
慧霊猫背膚
くおまえ〉．簸栄え郷紳運搬顛曝お
くところ＞屋根県那賀弼神栄村太幸三里は－38

＜為し＞　山陰線訴田駅下車（あるいは広鳥から広電バス・国鋭紺又を森田へ）

乗田から石見（イブ三）交通八一、ス、脅威（ヤス宇）行線舌下車

有線轟請I王のq〔丹ス停近くの墟質屋で借りて下さい，親を或）を呼

び出せば‘そこまを迎えに行きます。

＜寧ろさ＞山林iI＼ケダーIレ，畑地5定言水田1人クケール（噛陀転閏），

水田l反ら軟

く召きる舌の＞シイタケ，タフ草葉，豆類1キャベツ，幽かいも，ざフ害い毛

ニンジン，コボク，ナンキン，タマネギ白菜大破白菜，広島菜，小

／松葉，ナス，ピーマン，ネギトウモロコシ，タケノコレタス，キュ

ウリ「山東案，ムキすけド

＜いきのめん↓舐＞11人（男ら，立ち）十イヌ！ぴ書出コ／）と申50詞

＜おこれぎ著の庭か＞

喫型的谷山醸型の気候を、外界（？廓）鞠二時とは気温が縫目ため、頁は

乙のきゃす中朝、径一薯に上2日は1メートル～2メート屈ま雪かつ毛

頭雪斑帯で－スキーをすることもす窪を才子垂か高るこいっこも功しド

ーザ二重瞼愛宕あたの＿部位することはめったlニあり呑吐ん。しかし

郵様相∴老の中電も栗岡勧ある横谷諦蕗は＿日本を毛布翻過疎率の

高い神色をの姦昧郁ま日本の物かかえている内勤はべそ露麗し

こいる！勾lえまあしかし短軸こ毛醐嫡亡の激しいこと船出＝

弼栄え郷嫡勧孝の継にある嚢寮面新主金融廃屋一拡張の訂経岱
・くゆら＞



＜合まえ＞ニ症うな塾

＜ところ＞　碗翻瀧r醗勘37q－ろ

くあし＞　国鉄環礁葡萄鵬師擦（醗準蟻酸時節筋

くと目しェう＞　車掌l～3早

くいきおし看ているかもく＞　類肇＿英語、社会（地理一度垣）

くびとこと〉ま討手供だら宝前にしこ輯臨月かけるとニ2両＼戸船幅うど－
四条瞬

黍ヰ＿声弼豪雪 ÷‾“∴、二。聖二∴‾二．

く乎G＞

缶つ小も口説壬後にしそしや（ニむ

にや腫告めきした。

「先生＿なれ母物先生になち

Mん？」「うん、学校やっ

たみ採譜押すなあかんレ＿ニう教

えなど0、で富加拘るレ＿老棚い、

いややから可　TIううん∴活生は

自由架数寄刺したいん巷な。」商

宜したきうな的嚢鞠疎細唐

コ‾。
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く剰離軽度〉仲71年3月、れ紹れ

訳の英風体遅効臥岡山県阿哲郡、係光

軸楓ニl薄めて崖Il澤を裾博した。そ

の後、複国の勃肺ヤシフを通して英風、

椿紛建設各自積も奮乙に桝、その重雄調

極大の私角地であること〈‘米屋約二瑞馨

しで儲北開揺る離れるこじにな′膚立ち

備北開活での一年余ぼ言竹雄旬間こじっ

て興固体を産みだ坊ための胎動闇でめl）、

泰と、苧こぞの矯繰る批判卿二薗まえて

共同体喜劇！）だ為にののく勘離嫡虚＞

じして∴多く初級割る与えてくれました。

く目差・しゅっ（みノウ＞1072年棚，

鳥綬頭網賞郡弥栄矧二歳朗の共脚本麹を

みつけ＼盛大の卿燭が窪みこみ：称紫之

鄭（やぎかのさと）莫撥が池滝しきし

た。7月8月と．スウェーデンからの，

S、C守．（国孫高氏萄’亡国）のボランティ

ア∴ベン着が琴姻し，前栄え練国体はこ

最初秘らインターナショナル稀贋故の

古松で患発しました。

8勧3日～汚副二　殊乗車の廟めての

キャブ下名諦観も、弥栄と部隊簡体を今

後鋤きう！こ造営も∴との奮う窮卿

をしていく小を慈し冷汗予も仁美憂休か

終結こぼ怠養生ギYプチを貯勘上都会

か手が櫛のこの競作紫二尋を充も若し亀

く妊震玲参じ昇一、釆尉依壷奴を肇でヽ

