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道の匿張︲︑

上古の時︑人毒智の初めて開くや︑其

く家倫に止まりて其他に及ばず︹略︶

交際する所多く一家の内に限れり︒
故に営時の聖人の教を垂るるや︑多

る所も亦庚く︑︒殊に周の末︑封建剖

其後世の進むに従ひ︑人糞の交際す

礁の仙となるに及びｂ其教訓する所
一家の外に川で︑荊臣と云ふ者を以

て之に加ふるに至る︵略︶︒孟子に至
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生じ函民の道︑交際の道︑外剛人に封

嚢

れば︑更に之に朋友を加へて︑父子
有親︑君臣有張︑夫婦有別︑涯幼有
序︑朋友有備と云ふ︒以て交際の庚
張するに従ひて︑教訓の燥口も其範
倒を礎めたることを知るべし︒共後
支那の吐禽の交際は復隣張すること
なく︑道徳の草間も亦其歩を停めし
を以て︑是より千五百年の後︑宋の
朱元晦が︑鹿洞書院描示を作るに及
亦孟子の五教を以て教訓の騰目とせ
本邦の道徳は水より法を儒教に取り
以て︑古より亦孟子の五激の碗を奉
之に逮ふ者なかりき︒近年西洋諸国
際するに及び︑吐愈の交際忽ち其範
匿め︑五教の如きは己に其僚︑の不

翁に人nち洋挽にliる
先至にの其諸を取とに
生れ封不純園奉りせ及
訓りす足陸lとじしりぴ

迩等を研究せざるべからざるに至れ

,へざ外其i祭年数僻のを
泊る剛傑忽西の教雌作
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第六百四十二鑑

】

一

I

ｌ公情と私情
民主的国家生活︑牡含生活︑剛燈喰活を行ふ春として︑公情と
いと恩ふ・

私情といふ事をよく心得て訓練と歎養を先づ怠らないやうにした
御承知の如く民主的生活にあっては︑個人の意見といふものが
尊重されなければならない︒故に一切の蓋別を超越して︑何人も
其の考へのある所は遠慮なく之を言はしめ︑之を聴かねばなら
ぬ︒又言ふものも︑老へに考へての果︑自分のこれぞと信ずる所
併し一方民主的生活の中にあっては︑又一方各脚の様々の意見

は飽迄も主張すべきである︒

を聞き︑其の中の一︐何﹂を採って規準とするかは︑各々の意見の
巾で多人数の者が之を﹁是︐一とする所調多数が之を決することを
建前とする︒だから言ふべきを言つ一Ｌの後は︑多数の祥列に心よ

く委せる外はない︒そして一度多数が之を決したならば︑自分の
主張とそれが反封であらうが︑相途して居らうが︑今は其等私情
の一切を忘れて︑今は心から多数の是とすることに協力すべく努

ｒＬ

｜日本人は情に於て美はしいものがあり︑私情には批界に見ぬ厚

いに結構である︒併し一度決したら︑激論し合った人をもそれを

一いものがある︒然るに︑兎もすると私情にのみ捕はれて︑公私の
一別が混同される場合が多い︒例へぱ︑公の問題で激論をする︑大

てそれは︑何時も反封せんが鰯めに反対し合ふといふ風にのみ出

忘れて親しい友となること︑これがともすると出来ないで︑公の
論議を何時迄も私交上に迄も根を葉を持つと云ふのがある︒そし

べきではない︒

る︑公の場合は︑私として親しいからといって賛同するのでもな
く︑私として疎遠だから反封するのでもなく︑自分の信ずるとと
一に忠漉であるべきであり︑私事でない限り何等激論が私邪に及ぶ

の誘には決定しても協力したい傾がないでもないが︑それでは如

政黛などでも︑又他の剛燈でも同じだが︑反封薫刷志は︑私情
が先行して︑↓虚心に忠礎に相手の説を考へて見ない︑そして反封

何なる案も協力なくし一Ｌ成績の堅がる筈もなく︑又其の案自磯に

これでは又民主的謹展は期し得られない︒

してからが他を容れないでは便の力強い内容を盛り柵ない謀で︑

ればならぬであらう︒︵知己庵︶

先程蚕で激論した同志が︑一度討議が過ぎるや︑其んな韮があ
ったかと疑ふ程の和気誘冷さに立蹄って︑親しく交際に入る︑こ
れが先輩民主国人には見られる︒之は兵を同標ルーして翠ぱ忽ぱな
らぬ黙である︒激論するや容易に感情が冷めないで︑それが原因
で途に其の人とは親しめなくなる竿といふのは︑深く戒しめたい
親しければ喧嘩もあるとは夫姉間ばかりではない︒心隔てず属
激論し合ふ程情を轍す︑これは民主国民の心構へでなくてはなら
ぬ︒銭に切瑳琢脳もある︒公私を混同したり︑私怖にのみ捕はる
ることを打破ることは︑先づ民主幽民の緊要な一つの教養でなけ
法に封する自分の考へを進めて行く︒此所に虞の溌垂がある︒だ
のに︑飽迄も自分の考へをのみ固執するならば︑多数の是とする

解せぬばかりか寧ろ破壊者の立場にある︒私を総て皇公に就き︑
一度決したなら瓦に全力を翠げてやって見る︒其の上で又次の方

ｐＬ

所が胤分の老へが通れば協力するが︑他人の老へが通った場合
は一向に冷淡であるといふのがある︒これは祭く民主的堆活を理

力して行かねばならぬ︒

ならう︒

ものら哩憤も溌揮されず︑自分の考へ叱溌注して行かないことに

、

『

一

夕

日本弘道含第四十六同定期総含々告
日時昭和二十三年五月十六日︵日︶午後一時
場所東京都千代田厘西祁田二ノー︑日本弘道含館︵於地下室︶

言故正副含長並二物故倉員年祭
一︑本含役員及功努者毒昌祇賀記念品贈呈
定期線含

．︵終︶

ｌｌ Ｉｌ

『

認蝿日本弘道含
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一︑日本弘道倉定款一部鍵更ノ件
一︑昭和二十二年度決算報告

