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子な屋ましと 思そら太をそ教中で先色はんいりさーすて町らとれたのじうよまれて動第
がのでしなこ日いの、極持れの国す生ん中とてたとガ。の長といか。理言スうしたおもで
教かもたいろ本ま考話拳っを孔の。はな国言、い美ンそ理 思うらそ由葉ロにて場り日あ
え」う。とがでしえをのて基子道そ、流かっ先町浜はの念ない題もれをとーと、
所ま々る
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こ教集あがの」 だま自れ自釈あ基はまてのい。れ町浜と私ろを活長た」てかりるの仕考
とえめら分での っし分が分迦るは哲す、方方私が、町ののし聞力がだをいらが」好事え
はとてゆか、考 たたた私なこ老何学。日なでは当やの共一くかあ考き使ま「華ときも方
何は読るら禅え か。ちのりの子ながと本のし太初さ町生番おせるえたわす心やいなさの
な何み禅なを方 ら私に目の三、のあこへでた極かしづ＋の願て町るいれ。にかう言せ下
のな、
「のいもに なも稽指考人そかるろ渡す。拳らいく心理いいづ美とてそ華にも葉てに
の
か 禅本なっも るも古すえのれ。とがっ。楊をの心り」念したく浜思いこを咲のでい、
か
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釈「は古思勉じ どかな名哲えられう名き
て
こしと同いるりかい活
迦孔何本い強る とらが時学。儒はの時、拳さて作るロでべ。たは
」
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ケい拳会頂私七ま共心吸呼そな仏るうらう一「 じのずの
ーのが」いが十す通に法吸れっ教とこい風体天「まがっ教
トか医がてた万。しな、法かてを思といにと地自し「とえ
をを療あ、ま人今たっつをら、やいがのなな人然た自調た
取実効りそたいのもてま使彼ならま分かるる一と。然べか
り際果まのまる太の演りいらぜれすか、たこ如人 とてっ
まに的し中東と極が武長まは山たかり何めと」間 のきた
しやにたで京言拳得すいす、で方。まをにがとと 共たこ
たっ、。「のわ協るる呼。お修々日す修は禅書一 生らと
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れ法れ し古今をきすじで 上っ日平う法いか拳始
をのなそた屋ま手はよゃ町そやてや成にを中らのめ
今おいれ。・で伝、。な長れる四る九な入で、自て
度かくを 常はわ家土くをでと十と年りれ、ま分五
はげら平 滑週な内日、や今誓五誓二ま始自だな年
自かい気 市にい一にうら、い秒っ月しめ分周り目
分な動で ・六と人なちせ二ま以た八たたなりのか
がとけや 地日いでれのて十し上の日。らりは呼な
人思まれ 元間けやば仕い一たのでかそ、の全吸。
体いする にはなっこ事た年。呼すらし気演然を五
実ま。、 教太いてこもだや 吸。呼て持武呼始年
験すこ自 え極でいのたけっ を一吸、ちの吸めで
を。れ分 に拳する仕くるて 毎呼法そよ中なまも
やではで 行をし四事さ。き 日吸をれくにんしう
っすそも っ岡ね反がん町て 三吐今をやこかた私
てかの考 て崎。分なあ長、 十いか始れの知。は
こら健え い・ のいりだ元 分てらめる呼らで太
こそ康ら ま名 畑とまけ気 以吸毎たよ吸なす極
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が型そ力イバプすがとでメ町いしいなにて今時だやき言て考鍛誰曽ー町曽しなにそ いま
来でれがチッの。出ですダ長てなてが、いも間けってっしええも根マ長根てこもれこまで
、と呼以れす来
よ打だ入ロテ成そま、。ル いく、ら泣るでがれて、てまでるい で
うてけっーィ功れす平でをこてち心やきときなどしと自う、となますは呼戦がび上ま。た
がなでて選ンにが。常す取れ思ゃをるた「てい、まい分のあいいずねい吸略やかにで の
