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明治の佳節を通へ奉る
蛙に十一月三日明治の佳節を通へ奉る︒年々歳々黄菊白菊馨る
此の住き時此の佳節は廻り来る事と︑図民が之を遮へ奉りて溢る
上衷情とは共に柳かも違はず︑此の時や諺此の心や︑永遠に又繰
︑返して蓋し異るなかるべし︒

抑彊閣民が此の佳節を迎へ奉りて鍵る事なく岡顧するは明治

天皇の御聖徳であり諺明治の劃期的時代である︒乃ち聖徳と
時代を岡噸する時︑それは即ち維新岡天の御聖業であるが︑賀に

大正天皇祭を遡へ奉る

一昭和十九年十二月二十五日︑蛙に第十九日の大正天皇祭を趣へ

一奉る︒素より此の歳月たる一而に峰︑烏兎勿々として一夢の如く

一速かに移り過ぎしと言はるべきも訪併し他面には又敢て必ずしも

一寸時たりと恩はれぬ久しき歳月たるを否めず︑然るに御聖徳を追

一慕景仰の衷情は愈旦切なるを禁ぜざるは何ぞや︒

一て自己の血肉に職収するの大役を任とせられし保守の時代なりと

一大正の大御代は︑恋に川治の代の事業一切を整理し診よく消化し

↑惟ふに明治の大御代は積極進取の時代なりしを︑之を鵬がれし

︽圭んか︒之を近世の図史に鑑みれば︑彼の徳川三百年が儒仰の外
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此の大事業は積極進収融帝側本来の韮を築き雌ては東洋の日本も
世界の日本たらしめし騰天動地の大業なりき・・而してそれは又八

一乗思想を整備し良く消化したるの役割にも似るとぜん︒而して徳

︾川三年の守勢あればこそよく維新の大業は連に結没成る︒恩ふ

紘一宇︑枇界苗邦をして各共の虚を得せしめ諭共柴の世を得さし
のであ一つ︒

一に必︽︑時代に億守勢たる整理消化ありてこそ次の飛躍時代はよく

︾︑今や大東亜雌幸は︑図史未曾打の大業として御綾威の下皇単の

一任幸果すべけれ︒守勢又油に大専業たる哉︒．

一を得ず︒今銭に我等閣民が大正天皇の御聖徳紫仰の一念愈世切な

一同鰍し御聖徳を景仰し奉る念殊に切なるま上謹んで微枕を捧ぐ︒

一 コ − − ．

めんとしての第一歩たる御聖慮による御事業たりしを拝察し奉る
然らば今日我々が大東亜雌手に於て総力を識しての努力は︑恩
ふに今上陛下の御聖慮を奉雌しての事勿論なるも︑雌て叉御遺
緒の第二第三の具現そのものに外ならぬと云ふくきか・︑斯く似

一奮闘により︑苛烈峨烈の裡に進匁っ上あり諺素より此の大事業た

一る所や蓋し此の一事の上に係るもの大なるあらむか︒今並に大正

ひ斯く考へ来る時に︑此の俺節を迦へ奉りて︑国民よく網力を翠
げて此の大鵬を完勝し其の目的を達するは又明治天皇の御聖徳

一天皇祭を遜へ奉りても現大戦の偉大なる図力の根元を大正時代に

一き守勢の業ありで今日の偉大なる力は養はれたることを恩はざる

の禽一にも報じ奉るべき所以であり︒叉図民が忠誠瓢現の飛大責
務であるとせねばならぬ︒如何でか我等国民果さずして止むべき
や︒此の決意こそ︑猶に此の佳節を迦へ奉るに常り愈哩明かに益
直堅く誓はねばならぬ閥民の全魂といふべきであらう︒︑

一る今上陛下の御聖徳の鴫たれども︑叉大正天皇の御聖徳たる黛

舷に明治の佳節を迎へ奉り手此の微衷たる誓を捧げ以て奉脱の
酢とせむ︒
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星

○含告
協賛宮員荒川五郎氏曇に八十歳の高毒を完うして逝去されしは
され︑嗣子荒川謡介氏より木曾事業費へ左の御寄附を恭ふせり︑

既報の如くであるが︑過般其の七七忌に際しも故人の遺志を尊重
荒川五郎氏が生前本曾への御誰力と併せて芯拘に感謝に堪へずぶ

の内容をより豊かになすべきことを期待してゐるものである︒又

其等協力さる上原稿中適常なるものは﹁弘道﹂誌上に護表するこ

の本事業への積極的御協力を懇望す︒へく弦に曾告す︒

とも考へてゐる事である︒就墜Ｌは右の趣旨を諒とされ曾員諸君

○諸報告の簡明

大戦下雑誌の溌行は賞に容易ならぬ今日である︒国家興亡を賭

き事である︒暇令一頁となっても最有効に活用する以外にない︑

す大戦下に何を措いても戦力増強一鮎のゑが急なるの時苅止むな
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・絃に曾告して以て其の御厚情を深謝す︒
↓荒川謡介

ることを恩ひぅ支曾其の他綿ての報告事は出来るだけ簡潔にして

其所で紙一枚も尊き弾丸︑一宇の組版印刷も尊き国力の消費であ

い︒切に御協力を希望する次第である︒

頂きたい︑木曾のものも素より此の趣旨で臨むことは謂ふ迄もな
昭和十九年十二月

錘唾日本弘道含

‑‑

一

金参百園︵日本弘道倉に寄附︶

○興亜道徳研究曾への協力を望む

田・吉川一止副委員長指導の下に︑文部省の援助も得て︑斯界の権

↑既報の如く本曾は特別機開として興亜道徳研究雷を設置し︑堀

威者多数を煩はして︑大東亜の振興を期すべき新日本道徳を研
るがも此の際曾員諸君に於かれてもｂ先づ東亜指導者としての日

究し之が確立に向２Ｌ︑目下着々其の歩を進めつ上ある次第であ

言主として道徳上の潤鮎より其の長短如何等に就き︑燈鹸或は

本人自身が日常生活に於て︑特に共柴圏各現地に於ての生活にＬ
研究及之につき意見を有せらる上諸君は本事業へ協力の意味を以
て調査研究賓料たるべき簡明なる玉稿を投ぜられんことを切望す
我が研究曾としては茜其等の中より採るべきは探って以て研究