一︑昭和二十三年度採算報告︾

一︑事業報告
一︑休憩︵茶菓を呈す︶
一︑西村先生法要墓参︵文京隈駒込林町養源き
●

。

右の次第にて暴行致します︒公私御多用の折ながら︑是非御繰合せの上御出席戴度御願ひ致します︒
︹尚茶菓準備の都合上御出席の方は御通報下さい︶

昭和二十三年二月

１１
＝

日本再建の弘道精紳
凸

河野省三

って望ましい態度が存する︒私は此のやうな心がまへから︑

日本再建の一役を権ふべき顛要な力として︑弘道糖祁の現代

的意義を考へ︑・此の意味による弘道精肺を以て︑日本の最も

意義深い再建設に貢献したいと考へてゐる︒

日本の偉統的文化の純員な護述が世界文化にとっての大きな

ドイツの世界建築界の椛威であったブルーノ等タウトは心

ある︒現代咽本は民主的政治と民主的思想とによって轍文化

日本の押建は︑最も重大な問題であり︑極めて亘釧な事業で

ポン﹄や﹃Ｈ本文化私槻﹄等の随所に力論してゐる︒アメリ

カの大新聞記者であったＪ・Ｗ・田・メーソンは︑世界に於

幸禰でありもその衰退が世界人類の不幸であることを︑﹃ニッ

ふ立場に世かれてゐる︒而も如何なる精抑と行動とが直の民

的︑迩義的な平和図家を建設せねばならぬ黄任と使命とを負
主的政治の韮礎であり︑正しい民主的思想の本質であり︑而

の図日本の思想を識美して︑自らその認印に明算の文字を選

ける極めて優れた王賜明の思想を賞現してゐる掌︵ミコト︶

は︑思想や言論や信仰蔵どの豊富であり自由であることが必

とは耐容易に速断を許さない問題である︒民主的であること

ールの一︲日本闘民の輝かしい世界的使命︲一に封する歎美など

本の心︲一に封する憧れや心フランスの哲畢者ポール・リシャ

んでゐる︒英文皐者ラフカジオ・︿−ン︵小泉八雲︶の一日

〆

要なのである︒そこに米園流の民主主義が現はれ︑英園風の

是等を単なる外交僻令的な賞讃とか︑ただ一︲美しい日本一に

（4）

して又︑民主的政満や民主的思想の理想であるか︑といふと

ける紅愈主義が起ってをる所以があり︑同時に︑同じ民主的

民主主義が存し︑ソ聯方面の共産主義が生じ︑世界各地に於

深い日本の歴史と文化とが展開してゐるものと私は信じてゐ

封ずる一面の観察とか︑いふやうに老へるには︑除りに意義

態度の陣統的立脚地が存する︒

的︑文化的な生活方針としての聖徳太子の川本建設に封する

ばならぬと確信し賞賎してゐる︒ここに剛本の道韮的︑思想

度と努力とによって︑正しく明るく︑又大きく進んで行かね

なく職過信することなく︑謂はゆる探長袖短︑修瑚問成の態

る︒而して此の信念によって︑誇らず怠らホ︑満足すること

生活態度に在っても聯現時に於ける米国の民主主義とソ聯の
共産主義との封立的情勢が見られる傾向がある︒日本の正し
く明るい再建の大業に︑如何なる民主的な政治乃至思想が必
要であるかは︑全く日本の偉統と現賃と︑更に世界に於ける
日本の立場とによって考察せらるべき厳湘な課題である︒そ
れが鰯には︑少くとも日本歴史の特賛に本づいて心郁為なる
思想に封して寛弘であり︑貝面目であるべき所に︑一つの至

