◇

︹魚海宛・六月八日︼

どうしたい︑其後は −︒また胡鏡の奥深くへ引込んだ猿だな︒それもよからう ー︒

大阪にゐる明智五郎︵即ち申演︶は︑横幕に死刑を求刺され︑剣決は無期懲役だったさらだ︒

候の朝鮮講在は︑極く蟹い間だつたが︑それでも︑いろんな思ひ出が残ってゐろ︒

たぶん提訴するだらうとのことだ︒

道路のあらゆる棟木に懸けられた薪兼のやうな朝鋒弱の築︑岩と赤土との裸山︒だらりと長

い韓を垂れ︑長い煙管で園をふかしながら︑一日中停車諺で汽車見物をしてゐる田舎の人︒漠

江の多の蝕釣り︒土擬で囲まれた掘立小屋の魔憩のオンドル︒破れ服の穴から繋肌を覗かせな
がら︑からll・に凍った嘆い漬物を咽る壇頭少年︒

それ等を︑よく夢の擬に迫輯することがあるよ︒それに週日︑やはり此塵にゐろ朴烈の朝鮮
◇

服糞をチラと見たとき︑談︑苗︑黄︑藤の︑騎挺な朝鮮の女の鬼を眼に浮べて︑はゝ笑んだ︒
︹望月頼子碗・大月十日︼
七日脂の御手紙我見︒六日の夜に大きな月を見たとありましたが︑候の窓からはどうも旨く

月が見えないんです︒今年になってから只一度︑三月下旬に大きな月を二十分ばかり見暮しだ
五分にはもう蔑ろんですもの︒嬢る時︑外はまだ薄明るいやうでず︒

が︑共役まだ一向に見ません︒星も︑このニーヶ月は少しも見ません︒それに︑近頃は七時十

馨れ行く賽に白き雲あり

夜具伸べて窓を見やればらす青く
これは昨夜出来た軟です︒

落雷擬を買ったんですつてね︑館いですね︒錠の恵へも︑時々何度かの誓書接が聞えますよ︒
赤い囚人は︑近年︑時々慰労の薄青綾を聞かせて貰った0︑年三四回は活動緯噴︵藍斌巡回の︶
なんかも見る様です︒有難い御代になりましたよ︒呵々︒

あらじ患︵蟄月桂︶駿の印綬義務︑集ヂフテリア釜快の由︑共に︑お喜び申上げます︒早速
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全快貌ひの旬だと︑頭をひねったり鼻をつまんだりしたが︑どうも出来ない︒
跳

これは本月の二日に鉄蹄退院した名古屋の伊廓君に送った旬ですが︑これを二番せんじで夫

君に差上げます︒即ち︑甲のお客さまに出したお茶菓子の残りを大切にしまって置いて︑乙の
お管さまに出す楕なんですね︒世稽持ちの好いところを買ってやって下さい︒
◇

︻巾村しけ子兎・大月十二日︼

鏡花の木二筋︑十日に届いた︒有難う︒﹁番町変説﹂は四龍田前に宅下げした︒譲んで見たま

へ︒あの中には︑能にすぐれてゐるといふ謎のものはなかつたが・しかし︑俵には鏡花のもの

なら︑どんなものでも遵窟なしに踏しく讃める︒飴が好くとでもいふのかなo﹁眉かくしの雪

と﹁火のいたうら﹂と＝二三勅︑±≡客の三つが︑箆花の特色が速く出てゐろと思って諒

もし︑思想だとか︑哲嬰だとか︑統合朗だとかの立場から見たなら・鏡花の作品ほど・くだ

ん
だ
︒

らなく馬鹿々々しいものはなからう︒が︑美といふものの請秘を︑人間のもつ橘合の滴り︑館

熱の閃きの︑その香気と実とカとを︑あれほど抱かに教へてくれろ作家は他に−人もない︒そ

日本の新しがりの文壇の中に︑活は鏡花が越へらねでゐろのは︑その前秘的な舘カのみに塗

の野に於いて我が鏡花は︑賞に古今想歩だ︒

るやうだ︒ドイツの前部主義や強飯主義の匂ひを嘆いだ・ハタ臭いのが・鏡花の唯美的な耐泌な

寮想い﹂と云った﹁寵野望の謹力が魯殺されてゐろの蔦︒が︑鏡花の讃寿の中には・現文

掌カに魅せられる︒−そこに鏡花の現文壇的生命がある擬だo即ち君が敵んで﹁壷間でも邁

い＝∴といふ︑鰯狸的なのが津山ゐるんだo或る時︑候と隣︒合せになった強盗君がその一人

壇の思潮や理論なんか謀境へ＝∴鏡花の︑ふるひつきたいやうな小我が︑貸毅なんかに簸ろか

だった︒候の知り合ひになった︑或る料連星の要請がさらだった︒洲崎の女郎にも︑その狂人

錠に鏡花勲を吹き込んでくれた︑泉州壷の永尾といふ丙なんぞほ︑夫錦は愚か︑六十越した

が一人あった︒

へろ禽合があって︑閲分いろんな脂鉦の男女が祭ったものだとも聞いてゐろ︒宮崎君の友人の

奈センのお婆さんまでが大の鏡花群だった︒東京には︑鏡花の勲狂者ばかりが集って談話を変

伊井︑河合︑秋月︑喜多村︵この男は大の鏡花欝だ︶などの新派閥が盛んだった頃︑矯菜園

竹森一朗君なんかも︑その禽合に関係があったとか聞いてゐる︒−i﹁不忠醗な作若さ︒

はよく減ったものだ︒大阪で︑或る日係もこの芝居を見に行った︒その時・候の前に蛭ってゐ

た男が﹁何んだか辻費の合はぬ芝居だナ︒あの川瀬といふ男が︑何んであんなに敢打だ鞭打だ

いグッブをするない﹂と聞ゑよがしに呟いたものだ︒ハ︵︑︑︑○

なんて力むのか︑さっぱり分らへんがナ﹂と去ったものだ︒侯はその時すぐ一チエツ︑南瓜襲

光選って赤鬼︵竹内仲之︶碧空繭田みたいな奴と命を取り代へっこするのは錬りに稔しい﹄
と云ってくれたに勤し︑倭は﹁人間はれ︑鴇合によれば・見ず知らずの乞食のためにだつて命

ぁの鯖森田の川瀬︵しの義持が分ろ人なら．候の赤鬼君への退部の気弱も分ってくれると

を捨てる綾な魂もあるよ︑君︒いぼんやだ⁝・土と答へて置いた︒

思ふんだ︒どうだい︑御感態は −︒

◇

︻堺興柄宛・六月十九日﹈

わざ︿間合に来て下すつたのに︑合へなかったのは残念でした︒御厚僑深く御握を言ひま
す︒なにしろ此盛の﹁立見掲﹂は︑︼人つきりの一幕きりつてんですからな︒それに幕開きが
﹁ほんとに久し振りなのに・・．・．﹂と法りましたが︑巷へて見れば会く久し振りですね︒南京出

憶寵に長いんですれ︒折節求て下さる人にも何んだか涼まない撥に思ひますよ︒
の血で汚れた壁を見つめながら︑さて償柄党の前頭は︑と巷へて見ろと︑いよく候が聖文証

の玄関番と相成った韓︑篤子夫人が布団を作って下すつて︑それを噴ひに行ったところ︑保子

◇

門ですかす︒左国英の方がいいがな7−−︒
﹇近握憲二宛・六月一一十九日︼

昨日は御苦労だった︒孜が明けたつていいから昨日中にやってしまはう︑古田霜も大いに喋

だっていぶちやないか︑随分飛んだものだ︒それで言渡しが九月一日になって︑死刑されるの

らち・といふ寵たったのだが︑強制厨の請合とかで延びて了つた︒しかも︑次即は八月十五日

昨日は蓋然沈款を守って無期の求刑︵以上は地衣ないと聞いてゐたから︶に致して俺から死

か九月十六日と楽たら申分はないな︒どうだ︒町々︒

待ってました﹂となつ史話げだ︒虚で﹁あの男らしくない暗殺﹂の一言が一寸瀬に触ったから︑

刑の要求をしてやらうと発け巷へてゐたのだoが︑向ふから死刑と出てくれたので↓いよう︑

ちょっぴり喋る舘になったのだが︑何にしろまだ痛線があったし︑閲分布架かったね︑俺の理

︵郷︶さんの家の近所で買ってゐた﹁一乗ざLLといふ︑おいしいものを買って来てくれた人が

もそもの初見参⁝︒いや︑さらちやない︑さうちやない︒坊さんの選肇の時︑銀座から甜保一

貴女だった︒︵空っ食ひもので思ひ出す厨は︑やはり貧乏人の悲しまですね︑呵々︒︶これが︑そ⁝

◇

◇

れもやつだが︑そんなことを閏かさらものなら﹃それ．それ︑そんな心懸けだからおとさまに

自分の母親や兄衛のゐる町名を忘れろんだから︑天晴れなもんだ︒箕の死んだ臼もすっかり忘

姫路のところは︑頭山町と頭語町との間蓮ひだつた︒こんどは厩つて楽やしないな︒俺も︑

︻近蟻憲二宛・七月六日︼

ひ
だ
︒

だ︒でなきあ︑遅い胃袋で︑大食し︑食ひこなして行くことだ︒﹁坦なる⁝⊥なんてのは太線

﹁里なる潔癖﹂なんか︑礎は大嬢ひだ︒﹁潔筋寮﹂なら﹁潔蒲家﹂らしく︑それに徹底すること

いか︒労働組合以外にも︑勿論︑大切な波動は多いさ︒

﹁専心にやられる柄ぢやない﹂と自ら思ふなら︑霜は︑請の柄にあふ連動をすればいいぢやな

縄は︑組合運動は最も大切な連動だと信ずる︒それが本務になられば駄目だと信ずる︒が︑

ころで︵とても相楽つこはなから与が︶大した﹁大﹂でもなからちせ︒俄祭の心配なんかよせ．．

﹁大﹂組合てなものがどこにあるんだい︒現在日本中にあらったけの組合を一組合に認めたと

犬組合主義の︑組合瑞能喜強なんか︑俺だって嫌だと思ふよ︒が︑一捜︑今の日本にそんな

はどんな嗣子かしら︒営分大切に謹生さしてやつて欲しい︒

孫田︵十九二︶君が今日中野を出るんだってな︑病盤に入ってゐるとか開いたが︑腹の旗手

︻松本穀敏苑・六月三十日︼

て貸ふさ︑ハブ︵︑︑︑︒

た様な気もする︒しかしこの妥ぎ古田君がウシとやってくれる笛だから︑それで埋め合やさし

論は−︒悪党は通ったら与が︑例の引き方が下手だったよ︒些か傍聴の諸君にも涼まなかっ

あの時は白い大きなリボンをつけて︑ひらりくと高光さを飛び歩きましたわ︒母さんと︑

町までビラを放いた時︑あの方が先きだ︒
女中さんと一撥に︒1−あの折り︑鍋町の薩の前で︑藤か皆んなで鳥原をとった擬に記憶する

が︑その薦輿は残ってゐませんかね︸ それから⁝主用の﹁鈍不狩﹂だ︒高畠︵寮之︶の明−
ちゃんに草花をとってやってゐましたね︒明ちゃんは赤いりボンだった︒今︑定子ちゃんが丁−
度あの明ちゃんの年頃でせられ〜︒

それから⁝印象は大飛躍をして︑水源亀嵩営時︑酸重クラブになってしまふ︒度々いち
ラとお日に掛った稿があるo高潮夫人は日本巽に結って赤い手柄をかけて︑姉さんかぶりをし

