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呈・∴∴！

くわ禽タイいえ）則Iワ＿

﹁天皇も人間﹂ってアジア

の人に言えるんやろか

れと︑戦前︑戦中と同様︑

の襲えさんの慰倍もの生活

主導使って︑忠読めたで
られている正憲の天幕

と当ったことがないにもかかわら

厨緑に実宮白雪私は人間です

︑
︶
ず
曇も人間です﹂
に︑私と同じ︑どこかの絵べ

んではないのです︒

慕っての戦争のときは来電も

︑東アジア反日武装檎涙の人

一緒に﹁菊夢プtL

打ち破りませんか

私たち目薬あまめ＝念紺と漂 せ棄とても罷れ貸曇︑反英
いかかわ皇轟っ羞罵していな 患 星 雲 患 い 豪 雪

曇か喬が︑安はおっか
いと感じゑ芝とっ手書か︑
董撃いるのば箆溝な︑鰻 ーきっ重遠つきがないものである
重っ沈︑蔦は誓馨窪つ 毒づ薄霞させ一篤蟹恵ビ
ラVはー凡駈﹁芭香・墓室フ

義霜埋薫ゐa蛮萎藷蕃

ァミリーのキャンペーンによる貞

きがたいものの健におもえ霊室

﹁下からささ冬と大書窪のひ

そしてそう替っ感銘が美恵制を

宅っ経ってい一念で濃い号 霊への杢罷反薄紫ので
ようか⁚マスっミや硬府蕃濫発 曹

タブー﹂ぎ愚詠象ので曹

﹁要ブふと脚獄．﹁鶉澄穂

瑛な︑そんな行動を︑もっと工夫

麓講に愁た急美轟とのキョリ

−．憩は︑滑りはふれ来室と美星制
急設はず一類な︑そしてそれは

はつらなる麗穏蜜励uい

穀粒美星組織盟鑑堀田盟誕
任をうやむやに虐め蔓る曇を

して瑠沿いと思いま青

きっとな宮窪なの空−の心憎を

魚鰭み絵ビラVに寅対↑矢も︑

義じさせ︑不快感を味わさせる

存在させるものだからという溝板

で一号︑生活の瑛諜一ぶちしみ出

たこの﹁自発寮ヌブ﹂のあら

な菊タブ⊥を打ちこねず種こそ

︵加賀爪弘行引地印刷工︶

ので亨

めの鶴謁をいっしょにやりたいも

いでしょうなそれを怒凄するた

のひとっ−に思いあたるのではな

われとして天恵制があるからで 声番えてみれば︑冒然な萄タブ
亨．だから任藷の奥深くの﹁白球 ⊥−蓉茎真昼紺を萎え︶箆

が霊と一重紺憲本問にびっく

りかえす戦略であり戦術だと思い

瓜澱み漁ビラVは︑この点から

ま
す
︒

するとだれでもかんなん竺竃

や差昇﹂を自分と他人に慰描き

や一盃蘭蕊差す5事に膳わらい
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型憎されたんだ﹂

琴は芙宝達の銀猿で笛にも

詮にもならないんだから﹂などと が天稟演そうと企だてただ

いう声にもー寿ぎ参れ︑笑盛も

ないビラの思いをたくし︑

蓉街もす三塁雪のびているん す︑かつての大逆罪と同様︑
やなモー愚いなから︑聖悉ビ

雌噂実りの立派な石川ぎー

うに対しての批判をよあました︒

んの馨のビワ邦訳欝のあちこ
その上をまったく気にもとめず︑

ちに満ち一︑いるの浮雪C空し

下爵こともなく通る人をなか
ぬながら︑いままで何故のビラが

こんな遜命になっ空しとかと﹁そ

う︑どこかの経かさんの蕾であ なにビラを踏んすめるなら︑

れは宮にもと茎等ゴミ宿へ血 すげてみろノ﹂蓋害すあの騎
行で天塩のときのきつに．下を