h

言

．︑画︑︾

ず宮

政治的︑教育的な諸方面に於ける生活態度の体統を潅承し︑

うな聖徳太子以来護揮された日本の道義的︑文化的︑思想的︑

成し貸現する唯一の力である︒﹁善クズ﹂といふ心と道とは︑

れらの理想とする幸耐そのものをも包春して︑雌も正しく達

思想的に仮装し構成しがちである︒玉︑くする心﹂の道は︑そ

てをり︑その考へ方を巧みに牡含的︑園際的に︑又文化的︑

するといふ︑個人主義的︐物資寓能的な考へ方に囚はれ過ぎ

獲揚してをるものである︒先に本誌に於いて護表された本含

妓も忠賞に且つ有意義に班解し具現されねばならない亜軸だ

L

西村茂樹翁の﹃日本道偲論﹄に於ける弘道緒神も亦︑かや

副舎長吉川熊次博士の一︲弘道民主主義の綱領﹂も亦よく西村

と信ずる︒

斯やうな心椛へから︑﹁人道ノ大本︑邦闘ノ基礎﹂たる皐

翁の弘道精祁を描充せられたものであって︑私どもの共鳴し
建と日本民族の優秀な護展とには︑もとより正しく明るい︑

協力すべき鮎が明らかにせられてゐる︒日本国家の偉大な再

ノ畢術職業モ︑逝徳ヲ根礁トシテ之ヲ偽ストキハ皆安全座側

問︑道徳︑生活の根本が定まって来るが︑そこに向ら一︲何レ

トナリ︑叉共職業畢術ノ位格ヲ高崇ニスルコトヲ得今へシ｜と

あると同様に︑弘通粘祁の有意義な進展と賞践とには︑極為

いふ軍大な生活意識が確立してくる︒斯くて西村翁は此の弘

弧く豊かな道義的心思想的︑文化的の甚礎と内容とが必要で
なる貝面川の認識と顎揚とが大切である︒﹃日本道徳論﹄には

道輔神に基づく逆徳脅を設立して︑閲民教化の成果を畢げる

一︲道徳蕊責施ノ仕組卜其煤Ⅱノ大吉堂即ち迩徳生活責践の根
本粘神として︑

鰯に︑次の五大要目を説いてゐる︒

第二我家ヲ善ク天︵一家ヲ和合ス︶

北ニハ妄諭ヲ破ス・典ニハ剛裕ヲ矯正ス・・共三︿防挫ノ

第ラ身ヲ善クス︵我身ノ肱格ヲ高クス︶

其の打破すべき喪諭として︑無智文両者の喪術︑宗教を迷

法ヲ立ッ︒其四︿誰画事ヲ卿ム・其五ハ剛民ノ冊性ヲ造ル︒

第三我郷里ヲ善クス︵一郷ヲ輯睦ス︶
第四我園ヲ善クス︵一園ヲ安全ニス︶

る妄諭︑文明を過作する安諭の五つを梁げて︑適切な誰術を

信する妄論︑自己を過雁する妄諭︑己が単ぴたる所を伽作す

といふ五綱目を畢げて︑之に蒜きてゐると述べてある︒正に

的中した所が多い︒又其の防謹の法として︑﹁其一︑町村内二

試みてゐる︒服に現代日本にとっても時弊を指抽し弊班して

第五他閣ノ人民ヲ善クス︵天下ヲ治平ス︶
よく識きてゐる︒﹁善ク．ス﹂といふ心のみが︑人間生活を個人

諜備ス・其四︑水火縦賊二術フ・﹂といふ四方面の更生︑弊防

於テ相談仲間ヲ定ム︒其二︑貯蓄ノ法ヲ定ム︒其三︑凶年二

︑や︑

的にも︑家族的にも︑郷土的︵地方的︶にも︑国家的にも︑

杜曾的にも︑世界的にも︑調和的︑護展的に一鰐化する︒現
︑︑︑１

代の思潮や心多くの方面の主義は．除りにも生存を仕合せに

〔5）

､

に開する杜含的ｂ共同的施設が老へられてゐる︒而して善事
ヲ勘ム・其三︑貧人二施典ス・其四︑公益ノ事業二出金ス・

を勧める方法として︑﹁其一︑国民ノ義務ヲ教フ︒其二心教育

意の存する所を認識し掻充するならば︑弘道精神は正に道義

的︑民主的︑文化的な平和日本の再建護展にとって︑極めて

斯やうな弘道精神の修養と賞践と協力的護揚とは︑必ず正

る︒

堅賞適切な燕礎的の力として寄興するに遠ひないと断言す

︑紛議ヲ解ク︒共八︑人ノ蕃覗ヲ賞揚ス・其九通園役ヲ勤ムル

其五︑人ノ忠難ヲ救う・其六︑人ノ憂苦ヲ恩ム・其七︑人ノ
者ヲ優待スｃ﹂といふ九項川の大要を説いて︑防進の方法と机

い︑民族的に偏念の無い︑又人類的に良心の無いやうな者の

しく明るく大きな日本の再建に貢献する︒思想的に節操の無

待って︑日本に於ける吐含生活の接充を固り︑以て日本剛民

つてり堅く正しい力の存しないことは︑云ふまでもなく︑そ

謂はゆる民主化や仰建諭には︑直の世界平和や人間生活にと

も︑全く其の本質としての力もなく︑一共の将来性に封する頼

れらは米英の民主主義に在っても︑世界の民主思想に探って

而も更に日本の国際的︑枇界的活動の終礎を確賞にする鱈

の国際的位世を雛保する装礎の建設を試みてゐる︒
にも︑日本国民の人想的︑個人的の慨値を充賞する億にも似↓

篤に︑その道を炭くし︑又その道を弘めいばならない︒

りも無いのである︒弘通精卿は︑宜しく進んで︑現代日本の

（6）

妓も頭要な人格の向上を固って耐﹁園民ノ品性ヲ造ル﹂必要を
高調し︑﹁国民全鰐ノ淵性良奔ナルニ非ザレバ決シテ闘威ヲ海

割田斧二選

春の山滋貨聯久傑久一

弘道歌園
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︵ 昭 一 三 一 ︑ 一 言 一 七 ︶︵文祭陣北︶

外二雌カスコト能︿ズ︒故二余︿杢園ノ人二望ム・藩シ賞二
此園ヲ大切ナリト恩ハバ︑人糞自ラ奮テ其品性ヲ良善ニセザ
ル雲ヘヵラズーと叫んでゐる︒耐性の良蕃︑人格の向上は人間

生活の本質であり︑民主思想の根本である︒而して西村翁は
一余︿東西ノ票ヲ折衷シ︑古今ノ異同ヲ老へ︑本邦国民ノ品
性ヲ造ルー一左ノ八帳ヲ以テ必要ナリト定メタリ︒其一勤勉︑

春雨に緑ましつ呉・昨日今日目に新らしき鰍草の川

春の山山梨螺中程寅

なごやかに国建ち直る姿とも霞たなびく四方の山見る

○．割田斧

街中に住みていささか薮のあり山鴬を我がものと聞く

郎

松

其二節倹︑其三剛毅︑其四忍耐︑共五信菱︑其六進取ノ気︑
性を明らかにして︑﹁此八徳中二諾ク智ヲ以テ之ヲ貫通スルコ

其七愛国ノ心︑其八皇室ヲ奉戴ス｜と説き︑更に瑚智の軍要
ト：一を切言してゐる︒此の智を重んじ︑理性を貴んで︑是等

の八徳を時代的に︑圃際酌に練磨し護揮して︑善く西村翁の

6
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新日本教育の建設

米した︒現下の敗戦日本は進駐軍の占領下にあり︑其の指揮

雌督なくしてば︑何事をも馬し得ぬという所の状態にあって︑

加之︑園力の帖渇経済界の混乱は日川物衝の映乏殊に食料品

野田義夫．の不足は一般に耐乏困苦ぱ２浬しきは正蕃餓死者をも生

じている︒殊に遊義の額陵弧盗詐欺の横行の加きに至っては

・言祇に絶するものがある︒へＩや我が閏の危機は崩壊の寸前に

心面していると言ってもよい位である︒戦前に於ける圃民の

L j ノ

抑上教育は人間の生活と其の本霞を一にし締上之が向上を捜所美蛎は失われ︑あらゆる短所映鮎がまざまざと暴鰐され

／ 庁 、

促がすべきものであって︑決して生柄から遊離して之と浸交ている︒今や健全なる新日本の建設は絶対に必要である︒然

渉となるべき筋の心のでない羽は動す可らざるの根本腺抑でらざれば︑倣然居ながら自滅を招く外はない︒新日本建設の
ある︒併し人間の生活は時代により闘士によって特しく其趣指導精仲は蕉日本のそれに比して一大樽換を必要とする︒新

を異にする︒随って人間教育の理想は同一であっても闘土と．日本は勿論新時代の要求に唯する新蝿惣によって建設されね
ばならぬ︒閏民生活の推礎は本来之を教育に氷むくきである

