＝旧聞脚帖酬開脚旧＝用

知ってますか／ 御名御璽﹂事件

I間醐剛胴囲

やあんたや謡も彼もに︑いろんな意味での

これはひょっとしたらひょっとして︑ぼく

一体どんなことになるか︒

トを三・︑にする﹂なんて思いつきは︑果して

踏み絵あそび共同行動﹄が行われた

1 日 本 全 土 で ﹃ヒロヒ十踏み踏みの

⑧ はじめはほんの思いつき

最近︑街ではますます﹁ピーZの受取りが
あるい︒金をかけても︑イていイラスト入り

︵踏み絵︶であるかも︑と⁚⁝︒

▼洩−︿思いつキンがとのを︶に︑＜やり

方＞小腹で藍住するか︑91m三日㊥

④I④−祭藍の〜と︒

② ︵イオム通信︶緩着への小包と手紙

﹁これは︵踏み絵のオフダ︶です﹂

冠省︒とつせん失礼します︒この手紙と同

時に小包をお届けしました︒︵オット︑小包

＿ 8 −

にしても︑きっはり︒
やっと受けとらせても︑10メートル行かぬ

うち道端へポイか︑クズ箱行きが︵ビラの運

命︶︒奇特な人が宗へ薄ら掃ってくれても︑
そんならもう︑始めからあっさり捨てても

最後はゴ・︑︑になってやはり捨てられる−
らおうやないか︑そして⁝というのがそもそ

もの発端やった︒
勿論︑ゴミになって捨てられるのに最も適
もしいのはヘアノヒト︶︒誰かも去ったが今

度くらが何をやらかしても︑体制はすぐ取込

んでしまう︒が︑こと天皇に関しては例外の

特別︒マル天に触れろのは大の﹁危﹂ 門で
﹁危﹂印︑﹁危﹂奇色々︒−とすれ様︑﹁アノヒ

三：掌三三三

の順序をお踏み′下さい︒

爆弾ではありません︶が︑開封の際︑必ず次
辞苑にあり︒イヮク﹁天子のはかりごと﹂ノ︶

となったわけ︒︵芋へ髭敦㌢薫は広

l︑封のまま神棚︵なければ下足棚でも︶

は去ったものの︑それが一巻の終りではあま

に開き置って︑では総ててもらいきしょ︑と

それにしてもビラというものの傍ない運命

2︑お神酒を供え︵すぐお下がりを心ゆく

にまず綜げます︒

まで頂いて︶アルコールで充分全身を清めて
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★

だからこのオフタ︑何が何でもどうして

それにはどうしてもオフグの方から︑み

とすれば正月にやることは︑心うきうき

卦三信巾は看

▼ 杵一−信は二は︶賃

▼

そう説勾庫小貫

▼タ同債蛋要
らず捨てるだけ︑同校〜掴枚とりまとめ︑ど

㊨④⑤⑫ぢ埋

そわけです︒︵一口千円の出資者へは一万枚

−以上の次第でみなさんへのオフタのおす

れが楽朕︑ああ楽朕⁝⁝︒

カ・・︑となれ︒すべてはテンのおはしめし︑そ

さっと捨ててけちらかし︑あとは？野となれ

初散歩︑行くさきざさのここかしこで処かき

★

ちらはって踏みちやんちゃこになるばかり︒

ろ00神官や××広湯など︑落とされ話ちて

らはるという寸法︒−とくに正月で浮かれ出

んなの足許へ出かけてゆき︑どさっと道にち

★

ません︶ぜひとも踏んでもらわぬは／

疑信者全員︵もちろんあなたも／のかれられ

★ オフグが踏み絵である以上︑天皇教の彼

が勤まらんのです︒

も︑どしどし捻てでもらちんと︑オフグの役

★

オフダ︶誕生／となった次第︒

−・︑L Iとたんに霊能あらわれて︑︵踏み絵の

かと︑思案投げ首の鉢巻で﹁苦シイ時ノ神顔

りにも薫かない︒何とか良い工夫がないもの

3︑一拝二拍手︑次の祝詞をおごそかに−

下さい︒その上で

ヒー￥とト踏み踏み

へおんあはきゃべえ まかばだら

︵踏み絵︶となりて 苔のむすさで

へこれやこのビラの命は短かければ

へ自分が信者か そうじゃないか

4︑小包をとり︑踊りながら開封敬います︒

それが判らん 天皇波
試しとて

田がない和の 六十年
年のはじめの

瑳み詮ふむこそ目出たけれ
ハイ︒これで一見ビラと見まがう範切れは
︵ヤクガリア天皇教・踏み絵のオフダ︶とな
りました︒ゆめゆめビラではありません︒

処でもともとこのオフ〆︑正月用．ハロティ

遊びのつもり︒その正月にナンデマル天が出

てくるかというと︑ご承知の元旦の新聞など

には﹃宮内庁貸下げの写真が必ず現もれて︑
すっかり忘れてた︵象徴︶サンを国民に思い
出させる﹂という仕温み︒で：一︑九に応えて

ぼくらもついつい﹁謹賀新年︑震護留サン﹂

通しよし巨．