ごの御しょうぽんに預った観だ︒それから・⁝最後に昨年の蕃時分だつたか︑鞄吋のお宅でチ
て︑籍を持ってゐましたね︒億が久し振りで坊さんを訪ねた時−︒
斯う印象を辿って見ると・重く久し振りですな︒授産クーブブ以来は︑繰り話したこともない

摸ですね︒しかし︑その間に︑一度お宅でお花をやった鏡えがある操にも思ふんだが・・︒
ハハ︑︑︑oいや︑たあいもない群を蕾きましたね︒が︑近頃はひまな底へ人間が舞楽トン
ボと来てゐるんで︑たえず︑くだらないことや︑たあいもない帝を思ひ出しでは︑濁りで遊び
濁りで笑ってゐますよ．

たわいなさ鰭ひに遊ぶたわいなさ

寂れを見出でて可愛ゆかりけり
これは四月に作った腰折れですが︑いまも硝酸らずこんな嗣子です︒従って︑膳も案外丈夫

で
す
︒
﹁三人毒手﹂はいいな︒しかし・やはり交包毒のくだりはやらないんでしェうな︒三郎勧賞﹂
せやなくて﹁瞥自演﹂なんでしょうな︒劾左のお綾として︑和筒は︑左国表ですかす︒喜寿密

い家僕は︑タロの自椋を讃み越してゐる︒随分久し振りだ︒しかし︑幾度纏んでも好い本だ

穀されるのや﹄なんて︑親戚の人選は懇ろに澄ひない︒天罰だな︒町々︒

を教へられる﹄と去つたが︑全くだれ︒殊に鐙には︑相互扶助論よりも自億の万が︑よりその

れ︒大杉が替って﹃グロの自餌と相互扶助論ばかりは讃み返す睦び毎に新しく感じ︑何ものか
感じが深い︒

文麿家で秀才文壇﹄の縮鍔をしてゐた井上桂一君は︑涯連︵数大脇︶の爺さんの三角二輪

の集合へも時々韻を見せた人だった︒それが︑営時まだ十使いだったお節ちゃんの未来のお婿

だった︒望月とはいっ頬から親しくなったのか知らぬが︑僕は︑三角二階以楽︑経に今日まで

さんであり︑都内の家元たる甑質の息子さんだといふので︑あの緯時から一寸酸った肌合の人

猛さんもまた父坂を退いて富士怒加賀路太夫となる少し前額︑一度吉原で︑頭に手拭を載せて

合ふ挺告がなかった︒ただ−度︑猛さんの楽観さんが加賀太夫と協調して笛土砂加賀人となり︑

新前の流しをやってゐろ猛さんに出合ひ︑電典の眼を揃った鴇があった︒それっきり︑窒く合

侯は今シベリアの掌を績んでゐろが．一八六三年のポーランド革命を書いてゐろ造りは︑賢

に好い教訓を含んでゐろと思ふ︒パルチザン戦法の意義がはっきりと現はされてゐろ︒候は今

あの猛さんが︑こんど岡本文調を名乗る綾になったつて〜 勘賞から︑富士怒︑岡本と︑新

はない︒

一度も的いた尊がないの発︒いつだつたか︑三橋の詩誌で粕漬合をやると聞き︑表まで行つた

円の家元めぐりをやった轟けだな︒︵クで・︒猛さんは︑いい歴だとは開いてゐたが︑億は

ところがあつたが︑いま自他を寂み返してあると︑タロも毘智と卒智を引いて︑その槙を

度大嶽してからトルストイの霞節と平和﹂を慰み・発禁と指導若との関係に就いて更に翠玉
一言述べてゐろところがもつたから︑候は大いに決心の笑みを漁した︒

が︑表看板に浪花節と新的とを制和させてやるとか何んとからつたので︑慕ったまげて御免を

最﹄ハ高倉鄭蕃︶は文・遜った意味で面白かったo昨日の日曜盲︑あれを頼んでしまった︒
あの中の﹁撃といふ革で︑厨川白村を大いにやっつけてゐるね︑満快だった︒候は請君︵こ

蒙りやしだよ︒その時も︑五寸釘の寅音︑花井お梅︑などいふ名題が出てゐねと純龍する︒

新しいものを韻か〜とする︑近代人証−君の気緒は僕にもよく分ろ︒成功して欲しいものだ

れは︑管で近藤が塙倉群を賭倉衛と波施して大失敗をやつおので︑さ・つ去つ星の葛の︑ものを

韻む睦びにまう思ふんだが︑よほど漱石の影響を受けてゐろやうに思はれるね︒それは兎に角︑

のが多いといふ毒にも︑よく詮愈して欲しいものだと思ふ︒近代的落語家株豪亜厳君が︑鋳っ

と思ふ︒が︑それと同時に︑﹁近代的﹂なんてものの正韻には化物が多く︑喰常の惑義はゼロな

いものだな︒食はず摸ひで文句を云っても仕方がないから⁝⁚死土産に︑一日裟糞へ出して︑

敗の方だったな︒﹁新的︑願譲︑清談﹂を確合した萩野術−民衆的なIIか︒一度聞いて見た

て倉田百三の﹁出家と英弟子﹂の本顧みを寄席で試みた輝があつたが．あれなんかも︑まあ失

﹁京都大﹂をあれほど赤裸警深刻に描き出した作者は・明治以後の文壇に一人もないからな︒
◇

その離だけでも話語は現文壇にもつと︿窮められていい人だと億ずられ︒
︻伊串英治宛・七月十日﹈

暑くなつたな︒樽舞公園の︑あの泥臭い池で河套共が泳いでるだらう︒﹁ギアそ︑ギアモーっ

先月・歌舞伎で︑効︑左︑吉︑が献阿朝の﹁三人育三巴白波﹂をやつたっていぶちやないか︒

いろんなものを見せたり臨かせたりせないものかなア︑呵4．

の栃は︑延鹿に宮はせれば﹁−一ヒリズム道鰹の極致﹂ださうだからなアII呵々︒

どうだ︑知ってろか︒優の方がよく知ってゐろつて涌落ちやないかなーいい糊だよ︒﹁吉諜院﹂

僕は大正七年に︑墨観新聞﹄の四硬を輝かに名古畳へ刷りに行って︑時間を治す鱈めに︑あ

て叫びながら︒

の池で泳いだ尊がある︒大正四年の夏︑名古透で夕刊更の親方をやった時にも︑よく泳ぎに行
Iいま︑監獄の哩の踵を聞きながら︑ふと︑そんな嶺を思ひ出した︒

露聖書漸く暗み終った︒その動物の紅合的生活から穀生した︑相互扶助︑自己陰性︑正常

﹇近麓戴三先・七月二十日︼

◇

てな輝坊主の頭の手淫だけぢや︑どらももの足らないて︑呵々︒

命限りの梶で罵鹿里と怒鳴って見たい摸な気持ちが時々起る節がある︒誌天地良識︒なん

製霧だて〇秒漠は・確かに蛾い大きな禁色だナ︒鐘楼：−う︑何か大きな戯い構厨へ英立って︑

アフリカ沙漠の縛禁書ありがとう︒しげ子君の好きな︑ハリケンハッチ君でも活躍しさうな

碁月様君

ったものだ︒

﹁病後の請詮をしだいが金がなくて七曲八倒﹂か︒七曲八倒⁝⁝﹁炎天の土にのたうつみみず

哉﹂って請けだな︒
やっぱり︑あの雷の中の︑避小尾で働いてゐるんたらうな︑ピーピーピーとむせび哺くやう
な吾をだてで︑より糸をよりながら︒

墓の中のエ帰日 重く︑いい象徴だ︒工感は切ら労働若の墓前だからな︒︵前にも︑こんな嶺

を蜜いた酸にも思ふナ︶
◇

︻巾村しげ子宛・七万十着日︼

等の胱合本能的道徳感情を高唱し︑道徳の鵠原及び其の歴史的最遠を系統だてで論じ蘇ったの

が・ぐらつぼく言ふのではないが︑階級闘争と倫理に撞いて．詣ゆるマルクス僅従との相漠

は︑若君の自負する如く︑虞に意義ある企てである︒

て英の鼎に輪及される筈であった第二郡︑即ち孟貫密輸的倫理槙の基礎並に目的の飯能砦が︑

を・グロが如何に論断するかは︑僕の最も興味を持って知eたかった艶なのだ︒しかし主とし

光年．茜色主繋研究﹂だつたか日赤統合だったかに︑何度かの同のソシアリストが︑クロの

グロの肉斑と共に︑永久に埋没されて了つたのは何んとしても残念に思ふ︒

霹理磐を許したのき続載してあったか︑それ磐要するにク胃は慕発出廉い人道主義若で．
階級団等の穣蹄をはっきり見ろ敏の出来ない商人茎といふ模な文句だったと記憶する︒アナ
キストは階級間舘の密質を否定するとか︑認めないとかいふ︑ボル英の懇意的放言が︑能は常
に絹に触ってしかたがないの浮︒
しかし・冷舘に悶みて見ると．翻ゆるアナキストと詩する人達の中には︑その離合的創造錐
と道徳力とを輯制するの稔り︑ともすれば勢匹指紋的の階級意識と樹頬的底値の意義を態醸し

ようとする傾向がないでもない︒大戦後の︑初めての各国アナキストの合合があった時︑職級

闘争を認めるとか蘭めないとかいふ織田のあつたのに照しても︑それが筑はねろ︒

倫理磐の績簿若レーべデブは︑或は厳の傾向を裁った人かも知れないと穏はれる田︵序文
にて︶があるが︑しかし︑グロ隷下キンは断じ一二そんな常はない︑と俵は信ずる︒

レーべデフの序文の中に﹃彼︵タロ︶は何轡の個別的倫理榛も承認しなかった︒倫理理は凡
ての人に取って同一でなければならないと彼は就いた︒相互に封する階数とカストとに細分さ

れた近代駈合には・決して的一の倫理軽は指し徳ないといふ節を指摘される徳に︑彼は言ふの
であった︒如何なるブルジョア的︑若しくはプロレタリア的除数韓も︑結局の厨︑輿通の人証

い影響を及ぼすのである︒﹄といふ踵にあるが︑此塵なんかは︑ともすれば顕む人をして誤解材

嬰的速礎の上に立つのであって︑該基礎は︑時として階数的︑文は集団的濫籍の上に槙めて追
生じさせ易い鞍だと思ふ︒

即ち﹃同輩の個別的倫理嬰も承認しなかった﹂といふので︑クロボトキンが一紙会商に於げ

ろ興った脂扱閲の興った悪戯︑興った思想感情を全然霞めなかったといふ桜にとられる恐れが
あるのた︒

倫理壁の基礎は共通の人頭壁的基按−旺合生活が宿した相互扶助︑犠牲︑正義︑等の本能
ものである球を︑もつとはっきりとレーべデフは述べて駐かねはならなかったのだと思′霊

的避博−であるが︑その道徳の各時代に於げろ進化模糊は︑その時代の征曾組穀に俵態する
クロボトキンは∵﹂の著蕾の所々に於いて︑その艶はもつとはっきり言ってゐる︒﹃凡ゆる駈

