クレヨンやボール遊び︑ラプコン

山ごみあほうのんたちの畠が輝孝二

霜の雷写る︒群議ホ1くりの旦

！． −︶−﹂

百里到牢の登車上︑母−し育つ︑つまノし

姜柵ははすを︒

広島連絡合議

弥栄に留守番ひ︹月−舌頭して︑

けてきて楽しそう︒以後︑毎週土

q起筆粗目

ほかメシードー全員研勢輔‖しての

鶴泊橘谷︑婦人会

他日18日 山師∵大阪へ︵出研ぎ計一庫︶

臆の午後︑皆ご漣高二予と上した︒

ユルご果樹園田地繭墾

‖つもの蒸舘の一めと︑時向き≠︶

−りって︑什不同一里敗の話合‖美しする

絹妃ハマ︑免許と1て広島へ︒

近藤さん︑弥栄へ︵不景一気をコ

他日必日 英風塵簸農家の集い︵野碩︶

ーキーンn八年し7ヒIこなノつrにと小用！．

一軒家相三種日掛周一窮︑ヘムロか

大掃除

一穴杵のくもの巣をlさら‖ニ屡キ二

日月ら日

l脱穀講習会L

他日27−28日 千ユー太弥栄へ

ちぽん睦んで‖るここう︒

この野頭は︑丑ハ凧つ出荷体制の

幻の収穫キャンプ

君向直賊出稿蔑家の祭日

部落−ごとの代表が集まって来年の

共同直鰯に出荷して‖る馨場所

始端姫

的白砂〜20日

の面々穴話頭i

細川2位吉相ちてるなき︑井同体

−繕 謝熊村大運勅令

でぐ．Lrに︒

爪望長旅にも小爪′市︑た‖へん元気

一塩回あくれて到着∴爵一曲から

高瀬瀞 ヒヨコ綱聾入

柏宮7旬日

三ーティツn人︒

④﹁憧れ易く︑産外局く︑品中日
尻目弥栄にするために﹂主題して
佳否田内の同一蟄声︶請合う︒

②夏以降の備沢の報告と終結︹
キーヤ∴ノ十人︑直弼︑生産丁重八同雑作

・l人民一⊥作−公許︑金・稼ぎ・ユーこ
エソヒロ仕∴塾武︶

③今後の人の動きと越冬体制

潮懲 升一回子らも金
屑簑窒文庫用本欄を郡諒の子とも

ら予とつくる︒集ま1たのは4人︒
ニ新不二も卯γ仰の参加仙率︒

最初は︑丹甘ん覇のうらもも︑

●

称を鮮卑加えて︑培弓主不蛸の鵡川
たくものを︑語手Iこく捕破る叶小ス叶ハス︒

打ち加えるよっに︵？︶きれいにな

謹啓什会

〃lまlL一に︒

描線
組の人︵笹自宅屈︶を面んを︑山

襲塑島部の＾訪緬

師γ︶へスッをたしに．滴を春患

端緒
レ需用−卜↑乙皇ラ＼ために莱たこか︒

栗田重をのりつ居て∵我々机忙し一

になる︒︵小筒工作の足が小目Iこして︶

川部部10事郎 横谷部活 親藩小目

lO呈凪品と三

嘲大公詰勤をある︑淫小目の売店
運に参棚︒墓十王︿

毎くじに︑うどもらは穴はしゃぎ︒
用憲4−年生の小五iかくらへ石目牛用

くら︶を登場し︑集会商用は 耽中︑
︑瓢﹂汽面︑心＝れる︒

イTIアリ林︑広島き経

軍するに︑

八重回ロー︵の
日工二

轡立教大で集会

綱霜の嘱謙報告を行なう一

東京方面のギヤ︑ノパー集会

も く；

後潟在﹁コ三／﹁5uバ﹂滅多膚

⑳盛飛蜜コニシ︑ヒロバ直利澄行

㊧来春弘降

一
−
−
︽

⑰引治浄日中拒正目キヤーノ7三三三ノ学

日︑山人腋へ集合

㊦12苗場日 広島原綿センター店じき

にトゝぎし

紺滑川即 今卑最は盟墨壷故

請訓報告︑会計報告

④邦縛⁚広島・天聴を夙それの

騨惣濡籍郵政局連絡会議

喝の報告書参照︶

手豪しっノつこん不︑何やかやYL脅