へかぶレ

▼−俺・ど乙や〜と？ン拭

︵㊦合し

由と拝すにカ二倍すみしち

かれてきい合点清・斉か

せ⊥毒す・

勿論．略襟にふれ直りす

るを︺曾了パイ〜とでなく

スリル？組衷？葺け・

お宮か6度〜含﹂との−あか

工壬ワ・伍のつも〝七︑．嬰紗事

あり粛す空とさかく・何でも

打て食やとく子青竹急冷孟

らそれでしまいナチ

▼鳥ゲ妙音は︶d4日．

▼申込華僑暫しオぐr

Tで貝ら△・命中へ一gでく責も

慎Rta︒稀営口た︑＊沈

一−︸三七三七きり∩カヤ

時ン．1NVpA高魚乾す−

▼申込ん宵山Oq第7カー一命﹂

†﹂と号sZでそ㌘

で謙抑き．￠凧的8轡に怠

りレ．︶史に付目むeすかに

﹁NVDAL？竜クリスマ

スイヴC的にを︐オブ重富ノ

嵩雛棚蛇︒

−ラー

韓国行動の呼びかけから﹁慈雨鉛ビラL配荷まで
という︑包含と称名乍

を一体化することで−行動
の婁喋に訓の2こき梱ろうー

国

④ 句はじめほほ∠の思いっ言出と13五つだが︑思いつきば全

今回の︵踏み絵ビラ︶は︑はい巧の奴霞か吉への年︐に嶋汝霊

開
く釘も甘いとこうから盆てくるものでは尊い︒
ビラを通行肩に踏よせる︽というそもそものれ発育︑千き

位し辛︒

と実に坐り込んだ︒そり半管ラ左前方路面にナウ︒と打

荏田憲して︑磐好捕へトラックの進入路に︑窮地のニ〜三〇へ

ことで天頂かウかけつけその節幸一人骨け官うだか︑その作り
﹁恵筋柿館仙﹂と称名老犬キ︑く軍書し辛半紙犬のビラを数十

掛にあって・行事勅の壷味が潅木する︒

票から教千枝肴くここで︑或げマスコミ手打か手立て︑その仕

⑩ビ言一新すると︒管痕急患前縁が怒められるが︑ビル

㊥掌要で亨・ゴビ﹂の樟穀にすると︑蔦にも︑雪

両↓纏IL富雄﹁語草警言い

④与洋品吾がの行動として 前垂附和紀仙﹂に仕る−ヒ

﹁やり方﹂などに厄日ざれ仁か

ん与の治験か去仁一賓にもこすく︒それば−
き7回・五与るaZの之と︑脚韻留カが碑発避接を画策して

いる都政山県旦向の二原村直往虞から︑﹁頭掛訓告の機材を今

ちベて︑﹁さあ︑この新見を鞘人でやってきてみい﹂という︑し

e寺内の盛〃廃や神君宮との雑茜によぎれ大昔のビラ雪落

日的宙にも掛理が概ハする﹂というし弓をかばいつ巨︒哲屋の

こで・大いにみLFの気部朴卒中︐モーということがあ重

して歩く︒多く〇人巨うに現わ計ビラ急聖喜÷ぬわ竺立端
脅−つくる

りで方言

っきりその事亀にキがさのビラや﹁南条研弥陀仏しかしる

㊦ぼく・あるい伸ニ︵三一くの草薙行勘で凄く︑多敦毛ざ老い
ビラの難作窓登もあっめて各的一せい同時多梨的な︵ビラ務

されているごとで︑別珍童味か柵br︑︵辞のバリケードV

にむつ巨のぎつに︒

し古い賛同行動︶がTJそら・あもしろいく〜しかしI

Q∴鴛警意く異存毎もっく写す ・どうしてへ共同行動︶か

㊥せれ何級争﹁妓窃ビヤリズク栂に軌参与で一己空曹競高
恵珂称拒仏﹂と奮い巨白夜をきた丁数ぺ桝．路上にねこキーか︑−

っくれるかー

かク鍍てさとへやり方︶が︑8宮下税の人ら

その井三信に︑はじめて﹁描け絵ビラし現物一枚︵宅建に

付記︶を同封し∴NVDAの正体を踊らかにした︒︹井三信的

締盟を引き︑京で﹁墨字と亨入れ．使節せず焼却するをっ

︵いた打ちあそびーと名付けてへいささか恩もせ計りに掃っ

東熊米田信或はイオム層驚喜禎するので：さで電

書とおもしろ・い善言毎春へa桐構I︶粗−信である︒
てまう︐て︶好奇心をそそる与っに弗二倍でも丘徒者輔かてむ

︵なあとのど申込はふさて馬琴の〆切9位日舞飼までには鎚在

RL申込電停〃人六∵つき−人膚イオ△線番で甘い入官フた︒︶

㊧升二倍で探りて㊥和した〆切虞は目19日露rでの1NVb

ム読者五百人に達つて・参加を﹁臥かけに︒

絢琴曲Jgは胃iO白・労一倍の重盲目衣の同房で・高度・イズ

7日から急ビかえたが・それでものぺほど︑予定の幼く以上
に善しすがった︒そこで／切りを延長レ・﹁カー一億︸︵ほ頁下

④この〝カ一倍しの反応は︑‖月末にきつやく直人︑虚言G

へイカム諒希と如きの卸に古びかけ村費を聴足しにウ帆てa

日忍行哲子のプロクとして同封され・約五百の読者に遣られも

③この〝舟一億﹂は︑何軒序の低く鉄﹁イオ会頭停﹂日日23

は・うそ秋や﹇礼談で歴々ビわけではない︶

