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凡そ一国の古典には︑共の雨

現はれてゐるものである︒さ﹄

習憤等の総てが︑賎も簡軍な垂

文化を消化し︑︲複雑多様にな︵

其の民族の本質を承知するに吟

固より後世の姿なるものも︑

さるぺき＄のでなければなら臨

必然成るやうに成さしめたも︵

ないが︑兎●もすれば見極める涯

み︑古典に親しんで︑其の自言

ク

伏の多岐に困難を生ずる︒故涯

め︑幾多の古典を尊重し︑親︲

れざる心掛こそ必要である︒鈴

我々は常に自己の本質に願１

極めて雨要なのである︒

に進み勅如何に護展せしむ今毒

るを期すべし︒古典に何を筆〆

がある︒先づ我々は何よりも﹁

ぬ︑己を知らずして己の修養吟

は古典こそよき師であり︑共︵

悪べき？は正に重要課題であＺ

蒲祁を誤りなく汲み取るべき秀

Ｉ

︑

ふくし︐然るに智は此八徳慰れて濁立許者に非ず︑此八徳中に霊く智を以て之を通貫

惟能く知識を博くし耐前人成敗の通を蕊み︐叉之を世間の人情事鍵に験し︐毎事観察を怠

諏引跡あて到ることを得くし︐智は雲天一票に属し︲勉必て到るとと能はず︒之を得るの道何如ん︒

８８１侍り︐少しも智を用ふることを知らぎｊしに由りて此過ありしなり︑然れども徳は自ら勉

生議儲蝿綜窪烈噸虹繊涛霊娃言灘勢鑑縄瀧一

此八徳の如きは何れも圃民の美徳なれども︑若し智と以て之を助けざるときは︐或は偏僻

先騨鶴恕溌御篭雑嚢誰憾鰹篭餓蕊謂購い

翁黒唾謡輔擦篭潔婿謝罷熊瀦嬢蕊

泊羅戦蕊鵡瞬蕊灘鶏騨製繊簾灘謂

．の外猶圃民に肝要の徳あり︑智剛正なり︑智は進んで大小の事業を成し︐退きて我一身を保

〆右勤勉︑節倹耐剛毅︑忍耐︐信義︐進取の須隆局む︐愛圃心嬬ん︑↓皇室を奉戴すの八徳

ず

非ざるべし︒︵明治十九年︶：

喋隠箪ぱ噌喋鵬鳩喝礁浪

̲〃

ヘ

のであります︒それ以後は天皇を誌

聖徳太子の御精脚方に特に御力鳶議しに底ったの秀

太子の御事業として第一に申上さ

久松潜一年四月に憲法十七膝を御制定になｈ

示しになったことであ︲ります︒これ

一に﹁和を以重目

聖徳太子の御精神を中心として申上げたいと存じます︒も極めて重要な則を定められたので

日本武尊が武を中心として天皇を輔翼し奉ったに封して︐申上げますと︲第

聖聖徳太子は文を中心と・して皇太子として︐また撮政とし；て居ります︒日本本来の精祁は大和
徳て天皇を輔翼し奉り︑圃威を護揚するとともに︑日本文化たまふことは祁武天皇の御詔勅にも

をあげられました︒豊聴耳皇子と言はれましたやうに御幼ふ肺の武の上にたつ大和こそｐ皇圃

太の護達に大なる御寄典をあそばされたのであります︒推古・す︒もとより大なる和の賞現のため
子︑天皇は女帝であらせられましたが︑御即位あそばされますのでありまして︲との道義にそむく
のと︐特に用明天皇の第二皇子にあらせられた︑聖徳太子をして武を以てたつことも僻せないの
御Ⅲ撮政に任じあそばされましたが．時に太子は御歳二十歳で和は単なる妥協ではなく︲あくまで
精あらせられました２それより只管園家のために御つくしにあります︒従ってそのために武を以
祁なり︑四十九歳で蕊去あそばされますまでに幾多の御事蹟その武は和のための武であり︑榊の