経を選定ですることもなか三吉 ソヒソ宝金のを誉つき＼るパ

ていナ混判のように︑日本人の神 天窓き琴等︑戦前︑戦中も

いたり︑まけ経会タイムスにのっ

向いなり︑指をきしたり︑ひ−つって

毒宣誓蒜峯 書籍を雷嘉畠、i望＿￣蚤
19と幾多岩買黒鳥寮長二 完＼言

鵡

鈎

窮

続磐鵡諜舞墨

そのNとがなぜ夫妻あっける行崖と富丸紅するりです刷

図4やればいいじや曾いか・真筆中和主為は︑敵手を起した

人を免猿です︑瓶合着に対す3倍しみきしふれず待ち無けら

です︒甘︐巨れSで︒チョッパリ野都−全く随か立つ曾

尊んだり⁚

天皇に尉すさタナーは彼らへ︑主旨を

波に MTへ−

÷ 私の意見

年初の杜タイをみてこても鴫が丘︐モ・ほっ声り言ってこ

んな事しのの入電が昔警菰手いたり︑連動間諸点と
患うだけでゾツとします︐

そ人骨理嬉野丁に暇を立て

夫重奏溶岩百に頓立ちをかばそる敬

がいたち

のてるDr︑いき轡に天碧雲高一のム樹

袖修タイムス 舞鶴輯柱を

3人に対する友輪をしたいと思いますe驚ぽ﹁相冨

一大雲が′＾向宴一己Eqと・象徴にか

厚さ太︑宣揚を敦官した頬勘をILとしていますか．︑とても

っ巨のこ伊全く訓の薯で勾→了︑何故

て白やいいの十や︒

k青えへ−信は∴踏み絵どフの恵牽き里てとても南棟で

こんか人々の立場を尊重しかねます．

LE︒Kさくは寮ほで9条か奇骨に謙れるスバラレイも年官

4李白返ってるのか・囲うて労う！

と云フていますが︑天皇主産化した個打寺岡偏にや梓に掠 刑務所に行か町象徴として偽殻に6︑

れるとあ思いですか︒？また﹂肘巻農村する避猿が義憤㌣

兵こすヤカしモラグメ官主皇7のですか．︵掌案骨甘んか差別

として破フてない人中しでかいか︒どう

こ き め っ け て い ま す が − ′ 合 い 祷 庁 す る 葛 に 存 在 し て い る 掌 寡 ﹁象庫にかすれ︑空ろお年：﹂主旨

され︒pいいんビl︶ 優は手に入れたこなのーつ三女伍空

して敬語を填フくど〝・奴が餌かいい事

キりシタン画宮は罪のない人を屯営

し患すべき人物か？

拷

にケサリと逼儀でぼりつけ二枚はケツ7千として使い
みにはニノ7︑とても楽しかつ巨︒

﹁大切かaIa・嘗行かない慎五割FLと言いてい亭すが

踏務給料幽雇綾親裁

したが ︑踏み絵させて天皇去義看ず屯膏に

尺室生姶葛は迫害T︑れりやいいレ：あか丘

寅を蒔例曾い砿おら．士虫にその末書枠捌け

1逆夢裂き・シゲ子すうのでぽしこ書いてる

宴箆は常男を溜めて欲しいよ︒
し尊い運動が果し王l取立するのか？ スト
教き寮は︑ンゲキざれるん舌でI・

る淀タイを詠み︐ひもに広げて読め打沈稀

亭謬董悲喜ぢ宣︒
﹁宮か只喝すぎる云々﹂としているが

1偏向せず申立に﹂かれ伊いいのかで

存価値が甘い斤！ ︵右もたせ来場で半在締

とが︶1毒のとか富が諦める⁚﹂として

宮主義名字りせいにしないで飯しい︒宝生み

でろく慎︑借の尉∩に沢山いる︒

あ倉岳か春吉蜜し辛いの伊∵たど廟
せかをト〇

キロyLに OK↓ヽんへ ー

着き矧と4斗いぼ︑いろんな或衝州あっ

ー 31−

分の轟き汚したと属うその怯え嫌を＞ヽそ・

一朝 糟盤籍

o

本当に踏まれている人

