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藍西村茂樹先生著

四六版クロース製定債

版八第装新

︵本曾員に限り二割引︶

金五拾銭・送料金四銭

に一大光明を宵すもの︑頁に国民必讃の良書である．

●１１

年後の現代思想を批判するものといふべく︑混沌たる現下思想界

ある．顧れば今より五十除年前の著述であるが︑またよく五十除

ので︑責に富時一世を風塵し圃民を警醒せしめたる無比の名著で

頃︑憂国の除︑毅然さして日本道徳論を呼溌し且之を刊行されたも

樹先生の著述である．明治十年代世を塞げて欧化魁想に心酔した

本書は明治年間に於て畢徳一世に高かった本曾の曾耐泊翁西村茂
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十月曾員談話曾曾告

I

右経って午後六時牛より識演曾開曾

一︑裏面より見たる図際情勢

の椛威者である︒必歩や吾登を満足せしむろ豊富なろ知識が展開される事を信ず︒時局に図民畢げて緊張の秋︑相共に愛

ユ世界平和曾議︑ロンドン海軍衛縮曾議等にも参加活躍され︑新聞や雑誌及所有著書等其の他によって︑外因事情に精通

河野氏は外国語畢校英文科出身の逸材で︑夙に大阪毎日新聞牡外交部長︑英文東京日舞新聞主筆に歴任︑叉ヴェルサイ

速記にもとらぬ事と冥曾員の特椛として振って．御来礁を希望する次第である︒

通りの現下圃際状勢は︑表面的には新聞や雑誌によって知る所が多い事とて︑其の裏面観察は願ったり叶ったりである︒

る知識と材料によって︑然も非公開の本曾登員のみの事とて︑・恩ひ切つ︒て裏面を紹介論及されるとの事である︒我廷は一

本誰演は現下直面せる支那事麺を中心にして︑微妙なる園際開係の動きを裏面より説かるる溌定であって︑其の豊富な

諏銭姦塞河野三通士氏

一︑十月十八日︵月︶午後五時開曾・命同貝意見磯表・夕食霊壷舞錘謹寒唖馨

本曾倉議室に左記の如く開催する事となれｂ・

本曾々員談話倉は暑中を休曾中の所弦に爽快なる秋を迎へたので︑来る十月十八日︵月︶午後五時より
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昭和十二年十月

諏偲日本弘道曾

図の熱情をもて一夜を語り合ふと共に︑講減を聴取以て時局善虎の知識を豊富にすべく含員諸君の御来含を希望す︒
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編寄事支本弘弘弘

曾告

今回の日支事蕊に際し我が忠勇義烈なる陸海蒋兵が多数出征され︑第一線に

1

法杜

知の際は御申出でを乞ふ︒

昭和十二年十月

Ｉ

廻日本弘道含

尚右御申出に就いては︑書員自身の申出は素よりてあるが︑或は其の家族の方︑及知友の方々も御存

ＯＯＯ○○００００○０００○○ＯＯ○
一︑本曾々員にして支那事鍵に出征されし方︒
ＯＯＯ００○○○○○○○○○○００ＯＯ○○００ＯＯＯＯ００
−︑本書々員にして支那事鍵に出征され︑名蕃の戦死又は病死されし方︒
ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ
一︑本書書員にして日支事鍵に出征され病気或は負傷されし方︒

至急本曾に御申出あらん事を切望する次第である︒

所︑本曾は左の事項に就いて調査致塞し度ｂ一就いては該富者諸君は御手数ながら

涙ぐましき活躍を日夜績けられてゐる事は御承知の通りで狗に感激に堪へない
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赴閣法人日本弘道曾々長伯霞徳
国民精紳総動員二開スル件
今般閣議ノ決定二擁キ左記要綱ニ依り閥災粘祁細動員チ黄施スル
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文部次官伊

達孝殿
運動ノ目標

４︑各人ノ職分格循

延

３︑享梁ノ節制

賓躍細目
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△非常時縫湾政策ヘノ協力

︵３︶勤勢奉仕

︵２︶隣保祁扶ノ溌揚

例へ︵流言二迷ハ
剛家機狩テ守ルコ
防空訓練
０●■■■■■■■●■︻︼

２︑輸入品使用制限

３︑利益襲断ノ抑制ト暴利抑１職蹄産品使用
；

１︑消費ノ節約

０●甲●■●■●︒■ｂｅ

３︑国産代用品ノ使用

４︑圃債雁募勧奨
５︑冗費節約貯蓄奨働
６︑固際収支ノ改善
７︑金ノ使用節約

２︑代用師ノ使用
一

資源ノ愛護

Ｉｌ信

２︑共同弊作二依ル生産力ノ

１︑奉仕事業ノ促進

Ｅ■ＱＧｂ●●■①巳■●

３︑銃後後援献金献品

家族常助︑

後援ノ杵及徹底２︑殉悶考慰嬢︑家族慰問︑

△銃後ノ後援ノ強化持績１︑派遣軍人家族慰問︑家業

コトト相成クルー付テハ右御含ミノ上貸間髄ノ使命二鑑ミ適切ナル

川

一プレ度術州係地方長打ト緊籍ナル聯繋テ保チ地方二於ケル本運動︐／

−

計叢チ樹立シ所圃剛貝チ椅肋シ其ノ黄チ峯グルニ蝿遺憾ナキチ期セ

ト

︵１︶勤努報国

．

１︑不動ノ糖祁ノ鍛錬

トヌ

︵１︶川動牌兵ヘノ感訓及銃後輔助

賞施二付協力方特二格段ノ御配意和成度

園民精騨総動員貴賎事項
運動ノ目標

○日本精紳ノ霊場

目

︵２︶労資協力

細

２︑必勝ノ信念ノ堅持

畠

１︑堅忍持久ノ精脚ノ瓶−３︑濁敵心椛ヘノ訓練
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身ノ鍛錬

２︑困苦銃乏二堪フル心

養

･判,剖固

｣

３︑屡品ノ蒐集提供

５︑資源ノ蓄積

−６︑圃防資源ノ献納

国民精紳総動員責施要綱︵参考

４︑溌明創造

一︑趣旨

畢園一致堅忍不抜ノ精紳ヲ以テ現下ノ時局二封虚スルト共
二今後持続スペキ時報ヲ克服シテ愈廷皇蓮ヲ扶翼シ奉ル篇官
民一鰐トナリテ一大固民運動ヲ趣サントス
ニ︑名穂
﹁固民精祁総動員﹂

三︑運動ノ目標
﹁畢図一致﹂﹁講忠報国﹂ノ精祁ヲ輩ウシ事態ガ如何二展開
シ如何二長期二亘ルモー︲堅忍持久﹂総ユル困難ヲ打開シーァ所

期ノ目的ヲ貫徹スベキ聞民ノ決意ヲ間メ之ガ篇必要ナル国民
ノ賞践ノ徹底ヲ期スルモノトス

資践事項ハ右ノ目標二基キ日本精祁ノ溌揚ニョル畢園一致
ノ鰐現粒二非常時財政経湾二濁スル畢図的協力ノ責行ヲ主ト
シテ之ヲ定メ事態ノ推移並二地方ノ資特等ヲ考慮シテ迩営二
按排スルモノトス
四︑賓施機闘

一︑本運動ハ情報委員倉︑内務省及文部省ヲ計書主務嬢ル
シ各省総掛リニテ之ガ資施二富ルコト

二︑本運動ノ趣旨達成ヲ岡ル篇中央二有力ナル外廓関鰐ノ
結成ヲ岡ルコト

三︑道府螺二於一アハ地方長官ヲ中心トシ官民合同ノ地方責

行委員倉ヲ組織スルコト
四︑市町村二於テハ市町村長中心トナリ各種関鵠等ヲ綜合

的二縄動員シ更二部落町内又ハ職場ヲ軍位トシテ其ノ賞行二
番函ルコト

五︑賓施方法

全︶内閣及各省ハ夫淀其ノ所管ノ事務及施設二開聯シテ責

行スルコト
︵二︶磯ク内閣及各省開係関鵠二封シ夫為其ノ事業二開聯シ

︵三︶道府蝦二於一アハ地方賞行委員曾卜協力シテ具艦的賛施

テ適切ナル協力ヲ求ムルコト

︵四︶市町村二於一アハ綜合的二且部落又ハ町内毎二責施計書

計謹ヲ樹立賃行スルコト

ヲ樹立シテ其ノ費行二努メ各家庭二至ル迄淫透スル様努ムル

︵五︶諸曾祇︑銀行︑工場︑商店等二於テハ夫を責施計蓋ヲ

コ７Ｆ

︵六︶各種言論機開二封シーアハ其ノ協力ヲ求ムルコト

樹立シ且資行スル様協カヲ求ムルコト

︵七︶ラヂオノ利剛ヲ岡ルコト

︵八︶文謹︑一音楽︑流蕊︑映霊等開係者ノ協力ヲ求ムルコト
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東亜ノ卒和ヲ御鯵念アラ種ラレ
第七十二臨時議書開院式墨爆渥ナル
勅語謬賜フ
股裁二帝閣議命州院ノ式ヲ行上貴族院及衆議院ノ各員二

告ク帝図卜中華民国トノ提携協力ニ依り東亜ノ安定ヲ確
所ナリ中華民閣深ク帝圃ノ買意ヲ解セス濫二事ヲ樵へ遂

保シ以テ共柴ノ賞ヲ蕊クルハ是レ験力以夜暢念措力サル
二今次ノ事鍵ヲ見ルー至ル朕之ヲ椎トス今ャ股力軍人ハ

両難ヲ排シテ共ノ忠勇ヲ致シッッアリ是レーニ中華民図
ス
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古来我ガ叫民ハ鞭難二遭遇スルャ必ズ之チ克服シ以テ剛家興隆
ノ成果チ収メザルナシ畔励二隙シ叫鵬深ク如上ノ純一胃チ総シ忠
誠公二未ジ和協心チーニシ日本粘川チ昂揚シテ畢叫一致ノ災チ
眼グルト共二之チ従践二塊シテ愈々叫力ノ仲班チ洲リ以テ
皇迩チ扶翼シ未ル所アルハ本大臣ノ深ク釜幽民二期待スル所ナ

ハ東亜ノ安定チ望ミ備二川支雨幽ノ相提携シーテ以テ祇界平和ノ
韮子樹テント欲↓︿是し比隣其ノ幸テご一シ列鯛其ノ流チ同ジク
スルノ進ニシテ帝叫一貫ノ叫是ナリ然ルー支那ハ鰭二隣交ノ誼
チ忘レ備義テ失シ永年排日抗日チ以テ蜘策トシ帝幽ノ雛読チ度
シテ暴状チ極メ逢二今次ノ事鍵テ生ズル一二詮しり
今ャ川征ノ狩兵外二附懲ノ歩武一プ進メ銃後ノ鯛民内二奉公ノ至
誠チ致ス然リト錐今次ノ癖躍ハ其ノ由ツデ＊ル所遠ク事態ノ推
移亦遼二諜噺テ許サザルモノアリ此ノ秋二術リ剛民群シク昨脇
ノ施大性二鑑ミ益々墜忍不抜ノ志操チ堅持シテ今後二来ルペキ
如何ナル銀難ニモ堪へ所期ノ目的一プ貫徹スル煽敢然湖推スルノ
決意アルチ要ス
凡ソ難局チ打開シ剛運ノ隆呂チ制ルノ批ハ我ガ諏巌ナル剛磯二
基キ誰忠報鯛ノ締紳チ益々振起シテ之チ倒民日常ノ業務生涌ノ
間二礎践スルニ在り今般蜘民粘祁ノ縄動員一ナ変施スル所以モ亦
此二存ス

第七十二町帝蜘議含開院式二常リ優涯ナル
勅語チ賜上帝幽ノ簿フ所テ明ニシ閏民ノ池ムペキ道チ示サセ給
ヘリ姻職宏遠ニシテ侭二恐惟感激二戦へザルナリ惟フニ帝叫

内閣告諭
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ノ反省ヲ促シ速二東亜ノ平和ヲ確立セムトスルニ外ナラ
股︿帝圃臣民力今日ノ時局二鑑ミ忠誠公二奉シ和協心ヲ
二一シ賛褒以テ所期ノ目的ヲ達成セムコトヲ望ム
朕︿国務大臣二命シーア特二時局二開シ緊急ナル追加諜算
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余は我日本の同胞に告ぐ︒保守の一方に偏する乙と勿れ︒改進の一方に偏すること
勿れと︒然れども其調和の分量は之を一言の下に誰すこと能はず︒酸素窒素の如き

は︑有形物なる汁一以て細かに其分量を量り得べきも掴保守改進は有形物に非ざれば分

州一

量を以て其配合法を定むること能はず︑巳む乙とを得ずんぱ本末燈用を以て之を言は
瞳或は可ならんか︒即ち政事の如き︑畢間の如き︑賞業の如き何れも保守を以て機と
一
馬し︑改進を以て用と馬さば誤なきに庶幾からんか︒凡そ尊王愛画の精抑の如きは皆
保守に馬する者な﹄・工葵技術の如きは皆改進に厨する者なり︑然れども今日百般の
事物紛雑錯綜しあれば掴或は此の如き瞳別の外に出る者あり︑例へぱ尊王愛閲に恥改Ⅲ

Ⅲ
三三一一二三二三三二三一三三一二三一二一三三三三三三三三三三三三二三三二一一二三三二一三三三三一一一三三三二二二二三二三三三二三二二三一三三三二一二二三三三三一三三二二一一一一三三三一二訓

し之を翠ばざるにあり︑余は後生少年が其柴を踏みて︑其意見の保守改進の一偏に階
らざらんことを願て巳弐ざるなり︒

てる者は甚だ少し︒今日の翠者の弊は其身和漢洋の一畢に通ずれば︑他の二畢を蔑覗

欲せば陶和淡洋の三翠に通ぜざるべからず︒和漢洋の三畢に通ぜずして中正の説を立

ずるなり︒是と以て賃に其の意見の保守に班改進にも偏せず︑太公中正の道を得んと

偏見といふ事はなく︑無畢の者は無兇にして︑隼間ある者は共皐間に因りて偏見を生Ⅲ

Ⅲ

余世間の人を見るに︑団翠叉は漢畢を馬し︑洋畢に通ぜざる者は大抵は保守に偏
岬一
し︑洋皐を篇して和漢の肇に通ぜざる薪は大抵改進に偏す︒其人自身には中正の説をⅢ
執るの意なれども︑局外者よ画︐見る時は此弊ある事を苑かれず︒故に人は賃に生来の岬

進の意を用ふべき乙とありｂ工塾技術にも保守の義を取るべきことあり︑必し屯一定

の律に従人乙と能はず︒Ⅲ２
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時︒局に虚する圃民の覚悟

内閣鴬大臣倉近衛文暦

鼓に︑国民精祁総動員運動を開始する忙営りまして︑私の所信を披漉して諺との歴史的たる園民運動に謝し諸飛の御協力を

五男の不振大方針が支那政府の不誠意に依り壷して願られず︑北支事鐙が遂に支那事愛となり︑支那の排日分子に封して鼓

一一#. 3．−−−

願ひたいと恩ふのであります︒

に全面的且積極的左ろ将懲溌必要とするに至りましたることは諸消己に御承知の通りであります︒
申すまでもなく︑吾々の侭意は東洋文化を共迦すぷ所の日浦支三剛の提挑を以て東洋安定の枢軸と致しまして︑これを通じ

て祉界平和の確立に自主的に︑参典するといふ虚にあることは︑今も昔も塗りはないのであります．
東洋の平和あって︑初めて東洋閲家の尻の幸祁があるのであります︒同じく東洋の二大隣図として︑日支提携といふ基礎の

上に立つにあらざれぱ支那の閲家建設は不可能なのであります︒従って排日を前提とするが如き支那の閥家主義は断じて支那
の圃家を幸禰ならしむるものではないと信ずるのであります︒

然るに支那政府の抗日的訓練は︑その曲って来るところ遠く且深きものがありまして︑我が方の隠忍の結果は却︵．一て彼の侮
日となり抗日の激する庭︑今や剛を塁げて赤化勢力の奴隷たらんとする現状に立ち至ったのであります︒これが篤に十五年間
の抗日教育の下に成長しました所の支那の若き青年は自ら進んで墓穴を掘りつつあり︑叉固民蝋の排間教育に毒せられない素

とと鼓に至りましては︑雷に日本の安全の見地からのみならず︑康くは正義人道の鰯︑特に東洋百年の大計の魚にこれに一

模なる父老兄弟はこの日支相排つの矛盾に挟まれて︑今や身を世くに虎なき有様であるのであります︒

︲要に辿られて球たのであります︒とのことたる︑玉見が今日これを解決せざれは吾麦の子孫が更に大なる困難の下にいづれの

る後に於て支那の健全分子に活路を典へまして︑これと手を握って怖仰天地に塊ぢざる東洋平和の恒久的組織を確立するの必

忽大繊槌を加へまして︑直ちに抗日勢力の依って以て立つ所の根源を破壊し徹底的質物教育に依ってその戦意を喪失せしめ︑然

苓悟畳の民国るす虎に局時

悟畳の民隅ろす虚に局時

ととは︑寧ろ今日生を享けたる我等同時代岡足の光柴であり︑五男は害んでこの任務を遂行すべきであると忠ふのであります︒

日にか解決を必要とするものであります︒果して然らばこの日本閏民の歴史的大事業を︑吾等の時代に於一Ｌ︑解決するといふ

若しも斯くの如き歴史的大事業が何等の困難なしに出来ると恩ふならば︑これは恩ふ方が無理であらうと存じます︒今後或

は色糞の方面から圃難が起２Ｌ来ることも畏悟しなければなりませんＵ吾々に肝要産ととは如何底る岡難が起って来一Ｌも必歩
とれに打克ち如何に長期に亘っても半途にして屈せず有経の美を成し遂げずんば断じて止まぬといふ川い決意が必要でありま
す９申す迄も無くこれは決して一政府一軍隊の力に依って出来ることではないのであります︒全図民の全勢力を綜合蓄積し図

家の最高目的の前にこれを動員し︑これを傾倒して始めて可能であると信ずるのであります︒資に銃鮒を取る肴も︑鋤︑鍬︑

算盤を取るものもＭじく図家的戦闘の一単位として単にその持場が異ってゐるに過ぎないのである︒若しと上に自分が一人居
らなかったならば図家の全勢力はそれだけ峡賂が生じｒ来る︑若し叉自分が一時間だけ除計に働いたならば︑国家の持久力は

それだけ増すことになる︑斯くの如き自髭を以て全図民が幽家総動員の内に織り込まれて来るならば︑五易に課せられました
る時代的使命を遂行し護展的日本の蝿に一新紀元を作ることは決して困難でないと信赤るのであります︒私は勘くとも二つの

その一つは我が日本の凝史は極めて古いが閲家の生活力は青年のやうに唯盛であるといふことであります︒このことは今日

方面から斯く信じ一﹂疑はい理由を有って居るのであります︒

の川本淀公平に槻察するものの内外一致せる認識であると恩ひます︒
顧るに吾為の胆先は過去に於て幾多の大胴難に遭遇し︑よくこれを克服致しまして︑今日の如き団家的遺産を吾交の手に鶴

したのであります︒日本の護展せんとする所︑ぞこに必ずや大なり小なりの摩擦があることは免れませぬ︒今次の事愛の如き

も亦脚本が偉大ならんとする馬に必然的に独遇したる剛際的摩擦の一過稀であります︒果して然らばこれは糊然吾だの手に依

第二には猫り川本の主観的立場からばかりでなく︑世界歴史の至鰐から見ましてぶ日本は今世界に於ける進歩的画家として

ってこれを解決し︑後に来る吾だの子孫のために遺産として贈るべきものであると恩ふのであります︒

の主要なろ役荊を働いてゐるといふ確信であります一今側の世界は猫り東洋に於てのみならホョーロッ・︿に於きましても亦不
姿が証ってゐるのであります︒斯かる世界不安の根本的原因は究極するととァっ資質的なる岡際正義が未だ十分資現せられてゐ

ないところにある妙であります︒川本の行動は或は篤にするものの皮相的認識により如何様にも曲解せられることもありませ

の主張は日本以外の他の進歩的な国民によりても共鳴ぜらるるもの決して紗くないと信物ずるものであります︒

F

う︒併しｎ本の行動？本質は世界歴史の本流に於一Ｌ︑虞の圃際正義を主吠せんとするものであります︒斯かる意味に堕し晋々

− 4 −

︾斯くの如き確信の下に吾々至圃民が己れを空しうして団家の最高目的の前に打って一丸となれば︑前途なんの恐るべきもの

もないのであります︒画家の一大事の前に︑閣内の凡ゆる階暦が協力一致して義勇奉公の誠を識くすといふととは我が日本本

来の拳であります︒恥に去る九冊終了致しました節七十二議含に於て遊大なる擦算が雨院とも杢曾一致を以て一瞬の間に協賛
され垂したる一事を以て致しましても瀧然たる那質であります︒斯くの如きは日本以外の阿家に於きましては容易に班解し難

きところでありまして︑特に川本内部の分裂を見越して排日弧行の一瑚山として来ました所の支那政府の如きに封しては意外

をる締紳的打撃を典へたこと聖思ふのであります︒素より私と致しましては斯かる国民諸荊の協力誠意に封しましては礁謝の

念に堪へぬものがあるのであります︒而してかくの如き協力の巾って来るところ遂に我が︑本圃艦の尊厳無比なる雁史的組織

に淵源することを恩ふとき私はＨ本臣此たるの恩寵を今更の如く痛切に阿兇せざるを得ないのであります︒

吉剛謙は雑然たる利稀閣鰐にあらずして一つの文化的使命を有するところの協川目的鰐であｈ岡民は己れの利益を追及する唯

物的存在に非寸して民族阿家の組織を通じて人知に寄典ぜんとするところの緒川的存在である﹄斯くの如きは川雌の唯物的文

化に縦きたらざる人為の側に膨沸として画唯近刈き起ってゐるととろの新しき要求であり室す︒然るにとの要求は瓜世一系の皇一

室を中心とする我が側本の閲宗組織に於きましては先天的に具現せられてゐるのであります︒吾だの剛家に封する自兇の渋ま砂

御承知の如く︑天皇陛下に於かせられましては北支堺愛の漆生するや︑直ちに葉山より御還幸遊ばされまして日夜軍図の乙一

乃川︑そこに図家綿動胤は洲制矛一侯たすして自ら成るのであります︒

量とに御締脚並ばされて居るのであります︒私は邦訓を腸はる度ごとに御締脇の御枕様駐邦しまして恐僻感激に堪へざる次館で

れんことを希望して巳まない次錆であります︒︵昭和一二・九︒二・︑比谷公舎堂に於ける演競︶

の行進は既に姑ま２﹂ゐやのであります︒希くば宵民一致闘家のⅢ的を以て吾を仙人の目的とし︑この大業の遂行に協力せら

者を綜合調和して︑新しき枇界に貢献することは賞に我が国に課せられたる重大使命であります◎大たる牌来を有っ日本圃家

脈ふに仙界は今や一大縛換刀期に際含致してゐるのであります︒この秋に常り東洋の道徳を経とし西洋の文明を緯とし︑雨

じます︒

朕ハ帝剛胞民ヵ今日ノ時局二鑑ミ忠誠公二奉シ和協心ヲ一二シ饗褒以テ所期ノ目的ヲ達成セムコトヲ望ム
Ｌ﹄仰せられましたことは醜に御承知の通りであり表す︒この大御心に刑ひ奉るべく我が同胞軍隊は職場にあって赫為たる忠・
勇を致して居るのであります︒この大御心に副ひ奉るべく銃後の経誉に全力を毒くすととは玉勇一般国民の義務であると信

あります︒本川川日開院式の勅語に於きまして・

悟擬 民i剣ろす虚に厨聯

てし際に員動縄紳精民園

国民精刺繍動員に際して

安弁英二
文部大臣

先般の帝園議曾開院式に方りまして︑時局に閲し特に優渥なる勅語を賜はりましたことは︑河に恐擢感激の至りに堪へぬ所
で主の恥シ土金一︐○

畏くも天皇陛下に．おか世られましては︑東亜の平和にいたく鯵念あらせられ︑帝図の轡ふ岬を明かにせられ︑岡民の進む
べき道をお示し遊ばされましたのでありまして︑私共閏民一同は謹んで聖旨を奉罷し︑速かに哀襟を安んじ奉らなければ

ならぬのであります︒今回の事愛は其の因って来るととろ雀だ遠く且つ深く︑支那政府が多年嵯日一り閣内統一と自己政椛の蝋

前途も遮に諜断を許さ底いものがあります︒然しながら事愛の推移が如何にあらうとも剛民は畢図一致︑識忠報閏のまご上ろ

化の具に供した排日抗側の教育並に政策が基となり赤化の魔手が背後に加って更に深刻となったのでありまして︑従ってその

この度の事愛が勃溌するや︑忽ちにして億兆一心の資が昂まり︑函民の決意が州められ︑一意時蛾の克服に餅りつ上ありま

を致し︑あらゆる難開を突破して一男往迩進しなければならぬことは申すまでもない所であります︒

す事は御綾威の然らしむる所でありまして︑感激に堪へない次第であります︒
支那各地に川勤せる忠雰なる皇箪将兵諸士が粉骨砕身あらゆる辛苦をものともせず︑死を決して陸に海に空に︑皇軍の威力
淀遺憾なく護姉しておりますことは圃民全催に深き感奮と感謝の念とを弧く沸き立たせてゐるのであります︒叉団民銃後の赤

誠は日に増し昂まり或は仙兵に︑或は園防献金に︑出征将兵への慰問品に︑出征群の家族扶助に現はれ︑至土に充ち溢れてゐ

園民のこの精祁的︑物質的一切を梁げての支持は内に在っては併局を鞭推して有蚊適切なる時脇封莱を．碓立せしめ︑外に在

ろのであります︒

っては我が陸海軍播兵諸士をして後顧の憂なく皇軍の威力を溌揮せしむる推進力たるのであります︒

−−−−6−

我が鯛は古来幾度か難局に遭遇したのでありますが︑決してこれに屈することなく︑その都度閲民は一致協力してこれに富

り上御一人の御稜威の下に講忠報国の誠を鳩し︑以て今日の隆昌を来したのであります︒遠くは元志の役と云ひ︑近くは日

清︑日露わ役と云ひ如何なる浬難をも克服して来たことは国史の示すところであります︒
との全画民の心が一つに結ば︑恥る畢閏一心の曲って来たる所︑責に寓邦無比なる我が画鵠に淵源するものである事を恩ふ

時︑我々はⅢ本臣民たるの有難さを今更ながら深く感ずるのであります︒
我為岡民には忠典なろ組先の血が流れ︑その心には仰統の怖紳が宿っております︒偉大なる業績を歴史に印せる我等の組先

に依って我衛は育まれて来たのであります︒今やとの安き剛民精川を十・分に護揮しなければならぬ亜大時期に際脅したのであ

ります︒この団民粘刷 前には如何なる無難危局も克服せられなければ息まないのであります︒
今日の岬局に直面した我堂は先づ節一にか上る忠剃蟻剛︑識忠報園の徳統的精川を振ひ起し︑これを園民生活の日常に具現

7こ−云

せしめ︑闘民の↑現資生活に浸透せしめて︑銃後に於ける風力の根幹を培ふべきでありまして︑この時局が永綴すればする程︑

我均圃民は益糞確固たる信念と決意とを持って進まなければならぬのであります︒
﹂かくの如くにして我糞は大いに圃民精榊を昂揚し悶民志鉱の振作を刷らなければなりませんが︑之が篤には就曾の風潮を一

とへ如何に長期に一日一るとも︑堅忍不抜の赫祁を弧化し︑如何なる困苦鉄乏にも堪へる心身の鍛錬を鱒すととは極めて必要であ

︲今回の堺愛は今後怖勢如何に依りまし一Ｌは州営握期墜口一ゐことも有り得ることを儲慨しなければなりませぬ︒然しながらた

ととなく︑我が帝国の大使命たる東亜の平和を確保し世界平和確立の大理想誰賞現しなければなら砲のであります︒

ります︒我々はこの租先の遺業を顧み︑この度の事愛に鴬っても一時的興奮に駆られることなく︑叉如何なる報難にも屈する︑

の役に就いて見ましても︑その護端より維末迄は資に数十年の長年月に一日一り︑畢図一致︑堅忍持久よく圃難を克服したのであ

醒め易いと云はれますが︑我図の史資に照らしますと︑これは秘乾しく左様に断言する事は出来ないと剛心ひます︒例へぱ元潅

ぬのであります︒常に不境不屈のカキ｜以て︑沈着事に餅ることを心掛けなければならぬのであります︒我が団民性は熟し易く︑．

・我々は今後相次いで起るであらう如何なる難局をも断乎としてこれを克服し︑打附するの賓力を涌養して世かなければなら

であります︒

新して質賓剛健進取の風を馴致し︑一段と国民生活を腫筆厳らしめ︑荷くも岬眺浮華︑萎脈退嬰の風があっては底らぬのであ
ります︒若しそれ園民志気が弛緩制溌せんか︑これこそ図民活動の源泉を枯渇せしめ︑その活力を消磨せしめることＡなるの