少の時から︲極めて御聡明な方であらせられたのでありま聖徳太子はこの御精神を明確に御示

第三峠に一︲詔を承けては必ず謹め︑

す︒一度に十人の訴をきかれて過ちたまはすとも日本書紀ります︒

にございますｐ

太子が撮政になられました頃は朝鮮の開係も種々あり︑臣をぱ則ち地とす１−と仰せられて居恥

新羅が時々蹄順し奉ら底かつたのでありますが︐推古天皇けては必ず謹め﹂といふ事こそ皇国岸

ゞの御代のはじめに︑み軍を進められ︐御鎮撫あそばされたます︒日本の園に於ては園を肇めた↓

−

ともに︑榊を崇敬申上げることはそのま人に天皇に封し奉

るのでありまして︐天照大祁は最高最貴の肺にましますと

系の御子孫にまします現紳天皇が永遠に園をしるしめされ

べては公の精肺に則って︐行動する事こそ日本人の道であ

まして︑私の利益をはかる意味では決してありません︒す

みますることもそれによって

ある家を蕊へることであります︒それ人

脚と尊皇と愛国とが一鰐となるのであります︒かくして臣

を根抵として居るのであります︒こ上に十七催憲法の精祁

さうして是等がすべて詔を承けては必ず謹むといふ精祁

こそ最も園を愛する所以となるのであります︒即ち肺と天

天皇に仕へまつるのであり

︑の職業にいそし

る忠誠の精祁となり︐また天皇に封し奉る絶封忠誠の精祁

民の道としては天皇に封し奉り︑絶封随順こそ最高の道で

が肇閣以来皇閣の精祁を御示しになり︑臣民の道を明らか

であります︒

あります︒かくして天皇の詔をばかしこみ︑詔のまにまに

に御説きになったのでありまして？皇閣の偉統を何よりも

ります︒この黙を﹁私に背きて公に向く﹂と仰せられたの

忠誠をつくし︐﹁大君のへにこそ死なめ﹂の心を以て壷忠の

重んじそこに本を立てられたのでありますが︑同時に第二

皇と国家とが御一催であるとともに︑臣民の道としては敬

でありますが︑十七催憲法に於て承詔必謹といふことを明

まことを捧げるのであります︒それは肇幽以来不易の大道

のは外来の思想や信仰をもこれを撫取される思召をうか鷺

催に﹁篤く三蜜を敬へ﹂とありまして悌教を重んじられた

のは欽明天皇の時代からでありますが︑なぼ俳教を日本に

ひ得るのであります︒悌法が公に日本に渡来いたしました

らかに御示しにたりましたのは︑園民縞祁の根本を教へら
れたのであります︒この事は第四像に﹁群卿百寮澱を以て

ます︒詔を謹み︐奉戴中上げる事は秘君臣の澱とをつて渡

は是れ臣の道なり﹂と仰せられた御締祁ともなるのであり

教を閣内に弘めるに大きな力となったのであ似ます︒もと

あります︒然るに聖徳太子が悌教を重んじられたことは悌

弘めるについてはこれに反封する見解も紗くなかったので

ゆ

本とせよ﹂と仰せられ︑第十五像に﹁私を背きて公に向く

た宮公の精祁

現するのでありますが︐更に詔を謹みまつる所︑あらゆる

個人的なるもの︐私的なるものは消失せて

化して赫取されて居るのでありまして︑と上に本を立てる

るに常っても︐これを日本の精祁と矛盾し底いやうに日本

より太子は皇圃の道を根本とされまして︐悌教をとり入れ

それは私の一身︑私の家ではなくして・天皇に仕へまつる

事を第一とされ︐その上で俳教をとり入れられて居るので
グ

臣民としての一身を修めることであり︐園家の恩藻の中に

となるのであります︒身を修め家をと上のへますことも︑

祁精御の子太徳聖

の⑫

、

ありますが苫こ上にも太子の本を立てるととも仁庚く撫取
される御心をうか蝉ひ得るのであります︒

くらつくりのおり

太子に遣されましたので︑斑鳩寺即ち法隆寺に納めたまふ
とあります︒今日現存する大和の法隆寺が日本の古代文化
を知るためにあらゆる方面から見て極めて貴い事は言ふま
でもありません︒建築の上からも︐極めて貴重な建築であ
り．その中の緯迦如来像その他の悌像にしても極めて古く
尊く︑建築史や美術史の上で高い位置を占めて届るのであ
充弥がねぬがもの
ります︐その他日本普紀によりましても銅繍の丈六の沸

れるのであります︒

像を鞍作烏に作らしめた事が見えて居りますが︑このやう
にして太子の御力によりまして・日本文化が劃期的な進展
をとげたのであります︒太子が小野妹子等を御使として支
那に造されて彼の地の文化を像へしめられたことも大きな
御功績でありますが︲かういふ場合にも皇岡の精祁を重ん
じられたことは妹子のもたらした圃書によってもうか噂は

みこ

太子は御歌をも御よみになりましたことは︑日本書紀や
寓葉集にもその御歌が見えて居ります︒寓葉集では審三に

ます︒↑

一︲上官聖徳皇子︑竹原井にいでませる時 龍旧山にみまが
れる人をみそなはして︑悲み詠みませるみ歌﹂として
家にあらぱ妹が手まかむ草まくら族にこやせるこの族
人あはれ
とあります︒太子の慈悲深い御心をうか噂ひ得るのみなら
ず︲文畢にも御心を寄せられたことが拝せられるのであり︲

その他太子は官位を制定され︑暦法を定められる等の事
を行はれたのみならず︑風民の生業にも御心を寄せられま

4−−

さうして太子は憲法十七陳が制定されましてから二年を
へて天皇の御代の十阿年︐太子の三十三歳の御時に︐勝震
維と法華維とを天皇の御前で御進講申上げましたことが︲
日本書紀に見えて居ります︒太子はこの御講義にもとづか
れてこれ等俳典の註稗を御著しになったのであります︒勝
堂維義疏と法華維義疏と更に華厳維義疏との三部の書でこ
れを三総義疏と申上げるのであります︒殊に法華綴義疏は
花山氏等の研究によりま式と︑御物に職せられて居る古篤

をあそばされたのを天皇が嘉せられ．播磨画の水田百町を

このやうにして怖教の経典を深く御研究になったのみな
らず︑﹄悌像寺院その他の建立にも力を入れられて居るので
あります︒四天王寺や法興寺等もその建立せられた寺であ
りきすが︐殊に法隆寺は太子の御力によって出来た最も尊
い寺であります︒日本書紀によりますと法華経等の御進講

本は︑太子御親筆の草稿本でありまして︒日本に現存する
最古の書物と言はれて居ります︒この法華経の御講義をさ
れたことによって太子が悌典に深く通じて居られたことが
伺はれますが︐而も御講義をされるに営って剛支那で出来
た法華雑義記とか注維摩経その他の参拷昔によられたのみ
左らず︑太子の御解緯によった黙も多いのであります︒そ
の場合に太子が皇閣の締紳の上にた２﹂︑これを理解され
−て居るのでありまして︐こ上にも太子のすぐれた御締紳を
うか蛍ふととが出来るのであります︒

紳精御の子太徳聖

神精御の子太徳聖

・たげお

ｆ

して︐大和園に高市池︲藤原池︐肩岡池・菅原池等を作ら
れ︑山背図に大いなる燐を堀られた等の事もあそばされて
居り︑難波の港から飛鳥の京まで︑国道をつくられたこと
も見えて居りまして︐天皇を輔翼し申上げてあらゆる方面
に治世の賞を蕊げられたのであります︒
さうして最後に巾上げたいことは太子は御代の二十八年
に圃史御細纂を遊ばされて居ることであります︒書紀によ
弓のとし