無いきい手グ繋ス要心かるがいい鍛のく修いこ自っう次でくうと、 、法をれけこも を
心とるなのにがケはにらよねまけえでな練なと分てと第すま部思四 そは練れるう広 、
の思人いバ繋っー心戻息う、しなよする」いに自いこでがで分い十 うすっばこいめ 町
境いじでッがたト身りをなあたいう。くとで余身るろ頑、
「もがま五 いごてあとうて 民
地まゃしテっりの一、フ人ら。のねそらいす裕もとを張頑私あす秒 ういいりも立き に
、すなょィて、羽体力ーにゆ だとのいうしを忙こメっ張のり。も こでまがで場た 広
力。い。ンいイ生のがと共る といと苦言、持しろンてれ押まおも とすすたきでの め
はもとあグたチ選心抜吐通ス 、うきし葉Ｊついがバ這、しし話つ がね。いますで た
なすかす い
入う、れにりロ手にけくしポ 今方にいがＣここあーい頑付たのメ 私
としらけ と
っどあははしーのな、とてー お向一思あ活ととりに上張けが中ン の
てんん呼、ま選ジる集いいツ 話転呼いる動がとま向がれに、にバ 今
思、みれ 考
いなな吸全す手ャの中うるの を換吸をよを正かすけっ」な私心ー の
いそんど え
な球体が然。のンで力この金 聞におしうし直、。ててとっのをが テ
まんな、 て

世すで では超そ十だなすなうすだたてを とう孫をっ校にてかと事でるり呼はれっ い
のか、そあみえの年っ八。いけ。とか日調実思聞達やてやないなきしすなコ吸するて羽の
中ら本れるんて中とた十そとれそ、。本べはっいはれい大るる」がてかとーをごとも生で
にこをでとな生で言ら年しあどん研彼のま、ててお、ま学かとと一いら感チやい思何選打
広れ書間思長き、わ寿以てん、な究ら弘し今見くじ呼すへな、い番て私じがっでいか手ち
めかこ違い生てあれ命上調なそこ者も法たまてれい吸。行と天う「もたが偉てすま野も返
たらういまきいのるは生べ発れとに必大。でいるちを試っ思がよ今毎ち伝いいねす心、す
い、となしでた人の四きて想の本調ず師孔のまかゃや合てい教う日朝凡わなる、。がジだ
な町はいたあ。たは十てみは根にべ呼、子日すらんれやいまえなは、人っとじよそこャけ
と長思 。る呼ち室歳いた出源書て吸彼、本ね、の」大てすてこど呼でて、ゃくうこン。
思はっな と吸が町くまらてはいくをら老の。結言と会、。くとう吸もくちな準いにプ
い呼てと いをみ時らし、こ呼てれやが子偉 果う言へクうれ考い法、るゃい備うあで
ま吸い思 うやん代いたあな吸いとっ何、い がこっ出ラちるえうをことんで運面っク
す法まい こっな以で。のい法な頼て歳釈人 楽とてるブのとな対やう思とす動でたル
。のすま とて八降、あ当とをいんいま迦達 しをいか活孫いが応っいい教かの羽らク
自こねし のい十で人の時思やでだるで、の みけまら動達うらすてっまえ。と生必ル
、をもふやるいたすてやき選ずと
分と。た 証た歳す生当みいっしのは生そ年 だっす「
ね
でをでの 明人を。五時んまてょでずきし齢 なこ 息や高うっのる仕。いはに手倒回
。
りで町曽ていレけ上る一町曽ちれか屋て 験思こ百
そま、長根こでッれげと緒長根てる、根い私中っと二
こすチどた今に
しよ私のるはでてが十
のすき
人ねくよ負はよを、「は呼私是まとは上もみす生で五
が。ちくけペ。や寝就一吸だ非っ笑一にのか。きき歳
や 体本るタ股りな寝時法け、たっ人八でん てたま
る 操を自っ関まが整間をで落らてで十すハ いらで
こ の出信と節すら体の必はち笑言上歳かウ ま、生
と 菊ししつ広。や呼間ずいないっがでらス すこき
く 池 かきげでれ吸はやけいもてっ上、や のれて
ら さてなまたする法私りなでのいてが十ら ではそ
い んいいすらか運」がまいくでまいれメ全 、大れ
の とるでよ真ら動と工すかだすすっるー部 自しを
こ い綺す。っ体、い夫。らさね。て人ト作 分た確
と う麗ね すは要うし目、い。こ一はルっ のこ実
は 方な。 ぐ柔はのてが家
れ人い四て 体とに
ででま方持 でだ示
私 が女
開らスで作覚内
も お性
いかトすりめも
落やすのっ 実とす
