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○日本弘道曾要額甲競
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし脚明を敬ふぺし
二︑皇室を掌ぶぺし本国を大切にすべ

Ｏ日本弘道曹要領乙鍵
︹明治三十三年十一月画定︺

一︑世界の形勢を察する事

二︑園家の特来を慮る事
三︑政浩の良否を園る事
四︑園家の縄済を知る事
五︑激育の適否を考ふる事
六︑無識の者を教化する事
七︑這徳の園結を固くする事

し

三︑国法を守るべし国益を岡るぺし

Ｏ日本．弘道曹の主張

十︑吐曾の制裁を作る事

九︑圃民の風俗を改善する事

八︑正論を隈り邪説を破る事

し

四︑箪問を勉むくし身髄を瞬健にすべ

五︑家業を闘むぺし節倣を守るぺし
六︑家内和臆すべし同郷相助くくし

︹大正十年二月制定︺

一︑人緒の完成に努力し以て家庭画家世
立すること

界人類の篇に奉仕する研以の根本を樹
二︑物獄的生満偏重の鯉露を腕し締紳的

趣凍の養成に努め一は以て生活の没麺

四︑生活の簡易を園ると同時に健全なる

味に階るを防ぎ一は以て精肺的生活の

向上謹達に賛すること

霊︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

須篠件たることを明かにすること

排し所謂階級の共存が杜倉的生活の必

る敬愛の緒紳を養成し彼我識力して世

穴︑人類共存の本義に擦り他圃民に封す

界の文化護達と人類禰証の増進とに寄

興せんことを期すること

のみ完全に錘げらる上ものなれば荷も

七︑就曾的生活は画家の統制の下に於て

の虞有るものは之を排すること

言論行動にして圃家の塞礎を危くする

八︑職業地位の如何に論無く一身の園家

に鹿ることを知り念灸厩家の二字を忘

るべからざること

九︑圃家と一霞不二にして至公至仁なる

皇室を塞豊し詞家奉って園盤の黛厳

を雲鶏するに努むること

十︑祁先の澄志を寵承し列聖の大訓を遵

生活の向上護達を期すること

が震め其の程度に感じて生活の簡易を

三︑物質的生和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

奉し以て君民一徳の理想を資現し国運

園ること

ヴプ

七︑信義を守るべし慈善を行ふぺし
八︑人の害をなすべからず非道の財を
貧るべからず

九︑酒色に澗るべからず悪き風俗に染
まるべからず
十︑宗激を信ずるは自由なりと誰も本圃
の害となるべき宗激は信ずべからず
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︽

全本曾は明治九年汝茜村茂樹先生︾

︽︲の創立にして其主旨とする所は︾

○

皇圃が興溌の岐路に立てる大東亜戦局の
現段階にあって︑若き男子の盛んどは第一
線に臨み︑又鮭す十二歳より六十歳までの
少︑青︑州︑老の悉くは戦力増弧の潟めお
徴しに預るぺを擢制が蕊ひ︑勝ち抜く一色
一筋にと園を翠げて御奉公の今日である

居る︒

が︑是れ今日閲民常然の責務である︒
一方鯛民の叶誕をなす女子も︑男子と足
並揃へて︑各職場を通じて︑或は男子と共
に︑男子を援け或は又男子に代っての活雌
には涙ぐましいものがあり︑これでこそと
侭はせる決戦一ｒの一簸縄進軍の姿を擬けて

︑︑︑︑︑︑︑︑

併し女子は東篠首相の所訓﹁我が閥の家
族主義の騨重の立場﹂からといふ温かい心
遡ひで︑今猫ほ﹁お微し﹂は免れて居る︒若
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企画邦人の壷徳を高くし国家の基碓︾

参

参

︾

︾︾牽桝銅錘畢鐸鐸藷鐸郵一議︽糾一 ︾
︾雲儒せ余諸教の長所を様り明治二︾

一垂し本舎所定の埋領を鷺行する︾

呼痴垣６揃喝９４９画蝿§瓜ｖｄｖ９０６匙

︾を目的ざす︽

一旨十三年十月三十日の蜘語を連︾

︽︾

し此の事を︑﹁助かった︑よかった﹂と思
ふやらな者はあるまいが︑若し女子にあっ
たなら大錘である温かい心迩ひには又温い
傭を以て報いよ︒寧ろ女子は感激の上進ん
でお役に立たんことを期すべきである︺今
男子の去った後を充たすに女子の手が不足
して居り︑一方家庭や無駄な方面に依然女
子の手が祁術見られると言はる入ｃこれで
はならぬ︒皇幽決職下の女性よ︑一層の自
畳と認識と挺身の決意を敢て望む︒徴され
て奉公するは常然のこと挺針進んで御奉公
しお徴しの緒祁に添ふ・へきこそ︑決職下国
民女子の一日の急として望むものである︒
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本来治国の道理より言ふときは︑兵備と云ふ事戦争と云ふ乙とは︑国民の安全幸稲

とは全く反封したる事にて︑最も係理に協はざる事なり︑世の文明に進むに従ひて︑
兵備も減ぜざるべからず．戦争も其迩を絶たざるべからず︑然るに事責は全く之に反

リ

し︑厭洲諸園の兵備を増す事日に一日より多く︑之が篤めに農工一商の勢力を以て納む

る所の租税の殆ど三分の一を以て兵備に費すに至る︒戦争の如きは心近年久しく大戦
なしと錐ども︑其大戦友きは︑互に乗ずべきの機含友きに由る事にして︑若し機魯を
見る時は︑忽ち平和破れて戦争の惨を見るに至るべし︒西国希臓の時より︑道徳者が
戦争を弧めんとして種々の立論を馬す者あれども︑一も其効を奏する事能はず︑蓋し

此人類の心中に名響と欲望の二者ある間は︑戦争の止む事は無かるべし︒己に戦争の

止む事在しと見る時は︑己む事を得ず兵備を厳にして︑他国よりの侵襲を防がざるべ
からず︑兵は精を貴ぴて多堂を貴ばずと云へども︑精にして多きは︑精にして寡きに
勝る事明白の事寅なり︒今本邦の兵薮を以て欧洲諸国の兵数に比すれば︑陸軍は魯函

第一︑法圃第二︑徳函第三︑伊園第四︑填園第五︑英国第六にして圃本邦は第七に居

る︑猶厭洲諸圃と相封崎するの望あり︑海車は大に之に異にして︑厭洲諸国の兵力皆

我上に居る︒和蘭は其地面は我十二分の一にして︑人口は十分の一に及ばず︑然れど

も其海軍は百二十隻の軍鑑あり︑葡園の如きは欧洲著名の貧国なれども︑猶軍艦四十

︵明治二十七年三月︶
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一隻あ︐︑故に海軍は本邦今日の兵力にては︐恐くは雄を海外に振ふ事能はざるなり
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辞之賀奉節長天

天長節奉賀之鮮

！︲Ｉ

年年陽春ノ好期︿採り︑歳歳天長ノ佳辰ヲ迎フ︒然カモ今日ノ如ク大東亜ノ局面︵闇大ヲ

加へも大八洲ノ国運︿隆昌ヲ致スノ時︑聖喜ヲ奉祇スルノ佳節︽家ル︑蓋シ我邦有史以来︑始

メープ之アル所ナリ︑乃チ知ル魁本年迎フ所ノ此ノ佳辰コソ︑︼蜂二鍾大ナル意義ヲ有スルコトヲ

抑乙此ノ局面︑此ノ時運ノ根本基軸タルモノ︑尭二皇統／連綿タルトや並二聖毒ノ無彊ナ
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ルコトニ在り︑此堂号一邦家民人一切ノ慶事中二於ケル︑弓県箇最第一ノ最大慶事ニァラズシーブ

何ゾャ︑天長ノ佳節ヲ奉賀不〃ノ邑県精祁ハ︑狗二此二在り︑局面ノ愈と︲澗大ナルニ随上︑時運

ノ盆ど隆昌ナルニ伴上︑此ノ佳節ヲ奉賀スル所以ノニ県精祁ハ︑愈と明確ナルペク︑叉盆乙深厚

ナルペキヲ疑ハズｏ此レ登二邦家無窮ノ最毛深最大ナル虞根抵トナスベキニァレバナリ︒

我日本弘道倉ノ皇道ヲ弘垂ル所以ノ第一義亦賞二此二存ス︒依一ブ錘二斯ノ佳辰ヲ迎フル二富

リ︑二言邦家基根ノ第一トュル所蚊二此ノ佳節奉賀ノ意義深大ナルモノァルコトヲ明カニシ︑

道ヲ弘ムルノ確責ナルー歩一歩ヲ愈；遜ネカラシムベク︑同人勇往迩進スベキァルノミ︒並二

此ノ佳辰二方ツープ︑聯力本倉々員ノ全衷情ヲ代表シ︑畏ミーブ我ガ尊厳無比ノ皇師ヲ奔シ︑

可ＡＦＬ︲律︑

１４
９︲●
Ⅱ凸︑一申や亀も

日本弘道曾禽長伯爵堀田正恒

恭シク満腔ノ慶情ト賀沈トヲ布クト云爾︒

●Ｊ

昭和十九年四月二十九日

』

務急の究研徳道亜興

興亜道徳研究の急務

吉田

燦然として史上に光彩を放つ所である匿後明治二十三年一

月には本曾要領甲琉を制定し︑更に明論三十三年十一月に

は木曾要領乙騰を追加せられた︒是築は正に日本道徳の要

綱であって︑興亜道徳と雌もそれに背馳するものでは有り

得ぬのであるが︑常時の我が岡は未だ海外に図雪威を溌揚す

ぺきは理の欝然である︒これまた今日新に興亜道徳研究の

建設の観鮎よりする時には︑幾多の袖正すぺき事項の存す

るの椛運に至って居左かつたりごあるから︑大東亜新秩序

戦争は愈亀酷烈を極むるに至った︒先にはアッッ鳥勇士

がか比る流血の悲惨を軍ね︑我が図民が細力を塁げて敢闘

をして冬其の所を得しむるにあることは大詔に依って昭示

ある︒肇固の精祁は兆民をして各其の堵に安んぜしめ寓邦

大東亜新秩序の建設は皇国の理念たる肇閏精神の具現に

必要を見る所以である︒

す署所以のものは︑黄に遁義に熱く大東亜新秩序の建設て

せらるＬ所である︒昭和十八年十一月初旬の東亜諸幽代表

蒜曾議に於いて至曾一致を以て探搾せられたる所謂大東亜

ふ函策の遂行目的を貫徹せんが馬なのである︒かくの如き
に於いて勝利を博せざるべからざるは勿論であるが︑縄祷

して其の第三項に﹁大東亜各圃は州互に其の偉純を尊重し

共同宣言は賀にそれの典罷的解説と兄るぺきであらう︒而

樹立せらるべを興亜道徳にありては此の趣旨に能く合致す

各民族の創造性を伸暢し大東砿の文化を昂揚す﹂とある︒

成を期し難いことは明白なる事変である︒かょる文化戦に
於いて勝利者たらんが篤めには︑我が函民全般の蚕質の全

るものでなければならぬ︒それが篇めには︑東亜に於ける

精華を興亜道徳の樵成要因たらしめねばならぬ︒これが鰯

諸闘家諸民族間に行はれ来れる博統をも調査研究して其の

本曾曾祁西村茂樹先生は夙に日本道徳研究の必要を唱道

めにも亦興亜道徳の研究が急務たらざるを得ぬのである︒

であると恩ふ︒

なることが肝要である︒これ興亜逝徳研究の急務なる所以

般的向上を必要とする︒特に徳性に閲しては最も卓越偶秀

戦︑思想戦︑文化戦に於いても勝利を博せざれぱ︑其の完

有史以来未曾有の大業を貫途せんが鴬めに先づ以て武力戦

シャル群島に於いても其れが繰り返された︒我が将兵軍脇

の玉砕があり︑後にはガダルカナル島の惨劇があり︑マー

次

せられ︑明治十九年に日本道徳論を講演せちれたことはが
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熊

大東亜の奮秩序は米．英即ちアングロサタソンの支配下
に於いて彼等に依って建設せられ維持せられて来たのであ
る︒大東姫の新秩序はそれを顛綴し︑それを破推しそれに
取２Ｌ代はらんとするものである︒従って其の指導原理は
ばならぬ︒かくの如き優越性を我が図民に推得せしめんが