合の倫理嬰には︑その談合生酒の確立された形態を反映ナスこといふ剣がそれだ．クロがス．へ

シザーを論じてゐる虞では︑もつと充分−ここの密を述べてゐる︒また︑階暖国等の旗質と寮働

グロは斯5言ってゐろ︒﹃スペンサーが倫理軍の中に︑統合生活が形成する形蟻の翰銭をとり

階級の慧諒とを如何にクロが見てるたかは︑芙シ略﹄と﹃革命の研究﹄を敵めは明白だ︒

た形態に全く瑛描するものである︒その基礎としてゐろものが︑申失態カーこ封する完釜な畷従．

入れたのは全く正しい︒人間の誼緯概念は︑一定の時鴫︑︼症の地裁に於いて組合生活がとっ

でこれは人間の道徳継念及び一定時代の道線謎に反映されるのである︒﹂

即ち専制重義であるか︑代議制政府であるか︑自由都市及び村落共露盤の契約であるか−凡

タロは︑この筋一部﹃倫襲塾﹄の結論の麿で斯e言ってゐる︒

クロは・謂ゆる﹁唯物史域醗﹂を︑最も正確に信ずる一人もやあるさいか︒

≡受賞は・生活擬式は一定の組合の霞遠の歴史に支って決定されるが︑一方では︑私がこれか

ら澄明しようと努めを操に︑邁かに深い題原を有ってゐろのである︒−田も︑凡ゆる旺命動

このハ人間の連に生填線的に霞謹する公正の憲腹の中はある︑邁かに漂い道箆の題原が︑レ

物に於けらと同続に︑人間の表に生理駿的に謹選ずる公正の意識の中に⁝・・﹄

◇

ーべデフのf何等の個別的倹埋草も承認しなかった﹄といふそのものなのだ︒
しかし裏道結線相は邁化する︒その進化の助力は・とらも涙脆さず︑邁化してゆく短漬組織
だo証合組織だ︒
︻古河三掛極宛・七月二十脇田︺

手続を有難うo成る程︑瀞の兄さん︵古河力作︶の常厨で死刑になったのは︑思ひ起す︑十

﹁こんどの恩典には︑こんとこそはと駁みにしながら︑とうとう十五年間寵ってしまった︒そ

五年前だナ︒先達っては叉︑九州の諌早騎獄にゐろ武田九聖詩の弗の椋英郎請から手紙が来て

してこんども亦駄目だ‖﹂と云つ楽た︒九乎浦とあの節件との関係は︑ほんの一寸した引つか

かりださら没から︑武田一家の人々が恩典を頼みにするのも無遼ではなく︑九季蒋本人も︑海

緯獄にー人︑あの宙時から引続いてゐる古容部長がゐて︑請の兄さんや︑愚蛍和筒︵内山殿

山な寮費を貰って撹純囚人中の模範囚人として飼いでゐろさうだのに︑気の重な人選だ︒

堂︶や忠雄︵新楕︶君舘の常時の擬を聞かせてくれた群があったか︑もう購めてしまったと見

請は肺尖カタルだと食管された時﹁今更ら来観のない生酒をしなかったのが恨めしかった﹂

えて︑こんどはその人の糞を見ない︒

さらだが・我々は全く．その心持を忘れない綾に心懸けてゐたいものだね︒俳人苗熊が死ぬ時︑

門人共から麟世の句を望まれて﹁これまでの自分の句は︑−句々4億な観世である︒昨日の句

日の鰭憧−この態度で生活して行ければ︑宋毅はない笛だネ︒しかし：﹂の米製のない︑ど

は今日の筋世だ﹂といふ挨なことを去ったさうだが︑喋のある言難そやないか︒昨日の句は今

40

っしりとした生き方をするといふ練は︑何にもドニライ輔をしなければならぬといふ琵げはな

い︒それはむしろ︑その人の生酒態度︑信念の士にある郭だ・

候は初め統合主流運動に身を投じて上京して来た輿﹁俺の綾な何んの能もない人間は・せめ

て演説命の下足番でもいいから︑意義ある連動の上に砂獲どでも寵して死にたい﹂といふ駿
な心持だった︒尤もその内に︑だん︿自像も募り・自負心も出て衆たし・文ぐらついた競い

無窮にも襲崇慧れたが︑しかし最初の露の晦に︑下足番をやって死んだところで・侯に
は﹁自分で出蒸らだけの生き方をしたのだ﹂といふ義持で︑やは︒死ねたらうご恩ふo何故な

ら．他の人には下らないと恩ほれろ佳境の上に・本人は全身的な意義を認めてゐたから雫
◇

︻中村しげ子宛・七月二十四日︼

岡本文調節井上凝着に︑俸からの手紙を引き馬して選るつて︐∴詣いたな7日 たったあ
て︑ただ苦笑する他はあるまいちやないか︒俵の民衆透術といふものに勤する意見を・あの盛

れだけの感想唇や︑候の言はんとする底拳でハヅキリしてゐないしするから・猪さんだつ

昨日︑初めて蝉の歴を聞いた︒運動場への吾桑の斬︒貰えろ病舎の庭には・いろんな節

猫につけ足さなければ駄目さ︒

度な花が嘆いてゐる︒が．何んの花だか少しも知らないo兎にかく給田だ○芝の上に畦星挙が

咲いてゐろ︒運動由の塀の磐にはかたは毒の花糞金色に苔でゐる︒でっかい／＼山蛙
が活動してゐる︒
◇

昨日から午後−回︑水で瞳を拭いてもいい嘗なったo鋲窓には西日除けの簾が吊ってあるo
︻古河三樹放免・七月二十九日︺

サンヂカリズムがきたらない︑といふのは︑サンヂカリズムの警難があきたらないと云

侯は労働組合護渚の傾同が雪からといって︑その力な︒意義な︒轟掌るのは大義
だoそれが堕落罵ふやうなら・満更享の運動に問って力塞ぎなけ患ならないと信ずる︶
ふのか︑サンヂカリズムの総てがあざたらないと云ふのか︒後碧ら別に讃諭があるが︑前者

なら営然の誌ぢやないか︒少しもあきたらない艶のない・完全な︑何々ズム積んでなものがあ
るもんかい︒あきたる髄を取り入れて；のきたらない逆を捨てつちまへ︒マルキシズムから・
サンデカリズムから︑アナキズムから︑ギルドソシアリズムから・典籍々ズムからIo満

更︑あき足るものは息巻だけちや駄目だ︒思考とい・雷輪番の中には・いつ蒼で充分にあき
足るものなんかあ︒やしないさあさ足るものは自ら創造して行く他にないよ︑箕行と恕段の
錠ん巾から⁚⁚︒
◇

︻中村しげ子宛・七月二十九日︺

昨日古河君が同番泰でくれて・君駕舞で臥てるることを知った︒そして雪祭の撃も

購らちかなと思って小首をひねってゐろと・票らの霊室掘った︒見ると﹁眼下LLとあ

ばならんのかに︑まね小首を傾けたoこの複雑なややこしいお見舞は︑どうも散ではいけぬ○

る︒まあ︿おい詮しいと申上げていいのか︑聾みが叶って御芽出座与と︑お課ひ申上げね
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さ
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笑

ぞ

頭語

し

さ

難∴態∴う

腹下

てやる親切無を袋ねで︑川柳と酒薄れろ穂にした︒御委細を厩ひたい︒

俳句もそぐはない︒そこでーつ︑君の兄蕾川柳と競ういふ風に作るものだとい善意へ
呈下痢女史

夕

姫御前のあられもな

と

夏痩せよ∴などとは

厨

いよく書誰寺の−週年が架たねえ︒七月八月は・候にとつては思ひ出の多い月だ︒未ラ透

っいて居たまうぢやないか︒頭蓮自殺なんかしてくれるなよ﹂なんて和田菜か離れかの悪口が

といふ努と大井蝶の附遁でばったり行合った鰯めに・﹁久さんは大井蝶の鎗道線路の還りをらろ

会で吹き飛ばして火遊びだと恩はせるのに・どんな豊百心しぎとだらちoIしかし︑井の

幅ったが．丁度去年の今日此頃だ︒︵蛇漣の壊れ家へ待つ差時の事︶あゝ・候はあの抱きを鼻先

二三日前から卿の箆を聞く擬になった︒卿の鑑を聞くと言辞寺を思ひ出す︒あのアメチ：

頭の水泳は面白かつたな︒武勝野の西爪は富まかつたな︒町々︒

ハウスの二階で開いた杉の森の卿︒月夜の粟︒−あの淋しい歴を聞きながも︑候は劃簾に耽

てゐよう︒夜の深さを最が噴いてゐよう︒錠白い花も喚き割れてゐよう︒Io

ったのだつた：でして﹁人彊ごといふ邸を考へなのだった︒今年も亦︑あの駒が高らかに鳴い

韻々と寒の夕幾け移り行く眺めこのまま諺に入りたし

何んだか︑ちとセンチメンタルな嗣子になったね︒

◇

夢を喰ふ猿は知らずも我はいま寂諺を食む麒なるらし
﹇川口軽助宛・八月三日︼

候の﹁参考書﹂に人を引きつけろ様な感激のない節は︑僕自身にもよく分ってゐる︒要する

に︑あれは侯の落雷だ︒落雷に感激なんかあらう篤がない︒雲を挑めながら落雷でも聾いてゐ

大さん︵古田大次郎︶は全く診らしい人格者だ︒君は係に勤して長駆心の醸な感じを掩いた

ろ ー それが今の儀にとつては一肇好ましい態臆なんだ︒

といふが︑候は又︑古田努に摸してゐると︑常にさらいふ気持ちを感じた︒自分の濁った血が

あの漕浮な血を畏れるんだな︒中海︵餓︶の険な奴でも︑古田君には崩然として﹁古田さん貸

君は﹂と言はざるを舘なかったんだからな︒侯は︑霹敬はしたか︑一．よう︑どらしたい﹂といふ

た︒−〜その君の菅田を思ふと︑済まない︑埋まらない気持ちにもなる︒だが：﹂れよe他に

△君に︑全集だとか子供のことだとかいふ大任を−人で背負世でしまはなければならなかっ

通して︑幾度でもくり返しで

﹁腰痛な感傷﹂より↓悲痛の感激︑悲痛の快感﹂をよく味って頼んでくれ︒係といふ人間は．

風に親しめなかった︒

を振ったな︒壷く大群弾だ︒覿借もある︒後れ自ら鱗備に酪ひ︑槌韓に酔ってゐた︒そこに多

きて︑一昨日は御苦労接だ︒でも︑思ったより早く済んだねえ︒布描︵辰治︶さんは大群簿

︹近藤憲二宛・八月十七日︺

◇

さらだね︒蛮飯の韻が殖えたo

△飴が盛んに掃く︒朝夕は勤もなく︒毎朝ほとんどくもってゐろ︒土用の胡遜りといふんだ

仕方がなかつたのだ︒挿してくれ︒

れ︒僕は︑あれっきりの人間なんだからII〜．

あれが絶て浮︒人が﹂和田久﹂とは︑要するにどういふ男だと若し尋ねたら︑あれを見せてく

労働組合の軽蔑を候は軽蔑する︒労働組合の外に︑えらがつて超然としてゐろ稜なアナキズ

ムなら﹁革命運動にとって無憩諒だ︒﹂もし﹁労働運動﹂が労働組合を軽蔑して筏らに明るのみ
なら︑候は﹁労働運動﹂を軽蔑する︒
︻遁藤憲二宛・八万五日︼

少の臭味がないでもなかつたが︑兎に角︑蔚諜士の痛論なるものは︑あれがいゝのだと恩ふ︒
しかし．候は伯宙︵山蹄今朝調︶の詩論が大いに気に入った︒−寸聞くと．水の中で屁を蛮ね