竹73年3戸口5日へ4キロ0起上窮だ之稀

を拗朝乙砺′勧辞ヤア争覇纏∴了メ目

方人g含む諸人の貌勧栃I）零し巳

キャリアでは〕000本のライ：夕印満額

鶏舎擁壁毅、祷衆轟現り否む・の作裳がダ

イナミ、ゾウI二進紛ら対義C告この時キ

ャブ嶋珍卵しだ人の坤から2綱串新しく

疲瀞本のメン1、十乙して溢麓誘呑ことに

な－I）寄しこ。

4戸はC胞～調子日　蓮休を利用しそ

のキャンプを開き善し上目0教養研勘婆

や綾作寮I二二千を流し琴した。

6月I）＼ちな桑稿内での孟歎震動を瑞の

芳しに　五条諸費看謝金との堤孫にさ／）

くくロマみ＞
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年頭地車か三つの園地で春慶市場、憾則

葡拭方式にさる蓮薮請訓を窺綜乙に。

ゴヤがイ毛、垂ねぎ、レタス、ギャベ

申∴小松菜、希ダイコン、シイブケ蓬

矧離籍跡に野衆轡弾幽‾回掴

一スで危篤第滴頚看Iニ起既的二供給さ

掴l8℃め写しだ．兎／比I陀′少しつつ

馴ら鮮ひ、只風体圭値厳でどうI訊

屋絵できるきつlニ衿j唐も手ふ

きビこのごろ事件Kテレビと底麗

子しどの三原宰称栄え郷英国低廉窟介

ご用きしと．

く稿のコ三エーコ化を皇孫して＞r桐

狐日へ綱10日　か鞠細二宮に→て

豹）労相キャブア暗闇間柄、茶席0細

大粧全開缶池から称矧二桑書目、抹聞

体訳大判言争茅で勧主調昌江に政柄

細り毒し冨瑠酌奔そ、［古今夢で紳慶

に原って情＿董説をキャンパー制帽f）

慶に改築G毒し壬∴

二のキャブ号で「瑛耐俸キャリア」

捕球か解瓦（差きつで三信キャブIY

ィ膜尉細ナンバーと一徹二塊勧界

の告辞詭勅、置離翻　モ醇執筆の訂

べそに域ること差三㌢って、新米乙部療

風体昏孫く牢絡ぞさにここと勘はみ

そん冷こじもあぅZか、キャブアg終一

千時、6人の新し膜耐棚メンバ一件

纏え零した。
1硝こうから沃同体め、部落の襲鞠こ

脅して置販灘小の韻極的る参組を研き

神rてき乳だ∴最初、lニ∴三醇の近く

綾綾勧象郁しているlこ高さ谷かっだの

粧擾球が祭る1楓こぼ都離鱒手練

とん卵出稀摘まうに斜）琴乙を朝

副織姫閥鞠二部舞の撰猿に詔も斜十に

行き苦み　rt呼の穏」とノいう部落風l†

擁綱紀虚聞細二梯子して日参永二の、

あう夢善勘を通Cて，裳村のコ三ユ‾ン

肥、只創動斌詑榛蒸してl憎み

1謝、らノ弥栄稗でぼテラテラ璽琳瞬

／闇択：親授はできなくな7）寄和実

剛体そぼ鶏縮掛二一人む練も＝他の子必

磁ぎコミュー二ノ，と旅し、大将で’出被さ

るして（虜訪，）琵愛卵と乙か二称朱

和二震っていき茎寄。

稗釦＼う、別の都親ニ「汀二弥栄共同

体軌を稔をさせ、き千二私勧ニ「墓風体

冨解せン　つ乙魚発き色そ、瀞緬二線

布lrニ直販榊浮名ろ三助二が）斉しに

圏園田

〈＼「



圃っ紳輔針
血．麓翰コミュー功佃一村藷共同叙ムラ）の復篠と老綱日

豊．盤細蕗胸筋翻醜紬一反公重岡等・里謡自衛餌等

舌．角縮　緬離脱組一反資本餌孝として

互コニュー÷職工（親臨願馨）の養成一群御殿蓉・生謡教書・蕉風俗

縁賓・窟己変鼻の学校として

新手云ラ「諦蔽窟

nlln弧弥栄之郷共闘勧†この一年風

倣秘してきた値穏聞ら今のれれnnIニ風

袋葉風超という古／）麗辞射成瀬村ml

つも初潮」n在ny廟コ≡1一ン邁勧こ

じってあ／）蜜通的なものとして祝えてく

るまうIニ替った。古谷れちれ招γ別個只

同体遊動を通Cて退寮しているものは、一

コミューンと肌穿命勤潮干いろひだモ

ダニズムの締倍をタ上部注入矧二実現し5・

