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を利用すべきに似たり︑然れども世
の論者中︑嵐に道徳の目的は幸禰利橘に
在りと恩ふ者少なからず︑是れ大いに人
を誤るの論なり︑道徳を行へぱ︑自然に
幸幅を得ると言は営可なり︒幸禰を目的
として道徳を行ふと云ふは︑其の初念に
於て己に誤れり︒後来必らず大なる害毒
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己が私欲に縦はれて︑蕊性の明も能
く正邪を洞見するとと能はす︑是等
に向ひて直ちに道を知らしめんとす

るのみ︒然れども︑天下恋灸の民は︑

道念は蕊性より蕊し︑幸幅の念は〃
私情より溌す︑霊性は高崇にして私
情は下劣なり︒劣情を目的として︑
高崇の心を養はむと欲すろは︑枇糠
を食ひて身僻の滋養を求めんとする
が如し︑道徳者の前には快楽もなく
苦痛もなし︵劣情より言ふ所の︶惟
己が天職として穴く行ふぺきの通あ

道徳と幸一暇
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○衆愚たる勿れ
民主を義は各個人の掌亜であり︑そして又それは大衆の輿論
を尊重するのを以て根本の建前とするものである︒
ヨ一人寄れば文珠の智慧﹂といふ句があるが衆知を尊重する意

味である︒乃ち如何に勝れた智慧であっても︑一人のそれは限
られた知識と力と輿へられた性格たる持︑王であることを逃れた
いから︑之を他の各方面から見るたら︑或は種為と不足不備の
ものあるぺきは常然である︒所が大衆にして佃為の性桁︑佃為
の経験︑個層の知識から検討し合って見て︑自ら大隈に於て或
る一致鮎に到達するものがあるとすれば︑之が正しい意味の輿
論であって︑蝿論上常然に輿論は尊重されなければ瀬らぬ・
然るに一方又﹁下手な考へは休むに似たり﹂とも言はれ︑各
人が自己を養はず︑自己を礁くことをせず︑所謂愚であった場
合︑幾ら考へても一向によき智栽の出やら筈はなく︑輿論は却
って勝れた一人の考へに及雛ぺくもあるまい︒謂ふ所の衆愚で
あっては︑衆愚政治︑衆愚思想︑衆愚誕済ともなって遂には輿
論も蔑覗されることを拒むことは出来ない・
民主を義の立場は︑他人が事をやって呉れるのではなく︑各

上︑他への攻撃や非難は一めり得ぬばかりでなく︑深く責むるも

自が共島に行ふものである︒兎角他人がやるとなると︑非難や
攻撃が簡軍に出来るが︑各自がやるのであるから︑各自の責任
のは唯各自で一琴︒︒自分孝一責むる時︑自己の努力が常然生るべ

きである︒責に民主為義は各自が自己の完成︑自己の修養を出
溌として大衆集智縄力を信頼尊重すろを目的とするものでなけ
ればならぬ︒

然であらう︒︵知己庵︶

︲Ｉ

１１

１

れる濁善者として現れ︑又為哀しむ奇へ営圃家の運命を招くは必

塑家主義者の昨日の出現が︑明日は直ちに姿の塗った其等．の誤

ば︑阜王才化園は一朝の夢となⅡ︑軍園主義者︑極端なる獅善

若し然らずして制度にのみ甘んじ︑愚考︑愚批判に止るなら

る薪は︑先づ第一に衆愚を艇して︑衆賢を目指さねばならぬ︒

所多営を知り︑民主為義再建日本︑民主的文化図日本の大衆た

横暴︑濁裁の仙人及集剛の究現は︑大衆の愚なるに登生する

大で・あることを忘れてはならぬ︒

を監覗監督する責任者は︑唯に大衆各自より外にない︒責任重

反動から反動への時の流れであっては何等意義がない︒今後之

は雛曾に︑或は幽務大臣に叉は或る剛磯にと横暴が生じないと
保誰は旧来な陥又費本家の横暴に代るに努働者の凋裁横暴が
識想されないとは言へまい・個人の専横から集剛の︑そして上
から下へ︑右から左へと言ふ風に︑横暴の所在が移る催れもあ
る︒之れでは虎を辿って狼を迎へたに等しいものであって︑唯

の敬養訓練とその弊蒙運動こそ重大である・
今後若し主権が民に移ったとしても︑民にして愚たらば︑或

容が熟して始めて効果を現すものであるから︑制度と共に大衆

目標にして︑憲法も改正されむとし︑又法律も政治も敦育も吐
含制度も悉く其の線に添って進まむとして居る︒併し制度は内

今日我が国は民主々義的日本再建を期し︑民主的文化日本を

省みねばならぬ︒

にして資ならば飽迄も之を拒奔得る筈である︒我を大衆は自ら

る︒而して衆愚なる時濁裁考は常然に又出現するもので︑大衆

大衆にして若し愚なる時は︑勝れた一人の凋裁寧ろ無難であ

I

時局下に於ける本含員の
使命

として存績護展の虞償を有せざる筈はない︒客ってば東洋

想園是は︑世界史上に於いても決してレーゾ︑デートル︵存

文化の綜合を誇り︑又東西文明の融合を理念とせし我が思

在理由︶を持たぬ課はないのである︒古今の史賞に徴する

に国家民族の興亡は決して戦闘の勝敗のみに依って沢する

ある︒吾人は須らく此の嵐理に目兇め︑現下の迩韮の瓶腔

闘力との如何こそば其の運命に最後の決定を典へるもので

ものではない︒寧ろ戦後に於ける園民の粘川力と平和的奮
現下の我が国情は道義の展殻其の極に達し︑思想も亦混

吉田熊次
剛を極めて居るの感なきを得ない︒道義の膳獅は汽車電車

此度の戦敗の最大原因は物資の不足と科票の貧困とにあ

弘道脅目の分推すべき使命であると信んするのである︒

ったと忠ふ︒けれども我が悶災の迩龍と思想との上にも大

と思想の混乱とより脱却しなければならぬ︒これ賃に我が

定慣格を公表して居り乍ら︑闇値の責買は公然と大道で行

なる峡陥のあったことを認めねばならぬ︒戦時中に於ける

の窓ガラスの破壊︑座施の担傷等にても知られ︐窓口より

はれて居る︒思想の混乱に至っては日産の新聞やラジオの

（3）

の出入は今以て絶ゆることばない︒政府に於いて物州の公

上に露骨に現は鯉て居る有様である︒此の時に常りて﹁人

指導屑の不徳と不見識とは蒜ふくからざる事音である︒一

者の数の如何に多かったかに依っても知られる︒けれども

般民衆の間にも幾多の罪悪の行はれたことは所謂維済犯罪

之を以って直ちに我が爾鰐の本質を疑ったり︑函民道徳の

命は言はずして明かなるものがあると恩ふ︒
し有形無形の国民の堕落は賞に其の結果

我が鰯は古今未曾有の大戦に於いて有史以来の惨敗を喫

能く通を弘む﹂の締紳を鰐して生れたる我が弘通含員の使

した︒現下に於け

とは単なる祁話や博説に依るものでないことは年頭の詔勅

本義を疑ったりしてはならぬ︒我が画の皇位の尊厳と卓越

に昭示せられたる所である︒忠孝仁義の教義の古今東西に

であって︑人怖の自然に基くものも無いではない︒けれど

に陥った函民としては︑今日の醜態は除りにも傭け無さを

は誠であって︑此の誠を皇室に捧げるのは忠であ易ｃ米函

通ずる大道であることも今なぼ昨の如くである︒忠の本質

も大戦常時に於いて極度に恩ひ上った潤善主義に自己陶呼

は幾多の疑問もあらう︒けれども二千有除年の優きに亙っ

感ぜしめすには措かない︒我が画魂の鱒統的記述に謝して

の哲畢者ロイス教授は﹁忠義哲畢﹂の著を公にして忠道を

1

て光輝ある成績を残した我が大和民族は︑決して文明国民

､

くも人間感情の存する所︑何虎にも行ばるべき美徳である︒

歎美して居る︒孝の本質は親子の至情の表現であって︑荷

て儒教の政治道徳の根本原理である．民は君に封して忠を

民本主義とは﹁君ば民を以って本とする﹂政治の義であっ

代の初頭に於いて吉野作造博士は之を民本主義と鐸した︒

シーの脈諜語であるが︑デモクラシ−論の横溢せる大正時

て忠なる者は父母に封して孝なるべく︑﹁忠臣は孝子の門に

謀すべく︑君は民に封して慈でなければならぬ︒君に封し

は︑我が国に渡来して各地の神吐悌閣を巡薩せる際にも︑

毎週一度は必ず本国の老母に消息を逢って其の安否を郭ね

とに於いては人類生活に共通する普遍的員理なのである︒

てそれと厘別するのは営然である︒けれども民主室表とて

本主義と同一税すべきではないから︑これを民主為義とし

馳するものではない︒尤もデモクラシーは封建的儒教の民

と災本主義とは表裏一鵠をなすものであって︑決して相背

唯︑従来我が図に行はれたる忠孝仁義の解読には︑一方に

も其の賃贋的意義に於いて決して忠孝道徳と矛盾するもの

川づ﹂とは儒教逝徳の教ゆる所である︒かくして忠孝道徳

於いては封建時代に浸潤せる封建的夷雑物があり︑他方に

でない︒このことは勘米国の良民たるロィス教授やスタール

殊の歴史と偉統とが存在するが故に︑忠といひ孝といひ其

於いては抽象的概念の講読に偏して︑日常の資生活にこれ

博士の例に徴しても明白である︒唯︑従来の忠孝道徳には

７

を具現することを忘れたる映陥があった︒故に口舌での上

忠孝道徳といへぱ直ちに封建的道徳を聯想せしめるものが

では道義団家を叫び忠孝仁義を唱へ乍ら︑其の資行する所

ある︒今後の逝徳運動の一課題はか＆る誤謬を訂正して民

せられ︑儒教本来の人格主義人道主義を喪失せる所より︑

一大原因であって︑今後に於いては断じて改革を要する鮎

主を義的に忠孝道徳を解明し︑且つこれを民主堂義吐含に

封建的杜含に育成せられたる篤に︑自ら封建的風習に歪曲

なのである︒而して此の方面の分捨は迩徳国階の苑るぺか

の日常生活は全く之に沼はざるのみならず︑国家杜曾を内

らざる責務であって︑特に我が園道徳運動の元租たる我が

女義ではあるが︑其の具鵠的形態は園に依って異なること

敢要なると共に又極めて困難なる問題である︒同じく民主

資現するにある︒唯︑如何にしてこれが可能なるかは最も

る所である︒然るに民主廷義の本義に閲しては︑未だ見解

は今や周知の事資である︒しかも其の国民の道義の水準如

今や我が国は民主糞菱を指導原理とすべきは言を便たざ

弘道雪も亦︑其の使命を僻すべきではないと恩ふ︒

面より破壊するものすらあったのである︒これ智に敗戦の

の表現の形態を異にすろば営然であるが︑其の本義と本斑︑

たといふことである︒凡そ具鰐的国表吐含にはそれ人〜特

米国の研究家にしてお札博士の緯名で名高きスタール博士

ら

の混頓たるものあるの現状である︒民主為義とはデモクラ

〔製』〕

丁

我が国の歴史と博統と牡倉組織とを基盤とする蒋殊性を有

・亦争ふくからざる事賞である︒我が画に於ける民主産義は

何はい民主為義園家の中に優劣の生ずる所以であることも

あって︑我等人民中には筒だの立場よりは何かと不便の者

政府は新凹生活に順応せしむくく極交の制約を加へつ上

を防ぎ引いて一般物償のインフレを抑制することであらう

もも多いのであるが︑閣杢僻として考ふれば︑否やでも雁で

んで暫らくはうんと生活を切り下ぐると共に︑自己猫り眼

すべきのみならず︑我が園民は民主変装的固民としての逝

・前の享楽生活を追ふくく抜け駆け策を識ずるが如き人に封

も人民が政府に協力せざる限り新政策も破綻を来し易く︑

禽租西村茂樹翁は明流十年代の末期に於いて︑道義の棄

しては︑騰刷を怠らない様にすべきである︒その明らかに

引いてインフレ増長となるが如きあらぱ遂には国民共倒れ

微と思想の混乱とを憂慮し︑敢然日本道徳論を稜表して庚

法規遠反となるが如き行鯛に封しては政府も断然取締るべ

徳的修練を種まねばならぬ︒其の修養の根粋として我が弘

く朝野の評判を求められた．又翁は晩年に一切の公職を退

進倉の甲乙要領の如きは︑資に不可峡のものでなければな

き軍︒身全国を行脚して図民道徳の振作に霊捧せられたので

い．世間の談をきくに脱税の目的を達すべく悪智慧を弄ん

きであるが︑今の鹿その威力充分ならざるは嘆息に堪へな

の亡画現象を来すの恐れなしとしない︒斯ろが故に大衆進

ある︒今や我が阿傭の否なること徴時に蹄し且つ急激の鍵

らぬのである︒・

動である︒これ賃に本含員各位の細蹴起を促すべき時期と

だり︑諦紙を集めて横流しを工夫したり︑叉は小銭を集め

停電暗夜を繰り返へして居るのを見れば︑世の中は如何に

どが少くないし︑電熱器丈の取締さへ行はれずに毎度埼交

の隣組配給につきても組合員のごまかし組長の情資行篤な

やつしたりする者が少くないとのことである︒什晦足らず

たり︑或は十度に一度は失敗しても闇寅り闇買ひに浮身を

言はねばならぬ︒川か卑見を川僻して考慮を腹はす次第で

ある︒︹完︶
生活革新
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も自分さへ都合善ければ他人の迷惑や自己特来の困難など
此文が語者に見える頃の食糧事情ば如何であらうか︑今

