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ときは其園の妖態如何ん︐今暇りに其妖態をまき附さんに︐官吏は賄賂
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或人間．画民の道徳衰替するときは︑共闘は必ず危蹴滅亡する者なる
か答︐国民道徳を失ふときは︑其函必ず危飢滅亡すべきの道理ありて︐

j

墓髪も存在せざるなり︒試みに本邦今日の祇曾状態を見よ︐決し暮庇の
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に背くは己が不知より起ることにして︲若しナーを知れば画或は過を改む
るととあればなり︒其二以下は︐共に悪道に沈没して復に枚ふくからざ
浦岨岨る者なれば︐其罪何れも第一の者より重しと雌も・第二第三は其悪己が

司蕊瀞凝議騨嬢緊覇鱗溌溌

の所謂欲下正二人心一息二邪読︾距二破行一放二淫乱一以承中三聖者上とは︐亦此一一

罪なるべし︒本邦今日の映態を見るに︐第一の考固より多くして弟凹の
者も亦少なからす︐此邪説を破らすん鐘︐道徳の伸張する期なし︐孟子

の如き之とを言ひたる蔵るべし︒︵肪治十九年︶一
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昭和二十年の新年を迎島
肇園いと古くして命運常に新らしきは箕に我が帝閏の
本質である︒而して其の様委をぱ正しく此の輝かしき新
年の蚕に終て知るが如し︑慶変なきを得ない︒

銭に大東亜戦争名第四年目を迎ふ︑素より過去三ヶ年
も一億総力を結集して唯敵盤滅への努力一途に外ならざ
りしが諺併し此の四年目こそはむ更に努力を倍蕊して十
の力をぱ十二となし︑不可能蛤可能ならしむる超全力の

○

人類が動物と唾別されて価値を尊弐る上所以は︑人の

道を重んじ之が通を責賎する所に存す︒然るに大東亜戦

争に示す彼等を堀よ！平時の侭装を曝露して︑戦の道

又従園園民を激戦には先立たせる︑或は在認邦人の非道

を無頑し謬或は病院船を攻撃し︑或は非戦闘員を盲爆し︑

なる取扱ひ︑我が蹄兵の遼骨を弄する等々も人たらざる

行偽を平然と敢て鰐す︒鬼畜と言はる上は蓋し営然であ

る︒畜性なればこそ我慾を浦す本能以外に戦争の目的は

ない筈である︒平常何と言はうと︑事ある時人間の虞相

は曝露す︒今彼等こそ正しく﹁化物の正盤見たり枯尾花﹂

で︑白壁に撞相を晒せば︑変は侭装人間の正鰹は鬼畜だ

ったのである︒今となってはも職かさるＬなく諺世界人

類圏より葬り去らねばならぬ︒葬り去るとは如何！撃

滅即ち之である︒現下の決戦は責に世界をして尊き人類

の天函たらしむるかも勝下劣なる鬼畜の闘争場たらしむ

るかの分岐黙である︒我々の聖戦に死力忽識す所以は此

の如く︑明痔白冷たる所︑断じて華たざるぺからずも降

って鬼畜たり得ず︑死すとも無窮に人間と生れて人麺の

矯めに壷さむのみ︒而して侭装人間の鬼畜を教導して虞

の人間たらしめむ︒それ蚤で脚龍迄も盤たむ哉︒
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資現が営然要求さるぺきである︒過去一切の箱算職であ
り決戦を期すぺき年であるからである︒
凡そ戦争は園家・国民が奮闘努力の限りを謎すととに一

外ならず︑今敵米英等に見てもつ彼の誇る物溌の生産に〃
しろ︑蒋又烏濡しくも皇図に恐れず立向ふ盲蛇の勇にし
ろ︑彼にしては彼縄力必至の努力と認めざるを得ず︑果
して然らば心肇閏の大理想愛現を期し︑又東亜十億の信
に優る全力の淡揮は常然であって︑物簸も科挙も勿論の

頼を一身に撫ひて必勝者たるべき我々としては︑敵ど＄
こと︑殊に三千年の惇統に輝く寓邦無比の日本魂をぱ更
に錬磨して賃侭の褒揮に総努力を傾け︑以て世界人類の
上に其の光を箕蓋する最貴の努力に迄及ばねばならぬ︒

かくしてのみ必勝と各閣心服の恒久平和はあるぺしと信
はむのみ︒

ず︒弦に新年を迎へて心も力も新らしく唯此の畳悟を誓一

陸

年十二和昭道弘

読一十三百六第
読 月 一

刊創月四年三十治明

h

〜 一

あ義造もに争戦
ﾛ

戦争にも道義あり

一ｊ

一︵現戦争に於て米圃人の道義無覗の由来を探る︶

もなく他を愛し他を慾れむ感情︑他を敬ひ他を尊ぶ感傭︐

他の恩に感じ他の悪に謝する感情︐悪を悪として之を悪み

一

罪を罪として織悔し悔悟まる感情．醜を醜とし︑恥を恥と

して認知する廉恥の感情等である︒斯様な道徳感情を修養

陶冶すれば人は善に向ひ脚に接近し得るのである︒日本人

米園は園際間の道義を無硯して我病院船を撃沈し・既に

る感情は自然に放任すれば放難に流れて人は禽獣に近くな

そしてその慾望感情即ち衣食︲財貨︐権勢等を得んとす

は即ちこれだ︒．

十五回に及んでゐる︒叉ヴァチカンの日本公使館に兵士を

これ等慾望感情に少しも節度を加へ歩野放畜に放縦に委し

るから︑斯様な感情は節制を加へなければならぬ︒然るに

て護伸蔓延せしめて居るのがアメリカ人である︒

今試みにこれ等の感情に開して日本人と米閣人との異な

違反し︐その他奮圃際法の規定を燥踊するに封してのみ篇

言ふ迄もない︶を操返してゐるのは？米国が赤十字篠約に

も及ばざる所である︒

知らないのである︒特に孝行と云ふことは彼等の全く思ひ

無い︒互譲の精祁が無い︒随て謙遜などといふことは全く

概してアメリカ人には謝恩の感じがない︒忠義の観念が

るものの内︐その重なるもののみを肇げて見やう︒

される抗議ではなくして︑抑もこれが道義に背き人類全般

上に筆げたるもの上内で︒その一つでさへも我々は決し

ある︒道徳感情の無きもの即ち物質的動物的にのみ生くる

人間が寓物の霊長たる所以は︑道徳感情を有するからで

は虞の人間としてのしベール︵水準︶に達して居ないので︑

から︑我々から見れば所謂人非人である︒約言すれば彼等

アメリカ人は︑その毒くを犯して︑尚平気で居るのである

て許すべからざる罪悪として認めるのである︒然るに彼等

ものは虞の人間と呼ぶことは出来ない︒道徳感情は言ふ迄

めである︒

道義の存在するものなることを震く世界に知らしめんが篇

の生々護達を妨げるが篇めである︒別言すれば戦争中にも

園人に取って馬耳東風だと日本営局が︑百も承知のことは

らない︒その都度帝園政府は弧硬なる抗議︵との抗議が米

るべからざる醜態を演じて︐而かも情として耽ることを知

悶入せしめて凱暴さ畦たり︑近頃は叉自国の爆撃機に日章

堀口九寓一

凡

の徽競を着けて我軍を攻撃してゐるなど責に文明図間にあ

︵上︶

,＝

一

⑨鐸

我々よりは一段階︑下の桁に栃催して野獣的に生活してゐ三年であるからこれ亦今日まで僅かに一百六十一年に過ぎ
る野鍾人なのである︒要するに道徳的良心を持たないのでないので︐北米には古い歴史もなければ随て偉統などとい