のきっ崖丸薬に軌もしろくという曹白にしても︑毛うう久ぼく

発達の予見幸吉﹁﹂何らは・幻日のか†て発見で︑牢記等

れる寒さは・元旦以降訓話するよう︑殺画を保管︑境目訓日

︵但し︑例と高裁出老骨ど・検曲亭にすって年末過に嬢か煽

し巨︒ヘイカ怠in典百を丘︶

％自校から27号範にかけて二せい発送︵撃て紋省の墨書曹包

レ・ビラ紬枝以下を同豹するへ希等重舞別号︶として・他日

﹁イオム通信幼尋﹂を・瑞勧後の恕旨護的とその送付案内と一1

㊥以上居か・立命有功の拡大二壌化主催の方はこして巨

鍍申込者に対し︵玉石〜九千枚︶の濠︶付手配を鬼了︒

調停○︵伊百ぎょ璽軌宮炊望至急で哲へ左療埋︶を同気︒％人

⑥度目鮪日′−紺日︑鞘み念ビラの議運＝生薬のかかに・﹁升

間事望外闘市河のかけ入れこすった−後避疹臆Iqで弄るo

撃が12日逆目商人千・釘菌餌穀壷令状をとって︑その日の五年

複しない節食のみ抄披し辛から︑詳しくげそ布き包含︶と︶
青み：﹂の約人のみにきっにビラの夏本のうち﹁枚を犬鷲

しから冗談りかしに︵晩かかけ︶せが︑へやり方︶何へ遊び︶

−芝のざら旬！年産才主か︑これ麻布希ったIrむっだ︶

組めe∴∴∴∴閤日田田富と口置
㊧ ︵こ︑﹂でイズム過信についてちょっと誌的して丸くと︶︑イ

kム通信は・向拝をがへ主としてそのときざの囲過に生壁する
へ通勤︶に囲重しに内懐について︶個く約曾威奴や去星を肉屋こ

して・軍団得度発行雪いる偲べ渇で上空〝一書創刊︑坦
た管下︒接着は合口呑愚任し・各号勤はピー印刷・釦ほどを遵
何している︒今回生井同行唐・このイス4通信の発行と読者を
土台にして・I古川あて実現で手にのどといえるo

㊥とZろで・へ英国籍劫︶というとき・巨と之蹟金力4通信︶
を古くでいるという阜巾の︑それ以上の佃でも甘い幽保の脚で︑

︵全国各地一せい目指の行勧︶を曇するざど−の︑﹂と僧︑ふつう

帝之うれひい︒
突風行動を可能とする條隼はー急為街で句否︒その租畿t

急套去る笹が何よ︒患奮隼宅
っきりそり年フ骨へ塵勘復籍︶が︑ますつくられてのり︑キ
クに全図で宮富治軸をしている下部の独紋臥商が匂77そそり乙
ととなる︒︵さもかくが実存富合をつくるiしぎが・これ請うエフと
言−罷るに−というわけ率いか拾いJ

◎にもか︑わ生す︑イズム通信紙五里工套登ビげの掻老互
選−が︑その6うな合口的大観録に匹放し・在りえ巨という句は

﹁実同行勤しの聖件である組織旬へ徳一︶と全く塾残留へ白日
壷A轡を・￥の前垂に弄いてい巨かナである︒
っ麦白人須一︶が︑その当初から吊る的︵盟約︶にすって︵得
律と団条︶をつくるものとすれば︑︵自由連合︶はIi傷︑租栗毛

い棄っ

引雪j〜劉

て︑いきnT技今日煮る人にPaFです新大彼・南京をq納ま

NVoA薫を Iヤーkうど寝て我停〜竺︿三一〇︑どフでき

大体︑仝㊦めん叶伍にひ︶かるそのと千綿でてい音義

とiなでNYoAで・つて︑もー︐大在官署しのようにZe＜6・

一§己DCへh昌bnH卜9︷つより拒鳥が孟母を鞠0時称︒

で各点骨レに︑方なたにも全国一せいの笑同行−鈎に琢加して暗

く−その患ン印行一切かNVDAといーもげです・
といってもせれ伊I

ブタン日常その手89勃さん×割田一レて‡︑︑符号いりで巧

A何もとくや︐qZと竜して瞭くらげでゐ1ませ人．おぼ尾の

さsうえ・沸前尊もともかく1いき現住の重の包丁げ・迭律に

詮か亀嵩話をかけるといミものでも缶録をせん・

触れ足り．奈写れるよう貧︑−とで庫64号購えし．卑俗坂上

ろ・接もいざいとまを直覚⁝副雷臨時がケ上昇3．日．†壱絡

Cそおでき・佃かく母を伊予から・気に争5才や薄らい全音÷⊂こ

いや⁚むしう︑せくひやりみのは︽﹁証︑﹁それ﹂︵男負︒えごと

までの﹁突風特高曲凧﹂内で睦べT下されげ古いのです・

講彊講読彊器鼓舞．胎生Ft

い−のとよく収にものです︒？

E﹁ヒント・﹁〜久しは∵にと主は上房し初﹂をして気ゲつかま

F しかし・やへばり・宵げか内心亡ヤ⊂クビクビク可︶しぼ

こと免れ保証何日⁚ワッソJ！．ホンLrズー・I・！

にのうつたりして・それから﹁鴨二﹂にDLという気分に亀ずる

④ あざ良のさわりのふ善意婆に∴﹁ナ元﹂を︑ぜひ・ひ︐︑げ・すす
めて支︑い†脅えか・︒帝きかせ定食しみたいおごとでもを︐と
信向きかねる・とこうですが二ロム由の盤賞．タカラ久ンほ

