物に築養
債値の多き物も少からざるは現然・たる事資である靭私は日

常り善き鹿水の善良なる庭︑室索の清潔なる虚︑そして新
鮮なる米餐野菜の得らるる虚︑そして成るぺく自然に従ふ

I

料理方法を測用したい③で︑あまりに砂糠やその他調味料
ノ

事記曾智講術技オジラ等高

高等ラジオ技術講習韓記事
○第二十一回修謹式︵十二月二十七日︶

高等ラジオ技術講習含第二十一回の修業護書授興式は歳末十二
月二十七日︵月︶午後六時より本曾館講堂にて畢行︑景山曾計主任
の司魯にて閣民儀濯︑園縦奉唱の後︑↑講習含激務理事大井侭三氏

の散育に棚する勅語奉讃ありへ庚江主事出張中にて挟席︶次壱大
井理事より普通科修了生三十一名の認代西村金蔵君︑本科修業生

のあるを禁じ得ない次第である︒

お閑の要請に卿か庭じ得る事ほ︑本懐とする所で︑感又無麓のも

○第二十二回開講式︵一月六日︶

隼二十一回生を年末送って間私なく︑新年早杢の一月六日には
なった︒

第二十二回の新入畢生を早くも迎へ錘に開誹式を翠行することと

午後六時より譜堂に於て松村講習含講師の司曾にて︑先づ園民

儀遥．園歌奉哨の後︑大井講習曾教務理事の教育に開する勅語奉

曾側の決意を述べ︑時局下津然一篭報園の決意＆て努力奮軸あら

オ普及同志曾を代表して大井理事は︑教務に開する注意と︑講習

所︑本講習念の主旨とする所を述べて新入生の決意を促し︑ラジ

讃あり．次で本曾を代表して景山曾計主任は︑本含の精稗とする

にとそれ入︑修業誇書の授興あり︒次で本命側を代表して割田編

七十五名の網代小林初吉君・本科修業試聡合桁者雛代小林初吉君
瞬員は︒大職下無線科畢の或要性と修業者の責務重大なる所以を

んことを力説し︑新入畢生を迎へての誌告を経る︒

何よりである︒今や時局の進展は︑銃前も銃後もなく︑一億一鎧
唯力の限りを敵撃滅に一丸となる時電罫るが︑別して無線科畢の

蓉織諭密霊雛総態雛蕊饗融灘震識

時局下青拙年層の乏しくなり︑且つ多忙の極にあるの時に拘ら

述べ︑殉閏の精祁の意義を述べて一億之に徹す︽一︑きを弧洲して賎

とし︑ラジオ普及同志含を代表して小笠原理事長は︑．敵国に比し

て無線科畢の猫及ばざるあるに鑑み︑新兵機の花形無線科畢に従

戦士の緊要性は一層である・これに窪みて我等の責務重大である︒

ふ修業生の奮起を切望して誰告寸る所あり︑修業生撫代小林初吉

一ず︑

君の答詳ありて式を閉づ︒次で名残りの記念撮影をなし︑鮭興の
八時大井理事＠音頭にて蔑歳を三唱し卜さすがに愛惜を断一

奇術︑浪曲︑一音曲漫オ等に興じて別れの情を暫時忘れたが︑午後

は︑醗共の反抗も何のその︑我等の意楽の前には障る物あマミベく

も︑なく︑唯平伏するのみを信ずる︒努めん詮︒資現せん哉・︵十

唯自ら鞭打って報闘の意鎮を燃やすあるのみである︒厳寒も物か

九・一・十二﹀

後髪をひかる皇の思ひにて蓬る者送らるＬ者共に別れた事であっ
職士として活躍さる入人々の上に幸あれと新りつ上︑其の成果を

た︒時局重大下︑無線科畢報園の意気に撚ゑて︑第一線の斯界に
期待して止まぬ焔のである︒而して此の時有馬の人士を養成して
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石川支推選