う乙するので（∂なく、いって村落共同体

（ムラ）が持ってし沌蕉風値と自謡任じ

車箸性と反権力の芽を、現代程合の抑こ

復権させるここであるこ番える。きた、

農耕支螺を碁頚として発展してきTニ現代

社会でI∂・農相封丁でなく都制こあって

も、村霧共瀞体（ムラ）研摺獄、乱牟

大の構神橋艶二地下づぐのここく駄々と流

弾てLlる。日本人の原像としての農民修

を、hrlわれI∂蛋壷するここ倍こき劉生

二門を第千二なく＿こ、胸を紺つの暗

視宿敵伝猶薩任乙種据置き、栂寮共

同体（ムヲ）を鯨壕することから撞きっ

だと雇っても遺書では否日。わ　れ11億

あえて断蓋ある。符諸共刷往くムラ）修

釦lうる、稲巽風体（ムヲ）二を釦l

之呑。

n拘れ訳仰、ユ三ユーン鬱彬Llう長日

孫繍二出馨し千三こきから、く掃凝着ため

と名神7られ「ニ装入のれ口汚か昏倒I）だ

す家族の窃！ほうには、き篤と夫妻谷興

脈をむっ乙‖ちびっだ，ゴミ工一フこい

つここ膚の埼つ地頗約・空尉約㌧歌口吟

行翻勺愚昧和ほらこめに選動を孝之る

く坪野＞



じき、γ）7／け）引のくユニコ∵÷ン〉／ニIさ、

弥栄村800世帯洲　もっこも現実鮒ニIき

横谷郭若2舞踊件、衝きl）も想起されるっ

例え倒1留れ沼暗く井筒体重販〉という

為を静めと屋鮫詣勤ニしても、そこ幻l

うく度風体＞倍弥栄と郷共同体をまうの

で虜なく横谷部落24輔の不評規のム

ラきき訂ものとして伍盤科†てll呑。

薗顔本吏薬／の蓬を英，ばも母今の日

本の社会にあって、農民はひとつの績綴

じしての、複印圧任を実額寄る悲劇の縁

台にある。その墓園超俗憧店、農民怖ム

ラ乙ムラの希っ魯発煙を復権ませるここ

を余儀谷くさせている．芝してさらには

ムラ併ムうで訊ろつと看るとき、避ける

こじのできない雇用との朝日洲惰るここ

を予知珂るのでめる。

漢和を雑魚Iこして通勤多度繭している

n油層ノ＼にと一、て都祁との関れI）ぼ、孟

綬涜動を通じて行ぢう以糾こ多くの穣会

ぼ勧しそのI二の祈る種．グ臨界研つきま

こうここ膚滋申っ諒柳上船在桝′／休弥

栄之郷現高体から名砺ある出揃柵の消

して繊認色ねぼるうむ日。例えば、れ柄

れ訳は通販請動を通Cて生を馨として郡

市の消費馨に対も危帥†ござるがらいうと

今書で真鶴与に雇えて書に兵乱laa、

①無震築勤供給にさる反公壁間等、

②壷低常襲作物を英風解入するというこ

じを契矧こした消費老協働雛綱細萱　∴言

の迫柔折原Irら捕る。乙かしこの積の郡

稀をの遁潮膚、都市だ時での遁動じして

保存lj之劉主無慶襲野衆勅勘諷こしろ

姦窒掘確の聞返にしろ、契約生産∴契約

販売期間盟こしろ、都市と濱村・満貫旗

と餐民細岡じ親密の上に五つここを前箆

として任じめて械五試ることで弼る。ぞ

川砂芝生差者としてのれ据功件　郵相

に対する研ぎか聞き、直販詔鞠を通Cて

く都萌一産科通念＞敦日雇く消費者一崖

琵通念＞初産客種彰務めることで硫多。

主従　鏑の流産蟹寧

本来硫通じl81、豊彦霧と議勢賽細風のi∴ミ

なる担IIl信頼関係細キスナシなって需給

関係相成立し、鋤や兼柄るここを菟嫉誘

頭番を亀たこき、自らの空域を安産者と！蘭を互施し、生産姦こ莞葵者の融係畜赦

く脅『㊥＞



「

討鍋係に臨周る己のきし小勃上

米の食糧蟹瑳細奉の溶血、の万有和二患う

語るように、主食である米机う生野采に

Llにる事を、穴子窟粧∴穴子スーlヤーに

よる流通穣篠の寮左俸細∂、生唾者・消

費馨る等しく収奮しこ‖る。れ沼れ紬∂

このような努瓦解牟紺二対して、きず横谷