りますと︐↓

︸

の中に一部分が残って居るとも言はれて居ります︒ともあ一
れその時御編纂の圃史が天皇記を第一にたてられ︑国記そ
の他に及ばれて居りますのは︲古事記が帝紀を本として奮
瀞に及んで居るのと同様友組織でありまして︐天照大祁の
一系の御子孫にまします帝皇の厭機を中心に撰録されて居
ると拝察され︑鰯燈の本義にもとづく闘史であったと存ぜ
られます︒憲法十七像とならんで国史の御編纂こそ太子の
皇国精神をうか賀ふ上に最も忘れてはならない所でありま

さうして︐太子は翌廿九年二月に蕊ぜられたのでありま

す︒

湧きな

す︒太子の琵去が蹴民にとって如何に大きな悲みであった一

︒な

この時諭諸王︐諸臣︑及び天での百姓悉にも長老は愛児を失ふ５

織蕊鞠蒸蕊霊悪霊鵠薙一

を止め︑春女は杵せず︒皆日く︑Ｈ月光を失ひて寸天地既に崩

れぬく・し︑今よりこの先き誰かたのぷおや．︑
と悼み奉って居り．ます︒高腿の法師恵慈も深く悼み悲んで
居る事が記されてあります︒

？

是歳皇太子︑鴫大臣︑共に識りて︑天皇記︑及び図記︑臣連伴
︑遥図造百八十部併せて公民等の本記を記したまふ︒

す︒・

化の上に不易の光を放って居るのであります︒︵完︶

太子こそ皇画締祁の陣統を護持されて臣民の道の大本を
示されるとともにまた外来文化をも購収され︐皇耐文化を
進展せしめられた方で︑武を以て剛士の平定に力を謹され
た日本武尊とともに︑園民の敬仰してやまざる方帝ありま
す︒さうして太子の御締祁は時代を貫いて皇画の歴史や文

麺

とあるのであります︒岡史の編纂が起る時を見ますと︒圃
家的自畳の高まって居るのを常に見るのでありまして︐後
に天武天皇が古事記の御細纂を思召され︑やがて奈良の御
代のはじめに古事記︐日本書紀が書物として成立するので
ありますが︑この時も聞家的自畳が高まり皇図の歴史を稽
へる事によりまして今を照らす︑即ち今日の圃家の生成の
根抵とされたのであります︒また吉野時代に北畠親屍卿に
より祁皇正統記が書かれ︐近世に於て徳川光間の志により
大日本史が細纂され︐また弧山陽によって日本外史が書か
れましたの咽その時代に於ける国家的自畳の現れでありま
太子が閣史御綿纂を思召されたのも太子の﹁詔を承けて
は必ず謹む﹂といふ御緒祁の護露としてうか蟹はれるので
あります︒太子の国史御編纂は立派に御完成になったと存
じますが︑不幸にして蘇我氏の亡びる時に火によって焼亡
したと思はれ︲た§現在残って居る奮事本記といふ歴史書

一 一 一

、

古典の虞精紳
︑

植木直一

ここに謂ふところの古典とは．匿い意味の古典ではなく
狭義の古典すなはち日本書紀・古事記・古語拾遺等の︑我が

古皇室・風家・園民の起原護達繁柴の原委を陣へ記した祁典を

典いふのであります︒
日本書紀を第一とする六園史は言ふ迄もなく︐後惟の我

のが史籍は︑その特殊事項について特に記述したものを除く

あります︒然るに︐古事記に於ては︑此等の中心骨子たる

謂はゆる﹁帝紀﹂または﹁帝皇の日縫﹂に属する事がらで

御歴代の御事績を救述する間に︑諸種且つ多数の附祷的の

られて居るのであります︒而も︑此等の附帯的附録的の記

読話もしくは挿話ともいふべきものが︑これに附記挿入せ

篇めに︑ややもすれぱ︑これに眼を奪はれ︲心を牽かれて

事挿話が︲興味深きものであり︑且つその分量も多大なる

し︐その間に深甚な意義を包有して居るにも拘らず︑これ

本書の本幹中心たる記載が︐連綿系統をたてて全鋸を一貫

要することであります︒．

を看過し忘却してしまふ者の有るのは︐大いに警醒反省を

従来︑古事記を註羅説明し主たは解読評論するものの中

力説するにつとめてゐる者が有りますが︑これは痛歎すべ

は上代の説話陣読集の如きものと鋳へて︐その歌詞文藻や
乃至は説話挿話等の興味的方面の事についてのみ之を賞玩

には︐古事記を以て︐軍に我が上代の一文畢書と解し︐或

皇園史の︲光輝有る特殊性に依るものでありますが︑殊に

紳を大中心といただき︲その大御光の下に進展して来た我が

のには︐勿論種々の原因が存在しますが耐畢寛は︐非日本

きことであります︒明治以来かやうな傾向を見るに至った

虞の外は︑殆ど皆︑御歴代の世代を規準とし︐皇室開係の嘉
賞を中心本幹として彼べ︲これを園続してあらゆる史賞を
精綜合記載するを例としてゐますｏこれは靭園初以来︑皇室