ある︒勿論彼等にも良心はあるにはあるにしても︲そのふものもない新開園なのである︒肇圃以来二千六百四年の

良心なるものは所謂未だ聴かれざる良心であるから︐恰も︑歴史と偉統とを有する我日本とは池も年を同ふして語る可

皇化以前の塞謹の鍾界に於ける種族と同様であって圃他のからざる所である︒電

界域に住する者の生首を取り︐その燭総を屋内に解立してさて︑そのメーフラワー鏡で渡米した者の内に陸米園
以て其歎の多きを誇示し︐且つその勇気の徴表として以てへ着いた後に︑開拓に常らせる篇めに多数の奴隷を連れて

だ人種を異にするといふ丈けで︐何等恩讐開係の皆無なる杭を立一﹂て自分の所有地たることを明かにした︒常時の北

Ｇ

ｅ

言ふと︑奴隷達は﹁此虚では腕次第で土地が只取れるのだ
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結婚の資格を具備せんとする所謂生鍾と酷似してゐる︒只乗た者もあった︒その人達は着後︑適営と認める土地に標

人達の首を斬る程の最大悪事を犯しても︑その良心は之を米には地主の決まって居ない土地が無限にあったので︐土
砦めないで︲・公然とリンチを行ふアメリカ人は全く生溌と地の漉得は早いもの勝といふ有様であった︒左様な情勢で

異なる所のない野擬人なのである︒然るにお人善しの日本あったから︐連れられて来た奴隷等は主人の用に供せらる

人中には之を先進園だの文鋤人だなどと買ひ被ってゐたの上ことを嫌ひ︐その主人が渡得した土地の近傍に自分達の
は彼等のカモフラージュに牝されて居たのだ︑否︲馬鹿に土地を見出して標杭を立てることを仕始めた︒・

・今

１１

年前でしかない︒そして北米合衆国が澗立したのが一七八と主張して一歩も譲らなかった︒これが抑々アメリカ人が

彼等の旭先がメーフラワー瀧に乗って初めて渡米したのの所有と致します﹂と口答して︐自分達の雇主であった人
が︐一六二○年であるから今を距ること僅かに三百二十四も︑自分達も土地の所宥に開しては全く平等の権利である

て見やう︒ゐるのであるから︑私共は私共の土地を開拓して之を自分

なき程に低いのは︐抑も何に依ってであるかを試みに尋ね地は開拓し得た者の︑｜早い者勝で︑自由獲得に任かされて

アメリカ人の道徳感情が上述の如く全く野嬢人と撰ぶ所から︐お手体などをして居る暇はありません︒これ等の士

Ｏ

されてゐたのである︒そこで主人は俺の手徳をさせる篇めに連れて来たのだと

あ義道もに争職
り

二

1

上に陳べ宋つた如く人々皆平等主義であり︐個人主義で

人が個人主義となった由来である︒

あり︑加ふるに競争心と反抗心との篇めに互に相嫉観する

０Ｏ

た虚が庚菱幾十里といふ慶大な土地であるから全面的に柵
を回らすことが腿来ない︒柵の同らしてない土地だから家
戦諾は勝手放題にに川方八方に牧草を逐ふて出掛ける︒そこ

﹁力即ち正義﹂の観念が米画をして現戦争に於て道義を無

へられたる紙数の制限に詮儀なくせられて割愛するｏ︶この

る︒︵この事に就て詳しく論述したいのであるが︑筆者に奥

Ｆｒ−

平等といふことの好きにたった由来であるとアメリカ人の
このやうな有様で土地の獲得︐開拓といふことが到虚に

者共の間に相互扶助だの互譲の精祁などの有らう筈はなく

書いた書物に出てゐる︒

流行するに至ったので︑自然また所有地の争奪戦が激烈と

自然彼等は弱肉強食︑

優勝劣敗︐喰ふか喰はれるかを天地

なって来た︒且又その土地を最一初は牧場にした︒牧場にし

０００００Ｏ

鞭一で又家畜の争奪戦が猛烈になって来る︑随て又競争心が蕊

覗せる行動に出でしめたろものなることは言ふ迄もない︒

を要するのである︒

めにも日本は如何にしても勝ち抜かねばならぬことを知る

文的の大戦であることを意識して︑世界の暗黒化を救ふ篇

争であり︑利己主義と博愛主義との戦争であり︐世界的人

興唐の開する虚なるのみならず道徳正義と暴力主義との戦

だからこの槻鮎よりすれば現戦争は蚕たに日本及日本人の

０００ＯＣ

即ち正義なり︐と云ふ誤りたる観念を抱くに至ったのであ

に烈となって来て︐その極まる所︐人を見たらば敵と思へと

自然の大則と槻ずる進化論の崇拝着となり了り︑遂に力は

もいふやうな一般の心理情態を醜醸し蕊生して来て︑果ては
道アメリカ桑般の研流たるものは全く競争心と反抗心のみと
義なって仕舞って︑其間に親愛の傭などといふものは毛頭存

り然るにその荒涼に更に拍車を掛けるものが出来た︒それ

あ在しなくなった︒質に荒涼たる人生といふべきである︒
は即ち厭洲移民の流れ込みである︒その後績々駄洲の各方
面から来る移民は渦逸人卿伊太利人︑スカンヂナビヤ人︑

上に述べた如く︐米園が暴力主義となり日本が道徳主義

︵下︶

法律︐風俗︐習慣を異にする考共であったので益々競争心

すれば我国と米国とは全くその図鰐を異にするものなるを

バルカン人剛士耳古人︲といふ工合に各々その言語︑宗教
と反抗心とを高め︐遂には互に相嫉硯し反目するを常態と
するに至り︐共綿采彼等の隣人は協力者ではなくして常に

知らねばならぬ︒日本建画の由来に開しては今更賛説する

であることを先づ以て知悉し置くを要するのである︒一言

生存競争の敵手であったのである︒これが抑も叉アメリカ
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−−−云

、

指摘し詳しく説明して蕊かしてやっても畢寛彼等には解か

これを同一硯する談から来るのである︒そこでその誤謬を

︲らないのである︒一言せぱ彼等自身の元首に開する観念が

史的陣統的に至聖至尊なるわが天皇たることを知らずに︑

ある︒だからＴ度誉利的な株式曾牡のやうな国家となった

までもないが︐米国は上述の如き平等主義者︐個人主義者

のである︒そして園民はその株主だ︒自然民主々義閏家が

ある︒この黙に開しては彼等は縁なぎ衆生であって済度し

先入主と篇ってゐて︐之を駆り去ることが出来ない鴬めで

等が相集って便宜上寄り合ひ世帯の圃家を組織したもので

そこから生れて来るのである︒だから大統領は誉利曾杜の
僅かに四ヶ年に過ぎない︒任期僅かに四ヶ年ばかりの大統

偉統もない彼等には想像だも及ばざる虚なのである︒

らざる尊厳︐御稜威などに開しては全く古い歴史を有せず

がたき亡者なのだ︒だから日本天皇の祁聖にして便すべか

●

祇長のやうなものである︒然るに米図の大統領はその任期
領に︑その間特別の恩顧に預からない北米人等が一死を賭

讃考よ︲思ふても見給へ︐米闘大統領なるものはその選
畢の前日迄は庶民大衆と同等であり同櫓であり︑爾汝相呼
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して忠義を識くすなど云ふ観念の起らぬこともこれ亦営
旗を雛して信長を本能寺に試した時﹁信長は三代相恩の主