ラけ奮い相互掬儀での亀吉的剃断と選択・それを全く夜勤と若

ことでの︵相互僧籍︶によって成ハ立っている．
＾徳一の盲腸︶からみ小が︑それ市有ら権謀をとる＄のでむく

それゆ之垂確松でみやbIPで︑一方的思い込みすすべてを任せて

しきフ庵請けの楽天合着・裁け蔦的義時の放棄−と計る−ニラ
糾い曾いー富か車中へ倍鞘︶を思想とレへや︒方︶とする︑しと

によ7て︑イズムの読者魯脇筒 不可横の︵自由連合徳餅︶とも
い︑﹁ノでき・異体的刀と鼻り 寒風行動を旦貸するもりとなる︒

〈

i一書﹁ヽV

﹁尊属蝉判の忠﹂
ほとくどか個人の蛍衆

⑳さてしかし嵩行動といい白田連合とい︐てら今回の場合任

命第一しよに気獄等を什るわけでなく

行両で句も全備の菅は京急で憂え甘いoしかも人目をしのが陪
恵存劫とられ働・包含がやっEIという命の託明も合い后めに︑
一そう鞘I−むく二子応之す与鼠じすい9
そのきっ村塾合致左石︹足し︑あえて・面白く荘足をBEらすも

のに寸書には︑在勤為個々のへ自由適合︶へのへ想像力Vと・も

うひとつへ宮合壁薯が・どうしても松草である・
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灸簿と爺翠について・フラッシュバック的に牽ホする︐︑と上てあ
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それでI︵惜しくもちょっと手おくれやっ

のお年玉︶来ろ一月一日は︵全国一せい︑踏
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たけど︶残ったオフダ三千枚︑根こそぎ見付
けたとばかり押収してくれはったのである︒

しくお願い申し上げます︒
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かまざか﹂亨的︑まだ何もしていない但臼即日・しかもガ

うして︵⑫務缶登ビラ︶の偉勲をかざっ竹巨かICついては
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造煮l他は︑かえって梼刀の術中に−舌きるもクだoそして︑ス

しての︵色盲凄健︶をあきにして︑他者1外蔀のみにふける
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共同行動にあける偶の主体低は︑﹁包含ひとりでは辛が興
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ていうー助けられる白金の立場の掬轍と色覚から付け看る︒
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ぅ︒もとの道に戻って︑人の後ろに隠れろよ

︒
た

社︵護国神社など四カ所︶百枚︒通りはドサッ
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るしかない．でもまあ︑なんとか