この特質特色が︐我が園最古の肺典たる古事記・日本書紀

す︒昔︐本居宣長は︑従来の畢界の通弊を慨歎して﹁漢意﹂

本人の心に立還ってｌ我が古典を讃むことが肝要でありま

ぬ︒要するに︐我等は︐貢の日本人の心を以て︐１頁の日

的の古典研究の態度がその主因であると謂はねばなりませ

に於て︲明かに示されてゐるのは︑営然の事ながら︑最も
留意注目を要する事賞であります︒

記載してあるが︐その記載の中心骨子たるものは︑祁租

古事記には︑天地和護の時より小治田の御世までの事を
伊那那岐・伊那郷美二榊以来の御歴代の御事績︲す厳はち

』
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郎

−

を去らなければならぬと主張して︐大いに﹁漢意﹂の排除

するに努めるやうに成ったやうではあるが︐而も︑明治以

うやく日本的のものに立還り．本原的日本的の員意を把握

●６

に努めましたが︑吾人は︑今ここに︑細くて日本のものは

を蓬げむとするものの有るのは︐遺憾に堪へないところで︑

来の遣華残根は︑尚ほ少からず存在潜伏して︐折々その力

は︐賞は伊邪那岐祁・伊那那美帥であらせられることも一

亦た︑明かに陣へ記されて居るのであります︒

ぽるととが明確に陣へ記されてあり︐且つ大御祁の祁旭一

祁の御世の時であるといふ事であります︒而して︐祁聖な
る我が皇室の御皇統は︐畏くも天照大御祁にまでさかのノ

我が画家の鰐制が確立して︑国の肇め建てられたのは︐紳
武天皇の御代より遥にさかのぼって・責に天旭天照大御

記紀その他の我が古典の一致して博へてゐるところはｂ

あります︒

質の日本人の心を以て観察研究しなければならぬといふ︑

○○

○○○○

加之︑記紀その他の我が古典の一致して鱒へてゐるとこ
ろは︑祁姐伊邪那岐・伊邪那美の二祁は︑この我が日本

を西洋風にすべしと︑夫れ然り量夫れ然らんや︑云々Ｏ

脚此の︑何もかも﹁西洋風にすべし︲一と考へた営時の﹁今人﹂

をも生みたまひ︐また祁々をも︐人々をも生みたまひ︐最

なはち天添加読舘錆韮潅語主として大御祁を生みたまう
たとも勘﹁御宙之珍子﹂として生みたまうたとも記して

のであります︒これを日本書紀には︑﹁天下々王たる者﹂す

あめのしたきふかみ

後にまた︑此の図を統べ知るしめし治めたまふ貴き御子と

の国土を生みたまうたのみならす︑山・川・草・木・河・海・等

なるものの考へ方が︐その後︐永く我が蕊界に羽をひろげ
勢力を張るに至って︑大凡ものの見方ｎものの考へ方が︐

して天照大御祁を生みたまうといふ事を稗へ記して居る

〃

った趨勢が︑近年に至って︐一般の畳醒自畳によって︐や

望的のものであるとなされたのであります︒而して此の謬

一 一

置正の畢術的研究の方法にか蔵つたものであり︐合理的科

明治以前に於ける我等の租先が未だ曾て夢にも想ひ到らな
かったところの﹁西洋風︲一なるものとなり︑而も︑それが

大に其趣を異にし︑殆ど皇室の日乗に過ぎず︲宜しく之
精ｏｏｏ
ＯＯＯフ︒

度今人或は日く︑我国の歴史を見るに︐西洋の歴史とは

いふことで︑棚橋氏の蔵版どして上梓されたものでありま
のすが︐その中の一節に次の如きことが有ります︒

ｊ

Ｉ重剛・富士谷孝雄・辰己小二郎・棚橋一郎・坪井正五郎合著と

古明治二十年に出版された﹁日本通鑑﹂といふ書は︐杉浦

ば左らぬのであります︒

心ｌによって之を講讃研究せねばならぬことを︑弧調せね

ます︒殊に︐我が古典に封しては︑賃の日本人の心１日本

営然且つ自明のことを特に弧調しなければならぬのであり

rh

吋ｊ

あるのであります︒
この事たる︑要するに︑︒畏くも我等の奉戴する皇室と︐
この国土・閣民・その他あらゆる総べてのものとが︐一元一

との︲大信念を表現したものに外ならぬと譜はなければな

鵠︐その本原より不可分・不可雛の開係に在るものである
らぬのであります︒而して︑この信念が︑我が国史を一貫
して︑千状寓態の事責となって顛現し反映して居るのであ

古ります︒

すめろ壁

武天皇多以前と同様に二神の御代﹂と請うたことの有ること
は︐一例を墨げていへば︑寓葉集に載せたる大伴家持の歌
に︑

かけまくもあやにかしこき皇祁岨の耐の大御世
たぢ．蚤もりとこょ
に田道川守常世一にわたり云々︑

これを﹁榊の大御世﹂であり一︲脚代︲一であると謂うても・敢へ

とあるのでも知られます︒かくの如く︐紳武天皇以後の歴
史は︑その以前の脚代の迦綾延長であることは勿論︑祁国
たる我が百本は︐前述の意味に於て︑昭和の現代も亦た︑

上に寓世一系の天皇を奉戴すると同時に︐下臣民各自

て不可なきは勿論であります︒

やそともの茜誰撤ぎみ

もまた︲租孫一系︑永くその血統を穂承して・世々誠忠を
ささげて天皇に奉事する図であるといふことも亦た︑記
紀その他の古典の惇へ記して居るところであります︒大伴
家持はこれを・

つかさナめう茎

天地の一初の時ゆうつそみの八十伴男は大王に
玉こと

まつろふものと定めたる・官にしあれば天皇の

おや
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一

すゑ一おまつかみぶこさきつみか忠ずめらみこと

記紀その他の我が古典の一致して博へ記してゐるところ
・典は︐我が閏は︐脚の生み・送り・肇め．建てたまひし関であ
のって︲神の御後箭が︑﹁天祁の御子︲二︲現御祁﹂・﹃天皇﹂すな
てんわら

填はち天皇として︐天の下を知るしめされ︐一系寓世︑︑永
一と云ひ︐祁武天皇以

く画皇統を徳へたまふ園であるといふ事であります︒後世︑

総帥武天皇以前の時代を穂して﹁祁代
随んわう︒

郷後の時代を﹁人皇の代﹂と瀞して︲時代匠劃を立ててはゐ

命かしこみ
と歌ひ︲また

人の子は岨の名絶たず大君にまうろふものと
言ひつげることのつかさぞ

敦更ゾー

るけれども︑前者と後者とは︑何等殊別特異の生活世界で
あったのでは決してこれなく︐ただ前者は︑後世より肺と
活動せられた時代であり︑︑これに封して︑後者は︑・群臣百〃