「てし際に員動縄刺I精民関

ろと存じ
すす
︒︒これがためには生活態度を反省して︑享楽的︑額暖的乃至逃避的熱風を斥けて勤倹力行し︑恩ひ上った心持を
じまま
士︽幸

○・

拾てつＬ
みみ
主ある謙譲な態度に立締り．功利主義に瞳することなく遁義之れ亜しとする心構へを鍛錬しなけ︑凧ばならぬと存じ
Ｌしし

最一初に申上げました如く︑今次の事愛に営り︑我が国民は時局の重大性を認識し︑精神力︑物質力の一切を傾注して之に富

元来我々図民は何れも地位職業の如何を間はず︑各自その持場持場に依り︑職分に雁じ職業を通して園︑堤い負って立って居

ろ用意を有する事が必要であります︒我掩は皇軍の将兵諸士が日夜戦線に講岡ぜられつつあるその忠義の精卿と灘践と藍直ち
に園内に在る銃後の我等のＨ常生活に移し︑銃後の護りが戦線の忠誠に劣らざらんとと矛一期すべきでありまず︒
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るものであります︒それでありますから︑例へぱ農業に従事する者は農業に︑商工業に従事する巻は商工業に︑教育者は教塊
に︑官公吏は役所に︑夫々その職務の全能率を溌揮し︑私を制し公に就くの心榊へを持って協力一致国力の充賞︑伸張に寄典
致しますることがとれ取りも直さず銃後の忠誠を譜す所以に外なら砲のであり表す︒殊に畢能お推移によっては︑営然事鍵は

︵昭和一二・九皇一・日比谷公脅堂に於ける演説︶

積極的に協力して夫々妓も適切なる宵言行方法を樹て旦県に畢闘的な︑而も持久力ある大岡民運動たらしめ︑闘民打って一丸とな
り固策の遂行︑所期の目的達成に迩進するの賃を筆げ︑以て聖旨に膳へ奉らねばならぬと存ずる次第であります︒

ます︒我々は現下我が国の両一面せる時局の一聖大なる意義を十分認識してこれに封庭する決意を問め︑老若男女の別なく︑総て

以上は今回官民一致の下に行はれんとする函民精榊縄動員Ｐ内容の一端を︑文教に携はる者と致しまして申述べたのであり

塔ふ事が肝要なのであります︒要するにへ７日の時局は︑桑圃民の自溌的な能動的な協心識力が凝って之を打開し得るのであり
まして︑これ今回官民一鵠となって一大岡民辿動を展開せんとする所以なのであります︒

に︑例へば動かざるとと山の如き堅問さを以て足を大地にふみしめ︑日常の生活︑日常の業務の中に浸透しなければたりませ
ん・との意味に於いても園民は妓も沈着なる心持と不動の信念とを以てその側常の業務に精勘し︑これに依って園力の根抵を

・長期に一日一る事を溌想せねば底らぬのでありますから︑之に封魔する閣民の受塘並に態度は︑あくまで﹄哩剣に︑あくまで着賞

てし際に員動偲紳精民園

して露英米の三国である︑就中露は其の尤なるものにして従

陸軍中勝

奥手俊蔵

暴支麿懲の篇め圃民の費悟

○長期に亘る大戦を麗悟せよ

教育の所産にして其根祇噸る斌弧なるものあり︑斯の剛弧な

怖勢上寓里の遠征頗る悶難の境遇に在り︑米は我と戦ふくき

仙剛と充戦の場合革命を惹起する虞なしとせず︑英は臓洲の

に露は内部の混飢に加ふるに西方に封し大なる顧慮を要し︑

来事毎に我に衝突を重ねてゐる︑熟ら三図の情況を槻察する

ろ根抵を全く菱除するに非ざれぱ東洋の和平は望まれない︑

支那の侮日排日抗日は数十年来に亘る篤政家の画策及剛民

事布くも鼓に到った以上我剛は断乎として第三函の容味や姑

する敵封行動に川づとは信ぜられぬ︑恐らくは露が戦以外の

何等黙著の瑚山なし︑故に此等の園が我閲に向ひ兵力を以て

たものでない︑諜想は溌想にして事変でない︑諜想の外づれ

る吾人の推理的判断に過ぎずして彼等は何を考へあるや知れ

利し我不利を刷るの程皮に止まるであらう然れども街は単な

現ゆる手段を以て支那を援け我を妨げ︑英が陰に陽に支那を

息の受協弄一排斥し徹底的岬懲を支那に加ふる外はない︑支那

・営する︑加之今回の戦争は湖洲事件直後より準術せる虚にし

て悶内到る所の要地には堅問なる陣地が椛築されてゐる︑故
に徹吹的脚徴の鱒め北剛民は先づ以て僅期の大戦を蝿悟する

ろ所に失敗がある︑弊戒と準備が必要だ世界大戦勃溌の直前

だ伊太利や維馬尼が敵に成らうとは忠はなかった︑米の参戦

を亜する︑戦争長期に亙れば術況は幾度か愛郷し敵に加捨す
支那牌懲の川的が完至に達成さるれば︑識に我圃勢は偉大

に至りては全く溌想外であった︑故に吾人は最悪の場合を考

猫は英が敵になるとは考へ厳かった︑開戦するに至りてもま

なる進展と遂げて東洋平和主宰の地位に立ち︑東亜に封する

職し︑特に便期戦の矯め岡家疲弊胴伽の虚に来ずろ新敵の狸

る隅が無いとは断定川来たい︒

．欧米勢力は自ら減縮するを苑れない︑夫を喜ばぬものは主と
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は閏士頗る康大にして其の現在兵力は我常備率の約十偶に和

悟畳の民剛め侭の懲腎支暴､

悟昼の民園め侭の懲暦支暴

長期の大戦は莫大の妬傷︑巨大の資財︑国民生活の偉大な

成ったものである︑断じて同様の事を再現してはならぬ︑戦

開し闘係艦隊司令便官上村中将の家族に典へたる暴行脅辿と

らぬ︑斯の如き蝿簿気分が副礁戦零筒時術陵丸佐渡丸事件に

る剛難に堪ゆる事︑緊密なる畢国一致︑図民の大交的精祁作

進展せしむる所以に非ず︑且つ銃後の後援に反するものであ

争局部の不利に騒立つが如きは大閣民の態度及戦争を有利に

出に封し畳悟を要する︒

興等々が椴綾されて始めて最後の勝利孝一謹得川来るのである

勝利の牒件溌一賞現衝行すべきである︑之が前提基礎工事とし

の地に殺倒し︑俳函の運命今や風前の燈火の如くなり︑之に

を唾辿し︑五月二十七日エーヌ愈戦の結果挺懸して巴里腿尺

一九一八年三月以来猫軍は衝天の勢を以て到る所の聯合軍

る○

而して此間戦争の局部的失敗も亦往糞にして苑れ得ない︑此
等戦争遂行に要する諸要件に封し一時的祁経興奮の浮薄なる

て園内より現ゆろ悪を一掃するを要する︑夫れが出来ぬなら

周章狼狐せる議脅は喪心の除り責任ある勝率の所刑を政府に

所の指揮官は璽謹夜に亘り不眠不休一以て十に常り悪戦苦闘の虞

‑=‑−10．−−−

行篤は有害無益である︑必ずや質資剛健事為に叉一歩一歩に

一掃に就ては後段に漸次述ぶるであらう︒

ば長期の大戦遂行も雀だ困難だ︑大戦遂行の要件及閣内悪の

章狼狽の齢︑或は最善なりしやも計られざる指揮官に封し過早に

人の信用は閥家危急の篇め竜忠鍵化する所なし︑然るに吾人が周

・きは識て藷君の注意と擬悟とを促せし所にして︑閥軍に封する吾

恐るべき軍の退却時は乗れり︑凡そ斯の如き悲痛時の必ず来るぺ

いふ︑

へる偉人クレマンソーは泰然自若不動山の如く議曾に訓へて

弧要した︑斯の園家危急の秋に方り︑旭園の運命を双肩に捲

○載闘の勝敗に開し妄りに騒ぐな
我国は上古朝鮮放棄の場合の外他に敗戦の維騒なきが故に
国民中にも頗る事を簡単に心得戦争は川征軍人が勝って異る
のだ︑停車場の見途に寓歳を大弾疾呼すれば夫れで勝てるの
だといふ風必ずしも皆無だと断言し難い︑夫れかあらぬか︑

今や既に流言斐語も相営にある︑此等流言蛮語が国民精祁及
に開し陸軍非難の詮もある様だが︑戦争の経過中止むを得ざ

り︑予は断じて此の罪悪を犯す者に非ず︑諸君が所刑を要求する

手を鯛れ︑以て軍中に不安の念を投ずるが如きは大なる罪悪な

るの不利は往麹にして蕊生する︑又鵬召軍人の見途に一黙浮

を得んや︐蔦一許すべからざる過ありとせば︑之を虚分するは郡

最中なり︑此の犬混戦中に於て祁に非ざる何人か些少の過誤なき

作戦上如何なる不利を来すやを熟慰すべきである︑通州事件

薄の気分が漂はいであらうか︑見途は厳粛荘重であらねばな

､

﹃０■︒

の状況硯るに堪へざるものあり︑併かも莫大の戦鐙を要し︑

と困難とを忍び︑一意維局の勝利に遮進してこそ犬剛民の態

且物軒峡乏の馬め閣民生活は極度に困難と成る︑能く此悲痛

ち予の責任なり︑予は此の過課判定の馬竺一名の大将露を有す︑フ
オッシュ及︒へタン是なり︑此の間歩銀難の秋に常り︑吾人唯一の

もない︑斯の如き春に封しては宜しく相常の制裁を典ふくき

度である︑然るに今事愛の初頭既に弱音を吐くものがないで

︑的は即ち最後の勝利なり︑戦場に於ける勇士の鮮血を以て勝利
を得ると否とは一に閥民主瀧代表者たる諸君山畳悟如何に懸る︑

戦死一︑七一八︑三四六一︑三八五︑三○○

者の開係を知って世きたい︒

である︑鼓に吾人は世界大戦に於ける猫怖雨画の人口と死傷

濁悌

予は巴里の前方に於一く験ふくく︑巴里の内部に於て職ふくく︑又

巴里の後方に於て哨戦はんとする者なり︑若し夫れ諸君にして予
の決心を不街とする者あらは︑宜しく予を此の壇上より引下さる
ぺし︑然らずんが無秩序極まる示威運肋に代へ︑他の有力なる協
同を予に輿へらるぺし︒

戦傷四︑三五○︑二三三卿○○○︑○○○

心を要すと喝破して議禽を鎮櫛し︑以て挑幽を救ふたのであ

を得くし︑之が篇めには図都の放棄をも敢て僻せざるの大決

政府之を負ふくく︑最後の瞬州迄講闘して始めて維極の勝利

貫の重きを加へて全能力を蕊抑せしめ︑更に図土喪失の責は

らぱ参謀細擬及細司令官にして陛置すべしと海へ︑統帥に閏

賛蕊圃民であって︑近年愈交共の篭しきを感ずる︑五しく函

を篇し得ざる筈なきを銘心すべきである︒礎念乍ら我剛民は

吾等は深渋の敬意を棒ぐると共に彼等の鰯し得る虚︑吾亦之

ずして能く忍耐し︑四年牛に亙り戦争を維綾せる功気に濁し

分に付一名の死傷肴を出してゐる︑斯かる大悲惨邪に喪心せ

猫は壮年者二人八分に付一名の死傷群を︑桃は批年群二人三

人口の牛分を婦人とし男子人口の半分を老幼と見るとき︑

人口六八︑一六六︑○○○三九︑八四○︑○○○

る︑是れ営さに我国民の深く恩を致すべき大教訓であらねば

に鮒し妄りに外部より騒ぐべからず︑許すべからざる過失あ

︑言々句糞千金の重さある測圃救護の大獅子帆にして︑作戦

茂らぬ︒︑

否や一見催だ疑問とする所である︑日燦戦争常時は州征軍人

は賛灘にして貯蓄乏しき開係上︑所要の戦黄を支出し得るや

を率げて勤倹質素以て画難に赴くべきである︑今日の状況で
我団民性として熱し易く冷め易く忍耐性に銃くる庭がない

平均一人一日六回程度であったが︑科畢兵器を多く使川する

○死傷と戦費の莫大を豊悟せよ

であらうか︑大戦永績すれば莫大の死傷者を生じ︑惨但悲痛

一Jユー

二１日

悟畳の民園め周の懲暦支暴

､

今日に於ては其数倍に上り︑恐らくは少くも五偶即ち三十回
以上を要するだらう︑三十園とすれば面幽の川征軍の馬め一
ヶ月九億回︑年百八億回を要する︑百億と一口に言へるが︑
百億は責に互大の金額にして︑之を数ふるに百回札を一秒一

枚一日十時Ⅲ働き年中休をしで七年七ケ月を要する︑恐らく
とすれば︑四年半の長期戦では驚く勿れ︑約五百億回を要す

休日を挫き先全確賞の計算は約十年に亙るだらう︑年百八億
る︑理屈上之を支出し得るとしても資際問題としては︑非常
の困難を伴ふが故に︑吾人は即刻より之が準備に掛り勤倹質

偶八分は亘一土一億側にして毎年出せる︑右悶富︑阿姥所得

及図蝿貯蓄は︑朝鮮︑嘉濁︑沌洲を除外し内輪に見猿って居

ふ︑従って国民に勤倹質糸困苦妖乏に堪ゆる責力あれば︑何

るから︑四ヶ年五両億剛の金は楽に支出し得て除りありとい

等戦愛に困ることは無いだらう︒

○生活の困苦訣乏に堪へよ

忍耐とは危隙悲惨を極むる資況に虚し︑揃精榊を作興して

挫折せず︑困苦峡乏に堪へて稗通に出来ない事を遣り通す意

義にして︑例へば長期に亙り日常食並を牛分以下に減じて迄

る猫逸の資賎した手本がある︒

も︑固家の目的に迩進するの類をいふのである︑大戦に於け

猫逸は図の周幽を封鎖された結果︑開戦館二年の秋より既

リーなるに︑

に灘食峡乏を来し︑第三年の秋に至りて漸く遊しきを加へ︑

四カロリー︑即ち常

都市在住肴の常時平均Ｈ並二千五百六十九力

都市に於ける一人の配常日最王一百四十

時の半最除に減少し︑第伽年五月峡乏の頂軸に達した時は一

人の配営日量︑千カロリー即ち常時の四割弱に減少した︒之

を以て如何に食籾峡乏の苦みを忍耐したか哩判かる︑而して

戦時パンの制度は食糧不足を溌想して︑開戦後直ちに施行さ

れた法律にして︑初は小萎一粉七分︑燕萎粉一・分︑馬鈴薯二分

の割合に作ったが︑食糧不足に件ひ漸次成分劣悪と成り︑経
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素を卿行すべきである︑オリンピックをやるかやらぬかとい
ってゐる時代ではなからう︒然らば理屈上之を支出し得るか
ドゥヵといふに︑野田維済研究所長の談表する所に依れば︑
世界大戦に於ける各大戦の戦斐を綜合し︑又同各図の図窟︑

閣民岬榔及図民貯蓄を各綜合し︑戦巽の後考に封する割合を
見るとき︑支出戦愛は閣篇の四割四分︑閣民所得の八割七分
団民貯蓄の五僻八公応営る︑而して各図支出の戦費は雄大英
の七十川億六千三百蔑勝︑最小伊の四百十八億利であって︑

億回にして毎年出せる︑日本の圃民貯蓄は︑二十一億側其五

出せる冊本の閲民所得は百四十億回診共八割七分は画一土一

四分は五宣下八億側︑即ち年亘一千二億回を川年潅綴して

にも出せる筈だ︑日本の固寓は千一百億剛にして︑其の川割

伊や填旬の如き日本より貧乏図もあるから︑其平均額は日本

悟豊の民函あ爵の懲胸支曇

了
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悟畳の民幽吋)溺の懲胸支羅

回沌にして戦争は無いと妄断し︑図際聯盟協含支部は政府の

勢した︑剛氏はおぞくも此宜徳に迎合し︑共産主雄は流行す

隊軍人は厄介物耐され︑街頭や汽車竃車中にて車人に燭する

補助金を待て︑各大単や奈圃各地に設世された︑之に反し単

に審秤粉及布紛等を混入して︑腹を満たす膜を典ふるに至っ

を意味する︑痔せて頚部細くなる鴬めカラーを縮める商賓が

者中には．五割減の者を出すに至った︑五割減は衛生上死亡

侮辱悪ばが嫌に成り︑勢の赴く所華府倫敦の屈辱的海軍軍縮

れる平和風は園内を風雌する︑剛際聯蝿に頼れば国際開係は

現はれた︑斯く食繊不足の紬果剛民は脆弱と成り︑之が篤め

其他の日本雌辿問題に封し︑輿論は之を鴬然なりと篤し︑極

る︑蕃修遊惰の風は横溢する︑自屈的主義は威力を振ふ︑誤

死亡世る希七十六衝三千人の多きに達した︑食糧不足と共に

めて小数の噴圃者の反封するのみであった︑此の我図内状況

算すれば○○師開○に過ぎない︑日露戦前の十三師函は国防

関は十七仙あるも各約○分の一を峡くが故に︑完至師剛に換

、

ラムなるに四十九キ画グラムに減少し︑中産階級及工場勢働

其他の生活も肘窮を極め︑衣服では一人一年の常用量十キロ

及肱米への屈服が支那の排日賦米依存主義を大に助握したの

．各剛は戦争に於て兵器に依る戦の外に兵器に依らざる思想
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た︑食並不足の矯め都市在住者の平均悩最は︑術時六十キログ

て紙製と成った︑獅逸人は能く斯かる困苦縦乏に堪へ︑戦共

グラムが四十分の一︑即ち二百五十グラムに減少し︑主とし
著に於ては辿勝キー総綾したのである︑日本人は能く注意せよ

併も宜徳かぶれの図防盲は自溌的に︑欧米に類例底き陸軍

は季ふくからざる事賀である︒

日本魂は遥かに猫逸魂に勝るものなることを︒

戦︑即ち宣蝉戦を併用し以て︑相手国民の戦意を去勢し其の園

合を見て逐次二十五師に増加する途中︑此の郡縮と成った︑

上大なる不足を感じ︑明治天皇の御汰沙に依り︑財政の都

は各約○分の一を峡く研の不完全師剛に退化した︑今日我師

二回の大縮小矛敢行した︑之が馬め我野戦車の主罷たる師圏

内を混矧せしめんと努める︑我掛支勝利を好まざる英露は宣

○悪宣惇にカブれるな

偉戦の達人にして︑就中露は既に久しき以前より我図民を脈

に闘防地域髭増大した︑此の場合日露戦前既に圃防上不足な

我岡は日露戦争に依り朝鮮を併合し︑且つ猟洲に手を砿げ大

て圃防を全ふし得るや︑孫やは三尺の誰子すら能く知る所で

りし所の十三師より更に○○○○少き○○○○○○兵力を以

易く宜惇戦に乗ぜらるｋ虞機厚だ︒今より十分弊戒を要する
世界大戦に於て弧図中無傷なのは日本のみであったが故に︑

迩に誘惑しつ上ある︑我図民は正直にして他の甘言に欺かれ

爾後各国は日本を押へんが鴬め宣偉を集注し︑日本精川を去

［

悟畳の民醐め鰯の懲暦支暴

の結果である︒世界大戦に於て猫逸軍は能く沌戦連勝せるも

此等幾多の問題は皆欧米の悪宣偲化の産物である雷支那事愛

に於て減洲事件勃溌し篇めに止む凌ぐ中止さる上に至った︒

次の陸軍大縮小が計議され︑今や憎さに資行せんとする場合

ある﹀夫れでも猫ぼ飽き足ら歩覇大正五年より六年に亙り鞘三

たるものあり︑伊軍統帥部ば諸種の手段を誰じて駆除の士気

は偉大にして︑各虚の戦闘に徴するに軍隊に戦意の織乏歴然

陽に非職熱の宜体に努めた︑此宣体の戦線に及ぼしたる蚊果

部にありし純耽含黛は参戦以来︑常に戦争反封を唱へ︑陰に

たのである︒斯の大敗の原因を討ぬるに︑営畔伊図政界の一

英俳の援助を得て︑辛ふじてピャー．雪へ河の線に踏止まるを得

せる平和勧告は︑益伊軍の士気を阻喪せしめ︑本命戦賞初に

恢復を試みしも其妓なく︑倉ま此年八用雑馬法王の各国に蔦

にして軍の思ふ如くならざるものありとせぱ夫は兵力の不足

る海兵の暴動を端緒として遂に内部より崩没した︑叉千九百

と︑公然高昭するものあるに至った︑之より先き斯かる悪傾

至りては︑戦争を維止せんが篇め敵に封して抵抗すべからず

園内の困難に乗ぜる敵国宜僻が蚊を奏し︑キール軍准に於け
十七年秋伊軍のカポレット含戦に於ける古今東西の歴史に類

に亙り︑風内非戦派の宜偉は軍紀を破壊し戦闘力を消誰赤る

向を棚破せる参謀細便カドルナ蒋軍は︑六月及八月前後数回

例なき醜敗も︑共産主義の宣偉に依り銃後後援の逆を行った
五十個師関より成る伊軍は︑カポレット禽戦に於て︑我よ

結果である︒

求し︑且つ軍紀及士菜を破壊する内政に封し︑全力を墨げて

を以て︑政府は線司令部と協力して悪風防過に努むくきを要

準傭せるイゾンダ河畔の堅固なる陣地を棄て︑恰も疾風に捲

んば︑頓て悲惨なる日は吾人の頭上に辿り来らんと︑熱誠悲

抗議するは予の義務なり︑此等悪事の原因を除去するに非ず

り劣勢なる猫填軍︑四十個師国の攻撃を受け︑参戦以来永く

十六葛五千人︑逃亡兵三十五蔑人を出し︑大砲三千両五十二

不笥の政府は遂に何等鴬し得なかった︑之が斯の敗戦の直因

痛を極めたる言辞を以て︑政府に抗議すあ所ありしも︑優柔

かる入枯葉の如く︑一溜りもなく敗走し︑死考一寓︑伊鹿二

十五葛の逃亡兵は都市田園山野の嫌たく︑ヴネト平野を燕ふ

だ︒

国民銃後の後援は戦勝に絶封訣くべからざる緊要事項にし

ｎ戦争中弱言を吐くな

門︑辿撃砲千七百三十二門︑小銃六十寓挺を敵手に渡し︑三
て西方及西南方に奔蹴し︑遠くは雑馬ナポリー迄遁げた︑此
の悲惨にして破天荒なる醜敗に封し︑全国震駁して篤す所を
知らず︑伊函の滅亡は旦夕を川ですと信ぜられたが︑幸にも
猫填軍は既に疲弊困倣を極めて長駆追撃の除力なく︑伊軍は

: U − −

悟畳の民剛め侭の懲胸支暴

中期より園内の困難に怯へ︑自国の戦力を識して勝つことに

は自ら明かであった︑然るに猫逸政府は意思沌弱にして戦争

も亦安協平和を標語とするに至り︑政府は一九一六年夏以後

て︑決して消極的ならずして飽く迄積極的でなければたらぬ

・交戦国及共他に交渉して誰和を試むること十数圃に及び︑其

努めず︑如何にせば安零協午和を結び得べきやに腐心し︑議含

間接を間はホ荷くも戦意を鈍らしむるが如き戦線への影響を

の都度失敗した︑渦逸の礎協平和翼望の雛及誹和交渉は敵を

以て出征希をして全く後顧の虞なからしむると同時に︑直接
徹底的に禁止し︑更に絶大の力を以て出征者を鼓舞し一意戦

して猫逸の内怖困難と其没落目腿の間に辿れるを知悉せしめ

政府の施設と幽民の努力と相待ち蓮家族の牲助を周到にし︑

ある︑暇令夫れが遺家族の口より出づると︑勝又閑除の圃

軍隊の戦意を燕溺にし︑且つ蝋︑土︑勃等Ⅲ削図の猫逸に燭

益と其勝利の翼望と闘志を強硬ならしめ︒却って猫逸図民及

勝に向って遮進せしむるを要する︑特に一切の弱音は禁物で
民より出づるとを問はす︑先づ其弱音の源を塞ぎ︑猫ぽ之を

する信用を失墜し︑同盟の結束を弱めし外の何物でもなかっ

在郷軍人は戦時軍隊の主力にして︑其糖祁の如何は戦争の

た︒

勝敗を左右する︑我在郷軍人の忠勇なるは多言を侠たないが

〃るも代へ難き崇高なる兵役義務完了の表彰である︑此理を知

q−

口にする者は相営の制裁を加ふるを要する︑戦線の証人は困
難なる長期戦に於て︑後方より何等の溺昔を剛かざるも卿ら
倦み勝ちとなるは自然の勢である︑戦線の軍人を蝿て水火の

の容味を拒絶し︑叉吾より絶封に錠協を望まず︑敵の安協に

る迄は︑如何に閣内に附難事怖あるにもせよ︑政府は第三園

が故に︑一言以て在郷軍人諸荊の熟考を煩はしたい︑夫れは

ある郷を改むれは更に一層の光彩を蛸すならんと思ふ事ある

○在郷軍人は畳へざる過を改めよ

も唯ぜざるを要し︑固民は一切の外来宣徳及流言斐語に耳を

艶ゆ︑故に敵に徹底的打撃を典へ戦一争の目的を完全に達成す

襖に投歩るには︑如何に後方より推進するも猫ぼ妃らざるを

仮さず︑以て畢閲一致一男往辿逃すべきである︑以上を以て吾

一制式にして之が着川を許されたろ者は絶大の光柴を擦ふ者

軍服類似の服装である︑抑も軍服は大元帥隊下の御服とＭ

る者は軍服着川者を見るとき︑其身罷より崇厳なる御光がさ

世界大戦は列圃維潜開係と深大なる感情との自然的切迫に

人は銃後筏援の主要竹子だと老へるのである︒
松り生起せるものにして︑聯︿岬各図は獅逸を撃滅するに非ざ
れば止まざるの牢間侵す能はざるの決意を有すると共に︑猫

だ︑加之軍服は一身一家を犠牲として金銭其他何物を以てす

逸も亦敵を征服するに非ざれば︑其生存と護展を望み得ざる
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悟畳の氏国め爵の懲脅支暴

す如くに敬度の感に打たれ︑抑へ難き親愛の傭を起すのであ
る︑肩章は軍服の生命なるも唯軍人としての階級を現はすに
正まり︑着用肴の全人格全憤仙を示し叉は共の紅禽的地位の
低下を意味するものではない︑斯の如く黄重なる軍服に代へ︑
無償値の類似服装が用ゐらろ上に至ったのは何故だらうか︑

人目を惹くに至ったのは大正十二年大震災後と畳ゆ︑即ち上

其動機及根援に就ては筆者の知る庭に非ざるもＰ類似服装の
述する所の日本風民緒川の鮫も低下せる時代の産物にして︑

上級者の肩章を削奪したものである︑但し筆稀は斯の類似服

︐装を篤す者が共産主義だというのでは決して底いとと遂裁に

用肴は和識の間柄等特別の場合の外︑上常に敬鵡せぬを普通

厳格に断はって置く︑筆者の知る範劉に於て︑類似服装の着

とするが︑正規の軍服清川肴ならざる以上陸漉懲罰令陸軍魁

式には表向述反するものではない︑然し乍ら斯の雛服類似服

滋だ︑此に於て在郷軍人が公然階級を無覗し︑公然勅諭の一

装は着用者の在郷軍人たることを事質的に表示する︑問題は

となりはせぬか︑勿論多くの在郷軍人は斯かる意識なく︑唯

大綱たる軍人は澱義を正しくすべしとの御訓に違反する結果

る︒斯の事から漸次に軍人精榊の陵夷軍紀破壊の風を馴致し

何気なく類似服装を若川するのであらうが︑弊害は伴って来

に我在郷軍人の深く考ふべき重大問題である︑恐るべき国難

束り︑遂に皇軍に偉大の害毒を投するに至るを虞る︑是れ賃

︵︽工︶
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多くの在郷軍人は他人の鱒す所を見て︑何気なく漣然之に徴
ひ︑遂に今日の流行を来すに至ったのだらう︒

然し乍ら今日の帝図様郷車人含は︑一私設関綴に非すして
て本含の主目的は軍人緒川の鍛錬軍事能力の増進にある︑曾

勅令に依って測織せられたる公けの国家的剛鰐である︒而し
員たる在郷牢人の軍服獅似服装の清川は勅令の尊厳及本曾の

を眼前に控へる今日︑皇軍が未曾有の重大任務を愛肩に婚ふ

×

目的に添ふものをりや否や︑槙重の考慮なく濃然之を着用す

今日︑而して圃民緒紳の偉大方ろ作興と必要とする今Ｈに於

×

べきものではなからう︒

・るＯ

×

て宜しく断乎本件を改むることを糞望して止一表ないのであ

×

抑も類似服装とは何かというに︑主たる黙は階級を示す所
の肩章を除去せることである︑軍服類似の服装を篇すことは
明かに法規の禁ずる庭である︑肩章を除去すれば階級不明と
共産主義心主なる一簡像にし一し我軍紀と机容れない︑ロシヤ