てばかり居っては結局共倒れとなるは分りきったること左

をか妻はない気分が弧い力が一分るのである︒然しそう諦め

れぱ︑各人五に相注意し瓦に相監督する方法旋とらなけれ

、

時色尭重大問題あれども何を措いても眼前に必要なること
は主食料に封する将来の見込を典へ之によって食糧の騰貴

（5）

政府は先きに都市附近の中流以下勤人に封し一家五人の

ぱ・ならない︒

生活標準を大鰐月五百回位に例示したろことあるが︑是に
故障の文句を云へぱ限りもなく叉物慨騰貴すればそれも空
る位の生活を恩ひ切って寓すべきである︒何と云ふても日

椛法に過ぎないが︑大鵬としては都含中流者は大贈之に擦
本国土は七十年前の昔に立還り人間はその時の偶以上に相
営したる上︑園内国外の附況も塗ったのであるから︑常分
今迄通りの生涌をなし僻べき符もないので︑現在一部農業

司

今の虚政府は人民を責めてばかり居るし︑人民も亦政府

に封し斯くせよあ生せよと許り注文し︑然も人民とし一︲一は

的でも何でもない︑勤人なども自己の待遇のこと許りに苦

抜け道ばかり講完して居る様であるが︑こん産事では民主

は失職者の事を考えて地たらぱと股ふ︒大総われ／︑の生

辛して居るが︑少しは戦死者遺族や︑復員者や︑椛災群叉

で明けて賃ふ︑その政府もつまりはわれ等全慨が維持して

活はわれノーの手で守り抜くべく︑足りない虚を政府の手

居るのであると云ふ老へが︑もう少し起りそうなものであ

に於ても即脳を切り換へて思切って節約を加へねばならな

間ほ政府が一般民衆に封し節約を求むる以上は政府自身

と云ふ気分が狸かつたりでは︑遂には上下交利を征して日

気で居ったり︑叉は官人や農業背などが取れる丈は収らう

丈食べる丈食べて米がなくなれば米騒動でもしようと云ふ

る︒我日本民族の忍耐生涌は是から始まるのである︒自分

いが是も容易の事でばない︒従来よりの義務費︑進駐軍の

に節約し生康者には思切って供出を求め︑消費背には思切

本を滅亡に導く様なものである︒政府としてば自分も大い

者の生活の如きも恐らくは永く糠き得ないことｉ恩ふ︒

愛川︑賠償費は岡より政務費の坤加は還れ難い︒特に物慨

あるから︑生産を高むくく生産意欲を旺盛ならしむる工夫

然し物慨騰貴は何と云ふても物の少いのに原因するので

すべきである︒

制せらる上よりも先づ数歩を退いて境遇に打克ちつＬ前進

難を救はなければならない︒止むを得ず一歩堂堂と境遇に

に自律的自主的に生活方針を改善し︑叉相互に監覗して国

ｇ〃

を許容するが如きは追凌に改正すべきである︒我等は御互

って節約を求むくきである︒叉特別の人に封し特別の取扱

騰蛍に従ひ役人の給料手営︑事務喪︑材料炎の塘加も之に
伴ひ増税は勿論︑蟻迩︑郵便︑卑費事業︑ありとあらゆる
物の値上を誰じつ腿あるが︑その結果は更に進んで物慨騰
貴を来すべく︑斯くては課算も諜算の慨値がなくなり︑な
いも同様のことになるであらう︒如何なる内閣が立つとし
ても財政常局が有力で徹底的虐澄を取らざる限り効果を峯
げ得ない︒政府自から物慨政策を裏切りつつある様に兄ら
・れで居っては︑民衆も︵域毎利己主義の立場に陥り易いこと
も明白である︒
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、

ならない︒工業復興者に資金や材料の便宜を輿ふべきは勿

を講じなければならない︒生産者に多くの利徐を輿へねば

きも在来の面目に捉はれず鵠力の綾く限りは鵠力努働をも

論︑補償等につきても考慮を要する︒復員者︑失業者の如

家庭の︑民主化

経戦後︑園内の民主化といふことに開聯して︑政治・経

大杉謹一

り︑炭坑夫可なり︑開墾でも何でも鳶すべきで︑斯くて始

て来てゐることは申すまでもなく︑憲法の改正に伴ひ︑各

済・祇曾・文化・教育の各方面に亙り急速な改革が行はれ

僻せざる墨悟を以て進むべく︑下級官吏可なり︑車掌イな
めて労働は祁聖なりと言ひ得ぺく︑又斯かる人糞の間より

般の制度も追為改められて行くことであらう︒かくて我が

が︑此の除によく事柄の是非を明かにして︑正しい方向を

国の牡含に未曾有の愛化が見られようとしてゐるのである

であらうと恩ふ︒

小生は戦争によりて家を失ひ︐財を失ひ︑又一時子供達

題を取上げて見ること比する︒

見極めなければならぬ︒それに就て最も手近かな家庭の問

も失職したのであるが︑罷力の綾かん限りは各交働かねば
ならぬと恩ふ︒自分等より不幸の人だの多きことを恩へぱ

家庭の問題にしても︑急進主義の者は従来一切の杜倉上の

一種保守的な考も現はれて来るものである︒そこで差歯り

頗る急進的な考が出て来ると共に︑叉此等の意見に封して

凡そ如何なる時代にあっても︑杜曾の愛動期には一方に

何事も忍耐すべきものと墨悟して居る︒更に我日本悶難は
無諭甚しいとしても︑之を猫逸︑伊太利︑波蘭等に比すれ
時日の経過に従ひ復興も割合に早からんと信じて居る︒歴

︑

史あって以来始めての火難に際し︑我等日本人は既往の陶

あると考へ︑家族制度の打破を叫ぶと同時に︑叉一面保守

弊風といふものが封建的な家族制度の映陥から来たもので

ば︑猫立性は弧いし荒溌の程度も少いときいて居るので︑

酔生活︑一人よがりの生活より脱却し︑自己の長短を反省

的な考へ方から奮来の因習を脱し得ないで吐曾の進運に伴

し︑他人の立場︑他園の立場から見て自己は如何に潟すべ
きや︑叉自己と池と協同せざる限り自己を救ふとと能はす︑

った常然の改革をも之を善しとしない嫌ひの者もある︒い

のであるから︑結論に達する主でにはよく事の道理を正し

づれにせよ一つの事柄にはその因って来る理由が存するも

而して自己を救ふ者は先づ自己なるを確信し︑自奮自働有
日記︶

馬の人民として立たんことを期すべきである︒︵三月二十六

〆
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曾杜の吐長も︑代議士も︑段疑には輩出すべき時代が来る

髭 一

̲ー

Ｉ

−

て行くことが大切である︒家族制度といって恋た貨それだ

て︑そのま上今日にそれを嘗てはめられようとは考へられ

ない︒それは杜倉上経済上いるノーの理巾があって存じた

我が国の古い時代に大家族といふ事賞が存したからといっ

ものであり︑氏族制から家族制へと移り行く間にも︑上古

けで細かい検討も加へずに︑簡単な事が云へるものではな
るやうに此等の問題を中心として家庭の民主化といふ黙に

惚それで是非とも世間の人尭に公正健全な意見が見られ

り今日となるまでにも幾多の愛遷がある︒概して家の集合

の時代から中古の律令時代を経て︑中世から封建時代に入

何事に就てもそれ人︑専門家の意見の中には尊重すべき

鰐である戸といふ大家族の国鰐を見る令制の時代から︑﹃

就ても深い思慮を用ひられたいものである︒

事柄がある．家族の問題にしても従来皐者の間にいるノ＼

大きい問題はさうした家族制の下に︑婦人の地位が如何や

ら小家族へと移って来た事は申すまでもな脇その間最も

うな状態に掻かれてゐたかといふことで︑婦人の解放とい

家一門といったやうな封建的な家族開係を総て︑中家族か

ふ事が家族制度の打破︑家庭の民主化といふ事と開聯して

・経済畢者︒倫理単者等それ人ｔ︑専門の立場から研究が出

た畢者の研究の結果といふものを参考にして︑結論に達す

来てゐる心それで我だの態度としては何よりも先づさうし

来ることになり︑憲法の改正に伴ひ従来の家族制度の封建

な研究が重ねられてゐる︒法畢者は勿論のこと︑杜含畢者

いと誤りを冒すことにもなる︒以下少しく是等の研究に徴

るにしても︑どこまでも事の道理をよく見極めてからでな

ものに考へるのも厳密な考へ方ではない︒それで問題の家

た所もある︒況んや家族と家族制度とを直ちに同じやうな

夫権制度をも立てＬ︑家族制愛的な家督相績と岡人制度的

婦とその保護下にある未成年の子との共同生活である親潅

とする家族制度の親族園鰐が家といふ事であるが︑一方夫

民法上からいふと︑戸主椎制度即ち家長たる戸主を中心

づから鍵って来るであらうといふととが言はれてをる︒

度としての家族制度に改革が加へられ︑戸主の地位もおの

的な虚が沸拭されなければならぬといふことで︑戸主椎制

第一に今日我為の家庭といふ言葉は極めて常識的な言葉

して我等の留意すべき諸軸を筆げて見たいと恩ふ︒

であって所謂家族とも似たやうで異った所があり此頃の世

庭の民主化といっても法律制窒の上から之を改めて求な才

一され︑親椛夫椛も戸主椛の中に入れられてゐるのが従来

な遺産相績とがあるｃいづれにしても家は戸主によって統

帯本位の考へ方とも一致したやうで又いるノ︑の鮎で違っ

れぱならぬ黙と経湾の面から日常生活の上で不計理︒不便

の我が家族制度の特徴である︒然るに今日個人制度の園に

な黙を改めて行かなければならぬ黙とがあるやうに恩ふ︒
以前にはよく︑大家族制といふ事が云はれたのであるが︑
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あっては夫婦及その保護下にある未成年の子の共同生活を
家族といひ︑その各個人がそれ卜︑園の榊成分子であると
いふ立前であるから︑家庭の民主化といふ黙からも必然的
にかうした従来の家族制度に︑大きな愛革が斎らされるで
潜生活の上からしても軍なる戸籍面の家といふものと︑賞

あらうことは想像に難くない︒況んや今日の杜含生活︒維

際生活の上の世帯との間には大なる異同が存する事や︑家
族といひ家庭といふ中にも︑その内容賞質に大きな錐ひが
ある事などを恩ひ較べると︑制度的にも大きな鍵革が加へ

それで只昔からかうだったといふ事だけで︑その峡陥を

られるであらうと恩はれる︒

除く事に退嬰的であってはならず︑さればといって奮来の
ｐ

○日本弘道倉創立七十周年？

明治九年三月︑故西村泊翁先生により本曾が創立されてより︑

本年三月で恰度浦七十年の星霜を亜ぬることとなりました︒回顧

も文化も正に混沌として﹁日本よ何虚へ行く﹂の籾があり︑一歩

致しますと︑常時は恰も新日本建設の途上で︑政治も思想も経済

て﹁邦家の前路容易ならず︑三千織醐の若生を如何せん︑日夜夢

誤るならば獅立図たり得ないといふ多難時代で︑心ある人為をし

結び難し﹂と叫ばしめたのですが︑恩へば今日も正しく再建日本
の多事多難︑常時の危機以上であることが捕感致されます︒そし

て泊翁先生が﹁日本泣徳論﹂を義表して一︲維新日本﹂道義の行手

を示され︑閏民の行路を誤らしめざらんとされましたが︑我を日

函日本の誕生に一の並大役割を果さねばならぬ責務を痛感致しま

本弘通含員たるものは︑今日先生の迩教を奉じて此の今日の文化

す︒それには他なし︑旋蝿を草亜し︑世界文化を吸収し︑民族の

に︑流行即ち如何に改敢改善するかの部面を熟慮し︑反動から反

歴史と惇統恒稽へ︑立案された泊翁先生根本粘祁の不易に配する

Ｆ主椛制度たる家族制度の改革は必至であるといって＄︲そ

れは恰も家族そのもの上解鵠であるかの如く誤解したり︑

ます︒全同志協力して生命がけで頑張り斎せう︒租画の蔦め世界

活︑道の輝く揺ぎなき楽しい生活︑これを目標に進みたいと恩ひ

い月日の上で悔いのない生活︑心を遂げて怠ることなき向上の生

話役を期し︑固陥に陥らず︑時代の柵に流されず︒国家図民の永

動でなく本来の日本の世を誤らしめない燈墓の役と道の慈母の世

姉人の解放といふ事から︑僻姻の本質的な意義すらも忘れ
て︑奔放な考へ方をしたりなどするやうな事があってはな

らぬ︒家庭といひ世帯といっても︑人間の雌も自然な共同
生活は人格的な婚姻を本とした夫婦と規子︑特に幌の養育
を中心としたものであらうし︑かうした家族が閏家碓成の
単位としての家として︑その中に互障人格的な仙人捌係を

考へても居り叢すが︑此の黙御諒承を願ひ東す︒

ら︑此の粘爪を記念事業どする外ありますまい︒但し多少の事は

現下の賢妖は慣例に一ふり七十周年記念の本︑含行事は困難ですか

のために︒

何なる耐含如何なる時代にあって４︑直に望ましい人柵生

保ちつ上共同的薩回浦な家庭生活を誉んでゆくことは︑如
蒲の在り方であらうと恩ふ︒

〔,）

○含員各位へ
ｌ報告と御願ひｌ
口日本弘道倉館健在各位に御心配をかけたが︑再度見蕊
に被害は蒙り？坐も弘遊本部の殿堂は辛くも厳存︑奇疏的な幸運︑
先づ此の吉報を御送りします︒
一切の徐力を捧げむと︑日本出版倉の斡旋で種為相談の上︑我が﹁弘