明治維新後に於ける我が園の新教育は其の制度に於ても其とすれば新日本の建設は新日本教育の健設に待つべきことは

時代に部する具鰐的賞際教育は閏によって何じくない︒

の内容に於ても慨界各閣の精粋を集めて其の菩美を蕪し班に勿論である︒併し新日本教育の建設を待ちて然る後に新ｎ本

が国民活動の根祇を作っていた窮賞は固災の均しく承認するも角此の胴者は同一の大方針により同一の理想を掲げて同時

宗杢の城に達していたようにも思われていた︒殊に教育活動の建設に着手することは事賞上許す可ちぎることである︒と

ろ︒

一一一

所であった︒最近太平洋戦争時代に於ける教育活動に至ってに出渡し相侍り相助け絶えず併行して表襲一鰐をなすべきも
のではないか︒教育は常に国家護展の基礎たる事は勿倫であ
は此の特色が殊に頴蒋の如きも一の時代であった︒

一一

醤日本は惨潅たる敗戦によって根抵から柳覆され︑軍閥財

閥官僚は追放され園家の機織は無血革命と言ふ程に大鍵動を敗戦日本は忍苦耐乏の生活の裏で雄堂しくも既に新日本建

１１
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設の 第 一 歩 を 踏 み 出 し て い る ︒ 教 育 も 亦 改 て 虚 脱 放 心 の 状 態

を克 服して畳束ないながらに国策と歩調を揃えて建設の一路

を進んでいる︒今後幾年かを経たならば次第に形態を整頓し
て来るべきことは期して待つくしである︒

●

敗戦日本は戦前には世界の一等園に列し強園を以て自任し

一︲ぁたが︑無謀の大戦に惨敗した篤に今は三四等園又はそれ

新日本建設の大方針即ち其の到達すべき理想は極めて抽象以下の地位に樽落している︒併し必勝の信念に燃えて篭戦力

的であるが既に明確の標語として国民の間に普及している︒岡を綾けた程の日本国民は眼前に此の惨濃たる現状を見て徒

軍国︑王義に封して平和主義全僻︑王養に封して民主︑浪護即ち平らに失望落謄して卑屈退嬰に陥ってはならぬ︒無候件降伏は

和の文化国家の建設がこれである︒単校教育の大方針も人僻除儀なくされても悶縄は安全に准持されているみのならず︐

之に倣っている︒側本人の本質は快して亡び去ったのではない︒過去燕戦力闘

これは大僻米国を模範とし之に倣ったものと見て兼支なの意気を樽川すれば新日本建設の元兼は躍然として湧き出づ

い︒圃家の主菱方針が一定し公表されたからとてまだ建設がるではないか︒敗戦日本に呼起復興の途が雌い道卵はない︒

川来上がった認ではない︒︒飢えと案一さと暗さに略えぐ現時の耐乏生活を克服して︑や

世界に率先し一︲一新憲法に戦争を否定した事は平和園家とし

平和主義にしても民．王為韮としても抽象的概念としてば一がて戦前の生活に立戻ることは決して不可能ではない︒それ
雁明瞭であるようであるが其の邑呉白振遺憾なく闘民に徹底しは勿論国民の決心次第である︒︽
ているものとは思われない︒新日本建設も忌慨なく言えばま

だ其の外形即ち輪廓を整えたに過ぎぬ︒改正新憲法の徹底も定一流の地位に昇り得べき資格を皿へえたりではないか︒好戦

今後幾多の年月を要することであろう︒米闘の制度に倣って函の詩を受けた日本はやがて平和園としての誇と名翠一再を一保つ
教育界に六・三・三︒四案が探剛されているが裁く＠厘芥の責に至ろうではないか︒

際は今筒混沌たる状態を脱せぬ︒新日本の建設も新日本教育日本国民が古来武勇を筒ぴ戦争に其長所を稜擁した事は霧

の建設もヤット第一歩を踏み出した詐り重別途は遼遠にしてう一刈らざる事賞である︒併し﹂武士の情﹂叉は一睡い許りが

且つ容易ならぬ難関が積わってゐる︒此の大樽換期に際命間し武士ではない﹂という裡諺が示すように武勇の背後には平和

滞在している親愛の情緒を喚起し之を長養すれば自ら平和の

（8）

ｰ

て我等国民は戦時に劣らぬ受梧と努力を必要とする︒な親愛の怖緒も潜んでいた︒今後不川の武勇を絵てて心裏に
〃
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四

戸
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〃

園民となること明かである︒斌近の新憲法は既に明確に之を
象徴しているではないか︒
連合国は今後の日本を民主化する事に専念している声︶とは

周知の事責である︒又敗戦日本がポツダム宣言受諾の貨任を
重んじ圏家機織や国民生活を民主化ずるに汲たたることも亦
世界列国の均しく認識する所である︒進駐軍最高司令官とし
て日本民主化を指導監督しているマックアーサー元帥の誠意
は杵く国民に徹底し新日本の民主化は極めて回滑順調に進行
し〒眠る︒元帥が新日本の鰯と同時に世界平和の篇に衷心か
ら努力していることは仙人も之を焼はい︒

郎園又は杢綿主走国家と日せられた日本が恨令敗戦の結果
とは言え硫然として正艇封の民主的園家に豹愛することは一

も弧制噸雁を感ずることなく極めて安易自然の態度を以て之

兇矛盾又は不可能事とも考えられる︒而かも我が閣民は川か
を雁打しているのは抑何によるものであろうか︒それには極
日本人は卑屈無力なるが故にいやいやながら握力なる者に

