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本邦の農家

一本邦の農家にて自ら手を下

て農業に力むる者は中産以下
貧民を多しとす︒農業上の経
と云ひ護明と云ふも︑大抵は
等の民の経験し護明する所な
是等の民は能く勢力を烏し経
も篇し得れども︑元来畢問の
なき者なれば︑其経験と云ひ
明と云ふも︑狭院なる界限の

に在りて之を篇す︽者なれば︑
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日世界に封して誇るべき程の
護明を篇す能はず︑中産以上
民︑叉は大地主と云ふは︑其
に畢問の力ある者あれども︑
等は却て其農事を小作人叉は
人に任せ︑自ら農事に付ての
力経験を篇すこと能はず︑却
己が本分ならざる政事法律な
じて政黛に入り︑先覗以来の
失ひ︑叉は遊惰安逸を事とす↑

邦の農業改進に害ある風習な
卒速に此風習を改め︑中産以
人も自ら手を下して勢力を馬
責験したる所を以て其畢ぴた
に照らし︑以て大いに護見す

本
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人・間の償値

あるにはあったが︑併し其の多くは何等かの意味で人間の個値を

人間には如何なる漬値があるか︑といふことについ一Ｌは︑昔か
ら多くの人々が考へて来た問題である︒其の中稀には︑﹁何等の償
値なし﹂といふ結論に達し︑自らの生命を断つといふやう蔵者も

認め︑人生の意義を護揮しようと努めて来た事は事変であろう・
要す︲る所人間の動物性のみに重黙を置く時は︑人間無償値と云
ふ結論が出一﹂来るし︑これに反して人間に有る紳性の黙に思ひを
致すならば償値読も出て来ると嶋尋ものである︒所で兎角人間と
いふものは︑生活に於て︑思考に於て行詰りを生ずると︑信頼す
るものに悩み途に人間償値を否定せんとする方向に走り勝ちなも
のであるがため︑世の大きな鍵革に虚しては︑人間を無償値覗す
る傾向が生じ勝ちである︒

敗戦後日本の園民思想の一部には︑正しく人間無償値の老へに
走りつつある傾向がある︒若人のヤヶ気分の無軌道募り︑或は動
物的本能瀧讃の気風等為は︑即ち人間の獣性重覗であって︑人間
の噴値否定にあることを物語るものでなくてはならない︒之を丈
畢などに噸ても︑．白くカストリ文事︑或は肉盟文筆等々言はれる

所の︑唯その剰那為々を酒色の刺戟で︑或は慾情本能濯讃の生活
で雌かに生命を無篤に維持し︑人間を動物に落ちる迄瞳落させて

︑

間の祁性に何か裏切られて了ったといふ感じ︑そして人間に盛る
ものは唯獣性で﹁これが結局人間なんだ﹂と侭ふ風になり︑途に

人間の償値否定へと走るのであることを物語る︒一杯のカストリ︑
剃那の色慾︑此所に人生を求めて︑裏切られたとする過去の紳様
信頼の一切を清算して︑人間を落ちる所迄落して見るといふ︑こ
れでは人間の文化創造など望み得べくもなく︑無暴な軍なる憐れ

人間は元来思想も自由︑行動も亦自由であるべきである︑併し

むべき感情反動でしかないこととなる︒・

配の思想や行動による自由なるものは︑部それば資は人間とし一Ｌの

其の自由とは︑必ず人間の債値を認めての上のものであって︑そ
れが創造︑追求︑検討の馬めのものであるとすれば︑其所には営
然自己統制もあり︑自身自由の限度も知ると云ふものである︒所
が人間の償値を認めない無目的の︑無軌道出鱈目な軍なる本能支

自由な思考でも行動でもなく︑雨が降り風が吹く自然現象と等し

敗戦後日本の一部に現はれたる人間の個値否定による出鱈目な

いものである︒

生活︑これは誠に悲しむべき一手とであって︑其所には善悪意識の

るジメジメした暗さや混執振りを︑一日も早く一掃し︑我と我を

きで一める︒何とし一﹂も敗戦による惨状の痛手を何時迄も持績させ

標準もなく︑人間としてのコースも見出きうとせず︑勿論人間の
特雛とする文化創造の努力など出て来ようがない︑あるものは自
滅への道ばかりであろう︒故に何とし一﹂も此の現象は一掃せねば
ならぬ︒それが篤には先づ力躯い政治を要求せねばならない︑而
も迩義の昂揚庭よる明るい生活の希望を持たせるやらにし︑同時
に文化の偉力を如変に示して人間︑個値を認識させるやうにすべ