□新倉員名簿作成東京は殆んど腰嘘︑而して全幽四十四の

都市の戦災︑九百除寓の擢災者︑及百高に近い銃前銃羨の死傷者︑
此等によ２進︑本含々員各位の消息検明かにされぬものが非常に多
いので︑新らしく曾員繕簿を作成せねばならなくたり童した︒各位

の新住所億勿論︑含貝で一鋤る知友の方のも御存じの方がありました
ら至急御知らせ願ひます童ら幸に存じます︒と同時に新倉員の御入
曾を切に御願ひ致します︒

口本含と教化方針敗戦による維新に直面して﹁本官の今後

CW)

口弘道復刊昨年赤岱咋の図状からして︑Ⅲ版物も戦争完遂へ

ば淋しい限りでし今尾併し其の開哀しむ．皇へき維結を見つ壁本年三月

通﹂も一ケ年冊休刊と決Ｌ︑爾来倉員各位と本官との連絡機間たる
弘道は︑皆様に配布されず︑唯戦争完逢への園策に従ひ︑識演其の
他に全力を傾けて活動を致しつ上も︑各位と交渉の少なかったこと
を以て休刊一ケ年の議定日を迎へ注した︒依って尚雑誌護行は大困
難ながら三月鑑より断乎として識定通り弘滋を壁行致します︒これ
で博統的本曾の事業も逐次本年は復活を見ると恩ひます︒但し︑現
一在の舎費と幽家の能力︑祇曾の状勢から︑頁は八頁中心となるべく︑
凌行も遅れると思ひます︒

口倉費諸物潤殆んど約十倍といふ今日ですが︑樹分猶も世相を

×

の方針は⁝⁝と各位も熱心に御考へになられると思ひますが︑西村
含祁の紡祁は︑御承知の如く︑鹿く世界諸教の長所を採って︑新日
本道徳を樹立し︑国家の基礎を堅固にせんとする︑員理に立脚する
所の教化剛澄ですから︑軍幽主義や極端な幽家主義など寧ろ敵とす
る所︑今日の悲惨を見るに至ったのは道義の額康に基き︑而して掲
鞭的片見による︑西村先生は正に今日あるを見て︑恰も五十年前に
絶叫せられし感があります︒と言って︑歴史と惇統︑民族を忘れて
抽象的に浮薄な時流にも勿論厨じて没し得られませんし︑本含の要
項主張を飽迄も中心に︑完全にそれが行はれる矯め︑祇曾教育上如
何にしたらよいか︑時代に鑑み︑峰代を味ひつ入或は訂正︑或は附
加して行くべく・全力を注ぐことＬなりませら︒新日本道徳の研究調
査事業も考へられて居り︑又今後は毎月﹁弘道︲一誌上に逐次本曾今
後の方針は指示されて行くこと上思ひます︒奮守に退かず︑浮薄に
進まず︑国家興腰の岐路鷹我が弘遊人は︑永久の揖理を握って示
しつつ世の電燈とならむｃ戦幽時代が去ったが︑民主を義が来る︑
そして又何が来ても︑何主義を迭迎しても決して何時も悔いなき行
動これである︒弘道人の任や重く︑責や大︒大いにやりませらｃ共
に考へ︑議し︑和し︑協力して︒

×

口線曾非常措置で昨年は法人の悉くが総曾を附き得ませんでし

×

見送って現状と致しますパ但し事情によってば定款改正による値上
げも止むを得ません︶そして人手少なく︑含費徴収の資材も乏しく
且極端に値上り等にて︑本曾の働きかけも充分雁参りませんから︑
支含は勿論ですが︑個人の各位も何卒進んで御挑込みを切にｊ︑に
御援助御協力の篤めお願ひます︒

になりませら︒

たが︑本年も曾場︑物餐︑交通等の開係で本官縄含の畢行は不可能
と思はれます︒雑誌上での報告で臨時措置として御承認を願ふやう

×

−
一
一

弘道倶楽部室
◎消費老へも張擢を溌動せよ
今日の重要な問題は︑誠に明瞭であって︑

論ずる除地なく食料問題の解決を第一とせね
抵蹄らぬｃ食料の供給で人間の活動が可能で

ある以上︑之が餓乏するとあらば一切は不可
能となるからである︒其所で種々と論議され
て吃居る課であるが︑勿論滞来の方策を樹て

へ最後の強権装動とあらば︑消餐者へも﹁腿

擢の蓋勤︲一を等しく壷動せよと叫漂者であ
る︒生産者へ迩義を弧要する者は先づ自らも

遡義を験守すべきだ︒即ち幽霊人口︑買溜食
料︑等を︑には厳に弧椛を溌動せよ︑斯くし
て生産者への一︲躯椛溌動﹂も意義をなすであ

らう︒人を責むるにぱ自らも責めよ︑片手落
ちの所涯は寧ろ網てを破裂するのみである︒

我等は徒らに封立する前に各自愛情と反省で
向ひ合はうでばないかｃ食料危機は︑生産︑
消費同様に弧擢も負ひ︑逝義も守り︑それでど

うしても足らぬ時は輸入で恥何んでも乞ふ︑
それも不可能とあらば︑餓死も恐れむやであ
る︒乏しきにあらず︑憂ふるば利己心と反目
に由る不平雛である︒︵潅沼迩夫︺

○﹁信鰯﹂の芽を
暦の赤に後れて此の頃の黄際の天候は券尚
暦にだまされず︑将来に雄しい希望と信頼を

所でどれは又何と一・向に暦に踊らず︑一向に

春の淵意が出来ないやうだ︒後れるのが春を

かＯ

億に知る自然の姿か︑勝た先んづるのがそれ

今日閏民の芽募きのないのは何物にも．﹁信

るまいか︒何にもだまされた︒彼にも課廠化

頼﹂を失って了った呆然たる心の篇めではあ．

された︑﹁世の中はヨイ加減のものだ︑何んで

もやりたいやらにやるんだ﹂これが迩義も腰

れ︑法も守らず︑無供序状態を出現させた根

本だ︒此所で私は図民を︑或は道義心︑或は

宗教心にと各自の性格による宏心立命の逆へ

むもの︑信じ聯るものを早く幽民に持たせる

導き入れることを努めねば左らぬと思ふ︒頼

時︑徐程人心の安定がつき︑再出焚が元瀬に

なるであらう︒大西郷は︑﹁八を相手とせず︑

天を相手にせよ﹂と言ひ︑天を相手とせば︑

失望落騰する班なし︑人を相手とすると︑腹．

のないものをいぜよ︽そして腫瑚を敬ひ︑以

が立ち又歎きもする︑と説いたが︑備ること

て人を愛し合って行く時︑人生の自暴自棄は

ない︒︵中村敬ロ

Cn‑)

ることが必要で︑以て今日の如き食料危機を
再び招かざる様に︑あらゆる場合に封虚して
政治家の努力を要望して止まない︒然しそれ
と何時に否先行して︑大消費地の食料が﹁敷
日間の貯へ﹂と蔦ＯＳが叫ばれる今日︑急の
急を要する食料対策︑これが龍大で︑五︑六
め︑衆智と総力の溌揮︑これこそ今日直ぢに

其の一として政府は先づ供出米促進に﹁磁

かけて︑元熱よく明るく芽を出し初めた︒敗

一
汁

月の危機をして︑何とか乗切り得ることの鰐

椛の溌動﹂を以てした︒其の是非は暫らく置

戦国民を私は此の時思ふ︒民︑王再建の暦は作

升

渋い寒さが消えないｃ併し自然ば人の作った

くとして︑どうしても米の供出不可能とあら

随って一歩先営︑臨機到来を忘れずに︑再建の

られつ上あるが︑それなのに︑閣民は憧理に

咳弄

結集さるべき唯一の目標である︒

よりも一刻を零ふ場合であるからである︒所

芽を萌え出して来ただらうかと云ふとと壁︒

ば︑急場を救ふ上からは止むを得まい・談論
でそれと同時に考へねばならぬのは︑生産者

、

−

本書童報
．︹昭和二十年三月以降︺

Ｏ興亜迩偲研究含幹或含三月五日午後二時
或出席︒

より本肯々提室に開催︒吉田副一審員長外各幹

日至一一・月十六日の五日側丈祁省小金井④教単

○大日本教化報圃曾幹部錬成含筒三月十二
錬成所泣場に開き︑講義︑悪談︑切瑳︑生活
修練︑武遡︑祷法︑古典研修︑縄事作業等の
課目を練成す︒本含より割田編輯員出席せり︒

○家庭戦力化懇談命大日本教化将蝿含と本
〃含の主催の下に三月十五日麹町区三輪田高等
女畢校に開催︑三輪剛元迩氏︑本箇贋江主事
の講話の後︑種為懇談をなす所ありたり︒

六十有三歳なりき・

を焼失さる・御見舞申上ぐ︒

○宇野同空博士稚災三月の空襲Ｅし協賛含
員丈畢博士宇野同空氏は本郷畷赫明町の邸宅
○家庭戦力化懇談含本官と大日本教化報国
首との・王催にて第二同家庭戦力化懇談含を三
月二十毛へ日午前九畔より麹町唾三輪田高等女

畢校に於て開催︑三輪田元滋氏︑情報部森本
大尉の講話後︑懇談倉に入り︑婦人の心掛け
による寅際の戦力化問題につき協議せり︒

す︒

○本間光正氏逝去時別含員本間光正氏は三
月三十日逝去︑享年四十有五歳︑哀悼に堪へ
ず︑氏は出羽閏の富豪と知られし本間家の常
主︑又積善の家として知られ︑本称にぱ歴代
淵係して識力多大なるちのあり︑四月四日菩
提寺瀞禰寺に告別式畢行︑本含よりは香料及
弔餅を贈り生前の功勢に感謝し哀悼の意を表

﹃︲堀田含長︑吉田副酋長︑理事吉田静致氏︑

○大日本教化報園含中央常含︒五月二十五日
文部省第四含議室に大日本教化報国含中央常
曾開催︑本含よりは割田主事出席せり︒
○飛事倉︑・評議員含︒五月二十五日祁田一シ
橋畢士曾館に於て︑本含理事含︑次で評議員
倉開雌︑昭和十九年度決算︑昭和二十年度諜
算案の審議をなし︑原案通り決定︑後興亜迩
徳研究含調査委員命を附き︑吉田副委員長よ
り一ヶ年の調査事項を報告せり︒
○職員・役員羅災者︒四月十四日以来五月二
十五日の帝都空襲にて本曾職員・役員にて判
明せる確災者の主なる人為左の如し︒

哀悼︒博上は鈍語畢者として国課大萩謹の功
勢者として知られ︑文化勲章拝受者たり︒本

○割制脚釧珂叫珂遡封協替含員文畢博士高楠

を願ふＯ

諮誰三輪田元逝氏︑諸議贋江醐次郎氏︑許議
員松波仁一郎氏︑評議員園府稚徳氏︑同伯爵
松卒直図氏︑特別含員伯露徳川達成氏︑主事
割出斧二氏﹂等︑其の他曾員謂君には極めて
多敷に達すべく︑衷心より御見舞巾上ぐる次
第であるっ尚羅災者の方為は新住所の御通知
さる・慶賀︒

○菱源寺擢災︒西村曾祁の御墓所本郷睡養源

含よりば弔意を表せり︒

○下村宏博士入閣特別含員法畢博士下村宏
氏は鈴木内儲に幽務大臣兼摘報局縄裁に親任
○景山含計主任退職︒多年合計主任として謹
力されし本含書記景山尻盛氏は四月本曾を退
職︑郷里島根隣に疎開︒
○贋江主事退職︒在職十有七年功勢多大なり

議せり︒

○興亜逝徳研究念稗事曾三月十九日本曾詩
長室に開き︑吉田副委員長以下各幹事出席協
○夫日本教化報闘曾課長来訪三月二十三日
大日本教化報陶曾相京職化局次長︑土井生活
誹長本官を束訪︑称盈協議する所ありたり︒
Ｏ陶民粘祁昂揚懇談合三月二十五日大日本
教化報閏含と本含主催にて︑埼王螺豊岡支含

し本官主事鹿江繭次郎氏は四月を以一︲﹄借しま

報国倉の主催にて七月二十五日東京都足立瞳
五反野南町長性寺に︑貯蓄報園の篇め六百億
貯蓄攻勢協議肯を開き︑講師として大蔵省貯

○六百億貯蓄攻勢協義雷本含と大日本教化

寺は戦災に遭ふ・幸に西村先止﹄お御墓は無事︒

順次郎氏は六月二十八日逝去︑享年一へ十歳︒

挺側民精祁昂揚懇談首を開催︑吉田瀞致沖士︑

蝿さる︒

れつ上勇退︒後任と

Ｅ景山庶務宝任退職︒庶務主任たりし本含書
記景山久耀氏は一身上の都合匹一五月本脅を
退職︑郷里島根螺に疎開︒

て編輯貝割田斧二氏萎

談肯開催︒

安東昌喬海軍中特︑庚江主事の講話の後︑懇

Ｃ男騨大森佳一氏逝去辱別含員男樗大森佳

Ｉｉ

一氏三月二十五日逝去ｃ弘通誌上にも厘予︑執

筆され本含に熱心壷力されしを︑衷悼ｃ享年

〆

Cis)

、

貯蓄の責際問題につき協議せり︒

蓄奨勧官根津恭氏と割田主事出席︑講演の後
○国民精祁昂揚協議首︒本曾と大日本教化報
園含主催にて︑八月十五日秋田市商工倶楽部
講堂に国民粘祁昂揚協議倉を開催︑本曾より
吉田副曹長︑割出主事出席︑講演の後協議含
開催︑十七日蹄京︒戦力としての道徳を弱調
すべくして︑常日は停戦の大詔を秋田市に於
てラジオを以て拝す︑馬めに帝函再建第一歩
の講演含協議菅となる︒記念すぺき協議官と
なりたり︒