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「 だてのと曽町事だ切るれ半たのまな長理曽ま姓うポや
次しと、中、根長長となとど田り町す世と事根すでいーり
さいの思、市しやねのよ長 。すうツま
はか思た自今
心しいし体お本おんうはいたとて市。中くのこ ののだす
の、まかは話当っのお心ましかいに美に似方の でがとか
豊便すにすをにし挨言をすか他まは浜なてが前 、専から
ゃ
か利。すご聞そる拶葉豊。にのすな町っいおの ま門イ。
のがかそ便市ねいさてる話周 たのンあ
の
い
ご
い
さに
通
と、にう利町。アんいなし年 新方スの
フ
て
く
ス
をな 便ピいレりき周すななで美プのるとし式 たでト人
求っ 利ーまーだに年るの世も浜リ取」思た典 なしラは
めて にドしズとあのほでのそ町がりとうフの 形ょクも
ない なでてが思り最うす中うだ開組い言レと にうタう
きる っ変、印いま後がけになけ発みう葉ーき ながー初
ゃか て化や象ましの大れなのにさでもにズに る、だめ
いら いしは深すた歴切どっで限れもの「で、 と私とか
こ
。。代な、てすらて、あ便、歴 思はから
け
そ るてりい
のい世の
理の大いけずい他り利町代 い百そス
な
、
少す件でテ 報思せばしが入かれ参町いする曽らとるがすなととす一か 呼私るし町けい
人。費、ム言告いにか、五れらか加長ま。と根で思よあ。い一に時歩、今吸の書 長ま」
数あとみはうをななり総人な、らし す肝い もいうっやと緒な代間コか法考を心 しと
でれいんパこ皆がる喋務くが行のてこ。にうおいまにては自でりに違ンらかえ飾なそたい
やだっなソとにらのっ省らら政世、の 銘お金ますなもり然、ま、えピ人ら方っくこ。う
れけた使コもしこだてがい改もの私間 じ考やす。ら、人界自すそるュ工出をてしのあフ
て機経っン理まころいす説革そ中はも てえ物。貧な自間は然。ことーロて表いて壁りレ
い械費て 解しにうてる明をうはつ東 、はよそしけ分は壊と人に人タボきしま幸にがー
いががいなはた帰か、よさしいＩく京 心、りうくれの心れ一間気間の たたすせ「とズ
と発安るどでけっと本うれてうＴづで を素も思てば考でる体な付の世ッ発書。は自うに
思達くのがきれて考当にてい仕のく総 豊晴心いも幸えしばにんか文界ト想なこな然ご、
いしなで便まどきえに、いき組時思務 からのま幸せがょかなてな明にだなのれしなざ本
またっす利す。てまここままみ代い省 にし持すせに幸うりるあいがなとのでは」くい当
すなたがとが 、しれうしすをにまの しいちねなはせ。だ気ると人っかです私としまに
。らか、い、 総たでいた、全なし勉 よとよ。人なだおと持い大類てＡすけが書てし感
も疑でう今 務。人う。各部りた強 う思う はれと金思ちは変をきＩ。れ書い人た銘
っ問はこシ 省そ類こし担取ま。会 といで いな思やいで動な滅てだ どいては。を
とで人とス のう幸とか当りすこに 思まあ くいえ物まい物こぼ、と 、たあな 受
、
思りてれはでや名適 のわだ出もで狩は町曽にしるすだ触町曽でい「な長と 位りすた
っまいどもす山古地そ触あとる触きりあ長根投、よかとれ長根はて文んで思シのて。当そ
てすま、うかが屋とうれ、思のれるはる
げそうらか合
なあ明じすいスおいこ時う
いしせな私ら多に思い合実いだ合わあわ皆はかのな、林い今そいっのゃとまテ金てこのな
ま、んかのそく近いういがまとえ、る、さいけよ町そ業をいうのた進な、すムが、の方る
すちでな始れ、いま町がなすおる障わイん。てうにうしさっなかけ歩い何ね会かそシがと
。ょしかめを森しすづこっ。
「聞と害、チこ いなしいかせたのもれはか兆。社かのスよ、
った、か有林、。くこたうきい者花ゴこ ま美ようなる呼でしど人と円ソはっ借テほま
と。十ら効面知美りに」わしうだは狩へ す浜う触いた吸すれ、類思とフ儲てりムどだ
ペ歳六のに積多浜がはとあまこと見り来 。のとれとめ法ねまそ滅いかトかい賃も良手
ーを年夢活が郡町うあい、すとからはる