L

林 誌

秀逸

／Ｑ詠梅

○溌年書威

菅谷健男皐葉︶
０
征職多年未息父︒飲汗噛草苦難多︒

評日︒其如何之三字︒悔美食之意︒自溢

吾煎春餅感無難︒銃後其如美食何︒

其詞︒

秀逸
○崩・雪

小池蕊松︵握圃
一白山川天末晴︒連管氷柱列榛荊︒・

破窓忽駿三更夢︒崩雲腫然憾屋堅︒・

詳臼北越雪譜中︒不噸無此作︒

秀逸
○冬夜看剣
寒月窺窓白似銀︒明光透徹絶繊塵︒

鵜野霞軒︵千葉︶
博家賛創霜三尺︒梯拭凝心如有紳○

填可慶賀﹀

林木落花流水獣︒無蕊詩喪麓珠宮︒

峨々日上雲玲職︒十里渓山一白伺︒

小泉毒仙︵湊島︶

Ｏ雪後偶占

評臼三四自塩戦時感慨︒

秀逸．

銃後丹心何厭老︒食糧調産塗斯蛎︾

又逢六十六春風︒聖職迩耐入猛攻︒

石川東耕異響

○新年述懐．：

評臼謂澗脱俗︒能詠梅花︒︑

桃杏錐研艶・剛清不若梅︒

南枝先破雷︒瞭接水之隈︒ｌ

兼坂悪寮︵千蕃

評日︒毎句巧剛古典語︒

君臣成一徳︒率土畷媒博働

垂統無窮称︒津施東亜天夕

小池三男吉薪潟︶

○紀元節恭賦

秀逸

弘道詩林

一

評臼︒吾兄興余同姓︒齢亦雛老意蝋如此︒

達上聞︒

慶野如雪︵茨城︶

挺身蓮向米英征︒苦戦何諭死又生心
報劉至誠今若昔︒功勤達閥有芳名︒
自註若林隊曇甲斐産︒．得感欺二回︒寛

中舞松堂国警

○弔若林東一部隊長

評日洋々自有除碓除吾︒

今夜賎池躍玉鵬︒芙蓉相掛彩衣香︒
千秋仇慨鴛驚契︒琴惹仲鳴夢自奨︒

林石崖早葉︶

○賀新婚↑

評臼近如
来此
東賓京
薪炭甚少︒人々苦寒蕊︒一
山 垣可羨︒

探薪此地郷民集︒浦瀬一村虞蜜山︒︒￥

波林
多川
良四
介面
︵封
越騨
後顔
︶︒・一
樹木叢生不易禁︒

○浦瀬十勝：

評臼風景之奇︒可想︒

金華山是樺雲際︒寓里長風吹老躯︒

数百漁家占海隅︒松青沙白最清腫︒︐

只野霞橋鼠邑

○遊原釜

評臼詩舞之健︒不似八十三翁作︒

追懐往事無量感︒八十二年如夢過︒
鯖仰無愁安順巷︒老翁得毒友詩歌︒

○偶成

評臼以奇筆︒窟絶景．

、

痢戸⑨

評日其身亡而名不朽︒渥是男子之虞面

I

I

、

｡

、

⑤

四

！
T

識道歌園

○茨城癖長沼・成美
歌おもふわれを夢路にさそひつ入春雨のふ

︲緋江越睡書久凝逐Ｏ山梨癖山本耕夫

ｌＩｌｌ１Ｉｉ８ｌＩ０ｉｌｌるよはの一しつけさ

○三月蒙領・春夜爾蕊謎の間の八ヶ徴嵐吹き絶えて夜半の春雨お

かしのみのひとりぬる夜のしつけさを更に

○東京都工藤花子

そへけり春雨の吾ともし火のかけもしめりてふけわたる夜半

地山梨螺中津麗水にしつけ琶春の雨かな
○︲千葉螺片岡佐仲

も静けかりけり

風もなく訪ふ人もなき春の夜はふる雨さへ田に畑に幾日まちしか雨の一音きくも嬉しき

○泥島解湯田久毒

人千葉聯本城巳之助春の夜半かな

○茨城蕗田香風

人埼玉蛎石川奈美子やすさょ
誉雨の昔かな

柿の木の接木はをへてしめりまつ夕うれしはるの雨かと田に暮れてなきそむる蛙の盤

人松江市成瀬岩太郎の更くる夜半かな
○千葉癖保科徳治郎

窓の外の花は匂ひて雨たりの一音瀞・かなる春降りそ基く一昔に夢路をたとるなり花待つ頃