ろ次第である︒

F』
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木曾は明治九年故西村茂樹先生の創立

にして其主旨とする所は邦人の道徳を

・０

大東亜戦争も弦に三ヶ年を経過し︑漸く攻防交を進

みも愈々其の機も時も熟しては﹁決戦﹂が叫ぱる上に

至る︒それ生か死か！此の世界史に劃期をなす大戦

て一度あって二度とあるべからざる此の決戦である！

に維止符を打ち何我等の完勝を賭すべき決戦！そし

宜しく之と呼臆して図民の戦意も正に最高潮に達せね

戦完勝への最大の武器であって︑愛国の忠誠︑戦争目

ばならぬ︒戦意の昂揚！不屈の意気！これこそ決

の昂揚となるものでも団民の固守すべき要素である︒

的への熱意︑敵偏心の堅持︑此等こそ不焼不屈の戦意

の理に走り︑或は悉くを自畳せる聖人扱にする前屑

併し一億図民の総推軍を期するには︑徒らに叱陀する

営事者は温情もて寅際の事に常り︑園民をして感激の

裡に推軍せしむくし︑鼓には苦も苦とぜずも無理も無

の温情の第一歩は何か９℃先づ鉦生満である︒即ち最

理とせず︑不思議なる力も褒揮さるるであらう︒此

＄明るく公平に︑乏しくとも愛情の溢る上総典︑共虚

に明朗生活が生れる︒明朗生活こそ謬総進軍の出溌黙

元山

三一一一一

溌十三百六第

競併合骨三幸 道 弘

一一本高くし国家の基礎を琵固にせんとする一睡

道にあり而して儒教哲皐及宗教等の一．方一州
含

主唱偏侍せず諸教の長所を探り明治二十
﹈日

所定の要甑を賞行するを目的とす

でありも戦意の動力と言ふくきである︒決戦期に戦意
らぬ︒

の昂揚！之が篤めには先づ明朗生活より始めねばな

− − 3 −
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悪魔の食埜に封する
榊の怒り

式︲浦原貞雄
最近或る農村人が﹁此頃の様に生活に苦しむ位遊ら敗け
悪てもよいから早く戦争が癖めぱと恩ふ︒戦争に敗けても今

似りに之等を知らず︑屈服すれば今よりは楽になるであ

新聞に依って知って居る筈である︒

らうと云ふ誤った老へを有するにしても︑それであるから

敗けてもよい︐早く戦争を止めたいと願ふ如きは︑自分の

今後一年か二年の苦痛を苑れるために︑我が愛する子孫を

永久に無限の年月に亘って米英の奴隷とし︐牛馬の境涯︐

泥沼の生活に叩込んでも構は砲と云ふ驚くべき利己主義で

日本の光柴を思はい卑屈な僻人主義思想であり︐皇覗肇閏

あり︐二千六百年未だ嘗て外侮を受けた事の無い稲築の国

の大業と之を恢宏し給へる歴代天皇の大御心︐之を翼賛し

々の旭先の辛努︑此の光柴ある帝国を護るために一身を君

地球上から日本を抹殺するとか︑同本人を塞殺するとかの

−−−−−−

噸以上に苦しくはならいだらう︲一と︐云ったと云ふ事を聞い

風に捧げた幾寓の忠勇なる嶋兵の軸功を思はい忘恩的な老

奉って︐日本をしてか上る大帝風たらしめた幾百千億の吾

また︒無智のためとは云ひながらあまりにも蓬しい認識不足
にであり︐あまりに非日本的な利己主義であり︑閣家意識の
超訣乏である︒成る程現在の圃民の生活は何事につけても不
一叩

順如意である︒多くの親しいものと死別する結祁的の許痛︑

暴言を吐いて居る事を知らぬ図民は一人も無い筈であるか

たとへ之等の事が解らすとも︐米英の主鵬者指導者が︑

へ方である︒

の戦争に敗れてもこれ以上苦しくなる事はあるまいたどと

惣又一家の支持者を君閣に捧げた人々の中には経済的に気の
り毒な立場に置かれて居る人も少くないであらう︒然し︐此

．老へる如きは其の無智驚くべきである︒前欧洲大戦に敗

ら︐此の一事を思うただけでも﹁戦争に敗けても﹂などの

言は絶封に口にし得たい筈である︒

れた渦逃園民の生活がいかに悲惨なものであったかは知ら

此の戦争は如何なる事があっても戦ひ抜き勝ち抜かねば

︽ないとしても︐叉現在パドリオに依って裏切られて米英に

左らぬ戦争である︒何となれば此の戦争は悪魔の貧埜に封

する刺の怒りの戦であるからである︒

屈服したイタリヤの南半の風民が今いかに鱗餓に陥り悲惨
１宣一ャの図民が今如何なる取扱を受けて居るか︒之等は

．な有様にたって居るか︑盟邦を裏切ってソ聯に屈服したル

‑−−4−
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本人がルーズベルトである事は世界周知の事であり︐アメ

