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有志諸君ノ赤誠二訴ヘテ我在満将士ノ篇二慰問金ヲ募ル

日本弘道含有志青年部

日本弘道倉女子部

日本弘道含

願フニ満洲問題ハ直チニ解決スベクシテ未ダニ解決セズ爾来翠図一致閏民稀有
ノ緊張裡二早クモ並二数ケ月チ経タリ然モ法規ャ徳義チ以テ律シ得ザル暴虐ナ
ル支那軍ノ出没ャ馬賊ノ横行ハ依然トシテ鳩マズ此ノ間二虚シテ忠勇ナル我蒋
士ハ極寒二堪へ或ハ疲鍔ャ飢ニモ打チ克チ我正義擁護二勝同胞ノ生命財産保護
ノ篤二不眠不休ノ警備二従事セラルル其ノ勢苦ハ団民翠テ感激二堪ヘズ並二吾
々ハ之力勢苦二封シ粘刺的ノミナラズ物質的一三︾後援慰問二是レ努メ以テ珊力
楠フノ微衷チ表サントス就テハ左記ノ規定二従リ含員諸君ノ御賛同チ得テ之ガ
日的ノ達成二至ラシメンコトチ切二熱望ス
昭和六年十二月

慰問金募集規定
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日本弘道曾女子部

菊に紅葉に目を奪はる聾時節となりました︑皆様には愈御清撚に入らせられま
して誠にお歎ばしい事ご存上ます︒さて日本弘道倉本館は大正十二年の大農火
災で烏有に蹄しまして．爾来暇屋建のま塾で事務に戦掌致して居ました虚・漸
く新築の蓮に至り己に起工致しまして︑明春四月落成の藻定でござります︒是
全く大方諸賢の御蔭榛と深く感銘致す次第でござります︒就きましては此慶び
を汎く有志の人々と頒ちたうござりますので︑詩歌俳句お心々の佳什を集めま
して曾の篤曾報の馬光彩を添へ︑併せて永遠の記念として御姓名を後代に飴し
たく存じます︒申までもなく曾の事業は御詔勅の趣旨に由り君に忠に父母に
孝に五倫の道を直ぐ明に夢してこれを其身に責行し八類の禰祉を全うせんとの主
旨にござりますから︑その意味をお合の上図幸に私達の微意を御諒察下さいま
して皆様御誘ひの上賑々しく御出認あらん事をお願ひ申上げます︒
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丸山彦之助同人

藩藤準作水口一枝
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健全ナル園民ノ養
成ハーニ師表タル
モノノ↑徳化二竣シ

事二教育二従フモ
ノ其レ奮働努力セ
ヨ

十月三十日

天皇陛下東京高等師沌皐校六十年記念式場並二東京文理科大望及東京高等師範皐

校二行幸アラセラレタルノ際ヲ以一ア特二本大版ヲ召サセラレ教育ノ任二在ルモノ
ーー封スル左ノ勅語ヲ下シ給ヘリ

本大臣ハ優渥ナル聖旨ヲ拝シ感激措ク能ハス謹ミテ之ヲ全図一般二告知ス
恭シク惟ミルニ

天皇陛下天縦叡明夙二深ク教育ノ事二轄念アラセラレ愛二之力振興二鮒スル
示シ給フ

御沙汰ヲ下サセラレ今又辱ナクモ勅語ヲ賜ヒーア教育二従事スル者ノ糊フ所ヲ昭
聖旨縦遠淘一一恐耀感荷ノ至二堪ヘス

方今内外ノ慌勢ヲ椿フル二刻下ノ急務︿益餌民蒲祁ヲ作興シ園民ノ教養ヲ進メ由

ル考殊二恩ヲ弦二致シ夙夜二省察ヲ加ヘーア益徳ヲ養上識ヲ研キ身ヲ以テ範ヲ示シ

一ア以一ァ民生ヲ厚クシ図カヲ充衡スルノ源糸ヲ旺盛ナラシムルニ在り任二教育二富

ルニ至ラシメ以テ健全ナル固民ノ養吹ヲ完ウセサルヘカラス団民教育本来ノ使命

感唯風化ノ及フ所児童生徒及畢生ヲシーア皆克ク隠約ノ中二自ラ品性器能ヲ玉成ス

賞二此二存ス職二教育二在ル肴ハ宜シク現下ノ時相世態二噸ミ聖勅ノ特二示サセ

給フ所ヲ鰐シ奉り皆共二共ノ擬悟ヲ新二シ日夜二淳砺シテ克ク其ノ職能ヲ釜ウシ
昭和六年十月三十一日

以一ア聖恩ノ寓一二酬上奉ラムコトヲ期スヘシ

文部大臣田中隆三

一

余は小畢中畢の徳育に必ず教科書即ち経典を用臥ざるべからざる乙とを自信せり︒

世間に教科書を作らんとする者多し︒是に由り近来修身教科書の著述績今世間に出づ

るを見る︒余其二三を閲せしに︑何れ粥著者深く工夫芽一凝らしたる者にして︑相膳に

良善の書と濡すべきものなり︒然奴ども余は是等の害を以て修身の教科書と馬すこと

を欲せざるなり︒其の故は新著の書は何程精好なりと雛も︑徳育に用ふべき位格を有

せざればなり︒凡そ徳育の教典と云ふ者︑其の論旨の正富にして︑叉能く周詳懇到な

るも︑其書に箪重すべき位格備はらざるときは︑是を用ぴて闘民道徳の標的とするこ

と能はざるなり︒如何にして尊重すべき位格を備ふるかと言ふに︑第一に其闘に於て

千年以上の星霜を経歴したる者︑第二に其の書の力に依りて幾千葛の圃民の道徳を錆

成したる賓効ある者︑第三に一度其名を聞けば固民大抵其如何なる書なることを知り

得る者︑第四に数百年来其書を以て其図の治乱興騒の鑑としたる者︑此四件を具へざ

れぱ︑共書に尊重すべき位格を生ぜざるなり︒今日本邦に於て此の如き書は何なるか

と間はじ︑之に答ふる乙と甚だ易し︑日く孔子の経典就中論語の書是なり︒

I

2

泊

生 先 翁
釦

訓 生先翁 泊

／

す震た年六第和昭
3

昭和第六年を霞す
含長伯欝

徳

達孝

一年の歳華︑岬燦として鼓に僻に翻れ課きなむとす︒昭和の第六年︑首を回せば胡繍

するの巳むなきに反犠改俊するの遅あらす︑敵て進むで行政財政の蕊理と断行し︑風防︑外交︑教育︑穴業︑交通︑司

訓練修養に妖乏せる利達の弔閲荷逓政治家の梗本たらしむるに＃む余るの事例かぽ甚だ多きを発かれざる簡良を茶磐と

果然として緊縮は︑萎礎不振を生み︑筏半季をして人心に一の大たる疑野と残さしめたり︒立憲政治の獣局者として

名普として誇り得べきかは︑今猫人迷惑はしむる所なり︒

に拭ふへからざる互大の疲軸として︑愛方共に襟度に乏しき非武士道の調立を迎へしめたりしを︑果して東海調子幽の

いへ︑軍傷に憎納ろ涜口首拙をして病を力め識政漣上の人たらしめたりしぽどの惨階悲批を贋現せしめ︑前牛季の局画

田溌黙としたる昭和の第六年には︑政局に於て︑亦塞前の惨烈を展肌唯り︒如何に立憲政治の僻耐を亜むずるかなとは

顧みれば世界の不況に総響を受け︑我邦の純済と財政とに於ける緊縮と整理との交縦布のみ世に織り川されしを其の

ぞ其れ意外の教訓に富みたりしか︒

烏兎勿燕として去って休まず︑

川

士

寸賎を年六第和昭

法の如き︑寸奄なりとも一黛一沢の存立と信用とを主とする標傍の犠牲たらしむぺからざる︑超政黛の岬聖なる犬組織

を具有する︑多年積成の形鰐に封し︑魔く人心を承服せしむるに足らざる如き一時椛宜に出づるの鍵改を加ふる所あら

むとするほどの所謂難局を支持する才目して︑力量あり手腕ありと自信自賛するが如きの現状に満足するは︑果して弧

固なる政府の賞在として︑邦家進運の隆替を託するに足るとすべき所なりとすべきか︒立憲政治の悩みとする所は固よ

り此に在りと雌︑憲政の常道を一貫するの途上︑此の如き過度時代の未製品多きを忍ぶの外なきは︑今に依然として人

心の疑惑を大ならしむ︒何ぞ大に政論道徳の訓練催養を廃むにし︑興成園を憂へ民を憂ふるの士君子を尊重するの気風

を興起せしめ︑立憲政治の基礎冬〆鱗成せる各簡良をして︑総て修養訓練あるの人たらしむろ憲政の第二維新を賞現する
が篇に奮溌興起するの大勇猛心に乏しきや︒

英園の畢図一致内閣を組織して︑信望逓細避畢に間ひ︑勢例煎内閣忽ち一愛して︑協力一致内閣となり︑由て以て除

りに互大たる彼の園の財政難並維湾難を突破唯むとするは︑我れに如何たる反射逓来たしたりしか︒漸くにして憲政の

常道に基くを慣例とするに至りし韮邦常道内閣の総綾久しきを得たるの際︑我邦の憲政思想を撹飢せしむること少から

ぎしは︑事資なりき︒彼れは政黛を超越して︑猫妊且立憲政治の常迩藍貫くの手績を経たり︒我れは則はち憲政の常道

を路むで進むを是れ主として︑而かも折角登り得たる段階の︑忽ち談期を裏切られたるかの如き感を致さしむるに至り

Ｌに︑人心或は惑ふ所左きを得ざりしも︑亦宜べなり︒随て憲政の常道を顧みながらも︑猫且狸固なる政府とし天下心

人心を率ゆろに常ざるの奇柵を呈し︑常局考亦王碑して顧みざるほど鮮明なる標的を示す〃あらず︑居然たる瓦全の嫌

ひたきへャ苑かれ歩して︑軍に黙員全幽の大半を支配すといふに止まり︑大に露すあるべくして︑大に蔦すあるに足らさ

ろの矛盾逓来たす︒奇なるかな︒誠意と勇気とに統乏せる時代の産物として︑弧間茂るべき政府の︑途に弧固無比とす

Ｊ

るに足らざるの槻あることや︒訓練と修養とを峡ける各単位の尤大な削除を編成して︑憲政の常道冴履み︑政府を組織
する基磐となりたる憲政未製品の縦陥は定に此に存せり︒

隣邦支那の漸を以て排日の勢を積むこと多年︑今乃ち敢て侮を我れに加へ︑我れの弧固なるべくして弧固なることを

得ざる政府の存在を奇貨とし︑北流の葛藤忽ち我邦に封して︑鼎の狸垂を間ふの不遜を極はむるの好機を得るに至りし

は︑果して是れ何種の教訓なりとすべきか︒天の我邦を戒むるに︑此の屈辱を以てしたるは︑深意何れに存すべきか︑

支那の極力幽際聯盟に於ける証妄の腔明を反覆するは︑風に弧間なるぺくして弧岡なるを得ざる我邦政府の峡陥に乗じ

来りたるものだけに︑猫り政府のみならず︑全図民として置街弧固大有篇の政府を樹立するの基礎を︑憲政の常道と相

待ち︑必らずや訓練修養ある紳士の簡良に置くべしとの受醒を促さしめたる︑意外の一大試金石にあらずとせむや︒

立憲政治家の典型たるべく期待せられたる演口前首相の夏秋の交を以て不師の人となり︑久しく資業維諭を以て︑民

間の畏老在野の棟梁と仰がれし溌淫子僻の初冬将に窪からむとするの際︑九十有二歳の高誇を以て世を去られたるは︑

織道界の老先達仙石貢翁の長逝と共に︑是の歳に於ける邦家の亘大なる損失たり︒春秋猶ほ富める演口前首相の毒を延

ぶるに由なかりしは︑殊に哀惜に勝へナ︒然れども四時の序︑功を成すものは去る︒長老先輩の去るは︑則ち新鋭有蔦

の後職者相腫いで輩出するの路を開く所以なり︒唯立憲政治の虞誠なる基礎未だ確立せす︑外篤に侮を受くるの秋︑上

み至尊の師博を以て仰がるる西園寺公の壁蝶として批務を凌ぐものあるは︑頁に邦家民人の至慶たり︒

昭和の第六年は︑資に全図民の運命を永遠に決すべき最も巨大なる敬育を提示し︑今や蒋に去らむとす︒満洲に澗立
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す銭を年六第和昭

の一主擢確立せられ︑園際聯盟の我邦を質に諒解するに至ると否とは︑軍に政府の力のみに待つぺきにあら余︒箕に国
民の鞭捷如何に是れ存すぺし︒

幸にして函民裁に深く籾る所あるか︑漸く幽論を統一して畢函一致の力を致さんとし︑馬に政府も亦之が後援に敢然

起って善虚せむとするの兆あり︒殊に軍部営局は一貫してよく護関と正義の保持に任じ︑其の識忠無比たる我勝士の︑

身も氷ろ満洲の原頭に奉公する一大癖間こそ河に瞳謝措く能はざるものあり︒此の如くにして極東の風雲は︑歳を新に

して愈鮮明に我邦の剛民総努力響緬然の光輝を蕊揮せしむるに至るぺし︒特に昭和第六年が︑我日本弘道曾の多年提漸し

来りし所の如くも道義徳操の修養訓練に峡くる所ある簡良を基磐とせる︑憲政常道内閣の︑猫ぼ未だ亜固無比の精製ロ叩

を以て目するに足らず︑立憲政治の完壁を期するの前途猶ぽ遼遠なるものあることを畳醒せしめたるの勢虞に至大なる
を謝し以て其の行を震す︒
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本夕は徳川含長の御幸催により︑此教育勅語を賜りし記念

とに付費御考を願ひたい︒それはＨ本が今日は誠に園内一致

十三年十月三十日に賜はってゐる︒此間七八年の期間あるこ

明治天皇Ｅ満蒙問題

日を一日繰上げ︑鼓に諸君の協力に依ってその記念誌淡禽

して居るが︑維新常時に於ては十年の大西郷の戦争︑佐賀の

堀内文次
が開かれることＬなり︑私が一場の御話を申す機曾を得たこ

取れて居なかったのである︒総ての源は力である︑例へば維

新の大業成就も力の結果である︑故に剛内の力即ち各藩の軍

甑︑前原一誠の蹴の如く所糞に戦蹴起り︑今日の如く統制が

一に教育勅語と我交に賜はりたる軍人勅諭の同一なる所以を

第一の御考である︑其結果は大西郷の矧後十五年の一月軍人

人を統一して︑力の統一をせねばならぬ︒是が明治天皇の

と遼誠に光築とする︒

ならぬ︒

人を肱とも股とも特むぞと仰せられ︑朕と汝等は一冊左りと

勅諭が淡淡になった︒之に曲って何故に軍人勅諭が早く出た
るかを知ることが川来るゃ此軍人勅諭は朕を本侭として軍

御示しになった︒是が軍人勅諭である︒其鹿で軍人勅諭と教

最後に今日は教育勅語換渡の時代より数十百倍する︑岡家
多難の秋である︒故に明治天皇の御聖旨を奉戴するには︑

以筏戦蹴相継ぎし時代も漸く治まりて︑園内の統一された時

育勅語と其術祁に於て全く同一なる脈以を説明すれば蓮維新

く軍人に及んだ︒其庭で二十三年十月三十日に︑今度はもつ

に︑既に十五年には車人勅諭の換溌あり︑其鴻大底ろ聖旨は普

非倦な元気と勇気を以て全闘民は奉戴しなければたらぬとい

︲第一︑軍人勅諭は明治十五年の一月賜り︑敦育勅語は明治二

其虚で此の以上五つに就て申上げねばならぬ︒

ふことである︒

第三が今回の浦蒙問題に移って来た開係

・第二には日清Ｈ藤雨戦役と此教育勅語と軍人勅諭との開係

申上げや明治天皇の御緒祁が何庭にあるかを御推察願はねば

︾此演題に就て述ぺるには先づ次の順序を要すると思ふ︒第

郎
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ら貢の日本人駐養成し以て他日有馬の固民としなければなら

とノ︑↓一般園民に︑特に子供に封しても一層深く子供の時か

ヲ砿シクスペシ﹂と﹁兄弟二友一こ﹁夫婦机和シ﹂﹁恭倹己ヲ

聖旨に反すること人なる︒故に軍人に賜ったろ勅論の﹁瞳儀

ぬ︒比較して簡単に申すと︑勅諭の第一に﹁忠節ヲ識スヲ

とは塗って居るが如く見ゆろが︑御精祁は少しも愛って居ら

公二奉ジ﹂でこそ軍人と一つになる︒それから﹁以テ天壌無窮

左り︑心身共に出来た時︑若し画家に．旦緩急アレパ義男

と斯う仰せられてある︒教育をしっかり受け一人前の人間と

ペシ﹂と︒教育勅語に於ては．旦緩急アレハ義勇公二奉ジ﹂

本分トスペシ﹂軍人は第一に忠義を議し剛家の鱒に身命遂堵

ノ皇運ヲ扶翼スペシ﹂と非常に弧く宣せられた︒又それを尊

持ス﹂と云ふことは一つである︒第三の﹁軍人ハ武勇ヲ尊ブ

す︑是が駆人と生れ来た本分である︑と︒教育勅語には﹁爾

シ﹂と一致して居る︒第四に﹁軍人ハ信義ヲ亜ンズペシ﹂と

奉するのが日本閏民である︒これ全く﹁軍人︿武勇ヲ尊ブペ

ぬといふことで︑円本圃民の腹からの改造の篇に教育勅語は

臣民克ク忠一一克ク孝一こと叉﹁教育ノ淵洲亦賞二此二存ス﹂是

換溌せられたのである︒故に一見すれば軍人勅諭と教育勅語

が日本剛民を作る根本である︒即ち軍人には直接忠義を識す

られてある︒誰れでも皆朋友である︒故に御互に信義を重ん

りで教育勅語にては﹁朋友和信ジ﹂﹁博愛衆二及ポシ﹂と仰せ

らで︑賞に日本に於ては忠孝は一本にして同一である︒軍人

じ共間に服碓の事賞があってはならぬ︒例へぱ商責にしても

是は軍人に於ては常然である︒併し一般の耽曾に於ても其通

勅論の第二には﹁軍人ハ穐儀ヲ正シクスペと教育勅語には

日の相場で約束した時は其相場にて取引をすることは商人の

網場の高低に依り商品の償値の咋日と今日と鍵勤ある時︑昨

と御示しにたる︒忠義の認せない群は必ず親にも孝でないか

﹁兄弟二友二夫婦相和と叉﹁恭倹己ヲ持シ﹂とある︑軍人勅

が軍人の本分であると御示になり︑これを教育勅語には忠孝

諭では一口に霊きて居るが︑教育勅語の方では子供の教育の

方にとてもつとそれを細かに筆げてある︑一慨組ての賦含組

れろ迄も其目的に向ふのが軍人の信義である︒今日のＲ本に

信義である︒又軍人に於ては戦地で救援の約束を篇せぱ皆蕊

友和信シ﹂﹁博愛衆二及ポシ﹂是は大いに鼓吹し遵奉して行か

於ては肌信義の概念が非常に額陸して居る︒故に我糞此﹁朋

織は皆此﹁硝儀﹂から出て初めて献含秩序は保たれるのであ
る︒一例を墨げるならば﹁上官ノ命令ハ必ス守ルペシ﹂是は

には勿論のことであい︑叉軍人は術に之を迩奉して居る︒此

なければならぬ︒第五﹁軍人ハ質素ヲ旨トスペシ﹂是は軍人

軍人に於ては勿論なるのみならず一般家庭に於ても其通りで
を守らなければ大いに此擢儀虻賦くる所あり叉敷育勅語の御

ある︑若し家庭に於て弟が兄の言を守らず︑子にして親の戒

一
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虚に居る存郷軍人などは能く資駿せられたこと比恩ふが︑演

内に於て教育勅語︑軍人勅諭の形として函民精榊を鞭擢し︑

和は到底望まれぬと思召されたのである︒其虚でそれが篇に

れぱならぬ︒叉一方螺園の侵略横暴をも抑止せねば東洋の平

関の支那及び露内亜の軍矛一打破ったのは何故であるか︑それ

外に於ては日清戦争日露戦争と左つたのであるが︑抑彼の大

れても御同様である︒名古屋の犬淡御に於け兎時の如きは殿
下には二十里の弧行軍も馬され︑大いに御疲勢遊ばされ︑一

習等に於ても如賞に賞行して居る︒畏くも秋父窟殿下に於か

般兵士と共に焼芋を召されたのであった︒で軍人の宮様は皆

たが︑幾寓の同胞の血を流して得たる遼東半島をして三園干

日本には︑未だ総ての準備に峡くる所あった篇︑戦には勝っ

の賜物である︑併鳴顧みて残念なることは︑円清戦争常時の

勿論である︒それが軍人の時のみではならぬ︑一般剛氏とし

渉に依って遂に恋遥されて了った︒併し人川ぱ銀難辛苦の後

は大砲でもなければ繊砲でもない︒頁に教育勅語と軍人勅諭

ても倹約すぺき時は倹約せねばならぬ・それは教育勅語の﹁恭

に初めて人間らしき精川と肉鵠とを養ひ得るものである︒日

の群営を召上って居られた︒故に一般軍人の質素なることは

倹己ヲ持ス﹂と恥人勅諭第五膝とは御糖紳に於て垂く一致す

本も此三閲干渉に依って大いに奮ひ立ち臥薪讐謄剛民一致奮

貿に質素であらせらる︒叉縦父宮様には弟雪聯隊にて十二嘘

は︑﹁天地ノ公道︑人倫ノ常裡ナリ﹂とある︑教育勅語には

る︒又結論として此軍人に賜りし五ヶ係の末尾に此五ヶ係

溌して十年︑途に日慨戦役に於て響斯報ひたのである︒

此虚で一寸横道に這入るが︑支那は今日二十年来の臥薪嘗

﹁之ヲ古今二通シテ謬一ブス︑之ヲ巾外二施シーア惇ラス﹂とあ

る︒されば敦育勅語の御精川も軍人勅諭の御精川も全く一致

して居るのである︒叉軍人勅論には良兵良民と云ふととがあ

路者も知らなかったが︑我を軍人は相営に知って居る︑何故な

謄をやって来た︒それを日本人の大部分は知ら左かつた︒営

文句があるが︑何故に此雨戦役の護端を見たかと云ふに英

る︒弘道倉の要領中に︑世界の形勢を察することといふ意味の

次に日清Ｈ露雨戦役と此教育勅語と軍人勅諭の闘係であ

少女を描き︑鬼を以て日本と現し︑子供と以て麦那とし︑其

に於ても﹁打倒日本﹂を説き︑或は右に赤鬼を描き左に少年

して行く︒故に如何なる奥地の事情も知り得る︒既に小畢校等

するのでなく︑彼の中村大尉の如く︑如何なる奥地にも死を堵

らば我埼軍人が支那に覗察に行く︑唯汽車にのみ乗って観察

るが是が根本の軍人教育である︒先づ教育勅語と軍人勅論の

遁明治天皇に於かせられては既にして此形勢を槻破せられ︑

子供の持てる玉を鬼が奪はむとして居る雷を描いたりした︒

開係は此程度に止めて置く︒

東洋の前途平和の篇に支那の不法悪事を暦懲麗醒せしめなけ
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斯の如くにして汝等が大人となったら早く雲を討てと云ふ風

土塀の兵誉がある︒其中に津山居った︒共虚へ僅少なる日本軍

百米の土塀を携した兵誉である︒其中に叉一大隊宛位這入る

を以てして攻入ったのである︒支那兵死亡者は約三四百人日

に書いてある︒是が至る所にある︑それを壌早二十年もやつ
て居る︒今日日本に来て居る支那留畢生は皆故図に蹄つた︒

考ふるに︑日本人が曾て締園したそれの如く義勇公に泰ず

って撃つのであるから︑弾丸は必ず的中する︑其虎で支那兵

へ向って盲盤であるが︑日本兵は暗の外部より明る内部へ向

士官撃校の生徒も皆蹄つた︒賞に感心である︒今日日本の肇本軍は三人か五人の傷考である︑何故其結果を得たかと云ふ
生にあれだけの勇気があるか︑併し一面彼等の蹄園の理由を
に︑内部には電燈を黙じてあるから支那兵は明いる虚から暗
るのでなくして︑今婦らずんば今後の身の蔦にならぬ故に蹄

は皆畢生である︒是も畢寛教育の力である︒支那は日本が教て﹁君が代﹂をやって居る︒何故やったかと云ふと支那兵は

ろので︑其精神は異るも結果に於ては同様である︒兎に角支
ぼ段交追詰められたのである︒すると何虚かで﹁君が代﹂が
那畢生は感服すぺき黙が多兵ある︒南北共に第一線に立つ者匙始った︒共虚で日本の将校が調べて見ると置中で楽隊に合せ

育勅語の御締祁を以て教育したことそれを畢んで子供を教育皆射殺されるから﹁君が代﹂をやればまさかやられまいと恩
した︒故に今日支那は日本を馬鹿にして掛かって居る︑此黙
ってやった︒中登支那人はさう云ふ国際的のやり方は巧であ

扱前に戻って此日露戦争に於ては御承知の如く我国は大勝追挑つた︒其虚で英米の将校は非常に驚き︑其理由を日本の

に能く御老慮を願ひたいのである︒る︒それは事資である︒兎に角日本軍は十倍に除る支那兵を

利を得て世界の一等図になった︒即ちＨ本は明治の御代に
将校に零れた︒其虚で日本兵は敵の多少に拘らず﹁進め﹂と
明治天皇の御陵城に依って一等風になった︒それも一つに教云へば進む︒是が日本兵だ︒と答へた︒此答は彼等英米人に

育勅語︑軍人勅諭に依つでしっかり闘民精祁が練上げられたは鬼のやうに聞えた︒日本人は如何なる階級の人も一度戦場

結果である︒欧米人は我国の勝利を見て奇蹟的と云って居る︒に臨めば生還することを望む蒜はない︒共考が外園人には分

彼等には日本人か化物の如く見えた︒例へば九月の十八日夜らぬ︒彼等の戦とする時は必歩封等若くは同車の優勢なる場

の彼の爆破にしても日本守備兵は僅に二三百にして支那兵凡合でなければならぬとして居る︒例へば族順陥落の際も前述

そ一族園二千人以上の者を忽にし一︲蕊退せしめた︒其時の話の理由に依って露図皇帝け降参せし者をば賞して居る有様で

をすれば︑彼庭の支那兵舎は大鍵大規模たもので千米に千五ある︒何故日本域民が斯く勇敢なるか︑それは即ち敏育勅語

題間蒙浦と皇天浩明
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め力である︑叉軍人勅諭の力の興る所である︑斯くて日本は
支那︑露西亜を破り旭日昇天の勢を以て世界の一等園の班に

たのであるが︑昔日の支那人とは全く異る感がある︒其者共

と︒私共は非常に憤慨したが如何とも致し難く其侭聴き流し

使唯一人奮然封時するも十三封一︑濫にｎ本の僻来ぱ鍵噛に

威を受けない迄も聯盟曾議には各闘より抑へられ︑我芳津大

ひ日本は祁武天皇以来の危急の秋である︒日本ぱ武器の脅

今度の問題が勃渡したのである︒これと云ひ聯肌の室莱とい

て居るのである︒それが今日の時代となって現れて来たとき

此の事資を知った支那は︑従来の日本の此教育を施し来っ

の如く日本を知らぬ︑唯日本を知らぬのではない︑知てゐて

は此事惰を知らす︑唯日本の侵略とのみ恩ひ込んで居る︒斯

積堆して今日の浦洲事件ぼ起ったのである︒然るに欧米列図

れは即ち支那のｎ本に倣った教育心お蔭である︒斯う侮雪辱が

共の教へた肴である︒兎に角非常に円本を郷蕊して居る︒そ

が蹄って師剛健︑族闘長︑参謀となる︑蒋介石にしても皆私

青年男女は浮薄である︑故に日本ぱ戦の出来やう筈がない﹂

列した︑是も偏へに教育の力の致す所である︒

耐へぬ︒理浦から申せば日本は軍人勅諭︑教育勅語注遵奉し

十三図の反封となった︒他に大原因として英米は支那に封し

て野心を持つからである︒支那の今日の暴状も英米の黒幕が

も尚ほＲ本に脅威を感じるから日本を敵き潰さむものとして

る︒然るに反封に蹄付けられ海軍力に於て十対六︑叉此度の

あるからに曲る︒英米の眼はＨ本の正義に向けられず︑支那

て今日に及ぶならば必ずや今日は英米を抑へて居るべきであ

満洲問題に於ても此の有様であることは深く顧みる所がなけ

度の聯盟曾識の有様を見れば能く分る︒日本の矢面に立った

の莫大な金︑土地︑物費に向けられて居るのである︒是は今

日本幽民は近時漸く浦洲問題の重大なるを知り︑支那の侮

のは英図代表︑其パックを鴬す者はアメリカ代表である︒今

ればならぬ︒

辱を知ったのであるが︑是は既に二三年前よりのことで︑天津

日の支那は目前の鱒に後日の蕊を知らぬ憐れなるものであ

悟しかければなら砲︒で御覧の如く畢良や介石共にロシヤと

ある︒此方からは行かぬが向ふから来る︑きっと来る︒是は受

又℃北の露幽の兵は日本軍Ｌ﹂何時衝突するか分らぬ儒勢に

る○

北京等に於ける日本人迫害︑日貨排斥︑蔦に日本人は緬盈引上

げて居るのである︑一例を申せば昨年陸軍大畢を卒業せし支

に我為に向ひ﹁もう日本は支那とは戦を寓し得ぬ︒何故なら

長は今満洲に於て活躍せる多間中牌であったが︑多門中僻並

手を撮り︑背後より日本を脅威する︒聯盟では日本の説を否決

那将校の有力者は我々に向って斯う申した︒営時陸事大単校

ば金がない︑又代議士は閏家を忘れて我黛の篇に論争し︑又

し全くＲ本は孤立無援である︒不景気は益堂深刻である︒是
から先きどうするか諸君は能くお考を願ひたい︒

教育勅語の力は是から現さなければならぬ︒日本は孤立無
は日本軍の引上げを要求して居る︒之駐引上げれば日本は全

うして︑本人は細て教育勅祇︑軍人勅諭の御緒川を遵奉して

く死滅である︒もつとどん／︑兵を透らなければならぬ︒さ

しっかり御考の程を切望する︒︵講淡大要︑文責在記者︶

行かなければならぬ︑斯う云警一考を以て此教育勅語記念日を

郎

援に階らうとも只一に決心の外はない︒新聞で見る如く各函

五

を固めさせられ︑それが雛て犬賓令となり養老令となり︑漸

兄皇子は﹁地に二王無し﹂と宣して︑大義名分を閑明し関本

の氏族門閥の制度の上に︑﹃天に三日無き﹂理義を教へ︑中大

ら諺古より専ら此畢の修養により︑身を修め家逓脅へ又図家

無く︑全く儒教と云ふ網惜的全面的の人間畢図民望であるか

洋から来た哲畢とか科蕊とかの如く︑一片的部分的のもので

導し養成し米って︑全く図民の教化風教の基礎を鱒したもの
○００◎０ＣＯＯ○○○○○○○○０○○００００○
で︑此教へは只漢文を讃み漢書を里ぶのが主目的では無く︑
︒○０︒Ｏ●①︑②０Ｏ⑤⑧⑧○ＣＯ００○○○○○○
とれは賞に我図民軍叉は人間畢とも言ふくきものである︒西

︒００００つ○

も面︑︑︑︑︑︑

◎○０○●●⑥●●●︒○○○○︒◎○○００○︒◎

○Ｏ

稚削子皇子と仁徳天皇の祁譲の美徳を表はされ︑又下は欝時

次儒教の隆盛と共に剛民思想は統一的基礎づけらる上に至り
したのも︑︑王として此儒教の普及に醜蒸せられた賜もの上現

ある︒

をも治めたのは勿論︑家業雲術諸般の教へをも筆げ得たので

我図風に醇化し︑我園史と共に表裏相↓馬して︑国民精祁を指

斯やうに論語や其の他雑書等の望は︑我図に入りて自然に

はれと云ふて可なりと恩ふ︒

もも℃℃℃も℃︑℃℃ＤＯＤＪ

鰯民教化の重大問題
︑℃℃も︑℃ｂも℃℃ｂｂももＵ︑︑﹄℃︑︑︑ｂ︑ｂｂざ

我幽の図家道若くは幽民道なるものは︑肇園の始めから目
︑︑も︑℃︑℃︑℃︑℃ｂ︑︑︑ｂも℃も︑︑ｂ︑︑画︑﹄
然に成り立ち馴致し来たことは勿論であるが︑之れが一般に
も︑９℃も︑ひ︑℃一℃︑︑もも︑︑℃℃ｂ︑ｂ℃︑︑︑
明白に義瑚づけられ︑団民鰐導的に蕊達したのは︑雁祁天皇

川

近く水戸黄門︑頼川陽︑山鹿素行等出て︑維新鴻業の基を篇
︑ｂｂ︑︑︑︑︑ＱＱＱＱｂ︑︑℃︑︑℃︑︑︑℃℃︑ｂ一

の朝︑王仁の来朝により論語の教へからのことで︑上に菟道

今℃︑℃︑℃もも℃︑︒︑ｂ℃ひ︑︑℃︑︑ｂも℃

荒
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一

教へに導かれたろものなれば︑此畢ほど我団民に大切な開係

資に儒教は図民肇人間墨として︑我閏家道鴫闘民精紳も此

等に亘りや十分之を説明して後結論に入れば︑事明白ならん

の熟考猛省才促す︒

層不可思議に恩ふ︒私の寡聞が︑敢て此道の先鞭や文部営局

らき是正せしむることを謀る者あるを聞かないのを︑私は一

政治家や畢考並に図畢漢畢の士が漫然看過して︑之が蒙をひ

資に非常な無識無精榊の暴篤ではあるまいか︒又これを世の

意外千閏にも﹁僻﹂の字を常用漢字中より削除した︒これは

︒○○○○○④○○○○○︒○００○○○○○

然るに文部省の餌語調交曾にては︑漢字制限を再議して︑

中閏史の教育を完全にして︑団民精刷の根本を固めたなら︑
○○○○○○︒︒○○Ｏ○００○
決して多くの心配は無いと信ずる︒

◎︒○○○○○ＯＣ○○Ｏ○０︒００○○０００．○○◎
今少し此教へを盛にしたいと恩ふ︒目下世を憂ふる者遼して
◎︒○○○︒○○○○○○０○○○○○○○○○○Ｏ○
苦心せしめつ上ある剛民思想の問題も︑此畢を徹底し︑且就
０００○○○○○○○○００○○○○○○００○○○．

も︑今は姑く簡箪淀主とし︑直ちに結論に入らん︒
００００○○○○００○○○○○○０．○○○○００︒○
即ち私は漢文漢畢の名を改めて儒道註意味する名榊に鍵へ

あるものは︑他に無いと云ふてもよい︒然るに世州には之を
軍を系漢字漢文の一畢科とし︑且之を単ぶに困難なろを理由
無理解の甚だしきものである︒

として︑之を排斥するやうになりつ上あるけ︑まことに錯談
例へぼ漢文に比して英語は果して蕊ぶに易いか︒今日嬢校
に於ける畢習の時間は幾何であるか︑英語は漢文よりも賞に
数倍の多き時間を課して居るではないか︑叉賞際の指導の上

℃︑︑︑︑︑︑︑︑Ｕ・
王しないのでは無いか︒

に力を入れつ上ある有様も︑如何程多くと愛して居るか︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃ｂも︑︑︑︒℃︑︑︑︑℃︑︑もも心里
漢文は肇ぷに困難なるのでは無く︑単はしむるに其の法を以
此等のことから︑儒教と閥民精川語儒畢と閲民の肌教︑儒
道の岡風醇化より︑国史と図民の教化︑及び鯛民思想の問題

増子懐永

き熱望がある︒殊に︑岡内の和衷協同行はれて諭隆糞たる気

個人が︑生命を熱愛すると同じく︑罰家も亦生存し行くぺ

詔勅中心の教化
第廿八章明治の雨大戦役

愚

化教の心中勅詔
､
1
3
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運に向ふと︑更に外部の暗雲を掃蕩し一し︑東洋の平和と維持

平和に懸為たる鮭り︑止むなく悪癌を切開して︑︑安全保障

ヲ期ス

を得さ吐給はんとすろ叡膳︑直に恐醗に堪へない︒而して其

する使命を果したのが︑即ち明論二十七年討清の詔勅であ

あっても︑白人と非白人との戦には︑除外例なく︑白人の勝

結果は︑従来白人と白人︑非白人とが戦ふ時は︑互に優劣は

守鐙◎

文明ノ化ヲ平和ノ治二求メ事ヲ外副二雛フルノ極メーア不可

有史以来未曾有の事賞であって︑此大勝こそ賞に東洋人のた

利に蹄したるを︑こたび非白人が始めて白人を発したのは︑

ナルヲ信ジ有司ヲシテ常二友邦ノ誼ヲ鰐クスルニ努力セシ
メ・⁝：．：朝鮮ヲシテ祁矧ヲ永遠二莞し治安ヲ将来二保夕シ

めに気を吐き︑且つは永遠の平和を所期したのである︒され

メ以テ東洋全局ノ平和ヲ維持セムト欲シ⁝⁝︒：速二平和ヲ

ば︑明治の晩年なる四十三年八月二十九日︑韓剛併合の詔書

永遠二克復シ以テ帝図ノ光築ヲ全クセムコトヲ期ス
とありて︑我倒の受醒は︑やがて韓士の平和︑延いては︑極

には︑

衆は一覗同仁天皇愛撫の下に立ち︑其康祇を増進するに至っ

と仰せられた如く︑東洋平和の基礎を輩固にして︑韓函の民

必要ナルヲ念上又常一一韓幽ガ禰凱ノ淵源タルニ職ミ

東洋ノ平和ヲ永遠二維持シ帝剛ノ安全ヲ蒋来二保障スルノ

東の平和を確保するに至った︒

既にして十年︑露西亜は︑復た朝鮮を併呑し︑南下して我

闘ぞ威嚇せんとした︒ことに於てか︑明治三十七年討露の大
椎フニ平和ヲ文明二求メ列閏ト友誼ヲ篤クシーア以テ東洋ノ

詔は下る︒

たのである︒

ナク極東ノ平和亦素ヨリ望ムペカーフズ⁝．：：・藤間ノ始メョ

洲ニシテ露図ノ領有二締セムカ韓幽ノ保全ハ支持スルニ由

団ノ並ヲ韓幽ノ保全二置クャ一日ノ故二非ズ：⁝⁝・若シ測

我団既に満露の雨剛を服し︑自負感慢勤もすれば︑華美に

り賓二就キ荒怠相誠メ自彊息マザルペシ

資業二服シ勤倹産ヲ治メ惟レ信惟レ義醇厚裕ヲ成シ華ヲ去

戦後日尚浅ク庶政益を更張ヲ要ス宜ク上下心ヲ言一シテ忠

第廿九章戊申詔書

治安ヲ永遠二維持シ各国ノ椛利利益ヲ損傷セズシテ永ク帝
嗣ノ安全ヲ蒋来二保障スペキ事態ヲ確立スルハ朕肌二以テ

リ平和ヲ好ゞ愛スルノ誠意ナルモノ革毛認ムルニ巾ナシ：⁝．

流れんとする凪があったので︑明治四十一年十月十三日詔書

閏交ノ要義ト篇シ且暮敢一ア達ハザラムコトヲ期ス⁝：．⁝帝

・・・速二平和ヲ永遠二克復シ以一ア帝圃ノ光楽ヲ保桑セムコト

化激の心中'勅詔
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を下して︑此弊を矯正せられんとし︑其営時の時局に虚し︑

ノ祁勅二依リーア寓世一系ノ帝位ヲ博へ祁器ヲ奉シーア八洲二

勤と像とと守り︑人の心は不知不識の間に廃菰し易いもので

諭し︑各自の業務を以て︑固家に封する本務とし︑専心一意

情相交るところ︑即ち剛継の精華なる避明にし給ひ︑﹁皇化

祁器を負ひて︑寓世一系の皇統厳かに︑君臣の義︑父子の

ノ倒罷ヲ成セリ

ス義︿則チ君臣ニシテ傭ハ猶ホ父子ノコトク以一ァ菖邦無比

臨ミ皇化ヲ宣ヘテ蒼生ヲ撫ス爾臣民世世朴継キ忠賃公二奉

あるから︑自彊不息常に自ら脚み自ら力めなければならぬ工

ヲ宣ヘテ蒼生ヲ擁ス﹂ろ大御心に︑前代を承けて辱かしめず

岡運を護展せしめて︑列園と共に文明の恵樺を享くべき旨を

ぺき聖旨は︑教化を根弧くする必要を力説せられたるに外な

夫淀懇示せられたのである︒此道徳の額陵を救び勤倹力行す

後代に晩みて光りある一世の振張は︑御代の始めに根ざし深

て︑自由に辰ぴ来りしものであったが︑大正七年には︑男子

昔から結成された青年のまとゐは︑何等の制肘をも受け歩し

ら︑生活そのものを充資せんとして︑幾百年︑或は幾千年の

青年は次代団民の中堅である︒而かも共生活必然の要求か

第三十一章青年園に賜れる令旨

見為に至ったのである︒

く樹てられ︑皇化宣布の齢悪には︑奈団的教化関儲の創設を

らぬのである︒

第三十章大正の振張
大正天皇は︑畏くも︑亜れる諒闇に御痛心いや増されたこ
とであるが上に︑践詐の姑め︑厭洲大戦蹴に倉して︑御診念
いとど深くあらせられたのは猫脚に封する宣戦の大詔にも鏡
朕皇詐ヲ践一ア未夕幾クナラカ且今尚皇批ノ喪二居しり恒二

に識し︑同十五年には女子に鋼する内務文部雨大臣の訓示と

ひ奉ることが出来る︒

平和二春糞タルヲ以テシーア而カモ寛二戦ヲ宣スルノ己ムヲ

辻間に在って︑最大なる力と頼み奉ろを得たのは︑今上陛

なって︑犬に組織立つに至り︑以て現下の護達溌来した︒

得サルニ至ル朕深ク之ヲ憾トス

下が︑皇太子殿下であらせられた営時︑大正九年十一月二十

と宣せられ︑而かも日英同盟の誼を重んぜられ︑局外中立の
固家人民を念とせられ給ふたからである︒故に大正四年十一

洛守より一噂して︑東洋平和の保持に課されたのは︑一意唯

園蓮進展ノ蕪礎︿青年ノ修養二須ツコト多シ諸子能ク内外

二日賜はりたる
皇阻皇宗団ヲ肇メ基ヲ建一ア列聖統ヲ紹キ裕ヲ垂し天壌無窮

月十日即位式に賜はりたる勅語にぱ︑

、
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達成スルニ努メムコトヲ望ム

ノ情勢二顕ミ恒二其本分ヲ素シ奮励協力以テ所期ノ目的ヲ

ムコトヲ恐ル⁝・⁝：振作更張ノ道︿他ナシ先帝ノ聖訓二格

風モ亦生ス今二及ヒーア時弊ヲ革メスムハ或︿前緒ヲ失墜セ

暗涙に咽ばんばかりに人心の秘奥を別知せられ︑振作更張

の道は︑畢寛するに︑先帝の聖訓に格遵するに在るを示され

遵シテ其ノ賓敷ヲ翠グルニ在ルノミ

た︒即ち世界的の思想に雁じて︑個人道徳の必要と︑民族の

と宣らせられた令旨は︑永く我闘青年の軌範として贈得すぺ
に封し︑歴史上の異彩として其輝きは寓代に蓮ろのである︒

きことは皆人の知れる所で︑次代の画家を双肩に撮へるもの
昭和五年︑其奉戴十週年を迎ふるに際し︑記念式を催して︑

たろ聖訓を基礎として︑君子図の賞を示さんとせられたので

共存と淀説き︑我国三千年の教化が先々帝に至て集大成され

あって︑ひとり至尊御一人の思召であるばかりでなく︑責に

爾後︑毎年の恒例となさんとするのは︑蓋し其故深しといは

団民全鵠の希求自ら大御言となって見はれたのである︒

ねばならぬ︒こ奴より先き︑大正十四年五月大正天皇御結婚
満二十五年御禰儀に際し︑畏くも特に御内努金を賜はり︑男

日賜はりたる詔書は︑剛民締祁の涌養振作．︑諭し給ひ︑浮華

災俄に霧り︑図尺皆共締趨に迷ばんとするに僧り︑十一月十

如き世態とて︑そが民心の締趨なきを慨せられ︑世界妓大握

主義と︑無政府共産主義との背馳ありて︑氷炭相容れざるが

とて︑思想間脳留意の要遊諭し給ひ︑群資の封立︑皇室中心

晩近世態漸ク以テ推移シ思想︿動モスレバ趣舎柑異ルアリ

就き︑

俵を行はせられ︑団政の犬方針を示され給ふた︒中に︑

今上陛下は︑昭和元年十二月二十八日群臣を召して朝見の

第三十三章朝見式勅語

女青年国鵠事業奨働の思召を拝戴したことは︑賞に︑斯園盤
の前途に一大光明を鮎ぜられたる恩寵である︒

第三十三章国民精紳作興詔書
世界大戦の天下を動かすに及び︑戦塵殆んど及ばざる我図
は︑其除恵を蒙りて︑成金粁流輩出し︑全く武陵桃源を夢み

騨桃を戒めて︑質賃剛健を作典せしめられた︒
画家興隆ノ本ハ闘民精祁ノ剛健ニ在り之ヲ涌養︑ン之ヲ振作

今ヤ世局︿正二曾通ノ運二際シ人文︿恰モ更張ノ期一一贋ル

たる際︑天啓か天謎か︑大正十二年九月一日開東地方大震火

シテ以一ア閏本ヲ問クセザルペカーフズ・・・⁝⁝帆近畢術益盈開

・↓・・：⁝模擬ヲ戒メ創造ヲ鼠メ

団の一として︑

ケ人智日二進ム然しドモ浮華放縦ノ詞漸ク瀬シ撫眺誼激ノ
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とて精神文明に於ても潟立猫歩の無慨なからざるぺからざる

害壁下し賜うた中に︑

を諭され︑外図の模倣を避けて日本の特徴を溌揮すべく︑祇

クシ

朕今列聖ノ這圃ヲ嗣キ篤ク教化ヲ敷キ以一ア人心ノ蹄趨ヲ正

衆意の朝宗︑其庭をあやまらしめないためには︑教化の途

禽の共存共柴を奨紡給ひて︑

畢幽一致共存共築ヲ之し固り

あるのみなるを明かにし︑其の大本は︑教育に存する所から

園は天皇の化育の及び得る天地であって︑天皇の統治は図

第三十五章結論・

Ｌ奉るべきである︒

ては︑教育勅語の聖意に徹して︑不腰の園教不朽の教化と榊

明治以後の教育を説くのは︑除りに事新しいけれど︑すべ

其の旨藍営局に諭されたのである︒

とて昭和新政の根本を明にし給ひ︑

汎クー税同仁ノ化ヲ宣ぺ永ク四海同胞ノ誼ヲ敦クセン是レ
朕力鯵念最毛切ナル所
との大御言は︑いつ哨減らせられぬ聖職︑資に古今を貫いて
一軌である︒

第三十四章即位式勅語
昭和三年十一月十日即位式紫震殿の御儀に於て

の継承春にして︑図民の精祁生活の愛藻者にあらせられ︑関

民を教化するに存する︒民に上たる天皇は惟榊至聖なる皇統

鰐生活の統制者とし立たザー給ふ︒天祁地祇いましませば︑其

ノ隆昌ヲ進メムコトヲ念上

祭祁を親らし給てひや天鍵地異即ち至奪の不徳に蹄し︑災厄

朕内︿則チ教化ヲ醇厚ニシ愈々民心ノ和曾ヲ致シ益を岡運

こと︑これ民心和愈の要諦であって︑各盈其職に安んじ︑其

と宣ら吐給ふた︺賃にや︑教化の上に風俗習慣の醇厚ならん

昭々乎として明かである︒

懇に倫常を論し給ふ︒治化に資し︑民極を柚つる川以の道︑

に遇へば↓︑直に倉真を開きて︑民を賑はし︑風儀額展すれば

る︒

業を務め生活の安定を精祁的に求めることが出来るのであ
外︿則チ閲交ヲ親善ニシ永ク世界ノ平和ヲ保チ普ク人類ノ

ひ︑岡民は天皇の側浦無碍なる威徳に安んじ一﹄︑親愛尊敬の

惟ふに︑天皇は︑剛民を剛家維誉の核心として︑僑信し給
平和を柵調して︑平等無限︑人類愛の大理想今ゲ貫徹せんこ

念を捧げ︑天皇の祁聖冒すべからざると共に︑臣民も亦威厳

禰祉ヲ益サムコトヲ翼フ
とを期し給ひ︑更に文部大臣に封して︑教育に開する御沙汰

Ｌ

ろ事麓の再超せ一ざる決意存堅くし︑建図の精榊に立蹄り得る質が存し︑聖意自ら輿論

締趨と︿ｎ鰐して表現されたのであ

自ら持してゐる︒さればこそ僻攻上の失敗夢認めて︑不群な．れぱ明詔は即ち徳教であって︑皇民の蹄一︑そこに詔勅の本．

かくし一Ｌ蓄へつつある心の力と糧とは︑資に我等の皿先よ更に叉一歩雫を進めて老へるならば︑我国教化の藩軍揚はこれ

素養在蓄へつつあるのである︒る︒

り一ナ孫への鮪０物であって︑先人の教化を知ることは︑祁幽を海外にまで及ぼす意無かなくてはならぬ︒欧洲大戦後各幽

ろことに底る︒而して其原動力となり︑指導と底るのは︑賃際︑吾人睦一一千年来教化の跡に顧みて︑更にこれを輯世界的

を鉾へることであり︑母剛を解することは︑即ち我図を愛すが猫自の文化の宣揚を固りつつ︑数多の教化思想を輪川する

に藤代の詔勅で︑其光明に浴して︑吾人の進路は定まる︒さに振作吏張する必要左痛感するばかりである︒︵完︶

健全思想健全圃民とは何ぞ

宗像通

危害する如き︑無同憂不合理不統一なる矛盾的思想を意味す

健全なる思想︑或は雌全なる閏民とは如伽なる意味であら

は︑健全なる国民であって︑自己の人格と蝿家批曾の馬に有

根本的に必領有益なる自鈴的合理的統一的思想を有する者

る︒此くの如く自己の人格と図家杜曾の存綴護展との鱒に︑

うか︒同時に不健全思想︑叉は不健全岡民とは如何なるもの

る岡雌である︒凡そ吾人各目の生活でも︑画家耐曾の存績護

あって︑之れによりて自墨的合理的に統一されてることを必

展でも︑其の成立の鰐には︑必ず根本の原理︑根本の道徳が

害にして無自髭一不合理不統一なる思想を有する巻は不健全な

的就一とが存作する所の思想を意味する︒之れに反して不健

であらうか︒恩ふに健全底る思想は︑自己の人格と画家耐禽

全なる思恕は自己の人格と幽家祇曾の存績溌展とを根本的に

の存縦波展との潟に︑根本的に必披右益にして︑向蝿と合理

白羅的合理的統一を要す

郎
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須の要件とずる・根本原理︑根本道徳によりて︑向晃的合理
的に統制せられざるときは︑個人の生活でも︑飼家肺曾の生
派でも︑自己分裂し︑自家撞着して︑到底其の生活を全うす
ることは出来孝ない︒凡そ一切の人川的生活には︑同昂と合理

的統一あるとと駐根本の膝件とする︒佃人の雌全なる人椛が
成立するにも︑岡家耽曾が健全なる存続護展藍遂げるに明︑

共虚に月兇的合迎的統一が存在することを絶封の要件とす
る︒而して此の自兇的統一の篤には︑必李根本の原理標準か

底ければならぬ︒根本の原埋︑標準がなければ︑何によりて
瓜想や生活を統制することが出来ようか︒それは勿論出来な
いに定まって居る︒
日本閏家の統一原理

我が日本の悶家枇曾が統一的に存績潅展し来りたる町以
も︑勿論其虚に根本の原珂標準が存在して居た鴬である︒図
鰐の精祁剛民の道徳は即ち我が閏家耽曾の存立し︑永遠に護
展する所以の．根本原理︑根本要件である︒之れがなければ︑

我が剛家就禽の統一的細縦が根本的に不可能であり︑其の存
績潅展の生命も根本的に衰亡に蹄せしめられる外ぱない︒我
が画家就曾が根本的に崩壊し︑其の剛家献曾の生命が衰亡す
る底らば︑吾人佃共人の生活も︑勿論安全に存立するとと能
はざるは言尭剛ゐるを要せぬ︒

我が阿家杜禽の根本原理︑随って吾人佃を閥民の生活原理

は︑其の大綱を教育に開すうハ勅語に於て御示めし篇されてあ

る︒之れに示されてある所の︑岡僻締刺及び剛民道徳の大綱

は︑我が建固以来の向畏的就一原理であり︑其の存続燕展の

鱒の根本的要件である︒我が図家壮曾に向斑的統一が仔在Ｌ

否人各自の思想や生活にも︑自兇的統一があることを得るの

は︑吾人が唯此の闘船の締祁︑飼民の道徳を遵守賛賎するに

よりてのみ可能である︒即ち向畳的統一ある我が雌発なる図

案耽含も︑自発的統一ある吾人の人格生活も︑此の脚僻締川

されば他全なる恩惣或は雌全なる剛民生活は︑向己の人格・

団民道徳を迩守街賎するに存すると言ふくきである︒

によりて︑向兇的合班的に統制せられたる秩序統一ある旭想

生活及び閥家祇愈の存綾溌展の魚に︑絶封必須なろ根本卯理

己の刷家就愈の存続護展する所以の要件たる︑根本腺班を自

或は生活であって︑不雌全なる思想或は生活は︑向己及び自

晃セホ︑随って之れによりて統制せられざる肝の矛盾撞着の

恩想或は生活を意味する︒而して不健全なる思想者は何故此

の堺貨や道理に囚はれて︑根本的全面虞理に封する自畳を︑

くの如き思想を布するに至るかと云は蝉︑岬卒にも一部一面

縦き︑一部一面の道理を根本全面の興理の如く錆蝿するが

篤であ扇︒此くの如く根本全面の事賞と直理に立脚せざる・

思想には︑到底浜正なる自提と統一とがあることが出来な

＝

Ｉ
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思想界の病的現継

の心理ではないか︒即ち生活と言へば物質生活のことのみを

を以て第二宋と明らかに高髭し居らぬことは︑衡際に一般人

瓜恕や︑健全なる人格や︑雌全なる餌家献曾を完成すること

に噂垂し︑物質寓能を信じて居るではなからうか︒健全なる

き堺賀である︒試みに見よ︑現代人は一般に物質を第一義的

義を職忽に附し居ることに基因することも︑亦決して手ひ難

が︑除りに物質主義物質生活を偏重して︑思想生活や精祁主

り疑なき所であるが︑然かも現代の不健全なる状態は現代人

左く︑近代の世界的物質文明の大愛革に基因することも間よ

うか︒蓋し共の理由は雌に思想的精祁的原因のみによるので

することも事資である︒是虹は如何なる郡山に因るのであら

流して居り︑過激左ろ病毒思想の患審保菌背も往餐にして存

き肱がある︒之れと同時に︑他面に於て︑不健全の︑心想が横

一般に思想的根携を確問として自畳し︑把握し居らざるが如

は︑思想界は混凱し︑各人も其の思想に多少の動橋を感じ︑

することを得ぺき箸であるが︑然かも今日の賞状を狐るとき

明らかであって︑吾人は之恥を遵守するによりて健全に生活

根本原瑚は︑図罷岬耕祁︑図民の道徳によりて︑共の基準は

我が幽家肺曾の存綬護展の根本原理︑随２Ｌ吾人遥生活の

し
、

意味し︑成功は殆ど物質的成功の意味に限られ物質的富貴が

洪人羨望の的であることは︑現代の偏らざる事賞ではないか

思惣締祁の生活の尊重すぺきととも亦決して疑を容飢られな

恩ふに物質生活の尊重すべきは言はずとも明らかであるが︑

い︒物質生活が思想生活に影響を及ぼすこと弧大であると共

に︑思想生活が物質生活を司配することも事酎である︒人間

生活或は倒家耽曾の生活を健全化せんと欲せば︑物質的向上

は間より必要であるが︑思想精川の改善も︑大いに之れを促

進せねばならない︒現代の病は︑世人が前者をのみ重硯して

後者に重き開心を置かざる鋤に存することは︑否むこと出来

以上の見地より棚て︑吾人は特に現代人に向って︑思想精

ざる事賢でめらう︒

祁の健全化を大いに要求せねばならぬと恩ふ︒吾人ば物質文

明の近代的大進歩に比して︑思想精祁の文化の進歩は大いに

遅れて居ると恩ふ︒所謂雄業革命は既にあったが︑思想読紳

的革新の洗確を未だ受けざる状態が今の不具的文化の現状で

ある︒物質的大飛雌を途げたる現代は︑更に思想的大革新の

洗鯉を受けねばならぬ蓮命にある︒

思想界の健全化法︒五倫理の自麗

吾人の信ずる所によれば︑現代人の︑紺や縮刷健全化の根本

義は︑吾人各胤の鴬には︑根本原型根本要件あることを︑

ぞ何はと民国全健想思全健
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聖勅に於ても示めされてあるが︑吾人は弦に一般刈論的に︑

なければ︑人間の生活が根本的に成り立ち得ない︒第三には

である︒一切の能力哨維済も此の原理の現象である︒之れが

等一切の善川は︑人生の存立と其の誰歩溌股の篤の根本原理

立ち得ない︒銘二は善川の倫理であるが︑身心︑財物︑時間

概念分析的に︑人生の根本原理を類別して︑其の意義を明ら

原理である︑之れがなければ人格も人間肺舎も根本的に成り

かにしたいと恩ふ︒理輪的分析的に人的の根本原理︑或は幽

とそ︑道徳でも維済でも其の斑行が現はれるのである︒敬忠

敬忠の倫理であるが︑敬ふて忠賞に守り行ふ敬忠心があれは

吾人が明らかに理解自墨し穆之れによりて合理的統一的生活

家就曾存績護展の篇に必要なる根本観念を明らかにすること

を資現するとと是れである︒而して其の根本原理根本大綱は

は︑吾人燕類の理性的要求であるのみならず︑蟹践生活の篇

充賛せる化活が現はれるのである︒梁蕃心は希望︑努力︑幸

るが︑善を梁めはとそ︑人生には希望も努力も幸耐も一切の

の遵守資践は根本的に現ばれ得ない︒第四は楽善の倫理であ

生漸に現はれる道理が友い︒今日思想界に動揺があり︑不他

禰の根本原理である︒之れがなければ一切の健全なる希望︑

心は一切の遵守資践の根本原坪である︒之れがなければ一切

全思想が横流するのも︑主として人生の根本原理の迦解と目

努力︑幸祁は根本的にあり得ない︒弟五は自昂の倫理である

にも必須有効なる方法手段ともなる︒理智進みたる現代人は

畳が乏しいからである︒是れ吾人が鼓に理論的分析的に︑人

理論を以てせざれぱ納得し近い︒納得せざることは勿論麓践

生の根本原理︑根本概念を明らかにせんと欲する所以であ

が︑上述の四倫即遊向疑的に統一する所に雌全なる人格生活

然らば吾人各自の生活でも︑国家枇曾の生活でも︑凡そ一

成立しない︒健全なる剛家肺曾の成立も其の進歩護展も亦是

ば是等の五倫理は︑其の一を峡くも健全左る思想或は生活は

がなければ統一ある人格生活は根本的に現はれ得ない︒され

が現はれる︒自擬は人格的統一生活の根本原理である︒自鍵

る︒雌至近る思想生活の篤に︑之れが根本要件であるからで

切の人間生活の為に絶封必須なる根本原理︑根本観念は何で

ある︒

あるか︒それは道理上左の五種に分類し得られる筈である︒

し是等は揃徳の原理︑能力及び経桝の原理︑資践の原理︑希

紫努力幸眠の原訓︑及び是等一句統一の原理であるから︑是

等五樋の根本原瑚即ち根本倫理によりてのみ可能である︒蓋

等によらざる映り︑一切の人Ⅲ生活も︑其の進歩溌展も︑根

即ち義愛︑善用︑敬忠︑楽善︑及び自受の五倫理である︒今
は合理心であり︑責任概念である︒愛とは同心一機共存共築の

之れを簡軍に説明すれば︑第一は義愛の倫理であるが︑義と
心である︒義によりて愛を行ふ伽の義愛の精紳は道徳の根本
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本的に不可能である︒故に之鯉を人生の馬に根本的に必須な

課し︑団家施含に奉仕貢献致しを唯う︒

一︑皇道を本とし︑義と愛を行﹃い︑本分を守もり︑責任を

ますまい︒

二︑身心財物時間等一切詮善用して︑之恥を徒費悪用致し

ス五倫理と穂すべきだ︒

三︑天抑人道を敬ひ良心にかしこみ︑敬忠の心を以て人た

司此くの如く︑此の五種の原理は古今東西の一切人類に封し
て共通普遍の人生の根本倫理であるが︑各園民や︑各献含圏

蚤せう︒

四︑恩徳を感謝し︑善因善果矛恩ひ︑心楽しく善行を勘み

る通を行ひませう︒

罷や︑各個人は︑冬其の特殊の立ち場︑特殊の事怖に在るも
．のであるから︑是等人生の根本倫理を其の麓生活に通川する

には︑必然に其の特色を帯びざるを得ない︒されば吾人日本
︐国民としては︑日本図民的に皇道を本とし皇室を中心として

して︑其の資行を努め今盈を注意し麦せう︒

此くの如き要旨を毎朝向兇向念丁るは健全生活冴白為に賛

五︑日ぞ皇遜一貫︑韮愛︑善用︑敬忠︑梁善を大本と自畳

現する鱒Ｆ第一着の手段方法であるべきだ︒我が同胞閏民が

ばならぬ︒此くしてのみ鼓に健全なる日本閏民的思想及び生

活が賞現されるのである︒即ち皇道を根本として︑義愛︑善

義愛︑善川︑敬忠︑梁菩の人間大道を自髭的に街賎しなけれ

用︑敬忠︑築善の倫理を自蝿的に衝践貫行する所に︑健全な

此の心を伺うし︑力を合はせて此の事彰︾努めるならば︑思想

必字期して見るべきものがあらう︒

界の健全化にも︑耐曾の改善にも︑団蓮の恋展にも其の効果

ろ日本国民の人格と︑其の健全なる生活が現はれ来るのであ
る︒

以上健全たる閏民生活の根本倫理を明らかにし︑且つ其の

推みて多↑少之れを詳述して錐お意義を明らかにする必要があ

脅践の蒜手方法に開して︑共の大要を述ぺたのであるが︑尚

賓践の手段

手段方法如何と煮は堂︑それは吾人が先づ日々是等雌至思想

義愛とは何ぞ

第一︑義愛心は健全思想の第一要件である︒

ると恩ふ︒乞ふ左に之れを試みしめよ︒

︑更に進みて吾人が此の要旨を日食に資賎することを得べき
・の根本倫理を明らかに自受して︑其の奮践定受悟し︑我が最
善を議して其の賞行を努力する外はない︒其の鴬には左記の
要旨を日舞に目疑溌念すべきは︑何人にも常然合理の要求で
あるべきである︒日はく
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健全なる思想上︑最も重要なるものは義愛心である︒義愛