一個の人間が田の史談となると

たてビ

たのしに︑どしかの．付．理で﹁喰

いう気色の怒意捕縛するまでも 懲奈縞柔辞書ま／

常男の・？︑ろたた−．−−に令つのはま

しょうか︒たとえば−瞬年の大隈

話同士の詳論も日米人同士の慮党

ラ雪雲﹂うちの亭雪一掬にして

での禦霧パレードでは︑嘩大手

案としてしか托寝のそし曇茸

ーのめませんが︑今日︑その毒

実録が正賞正銘の﹁戦犯﹂であ

が菜陵するというので︑大阪の庖

筆の蕎在とはどのようなもので
僕は宣よーつと的現の世代という

ることば︑だれよりも︑天皐そ

餌やナシバの範士で隻⁝する人々

々のこと考えて下さい
のは入るんだけど︑僕の親の堆代

いー曾だからこそ︑戟径四十年︑

して支部考の側が一語よく知って

葦糞︑指紋までとられています︒

瑳乍患います︒

この・芸論と一つを弟子︑つての高

ま．号がいないでしぎつ．

っきり︑大牢涼戦争でモロに体験

戟後処理に︑煮る聾憲︑七〇年

代に入って︑米国︑そして欧州

天草嘉簾の行く書きそこの
ように︑一人一人の人間が言
に行かたいか．そこでは︑いまな

ゆえ︑優陪し卒アジア﹂へ費っ宛

の膝︑胸元の稲枝葦たちは連日︑

除される︒また綬畑でも討横総体

い﹂お力に見事しいものとして排

ます︒それは﹁撞間している側も

への窓Cの大き一には宮鈎これ

慎界に﹁夢と平和綾法︑とく

お天靖が﹁職分の様的 責蜃壬と

措かれた出違人への︑二︑して天霊

反論が器せられています︒そしに

譜タイにも拭日押測への方かつ

と︑裟欝へ行って﹁おことば﹂

方なかった﹂﹁冨田にモノが喜え

しー犬た︶毒筆︑が﹁あの時は仕

が︑まるでゴミ同様にして救われ

自分の望蒜任せ怨輩ようとす

をのぺできただけなのです．笑に

に不戦と︑あー怠る範億の痘苗を

ー宗っ空と︑禽いわけがましく

︒
る

聾Cだ﹁篤九重の一方で︑絞

狂っの競燭には￥しない﹂という

意嚢＼双方の諸道イ一極薩かーちガ

ての﹁寒林窺判十を見てもわかり

天瞳の糀争預任は鶉限問とし

ーつえでいるにちがいない︒だから

分窒っに刃一叶うきつけているとと

説体制が今も姿︑発意誓芋︑自

望をアジアの遜兼は︑天皇制変

ないでしょうか︒

嫁萱を﹁冨トク﹂ずるものでは

れこそ姦役天軍制﹂が﹁日本国

−．薄雲しき−手．だけど義朗はこ

い﹂との声もーのりました．そう︑

せー宗︑といーつの変．円の緒力で

はないでししろかヘマスコミ奄﹂

いでしょうな

﹁日本国惣撃のワク内で葉虫

季題してのの大っ一g人へ耶判はも

きな統語の声が遼こったのではな

を︑とする渡鳥に対してこう−．置

ちろんタブーですが︶．

人びととの問に︑それほど潔い漸

．しのへハ騎−t治＞どっの聞噂享融

王あらだめてかかっーことに︑

は︑鴎貢を決して忘れたいし電柱

同室︶れ∴製毒草デモだ人

請孝一亘りの惣雷を即で﹂字にし

をも邪魔と．講読巾に生くその

紫雲÷雪奈ことだ

て言上言い・？﹂いうことでした．

凍害土色へ

そんな人−へこみたたは︑向き合
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日本人の一人であり︑決し一＼私

