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『読売新聞 三多摩読売版』所載「多摩論壇」一覧（昭和 15 年～17 年） 
 
 

「多摩論壇」一覧は、『読売新聞 三多摩読売版』

に昭和 15 年（1940）9 月 29 日から昭和 17 年７月

21 日まで、２年間にわたって計 252 本が掲載され

た評論一覧である。一覧は、掲載順一覧と執筆者

50 音順一覧から成っている。執筆者 50 音順一覧に

は、執筆者の所属・経歴・住所などを記載のとおり

にまとめた。漢字は原則として常用漢字を、かな使

いは史料の通りとした。地名などの明らかな誤植は

直した。内容を補記・訂正したものは、〔 〕で示

した。判読不明箇所はその字数を■で示した。 
昭和15年は７月22日に近衛文麿第２次内閣が成

立、８月 15 日、民政党が解党（政党の消滅）、９月

27 日、日独伊三国同盟を締結、10 月 12 日、大政

翼賛会が発足した。このような状況下、日独伊三国

同盟締結の２日後に『読売新聞 三多摩読売版』に、

「多摩論壇を創設」という告知記事が掲載された。 
「大政翼賛、高度国防国家建設への“新体制”はい

まや巨歩を踏み出さんとしてゐる。本社は新聞報国

の使命に鑑み、地方に於ける建設的論議を盛んにし

新体制の推進に寄与するため十月一日より「三多摩

読売」版に「多摩論壇」を創設し、府下各方面の権

威者〔名前・肩書きなどは中略〕に委嘱して府下の

政治、経済、文化の各部門に亘り、時局下国民生活

に切実な諸問題について指導的論策、批判の執筆を

乞ひ府下市民の新しき指導標たらしめ文字通り上

意下達、下意上達の機関たらしめることとしました、

この欄を通じ、一億一心、職分奉公の精神的糧を汲

みとられんことを切望してやみません。」 
政府が大政翼賛、高度国防国家建設を推進しよう

としているとき、多摩地域の人びとは時代をどのよ

うに認識し、どのような発言をしたのか。10 月１

日、「犠牲と奉公」と題した関谷源兵衛八王子市長

より始まった「多摩論壇」には、119 名が執筆して

いる。執筆陣は八王子を中心に南多摩の居住者が多

いが、北多摩や西多摩にも及んでいる。 
５回以上掲載された執筆者は、下記のとおり 10

名である。 
・松井翠次郎（南多摩郡青年団主事） 27 回 
・原田重久（谷保村役場主事） 19 回 
・平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 15 回 

・大竹嘉一郎（浅川小学校訓導） 14 回 
・薄井薫（南多摩郡青年団副団長） 11 回 
・佐藤玉南（忠生村常盤負債整理組合長） ６回 
・若林牧春（八王子工機青年学校長） 6 回 
・小沢粂太郎（八王子市会議員） 5 回 
・桜田常久（明大講師） 5 回 
・藤宮長寿郎（全国米商聯東京地方委員） 5 回 
最多の 27 回執筆している松井翠次郎（執筆者

102）は、大正時代から亡くなる昭和 63 年（1988）
まで南多摩を中心に活動し、多摩地域の教育文化運

動を振りかえる際には欠かせない人物である。 
大正 9 年（1920）に東京府立織染学校を卒業し

た松井は、地元恩方村（現・八王子市）の青年団活

動に力を注いだ。昭和３年（1928）からは南多摩郡

青年団と教育会の書記となり、農村青年の問題から

農村研究、教育研究などを行なった。この時期、大

日本聯合青年団機関誌『青年 東京版』に、たびた

び投稿している。また、多摩各地の青年団と交流し

て、大きな影響を与えた。「多摩論壇」に 11 回執筆

している薄井薫（執筆者 16）も、その一人である。 
昭和 12 年（1937）には編著『農村の生活調査』

（新興生活叢書第 15 輯）を上梓し、城戸幡太郎ら

の民間教育研究団体、教育科学研究会と交流するよ

うになった。昭和 14 年に教育科学研究会八王子支

部が結成され、翌 15 年には恩方村第一小学校訓導

広沢堯雄（執筆者 94）の実践記録をもとに東宝映

画社が「村の学校図書館」を製作した。昭和 19 年、

治安維持法違反容疑で検挙、留置された。 
戦後は鶴川村（現・町田市）の浪江虔に賛同して、

南多摩農村図書館の分館を自宅に開設した。また、

有識者を招いて、多摩自由大学を主催した。 
戦時中の松井を考察するうえで、27 本におよぶ

評論が欠かせないであろう。なお、119 名の執筆陣

には、原田重久、若林牧春、桜田常久、藤宮長寿郎、

市川英作、鯨井惣輔、小池喜八、児玉九十、鈴木龍

二、立花俊道、仲木屋鉱一、中村高一、中村〔坂本〕

龍之輔、並木島雄、橋本兵五郎、藤村トヨ、丸山鋭

雄など、行政・教育・金融・政治・文化各界で活躍

した人びとが並んでいる。 
（保坂一房／たましん地域文化財団） 
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掲載順一覧 
 
昭和 15 年 
月日 タイトル 執筆者 
09.29 多摩論壇を創設  
10.01 犠牲と奉公 関谷源兵衛（八王子市々長） 
10.02 笑つて実行 大穂益夫（八王子署長） 
10.03 青年団の新しい発足 松井翠次郎（南多摩郡青年団常任理事） 
10.04 人の力 宮崎忠作（地方商工技師、府立染織試験場勤務） 
10.05 銃後も戦線 若林牧春（八王子工機青年学校長） 
10.06 事変の与ふる活教訓 立花俊道（駒沢大学学長） 
10.08 全体としての動きを 梅原勘一郎（八王子商工会議所理事） 
10.09 一舞踊家の新体制 大野弘史（舞踊家） 
10.10 染織業と合理化 栗原信衛（府立織染学校長） 
10.11 蘭印を語る 平林好平（八王子市会議長） 
10.12 今日の問題 永井達治（輸出織染工芸研究所長） 
10.13 非行少年の対策 小川洵蔵（国立多摩少年院長） 
10.15 農村の倫理と弾力性 鈴木龍二（小宮町信購販組合理事） 
10.16 商業教育の新体制 高幣万蔵（府立第二商業学校長） 
10.17 新しき皮嚢には新しき酒を 佐藤吉熊（弁護士） 
10.19 八市教育新体制 安部大作（八王子青年学校兼家政学校長） 
10.20 新体制と米屋 関谷正一（八王子米穀小売商業組合長） 
10.22 前線を偲んで銃後を固めよ 原川定吉（八王子連合分会長） 
10.23 国鉄輸送の新体制 高橋重蔵（八王子駅長） 
10.24 経済警察の強化 荒田二次（八王子署経済主任） 
10.25 新体制の指導精神 児玉九十（明星中学校長） 
10.26 絶対優位国家建設教育 市川英作（八王子中学校主事） 
10.27 公益優先 桜田常久（民族文学研究家） 
10.29 新体制と国民の覚悟 浅野孝之（成蹊高等学校理事） 
10.30 国民剣道の新発足―少年よ起て― 武内宗十（八王子市体育会剣道部長） 
10.31 思ひ切つた体制を 薄井薫（府女子青年団理事） 
11.01 農村中核体結成への挺身 武藤清（産業組合中央会東京支会主事） 
11.02 小学教育の新実践体制 加々美良英（八王子市立第四小学校訓導） 
11.03 部落常会と学校 広沢堯雄（南多摩郡恩方村第一小学校訓導） 
11.05 体力国家管理と指導者の新発足 鈴木政之助（府立織染学校教諭） 
11.06 新体制と学童 橋本兵五郎（五日市尋常高等小学校長） 
1107 部落常会について 中村龍之輔（元下谷区万年小学校長） 
11.08 山物に還れ 鯨井惣輔（八王子織物通信社長） 
11.09 新体制理念としての三多摩魂 並木秀（立川町会議員） 
11.10 奉祝紀元二千六百年 天野佐一郎（府立第二商業学校教諭） 
11.11 奉祝から奉賛へ 若林牧春（大日本歌人協会多摩短歌会員） 
11.12 偉大なる三思想 市川英作（八王子中学校主事） 
11.13 新体制と仏教徒の使命 薬師寺正威（南多摩郡元八王子村西蓮寺住職） 
11.14 大政翼賛運動に協力する商業人の心構へ 藤宮長寿郎（全国米商連東京地方委員） 