めて意義深長の瑚由がなくてはならぬ︒

盲従しているのではない︒否︑潜在意識中に本来待っていた
ものを喚起護揚しているのに外ならぬ︒前にも述べたように

ある︒今後の日本人が自国の地位を自琵し眼界を藍くして世

なれば民主堂義は自然に我が閏に行われるであろう︒民主廷

界の怖勢を認識し世界の一市民として自由に世に立つように

養は枇界の大勢であるから︑民主化することは世界の大勢に

順感する所以である︒而かも世界の大勢に順雁することば人↓

類に共通な人間性の本質を護揮する所以である︒人間性の本

質を護揮することはやがて日本人の本髄を盃郷する所以とな

るではないか︒斯の如く考えれば日本の民主化は前途洋為た

る希望に満ちているものと言はねばならぬ︒而かも世界の代

表的民主国たる米園の同情深き指導に従うことは新日本の幸

鰯の文化創造として人間生活の向上に貢献するやうにすべき

鰐にも有益なやうにし︑自圃の鴬の文化創造が其の儒人類の︑

べきである︒随って自固に有徐な文化の創遥はやがて人類全

の国にも償値があるので文化は畢童人類の共同財産とも言う

人類に共通なものである︒随って叩の園に慨仙ある文化はこ

力の康物であって如何なる民族の産物であっても其の侭値は

の生活様式に外ならぬ︒結局文化は人間に共通な理性の創造

による理性の向上護展の努力の結果として蓄積した改蕃進歩

意義に外ならぬ︒文化とは自然生折から川護して人瀬の協力

ている︒文化図家とは言うまでもなく文化進歩の高い国家の

︑Ｉノ

新日本の特色を現す標語として文化風・家の称呼が川いられく

禰と言ってよい︒戦時の敵味方は今や完全に触和し友愛協力

リ責を上げている︒９

日本人は武勇の背後に親愛の情緒を潜在していたと同じく軍
羊蔦義の本質を潜職していたのである︒唯軍闘主義と呼ばれ

園主義全謄主義乃至専制主義と思われていた巾に上古より民
るものの矯めに少しも目立たぬように抑雁されていたまでで

1

−１

である︒

敗戦日本現亦の文化は日本間有の文化に東亜の文化を融合
調和して日本猫得の文化を形成している︒新日本の文化は蕉
日本の文化と同一に留まることを許さぬ︒前記の平和的民主
的なるに加えて世界的なることを必要とする︒側本人の本質
を護揮すれば世界的悔仙ある文化を剛造して人類歪鰐の挙偏
に貢献することは決して不可能ではない︒新川本の建設に夢
ては特に此の方面を弧調すべきである︒

斯の如く平和民主登喪︑文化創造を標傍し僻べき新幽家が
賞現されたとすれば何等躯怖を有せすとも其の生折内容は世

新日本毅育の建設にば国民の自尊排他の優越感を雛晩する

ことが第一の愈務である︒／皇軍敗戦の最大原Ｎは敵の智力を

過小に評慨し自己の資力を過大に評慨して目負潤蕃の自己陶

酔に陥っていた事である︒識者が多少此の違算に蕪附いた時

は既に手後れであった︒壁園一致︑一億一心火沼奉蚊︑匝

道賞践による皇軍の戦力は世界無敵と確信していたのは自負

は妓早世界最優秀の爾足と言えなくなった︒側本糖抑も特に

猫簿に過ぎなかった事が敗戦によって護明された︒日本阿災

可能にする蕊妙不可思議の力はなかった︒

神秘的の威力を有たぬ弱が暴露された︒日本人には不可能を

Ｈ水の教育は其の制皮に於ても内容に於ても完杢無比と信

じていたが敗戦の結果より見れば躯間宮縦の奴隷的手先とな

っていたのに過ぎぬ︒戦時の教育は天皇の祁椛を極度に悪川

した軍閥官僚に引摺られて戦力増弧手段に供せられ教育本来
の常道を選出していた︒其の映陥は今日の竪生の上にまざま

ざと現れている︒随って今後の新日本教育の建設は脱心半蕪

自由愛他の精神を以て新日本建設の健全の推礎を築かねばな

らぬ︒民主灸韮を以て指導原抑とすべきことは今史言ふまで

（10〕

界に袴るべき状態に達するであろう︒

新日本建設の瑚想を此の如きものとし今其の鯛一歩を踏み
川すに方って我等日本人は自負猫蕃又は自尊排他の優越感を
捨て去り公平無私灘虚愛他の員怖を以て敗戦の員異を桧討し
国民性の長所短所につきて反符自洲を行い狩盈として建設の
歩武を進めねばならぬ︒新日本建批と歩調を揃え共の基礎を
本教育の火方針は新ｎ本の閏策に伴って既に提示されている

一︿

自尊排他の優越感離脆に次いで大切なことは軍国主義封建

〆

思想の離脱である︒これは或る程度まで前項の中に包含され

岸

作るべき新日本教育の建設も亦同様でなければならぬ︒新川

もない︒︒

から今後は其の具職的建設に就いて深刻適切の汚感を必要と

る︒

する︒以下之に聯賀して思いつきたるままに二三の軸を述べ

五

戸

る︒何となれば軍国主淀の離脱は民主を推の確立を意味する

明治初年の皐校教育は専ら米函人の指導により小畢校の如

からである︒

きも英潤帥のそれに比して特しく民主的であった︒之に反し・

明治二十年以後は猫逃の影響が次第に増大し熱狂的に猫逸を
染拝して之に心酔し降車が潤逸を模範としたように皐校教育
麺

を模範としていた事は世界州知の事資であって此の剛向ば我

も専ら獅逸を模倣するに至った︒猫逸の国民教育が軍隊教育

軍幽主護の追放は民宅を鎧の確立を意味する︒民︑喧凌淀の

教育の理想は人格の完成でなければならぬ︒これはやがて人

敦育は個人の自由即ち人格尊重を生命とする︒随って新日本

此の外に出でぬのである︒個人の自一七樹立人格の尊軍は民主

間性の完成であって枇界の大勢︑天地の公道も人倫の常維も

交韮の生命である︒

七

・進駐軍妓高司令官は軍団主我の追放と同時に川道を単校教

皇の粘抑を濫川した聯は敗戦後に於て極めて明瞭となった︒

育より追放することを厳命した︒瓶閥が日本人舌有の敬祁愈

敬祁尊皇の締祁を孤張すれば車園主義に走るというが浬介剛

日澗伊三図が同盟を結び各フアッシォ政策を脚行するよう

が園の小畢教育に於ても明かに槻収することが川来た︒

った︒逃しきば政策を表示する隙語まで也瀧其の鵬を輝らな

になって日本の閣策は一から十まで猫逸の模倣と言ってよか

の解繰と思われる︒天皇を仲様扱にするなとは既に陛下より

勅諭があった︒戦時に行われた榊吐参奔や御直影奉拝が腔止

かった︒

されたのは其の紬果である︒天皇の紳椛は今や過去の思想と
なった︒

日本の敗因が軍国主義︑杢鵠主義にあったとすれば新日本
潤逸心酔には早くから其の素質を有っていた︒亦来の封建思

教育の建設には猫逸模倣の離脱が必然の近逆である︒Ｈ水の

想は澗逸の車剛主推を受け納れるに縦も迩糊の淵床であつ

惟祁と道は祁代ながらの日本人におのづからなる自然の道

景と思われたものである︒

道の追放と同じ堺ではない︒追放された卿迩は軍圃主義の背

Ｈ本の政治から脚祉伸道を追放することは川本市来の惟川之

るのは一師の曲解であって決して正糟の兄解とは言われぬ︒

太平洋戦争は皇道の世界光被を理想として八紘一宇をⅡ際
としたが其の皇道を以て日本在来の惟神之辿と奈然川一脱す

・た︒渦逸の影響と在来の封建思想とは容易に抜くべからざる
根傍を打っている︒

現在の新日本教育は民主糞韮を標傍していながら賞際に於
ては軍国主推の痩樺や対建思想の想弊は校風や師弟開係等に

見逃がす可らざるものがある︒連合図は此の軸に就いて深い
翻心を有っている︒
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輯
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町