ある︒義心は理性的であるが愛心は怖操的である︒義心は骨

理︑根本動力となるものは自他を同心一鵠ならしむる愛心で

ある︒此の厳正誠直なる義心と相待って︑人格人生の基本原

格の如く愛心は血液の如しと云ふべきである︒されば義心は

ほ道徳の根本原理︑流含生活の根本要件であって︑之れがな
然らば義愛とは何ぞと云ふに︑先づ義とは合理心であり︑

しく解別して︑其の取捨去就孝一誤らぬことであるが︑愛心は

事理の侭偏派邪︑大小軽迦︑内外親疎︑先径緩急の差別を正

ければ道徳も耐禽生活も根本的に成立しない︒

責係観念である︒されば事理の厩侭正邪︑大小難亜︑自他親

心によりて自他結合の一隅となる︒愛心は自他差別の軍猫な

白他を結合して同心一僻の生活を柵させる︒差別の自他は愛

疎︑先綴緩急等を公砺適篤に判断して︑合理的に行動し︑公
正適鴬に責務を議すことは義或は正義である︒部ち合理正義

同心一組とならしめる︒此くの如くにして夫婦︑親子︑兄弟

しめる︒人を愛すれば人と我れとが結合して︑人と我れとを

花を愛すれば花と我れとが結合して之れを不難の一鰐となら

る小生禰汗一して︑自他結合︑同心一艦の大生活とならしめる

の生活は︑道理詫考へ︑雷際を認識して︑興正を取りて憶邪
を斥け︑重大を主として極小を従とし︑親近より速疎に及ぼ
し︑先後緩急の順序を正しくし︑以て桑部全局の要求を合理

的秩序的統一的に満足賞現するにありと言ふくきである︒人

れと結合して︑牡禽閲家と一鰐となる︑小愛は小一鰐を造ら

朋友︑和愛しては結合の一隈となり︑耐曾剛家を愛しては之

間は本来理性的生物であるから︑本来合理的︑自己統一的に
定義と秩序ある生活を厳さんと欲する岩である︒之れは其の

せ大愛は大我大生命を得させる︒此くして愛は自他を結合一

しめ︑大愛は大一磯を成さしめるｕ小愛は小我小生命を得さ

問有理性の要求であ２﹂︑不合理不服義にして︑矛盾撞着の
ろ生活は到底人間本来の理性が之れを許さない︒無理不正は

大なるものはないが︑それは唯愛のみか鰯させる︒

せる︒凡そ人間の生活中︑純苫◇奉仕の如く刺聖善美且つ偉

言へる︒随って愛は吾人をして純なる奉仕の生活を快く馬さ

へぱ大我の生活とも言へるが他伽から云へば無我の生活とも

る︒愛の生活は自他結合︑一将生活であるから︑一面から云

鵠にし︑吾人の生禰を挫富にし自他一階の大生活を得させ

震心良心の之れを許さぬことは何人も自知自誇する所であら
糞ノ○

此くの如く吾人は合瑚的賃践心即義心によって買正を甑は
し︑邪悪を破り︑公道につき︑私心を斥け︑大義を取りて大
道に漣進し︑尊厳︑誠剛なる人格的生活を現はすことを符る
たる義心即ち虞賞不自欺なる道徳的理性の祁聖力に因るので

ものである︒人格の尊厳性と其の英通性とは︑此の巌椿誠直
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の物を愛することが川来る︒人間を理解せざれば人間愛は起

を理解してこそ花の愛が生ずろ︒物の渥味を理解してこそ其

愛は理解により生する︒理解がなければ愛もない︒花の美

して︑身鵠を完成するが如くである︒されば義蕊は健全なる

道徳的生活が全現することは︑恰かも骨格と血管組織と結合

ろ惰力である︒義理と愛怖力とが結合して鼓に義念合致の

らす︑蔽曾を理解し阻剛を理解せざれば︑牡脅愛︑胆飼愛は

根本要件である︒

人格其の物の本質であり︑健全左ろ砥舎幽家成立の根本原理

彼等は租園に封して無理解即ち無知なるが篇である︒租園愛

決要件である︒現時組図愛の源弱たる者が性交に存在するが

が人間を︑献曾を︑祁閲を︑深く明ちかに理解することが先

愛︑或は翠間謹術道徳宗教等一切の愛も︑其の満足と充賞と

と底れぱ花の愛︑物の愛乃至自己愛︑自家愛︑赴含愛︑世界

於て︑蘇際上巾心的に最も重大なろ愛は祁園の愛である︒何

此の義愛の心を以て判断する時︑愛に千種寓類がある中に

忠君愛国が第一義︒

起らぬ︒花の愛や物の愛は錘に暫らく措くが︑人間愛︑牡曾
愛︑園家愛は人間枇禽生活の絶封要件重大倫理であるから︑

は根本的大愛であり最も諏大なろ倫理であるのに︑此の心が

其の愛心が最も篤資深切で左ければならぬ︒其の篇には吾人

乏しきことは︑たとへ他の知識知能は有するとしても︑大本

は︑我が租図が物質的精紳的に︑合理化有力化して︑健全に
︶向上護展することが先決要件であるからである︒函家の組織

は墨げて数ふることが出来ない︒即ち愛の種類は千椛寓別で

頑固愛︑世界愛︑或は畢問︑葵術︑道徳︑宗教の愛等詳細に

愛の種類は従だ多く︑花の愛︑物の愛︑人間愛︑祇含愛︑

から︑即ち箪皇愛幽の大義愛心は︑健全なろ図災胤想の根本

は皇室であって︑此の皇室によりて統一されて居るのである

世界愛等を満足することを得んやだ︒而して我が旭図の中心

が弛緩し︑団蓮衰微すれば︑叉何ぞ自己愛︑自家愛︑耐曾愛

に封する大なる無知者は無理解者と断せざるを得ない︒

あるが︑此の千愛寓愛中に於て︑事理の腫備正邪︑大小岬垂

て︑最も亜大なる根本要件は︑忠君愛副の精榊の存在である

自他銅疎︑先後緩急等愛の慨仙的差別を正しく鉾別するもの

即ち此の精岬は日本岡民の鍵も重要なる大義心大愛心であ

が園家耽曾の成立と其の存績護展の馬に︑絶封的に必要にし

善美なる心であるが︑之れを整理し合理化秩序化し︑賞際生

的第一義であることは︑事理最も明瞭である︒換言すれば我

︑活に公正適切ならしむるものは義心である︒義は冷静巌湘な

る︒彼の現畔往灸見る如き一種の主義者か忠誇愛国を以て︑

は︑義心即ち遁徳的合理心である︒愛は本来自他一鰐の慶大

ろ理性である︒愛は結合一冊の生諦を篤さしむる所の温熱あ
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篤さ上るものがあるか︒叉何れの餌家か其の中心的理想鰐を

思想と断せざるを得ない︒見よ古今何れの民族が国家生活を

想と資現せんと欲するは︑根本的に不合理且つ有害なる罪悪

第一義となさ寸して︑直ちに閣際主義等非阻幽的なる献愈理

文物︑世界の大勢に雁接すぺきである︒古来儒仰を始め外来

化に貢献せねばならぬ︒要は自主的批判的熊度を以て外来の

吸牧同化して︑更に之れをＨ本的に再迭して︑以て世界の文

る︒Ｒ本団民は是等一切の新科畢遥斯技術︑新文化を適街に

文化は物質的にも締祁的にも世界を改造しつ入ある現状であ

せしめたろは一に此の目︑王的進取的態度によりてであった︒

文物を我れに同化し︑我が文化を蝶富にし︑我が国運を溌展

尊重せずして︑其の統一を保もち居る所があるか︒且つ剛際
は協同淵係あると共に激しく競争し居ることは︑眼前の事街

に永遠に溌展向上せしむる熊匪であって︑鼓に賃の忠君愛函

此の態度は我が歴史的結刷に合致し︑我が図家壮曾を円新的

であり︑且つ永久の事賞でもあらう︒此の明白なる事資と道
理を正脱認識せず︑演偲正邪を鉾へ歩︑自他親疎の秩序を正

の文化を雄に吸牧同化し︑世界の新大勢に刻為順雌すべく︑

の畷彩畢ぐる所以が存する︒夫れ此くの如く吾人は世界日新

しくせず︑着手の先後緩急を測らずして︑一種の抽象思想或
は一種の一方面的理論に陶辞して之れを直ちに簡隙の我が幽

随って園際主義も仙界︑莱義も之れを箪重すべきであるが︑古

家就脅に資行せんと企脚する如きは︑無思慮雌卒にして︑健
全左ろ溌展を害する罪悪行篇となることは事孤最も明白であ

往今来阿家生活が一切生活の大本であり︑中心であることが

であるから︑醤くして且つ日に新たなる生命である︺即ち此

第一義となし︑而して詞因に封する義と愛とを以て︑最も重

健全なる思想或は健全なる陶民生活は︑義愛を以て根本的

義愛の完成と圃民の墨擢

生命を失ひ亡国の迩命を自ら招くに至るであらう︒〃

ある︒若し此の自他本末を顛倒するときは︑是れ我が園家的

て︑吾人の賢際生活の根本的第一義となさｒろを得ないので

脅際の事賞である限り︑吾人日本圃民は忠君愛図の締祁藍以

るＰ
日新中正の大道

此くの如く忠君愛園の続祁ぱ健全以想の根本的第一義であ
るが︑世に或は之れを以て保守一偏の所訓右傾旭想なりと誤
解す﹂あ者があるかも知れぬが︑忠君愛図の精榊は︑我が国家

の精祁は歴史的であると共に日新的維取的であり︑所謂右傾

大なろ中心的義愛とするとと上来説き来つた通りである︒さ

耐含の根本要件であり︑建国以来一貫的に藩展活動し居る力

左傾に偏せざる中正の大通でめる︒今や薪科挙︑新技術︑新

を合理的に満足すべきである︒即ち事理の腫侭正邪︑大小鯉

切の人間愛を秩序的に蜜現し︑又皐問愛︑蕊術愛︑宗教愛等

軍黙となして︑以一ｉ一自己愛︑卿家愛︑肺含愛︑園除愛︑等一

れば吾人は此の君図に識する大義愛心を吾人の生活の中心的

墨悟を鰯さねばならぬ︒吾人が韮と愛を以て世に立ち事に方

透擁し︑我が忠蛙なる剛此の本分宜任を全うすぺく嵐華なる

心とを以て毅然として世に立︶っ羽に方り我が尊厳なる人格を

すると共に︑此の重大なる昨勢に於一﹂︑健全合理の義心と愛

る限り︑葱に尊厳還る人格的生活と剛家献曾に封する渥正な
る奉仕貢献を現はすことが川来る︒人生に於て縦も貴ふくき

成憂的享楽でもない︒而して人生此の最粥尊ふべき人格生活

あって︑富貴でもなく︑築響でもなく︑身命でもなく︑固より

ものは奪厳なる人格と図家祇曾に封する頁正なる奉仕貢献で

童︑自他親疎︑先後緩急を合理的︑事賓的に認識鉾別して︑

秩序的統一的に︑人生祇曾の諸要求を公正通常に城足し資
現することが人間の道義であり︑置正合理の博愛であり︑之
れが義愛の完成である︒而して其の中心的大本義は︑忠孝一

と陶家爪含的奉仕貢献の生活とを全うさぜるものは︑一に義

愛の精祁である︒されば義愛の糖祁とそは人生の最尊重すぺ

我が岡家組織価根本性質上忠孝一致の精祁道義・砿其の根本原

致の続榊である︒是れが日本遜徳の置髄である︒何となれば
理︑根本要件であるからである︒若し夫れ現下内外の炊勢よ

きものと榊せざるを得ない︒

古来八類の雁史は此の言の虞なることを裏書して居るがや

︒ご

り︑特に吾人の簸大開心を要する黙は︑内は我が画家的耽曾

の精紳溌揮を要求して居る︒

現在及び勝来の重大なる時運は益友切資に吾人に向って義愛

を合理的秩序ある無存共柴の祇曾たらしめ︑外は団際的正義
を尊重して︑我が団椛を振張し︑我が風光を世界に礎場する

切を献けて国難に殉すべきである︒︵つづく︶

際愈するととあれば︑八千寓の園民を翠げて身命を賭し︑一

る︒即ち岡蓮の磯衰典敗に鮒する如き︑非常重大なる剛難に

ば義勇公に奉ず局は吾人の大義心大愛心の光輝ある護露であ

義愛の大精祁を姉溌すべきこＬ言を待たない︒一日一緩急あれ

緊張せねばならぬが︑鍵時大罪に臨みては特に非常重大たる

義愛の精祁は吾人が常時不断に之れを護持存養して之れを

とと是れであって︑是れ皆忠孝を大本とし尊皇盤函を以て根

本義とすべきこと間より言ふを待たない︒吾人国民は是等現
下内外の要務に封して︑混筆一煙る大義愛心を溌揮すべき現炊
に立って居る︒

今や世相は日に月に激愛し︑批事交錯紛糾し︑思想ぱ混凱

這程と見る外は底い︒吾人は是等の事資と那勢と︽ャ正池静観

あるけれども︑之れぱ蓋し人生の進化誰展上避くべからさる

動揺し︑生活ぱ物質的に哨精祁的にも困難窮辿を加ふる肱に
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田

満蒙問題と
我等の蕊悟

日瀧蒙問題は今や剛際聯
矢盟の舞豪に持ち出されて
己月儀に百一って討議され︑

庵其の雑果は如何になり行

各蝋比の生命財産の維持も︑及東洋平和も︑

して叉祇界各剛の支那に於ける権益維持も

日本帝凹のこの流洲維持によって保洗れて

で︑各閏支那への利潅狸得といふ私利私慾

ＦＣＱ

の外そ恥が継木の標準はあⅧ神ないのであ

然るに此の自明の事溌韮僻せめのみか︑

るにそれが腫変の叫びであるか否かは︑今

承か託き・阿際平和︑剛際偏義恥云ふ︒然

恢界芥幽とも︑口悲揃へて人知正義の尊

反って我が閏との諸娠約や図際信義を無秘

ゐろのである︒

して︑支那が我の正義を諜畢を以て犯さん

ろ︒而して聯盟の再愈は如何なる場面を波

ものとも判定されぬ婚家を持たされてゐ

限り走忍ん龍︒而してこれ以上忍び能はざ

朋信義の穴め我世に我悩怨亜ね心忍ぷぺき

ないか︒否々は多年に束洋平和のため︑友

である︒彼等ば災に化者ではないか﹄一皮

反価の卿何なろちのなるか恥承知し得るの

縮称誌も

た︒即ち彼等の絶てば似面杢かむり︑看板と

岡の聯脱の右様でよく宕破することを得

ずろか︑役者は如何なる演技走見せるかは

るものがある︒それは猫り自身を謎ろの故

とれば︑私利私慾勝手なる腹黒き狐そのも

としたろ事に今庇の事件が蕊したものでは

世界各閏︑否吾々は時に其の日通しと待ち

でばない︒これは︑仙界人調の河一律放る

くか︒海のものとも山の

受けて居るものであるが︑記者が此の筆を

正義休持の求めに断然池たればならぬので

のであるではないか︒

窪の出し物が如何様のものであらうと︑吾

年我幽と同様に辛い経験恋右してゐろから

て認識不足である筈がない︒それは各自多

恢界各図か支那蝋の内詳に就ては︑決し

除名とか何とかと︑最後の切り・

溝日露の雨二大戦役恕初めとして︑多年に

猛は︑明論天皇御雄徳の一であって︑即ち

今更云ふ迄もない塀ながら︑瀧蒙の我擢

支那の味方となりて︑日本に岱らんとする

の罪件に就て︑祇界の聯盟各加盟閏総てが

同様である︒然るに︑十三劉一︑即ち今度

である︒叉今度の洲洲事鯉の起りに就ても

血さす﹁正義僻持﹂のそれである︒

かろ§へき信念と側標がある︒そればとりも

には如何なる威睡にも航す︒へくあまりに弧

思ふにそれは︑ｎ本の勢力を恐れてのこと

ことは災に慌しきことといばればならぬＵ

ある︒併し此の正義ル保持するために位︑

忍び得るだけ忍ぶ︒又

一鮎の蟻牲も御苑で

燕なき至公至誠なる常然のものである︒而

亘ろ箪告嵯牲の賜であって︑其庭に一鮎の

吾々は私利私慾とかいふ私のためには︑

東洋永遠の平和碓守のために︑我帝倒が閲

Ｊ走出して

近噸の勝報は心やれ粍沸封鎖とか︑聯盟

ぺき筈がなく︑一以て之を貫くものである︒

等の主張や畳悟には︑卿かも鍵ろ鹿のある

我が脚走威雁してゐるかにある︒併し吾々

剛際親善も︑四隣正義もｕ其の

のである︒これ︾卜よって︑不戦僚約も︑軍

心と如何に和通してゐろかを礎誌してゐる

取る時迄は﹁不幸にして未だ何等の勝報に

ある︒

論 時

波に接し得ざる悲遺憾とする︒面し其の舞
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身を碑号封にしても職は枢ぱならぬ︒それ

とて頑ともすることともならんか︒かくあ

愈々深き恐加へて行くの時︑教化界がそれ

著しく目立って︑教化の封象は愈七寅くり

に比例して力を致し得たかどうかは疑問で

るぺく図兵の畳悟を望んでやまぬ︒

あらう︒只十年一日の如き有様でばなかつ

昭和六年も今や暮れんとしてゐろ︒例年

となってゐろものに封してば︑教化の事業

昭和六年度の教化界

世に正義が厳として椛威ある光を保たずし

て︑如何にして世界人類が何によって行動
ないか︒私のために勝手なことが世に横行

のことながら︑今裁に来て︑歳月は人悲待

も難久雄である︒只吾々の目標ば勅語に賜

し得べき︒笈に人類根本の標準を失ふでは
し︑只よく没後に解決す今へきものは力のみ

求すの感を深くさせられろ︒同顧すれば一

夢雅歎くものではないが恩将来への準備に

吾々ば敢てこの年の維りに際して過去の

つつあることは一面誠に幸である︒錘済の

の鰹に︑侭リの教化者謹がボッノ︑自滅し

流感す︒而して本年度に於て︑経済の不況

ばりし﹁師表ノ徳化﹂に全力を致すぺきを

けれども多．年に亙る弊風︑大勢の赴く所

犬か︒

なりとならんか︑世界は暗夜そのものであ

年十二ケ月も黄に夢ま衣難である︒

柾界各図聯盟よ︑威雌すぺくは何物奄以

過去韮回顧するも亦無益ならざるを恩はざ

る︒

ても威睦すべし︑吾だの川的ば只﹁正義保

る率得ない・其虚で柳か過ぎし一ヶ年の教

ろ教化の力に負ふ所も紗くないと思ふので

不況も叉効ある哉である︒又これは不断な

い︒死ぬも生きるも只此の正義の求めのみ

化界を回顧すぺく禿錐を以てする次第であ

持﹂のみ︒何等恐れもしなければ愛更もな
である︒吾々は外交に上手下手も云伐ない

国民は一致圃結︑心と心を一にすぺ誉であ

い︒只勝っぺ身﹄ものは正義だからである︒

何なる事柔よりも︑其の活動なるものが日

味な然も不断なるものである心故に他の如

教化の事業は︑猫も興翠にして︑最も地

叉出版物に見るも︑二三年前迄盛況を極め

行の如き︑皆それの一の現はれであらう︒

ある︒弘安六百五十年祭︑山陽百年祭の畢

あるが︑図民の一部が虞に自分と云ふもの

る︒それは正義の保持の求めにである︒世

立ない︒叉華かに賑々しきことが必ずしも

て居我左翼物は途に振はずｂ博統を持つ日

ずつＯ

界人類を畢げて︑文化も︑財力も︑兵力も

教化の振興ではあり得ない︒教化の根本は

叉種々な解決の猫の小手先を弄す必要もな

問題ではない︒若し此の人類走律寸ろ根本

﹁師表の徳化﹂であるからである︒

れ等は無償値であるからである︒畳醒すべ

益しく︑それに伴って思想の動揺︑或は自

とば巾上げられない︒縄涛界の不況は愈々

けれども本年庇の教化は決して振興せり

本思想物が勢を得て来たこともその徴であ

に月ざめ来れる傾向のあることは誠に幸で

の正義が失はれるならばである︒その時そ

兎角徳義表へたかに見ゆろ世状に鑑か︑此

しｐ此の際幽民は正義保持の槻念に︒此叫

暴自棄的な顕雄蕪分等々といつ士風棚は︑

らう︒而して流蒙問題怨中心として国民の
愛幽的心慌の期せずして護露する等︑これ
やあれと械討し来れば︑一両本年度には幸
とすべき黙も亦少くない︒︑
の事の喚起ともならば︑浦蒙問題も肌な卿

銀 呼
０ケ
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︵園難来に魔する豊悟︶

○陰忍持久の秋

之が死地に入って生を得︑而して敵を倒すの秘訣なりとは︑

八﹄

剣士の教ふる所である︒我が日本の現状が正さにそれだ︒

○四面果して楚歌か

人はいふ日本は今や四面楚歌であると︑成程楚歌でもあら

う︒然し其の多くは掛藍のみである︒掛裟に恐れて萎縮して

はならぬ︒我に決死の畳悟さへ付いて届れば︑何時でも機を

見て動くことが出来る︒叉封手の怯むを見て善虚することも
℃︑︑ｂも︑ｂ
○○︑﹁︑℃も︑︑︑

智ある者は智を以一﹄︑力ある者は力を以て︑義勇奉公すぺ

侭亡ぶとさへある︒敵幽あり外患ありとして︑毅然として立

出永る︒唯だ臆病は禁物である︒古語にも︑敵幽外患左き蒜

ばならぬ︑即ち此の際一般圃民としては︑よく時局の推移に

動は深く之を戒めて︑他をして言を挟むの除地なからしめね

戦役にて手並は分って居る︑既に試験済である︒何ぞ自卑自

大弧刷の一に数へらる上大剛民である︒日清︑ｒ露︑日猫の

膳であってはならぬ︑小函民で居てはなら駒︒我図は今や五

ち︑悠然として騒がぬ所に︑緊張の鵬は械壷る︒要するに小

︑ｂ︑︲もこ

き閥難は辿って来た︑正しく志士奮起の秋である︒而も郷禦暴

心掩悟を以て壷時難に庭する陰忍持久の熊度を持さねばなら

注意し︑大なる謹按を背後より要路者に典へつ上︑非常の決

ての志士は剥藍握って起った︒然し軽堂しく慌て上之を抜き

陰忍持久此の語ほど今日にとって必要なるものはない︑﹃総

てもよい︒何ぞ況んや南京︑上海烏合の衆之を意とするに足

れば足れりである︑場合に依りては長躯して敵の本握を衝い

れは蝿悟の前である︒我が椛益擁護の篇に進んで彼ぞ駆逐す

屈すぺき︒若し夫れ目指す北浦の野に弧敵現ほる上とも︑そ

放してはならぬ︑抜けば玉散る日本魂書︑どこ主でも勇往遇進

らん︑所謂鎧袖一鯛︑頓首叩酬せしむることか川来る︒問題

ぬことであるＯ

発れて後ち巳むのであるが︑先づそれまでは迂淵には抜かぬ

しつ上ありと見て︑我が圃民は勇往遇推すべきのみである︑

０○℃︑︑︑℃℃︑℃

此庭に剣道の妙味がある︑唯だ機を見一；一動く︑野手がサッと

つるの時である︒悲槻は一切禁物である︒興図の莱運正に熱

はこれからである︒賃に今日は山雨到らんと欲して風極に浦

彼挺突く︑棄身にたって突く︑一死敵を擁さんと突き進齢︑

斬りか上って来た時である︑そこに間髪を容れず︑雁戦して
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此の礎悟︑此の用意さへあれば︑寓事は解決する︒
Ｏ自睡自待の糟紳

唯だ卿民の陰忍持久︑此の受悟の下にぱ︑先づ元気と持綾

原動力となったものである︒頓川陽の詩造見ても星巌︑松陰

の詩を稲じても︑隠約の棚に此の意気吟閃いて居る︒堂に雷

に尊王嬢夷家にのみ然りしものならん︒佐幕附則論者の間噂

鼓に大槻婆渓の言動寿一翠げて見よう︒彼は︒ヘルリ渡米のとき

それは言ふまでも底く自尊目侍り統帥である︒今一例として：

も︑布も奉公の志ある者は︑皆此の意誠緒岬の下に動いた︒︑

疾くも開園通商寿是なりとした論肴であった︑而して大垣藩

する必要上︑自尊自特の続洲を定めねばならぬことであ扇︒
あるを忘れて一二弧閏の鼻息とのみ窺ふ︑何事も彼等に追随

従来我蝿朝野の熊度はどうも之に反せる如くであった︒向己

の雨人が主宰で一日︵嘉永六年︶祁曾して詩鐘を附いたことが↑

ある︒共とき﹁侍レ吾有二以特一し之﹂↑の六字今〆韻とし磐渓は侍

の小原戦心は之に共鳴して︑共に親交を紬ぶに至ったが︑此

字を得たとて︑左の長詩話賊して居る︑和諜すれば左の如く・

することを惟れ競ふ︒どこに月主的外交があったか︑自剛的
の噸と苑かれざりし所以である︒卑屈︑枇倣︑退嬰の熊度や

本領があったか︑是れ即ち外交に退嬰の誹あり︑寓事に模倣
是等け質に自尊自侍の補紳ある春の屑しとせざる肺であり︑

である︒

の態度を改めてか上らねばならぬ︒臭来れば︑異に︑越来れ

逢侍む︒詞見ずや︑砲孝鋳︑船遼造る輝て間諜のみ︒織心

○Ｏ

あ
﹄いづ
鳴乎海防の策安くに在一電鹿と戦はんと欲して︑果して何

を失ふに雪ふ︒其の一敗の畔に鴬りて︑唯だ帥風之れ特む

本鰭を諭くも︑虚勢徒らに誇侍す︒之を黄吻鬼︑恨堂枯侍

難し︒今の気を負ふ者吾れ侍むに足らざるを知る︒口に日

三軍皆椅り特む︒否らざれぱ蒋椛軽くして︑舵令猫り侍私

しか

祁武殺さず︑亦侍むに堪へたり︒而も況んや戦陣に臨めば

を固むと謂ふ︒君明なれば︑臣は侍むあって聡明に︒而も

能く共の脚本を問むれば︑四錘の民懇し侍む︒何をか岡本︑

布も其の侍むくきを特めば︑侍むぺからざるを侍むなし︒

叉賞に之と正反劉の頴象である︒我等幽民は先づ第一に従来
ば趣にといふ風に︑恰も娼婦的態度を持して届たのは︑・我が

阿民今日蛮での態度でなかったか︑かくて例の日東男兇の面
目かある︑何ぞ自主猫立の固民たることを得べき︒
Ｏ古武士の敵懐心

此の獣になると︑昔の我が図民は筑迷糊順であったとはい
へ︑一図を脊負全し立てる武士には敵流の意気が十分であっ
た︒それが即ち尊王嬢夷の叫びとなり︑一鱒し一Ｌ尊王討幕と

たり︑再灘して開園新政となって︑遂に剛治維新を成就する
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︑℃ｂも︑℃℃︑ｂＪ
の外待むに足ろなし︒

ｂ℃Ｂ︑︑ＤｌＵＪ

て慨然邦家を成した所以である︑それが鰯に一昨府宋と往来

きⅧ自給自足して居たのである︒之が即ち東海の表に吃立し

とせねばなら砲亡とは勿論である︒元来我国は澱千年の久し

更に蔭忍持久といふ以上︑自給圃畢一郡一以て圃民生活の原則
℃℃℃℃ももり

の妙は︑北お結末の一句︑小原の誰競識心に因みて︑繊石心

流石に州蜘流者だけあって︑眼の着け所か高い︒而も運筆
以外︑此の際外冠防禦に役立つものはないと示した文字に存

して恥︑其の文物淀取り群れこそしたれ︑物資の如きは必ず

に縦乏して永楽銭を窟らし蹄つたり︑彼の倭遥Ｌ｜稲する海賊

しも彼の供給を仰がなかった︒たとひ一時室町幕府が︑鐘貨

して居る︒

か上る決心畳悟であったから︑彼は英伽の軍艦が我が琉球

一時の愛川であった︒維蝶氏以来近世徳川氏の幕政時代とな

が彼の物賓を掠め来たといふことがあったにしても︑それは

に来って︑同島を占擦セんとすろを叩き︑雌慨として︑篇に
れば左の如し︒

﹁擬二日本刀一歌﹂を作り︑以て其の意乗を示して居る︒和諜す

傑かに支那和蘭の雨図のみに瓶商を許し︑鴬に長崎の一口を

っては︑我は依然として自給自足に倣然邦家を成して︑た噂

す

沸蘭四︑英機蕊︑珊仙鯛ろ軒ぞ︒敢て鶏府し︑吾が琉球の

開・いて彼等に容したのみである︒而も脚内は衣食足り住家に

イギ︑叩グス

絶挽に在ると欺き︒速く磯腫に駕して来って雌低す︒任他

事峡く如きことばなかった︒かくて立派に自給向足して居た︶

にして十分畳悟さへ付いて居れば︑所謂昔日の簡撲生活に復

されば今後不幸にして仮令維鴻封鎖に逢ふとしてもや我図民

さもあらほあれ

して短兵接︷４るに鴬ってば︑彼の磁単をして提ぐるに退あ一

天砲天に燕き︑之を陸に引唾二準し一Ｌ鱗さん︒其の衝突

水に妓絞龍キー斬り陸・﹂は象犀︒何ぞ況んや狗脱︲腿蕊の輩を

や今は南は蕊湾あり︑南洋あり︑北は樺太南牛あり︑北海通

りさへすればよいのであって︑何等更に驚くに足ら喫況んい

らざらしめん︒汝日本刀の利︑寓姻に叩たるを聞かずや︒

蕊︑沸鮒西︒

の下に在る以上︑雑誉百端すれば︑此の際歎年を維持するに

あり︑更に西の方朝鮮の八通あり︑南漁地方も既に我が利権

やｃ頭断して其の隣を畷む藍待たじ︑咽何鰯る春ぞ︑英機
営年の武士には︑要するにか比る恢慨の気節があった︒是

〆

の︑どちらかといへば娯楽や享楽の方伽・に事従鉄管︑何だか

唯だ不足を訴へ不満に感ぜらる上りは︑所謂物質文明の中

何の不足する所があらうぞ︒

ぞ蜜に自尊︑侍の精祁であり︑篤に挺身して誰幽の鬼たるを
甘んじたものに外をらぬ︒
Ｏ自給自足に復れ

一般の獅測であらう︒然し我は此の上の領土的野心などは毛

頭ない︑た堂自己と守り︑進んで世界の平和駐確保し︑同時

岡を立てんとして居る︒それが油断がならぬとは彼等白人種

苦に比ぶれば︑今日我園開化の度は︑決して左ほどまでの苦

に一日も早く東洋諸国をして︑虞の文化に浴せしめんと希ふ

心細く淋しく恩はる上位のものであらう︒蓋し古人ばか入る

痛を団民に輿ふるものではない︒之を要するに大事の前の小

より外はない︒果して然らば彼等とて此の趣旨を了して我と

危急存亡の場合︑臥薪誉階すとさへいって届る︑臥薪誉膳の

持久の必要なる所以である︒

事であって︑間より歯牙にかくるに足らぬ︒それが即ち陰忍

かくすれば自然利益も其の間に均講し得らるるであらう︒而

共同して世界人類の進歩に貢献せぱ︑それでよいのである︑

偏狭嫉覗︑徒に我を敵覗し︑終に己れと自園を失ふに目尭め

して中華民国の如きは一層せれに相違ないのである︑然るを

ア︑恩へぱ時代の鍵韓ほど恐ろしいものはない︑禅て我園

の奮溌を要する︒︵昭和六︑二︑一︶

ざるは資に痛歎の極といはいばならぬ︒吾人図民は此際一段

Ｏ鎖国を張ふとは何事ぞ

へん気勢在示し︑遂に馬開淀襲ひ︑薩摩を劫かし︑更に堂堂

財界の第一人者を語る唖

の鎖幽をして講園たらしめん馬に︑遠く船を浮べて砲火相見

浦賀繊頭に紬嘘相接して乗込み来つた彼等欧米諸国は︑今
や之と反封に我図をして進取開園より退却して︑満韓を棄て

海外進出を拒み︑再び元の鎖園に師らしめんと要求して居
る︒又脊てはジパングーの黄金園を求めて︑速く進出し来て

る︒彼等は畢寛するに︑己が利慾追求の外何物もないのであ
見て貧剛弧兵の姿に驚いた外︑もう大抵搾り取った上は何等
用はない︑唯だそれが支那四百除州といふ大陸の利源を荒ら
すにどうも邪蝿に左るといふので︑一層厳しく此の園にのみ
醤らんとするのは︑どこまでも岡々しい了簡であるか判った
ものではない︒然し我は既に奮阿象ではない︒島園に眠らす
して朝鮮を足場とし︑進んで満洲を踏墓として︑更にノー雄

１１１

トを切った人達で︑大倉︑浅野︑村井︑森村滋どしｃ言った如

か︑高商などを卒業して︑サーフリーマンとしＴ財界にスター

今の財界に名を馳せてゐる多数の賃業家は︑大部分が大畢

藤原楚水

ｌ山下霧三郎氏Ｉ
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きタイプの人はまことに少ない︒その中で山下氏の如きは最

はない︑しかし一種の天才的な商才をもった人で︑ナカノ︑

身に籍を置いたことがあるとは言ふが︑畢問は左粍ある人で

氏は蚕に自分の部下として雇った人を使ふととに妙を得て

の努力家だ︒その長所はいるノ︲１あるが︑第一にドンな人で

ゐるのみならず︑川蝶︑伊藤などの政治家に取り入り︑之に

も使ひコナして行く︑人を使ふととの名人である黙だ︒

日露戦役にぶつかって一躍百寓長者となり︑その後又事業に

接近して何かと便宜を得たことは有名であるが︑川中義一︑

の先輩今西林三郎氏の後抜で横演で石炭店を始め︑その後ま

四五十寓圃の借金を脊負ひ︑一時は進退谷つたが︑その雌闘も

管に直梓川接に貢献するところが多い︒即ち或意味に於ては

床次竹二郎︑伊東巳代治︑後藤新平の諸氏と幽親しく交際し

是等の人達をも自己の蕊総中のものとして利用してゐる︒こ

今の政府筋の人にも懇意な人が多く︑これが又氏の事業の経

懐工合もよくなり︑この一畢に大成金にならうといふ野心を

なってゐたが︑この戦争で船慨も運賃も暴騰したので︑自然
起して︑船の買約藍する︑それが出来あがる頃には又暴騰し

るＯ

れなども人を使ふことが如何に巧みであるかといふ一例であ

氏の老では︑自分は智悪がない︑そこで人の晴悪を借りる

必要がある︒人の智恵を借りるにはこれと懇意にならねばな

とにつとめる︒又自分には人を惹きつける智識も︑畢問も︑

らぬといふので︑日曜などには先輩や︑有力者を訪問するこ

のがなくてははらぬと言って︑松下軍治氏の死後︑同人の小

徳もないから︑人から来て賃ふには︑何か人溌惹きつけるも

物とした︒氏の書議骨董の道楽は︑自己の趣味でなく︑全く

いてこれを以て州牒公始め︑先輩︑有力家と懇親を結ぶ仲介

田原の別荘を買ひ取ってそこに名謡や︑珍寄なる骨董類を置

緊資に事業を経管し︑今日でも我団に於ける祇外船主の随一

山下氏は中畢を出た後︑日本大畢か︑法政大望あたりの前

一一

イと言はねばならぬ︒

で︑世界を跨にかけて活躍してゐるのは︑何と言ってもヱラ

営継誉は困難となったが︑他の船成金の渡落したのと迷って

山下氏の事業もその後財界の不振に伴って打撃を受けや相

稲せらる上に至った︒

に三千寓側近い利益を翠げ︑一時その財産は八千繭回を以て

五年︑六年︑七年の耶業は順調に行って至碓の頃は︑一ヶ年

てゐるので︑他に城に喪して一畢に数百晦凹の金を儲け︑大正

辛じて切抜け︑欧洲戦争の頃までには五六股の船を持つ程と

失敗して︑折角石炭や船で儲けた金を吐き出して︑反封に百

た喜佐方丸外二三隈の船を持って海運業をやづてゐるうちに

も異彩を放った資業家で︑最初から含砥などに入らす︑同郷

、

他にその目的が存してゐたので︑ドコまでも商賓﹄﹄徹底して

席主義で︑ドコに行っても末席に坐るといふ流儀で︑金もか

上らず︑他人をよろこばせることが出来る︒官吏などである

と︑席順などもやかましくいふ必要があらうが︑資業家ば位

いといふのがその主義であるらしい︒そしてこれが又氏が人

や︑勲等などはどうでもよい︑従って席順など幸ふ必要はな

しかし︑氏は先輩や︑有力者を自己の金儲けの篇めに利用

ゐる黙が他人と異るところである︒

するばかりであるかといふと決してさうでない︒親分肌で非

あれば新らしいものもある︒此庭で考へなければ近らないと

ことは詔ふまでもないが︑其の教へにも亦種堂で醤きものも

も図家国民の上に適切であり︑有効なものでなければならぬ

一鵠﹁教へ﹂といふものには種盈ある︒而して﹁教﹂へは何れ

其の教遼以て感化すべき者の人格である︒

く教化をなすべき根本と蔵ろ目標の﹁教﹂へであり︑その二は

は二つの不可縦の要素があると恩ふ︒その一つは云ふ迄もな

るからには又手段方法も必要である︒けれども教化の事業に

教化といふととも勿論精祁上の一の事業である︒事業であ

一記者

一一教化の事業とは一

珍らしく特色のある人である︒

物の槻方なども頗る鋭く徹底してゐあ︑兎も角財界人として

観を有し︑畢者や︑智恵者の言ひ得ない猫特の意見を吐き︑

野人で︑茶目莱分の可なり多い人であるが︑徹底した人生

に愛さる上所以の一つかと思ふ︒

常に親切なところがあり︑先輩や︑友人或は部下などの死後
その遺族の面倒淀見てやることなどは資に至れり素せりで︑
その親切なことは想像以上である︒
一一一

氏は先年海軍に百寓圃を献納したのを始めとして︑公私の
御用金には恩ひ切った筆寄附を魚す︒又子供の良否は母親の感

化に負ふところが多いといふので︑大に女子教育の大切なる

を感じ︑母の出生地である愛媛螺の三瓶町と︑郷里吉川町と
に私費を投じて高等女畢佼を創立してゐる友ど︑特筆すぺき
ことが多い︒

氏は上下を通じ︑非常に交際の炭い人であるが︑就中︑松
方宰次郎︑金子直吉︑冬務錐吉︑禰津桃介︑先輩では稚溌子
爵など︑財界方面の有力春と親交がある︒平素︑祁戸と東京
間を往来し︑時に印度︑南洋方面までも観察に出かけるなど
忙しい間にも︑日曜︑祭日には先輩友人を訪問すると云ふや
うに眼まぐろしい程多忙な生活をして︑そのマメな黙では財
く顔を出し︑自分にも叉客をすることが好きだが︑いつも末

界でも一寸類がないと言はれる程で︑アチコチの宴曾にもよ

夕
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とは︑新菖何れを探るぺきかである︒恩ふに新時代には新ら力とはならない︒其の教へが力となるには︑それが或る人格

がいふことで︑確に一間の理がある︒されば新しい教へを探で申せば﹁人は泥棒すべからず﹂といふことは正しい︒併し

しい教訓をとて︑教訓も時代と共にあらねばならぬとは誰もを通して出て初めて相手の感情と動かし力となる︒卑近な例

ぺきものもなく︑叉それによって資際に団家幽民を教化指導得ない︒随ってそれは決して力とはなり得ない︒斯の如く縞

用すべきであるかといふに︑新らしいものはまだ根底と稲すそれを泥棒から聞いたとすれば決して相手の感情へ浸み込み

の指導精祁とすることは多少の危険を伴ふことを誤期し遊けして教化の指導精祁とは蔵り得ないことになる︒此虚で老へ

して来た歴史や効果といふものもない︒故に之をのみ歌化てが然りである︒されば人格を通さない教訓といふものは沢

ればならない︒故に根本指導精祁とすることは多少の危険をなければならぬことは︑教化の事業であり手段である︒︑

逃れず︑不適切であるといふべきである︒さらばどうしても一鰐他の企業方面でいへば︑指導精祁の歴史も︑其の局の

教化の根底をなす指導精祁は古きものであって︑過去に幾多人の人格を通じての締祁の力といふととも必歩しも絶封の像

の賞際的試練を維来り︑而して図家醐民を有効に指導せるも件ではない︒それよりかも経済を中心として営局の人格︑其

のでなくてはならぬ︒その確賞性を持たねばならぬ︒而しての精抑主義手腕の問題である︒故に事業が護展し︑共鳴者を

の根底を渡展成長さするの新しさでなくてはならぬ︒経済を中心骨子とすることに起因する︒

時代と共に新しからんとするには︑古きを根底として︑唯そ多からしめ︑信用を増し︑成績を肇げるといふととも︑総て

次に其の教へと以て他を教化する場合に要する人格である
然るに之が教化の事になると︑多数の共鳴者を有するとか
が︑其の教へを作られたる人の人格が勿論立派である上には経済的基疑を有するとか︑種為左仕事をするとかいって︑そ

其の腰史を必要とする︒即ち歴史のみがよく其の償値を決定れが成績が蕊って居ても︑只それだけで教化事業として立派

するものであって︑一時的擬似非人格は正しく歴史は之を清であるとはいばれない︒勿論多数の勢力も︑経済も︑仕事の

算する︒更にそれと共に︑之が教へを継いで教化にあたるも成績も︑何れも手段として激化に必要ではある︒けれども前

への影響は第一に理論的に正しかるべきことを以てする︒けその歴史とを無硯しては︑其等は企業曾吐と何等撰ぶ所はな

のも亦人格を以てして人格で感化して行くべきである︒人間述の如く︑指導糖祁の確賞性と︑それを通ずる人格の問題と

れども理論的に教訓が正しいといっても︑それだけでは未だく蔵ろのである︒敷化の成績は︑・経済よりも︑蔀錐よりも︑︾

多人数の問題よりも︑闘家岡民の指導精祁が人格を通じて働
きかけた信念の力それに主さるものはない︒否１﹂の力を養成
するととそれが教化の目的なのである︒

多人数の者を有する勢力は何のための勢力か︑経済基礎は
何のための基礎か︑事業も何のための事業か︑吾掩は企業的
標準でなくして︑教化の標準によりて稔討しなければ左らぬ

而し一Ｌ之が債値を愈為決定づげろには︑永き歴史を必要とす

る︒唯一時の現代をのみ以てしては︑如何なる不浮事を勝来

に見ないとも限らぬからである︒然るに現代は教化の事業と

ことは︑第一の目的であつ犬︒

度の旋行に於いて︑白虎隊の墓走一鯉品する

れは甚だ遺憾であって︑教化の賃を完ふする上に寒心に堪へ

企業的事業とを随別する標準が頗る混同され勝ちである︒そ
左いととである︒

繁田武平

九月二十日︑喜多方町の商業的知人︑殊

に思想的に共鳴して居る熱心家︑山中善之

助君の案内でｂ飯盛山を訪紅た︒山上には

歌を奏して居ろ︒あたら藷の花を職座に散

図の白虎隊の半蹟に感激して︑覚読の酔韮

らした︑烈士十九人の英蝿を安らかに祁つ

而影雅存し︑扱々たる松簸はｂ長しへの悼
うすろ伊閏にも扶枕し涌養すべきものだと

れ古墳は︑累之として一列に並らぴ︑墓碑

巌島祁祁が祁られ︑白虎隊自匁の松も昔の

いふ意味が述べてある﹂とて老子脚か︑其

毎に氏名が刻まれてある︒その前なる石造

寄せたものだが︑あの忠勇義烈なる精祁は

ムッソリーニ寄贈の石碑を見る

含津飯盛山といへぱ︑白虎隊のことが通
に念頭に浮び出づろ︒私は今秋北越より鋸

の印刷物に註聯悲加へながら︑期誠的に説

永くⅡ本か維持すると同時に︑図術を同じ

き示された事は︑私の臓裡に深く刻まれて

の香花壇には︑香輝濠毎として絶ゆろ時が

越線に乗じて︑命津若津の落跡悲訪づろ上

侭邸悲訪れた折︑子僻は一片の印刷物を示

ある

に誇るべきものだ︒その熱血首机が︑我が

の活動あなす§その元気と勢力とは魁価界

浮と無類力と走排し︑剛健に藩没に剛家的

相は伊太利の黒シャツ蕪の首領として耐軽

世人の偏く知悉する所である︒されば此の

られたといふ率は︑新川紙等で博へられて

って︑飯盛山に建て︑追慕紫仰の持乃寄せ

其の後ムッソリーニ首相が遥々石碑走迭

られ︑なか？〜立派なものだ︒下部に洋丈

丈ばかり︑上部には溝が翼を擬げた像が飾

つ犬︒ムッソリーニ寄贈の石碑は︑高さ二

ない︒私は稽首して心から各霊の冥而を耐

位君走迩じて余に透られたものだがも同首

数年前のことであつ赤・飛鳥山の涯深子
され︑﹁是はムッソリーニ首相より︑態々下

機走得たのである︒

×
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の銘が刻まれてある︒白虎隊の忠烈はｃ含

慾輔直下にて︑忽ち鳥羽伏見となり︑再郷

嗣の護術に充てられ︑職場に立つことを許

士中・寄合︒足軽の別があり︑是は主として

されなかつれ︒彼等は脚肉の嘆に堪へす︑

身分の差に依ったもので．士中向虎隊は世

となり心恭順の誠意は天聴に達せず通雲苑

の許走得たのである︒是に於いて︑彼等は

幾汝ぴか戦陣の恋岡を懇願して︑漸く従軍

の念錘に依って︑昨日の亜臣ば今日の賊臣

の訴願は中川に阻まれて遂に通せず︑己む

欣喜徒躍︑恋職殊功悲誓って起った︒之を送

して討幕となり︑三概して討脅となる︑そ

私は術僻心偲び心低回して去る事韮忘れ

なく叢鯛たる孤城に大軍を引き受け︑悪戦

る父母兄姉達も︑古スパルタ人が出陣に臨

津や日本の光華ではなく︑愛に閏際的の紡

衣︒抑々含津の地は幕勝の重藩で︑是に依

訴の書二十通の多きに及んだが︑東征大綿

苦闘韮除儀なくするに至つ衣のだ︒哀願愁

×

って東北の諸大名韮制御し汝︒家淡の女婿

へてｂその行怨批にし士︒紅顔に波ろ決死

んで︑悲批の語を雌したと同様な激卿韮加

美となったのである︒

蒲生秀行が愈津六十蕊石を領してより︑加

督府に達したものは只一通に過ぎず︑それ

の畳悟は︑霜雪に総ぶ紅梅にも管へよう力

藤嘉明ル経て︑秀忠の第三子保科正之が藩

の笑弧悲以って修羅の巷に向った︒馬上の

美の極壮の極懐椀絶であつ赤︒彼等は瀧足

すら昨機を失したろ事批に想到すれば︑曾

攻繋軍に抗して戦ったまでだ・されば皮机

藩主態前後に護りつ当威風堂々隊伍訓々

津藩は錦旗に封して弧向う犬ものでなく︑

爾来二百年正之の子孫はよくその迩訓走奉

正樹なる防禦に︑大和魂の糖華悲褒揚した

なろ順逆諭を以って云蛎すぺきではない・

の織川を設けて︑術武の粘紳を鼓舞した︒

して︑意を文武の教育に注い龍︑その成果

主となるに及び︑其の家訓に﹃武備不可怠﹄

は鶴ケ城下血戦の際に現ばれ︑勇武鬼祁奄

稲瀧村Ｐ到る時飛報があった﹁戸ノロ原の

血戦危機に迫る故急援走乞ふ﹂と︑乃ち士

ものと稲すぺきである︒

泣かしむろの概があった︒若し夫れ表面的

協和走謀り．畏くも孝明天皇の殊遇悲辱う

となり︑朝廷と幕府との間に立って︑機宜

鞭難なる秋に際し︑擢でられて京都守護職

いた事になる︒併し藩主松平容保は︑四歩

士もので︑玄武隊の五十歳以上なるに封し

分れたが︑是の隊別は主として年齢に依つ

め我︒軍は白虎ｏ朱雀︒青龍︒玄武の各隊に

備韮堅くして︑孤城起死守するの畳悟韮定

境より肉迫するに及んで︑倉津藩は愈々防

陳謝恭順の謀願が容れらず︑攻撃軍が四

きに至つれ︒白虎隊士も且つ職び且つ退い

ない︒防禦軍逢に利あらず︑退却の己むな

中白虎隊二恭隊が之に向つ衣﹁其の覗慶唯

し︑痕翰延賜はつた事は︑一再にして止ま

に例験し︑創戦凧峨の鐸天地膜識き︑黒姻

て飯盛山に握った︒時方に攻防雨軍は城下

Ｘ

らなかった︒その御親任の厚かったことは

て︑ロ虎隊は十六歳から十七歳の少年延以

の史蝿を以てすれば︑天朝に封して弓悲引

元淵元年二月八側の夜︑密勅にて優誰悲賜

って組織しれものである︒白虎隊の中にも

の修羅場か現出したが︑衆寡は敵す．へくも

き︑砧岬雲と散じ弾丸雨と飛び︑屍山血河

戊辰八月二十三日の沸暁から激戦の幕が開

はった一事のみで明らか龍︒然るに時勢の

一
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二人掴老齢めとし︑同志の端女二十銭名を

の中走物ともせず︑溢横に馳駆して敵兵を

込んで︑湯川の岸に沼うて進み︑砧畑弾雨

てゐろ︒大蕊に呼ぷこと数次にして漸く眼

だ落ちぬこと走教へて勘まし︑介抱して下

一園として︑緑の黒髪をプッッリ釣り︑

覗し︑相顧みて等しく叫んだ︒﹁鴫呼寓事休

り︑後醤蕊の力に依って命の緒走繋ぎ留む

の胸走貰い衣︒女史は起っぺからざる韮知

悩まし求︒時に銃丸が飛び卒って中野女史

雄際ろを見求︒そこで向匁の故主問ふと︑

す︒鶴ヶ城蒋に隅らんとして居ろ︒君公は

ろことが出来衣︒是は飯沼貞吉氏にて︑後

り︑妹韮顧みて首を一耽らしめ犬︒妹は泣い

款燭阿塾に鵠リ︑五頭の域犠徴か程其の間

城と運命芯共にし︑父兄は君公に殉ずろで

名走貞雄走改め︑鴻信省に仕へ︑正五位馳

白の鉢巻に義経袴起芽ち︑薙刀を小脇に掻

あらう︒我等も亦一死難に殉じて臣節心量

四等に叙せられた︒是は生きんと欲して生

てその命に従ひ︑之絶小袖に包んで逃れ︑

﹁君公に殉じたのだ﹂といふ︺乃ち城は未

うすろあろのみだ﹂と︑散ろ起惜まい大和

寺﹄たのでばない︒天は此の一人韮存して富

に隠見して居ろ︒衆之の悲惨なろ光景心鰍

ケ城老拝し︑肌押しぬいて自匁起逢げた︒

と︑柄に酔世の歌がめった﹃武夫の猛き心

法界寺に葬つ菰︒その執ろ所の薙刀か見る

魂一念銭に到れば何ぞ涛曙すぺき︑遥に鶴

めんとの深意であらう︒

畔の壮烈を博へ︑且つ英禦の冥祁走修せし

出八郎の録は︑難走飯盛山に避けて居つ犬

居たのはきもあるぺき事である︒偶藩士印

如何なる忠死を途げたか﹂と各々痛心して

聞き衣かつ士︒﹁如何なる勇戦を芯し犬か

所であつれが︑各家庭にては其の後消息走

同より生還韮期せず︑叉生迎を期せざる

出て聞かなかった︒黒

津軍は急迫の極

愈々危急を告ぐろに及んでは︑出陣を願ひ

方に或は病傷者の看謹に力走霊して居たが

しめ︑自分等は後方勤護として︑或は炊事

の父其の夫及其の子走蹴まして戦線に起丈

ぎる事である︒職争が起るや︑婦女子は其

る︒こＬに娘子軍の活動あることは横無す

既に紅顔の少年隊にして殉難の忠節があ

記して之走吊った︒外に祁島蝶抑沼郡長の

其の勇烈に感じ︑碑悲起て﹃小竹の墓﹄と

講せられろ︒事が定って後官軍︵越後の人︶

毎夜居合抜走練磨すること千回に及ん旗と

沈毅なる性情韮宿し︑薙刀及武技走塁ぴ︑

に巧に叉書韮能くしな◎花の如き容姿に︑

中野平内の長女である︒幼より聴敏︑和歌

色なからしむろものであるｃ女史は勘定役

︑﹄○

風悲み口憂へて．鬼美鰍々犬ろものがあつ

が︑山上に壮烈なろ職残者ありと聞いて︑

婦女子まで韮職線に馳り出し士とあってば

７

直に馳せて現場に到るとじこは如何︐流血

撰文にかＬろ︑﹃中野竹子之碑﹄がある︒

も﹂と︑其の拙烈は堂々犬ろ男子聯して敵

にくらぶれば敷にも入らぬ我が身ながら

山走染めｎ死屍累々正覗に堪へぬ光景であ

後世の名折れだ﹂と言って退けられたが︑

×

る︒我が子もその中にあるかと諦澗するや

斯かる言葉に屈従して止むものではなかつ

×

あけに染みて未だ死に切れぬ少年恥認め

求︒烈姉中野こう子︵年四十四歳︶はその

白虎隊の殉難は含津藩士の代表︑中野竹

×

菰︒五寄って其の鉦を接すると急所を外れ

る見た碑石の贈寄ニーリソツ▲
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子の勇烈は曾津婦人の代表江︒こ上に含津

さ︑筆端猫腫きあ感するのである︒

臣子の道走誘き︑第二は兄弟の友愛︑第三

勇武にして︑忠魂義脂に富める一斑韮紹介

以上池ぷろ所のものは︑命津藩士の批烈

私述べてある︒斯の如く忠信少孝悌︒篤寅の

には朋友の信義︑第六には祁互扶助のこと

には一家の和合︑第四には一族の親睦︑第五

母︶一族がある︒頼母の妻千亜子は戦利あ

三綱を以って︑人栴の涌菱に力起注ぎ︐一

×

らず落城近しと聞いて︑先づ衣服を改め姑

し衣に過ぎぬ︒若し委しく之な陳ぷろなれ

然として起り︑以って武圭道の締華を溌揮

方は武を誰ｃ丈を弘めたろが故に︑士風勃

藩士家の代表となすべきものに︑西郷︵顔

の室に至りて別を告げ︑自室にかへりて義

いて吾人は︑烈士の節義に感歎すると共に

ば︑正に一の書冊奄成すであらう︒是に於

するに至ったのである︒震にⅡ新館こそ．

妹四人子二人と共に水盃老畢げ︑酢世の歌

此の士風を起し粒ろ原因を計するの必要を

忠魂義膳の祷藍であり︑簿型であったので

芯残してから︑懐剣を抜いて九歳なる長女
走引寄せｂ一刀の下に其の胸走扶つ衣︒次

痛感するのであるｐ

歳なる嬰兇が排にあり︑之妬も刺きうとし

戒めて︑同じく一刺の下に之走擁した︒二

れば泣いて笑を残してばなりませぬぞ﹂と

膝走撰して︑・一藩の規法老なした如きは︑

文を起し武を勘まし衣︒自から家訓十五ヶ

の振作韮謀り︑名節を筒ぴ信義態重んじ︑

して︑力を教育と産業とに川ひ︑殊に迩徳

命津の藩祁保科正之は︑竪肌なろ英主に

腕とし軌とする価値があると恩ふのであ

す事黄に想到すれば︑日新館の教育は大に

猶義に外れ祁剛走忘ろＬ如き︑異端者走出

今日の教育が動もすれば知育の一方に傾き

女の泣く韮すかして︑﹁そちも武士の子であ

て抱き繋ぐろと︑無心の赤子は一一コｊ︑と

・も理である︒今伽ケ城の東南小田山の麓な

絶なろ光景ル見て︑詑然自失したといふの

た︒攻撃軍が西郷邸内に入り︑此の悲絶惨

十一人悉く向匁して批烈なろ溌後起途げ

族老幼の別なく︑親戚の者まで走加へてこ

て匁に伏し衣のである︒之走手本に一家一

自からは懐創恥逆手に持ち換へ︑咽走突い

下しか胞衣が︑恩ひ直して死出の族に誘ひ

事へて力を霊し孝逝の行ある者﹄と記して

身は親の枝也意に先立志韮受け能く父母に

ル示したもので︑その第一に﹁親に身の本

月に制定し衣﹃六行﹄は日新館教育の大綱

に︑充分なる原動力であった︒天明八年八

美成走謀った如きは︑藩の士風悲作輿する

自から日新館麺子訓を著して︑忠臣孝子の

てｂ子弟の教育に就き一層の注意走沸ひ︑

津藩五代の主となるや︑滞池の迩訓に韮い

槌に之が本源である︒正之の曾孫容碩が含

のは何ぞ︒

大なろ危機だ︒此の秋に常って頼むぺきも

生命線まで悲傷けようとして居ろ︒資に重

偏頗ある傑攻を設け︑我が閏の正義韮歴し

を以って事件を正覗せす︑色眼鏡を以って

大なる脅威零感じ︑国際聯盟は認識の不足

今や満蒙の権益は︑隣圃の不信に依って

ず︒○

上機縦であった︒流石の女丈夫も一時手を

る善就寺には此の一族二十一人の墓があっ

られ誰時Ｕ﹁函家奉公の意気に燃ゆろ我がか

ムッソリーニ首猟がｂ営て兇漢に狙撃せ

×

て︑幽魂奄祁って居るが︑此の事を記すに

ー
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ことは出来ぬ︒古来偉人傑士死生の川を往

たゞ是ば軍なる一場の大言とのみ麺過すろ

らだだ︒諏丸などが中ろものか﹂と豪語し

の男子は十一年︑七十歳の男子は七年

五年︑五十歳の男子は二十年︑六十歳

除命は三十二年︑四十歳の男子は二十

一の長毒者多き図である︒其の原因は

とである︒彼のブルガリア函は世界第

その制止法としては乳酸菌を用ひるこ

大腸菌の繁殖を制止することである︒

く刻糞と西山に傾き︑六十︑七十とな

途に溌見するに至らすに幽界に去って

大腸菌撲滅剛を蕊見せんと研究したが

である︒而して氏はヨーグルド以上ぬ

ルドを飲朋して大腸菌を駆逐するから

彼の幽民が好んで酸性牛乳即ちヨーグ

りては除命の装だ乏しきを嘆ぜざるを
○

其の後若返り法が東西畢者によって

しまった︒

得ない︒

四十歳後の寿命は午後の太陽と同じ

約二年とある︒

八十歳の男子は三年︑九十歳の男子は

か貫徹した︒此の事変は︑意気旺なれば︑

来し︑九死に一生を得て︑よく其の大目的
柵難側から退くことか語るものである︒さ
の振作だ︒この士裁は濁り軍人に限るので

れば園今日我が図民の要望するものは︑士裁

はない︒恰も御沌の一藩が老幼婦女の別な
く︐心を一にして臣節を全うした如く︑畢
図一致して外侮を防ぎ︑国威幽光の顛揚に

研究され︒シュタイナッハ氏の外科的

此は於て幾多の不老若返り法が講ぜ

られる︒メニチコフ氏は人をして老衰

識さればならぬ︒﹃起てよ図雌守れ満洲﹄こ

いつのまにか忘れられ︑次で畢丸移植

輸精管結紫法が一時枇界を賑はしたが

の標語怨念頭に刻んで︑相共に士気の振作

せしめ之を死に導くものは寄生菌の代

法や︑畢丸エキス使則なども唱へら恥

謝毒によるものとし︑其の寄生菌を大

腸菌とした︒誇左としては長き大腸を

を謀り︑以って正義を主張し樫益を撰護す

有する噸乳動物が早く死し︑短き大腸

士の若返り法も博士の死と共に消え去

たが︑一般に認められず︑我国の榊博

の一例にカナリヤ鳥は約二十五年も生

が頻りに出てゐる︒併し之も幾何の効

更に日堂の新聞鹿告に若返りの薬物

果あるや︑中には一時的昂奮割たるに

過ぎずして︑之を剛ひしが篇め却て身

のを見ても分るであらう︒

故にメチニコフ氏の長誇法は︑この

は長くも六年の生を保つに過ぎない︒

きてゐるに︑殆ど之と同じ大いさの鼠

ったのである︒

を有する鳥類が長命するでないか︒其

るが肝要と信ずるのである︒︵昭和六︑一
一︑五日記︶

一一養生偶話一一

江幡辰三郎

○︐
統計に擦れば︑三十歳の男子の平均
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鵠の老衰を早めるといはれるものがあ

ど除謹なしと謂つてよからう︒

に指を屈する︒

無病長命の術諺鳥獣にならふに若く

とある︒支那流の誇大としても︑長涛

なってゐて少しも老衰してゐなかった

とある︒段の末に己に七百六十七歳に

彰岨︑姓は錘︑緯は鋒︑帝順環の孫

方術の士思念を霞外に凝らすも︑仙

はなかるぺし︑鳥獣は飢えて食し飽い

桃源遺事に

術遂に人間に聡なく︑東海波高うして

てやむ毎欲護して淫し︑慾おさまりて

るＯ

蓬莱探薬の徐祁再び還らすの憾みなき

止むとみえたり︑誠にことはり至極の

着たりしことば疑なかったであらう︒

にあらずである︒

とある︒自然的養生法である︒不老

謡がある︒水晶を溶かしだやうか渓流

千尺と赦り立った矯陰に揃酒な草し

段王が臣下の采女を造はして延年長

科皐の力及ばず︑薬物亦共の効なし

長詳は自然的生活をなすにありと最近

事なり︒

とすれば︑東洋古来の養生法が不老長

頻りに説く畢考がある︒古今時を隔て

○

誇をどう説いてゐるか︑二三を列畢し

が涯淫と流れて行く︑其の渚汀には悪

得方を尋忽られ︑﹃何事も少し／︑と

ある︒後水尾天皇に召されて長毒の心

江村専粛は百歳の長毒を保った人で

る︒睡鹿が可愛らしい角を仰けて主客

枝高く巣くうて千年の鶴が棲んでゐ

年の蝿が遊んでゐる︒岩の上には松が

寿の法を問せな︒

て見る︒

上も道理は一つである︒

一︑昨日の非︑恨悔す可からず

杉田玄白の養生七不可に
こ︑明日の是︑慮念す可からす

今しも鍾気を含んだ爽かな風が二人

である︒

に鋸ってゐる︒主客とは彰組と釆友と

の話を謹聴してゐるかのやうに︑庭前

申事を相守り候﹄と答へられたとあ

るととでさて資行は容易でないとす

寡欲少食と長毒とは何人も知ってゐ

る︒

三︑飲と食と度を過す可からず
四︑正しき物にあらざれば荷も食ふ
可からず
五︑事無き時に薬を服す可からす

る︒

の襟元を極く撫でるやうに吹き過ぎ

彰岨﹃元来人間は方術を知らなくて

る○

最後に彰岨の長央法を蕊げる︒

も︑よく気淀養へば百二十戯までは

らず

六︑壮賛たるに嘘りて房を過す可か
七︑動作を勤め安を好む可からず

支那では長毒者の代表として︑彰池

○

養生法としては一々肯緊に中り︑殆

錘

生 養
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これが長毒の虎の巻である︒これを

か﹄

釆女﹃その傷るとにどんなことです

た瞥傷ろなきのみである﹄

にたることが出来る︒道とは何ぞ︑

百八十歳︑更にこの理を霊せば不死

ものは二百四十歳︑更に倍加して四

のは傷るからじゃ︒少しく道を暁る

生きられる筈じゃ︑それが出来ない

から長涛の法はよく衆傷の事を避け

人を傷るものは其の数賞に多い︒だ

傷り︑陰陽の不順なるも人を傷り︑

る︒汲盈として慾理の多いのも人を

念怒して永く解けないものは人を傷

哀も人を偽り︑害梁して度を過ごし

精祁を過努すれば人を傷り︑憂喜悲

養ふととが川来る︒

して中庸を失はいやうにすれば毒を

て心を導くことになる︒これを掛酌

楽や美術を愛好するは耳目を焼ばせ

所で祁秘でも何でもない︒た壁之を賞

事を避けよとかば普通養生法の訓ふる

との自然の大法に則れとか︑衆傷の

る︒

ったので︑この術を秘さうとしたとあ

復命した︒王はこれを試みて蚊馳があ

以上彰岨の教を受けて采女は段王に

寓祁自ら逝くことになる︒

川来る︒これに反すれば身鵠枯惇して

て形を煉り︑寓神其の嵐を守ることが

ある試

行するには銘掩感得し鵠得するの要が

○

ことは川来ぬ釆女は一膝乗り出して答

聞きもらしてば折角の使命を全うする

て陰陽の理に通することである﹄

失はいやうにすれば身鰐と傷らぬ︒

人はよくこの自然の大法に則れば長生

によく寓物を生産して窮まる所がない

三百六十相交って精気が利合する︒故

ふのみであると信余る︒

科畢は進歩し慧術は蕊達しても︑恐
らく人間の老衰を抑止することα出来
ない︒たｒ我等は科畢の示す所︑醤術
の教ふる所に従って︑養生の法を修め
徐ろに生の塞ぐるを待つのみである︒
死生︑命なりとして養生を糊みぬは
自暴である︒宿命槻に迷されて成り行
きに任すは自棄である︒人間の弱黙に
乗じて滞りに寿夫を説く相法家︑姓名
判断者の言に脅迫されるば愚である︒
養生の法他なし︑た蝉自然の大法に従