○松井茂氏逝去理事︑特別曾員法畢博士松
井茂氏は九月九日疎開先都下西多摩郡霞村杉
山別邸にて逝去︑享年八十歳︒博士が宵界誉
察界へ教育界の功勢は穫言を要せず︑本含に
は第一高等畢校畢生にて入念︑正に今日迄六
十年︑維始西村先生を敬慕されて本含の儲め
指導壷力され功努大なりき︒本含よりは割田
主事本邸に参上︑香料及弔餅を供へ謹んで弔
意を表せり︒尚十月九日消防警察葬もて築地
本願寺に告別式畢行せらる︒割田主事参列せ
Ｍリ︒

○土田誠一氏逝去協賛官員土田誠一氏は十
校長︑倫理畢者︑︒人格者として知られ︑１本含

月二日逝去︑哀悼に堪へず︑氏は成躍高等塁
職曾教化畢院には久しく謹力さる︑謹んで弔
意を表す︒

○吉田静致博士逝去理事︑諮議︑交畢博士
吉田静致氏十月四日擢災後の催宅東京杉並瞳
天沼にて逝去︑享年七十四︑哀悼に堪へず︑
博士は我園倫理畢界の擢威者であり︑東京帝

士院含員たり︒本曾に閥係する脈多年︑塊蒋︑

大︑阿丈理科大畢等に多年教授たり︑帝閣畢

り大日本教化報画含と本含︑と共同主催にて閣

了・

○挫岡支含誌演含︒十一月十八日午後一時よ
り豊岡支含にて経済逝義昂揚協議倉を開き︑↑
経済畢岬士金原賢之助及割田主事出張︑維戦
後のインフレーションと我閏趣済の前途の金
原博士の講演後協識曾に移り︑午後四時半維

去︒享年七十八心誰で弔意を表す︒︑︲

○郷凋倒型釧鰯脚封遡封評議員法翠博士松波
仁一郎氏は疎開先岸和田市にて十一月三日逝

午後四︑時牛終了︒

民迩義昂揚協議命を禰島市第一幽民畢校に開
催︑吉田副曾長及割田主事出張︑画家の更進
と幽民の迩義と題し講演壇れ︑後協議に入り

宣惇部長︑諮議等として植機に参ぜられ︑功
勢多大なりしを︑先般理事松井茂陣士を喪ひ︑

又理事吉田博士を喪ふ︑本含として誠に哀悼
の極みなり毒本含ぱ露前に香料及弔露を供へ
弔意を表せり︒

り哀悼の意を表せり︒

○松浦領次郎氏逝去協賛含員松浦鎮次郎氏
は九月二十八日逝去︑哀悼︑本含は弔辞を贈
○服部捨郎氏逝去常任委員服部捨郎氏は疎
開先盛岡市にて十月四日逝去︑〃哀悼︑氏は五
十年以上の熱心な含員にして西村曾租に師蛎
されし人︑謹んで弔意を表す︒

は弔酢及香・科を贈り弔意を表せり︒

支含長陸軍少狩長嶺侯之助氏逝去︑本含より

士遠藤隆吉氏は︑二月六日急逝︒哀悼に堪へ
ず︑割田主事告別式に列じ弔跡及香糞を供へ

○遠藤博士逝去評議員︑協按含貝ぷ文畢博

○家庭教育振興講演倉︒十二月十七日禰蝿螺
伊達郡掛川町婦人含︑同十八日同郡藤田町妬
人含︑同十九日信夫郡平野村婦人倉の三個所
にて本含家庭教育振興講演倉を開き︑再建日
本と家庭教育につき本曾より特別含員持地ゑ
い子︑主事割田斧二雨氏出張せり︒

○長嶺秋田支含長逝去十一月二十九日秋田

○霞ヶ関支含講演念︒十二月九日埼玉螺霞ケ
開支合図民迩義昂揚講演含開催︑本含より制
田主事︑評議員小尾範治氏川席︑﹁再建日本と
民主々義﹂の小尾範治氏の講演あり︑後協議
曾を開き午後五時維了せり︒

して散官︑共に講師は翌二十九日蹄京せり︒︑

○東部支含閏民道義昂揚協議倉︒十月二十八
日千葉聯東部支曾に於て大日本教化報圃曾と
共同主催侭て︑園民遡義昂揚協議含を八郡国
民畢校に開催︑削田主事は﹁信なくんぱ閏建
たず﹂吉田副育長は﹁国運の更進と団民の道
義﹂と題し講演し︑後協議称に入り︑躯佼︑
家庭︑祇含の一致平行せる教育の辿開を力説

つば胴什綱岸汁旧山形に蹄宅さる︒

因に吉田副含長は︑駆術振興委員含川席の侭
疎開先山形牒より十月二十日出京︑講演を了

○草間豊吉氏逝去常任委員草間豊吉氏は十
月二十四日郷里茨城螺大花羽村にて逝去︒享
年八十二︒氏は含員たること四十年︑各糠の
委員として誰力一方ならず制畑主事出張弔辞
及香料を供へ哀悼の意を表せり︒
○禰烏支曾講演街︒十一月十一日午後一時よ

c ^

て弔意を表せりｅ｜︑

と再建日本﹂︑割出主事は﹁民主為義への激化

○幽民道義昂揚協議念︒二月十七日千葉螺東
部支含庭於て大日本教化報圃含と本含との共
同主催にて︑香取郡笹川町に園民道義昂揚協
議官を午後一時より開き︑本含より即事小尾
範治氏と制出主惑出張︑小尼氏は﹁民主為義

指導﹂と題し講演し︑後協議倉を淵き怠見を

交換し午後五吟散含︒︒

﹁図民道義昂揚協議含︲一を開催︑割田主燕の

○幽民道義勤揚協議念︒日本祇含教育聯合念
と本含の共河主催にて︑三月九日午後一時よ
り東京都西多摩郡成木村国民堅校講堂に於て
民主を義と教化の指導︑小尾範治氏の﹁民主
を義と再建日本﹂と題する講演︑次で﹁青年激
化の賀際指導﹂につき協議し午後五時散含︒
○本含評議員首︒三月十九日︑吉川副曾長久
方募りの上京を機に刷田曾芳模に於て午後二
時より評議員念を開催︑理事二名補充︑本含
今後の指導方針と事業︑及︵其の後の報告事
項等︶︑等を議題として協議する虚ありたり︒

○叫叩劃瑚一馴鴎遜封協賛含員山田新一郎氏
三月二日京都市にて逝去︒哀悼︒本含より妓
弔僻及香料を供へ弔意を表せり・

支書童報
１
１
○秋雷支曹報告
三月十ハ日︵定日︶午後一時半より徹支倉

例含を秋田圏書館内に開催せり︑長嶺支曾長
の司含にて国民俵濯を行ひ︑次で本含甲乙要
の戦局に虚する吾人の畳悟等につき種為訓話

領達朗讃︑絡つ今て挨拶あり︑即ち邦家未曾有
する所あり・

束者庚浬万次郎氏︑繁田四郎︑西津昇三

を催ふす︒

郎︑古谷喜代次︑鈴木栖開︑水村武一郎︑繁
田正一︑北田伊典
繁出隔茶舗に一時より開く︒
二月汁五日︑茶舗に節二百十四回常曾︒
朝来︑暗雲低く垂れて︑陰惨を芋む︒十一

午後二時開含︒支含長の本含要領朗讃後︑
菅誌一月瀧讃究︒談話を交換す︒
高篠﹃先日︑菅原兵治先生を訪ねた︒先生
は﹃今は講演の時にあらず︑須らく藷を作る

飛︒頭上凱襲︒

時︑ちらほら︑はだら雲落つ︒敵龍上機狂

る講話であった︒一七れより各自時局談を交し︑

べし﹄と巾された︒﹄

此日は秋田岡書館長小野褒氏より﹁秋田郷
土史﹂の講話を聴くこと上せり︒館長は︑佐
竹徒儒家歴代君公の林政︑錨業︑農事等に封
する開蕊や指導方針に開する努力を述ぺ︑一
方には勤倹畢業を鋤塊して雄藩の面目を保存
されし其の間の苦心の程は︑今日時局に瞳し
き努力も偲ばれて胸を打つものあり︑有益な
午後四時半散含せり・

なり︒四時珊含せり︒

誼︑禰日講師小野窪先生を紹介せり︒秋田藩
郷土史の題下に殆んと二時間に亙り明君藩主

曾長に一︲︽先づ鯛民儀濯を行ひ本含要領を朗

助の諸君也

武出牢七︑東山藤挽︑石井守一郎︑妹尾馬之

長加藤道萩︑木内商店主木内隆一︑萩原易治︑

五月六日午後一時半より市内秋田岡書館を
曾場とし︑第百五十八回例曾を開催せり︒出
席者長嶺倉長閣下を初め主事繁田慶次君︑本
含長老一乗寺住職加蕗義恵師︑秋田同書節長
小野嚢︑祁谷勇三︑山田平吉︑秋田燕護士命

○秋田支窪報告

Ｂ二九︑雲上を東べ束へ︒爆準殿冬凄槍

よりほか蓮なし﹂︒

鈴木﹃公徳重んぜられぬ時は︑私徳を慎む

常日の出席者は︑長嶺支含長︑小野側書館
長乱繁叫慶次︑木内隆一︑武田正七︑荻原易
沿︑宮野吉松︑山田不吉︑外含員多数なり
き︒川に最早彼岸に入るも︑寒莱殿しく降雪
頻り︑鉦に丈像の積雪たり︒

Ｏ蔓岡麦倉報告
二○年一月二一へ日︑第二三一回常含︒

午後一時︑繁田園茶舗に開く︒支含曇上京
のため︑抜井副支曾長司念す︒弘道十一︑二
月合仲雅研究ののち︑鈴木氏より︑近江祁宮
大化改新千三百平祭琴一加談一分り︑清聴︒時事

談にうつる︒栖開氏﹃古諺に︑耕牛無描食︑
燕鼠有際糧とあり︑味埼へＬ一・西躍垂より︑

増産俄出畿麓談あって︑四時散含︒弧風あり︑
武蔵野特有の砂塵天を霜うて雲惨をきわむ︒
二月十一日︑青年部にては久し振りに倉華

Cu")

ー
−
−

町繁田園方にて漁支含例含を開催せり︑本年

となりしは止むなき事なりき︒此の日市中に

義政公以来の事蹟を講述せらる概要に白く︑
文化文政の頃人材も出て翠政に明徳館設立あ
り︑林政又餓山︑治水︑開墾等藩の方針とし
て蒜を進められ︑財政甚だ裕かならざるにも
不拘︑鋭意治績を収め天保年中の凶作にぱ仙
救の途を講じ︑全図にも古く而も有数の感恩
識を創設せるは此際のことなり︑開拓亦進捗
し︑成辰戦後勤王秋田の後陣に壷寓五千石費
糧を用意し得たるも︑常時施政の宜しきを得
たるに原因せる賜なりと云︑歴代の方針と藩

初含にて含員出席．十七名長嶺前椋長の遁悼談

叢す︒

◇支含報等極く簡単に願ひ叢す︒誌面があり

玄せんから︒

◇何も彼も無い無いづくしとて︑弘道炎行は

遅れ勝ちと恩ひます︒又合併雛の畢もあると

恩ひます︒帯封一つでも入手困難な時ですか

ＰＤＯ

◇郵逢も間滑でない今日とて︑此の鮎から不

着や遅着も多いと恩ひます︒御含み下さい︒

笈ならば︑命我の大牛が一年の迭料となるか

◇郵送料も噸では何倍とかに改正の様子︑憧

碓愈なりき茶話合に入り繁田氏の厚意に時を

も知れず︑雑誌蕊行の寅欣は︑前途多難︑費
脚に本年の東北秋田は昨年の反封に冬らし
からず︑一凡の竿より稚雪左く又暖気にて
何十年見ざる状況︒

させられて居烹す︒お瓦の日常生活もさらで

すが︒御協力願ひ叢す︒

◇衣食足りて漉節と言はれても来たが︑文化

日本を目標とする日本幽民は﹁衣食足りずと

募りま寺︒淵紙葉書︑責任を塔って本壌で︑

◇弘道胤楽部室︒縦続な通のための御意見を

は不可能でせう︒

ぼし常せら◎これが守られぬ以上︑再起日本

恥と期し︑各自の日常生活から始めて他へ及

も濫節を掌砿する﹂心掛けを石に噛りついて

簡にして要を得た芯の︒誌而の許す限り掲げ

口雑信

川と賛材早くこの解決をと出装早々から考へ

移し五呼敬念したり︒

を交はし︑庶務含計の幹事報告あり︑近来の

藤定職氏の時局講演にて穂為含員相互に意見

あり︑一同欺祷冥禰を臆り︑常日は舞護士加

昭和二十一年二月十日午後二時より市内茶

○秋田支含報告

る所ありたり︒

市中は俄に戦時らしく緊張して準備を開始す

ばれることとなり︑濠舎の築造等急速に初り︑

投弾あり︑一方串童及建物疎開のこと俄に行

内逸材のありて之に参︾蜜したる結果なること

謂ふまでもなし︒斯くして秋出藩の惇統を保
持し今日に至る祇先の昔を忍び︑此鋪慨忘却
して可ならんや・

緊張の度を加ふ．︒

茶話倉に時局談を交はし︑和気顎々の裡に
講師の勢を謝し︑四時散含せり︒
因に秋田は即今梅樫側漫年中の好季節に入
り各祁証など祭懇ある一方︑軍幽風景鈴を

Ｏ秋田支雪報告

昭和二十年七月十五日午後一時半より︑秋
田市内寺町惇法寺に於て第百四十九回支曾常
含を開催せり︑長嶺支含長を初め小野間害館
長︑鹿見島築潮師︑加藤義恵師︑妹尾馬之助
氏等の常連外曾員出席︑謝題漬教化報国のこ
る曾談の空莱の裸に午後四時過ぎ散含せり︒

