とにかくおもしろい
▼ 本当に向合いことに告︐辱の

で馬︒﹁大連不敬しず子／〜て盲い
談＜やフてぼるのですかハマ・‡﹁−の

ちや︐て ぽくまに香気に曾つて冗

SSS︶SSsS濃さぎーSSSS寒さ寒寒肇

ヾNeSSへ費養いも寒雲美食SSS寒寒さSS

巨細ん吸撒肴かいた

▼⁝それにしてもZのかTIaひど

割引榊別−

とにかく村もしろいですう︑きれを

い．ますに訊産出倉を口実にした不

活躍仁恵奴状が継手りして︑きつ
ヽ﹂う宮ってくると 宕合にこ7うり

▼ 踏み玲論議摺初の≡フ読

めをしそ︒古希Kさんの平和密接

壌穀ノaIL魚座一大きを認め専と

と白−﹁dI事由敏格を串最のま群として

ひとつのまとう伝法と春之も曾ふき

ことにそり⑫o子︑︵米国危支うと首り

すとも改正の砂もサありとい︷ 鶉

に曾り禽す．

もー︐ぴとっの︐憲す思い〇五iの

Mrを茎霊歌と日︐てら金歩的−

浄辞めうな挫傷て急の︒合縁境
告その他で蛋ざれていくものと黒

ペースやめと︒鴫ちかに田宮ざ人に

訂孝を蒸着でめってごま自身と

ました．二〇を︶を蕗．本主審椙希の

い瑠紙竜蟄け蔓り3ご恩S

ろので−ヒhEL款か私人であり之宮

伊︑諾執絵かきの方向のひとつと曳も

天皇を個人0万へ入館放してのく転々

して市勢宿し倉S癖四度 ど哲脅す

いあずか︑︑−a同型は蟹げの

一ウがテ︑一／−乞アポにして︑大逆不

スコミ等のメディアをまき︐えでい

敬サンにチa申上げイかけて52とに

高市でえを靴かしといてよいのやち

夕Tiに夢窓に局脈している心のマ

反密で篤栗が．貧いqTやはりマ

か親犬逆手敏サンとして仲︑わら
ばとT一／1びコワイか弓狸ぺタ

スエーー千は⁚︶の拳侮言とり衝ける

計るものを︒︑え書連署重吉

イ爪に瀞等橡・Uのでしょ︒

黒か積るかどうか ・

哲前に計画が⑲に鯨れ巨富︑仁

くことが大切でしぎつ栖・しかし南

27日かチ旨乳での蟄急襲写ワ
クワケして達吉してもらい斎し辛︒

立場のノ爺が禽多Åスき請人で岩

ぶん同著がいたと希え至Aが自重
でしぎつ︒これぽかりはざフ七重種

1やりマス壬︒心ウキ山ソふ一・し﹁齢み

播‡・雪Jそ乗しけ注しですから・

．
K
・
o

青菩提餌が毘′ゐ♂−︑丘忠の看ず︒

いつで貴官もぺをかバネはない2℃に

貫ahか′つと圭火刑にしてはい患

ヽき合体か面白く・宗旨王が青いの々﹂

T

目ませ′へが︑やつかヽの争もしうい

l

これ羨んでにのしくおちる叙はいま
︒

計画つぶ十九曾いよーをその辺巧
ん

N

せ

手エッグそしたらどうかと芝い8ホ

非寮畠薄行助け合ぽ停年蜜尊の

ですか雪雷︒撃急襲貨に
繍ろのは本末菰倒でしす﹁か・KT

弘

心を踏むより高笑
向井孝の＜踏み絵ビラVは︑はじめ手にし
たときには予想できなかった面白い展開をみ
せてくれた︒もっとも︑前回の＜お札ビラV

い

奥沢邦成

◎

ところが︑この気分に水を差したのか向井

分のないヒットである︒

さんの次の二郎である︒﹁あのビラはヒロヒ

トの写真を踏むだけでなく︑自分の心を踏む
のである﹂との一文をみて︑弾んでいた心が

の場合は︑確か紙幣偽造の罪名をチッチ上げ
られそうになったのだから︑何が起ころうと