◇

今日︑別使封筒にて﹃後菰数み垣く宙ども﹄を細々十七枚ばかり雪いで襲った︒萬嬰よろし
く御国ひする︒

ある︒﹁鶉澄士には父親藤士の五指があって・⁝・﹂とちょっと首謀を切って︑﹁古田労は牢に三年

ら様な節を舌ってゐろ接だが︑鱗に味がある︒一寸した︑くだらない文句の中に︑無類の珠が

も額げは．併談信者になる人であって﹂とや︑論じたと思ふと．ひょいと官製を落して↓古田

今日信木定日で﹁首班馳頚木﹂といふのか来た︒古びた本だ︒なにぼなく開けて見ると﹁雷蔵

常はとにかく親兄諒の考へはまた邁ふもので⁝・・﹂と．けろりと韻語じみた尊を官ふあたり・・・

癌鍛冶総轄獄﹂と印があったので︑アブと破いた︒鍛冶総轄験﹁〜ぬからず縁談中の入物に行
箱曹付魚島茶碗︑書初毘ツて云ひたい模擬︒今夜はきつと杜腿がなくだら・1−︒

古田君が﹁候の行動は重義そのものである．和田常はしもないが・⁝﹂と一寸言った九︒侯

味は︑於助の家主長兵衛︵襲詰所三︶である︒﹁松魚ア牛分・⁝﹂のうま喋だ︒

布施きんのは︑左団次の丸橋息輔だ︒浪手に︑大同ふをウナラせるに足る︒山崎さんの舞も

・・・﹁イヨウ︑怒物日﹂と言ってやりたい擬だった︒

き合った様な感がした︒款同調のサンバツものも恩ひ出されるちやないか︒霜夜鑑十字辻占︑

×

﹇滴藤憲二究・八月十二日︼

△いま﹁死刑を起請しっつ﹂といぶ丞著書を蕾いてゐろ︒之は秋谷︵輿二郎︶籍産土と約束

は︑古田君が︒めれをウシとやってくれろだちらと思ったのに︑少し霜かすぎた︒それによって︑

したものなので同氏に下げろ︒明日か︑明後日には選れる撰定だ︒贈名はすぼらしいが︑内容

は見萌に貧窮なものだ︒﹁こんどの裁刺に封する感想﹂との話なので︑それを書いてある︒﹁何故

ただ寮心艶の問題だがな÷和田君は︑あざとあゝ言ったのだらう ー ﹂なんて︑ウガチすぎた

古田君と僕との立場の耕運がハヅキリされると思ったのだけれど〜︒尤もせんじつめれば︑

大杉粟全集︵3︶見た．随分いろんな葛錠が祭ったナ︑大いに賎しい︒嫌に︑牢屋で恐いた

てゐろ︒

挟解がないとも雷へないから︑そのうち︑基考蕾として︑比の問題を茜いて見ようかとも思っ

死刑を望むか﹂も宙いてある︒﹁後事・⁝﹂の中には︑清雄的な榎田︵死刑嬰求の︶だけを多少

徳いて畏れ︒

匂はぜて置いたが︑此瞳にはもつと強く︑積題的遠出も諾ってゐろ穂を書いて垣いた︒蔑んで

△労働組合に封する務は﹁最近殊に︑組合に勤する候等の注意が︑運動が︑愈々力弱くなって
に善言ふ部があらら︒労働組合の運動がどんなに牛歩的であららと︑時にはどんな遂行があら

猿式の篤錠を見て思ひ出しだが．此麿でヒコックり下鳥架蔵︵大化命貝︑大杉の侃とり人足︶

ウタの寛錠が面白かつた︒年表は成るほど殖えたナ︒しかし︑虞等の第三曲の公卿まで蕾いて
あるのには一寸驚いた︒イヤお骨折︑お骨折︒

ゐる徹的かおるが∴これはいけない︒僕はそれを痛感してゐる﹂といふ君の手紙以上に︑僕が何
らと︑我々は決して駆親したり︑冷潮したoLではならないと恩・てそれと同時に︑ともすれ

ウ・・・⁝﹂と言って眼重をクリくとさせおった︒標はさっさと求でしまった︒静的かなんかで

かねえ︑億は君にピストルで打たれて殺され掘った看なんだか⁚こといふと↓エツ！∴水木

に行き合ったよ︒﹁イヤ︑君は下鳥活だね︒倭の頴を知ってろかい⁝：何に︑しらない・そら

ば蛸牛の駿に殻の中にのみ捕りたがろ労働租会員に致し．階級園舘の駁際が如何に髄いかを告
げねはならぬ︒釜形勢に眼を削らさせなければならぬ︒

△﹁失業問題が本管に鋳鋼に叫ばれなければならぬときである︒﹂勢備考が営画してゐろ敏捷
を解剖して︑何故に失葉といふ悲惨尊が起るかを．平易に︑深刻に強くべきときである︒くり

来て居たらしい︒

といふ標が奮いでありました︒−﹂ねを顔んでフト思ひ出したのは︑先年騒洲域等の最中に︑

調速軍が屍瞳から潤をとるといふ蜜が日本の思想界に噴飯を起させて︑﹁悪魔の所粟だ目早人道

で殺す大温室襲者が︑死韻から油をとろのを感度といふんだから滑稽だ．．﹂と大いに皮肉られ

のこせ人道圭婆を嘲笑って﹁流布に濁速だ

俸もらの営時︑賛君の額田を敵んで︑質に痛快に感じました︒エ七人適主演者の面皮をはがれ

徹底してゐて面白い︒駁撃で坐きた人間を平舘

から与か︒グロ氷トキンの人物からではなしにどうしてクロボトキンの忠恕が生れて楽やうら

の敵だ ﹂と︑やかましく論せられたことです︒そして真意と高畠窮乏君とは︑それ等の人々

といふのがあら︒それと人物を指してないが︑離れが掴んだって︑大杉の鴇を言ってゐろんだ

た．あの鶴をです︒

藤村の﹁春を待ちつつ﹂の中に︑﹃その思想に於ではクロ薫トキンを取り︑その人物に於では
．ハクエソを取るといった人がある︒思想の混濁は︑そも︿こんなところに始まるものではな

とすぐ分る︒

たのが︑何より嬉しかつたのです︒しかし︑﹁人間の屍から油をとろのはいゝ部である﹂といふ

ハハ⁝・・殻の中から僅かに角を振り動かせてゐろ︑でんでん蝕野郎が︑ギザな節を言やがる

キンの匂ひがあったか︑同塵をつついても．泌み出す原種な皿は︑大杉の匂ひの他かはなかつ

ぢやないか︒﹁大杉は不忠頭な化け物だった土︒誌は．ハクー一一ンの匂ひがらり︑毛垢はクロボト

験だ−ILと叫ぶんです︒そして︑さらした鯵活な行箆は︑Lもずしらず︑大樹のもってゐろ優

いことだとは考へないのです︒けれども．その趨蛙に辞くセンチメンタルか舞指があって︑﹁修

ひ至った時︑やっぱり惨酷だといふ感を強くせられたのです︒だが．狸性は︑そねを決して想

手気でやるもんだナILといふにらつたのです︒そして︑それから聯慈しで班藷人の行毎に思

底で︑こんどこの本を譲与ながら候のント感じた塙は﹁支那人といふ奴は︑随分惨歴なことを

苦笑するだけで︑どう運ふかば誘いてくれなかったのです︒

を田いて見たんですが︑山川さんは↓僕は︑塊︑高鳥高岩の悪鬼とは少しく邁ふ﹂といって︑

唯物論的確信は．あやふやだったのです︒あの時︑俵は賢父紐の二階で山川︵均︶さんの意見

◇

ね子T−−﹂で︑言ってやれ︒でんでん鼠には︑大杉の綾な丈夫な馬はあるまい︒罵臆ナ︒
︻紅塵憲二苑・八月十九日﹈

△この間の法廷で︑伯筒が︑﹃近藤君と和田岩とは喧塔をしてゐろといふ棺さは忠らだったの
で⁝三と害ったが︑蹟隙そんな掃きがあったのかね︑その営時に於で −︒それこそ︑ほん
とに﹃町々﹄だ︒

しい気措︑愛他的感情を尖はさせる︒それが胱愈的に惑い綜衆をもつ⁝・・といふ嵐にも︑又巷

△口の飴へ︑小さな﹁くさ﹂が調薬た︒子供の時分に口の端へおできが出乗ると﹃穀に口答
へするよってヤーと︑よく雷ほれたものだが︑琵獄では︑法廷で生意義な口を利いたりすると

げ

歌

へ

既∴よ

信

演∴は∴飯

に

欲

心 か∴ら∴信∴淡 の 窮 に 滴 ら る る∴か

喘

文 と け ば 信二涯 の 秋 の こ ぼ∴れ∴け∴り

やはり千駄木へ出します︒あのお手紙で︑こんな句が出来ました︒

へました︒何日頭語放されるか知りませんが︑その後に見て頂くかいゝと思って︑この手紙も

早速︑小諸へ返穣をと思ひましたが︑御閥親の家へ寵獄からの手紙はどうかと思って差し嬢

だ胡盆には︑涌く月が残って︵映ってといぶのが本常だら勺が︶ゐます︒

と︑今更らしく壁を眺めました︒成る浬︑泰の底は︑もう何慶となく秋が澄んでゐます︒澄ん

を有難う︒信濃は︑もう萩さへ嘆いてゐろんですれ︒靭夕︑輔が鳴き出したのも無理はないや

十五日附の小諸︵信州︶からのお手舐寵しく発見しました︒殊に︑いろ︿のやさしい私事

︻望月高子苑・八月二十一〇︺

◇

︵牢屋が碇らすセンチメンタルでせ与か〜︶

恩形譲などといふことも︑共稔に巷へられてくるのです︒

へらねで蒸らのです︒屠牛詩や︑犬殺しや︑刑庫や︑×更などの．その職業から受けろ筋卸的

△公卿後のお別れの時に︑候は古田欝に﹃もう一度食へるんだなrhと言った︒畠田雑は刊も

斯うなるんちやなかちらかー 記紀ノ当︒

ぅ肝五日だおえ﹄とーー三言した︒倉細君は︑じろつと二人を眺めた︒新谷君は︑﹃陵が渡った︑
隈が減った﹄と言ひっづげでゐた︒

△自動車から眺めると︑市ナ谷遇は︑皆な祭だった．祭浴衣や︑国展や︑手杖や︑甘酒賢り
などを眺めてゐろと︑其の選に樹木︵演奏郎︶が変ってゐさらな亮がして仕方がなかった︒
◇

︻堺利彦苑・八月十九日︼
十一4日の公卿には︑一家がお揃ひで来て頂いて︑有難う︒久し振りで繁劇に掛って難しかつ

たです︒
成るほど頭は少し生え戻りましたね︒でも︑・・仕方のないもので︑冬橋の葺ですな︒吋々︒
しかし︑篤子夫人は︑少しも昔と疑りませんね︒

先達って結んだ︑玄耳庵支那穀富子興亡﹄の中の︑鏡宗諸最後の揚面の臆に︑
﹁この地万︵埼州︶は︑死人があれば必ず屍を火で焚き︑牟捻さになった頃︑走りの有抗の中
へ投げ込んで置く︒そして壁いて︑その穴の中の水で燈油を製する︒﹄
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公ちゃんの遊び戯る誌を思ひつつ
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を