奮爽のそれよりも一段と優秀にして卓越せるものでなけれ
篤めにはアングロサクソン民族の徳性に開しても精密なる

野田義夫

女子勤勢精紳の昂揚

β一

時凌刻為苛烈凄脆を極める現下の敢大決戦に於て銃後一

億の圃民が戦線脇士の出血敢闘に膳へて飛忠報幽の赤誠を

致すべき蛎一の道は何占言ってⅦ戦力蛾州の篇めの寵需雌
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調奔研究を遂げ︑これを他川の石として参考資料たらしめ
ねばならぬ︒か比乙槻鮎よりするも亦興亜道徳の研究は必

は全剛各地から徴川され戦線脇士に劣らぬ敢闘緒紳を以て

蛎産殊に軍川飛行機の輔康である︑之が鰐に今や康業戦士

其の職場登凌に於て日夜緊張決死の努力を林げつＬある︒

戦場に送れといふ叫び全閲津安洲々に捲き起って産推戦士

にも知らなかった人のみである︒一機でも塞ぐの飛行機を

かった人で︑微剛士となるまでは工場の勤労作業た鱒は夢

もあり︑あらゆる職業を網羅し︑現業とは縁もゆかりも無

此等は皆榔業の人糞で鰻衆の人もあり︑庶此吟あり︑店主

つたのであって︑其の間に行は肌たる我が図民道徳は賞に

かに開しては今日壷で未だ多くの経験を荊せぬのである︒

そ肌が鴬めに我が圃民が和もすれば卿外に於いて閏民道徳
の緒華を混濁稚罫しむるが如き事例も少くなくなかったので

を一鼓舞激励してゐる︒〆製作場に沸ける縛業徴用士の風刺の

られる通りで︑之を聴く新は坐るに頭が下がる許りであ

態度は屡雪フジオにて放逢される現場座談曾の髄験圭．で刈

る︒これは大東亜戦争が確乎たる必勝の信念に基づいて昂

P

ある︒此の方面よりするも興亜道徳の研究は焦眉の急務と
畦ざるを得ぬと恩ふのである︒︵完︶

・Ｌ

炉

民異民族との接鯛に際して如何に活用し如何に具現すべき

古今東西に通ずろ天地の公道である︒けれどもこ肌を他図

我が餌民は蔑剛無比の閏膿の下に理想的人生を享排し来

亜となると思ふのであるワ鎌

揚昂の刺'締勢勤子女

場した閲民勤労精榊の嵩高森厳なる頴現でなくて何であら
う︒
一一

徴兵に相営する男子の徴用士に呼鱈して女子挺身隊があ
る︒これも大東唖戦争に特有所康物であって︑我が国未曾
︑有の現象であるし是迄男子のみに限られた軍需工場に女子

が挺身燕闘することは未だ嘗て老へられてなかった︒刻下
の戦局は子や之を絶封に必要とする樫苛烈凄槍を極めてゐ

心

文化のない原始人や半開の謹人等などは︑女子が千を産み

ふ道理は何鹿からも川て来ない︒

に勤勢すべ藍ものであって︑女子の勤努は無川であるとい

此の順則を推して行けば人間自然の状態に於ては男女共

は出来ぬのである︒

の二極の別があるが︑其の執れをもせずして生折すること

いふのが原則であ尋︒勤努にげ身鰐の勤労と精祁の勤労と

のはない︒人間は勤労しなければ生活することは出来ぬと

活といふものは其の如何なる方面に於ても勤労に待たぬも

るが︑今平時の生活に就いて之を考察するに凡そ人間の生

以上は固より決戦篭制の非常時に起った特殊の現象であ

一一一

嘘燕興起せしめる賛となることも少くないと恩ふ︒

子の勤労報閣の梢紳を昂揚するのみならず同時に男子をも

したといふ記事も現れた︒此事は女子挺身隊が単に一般女

自家の能舞遷を其筋に献納し自身は軍需工場に勤労を志脳

勤労してゐる篤反が新聞に川てゐるのを見て︑大に雄講し

嬢が挺身嫁に加はって伽の難友と共に嵐剥になって最揚呼

其少し前に大阪の山本といふ能楽師は高等女畢校卒業の令

吐の機構を其の侭に航室機生産に切替へたのである︒尚腫

導してゐる︒これは大阪南地新械誉一百名の蕊娩が株式曾

I

子を育てるといふ天職以外に於ては男女い間に格別勤勢の
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ろのである︒

女子挺身隊は徴用令による狼制ではなくて志願兵のやう
な自溌的挺身である︒併し其の勝ち抜く篤の列鴛たる勤労
精紳に於ては何等雌召の徴川士に劣る所はない︒加之挺身
隙の製作する一翼一機が大戦の勝敗を決する一因となると
いふ信念に於ては戦線将士の闘志にも譲らぬ所がある︒
女子挺身隊には高等女畢校卒業生を以て組織してゐるも

のがある︒今日堂で男子に限るものとして夢想だにしなか
った工場作業が女子にも鐸なく出来るといふ自信を得た時
の喜びは除員の燈験談放送に数度謹表された通りに柑万に
益常女子の勤労糖祁を昂揚してゐる︒女子挺身隊はまだ新
しい試みの時代に馬するが︑其の成績は牌来に於て目路し
は全圃にも診らしい蕊妓はかりの航室機製作場の誕生を報

き進展を約束するものと恩はれる︒三月十三日の朝日新聞

揚昂の祁精努勤子女

「

差異はたかつた︒併し文化が進展するにつれて男女の間に
に下り︑女子の勤労は著しく男子に劣り︑篭しきは男子の

を求める︒これが所謂職業婦人の州現である︒職業婦人は

多く前に男子の縦事してゐた職業に女子が従事するのであ

理論から言へぱ男子に出来る職業は女子にも州来ぬもの

る︒

れば出来ぬといふよりも寧ろ長い．蒋慣によってさうなった

はない筈である︒久しく男子が猫占した職業は男子でなけ

み勤労の任務を識し︑女子は無篤安逸に其のＨを還るとい
ふ階級も川来るやうになった山女子が勤労せずして安逸に

何の不都合もないといふことを溌見することが多い︒この

ものが多い︒随って己矛得ずして女子が之に代って見れば

生活することが出来るのは多く中流以上の祇曾であって途
に勤勢ぜぬことを誇りとし勤労を恥づろやうな弊風をも生

意義で現代に至って女干の職業は非幣の勢で其範圃を携大

した︒二十年前には絶無で若しあれば不思議と恩ひ不適鴬

じた︒

勅労しなければ生活が出来ぬといふことを痛切に自畳す

上あるものすらある︒第一次欧洲大職の際交ゞ戦各国では男

と思った職業が女子に解放され︑往々女子の猫占となりつ

四

れば︑如何なる人も進んで勤蕊労する︒これは進んで生きて

解放され︑女子は見事に其任務を完了した︒まだ其経験を

子が手不足となった蔦に︑男子燭占の職業が績交と女子に

行かうといふのと同じ意義で人間天賦の生活本能の溌現に
農業は全家共稼ぎでなければⅢ来ぬから︑農村では老若

郵便集配人︑消防夫︑自動車運韓手︑講車遮純手︑車掌の

持たぬ我が邦では一寸不思議と思ふ位である︒例へば馨官

外ならぬＪ

努を力説する必要はない︒又中流以下の杜曾に於ては男子

平時に於て自然に増加した職業婦人が︑戦時に於ても戦

しめたので︑徴用令と密接な開係を有ってゐる︒

占に蹄したのである︒これは言ふ束でもなく戦局が︑然ら

れは従来女子も従事し得たものが一歩一歩進んで女子の猫

我が邦では最近十七種の職業が男子に禁止せられた︒こ

類である︒

男女を間はず共同に勤労する︒斯ろ場合には特に女子の勤
のみならず女子も州常の勤労をなし︑決して之を厭ふ風は
見受けられぬ︒

女子が中等教育を受けるやうになれば︑勤労を厭ひ勤労
に堪へぬ風が等しく現れる︒これは中流以上の杜曾に見る
所である︒併し中等教育を堂けた人であっても︑無篤徒食
を許さぬやうな生活難に遭遇すれば何とかして︑就職の道
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［

分業が起り男子が重要の仕事駐猫謝占して女子は従鴎の地位

揚昂の祁精勢勤子女

二

後に於ても暦一暦増加するのは期して待つべきである︒
五

支那事難勃蛮以来畢校では集画勤労奉仕といふ事が益堂
奨勘され︑所謂勤努報閲隊を組織して各方面に活躍した︒

これは勿論唯活の鳶に報酬を求めるのでなく︑兵役と同じ
く身を以て圃家耽曾に勤労奉仕をなすのである︒就中農産
こ肌は一方食料増産の馬でもあ

物の牧穫時や植付期などには都曾の報剛除がモンベー姿で
堂堂と村落に繰り川した

てゐた仕事は何でも女子が引受ける畳悟がなければなら

運動が起った︒これは女子鞠進軍を意味する︒男子の鴬し

ぬ︒切言すれば国民組瀕起運動に参加する女子︲ほ︑如何な

る方面に活蹄する人も悉く女子挺身隊に劣らぬ勤労精祁を
求である︒︵完︶

有ちたいものである︒女子勤労粘祁の昂揚は圃家絶封の要

女子勤労精紳の昂揚

に就きて
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り︑川征造塞族援助の鴬でもあり︑叉同時に生徒圏龍勤労

高島平三

代錯誤の遊しきと共に︑非国民第五列といはれても︑蕪解

勤労必要の緊迫せろ際に︑之を避けんとするが如きは︑時

勢側した例も少くない︒それに︑何ぞや︑今日の時局下︑

とたく︑牡曾上高き位置を占めて居七も︑率先して︑自ら

併し封建時代でも︑心ある男女は︑決して勤労を卑むこ

るに至った大なる原因である事は︑少しく民族の心理に留
意する者は︑何人も之を認めて居るであらう︒

諸国に餓眉したのが︑アジア矛欧米諸闘の下風に立たしむ

享楽を尚ぴ勤勢を卑しむ弊風が︑我が園を初め︑アジア

郎

訓練の馬でもあったり都曾の勇ましい勤労報幽除が村落虚
士の勤労精紳遊昂揚したことは少くない・女畢校のみなら
ず各地の婦人閣鵠も同様の目的を以て勤労報固隊を結成し
て︑あらゆる方面に勤労永代を惜しまなかった︒これも事
業それ自身が女子勤努精榊の昂揚を意味すると同時に︑其
すべきことではない︒

勤労が他の婦人の勤労粘祁を昂揚することも決して貝逃が
此の極の女子勤努本代は今後益盈虞剥の度を増すであら
うと恩はれる．
︽︿

．最近敵は共尤次の物量を特み︑大謄執勧大規模の反攻を
食はれるか賞に皇国危急存亡の秋である︒鼓に園民純鍍起

進め︑既に我が領土の一部に取りついてゐる︒今や食ふか

て誉就に揚昂の刺'紬努勤子女

てき就に揚昂の祁箱勢勤子女

或は農村等に至り︑勤務に従事して居る者が語全く傭はら

ざる告白を記して︑逢って来た奮例が︑数十蔀もある︒今

の辞が無からう︒

吾が子を︑工場などの勤労に出したく無いといふのは︑

参考の鴬め︑その中の一二を抄録して︑左に記すであら
承ノ○

多くは︑母親であり︑特に若き︑娘を持つ母親に多いやう
であるが︑それも勿論︑一般でば無い︒かういふ心を持つ

治の末期より︑大正の末期にかけて︑今円の敵米英ソ聯等

たまら次ぐ︑止めて了はうかしらとも忠ひ壷したが︑畢

︵中略︶始めの中は︑お役所に参りましても︑嫌でノ︑

蹄りは四時廿分渡の汽車で蹄って参ります︒

て頂いてゐます︒朝は︑八時十三分護の汽車で川勤し︑

の︑耽衡主義・共産主義・個人主義．享楽︑語義等の︑最も

︵前略︶本年一月八日から︑私は○○の○随にお勤きせ

盛んに唱導せられ︑且つ飛閲の若き男︑女も之にかぶれ

辛抱しました︒

園で鱗り呑気にしたＬめかも知れぬと︑自分で警めて︑

親の︑最も多くあると思位れろ年齢は︑大抵︑四十歳前後

て︑之を蜜行した肴が多かったのである︒その頃の青少年

より︑五十歳前後の人であるやうである︒これは︑丁度明

が︑今ｎ人の父となり︑母となって居るのである故︑知ら

は︑お仕事が面白くなってＵ参りましたので︑希望に燃

が︑深山にありますので︑本常に雌でした︒でも︑今で

それに︑一億一心などと︑おかみで申しましても︑お役

然るに︑幸にも︑今Ｈの少年青年は︑畢理上必要上︑函

ず織らず︑各自の心の奥には︑園家の子供といふよりは︑

家主義が︑最高度に隅へられ︑且つ笈行されて居る時代に

又他の一人は︑蛾も卒直に左の決心を寄唯一て来た︒

えた︑準しい毎日を送って居り毒す︒︵後略︶

所の中は︑何と申しませうか︑ルーズな︑だらしない所

青ちつ上あるので︑前に述べ︲たやうに︑父母の考とは︑全

自分の子供といふ概念が︑弧く働いて居るからであらう︒

く別に︑置に喜んで剛家の御駕めに︑生命を搾ぐる心が︑

ト︑これ以上の︑玉砕部隊を州してはなりません︒

帝圃本土を察襲されませうとも︑負けることは絶封に御

︵前略︶アッッ︑マキン︑タラワ︑クエゼリン︑ルオッ

座いません

男女ともに張り切って雁ることを認める︒これは︑日だの
ノ︑群や︑讃む人をして︑雄激感謝の涙に咽ばしめる資例に

ラジオや︑新聞の報道で︑多くの溌例が塁げられ︑厩々間
接潤す尋が︑私自らも︑女皐校の教へ子が親の反封を︑弧

糞のために︑楽土遊建該致し鷲せう︒

私達は︑たとへ死にませ弓とも︑次代の人

詩衷願して︑その承認を得て︑蒋臓︑工錫︑銀行℃倉賦︑
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ー