ど並に時局談を交し︑時局に雁にしき緊張せ
常日は空襲下の含合とて出席例になく少数

﹈

（芯〕

隼口

︲１１１１
余日

○主事麿江万次郎氏僻任ニョリ左ノ如ク委
嘱ス

編幅員割田斧二
日本弘道曾主事ヲ委蝿ス

震江万次郎
日本弘道含諮謙︑協賛命員︒評議員ヲ
委嘱ス

昭和二十年四月
○理事松井茂︑同吉田静致雨氏逝去ノ馬メ
四月評議員曾三ア理事ヲ選畢ルコトトナレ
︑〃 ○

編輯後記

△敗戦園の賞梼として珊紙の配給は随少た
る止むを得ない︑そして溌行機開や所有部
面が整備成らず︑然も印刷︑用紙︑燃料共
に昨年二月と比して約十倍である︒恐らく
．は八頁が頂上であり︑誌而の極度の節約と
利用は常然で︑文蕊欄の如きも復奮は困難

ある︒

△昨年二月常時の日本出版含と協議の上︑
営時の国家状勢より︑常局の趣旨に基き︑
取敢へず一ケ年間一︲弘道﹂を休刊し︑以て
世の状勢を職望するの止む茂きとととなっ
たのは遺憾であった︒然るに鼓に休戦と左
つたので︑約束遡り一ケ年の休刊にて蕊に
三月龍より復刊することとなり︑皆様・との
連絡を計り尋従亦通り其の使命を果さんと
するのである︒併し時代は新しく文化図日
本へと第一歩を踏み出すこととなったこと
とて︑弘通も其の線に添って面目を一新し
て復刊することにした︒一ヶ年の休刊の事
情を諒とされ︑今後の御鞭捷を祈る次第で

￨

田︶

弘道責債︵税込︶一冊金五拾謹也

１１︲

一ヶ年誌代金五岡

弘道含入含手縞

一ヶ年含費金参目を御柿込み入倉の手続を
とること︒含員にば雑誌弘滋を無料配布す

る外に種為の特典あり︑ 規則書は郵券＋嬢
封入の方に送付す︒

本誌庚告の件については︑

本含編桝部へ御相談を乞ふ︒

二十一年二月汁八日印刷納本︑

二十一年三月一日護行

割田斧二

東京都神川随西抑田二丁目一番地

東京都祁田厘祁保町三丁目十番地

蕊行兼
編揖人

印刷人春山治部左術門

東京都祁田睡祁保町三丁目十番地

印刷所︵東求窒ｅ共立赴印剃所

東京都祁田睡西祁田二丁目一番地

搾鈍喧日本弘道含

電話九段九番

振替口座東京皇君番
日本出版協曾含員番瀧Ｂ二邑茜

眉印二十一牢淵斗二安狙斗湘輝三畷鵜嘉準調一誼二一周袖塗詰弘道箔五十五巻・第六百三十三鏡

昭和二十一年三月

｜

であらうが︑併し暇令半頁なりと設けたい
とは思って居る︒御諒承を得たい︒
△曾我︑住所愛更等は︑謹行費の不自由︑
手不足等の開係もあるので︑諸氏の進んで
御協力︑本含への一助を乞ふ次第である︒
△本銃には賞際問題の啓蒙と指導を主とし
た︒恐ら・くとれが今後の方針とならうパ割

○

昭昭
和和

少

□

． ‐ ‐ ‐ −参
−＞＝o令＝→＝

の

口第五十四港・第二銃・弘道要目

言

・心

○弘道常含室⁝⁝．：︵さ︶○本含築報；・⁝⁝⁝︵二︶○支曾業報：⁝．．⁝：︵二︶

○弘造詩林・⁝⁝；⁝府川丈難選⁝︵九︶○弘遁俳穏旭東子選⁝⁝：⁝⁝．：︵九︶

△雨森芳洲先生景仰嘗⁝：⁝⁝・⁝・；近江支曾長平田賞一・；︵六︶

︑
﹄

鑑謹麺醗日本め滝標的行徳：：：⁝・鼎：⁝女畢坤土井上哲次郎⁝︵二︶

紀元節を迎へ奉る：⁝⁝：⁝：⁝：⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：；⁝⁝・⁝：：：⁝；⁝：峠︵二

先生訓
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時は謬岡民文酬の度大に進み諺善良なう意政を治の基楚確立すぺしも然れども一人にて識く是を行はん事は甚難し︑唯

者も亦力殻に唯じて是れを篤すぺしも薪し自ら燃すの養含歴なき者は富入を勤めて是を行はしむくし︒此十八像行はる上

右積極の公徳の大略なり︑此他は推して是を知るべし︒此中策十一第十一万二嫌は悪ら常人の鯛すべき事なれども中産

一︵十八︶己れの一身又は市町村を富さんと欲せぱすべて図家を富すの念を以て之を鰭すべき事

︵十七︶阿家の経済に注意し外阿貿易の不平均を挽卿すべき事

︵十六︶剛家的利害と地方的利害と洲衝突することあらば地方的利需を後にし御家的利縛を先にすぺを事

︵十五︶己が市町村と他の市町村との間に紛霧の起ることあらば私見を棄てて公義に従ふぺ営事

︵十円二市町村内に紛議の起ることあらば努めて之を救解す︒へ琶事一

︵十三︶貧富の不平均を溌防するの法を老窮し機愈あらぱ之を黄行す・へ意事

︵十こ貧人又は不具慶疾の者は之を救助すべき事︑但米銭を恵むのみならず生業の弦を輿ふるを単一とすぺし
一︵十二︶図家公益の事あらぱ力を議して之を助くべき班

︵十︶孤兇寡婦又は無能力者が好滑者に欺岡せらる島ことあらば速に之を救ふぺを鞭

︵八︶善行者あらぱ共樵を表彰し良善の愛明者あらぱ共力を助けて難事を成就せしむぺを事
︵九︶蒐罪者あらぱ共抑欝を伸ぺんことを謀るぺき事

︵七︶総て何市町村の利益となる陰き事を溌見したらば汎く諸人に告げて共に幸耐を受くぺを事．

らざれぱ共数なき事

︵夫︶水火錐賊飢儲を減防する法を行はざるべからず是を行ふには一市町村共他附係の土地は連合して之を総すべし黙

︵五︶同市町村に住する者は同心協力して利害共に祁助くぺを事

︵四︶紬て共土地の遜風俗を改諜する事

︵三︶財産共通の法を行ふ事︵但弘泣棒相助法の一如き是なり︶

︵二︶教育衛生を堤むる事●

︵ご自治の精岬産養ふ事

積極の方より公徳の必要なるものを塞ぐれぱ大略左の如くなるべし︒

Lけ

一

是を目的として此中二膝にても三催にても力を蒐りて是を行はんことを務むぺし︒

ｌ︲ｉｌｌ

『

一

訓 生先翁泊

←⑦

紀元節を迎へ奉る
惟ふに祁武天皇の御東征は一へ年の久しきに及ばれ︑

典の間遥くも所有御敢脚御怒苦の限りを経させられて
︾

遂に之を克服遊ばされ︑以て揺ぎなき建幽大業の基は
成る︑而して歴代此の御締測を祁承け之を進められて

て愈々雑を︑皇威の堂揚皇窪の普及正に今刷こぞ前古

今や紀元二千六百五年︑金剛無峡の悶磯は玉と廓かれ

其の比を見ざる雌月を致せり︒
乃も知るや狐難はよく汝を玉にし︑困普の克服は︒よ

○

研善一締栴砕卦岬脈︾︾毎桝鱗蛎榔那畢輔

聖戦とは釜人類等しく所を得︑志を詮ぐ︒へきに︑之を

洲ゴー輝聯縦部嘩嘩韮嘘畢緬蛎識翫齢締峠灘

刊雛まｖ

弘︑窯蒔繊寵睡嘩職績

１︐鯛め恩人であり︑叉邪は之によりて遂に跡を断っぺ

く汝の賦慨を渡擁することを諭今や大東亜戦争五年目
を数へも八紘篤字をもて皇軍の︒進みに進めばも食慾野

道⁝為︑裁蝶が翌職ば垂に勝つ墨⁝．蔚乎鵬︒

年読簾灘織輔職蕊嬢蕊顎

十一我等は聖を尊び︑正を信じ︑逆に随ひ︑便に人蕊州賦

昭二一聖戦の机手は常に邪悪の徒である︑我が聖職に封し
側一祁手は米英鬼帝で︑野望を途ぐぺく非迩桑力の限りを
年牛一致す悪徒である︒聖に邪を勝たしむぺからず︑併し理
二月︾の如く成るば之を鰯さしめねば自ら成るに非ず︑依て

｜一べく死剛を期せむのみ︒

望之を報まむとする米英鬼帯諺彼我攻防正に決戦の域
に至らむとす︒それ雄図の大理想は噺乎逢げざるぺか
らず︒途ぐ等へくんぱ幽民一億結集虻ら反慨を遡憾なく

■

溌揮せざる︒へからず︑反慨を愛難すべくは愈僅共の狸

難を重ねて之を克服するにあるべし︒今日剛家大非常
時下紀元二千六百五年の紀元節を遮へては︑雄閏の古
を顧みて忍苦王成の偲統的大信念を間くし︑以て岡雌
克服を誓ふある○み︒
リ

｜﹃且

へ︑

米

屯

やｈ

米英の鐙的行篤さ日本
の道徳的行篤

井上哲次

9

郎

明園として︲又先進国として追随されて居ったやうである

が︐今伺世界大戦勃謹と共 に俄然一愛し蕪蝉卑随劣琵虐非
道の悪鬼となって来た︒西に於ては潤兵の居らない羅馬法

聴附属の建築物を爆撃して多敷無事の人民を惨殺したと樽

へられ︐↑東に於てはハ芝キリした赤十字のマークある病院

船を幾度も砲撃したり耐其他小皐児童に封して機上結射を

に至らしめたり︑色々様々︐悲むべき報道が耳を打ちて来

浴せ掛けたり︑抵抗なき在住の日本人を職制移動せしめ死

束津諸民族とは全く其立場を異にして居る︒渦逸は敵米英

るに湘謹ないが︐何分風民の動き之見ると功利主義︐利己

蕊一米二両にも個脈としては裁派な崇高の性格毎の持主が居

るのは猫り我輩のみではなからう︒

環に於ても︑我が図に有利に糠同しつＡあることは殆ど疑ふ

より園際法茨どを無秘した残虚行満を仕向けらるれぱ︐之

人間流弾などと云ふことに至っては米英の篤し得る所では

る︒殊に伊塵に封する待遇潅どは古代より寛大であった︒

をなさないで厳重に園際法を守ることを怠らないものであ

所が米閣の世界的活躍の動機如何を諸察して観るに︐利

正義の標的を立つるのでもなく︑取ったか兄たかの乾紳一

権獲得の一黙にあるのみ︐良心の指導によるのでもなく価

戦争に就いて論じたい事は数限りもないが︐弦に大開心

グー

Ｆ﹄

郷の賭博的暴塞に類すと云ふべきである︒其結果優勝劣敗

〆

事として塞げたいのは道徳の問題である︒米英二園とも文

の努力を露し︐古今未曾有の戦果を収む−べきである︒

墓薩いからであるや此際我は戦闘力を肢高度迄謹揮し一﹄簸善

ないが我の損失は概して彼より少い︒況んや鰐営り捨身︐

に封する報復を敢てすることを輝ら詮いが︑我が円本は敵

主義︑物質主義︑我雛自由主義を以て諸外国に封する寿と︑

報蝕地なきが如きも︑物質及び其生産の富鰭を誇とする敵国
のの事であるからして決して之を侮ってはならない︒併し封
錨時の場合ならば︐我必ず勝つと云ふととは是迄の成績によ

米英が無法左鬼畜的行篤を魚して来てもや之に封して報復

勺

痢って明かである︒室中戦に於ては彼の損失の方が我よりも
鴬いつも多い︒叉陸戦に於ても︐参一少の例外はあるかｌ知ら

向
況である︒固より戦況は大陸に於ても︐と島に於ても其他
行一

勺

錘居り︐北︿影響する所庚且つ犬にして殆ど極まる所なきの欣

英今や戦争は巳に決戦期に入り︑日々微妙な動揺を示して

垂

⑨

心４

＝

圧ヨ

弱肉剛食となって︐良心光を蔽はれ︐正義跡を潜め︲世は
永久修羅場となるより外蔽いであらう︒戦争は一時の事︐

平和は永久期すべき恥漁瀞は斯る際に最も道義の精祁を
溌揚して決して染力抑正義と云ふやうな謬凡に器込れない
やうに努力すべきである︒幸に我が蝋には祁話の時代より
惟紳大逆行はれ︲続々として今日に至って居る︒今回の大
米︑職は我が剛に取︵敦ては存減典駿の係る所であるのみならず

噸又賛に大道の枇界的淵頚である︒換言すれば賞行としての
噸破邪瓢正である︒之に反し一﹂米図に取２Ｌは今一回の大戦は
ｎ
行全く不必要の職で心晶恥を賛浮の職︐遊戯の戦︑又は無意義