叱

か

の
朗
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女

るに至るほど︑まだ︑資本主義経済組織が遠遠してゐなかったからだ︒プロとブルとの革命運

嵩の時・労働者が思想的に瞳病だったのは︑労働者をして訴らしさ建設的方法を浅識やしむ

り

諸声の堅↓日比谷の杜鵬花﹂の総法曹二枚︑確かに頂きました︒厚く御誼申上げます︒十日

︻耕忠子宛・八月二十八日︺

◇

問題も述べて見たい︒勿論︑ほんの骨すちだけだ︒

指は・轟合稼能輪番の選書をも是非書きたい︒時日があったら︑轟済運動と政治邁聖の

有力なものであると信じてゐろ︒

田等の践閲として︑労働着教育撰閲として︑新らしさ旺合への建設的土壁として︑最も有忠義︑

自らやないoしかし︑僕はこの蟻諭には大反動である︒大不服である︒僕は労働掛合こそ階飯

アナキストの一派の人の早労働抱合経論﹄がある︒これは廣剣な韻論である︒ヨタ者の出銭

カブヱー革命家や・乞食革命家などが︑時に︑発信して来て振り廻す践論の中に︑錠面目な

雑ぐちさねはダメだ︒頭を言︑溜めにしもやいけない︒

他から取り入れて行く思想は︑÷彊験に臆し︑貸地に締めして行って︑自分の血肉の中へ

り踏みしめて進めない︒

だが︑i頭でっかちの譜助野郎の館似なんかするな︒諒助では胸元が危ない︒大地を確か

掃更ら思想を績むことに鷺︑怠階︑卑怯であってはならない︒

けでハツキり宅意想を掴め〜 思想は大切である︒思想に臆病でうではな怠いかん︑

ツキリした革命恩馨は掴まなければiそれーそグメである︒命懸けの邁棚番やないか︒命懸

募債若に︑難かしい理詰はータメ掌といふoさらだ︒轟かしい理馨はタメだ︒しかし＝

絶えず注配せなければならぬ︒味方の陣営は︑夏にく知らなければならぬ︒

義制度を維発しょ与とするものの陣営︵意識的︑無意識的︶を知り︑その戦法と軍勢の潟長を

ならぬo社命形態の硬控を篤す底の︑経済組織の闇渉を知らなくてほなら恥︒そして︑糞水玉

って居なければ出て泰やしない︒それには︑何によりも先 つ︑駈合造化の波に注疏しなければ

錠に大据なる行廣︵一時的の狸憤ではない魔の︶は︑その行燈に野するハジキリした思想を持

意想に大据なれ土といぶ弟は︑過激な文句を馬が泡を吹き出す駿に︑噴き出す割高やない︒

先き鰐闇で −︒態々‖

ろ串だらう︒野爽馬的・泥稀的澄男を振ってIoそして・思想的には︑建設的には︑全然お

カフェー革命家や乞食革命家やは．定めし言の時聾には目録しい尋命的選型を演じ

た﹄ − と︒

動が︑同時に来たのではあつたが︑まだプルの革命に縫るべき経済朕態にしか達しでゐかなっ

の

り∴け

萩の花 の 霞 が∴こ∴ぼ ろ る 額 つ ぺ か な

近−よ
候の髄は︑至って丈夫です︑御安和下さい︒病艶の前の虚に︑おいらん苺が詩境に咲いてゐ
︵選って下すつた花のうち︑萩と︑女郎花と︑コスモスとは分りましたが︑あとの二親は知り

ま
す
︒

ません︒何んといぶ花ですか〜︶
◇

︻卸間祭太郎宛・八月二十六日︼

・⁝・︵前略︶⁝・彼等は．その漫燭と怒気格とだけは中々巧みだ︒しかし︑組合を如何に育て︑

如何に組織するかに就いての︑何等の積髄的意見を持ってゐない︒組合運動が下らなければ．
組合運動を止してどんな運動をすればいゝんだと訊くと︑少しもハツキリしたものを有ってゐ
ない︒叉．そのハツキyLないものをハツキリさすべく努力を拐はうときへしないやうだ︒た

だ・俺は俺だといふやうなスチルネルのローズ振りを霞擬したり︑セキリオブの日録似をして

といふことは︑一つはその人の性枝にも因る凝ら与が︑しかし︑蚤大な原因は我々の運動の間

諜刺さうな面つきをして見せる位のものだ︒臆で︑候は斯ら思ふ︒かういふ人達が多く出蕪る

に︑思想教育といふことを藤瀧する傾きが濃厚だからではある青いか︒

即ち︑楓に勢勘考としての反抗的感情があるばかりでは不十分であって︑ハウキりと階級田

鶴の意義を掴むといふことが殿も大切な嶺だと思ふ︒恕澄織の進化と︑巌合形態の藷相との
閣僚や︑その癖も有力なる岡舗横間としての努間組合の戦ひが︑如何に多くの霞竿しかも
固々狸の惨めな−を沸はねはならぬかといふ部や︑従って︑如何に多くの苦悩と英に旗はね
はならぬかどいふ節を︑充分に知らればならぬ︒それを明確に融識しないものには︑狙い忍耐

と︑不断の餓ひに封する根強さかない︒屯ぐ︑お先き鍔つ時になって．自暴的になる︒．ハーの

安酒に諦つはらって・砂田に快をやり︑線香花火のやうな気椙を吐いて︑以て自分で自分を欺
きうちやあるまいか︒

いて行く駿になる︒

⁝⁝︵中略︸⁝・クロボトキンは言った︒

革命とは多くの人間を塵殺し・千号シにかけろ鴇にあるん巧やない≒フランス革命は︑逃
そして︑マルクスは︑

れほど大隠に行毎しながら︑思想的には駿に瞭病だった︒だから失敗し空と．

出のが二十四日に届きました︒何の文革もない籠鵜轡が︑閲分ながく迷子になってゐたもので

もある︒この後着は︑自ら﹁八分通りは失敗だ⁝・﹂と言ってゐたって︑それは諦ゆる﹁悲報

ねは八分通りまでは失敗だ⁝・﹂と充分知って︑揖且つそれに向つて全身的に突進出来ろ人間

穴

で

即

ち

夕

凍∴み

◇

慕蕾劇が演じられた一周年記念日である︒何か感慨無塩な感想文でも雪げさうなものだと思ひ

今日は九月一日で︑二百十日で・地撰火拭大虐殺の二期年記念日で↓哀可英敷恨基調﹂のー

﹁中歯し万言宛・九月一機︺

から見てくれ給へ −︒

これ等の郭に強いては︑秋谷籍護士に下げた参考書の中に︑多少自分の考へを述べておいた

ふやうな劫も始終巷へさせられる︒

また︑候は自分の力を飴︒貿硬りたくないと思ってゐるo従って﹁自分の貸し得る掌とい

遁して言ふが寅名的威祭ぢやない︶ことを︑候は信じてゐろ︒

候は︑億の死刑の組合的効果を・かなり強く見てゐろo死刑が・袋を生かしてくれろ︵繰り

では︑もつと積徳的方面の理由も充分もつてゐるのた︒

らがりなんぞでも決してない︒﹁後敏⁝⁝﹂には渦穂的方面はかしを並べたが・候は死刑に拭い

億が法廷で﹁死刑を望む﹂といったのは・薫より日義や自棄ではない︒叉・負惜しみや︑悟

れ鉛へ︒

ない︒やはり全身的に岡ふのだ︒・⁝⁚⁝俵高徳らに宛を選ぶ擬なことはしないよo安心してく

的言薬﹂おやない︒その悲観的なものをハツキリ認めろ都によって・決して意志はにぶりはし

す︒何度かに文字があるかも知れんといふので︑霞取り眼で探してゐた努めに遅くなったので

る

ゝ

二百十日も近づいたといぶのに︑まだ可なり暑いですな︒その癖︑消蝿が法師蝿となり︑勤

せう︑多分︒

入

も朝夕鳴くんですが︒

飯
といふ瞳たらくです︒しかし︑陸は︑至極丈夫︒御安心下さい︒
◇

︻向下僕卒爽宛・八月二十八円︺

十七日附のお手紙︑有難く発見しました︒共役益々元気の旗手︑嬉しく思ひます︒

岡山では︑あの誼臼﹁研究会﹂の禽合併へ囲符合貝に踏み込まれて︑随分口惜しい日に合ひ
へてはならない・⁝﹂と︑ちっと自制して聞京しました︒侯の頭に霜田の都がなかったら︑あ

ました︒も少しで痛頭蓋を破裂させて奴鱒へ飛び掛って行くとこでしたが︑﹁こんな奴と命を代

の時︑係はきつと大怪我をするか岡山韓獄へ入るかしてゐただらうと思ひます︒
日本の浅村運動も︑大分面白くなって来たやらですな︒然し︑﹃新駈命に於げろ怒涛組織﹄と︑

ポルシェダイキと農村との悲惨な竣ひを回想するとき︑我々は蔑村に封する﹁思想宜備﹂が行

﹃新配合へ入るべき過渡時代に破るべき態度﹄とに拭いでは︑まだ︿錠つ階です︒ロシアの一
き届いてゐろと杏とは︑随分大きな問題を後に宿らずものだと思ひます︒エ菓労働組合と理村

ったのかな・・：一ラ︑今日はお前の一生の中に於げろ最も深刻な思ひ出の湧くべき日ちやない

萬年韓を裁って見たが︑さて一向に何の感慨も浮んで楽ない︒﹃ハテ晦の頭も盆蝉になってしま

駒突き出してそり返ってゐる天文壁索然たる概も↓やあ︒ひどい軸はないわい︒地蟹もないわ

二百十日だといふので少々風はあるやうだが︑しかし︑晴れ渡った騎融な密だ︒昆根の上で

てるよ﹄といふ様な︑張合のない穂えがあるばかりだ︒・⁝で︑そんな感概はおやめとする︒

か︒おい︑どうしたツ﹄と︑自ら罵って見たり︑顕を引つ叩いて見ても︑ラン︑そりゃ分かつ

組合とは いまのうちから︑完全に手を埋り会って進み︑其々に狸廉を深めて行かなけねはな

候の蛙は非常に丈夫です︒その艶は街等心下さい︒邦決は九月十日です

らないと信じます︒これ等の艶を大いに語間して欲しいと思ひます︒

◇

死刑にならなかったつて︑自殺はしない︒その毅は安心して欲しい︒又︑自ら死を早めろやう

健の監房なんか︑それぢや百度以上だつたに邁ひない︒外を見ると風はあるんだが︑窓がらつ

︹岩佐昨太的宛・九月一日︼

綾な燈の経ちあつかひも決してしない︒生きられるだけは生きろつもりだ：﹂れ又︑充分安心
してゐてくれ給へ︒ただ︑候の瞳はそんなに長生きの出求さうな睦ぢやないと思ほれろのと︑

たって他へ風が抜け通らないから︑窓の外を素通りだ︒まるで貧民救済法見たいな窓だよ︒

少し理紺ほいものを富か与と思ってゐたが︑午前に入浴をやって︑浴稲に浮んであた栂の狗

︹古河三梅松宛・九月二日︺

◇

克己ろ︒月は見えなかった︒智に︑星が一つ見えてゐた︒

夕べ︑連の睦に変って．遥かに角力の太諦らしい音が聞えた︒何底かに夜角力でもらつたと

い﹂といった験な落着きを見せてゐろ︒三百前の暑い日には︑九十一達もあったつてねえ︒

よし︑生きて居られても．さぞ抜け殻のやうな薄烏龍になってしまふことだらうと・苦笑され

ろんだ︒だからといって︑悲蹴してもるんでは竜頭ない︒錠面目に︑最左端へのAへの可鞄を
宮ずると同時に︑最右端Zへの可能も信ずるとLjだけのことだく観賞を観賞として︑飽くま
でハツキリ認めたいのた︒最も好ましい方へばかり宗教的にすがりついて屠られない人間なん