大東亜戦争のみ友らす︑封獅逸戦争も︑共の火附けの張

グロ・サクソンの支配する世界を作るための道具として利

︑去って意に介せざる事も周知の事であり︑所謂反枢軸国家

たる古い蕊術品も戦略のためには平気で片っ端から爆盤し

用する以外には全然之を認めては居ないのであるから︑自

として味方の陣瞥に参加して居る圃々さへも︑只之を一ノン

国の利益のためには弊履の如く之を捨て去り︐時としては

リカ人自身も之を明瞭に認めて居る︒一鰐アメリーカは何の

各剛民に自主澗立を典へるためと世界に宣言した大西洋憲

必要があり︑何の目的を以て此の世界戦争を起したのか︑

章なるものが全然心に無い空念沸である事は︐アメリカが

ととろのあまりにも明白なる事賢である︒況や︑彼等が宣

故意に之を陥れ犠牲にする事は到る所現賞に兄せつ上ある

仰的に麓を肋まして誇漉しつ上ある如く︑反枢軸図の勝利

世界の弱小風家に封する腿辿の顕著蔵る事資から見て耐あ
る︒

まりに明々白々であって議論するさへ馬鹿々々しい事であ

彼等の暴力と抗争しつ上ある縦軸四に謝して如何なる枯置

特に今

を取るか︑其の残虐殆ど想像に絶するものがあらう︒今反

に此の戦争が経ったとすれば︑彼等が世界の諸図

に︑世界の大半を占有し︐其の民を腫迫搾取の封象として

枢軸剛に典蕪して居る風々と雌も︐アングロ・サクソン以

此の戦争が英図に取っては︐自闘民の豪蕃な生活のため

る新興圃家を打倒する事を企岡する戦争であり︐米圃とし

は火を贈るよりも明かである︒此の意味に於て︑もし彼等

外の民族は所謂猿兎捕へられて良狗煮らるの運命にある事

居る現状を何時までも維持するを目的とし︐其の障碍とな
てはｂ其の恵まれた天然賓源に依って圃力の充賞せ．るに恩

米英の死闘が始まる事が溌想せられる︐否既に其の一陪闘は

の夢想する如く︐猫逸を蕊し得たとすれば︑次にはソ聯封

おが

ひ昂り︑遂に世界を制睡して不常なる優越感に減足すると
であるに拘らず︑更に世界の富を澗占して︑止るを知らざ

同時に︑既に其の物的生活が世界の何れの圃民よりも豊か

附始せられて居るのである︒

要するに︐世界制覇と他民族の座辿搾取に依って自画民

る物慾を槽にせしめんとする野心から来て届るのである︒

て居るアングロ・サクソンをしてか共の勝利の夢を賓現せ

の止め度も底い蕃修慾を浦足せしむる事を唯一の目的とし

米英雨画が其の不義にして不遜︑不逢なる野心を達成する
手段としての戦争に勝つためには手段を押ばざる事は今更

しめたならば︐最早世界には正義もなく︑平和もなく︐ァ

とＬに論誼するまでも液い事である︒無事の民衆を殺傷す

る事は鉦を殺す程にも思って居ない所であり︑無償の至賓

一一
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り怒り刺iるす劉に焚食の斑悪

ングロ・サクソン以外の民族の幸禰と云ふものは絶封にあ

あると思ひ︑甘んじて古寧ろ喜んで此の試練を愛けり戦ひ

大業を完成するに堪ふる所の力を養はしむるための試練で

抜き勝ち抜かなければならぬ︒斯くして始めて我が帝国は

り得ない事を全世界の国民は明確に認識して居なければ獲
らぬ︒．

磯し給ひ誉々として此の帝悶の護展のために大御心を霊し

らざれぱ耐我が大覗の遠大にして肺聖なる御理想も︐之を

ンの貧埜の犠牲から解放せらる上事が出来るのである︒然

アメリカも他園の事には容隊せずと云って居り︑前者は断

給うた歴代天皇の御聖業も︑之を翼饗し奉って帝閣をして

存績し︐可憐なる亜細亜十億の民は悪鬼一ノングロ・サクソ

乎として之を賞現して居りながら︑後者︑即ち他園の事に

尚ほ︑アメリカが所謂モンロー主義を唱へて︐ァ〆リカ

は容嫁せぬと云って居る方は︐其の片影だも見せず︑否全

争のために流した多くの我が同胞の尊き血も．君国に捧げ

今日あらしめた幾百千億の吾々の岨先の努力も︐大東亜戦

の問題には他国をして一切掌容唆するを許さず︐其の代りに

とする不合理︑不遜︐倣岸な態度を見て怒髪︑冠を衝かざ

世界の事に臆つ端から干渉し︑自己の思ふが如く支配せん

立もすべて一場の夢と消え︑之等は翠げて︑我が大和民族

隆も中華民函の復興も︲ビルマの凋立もフィリッピンの濁

すべ．て徒爾になって経ふのである︒浦洲図の興

此の祁を思はざる利己的傍若無人のアング？サクソン

と共に融悪鬼米英の餌食となって滅び去る外はないのであ

た生命も

の憎むべき挑戦に封し︲我が園が大胆の掲げ給へる八紘篤

るものは痴呆か驚くべき無祁経でなければならぬ︒

字の御理想を奉催して︐光柴ある我が帝閏の存縦を刷り︐

ぬぱなら砲︒その怒りは肺の怒りである︒・耐の怒りに燃え

て貧埜厭く事を知らざる悪鬼米英の夢を砕かねばならぬ︒

ノる︒今国民は︐此の悪鬼米英の貧埜に︑一層の怒りに燃え

それは皇旭大屈︑歴代城に吾等の租先の毒に封し︐永遠に

亜細亜十億の民を︐米英の不法なる物慾負埜の犠牲となる
各々其の堵に安んぜしむるために敢然起ち上ったのが此の

綾く可憐なる子孫に封し︐日本に頼る亜細亜十億の民に封

事から救ひ︐寓邦をして各々其の所を得しめ︑寓民をして

である︒貝に正義の戦である︒同時に極めて困難なる大業

大東亜戦争である︒まさしく悪鬼の含埜に封する榊の怒り

して︐今日本圃民の荷負ふ所の刺聖なる義務である︒︵完︶

−

』

である︒大業なるが故に︒其の完成の前には幾多の難開が

あるのは営然である．現在︐園民が営面しつ上ある所の苦
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上

難や今後益々加重して来るであらう所の苦難は︑脚が此の

も

L
ー

り怒の紳るす調に埜食の臓悪

地 韮 の 場 昂 意 職

の進むにつれて︑国民綱力の緊張の蔭に︑何となく此の戦

意の昂揚に迩進せねばならぬやうな消極的な一面もあった

現にあるのである︒

資の不足であり︐一つは戦況の不安である︒後考が大きな

な戦意の後退︒明朗の消失が存する原因は︑一つは生活物

閣情の緊迫極めて念なる時︐我が園の杜愈相健かやう

のである︒否

﹁撃ちてし止まむ﹄の意気も︑﹁海行かば水漬くかぱい﹂の

原因となってゐることば︑最近に於ける蔓穆沖航空戦の大

河野省三

合唱も︑愛国行進曲の吹奏も︑何れも現時に於ける日本閣

習も隣組常含も︐ヒマ供出も清掃運動も︑望童疎開も職業

生産増弧も交通協力も︑貯蓄報園も白金壮行も︐防空演

ぬ黙である︒而して敗戦︐苦闘の続くと共に米英が愈々長

るところであり︐叉開係者の更に震く深く考慮せねばなら

る︒前者は此の非常時局に直面する剛民の最も堅忍を要す

期戦を策すべき今後の園情に照して・軍官民ますＩ︑留意

生薩の指導︐配給の工夫︑努力の適正等︑種々なる重要問

非常時に於ける生活の不便と物質の不足とに開しては︐

．ご一

の目標である︒之に封して︑北海や太平洋上の悲痛な報導

民の畳悟するところであり︑国家の遂行せねばならぬ絶封

る通りである︒それと同時に消我使用の噌みも︑亦深く考

題が一段の苦心努力を要書することは︐世上常に論議せられ

し刀克己し︐協力せねばならぬ問題である︒

の重なるにつれて︐圃民の戦意は血涙と共に昂揚しつ上あ

としての問題である︒言ひ換へれば︐従来．剛民生活の健

全にして堅賞なる訓練が行届いてゐなかったのが︑今日に

慮せられる必要がある︒結局それは閣民生活訓練の一方面

し︐甚だしきば︑敗戦気分さへ現はれるやうになった︒勿

一原因として老へられることも．決して不合理ではないと

於ける生活の不便を大きくし︑物質の不足を深くしてゐる

民の戦意は何となく緊張を峡き︐圃民生活は各方面に明朗

しい戦意の燦たるものもあった︒それにも拘はらす︑月日
夕

論︐畢徒の勤勢や雁徴戦士の努力や女子の挺身等︐目ざま

性を失ひつ聾ある傾向が著しい︒所謂︲戦意の低調を来た

る︒而も戦局苛烈を極め︑戦雲妖濡を増すに作なって︐国

鬼畜米英を倒し︐断じて勝ち抜かぬぱならぬことは︐園

を示すものである︒

聴向も︑海しく皆米英撃滅︑皇軍必勝に封する戦意の昂揚

戦果に感激した固民の心境についても想像することが出来

民の戦意の表現である︒而して戦意昂揚の力ともなりつ上

一

戦意昂揚の基地

《と

ある︒一︑

4

庁﹄

思ふのである︒而して此の事は戦意を昂揚する基礎的な力
として︑其の基地として︑正にその一翼たるに値すると信
ずるの で あ る ︒ 〃 ？

と親切と活用とを以て之を遇し︐叉杜曾生活に在っても︑

性格陶冶にとっても︑常に皇図の臣民として︑尚世界の指

導者とし再自ら︑気弧く感ずるやうに︑其の教養に迩進
し︐其の錬成を噂むととが必要である︒此の心椛こそ︐最

今や園内も戦場である︒随って図民は正に皆兵である︒

家庭に於ける電力の浪費︑有るに任せた︐晴みの無い食ひ

︑乗物に於ける座席の占有︑汽車の中の食べ物の不始末︐

老若男女︑その日常生活は悉くそのま上決戦生活に繋って

力に富む戦意となるのである︒

活の弧味と趣味とに封する無開心︑文化的修養と鰐育的錬

ゐる︒其の生活を等閑にしてはならぬと同時に︐其の努力

も力弧く翻時局を切り抜け︲非常時に堪へ得るところの底

職成２についての浅慮︐耐曾生活に於ける親切や協力友どに

を軽硯しては獲らぬ︒飛行機も戦力であれば健康も亦戦力

てをらいばならぬのであるが︐今日︑緊迫した時局に直面

在って夙に深く此の皇圃日本人としての生活訓練に努力し

なのであるｕ此のやう次雄深堅確な閏蓮の興隆には︑何を

久の平和が成立し︑臭道の定揚と日本文化の普及とが可能

って鼠を制する威力を世界に示さねばなら底い︒そこに恒
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方︑家の内の不整頓︲時間や秩序に封する無頓着︐精抑生