唯した朋輩であり︑飲み仲間であったのだ︒それが選ばれ

然と云はねばならぬ︒大閤記十段目の幕で︑明智光秀が叛
君にあらず﹂の一語はアメリカ人と大統領の開係をピッタ

減期の翌日からは︑その朋輩から﹁オイＤジ

ルーズヴ型

て大統領となって閣下と呼ばれるのも僅か四年の短日月︐

ルトにせよ

瀧期となれば元の木阿禰伽ワ／シントンにせよ

リと言ひ現はしたやうに思はれて︑筆者には興味深いもの
だ︒

ョージ︑﹁オイーテヂーニ緒に一杯やらうじやないかなど

米圃人が一人の例外も蔵Ｋ皆﹁日本人の忠君の精神は全
く我々には不可解である﹂といふのは︐彼等が自圃の元首

の尊厳などがあらう筈がなく︑随てこんな元首に忠死を遂

げやうなどとは誰も思はないのが営然ではあるまいか︒こ

と言はれる僑輩に過ぎないのである︒こんな元首に不可侵

れが即ち彼等アメリカ人に忠義の観念の妖如する所以なの

たる大統領に封して忠義を識くすなどの考が皆無なので︑

いふのが解せないと推論するのだが︑成程彼等に取っては

である︒一

同じく一国の元首たる天皇に封して日本人が忠義を誌すと
一雁無理ならぬことかも知れない︒これは蓋し︐米圃民が

詮じ詰めれば彼等は人事一切を冷刻無情な権利と義務と

自国の元首が人民の投票に依って営選され︐言はぱ人民の
公僕となった大統領に過ぎぬのに形之を二千六百鮭年来歴

！

→

あ義道もに季職
ﾛ
一
一

詞︑

あ義道もに争戦
り

間味なしである︒だから永年・銀行︑曾祇叉は店舗に勤務

で形付けて仕舞って︑其間に些の温情をも狭ま歩︐全く人

微妙なものである﹂云々と述べ︑且つこの﹁義理﹂といふ

で︑とてもいづれの外国語でも雛鐸することの出来ぬ程︑

﹁ドヴオワール︲一などよりその意味するところが深厚遠長

二一富

したるものも︑その旦屈ひの人夫等と殆んど同一観されて

に細々と註輝を施こしｊ幾多の例護を畢げて之を賞讃して

は羅馬字を以て日本の稀呼のまま︵唱︲国︶と書いて︐これ

日本人はこれでは﹁義理が立たぬ︐義理が済まぬ耐義理が

字は鐸することが出来ないからと言ふのでその著者の中に

手代若くは使ひ走りの小僧に至る迄も長く慶弔相縫くが如↓

居て︑満期の翌日となれば全く路傍の人の観を篇すもの比

き温情などは米国には全く存在しないのである︒アメリカ

程までに向上した道徳に活きる国民は責に寓邦無類である

許さぬと自責して以てその行動を篤すので︑約言せぱこれ

々皆な然りである︒日本の大店の主人やその家族と番頭︐

人の謝恩の観念なき︐蓋しこれより来るものである︐若し

てゐるので︐残念ながら︐語って詳かなるを得ずして一躍

筆の走るに任かせて書き末れ津一既に所定の紙数を超過し

か︒

念に︐深く生れついた園民であるかを自蕊すべきではない

と驚嘆してゐる︐これを以て見ても我々日本人は如何に道

夫れ孝行の観念の皆無なるは英語に之を課すに適営なる言
葉の無きを見ても知られる所である︒

要するに彼等は︑前にも一寸言ふて置いたやうに︒未だ
に住む野鍾人なのである︒

貢の人間たるのレベルに達せざる野獣的︑暴力寓能の世界
之と全く反識なのが日本人である﹁雷たに日本の政治︐

０

力が彼等の道徳であり．力が取りも直さず正義であると
云ふが如き暴力主義一黙張りの米園として若しや現戦争に

一結論に飛び込む︒

於てその意を得せしむるが如きことあらんか︑世界は正義

０

良なる風俗習慣を馴致したものとして賞讃し驚嘆したフラ

もなく︑人道もなく所謂榊も悌もなき畜生世界に堕落せざ

０

ンスの世界的知名の人文躍者ル︑ジャンドル氏は大略左の

るを得ない事になる︒世界寓邦の篇めに︑一般人類の篇め

のみならず︐二千六百年の久しきに亘りてこの義理人情が

外交︐戦争までが道徳即ち義理人情に基いて行はれてゐる

如く︑その著者に言明して居る︐白く︑日本人の行動の基

に︑そして人類の名を以て︑我々は如何にしても現戦零に

日本国民の行動の基調となり標準となって︐遂に今日の淳

た事がない︒これは英語の﹁ヂユーチー﹂やフランス語の

調を篇すところの﹁義理﹂といふ言葉ほど立派なものは見
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ー

を謬揮した時がなく︑銃後に於ても今日ほど大和一致君国

相である︒戦場に於ては今日ほど遺憾なく皇軍精禰の精髄

玉砕の勇士︑︐其の他偉人の鎚鑑として特に表彰された殊勲

の篇に奮闘努力の極致を示した時はない︒特別攻撃隊全員

勝を制して以て之を救はねばならぬ︒そして之を救ふこと
ることを我々一億臣民はその責任に於て自畳し狸依て以て

者の至誠純忠は正しく肺の心に通ふもので︑執れも均しく

軍祁として景魁蕊さるべき人々である︒否此等殊勲を

樹てた人々のみならず︑支那事鍵以来大陸及び南方に戦死

顕人以外の英霊も其の忠誠殉園の精紳に於ては墓も軍人に

て何等鍵りはないではないか︒筒ぼ靖画祁賦に合祁される

して靖圃祁賦に合祁せられる勇士は悉く軍祁たることに於

我が園は今や重大危急の回難に直面し緊迫せる状勢の下

大日本は祁圃であり皇軍将士は祁兵である︒日本人は本

譲る所が無い︒圃民皆兵の日本男子にして生来軍神の素質

来榊の後喬として圃祁を租先と仰ぐことを誇とする︒歴代

に各自の私利私慾を捨て著修安逸を斥け不便不足を顧みず
を敢行してゐる︒目下南方レイテ島に於ける凄槍苛烈の決

の天皇は現紳にましまし代々の国民は大御心を我が心とし

を具へね者は一人も無い筈ではないか︒

戦は卓絶せる皇軍戦闘力の精髄を謹揮すると共に之に呼礁

て天皇への絶封随順を其の本領とする︒天皇は耐の心を以

ことが唯一の生きる道である︒此の君臣一隠祁人合一の道

して銃後国民の縞職起国力穂動員の背景を物語ってゐる︒・

が即ち榊の道であって日本人の行くへき惟祁之道︵祁道︶即

て民を治め給ひ︑民は只管大御心を我が心として奉鵠する

果を牧めると共に産業戦士は言ふに及ばず︑一億同胞の獄

ち皇道に外ならぬ︒圃民の間に士農工商の別があって武士

別攻撃隊の至誠純忠の耀営り精祁は︑世界史に未曾有の戦

た︒今や我等同胞は前線銃後の厘別なく畢圃直剣必死の努

が斌含に最高の地位を占めてゐた武家時代には武士道が日
本人最高の道義を代表した︒命姿りも名を惜んだ武士に取

ー

自己の職責を壷してゐろのが現時決戦鰹制下園民生活の嵐

一一

力を以て各自の職場を守り物資の鉄乏を凌ぎ困苦を厭はす

喜感激の中に︑普く此の鰐営り精祁を深く銘刻感侃せしめ

蔓湾沖や比島附近に於て必死必中の闘魂を謹揮した祁風特

戦力増弧に全力を注ぎ断然閏蓮を賭して乾坤一郷の興亡戦

野田義夫

道義一途の大東亜戦争

︵十二月六日興津で稿涛︶

﹃光は東方より﹄の標語を現責に示さうではないか︒︵経り︶

の出来るものは差営り我が日本を措いて外にはないのであ

争戦亜東大の途一義道

ｊ

一

一

︑一一
一一

つては武士道に勝るべき道はなかった︒武士道が祁代なが

らの敬祁尚武の精禰を生命としてゐたことは言ふまでもな
い︒明治維新後圃民皆浜の画風を復活して徴兵制度が賞施
され︑五箇催︵忠節︑濫儀︐武勇︑信義︑質素︶の軍人勅
諭によって軍隊教育が行はれるやうになってから昔の武士
道は一層雲展充質して皇国の軍人精祁となって国民の間に