2 / 19



11.15 新体制下の於ける労務管理 下田昂（久保田織物工業㈱庶務人事課主任） 
11.16 志士仁人出馬の秋 高橋荘造（立川町第二小学校長） 
11.17 飛躍日本人の三大教養 丸山鋭雄（盈進学園長） 
11.19 常会は国民動員令 小沢粂太郎（八王子市議） 
11.20 新体制と農村小学教師の責務 服部智（由井村第三小学校訓導） 
11.22 町村の新体制と教育問題 小美濃直蔵（武蔵野町助役） 
11.23 聖蹟を偲ひて 天野佐一郎（八王子史談会幹事） 
11.24 青年学校の新体制 小池喜八（東村山化成小学校長） 
11.26 新体制と教学 五島茂永（八王子市第三小学校長） 
11.27 春物品評会打診 鯨井惣輔（八王子織物通信社長） 
11.28 山林を愛せよ 山本光（帝室林野局技手、横山村林業試験所勤務） 
11.29 師走の商店街 梅原勘一郎（八王子商工会議所理事） 
11.30 生鮮食料品とその使命 林利蔵（府下青果市場組合長、調布町会議員） 
12.01 立川市制の実現祝して 弓場重泰（立川普済寺住職） 
12.03 山の新体制 石井東一郎（府立織染学校教諭） 
12.04 青年を愛せ 並木島雄（瑞穂町第一小学校訓導） 
12.05 新体制と青年 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
12.06 女子教育転換 藤村トヨ（東京女子体操音楽学校長） 
12.07 農村共同体建設の急務 薄井薫（忠生村壮年団長） 
12.08 臣道実践の妙諦 小峰順誉（田無町総持寺住職） 
12.10 学生野外演習に参加して 高幣万蔵（府立二商校長） 
12.11 女の立場から 渡辺満寿（武蔵野町愛婦会幹部） 
12.12 学校と家庭と社会 塩野橙一（八王子視学兼教育課長） 
12.13 花嫁教育の反省 松井翠次郎（南多摩郡青年団幹事） 
12.14 常会の重要性と部落会 串田圭一郎（南多摩郡農会技師） 
12.15 雀の学校から抜け出せ 藤野友岳（忠生村小学校訓導） 
12.17 防諜の重要性 渡辺武史（対満支問題研究所常任理事） 
12.18 歳末と警察 大穂益夫（八王子警察署長） 
12.19 職人かたぎを尊べ 原田充行（医師、原町田に開院） 
12.20 時局と少女と指導者 深山勇（府立第四高等女学校教諭） 
12.21 映画新体制の確立 須田鐘太（日活多摩川撮影企画部長） 
12.24 “開拓と三多摩” 阿部勇五郎（府拓務訓練所所長） 
12.25 民芸の展開 若林昇（忠生村尋高校訓導） 

 
昭和 16 年 
月日 タイトル 執筆者 
01.05 “新年の覚悟” 小林吉之助（八王子内地織物工組理事長） 
01.07 新年の威 天野佐一郎（多摩史談会幹事） 
01.08 配給雑感 馬場三郎（元八王子村青年学校指導員） 
01.09 「緑のテーブル掛け」 桜田常久（民族文学研究家） 
01.10 経済再編成の贅見 梅原勘一郎（八王子商工会議所理事） 
01.11 不良少年の防遏 丹沢保延（多摩少年院教官） 
01.12 少年と拓務訓練 阿部勇五郎（府拓務訓練所所長） 
01.14 廃品活用と空俵 天野宣一（府農林産物検査所八王子出張所長） 
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01.15 召されぬ吾等は銃後の戦士 小沢粂太郎（八王子市会議員） 
01.16 翼賛議会と三多摩代表に望む 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
01.17 文化翼賛の一部門 若林牧春（八王子工機青年学校長、多磨短歌会会員） 
01.18 表現する実力 原田重久（谷保村役場庶務主任、大衆作家） 
01.19 府下青校組織の改善と職業指導 大竹嘉一郎（浅川小学校教諭） 
01.21 多摩の呼吸 橋本嘉男（八王子市役所経済課長） 
01.22 土に親しむるの教育の徹底期す 武川久四郎（府立聾唖学校長） 
01.23 教育中の教育 古岩井久平（多摩少年院院長） 
01.24 早春断想 原田重久（谷保村役場庶務主任） 
01.25 翼賛する農村人の覚悟 馬場三郎（元八王子村役場産業係） 
01.26 農村娯楽を阻むもの 松井翠次郎（南郡聯合青年団主事） 
01.28 企業合同に望む 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
01.29 新体制下養蚕家の進むべき途 鈴木辰蔵（立川府蚕業試験場長） 
01.30 若人よ心に多摩の郷土をもて 深山勇（府立第四高等女学校教諭） 
02.01 郡部人士は旧弊を脱却せよ 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭、浅川小学校訓導） 
02.02 森林警察官の必要性 高岡信平（府農林課林業技師、府山林会幹事） 
02.05 新体制と農村文化 広沢堯雄（恩方第一校訓導） 
02.06 帝都米穀の共精共配を前にして 藤宮長寿郎（東京府米穀商業組合本部常務理事） 
02.07 国民性の反省 浅野孝三（元成蹊高等学校長） 
02.08 農業労力と農村婦人 伊藤勝平（立川府産組出張所主事補） 
02.09 青年と帰一の精神 神谷卓（赤誠会八王子支部幹事） 
02.11 翼賛吏道推進論 土屋忠司（武蔵野町書記産業主任） 
02.12 入学校の選択は慎重にせよ 小池喜八（東村山化成小学校長） 
02.13 花をつくる気持 原田重久（文化再出発の会会員、“文化組織”同人） 
02.14 近衛公の涙 佐藤吉熊（弁護士） 
02.15 半島青年に告ぐ 野村実（立川富士見学園長） 
02.16 ■■性ある■■ 馬場三郎（元八王子村役場産業係） 