崇め算とたふとみて︐これを霜き祁り叉は畏敬した紳々の

といひ︐また藤田東湖が
天日之嗣世奉皐榊器一以君二臨薦姓一群神之胤・亦皆

と謂うて居るのも︑即ちこれをいふものであります︒︵完︶

世皐共職﹃云々︑

僚の活動の事賞が次第に多く記し鱒へられた時代であるの
に依るに外蔵らぬのでありますｂ勿論︐祁武天皇以後の御
歴代の天皇賂︐一︲天祁の御子﹂・﹁現御祁﹂すなはち﹁榊﹂と

して御宇を知るしめされたことであるゆゑ︑これをも榊

夕

記の律総期定叫五十四第

営日堀田倉長旅行中にて峡席され︑吉田副曹長代って職務を代

や思へと言いばかりである︒ゞ一

午後二時本郷養源寺本堂にて法要開催︑本年は淋しくも法主一
人の領糎である︒聞く所によると︑五人の令息悉く出征せしとい
ふ︒既に此の異例の法要も重大時局を思はせる℃約三十分にして
法要を総るもそれより一同親しく先生の墓前に額き︑総含を報告
し︑護国の加護を斬り諺我等の決意を醤ふ所があった︒かくて馴
染深き奥書院に引揚げて小憩す︑開放された大堂伽藍は︑繁る草
木の青葉に冷えし涼風を送り束って諺盛夏の避暑気分満喫であ
る︒こ上に聞く蝉︑音は又異りて涼さを蕊ゆる鈴吾のそれにも比
すぺく︑涼風は静寂をいよよ深めで騒がしからず︑恰も静かに物

であった︒

五月の開催を中止し︑哲らく形勢を蛎望すぺしと主鵬部に於て決
した事であったが︑時恰＄八月十八日は念和泊翁先生の御命Ｈで
あり︑第川十三岡忌の法要を御墓所養源寺に於て僻むこととなれ
るより︑此Ⅱ此所に参称せられし人為を以て之を機愈に︑第餌十五
回の総命を州偲しむ定款に定むる責任を果すこととなった︒而し
て此２理知をぽ弘遊七月鑑に掲載致したるも謝時局下とて印刷其
の他寓事意の如くならで︑遂に間に合はず︑本命役員へのみの通
知を以て存を構成した次第で︑倉貝諸君には申課なく又遺憾の事
ながら事情御諒承の上御寛恕を乞ふ次第である︒併し空襲必至の
折に始拘らザ︑途に燕なく兎にも角にも雑念を果しだ事は何より

て常局よりも集脅は遠慮す尋へしとの通牒にも接して居る所より︑

本含第四十五回定期線含は︑既報の如く時局重犬ではあり︑球

坤道鉢第四十五同定期総含の記

守■

行されも他に松井茂理事も高嶋諮譲等八十歳に近き齢とも見えぬ
元気さにて参含され︑各評議負︑支含長も常任委員等々を初め一
部の通知にも拘らず︑約十数名の出席を得たことは何よりであっ
た︒午後三時総含開倉も庚江主事の鮒脅の挨拶あり諺次で吉川副
欝長は﹁本年の総念は正大時局下一睡砿止めと決した＠せあるが
今Ⅱ西村愈祁の法要を養源寺に畢行の折を機に魁形式的ながらも
開催しやうといふ事になり御菜りを願った次第であるが︑雑誌で
の通知も印刷が後れて間に合はずも矯めに俄かに役員乃ち評議員
常任委員や女子部役員諺近聯の支命長の方位に取敢ず御通知した
事とて少数の集りとなった事は遺憾であったが︑止むを得ぬ次第
として御諒承を願はねばならぬ︒総愈を養源寺で開催の事は本命
として誠に異例中の異例であるが画之も時局下とて金く止むを得

ぬ︾極準胆駐浬却準蝿崎帳推岬嬬嘩砕鐸喝峠緋耗や雑畔麺獅︾及二

事業報告をなす〃あり︑次で撤算に鮒係ある事として牡徳教化嬢９

院の脹止言．興亜迩徳研究倉を特別機開として設置せる事衷等を本一
年度の事項ながら庚江主部︑吉田副含長よりそれ人︑説明さる上
所あり︒今日時局は諏大にして本愈の事業も日に剛難を来し意の
如くならぬ鮎あることや︑倉員よりの質問や希望等あり︑最後に
松井茂理郡より大戦下の思想問題羽犯罪欣況等を鮮察側の焚状よ
り述琴へ︑仙為に引例をもて憂ふく営鞭淀を示し︑教化人の飛大な

る決意を促し︑殊に青年達への呼びかけを躯調しも又西村稗祁が
変践泣徳を誰かれし趣旨に基き︑愛際竺生きた道徳達捕えて之

表して捌筆す︒︵完︶

により導くぺき要を誘かれる所あり︒それより各自所見を交換し
合ひ︑午後四時半総命を閉ぢた︒
重大時局も未曾有諺本総含も正に未曾有の異例とする所で︑本
曾史に永く記録さるぺき事に脇す↓ｏ移りに臨み参含各位に謝意を