の夜はかな

の春の夜の雨

人顕島僻只野閑月○千葉騨大木賑治郎

あま垂の吾かすかなる春の夜は心落ち居て春雨のおとをしつかに聞く夜かな山田の琴

ふみよまれはり︑は縁主詞らむ
人／臓島蝶菅野三郎治○岡山藍赤枝小太治

春の夜はしつかにふけて降りそ上く雨の雫しと︐ｆ︑とふるやと上ひの雨のおと畢琴か香

を軒端にそ聴くｌさそひまとにいりくる

Ｏ東京都工藤・哲英

○・梅木職安田六之助

玉たれのしたる上音にしられげりふる春雨
は夜半にみえねと

○茨城藤慶野庄作

ねもやらぬ子等の嘩々ひ↓七まりていとも静
けき春の夜の雨

○千葉焼乗坂秀嶺

ふけはて坐風瀞かなる春の夜にした入りお
つる雨の為と綾

○山口豚矢田部松毒

春のよの夢宮包ともわかすふる雨に軒の玉水
香はかりして

○︑千蕊螺菅谷義太郎

畑うち一﹂種蒔きしこよびうれＬきは野山う
るほす春雨の昔

○千葉螺菅谷喜一

月花におもひはなれし今の世もしつけきか
よし春の夜の雨

○・山口螺矢田部興市

月かけはおぼろに見えて文机にねふりもよ
ほす春の雨かな

○・腐島嬬一諾原幸太郎

野に山にあすは出つへく潅たる夜に雨のふ
る香間くそわひしき

○栃木膳山口則之

梅かをる夜はは心もすみわたりしつけさそ
ふる軒の玉水

夢うつ上雨の昔きく春の夜のあくるもしら

○東京都中村徐風

に又眠・りけり

うた上ねの枕に近くまた遠く雨の言きく春

○長岡市横山文子

の宵かな

あつさ弓春にしあれと夜の雨の吾をきぐこ
そざひしかりけれ
○四月余題．映蓋ｇ一月五日締切︶○五月錐
題・暮山時鳥︵西月五日鰯切︶投摘は開封四
鐘◆葉書は探らず︶
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︲天新潟癖波多良介との静けさ

弘

園

歌畷諦呼唾塞さまして心地上くれなからにき騒がしき都をさけて春の夜の雨の蕊きく心

︑○羅烏螺涜名博綱・

人宇都宮市土屋一幅蔵し心なく雨の香する

よめと歌を思へとものうけにねむけもよ
這ほ書す
春の夜の雨くもる夜の花の木かけにたちよれはふると
勺

Fl

１１

弘道俳壇
ｒⅡⅣ冊哩叫川ｈ１ｈ０４柵ｌ４ｆ１︲ＩＩ４１１Ｌ０Ｉｌ１︲ｌ１ｌｌｌｌ︲︲９ＩＪＩ︲︲

旭東予篭

◇秀一逸＃

愛知吾山

頁繰る青ばかりして裳夜寮

川永青

耐島閑紫い

寒肥一︲醜勝つことを疑はず

寒肥に門田の菱の色漕しぬ
寒肥や畦堀り下げてしだ坐距に
寒肥や士に蝿ある褒畑
︑寒肥や難舎の前の讃畑
果樹園や寒肥の穴そとと入に

ま肥や土せ上りゐる難の敷
寒肥にしばしたじろぐ奉仕除
寒肥や茶園にっ蛍く桑畑
寒肥や川の猟柱踏みしだき
巽畑に寒肥深く施しい︑
榊産迄必ざす畢徒や寒肥寸
寒肥をまきつ土翁の濁り言
亡常父の遺愛の松に蝶肥す
寒肥を溜めたる穴に旭さす
寒肥の翁に遭ひぬ朝稽古
父の喪に服しま肥後れける
寒の施肥果樹園鯛に包まれて
寒肥をまくや増産目ざしつふ
寒肥の畑に集りくる夕鵡
寒肥の畑をあさる烏巡ふ１
窪肥やなたらかなりし萎畑
塞肥や汗ばむ顔の鯉やかに