○

かういって彰岨は更に陰陽の理を次

彰岨﹃道は手近にあり︑貢理は平凡

○

のやうに説くのであったｐ

を待つ

ない︒

である︒別に鍵つた道があるわけで

美色︒金吊ｅ幽閑ｏ娯楽などの欲望を

天地は誉は分れて夜は合する︒一歳

縦にしてこれに惑はされぬやうにす

の通を得れば邪索は入ることが出来ぬ

が川来る︒この天地の精気を服して其

冬は温かく︑夏は涼しく四時の利を

れば卿を傷らぬ︒車馬ｏ衣服ｏや威儀

た野人は錆を受けて鰐を養ひ気を服し

も足ることを知︒﹂多きを貧らぬや
うにすれば志が統一される︒時に音

ヘ

I
一 シ シ ー

−一

I

一五十四のそ談美一
者 記
い乳李

そめひにぐんじん○⑨

こくみんらひにいつ

面目はあまりにも幽民の間に言肌継ぎ

し

４ところ客いきん

ちうさゐぽくばからにん歩ん①●あだ左か

まりに知られてゐなかった︒所が最近

し

が︑典型的武人の半面に精の人として
ちうさついこんにらゐかん
の中佐に就ては今日まで遺憾底がらあ

てんけいて含ぷじん唯んめん孟冬けひと

言ひ博へられて︑三歳の童子と雌も之
あ好き全
を知らぬものとてはなき有様である

いつに・・冬いＰうじいへ苫これ

めんぽく

年を経過させたが︑其の間軍紳震瀬の

ねん・けいくわ

砥んはや客いいつ肱が

庚瀬武夫中佐が放順港閉塞の大任務
瞳にごこぐ封にくわめいぢ
を果して護幽の鬼と化した明治三十七
年から︑早くも歳月の流れは二十有八

●②●●ちうさりよじゆんこうへいきにいにんじ

人間庚瀬中佐を語る賓料蛋見

撞墨をめぐる報恩美談

−

中佐の這壁から計すも人間臓瀬の温き

こ
うじやう睦つけん唾やうか 蜜危くわくご
交情が溌見されて︑紫窪に鍔雄なる輔球として生還を期し得ぬと畳悟したこ

さじんかくこくみんしめぐ命つにら寺うゆ・雪︶⑧●ｅ一Ｊ●●

こあぽくこ①●噂つさしよじようともくわんひとん︑①●︑︑●ひとで４Ｊ−

佐の人格を剛民に示すことになった︒月十九日︑級友故鈴木虎十郎氏のため
じきつがら全ことけつこういしよ●③かんじもと弾くぢう一尾う
時勧柄誠に結構江ことと云はねばならに一書を常田幹事の許へ逢った︒榊遡

５つくぽうおんびとんうこんてが＆いらい●●●もとほぞん

ぬ︒此の遺畿は故湯誰少推や書靴込洪髄の人灸は鈴木虎十郎といふ人濫砕然
た隼んにちろ誹祇ぜん全
に一巻に表装され︑更に中佐と縁故深知らず︑多分日露開戦側もなく戦化し
こ⑤●●●︑⑤この③②⑤●●③
ちうさ含ふゆうかんが︲らうさしぜいらひに
き故八代六郎大将︑故山下源太郎大将た中佐の級友と考へ︑中佐が死生のⅢ
こ●●●●⑦●●①④●①●ししゃくたき亨与やうゐしとこしつた
故斎藤七五郎中勝︑小笠原長生子爵︑に立ってなぼ級友の遺志を永へに惇ふ
●④⑤③︒①にいじ舎ごうこくみんちんせきにんはたすゐかうう
有馬良橘大将迩字を姉革し︑園民の珍るととの責任を果したその崇高さに打
峨う
みんかんしよをうしよみうねし２わ
賛として民間に所蔵され︑所蔵主を廻たれた︒

って美しい報恩美談まで生んだが︑今との手紙は以来富川氏の許に保存さ
さだんゆうしうくわん含そうちか唾んやくねんＵいくわたいしゃう砲︐心にい
度九段逝就館に寄贈され︑近く一般にれて約一千年経過した大立士一年の大

こうかい
しんきい④①●あかざかや肥
公開されることになったさうである︒震災に意旧氏は赤坂で焼け出されたが
にんかんひろ世かにこちうさしよかんてが尿とつさいはひのここうにうぐわん
﹁人間庚蝋﹂を語る故中佐の書棚は︑この手紙等は幸にも残った︒講壇館の
庭いくわいりよじゆんへいさけっていそし含こうはい●⑱●もとｂさいみまひ

第一回の族順翻寒が決蛇して其の指揮後葦とし要品川氏の許へ雁災見舞にか
官に選ばれた明治三十七年二月十九日けつけた現在の浅草十泊伽長須藤宗次

くわんえら泡んぐわつにくげんざいみさく語ぼくしよらやう③⑯●●

蟻読深鋼誠実鈎鮫鐸雛潮咽蜘翠小郎氏に封し農愚田氏は中佐豊屑と湯

にうじのりくぐんかんめさひこゅ●たい⑨⑧⑧ちうさしよかん③

を言えいぎふのこもらたそはう

●⑧●ちうさせんしご＠●⑧め⑥③
石川下常坂の誹迩館幹事富田常次郎氏溌少佐が中佐戦死後符川氏へ宛て康瀬
こう鯉う・くわんさいしよ口弓んじんあちうさしいたこうにう〆︑わんこう
︵誌道館最初の門人︶に宛てたもので中佐の死遊悼み︑講揃館としてその功

ある︒
たうじこう臆うくわぬくわくちゃうひぽしうけいくわく・索韓永域韮残し駐頚ひ唾かと︽う其の訪

含みぼみんゆづ言う

営時講道館では鵬張費募集を計霊し法等を詳記した丈除の手歎二迎を﹁若
そけいかくらくわんいういらい
①︑
其の旨を各地の館友に依頼した︒庚淑い君が保存してくれ﹂とて譲った︒同

金参拾園也を寄鮒したが︑閉譲隊の一に尊敬してゐた庚瀬中佐の書簡を譲り

●︑いらいじゃうぜんじゃうもんせん樺いぐんじん︽︲くわんつぬ
中佐も依頼状によってさきに戦場から門の先輩として︑軍人の殖鑑として常
昏ん里ん汰り晶琴ふへいきたいそんけい⑨①①①し上かん柚づ

｜

集 金 砂
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いりや︽処らやう●①●●●いづ⑭わ窪●

鑓

きくとうやわつ

渡された須藤氏は︑直ちにこれを巻物

わ鱈●●●匡崖生きもつ

を立ててゐたのであるが︑昨冬十二月
言ろかんきにんしょくじりじり
頃の寒気と絶食から無理に無理がたｋ

はしせうがｒふうふｎつ胆いしやうゆふふりつにいかう

泡く

しか●の●

ぢよぜんがうぜんぜ甲とむめいさいごうぐん

じん

人として﹂贈った︒併し長崎氏はこの

きい③①のゐた

此の悲惨な家庭の有様を見て︑未だ

こびざんがていありざ土ぷい全

もうれつしみけいつうか上こんごがら

入船町長崎義忠氏に譲渡したので︑長
しやしんいん
●＠ｓつぐｅしよかん
崎氏は鹿瀬中佐の害僻だけを篤虞に印

って︑猛猛な川経捕に雛り︑今度は身
だ
あし弓塵Ｌ全

呑らそ当くじつ●●︒⑥●ししやく

じぷんこ宮もにらほかう会よう

刷として︑自分の子供達の母桟たる京

である︒

鵠と足までも奪はれて了ったといふの

ざつ

あった八代六郎大将を訪うて題字を乞

橋小里校︑府立第三商業︑府立第六高

したにいこちうさしんこう
に仕立て︑菱づ第一に故中佐と親交の
●ｃ⑨ｅ●③たにいじこ

ふた竺更に其の翌日︑小笠原長生子爵

女全三校の全生徒に﹁無名の一在郷軍

瞳うもん警告ものと告しよらう
を訪州してその巻物を示した時︑書中
③●●⑭⑧ぴとぐんじんめづ
の鈴木虎十郎といふ人が軍人には珍ら

とし

︒ＣＯ

り熊ゆ

みの塞土しか

に鋤む少年の努力も︑近頃の不景気は

はけ運うれん戸りよくちかごろふけい会

ろに︑かくまで健気に︑忠貰に︑孝行

け躍炉ちうじつこうかう

涙なしには見られない有様である︒然

正ふ梶ふ

なる良高少年の善こそ︑心ある人全ほ

⑥ｅきうねん十がたこ心ろひと人︑

痛み︑棒にたる足を運ばせてゐる可憐

か

ちヱめ
あ感が
憐れ一家のパンに代へようと︑血豆に
いた霞・フあしほこ
かれん

蝉ｌ垂嵯たった二鐘三拝礎けを

町から或る時は瀧の川方面まで一本五

生ら心ときたきがははうめん巴に

ナットウ・・・⁝﹂と悲壮な決心で︑赤銅

ひさうけつしんめか隆鰹

朝の五時から篭逓背負って﹁ナットウ

めさじかごぜを

納豆費りを受け次で︑箪校に行く前︑

ろ

年のゆかぬ十歳の良商君は︑居ても立

しめシ③ｅ⑧のり異うし

こぐか粟いえん里ぞんこ色ふんばん

罰家的の珍喪は一私人の占有すぺきで

こぐかて合ちん樫うしじん通んいう

なく︑罰家が永速に保存して園民に範

しじんＬしゃくにうゆうししやく

を示す可きであるとし︑須藤山本両氏

につしんをんきうさいかいぐ人をうゐゐかいえい

たが︑日清戦耕の際海軍少尉で威海術

しい詩人で干鱈と道友であり︑子爵の
せうかいこ⑤●●●︒しに隼じは
紹介で故野口蕊錆氏と親しく交ってゐ

っても居られなかった︒そして健熟に
ちＬでき
もいぢらしくも︑父の川来なくなった
尿つとうううついがくかうゆ曇へ
ｂようかいえだんゆうしうくわんきそう

像う当人ぴにんう

一︾Ｌ

詮んこうかザこと

の諒解を得て九段の遊就館に寄贈︑一

やうろしく含ん芝んくわく

はじ値ん全へせんし毎ふ

の戦闘に参加戦死した事溌子爵が話し

般に公開する事になったといふのであ

せんとう三−んかせんしことししやくぱだ

た︺こ上に初めて十年前に戦死した級

︒鼓にはしなくも︑軍祁の遥遥の溌
げ見るキん
含全わうろ
ー期として︑それを廻って美はしい

二つ

生活哀話が産んだ美談

報恩美談をも産んだものである︒

ぐんしんろ氏くばつ

友のために遺志を汲んで金五回を振
らやうひ昏易こ◎①⑥Ｇのめいぎ
張費に寄附し︑故鈴木虎十郎の名義で

とうろくく分ｃ︒①③しん

登録して呉れと書いた艦瀬中佐の貢の

にん小人ふばんめいつい①

●のとうＪｆ︑１えんこふかひと人︑きごうえ

人間味が判恥したものである︒次で山
︑︑●の●⑤③①⑦①⑨ｅ●︒⑧
下源太郎大勝︑蒲膝七五郎中将︑有馬

大郷等共の縁故深き人共の抑牽をば得

とう今失うしぐわいらか陸廻圭らいわぷ・うぜうがくかう

東京市外赤羽町六八○の岩淵小畢校

おんじんしぐわい鈷豊ゐまち⑤④①︑③②

ごすう垣んかん

り︑その後数年間いたいけを良高譜に

てひ

しんさいごそこひわづらまったあぐら

いんせい︒③③●⑥ちＬおやり●

て︑この澱畢巻は天下の珍賓となり︑

四年生倉持良高君の父親良作さんは︑

ゐぼくくわんてんかちんばう

須雌氏は大切に秘赦してゐたが︑これ

震災後白内障を病って全くの庁目とな

●①②たいせつひるう

を恩人たる市外大井町川本忠訳郎氏に
しやおんいみ黙く

そごせうわねんあきｅ③①さらじ

とれ淀謝恩の意味で贈った︒

いへ全づしかうしい

て︑一家の妖食は二日や三日は績けら

みこつ釦と
ひじやうひ掌
無粘にも日増しにドン底へと笑き落し
かひつしよくかかつ砦
手を引かれて︑毎軌町内をトポ／〜と

全いみさるやうたい

辻お後昭和四年秋︑山本氏聖叫一更に目

そひせいくわつ

るるといふ︒象鎖うして孝子出づか︑

江へとううあろ

納豆を喪り歩いてやつと其の日の生活

ここんぼらさいきいお人じん今︼よう陸しく

己を今日あらしめた再生の恩人京橋腿

融庭

と主れあ室りに術ましい︒けれども︑

これらとじつかんがよしよいうかい含ふ

ひとｈ．１こ○③世つれんごとしんしこ込み

此等の事賞に鑑みて︑世の所有階級の
人共が︑此の良尚少年の如き直筆な心

が・ゆんかしよ・ところ・
掛けで現下に虚する所があるならば

峨訳おかこ砥泡ん
肺を冒され︑此准一ヶ年といふものは
．くらろ

プラー／︲︑と暮して居るといふのであ
蔀つぜ・恥言み

こみ︲︑やうぴやうにん世を

ろ︒何時に義つたら全治するといふ見

けいしらようじんふや

含うちやう●①あれ●●●●くぴしめ
同町一ノー雌洋の姉井上けいの首を絞
こうとうば心にや
て識琴︑銭鍵を蛎華準毒した弧添犯人
①③の●含けんおか一つひたい且
松本雪雄を︑危隙を冒して途に逮捕し

たといふかどにより︑婆硯聴より人民
しやう釣よび雰んゑんみう典
章及金回を峨典されることとなった

込みもない様左病人を背負ひながら︑

がのぢ皇なんららくだんふへい
彼女は何等の落膳もなく︑不平もなく

︲われノー︑．ｈがぞ

といふのである︒

とう今ようし

．ついみかばし全

と︑吾盈は願はずには居られをいので

し︑娘盛りの身をも厭はず︑暇さへあ

飽迄も健飛に︑一家のため︑孝養を毒

河原林君は︑けい女の聾を聞きつけ
上崖ほんにんみと︒つるぜき琴く
直ちに犯人の後を追跡したが︑賊はカ

むす肋ざかふいとひま︑

せんだくぞんなやこつかある

ぐめひ睡池みこ

と会︐卜︑くわし

家のパン矛一難へ︑而して甥の﹁情ちや

わすよみこめり

んには︑時麦お菓子など買ってやるこ
となど忘れないで喜ばせるといった有

きき全ことたみにみ

様は︑誠に涙なしには見られないもの

さかてもぐわん弁やうていこう↑

ミソリを逆手に持って︑頑弧に抵抗︑

趣に右手掌に負傷したのであるが︑猶
くつつゐさ身妃い建
も屈せずして追跡逮抽したものであっ
たうきょくゆうかんかうゐいた
て︑常局でも︑その勇敢な行篤には揃
かんゆきともけいしそう︒︑わゐみづかぞうよ
く感激し︑特に警覗総監自ら贈典す

■︾

・屯や︲

ることとなったものだといふ︒との不

感ずる次銘である︒

れ泥林だとの難は到る所にある︒此の
ど帝よためひとためこしゆびぎよそう
時世の篤人の鰯にこの趣の美畢を一掻
かんじぽい

︾地ろぽうこゑいたところこ

さる世の中は殺風鍬︑やれ珊盗だ︑や

よなかぎつぷ星ノけいどうとう？

けいきこ迩斗まつ式愚・れいねん

だときく︒難雌辛苦は人を玉に膳く︒

ふこうふこうがしよかのぢよ

景気の此の年末に際して︑例年にもま
こかうようこ費りよく

もうじつ

不幸に不幸の一家に虚する彼女も︑や

恥為雁んやんくひと仁生みが

⑧●Ｃｅぢよこ亀含

ある︒
こ
はたしに︲距健Ｇ
此の話に似たものが尚一つある︒そ

れぱ洗濯女にも雁はれ︑使ひ歩きもす

つゐふざてのひらふしやう肱建

めく全でけなげか．かう室うつく

〃れぱ東京市外三河烏の一六○三〃アパ
ごうす︒●・＠⑤③

るといった工合に︑骨身を粉にして一
か
とＬのしかぞいぜい

︑⑤︒吟具〆ふうし全う

砂１トーの十五鏡に住む吉出よし子さん
・二八︶である︒よし子さんは︑中風症

か哩疋かのぢようでぽんやし芯

．うごちふもうもくみに
で動けない父と︑盲目の兄と︑それか
め垣わすかたみことし ちい
金ら姉の忘れ片身である今年八つの甥と

を可細い彼女の腕一本で養ってゐると
胆ぐわ

いふのである︒それといふのは︑駄菓

︑ないしょくゆしほ幻ぼん

集評磨の嘩畦にぶら芯ってゐるゴムづ海

商河原林兼清君は︑去日午後六時半頃

しやう②︒●︒︒◎昏よじつこどじばん唇凸

東京市日本橋匠頼崎町四ノー︑木炭

とうき失うしに更ん画しく蟻こさ悪らやうもく篇ん

勇散な炭屋さん

のと斬りたい︒

いの

いふほとりきちあだ

がて此の孝養︑此の努力︑この忠賞さ
かのぢよ発き
色
によって彼女を玉にするであらう︒箔

あさじよるじす

には︑朝の八時から夜の十一時過ぎま

：鱈の内職を唯一の賓本に︑一三︲本が一
て全ちふせん
把でこの手間賃が一銭︑十五把つなぐ

し刺あらば柳あらば︑幸遼典ふべきも
しやうけんめい

でも一詮懸命にやってかＡろといふ︑﹄
せん

それで僅か十五銭なのである︒
いま週・函せん券やらうふうしよう
今から四年前のこと︑親が中瓜錠で
た塵つ正・せつ〃くつ含︾西．６うじんざじゆつがく

校を卒へて按摩になった兄の政避調は

れ︑綾いて折角の築地の盲人技術隼
︾４︑が倒う
そめん全あに○の︑
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１１１

豪快漢大塊

させながら︑〃

の充境を了った飛行船のやうに︑ムクノー︐横畑は︑いつも害リ切って活ろ暦をモグ

つして︑けだろさうな右の手を融襟許の空戒﹁御親切さ室に有Ⅶ︑難う﹂

と目を受ました︒そして︑無遠醒な唾を一魂？

鏡枕のあたりへ伸ばし穴︒葉巻やうな指の．・大塊は︑つくノ＼らし恥．函をして云った

曾て仙盗で催された政友含東北．

大倉へ出勝した大塊野田卯太郎と

ことで見つかった捻は逆に迦はされた︒逃こんなもんダイアッハッ入．．⁝・﹄

先に降りるばかりの仕度をして居求︒火塊Ⅲ前に雁ばれて来た女中が︑眼の色彩鍵へ

汽車が上野騨へ若い穴時は︑横田の方が改進薫代議士沼間守一のところへ︑一三

大塊は．またウッラノーと喪込んでしまつ一一﹃奥様︑唯今妙な方が参り室して御座い童

Ｙ義人田中正這

先は︑空無枕の口を探し初めた︒漸つとの﹁もの事は︑何でも︑うば・︶空でやるとじ
出す空無は城壁を上げてスーツと飛び出し

窓際の空気枕に預けて︑如何にも
疲れたといつ士有様に︑口か開け

犬︒その一音を気持よささうに聞きながら︑

横田千之助とは︑疲れ切った頭を

たまＬＤウッラノ︑と夜汽車の中

放︒すよ﹂

砥めに来衣蝿共にもよく判って居た︒一疋

格の持主だった︒それは︑大塊の鼻の頭を

そして先刻空無を抜いて稚い犬空窺枕を鞄﹁妙な人⁝⁝一鐙それば例といふ人だい﹂

は促されて少し慌て気味に冊を畳まし衣︒て奥に駈込んで主人夫妻に訴へ衣︒

の中へ入れようとした︒ところが不思議な﹁さあ︑誰方か存じませんが︑眼のくりく

二疋と油切った鼻の尖を食って居るにも拘
けて居るのに︑横山の方は．時々症準する

たがと思ったけれども︑枕はハチ切れさ炉う︒﹁あＬさうか︑ハハ⁝⁝︒ぢや盟走貸せと

の通りに膨れてゐろ︒こんな筈ではなかつきな盤の：⁝・⁝：．﹂

な腹をして卿げ落ち穴侭︑ニッ三シはずん云ったらう﹂

ことには．随に空気た抜いた筈の枕が︑元りした︑頭髪が椋柵誇りやうな︑とても大

にまで．平常の気持がよく現ばれて居た︒．▽

やうに唇を動かして︑寄りつかうともしな

汽車は止ろ所へ止ろ液けのことで︑上野脚

で見せ丈・大塊の短かい首は︑一二一庇左右﹁はい︑まだ此方が貸すとも貸さないとも

穴埴輪のやうに︑身動き一つしなかつ士︒

い戎んポッ女イ﹂︲．菰︑お前田中が来士んだよ︒和塗らずや？

の枕だが︑それは横田さんの枕の空無走抜﹁ハハ︑︑︑︑︑それで洗祇を始め衣んだ

﹁あシはシ︐ば︑先刻槌かに空菜心抜いた筈提げて御出でになり主した﹂

へ曲った︒と︑大きな腹に波悲打たして︑云はない中に︑さっさと御自分で井戸端に

・雛て︑赤羽騨悲通過する頃．大塊は瓦斯

京へ近くなるの膜︑二人は︒立てかけられ

宇都宮から︑小山︑大宮とじだんノ︑東

へと急いでゐ士︒

い蝿共に警告を典へて居る︒こんなところ

らず︑大塊は︑警笛のやうな軒走かきつづ

はじ同じ政友含の人だが︑主ろで違った性

に揺られて居たのであった︒大塊と横田と
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てゐろわい︒すぐ浴衣を持って行ってやっ
てくれ﹂

栃木媒選出の代議士で︑足姑鍍毒事件で

﹁殺された人数は二十一二人とあるが︑正

入むっとしてゐろ課には行かない︒叉母が

こんな罪韮犯すの荘止めないのは不孝であ

今みすｊ︑毒殺されるの潅知って︑このま

と質問し衣︒すると原敬が

確なは一磯何人であるか﹂

﹁大方新聞にもある通り︑二十三一人で迂

そこで或日のこと︑丈草は思ひ切って自

学︒﹂

血の滴る指走持ったまま父母の前に出た︒

分の右の親指起爾ってしまつ誰．それから

男ノ﹂

と答へ衣︒

代の時人であつ穴︒粥に職れ士衣服悲茄て

義名悲天下に讃ばれ菰田中正造は︑一方稀

之を聞くと正迭は恋然と立上り︑

﹁凡そ武士たるものが︑右の指を失っては

何虚へでも平気で顔を出し誰︒彼は郷里か

走弟に談り︑私は儲の弟子になります︐一

もう刀槍走用ふることが出来ません︑家督

﹁睦らつしやい︒君は荷くも外務次官では

ないか︒その男が日本図民が外幽で殺され

て︑すぐ墓所に廻り︑今迄着てゐ穴衣服懇
脱いで︑大童で洗濯に取りか上り︑其の間

でせうとば何といふ無責任な答癖江︒此の

れ人数を議含で質問され︑大方二十一二人

ら東京に出ると︑第一に沼間守一を訪問し

に主人の浴衣あ借りて之と着換へ︑それか

いへ成らざるはないのである︒

志をたつぺし︑志の断として犬つ所何事と

の俳人となったのであつれ︒人はよろしく

かくして後に蕪門譲一とまで言はるろ程

といった︒

ら悠々と主人に刺か通ずろのが︑殆んど定

と例の大醸で大喝し士ので．流石の原敬

緑盗人奴！﹂

も︑蒼白になって逃げ出し赤︒

﹁冬なら幾分臭くても我慢して呉れますが

例になってゐた︒

夏はどうも菜の毒ですから︑大燈此の手を

締祁一度到らぱ何事かならざらんとい

一念によってたてた志︑それが断として自

ふ︒これ走丈草に見る課である︒然も孝の

丈草の至孝

いて了ふので︑淘に調法でがんすよ︑ハ︑

俳人内藤丈草は︑師の松尾芭蕉と同じく
ひ︑綾織の手で育てられ赤が︑綴睡の家督

大の教訓である︒

己の道に立ち︑途に成就したのであみ︒至

﹁病んで死ぬのは天命だから仕方がないが

へ争卜◎

度では芯かつ穴︒そこで丈草はつく人︑考

憎み︑毒害しようとしたことさへ一度や二

韮安子に識り穴い侭めに︑とかく︑丈草を

武家の生れであつ丈︒小さいときに母を朱

用ひますよ︒何しろ話してゐろ間に忽ち乾

︑︑﹂

と正造はいつも大嘩で説明してゐた︒

叉明治二十六年の春︑衆議院で原敬が外
務次官として政府委員席Ｆゐ求時であった
偶々朝鮮で日本人が暴徒のために﹁二十一
二人殺害されたといふ電報が︑某新聞に褐
戦され︑之が議含で問題になつ菰︒此の時
田中正鐙は街局限向って︑
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×

大正天皇御五周年祭来る︒時歳末にして︑愈全歳月は人を
待たざるの感切に迫る︒偲び奉つれ盛穂遼︑誓へ奉つれ報図
かＬ１ａ

ｘ

満蒙問題愈為念を告ぐ︒満洲の現状といひ︑団際聯盟の闘
係といひ吾に不利否正義の不利︒超てよ幽民︒函結せよ図民
正義保持のために！
×

岡際聯盟の十三封一︑それは正義一︑不正義十三なり︑函
際平和も︑不戦篠約も何も彼もあるでなし︑あるものは只利
慾と勝手︑﹁化物の正鵠見たり古狸﹂！
ｘ

十二図の威を借りる狐︑智慧があるやうでなし︑背中には
﹁共同管理︑委任統治﹂の火がポウ／＼なのには御存じない

×

か︒聖人鐸迦も﹁縁なき衆生は度し難し﹂と云はれたり︒呼︒

に正義あり．↑

×

五男が恐るるは︑園内一致の弧弱如何なり︒不戦ビラを撒

く不遥漢は愚か︑内閣乗っ取り運動などの馬鹿群も共産此虚

×

にあるではないか︒解決も不解決も此の虚国民の心一つ！

外を見ても時局重大︑内を見ても経済に思想に一通や二通

りではないに︑エロだグぽだと一向無感髭的道楽息子がウョ

ノ︑してゐるとはさてＩＩ︒﹁唐様で書く三代目﹂の歎あり！

×

ゐかつ今のけ津ない

勅題﹃暁難謹﹂と仰川さる︒内憂外患の此の晦夜よ︑鶏

の一蕊と共に期かに明け初めよとの御聖旨かに舞察し奉る︒

努めよ国民！

×

溢津子厩遂に逝く︒資業界無比の大功努者たるは言も更な

り︒其の九十二年の生涯は︑又賞に閏家耐含教化の師表たり

一葉落ち一Ｌ満天下の秋を知る︲一美！

しを︒此の多事の際天何ぞ百歳の毒を翁にかさざるや︒﹁桐

×

さよう底ら！

年よ・やがて仰がん昭和七年の光明のために︒昭和六年ょ︒

昭和六年も愈灸去らんとす︒去らぱ去れ︒︸／︸の忌まはしき

し︑されど各自の利慾︑不正義心の護露とあらば之を如何に

列図は満蒙の認識不足といふものあり︑それならば許すべ

する︒経済封鎮も︑世界の仇と稗するも恐るるに足らず︑吾

む悼恥翁一莱揮溢爵子／
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面から其の一端を回撤し︑以て刷家の

主い︒併し吾舞は身を教化の方面に置くものとして︑此の方

献愈教化の師表と仰がれてゐた子爵溌

ため翁の大人物を仰ぎ偲びて卯か感謝

明治︑大正︑昭和三代丑通じて︑我
我が
が財界の闘賓であり︑

浬柴一翁は︑去る十一月十一日午前一︐︑

園の資業家をして︑資業の隆昌を計るは︑唯に私財を蓄積す

家のため其の功績を深く仰がんとするものである︒而して一

し感化して来たことは︑吾登の最も特筆大書すると共に︑国

上を計ると共に︑人格や道徳の観念を国民に晩を垂れて弧調

の一致を高訓して︑以て其の品位の向

て来た所謂賞業家心理に︑経済と道徳

に︑従来ともすれば卑しいものとされ

である︒然も剛富の道に力を致すと共

始した︒これ翁の至誠の然らしむる所

翁は官尊民卑の時代に於て民間に絡

ふ︒

の意を捧ぐるの微意を表したいと思

年の生涯の功績の薮杢に於ては︑到底之逓蕊し得べくもある

願ふに翁が財界を初めとて︑幾多の方面に於て其の九十二

情として営然のことでなければ友らね︒

なりと哀悼之を惜しむの情愈盈切たるは︑圃家を恩ふ者の至

在の翁である︒百歳の毒も猶これ不足

る︒一国の園賓とし︑師表としての存

今未曾有の出現たりし翁のことであ

たれども︑斯界に於てその偉大なる古

一・般的に論すれば勺敢て不足なきに似

成り名を途げた翁をして︑これを世間

の毒を保ち︑篇すべきを篇し毒し︑功

時五十分遂に逝去さる・それ九十二歳

灘灘
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む悼心翁一築津溢爵子

ることに非ずして︑函富増進におることを︑翁によりて初め
て範を示され︑観念も棺付けられた次第である︒

又耽曾事業︑赦舎教化の上に身を以て議力せられし如き︑

世に人ありと難も︑翁の如きは底いと云ってよい︒これも翁
が如何に園家を憂へられたかを知るに足るのである︒官にあ

１１

新刊紹介

瀧蒙特殊性の解剖浦川鞄太郎書

今や瀧蒙韮中心とせる日支問題は︑図際聯盟の舞壷に登場して世

に係る大問題で︑国民一致閏是腫則り正義に雑き鯛民の畳慨が必要

界各幽注覗の的となってゐる︒此の問題ば我幽にとってば変に興腔

る︒本書は前拓大教授限して現興亜塾主たる著表が︑其の豊富芯ろ

である︒それがためには韮礎として満蒙問題の正しき認識態要す

との闘係三︑図家の生存と自然権等の諸項Ｅ日可簡Ｆして要を述

畢識を以て一︑支那本土と満蒙との湖係二︑日本と支那及浦難

って事をするのは営然である︒民間にあって︑国家就曾に此

れ程の至誠を棒ぐるととは︑凡人の出来ることではあり得な

一
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ル御芳志ヲ感謝ス

日本弘這含

右ノ書籍ヲ顧問伯欝松卒直亮氏ヨリ特二寄贈セラ

一︑川本外史補九冊

会三隼亘
一︑日本外史二十二珊

蕊行所東京市本郷厘駒込曙町十一文化普及砥

四六版パンフレット︑三十頁定偵金輪銭

きものがある︒

ぺられれもの︑其の識見と熱意とは現下に虚する幽民として瞬くぺ

い︒翁の如きは此の鮎から云って︑如何な恩賞も決して過ぐ

ることはないといふべきである︒世に高位高官たる人︑功成
り名を遂げし人は決して少くないが︑翁の如き︑絶大なる事
業の功績と相侯って︑人格高徳の師表たりし偉人は︑古今淀
通じて稀に見るべきものであらう︒

今や世は内外多事︑殊に翁の如き偉人の徳化に侯つもの多
きの時︑翁の逝去は惜しみて齢りあるものである︒本曾の如
きも多年特別倉員として︑叉曾ては募集部顧問として其の御
霊力を蒙る一方ならぬものあり︑鼓に其の一端を忍び︑以て

柳か御生前に酬ゆくく哀悼の瀞を捧げん︒翁の霊ょ︑幸に永
久に図を護り給へ︑誓って吾等も亦共の高徳を仰ぐと共に共
の御這志の一端に添ふぺく微力を致さんと誓ふ︒呼夕

時局問題座談雪の記

あに誤られたろ青年も逢々にして耳にする
考へ来れば外状内状は決して既往走以て施

今日である︒果して昔日に比すぺきや否や
今日我鯛の現状は賞に内憂外思交々絶え

ちに判じ得ないことも多々あるからであ

患の諸事に翻る雁︑其の薮ある中に於ても

る︒今暫らく内憂の問題を措いて︑之走外

の惰眠韮貧る能はざるの急迫した時であ

も議し犬いといふことで︑十月二十八冊午

今後の準術にも菱し︑以て叫諭喚起の上に

の講師韮も聡Ｌ︑其の変状を聴取して︑

非一夕各自膝か交へて語り交し︑一而斯遁

此の吟図走憂ふろこと切なろ本曾ば︑是

ヂ︒Ｏ

ずともいふぺく︑貢に日本帝幽々民として

最も急迫せる︑最も緊要なろ鴬面の大問題

後六時半より華族含倣に於て︑座談倉を開

思走剛状の上に致せば︑安閑として一日

ない︒

は︑之を満蒙問題なりと指走屈せざるを得

の外慰に遭遇してゐろが︑幸にも内畢倒一

る者は︑本含の職員及役員にのみ限りて︑

中将荒木貞夫閣下走恥し得た︒而して合す

鹿を時に煩はして︑教育綿監部本部長陸軍

催したのである︒講師としてば︑御繁忙の

致してよく之に封し︑雄患叉難患に次ぐ共

顕ふに之を我が図の史黄に凝るに︑幾多

竿をぱじ立汲に解決して今日に至って居る

随雪

私の墨書

十一月某日

一記者

五個擁の御誓文に﹁奮来ノ順習テ破り天

と共に︑諸制庇文物は改まって一新紀元を

地ノ公逝二荘クヘシ﹂とある︒明治の維新

晒習といふやうなものは中々に諸制度とい

訓し赤けれども︑多年に亘ろ間に培ばれ衣

ふ様な形式的芯ものと共に改り兼ぬるよ

り︑特に鼓に聖慰奉煩ばれたことと拝する

明沿の御維新後今口は既に六十有像年を

のである︒

もないかに見える︒否之は概して外形的物

以て拝聴すぺ吾話も祁常突込んだものを何

定刻前稀らしくも前墓濁縄督内田嘉吉氏

のである︒併し其等にも増して︑今日現下

経過したけれどもり一見表面的には︑衣食住

侯僻大久保利武氏︑除車中艦堀内信水氏等

ひ︑叉各自の談合も心措かずやりたいとい

なりとはいばれまい︒即ち剛際の事情︑そ

特別含員の顔が見える︒さすがは痔局重大

の浦蒙問題は︑難中の難．祁武以来の大外

の複雑さは既従に其の例を見ず︑叉一方閏

と言ふに︑これとても不遅漢達の図鵠走否

質的な３のとして︑締祁的な方面はどうか

起初めとして︑全く改まり何等落来のもの

朕は︑固来我剛は︑畢函一致身を以て護幽

な際なりとの感を深からしむろ︒この蹄は

ふのであった︒

に霊忠すろば︑園鎧の精華であり︑闘民性

開含走侯って既に緊張するル見ろ︒六時半

患なりと人稲す︒これは決して空しき危憂

の誇りではあるが︑岡内の現状は此の博統

を甜過ぎて︑徳川徹長の開御の挨拶あり︒

としても︑奮来の我鯛の思想は藩しく古色

認するとか︑階級同争を云々するとかば別

は其虚に何一つとして存すみものの見る影

は勿論厳として存するものの︑悪思想の士

一

一
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それより完本中将ば︑策部方面より浦蒙問
題の今日迄の縄過︑今日の満蒙問題芯廻ろ
軽悟封策等悲述辱へられ︑約一時間半に亙っ

各幽の映勢︑我承部の現下の状態︑今後四
て︑憧相の一般口外に洩れぬ諸事黄走砺坂
することが出来た︒此虚に書く自由走持た

大久保侯爵︑堀

するものがあったこと丈悲博へて止めろ︒

江いが︑吾々が今後に賛する上に大に稗益
それより︑内田嘉吉氏
内中播︑加賀美図光君︑服部捨郎君︑江卒

林作君︑蝉の他奄中心として︑質問︑談合
あり︒閉脅し衣のは既に十時半であつれ︒

此際吾だが畔局限鹿する蓮といひ︑墨悟
といひ︑蹄する所は図氏緒祁の作興である︒

畢図一致身韮以て謹幽のために起つことそ
れに外ならぬ︒それには惟界の大勢にも通

すぺく︑叉瀧蒙問題の員相韮も究め︑ぱな
らぬ︒而して善鹿すぺく︑此の一大危機に
図民の鍵悟走喚起したいと思ふ︒

教育勅語換謹記念
講演書の記
敦育勅語は︑云ふ迄もなく幽家道徳の聖

典である︒故に国民は此の御論紳によって一

西カプン﹂の思想に維始してゐろかにある

愉然とした趣があって︑何もかも所謂﹁泰

人的の思想にもなれきれず︑外閏人的の生

けれども︑底を洗って見れば︑決して外聞

風災として虚せ紅ぱならぬと共に︑此の換
って．其の御精紳のある所を顧み紅ぱなら

蕊の記念日準一も︑深かく記念することによ

とを見るであらう︒それば結局吾々の身燈

活にも全くなり切れぬ幾多のものがあるこ

中を流れてゐろ惇統的血の力弧さの然らし

ぬ︒本舎が此の記念日を以て其の捧誠式走
之が趣旨に外ならない・

なのである︒其れは何であるか︒勿論数へ

我園の求め︑狩民族のため意起扱うする所

行ひ︑記念の講演含雅催したのも要する所

此の識演曾は例年のことであるが︑本年
は種之の都合で十月の三十日雁畢行するこ一

十九日に翠行することとなったのである︒

れば幾多のものがあるが︑中でも第一に駁

むろ所であって︑これあろこと殻と吾セば

とが出来なかった穴め︑一日操上げて二

へ上げたいのは幾多の諸習椴である︒

まるものではない︒之走衣食住にしても．

習慣といふやうなものは︑一朝一夕に改

場所は最も東京市内の庭として多数の倉員

如何に新らしいものが浸入して来ても︑全

走有する麻布歴に於て開催することに決し
同硬役所剛在郷軍人園︑青年剛等の後援を

これ韮悪いものは清算して︑良いものば採

くそれに化することは出来ない︒けれども

煩はし得たことは誠に幸であつ犬︒

定刻六時半開食︑場ば既に満員の盛況

みられず捨て去られて行くといった有様奄

して︑良智美俗といつれものが意外にも顧

存されてゐろものが案外に多く︑之れに反

来の悪習償といったものが中々に破れず保

ばならぬ︒然るに︑それが兎もすれば︑藷

然も益々褒展せしむろことに注意しなけれ

り入れ︑叉蕉来のよいものは之起保持して

で心含場たる束町小皐校講堂は立錐の鮭地
なき程である︒これ時局もさることながら
同睡後援の請氏の御誰力として感謝せざる
荘得ない︒開曾の酢に兼て庚江主事ば︑本
一端か語る所あり︒それより一同起立裡に

曹の趣旨主張か述ぺて今日に虚する抱負の
隅歌の合唱あり︒総ろや徳川含長は吾吐朗
々として泰Ｌく勅語を棒讃す︒場内粛とし

『。
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て緊張し学秋夜の空無はいやが上にも澄む

て頗る巌粛な態度にてｂ軍人勅諭と教育勅

には武勲の章か電光の下に愈々輝す︒而し

べく極上の人となる︒中将ば軍服姿にて胸

は︑﹁明治天皇と満蒙問題﹂の題下に講演す

先づ本命特別倉員陸軍中狩堀内丈次郎氏

完く雑了したのは十時半であった︒澄み渡

して︑青年鯛長五十嵐留五郎君の挨拶あり

約二十分にして総了す︒最後に閉曾の僻と

の精と共雁︑聴衆の涙潅誘ふ一曲である︒

く︐今更ながら其の忠誠︑其の至情は悲哀

最期の一節である︒回顧するだに涙新らし

﹁乃木狩軍﹂の一曲ば︑将軍及静子夫人の

口復堂氏の﹁丙午とは何か﹂といふ感想怨誠

を惹起してゐるのを見る︒

劇を産かｎ或は斌脅教化上面白からぬ問題

のがある︒此等の問題の求めに︑幾多の悲

がある︒或は磁多に封する迷信といったも

例へぱ我が閏には奮来﹁丙午﹂といふ迷信

ものは寒心すぺきである︒

見ないでもない︒か上る坂播撰採を謀った

語の御縮測より説斗﹂起し︑其の御続祁に養

んだ︒それは左の如きものだつ衣︒

絡って除興として︑秋元瓜水の薩摩琵琶

穴︒吟は既に十時である︒

成せられた成果が︑日清日露の戦役に魂は

る秋の夜垂の空は︑星の光り乃競ふて降る

か蝿ゆろ︒それより講演食である︒

れたことより論じて︑愈々浦蒙の現状心語

といひ自然といひ︑今夜の吾々の心に髄れ

が如く︑情浄其のものの感である︒此の倉

﹃昔ある男Ｄもらひし女房準去るに︐難癖

より古手帳山で︑中にこの一節あり︒

祁先博来の古鎧潅夏り抑ひしに︑その椎中

今回余が麹町より干駄ケ谷へ移聴に際し

記者は此頃﹁教談﹂含祁として知らろる野

の現状を封比して︑今回の問題胆虚する園

り︑やがては日本国民の図民現状と︑民図

ろもの只清々しきであり︑やがては湧き出

のつけ鹿なく︑その女は丙午の生れなりし

民の一大畳悟を語らろること︑約一昨間半

此の如く有益に︑盛大に無事経了し得た

づる至楕である︒

こんな戯言が︑迷信迷執の間に語られ︑

かぱ﹁火の焔雌﹂なりとて去りしといふ﹄と

に及ぶ︒感銘乃典へろこと頗る深し︒拍子裡

こと恥此の時局に於て︑庇此の諸氏へ邦家

に降域す︒それより飛入りとして南奔山君
の瀧蒙問題の所感あり︒次で田中義能博士

の求め感謝して此の筆を鈴てることにす

︵六十三頁へつ蛍く︺

恩ふに迷信などの出所といふものは︑皆

ぺき次莱である︒世の迷信者を戒む﹂と︒

ら命をすてる女の数々あるは心責に悲しむ

ほこの迷信のために我身韮果敢なみｂあた

めとろぺからず﹂となり︑昭和の今日︑な

間かきれいつとぱなしに︑﹁丙午生れの女は

は﹁教育勅語と日本文化﹂と題して︑教育

る◎︵一一︑二︶

×××
×××

勅語の御精祁を説いて︑此れに依る成長護

展の日本文化を論じ︑思想汎飢︑内外多票
の際︑勅語の御精紳起登場することに民心
の喚起か促し︑虞の日本文化進展への擢悟
悲述ぺらろろに︑極めて面白く引例豊常に
語らろろことこれ喪衣約一時間半に及び︑

極めて方誌に且趣味に富む大誘演でぬつ

ｊｊ︑

俳聯合含が本含の先駆をなして謹愈され士

千葉螺下に於ける本含十有七より成る支

でやっと雨飼騨へ駈けつけたのは愛車前五

ぺく除俵なくされた課である︒汗ダクノ︑

の記者にとってば︑一世一代の早起である

〃１１

のは︑一昨年のことであって・同年秋十一

ＩＩ︐

１１

ｌｌ

の欣ぴである︒叉共の清々しく蒋荒いた雄

大さとも−毒ふぺを気分もこれ即ち筒然の力

そのものであらう︒今や譜の苅取り盛りと

見えて︑至る所水に浸って苅り急いでゐる

これ等の素朴な勤努振り鵡見ろにつけても

この不景無の悲惨さル農家の上に歎かざる

いＯ

態得ない様な類分が湧くこ﹄線一を禁じ得な

に︑疲れと汗が一度に身に迫るのを畳える

長代理として出席さるろ佐藤副噛挺︑及佐

となつ士と寺﹄は︑安端の胸悲撫で下すと共

それにつけても時間に支配されて見て今更

倉丈含より代議員として出席する入江昨氏

分前といふ危なさである︒銚子行車中の者

たことは︑既に諸君の記憶に新たなろ所で

なられど一分一秒と錐も如何にそれが武並

停車場に詩し︑一同下車して二蚕の自動車

約一時間十五分にして九時二十五分旭町の

かに多数となり期かに雑談に恥ろＪ其の後

表の某氏と五人同車さる・こＬに一行は俄

佐藤幽二氏︑諸剛五十五郎氏︑及青牛刷代

へと満く︑此塵からは本Ⅱの熱愈へ堀田曹

汽車はやがて千葉︑四街道を通きて佐倉

あるが︑其の第二回は昨年畢行さるぺきの

であるかをしみじみ恩はせらろろのであ
ずＣＯ

い︒然も祁嘗祭と側曜日が綴くこの好日も

日和などといふ感じは全く味って見られな

兎角本年の十月は雨叉雨であって︑小春

此日本倉よりは講師として諮議吉田静致

られろ秘の曇天であったが︑汽車が市川詮

祭日は既に雨︑さて此の日も如何にと案ぜ
を過ぐる頃から段だと空も明るくなって・

の間むして自動車は約三十分にして運んで

ろ選定であつ衣が︑折悪しく庚江主事ば岱
はろろこととて︑之が引率のため出席不可

薄陽さへ車内に差し込んで来る︒車窓から

くれる︒若し歩行でもするなら三時間もか
東部支含迄は祁常の畔間を要することと

て変る所謂牧狸の秋は︑何となく翌かさと

だしの籾があるが︑田に畑に作物の色づい

坐るであらうものをｂ文化の恩悪には都祁

て︑雨幽騨午前六時四十分壷銚子行で来て

やがて十時到蓋す︒含場士ろ肇校は︑高蔓

を通じて等しく浴するといふも里噂ある︒

ふ︒聞く騨より里程約三里といふ︒併し此

能となり︑記者が代って其の任を汚すこと

見る田舎の秋色は叉格別である︒紅莱は未

に分乗して含場たる府馬町小畢校へと向

となった︒

日祇含教化塁院畢生の箱根へ修畢旅行が行

博士が出席さるろ外︑庚江主事が出張さる

稗が開催さるろこととなつ穴のである︒

東部支含に於て第二回聯合含総含並に講演

々十月十八日第三日曜目を期して︑香坂郡

月九日其の溌含式及第一回の縄含は︑含祇

ノ

所諏々の事怖のため本年に持角越され︑愈

西村先生蕊生地佐倉に於て盛大に暴行され

千葉聯下各支含聯合禽網雷の記

〈

落着きを典へないでは置かない︒これ牧護
呉れとの話である︒日頃背を張って朝喪僻

一

、

一

−

〜 シ ー 一

I

I
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一

つた︒佐藤曹長議長席に着く︑先佐倉支含

之が救済に術らざろぺからざるに︑一朝自

もの上下の別なく協心識力須らく挺身桧命

１１
に濁り舞え︑見下しの風光と閑清はいふぺ

家の利害に逢着するや其職責悲願みず多数

を糾合して典反封を立停弧諸至らざるなく

議題佐倉支今提出

提出の議案より非議をなすｃ

一℃地方丈含テシテ本禽々瀞二参典セシメ

東部支曾の青柳︑糟鳩の幹事︑同小畢校

くもない︒

長︑先若の木村佐倉支愈幹半等に迎へられ

以て剛策逢行韮妨げんとす︒

叉政府禰局に於ては剛策の大局に鑑み図

ンコトチ本含二建議スルコト

家の利益なりと一旦決したるに於ては断毎

︵解読︶今や恩頬岡難の僑期に際し本含

て一行は来賓室に休想することとなつれ︒

の活蹄奮闘韮要する時に常叩本支介相互間

布も多数の反封弧誌に道ふや延期中止等の

乎として其の所信を逢行すぺきものなるに

此の室には兄童の摸純的習字の作品が貼り

出してある︒零常五六年の生徒として何れ

の誰繋乃一層緊密にし︑上下一心克く其の

醜態見るに忍びざるが如きものあるに於て

も立派であるｃ聞く古来此地は書迩の隆盛

は州椛何によって立ち蝿威何によって保求

に餅らざろぺからす︑依って支倉員数に考
へ本命評議員悲韮出して其の枢機に琴典せ

使命ル果し剛民の多数か・糾合して之が辰救

してゐる間に吉田博士は十一時牛到若され

しめ或伐支脅長術議か召集して地方意志の

主張要領に基き正義を主眠し︒非迩を匡正

とつくん︑考へさせられる︒雑談に時を過
る︒蜜は午前中に縄含な開く筈であったが

するが如斗︾は祇功て緊要なこと江りと信ず

存する所か本愈の施設溌鵬の計喪中に参酌

地であるさうな︒それ等の影癖もあること

日下隆家は多忙期とて難りも逆かつ士ので

るべからすと信ず︑故に本含は慎重熟慮非

し以て︑皇遡走迩錫し比心の静平を計らざ

此の時に際し我Ｈ本弘泣愈は五十年来の

んや︒

午後とすることになり︑議食を砿いて午後

本命に於て是等に就き撤吸雅識謀究恥識げ

一昨より総愈に入る︒

迩の剛盤に封してば菩缶を典へ︑耐脅雅誠

術の鹿碓を取られんこと鵡鼓に建議す︒

め政府常局に封してば注意を喚起する等迩

的行動滴々天下韮瓜扉し剛家の前途註憂慮

箇所二描出スルコトチ本愈ニテ取計ラレタ

一︑弘通含員ダル標札チ門戸又ハ見附ノ

議題東部支曾

なく可決︒

右入江昨氏提出理由を説明し︑寓場異議

に堪へざろものゐり︑蜘家の要途にありて

︵解説︶近来思想悪化の傾向逃しく争議

行動二省ミテ本愈ノ誘起チ促スコト

二︑証畔官吏或ハ畢焼教職員等ノ塀談的

場異議なく可決

右は木村康哉氏提出の班川悲読肌し︑寓

られんことル希望す︒

先づ東部支倉長布施鞄次郎氏が開衡の跡
雑て聯合副含長佐藤恒二氏︵堀田含長代︶の

走述ぺ︑次で一同起立して剛敬を合唱す︒
日本弘逝含甲乙要釧の朗誠あり︒それより
同氏の一場の挨拶に次で入江昨氏の事業報
席者ば︑種々の都合にて頗る少く︑僅かに

政務を施行し要職にありて育英の任に術ろ

告あって議事に移る︒俄日の支含代議員出
東部支煉佐倉支倉西部支含南部支含の四支

句

一

脅に過ぎなかったが︑いと熱心に議事に入

イ
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記の含縄曾合聯曾支各倉本下聯莱千

議題南部支含提出

これも大鐙な間蓮ひであってｎ．頂の平等は

は無差別の平等を主張するものがあるが︑

に燭しともいふべきであると論じ又平等に

︵解説︶赤十字祇員たるの標札に頓て奉

チ計ルコト右南部支含の顧問常崎芳俊氏

日本弘道含ノ含費テ減額シテ倉員ノ増加

右布施組次郎氏読明ありて共に可決︒

公の精祁ぞ認知ざらろろ如く弘通含貝の標

五とあれば︑八の力には四といふ如きもの

各人の力に比例した平等即ち十の働きには

つつ何人にも諒解するやう然も面白く話さ

迄及び︑城めて高何な話走分り易く解程し

にて︑本日の講師たる東京帝大教授丈畢博

吉川陣士への謝僻ありも無事盛衡裡に此の

して佐藤命長の閉命の酢と一同か代表して

犬ことば注目に筒することであった︒かく

遇走辱ふしれことを未筆ながら深く御濯申

衷心感謝すると共に︑種々と多大なろ御厚

雑リに営日は東部支含恥始め︑佐倉支含

いが︑直の自由とは︑人桁固有の本質即ち

一

凸

−

シ

札に頼て向己の反省と他人の起敬とを得べ

かくして右五案何れも可決せろル以て︑

れて約一時間半に及び︑感動を奥へろ所多

でなければならぬとて︑やがては普選等に

の読明あり︑布施脆勝に賛意悲表する所

く随て退愈の場合︑之走撤去するの差恥心

佐藤議長は迫て字句等の修正を行ひ︑早速

あり︑可決︒

本倉へ提出すぺしと述べ議事を経る︒時に

を生すべし︒恥の人に於けるや大なり︒此

なり︒此の事甚江飾にして行び易く沈欺中

の差恥心より人格も立つなり︒努力も起る
に刺激を奥ふろの効大なるべし︒但し此の

大なろものがあった︒聴衆は多忙期にも係

士吉田諦致先生演域に立たれる︒先づ演題

らず︑約撒百名に及び．殊に青年の多かつ

三時な過ぎた︒

布施鋸次郎氏提案理由走説明し可決︑

﹁自由と平等﹂に入る前に︑人間が他の動物

そ姪より誰波含に移り︑佐藤徹長の紹介

二︑要領乙溌難九像ノ﹁閏民ノ風俗チ改

Ｔこ◎

標札は一定に製作して本部より配達するこ

善スル事﹂二就テ有効二賓行スルノ方法テ

る︒而して四時半旭町へ向ひ︑同騨の五時

意義ある含は午後四時維了を告げたのであ

と述ぺられ︑依って以て人間の人桁的向兇

其の他の開係者が折角邦家のため比の御霊

と異る所以を述・へて︑其の人格生活︑人格

︵解説︶自由平等や階級打破等の聾を聞

韮促される所あり︲次で本題に入り︑今日

力にて盛大に意義ある含走開かれたろ努走

固有の本質︑共通善の行動等に就て︑縫々

くに街りじ物質的文化に煽られて己れの分

流行の自由であるが︑多くは吾俊勝手放縦

立ツル事

度を忘れも徒に生括の向上走来し特に交際

等走以て自由と心得︑誤て老へる人々が多

十五分出溌上り列車で無事蹄京した︒

に虚擢を事とし何事走逢行するにも手練煩

方面の膨脹に随ひ結癖の調度諸振舞贈特等

鎖なろ赤め有益なろ集脅等も自然忌避す

権利と義務といふ如きものを充分行ひ得る

ととする︒︵六︑一○︑二○︶

上げる次蕊である︒何今後益々御誰力のこ
とを邦家のため切に訓って大倉記を雑ろこ

様︑それを何等妨げない状態を指すのであ

；〜ノ

って︑放縦どころか反て服従こそ虞の自由

るに至るの鑑あり︑本愈は宜しく﹁生活改

ｉ１１＃

善﹂の候規を立てて天下に風勘するの勢を
執るぺきなり︒

一

〜
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ー︑本含事務所ヲ浦和支曾事務川内二世ク

一︑各支曾一天代議員壷名宛ヲ置クコト

曾長一名副曹長一名

一︑本禽二左ノ役員ヲ世ク

鍵に千葉螺に於て牒下各支愈聯合曾が設立され︑着全と共一︑本曾ノ目的︿左ノ通りトス
本職下各支曾卜連絡ヲトリ支曾相互ノ親睦ヲ厚フシ日本一
弘道曾ノ趣旨二運上斯道ノ振興ヲ団ルヲ以テ目的トス一

の成績を翠げつつあるに鑑みや埼玉際各支曾に於ても之が設

立の議起りて本年二月十四日浦和町埼玉含館に於て代表者協

議含開催の結果︑之が愈変設立さるることとなりしは既報の
ｈ来れろを以て︑之を前に役員の選畢︑規約の設立︑協議事項

一︑支曾聯合曾ハ毎年一回定時代議員愈ヲ開キ尚ホ必要二雌

如くである︒而して其の後順次批捗し既に溌曾式畢行に迄迫
討議等打合せの要ありとなし︑十一月十四日浦和町倶楽部に

ト

ー︑支曾ニョリテ各事箭ヲ異ニスルモ可成幹事ヲ多ク置クコ

一︑支曾長縦員ノ支曾ハ此際可成速二之ヲ選定スルコトー

協議事項

ー︑木曾盈費トシーア各支曾ヨリ年額金登回也醗出ノコト

シ臨時代議員ヲ開催ス

之が代表考打合曾を開催せり︒而して賞日参集せる代表軒の
人登は︑秩父支曾の噸谷俊太郎氏︑豊岡支曾の繁川武平氏︑同

砂長彦四郎氏︑熊谷支曾の田島辰五郎氏︑深谷支曾の小林倭
子氏︑久謀支曾の榎本善兵衛氏︑川口支曾の平灘風賊氏︑所津

支曾の牧野政之助氏︑浦和支曾の小谷野博戯氏等︑本含側よ
りは碇江本鱒主事︑寺本連絡部主事等出席し︑左の如く協議
事項を討議し︑規約を設定午後三時散脅せり︒

青年関幹部︑中等翠校長及其職員︑小畢校長及其職員等

ー︑土地有力者︑町村長︑助役︑方面委員︑軍人圏ノ幹部︑

ヲ中心トシテ可成多数ノ有志者二入曾ヲ勧誘スルコト

一 一

埼玉螺支含聯合雷規約

一︑曾名ヲ左ノ通リトナス

日本弘道含埼王螺支禽聯合曾

一 一 一 一 マ 背 〜 ヘ ハ ヘ グ

I

Ｉ＃

拝啓貴命毎歩御隆昌奉賀上候陳春先舷御通知申上候本牒支

文書礎添へて撫下各支含へ向２一Ｗ辰通知する所ありたり︒

禽聯合含設立並に同規約の作成共他御協議事項等左記支曾

御肌旅心上別紙の通り決定仕り候間御通知申上候
御出席支曾

殺父︑響岡︑熊谷︑深谷︑久喜︑川口︑所津︑浦和
以上八支含

本部より賦江︑寺本の雨主事

昭和六年十一月十四日

曾長繁田武干

日本弘道曾埼玉嬬支曾聯合曾

支禽殿

以上を以て愈盈埼玉蝶支曾聯合曾は形式内容共に成立し︑
至れり︒

千潅腺に次ぎて愈今本曾の螺支曾の聯合曾の設立を見るに

茸

一︑本曾二於一ァ決議セル命員ノ倍加運鋤ヲ資行スルコト

ー︑諦演曾含貝相五ノ修養曾緋話含若クハ無諜含等ヲ時折開
催シ以テ含員ノ利茶及親睦ヲ計ルコト
ー︑支含維持費ヲ造ルコト

ー︑埼玉厩支曾聯合酋役員及規約ヲ設クルコト
ノ如ク決定シ各承諾ヲ得タリ

ー︑含長及上副曾長ノ溌畢ヲ行ヒタルーー満場ノ推選一言リ左

副曾長小谷野博猿

曾長繁田武平

尚ホ豊岡支曾提出二係ル左記建議案ヲ議題トセシニ満場一
致ヲ以テ本愈二封シ右決議ヲ提出スルコトニ可決シタリ

建議案

一︑木曾ノ曾脊震減独セラレンコトヲ本曾二建議スルコト

理曲

ム

一目下経済界ノ不況ト諸物低廉トノ
ノ現
現状
状二
二鑑
鑑ミ本命星斐ヲ減

ハ含員ノ播張ヲ計ルー如力

一雫︽年︾峠辱﹄︾︾︾評︾︾︾︽
興鐸
ノ酷
急確
務鐙
ナルヲ痛感ス而シ

以上
右の諸項は蕊 刑聯合含長の名を以て之を印刷し︑ 左の如き
︑︑

リ

I
一ズト信ズ
シシーー司一，
ｰ〆
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外務省の意でもなくＯ脚分一個の意見であ