だ︒僕は︒
﹁この仕嶺は必ず成功する⁝・﹂と信じきらなければ︑全身的にやれない人はあらら︒然し﹁こ

板で一句ひねったりした加減か︑何だか選箇ぽいものなんか態やになつもやった︒やっぱり馳

トは僕は賛成出架ない︒

カリズムに酸するだらう︒組合運動に︑錠の理解のない︵温い恕解といってもいゝ︶アナキス

城壁の名川柳﹁姫御前のあられもなくて腹下し︶を何度か昔の本で見たつてー⁝・プサン︑そ

太を誌から⁝−・・桐一藤を尻目にかけながら −︒

れは唖しからぬ奴があるものだナ︒その昔の人は︑きつと候の名句を盗んだにきまってゐろ︒

先達の手紙におっだ高畠︵梨之︶の﹃これはとんでもない誤報で︑こんな秘をいほれたんで
は︑窮一︑死んだ村木君の密魂も浮ばれまい﹄はいゝな︒殊に﹃しかし憩根では諮のしようも

油断もすぎも︑なりはしないや︒

いますな︒叉︑もし無期か長期かにでもなった播合は︑重態のんきに生きもれろだけは生き霊

候は︑死刑は寮より曙橋の上です︒九月十日にどんな判決があつても︑決してお歎げき下さ

や見られないでせ与が︑之九が日本の園の正暖なんです︒

近藤君から有難く聞いて居ります︒侯の求刑を知って大﹂に騨かれた由︑こんなことは米国お

共役お馨りもありませんか︒選くアメリカから私共の敏を御心配下さる御言鱒ては︑いつも

︻橋あやめ宛・九月四日﹈

◇

なく・・⁝﹄は傑作だ︒大化命へ近づいてから得た新知識﹁れんこん﹂の洒ぶりお見せだいとこ
ちなんざ可恐い男さ︒そんないゝ文句を振り廻す場合に︑﹁時代さくご﹂なんぞ考へてゐら丸ま
いからな︒1−−﹁れんこんぢや・﹂か︒フフ・・︑近頃︑君︵高鳥︶は︑モーゼルの三踵を持

高畠は叉︑﹃ピストルは共後どこやらの謡窮でお買上げになったといふ蝿 ：・−﹄と番いたき

ってゐろさらだな︒ウシ︑よし︑よし︒

うだな︒フブ・・︑︑それは︑村木が高畠にピストルを突きつけた筒ぐ翌朝だってね︒琵品も

ゐろつもりです︒元来が撞く気楽に︑のんきに出来上ってゐろ人間なんですから︑英の週は御

﹁⁝・・嫁だ﹂なんて︑自分の籍をつつましく態したりしないで﹃俺が親切で買上げるやらに轡融

君の鰹を有難がつてゐたんだから︒

癖へ言ってやったのだ﹄とはっきりいへばい書に︒村木は恩はぬ金が入って︑ホク／−と商品

にだけは選だしてやりたかつたです︒が︑何んとも億万ありませんでした︒しかし︑村木は村

村木はあの瞳ですから︑揃ったら駄目だとは思ってゐましたが︑それにしても．せめて法廷

安心下さい︒

− まあ番い内にプツ︿ぬかしてろ︑混濁の池助奴日
掛姐の曾ばかい戦梁描介所建設とは・粗野的労働抱合主識者もなかく忙しいやo抱合は貧

⁝・あ︑あ︑あるかツ﹄と切れ切れな言議で候を叱りました︒そして︑既に強酸を失った死撞

木らしく苑にました︒侯が思はず枕頭に涙を流したのむ見て︑彼は﹃波いたって・・⁝しょうが

メカ松キヤツでn︵赤松党歯︶の﹁科堂的新日本主義﹂もいゝな︒高畠先生︑鼻が商いだらう．

だい︑マクドナルドが章鰹を遣って矢祭若を救はうとしたやうに︑銀工の組合は舞う支那征服

閏の夜でしたo

同然の睦を︑タンカに乗せられて艶験を出て行きました︒そーれは一月乎ばの風の激しい︑襲い

乏だらちから・．やっぱりフランスの標に敵船の御援助を舞う御願ひするんだらうな〇一屈どら

の黛鰭新曲︑恕隙︑本を政府に作らせ︑其他さらいふ方法で失乗の緩和を計つもやどうだい︒

を唱えて︑蜜鰹大砲等を遣らせ︑印刷工組合は︑過激思想ポクメソの急務を叫んで︑その癖め

て︑どういふ人だらくノ？﹄と皆んなで話し合った妙がありましたねえ︒その時俵が﹃アシ見て

薄で田中勇之進といふ人が甘粕の弟をやり狽って捕ったと洩る新聞祀宙を前にして︑﹃田中つ

※ちゃん達を荻にして︑営んなで漣臆の象から駒込片町へ引取って間もなくでした︒伊勢の

︻中村しけ子兎・九月三田︼

◇

む府も芋窪らうにナ︒招介所より絵か遠道だせ︒ね︑窟︒
︑

僕は西洋苦楽は全然知らないけれども︑でも︑闘いで愉快に感するものもある︒その筈薬か

でゐますか︒きつと舜えでゐられるでせう︒あの時墳女は︑心配さうな不安な領付きで︑ちっ

ゐろ・いまにもつともつと・いろんな節が起るんだヅ﹄と濁り言の擬に去ったのき貴女は鉛え

と僕達を見つめてゐられた擬でしたから︒共役貴女は︑何にかにつけて私達に藻して無茶は

何を強味するものだか︑どの得調に踏襲があるんだかは︑少しも分らないが︑聞いてゐて︑
の害をぢつと問き証す時の心持⁝・・要するにそれだらうちやないか︒ただ候は︑触りに毅巧の

とにかく心持がすがすがしくなる︑といふ程度でなら︑僕だって分るものは移る︒水の流︑波

しないやらに⁝二諾茶はして下さいますな﹄と︑よく言はれ蓋し誉大化合の奴が下鳥祭殿と

いふ馬鹿︵今：﹂の監獄へ諒でゐます︶を償って大杉等の道骨を弱った時も︑くれぐれも私達

勝ったものより︑桓く楓開場ものが嬉きなんだ︒そこに候の日本趣味が○のろんだ︒

をいましめて下さいました︒また︑アメリカへ語らろゝ時にも︑その節を貰女がくり返し言は

候は︑サンタカリズムとアナキズふとが︑別れ別れになってしまへは︑南方にとって恐い結

束を及ぼすだらちと思ふ︒サンヂカリズムを痛武するアナキズムは︑鰭局︑避諒でしかなくな

私達は︑さらいつて下さる賢女の心持ちはよく分ってゐました︒そして︑私達に封する貴女

れだと村木から聞きました︒

▲は︑結局ポルと野合するに垂らだらち︒域は︑革命的サンヂカリズムではなく︑黄色サンヂ

るだらう︒そして絶えずアナキズムからのいゝ影響を受けない︑粗合一密ぼりのサンヂカリズ

のやさしい思ひやりを︑しみじみ嬉しく感じて居りました︒しかし︑あんな暴虐に翳して︑文
それをお芝居誠刺高萩腫化してしまった範囲の改発に訝しで︑ど〜して我々が敵って泣舌怒入

の眼からは洞は落ちませんでした︒しかし．その薬箱顕の血の色からは︑しばらく眼を能す帝

受けて錠つ紅に餓えてゐました︒候はその健紅な血のやうな葉鶏頭をちっと見つめました︒侯

雪さんとは︑徳の底へ突つたった空し∴子供達を指さして泣き出しました．

いつだつたか完刑になったら醗世を︑無期だったらお別れの句を︑有娼だったら楽観ひの

達の辻々に立ってゐろ︑見知り頴の輯面ラ共を︑ちっと⁝・・御挨拶申上げながら−︒

今朝は特別自嘲車で七時前に浅鍋所へ行き︑公知が経ると苗ぐ俸別自動範で勝って茶た︒滞

︻山崎今朝弼宛・九月十日︼

◇

口慶助︶君に︑この語を赤す︒

が︑富亦教は一憩のデカダンである﹄といふのは︑候にはー寸面白く思ほれた∵故で︑K介︵川

といふのがある・買抗とデカタン︑⁝﹂は離れもがいふ官糞で︑別に親しい音義善良同年

健は晴示漂い面白い本だ︒反税とデカタン︑それは抑駐せられた人間の自然の双生兎だ﹄

冨布教はー稲のデカダンであると︑カノダイツチほぞの薯﹁美への意窓﹂で言ってゐる：﹂の

江渡︵狭螢︶君の︑﹃土と心とを耕しっつ﹄の中に︑

︻労働連動祉宛・九月第日﹈

◇

宗坊のお父さんはお禽ひしだ塾はありませんが︑よろしく御偏へ下さい︒さらば⁝⁚

を終りでしょう︒

御病気をど〜か大切にして下さい︒蹟女への御手紙は：﹂ねが魯き初めで︑恐らくは文︑蕾

候は貸女を思ふ時に︑いつもあの時の光景が眼に浮んで乗るのです︒

僕は今︑こんな敬を轟いて︑また埼女に親らたな洞を流させる萌でせう⁝⁝御話し下さい︒

が出茶ませんでした．

候も堪らなくなって︑玄関から前歴へ走って出ました︒実施には葉鶏頭が︑秋の轡を充分に

りになってしまふことが出来ませう︒どうして復縁をせずに居られませう︒1−しかも奴等に
のですo

封する恨みは︑里に大杉撃一大の錠めのみぢやありません︑他に恨み穏なる津山な理由がある

淀態の窮で︑一−大の避雷を祭壇にのせて︑ささやかな手向けの花などを立ててゐた時︑培女

は柴田さんに遮れらねで入って居らっしゃいました︒其慶に居た服部︵溜吹︶実要と竣成︵二
ったのです︒

郎︶の細君と僕とは︑ハブと胸を打たれて前を伏せました︒雷々は曳女の韻を見ろに堪えなか
と︑焚女は入って楽るなり庭から喜ホ坊はゐますかク︑宗坊はゐますかツ﹄と叫ばれました︒
億運がそれにどう答へろことが出恋ましよう・⁝女運はすぐ﹃あっ﹄と陸をあけました︒それ

を的いた墳女は︑﹃ぢやア︑あれは餌驚なんですかツ⁝：鎮皆なんですね⁝宗・⁝﹄と言ひさ
しで様舞さへ風貌れてしまはれました︒共感へ︑二階から村木が降りて楽ました︒勇さんも降

りて来られました︒そして︑﹃兎に角ま争・・÷と言って︑泣き入る典女を二人で二階へ連れ
て行きました︒僕は下に ぢつと遺骨の傍で何向いてゐました︒そして︑悪病な陽をかきむし