成る︑階級を不明にすることは郡ち階級無覗だ︑階紋無帆は
共産革命に際し下級軍人は自分自ら肩章を除去すると共に︑

×

悟畳の．民図と局時

尾範

度が鍛初から公明正大であって︑皇軍が立たざるを得ずして

圃民政府膳懲のために奮起するに至ったのは︑わが帝図の態

よい︒これは事件解決上帝風のためまことに慶賀に堪へない

ことであって︑わが九千閏の同胞が堅く手を繋いで奮起した

立った事怖が一般閲民に軒く了解されたからであるといって

めることとなった︒しかも最初わが帝国が堅持した事件不振

い︒光岬ある帝圃の歴史は明かにとれを物語ってゐる︒この

以上︑いかなる障碍も必す突破することが出来るに加速な

るに至ったので遂に帝閣は断乎たる決意を以て隅懲の兵を進
大の根本方針はかれの挑戦的熊度によって全く疎鋤され︑全

壊されるに従って︑悪夢から醒め︑駆除の志気温要し︑民衆

下で跳らせられてゐるに過ぎないから︑剛民政府の基礎が破

れと異って︑支那では閏民大衆は剛民政府から抗日の宥板の

立するまでは一歩も退くことが出来ない立場に世かれてゐ

の結束も崩壊するより外はないであらう︒とはいへ今日の支

画民的確信こそわが帝国の最哨大きな弧味であると恩ふ︒こ

る︒そしてこのことは政府を始め一般団民が十分畏悟し︑畢

那は漸次闘家統一への歩を進めて来た上に︑近代的軍隊と兵

あるが︑既にかやうな事態が護生した以上︑帝国としては圃

固一致事件の根本的解決に常らうとする気勢を示してゐる︒

民政府の反省を促し︑その抗日政策を打破し東洋の平和を確

面に日支の抗争を見るに至ったことはまことに遺憾の極みで

同胞の生命財産が危隙に曝され︑わが帝閏の椛益が無澗され

軍を集結し︑われに封して全く挑戦的行動に出で︑わが在留

る︒しかるに今次の事鍵に際してかくも剛民が一致協力して

勃護の営初にはまだ国論が動播してゐたやうに見えたのであ

までにあまり見ない所であったといってよい︒現に満洲事愛

時局峰﹂圃民の覚悟

一

1口

を忍び︑自亜に自亜を重いて来たのであるが︑かれが途に大

幽民政府井に軍閥の暴惇不信に封してわが帝圃は忍び難き

9
'
上
、

恐らく今掴ぼど馴民の総意が期せ歩して一致したことはこれ
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て切り航される事を恐れ︑出来るだけ事鍛の連かなる解決を

るので︑ソヴイエｉトは多分支那に封して現在以上立ち入っ

希望し︑フランス井にアメリカを誘って日支叩園を暁辿する

器とをもつやうになり︑殊に人口が鵜しく多いだけ兵力もま

ある︒けれども支那一風を柑手とするのであるならば︑忠勇

ために共同工作をしようと努めてゐるが︑アメリカが渦中に

て援助することは出来底いであらう︒次にイギリスは小文南

無盤のわが皇軍がこれを撃滅するに至ることは疑ひを容れな

投ずることを好まないために︑イギリスとしても壷た断乎た

支に深い利害開係をも２Ｌゐるから︑それがこの事塗によっ

いであらう︒しかるに既に支那はソヴイエートと不戦催約を

る決意をなしかねてゐる︒がしかしイギリスには駐支大使負

い︒現に事愛護生以来かれらも相営勇敢に戦ってゐるやうで

結び︑更に密約によってソヴイェートから飛行機その他の供

傷事件があり︑アメリカには汽船爆撃事件があり︑その他多

た大きいから︑帝凹とし一︲｜も決してこれを侮ってはならな

く措き︑岡民政府が昨年十月の西安事件で共産難と握手し︑

てどういふ動きを見せるやうになるか俄かに諜想することは

数徴米人の死傷も起り︑かたがた今後各剛がこの事鍵に封し

給を受けることとなったと徳へられてゐる︒密約の度億は暫
更に今回の事鍾でその結合が強化された以上︑岡民政府がソ

とを知り︑出来るだけ外閏の干渉を期待して種凌なる工作を

出来ない︒殊に園民政府は形勢が刻堂にかれに不利であるこ

ヴイェートと一層弧く結合するやうになったことは事資に相
る位のことは極めて容易であって︑現に外幽からの誼報はそ

さないものがあるといはねばならぬ︒

めぐらしてゐるのであるから︑事鍵の前途は決して楽槻を許

達ない︒さすれば支那がソヴイエートから兵器の供給を受け
の事賞を報道してゐる︒た堂ソヴイェｒトとしては図内に反

結果ソヴイ︸−１トはドイツの牽制を亜れることが出来す︑ま

る上に︑国民が戦争に倦きて来るだらう︑しかるに支那は北大

合である︒園民政府は事鍵が永びくならば日本は財政難に陥

殊にわれわれが深く考慮すべきことは事鍵が長期に瓦る場

一一

動の動きが相営根弧く行はれ︑そのため粛正工作に努めては
ゐるものの︑今俄かに日本とことを鱗へるほどの除裕はない

たス・へイン内乱に開聯してドイツやイタリーとの抗争が今

なる国土と巨寓の軍隊とをもってゐるから︑たとへ一部の領

ものと見られてゐる︒殊に昨年日猫刑に防共協定を締結した

地中海で国籍不明の船によって撃沈されたやうな事件がしば

土を占祇され︑一部の軍隊を失ふとも︑閲都を奥地に移し︑

日に至るまで持績し︑最近ソヴイェートやイギリスの汽船が
しば勃溌し︑ヨーロッパの天地も和営不安な窒素を漂えてゐ
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しれない︒けれども帝幽としても半歳の軍巽に二十除億を要

難や兵器難に苦しみ︑或はそのために政府の崩壊碇見るかも

うである︒勿論支那と雌も恐らく事愛握期に及べば先づ財政

新鋭の軍を以て日本軍を悩ますことが出来ると考へてゐるや

んで︑根気や忍耐を養って究極の目的を貫徹することに努め

万に机戒しめ︑カリそめにも榔薄軟弱なる思想や言動を痕し

動の決意を堅めるととが肝要である︒これについて閏民各自

政府と軍脚とを打破するまでは断じて退かないといふ確乎不

上に極為なる支障が生ずることを識め晃悟すべきである︒そ

・かもしれない︒何れにしても事鍵が氷ぴいた場合団民生活の

すべきものの外に︑物償騰貴と蔵って生活困難の問題が起る

響礎及ぼすか︑少くと凶圃比各自が或は税金献金として負推

要するに和雄ない︒その際にそれが馴民経済の上にどんな影

支事鍵が今後どう展開するかは知らないが︑われわれは常に

犠牲を忍んで閏家のため民族のために悲岡したのである︒日

か柔い婦女子や老人が一切銑後の勤めを引き受け︑あらゆる

績けたではないか︒即ち働き艦りの男子は悉く戦線に立ち︑．

かの仙界大戦の際には五ヶ年の久しきに亙って忍苦の生活を

享楽を生活の目標としてゐるやうなヨーロッパ人でさへ︑

なければならない︒０

れ故にわれわれ園民としては各自堪へ得る限りの負桧に膳赤

最悪の場合を受悟し︑どんな事態が護生しても騒がす︑驚か

することから見て︑それが永びく場合には相営巨榊の軍備を

ろだけの決心をもつてゐなければならない︒少し位の苦痛に

ず︑沈着に︑辛抱弧く︑五に手を繋いでこの亜大川的を達成

束ないであらう︒

い憾みがある︒われわれの最も戒しむべき軸はとＬにあると

好み︑若しそれが氷びく場合とれを忍ふだけの辛抱力に乏し

あるといふ心懸けをもたねば蕨らぬ︒即ち仕覗に勉畢に平生

て︑あらゆる生活に亘って側冷非常時訓練を獄んでゐるので

そのためには家庭に於いて︑畢校に於いて︑枇含に於い

恩ふ︒勿論一畢にして敵の心臓を塾きかれをして再び起つこ

と︑一身一家のことを後にして園家公共のことを先にするこ

以上に働精すること︑困苦慨乏に堪へて心身を鍛錬するこ

ども種為なる事情はわれわれをして直ちにこの目標に到達せ

るＵかやうにしてわれわれは日常生活を訓練の機含と心得︑

今日以上にどん底重大を事態が誰生しても常にわれわれにそ

と︑協力一致ととに徴るの風を養ふとと等がその眼目であ

出逢ふとも︑共産主義と結托して抗日の族を掲げてゐる団民

しめないかもしれない︒従って閣民としてはいかなる銀難に

との出来ないやうにすることはわれわれの目標である︒けれ

しかるにわが国民は性急であって一索にことを決するのを

するために薄剛することを決心すべきである︒

堪へられないやうでは到底この亜大時局と乗り切ることは蝿

悟畳.の民図と局時
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であるが︑銃後の誰りを問くし︑かつ剛民一致の支援を捧げ

の用意があるやうにしたい︒直接戦闘に従ふものは軍人だけ

であるから︑この機曾を捉へて各方面に於いて革新の賞を畢

て大きた鍵史を加へたければならない情勢に辿られてゐるの

に営り︑維済︑産業は間よりのこと︑就含闘般のことについ

ればならない︒

↑︑

道理のある所を十分に総察して弊害を残さないやうにしなけ

に陥ることなく︑隣く図民の意向や要望に耳を傾け︑正義と

肝要であるかについては政府として填亜に考究すべきである
ことはいふまでもない︒これについてはいはゆる猫善的偏狭

しかしいかなる革新を行ふことが画家のため︑団民のため

ふことが園民の本分である︒

一身の利益に囚はれることなく正しい道と考へられる所に従

禰祉とを顧みて必要なる堆新を断行しようとする以上︑自分

服従しなければならない︒而ち幽家としてその溌展と剛民の

とではあるが︑われわれは正義の前︑道理の前には男らしく

や地位等を問執しようとするのは人情として同憎に値するこ

らく一人もあるまいと恩ふ心た瞥人間が多年享けて来た利益

を委謡することさへ受悟することが出来ないやうなものは恐

租岡に捧げつ上ある今日︑園家井に同胞のために自己の利益

その目的を達することが出来ない︒多数の軍人が貴い生命を

る︒しかし若し図民が各自自己の利害に因はれるならば到底

けで出来るものではなく︑団民の協力を必要とするものであ

げるやうにしたい︒けれどもいかなる革新と雌も政腎の力だ

ることによって初めて皇軍鴫その本領と震擁することが出来
るであらう︒

近年わが国には政治的︑思想的︑献含的闘争が相営深刻に行

はれ︑それが支那遊して日本輿みし易しと見て抗日の態度を
弧化せしめた一つの原因であるといはれてゐる︒資際われわ
れも近年打ち綾いた園内的抗争を鵠腕して団家のために憂へ
ざるを得なかったのであるが︑わが岡民の美風ルーして閲家の

大事に曾へぱ画ちに畢幽一致の道に就くことが出来︑特に今
回はそれが鮮かに行はれ︑図家のために喜びに堪へない︒恐ら

く事愛の持綬する間閏内的抗争を見るやうなことは決してあ
るまいと忠ふが︑しかし高一事鍵が永引いた場合にも︑兄弟
来閏内的抗争の主なる原因となってゐた政治的経滴的問題等

楕にせめぐやうなことのないやうにしたい︒そのためには従
をこの機曾に逐次解決し閏家の溌展と閏民哩肺祇とに術へる
やうにしたい︒幸ひ近術首相は政治的︑純湾的革新の意剛を
〆

もってをられるのであるから︑われわれ団民も政府と協力し
て新時代にふさはしい革新の資を祭げるやうにしたい︒それ
には今ほど逓常な時期はないともいへる︒即ちこの重大時局
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われわれは帝図の閲是がどこにあるかを十分了解し諺全国

てのみ日支事愛が根本的に解決され︑Ｚ﹀︾アの天地に新しい

民の協力によってその資現に遜進せねばならぬ︒それによっ

今や世界は大きな動きを示してゐる︒エチオピア問題も︾
ス・へインの内飢も︑日文事蕊も皆その動きの溌露に外ならな

光りが照り渡るやうになるであらう︒︵完︶

い︒これは仙界が古い殻を破って新しい姿となって生れ川る
ための悩みであるといってよい︒従って今後枇界の情勢がど
従ってわれわれ日本剛民としては光輝あるわが図鴨を堅持

う展開していくか容易に見透すことは出来ない︒

し︑わが閏家の生命である道徳を以て内を治め外に臨み︑大
義を宇内に布くことを理想とすべきである︒従って今回の事
鍵も帝固としては支那の不正不義を暦徴してアジヤの天地に
平和と細川とを噺さんがために外ならない︒即ちわれわれの
敵は不正不義を敢行しようとする支那政府であって︑四億の
支那国民ではない︒それ故にわれわれは支那の図民大衆に封
る図民政府の手から解放することに努め左ければならない︒

しては飽くまでも寛宏なる襟度を示し︑彼等を助けて暴惇な
そして彼等が抗日の悪夢から醒めてわれわれと提携し︑明朗
い︒わが帝剛が支那に封して何ら領土的野心のないことは政

アジヤの建設に同ふ日の速かに来らんとと群一所って止まな

ワンシヤンユイ︒

○○○隊長作

○烏渡る東さして鳥わたる

ひんがし

望郷

○軍刀のくもり見つけし秋の雨

○厳然と月を背に監脱哨

ぜなか

ｎ晩杏王にぼふ病舎の職呼かな

Ｏアン・へラをひいて川見の宴とたる

軍蟹中尉安田仙次郎作

吟

○月は冴え錘の吾やさし我陣地

一

−

中

相雁しかぬ敵の銃謹
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陣

I

府がしばしば聾明した通りであって︑われわれの希望は日支
の紛争と連かに解決してＨ支剛倒民の協力を賃現することの
みである︒現に内蒙古に於いては徳王を中心として閥民政府
から猫立した新政桃を樹立してわれと提携しようとし︑北平
や天津に於いてもさういふ杢気が濃厚に動いてゐる︒

一岳
一

等吾なかんアニ勝

勝たんかな吾等

、三

増子懐

〆へ

されば︑早くよりして︑肺威八荒を役ひ︑徳風韓土に治くし

て︑祁風一巡︑四方の民草とれに礎いたのである︒有名なる

を知るし召せとの紳勅藍畏みて︑統略せられたのは︑即ち今

同肢︑奔閏の外地であった︒脚代の昔︑素蕊鳴尊が︑外つ閏

を偲ばざるものがあらうか︒

る︒雄の川上なる須佐紳耽を仰ぐもの︑誰かは︑素尊の雄略

亦︑蒙古︑満鮮系統の出雲人種が皇威に悦服した一諦左であ

だ多かつたことを物語るのである︒八俣大蛇退治の祁話も︑

出雲図引の仰読は︑韓土の服鴎を示して︑半島民の蹄化の甚

て︑征服の意を含まないのも︑由来するところ︑頗る速い︒

三韓と呼び︑韓図といひ︑朝鮮と稲する︒もと︑これ一燈

一︑素菱鳴尊の雄略

義の馴減を期し︑最後の凱歌を塞げざるぺからず︒勝たんかな吾等︒

史を顧み︑過去を心讃して︑現在を魁し︑未来を卜せねばならぬ︒史乗の識訓を押生復活して︑以て人類の悪思想︑共琵主

今や間懲の師︑海を渡りて︑四百州の天地に戦ふＵ吾等は︑先づ幾多の困難に堪へ︑幾多の蒋心を頭ねたる先進外征の歴

とに依て︑吾等は後毘の務を果さねばならぬのである︒

身として心琴に活き︑其心は反映して︑史乗に遼さる︒人を知り人の心を識ろは歴史より明かなるはなく︑先人を墨ぶこ

ず︑自大悟らずして︑敢て皇軍に抗すと雌も︑彼等の命蝋け逆脂するに難からず︒
此時に稔り︑吾等は支那史を讃むと共に︑先づ吾幽の史籍を総かざるべからず︑故は如何Ｕ吾等停統の矯祁は悶悶以来脈

なろ主義思想券絶滅せねばならぬ︒自ら中華を以て征ず出錐も︑彼等の環境は既に昔日の東夷︑西戎︑南壁︑北秋にては非

日支の践雲動いて早くも敬閲月︑吾等は隣人の愛を以て︑支那民族の妄動を悩めども︑吾等は︑彼等が抱懐する無潅矯激

永

上

の朝鮮半島である︒現代内鮮闘係の華は︑これを併合と宣し
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び迎へて︑服したるべく︑川功皇叩が忍に岨らずし一Ｌ︑韓牛

惟ふに素尊の韓土に到り給ふや︑所調︑鎧袖一燭︑庶民歓

りて︑愈登船出し給ふ時︑皇后軍に詔りせられ︑金鼓わきだ

るぺく︑事もし就らざれぱ︑罪は股一人にのみこそあれと︑

坊なく︑旅旗まがひみだれなぱ︑軍人ととのはじ︑財を貧り

群臣畏み従ひ︑乃ち船舶を集め︑兵叩遊錬った︒準備悉く成

かりである︒耐かも︑素箪が赴荏たる武人たりし牛而には︑

慾多く︑私を懐き︑内に願みせば︑必歩敵の膳とならむ︒敵

烏の悦服を得たのも︑此先蹴典って力あったと察せられるば

ろ雅懐員に敬仰すべきである︒

州芸八重垣の紳泳を蓮し給ひて︑家庭人たる情味を示された

軍に仇なふ者は許す勿れ︑自ら服する者は殺すべきに非す︑

少くとも︑侮る事なく︑敵多くとも︑恐るべからす︒また御

二︑肺功皇后の偉勲

と令し給ふ︒時に紳現はれてや海へ立はく︑和魂は大御身に

戦ひ勝つ人は必ず賞あるべく︑逃げ走る者は︑必寸罪あらむ

と︒忽鴻として御萎見えずなった︒

泥きて御毒を守り奉り︑荒魂は先鋒となりて︑御船を導かむ

素蓋鳴尊は︑新雑の地に渡り給ふたといふ︒新羅は︑即ち
三郷中の辰韓であって︑縦も我国に近く︑一方には燕支那の

皇后恭しと恩召して︑栂日高を立たせ給ひ︑宣岐︑封馬を

醜と紺ぴ︑一方には熊襲に通じて︑其来遥を免れ︑以て隣間

級て︑冬の海を渡り給ふに︑間飛ぶ鳥も往き通はず︑前を遮

らヂ︑大き小き魚どもも︑悉く御船を負ひ︑追風盛りに吹き

ると共に︑熊聴と雌せぬばならぬ︒仲哀天皇︑乃ち︑緋剛

御船は舵︑林をからず︑波の喪にまに進み︑やがて新雑に到

任那を獄食せんとし一Ｌゐた︒此に於て︑我国は︑新羅を服す

笥飯宮にて︑外群征服の計を立てられ︑韓じて︑筑前閲椎日

新羅王怖ぢ惑ひて︑篇む術を知ら歩︑諸人を集へて︑告ぐ

宮にて︑征襲の軍議を凝らされた︒然るに︑天皇は．不幸に

るやう︑新羅画が姑まってから︑海水の国土に溢れたことを

浸した︒これぞ天つ祁画つ肺の冥助と知られたのである︒

皇僑は誰せらるるに臨み︑天照大榊の男装し総ひし如く︑

開か赤︑これぞ仙界の破滅で︑我図悉く海中に没し去るので

りませる時︑御船の浪︑彼因に押しあがりて︑固の牛までを

御髪結げて︑善となし︑姑く男貌となりすまして︑群胞に

はあるまいかと︑言ひも誰らぬ間に︑舟師海原に淵ち︑旋旗

らせ︑御親らは︑水帥を率ゐて新羅征討の途に上られた︒

詔へるやうは︑上は天つ祁固つ洲の御嬢のふゆを家り︑下は

天を樫ひ︑怖鼓鴫り総きて︑山川ために震動した︒王は犬に

して︑陣中に畷し給ふたので︑皇后は人を瀞めて︑熊襲に麓

群臣等の助けによりて︑兵甲を興し︑嘘き浪を渡り︑舟師を

あ

塾へて︑財の画を求めむと思ふゅ事就りなば︑群臣共に功あ
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驚き︑これとそは大日本といふ祁園の聖帝なるべし上一て︑御

つむる︑由来賞に深き矛覚えるのである︒

欽仰に堪へない︒三帝一后の八幡大川として武夫の崇敬をあ

祁罰を蒙るとも敢て厭はすと奏す︒皇后とれを容れ給ひ︑御

秋の朝貢を閥き︑硫鞍の御調を止めるやう液ととがあらば︑

リナレ河の逆に流れ︑河の石の昇りて天つ星と化るまで︑春

復た︑重ねて誓ふには︑東より出づる日の更に西に出で︑ア

蒙古の地に岬起せる元は︑世界の大統一を夢み︑聡山天皇の

し︑其波動は海を越えて︑我閣に及んで来た︒やがて︑漠北

には︑韓牛島に於ける我国の勢力は︑其嘩辿のために後退

支那は唐の代となりて︑其固勢︑室前の大変展を鰯せる時

三︑元冠撃退の壮烈

船の前に来りて奏しけるは︑今より行く先き︑大若の命の蓑
にまに︑御馬飼として︑年ごとに船並めて︑船ばた干さず︑

飼部と定め︑府庫を封じ剛書を牧め︑皇后の手にし給ひし御

致せしも︑︲無擢なれば︑敢て報ぜ歩︑ここに於て︑元は頗る

文永五年よりして︑共主忽必烈は︑屡荏使を造して︑園書を

樟かぢ乾さす︑天地のあらむ限り︑とことはに仕へ奉らむと︑

矛を新羅王の門に衝き立て︑後世のしるしと馬し給ひ︑叉︑

八十船に菰み入れ︑官軍に従へて献じ奉る︒此に於て︑高麗

開の祁職僧侶に至るまで︑皆士を執って︑戦ひしが︑敵は︑

少式︑大友︑菊池︑臼杵等鎮西の勝士を始めとし︑祁献︑悌

住吉大紳の荒御魂斗風守ります肺といはひ鎮め︑大矢旧宿禰

百済二園の王︑亦とれ聞き怖ぢ来り︑西の臣閏として︑絶え

部隊的戦闘に長じ︑我が醤式の術へに乗じたので︑我軍遂に

岐︑封馬を鴎ひ︑肥前の諸島を掠め︑筑前の博多に辿った︒

ず朝貢せむと奏す︒かくして︑皇后は︑悉く三韓を服し︑封

水城に退きしが︑偶々起った腿風のために︑敵は数多の船艦

憤り︑後宇多天皇の文永十一年︑元及高麗の戦艦九百除般宣

馬を経て︑筑紫に凱旋し給ふたのである︒刷功皇后が懐胎の

を銅守蒋軍として︑留め置き給ふた︒新羅王は︑金銀綾羅を

御身を以て︑逝きませる先帝に代らせ給ひ︑此大任を果たさ

排北催時宗は︑其使者五人を鎌倉に斬らしめ︑益為鎮西の守

其翌建治元年︑元は︑又もや牒状を街らしたが︑鎌倉の執§

を失ひ︑退散するの止むなきに経った︒

給ひし故事を偲びまゐらせて儒夫をして後へに雌若たらしめ

備を厳にし︑敵園の襲来に術へたのみか︑却て元を逆襲せん

せ給ふ︒窃に天照大祁が高天原に於て︑男装して雄たけぴし
る概がある︒皇后の毅然として起ち給ふや︑蕊乎たる女性の

文虎の使者博多に到りしも︑審僻の無職産るを以て斬られ

としたが︑此計霊はいつとはなしに消えたつ弘安二年元縛池

意気︑三韓風を望んで降り︑而かも︑女子の温き御手をさし
のべて︑蒼生を安んじ給ふ︒其弧くやさしき婦人の美徳頂に
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た︒

んとし︑弘安四年大畢して来冠した︒高麗軍︑荏交へた川笛の

著しく慨大して来た︒かく脱野の炭くをつた圃民は︑豊臣秀

威が海外に展ぴた︒随て圃民の外剛に閥する智識も︑度量も

蒙古襲来の反動として︑倭遥なる者が現はれて︑閲民の武

四︑豊太閤の壮園

束路軍は︑東岐封馬を略して︑筑前宗像の海上に押し寄ぜ︑

吉といふ不世出の英雄を推し立てて︑海内が統一するにつ

元主大に怒り︑新に宋を減した除勢を以て︑我閣を疎踊せ

は大に敵と戦ったが︑﹄七川晦日の夜半から︑明くる悶七川一

十除寓の江南軍は︑平戸附近に着した︒六︑七月の交︑我軍

れ︑案前の外征を決行するに至った︒

した︒其中続に三人を助け︑此趣語れとて図へ蹄らしむ︒営

朝鮮王李昭は秀吉が明を討つ抑導を篤さしめようとしたが︑

を製造せしめ︑叉肥前の名誰屋に行誉シ一築かしめた︒然るに

天正十九年正月より︑秀吉は︑諦観の大名に命じて︑船舶

日にかけての大風に敵船悉く漂蕩し︑苑文虎以下の将卒行丸

畔の諺に︑﹁むくりこくり﹂とて恐ろしきことに言ひ禅はした

に先って︑先づ朝鮮を討つべき要に辿られた︒

王は︑明を怖れて︑これを肯んじなかったから︑秀吉は征明

所を知ら水︑礎兵は臓烏に打上げられ︑殺傷揃瀧数千人に達

のは蒙古図憂といふ事たるべしといふ︒今次の大風は︑諸祁

℃︑︑︑

冥慮の駒にて︑我朝の祁風︑蒙古の船を吹き破るなりと徳へ

伊勢川常の宮城に︑風簡の銀座ましますは香に五風十雨の賜

言上せしところ︑一夜祁風吹き起る時︑敵艦悉く覆滅する︒

天祁と祁助とは︑Ｒ露戦役に脅して︑東郷司令長官の屡盈

先き︑李昭王は︑早く蝋義州に遁れ︑二王子亦失奔せしかば

く敵を服して︑忠州に合し︑北して京城を陥れた︒これより

紬砿州街んで︑釜山に上陸し︑清正︑行長の両軍は︑行く行

鬼嘉隆︑藤堂高虎等水師九千二百人を率ゐた︒征韓の諸軍は

せて︑十五閏八千除人加藤清正︑小西行長︑先鋒となり︑九

覗文藤元年三月秀吉は名護崖に赴き︑諸軍を部醤する︒合

のみではたい︒Ⅱ遮上人が︑立正安剛論符合したりと絶叫し

てゐるＯ

たのも︑傑桝遥圃の燃ゆるが如き熱怖識歎に値する︒豪雁斗

りて︑二王子及従臣を虚にした︒明の祁宗は︑急を聞いて驚

行長等の軍は︑進みて平壌を陥れ︑清正等の軍は︑曾寧に至

き︑軍を派して平壊に向ったが︑却て行長のために破られ

の如き北降時永の果断︑跳令厳として行はれ︑蕊の如き脈︑

んと所ら廿給ふた畏しさに至っては︑無憾感激言ふ所を知ら

た︒ここに於て︑明は︑和議を標傍して︑我が攻勢を鈍らせ

快刀一閃の威を保つ︑況んや躯山上皇が身を以て閣難に代ら
ないのである︒
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小早川隆鎧とれを碧蹄館に激難し︑如松は九死に一生を得た

壌に破りて京城に退却せしめ︑更に京城を衝かんとしたが︑

の虚に乗じ︑李如松は︑明韓の大軍を率ゐ︑行長等の軍を平

も定めたが︑固より︑これは︑一の椛謀であったので︑我軍

んとし︑沈惟敬を行長の陣に遣し︑休戦を約し︑講和係件を

た︒十月島津義弘は︑測川に明軍を演したが︑秀吉は︑これ

け︑蕊年正月更に毛利秀元等の加勢を得て︑敵の長園を破っ

長等の守れる蔚川城に辿ったが︑情正来り援けて︑これを斥

川秀秋等は︑南原を陥れたが︑十二月明軍大聖して︑浅野行

で︑藤堂高虎等は︑水軍を閑山鳥に破り︑清正︑行長︑小早

島に上陸し︑南緯は早くも我軍の占擦する所となった︒奪い

より先き︑伏見城に蕊じ︑這命により外征の軍隊を召還する

ので︑明の苦肉策も失敗した︒

我軍は︑新に陣容を整へ︑攻勢を問くしたので︑明は増援
の兵を以てするも︑敵する能はざるを知り︑再び沈惟敬を京

秀次に典へ︑余は︑やがて明に入って︑討略を完うするから

一初め我軍が︑京城を陥れ︑意気天を衝ける時︑秀吉は書を

事となった︒

戦に疲れ和を容れんとし︑兵を釜山に牧め︑行長は明使を作

明後年明の闘都へ主上の行幸を仰ぐから︑其準備をなすべ

城なる行長の陣に造はして和を請はしめた︒我軍の諸蒋漸く
ひて︑猫誰屋の本管に秀吉に謁する︒秀吉は︑︵一︶明の皇女

恩ひ止つたが︑事志と述ひて︑批畢は惜しくも挫けたが︑明

を以て︑日本の后妃に術ふべきとと︑︵二︶朝鮮八道の中︑四
王子及び大臣一雨人を質として来朝せしむべきとと︑︵四︶生

軍を破り得た自信と︑勝士の眼界が開けて︑閣民の飼外護展

し︑など︑数ヶ係の庁を含めた︒其渡海は諸厄の諏によって

檎せる二王子はこれを還す事等であった︒明使師りて︑賞を

の精祁が一層接充された功果は争ふくくもなく︑堤を決して

し︑其上は明の都廻りの十簡園を皇室の御料として献すべ

明廷に報ぜず︑秀吉は封冊を望むと詐り告げた︒此に於て︑

溢れ川でる奔流の如く時代の趨勢は鉦つた︒

逆は我国の領地とし︑四道は︑王に還すこと︑︵三︶朝鮮王は

明は︑楊方亨︑沈惟敬を正副使とし︑封冊金易矛一凋らして︑

文を蕃くする者を従へられて然るくしと︒秀吉笑て日く︑わ

秀吉出師に臨み︑或人のいへるやう︑彼園に渡るには︑漢

﹁封し爾篤二日本圃王ことあったので︑秀吉は欺かれたのを憤

が此行は︑彼の難唯底る烏跡の幾文を翠ばんとするに非歩︑

慶挺元年九月伏見城に秀吉に見えた︒然るに︑其図書に︑
り︑明使を逐ひ造し︑和平像件も行はれ歩遊りて︑再征の命

牌に彼をして︑わが軽便なる慨名文を剛ひしめんのみと︒文

皐上の識見なしとまで酷評雑らる型秀吉にして︑左ほこの卓

令は下された︒

大命一下︑慶姪二年正月から︑十三湾の大軍は︑再び韓牛
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すとも︑秀次を大勝として︑明朝に攻め入らん時︑我が魂蝿