るので﹃此の如きもり酵一出しさへすれば害津腫儲かる︑作者は人

見ようといふやらな意固の文畢が今日人気を博し︑流行の風程トあ

気が得られるといふ︑之は現在の或人心の慾望と合致するからの

信頼泡せるやう︾卜し︑温故知新再び新らしい力を喚起させ︑より
正しくて力ある文化活動によって人間の債値を築くようにあらし
むくきであろうと思ふ︒︹知己庵︶〆

此の如き風潮は︑園民思想が︑敗戦の惨状により頼みとせる人

ことである・
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明治文化の封建性に就いて国

吉田熊次

しない︒是等の封建性を打破する黙よりすれば民主を義的革

命は︑天興の好機で︑正に天皇政治の理念の頴現を助成する

明治憲法には大日本帝園は寓世一系の天皇が統治すると規

ものと言ふくきである︒

も︑

定してある︒日本国憲法の前文には一主椛が国民に作するこ

と同意語となし︑統治とは主椛の行動と解する時は天皇政治

とを宣言一して居る︒若しも天皇政治といふことを天皇統治

封建的杜含の最大映陥は人格平等の観念の峡如にある︒杜

は最早存在せぬこととなるのは論理の必然である︒如何にも

二︑天皇政治と封建性︹下︶

それに依って先天的に決定せられて居る︒かくの如きは一君

含は門地と階級とに依って固形化し︑図民の椛利と義務とは

その内容賞質より考察するときは天皇政治は依然として我が

園家統治の形式的槻鮎よりすればその通りである︒併し乍ら

禽民の理念に戻ることは明白である︒所謂官尊民卑の弊風の

由来し︑その推力は国民の代表者がこれを行使し︑その幅利

国民の巌耶なる信託によるものであって︑その椛威は国民に

も解せられると思う︒日本函憲法の前文に﹁そもそも固政は

には比類を見ざる所である︒プラトーの理想園にありても治

た︒これは全く江戸時代の封建的遺風であって︑他の文明園

は国民がこれを享受する一とある︒若しこれが主権在民の本
義であるとすれば︑内容的には議含政治を意味するに外放ら

国の政治の理念である許りでなく︑愈その精華を護郷すると

地位よりも哲人として人格的慨値が主となって居る︒王遊園

者は民衆より尊敬を受けた︒併しそれは治者としての外面的

ない︒︐而して議含政治とは立憲政治のことであるから︑天皇

如きも封建杜含の除弊と見るべきである︒我が画の官吏は明

家にありても同様であって治者たる者は君子人たることを要

政治と資贋的に相容れざるものでないことは︑明治憲法が立

治時代に於いても人民に封して威張ることを常然と考へて居

件とする︒故にその官僚たる者は人に威張ることよりも︑身

於いても第一章第一係に一︲天皇は日本国の象徴であり︑日本

憲政治の規定であることに依って明白である︒日本国憲法に

封建的杜禽の他の映陥の一は派閥的闘争の礁んに行ばれる

の不徳を反省するに念であったのである︒

ことにある︒我が図にありては明治四年に慶春置嬬が嘘かれ

総意に基く一と規定されて居る︒又第二係には皇位の世襲を

︽国民統合の象徴であってこの地位は主権の序する日本国民の

認め︑第三係には一天皇の国事に開するすべての行篤には︑

たが︑派閥的闘争は各方面にその跡を絶たなかった︒政黛政
派の間に畢界教育界の裏にも︑その弊風は今なほ其の影を没
Ｐｔ
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ある︒是等の事項は天皇の存在を肯定し︑政治活動に閲して論理的錯誤と言はねばならぬ︒封建的家族制度は家族制度の

内閣の助言と承認を必要とし︑内閣が心その責任を負ふ一と建的のものとして排斥せんとするが如きば概念の混濁に基く

雛瀧溌難篭鮮嫌僻認購鑑職霧皿唾灘薙纏懸躍鵜蝋耀騨鯛簾騨沸

と言ふくきであるが︑それは形式的名分論に過ぎない︒過去・て家族制度とはそれ等の開係についての規定である︒今日の

の我が国にありてもその政治様式は時代に依って幾多の鍾遷通念としての家族制度は家族的構成要素間の法伽的経済的椎

を経て居る︒平安時代には撮政開白が園政の賞椛を握り︑鎌利義務規定を意味するが︑その外に杜曾的道義的概念として

倉時代以後には幕府に政治の責権があった︒明治維新の革新の家族制度もある鐸である︒家族主義といふ場合にありても

民の代表たる議含が国民の幸幅と繁柴のために国政の責質を夫婦の結婚は一夫一婦を以って常道とするが︑未開牡含に

は所謂君主親政を目的としたのであるが︑立憲政治の採用に同様であるが︑此の場合には寧ろ牡含的乃至道義的恕鮎が主
依って議曾が政治の賞質を決定して来たのである︒どれは図となり︑杜命画観人生観上の指導原理なのである︒︽

決定することであって︑我が国天皇の大御心に最も好く適合ありては諏産なる様式が存在した︒．その最も原始的なるもの
する政治形態であるひである︒若しも現下の民主凌義政治には雑婚叉は乱婚で︑夫婦開係ば特定の男女間に永綾的に行は

依って封建政治の陥習が徹底的に除去せられ︑国民全鰐の幸れたのではなく︑各男女が随時に任意にこれを行なったので

幅と繁柴とが持ち来されるならば︑正に天皇政治の資質を頚ある︒又共同結婚ともいふべき兄弟姉妹が共通の夫や妻を持

きは今日の家族制度では勿論承認さ虹ぬのであるが︑一夫多

場する所以となるのである︒︾つといふととも行はれた例があると言はれて居る︒かくの如

︐／

三︑家族制度と封建性妻制や一妻多夫制は或る民族には最近に至るまで行はれたの

・家族制度といへぱ直ちに封建的のものとせられるは現今のである︒封建祇曾にありては門地の世襲を旨とした所より一

献含常識のやうに見える︒如何にも我が国に行はれたる家族夫多妻制が公認されたが︑それでも正妻は一人で︑他は妾と

のものと解すべきではない︒況んや家族主義そのものをも封にも通行したのである︒執れにせよ明治時代にも妾と庶子と

制度の中には︑江戸時代に固定せる封建性が多分に残存してして傍系的に取扱はれたのである︒尤も一夫多妻は必ずしも
居たことは事賞であるが︑家族制そのものは必然的に封建的封建杜舎のみに行ばれたのではなくもモルモン教徒などの間

（4）

一

隅

が公認せられたことは封建時代の遺風と見微さるべき家族制ことば手ふくからざる事賞である︒
親子の開係に就いても親がその子を私有物硯して勝手な取

︑一夫一婦制も亦家族制度の一形態である︒一夫一婦制を探扱を敢てすることは野鐙民族の間に屡糞見らる上風習であ

度の一形態なのである︒一

に依り民族に依って千差寓別である︒女椛の掻張は西暦第十家長たる父には家族の人だの生殺典奪が認められて居たので

川する国家社命日にありても男女間の法制的確利義務は︑時代る︒上代の羅馬時代には父椎的家族制が極めて巌亜であり︑

八世紀のフランス革命以来漸時に護達したもので︑婦人の参ある︒是等は封建制度士は無開係に震生したものであるが︑

政椛の如きは英国などでは第一時欧洲大戦間に始めて貸施さ欧洲中世の封建時代にありても親の権利は依然として弧く︑

れたのである︒財産の所有並に相綾に開する婦人の椛利もま支那及び日本の封建時代にても親が勝手にその子女を育却す

に女子の解放が行はるべきであったことが︑封建時代に歪曲洲の近世に溌逢せるもので耐家族間の人格観念は個人の自畳

（5）

た久しく制限をうけた︑一君寓民の我が国鰐よりすれば︑夙ることさへ公認せられたのである︒要するに自我の自畳は欧

せられたる家族制度は明治時代にも脱却し得なかったのであが大人より小供にまで擬大せられるに至って始めて成立した
︐ものと見るべきである・・明治時代に入りて西洋の文物制度を

我が国上代の女子は壮含的地位においても男子より低くは採用するに至って子女の権利も次第に措張せられ︑子女に封

る︒

上代には女の族長もあり︑女の祁主もあった︒人類畢書の記子を私有物硯する弊風は全く地を梯うには至らなかったので

無かったことは明治時代の先畳者の既に説破せる所である︒する横暴なる親の行篤は禁止せられたのであるが︑親がその

述に依ると︑未開民族の間に於ける女子の地位職業ともに亦ある︒子女に鍔する蝶は野溌民族にも見られるが封建吐含の

必ずしも男子のそれと異ならなかった例に乏しくはない︒尤士分階層間に厳格に行はれたもので︑その目的は弧靭なる人
も女子を奴隷的に取扱う風俗も或野擬民族間に行はれた例も格の養成にあったのである︒しかも個人の人格槻念が渡達し