これは飽までも我が政府の意兄でも︑叉︑

回の満蒙事件に就ても語らればなるまいが

生は︑今夕瀧家の現状に就て話せば向然此

生の講演が始まつ犬︒講演に先立って︑先

の境界といふものが殆んどない︒各地に牒

もやがてその禁が破られた︒今日でば漁蒙

設けて入ること走禁じられてゐたが︑これ

ることになった︒けれど︑蒙古へは擬柵を

れので︑清輔の時代に入ってこれを許可す

の方面より沸洲に入るものが綴々婚して来

とられてゐたが︐その後︑由東省や山海闘

ｌＪｉＩ
るからｂその積りでお聴きが願ひ誰いと師

有志青年部談話含

十月十日︑午後六畔より︑日本弘遁倉本

ばれ衣︒その縦波要旨なかい掴まむと次の

報告

此日︑北時雨も来さうな肌寒い蕊天であっ

部に於いて︑有志青年部談話含が開かれ士

々塘加して今岡では三千闘人に上ってゐる

起涜含︑各部落が錯綜してゐろ︒人口は年

どは何十分の一しかない︒蒙古人などは更

が︑その多くは漢蛙族で︑純粋の満洲人な

吾々が瀧蒙と呼んでゐろのは︑南瀧洲︑

如きものであったＵ

の地には雑多な民族が住んでゐて︑今日か

吉林︑黒龍︑熱河の四省である︒背から此

に就いての講演があるので︑時節柄この好

たが︑外務省の砦村成允先生の瀧蒙の現状
問題を聴かんものと︑定刻より舎員は綾々

といふ桃を尊崇し︐瀧洲一帯に非常な人望

り︑伽敬迩深く信仰して︑﹁マンチユシリ﹂

厩墾地の三

て肥沃で︑未墾の土地がとても多い︒即ち

って︑気候ばまく︑乾燥してゐるが︑概し

土地の大身﹄さば日本全土の三倍ぐらゐあ

にすぐなく︑日本人は間烏州及び瀧織の沿

と来集せられ︑意外の盛含であった︒その

やがて満洲と地名が出来たのである︒叉︑

があった︒此の民族をマンチユ族と呼び︑

が二千汰町歩もある︒それが一年に平均二

線で二十寓人ほどゐろ・

蒙古にはモンクー族と稲する民族が住んで

のであるから︑これを奈部開墾しつくすに

十蔑町歩ほどづＬしか開墾されて行かない

ら三百年ばかり昔．長白山麓に住んでゐ求

小島徳弼氏庚江万次郎氏

入江勝氏高木八太郎氏
千葉光蛎氏高梨惣助氏

ゐてその締伴な武力を以て︑漢族にも恐れ

済期の先祇の愛親難羅氏が蛾も勢力があ

松平稽吉氏服部播郎氏

草間豊吉氏松野緑氏

られてゐ衣のであるが︑悌教の力で段々と

は百年もか坐るわけである︒生産物の主な

と云ばれ︑肥料となる︒米も朝鮮人が水田を

〜〜〜ｌＩ

く；

４Ｊ４︐くうｆ︐〃うぐ︐く〃魚ノ︑ノ︑／︑く︑くりくｊ︑ノ︑ノ︑ノ︑く１くｊ４︐Ｋりくｊ４１４

開墾して北海遡の癒韮植えつけることに成

、

来集者は︑

寺本巽左術門氏平林茂吉氏

四谷柄錆氏瀬戸峰次郎氏
加賀美鴎光氏後藤撞鑑氏

去勢されて︑今はまつ赤く遊怖な民となっ

るものは大豆で．その産叡一年に四百洩噸

一百寓町歩に封して︑未墾地

窪田操子氏臼井政子殿

てしまった︒

漢人菰の満洲の土地へ入ることは魁宋明

重城律子殿

の昨代から禁じられて．一種の鎖風主義が

Ｉ

一

一

へ

−

などであった︒

寺本幹事の簡単な挨捗に次いで︑砦村先

I

一
一
一
〜
＝
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ー

八商人︑その多くは満蟻に開する仕事準し

ば縄督があってこれ悲支那し︑後・未天に

Ｆ１

功して以来︑年々相常の産額がある︒その

綱督として最近まで最も勢力のあつ衣のは

噸三打総督の支配下に移った︒この東三省

例の張作森で︑彼の死後にば張皐良が推さ

頗る怪しくて︑瓦に日本人を指導する中心

瀧殿ｌ南満錘識株式含征は︑官民共同

段々と増菱して今日では四億四千蔑回雁上

がない︒この政治的峡陥がそもそも満洲に

の事業として︑明漁三十九年十月設立され

ってゐろ︒その事業は．主として・迩稔心

出されろ︒畜産も︑馬︑羊︑豚︑牛など態

その他︑材木０余銭︑石炭︑就中︑石炭の

海運に在り︑海運の方は目下大述汽船倉碓

最初は菱本金二億寓岡であつ菰が︑その後

産額は雑しく︑撫噸炭坑だけでも年々十五

於ける日本人の菱達しない理由である︒即

主とし︑馬は年々二百五十蔑頭の産額があ

億噸の石炎悲産出する︒そして︒この石炭

の方に委れてゐろがｂ事業の範悶を擬張し

と同時に南漁蟻逝の附馬地走管理し︑その

ち︑族脳に開束騰があって開束洲彩諦める

り︑羊毛は日本内地へ盛んに輪入せられる

の産出の副産物としオイルセール石から油

その他︑倉庫業︑ドッ．ク業︑製錨業︑電気

満洲に於ける事業といふ事業に手を延して

備︑端院︑化畢研究所の設澄に至るまで︑

トボテル︶の設置︑童路︑電燈︑水道の設

に封してすぺてのことか行ふのであるが︑

ろ︒各地に散在する領事館は︑亦瀧日本人

であるが︑各鐘道附闘地の行政海行ってゐ

蕃察事故を引受けてゐる︒浦鐘は管利含祇

次に日本の方の政治はといふと︑これが

走坂ること韮知り︑主として略舶悲動かす

工業を始め︑地方縄誉として︑族館︵ヤマ

姥基線として無数の支線がある︒我が餌と

ゐろ・

癖草工業︑製陶業等枚畢に遼なき有様であ

も近来又盛んで製油業︑製綜業︑製糖業︑

ろ︒商業の股盛は知るぺきであるが︑工業

でも諸地に散在すろもの二○に及んでゐ

九○もあるｃ正金︑朝鮮雨銀行の支店だけ

北海道から米の苗を取って来て抗えつける

ぐない︒彼等は不毛の地に水田走作って︑

て自然と満洲の地に流れ込んで来る者がす

つ士が︑日本人が朝鮮の土地に入るにつれ

朝鮮人は昔ば満洲に盛んど入ってゐなか

務機開があって︑その命令系統が全部異っ

ある︒叉︑奉天には我が参謀本部瓶馬の特

鐘嶺に族圃があり︐公主嶺に鍵道守備隊が

陸軍は︑族順に開東軍司令官︑遼陽に師閲

ゐろ日本人は港んどないのである︒日本の

に権限ばあるが︑その附鴎地以外に住んで

溌際行ふ代事は何もない︒鐘遁附園地以外

に在住すろもの百寓と講せられる︒

ことに成功して以来︑綬々と農業に従ひ︑

亨︒Ｏ

この満洲の地に於いて日本人が如何なる

瀧洲に於ける政治は︑かつて清朝の頃に

府の出張役人があちこちに散在してゐる︒

ｌノ

てゐる︒そこへもって来て︑更に朝鮮総督

今日では支那人に雁迫されながら︑この地

日本人の経管にかＬろ曾就が八○︑銀行が

交通は東支鍛造︑南浦錘逆︑安泰線など
の輸出入は年々潜加するばかりで︑今では

ず︒①

燃料として年々五十五憧噸からの産額があ

れ︑父の業を継いでゐろ︒

他農産物は食糧品としてありあまるほど産

I

てゐる・

I

活動をなしてゐろかといふに︑その数約十

ハ

１１
斯くして︑満洲に於ける我が政治は全く多↑

この思潮の洗濯恋受け︑孫丈の樹立し表函

得︑大正四年に至って︑その租借椛悲九十

雀犬都市解放の承認︑安奉線布設の承認走

擢悲譲興され︑つ置いて支那側の永認を得

大連までの南流鑑遁と︑その附賜地の郡借

日露戦役後︑我が国はロシアより長春より

義︑打倒帝賦主義の立場からして︑我が園

てゐろが︑支那側としてばその民族自決主

に於いて︑既に述べて末求如・含権利北有し

象となるのは我が剛である︒我が閏は浦洲

排除することに努めてゐろが︑その岐も封

歩振の連中は自由に於ける諸外剛の勢力を

の呼雅となったのである︒由来︑支那の韮

我が剛に目指すところの﹁打倒帝削主義﹂

義︑民椛主義︑民生主義︶悲標棒し︑特隠

て︑支那側では︑殊にその少批鎮鈍の迩中

ふのがその簸も恥硬諭である︒これに封し

ら︑徹底的に轡懲してしまふがよい︑とい

されたりするやうでば虞に不安であるか

が起って邦人が迫害されたり︑錨謎を破壊

然のことである︒されば︑今回の如き事件

にしてみれば日本がこれ韮自由にするば営

って支那に還してやったのであるから︑今

ば占髄きれてゐ犬の悲剛本が露西亜に打勝

諭のやうである︒満洲はかつて露西亜に半

の主張はどうかと云ふ厚︑一般に頗る亜硬

ところで︑今皿の事件に封して︑日本側

芯ってゐろ︒

九年に延長した︒叉︑日露嬬和擁約並びに

ころで満洲に束三省の支配者として張作森

にその椛利走放棄させれいのであらう︒と

民政府は︑いばゆろコニ民主義﹂︵民族主

その遁加僚約によって．銭道沿線一キロに

の間では︑例の民族自決主義の思潮によっ

頭政治であって．人灯は誰れに寄るぺきか

十五名の守伽兵︑即ち一寓五六千人までの

壷展する見込みがない︒

､ 一 へ 〜 〜 一

次に満洲に於ける日本の権利であるがＵ

斗﹄も支那側としてばれいして不都合なこと

でゐろ︒そして︑今凹の中村大尉事件の如

て︑日本の満洲に於ける権利の放棄準叫ん
ると︑南方の醐民政府と握手して我が鰯に

張作森が死んでその子の張畢良の時代にな

籾てｂ今回の流蒙事件であるが︑この事

兵悲駐劉させる権利を得てゐるのである︒

件が勃駿するや︑南支に於ける排日反感は

しないこともあるが︑叉︑その方法の拙劣

菰如く︑そのよき指導者がない求めに壷歴

日本人の満洲に於ける満動は︑既に述・へ

は如何といふに︑日本に封して好意ある見

る︒次に︑諾外醗のこの事件に封する批到

吹かせねばならぬといきまいてゐろのでわ

に訴え︑剛際聯盟の力によって日本に一泡

豊的に出たことであるから︑その公義正道

はないし︑職進破壊の如きは金然日本の計

今回の事件ばた管単に中村大尉のことから

であるれめに︑常に支那人側と衝突し︑日

解を示してゐる閏もあるが・叉︑中には率

は今岡の如き事件も惹起されたのである︒

起ったのではなく︑その原因たるや久しい

支の感箭ば阻害されがちである︒か坐るこ

の有様である︒この篇めに我が園の貿易上

極度に高まってｂその鯉済闘係は譜ど絶交

ものがある・かの世界大戦の結果︑各幽はそ

となども陽に陰Ｆ今回の満洲事件の原因と
が溺愛して来た︒鉦論︑支那でも逸早くも

れとなく不況に陥り︑民族自決主義の思棚

の損失は幾何なるや測り知られない︒元来

封して敵封意志を示すに至つ衣ので︑途帳

が居る問は︑何事もなかったのであるが︒

白
し
■

に迷ってゐろ︒かくの如き仕末では︑到底

I

I
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差挟んでゐろ図もある︒即ちｂ今回の事件

ろ支那の方に同情して日本の態度に一疑彩

こんなタハイナイものであって砥何等の確もの走・朝に夕に見せられる︒そして去っ

︵五十二頁のつ営き︶現代ば過度期だといふ︒なるほど種々な

る筋があるｂ叉︑日本兵が支那兵に殺され

融和問題にしてもさうだ︒四民平等の今行く︒現代の人々は全く困って了ふ︒この

のにも目がひかれてずろＪ１と引銀はれて

もあることだから︑これに訴えて平和裡雁

日︑多年智慣︒つけられも叉迷信して来た侭時であるから心迩きにも新らしきにも迷つ

いふのは︑閏民性の悪い方面の根弧さでああびかれると共に︑前へ前へと新らしいも

交渉すればよい︑それに無暗に兵か出すな

に︑何等依存する所なきに係らず︑其所にて居るのである︒其虚で良いものは．奮よ

ら︑今日の肺愈はどん芯にか明るくなり︑な新らしいものであるとしたら大問題であ

ば︑前と同様である︒これ等が一掃されたものば隔習の奮いものであり︑又悪い浮薄

差別の槻念が今以て支配してゐろといふのし︑新らしきよし︑されど依然として持つ

斯くの如く︑流洲事件は今後毎を紛糾す

平かになるであらう︒同じく人間は人間でろ︒吾々ば先づ奮き噸智を晩すると共に︑一

×
×

ぺく努めねばならぬことを捕感する︒

浩天皇の五ヶ膝の御誓文の聖旨に添ひ奉る

化上重大な事といふぺく︑以て吾々は明

諒解しても黄際の観念としては奮来の殻を

はない︒併し︑理論の上からは誰でもよく

然慧難燕騨
×

I

︐ぐｊ４１ｆｊＩ１くｊく勺／︑／︑ｒ︑くＪ︑〃︑くノ︑〃Ｋノ︑く︑ＩＪＩノ︑一ｆｂｆ１ｒＪ

って行くぺきだ︒そこに差別のあるぺきで．

又そこから出たものである︒お互に愛し合ろまい︒

あって︑何れも同じものの中にあると共に新らしい良いものを捕えて行かなければな一

るものと見られるが︑これに封して日本人

は散含した︒

１１
×

共に寺本幹事の閉倉の挨拶があって︑一同

岩村先生の講演は九時半に怒り・絡ろと

恩ばれろ︒

としても祁営の畳悟がなくてはなる主いと

が︑その後者の見方である︒

どはすこし早まった行蝿である︑と云ふの

穴といふが︑それが判明すればｂ閏際聯盟

つまでも根鍾く何時になっても消えないと期でもある︒即ち過去の種々なものに後需髪

｝

たろ依る所がないに決ってゐる︒それがいては束リ︑率ってば去る︒併も亦一面鍵移

１１１

｝

は日本の軍部が政ゞ府と離れて凋断的に敢行

I

したもので︑多少計霊的にやつ犬と思ばれ

｛
×

ti4
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垣重八遥龍妻夫
63

‐ 一 一
一
e

井手蕉雨

が鱈や全ふくかみしもずぎた玲含ひおぽひずぎつ即え姪いづもくこ

ひかばかみとりかふさんらうもやう全くわときばづじゃうろり丘

義をたる川幕︑上︑下杉の立木︑日覆より杉の吊枝︑すべて拙雲の園

ほかしとぼいみよいづもやへがき

肥の河上鳥髪川中の模様︑幕明くとすぐ術磐津の浄瑠璃に成る︒

瀞へ灘を趣てし昔は速き祁の代の︑手慰琵蕊謹の堂に︑かくと州雲の八重垣
ゆひめかにいも幸一ちざひざものがだり
や︑結目も堅き妹と快の︑契り久し寮物語︒
や全上く含刻とぷだいめんし生さにいし毎．つしやうめんくわいき

いはぐしんノーしんぎんゆうこくはいけいつみて坐やし樫キリきけも

ト︑山幕を切って落す︒ト舞蕊一面に所作蓬を敷詰め︑正面怪奇なる
かめしうゐ

おぼい戒ぽのら︑いばたがひめしゆつゆんしかけきうノ

１けいりぅ

岩組み︑森為たる深山幽谷の背景︑上手寄り八噸折の酒を確りし八つ

ひ野含さうノ０１ざんへううらすきのをのみ︒﹂些涙︑しなにひめが塗た

の郵券一周園にして巨いなる巌︵後に幽諦長姫出現の仕掛︶涼たたる渓流

の饗︑楓共たる山蝿の裡︑素佐之男命︑櫛名川姫を擁護ひて起つ︒
ずくかみ

すがだめみないたこひそやえ贋しく広胆ひめ

の子が︑雄垂しき風釆ひ上自見て︑胸に立ちぬる趣の征蕊︑赤維奇し名川姫

こを▲

浄八鶴帳のじみＵと爵の擁に︑壷ちし昨携癖の押掛よりも︑われを救ひの祁

一

や譜︑察したまへと夕築に︑染めてはづかし樋紅葉︑紅蛾会化の顔を︑な

含みざつゆふ瞳えそ嘘若翻︒みぢにづら嘘芯かんぽせ

瀞ハ雄らぱ漉れかし︑雄られても︑残る心はなか案に︑せぬわが愁を知る

いっそ為容見ぬ先に︑
と姫﹁と
とのここふろ︑︑毛らこひし

ナがたみざ寄

百合の︑花の頂のたれゆゑに︑今更惜しき命かも︒

ゆりばなうなし︑︑いまさらをいのら

…
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垣重八造寵妻失

いだづち

ど徒らに散らさめや︒
こＬろやすあつ生

命﹁心安かれ吾が妻よ︒
めで

藩へ巌よ︑姪葬の誌懸す︑砿の輝潅の峰も無く︑やがて目出
わかものかり
た
全がつみぱみ
度く災鯛も︑晴れて逢はなんそれまでは︒しばし別れて物蔭

しのこびつ泡
に︑忍ぶや識の常ならし︒
系ことひめ江ぐさかたぱいばかゆみひ毛ひめ◆一を
ト︑命は姫を慰撫めて傍らの岩蔭に身〃一潜む︒姫は設
仁いしぱいくら江

けの犠裡の壁に青き︑一畦に蕊蛎の耐祇を雄ろ藤︒鋸
喜次第に暗く成る︒

しかけ封里い陰わ錠かや

けけひすき全や今一江たにみづ瞳七もぱしゆらめいてそろうをい

藩へ謡に鐸の梅も断け証めて︑藤を奔が渉の擁の暦が︑衆ぺ

診僅

き気配の凄じく︑山鳴り谷水遜り︑揺き出し大蛇の締︒

んつうの曽

晶ナ亀わに

す︑耐迩力にたぢ／︑︑たぢ︑よろめくところを踏み据て︑鬼

こむ︽うふり晶仁りおお

ひくちとびかＬ
一トロと飛蒐る︒

いば江がひめくしだにひめひ奇す．

卜︑此の浄瑠璃のうち雨姫は追ひつ追はれつよろしく

あってトや岩長姫ほ櫛名田姫を引据ゑる︒

診んてぎかくご

藷へ峠に癖輝謹あって︑

﹄﹄丑一

ゐぜいすろゃ﹄ず客含ａしんりきめう浮

命﹁いざふれ怨敵畳悟なせ︒

診んいきばさんがくさうもく︾

．うようかす凸かへにいぢけた

浮へはげしき藍ともろともに︑威勢銭き素佐の君︑刷力冥加

おったておつ上今にいけやわざ

の御勢ひ︑川岳草木動揺なし︑河水を覆し︑大地を蹴立て︑

みこともうぬんを雲いいばながひめ嘘ゆたち全は

道立追詰め稀代の捷業︒

くらあきつ歩とのつとゆうり唇わくわうつるざ

ト︑命猛然と躍り出で上崇長姫と烈しき立廻り︒
あ生瞳へ零⑰

瀞へ天の蝿斬ぬきそぱめ︑口にけ天津太覗詞︑勇力和光の釦

かみさたがわかや

い江づまひらわ仁いぼながひめしんいいば侭く仁

ト︑大どろノーにて仕掛の亘巌さシと割れ︑内より八
隼に審劾ら啓いいぼ旋郡ひめ十がたあら唾い

岐の大蛇の精岩長姫の葵にて現れ出づ︒
だらとこ−︶ろ＋診一やき

藷へ雁の砿躍に鑑を繕て︑雅躍の螺の雌瞬く︑癖む砦蒋公雛

いみしばらやし全うらそと

ほむらの種︒

ふめ生をんなとのつく

学も

浮へよしとは言はじ葦原や︑八洲の浦の外までも︑

の︒

ゆＬ含みらてんそんしぜ名ゐ町幸一く釣こ上ろ

岩﹁眉目好き女を雄毒さんと︑恩ひしとともうたかた

︑︑︑︑

の稲妻︑閃めき渡って岩長姫の︑填悲の擬も砕くろばかり︒
くちをしことしごろあくぢよう全よひときみ
岩﹁あら口惜や︑此の年砿︑悪女と生れ世の人に︑︲噸し
よなかびぢよあくぢよ
雪も
わらにく
蝋はれ僧まれし︑恩へばノ︑世の中の︑美女は悪女の
︑︑︑た虹

太刀︑研ぎし心の蹴れ焼︑みだる上髪は宛らに︑岐れて八つ
︑︑︑︑︑しっとくるもうしうめくが︒ユもとつみいばなが
のくちなはや︑嫉妬に狂ふ妄執に︑悪業つきぬ前身の︑岩長
ひめ︑︑︑か痕らぞん江こＬろ︾﹄くじやとりもしも己ぐれんした

の

やつもだひ

姫とあらはなる︑形は女︑心は毒蛇︑掌持つ肢元︑紅蓮の舌

胞ら上ひめナがた

そこ

ふりたてノ︑狙ひ寄る︑姫の容姿はありノ︲１と︑八筒の蕊に

かゆみに垂きけが

違粂江こくれなマロがｒらならん〃８１疋圭やかしこにえ

影見えて︑湛ゆろ篭の香にひかれ︑底をつくして飲むほど

みひやい唾かへいユこう

琴へあはれ勇堂しき調に含ひ︑天孫自然の威力に唾され︑心

つのをは

に︑解へる眼は紅の︑酸渠篤しっ上鯛々と︑驚破彼虎に資

の角も折れ果て上︑わが身に秘めし匁さへ︑返して今ぞ降

︑︑︑客にたら全ひ

密りと︑躍りか上ればあなやと避け︑逃ぐれば忽ち引きもど

服の︑

今二一﹄圭一

岩一誠をさ上げまゐらせむ︒
一り

Ｑｑ■承ロ四④ロ︒

このい臆だがひめみつろぎい庭くしだにひめうみこと

︲里公︑○

みやい全し

岩﹁身さへも八つの戒めを︑
ばつ控うや矛ふ

八方八隅︒

みよ弥僅やし詮

命﹁八重麺辿る︑その八重垣を︒

やへが妾つくやへが含

姫﹁八雲立つ︑いつもやへがき︑妻龍に︑

やぐも声つ生ごみ

命﹁八雲立つ︑出雲八重垣︑つま龍に︑

やくも仁いづもやへがきごみ

瀞へ太しき島の闘風︒

・部としよふくにぶり

姫一︲心も須賀の宮柱︑

こ上ろすが入や催しら

岩﹁めでたき昭代に大八洲︑

いら↑念

浮へ練をづ課とが今消えて︑

岩一︲八色八面玲琉の︑

しきめんれいらう

浮八鏡るは跡の維鱈堆垂に栃りては雲の八街︑地に在りては

くらやら雀たちあ

姫﹁八供のをろちとうたはれし︑

やまたや︑︑

命﹁三種の祁器具足なし︑

ふくざ仁からぐそく

瀞へ雌は輝ぴて延騨も︑ほんに手の郷手猪椎や︑足の踏所も
あしなづらこみろそらと拳とつかつるごみてい
足名椎︑心も宙に取つ措いつ︑十束の鋤御手に入り︑

てまひてなづ・ゅあしふふご

卜︑此うち岩授姫費鋤を出し︑櫛名川姫一堂けて命にさ

津ハ畷せし露擁潅雌せぱ︑一堂けてをさむる中津園︑

たかつくに

ふく時◆
垣重八造龍妻夫
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,
i
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ひき

ゆんでひめ

謬八叶雲派霊感派手僻まで︑謡り鯉へて鐸催も︑錘がぬ感と

すきの老のみことめてみつろぎ仁か

そ久しけれ︒

て

くわん含みおもてあ︾くじやぜいヤゐ

ト︑素佐之男命右手に賓刺を高くさ上げ︑左手に姫の

ふけしらあふかしこあ師つきいるしんく

手をとりて︑職喜に浦てる面を合はす︑毒蛇の締は随
含陰なこ

喜の眼をあげて︑二夕柱を仰ぎ畏む︒暁の色輿紅にか
し・りこゑ上も再ここもやう
しづ
堂やき︑鶏の蕊四方に聞ゆ︒此の模様よろしく︑静か
に︒︵幕︺

−１１一元−１１

ちちのみの父のみことははそはの母のみこと

おぼろかにこころつくして念ふらむ其子なれ

やもますらをやむなしくあるべき梓弓末ふ

りおこし投矢もち千雰射わたし刺だちこし

にとりはきあしぴきのやつをふみこえさしまく

︵寓葉集より︶

るこころさやらずのちのょにかたりつぐぺく

名をたつぺしも

︑４５日ＩｌｌｌｌＯⅡｌＯＩＩｌＩ︲Ⅱ１１︲１．
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九月一日大震災記念
︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
緩歩沈吟夜趣閑︒東方迦月獅嘉山︒誰知此庭

山上槻月同人

評日句亦有雲煉出没之妙︒

峯密愛．造化祁工誰復知︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑▽
樹木欝蒼山水奇︒苔階石燈使人疲︒雲姻出没
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

詣阿夫利祁祇一如伊庭弘道牟葉

評日余亦遜大震災︒僅以身尭︒今諦此作︒同感特多︒

想起震災次帝都︒復興無不見洪模︒聖皇巡駕
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
天恩渥．継冷香煙御賜臓︒

安蒜斌恕争葉

評日高齢垂八十︒詩律厳正︒奄無塀筆︒老健可美︒

裏︒利名於我挨︒

︑︑︑︑︑︑

李杜才︒山肴唯一孟︒村酒僅三盃︒何厭老貧

○○○ＯＯ○○ＯＯ○○○○○○○○
馬齢垂八秩︒早巳牡心擢︒筒有煙霞癖︒曾無
つ○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

偶成緋雲内田鼎︵茨城

文冨
謹員

文荘選

川

任尤大︒道徳移風常自認．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
聖上親臨師範堂︒維時秋気菊花芳︒可知教育
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

三省尾淫幸︵埼玉

堪歓喜︒恭賦三絶以馬記念︒

昭和六年十月三十日︒聖上陛下臨幸
東京高等師範畢校︒賜勅語︒老生不

評日此作亦妙麗之詞︒足以頒才媛︒

調時弊︒青史長雷才媛名︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○ＯＯＯ
奉侍中宮致赤誠︒一家貞節有鉄清︒文章妙麗
○○○○○○○○○Ｏ

紫式部局舟杉江孝春急賀

評日句亦清麗︒能形容楓錦︒

松林外︒楓錦麗於三月機︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
偶上狭山秋気満︒花冷武野一牌卒︒夕陽湖畔
︑︑︑○ＯＯ○○○○

秋晴出源蒲園祁山太三郎︵武裁

評日讃之亦有入仙界想︒

塵厘外︒満眼風光駐我還︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石

藤評癖乎蹄腰溌︒一月変毎重泌芳蕊︒邦溌盃舜
厳存在︒努力須宜報聖明︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日三省翁︒群従事育英︒功紙頗多︒今而有此光築︒
非偶然也Ｕ

秋夜偶成榊山若園武蔵
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○ＯＯ○
雛免失明治未全︒秋燈披峡字如畑︒回頭追想
○○○○○○○○○○
塙翁績︒双涙油会難作眠︒

評日余亦病眼︒謹端検校Ｕ収共博於本朝商人惇巻首︒
叉列温古含︒今並十一月︒丁其百十年祭︒列其祭
・典︒聴徳川綱陵伯諦話︒錠辿墓其人﹄今叉誠高作
不塘同感︒沸涙自下︒

讃演口前首相随感録

香腸平山陽太郎早葉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏ○○○○Ｏ

筆有千鈎力︒礁偽坐右蔑︒幾多憂圃士︒須阜

○○○
故人心︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

高格世無比︒忠誠徹肺肝︒登壇論政日︒場中
評臼前首相︒一音容雰髭︒供人遡慕不巳︒

正衣冠︒

時事感五首東耕石川藤作暴城

夕

詩

林
67
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守︑や︑もや︑

困窮真逼迫︒日夜棚憂時︒暇令吾餓死︒道心
︑︑︑
曾不雛．

︑︑︑︑︑︑︑
興亡多蒋愛︒陵谷世間術︒泰勉生鈴撫︒邦家

致富戦︒

︑︑︑︑︑守尋

︑︑︑︑︑︑︑
逐年来困倣︒到虚聡愁歎︒今若無勤勉︒前途
︑︑︑

奈図家︒
︑︑︑

築辱元難定︒人間有屈伸︒誰知先哲語︒箪食

梁満貧︒

︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑
奈此農鴬業︒傾顔不可支︒休憂衣食道︒奮凌

勿室時︒

見飛行機有戚禰山宏爵玉

評日慨仙憂時之意溢予言外︒

曾聞天女飛揚舞︒今見航空測嘉機︒造化之工

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○０Ｏ

○ＯＯ○○○○○○○

評臼涛亦奇椎︒奪造化工︒

人巳及︒黄金世界又何希︒

塙橡枝百十年忌辰恭賦
丈荘石川粂六︵東京

接英霊︒

先生一去百星霜︒畢世追欽令徳琴︒壮歳喪明
遼奮働︒晩年成業却康寧︒精通古史論名分︒
撰述群書示典型︒今日忌辰卿展幣︒蒸藷棲槍

香峯

刺

春英

田要

元

三浦直正選

口

念雲重

下野

下総

¥

歌園

文蕊

二つまで己が歌のれる雑誌をば携へゆきて友に見せけり
評少しも飾りつ蕊の無いところにひきつけられまし誰

柿の木のかこめる中に藁葺の百姓家あり沓取野の臭
評忠貨な描出によって作者の感じがよく響きます

山

下組蕗田香風

野

岡林

段妾と焚きつくされし積まきのあたりに哀れ蝿蜂のなく

城山

佳作
わがすまゐ雨はもれともつね日頃ぬれぬ恩ひにくらすなりけり

海越皇Ｌ行かばと恩ふ夕べなり心なづまず一入来し演

茨松

天

地
人

68

歌

唾I

路切りをあやふくとぜば夕焼けの小冊綾きけり蝶むれ立つ
忙しさに新聞を談む冊もあらぬわがなりはひを尊しと恩ふ
ふみ巻に我うたたしと我友のたじる心ぞうれしかりける

我か宿に襖の風もまき夜註海原遠く漁火の見ゆ
夕ぐれは小鳥の群ぞかしましき村のはづれの古寺の森
網刈りて煙草時なり畔道にかけて一服筑波山見る
さ庭ぺの日常りのよき石の根に黄色き花のつば蕗の咲く
流洲の守怖の兵偲ふかな月もさやけき秋の夕に

高尾山見ぬ川にふかく紅葉して見わたす限り錦底りけり
図を恩ふ民のご上ろを大綱によりあはせて寓代もへん
錘の言の高く低きに綾どりて機織る節の面白きかな
母とつま三人あつまり園漉裏ぺに栗にて食む夜こぼろぎなくも
たきつせの清きなかれの山川の瀬にも紅葉の色深く見ゆ
とり＃Ｉのコスモスの喚く裏窓に心ゆるりと机によれり

人の逝ふみ行く人は磯演の小石にまじる直玉なりけり

一男巌迩毒喜弓天勇堂職郎築湖

者

弘久直桑梁

義次庵
萱繁太
清

吃公

嵐

谷

保瀧谷竹

庭Ill十間津
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下大千千頑静茨祇茨滋清千茨静
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総阪葉葉島岡城涜城賀水葉城岡
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俳

鯉

蓑錘や柿賃りたる旭の梢陽に透いて蛇緬あらはや秋の水

蕊俳壇千葉一如干潅番峰

埼玉佳香山上の紅雅映れり秋の水

編輯部選蓑錘の枯枝に鳴く雨夜かな沈みゐる皿ぁらはなり秋の水

蓑録の壷上に焚かれし枯枝かた茨城ゆたか

◇蓑墨
茨城一誠秋の水室の青さを映しけり
滋賀萱堂蓑錨の夜風に揺ろ上小枝かな秋の水流る土雲に動きけり

蓑壷の障子にうつる夕日かな同然水同桑弓

千葉蒼堂栃木無町畦滋賀萱堂

蓑迩の一つ下れる裏戸かな蓑錘や枯葉のかげに下りゐるせ上らぎの言細りけり秋の水

日営れる枝に蓑銀兄出てたり蓑錨や背戸に積みたる柴の束秋の水月の刈田に光りゐし

蓑迩や柘摺の枝に下り居り静岡清湖埼玉佳香
茨城ゆたか蓑錘や親子耕す桐畑降り続く雨に濁れり秋の水
蓑録や焚火に煙る梅の枝埼玉水帆千葉蒼堂
同桑弓

蓑姦の少し動ける日暮かな蓑錨のつきゐし菊をいたみけり堤に嘆く野菊に秋の水澄めり
千葉香峰石かげに泳ける魚や秋の水

蓑錘や雨にうたれつさがりゐる静岡風来子橡の資の落ちし土橋や秋の水

蓑錘の風に揺らる上小枝かな枝にすがる蓑墨に射す夕日かな幅島甫水

砺島市水頚少し出して蓑錨這ひ届たり山口松風

蓑錘心いつしか渡る梢か意◇秋の水山かけのうつりて秋の水肯し

山口松風秋の水澱みて淵の青さかな棒枕の並べる堤や秋の水

蓑錨のつきたる朽葉掃きにけり埼玉水帆茨城一誠

栃木無町
ちらノ︑とせ上らぐ秋の水澄めり

千葉一

茨城然

秋の水漢曲り来し湘一音かな

秋の水月に光れる鹿野かな

静岡清

葱洗ふ男立ちけり秋の水

◇難頭

滋賀萱

富山正治生

難頭や堆肥積める畑の隅

畦難頭花小さき庭にはびこりぬ
如

よぺの風に倒れしまＬの難頭かな

水頃一つ距て上庭に難頭燃ゆ

千葉蒼室

寺庭に難頭燃ゆる夕陽かな

湖石段逓上恥ぱ碑あり難顕燃ゅ

茨城ゆたか
堂難頭や綱に吊り干す洗ひ物
難頭や籾干す庭に難来る

千葉一如

山口松風

弓難頭や墓場に近き寺の庫裡

峰

裏庭に抜きすてられし難顕花

埼玉水帆

・草の戸の難頭にか上る渓りかな

静岡風来子

香次俵積みたる庭や雛頭花

茨城一誠

難の鳴き立つ庭や難頭燃ゅ

水一幅島甫水
然

留守の戸に籾干してあり難頭花

難頭に我が裏庭の秋更けぬ

茨城桑

熱頭や鋤き残されし背戸の畑

無住寺の垣に咲きけり難頭花
同

難頭花勢って活けけり風のあと
租父の忌に難頭提けて墓参かな

埼玉佳

町に遠き峠の茶屋や難頭花

千葉香

難頭や暮を掃きゐる寺の庭

静岡正湖

ヱプ面ンの乾く雫や難頭花

千葉蒼堂

鶏頭に夕陽さしたる小家かな

◇雑一詠

岩の上に下駄ぬいであり下り築

噴煙を包みて朝の霧立てり

埼玉佳香

稲の穂の風に橋らる上蛙かな

⑤秀逸

静岡風来子

蓑識の動くともなく動きけり

枝にすがる蓑錘風に吹かれ居り

茨城ゆたか

埼玉佳香

舟一つ浮べて澄みぬ秋の水

秋水にうつれる土橋渡りけり

◇課題︵各五句宛︶

◇冬の月︑焚火︑塞菊二月一日限

◇新年雑詠︑焼芋一月一日限

◇笹鳴︑節分︑春塞三月一日限

I
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報 蕊 曾

開催の選定にて︑浦和支曾長小谷野博識氏

記念講演愈を麻布歴束町小肇校一卜開催・堀

口十月二十九日午後六昨より教育勅語換装

氏の講演あり︒

て瀧蒙問題座談倉開催︑陸軍中狩荒木貞夫

口十月二十八日午後六時より華族含館に於

版する選定にて︑浩々準備中なり︒

を記念すべく︑詩歌を一般より募り記念出

口本倉女子部にては・来奔新倉館建築落成

祁徳氏出張せらろろこととなれり︒

開催する溌定にて本含より講師として閏府．

口派島支含に於ては︑十一月下旬誌演含を

度江主宰︑寺本聯絡部主事出脱す︒

は本含走訪れらる︒而して餅日本倉よりは

内中婚︑︑中韮能坤士の講淡あり︒像興と

口十一月十日有志青年部は本倉事務所に談

月二十六日を以て全部経了の選定なり︒

ロ埼玉螺深谷支曾にては十一月中講演倉開

中なり︒

催の選定にて本曾にて講師其の他選衡準備

口十一月十一日子僻溢洋楽一翁逝去さる・

翁が変業界及脈含公共に誰力せられし功績

に封しては今更喋々走要せす︑識に九十二

年の御生涯は剛家の儀表穴りしな︒天百歳

の毒走賜はざしば哀悼に不戦︒本禽も排に

御生前一方ならぬ御指導を賜はる所多し︒

謹んで華に衷心哀悼の微意老捧ぐ．十二日

延表せり︒

庚江主事伎本含走代表し漉耀邸に赴き弔意

口十一月十五日青山砺場に於ろ溢雛子醗の

口岡山支倉幹事尾形惣三郎氏は益鯛教化園

葬儀に本脅よりは炭江主蕪代表して参列す

含を訪問す︒↑

鵠代表者命議の鯛上京し︑十一月十七日本

業のみとなれるが︑経過頗る良好にしても

師の授業走了リ︑祁川講師︑上野講師の授

に十月三十日永井講師十一月二日︑吉田講

口本愈肺介教化皐院努務券輔導皐級は．既

理事代表として出席す︒

本倉の庚江主事は東京府教化圃鵠聯合含の

鵠聯合含主催の全幽教化剛鵠代表者大含に

口十一月十八日より同二十日迄中央教化圃

於て弘道十二月躯の編枇含議牢開く︒

口十一月二十日午後三時より本含事務所に

其の成紙見るぺきもの多大衣り︒因Ｆ十一

源氏物語の誹義ありたり︒

於て女子修養講座開講︑辻村講師の論語と

口十一月十四日午後二時より本含事務所に

一同授業維了後記念搬影悲なせり︒

口流命教化単院輔導畢級にては十一月九日

主事代表して十一月五Ⅱ見舞はれたり︒

口子霞溢浬柴一氏病気の煽本衝よりは庚江

る我同胞の地位の談話あり︒

話倉か開き︑命員四谷鏑鋸瀦の米図に於け

して﹁乃木大狩﹂と題する薩摩琵琶の演奏あ
加即ノ︒

□十一月八Ⅲ静岡螺庵原支愈迩禽式畢行本
含よりは徳川曹長︑庚江主事出張や講師とし
て協賛命員︑法撃柳士卒沼淑郎氏出張さる・

口十一月八日茨城蝶行鹿支愈秋季誰演念開
催．二月間に頁って陸車中粥脚司伍七氏出
張﹁日露職争を回顧して我幽民の墨惜か促
す﹂の題下にて挫演せられたり︒

口服部副倉長の御令嬢は十一月二側目出度
詰婚式な繋げらろ︒慶賀︒

口十一月八日野川支衡に於ては秋季講演含
開催本秤諮議商島平三郎氏誹叩として﹁日
本画民現時の急務﹂の題下に講演せらる︒

ロ埼玉蛎各支脅聯合含打合含走十月十四日

報 棄 含 支
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告して承諾恥求め．次に本含より出張の講

聯合命へ提出すぺ斗雫議題に付き︑命員に報

亜領悲朗誼し︑入江幹燕は明︑開含の支含

一同起立裡に叫縦を︿︑隅し心吉戊幹邪本含

席せざりしを以て︑諾田幹事開命↓安固一しり

に開催︑含是刑伸長︑何れも支障ありて出

十月十七日秋季誰汝令卸を佐倉小皐校講堂

佐倉支奮報告

などにつきｕ研究懇談し九時閉含せりｏ

記菰刻六諭行義序文の草猫︑佐竹義埠識像

勢につ署説明あり︑術疋田穣猪の書たる前

邦徳川時代に産ける巌児制限のやむなき状

発表あり︑更に阿部博士が之に附滞して本

の由来並びに現在の保育院の維齢に就ての

で東山太三郎氏の秋田藩に於ける育兄事業

田支愈長より亜刻六諭術義の紹介あり︑次

月十八日午後六時半岡審鮒極上に開称︑和

日本弘道倉秋田支含十月例命は︑去る十

秋田支曾報告

皮一倉一葉一報

I

の現状に就きて﹂の淡題にて二時間以上中

師器材成允氏︵外務省書記官ノの﹁中華民幽

術軍なろ挨拶走なし︑終って入江代議員︑

し︑佐藤副伸長本倉嬰領を剛調したろ後︑

開含の僻延述寺へ︑次で一同起立国歌を合唱

命す︒香取郡東部支命長布施蛇次郎氏先づ

︵佐倉︺命務を報告して議事に入り︑各支曾

ろ講演あり︒雑りに剛際聯盟の性質批況に

ついて附加草りれ︑称貝及聴識者一同に多

提出の別攻議案奄議了せり︒それより識観

華民剛殊に浦蒙地方の現吠に就て妙詳細な

大の抑益奄典へられ穴り︒

と平等﹂なる池下にて約二昨間に互ろ誰吹

念に移り︑丈畢博士吉田静致先生の﹁自由

十月十九日印嬬郡在郷軍人倉聯合して︑

○

郡内大森町に時局講演愈心開催す︑前二帥

ろを以て︑約七百名に達する蕊誹読に深き

以て本竹へ建議することに決議され侯に付

支愈聯合含恥開催し︑杢記事項満場一致を

昭和六年十月十八日呑取郡府賜町第二四

建議案二閲スル件

感銘と稗益と韮典へて開含せり︒

あり︒深奥なる理諭怨平易に叙説せられた
面して﹂の演題にて︑満蒙問題より隣幽の

剛長陸堆中僻赤井未海氏が﹁洲洲部鍵に直
兵術及び州際聯盟の状況等堂々三昨川以上
の長庚缶は︑場に溢ろろ聴衆千三百像をし
て妓後まで誰聡せしめたり︒

決議稀祁の貫徹するやう本含に於て通常に

十月二十日同様の講演曾悲佐倉町雁開
く︒赤井中狩の出身地なろを以て︑前日に

一︑地方支愈テシチ本衡々務二参典セシ

決議事須

勝る雄況にて︑二千名以上の聴講者をして
めたり︒

御坂計ひ相成庇此段及建議候也
四時間以上謹聴せ

理由︑剛蝿思想の現壮に鑑み本愈の活躍

ムル方法チ誌．ごフレタキコト

十月十八円雄二阿蝶下各支愈聯合称悲香

互の独繋統制を一雁緊密にし地方民衆の心

奮闘を要すること悲捕感す︒此の際本禽相

手葉綴各支曹聯合書報告
取郡府馬町東部支含に於て開催す︒各支含

裡を究診以て薫化善導に努めざろぺかめす

代議貝十四名参一集︐本命より川班の吉川郁

致博士︑割田編職員出肺︑午後一昨廿分開

Ｆ﹄

之が偽めにば本管評議員の如きも更に地方
の貨状に精通ぜろもの多く︑或ば時に支含
長曾議を開催し以て地方意志の存するとこ
ろを察して本愈の施設維管上に充分之走参

酌して以て本含の壷展と其使命を完全に遂
二︑近時官公吏或ハ畢校教職員ノ争議的

行されんこと藩希望す︒

行動二封シ本曾トシテ適岱ノ虚置チ識セラ
認由・近時一般思想悪化の傾向著しく争

レタキコト

議的行動滑々として天下悲風扉し鯛家の前
途河に深憂に堪へざろものあり︒身荷も官
任に術るものは邦家の現状に顧萄か領らく穏

公吏として幽家の要職に居り或は育英の重
忍自重し挺身奉公以て範を図民に示さざる
・へからろに︑一朝自家の利害に逢荒するや

其の職責避忘れ多数を糾合して反封奄宣博
吸要して至らざるなく以て鯛策の逢行走妨
叉政府常局に於ても叫家の太局に鑑み幽

けんとす︒

なる障薩に逢ふも断々乎として之が遂行を

利些耐を韮調として樹立し士ろ政策は如何
なさ鷲ろぺからざるに︑其反封強要に道ふ
や忽ち延期中止等の醜態を敢てして怪まず

如此して隅権何によって立ち閏威何によっ
て保士んや︒

此時に際し我日本弘道倉は五十年来の主
義要領に基き宣義を主張し非蓮を匡正し以
て皇遁走宣揚し民心の静李走固るに努めざ
るぺからす︑本曾は填重熟慮非迩の閣催に
封してば警告を軍︿へ鮭含か誠め更に政府営

らんことを希望す︒

局に封しても注意を促す等通常の虚置悲取
三︑弘道含ダル標札チ門戸又ハ見附ノ箇
所二掲クルコト︒

理由︑含員としての認識恥高め自重反省
の賓求らしめんとするに在り︑退含し撤去
するが如きは鯉々に之遊せざる・へし︒

形式は赤十字証の如くし本含にて之一定
し含員一般一卜配布せられんことを希望す︒

四︑本含要領乙雅第九催ノ﹁函比ノ風俗
チ改善スル事﹂二就テ有効二渋行スルノ方
法テ立テラレタキコト
理由︑謀れる自由平等階級打破の念と物
に生活の向上を末し特に交際方面の膨脹に

質文明の除弊とは遂に各人の分度を忘れ徒

何事走行ふにも手織煩鎖にして有益なろ曾

随ひ結婚調度諸振舞贈答等に服潅を事とし

く﹁生活改善﹂の僚規を立てて天下Ｅ示しｂ

令等にも自然忌避する嫁ぴあり本含ば宜し

五︑含費チ減額サレンコト

之走奨勘せられんこと韮希望す︒

現由︑倉の振興態固り其使命悲完ふすろ

にば含員の増加を岡ろを急務なりと信ずｂ

然るに現含費は今岡の地方の賞状に徴し贋

り故に其減額を希望する所以なり︒

く入曾韮勧誘するば除り高額にして至難な

行鹿支書報告

十一月七日前夜の雨収まって︑天気晴朗

なり︒同日を卜して要村小畢校に日本弘道

合常支含講演曾を開催することとなりぬ︒

にて︑此日の講師たる元第七師園長陸軍中

此日内田支愈長は︑倉員内田稔氏と自動車

二時近くに含画場に到着︑午後一時より開含

狩国司伍七閣下牟高積騨に出抑二︑午前十

せり︒本含は要村教育倉︑敬老曾及其の他

の倉と聯合なる悲以て︑内田校長開曾を告

げ︑次で支含長の本含要髄朗談及挨拶あり

それより直に講演官に移る︒剛司中狩は登

す﹂と云ふ演題の下雁魁旅脈攻撃につき共

壇︑﹁日露戦争を回顧して閏民の反省を促

b
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陥落に至る迄の悪戦苦闘を細密に説き︑目
下の漁家半鍵に及ぶ︒此の誹演は澱に四時
間半に及ぶの大長舌なりしも︑聴衆一人と
して倦みたるものなく傾聴せり︒それより
閉含走告ぐろや︑同午後六吟幽武中瀞︑要
村長武田氏も校長内田氏一行四名は︑師路
中自動車故障を障じたろを以て︑徒歩にて
暗夜悪路走路みて山田に至り︑此虚にて再
び脚動車走雇ひ︑鹿島郡鉾田町に着︐同所
蝋島旅館に投宿せり︒此行程賞に四里なり
旅館には同町の有志十像名既に到潜遅しと
待ち受けらる︒而して迩蕩に閣下の歓迎の

極め︲文字通り立錐の鍵地なき有嬢なりし
ば誠に幸とする所なりき︒時恰も浦蒙問題
紛争中のこととて︑聴衆の緊張味も叉格別
に見受けられたり︒此日維って︑剛司閣下
には鉾田蝉迄有志に送られ︑午後三時二十
分変の参宮錘遣にて蹄路に着かろ・

野田支雪報告
昭和六年十一月八日常支介本年度紬集愈
を例により術町清水公閣内楽業館に開く︒

此日天気晴朗にして︑園内の紅葉燃ゆろが
如く︑誠に心蝿爽快なりき︒定刻までに集

起共にしたろ後定刻一時開曾す︒高梨支曾

遥しつつ各自懇談を交へなどし︑艇て謹食

まるもの命員八十錠名︑三々五々園内を遁

同八日秋空晴れて雲の子一つなし︒午前

長は︑教育に閥する勅語及本倉要領を捧誼

宴走開くこととなれリ︒

の演題にて講演さる・此日閣下には時間を

し衣ろ後︑開愈の挨拶をなしｂ新たに女子

十時より鉾田小畢校々堂に於て０前日同様

起諜食をもとらず︑熱心に講演せられｕ聴

借まれて︑午前十時より午後二時迄四時間

せらろ︒それより幹事松山概吉氏は︑新に

部幹事に就任せられたろ松山春子氏韮紹介
入念せる本命員十七猪︑支命員九名を紹介

衆に前日同様の大いなる感動を典へられた
此の講演倉は︑常支含にとりては頗る奮

却醐／Ｏ

せられる講師高島平三郎先生は﹁日本図民
現時の急務﹂と題し︑二昨間に渉りて適切

し︑それより講演倉に移る︒本命より派遼

の事としり蕊衆如何にやといＬ﹄憂懸ぜしが

なる御誰抜走なし︒聴衆に多大の碑益を輿

溌して開きしものなれども︑昨恰も艇繁期

諜期に反し︑術二日卿共︒聴衆は大盛況心

へられ︑次で講談師祁田伯龍氏及落語家林

閉含せり︒

家正萩氏の蝕興あり︒午後四昨牛盛曾裡に

○

目下新年雛を大童で編輯中である︒最も

意義ある内容を以て充満し︑且滋行も本年

賑かに掲げ犬いと恩ふ︒そこで此の際是非

度内にと努力してゐろ︒就ては支伸蕊報も

原稿を御送附賜りたい︒それも来る十二月

十日前になるべく御送り願へれば幸だと思

ってゐる︒切に御願ひ致しさす︒︵係︶

溌

支
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の妓後に来るものではなくて︑寧ろ初リに

能走説く︒併し魁それも程度を越えてはな

所訓祇森化がある︒著者は之奄主張し︑可

玉蝶に蹄りて︑依然斯泣に研錆韮怠らぬと

に活躍さるろこと十有像年︑其の後郷里埼

ては批評家として脇士思想家として︑文壇

評者石坂氏は古・含本愈の奪員にしてｖ曾

士等︐其の他幾多の地方公共事葉に誰力せ

共に︑一方螺稗議員︑蛎農奪長︑或ば代議

らぬとて︑口く︑祇含主義共産主義は文化
来るものである︒然らば方途如何といふに

本書は中央報徳含の祁含思想パンフレッ

化の問題ほり我因に於て最も亜大なろ祇含

健なものである︒今日此の経済生活の流曾

此の渦去﹄企捕非して淋来に歩み出さ恥んと

著者は本書韮以て過去の流算なりとも︑
る℃

認識し得られるであらう︒

獅察ば︑同時代の丈蕊思想の慨界走正しく

ゐろ︒其の著者の透徹せろ思考︑慧眼なる

浩箕に公平なろ態度によって蔦し出されて

に反せず︑何物にも伽執するたく︑腫譲膿

に窮されてゐろ︒其の鏡はり誠に中道の名

女蕊界︑思想界が涯然として一同の下に鏡

本書を一談するに︑共庭には大正昨代の

ある︒

迩と題して出版せられ士︒三れ即ち本書で

心中心としたものを縄められ︑鼓に文蕊中

の他各諏の雑誌に褒表せられし批評感想等

章世界︑︑本及日本人︑早稲川丈畢等︑共

れし帝凹文皐走初め︑中央公論︑新潮︑文

氏は曾て丈域に活躍時代に︑向身編輯ごり

られつつあることは既に知らろろ研︑今度

それは一に自由競走の回復︑二に私の獅占
鵡公の凋占︐即ち共同誕済的︑剛家的獅占

ト隼三輯であって︑潤逸のカルル︑フォン

思想．練済等の諸問題妙中心走なすもので

とするといふ︑所謂混血兄的説で．至粍穏

チスカ博士の﹁緯済生活の証曹化﹂の要鮎

憧裂に研究されればならぬ︒目前に横ばる
激化問題の中心も之悲出でないと云へる︒

四六版パンフレット美本四十

敢て参考に一讃を薦むろ良書である︒

しなくてはならぬといふ原則と︑肺倉全般

曾

石坂養李薯

女蕊中道全冊

︵石坂養卒氏寄贈︶

四谷厘三光町八番地中央報徳

頁定慨五銭蕊行所東京市

含思想走乱すこととなる︒そこで此の自由

と︑賓本は努働よりも権威韮振ひ︲途に祇

ぬが︑之か撫済生活に自由のみが謹腿する

上に功続あるもので︑大いに認め胆ぱなら

ものであるが︑これは今日の文化を致し衣

支へられるものである︒其虚で自由といふ

則即ち征倉思想との︑二つのものに依って

の稀利距主眼としなくてはならぬといふ原

撫済生活ば︑経溌を管む上に自由を尊重

である︒

韮︒法梁士灘足弘吉氏が排課細鱗したもの

中央報徳曾編

経済生活の蔽曹化全冊

︵中央報徳雪寄贈︶

一 夕 〜 ー

へは或程産の制限悲加へればならぬ︒故に

に
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介紹書岡贈寄
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四六版暇綴美本三百三十除頁

承て座右に一本走薦むる︒

すると共に大なる期待をもつものである︒

する著者の門出に封し︑吾々はそれを覗祇

の残痕老見ろ︒即ち特別部落や其の他との

年になるが︑未だ種々の鮎に於て封建思想

物もあり得ぺきでない︒明治維新後六十齢

これには人格と人格との接鯛その以外の何

内に保・持せざろぺからざる所である︒

気熱精は我図民の維始一貫祁享け和綴きく

これ身距厭はすもその献身的なろ紡祁と意

はす︑法走読くと共に︑謹閏の任に鱗って︑

幾多の迫害走蒙り︑危険の間必往来して厭

走始めとして幾多の方面に︑日諏在枇賦畔

現在の我叫刻下の現状を見るに︑思想界

融和なきが如きも︑その一つであると思ふ
同志が共存共柴の立場に立つとき︑思想問

の肌に熟知さるろ所であって︑今更喋々の

一代の英雄僧日韮のことに就ては︑世人

ふぺきであると似ふ︒

ポッヶット版仮綴四百画定償
金六拾銭也鵜行所京都市束洞
院三修上ル卒築寺書店

の謹幽の英雄僧の蛮博に接し︑深く之走味

に依りてよろしく吾々の祇先としてもつ此

至誠に燦ゆろの衷怖ある程のものは︑本書

る好書である︒皇幽の一犬難開に逢ひて心

して躍如として祐挑たらしめ︑河に称に見

に陥らず︑其の麗筆は叉英僧日蓮の面目を

掃し︑平易にして俗に流れず心詳にしイ．繁

雄なきにあらず︑所が本書は︑それ等を一

叉或物は難解に過ぎ︑或物は僻に過ぐろの

し︒併し或物は大に過ぎ圃或は少に過ぐ︒

従来日蓮惇は︑世に行はろろもの頗る多

走畢ぱずとも可なりとするものありや︒

一代の英雄日蓮韮偲び︑これが謹剛の熱術

に比して一層の難多き態知る︒此の時誰か

の大きな役荊怨演するものであって︑吾々

小林泰堂著

日蓮大士這責嬉全冊

︵岐南支曹殿寄贈︶

町厘大手町内務省祇含局構内
中央融和事業協曾

菊版暇綴頗る美本四百除頁
定償金壷回獲行所東京市麹

ず︒◎

題を口にする程の士は一本か術ふぺ署﹄であ

ろぺく本年鑑は唯一のものである︒思想問

此等の融和問題に就て本年度の概況悲見

題も正規の線路に初めてすぺろであらう︒

如斯き思想の網てが浦算されて︑丘に人間

定償金壷回税六銭注文は埼玉
螺大里郡奈良村石坂菱平氏宛﹂

︵中央融和事業協曹殿寄贈︶

融和事業年鑑
︵昭和年鑑︶全一舟

中央融和事業協含編
本書は昭和五年四月より同六年三月迄の
全剛融和事業全汎に亘り︑皇室と融和事業
政府並に各府撫の何施設︑融和圃慨の組織
の他参考賓料等准類楽されたものである︒

並にその活動状況︑水卒祇運動の状況︑其
融和問題は近咋目醒しい進脹を見せ︑其
の準備期を経へ︑立派なろスタートによっ
て・運動ば愈本格に入った形である︒融和

は一個の人間同志として︑互に差別なく水

燕を要する所はないであらう︒その日蓮が

事業は︑云ふ迄もなく現代思想問題解決へ

平に平等に和愛し州慈むろとを出褒とＬｂ

/
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満蒙問題座談富︵十月一千八日於華族令備︶

教育総監部本部長

＃
ｌ呉旧陸車中粥
ヨ剛

木貞夫

度江万次

水能郎孝

教育勅語換霊記念講演雷︵十月一千九日於麻布束町小畢校︶

作事長同信

事開含の瀞：⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝：・主事

圃勅語歌
合唱
末讃・⁝⁝⁝：：⁝：：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝：：．：⁝⁝．．⁝⁝：合長徳

明治天皇︑と浦蒙問題：．：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．：⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝．：．⁝⁝陸軍中時堀

教育勅語︑と日本文化：⁝．：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝⁝文畢博士圧

薩摩琵琶﹃乃木勝軍﹄・⁝：⁝⁝：．⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝・⁝：：⁝⁝：：⁝⁝：⁝秋

庵原支曾護魯式土月八日於爾士川町小畢琶

一︑開曾之瀞⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：：副支含長高

一︑国歌合唱：⁝⁝・⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝：：⁝：：⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝．：：⁝含

一︑勅語奉讃：⁝⁝：⁝：：⁝：．⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝：⁝：⁝：：．⁝⁝：⁝⁝：⁝：：⁝徳

瓜義次達

郎

重主'含一利

荒

﹁本含要領朗讃：⁝⁝⁝⁝・⁝：：：⁝⁝・⁝：⁝⁝・⁝：：⁝：⁝⁝⁝：⁝：：：．：⁝⁝⁝：⁝慶

一︑式瀞；：⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝⁝⁝．：⁝：：⁝⁝⁝．：⁝：支曾長勝

文

本

元中内川

呂江川員、

7
:
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祇鮮：：⁝獣⁝⁝酢⁝⁝：：：：⁝：：⁝：．⁝：：．：：：．⁝⁝：：⁝：：：．⁝・⁝：⁝⁝徳

来賓祇蘇⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝謝罪鍛震橋
支含役員駿表︑︵顧問︑幹事︶
庵原支雪講演曾侭富士川町小畢校講堂十一月八日︶

本曾長
孫一郎

於菟

圃司伍七

倉側⁝⁝⁝：⁝⁝：：：⁝・⁝：⁝：⁝：：：⁝：⁝⁝：：：：：：⁝⁝⁝⁝：庇江本倉主事︑寺本聯絡部主事

作郎孝郎信

閉含之群：．⁝⁝：：⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝：⁝剛支金哩長青

開倉の僻：⁝⁝：⁝曾⁝：⁝：⁝⁝⁝：：︒⁝⁝⁝⁝：：：：︒：：副支含長高

職曾道徳樹立と日本弘道曾の新使命：．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝：．：：：；・主事度

世相と弘道の精祁：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝．．⁝：．⁝⁝⁝⁝：⁝本金画長伯醗徳

厭洲大戦後漣海思想の韓換と吾々の畳悟⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝：：⁝：法畢陣士平

重淑達次利

内田稔

閉曾の瀞・⁝：⁝⁝．：⁝・⁝：：⁝・⁝⁝⁝⁝：．⁝：⁝：：：⁝⁝亥倉長勝
行鹿支雷講演書癖一月趣岨一日間︾田迦

開曾の僻：⁝：⁝・⁝⁝：⁝⁝：．⁝．⁝⁝：．⁝⁝：⁝：︒⁝⁝⁝・御

日露戦争を回顧して我固民の畳悟を促す⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝．：：⁝．：：：：陸軍中
野出支奮講演雪︵十一月八日於棄業倉館︶

万

本 川

山

呂沼川江田

議高島卒三郎

出席者

埼玉騨各支奮聯合書準備相談書子一月十川日於浦和町倶楽芭

婚員

一
一

日本圃民現時の急務．：︾：⁝⁝⁝⁝．：：⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝譜

下

各支曾代表者⁝：：⁝：：：：：：：：：；⁝⁝：：⁝：：⁝：：⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：︒⁝⁝

者

､ 、 、 、

、 、 ､ ､ ､

一
一
一
一
一
一
一
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編輯後記
○歳月は人を待たずとかや︒一年十二月は早くも廻り来り廻

り去らんとす︒例年のことながら︑回顧の惰切なるを繰り返
して而して悔ひあるを恥づ︒

○本昭和六年は殊に内外多事にして︑団民は近来稀に見るの
との興講をして善産し誤りなからしめんことを団民として望

興奮と緊張の裡に此の年を送らんとする︒吾交は此の緊張と
む︒黙かすることによって︑耐をぱ細てこれ瓶と稗ずること
が出来よう︒

○本砿は歳末勿交のあばた鱒しい中の編輯である︒然も細輯

部は目下新年擁特別綿輯のために明大馬力をかけてゐるの
で︑中々容易ではない︒それでも︑時局問題の堀内中将︑及

荒川代議士︑宗像氏等より論文を頂くことの出来たことは何
よりであったし︑井手氏よりの劇脚本等堂と数へ来れば相営
の内容を術へ得たことは幸であった︒又報告の記事満載であ
ふべきである︒

一一垂

へ

１冊一一金武拾五鑓一税武鏡

﹄種Ｉｒ廻炉壌鱒璽凡一ブ前金／

半頁一回一一金拾五回一コ卜

一︑

ヨノ

割田斧二

振替貯金口座東京四一三七一

電話九段九番ゞ

東京市祁川鹿西小川町二丁目一番地

所日本弘道曾一

東京市牛込腿下宙比町一二番地

印刷所文陽睡一

締輯粂
磯行人

東京市祁凹睡阿小川町二丁目一番地

昭和六 年十一月廿八日印刷
年十二月一日磯行
昭和

−．︲︲

行

るが︑これによって︑本含の活動の一端髭示し得る暇のとい
Ｏ新年琉は微力ながら立派なものにと目下一生懸命に努めて
居る︒是非昭和七年度活動の第一歩の表徴たるべきものたら
しめたいものである︒これも年内の二十五六日迄には護送す
ることとならう︒御期待を願って置く︒

○柊りに本一ヶ年の御指導を感謝し︑諸賢の来るべき新春の
折角邦家のた防御講力を期待するの詮り無事御越年を斬る︒

貢
慣

料告度｝表

篭

丑I

つＯゴ

１町︲１１川刈Ｊ１

汀丞

弘道原稿募集規定
，

︵以上の原稿は年一回位懸賞に従る募集もあるべし︶

に何事かに於て威心すべき人〃の紹介︶

口用紙はなるべく原稿川紙を川α︑開封二銭となし．綿韓部宛抑送附のこと︒
口封書の表面には原稿の種別を朱書せられたし︒

口以上は総て綿戟部鎚のこと︒

口寄書︑︵毎〃前月十日締切︑道徳︑修養に開係ある感想随筆．評論等︶

・０．︐Ｏ

口美談羅月前月十日締切︑現代職金

○Ｏ

口曹員の賛︵毎月前〃十肘締切︑命員各間の誌上談話棚︶

︲︲００００

ロ詩林︵毎月前月五日締切︑題季節随芭石川文註選
○○
口歌園︵毎月前月五日締切︑題季節随意︶三浦直正選
○Ｏ
口俳壇毎月前月五日締切．題指定に従る︶鋳輯郡選
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日本弘遁曾編輯部
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口期日は厳守せられたし．規定日投函ユタンプあるもの妻で打致とす︒︑

︒︑砂牙Ⅱ︐
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口以上の注意事項は事務取扱上是非御賞行を乞ふ︒Ｌ
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︵本曾員に限り二割引︶
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著些一憂図の雛・毅然として日本道徳論を呼競雲し且つ之を刊行された︑

界に一大光明の資らすもので︲員に図民必讃の良書である︒
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日本弘道曾女子部

菊に紅葉に目を奪はる聾時節となりました︑皆様には愈御清撚に入らせられま
して誠にお歎ばしい事ご存上ます︒さて日本弘道倉本館は大正十二年の大農火
災で烏有に蹄しまして．爾来暇屋建のま塾で事務に戦掌致して居ました虚・漸
く新築の蓮に至り己に起工致しまして︑明春四月落成の藻定でござります︒是
全く大方諸賢の御蔭榛と深く感銘致す次第でござります︒就きましては此慶び
を汎く有志の人々と頒ちたうござりますので︑詩歌俳句お心々の佳什を集めま
して曾の篤曾報の馬光彩を添へ︑併せて永遠の記念として御姓名を後代に飴し
たく存じます︒申までもなく曾の事業は御詔勅の趣旨に由り君に忠に父母に
孝に五倫の道を直ぐ明に夢してこれを其身に責行し八類の禰祉を全うせんとの主
旨にござりますから︑その意味をお合の上図幸に私達の微意を御諒察下さいま
して皆様御誘ひの上賑々しく御出認あらん事をお願ひ申上げます︒
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弘道︵第四百意十五縦︶目次