02.18 時間の励行 松井翠次郎 
02.19 空地を活用せよ 大竹嘉一郎（浅川小学校訓導） 
02.20 農村の悪血を除去せよ 佐藤利一（上小山田負債整理組合長） 
02.22 多摩青年の情熱 古川武雄 
02.23 産業、商工青年諸君に望む 小美濃金八（武蔵野町青年団長） 
02.25 気魂を望む 井上周次（赤誠会八王子支部幹事） 
02.27 教員の悩み 大竹嘉一郎（東京公立青年学校教諭） 
02.28 国民学校の道 越上賢章（武蔵野町第三小学校長） 
03.04 起て農村青年 平政雄（青年政治研究会幹事） 
03.06 常会三つの型 松井翠次郎 
03.08 試練に歓喜 藤宮義平（東京府米穀聯合会田無支所庶務部長） 
03.09 指導層の再編成 佐藤玉南（昭和金泉録著者） 
03.11 生命の歓喜 関根太郎（赤誠会会員） 
03.13 播種法改正を望む 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
03.14 翼賛と壮年団 薄井薫（南郡青年団副団長） 
03.15 好日落書 原田重久（谷保村役場主事） 
03.16 明るい道 佐藤貢（府中町町会議員） 
03.18 農民よ、土をいだけ 桜田常久（明大講師、第 12 回芥川賞受賞者） 
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03.20 翼賛会を愛す故に 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
03.21 デフレと農民 桜田常久（明大講師、第 12 回芥川賞受賞者） 
03.22 繊維国策の宣揚 和田晴芳（前立川蚕種支所長） 
03.23 多摩青年蹶起の秋 神谷卓 
03.26 学校と農業教育 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
03.27 農村婦人とカロリー 松井翠次郎 
03.30 農村景気は赤信号 佐藤玉南 
04.01 素人劇について 原田重久（谷保村役場主事） 
04.02 青年と政治 藤宮長寿郎（田無教育隊） 
04.03 共同体建設の必然性 中島善作 
04.05 翼賛せよ作歌人 若林牧春（多摩短歌会員） 
04.08 青年と翼賛 中島善作（小宮町西中野青年団支部長） 
04.10 学生的見解 鈴木鐸也（大倉高商校在学） 
04.11 「あなたまかせ」の生活 築山定挙（翼賛会青梅支部理事） 
04.12 一個の労働者たれ 平政雄（青年政治研究会幹事） 
04.13 女子教育の中心地 相田喜介（八王子女子学院長） 
04.15 女性は自覚してゐる 村井光子（立川高女教諭） 
04.16 郷土雑感 中島善弥 
04.17 各団体の一元化 大竹嘉一郎（浅川青年団副団長） 
04.18 不愉快な話 太田平治（陸軍中尉、東電八王子営業所勤務） 
04.22 国民学校制余論 古川武雄 
04.23 下からの創意 松井翠次郎 
04.25 青年層よ、起て！ 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
04.26 少年保護と病院 谷貞信（多摩少年院医官） 
04.29 静かなる情熱 原田重久 
04.30 時局下の二題 渡田武夫（著述業） 
05.01 青少年よ溌剌たれ 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
05.03 幸福なる不幸 太田平治（陸軍中尉、東電八王子営業所勤務） 
05.06 「病気と薬」 小林種樹（東京府立八王子健康相談所長） 
05.08 養蚕家の善後策 佐藤玉南 
05.09 農繁期と託児所 松井翠次郎 
05.10 職場より社会へ 貫井半蔵（小宮第二国民学校長） 
05.11 糧食の統合配給 藤宮長寿郎（北多摩乾雑穀粉商組理事長） 
05.13 八市文連性格論 太田平治（陸軍中尉） 
05.15 転換業者に就て 小沢粂太郎（八王子市会議員） 
05.17 公徳心の涵養 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
05.18 協力会議の収穫 松井翠次郎 
05.21 増産に科学性を 原田重久（谷保村役場主事） 
05.25 労働保護と健康保険 茅野清三（警視庁健康保険八王子出張所長） 
05.27 女子の団体訓練 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
05.28 明朗八市の建設 津渡肇（八王子警察署長） 
05.29 文化の発展に期待 薄井薫 
06.01 防犯瞥見 本田清一（八王子少年刑務所長） 
06.03 常会の反省 薄井薫 
06.05 青年的見解 中島善弥 
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06.06 「迷へる地方人」 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
06.08 青校独立の急務 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
06.11 町村吏員と会議 松井翠次郎（南郡青年団常任理事） 
06.12 油について 平井勇作（八王子文化連盟演劇部員） 
06.13 常会への建言 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
06.14 ハイカー談義 原田重久（谷保村主事） 
06.15 素人演劇の効用 村岡栄俊（八王子文化聯盟演劇部員、喜福寺住職） 
06.20 無医村 服部智（南郡由井村小比企国民学校訓導） 
06.21 多摩魂の行方 若林牧春（多摩短歌会主宰） 
06.22 町会の法制化 小池隆一（慶応大学教授） 
06.26 肥料配給の一元化 薄井薫（南郡青少年団副団長） 
06.27 不良の防止対策 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
06.28 祝辞の氾濫 松井翠次郎（南多摩郡青少年団総務部長、文化部長） 
07.01 防空と隣組共同炊事と避難託児所 渡辺義雄（東京府立南多摩保健所長） 
07.03 産報に魂を入れよ 平政雄（八王子市青年政治研究会員） 
07.04 学徒の勤労奉仕 大竹嘉一郎（浅川青年学校職員） 
07.05 出直し奉公日雑感 薄井薫（前村長、南多摩青年団副団長） 
07.10 農村観の転換 松井翠次郎（南郡青少年団主事） 
07.11 明るい奉公日 原田重久（谷保村役場主事） 
07.13 三多摩と悪疫 遠藤良（警視庁防疫監吏、青梅署勤務） 
07.16 青年団員の軍事教練 大竹嘉一郎（浅川青年団副団長、同青年学校職員） 
07.18 農村人と酒 桜田常久（明大講師、芥川賞受賞者） 
07.20 中等学校の区制 古川武雄 
07.22 水荒田咏嘆 薄井薫（南郡青少年団副団長、前村長） 
07.26 主婦の翼賛運動 佐藤翼 
07.29 農村演劇雑話 原田重久（谷保村役場主事） 
07.30 青年と郷土 松井翠次郎（南郡青少年団総務部長） 
08.05 生きた新労務体制 仲木屋鉱一（労務供給業） 
08.09 隣組の倫理 土屋忠司（武蔵野町役場産業課長） 
08.10 水禍雑感 松井翠次郎 
08.12 ボロ靴下排撃論 若林牧春（元小学校長、多摩短歌会主宰） 
08.19 教育者の新使命 中村政雄（町田国民学校訓導） 
08.22 買物行列への考察 平政雄（八王子青年政治研究会） 
08.24 食生活の計画化 伊藤博平（産組立川出張所） 
08.30 村の新聞について 原田重久（東京市外国立局区内） 
08.31 実際家への信頼 松井翠次郎 
09.03 待望の米価措置 薄井薫（南郡青少年団副団長） 
09.04 断想 市川英作（八中教諭） 
09.06 新体制と家庭婦人 青木義夫（元東村山青年学校教諭） 
09.07 秋祭礼讃 原田重久（谷保村役場勤務） 
09.09 府南の合併問題一考察 薄井薫（壮年団中央連盟地方委員、忠生村壮年団長） 
09.16 第六列になるな 小沢粂太郎（八市会議員） 
09.19 肥料の一元配給に私の観点 藤宮長寿郎（翼賛会北部支部協力会議員） 
09.25 転業労務者の悩み 平政雄（八王子青年政治研究会） 
09.26 資源の回収運動に活発性を 原田重久（谷保村主事） 
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09.30 蓖麻子油の実 村岡栄俊（八王子文化聯盟演劇部員） 
10.05 豚を飼ふ青年会 松井翠次郎 
10.10 府南四ヶ町村の合併延期につき 佐藤玉南（忠生村常盤負債整理組合長） 
10.22 指導者の道 松井翠次郎 
10.24 郷土翼賛壮年団への建言 平政雄（八王子青年政治研究会） 
10.26 農家と学校 宮本至道（東村山化成国民学校訓導） 
10.29 翼賛壮年団の発足 薄井薫（南郡青年団団長） 
11.01 講演会の礼法 松井翠次郎 
11.04 農繁期共同炊事 桑原丙午生（府衛生技師） 
11.06 東条内閣と臨時議会 中村高一（三多摩選出代議士） 
11.09 農村娯楽と映画 杉山泉（西郡平井村役場書記） 
11.13 ヤクトク 松井翠次郎 
11.20 「明闇」の紹介 村岡栄俊（喜福寺住職） 
11.26 見学ばやり 松井翠次郎 
11.29 机上論を棄てよ 佐藤玉南（住所、南郡忠生村常盤） 
12.03 小型映画の役割 関山正一 
12.07 名と体 松井翠次郎 
12.21 多摩人の意気 天野佐一郎 
12.27 農業団体統合 武藤清 