あるが︑女子の壮含的地位の低下は武力政治・の行はれたる封／なかった鴬めに親の窓意︒私欲に出づるものまでが無峰件に

建杜倉に於いて確定せられたものと見るべきである︒此の時是認せら虹た︒
代にも庶民階層には賞質的には妻女の勢力は相営に弧く︑農封建的家族制度は正常なる家族制度と言ふく皆ではないｐ

もあった︒併し封建的階級観念は男尊女卑の風習を馴致したとしての家族の自然的にして本質的なる紐帯は愛情である︒

民の家庭などにては殆んど男女同椎の感さへ懐かしめるもの︲況んや家族主義とは本質的に背馳するものである︒血縁集関

̲
三
一
壱

二Ｆ

夫婦の間にても親子の間にても︑愛情は本能的に震生する︒
而して愛の本性は自己が他者を畷制したり酷使したりするこ
ととは反封に︑愛するものの篇めに心身を犠牲にするにあ
る︒家族の間にては他者の喜悦を自己の喜悦となし︑他者の
満足を自己の満足となすのである︒家族的集閏には共通の感
情と利害とが支配的勢力を有するもので︑その間に階級的差
等を附し︑他の人格を無硯するが如きは︑その本質に反する
ものである︒これ杜含畢者が家族集園を目して本源的集圏
９国目寧葛唱Ｃ員邑となし︽最も本源的にして且つ理想的な
る吐含となす所以である︒か上る家族生活を人生の理想とな
すのが家族主義的人生槻である︒家族主義と家族制度とを混
同すべからざることは此の理に基くものである︒家族生活の
本質に反する封建的家族制度と家族主義とを同一硯し︑家族

制度を悪む所より家族主義をも排斥せんとするが如きは人類
生活を根抵より破壊するものと言ふくきである︒
家族は同類意識の単元である︒けれどもそれが個人の集国
である限り︑何等かの原理に基く秩序がなければならぬ︒親
は子の尊族として敬愛せられ職子は親の卑族として慈愛の封
象となる︒夫婦の間にありても自ら生活の或分野を分業的に
捨常して相互にその天職を守らねばならぬ︒家族主義とは家
族の馬員が各その分に即して他の篇めに毒すことに依って満
足し自溌的に自己犠牲を楽しむことにある︒家族主義にあり
ては自我の自由と自我の犠牲とは一致するものである︒換言
すれば佃人我と家族我とは一となるのである︒家族の一人の
目的は他の族員のそれと同一であり︑家族の一人の喜びと憂

呈騨剛塾搾買津準恥健窄嘩鐸椙︾匿唾華畔司誕雄毒準恥匿峠

全なる家族が成立し耐永遠に家族生活を持績し得るのであ

る︒然るに人間の心意は複合的存在であり︑﹂人間の生活もま

かくして夫と妻・親と子との間に擦るべき規範を必要とする︒

た千差寓別であるが故に︑維鹸的事賞としての怖意は家族の
間に於いても必ずしも一致する鐸ではない︒これは年齢及び
経験等の相違に依って愈多極多様の形相を呈するのである︒

これが即ち家族制度である︒その規範は自然の人情の上に立
つものであるが︑何を自然となすかの見解に閲しては︑祇曾
的情勢に影響せられることを免れない︒これ法維制度乃至倫
理道徳の内容的規定がその時代の政治的維駒的杜禽情勢に左
右せられると同一理由に基くものである︒封建的家族制度と

は封建壮含に於ける政治経湾井に道義風習に依って規定せら
れたるものである︒故に封建的家族制度は政治経済道義等と
同じく立憲的牡含には適合せざるものとして排斥せられねば
ならぬ︒封建的政治が我が図僻に適合せざることは前節に述
べたる通りである︒封建的家族制度も亦同様に鍵革せられね
ばならぬ︒けれども家族主義の本質に基く家族制度は健全な
る園家牡含には不一句峡の基盤でなければならぬのである︒東
京裁判に於けるキーナン検事の一般論告の中にも次の如き文
句があった︒〃

﹁最初の平和集圃は家族集園であり︑やがて人類の希望が平和集園

を家族から共同牡含に︑共同祇含がら共同祇曾へ︑共同祇含から国

家へ︑さらに国家から国家へと按張す欝へき筈であったのである︒﹂
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Ｉ

蹄農五年
山田
９

一︑精農の経騒談

が︑之れが叉百姓に出精する一つの動機でもあったのです︒

雑草を食するか︑東京迄買出しに何同か出かける始末でした

食糧を賞る人が無かったので︑春から夏にかけては野や山の

ての疎開で︑特に経戦後と異り闇値の横行の少ない代りに︑

年間は文字通り無我夢中でした︒殊に廿一人七家族を引卒し

で︑私自身は百姓に開しては︑全くの無経験で疎開後の二ヶ

壮年時代迄は教育に精進し︑晩年は銀行業に従事しましたの

・私心家は租父の代迄は︲相営に百姓をやりましたが︑父は

を迎くる事になります︒

今月の中旬に甘藍と葱の苗とを柿付けて愈村の鎮守の御祭り

︒一

て︑数日前に甘藷の苗床も作り︑馬鈴薯も植付けが完了して

連の指導を得て︑現在の農耕に閲しては︑一通り修行が出来

新百姓は静働力に於て非常な苦労ですが︑幸に近村の精農家

五回目の野菜類を昨今盛に蒔いて居ります︒六十を越へての

生れ故郷の秩父盆地の北端に疎開して︑四回目の姿を蒔き︑

去る十九年の春︑戦利あらすと云ふ見透しのもとに︑私は

酢

其の結果農耕に閲する書類は︑手常り次第讃破し︑ラジオ

全︼

イ

一

の放送にも員剣に注意しましたが︑責際に役立つものはほと

んど無かったので耐熟慮の結果︑道を歩いて附近の農作物に

注目して︑出来の善い作り主を訪問して︑其の経験談を聞く

事にした庭が＄之れが大鍾に効果があ２Ｌ︑思ふ様に勢力の

廿一人が大部分上京して現在親子三人の家族となって芯本年

入手が出来た時には︑素人ながら専門家にまけぬ成績を得︑

度は供出制出しの根本方針が愛更になったので︑僅に試反歩

の小作農ながら︑部落の供出頭となりました︒

二︑農業技術の現歌

私は東京に遊畢して五十二年目︑畢校を出てから三十八年

が少なくなった事でした︒私自身もその一人ですが︑中畢程

目で︑郷里に還り一番に痛感したのは通農村に教養ある人士

度以上の畢校を卒業せしものが︑大部分都含に去った事と︑

た事とが︑最大原因と恩はれますが︑其の結果は進んで善い

小畢校を卒業してから自護的に勉弧するものが脳少なくなっ

心と云ふものが耐絶無で．はありませんがほとんど蔭を潜め︑

事を賞行するものがいかにも少なくなって︑明治時代の向上

主義が相常に横行して居る様に見へますが︑之れが叉敗戦の

末端行政の如きも兎角の批評が多く自然の成行きとして利己

殊に驚く事は︑農耕の技術が五十年一日の如く︑何等の進

一大原因かと思はれます︒

歩をして居りません︑試みに過去五十年間に︑何にが鍵り何
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﹄