で御座います︒私も︑どうせ死にをすものならば︑園家

のである︒前線の僻兵さん達が︑喜んで死地に就くのは︑

嫌でも︑後には︑必ず面白く楽しく︑無我の境に達するも

決して︑虚言でも偏りでも無いと説いて激へたが︑彼等が

私達は︑立派に死にませう︒これが︑毎日の私達の心持
のお役に幾分でもたちながら︑陛下のおそばに近い東京

も︑亦私の大なる喜びである︒

皆︑之を鶴騎して︑誠心誠意職場の勤務に服しつ上あるの

以上限られたる紙面に︑断片的の事を記したが︑本誌の

で死にたいと存じます︒

じますＰ塞襲も︑ございませんでせう︒叉食糧も︑それ

年三月十二日︶

讃者諸君に何等かの御参考とも左らぱ幸甚である︒︵十九

東京に居りますよりは︑○○の方が︑どれ程か安全と存
程不足せぬ事と存じます︒でも︑私は︑立派にお閏のお
には男の子が無く︑前線で御奉公州来ぬのは残念だと申

アメリカ婦人の進出

の手紙が︑最も弧く女の自畳と決心とを表現して居る︒一

で働きたいと︑右の手紙を奮師の私に寄せて来たので︑こ

り︑只物数寄にお節介に軍を五大洲に進めて世界制覇を夢

ない︒太西太平雨洋左左右にして地理的に有利な立場にあ

る︒まして今次の大戦にはおのれの餌は攻められたのでは

由来アメリカは自由奔放女尊男卑を以て有名な園であ

下村海南

人娘を喜んで︑エ場戦線に透る雨親なればこそ︑娘にこの
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役に立ちたい索持で︑一ぱいで御座い煮す︒父も母も家

公は州来ること人存じます︒︵後略︶

して居ります︒女の身でございましても︑・幾分かの御奉

以上は︑現に挺身隊に志願して︑あと二十日で期限の来
る︑非常に多忙の中から︑十燭位の電燈の下で︑十鮭人が

決心︑が生じたのであらう︒

見つ上ある園である︒だからアメリカの婦人はイギリスや

休んで居る間に記して︑此次は無期限に︑東京近郊の工場

に眠ることを教へて居た︒彼等が︑この心を以て︑日夜働
いて居ることが寄せられて︑嬉しく思うて居る︒叉︑自己

さらに／︑貢剣に奉公せねばならないといふのが︑此一文

︲私は︑いつも教へ子に︑希望に起き︑赦喜に働き︑感謝

に典へられた仕事に︑至心の糖力を集中↑してをれぱ︑初めは

ドイツやつ聯の婦人たちとは桁ちがひに呑窺である︒その
アヌリカの婦人にして猫然かり︑我等同本の婦人たるもの

出進の人婦カリメア

｢−−−−

出准の人婦カリメア

以下アメリカ婦人の活動ぶりにつきいさ上か御披露す

を筆にするゆゑんである︒

アメリカの人口は男女あはせて一億三千二百寓人︑綿努＃

る︒

働力は約六千三百脚人︑女子労働者はその三割拠で約千八
百蔵人に上ってゐる︒︲

猫その内鐸を見るに重要産業に従事せる女子の概数は次
の如くである︒

一七％

爆ゴム薬一五％

飛行機一三％
薬品化畢二％

であり既に数寓の婦人部隊が軍に編入されてゐる︒そこで

電車今ハス四％
造
船
二
％

海軍部の栗原大佐は
﹁アメリカでぱ陸海軍の婦人部隊は部に六十寓人に上

り︑婦人勢働薪は千八百寓人に達し︑婦人の大動員計壷

ノ

航奉．機一八三︑○○○

溌動機二三︑○○○

が賃施されると︑労働者中婦人は細数の五分の一乃至三

分の一を占むる事と蕨る︒元来アメリカの女は食事も外

プロペラー三︑○○○

銃砲熱六︑○○○

と話したのであるが︑大佐の直話に
私の話を聞いた人が︑あの遊びたがるアメリカの婦人を

る︒

カ婦人が進洲するのだから其侭剥さがうか園ひ知られ

です毒︽す︑家庭の仕事をせずに遊び廻はるｕそのアメリ

小銃卵製造六六︑○○○

砲州製造三九︑○○○
電気部分雌二七八︑○○○

工作機械一五蓮○○○

造船四三︑○○○

そこまで動員せねばならなくなったのであるから︑もう

といふ事であるが︑我等は今南太平洋で盛んにあとからあ

れたのである︒

人的資源も底をつゐた︑もう我等は安心して可なりとい

計六五六︑○○○

ったそうで全く私の話した心持ちが︑桑然逆に聞をとら

叉男子労働者に謡する就業比率＃一見るに

叛職電信電話汽五％

繊維︲五○％
軽兵器三七％

− 1 1 −

れ道機；了飛てで出も女る誰家

とからこりず︑穀に襲来するアメリカの零軍は大認畢生であ

せずに︒︵十九︑三︑十六︶

に雁じ職堆に奉公せねばならぬ︒しか︑鮎藩ちついて息切れ

ある︒それだけにアメリカの婦人はいづれも自動車操縦の

校の話に︑其の頃最早飛行機製作に就てアメリカから畢ぶ

昭和十四五年の交︑アメリカに駐在して居た我が海軍将

高橋節

家護る女も出で壁飛行
機造れ

をみな

ると聞くときに︑アメリカの若い女子も男畢生と同じく厄
鬼になって我閲にはむかひつ上ある事を知らねばならぬ︒

職時には飛行機の輪逢に少からぬ人影要するが︑今アメ
リカでは飛行機の輸送には婦人が礎んに活躍してゐるとい
晶事である︒もとノ︑民間航室も震達してゐたから︑アメ

リカの婦人の航室に心得ある群も州営にあったであらう
が︒アメリカでは自動車は四人なにがしに一豪である︑三

心得がある︒とても／︑早い速度で自動車をかっ飛ばす習

の時以来︑支那事愛に岡って色登経峨し︑其の経隣した所

べをことは︑無かったのだといふととである・我が図は其

千寓裏以上が園内をかけ廻ってゐたつ一戸平均一裏以上で

性があるから︑飛行機の操縦の如きは右から左へと語手の

のより優れて居たことは勿論︑是なくしては彼の布畦の大

大東亜戦争初頭に於ける我が飛行機が︑遥にアメリカのも

を以て︑着登飛行機の製作に改善を加へたのであるから︑

もの℃ある︒こうした鮎では遺憾ながら我邦の女子の習性
魚ちろん婦人の進川すべき分野は贋い︑飛行機操縦たど

はそこまで護達ずる暇が無かった．

はその一小部にすぎ左いが︑之を筆にする心持ちはアメリ

マスプ向兵クシヨン

ぬぱならぬ︑あらゆる軍鮎に向って網力が集中弘︑化されつ

今や我聞でも飛行機をつくる︑賂をつく馬食根もつくら

ず︑依て自動車の大量生産で有名なフォード曾祇に封し︑

けて︑どしどし飛行機を途らうとしたけれども意に任せ

た︒欧洲戦争が．始まると︑アメリカは直ぐにイギリスを助

アヌリ力は之は犬鍵と︑直に飛行機の大量生産に着手し

戦果は畢げられなかったのであるＪ

ｋあ黒︒男子は男子として畢徒も川陣する︑青少年は銃後

飛行機生産に韓換するやらに懲諏して見たけれども︑事が

るといふ事である⑪

カ蛎人は一生懸命に旋剥に時局の一線に浴うて活動してゐ

の生産に奉仕する︒それらのあとにつ蟹いて婦人もその分

− 1 2 −

雄

が愈堂始まって見れば︑フォードも歌っては居られず︑園

イギリスの魚めであるので雁じなかった︒併し大東唖戦争

と始めた︒但しアメリカより半年許ｈ後恥た︒たった半年

山の新飛行機曾牡が︑どしどし出来たのは固よりである︒

ではない︑色為准工場が博換して飛行機を造り出した︒津

を完成し得るやうに仕組んだ飛行機生産の一方法であっ

作業で最も速に之を結合して︑僅かな時間に津山の飛行機

の大工場と︑膨した熟練した工員と壷持って居った︒故に

て飛行機の大量生産を遣り冊した︒併し何といっても多数

される原因となって仕舞った︒アメリカも此の戦争で始め

我が国はどうしたか︑無論前例のない大量生産を後れじ

策に順って庭先に大量生産の求めに雁じた︒
大量生産といふのは︑極め君簡単な︑誰でも使用し得る

て︑一番始めに之を造り川したのがドイツで︑ソビエト之

機械さへ造れば︑どしどし大量生産が始められた︒然るに

我が軍にもつと瀧山の飛行機があったなら︑敵を一網打謹

プーゲンビル航察戦は迩緬五回行はれたけれども︑若し

L

許りであった︑然るにそれが今日前線で彼のやうに敵に押

に亜ぎ︑アメリカは大衆向の自動車や︑幾何造って世いて

用し得たかといふと決してさうではなかった︑自動車を造

的に紫減し︑戦は一同で潜んで仕錐つたかも知れない︒叉
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やうな特種の工作機械で︑大仕掛に部分品を製造し︑流し

も蜜れるタイプライター等には︑早くから此の生産法を膳

も後れたのだから︑仲冬そう術単には行かないのである︒

我が閲は工業の規模術未だ大たらず︑其の上に出謹が半年

って居った機械で︑戦車は或は出来たかも知れないが︑飛

あれ程の戦果を畢げたのに拘らず︑敵は矢張トロキナ岬か

た︒然らばフォードが飛行機の大量生産を引受けたから︑

用して居ったけれども︑未だ飛行機には及んで居なかっ

行機製作には何の役にも立たなかった︒フォードは飛行機

ら上って来たではないか︑之は奈く我が飛行機の敬が足り

ねばならないのである︒

の大量生産を引受けた鴬に︑全工作機械を全部造り直さな

併し今は戦争だ︑何ぱ扱世き此の飛行機の生産で敵と戦は

ければならなかった．工場と工員とは其の侭使ひ得たが︑

ない篤であったのだ︒我が五十機を以て敵の二百械と戦

今迄自動車に使って居った工作機械を︑其の侭飛行機に樽

工作機械は全部特極のものを新造しなければなぢなかっ

て来る︒我が軍は勝ちはしたが︑一度は必ず燃料怖給の蔦

錦り着くか着かないうちに︑もう次の新しい二百機を出し

ふ︑我が軍は例外なく勝つ︒敵は二百機が敗走して韮地に

フォードばかりではない︑アメリカの自動車製造曾就は

た︒

釜部飛行機大量生産曾祇に身代りした︒自動車曾賦ばかり

ト

れ造機行飛てで出も女る護家

ー

れ造機行飛てで出も女る護家

に韮地に齢らねばならぬ︒其の時に代りに出て来る五十機

して来れ︑敵を噛止め得る︑三倍にして呉れ︑敵を難破し

我が軍は速に攻勢に樽じなければならない︑然らざれば

得る︑敵を同数にして呉れ︑敵を必ず全滅すると︒

室を︑まざまざ新参の敵に渡して仕舞ふととになる︒若し

溌定の作戦を進めて戦争目的を達することが出来ない︒速

がなかったとしたらどうなるか︒今勝って取ったばかりの
其虎に我が輸逢船でも居る場合であったら大愛である︑極

に飛行機生産量を増加して京後れを取返し︑そして前線の

炊事︑裁縫︑洗濯等の諸要務を引受けて居る︒日本には其

上に何百寓の婦人が陸海軍に従軍して諭通信︑博令︑見張︑

五分に過ぎずとは驚くべきではないか︒アメリカでは其の

飛行機工業に荒仕事は無い︑殆んど全部綿密精細な婦人一
向の仕事である︒営局の説明に依れば其の八割迄が婦人で４
出来る仕事だといふことだ︒アメリカでは今五割を婦人で１
引受けて居る︒日本ではどうだ成績縄良の工場で僅に一割一