宇吻・

鋤の戦と云って︑も差支蹴いであらう︒米悶は己に物賀豊富の

ンのやうな事に優るとも劣っては居らぬのである︒米軍が

赤十字のマ・Ｉクを判然標示して何等粉る型ことなき荊焼船

をぱ砲離したりする︒斯様な事例は随分度重２﹄居るが︑

は燕く︑西洋でも獅逸の赤十字病院船其の他が砲撃された

之は濁り我が日本の赤十字病院船に向って行ａＬ居る事で

ことは屡々報道されて居る所である︒其所で渦逸では閏際

法によって此の如き非人逝的のことは禁止されて居ると抗

更に米幽の軍除は英樹に於てさへも鼻摘みされて居るが︑

議堂叩込んだのであるが︲何等其の反響もないやうである︒

とを伽とも恩はないやうに兄える︒彼のピサーの傾斜塔を

●

そればかりでなく砿洲大陸に於て名所奮蹟等を破壊するこ

砲繋せる如きも正に共の一例であるが︐此の如き歴︲災的に

見された所で︐土蒜のインデアン等をば恰も獣狩仇をする

であるや彼の名所を被壊したからとて何等其の勢力如何に

有名なる名所と云ふものは永久に保存して之を記念すべき

池ささうなものであるが︐そこが人慾に限りない虚で︑世界
徳中を猫占的利権准得の場虚としようとする鹿か伊紛擬葛藤

やうな考で屡六斬殺雫として来たものである︒又アプリヵよ

軒悶であるからして︐その上揃か上に求むる川は無くして好

禄を来たして居る次錐である︒
弼以上論じ一Ｌ来た如く︑米英は兎伽功利主義︐利己主義．

り輸入して来た奴隷の黒人とぱ虐殺し︐之に封し今に至っ

係ることではないではないか︒米閣は素々新世界として溌

物質主義の一鮎張で枇界を腰制するやうな炊勢であつ種︐

９

之をプロトクラシイと稲すべきである︒米英の中にも或は

てリンチを行って展牽が如き事は︐質に反人道的の行篤で
ある︐更に濠洲に於ても其土人をぱ獣狩と同様な方法を以

て多数虐殺し一﹂居り共他にも種々の事例がある︒此の如き

一

罪悪史の持主であ訂彼等は︐他民族を焼殺したりする場合

＆︒

､

鋤

︑立派な理想主義の人絡着もあるであらうが︐何分にも大多
動きと一手草う港ものは殆んど見えない︒而とＬ米幽の軍

数の優勢的思想に雁倒され胃︾高術な理想主義の図民的准
隊と云ふものは随分凱暴であって︐それは昔の︵︷ンダＬし
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●

には之に向って一種のオリガズミ蚤・嵐︶を感本る一ことと見

えて︑此の嵐は共同的に感ぜられ︐虐殺の極は何とも言へ

ぬ快感らしく察せられる︒斯様左罪悪史の持主であるから
米国人は到底識が日本人とは比較にならぬ︒日本の歴史に
は﹁人間が互に其の肉を食ふ﹂などと云ふことば殆どない
が︐大陸の歴凧災などには共の例が津山に見えて居る︒支那

でも古い所では﹁自分の子は食はれぬが︑人の子は食険れ
る﹂とてり人の子と交換したとあり﹁子を換へて食ふ﹂な
どとある︒叉ユダヤの歴史にも斯くまで残虐であ愚ものか
と驚く程の記事が歴々ある︒所が米幽では是れ所ではない
残酷蔵罪悪史が度重って居るのである︒・アングロサクソン

の罪悪史は凋逸のベルリン大皐細長の書いたものもある§
固より其れは不完全である︒又日本に来て居るミハリ・ポ

ースと云ふ人の﹁インドの叫び﹂は在印度の米悶人の罪悪
を書いたものであるが此等を以て霧きるものではないので

あるから︑今後は是非我が閏の史畢専門家により周到結密
なるアングｕサクソンの罪悪史を書いて貰いたいと思ふ︒

英国は素より罪悪史に富むが︐米風の如きは最近僅に二百

て依然種々なる形とな２Ｌ︐兼別待遇を受けて居るのであ

る︒今日の戦争に於て共の差別待遇は殊に頚著で之が魚め
である︒

一一

黒人が時々騒動︵デトロイトに於ける如き︶を起して居るの

此の如くして︐米閏人の良心なるものは跡蝉したのであ

る︒然るに我泳日本人の良心は数千年の培養で川来て居り

更にそれが殴巻褒雌によって愈々締雲錬され錬癖されて居る

に解稗するのであって︐彼のス・ヘンサーの如き代表的哲畢

のである︒所がアング面サクソンの畢肴は主として経臓的

春により﹁殴響褒雁によって良心は出来るもの﹂とされて

居るのである︒併し左様なものではなく虞の良心は先天的
■

のもので友ければならぬ︒所で此所に注意すべきことは

淵逃の蕊者と東洋の畢考は︑良心の見方が殆ど一致して居

ると言ってよいとと之である︒乃ちカントは倫理を賞践理

性の批判に於一﹂解いたが︐之が武践理性の批判は定言にあ

る︒定言は叉之を無上命法とも云ふ︒それは﹁汝の意志の

絡律は常に同時に普遍的立法の原理とし一﹂安欝するやうに

で誰に秘ぃ営縦るものであり︑叉之が最上の道徳の絡律であ

行篇せよ︲一と云ふのである︒詰り定限は普遍安富性のもの

るのである︒所が今より二千四百年も前にカントの定限と

年程の歴史を有する図でありながら巾此の如く非常な罪悪
史の持主なのである︐今日でも恐らく黒人が人口の約一割

同じことを東洋でも述べて居る︒それは一︲且故君子︒動而

世篤天下道︒行而世篤天下法︒言而世篤天下則︒遠之則有
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与

即ち一千三百寓人位はあらう︑それが南北戦争によって開
放されたと云ふのであるが︐それは立派な開放ではなくし

②

篤行的徳遊の本日と篤行的蟹の英米
や

の
●

ひ︐古今に亙て東西に通じて︐謬らぬ所の良心的満徳であ

律である︒又之を惟祁の大道と云ひ之を天蜘の公道とも云

く普遍安営性の道徳律を陸象山や王陽明と云ふ如き人々も
述べて居るのである︒而して之が我が日本の肇剛以来逢奉
︐して来た脈の良心的道徳であって︐換言すれば先天的道徳

望︒近之則不睡︒﹂とある︒叉之と言葉は異るけれども同じ

いことが深川報通されて居るからして︑此等を事資により

たものと恩はれる︒其所で道徳上米圃人の非常に宜敷く蔵

泥先より楠付けてあった良心が﹁よくない事﹂と感ぜしめ

たのでおあう︒之はやはり良心の閃きであって︐大統領に

り置け﹂と言ったと報道されて居るが︑︑さすがに世の非難

領も薄気味悪しく感じたものか其逢った品をぱ返送し公葬

と云ふやうな非難が鴬々と起て来た所からして︑途に大統

Ｆ︐匿

﹁

米る︒所が米剛人は賢州主義却云ふ事を鴫道し此の如き定限

鈍く道徳上から非難することが︑中々有故であると恩ばれ

程嗣つたことであったｐ之はカイゼル・ウヰルヘルムの椛

を受けてば大統領も心を安ん歩る事が出来ず此の態度に出

遮て居るが之は雀だ怪しい︐もので︑一の功利主義の鍵形に外

嘩的道徳律はないのである︒責行により段々と川今来ると考へ

行ならぬのである︒
噸我が日本と渦逸の遁徳的緒紳が確に一致して居ることは

力主義︐凋咽逆主義が惟界の人性と相入れない黙にあった︒

ぺきか⑥鼓に後Ｈのため此の一箪を附記す︒︵編者︶

︵附記︶嬢異の飛挺老でありも我が鯛哲躍界の先達であった井上巽
粁輝士は森年十二月七Ⅱ九十歳を以て尿毒症のため急逝さる・哀
惜に雛へザ︒本篇の前半は輝士の自ら執縦されしもＱ後半は編
新が怖士の口述を筆記せるもので耐此の穂成りしは鯨士薄雪一日
の前なる十二月五脚のことであって諺不幸にも陣士の絶筆となっ
て了ったものである︒博士が西村先生御在世中より本命に誰力さ
る上とと変に六十年に近き緑を恩ふにつけても︑其絶錐たる本玉
稿を弘道Ｄために寄せられたろことも亦偶然にあらざるものある

て房るので︐畢粁は之を壌理の上から破壊して以て我が正

米剛の民主々義など哨嵐の民主々義ではなく︑金力的覇道

〆一

る︒前の惟界大戦に於ては獅逸が非難され道徳上淵逸も除

抑非常に意義あることで︑之が今後の仙界に遊徳の立場を碓

主義︐世界征服主義とかさう言ふ方而のみが露撒に現はれ

ｎ

浄立することになると思ふ︒暴力叩正義などと云ふ間逢った
徳弱肉弧食の世界とならぬや弓にするにぱどうすれ砿よいか

しき立場を守ることが最も重大と考へるのである︒︵完︶

勺

郁と云ふに 矢張り東洋に鶴ては日本︐欧洲に於てば糊逸此
偲の二ケ閏の正義が一致して居ることが将来枇界の人獅を祁
・する有力なものとなるに相違ない︒叉斯くなるや弓努力す
べきであり戦争に於て§勝抜かればならぬ︒而してさうな
る所の端緒は決して見えてゐないことではないのである︒
米閣の或者が我が日本の戦没勇士の腕の骨を耀切にして