町呼合考にだ。せう亡ま稼バっるだ何い書
り
ス食間だか広内はち う花。でおれあと
おびいえ農と んなのすいンてわけ百のき
ま
をっでっすいで空と よが私、年るるね
こかのて福か ねっと。でクしけで台でで
す
しけとい連、 。てき何いのょでもとは作
上たはたこのも港し う咲もト寄わわ、
か
もかかて孫うす毎みと業
をてきま携自
げこ推のとで一がて ないそキり、、果
ら
よと進で、す番近の 自たのメた体メ物
今いをす、然
不」の桁正が。年ん思し
。
うもですこよ自い一 然、通キち験ロ狩
職ま持。農と
思と本外義な 億ないて
とあきけれ。然し番 とうりがともンり
員すてで業の
議書にれ社い 単借まい
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ーい変い まそや女ながテ職でっ害なく 挨百多
スまわう特すう果性方女レしはた者い叫最拶人は昨
をすりふ養。い物の々性ビてっくもとび近を集全日
や。まれの うな差とは観しき変み話始政やま国は
ろですあ中 交ど。交結てまりわんをめ府っりでＪ
うすしいで わのそ流構ごうとっなしてがてま三Ａ
とか、をも り栽こし圧ろとして参ま、ちほし番の
しらそ持介 を培でて倒ご、てく画しうょした目総
て、うた護 でをこい的ろういるすたちうい。に会
いういせだ き通れまにしちまとる。はどとそ優だ
まちうるけ るじかす外てにす思こ農も農話の秀っ
すは時こで よてら。にい入。いと業う福が総なた
。そ代とな う、はこ出まっ男まにに農連あ会農の
今のにでく に男それてすて性すよ年福携りで協で
やモ入、て し性うがい。しはしっ寄連をま私なす
っデるす、 て達い男ろとま定、てり携よしにのが
とルとごそ いにう性いこっ年統、もしうた来で、
政ケ思くう きも花とろろて退計ま障かや。賓五知
、

曽くにたらとけ若ゃと年兆そいどいがい金大るたう衛どいるもい活のはラくで計いちじ府
根かない、どるいなを増円んま、介多るは変一。本生んとか四ま性半、フてき画い早めが
らっでそうよ人い考えだなす今護くと、な方そ当関な思らつす化分厚でいれをなくは農
か、てすうしうたとえてなの。かを、思全時でれに係にい十も。、は生書いばしと取よ福
しＪ声。いよなちいるいん目人らし高い部代子が半の多ま分あこ土こ費くの、て思りく連
こＣをそうう、のけとるてに口はて齢ま先など今分費くすなるん木のととで若いっ入補携
まに上れ環も社世な、の言見比そも者す輩のもか 用て。予のな建中医 すいまてれ助を
りもげを境な会話い年がいえがん金が。たでたらにでも今算で半設に療税。人す、て金進
まおて是をいづにし寄現まて逆な額少今ちすち団近し三まな、分費教費収私た。職町がめ
し願く非年とくな、り状すいに訳はなまがよが塊いた分でん予のな育と中のちお員おつ始
たいれ行寄思りら生はでがまなに知いで消。減のく。のはか算中どと介の時が年にこくめ
しる政りいをなき死す、すっはれ訳は費若っ世らそ一そ作ので、保護支代年寄はしかて
まととにましくてぬ。そ。ていてで団しいて代いれくうれ取こみ育費出で金り話がらい
す広団作すてていまそれ借しかいす塊て人いのにがらでるりれん費でのしをがをや、ま
ねが体っ。い死るでうも金まなまかのしたる引な今いはわ合だな、す半た食働しれそし
。っがてでかんだ健い毎もういすら人まちと退りでがなけいけ入産。分らわくなたれて
て一やすなでけ康う年一のとけ手たっのいがまは保くがに三っ業あ近、れこがらを、
い体りかいいでじこ毎千で思れ厚ちて年うくしも険、ななつてのとくグなとらといは
、
ょも集待県協でたのイ 思たどまとた後スし緒に活は吉た車やこ 活日す町曽かなす百町
うなまさの力す。でアそいのんいた。にロたに半しこトかまっのそ力本か長根もらが二長
し、、十
よいっれトをけもすスこまでなまん十はン。警田たのラ忘つた間しをはら
」とてたラ得れうけロです、にしに六私をそ察Ｊい音イれり大半て、や、今大れ明若五そ
できくとイてど日れン、。よ前た、回た実のへＣと吉アて、き田、年っおか丈な日者歳う