興せよ︒

へ︑奮然として自分の手で飛行機を造って直接に職零に寄

急増を計るより外にない︒日本婦人よ︑出でＬ労務に徒・

要求に雁じなければならない︒然も其の途は︑新労務者の

端に言へぱ︑察は戦ひに勝った瞬間だけ此方のもので︑あ
とは全部敵に任せて居るのと同様である︒我が飛行機が津
山に有れば︑戦は楽に出来る上に犠牲が少くって済む︑前
我が飛行機大量生産計書は今着交と賃行されて居る︑が

線勝兵に易きに勝たしめねばならない︒

頁っ先にぶつつかったのが努務者の問題である︒工場を擁
げても機械を据附けても︑労務者が出て来なければ仕事は
始まらない︒アメリカの飛行機生産量は︑・昨年十二月八千

八百蕊で︑今日迄の最高額である︒併しもう除程進みが鈍
くなって来た︑それは最早労務者を増加し得る望が絶えか
らである︒日本がアメリカに追附くのは今である︑半年の
立後れを取返すのは今である︑そして其の方法は労務者を
勢務者︑それはもう婦人の外にはないのであるＵ

増加するより急なるはない︑日本に於て新に増加し得る新

世界の九個所に分ける︑皆が鐸南太平洋の戦場に供給され

従事するのでなければ︑まだ心構が足りないのだ︒或飛行

遊んで居る婦人は少くなったやうだ︑併し進んで努務に

い︒

の事がない︑して見れば日本婦人は工場に於て︑五割は愚
か八割迄も引受けねば︑アメリカ人を批評ずる資格がな

るのではない︒我が前線の将兵が要求する飛行機は決して

機工場に挺身嫁で入った若い一婦人が︑霞が少し小さいば

アメリカは随分津山の飛行機を生産するけれども︑之を

天文畢的数字のものではない︑彼等は皆言ふ︑早く二倍に︒

1
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かりに事務の方に廻されやうとした虚︑泣いて訴へて工場

上げる場合もある︒

の気なしに云ったことが先方へは飛んだ衝動を典へる︒使

これは︑〃一月十五日の男子就禁令から︑女子労務者を多

ふのに索骨が折れると︑女子の感情的なのを不満らしく取

く入れた曾牡︑銀行︑公共関篭などの首脳者の女子勤勢者

はあるまいか︒

戦局は今や重大である︑勝敗は全く飛行機の数に盤かつ

に入れて貰ったといふととだ︑是が本営の婦人の心掛けで

て居る︑婦人よ速に出でＬ飛行機増産の勢務に従事せよ︑

槻の一端である︒

子の自粛精祁が要請せられるが︑外来君との接澗面の度い

かせ効率をあげて貰ふには︑あらゆる方面において有髭男

折角新らしい動静戦線へ川陣した若い女性を気持よく勘

廃長さんから聞いた︒

ならべるお容さんのあるには閉口する︒こんなことを或る

があると﹃月夜の晩ばかりないぞ﹄などと云ふ嚇し文句を

ことが︑一番必要なことである︒ちょっと煮に入らぬ事柄

て︑女だから︑見くびると云ふやうな荒堂しい態度のない

とが必要であるが︑乗客特に男子客が女出札係などに封し

子弊務者の心構として︑誰に封しても親切にするといふこ

織道の擁のやうな新陳代謝する客に接する職域では︑女

到達する︒

鴬の修練を施せば︑立派な努務者になし得るといふ結論に

綜合して老へると︑此の方面では︑新に入れた常時︑相

一億戦闘配置家謹ろ女も出で上飛行機造れ︒︵完︶

珪産癖女子穂進溌に期待す

石坂養平
女子労務者と使ってゐる人達の話を聞くと︑必ずしも同
じではない︒或る方面では申しつけた仕事はよくやるが︑

白溌的にはやれない︒だから仕事を錐へて営てがってやら
なければならない︒男子を使ってゐた時に比ぺてそれだけ
われ／︑の什事が除計になる︒と女子勢務者の非能率を難
Ｅ索味に言ふ︒また或る方面では︑女子は︑一心不乱に仕

職域において僻に然りであると恩ふ︒

事をやり徹す︑機械的であるとか何とか悪く言ふ向もある
が︑脇目もふらずやるのが︑機械的に見えるのだ︑女子の方

女子勢務の大量配置並に質的向上を最も急速に蕊諾され

が︑寧ろ効率的なくらゐであるとほめてゐろ場合もある︒

更に亦或る方面では︑女子の物事を気にするには困る︑何
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てゐるのは︑軍需工場だ︒一機でも多くの航空機を︑一艦︑

さう云ふ方面の労務群とは何の係りのない︑別価界の存在

務者の代表であったの︑しかも一般有識者は︑自分達の娘と

に雁ふべき軍需工場だ︒

高橋是清さんが首相乃至蔵祁をしてゐた昭和六︑七年の

だと思ひ込んでゐたのだった︒

でも多くの雌艇を．一刻でも早く造もあげて第一線の要請
地域別女子勤勢挺身隊の結成がはじまってから尚ぼ日浅
く︑その成績も東京都などでは芳しからぬものが多かった

中が︑私達は農民代表です︑と云ふと︑高橋さんは︑よく

交︑農村経鋳史生の問題で︑政府へ陳怖に出かけて来た連

いなどと郷撤したものだった︒

手を見せろ︑柔かさう左手だな︑農民代表の賓絡はあるま

やうであるが︑男子の雁徴士が常初幾多複雑微妙な問題を
くの障害が附き纏ってゐるのである︒

学んでゐたやうに︑勢務動員配置そのものに本質的に︑多

た矢先のこととて︑偶交農民代表の両前でからかつて見た

高橋さんは︑勤労諾嫌忌する閏民の一般風習を憂へてゐ

除り尊重しない索風が砥くこびりついてゐた︒いまでも︑

のであらう︒働かないのがえらいのだ︑上品なのだと恩ひ

我圃民の一部︑智識屑には︑従来労務︑就中肉鰐労務を
肇然抜け切らずにゐる部面が見うけられるＪ此の事が女子
の勤労戦線への肌陣を積極的鼓らしめざる一つの溢路にな

込んだ勤労漣税意識が桑函に禰漫してゐたのだった︒
動軍勢にいそしむことは︑人間本然の姿なんだ︒此の根本

の岐路に立ってゐる大決職の演只中において︑一億悉くが

澗念に徹しなければならない︒ましてや︑いま︑画家隆替

ってゐるととは手はれないのである︒

女子の掌の柔かく︑五指のほっそりしてゐるのが上品

だ︒勤労の根本翻念に徹してこそ︑本営に勤鋒紡刺の昂錫

勤労配澄について生産意欲に燃え立つべきは常然のこと

だ︑と思ひ込んでゐるのは︑濁り女子のみならず︑男子が
さ弓云ふ非勢働性の女子を要求した︒手が柔かいのは働か

章も鍵りはない︒

を期待しうる︒しかして此の事は︑男女いづれにおいても

ない誘擦である︒ぼんとうに肉鰐努働をすれば︑手の剛く
なるのは常然である︒地方農村では︑随分よく働竺Ｌゐる

いかにして女子勢務若を健康に︑気持よく働かせて︑出し

なことではない︒一番困難な︑そして一番大切な問題は︑

女子努務者を津川軍需工場へ途り込むことは︑さら困難

零

女子が多いのであるが︑都曾では︑働く女性︑所謂職業婦
のない︑賛津に鹿する事務をさるのが開の山であった︒

人と云ったところで︑小縞麗な身なりをして︑生産に開係
紡績女工︑製糸女工︑これが永い間︑我圃の工場女子勢

−−16−

由

性女の後銃き若よせ装武

うべき効率を充分に穫揮せしめうるかに係ってゐるのだ︒

であるが︑現賃は如何ともなし得ないのである︒

親畢級の誕生︑それまでしなければならぬとは心細い限り

親の畢止如何によって︑忽ち冷却して了ふ恐れが多い︒母

をつけない︑どち︑らに屈してゐたかを判らなくして了ふこ

工員と女子挺身隊員との地ならしである︒雨者の間に而別

の完成が必要であらう︒しかし具嶋目標としては従来の女

隊員の一人としての︑立派な働きぷり︑須高き聖なる姿︑

が︑その便女の︑大阪日本アルミ某工場において女子挺身

工場へ﹄と題して︑大阪府の人︑開両能桑界に知られた人

数日前の新聞紙は︑﹃父は綾く愛娘の道︑住居も捧げて

︑

もあらう︒大ざっぱに云へぱ︑よく話題に上る受入れ設備︲

錬成も必要︑保健衛生設備も必要︑其の他色糞必要なこと

とだ︒それには︑二重の解決すべき面が横はってゐる︒一

︵篤填︶を見て︑今更ながら自己の過ぎ来りし昔日の仕事を

誰んで思ふに︑昭和十六年十二月八日に換謹せられまし

持地︲ゑい子

武装笹よ若き銃後の女性

と進瓶しうることと信ずる・︵三月十五日限午記︶

軍需州の生産も飛躍的に増加し︑米英撃滅︑最後の勝利へ

斯人達の如くあってこそ︑属の勤労粘榊の昂揚をみるべく

︒︑

冊年来心魂こめた蕊道に訣別して夫妻共に家居を女子産業一
戦士への宿舎に無料提供の大決心をしたと云ふ記事をのせ７
１
てゐた︒此の場合︑蕊道まで捨てるに及ぶまいとの見方も一
成り立つが︑価の多くの女子も︑その母親もまた父親も︑一

顧み︑いまどき︑高級階層の娯梁機開でもあるまいとて︑

つはへ先づ境遇︑年齢︑畢歴を異にする隊員棚の地ならし
であり︑他の一つは︑隊員と従来の工員との接鯛面におけ
る地ならしである︒最後の目標としての地蔵らし︑即ち工
員と隊員との揮然一僻化は︑此の二つの地ならしが川来
て︑或る期間を維過してから期待さるべきで︑最初から遼
かにと此を企Ⅲすれば滑かに進行しないことになるであら
↑ヘノＯ

女子挺身隊員には︑腰掛けとして工場に勤務すると云ふ
傾向が強い︑少くとも女工負に比して雁倒的である︒妬う
云ふ安俊な勤労棚を捺て去ら厳ければ︑腰の据ってゐる既
成女工員に伍して催秀な成績を勘げることば川衆ない︒
一般に女子は男子ほどの自主獅往性が乏しい︒環境︑周

悶の助言に支配され易い︒家庭における母親の自兇と戦意
昂 揚 と が 直 接 間 接 に 非 備に影郷を及ぼすす所所以
以は
は︑
︑と︲聖にあ
ろ︒折蝿女子が稀 極的に挺身隊に参加 せんとする熱意も母