謎普及した︒皇閣の軍人精神はやがて祁喬たる日本男子の本
義領である︒皇軍将士は祁兵として人間業と思へぬ働きをす

一ろ︒
途最近の祁風特別攻撃隊によって謹揮された至誠純忠必死
の必中の闘魂は我が邦固有の武士道の最高峯と言ふくく清浄
大無垢全く生死を超越して神々しく従容死に就く忠勇義烈の
束心境は皇軍精祁の極致として内外の絶讃措く能はざる所︐
亜正に日本精祁の精華と一一言ふくきであらう︒日本人にして此

職の心境に感奮興起せぬものがないのは一億同胞の胸中に潜
争在する同じ精祁を共鳴躍動さすからではないか︒日本閣民
の虞面目を謹揮する精祁は古来大和心︲大和魂と呼ばれ︑
過去三千年を通じて磨きに磨き殿へに殿へられて来たが︑

日清日露雨戦役は愚か元遥弘安の役にも優りて今次の大東
亜戦争に於ては最高度に之を謹露宣揚すると同時に︑一層
弧く錬廓向上の途を見出したのである︒軍祁と懲護欽仰さ
れる勇士が相鍾いで績々輩出するのは其の篇ではないか︒

榊代より流れ絶えせぬ五十．鈴川︑朝日に匂ふ寓架の樫︑鍾

々千秋に蕊ゆろ富獄︐百錬の精織を鍛造して光苦電閃夏尚

ぼ寒き日本刀は執れも日本国民旭先博来の大和心︑大和魂

を如責に象徴して除りがある︒天地正大の気は粋然として

ち本来優秀の国民性椿は益々完成具足の域に進んでゐる︒

祁州に鐘まってゐる︒国運の進展と共に正気は益々光を放

大東亜戦争は未曾有の園曾難たると共に飽くまでも道義を賞

賎して最も切責に日本精祁を鍛錬し其の員慣を謬露宣揚す
る絶好の機曾となってゐる︒

大東亜戦争の目的は宣戦の詔勅に於て昭示された所であ

る︒寓邦をして其所を得しめ兆民をして其の堵に安んぜし

めることは八紘篤宇の大理想であると同時に我肇園精神で

あり国是であり今次聖戦の目的も亦此の構想を出でぬ︒我

英の動機が世界制覇の野望達成の篤に日本を地球上より抹

邦の戦争目的が古来道義を以て一貫してゐるのに反して米

亜を植民地化せんとし︑日本は現に東亜を解放しつ上ある

殺するにあることは何たる皮肉の封照であらう︒米英は東

ではないか︒加之︑我が国は飽くまで園際公法を尊重し︐

園際正義を迩奉・しり軍紀厳正戦地の住民皆皇軍勝兵に悦服

するに反して︑常に正義人道を口にする米英が物量の優勢

を侍んで到る所に暴逆無道の無差別爆撃を行ひ︑病院︐病院

船を雲ひ︐老少婦女を掃射し︑伊塵を虐待し︑死鰐を冒涜
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Ｆや

。

班道報軍海陸

現を約束するものでなくて何であらう︒これはやがて人類

文化の指導的役割を果すべきＲ本圃民の絶大なる世界的使

我が肇園緒祁たる八紘鳶字の大理想に基づく道義世界の出

命であって皇道の世界光被が自然の蹄結である︒米英との

する等非人道的行篤を敢てすることは彼が平時に隠蔽せし
明を以て誇り︑他民族を劣等硯する米英人にして人間の原

決戦はまだ絡了してゐない︒︑臓敵侮る可らず︒随って戦争

残忍の野獣性を暴露するものでなくて何であらう︒自ら文
始性に疑り︑残忍酷薄の鬼畜性を嚢現して恥づる所なきは

ったやうに︐︐古来戦争に道義が軽硯されたことは掩ふ可ら

孫子は兵は諭這なりと言ひ︲孟子は春秋に義戦なしと言

の大義に従ひ飽くまで世界無比の道義を以て一貫し︑自粛

海外護展と友邦誘披の重責を荷ふ我等日本閣民は専ら悠久

し︐不屈不携︐男往遮進克く之を突破せぬぱならぬ︒戦後

の完遂と使命達成には前途尚ほ幾多の難開と試錬とを売悟

〆

拘たる自家撞着であらう

ざる事貧であるが︑我が園の戦争は飽くまで大義名分を重

自戒以て友邦の指導者たるに恥ぢざる修養を忘れてはなら
ぬ０︵完︶

陸海軍報道班

坪谷水哉

陸海軍の報道班はむ一面には之に依て迅速に鵬局の屋相を銃後

の圃民に知らしめて︑園民の同ふ所を指導し︑兼ねて圃民の志気

を鼓舞激励し諺他面には職線に立つ将兵の難苦に猫へて勇戦敢闘
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んじて道義に維始してゐる︒然るに米英に至っては戦略と
して悩用す馬卑劣なる宣陣謀略はとも角として平時何事に
つけても︐詐欺硫着何の障る所なきは誠に沙汰の限りであ
る︒英圃の偲諺に﹁人は不徳を口にすることを恥ぢて之を
行ふことを恥ぢす﹂とあるのは仮面を被る英圃紳士の詐ら
ざる偽善の告白と見てよからう︒之を日本人の公明正大清
廉誠資の虞面目に比して資に雲泥の相違ではないか︒
戦争は通例破壊と岨はれるがノパ東亜戦争は一面着々と
して建設を併行してゐる︒大東亜共柴圏の建設がそれであ
る︒緬旬及比島の凋立成りて昭和十八年十一月初旬東京に
開催された大東亜曾議は其の賢読である︒而かも其の共同