 
昭和 17 年 
月日 タイトル 執筆者 
01.06 デーとは 原田重久（谷保村役場主事） 
01.11 詩と田 松井翠次郎 
01.13 花ある民謡 原田重久 
01.28 農業革新 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
01.29 常会の役割 宮本至道（北郡化成校訓導） 
02.03 学校と行事 松井翠次郎 
02.06 農民の誇 原田重久 
02.21 地方仏教 原田重久（谷保村主事） 
03.01 離婚の防止 三善清麿（八王子警察署生活相談所主任） 
03.19 企業合同 小沢粂太郎（八市市議） 
03.24 幹部団員の問題 松井翠次郎 
03.31 甘藷の増産 佐藤吉熊（立川市柴崎町三丁目町会長、府農地委員） 
04.01 郷土民に愬ふ 平政雄（八王子青年政治研究会員） 
04.07 選挙の春 原田重久（谷保村役場主事） 
04.29 棄権談義 原田重久（谷保村役場主事） 
05.19 指導と口舌 松井翠次郎（南郡青少年団主事） 
06.06 市議選に際し 多田重太郎（各種絹織物工場主） 
06.07 壮年議員 松井翠次郎 
07.21 農村娯楽の育成 松井翠次郎 
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執筆者 50 音順一覧 
 
あ行 
1 相田喜介 1 
（八王子女子学院長、八王子市元横山町） 

16.04.13 女子教育の中心地 相田喜介（八王子女子学院長） 
２ 青木義夫 1 
（元東村山青年学校教諭、現板橋区大原青年学校長兼女子青年学校長、住所・大泉青年学校内） 

16.09.06 新体制と家庭婦人 青木義夫（元東村山青年学校教諭） 
３ 浅野孝之 1 
（成蹊高等学校理事、前校長、府社会教育調査委員、愛媛県越智郡小西村出身、住所・武蔵野町吉祥寺 2235） 

15.10.29 新体制と国民の覚悟 浅野孝之（成蹊高等学校理事） 
４ 浅野孝三 1 
（元成蹊高等学校長、現同校理事、府社会教育調査委員、愛媛県越智郡小西村出身、住所・武蔵野町吉祥寺

2235） 
16.02.07 国民性の反省 浅野孝三（元成蹊高等学校長） 

５ 安部大作 1 
（八王子青年学校兼家政学校長、前八王子尋高校長、福岡師範卒、住所・市内元横山町 189） 

15.10.19 八市教育新体制 安部大作（八王子青年学校兼家政学校長） 
６ 阿部勇五郎 2 
（元府立農林学校専科教諭、府拓務訓練所々長、住所・南多摩郡七生村久保府拓務訓練所内） 

15.12.24 “開拓と三多摩” 阿部勇五郎（元府立農林学校専科教諭） 
16.01.12 少年と拓務訓練 阿部勇五郎（府拓務訓練所所長） 

７ 天野佐一郎 4 
（府立第二商業学校教諭、多摩〔麻〕史談会幹事、八王子史談会幹事、住所・八王子市上野町 33） 

15.11.10 奉祝紀元二千六百年 天野佐一郎（府立第二商業学校教諭） 
15.11.23 聖蹟を偲ひて 天野佐一郎（八王子史談会幹事） 
16.01.07 新年の威 天野佐一郎（多摩〔麻〕史談会幹事） 
16.12.21 多摩人の意気 天野佐一郎 

８ 天野宣一 1 
（府立農林校卒、府農林産物検査所八王子出張所長、住所・南多摩郡忠生村図師 2137） 

16.01.14 廃品活用と空俵 天野宣一（府農林産物検査所八王子出張所長） 
9 荒田二次 1 
（警視庁警部補、八王子署経済主任、熊本県立農学校卒、前任兵庫県淡路警察署長、板橋保安主任、熊本県

下益城郡当尾村出身、住所・八王子市本町７） 
15.10.24 経済警察の強化 荒田二次（八王子署経済主任） 

10 伊藤博平 1 
（立川市柴崎町３－3727 産組立川出張所内） 

16.08.24 食生活の計画化 伊藤博平（産組立川出張所） 
11 石井東一郎 1 
（府立織染学校教諭、元東京高等工業学校卒、住所・八王子市外西中野 805） 

15.12.03 山の新体制 石井東一郎（府立織染学校教諭） 
12 市川英作 3 
（八王子中学校主事、八王子内地織物工業組合関係産業報国青年団指導員、住所・八王子市台町 75） 

15.10.26 絶対優位国家建設教育 市川英作（八王子中学校主事） 
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15.11.12 偉大なる三思想 市川英作（八王子中学校主事） 
16.09.04 断想 市川英作（八中教諭） 

13 伊藤勝平 1 
（立川府産組出張所主事補、中大経専卒、住所・立川市南幸町 2727 府産組出張所内） 

16.02.08 農業労力と農村婦人 伊藤勝平（立川府産組出張所主事補） 
14 井上周次 1 
（赤誠会八王子支部幹事、住所・八王子市千人町 176） 

16.02.25 気魂を望む 井上周次（赤誠会八王子支部幹事） 
15 薄井薫 11 
（府女子青年団理事、南多摩郡青年団副団長、同団長、前忠生村長、歌人、忠生村壮年団長、壮年団中央連

盟地方委員、住所・南多摩郡郡忠生村小山田） 
15.10.31 思ひ切つた体制を 薄井薫（府女子青年団理事） 
15.12.07 農村共同体建設の急務 薄井薫（忠生村壮年団長） 
16.03.14 翼賛と壮年団 薄井薫（南郡青年団副団長） 
16.05.29 文化の発展に期待 薄井薫 
16.06.03 常会の反省 薄井薫 
16.06.26 肥料配給の一元化 薄井薫（南郡青少年団副団長） 
16.07.05 出直し奉公日雑感 薄井薫（前村長、南多摩青年団副団長） 
16.07.22 水荒田咏嘆 薄井薫（南郡青少年団副団長、前村長） 
16.09.03 待望の米価措置 薄井薫（南郡青少年団副団長） 
16.09.09 府南の合併問題一考察 薄井薫（壮年団中央連盟地方委員、忠生村壮年団長） 
16.10.29 翼賛壮年団の発足 薄井薫（南郡青年団団長） 

16 梅原勘一郎 3 
（八王子商工会議所理事、陸軍少尉、帝大経済部卒、住所・東京市杉並区成宗１－58） 

15.10.08 全体としての動きを 梅原勘一郎（八王子商工会議所理事） 
15.11.29 師走の商店街 梅原勘一郎（八王子商工会議所理事） 
16.01.10 経済再編成の贅見 梅原勘一郎（八王子商工会議所理事） 

17 遠藤良 1 
（警視庁防疫監吏、青梅署勤務、住所・青梅町滝の上） 

16.07.13 三多摩と悪疫 遠藤良（警視庁防疫監吏、青梅署勤務） 
18 大野弘史 1 
（舞踏家、石井漠氏高弟、府立織染学校卒、南多摩郡恩方村駒木野出身） 

15.10.09 一舞踊家の新体制 大野弘史（舞踊家） 
19 太田平治 3 
（陸軍中尉、東電八王子営業所勤務、住所・八市八日町 46） 

16.04.18 不愉快な話 太田平治（陸軍中尉、東電八王子営業所勤務） 
16.05.03 幸福なる不幸 太田平治（陸軍中尉、東電八王子営業所勤務） 
16.05.13 八市文連性格論 太田平治（陸軍中尉） 

20 大竹嘉一郎 14 
（東京公立青年学校助教諭、浅川小学校教員、東京公立青年学校教諭兼東京公立小学校訓導、住所・南郡浅

川町上椚田鈴木勇次郎方、八王子市上野町 104） 
16.01.19 府下青校組織の改善と職業指導 大竹嘉一郎（浅川小学校教諭） 
16.02.01 郡部人士は旧弊を脱却せよ 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭、浅川小学校訓導） 
16.02.19 空地を活用せよ 大竹嘉一郎（浅川小学校訓導） 
16.02.27 教員の悩み 大竹嘉一郎（東京公立青年学校教諭兼東京公立小学校訓導） 
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16.03.13 播種法改正を望む 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
16.03.26 学校と農業教育 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
16.04.17 各団体の一元化 大竹嘉一郎（浅川青年団副団長） 
16.05.17 公徳心の涵養 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
16.05.27 女子の団体訓練 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
16.06.08 青校独立の急務 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
16.06.27 不良の防止対策 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 
16.07.04 学徒の勤労奉仕 大竹嘉一郎（浅川青年学校職員） 
16.07.16 青年団員の軍事教練 大竹嘉一郎（浅川青年団副団長、同青年学校職員） 
17.01.28 農業革新 大竹嘉一郎（浅川青年学校教諭） 