̲］

にが進歩せしかをある老農に尋ねてみました虚が︑
第一に草畦の代りに地下足袋をはく事︑

第二は草やシ静︿の代りに科畢肥料を使肘する事・
第三には脱穀に多少モーターを使用する事︒
以上の三つ位で︑特に科畢肥料を多く使用しすぎる結果は
土地が酸性となって︑甚しく増塵が減退する事に不注意であ
り︑又耕作が合理的でない篤か︑近来害虫が甚しく多くなっ
た事など︑農耕に開する進歩護達と云ふものが︑他の産業に
比して想像以上に幼稚であります︒；

大篭我国の工業なり産業なりへ賞際方面の事柄が大鐙に等
閑硯されて居りましたが︑畢問的にも脳又賞際的にも我国の
農業ほど改良進歩せぬものは︑一・寸他に類例が無いと恩ひま

す︑之れに開する患見は大にありますが︑今同は紙面が無い
ので省略して︑結論だけを申述べますと︑農林省や螺鰭開係
の農事試騒場の如きが︑従来の如く農民と遊離せ歩して︑も
つと賞際方面の事柄を員剣に研究して︑本格的に農民を指導

する様にして︑製産費の軽減に努力し︑更に我国猫特の小厘
割制の農耕に適する様な︑簡便な農具の護明製作が現下の最
大急務で︑敢て農林営局の考慮を切望する次第です︒

先頃箱根に行った序に︑二宮尊徳翁使用の農具を見ました
が現在我為の使用するものと全く同じで＄其後何等の進歩も

改良も無く︑最近の出来合品を求むると︑改悪せるものの多
いのには困って居ります︒

三︑共同組合と農地改革

今度営局の示達によって︑農業倉が開散して︑農業協同組

合が設立する事になって︑ＮＨＫの一︲新し費一農村︲｜の時間に

盛に雪地主の悪口と協同組合の組織に就いて放送して居りま

すが迩私のせまい畷臓では︑地主よりは小作人の方に不心得

のものが多く︑叉農業倉が協同組合になっても︑幹部の人選
もＤもＵＵｂｂＤｂｂＤ℃︒ｂ︑ｂ︑︑
の方法を︑徹底的に人物本位に篇し得る様にせねば︑必ずや

労して効無しと断言しため︒営局が現在の農村の責情を完全
と信じて居ります︒

に調査せらるるならば︑私の此の断言はおそらく間達ひ無し

民主為義の時代となって︑民主的に共協組合も成立はして

ので︑手の平をかへす様に急激には賞現し難く︑殊に教養低

居りますが︑我圃には我国の古い偉統もあり歴史もあります

いものは自由主義と利己主義とを混同せる責例は︑毎日の様

に見聞して居ります︒そこで私は此虚に切言し度い事は︑も

かなか到来困難と想像して居ります︒

少し賞際的な指導をせねば︑本格的な民主盈義の時代は心な

今度の農地改革は︑土地の開放と増産とが其の最大目的と

思はれますが︑現在の我国の豊業は徹底的に人力によって耕

作して居ります︒其虐で現在親子五人で耕作して居った小作

農家の︑次男三男等が成人して次ぎ次ぎに家を出た時に︑現

在の様に日雇人夫の入手難時代に︑折角多量な農耕地が︑農
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地改革の結果安償に入手出来ても︑完全に耕作不可能な場合