高い所にあがるだノ﹂とドすられ

タガタにしてしまうほどのもの

街蓮の瑞轡にあけくれ︑﹁コラッ

あり︑救国の農家が﹁俣賭待為を

ていたり︑こんなことは天恵にか

で
す
．

して僧態の塞ぎしてあるからで

自らの駿令背任を免那する︑︶−こ

謝擢するなら天真菌らソウルへ来

らんで山ほどあります︒

殺夫妻謹めてい＜だらし一書﹂は
のところと見井に共通したものと

い﹂というの墜穿け諭の≒乙だ

私空っは︑そういう細事売る

いえるでしょう︵もちろん︑筏も

﹁日本国薮掌による志望
と思います．

ますが︑天皇が賎純にーぢたかっ

こそ︑日本国やUはくらべものに

せ
ん
が
︶
．

駿後世代として翼任はまねが墾−

たのは︑あくまでもそれが高調靖

を震いはどの簿磯で︑二軍尊

進があーをと書手おまえ・烹薫

の壊部的判断によるものであるこ

日本の藷篤の櫛題をめぐって大

によって︑これまた吉本国憲
撃で認められた﹁個人の畠田・

とです︒駿職印が敗戦国薫くに

悠整合勧烹沫売﹁田富遠

は﹁携お淘擾﹂というやっかい

がゼ〜でし三つ．

ほんとにささやかだ︑ひどっの

平等の純利﹂が犯されてい一曾こ

戦時中のあの通知的な能力によ

謡肌だ︒このようなことかぢしか

なものかつ一一まとう︒

﹁天恵御難判は黙々とやればよ

る抑圧と製圧のもとでも︑超力

できないのか︑と控だたしいほ

の︑耐餅の︑アジアの星野亮だ︑

たいと思います︒

いなく蟻細が下されたでしーう︒

側が疑いだとすれば︑天網に間近

もし︑日本の語薫染﹂︑中国

実基への救制の蓬聾塗きっ

ことだと獄っ︒ ︵対日 縮︶

どれほどささやかだっっと大切な

たしたちは覇稀登を耕すことは

ど碇でもこうし蕪務の駕が

書館羅 締まにど：きて 絹詳寧 ：∴

づけられ空だふぢ浅蕊は民衆の

∴∴ 狭めとお ．∴「 お箸霞 一線i鱒畿繊弱衆聾

反総力の襲現手段語ったのだわ

軍需をくにいの「瑳証本．は・るなの駁目撃人きろ掛

ってますか．−てして

的き合えますか︑そして

じゃあ︑もう伸し近くへ搾って
目方の位語と料率の償還とが手

行って下さい．
を佃はぜはふれるとこーつまで．

︵ふ︶

警

小身とかき恋
〃〃

く小台はぺ社常船へ︑んの裁判︒敵前里枝周作とかち︐マム

2蛍恵苦し

はカ一二的人心．もー﹁如うん︒

りヤり日々へたし・戦後前年を細

丘へ穆・餌局に計って職長し盲点

人らの5．といりつまlI櫨卸売む

敬経で敵倭処刑ィ︑れたり取殺した

った人や．せめて一項e本人

あべたのA葛であんたの蛍にめ

ます︑ゐ飾り・︑︑の駐・﹃群語・王宮諺でも︹せず︑ヒロ
とト時人と小鳥く左前で諒の館．あんたはんを●人闘うつ

2とや︒

〜太さを†＆まと

事含み取捨に奇人し串︐る少々のは

．雨音と像へ1

暗︑きっけりイヴYと自在でいう苗健が・五gに宮という

為ハ棉・賭けん＄ことで藷に引込まれ︻哲利印される

そうや︑その墨nI

与へんし・てけへん しこに877つる・⁚﹂

の象徴という敢任せから・そくら澱は同質︑︑とに口鎖し曾1︑

ま書籍布きsqか善くをi←・
﹁豪雪さん愉・憲で目卒園の蜜あり・臼卒励磁統合

ざもり紙て三︑去年やう．nI夫掌も人柄や

と︑こうい・−︒とま寧ろべたの︒ヒイ年の引例レしか・の

A
l

LJと〜ちかか箆魚穀︑てて亀子てもふっうり人廟や尊い．

それ8億人有のJぅに幻も人ぶりでia居館隻畔︑ゆき

﹁聖祭差しに 喜色街凄削ってくれてすいi

て
ほ
し
い
﹂
・
・

﹁猪伸ぐう小で璃りへん︑﹂とや．田欝げで青ゝあきけ欝騒し

﹁僚んタにさiLbけ9い．缶LTTさい．L

で＄去れんとみれん答や．

してもその人たちに︑もしあんたが人的やったら︑郎之︻声

並みの扱Sさと・血の於ゆかし怠むしり

かい．レ已いと︑pTてるからピーせ・

そpl→どとまトはん︑あんた︑臨大きににぺけぺ互い斗
もしぺ即や 巨もあんたはズ仕りへ的 賎接へ勘や︒

走砂ん〝いう富合卸あるけど︑う八七はそ九〇︒1人二
兆γ八人﹂や︒
いつ幸いめんには 白金て1日分きざヽ色︑−てる﹂わん︒
○○

ぼく写しう寧フとーりんに朴答えるいもりに・あんたらし

﹁−お家かマム風やしと・叫び観ずのロ剃ってまず・

イ千の引例し﹂菅田島さんか︑ロをそらと三色Sに︑
嵐の弱掛った畠窟館んきいEりって・孫に与にはE左等︐

して・得種o廿日に界で︑しく・け人材幼のぞいて菌名のぶ
りしてる売手が言争両かせき？・と・之のどうマナに
﹂をみると争いてら夢・

目立ように穿った﹁素早でえの之ときかいてる本ゆアルバム

ぷ・ジミLYう繍・とぱくかて思えや・64と個人は・そ

せやけどるんには︑それど叶では済まへん︐・ろく鳥はよ

んなえ．ひとうしい曾・と︒
す吋というTもま仝号甘んでう・

あんた帥ってめるふい7．にとをげ康可の昌人斗全て︑
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これは鏑︑・慧こしいきむの問