21 大穂益夫 ２ 
（八王子署長、福岡県人、40 歳、昭和２年明大法科卒、同年高文パス、同４年警視庁巡査拝命、昭和 12 年

９月今次事変出征、同 13 年９月主計中尉に任官、14 年１月帰還、同３月八王子署に赴任現在に至る） 
 15.10.01 笑つて実行 大穂益夫（八王子署長） 

15.12.18 歳末と警察 大穂益夫（八王子警察署長） 
22 小川洵蔵 1 
（国立多摩少年院長、帝大文科哲学科卒、前任浪速少年院長、住所・八王子市外由井村小比企、少年院官舎） 

15.10.13 非行少年の対策 小川洵蔵（国立多摩少年院長） 
23 小沢粂太郎 5 
（八王子市議、東京司法保護委員、八王子産業報国会嘱託講師、住所・八王子市元横山町 189） 

15.11.19 常会は国民動員令 小沢粂太郎（八王子市議） 
16.01.15 召されぬ吾等は銃後の戦士 小沢粂太郎（八王子市会議員） 
16.05.15 転換業者に就て 小沢粂太郎（八王子市会議員） 
16.09.16 第六列になるな 小沢粂太郎（八市会議員） 
17.03.19 企業合同 小沢粂太郎（八市市議） 

 
か行 
24 加々美良英 1 
（八王子市立第四小学校訓導、府立青山師範学校卒、住所・八王子市明神町 208） 

15.11.02 小学教育の新実践体制 加々美良英（八王子市立第四小学校訓導） 
25 神谷卓 2 
（赤誠会八王子支部幹事、住所・八王子市八日町 65） 

16.02.09 青年と帰一の精神 神谷卓（赤誠会八王子支部幹事） 
16.03.23 多摩青年蹶起の秋 神谷卓（八王子市八日町） 

26 串田圭一郎 1 
（南多摩郡農会技師、住所・南多摩郡横山村散田） 

15.12.14 常会の重要性と部落会 串田圭一郎（南多摩郡農会技師） 
27 鯨井惣輔 2 
（八王子織物通信社長、八王子織物買継商業組合編輯部主任、住所・八王子市明神町 24） 

15.11.08 山物に還れ 鯨井惣輔（八王子織物通信社長） 
15.11.27 春物品評会打診 鯨井惣輔（八王子織物通信社長） 

28 栗原信衛 1 
（府立織染学校長、元東京高工卒、浜松、福山工業試験場長を経本年４月来任、第３代校長、八王子市子安

町 582 居住、福島県岩瀬郡須賀川町出身） 
15.10.10 染織業と合理化 栗原信衛（府立織染学校長） 
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29 桑原丙午生 1 
（府衛生技師） 

16.11.04 農繁期共同炊事 桑原丙午生（府衛生技師） 
30 小池隆一 1 
（法学博士、慶応大学教授、武蔵野町第二区第一町会長、住所・武蔵野町吉祥寺 394） 

16.06.22 町会の法制化 小池隆一（慶応大学教授、武蔵野町第二区第一町会長） 
31 小池喜八 2 
（東村山化成小学校長、同青年学校長、北多摩郡女子青年団顧問、北多摩郡教育会顧問、北多摩郡女子聯合

青年団長、住所・北多摩郡東村山村野口 1433） 
15.11.24 青年学校の新体制 小池喜八（東村山化成小学校長） 
16.02.12 入学校の選択は慎重にせよ 小池喜八（東村山化成小学校長） 

32 古岩井久平 1 
（日大、東京音楽学校卒、前名古屋審判所審判官、多摩少年院々長、住所・南郡由井村小比企少年院官舎） 

16.01.23 教育中の教育 古岩井久平（多摩少年院院長） 
33 越上賢章 1 
（武蔵野町第三小学校長、住所・武蔵野町吉祥寺 583） 

16.02.28 国民学校の道 越上賢章（武蔵野町第三小学校長） 
34 児玉九十 1 
（府中町明星中学校長、東大文科卒、前成蹊学園長、明星中学創設者、静岡県金谷町出身、住所・学校邸宅） 

15.10.25 新体制の指導精神 児玉九十（明星中学校長） 
35 五島茂永 1 
（八王子市第三小学校長、前稲城村尋高校長、住所・八王子市本郷町 14） 

15.11.26 新体制と教学 五島茂永（八王子市第三小学校長） 
36 小林吉之助 1 
（東京法学院卒、八王子内地織物工組理事長、住所・八王子市東町 21） 

16.01.05 “新年の覚悟” 小林吉之助（八王子内地織物工組理事長） 
37 小林種樹 1 
（東京府立八王子健康相談所長、衛生技師、住所・杉並区大沼３－667） 

16.05.06 「病気と薬」 小林種樹（東京府立八王子健康相談所長） 
38 小峰順誉 1 
（真言宗智山派宗会議員、司法保護常務委員、府方面常務委員、物価調査委員、田無町総持寺住職、住所・

田無町 368） 
15.12.08 臣道実践の妙諦 小峰順誉（田無町総持寺住職） 

39 小美濃金八 1 
（東京府体育委員、一市三郡■■商聯合会副会長、北郡連合青年団幹事、武蔵野町青年団長、立川職業紹介

所連絡委員、住所・武蔵野町吉祥寺 2023） 
16.02.23 産業、商工青年諸君に望む 小美濃金八（武蔵野町青年団長） 

40 小美濃直蔵 1 
（武蔵野町助役、前司法省会計主任、住所・武蔵野町吉祥寺 483） 

15.11.22 町村の新体制と教育問題 小美濃直蔵（武蔵野町助役） 
 
さ行 
41 桜田常久 5 
（民族文学研究家、帝大文学部独逸文学科卒、元日大、明大講師、創作（露の草）あり、南多摩郡町田町本

町田 1739） 
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15.10.27 公益優先 桜田常久（民族文学研究家） 
16.01.09 「緑のテーブル掛け」 桜田常久（民族文学研究家） 
16.03.18 農民よ、土をいだけ 桜田常久（明大講師、第 12 回芥川賞受賞者） 
16.03.21 デフレと農民 桜田常久（明大講師、第 12 回芥川賞受賞者） 
16.07.18 農村人と酒 桜田常久（明大講師、芥川賞受賞者） 

42 佐藤玉南 5 →佐藤利一と同一人物 
（昭和金泉録著者、忠生村常盤負債整理組合長、住所・南郡忠生村上小山田 3318、南郡忠生村常盤） 

16.03.09 指導層の再編成 佐藤玉南（昭和金泉録著者） 
16.03.30 農村景気は赤信号 佐藤玉南 
16.05.08 養蚕家の善後策 佐藤玉南 
16.10.10 府南四ヶ町村の合併延期につき 佐藤玉南（忠生村常盤負債整理組合長） 
16.11.29 机上論を棄てよ 佐藤玉南 

43 佐藤翼 1 
（住所・北多摩郡府中町） 

16.07.26 主婦の翼賛運動 佐藤翼 
44 佐藤利一 1 →佐藤玉南と同一人物 
（青山師範出身、後帰農、上小山田負債整理組合長、昭和金泉録を著す、住所・南郡忠生村上小山田 3318） 

16.02.20 農村の悪血を除去せよ 佐藤利一（上小山田負債整理組合長） 
45 佐藤貢 1 
（府中町町会議員、翼賛運動指導講習会に府から代表として参加した人、住所・府中町） 