意ついての不熱心︑数へ来れば国民生活の訓練を要する方面

やうな信念と誠意とを以て︑我が儲錬に働み・虎世に心せ

である︒耕作も増産であれば親切も亦蛸症である︒否その

昂はなかノ︑に多いｃ一々その鉄賂の方面を列蕊したが︑そ
れは決して毛を吹いて傷を求めるものではなく︑全く我等
・場の常に目に鯛れ︑心を惹かれる短所であり弊風であって︑

ぬぱならぬ︒その昂悟と工夫と努力とに依ってや生活は訓

練され︑職春九化され︑而して底力ある戦力となって行くの

の我等各自も亦顧みて恐縮するところが少くないのである︒

基斯やうを生活上の訓練が不十分であるがために︑幾多の

し龍一一層︑員剥になって︑一室に在っても︑一家に在って

措いても︐日本画民が深く此の園鰐の精華を認識し︑皇函

昔は治に居て剛を忘れ歩と云うたが︲現代日本は治に在

である︒

も︐特に個人としても︑有ゆろ方面に封して躯ら生活の訓

臣民としての智徳の教養に封する自昂に徹底することが緊

てをるか︑敢へて想像するまでも底い︒私共は資は平時に

地迷惑が生じ︐戦力や輸送力や明朗さ蔵どがどの位阻害され

練に心身を晴むところが無ければならない︒つまらぬ物資

要である︒文化に於いて︑敦畢に於いて︲風習に於いて︑

夕

も時間の屑も難へて之を軽覗畦歩︒家具も心力もよく整頓

r
:
罰

ならない︒

力を以て︑決戦態勢に即膳し

朗︑堅質︒親切ｐ清美︐互に暗み︲共に励んで︐此の空

に︐逼進する必要を高調したいと思ふ︒忍耐︐協力︐明

機動的時局に挺身せねば

日本の時局の進展に件なふ︑偉大な使命である︒此の使命

低界的に優秀な指導的の立場を確立することは︑責に皇園

私は雄揮にして底力のある戦意の昂揚を最も堅賢な姿
に於吻で具現すべく︑速かに且つ力強く図民生派の訓練

る︒八紘一宇の理想を標傍し︑皇道精祁に蕊離した皇国日

ことに依って︑やがて︑負荷すべき歴史的必然の問題であ

本の営然遂行すべき仙界的使命であって︐賞に皇幽の図鰐

前の非常時局に封庭することが︑最も必要な今後の情勢

である︒閣内も戦場であり︑問接も亦直接であるｕ私共

に伴なふ封外的使命の完成である︒

は最も健全な生活を築きつ上︑最も堅責な戦意を昂揚せ

現代の時局は斯やうに偉大蔵理想を使命としつ上ある丘
の聖戦である︒皇国の臣民としては．此の聖戦を完遂する

難しとて打ち棄て置けり業さへも智ひ憤るれば易くやたり

ばＬにして

たむ山梨淵山本耕夫

耐陽蛎湯田久蒜

あつさにもはたさむさにもたへうるはおのつからなるなら

滋賓螺久保久一郎

刀鍛冶Ⅱ唖の腕のならはしに打ちこむ槌のくるひ通はす

禰島聯菅野三郎治

慣れぬれは子供も妻も典へらる坐紐を乏しと思はすなりぬ

若営よりよきにあしきに習慣となると恩へはゅるかせにす

な千葉聯兼坂盃太郎

まてもかはらぬものそ幼子につけしならはしょきもあ
し死いき
も山口聯矢田部典市

︵人︶幾年もつ上けて末つる習悩はう生れつきにもひとしかるら

ん山梨聯中津腿水

茨城聯蕗田香風

︵天︶よきにつしあしきにつけて年ふりしそのならはしはかへか
千葉蝶菅谷義太郎
︵地墾垂榊諏る徹かのくせの正されて又笑はる坐折もありけり

○十月兼題・雷慣

弘道歌園佐藤︲貢選

ねばならない︒︵完︶

信念に奮起せねぱなら厳い︒此のやうな使命と理想と墨悟

熱意に燃え︑此の使命を遂行すべく︲断乎米英を撃砕する
と莱塊と熱意を底力とし記︐常にその生活を訓練し︑性格
を陶冶して 最も雄揮堅賞な戦意の護揮と昂揚とに辿進す
べきである︒而してそれには心身雨面に亘る種々なる修錬
教養が切要なのである︒そこに皇圃日本人としての生活の
訓練が完成に進展して行くのである︒

今や時局は正に長期戦となり︑細力戦となり︑思想戦と
なり︐更に生活の決戦となりつ上ある︒心身一如︑畢行一

鰹︑智徳一致︐よく皇国日本の臣民として・典の修丈錬武
の生活︑園鵠の精華に相唯しい国民性格の陶冶に向って受
一大戦果である︒皇画臣民は此の信念︒此の意気︐此の努

悟と努力とを向けることが︲国家内外の戦場に蕊げられる
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は︐言ふまでもなく︐聖職としての大東亜戦争を完遂する

地基の場昂意職一

一

弘道座右之銘提唱
大阪支含

能勢天佑

︑誠信仁慈虚・侭過酒
八正直堅忍八淫供念怒
善勤勉剛毅戒貧慾妬忌

やうにして居る︒

之を左の如く清書して掛瀬の中に入れ柱に懸けて朝夕眼に鯛れる

ば︑人絡の修養が出来るであらうと深く感銘したるを以て︑早速

と思ふ︒吾人は毎日之を讃んで之を味うて︑自己反省をしたなら

此の八善八戒は誠に克く道徳賞行の根元を言ひ願はされてある

護行の修養賓典に掲げてある︒

て自己の品格を低め︑世に賎侮脈忌せらる上のであると︑弘道曾

自己の品位を高めて世に敬重せられ︑此の八戒を破ることによっ

之は曾祁西村先生の制定に蕊り諺此の八善を行ふことによって

誠信仁︑慈虚僑過酒
正直俄圭忍淫供葱怒︲
勤勉剛毅貫慾妬忌
廉潔節倹儒弱微慢．

八善八・戒

￨
室
曾
常
道
弘
I

廉潔節倹儒弱倣慢

弘道座右之銘七十翁天佑道人書

凡人の哀しさにはも較々もすれば八戒の中の一つや二つや或は

三つを破らんとするのである︑否破って了って後で後悔すること

度々である︒之ではならぬと大に勇気を出して厳守することに努

比較的に八善の方は八戒を守るよりは賛行し易いやうに老へら

力して居る︒

一分二分づ上でも賞行に近い行ひをして︑自己の精祁に愉快を感

れる︑ざは言へ之も凡人の哀しさ︑充分に賓行は出来ないながら

じて居る︒

道徳は口で言ふぼ易いが之を賞行するは中々至難である︒吾人

は此の八善八戒を座右の銘として柱に懸けて諺朝に夕に出る毎に

入る毎に眼に鯛れるやうにして︑四六時中︑注胤入念するに及ん

某日来客某之を見て之は善いことを書いてある︑僕に一枚書い

で︑確かに其の効果の翠るを自得したと信ずるのである︒・

てくれと言ふ︒お易い御用と書いてやった謬又一人所望する又宇

いて贈ることも八善の中の仁慈の一且を賀行することとして︑之

人又一人と既に数十枚拙筆を揮って之を寄贈した︒吾人は之を書

からは大に之を希望する人に書いて寄贈したいと思うて居る︒︵希

望の方には無料にて︶︵吾人の住所は大阪市西成瞳松原通三ノ五︶

一句

− 1 0 −

弘

滞 這
倉
宝

」
一 一

「

高等ラジオ技術講習倉記事
︵九月二十八日於本命講堂︶

◎第二十四同修業護書授興式

︑高等ラジオ技術講習金川第二十四回本科修業式は︑九月二十八日
午後六時十五分より本愈誰堂に於て開催せり︒今挙年は盛夏七月
六日開講︑此の三ケ月川は虞に一年の酷署期であり︑然も時局緊辿