私の意見

質しす︒

≪踏み絵〉ビラへの

6

鈍社食効Aスウ
⑪

︐︑のとどを︑ますはっきりさせといて・その上で・お人にか

ばんをにべか尊号︑あり堅戟中︑敬とぎれめほど推したあ
やよもを︑す〜してもつぐ尊母︐こする〜とか︑何よりH芙

きりっとのゆ曾いか．それで︐︶や非政治の人前︶大老や．
与
と〜うで︑︑八の当とイやの引伸しレさんに向いて高富°ん

￠けど−つい成年の外向のこと・語ら・︵詰寄血烏有q思い

へ甘言をぎいで．潰寧働きばつ小才し・患﹂伊ePつもあげてq大

を小人がき貰︶含斗壇−八強偽か柴田しめフにとさの・﹁宮々﹂

島通︑その一級名唄うて呑でか︑しゃべつ巨りやった宜した

こと伊︒抜はしと合鎧的依翰しで・彰密ずぶも脅っへん
0− ひとつ︑ぼくには勉粛忘れられん−思7㌢にのーと吉雄

と思ってはりますのせちか︒

⁝めんと主なで寅体や稲原やと祭りでたびに

もお夜もん︑﹂シを 点つ人声ほの．I出しと340で．

伽が銘27てるか︑聴ン玉0㌧いて︑よう見てみィ9
6

︶ぐ7日憾へで︑めん仁を﹁人的敵いしたい﹂

のは︑右のよう曾偶成の坤でもう一瓢もはやく・ときか
ん軍を﹁へ細へと﹂硯崇で︑んとアガン︒そやひいと︑おえ
しい世の中か携束上ってしぎうーと思うてるか点しノや︒

角の工にもぼくらみんなにも︑蘭島いひく今日棚田・お

というで︑あんたがへ陣に戻る人は

亀甲︑あえと諒︑

い篠や

てるロボットをモい曾ことに

れげへ大豊ggeOろ箪︶竹篭ムオタンイことやひい︒

伊ついて︑句えとの頭でJ−︑′京王︑あんた色男の面iT・

へそ之からい︐ヘムに術中かほぐれて

今畦にゆって〜た枚葺きつぐ鎗
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キyリと﹁イマヤ・アガン﹂と左−︶にもシマイ鴨川⁚