今は此の筆を以て戦陣に臨み魁先頭に活蹄する報道戦士を

冠あ

軍人将士と同様に飛覗して之を厚遇する様になったのは︑常然の

の現状を世に陣ひ︑益々勇気を昂揚せしむるもので︑各圃ともに

界進蓮貢献の五原則は新秩序建設の原則たると同時に戦雫

宣言たる㈲共存共柴○凋立親和⑤文化昂揚卿経済繁楽⑤世

事ではあるが︑昔は報迩班だの︑報遜恥士淫のと岸呼ばず︑中ご

ｆ

醜

の目的動機を如責に道破したる道義の理念である︒これは

丑

、

司

て液遣し︑職地の事情を︑差支なき範園に於て︑園民腫知らせ度

上との事ゞなれば︑我吐幹部の一人岸田吟香なる者を従軍記者とし

Ｌ

一一

ろは久しく従軍記者と稲したが︑ズッと以前には従軍一記者とも呼

いから御許しあり度いと出願したところ︑其れは飛んでも無い事

足

ある︒

ぼず︑頗る軽蔑して︑軍隊の厄介者扱をした無識極まる事賞さへ

の人間は一人でも減らさねばならぬ︒其所へ新聞記者など連れて

行くなどは以っての外だと︑戦地の報道を以て全たく無用の事と

だ︒所謂我国塞前の遠征で︑壷とく船で詮るのだから︑必要以外

なし︑出願は忽ち伽ねつけられた︒其れは今から七十年以前の事

︑私は明治二十七八年の日清戦争には日清戦争賢記を霊行し︑下
漢の篤に狙撃せられし現状を眼前に見たこともあ︐︑また明治三

ノ開の購和談判場へ出張して︑敵園の購和全権大使李鴻章が諺暴
十三年の北清事件には︑自ら現地へ出張して︑列国軍除の間に出

だが︑常時文武官思想の程度が思ひやらる上・↑

東日賦も︑鴬の岸田吟香も︑所謂大船に乗った

いたことがある︒営時の東京日を新聞魅では諺今度日本から生蕃

︽討都督府陸軍御用達も故大倉喜八郎男から︑直接に面白い話を聞

が峯濁生蕃討伐の時からな相だ︒其れに就て私は︑営時の肇濁征

圏生蕃は化外の民だから︑支那政府は興り知らぬと答へたので萌

球人虐殺につきも我国から支那へ談判せしに︑支那は族猪くも︑蕊

したのに原因し︑而して蔓輝は支那の領土だからとて．最初に琉

来蕊淘の牡丹牡生蕃が︑我沖細の漁夫数十人の漂着せる者を虐殺

し︑戦闘は僅かに数日にて敵を降伏せしめたが魁此の征討は︑元

春附近の車城といふ所へ上陸し︑敵の生蕃を石門といふ所で襲撃

気持で安心して︑墓鱈島の南方っ今日で為まだ鍾道の通じない恒

と︑此の一諾に

義に致します︒が諺マサヵ勢働は致させません﹄皇

の人夫を連れて︑私も参ります︒では貴方も大倉組の人夫の名

﹃宜しう御座います︒大倉組は今回都督府御用達として数百人

すると東日吐で頗る困って︑岸田吟香を自分方︵大倉喜八郎氏

後の男爵︶へ鐙はし︑何とか良い方法はあるまいかとの相談に︑

入したり︑明治三十七八年の日露戦役には︑奥大勝︵後の元帥︶の

曾第二軍司令部に従函して︑浦洲の山野に屍山血河を践渉したり︑
陸大正八年の西比利亜出兵の際には諺浦騨斯徳から北浦を錘て︑チ

自分は即坐に蓮れて行くここを承諾し︑

軍其頃の戦役には︑常に報道の任に常つたので︑本来ならばも今岡

海タから貝加爾湖岸を西へ︑特務機闘の最前線まで出たこともあり
報も是非前線へ飛び出したく︑勇気だけはあっても℃何分にも八十
這歳以上の老人では︑頭髪を染曾し牡者に伍することも出来ず︑空
しく天を仰いで空襲警報の際など諺待避壕内に潜伏する鵬甲斐無
鉦さを嘆じ居るので︑今は少しく奮時の従軍記者の境遇を語らうと
恩ふ︒

征討箪一篭豪湾に派遣し諺征討都督は陸軍中将西郷従道︑参謀には

歳醗軍隊を駐屯すると︑支那は俄に騒ぎ出して異議を申込んで来

借は我園が直接に蕃人征討に赴き謬敵を降伏せしめ質其地に半

従軍記者といふ名溌が始めて世間に用ひられたのは明治七年我

陸軍大佐樺山費紀︑海軍大佐井上良馨の雨氏が従厩し︑軍艦及御

︒↑

用船が紬艦相脚んで我国開閣以来未曾有なる遠征の批途に上らる
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一

此等出兵以来の消息は︑内地人に催竜も分らず︑数千の同胞が報道の任務も︑名署も益々高まりつ上あることが知らる上のであ

︽た︒者も既に域十人に上って居る︒此等の事資に徴して︑戦地の事儲

輝諦癖認識録勅語奉讃式並講演倉の記↑

異域に赴いて居るので︑園を翠げて其の動静を知らんと渇望するる︒︵完︶
とき︑突然東京日々新聞紙上に︑﹁蕊濁だより﹂と題し︑迩日岸田
吟香と署名の記事を戦せ始めたから︑忽ち其れが大評判と蹴り︑

は日に日に驚くほど増加するので︑報道の力の偉大厳ることを始昭和十九年十月三十日は教育に開する勅語が漢褒せられて五十

国民の覗野は吸ひ寄せられる如く東日に集まり︑東日の護行部数

語．して居たる岸田吟香を︑急に征討都督府御用掛といふ官吏に任命し本曾所定の要領を資癖するを目的とす﹄を主旨とする本含でぁ

一
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勅めて知った政府は諺俄に驚いて︑今まで職地で大倉組の人夫と繕五年目の記念日である︒﹃明治二十三年十月三十日の勅語を蓮法

奉し︑常時月給百五十回︑今日ならば千五百回以上の俸給を支給する︒年々此の記念日を迎へては奉談式を銀行し︑併せて御趣旨を
讃ることになった︒是が軍事上公げに報道機開が認められた濫鵬で愈産徹底せしめんが鴬め︑記念の講演脅を開くことを年々の恒例

式あるとは︑故大倉男から直接に私が聞いた事賞である︒としてゐることとて︑現決戦下に於ては畢行容易ならぬものがぁ

識以上に鑑みて明治十年の西南戦争にはむ各新聞杜とも敏腕達筆るのであるが︑兎も角決戦下らしく簡素にして緊張せる記念行事

演の記者を難抜して戦地へ派遣し︑東京日々新聞壮は︑社長福地源を催した事である︒謬

含一郎自らも出張し︑中頃京都まで踊ると︑其時明治天皇陛下は京此の日 雨又雨の十月は︑正に総らんとする此の日までも綾い
の都に御駐詰中にて︑内閣顧問木戸孝允の奏上によりも東京日々新た朝来の大雨である︒定刻午後四時勅語奉識式を本命館二階曾議

記聞砿の従軍記者幅地源一郎を御前に召され︑彼れは職況の見聞を室に開く諺通知の都合診含場︑食事の都合等々にて︑限られた人

知新聞からは︑後年の内閣総理大臣犬義毅を派撞し︑其の職報がの後庚江主事の開含の挨拶あり︑それ上り堀田念長は謹んで教育

聖蕊に達するの光楽を荷うたことがある︒営時また朝野新聞ではに限られし数を以て締切るといふ非常時型であるが︑雨の中を識
献長成島柳北だの︑末腰織腸だのといふ諸名士を派遣したが︑報定の人々は績々と列席された︒景山倉計主任の司含にて園民儀溢