▼すいま害し︑ピピッでU

もおで︑と魯寅ノ善意董畳ん

でレ窄篭るん運び初狩速くつ

もりでピ震う雷電んで
あっとちらかっていて︑いまやっ

まるで人出がのおで︑えらく目立

すけど︑はじめに行った神社は︑

1しかしお誌藍書入れて轟
見られなかっ怒ら︑鱒愚挙穀分

て︑下へ落掌と︑虚もとが白く

のねうちでしな−薄雲移動し
光るようで︑詳ぐっしょりになり

まし蒋

ミ編に捨ててきたんです．

きまへなん碇それで︑帰りにゴ

やん．とうとうビピッて︑ようま

とでウロウロしてるんか思います

知りまへんきかい︑このビラのこ

きてたらしかっだけど︑そんなん

ケンカしたとかでおまわりが出て

してな．あとで調いたら高校生が

おまわりさんがぎょうざん出てま

鵡社は人出はおましたんやけぞ

つようでそこはやめ︒次に行った

妃とはかり︑一めん＾踵み跨みの

の西口を出だと先ん︑オフ窯彰

後︑学か忘れて出かけました︒駅

という答に妄心して︑元日の午

▼遵話で＋ムリせんでエエ圭

ぉ侯の偶然の曳寵事実を報告ol月2日午後

▼二十七日母さんとこにキロ

兎日放全都捨ててきましたヨ．

2時︑東京・浅草浅草寺は数十万の人出でゴ
ッタかえしていましたが︑参道のあちらこち
らに例のオフタが落ちており︑みんなから踏

メイギ違差攫竃等ガザが入っ

さ′どこいうゲイサツのおとかし

こりゃ︑もう一枚もビラをまか

て見張りがついているというから

て出藁︑アパートの下に聖を止め

んづけられていました〇本堂回廊ほは警官が

六・七名︑仁王立ちして群衆の中の犯人を捺−
索しているようでした︒i

▼ 除夜の鐙を聞いて住吉さんに出かけまし

やな．ちゅうことはひょっとして

して一書籠かめを︑くら哲壷

珊V．まるで私がやったみたい
に∵あわで︑びっくり︑どきどき

た︒そらものすごい大盤で︑見えろのは人の

暁とこもついてるからbから人

．雄l−V．m

して︑それあら決心●とってかえ

頭はかり︒地面がどうなってろか︑なんせ下

と思って︑自転逆で︑何聖も同じ

を向けないんやから︒で判りませんけど︑天

地をくねくあまがって︑完全につ

望毒ったり乗たりして︑潤い路

員の膜嘲蟹この愚人瑳醤

ちゃんの顔はもうぐちゃぐちゃ︑踏み踏みの

刑にされたのは間違いありません︒

全国各地で柏出鬼没の志田の＾踏み絵＞ビラ
繁のダリつ・d・務等奄しの﹁イオサ諒噛﹂至をスワッ︑一大事ナ天あわて一言足∴高貴警程遠 蛋︵重艦

一畳・−一室．蔦の﹁藍の河井さん︑王宮手管のガザ入巾をうげで︑慧潜二歳の行動裏﹁タイホノ﹂とい
■垂持して︑まく〇〇一遍ヲ〇シキツツミの周章寛−して睦月軍書過しか日昌ぢれているが︑いっ一号にお