昭和六年十二月一日雲行
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昭和第六年を銭す．：：⁝・⁝⁝ローこ⁝含長伯爵徳川達孝
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健全思想健釜圃民とは何ぞ⁝⁝⁝⁝．︵天︶⁝本曾評議員宗像逸郎

時毛↓論⁝．．⁝⁝⁝．︵一毛︶・⁝・・⁝⁝⁝⁝割田知己庵

原立田

︒︒ｐ●︒︒︒︒︒︒︒︒・・・︵三一二︶

前編輯長

．．︑賞業之日本
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石川交荘選
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事
裟 綱

静閏暁川口慈宣

同長谷川三郎
山梨螺佐野変一

同長谷川寛善

同吉荒貫碩
同芦川要順

佐野美催木本初譲

遠藤吉三郎同人

大内忠行鹿支含

伊束漉浦繁田武平

佐野一男同人
望月武夫伺人
望月日畳同人
鈴木鼎入江脈

新井絃行望月孝行

騒津李太郎木本初蕊

山本政治同人
藤崎俊入窪岬

滋同同同諦同同同山同山松茨名千同同同同山千同両山
強 岡 梨 口 江 城 古 葉 梨 葉 梨
蝶 螺 蝶 螺 市 螺 屋 蝶 蛎 撫 螺

黒川炭太郎杉江孝赤

望月由松望月省三

爾士川小畢桟高田利信

爾士川町青年例勝呂童作
富士川町女子青年闇同人

深深忠男同人
下里是察同人
粂子春旭同人

蓮藤日秀木本初蔵

渡避雷人同

藤井健雄自身申込

並河亮次正井俵之亜

市

同男爵南部日笈

同堀芳

同丸山海昇
同小泉是教
同池上玄省
同大野図春
同佐野頚輔
同内野日浬
同遠藤丈三
同佐野孝之
同・一之瀬九八
同藤田盛行
同大野義畢
同近藤義雄
同田中測珠

同同同同同同同同同同同同同同同同岡同木同水
本 ロ

人人人人層人人人人人人.人人人人人人人一人蔽人枝
初 一

伺同i司回伺同同同千同同同山同同伺I司同静束同千茨脚滋

鰯松喜一郎杉江孝春

管谷弘通同人
滑
川
蹴
同
人
杉
田
進
同
人
安田録造同人

宮崎藤一郎背佐原派次郎

木内舜一朗木内清志

大野好之助同人
川脇浦三郎同人

黒深荒次郎諸田五十五郎

山本熊談同人
波遥久男同人

近藤直太郎同人

望月勘一木本初蔵

粥藤柴三郎同人

小久保／光次渡遥奉三郎

二宮陽吉三輪笹市

望月卓三同人

丸山彦之助同人

藩藤準作水口一枝

小杉松四郎江幡辰三郎

岡村岩夫大野演識

開誠入江牌

伊薙嘉市郎同人
山野新行鹿支含

葉 梨 岡 攻 築 城 斑
螺 螺 牒 府 蝶 螺 螺

−

戸

勅語
健全ナル園民ノ養
成ハーニ師表タル
モノノ↑徳化二竣シ

事二教育二従フモ
ノ其レ奮働努力セ
ヨ

十月三十日

天皇陛下東京高等師沌皐校六十年記念式場並二東京文理科大望及東京高等師範皐

校二行幸アラセラレタルノ際ヲ以一ア特二本大版ヲ召サセラレ教育ノ任二在ルモノ
ーー封スル左ノ勅語ヲ下シ給ヘリ

本大臣ハ優渥ナル聖旨ヲ拝シ感激措ク能ハス謹ミテ之ヲ全図一般二告知ス
恭シク惟ミルニ

天皇陛下天縦叡明夙二深ク教育ノ事二轄念アラセラレ愛二之力振興二鮒スル
示シ給フ

御沙汰ヲ下サセラレ今又辱ナクモ勅語ヲ賜ヒーア教育二従事スル者ノ糊フ所ヲ昭
聖旨縦遠淘一一恐耀感荷ノ至二堪ヘス

方今内外ノ慌勢ヲ椿フル二刻下ノ急務︿益餌民蒲祁ヲ作興シ園民ノ教養ヲ進メ由

ル考殊二恩ヲ弦二致シ夙夜二省察ヲ加ヘーア益徳ヲ養上識ヲ研キ身ヲ以テ範ヲ示シ

一ア以一ァ民生ヲ厚クシ図カヲ充衡スルノ源糸ヲ旺盛ナラシムルニ在り任二教育二富

ルニ至ラシメ以テ健全ナル固民ノ養吹ヲ完ウセサルヘカラス団民教育本来ノ使命

感唯風化ノ及フ所児童生徒及畢生ヲシーア皆克ク隠約ノ中二自ラ品性器能ヲ玉成ス

賞二此二存ス職二教育二在ル肴ハ宜シク現下ノ時相世態二噸ミ聖勅ノ特二示サセ

給フ所ヲ鰐シ奉り皆共二共ノ擬悟ヲ新二シ日夜二淳砺シテ克ク其ノ職能ヲ釜ウシ
昭和六年十月三十一日

以一ア聖恩ノ寓一二酬上奉ラムコトヲ期スヘシ

文部大臣田中隆三

一

余は小畢中畢の徳育に必ず教科書即ち経典を用臥ざるべからざる乙とを自信せり︒

世間に教科書を作らんとする者多し︒是に由り近来修身教科書の著述績今世間に出づ

るを見る︒余其二三を閲せしに︑何れ粥著者深く工夫芽一凝らしたる者にして︑相膳に

良善の書と濡すべきものなり︒然奴ども余は是等の害を以て修身の教科書と馬すこと

を欲せざるなり︒其の故は新著の書は何程精好なりと雛も︑徳育に用ふべき位格を有

せざればなり︒凡そ徳育の教典と云ふ者︑其の論旨の正富にして︑叉能く周詳懇到な

るも︑其書に箪重すべき位格備はらざるときは︑是を用ぴて闘民道徳の標的とするこ

と能はざるなり︒如何にして尊重すべき位格を備ふるかと言ふに︑第一に其闘に於て

千年以上の星霜を経歴したる者︑第二に其の書の力に依りて幾千葛の圃民の道徳を錆

成したる賓効ある者︑第三に一度其名を聞けば固民大抵其如何なる書なることを知り

得る者︑第四に数百年来其書を以て其図の治乱興騒の鑑としたる者︑此四件を具へざ

れぱ︑共書に尊重すべき位格を生ぜざるなり︒今日本邦に於て此の如き書は何なるか

と間はじ︑之に答ふる乙と甚だ易し︑日く孔子の経典就中論語の書是なり︒
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昭和第六年を霞す
含長伯欝

徳

達孝

一年の歳華︑岬燦として鼓に僻に翻れ課きなむとす︒昭和の第六年︑首を回せば胡繍

するの巳むなきに反犠改俊するの遅あらす︑敵て進むで行政財政の蕊理と断行し︑風防︑外交︑教育︑穴業︑交通︑司

訓練修養に妖乏せる利達の弔閲荷逓政治家の梗本たらしむるに＃む余るの事例かぽ甚だ多きを発かれざる簡良を茶磐と

果然として緊縮は︑萎礎不振を生み︑筏半季をして人心に一の大たる疑野と残さしめたり︒立憲政治の獣局者として

名普として誇り得べきかは︑今猫人迷惑はしむる所なり︒

に拭ふへからざる互大の疲軸として︑愛方共に襟度に乏しき非武士道の調立を迎へしめたりしを︑果して東海調子幽の

いへ︑軍傷に憎納ろ涜口首拙をして病を力め識政漣上の人たらしめたりしぽどの惨階悲批を贋現せしめ︑前牛季の局画

田溌黙としたる昭和の第六年には︑政局に於て︑亦塞前の惨烈を展肌唯り︒如何に立憲政治の僻耐を亜むずるかなとは

顧みれば世界の不況に総響を受け︑我邦の純済と財政とに於ける緊縮と整理との交縦布のみ世に織り川されしを其の

ぞ其れ意外の教訓に富みたりしか︒

烏兎勿燕として去って休まず︑

川

士

寸賎を年六第和昭

法の如き︑寸奄なりとも一黛一沢の存立と信用とを主とする標傍の犠牲たらしむぺからざる︑超政黛の岬聖なる犬組織

を具有する︑多年積成の形鰐に封し︑魔く人心を承服せしむるに足らざる如き一時椛宜に出づるの鍵改を加ふる所あら

むとするほどの所謂難局を支持する才目して︑力量あり手腕ありと自信自賛するが如きの現状に満足するは︑果して弧

固なる政府の賞在として︑邦家進運の隆替を託するに足るとすべき所なりとすべきか︒立憲政治の悩みとする所は固よ

り此に在りと雌︑憲政の常道を一貫するの途上︑此の如き過度時代の未製品多きを忍ぶの外なきは︑今に依然として人

心の疑惑を大ならしむ︒何ぞ大に政論道徳の訓練催養を廃むにし︑興成園を憂へ民を憂ふるの士君子を尊重するの気風

を興起せしめ︑立憲政治の基礎冬〆鱗成せる各簡良をして︑総て修養訓練あるの人たらしむろ憲政の第二維新を賞現する
が篇に奮溌興起するの大勇猛心に乏しきや︒

英園の畢図一致内閣を組織して︑信望逓細避畢に間ひ︑勢例煎内閣忽ち一愛して︑協力一致内閣となり︑由て以て除

りに互大たる彼の園の財政難並維湾難を突破唯むとするは︑我れに如何たる反射逓来たしたりしか︒漸くにして憲政の

常道に基くを慣例とするに至りし韮邦常道内閣の総綾久しきを得たるの際︑我邦の憲政思想を撹飢せしむること少から

ぎしは︑事資なりき︒彼れは政黛を超越して︑猫妊且立憲政治の常迩藍貫くの手績を経たり︒我れは則はち憲政の常道

を路むで進むを是れ主として︑而かも折角登り得たる段階の︑忽ち談期を裏切られたるかの如き感を致さしむるに至り

Ｌに︑人心或は惑ふ所左きを得ざりしも︑亦宜べなり︒随て憲政の常道を顧みながらも︑猫且狸固なる政府とし天下心

人心を率ゆろに常ざるの奇柵を呈し︑常局考亦王碑して顧みざるほど鮮明なる標的を示す〃あらず︑居然たる瓦全の嫌

ひたきへャ苑かれ歩して︑軍に黙員全幽の大半を支配すといふに止まり︑大に露すあるべくして︑大に蔦すあるに足らさ

ろの矛盾逓来たす︒奇なるかな︒誠意と勇気とに統乏せる時代の産物として︑弧間茂るべき政府の︑途に弧固無比とす

Ｊ

るに足らざるの槻あることや︒訓練と修養とを峡ける各単位の尤大な削除を編成して︑憲政の常道冴履み︑政府を組織
する基磐となりたる憲政未製品の縦陥は定に此に存せり︒

隣邦支那の漸を以て排日の勢を積むこと多年︑今乃ち敢て侮を我れに加へ︑我れの弧固なるべくして弧固なることを

得ざる政府の存在を奇貨とし︑北流の葛藤忽ち我邦に封して︑鼎の狸垂を間ふの不遜を極はむるの好機を得るに至りし

は︑果して是れ何種の教訓なりとすべきか︒天の我邦を戒むるに︑此の屈辱を以てしたるは︑深意何れに存すべきか︑

支那の極力幽際聯盟に於ける証妄の腔明を反覆するは︑風に弧間なるぺくして弧岡なるを得ざる我邦政府の峡陥に乗じ

来りたるものだけに︑猫り政府のみならず︑全図民として置街弧固大有篇の政府を樹立するの基礎を︑憲政の常道と相

待ち︑必らずや訓練修養ある紳士の簡良に置くべしとの受醒を促さしめたる︑意外の一大試金石にあらずとせむや︒

立憲政治家の典型たるべく期待せられたる演口前首相の夏秋の交を以て不師の人となり︑久しく資業維諭を以て︑民

間の畏老在野の棟梁と仰がれし溌淫子僻の初冬将に窪からむとするの際︑九十有二歳の高誇を以て世を去られたるは︑

織道界の老先達仙石貢翁の長逝と共に︑是の歳に於ける邦家の亘大なる損失たり︒春秋猶ほ富める演口前首相の毒を延

ぶるに由なかりしは︑殊に哀惜に勝へナ︒然れども四時の序︑功を成すものは去る︒長老先輩の去るは︑則ち新鋭有蔦

の後職者相腫いで輩出するの路を開く所以なり︒唯立憲政治の虞誠なる基礎未だ確立せす︑外篤に侮を受くるの秋︑上

み至尊の師博を以て仰がるる西園寺公の壁蝶として批務を凌ぐものあるは︑頁に邦家民人の至慶たり︒

昭和の第六年は︑資に全図民の運命を永遠に決すべき最も巨大なる敬育を提示し︑今や蒋に去らむとす︒満洲に澗立
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の一主擢確立せられ︑園際聯盟の我邦を質に諒解するに至ると否とは︑軍に政府の力のみに待つぺきにあら余︒箕に国
民の鞭捷如何に是れ存すぺし︒

幸にして函民裁に深く籾る所あるか︑漸く幽論を統一して畢函一致の力を致さんとし︑馬に政府も亦之が後援に敢然

起って善虚せむとするの兆あり︒殊に軍部営局は一貫してよく護関と正義の保持に任じ︑其の識忠無比たる我勝士の︑

身も氷ろ満洲の原頭に奉公する一大癖間こそ河に瞳謝措く能はざるものあり︒此の如くにして極東の風雲は︑歳を新に

して愈鮮明に我邦の剛民総努力響緬然の光輝を蕊揮せしむるに至るぺし︒特に昭和第六年が︑我日本弘道曾の多年提漸し

来りし所の如くも道義徳操の修養訓練に峡くる所ある簡良を基磐とせる︑憲政常道内閣の︑猫ぼ未だ亜固無比の精製ロ叩

を以て目するに足らず︑立憲政治の完壁を期するの前途猶ぽ遼遠なるものあることを畳醒せしめたるの勢虞に至大なる
を謝し以て其の行を震す︒
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本夕は徳川含長の御幸催により︑此教育勅語を賜りし記念

とに付費御考を願ひたい︒それはＨ本が今日は誠に園内一致

十三年十月三十日に賜はってゐる︒此間七八年の期間あるこ

明治天皇Ｅ満蒙問題

日を一日繰上げ︑鼓に諸君の協力に依ってその記念誌淡禽

して居るが︑維新常時に於ては十年の大西郷の戦争︑佐賀の

堀内文次
が開かれることＬなり︑私が一場の御話を申す機曾を得たこ

取れて居なかったのである︒総ての源は力である︑例へば維

新の大業成就も力の結果である︑故に剛内の力即ち各藩の軍

甑︑前原一誠の蹴の如く所糞に戦蹴起り︑今日の如く統制が

一に教育勅語と我交に賜はりたる軍人勅諭の同一なる所以を

第一の御考である︑其結果は大西郷の矧後十五年の一月軍人

人を統一して︑力の統一をせねばならぬ︒是が明治天皇の

と遼誠に光築とする︒

ならぬ︒

人を肱とも股とも特むぞと仰せられ︑朕と汝等は一冊左りと

勅諭が淡淡になった︒之に曲って何故に軍人勅諭が早く出た
るかを知ることが川来るゃ此軍人勅諭は朕を本侭として軍

御示しになった︒是が軍人勅諭である︒其鹿で軍人勅諭と教

最後に今日は教育勅語換渡の時代より数十百倍する︑岡家
多難の秋である︒故に明治天皇の御聖旨を奉戴するには︑

以筏戦蹴相継ぎし時代も漸く治まりて︑園内の統一された時

育勅語と其術祁に於て全く同一なる脈以を説明すれば蓮維新

く軍人に及んだ︒其庭で二十三年十月三十日に︑今度はもつ

に︑既に十五年には車人勅諭の換溌あり︑其鴻大底ろ聖旨は普

非倦な元気と勇気を以て全闘民は奉戴しなければたらぬとい

︲第一︑軍人勅諭は明治十五年の一月賜り︑敦育勅語は明治二

其虚で此の以上五つに就て申上げねばならぬ︒

ふことである︒

第三が今回の浦蒙問題に移って来た開係

・第二には日清Ｈ藤雨戦役と此教育勅語と軍人勅諭との開係

申上げや明治天皇の御緒祁が何庭にあるかを御推察願はねば

︾此演題に就て述ぺるには先づ次の順序を要すると思ふ︒第

郎
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ら貢の日本人駐養成し以て他日有馬の固民としなければなら

とノ︑↓一般園民に︑特に子供に封しても一層深く子供の時か

ヲ砿シクスペシ﹂と﹁兄弟二友一こ﹁夫婦机和シ﹂﹁恭倹己ヲ

聖旨に反すること人なる︒故に軍人に賜ったろ勅論の﹁瞳儀

ぬ︒比較して簡単に申すと︑勅諭の第一に﹁忠節ヲ識スヲ

とは塗って居るが如く見ゆろが︑御精祁は少しも愛って居ら

公二奉ジ﹂でこそ軍人と一つになる︒それから﹁以テ天壌無窮

左り︑心身共に出来た時︑若し画家に．旦緩急アレパ義男

と斯う仰せられてある︒教育をしっかり受け一人前の人間と

ペシ﹂と︒教育勅語に於ては．旦緩急アレハ義勇公二奉ジ﹂

本分トスペシ﹂軍人は第一に忠義を議し剛家の鱒に身命遂堵

ノ皇運ヲ扶翼スペシ﹂と非常に弧く宣せられた︒又それを尊

持ス﹂と云ふことは一つである︒第三の﹁軍人ハ武勇ヲ尊ブ

す︑是が駆人と生れ来た本分である︑と︒教育勅語には﹁爾

シ﹂と一致して居る︒第四に﹁軍人ハ信義ヲ亜ンズペシ﹂と

奉するのが日本閏民である︒これ全く﹁軍人︿武勇ヲ尊ブペ

ぬといふことで︑円本圃民の腹からの改造の篇に教育勅語は

臣民克ク忠一一克ク孝一こと叉﹁教育ノ淵洲亦賞二此二存ス﹂是

換溌せられたのである︒故に一見すれば軍人勅諭と教育勅語

が日本剛民を作る根本である︒即ち軍人には直接忠義を識す

られてある︒誰れでも皆朋友である︒故に御互に信義を重ん

りで教育勅語にては﹁朋友和信ジ﹂﹁博愛衆二及ポシ﹂と仰せ

らで︑賞に日本に於ては忠孝は一本にして同一である︒軍人

じ共間に服碓の事賞があってはならぬ︒例へぱ商責にしても

是は軍人に於ては常然である︒併し一般の耽曾に於ても其通

勅論の第二には﹁軍人ハ穐儀ヲ正シクスペと教育勅語には

日の相場で約束した時は其相場にて取引をすることは商人の

網場の高低に依り商品の償値の咋日と今日と鍵勤ある時︑昨

と御示しにたる︒忠義の認せない群は必ず親にも孝でないか

﹁兄弟二友二夫婦相和と叉﹁恭倹己ヲ持シ﹂とある︑軍人勅

が軍人の本分であると御示になり︑これを教育勅語には忠孝

諭では一口に霊きて居るが︑教育勅語の方では子供の教育の

方にとてもつとそれを細かに筆げてある︑一慨組ての賦含組

れろ迄も其目的に向ふのが軍人の信義である︒今日のＲ本に

信義である︒又軍人に於ては戦地で救援の約束を篇せぱ皆蕊

友和信シ﹂﹁博愛衆二及ポシ﹂是は大いに鼓吹し遵奉して行か

於ては肌信義の概念が非常に額陸して居る︒故に我糞此﹁朋

織は皆此﹁硝儀﹂から出て初めて献含秩序は保たれるのであ
る︒一例を墨げるならば﹁上官ノ命令ハ必ス守ルペシ﹂是は

には勿論のことであい︑叉軍人は術に之を迩奉して居る︒此

なければならぬ︒第五﹁軍人ハ質素ヲ旨トスペシ﹂是は軍人

軍人に於ては勿論なるのみならず一般家庭に於ても其通りで
を守らなければ大いに此擢儀虻賦くる所あり叉敷育勅語の御

ある︑若し家庭に於て弟が兄の言を守らず︑子にして親の戒

一
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虚に居る存郷軍人などは能く資駿せられたこと比恩ふが︑演

内に於て教育勅語︑軍人勅諭の形として函民精榊を鞭擢し︑

和は到底望まれぬと思召されたのである︒其虚でそれが篇に

れぱならぬ︒叉一方螺園の侵略横暴をも抑止せねば東洋の平

関の支那及び露内亜の軍矛一打破ったのは何故であるか︑それ

外に於ては日清戦争日露戦争と左つたのであるが︑抑彼の大

れても御同様である︒名古屋の犬淡御に於け兎時の如きは殿
下には二十里の弧行軍も馬され︑大いに御疲勢遊ばされ︑一

習等に於ても如賞に賞行して居る︒畏くも秋父窟殿下に於か

般兵士と共に焼芋を召されたのであった︒で軍人の宮様は皆

たが︑幾寓の同胞の血を流して得たる遼東半島をして三園干

日本には︑未だ総ての準備に峡くる所あった篇︑戦には勝っ

の賜物である︑併鳴顧みて残念なることは︑円清戦争常時の

勿論である︒それが軍人の時のみではならぬ︑一般剛氏とし

渉に依って遂に恋遥されて了った︒併し人川ぱ銀難辛苦の後

は大砲でもなければ繊砲でもない︒頁に教育勅語と軍人勅諭

ても倹約すぺき時は倹約せねばならぬ・それは教育勅語の﹁恭

に初めて人間らしき精川と肉鵠とを養ひ得るものである︒日

の群営を召上って居られた︒故に一般軍人の質素なることは

倹己ヲ持ス﹂と恥人勅諭第五膝とは御糖紳に於て垂く一致す

本も此三閲干渉に依って大いに奮ひ立ち臥薪讐謄剛民一致奮

貿に質素であらせらる︒叉縦父宮様には弟雪聯隊にて十二嘘

は︑﹁天地ノ公道︑人倫ノ常裡ナリ﹂とある︑教育勅語には

る︒又結論として此軍人に賜りし五ヶ係の末尾に此五ヶ係

溌して十年︑途に日慨戦役に於て響斯報ひたのである︒

此虚で一寸横道に這入るが︑支那は今日二十年来の臥薪嘗

﹁之ヲ古今二通シテ謬一ブス︑之ヲ巾外二施シーア惇ラス﹂とあ

る︒されば敦育勅語の御精川も軍人勅諭の御精川も全く一致

して居るのである︒叉軍人勅論には良兵良民と云ふととがあ

路者も知らなかったが︑我を軍人は相営に知って居る︑何故な

謄をやって来た︒それを日本人の大部分は知ら左かつた︒営

文句があるが︑何故に此雨戦役の護端を見たかと云ふに英

る︒弘道倉の要領中に︑世界の形勢を察することといふ意味の

次に日清Ｈ露雨戦役と此教育勅語と軍人勅諭の闘係であ

少女を描き︑鬼を以て日本と現し︑子供と以て麦那とし︑其

に於ても﹁打倒日本﹂を説き︑或は右に赤鬼を描き左に少年

して行く︒故に如何なる奥地の事情も知り得る︒既に小畢校等

するのでなく︑彼の中村大尉の如く︑如何なる奥地にも死を堵

らば我埼軍人が支那に覗察に行く︑唯汽車にのみ乗って観察

るが是が根本の軍人教育である︒先づ教育勅語と軍人勅論の

遁明治天皇に於かせられては既にして此形勢を槻破せられ︑

子供の持てる玉を鬼が奪はむとして居る雷を描いたりした︒

開係は此程度に止めて置く︒

東洋の前途平和の篇に支那の不法悪事を暦懲麗醒せしめなけ
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斯の如くにして汝等が大人となったら早く雲を討てと云ふ風

土塀の兵誉がある︒其中に津山居った︒共虚へ僅少なる日本軍

百米の土塀を携した兵誉である︒其中に叉一大隊宛位這入る

を以てして攻入ったのである︒支那兵死亡者は約三四百人日

に書いてある︒是が至る所にある︑それを壌早二十年もやつ
て居る︒今日日本に来て居る支那留畢生は皆故図に蹄つた︒

考ふるに︑日本人が曾て締園したそれの如く義勇公に泰ず

って撃つのであるから︑弾丸は必ず的中する︑其虎で支那兵

へ向って盲盤であるが︑日本兵は暗の外部より明る内部へ向

士官撃校の生徒も皆蹄つた︒賞に感心である︒今日日本の肇本軍は三人か五人の傷考である︑何故其結果を得たかと云ふ
生にあれだけの勇気があるか︑併し一面彼等の蹄園の理由を
に︑内部には電燈を黙じてあるから支那兵は明いる虚から暗
るのでなくして︑今婦らずんば今後の身の蔦にならぬ故に蹄

は皆畢生である︒是も畢寛教育の力である︒支那は日本が教て﹁君が代﹂をやって居る︒何故やったかと云ふと支那兵は

ろので︑其精神は異るも結果に於ては同様である︒兎に角支
ぼ段交追詰められたのである︒すると何虚かで﹁君が代﹂が
那畢生は感服すぺき黙が多兵ある︒南北共に第一線に立つ者匙始った︒共虚で日本の将校が調べて見ると置中で楽隊に合せ

育勅語の御締祁を以て教育したことそれを畢んで子供を教育皆射殺されるから﹁君が代﹂をやればまさかやられまいと恩
した︒故に今日支那は日本を馬鹿にして掛かって居る︑此黙
ってやった︒中登支那人はさう云ふ国際的のやり方は巧であ

扱前に戻って此日露戦争に於ては御承知の如く我国は大勝追挑つた︒其虚で英米の将校は非常に驚き︑其理由を日本の

に能く御老慮を願ひたいのである︒る︒それは事資である︒兎に角日本軍は十倍に除る支那兵を

利を得て世界の一等図になった︒即ちＨ本は明治の御代に
将校に零れた︒其虚で日本兵は敵の多少に拘らず﹁進め﹂と
明治天皇の御陵城に依って一等風になった︒それも一つに教云へば進む︒是が日本兵だ︒と答へた︒此答は彼等英米人に

育勅語︑軍人勅諭に依つでしっかり闘民精祁が練上げられたは鬼のやうに聞えた︒日本人は如何なる階級の人も一度戦場

結果である︒欧米人は我国の勝利を見て奇蹟的と云って居る︒に臨めば生還することを望む蒜はない︒共考が外園人には分

彼等には日本人か化物の如く見えた︒例へば九月の十八日夜らぬ︒彼等の戦とする時は必歩封等若くは同車の優勢なる場

の彼の爆破にしても日本守備兵は僅に二三百にして支那兵凡合でなければならぬとして居る︒例へば族順陥落の際も前述

そ一族園二千人以上の者を忽にし一︲蕊退せしめた︒其時の話の理由に依って露図皇帝け降参せし者をば賞して居る有様で

をすれば︑彼庭の支那兵舎は大鍵大規模たもので千米に千五ある︒何故日本域民が斯く勇敢なるか︑それは即ち敏育勅語

題間蒙浦と皇天浩明
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め力である︑叉軍人勅諭の力の興る所である︑斯くて日本は
支那︑露西亜を破り旭日昇天の勢を以て世界の一等園の班に

たのであるが︑昔日の支那人とは全く異る感がある︒其者共

と︒私共は非常に憤慨したが如何とも致し難く其侭聴き流し

使唯一人奮然封時するも十三封一︑濫にｎ本の僻来ぱ鍵噛に

威を受けない迄も聯盟曾議には各闘より抑へられ︑我芳津大

ひ日本は祁武天皇以来の危急の秋である︒日本ぱ武器の脅

今度の問題が勃渡したのである︒これと云ひ聯肌の室莱とい

て居るのである︒それが今日の時代となって現れて来たとき

此の事資を知った支那は︑従来の日本の此教育を施し来っ

の如く日本を知らぬ︑唯日本を知らぬのではない︑知てゐて

は此事惰を知らす︑唯日本の侵略とのみ恩ひ込んで居る︒斯

積堆して今日の浦洲事件ぼ起ったのである︒然るに欧米列図

れは即ち支那のｎ本に倣った教育心お蔭である︒斯う侮雪辱が

共の教へた肴である︒兎に角非常に円本を郷蕊して居る︒そ

が蹄って師剛健︑族闘長︑参謀となる︑蒋介石にしても皆私

青年男女は浮薄である︑故に日本ぱ戦の出来やう筈がない﹂

列した︑是も偏へに教育の力の致す所である︒

耐へぬ︒理浦から申せば日本は軍人勅諭︑教育勅語注遵奉し

十三図の反封となった︒他に大原因として英米は支那に封し

て野心を持つからである︒支那の今日の暴状も英米の黒幕が

も尚ほＲ本に脅威を感じるから日本を敵き潰さむものとして

る︒然るに反封に蹄付けられ海軍力に於て十対六︑叉此度の

あるからに曲る︒英米の眼はＨ本の正義に向けられず︑支那

て今日に及ぶならば必ずや今日は英米を抑へて居るべきであ

満洲問題に於ても此の有様であることは深く顧みる所がなけ

度の聯盟曾識の有様を見れば能く分る︒日本の矢面に立った

の莫大な金︑土地︑物費に向けられて居るのである︒是は今

日本幽民は近時漸く浦洲問題の重大なるを知り︑支那の侮

のは英図代表︑其パックを鴬す者はアメリカ代表である︒今

ればならぬ︒

辱を知ったのであるが︑是は既に二三年前よりのことで︑天津

日の支那は目前の鱒に後日の蕊を知らぬ憐れなるものであ

悟しかければなら砲︒で御覧の如く畢良や介石共にロシヤと

ある︒此方からは行かぬが向ふから来る︑きっと来る︒是は受

又℃北の露幽の兵は日本軍Ｌ﹂何時衝突するか分らぬ儒勢に

る○

北京等に於ける日本人迫害︑日貨排斥︑蔦に日本人は緬盈引上

げて居るのである︑一例を申せば昨年陸軍大畢を卒業せし支

に我為に向ひ﹁もう日本は支那とは戦を寓し得ぬ︒何故なら

長は今満洲に於て活躍せる多間中牌であったが︑多門中僻並

手を撮り︑背後より日本を脅威する︒聯盟では日本の説を否決

那将校の有力者は我々に向って斯う申した︒営時陸事大単校

ば金がない︑又代議士は閏家を忘れて我黛の篇に論争し︑又

し全くＲ本は孤立無援である︒不景気は益堂深刻である︒是
から先きどうするか諸君は能くお考を願ひたい︒

教育勅語の力は是から現さなければならぬ︒日本は孤立無
は日本軍の引上げを要求して居る︒之駐引上げれば日本は全

うして︑本人は細て教育勅祇︑軍人勅諭の御緒川を遵奉して

く死滅である︒もつとどん／︑兵を透らなければならぬ︒さ

しっかり御考の程を切望する︒︵講淡大要︑文責在記者︶

行かなければならぬ︑斯う云警一考を以て此教育勅語記念日を

郎

援に階らうとも只一に決心の外はない︒新聞で見る如く各函

五

を固めさせられ︑それが雛て犬賓令となり養老令となり︑漸

兄皇子は﹁地に二王無し﹂と宣して︑大義名分を閑明し関本

の氏族門閥の制度の上に︑﹃天に三日無き﹂理義を教へ︑中大

ら諺古より専ら此畢の修養により︑身を修め家逓脅へ又図家

無く︑全く儒教と云ふ網惜的全面的の人間畢図民望であるか

洋から来た哲畢とか科蕊とかの如く︑一片的部分的のもので

導し養成し米って︑全く図民の教化風教の基礎を鱒したもの
○００◎０ＣＯＯ○○○○○○○○０○○００００○
で︑此教へは只漢文を讃み漢書を里ぶのが主目的では無く︑
︒○０︒Ｏ●①︑②０Ｏ⑤⑧⑧○ＣＯ００○○○○○○
とれは賞に我図民軍叉は人間畢とも言ふくきものである︒西

︒００００つ○

も面︑︑︑︑︑︑

◎○０○●●⑥●●●︒○○○○︒◎○○００○︒◎

○Ｏ

稚削子皇子と仁徳天皇の祁譲の美徳を表はされ︑又下は欝時

次儒教の隆盛と共に剛民思想は統一的基礎づけらる上に至り
したのも︑︑王として此儒教の普及に醜蒸せられた賜もの上現

ある︒

をも治めたのは勿論︑家業雲術諸般の教へをも筆げ得たので

我図風に醇化し︑我園史と共に表裏相↓馬して︑国民精祁を指

斯やうに論語や其の他雑書等の望は︑我図に入りて自然に

はれと云ふて可なりと恩ふ︒

もも℃℃℃も℃︑℃℃ＤＯＤＪ

鰯民教化の重大問題
︑℃℃も︑℃ｂも℃℃ｂｂももＵ︑︑﹄℃︑︑︑ｂ︑ｂｂざ

我幽の図家道若くは幽民道なるものは︑肇園の始めから目
︑︑も︑℃︑℃︑℃︑℃ｂ︑︑︑ｂも℃も︑︑ｂ︑︑画︑﹄
然に成り立ち馴致し来たことは勿論であるが︑之れが一般に
も︑９℃も︑ひ︑℃一℃︑︑もも︑︑℃℃ｂ︑ｂ℃︑︑︑
明白に義瑚づけられ︑団民鰐導的に蕊達したのは︑雁祁天皇

川

近く水戸黄門︑頼川陽︑山鹿素行等出て︑維新鴻業の基を篇
︑ｂｂ︑︑︑︑︑ＱＱＱＱｂ︑︑℃︑︑℃︑︑︑℃℃︑ｂ一

の朝︑王仁の来朝により論語の教へからのことで︑上に菟道

今℃︑℃︑℃もも℃︑︒︑ｂ℃ひ︑︑℃︑︑ｂも℃

荒
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一

教へに導かれたろものなれば︑此畢ほど我団民に大切な開係

資に儒教は図民肇人間墨として︑我閏家道鴫闘民精紳も此

等に亘りや十分之を説明して後結論に入れば︑事明白ならん

の熟考猛省才促す︒

層不可思議に恩ふ︒私の寡聞が︑敢て此道の先鞭や文部営局

らき是正せしむることを謀る者あるを聞かないのを︑私は一

政治家や畢考並に図畢漢畢の士が漫然看過して︑之が蒙をひ

資に非常な無識無精榊の暴篤ではあるまいか︒又これを世の

意外千閏にも﹁僻﹂の字を常用漢字中より削除した︒これは

︒○○○○○④○○○○○︒○００○○○○○

然るに文部省の餌語調交曾にては︑漢字制限を再議して︑

中閏史の教育を完全にして︑団民精刷の根本を固めたなら︑
○○○○○○︒︒○○Ｏ○００○
決して多くの心配は無いと信ずる︒

◎︒○○○○○ＯＣ○○Ｏ○０︒００○○０００．○○◎
今少し此教へを盛にしたいと恩ふ︒目下世を憂ふる者遼して
◎︒○○○︒○○○○○○０○○○○○○○○○○Ｏ○
苦心せしめつ上ある剛民思想の問題も︑此畢を徹底し︑且就
０００○○○○○○○○００○○○○○○００○○○．

も︑今は姑く簡箪淀主とし︑直ちに結論に入らん︒
００００○○○○００○○○○○○０．○○○○００︒○
即ち私は漢文漢畢の名を改めて儒道註意味する名榊に鍵へ

あるものは︑他に無いと云ふてもよい︒然るに世州には之を
軍を系漢字漢文の一畢科とし︑且之を単ぶに困難なろを理由
無理解の甚だしきものである︒

として︑之を排斥するやうになりつ上あるけ︑まことに錯談
例へぼ漢文に比して英語は果して蕊ぶに易いか︒今日嬢校
に於ける畢習の時間は幾何であるか︑英語は漢文よりも賞に
数倍の多き時間を課して居るではないか︑叉賞際の指導の上

℃︑︑︑︑︑︑︑︑Ｕ・
王しないのでは無いか︒

に力を入れつ上ある有様も︑如何程多くと愛して居るか︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃ｂも︑︑︑︒℃︑︑︑︑℃︑︑もも心里
漢文は肇ぷに困難なるのでは無く︑単はしむるに其の法を以
此等のことから︑儒教と閥民精川語儒畢と閲民の肌教︑儒
道の岡風醇化より︑国史と図民の教化︑及び鯛民思想の問題

増子懐永

き熱望がある︒殊に︑岡内の和衷協同行はれて諭隆糞たる気

個人が︑生命を熱愛すると同じく︑罰家も亦生存し行くぺ

詔勅中心の教化
第廿八章明治の雨大戦役

愚

化教の心中勅詔
､
1
3
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運に向ふと︑更に外部の暗雲を掃蕩し一し︑東洋の平和と維持

平和に懸為たる鮭り︑止むなく悪癌を切開して︑︑安全保障

ヲ期ス

を得さ吐給はんとすろ叡膳︑直に恐醗に堪へない︒而して其

する使命を果したのが︑即ち明論二十七年討清の詔勅であ

あっても︑白人と非白人との戦には︑除外例なく︑白人の勝

結果は︑従来白人と白人︑非白人とが戦ふ時は︑互に優劣は

守鐙◎

文明ノ化ヲ平和ノ治二求メ事ヲ外副二雛フルノ極メーア不可

有史以来未曾有の事賞であって︑此大勝こそ賞に東洋人のた

利に蹄したるを︑こたび非白人が始めて白人を発したのは︑

ナルヲ信ジ有司ヲシテ常二友邦ノ誼ヲ鰐クスルニ努力セシ
メ・⁝：．：朝鮮ヲシテ祁矧ヲ永遠二莞し治安ヲ将来二保夕シ

めに気を吐き︑且つは永遠の平和を所期したのである︒され

メ以テ東洋全局ノ平和ヲ維持セムト欲シ⁝⁝︒：速二平和ヲ

ば︑明治の晩年なる四十三年八月二十九日︑韓剛併合の詔書

永遠二克復シ以テ帝図ノ光築ヲ全クセムコトヲ期ス
とありて︑我倒の受醒は︑やがて韓士の平和︑延いては︑極

には︑

衆は一覗同仁天皇愛撫の下に立ち︑其康祇を増進するに至っ

と仰せられた如く︑東洋平和の基礎を輩固にして︑韓函の民

必要ナルヲ念上又常一一韓幽ガ禰凱ノ淵源タルニ職ミ

東洋ノ平和ヲ永遠二維持シ帝剛ノ安全ヲ蒋来二保障スルノ

東の平和を確保するに至った︒

既にして十年︑露西亜は︑復た朝鮮を併呑し︑南下して我

闘ぞ威嚇せんとした︒ことに於てか︑明治三十七年討露の大
椎フニ平和ヲ文明二求メ列閏ト友誼ヲ篤クシーア以テ東洋ノ

詔は下る︒

たのである︒

ナク極東ノ平和亦素ヨリ望ムペカーフズ⁝．：：・藤間ノ始メョ

洲ニシテ露図ノ領有二締セムカ韓幽ノ保全ハ支持スルニ由

団ノ並ヲ韓幽ノ保全二置クャ一日ノ故二非ズ：⁝⁝・若シ測

我団既に満露の雨剛を服し︑自負感慢勤もすれば︑華美に

り賓二就キ荒怠相誠メ自彊息マザルペシ

資業二服シ勤倹産ヲ治メ惟レ信惟レ義醇厚裕ヲ成シ華ヲ去

戦後日尚浅ク庶政益を更張ヲ要ス宜ク上下心ヲ言一シテ忠

第廿九章戊申詔書

治安ヲ永遠二維持シ各国ノ椛利利益ヲ損傷セズシテ永ク帝
嗣ノ安全ヲ蒋来二保障スペキ事態ヲ確立スルハ朕肌二以テ

リ平和ヲ好ゞ愛スルノ誠意ナルモノ革毛認ムルニ巾ナシ：⁝．

流れんとする凪があったので︑明治四十一年十月十三日詔書

閏交ノ要義ト篇シ且暮敢一ア達ハザラムコトヲ期ス⁝：．⁝帝

・・・速二平和ヲ永遠二克復シ以一ア帝圃ノ光楽ヲ保桑セムコト

化激の心中'勅詔
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を下して︑此弊を矯正せられんとし︑其営時の時局に虚し︑

ノ祁勅二依リーア寓世一系ノ帝位ヲ博へ祁器ヲ奉シーア八洲二

勤と像とと守り︑人の心は不知不識の間に廃菰し易いもので

諭し︑各自の業務を以て︑固家に封する本務とし︑専心一意

情相交るところ︑即ち剛継の精華なる避明にし給ひ︑﹁皇化

祁器を負ひて︑寓世一系の皇統厳かに︑君臣の義︑父子の

ノ倒罷ヲ成セリ

ス義︿則チ君臣ニシテ傭ハ猶ホ父子ノコトク以一ァ菖邦無比

臨ミ皇化ヲ宣ヘテ蒼生ヲ撫ス爾臣民世世朴継キ忠賃公二奉

あるから︑自彊不息常に自ら脚み自ら力めなければならぬ工

ヲ宣ヘテ蒼生ヲ擁ス﹂ろ大御心に︑前代を承けて辱かしめず

岡運を護展せしめて︑列園と共に文明の恵樺を享くべき旨を

ぺき聖旨は︑教化を根弧くする必要を力説せられたるに外な

夫淀懇示せられたのである︒此道徳の額陵を救び勤倹力行す

後代に晩みて光りある一世の振張は︑御代の始めに根ざし深

て︑自由に辰ぴ来りしものであったが︑大正七年には︑男子

昔から結成された青年のまとゐは︑何等の制肘をも受け歩し

ら︑生活そのものを充資せんとして︑幾百年︑或は幾千年の

青年は次代団民の中堅である︒而かも共生活必然の要求か

第三十一章青年園に賜れる令旨

見為に至ったのである︒

く樹てられ︑皇化宣布の齢悪には︑奈団的教化関儲の創設を

らぬのである︒

第三十章大正の振張
大正天皇は︑畏くも︑亜れる諒闇に御痛心いや増されたこ
とであるが上に︑践詐の姑め︑厭洲大戦蹴に倉して︑御診念
いとど深くあらせられたのは猫脚に封する宣戦の大詔にも鏡
朕皇詐ヲ践一ア未夕幾クナラカ且今尚皇批ノ喪二居しり恒二

に識し︑同十五年には女子に鋼する内務文部雨大臣の訓示と

ひ奉ることが出来る︒

平和二春糞タルヲ以テシーア而カモ寛二戦ヲ宣スルノ己ムヲ

辻間に在って︑最大なる力と頼み奉ろを得たのは︑今上陛

なって︑犬に組織立つに至り︑以て現下の護達溌来した︒

得サルニ至ル朕深ク之ヲ憾トス

下が︑皇太子殿下であらせられた営時︑大正九年十一月二十

と宣せられ︑而かも日英同盟の誼を重んぜられ︑局外中立の
固家人民を念とせられ給ふたからである︒故に大正四年十一

洛守より一噂して︑東洋平和の保持に課されたのは︑一意唯

園蓮進展ノ蕪礎︿青年ノ修養二須ツコト多シ諸子能ク内外

二日賜はりたる
皇阻皇宗団ヲ肇メ基ヲ建一ア列聖統ヲ紹キ裕ヲ垂し天壌無窮

月十日即位式に賜はりたる勅語にぱ︑

、
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達成スルニ努メムコトヲ望ム

ノ情勢二顕ミ恒二其本分ヲ素シ奮励協力以テ所期ノ目的ヲ

ムコトヲ恐ル⁝・⁝：振作更張ノ道︿他ナシ先帝ノ聖訓二格

風モ亦生ス今二及ヒーア時弊ヲ革メスムハ或︿前緒ヲ失墜セ

暗涙に咽ばんばかりに人心の秘奥を別知せられ︑振作更張

の道は︑畢寛するに︑先帝の聖訓に格遵するに在るを示され

遵シテ其ノ賓敷ヲ翠グルニ在ルノミ

た︒即ち世界的の思想に雁じて︑個人道徳の必要と︑民族の

と宣らせられた令旨は︑永く我闘青年の軌範として贈得すぺ
に封し︑歴史上の異彩として其輝きは寓代に蓮ろのである︒

きことは皆人の知れる所で︑次代の画家を双肩に撮へるもの
昭和五年︑其奉戴十週年を迎ふるに際し︑記念式を催して︑

たろ聖訓を基礎として︑君子図の賞を示さんとせられたので

共存と淀説き︑我国三千年の教化が先々帝に至て集大成され

あって︑ひとり至尊御一人の思召であるばかりでなく︑責に

爾後︑毎年の恒例となさんとするのは︑蓋し其故深しといは

団民全鵠の希求自ら大御言となって見はれたのである︒

ねばならぬ︒こ奴より先き︑大正十四年五月大正天皇御結婚
満二十五年御禰儀に際し︑畏くも特に御内努金を賜はり︑男

日賜はりたる詔書は︑剛民締祁の涌養振作．︑諭し給ひ︑浮華

災俄に霧り︑図尺皆共締趨に迷ばんとするに僧り︑十一月十

如き世態とて︑そが民心の締趨なきを慨せられ︑世界妓大握

主義と︑無政府共産主義との背馳ありて︑氷炭相容れざるが

とて︑思想間脳留意の要遊諭し給ひ︑群資の封立︑皇室中心

晩近世態漸ク以テ推移シ思想︿動モスレバ趣舎柑異ルアリ

就き︑

俵を行はせられ︑団政の犬方針を示され給ふた︒中に︑

今上陛下は︑昭和元年十二月二十八日群臣を召して朝見の

第三十三章朝見式勅語

女青年国鵠事業奨働の思召を拝戴したことは︑賞に︑斯園盤
の前途に一大光明を鮎ぜられたる恩寵である︒

第三十三章国民精紳作興詔書
世界大戦の天下を動かすに及び︑戦塵殆んど及ばざる我図
は︑其除恵を蒙りて︑成金粁流輩出し︑全く武陵桃源を夢み

騨桃を戒めて︑質賃剛健を作典せしめられた︒
画家興隆ノ本ハ闘民精祁ノ剛健ニ在り之ヲ涌養︑ン之ヲ振作

今ヤ世局︿正二曾通ノ運二際シ人文︿恰モ更張ノ期一一贋ル

たる際︑天啓か天謎か︑大正十二年九月一日開東地方大震火

シテ以一ア閏本ヲ問クセザルペカーフズ・・・⁝⁝帆近畢術益盈開

・↓・・：⁝模擬ヲ戒メ創造ヲ鼠メ

団の一として︑

ケ人智日二進ム然しドモ浮華放縦ノ詞漸ク瀬シ撫眺誼激ノ

化激の心中勅詔
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とて精神文明に於ても潟立猫歩の無慨なからざるぺからざる

害壁下し賜うた中に︑

を諭され︑外図の模倣を避けて日本の特徴を溌揮すべく︑祇

クシ

朕今列聖ノ這圃ヲ嗣キ篤ク教化ヲ敷キ以一ア人心ノ蹄趨ヲ正

衆意の朝宗︑其庭をあやまらしめないためには︑教化の途

禽の共存共柴を奨紡給ひて︑

畢幽一致共存共築ヲ之し固り

あるのみなるを明かにし︑其の大本は︑教育に存する所から

園は天皇の化育の及び得る天地であって︑天皇の統治は図

第三十五章結論・

Ｌ奉るべきである︒

ては︑教育勅語の聖意に徹して︑不腰の園教不朽の教化と榊

明治以後の教育を説くのは︑除りに事新しいけれど︑すべ

其の旨藍営局に諭されたのである︒

とて昭和新政の根本を明にし給ひ︑

汎クー税同仁ノ化ヲ宣ぺ永ク四海同胞ノ誼ヲ敦クセン是レ
朕力鯵念最毛切ナル所
との大御言は︑いつ哨減らせられぬ聖職︑資に古今を貫いて
一軌である︒

第三十四章即位式勅語
昭和三年十一月十日即位式紫震殿の御儀に於て

の継承春にして︑図民の精祁生活の愛藻者にあらせられ︑関

民を教化するに存する︒民に上たる天皇は惟榊至聖なる皇統

鰐生活の統制者とし立たザー給ふ︒天祁地祇いましませば︑其

ノ隆昌ヲ進メムコトヲ念上

祭祁を親らし給てひや天鍵地異即ち至奪の不徳に蹄し︑災厄

朕内︿則チ教化ヲ醇厚ニシ愈々民心ノ和曾ヲ致シ益を岡運

こと︑これ民心和愈の要諦であって︑各盈其職に安んじ︑其

と宣ら吐給ふた︺賃にや︑教化の上に風俗習慣の醇厚ならん

昭々乎として明かである︒

懇に倫常を論し給ふ︒治化に資し︑民極を柚つる川以の道︑

に遇へば↓︑直に倉真を開きて︑民を賑はし︑風儀額展すれば

る︒

業を務め生活の安定を精祁的に求めることが出来るのであ
外︿則チ閲交ヲ親善ニシ永ク世界ノ平和ヲ保チ普ク人類ノ

ひ︑岡民は天皇の側浦無碍なる威徳に安んじ一﹄︑親愛尊敬の

惟ふに︑天皇は︑剛民を剛家維誉の核心として︑僑信し給
平和を柵調して︑平等無限︑人類愛の大理想今ゲ貫徹せんこ

念を捧げ︑天皇の祁聖冒すべからざると共に︑臣民も亦威厳

禰祉ヲ益サムコトヲ翼フ
とを期し給ひ︑更に文部大臣に封して︑教育に開する御沙汰

Ｌ

ろ事麓の再超せ一ざる決意存堅くし︑建図の精榊に立蹄り得る質が存し︑聖意自ら輿論

締趨と︿ｎ鰐して表現されたのであ

自ら持してゐる︒さればこそ僻攻上の失敗夢認めて︑不群な．れぱ明詔は即ち徳教であって︑皇民の蹄一︑そこに詔勅の本．

かくし一Ｌ蓄へつつある心の力と糧とは︑資に我等の皿先よ更に叉一歩雫を進めて老へるならば︑我国教化の藩軍揚はこれ

素養在蓄へつつあるのである︒る︒

り一ナ孫への鮪０物であって︑先人の教化を知ることは︑祁幽を海外にまで及ぼす意無かなくてはならぬ︒欧洲大戦後各幽

ろことに底る︒而して其原動力となり︑指導と底るのは︑賃際︑吾人睦一一千年来教化の跡に顧みて︑更にこれを輯世界的

を鉾へることであり︑母剛を解することは︑即ち我図を愛すが猫自の文化の宣揚を固りつつ︑数多の教化思想を輪川する

に藤代の詔勅で︑其光明に浴して︑吾人の進路は定まる︒さに振作吏張する必要左痛感するばかりである︒︵完︶

健全思想健全圃民とは何ぞ

宗像通

危害する如き︑無同憂不合理不統一なる矛盾的思想を意味す

健全なる思想︑或は雌全なる閏民とは如伽なる意味であら

は︑健全なる国民であって︑自己の人格と蝿家批曾の馬に有

根本的に必領有益なる自鈴的合理的統一的思想を有する者

る︒此くの如く自己の人格と図家杜曾の存綴護展との鱒に︑

うか︒同時に不健全思想︑叉は不健全岡民とは如何なるもの

る岡雌である︒凡そ吾人各目の生活でも︑画家耐曾の存績護

あって︑之れによりて自墨的合理的に統一されてることを必

展でも︑其の成立の鰐には︑必ず根本の原理︑根本の道徳が

害にして無自髭一不合理不統一なる思想を有する巻は不健全な

的就一とが存作する所の思想を意味する︒之れに反して不健

であらうか︒恩ふに健全底る思想は︑自己の人格と画家耐禽

全なる思恕は自己の人格と幽家祇曾の存績溌展とを根本的に

の存縦波展との潟に︑根本的に必披右益にして︑向蝿と合理

白羅的合理的統一を要す

郎
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]9

須の要件とずる・根本原理︑根本道徳によりて︑向晃的合理
的に統制せられざるときは︑個人の生活でも︑飼家肺曾の生
派でも︑自己分裂し︑自家撞着して︑到底其の生活を全うす
ることは出来孝ない︒凡そ一切の人川的生活には︑同昂と合理

的統一あるとと駐根本の膝件とする︒佃人の雌全なる人椛が
成立するにも︑岡家耽曾が健全なる存続護展藍遂げるに明︑

共虚に月兇的合迎的統一が存在することを絶封の要件とす
る︒而して此の自兇的統一の篤には︑必李根本の原理標準か

底ければならぬ︒根本の原埋︑標準がなければ︑何によりて
瓜想や生活を統制することが出来ようか︒それは勿論出来な
いに定まって居る︒
日本閏家の統一原理

我が日本の悶家枇曾が統一的に存績潅展し来りたる町以
も︑勿論其虚に根本の原珂標準が存在して居た鴬である︒図
鰐の精祁剛民の道徳は即ち我が閏家耽曾の存立し︑永遠に護
展する所以の．根本原理︑根本要件である︒之れがなければ︑

我が剛家就禽の統一的細縦が根本的に不可能であり︑其の存
績潅展の生命も根本的に衰亡に蹄せしめられる外ぱない︒我
が画家就曾が根本的に崩壊し︑其の剛家献曾の生命が衰亡す
る底らば︑吾人佃共人の生活も︑勿論安全に存立するとと能
はざるは言尭剛ゐるを要せぬ︒

我が阿家杜禽の根本原理︑随って吾人佃を閥民の生活原理

は︑其の大綱を教育に開すうハ勅語に於て御示めし篇されてあ

る︒之れに示されてある所の︑岡僻締刺及び剛民道徳の大綱

は︑我が建固以来の向畏的就一原理であり︑其の存続燕展の

鱒の根本的要件である︒我が図家壮曾に向斑的統一が仔在Ｌ

否人各自の思想や生活にも︑自兇的統一があることを得るの

は︑吾人が唯此の闘船の締祁︑飼民の道徳を遵守賛賎するに

よりてのみ可能である︒即ち向畳的統一ある我が雌発なる図

案耽含も︑自発的統一ある吾人の人格生活も︑此の脚僻締川

されば他全なる恩惣或は雌全なる剛民生活は︑向己の人格・

団民道徳を迩守街賎するに存すると言ふくきである︒

によりて︑向兇的合班的に統制せられたる秩序統一ある旭想

生活及び閥家祇愈の存綾溌展の魚に︑絶封必須なろ根本卯理

己の刷家就愈の存続護展する所以の要件たる︑根本腺班を自

或は生活であって︑不雌全なる思想或は生活は︑向己及び自

晃セホ︑随って之れによりて統制せられざる肝の矛盾撞着の

恩想或は生活を意味する︒而して不健全なる思想者は何故此

の堺貨や道理に囚はれて︑根本的全面虞理に封する自畳を︑

くの如き思想を布するに至るかと云は蝉︑岬卒にも一部一面

縦き︑一部一面の道理を根本全面の興理の如く錆蝿するが

篤であ扇︒此くの如く根本全面の事賞と直理に立脚せざる・

思想には︑到底浜正なる自提と統一とがあることが出来な

＝

Ｉ
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q

思想界の病的現継

の心理ではないか︒即ち生活と言へば物質生活のことのみを

を以て第二宋と明らかに高髭し居らぬことは︑衡際に一般人

瓜恕や︑健全なる人格や︑雌全なる餌家献曾を完成すること

に噂垂し︑物質寓能を信じて居るではなからうか︒健全なる

き堺賀である︒試みに見よ︑現代人は一般に物質を第一義的

義を職忽に附し居ることに基因することも︑亦決して手ひ難

が︑除りに物質主義物質生活を偏重して︑思想生活や精祁主

り疑なき所であるが︑然かも現代の不健全なる状態は現代人

左く︑近代の世界的物質文明の大愛革に基因することも間よ

うか︒蓋し共の理由は雌に思想的精祁的原因のみによるので

することも事資である︒是虹は如何なる郡山に因るのであら

流して居り︑過激左ろ病毒思想の患審保菌背も往餐にして存

き肱がある︒之れと同時に︑他面に於て︑不健全の︑心想が横

一般に思想的根携を確問として自畳し︑把握し居らざるが如

は︑思想界は混凱し︑各人も其の思想に多少の動橋を感じ︑

することを得ぺき箸であるが︑然かも今日の賞状を狐るとき

明らかであって︑吾人は之恥を遵守するによりて健全に生活

根本原瑚は︑図罷岬耕祁︑図民の道徳によりて︑共の基準は

我が幽家肺曾の存綬護展の根本原理︑随２Ｌ吾人遥生活の

し
、

意味し︑成功は殆ど物質的成功の意味に限られ物質的富貴が

洪人羨望の的であることは︑現代の偏らざる事賞ではないか

思惣締祁の生活の尊重すぺきととも亦決して疑を容飢られな

恩ふに物質生活の尊重すべきは言はずとも明らかであるが︑

い︒物質生活が思想生活に影響を及ぼすこと弧大であると共

に︑思想生活が物質生活を司配することも事酎である︒人間

生活或は倒家耽曾の生活を健全化せんと欲せば︑物質的向上

は間より必要であるが︑思想精川の改善も︑大いに之れを促

進せねばならない︒現代の病は︑世人が前者をのみ重硯して

後者に重き開心を置かざる鋤に存することは︑否むこと出来

以上の見地より棚て︑吾人は特に現代人に向って︑思想精

ざる事賢でめらう︒

祁の健全化を大いに要求せねばならぬと恩ふ︒吾人ば物質文

明の近代的大進歩に比して︑思想精祁の文化の進歩は大いに

遅れて居ると恩ふ︒所謂雄業革命は既にあったが︑思想読紳

的革新の洗確を未だ受けざる状態が今の不具的文化の現状で

ある︒物質的大飛雌を途げたる現代は︑更に思想的大革新の

洗鯉を受けねばならぬ蓮命にある︒

思想界の健全化法︒五倫理の自麗

吾人の信ずる所によれば︑現代人の︑紺や縮刷健全化の根本

義は︑吾人各胤の鴬には︑根本原型根本要件あることを︑
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聖勅に於ても示めされてあるが︑吾人は弦に一般刈論的に︑

なければ︑人間の生活が根本的に成り立ち得ない︒第三には

である︒一切の能力哨維済も此の原理の現象である︒之れが

等一切の善川は︑人生の存立と其の誰歩溌股の篤の根本原理

立ち得ない︒銘二は善川の倫理であるが︑身心︑財物︑時間

概念分析的に︑人生の根本原理を類別して︑其の意義を明ら

原理である︑之れがなければ人格も人間肺舎も根本的に成り

かにしたいと恩ふ︒理輪的分析的に人的の根本原理︑或は幽

とそ︑道徳でも維済でも其の斑行が現はれるのである︒敬忠

敬忠の倫理であるが︑敬ふて忠賞に守り行ふ敬忠心があれは

吾人が明らかに理解自墨し穆之れによりて合理的統一的生活

家就曾存績護展の篇に必要なる根本観念を明らかにすること

を資現するとと是れである︒而して其の根本原理根本大綱は

は︑吾人燕類の理性的要求であるのみならず︑蟹践生活の篇

充賛せる化活が現はれるのである︒梁蕃心は希望︑努力︑幸

るが︑善を梁めはとそ︑人生には希望も努力も幸耐も一切の

の遵守資践は根本的に現ばれ得ない︒第四は楽善の倫理であ

生漸に現はれる道理が友い︒今日思想界に動揺があり︑不他

禰の根本原理である︒之れがなければ一切の健全なる希望︑

心は一切の遵守資践の根本原坪である︒之れがなければ一切

全思想が横流するのも︑主として人生の根本原理の迦解と目

努力︑幸祁は根本的にあり得ない︒弟五は自昂の倫理である

にも必須有効なる方法手段ともなる︒理智進みたる現代人は

畳が乏しいからである︒是れ吾人が鼓に理論的分析的に︑人

理論を以てせざれぱ納得し近い︒納得せざることは勿論麓践

生の根本原理︑根本概念を明らかにせんと欲する所以であ

が︑上述の四倫即遊向疑的に統一する所に雌全なる人格生活

然らば吾人各自の生活でも︑国家枇曾の生活でも︑凡そ一

成立しない︒健全なる剛家肺曾の成立も其の進歩護展も亦是

ば是等の五倫理は︑其の一を峡くも健全左る思想或は生活は

がなければ統一ある人格生活は根本的に現はれ得ない︒され

が現はれる︒自擬は人格的統一生活の根本原理である︒自鍵

る︒雌至近る思想生活の篤に︑之れが根本要件であるからで

切の人間生活の為に絶封必須なる根本原理︑根本観念は何で

ある︒

あるか︒それは道理上左の五種に分類し得られる筈である︒

し是等は揃徳の原理︑能力及び経桝の原理︑資践の原理︑希

紫努力幸眠の原訓︑及び是等一句統一の原理であるから︑是

等五樋の根本原瑚即ち根本倫理によりてのみ可能である︒蓋

等によらざる映り︑一切の人Ⅲ生活も︑其の進歩溌展も︑根

即ち義愛︑善用︑敬忠︑楽善︑及び自受の五倫理である︒今
は合理心であり︑責任概念である︒愛とは同心一機共存共築の

之れを簡軍に説明すれば︑第一は義愛の倫理であるが︑義と
心である︒義によりて愛を行ふ伽の義愛の精紳は道徳の根本
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本的に不可能である︒故に之鯉を人生の馬に根本的に必須な

課し︑団家施含に奉仕貢献致しを唯う︒

一︑皇道を本とし︑義と愛を行﹃い︑本分を守もり︑責任を

ますまい︒

二︑身心財物時間等一切詮善用して︑之恥を徒費悪用致し

ス五倫理と穂すべきだ︒

三︑天抑人道を敬ひ良心にかしこみ︑敬忠の心を以て人た

司此くの如く︑此の五種の原理は古今東西の一切人類に封し
て共通普遍の人生の根本倫理であるが︑各園民や︑各献含圏

蚤せう︒

四︑恩徳を感謝し︑善因善果矛恩ひ︑心楽しく善行を勘み

る通を行ひませう︒

罷や︑各個人は︑冬其の特殊の立ち場︑特殊の事怖に在るも
．のであるから︑是等人生の根本倫理を其の麓生活に通川する

には︑必然に其の特色を帯びざるを得ない︒されば吾人日本
︐国民としては︑日本図民的に皇道を本とし皇室を中心として

して︑其の資行を努め今盈を注意し麦せう︒

此くの如き要旨を毎朝向兇向念丁るは健全生活冴白為に賛

五︑日ぞ皇遜一貫︑韮愛︑善用︑敬忠︑梁善を大本と自畳

現する鱒Ｆ第一着の手段方法であるべきだ︒我が同胞閏民が

ばならぬ︒此くしてのみ鼓に健全なる日本閏民的思想及び生

活が賞現されるのである︒即ち皇道を根本として︑義愛︑善

義愛︑善川︑敬忠︑梁菩の人間大道を自髭的に街賎しなけれ

用︑敬忠︑築善の倫理を自蝿的に衝践貫行する所に︑健全な

此の心を伺うし︑力を合はせて此の事彰︾努めるならば︑思想

必字期して見るべきものがあらう︒

界の健全化にも︑耐曾の改善にも︑団蓮の恋展にも其の効果

ろ日本国民の人格と︑其の健全なる生活が現はれ来るのであ
る︒

以上健全たる閏民生活の根本倫理を明らかにし︑且つ其の

推みて多↑少之れを詳述して錐お意義を明らかにする必要があ

脅践の蒜手方法に開して︑共の大要を述ぺたのであるが︑尚

賓践の手段

手段方法如何と煮は堂︑それは吾人が先づ日々是等雌至思想

義愛とは何ぞ

第一︑義愛心は健全思想の第一要件である︒

ると恩ふ︒乞ふ左に之れを試みしめよ︒

︑更に進みて吾人が此の要旨を日食に資賎することを得べき
・の根本倫理を明らかに自受して︑其の奮践定受悟し︑我が最
善を議して其の賞行を努力する外はない︒其の鴬には左記の
要旨を日舞に目疑溌念すべきは︑何人にも常然合理の要求で
あるべきである︒日はく