であ２Ｌ清浄潔白純一無雑の真心に基づく︒而かも此の心境
は正義人道の根本とも言うべき人類共通の良心に外ならぬで
はないか︒此の意義に於て碓抑の道は正義人迩の根本と言っ

てもよい︒随って祁杜神遁の追放は此の人類共通の良心の追
放で無い事は明かであるのみならず寧ろ文化創造の根源と見
るべきではないか︒毎

と思う︒例えば生藤増弧に心要なる身心の鐙錬︑生徒の自畢

せられ或ろ程度の貸行を見たが要するに今筒不徹底である︒

自習及び自治訓練佃性尊莱︑科畢振興の如き夙に識者に鴫導

此等は執れも新日本教育の建設に峡く可らざるものである︒

敗戦後見るに忍びざる道義の額敗を如何に恢復昂揚さすべ

きかは新日本教育建設の至難の問題である︒今日此の園難の

克服に封しては我が日本弘道命の使命達成に持つべきものが

望せられる所ではないか︒日本人は飽くまで日本人であり民

進だ多い・弘道緒川の活躍は現下の世和に於て最も切貸に要

日本の女子教育は今筒男子に比して遥かに劣等の稚度に止

ぬ︒︵丈畢陣士︶

主日本は飽てまで民主渦本とし一Ｌ其の本恢を失ってはなら

八

まっている︒努女同椛の確認されたる新憲法公布の今日女子

１１

１１︲ｌ刺︲︲︲︲︲
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教育を男子と同等に引上ぐる事は新日本教育建設の一大使命
と言わねばならぬ︒

弘道詩林弓奥無謹選

○寄懐水哉坪谷翁江東片口安胃山︶

ｂ︑℃︑︑一︑︑︑︑︑

海徳深哉ｑ

寄書嬢嘩画業成魁︒緬憶文明開化媒︐天下暗一陣域文鮪︒深季砧票

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑や︑ｂ︑︑︑︑︑心︑︑

況︒令人不堪備仰低回之情︒

へ評白︶述水哉翁性行︒輿博文館業続無迩︒加之以作者多年月脂之変

鐙白髪衆一・

難忘球塚論集刊︒智能啓褒世手着︒註遊今昔感無限︒空封青

︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ⅱ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