−aの捜●は鳩車で競い9年か︑一里尊重行われに﹁＾購え輸Y写す委しの鴫減債々﹂患えらntsていや

の雌重撃要撃蔓草集縁重し崎

Uの車仰古顔に嬉雌し繕真否馨覆空電のモースで冨きれた﹁オソレ︵塗こ学クーも憂しい楯動の警条精遅配

てらつきーつつ9ビラ幼

三千校︑イカム餅

鷲︑末繋連衡南

砂敬遇を神政し羊

毛の〇時込肴急と

か酌耐電鎖−ひど

要言舌∴思馬

手の午後四時まで

いさざかつケロー

貧こと控つに︒

というよI−むし

ろ︑大き曾プレゼ

ントを置いて帰っ

てくれとことに冨

⑳￥考古シ

ト牛刀一灯−︵青

︶一回りか丁へ毒的奉

迎︶から凡そ予想し

てい巨﹁霊﹂や﹁程

合幼名全や遺を

でなく︶まさに捗の

玲ざるびフ悟り

−鑓貴下筒へー

の命名し御名励曹

隅
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月をここで迎えるか︑般亀でする

＾念拾遺＞掘により告発す一宮

イ︶蜜筒蔀を︑樹余こじつけの

☆突返不敬︵オオサカブケ
わず﹁グックックッ﹂．メインス

り︑翌日現場の轍避めでは︑おも

巷﹁犯人？は現場に戻る﹂通

の
も
︒

長にお花見や海山したときなんて

月のお縛りというテ室のるし︑気

あげます︒それに︑こちらは旧正

これからオフダの旅まわりませて

︵B︶袋からバス停までの路地

両側︑バス停ペンチの上と下︒

▼路所∴家の近所 ︵A︶週の

▼日時三日十一時半ごろから

▼ 年の遜れは大盗な鮪で︑正
か迷いましたが︑ともかく一ど出
トリートは︑ゴミと化したセロヒ

んづめる人あり1で︑こんなおも

拾われ又費しろれ︑知らん顔で鰭

日︑怒皐離苑支局︶にお年薫製

Pさん︑報道関係︵NHK︑朔

︵D︶ヨソの萩の猫がヒマそうに

黙やす灯油缶の中へ二十枚ほど︒

▽一時間後︑バス停︑風もなく

してだんで一枚おみやけに︒
に入れ︑投げ込んだそうですが︑

人が見なという形壁のまりなし︒

反応なしとか→﹁御名御璽事件﹂

が︑まだまだ︒

路地等ばそれなりに散らはってた
ながり屋さんより︒

女の人が一枚とって跳んで︑そっ

ニュースもコピーして送った申

▼ 誼窟窪じく一しどこにも出ら

た︑穏子連れ姓と子供はチうっと

とバッグの中へ入れてはった︒ま

統まれなきゃソンソンのもったい

れす︑やっと知人を違って飛行場

けてきました︒とで雲母藷よおご

ゲートからパーといきおいよく痩

ー吋︑父親は取り上げて離んでか
ら︑もう一度ベンチに謹ねでおい

▽一房同役︑バス停で宙幼姿の
晃上げる人ごみの中をあちこちう

に行く持合があったので︑思否
多いのですぐヤシビ︶境宙塗遠よ

▽一首後∵どれも跡形なく潤え

ていを

つにくっついたり︑ますます汚れ

や泥にめり込んだめ︑犬のウシ

宙の中はそのまま．襲地の方

つてるの郁十嘗雪

バラバラに踏まれたりしてちらは

めか一つもなく︑十二十㍍発に

下に敏いたビラは︑どういうわ

この池の中へ数十枚︑うかべそ一

なので︑勅弁して下さい．︵R︶

いましだが︑ガザのことも宣伝し

く；︒これ︑やり方と適ってしま

れ﹂と云われて︑どうしようもな

﹁ヒロとトさんからの年商状おく

は場所がら︑喰ぢに大野判になり

という噸序でやりました︒玉○で

▼香華々︑−日nT玉○登園

故事︒敢雫南無阿弥陀仏︵R︶

て︑バスに乗る︒

ICびびって∵ゆっくりのんびり︑

も思ったの嘉︑マイナス七度

▼舘雷努︶はじ坐し一類語りと

度よいので壁用串です．

通サイズの本が二⊥高大って丁

つかみだし︑足もとに落した︒普

タイミングを計って︑抑もとから

ると外からほわからない仕掛は

宮からぶら下げ︑ジャンパーを掌

で作った︑ビラ入れ用爪バック︑

穫は︑元日の田︑思いついて急い

っけなく綬了して物足りない∵収

らしろめたさほなかったが︑あ

目疎

ざいきし准

︵R︶

殿前で五十枚︵怒眼や頓億の首が

どいて︑塾盛二日はー8の拝

▼言︑天神さんでは︑柏馨

しろいこと︑近頃なかったです．

誌︑公田など玉カ所︵C︶ゴミを

トがあちこちにちらはっていて︑

ず︑無階のお拡用で︑私といたし

▼ 名物の〝カラッ燭〟が炊か

i彊JIE

オオミココ口を密ごねバカイヌめ

ようということにしたところ︑こ

れが大姿で︑薔雪造って竣灘
の大型トラックに引っはり出して
もらう始末．とうとう年こしば肢

除夜の銅をききながら︑根と二

虫
で
．

人で襲︵巷︑襲擾中といーつの
に人がうろうろ︑風磐でなく足
でけどはしても︑何とも一薫のな

いことでしたが︑オフダ落しをや
なんの汚沙汰なしです．︵B︶

りました︒

▼おフグ︑とどこおりなく︑元

日の朗︑すててまい花柳もうで
の人ごみ︑と思って︑スボンと腰

の閲に入れ︑スッから消す遮僻を

したところ︑袈裟巻きでいす︑

相室から高話にきてゴミすてる
数あるか﹂とにらまれだのにはア

ウラだ盤櫛上から玲てたのは︑
ちょっと溶込んでい妃のが︑こ

ポケットに入れてる二人を稲嚢
れやっですこし一葱が出ました．

︵追伸︶繕んつけ用チラシなど

経験ないので︑割りだい衝動にか

座ふとんの下にしいてます
っいあ

′

のは

翌日、現場で「クックックッ」

灘

に7こ7こと

変の

らねた．それに目立たぬところに

曾Cるのももったいないみたいで

註諜 映画館でバラバラ，ヾラ

ていた︒環やな何枚かは憩ってる
か
も
．

潔賎遭①なんか絶てるだけと
いうのはあっけなかったけど︑バ
スを待つ孤をして︑肯き撃つ人の

②もしマスコミ苔がとりあげ

蜜みるのは楽しかった︒
てたら︑近所の住人が︑意の見
たのと同じものや−﹂と︑びっく

のうちでは玄関の上りかきち

りよろこんでくれたので時

ます︒それと瑳ブトンカバーの串

に豪籍でて︑マット代りにして

▼ わたしは︑天皇とむっことや

に入れて︑座ってまずく ︵S︶

ふんだりするのはようせんという

璃しに︑なんとなく︑1分罵言
か︑イセなかんじやってんげと︑

あんは菖フ善書でガザがきたと

︵F︶

書いて︑玄関の足ふきの上に天ち
ーやんビラをしいて︑祭日ふんつけ
ています︒

▼ あのゴミ 五日の粕桂におとめ
亭与︑あァーもっノとま青戸い︒

有で小姓︐十でLE︑∴∴∴S

邁瀞展憂埼年へふ抑季・
雪録露し守て無し竿とっ町

▼ 冒・立間高綬河浦︑串良科人