大統領の許に贈った︐所で之が裁判になり卿仙側からも荷
くも戦没勇士の骨を汚すやうな事では文化人と認防られぬ

ＩＩ
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ー

○雨森芳洲先生景仰含

卒田︽貫一
我近江支含は毎月常愈を開きて︑曾侭相
互の反省続逢に賛するの外︑臨時に先哲顕

の毒一合者は十時過に著し︑早速蕊参の後︑

即ち泊翁先生は蛎壌を基調とせられて令英

この事は挨拶にも巾述べたことであった︒

があり︑一層意義深き催と恩はれたので．

献の中に余り特に感興を惹いたものは諺先

陳列の遺物を拝凝した．数々の貴重なる文
生の謎像︑訓言の書幅︑著書としては芳洲

してしかも之等に執らはれず︑確固たる我

閏語にも通じ謬庚く世界各国の事情を知悉

閣民遺徳を主張せられたと恩ふのであるが

文集︑橘窓茶話︑治要管見及蒜洲詠草等で
あつだ︒

洲先生は元和七年の生れであるが︑長じて

芳洲先生に省之と相似たるものがある︒芳

次で誰演命を開きも余先づ挨拶を鋸した︒

平安に胸でＬ儒挙を木下順庵に筆ぴぅ恨嵩

法要は午後一吟より約三十分間にて移り
共には泊翁先生の維歴も神に先生が一﹄生を

羅山以来の朱子筆者と瀞せられた・陽助皐

彰含を催して︑同昨に弘道曾の趣旨願揚宣
惇の機命としてゐる︒其策一同に雨森芳洲

通じて閏民遊徳確立の鴬に籍闘ありたるこ

グ

先生景仰命を客年七月十六脚先生の誕生地

と︑童たｎ本弘弦含並近江支含創立の誕過
誕解と援助を乞ひ沙最後に芳洲先生策仰律

にも熟し先哲磯談には﹁文教を挙り諺常に

要地鮎で．ある封馬侯に仕へ︑韓語秒支那語一

師順晦の推薦に依りてつ常時我園外交の軍６

〃郷準塗斗涯・﹁坤唾一

たる伊香郡北街永村大字雨森の芳洲詳院に

主義主蕊等を述ぺて参念者の本倉に鋤する
を催すに至りｌ次第につき述ぶるところが

韓人に接封し乃名嘩海の内外に馳す﹂とし

てゐる︒即ち先生ほ常時としては︑鹿く世↓

る︒賞時の我顛は儒畢奈盛の時代でありも

界を池も名卿の事怖にも糊じてゐたのであ

た︒先生は共の深ぐ炭を慈蓄を衝けて諭雨

．研究者たる彦根高女高嬬校喪先生を雌はし

あった︒識沈は中江藤樹雨森芳洲雨先生の

排乱麺諦峠陛睡座︾

催した︒此確は幸にして致育含伊呑郡支部
り餅蛾方の教育家及村有志等多数の参列者

並芳洲命の後援を得たる偏迩命貝はもとよ
あり︑法要芯誰競命︑響院所蔽の遡物展兜

など膝大嶋意義深く執行し得たるは仕合
芳洲書院の所在地北符永村は鋤北陸線高

大先生を比較しながら芳洲先生の生立︑性

､

であった・

月扉下車︑徒歩約牛里湖北の僻村であるが

義であった︒

絡︑思想等につき御話下されぉ極めて有意
本支命がこの景仰命を催したのはやもと

軽んじも動もすれば餌鵠の尊厳を傷けんと

撫下各地早害に苦しめるも︑このあたりは
氷に恵美れ鼻青町は線をた塁へて豊年を珠

より芳洲先生と念との因縁があったわけで

する風潮すらあった︒か坐る時代に泌て朱

【、

の鈴り︑我画には虞の遁無しと１︶て我図を

想されてゐる︒書院は極めて閉佳の境にあ

はないがも偶然にも泊翁芳洲雨先生は時代

従て中華尊崇の思想狸く︑中には儒挙心酔

り︑贋をとした調含風の建物にて先生の高

子畢の大家である芳洲先生は診泊翁先生と

Ｉ

は異なれ︑其思想に就て多分の相迩ずる所

●

風を偲ぶに足るものがある︒我等大津から

P
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●

︲Ｌ

同じく我悶綴の無上の尊奉者であり︑其思
恕は全く日本思想であった︒
砂

先生は共蕃﹁橘窓茶話﹂の巻末に﹁吾平

り︒鳴呼礎なるかな云狩

せず載瞭卑歓欣覗遠迩和浩せしむれば︑

克く畏れ？一人を翼戴して共の俵を一臆

則ち王教明かにして休徳流れ・⁝⁝・・塁詐

と言ひても皇祁皇宗の樹徳の深厚にして︑

其の圃民化育の総由する所遠く寓卿のよく

坐いふは北ろ齢を言ふたり︒仁は天地生

て竃我古滋の註羅なりと明言せるはまこと

がある︒かくて桶窓茶話には孔孟の穀を以

更に診訓言自筆の一軸には左の如きがあ

に倖とすべきである︒

々の理云為

金と一Ｊ︒

夫れ我が閏たるや太陽︑蘇って始まる所

の根源を説き︑臣溢の本義を述募るところ

と︑三種抑蜂の象徴する野に依って諺皇泣

の長きこと屋に天地と同じく久Ｌからむ

るが︑即ち先生の思想は︑共著﹁大喪説﹂

にして地の東に在り︑或は君子の閏とい

及墓所に非るを述べてゐる︒また．

則三祁祁器象徴の思想を基調とするもので

ふは其の仁を言ふな１︑或は束方⑧詳域

生の文字︑只有二大賓一誌一耳﹂と言ふてゐ

あった︒大愛読は俺詞奔千百語内外の漢文を

以て蕃はされてあるが．

ゐる︒而して所謂大喪に就ては

と説いて我阿機の優秀なる所以を讃嘆して

上

古より闘家賓称の長短は︑皆祁宗徳津の
涛深に蘇る︒天人の際狩契を合するが如

る︒

窯に惟るに三究の設けたるや︑一に日く

く︑感膳の梨照然として験すぺし︑蓋し

固冥経惹一捨二苛細一

．︵んぷばう乱診ん

天の人を愛するや甚だ至れり︑亦猫父母

璽諺二に日ぐ棚︑三に日く境︒璽は仁な

団爾忘レ家禁二誇惨一通二俺制一

公爾忘し私選二賢能一術二審庇一

︒

の子に於けるが如く偏覆包函殊異する所

りか﹄弧は武なり︑鏡は明なり︒明以て之
てら

を燭し︑武以て之を断参で仁以て之を成

明二賞罰一絶二賄賂一

︑勘二廉恥一慣里情慾一

なし云を

す︒上の守るところ︑下の宜しきところ

能じはわだかま

惟るに我固前に七聖あり︑後に五聖あソ

・聖玲州惇へ︑・天に隙ｊ︑地に端る︒我

又以て無の菰徳の基調が︑椿に閥家本位予

徳を積み︑善を巣ね︑虞に準ゐて治塞鯛

が東の所謂紳迩は此を会て︑いづくにか

而して先生の牲格は交性温良であったが

る︒

あり︑向公忘我であったかを知るぺきであ

一旦大義に論及しては︑謬々として之を季

書

し﹃消浮の心を以て︑和照の政を行ひ︑

求めむ︒共の上に左尭者夙に雁めも農に

の首となり︑天の耐を受けて鬼祁の璽を

を彰し︑先づ自ら蔑化の源を立て︑庶物

る︒曾て喪永八年朝鮮よしの信使の返翰に

ひ︑少しもも暇借しなかったとのことてあ

恥

鋤論奄乎蕩々乎として一雨蔑世診仁詳忠質

興き競々業為として︑至愈を奉じて盛業

享けも内にしては輔弼百司︑外にしては

のこ

の俗を養成す︒又三費○教ありて上芳を

大帥群后︑惟れ忠秒維れ順︑克く慎み魁

簿賑し︑燕翼して謀を胎す 共の化を成
すや久し・故に人に入るや深く︑遠く三
醐鯛のよい祐桃たる所にあらざるものあ

庁ｊ

一

夕

盲

代を超え︑漢唐を蔑澗しも楚に天壊の間

、

[
可

と寄を起し■
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便

１１
岡本閏大君殿下とあるを︑新井白石が封洲
に於て内々に大君の字を閣王と政むる様申
遣はしたるところ︑先生は因番を内為に政
む途ぱ以ての外の事であり診しかも此の如

いつ○世よりは政を初鈴一けむ

また高き根のありときくかは

＄ろとしの入に間は唾や富士の山
の如きである︒

湖西が生むだ中江藤樹の思想の基本はも
とより陽肌皐である︒共著害を見ても餌畢
は隼むだところある様にも恩はれない︒然
れども孝を論じて
孝は大旗の利明︑↓是れ其の本確なり耐孝

︑弘道歌園峰藤貢達

○七月粂題・夏喋

天山梨螺中津歴水

短夜の夢のが橘越えぬ間にしらみ初め一けり

暁の空

地千葉螺余扱秀嶺

ことし生の庭の若竹露おひて眺め涼しき夏

人新潟蝶波多良介

のあかつき

うつせみの人より先におりたちて田草とる

は混沌の中に在り

則ち典の堤や無根の草木の加Ｌ

孝蛎是れ人の松︑蕪Ｌ此心を減却すれは

誘峨燈かけほのしろく若苗の短き夏の夜は

P

く改めることは大義名分を乗るものとして
呪を詔々の意見誓を白万に逢ったのである
が︑其丈は今も誹隙に遼ってゐる︒先生が
如何に峯義に徹し︑忠誠の念弧かりし堪知
雨！尋べき一の芸料である︒

森最后に先生が祭問に封し熱心にして︑徹
芳底せる偉大さを見得るのは迅彼の驚くべき
Ｉ

遅きものも誘ひ合せて隣紅集ひてきたふ夏

の暁︒

○滋賀螺久保久一郎

なり夏のあかつき
・て孝徳となす

＃倭歌の畢脅また作離の態慶である︒即ち先
筆生は年八十一歳にして初めて倭歌を躍ばむ

など奥ありて︑孝を以て逝徳の根本となし

天地の大徳を生といふ︑人之を受けて以

仰歌寓首を賊したと言はれてゐる︒先哲叢談

綴けむとす

○茨城職長沼成美
れぱ先生も亦宇徹の反理であり謬人燕の至

○埼玉聯石川奈美子

夢さめて窓の青桐ふく風にいとこ上ちよ告

る開頭に立てる際に於て本含を開き得たこ

るあかつき

今や咲く今や開くと蓮の花池のほとりを巡

○・千葉蝶・高石精一

〆

糊るところは乃賦に一である︒此雨畢者を

夏のあかつき

との一入意義深きを感じた︒

き無限の感興を畳ゆる︒而して戦局重大な

湖西湖北が相前后して出したことを思ぶと

した９℃のありと狸るべきであらう︒達人の

儒である敬祁崇祇を基本とせマっ惟脚謎に徹

自ら之を液行したｃ即ち泳窮理する所を籾

景と志し︑古今蕊を誼むこと一壬廻而して
曾には．一年を錘て千逼坐り⑨叉三年にして
琢

寓首就る﹂とある︒三年にして寓首は如何
かと恩ふが諭先生は八十八歳にして蕊した
今術ぼ書院に保存されてゐ

から︑其の間に就りしものなるべく︑寓首
に近き詠草は

る︒其二︑三を翠ぐれぱ
§ろアヤしがじり

唐の聖ら御代はえぞしられ
すめる誉

我か墓ろ強そたふとき
祁風や今にかはらぬ五十鈴川
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滋

弘道詩林
．石川文荘評
勅題・献鯛寒権
但馬堅一之丞︵ 千 葉 ︶

︑︑℃︑︑︑︑︑９Ｔ︑︑ｂ
祁城森巌自哨然︒祇勝養客溢洞前︒
⑥○⑤○・○ｄｏ︒︒ＧＯ︒︒◎
凌諦梅椛粥呈笑︒龍似皇氏忠節堅︒

時事詩

評昆ｅ良将謀略亦似子房可誇也︒

・尾津三省︵埼玉︶
︑ｂ︑や勺︑︑︑１︑︑Ｕ︑︑
我箪錆錠一常千︒所向無前忽破堅︒

己隈桂林南寧落︒偲偽重慶溌安釜︒

︒︒つ︒○○︒︒Ｏｃ︒︒ＯＧ

評日︒敵軍軍慶之敗︒蛎皇球婚利︒
不可不慶︒

偶感

◎木心籍間より凡ゆる琵琶域や月高し萱堂

◎諏難兵生き居る便り雁渡る奉江
新開の山畑尚１︶蕎姿の花萱堂

査察使を迎ふ山家や蕎萎の花春江
夕燕の野路に白し需妾の花無矯生

草庵の垣につ蛍くや蕎萎の花奈美子

新附の共同州や恭姿の花一誠

森に副ふ段身畑や蕎萎の花佳香

蕎姿の花寺への通の憂為と︑香峰

校庭の動努畑や祷姿の花碧山

⑥◎０︒︒︑︒４．少つ︒︒﹁﹃○Ｏ

砺廊醗牙力不支︒海洋決戦是斯時ｂ

工場の裏門出れは蕎姿○花洪水

︑花祷変や緑が持ち来る召集紙秋琴

常季雑詠二月以後毎月五日限

課題新年雑詠一月五冊限

︵選者吟術く︶

柿熟ぷて山鳥集りぬ寺の屋根松風
稲架を組む蹄遼の兵に召雄令経子

稲束を職む門前や夕煙り松堂

︑秋崎や栗山に入る兇等の群祷堂
梯や辿畿の萩の白く咲く禿園山

利根川を上る帆舟や花琶突堂

疎開兄の砂場肌るし初紅莱形堂

一つ家や夕冊の中の蕎葬る花久

・畢生等拓きし原に蕎萎の猫雁研

脚州士銅堅於鐘︒奪取要衝懸加鱗︒

林石雄︵千葉︶

ー

詐日︒皇雄大捷之状︒宛然如艦︒

弘道俳壇
旭束子選
︑◇蕎姿の花・秋季雑詠︵◎印秀逸︶

◎吾か庵の塵にも今年蕎蝉の花吾山

◎花蕎審の風脚て少し傾ける糎子
◎みいぐさの歌高らかに月に歩す友呂
◎軍服も交る今年の子規忌かな徐争風
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詳日︒紡句殊奇︒
同

慶野如雪︵茨城︶
ｂ・︑︑︑もり℃︑︑︑︑＄︑︑
術塞同雰玉梅紅︒貞節蕊然瀦子風︒
⑥︒︒︒牙○○︒ａ︑︒︒︒︒□

岱大詔未裁Ｈ述媒燦

評円︒命位自適其題︒

丈衆庶証頭祇必捷︒将兵狐苦典梅同︒

苑

乗坂恵斎︵千葉︶
︑︑︑︑＄ｂ︑︑︑もり︑ｂ
隠忍百年機到来︒潜龍躍動勢如雷︒

⑥︒ロ︒︒︒○○○︒⑥⑥︒◎

評日︒三四殊足溌揚閏威︒

認番洩凝戦雲派︒北海南洋敵巳額︒

◎段を畑風に創れぬ蕎姿の花脊義

◎花蕎姿に蟹の髪械や襲戸かな形堂

︑Ｕ︑９℃︑︑︑喜可︑︑︑︑＄
一戦唯腹職剛響︒彼今騎慢冠帥州︒

菅谷香城︵宅雲︶

Ⅲ群︽溝東方洋上戦果即賦

那知膳忍退嬰裏︒嘘蕊蒋準運葬謀︒

︒⑥︒︒⑥○別︒口⑥︒︒○．

も

弘

○大阪厩脅負笹川清之助
﹂

●

惟るに彼の日清︑日露の雨役も・

一一
得ざるもりあるは︑塞心に堆へざる所であ
る︒乃ち彼の闇行嬉の如き︑今Ｎ公然の秘

の変妖に齢ても同情の念禁ぜざるものがあ

るべきものあるが如く芯之に従事する園民

が西是同胞を私利私欲の鰐めに苦しめて顧

まいものがある蓮而して相共に畢凶一致の

に謝しても闘民に湛含思遣りを希求して止

ゑ斯く趨民の反省を望むと共に︑溌局者

みざるものであって︑資に敵人にも比すべ

って︑姑建て堪閥縄進軍は箕現するものと

隙路となるものを各自反省改善する事によ

密として幾多の人により平然行はれてゐる

は相違なかりしも︑併し今脚の大

く秘又亡闘断行潟でもあり︑協力一致一億

信ずる次雄である︒更にⅢく所によれば航

は死刑を以て臨むと云ふ︒之と比するに皇

る︒聞く盟邦濁逸に鶴ては間行熔に封して

ひま致す時傑然脚に粟を生ずるばかりであ

て安心して使用し得ぬ如き品を透り出す者

脳兵の敵必殺に使用する大剣な飛行機をし

典の雄は粗悪品を濫造し︑前線に活曜ずる

司

東亜戦争こそは︑雨役に比してよ

一心を飢す護だしきものと稗せざるを得な

素より皇閏興暖の岐る上大事鍵に

り以上の皇照死活問題にして︒其の一重大性

い︒倣尉の目は厳として光るに拘らず芯巧

より皇脚博統の凋立を脅威せられも或は我

固の法仕寛恕に過ぐるＬＬ云ふくし︒此の難

甲

〃は論を侯たざる所である︒抑里現下の戦争

妙に勝行しつ上あるの紙は；誠に現下皇幽

とせず諺只形式的に数を蕊へることとなし

・空機靖庵の緊急なる現下︑之を入魂の埼産

弘たる︑彼の鬼帝米英の世界催略の野望を達

興液を賭せるの戦局下にあっても閏家に思

せんため挑溌せられしもの︑我が聖戦にし

が日本腿族虐殺にも逢はざることを保詮し

るるとか︒箕に許すべからざる敵性的行嬬

もありて諺之を講して一名殺人機と稀せら

遺て寓一惨敗せんか︑我が大理想の坐訴は素

曾得ず︑荷も皇図に生を享けたる者︑如何で

と断言すべき一事である︒事故に及ぶ︒其

常

か奮然畷起し｜・所有私情の如きは大戦の篤

べき好事として行ふに鋳ては可断じて許す

るが︑糞くは上下を通じて之を徹底せしめ

ざるものあり．惟ふに恐るＬは敵にあらず

らずして︑庭の畢図一致の斑や寒心に誰へ

し︒現下断じて斯くの如き弊や枚畢健遥あ

を一帰すろは︑寸時の急を要する所なるべ

の基く所何庭にありや︒非常時局下其の弊

有を庭置を有難しとも恩はず謡反って乗ず

たきものである︒又古来政府と閣民の間に

今同小磯内閣は大和の緒紳を頚調して居

べきに非ず︒

室めに掘棄して庭の滅私奉公の愛に添ひ画以︑
て最後の勝利を鐙祥する鰐に釜力註傾●注せ
然らば一果して今日我為呈脚民たるもの一

介在する者達が非理の行駕をなし︑菩薙を

ざるぺからず︒

致協力此の如き滅私奉公の庇を示し居るや

流すの例も乏しからず︑弼めに下意上通︑

一心の篭を一日も早く震現すべきを恩ふり

寧ろ内に在りも我々は断じて勝つべく一億

は一綜凱れざる御奉公の獅あるも︑具に其

上意下達の通を妨げる事多く諺遺憾に堪へ

否や︑之を外面より観るならば諺成程一雁
の内妖の個々を槻・祭するとき諺遼耀ながら

像敢壷言加へて止まぬもぁ鳶ろ︒︵完︶

ない︒其の他生産塘顕の而にも幾多改善さ
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幾多獄々の醜伽たる行銅横溢せろを否定し