しとて︑軍評定ありし時︑秀吉は︑われ︑功を遂げ歩して死
雲に乗じて︑蛾の胴を杖き︑唐土の奴ばらを一糞に蹴殺して

一

けるを見るのみ︒Ｓづく︶

ひとり佃脹として鬼雄を弔へば︑大鵬雲に駕して︑潮海に潮

水︑彼が睦下に指呼せられしに︑一夜蒋星俄然として墜ち︑

事鍵は批畢の跡を追懐するに除る︒鳴呼︑八道の川︑鴨緑の

役︑大正の世界戦︑いづとに我武を試みしたらんか︒刊支の

閤の雄固にして︑昔時既に資現したらんには︑明治の胴大

度を併せ︑南洋諸島を呑まんとしたのである︒されば︑祭太

したのであって︑雛林八道明の四百除州は言はすもがな︑印

りを諾し︑見聞に入れる枇界を皆わが勢力範剛たらしめんと

蓋し秀吉の大志は︑其徴時に於ける地理的糊識のあらん限

秀吉の才幹想察に除りがある︒

拾てんと豪語せりと鱒ふ︒偉人はおのづから︑文武の器あり

シ

シ

一ー へ
一

を開催いたし戎す︒

一︑期日昭和十二年十月三十一日

半額

一︑入嘱料一人金拾銭︑閲燈︵二十人以上︶

活館

一︑曾場祁田︒駿河皇一ノー︑佐藤新興生

月七日︵毎日前九時ｌ后五時︶

十一

合理化に寄典せんがため本展覧倉

の非常時局に通鵬する圃民生活の

一︑趣旨本含館落成記念として︑我鯛現下

癖蝿佐藤新興生活館

銅錨生活展覧宮要綱

！

一︑内容新生活連動の展望・生活計劃．五

ヶ年間圃民自給生活案．食物の合

理化住宅の合理化・被服の合理化．

一

二

一

健康生活．家庭教育．農村生活．

優良生活用品︵即賓を兼楓︶其他︒
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見を職する︒又︑明の援兵︑大軍にて朝鮮に来り︑日本軍危
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税別特愛事支日

能勢貞

ｌ︲鯉一日支事慧別税

一

第七十一︑及露七十二回議禽を遁過した本年座一般含計握加護算

た︒今後の財政練泌政策に閲しては︑之を紹介すべき幾多の軍要事

北支事件特別税は︑言ふまでもなく．北支事件喪の財源の一部に

−

−

場一致キー以て決議したことは︑其の意義資に軍大なるものがある︒

は︑五億七千九百蝕醐目で︑この春鈍七十回議曾を通過した溌算二

に達する︒我財政史上空前の記録である︒叉第七十一回議禽を通過

十八億七十齢閏回と合算すれば︑賞に三十四億五千蔑圃といふ亘額

した北支事件特別税は︑牧入︑一億百五十典同を期待され︑この春

の臨時租税蝋徴税約三億回と合計して︑四億同の峨税負措を園民に

要求してゐる︒随て本年度に於ける租税負搭総額は資に十六億回

憤財源は十三億七千於菖回の上に︑臨時軍事費二十億二千二碓菖園

を加へて︑約三十四億回といふ互額を消化しなければならぬ︒我剛

︵印紙牧人及卑愛孫金冴含む︺を突破する︒この外本年度に於ける公

牛北平郊外に於ける支那兵の不法射撃に端を壷した事鍵は︑現地解

力は十分之に堪へ得ることぞ疑はないが︑一に︑剛民の謹奮努力に

この一雨年﹁非粥時﹂と嶋へ︑この春の議禽では﹁一鯛創設﹂の

決︑事態不描大の我方針を践馳する支那兵か︐つきん〜に起した侮

折哨折︑偶玲縄選聖後の特別議曾として召集された節七十一回議

今や我脚の財政経済は︑愈々戦時僻制を蕊ふべき時期に際曾し

待たなければならぬ︒

宮は︑恰噛北支事鍵に封する緊急臨時議酋的機能を雲揮して︑北支

事件特別税の大要を紹介したいと恩ふ︒

頚かあるか︑こ火には︑先づ本年八月十一百より皆施せられた北支

百錐蔦目︑及鎧加磯算四千二百餓蕊目対戦時開係諸洪律案及支那事

ある︒其の内容は︑︵一︶所得特別税︑へ二︶臨峠利得特別税︑二二利

充常するための滑税であって︑犬懸一年間を限り施行する臨時秘で

一一

愛の従軍将兵軍闇等に野する租税の減免︑徴牧楢溌等に閲する法律
て畢団一致の賢才翠げ︑堅忍持久以て時局に善鹿し暴戻なる中華民

から成ってゐる︒

益剛常特別税︑︵四﹀憂伎及祁債利子特別税︑︵五︶物品特別税の五種

案等を可決し︑Ⅱ衆議院は﹁鯉渥なる聖旨を奉確し大義名分に則り

ひ召集せられた跡七十二回議禽に於ては︑臨時軍郵費二十億二千二

特別税法案等に封し︑剛院浦場一致之を可決し︑更に事件砿大に件

事鍵費遜加懲算五億三千齢蔑同︑鼓其の一部財源としての北支黙件

地に風雲券捲き起した︒

日︑排日の挑戦に因り︑天津を趣て︑上海に飛火し︑俄然東洋の天

危機とさへ叫ばれたが︑透に来るべきものが来た︒即ち七月七日夜

ィロ

園の反省を促して東亜永遠の平和を確立せんことを期すＬる旨︑浦
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第一︑所得特別税

表にして見よう︒

鯖することになる︒こ上に本年納むべき所得税を所得金額別に一覧

第三頚所得納税額一露表

所得税の珊徴を目的とし︑所得税を納むる者に課けるのである︒
−︑第一種所得特別税︑曾献の本法施行後一年内︵門十二年八月十

即ち

閲

圃

皿

所得金額榊殿認識鵡諦所得特別税合計

千二百回二雪︑尖三︑美

二日至十三年八月十一日︶に総了する各班業年度の所得に封し︑従
来納むべき税瓢の一割を増徴する︒尤閥曾献が解散した鴻合の油算

千五百回え︑堂一︑酉弓︑三
所得には課けない︒
二千回美︑望．二︑玉完︑唱
二︑第二種所得特別税︑公憤︑証債︑預金利子の本法施行後一維内
五千回言﹃三石・毛一電︑天

三千回聖︑天竜灸夫︑夷

に支挑を受けろ額に封しその鮪二極所得税の五分を端徴する︒尤も
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閏伎の利子には特別税を課けない︒これは言ふ迄もなく︑今後剛侭

︲！︲！︲ＩＩＩＩＩ︲︲傭︲！ｉ

三百臨回一︑孟恕茜一︑至己一︑発電室一︑輿一巡壱︑三
四百蔑回一︑空己︑茜一︑至一圏さぎ︑圭一言盃三三︑三

二百蔑園︿兇︑茜一︑琴一童︑菌当室空言交七︑三

百蕊回三七㎡園・美君︑垂装︑全売巽諸口全

五十湖同一室︑充奏夫三・弓一︑孟一歯︵尖︑窒

二十蔑回蚤︑過毒交四︑六一︑９発︑空貝交

七蔑園三四壷︑三一︑つど︑室西︑圏一︑宝
十醐回三ゼ９．三一︑呑石︑吾童書毛︑空

三曲圃四一蓋︑三三一︑窒四︑酉突・宝
五関固く︑垂垂︑三さ毛︑犬奨一望︑呂

二閏剛三一ざ︑三一ざ︑孟二︑閏Ｑ壱

一蔦五千回一︑四三︑企一美︑窒一︑垂へ︑里

の附設を必嬰とするからである︒特別税施行後の利子所得の税率 七千圃四宝︑公言︑豊四美︑孟
一醐同鈎尖︑念巽︑美へ三︑吉

は︑資本利子税溌合せて次の様に鍵ることになる︑何れも銀行等で

知子支排の際︑天引徴牧するから︑利子受取者は何等手綾を要しな

い︒？

後の三期分︵十月︑一月︑三月︶に︑従前納むくき額吃一割づ上増

一壱冴嘆程需癖蝿搾銅繊中銅岬緬鶴呼呼︾恥唖雑蝿榊雑準舜噸唾輔殿

融諦預金利子担・室四つ︑三宝二︑へ宝

就債利子

一地方侭利子六四ロ︑三一﹃三

一︑︑１１１１１１１１１︑ノーｌｌｌｌｌｌノノ

本税及臨時増徴税

二諏所禅％
税資本利
子税特％
別所得税計
雨一第侭
利子
二％
函ｌ
奉

税別特愛事支日

︵備考︶山林所得税の分を省く︒

第二︑臨時利得特別税

臨時利得税の婚徴を側的とし︑臨時利得税を納むる者に課けるの

第四︑公債及牡債利子特別我

飼庫に納めるから︑個人々々で手織をする必嘆はない︒

公献憤利子の中比鮫的高い利率の分に課け入︾新税である︒本法施

の利子年四分五厘を超ゆる金額に濁して一割を課税する︒例へぱ五

分利悶伎白回の場合は年利五回に封し︑時別税十賎︵負撫奉百分の

行後一年内に支抑ふ闘伎の利子年四分才超ゆろ金額及地方侭︑荊伎

二︶︑五分利献債白岡の場合は年利天回に封し特別税五銭へ負蝦卒百

である︒即ち

る︒法人の臨時利得税の税率は百分の十が︑臨時端徴法で百分の十

る各事業年度の利得に封し︑従来納むべき額の一割五分を職徴す

の際銀行等で天引徴収する︒尤哨公法人とか︑公益法人の如き所得

分の己といふことになる︒この税も亦第二種所得税同様利子支挑

一︑法人臨時利得特別税曾吐の利得︑本法施行後一年内に経了す

︾五となり︑今回その一割五分を端徴するから︑結局百分の十七︑二

税を課けない園鴎等が受取る利子は特別税も亦課けない︒

︲︲応州Ｊ︲︐︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲Ｉ
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一五となる課である︒

第五︑物品特別税

︲．．．︲︲︲︲︲︲．．．．．．．．︲．．︲．︲

1

一二︑個人臨時利得特別税本年分の利得税の一割五分を増徴する︑

署修的物品に課ける新税で︑本法施行後︑明年三月末日までを限一

く︑鋪一種と︑第二種とに分れ︑第一種の物品は︑直接小寅業者か

り︑物品の慨絡の二割を課ける︒物品の種類は色々あるが︑左の如

個人の利得税の税率は百分の八から︑百分の十になってゐるから︑
既に其の一期分を七月中に納め済であるから︑今後の三期︵十月︑

特別税と合せて百分の十一・五となる課である︒本年分の所得税は
一一月︑三月︶に従蝦納むべき税額の二剛づ比端納することになる︒

るときに課税する︒各誉業者は之を取縄めて毎月剛庫に納めること

ら消費者に責る時︐箪雇の物品は︑製造場又は課税地域から引取

ろ課になる︒尤哨第一種物品の一個の侭絡三目未浦のものには課税

になるから︑物航葬買った人が︑自然其の代金と共に税金を負措す

株式等の利益剛常の中配常率年七分を超ゆる令額に課ける新税で

一第三︑利益配冨特別税
一ある︒本法施行後一年内に支挑ふものに封し︑一割を課税する︒七

しない︒

分以下には課税しない・例へぱ五十回排込一株の配常一割配常金五
一回の場合は︑七分相常額三園五十賎を除いた残額一回五十銭の一荊

ルピー︑サファイヤ︑エメラルド︑ジルコぞガーネット︑水

第一種﹈︶賢砺︑牛没石又は之を剛ひたる製仙︵ダイヤモンド︑

︵二︶侭珠叉は反珠狩用ひたる製品︒

晶︑砺職等の類及其の製口四

︐側︲鋤！ｉ︐︲︲︲︲

︵三︑貴金屋製品︑叉は貴令馬を川ひたる製品︵金側叉は白令側

の場合は百分の六︑五といふやうにだん１１負携率が高くなるので
︽ある︒この税は配営を支挽ふ際︑曾社が天引徴収して︑毎月纏めて

ち︑配常率一割の場合は百分の三︑一割五分の場合は百分の五︑二割

︾税である︒随て配常率が高ければ負措する税の割合が高くなる︑即

一即ち十五銭︑同じく配常率二割配常余十回の場合は六十五賎が特別

１１Ｉ

種別特愛事支日

税別特鍵事支日

時計︑金展風其の他の製品︑但し蔑年筆用金︒ヘンには課税しな
い︶

︵四︑龍甲製品︑︵五珊瑚製品

我閥民は︑錘に臨時噸徴税約二︾憶圃の増税を負握ｌ︶︑更にこの特

別税一億回を負携する︒固よの苦痛ではあるが︑今や北支事件は全

の負据端加の日あることを斑め蝿悟し︶し慨かねばならぬと思ふ︾か

面的に猿大して今後の進展極めて重大である︒吾人は将来筒一般

以ではないか︒︵一二︑九︑六︶

くてこそ︑帝幽剛民として悶運の隆興に腰分の寄興をなし得る所

第二種︑Ｑ︶寓腫機︑意直引伸磯︑映寓機︑同部分品及附馬品︑
二一寓頁用乾板︑フイルム及感光紙︑︵三蓄音器及部分品︑

ふるに︑俺にして饗さず︑家柔鞭つとめて︑奄こたらざる︑是皆︑

に︑約にしてをごらす︒慾をこらへてほしいままならす︒家財を川

譲り悲うけしはじめ︑叉︑職奉初めて得たる時より︑家心おさむろ

家の主となりて︑初につとめて汚しまざれば︑後に楽なし︒父の

○

︵四蓄菅器用レコード︵但し六吋以下の紙製のものを除く︶
︵五﹀築器及同部分品︵玩具を除く︺
一一一

以上の特別税で︑どの位の収入が翠るかといふに︑次の如く︑昭
和十二年度に於て︑六千六百五十円蔦八千回︑同十三年度に於て︑

北支事件特別税牧入一覧表単位千回︶

三千四百九十九漠九千回︑合計一億百五十四蔑七千回である︒

一︑所得特別税君主合三画君ｇご君

初にくるしむなり︒此の如くすれば︑財ゆたかにして︑一生の間︑

十二年度十三年産計

二︑臨吟利得特別税燕室量酉逓児己︑美一

身走なはるまでともしからず︒是︑後に楽しむなり︒此の如く︑は

一生の間︑愚にして身走走はろ︒︵家猶訓︶

一生の間︑老後までの楽となる︒わかき時︑いたづらに日を過せば

につとめざれぱ︑後の楽なし︒若き時︑くるしんでつとめまなぺぱ

じめにつとめて特しむば︑処︑家を士もつ要滋なり︒凡の事はじめ

三句利益配営特別税三︑一美玉︑四茜美︑六さ
四︑黍伎及耐債利子特別税一︑美一苫七三一交

五︑物品特別税へ︑増七一︑一言角弗へ
計実︑愚へゞ茜︑究芋↑一三︑茜七
右の外︑朝鮮︑墓避︑樺太︑開束州に於ても︑同様の特別税が︑

それ人︑設けられ︑その牧人を一般禽計に繰入れることになひてゐ
ろ︒其の額は昭和十二年度分二百八十八菖回︑同十三年度分百五十
除蔑園︑合計四百四十鮭蔑側である︒
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世界教育倉議維りて

荒川五郎

︲１１０︲︒凸︑１４ＪｏＦＦⅡｒ

■︲

・
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Ｉｌｊｂ７ＩＩⅡ︲卜川内ｕに旧粕

て大に職ばしめた︒其の他種々の企てや施設等︑本曾苦心の功は大

に酬ひられた︒中に咽茶の湯や能楽の極めて閑寂左落付きの和風を

示すと同時に︑珠算の早わざ︑外人が電気よりも疾いと驚いたとい

ふ程の敏捷さを見せたなどは誠に傑作であった︒

殊に開曾に先だって︑一千の外人を率ゐて明治祁宮に参拝して︑

彼等をして蔑邦殊絶の閥風に接せしめて我紳威を仰がしめた如き︑

じて闘際の善意親交に寄輿しようと云ふ︑至人類に封する最も高筒

交換して︑以て批界の激育及教授の進歩改善を岡るの外︑教育を通

の意見もあらう︒批難の靴もないではあるまいが︑大篭に於て先づ

・斯様な次第で︑勿論数多い人の中には十人は十色︑それ人Ｉ色令

めたことである︒

彼等外人によき激育であった以上に︑我が国民をして大に浦足せし

な目的を以て出来たもので︑この趣かしい重大た使命をもった第七

大成功と言はねばならぬが．錘に一二の所感を述べたいと恩ふ．

世界教育曾議は︑世界各剛教育圏瞳問の協力及研究を一暦近接し

回大曾議が︑我が東京で開かれ︑幸に無事脚浦に継了した事は︑圃

殊に鍔支開係は日に悪化し︑我高義誠心を願ゑず︑協約慣習を破

いことをしたと思ふのは︑邦人の演説中には英語の場合でも︑日本

も二度三度問題に出したことであるのに︑この庇の機含に資に惜し

私は日本の剛競を正すことに就いて夙に気にか坐り︑既に議曾に

りて備へなき無事の市民を晴撃虐殺するなど︑鬼畜にひとしいその

をジャパンと言はず︑必ずニッボンと明瞭に述べ︑その際各園では

家民族のため河に欣幸とす昂所である︒

の聖業に桑幅の力を致して︑我が民族の親善平和の結紳を嚢揚した

野手を目前に控へて︑畢剛捕憧の中に尚拘らず︑圃際人荊的の激育

ーロが︑支那で日本の支那誤みを誰り︑ためにそれが各閣にジャパ

ツヤパンと稲へるが︑これは日本を最初に世界に紹介したマルコポ

態度は︑必ずや世界各悶人の大に認識を深めたことであらうと恩へ

ン又ジャボンなどと僻へられ来って居れど︑日本はニッボンである

ので︑私どもはニッボンと申すから云々と︑註騨を加へて彼等にニ

ぱ︑この度の禽議が一層有意識であったことを喜ぶのである︒
永田含長の職迎の挨拶は︑日本的な気持ちを十分に能く通じて︑

ッボンを知らせ︑少しでもニッボンの正しい名榊が行き亘るやう
一

外人をして興味を以て傾聴せしめたばかりで無く︑内地参加員をし
！︲Ｉ
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てり維議含育教界世

１１

︲ｐｇｌ１１ｆ

甲ｇｏ■Ｄ
１

Ｉ１ｉ

１．Ｉ

筒そこには小さな仰堂もある︒

筒曾の全部を通じて一つ感じた事は︑一開日本人の香騨の低いと

塚を俗に敵味方塚と稲へて居る

る︒必ずや名を正さんかである︒好機宮を失し一←残念のことに思

云ふ憾みである︒既に帝閲ホテルに於ける某博士の淡説の如き︑僅

に︑謹め申合せをして置きたかった︒孔子の所謂る名は賢の賓であ

１１

ふ︒蒋来この種の世界的曾合の際には︑是非注意して正しい稲呼を

謹聴したのは︑畢者の宿署に封する外人の敬意ではあらうが︑折角

に二間足らずの側に居てすら聴きとれぬ位で︑それを三十分間も只

永田含長の日本人を認識せしめようとの三つの引例は非髄に善か

其の説かれた大切な演説も一向に諒解せられず︑惜しいことであつ・

示して貰ひたいと切望いたすのである︒

った︒殊にかの高野山に上れば三百五十年の昔︑鯉太閤が朝鮮の戦

之に就て忠ふは︑先年私が肇士院賞の授興式に列したとき︑餅長

たと内ヶ崎文部次官も残念がっての話しである︒

言ふべき一種の精祁があると言ふことも見て貰ひたいとの説明は︑

樫井博士もその巌恥な式鮮演説中に︑日本人は音量か少いのを惜む

岬ら赤十字精紳とも

暗に博愛の締祁は西洋の専寅で無く︑殊に赤十字班莱もナイチンゲ

と説き及ぼされたことがあったが︑日本人と一︲別に詮帯に州遠があ

の時の﹁敵味方供養の碑﹂がある︒ｎ本に哨昔

ール以前に︑既に日本には存して居るといふ日本締祁を暗示したの

る騨ではあるまい︒尚この音量蒋養ふことは健康上にも利益あるこ

年の昔のことであるからである︒只禽長はこの森屋の僻村には誰も

養せられた所に︑大楠公の大愛高情の襟皮が偲ばれ︑且これは六百

のために身を捨てた忠士であるとして︑之を特に寄手塚と稲へて供

下の一石には寄手塚とありて︑これは似令敵方と雛も同じくその主

て如何に感ぜられたであらうか︒私はこの語に就いて他日一論を祉

々に解せらるることとなるが︑営時親しく之を聴かれた諸君は果し

る一大地獄ともいふべきものである﹂は︑とりやうによっては︑・種

葉であると︑特に注意を求めての語﹁教育とは現代文脚批曾におけ

最後にモンロー含長が謝鮮の中に︑これは私目牙も服暦したい言

いか︒序に申添へる次鈍である︒

とと思へど果して如何︑教育家︑醤家の研究すべき問題ではあるま

は誠によき思付きであった︒

只之を説く衣手に︑大楠公の河内風赤坂村字森屋にある敵味方塚

足を運ぶ者もなかるべく︑高野山は製太間と共に外人にも知れて居

に間ひたいと思ふ︒

に及んで貰ひたかつた︒殊に楠公は敵といはず︑その建てられた塔

るからであらうが︑私はこれを共に説いて賞ひたかつたのである︒

因に味方塚は寄手塚より少し離れた丘の奥にありて︑世間はこの剛
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信仰問題縦横談

翠軒繁田武平
擬夏の朝︑余が居室心訪れた一青年があった︒藤端子に尭り
卓子を挟んで和封し︑談は閏家問題銃後問題より︑思想及宗教

のばその鯛でせうか︒

媛定を求めるは︑何れの昨代でも常然である︒而して叉人はパン

翠人はパンなくして生ることは出来ない・それ牧先づ物質生活し

のみで生くるものではない︒乃ち精紳的の蓋ひを要求する︒精祁

の糧が充分であれば︑物質の方は或報鹿まで忍ぶことが出来る︒

今物質の不宏を精紳の蓋に依って袖はうとするは漁然の婦結だ︒

古人か﹁人窮すれば則ち天を叫ぶ﹂といったのはとりもなほさず
それである︒

すか︑どういふものでせうか︒

青近頃邪教や迷信が賊属し︑清憲の取締を受けることを見聞しま

翠それは精脚の安定を欲求する結果︑宗教ぶ復興して来た︒機を
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の祉界までに及び︑蛾後の信仰問題に至りては︑談論風溌九十幾

見るに敏なる徒誰が︑その機蓮に乗じ︑一旗揚げやうとすろば常

然だ︒併し昔の宗祇とか開山とかと異り︑救世の大念願でなく︑

儒度の炎暑潅も忘ろ上程であつ犬︒その大要は左の如くである︒

食ふ殿の建立かⅡ的であるから︑世を毒することが大い・叉之を

信ずる者も玉石を撰ぶの眼なく︑唯俗耳に入り易さまＬ︑迷の淵

青年問近頃の世相は焦燥と煩悶との二軍奏で︑柳かの安定があり
翠軒答不宏にも色々あるが︑之を大別すれば︑物と精神との二様

に陥るので誠に憐むくきものである︒インチキ宗教や迷信は間よ

ません︒その基は生活の不蝶に在ると恩ひますが如何でせうか︒
になると恩ふ︒一般には物質生活の不安に軍きを置いてゐるが︑

り排すべきだが︑現代人か︑心の喪息所を求めて︑宗教心の潤養

ない様に恩はれますが︑一暖どうしたものでせう︒

青併し吾々青年には宗教といふことはどうして哨心にシックリし

に眼を向ける様になったことは喜ぶべき現象である︒

精紳的の不安が根本をなして居るのである︒

青精脚的の不安も︑思想上の不安が伴ってゐると聞いてゐます
一膿人は他の動物と異り︑霞と肉即ち耕祁と物質との瀧一合隠

が？︒．

明治維新以来︑両洋の物質文明に心酔し︑盲目的に之考輸入

翠夫は智育偏重の教育を受け︑科畢蔦能の卿念に捉はれた幹弊

し之狩一模倣した︒然るに西洋文明は物質方面にこそ長所を認むる

だ

１

が︑籍紳文化に至っては見るべきものが少い︒その黙は却って東

安かあれば︑人間生活の不宏は常然ハビある︒従って精神生活の要

︲・

近頃人間以上の封象物を求めようとする気運か見えて来ました

素たる懸想に不喪かあれば︑霊肉共に褒定は得られぬ課だ︒

したものである︒それ故肉艦的には安定であっても︑精神的に不

翠
青
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行くべきものとみるのが常然である︒

で達しなければ︑どうしてもシックリしないやうに思はれますが

青宗教のことは大隙判りましたが︑その極致としては︑信仰にま

津の方が優れて肘八位であった︒前に蝋申す遡り︑人什鐙肉の津
成であれば︑物質方面の匙を偏軍し︑結祁方面を閑却することは

るだけでは佃仙に乏しい︑宗教を花とすれば信仰は香だ︒香のな

翠其の質問は誠に霞蕊なことである︒宗教を畢問として知ってゐ

如何なものでせうか︒

川来ない︒然るに科畢の研究は物質方面に長足の推歩を遂げた
が︑嬬刺方面１１霞界には進歩の跡がない︒唯に進歩の跡がない
のみでなく︑科畢の読明か下せないものは︑或は迷信といって斥
け或は非科畢といつで排するから︑始末が悪いのである︒

い花には︑蝶や蜂か寄付かないではないか︒人の行篤には三つの

Ｏ

青世界人獅の緊界を支配十る宗教にはどんなものがありますか︒

○

段階がある︒先づ知るといふ事に始まり︑次に好むといふ情に至

仰といふ情が起らねば︑無宗教と異る所はない︒新人は宗教を非

る︒里に知るばかりでは質行の運びに至らぬ︒宗教を知って明信

り︑更に之を決行するといふ意の凌動に依って行篇となるのであ

○

翠宗教を大別すると︑西にキリスト︑東に仰教︑中部に回々教等
がある︒

の溌達は宗教と逆比例するものであるから︑淋来は宗教が影彩潜

科皐とし︑信仰を迷信として蔑覗し排斥するが︑それは大なる誤

害日本の文化も西洋に劣らない程の護展をして来ましたが︑文化
めるであらうと言ふ者がありますか︑之は如何なものでせうか︒

謬だ︺宗教は今より二三千年前の開基であるから︑智識の護達し

梨賢か宇宙の虞理に韮いて︑人生を論じ虚生を読いたものだ︒虞

た現代人には不適だといふ見界明間違ってゐる︒宗教は何れ哨古

翠それは重大な問題で︑﹁科畢と宗教﹂或は﹁文化人と信仰心︐一
して設いて置かう︒一暗文化の進んだ時代の人は科畢を主とし︑

理に古今の別はない︒永劫不愛の虞理に根ざした教義教典は︑是

等の題月を掲げて論ずべき佃値があるものだ︒併しこ上では簡約
信仰を従としてゐる︒甚しきは信仰は未開人の迷妄事で︑文化人

時代に依って荊常に順鵬するを要するので泌乃Ｏ

青成程御尤であります︒善事には善報があり悪業には蕊報がある

亦古今一貫の大遁だ︒た野是を解職し之を資蹟する上には︑其の

ことは理の常然でありますが︑世の中には粂然此の道理に反した

︐の取り上ぐべきものではないとしてゐる︒此の考で進めば宗教が

が進歩しても宗教の枇界を征服することは川来ない・否寧ろ科畢

現象考睡々見ますが︑此の矛盾はどうしたものでせうか︒

衰退して影非没する課だが︑是は大なる謬見である︒如何に科畢

るがよい︒人智の浅い中は︑判ったとし一Ｌ居る事が︑人智か進む

現在未来と長い年川に亙って考察すれば︑善因善果悪業悪報の繊

翠此の疑問は尤もな事である︒併し短い期間について老へず︑過去

の迩歩は益々宗教の祉界を厳くするものである︒今一寸考へて見
に従って︑却って判らなくなろ事が非常に多いではないか︒科畢

則に鎚化のないことが判るであらう︒俳教にては因縁又は因果律

が進めぽ進む耗宇宙の謎は深まるばかりだ︒心窺界には科畢の虚
︐女地が永久に残されるであらう︒従って宗教も将来益々護展して
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といってゐる︒如何に現在に於いて善い率を行っても前世に悪業