其等が次第に変達して現時の報道班となったのだが︑しかし日．の一言一句殊に播身に染むものあり︒雑って堀田命長は︑今や此

頗る特色ある文章なりし馬に跡大いに異彩を護ったものだ︒に開する勅語を奉讃さる︑此の時局下︑此の記念Ⅱにしては勅語

私と一所に行って戦死したのがあったが︑今回には報道班の戦死同慶に堪へない︒然し容易ならぬ決戦であることを思って国民は

︑露戦争以前までは︑従軍記者の戦死は殆ど無つた︒・日露戦季には︑の決戦下蕊溌比烏方面に赫々たる戦果を繋げられしを承はるは御

ー

愈旦職意を昂揚し戦力零顕に全力を注ぐぺきである︒人性灸にし
て兵備渉経済の重大さを知るのであるが︑之と劣らぬ重大性ある

くも意義ある記念式及講演倉であった︒︵十月三十一日︶

の組織だった共の活躍には驚くべきものがあるのに鑑みて我図の

想職は前世界大戦に鑑みても重大な役割をして居り︑今回も敵図

して畢行の相談決し︑以て時局柄分散開催の無駄を除き︒大燈等

生の精祁を世に普及せしめんとする素行含の常含と協力共両主催

二階含議室に開催することとなった︒今後は本常命を山鹿素行先

久しく休愈の本命常曾は︑十一月二十六円午︲後四時より本森館

十一月常倉記

に向って決戦下一段の努力を致さねばならぬと信ずる︑邦家のた

的生活﹂と題する丈畢博士宇野圃空氏の講演を聞く︑氏は民族嬢

とにした︒食堂で夕食を共にして後︑六時より﹁東亜道義の基本

綾きて二十六日の常日も亦瞥戒警報の謹令とて︑開催如何かと心

は東京空製にしては初めての大仕掛けなものがありも二十五日に

日より始んど米機帝都空襲と云ふ職場振りであって︑二十四日に

決戦々々の蕊と共に時局は愈産孟大化し︑十一月に入っては一

しき造を歩む＄のの協調を具現することとした︒

ば様々なりと雌も︑其の根本を零れて見るならば︑非欧米的なも

宗教嬢の見地より亜細亜は風俗︑習慣︑文化の相違も孜細に見れ

禽員の田足を肌したことではあった︑然るに︑約三十人と云ふ意

耕文化画牧畜文化に分類し︑其の特質を説いて諺印度文化渉儒教

司曾にて国民儀濯を行ひ︑引綾いて庚江主事は例月常倉の行事と

述べて開愈の挨拶とする所があった︒経って景山本愈を計主任の

筒調策氏は素行含側を代表して本円常命開催に至る経遡及趣旨を

午後四時参集同四時三十分開曾︑庚江主事は本含を代表し︑井

外の賑かさであったのは幸であった︒

文化２−大教義の特色より︑惹いては此等二つが合致する所の意

あると結びも束亜共架圏迩義文化の西洋と異る所の根本的のもの

日は云身γるだけでなく︑更に之を謄来の問題として考ふぺきで

して本命甲乙要領の期調をなぜり︒かくして薙定の遡り次の行事

である︒併し此の日本曾員側は書物の持琴者少歎なりし潟め︑天

最初は文筆博士中山久四郎氏の山鹿素行著﹁中朝事寅﹂の講義

る所があった︒かくて一︑二の質問者あって午時七時散御した︒

を明確に顕現せんとする博士の意見はも聴者に多大の感動を臭へ

講演倉に這入った︒

合

義を述べ︲過去の種玲の共通的な迩義的性格を見て︑只それを今

方︑北方等の各地の人情風俗習憤訂及衣食住等の斑炊を述曇へて農

ある設いかと述ぺ︑最近の民族峰の研究の上より話きて亜細亜南

のの何かがあり︑而して小異は大同に蹄する共通鮎があるのでは

配したが︑幸に午後三畔後解除となって一安心したものｑ参加

誰波含は食事の都合上一シ橋梁士禽館三階二雛室で鋸行するこ

め諸君の折角御奮闘を望む﹂と講告を述ぺらる︒

方は遺憾の鮎なきや︑我為曾員は此の勅語の御精祁を燈し思想職

とも言ふぺを思恕職に向っては案外開心に乏しい憾みがあるＤ思

グ

行松平廉幽氏２讃山鹿素行全集ち名文の解説共の他を以てし︑
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洞限した事とて小人数ではあったが有力者の愈合であり︑ともか
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記曾常月二一I
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又中朝事愛耕述の蒲紳を述べ︑次回より書籍の講義陣入ることと
なった︒︑

それより約三十分一稼員談話倉に移るも先づ松野線氏は我が園を

術時﹁中朝﹂と呼びし素行の見識より︑支那が今日自蒋﹁中華民
国﹂と穂するからとて︑我々の徒に中華と呼夢の態度問題につき

意見を述負此の問題を中心に中山博士︑吉田博士︑庚江主事等
埼の川に意見の開陳あり︑次で飯腸忠男氏︑其の他よりも意見謹
の﹁大東亜共柴閥諸閏の同教事情﹂と題する東京女子高等師範隼

表あり︑かくて六畔畑意の排常を共にせるが︑食休みも早冷に次

であり︑又久しく西部＄・中部亜細亜其の他の諸園に滞在されて︑

校教授文筆博圭内藤智秀氏の講演に移る︒内藤博士は史隼の専攻

より南方即ち奮闘印諸島等々の間教事情其の他を頑察して扇朝さ

回教図民の研究に迭詣深き方で︑今春海軍省の喝託を受け︑比島

の人々約八千寓︐其の大部分が回教徒であり︑或は近き播来凋立

れた私共所で観察談を何ふととにした課である●が︑抑良南方粂慨

民の宗教或は生活︑風習等重大な問題となって来るのであって︑

するとせざるとに拘らず刀指導の立場にある日本人としては原住
共柴鯛建設上忽諸に附せぬものである︒博士は先づ同教の教義や
聖典等より説き起しも南方諸地域の民族の間に信仰されて居る淀
び政論の面にも鯛れて意見を述ぺられ︑七時半過ぎ維了︑三一ろ

楕に及び諺次で回教を通じて我が帝幽が指導すべき具燈的問題及

した︒戸外に出づるや中央に輝く月光は︑霊夜をまぎる上ばかり

質問に答へられ︑吉田本命副愈長護建にて聖詳寓歳を三唱し散官
に照り先刻の韓・報騒ぎも忘れ果てし如くに遡りいと静かである︒

︑

⑥

︑

︵十一・廿八︶

鳴 呼 ！ 幸 な る 銃 後 の 生 活 よ と 思 ふ に つ け て も ︑ 唯墜忠勇なる誇

兵の奮闘に感謝し武運の長久を斬るのみである．

Ｉ

本含十二月常曾の記

昭和十九年納めの本含十二月常含は二十六日午後四時牛より二

階曾議室に終て開催も前月に引披き素行命と合同とて︑先づ丈挙

博士中山久閥郎氏竺中朝事笈ろ講義約一吟間あり︑それより一

少憩の後六時再愈例により図民儀濯の後庚江主事本含甲乙要領

同夕食を共にしつ上談話を交換す︒

を朗讃す︑それより井筒調策氏の紹介により講師海軍中将漬田吉

治郎氏登極︑大東亜戦争今岡迄の経過を解読して職の頂鮎たる比

島職に及びお必勝の信念の意義を新に説明し︑敵の物量も科畢兵

とを混同すぺからずとて我の媒必ずしも劣たらずとて皇軍無比の

機も皆大なる力として蔑覗すべからざる所以を述ぺ︑優劣と衆寡

の大戦もと上数ヶ月には目鼻がつくべく諺重大な今日であると論

偉勲拳蒋へっ上も︑猫飛機の無産を絶封として顕調し比島を中心

さる上所ありたり︑かくて寓歳を三唱して八時閉念す︒各自各自

じ少数の特志者の集合とて大鵬卒直に所信を述べられて鶴悟を促

よき越年を祇り合ひ迎ふべき新しき年を期しつ上白喪とむ裳がふ

月光氷るぱかりの影を踏んで家路を急いだ事であった︒

⑥Ｊ

で上

『、

石川文註選
余坂恵寮︵千葉︶

○三百六十億側貯蓄目標成
︑︑︑ｂも︑ｂ

勿驚歳養愈耀大︒三百億除貯蓄成︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
葬祭冠婚須節約︒米英職滅総之朋︒