廿雌豊功︒

露跳牝越吾中越︒未見髪眉魂夢迩っ斯業維誉別才在︒長扶鮪

の人類愛を雑調とする民主巻菱を確立するという事になる︒

うな活動は新日本井に新日本教育に於ても同じく有数である

である︒併し戦前及戦時中員に我が闘力の伸展に貢獄したよ

本国民は宛がら生れ巷つたような大決心を以て之に臨むべき

井に藩側本教育に比して古今未愈有の大縛換であって我等Ⅱ

るに足るべき賞力を具備するに至るであろう︒これは落日本

其の結果とし一︲巨資現した民︑王平和文化の日本国家は世界に誇

主義至鰐主義を徹底的に追放して世界の一員として友愛協力

新Ｈ本並に新日本教育建設の大方針は之を要約すれば軍顧

九

戸

太田秀穂

は︑貴兄始め術覗者の御冊折と感謝致します︒

ますもあろうが︑奈く之は誤ったことです︒それも何れは中席に復す

あろう︒雑誌の如きも身分尚営人常の内燕談を試みたり心て質行きを

少くないが︑その腰止は又高炎の御方を潮非するが如きの人もますで

こともあろう︒不敬罪の存在は之によりて自由主義を帯しめたこし﹂も

榊加することであろう︑姑星や義瑚の親などは﹁嫁﹂より遡川さるる

法が施行せらるる結果︑一時は親を侮る芳者や理浦を並べる細君等が

民主の蕊に雌倒せられて先ず弊害をあらわすかと思う︒来年勿奄新民

白等の考が進まぬ限り民主主義も徹底しないから︑徐程注意しないと

い︒貴諭の﹁改正は難し﹂と云うことも同感します︒人格尊重責任明

る限りは図を守ることは出来ないものなることを了得する様にした

利他を行はざるを得ない︒我等図民の縄意者の象徴たる君主を草ばざ．

とする者を生ずる誰ですが︑知情意の進歩によりて向制を得むには︑

籍りて弱者に雌迫を加へたり︑或は﹁民主︲一に托してＨ慾を披張せむ

説明には同感致します︒唯之を礎行にあらはすとき︑或は忠孝は満を

くも提唱せられし御高識には敬服します︒吉川輝北の弘通民主主韮の

西村先生の﹁迩徳の向曲︲一は釜くその遡りですが︑六十除年前に早

﹃

八月洗拝受致し喪した︒時期が斯く延びては一

後感

一

切角の論文も効果を減少しませらが︑それても雑誌を継続し得ること

割田君黄下弘通五

ﾆﾆｰI.ご

ることであろうと思います︒

新日本建設運動や耐乏堆活奨励の如きも一々御尤の聯ですが︑所調

なり︑闇屋も附近の人々の制裁によって住み難くなったり︑脱税群や

輿論含談が正禰に進歩して︑大臣や議員諸公も役得を大に恥づる様に

脆法者達もその五分の一迄は検畢せらるる位になったなちば︑其の弊

審も少くなることであろう︒少数の賢者は別として︑大多数の者えは

くてはなりますまい︒今日の虚では多少の程度の差異こそあれ︑役務

眼で見せ︑耳で聞かせ︑胤分で行って見せ︑其の上で説教する位でな

は除り多一くないと恩ら︑最も清廉潔白なるべき判検事達と雌も主食の

に伴う役得を利川したり︑闇賓︑闇買などをせずして生活して居る人

闇買をする人もあるべく︑又教育者と雛も其の所得高をかくしたり︑

或は生徒を父兄の寄附を利川したりするが如きも免れまいと思う︒禁

くとも︑責任を免れない様になれば︑下級織迩員の不正行篤なども減

制品を無賃輸送せしむる騨長や大臣や︑事変を知りつつも︑又知らな

少するであろうと思われる︒小生如きは大善も癌し得なかった代り︑

不正行鰯もしませんでしたが︑〆さて今後とて間違ったことをする程の

ば奄く無償値と云うべく︑間通った事を考えたりせなければならぬ様

勇気も器量もなく︑又利用し得る程の地位もないから︑経済的に見れ

の間窮しても濫することなき様にしたいものと思います︒此の川も或

にならぬ前に︑老生早く世を去るがよいではないかとも思う︒それ迄

高級武術たりし人が︑風俗を祥する行嬬をＬたり︑雌かの恩給で生活
●

し得ざる老先篭が移卿立退料を請求する調停調件の立愈人となったり

の感慨を起した次節です︒Ｑ○・六・弘通を讃後に︶︵本賞汁磯貝︶

したのを見るにつけても︑自分等も斯うなっては﹁やりきれなｒ一と
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頑

一

弘道の民主

ヴ

Ｏご幽家生祇又は︵一言仙人生活のこどに人格尊求︑新憲法の粘祁

とを弧調してほしい︒

︵一ロ閣家生活又は︵四︶祇曾生活の︑ことに幽際︵枇界的︶生活のこ

のことを聯鮒してお証き願いたい︒

︹ご家庭堆活又は︑︵四︶祇含生活のことに郷土雄活︵地方的雄活︶

ます︒尚私見を︑︵否寧ろ戒過の所感を︶左に御琴考に供します︒

吉田副曹長殿の一︲弘道の民主主義の本義︲一御同感︑至極結権に存じ

河野省三﹄

化

笹養

清之助
川

︵五︺宗教生活のうちに科畢的︑教養的の生活尊並の黙を迩徴に述べ

に即する生活の心櫛えを力誘して願いたい︒
て頂きたい︒︵以上×協賛含貝︶

道義

酒

民族の腫に向ふべき所を指針さるることと恩ふ︒朋希の維新改莱亀至

知らぬ有様にて︑大に人意を強ぐしたる者である︒必ずや本曾は日本

案升一見るに及び︑其の識見陣畢に傾倒し︑手を額にして欣喜措く所を

拝．する本念幹部に向て泣訴哀願する所ありし幅先般吉川副含長の提

慨枇の念に於ては寸時も忘却するものでない︒依て屡令蕪筆を以て倣

迂生の如き渋畢非才にし−１一何等耐含に貢献することは出来ないが︑

の

って︑我等の努力蕊奮は非常なることを畳悟せねばならないであら

難漆ることではあった態現在の閣状は愛にそれにも戦したものであ

ことは出来ないが︑思ふに根幹枯れて枝葉の柴ゆる例はなかるべく︑

う︒而して我等の前途が如何なる美果を結ぶかは︑今日之を溌測する

るものたらしむくきではあるまいか︒

Ｇ

陸あ民主々義の大本に則り一Ｌよく取捨謎探し︑賃に日本民族に適した

恩ふに刷曾率相装展の跡を顧みるに︑称も逝義を忘れたる閏にして

隆盛たりしを聞かず︑誠に逝義は図家民族護展の大基根と云ふくきで

あらう︒一柾の先畳者たる者は︑宜しく思を祷めて考究すべきものと

恩ふ︒現在の我等民族は︑過去の迩結Ｌ﹂蒋来の国民の興溌を想ふ時︑

を期す本倉の責任亦束大なる次錐であるＰ

虻あ貢係は誠に至大なるものあるは云ふまでもない︒而して迩義︾油養

曾祁西村先生典明治の初め嵐の中に起って︑己を忘れず︑然も仙

界に目を附墜Ｌ︑垣理に立脚せる国民の道義向上を絶叫されたことに

べき努力を梯はねばならぬ︒

我が総め︑仙の鰯嬉人類のために峡くることなき迩義ある閣民たる

恩ひを致し︑今日我等も︑仙界の一員ルーしてよく我等の力を溌揮し︑

１ Ｊ １１

在庫同書

○襲茜村茂磁僻十二冊︾螺銅鎮鮪

○道徳教育講話一冊華貝榊償鋒哉奉五胴

○幽民訓一冊錘鳩噸幸州
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庁

本含童報

△葛園田釧詞特別愈員倉耐男三郎氏は荊無

す︒

す︒博士は国際法︑外交史の椛威にて本含に
多年課力されしを借しむ︒
△藤田氏の芳志千葉蝶佐倉支含藤田又一郎一
氏は本曾に金五輪同寄附色る︒御芳情を感謝

勾梨田責博士逝劃協賛愈員法畢博士米川庇
氏は一月九口逝去︒哀悼︑識んで弔意を表

一新活躍さる典とと生なれり︒

△斜堀劃剥画劃千葉支倉前幹事にて創立者た
りし金坂厩太郎氏は一月一日逝去︑哀悼に不
堪︑割田主鞭出張恥意を表ぜり︒氏は多年の
本倉の功努者たりしを識んで次悼す︒
△菅谷南部支曾長露任千葉螺南部支愈長禰
谷裁太郎氏は︑此度後進に護り支曾長を緋さ
れ顧問とならる︒術後任支曹長には小林慶一
氏就任︑副支含長菅朴喜一︑同高山忠一︑幹
事宮負佐一郎︑同塁野瓢の諸氏新任︑陣容を

弔誹を送り哀悼の意を表せり︒

△狩野鰯封逝云協賛含員文皐博雅狩野直喜
氏は十二月十三日逝去きる︒享年八十歳︑衷
悼に不堪︑博士は東洋梁の椎威にして文化勤
章を授興せらる入は既に人の知る所︑本含は