。

遠く祁武創業建蝿の大理想たる八絃一宇︑寓邦共築の大精

に出でさせられたものでありますが︑之を契機として更に

産劃するハので︑其意義目的共に極艇の重大仲を帯びら触
るものであります︒即ち是は間より大日本帝団自衛の大義

罰た宣戦の大詔は︑正に是れ仙界五千年の史上に一大新時期

キン︑マーシヤル群島︑近くはクヱゼリン島の玉砕は皆何

尊敬とを我は受けつょあります︒かのアッッ︑タラワ︑マ

を︑其民族を曾ての束縛より脱出せしめて︑深大な信頼と

先きざ誉の原依民には克く正義と

戦法︑不期生還の気魂に燃えての必勝の大敢闘︑言葉にも

洋に海に島に膝に宗鷹あの驚くべき大活耀︑捲富りの

書にも明示せられてあるやうに︑﹁菖邦ヲシテ各毒其所ヲ

の溌露であります︑世界の戦史に全然其類を見ざる所であ

れも正に鬼神を泣かしむるもので︑崇高批烈極まる日本魂

仁愛に根ざす善政を布

文章にも瓢はせないもののみであり毒す︒次には其の行く

祁を完全に資現せんが篤肪に震せさせられたものであると

得シメ兆民ヲシテ悉ク其堵ヲ安ンゼシ﹂防給ふ大御心にて

而も敵は枇界の最先推固を以て自負し︑最大郷国を以て

あります︒

自任する者共︑其豊富なる生産力をたのみ︑其結巧なる器

りますが︑我等一億圃民も祁然襟を正し涙を飲む大事賞で

械︑其莫大なろ物資の量とに物いはせて︑果て仕我日本を

あらせ給ふが故に︑今次の大東覗戦は︑雷に支那事愛の延

坊の極めて宏大深遠なる御聖旨に川でさせられた正義の

還らしめ︑延いては全世界を新秩序の上に建て直さんが篤

抹殺せんとか猿なりなど雌蔑して呼び︑飽迄も其暴状暴語

長たるに止まらず︑幅細姫をして唖細亜本来の正しき姿に

か︑がくてかの米英の不義︑横暴︑雁制︑虐待︑人道の敵︑

篤めの聖戦なのであります︒何と崇高嬢烈ではありません

からぬ︒かくて我帝圃は三千年来未曾有の大難局に封庭し

ひの抗戦を縦けてゐるので︑此上何の暴状を仕出かすかわ

には怒りに燃えさ廿られます︒あの数回に亙る繊度の惨敗

︑

あらせられます︒

てゐるのであり︑・全世界を相手とＬて戦ってゐるのであり

にも懲りず﹃飽くまでも我を屈伏せしめんと猫り︑死者狂

︲然り而して天佑瓢著にして大御稜威の下︑皇軍の勇猛批

ます︒鎌倉時代の元遥どころか︑冥に喰ふか喰はれるかの

としたる事態を東半球から全然駆逐せんとなし給ふもので

烈なる陸海察の将兵方は︑至る所に前古未曾有の大戦災を

きわどい場面に立ってゐろのであります︒我政府は之に封

其が数仙紀に渡り牛開閣人をたぶらかしつＬ搾取奴隷を事

填珠脅頭の偉烈を始め︑西太平洋に︑南太平洋に︑北太平

塞げて︑文字通り世界を驚歎せしめつ上あります︒ハワイ
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拝察されるのであります︒昭和十五年九月二十七日の御詔
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ました︒畢側畢民悉く文字通りの戦闘員に仕立て︲︽ゐま

虚して除す庭なしでありや敦育方針にも一大革新を断行し

に弧くなるのでせうか︒典は子といふ我が生命よりも大切

する牢乎たる決心蕊悟を排つ事です︒﹁婦人は弱し︑され

茂愛の目的物をいたｒいてゐるからです︒若き女性︑布も

ど母ば弧し︲一といふ諺は︑何故に弱き婦人が母となって急

青年も老年も少年も皆糞一斉に武装して其受排を問めてゐ

日本臣民である限り︑生命よりも大切な﹁日本圃﹂といふ

す︒畢徒も帥に川陣しました︒かくて戦後の男子は拙年も
ます︒各祁各般の職場はとれ正しく其の戦場であります︒

愛の目的物をいた型いてゐる籍ではありませんか．此目的

銃こそとらね︑刺

家庭も主婦も母も既に起ち上りました

なる難局誰も打開し得る筈です︒蜜に純度熱烈なろ愛閏心

物に全身全力全簸の愛を注ぐのです︒円本人なる我等にと

くの如くｎ本女性といふ女性は悉く内に燃ゆる血と外に流
す汗とで尭夜の別なく力職瀧岡してゐるのであります︒

派︑庶仲となったのでありますｍさ血ぱ純混熱烈で邪念邪愁

幾劣軍祁達の母親達ぱ皆我が力以上の力を頂いてかくも立

こそ瀞ぴね︑立派に戦ってゐます︒剛家け女子勤労職制を

而して此際最も順母し音は︑若き女性の活動ぶりであり

って︑ｎ本剛ほどの尊い愛の目的物はございません︺此愛

ます︒一︲若き女性よ︑起て︑武装せよ︑今﹂であり蛍ずつ

の絶封に混じない愛脚心これば︑我等洞本臣民にのみ殊に
天より賜った物で︑之を以て仙界を州手として戦ってゐる

心の班ぱしる唯︑如何なる困苦にも恥へ得る筈です︑如何

然り武装せよです︒単に筒袖モン︒ヘイ織胃の外的武装の陣

モッペをはかないのがおかしく肌ふやうに所りました︒か

容はできておりますが︑これでは半面であります︑私の望

のであります︒今や此鱈叫心と仙界無比の魂とは仙界が皆

溌令もしましたが︑至る庭でモン・ヘイ姿の雄々しさを児︑

む虚は粘祁の武装です︒鯉魂の武装です︒認魂の武装とは

認めてをり寮す︒大東報戦に於て此肌が憧慨が一層諺押さ

来ない餓笥を︑いざ火事となれば弱い姉人の手で斐煮と持

の燃ゆる庭︑其鹿には不思議にも天来の蛎力が加ばり︑又

よい蝿白分の家に米が十分にあればよい内分だけの幸祁

何で廿うか︒一切の邪念我懲利己を棄てＬ我さへよければ

れてをります︑叉世上でいふ平時には持ちあげることの出

を凧ひ︑共で減正してゐるといふとの決戦下いやしむぺき
傾注する事です︒眼に見えざる利己といふ心の大敵牙徹底

い時聞かされた話に︑﹁昔︑漢の有名な僻車が或日野に出

ち逆ぶととが川来るといふのは知り渡ってゐる一例であり
寮す︒又．念凝っては﹂といふ事がありますが︑私は幼︑

此の心を今は粟てることです︒聖き難き或考に奈心粂力を
的虻遁ひ排ひ︑眼に児ゆろ外なる大敵米英に磯常０矛一断行
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見れば︑其は虎ではなくて岩石であったのです︒そして共

た其矢は︑虎の胴に命中して虎を射殺しましたが︑近づいて

てはたまるものかと︑郡身の力を弓にこめて一生懸命放っ

た時に︑向ふの竹溌に虎が居りました︑此れにかみ殺され

は︑此れＩ︑味方は此れノ︑︲と答へました︒するとナポレ

に参謀長を呼んで敵味方の兵力を問ひました︐参謀長は敵

どろかしてゐます︒叉此英雄は共の戦争に於て其作戦計霊

イタリヤに入ったあの猛烈さは百有年後の今も猶仙界をお

英雄でありましたが︑途にあの雪のアルプス越避断行して

たが︑矢は少しも岩石にとほらず却って跳返って来た﹄とい

一生懸命に前よりも力をこめて弓をしぼって矢を放ち壷し

ナポレオンの大自信なのであります？果せるかな填帝魯帝

との事であり寵した︒﹁我一人を幾人と計算したか﹂とは

か﹂と間ばれましたので︑参謀長は全く恐入ってしまった

オンは大雄豪然として︑﹁然らば我一人を幾人と計算した

も

矢は深くやじりを没してあったのでした︒そこで︑今一度

ふのであります︒何故に先には錐岩石にとほりましたのに

ございます︒河に一人の力は時に百人千人の力にも慨しま

共にあのような大敗北に経りましたことは御承知の通りで

今度は然うでなかったか︒純一に凝った其雛魂にふし︲ぎや

天来の威力が加はったからでせう︒かくの如く我は我が力

す︑即ち我剛にある一騎常千の語はこれで︑かくて十二分

以上の力を溌揮して不可能を可能となすことの鰐駿を示さ
せたのであります︒今我が剛家が純良純情の若き女性に要

の勝算がおのづと立つのではありますまいか︒

今我が国家は未曾有の大難局の際不可能を可能となすの大勇猛

求する所は此の純演熱烈な愛固の一念であります︒我が力
であります︒これは剛家未曾有の大難に封鹿する最大の方

以上の力を護揮して祉に不可能とするものを可能となす事

は一日と閏民一人々々のたましひに湧き上がるのは﹇我・一人だ

心弗園民老幼の別なく一審に要求されつ上あります︒今は一日

にも勝てないといふ道理はございません︒必勝の鍵は唯此

策ではありませんか︒不可能を可能となして如何なる大敵

の力が加はってこそ此の大業が完成するのであるといふ大自信

にあらぱ﹂との大自信ではございませんでせうか︒然り我一人

を日をついで敢闘する時であります︒我一人︑よし其能力

大小各誠の職場に其働きに此大自信大自重心とを以て夜

ふ大自軍心とを胸の奥深い虚へガッチリと持つ事であります︒

と今一つ﹁我一人を鉄かぱ此大業が失敗に絡るのである﹂とい

の軸にあり髪す︒奮起しませうよ若童友よ︒

曾てナポレオン一世は︹不可能﹂の語を以て此れは愚人
私共も小畢校時代に聞かさ伽て修養上大に利益となってを

の辞書にのみある語であるといった程の人でありました︒

ります︒﹁我が行く虚に不可能なし﹂と大語して貧行した
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の貧富はあれ我も亦是日本の必勝を持ち来たすに鉄くぺか