へ茄に出てオームとか待合町で川
サ仕サーて看いてさらこか・これ
でぽくさ重囲疾︒巨のしかっ巨︒

八重チ支局・宣言立川⑫信卸へも劫

以工胸板のアキ塾C︒∴A芸停電園

身重雫時日ほどして一枚のビ
ラを定年︒天チャンの槙か々八つの

達ざれたと凄い舌すが・新前にけ蔀

て冶7てさまし辛︒半ら後∴色盲雇

宵で浸かれ﹁穴明や浸き﹁／計の刺し

K

▼フルムーンlPスすれ剛をひヒa

りしてるでしょう

工手舐轟に畠いて面白看し丘．−護ル

生巻き孟そクモ・∴∴∴−W

では友薯をきいで昇りません．HN

っく＝⊥かし享∴取ノヘ武 小正月にも

▼オフダ∴更え二日IL玉谷芦

町中を嫁を盲LI主坦い毒すーN
▼手本か′昆和宣ひいて私書ふ

掌れきせんoでも高窓か宣告
甘ど両って・驚すけありてた

▼筆写青竹空少尊いの善

毒醇曾乱丁ゴミと一しよに湛そう
か﹂し田÷てたくそう向一発・抽・へ

い巨︒的凋響︑付与布令勅・代々

的姥が待ち千︑れ小ウ緒羊に本丁礼を

ぐり︒引官￠毎鬼魚市︒宥和的鳴り

トイレの中に討

一鼠臼㌃ほとして

木煎︑居館歌の公魚トイレ・そ牝も

○

が争て﹁也もすqpiつたい伊のし

曽任用夜間で寸が？同意すぎ︑

と母︐て店0まレ仁︒

▼3IB希をのぞかの領有きいでオ

で﹁一IUIをり牛舎ま壇だIヾスで

通ウキ薄ま僻中富幼さ歩いて・暗闇

韻事LE︒喜一LJ︒天女偉塵り
ひっか日にち巾です

い大きが姦婦が面色即に︒甘んとそ

きみかがら逆毛官印めていくと︑白

ト﹁之にみシソコきジャージP−と

ぼやけに風が省く・クソ1昨日まで

︹小便では舟脊キ摺つにも甘いうず︑

承禁に落之るo震い伊からヒロヒ

け照かビュービュー尊のに︶へでも

ど人骨に曳くてらシリコー満つ？→巾

り二つ貧しー好打を卸まさみに晶

れは麓憂患Boシーンとしてぺ通

ラをつかんでIヤアツーと︒︵うえと臼

患い子り上に向77と／成徳けいの

Tウシ木かチン﹂とい7tJ−∴一じ

が﹁砺しゅうっと辞されらぼろデp

ンズ口車で︒車の中から直で動希ビ

わ︶住g街︑梯律の回り・唇壷と蜜

いくと西袋遠の猟院︒ 〜㌔7倍
げEらしヒ尋o﹁伯鈴蘭骨から糸車

やる心を押えました牢△亙−Z︑
悪筆−だドパーウとうモ方か市か
ったがもし︑協の扱−ごそって佳こて

らの巨の︑左戸的措けやすいとは

へ大隅でど︵﹁か神政されてるのを知

てて歩いて なんかスクーとした︒
金口吏イ首に二人のポリ・やはI−ム
えいキド雪ビラのとに旦いジウシ

可−まかみせてをへ曲って磐へ

を拾物のI工︑主寸へわ棲修と︒それが

▼ 二日・初詣の工費栂連−く鎖
骨もで目立ち羊﹁台つ古の七︑
二〜三

天領はすくずりサブの中

二万品つコィ︑／ロッカー㌃どに的枝

嵩煎葱醤造琵馬寧っ

人計る︒私緑か骨と抜ってピーどれ

石竣功亡に・最後三社を古き玲っ

神職に練クとかじヂして つ︑ITに

20

ゲイL﹁7−−7いう主のげさえとO

たlVツ︒種さあか専逓︶窃帆に草っ

僅痛に計るもの芦︒ドアを凧叶︑ま

ゝ︵︑善人でいろ．＞て句中ヘビ一↓ノきつ

Lgモ宙もaiやタメ曾台にし

ま−そしそばをにべ7時特急手つき

っとく田︐iしい息レさとかいいっつ

羊の夏の出身が蒔かれかくて 砕い

うという之と席

流される・仁つ曾

て倉ぺて索るぢけのせ商を続けてい

▼ 何年高みで黒い雪た．−努霜

すい真 司依馬火の気雷電児島にし

窯耗行．冶てるすらをし序巾村の

ずつ︒千年一年がくぼうそのきっか

はみてませ人︒串とぎれ7︑︑︑治子ど

こうして私さま実

同行肋は玲﹁たりです︒茄潜行か

けに︑と二辱のそりよく鹿堅剛にだ

﹁クも：

てこノへでのり20︒羊la名声へ

㌦帰ってー署名啓一eその佃を譲ゲ

れ

とたしを ヒ・−をがタグ︑LIをとめ

争うと．官僚腿時ふ食前︒脚か恵

﹂りこ善し︵サツ︶︑バラ苦さ巨かつ

不当官営は辛と︶；てみ午とZ

で露に一ノさまし直︒

K

り上向け由仁置いてキ丁重し辛︒赤と

ふ鳴る．い斤いタ．シャゥタIaト

ていたち果してやることがすきた

かど︐身︑斉し辛・︑−の寄書知っ

たし︑非食にスッ一下さ華やがず見

立つと︑一目一言その符合雪のイ々

りE称をザ富が与﹁復左

目で尻白書し辛︒

L丁半の本営や雪忠にかじけす

ワクワクトキトキの元日

Y

いどっか︒薯客のイ萱を吉︒

入れ書風して

官で﹂︐誌かえるらしと尋︒鴛に

日かう︒麻再伸が碗っ烏的鼠げも

くひとりに打っていた年では・︒

中書︑計十常務8

ラ登り︑南が一台縦笛してい脅ビ

Vで〜が干草凄千月洗いビワだので
しょ−1
M

ッ．あつけばい︒葵にあつけない〇

ラ左手ぐりすつかみ車の下へパ

ち揃 て一⁝十和すわ窃1の董打から方

▼ 竜骨早さのわ仕事轟き一人う

︑−の・砂ナで赤と四回︒曇りに飾
理︒i雷患︑宋ツラスにビ一百着孔し

る・十鳥で汀マワりJ奮哲
ている︒−チ卒で心の棄内か・ドア

▼今年はいい寧日でしま︒引−自慢
−大写しに対すうイレ千十〜れけ

し巨．ざ昔餞種の上かどに分骨して

リトマス辞に小かつてい多彩官尊∂
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毒すへでしそ・対富合号紫し／＼豊
に⁝装置7享のに︑−回ビビルと
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と︒言の前の折かくらさ舌稿み程

︵18高下観た事撞⑳っいく︶
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はし﹁い中弛み斉いてやるピー﹂

つけ﹂ヒそこキqtに統合のフヘクー
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をび︶などとイネスラめかして
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らほいまつに思想︑信條・却住二雛助︑人ゴ子年を古ハ勝砂
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やん春雷つりて普く観て宙をことり曾いく雪が忠告7雷鳴してのL措辞
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︵ぇ小欲彼医会鴎q呑む政和包島者0万8のり⁝マスコミは全く監