ますが︑も少し暖味のある政治を行はぬと徒に農民の気風を

や耕作力の貧弱な家庭では︑誠に気の毒な結果を生じて居り

７

も生じ︑又一面此の次男三男が親の農地を分割分家した場合

せねば︑配給に開して農民の不平を除去する事は困難と想像

の人物をよく考慮するか通村雪長及村含が監督し得る様にでも

同時に叉食糧誉国が公国と改名しても通農業倉同様従事員

悪化せしむる事となります︒

して成立せぬ様な結果となりますが埴此の黙に開して営局は

親の農地の全部が五反歩や六反歩の場合には︑全部が農家と
どう考へて居るか︑未だ聞いた事がありません︒

四︑公正なる指導が大切

な方面に故障がありましたが︑戦後元の様に分離して︑昨年

従来の不良分子がなかなか勢力を得て困って居る村もありまう

の居らぬ村は誠に気の毒です︒殊に言論が自由になった一面

もそろって居ると︑各方面に成績をあげて居りますが︑人物

兎に角現在の農村は︑村に大人物が居るか︑或は中人物で

して居ります︒

新に村長助役が選畢せられて︑大愛に教養ある人物を得たの

億には︑此の際一大啓蒙運動が必要なる事を痛感すると同時

何れにしてもあらゆる方面に︑民主為義を完全に責現する／く

で︑段空とよくなると信じて居りますが︑どうも各地の役場

戦時中私の村は無理に六ヶ村が合併させられたので︑色為

す︒９

や農業曾等の吏員の間には︑百姓の子でありながら働くのが

之れが馬に兎角末端行政に故障があり勝ちだと云はれて居り

す︒

に︑我園の美しき偉統は極力破壊から喰ひ止め度いもので

いやで︑吏員を志すものが少なくないと云ふ噂を聞きますが

の再建には村の行政や農業組合のあり方が埴根本的に大切な

入手に困難で︑之れには全く途方に暮れて居りますが︑信用

その一つは近来特に信用のある且つ正確なる野菜類の種の・

述べさせて下さい︒

最後に私共山の中の農民が︑現在急を要する二つの希望を

野菜の種と植林︐

ますも夫れでも現在の役人よりは評判が善い様です︑然し国
事で︑・か様な軸を単に民主脅義の鴬に︑現在の農民まかせに

して置くやり方は︑直の民主袋義賞現の鴬にどうかと心配し
て居りますが︑諸彦の御意見を聞き度いものです︒
尚又洪出に就いてもなかなかトラブルが絶へい様ですが︑｜

出来る種屋があったらどうぞ教へて下さい︒

︑頁

の供出の如きは突然耕作面積と家族数だけを基本にして︑供

之れも農村の賞状に即せぬ結果かと思って居りますｐ本年度
出量を決定せられたので︑甚しく悪い土地を耕して居るもの

I

−

I

１１１

その二は心山林の乱伐ですへ四局皆入書と云ふ秩父の山々遥六土︿哩面積一首十七方哩と云ふから︑我が日本の淡路島位の小

が︑近来悉く禿山となったがⅢほとんど植林に無開心の篇に島である︒﹁シンガポール﹂と東京間の時差は一時哩一千分である︒又

水害は誌厄くなり︑井水さへ此の冬は困難せる部落が各所に英国一︲グリーニッチ﹂との時差﹄﹄六時間である︒気温は華塁昌度︹婿

さむい程である︒此虚は他の熱帯地方に於ける様に理不壷な高温度を

ありましたが︑標苗が一本六回で杉苗が十回と云ふ有様では氏三十八度近く︺〃に譲る事は極めて稀で平均八十度から八十五度位で
あっても一寸植林は不可能で︑至急通常なる解決を希望しま夜分は量局でも八十毒度位であるから︑毛布一枚かけて寝ないとらす
す︒

私は常局が効果的に植林を奨肋すると同時に︑農業倉や農魂嘩判識手職羅錘恥誕麺棒恥塞錐搾鋸浄閏呼噸毒砺認躍鋤趣恥鉦峠郡

地委員含並に各村の青年関等がタイアップして︑安償なる苗らに決して蒸し暑くない︒従って暑い割合に汗が出ないのは不思議な
を大受的に供給する様に努力せらるる事を切望します︒然ら程である︒故に現地人は帽子をか募らないのが多い︒殊に扇など使ふ

ざれば支那や朝鮮と同じ様に職遠からず山に木を見ざる様に／人は日本人以外に見たことがなかった︒さうして毎日のやうに一同か

立ちのやうである︒そのときはたいがい雷鳴があって吃驚することも叩

なります︒︵二三︑四︑三︶︹評議員︺二回は大醗雨が来る︒これを﹁スゴール﹂と云ふてゐるが︑日本・毛夕７
︑

南十字星︑あるが︑割合に落雷の被害は少ないと云ふことである．今日は良い天ｋ

気だなあと思ってゐる間に︑何れからともなく入道雲が掻曇って来て

がやって来る︒それに排ふ雷鳴も﹁ゴロＪ１︑ピシャノ！︑﹂と仲全元気

大島正義恰もヌヶッ﹂から水を流すやらに一時にヌー﹂としのつく大濠雨

私は戦犯需護のため﹁シンガポール﹂へ出張池て来たので該地の漠よくやって来る︒どうして南方﹁ボケ﹂などはしてゐない︒口︿気持ち

﹁シンガポール﹂の﹁チャンギー﹂飛行場に着陸すると俄に暑いむろ後は何時雨が降ったかと思はれる位に﹁サッ︒ハリ﹂して﹁ズッ﹂と涼

様の一端を紹介しませう︒昭和二十一年十月二十五日塔乗の飛行機がのよいことには正に大風一過﹁サッ１−と来て﹁サッ﹂と晴れてしまふ

の中へでもほうり出されたやらに急に暑くなる︒それこそ飛行場で働しくなる︒又日中はどんなに暑いときでも夕方五時頃から自然と涼し

いてゐる人達も素裸で﹁ズボン﹂一つになって作業してゐる︒此の地くなって釜く気持ちがよい︒どんなに暑い熱帯地方でも矢張り人間が

は俗に赤遡直下と云はれてゐるが︑其の位澄は馬来半島の南端にあっ住める様に出来てゐるものと感じ入る︒又夕空の景色は賞に何とも例

二十分︑束裡百二一度五十分の所に在る︒東西二十七哩︑南北十四哩周つ︑てゐるせいか︑夕陽が没する頃から暗くなる迄の間移り震って行く

て︑北は﹁ジョホール﹂州と相封し︑赤道を距ること僅に十哩北緯へやうのない位に美しい︒前に述べたやらに空気が乾いてゐて澄みき

〜

色とり１１１の夕空の景色それはほんとうに日本では未だ曾て見たこと
のない美しさである︒さらしていよ﹄Ｉ︑暗くなってさえわたる星は賞
に﹁キラー！︑﹂と手に取るやらに明瞭に見える︒﹁オリオン﹂座酷︑

サソリ座もさうして日本で見ることの出来ない南十字星が頭上にヌ
ッキリ﹂と見える︒満月になると明握握と照す月の光は新聞でも讃め
さらである︒折から肌をうっ南東︑南西の涼瓜拘に小気味よく叢に腰
をおろして吟詠する月見は︑全く時組つを忘れ渡るのもおしい気持ち

がする︒いったい赤道直下でば︑一般に季節︑季節の﹁ケジメ﹂が
ても決して規則立つたちのではない﹁シンガポール﹂が住みよいと云

峻昧で兎に角年中暑く︑春夏秋冬の価切りが滋く︑雨期︑乾期と云っ
はれるのは︑畢寛四個海を廻らし﹁マライ﹂半島﹁ポ︒ルネオ﹂﹁ジャ

バ﹂﹁スマトラ﹂の各小島が周圃にあっておのづと内海をなし︑風害
を避け︑雲多く︑風快く︑時に快適な大駿雨が一過する天の恵みがあ
るからである︒此虚で一寸感心するのは︑朝十頭乃至二十頭位の牛が
飼主氷つかずに町中を先頭に一頭の牛が行くその後にきちんと二列に
てくることである︒殊に牧場の水牛の脊中に白鷺が二羽も泊ってゐる

並んで通路の左側を歩いて牧場へ行き︑夕方は又行儀よく並んで蹄っ
のは喪に珍風景である︒其の課を聞いたら︑水牛には風が津山わくの
で白鷺が之れを取るために脊中に泊ってゐると云ふから誠に滑稽であ
つつ︒

今度の戦争では日本軍が﹁シンガポール﹂の裏手﹁ジョホールパル﹂
から敵前上陸をしたのであの有名な山下将軍と﹁パーシバル﹂将軍と

が含見した﹁プキテマ﹂方面が潮戦地に左つたので今でも多少職稲の
跡を見ることが出来るが︑市街の方は桑く無傷である︒殊に港は鷲に
よく︑中心地には公曾堂︑高等法院︑﹁セントアントリュスー一寺院︑同