築き上げるには大小無数の石がいります︒吾れ如何に平凡

胸中に浮び出て敬虚な心に浦たされますが︑霊にや城壁を

壕を見上げ︑其虚の石垣を見や必ず石の一文が油然と私の

ノＪ

の一人我一人の打ると無しとで此大業の成敗が分かれるの

ぬ一塊の小石であるぞといふ白信です︑何と尊い晴示に富

不才であっても︑此の城壁を築き上げるのに無くてはなら

らざる一女性︑大東亜の開拓新の一人︑世界新秩序建設者

せう︒

であるといふ大自信大自軍心と駐持つべきの今日でありま

器は平凡であれ︑大小の差はあれ︑其の一人一人は悉くこ

んだ思想でありませう︒このように若い女性よ︑其能力才

や﹂とは歌人佐杢木信綱博士の歌集で拝読いたしました︒

ります︒涌細今距を本然の姿に遥すために難くて叶はい一人

れ日本剛に勝利をもたらず鴬めに無くてはならぬ御互であ

﹁敷島のやまとの鯛弗造り成す一人と我を愛惜まざらめ

我も亦是れ至善至美の日本を完成するに加へさせて頂く一

であります︒仙界を新秩序の中に生かさん鱒めになくてな

らぬ一人でもあります︒

若しも﹁我一人位は怠けても他に千蔑人をるのだから何

の差支もあるまい︲一などといふ︑はした准い心を持つＨ本

女性はよもや一人もありますまいが︑あったら︑それこそ大

になるのでございませう︒恩ふだに身ぶるひするではあり

− 2 1 −

女性であります︒叉

文豪徳富瞳花氏の御著﹁青厳集﹂の侭先きに﹁五分剛の
夢ｉ一といふ一文があります︒
﹁吾れ吾が不オを悲み︑他人のオを羨むｐ吾れ生くるを欲しな

い︑平凡には倦んだ︑祁吾を生かさんとならば︑願はくは吾を

鍵です︒其虚に既に恐るべき大敗北の諏子が溝んでゐるの

ませんか︒其反封に﹁我一人無くては⁝⁝﹂との大自信大

一︑日本女性の或一部になりあったなら︑ああ伽んな結果

︑

であります︒﹁我一人位は怠けても︑などいふ心淀若し寓

なる城壁が忽ち崩壊せん﹂と答へつ上︑近いて其石を見れば其

ﾛ

平凡から救ひ出せと祇った︒祁吾を導いて天胆の城壁に立たせ
た︒其城雌︑無逢の底より無逢の頂に達し︑其壁石は大小無数︑・

形妖色彩蔑種︑利吾に﹁汝に力を典へるから其石一つを抜墜Ｌ

表面に錨らせたるは正しく吾が姓名である︒祁宣ふ﹁汝悟れり

正に驚天動地でありませう︒然り源身の大自信を以て勇往

同垂心を日本女性の全部が捗った左らぱ其結果の偉大さは

見よ﹂といふ︒吾れ﹁彼の小なる石一つを抜き頭らぱ︑此の大

や︑・瀧足せりや﹄と注然として涙が落ちた︒あつし﹂叫んで夢よ

[

遜進しようではありませんか︒満腔の大自重心を以て蛮戦

りさむれば︑机上の時計は五分を過ぎてゐた﹂

といふのであります︒私は樫閉門からＲ比谷の途︑宮城外

｜
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努力しようではありまぜんか︒§

打素て簡易︑素朴窮乏化することＡ︑次には子女の教育に

で︑此鮎従来なかったものを女性は庭創に取上ぐべきこと

であります︒大東唖十億蕊から敬仰される指導民族として

於て民族護展といふ新事業が剛民の上に課せられたこと

更に世界に封して飛範の一大民族とならねばならないと忠

彼等米英人は誇顔にいひます﹁我等は如何なる事を鴬す
で掛かるｕ見よ︒数十寓語を集納歎千頁に亘る大酔典の編

にも︑如何なる物を造るにも︑我等の全人格を之に打込ん
纂に於ても︑全人格を之に打こんでかＬるから一宇の誤植

ひます︒

畷にありやしませんか︑是は数十年の長きに亘って何にも

が︑今は悲しくも典が無くなって自己中心の弱黙が国民全

昔戦閥時代は上下の別次ぐ職儀作法が厳重でありました

だにないではないか一共は其通りでありませう︒されど彼

かも輸入に仰いで我剛にあるものを棄て︑不識不知の川に

等にそんな事をいはせておかれよう︲ぬ我等日本人でなけ
れば川来ない彼等の全く知らざる一事があります︒彼等は

自己を害し仙間に毒害を流し︑私利私慾物質慾が中心とな

からは共築圏へ良人を送り子女を送らねばならぬ︒先づ共

り自然日粥生活も不規則となりましたものと恩ひます︒今

日本名刀を鍛へ︾︵︾刀工の騰祁︑敬虚︑直創さを︒索戒沖浴

数週間︑諜色を絶ち︑清浄潔白に全露を潔め︑烏帽子︑直

全人格を打込んでといひますが︑我等は至溌魂を打込んで
といふのであります︒見よ枇界無比の正宗の名刀の聯在を

垂で鍛治場に入り︑徴砧に向ひ徴槌を押ひ︑其一打一打に

る要鮎は何か︑叉戦争完遂への道は何かといふことを心に

銘じ其方面の禰儀作法の朕をなすことであります︒其が原

柴間内民族の動向によって決定する鍵は何か︑日本に封す

住民の心を把握する第一の鍵でありませう︒原住民は宗教

せんか︒かくて﹁凝って百鈍の識となり銑利かぶとを断つ
の世界無類の名刀が川来上がったのであり堂す︒全霊魂を

汗と血がにじむは愚︑全簸魂を打ちこんでゐるではありま

打込んで﹂であります︒此は我等日本人の製作的方面に打

祁で幼き子女をしつけてゆきませう︒共は円本圃民俸統の

ゐることを御互女性は能く知って︑此統祁をこめた指導精

信仰中心である敬榊崇測の心寺︑叉長期建設の中心といた

的戒律で生活しておりますから︑彼等の杜曾規則を保つて

の誠を燕すことであります︒松下禅尼︑大楠公御母の事を

ちこむ大和魂でありますが︑今一つ大和魂を打込む要所は

忘れては茂らないのであります︒今は戦争生活といふ決戦

すことを極力働行する︑これは日常生活でできるととゆゑ句

御互を性か日本博識に従ひ︑家庭的使命を保排しつｋ報函

的生活を思ひきり責行する夫には先づ奮い慣習的考へ方を
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いかなる時でもいかなる場所でも誰でもできる一番近道で

とになります︒一事が寓事︑此の積樋的のやり方で奮闘敢闘いた

に打込むのです︒かくて其作物は幾十倍の良質多量の資を結ぶこ

ります︒之に伽まされて前線の勝兵士等も更に騨蕪百倍いたしま

命になり主せら・これでこそ婦人も男子も銃後縄掛の大奮闘であ

て活躍いたしませぱ．此の事態に伽まされて男・子は叉更に一生懸

たします︒かくて日本婦人杢慨が老も若も壮も少も龍掛りとなっ

ッ卜して見てはおれません︒之に勘まされて必ず数倍の努力をい

き女性が此の遺り方で努力いたしたならば︑年長の婦人も之をジ

しませら︒かくて男子に劣らぬ力を謹揮することになります︒若

ありますから︑︑子女の縦話此一鮎に集中いたしたいと恩ひ
ます︒其の変行法として﹁親切﹂﹁丁寧﹂一︲物を大切にし
て﹂﹁いい加減にとりあつかはい﹂といふ戒律としませう︒

私共にはＨ常化させてありまして簡単に考へてをりますが
被治君なる叩住蝿にはピンと郷き共が叉日本人に封する尊
敬となり意味の深い緒紳が含んでをります︸ｉ一とがありまし

て︑此の家庭朕を一要素となすことは建設戦への近進と私

庭理であります︒若き女性の若さが原動力となって釜皇軍の大士

せう︒着き日本女性の蝿幡が勝利に導くことになるといふ遁理は

若き友よ︑頼母しき女性よ︑﹁あなた方には猫除力があります︑進

ではありませんかＰ今は滅死奉公勤勢報閣を口に説く時を既に過

気を鼓舞するに至るのであります︒血澗き肉躍るとは誠に此︑の事
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は信じてをります？

て下さい︒災飛行機の部分品の一つ一つに其通信機の部分品の一

りません︒﹁皇岨皇宗の岬霊上二在り﹂と誠に長き極みの

味方とする岬閣日本に現はる上紳の勝利を意味するに外な

の意味に於てであります︒日本必勝といふのは砿義存是れ

から出てゐるのであります︒此の戦争を聖戦と呼ぶのは此

ひます︒此の戦争は飛義に繋ぐに反して彼等米英は飽肇迄慾

共群です︒砿義は最後の勝判との根本原理は此にあると恩

燃やしてゐるもの雌﹁洲は派義に味方す﹂と︒・帥は極に正義

誠帥に通ずと郷教へてをられますが︒今私共日本人の胸を

明治天皇陛下の御製を拝涌し奉り︑叉聖牌東郷元帥は至

去とし正に街戦敢聞の畔であります︒

んで挺身隊に加はり之を工場に︑製作場に揮身の精と堀とを傾け
つ一つに全娘を打込めよ﹂です︒前戦の勇士は催常りです銃後の女

性も其製作品に縦常りでやりませう︒かくて緒巧無類の機械が出
来上って見事大敵溌嶋るのであります︒若しも繭一心の弛みから
飛行機の溌小部分の一つでも粗末に造ららものなら︑︑其最小祁分
・一つの鯛めに機慨全縄が弱黙を持つことになり︑．折角の良楼も其

効を無にする虚か戦は敗けることを耀く弧く疑え戒めなければな
りません︒又我此の針一本を造るのに至蕊を打込めばこそ︑締巧
ます伊食糊生産とても同じ事で︑もはや今日は農村人のみの仕事

無類の機械が仕上がるのだといふ自信を眼く有ちたいものであり
反愈刺に食糧生産を願ひ︑鍬一つふるふにも糎子

一粒蒔くのにも此の昨のかは農村人の苦鍔に感謝して歪職魂を之

ではありません

少
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御宣示であらせられるので︑一億臣民の恐鯉感激措く能は

はせたら退けばよいのだと思ひ︑寓事を細理に一任して従

あります︒今私共は総理が進めといばれたら進み退けとい

私は経りに望み皆様にお呼びかけ申します﹁日本は大亜

ふ丈けでありたいものであります︒

ざる所であります︒日本の勝利は必然で﹁正は邪に勝つ︒

邪は断じて正に勝たず﹂てふ寓古不動の大侭理を全世界に
永遠の歴史に立誇する胸のでなくてばなりませんｑ日本の
勝刺は必定であります全霊魂を打込むの努力あって始めて

敵よきたらば来れ︑我等の榊州皇士には一歩だにふみこ

つＬあり﹂と︒

細亜は全世界は若き日本女性の武装的活動を種皮に要求し

さへも至誠には動かされます︒天佑は至誠のある所にのみ

ませぬぞ︑犯さしめ玉ふなかれと天地の主なる榊に心より

勝利は我が粥のとなるのであります︒至誠耐に通ず員に榊
降し給ふのであり主す︒貝よ元冠常時の日本閥民至鰐の至

所りつ上此稿を移る︒︵完︶

日本の女へ

副

るものとして私はその犠牲的輔紳があると忠ふ︒自己を減

円本の女が偉いと謂はれる理由は数常あるが︑その最た

島民雄︑

誠緊雌さを︑人間の至誠の限りを霊し端くす時祁も之を獣
硯し給ひません︒かくて祁風も吹いたのではありませんで
せうか︒あ上敬愛する次代責任を負ふ若き銃後の女性よ︑

た︑拘に千載一遇の働き時働き虚を得たのであります︒鋤︑

我等ば帥州Ｈ本に生れ前古未曾有の閥家難局に際脅しまし
いて働いて働きぬいて姥れ一しも遺憾はないではございませ

んか︺東惟荷相が幾度となく列驚たる陣頭決意を述べて閣
民を激励し︑殊に去年二月一日議曾に於て﹁日本圃民舛統
の牌誠心矛韮訓としてどこまでも閏民と共に︑図民をどこ
までも信頓し燃え恥がる一億閏民の細力を逝憾なく溌揮せ
億一丸となり首相の厚き信頼に封して我鯛最後の目的完遂

ろ︒家の鴬に自己を忘れる日本の女は︑家の篇に園をさへ

る︒しかしこれが洞時に日本の女の大きな縦鮎をなしてゐ

して家に仕へる心の徹底的なることは日本の女の身上であ

のために藩起し︑決して此の信順を裏切ってはならない︒

忘れる︒買溜︑買漁りに我を忘れ︑増産や挺身の院路とな

しめる指導をして行きたい﹂と言明されましたが︑我糞一

各自の立場に於て其本分を先ふせんことを誓ひたいもので
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ろ所以もここにある︒多くの日本の女の脳裡に去来するも

溌裁くには科皐的な胤慰と洞察がなければならぬ︒永いこ

のみでは決して解決のつかない問題が山積してゐる︒それ

に難附題解決の智慧と賛力が乏しくなってゐたことば全く

と科皐約数蓑と閲民的訓練とから閉出されて来たＨ本の女

のは自己の家であり自己の良人︑自己のナ女である叩日本︑

に於いては家の恩ひば戒ちに剛の恩ひに梁るものであるの

責征があると共に日本の男にも査任がある︒日本の出ば日

常然である︒しかしかくの如き無力に封しては︑女自身に

に︑家を恩へぱ忠ふ程︑家の鴬に犠牲に港れぱなる程︑益
を反歯家的になるといふ恩はざる矛盾に陥らうとするのが

例へば六十にあまる日本の女子専門畢校のうち︑官立砿僅

は︑女子教育の国家的機鵬の貧附さがこれを誰明してゐる

たのである︒剛家が女子の教育に如何に冷淡であったか

本の女が撒直のままに放任されることを少し偽憂へ厳かっ

今︑の多くの川本の女の行き方である︒これは全く脚本の
女ｗ深きこまやかなる心怖が高き組織的陶冶を受けないと
本の女は断片的には他ぶな教を受けては来た︒澱儀作法︑

かに三を算へるのみである︒女を憩直にして継ぐことは︑

ころから来る紬果ではないかと私は恩ふ︒成程これまで日

いって一人前の主婦になる鴬に拙くべからざる教養とし

朕︑琴︑生花︑茶の湯の如き日本的激養は︑女が家庭には

仙界が平和で剛に人が充ち︑巷に男が溢れる時代にあって

は︑それで事が済んだかもしれぬ︒しかし日二有蕊に際曾

４

しか

する時には忽ち途絶に困却せねばならぬ︒識粁はこれを愛

て身分や資瀧の程皮に雁じて日本の女に課せられた

しその行き方は畢問的理論的といふよりも信惟的であり末

男は戦線へ工場へと町を去り畑を去り家詮去って行く．職が苛

然るに見よ︒まさにその時が来たではないか︒

へて世に馨告したｕけれども世人はこれを白眼観して来た

粘的であった︒内容的といふよりも形式的であった︒日本
畢問や

の女が生来の保守性は浩の篇に一層深められた︒かくして
日本の女は畢州と知識に遠ざかり︑進展を忘れた

知識は日本の女の生来の美を阻害するものとして寧ろ排斥

空席を直ちに充たす者が必要だ︒それは女である︑女が女の仕事

ったことである︒銃後は直ちに前線に連ってゐる︒男が立退いた

ぬ︺男の姿が砥曾のあらゆる面から消えて行くのは既に明日に迫

烈になるに従って工場からさへ男は去って前線に行かねばなら

た︺けれども日本の女の生活本蝶たる側本の家の進歩は必

展はない︒世界の進展と共に日本の側も肺曾も弛んで行っ

をすればそれで女の務が総つたのは遠い昔のことである︒今は女

しかし坐間なきところに進歩はなく知識なきところに蛮

された︒

ず↓しもそれに作はなかった︒今の家にはただ心怖の純置さ
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は男に代って男のしてゐた仕事をせねばならぬ︒男でなくては出