萎え︑暗く沈み込んでいくのを︑ぼくはいか

パロディーはパロディーに徹しきらなくては

んともしかたかったね︒
どっと変れが両の肩にのしかかってきたと
いう表現が適切だろう︒董−古を呈するならば︑

も︑決して不思議ではないたろう︒

ところで︑前号の報告に転載された向井さ
んの一文を読んで︑ちょっと考えさせられる

ところがあったので︑感じたことを率底に言
わせてもらう︒

足と言おうか︒

興醒めだ−︐〇・・ということ︒蛇足も蛇足︑大蛇

もっと気ままに行きたいネ

﹁な︑なんだ！ この瑞相主義的語り口は﹂
と︑思わず絶句するや︑たちまちぼくは空し
さに襲われてしまった︒

﹁ 外面的な言動からしか類推するしかない
不可視の精神領域i無意識の内面を︑具体化
もう目をおおって︑ちょっと待ってくれい

して表層にあらわすものたった﹂となると︑
と叫びたくなったね︒
社会タイムスの投書氏がどういう人物であ

幸か不幸か︑ぼくは肩書きやレッテル︑あ

るか知る由もないが︑この手合いの自称革新
とその内実のズレは別に驚くに値するもので
もあるまい︒
るいはその言動をう呑みにするはと素直には

要するに︑多少ひねくれて育っているぼく

育っていないし︑不可視の何かがこと新らし
げにあると思うはと無垢でもない︒

だから︑踏み絵とラのパロディーに拍手し

や︑多少でも感覚を同じくするであろう人に
とっては︑もうちょっと刹那的な真実が欲し
い︑そんな気特があるんだ︒

たくなったときに出会った先の一節は︑何と

もどっと獲れる内容である︒

逆説的に一一．一号と︑国定教科書で．遊び心・

を教え込まされようとしている−こんな感じ

なのだo遊びが興にのった途端に︑制服制帽

そこには︑問題を次々にタタ︑︑︑かけてくる

の教科薯が追っかけていたといってもいい︒

粘っこさとか：﹂たわりといった取り組み方

も︑へそ舶りのぼくはそこに︑こだわりをも

や︑姿動とは違った何かが感じられる︒しか

︒
つ

そこには：TIマへの接し方や捉え方の違
いがある︒その違いを無視した論法は︑いつ

かとこかで破綻を生じるのではないかし︑そ

んなことを考える︒
社会タイムスの投書氏の物言いについても︑

多分こういうことなんだろうな⁚と推測する

しかないぼくは︑むしろ︑踏み絵を紙切れと
しか思わない三歳児に近いのかもしれない︒
だから︑踏み絵が﹁自分の心を鍋むことに

なる﹂という論理は︑ぼくにとっては︑実際

の感性を一つの論態の枠に押し込めようとす

もたげてくる︒

ることになりはしないか︒そんな危惧が頭を

一帥 −

パロディーはパロディー

あの＜踏み絵ビラVの楽しさは︑天皇ヒロ
ヒトを巧みにパロディー化したところにあっ

た︒少なくとも︑ぼくはそう受けとめた︒天

皇制を︑軽妙なパロディーによって那輪と批
判に晒すというより︑多くの人をパロディー

に引き込むだけの魅力を︑あのヒラは秘めて
いたと思う︒
だから︑大阪府蕾が古色蒼然とした何とも
奇妙な罪状を持ち出して︑﹁何とか向井をや
っつけてやろう﹂との意気込みをみせた︑そ
の彼らなりの真剣さが︑逆に︑実はたまらぬ
滑稽さを合わせ持っていた︒
いわば︑彼らは白からパロディーの舞台に