照

高∴うー

縮労中平の異体的な活動内密紹介

湿洞絹量の集会に参加

ワリ田︑穴腋へ︵恵稀きオろ碑︶

十八位Lhひのき↓q︒

摘

丞一掃日

㊦l2日I7〜巧自広島二手2告ぎきふ一

て六腋へ︵出精きオ之訂四︶

客．

山離蔀︒昇一画角ルーブ堅配へ前

／＼常仙川してロスd−悠小︑享同庁′リトに

政

すJQだ申して︑−一含に日の言問‖うち

に帰っアし‖っ十︑︒あんな敏に︑何
周・小用柄︐∂ク∩

小筒土地ホ壬生II来年も︑解せ

末年さんの畑支し 互ハ同体ズふ楳うっ︶と

「￣−∞−−￣￣￣

ち︶じゅんちゃん︵4う︶予I∵

集会所に遊びに来

る午後から

ちめん︵／0っ︶

主謀組とお︑ス小手組子しに分夙て晴

イTちめん

一軒屋︑神原︵キャンパー︶︑

よう︑二をもらに呼びか品目丁言‖

横谷のこきもほ︑小学生う名

勅使三省︑乳幼児ろ名︑中学生

私たち倍三毛も犀の対象とし

6名である︒中学生は︑寮生寿ぎ

こしちゃん︒一軒屋高コーチ︒く4

おえ研き縄は・主にじゆんち↑ん

向き使った︒

して‖て横谷の日常から藤林丁目る

よん︑マン可7︑窒鉛筆を︑用んた

るのは︑小学生と幼児の

ため︑蒔能事保ちにく目し．また︑

んに使って描くo垣こな似ろ︑一三へ

考えて

模造綿半小六の＜こもも新帝VC‖

乳幼児に関しては﹁

屋は︑紙用り上さのあそぴ︑−〜こ︶

今︑大阪こねうなの部屋小ノl壁にー

うちの伏せられ7日る︒主にマジッ

保裔園的性格皇帝か︑ちょ．∴L一手励

こき蝿める︶

坊でろく安全に

クインキへしなく自費享﹂ざ夙rlへ落書

まれうなローと‖1た毒婦のために︒

2・霧綴じ
＝＝弥兼よ1−送ら柄てきた手緬か

−皆のか判ってれ口でちょうだい⁝

≡hdホットT−キ書目Tしく

− 今度は皆を食べろ夙ノ？今コ信夫

暖の一ページのよ︑つな紙屈である︒

こ柄が∧横谷＞q︶も＋亭り梢︑穴眼
へ出穂ぎに来た私たちにじ書目Tく
れた＜一し相計︶を玩る⁚

本日︑牙Z回畠の二とも怠

使ったう︑大きくこ高日出すりに

の六三十f先日︑きるまで三相を

給を描くのは︑今回∵模造紙半合一

参加者〜ぴうあき︵小う︶かが

困﹁た机うつ給は＼れろ半猟にも

ら︑こきも合の種子主我栴∵＝＝

今年初は目から︑桶谷にことも会

ちゃん︵申う︶井目ちゃん︵小

1 綾織丁
をうくろ︑つJC︑毎週凪︑学孫の退再

轟く宮林ひ︑

榊割勘引出小針狛鮎
こきもはし弓け7

〜−．︒．︒︐−︒−．︑︑〝︑−1−1︵﹂

たことたし会を︑ここもーbC宍風体の

だすここに慣れさせて小一乍∴米には

ようにした0︑時樹内の蟄∵のlやタ

日柄を︑晴同の使い方を横取する

子きる遊び・遊里方言し考え︑その相

ささに︒爪︑事だ︑自分だ口の請墨

メンバー研︑頼朝課外になるここは

書く内忍を︵桧至の1

手さしてく坤る人とCで共同体の人

しまうVと言杵柄だ︒

紙面の構成

ーンをつく‖﹂に日︑だんだん坐って

くさうにさせナノいる︑としで︑一け生

こも︶蛍で善巧えるようにさせ︑′﹄に

を打て‖る︒個人プレーの重なりチ

−

話す晴周ももうで きた日︒

し
相
方
日
︒

日に璧那珂つくりへCも1て目白な