弘

道

詩

林

ｌ︲！

弘道詩林
石川文荘選
○敵機来
・菅谷健男︵千葉︶
敵識来冠爆一音高︒遮拳乍擢如砕槽︒
︒︒︒︒︒︒○
准尉木村功卓絶︒陸和賞此賜軍刀︒

評日︒木村二字入句中愈亦奇︒

○大戦下修史盛翠
林§石崖︵千葉︶
堂々宣戦詔︒赫灸大東天一・

皇園編青史︒常知不朽博︒
評日︒高作亦不朽︒

○詠畢徒蹴起
兼坂恵寮︵千葉︶
垂範散華山本魂︒皐徒瞬起出髪門︒
︑︑ｂ︑︑︑︑
暴英蛎米期砿滅︒陸海空冠天日昏︒

期而見突︒︑．
ｇ

評日︒畢徒有此瞬起︒皇軍他日大捷︒可

︑

ｐＡａ

○時事偶感
菅谷香城︵千葉︶
︑︑ｂ︑︑︑︑

職入長期極惨苛︒一刀只合断洋腿︒．
○︒︒句︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒

評日︒句々壮烈︒痛快︒

︐回天大業不能塗︒奈此金甑無鉄何︒

○秋夕即事

小泉毒仙︵庚島︶

満庭風露己新秋︒天上銀河涼欲流︒

℃℃︑い︑︑℃や︑︑︑︑︑︑

︑℃︑１︑︑勺︒ｑ○︒︒○○

評臼︒句為清麗︒似埋清人︒

誰也先吾入詩興や燈青林外讃喜棋︒

○秋日偶成

菅谷健男︵千葉︶

空思時率我無謀︒敢賀天填消汁愁︒

○題佐久間象山先生書像
鵜野霞軒︵千葉︶
︑︑ｖ毛︑℃ｂ

夙畢孫呉莱益振︒眼光畑々是軍肺︒

孔雀草花今蒋壷︒蝉建錘語小庭秋︒

評日︒作者亦是象山先生千古知己︒

評日︒園家多事︒時喪斯良師︒可哀惜︒

師恩難報幽明隔︒接計俄然涙裾巾︒

ｂ︑Ｑも︑︑︑︑℃︑ｂｂ︑︑

八十六年公職身︒就中教育絶群倫︒

︑︑︑９℃︑︑︑︑℃ｂ℃︑︑

○敬弔教育家伊藤貴策先生
中鐸松堂︵山梨︶

評日︒首尾反映︒三四特妙︒

敵弾難奈殉機上︒青史留光元帥名︒

︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒○○○句

統海空軍敗米英︒南洋諸島進祁兵︒

９ｂ︑口ｂ︑︑︑ｂ︑︑︑ｂ︑

○悼古賀元帥
慶野如雪︵茨城︶

評日︒此作亦出天填︒

蘭書砲術岡何妙︒海外馳心先畳人︒

○睡有感時事

ゞ小幡景憲︵千葉︶
︑︑︑︑︑１℃

炎熱兼蔦夏日天︒閑窓食得一時眠︒︑
兵皆一死殉軍園︒忠魂義騰輔棲然︒
評臼︒三四足慰忠魂︒

○印藤郡民機献納
兼坂恵請︵千葉︶
ｂ︑︑︑や︑ｂ

皇図興亡在此機︒制空制海迄共威︒・

評臼︒結句此作主眼︒

郡民醒出赤誠願︒必勝宜期武徳輝︒

電Ｉ
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本含棄報
△本念協賛含負満水澄氏は八月十日附にて

△八月十四日午後二時より興亜近徳研究含

枢密院副議長に新任さる︒慶賀︒

幹事倉を本命に開催︑林調査嘱託より蒐集

△協賛愈員工畢博士青柳柴司氏は八月二十

告を聴き諺後今後④研究事項につき協議午

林調査嘱託︑庚江主事︑割田編職員等出席

協議する所ありたり︒此の日吉田副委員長

調査の報告を聴き︑今後の方針につき種全

の調査委員倉を華族命館に開催する耀定と

する所ありたり︒術九月十一汀には雄二回

後四時散曾せり︒

二日病のため途に逝去哀悼に堪へずむ陣士

△九月十一日午後二時より華族命館にて興

なれり︒

は京大名春教授であり筋電気筆の権威であ
に＄造詣深く弘道誌上にも屡々執筆され︑

ると共に私熱烈なる精神家であって︑宗教

の原案審議後︑浦洲及北支に於ける日本人

計主任参列弔意を表せり︒

に於ける告別式には本奇剛を代表して景山含

銭に弔意を表す︒術九月十八日築地本願寺

堪へざる所なりしを哀惜の至りなり︒謹で

故徳川介憂︑松卒顧問と親交ありて開係深
く︑又多大の援助を惜し蛍ざりしは感謝に

いては間知の麓であるが︑本命に封しても

して各方面に亙る互大なる折導と功績に就

哀悼に湛へず︑伯鮮が貴族院議長を初めと

虚九月十三日軽井津の別邸にて莞去さる︒

△特別倉員伯榊松平頼涛氏には鼓て病気の

倉せり︒

間牛に亘る講演あり︑夕食の後午後六時散

の状況につき陸軍少粥南雲親一郎氏の一時

亜道徳研究含第二目委員命を開き︑質問書

哀悼の意を表せり︒

本含への壷力一方ならぬものありＬを惜し

合せする所あり︑吉田副委員長か林調査蝿

△八月二十八日午後二時より本愈に興亜遺

むか享年七十二歳も本含よりは弔僻を贈り

託︑庇江主事︑割財編斡貝等出席す︒

徳研究命幹事命を開き︑一週間の調査報告
今後の方針等につき協議し四時散含せり︒
△弘遊詩林選者石川丈荘先生には退院後引

△八月十八円は︑西村先生の鋪四十三回忌
とて法要を養源寺に畢行諺更に墓参をなし

綾き自宅にて静養中なるも日に快方に向は

こととなれり︒

日定期総称を唯兼ねて蕊行する部とし︒決

所印刷所多忙のため溌行意外に後れて間に

△特別倉員結城豊太郎氏は今般大東亜省顧

華終て追懐談あり︑又保堺中なりし第四十五

合はざりしは遺憾で申課なき率なりしが︑

問を委嘱さる・慶賀︒又特別倉員岡田丈秀