しき椴所を典へたき念願に燃えてゐる︒

論︑手引を矢ひ杖非一取られて迷の淵に坊樫する是等の人々に︑正︲

善の家には蝕映あり﹂といふことを高唱して居る︒よく現代人は禰

は輪廻といひ︑何︾出儒教の所謂﹁積善の家には齢慶あり︑積不

る︒仰教では三世の因又は因縁といひ︑二宮韓徳先生の報徳教で

親の父母かあるが︑そのうち母は胎教の主として軍ばれるけれど

本たるキリスト教は天の父を主命としてゐる︒従って人間には肉

ゐるが︑東洋には東洋の教へとして悌教がある︒西洋の教への基

翠西洋人には所謂西洋的のキリスト教が現代でも相営に行はれて

青然らば吾々現代人として宗教を何に求めたらよいでせうか︒

酷︑

があれば︑善果が資らず悪報が来る事は︑悪事の場合も同様であ

だと考へたり主張したりする︒一寸尤もな様にも聞えるが︑因縁

仰を信仰することは因果律の確定してゐる以上︑理由のないこと

ち紳葬崇め一︲居る︒故に信仰上天の父を敬慕するがために︑肉燈

哨父は肉縄的には親であっても︑精神的には所謂天に在ます父即

的の父は母より虫軽んぜられると云ふのがキリスト教の特色であ

とか輪廻とかの律則を超越して︑善を好み悪を憎み︑這才履私徳

青先漂邪教の川現哨宗教心信仰心の勃興を物語るものである由を

るのだ︒ところが東洋人のもつ俳教は︑親子悶係を前世の閃稼と

る︒従って親子の開係がうすく︑こ上に個人主義的思想が腔胎す

に蹄する所に︑宗激の賃髄が存するのである︒

承りましたが︑新宗教の中にもよいもの哨ありませう︒併し多く

して︑非常に重き浄おき︑更に現在を瓶じて未来に及ぶ︑所謂三

は永績せず︑何々教の如きはその筋の手で解散を命ぜら力升様で
す︒そめ信者などはどうなったでせう︒叉どうすればよいでせう

け込み︑巧に群衆の意を迦︵︑て︑種々の方策彩弄して信者をあや

も善いものがある︒併し邪教といはれるものば皆人心の弱黙に附

翠是は現在に於て最も軍覗してゐろ所である︒勿論新宗教の中に

西洋け西洋と︑その風俗習慣に依って宗教哨剛風に通腰すること

有線年の人心を養ってゐる︒凡そ一国には一園︑東洋には東洋︑

肺とか︑紳批︒個人若くは家族的としては沸教があって既往二千

道と悌教とか並び行はれてゐる︒是に於てか閣家を本位としては

だ︒更に我が日本は脚の閥とまで愈稲する剛家である︒而して紳

世の約束とまで高調してゐる︒とＬが家族羊義の成立する所以

つり︑自家の懐を肥やす事に腐心してゐる︒その教義教典の如き

か︒

は荒唐碓稽にして︑硯るに足るべきものはない︒殊にその教旭と

せず︑信仰恥うすいのである

が必嬰だ︒他にコーラン教もあるか︑文化人の問には唱へられも

青宗教の問題はまだよく胸におちませんが大隈は分り玄した︒然

か教主とかの人格に至りては臓劣で︑大言人を惑はし鮎智衆を弄
の制栽を受くるに至るのである︒循等に間蝿自縛とするが︑その

は何でありませうか︒

らば宗教的信念を遡りこしてその信仰の封象として︑適切なもの

び︑少しく志を得ると嬬慢に陥り遂に馬脚売露はし︑その極法律

の飯大問題淀︒余朕信仰心たき人々に心の眼幹開けさせたきば勿

信者こそ災難である︒此︲蹄紳的浮浪背をど弓決定するか畦判下
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て何れの宗教を求めるとも自由である︒

翠我が園は憲法上に於ては宗教の自由蓬認められて居り︑人とし
青然し他のことはとにかく︑吾々日本人として最も直卿的に信仰
の封象とすべきものは何でありませうか︒

ゐる︒仰教は印度に初まり支那に起り︑日本に渡来し︑美果を結

翠東洋としては俳教がその護達の経路に於て最も永い歴史を持て
んだものた︒その装群池はすでに閥家的に亡び︑支那明現在の如
く不統一であるが︑ひとり我幽のみが現在の如く隆々たる所以の
・ものは︑剛侭の結華の然らしむること勿論であるが︑園民個々の

修養の根源たる桃教の教義が我圃の剛隠にも亦佃人にも適合した
為ためである︺この教演を持ちながら現在は種々なろ鍵遷によっ
て鞘灸衰退してゐると云ふことは甚だ遺憾であるか︑今後この方
面に向っての研究と精進がなされて行くならば︑必ずや再び民心
蹄依の楽園となることは疑ひかない︒

青大膿我が剛の俳教の由来︑勝来の問題は分ったが︑俳教の現在

受口で唱へると力筆で書くだけでなく︑俳教家自身が抹香臭の中

理葬一新人に最も適合する様に敬術する方法を謡ずる︒それには唯

の質行にある︒分り易く云へぱ今日蓮今親鴬を呼び起すことだ︒

より躍出して世間的に活動し︑肺曾的に指導する︑即ち若返り法

的心がまへとしての信仰鋤象は何か最も剛家人としても︑個人と

青宗教復興と云ふことはお説の通りとしても吾会個人直接の精紳

たい︒

しても適切なものであるでせうか︒之を簡単にハッキリお伺ひし

ら云っても︑歴史から云っても︑仰教か現在或は僻来に最哨迩切

翠大燈前段に述べた如く東洋人更に日本人としては︑先・つ風家か

徒らに過去とか未来とかよりも現在宇宙観︑更に慎理を韮本にし

︐なるものと信ずる︒それには俳教の原理を研究するこ当ｃある

た俳教の反騰たる測世管菩薩は未来封象でなく︑現在勤象として

て︑ひとり人間界ばかりでなく︑凡ゆる森羅鶴象を救ふことの誓

その説く所︑偵理を韮にして現在凡ゆる方面にその本艦を現出し

願をもってゐられる︒之は偶像崇拝とか天の父を畏敬するとか云

ふのとは︑その選を異にし︑封象は測世音菩薩であっても︑その

興隆を計るには如何なる方法がよいでせうか︒

翠之は締祁界に於ける最哨重要な問題である︒先年来唱へられる

最も髪膳のものと信ずる︒

直理現象は現在の科畢に哨適常するし︑僻来の文化の謹展等にも

青段々のお説によづて信仰封象が精々了解出来たことを感謝しま

宗教法案の如きは︑宗教圏膿の法案であって︑嬬祁的韮礎たる心
ト教にしても︑仰教にしても各々その教義教典を根瞭として︑政

の問題を法制的に規定することは川来ない︒ことに宗教はキリス

能で︑偲べてに綜合的に通川してよろしいでせうか︒

翠之は宗教の自由なる如く︑信仰封象４自由であるかｂ一般に亜

す︒然らば今後の虚世上に於ても一牙上に於ても︑卿世昔信仰蔑

ひるものでなく︑その懇揮は脚由であるか︑然しものを雛ふと

治の閣外を超越して最哨椛威あるものにならねばならぬ︒之に
か歴史とかも勿論必要だが現在を封象としての僻教︑即ちその直

は余の意見としては仰教蒲返り法の一言に蹄すると思ふ︒博統と
接開係者たる悌教家は︑徒に古いことばかり墨守せず︑俳教の虞
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１１

か︑哲畢的に研究するとかでは︑残んど蹄着する所を見ない︒丁
鹿池の中にゐろ鯉か餌として︑鉄を輿へるた鯉は之を見たり喚い
だ風してゐたのでは︑蓋にはならない︒之をパクリと食べた所に
便値があるのである︒之と同様に信仰は人に聴くとか︑畢間で研
遅疑するところなく︑全身全能を之に投ずる所に︑はじめて効が

究するとか才超越して︑先づ以って己がよしとした信仰封象を︑

て︑はじめて得られる妙味である︒先づ信仰ぞ得たるものから︑

現はれるのである露三者よりみるものでなく︑個人その人にし
無宗教︑無信仰とか云ふ箔のをぷると︑如何に触感はれむくぎも
のに見える︒どうか一般人としてもこの境地まで這りたいもので

昭和十二年九月十四日︵稿絡リ︶

、

一時局俳壇
○

厩出て斯く馬に秋暑し尾津三椅罵玉︶
○

出征の兵士の帽に赤端蛤若林ゆき子︵山梨︶
○

南京の空を襲へる崎蛤かな山口無町畦烏木︶
○

とことはに薫る動や菊の花若林貞雄︵山梨︶
○

日章族かＬりて支那の秋晴るる笹川清之助︵大阪︶

−−40−

ある︒私はこ上に結論として云ふが齢七十を越し︑乏しいながら
も世事の無職を積んで来たが︑こ上に漸く測世音信仰を得たこと
を喜ぶものである︒このことは他人はとにかく︑私としては人間
としての非粥な幸幅であると日々楽しんでゐるものである︒こ上
に信仰を得てはじめて心の豊さを得︑おまかせのＨ暮しをするや
うになったのである︒

１１１

談横縦題問仰信

一
『一＝

思召の徹底を魚場内相謹芭

皇脈陛下が術に比草の上に御心走性がせ給ふ事は申すも畏き極みで御施いますが今

般支那事愛による出征及唯召の軍人家族並に遺族の上を深く御心にとどめさせ給ひ
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本日思召を以て多額の御内幣金御下賜の御沙汰あらせられ併て有難き御歌を賜りま

し穴御醗旨の宏遠なる只々恐惟感激に堆へない次第で御座います︒此の上は今後一

層出征及唯召の軍人家族並に遺族援謹の徹底を刷り以て銃後の護りを堅くして愈ぐ勝

●

兵の士気を旺盛ならしめ躯間協力一致時銀の克服に迩進し御錠旨の茂一に封へ奉ら

れぱ紺成りませぬ︒何て面ちにこの旨か各地方長官に訓令致しまして思召の徹底を

期せしむろことと致しました︒出征及唯召軍人並にその家族遺族は勿論剛民一同今後

一府粉骨砕身益々奉公の赤誠を抽んで洲挑へて皇威の褒揚︑幽蓮の伸暢に寄典せられ

』

なくさめむ
ことの葉もかな
たたかひの
にはを声しのひて

すぐす
やからを

むこと走切望して巳まない次第で御座います︒︵九月二十一日︺

》

后皇
歌御宮

○居庸開占蝶耕雲内田鼎︵茨城︶

皇軍向虚勿介逃︒百職功成意気豪︒況復難攻天下嘘︒居席鮒

︑ｂｂｂ︑ｂ︑ｂ︑ｂも︑もｂもｂ︑ＵＬｂ℃００Ｏ

支那事憂文詑察
○征軍歌稽丘坂本常次郎︵東京︶
℃ｂｂｂ︑Ｂｂ︑℃︑

東洋平和興皇軍︒向虚洋堂桃風雲︒民園誤途叶排日︒四百詮

○００Ｏ
上日章高︒

々 o

◎ キ リ 2

不日南京城上壁︒旭波高掲耀朝瓜︒

○支那事鍵一如伊庭弘道︵千蕃

◆

皇軍察爆九天僻︒一瞬凌然戯敵兵︒勇躍賊韓華墾壁︒旭旗高
○００○
鰯北平城︒

○通州鍵成所安蒜斌恕︵千葉︶

も■℃℃℃ＵＵ℃℃もももむｂ℃℃もｂ︑︑口︑︑︑

９ｂ︑℃

酸鼻報偉心戦傑︒普牧繊弱一場暦︒傷悲惨虐似尼港︒也展胡
元来遥圃︒

敵兵畔易隠巌塙︒

丈荘石川二三造
連戦成功我武揚︒

○北支事愛

支那事愛護生来︒陸海案軍爆撃開︒弾雨砲畑天地晴︒皇軍所

日本旗翻映旭光︒

○○○ＯＳ︑勺ｂ︑︑︑○○○○○○○○○○○○⑥

仰看菖里長城外︒

も℃︑ｂも︑も℃℃もむ︑℃︑○○Ｏ

○北支事鍵敬亭但馬堅之丞︵千葉︶

州漆悪気︒暴虐無度滅人道︒狂矧迷蒙亡斯文︒贋懲義師砕金

も︑℃ｂも℃︑ｂ︑︑︑ｂｂ℃９もも９︑︑︑︑︑℃

も■ももも︑８︑己︑℃ｂＵ︑︑●ももも︑︑ｂＯ

もｂもｂＢｂｂ︑己︑℃ももｂＯ○つ○○○○○○︒

風魂

略︒犠砕畳悟亦何哀︒
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識︒精莱腫結絶醜群︒肉弾千溌叉寓溌︺減膝熱血奉聖消︒生
０○○○○○○○○００○○
命何惜有公道︒妻子何顧興亡分︒赫々英名徹天地︒鬼川僻驚

禽兇
歳賊
勤絶

Ｏ皇軍入北平三省尾淫幸治郎︵埼舌

和魂殿︒兇賊絶滅渡皇威︒祁州剛莱天下聞・世界文化自是改
競般

も︑︑ｂ︑︑︑︑℃℃℃ｂ︑︑
北平一掃敵誉案︒四百除州指願中︒
００○○○○００○○○○○○

南和

向獄城推︒我機活耀敵機睦︒我武斯揚如迅雷︒要在暦懲非奪
○ももｂ︑ももＵ

集苑文髪事那支

］

×

畷蝋''1

甑
￨
｜

￨
塵
I

︲も頼みにする？

Ｘ

Ｘ

と云ふのがあるぢやないか！反省せよ南京政府！

察姶爾省獅立宣言！同じ支那自身の中にも﹁南京政府﹂は雄だ

Ｘ

み！天皇陛下寓歳を甥醜三唱しやう！

寓言を費すの要なく明に立誰さる！然も其の尊さに唯感涙あるの

至る所で我が滞兵の忠烈無比の華咲く！我日本精祁の精華は百

Ｘ

マ放送は段々誰も信じなくは芯りましたがネ！

我空軍揖節無滝墓を爆破！同無電墓は枇界に彼一流のデマ宣惇
塵の根蝶地であつ衣から彼等としてば痛手に相通ない！鐙も彼のヂ

何の鰐めの援助か憐れむぺき彼等ょ！よくは老ふぺし！

支那は人気者と見えて他閣から種々の援助があるらしい！武器
のに︑弾薬に︑金に︑飛行士に：⁝・等々との噂！東洋のスペイン？

×

机めたらしいが︑今度は容共に樽向？．苦しい咋は鯛の頭でも何んで

ソｏ支不可侵僚約が出来たさうだ！曾ては南京政府は防共に努

lb

第七十一第七十二の雨臨時議愈に於て我事愛費合計二十五億除回

×

ても︑我園力の偉大さを←知るぺきだ！既に﹁日露役﹂の縄計賓
に相常すると！

蒋介石夫人を批難の記事に銃殺者走出して支那閏民の反感を買う

とか！古来兎角女が表而に立つと事が起るＩ宋美齢第二の楊貴
×

妃気坂で閏走誤る？

天に代って不義を撃つ勝たずぱ生きて蹄らずと父母の鯛か出愛す

る将兵を心して送ると共に︑其れ等の人々に後顧の憂なく働き得る
×

様﹁後は引受けまし衣﹂としつかりやらう︑吾等銃後の醐民！

Ｘ

事鍵以来犯罪がめつ斗﹄り減ったと︑よし隅民の自粛Ｉ

・駐支英大使ヒューゲッセン大使負傷事件我閏へ抗議が来たので︑

目撃ち名人の支那の方へ取調を御命じあらぱすぐ判明するかも知れ

恨重調盃し士が我方には何の誇操も手がかりもない！よろしく盲

Ｘ

ぬ！但し御蝋の毒と衷心御見舞叩す！

地中海に怪淋水艦出没︑英︒ソ汽船被害！安金保詮の脅議を開

いたが渦︒伊は唯ぜぬと！嫌ばれ者ソ鯛がゐろ総め江！其のソ

閏東洋でも支那ルス・へイン化してゐろ！天地は炭くも嫌ばれ者の
×

嫌はれない住家はあるまい︒

駐支英代理大使叉々支那政府だけに通告してノコーＩ南京へ出掛

那は消息が談めないと云ふの？此の片寄った気持で事があればす

けろ！日本へは新聞禰息で知れと云ふのだから公平でない！支

Ｏ００○

ぐと日本だと云ふの江らうｌ
Ｘ

南京政府挫職辿勝の典太放錘も綴かす︑九月に入ってば本営の泣

言放孟となる１ジレ見抜事か！像リ泣言が早いぞ１
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国鯉

となる！是が本年内の費用龍と云ふ！其の互大さを腺ふ限つけ

"

伽

■句

認Ｉ出⁝錨射

i
惨

一

︑︑︑︑

上空から職下した富士山才想像した者は︑山川方谷で︑

始まる︒

資際に＄上空から富士山を職下するは︑最近の飛行機に

Ｏ上空から蛾下した富士山︑

大王といはれるまでの豪雄となったのである︑

フレデリックは其初︑優柔な背年だったのが︑一愛して

た︑

勢が理想的なのではなく︑己むを得ざるに出るのであっ

ッッ大王は︑劣勢を以て粘ばりｊ︑最維の勝利を導く︑劣

勢を以て敵に封するのを常法としてゐるに反し︑フレデリ

するのは蚊ろ興味がある︑ナポレオンは︑いつも座倒的優

ナポレオン一世とフレデリッ〃大王の戦術とを封照研究

Ｏ僅勢勝︑劣勢勝︑

佳話・途話

ﾛ■●■①■

その詩は︑殆んど適確に烏聡の密士山弗描寓してゐろの鍬

青山蔑夢
其詩︑

ならず︑吾邦無二の霞山たる所以を表現した傑作である．

︑︑︒︑︑

曾騎二鵬背一九大通︑伽臓穿レ雲一岳抽︑岳似二蓮花一雲

︑︑︑︑︑︑
上し天職二宮山一作
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑つ００○Ｏ

似し水︑蓮生し根虚定祁州︑

︑︒︒○○っ︒ＯＯ

Ｏ富士の朝日影︑

℃︑︑︑
江川畑一庵の句に

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
里はまだ夜深かし篇士の朝側影

︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑や︑

先覚者の気慨が言外に混れてゐる︑山田方谷の歌には︑

ふじやさすがに︑日の本の山︑

︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑

外幽は︑まだ夜半ならん︑朝日ごす︑

日本を以て枇界の先進風とする理想を含んでゐる︑

Ｏ碁は思案の外︑

碁は時間を殺すといって︑勤勉家には嫌はれるようだ

一

一

佳

趣・話
話

催

拠・話
話

画伊■︑Ｉノノ

へ

にか上っては側が無く︑碁ば腕で打つのでばたく︑顕で打

︑も︑︑︑︑︑︑︑
が︑勤勉無比の安田善次郎︑砦尾逸平などといふ面々哨碁

て使者を饗膳した︑使者は︑完全に封鎖された筈の城中に

はってゐた︑昨日の生鯛を︑一尾は秀頼に献じ︑一尾を以

その翌Ｈ︑徳川方利平使が来て︑その一行に上野介明加

生鯛かあったことを報告すると︑家康は非常に鰐ろいた︑

︑︑︑

つことは︑言ふまで仏ないが︑藤田東湖だの︑伊藤︑大

隈︑山僻など一代の淀雄が︑犬抵︑拭碁である︑あれほど

った︑これは椎右術門の素晴らしい働きである︒

定めし攻園軍の中に内隈者があるかと疑惑を起したのであ

︑︑︑

らゐだ︑

の智恵が︑どうして暮盤の上には現はれぬかと思はれるく

︑︑︑︑℃︑
それに反して︑碁智恵︑算智悪といふ仰言があって︑昔

︑︑︑℃

秀頼︑大阪城中に死せず︑遁れて薩煙に下り︑種ケ島臓

○秀頼死せず

といふのもある︑﹁あの男が本因坊に二目置き仁といふ川柳

の仰読で︑︑山陽も︑それを詩に作ってゐるが︑侭誘の如

人と鍵名して︑八十除歳の長詳を保ったといふは︑昔から

から別物といはれ︑他の事は何もできぬが︑碁だけは狸い

が穿ってゐる︑黒器周六のような︑いるノーのゲームに

木村長門守頭成は︑仙に聞えた美男の勇将︑その妻は︑

Ｏ勇士烈婦の好偶︑

を︑薩摩から元職の綱吉時単に献上したなどともいふ︒

ぽせたのが︑太閣の鎧らしいといふこと︑また秀旗の遺物

博識には︑その後︑薩嘩から．具足の修総を︑京都に上

る︑

く︑元職八年に死んだとすれば︑一百三歳になる筈であ

奇才で︑碁だけは上達せぬといふの忠ある︒

○生鯛のオ豊
大阪冬の陣︑徳川方和平の使者に︑大阪方が生鯛の御馳
大坂城中から忍んでⅢろ者か一々︑包圃軍の手に掛かる

走をして家康を驚かした話︑

︑︑︑︑︑︑

ので︑殆んど出る者が無くなった時︑大野修理の家来に︑
尾能く密偵の役葬一果した︑踊りかけに生鯛を買って雨の袖

青柳といひ︑大賊卿の姪で︑才色兼術の烈婦であった︑青

才畳者として聞えた米村挫左術門が志願して忍び出て︑首
に入れて堺から大阪に蹄ろ道で︑徳川方の智者と聞へた本

籾もあはれといふ人もかな

溌わびて︑絶ゆろ命は︑さもあらぱあれ︑

柳は軍成弗慕ふの齢り︑病の床に伏したが︑軍成に贈った
歌︑

多上野介にハタと行逢った︑かねて顔走知られてゐる︑突
たので︑さすがの上野介も此の曲者の鍵粧を肴破り得なか

瑳に笠をかなぐり捨て︑片目をつぶり︑肢を引いて行過ぎ
った︑
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重成の返歌▽

春待ちてこそ︑結び留むらめ︑

冬枯の︑柳は人の︑心をも

大脇︑横綱に進承︑四十六歳︑流行性感冒で病残するま

で︑黒星雌に二つと仲へられる︒

むかし官女の言葉に︑鰯の隠語を︑紫といふ︑あいに勝

︑︑

さるといふ意味である︒藍と鮎と和訓同じ︑鰯は鮎よりも

Ｏ鰯は紫

が︑その五月︑夏の陣に︑東成は戦死し︑大阪は落城し

うまいといふことである︒

かくて冬の陣の和議整ひ︑翌年正月︑緒婚の式を筆げた
た︑時に背柳十八歳︑汀州の所縁の方に溝伏して一子を生

○月の桂の花

月の桂といひ︑天上の桂花の事は︑むかしから言ひ博へ

︑︑︑

夫落し︑懇ろに軍成の一週忌を誉み︑その夜︑持俳堂で見
事に自害を遂げて︑夫の後を追ふたのであった︒

○家康の軽装

てゐるが︑賞際に︑天上の桂花を見た者は無い︒

支那の仰説に︑むかし鑓隙の山に︑名の知れぬ花訴咲
︑︑℃︑

︑︑

き︑秋来れば︑満券︑遠くまで沓ふ︑李木︑李犀といふ二
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
人が現はれて説明するに︑これぞ天上排花である︑その露
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑
が此地に落ちて生えたのが此花だと︑此の二人は天人だつ

たといはれてゐる︑その名を取って木犀といふのだ︒

Ｏ名月ニュース

菅茶山の随筆﹁菊のすさび﹂に︑同じ年の中秋に名月と

ロ

大阪多の陣に︑家康︑甲宵を着せず︑老人だから馬の乗
下りが不便だと︑括り誇に︑茶色の羽織を着けたばかりで
に︑庭の青竹を切り︑括って差上げた︒

あった︑・釆配も持たぬので︑故賞の心得ある者が︑常坐

○無敵の谷風
︑℃︑︑︑︑
︑︑
天下無敵の横綱谷風の成績は︑その初︑秀の山︑蓮ヶ鴎
と名乗った時︑前後八年間︑江戸︑京都︑大阪の三ヶ津に

ころ人Ｉのさまを入念に書きつけてゐる︑茶山の郷里︑備

︑︑︑︑︑

かけて二百二十回の角力をとって︑負けたのは憧に十一
︑︑

回︑その外に︑引分︑無勝負︑預り等で廿七回︑差引百八

であり︑菅岱立が見た播州の月・聡くもり︑武之登々庵が見

後の祁遅では名月だったが︑友人僧義立が見た讃岐は無月

︑︑︑

十二回の勝である︒右の廿七回を現今の新規則で︑取面し

こよひしも︑いづくはあれど︑須磨朋石︑

た備前も無月︑北峠霞亭が見た磨須は名月で︑

て︑悉く彼の負となったといふ最悪の場合を想像しても︑

谷風梶之助と改めて閥脇に誰んだ時が年廿七︑それから

︑︑

八年間二百廿回に黒星僅に三十八回である︒

−
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淡路島山か︐坐る月かげ︑

と詠み︑葛室上人か見た三河の岡崎は無月であった︑伊勢
は風雨で︑窓を開けた人駒なく︑大和の芳野は大風︑筑前

︑︑︑︑

古来︑茶山ほど名月の一三Ｉスを詳はしく書い者は見営

では︑況年稀なる大涜光であった︑

らない︒

○韓厩
︑︑

小早川隆景は︑完全なろ英雄といふべき人だが︑術後三
原の城中に︑韓厩といふものを建てられた︑これは大将の
居間近く馬を繋いで︑大将つれに束鞘或は甲胃にて乗り試
み︑或は手づから草飼ひなどする馬である︑さもなければ
大将を見知らず︑馴れず︑装が鍵はったのを見で麓ろいた
りしては︑菖一の場合に意の如くならぬからである︒

○名優の面影
︑︑︑

名優菊五郎︵五代目︶は︑何事にも凝り屋だったが︑火事

見舞に行く時など︑巌軍に消防夫の装ひをして︑頭巾をか
ぶり︑鳶口など携へたが︑支度に手間がか人って︑大抵は
火事の間には合はなかった︑それで近火を免かれた家の土
に︑菓子など出そうものなら︑

間に立ち︑腰を卸さず︑少し立話をして茶を飲む︑茶受け
﹁火事場に茶菓などいふ法かあるか﹂

と極めつける︑深庵牢鉢に盛り︑箸霜添へて州すと︑同じ
く気に入らない︑打った切って︑手の甲にでも敵せて川す

︑︑︑や︑

と大喜びで︑もって食信へる︑まるで芝居を地で行くのが名

優菊五郎であった︒

Ｏ越の海の本霞

講談に︑符叫に弟子入した越の海勇臓といふ恐ろしく脊

の低い小男の角力があり︑頭突で符風の下腹を突くので︑

﹁親方︑わしが引受けませう︑野郎来い﹂

一番弟子の雷電が見かねて︑

とやったが︑やっぱり下腹を突かれて持て齢すといふおも

︑︑︑

事震は︑常時の恭附によると︑越の海は谷瓜より明先誰

しろい話がある︑

である︑谷風の弟子の雷電に稽古をつけて貰ふ筈は無い︒

Ｏ茶番位では駄目

時間励行では︑古来︑全図ともに苦心してゐるが︑今日

明治初年のこと︑滋賀螺蒲生郡では︑戸長集曾に︑遅参

に至てもまだ徹底しない︑

の者は︑茶詩をすることにしたら︑茶帝の樫惟で来る者が

球分と定めると︑始めて時間どほり開雪できることになっ

絶えないので︑終に︑一時間の遅刻︑罰金霊分︑二時間は

た︒

Ｏ第二賞

︑︑︑︑︑

↑河村識三郎氏は︑滋賀嬬立の欧畢校生徒自一名の大試繊
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に︑成績抜群につき︑最上紋︑英患第三級に偏入された十
六名︑年齢は十五歳から二十八歳までの中の︑最年少の一