下も徴用篭唯召の頒繁なる折ではあり︑講習生の修業は容易でな
・ くむ又落着かざる中を︑時局○軍大性に鑑みて︑よく努力され︑
誌掻雪の功を積まれたるは敬意を表せざるを得ない︒

も和やかな式を閉づ︒時に七時半であった︒修業生は此の恩師も

朗讃あり︑かくて贋江主事の褒肇にて聖謙蕗歳を三唱し雄瀦裡侭

共の美果を収めんことを所り門出を我々は脱して送るのみ︒

此の朋友と別れを惜しみつ上も︑時局下一日を忽にせられぬ無線
科挙への御奉公に心を燃やして散念した事であった︒諸君が聴て

策二毛迂回の開講式は︑十月五日午後六

Ｏ第二十五回開購式︵十月五日於本倉講堂︶

高等ラジオ技術講習会

る事は何たる幸であらう︒素より電波兵器が此の大戦に花形とし

時五十分より雛堂にて開く︒此の重大時局下に誰なく綾識し得ら

鉦識趨稚垂雄蹄裸秤岬銅麺維嘩稚癖躍卵浄鍛嘩逃銅鐸耀岬嘩馳隷幽

定刻景山愈計主任司含の下に︑・固民儀潅︑剛歌奉唱＄庚江主事の

得るは寅務軍大なると共に河に幸とする所である︒︐

入畢生に本誌智の一母盤たる本禽の歴史︑及誰習含の使命とする

教育に淵する勅語の奉讃ありも次で庇江主事は本命を代表して新

所の趣旨を述べ︑戦時下重大なる今日瑚蕊業を綾けらる坐幸を感
謝して侭刺なる研究を要望して海告とし︑ラジオ普及同志曾を代

表して大井教職理事は︑教務に開して趣旨及び諸注意を述ぺ︑決

を塞げて研識を稜まれんことを切望する所あり︑斯くて七時半式

戦下飛波兵機の重要性に鐙み︑無線科畢報図の意義に燃えて全力

を閉ぢた︒時局下雁召︑徴用はあり︑並み他各自職域多端の折で

竿か今日容易ならぬ折にも拘らず︑置剥なる入畢生多吸を迎へた

ある一方︑講習命欝局としても賛材︑教職員等意の如くならざる

る決意を以てせねばならぬことを痛感するばかりである︒︵完︶

ことは誠に幸とする所であって︑之に報いるべくは典の変を畢ぐ
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例により景山愈計主任の司命にて︑図民儀濯の後図歌を奉唱諺

習次で庚江主事の教育に閥する勅語の奉讃あり︑それより庚江主事
により修業生六十八名の総代山脇千尋君に修業誰譜Ｉをも叉本科合
含桁試験合桁者十一．二名の代表として合格読書を同じく山脇千尋君に

授奥する所あり︑終て本含を代表して庚江主事は︑諦告として修

記業生の努力に敬意を表じて修業を祝し︑畔局下よく困難に堪へる
ことによって厘倒ある人間となるが如くも間家も亦同様此の図難

事を乗切ることにより始めて立派なものたり得る所以を述べ︑直面
せる此の危殆を乗切る意気昂揚を彊訓し︑次でラジオ普及同志倉
を代表して大井教務理事は︑・環境の如何なる中にあっても心の持
活の必要を説き︑虞の幸耐の意義を述ぺて︑現下の我為はまだ？︑

方一つで平和な心︑幸肺感も得られるとし︑何誹にも感謝しての生

難有営生活であって︑よろしく感謝し幸輔を感ぜねばならぬ所以
を説き︑此の心境にして始めて虞の御奉公も出来︑完勝することも
出来るし︑飽迄焔勝つ自信と不屈の意気なき所に必勝はなしと絶