直に言えば︑この構図は面白かったし︑撤告

おっとり刀で登場したという具合だった︒正

にみる如くの結末であれは︑これはもう申し

第120号

5月15日

私の意見

私はゆるせない〃
昨冬十二月二十日︑大阪のM氏は︑製作者不明のどフ

い
わ
くー・

敢万はを日本国中の有縁の人々におくった︒そのビラに

汝・容良ナル国民−一昔ク︒狭ハ自在目線専一シテ︑急
履ハ雲喪留︵シンボル︶ノ慮プレド七︑朕ノ笈巽モ
ノノヤク︵−立ツペグ七井ズ︒タダ秩塵スルノ↑︒汝国

民︑千々孫三重ルマテ・其レ克︵よ︶ク疑念スル勿

絡仁

御霊

天皇

︵なか︶レ○鳴呼︵ああ︶楽鉄︵らくちん︶︑楽叢

︵らくちん︶

仏枝タイムス壷的・2・23︶より虎雄した．同譜に

よると︑M氏はー週間後の十二月二十七日﹁御名御重偽
造事件﹂という部名で捜索・皇紺をかけてきたという︒

現在は昭和二十二年の刑法厳正で不敬界は寛止された︒
現行の侮辱郭は︑三〇日未満の拘留または四千円末演の
科料である︒︵数寄刑法二三一条︶︒しかし﹁御名御薗

そこで仏厳タイムス藷は︑．不接輝は生きている．とむ

偽造だと十五年以下の患役という︒︵刑法二八四委一項︶

すんでいる︒
ところでMはなぜこんな文革をかいたのだろう︒国民

の大多数が尊敬する天早目革質の象薮の天皇きびやか
しでうれしいのだろうか︒常が好ぶとでも思っているの

だろうか︒

天皇︳を絶対とし︑楕聖侵すべか

四月一日男気 仏の允∴額二五九号
誠的︑常に城中は

一寸した言葉でも不敬とし不抜連よはありをした︒親が

らざるものとしhIも 日産蛮人が国を想い︑天皇にふれた

の愛国者日連想人が愛情をこめて叱ったの乙︑嶺中越同

抜錨が子供を技官する時︑はめたり叱ったりする︒本当

でさえ使あせなかった︒﹁勅﹂は天皇のお青葉のばあい

職あっかいにした者がいる︒当時は﹁仏劫﹂という富来

にのみと限られた︒嫡藷から中国語に駐兵を鶏訳すると

き﹁書物﹂ ︵ごうちょく︶等の効を使った言葉がある︒

それは千五百年も智の四〇六年の時竺からである︒日蓮

二七三年の常だ︒そんな獲蔓的な言継を昭和十五年急に

聖人が仏劫︵奴渡渉︶密と使ったのは︑七百年も宵のー

禁止した︒当時の出版動をみると︑﹁仏誼﹂などと宛字

それが敵城と尖に急転回し︑今度は日蓮の宗敦は右翼

している︒

．国家的宗教だと言う学者も出た︒他方実包千把験下を

からかった小説をかいた文士が出たり︑Mのように天皇

努力していかなかったらつぶれてしまうではないか︒

を軽度する︒梁い国土・貧しい国土︑天皇を中心にして

例え兄弟にせよ天皇を短く見たり僅康の言動を私は託
さない︒

▼謙︑優賞︶の寅誌⑫︵㊨ 拷舛総曹Tと灯し奉迎

紛

踏み絵・その烹噂

悶田園圏圏

もし〝ビラ﹂が施工に蕗ちていて・それを捕えだとしても養し
もそれを﹁錨集昏ラ﹂とは去わあどうノ︵ス

もし一俵の﹁ピ一Zqを7に・青磁で︑れてそれを見にべにとっ

ぎ㌻いどうつ︒︵その毒味プレは・四年王制やはいかけ入れずき

て．それ付に甲﹁ヒロヒトを星口ッ年毎梯森ビラ﹂であるにす

◎はあ︵踏み曾ヲ︶を撃たとさ急く急図時︑︵ふ

たへ図画停万をパロツ忌選言官省ラVと同じく・にやの

ど一㌔て廟り・皇軍と公人l︶の街市であることに変りは

つう︒行動し至風味か外蔀への仰ぎかけである♂うに︶︑自

分から他へ向けての﹁睡鷲簑﹂こいつ巨pのどっ亡o
思いっ手で 官記掛く︶それを︵鞘即吟︶と名

ぼ・こと丁主婦切にへ務竹治ビランと名付け︑人

とすれば−在中﹁ヒロヒトをIVロウ停年歯ビラし

村いo n坤高捷㊧直し

付け宝開聞から︑毘徒の行動や岡垣理をと

々が潜れ偉く五日の括工に︵多唆し配るので常も

と之︐︵み今かりか之って印るこ︵かとしに

いて︐さか萱−つ質今ものに︑それはかつてし

わざわをして苦竹3−というヽしとが︑何らか

み徐ビラ盲り之尊い︑という﹁しこに曾る︒

のことで説明され同和ざれないかざリ︑壷の撥

まって口車の骨っ仁︒

すかわら︵艶辞翁︶とへその行勘︶を

直轄あるい何例蒋雪見︑向や︑知っ