教寺院﹁キャーセビル﹂等︐の堂々たる建物を始めとして銀行含祇等の

・建物がそびえ立つ．て費に立派な市街である︒商家住一階建若しくは三

可

階建の共同建物で人逝は軒下を通行するやうになってゐるｃ故に外出

先で﹁スゴール﹂に遭っても雨に濡れないですむ︒遁憾なのは人道の

が出来ないやらである︒それでも東京の銀座ほどに混雑してゐないか

幅員が一間位しかないから二人並んで歩いたら片側を遡り抜けること

らさほど不便は感七てゐない︒

いが︑屋根から周悶の塀に至る迄︑牛や鹿や猿及び人形などが一杯飾

・鍵つた建物としては印度人のお寺である︒さほど大きな建物ではな

匂つけられてゐるのが目につく︑現地人の部落の建物は極めて簡単な

るｑ此の地は地震がなく︑﹁スマトラ﹂嵐といっても大したものはない７

建物で︑屋根は﹁アダップ﹂といふて祁子の葉に似たもので葺いてあ

■二

︑

く表の柱娼赤い紙に字を書いたものを貼りつけであるところなど︑くゞ

から斯様な建物でも結構間に合ってゐる︒さらして支那人の家には多皿

ほんとうに支那式の感じがする︒

華僑の富豪の家になると︑海岸や山の上など景色の良い所に陣頭っ

て︑床を三四尺位高くして空気の流通をよくし︑其の上に極めて﹁ス

マート﹂な家を建更周悶を好みにまかせて青や︑黄色﹁クリーム﹂

色などに塗ってあるから釜くお菓子のやらに奇麗である︒さうして玄

闘は自動車が自由に掘行出来るやらに突き出してある︒屋敷の周園は

日本家屋のやらに塀が無いから中空で見える︒庭には﹁テニスコート﹂

﹁サッパリ﹂してゐるところ非常に趣きが塗ってゐることを誌見す

などがあって其の他は芝生になつそゐて︑日本のやらに庭園式でなく

日曜日になると一家翠って︑自家用の自動車で海岸の景色の良いと

久︾ｏ

︷

〜

しく画架を共にし︑夕方になって引揚げてゐる︑一寸羨しい感じがす

ころに横付けして︑二日中海水浴をしたり︑芝生に寝簿んだりして楽

｜バナナ﹂ほどでない︒以上などが現地人の常食である︒その他は

へたら心中してもよいと云ふ位だから︑如何に美味いかがわかる︒又

ある︒初めは馬糞の臭いがして食べられるものでないが︑一旦味を畳

等の外︑︲おいしい鮎に於ては果寅中の王様と云はれる﹁ドリヤン﹂が

果黄は前に述べた︑郁子︑﹁バナナ﹂︑﹁アナナスー﹁パイナップル﹂

﹁・ハィナップル﹂コガウリ﹂﹁トウガン﹂南瓜など栽倍してゐる︒

る︒

﹁シンガポール﹂の人口は現在九十厩といばれ一しゐる︒其り門華僑が

七十閏といふ人口の大部分を占めてゐる︒其の他は﹁マライ﹂人が八〆
寓︑﹁印度ネシャーーが九葛︑﹁ユーラシャン﹂︵混血︺が八千といふ割

あとで二個も食べると心臓戚揮を起すことがあると云ふ・現地人は主

単においしいと云ふばかりでなく物凄く勢力がつくので︑酒を飲んだ

市街地を除いた﹁シンガポール﹂島の大部分は原野で︑その大半は

合になってゐる︒而して商人の殆んど大部分が華僑である︒
﹁ゴム﹂及び柳子林であって︑その他は贋冷した萱の生い茂った野原

ｚ︾◎

スチン﹂↑﹁マンゴウ﹂﹁ナンカ﹂﹁ネーブル﹂等珍らしい物が津山あ

て食べさせると云ふから︑凡そ想像がつくでしょう︒其の外﹁マンゴ

人を毎日働かせるために借金しても﹁ドリヤン﹂を夕方一個づっ買っ

で黄にもったいないやうな気持ちがする︒・
此の地は﹁ゴム﹂はあ黄り地味があわないとみえ︑﹁マライ﹂半島ほ

其の他物蚕は日本の戦前と同じやうに何でも津山ある︒殊に皮革類

﹁シンガポール﹂で我々が最も今昔の思ひにうたれ︑一抹の淋しさを

は多く︑確詰等食糧品は一︐オーストラリヤ﹂製が多い︒

感ぜしむるのは︑戦前日本人の趣管してゐた︑大きな銀行︑含杜︑商

流に一切整へてある︒本堂の横には色冷の額や︑繕馬︑和歌や俳句の

墓地である︒数千坪の所揮お寺も日本流に建てられ︑設備も総て日本
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ど生い繁ってゐない︒しかし柳子は礎に大したものである︒前に述べ
﹁アナナス﹂などは︑下の方は賞が熟してゐるが段冷上に小さくなっ