河村譲三郎

人︑第軍賞三人︑第三賞四人撫令出場して授輿す︑賞状左

人であった︑各級の全燈を通じて︑受賞者は︑第一賞一
の如し︑

過し之候事

︑︑︑

滋賀撫令松田道之

英語試問ノ件々︑腫答明瞭二付︑篤二褒美﹃第二賞ノ書籍
明治六年六月二十六日

○子規忌
︑︑︑︑

畢問の造は︑人倫の遡鵡行ひ︑人心あばれかめぐむ潅以

てつとめとす︒身をなさむろル以て根本とす︒身悲さまら

らす︒身をあさむろの道は︑易に所し詔︑見レ善則謡︑有し過

ざれぱ︑人倫の道行ばれず︑天下図家の法なくしてをさま

則改か以て要とし︑わが身にかへりみて︑人心せめざろを

つとむ︒人の善を見てもうつらず︑わが過あれども改めず

無レ過︑過而能改︑善莫レ大し鳶︒論語日︑過則勿レ縦歩改︒

是は︑一向︑道に志なき人なり︒左惇白︑人非二聖人↓誰

術書日︑改レ過不レ杏︒やぶさかとはなしむをいふ︒過あら

起してよく改め︑善にうつる海むれとすべし︒畢者︑此の

ぱ︑たしますして速に改むくし︒皐問の道他なし︒天︑過

事を以てつｈに心にかけてつとむべし︒過老改めむとなら

俳聖正岡子規の忌辰は九〃十九日で︑俳壇では・子規忌
は年中行事の一つになってゐる︑日本人は︑子規といへぱ

過はしりかたきは︑人鵡見るには私なし︒故に明らかなり

ば︑まづ︑わが過走知るべし︒人の過は知りやすく︑わが

へりみて︑其の過をしる姿へし︒其の上辿ある人にまじばり

も︑わが身をしるには暗し︒故に討子はまづ︑わが身杢か

かし︒明鏡と誰ども︑其のうらルてらさす︒智者といへど

しらざるは愚なり︒知りて改めざろば悪なり︒其のつみふ

我が身には私して．過悪をも知らす︒わが身に過あれども

月非連想するが︑此秋の子規忌は︑陰暦八月十五夜の名月
︵下開市外︑川棚淑果の芳龍浦に於て記す︶

に常るのである︒

ＩＩＴ

て︑其のいさめたきき︑過起改めて善にうつる︑是隼問の

益なり︒︽初畢訓︶
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○銃後三女性美談

｜■

八月二十九日哨醜に過ぎ去らうと云ふ午後十一時半頃の事であ

一家を日本人至部に知らせたい気持になりました︒この青年もきっ

概して﹁この布様の一部維始を月撃した私は︑直心こめた伊藤様御

と戦場で目ざましい活躍をしてくれるでせう︑私たちが千人針をお

などと云ふ人出兎もすれぽないではないが．彼の奥様の事を知らせ

願ひすると︑ユ寸歩るくのに一時間もか上る︑いやになつちまふ﹂

られる銃後美談である︒

てやりた哩・と感激して知らせて来た話・美はしい誠心に成激させ

く女性に千人針冷乞ふ一青年かあった︒見れば若き宵年の事とて一

錐電報は︑志和膳君が王子の製氷御社へ仕罫へ出た直後に主家へ到

東京浅草職千束町一ノー山形屋氷店の運卿手志和屋利雄君への召

○雁召兵美談

般女性は立寄り難いのか︑主だ針歎は僅に二十足らずしか縫はれて

とて︑浦く志和屋君の心備を察し︑其の締宅キー待ってゐたところ

着した︒主人沼田政夫さんは︑丁度質弟も川征の日が辿ってゐる事

る︒東京下符鼠黒門町市電停留場側のほの暗い街顕に立って︑道行

はゐない︒

が︑午後一時甑になって同荊が王子料内で耶故を起してゐる事が判

．折から所用の蹄途通り合せた下谷賦長者町ニノ三︑上野松板屋食
唯綴犠者伊藤良治氏妻キンさんと︑姪タヵシさん︑計子さんの姉妹

明︑驚いて右の電報を持って現状に馳けつけたのであった︒

千人針を求めてゐるのです﹂との言葉であった︒此れか聞いた其の

する腫召兵ですが︑家には牙寄りの者もないので︑かうして自分で

かされ︑意ぞ決して穣荷の迩反吟事故の責任恥すべて仰分にあると

事故に狼狽してゐた志和屋君は︑馳けつけて来た主人から召集と聞

篠かれ︑右足骨折二ヶ月の飛傷キー負うたものである︒一方初めての

車で御川聞中︑制限以上に氷を城戦した志和巌荊迩卿のトラックに

被害街は王子価上十係酒商今沖清吉氏方坐屈人土尿康君で︑卿卿

三人が一針宛を懇に運んでやった後︑件の腎年を何となく不思議に

三女性は︑心から其の青年に同情し︑それならば曾て作２Ｌ置いた

思ったか事情を聞いた︒すると青年は﹁私は○○日○○騨謹で出動

千人針が私の家にあるから︑とて︑其の場から早沌奇年を自宅に伴

になったが︑更に動かされたのは被審者の主人今井氏で︑志和巌君

王子署員に申併︑この態度に動かされて︑同鍔で山寛大に取扱参事

親牙哨及ばぬ饗睡をして︑千人針を贈呈した上︑其の川動の日

ひ

の召集の事ぞ聞くや︑持って来た示談金三十同を﹁あなたに贈らう﹂
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
と一ｉ受けず︑﹁帝幽のためだ︑しっかりやって下さい﹂と瀕脇したの

には︑一家総出で此の青年を詮つたのであった︒此の青年は思はい
之を其の青年の通くで同じく千人針を作ってゐた一女畢生か︑傍

人の情に感激の涙にむせびつつ出製したのであった︒

− 4 9 一

F

一

＊

集談美愛事那支

私が残る子供を護って行けばよろしい﹂と遂に決意したと云ふ話︒

その三は︑後備砲兵として過日千班綜市川砲兵聡隊へ召集された

此の夫にして此の女丈夫の妻！非幣時に現はれた美譲である︒

某氏の事である︒某氏は二十一貫の亘大渓であったか︑入隊先づ身

︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑

るのであった︒此の成行に志和屋君の主人沼田氏も東激して︑厚く

である︒感激した志和屋君は入院中の土屋少年を見舞ったか︑此鹿

今井氏に謝し︑地元の千束町曾も若干を纏めて志和屋君に贈り︑同

た︒其の理由は隊の規則として二十賞以上の者仕靴も服も合ふのが

隈械査を受けた結果不合格となり︑直ちに蹄宅の錐儀なきに至っ

でも亦少年は苦痛を忍んで﹁支那兵をやっつけて下さい﹂し激励す

けには感激の涙なきを得ない狗に美談である︒

所か某氏は日く︑﹁私は郷里の人々から︑しっかり頼むぞとて︑多

ないので︑不合格とせざる毒得ないのである︒

君は義侠と情けに泣いて霧闘を誓つぞ出翌したのである︒人々の情
その二は︑旧征中の東京称谷署の交通巡査︑伊故海末男君が︑目

を誓つ一ｉ勇躍征途へと志して来たのである︒牙臓か悪いと言ふのな

数の人持から心からなる熱誠の御見遥を受け︑食・激の中に一死奉公

黒唾三谷町の自宅へ第一信の手紙に︒
・・⁝二十五名の兵を引率して出た時︑百五十名の敵に出宮って戦

らば止むを得ないが︑軍なる硝粛超過と云ふ事で不合格となったの

ひ︑透に撃退した︒これがお父さんの第一回の戦闘だ︑今後は種々
と危隙もあらうが︑こちらの事は安心せよ︑お前は家を誰２Ｌ僕の

ても私は此の侭踊る事は出来ない︑是非入誉をお許し下さって戦地

では︑此の侭何の顔して郷里の人に再び愈ふ事が出来よう︒どうし

此の手紙を抱いて妻智恵さんば泣いた︒伊故海君は十歳浄頭に五

名を辱めぬやうにして呉れればよい︑呉々も子供を頼む；：：︒

次女の幸子さんが︑去日消化不良で死んだ︑其の翌日出征から最初

言道したのは子供の事ばかりであった︒ところが蕊て病弱であった

し入隊して其の日を楽しみにして居ると云ふ事である︒これは入管

したのであった︒篇めに本人の喜びは一方ならず︑一死奉公に勇躍

薪容れてやる事とし︑早速に服や靴等々を新調して役立てる用意を

これを見ては︑常の掛官恥其の至誠に動かされて︑途に其の願ひ

へやって頂きたい︒とて頑張って蹄らうとしないのであった︒

の便があったか︑文面の大牛は子供の事であった︒裁に於てか智恵

兵を蓬り込んで拾った資話である︒忠勇義烈なる我兵士の一死奉幽

時も智恵さんに

さんは︑此の愛児の死の事は︑夫に知らしてはならぬと決心し︑・弔

人の子編者で︑然鯛非常な子煩悩の事とて︑出征

問の知人や親戚にも頼んで夫が凱旋の日まで一切知らさぬ事として

の燃ゆろが如き一念を如賢に物語る美談である︒

﹁手紙を見て泣きました︒いっそ知らした方が夫哨安心するかと考

﹁利一の御奉公に心が鈍ってはいかん︑私の事は決して知らしてく

昏倒した︒勇ましく去り行く息子に⁝・危篤の母息・・併し母親は

其の常日︑門まで見逢った母親ウメさんは︑突然心臓肺蝉を起して

其の四は岐阜市の松原利一君である︒同君は腰召により晴の門出︐

ゐた矢先︑又も夫の愛見への心やりが手紙となって来たのであっ

へましたが︑い上え︑矢張りいけないと思ひ直したお国のために身

た︒

琴命冴一郷２Ｌゐろ夫に︑子供の死の知らせなど何の必要があらう︑唯
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同浦出海勤君であるが︑同君は召集令状を受取った時︑父親政太郎

所の人の涙を秘めた歓呼に送られて勇ましく出霊した③である︒又

輔れるな﹂と頼んで間もなく死去した︒松原君は母の死を知らずに近

楽しみ︑﹁炎暑甚だしい折柄︑午後の街頭は出征兵士の勢苦を偲ぶに

づつ上げる事になってゐるお審賎を集めて献納金に振向ける仕事を

守護勝守のお捺印のため街頭出陣と︑更に帝檀家の俳鯉に毎Ｈ一銭

事愛以来師は出征勝士を出してゐる桝家の洲在慰脚︑千人針の除厄

０■Ｂ■■■畔画醗ＦＤＤＢ剛００１１２１１︐政ＦｒＩｒｂ囚ｌｌｒＩｌｌ︲号︒

さんは︑敗血症で明日の生命も知れぬ病床にあった︒家人はこの父

都合よく汗と涙で欣快至極﹂とばかり濡動されたのである︒

﹁女々しい振舞をするな︑父のことなど老るやうな作は勘常だぞ﹂

ゐる等︑常に蔭の功勢者であると︒篤行者である︒

ち︑現在も檀家の一人泊橋擢三郎氏と飛行機消香群の研究を綴けて

を離課し︑日本の飛行操典の某礎を築墜Ｌ以来︑飛行機に興味を持

師は十五年前陸軍省の依頼でフランスの飛行操典九冊︑約四千頁

に勤君の川征を固く秘めてゐたが︑唯ならぬ気配でそれと知った父

と牒涙共に下る激励の後︑遥かに東京の方に向き面り天皇陛下鴎

親は．枕許に冷酒を取寄せ︑病髄を起して勤君と生別の杯狩交し︑

歳を三唱︑そのま上崩れるやうに倒れたぎり昏睡状態に階２Ｌ了っ

○壮烈谷口一等水兵

八月二十一日柳暁性懲りもない敵室軍十機か上海空襲を試みた︑

時を同じうして北停車場蘇州河寄の敵の陣地から辿嘩他の釣瓶打

もが開始されたのであった︑敵の砲弾は秋思威路方面で︑敵陣榊築

‑ 5 1 二

た︒並に勤君は涙をふり抑って勇躍出霊したのであるＵ何れもこれ
劇的生別で︑忠勇なる兵士の蔭には涙ありの場面である︑感激なき
券得ない︒

○軍用機献金佳話・
一銭や五賎︑十賎の白銅をと二三回宛集めたものを若干回寄附し

もので︑時の経つにつれて︑敵の空陸相呼睡せる猛射はいよｊ︑激

中の○○部隊の上に雨嬢と集中︑昨裂する砲嘩は暁力空に物すごい

しくなった︒この時○○部隊所屈宮崎牌出難行叫推一等水兵は︑秋

て︑誰安寺信徒一同とのみ答へ︑名も告げず立去った僧侶があ沙
た︒気品もあり立派な人物であった︑種々後で苦心調査して見る

てゐたが︑八時頃折しも飛来した迫撃砲の一弾が昨裂し︑谷口一等水

兵は腹部を射抜かれてドゥッとばかりに横倒しに倒札た︒協力して

恩威路セツ橋附近で敵砲弾の中を泰然目穀として○○作業に活躍し

悌語識授であった︒其の教へ子の中に束久迩宮殿ｆがゐられた︑以

作業中の戦友八名は直ちに後方に運び︑折しも馳せつけた大道軍雷

と︑其の俄侶は本郷湯島剛門町の識喪寺住職池出立基師であった︒

来有難き御知遇を拝してゐた師は︑今回殿下が航室本部長として空

に瀕死の重傷である︒﹁しっかりしろ！﹂﹁傷は浅いぞッ！﹂と藍を

中尉か手常を加へよ先としたが︑見れば同水兵は全牙朱に染り︑既

師は明治四十四年帝大俳文科出身で︑以来二十年間陸軍士官畢校の

で力．になれる事なら︑︑とて︑炎暑の中を毎日槙家究訪問してお餐銭

限りに勇気をつける戦友の言葉にカツと見開いた弁口水兵は﹁軍鶴

軍を御統率遊ばされるに及び︑お喜びの御挨拶を申上げるよりは蔭
を集めたものであった︒

●
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大道軍醤が繍帯を巻いてやらうとする共の手を押えて水兵は

殿々々々︑銃を握らせて下さい﹂と悲浦な叫びをあげるのである︒

b

るＪ大橋部隊長ば瀧雨の中に彼を抱いて︑﹁俺は生きてゐるぞ︑喪心

た月除長殿はやら礼叢したか！と呼吸為たえん︑に呼ぶのであ

これは最先頭を進む柴田部隊長からの伸令兵町田二等水兵であっ

負って血達磨の嫌になった一水兵がよろめきながら走って来たつ

﹁軍雷殿！自分は昨脚この第一線に着いたばかりであります︑一

息の下から﹁との線から進んではいけません︑危随です︑同僚達が

しろ﹂と血だらけの耳に屑を雷てて叫ぶと︑町田水兵は楢虫苦しい

蕊︲弾丸蝋射たず︑一名の敵を山倒さず︑このまま死んでは何とし

て蝋残念であります１−壷だけでよいから射たして下さい⁝⁝溌
涙共に下るこの勇士の心情に打たれて︑軍醤を初め戦友一同は男泣
かりと握らせれば︑えんノＩたる息の中に最早や祁力４薄れ果てた

をかき抱いて一︲有がたう御濯を言弓ぞ﹂と抱いたまま彼の手にする
︑︑︑︑︑︑︑︑
手梱弾・︾取らうとすると急にカツと月を開きｉ﹁これは自分のですも

からか︑急にガックリ首をたれてしまった︒大橋部隊長はひした彼

地雷火にやられました﹂と云ふや第二陣への傘き使命を果した安堵

と微笑し︑﹁営つたぞ弁口シＬと云ふ戦友の言莱を耳にして︑｜軍鶴唯

雨眼でキッと敵陣地を白眼みつけ︑績叶ざまに猛射を浴びせて莞爾

の篇めの軍傷を遂に下士官集禽所のパッドに職へるの止むなきに至

う一度行きます﹂と絶叫したま人人事不省に陥った︒彼は今地雷火

︑︑毛︑

きに泣いた﹂﹁よし！谷口︑思ふ存分射ちまくれよ﹂と銃をしつ

これで思ひ残すことはありません︑谷口は心ゆくまで敵を打って死

この谷口水兵山最期には暫し詮をあげて泣いた；・；と︒鳴呼忠勇無

上郷の敵前上陸で武勤を立てた永田部隊長の陸は︑孫家宅に二日

○血潮の日章旗

見せた親心！酌尤であらう︒町田水兵の忠勇は皇閲の華である︒

剛難な仕事に常らせる事の不思議な心理だ︑惜しい男を：シ涙を

の︑これならきっとやれると信頼して居る部下に限って恩はず一番

の激戦で悲しい一の謹見をした︑それは平素から可愛がってゐたも

町田は瀕死の頭傷で以て第二陣を地需火線から救ったのだ︑僕はこ

部除長は服に凝結した血痕を﹁これは町田の鯨い血だ﹂とて稲へ︑

った︒

んで行きます⁝；：；．：と天皇陛ド菖歳と絶叫しながら同九時壮絶

な戦死を遼げたのであった︒而してさすが百風の敵を呑む勇士達も
双谷口一等水兵は誰醐の鬼とはなったのであった︒

○鳴呼白悪隊の惇令
我が睦軍部隊の上陸に先立ち竹下部隊長の率ゆる海の精鋭七十雛
名の白樺隊は︑八月二十三日午前二時半小舟○隻に分乗して敵陣数
メートル前方︑桟橋に漕ぎ寄せて上陸璽歩︑其虚には一面に敬設さ

間誰城し︑域は大嵐の小を進撃し︑八川二十九口の暁に奥湘迩の南

れた地雷火の爆謹と共に︑鍛板士嚢などを以て榊築された敵の壕璽
倒れ︑十間進んては倒れると云ふ有様であった︒併し大地にしがみつ

から一賛に迫撃法椴闘銃の射撃か起り︑我が決先隊は十歩行っては

宮 Ⅱ ︒Ｉ︲
４１１訂︲
口

方一キロの丁行宅を占餌したが︑刺の八時牛噸敵の正規兵約二百が
一ＪｒＩｉｑ
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きながら誰撃を敢行してゐる最中艶軍陣の大橋部隊長の許に軍傷を

！
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一逆襲して部下の仰令野々垣一等兵が光づやられ︑次で秋山一等兵︑

！１１１１１１ｌ

｜岩刈に頃づきながら漸く平地に下りた︒敵弾は奔赦なく落下する︒

一次噂永川部隊長がやられたのであった︒特に部下野崎上媒兵の鬼紳 ｜その巾才尽度は濁流渦糧ィ琉調河の艇渉等︾経ったが︑哨一勺既に夜明

着︑部隊長の前に傷の痛みを堪へて両立︑﹁長尾部隊長殿は：⁝﹂と

待ち︑二十四Ｈ夜明け噸逢にこの二人三脚の仰令は○○部隊に到

一の如き活耀は狗に礎激させられる︒上等兵は二十四日の朝孫家宅を 一 け で 敵 姫 電 間 の 巾 非 蚕 は 歩 け ぬ こ と と て ︑ 千 秋 の 恩 ひ で 夜 に 入 る を
一距る四百米の地軸で緋迩絡に構って居たか︑其の時右の大腿部﹄︲作貫

ては︑良郷で手糟を受けてゐる古川噛長︑滴井一等兵︑森山一等兵

報併しかけたま上ドッと倒れてしまった︒長尾部隊長の晶期につい

一通銃刺を受けたが︑暑さの疲勢小鰯め睦が川ず足が立たず︑聯蒜の

し︑傷いた大腿部から送る血潮で血染めのＨの丸の旗を作り︑川血

の三期士は﹁戦死しなかったのが残念をなりません﹂と胃頭して語

作務を遂行川来なくなった︒其所で早鞭茶ケットからハンカチ才出
多量のため半ば気を失ひ乍ら明午後四時噸迄の長時間キー頑張り通

る逸話によって知られた．それによると

長尾部隊長は﹁今夜はキット敵が陣地牢悲鎧に

来るから︑何時で必雁戦川来るやう川意して慨けしと云ふので︑全

全に之を占傾した

ん退却してしまひ︑山の頂に頑張ってゐた四名の敵を突き殺して完

隊は二十二日午後二時頃平頂山に突撃した︒さすがの敵もどんど

し︑根限り血染めの旗を振り聯絡を綾けて居た︑部隊長が竣見後避
主す︑もつと此庵で働か・して下さい︲一と泣いて嘆願するのには︑さ

しようとしたが︑足も奔易に立たないのに︑﹃傷は唾い︑すぐ癒り
一すがの部隊長哨泣かされたと云ふ︒鳴呼忠勇無比なる野崎上等兵！

丁度午前二時ごろ濃霧を描かす一凌の迫撃法がズトンとわか陣地に

て一寸光哨見え山濃霧が立ちこめてゐた︒遥には夏虫の雛もない︒

○二人三脚血の偉令
八月二十三日以来○○との聯絡を絶たれ︑長尾部隊長以下多撒の

員は銃を握りしめ一︲待った︒普通ならば乃夜なのに︑其の夜に限っ

職死者を出した平頂山に於けブハ長尾部隊の批烈なろ戦況と長尾部隊

てゐろ岩山で︑山徴が三段になってゐる︒長尾部隊長は一稀頂上に

頑張ってゐた︒暫らくして霧の中に敵の城齢が翠ると魁ふや︑その

落下した︒﹁スワ敵だ﹂と全隊は牙瀧へた︒不頂山は芝草が少し生え

降間手柵弾︑小銃︑迫撃砲を猛射し始め︑あちらにもこちらに哨敵

長の最期を○○に報街すべく︑自ら進んで味方に十数借する敵の頭

るものであった．手摺蝿の破片︾︾受けて盲Ｈとなった︒○○伍長が

長と○○一等兵の二人三脚の仲令は︑今次卒鍵中稀にみる悲壮棚ま

が︑六百の敵は益冬間近に迫って来る︒三時ごろ苦戦と見た古川曹

が難給のやうに浮び出すので︑最初のらちはこれを狙ひ盤ちした

園を衝き︑千に一つの生還の望みのない僻令の役を引受けた○○伍

右足貫通銃創︑・左手に破片頑傷を受けて歩行のⅢ来ない○○一等兵

長は部隊長に報許すべく馳せつけ︑﹁隊長肴々﹂と叫んだが︑返事は

非背負ひ︑敵の束園孝一破って川謹︑八十度の峻峨売右に左に﹁そこ

に石がある﹂﹁そこを右企と背中の一竿兵が道案内の役につとめれ

一彼我の銃嵯に消されて聞えない︒漸く部隊長を見つけると︑︲長尾部

１１
１

ば︑これを背負った伍長は雨眼から滴る血汐才拭ふこと蝋州来ず︑

グワ〃
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ス黒い血かダラノ︑流れてゐた﹁おい古川拳銃を貸せ﹂ヌッ拳銃

ますか﹂とすがり寄れば︑﹁ここ︑ここだ﹂と指す額と左足からド

除長ばあぐらを組んでぢつとしてゐる︒﹁部隊長殿傷は刈虚Ｅあり

くれたのだ︒並居る者かひとしく故国の母を思って胸を打たれ︑こ

食入ったま上止ってゐるのである︒鳴呼母何富虞が身代りになって

さず身につけてゐた母親ミメさんの富直の胸哨とに︑ダム︐く︑弾が

見て驚いた︒すると如佃であらう！森田轄務兵が叩征以来肌身離

の母の傷け一ぬ鳶頁矛伏し拝んで泣竺﹂しまった︒森田膳務兵耽感極

はありますが︑弾は一翌もありません﹂﹁敵はどうしたか﹂﹁︑惜
しいことには敵は端すぱかりです﹂﹁さうか！残念だナ︲一と如何

って﹁お母さん有難う﹂と思はずむせび泣いたのであるｃ

った︒此時四翌の迫撃砲が部隊長の間近に落ちて爆装した︒古川曹

加し︑こちらは一人減り二人減りで︑無概のものとてけ残り少くな

ノ︑弾が母の篤腫か身代りとなって︑同君の生命を助けたと云ふの

日頃親孝行で人々の感心する所であったと云ふ︒彼の憎むべきダム

に母親の罵頁を腹稚にシシかと牧めて川征したのであった︒同君は

森田霧は出征半月ばかり前に結婚したが︑嫁は蜜家に預け︑秘か

にも無念さうだった︒ここにゐてはあぶないと思って古川曹長部

長は直ちに馳けつけたが︑一瞬にして部隊長の姿はない︒呼べと探

らうか︑と心を打たれるものがある︒

は︑奇蹟と云へぱ奇蹟だが︑これ孝心に脚の宿ったと云ふものであ

隊長を窪地に移し︑自分は直に敵に膳戦した︒だだ敵はますノ︑珊

せど何の答もない︒長尾部隊長は遂にこＬ否壮烈な最期ぞ遂げた︒

﹂の日本人的な昂奮から

﹁膳分の岡防斐を吾々に哨献金さ堂し下さい﹂と常局に願ひ出る所

千韮刑務所の受刑者達が﹁支那を懲せ

○獄窓愛岡美談

・のだったし敵はどしノ︑頂上に上って来るので職戦しながら飛傷者

は下山のやむなきに至ったのであった︒二人三脚の兵︑壮烈厳最期

の長尾部隊長！鬼抑を泣かしむるものがある！

があった︒行刑鴬局では此の奇特な麓を聞いて︑﹁差支へなし﹂との

○親孝行に柳宿る
上海職軍工路の残敵捕蕩叩︑壮烈な腰死を遂げた阪旧部陵長の弔

回答を輿へたので︑刑務所常局では早速其の旨を受刑者に僻へたの

ので︑其の賞典金を圃防費の一端に献納したのであった︒そして忽

忽ち平均二割の能率を増進せしめ︑其れによる作業賞興へ峰を受けた

であった︒すると我戦我もと一千有総名の受刑者達が作業に熱中し

合戦は︑我車の壮烈な猿撃に卜ら一︲瞬くうちに何家宅を突破り︑前
進又前進︑進軍荊吠が高らかに勇ましく鳴ると云ふ有様であるが︑

升激戦中の事である︑腹部に肩管銃創を受けて後詮されて来た特務

此の戦捷の裏に﹁母の意虞が身代り﹂といふ奇蹟が起った︑梯暁の

兇込であるが︑同千葉刑務所眼か開設され︸﹄以来最初の献金とて︑溌

局は浦く唾激させられ︾︲あ為と云ふ・獄窓に晩き出で添臼本蹄榊鳴

ち其れが五百回に達し︑一ヶ州後の九月末迄には一千回に達するの

呼！これでこそ日本人である！禽邦に誇る日本の姿よ！

兵森田銀女君ｌ愛知撫南設梁郡東郷村出身１才熊谷車筈が手富
けてゐる﹁胸までやられてゐては駄Ⅲか﹂と忠ひつつ胸もとを洲べ

すべく朱に染つた軍服を脱がしで見ろと︒胸のポケットも敵弾で裂
たところ傷が一蝋無い︒不審に思っていま一度血染の軍服を改めて
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○翠園一致の力
大阪府曾員笹川清之助
日支事愛に際し︑我皇鯉の勇戦稚闘は︑

如き染高なる緒川も茜測り山内母堂の導右
ではなく︑到る此其の粘抑の渡露走覗ろの
す響へきである︒平時にありては︑動もすれ

であって︑これこそ我日本閏比のみ克くな

一朝有事に際しては畢蝋一致の箕を瓢現せ

ば測地の形態なきにしも非ざるが如きも︑

ずには冠かない︒我等は益々志気を鼓雑作
興し︑上は皇祁皇宗の御洲議と叡聖文武な
きであると信ずる者である︒

る天皇陛下の鴻恩の醐分の一に未然すぺ

○結束と努力

演曾て欄峨ござる大事件であり︑同時に曾

今川のⅡ支躯愛は︑我が帝蝋に取りて未

山梨蛎脅員若林貞雄

ふろが如き︑所謂岬人の域に到達せるもの
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列叫態して等しく雌若たらしめてゐろので

ある︒而して銃後の赤誠も亦反に涙ぐま
しき迄に到れり誌せりであって︑我皇軍の
狩兵をして後帆憂なく︑塊抵以て荊剛に殉
り︑弾丸雨飛の中に於て︑死を見る事蹄す

ずろのも敢て偶然ではない︒砲悼天に獲

である︒抑々斯く崇高なろ縮祁の囚て来る

であると信じます︒即ち帝剛が過去に於て

て見ざる非常時であり︑前古無比の蝋難来

雨戦役や︑更に遡ってば︑彼の丈永弘安の

紙腿し︑試練し宋つ求所の彼の日消︑日露

虚何虚に求むぺきか︒是我幽幾の然らしむ
に願現するものでなければならぬ︒叉銃後

元冠等も相憐に幽此を悩ました大事件では

智、

あったが︑併し今川の時局に比雌し衣なら

弾一，

の如き︑・其の文而を誠んで︑其の粘祁に泣

，

かざるものはｎ本蝋此ではない︒併し此の

の誠に至っては︑山内海軍中尉継黛の書面

ろ虚であって︑義は溌臣︑精は父子韮如災

るが如く︑死に臨んで天皇陛下の蔑歳走唱

■

一時局遅我等一
１
１
︲

等 我 と 局 時

等 我 と 局 時

勺１１

岡諭の統一が破れ枚昨︑共庭に恐ろ可き間

隙が生ずるのである︒一億の赤子の大結束
こそ︑非常時突破の唯一の鍵である︒餓二
には蜘民の努力勤勉である︒働き雑りの中
堅である若人は戦線に起ってゐろ︒銃後の
堅き護りとして剛内に居残った閏民が︑二
切合切虚理して行かなければならないので
とも二倍三倍の努力をして行かなければ︑

ある︒従って銃後の剛比は︑従前より少く
到底此の隅難突破は六づかしいだらうと恩
ひます︒老若男女と職業地位の如何な間は
ず︑従来よりも少くも傭は鋤いて見せるぞ
と云った意気に燃えてこそ︑閏民は此の大
全員の大結束と全同胞の倍加せろ努力粉懇