やが三時励ほど盛って．賢女は二階から下りで葱られました︒燐はやはり何も言ふ槙が出

る綾な賢女の泣き睦を臆さながら．ガリ′lと蜜を噛んでゐました︒

楽ず︑ただ心の中で篇とんだ飛ばっちりで︑申醇けがありません−と詑びながら︑そつと日韓

をしました○賢女は三人の遺骨の前へ語って焼香をなさいました︒そして︑其庭に祭ってあっ

窒一大の黛館を見つめてゐるらちに︑糟び焉つ﹂と泣き伏してしまはれました︒雑接のない
尊です︒が︑僕達は病中の墳女の睦をどんなは気遣つたか分りません．

輿女はまた︑男さん︵大杉︶や女の人達に迫れら九で︑二階へ行かれました︺俵はやはりち

る

別

は

秋

か∴−な

灯

れ

旬を︑雷いて透る﹄って言ったナ︒いよ︿お別れの旬が普選しやがった︒⁝・・待ってくれ︑

る

こんどは魔手ちゃんがエマちゃんと遡れだって：一三h英ひながら入って楽ました︒その後

つとして其の鴇に残ってゐました︒館には︑破都の細君ときよ子さんが居ました︒と共感へ︑

ら

街

霊

い凄着へるから⁝⁝

餓りの禽請茸の忠から：−れが

秋∴闇∴をー館一け

の

鬼締めと娼欝の館を桃めつつ

げろ．発つ田富時のは堅坊の時代だらうな︒山崎舘二世によろしく︒

栽卸申請⁝：管やない︑知合申はだ⁝⁝⁝⁝どうも緩々と御鯖節になった︒厚くお過を申上

鳥∴統∴め

雨

とからは︑まだ足つきの危ないルイちゃんが：えもギャグやヤクと嬉しさらに笑ひながら︑

＝ちゃんと＝ちゃんは︑そらと遺骨の前に行き．ぴったり重んでま健智を上げました︒

よも︿とついて楽ました︒

イちゃんがまた．後ろでキャブキャブと喜びながら▼日夕運かになつで衰反を突つ垂モ一致や

そして二大で蝕を見合せて謹きつに喪み愛しでは．合掌嘘襲するのやしだ︒それを見た九

まくと震望円くのでし蔦葛の邦子は・もうさつきから子供愛のすら−しとを膨らで︑む
いてる暮し雲二三三番んを霧しに猿江九郷の穏健さんと．ルイちゃん日露しに蜜の女中のカ

ら穴をあげてくれろのを待つばかりだ︒自らには何んのカもない︒筒ひの薔びかない︒残され

た︑そして︑鍵のなされはならぬ唯−の聞ひは︑病ひと表題とに封する︵肉腫的及び持前的の︶

◇

︹通謀憲二宛・九月十日﹈

身︑自らの険約の岡ひのみである︒

道中はしきりに提訴をすゝめてくれろし︑山崎籍謹士は日清の意想はどうあららとも︑候は熊

いよく候の一等餓やだと思ってゐた﹁無期﹂に決定しました︒が︑瑳謀はしません︒紅の

︻堺利達宛・九月十一日︼

◇

なら⁝皆さん御荘偽で⁝・・︒

来る十八九日頃に囚衣を詰る︒藍殻は︑たぶん︑干葉か小菅だちらとの導である︒では左検

どうも︑あれは候の黄任が残って居ろ硬に鳳へて仕方がないので︑昏薮お顔ひする︒

加勝君にも韻んで置いたが︑録岩の詩集は一つ大鼓力を顔ふ︒︵大不景気とは聞いてあるが︶

慶賀︵︒創作方面にも︑大いに沈轍を破って乗り出して欲しい︒

昨日︑加鷹一夫君が面食に来てくれての話しに︑近く﹁やまと新聞﹂へ長篇を載せらるろ由

碇の︑今後の﹁闘争﹂はこれだ︒候は︑この間ひを励ひつつ︑生きてゐやう ー o

今日︑法廷へ入ったら︑諸君の頚は健かしか見えず︑発泡航速は一人も見えなかった︒服部
︵斌爽︶君が︑一一ヨツキリ起ち上ったので﹃少ないちやないか︒皆んなはどうしたツ﹄て訊ね

たら︑﹃検束だツ﹂と叫んだ︒億は練りの馬鹿々々しさに恩はずブヅと吹き出した︒

刺決は︑要するに︑婆するに︑といふ蕗げだ︒係としては︑一簿願や法政だが︑ま7︑笑っ
て受取らちよ︒斯うなりや︑将士坊主ぢやないが︑後はすっかり︑﹃あなた﹄まかせだ︒⁝・俺

古田君が法廷で︑剃節がグゾクッ判決文を舘んでゐる時に︑興へられた紙とエソピッとで︑

の﹃あなた﹄は勿論﹃彿さまらちやないo O競合進化﹄だ︒生きてろぞク︒死ぬ遙は⁝・10
殉部の顔を窟生してゐた︒候は︑プリヤア面白い︑宙き上ったら健が一つ諒をしてやらうーII

と思ってゐる中に︑古田君は︑クシャくとそねを消して了つた︒嬢念なことをしたよ︑折角
の純念晶を⁝・・呵々︒

古干し丸が︑世の中の見納めだナ⁝・÷9

信は大いに範頼するのでありますが︑健としては試剣に少しも気乗りがなく︑且つ皆んなにだ

護士として捏訴する﹄と言ってくれる︒紅の逓中の気務は嬉しく受け︑伯前の法律に翳すろ確

勝りの自動車の中で︒
億日ウシ⁝・ヽ別に情の中が幾っても見えないナー

とは思ひますが．しかし︑それと同時に︑人間の稲請といふ奴は︑可なりな攫度にまで︑自分

霜になってしまった観です︒有期と無期とでは︑新前的に︵舞特の上にも︶大いに相違しょ与

五年ヽ一一十年といふ刑と無期となら大した邁ひもあるまい︑どうでもいいや﹄といふづぼらな

それに︑最初あれほど嫁やだった無期がII尤も今だって織やに邁ひないが−此頃で隼十

ないんですよ︒菜摘がね⁝：︒

ら︑古田瀞が自分の薗ぐ傍で給らろ1のむ知りながら︑自分は盤話してそれを見てゐろに堪え

あくといつまでも御世話を受くるのも心苦しく思ふのです︒殊に古田君は捏萌しますまいか

古﹃さらだ︑同んなじ輔だねえ︒﹂

◇

二人﹃ハハハハハハ八八﹄

︻江口演舞・九月十一日︼

いよいよお別れとなった︒

この医の部はいぶに及ばず︑那須に於いて︑其他に於いて︑一方ならぬ御世話になった輝を︑

此度に改めて︑厚く御酸を云ふ︒

の慈恵欲望といふものに左右せられるから︑そこの塵も調ゆる﹁気の詩ちゃう﹂といぶ奴c多

此ままじりじりの

少の加漂出来ようと︑ぐうたらな考へむしでゐ羊︒それにー憲﹂といふ奴も︑賄ういふl

同義議碧は控訴しろと切りに樹めてはくれるが︑僕はそんな辞はせずに

らしさ出合への第−秒と共に︑よろよろと地獄の底から飛出す節が出来れば︑此度もとのお継

死刑へと厳立つ砦へてらる︒若し擬の貧弱な瞳が︑﹁じりじりの死刑﹂に長らく持ち前へで︑新

さて︑朔うなって来ると︑いつかお約束した﹁日向ぼっこ画﹂も少々怒慾の詩がかかった蔑

掃合には多少役に立ちますからな −︒呵々︒

な感のないでもありませんな︒候の思ふのに︑癒君も少なくとも今後﹁十五年間﹂は生きてゐ

村木酷に稲死し︑古田君今胎に麗られんとしてゐろ︒そして侯は生き残って︑死に邁ずる一

ぐきみ・ よろしく御喝采を⁝・・といふ韻げである︒

本の闇路を治は何ヶ年聞か歩み説けよ与としてゐる⁝・命さへあれば︑トンネルの頭の上の士

腹的にも浦前約にも︶苦闘しながら一生懸命生きてゐようと思ってます︒ヨ日向ぼっこ合﹄と

それでもまだ敵の統合が敦いてゐるなら︑発つ其の運で生きてゐろ鵜を失敬したいと思ひず

て下さらないといけませんよ︒像も今から﹁十五年間﹂は．何んとかして︑装覇と痛気とに︵肉

が急に削れて︑画び地上へ出られる時が来るといふ巷へに浸りながら⁝・︒
しかし︑比の同じ地下の歩みを歩みつ1あるものは︑俵等囚徒のみではない︒多少の色合の

いふすぼらしい理想のために⁝⁚o

によって頭上の地に穴を明ける蕾びがある︒戟ひのよるこびがある︒しかし．候はただ︑士か

整こぞられ︑多くの労働着の生活は︑やはり比の歩みに外ならない︒が︑彼等には︑自らの力

すよ︒尤もそこまで命が持ち増えたらヨなアにもう

奉︑もう一二年﹄なんてな奉にきつと

赤になったら・またぽっ︿英語と数理とをやりたいと思ってゐます︒英語と馨が︑二歩

なるんでせうが⁝−・・僕の擬な凡人は︒呵々︒

一歩進んで行けば・そこに自分の墨きて行く﹄といふ亮詩が︑よりよく白斑されようと思っ

それに︑新しい証合には・統計が⁝・従って馨が・・・・・殿も大切だと庖よから︑侯の数壁が

て
九
︒
賞を結んで・しかもそれがそ2時の役に立つ・⁝てな︑麗気な夢も・劣でね︒ハクハツハツ︒

昨日の公卿で︑山語蔚範士は﹃判決を受けた宙後の感想﹄を雷いてくれと云って︑僕等に務

まアどらかして蛮飯で英数を釣り上げたいものです︒
と錐舘を稜しました︒で︑候は︑剣癖が制決文の前段をくだくだしく頼み上げてゐるうちに︑

雨

を

鋲

け

ら

ろ

ろ

別

れ

か

な

ほど合さつけてゐました︒今は忘れてしまって思ひ出せません︑その句を︒

秋筒の害をきゝながら濁り句作に耽ってゐました︒そして︑言渡しの済んだ時には︑確か三馬
秋

見

締

め

の

街∴は∴秋

雨

藍

灯

これは︑その日締ってむら作った句です︒勝りの自動苗の中では︑
と駄句りました︒下ろまでには．まだ︿メイ旬が吐けさらです︒

控訴期間は十七日までださうですから︑十八日か十九日には下ります︒小菅か︑千藤か︑甲

篤子英人にも︑鯨柄さんにも・別信は出しません︒いろく有難うございました︒厚く御縫

府のらちだちらといふ節です︒

申上げます︒
◇

︹奥山伸宛・九月十四日︺

法学時下残暑輪去難しと麓も月明既に秋冷を湛え虫酸淡々として鍍憩に入るの好期と相成
中條塵︑象塞往々御酒遵奉大賀候︒

野生裁剣の熊某は去十日無期と決定︑雨三日串には終身関として同慶かの獄に淫らろゝ邁命
今日迄・小生の先生に受けたろ恩欝の深さ身に泌みて忘れ難く︑思ひ出づろ毎に感涙の停ま