◇雑詠

寮生と行末語る火鉢か迂

・鉢梅の白きば蒜まばらなる

駒 く 町
同緩同閑同吾

持総一膳松無吾吾永淡無た松描笠徐藍益潅閑一無松

子 堂 山

堂子誠所堂生Ul山青々生み量堂堂風堂水所堂誠畦風
鹿

弘雛とめし枯野に獅日さして来ぬ

．同剛月

道窪肥や潮鳴り高き丘の畑

曜ド寒肥や北風荒ぷ萎畑︒
＃

滋賀萱堂
茨城一誠

寒梅や白衣の兵の日南縁＃︑

埼玉たノ︑み

宮の森浮き州て黒し冬の月
も

同密︲水

煙突の霊えて商し寒の室

◇寒肥

枯木原見えかくれする星まし

籾鍵運募暗渠工事や冬の風ゞ
火事跡や願の中の肇￥徒隊

増産を心に認あて塞肥す閑月

夕焚夜に入り琴と准りにけり
もの上吾壁に秘す穎夜かな

客のなきパス．行き過ぎぬ鍵迩同

雪ふみて来る一音を聞く矩舷かな形堂

わが母をいたわる縁の日南ぼこ同

冬瓜や丘町に立つ監覗哨徐風

大寒の空にうなれる飛機の群強．堂

造船の丸太曳を出す雲の山雁所

蝿火を掻き起しつ上句を案ず雛堂

薄布剛繕って腰る親子かな一誠

雰の原追ひ出しけり兎狩稚松

時雨る入夜恩師咽みて語りつぐ松風
山茶花に小犬展てゐる日向かな松・堂

︲寒行の尼佃ひとり夜の道︲奈美子

御嬉︾識︾恥赫垂趨哩癖瀞古酔幅︾／一

雪の夜や話ははづむ兎狩無町畦︲

炭砿の煉る山碩吹雪きつ坐閑月２ ９

雄子
くや
城の
の冬
影同
秩
父嘘峰
夕古空
赤山し
寒日鵡
壷舎一

山裾の殿舎畑や姿青し淡々ｌ

一しきり霞降り過ぎ町夕日永育

初雪の癖に征く兵透り来ぬ同

背戸畑の葱つんｊ︑と雲の上同

＠旭東子

初句曾一人鉄けしが始めけり埜水

餅の掌に旋盤を磨ろ枝畳ゆ︵鹿徴士︶

案菊や編還の兵は薪詮割る
︲◇課題︵一人十句以内︶

◎春草春季雑詠︲四月五日限
◇日・永春季雑詠五月五日限
◇夏の朝夏季雑詠六月五日限

I

穴堀・りて畑に寒肥入れにけり推松

・寒肥や淡き陽を浴び田圃中形堂
韮一肥や嬬這に浴ふ茶の水畑経子

I

埴

ノ

1

〃

、

永倉覚報
Ｔ︲１ｔ１１１１

校の業を了へ︑満洲方面の部隊に配厩され

△景山舎計主任は二月二十三日埼玉螺霞ケ

函リ︒

訪ね︑証曾教化畢院の件にて懇談する厨あ

二月一日婦京せり︑

蹴支念に河東田副支曾長を訪問︒同支曾三

たり︒庚江主事は面含の嵩久留米に赴き︑

△千葉霧香取郡東部支魯長菅佐原源治郎氏︲

△決戦下非常時の本含第四十五回の定期謡

し謹ん弔意を表せり︒

哀悼に堪へず︑本．含は庚江主事告別式に列

十二日東京帝大描院にて逝去︑享年五十三

△特別韓員男爵叫川鋼﹃瑚は病気の虚二月二

つ上ある由︑切に御快癒を祇る︒︑

０

脳溢血にて静養中︒其後順調の一路を辿り

△評議員園府種徳氏は二月七日より軽微の

日歴猿せり︒〃←

三哀悼に堪へず︑氏は東京高等師範の出諜定である︒
鼻︑高等女嬢校長︑東京市税畢等に雁任し△繁山礁務の四男には二月十日浦洲部隊に
殊に園民彊法研究所長として︑作法研究の入掛︑猶過般戦死されし二男久章君の横須
本擢威者として文部省の委員であり︑此の方賀合同葬は︑二月二十二日同地にて行はれ
合面の功績多く︑著書鴫頗る多し︒木曾々員ることとなれり︒
たるとと正に五十年に近く︑名古屋支曾の△弘道陽春四月雛は紙不足の折柄ではある
Ｆ

蕊創立︑或は本曾女子部修養講座の講師としが職輯雛とす・へく準術中である︒御期待を

愈は事のなき限り開催の選定にて︑着々準

て︑・又弘通に多年執筆さる土等誰力さる上乞ふ次第である︒

報所多大なるは感謝措く能はざる所である︒．△松井茂理事は二月中旬三日間程前橋地方

事決職の形式とならう︒

備を急ぎつつあり︑多分五月となるぺく諸

△十二月︑正月︑二月は寒筑厳しき折暖索三月上旬支曾総曾並に講演含を開催する選

・りたり︒Ｉ△埼玉螺霞ヶ開支倉に於ては︑時局に鑑み
もとれぬこととて常曾も遠慮して休曾中で定にて︑着々準備を進めて居る︒多謝︒
あるが︑四月頃より開倉する選定であり︑△庚江主事は二月十六日吉田副曾長孝一認歴
時局下本含事業としても︑理事倉を開き協・に訪ね︑重要事項につき打合せする所あり
△庚江主事令息には久留米謙傭陸軍士官墨△湊江︑王事は二月二十一日東京都教育局を