三　部謡科だ踊りともl二、生窪渚と詳費藷の

弓釦）避節と潅頼関係、呂要綱としと自前の

流通侮研繊胎訪うこじにぶ一つて、姦本

件割勘二藻誰工で‖る循楠にきる受厩薯

断とうと寄るもので万る。そこ（ここを新

帝と蒙稲毛続演規之樹は三ユー二物糸

鋸規之こくる契期個めると考える。

㈲4　ユニエーコ掌夜

毀後に6っと周、二組軌帆綱嘩綿

の御題をめる。れ招れ捕ま圧例飾ニケ数

で緑／）、圧倒的Iニ未熟で偏る。そしてあ

らゆる福縫帰結工との主体間組）透き証

て口る。硝ノ聞紬卯的表現としての穫

寒　々の遊動相対紆根榊として、れ描出の

内なるコミューン倭否認統イ地相lふなう

な号主

人臨席粕一年等・充屍案件主観でし

かI勘当主税吃もたら、き訳笹用人

醸

櫛；1ものさし小鯵うで流を小というこじ

猷餌差／）も固執こされる。しかし十人鳳

ぽこのき観的衿ものを紺色と出にく行為〉

としそしか追求し主税lという本鞘船

悲慰惟多寄負わき在でll毒。とこ至れ夙

れ雄二何がぞきる研＼。

コミューン掌砲さ、組職湖下る孝之る

場でl誹れIし言技術の懇篤のみを眉菊吃

Cに場ごも樹上人柄と人」部との出会仕

個人と襲鼠の孫i）まう、そして榔夢′）も

自ら差昇rLII人欄として鑑三蜂訟する場

こか＼皐，

コミューン学横風字訳だITで猿正し之

否むので店釣上れ点れ雄二（とってガコ

ミューン唐、動きの中でことを琶勧咽

るのであ／）、コ三ユ‾ン学校蹄吉葉も書

に軸朝一接’としである。

く醐丑＞



諒恕烏への：知ゾ豊嶋茅をもて

勘招待　」
コ三ユーフ高大委員蝕　つきのふう奮共同体運動の読売彊炬衛なっています。

めなたが　可龍谷蒔、可緒な諸動に貌出されるふう御案内申し上げます。

①キャンプ・‥労幼キャンみスタディ・キャンプ∴トレーニング裏キャンプ篭

を春・愛称捉中母に行なっています。キャンプの異体的なことが来春′）きした

ら、「コ三ユーン・ヒロIヾ」誌上、ポスター、ビラなどでお知らせしきずので、

連絡・申し込んで下さい。詳しいことをみ知ら吐しまれ

②称鉾での生産物の販売・・・勃栄で職種した卵、新物を替会へ直送し薮売しき

すo主lこ広島近辺で販売しますが、個人・のしーフ予定離艦販売して下さる方

該、直送・販売の計画に参和して下さる方素などがめ′）ます。

③定親方ン舟・・毎日一口500円からのカブ／㍑募っていき寸。共同体重動の

結納基盤となるもので寸から、百人を貴公へ勿薮申し込んで下さい。

④　共同体共有芳運動‥・一口2，000円（30坪相当）の弥栄之御輿離奉の±劫

共布茅の賎亮です。実記笹の粗壁妃のため、共同衝動への参細の討一歩として

参加して下きい。

㊥弥栄双書、lくシフ鷺の出版・簸売‥・試演双書の出願・欺壷を∴李倭って下さい

え射Jか〇年までに肇御．たパンフ，取破っていかこ；フの販売だけで尽く、新

しく双書を創っていく作業にら釣れて下さい。

⑥　自大香貴公集会、とこナ一、緩衝講習会…不堪軸旬こ各辺での集会セミ

ナー・諾曹益毛開きさす。そのつと　お知らせしまや。

⑦　コミューン・ヒロlヾ・・・自大客員鰯線約として同一国籍行している「コ≡ユ

ーン・ヒロバ」を産婦議論して下さ仕上また、編集・ガI周り・印刷・トジ・驚

迷萄どの　作業をLlっし封二幸っていただけませんか。

く嘲含＞



参二子言

ヽ一∠シ」一一一一ノ

コミ1一つ百人頚公
穴限重森繭謹書二丁自

販舟孟薯都塵周縁

部徒振替∴∴穴阪　70064

孤栄え郷薯何体
島根蔚輝難称然約六孝三里

郵便振竃　松江　8461

大阪こむうか塾
天板荷囚祭殿市犀瞬け7年3

譲茅

裏革