叫して修業生に諒告せり︒それより修業生総代山脇千尋君の答辞

１１
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弘道歌園
佐藤貢選
︵九月余題・露底遥︶

露を重み萩も尾花もすゑふして高くきこゅ

ふく髄をやめて聞きけり露深きくさむらも

八千車もつゅの底なる秋の野に難寒けにも

︲○派烏螺湯田久毒

露やとす草葉に月の輝きて通ちよを夜とな

錨そなくなる

明けてなほ鋤曾音すなり浅茅生の鱒ふみこ

．○埼玉螺市村黄花

露深き浅茅か脈をさまよへはわれまつ雄の

ぼす人したけれは︒

物思ふ袖もぬらしぬ露ふかき草葉のかけに

○宇都宮市土屋頑蔵

夜はふけて露おきそふる草むらに塁はおも

おく露に月もやとりてなく錨のこゑさやか

○茨城螺長沼成美

鳴く錨の吾に

露おきて風も身にしむ夕まくれ庭の章村雄

なり庭の草むら

はたに蕪れて露ふみ蹄へるかた野迩みきに

○千葉螺高石続一

おき渡す露や草ぱにみちぬらむ錘のなく昔

注に松錨のなく

人卓埼玉螺石川奈美子

のなくなり

人千葉螺兼坂秀撤

ひの瑛坐になくなり

人東京都工藤花子

蕊しきりなり

人禰烏螺菅野三郎流

きそめにけり

地茨城螺蕗田香風

る上鈴趣の盤

○山梨螺中津麗水

しかりける

露ふか営秋の夕に鳴く蝿の犀きく時そさひ

○・茨城螺慶野庄作

より錘のたくらむ

しめやかにきこゆるみれぱ八千草の露の底

○新潟際波多良介

り

る猫の蕊かな

天茨城螺長沼成信

タ

もたかくきこゆる

○東京都工藤哲英

ぐらにすたく錨の吾

一老の身のねさめかちなる夜はふけて露のね

︑○茨城聯蕗田誠一

蕊かな

露毎に月輝ける草葉より蕊くなり行く温の

○松江市成瀬器太郎

月をふみかへり路いそぐ夕まくれ雄の一音滋

○岡山螺赤枝小大治

し露の草村

都いてひなにきつれは露しけ誉をはきの下

︲″︲

︲Ｉ︲！︲１１︲︲１︐１︐１︲値︲″！

に松雄のなく

○十一月兼題初霜

埼玉聯石川奈美子

︵天︶朝かぼのかれたるつるにみし露もけさ

初霜とおきかはりけり

山梨螺中津麗水

︵地︶草葉には置くとも見えぬ初霜をけさ庭

石の上に知るかな

︵人︶木枯はいつしかやみて山畑にうすくお

きたり今朝の初霜一．

千葉螺本城巳之助
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弘道俳壇

９

＠秀逸

東子選

白衣兵に交り句作や蝉時雨

東京徐

今Ⅱも亦蝶の集り来ぬ金糸桃

◇雑詠

肌脆いで樟さす沼の小舟かな
肌脱いで今冊も働く野良仕那
肌脱いで鍬さげ戻る畦の迩
肌晩いて煙草をふかす木蔭かな
肌ぬげば腕の入墨鮮やかに
肌晩いて乳やる母に樹隆哉
汁肌をぬいで捲きぬ瓜の龍
肌脆の男同士の集る夕べ
肌脆きて挺身隊の早背取
肌晩の錬成嬢槌列ぴ立つ
脱ぎ肌を牧めて成催を正し立つ
片肌を入れて出てゆく小路哉
群報に肌脱ぎはやも砂運ぶ
肌晩の婆を壁に夕月夜
維先に肌脱ぐ人や爪を切る
肌脈いで孫に見せけり力浦
薬蜜脱肌いて樹下に憩ひをり
夕伽あと肌股営乍ら庭に立つ
肌脱いで背町の風に向ひ立つ
肌脆いて納屋に臼挽く乙女かな
肌脆いでしばし待ちけり土川灸
開墾やもろ肌脆ぎの畢徒隊
鉢巷で肌脱ぐ鬼等ｏ列走均
肌脱ぎの朝まだき堀る熔二壕

◇肌脱

1

・箆引く厨の窓や青風

水打って夕伽の卓に向ひ座す脊義

夕立の噛れて円倣る窓附子松堂
今脊また葬石の昔や青簾奈美子

汗の肌や坐牧まりし木蔭かな佳香
開塞や木蔭にしばし識権する萱堂

透り来て青田に帽子打ち振りぬ形堂
押し寄する鬼を脱みつ雲の峯たくみ

暑き町辻に並ぴて煙草買ふ三灯

湖にⅡ傘のかげのうつりけり・一誠

一包み分けて桃ひし新茶かな脊我
蜘妹の粟にか坐る小峰や夕涼椿堂

喜雨州きて眠る旅倣の夜中かな吾山

追憶の話説きざり魂まつり祷堂

行軍の兵に術へぬ接待氷雁・所

只濁り住む堂守や百Ⅱ紅佳香

庭の木の枝に下れる蒔瓜かな・松風．

木下影嬢徒ねぎらう萎湯かな経子

疎開の子瞳あつめしトー︑トかな徐風

岬昨雨木蔭に見ゆる釣潅床無弼生

︒旭束子

掩蓋の松葉牡丹や待避壕一吾山

雲●の峰貫き去りぬ哨戒機

︵壌亜集回疎開︶

疎開の子列つくり来ぬ青田道

○課題︵一人十句以内︶

◇蕎萎の花秋季雑詠十月五Ｎ限

◇夜長秋季雑詠十一月五日限

◇冬季雑詠十二月五日限
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供木を運ぶ畢徒や肌を脱ぐ

禰岡棒
洗濯 を 了 り て し ば し 肌 を 脱 ぐ

千葉経
鍬置いて風吹く樹下に脱を肌ぐ

同碧

夏の川附け放ちたる庚間かな

同華円
藻の花や波なき湖の明け初むる

・松江形
早し て 白 き 田 の 面 や 蟻 の 道

滋賓萱
肌脱 ぎ の 畢 徒 奉 仕 や 熔 鍍 嘘 ↓

堂人

I

愛知︐吾

吾佳た奈無糎松碧松経無一佳蓋椿逸菩三た徐松礁奈形
， 〈 美 潟 潟 〈 美
山呑み子生子風山風子生誠香．堂堂人一義汀み風堂所子堂
松逸
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堂
子
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本含堂報
て七時半散倉登り︒

△九月二十七Ｎ評議員石井豊七郎氏逝去︒
享年七十有三・氏は宮城・長崎等の控訴院長

を歴任され︑着に志篤く︑人格者として知

△九月十八日午後二時より本愈に終て興亜
這徳研究倉幹事念を開き︑吉田副委員長︑庚

力され又興亜遺徳研究背の委員として識力

△十月十四日前山形螺飽海支曾長菊池秀言

肝究含幹事命を開催︑各幹事出席協議す︒

として霊力さる上事約五十年︑．功努多大な

師老衰のため逝去︑享年九十歳︑氏は支曾長

るものあり︑人格単識共に勝れ︑東北地方に

夙に知らる上所︑本間家菩提寺深祁寺住職
として法界に亀誰力多大なりしを惜む︑十

ちる︒多年本愈々員として評議員として垂
されしを哀悼に堪へず諺↑本命を代表して庚

の意を表せり︒

八Ｈ葬儀には本脅より弔鮮を塗り以て哀悼

去る十一日の委員命に於ける協議の際の意

意を表せり︒

△十月二日午後二時より興亜道徳研究含幹

江主事九月二十九日寵前に香料を供へ︑弔

江主事︑林調礎嘱託︑荊田編群員竿出席︑

見を参考にして﹁質問書ろ頚目其の他を一

△九月十八日慶江主事は東京都教化悶鐙聯

事愈を開く︑庚江主事︑林蝿託︑割田編輯

せり︒

△十月二十日より殿日間吉田副倉長には所
用のため東北地方に出眼さる︒
△散協賛命賦荒川五郎氏嗣子蕊介氏にはも
先考の裁志により七七忌に際し本含に金参
百剛の御寄附を恭ふせり︒御厚情を感謝す
△十月二十五間午後三時より華族念館に於
て本命興亜迩徳研究含篭三回の調査委員合
を開催︑報告︑協議の後︑宮内省御用掛乃
外務大東亜雨宥喝託元総領事林出謙次郎氏
の識演を聴き︑夕食を共にし午後七吟散含

△十月二十六冊文部省主催にても文部大臣
官邸に文化教化に蝿する三十圃橿の含合あ
り︒銃後の思想問題の重要性に鑑み︑藤野

一次官の挨拶後︑﹁決戦下固民教化に開する根

本目標及具彊的方策﹂について懇談する所
あり︑本含より庚江主事出席せり︒
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令翻騨鳶霊鴫
／