まめとかの有馬行為の画壇を超えて︶−

そ茜雲穴彊8億項査余にュ野叶翁ビ一之と即課し︑彼自身の

ビラ﹂で両︶で・喜．踏み絵サブに愉翰っていかか︐室じ0−ともい一款

︵つまり．ぼくが色目下旬・今回に暮し車の付置天白青魚でイ

それぞれの色気肝︑﹁踏み絵を・どの争フに軽くピ？合

かす入れ行為育って・﹁徳井翁狸与︺となリーザフ一緒印縁ど言で衝も

た人々にとって︑それはー︹播ひざか播

という・白さ内面の宿りをフ︵射程︶を︑︹気付くJ喬かず

〜とを−班押してく杯に匂け富︒し

曾横軸を思してくれモーという之とに計る︶

路み給ビラに軟化すらにの雪がサぽこの上付く苓でく前黒柳

辛ぺ々にのケ﹁謄サ禽ビラ﹂だつ仁のでちら︒︹そして・ビラ8

ょフ主習いパロディビ一号↑考・それを︵簿外稔ビラ︶とし

そZでき﹁6㌦ぽ・ある人今にとってのそれで連なる﹁ち

にかーわしず︶・耐用すか弓に印われてしまっている・；・もっ

ばも昭にみ之かい・それも先人呈画鋲下に沈んでいる簡裁の
電撒き引手独レ胱丁舘すーという畢っ七のであるo

㊧有害の一命・痺曹要て・ひと年余真と恩焦るお
それが多食に句る・うふっと増結を抑之るとー

㊨−撃ちいかえれば︑ぼくがへ齢慈ビラ﹀半澤宗や

へ乱が弓︑要や踏む着色身か合食の信仰の内面を向ラ立田に︑

ーということば︑へ鎖み盆︶が一兎外面曹軟式のおうに見え

死人でいった同数の殉麹着きえちび観ず句が・当初の固めであ

とす得へ抵み徐︶修・撹竺とき種み軸び京成第㌔に

の︐び青写すゝ号に工での︑1窓君的鴬訳しビっ雪

それ奉采のTとロヒトを川口ッに告馨ヲ﹂だけのものに

基盤措諮難語彊纏
を毒をる千引きとして・匿史上の﹁切言描み絵﹂について

て∴それを踏むことで聾ざれ仁多敬の人々を・蕪殺人ほど

ったとしても︑接向や刑罰をみぞれ︑．雪は蛍宮る由緒と井倉し

㊨r三度葵に2るいわゆるへ牒纂︶町的急かう

一壷ていとのか︑がそれ以上の壇として承る︒

そしてそれ停−踏卸禽名指んビ母数の人々が︑その後．み重

わ押︐巨石たり︑晴の碑力徳用幕府が・﹁切支帝営門放生
の巨のにこっ宝箪I羊の﹁方厳し宵か︑これを最初に凄押した

内心の苦しみに耐之かねて︑哉ン気負から遂に﹁信仰ト音捨て

からの違えで犯した涜神の行為を．自分が葉す之とがで急0︑

三ムフてもそのへ踏み教︶Iへへ濫読絵ビラ︶が寮︑斌

﹁薫香﹂と計っていっ与という︑烏雷管を三㌔

倭人ぼ︑人面−心理のオソロレイ国璽富っ巨与かい尊い〇
切れで為りどうで看るきっに︶−その意味では・巨やゐ盛徳

朗
ら
か
で
あ
る
︒

れを韓か端嘉楚管もかかわるものとして︑揖卿されてい

姶﹂ということにあいて︑たい蛍炎にTで奮ふの脅蜃入りIVD

㊥こ窯−つにみてくる弾を︑へ踏蒸ロー7︶はそ午摘み

−

であり・彫0動にすぎ曾いとも会える︒

るということがみる︒とはしても︑それを＾鞘の玲＞とする

デイビラし左鞘んすけるという・外面的行為省けが同塵百年7

もううん人海み捻ビラ＞とちがって︑へ踏み徐︶ぼ︑そ

か︑単計る︵画像︶とするかば・踏む憲の適宜に任ねら小で

時なく︑踏み絵ビラ毛前にして∴謀のでいう﹁包子的回りあり

とを匂貸しと人々のみにとっての︑そのくそにふけ工﹂看蓋痔

前者は︑歴度時代の︑内支再という一恵恥の︑信者であるこ

とばでき甘い︒

㊨菩ううんへ済み絵︶と︵済み絵ビラ︶とは︑同日に諭す−るこ

ようを︑みずから鳳う﹂ヽしとか︑何問されている︑と剰え官ろ

どうと与えるか車高て雉鋤でまずい︒

つまり︑へ塵鞍︶をそれど巾のもので青いとするか・しす

いかは︑靖も看白身の同額も善がかつていゐo
ほじ

互いかそれ．空曹蜜柑怨ナへがつく7七の何色なるへ画像︶で

寄り︑それば錨も着の内面にあるへ舟香い﹀によって

勾てへ勝み徐︶とずり︿鞘分線︶の雷鳴をもつりである︒
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名物に論評してあっても︑Zれ白身のあり
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