試練か征服し得るのである︒要するに同胞

を拍・ナもて健同した︒次で彼の大雄災微吟

の蟻牲者及今岡の謀蕊の掌今殉叫若旅ろ我

すぺ令談を提出︑其の案文恥朗誠︑一同之

特に口支事塗に血而して闘係者一同一府の

勝兵の難に封し︑一分州妙獣赫ルなし︑そ

人命館に典の大命心開催した︒此い↑日は毎

墜張縄に此の川を迎へ︑定刻午後一時半迄

決︑更には駐外派遣地慰川感謝の電報を︑

れより大倉の穴詩決議典案文に封し之走可

年の教化関係者の大介日であるが︑本年は

には早くも千除名の川肺者走兄︑誰蛾内を

題は滞りなく可決され︑其の災塊を見るに

し︑これ叉一同拍子養成︑何れも閥つの議

名司令愉如愛するの談及其の電文の案に封

雁するの盛況であった︒本命よりは隣江主

事走飴め︑事務所職員一同出脈する所があ
定刻堆京府嵯務部提の附愈の挨拶によっ

った︒

かくして小橋来京市長の獲錐で︑一同起

至ったのである︒

立裡に幽歳な三唱︑伊藤唯京市教育肘長の

城の遥拝心なし︑次で叫歌九一判隅した︒そ

て始まり︑一同起立裡に︑謹んで脚汽及常
れより館東京府知事の﹁鯛民縮岬作興に棚

二時半であつ穴︒これより一寸体憩して講

附命の挨拶を以て大命を州ぢた︒畔に午後

満倉に入つ士︒先づ﹁Ⅱ支塞愛と我が陸

する詔書﹂の未誠あり︑次で主催者側を代
士凝塊︑彼の大窪災の術畔准偲び︑其の際

単﹂と題し︑峠耶省新聞班員より北支其の

表して中央教化図鑑聯合称理半畳松井茂博
娩獲の御詔詳の聖仔を︑今日の非術時に虹

と我が海軍﹂と題し︑海軍術姫事杵及部森

現地の笈話に茶いで説き︑次で﹁日支部愛
ある所以を弧調し︑開愈の挨拶とされた︒

ぺ︑今阿の事鍵に就いて幽此の正しき認識

大佐より上海堺件か中心に海収の添附延述

他に於ける陸車の森岡状況等彩共の籾峨及

に入った︒

経って燐井文部大腿の訓緋刈識あって識珊

々は伽迄を勝つから︑其の後に於ては諸対

と︑其の持久的な兇慨か促され︑職緋は吾

而して愈々凶民之を未燈し斐揚して︑以て

先づ湖場の賛同恥得て高島米峰氏議煙と

鴻恩の爾一に報するの心掛拘に切なろもの

◎東京府教化開係者
大曾の記

なり︑議鞭を進め赤︒先づ議促より本日の

る原動力であると確信します︒

こそ如何なる隅難にも外敵にも打ち勝ち得

１１

東京府下の各教化剛燈一股となって︑九

大倉︲於て天機奉伺︑並に御機娠末伺牟な

教育教化開係泰の善虚走と班一望され︑最

月一円開東大震災の記念日乃卜し︑九段躯

●

− 5 6

L

記の曾大者係開化教府京東

務行術報部矢野莱三課長よリソ支の今日迄

後隠﹁日支事鎚と叫際開係﹂に就いて︑外
の剛係より︑︑支班愛の逃れ雄寺一事勝老述

ぺ︑それより今川の事鎚と谷剛の空無の籾
察に入り︑渦︑伊雨脚の親Ⅱ傾向︑米鯛の
冷静なろ中立態庇恋述ぺ︑ソ聯は素より英
剛の空気の面白からぬ状況を述べられ︑結
論として要するに慨界各閣の空気に一喜一

憂する半なく︑我剛民が噺乎放る決意の下

Ｉ新刊紹介
○噸噂鍛誰弾施概要

丈部省編

文部行祇介敬育脇寄附

家庭敬育振興施設

である︒

本書江昭和十年度に於て︑文部省主催の
成人教育淵係誰脹︑︵成人教育講座︑農村
誹庄︑漁村誹眺︑商業庇務者諦座︶及倣の
誰庄或は家庭教育振興施設の事築概嬰報告

従来教育とし云へぱ︑畢校に限られた伽
があったが︑鯛来祉愈は大なる曝校なりの
堀念より︑教填教育が枇愈へと進出の傾伽
牟辿つ衣のである︒併し事の成る厚ば一朝
一夕によくする所ではなく︑幾多の試練雄
経て来たが︑今や一般剛腿の理解と共に若
しく其の要望する所となり︑驚くべき溌脹
途上にある事は︑邦家の求め慶賀に挑へな
い︒本報告謀の如き︑猶に荊来の肺稗教育
ザＣＯ

の侭めに参考に賛する所多きものと信ず

○海員ヱ邪ライキ論釜一冊
松波仁一郎氏寄贈

松波仁一郎著

Ｊｊ

−57−一

に︐其の川的遼成に向って伽迄も畢叫一致
而して飛後には蒙古閣炊︑獅逸海収及来

努力さろぺきた峰要望され丈︒

日の一三−ス映術と三題走銀稚に味はひ︑
慕を剛ぢたのば午後五昨半であった︒

胴に術日決議せる宣言は左の如くであつ
宅︑○

すＪ

自白一言宮

現下時局ノ軍大ナルニ鑑ミー屑帝幽ノ使
命チ確認シ如何ナル難局二面面ストエ﹄掘令

ヒテ各自ノ恥責チ蝿シ域テ激化鮒係者タル

我閣固有ノ圃民締祁チ作興シ堅忍持久相率
ノ本分チ達成センコトチ期ス

東京府教化蝿係者大曾

昭和十二年九月一川

る報にろてう向･音よ様れ（ブベの川此鰍邪くあ兄らす之仰知
it公。、イ己近もりにてて考題等米は本ろなす、が士.'、
、 二輝表キ｜こ'l茅の史畢ゐス本察悲法の、書uい、祉諏は我
誠さ士へ勃f‑1鴎かに者る1､書よ卑規丈礎はmの此界要夙￨蝿

I

に奴,の行潅Ni主(ｴはもIiゲラルリ畑を献に此士非の各ブょ￨ご￨こ
欣、如くのめ的、叉幽、イ紬改、研ズP注の自遁I!1図間海於

I

tii‑1":§峡間つ恩充強民海キぱ訂法究椎「i稀身憾題を題貝け

念の威にはま〕ののの開勤、て項が、しづぺ献言し付じあス海書

の人椛勢題つ想分徳も上はれ要蝿し討兆す文もと｜こ池でのろ木

禁起にあ徐過達究よを者妬ろ述際で更渚所妓れ本詳行、ラ法者
じにより々鹿と走り持のの。ぺに共にばで初て書細(尤又イの松
得訴つ得嘘期共望力IIつス方雌、川の亜本あα）ノパ韮Iこれ塊キ椛波

な喚考は、h溌研Jiも心務祁〃1を変次、著吾のば、･きてり1、商群

芯へてなんのにむイRfて1､而J‑以し法なnりろもろ薪諭て派￨川威博
いろ、いに今、も
二、ラか労てて規乃題・の様さじ脈我題帝士

も所本かなII好の考法イら伽結迩と文｛こでにれプころ剛にでば
のあ香られ、例で察律キ研者諭不変iﾘl封あ、プこ文にと封あ、
でつむでばス券あすのも究に准迩際剛すら恐の職も云しる人

あナこf'身あとトヒろぺ上￨剛さ於述かののるうらで恥拘は、。も

ｉ；１１１１鵬

園氏道徳講座固零曇斜薙蕊清原貞雄
１
ｉ

三国民道徳と倫理畢

１１

一倫理畢は人間の道徳思想︑道徳行篇の中に存在する理法を明にし︑人間生活に道徳的規範を立つる事を目的とするも一
一のである︒即ち普通道徳を研究するものである︒然る時は倫理望も亦闘民道徳望と同じく人間の道徳に関する研究であ一

一ると云ふ鮎に於て同一の目的を有するものである︒然し此の雨考は五に相替ふる事の出来ない別箇の立場を有するもの
一である︒︒同時に亦極めて重要なる開係を有するものである︒

一倫理肇は人間としての正しき行篤に就ての最高の１１理想的のＩ規矩を立つるものである︑それは人種︑園家︑時代

一を超越したものである︒道徳に鮒する永遠の員理を閑明せんとするものである︒即ち純粋理論の上から︑寓物の霊長た一

一ろ人間が︑其の理想に合致するもの齢換言すれば人間として完全無峡准るものを完成するためになすべき事を究明する一

・・

１１肺

1

4

−．08−

ー

I

蕊澱蕊篭馨灘蕊廉蕊燃蕊一一

Ｉ︲︲⁝１劇︐

1

し

'

座 講 徳 澄 民 園

座：講徳道｡.民園

て︑賓践朗行を以て直接の目的とするものではないのである︒

然るに図民道徳の第一の目的は資践に依って其の固家を健全たらしめ︑護展せしむるにある︒従って図民道徳望は図一

民として並お国家の存綾溌展のために賛賎すべき道徳が何であるか︑如何にして其の貸綾を梁げ︑以て其団家を存績溌一

展せしむべきかを究明する事を職能とする︒故に貧賎︑賞績を離れては固民道徳の生命なく︑又国民道徳の研究の意義一
はない︒

倫理肇の封象たる普通道徳は図家を超越した一般的のものであるに封して団民道徳は︑其の園家︑函鵠に印したもの一

であって︑其の園に於て妓も重要な凪民道徳が必ずしも他の閲に於て同じ重要さを有って居るとは限らない︒寧ろ他の一

固家に於ては団民道徳たり得ないものが却て其の図に於ては蚊も亜要なる固民道徳である場合がある︒それは各刷槻が

夫交逮つた机を有するからである︒例へば忠潜は我が図に於ては妓高の闘民道徳であるが︑之は君主風以外の共和図に

於ては其のま型園民道徳たり得ないものであり︑同じ君主図であっても︑我が図の如き特殊の図隈を有する図に於ける
と同様の重要さは他の淵主幽の場合に於ては見られないと云ふ如きそれである︒

団民道徳は其の閏搬に即し︑国民性に膝じて自然に蕊達した歴史的産物であるから︑其の図に取って最も大切なもの

であるのみなら歩︑其の固民に取って賎も資行し易いものである︒自然的に護達した歴史的廃物であると云ふ事は諺云

二４９

ど■己喜︲ＯＬｊｒ︑０Ａ一Ｍ喜田Ⅵいり

７．巾争

４Ｐ︑ｄ町馴Ⅷ喜酉ＯＬ句

﹄Ｆ均副︲

４︑草ｆ︲門︒Ｌ山口ｌＨ４山﹃一日﹃Ｊ梱司Ｉｊｏ４．眠し

１帥山胡ｒ月測菌叫・Ｉ︲←︑︑卸祖山﹃一℃Ｉ０４口０４１４︒

！︲⁝

︲︲﹄

︲；籍．︲︲ｆ︲

はｒ一種の風俗習慣であると云ふ事になる︒然るに風俗習慣の中には良風美俗もあれば剛脅卑俗もある︒其の中から共

凸﹄︑劇山叫眼仰︲岨Ｈ１町ｌ﹄︼１４︲楓凸回４口︲汐︲．ｆＥＩＩ︐■０口︲；ｄず．Ⅵ︲０ぞぜｂ︑

− 5 9 −

！
[

●

P可

Ｏ自尊

石川寺︿或催嵯垂

叫雲菊池秀言︵酒田︶

℃℃ももむもも︑９０℃ももｂ︑
周制修文極餐然︒典魁三百俵三千︒夷

戎鐙秋艇異国︒自稚中国見巳偏︒覇業

℃︑︑ｂ︑︑○○○Ｏ○○○○○
○００○○００○○○○ＣｂＢ︑

響告︒中園之憂在自尊︒

漸興王業隆︒尾大不振未知悔︒亡秦者
︑︑︑ｂも︑︑℃︑︑砧℃︑︑℃
誰欲防胡ｅ寓里築城憐狂態︒以夷制夷
︑Ｕ︑８℃︑□口も℃○○０Ｏ○
策仙存︒蘇縦張衡多食言︒蒼海老公曾
⑨⑤①００００⑨①

評日立論公明正大︒誕刺自稲中叫︒偲
倣誰虐︒路亡奉職者捕快文字︒末段引登
海老之言︒難力更振︒

○中秋
蝿生根本弼之肋︵千葉︶

ももりｂ︑Ｕ︑︑■︑やｂ︑︑︑

海外屯管敷甑兵︒戦時明月競多術︒清
︑︑１℃︑Ｕももも︑︑︑︑
評日中秋憾蓮征士︒誠之者不堆同感︒

光偏向室房入っ恐使家人憶速征︒

Ｏ聞愚

軍向虚皆無敵︒涙血可燃人欲狂︒

町℃℃■ｂ︑もむもむ▼︑︑

評日句々到切︒足以破彼頑迷︒

迩教元来誤漢人︒愚蒙尊亜失正直︒

■︑ｂも︑︑ｂ︑︑︑もももｂ

己︑℃℃︑︑ｂｂｂｂ︑︑︑

評日借秦皇︒詞支那民幽︒痛快︒

皇方略高年害︒不受今猫惑国民︺

○喜雨

聡松小池三男吉︑長岡︶

も︑℃℃Ⅱ︑︑︑︑︑■ｂも︑︒

騨雨一過鋳滴長︒前閣後嗣草生光︒天
○００○○Ｏ︑︑︑℃︑︑︑
於貧富無唾別︒付典渓麗渦州涼ｐ

更明天遡無私之意︒

評日此作︒不禰蹴蝶雨後景色︒第三句

○午睡

松堂中洋一腿水︵山梨︶

もｂｂ︑︑ｂｂ︑℃︑℃︑︑ｂ︑

緑樹陰至ハ月天︒風生疎竹越雲畑︒松
も℃℃︑恥︑︑もも︑℃︑Ｇ

評日嬬屋苦熱︒偶諌此作︒自畏涼味︒

涛洗耳眠卿虚︺断綾蝉聾到枕遥︒

○賀獣醤渡遜賢三君初老

気骨稜為守節人︒獣醤直訣妙通祁︒堪
もｂｂ℃︑︑︑︑℃も︑︑︑

慶初老身遼健︒書耐更而弛撫春︒

案、

蕉風高木泰︵千葉︶

℃︒もりｂも．︑℃℃℃︑や︑︑︑ｂ
一輪涼〃照秋来︒菌苔凋浅雛菊州︒蝿
︑℃℃ｂ︑もも︑︑℃︑ｂ︑
蜂聾中人未麻︒孤燈寂莫陪愁催︒
評日涼味可掬︒

○秋郊蕊河鹿

五峰前川規正︵東京︶
ＱｑａＱｂｂｂ℃℃ｂ℃︑︑︑︑
雲際青山樹影幽︒護旅明月照前舟︒奔
も︑ｂ口も︑︑ｂ︑ｂｂ︑ｖ
評日河鹿入詩更有雅致︒

端河鹿和漁唱︒柵・べ清洲一曲秋︒

○概駅馬祭
眠馬祭俗剛野馬追祭節一

種砺只野清︵禰烏︶
もｂ︑ｂ︑︑ｂ︑℃も︑︑︑︑Ｂ

聞蜂火締案際︒馳逐縦横騎士班︒

戎馬遥噺雲雀野︒法螺高響陣崎川︒忽
︑℃︑ｂ︑︑℃︑口︑︑︑︑

評日魯顔臼︒恩無期︒恩賜斯才︒願馬
祭亦囚之乎︒戦時不可無此作︒

○悲劇歌

稲丘坂本常次郎景京︶

︑

排日誤途民園亡︒斌迷難度奈東洋︒皇

62−−．今

弘道誇称

弘

道
詩

林

評日北支有鍵︒職馬或蝿或傷︒常是時

賀︒

波遥君居獣滞職︒老促如斯︒矯叫家可以

○幽居
弼生根木禰之助千梁︶

口ｂもい︑︑︑︑︑ｂ℃℃℃も︑
此幽居一議酒︒酔郷得煮畢榊仙︒

もも℃も︑．︑℃︲

１︑︑︑ひ℃１℃︲︑ｂＪ︑

単間文章天下知︒営年勲業復笑疑︒重
○○○○○○○００○○００

自註︺大正十二年四月︒上在東宮時︒行

勝感慨雁無限︒瑞竹林前什立時︒

啓扉東漉廠︒二峰翁篇社長︒禽便殿竹
柱荊芽︒翁東蹄後出入墓閣︒星ゞ霜十五

林︒翁書帖日︒二十年辛苦裡誉地︒白

／年於蛙︒今次頭渉︒瑞竹活茂．欝然成

首来泌媒慨多︒

亦叙上北東宮時行牌扉東事︒及瑞竹︒足

詐日此作︒不奮柿揚二峰翁億人︒向註

八月鏡弘道詩林正誤

只野氏作六行目

同評語二行目

斯蔵

●

墜領隻領

菊池氏作第四句

首

●

裡湖那須哲丸︵山形︶

同評語二行目

●●

川自繊盈水自漣︒勝遊想起老妓船︒洞
︑℃℃もも︑︑℃︑︑℃ｂ︑冒

０．

萎呑天酒

評日句々清麗而奇︒

箭吹動清江月︒鶴影秋寒赤壁天︒

蕊
。

同

Ｏ

馬

萎天呑酒

獲緬隻頭

日。戒。誤

虞。

同第四句

●

− 6 3 −

心如雲水跡如煙︒殴響紛為総任天︒好
も▽︑℃℃Ｕ①⑫○○○ＯＯ

心無瀕悶︒聞迩養老︒其幸刷可菱︒

評日巳僻道撃︒又悟祁理︒身無係累︒

以補姦溌地誌︒

○題赤壁圃

日。戎。正
馬

中津氏作節一句

︑もも▼︑︑ｂＢｂｂｂ︑︑︑︑

斯
j
或
・

癖。

Ｏ篠田眉山翁遡愛子之
喪賦弔
棚川松野維︵嘉溝︶

℃口もｂも︑︑ｂｂもも︑︑︑Ｏ

摺舎忽然朝玉京︒塵衰案駐鳳雛名︒綿
０００００○○００○○○○
評日余亦接其計︑有枕詞︒今誼此作︒

綿此恨何煩説︒欲慰偏伽詩直結︒

同怖更切︒

○前皇灘製糖含祇長山

翻川松野緑︵蕊湾︶

本二峰翁重瀞墓溌賦
呈

弘

逆
詩

林

弘道歌園
砕腹雄膝雲具撰遼

十月兼題・鋤

天禰島螺湯田久妻
士の香に親しむをちのとる鋤はいつも
ひかりて．さびなかりけり

地栃木聯山口則之
天地の秘めし費をほりいだす鍬の力ぞ

人幅島牒漬名博綱

怪しかりける

老いたれどとの鍬とりて我はた噌召さ

水の光れる

堀り起す鍬の力に新墾の川づら隣くも

○川形螺那須禰丸

○曲梨蝶大須賀安野

召されたろ戦の門途おくりたるあとい
さましく鍬をとるかな

○千葉螺高石精一一

畑わざを終へて小川に鍬あらふ老人の一
背をてらす夕月

くにを富まし家をもおこすたにばたに
甜金ぼりだすしづか鋤さき

○雨脇撫只野閑〃

しとくさ牡我がもののふの聴かすも鋤
とるもののあればなりけり

○宇都寓市土屋耐赦

○東京市工藤花子

毛野団の川畑おぼきは二宮の翁の鋤の
力なりけり

人埼玉聯小島小博次

れし子らの後をまもらむ
田に畠に耕す人の命とも頓むは鍬の力

朝早く畑たがやせば州づる日にひかり

○山口撫矢川部英悦

揮ふ鋤ぞ光れる

をの子等は軍の一にはにいではてて女の

Ｏ埼玉螺小野碧水

鋤とりし手につつもちてつはものの御
国のためにつくすうれしき

なりけり

人茨城螺↓内田鼎
川に畑に秘めあるたから堀り出す鍬の

力に嵩はますらむ

○山梨螺山本耕夫

○満水市大瀧繁戯

鋤とりて排す親は恩ふらんいぐさにい
でしわが子いかにと

○︑千葉蝶伊庭弘逆

とる鋤を刺にかへてみいくさにめしい
だされしあはれ益良雄

○松江市成瀬器太郎

朝戸川に星の光を仰ぎつつ鋤を捲ひて
いそいそと行く

○山梨蝶芳林貞雄

つはものにせとば召されて家まもる妻
子は畑に鋤と戦ふ

○埼玉螺石川奈美子

から松葉滞璽なれる新壮に鋤取りて立
つ雨はれし朝

○東京市高橘節雄

皇軍に夫をはおくりて畑にたつ妻のう
ちふる鋤のいそしも

○大挫市榎本信一

怠らず川ふる鋤は何時見てもさきの光
はするどかりけり

○山梨蝶中津麗水

かい︽やく鋤の先かな

1

満蒙の沃野千里と拓け行く緋やす鋤に
日の光りけり

64．−−

一

弘

道
歌

園

弘

道

俳

魂

．◇秋の川

山梨貞雄

よ『一

棚心蛍不毛可蝉廼遮し場の小屋の煙や秋の川

千葉瀧

千葉一

二迄

堤防に草食む山羊や秋の川

祇島閑堂秋の川人なき筏流れけり

．．破筋の箕向くみえて秋の川

．・桐一難浮きて流るＬ秋の川

禰島甫水折孔苦水面にゆるろ秋の川

頑島吾山

−−．−−65．−−−

山口松風洗ぎ場の旗あせにけり秋伽川

無奈知佳洋松松形信多閑閑群

卜︒■１ｂ

町 美 ・ 意

如

畦子足香々堂風堂義知月堂山

洞島甫水

王

岸に淵ふて群る上小魚や秋の川

只一人海老すくひ居り秋の川

木王野玉子梨口江阪葉：烏ノル阪

長野知足秋の川とちの賞たまに落つる吾

耐島閑月秋の川流るＬ面に雲うつる
埼玉佳香秋の川砂利箱を背に煙草吸ふ
耐島吾山低空を飛ふ飛行機や秋の川

八王子洋冬秋の川へだてＬ穂並ゆらぎをり
埼玉奈美子せ上らぎのどこまで心澄む秋の川

１︐１１柵︲︐︲着︲︒︲：︲︲曹．１．︲：農：鯵︲冊ｉｊ︲

千葉一如秋の川藻草によれる雑魚の群
千葉棚生つぎノーに筏下りぬ秋の川
大阪信・義秋の川堤を戻れる釣の人
大阪群山澄み切って小魚もみえず秋の川
梅木無町畦古障子洗ふ女や秋の川
山梨松堂川木拾ふ人あちこちや秋の川
山梨貞雄さび鮎のおちつ蛙きけり秋の川
松江形堂橋普請に集まる人や秋の川

Ｉ

１．．←︲宮Ｉ＃

栃埼長埼八Hiin松大千禰禰大

訟道俳壇
I

可

頑島
山口

松．閑貞

多意知

秋暁の掌にとる卵ぬくみあり千葉多意知
網打てばそこら濁りぬ秋の川栃木無町唯

水底に雲うつりをり秋の川埼玉奈美子

雄

つややかに責れる茄子や篭に盛る大阪群山

用水堰壊れしま入や秋の川長野知足
秋暁や蟻の引き去る蟻の屍泥島吾山

◎

旭東子

紫陽花や戦澗のラヂオ一三１ス聞く
雲の峯膝蜜で潮の満ち末る

○夜長

○糟

乃
、

千葉

千葉

○芽

◇課題例句
長き夜の水竪模をめぐりけり
糸屑の中に夜長の燈火か江
筆耕の二人語らず夜長かな
稲わけて難さがすタペかな
とかくして月夜となりぬ稲掛くる
裏木戸に打ちよす猫の蕊波かな
年焼くや気味よく撚ゆろ松ふぐり
年狩の恩ひノーに分け入りし
山宿の燈にきく雨やきのこ汁

ＩｉＩ

冬梓俳小光把狼耳乙

．◇茄子
味噌汁やくつくつ煮たろ茄子の味
夕立の過ぎて艶あり茄子の色
茄子４ぐやしかと土踏ふ兇となりし
茄子をきる銃の香や畠の朝
茄子なるや朝夕水をやりし畑
濃紫つやノーとあり茄子畑
茄子の賞に炭か上りし早りかな
熟れすぎの茄子大いなり篭に盛る
白茄子の目につく朝の市場かな
店頭の茄子艶なく積まれけり
残り茄子只一本や畑のすみ
つやｊ︑と夕日を受けし茄子の色
鈴虫に刻みあたへし茄子かな
新漬けの茄子の色香や朝前膳・
もぎとりてかごに溢れぬ初茄子
とく起きて裏の茄子畑見に来る
茄子入れて提ぐるに軍き手篭かな
茄子費りて猿股賞うて戻りけり

街の辻茄子の市に人群る︑

．◇雑一評

てりこんで茄子の色謂やうすくなる
寅に乗し荷の篭みんな茄子なる

◇秀逸

町 美

風 堂

生如堂畦義子水山月足堂々香
生

堂雄

一夜酒造りぬ翌日は里祭り
水汲みに崖道下る茂りかな
ぜみ鳴くや雨には遠き空の色

秋暁やつぶらに浮ける葡萄の資
秋院や井戸端に米こぼれゐる

江梨

弼一形無信奈甫吾閑知松洋佳
擁

形貞

王

梨
葉葉江木阪玉島島島野梨子玉

山

千千松栃大埼顧頑頑長山八埼

松山

r
一一こく、

弘

道

俳
種

̲
当
ざ
番
跨
･
罰
・
能
.
．

､守｡〃

葉城星圃波栗々水字
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E

本

蕊．:曾

ｌｌ

ｌｊ；ｌ
ｏ１４●１１４ｔ〃Ｏｊ０ｆ４ｌｌ︲

太曾鴬報
一△徳川衛長には修善寺温泉に深て静養中な
︾さる︒慶賀︒

一りしが︑元気恢復され︑八月二十六日蹄邸
一△松卒顧問の奥方には球て赤十字病院に御
一入院中なりしが︑八月二十五日快癒退院さ
△本含協賛命員醤翠博士松浦有志太郎氏は

｜ろ︒慶賀︒

八月二十八日心臓撫抑の総め逝去さる・哀

悼︑本含よりは弔文を送り哀悼の意を表せ
ぬⅥノ︒

一・△本含協賛含員丈畢博士和田英松氏にば病

一類の所︑八月二十日腎臓病にて途に逝去さ
一ろ︒享年七十二一歳なりき︒謹んで鼓に弔意
一意を表せり︒

一妬表す︒本曾よりは弔文か送り以て哀悼の
一△本含評議員二一上参・次博士には深て・祁田の

一三桑描院に入院加療中なりしが全快され九

ＩｌＩＩ１ＩｌＩＩＩＩｌＩｌｌＩｌｌＩｌｌトーｌｌｌＩｌｌｌｌｌｌＩｌＩｌ

一支令口講演金回心開催本舎よりは講師として協

一△九月五日千葉蝶香取郡南部支含に於ては

一月一日退院さろ︒慶賀︒〃

報

ｉ︲１１︲１！ｉ︲ｉｉＩＩｌ！●Ｉ！︲！

︲︲１１．ｉ●︐●−１Ｉｌｉ１Ｉ！︲！！Ｉ！︲１１１

教化皐院の元講師土田誠一氏は一員計豊をなし︑先づ其の鋪一躍として九月一

一△政府に於ては時局に鑑み︑閏民精祁総動一︲

賛含員下位春吉氏出張され︑熱帯を振ばれ一岡雨講師の講義ある半となれり︒一
たり︒

△本含脈令

今皿成践一同等畢校長に就任きる︒慶変︒一十一ｎに口比谷公禽堂に於て首机以下内務一

京する︒

一畢鯛一致の精抑没現を期する韮目的とする一

△理事吉田熊次博士には九月蝿井搾より蹄一文部雨大臣の講油含走開い衣︒此の通勤は一

△服部剛含長には九月七日那須の別邸より一吾々教化閣燈は勿論其の月的もて活躍しつ一

一つある事ではあるが︑此の際火に一層の努一

△九月十七日川越支含幹事長松倉慶二一郎氏一力の下に其の精紳に参加すぺきであらう︒一

蹄京さろ︒

一習字の誰︐座あり︒今後毎月第二︑第四の雨一

．一×Ｘ×一
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開始する事となり︑第四土眼日より辻村山一
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△女子部修養講座は九月に入って新畢期延一Ｘ×

瞬命議を開き︑種々協議する所ありたり︒一

△九月十八日午後二吟より弘道十月蕊の編一土曜日に講座彰開講する事となれり︒一

慰問したき方針である︒

か乞ふ︒本含としてば何等かの方法心以て一講師の論語と源氏物語︑山岡諦師の和歌と一

者︑戦病死傷者の方は至急御申出あらん部一て女子部修養誹陛新秋策一Ⅲ企開講︑辻村一

△別項金目告の如く本曾々員にして事鍵出征一△九月二十五日︵土︶午後二畔より本曾に於一

徳川含長の告諭を代誼せり︒︑一よりは景山曾計主任出席せり︒一

り︒因に常日は庚江主事出席し愈衆に封し一が開かれ︑協議する事となりしぁ以て本曾一

域蕊柵涛繊灘斐羅謹灘灘蕊議一

緋蝿磯剛獅一撫綱卿蝿一綱聯剛鯛︾捌蝿州脈眺虐
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含員氏名標札一枚を贈呈する所あり衣り︒一
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一小皐校挺︶帥山太二一郎氏︵元豊岡小娯校優︶｜て出征訓導の後任採用難に陥って居る町村一