と棚成候︒

ざるもの有之候︒即ち永別にのぞみ晩晴を述べ一片以て御挨拶申上候︒早々敬白の
◇

︹労働運動紅宛・九月十四日︺
では・⁝・︒

岩佐君

大疎開の由．大いに嬉しい︒是非︑百解題動軍門の．いゝ蔚年を見出してくれ︒このかんち

千襲からの手猿は窮しかった︒十八の悪気で生きてゐろから安心してくれ︒

んの人が少ない︒君のカに待つこと大なり︑だ︒

いよく最後のお別れとなった︒約束のものは︑溜まないが蕾けなかつた︒話してくれ︒た

和田菜太郎請

今日は︑気持ちのいゝ秋晴だ︒囚人にとって︑墾ほど騎底なものはない︒

ぶん．四五日のうちには同塵かへ遜られる事になるだらち︒

近日︑﹁範記もの﹂を勝間へ毛下げする中に君宛のものも一教そちら︒本からの扱き宙に過ぎ

俺は生きてゐろよ︒蛮飯で健康を釣って見ろつもりだ︒君は︑急がず︑がっしりと大地を歩
んで選んでくれ︒惚閲を斬ってゐろ︒

ないが︑何かの役に立ては雫甚だ︒ぢや︑さよなら︒

古河三樹秋霜

日本人の性格で︑一等侠乏しであるのは根接ぎだ︒係は自ら顧みて︑其の鮪を常−こ唖かしく

さよなら︑古河君︒ど〜かあせらずに︑落ちついて︑根強く︑しっかりと運動してくれ︒

感じておる︒こねは︑寛に勤しで硬避さが不足だといふのではない︒冨々には常に取返さが不
お気膝よう︒

足だといぶことを言ひたいのだ︒

いよくお別れが来た︒

川口慶助謡

燕去り︑雁蘇り︑蛙地中に入り．久太赤頼瓦の底に餓生を投ず．か︒

侯は観が︑君の性格に最も適すろ連動方法を抽んで︑一路を進んだなら⁝と思ふ︒

◇

秋天高く︑一片の浮塞なし︑総ツ︑総ヅ︑喝ツ﹁iI︒

r望月衆苑・九月十四日︼

いよ／＼−∞別れとはなりにけりだ︒お互ひに︑御坐なりを言ひ合ってもしかたがないし︑晋

望月棲若

ふべき事は︑訊くべき強は︑大底お互ひの腹の中で分りすぎろ梶分ってゐるんだ︒さら思ふと

ただ︑いろ︿御櫨話になった尊︑今後も姐は御世話にならなければならない群に沸いて︑

何んにも蕾くべきことはない︒君には︑僕が死んでから後の事まで綴んであるんだから⁝・・︒

庚心からの御踵を言って語きたい︒
候は︑あの鵡件後は一切離れにも含ほれ凄いと思ってゐたのだ︒それが一年近くもの間︑面
会に手紙に︑共他語るものから身の廻り一切のものにまで︑響月家の手固い胎請をして賞つた
のた︒全く嬉しかつたよっ近日も一度禽ひに来てくれろさらだす︒この間の序は我鐘を言って

済まなかった︒話してくれ︒
兜の上はウ／と馬鹿になって︑生きられるだけは生きてゐろつもりだ︒君もまずく禿げて︑
まずくこっくしてみてくれ︒

聾月詣子環
誠子さん︑とうく・お別れがやって衆ました︒お題善一最ねはならぬ班が飾りに謡山ありま

址の上は︑僕も生きてゐられるだけは︑馬鹿になって．舞梁に生きてゐますよ︒薯もどう

すが︑ただ﹁有難う：・・﹂でまげておいて下さい︒

か・いろんな雑龍をしなから︑好きな軟でも蔀かに唄って︑愉快に暮らしてゐて下さい︒候に
んになって︑一鱗に又︑同塵かへ見物にでも行くやうな時がある媒な祭がしますね︒︵ハハ︑

合さへあったら・きつと再びお合ひの出来るとをが来ると候は信じてゐます︒お爺さんお邁さ
︑︑︒ま7︑そんな群でも寒殺しながら︑一言く生きてゐますから︑安心して下さい︒

中国史の離磐を郵逢しましたが漕ぎましたか︒くだらない本ですけれど1億が寵獄の中で買

った本葉から︑港念のために差上げます︒叉．候の敬と句との手軽や．いろんな人の鮮歌俳句
のぬき爵きなども宅下げしましたから︑近勝君から鰭って下さい︒賓弱な形見です︒
蔦月男に侯の引受人になって貸ふことにしましたから︑一号月日に一度つつ手紙で溜息を告

な書信を下さい︒珂々︒

げ合ふことの田楽る擬になったのお嫁しく思ひます︒せいぐ・皆んなで︑僕の命の楽になる擬
今日は集韓の好い秋晴れです︒鳩が錘ひ︑蛤蛤が飛んでゐます︑務まり．くさくと物導を
著へ過ごさず︑随を大切に頗ひます︒では︑さよなら⁝⁝

キミチャン
イクモ︑メシカイ一一キテクレテ︑アリがトウ︒サイ．ハシーーそ︑キテクレテ︑アリが上り︒カ
ワイィ︑−一つ二つシタカ木ヲ・︑︑セテクレテ︑アリがトウ︒キユワオヂサンハ︑モウキミチャン

へクル︑チョウチョウヤ︑スズメーーキメチゴ

ー一ナウレナイトヨロへ︑イツテンマイマス︒ケレド︑モシ︑キエウオヂサンノブトガ︑シリタ

イト才やツタトキー一ハ︑キミチャントゴノオ二八

エテクレナイさ︒ゾレ︵︑キ・・︑チャンガ︑オ永キク︑オ永キク︑チッタラ︑ヒトりデーーウカリ

ラン︒キット︑オシエテクレルカラ︒ケレド︑ドゥシテ︑ソシナト﹁一回へイツタノカハ︑オン

キ重り

マス〇三チャンガスタカへヅテシマッチ︑キミチャンそ︑サミシイグロサoサ寄りナラ〇年

◇

ッブ1︑と︐ツス︒

︻伊串英治細・九月十語日︼

いよくお別れだ︒提訴をせずに直ぐ下がる︒常は中旬故に蕃沸しないか′﹄と問き越す握

比の上は︑ただ止むを鴛ざる城詰を極め込んで︑欝部冨なた壁に身をお任せするより仕

の野暮天ではないと巷へろから︑敵へて続開はしない︒

なた授与であらら告がない︒それは今糖に最も忠義ある歴史的飛躍を晴らさんと錠しっつある

方がない︒だが︑候の信ずる宇あなた凝﹄は︑天にまします鵬なた検﹄や︑西方涛土の弓も

今年も秋になった︒天高く．勢倒若疫するの族である︒が︑候は入獄以前よりも却って肥え

﹃労働階級の力﹂である︒

太り︑丈夫になってゐろ︒さて︑どれだけ生きられるか⁝・．まさか一缶や二年でへたばりも

基は晴れ渡ってゐる︒秋の気は澄み渡ってゐろ︒百舌鳥がなく︑桐の一発が落ちる⁝・古田

すまい︒安心してくれo

君はいま何を若へてゐるたらう⁝・

◇

警固を蔦み︑偶感を斬る︒慾の深い注文だねえ︑ハブ㌻！さらば白
︻転用浪人苑・九月十六H﹈

いよくお別れとなった︒

接訴して死刑にしろと去って見たところで︑始まらない︒男らしく︑笑って言ひ億通りに買

ってやる寓にした︒破りに蓬謙して︑購離士諸君の御骨折で︑却って二十年︑十五年の有期に

なったところで︑大した相運もなかちら︒十五年も辛旅してゐろ間には︑世の中も少しは目鼻

耳元へ寄せてくる波の膏をちっと待ちつつ︑生きられる更けは生きて屠るつもりだ︒態は裟

が付いて求やらちやないか︒

藻に居た時よりも丈夫だから安心してくれ給へ︒若へて見れば：﹂れも一報の逃避だねえ︑結

未決中に受けた御親切︑あつく御鞄を冨ム ー さらばだ︒

果に於いて − 町々︒
髄膜なれー 奮闘あれi
◇

︻中村しげ子苑・九り十七剛︼

待ってゐた碧からの手紙が夕べ漕いで︑嬉しノ︑︑繰り悲し練り返し韻んだ︑今日は．いよい

しげちゃん︒

さて⁝・と改まっては見るが︑一問︑改まり襲えのする曾義も浮んで来ない︒今までに書き

よお馴れの手護を響き逮ろ︒

透った手旗を善く時とおんなじ義持と沿えた︒厨につれて桐の一義がばさりつと落ちろ−︒
II秋の嵐が︑画らを撫でて行く・⁝ほて〜∴⁝⁝いつもとは少々興った感じもあるoセン

高年誌︑その他の一切のものを今日宅下げする︒萬年等はかなり使ひ古るしてるから︑書き

チメンタルの奴が大分遠ひ込んでゐるあい︒
難くなってゐるよ︒そのつもりで⁝・︒

瞳は安心してくれ給へ︒何アに︑元気で生きてゐる土︒命懸けで打つ放すピストルの環が盆
っばだといふことを細らなかった経の呆け若だ︒こんな扱け作は︑案外長生きするものき︒
温い．自由な家庭の味を知らなかったり︑幼なくしてそれを怒ほれた若は可駐さらだ︒候は

曇ってゐたのが︑とう︿繭になってしまった︒軒下で楓が鳴く︒

全聖二に合って．あの淋しさうな糞を見て︑後々庇の感を深くした︒
僕は幼稚い時に雨親は非常に愛してくれたに拘らず︑察蛙の錠の温か党といふものを知らに

二人になれば︑候からの手紙は交代に悶方へ出す︒勿論・碁月への手紙も︑なるべくヨ努湾固

適いてくれ︒そして︑手紙をくれる時︑望月寮からの滑息文を同封する擬にしてくれ︒うまく

今日もまた雨だね︒古田君とは雲だ合はない︒

さ﹄に宮くつもりだ︒町々︒

新聞に︑候が北海道行きを想顕してゐると曹いたさらだが︑とんでもない嘘っぱちだ︒勝れ
◇

が北海道なんか望むものぢやない︒馬鹿々々しい︒

︻望月桂苑・九月十九日︼

昨日は古田君と面合した︒別に括すべき墓のあらう笛がない︒馬鹿話をして愉快−に選手し

特別詐可を願って︑正札的︑最後の手織を宙く︒

今日︑これから種々執行になる︒行先さは未だ告げられない︒今朝︑近藤君と岩佐君とが田

て別れた︒

彩が誠よすぎろ︒その澄み渡った答に︑さはやかな白雲が流れてゐる方が・揺じがいいと恩ふ9

いい天気だねえ︑今日は︒秋の彼岸だからね−︒晴れ渡って一難の蜜もないのは︑少し色

宮に来てくれた．十一時すぎだと︑もう駄目だったかも知れない︒全くいい時だった︒

花槍の枝で︑控が糞をたれた − 秋日和．

は︑豪が掠りに貧乏であった︒諜漬輝階が︑知らず︿寮膳の潤ひき無味にした︒従って候は︑
それを知らなかった︒その後に接した家庭がどれもこれも腰やなものだったので︑美しい温い

だ︒怒いたか︒町々○

けだ∵駒腕は土こもった︒これも少々掠つたの竜やないかと必′雪のんきものに：しんなもの

輪迫はl二墳八百あった︒ここへ恋九時には十一一班七郎五十たったのだから五十枚増した撞

家庭なんて︑現代ではユートピアに過ぎないときへ思ひ込んでゐた︒それが彼らに︑君の乗越
に態するやうになつてから︑侯には初めてそれを来館出来たのだったo僕がそれをどれほど嬉
しく有難く思ってゐるかは︑恐らくは君には分ろ凄いと思ふ︒今︑僕が斯んな節至言ふのは・

からだ︒その内には．必ず東京へ来ろことになると信ずる︒発達寵には女手がない︒どらかよ

自分の蜜を考へるにつけでも︑耐経を働かせる掠な言の綾子がいたくしく恩へてならない

いろんな期でちょい︿呼び出されるので．落ちついて思ふ擬に告げない︒日が暮れて来た︒

ろしくお顔ひする．望月君にも︑頼子さんにも︒

では︑健は行く︑たぶん二三日中には何塵かへ透られるたらう︒

これで止す︒

◇

⁚皆さんによろしく︒

雨が︑鰊やに降りやがるなrII︒
さよならi

︹近藤憲二兜・九月十八日︺
それから︑候の行き先さへ最初に来てくれる時︑望月君も︑一緒に引っ張って来一しくれo例

新谷︑介知の二君は検掲控訴の由︒

二人で裸て交渉して見てくれ︒どうしても一人そやないといけないと言ふなら．潔だけにして

の引受人を︑著し出来れ雪やっぱり二人にして置きたい︒侯も行ってから瞬むし・外からも