〜

一月三十日告別式には本曾を代表して割田に出張さる・七十八歳とも見えぬ若々しき
／
編輯員参列︑香料を供へ弔意を表する所あ元気にて何よりである︒

ｌノ

月三日の講演卿舎の件につき種々打合せ︑即

、

△鶴賛曾員甫守謹吾氏には藻て病葉療養中は二月五日本曾事務所を訪問︑老来頗る元

リ

の虚︑一月二十三日遂に逝去︒亨年八十有気にて︑来る四月には支曾講演曾を開催の

l
i
l

議すぺく準備を急いで居る次第である︒たり︒
ノ
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１１

︾支１
曾莫報
１
・マ

・十月二十日︑飯能町鈴木栖開氏邸栗漠書
院に第百九十八回常含を開く︒書院は︑割
岩の奇満を傭廠し︑旭岳の勝密を膳仰す︒

東方には挺りつづく加治丘陵に治うて︑は
支；ろぼろ︑武蔵野園原は展けたり︒秘かに想

﹃裂岡支曾がいちばん︑活動してゐる↓

殊に四郎君は熱心である︒参脅したき考
へのところ︑麦倉長の招きで伺ったが︑

半歳まへより︑妻の生家西多摩郡成木村
御高説を拝聴したいと思ふ﹄；

大蔵野白雲荘に騒栖し︑世事に疎いから

曾誌研讃に入る︒︐
鈴木栖鮒氏︑毎月泊翁先生訓を三四回色
讃する例であるがへ割田氏の時潮にふさは

＃しい訓読を選載さるることに敬服してゐ
る︒﹃撞徳の縮刺とは︑忠義︑承愛︑信寅

した︒日本人には︑国家と家庭とのつなが
りははっきりしてゐるけれど︑証含と個人
とのか上はりは不完全ではなからうか︒こ
の弊は︑勤秀階級よりも︑知識階級に多く

はないか﹄

鑑賞に遜るをｒ毎商蹴の瓢著な間を知識

ふ︑ハンノウの語源は︑アイヌ語の閃呂

主義なるべし︑園家主義を弱むるは皆邪説

といひ︑鑑貧が願藷になってから迩徳と呼
募︑と陳ぺられし︒ふと追懐したり︒

︑かかる峡隅の原因を討ね︑筆者の恩師王
堂畢人は︑徳育を顧みざりし︐結果にあらず
知識の進歩せぬことより生ず︑知識によっ
て道徳を摘充すべし︑知識は理識に実へら
れたる又の名稗に過ぎぬし︑道徳は資行に
輿へられたる又の名稲に過ぎじ︑而して理
論は資行の端緒であり︑黄行は理論の絡結
なりとの見解は︑永久に事賞の腫相を幽明
したるものなり︒知識から遺徳に鍵形すと
は︑客籾的俸件の商量より︑主掘的贋値の

にして︑聖旨に背く者である﹄との痛論で

剛直︑廉潔の索を養成し︑その目的は闘家

あるから︑泊翁先生の﹃道徳﹄とは皇函の

舎．堅呂に出づるなきやと︒書院は︑そのか
問として寓居せられし雨賢親王︒良子女王

理念をさすは明瞭だ︒支含長殿の先代翠軒

業み︑信濃の黒姫山の侭荘に川島浪速氏を顧

近郊に適地もがな︑夏の涼みだけにも﹄と

ぎに﹄と申されたが︑営時︑予は．これに

・翁は︑しばしば﹃道徳をさきに︑宗教はつ

乗った︒重荷を抱いてゐるのに︑誰も噺を

午後三時閉含︑・清流にのぞみての常食︑
意義ある一日にてはありき⑨

たちまち光を失ふ︒

なほ︑十月三十日の本曾常魯に於ける談
話曾の﹃蓮法網制と義理人情﹄につき感想
をかはすこと二時間︑支愈どしての意志を
決定したり︒讃きて︑栖開氏より．頭山浦
翁の逸話︑綜合文化史談︑日本祁暦談等あ
り︑該博なる引例．透徹せる智能にゃ一同
感嘆するのみ︑これを犠へぱ︑鈴木氏は太
陽なり︑群星ありといへども︑陽に含へぼ