曾合倉理事倉に岡席せり︒

鉄席︶

貝等出席種を協議せり︒︵吉田副委員長差支

△十月五冊午後六時十五分より高等ラジオ

△九月二十五日︵定日︶午前九昨半より本命

技術講習称策二十五脚開講式を畢行︑鯛民

に澱て興亜道徳研究含幹事念を開き吉田副
案の審議等をなし︑十一時散命せり︒

蕊委員長︑割田編韓員出席質問書の解説書草

儀濯︑廟歌奉唱︑勅語奉讃謬誇告等あり︑

△十月九Ｈ午後二時より本念に興亜逝徳研

午後七時牛散愈せり︒

報↓△九月二十六日東京都教化圃燈聯合倉にて
は理事念を開催︑本含庚江主事理事として
グ

△九月二千八日午後六時半より本命館講堂

出席せり︒

事も林調奔嘱託︑割田編斡員出席︐協議せり︒

究合幹事命を開き︑吉田副委員長乃庚江主
△十月十一日午後四時より華族含館に本曾

に於て高等ラジオ技術講習含本科第二十四
︑岡の修業護書授輿式を畢行も圃民儀濯鍵修業

理事倉を開き軍要事頚を審議する所ありた
△十月十六日午後二時より本含に興亜滋徳

れソ︒

護書授興の後や勅語奉談雲．本曾代表庚江主

事ラジオ普及同志命代表大井教務理事の諭
︑

告︑卒業生総代の答鮮あり︑寓歳を三唱し

〆

､

【

支含業報
○豊岡支曾報告
五月三十一日午後二時︑第二百五間常含︒
繁町支愈長﹃忙中言．小閑を倫み︑修養と

研究とに宛てるは要用と信じ泌拙宅鰯漢庵

．田代東三郎君に新任を願った︒﹄

一に催ふした︒常任幹事新井政快君は諺居村
支に韓勤のため︑しばし︑休養していただき
円代幹率﹃よろしく︒﹄

倉二州是亦王巨人勤王誰不レ誰冥精紳一
我君菟罪震有し政臣民遥下窺二京信一
蕊昨到二新陽一憾レ無し功官漉叢生未し知し春
淋間も笠痕雄勤也︒丙寅は慶膳一︑一年︒松

丙寅歳旦有感松菊

榎本武揚子が罰明治七年︑・露漢翁のために

報菊は握州萩藩士木戸孝允也︒繁川家の姻戚

Ｌ匝
群雲館に開く︒中島幸太郎氏︵金子村︶中
島渡平次氏︵飯能町︶の初参加あり︒倉誌五
近江神宮第三同祁前講義︵六月干剛︶に出

月盤泊翁訓研織︒

︑

出席者融繁阿武平︑抜井牛内︑諸井宗卒

認漢庵に︒

河東田敦美も平野常造︑高篠彦平︑繁田四

郎︑中島幸太郎︑田代東三郎︑繁田登臭い

支含長より本愈総命報告︑河東田氏より

北田伊典︑外支稗員︒

氏より町治と世祁︑平野氏より井遥随感集︑

祁代文字談︑諸井氏より古典の研究も抜井

﹇封建の世も郷邑に於てや暦響の要川のも

演の鈴木緬闘氏の識淡﹃大津諭と暦﹄ｌ
のが三つあった︒祁宮は戸籍記入のため︑

高篠氏より安岡正篤氏︑中舟氏より榊産拒
導纂等の鍍表あり諺股阜裡唱五時︑庵を

程門は御符凌行のため︑醤︾師は薬価納受の

の護行椛を押敗したので︑伊勢抑暦入手の

ため︒しかし︑徳川幕府は︑京都御所の暦

木立多営庭園の蝉時雨︑降るやうに家を

僻しつ・

東海逆は︑近江八景を終っても大津が簸後

困難から︑釜圃的に伊勢参宮が流行した︒

達り︑肌治天皇御駐蝿の間は︑側感りを知
らぬ涼しさなり︒重鎮も環に揃へど 銀裳
の宿場である︒声︶の維騨に︑参宮人の切願

を満たす寄紫が案川された︒一年間の月の

一抹の哀愁を呼募︒繊霊︑狭山が琴を離れ

雲髪煙せて鶴の如き巨人なくもすずろに︑

吟噸に暇託して記憶したものとである︒前

に︑秋意の動くを見ずや︒

て︑西へ流れぬ︒はためく一本の穂すすき

大小をも縛議に寓意して表現するものと︑

鵬である︒﹄

者が大津約の起源でも後者が大津絢節の濫

昭和拾九年九月二十三Ｈ︑岡本弘道命豊

逼悼之僻

Ｏ盟岡支含報告

岡支含彊繁阿武平︑哀を街み︑誠を致し︑

参究三時間牛︒五時三十分閉愈︒↑

｜支愈長邸群雲館に催ふす︒倉誌六月鑑の

鼓に恭しく︑故支含員高根信麿先生の祁魂

蒋来せりと︒三時牛形栖開氏をたる﹃平山

泊翁先生訓を平野評議員より講説︒繁田四

七月三十日︑午後一時︒第二百七何常命︒

郎も鈴木二氏の感想溌表あり︑金蘭帖に記

先生は画文久三年七月六日︑高麗郡田木

に白す︒

八月三十日午後二時診第二百八個常曾︒

念の寄せ書を行ひつ四時散森︒

藤江先生の鱒屑を手徳ひ︑錘うｌ﹄と．
弘猶四月雌の泊翁先生訓様計︒
抜井副支倉長冒﹂のつどひに加はると泌
俗塵を洗ひ落し︑せいせいする︒﹄
六月二十七日午枝二時︑第二百六回附倉︒

．午後六時閉含︑研修四時間︑稀有の事也︒
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兇︐なにかせんや﹄と︒蝋岡支命削企さる︒