一叉備支金叩幹部たる平野常迩氏︑︵元飯能一行くことは︑挫だ相桝ま噌一と一ｒある︒依一

一高篠彦兵補氏︵元三ヶ烏小皐校握︶の二一氏一のため無報酬奉仕をなし︑非常時借制下の一

一鞭あとろ訓導にして唯召する者も相常あつ一事で提唱したものであると︒訓ふ迄もなく−し︒漢の束半王の︑善企するはいしｒ一梁しと

一は︑今川の事鍵の進展と共に︑小筆校に教一祁閏のため老骨を有意義に使びたいと云ふ一人の楽は︑善を何ふよりたのしきはな

−て︑これ等唯召訓導の俸耕は︑糟該町村に一此の昨肘に瞳面してば︑一雁各自叫民が各一いへる︒うぺなるかな︒富貴の人は︑ひろ

一於て現職の待遇を以て支給すべしと定めら一自の職分や力に雁じて︑滅私奉公の誠を謙一く人を愛し︑もるノールすぐひて︑其の楽
一れてゐろので︑雁召訓睡群の補峡韮任命した一寸にある︒かくしてこそ畢幽一致であり︑一

ることとなり︑財政難に苦しんで勝る地方一す所以となる︒此２−民の班は糊に現下に一をすくふ芯江にあらぱ︑其の誰恥する功多

‑‑−一（ﾉ9，−−‑一一

一場合には︑術該町村は二甑の俸給を負推す一銃をとるもとらぬも等しく職昨のⅡ本に識｜ひろし︒貧賎の人も︑其の分に唯じて︑入

て︑唯召訓導恥出した町村併局の悩みの種一寅跨指導範を示す美畢として︑．怖く町村雌一老いて蝿人をむさぼらす︑物ごとにおも

農山村常肘のよく耐へ得るところ一ぐ芯いと一虎する削民へ畳眺を促す一投万一ｒあり︑又−かるくし﹄

となってゐろ所より︑童氏主唱となり︑右一た感激せしめてゐる︒語り僻ふぺき美談で−ん．ばかりふかくして︑人を〃江りにそしら
−の事情で困ってゐろ町村教育界のために無一ある︒常支命幹部より此の三氏怨出し丈事一

一す︑入ごとに謂子ならざれぱ︑かくこそあ

一に無謹不仁なろをこらへて︑いかりうらみ

一報酬で老躯に鞭打ち︑進んで教域に立たう一は︲賞に我支含の光楽でなければならな−ず︒いからず︑人の妨とならず︑人の我
一と云ふので︑差し常り居村埼玉螺入間郡下一い︒
に居住する退職中の元教員に激を飛ばし︑一

一ろぺけれと恩ひて︑心にかけて︑くるしみ

恥 部 二 頁 の 趣 旨 は ︑ ﹁ 莱 部 一 ｃ も 一 Ｉ ｌ Ｉ Ｉ 〜 ｌ 〜 〜 １ １ 〜 ； Ｉ ↑ 一うれへす︑貧賎をあまんじて︑身やすく心

賛同か求めた上︑螺畢務部曇に封し脈情す一

右鴬支命

ろ事となった︒

一り探川寸ろ事が決定したと聞くが︑吾々教一

や蝿鋤常篭鍵蝿胤鍵薙灘潅蝋襟圭ＩＩＩＩＩ蒲にして楽しむ雲し農鍵訓︶
一戴してゐろ恩給により漫然として生活して一

一育界の諜後備軍も︑昨局に際し剛家から頂一︑
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１１
◎女子修養露座︵六月二十六日於本含︶

△論語・源氏物語

△和歌・習字
◎女子修養瞬座︵七月十日於本含︶

読師辻村靖子氏

講師山岡千珂子氏

講師辻村靖子氏

吉氏

Ｉ

彦根氏

評議員及常任委員曾集合

講師山岡千珂子氏

法皐博士

本命協徒含貝下
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△論語・源氏物語

△和歌・習字
︑本曾時局懇談含︵七月二十四Ｒ於本宮︶

△時局に封する木曾善虚懇談

＠行鹿支霊溌演酋︵七月三十日︶

一︑我聞現下の閣際情勢

１︲

同南部麦倉腫瀧倉︵九月五日︶

一︑非常時局に際して
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介紹書岡．贈寄

日本社奮翠奮寄贈

杜曾畢全冊
日本壮含畢含編
本書は日本耐含畢愈年報の第五輯であ
る︒此の春季錐に栽ぜたものは．﹁現代我

の上に恩恵走蒙ろ大江ろものあるが如く︑
耐含生活をする吾々の指導の上に其の菱す
る所大なろものあろを感じ︑蚊に本理念の
鯛め敬意彫表して止まない次第である︒
催細輔版上製美本百八十像頁定慨余毒同

溌行所東京市祁田歴一橋二瑞波書店
繁田武平氏毒贈

日本人の信仰全冊

﹁皇鰯に於ける擬世一昔の信仰﹂と題するも

聴講生である︒其の中で小笠原長生子爵の

翁の心境は近来宗教的に深き開心走持つ

のは︑捕く翁の心走打ったのである︒

といふ︒而して剛家走思ひ︑日本人の上走

深く慮る日頃の続抑と合致して︑故に日本

人の信仰といふことに深く恩ひあ致す事と

笠原子僻の淑一音信仰と高利畳昇師の﹁日本

最も注意ぜｈぱならぬといふ立場より︑小

ある︒即ち鯉一音信仰は日本人の信仰として

なつれ結果が即ら本書の編輯となつれので

本含豊岡支含長繁田武平氏は︑数年来脳

繁田武卒編

戸田貞三氏︒﹁村落と家族︵蕊湾北部の村

溢血隠て静養されつつあるが︑其の経過は

閣民の形造って居る家族の形態に就いて﹂
落生活︶︐｜岡田謙氏︺﹁俵穐の問題﹂木村孝

頗る良好にて︑今日は鄭ら修養生活に努め

目されて来てゐろが︑本書巻頭の戸田︑岡

等々より郷土及家庭と云ふことが非常に注

月な研究溌表である︒特に近時祇脅教化上

脅畢﹂難波紋吉氏等々であって︑何れも直面

生活韮典へられたのであらう︒病は愈忽よ

った︒所で天は之走憐んで今日翁に静かな

翁韮して一日落蔚いて修尭の暇を典へなか

り席温まるの暇なき日常であって︑証含は

の上に︑肺愈教化の上に全く七十年文字通

起訴へて止まない︒

之走求むろにある︒敢て心あるの士に一誼

翁の出版の日的も自己の催験より日本人に

促すぺ芽宗教心の漁養は一日の急務である

ものへの蹄依︑不完全な人間の自礎等々を

郷た忘れて居ろ︒此の峠永遠の生命偉大な

起にある︒今日物質的にのみ流れ︑心の故

翁の編書の趣旨は︑日本人の宗教心の喚

粘紳と伽教﹂を以て一編とされたのである

一氏︒﹁カリマス的支郡者の類型﹂森東吾氏

て届らろろのである︒

田雨氏の研究の如きは︑其等の問題に鰯れ

るしきも︑翁又これ走期に天の命に忠庇に

挑込の方にば無代送附さるろ由︶申込ま

翁が過去の生活は︑喪業界の上に︑町政

﹁フイジオクラー卜の脈念︑槻﹂坂田太郎氏︒

たもので︑教化人等の賎も注意して一諭す

日常を送り︑俗界聡離れて日日走誠書に︑

﹁民族と階級﹂中野清一氏︒﹁近来の英米耐

ぺきものでなければならぬ︒赤秋二季に本

・執繁に︑書道に畢んでゐられろ︒これ共の

氏宛︶

四六判パンフレット二十八頁︵送料参銭

畢愈の年報走護付して︑其の研究の成果を

るぺし︒埼玉螺入間郡豊賜町繁田武平
翁は毎朝ラヂオの﹁修養講座﹂の忠撰な

所牟得たものであらう︒

研究を壷表せらろろ事が賓際上吾人の病筑

盛行さるることは︑恰も播翠稗が新らしい
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謹霞観一一鍵
○北支事鍵勃溌して早くも三ヶ月にならんとする︒其の川御承知の
如く途に縦大して支那事髪とは芯つ衣︒素より幽民政府と之に同意
い事故事愛ではあるが︑賢際に於ては日支職砺に等しい横大振であ

する抗日侮側の者を贋懲するのが円的で︑支那閣民全部を敵としな
る︒然も蝿際開係は微妙芯動きを見せつつある︒馴民は畢って如何
なる最悪な場合にも堪へ得る畳悟を要する事となり︑今日は僅に開
幕に過ぎないとすぺきだ︒忠勇義烈なる第一線の我将兵の涙ぐまし

覇い奮戦彫聞くにつけても︑銃後の閏民←一線の将士と同じ心で各自
の職分に精働せればならぬ事走痛感させられろ︒恐ろぺきば外敵で
斡ばない︒吾等が一心同鎧蒲同努力の前にば何物も恐れないからであ
る︒唯々一致奉公あるばかりである︒是部場幽民精抑の総動員で︑
後・吾等教化人の大使命でなければならぬ大に努力しようではないか︒

肥○本雛には近衛首祁と安井文相の国民精抑縄動員運動に於ける日比
谷公舎堂での講演録走巻頭に︑小尾︒奥半雨先生の時局剛氏の畳悟
増子先生の歴史を大観されての時局善虎等々の論説︑能勢先生の時
局税制の解説等々何れも事愛に泣面して吾々の傾聴すぺきものであ
る︒御味調悲願ひ衣いと恩ふ︒

○事髪に因む美談集は愈々綴出して材料の多きに苦しむ有様である
否々は其の一々起誠んで泣がされろ︒此の感溌は何物にも増して吾
々を燕起させるものがある︒叉時肘と含員の叫びとして文苑に短文
に一欄新設し赤︒績々御投稿走願ふ︒．
翌月へと延してゐろのが多い︒此の鮎筆者の御諒承を得士い・

○頁敷に制限があるので︑原稿が月々頼湊してゐろ事とて︑翌月又

一賓穏柳Ｉト擦繍極僅城桧壁

一慨室ハ冊︵半年皇一余壷倒辛銭一税不要一

一樟癖雨噸聯尚㈲陶画ｗ伺陶い閏砕倒一Ｗ闘い伽ｍ謝一

蒸一炉煩にｉ掴−１堪畷極蝋凡一プ前金ノー

ー料一半頁一回ご金拾五回︽コト一

昭和十二年九月二十八日印刷

割田斧二一

東京市沖田腿西紳田二丁目一審地一

昭和十二年十月一日溌行

編輯飛
溌行人

印刷人告原・留吉一

東京市牛込腿下宮比町十二番地一

印刷所敬文芯一

東京市祁川厘西祁田二丁目一恭地一

溌行所憩日本弘道曾一

振稽口座東京四一三七番一

電話九段九番一

ＩＩ−ｌＩＩｌＩＩＩＩｌＩ︲ＩＩＩＩ１Ｉｌｌｌ１１ｌＩＩＩｌｌＩＩｌＩＩＩＩ１１ｌＩＩＩ１ＩＩＩＩｌＩＩ１Ｉ﹇
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話講背、教，徳迩

第五回︵八月七日︶

皐州が庚くなって︑其知る事を重もにして行ふ事は後廻しで

全く開はらなかったと云ふ弊があった︑共弊が除程瓢はれて

です︑今日も矢張り喝へて居る︑唱へて居るけれども︑其賞

有識者は之れを憂へて居た︒所が幸にして段々修身道徳の畢

行をする根原を知らぬ︑資行の根原は皆な心にあるのである︒

今日迄の御話は警へて見ると扇を作るのに先づ什を列べて

昔は此川本の皐川︑二ｎ年以来の蕊問は亜もに儒教である

其元の心と云ふものをよく治めないと︑善い事を行なおうと

ふ事を此十五年計り前から唱へるやうになった︑誠に善い事

が︑其畢問の仕方は言行一致とか知行一致とか云ふ事を心掛

致しても︑骨が折れる計りで其効洋一なす事は至て少い︑責

間は︑行と件はねばたらぬ事が分って参って︑言行一致と云

けて致して居った︒夫故に共頃の畢考は皆大抵知って居る丈

見た様なもので︑十五本なら十五本︑二十本巌ら二十本を列べ

の事を行ったのである︑恨令行はざるも行ふ気で畢問をして

問の餓鮎と恩ふ︑未だ本営に修身道徳の事を知る人は少いと

行を説くも心を治める堺は除り人が説かない︑是は今日の畢

たのである︑今日は其要めを打込む所の御話を仕様と恩ふ︒

一致を心掛た上に︑叉共時分の人は心を治める事を工夫して

居ったのが︑封建時代の皐問の什方である︑言行一致︑知行

のである︑凡そ外の皐問は兎も角も修身道徳の墨を致すのに

居る︑夫故に箪州の自得と云ふものがあって︑畢問は自分の
ものとなって居った︑皆なさうもいかないが︑夫を心掛たも

骨が綴らない︑叉人廷見込が種交になって︑其云ふ所が何れ

りで要めを打込まないやうなものであるから︑どうしても共

ふ︒此治心と云ふ事が無ければ︑今の通り扇の骨を別べた計

恩ふ︑夫故に今日は諸対に心を治めることの御話注し様と思

唯口斗りで巧みにしゃべってさうして行ひが出来なければ︑

心を治める畢問に除群達して居る様である︑昔の宗教家の

西洋の箪間は治心の事ば峡けて居る︑西洋でも宗教家は此

陣を讃で見ると︑治心の畢は出来て居る様に思はれる︑不幸

も其要領を得ない︑畢寛今日此治心の単の乏しく底つたのは

でどれ稗政治が上手でも︑内分が其耶に街ってやるに︑病人

たる事には哲畢者は︑どうも心が出来て居らない様に恩はれ

資は共畢間が出来たと巾せぬのである︑鱒へて小すと醤術叉

が治せず︑国家が治まらなくっては︑何にもならない︑修身

は政滴畢の様なもので︑口でどれ粍讐秤が上手であり︑叉口

道徳の畢問も何様の事である︑然るに明治の初めより︑段袋

− 3 6 −

話 講 青 教 徳 道

決して徳育が出来たとは云へ底いと恩ふ︑徳育と云ふものは

あれは全く知育の試聴の仕方だ︑あれが出来たからと云うて

行が善くなければならぬ︒又行の元は心であるからして治心

中皐校︑高等女畢校教員を試臓する試聡問題を見ても解る︑

分は自分で︑一つになって居らない︑西洋の哲皐者︑倫理道

の単が流一で︑夫が畢問の眼目で大切な事と恩ふ︑始めに申

ろ︑其畢問の研究と云ふものは︑誰だ精微を極めて居るけれ

徳杯と云ふて大層柵究しますが︑自分の心を滴むる者は除り

した通り私は儒教を信じて居る︑儒教はどうしても心から

ども︑畢間と身鰐が一つになって居らない︑畢州は票問︑自

無いです︑併し深く畢問をするから不行跡底人もないが︑矢

来なければならぬ︑彼の孟子が﹁畢問之道他なし其放心を求

むるのみ﹂と云ふた︑心が綴て居らなくて︑どことなく散ら

る︑著名なる﹁ロールペイコン﹂杯は︑其人物は至て賎しい︑

叉共中には志を得ないで不平でも起ると︑荘しいのは溌狂し

るので︑是が畢問の道であると孟子が申された︑又司馬温公

けて居る︑夫を求めて自分の韻の中に入れて︑自分の心にす

張り哲畢者の内に︑其行跡の見るに足らざる者が幾らもあ

て仕舞ったり︑生旅憂瀧し一Ｌ死ぬ人もある︑是は心の畢問の

の徳育は矢張り知育である︑小畢校にて小供杯に教へるのは

育︑徳育︑網育と分けて教へる︑至極善い事であるが︑今日

である︑吾圃近年の畢問は︑大に昔より進んで︑教育には知

其畢間と身聡とを一つにすると云ふ事は︑東洋の畢者の長所

外別博﹂と云ふ事を申します︑叉﹁直指人心︑見性成俳﹂と
云ふ︑心を治むることは祁家は最も長じて居る︑然らば吾輩

治める計りが其宗旨かと思ふ位である︑彼の﹁不立文字︑教

とする︑是は諸君も御存知の通りである︑祁家では殆ど心を

が申された︑どうもさうであると恩ふ︑禰家では治心を必要

っても︑心が治まらなければ皐問をしたとは言へないと温公

の言葉に﹁畢は心を治むる事を求むる所以なり︑畢多しと雌

出来ない誇礁であると恩ふ︑凡そ世の中には一の長所あれば

徳育に相達ない様だが︑師範畢校にて師範生徒が肇ぶのは徳

も祁畢として心を治めたら善いかと云ふと︑さうはいかない

ども心治まらざれば薦んぞ事を以てせん﹂暇令たんと物を知

育も知育も同様で︑唯研究する書物が︑畢術の書物と修雲身道

一の短所かある︑西洋の哲畢春は︑精密に天地高物の却を研

徳の書物との逮がある迄のもので︑矢張り研究の仕方は知育

です︑俳家と云ふ者は出世間の教である︑世人は此世の中に

究する事は︑東洋の畢粁の企て及ばない事である︑けれども

の仕方である︑其誘擦は初めの講義の時に申した︒師範畢校

− し 7 −

話 講 育 教 徳 道

様に治めなければならない︑人の心と云ふ者は朱子の申す通

祁家の様では今日の世に虚する課にはいかぬ︑矢張り儒教の

居って種共の事を行ひ種共の事に接しなければならないから

ら修練です︑矢張り外の技蕊を修練する様に其心を修め練る
○Ｏ
です︑さう致すと仕無に自得１１自分に斯うだなと筒得する

両方併吐見て︑自分の心に立師って察して見るのです︑夫か

しまして夫から街察する︑省察といふは︑事資と自分の心と

ふ︑知って夫から夫を事賞に富て上経験するのである︑経験

⑪○

り衆理を術へて醤事に雌ずるもので︑此上も厳き結椛なもの

所に至る︑私は自得と云ふ虚迄至ったとは云へないけれど

取掛って居る︑節一が自分の本心と云ふものを見出だす事︑

維験︑省察︑修練を行って居る間に絶えず心を治めることに

○つ

である︑彼の大馳の明徳といふも此物で︑御同前明徳は持て

も︑さう云ふ順だらうと恩ふ︑我心を治めることは︑此知識

との和談ですることだから︑自分で自分の心を見て相談する

○Ｏ

云ふ者砥︑書物にも諸所に出て居るけれども︑元と自分の心

居る︑衆理を術へて寓事に雁歩る事が出来る︑此治心の本と

より外に仕方が底いと恩ふ︑夫に就て私が一つ斯様な事を申

ない︑自分に見るです︑是は人糞自識する知悪がある故に心

自分の本心とはどんな肴であるかとは書物にあるでも何でも

掛ければ出来ることである︑本心と云ふ事は儒教の語で︑又天

︒００ＯＯ

をして見様と脳ふｏ私杯も若い内は儒畢を致しましたから︑共

すと少し慢心して居る様だが︑自分が今迄やったことを御話
頃の儒畢は矢張り心を治める事をしなければならぬ事に心得

もので︑どれ丈の力があるものであるか︑どれ丈の鋤がある

のが順だらうと恩ふ︑自分の本心を見付けて其本心はどんな

ものかと云ふ事を自分に知るのです︑さうすると是が雲へば

性とも本性とも人性とも言ふ︑之れを一番先きに見附け出す

かったが︑段糞古人の云った事や︑或は先輩の人の云った事

自分の慾を制するには十分の力があるとか︑欲の篇めにどれ

て居った︑けれどもどう云ふ所から這入って善いかと云ふと

に依って老へ︑叉祁家の書物などに依って老へて見たが︑先

とは自分も知らなかった︑師匠もさういふ事遊仰へて呉れな

づ共一恭一初は多くの事を知るのが肝要である︑多く事を知ら

どう云ふ風に浦足するか︑本心を以て行なふ事が出来なかっ

丈妨げられるとか︑又此本心が充分に忠ふ通りに往ったらば

○○○００○

ないと︑今申した様に扇の竹を列べ夫から要を打つのである

たらどう云ふ不快を起すかと云ふ様な事︑此本心が段を康が

からして︑要めの打様がない︑心を治めるのは色共な古人の
云った事を先づ知るのが先きで矢張り知識が先きであると思

−38−−

話講育教徳遣

つたらぱどんな所迄往くかと云ふ様な事を自分に倉得する︑

此場合で出来ると恩ふ︑人は度量が隣くなければならない

んじて之札に庭する事が出来る︑夫から度斌を増すと云ふの

ば賢人の地位に迄往ける︑ｌ不動心迄往くと死生の間も安

ある︑夫から孟子の云ふ﹁浩然之莱﹂と云ふものと︑同じも

はどう云ふ鋤がある︑本心として見るときは︑どう云ふ働が

て居る人を度最が炭いと云ふがさうではない︑度量が淡い人

心﹂趣りの場合に往かねばいかない︑今批間では唯ぽつとし

ある︑是は矢張り心を治めると度量も増て来る︑是も﹁不動

生れ附き淡い人もあるけれども︑叉生れ附いて炭くない人も

○○

と︑本心と云ふものと同じものであるが︑良心として見る時

此本心と云ふものに良心と云ふ言葉がある︑良心と云ふもの

のであるか︑迷ったものであるか︑夫から叉﹁忠義誠資﹂は

でも︑矢張り繊密な事は繊密にやらねばならぬ︑さうして色

○００００

〃一見るのが順序の様です︑是が知れると川時に心を治めると

です︑夫から段廷進んで往くと彼の易にある﹁天を桑み命を

○○

本心から起るものだか︑開係の無いものか︑斯う云ふ様な事
いふととに取掛る︑心を治めるには第一に猫を槙しむと︑敬
０００ｏＯ
Ｏ００Ｏ
を持すると云ふととが大切である︑此槙猫と持敬とを以て︑

知る︑故に憂へす﹂と云ふ事に至る︑﹁梁し天知し命﹂と云ふ塗

とか︑或は﹁偏執熟慮﹂に乏しいとか︑自分の力で段為除く

ない︑命を知り天を梁むと云ふ事は除稗錬磨熟達した後でな

だ杯と云ひますが︑梁天と云ふ事はさう容易に川来るもので

堂の者を腹の中へ入れて仕舞ふのが︑本営に唆量がひろいの

我私欲と妄念とを抑へ付ける︑夫から叉各愛持て居る所の

事が出来る︑悪い心を除くばかりではなく︑善い心をも巷ひ
○○○
○○
立ることが出来る︑彼の忍耐力とか剛毅とか︑治心の力で出

或は一︲畔然として面に現はれ背に錐れ肢催に施す﹂などいふ

０００○○００

﹁偏性﹂です︑怒り易いとか︑憂ひ易いとか︑﹁臆病﹂である

りは畢問では赤つと上の方です︑今書生間であの教は楽天的

来る︑夫から︑もつと先きへ従くと不動心孟子も﹁四十にし

は︑皆な治心から得られるのです︑王陽明の詩に斯う云ふ詩

定監針は磁石の事です︑人全皆な磁石を持て居る︑即ち方針

人を自有二定監針一

一フ

ければ六ヶ敷い︑是と刷等の地位にて﹁心隣慨昨﹂杯と云ひ︑

て心と動かさず﹂と云ひました︑此場合へ往くです︑誰も知

がある︒

０ＯＯ

って居る浩文正公は一︲常貴貧賎殴騨澱戚に鵬て一も共心を動

さ歩﹂富むでも貧くても喜んでも悲むでも︑是等の事は此人
の心を動かすに足らない︑此不動心の所迄往くと儒逝で申せ
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です︑

ノテ

いと恩ふ︒

諸君が自から自分の心に相談なさってやって御魔になった

らよからう︑．併し是は若がい内には出来上るまいと恩ふ︑私

；寓化根原総在し心
人情枇態が千鍵高化するけれども︑其源は総て心に在る

三十墓でも︑未だ心の始末が附かなかった︑此間はまた血気

杯は自分に老へて見ると三十以下臆ｌ無我無巾であった︑

一アフ

従前はひっくり返しの意見を以て居った︑笑ふ可き事だ︑

が弧く慾も弧い︑夫故に本来の面目と云ふものも︑本営には

．却笑従前灘倒見
ニヌ

解らなかった︑併し四十位から段堂解って来た︑今の人は知

枝々葉脅外頭輔

禽化根原は自分の心に在る︑そこに求めるのを知らないで︑

そ治心上にて早く始末を附けねばならいは怒りである︑怒り

は甚だ我身に害をするもので︑養生の上にも交際の上にも害

識の附け方が早いから︑或は三十歳でも解るかも知らぬ︑凡

がある︑然るに怒りは烈しいもの故︑存外雌へ易いものであ

で寓化根原は心にあるから︑心さへ明鏡の如く透徹すれば枝
登葉々に革ねるには及ばぬと蓋ふ詩と見える︑王陽明は即ち

る︑却って其の蔓︑愁︑妬︑忌︑侃︑執など上いふ物の方は

枝葉の先きに尋ねやうと恩ふた︑夫では載れ切れない︑そこ

是が出来た人です︑あの人は一の良知を磨き上げて︑どんな

抑へにくい︑食欲は鼓も制しにくい︑悪きを抑へて性くを

消極的治心と云ふ︑度爺逓脂くするとか︑剛毅︑忍耐の力を

た︑自分が本営にやった所を云ったのです︒

事でも此良知にて判断して︑千鍵寓化に封して側遠がなかっ
右申した治心のことは随分六ケ敷い事で三年や五年で出来

往けると凪ふ︑治心のことが心にわかって︑先づ是なら動か

い︑片方に怒りを座へ︑片方で度簸を旗めると云ふ事は雨方

ないだらうと恩ふ所に至るには︑五十以上でなければならぬ

増すのは積極と云ふ︑賞際は消極︑積極都合一緒にやるがよ

は﹁座祁槻法﹂として居る︑儒教でも宋豊では﹁静座﹂して

痕る間でも︑飯喰ふ川でも宜しい︑尤も御存知の通り祁家で

ふとさうでない︑どんな繁劇な務でも︑何でも篤しながら心

と恩ふ︑五十以上は外の事をしないで治心斗りをやるかと云

る事では無い︑唯今の職務︑御務め中に諸君に望むので無い

居るけれども︑今日内外の事務に繁多なる人は只常に我内心

併し之をやるには別に畢校も座敷も必要でない︑其時間は夜

に注意して汚濁を去りて清浄高潔にならんことを求むれば宜
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大抵な事に出遭っても心が安いです︑富逗責︑貧賎︑喜憂︑

位には中盈及ばぬけれども︑常登心掛ると︑館一苦鍔が減る︑

を修練する事を︑念登思ふて居れば益がある︒聖人賢人の地

の知を致さんと欲せば共理を窮むるにあるとある通りで︑矢

矢張り始めは物を知らなければなら底い︑大豊の補偉に︑吾

めから無票で︑唯心丈を治めると云っても決して川来ない︑

り要めの打ち虚と恩ひますから麦まで申したことである︑始

るに至っては︑衆物の表裏精粗到らざる事なく︑心の至鵠韻

張りさうしなければならぬ︑仕舞に．旦黙然として貫通す

用明かならざる事なしと朱子が云ひました︑其通りであらふ

と治めぬ人は即ち言語畢動で分かる︑叉心が三十︑四十の時
に定まったら︑其見込を愛へてはならぬかと云ふと︑さうで

と恩ふ︑あの人は畢力が共所迄至て居ると見える︑一旦諮然

鰍戚で心を動かさずに︑梁に此世が渡れる︑此心を治めた人

は底い︑段盈鍵って往くです︑夫が即ち皐間が進歩するので

として貫通するとあるが︑あの人は少し伽者の獄友悟りと恩

はれる︑拙者杯は修行しつ上暇に稚皮を剥ぐが如く往ったが

の非を知った﹂と云ふ事である︑除稗面白い言である︑是

是は各凌其天票に依って一旦縛然として開ける様な場合に至

あります︑術の遮伯玉と云ふ人は﹁行年五十にして四十九年

い︑﹁今は是にし傷て昨は非なるを畳ゆ﹂と云ふ陶淵明の作があ

は五十年になった時に念に四十九年の非を知ったのでは左

飛などの地位にも︑ずつと上迄も必要⁝⁝是から順序を立て

る事があるかも知れぬ︑さう云ふ課であるからして此話は諸

が分かる︑除粋間逢った老へをして居った事が自然知れて来

ります︑さう云ふ意味である︑私杯も年を取ると段々前の非

ｉやって御覧なさると彼の一︲手の舞足の踏むを知らざるもの

あり﹂で︑甚しく喜ばしいものです︒

る︑併し唯今の如き年になれば此上は動かない︒

夫からもう一言此事に就て云ふて置きたいのは︑１１祁家
では﹁悟道﹂とも一鋤悟り﹂とも云ひまして︑一時に出遭って

ぱたりと悟る︑目の畳めた様に悟ると云ふ事だ︑儒教の方の
治心と云ふものはさうではない︑段燕紙を一枚づｘ剥がす様
に進んで行く︑夢の受めた様に悟る課のもので底いと忠ふ︑

治心のことは前から申す通り自分の心との相談で︑前申す通
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