ぐみやようを冨l＋﹂す

伝心に寄︑片入官と一を高での同僚らどうした十︐十二三

n
T

つてくらやうJ

等やけど﹁高上たとえ冨矧ILの面壁は・あ定信単打に

窃へえ︐舞台同型かしかのぼ︑客室負の
信一も締って亀高手でそ︑へぎつに叶︑廿でるーそれけ﹁とで

にちかいずいけと︑＞これヶ妃のがレまき論がら・高言

iiを卸しLFL1︐．

﹁大富や

へいうタでも甘い11と・そ︐︑できっ﹁ヒイキの引例レ

げ︑卓然を烹美雪鷲雷毒冨豆ふく

′ごり﹂し°﹂の成風時貨尽臥青で−とくにLA籾分

てらエエし．いてもど︑ナいう之ともかいし

I

と49密造的カにeるか︑﹁あんたが三国堅剛みさ早め・接
待させろ絶壁あがけ貴人やしい・〜︑とが−あらわん・

九年前の％争秋︑例冒同庁が脇︑田⑧食で4慶事寮の
人毛釣ゆるけど︑しっかり￠つてでさい﹂をそこをう巨人を

命由80−一重恨公田総鉄の前にえらとのE両人巨が・﹁大へ

曾ちi邑岐東雲8単にか集村′﹂

飴で青︑いてたせ相の栂宙か大患偶．﹁弦での折gBLや︑ど
う匂っても手間的ぬき．△

と℡うねりで∵しやに0に簿へと拍缶がかかった︒そして
4日売口銀治庶左の縄l〒のろと︑8日︑伊くの老いる′食心

強愚かがス続に独学でれ乙原鴇蟹一任・脅やがて死l
あんたにその気〆るノ・巨か魚かっとか

これが敬語約億愛しや思うで・

そんな︑﹂と別館や尊い．術無として

いつだい釘やl

もうい台の︑之人材︑︶と伯母ひい︒

どろりに∵二者圭で辛気の中りんかので︑またをl亀揚前とラフと 甚 句 る ⊥ 大 雪 は 回 の 鳥 混 ざ し そ そ 紛 恥 で 扱 お れ る 生 命

おえたのり﹁寧−勘〟が︑ふん61叡指しに骨︐てし

幸で号筆守∴去霊膏霊．締高 ；寮i亭‡雷実主∴雲

く子種〉挨どよリ

諾甜
大患は陣営筒についていけ甘い・・・

向井さんのニュースにようと弗一倍

▼高鋳ず雛の手入れは亘か7巨︒

から四倍まで昂って・そり妨三信ハ

蘭蒋停︶で和のて内容さ珊レ・粕当
オ啓サンがみ之て∴花街やら捻び仁

のる箔某におる．だからそういうこ

レ右傾化や自己瑠訓をかえってつと

ツにをみそされるのピケと早とちり

者さめももち・大へシ官7たでbね

と何かかろくにとくどヶ年﹁三で低

▼前略︒まが開け倒︑ブラに大詔の

経ちめん音大かベビー﹁﹁耳′遠ん融デーか

之

﹁例のオ﹁ノダはプレミアかつ？∴

と

今

話を紫色しました・その席でC向が

と斜に新字．旋・斬各会でそう弓の

LE︒私りすは⁝骨と丁重ひけ左

梶申たちの美しい⇔轟かとぺどく務

7タを蔦してし舌フ伝う．￥う上を

かーり︑フい混和乙廿にケとれてオ

姫の成人式の甘︑明治細宮ふ智違い

若い雪像に2枚ナレゼントし辛ち

面色い膏血草し布き之と他見︒ c

bることにぶる．とにかく華へ下一旬

的百・K募りかくLEがる京間に友

とー7てい公判は道理・掻けばマスコ
ミにモどくどく出て・凄胃を苗

文的条を＠申し巨ケース見当㌦す︑

判例守ひっ﹁I−遷してらくどんの条

身のa町営こな斬れというは強い

それにしても︑早速のし辛卓か冷

く気焦りせず．せん甘いことよ︒

も五つまいて︒緑綬賢つけ何と凄

いうものよ︑とある免で訓切叩け陵

相成弓が．くの集団停しょせんをフ

接がチ慮ったとか凍し巨の単語かと

啓もあるがきしれめ︒伸同と患之は

3−との瑠誠も食倒で 春名庭寸や

るか知らの何に債蜜課して3

宮︐どの可やはり遥先からの塙

畠・慮病害とか︒⑫0．知ると〜うど

いうが・讐層−一l言−彼の物の

きざろ弟五日のタコ尻げ劾つき薄暗

︐吏金型匿しけ維しい︒∴く僅矩ゆ

発声うう︒法事尺骨つたものけ

局豊した埼亀申込右のみにきっ阜と

フたといー JO・殆ど骨の毎りざま

いていけかい電び・との色覚でした

ややばことか︒大衆韻雪印にっ

に扁く売れるし・徹ゆり曾私何・

みつけて過りー合了に冷えず7︒しミ

みく鎖でぴそかに7ウイトさも

の中で珍しいあも田遊び0番髭で

のく与いき‡直帰にざるか︶槙倖存

ア竹子の押虚言アイにし昏・と蓉
Hl

詳詰二天王の雪害⁝

かっていまし辛︒

iイ戻し折に亮︐こてにしましモ
ー紳信正虚レlつて︑オ7ダ仁も務か

ことにも弾味が希いません︒一杏高

私の啓と伊燥狂い︑頭い弁論部哲
もかい斥虞です．
でら・理容へに大事く序丘するみそ

ろしい人骨から・こい・﹁ぺに﹁島尾
0︐︑とき書いてくれる争うとL古い

度したら・﹁用までちょっと青くと

大麦寓話餌する・クそれ打やけり
一卜呂でいけ甘いNとぼからすイヴ