たやうに春夏秋奉万一︲ケジメ﹂がつかないところであるから︑郁子や
て一番上拭年から年中花が咲いてゐる︒草花でもさうである︒﹁カンレ

農家は﹁ダピオヵ﹂﹁カンコン﹂﹁バナナ﹂などを主として作って

イシャ﹂の如きは年中咲いたり︑しぼんだりしてゐる︒

争を記念する﹁ジョホールパル﹂の敵前記念碑も︑﹁プキテマ﹂の忠霊

山を形取って大きく作られてゐる日本公園も今は荒れはててゐる︑職︑

店︑﹁ホテル﹂等が今は凡て他幽人に依って極管されてゐるごと︑三笠

うなりが四︑五本もつくや煮て食べると−１ジャガ﹂芋と里芋の合の子

ゐる︒﹁タピオカ﹂は幹は麻に似てゐるがその根に日本に在る山芋ゆや

みたやうに﹁アッサリ﹂した味で︑之れを刷子にすれば至っておいし
オカーーの澱粉といったら大したもりで︑日本の片栗以上であると云は

額も掛けてあって︑石碑鰻全部日本流のものを建てられてゐる︒矢

これにひきかへ我々が︑菜を張くし頼もしく感ずる心は日本人共同

塔も今はただ其の土嘉だけが残されてゐることなどである︒

れてゐる︒﹁カンコン﹂は薩摩芋つ蔓みたやうにしてゐる︒﹁バナナ﹂は

張り僧侶住職の石碑は墓地の一隅に﹁レンゲ﹂造りの内地と同様のも

いが︑更に之れを掘くと餅と愛りがない位によいものが出来る︒﹁タピ

大きなも毎小さなもの︑紫色のも亀種子の這入ったものなど色々

今

種類はあるが︑小さなのが食べて一番おいしい︑それでも大味で蔓湾

堅

、

のが建てられてあり︑一般のは明治二十五年位のから整然として︑御︑

繕石で造られｈ最近のは近代式のものが建てられ︑石勝の庚告の石雲

早■

○寄南白峯吟盟萱堂久保久一郎︵滋賀︶

︑︑℃︑︑︑︑︑︑ ︑︑︑︑︑
雛歌一曲賦誌田︒分手騨頭情諾然︒〃

○○○００ＣＯ○○ＯＯ○○Ｏ

︵評昌︶情意纏綿︒有不塞之味︒

郷老侍君錐太切︒勿忘湖園伴鴎縁︒

︑も︑

︑︑︑︑︑︑︑

〆○外房州所見恵譜乗坂重早蓄

谷川・一雁島螺一湯田久毒

榛みなく伸ぴよ若杉若人の赤き心に培は虹つ上

醤任地の教子達が老生の八十の賀を記念して殖林せるを

ききて一・

悔雨晴れて若葉情しく装ふかな花は昔の夢と消えつつ

時事偶感一臓島市菅．野三郎治

奥無・鐸
○山寺典僧話
焚剃珍涼尋奮盟ｏ徐烹苦菩話職情︒雨心合虚無人
我ｏ三界観来番死生︒天際彩雲千憂色︒眼前流水
一清謹ｏ優勝半日忘帰路︒東嶺早看明月迎︒

︵評白︺叙農家武況無遺憾︒警醒讃者之功甚大︒

雨風巌烏更多患︒粒粒揮齢辛苦功︒

農業偏期牧穫豊︒勤勢日夜不思娼︒

白雲片野嘉雄︵茨城︶
○田家偶成
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○００○○００００

淡姻遮︒ 到虚外房詩趣加︒
００○○００Ｏ
○○Ｏ
山 水 妙 ︒ 一来一去白帆斜︒
︵評日︶有謹之壷︒

！『【O､>火、

躯さを感喧且つ何となく懐しさを感ずる︒又今度の戦争で職残した勇
士も津山埋葬してあって︑牟田口将軍の書かれた墓標も立ってゐる︒
此の日本人共同墓地の右端にあの有名な二葉四迷の墓地もあって︵そ
曇円年部幹事長︶

の手前空地に︑元南方方面軍縄司令官寺内元帥の墓地もある︒

日︑

往事同頭無限感︒一誠虎世節尤堅︒

最o漁、
是○舟、
奇･陰、
槻o見、

谷川のなぎさの三門葉吹く風に謹ながしつ上かじかなくなり
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弘道詩林奥無謹選
○偶成如雪慶野庄作累葱
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑
奉公四十又三年︒殆了人生功未全︒

︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑

○賀片口江東先生喜毒立峯蜜藤一二ｓ諏山︶

︵評日︶捧半生於公事︒一意誠行︒老而不溌︒可欽哉︒

︑︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑

︵評日︶有此翁︒可以鴛此郷之誇︒余近初知翁︒欽其皐徳兼備︒

卓識純情是此翁︒篤郷蓋捧有殊功．
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︐︑℃︑︑
今年喜毒朗途健︒景仰千秋園士風︒