である︒日本の男はＲ本の女に謝さねばならぬ︒

謝し且つこれを認めることをしない忘恩垢敢てして来たの

しかし時は来た︒日本の女がその智慧と力を謹郷する時が来

来ない筈の仕事さへも女が代ってやり途げねばならぬ時″になっ
た︒しかし今の日本の女に果してそれが出来るであららか︒

か日本の男さへも日本の女の資力を知らないのだ︒欧米の女はこ

た・男の去った後を承けてその力を存分に奮ふ時が来た︑世界は愚

私は必ず川来ると信ずる︒円本の偉大を疑ふ群はこの地

の力は全く未知である︒しかし日本の男は自己の優秀さを信ずる

れまで自由に振舞って来たからその力は知られてゐる︒日本の女

一一︒シ
球上に一人としてあるまい︒日本の偉大は日本人の偉大で

が故に︑日本の女の優秀さを信じ︑安んじて前線に向ふことが出

ある︑偉大たる日本人はｎ本の付から日本の女から︑生れた
のである︒即ち日本人の侭雲秀さは日本の母の迩仰である︒

家るのである・

はないであらう︒

なくなった曹開閥以来︑今程日本の女が生甲斐を感ずる時

全なる溌揮を要請する時である︒女の前に塞がる何ものも

多くの察席溌女に提供してゐる︒今こそ図家が女の力の十

に壮御から去って行く︒女の働く鹸地を狭めて来た壮曾は

世である︒女の恩ふままの活動を抑唾して来た男は日に日

今こそ日本の女の母の︑思ふままに働くことの出来る時

﹁女の腹は借りもの一といふ言葉は女卑思想から来る脹妄の

言である︒遼博埋け母の素質の蓮偉率が父のそれに勝るこ
とを誰明してゐる︒優秀なる子の母が愚劣である理由はな
い筈である︒一見無力なＨ本の女は決して愚ではなかった
のである︒日本の耐曾が︑Ｈ本の兜が︑庇は日本の女の力を

覆ってゐたのである︒ｎ本の女には今のこの川本を偉大に
した催秀なる智慧と力とが内在してゐる・・それが今までは

ことにして︑賦曾も男もあまりにも斌瑛なる軍荷を女に課

としてゐたのである︒その犠牲的緒川と忍耐弧いのをいい

は認められずともその子が認められることに減足して職盈

局を乗切る心樵として必要である︒無理を狸ひて理路付け

ちぬ時である︒この無理の道理を群へることがとの非常時

がある時である︒虹理が道却であり主た道理でなければな

今は無理の時である︒無理を通さねば蔵らぬ様々の道理

一一一

して︑女を苦しめ女の天性の助長と溌揮を阻んで来た︒長

ようとするから屍理窟になり牽弧附曾となる︒無理をどこ

現した︒人はその偉大さを男に蹄し︑その母はたとひ自己

女に於いては現れないで︑その生んだ男を通して間接に瓢

い滴︑日本の男も就曾もとの海の如く深く匿い犠牲の心に
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を知らねばならぬ︒これが本営の御無理御尤である︒即ち

喪でも無理と槻じ︑その無理がそのままに道理であること

を抱擁し擁す母心の本来に蹄ることである︒それは母が自

それは女が︑母が︑本来の母心墜皿蹄ることである︒・一切

小さき自己が否定され大きな自己が肯定されねばならぬ︒．

頭のきりかへが必要である︒今の心の否定が必要である︒

一切のものは杜から生れ︑母は一切のものの生みの税であ

らが一切のいのちの源であるとの自撮に到ることである︒

局部的な小さな無理は︑大きな高い立場からすれば大きな
ればこそ無理のままにそのままに受けるのであるＪこれを

来のまことの智慧と力がそのあ為がままに湧出す場ので

る剛のいのちの親としての目擬が開ける時に女にはその天

悟れば最早そこには理流もなければ不平も不満もない筈で
ある︒我之は今更に何もあげつらふ要はない︒無刈をその

である︒この開眼の道は決して安易ではない︒閏歩一搬難時

ある．そしてその眼を開くものは思索と溌践︑〃畢間と努力

主まに受けそれを乗切ることを知らねばならぬ
我々はただ欺々として無理に執し無理に堪へ無理を笈暁するの

は必ずや敢てこの難事を成就し得ると恩ふ︒

代に於いては一層のことである︒しかし忍耐強い日本の女

みである︒これが賞に大きい深い迩理である︒この道理を凡ての
日本人が儒るならばこの職ひは必ず我々の勝である︒日本の男は

練り︑遠くを望まぬぱならぬ︒今や女は男や就曾にたよる

の力を信じて直進せねばならぬ︒そして知識を求め智慧を．

本の生みの雌であることを銘記せねばならぬワそして自ら

日本の女は仙界に冠たるｎ本の母であることを︑祁聖日

少くも前線の婚兵はこの溢理を燈得してゐる︒次は女である︒し
かし私は日本の女の智無は必ずこの理を洞察するだけの深さを持
ち︑その心意はこれを資賎するだけの力を持つことを信ずるもの
である︒かくて日本の女の向ふところ臨路は凡て打開されて旦々
たる大道となるであらう︒

自らの地位と力を筒斑して裾ひ起つ時︑幾千年来嬬養し米

園を率ゐて行かねばならぬ時である︒かくして円本の女が

時ではない︒自ら自らを磨き錬り︑自ら先立って爪脅を︑

私は今︑私が前後相矛盾することを言ってゐるととに蕪

つた天来の美質は今こそ日本の女の身に輝き出でて剛の救

四

付いてゐる︒私は日本の女は無力であると言ひ︑次には優

び上なるであらう﹄︵了︶

｡

ふのである︒その優秀性は内に深く隠されてゐる︒それを

I

秀であると言った︒今のままの心では無力であると私は譜
識現するには︑︲日本の女の心に革命が︑解り易く言へば︑
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、

適理の一環なのである︒無理そのものが即迩理である︒さ

へ 女 の 本 日

、

Ｉ
ｉｌ１Ｉｏ

弘箔一詩林
○秀逸
○五鬼膳召
菅谷健男︵千葉︶
一鬼徴用阿児兵︒兄弟倶篤君園行︒

弘撃滅米英期必勝︒義如常岳厭身軽︺

小泉毒仙︵庇烏︶

評白令兇杵己雌召︒意気批身綴健︺

○立泰偶成

道・可以慶賀︒
垂吋

林連峰臓雲不僻痕︒碓上梅花報上番︒
此日裁琴情緒引︒唯憐新柳排柴門︒

︑評臼 唯 憐 結 句 ︑ 鳶 無 限 感 ︒

○齢乗
只野億橋︑幅烏︶

Ｏ泰円偶成

林石堆︵千紫︶
柚磯晦花渓水蔀︺山翁叱杖試微吟︒
悪風遅日春多少︒黄烏綿溌弄美音︒

評日幽遼州雅や使都人士茨．

○秀逸
○害婿獅梅
鹿野如雪︵茨城︶
梅花狩綻雨三枝︒風塞清香春色移︒
閑雅書香無世累︒老翁掃座喜裁詩︒

評臼君之老境︾似古之臓逸陣中人︺共
冊雅︒不得不羨︒

○老来書懐
尾諜三省︵狩玉︶
考骨疎怖維枇縁︒茅粥忘我曲肱眠︒

評日結句用悌語．更奇︒

回頭八十除年跡︾五窺皆空総似煙︺

○共同耕作
言易行雄畷結人︒共同耕作見精脚︒

○秀逸〆

光揚聖戦民伴恋・蛎産食糧期献身︒

飛坂恵療全︲葉︶

二月奥東梅未開︒朔風吹雪同成堆︒

評日巧篤時局之朕︒

麗民不抽寒威甚︒築︲設暗渠排水率︒

評日暗渠入詩︒赤斬新︒

○紫蝿堆源詔剛

根本蒲生全︲葉︶

涛才蝿色漸超人︒彩筆揮成錦錨界︒

知隷有花香不総︒丈珠菩薩是飼身︺

評臼此作亦彩筆浩醗︒能寓其廼意︒

○賀加藤美生翁再議

小池雑松へ新潟︶

欽君憂遊不憂貧・喜寿迎来意気新︒

膨群世波何川駿・家郷有此北淡刺︒

評日起句巧鵬成語．以伏後句．

翁宰月刊北淡牡故及

○敬弔柴崎悪次中勝

中津蝿水︵山梨︶

拙烈丹心泣鬼祁︒一能常十職雑旬︒

評白句亦飛烈︒結句最妙望

四千五百化華散︒痩似楠公忠節虞︒

進士敬堂︵東京︶

○戦川名勝軍戦死

誠忠武蒋蛾心堅ｕ躍進征夷南海天︒

評日拙烈撰惚︑不悪弊讃︒

血職場中身玉砕︺雲涛無際恨綿綿︒
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戸

見る恥のの涙こぼさぬ人もなしまくにらつ○千葉螺菅谷喜一

．つＬ一音もうつる蜜につれはけしくて戦のに而白く見るからちにも映し蓋の蔭

の教をあ詔て

も心雌れり荒藩識鈍姉いぼ垂蝿識せる維畦なかめては滋喪聯久保久一郎抄塞唾︾小窪娃皿て見峠鯉岬ぱ岬得に鋤趣一〃

のうつしゑ禰島際符野三郎油

いや庇くいや珍らしくみせはやな進みゆく

：す入む世の姿をかくとうつしゑに物をいば．うつしゑに奮ひ起たぬはなかりけり大御軍

部松森誕斗歴墾蝿副牽につ・け錬唾噸も準拙な紐詐

五月乗題暮山時烏︵四月五日締切︶六月余

お
もひ小
一あや
らきや
き物ま
てふに
をハふらっし○千葉牒秤谷義太郎題木造船︵五月五Ｒ締切︶
おも
誉勢
一や
やし
まし
てに
をい
ら物
つし

○茨
長長
沼沼
成美
○
茨城
城聯膳
成見
美ゆるを入しき

するこれのうつし弔一︑仇幽の大艦小ふれうち沈むた上かひのさまけおとすそらのつは鴫の

○は新
多あ
良り介
ては
きら
くによ
か晦
な矢
天地の
し潟
め聯
の波
時の
さ︑
ませ
もつ
みし
○も
山口

の卿まさるらん

うつしゑも動き物云ふ君か代になどてや人○埼玉豚石川奈美子代のこ

人千葉牌保科徳治郎心地す映餐たれとも

波をみるにつけても火を吐きて次々落ちぬかちときのをこゅるｐ千葉隅粂坂秀倣

うつし塁と量おもはめや和田の原あやなす○而島螺只野閑月砂峠塞一跨雑塗沓垂韮嘩率して仇くたくさま

人︐長岡市城山文子識にひたなきにけり

さまの見ゆるらつし捕はけしかる戦にこもるまと上ろも見ゅる映映蟹に噸をくひしはる千葉螺本城巳之助

老の身いいくさの庭に型如癖と嘩細岬醒諦はにあ鴎とふちする岡山螺赤枝小太治維咋諏唖誕塞とむる中野︾鍛進需毛１崎幸一

つしゑを見て

乗らぬ

みゆるうつしゑ

沈みゆ蝿替はなけれと僻一癖蝿き煙錨か穂蝿影淀映いて︐茨城隅蕗脚誠一唖恥畦丸誕準鋤哩睦酎詠確さなからにぅっ︲

人ととにこふしかためつ︲・進み行く今の御代こそ掌けれあらゆる物のときの醒かな頑烏院湯田久誇

た上か程のそのざま詮︽鐸噸つぼ蓉蓉毒郷聾したいかひのきま埼玉螺小島小惇次待っぽいに吹雪の中に癖癖癖映岬耐為確弧

○四月蒙題・映書うつしゑと思はれぬまてまのあたりみるも弛浬錘極性霊平嘩可らっはかな旗しあしこ

○東京都工藤花子を見る匪嬉しき茨城螺蕗田香風

・少吟些吟鯵蝉雲具嘩錘唾をさなから・にして

歌園
；私道蕊
濡難鷺潔灘察識鮮

弘
道

歌
囲

しし日日町■■■ｆ︲ロム︒︒ＤＧＪ﹄ｊ０ｒｉ︑ヴ０︲０１１１．ｊ−１ｂＬｈｒＰＩ︲９■■■Ⅱ吐臼ＰＢ■

弘道俳壇

・埼玉笹

旭東予醤
△秀逸

松江形

義士祭の夜に入り雨の降り初めい

愛知吾

弘義士祭や遡雛の篇本展げ見る

這雪解 や 義 士 祭 の Ｈ の 寺 の 門

千葉脊

・茨城 一

俳春光や察の決戦近づけり
壇森の宗とろり霞みて募れにけり

頑島閑

梅嘆く日吾子に召集令来る

同雁

谷はざま炭小屋の襖嘆き洲でぬ

東京徐

梅嘆くや再起の兵の雌ならし
Ｏ義士祭

みいぐさの巌しき年の義士忌哉蓋
決戦の士気昂まれる義士忌かな符

義士祭の園児は早も集れる吾

義士祭や日射す軒端の雨光る
義士祭や梅が香高き寺の門
義士祭や香煙い夢る泉岳寺
義士祭や雪ふみわけて戻り道
義士祭や銘々体の廻し誼み
義士祭や本堂近く梅薫る
義士祭や闘魂燃やし戦果蕊く
義士祭や寄せ太鼓鳴る紙芝居
義士祭や袴着けたる師の姿
義士祭や香華の絶えぬ寺の塚
義士祭や参詣者集る寺の門
義士祭や澄みきる空に栴香る
義士祭や昔を偲夢泉岳寺
義士祭に手打の蕎萎を振舞ひぬ