評臼︒句々足以戒騎零安逸之人︒

○東都畢童疎開

敬亭但馬蕊之丞︵千葉︶

鬼畜米機逗爆雷︒帝都防禦奨疎開︒

℃Ｕ︑︑︑ｂｂ︑︑︑︑︑︑ｂ
︒＠○○︒︒ａっ宙︒０．○．
詐日︒余三孫亦疎開於信洲︒山永明鯛︒

撃童集結雛家宅︑明蝿山川忘別哀︒

故讃此作同感特深︒

弔願逐鐘長吉川潔少滞

根本禰生︵千葉︶
春江十里淡煙横︒満目風光萱不成︒

︑︑︑℃︑︑︑︒︒︒︒︒︒○

評日︒以奇筆意佳景︒勝名匠壷︒

東岸桃花西岸抑︒南村燕子北村鴬︒

梅雨高木蕉風︵千葉︶

梅子黄時雨未休︒竹窓妻静線苔調︒

ｂ︑︑ｂ︑Ｕ︑︑︑︑︑ｂ︑︑

滴躍升灸勝粛琴︒凋坐迩脊更似秋︒
詳日︒幽寂拘適詩人︒

松堂中津麗永︵山梨︶

○歓迎老友某来遊

︑．︑︑︑︑︑．９︒７︒︒︒○可

高齢登厭遠途懇︒来訪欣然一室間︒
評日︒結句宛然騨家之語︒

如此交情何以報︒氷壁入耳即心閑︒

◇夜長℃雑詠○印秀逢

弘這俳壇旭東子選

賊鏡轟沈旬七隻︒敵機撃砕亦過百︒
６口︒︒︲︒︒○

詳臼︒以入犀字篤溺︒苦吟可想︒

畢鷲の大戦果聞く夜長かな庭所

灯一つに子等の集まる夜長かな奈美子

長き夜や陣中にある吾子偲ぶ松堂

供出の俵を編める夜長かな椿堂

︑

燈を消して戦地を偲夢夜長かな松風
捷報にはげむ夜長の仕事かな久

長き夜や孫を祁手に鼠錐淡毒

旋盤に坂組む夜長挙徒かな吾山
献穀を了へぼからかに秋祭松風

盛り分けし夕前に秋の灯かな久

菊活けて床持除しぬ明治節奈美子

蕎姿の花向し月下の峠茶屋淡々

豊年の初穂さ上げぬ祁嘗祭萱堂
迭鋸の槌普ひｒく夜業かな膳所
庭の菊咲き揃ひけり明治節縫子
祁嘗祭この日捷報睡き到る椿堂

○旭束子

渡り鳥熱田の杜を出つ入りつ吾山

いくさきぴし待避壕に見る草紅葉

○新年雑詠

二月五日限

︑一月五日熱歴

︑

○冬季雑詠

敵機去りしあとコスモスの揺れやまず

○長き夜の冠燈下げて着物総ふ耀子
○井戸水の歯にしむ朝や鳥渡る形堂

三月五日限

︵一人十句以内︶

○今年米一家揃ひし夕紬なる松堂

○冬季雑詠

◇課題

熟柿食うて腹の冷えたる夜長かた形堂

○長き夜や戸毎に励む藁細工洪水／

詩兵未必不談功︒一死精忠酬聖浬︒

菅谷健男︵千葉︶

− − − −

○疎開の鬼透りし母の夜長かな吾山
Ｏ臼摺の香のつ置ける夜長かな萱堂
○疎開兄童夜長の枕並べけりたくみ
中津・松堂︵山梨︶

○弔陸軍伍長池田利長君戦死
忠肝義謄動乾坤︒・中外堆誇日本魂︒

︑︑︑刀︑Ｕも︑︑︑︑︑︑Ｅ

︑︑︑︑９９︑０ｏｏ︒○○○

Ｏ春日江村︒

評臼︒三四能篇其忠誠︒

異境殉難雌可惜︒千秋鎮護九重門︒

﹃画
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１・１
⁝
輿這詩林

苑 丈 道 弘

徳研究博幹事命開催︑林調蚕嘱託の報告後

△十一月二十日午後二時より本含に興亜謹

席︑調査報告の後種々協議する所ありて三

研究轡幹事倉を開き吉田副委員長外幹事出

本の基本的生活﹂の講演あり︑終って夕食を

協賛愈貝文筆博士宇野側空氏の﹁東亜猶義

引綾いて一橋単士倉館にて講演念を開きも

は本念館に於て午後四時勅語奉讃式を蕊行

△十月三十側教育恥語換壷記念日にも本倉

はれたり︒農繁期ながら頗る盛命なりを︒

張﹁日米何れが優れるかろ題下に熱舞を振

含より講師として海軍中貯演田吉治郎氏出

ては秋期の総曾並に記念講演倉を開くも本

△十一月二十六日︵日︶千葉牒東部支曹に於

散念せり︒

江主事代表して参列し香料及び本倉長の弔

三日自邸に於て告別式畢行︑本含よりは庚

あり︑其の功勢は多大なりしを惜しむ︒十

村愈秘を助けての霊力で責に五十有儀年で

大たるは喋々を要せず︑本命との開係は西

へずむ博士が畢界の長老であり共の功績多

荊到罰詞釧珂逝去︑享年九十歳Ｔ哀悼に堪一

本曾棄報

共にし午時七時散曾せり︒

△十一月二十六日午後四時より本含十一月

△十二月七Ⅶ協賛禽員諺評雲議員︑丈嬢陣士

時半閉倉せり︒︑．

△十一月六日午後二時より本曾に於て興亜

常曾を素行倉と共同主催にて開催も含貝談

△井上民族研究所長井上雅二氏は本愈興亜

詞を供へ弔意を表せり︒

質問書護逢の選操等につき協議し午後四時

倉逝徳研究倉幹事念を開き調垂報告諺今後の

四郎︵中朝事資︶万丈単博士内藤智秀︵大東

誌曾及講演含開催︑講師は文挙坤士中山久

協議等をなし四時散曾せり︒

↑蕊△臓烏支含長鈴木貫一氏は明治の佳節に鴬

△十一月二十八日午後一時半より中央教化

華族含鮒にて癖究委貝宮に講演さる・．

贈さる・感謝に湛へずむ猶十二月二十三日

裁徳研究称へ孫究養料として自著六班を寄
園髄聯合倉に於て各教化閲鐙の決戦貯蓄緊

亜共菜圏諸図の回教事情︶雨氏なりを︒

△十一月十日︑中央教化圏催聯合含に終て

り維綬褒章を賜はる︒慶賀︒

報はむ図民縮測作興に鮒する詔書洩謹記念日

りも本含より炭江主事田席せり︒

急協議懇談含ありや大赦省闘係官の講演あ
△十一月三十日東京都教化圃盤聯合倉副事

とて︑詔書奉讃式並に教化懇談倉を畢行す
△十一月十三日午後二時より興亜弦徳研究

△帝都空襲に於て十一月中にあっては本宮

含開催本倉よりは庚江主事出席せり︒

本含よりは庚江主事出席せり︒

含幹事倉開催︑林調査嘱託の報告︑及今後

△十二月四日午後二時より本曾に興亜道徳

ふ︒

館は幸にも無事なるを得たり︑御安心を乞

催︑重要事爽につき協議する所ありたり︑

△十一月十八日本含理事含を単士倉館に開

を協議する所ありたり︒

因に堀田舎長は差支の震め峡席せり・
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里

支含棄報
○秋田支含報告

開する適切なる講座等を新政せんと協議し
種々準備中である︒

○秋田支曾報告

十月二十九日午後二時より第百四十五回

の交換↓さ嬬す所ありもかくて繁田理事の御

○千葉騨東部支曾報告

厚意を謝し︑四時半参念せり︒

昭和十九年十一月二十六脚香取郡脚代村．

Ｈ久しく病気静養中なりし長嶺支含長も特

あり︑而して次愈の命場をぱ八都村と決定

佐原支愈長の挨拶含務含計の報告をなす所

淡命を州命せり︒午前十時三十分聞愈

の常念を支曾繁田理事宅に開催せり︒此の
に出席せられ暫らく振りにて其の温容に接

含員中旅行不在や種食の都合にて常支含
の常介も延卯しつ上あるので協議の結果近

し︑倉員一同大いに満足する所あり︒

称の齢を重ねられて然も愈竺御批健なるを