○山荘即事？夏村田中和三郎︹千誉

雁魚往来不絶︒

︑Ｅ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

云一伏炎威熱汗流︒起居茅屋似幽囚︒

山荘先有新涼至︒窓外松風報早秋︒

︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑

↑︹評日︶松風是一服清涼剤︒作者得意可想︒
一一．一

ザ

︾でが建てられてゐるから︑此の墓地を見た瞬間日本に蹄つたやらな気

／
〆

b

︲古職場
つるが城いくさのほどぞ偲ばる型たまの傷もつ松ものこりて

一○滋賀嬬久保萱堂
道のべの豆の葉ずれの言にさへ秋のけはひはきくべかりける
歌の友の追慕曾に列して・

み悌のみまへにゅらぐみ光りを君のみたまのいぶきかと恩ふ

○一千葉牒粂坂秀嶺

おのがゆく道の正しさ思ふ世か解る這ひゆくさまをみるにも

自作農創設

怠りの︑ものに何かせむ田畑はも働く︑ものの費なりけり

Ｆ−ｈＬ

風筋に幌蚊帳の児を移しけり

晴

百合の香の主どむ所にキャンプ張る

樹しづくに鳴き出す蝉や夕立

古簾かけて今年もっ野かゑく

七夕や一つ硯に句姉妹

・擁して夕飾の家の灯のあかく

雲の峰二つ並んで湖は紺

夜の蝉の一盤鳴きしば︽かりなり

経列車出てしまひたる蛙鳴く

蚊柱や門前桑の高茂り

風鈴の涼しさにふむ長廊下

晩涼や裸で綴る農耕記Ⅸ

ぬくみ礎る露蔓に涼し漬の風

漁師町海に曲りて風す唾し

夕闇やほのか︑に浮ぶ雲の峯
蔑切や草にうもれし飛・行場
梅雨桑を干し並べたる室暗し

脱穀のひびきわたるや初夏の空
暮れか上る母娘・の影や姿の秋

︽◇

日向葵をめぐり照して夕日落っ

滋賀綜麦史

平塚雷烏
塙玉白暮

︑栃木寂無

埼玉明史
茨城夢解

蓬山路

一二重変村
東京しげる

同

同苦角星
同三平子

汀幽
教明

同津友
同三雄

同

同

岡山骸泰水

同

恭弘
貞子

埼玉森月

同

旭東子
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く○割田斧二

︑ィ

旭東子選
山

世の中は戯れにも似ると思ふとき慾なき我とな︺ゐ
たり け り

弘道俳壇
◇雑一詠

松江形堂

暑き日や置き換へ て見る卓と椅子・一幅島吾

抜けどノー雑草絶えホ梅雨の畑

堂再建の標注立ちぬ若葉かげ

島畑の母迎へ来る舟涼し

幅島椿翁

白靴の汚れしタベバヱ下りる

、

新緑や花見掛茶屋ありし堤
いくさなき園に生れて初端午

、

戸

△青木氏の芳志特別倉員青木菊雄氏蕊本
含に封し金六拾目を寄附さる・御芳情を感謝
す︒

△谷氏逝去本含第二代含長谷干城氏令嗣元
陸軍少蒋終身含員谷俵一氏は七月八日逝去︑

△北陸の震災今回の北陸地方の大地震は被

謹で弔意を表す︒

に封し衷心より御見舞巾上ぐる次第である︒

筆ふされ壷力多大なるものありしを︒謹んで
△京都支含幹事︑京都市含員川崎徳平氏は今

弔意を表す︒

物ソ︒

回京都支曾幹事に新任霊力さるることとなれ

高師教授勝部員長雨氏を委員に委噸し︑企謹

△編集委填今回理事倉にて﹁弘遡﹂の内容
充蜜を期し︑東京高師教授大杉護一︑東京女
執筆︑其の他に壷力さるることとなれり︒

△水害見舞震災地雨井及石川雨蝶地方の引
績いての水害御同情に堪へず︑同地倉員各位
に御見舞巾上ぐる次第である︒

虎子獄は本含財務聴督等に就任され︑多年の

△本多氏逝去特別倉員︵元子侭︺本多猫一
郎氏は七月三十一日逝去︒哀悼︒氏の父君康

れしを哀悼す︒

功努者たりしが︑世言を継がれて氏も識力さ

支曾童報

Ｏ秋田支曾報告
六月六日常支含一日六十四回の常含を開く︑

時恰も年中の好季節？田植の最中なる恥︑郊
外Ｅ﹂清々しき自然に接する時健康にｌ表し
又趣を菱へ︸﹂よかる・●へしず〆二一︑我等Ｄ目標ば

平田篤胤︑佐藤信淵雨大人と泣募農聖石川理
紀之助翁の遺蹟を訪ね︑先賢を偲夢こと意義
あるべしと一決︑支含常含をして此の翠に出

田の三偉人となせり︒

づることとせり︒世人此の三大人を以て我秋

知らる︒︒

先づ午前六時車中の人となり︑昭和町に下
車︑此地は製油所として有名の地︑併し今日
は諸機械は取除けられ︑山一椿の油槽物淋し
くも静かなり︑市中侭に土涯青の荷梱を見る
のみ︑あはれ敗戦の姿を今更に目のあたりに
する︒一面再建の決意を促さるるを禁ぜず︒
かくて徒歩一里にして翁の生地に近く︑農業
餅産含の碑あり︑是ぞ慶膳三年謹足の記念と

□草木谷十年山居の跡︑山路にかかる︑池

つかげ見垂聖﹂夜は明にけり寝一﹂居て人を起

あり︑碑匡云︑山淫の水のらき霧這白く立

すことなかれ︵庵の・碑文︶

唯惜しむらくは︑翁の留守三千巻の著作︑︑
無数の詠草次となる︒︵乞食の火なりと一ｓ常

は今日文庫に山積す︑不焼不屈の精祁思ふべ

時五七四歳爾後七土競常で十八年間の苦辛

尚庵別におりて最後臨終の虚︑荒廷が布

きである︒

に修理道場あり︑︑常主能く遺志を綴ぎ蝶下石

かれ共の面素さには自ら頭の下るを兇ゅるの
み︒研究調査工作品等は皆此所に在り︒又傍

参をなし辞去せり・

川郡乃開拓数ヶ所に在りと云︒最後に翁の墓

〆

釣人あり︑天狗話あり︑蕊童の滝一足に賑ふ︒

雨も晴れ上り︑八郎潟を遠くに眺め︑男鹿
山を望みつつ諦路の車中翁を偲ぶの話絶えず

れり︒

午後六時馬路蛭つき一日の意義ある清遊を経

↑砥

（15）

害甚大誠に御同情に堪へぬ︒本含ば含員諸氏

地方へ義損金とし一﹂寄附せり︒

尚本曾は東京朝日新聞杜を掘じ余五百回非一同

△編集委員曾七月十九日午後三時より本含
に於て編集委員倉を附き︑堀田愈長︑下村理

事︑委員大杉謹一︑勝部瞳長の雨氏出席︑今
後の﹁弘通﹂の緬集方針につき協議し︑より
よき雑誌への刷新を期すること瞳せり︒

△支魯の常雪七月十四日戒木支含︑七月二
成木支含﹄卜は講師とて本含評議員大杉護一氏

十五日挫岡支含とそれぞれ支含常含を開くｊ
出張さる◎

△小西博士逝去協賛含員丈畢博士小西重直
氏峰七月二十一日逝去哀悼に堪へず︑博士
は元京大総長で教育単の潅威者であることは
人の知る所︑本官には雑誌弘道のため屡為執

￨
！

￨,

可

｣
l

﹁１割１針１１１︲

｜雛撫騨
︵名稗鍵更にて書東京市赫田厘

第十一篠五︑其ノ他本曾ノ目的ヲ

第四十一篠︵前競に護表す︶

伊藤仁吉︑寺本篤二郎︑勝部員長

○同下ノ村扇
３１︐．可

煽輯後記

○本年の暑さは︑其の時折の雨と共に農作物

に好い影馨を及ぼしたらしん豊作が傭へら

れて居ることは何まりです︒農家の御努力と

割田斧二

束京都千代田唾神田榊保町三ノ十

菱行余
編輯人

東京都千代田歴西神田二ノー

昭和
十十
三三
年八
昭
和二二
年月八月一日義行

昭和二十三年七月廿八日印刷納本

本含編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庸告の件については︑

Ｉ

る外に種々の特典あり︑規則書は郵券五目

現し得ることを期しませう︒

りませう︒そして我々の主張の一日亀早く責

様本曾も追ひ込まれてゐますが︑飽迄乱︾顔張

○諸費値上りの一途で︑苦しい中に個人と同

さってる今暫らく御許し下さい︒

り室せんが︑努力して居るとと丈は御認め下

○四苦八苦の雑誌謹行とて渥刊縞き︑申課あ

共に御期待をお願ひ致します︒

と誌上に現はるる濠定です︒諸氏の御協力と

現を準備して居ります︒近く其の片鱗が追々

に有篤な墨者達に委員を委蝿して︑具燈的寅

よりよく果すべく︑目下着々研究中です︒新

○弘道＄時代の惑畳を新たにし︑其の使命を

力を切望し︑御自愛を祈り交す︒

ねばなり苗すまい︒折角諸氏の御指導と御壷

報ずべく︑文化の桑園を此の地上に打ち建一し

○世界を通じてわ明るい豊作吉報︑・震れた戦

とること︒曾員には雑誌弘道を無料配布す

一ヶ年含費金六拾目を排込み入曾の手績を

弘道含入曾手縞

弘道賓信一冊金拾園也

一

』

封入の方に送付す︒

共に自然の恵みに感謝せずには居られません

、

後の再興に何よりの力です︒我埼人間は之に

一

1'