吟

戸山

卜−１１︲
本含糞報
△十二月十七日名蕃命貝男欝一木喜穂郎氏

命を開催四時散官せり︒

の中朝事変講義没杉本幸雄海軍大佐の講演

︾Ⅲン︒

あり︑倉員各自意見を交換午後四時散命せ

・杉︲村信義

大阪支倉策一同常倉を開催した出席薪は

阪市東睡高津抑征集倉所に於て日本弘通含

昭和十九年十一月十流側午後一吟より大

大阪支曾︵策一回常命︶

支↓倉棄報

△十二月二十六日午後四時より本曾に十二

︑月常命を素行命と合同にて附き︑中山久岡
勝の﹁嬬米の比島進攻と必勝④大激﹂の識

郎坤士の中朝事武講義諺演剛吉治郎海軍中
波あり︑後各自意見の交換をなし八時半散

逝去きる︒哀悼に堪へず︑享年七十有八・

男僻の人物閲雁に付ては喋為を要せざる所
愈せり︒

一月八脚午後二畔より本愈に興亜遊徳研

△一月九脚協擬愈員劃割岬鰯珂剛逝去︑十二

命幹事合を開き協議する所ありたり︒

△

であるが︑本含にも多年誰力されしを惜む
二 十 一 些 刊 青 山 斎 場 に 告 別 式 畢 行 ︑ 本禽より

円岱別式に際し本命よりは弔意を表せげ︒

意を表せり︒

△十二月十八Ｎ午後二時より本命に興亜道

本駒
徳群究倉幹事命を開き瀧を協競せり︒

梶山瑞穂
︐近藤赤彦
支曾長藤津章夫鵬
常任幹事能勢天佑
又歌人とし一Ｌ知られも多年弘猶歌園の選者

以上五塔であった︐能勢幹事司命者とな

氏は落合砿丈氏の甥で夙に卿丈畢者であり

△﹃月十五日午後二時より興亜菰徳軒究曾

り園民儀瀧を行ひ︑今回鴬支含第一同の常

△協擬愈貝丈単岬士叫判儲拠珂には十二月

聯事命州催︑．極為協議午後四時散街せり︒

曾を開催したる虚時局下命員諾鷲の諸事多

十八日逝去︑哀悼聯本倉よりは弔意を表せ
△十二月一手間本命術任委艮臓獅職●邸逝去

△一月十七日文部櫛主催にて文部省教化及
川愈長に代り贋江主事出席椎り︒

場に謀り満場の同意を得て開催す︒

を中止し︑座談命を附くことにしたいと浦

端の故にや来命老至て少数なるを以て識淡

として誰力されしを惜しむｐ

享年六十有四︑氏は熱心なる多年の木曾為

丈化閲磯代表の懇談曾あり︑本命よりは堀

褒の人なりしを借む︒識んで弔意を表す︒

△一月二十二日午後二時より本命に於て理

．藤津雲支愈長弼支含は西村衛祁御在世中来

耐ソ︒

し事あり︑文部街に峯年↑奉職されも至誠篤

員にして曾ては﹁弘遊﹂の編輯も擬営され

△協賛樽員吉田茂氏は十二月十九間耶需大

事命を開催︑吉田副曾長︒吉叫理事︑庚江

以て父に支奪長を依魁され︑父之を敢諾し

阪ありて自分の父︵故南岳翁︶と親交あるを

主事田席協議せり︒︵堀田徹長風一邪峡席︶

△一月二十六Ｎ︵金︶正午より本曾為髄に於

△十二月二十三Ｎ正午より華族命館に於て

て一月常禽を附き︑喪食後中山久阿郎博士

臣に親任ざる︒慶鴛︒

興亜滋徳研究薄策町凹委典命を開催︑南洋
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究

協愈顧問井上雅二氏の誹波を雑き︑後委員

迅

倉

蕊
報

の歴史と博統を有する撞徳剛磁が率先して

憾を感ずるを以て明年一月に錨二Ｍ常愈を
開催し其の節は多数お英りを願って耐有益
に意義深き常命を開催したいと蜘待して居
ます︑どうか田席の方為には是非御一名以
杉村・梶山︐近藤２二氏よりも此の少数

上同行御出席を願ひ生す︒

にては意見を池ぶるも物足らざるを感ず石
を以て別に意見として述べないけれど︑支
含長と幹事の言はるＬ通り時局下逝徳の振
興は一門も忽にすべからざる大切なる問遇

であるなれば雨氏の御努力に囚て永岡は
多数の禽員の来命ありて盛大なる蒋含を開
催されんことを所る︒

能勢幹事は之にて閉含致し生す︑夫同は
通知を差上ましたら是非多数同志を誘引し
て御出席を願ひます︑之にては大阪支命の
面目に拘はりますどうぞ宜敷願い生すと挨

ｆ

の常含に斯の如き少数の出席にては甚だ遺

活躍せねばならないと思ふも然るに策一同

かねばならぬ︲それには本称の如き七十年

今岡

麦てくれて居るから心眼く感じて居る＄時局

友人能勢天佑君新に幹事となり大に活躍し

支愈長の職を汚して居る．乗第である

るも弧いて勤められ巳むなく不徳を顧みず

った︑自分は其の器に非ずと之を僻延した

父の後を総いで支曾長をやれとのことであ

土

本部より魔江主事来阪相成り兎も角自分に

て支含を粘成中倉融も父も州耀いて師幽さ

唇

たるを以て共の設典と成り勝たる鹿︑先年

p

拶して倉を肝ぢた︒︵能勢幹事報告︶

Ｏ法戦知己庵生

︵一︶

ぺ鉾堂

大東亜は火薬の図米英の鬼蓄に飢さっ

呼ぷは雨か嵐か唯掛あるのみ

道自ら糊にすぺし超て！決戦！決戦！

襲ふ邪勝つか撃つ正勝つか

︵一一︶

我等忠誠の凝る庭

大東亜は造の図邪雲の横行識されず

祁風となって霧散さすくし

難ふ悪勝つか典ふ弊勝つか

祁明自ら裁くべし岡へ！決戦！決戦！

ｃ

︵一一一︶

大東亜は十億の桑側

米英悪臓に荒さるぺを

無怖の猛威を振ふとも

降臓の利剣もて一刀に雨厨あるのみ

臓惟勝つか霊牲勝つか

天命自ら降すべし撃て！決戦！決戦！
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下較々もすれば逝徳の標準低下しっＬある

倉は山冷しをことであるから︒どうしても本
含の主斤を普及して激徳の向上を園らねば
ならぬ諸弄の綴努力を乞ふと挨拶あり︒

業能勢幹鞭は今岡新に隣江王事と藤津支曾
長の推薦に因て賞支倉常任幹事の要職を依
鞭って夫に鴬支倉の婚めに窪したいと恩ふ
て居る︒自分幹事就職以来約牛歳の間に漸
く新入曾員壷爾四十名を蒲集し得たのであ
るが︑今後は命員諸君の御支援に依て術多
数の新蒋員を独得したいと念願して居る諸
君の御識力を願ひます︒術此の戦局苛烈の
畔に常り銃後一億の職意を昂揚し戦力を増
頭するは其の根底を図民逝徳の催変性に極

一

報喝されたるを以て不徳短才を顧みず審鈍に

【
】

︑１

グ

の

︑

蝿圏本弘這含職員
口理婁↓

此の鮎より孝へる事多きものあり︑然も

かつ本誌に雲絶稲を頂いて飾り得たことは

● 衝 と の 多 年 の 紙 と いはむんか何と言はむ

先生逝去二Ⅱ前のものであゞり︑先生と本

何よりであり又感無裁なるものがある︑

○本雛には井上哲次鄭輝士の絶筆となり
し玉稿を以て巻頭を飾るを得たことはむ

表す︒

○謹んで紀元の佳節を迎へ泰醜の衷肺を

一・一掘輯後記

愈長伯僻堀・町正︑恒一
副含長女畢博士吉町熊次一

・誰識法雄博士︲松非茂

諮議丈堅博士吉田静致

ある︒

米鬼の非遊を突かれて道義日本を肌にさ
れた大論文でも味讃深考さるぺきもので

どうにもならす蝿報告記事のみを辛うじ

主郡庚延万女郎
口監事・・
財務蹴督子僻漉津敬三

て揺げ得たのみである︑文苑中佐藤大人
からは選歌の返稿がなく︑父粂題も御願

○決戦下厳寒の折諸君の御自愛を斬り編

情御諒承を乞ふ︒を

ては居るが︑今Ⅱ迄は返事を得ず︑右事

自由でなくお事情も到らず︑度登請求し

て居るも鹿見附に疎開されたので一音信も

ひ致してあるが未満とてそのま異にたつ︑

他に戦すぺき多くのものがありながら︑

○本銃より十六頁の本陣卒に復したので︑

財務監督琉坂泰三
口諮議

丈畢博士宇野哲人
東洋大筆教授高島平三郎

韓だよりを雑る︒

弘道寅憤︵溌込︶一冊金識拾銭也

一ヶ年曾我金参剛

弘遊命入命手続

Ｉ

一ヶ年含讃金参一卿を郷込み入愈の手績を

Ｉ

ｌｌｌｌ

日本出版懲曾員番漉三一五一三四

〃振替口座東京四一三七番

電話九段九番

嬬舜廻日本弘道含

東京都紳田厘西紳岡二丁目一番地

︑印刷所︵東京四︶帝画窪越出糎枠式擢刷壷

東京郡牛込礎四五軒町五十二番地

印・刷人・白井砧吉

東京都牛込腫西五軒町五十二番地

織・幅擁︒割田斧二

東京都紳田癌西稗田二丁目一審地

昭和二十年二月一日蕊行

昭和二十年一月廿八同印刷納本

本命編輯部へ御祁淡を乞ふ︒

○本誌職告の件については︑

六蝿吋入の方に鑑付す︒

とること︒含員には雑誌弘遺を無料配布
する外に輔交の枠典あり︑規則書は郵券

I

、

』
/

庁に噸佃憾隠極鵬確隈三輪恥ｌ睡卜隈
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○日本弘道曹要領甲鍵
︹明治二十亨年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし榊明を敬ふぺし

二︑皇室を尊ぶべし本圃を大切にすべ
し

三︑画法を守るべし園釜を岡るべし
四︑畢問を勉むくし身盟を眼他にすべ
し

五︑家業を勘むぺし節像を守るぺし

ゞＯ日本弘道雷要領乙鍵
︹明治三十三年十︑一月制定ｗ

味に階るを防ぎ一は以て結祁的生減の

向上謹達に責すること一

排し所謂階級の共存が吐禽的生活の必

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

須係件たることを明かにすること・

る敬愛の結祁を素成し彼我教力して世

六︑人類共存の本義に擦り他閲民に封す

輿せんことを期すること

界の文化溌達土人類穂耐の瑠進とに寄

のみ完全に趣げらるょものなれば荷も

七︑吐倉的生活は国家の統制の下に於て

の虚有るものは之を排すること・

︐言論行動にして園家の韮礎を危くずる

に躍ることを知り念々剰家の二字を忘・

八︑職業地位の如何に論無く一身の固家

るべからざること

九︑国家と一隅不二にして至公至仁なる
皇室を奉瀧し圃家蕊２﹂園継の章巌

奉し以て君民一徳の理想を賃現し園運

十︑租先の遺志を鯉承し列聖の大訓を迩

を蕊揺するに努むること

が馬め其の程度に膳じて生活の簡易を

生活の向上護達を期すること

二︑物質的生添偏重の螺賓な脱し精祁的

立すること

界人類の鴬に奉仕ず喝所以の根本を樹

﹄一︑人機の完成に努力Ｌ以て家庭風家世

︹大正十年二月制定︺

○日本弘道霞の主張

証曾の制裁を作る事

圃民の風俗を改善する事

正諭を張り邪説を破る事

道徳の圏結を固くする事

無識の君を教化する事

教育の適否を考ふる事

固家の縄済を知る事︑

政治の良否を顧る事

園家の粥来を慮る事

世界の形勢を察する事

、 ､ ､ ､ ､ ､ 、 ｡ 、 ℃

三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

の隆昌を協蕊せむことを期すること
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六︑家内和睦すべし同郷相助くくし
︑七︑信義を守るべし慈善を行ふくし
八︑︑人の害をなすべからず非道の財を

貧るべからず↓︲・
九︑酒色に溺るべからず悪き風俗に染
まるべからず

十九八七六五四三二一
岡ること

FL

十︑︲宗教を信ずるは自由なりと雛も本圃

の害とたるべき宗教は信ずべからず

〆