16.03.16 明るい道 佐藤貢（府中町町会議員） 
46 佐藤吉熊 3 
（弁護士、東大法科卒、日本農民聯盟常任委員、東方会政務調査部長、立川市柴崎町三丁目町会長、府農地

委員、住所・立川町南幸町３－2704） 
15.10.17 新しき皮嚢には新しき酒を 佐藤吉熊（弁護士） 
16.02.14 近衛公の涙 佐藤吉熊（弁護士） 
17.03.31 甘藷の増産 佐藤吉熊（立川市柴崎町三丁目町会長、府農地委員） 

47 塩野橙一 1 
（元高田四半学校教諭、八王子視学兼教育課長、住所・八王子市天神町 23） 

15.12.12 学校と家庭と社会 塩野橙一（八王子視学兼教育課長） 
48 下田昂 1 
（久保田織物工業株式会社庶務人事課主任、住所・八王子市子安町） 

15.11.15 新体制下の於ける労務管理 下田昂（久保田織物工業㈱庶務人事課主任） 
49 杉山泉 1 
（西郡平井村役場書記） 

16.11.09 農村娯楽と映画 杉山泉（西郡平井村役場書記） 
50 鈴木辰蔵 1 
（立川府蚕業試験場長、住所・立川市和泉町１丁目 1430） 

16.01.29 新体制下養蚕家の進むべき途 鈴木辰蔵（立川府蚕業試験場長） 
51 鈴木鐸也 1 
（大倉高商校在学、住所・南郡町田町本町田 3669） 

16.04.10 学生的見解 鈴木鐸也（大倉高商校在学） 
52 鈴木政之助 1 
（府立織染学校教諭（体育主任）、久保田青年学校指導員、住所・八王子市子安町） 

15.11.05 体力国家管理と指導者の新発足 鈴木政之助（府立織染学校教諭） 
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53 鈴木龍二 1 
（南多摩郡小宮町信購販組合理事、産青聯全国聯合代議員、住所・小宮町西中野 3571） 

15.10.15 農村の倫理と弾力性 鈴木龍二（小宮町信購販組合理事） 
54 須田鐘太 1 
（京大工科卒、日活多摩川撮影企画部長、住所・北多摩郡調布町多摩川撮影所内） 

15.12.21 映画新体制の確立 須田鐘太（日活多摩川撮影企画部長） 
55 関根太郎 1 
（赤誠会会員、住所・南多摩郡小宮町西中野 1003） 

16.03.11 生命の歓喜 関根太郎（赤誠会会員） 
56 関谷源兵衛 １ 
（八王子市々長、府立二中卒、住所・八王子市八幡町 51） 

15.10.01 犠牲と奉公 関谷源兵衛（八王子市々長） 
57 関谷正一 1 
（八王子米穀小売商業組合長、早実卒、陸軍中尉、麻布聯隊区将校団八王子分団長、住所・八市八木町 27） 

15.10.20 新体制と米屋 関谷正一（八王子米穀小売商業組合長） 
58 関山正一 1 

16.12.03 小型映画の役割 関山正一 
 
た行 
59 平政雄 15 
（八王子青年政治研究会幹事、日野町藤野工場勤務、立川飛行会社勤務、住所・八王子市万町 26） 

15.12.05 新体制と青年 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.01.16 翼賛議会と三多摩代表に望む 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.01.28 企業合同に望む 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.03.04 起て農村青年 平政雄（青年政治研究会幹事） 
16.03.20 翼賛会を愛す故に 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.04.12 一個の労働者たれ 平政雄（青年政治研究会幹事） 
16.04.25 青年層よ、起て！ 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.05.01 青少年よ溌剌たれ 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.06.06 「迷へる地方人」 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.06.13 常会への建言 平政雄（八王子青年政治研究会幹事） 
16.07.03 産報に魂を入れよ 平政雄（八王子市青年政治研究会員、日野町藤野工場勤務） 
16.08.22 買物行列への考察 平政雄（八王子青年政治研究会） 
16.09.25 転業労務者の悩み 平政雄（八王子青年政治研究会、立川飛行会社勤務） 
16.10.24 郷土翼賛壮年団への建言 平政雄（八王子青年政治研究会、立川飛行会社勤務） 
17.04.01 郷土民に愬ふ 平政雄（八王子青年政治研究会員） 

60 高岡信平 1 
（新潟県生れ、東京帝大農学部実科卒、府農林課林業技師、府山林会幹事、住所・杉並区西高井戸 1－92） 

16.02.02 森林警察官の必要性 高岡信平（府農林課林業技師、府山林会幹事） 
61 高橋重蔵 1 
（八王子駅長、栃木県立太田中学校卒、前任大船駅長、埼玉県北埼玉郡川辺村出身、住所・八王子市子安町

官舎） 
15.10.23 国鉄輸送の新体制 高橋重蔵（八王子駅長） 

62 高橋荘造 1 
（立川町第二小学校長、青山師範卒、住所・立川町 2763） 
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15.11.16 志士仁人出馬の秋 高橋荘造（立川町第二小学校長） 
63 高幣万蔵 2 
（府立第二商業学校長、前任島根県立松江商業学校長、神戸高商卒、和歌山県那賀郡長田村出身、住所・八

王子市台町 24） 
15.10.16 商業教育の新体制 高幣万蔵（府立第二商業学校長） 
15.12.10 学生野外演習に参加して 高幣万蔵（府立二商校長） 

64 武内宗十 1 
（八王子市体育会剣道部長、株式会社久保田商店参事、織染学校卒、住所・八王子市明神町） 

15.10.30 国民剣道の新発足―少年よ起て― 武内宗十（八王子市体育会剣道部長） 
65 多田重太郎 1 
（各種絹織物工場主、住所・八市元横山町 22） 

17.06.06 市議選に際し 多田重太郎（各種絹織物工場主） 
66 立花俊道 1 
（駒澤大学々長、各宗教団体顧問、松門寺住職、住所・八王子市寺町 28） 

15.10.01 事変の与ふる活教訓 立花俊道（駒沢大学学長） 
67 谷貞信 1 
（多摩少年院医官、住所・南郡由井村多摩少年院官舎） 

16.04.26 少年保護と病院 谷貞信（多摩少年院医官） 
68 丹沢保延 1 
（多摩少年院教官、住所・南多摩郡由井村小比企同院官舎） 

16.01.11 不良少年の防遏 丹沢保延（多摩少年院教官） 
69 茅野清三 1 
（警視庁健康保険八王子出張所長、住所・八王子市元横山町 43 警視庁八王子健康保険出張所内） 

16.05.25 労働保護と健康保険 茅野清三（警視庁健康保険八王子出張所長） 
70 築山定挙 1 
（豊山大学を卒後母校の講師、翼賛会青梅支部理事、常会指導者、住所・西郡青梅町大字青梅） 

16.04.11 「あなたまかせ」の生活 築山定挙（翼賛会青梅支部理事） 
71 土屋忠司 2 
（武蔵野町書記産業主任、課長、武蔵野青年団常務理事、日本歌人同人、武蔵野町青少年団審議員、住所・

武蔵野町境 759） 
16.02.11 翼賛吏道推進論 土屋忠司（武蔵野町書記産業主任） 
16.08.09 隣組の倫理 土屋忠司（武蔵野町役場産業課長） 

72 津渡肇 1 
（八王子警察署長） 

16.05.28 明朗八市の建設 津渡肇（八王子警察署長） 
 
な行 
73 永井達治 1 
（輸出織染工芸研究所長、家庭産業織物普及会々長、■不二塾主、府立職染学校卒、八王子市子安町 913 居

住） 
15.10.12 今日の問題 永井達治（輸出織染工芸研究所長） 

74 仲木屋鉱一 1 
（労務供給業、住所・八王子市子安町 526） 

16.08.05 生きた新労務体制 仲木屋鉱一（労務供給業） 
75 中島善作 2 
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（小宮町西中野青年団支部長、住所・南郡小宮町西中野） 
16.04.03 共同体建設の必然性 中島善作 
16.04.08 青年と翼賛 中島善作（小宮町西中野青年団支部長） 