○雑詠

義士祭や人の波うつ仁王門
梅の窓苦闘を偲募蹄遡兵
春光や一日晴れし比良の宮
春立ちて兎飼ふ雑造りけり
必勝を誓ふ二月の奉戴日
春雲の雨となりけり退廃時
粛然と職況聞くや春寒き
残業の窓に一昔なし春の雲

飛行機を見上げつ菱を踏みに弛
シャツの袖折々見ゆる鈴寒かな
笑ふ川倒さに鳶す池庇し
春風や池に吹込む鈍崎
籾架迩募畢永隊や泰の泥
東風吹くや暗渠排水抄ゆける

黄遺訓

◇課題二人十句以内︶

大杉の花こぼれけり木馬道

◇日永︑春季雑詠五月五日限

◇松落葉︑夏季雑詠七月五日限

海蛇粥地引にか入る遅日かな寄石

らす曇同じ空にて日の永き白雄

松堂永誉日やひっそりとして大厨梅含・

永青山寺に線香もゆる日永かな虚子

蚤水◇課題例句

久

間茨○夏の朝︑厘季雑詠六月五日限

吾山

癖堂御所の灯に松の黒さや赤の毒

＠旭束子

．◎選後に︑義士祭は﹁ぎしさい﹂と読み一
笠堂凍っ
てゐる︒

誠春風や運動場の士けむり

雁所若満の留守を老翁の塞肥す
閑堂畑打をやめて英簸車に愁す

永青萎踏や今日を名残に出て征く三省
久値上後の慨草吸ひたる日永かな徐風
松風雪解の富士眺めつ上奏を踏む黄道
稚松鯉の鋪ぴかと見えたり水温む三汀
徐風渡影の午となりけり畑を打つ失名
調 舘一

椿堂薪こる手足の冷えや春寒し
佳香
萱堂・古雛の錦ゆかしむまとゐかな無馬生
閑堂防空帽齢寒の庭に集まれり
誠

佳香午群ほる土のぬくみや咲く樫雁所

無篤生氷ぬるむ小川に根芹つみにけり稚松

三省梅咲きて今日も篭来て鳴きぬ松風・

形堂春の夜や詠敬に更くる雨の一音奈美子・

I

閉月蓮浅に箔きし荷細や蕪遜琶馬鼓洞

閑堂

一

水

風 所 月 誠 義 山 ． 堂
山荘水

后

１１
太曾婁報

△三月三日︵金︶埼天晦霞ヶ閥支禽に於て

ぱ時局誰波含淀開催．本愈より講師として

のため︑三月十三日より何十六日迄本科の

無静養中とて︑其の受持教科目の代講困難

侭でなければならぬ︺

消耗を除く総めで︑畔局に即脹上営然な虚

れり︒是時局下に鑑み︑人手や資習賓材の

△本含財務監督結城雛太郎妃は病気静養の

授業を休講し︑教務理事の全快を侯って後

り僻しまるＬ断でおるが︑内閣顧問大砿省

偽め今回日本銀行縄裁を群せる︒各方面よ

補講することとなれり︒

△三月十八日吉田副曾埜及閥江主事は閲邸

顧川は研任の由である︒

に堀川脅長を訪ね︑本愈諏要事頚につき協
議する所ありたり︒

△文部省並に中央教化剛鵠聯合含共同主催

＄

海取少蒋商橘節雄氏出雌され︑﹁時局打開﹂
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にて︑三月十九日より同二十五日迄六日

位は弘通溌行に差支あ

ることが溌定されるので︑御諒承を乞

ず依て五︑六

は都内で約二剣とて︑後の見込みたＬ

ろｋこととなれり︒然も総紬の印刷所

焼を以て誰力されし敬文献印刷所と別

印刷所企業整備のため︑弘道も四月

告

の題下に約二畔間に一旦り熱癖を振はれ︑多

釜国教化圏慨幹部錬成倉を開催︑決戦下の

間︑静岡隅掛川町の大日本報偲批を曾場に
圃民思想を確立し︑戦力増弧の根元を端ふ
激化脳侭の激化力弱化を期す雪へく︑錬成を

席す︒本含よりは代表して庇江主事之に参

行ふこととなり︑各教化幽髄より一名鍬出
加する所あり︒無事之を果し︑・多大の成果
を得て三月二十六日肺京せり︺

△堀川含長には三月上旬より風邪のため引
寵中なりしが︑快癒活動されつ上あり︑慶
賀︺

含

大の感動を輿ふる所ありたり︒

蹄閑さる︒．・

園立北京大畢教擬たりしが︑今回職を僻し

本△協賛愈員丈畢坤士山口察榊氏は︑久しく

倉
蕊△評議員隆業大堅教投釧刷判湖刈珂は諏て嫡
筑の所二月二十九日逝去︑哀悼︑氏は少批
し︑上杉門下の識法皐者であり︑闘紳主義

報より本曾に入舎︑脊年部幹部としても活躍

江主事は本愈を代表して参列弔僻を朗誠︑

．なりを︒三月四日間殖にて告別式曝行︑庇

哀悼の意を表せり︒

△本替と共同主催なる高等ラヂオ技術調習
開催︶普通科︵謹間部︶は之を廠止する事と

含に於ては︑第二十三回の入畢生より︵四月

たり︑本科︵夜間部︶一本立とすることとな

い

△本含の理事含は三月十日午後二時より本
含に開催︑堀田念長病熱訣席︑吉田副愈長
外︑松井︑吉田︵静︶鹿江各翌畢出席へ亜要

△大井高等ラジオ技術講習倉敷務理事は病

．事項につを協議する所ありたり︒

ふ

士ｘ今営脅未却諏
○豊岡支雷報告
十一月二十八日︑豊岡公含堂に第百九十
九向常曾を開き申し候︒午前十吟︑繁旧友
泊翁先生訓︑平田鰐胤と和歌︑平︑購胤の

酋長の挨拶あって開愈︑面ちに軒究に入り

後︑弘道十二月鑑の泊翁先生訓を窮畷仕り

訓を誼讃す︑訓の内容に聯翻して︑鈴木柄悶

氏は﹃朝鮮甲巾の鍔外史﹄﹃隈伯繰約改疋

異聞﹂に於ける︑三浦掴樹︑頭山浦︑谷干

候響

鈴木﹃心の正しきとは何んぞや﹄

城︑溌蹄長勅等剛士の誠忠談をつ募さに語

義務思想の必要なし﹄と論じたところ︑共

﹃臨時縄曾で︑﹃殉幽粘洲に微せぱ︑椛利

なほ︑巾され峡︺

り︑念者の匪鵬を抜竺﹂唖然たらしめたり

抜井﹃それは︑時の政府が︑研究決定し

た剛策に副ふととであらねば姓ぢなこ
平野﹃剛策といへぱ︑現在︑園民は緊弘
を峡いてをりはしないか﹄

西翠﹃圃民は︑各自の職場に於て敢闘す

義理人備で保って率た︒偲諺にも﹃義理と

高篠︒一千年の博統もありますからね﹄

と改むくきであらう﹄

義理人情のために犯罪もあるは︑推理批情

行を目的としたのではない︒古来︑・日本は

午後三時五分散曾︑これにて支命常愈は

鴫が多くあった︒しかし︑予は︑言葉の流

麦風格を偲びて等を桁讃致し候・績きて︑支

二百Ｍに達し候︒はるけく喝︑末つるもの

ゆまきは線かれぬ﹄とある︒われ︑ｊ＼は裸

べきである﹄

愈長より︑本曾臨時細含に︑鈴木氏ととも

かな︒背後の震川は痩せ一﹂︑右出でてちよ

ではゐられぬ︒ちなみに︑ニパアセントの

含に出席のむね報告あり︑鈴木栖開氏は同日

ろノ︑の流れと州成り候・

の話題﹃蓮法粘祁と義理人情﹄につき︑支

棄曾としてのかねての決定案を︑第一審に進

昭和十九年一月二十三日︑豊岡公曾堂に

諸井﹃フム︑なるほど︑鈴木氏には︑い

常曾を催す︒第二百一回に候・珍らしく︑
一年牛募りに候はめ︒氏は︑国士型の農士

評議員高篠彦平氏の顔見えたり︑ほとんど

つ器︑有益なお話のみ何ひ︑感謝に堪へな

報窪鯉華斗詫識誕溺珂確諏環評粥蝿諦鋤蝿睡

にして︑安岡正篤氏︑菅原兵治氏より知遇

て紹介︑一同またしはぶき一つあらず謹聡
致し候・度に息詰まる︑二時間に候へし︒

親交を受け︑その︑方面委員としての多年
こと幾回なるを知らず候︒見ゆれば頬もし

の刷含的活動は︑認められて︑表彰さるる

春のやうなる光＄流れてありを︒

午後二時五十分閉魯致し候︒・

い﹄

この日︑久し力募りに諸井宗平氏︑古谷喜
代次氏の参曾あり︑尚ぼ︑時局談に︑時の
移るを忘れて︑午後一時︑扶をわかち申し

に候︺１１支曾長副支含長扶席のため︑平

見えねばまし︑氏は無︒かるくからざる一人
十二月十九日︑午後一時より︑幾岡公曾．

野評議員代って司倉︑本魯要領︒泊翁先生

候︒

堂に常食を開き候・支曾長の本曾要領則讃
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錘皿日本弘道衝職員

口理事

轡長伯爵堀田正
副食長文墨博士吉田熊

諮醗法畢博士松井・
謄醸女墨博士吉田静

全事庚江万女
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印刷所も廃業するに至った︒此の四月鐘も
印刷不可油であるのを︑特別の取扱ひで無
理に印刷して貰ったやうな課である︒それ
がため大破を殆人ど除き︑簡単な網斡とし
たのである︒︑

確備が騎行されるの止むなぎに至り︑弘遡

○三月中旬を以て印刷所の約八割と量ふ大

く感謝する次第である︒

はることが出来たのは何よりであった︒深

の特輯としたが︑斯く先生方の御高説を承

○本雛は女子勤努網祁め昂揚問題に就いて

し奉つる︒

奉り︑一億闘民至誠を傾けて唯々茂歳聖配

○陽春四月二十九日強に天長の佳節を趣へ

、

○さて五月縦からの印刷であるが︑現在目
鼻がつき縦ねるので︑或は浬刊か︑をもな
くぱ五︑六月合併縦とならぬとも限らない
と最悪の場合を懲想してゐる︒此の鋤全舎
員諾氏の御諒欺を切に懇望してゐる所であ
る︒何しろ約二割の残存印刷所は従率のま
Ｌの仕事も致兼ねるの時︑八割もの畷莱印
刷所の仕事は守際問題として出来やらはな
いからである︒此の問題は意大問題として
唇弁努力の中心として居る所である︒微力
なが鳥葬虞を期して居る次舘である︒何卒
事儲御推察の上御蒐恕を乞ふ次律である︒

弘通嚢領農込︶金一鐸拾謹也

一ヶ年舎費金参回

里蓮令入舎手蔽

入の方に直に錘付す︒

一ヶ年含我金参園を梯込み入倉の手綴をと
ること︒舎員には雑誌弘遁を無料配布する
外に種令の特典あり︑規則書は郵券凹餓封

○本溌虞青の件については︑

︐

本舎鰹幹部へ御相談を七ふ︒

昭和十九年手月廿八日印刷納本

昭和十九年四月一日蕊行
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木舞低回満三十六年版諜・重以る↓ハ回︽し及びし以来︑今日迄緬版となりて世人の披閲に不便鱒か

するも丘であって︑︒今Ｈも℃い勿論︑今征の我脚民を訓謹して猫餓す所なきを疑は底い︒

戟備より通し一Ｌ日一へ岡蛤・賂へｆ訂三し︒んとせられし所？ａのは︑蜜に高古不易の生痢を有

ける剛鵬訂と題する︑″の土頂でいう︒雨年輩に四十有繊年を維遡嘘りと雌も︑先生が愛脚の

1

靭か途途らる上ものと云ふぺし︑敢て江刈に鮒むる所以である︒
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