報のおんふたかた﹃信州は上京に不便なるよ
との名栗河畔に結ばれたるもの︑はじめ︑

するなら異説のあらう筈もない︒﹄

不平があった︒しかし︑道徳が国教を意味

﹃即菩提鞭﹄と名づけてけり︒それ︑音韻︑

のち︑佐々木蒙古王と鈴木栖闘氏とここに

飯能は煩悩に趣ず︑因って爾か稗びけむ︒

午前十一時開含・繁田支曾長︑本衛東京

取って棚に載せてくれたではないか・・砿激

譲らん︒ｌと︑みめらるはしの女性が︑

中村徐風氏﹃先日︑上京のため︑電車に

都幹事中村徐風氏を磨く︒氏はやをら暦を

同稜し﹃其蝿庵﹄と改稲せり︒

錠ぱしぬ︒

31−
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葉
●

÷報

Ｌ

ｃ干葉嬢東部支雪講演識︵七月三日︶

Ｏ高等ラジオ技術購習鱈第二十回修了式へ九月二十五日︶

夕

玄蝦

○本術理事雪︵十月一日︶

藤波

△閣民儀摺︑園砿奉唱︑勅語奉談︑護書授輿︑誰苦．修業生答酔︒

△頭要事項協議

○高等ラジオ技術購智密第二十一回開講式︵十月五日︶

△画民儀濯︑圃歌奉唱︑勅語奉減︑本愈及一フジオ将及同志命代表誰借︒︺

○十月常愈々員談話菌︵十月三十日於本倉︶
△話題︵時局下に於ける遵法精祁と義理人情︶

○本雷臨時縛酋︵十月三十日於本含︶

○勅語漁霊記念篭演雪へ十月三十日於本含館︶

△吉田副支曹長任期満了につき副曾長選翠

△勅語奉讃式

△大東亜戦争の現段階

文嬢博士

海軍中婚

I

△故山口中婿を偲夢海軍少滞高橋．節雄

○松江支雷購演雷︵八月二十五日︶

△世界の展望．法堅博士い信夫淳平

P

△伊藤博文公の教育義と元円永学大人の教育識附議とより見たる閏教狸

加和

事声
業

陰さ一

一

］,

摺一
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／

認蝿日本弘道曹職員

口理事
曾長償爵堀
副曾長文駆博士吉

諮蟻法堅博士松
諮譲文翠博士吉

生事度
江万次

田静

田 田

熊 正

東洋大畢敦授高島平三郎

文畢博士宇野哲人

ロ膳鯉

財露監督結城豊太郎

財務監督下郷簿平

口監庫

井

塞銅田玲塞三輪田元道
一
ﾛ

郎致茂次恒
一

鯛二脚二倒一闘一
○早春三月六日地久の佳節を趣へ奉り︑謹
んで国民として奉祇の至誠を棒ぐ︒

○本雛は吉田博士の前雛の績き以外は︑編
輯の中心を︑閏民道徳振興の問題に置い