76 中島善弥 2 
（住所・南郡小宮町西中野 251） 

16.04.16 郷土雑感 中島善弥 
16.06.05 青年的見解 中島善弥 

77 中村高一 1 
（三多摩選出代議士） 

16.11.06 東条内閣と臨時議会 中村高一（三多摩選出代議士） 
78 中村政雄 1 
（浜松一中出身、■■で正教員資格試験に合格、町田国民学校訓導、前■■■遠州珠算会支部長、住所・町

田町森野 1334 宮川勇方） 
16.08.19 教育者の新使命 中村政雄（町田国民学校訓導） 

79 中村龍之輔 1 
（元下谷区万年小学校長、神奈川県立師範学校卒、住所・西多摩郡西秋留村牛沼 83） 

15.11.07 部落常会について 中村龍之輔（元下谷区万年小学校長） 
80 並木島雄 1 
（瑞穂町第一小学校訓導、豊島師範校卒、住所・同校宅地） 

15.12.04 青年を愛せ 並木島雄（瑞穂町第一小学校訓導） 
81 並木秀 1 
（立川町会議員、府方面委員、中央大学専門部法科卒、印刷業、住所・立川町寿町 2501） 

15.11.09 新体制理念としての三多摩魂 並木秀（立川町会議員） 
82 貫井半蔵 1 
（青山師範卒、小宮第二国民学校長、住所・南郡小宮町西中野 163） 

16.05.10 職場より社会へ 貫井半蔵（小宮第二国民学校長） 
83 野村実 1 
（半島出身、立川富士見学園長、同幼稚園長、住所・立川市西町 2244） 

16.02.15 半島青年に告ぐ 野村実（立川富士見学園長） 
 
は行 
84 橋本兵五郎 1 
（五日市尋常高等小学校長、同家政青年学校長、西多摩郡教育会副会長、青山師範卒、住所・五日市小学校

住宅） 
15.11.06 新体制と学童 橋本兵五郎（五日市尋常高等小学校長） 

85 橋本嘉男 1 
（八王子市役所経済課長、住所・八王子市子安町 582） 

16.01.21 多摩の呼吸 橋本嘉男（八王子市役所経済課長） 
86 服部智 2 
（南多摩郡教育科学研究会幹事、由井村第三小学校訓導、住所・南多摩郡由井村片倉 144） 

15.11.20 新体制と農村小学教師の責務 服部智（由井村第三小学校訓導） 
16.06.20 無医村 服部智（南郡由井村小比企国民学校訓導） 

87 馬場三郎 3 
（元八王子村青年学校指導員、元八王子村役場書記、産業係、住所・八王子市外元八王子村大楽寺 589） 

16.01.08 配給雑感 馬場三郎（元八王子村青年学校指導員、同村役場書記） 
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16.01.25 翼賛する農村人の覚悟 馬場三郎（元八王子村役場産業係） 
16.02.16 ■■性ある■■ 馬場三郎（元八王子村役場産業係） 

88 原田重久 19 
（府立二中卒、谷保村役場庶務主任、主事、大衆作家、文化再出発の会々員、“文化組織”同人、住所・谷保

村谷保 6841） 
16.01.18 表現する実力 原田重久（谷保村役場庶務主任、大衆作家） 
16.01.24 早春断想 原田重久（谷保村役場庶務主任） 
16.02.13 花をつくる気持 原田重久（文化再出発の会会員、“文化組織”同人） 
16.03.15 好日落書 原田重久（谷保村役場主事） 
16.04.01 素人劇について 原田重久（谷保村役場主事） 
16.04.29 静かなる情熱 原田重久（住所、北郡谷保村谷保） 
16.05.21 増産に科学性を 原田重久（谷保村役場主事） 
16.06.14 ハイカー談義 原田重久（谷保村主事） 
16.07.11 明るい奉公日 原田重久（谷保村役場主事） 
16.07.29 農村演劇雑話 原田重久（谷保村役場主事） 
16.08.30 村の新聞について 原田重久（東京市外国立局区内） 
16.09.07 秋祭礼讃 原田重久（谷保村役場勤務） 
16.09.26 資源の回収運動に活発性を 原田重久（谷保村主事） 
17.01.06 デーとは 原田重久（谷保村役場主事） 
17.01.13 花ある民謡 原田重久 
17.02.06 農民の誇 原田重久 
17.02.21 地方仏教 原田重久（谷保村主事） 
17.04.07 選挙の春 原田重久（谷保村役場主事） 
17.04.29 棄権談義 原田重久（谷保村役場主事） 

89 原田充行 1 
（昭和４年東大医学部卒業、医博として目下南多摩郡原町田に開院） 

15.12.19 職人かたぎを尊べ 原田充行（医師、原町田に開院） 
90 林利蔵 1 
（府下青果市場組合長、調布町会議員、都市計画委員、住所・北多摩郡調布町上石原） 

15.11.30 生鮮食料品とその使命 林利蔵（調布町会議員） 
91 原川定吉 1 
（八王子聯合分会長、青年学校専任指導員、織染校、明大政治科卒、住所・八王子市千人町 234） 

15.10.22 前線を偲んで銃後を固めよ 原川定吉（八王子連合分会長） 
92 平井勇作 1 
（八王子文化連盟演劇部員、醤油商細山太七支店勤務、住所・八王子市寺町 26） 

16.06.12 油について 平井勇作（八王子文化連盟演劇部員） 
93 平林好平 1 
（八王子市会議長、八王子新体制準備委員会座長、東京都制促進聯盟八王子委員長、東京高商卒、元横浜正

金銀行員（英印、蘭印在勤）、八王子市寺町１居住） 
15.10.11 蘭印を語る 平林好平（八王子市会議長） 

94 広沢堯雄 2 
（南多摩郡恩方村第一小学校訓導、府立豊島師範卒、住所・恩方村下恩方） 

15.11.03 部落常会と学校 広沢堯雄（南多摩郡恩方村第一小学校訓導） 
16.02.05 新体制と農村文化 広沢堯雄（恩方第一校訓導） 

95 深山勇 2 
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（日本大学政治科卒、府立第四高等女学校教諭、住所・八王子市台町 79） 
15.12.20 時局と少女と指導者 深山勇（府立第四高等女学校教諭） 
16.01.30 若人よ心に多摩の郷土をもて 深山勇（府立第四高等女学校教諭） 

96 藤野友岳 1 
（南多摩郡忠生村小学校訓導、府立豊島師範学校卒、住所・現小学校内） 

15.12.15 雀の学校から抜け出せ 藤野友岳（忠生村小学校訓導） 
97 藤宮義平 1 
（東京府米穀聯合会田無支所庶務部長、田無町第三区長、住所・田無町第三区 399） 

16.03.08 試練に歓喜 藤宮義平（東京府米穀聯合会田無支所庶務部長） 
98 藤宮長寿郎 5 
（全国米商聯東京地方委員、東京府米穀商業組合本部常務理事、北多摩郡乾物、雑澱粉、北部組合各理事、

早稲田実業卒、田無教育隊、翼賛会北部支部協力会議員、同田無支部常務委員、住所・北多摩郡田無町 377） 
15.11.14 大政翼賛運動に協力する商業人の心構へ 藤宮長寿郎（全国米商連東京地方委員） 
16.02.06 帝都米穀の共精共配を前にして 藤宮長寿郎（東京府米穀商業組合本部常務理事） 
16.04.02 青年と政治 藤宮長寿郎（田無教育隊） 
16.05.11 糧食の統合配給 藤宮長寿郎（東米商組常務理事、北多摩乾雑穀粉商組理事長） 
16.09.19 肥料の一元配給に私の観点 藤宮長寿郎（翼賛会北部支部協力会議員） 