日周と思Trいる︒

景小娘︑こきもーつ室l八︑宣告を単−

部落には︑囁大会∵若大会﹁常会

さするこきの押倒こして責諒する↑から

3・落籍：

氏︒彼は秦研うまくて︑ス舟−ツ

とあるが︑こきもーつ樟一同に勢至捕

うになっT︑ほし目し︑現晴夫を私は

ひろあきの相手lよ︑もっぼら神原

万能のぴろあきを掌中にさせて日に

えろOIa︑部落の行i事の〆しきし小ぢ

撃って‖る︿

書か日のここさして︑集合面内を小

ごと︑ノ証ン玉をこう伏し︑ホ当．7−

な︐て横谷かろ灘朽て

穴の世代であるこ／じもら研＼大きく

密を帝って白く二こき考えた場合︑

て︑ここ＋し公証つく︑？在るよっ

自分を︑一人﹁八倍何小をもって孝二

に遊び友達︹‖うだ宮でなく∴河出

卓球台を井目ちゃんや小舟ちゃん

中部誌の人たち二者多くの帯紙

竹寧日まわっている︒

貝逃すこClはな‖っ千二一㌧私たち

るここ−予言生爪︑当田の昌標

や私が使っているこきには︑ホウキ

今回︑帰る前に︑皆集めて︑車座

の関れ在る事実として＜ここも会V

丁目る．

︵文責 佐雪︑木︶

ら烈ろものとして待つ′￠へしはひく・

また二︶とも会7︑の晴間を︑与︑そ

に布目︑少しだ牛へ今日︑ごつだ

と‖うここを考えへた．

そして乙にかく︑今まで数回もっ

＜例を︑暗

った？ この夜︑む︑つしよう柄？V

と ・つ謡をした杵柄か︑一軒屋杯−午

粛剥矧里親親細目
〒ヤーノIYL違白目チ︶して︑今のつ

﹂ンヨノの密度上︑人数か麗ら爪で

外に対して開口−たものでなローこき

くるだうつJL‖つ二と⁚︑

ある日Iま姉弟は里方る子ら力十手承

昧研ないし︑乗る人は謹言も牽吾人

なが日をその場緑︑﹂﹂させたくな日︑

韓啓︑薫風l小運動にたす三村﹁′7

る︑などの書見か出されました︒そ

iO自浄日定型崖．よ日

日る当て−ん二束古生か︑つ帥粟＜キ∴∴ノ

一応独立してやって白くと小生乍再に

出る不車につ日では︑今風はこれ二

まだ︑公の喪貪かな日の仁一叫びか

在るものにした‖く

会費柄一致しました︒しか

自力き i去月のさは赤目か．︑

肴 定例会は 毎日オィ⊥

山車†﹂人マ一㌦

羊EL連絡は︑の︶隼槻

Iあー1 光栄荘 神山什手職

駐日 夕方らし︶︑

藁 窯 旦

ろエア

八のテーマでし請合︑つ︑こ‖つ呼与か

︵
後
軽
︶

牽震幅
日昌2日明要綱暦

γ三4っ人も中にェ‖キ21

し︑情宣等の皇同

く小

して︑細兼との唐経は保︶て

この上紬︑こ

ブに行﹁た入室は︑目に二骨∵集中
きちっT自責÷斗
の窒dl11二日つつ‖ろ彊秦−て−

出さ凧ました毒︒それ了八
つ日で︑董十弄′圧雪で全曲合へ

たこと十㌔並べて井貫すぐ

弥栄の連絡諜風としての童話に丁
目Tです件︑宍周信運動の童掌中にお
汁る推進力として刀役割をはた可C

‖うここずつ宣あ断月I−志す︒
キャノハーハ︶l︑公の中を︑そういつ

︑問うにや日に‖こ‖り八倍でてく柄

ま日にしよ︑つγ：︶重言曾しの横瀬は︑

前回︑一応キー∵ノlT−に隕っTに集

ンパー弁会席︑費目話幸二へう﹁て

瑞戸印的︑挿画的に・書手＼コ三ユニケ

か引手寸か︑現在︑ききtl︑7㌦のキャ

却′︿ことばでさえ叶ん︑