ぞ何ばと民園全健想思垂健

健全なる思想上︑最も重要なるものは義愛心である︒義愛

ある︒義心は理性的であるが愛心は怖操的である︒義心は骨

理︑根本動力となるものは自他を同心一鵠ならしむる愛心で

ある︒此の厳正誠直なる義心と相待って︑人格人生の基本原

格の如く愛心は血液の如しと云ふべきである︒されば義心は

ほ道徳の根本原理︑流含生活の根本要件であって︑之れがな
然らば義愛とは何ぞと云ふに︑先づ義とは合理心であり︑

しく解別して︑其の取捨去就孝一誤らぬことであるが︑愛心は

事理の侭偏派邪︑大小軽迦︑内外親疎︑先径緩急の差別を正

ければ道徳も耐禽生活も根本的に成立しない︒

責係観念である︒されば事理の厩侭正邪︑大小難亜︑自他親

心によりて自他結合の一隅となる︒愛心は自他差別の軍猫な

白他を結合して同心一僻の生活を柵させる︒差別の自他は愛

疎︑先綴緩急等を公砺適篤に判断して︑合理的に行動し︑公
正適鴬に責務を議すことは義或は正義である︒部ち合理正義

同心一組とならしめる︒此くの如くにして夫婦︑親子︑兄弟

しめる︒人を愛すれば人と我れとが結合して︑人と我れとを

花を愛すれば花と我れとが結合して之れを不難の一鰐となら

る小生禰汗一して︑自他結合︑同心一艦の大生活とならしめる

の生活は︑道理詫考へ︑雷際を認識して︑興正を取りて憶邪
を斥け︑重大を主として極小を従とし︑親近より速疎に及ぼ
し︑先後緩急の順序を正しくし︑以て桑部全局の要求を合理

的秩序的統一的に満足賞現するにありと言ふくきである︒人

れと結合して︑牡禽閲家と一鰐となる︑小愛は小一鰐を造ら

朋友︑和愛しては結合の一隈となり︑耐曾剛家を愛しては之

間は本来理性的生物であるから︑本来合理的︑自己統一的に
定義と秩序ある生活を厳さんと欲する岩である︒之れは其の

せ大愛は大我大生命を得させる︒此くして愛は自他を結合一

しめ︑大愛は大一磯を成さしめるｕ小愛は小我小生命を得さ

問有理性の要求であ２﹂︑不合理不服義にして︑矛盾撞着の
ろ生活は到底人間本来の理性が之れを許さない︒無理不正は

大なるものはないが︑それは唯愛のみか鰯させる︒

せる︒凡そ人間の生活中︑純苫◇奉仕の如く刺聖善美且つ偉

言へる︒随って愛は吾人をして純なる奉仕の生活を快く馬さ

へぱ大我の生活とも言へるが他伽から云へば無我の生活とも

る︒愛の生活は自他結合︑一将生活であるから︑一面から云

鵠にし︑吾人の生禰を挫富にし自他一階の大生活を得させ

震心良心の之れを許さぬことは何人も自知自誇する所であら
糞ノ○

此くの如く吾人は合瑚的賃践心即義心によって買正を甑は
し︑邪悪を破り︑公道につき︑私心を斥け︑大義を取りて大
道に漣進し︑尊厳︑誠剛なる人格的生活を現はすことを符る
たる義心即ち虞賞不自欺なる道徳的理性の祁聖力に因るので

ものである︒人格の尊厳性と其の英通性とは︑此の巌椿誠直
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の物を愛することが川来る︒人間を理解せざれば人間愛は起

を理解してこそ花の愛が生ずろ︒物の渥味を理解してこそ其

愛は理解により生する︒理解がなければ愛もない︒花の美

して︑身鵠を完成するが如くである︒されば義蕊は健全なる

道徳的生活が全現することは︑恰かも骨格と血管組織と結合

ろ惰力である︒義理と愛怖力とが結合して鼓に義念合致の

らす︑蔽曾を理解し阻剛を理解せざれば︑牡脅愛︑胆飼愛は

根本要件である︒

人格其の物の本質であり︑健全左ろ砥舎幽家成立の根本原理

彼等は租園に封して無理解即ち無知なるが篇である︒租園愛

決要件である︒現時組図愛の源弱たる者が性交に存在するが

が人間を︑献曾を︑祁閲を︑深く明ちかに理解することが先

愛︑或は翠間謹術道徳宗教等一切の愛も︑其の満足と充賞と

と底れぱ花の愛︑物の愛乃至自己愛︑自家愛︑赴含愛︑世界

於て︑蘇際上巾心的に最も重大なろ愛は祁園の愛である︒何

此の義愛の心を以て判断する時︑愛に千種寓類がある中に

忠君愛国が第一義︒

起らぬ︒花の愛や物の愛は錘に暫らく措くが︑人間愛︑牡曾
愛︑園家愛は人間枇禽生活の絶封要件重大倫理であるから︑

は根本的大愛であり最も諏大なろ倫理であるのに︑此の心が

其の愛心が最も篤資深切で左ければならぬ︒其の篇には吾人

乏しきことは︑たとへ他の知識知能は有するとしても︑大本

は︑我が租図が物質的精紳的に︑合理化有力化して︑健全に
︶向上護展することが先決要件であるからである︒函家の組織

は墨げて数ふることが出来ない︒即ち愛の種類は千椛寓別で

頑固愛︑世界愛︑或は畢問︑葵術︑道徳︑宗教の愛等詳細に

愛の種類は従だ多く︑花の愛︑物の愛︑人間愛︑祇含愛︑

から︑即ち箪皇愛幽の大義愛心は︑健全なろ図災胤想の根本

は皇室であって︑此の皇室によりて統一されて居るのである

世界愛等を満足することを得んやだ︒而して我が旭図の中心

が弛緩し︑団蓮衰微すれば︑叉何ぞ自己愛︑自家愛︑耐曾愛

に封する大なる無知者は無理解者と断せざるを得ない︒

あるが︑此の千愛寓愛中に於て︑事理の腫備正邪︑大小岬垂

て︑最も亜大なる根本要件は︑忠君愛副の精榊の存在である

自他銅疎︑先後緩急等愛の慨仙的差別を正しく鉾別するもの

即ち此の精岬は日本岡民の鍵も重要なる大義心大愛心であ

が園家耽曾の成立と其の存績護展の馬に︑絶封的に必要にし

善美なる心であるが︑之れを整理し合理化秩序化し︑賞際生

的第一義であることは︑事理最も明瞭である︒換言すれば我

︑活に公正適切ならしむるものは義心である︒義は冷静巌湘な

る︒彼の現畔往灸見る如き一種の主義者か忠誇愛国を以て︑

は︑義心即ち遁徳的合理心である︒愛は本来自他一鰐の慶大

ろ理性である︒愛は結合一冊の生諦を篤さしむる所の温熱あ
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篤さ上るものがあるか︒叉何れの餌家か其の中心的理想鰐を

思想と断せざるを得ない︒見よ古今何れの民族が国家生活を

想と資現せんと欲するは︑根本的に不合理且つ有害なる罪悪

第一義となさ寸して︑直ちに閣際主義等非阻幽的なる献愈理

文物︑世界の大勢に雁接すぺきである︒古来儒仰を始め外来

化に貢献せねばならぬ︒要は自主的批判的熊度を以て外来の

吸牧同化して︑更に之れをＨ本的に再迭して︑以て世界の文

る︒Ｒ本団民は是等一切の新科畢遥斯技術︑新文化を適街に

文化は物質的にも締祁的にも世界を改造しつ入ある現状であ

せしめたろは一に此の目︑王的進取的態度によりてであった︒

文物を我れに同化し︑我が文化を蝶富にし︑我が国運を溌展

尊重せずして︑其の統一を保もち居る所があるか︒且つ剛際
は協同淵係あると共に激しく競争し居ることは︑眼前の事街

に永遠に溌展向上せしむる熊匪であって︑鼓に賃の忠君愛函

此の態度は我が歴史的結刷に合致し︑我が図家壮曾を円新的

であり︑且つ永久の事賞でもあらう︒此の明白なる事資と道
理を正脱認識せず︑演偲正邪を鉾へ歩︑自他親疎の秩序を正

の文化を雄に吸牧同化し︑世界の新大勢に刻為順雌すべく︑

の畷彩畢ぐる所以が存する︒夫れ此くの如く吾人は世界日新

しくせず︑着手の先後緩急を測らずして︑一種の抽象思想或
は一種の一方面的理論に陶辞して之れを直ちに簡隙の我が幽

随って園際主義も仙界︑莱義も之れを箪重すべきであるが︑古

家就脅に資行せんと企脚する如きは︑無思慮雌卒にして︑健
全左ろ溌展を害する罪悪行篇となることは事孤最も明白であ

往今来阿家生活が一切生活の大本であり︑中心であることが

であるから︑醤くして且つ日に新たなる生命である︺即ち此

第一義となし︑而して詞因に封する義と愛とを以て︑最も重

健全なる思想或は健全なる陶民生活は︑義愛を以て根本的

義愛の完成と圃民の墨擢

生命を失ひ亡国の迩命を自ら招くに至るであらう︒〃

ある︒若し此の自他本末を顛倒するときは︑是れ我が園家的

て︑吾人の賢際生活の根本的第一義となさｒろを得ないので

脅際の事賞である限り︑吾人日本圃民は忠君愛図の締祁藍以

るＰ
日新中正の大道

此くの如く忠君愛園の続祁ぱ健全以想の根本的第一義であ
るが︑世に或は之れを以て保守一偏の所訓右傾旭想なりと誤
解す﹂あ者があるかも知れぬが︑忠君愛図の精榊は︑我が国家

の精祁は歴史的であると共に日新的維取的であり︑所謂右傾

大なろ中心的義愛とするとと上来説き来つた通りである︒さ

耐含の根本要件であり︑建国以来一貫的に藩展活動し居る力

左傾に偏せざる中正の大通でめる︒今や薪科挙︑新技術︑新

を合理的に満足すべきである︒即ち事理の腫侭正邪︑大小鯉

切の人間愛を秩序的に蜜現し︑又皐問愛︑蕊術愛︑宗教愛等

軍黙となして︑以一ｉ一自己愛︑卿家愛︑肺含愛︑園除愛︑等一

れば吾人は此の君図に識する大義愛心を吾人の生活の中心的

墨悟を鰯さねばならぬ︒吾人が韮と愛を以て世に立ち事に方

透擁し︑我が忠蛙なる剛此の本分宜任を全うすぺく嵐華なる

心とを以て毅然として世に立︶っ羽に方り我が尊厳なる人格を

すると共に︑此の重大なる昨勢に於一﹂︑健全合理の義心と愛

る限り︑葱に尊厳還る人格的生活と剛家献曾に封する渥正な
る奉仕貢献を現はすことが川来る︒人生に於て縦も貴ふくき

成憂的享楽でもない︒而して人生此の最粥尊ふべき人格生活

あって︑富貴でもなく︑築響でもなく︑身命でもなく︑固より

ものは奪厳なる人格と図家祇曾に封する頁正なる奉仕貢献で

童︑自他親疎︑先後緩急を合理的︑事賓的に認識鉾別して︑

秩序的統一的に︑人生祇曾の諸要求を公正通常に城足し資
現することが人間の道義であり︑置正合理の博愛であり︑之
れが義愛の完成である︒而して其の中心的大本義は︑忠孝一

と陶家爪含的奉仕貢献の生活とを全うさぜるものは︑一に義

愛の精祁である︒されば義愛の糖祁とそは人生の最尊重すぺ

我が岡家組織価根本性質上忠孝一致の精祁道義・砿其の根本原

致の続榊である︒是れが日本遜徳の置髄である︒何となれば
理︑根本要件であるからである︒若し夫れ現下内外の炊勢よ

きものと榊せざるを得ない︒

古来八類の雁史は此の言の虞なることを裏書して居るがや

︒ご

り︑特に吾人の簸大開心を要する黙は︑内は我が画家的耽曾

の精紳溌揮を要求して居る︒

現在及び勝来の重大なる時運は益友切資に吾人に向って義愛

を合理的秩序ある無存共柴の祇曾たらしめ︑外は団際的正義
を尊重して︑我が団椛を振張し︑我が風光を世界に礎場する

切を献けて国難に殉すべきである︒︵つづく︶

際愈するととあれば︑八千寓の園民を翠げて身命を賭し︑一

る︒即ち岡蓮の磯衰典敗に鮒する如き︑非常重大なる剛難に

ば義勇公に奉ず局は吾人の大義心大愛心の光輝ある護露であ

義愛の大精祁を姉溌すべきこＬ言を待たない︒一日一緩急あれ

緊張せねばならぬが︑鍵時大罪に臨みては特に非常重大たる

義愛の精祁は吾人が常時不断に之れを護持存養して之れを

とと是れであって︑是れ皆忠孝を大本とし尊皇盤函を以て根

本義とすべきこと間より言ふを待たない︒吾人国民は是等現
下内外の要務に封して︑混筆一煙る大義愛心を溌揮すべき現炊
に立って居る︒

今や世相は日に月に激愛し︑批事交錯紛糾し︑思想ぱ混凱

這程と見る外は底い︒吾人は是等の事資と那勢と︽ャ正池静観

あるけれども︑之れぱ蓋し人生の進化誰展上避くべからさる

動揺し︑生活ぱ物質的に哨精祁的にも困難窮辿を加ふる肱に
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満蒙問題と
我等の蕊悟

日瀧蒙問題は今や剛際聯
矢盟の舞豪に持ち出されて
己月儀に百一って討議され︑

庵其の雑果は如何になり行

各蝋比の生命財産の維持も︑及東洋平和も︑

して叉祇界各剛の支那に於ける権益維持も

日本帝凹のこの流洲維持によって保洗れて

で︑各閏支那への利潅狸得といふ私利私慾

ＦＣＱ

の外そ恥が継木の標準はあⅧ神ないのであ

然るに此の自明の事溌韮僻せめのみか︑

るにそれが腫変の叫びであるか否かは︑今

承か託き・阿際平和︑剛際偏義恥云ふ︒然

恢界芥幽とも︑口悲揃へて人知正義の尊

反って我が閏との諸娠約や図際信義を無秘

ゐろのである︒

して︑支那が我の正義を諜畢を以て犯さん

ろ︒而して聯盟の再愈は如何なる場面を波

ものとも判定されぬ婚家を持たされてゐ

限り走忍ん龍︒而してこれ以上忍び能はざ

朋信義の穴め我世に我悩怨亜ね心忍ぷぺき

ないか︒否々は多年に束洋平和のため︑友

である︒彼等ば災に化者ではないか﹄一皮

反価の卿何なろちのなるか恥承知し得るの

縮称誌も

た︒即ち彼等の絶てば似面杢かむり︑看板と

岡の聯脱の右様でよく宕破することを得

ずろか︑役者は如何なる演技走見せるかは

るものがある︒それは猫り自身を謎ろの故

とれば︑私利私慾勝手なる腹黒き狐そのも

としたろ事に今庇の事件が蕊したものでは

世界各閏︑否吾々は時に其の日通しと待ち

でばない︒これは︑仙界人調の河一律放る

くか︒海のものとも山の

受けて居るものであるが︑記者が此の筆を

正義休持の求めに断然池たればならぬので

のであるではないか︒

窪の出し物が如何様のものであらうと︑吾

年我幽と同様に辛い経験恋右してゐろから

て認識不足である筈がない︒それは各自多

恢界各図か支那蝋の内詳に就ては︑決し

除名とか何とかと︑最後の切り・

溝日露の雨二大戦役恕初めとして︑多年に

猛は︑明論天皇御雄徳の一であって︑即ち

今更云ふ迄もない塀ながら︑瀧蒙の我擢

支那の味方となりて︑日本に岱らんとする

の罪件に就て︑祇界の聯盟各加盟閏総てが

同様である︒然るに︑十三劉一︑即ち今度

である︒叉今度の洲洲事鯉の起りに就ても

血さす﹁正義僻持﹂のそれである︒

かろ§へき信念と側標がある︒そればとりも

には如何なる威睡にも航す︒へくあまりに弧

思ふにそれは︑ｎ本の勢力を恐れてのこと

ことは災に慌しきことといばればならぬＵ

ある︒併し此の正義ル保持するために位︑

忍び得るだけ忍ぶ︒又

一鮎の蟻牲も御苑で

燕なき至公至誠なる常然のものである︒而

亘ろ箪告嵯牲の賜であって︑其庭に一鮎の

吾々は私利私慾とかいふ私のためには︑

東洋永遠の平和碓守のために︑我帝倒が閲

Ｊ走出して

近噸の勝報は心やれ粍沸封鎖とか︑聯盟

ぺき筈がなく︑一以て之を貫くものである︒

等の主張や畳悟には︑卿かも鍵ろ鹿のある

我が脚走威雁してゐるかにある︒併し吾々

剛際親善も︑四隣正義もｕ其の

のである︒これ︾卜よって︑不戦僚約も︑軍

心と如何に和通してゐろかを礎誌してゐる

取る時迄は﹁不幸にして未だ何等の勝報に

ある︒

論 時

波に接し得ざる悲遺憾とする︒面し其の舞
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身を碑号封にしても職は枢ぱならぬ︒それ

とて頑ともすることともならんか︒かくあ

愈々深き恐加へて行くの時︑教化界がそれ

著しく目立って︑教化の封象は愈七寅くり

に比例して力を致し得たかどうかは疑問で

るぺく図兵の畳悟を望んでやまぬ︒

あらう︒只十年一日の如き有様でばなかつ

昭和六年も今や暮れんとしてゐろ︒例年

となってゐろものに封してば︑教化の事業

昭和六年度の教化界

世に正義が厳として椛威ある光を保たずし

て︑如何にして世界人類が何によって行動
ないか︒私のために勝手なことが世に横行

のことながら︑今裁に来て︑歳月は人悲待

も難久雄である︒只吾々の目標ば勅語に賜

し得べき︒笈に人類根本の標準を失ふでは
し︑只よく没後に解決す今へきものは力のみ

求すの感を深くさせられろ︒同顧すれば一

夢雅歎くものではないが恩将来への準備に

吾々ば敢てこの年の維りに際して過去の

つつあることは一面誠に幸である︒錘済の

の鰹に︑侭リの教化者謹がボッノ︑自滅し

流感す︒而して本年度に於て︑経済の不況

ばりし﹁師表ノ徳化﹂に全力を致すぺきを

けれども多．年に亙る弊風︑大勢の赴く所

犬か︒

なりとならんか︑世界は暗夜そのものであ

年十二ケ月も黄に夢ま衣難である︒

柾界各図聯盟よ︑威雌すぺくは何物奄以

過去韮回顧するも亦無益ならざるを恩はざ

る︒

ても威睦すべし︑吾だの川的ば只﹁正義保

る率得ない・其虚で柳か過ぎし一ヶ年の教

ろ教化の力に負ふ所も紗くないと思ふので

不況も叉効ある哉である︒又これは不断な

い︒死ぬも生きるも只此の正義の求めのみ

化界を回顧すぺく禿錐を以てする次第であ

持﹂のみ︒何等恐れもしなければ愛更もな
である︒吾々は外交に上手下手も云伐ない

国民は一致圃結︑心と心を一にすぺ誉であ

い︒只勝っぺ身﹄ものは正義だからである︒

何なる事柔よりも︑其の活動なるものが日

味な然も不断なるものである心故に他の如

教化の事業は︑猫も興翠にして︑最も地

叉出版物に見るも︑二三年前迄盛況を極め

行の如き︑皆それの一の現はれであらう︒

ある︒弘安六百五十年祭︑山陽百年祭の畢

あるが︑図民の一部が虞に自分と云ふもの

る︒それは正義の保持の求めにである︒世

立ない︒叉華かに賑々しきことが必ずしも

て居我左翼物は途に振はずｂ博統を持つ日

ずつＯ

界人類を畢げて︑文化も︑財力も︑兵力も

教化の振興ではあり得ない︒教化の根本は

叉種々な解決の猫の小手先を弄す必要もな

問題ではない︒若し此の人類走律寸ろ根本

﹁師表の徳化﹂であるからである︒

れ等は無償値であるからである︒畳醒すべ

益しく︑それに伴って思想の動揺︑或は自

とば巾上げられない︒縄涛界の不況は愈々

けれども本年庇の教化は決して振興せり

本思想物が勢を得て来たこともその徴であ

に月ざめ来れる傾向のあることは誠に幸で

の正義が失はれるならばである︒その時そ

兎角徳義表へたかに見ゆろ世状に鑑か︑此

しｐ此の際幽民は正義保持の槻念に︒此叫

暴自棄的な顕雄蕪分等々といつ士風棚は︑

らう︒而して流蒙問題怨中心として国民の
愛幽的心慌の期せずして護露する等︑これ
やあれと械討し来れば︑一両本年度には幸
とすべき黙も亦少くない︒︑
の事の喚起ともならば︑浦蒙問題も肌な卿
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︵園難来に魔する豊悟︶

○陰忍持久の秋

之が死地に入って生を得︑而して敵を倒すの秘訣なりとは︑

八﹄

剣士の教ふる所である︒我が日本の現状が正さにそれだ︒

○四面果して楚歌か

人はいふ日本は今や四面楚歌であると︑成程楚歌でもあら

う︒然し其の多くは掛藍のみである︒掛裟に恐れて萎縮して

はならぬ︒我に決死の畳悟さへ付いて届れば︑何時でも機を

見て動くことが出来る︒叉封手の怯むを見て善虚することも
℃︑︑ｂも︑ｂ
○○︑﹁︑℃も︑︑︑

智ある者は智を以一﹄︑力ある者は力を以て︑義勇奉公すぺ

侭亡ぶとさへある︒敵幽あり外患ありとして︑毅然として立

出永る︒唯だ臆病は禁物である︒古語にも︑敵幽外患左き蒜

ばならぬ︑即ち此の際一般圃民としては︑よく時局の推移に

動は深く之を戒めて︑他をして言を挟むの除地なからしめね

戦役にて手並は分って居る︑既に試験済である︒何ぞ自卑自

大弧刷の一に数へらる上大剛民である︒日清︑ｒ露︑日猫の

膳であってはならぬ︑小函民で居てはなら駒︒我図は今や五

ち︑悠然として騒がぬ所に︑緊張の鵬は械壷る︒要するに小

︑ｂ︑︲もこ

き閥難は辿って来た︑正しく志士奮起の秋である︒而も郷禦暴

心掩悟を以て壷時難に庭する陰忍持久の熊度を持さねばなら

注意し︑大なる謹按を背後より要路者に典へつ上︑非常の決

ての志士は剥藍握って起った︒然し軽堂しく慌て上之を抜き

陰忍持久此の語ほど今日にとって必要なるものはない︑﹃総

てもよい︒何ぞ況んや南京︑上海烏合の衆之を意とするに足

れば足れりである︑場合に依りては長躯して敵の本握を衝い

れは蝿悟の前である︒我が椛益擁護の篇に進んで彼ぞ駆逐す

屈すぺき︒若し夫れ目指す北浦の野に弧敵現ほる上とも︑そ

放してはならぬ︑抜けば玉散る日本魂書︑どこ主でも勇往遇進

らん︑所謂鎧袖一鯛︑頓首叩酬せしむることか川来る︒問題

ぬことであるＯ

発れて後ち巳むのであるが︑先づそれまでは迂淵には抜かぬ

しつ上ありと見て︑我が圃民は勇往遇推すべきのみである︑

０○℃︑︑︑℃℃︑℃

此庭に剣道の妙味がある︑唯だ機を見一；一動く︑野手がサッと

つるの時である︒悲槻は一切禁物である︒興図の莱運正に熱

はこれからである︒賃に今日は山雨到らんと欲して風極に浦

彼挺突く︑棄身にたって突く︑一死敵を擁さんと突き進齢︑

斬りか上って来た時である︑そこに間髪を容れず︑雁戦して
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此の礎悟︑此の用意さへあれば︑寓事は解決する︒
Ｏ自睡自待の糟紳

唯だ卿民の陰忍持久︑此の受悟の下にぱ︑先づ元気と持綾

原動力となったものである︒頓川陽の詩造見ても星巌︑松陰

の詩を稲じても︑隠約の棚に此の意気吟閃いて居る︒堂に雷

に尊王嬢夷家にのみ然りしものならん︒佐幕附則論者の間噂

鼓に大槻婆渓の言動寿一翠げて見よう︒彼は︒ヘルリ渡米のとき

それは言ふまでも底く自尊目侍り統帥である︒今一例として：

も︑布も奉公の志ある者は︑皆此の意誠緒岬の下に動いた︒︑

疾くも開園通商寿是なりとした論肴であった︑而して大垣藩

する必要上︑自尊自特の続洲を定めねばならぬことであ扇︒
あるを忘れて一二弧閏の鼻息とのみ窺ふ︑何事も彼等に追随

従来我蝿朝野の熊度はどうも之に反せる如くであった︒向己

の雨人が主宰で一日︵嘉永六年︶祁曾して詩鐘を附いたことが↑

ある︒共とき﹁侍レ吾有二以特一し之﹂↑の六字今〆韻とし磐渓は侍

の小原戦心は之に共鳴して︑共に親交を紬ぶに至ったが︑此

字を得たとて︑左の長詩話賊して居る︑和諜すれば左の如く・

することを惟れ競ふ︒どこに月主的外交があったか︑自剛的
の噸と苑かれざりし所以である︒卑屈︑枇倣︑退嬰の熊度や

本領があったか︑是れ即ち外交に退嬰の誹あり︑寓事に模倣
是等け質に自尊自侍の補紳ある春の屑しとせざる肺であり︑

である︒

の態度を改めてか上らねばならぬ︒臭来れば︑異に︑越来れ

逢侍む︒詞見ずや︑砲孝鋳︑船遼造る輝て間諜のみ︒織心

○Ｏ

あ
﹄いづ
鳴乎海防の策安くに在一電鹿と戦はんと欲して︑果して何

を失ふに雪ふ︒其の一敗の畔に鴬りて︑唯だ帥風之れ特む

本鰭を諭くも︑虚勢徒らに誇侍す︒之を黄吻鬼︑恨堂枯侍

難し︒今の気を負ふ者吾れ侍むに足らざるを知る︒口に日

三軍皆椅り特む︒否らざれぱ蒋椛軽くして︑舵令猫り侍私

しか

祁武殺さず︑亦侍むに堪へたり︒而も況んや戦陣に臨めば

を固むと謂ふ︒君明なれば︑臣は侍むあって聡明に︒而も

能く共の脚本を問むれば︑四錘の民懇し侍む︒何をか岡本︑

布も其の侍むくきを特めば︑侍むぺからざるを侍むなし︒

叉賞に之と正反劉の頴象である︒我等幽民は先づ第一に従来
ば趣にといふ風に︑恰も娼婦的態度を持して届たのは︑・我が

阿民今日蛮での態度でなかったか︑かくて例の日東男兇の面
目かある︑何ぞ自主猫立の固民たることを得べき︒
Ｏ古武士の敵懐心

此の獣になると︑昔の我が図民は筑迷糊順であったとはい
へ︑一図を脊負全し立てる武士には敵流の意気が十分であっ
た︒それが即ち尊王嬢夷の叫びとなり︑一鱒し一Ｌ尊王討幕と

たり︑再灘して開園新政となって︑遂に剛治維新を成就する

時
級
小

言
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︑℃ｂも︑℃℃︑ｂＪ
の外待むに足ろなし︒

ｂ℃Ｂ︑︑ＤｌＵＪ

て慨然邦家を成した所以である︑それが鰯に一昨府宋と往来

きⅧ自給自足して居たのである︒之が即ち東海の表に吃立し

とせねばなら砲亡とは勿論である︒元来我国は澱千年の久し

更に蔭忍持久といふ以上︑自給圃畢一郡一以て圃民生活の原則
℃℃℃℃ももり

の妙は︑北お結末の一句︑小原の誰競識心に因みて︑繊石心

流石に州蜘流者だけあって︑眼の着け所か高い︒而も運筆
以外︑此の際外冠防禦に役立つものはないと示した文字に存

して恥︑其の文物淀取り群れこそしたれ︑物資の如きは必ず

に縦乏して永楽銭を窟らし蹄つたり︑彼の倭遥Ｌ｜稲する海賊

しも彼の供給を仰がなかった︒たとひ一時室町幕府が︑鐘貨

して居る︒

か上る決心畳悟であったから︑彼は英伽の軍艦が我が琉球

一時の愛川であった︒維蝶氏以来近世徳川氏の幕政時代とな

が彼の物賓を掠め来たといふことがあったにしても︑それは

に来って︑同島を占擦セんとすろを叩き︑雌慨として︑篇に
れば左の如し︒

﹁擬二日本刀一歌﹂を作り︑以て其の意乗を示して居る︒和諜す

傑かに支那和蘭の雨図のみに瓶商を許し︑鴬に長崎の一口を

っては︑我は依然として自給自足に倣然邦家を成して︑た噂

す

沸蘭四︑英機蕊︑珊仙鯛ろ軒ぞ︒敢て鶏府し︑吾が琉球の

開・いて彼等に容したのみである︒而も脚内は衣食足り住家に

イギ︑叩グス

絶挽に在ると欺き︒速く磯腫に駕して来って雌低す︒任他

事峡く如きことばなかった︒かくて立派に自給向足して居た︶

にして十分畳悟さへ付いて居れば︑所謂昔日の簡撲生活に復

されば今後不幸にして仮令維鴻封鎖に逢ふとしてもや我図民

さもあらほあれ

して短兵接︷４るに鴬ってば︑彼の磁単をして提ぐるに退あ一

天砲天に燕き︑之を陸に引唾二準し一Ｌ鱗さん︒其の衝突

水に妓絞龍キー斬り陸・﹂は象犀︒何ぞ況んや狗脱︲腿蕊の輩を

や今は南は蕊湾あり︑南洋あり︑北は樺太南牛あり︑北海通

りさへすればよいのであって︑何等更に驚くに足ら喫況んい

らざらしめん︒汝日本刀の利︑寓姻に叩たるを聞かずや︒

蕊︑沸鮒西︒

の下に在る以上︑雑誉百端すれば︑此の際歎年を維持するに

あり︑更に西の方朝鮮の八通あり︑南漁地方も既に我が利権

やｃ頭断して其の隣を畷む藍待たじ︑咽何鰯る春ぞ︑英機
営年の武士には︑要するにか比る恢慨の気節があった︒是

〆

の︑どちらかといへば娯楽や享楽の方伽・に事従鉄管︑何だか

唯だ不足を訴へ不満に感ぜらる上りは︑所謂物質文明の中

何の不足する所があらうぞ︒

ぞ蜜に自尊︑侍の精祁であり︑篤に挺身して誰幽の鬼たるを
甘んじたものに外をらぬ︒
Ｏ自給自足に復れ

一般の獅測であらう︒然し我は此の上の領土的野心などは毛

頭ない︑た堂自己と守り︑進んで世界の平和駐確保し︑同時

岡を立てんとして居る︒それが油断がならぬとは彼等白人種

苦に比ぶれば︑今日我園開化の度は︑決して左ほどまでの苦

に一日も早く東洋諸国をして︑虞の文化に浴せしめんと希ふ

心細く淋しく恩はる上位のものであらう︒蓋し古人ばか入る

痛を団民に輿ふるものではない︒之を要するに大事の前の小

より外はない︒果して然らば彼等とて此の趣旨を了して我と

危急存亡の場合︑臥薪誉階すとさへいって届る︑臥薪誉膳の

持久の必要なる所以である︒

事であって︑間より歯牙にかくるに足らぬ︒それが即ち陰忍

かくすれば自然利益も其の間に均講し得らるるであらう︒而

共同して世界人類の進歩に貢献せぱ︑それでよいのである︑

偏狭嫉覗︑徒に我を敵覗し︑終に己れと自園を失ふに目尭め

して中華民国の如きは一層せれに相違ないのである︑然るを

ア︑恩へぱ時代の鍵韓ほど恐ろしいものはない︑禅て我園

の奮溌を要する︒︵昭和六︑二︑一︶

ざるは資に痛歎の極といはいばならぬ︒吾人図民は此際一段

Ｏ鎖国を張ふとは何事ぞ

へん気勢在示し︑遂に馬開淀襲ひ︑薩摩を劫かし︑更に堂堂

財界の第一人者を語る唖

の鎖幽をして講園たらしめん馬に︑遠く船を浮べて砲火相見

浦賀繊頭に紬嘘相接して乗込み来つた彼等欧米諸国は︑今
や之と反封に我図をして進取開園より退却して︑満韓を棄て

海外進出を拒み︑再び元の鎖園に師らしめんと要求して居
る︒又脊てはジパングーの黄金園を求めて︑速く進出し来て

る︒彼等は畢寛するに︑己が利慾追求の外何物もないのであ
見て貧剛弧兵の姿に驚いた外︑もう大抵搾り取った上は何等
用はない︑唯だそれが支那四百除州といふ大陸の利源を荒ら
すにどうも邪蝿に左るといふので︑一層厳しく此の園にのみ
醤らんとするのは︑どこまでも岡々しい了簡であるか判った
ものではない︒然し我は既に奮阿象ではない︒島園に眠らす
して朝鮮を足場とし︑進んで満洲を踏墓として︑更にノー雄

１１１

トを切った人達で︑大倉︑浅野︑村井︑森村滋どしｃ言った如

か︑高商などを卒業して︑サーフリーマンとしＴ財界にスター

今の財界に名を馳せてゐる多数の賃業家は︑大部分が大畢

藤原楚水

ｌ山下霧三郎氏Ｉ

I
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きタイプの人はまことに少ない︒その中で山下氏の如きは最

はない︑しかし一種の天才的な商才をもった人で︑ナカノ︑

身に籍を置いたことがあるとは言ふが︑畢問は左粍ある人で

氏は蚕に自分の部下として雇った人を使ふととに妙を得て

の努力家だ︒その長所はいるノ︲１あるが︑第一にドンな人で

ゐるのみならず︑川蝶︑伊藤などの政治家に取り入り︑之に

も使ひコナして行く︑人を使ふととの名人である黙だ︒

日露戦役にぶつかって一躍百寓長者となり︑その後又事業に

接近して何かと便宜を得たことは有名であるが︑川中義一︑

の先輩今西林三郎氏の後抜で横演で石炭店を始め︑その後ま

四五十寓圃の借金を脊負ひ︑一時は進退谷つたが︑その雌闘も

管に直梓川接に貢献するところが多い︒即ち或意味に於ては

床次竹二郎︑伊東巳代治︑後藤新平の諸氏と幽親しく交際し

是等の人達をも自己の蕊総中のものとして利用してゐる︒こ

今の政府筋の人にも懇意な人が多く︑これが又氏の事業の経

懐工合もよくなり︑この一畢に大成金にならうといふ野心を

なってゐたが︑この戦争で船慨も運賃も暴騰したので︑自然
起して︑船の買約藍する︑それが出来あがる頃には又暴騰し

るＯ

れなども人を使ふことが如何に巧みであるかといふ一例であ

氏の老では︑自分は智悪がない︑そこで人の晴悪を借りる

必要がある︒人の智恵を借りるにはこれと懇意にならねばな

とにつとめる︒又自分には人を惹きつける智識も︑畢問も︑

らぬといふので︑日曜などには先輩や︑有力者を訪問するこ

のがなくてははらぬと言って︑松下軍治氏の死後︑同人の小

徳もないから︑人から来て賃ふには︑何か人溌惹きつけるも

物とした︒氏の書議骨董の道楽は︑自己の趣味でなく︑全く

いてこれを以て州牒公始め︑先輩︑有力家と懇親を結ぶ仲介

田原の別荘を買ひ取ってそこに名謡や︑珍寄なる骨董類を置

緊資に事業を経管し︑今日でも我団に於ける祇外船主の随一

山下氏は中畢を出た後︑日本大畢か︑法政大望あたりの前

一一

イと言はねばならぬ︒

で︑世界を跨にかけて活躍してゐるのは︑何と言ってもヱラ

営継誉は困難となったが︑他の船成金の渡落したのと迷って

山下氏の事業もその後財界の不振に伴って打撃を受けや相

稲せらる上に至った︒

に三千寓側近い利益を翠げ︑一時その財産は八千繭回を以て

五年︑六年︑七年の耶業は順調に行って至碓の頃は︑一ヶ年

てゐるので︑他に城に喪して一畢に数百晦凹の金を儲け︑大正

辛じて切抜け︑欧洲戦争の頃までには五六股の船を持つ程と

失敗して︑折角石炭や船で儲けた金を吐き出して︑反封に百

た喜佐方丸外二三隈の船を持って海運業をやづてゐるうちに

も異彩を放った資業家で︑最初から含砥などに入らす︑同郷

、

他にその目的が存してゐたので︑ドコまでも商賓﹄﹄徹底して

席主義で︑ドコに行っても末席に坐るといふ流儀で︑金もか

上らず︑他人をよろこばせることが出来る︒官吏などである

と︑席順などもやかましくいふ必要があらうが︑資業家ば位

いといふのがその主義であるらしい︒そしてこれが又氏が人

や︑勲等などはどうでもよい︑従って席順など幸ふ必要はな

しかし︑氏は先輩や︑有力者を自己の金儲けの篇めに利用

ゐる黙が他人と異るところである︒

するばかりであるかといふと決してさうでない︒親分肌で非

あれば新らしいものもある︒此庭で考へなければ近らないと

ことは詔ふまでもないが︑其の教へにも亦種堂で醤きものも

も図家国民の上に適切であり︑有効なものでなければならぬ

一鵠﹁教へ﹂といふものには種盈ある︒而して﹁教﹂へは何れ

其の教遼以て感化すべき者の人格である︒

く教化をなすべき根本と蔵ろ目標の﹁教﹂へであり︑その二は

は二つの不可縦の要素があると恩ふ︒その一つは云ふ迄もな

るからには又手段方法も必要である︒けれども教化の事業に

教化といふととも勿論精祁上の一の事業である︒事業であ

一記者

一一教化の事業とは一

珍らしく特色のある人である︒

物の槻方なども頗る鋭く徹底してゐあ︑兎も角財界人として

観を有し︑畢者や︑智恵者の言ひ得ない猫特の意見を吐き︑

野人で︑茶目莱分の可なり多い人であるが︑徹底した人生

に愛さる上所以の一つかと思ふ︒

常に親切なところがあり︑先輩や︑友人或は部下などの死後
その遺族の面倒淀見てやることなどは資に至れり素せりで︑
その親切なことは想像以上である︒
一一一

氏は先年海軍に百寓圃を献納したのを始めとして︑公私の
御用金には恩ひ切った筆寄附を魚す︒又子供の良否は母親の感

化に負ふところが多いといふので︑大に女子教育の大切なる

を感じ︑母の出生地である愛媛螺の三瓶町と︑郷里吉川町と
に私費を投じて高等女畢佼を創立してゐる友ど︑特筆すぺき
ことが多い︒

氏は上下を通じ︑非常に交際の炭い人であるが︑就中︑松
方宰次郎︑金子直吉︑冬務錐吉︑禰津桃介︑先輩では稚溌子
爵など︑財界方面の有力春と親交がある︒平素︑祁戸と東京
間を往来し︑時に印度︑南洋方面までも観察に出かけるなど
忙しい間にも︑日曜︑祭日には先輩友人を訪問すると云ふや
うに眼まぐろしい程多忙な生活をして︑そのマメな黙では財
く顔を出し︑自分にも叉客をすることが好きだが︑いつも末

界でも一寸類がないと言はれる程で︑アチコチの宴曾にもよ

夕
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とは︑新菖何れを探るぺきかである︒恩ふに新時代には新ら力とはならない︒其の教へが力となるには︑それが或る人格

がいふことで︑確に一間の理がある︒されば新しい教へを探で申せば﹁人は泥棒すべからず﹂といふことは正しい︒併し

しい教訓をとて︑教訓も時代と共にあらねばならぬとは誰もを通して出て初めて相手の感情と動かし力となる︒卑近な例

ぺきものもなく︑叉それによって資際に団家幽民を教化指導得ない︒随ってそれは決して力とはなり得ない︒斯の如く縞

用すべきであるかといふに︑新らしいものはまだ根底と稲すそれを泥棒から聞いたとすれば決して相手の感情へ浸み込み

の指導精祁とすることは多少の危険を伴ふことを誤期し遊けして教化の指導精祁とは蔵り得ないことになる︒此虚で老へ

して来た歴史や効果といふものもない︒故に之をのみ歌化てが然りである︒されば人格を通さない教訓といふものは沢

ればならない︒故に根本指導精祁とすることは多少の危険をなければならぬことは︑教化の事業であり手段である︒︑

逃れず︑不適切であるといふべきである︒さらばどうしても一鰐他の企業方面でいへば︑指導精祁の歴史も︑其の局の

教化の根底をなす指導精祁は古きものであって︑過去に幾多人の人格を通じての締祁の力といふととも必歩しも絶封の像

の賞際的試練を維来り︑而して図家醐民を有効に指導せるも件ではない︒それよりかも経済を中心として営局の人格︑其

のでなくてはならぬ︒その確賞性を持たねばならぬ︒而しての精抑主義手腕の問題である︒故に事業が護展し︑共鳴者を

の根底を渡展成長さするの新しさでなくてはならぬ︒経済を中心骨子とすることに起因する︒

時代と共に新しからんとするには︑古きを根底として︑唯そ多からしめ︑信用を増し︑成績を肇げるといふととも︑総て

次に其の教へと以て他を教化する場合に要する人格である
然るに之が教化の事になると︑多数の共鳴者を有するとか
が︑其の教へを作られたる人の人格が勿論立派である上には経済的基疑を有するとか︑種為左仕事をするとかいって︑そ

其の腰史を必要とする︒即ち歴史のみがよく其の償値を決定れが成績が蕊って居ても︑只それだけで教化事業として立派

するものであって︑一時的擬似非人格は正しく歴史は之を清であるとはいばれない︒勿論多数の勢力も︑経済も︑仕事の

算する︒更にそれと共に︑之が教へを継いで教化にあたるも成績も︑何れも手段として激化に必要ではある︒けれども前

への影響は第一に理論的に正しかるべきことを以てする︒けその歴史とを無硯しては︑其等は企業曾吐と何等撰ぶ所はな

のも亦人格を以てして人格で感化して行くべきである︒人間述の如く︑指導糖祁の確賞性と︑それを通ずる人格の問題と

れども理論的に教訓が正しいといっても︑それだけでは未だく蔵ろのである︒敷化の成績は︑・経済よりも︑蔀錐よりも︑︾

多人数の問題よりも︑闘家岡民の指導精祁が人格を通じて働
きかけた信念の力それに主さるものはない︒否１﹂の力を養成
するととそれが教化の目的なのである︒

多人数の者を有する勢力は何のための勢力か︑経済基礎は
何のための基礎か︑事業も何のための事業か︑吾掩は企業的
標準でなくして︑教化の標準によりて稔討しなければ左らぬ

而し一Ｌ之が債値を愈為決定づげろには︑永き歴史を必要とす

る︒唯一時の現代をのみ以てしては︑如何なる不浮事を勝来

に見ないとも限らぬからである︒然るに現代は教化の事業と

ことは︑第一の目的であつ犬︒

度の旋行に於いて︑白虎隊の墓走一鯉品する

れは甚だ遺憾であって︑教化の賃を完ふする上に寒心に堪へ

企業的事業とを随別する標準が頗る混同され勝ちである︒そ
左いととである︒

繁田武平

九月二十日︑喜多方町の商業的知人︑殊

に思想的に共鳴して居る熱心家︑山中善之

助君の案内でｂ飯盛山を訪紅た︒山上には

歌を奏して居ろ︒あたら藷の花を職座に散

図の白虎隊の半蹟に感激して︑覚読の酔韮

らした︑烈士十九人の英蝿を安らかに祁つ

而影雅存し︑扱々たる松簸はｂ長しへの悼
うすろ伊閏にも扶枕し涌養すべきものだと

れ古墳は︑累之として一列に並らぴ︑墓碑

巌島祁祁が祁られ︑白虎隊自匁の松も昔の

いふ意味が述べてある﹂とて老子脚か︑其

毎に氏名が刻まれてある︒その前なる石造

寄せたものだが︑あの忠勇義烈なる精祁は

ムッソリーニ寄贈の石碑を見る

含津飯盛山といへぱ︑白虎隊のことが通
に念頭に浮び出づろ︒私は今秋北越より鋸

の印刷物に註聯悲加へながら︑期誠的に説

永くⅡ本か維持すると同時に︑図術を同じ

き示された事は︑私の臓裡に深く刻まれて

の香花壇には︑香輝濠毎として絶ゆろ時が

越線に乗じて︑命津若津の落跡悲訪づろ上

侭邸悲訪れた折︑子僻は一片の印刷物を示

ある

に誇るべきものだ︒その熱血首机が︑我が

の活動あなす§その元気と勢力とは魁価界

浮と無類力と走排し︑剛健に藩没に剛家的

相は伊太利の黒シャツ蕪の首領として耐軽

世人の偏く知悉する所である︒されば此の

られたといふ率は︑新川紙等で博へられて

って︑飯盛山に建て︑追慕紫仰の持乃寄せ

其の後ムッソリーニ首相が遥々石碑走迭

られ︑なか？〜立派なものだ︒下部に洋丈

丈ばかり︑上部には溝が翼を擬げた像が飾

つ犬︒ムッソリーニ寄贈の石碑は︑高さ二

ない︒私は稽首して心から各霊の冥而を耐

位君走迩じて余に透られたものだがも同首

数年前のことであつ赤・飛鳥山の涯深子
され︑﹁是はムッソリーニ首相より︑態々下

機走得たのである︒

×
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の銘が刻まれてある︒白虎隊の忠烈はｃ含

慾輔直下にて︑忽ち鳥羽伏見となり︑再郷

嗣の護術に充てられ︑職場に立つことを許

士中・寄合︒足軽の別があり︑是は主として

されなかつれ︒彼等は脚肉の嘆に堪へす︑

身分の差に依ったもので．士中向虎隊は世

となり心恭順の誠意は天聴に達せず通雲苑

の許走得たのである︒是に於いて︑彼等は

幾汝ぴか戦陣の恋岡を懇願して︑漸く従軍

の念錘に依って︑昨日の亜臣ば今日の賊臣

の訴願は中川に阻まれて遂に通せず︑己む

欣喜徒躍︑恋職殊功悲誓って起った︒之を送

して討幕となり︑三概して討脅となる︑そ

私は術僻心偲び心低回して去る事韮忘れ

なく叢鯛たる孤城に大軍を引き受け︑悪戦

る父母兄姉達も︑古スパルタ人が出陣に臨

津や日本の光華ではなく︑愛に閏際的の紡

衣︒抑々含津の地は幕勝の重藩で︑是に依

訴の書二十通の多きに及んだが︑東征大綿

苦闘韮除儀なくするに至つ衣のだ︒哀願愁

×

って東北の諸大名韮制御し汝︒家淡の女婿

へてｂその行怨批にし士︒紅顔に波ろ決死

んで︑悲批の語を雌したと同様な激卿韮加

美となったのである︒

蒲生秀行が愈津六十蕊石を領してより︑加

督府に達したものは只一通に過ぎず︑それ

の畳悟は︑霜雪に総ぶ紅梅にも管へよう力

藤嘉明ル経て︑秀忠の第三子保科正之が藩

の笑弧悲以って修羅の巷に向った︒馬上の

美の極壮の極懐椀絶であつ赤︒彼等は瀧足

すら昨機を失したろ事批に想到すれば︑曾

攻繋軍に抗して戦ったまでだ・されば皮机

藩主態前後に護りつ当威風堂々隊伍訓々

津藩は錦旗に封して弧向う犬ものでなく︑

爾来二百年正之の子孫はよくその迩訓走奉

正樹なる防禦に︑大和魂の糖華悲褒揚した

なろ順逆諭を以って云蛎すぺきではない・

の織川を設けて︑術武の粘紳を鼓舞した︒

して︑意を文武の教育に注い龍︑その成果

主となるに及び︑其の家訓に﹃武備不可怠﹄

は鶴ケ城下血戦の際に現ばれ︑勇武鬼祁奄

稲瀧村Ｐ到る時飛報があった﹁戸ノロ原の

血戦危機に迫る故急援走乞ふ﹂と︑乃ち士

ものと稲すぺきである︒

泣かしむろの概があった︒若し夫れ表面的

協和走謀り．畏くも孝明天皇の殊遇悲辱う

となり︑朝廷と幕府との間に立って︑機宜

鞭難なる秋に際し︑擢でられて京都守護職

いた事になる︒併し藩主松平容保は︑四歩

士もので︑玄武隊の五十歳以上なるに封し

分れたが︑是の隊別は主として年齢に依つ

め我︒軍は白虎ｏ朱雀︒青龍︒玄武の各隊に

備韮堅くして︑孤城起死守するの畳悟韮定

境より肉迫するに及んで︑倉津藩は愈々防

陳謝恭順の謀願が容れらず︑攻撃軍が四

きに至つれ︒白虎隊士も且つ職び且つ退い

ない︒防禦軍逢に利あらず︑退却の己むな

中白虎隊二恭隊が之に向つ衣﹁其の覗慶唯

し︑痕翰延賜はつた事は︑一再にして止ま

に例験し︑創戦凧峨の鐸天地膜識き︑黒姻

て飯盛山に握った︒時方に攻防雨軍は城下

Ｘ

らなかった︒その御親任の厚かったことは

て︑ロ虎隊は十六歳から十七歳の少年延以

の史蝿を以てすれば︑天朝に封して弓悲引

元淵元年二月八側の夜︑密勅にて優誰悲賜

って組織しれものである︒白虎隊の中にも

の修羅場か現出したが︑衆寡は敵す．へくも

き︑砧岬雲と散じ弾丸雨と飛び︑屍山血河

戊辰八月二十三日の沸暁から激戦の幕が開

はった一事のみで明らか龍︒然るに時勢の

一
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二人掴老齢めとし︑同志の端女二十銭名を

の中走物ともせず︑溢横に馳駆して敵兵を

込んで︑湯川の岸に沼うて進み︑砧畑弾雨

てゐろ︒大蕊に呼ぷこと数次にして漸く眼

だ落ちぬこと走教へて勘まし︑介抱して下

一園として︑緑の黒髪をプッッリ釣り︑

覗し︑相顧みて等しく叫んだ︒﹁鴫呼寓事休

り︑後醤蕊の力に依って命の緒走繋ぎ留む

の胸走貰い衣︒女史は起っぺからざる韮知

悩まし求︒時に銃丸が飛び卒って中野女史

雄際ろを見求︒そこで向匁の故主問ふと︑

す︒鶴ヶ城蒋に隅らんとして居ろ︒君公は

ろことが出来衣︒是は飯沼貞吉氏にて︑後

り︑妹韮顧みて首を一耽らしめ犬︒妹は泣い

款燭阿塾に鵠リ︑五頭の域犠徴か程其の間

城と運命芯共にし︑父兄は君公に殉ずろで

名走貞雄走改め︑鴻信省に仕へ︑正五位馳

白の鉢巻に義経袴起芽ち︑薙刀を小脇に掻

あらう︒我等も亦一死難に殉じて臣節心量

四等に叙せられた︒是は生きんと欲して生

てその命に従ひ︑之絶小袖に包んで逃れ︑

﹁君公に殉じたのだ﹂といふ︺乃ち城は未

うすろあろのみだ﹂と︑散ろ起惜まい大和

寺﹄たのでばない︒天は此の一人韮存して富

に隠見して居ろ︒衆之の悲惨なろ光景心鰍

ケ城老拝し︑肌押しぬいて自匁起逢げた︒

と︑柄に酔世の歌がめった﹃武夫の猛き心

法界寺に葬つ菰︒その執ろ所の薙刀か見る

魂一念銭に到れば何ぞ涛曙すぺき︑遥に鶴

めんとの深意であらう︒

畔の壮烈を博へ︑且つ英禦の冥祁走修せし

出八郎の録は︑難走飯盛山に避けて居つ犬

居たのはきもあるぺき事である︒偶藩士印

如何なる忠死を途げたか﹂と各々痛心して

聞き衣かつ士︒﹁如何なる勇戦を芯し犬か

所であつれが︑各家庭にては其の後消息走

同より生還韮期せず︑叉生迎を期せざる

出て聞かなかった︒黒

津軍は急迫の極

愈々危急を告ぐろに及んでは︑出陣を願ひ

方に或は病傷者の看謹に力走霊して居たが

しめ︑自分等は後方勤護として︑或は炊事

の父其の夫及其の子走蹴まして戦線に起丈

ぎる事である︒職争が起るや︑婦女子は其

る︒こＬに娘子軍の活動あることは横無す

既に紅顔の少年隊にして殉難の忠節があ

記して之走吊った︒外に祁島蝶抑沼郡長の

其の勇烈に感じ︑碑悲起て﹃小竹の墓﹄と

講せられろ︒事が定って後官軍︵越後の人︶

毎夜居合抜走練磨すること千回に及ん旗と

沈毅なる性情韮宿し︑薙刀及武技走塁ぴ︑

に巧に叉書韮能くしな◎花の如き容姿に︑

中野平内の長女である︒幼より聴敏︑和歌

色なからしむろものであるｃ女史は勘定役

︑﹄○

風悲み口憂へて．鬼美鰍々犬ろものがあつ

が︑山上に壮烈なろ職残者ありと聞いて︑

婦女子まで韮職線に馳り出し士とあってば

７

直に馳せて現場に到るとじこは如何︐流血

撰文にかＬろ︑﹃中野竹子之碑﹄がある︒

も﹂と︑其の拙烈は堂々犬ろ男子聯して敵

にくらぶれば敷にも入らぬ我が身ながら

山走染めｎ死屍累々正覗に堪へぬ光景であ

後世の名折れだ﹂と言って退けられたが︑

×

る︒我が子もその中にあるかと諦澗するや

斯かる言葉に屈従して止むものではなかつ

×

あけに染みて未だ死に切れぬ少年恥認め

求︒烈姉中野こう子︵年四十四歳︶はその

白虎隊の殉難は含津藩士の代表︑中野竹

×

菰︒五寄って其の鉦を接すると急所を外れ

る見た碑石の贈寄ニーリソツ▲
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子の勇烈は曾津婦人の代表江︒こ上に含津

さ︑筆端猫腫きあ感するのである︒

臣子の道走誘き︑第二は兄弟の友愛︑第三

勇武にして︑忠魂義脂に富める一斑韮紹介

以上池ぷろ所のものは︑命津藩士の批烈

私述べてある︒斯の如く忠信少孝悌︒篤寅の

には朋友の信義︑第六には祁互扶助のこと

には一家の和合︑第四には一族の親睦︑第五

母︶一族がある︒頼母の妻千亜子は戦利あ

三綱を以って︑人栴の涌菱に力起注ぎ︐一

×

らず落城近しと聞いて︑先づ衣服を改め姑

し衣に過ぎぬ︒若し委しく之な陳ぷろなれ

然として起り︑以って武圭道の締華を溌揮

方は武を誰ｃ丈を弘めたろが故に︑士風勃

藩士家の代表となすべきものに︑西郷︵顔

の室に至りて別を告げ︑自室にかへりて義

いて吾人は︑烈士の節義に感歎すると共に

ば︑正に一の書冊奄成すであらう︒是に於

するに至ったのである︒震にⅡ新館こそ．

妹四人子二人と共に水盃老畢げ︑酢世の歌

此の士風を起し粒ろ原因を計するの必要を

忠魂義膳の祷藍であり︑簿型であったので

芯残してから︑懐剣を抜いて九歳なる長女
走引寄せｂ一刀の下に其の胸走扶つ衣︒次

痛感するのであるｐ

歳なる嬰兇が排にあり︑之妬も刺きうとし

戒めて︑同じく一刺の下に之走擁した︒二

れば泣いて笑を残してばなりませぬぞ﹂と

膝走撰して︑・一藩の規法老なした如きは︑

文を起し武を勘まし衣︒自から家訓十五ヶ

の振作韮謀り︑名節を筒ぴ信義態重んじ︑

して︑力を教育と産業とに川ひ︑殊に迩徳

命津の藩祁保科正之は︑竪肌なろ英主に

腕とし軌とする価値があると恩ふのであ

す事黄に想到すれば︑日新館の教育は大に

猶義に外れ祁剛走忘ろＬ如き︑異端者走出

今日の教育が動もすれば知育の一方に傾き

女の泣く韮すかして︑﹁そちも武士の子であ

て抱き繋ぐろと︑無心の赤子は一一コｊ︑と

・も理である︒今伽ケ城の東南小田山の麓な

絶なろ光景ル見て︑詑然自失したといふの

た︒攻撃軍が西郷邸内に入り︑此の悲絶惨

十一人悉く向匁して批烈なろ溌後起途げ

族老幼の別なく︑親戚の者まで走加へてこ

て匁に伏し衣のである︒之走手本に一家一

自からは懐創恥逆手に持ち換へ︑咽走突い

下しか胞衣が︑恩ひ直して死出の族に誘ひ

事へて力を霊し孝逝の行ある者﹄と記して

身は親の枝也意に先立志韮受け能く父母に

ル示したもので︑その第一に﹁親に身の本

月に制定し衣﹃六行﹄は日新館教育の大綱

に︑充分なる原動力であった︒天明八年八

美成走謀った如きは︑藩の士風悲作輿する

自から日新館麺子訓を著して︑忠臣孝子の

てｂ子弟の教育に就き一層の注意走沸ひ︑

津藩五代の主となるや︑滞池の迩訓に韮い

槌に之が本源である︒正之の曾孫容碩が含

のは何ぞ︒

大なろ危機だ︒此の秋に常って頼むぺきも

生命線まで悲傷けようとして居ろ︒資に重

偏頗ある傑攻を設け︑我が閏の正義韮歴し

を以って事件を正覗せす︑色眼鏡を以って

大なる脅威零感じ︑国際聯盟は認識の不足

今や満蒙の権益は︑隣圃の不信に依って

ず︒○

上機縦であった︒流石の女丈夫も一時手を

る善就寺には此の一族二十一人の墓があっ

られ誰時Ｕ﹁函家奉公の意気に燃ゆろ我がか

ムッソリーニ首猟がｂ営て兇漢に狙撃せ

×

て︑幽魂奄祁って居るが︑此の事を記すに

ー
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ことは出来ぬ︒古来偉人傑士死生の川を往

たゞ是ば軍なる一場の大言とのみ麺過すろ

らだだ︒諏丸などが中ろものか﹂と豪語し

の男子は十一年︑七十歳の男子は七年

五年︑五十歳の男子は二十年︑六十歳

除命は三十二年︑四十歳の男子は二十

一の長毒者多き図である︒其の原因は

とである︒彼のブルガリア函は世界第

その制止法としては乳酸菌を用ひるこ

大腸菌の繁殖を制止することである︒

く刻糞と西山に傾き︑六十︑七十とな

途に溌見するに至らすに幽界に去って

大腸菌撲滅剛を蕊見せんと研究したが

である︒而して氏はヨーグルド以上ぬ

ルドを飲朋して大腸菌を駆逐するから

彼の幽民が好んで酸性牛乳即ちヨーグ

りては除命の装だ乏しきを嘆ぜざるを
○

其の後若返り法が東西畢者によって

しまった︒

得ない︒

四十歳後の寿命は午後の太陽と同じ

約二年とある︒

八十歳の男子は三年︑九十歳の男子は

か貫徹した︒此の事変は︑意気旺なれば︑

来し︑九死に一生を得て︑よく其の大目的
柵難側から退くことか語るものである︒さ
の振作だ︒この士裁は濁り軍人に限るので

れば園今日我が図民の要望するものは︑士裁

はない︒恰も御沌の一藩が老幼婦女の別な
く︐心を一にして臣節を全うした如く︑畢
図一致して外侮を防ぎ︑国威幽光の顛揚に

研究され︒シュタイナッハ氏の外科的

此は於て幾多の不老若返り法が講ぜ

られる︒メニチコフ氏は人をして老衰

識さればならぬ︒﹃起てよ図雌守れ満洲﹄こ

いつのまにか忘れられ︑次で畢丸移植

輸精管結紫法が一時枇界を賑はしたが

の標語怨念頭に刻んで︑相共に士気の振作

せしめ之を死に導くものは寄生菌の代

法や︑畢丸エキス使則なども唱へら恥

謝毒によるものとし︑其の寄生菌を大

腸菌とした︒誇左としては長き大腸を

を謀り︑以って正義を主張し樫益を撰護す

有する噸乳動物が早く死し︑短き大腸

士の若返り法も博士の死と共に消え去

たが︑一般に認められず︑我国の榊博

の一例にカナリヤ鳥は約二十五年も生

が頻りに出てゐる︒併し之も幾何の効

更に日堂の新聞鹿告に若返りの薬物

果あるや︑中には一時的昂奮割たるに

過ぎずして︑之を剛ひしが篇め却て身

のを見ても分るであらう︒

故にメチニコフ氏の長誇法は︑この

は長くも六年の生を保つに過ぎない︒

きてゐるに︑殆ど之と同じ大いさの鼠

ったのである︒

を有する鳥類が長命するでないか︒其

るが肝要と信ずるのである︒︵昭和六︑一
一︑五日記︶

一一養生偶話一一

江幡辰三郎
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鵠の老衰を早めるといはれるものがあ

ど除謹なしと謂つてよからう︒

に指を屈する︒

無病長命の術諺鳥獣にならふに若く

とある︒支那流の誇大としても︑長涛

なってゐて少しも老衰してゐなかった

とある︒段の末に己に七百六十七歳に

彰岨︑姓は錘︑緯は鋒︑帝順環の孫

方術の士思念を霞外に凝らすも︑仙

はなかるぺし︑鳥獣は飢えて食し飽い

桃源遺事に

術遂に人間に聡なく︑東海波高うして

てやむ毎欲護して淫し︑慾おさまりて

るＯ

蓬莱探薬の徐祁再び還らすの憾みなき

止むとみえたり︑誠にことはり至極の

着たりしことば疑なかったであらう︒

にあらずである︒

とある︒自然的養生法である︒不老

謡がある︒水晶を溶かしだやうか渓流

千尺と赦り立った矯陰に揃酒な草し

段王が臣下の采女を造はして延年長

科皐の力及ばず︑薬物亦共の効なし

長詳は自然的生活をなすにありと最近

事なり︒

とすれば︑東洋古来の養生法が不老長

頻りに説く畢考がある︒古今時を隔て

○

誇をどう説いてゐるか︑二三を列畢し

が涯淫と流れて行く︑其の渚汀には悪

得方を尋忽られ︑﹃何事も少し／︑と

ある︒後水尾天皇に召されて長毒の心

江村専粛は百歳の長毒を保った人で

る︒睡鹿が可愛らしい角を仰けて主客

枝高く巣くうて千年の鶴が棲んでゐ

年の蝿が遊んでゐる︒岩の上には松が

寿の法を問せな︒

て見る︒

上も道理は一つである︒

一︑昨日の非︑恨悔す可からず

杉田玄白の養生七不可に
こ︑明日の是︑慮念す可からす

今しも鍾気を含んだ爽かな風が二人

である︒

に鋸ってゐる︒主客とは彰組と釆友と

の話を謹聴してゐるかのやうに︑庭前

申事を相守り候﹄と答へられたとあ

るととでさて資行は容易でないとす

寡欲少食と長毒とは何人も知ってゐ

る︒

三︑飲と食と度を過す可からず
四︑正しき物にあらざれば荷も食ふ
可からず
五︑事無き時に薬を服す可からす

る︒

の襟元を極く撫でるやうに吹き過ぎ

彰岨﹃元来人間は方術を知らなくて

る○

最後に彰岨の長央法を蕊げる︒

も︑よく気淀養へば百二十戯までは

らず

六︑壮賛たるに嘘りて房を過す可か
七︑動作を勤め安を好む可からず

支那では長毒者の代表として︑彰池

○

養生法としては一々肯緊に中り︑殆

錘
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これが長毒の虎の巻である︒これを

か﹄

釆女﹃その傷るとにどんなことです

た瞥傷ろなきのみである﹄

にたることが出来る︒道とは何ぞ︑

百八十歳︑更にこの理を霊せば不死

ものは二百四十歳︑更に倍加して四

のは傷るからじゃ︒少しく道を暁る

生きられる筈じゃ︑それが出来ない

から長涛の法はよく衆傷の事を避け

人を傷るものは其の数賞に多い︒だ

傷り︑陰陽の不順なるも人を傷り︑

る︒汲盈として慾理の多いのも人を

念怒して永く解けないものは人を傷

哀も人を偽り︑害梁して度を過ごし

精祁を過努すれば人を傷り︑憂喜悲

養ふととが川来る︒

して中庸を失はいやうにすれば毒を

て心を導くことになる︒これを掛酌

楽や美術を愛好するは耳目を焼ばせ

所で祁秘でも何でもない︒た壁之を賞

事を避けよとかば普通養生法の訓ふる

との自然の大法に則れとか︑衆傷の

る︒

ったので︑この術を秘さうとしたとあ

復命した︒王はこれを試みて蚊馳があ

以上彰岨の教を受けて采女は段王に

寓祁自ら逝くことになる︒

川来る︒これに反すれば身鵠枯惇して

て形を煉り︑寓神其の嵐を守ることが

ある試

行するには銘掩感得し鵠得するの要が

○

ことは川来ぬ釆女は一膝乗り出して答

聞きもらしてば折角の使命を全うする

て陰陽の理に通することである﹄

失はいやうにすれば身鰐と傷らぬ︒

人はよくこの自然の大法に則れば長生

によく寓物を生産して窮まる所がない

三百六十相交って精気が利合する︒故

ふのみであると信余る︒

科畢は進歩し慧術は蕊達しても︑恐
らく人間の老衰を抑止することα出来
ない︒たｒ我等は科畢の示す所︑醤術
の教ふる所に従って︑養生の法を修め
徐ろに生の塞ぐるを待つのみである︒
死生︑命なりとして養生を糊みぬは
自暴である︒宿命槻に迷されて成り行
きに任すは自棄である︒人間の弱黙に
乗じて滞りに寿夫を説く相法家︑姓名
判断者の言に脅迫されるば愚である︒
養生の法他なし︑た蝉自然の大法に従