魂を肥ると爾か云ふ︒鳴呼︑互星地に頚ち

乃ち︑先生の初彼岸念に臨み︑徳を頚し魁

探っ

迩家のゆゑもありけむ・三十一年︲郷朋塩

かな︒術はくぱ︑来たり饗けよ・

あの雅致亦た仰ぐぶからず︒それ︑悲しい

う当人生に貴ぶは．信仰と成徳なり

世系北野氏︑先君．現姓に改む︒幼名は兵
庫︑迩稀は信麿︐明治十二年丈単坤士井上

川村田雨氏を伸ひう来たり投ず︒そもそも
先生︑そと諮腕といへども諺うちに鯨皇敬

郷に瓜灸の蕊をあげぬ︒父玉木︒母由岐︒

て十二︑常時武蔵野随一の碩峰諺青梅町の

頼閏氏に賜はり良木ともいふ・同七年甫め

神の念烈烈燃ゅ︒爾来っ含旨の惨弘県風

提到らずものち乃灰かに︑これを聞けり︒

覗史祷藤腫折余に猫を執り皇漢峰を催む︒

ず︒戦時下心計報︑近きにとどめて︑遠き

海淵五菱葛妙畢技大いに進む︒十一年︑故

俗の獣改に︲思想の洞究に︑道徳の盟交に

てもって範となすに任へずんぱｂ大言心才

山に踊り耐勤皇討幕の志士︑毛呂村の権田

校に於て餅支含評議員念を開含せり︒先づ

令の場合には共の次のⅡ曜側に開命するこ

先生︑淵雅の票能く信頼栗まり︑蒲誕の

して逝かる︒享年八十又二︒贈り名して諺

し診倶に了ること常の如し︒時儀も忽然と

先生︑華年六月七側︑家人に午飼を促が

午後時事談に時を移し三時閉倉せり︒

もなし念議を維了もかくて中食を共にｌも

とをも特に決議し︑更に倉員募集の申合を

て開倉することを決定すも但し寓一警報壷

と︑術若しそれにても替報解除なき場合は

昭和十九年九月二十三日︑脚代村図民畢

へ妊みを︒功績を多とし︑徳川命長より︑

ぐ倉員を擁し︑一時︑高萩支倉潤立の議さ

午前十一時開含⑮支含長より諸般の報告あ
りて命議に入りも即ち支倉秋季総含期日は

Ｏ東部支含報告

Ⅱ本弘逝含豊岡支命長繁田武平

昭和十九年九月二十三側

て一鑑亡ぶ尖︒この操守復た蕊くべからず︒

支面助氏の偲傭歌介の無骨を慕ひて七月これ

教化の透通に︑常愈の振起に︑同士の披及
にも馳意鰐身四十七閲歳なり︒挫岡町に次

智ふ︒十一月諺父の残に遇ひ︑先生も愁容
倉悲捕 年を跨ぐ︒母︑劇働〃慈訓︑﹁傷みに

し諺儀技あり︒輿到るや諺？句生まれ謬歌錘

昭和七年︑感妖を鯛らる︒先生︑稚刷と焼

十一月二十六Ⅱ︑本倉より読師の派遣を得

に師事診警咳に接しっ上も詞章及び祭式を

弧ちてょ︑門望を徹すな﹄と︒漸人︑先生

しり︑詩韓げ出づ︒而も一管の筆は躍動し
て︑芳動優腕の鎚狼美形を成す︒尺紺寸紙
人霧うて︑これを珍識せざるはなし︒篤胤

■

梨方寸のうち︑桃として妙悟あるを謡ゅ︒十
．二年三月︑紹ぎ︑高根祁祇洞掌たり︒蓋し
報代と徳ふ︒時に歳十七︒昭和十四年五月退

暗遷職化︑見るべきたり︒

門の高弟虞指翁や．大西郷の知己椛田氏の

性常に浦任完たし︒身を持するも言を裏み

﹃いづたちぱなたらじれのおぢ︵巌燈足根

世世も祁宵をもって鳴る︒先生に至り十九

征ほか十三に及ぺり︒

く︒在聡六十一年なり︒兼務︑§螺祇旋瀬祁

無期延期とすることとした︒而して総命営
日は︑含貝各自排餅を持参して参念するこ

行に昂む︒ここを＄って︑邑務に力を鑑し

老翁Ｅといふ・その立志や︑・その維濡や謬

ノ

れ諺祁祇に職を奉じて裳望益営加はる・

⑧

予の家巌に妨挑たるをみつ驚かずんぱあら

︲て成果繋がり︑産業に智を傾けて効絞著は
夙昔︑志を立てて︑先生︑秘かに懐ふや
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編輯後記・
△別衷含告の如く刀本銃は十一月・十二
月の合併鑑として編枇した次第である︒
年末の多忙期とて止むを得ぬことと御諒
承を願ふ次第である︒
△先づ謹んで明治節及大正天皇祭を迎へ
奉りて止み難き微衷を棒ぐ︒

弘道責漬︵税込︶一冊金参拾鑑也

一ヶ年含賓金参同一

弘道倉入含手績

I

六銭封入の方に送付す︒

一ケ年愈我金参側を排込み入念の手績を
とること︒脅貝には雑誌弘滋を無料配布
する外に極々の特典あり︑規則書は郵券

○本誌庚告の件については砂

△本溌は戦局愈々緊辿しも一大決戦の機
熟するの時もいやが上にも図民の戦意を
昂揚して︑一億の蒲刈を確乎不抜のもの
たらしめねばならぬことを捕感しも此の
鮎を中心に編輯したのであるが︑蒲原も

昭和十九年十一月汁八日印刷納本

御自愛の上よき御越年を派る︒︵編者︶

深く期して此の年を回顧して忘れむか︑

割田斧二

振替口座火京四三一七番
日本出版介曾風番溌三一五一三四

砿話九段九番

確認蝿日本弘道曾

一東京都祁田腫西祁田二丁目一恭地

印刷所︵東京四︶密画窪狸出睡拝式擢尉霊

東京都牛込腫西五軒町五十二番地

印刷人白井蕨．吉

東京都牛込腫西五軒町五十二芥地

壷行兼
編輯人

東京都祁田唾西祁田二丁目一番地

本倉編韓部へ御祁談を乞ふ︒

河野雨輝士より適切なる玉稿をⅨいて巻

昭和十九年十二月一日畿行
容二倍に膳はしいものとたった︒雨先生

頭を飾り得た鞭は何よりで諺合併雛は内
に感謝の意を表す︒

△減頁の一途とて丈苑は十・十一・千二月

三ヶ月不掲載となったが︒本漉に釜部は
不可能とて其の一部を以てして︑術獲除
のものは埋草としてな一るぺく遡交と掲げ

たいと思ってゐる︒来る一月鑑よりは新
しく丈苑を一頁として峡くことなく掲げ

ｉ

たいと期して居る︒︲御諒承を乞ふめ

丈堅陣士宇野哲・人

△昭和十九年を送る︑来るべき新年をと

１１１

￨

１梶噸偶峰女蝉確樺ＩＦ蝿個髭鐘

東洋大畢教授鹿島李三郎

口諮議

財務監督石坂泰三

財務監督子侭漉津敬三

口監事

主事庚江万次郎

勝議文翠揮士吉田静致

諮識法畢博士松井茂

副含長文堅博士吉田熊次

含長伯欝堀田正恒

ロ理§事

錘蝿日本弘道倉職員

1
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側本で封建咋代の武士の敦背と云ふものは精抑の教育であったので心其唯代の教育は締岬ばかりで物愛の荷と云ふと一

とには目を着けなかったのでござり裳する︒武士を除いてあとの農工商と云ふものは別に教育と云ふものを施さなかつ一一
た︒然れども農工商の三民とても悪に這入る者は数が少ない︒又稀に農工商の中に精神が逆だ責を人もありて大名を成一

した人もある︒然るに維新以来此教育ではならぬと云ふに依って四民同一の教育を受けることになって蒜椎であった・て一

始めの教育は唯物質の方にぱかり固って仕舞ったのでごさい宝す︒併し段々に大勢が気が着いて・それも改って参って

結棒ではあったが︒最初封建時代に物質のことに目を着けず︑精抑の教育ばかりを致した共反動力として心維新以来の一

二十三年に諸君の御存知の聖勅が下って是が定つたる後は動これに擦って教育いたして参るから︑此の教育界だけは

う云ふものは教育征愈とは又自ら別でございます︒教育施愈は二十三年？聖勅を奉じて日本人民の批徳は斯の如き趣

安心のものでございます︑即ち総紳の教育も十分柵来やうと恩ふ︒然る所変此外の祇命即ち政治界法律界変業界Ｉ新一

坐云ふ聖勅が下っても像り頭に感じ圭せぬ可愛に自分の締紳を定泌ると云ふことは先づ致さない︒唯物質の耐を求め

意を以て修めなければならぬと云ふことを知って孜々としてそれを奉じて居りますがも政治界法律界変業界の方ではあ

て居る︒今Ｈ政治界法律界笈業界と云ふ三つの征倉に肝図甲の勢力の弧い性の中に働きのある者が教育界よりは多数に
今日は世の中に紳士と云ふ字が燭来て居る

是れは御承知の通り英国のゼントルメンと云ふ字の錬課であるさうでござ

這入って居るも教育界に這入って居る人は人間は正直で善い人であるが魁働きは此政治界又淀業界の人には及ばない︒

ります︒是れは支那で申す君子と申す字と耐様であるさうでございます︒君子と申せば徳もあり位もある人でございま・

す︒西洋のゼントルメンと云ふのち位もあり徳もある人で諺風俗も風儀も宜い人を言ふのださうでござｒ裏す︒ところ
が日本のゼントルメン即ち紳士といふものはも釜く名焚祁反して或は米祁場をするとか博突をするとか︑衣服を分外に一一

奇麗に飾るとかつ或は遊里に入って放蕩をするとかでなければ紳士とは云はれない︒斯ふ云ふま︶とに令はなって仕舞つ￥

す︒腐敗しないと云ふ人もあるかも知りませぬが︑筆者流から即ち遊徳から見ては統祁が腐敗して居る︒精祁の腐敗し

たです︒さうして此人が今日副本の大部分に於て勢力が弱い︒大部分に於て勢力の弱い人が其精祁が腐敗して勝るので−

て居る人が勢を持って居る︒敦育家は精神は確であるが勢力が弱い︒其上教育界中に精祁の修め方を閥いて居るものが

まだあるといふこう云ふ課でございます︒︵明治三十一年七月二日四谷部倉講演︶

写
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