挨拶あり︑一同戦果を祝すると共に︑益ｋ

先づ定刻図民儀謹を行ひ︑雑て支含長の

弘通倉要領朗調︑支愈長の挨拶あり︑それ

校長開念を宣し︑それより園民儀濯迩日本

後一時三十分講演倉を開含す︑木内国民翠

し以て秋季総愈を閉づ︒かくて鑑食の後午

瀞

く開官する澱定であるが︑去る七月九日の

図民畢校に溌てむ東部支含秋季総脅並に講

常愈の決議に基き長散支徹長閣下が本年古
脱し︑且つ閣下が多年に亘って本支曾に御

互の座談に入り︑萩原易治君の耐乏生活の

より本倉特派講師海軍中播潰町吉治郎閣下

今後の緊張努力を善ふ所あり︑次で脅員相
盤鹸談あり︑現Ｆ大いに稗益する所紗から

・登境﹁日米何れが優れる﹂と麺し︑雨函の

懇切なる御指導と御霊力を深く感謝すべく

ず︑次で宮野吉松君の郷土研究による佐竹

ーテ島に終ける耽烈なる戦闘妖態に及び諺

短所︑長所とする所を比較評論し︑現下レ

先般支愈貝一何より記念品を贈呈申上げ柳
又時局愈旦重大を加ふる時も国民の戦意

光緊院の事蹟物語あり︑時局下是女子の

か含貝の微衷を表する所あり︒

がいやが上にも昂揚しつＬあるのは街然で

現下配給適正の話題に移り︑種を談交の結

筆ぶべきもの多食あることなり︒それより

結局戦勝を得るには銃後の生産描充最肝要

は︑兎角人心の痛く荒ぴたること︑親切心

誠に心弧き限りであるが茜併し其の半面に

なりと結び滴々快群一時間半に及び聡衆に

く防空警報褒令ありたる鰯めも村青年園は

果今後大いに相互の研究と上下の改善努力
此の日含員加藤定裁君︵幕謎士︶︑史賓家

といふものが著しく扶如して来た等為の現
少くないといふことは邦家のため寒心に堪

数の参倉あり︑茶話倉︑幅も季節の青果を満

宮野吉松君諺武業家寺田柴吉君外を初め多

午後四時閉含を告げたり︒︵尚営日は折悪し

へない所である︒叉所有方面に見て道義の

たり︶

交代に場外を蕃戒斗一しが︑幸に率なきを得

多大の感動と認識とを典へられ︑かくして

裳へ甚しいちのがあることに鑑みても︑今

謹含の使命の矯めに奉公せんと命各自意見

喫︲秋空高き快晴の半日を︑幾分なりと弘

に待つべきものありとの結論に到達せり︒

日と入に逆義の識念を愈旦培養す今へきこと

象を見ると勅人逝上腫に菱ふぺをも④河に

より緊急重大なるたしと信ずるのでも之に
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一ｉ︲︲
謡蝿︲日本弘道酋職員

．□理事
一恥含墨・軸畢博蝿癖蝦嘩諦

一一斗麓一団︾一州韮誹一団一

﹁９馴剰鮒銅鰐雷を迎へ縮づ祝賀

一一一︾計一叶毎型一蹄吟稚睦科一陸斗や一

一の鮎より非逝を難じむ以て彼等の世界人

｜て正に其の使命を達することが出来た・

○坪谷先生高齢にして愈里健在︑例の弘

何としても紙数が都合にならないこれ・

弘道賓偵︵稚込︶一冊金参拾銭也

一ヶ年曾我金参岡

弘遁奔入含手綾

六銭封入の方に還付す︒

一ヶ年稗変金参岡を郷込み入倉の手綬を
とること︒含貝には雑誌弘通を無料配布
する外に種為の特典あり︑規則書は郵券

本命編韓部へ御州談を乞ふ︒

○本誌慶告の件については︑

昭和十九年十二月廿八刊印刷納本

昭和二十年一月一一日蕊行

割田斧二

東京都祁田睡西測田二丁目一番地

褒行余
編塀人

東京都牛込厩西五軒町五十二番地

束京都牛込腫西五軒町五十二番地

印刷人白井励吉

印刷野︵東京四︶帝函巷埋出睡捧式悪尉霊

東京都神田腫酉祁田二丁目一番地

振替阿座東京四一三七番
日本旧版森念員呑銃二二五一三四

電話九段九番

羅識砲日本弘道曾

註 際 諏 壷 蕊難篭球
ＪＩ

財務監脅口諮議石坂泰．︑三一

1

ｰ

○日本弘道雷要領甲羅
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし紳明を敬ふぺし
二︑皇室を尊ぶぺし太圃を大切にすべ
し

弓圃法を守るぺし函益を固るぺし
四︑畢問を勉むくし身髄を湿健にすべ
↑し

五︑家業を融むくし節像を守るくし
六︑家内和睦すべし同郷相助くぺし
七︑信義を守るべし慈善を行ふくし
八︑人の害をなすべからず非道の財を
貧るべからず

九︑酒色に溺るぺからず悪き風俗に染
まるぺからず

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

趣味の養成に努め一は以て生活の没趣

四︑生活の簡易を岡ると同時に健全なる︷

ｉＪ

Ｏ日本弘道雷要領乙鏡
︹明治三十三年十一月制定︺

零唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

向上護達に責すること

味に階るを防ぎ一は以て緒誹的生活の

二︑画家の将来を慮る事

一︑世界の形勢を察する事

三・政治の良否を槻る事

る敬愛の精祁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封す

須峰件たることを明かにすること

排し所謂階級の共存が杜曾的生活の必

五︑教育の適否を考ふる事

界の文化護達と人類編祉の増進とに寄

四︑圃家の縄済を知る事
六︑無識の者を教化する事

の隆昌を協翼せむことを期すること

１１１

奉し以て君民一億の理想を責現し圃運

十︑租先の遺志を綴承し列聖の大訓を遵

を霊場するに努むること

皇室を奉鎧し画家琴って園鐙の箪巌

九︑画家と一賎杢だして至公至仁なる

るべからざること

に躍ることを知り念愛園家の二字を忘

八︑職業地位の如何に論無く一身の国家

の虞有るものは之を排すること

言論行動にして園家の蕊礎を危くする

のみ完全に詮げらる上ものなれば荷も

七︑杜曾的生活は圃家の統制の下に於て

輿せんことを期すること

七︑道徳の幽結を固くする事
八︑︲正諭を張り邪説を破る事

九︑圃民の風俗を改善する事
十︑献曾の制裁を作る事

○日本弘道雷の主張
．︹大正十年二月制定︺

界人類の鴬に奉仕する所以の根本を樹

一︑人格の完成に努力し以て家庭風家世

立すること
二︑物質的生活偏重の弊賓を腕し精静的
生活の向上護達を期すること
三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

１１

が嵩め其の稚度に鰹じて生活の簡易を
岡ること

一

全

ー−−−−−−
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