れ︑鞘御無理ながら選評に着手下さること
となれるを以てｂ弘道十月鑑より掲載する

今日の事情は葉書もて通知することは不可

氏は日本鍔探圃副総裁仰付らる︒慶賀︒

△弘迦歌風選者佐藤貢氏は今岡東京より疎

能の事とて御諒承を乞ふ︒︒

︾△八月二十一日午後二時より本命々長室に

開の焼め郷里鹿兇島市常盤町に軸居さる︒

興亜道徳研究倉の幹部稗を開催勅一週間の

△九月四日︵月︶午後二時より本愈館に於て

︐於て興亜道徳研究稗幹事命を開催︑吉田副
員等出席︑林調査蝿託より一周間の調在報

委員長︑林調杢鵬託も脹江主事︑割田緬韓

『
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鉢及疎蝉及事業等の報告あり︑午後四時散
報命せり︒猫弘道七月砿にて総合 を念告せる

含

本養料の報告あり︑次で今後の方針につき打

r日

１・

ｆ

支曾草報
Ｏ秋田・支曹報告
昭和十九年七月九日午後二時より︑支含
常今を繁田剛方に開催︑先づ長散支倉長司
含にて図民儀潅の後︑本含の要領を朗讃︑
次で先般物故せられし東山太三郎先生の冥
禰を所りて一同獣祷を捧げたり︒
それより長髄支含長は︑現下戦局の推移
に伸ひも︐防空蕃備の弧化は勿論︑埼産︑貯
切なる訓話を典へられたり︒

蓄の努力等に就き一段の緊張を促され︑懇
席上東山先生の本含への功績を偲び︑其
の気慨を稲しも薮書談汁書籍等少なからず
一部分剛書館に寄附せられしと云ふもも遺
品の牧拾に人なきを惜しまざるを得ずも友
人宮軍吉松秒荻原易治雨霧より其の幼時と
含貝平津四子男氏は︑自ら戦争最中にあ

平常とを聴くことを得たり︒
るサイ・ハン島に曾て遊びたるときの其貸妖

を語られ︑風俗生活及狩術に至り︑興味深

きもりあり︒一

の如し︒

に接し諺謝するに辞なし︒何時も御多朋の
身ながら︑此度は一︑二日も上京を繰延︒へ
てまで︑時局下の倉貝として親しく出席せ
られしは感激に堪へず︑／此の日の出席者左

○松江支曾報告

長嶺支含長︑繁田慶次診祁谷菊三︑寺田
柴吉︑木内隆一謡荻原易治︑山田平吉︑
宮野吉松︑妹尾馬之助︑木下孝︑平津四
子男︵誰の含合とて不参者多かりを︶

話倉を開催した︒

散含せり︒

を典ヘゲれ︑中谷秒大島も友田︑矢田も安
原︑正井︑永瀬︑成瀬一．江角等よりも之に
闘聯せる意見溌表あり謬倉員一同大いに期
する虚ありて食長閉含の挨拶にて午後五時

○行鹿支書報告

尚本含は本市出身故山口提督戦死状況が
国語讃本に釜載せられしを以て︑遥影を復
鴬して市立各畢校に頒布し︑又本市出身勤
皇家の願彰をも行ふ覗等を本年・度の事業と
する郡を申合せたりｒ

げた次第である︒

八月二日に箭支命と郡教育命共同主催の
講演命を開催句先づ八月一日午後四時本曾
汲遥の海軍少蒋商橘節雄閣下を支倉長内田
麓氏佐原騨に出迎へ司廊生町湖月旋館に御
案内し︑夕刻より麻生部命名困民単校長十
像名集合︑小宴を催し？精祁的に歓迎申上

があった︒

かくて翌八月二日午前九時より脈生中禦
校誰堂にて講演命開催︑高橋少蒋は約二時
間半に捗り﹁決戦の様相﹂と題し熱誠溢る上
誹演をされ︑最後に約二十分間程座談倉を
催し勘正午雑了せり︒聴誰老約二百名に達
す︑折悪しぐ比側幹栽厳く非常の御骨折を
煩はし恐縮の次第であった︒
而してそれよりパスにて欝地より玉造町
に行き諺禰埼屋族蝕に入りぅ午後は涼風通
ふ座敷にて休養﹄．夕刻より玉造︑武田雨部
命の図民畢校憂︑青年畢校長等十齢名集合
こ上にても心ばかりの御歓待を申上ぐる所

現下苛烈なる決戦下図民総騒起して剛難
に蹴るの牢固たる決意を昂揚すべき折柄︑
本命度江主事の来松を機とし六月十一日午
後二時より松江市役所議事所に於て時局懇

に鴬る︒へきを論じ尚現下戦局は極めて重要

講師炭江主事及石倉支含長始め各役員含
員等三十数名出席秒園民儀綬の後︑含長よ
り本支愈の使命井に時局懇話含開催に脱し
事理を識せる開称の挨拶あり︑正井︑菊田
幹事より新入命貝の紹介を行ひ︑欠員中の
副含長に佐為木市助役を推薦して座談含に
移り︑庚江主事は物心一如の本態を説きも
我が無限の締脚力を以て彼の有限の物資力

継了せり心

越えて八月三日午前八時半より玉造国民
畢校の教室にて前日同様２決戦の様相ら
題下に︑熱熱を振はれ︑聡衆に多大の感動
を典へられたり・而して此所にても小時間
座談念を催し諺午前十一時牛盛奪裡に無事

なる段階に突入し銃後は蕊げて挺身園家の
要請に膳ふくきの折に唯拘はらず︑思恕︑
前練に膳じ本脅の使命逢行に街・るべきを釧

経群︑物資配給の上に憂ふべき事態のある
事は遮憾に堪へな照吾念は一層奮起して
読を蕊げて烈々と綾述して曾員に深き感銘
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今や一億一致すべきの秋謬本螺は糟翌作︐
型を喜ぶ傾きありも併し油断をせず︑第一
に増産に酒進しｂ貯蓄蝿弧を計る今日より
急なるはない︒云々︒それより倉員各自極