1

△謂域型雪遡劃瑚事平塚膳義氏は一月一千

巾の鹿一月二十六同郷叩耐岡蝶浮羽郡船越村
の自邸にて逝去︑哀悼︒享年九十六歳なりき

六日軽井津にて逝去令享年七十四︑哀悼に堪

へず︒氏は東京府知事︑台濁総督府縄務長宵︑

南洋長宵等に歴任︑温厚篤没の人格者で︑通

に志厚く︑本曾に理事Ｌ↑して誰力されしこと

多大なりしを︑八日告別式を品川東瀧寺に翠
行︒本含は制川主事香料及弔跡を捧げ弔意を

表せり︒

ⅢⅡ昨ｌｌＩＩＩｌｒＩトーｌ１ＩＩＩ１ｌｌＩＩＩＩＩｌＩＩＩｌＩⅡ
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支嘗童報

Ｉ
南部支酋報告

昭和二十二年十二月十四日午後三時より小
林刑支含長方に支含役員含を開き左記の事項

声我が支曾は故高木喜助先生に封する記

を協議せり︒

古卓乏与﹂ＬＧＯ

念班業として創立せられたるものなるによ
り︑爾今一層倉の溌展を期すべく協力すべ

二︑支愈創立二十周年を記念するため︑記
念揮奄の色紙を記念品とし一Ｌ行火愈員に胴

呈すること︒
三︑支愈役員とし一Ｌ二十年ゞ以上乃至十年以

上の勤績者に封し記念品を贈呈すること︒
以上協議を終り︑役員の政選に入り︑昭和
二十三年一月より︑支曾長に小林慶一︑氏︑副
支曾長に蒲稀科一︑高山忠一の剛氏倣鎚︑尚
幹蛎には雄野︑樹負︑雨氏祁選せらる︒

◎豊岡支曾報告

廿試年三月冊日一時︑二百冊八回常含茶舗

に︾Ｏ

識蜘﹃武燕野の郷土史﹄

埋噸趨武驚総惑允生

とし一﹂常代に鴫つた人である︒︑

聖式天皇の頃の武職閣分寺は︑償寺は川口
九十州奥行百什間で傭十人を︑尼寺は間ｕ六
十間奥行九十川で尼十人を涯いた︒規模の雄
大なる︑法陵寺も及ばず︑奈良の東大寺がや
入匹敵するに足る︒武蔵野はこの大伽藍の鮒
を抱く︒武砿は畢問は早くより州け毒正倉院
御物中には︑天平平川︑大里郡に賑した布吊
が見られる︒場は米︑女は織物を年貢とした
が︑中に武職紙がまじってゐる︒恐らく︑比
企の小川で紙を漉いてゐたものであらう︒
天帝宗は︑妓澄︑側仁︑側珍を練て教義が大
成したが︑脚珍︵智蓋大師︶が埼玉郡の生まれ
であることは世に忘られてゐる︒隣村小谷剛
郷は五味豊直の食邑で︑肌歳︑近畿七州の民
間獄訟を誰聴して芯愁稚あり︑卒するや︑迩
臣等追識のた必互鎌を端︑はる人︑京都から
東海迩巾を車に載せて引っ張って衆たちの︑
この東光寺の鐘丈諜者述敵は朱雀院の璃丈家

田輝子︑北田伊典︒

出席︑繁川武卒︑割川主事︑千葉減一︑寺
島裕︑抜排半内︑諸井宗卒︑西深昇三郎︑松
崎正迩︑古谷奔代次︑鈴木栖削︑巾烏式卒︑
繁川四郎︑川代東三郎︑溌知克三︑千葉Ｌ永
子︑小龍まり子︑山岸フミ子︑森あや子︑繁

七

〔1品）

鋲

I

−１︲ｌ︲

○

千葉螺南部支含役員左の如く新任さ
る︒

南部支含長小林慶一
同別支含長菅谷喜一

同・高山忠一
同幹事・宮負佐一郎

同星野頴
○

金五拾川也︵寄附︶千葉螺藤田又一郎
○

○理事平塚蹟義氏一月二十六日逝去心
謹で哀悼す︒
○

○日本弘道含成木支舎設立︒︵東京都西

編輯後記

迄も世の混乱を正しくしたいと恩ひます︒御

有つ︑飽迄も頑張って蕊れても止まぬ決意で
す︑御指導頂いて目的を達したい︑そして鞄

○我々は︑健奈な亦建日本への亜大な使命を

へて居ります︒御協力を願ひます︒

の三十年前のそのまＬでは困難となるので考

くなると含費はあはれ一冊の錘料といふとと
も畳悟して居るので︑来る新年度からは曾費

ば変際は困難といふ胤枇︑然も通信料の如き
政府のものも値上げが又々噂されて居る︑か

の中の仕事︑一般は闇の中の仕事といふ相違
のためであります︒我々は悉くが公定の敗入
然し支出の方は今日の世は開の仲間に入らね

ものさへ横行して居るのに︑我々のものは意
に任せない︑といふのは我々のはガラス張り

・出廻り︑然も健奈なる再建日本を却て害する

○時流に添ふ一般出版物は︑・驚く稗の勢ひで

願ひます︒

識約出来るのではないかと恩ひます︒御猶溌

少くとも新年度に入れば追々し﹂正規の溌行も

自愛を︒

弘道曾入含手綴

一ヶ年曾費金参目を挑込み入念の手掴をと

拾銭封入の方に送付す︒

外に種廷の特典あり︑規則書は郵券萱脚式

ること︒曾員には雑誌弘道を無料配布する

１１

問題も縦令幾程でも見透しがついて来るので

○渥刊奄々で何と亀申諜がないだ印刷界の
混乱も段々整理されると恩はれるし︑用紙の

／

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌慶告の件につ・いては︑

昭和二十三年一月廿八日 印 刷 納 本

昭和二十三年二月一日菱行．

・東京都千代田麗西神田ニノー

耀怖峰割田斧二

東京都千代田厘祁田祁保町三ノ十

東京都千代田歴神田祁保町三ノ十

印刷人ゞ春山治部左衛門

印刷所︵東京芸一ｓ共立祇印刷所

東京都千代田砿西祁田ニノ一

癖蔀廻日本弘道含一

︾日本出版卿︾︾叫梱癖恥雲一毒︾一

！

昭和二十三年昭迦一十三年一月二十八日印刷納本．詔和二十三年二月一日護母仏首肖豆トゴ鍵雪︐与一︑一Ｊ３−皇墨画

多摩郡成木村︶
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蛤一
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