○

かういって彰岨は更に陰陽の理を次

彰岨﹃道は手近にあり︑貢理は平凡

○

のやうに説くのであったｐ

を待つ

ない︒

である︒別に鍵つた道があるわけで

美色︒金吊ｅ幽閑ｏ娯楽などの欲望を

天地は誉は分れて夜は合する︒一歳

縦にしてこれに惑はされぬやうにす

の通を得れば邪索は入ることが出来ぬ

が川来る︒この天地の精気を服して其

冬は温かく︑夏は涼しく四時の利を

れば卿を傷らぬ︒車馬ｏ衣服ｏや威儀

た野人は錆を受けて鰐を養ひ気を服し

も足ることを知︒﹂多きを貧らぬや
うにすれば志が統一される︒時に音

ヘ

I
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そめひにぐんじん○⑨

こくみんらひにいつ

面目はあまりにも幽民の間に言肌継ぎ

し

４ところ客いきん

ちうさゐぽくばからにん歩ん①●あだ左か

まりに知られてゐなかった︒所が最近

し

が︑典型的武人の半面に精の人として
ちうさついこんにらゐかん
の中佐に就ては今日まで遺憾底がらあ

てんけいて含ぷじん唯んめん孟冬けひと

言ひ博へられて︑三歳の童子と雌も之
あ好き全
を知らぬものとてはなき有様である

いつに・・冬いＰうじいへ苫これ

めんぽく

年を経過させたが︑其の間軍紳震瀬の

ねん・けいくわ

砥んはや客いいつ肱が

庚瀬武夫中佐が放順港閉塞の大任務
瞳にごこぐ封にくわめいぢ
を果して護幽の鬼と化した明治三十七
年から︑早くも歳月の流れは二十有八

●②●●ちうさりよじゆんこうへいきにいにんじ

人間庚瀬中佐を語る賓料蛋見

撞墨をめぐる報恩美談

−

中佐の這壁から計すも人間臓瀬の温き

こ
うじやう睦つけん唾やうか 蜜危くわくご
交情が溌見されて︑紫窪に鍔雄なる輔球として生還を期し得ぬと畳悟したこ

さじんかくこくみんしめぐ命つにら寺うゆ・雪︶⑧●ｅ一Ｊ●●

こあぽくこ①●噂つさしよじようともくわんひとん︑①●︑︑●ひとで４Ｊ−

佐の人格を剛民に示すことになった︒月十九日︑級友故鈴木虎十郎氏のため
じきつがら全ことけつこういしよ●③かんじもと弾くぢう一尾う
時勧柄誠に結構江ことと云はねばならに一書を常田幹事の許へ逢った︒榊遡

５つくぽうおんびとんうこんてが＆いらい●●●もとほぞん

ぬ︒此の遺畿は故湯誰少推や書靴込洪髄の人灸は鈴木虎十郎といふ人濫砕然
た隼んにちろ誹祇ぜん全
に一巻に表装され︑更に中佐と縁故深知らず︑多分日露開戦側もなく戦化し
こ⑤●●●︑⑤この③②⑤●●③
ちうさ含ふゆうかんが︲らうさしぜいらひに
き故八代六郎大将︑故山下源太郎大将た中佐の級友と考へ︑中佐が死生のⅢ
こ●●●●⑦●●①④●①●ししゃくたき亨与やうゐしとこしつた
故斎藤七五郎中勝︑小笠原長生子爵︑に立ってなぼ級友の遺志を永へに惇ふ
●④⑤③︒①にいじ舎ごうこくみんちんせきにんはたすゐかうう
有馬良橘大将迩字を姉革し︑園民の珍るととの責任を果したその崇高さに打
峨う
みんかんしよをうしよみうねし２わ
賛として民間に所蔵され︑所蔵主を廻たれた︒

って美しい報恩美談まで生んだが︑今との手紙は以来富川氏の許に保存さ
さだんゆうしうくわん含そうちか唾んやくねんＵいくわたいしゃう砲︐心にい
度九段逝就館に寄贈され︑近く一般にれて約一千年経過した大立士一年の大

こうかい
しんきい④①●あかざかや肥
公開されることになったさうである︒震災に意旧氏は赤坂で焼け出されたが
にんかんひろ世かにこちうさしよかんてが尿とつさいはひのここうにうぐわん
﹁人間庚蝋﹂を語る故中佐の書棚は︑この手紙等は幸にも残った︒講壇館の
庭いくわいりよじゆんへいさけっていそし含こうはい●⑱●もとｂさいみまひ

第一回の族順翻寒が決蛇して其の指揮後葦とし要品川氏の許へ雁災見舞にか
官に選ばれた明治三十七年二月十九日けつけた現在の浅草十泊伽長須藤宗次

くわんえら泡んぐわつにくげんざいみさく語ぼくしよらやう③⑯●●

蟻読深鋼誠実鈎鮫鐸雛潮咽蜘翠小郎氏に封し農愚田氏は中佐豊屑と湯

にうじのりくぐんかんめさひこゅ●たい⑨⑧⑧ちうさしよかん③

を言えいぎふのこもらたそはう

●⑧●ちうさせんしご＠●⑧め⑥③
石川下常坂の誹迩館幹事富田常次郎氏溌少佐が中佐戦死後符川氏へ宛て康瀬
こう鯉う・くわんさいしよ口弓んじんあちうさしいたこうにう〆︑わんこう
︵誌道館最初の門人︶に宛てたもので中佐の死遊悼み︑講揃館としてその功

ある︒
たうじこう臆うくわぬくわくちゃうひぽしうけいくわく・索韓永域韮残し駐頚ひ唾かと︽う其の訪

含みぼみんゆづ言う

営時講道館では鵬張費募集を計霊し法等を詳記した丈除の手歎二迎を﹁若
そけいかくらくわんいういらい
①︑
其の旨を各地の館友に依頼した︒庚淑い君が保存してくれ﹂とて譲った︒同

金参拾園也を寄鮒したが︑閉譲隊の一に尊敬してゐた庚瀬中佐の書簡を譲り

●︑いらいじゃうぜんじゃうもんせん樺いぐんじん︽︲くわんつぬ
中佐も依頼状によってさきに戦場から門の先輩として︑軍人の殖鑑として常
昏ん里ん汰り晶琴ふへいきたいそんけい⑨①①①し上かん柚づ

｜
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いりや︽処らやう●①●●●いづ⑭わ窪●

鑓

きくとうやわつ

渡された須藤氏は︑直ちにこれを巻物

わ鱈●●●匡崖生きもつ

を立ててゐたのであるが︑昨冬十二月
言ろかんきにんしょくじりじり
頃の寒気と絶食から無理に無理がたｋ

はしせうがｒふうふｎつ胆いしやうゆふふりつにいかう

泡く

しか●の●

ぢよぜんがうぜんぜ甲とむめいさいごうぐん

じん

人として﹂贈った︒併し長崎氏はこの

きい③①のゐた

此の悲惨な家庭の有様を見て︑未だ

こびざんがていありざ土ぷい全

もうれつしみけいつうか上こんごがら

入船町長崎義忠氏に譲渡したので︑長
しやしんいん
●＠ｓつぐｅしよかん
崎氏は鹿瀬中佐の害僻だけを篤虞に印

って︑猛猛な川経捕に雛り︑今度は身
だ
あし弓塵Ｌ全

呑らそ当くじつ●●︒⑥●ししやく

じぷんこ宮もにらほかう会よう

刷として︑自分の子供達の母桟たる京

である︒

鵠と足までも奪はれて了ったといふの

ざつ

あった八代六郎大将を訪うて題字を乞

橋小里校︑府立第三商業︑府立第六高

したにいこちうさしんこう
に仕立て︑菱づ第一に故中佐と親交の
●ｃ⑨ｅ●③たにいじこ

ふた竺更に其の翌日︑小笠原長生子爵

女全三校の全生徒に﹁無名の一在郷軍

瞳うもん警告ものと告しよらう
を訪州してその巻物を示した時︑書中
③●●⑭⑧ぴとぐんじんめづ
の鈴木虎十郎といふ人が軍人には珍ら

とし

︒ＣＯ

り熊ゆ

みの塞土しか

に鋤む少年の努力も︑近頃の不景気は

はけ運うれん戸りよくちかごろふけい会

ろに︑かくまで健気に︑忠貰に︑孝行

け躍炉ちうじつこうかう

涙なしには見られない有様である︒然

正ふ梶ふ

なる良高少年の善こそ︑心ある人全ほ

⑥ｅきうねん十がたこ心ろひと人︑

痛み︑棒にたる足を運ばせてゐる可憐

か

ちヱめ
あ感が
憐れ一家のパンに代へようと︑血豆に
いた霞・フあしほこ
かれん

蝉ｌ垂嵯たった二鐘三拝礎けを

町から或る時は瀧の川方面まで一本五

生ら心ときたきがははうめん巴に

ナットウ・・・⁝﹂と悲壮な決心で︑赤銅

ひさうけつしんめか隆鰹

朝の五時から篭逓背負って﹁ナットウ

めさじかごぜを

納豆費りを受け次で︑箪校に行く前︑

ろ

年のゆかぬ十歳の良商君は︑居ても立

しめシ③ｅ⑧のり異うし

こぐか粟いえん里ぞんこ色ふんばん

罰家的の珍喪は一私人の占有すぺきで

こぐかて合ちん樫うしじん通んいう

なく︑罰家が永速に保存して園民に範

しじんＬしゃくにうゆうししやく

を示す可きであるとし︑須藤山本両氏

につしんをんきうさいかいぐ人をうゐゐかいえい

たが︑日清戦耕の際海軍少尉で威海術

しい詩人で干鱈と道友であり︑子爵の
せうかいこ⑤●●●︒しに隼じは
紹介で故野口蕊錆氏と親しく交ってゐ

っても居られなかった︒そして健熟に
ちＬでき
もいぢらしくも︑父の川来なくなった
尿つとうううついがくかうゆ曇へ
ｂようかいえだんゆうしうくわんきそう

像う当人ぴにんう

一︾Ｌ

詮んこうかザこと

の諒解を得て九段の遊就館に寄贈︑一

やうろしく含ん芝んくわく

はじ値ん全へせんし毎ふ

の戦闘に参加戦死した事溌子爵が話し

般に公開する事になったといふのであ

せんとう三−んかせんしことししやくぱだ

た︺こ上に初めて十年前に戦死した級

︒鼓にはしなくも︑軍祁の遥遥の溌
げ見るキん
含全わうろ
ー期として︑それを廻って美はしい

二つ

生活哀話が産んだ美談

報恩美談をも産んだものである︒

ぐんしんろ氏くばつ

友のために遺志を汲んで金五回を振
らやうひ昏易こ◎①⑥Ｇのめいぎ
張費に寄附し︑故鈴木虎十郎の名義で

とうろくく分ｃ︒①③しん

登録して呉れと書いた艦瀬中佐の貢の

にん小人ふばんめいつい①

●のとうＪｆ︑１えんこふかひと人︑きごうえ

人間味が判恥したものである︒次で山
︑︑●の●⑤③①⑦①⑨ｅ●︒⑧
下源太郎大勝︑蒲膝七五郎中将︑有馬

大郷等共の縁故深き人共の抑牽をば得

とう今失うしぐわいらか陸廻圭らいわぷ・うぜうがくかう

東京市外赤羽町六八○の岩淵小畢校

おんじんしぐわい鈷豊ゐまち⑤④①︑③②

ごすう垣んかん

り︑その後数年間いたいけを良高譜に

てひ

しんさいごそこひわづらまったあぐら

いんせい︒③③●⑥ちＬおやり●

て︑この澱畢巻は天下の珍賓となり︑

四年生倉持良高君の父親良作さんは︑

ゐぼくくわんてんかちんばう

須雌氏は大切に秘赦してゐたが︑これ

震災後白内障を病って全くの庁目とな

●①②たいせつひるう

を恩人たる市外大井町川本忠訳郎氏に
しやおんいみ黙く

そごせうわねんあきｅ③①さらじ

とれ淀謝恩の意味で贈った︒

いへ全づしかうしい

て︑一家の妖食は二日や三日は績けら

みこつ釦と
ひじやうひ掌
無粘にも日増しにドン底へと笑き落し
かひつしよくかかつ砦
手を引かれて︑毎軌町内をトポ／〜と

全いみさるやうたい

辻お後昭和四年秋︑山本氏聖叫一更に目

そひせいくわつ

るるといふ︒象鎖うして孝子出づか︑

江へとううあろ

納豆を喪り歩いてやつと其の日の生活

ここんぼらさいきいお人じん今︼よう陸しく

己を今日あらしめた再生の恩人京橋腿

融庭

と主れあ室りに術ましい︒けれども︑

これらとじつかんがよしよいうかい含ふ

ひとｈ．１こ○③世つれんごとしんしこ込み

此等の事賞に鑑みて︑世の所有階級の
人共が︑此の良尚少年の如き直筆な心

が・ゆんかしよ・ところ・
掛けで現下に虚する所があるならば

峨訳おかこ砥泡ん
肺を冒され︑此准一ヶ年といふものは
．くらろ

プラー／︲︑と暮して居るといふのであ
蔀つぜ・恥言み

こみ︲︑やうぴやうにん世を

ろ︒何時に義つたら全治するといふ見

けいしらようじんふや

含うちやう●①あれ●●●●くぴしめ
同町一ノー雌洋の姉井上けいの首を絞
こうとうば心にや
て識琴︑銭鍵を蛎華準毒した弧添犯人
①③の●含けんおか一つひたい且
松本雪雄を︑危隙を冒して途に逮捕し

たといふかどにより︑婆硯聴より人民
しやう釣よび雰んゑんみう典
章及金回を峨典されることとなった

込みもない様左病人を背負ひながら︑

がのぢ皇なんららくだんふへい
彼女は何等の落膳もなく︑不平もなく

︲われノー︑．ｈがぞ

といふのである︒

とう今ようし

．ついみかばし全

と︑吾盈は願はずには居られをいので

し︑娘盛りの身をも厭はず︑暇さへあ

飽迄も健飛に︑一家のため︑孝養を毒

河原林君は︑けい女の聾を聞きつけ
上崖ほんにんみと︒つるぜき琴く
直ちに犯人の後を追跡したが︑賊はカ

むす肋ざかふいとひま︑

せんだくぞんなやこつかある

ぐめひ睡池みこ

と会︐卜︑くわし

家のパン矛一難へ︑而して甥の﹁情ちや

わすよみこめり

んには︑時麦お菓子など買ってやるこ
となど忘れないで喜ばせるといった有

きき全ことたみにみ

様は︑誠に涙なしには見られないもの

さかてもぐわん弁やうていこう↑

ミソリを逆手に持って︑頑弧に抵抗︑

趣に右手掌に負傷したのであるが︑猶
くつつゐさ身妃い建
も屈せずして追跡逮抽したものであっ
たうきょくゆうかんかうゐいた
て︑常局でも︑その勇敢な行篤には揃
かんゆきともけいしそう︒︑わゐみづかぞうよ
く感激し︑特に警覗総監自ら贈典す

■︾

・屯や︲

ることとなったものだといふ︒との不

感ずる次銘である︒

れ泥林だとの難は到る所にある︒此の
ど帝よためひとためこしゆびぎよそう
時世の篤人の鰯にこの趣の美畢を一掻
かんじぽい

︾地ろぽうこゑいたところこ

さる世の中は殺風鍬︑やれ珊盗だ︑や

よなかぎつぷ星ノけいどうとう？

けいきこ迩斗まつ式愚・れいねん

だときく︒難雌辛苦は人を玉に膳く︒

ふこうふこうがしよかのぢよ

景気の此の年末に際して︑例年にもま
こかうようこ費りよく

もうじつ

不幸に不幸の一家に虚する彼女も︑や

恥為雁んやんくひと仁生みが

⑧●Ｃｅぢよこ亀含

ある︒
こ
はたしに︲距健Ｇ
此の話に似たものが尚一つある︒そ

れぱ洗濯女にも雁はれ︑使ひ歩きもす

つゐふざてのひらふしやう肱建

めく全でけなげか．かう室うつく

〃れぱ東京市外三河烏の一六○三〃アパ
ごうす︒●・＠⑤③

るといった工合に︑骨身を粉にして一
か
とＬのしかぞいぜい

︑⑤︒吟具〆ふうし全う

砂１トーの十五鏡に住む吉出よし子さん
・二八︶である︒よし子さんは︑中風症

か哩疋かのぢようでぽんやし芯

．うごちふもうもくみに
で動けない父と︑盲目の兄と︑それか
め垣わすかたみことし ちい
金ら姉の忘れ片身である今年八つの甥と

を可細い彼女の腕一本で養ってゐると
胆ぐわ

いふのである︒それといふのは︑駄菓

︑ないしょくゆしほ幻ぼん

集評磨の嘩畦にぶら芯ってゐるゴムづ海

商河原林兼清君は︑去日午後六時半頃

しやう②︒●︒︒◎昏よじつこどじばん唇凸

東京市日本橋匠頼崎町四ノー︑木炭

とうき失うしに更ん画しく蟻こさ悪らやうもく篇ん

勇散な炭屋さん

のと斬りたい︒

いの

いふほとりきちあだ

がて此の孝養︑此の努力︑この忠賞さ
かのぢよ発き
色
によって彼女を玉にするであらう︒箔

あさじよるじす

には︑朝の八時から夜の十一時過ぎま

：鱈の内職を唯一の賓本に︑一三︲本が一
て全ちふせん
把でこの手間賃が一銭︑十五把つなぐ

し刺あらば柳あらば︑幸遼典ふべきも
しやうけんめい

でも一詮懸命にやってかＡろといふ︑﹄
せん

それで僅か十五銭なのである︒
いま週・函せん券やらうふうしよう
今から四年前のこと︑親が中瓜錠で
た塵つ正・せつ〃くつ含︾西．６うじんざじゆつがく

校を卒へて按摩になった兄の政避調は

れ︑綾いて折角の築地の盲人技術隼
︾４︑が倒う
そめん全あに○の︑
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１１１

豪快漢大塊

させながら︑〃

の充境を了った飛行船のやうに︑ムクノー︐横畑は︑いつも害リ切って活ろ暦をモグ

つして︑けだろさうな右の手を融襟許の空戒﹁御親切さ室に有Ⅶ︑難う﹂

と目を受ました︒そして︑無遠醒な唾を一魂？

鏡枕のあたりへ伸ばし穴︒葉巻やうな指の．・大塊は︑つくノ＼らし恥．函をして云った

曾て仙盗で催された政友含東北．

大倉へ出勝した大塊野田卯太郎と

ことで見つかった捻は逆に迦はされた︒逃こんなもんダイアッハッ入．．⁝・﹄

先に降りるばかりの仕度をして居求︒火塊Ⅲ前に雁ばれて来た女中が︑眼の色彩鍵へ

汽車が上野騨へ若い穴時は︑横田の方が改進薫代議士沼間守一のところへ︑一三

大塊は．またウッラノーと喪込んでしまつ一一﹃奥様︑唯今妙な方が参り室して御座い童

Ｙ義人田中正這

先は︑空無枕の口を探し初めた︒漸つとの﹁もの事は︑何でも︑うば・︶空でやるとじ
出す空無は城壁を上げてスーツと飛び出し

窓際の空気枕に預けて︑如何にも
疲れたといつ士有様に︑口か開け

犬︒その一音を気持よささうに聞きながら︑

横田千之助とは︑疲れ切った頭を

たまＬＤウッラノ︑と夜汽車の中

放︒すよ﹂

砥めに来衣蝿共にもよく判って居た︒一疋

格の持主だった︒それは︑大塊の鼻の頭を

そして先刻空無を抜いて稚い犬空窺枕を鞄﹁妙な人⁝⁝一鐙それば例といふ人だい﹂

は促されて少し慌て気味に冊を畳まし衣︒て奥に駈込んで主人夫妻に訴へ衣︒

の中へ入れようとした︒ところが不思議な﹁さあ︑誰方か存じませんが︑眼のくりく

二疋と油切った鼻の尖を食って居るにも拘
けて居るのに︑横山の方は．時々症準する

たがと思ったけれども︑枕はハチ切れさ炉う︒﹁あＬさうか︑ハハ⁝⁝︒ぢや盟走貸せと

の通りに膨れてゐろ︒こんな筈ではなかつきな盤の：⁝・⁝：．﹂

な腹をして卿げ落ち穴侭︑ニッ三シはずん云ったらう﹂

ことには．随に空気た抜いた筈の枕が︑元りした︑頭髪が椋柵誇りやうな︑とても大

にまで．平常の気持がよく現ばれて居た︒．▽

やうに唇を動かして︑寄りつかうともしな

汽車は止ろ所へ止ろ液けのことで︑上野脚

で見せ丈・大塊の短かい首は︑一二一庇左右﹁はい︑まだ此方が貸すとも貸さないとも

穴埴輪のやうに︑身動き一つしなかつ士︒

い戎んポッ女イ﹂︲．菰︑お前田中が来士んだよ︒和塗らずや？

の枕だが︑それは横田さんの枕の空無走抜﹁ハハ︑︑︑︑︑それで洗祇を始め衣んだ

﹁あシはシ︐ば︑先刻槌かに空菜心抜いた筈提げて御出でになり主した﹂

へ曲った︒と︑大きな腹に波悲打たして︑云はない中に︑さっさと御自分で井戸端に

・雛て︑赤羽騨悲通過する頃．大塊は瓦斯

京へ近くなるの膜︑二人は︒立てかけられ

宇都宮から︑小山︑大宮とじだんノ︑東

へと急いでゐ士︒

い蝿共に警告を典へて居る︒こんなところ

らず︑大塊は︑警笛のやうな軒走かきつづ

はじ同じ政友含の人だが︑主ろで違った性

に揺られて居たのであった︒大塊と横田と
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てゐろわい︒すぐ浴衣を持って行ってやっ
てくれ﹂

栃木媒選出の代議士で︑足姑鍍毒事件で

﹁殺された人数は二十一二人とあるが︑正

入むっとしてゐろ課には行かない︒叉母が

こんな罪韮犯すの荘止めないのは不孝であ

今みすｊ︑毒殺されるの潅知って︑このま

と質問し衣︒すると原敬が

確なは一磯何人であるか﹂

﹁大方新聞にもある通り︑二十三一人で迂

そこで或日のこと︑丈草は思ひ切って自

学︒﹂

血の滴る指走持ったまま父母の前に出た︒

分の右の親指起爾ってしまつ誰．それから

男ノ﹂

と答へ衣︒

代の時人であつ穴︒粥に職れ士衣服悲茄て

義名悲天下に讃ばれ菰田中正造は︑一方稀

之を聞くと正迭は恋然と立上り︑

﹁凡そ武士たるものが︑右の指を失っては

何虚へでも平気で顔を出し誰︒彼は郷里か

走弟に談り︑私は儲の弟子になります︐一

もう刀槍走用ふることが出来ません︑家督

﹁睦らつしやい︒君は荷くも外務次官では

ないか︒その男が日本図民が外幽で殺され

て︑すぐ墓所に廻り︑今迄着てゐ穴衣服懇
脱いで︑大童で洗濯に取りか上り︑其の間

でせうとば何といふ無責任な答癖江︒此の

れ人数を議含で質問され︑大方二十一二人

ら東京に出ると︑第一に沼間守一を訪問し

に主人の浴衣あ借りて之と着換へ︑それか

いへ成らざるはないのである︒

志をたつぺし︑志の断として犬つ所何事と

の俳人となったのであつれ︒人はよろしく

かくして後に蕪門譲一とまで言はるろ程

といった︒

ら悠々と主人に刺か通ずろのが︑殆んど定

と例の大醸で大喝し士ので．流石の原敬

緑盗人奴！﹂

も︑蒼白になって逃げ出し赤︒

﹁冬なら幾分臭くても我慢して呉れますが

例になってゐた︒

夏はどうも菜の毒ですから︑大燈此の手を

締祁一度到らぱ何事かならざらんとい

一念によってたてた志︑それが断として自

ふ︒これ走丈草に見る課である︒然も孝の

丈草の至孝

いて了ふので︑淘に調法でがんすよ︑ハ︑

俳人内藤丈草は︑師の松尾芭蕉と同じく
ひ︑綾織の手で育てられ赤が︑綴睡の家督

大の教訓である︒

己の道に立ち︑途に成就したのであみ︒至

﹁病んで死ぬのは天命だから仕方がないが

へ争卜◎

度では芯かつ穴︒そこで丈草はつく人︑考

憎み︑毒害しようとしたことさへ一度や二

韮安子に識り穴い侭めに︑とかく︑丈草を

武家の生れであつ丈︒小さいときに母を朱

用ひますよ︒何しろ話してゐろ間に忽ち乾

︑︑﹂

と正造はいつも大嘩で説明してゐた︒

叉明治二十六年の春︑衆議院で原敬が外
務次官として政府委員席Ｆゐ求時であった
偶々朝鮮で日本人が暴徒のために﹁二十一
二人殺害されたといふ電報が︑某新聞に褐
戦され︑之が議含で問題になつ菰︒此の時
田中正鐙は街局限向って︑
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机
の

塵

机の塵
×

大正天皇御五周年祭来る︒時歳末にして︑愈全歳月は人を
待たざるの感切に迫る︒偲び奉つれ盛穂遼︑誓へ奉つれ報図
かＬ１ａ

ｘ

満蒙問題愈為念を告ぐ︒満洲の現状といひ︑団際聯盟の闘
係といひ吾に不利否正義の不利︒超てよ幽民︒函結せよ図民
正義保持のために！
×

岡際聯盟の十三封一︑それは正義一︑不正義十三なり︑函
際平和も︑不戦篠約も何も彼もあるでなし︑あるものは只利
慾と勝手︑﹁化物の正鵠見たり古狸﹂！
ｘ

十二図の威を借りる狐︑智慧があるやうでなし︑背中には
﹁共同管理︑委任統治﹂の火がポウ／＼なのには御存じない

×

か︒聖人鐸迦も﹁縁なき衆生は度し難し﹂と云はれたり︒呼︒

に正義あり．↑

×

五男が恐るるは︑園内一致の弧弱如何なり︒不戦ビラを撒

く不遥漢は愚か︑内閣乗っ取り運動などの馬鹿群も共産此虚

×

にあるではないか︒解決も不解決も此の虚国民の心一つ！

外を見ても時局重大︑内を見ても経済に思想に一通や二通

りではないに︑エロだグぽだと一向無感髭的道楽息子がウョ

ノ︑してゐるとはさてＩＩ︒﹁唐様で書く三代目﹂の歎あり！

×

ゐかつ今のけ津ない

勅題﹃暁難謹﹂と仰川さる︒内憂外患の此の晦夜よ︑鶏

の一蕊と共に期かに明け初めよとの御聖旨かに舞察し奉る︒

努めよ国民！

×

溢津子厩遂に逝く︒資業界無比の大功努者たるは言も更な

り︒其の九十二年の生涯は︑又賞に閏家耐含教化の師表たり

一葉落ち一Ｌ満天下の秋を知る︲一美！

しを︒此の多事の際天何ぞ百歳の毒を翁にかさざるや︒﹁桐

×

さよう底ら！

年よ・やがて仰がん昭和七年の光明のために︒昭和六年ょ︒

昭和六年も愈灸去らんとす︒去らぱ去れ︒︸／︸の忌まはしき

し︑されど各自の利慾︑不正義心の護露とあらば之を如何に

列図は満蒙の認識不足といふものあり︑それならば許すべ

する︒経済封鎮も︑世界の仇と稗するも恐るるに足らず︑吾

む悼恥翁一莱揮溢爵子／
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面から其の一端を回撤し︑以て刷家の

主い︒併し吾舞は身を教化の方面に置くものとして︑此の方

献愈教化の師表と仰がれてゐた子爵溌

ため翁の大人物を仰ぎ偲びて卯か感謝

明治︑大正︑昭和三代丑通じて︑我
我が
が財界の闘賓であり︑

浬柴一翁は︑去る十一月十一日午前一︐︑

園の資業家をして︑資業の隆昌を計るは︑唯に私財を蓄積す

家のため其の功績を深く仰がんとするものである︒而して一

し感化して来たことは︑吾登の最も特筆大書すると共に︑国

上を計ると共に︑人格や道徳の観念を国民に晩を垂れて弧調

の一致を高訓して︑以て其の品位の向

て来た所謂賞業家心理に︑経済と道徳

に︑従来ともすれば卑しいものとされ

である︒然も剛富の道に力を致すと共

始した︒これ翁の至誠の然らしむる所

翁は官尊民卑の時代に於て民間に絡

ふ︒

の意を捧ぐるの微意を表したいと思

年の生涯の功績の薮杢に於ては︑到底之逓蕊し得べくもある

願ふに翁が財界を初めとて︑幾多の方面に於て其の九十二

情として営然のことでなければ友らね︒

なりと哀悼之を惜しむの情愈盈切たるは︑圃家を恩ふ者の至

在の翁である︒百歳の毒も猶これ不足

る︒一国の園賓とし︑師表としての存

今未曾有の出現たりし翁のことであ

たれども︑斯界に於てその偉大なる古

一・般的に論すれば勺敢て不足なきに似

成り名を途げた翁をして︑これを世間

の毒を保ち︑篇すべきを篇し毒し︑功

時五十分遂に逝去さる・それ九十二歳

灘灘

50

む悼心翁一築津溢爵子

ることに非ずして︑函富増進におることを︑翁によりて初め
て範を示され︑観念も棺付けられた次第である︒

又耽曾事業︑赦舎教化の上に身を以て議力せられし如き︑

世に人ありと難も︑翁の如きは底いと云ってよい︒これも翁
が如何に園家を憂へられたかを知るに足るのである︒官にあ

１１

新刊紹介

瀧蒙特殊性の解剖浦川鞄太郎書

今や瀧蒙韮中心とせる日支問題は︑図際聯盟の舞壷に登場して世

に係る大問題で︑国民一致閏是腫則り正義に雑き鯛民の畳慨が必要

界各幽注覗の的となってゐる︒此の問題ば我幽にとってば変に興腔

る︒本書は前拓大教授限して現興亜塾主たる著表が︑其の豊富芯ろ

である︒それがためには韮礎として満蒙問題の正しき認識態要す

との闘係三︑図家の生存と自然権等の諸項Ｅ日可簡Ｆして要を述

畢識を以て一︑支那本土と満蒙との湖係二︑日本と支那及浦難

って事をするのは営然である︒民間にあって︑国家就曾に此

れ程の至誠を棒ぐるととは︑凡人の出来ることではあり得な

一

１１

﹃︲︒■■日■０１ＩＩ０４ｌ０ｌｆ０１１Ｉ０・ＩＩｌｌｌｌＩ

ル御芳志ヲ感謝ス

日本弘這含

右ノ書籍ヲ顧問伯欝松卒直亮氏ヨリ特二寄贈セラ

一︑川本外史補九冊

会三隼亘
一︑日本外史二十二珊

蕊行所東京市本郷厘駒込曙町十一文化普及砥

四六版パンフレット︑三十頁定偵金輪銭

きものがある︒

ぺられれもの︑其の識見と熱意とは現下に虚する幽民として瞬くぺ

い︒翁の如きは此の鮎から云って︑如何な恩賞も決して過ぐ

ることはないといふべきである︒世に高位高官たる人︑功成
り名を遂げし人は決して少くないが︑翁の如き︑絶大なる事
業の功績と相侯って︑人格高徳の師表たりし偉人は︑古今淀
通じて稀に見るべきものであらう︒

今や世は内外多事︑殊に翁の如き偉人の徳化に侯つもの多
きの時︑翁の逝去は惜しみて齢りあるものである︒本曾の如
きも多年特別倉員として︑叉曾ては募集部顧問として其の御
霊力を蒙る一方ならぬものあり︑鼓に其の一端を忍び︑以て

柳か御生前に酬ゆくく哀悼の瀞を捧げん︒翁の霊ょ︑幸に永
久に図を護り給へ︑誓って吾等も亦共の高徳を仰ぐと共に共
の御這志の一端に添ふぺく微力を致さんと誓ふ︒呼夕

時局問題座談雪の記

あに誤られたろ青年も逢々にして耳にする
考へ来れば外状内状は決して既往走以て施

今日である︒果して昔日に比すぺきや否や
今日我鯛の現状は賞に内憂外思交々絶え

ちに判じ得ないことも多々あるからであ

患の諸事に翻る雁︑其の薮ある中に於ても

る︒今暫らく内憂の問題を措いて︑之走外

の惰眠韮貧る能はざるの急迫した時であ

も議し犬いといふことで︑十月二十八冊午

今後の準術にも菱し︑以て叫諭喚起の上に

の講師韮も聡Ｌ︑其の変状を聴取して︑

非一夕各自膝か交へて語り交し︑一而斯遁

此の吟図走憂ふろこと切なろ本曾ば︑是

ヂ︒Ｏ

ずともいふぺく︑貢に日本帝幽々民として

最も急迫せる︑最も緊要なろ鴬面の大問題

後六時半より華族含倣に於て︑座談倉を開

思走剛状の上に致せば︑安閑として一日

ない︒

は︑之を満蒙問題なりと指走屈せざるを得

の外慰に遭遇してゐろが︑幸にも内畢倒一

る者は︑本含の職員及役員にのみ限りて︑

中将荒木貞夫閣下走恥し得た︒而して合す

鹿を時に煩はして︑教育綿監部本部長陸軍

催したのである︒講師としてば︑御繁忙の

致してよく之に封し︑雄患叉難患に次ぐ共

顕ふに之を我が図の史黄に凝るに︑幾多

竿をぱじ立汲に解決して今日に至って居る

随雪

私の墨書

十一月某日

一記者

五個擁の御誓文に﹁奮来ノ順習テ破り天

と共に︑諸制庇文物は改まって一新紀元を

地ノ公逝二荘クヘシ﹂とある︒明治の維新

晒習といふやうなものは中々に諸制度とい

訓し赤けれども︑多年に亘ろ間に培ばれ衣

ふ様な形式的芯ものと共に改り兼ぬるよ

り︑特に鼓に聖慰奉煩ばれたことと拝する

明沿の御維新後今口は既に六十有像年を

のである︒

もないかに見える︒否之は概して外形的物

以て拝聴すぺ吾話も祁常突込んだものを何

定刻前稀らしくも前墓濁縄督内田嘉吉氏

のである︒併し其等にも増して︑今日現下

経過したけれどもり一見表面的には︑衣食住

侯僻大久保利武氏︑除車中艦堀内信水氏等

ひ︑叉各自の談合も心措かずやりたいとい

なりとはいばれまい︒即ち剛際の事情︑そ

特別含員の顔が見える︒さすがは痔局重大

の浦蒙問題は︑難中の難．祁武以来の大外

の複雑さは既従に其の例を見ず︑叉一方閏

と言ふに︑これとても不遅漢達の図鵠走否

質的な３のとして︑締祁的な方面はどうか

起初めとして︑全く改まり何等落来のもの

朕は︑固来我剛は︑畢函一致身を以て護幽

な際なりとの感を深からしむろ︒この蹄は

ふのであった︒

に霊忠すろば︑園鎧の精華であり︑闘民性

開含走侯って既に緊張するル見ろ︒六時半

患なりと人稲す︒これは決して空しき危憂

の誇りではあるが︑岡内の現状は此の博統

を甜過ぎて︑徳川徹長の開御の挨拶あり︒

としても︑奮来の我鯛の思想は藩しく古色

認するとか︑階級同争を云々するとかば別

は其虚に何一つとして存すみものの見る影

は勿論厳として存するものの︑悪思想の士

一

一

肥の曾談座題問局時
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それより完本中将ば︑策部方面より浦蒙問
題の今日迄の縄過︑今日の満蒙問題芯廻ろ
軽悟封策等悲述辱へられ︑約一時間半に亙っ

各幽の映勢︑我承部の現下の状態︑今後四
て︑憧相の一般口外に洩れぬ諸事黄走砺坂
することが出来た︒此虚に書く自由走持た

大久保侯爵︑堀

するものがあったこと丈悲博へて止めろ︒

江いが︑吾々が今後に賛する上に大に稗益
それより︑内田嘉吉氏
内中播︑加賀美図光君︑服部捨郎君︑江卒

林作君︑蝉の他奄中心として︑質問︑談合
あり︒閉脅し衣のは既に十時半であつれ︒

此際吾だが畔局限鹿する蓮といひ︑墨悟
といひ︑蹄する所は図氏緒祁の作興である︒

畢図一致身韮以て謹幽のために起つことそ
れに外ならぬ︒それには惟界の大勢にも通

すぺく︑叉瀧蒙問題の員相韮も究め︑ぱな
らぬ︒而して善鹿すぺく︑此の一大危機に
図民の鍵悟走喚起したいと思ふ︒

教育勅語換謹記念
講演書の記
敦育勅語は︑云ふ迄もなく幽家道徳の聖

典である︒故に国民は此の御論紳によって一

西カプン﹂の思想に維始してゐろかにある

愉然とした趣があって︑何もかも所謂﹁泰

人的の思想にもなれきれず︑外閏人的の生

けれども︑底を洗って見れば︑決して外聞

風災として虚せ紅ぱならぬと共に︑此の換
って．其の御精紳のある所を顧み紅ぱなら

蕊の記念日準一も︑深かく記念することによ

とを見るであらう︒それば結局吾々の身燈

活にも全くなり切れぬ幾多のものがあるこ

中を流れてゐろ惇統的血の力弧さの然らし

ぬ︒本舎が此の記念日を以て其の捧誠式走
之が趣旨に外ならない・

なのである︒其れは何であるか︒勿論数へ

我園の求め︑狩民族のため意起扱うする所

行ひ︑記念の講演含雅催したのも要する所

此の識演曾は例年のことであるが︑本年
は種之の都合で十月の三十日雁畢行するこ一

十九日に翠行することとなったのである︒

れば幾多のものがあるが︑中でも第一に駁

むろ所であって︑これあろこと殻と吾セば

とが出来なかった穴め︑一日操上げて二

へ上げたいのは幾多の諸習椴である︒

まるものではない︒之走衣食住にしても．

習慣といふやうなものは︑一朝一夕に改

場所は最も東京市内の庭として多数の倉員

如何に新らしいものが浸入して来ても︑全

走有する麻布歴に於て開催することに決し
同硬役所剛在郷軍人園︑青年剛等の後援を

これ韮悪いものは清算して︑良いものば採

くそれに化することは出来ない︒けれども

煩はし得たことは誠に幸であつ犬︒

定刻六時半開食︑場ば既に満員の盛況

みられず捨て去られて行くといった有様奄

して︑良智美俗といつれものが意外にも顧

存されてゐろものが案外に多く︑之れに反

来の悪習償といったものが中々に破れず保

ばならぬ︒然るに︑それが兎もすれば︑藷

然も益々褒展せしむろことに注意しなけれ

り入れ︑叉蕉来のよいものは之起保持して

で心含場たる束町小皐校講堂は立錐の鮭地
なき程である︒これ時局もさることながら
同睡後援の請氏の御誰力として感謝せざる
荘得ない︒開曾の酢に兼て庚江主事ば︑本
一端か語る所あり︒それより一同起立裡に

曹の趣旨主張か述ぺて今日に虚する抱負の
隅歌の合唱あり︒総ろや徳川含長は吾吐朗
々として泰Ｌく勅語を棒讃す︒場内粛とし

『。
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て緊張し学秋夜の空無はいやが上にも澄む

て頗る巌粛な態度にてｂ軍人勅諭と教育勅

には武勲の章か電光の下に愈々輝す︒而し

べく極上の人となる︒中将ば軍服姿にて胸

は︑﹁明治天皇と満蒙問題﹂の題下に講演す

先づ本命特別倉員陸軍中狩堀内丈次郎氏

完く雑了したのは十時半であった︒澄み渡

して︑青年鯛長五十嵐留五郎君の挨拶あり

約二十分にして総了す︒最後に閉曾の僻と

の精と共雁︑聴衆の涙潅誘ふ一曲である︒

く︐今更ながら其の忠誠︑其の至情は悲哀

最期の一節である︒回顧するだに涙新らし

﹁乃木狩軍﹂の一曲ば︑将軍及静子夫人の

口復堂氏の﹁丙午とは何か﹂といふ感想怨誠

を惹起してゐるのを見る︒

劇を産かｎ或は斌脅教化上面白からぬ問題

のがある︒此等の問題の求めに︑幾多の悲

がある︒或は磁多に封する迷信といったも

例へぱ我が閏には奮来﹁丙午﹂といふ迷信

ものは寒心すぺきである︒

見ないでもない︒か上る坂播撰採を謀った

語の御縮測より説斗﹂起し︑其の御続祁に養

んだ︒それは左の如きものだつ衣︒

絡って除興として︑秋元瓜水の薩摩琵琶

穴︒吟は既に十時である︒

成せられた成果が︑日清日露の戦役に魂は

る秋の夜垂の空は︑星の光り乃競ふて降る

か蝿ゆろ︒それより講演食である︒

れたことより論じて︑愈々浦蒙の現状心語

といひ自然といひ︑今夜の吾々の心に髄れ

が如く︑情浄其のものの感である︒此の倉

﹃昔ある男Ｄもらひし女房準去るに︐難癖

より古手帳山で︑中にこの一節あり︒

祁先博来の古鎧潅夏り抑ひしに︑その椎中

今回余が麹町より干駄ケ谷へ移聴に際し

記者は此頃﹁教談﹂含祁として知らろる野

の現状を封比して︑今回の問題胆虚する園

り︑やがては日本国民の図民現状と︑民図

ろもの只清々しきであり︑やがては湧き出

のつけ鹿なく︑その女は丙午の生れなりし

民の一大畳悟を語らろること︑約一昨間半

此の如く有益に︑盛大に無事経了し得た

づる至楕である︒

こんな戯言が︑迷信迷執の間に語られ︑

かぱ﹁火の焔雌﹂なりとて去りしといふ﹄と

に及ぶ︒感銘乃典へろこと頗る深し︒拍子裡

こと恥此の時局に於て︑庇此の諸氏へ邦家

に降域す︒それより飛入りとして南奔山君
の瀧蒙問題の所感あり︒次で田中義能博士

の求め感謝して此の筆を鈴てることにす

︵六十三頁へつ蛍く︺

恩ふに迷信などの出所といふものは︑皆

ぺき次莱である︒世の迷信者を戒む﹂と︒

ら命をすてる女の数々あるは心責に悲しむ

ほこの迷信のために我身韮果敢なみｂあた

めとろぺからず﹂となり︑昭和の今日︑な

間かきれいつとぱなしに︑﹁丙午生れの女は

は﹁教育勅語と日本文化﹂と題して︑教育

る◎︵一一︑二︶

×××
×××

勅語の御精祁を説いて︑此れに依る成長護

展の日本文化を論じ︑思想汎飢︑内外多票
の際︑勅語の御精紳起登場することに民心
の喚起か促し︑虞の日本文化進展への擢悟
悲述ぺらろろに︑極めて面白く引例豊常に
語らろろことこれ喪衣約一時間半に及び︑

極めて方誌に且趣味に富む大誘演でぬつ

ｊｊ︑

俳聯合含が本含の先駆をなして謹愈され士

千葉螺下に於ける本含十有七より成る支

でやっと雨飼騨へ駈けつけたのは愛車前五

ぺく除俵なくされた課である︒汗ダクノ︑

の記者にとってば︑一世一代の早起である

〃１１

のは︑一昨年のことであって・同年秋十一

ＩＩ︐

１１

ｌｌ

の欣ぴである︒叉共の清々しく蒋荒いた雄

大さとも−毒ふぺを気分もこれ即ち筒然の力

そのものであらう︒今や譜の苅取り盛りと

見えて︑至る所水に浸って苅り急いでゐる

これ等の素朴な勤努振り鵡見ろにつけても

この不景無の悲惨さル農家の上に歎かざる

いＯ

態得ない様な類分が湧くこ﹄線一を禁じ得な

に︑疲れと汗が一度に身に迫るのを畳える

長代理として出席さるろ佐藤副噛挺︑及佐

となつ士と寺﹄は︑安端の胸悲撫で下すと共

それにつけても時間に支配されて見て今更

倉丈含より代議員として出席する入江昨氏

分前といふ危なさである︒銚子行車中の者

たことは︑既に諸君の記憶に新たなろ所で

なられど一分一秒と錐も如何にそれが武並

停車場に詩し︑一同下車して二蚕の自動車

約一時間十五分にして九時二十五分旭町の

かに多数となり期かに雑談に恥ろＪ其の後

表の某氏と五人同車さる・こＬに一行は俄

佐藤幽二氏︑諸剛五十五郎氏︑及青牛刷代

へと満く︑此塵からは本Ⅱの熱愈へ堀田曹

汽車はやがて千葉︑四街道を通きて佐倉

あるが︑其の第二回は昨年畢行さるぺきの

であるかをしみじみ恩はせらろろのであ
ずＣＯ

い︒然も祁嘗祭と側曜日が綴くこの好日も

日和などといふ感じは全く味って見られな

兎角本年の十月は雨叉雨であって︑小春

此日本倉よりは講師として諮議吉田静致

られろ秘の曇天であったが︑汽車が市川詮

祭日は既に雨︑さて此の日も如何にと案ぜ
を過ぐる頃から段だと空も明るくなって・

の間むして自動車は約三十分にして運んで

ろ選定であつ衣が︑折悪しく庚江主事ば岱
はろろこととて︑之が引率のため出席不可

薄陽さへ車内に差し込んで来る︒車窓から

くれる︒若し歩行でもするなら三時間もか
東部支含迄は祁常の畔間を要することと

て変る所謂牧狸の秋は︑何となく翌かさと

だしの籾があるが︑田に畑に作物の色づい

坐るであらうものをｂ文化の恩悪には都祁

て︑雨幽騨午前六時四十分壷銚子行で来て

やがて十時到蓋す︒含場士ろ肇校は︑高蔓

を通じて等しく浴するといふも里噂ある︒

ふ︒聞く騨より里程約三里といふ︒併し此

能となり︑記者が代って其の任を汚すこと

見る田舎の秋色は叉格別である︒紅莱は未

に分乗して含場たる府馬町小畢校へと向

となった︒

日祇含教化塁院畢生の箱根へ修畢旅行が行

博士が出席さるろ外︑庚江主事が出張さる

稗が開催さるろこととなつ穴のである︒

東部支含に於て第二回聯合含総含並に講演

々十月十八日第三日曜目を期して︑香坂郡

月九日其の溌含式及第一回の縄含は︑含祇

ノ

所諏々の事怖のため本年に持角越され︑愈

西村先生蕊生地佐倉に於て盛大に暴行され

千葉聯下各支含聯合禽網雷の記

〈

落着きを典へないでは置かない︒これ牧護
呉れとの話である︒日頃背を張って朝喪僻

一

、

一

−

〜 シ ー 一
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記の曾総曾合聯曾支各曾本下螺葉千

一

つた︒佐藤曹長議長席に着く︑先佐倉支含

之が救済に術らざろぺからざるに︑一朝自

もの上下の別なく協心識力須らく挺身桧命

１１
に濁り舞え︑見下しの風光と閑清はいふぺ

家の利害に逢着するや其職責悲願みず多数

を糾合して典反封を立停弧諸至らざるなく

議題佐倉支今提出

提出の議案より非議をなすｃ

一℃地方丈含テシテ本禽々瀞二参典セシメ

東部支曾の青柳︑糟鳩の幹事︑同小畢校

くもない︒

長︑先若の木村佐倉支愈幹半等に迎へられ

以て剛策逢行韮妨げんとす︒

叉政府禰局に於ては剛策の大局に鑑み図

ンコトチ本含二建議スルコト

家の利益なりと一旦決したるに於ては断毎

︵解読︶今や恩頬岡難の僑期に際し本含

て一行は来賓室に休想することとなつれ︒

の活蹄奮闘韮要する時に常叩本支介相互間

布も多数の反封弧誌に道ふや延期中止等の

乎として其の所信を逢行すぺきものなるに

此の室には兄童の摸純的習字の作品が貼り

出してある︒零常五六年の生徒として何れ

の誰繋乃一層緊密にし︑上下一心克く其の

醜態見るに忍びざるが如きものあるに於て

も立派であるｃ聞く古来此地は書迩の隆盛

は州椛何によって立ち蝿威何によって保求

に餅らざろぺからす︑依って支倉員数に考
へ本命評議員悲韮出して其の枢機に琴典せ

使命ル果し剛民の多数か・糾合して之が辰救

してゐる間に吉田博士は十一時牛到若され

しめ或伐支脅長術議か召集して地方意志の

主張要領に基き正義を主眠し︒非迩を匡正

とつくん︑考へさせられる︒雑談に時を過
る︒蜜は午前中に縄含な開く筈であったが

するが如斗︾は祇功て緊要なこと江りと信ず

存する所か本愈の施設溌鵬の計喪中に参酌

地であるさうな︒それ等の影癖もあること

日下隆家は多忙期とて難りも逆かつ士ので

るべからすと信ず︑故に本含は慎重熟慮非

し以て︑皇遡走迩錫し比心の静平を計らざ

此の時に際し我Ｈ本弘泣愈は五十年来の

んや︒

午後とすることになり︑議食を砿いて午後

本命に於て是等に就き撤吸雅識謀究恥識げ

一昨より総愈に入る︒

迩の剛盤に封してば菩缶を典へ︑耐脅雅誠

術の鹿碓を取られんこと鵡鼓に建議す︒

め政府常局に封してば注意を喚起する等迩

的行動滴々天下韮瓜扉し剛家の前途註憂慮

箇所二描出スルコトチ本愈ニテ取計ラレタ

一︑弘通含員ダル標札チ門戸又ハ見附ノ

議題東部支曾

なく可決︒

右入江昨氏提出理由を説明し︑寓場異議

に堪へざろものゐり︑蜘家の要途にありて

︵解説︶近来思想悪化の傾向逃しく争議

行動二省ミテ本愈ノ誘起チ促スコト

二︑証畔官吏或ハ畢焼教職員等ノ塀談的

場異議なく可決

右は木村康哉氏提出の班川悲読肌し︑寓

られんことル希望す︒

先づ東部支倉長布施鞄次郎氏が開衡の跡
雑て聯合副含長佐藤恒二氏︵堀田含長代︶の

走述ぺ︑次で一同起立して剛敬を合唱す︒
日本弘逝含甲乙要釧の朗誠あり︒それより
同氏の一場の挨拶に次で入江昨氏の事業報
席者ば︑種々の都合にて頗る少く︑僅かに

政務を施行し要職にありて育英の任に術ろ

告あって議事に移る︒俄日の支含代議員出
東部支煉佐倉支倉西部支含南部支含の四支

句

一

脅に過ぎなかったが︑いと熱心に議事に入

イ

記の曾総 ･禽合聯愈支各禽本下聯葉千
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記の含縄曾合聯曾支各倉本下聯莱千

議題南部支含提出

これも大鐙な間蓮ひであってｎ．頂の平等は

は無差別の平等を主張するものがあるが︑

に燭しともいふべきであると論じ又平等に

︵解説︶赤十字祇員たるの標札に頓て奉

チ計ルコト右南部支含の顧問常崎芳俊氏

日本弘道含ノ含費テ減額シテ倉員ノ増加

右布施組次郎氏読明ありて共に可決︒

公の精祁ぞ認知ざらろろ如く弘通含貝の標

五とあれば︑八の力には四といふ如きもの

各人の力に比例した平等即ち十の働きには

つつ何人にも諒解するやう然も面白く話さ

迄及び︑城めて高何な話走分り易く解程し

にて︑本日の講師たる東京帝大教授丈畢博

吉川陣士への謝僻ありも無事盛衡裡に此の

して佐藤命長の閉命の酢と一同か代表して

犬ことば注目に筒することであった︒かく

遇走辱ふしれことを未筆ながら深く御濯申

衷心感謝すると共に︑種々と多大なろ御厚

雑リに営日は東部支含恥始め︑佐倉支含

いが︑直の自由とは︑人桁固有の本質即ち

一

凸

−

シ

札に頼て向己の反省と他人の起敬とを得べ

かくして右五案何れも可決せろル以て︑

れて約一時間半に及び︑感動を奥へろ所多

でなければならぬとて︑やがては普選等に

の読明あり︑布施脆勝に賛意悲表する所

く随て退愈の場合︑之走撤去するの差恥心

佐藤議長は迫て字句等の修正を行ひ︑早速

あり︑可決︒

本倉へ提出すぺしと述べ議事を経る︒時に

を生すべし︒恥の人に於けるや大なり︒此

なり︒此の事甚江飾にして行び易く沈欺中

の差恥心より人格も立つなり︒努力も起る
に刺激を奥ふろの効大なるべし︒但し此の

大なろものがあった︒聴衆は多忙期にも係

士吉田諦致先生演域に立たれる︒先づ演題

らず︑約撒百名に及び．殊に青年の多かつ

三時な過ぎた︒

布施鋸次郎氏提案理由走説明し可決︑

﹁自由と平等﹂に入る前に︑人間が他の動物

そ姪より誰波含に移り︑佐藤徹長の紹介

二︑要領乙溌難九像ノ﹁閏民ノ風俗チ改

Ｔこ◎

標札は一定に製作して本部より配達するこ

善スル事﹂二就テ有効二賓行スルノ方法テ

る︒而して四時半旭町へ向ひ︑同騨の五時

意義ある含は午後四時維了を告げたのであ

と述ぺられ︑依って以て人間の人桁的向兇

其の他の開係者が折角邦家のため比の御霊

と異る所以を述・へて︑其の人格生活︑人格

︵解説︶自由平等や階級打破等の聾を聞

韮促される所あり︲次で本題に入り︑今日

力にて盛大に意義ある含走開かれたろ努走

固有の本質︑共通善の行動等に就て︑縫々

くに街りじ物質的文化に煽られて己れの分

流行の自由であるが︑多くは吾俊勝手放縦

立ツル事

度を忘れも徒に生括の向上走来し特に交際

等走以て自由と心得︑誤て老へる人々が多

十五分出溌上り列車で無事蹄京した︒

に虚擢を事とし何事走逢行するにも手練煩

方面の膨脹に随ひ結癖の調度諸振舞贈特等

鎖なろ赤め有益なろ集脅等も自然忌避す

権利と義務といふ如きものを充分行ひ得る

ととする︒︵六︑一○︑二○︶

上げる次蕊である︒何今後益々御誰力のこ
とを邦家のため切に訓って大倉記を雑ろこ

様︑それを何等妨げない状態を指すのであ

；〜ノ

って︑放縦どころか反て服従こそ虞の自由

るに至るの鑑あり︑本愈は宜しく﹁生活改

ｉ１１＃

善﹂の候規を立てて天下に風勘するの勢を
執るぺきなり︒

一

〜
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ー︑本含事務所ヲ浦和支曾事務川内二世ク

一︑各支曾一天代議員壷名宛ヲ置クコト

曾長一名副曹長一名

一︑本禽二左ノ役員ヲ世ク

鍵に千葉螺に於て牒下各支愈聯合曾が設立され︑着全と共一︑本曾ノ目的︿左ノ通りトス
本職下各支曾卜連絡ヲトリ支曾相互ノ親睦ヲ厚フシ日本一
弘道曾ノ趣旨二運上斯道ノ振興ヲ団ルヲ以テ目的トス一