本月含場は︑繁田園主人より格別の厚意

玲意見を交換し夕刻散愈せりや

ー

支

曾
桑
報

して貰ふと云ふ知人の好意によってどう
を編稗する事となった︒本銃は我等が池

︑やら目鼻がついたので︑次で鼓に十月跳

たが諺歌圃︑俳壇も先月頁の都合がつか

頁数に蝕裕はないが︑女苑の残りの分は﹂

一月︑十二月は合併銃であるが︑素より︑一

事庚江万夫蝿一・蝿餓灘迩発露粥篭鞭一

口監事・

︑○本鵬には錐四十五回定期総倉記を掲げ
た・・簡取ながら之を以て非常時下本命総一
念の報告は責任を果させて頂くこととす

自然遜延となる外なく︑御含みを順はね

東洋大単教授高島平三郎給搬減︑印刷困難等にて思ふにまかせず

丈挙︐博士宇野哲人嘩蚕命報共の他原稲山積であるが紙の配

ロ譜議

財務盈督石域泰三で︑此の鮎御寛恕を願はねばならぬ︒

．る︒併しその奈部は困難かと恩はれるの

財務監督子鮮推禅敬三出来るだけ︑都合して掲げたく思ってゐ

主

諮・議丈皐坤士吉川静致一先生の鞘御恢復と共握久しぷりに掲げ

諮議法畢博士松井茂酔礎咋趣卦締気のため休載中の詩林も︑

一副倉長文翠博士吉田熊次珪撫篭球唯壱︾鐸挙諦蝿砕浄蔀蝉畔鐸鋤一

倉長伯鱒堀田正恒職権岬審塞索鍛塩岬皿詐率琴陸が癖畔匹

口理事

認蝿日本弘道倉職員一○九月瀧噸無牽に華ケ癖だけ特別に印刷

、

三輪田高等女皐校長三輪田元
．道
ぱ一
な岡
らを
な所
いる
︒︒
時下打角諸氏の御自愛御奮一

F

弘這責慣︵税込︶一冊全塞一拾銭也

一ヶ年含斐金参圏

本含編稗部へ御相談を乞ふ︒
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振替口座東京四三一七番
日本出版脅脅員番鑑一三五一三四

睡話九段九番

癖蔀蝿日本弘道含

東京都抑田砿西抑田二丁目一呑地

印刷所︵東京四︶帝国窪狸出極捧式悪尉壷

東京都牛込睡西五粁町五十二番地

束京都牛込砿西五軒町五十二番地

印刷人白井肪吉

確埼癖割田︑斧二

東京都祁田睡西沖田二丁目一番地

昭和十九年十月一・日鏡行

昭和十九年九月什八日印刷納本

Ｉ︲

○本誌庚告の件については︑

六銭封入の方に送付す︒︑

一ヶ年命斐金参岡を排込み入倉の手続を
とること︒命貝には雑誌弘通を無料配布
する外に種灸の特典あり︑規則書は郵券

弘批含入念手絞

I

一

q

○日本弘道書要領甲鏡
︲︹明治二十三年一月制定︺

Ｏ日本弘道雷要領乙鑑
︹明治三十三年十一月制定︺一

一︑世界の形勢を察する事
二︑嗣家の特来を慮る事

一︑忠孝を重んずぺし紳明を敬ふくし三．政論の良否を観る事
四︑国家の裡済を知る事

二︑皇室を尊ぶべし本圃を大切にすべ五︑教育の適否を老ふる事

し︑六︑無識の者を教化する事

三︑園法を守るべし園益を岡るべし七︑道徳の園結を固くする事

○日本弘道雷の主張

十︑祉曾の制裁を作る事・

九︑園民の風俗を改善する事

四︑畢問を勉むくし身燈を弼健にすべ八︑正諭を張り邪設を破る事
し
︑

五︑家業を勘むぺし節倹を守るぺし︒
六︑家内和睦すべし同郷祁助くぺし

七︑信義を守るべし慈善を行ふくし︹大正十年二月制定︺
八︑人の害をなすべからず非道の財を一・人格の完成に努力し以て家庭風家世

貧るべからず界人類の篇に奉仕する所以の根本を樹
二︑物質的生活偏重の蝉賀を脱し精祁的

九︑酒色に溺るぺからず悪き風俗に染立すること
まるくからず

四︑生活の簡易を固ると同時に健全なる

味に焔るを防ぎ一は以て精誹的生活の

︑趣味の養成に努め一は以て生活の没趣

向上護達に蚕すること

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

排し所謂階級の共存が牡曹的生活の必

須篠件たることを明かにすること

ろ敬愛の精紳を養成し彼我識力して世

六︑人類共存の本義に擦り他国民に濁す

界の文化護達と人類幅砿の増進とに寄

興せんことを期すること

のみ完全に遂げらるＬものなれば荷も

七︑吐曾的生活は圃家の統制の下に於て

言論行動にして画家の基礎を危くする

の鹿有るものは之を排すること

に蕊ることを知り念盈国家の二字を忘

八︑職業地位の如何に論無く一身の函家

るべからざること

皇室を奉燈し園家翠って固鎧の尊巌

九︑画家と一患不二にして至公至仁なる

を霊場するに努むること

の隆昌を協翼せむことを期すること

十︑租先の遺志を総承し列聖の大訓を迩

①

生活の向上護達を期すること
十︑・宗教を信ずるば自由なりと錐も本圃三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

岡ること
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奉し以て君民一徳の理想を資現し風連

■

ー

I
が馬め其の稚度に噸じて生活の簡勤を

h

−

一

−

の害となるべき宗教は信ずべからず

I