99 藤村トヨ 1 
（東京女子体操音楽学校長、厚生省体力検定委員、司法省保護委員、国防婦人会武蔵野町分会長、住所・武

蔵野町吉祥寺 2071） 
15.12.06 女子教育転換 藤村トヨ（東京女子体操音楽学校長） 

100 古川武雄 ３ 
（住所・武蔵野町吉祥寺） 

16.02.22 多摩青年の情熱 古川武雄 
16.04.22 国民学校制余論 吉川武雄 
16.07.20 中等学校の区制 古川武雄 

101 本田清一 1 
（八王子少年刑務所長） 

16.06.01 防犯瞥見 本田清一（八王子少年刑務所長） 
 
ま行 
102 松井翠次郎 27 
（南多摩郡青年団常任理事、幹事、南郡聯合青年団主事、南多摩郡青少年団総務部長、文化部長、主事、住

所・南多摩郡恩方村下恩方松竹 2139） 
15.10.03 青年団の新しい発足 松井翠次郎（南多摩郡青年団常任理事） 
15.12.13 花嫁教育の反省 松井翠次郎（南多摩郡青年団幹事） 
16.01.26 農村娯楽を阻むもの 松井翠次郎（南郡聯合青年団主事） 
16.02.18 時間の励行 松井翠次郎 
16.03.06 常会三つの型 松井翠次郎 
16.03.27 農村婦人とカロリー 松井翠次郎 
16.04.23 下からの創意 松井翠次郎 
16.05.09 農繁期と託児所 松井翠次郎 
16.05.18 協力会議の収穫 松井翠次郎 
16.06.11 町村吏員と会議 松井翠次郎（南郡青年団常任理事） 
16.06.28 祝辞の氾濫 松井翠次郎（南多摩郡青少年団総務部長、文化部長） 
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16.07.10 農村観の転換 松井翠次郎（南郡青少年団主事） 
16.07.30 青年と郷土 松井翠次郎（南郡青少年団総務部長） 
16.08.10 水禍雑感 松井翠次郎 
16.08.31 実際家への信頼 松井翠次郎 
16.10.05 豚を飼ふ青年会 松井翠次郎 
16.10.22 指導者の道 松井翠次郎 
16.11.01 講演会の礼法 松井翠次郎 
16.11.13 ヤクトク 松井翠次郎 
16.11.26 見学ばやり 松井翠次郎 
16.12.07 名と体 松井翠次郎 
17.01.11 詩と田 松井翠次郎 
17.02.03 学校と行事 松井翠次郎 
17.03.24 幹部団員の問題 松井翠次郎 
17.05.19 指導と口舌 松井翠次郎（南郡青少年団主事） 
17.06.07 壮年議員 松井翠次郎 
17.07.21 農村娯楽の育成 松井翠次郎 

103 丸山鋭雄 1 
（盈進学園長、元成蹊高等学校教諭、長野師範卒、住所・北多摩郡保谷町上保谷新田） 

15.11.17 飛躍日本人の三大教養 丸山鋭雄（盈進学園長） 
104 宮本至道 2 
（府立豊島師範一部出身、東村山化成国民学校訓導、住所・北郡東村山村野口 1377） 

16.10.26 農家と学校 宮本至道（東村山化成国民学校訓導） 
17.01.29 常会の役割 宮本至道（北郡化成校訓導） 

105 三善清麿 1 
（八王子警察署生活相談所主任） 

17.03.01 離婚の防止 三善清麿（八王子警察署生活相談所主任） 
106 武川久四郎 1 
（帝大農学部研究科卒、府立農蚕学校長、住所・府中町 9291） 

16.01.22 土に親しむるの教育の徹底期す 武川久四郎（府立聾唖学校長） 
107 武藤清 2 
（産業組合中央会東京支会主事、府立農林学校、宇都宮高等農林学校卒、住所・立川町南幸町） 

15.11.01 農村中核体結成への挺身 武藤清（産業組合中央会東京支会主事） 
16.12.27 農業団体統合 武藤清（肩書・住所の記載なし） 

108 村井光子 1 
（立川市国婦会長、立川高女教諭、住所・立川市栄町 3830） 

16.04.15 女性は自覚してゐる 村井光子（立川高女教諭） 
109 村岡栄俊 3 
（八王子文化聯盟演劇部員、喜福寺住職、住所・小宮町西中野 2042） 

16.06.15 素人演劇の効用 村岡栄俊（八王子文化聯盟演劇部員、喜福寺住職） 
16.09.30 蓖麻子油の実 村岡栄俊（八王子文化聯盟演劇部員） 
16.11.20 「明闇」の紹介 村岡栄俊（喜福寺住職） 

110 宮崎忠作 1 
（地方商工技師、府立染織試験場勤務（機械部主任）、府立染織校卒、住所・南多摩郡日野町日野 5515 番地） 

15.10.01 人の力 宮崎忠作（地方商工技師、府立染織試験場勤務） 
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や行 
111 薬師寺正威 1 
（南多摩郡元八王子村西蓮寺住職、八王子機工青年学校教諭、大正大学、高野山大学卒業） 

15.11.13 新体制と仏教徒の使命 薬師寺正威（南多摩郡元八王子村西蓮寺住職） 
112 山本光 1 
（帝室林野局技手、南多摩郡横山村林業試験所勤務、帝大農学部林学科卒、住所・横山村林野局官舎） 

15.11.28 山林を愛せよ 山本光（帝室林野局技手、横山村林業試験所勤務） 
113 弓場重泰 1 
（立川普済寺住職、府立二中、一高を経て大正三年東大卒業、住所・立川市■町 1836） 

15.12.01 立川市制の実現祝して 弓場重泰（立川普済寺住職） 
 
ら行 
 
わ行 
114 若林昇 1 
（神奈川県教員養成所卒、南多摩郡忠生村尋高校訓導、住所・忠生村図師 1506） 

15.12.25 民芸の展開 若林昇（忠生村尋高校訓導） 
115 若林牧春 6 
（本名岡部軍治、八王子工機青年学校長、大日本歌人協会多摩短歌会員、号若林牧春、住所・八王子市八日

町 47） 
15.10.01 銃後も戦線 若林牧春（八王子工機青年学校長） 
15.11.11 奉祝から奉賛へ 若林牧春（大日本歌人協会多摩短歌会員） 
16.01.17 文化翼賛の一部門 若林牧春（八王子工機青年学校長、多磨短歌会会員） 
16.04.05 翼賛せよ作歌人 若林牧春（多摩短歌会員） 
16.06.21 多摩魂の行方 若林牧春（多摩短歌会主宰） 
16.08.12 ボロ靴下排撃論 若林牧春（元小学校長、多摩短歌会主宰） 

116 和田晴芳 1 
（農林技師、前立川蚕種支所長、京都高蚕卒、住所・北郡小金井町桜並 2074） 

16.03.22 繊維国策の宣揚 和田晴芳（前立川蚕種支所長） 
117 渡辺武史 1 
（対満支問題研究所常任理事、国民防諜読本、対満洲三十年誌〔対満支時局三十年誌〕その他数著書あり、

住所・町田町原町田 605） 
15.12.17 防諜の重要性 渡辺武史（対満支問題研究所常任理事） 

118 渡辺満寿 1 
（武蔵野町愛婦会幹部、隣保班夫人部指導員、女子大卒、松月古流生花教授、住所・武蔵野町吉祥寺 116） 

15.12.11 女の立場から 渡辺満寿（武蔵野町愛婦会幹部） 
119 渡辺義雄 1 
（東京府立南多摩保健所長、医学博士、住所・東京市世田谷区下馬町２－1090） 

16.07.01 防空と隣組共同炊事と避難託児所 渡辺義雄（東京府立南多摩保健所長） 
120 渡田武夫 1 
（著述業、住所・南郡町田町原町田 605） 

16.04.30 時局下の二題 渡田武夫（著述業） 
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