の成績を翠げつつあるに鑑みや埼玉際各支曾に於ても之が設

立の議起りて本年二月十四日浦和町埼玉含館に於て代表者協

議含開催の結果︑之が愈変設立さるることとなりしは既報の
ｈ来れろを以て︑之を前に役員の選畢︑規約の設立︑協議事項

一︑支曾聯合曾ハ毎年一回定時代議員愈ヲ開キ尚ホ必要二雌

如くである︒而して其の後順次批捗し既に溌曾式畢行に迄迫
討議等打合せの要ありとなし︑十一月十四日浦和町倶楽部に

ト

ー︑支曾ニョリテ各事箭ヲ異ニスルモ可成幹事ヲ多ク置クコ

一︑支曾長縦員ノ支曾ハ此際可成速二之ヲ選定スルコトー

協議事項

ー︑木曾盈費トシーア各支曾ヨリ年額金登回也醗出ノコト

シ臨時代議員ヲ開催ス

之が代表考打合曾を開催せり︒而して賞日参集せる代表軒の
人登は︑秩父支曾の噸谷俊太郎氏︑豊岡支曾の繁川武平氏︑同

砂長彦四郎氏︑熊谷支曾の田島辰五郎氏︑深谷支曾の小林倭
子氏︑久謀支曾の榎本善兵衛氏︑川口支曾の平灘風賊氏︑所津

支曾の牧野政之助氏︑浦和支曾の小谷野博戯氏等︑本含側よ
りは碇江本鱒主事︑寺本連絡部主事等出席し︑左の如く協議
事項を討議し︑規約を設定午後三時散脅せり︒

青年関幹部︑中等翠校長及其職員︑小畢校長及其職員等

ー︑土地有力者︑町村長︑助役︑方面委員︑軍人圏ノ幹部︑

ヲ中心トシテ可成多数ノ有志者二入曾ヲ勧誘スルコト

一 一

埼玉螺支含聯合雷規約

一︑曾名ヲ左ノ通リトナス

日本弘道含埼王螺支禽聯合曾

一 一 一 一 マ 背 〜 ヘ ハ ヘ グ

I

Ｉ＃

拝啓貴命毎歩御隆昌奉賀上候陳春先舷御通知申上候本牒支

文書礎添へて撫下各支含へ向２一Ｗ辰通知する所ありたり︒

禽聯合含設立並に同規約の作成共他御協議事項等左記支曾

御肌旅心上別紙の通り決定仕り候間御通知申上候
御出席支曾

殺父︑響岡︑熊谷︑深谷︑久喜︑川口︑所津︑浦和
以上八支含

本部より賦江︑寺本の雨主事

昭和六年十一月十四日

曾長繁田武干

日本弘道曾埼玉嬬支曾聯合曾

支禽殿

以上を以て愈盈埼玉蝶支曾聯合曾は形式内容共に成立し︑
至れり︒

千潅腺に次ぎて愈今本曾の螺支曾の聯合曾の設立を見るに

茸

一︑本曾二於一ァ決議セル命員ノ倍加運鋤ヲ資行スルコト

ー︑諦演曾含貝相五ノ修養曾緋話含若クハ無諜含等ヲ時折開
催シ以テ含員ノ利茶及親睦ヲ計ルコト
ー︑支含維持費ヲ造ルコト

ー︑埼玉厩支曾聯合酋役員及規約ヲ設クルコト
ノ如ク決定シ各承諾ヲ得タリ

ー︑含長及上副曾長ノ溌畢ヲ行ヒタルーー満場ノ推選一言リ左

副曾長小谷野博猿

曾長繁田武平

尚ホ豊岡支曾提出二係ル左記建議案ヲ議題トセシニ満場一
致ヲ以テ本愈二封シ右決議ヲ提出スルコトニ可決シタリ

建議案

一︑木曾ノ曾脊震減独セラレンコトヲ本曾二建議スルコト

理曲

ム

一目下経済界ノ不況ト諸物低廉トノ
ノ現
現状
状二
二鑑
鑑ミ本命星斐ヲ減

ハ含員ノ播張ヲ計ルー如力

一雫︽年︾峠辱﹄︾︾︾評︾︾︾︽
興鐸
ノ酷
急確
務鐙
ナルヲ痛感ス而シ

以上
右の諸項は蕊 刑聯合含長の名を以て之を印刷し︑ 左の如き
︑︑

リ

I
一ズト信ズ
シシーー司一，
ｰ〆
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ノ

外務省の意でもなくＯ脚分一個の意見であ

これは飽までも我が政府の意兄でも︑叉︑

回の満蒙事件に就ても語らればなるまいが

生は︑今夕瀧家の現状に就て話せば向然此

生の講演が始まつ犬︒講演に先立って︑先

の境界といふものが殆んどない︒各地に牒

もやがてその禁が破られた︒今日でば漁蒙

設けて入ること走禁じられてゐたが︑これ

ることになった︒けれど︑蒙古へは擬柵を

れので︑清輔の時代に入ってこれを許可す

の方面より沸洲に入るものが綴々婚して来

とられてゐたが︐その後︑由東省や山海闘

ｌＪｉＩ
るからｂその積りでお聴きが願ひ誰いと師

有志青年部談話含

十月十日︑午後六畔より︑日本弘遁倉本

ばれ衣︒その縦波要旨なかい掴まむと次の

報告

此日︑北時雨も来さうな肌寒い蕊天であっ

部に於いて︑有志青年部談話含が開かれ士

々塘加して今岡では三千闘人に上ってゐる

起涜含︑各部落が錯綜してゐろ︒人口は年

どは何十分の一しかない︒蒙古人などは更

が︑その多くは漢蛙族で︑純粋の満洲人な

吾々が瀧蒙と呼んでゐろのは︑南瀧洲︑

如きものであったＵ

の地には雑多な民族が住んでゐて︑今日か

吉林︑黒龍︑熱河の四省である︒背から此

に就いての講演があるので︑時節柄この好

たが︑外務省の砦村成允先生の瀧蒙の現状
問題を聴かんものと︑定刻より舎員は綾々

といふ桃を尊崇し︐瀧洲一帯に非常な人望

り︑伽敬迩深く信仰して︑﹁マンチユシリ﹂

厩墾地の三

て肥沃で︑未墾の土地がとても多い︒即ち

って︑気候ばまく︑乾燥してゐるが︑概し

土地の大身﹄さば日本全土の三倍ぐらゐあ

にすぐなく︑日本人は間烏州及び瀧織の沿

と来集せられ︑意外の盛含であった︒その

やがて満洲と地名が出来たのである︒叉︑

があった︒此の民族をマンチユ族と呼び︑

が二千汰町歩もある︒それが一年に平均二

線で二十寓人ほどゐろ・

蒙古にはモンクー族と稲する民族が住んで

のであるから︑これを奈部開墾しつくすに

十蔑町歩ほどづＬしか開墾されて行かない

ら三百年ばかり昔．長白山麓に住んでゐ求

小島徳弼氏庚江万次郎氏

入江勝氏高木八太郎氏
千葉光蛎氏高梨惣助氏

ゐてその締伴な武力を以て︑漢族にも恐れ

済期の先祇の愛親難羅氏が蛾も勢力があ

松平稽吉氏服部播郎氏

草間豊吉氏松野緑氏

られてゐ衣のであるが︑悌教の力で段々と

は百年もか坐るわけである︒生産物の主な

と云ばれ︑肥料となる︒米も朝鮮人が水田を

〜〜〜ｌＩ

く；

４Ｊ４︐くうｆ︐〃うぐ︐く〃魚ノ︑ノ︑／︑く︑くりくｊ︑ノ︑ノ︑ノ︑く１くｊ４︐Ｋりくｊ４１４

開墾して北海遡の癒韮植えつけることに成

、

来集者は︑

寺本巽左術門氏平林茂吉氏

四谷柄錆氏瀬戸峰次郎氏
加賀美鴎光氏後藤撞鑑氏

去勢されて︑今はまつ赤く遊怖な民となっ

るものは大豆で．その産叡一年に四百洩噸

一百寓町歩に封して︑未墾地

窪田操子氏臼井政子殿

てしまった︒

漢人菰の満洲の土地へ入ることは魁宋明

重城律子殿

の昨代から禁じられて．一種の鎖風主義が

Ｉ

一

一

へ

−

などであった︒

寺本幹事の簡単な挨捗に次いで︑砦村先

I

一
一
一
〜
＝
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ー

八商人︑その多くは満蟻に開する仕事準し

ば縄督があってこれ悲支那し︑後・未天に

Ｆ１

功して以来︑年々相常の産額がある︒その

綱督として最近まで最も勢力のあつ衣のは

噸三打総督の支配下に移った︒この東三省

例の張作森で︑彼の死後にば張皐良が推さ

頗る怪しくて︑瓦に日本人を指導する中心

瀧殿ｌ南満錘識株式含征は︑官民共同

段々と増菱して今日では四億四千蔑回雁上

がない︒この政治的峡陥がそもそも満洲に

の事業として︑明漁三十九年十月設立され

ってゐろ︒その事業は．主として・迩稔心

出されろ︒畜産も︑馬︑羊︑豚︑牛など態

その他︑材木０余銭︑石炭︑就中︑石炭の

海運に在り︑海運の方は目下大述汽船倉碓

最初は菱本金二億寓岡であつ菰が︑その後

産額は雑しく︑撫噸炭坑だけでも年々十五

於ける日本人の菱達しない理由である︒即

主とし︑馬は年々二百五十蔑頭の産額があ

億噸の石炎悲産出する︒そして︒この石炭

の方に委れてゐろがｂ事業の範悶を擬張し

と同時に南漁蟻逝の附馬地走管理し︑その

ち︑族脳に開束騰があって開束洲彩諦める

り︑羊毛は日本内地へ盛んに輪入せられる

の産出の副産物としオイルセール石から油

その他︑倉庫業︑ドッ．ク業︑製錨業︑電気

満洲に於ける事業といふ事業に手を延して

備︑端院︑化畢研究所の設澄に至るまで︑

トボテル︶の設置︑童路︑電燈︑水道の設

に封してすぺてのことか行ふのであるが︑

ろ︒各地に散在する領事館は︑亦瀧日本人

であるが︑各鐘道附闘地の行政海行ってゐ

蕃察事故を引受けてゐる︒浦鐘は管利含祇

次に日本の方の政治はといふと︑これが

走坂ること韮知り︑主として略舶悲動かす

工業を始め︑地方縄誉として︑族館︵ヤマ

姥基線として無数の支線がある︒我が餌と

ゐろ・

癖草工業︑製陶業等枚畢に遼なき有様であ

も近来又盛んで製油業︑製綜業︑製糖業︑

ろ︒商業の股盛は知るぺきであるが︑工業

でも諸地に散在すろもの二○に及んでゐ

九○もあるｃ正金︑朝鮮雨銀行の支店だけ

北海道から米の苗を取って来て抗えつける

ぐない︒彼等は不毛の地に水田走作って︑

て自然と満洲の地に流れ込んで来る者がす

つ士が︑日本人が朝鮮の土地に入るにつれ

朝鮮人は昔ば満洲に盛んど入ってゐなか

務機開があって︑その命令系統が全部異っ

ある︒叉︑奉天には我が参謀本部瓶馬の特

鐘嶺に族圃があり︐公主嶺に鍵道守備隊が

陸軍は︑族順に開東軍司令官︑遼陽に師閲

ゐろ日本人は港んどないのである︒日本の

に権限ばあるが︑その附鴎地以外に住んで

溌際行ふ代事は何もない︒鐘遁附園地以外

に在住すろもの百寓と講せられる︒

ことに成功して以来︑綬々と農業に従ひ︑

亨︒Ｏ

この満洲の地に於いて日本人が如何なる

瀧洲に於ける政治は︑かつて清朝の頃に

府の出張役人があちこちに散在してゐる︒

ｌノ

てゐる︒そこへもって来て︑更に朝鮮総督

今日では支那人に雁迫されながら︑この地

日本人の経管にかＬろ曾就が八○︑銀行が

交通は東支鍛造︑南浦錘逆︑安泰線など
の輸出入は年々潜加するばかりで︑今では

ず︒①

燃料として年々五十五憧噸からの産額があ

れ︑父の業を継いでゐろ︒

他農産物は食糧品としてありあまるほど産

I

てゐる・

I

活動をなしてゐろかといふに︑その数約十

ハ

１１
斯くして︑満洲に於ける我が政治は全く多↑

この思潮の洗濯恋受け︑孫丈の樹立し表函

得︑大正四年に至って︑その租借椛悲九十

雀犬都市解放の承認︑安奉線布設の承認走

擢悲譲興され︑つ置いて支那側の永認を得

大連までの南流鑑遁と︑その附賜地の郡借

日露戦役後︑我が国はロシアより長春より

義︑打倒帝賦主義の立場からして︑我が園

てゐろが︑支那側としてばその民族自決主

に於いて︑既に述べて末求如・含権利北有し

象となるのは我が剛である︒我が閏は浦洲

排除することに努めてゐろが︑その岐も封

歩振の連中は自由に於ける諸外剛の勢力を

の呼雅となったのである︒由来︑支那の韮

我が剛に目指すところの﹁打倒帝削主義﹂

義︑民椛主義︑民生主義︶悲標棒し︑特隠

て︑支那側では︑殊にその少批鎮鈍の迩中

ふのがその簸も恥硬諭である︒これに封し

ら︑徹底的に轡懲してしまふがよい︑とい

されたりするやうでば虞に不安であるか

が起って邦人が迫害されたり︑錨謎を破壊

然のことである︒されば︑今回の如き事件

にしてみれば日本がこれ韮自由にするば営

って支那に還してやったのであるから︑今

ば占髄きれてゐ犬の悲剛本が露西亜に打勝

諭のやうである︒満洲はかつて露西亜に半

の主張はどうかと云ふ厚︑一般に頗る亜硬

ところで︑今皿の事件に封して︑日本側

芯ってゐろ︒

九年に延長した︒叉︑日露嬬和擁約並びに

ころで満洲に束三省の支配者として張作森

にその椛利走放棄させれいのであらう︒と

民政府は︑いばゆろコニ民主義﹂︵民族主

その遁加僚約によって．銭道沿線一キロに

の間では︑例の民族自決主義の思潮によっ

頭政治であって．人灯は誰れに寄るぺきか

十五名の守伽兵︑即ち一寓五六千人までの

壷展する見込みがない︒

､ 一 へ 〜 〜 一

次に満洲に於ける日本の権利であるがＵ

斗﹄も支那側としてばれいして不都合なこと

でゐろ︒そして︑今凹の中村大尉事件の如

て︑日本の満洲に於ける権利の放棄準叫ん
ると︑南方の醐民政府と握手して我が鰯に

張作森が死んでその子の張畢良の時代にな

籾てｂ今回の流蒙事件であるが︑この事

兵悲駐劉させる権利を得てゐるのである︒

件が勃駿するや︑南支に於ける排日反感は

しないこともあるが︑叉︑その方法の拙劣

菰如く︑そのよき指導者がない求めに壷歴

日本人の満洲に於ける満動は︑既に述・へ

は如何といふに︑日本に封して好意ある見

る︒次に︑諾外醗のこの事件に封する批到

吹かせねばならぬといきまいてゐろのでわ

に訴え︑剛際聯盟の力によって日本に一泡

豊的に出たことであるから︑その公義正道

はないし︑職進破壊の如きは金然日本の計

今回の事件ばた管単に中村大尉のことから

であるれめに︑常に支那人側と衝突し︑日

解を示してゐる閏もあるが・叉︑中には率

は今岡の如き事件も惹起されたのである︒

起ったのではなく︑その原因たるや久しい

支の感箭ば阻害されがちである︒か坐るこ

の有様である︒この篇めに我が園の貿易上

極度に高まってｂその鯉済闘係は譜ど絶交

ものがある・かの世界大戦の結果︑各幽はそ

となども陽に陰Ｆ今回の満洲事件の原因と
が溺愛して来た︒鉦論︑支那でも逸早くも

れとなく不況に陥り︑民族自決主義の思棚

の損失は幾何なるや測り知られない︒元来

封して敵封意志を示すに至つ衣ので︑途帳

が居る問は︑何事もなかったのであるが︒

白
し
■

に迷ってゐろ︒かくの如き仕末では︑到底

I

I
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差挟んでゐろ図もある︒即ちｂ今回の事件

ろ支那の方に同情して日本の態度に一疑彩

こんなタハイナイものであって砥何等の確もの走・朝に夕に見せられる︒そして去っ

︵五十二頁のつ営き︶現代ば過度期だといふ︒なるほど種々な

る筋があるｂ叉︑日本兵が支那兵に殺され

融和問題にしてもさうだ︒四民平等の今行く︒現代の人々は全く困って了ふ︒この

のにも目がひかれてずろＪ１と引銀はれて

もあることだから︑これに訴えて平和裡雁

日︑多年智慣︒つけられも叉迷信して来た侭時であるから心迩きにも新らしきにも迷つ

いふのは︑閏民性の悪い方面の根弧さでああびかれると共に︑前へ前へと新らしいも

交渉すればよい︑それに無暗に兵か出すな

に︑何等依存する所なきに係らず︑其所にて居るのである︒其虚で良いものは．奮よ

ら︑今日の肺愈はどん芯にか明るくなり︑な新らしいものであるとしたら大問題であ

ば︑前と同様である︒これ等が一掃されたものば隔習の奮いものであり︑又悪い浮薄

差別の槻念が今以て支配してゐろといふのし︑新らしきよし︑されど依然として持つ

斯くの如く︑流洲事件は今後毎を紛糾す

平かになるであらう︒同じく人間は人間でろ︒吾々ば先づ奮き噸智を晩すると共に︑一

×
×

ぺく努めねばならぬことを捕感する︒

浩天皇の五ヶ膝の御誓文の聖旨に添ひ奉る

化上重大な事といふぺく︑以て吾々は明

諒解しても黄際の観念としては奮来の殻を

はない︒併し︑理論の上からは誰でもよく

然慧難燕騨
×

I

︐ぐｊ４１ｆｊＩ１くｊく勺／︑／︑ｒ︑くＪ︑〃︑くノ︑〃Ｋノ︑く︑ＩＪＩノ︑一ｆｂｆ１ｒＪ

って行くぺきだ︒そこに差別のあるぺきで．

又そこから出たものである︒お互に愛し合ろまい︒

あって︑何れも同じものの中にあると共に新らしい良いものを捕えて行かなければな一

るものと見られるが︑これに封して日本人

は散含した︒

１１
×

共に寺本幹事の閉倉の挨拶があって︑一同

岩村先生の講演は九時半に怒り・絡ろと

恩ばれろ︒

としても祁営の畳悟がなくてはなる主いと

が︑その後者の見方である︒

どはすこし早まった行蝿である︑と云ふの

穴といふが︑それが判明すればｂ閏際聯盟

つまでも根鍾く何時になっても消えないと期でもある︒即ち過去の種々なものに後需髪

｝

たろ依る所がないに決ってゐる︒それがいては束リ︑率ってば去る︒併も亦一面鍵移

１１１

｝

は日本の軍部が政ゞ府と離れて凋断的に敢行

I

したもので︑多少計霊的にやつ犬と思ばれ

｛
×

ti4
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井手蕉雨

が鱈や全ふくかみしもずぎた玲含ひおぽひずぎつ即え姪いづもくこ

ひかばかみとりかふさんらうもやう全くわときばづじゃうろり丘

義をたる川幕︑上︑下杉の立木︑日覆より杉の吊枝︑すべて拙雲の園

ほかしとぼいみよいづもやへがき

肥の河上鳥髪川中の模様︑幕明くとすぐ術磐津の浄瑠璃に成る︒

瀞へ灘を趣てし昔は速き祁の代の︑手慰琵蕊謹の堂に︑かくと州雲の八重垣
ゆひめかにいも幸一ちざひざものがだり
や︑結目も堅き妹と快の︑契り久し寮物語︒
や全上く含刻とぷだいめんし生さにいし毎．つしやうめんくわいき

いはぐしんノーしんぎんゆうこくはいけいつみて坐やし樫キリきけも

ト︑山幕を切って落す︒ト舞蕊一面に所作蓬を敷詰め︑正面怪奇なる
かめしうゐ

おぼい戒ぽのら︑いばたがひめしゆつゆんしかけきうノ

１けいりぅ

岩組み︑森為たる深山幽谷の背景︑上手寄り八噸折の酒を確りし八つ

ひ野含さうノ０１ざんへううらすきのをのみ︒﹂些涙︑しなにひめが塗た

の郵券一周園にして巨いなる巌︵後に幽諦長姫出現の仕掛︶涼たたる渓流

の饗︑楓共たる山蝿の裡︑素佐之男命︑櫛名川姫を擁護ひて起つ︒
ずくかみ

すがだめみないたこひそやえ贋しく広胆ひめ

の子が︑雄垂しき風釆ひ上自見て︑胸に立ちぬる趣の征蕊︑赤維奇し名川姫

こを▲

浄八鶴帳のじみＵと爵の擁に︑壷ちし昨携癖の押掛よりも︑われを救ひの祁

一

や譜︑察したまへと夕築に︑染めてはづかし樋紅葉︑紅蛾会化の顔を︑な

含みざつゆふ瞳えそ嘘若翻︒みぢにづら嘘芯かんぽせ

瀞ハ雄らぱ漉れかし︑雄られても︑残る心はなか案に︑せぬわが愁を知る

いっそ為容見ぬ先に︑
と姫﹁と
とのここふろ︑︑毛らこひし

ナがたみざ寄

百合の︑花の頂のたれゆゑに︑今更惜しき命かも︒

ゆりばなうなし︑︑いまさらをいのら

…

一一一一一一､
一の−−−
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いだづち

ど徒らに散らさめや︒
こＬろやすあつ生

命﹁心安かれ吾が妻よ︒
めで

藩へ巌よ︑姪葬の誌懸す︑砿の輝潅の峰も無く︑やがて目出
わかものかり
た
全がつみぱみ
度く災鯛も︑晴れて逢はなんそれまでは︒しばし別れて物蔭

しのこびつ泡
に︑忍ぶや識の常ならし︒
系ことひめ江ぐさかたぱいばかゆみひ毛ひめ◆一を
ト︑命は姫を慰撫めて傍らの岩蔭に身〃一潜む︒姫は設
仁いしぱいくら江

けの犠裡の壁に青き︑一畦に蕊蛎の耐祇を雄ろ藤︒鋸
喜次第に暗く成る︒

しかけ封里い陰わ錠かや

けけひすき全や今一江たにみづ瞳七もぱしゆらめいてそろうをい

藩へ謡に鐸の梅も断け証めて︑藤を奔が渉の擁の暦が︑衆ぺ

診僅

き気配の凄じく︑山鳴り谷水遜り︑揺き出し大蛇の締︒

んつうの曽

晶ナ亀わに

す︑耐迩力にたぢ／︑︑たぢ︑よろめくところを踏み据て︑鬼

こむ︽うふり晶仁りおお

ひくちとびかＬ
一トロと飛蒐る︒

いば江がひめくしだにひめひ奇す．

卜︑此の浄瑠璃のうち雨姫は追ひつ追はれつよろしく

あってトや岩長姫ほ櫛名田姫を引据ゑる︒

診んてぎかくご

藷へ峠に癖輝謹あって︑

﹄﹄丑一

ゐぜいすろゃ﹄ず客含ａしんりきめう浮

命﹁いざふれ怨敵畳悟なせ︒

診んいきばさんがくさうもく︾

．うようかす凸かへにいぢけた

浮へはげしき藍ともろともに︑威勢銭き素佐の君︑刷力冥加

おったておつ上今にいけやわざ

の御勢ひ︑川岳草木動揺なし︑河水を覆し︑大地を蹴立て︑

みこともうぬんを雲いいばながひめ嘘ゆたち全は

道立追詰め稀代の捷業︒

くらあきつ歩とのつとゆうり唇わくわうつるざ

ト︑命猛然と躍り出で上崇長姫と烈しき立廻り︒
あ生瞳へ零⑰

瀞へ天の蝿斬ぬきそぱめ︑口にけ天津太覗詞︑勇力和光の釦

かみさたがわかや

い江づまひらわ仁いぼながひめしんいいば侭く仁

ト︑大どろノーにて仕掛の亘巌さシと割れ︑内より八
隼に審劾ら啓いいぼ旋郡ひめ十がたあら唾い

岐の大蛇の精岩長姫の葵にて現れ出づ︒
だらとこ−︶ろ＋診一やき

藷へ雁の砿躍に鑑を繕て︑雅躍の螺の雌瞬く︑癖む砦蒋公雛

いみしばらやし全うらそと

ほむらの種︒

ふめ生をんなとのつく

学も

浮へよしとは言はじ葦原や︑八洲の浦の外までも︑

の︒

ゆＬ含みらてんそんしぜ名ゐ町幸一く釣こ上ろ

岩﹁眉目好き女を雄毒さんと︑恩ひしとともうたかた

︑︑︑︑

の稲妻︑閃めき渡って岩長姫の︑填悲の擬も砕くろばかり︒
くちをしことしごろあくぢよう全よひときみ
岩﹁あら口惜や︑此の年砿︑悪女と生れ世の人に︑︲噸し
よなかびぢよあくぢよ
雪も
わらにく
蝋はれ僧まれし︑恩へばノ︑世の中の︑美女は悪女の
︑︑︑た虹

太刀︑研ぎし心の蹴れ焼︑みだる上髪は宛らに︑岐れて八つ
︑︑︑︑︑しっとくるもうしうめくが︒ユもとつみいばなが
のくちなはや︑嫉妬に狂ふ妄執に︑悪業つきぬ前身の︑岩長
ひめ︑︑︑か痕らぞん江こＬろ︾﹄くじやとりもしも己ぐれんした

の

やつもだひ

姫とあらはなる︑形は女︑心は毒蛇︑掌持つ肢元︑紅蓮の舌

胞ら上ひめナがた

そこ

ふりたてノ︑狙ひ寄る︑姫の容姿はありノ︲１と︑八筒の蕊に

かゆみに垂きけが

違粂江こくれなマロがｒらならん〃８１疋圭やかしこにえ

影見えて︑湛ゆろ篭の香にひかれ︑底をつくして飲むほど

みひやい唾かへいユこう

琴へあはれ勇堂しき調に含ひ︑天孫自然の威力に唾され︑心

つのをは

に︑解へる眼は紅の︑酸渠篤しっ上鯛々と︑驚破彼虎に資

の角も折れ果て上︑わが身に秘めし匁さへ︑返して今ぞ降

︑︑︑客にたら全ひ

密りと︑躍りか上ればあなやと避け︑逃ぐれば忽ち引きもど

服の︑

今二一﹄圭一

岩一誠をさ上げまゐらせむ︒
一り

Ｑｑ■承ロ四④ロ︒

このい臆だがひめみつろぎい庭くしだにひめうみこと

︲里公︑○

みやい全し

岩﹁身さへも八つの戒めを︑
ばつ控うや矛ふ

八方八隅︒

みよ弥僅やし詮

命﹁八重麺辿る︑その八重垣を︒

やへが妾つくやへが含

姫﹁八雲立つ︑いつもやへがき︑妻龍に︑

やぐも声つ生ごみ

命﹁八雲立つ︑出雲八重垣︑つま龍に︑

やくも仁いづもやへがきごみ

瀞へ太しき島の闘風︒

・部としよふくにぶり

姫一︲心も須賀の宮柱︑

こ上ろすが入や催しら

岩﹁めでたき昭代に大八洲︑

いら↑念

浮へ練をづ課とが今消えて︑

岩一︲八色八面玲琉の︑

しきめんれいらう

浮八鏡るは跡の維鱈堆垂に栃りては雲の八街︑地に在りては

くらやら雀たちあ

姫﹁八供のをろちとうたはれし︑

やまたや︑︑

命﹁三種の祁器具足なし︑

ふくざ仁からぐそく

瀞へ雌は輝ぴて延騨も︑ほんに手の郷手猪椎や︑足の踏所も
あしなづらこみろそらと拳とつかつるごみてい
足名椎︑心も宙に取つ措いつ︑十束の鋤御手に入り︑

てまひてなづ・ゅあしふふご

卜︑此うち岩授姫費鋤を出し︑櫛名川姫一堂けて命にさ

津ハ畷せし露擁潅雌せぱ︑一堂けてをさむる中津園︑

たかつくに

ふく時◆
垣重八造龍妻夫
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ひき

ゆんでひめ

謬八叶雲派霊感派手僻まで︑謡り鯉へて鐸催も︑錘がぬ感と

すきの老のみことめてみつろぎ仁か

そ久しけれ︒

て

くわん含みおもてあ︾くじやぜいヤゐ

ト︑素佐之男命右手に賓刺を高くさ上げ︑左手に姫の

ふけしらあふかしこあ師つきいるしんく

手をとりて︑職喜に浦てる面を合はす︑毒蛇の締は随
含陰なこ

喜の眼をあげて︑二夕柱を仰ぎ畏む︒暁の色輿紅にか
し・りこゑ上も再ここもやう
しづ
堂やき︑鶏の蕊四方に聞ゆ︒此の模様よろしく︑静か
に︒︵幕︺

−１１一元−１１

ちちのみの父のみことははそはの母のみこと

おぼろかにこころつくして念ふらむ其子なれ

やもますらをやむなしくあるべき梓弓末ふ

りおこし投矢もち千雰射わたし刺だちこし

にとりはきあしぴきのやつをふみこえさしまく

︵寓葉集より︶

るこころさやらずのちのょにかたりつぐぺく

名をたつぺしも

︑４５日ＩｌｌｌｌＯⅡｌＯＩＩｌＩ︲Ⅱ１１︲１．

I

詩
林

詩林

九月一日大震災記念
︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
緩歩沈吟夜趣閑︒東方迦月獅嘉山︒誰知此庭

山上槻月同人

評日句亦有雲煉出没之妙︒

峯密愛．造化祁工誰復知︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑▽
樹木欝蒼山水奇︒苔階石燈使人疲︒雲姻出没
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

詣阿夫利祁祇一如伊庭弘道牟葉

評日余亦遜大震災︒僅以身尭︒今諦此作︒同感特多︒

想起震災次帝都︒復興無不見洪模︒聖皇巡駕
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
天恩渥．継冷香煙御賜臓︒

安蒜斌恕争葉

評日高齢垂八十︒詩律厳正︒奄無塀筆︒老健可美︒

裏︒利名於我挨︒

︑︑︑︑︑︑

李杜才︒山肴唯一孟︒村酒僅三盃︒何厭老貧

○○○ＯＯ○○ＯＯ○○○○○○○○
馬齢垂八秩︒早巳牡心擢︒筒有煙霞癖︒曾無
つ○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

偶成緋雲内田鼎︵茨城

文冨
謹員

文荘選

川

任尤大︒道徳移風常自認．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
聖上親臨師範堂︒維時秋気菊花芳︒可知教育
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

三省尾淫幸︵埼玉

堪歓喜︒恭賦三絶以馬記念︒

昭和六年十月三十日︒聖上陛下臨幸
東京高等師範畢校︒賜勅語︒老生不

評日此作亦妙麗之詞︒足以頒才媛︒

調時弊︒青史長雷才媛名︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○ＯＯＯ
奉侍中宮致赤誠︒一家貞節有鉄清︒文章妙麗
○○○○○○○○○Ｏ

紫式部局舟杉江孝春急賀

評日句亦清麗︒能形容楓錦︒

松林外︒楓錦麗於三月機︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
偶上狭山秋気満︒花冷武野一牌卒︒夕陽湖畔
︑︑︑○ＯＯ○○○○

秋晴出源蒲園祁山太三郎︵武裁

評日讃之亦有入仙界想︒

塵厘外︒満眼風光駐我還︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

石

藤評癖乎蹄腰溌︒一月変毎重泌芳蕊︒邦溌盃舜
厳存在︒努力須宜報聖明︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日三省翁︒群従事育英︒功紙頗多︒今而有此光築︒
非偶然也Ｕ

秋夜偶成榊山若園武蔵
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○ＯＯ○
雛免失明治未全︒秋燈披峡字如畑︒回頭追想
○○○○○○○○○○
塙翁績︒双涙油会難作眠︒

評日余亦病眼︒謹端検校Ｕ収共博於本朝商人惇巻首︒
叉列温古含︒今並十一月︒丁其百十年祭︒列其祭
・典︒聴徳川綱陵伯諦話︒錠辿墓其人﹄今叉誠高作
不塘同感︒沸涙自下︒

讃演口前首相随感録

香腸平山陽太郎早葉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏ○○○○Ｏ

筆有千鈎力︒礁偽坐右蔑︒幾多憂圃士︒須阜

○○○
故人心︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

高格世無比︒忠誠徹肺肝︒登壇論政日︒場中
評臼前首相︒一音容雰髭︒供人遡慕不巳︒

正衣冠︒

時事感五首東耕石川藤作暴城

夕

詩

林
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グ■

守︑や︑もや︑

困窮真逼迫︒日夜棚憂時︒暇令吾餓死︒道心
︑︑︑
曾不雛．

︑︑︑︑︑︑︑
興亡多蒋愛︒陵谷世間術︒泰勉生鈴撫︒邦家

致富戦︒

︑︑︑︑︑守尋

︑︑︑︑︑︑︑
逐年来困倣︒到虚聡愁歎︒今若無勤勉︒前途
︑︑︑

奈図家︒
︑︑︑

築辱元難定︒人間有屈伸︒誰知先哲語︒箪食

梁満貧︒

︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑
奈此農鴬業︒傾顔不可支︒休憂衣食道︒奮凌

勿室時︒

見飛行機有戚禰山宏爵玉

評日慨仙憂時之意溢予言外︒

曾聞天女飛揚舞︒今見航空測嘉機︒造化之工

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○０Ｏ

○ＯＯ○○○○○○○

評臼涛亦奇椎︒奪造化工︒

人巳及︒黄金世界又何希︒

塙橡枝百十年忌辰恭賦
丈荘石川粂六︵東京

接英霊︒

先生一去百星霜︒畢世追欽令徳琴︒壮歳喪明
遼奮働︒晩年成業却康寧︒精通古史論名分︒
撰述群書示典型︒今日忌辰卿展幣︒蒸藷棲槍

香峯

刺

春英

田要

元

三浦直正選

口

念雲重

下野

下総

¥

歌園

文蕊

二つまで己が歌のれる雑誌をば携へゆきて友に見せけり
評少しも飾りつ蕊の無いところにひきつけられまし誰

柿の木のかこめる中に藁葺の百姓家あり沓取野の臭
評忠貨な描出によって作者の感じがよく響きます

山

下組蕗田香風

野

岡林

段妾と焚きつくされし積まきのあたりに哀れ蝿蜂のなく

城山

佳作
わがすまゐ雨はもれともつね日頃ぬれぬ恩ひにくらすなりけり

海越皇Ｌ行かばと恩ふ夕べなり心なづまず一入来し演

茨松

天

地
人

68

歌

唾I

路切りをあやふくとぜば夕焼けの小冊綾きけり蝶むれ立つ
忙しさに新聞を談む冊もあらぬわがなりはひを尊しと恩ふ
ふみ巻に我うたたしと我友のたじる心ぞうれしかりける

我か宿に襖の風もまき夜註海原遠く漁火の見ゆ
夕ぐれは小鳥の群ぞかしましき村のはづれの古寺の森
網刈りて煙草時なり畔道にかけて一服筑波山見る
さ庭ぺの日常りのよき石の根に黄色き花のつば蕗の咲く
流洲の守怖の兵偲ふかな月もさやけき秋の夕に

高尾山見ぬ川にふかく紅葉して見わたす限り錦底りけり
図を恩ふ民のご上ろを大綱によりあはせて寓代もへん
錘の言の高く低きに綾どりて機織る節の面白きかな
母とつま三人あつまり園漉裏ぺに栗にて食む夜こぼろぎなくも
たきつせの清きなかれの山川の瀬にも紅葉の色深く見ゆ
とり＃Ｉのコスモスの喚く裏窓に心ゆるりと机によれり

人の逝ふみ行く人は磯演の小石にまじる直玉なりけり

一男巌迩毒喜弓天勇堂職郎築湖

者

弘久直桑梁

義次庵
萱繁太
清

吃公

嵐

谷

保瀧谷竹

庭Ill十間津

ﾛ］形

歌

園
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下大千千頑静茨祇茨滋清千茨静

｡華

呂冒巳

総阪葉葉島岡城涜城賀水葉城岡

蕗宗池伊湯五平塞境久大菅烏松
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俳

鯉

蓑錘や柿賃りたる旭の梢陽に透いて蛇緬あらはや秋の水

蕊俳壇千葉一如干潅番峰

埼玉佳香山上の紅雅映れり秋の水

編輯部選蓑錘の枯枝に鳴く雨夜かな沈みゐる皿ぁらはなり秋の水

蓑録の壷上に焚かれし枯枝かた茨城ゆたか

◇蓑墨
茨城一誠秋の水室の青さを映しけり
滋賀萱堂蓑錨の夜風に揺ろ上小枝かな秋の水流る土雲に動きけり

蓑壷の障子にうつる夕日かな同然水同桑弓

千葉蒼堂栃木無町畦滋賀萱堂

蓑迩の一つ下れる裏戸かな蓑錘や枯葉のかげに下りゐるせ上らぎの言細りけり秋の水

日営れる枝に蓑銀兄出てたり蓑錨や背戸に積みたる柴の束秋の水月の刈田に光りゐし

蓑迩や柘摺の枝に下り居り静岡清湖埼玉佳香
茨城ゆたか蓑錘や親子耕す桐畑降り続く雨に濁れり秋の水
蓑録や焚火に煙る梅の枝埼玉水帆千葉蒼堂
同桑弓

蓑姦の少し動ける日暮かな蓑錨のつきゐし菊をいたみけり堤に嘆く野菊に秋の水澄めり
千葉香峰石かげに泳ける魚や秋の水

蓑錘や雨にうたれつさがりゐる静岡風来子橡の資の落ちし土橋や秋の水

蓑錘の風に揺らる上小枝かな枝にすがる蓑墨に射す夕日かな幅島甫水

砺島市水頚少し出して蓑錨這ひ届たり山口松風

蓑錘心いつしか渡る梢か意◇秋の水山かけのうつりて秋の水肯し

山口松風秋の水澱みて淵の青さかな棒枕の並べる堤や秋の水

蓑錨のつきたる朽葉掃きにけり埼玉水帆茨城一誠

栃木無町
ちらノ︑とせ上らぐ秋の水澄めり

千葉一

茨城然

秋の水漢曲り来し湘一音かな

秋の水月に光れる鹿野かな

静岡清

葱洗ふ男立ちけり秋の水

◇難頭

滋賀萱

富山正治生

難頭や堆肥積める畑の隅

畦難頭花小さき庭にはびこりぬ
如

よぺの風に倒れしまＬの難頭かな

水頃一つ距て上庭に難頭燃ゆ

千葉蒼室

寺庭に難頭燃ゆる夕陽かな

湖石段逓上恥ぱ碑あり難顕燃ゅ

茨城ゆたか
堂難頭や綱に吊り干す洗ひ物
難頭や籾干す庭に難来る

千葉一如

山口松風

弓難頭や墓場に近き寺の庫裡

峰

裏庭に抜きすてられし難顕花

埼玉水帆

・草の戸の難頭にか上る渓りかな

静岡風来子

香次俵積みたる庭や雛頭花

茨城一誠

難の鳴き立つ庭や難頭燃ゅ

水一幅島甫水
然

留守の戸に籾干してあり難頭花

難頭に我が裏庭の秋更けぬ

茨城桑

熱頭や鋤き残されし背戸の畑

無住寺の垣に咲きけり難頭花
同

難頭花勢って活けけり風のあと
租父の忌に難頭提けて墓参かな

埼玉佳

町に遠き峠の茶屋や難頭花

千葉香

難頭や暮を掃きゐる寺の庭

静岡正湖

ヱプ面ンの乾く雫や難頭花

千葉蒼堂

鶏頭に夕陽さしたる小家かな

◇雑一詠

岩の上に下駄ぬいであり下り築

噴煙を包みて朝の霧立てり

埼玉佳香

稲の穂の風に橋らる上蛙かな

⑤秀逸

静岡風来子

蓑識の動くともなく動きけり

枝にすがる蓑錘風に吹かれ居り

茨城ゆたか

埼玉佳香

舟一つ浮べて澄みぬ秋の水

秋水にうつれる土橋渡りけり

◇課題︵各五句宛︶

◇冬の月︑焚火︑塞菊二月一日限

◇新年雑詠︑焼芋一月一日限

◇笹鳴︑節分︑春塞三月一日限

I

俳
域
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報 蕊 曾

開催の選定にて︑浦和支曾長小谷野博識氏

記念講演愈を麻布歴束町小肇校一卜開催・堀

口十月二十九日午後六昨より教育勅語換装

氏の講演あり︒

て瀧蒙問題座談倉開催︑陸軍中狩荒木貞夫

口十月二十八日午後六時より華族含館に於

版する選定にて︑浩々準備中なり︒

を記念すべく︑詩歌を一般より募り記念出

口本倉女子部にては・来奔新倉館建築落成

祁徳氏出張せらろろこととなれり︒

開催する溌定にて本含より講師として閏府．

口派島支含に於ては︑十一月下旬誌演含を

度江主宰︑寺本聯絡部主事出脱す︒

は本含走訪れらる︒而して餅日本倉よりは

内中婚︑︑中韮能坤士の講淡あり︒像興と

口十一月十日有志青年部は本倉事務所に談

月二十六日を以て全部経了の選定なり︒

ロ埼玉螺深谷支曾にては十一月中講演倉開

中なり︒

催の選定にて本曾にて講師其の他選衡準備

口十一月十一日子僻溢洋楽一翁逝去さる・

翁が変業界及脈含公共に誰力せられし功績

に封しては今更喋々走要せす︑識に九十二

年の御生涯は剛家の儀表穴りしな︒天百歳

の毒走賜はざしば哀悼に不戦︒本禽も排に

御生前一方ならぬ御指導を賜はる所多し︒

謹んで華に衷心哀悼の微意老捧ぐ．十二日

延表せり︒

庚江主事伎本含走代表し漉耀邸に赴き弔意

口十一月十五日青山砺場に於ろ溢雛子醗の

口岡山支倉幹事尾形惣三郎氏は益鯛教化園

葬儀に本脅よりは炭江主蕪代表して参列す

含を訪問す︒↑

鵠代表者命議の鯛上京し︑十一月十七日本

業のみとなれるが︑経過頗る良好にしても

師の授業走了リ︑祁川講師︑上野講師の授

に十月三十日永井講師十一月二日︑吉田講

口本愈肺介教化皐院努務券輔導皐級は．既

理事代表として出席す︒

本倉の庚江主事は東京府教化圃鵠聯合含の

鵠聯合含主催の全幽教化剛鵠代表者大含に

口十一月十八日より同二十日迄中央教化圃

於て弘道十二月躯の編枇含議牢開く︒

口十一月二十日午後三時より本含事務所に

其の成紙見るぺきもの多大衣り︒因Ｆ十一

源氏物語の誹義ありたり︒

於て女子修養講座開講︑辻村講師の論語と

口十一月十四日午後二時より本含事務所に

一同授業維了後記念搬影悲なせり︒

口流命教化単院輔導畢級にては十一月九日

主事代表して十一月五Ⅱ見舞はれたり︒

口子霞溢浬柴一氏病気の煽本衝よりは庚江

る我同胞の地位の談話あり︒

話倉か開き︑命員四谷鏑鋸瀦の米図に於け

して﹁乃木大狩﹂と題する薩摩琵琶の演奏あ
加即ノ︒

□十一月八Ⅲ静岡螺庵原支愈迩禽式畢行本
含よりは徳川曹長︑庚江主事出張や講師とし
て協賛命員︑法撃柳士卒沼淑郎氏出張さる・

口十一月八日茨城蝶行鹿支愈秋季誰演念開
催．二月間に頁って陸車中粥脚司伍七氏出
張﹁日露職争を回顧して我幽民の墨惜か促
す﹂の題下にて挫演せられたり︒

口服部副倉長の御令嬢は十一月二側目出度
詰婚式な繋げらろ︒慶賀︒

口十一月八日野川支衡に於ては秋季講演含
開催本秤諮議商島平三郎氏誹叩として﹁日
本画民現時の急務﹂の題下に講演せらる︒

ロ埼玉蛎各支脅聯合含打合含走十月十四日

報 棄 含 支
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告して承諾恥求め．次に本含より出張の講

聯合命へ提出すぺ斗雫議題に付き︑命員に報

亜領悲朗誼し︑入江幹燕は明︑開含の支含

一同起立裡に叫縦を︿︑隅し心吉戊幹邪本含

席せざりしを以て︑諾田幹事開命↓安固一しり

に開催︑含是刑伸長︑何れも支障ありて出

十月十七日秋季誰汝令卸を佐倉小皐校講堂

佐倉支奮報告

などにつきｕ研究懇談し九時閉含せりｏ

記菰刻六諭行義序文の草猫︑佐竹義埠識像

勢につ署説明あり︑術疋田穣猪の書たる前

邦徳川時代に産ける巌児制限のやむなき状

発表あり︑更に阿部博士が之に附滞して本

の由来並びに現在の保育院の維齢に就ての

で東山太三郎氏の秋田藩に於ける育兄事業

田支愈長より亜刻六諭術義の紹介あり︑次

月十八日午後六時半岡審鮒極上に開称︑和

日本弘道倉秋田支含十月例命は︑去る十

秋田支曾報告

皮一倉一葉一報

I

の現状に就きて﹂の淡題にて二時間以上中

師器材成允氏︵外務省書記官ノの﹁中華民幽

術軍なろ挨拶走なし︑終って入江代議員︑

し︑佐藤副伸長本倉嬰領を剛調したろ後︑

開含の僻延述寺へ︑次で一同起立国歌を合唱

命す︒香取郡東部支命長布施蛇次郎氏先づ

︵佐倉︺命務を報告して議事に入り︑各支曾

ろ講演あり︒雑りに剛際聯盟の性質批況に

ついて附加草りれ︑称貝及聴識者一同に多

提出の別攻議案奄議了せり︒それより識観

華民剛殊に浦蒙地方の現吠に就て妙詳細な

大の抑益奄典へられ穴り︒

と平等﹂なる池下にて約二昨間に互ろ誰吹

念に移り︑丈畢博士吉田静致先生の﹁自由

十月十九日印嬬郡在郷軍人倉聯合して︑

○

郡内大森町に時局講演愈心開催す︑前二帥

ろを以て︑約七百名に達する蕊誹読に深き

以て本竹へ建議することに決議され侯に付

支愈聯合含恥開催し︑杢記事項満場一致を

昭和六年十月十八日呑取郡府賜町第二四

建議案二閲スル件

感銘と稗益と韮典へて開含せり︒

あり︒深奥なる理諭怨平易に叙説せられた
面して﹂の演題にて︑満蒙問題より隣幽の

剛長陸堆中僻赤井未海氏が﹁洲洲部鍵に直
兵術及び州際聯盟の状況等堂々三昨川以上
の長庚缶は︑場に溢ろろ聴衆千三百像をし
て妓後まで誰聡せしめたり︒

決議稀祁の貫徹するやう本含に於て通常に

十月二十日同様の講演曾悲佐倉町雁開
く︒赤井中狩の出身地なろを以て︑前日に

一︑地方支愈テシチ本衡々務二参典セシ

決議事須

勝る雄況にて︑二千名以上の聴講者をして
めたり︒

御坂計ひ相成庇此段及建議候也
四時間以上謹聴せ

理由︑剛蝿思想の現壮に鑑み本愈の活躍

ムル方法チ誌．ごフレタキコト

十月十八円雄二阿蝶下各支愈聯合称悲香

互の独繋統制を一雁緊密にし地方民衆の心

奮闘を要すること悲捕感す︒此の際本禽相

手葉綴各支曹聯合書報告
取郡府馬町東部支含に於て開催す︒各支含

裡を究診以て薫化善導に努めざろぺかめす

代議貝十四名参一集︐本命より川班の吉川郁

致博士︑割田編職員出肺︑午後一昨廿分開

Ｆ﹄

之が偽めにば本管評議員の如きも更に地方
の貨状に精通ぜろもの多く︑或ば時に支含
長曾議を開催し以て地方意志の存するとこ
ろを察して本愈の施設維管上に充分之走参

酌して以て本含の壷展と其使命を完全に遂
二︑近時官公吏或ハ畢校教職員ノ争議的

行されんこと藩希望す︒

行動二封シ本曾トシテ適岱ノ虚置チ識セラ
認由・近時一般思想悪化の傾向著しく争

レタキコト

議的行動滑々として天下悲風扉し鯛家の前
途河に深憂に堪へざろものあり︒身荷も官
任に術るものは邦家の現状に顧萄か領らく穏

公吏として幽家の要職に居り或は育英の重
忍自重し挺身奉公以て範を図民に示さざる
・へからろに︑一朝自家の利害に逢荒するや

其の職責避忘れ多数を糾合して反封奄宣博
吸要して至らざるなく以て鯛策の逢行走妨
叉政府常局に於ても叫家の太局に鑑み幽

けんとす︒

なる障薩に逢ふも断々乎として之が遂行を

利些耐を韮調として樹立し士ろ政策は如何
なさ鷲ろぺからざるに︑其反封強要に道ふ
や忽ち延期中止等の醜態を敢てして怪まず

如此して隅権何によって立ち閏威何によっ
て保士んや︒

此時に際し我日本弘道倉は五十年来の主
義要領に基き宣義を主張し非蓮を匡正し以
て皇遁走宣揚し民心の静李走固るに努めざ
るぺからす︑本曾は填重熟慮非迩の閣催に
封してば警告を軍︿へ鮭含か誠め更に政府営

らんことを希望す︒

局に封しても注意を促す等通常の虚置悲取
三︑弘道含ダル標札チ門戸又ハ見附ノ箇
所二掲クルコト︒

理由︑含員としての認識恥高め自重反省
の賓求らしめんとするに在り︑退含し撤去
するが如きは鯉々に之遊せざる・へし︒

形式は赤十字証の如くし本含にて之一定
し含員一般一卜配布せられんことを希望す︒

四︑本含要領乙雅第九催ノ﹁函比ノ風俗
チ改善スル事﹂二就テ有効二渋行スルノ方
法テ立テラレタキコト
理由︑謀れる自由平等階級打破の念と物
に生活の向上を末し特に交際方面の膨脹に

質文明の除弊とは遂に各人の分度を忘れ徒

何事走行ふにも手織煩鎖にして有益なろ曾

随ひ結婚調度諸振舞贈答等に服潅を事とし

く﹁生活改善﹂の僚規を立てて天下Ｅ示しｂ

令等にも自然忌避する嫁ぴあり本含ば宜し

五︑含費チ減額サレンコト

之走奨勘せられんこと韮希望す︒

現由︑倉の振興態固り其使命悲完ふすろ

にば含員の増加を岡ろを急務なりと信ずｂ

然るに現含費は今岡の地方の賞状に徴し贋

り故に其減額を希望する所以なり︒

く入曾韮勧誘するば除り高額にして至難な

行鹿支書報告

十一月七日前夜の雨収まって︑天気晴朗

なり︒同日を卜して要村小畢校に日本弘道

合常支含講演曾を開催することとなりぬ︒

にて︑此日の講師たる元第七師園長陸軍中

此日内田支愈長は︑倉員内田稔氏と自動車

二時近くに含画場に到着︑午後一時より開含

狩国司伍七閣下牟高積騨に出抑二︑午前十

せり︒本含は要村教育倉︑敬老曾及其の他

の倉と聯合なる悲以て︑内田校長開曾を告

げ︑次で支含長の本含要髄朗談及挨拶あり

それより直に講演官に移る︒剛司中狩は登

す﹂と云ふ演題の下雁魁旅脈攻撃につき共

壇︑﹁日露戦争を回顧して閏民の反省を促

b
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陥落に至る迄の悪戦苦闘を細密に説き︑目
下の漁家半鍵に及ぶ︒此の誹演は澱に四時
間半に及ぶの大長舌なりしも︑聴衆一人と
して倦みたるものなく傾聴せり︒それより
閉含走告ぐろや︑同午後六吟幽武中瀞︑要
村長武田氏も校長内田氏一行四名は︑師路
中自動車故障を障じたろを以て︑徒歩にて
暗夜悪路走路みて山田に至り︑此虚にて再
び脚動車走雇ひ︑鹿島郡鉾田町に着︐同所
蝋島旅館に投宿せり︒此行程賞に四里なり
旅館には同町の有志十像名既に到潜遅しと
待ち受けらる︒而して迩蕩に閣下の歓迎の

極め︲文字通り立錐の鍵地なき有嬢なりし
ば誠に幸とする所なりき︒時恰も浦蒙問題
紛争中のこととて︑聴衆の緊張味も叉格別
に見受けられたり︒此日維って︑剛司閣下
には鉾田蝉迄有志に送られ︑午後三時二十
分変の参宮錘遣にて蹄路に着かろ・

野田支雪報告
昭和六年十一月八日常支介本年度紬集愈
を例により術町清水公閣内楽業館に開く︒

此日天気晴朗にして︑園内の紅葉燃ゆろが
如く︑誠に心蝿爽快なりき︒定刻までに集

起共にしたろ後定刻一時開曾す︒高梨支曾

遥しつつ各自懇談を交へなどし︑艇て謹食

まるもの命員八十錠名︑三々五々園内を遁

同八日秋空晴れて雲の子一つなし︒午前

長は︑教育に閥する勅語及本倉要領を捧誼

宴走開くこととなれリ︒

の演題にて講演さる・此日閣下には時間を

し衣ろ後︑開愈の挨拶をなしｂ新たに女子

十時より鉾田小畢校々堂に於て０前日同様

起諜食をもとらず︑熱心に講演せられｕ聴

借まれて︑午前十時より午後二時迄四時間

せらろ︒それより幹事松山概吉氏は︑新に

部幹事に就任せられたろ松山春子氏韮紹介
入念せる本命員十七猪︑支命員九名を紹介

衆に前日同様の大いなる感動を典へられた
此の講演倉は︑常支含にとりては頗る奮

却醐／Ｏ

せられる講師高島平三郎先生は﹁日本図民
現時の急務﹂と題し︑二昨間に渉りて適切

し︑それより講演倉に移る︒本命より派遼

の事としり蕊衆如何にやといＬ﹄憂懸ぜしが

なる御誰抜走なし︒聴衆に多大の碑益を輿

溌して開きしものなれども︑昨恰も艇繁期

諜期に反し︑術二日卿共︒聴衆は大盛況心

へられ︑次で講談師祁田伯龍氏及落語家林

閉含せり︒

家正萩氏の蝕興あり︒午後四昨牛盛曾裡に

○

目下新年雛を大童で編輯中である︒最も

意義ある内容を以て充満し︑且滋行も本年

賑かに掲げ犬いと恩ふ︒そこで此の際是非

度内にと努力してゐろ︒就ては支伸蕊報も

原稿を御送附賜りたい︒それも来る十二月

十日前になるべく御送り願へれば幸だと思

ってゐる︒切に御願ひ致しさす︒︵係︶

溌
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の妓後に来るものではなくて︑寧ろ初リに

能走説く︒併し魁それも程度を越えてはな

所訓祇森化がある︒著者は之奄主張し︑可

玉蝶に蹄りて︑依然斯泣に研錆韮怠らぬと

に活躍さるろこと十有像年︑其の後郷里埼

ては批評家として脇士思想家として︑文壇

評者石坂氏は古・含本愈の奪員にしてｖ曾

士等︐其の他幾多の地方公共事葉に誰力せ

共に︑一方螺稗議員︑蛎農奪長︑或ば代議

らぬとて︑口く︑祇含主義共産主義は文化
来るものである︒然らば方途如何といふに

本書は中央報徳含の祁含思想パンフレッ

化の問題ほり我因に於て最も亜大なろ祇含

健なものである︒今日此の経済生活の流曾

此の渦去﹄企捕非して淋来に歩み出さ恥んと

著者は本書韮以て過去の流算なりとも︑
る℃

認識し得られるであらう︒

獅察ば︑同時代の丈蕊思想の慨界走正しく

ゐろ︒其の著者の透徹せろ思考︑慧眼なる

浩箕に公平なろ態度によって蔦し出されて

に反せず︑何物にも伽執するたく︑腫譲膿

に窮されてゐろ︒其の鏡はり誠に中道の名

女蕊界︑思想界が涯然として一同の下に鏡

本書を一談するに︑共庭には大正昨代の

ある︒

迩と題して出版せられ士︒三れ即ち本書で

心中心としたものを縄められ︑鼓に文蕊中

の他各諏の雑誌に褒表せられし批評感想等

章世界︑︑本及日本人︑早稲川丈畢等︑共

れし帝凹文皐走初め︑中央公論︑新潮︑文

氏は曾て丈域に活躍時代に︑向身編輯ごり

られつつあることは既に知らろろ研︑今度

それは一に自由競走の回復︑二に私の獅占
鵡公の凋占︐即ち共同誕済的︑剛家的獅占

ト隼三輯であって︑潤逸のカルル︑フォン

思想．練済等の諸問題妙中心走なすもので

とするといふ︑所謂混血兄的説で．至粍穏

チスカ博士の﹁緯済生活の証曹化﹂の要鮎

憧裂に研究されればならぬ︒目前に横ばる
激化問題の中心も之悲出でないと云へる︒

四六版パンフレット美本四十

敢て参考に一讃を薦むろ良書である︒

しなくてはならぬといふ原則と︑肺倉全般

曾

石坂養李薯

女蕊中道全冊

︵石坂養卒氏寄贈︶

四谷厘三光町八番地中央報徳

頁定慨五銭蕊行所東京市

含思想走乱すこととなる︒そこで此の自由

と︑賓本は努働よりも権威韮振ひ︲途に祇

ぬが︑之か撫済生活に自由のみが謹腿する

上に功続あるもので︑大いに認め胆ぱなら

ものであるが︑これは今日の文化を致し衣

支へられるものである︒其虚で自由といふ

則即ち征倉思想との︑二つのものに依って

の稀利距主眼としなくてはならぬといふ原

撫済生活ば︑経溌を管む上に自由を尊重

である︒

韮︒法梁士灘足弘吉氏が排課細鱗したもの

中央報徳曾編

経済生活の蔽曹化全冊

︵中央報徳雪寄贈︶

一 夕 〜 ー

へは或程産の制限悲加へればならぬ︒故に

に
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介紹書圃贈寄

介紹書岡贈寄
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四六版暇綴美本三百三十除頁

承て座右に一本走薦むる︒

すると共に大なる期待をもつものである︒

する著者の門出に封し︑吾々はそれを覗祇

の残痕老見ろ︒即ち特別部落や其の他との

年になるが︑未だ種々の鮎に於て封建思想

物もあり得ぺきでない︒明治維新後六十齢

これには人格と人格との接鯛その以外の何

内に保・持せざろぺからざる所である︒

気熱精は我図民の維始一貫祁享け和綴きく

これ身距厭はすもその献身的なろ紡祁と意

はす︑法走読くと共に︑謹閏の任に鱗って︑

幾多の迫害走蒙り︑危険の間必往来して厭

走始めとして幾多の方面に︑日諏在枇賦畔

現在の我叫刻下の現状を見るに︑思想界

融和なきが如きも︑その一つであると思ふ
同志が共存共柴の立場に立つとき︑思想問

の肌に熟知さるろ所であって︑今更喋々の

一代の英雄僧日韮のことに就ては︑世人

ふぺきであると似ふ︒

ポッヶット版仮綴四百画定償
金六拾銭也鵜行所京都市束洞
院三修上ル卒築寺書店

の謹幽の英雄僧の蛮博に接し︑深く之走味

に依りてよろしく吾々の祇先としてもつ此

至誠に燦ゆろの衷怖ある程のものは︑本書

る好書である︒皇幽の一犬難開に逢ひて心

して躍如として祐挑たらしめ︑河に称に見

に陥らず︑其の麗筆は叉英僧日蓮の面目を

掃し︑平易にして俗に流れず心詳にしイ．繁

雄なきにあらず︑所が本書は︑それ等を一

叉或物は難解に過ぎ︑或物は僻に過ぐろの

し︒併し或物は大に過ぎ圃或は少に過ぐ︒

従来日蓮惇は︑世に行はろろもの頗る多

走畢ぱずとも可なりとするものありや︒

一代の英雄日蓮韮偲び︑これが謹剛の熱術

に比して一層の難多き態知る︒此の時誰か

の大きな役荊怨演するものであって︑吾々

小林泰堂著

日蓮大士這責嬉全冊

︵岐南支曹殿寄贈︶

町厘大手町内務省祇含局構内
中央融和事業協曾

菊版暇綴頗る美本四百除頁
定償金壷回獲行所東京市麹

ず︒◎

題を口にする程の士は一本か術ふぺ署﹄であ

ろぺく本年鑑は唯一のものである︒思想問

此等の融和問題に就て本年度の概況悲見

題も正規の線路に初めてすぺろであらう︒

如斯き思想の網てが浦算されて︑丘に人間

定償金壷回税六銭注文は埼玉
螺大里郡奈良村石坂菱平氏宛﹂

︵中央融和事業協曹殿寄贈︶

融和事業年鑑
︵昭和年鑑︶全一舟

中央融和事業協含編
本書は昭和五年四月より同六年三月迄の
全剛融和事業全汎に亘り︑皇室と融和事業
政府並に各府撫の何施設︑融和圃慨の組織
の他参考賓料等准類楽されたものである︒

並にその活動状況︑水卒祇運動の状況︑其
融和問題は近咋目醒しい進脹を見せ︑其
の準備期を経へ︑立派なろスタートによっ
て・運動ば愈本格に入った形である︒融和

は一個の人間同志として︑互に差別なく水

燕を要する所はないであらう︒その日蓮が

事業は︑云ふ迄もなく現代思想問題解決へ

平に平等に和愛し州慈むろとを出褒とＬｂ

/
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満蒙問題座談富︵十月一千八日於華族令備︶

教育総監部本部長

＃
ｌ呉旧陸車中粥
ヨ剛

木貞夫

度江万次

水能郎孝

教育勅語換霊記念講演雷︵十月一千九日於麻布束町小畢校︶

作事長同信

事開含の瀞：⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝：・主事

圃勅語歌
合唱
末讃・⁝⁝⁝：：⁝：：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝：：．：⁝⁝．．⁝⁝：合長徳

明治天皇︑と浦蒙問題：．：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．：⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝．：．⁝⁝陸軍中時堀

教育勅語︑と日本文化：⁝．：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝⁝文畢博士圧

薩摩琵琶﹃乃木勝軍﹄・⁝：⁝⁝：．⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝・⁝：：⁝⁝：：⁝⁝：⁝秋

庵原支曾護魯式土月八日於爾士川町小畢琶

一︑開曾之瀞⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：：副支含長高

一︑国歌合唱：⁝⁝・⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝：：⁝：：⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝．：：⁝含

一︑勅語奉讃：⁝⁝：⁝：：⁝：．⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝：⁝：⁝：：．⁝⁝：⁝⁝：⁝：：⁝徳

瓜義次達

郎

重主'含一利

荒

﹁本含要領朗讃：⁝⁝⁝⁝・⁝：：：⁝⁝・⁝：⁝⁝・⁝：：⁝：⁝⁝⁝：⁝：：：．：⁝⁝⁝：⁝慶

一︑式瀞；：⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝⁝⁝．：⁝：：⁝⁝⁝．：⁝：支曾長勝

文
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呂江川員、
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祇鮮：：⁝獣⁝⁝酢⁝⁝：：：：⁝：：⁝：．⁝：：．：：：．⁝⁝：：⁝：：：．⁝・⁝：⁝⁝徳

来賓祇蘇⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝謝罪鍛震橋
支含役員駿表︑︵顧問︑幹事︶
庵原支雪講演曾侭富士川町小畢校講堂十一月八日︶

本曾長
孫一郎

於菟

圃司伍七

倉側⁝⁝⁝：⁝⁝：：：⁝・⁝：⁝：⁝：：：⁝：⁝⁝：：：：：：⁝⁝⁝⁝：庇江本倉主事︑寺本聯絡部主事

作郎孝郎信

閉含之群：．⁝⁝：：⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝：⁝剛支金哩長青

開倉の僻：⁝⁝：⁝曾⁝：⁝：⁝⁝⁝：：︒⁝⁝⁝⁝：：：：︒：：副支含長高

職曾道徳樹立と日本弘道曾の新使命：．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝：．：：：；・主事度

世相と弘道の精祁：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝．．⁝：．⁝⁝⁝⁝：⁝本金画長伯醗徳

厭洲大戦後漣海思想の韓換と吾々の畳悟⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝：：⁝：法畢陣士平

重淑達次利

内田稔

閉曾の瀞・⁝：⁝⁝．：⁝・⁝：：⁝・⁝⁝⁝⁝：．⁝：⁝：：：⁝⁝亥倉長勝
行鹿支雷講演書癖一月趣岨一日間︾田迦

開曾の僻：⁝：⁝・⁝⁝：⁝⁝：．⁝．⁝⁝：．⁝⁝：⁝：︒⁝⁝⁝・御

日露戦争を回顧して我固民の畳悟を促す⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝．：：⁝．：：：：陸軍中
野出支奮講演雪︵十一月八日於棄業倉館︶

万

本 川

山

呂沼川江田

議高島卒三郎

出席者

埼玉騨各支奮聯合書準備相談書子一月十川日於浦和町倶楽芭

婚員

一
一

日本圃民現時の急務．：︾：⁝⁝⁝⁝．：：⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝譜

下

各支曾代表者⁝：：⁝：：：：：：：：：；⁝⁝：：⁝：：⁝：：⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：︒⁝⁝
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編輯後記
○歳月は人を待たずとかや︒一年十二月は早くも廻り来り廻

り去らんとす︒例年のことながら︑回顧の惰切なるを繰り返
して而して悔ひあるを恥づ︒

○本昭和六年は殊に内外多事にして︑団民は近来稀に見るの
との興講をして善産し誤りなからしめんことを団民として望

興奮と緊張の裡に此の年を送らんとする︒吾交は此の緊張と
む︒黙かすることによって︑耐をぱ細てこれ瓶と稗ずること
が出来よう︒

○本砿は歳末勿交のあばた鱒しい中の編輯である︒然も細輯

部は目下新年擁特別綿輯のために明大馬力をかけてゐるの
で︑中々容易ではない︒それでも︑時局問題の堀内中将︑及

荒川代議士︑宗像氏等より論文を頂くことの出来たことは何
よりであったし︑井手氏よりの劇脚本等堂と数へ来れば相営
の内容を術へ得たことは幸であった︒又報告の記事満載であ
ふべきである︒

一一垂

へ

１冊一一金武拾五鑓一税武鏡

﹄種Ｉｒ廻炉壌鱒璽凡一ブ前金／

半頁一回一一金拾五回一コ卜

一︑

ヨノ

割田斧二

振替貯金口座東京四一三七一

電話九段九番ゞ

東京市祁川鹿西小川町二丁目一番地

所日本弘道曾一

東京市牛込腿下宙比町一二番地

印刷所文陽睡一

締輯粂
磯行人

東京市祁凹睡阿小川町二丁目一番地

昭和六 年十一月廿八日印刷
年十二月一日磯行
昭和

−．︲︲

行

るが︑これによって︑本含の活動の一端髭示し得る暇のとい
Ｏ新年琉は微力ながら立派なものにと目下一生懸命に努めて
居る︒是非昭和七年度活動の第一歩の表徴たるべきものたら
しめたいものである︒これも年内の二十五六日迄には護送す
ることとならう︒御期待を願って置く︒

○柊りに本一ヶ年の御指導を感謝し︑諸賢の来るべき新春の
折角邦家のた防御講力を期待するの詮り無事御越年を斬る︒

貢
慣

料告度｝表

篭

丑I

つＯゴ

１町︲１１川刈Ｊ１

汀丞

弘道原稿募集規定
，

︵以上の原稿は年一回位懸賞に従る募集もあるべし︶

に何事かに於て威心すべき人〃の紹介︶

口用紙はなるべく原稿川紙を川α︑開封二銭となし．綿韓部宛抑送附のこと︒
口封書の表面には原稿の種別を朱書せられたし︒

口以上は総て綿戟部鎚のこと︒

口寄書︑︵毎〃前月十日締切︑道徳︑修養に開係ある感想随筆．評論等︶

・０．︐Ｏ

口美談羅月前月十日締切︑現代職金

○Ｏ

口曹員の賛︵毎月前〃十肘締切︑命員各間の誌上談話棚︶

︲︲００００

ロ詩林︵毎月前月五日締切︑題季節随芭石川文註選
○○
口歌園︵毎月前月五日締切︑題季節随意︶三浦直正選
○Ｏ
口俳壇毎月前月五日締切．題指定に従る︶鋳輯郡選
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日本弘遁曾編輯部
︲ｌＩＩ！

口期日は厳守せられたし．規定日投函ユタンプあるもの妻で打致とす︒︑

︒︑砂牙Ⅱ︐
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口以上の注意事項は事務取扱上是非御賞行を乞ふ︒Ｌ
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︵本曾員に限り二割引︶

厚,

1

著些一憂図の雛・毅然として日本道徳論を呼競雲し且つ之を刊行された︑

界に一大光明の資らすもので︲員に図民必讃の良書である︒
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﹁創引一生の著辿であるや明治十年代川を聖けて欧化思想に心酔参した頃︑
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和六年十一川二十八日印刷︵毎月一回一日礎仔︺

和六年恥二月一日酸行
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