の随筆も此の趣旨からである︒現下大非常

た︑小尾先生のものも之であり︑太い先生
時下︑嗣民道徳の昂揚ば焦肘の急である︒
乃ち道義振ふくくして︑賞は此のドサクサ
を利用して百鬼夜行して疑ふ者なき今日の
態がある︒これが差迫った戦局を前にして
ちらか︒これで武器や食料の靖産が思ふや

の閲民の心妖行嬬として許さる﹃べきであ
らに出来るであらうか︒大戦を乗切り得る
であちらか︒粥又国民生活も健全が得られ
るであちらか︒事の線ては国民の心一より

な聡依て之を問題に１溌課である︒

出護するを思ふとき︑憂鯛の至情を禁じ得
○時局の進展と共に︑用紙の割営は愈々激
減の一途で弘道褒行の前途は正に多難にな
って来たが︑最後の一頁まで全力を議すの
畳悟でやって居る 思ふにまかせぬ鮎多々
であるが︑事情御諒察の程を切に御願ひす
る︒世は決戦下である︒言ふぺを何があら
み︒

う︒それ人︑の道を通じて死奉公あるの

ｌ︲１１１

弘道賓憤︵税込︶金塞拾銭也

一ヶ年曾餐金参目

弘道含入曾手讃

入の方に直に錘付す︒

一ヶ年命費金参側を郷込み人含の手掴をと
ること︒含員には雑誌弘通を無料配布する
外に穐々の特典あり︑規則書は郵券四銭封

本曾編稗部へ御相談を乞ふ︒

○本誌職告の件については︑

昭和十九年二月廿八日印刷納本

東京都祁田厘西祁田二丁目一番地

昭和十九年三月一日斑行

護行兼︐割田斧二

編輯人

東京都牛込睡下宮比町十二番地

印刷人告原留吉

東京都牛込陛下宮比町十二番地

印刷所︵東東元己敬文祉

振替口座東京四三一七番

雪噌珊舗弧淫餓
所飛話九段九番

日本出版曾魯員番秋一三二○二二

Ｉ

１１１Ｉ１
１
ｌＩ
Ｉｌ

︲ｌ︲１１１

奔出恥頃﹃鞄 １ １ １

０︐１０１００Ⅱ

曾道弘本日野醐羅所行護
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色

﹃垂︑叩Ⅱ Ⅱ Ⅱ ・ １

泊翁西村茂樹先生講迦

的溺両評価﹄■卜缶●

簡堂松平直亮校訂

圃掴蝋鴎醐鼠閏︾識謹一
！

:

興に侯つ大なるものあるを痛感し︑其の一助にもと霊に修身教育参考を蛮行せる次第であるが︑恰もよし此の

１１１１︒Ｉｆ●ｌ

香九段九話電・番七一三四京東替頭

】

西村先生の道徳教育講話は︑小畢校道徳激育の作興に資する所狗に大なるものあるを深く信じ︑故に本書を嚢

鰯

昭和十九年淵娃議聾懸潟郵職鶏瀦茄雪鵜闘駁荷第六百二十一読

回宇