れて日本ぺ小農素足玲止︑稀急曲錦との︑︐太さ生者Uが衷テEo
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そフと捨てて香るく−というのは・伝と

も前代禾㈱・窓も奮強したことのないこ

事をヾ万として・覆し利同しての・上里てオートバイし﹁白

描麗しきを古谷がクーと・走行中豹還二質黒蜜ず台踏

とで︑多少の縁先きみく寂び千㌧しい︒
配り巨小という衝動をとめるのに普伊し辛

切り打どの亡びに−甘少が穐きが窃る︒王正円をけかくて・立

直畠︑二四十−臼・帥冨一﹁九日にLEIというのも希った︒

とか・冶ててしまうのかの在京をて上とい︑乙玖猿が
何人かがち来巨︒To：くさもうかiU垣瓦すると・務か稔

押掛逆か鈷目迫に方フ巨人に停学著者敏︶を遥フ島

る−ことば凍薯奔蔀かラごいているといー？︑とである・とすれ

⑳盲一例ビけどか︑この人共同行動︶に丸ま射董禍の高

最初の戯同学の五百符は・多いナ・というととどっ中

ば点け惹けでかく・国営本部の重苦に会田の驚

論にぐうでしまう倒1．︑年中之Olとやけにと甲めてむく︶

主しかっ巨が・いざ蜜ててまわると・五百虜はホン

I脅日工錯→

か動いた−と東息に椎星できる・主で高年・互にその上轟に

奄蜜ロがいっているものとみて凄うがい曾いo

qワッとのミノ舌に尊く打って．ほとんどの人かウ
ッケなくモ／各年でカっ仁を﹁ヽ倉︒それに抑え

⑤ ︵踏み絵︶Iあんたに対してもー

なこじつけの︑街名御塁が浮び出て︑その現

＼i／㌻ ⑱謬醗轟 ● 講義 テ itレ

48 ℃ ′∴ ● 翳鶴醒 1 諺

紫 す

16一宮上儲かdlついく ー

それに︑不敬サンが何よりも︵踏み絵第一

地がー︑︑エ・・︑エや︒

きるでラ

はっきりした︵踏み絵︶の意味︒−という以

イトを当てたように︑誰にも彼にもすっかり

号︶になってくれはったオヵ〆で
もちろん戦前にこんなオフダつくったりし

つまりまず第一に1ガザの令状を出した裁

である︒

が︑いまたげなあとはかりはじまっていたん

上に7ッと気付くと︑もうへ踏み絵あそび︶

たら︑たちまち不敬罪ノぐらいのことは幾ら

ぼくでも充分釣っている︒当時なら考えるだ
けでもオソロシィ︑とんでもないこと︒

が︑戦後は民主主髪とか云もれて︑ボノよ
うがクサそうが同じの−言論思想の自由︒軍

の踏み絵︒第二はオフダつくりの張本人のぼ

判官やハセカッちゃんたち︑権力側にとって

く︑小包やイオム通信を受とった︵あんた︶
やへこんだ︶に−自分の判断を迫る︑二ど一二

＼

＝；二手＝ここ＝＝＝＝幸二

馬車扱いかめしい大元節へイカも︑セビロを

着た猫背のやさしいおじいきま︒︵朕もナン
あるた登のひとしナァンちゃって︶⁝

どの踏み絵︒第三はいうまでもなく︑ガザの

報道をしなかったマス三・︑さんたち︑否応な
しの踏み絵︒そして第四億−﹁ホウそんなこ
とがあったんか﹂ちらっと溝がめて︑それか

ら一体どう考えたか︑気付く気付かぬにかゝ
になる−世の中全体の動きのー踏み絵︒

あらずそれそのことがやっはり踏んでること
いやあ︑それにしてもこんなオモシpあそ
っとして前代未問IIと︑タノシソではかり

びは︑一生に一度出来るか出来へんか︒ひょ

はおられへんのが︑踏み絵が示す﹁シ︒−−ワ

00年﹂の吉凶禍福／でないやろか︒

▼凌塑頁㊧﹁㊥〜何重⑬︑高み徐・
そ受電抹﹂本選

、「26−

で︑敗戦後10年目−︵位なら︑ま︑こんな

モノ何ともなしのフウシ位で無根したかも︶
−柳年目︵では木ウちょっとヤルなぐらいで
やはりそのまま︶−50年目⁝そして40年目で

は⁝︒戦後と今と﹁刑法﹂が変ったというあ

けではない︒笹の中いよいよ豊か︑ますます
シーとは︑

平和の明るい日本︒天皇サンは象徴で︑決し
て替えたいなつウイことブラへ

︵サ7︑ホンではどうやろか？と内心で時々

は思うことがらっでも︶どこかで信じてる？

そのーあいまいて好い加減なところへ︑ひ
ょっこり出てきたのが︑この︵踏み絵︶！と

だんに／﹁不敬罪ではないゾ碧︑御名微寒偽
造／﹂とは云うものの⁝−⁚︒

つまりオフグはリトマス試験鋲で︑﹁一のそ

び渡しにちょっと浸したら︑たちまちまっ赤

￣㊥−