すでれきア復、にどを神 ほ日。初目ち施よもの思トスしそなＪ皆寄て年ら夫い、にまい
とすてにス活来ち、復谷 どに私めはですう何おっラロまれ功Ｃさりい寄はだとコ迷でう
かが、、ロを期が結活町 心台のて、十るな回かてインいで績のんにけりもと思ロ惑生こ
与
思 っをきと
、
「も
「そみンしはな局し長 が風や台町五こ協でげいアとま三とＯにえながういい
やうのん協てもい実てに けがっ風長 と力もでまス言し番しＢお いピ本 まと掛るも
ろ とな会ほうか現ほも は来たでが回がも行しすロった目ての願てかン当ますいけのあ
う一き知のし一らはし「 良て十中私目であった。ンてがは、人いあらピにす。くるだり
や回はっ四い回、しいも かも五止かまきって。第をい、何新達しげ若ン少。 方ことま
」復また十でＪ今ま」う っ天回にらでまてい私一もま四と美がたていや子
がと言し
と活だ人周すＣ年せと一 た気のな代やしトたた回うし番言南こいく人れ高
幸にって
声し町ば年。のはん言回 なにとっわりたラだちは一た目っ吉れのだたな齢
せなて、
をま長かに愛方無でっト あなきてっま。イきと本回。にて、まがさちい化
なるい私
かしでり招知の理したラ とっはしたし最アま一当復僕音い山で、いのとで
ののまは
。
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クなの職ノ返わまよＪらま け顔町りいは だ曽田おいがかでたはのな皆ん昔ましっ け
とり仕員ロ事せし。Ｃれす彼合を長常ま、町き根Ｊ願うあ。一。全音いさなのでてたそて
いま事がとしやたそのて。等い合 にす阿長ま Ｃい評っこ緒選国吉なん揃一出、のうく
うしに経して協。れよ動はのまわ今そ。久のす来とし判てれに手でトとのっ生さあでいれ
のた対験てや議グでういじおすせでの他比言。年一たで、が食と有ラ思力て懸せなすうま
が。しをいるをルまにてめかしるも話ののう の緒いしこま事ボ名イいをい命てた。集し
すでてしまのすーあパいはげねと、に関竹通 メにでたんあをラだアま借まやい達そまた
ごす責たしでるプ第キまＪで、、そつわ内り ン考す。な非パンっスしりしったのれり。
くか任かたすと毎一パしＣ開本あのいっ町先 バえ。でに常ーテ ロたてたてだよでが
ーて来す楽にとィたン。復。くいうまガ
良らをら。け、に回キたの催当あ当てた長
輩
にく年かしみやアとの協活これたなたイ
く、もなしれＪ分目と。人でに、時良先も
方
当
伝れやらいんると言本会された。Ｊ私シ
なこっのかどＣかはや 々き懐とのく輩そ
時
で
っのてかし、はれＪれ にたか言メ耳方う
えまれ是こなじがっ当もせはメそＣがセ
の
関
たチ動、、職ハてＣな 職としっンにでだ
させる非ととゃテてに、な、ンのの町ン
とーく担あ員イの仕い職員思いてバしもとわ せんよ皆はのなンくいあきもバと記長タ
思ムよ当れはハ打込の員がっで声ーま、聞っ てかうさな繋いトれいのゃうーき念にー
いワうごかノイちまでで教てすを達すやいた い。にんいがでのま感とい一がも式復で
まーにとらロと合れすはえい。掛と。はての た 半にとりす中しじきけ回み、典活あ
、
したりに長出路 存町いと求は聞か誇れ曽でいもは非す
た。強こ良しを本し長てでめ次く理りし根すか入町ま。
しそくこ川た使当て あしるのと事をい 。らっ主たあ
、れ交でしのっにいこりたも質さ長持でそ 、て催一れ
半で渉やかでて当まれがのの問らさっすう やもで緒は
田そしらやすや初すがたでにがにんてしい っらやに本
市のてせっ。らはのそい、何、そに活、う てっる力当
を後実なてでせ県でので先が私れ言動Ｊお いてけをに
あ事施いいすな警、とすにあたがわしＣ声 た、れ貸Ｊ
げ故すとまかい・見き。おりち強れろをを だ後どしＣ
てもる言せら、警ての っま半くてとや頂 け援もてさ
応なこっん当そ察く資 しす田ない歴っけ るで、くん
援くとてで時う庁だ料 ゃか青りる代てる ともＪだの
に運がいしはいがさで っ、年まののいと あなＣさお
来営でたた伊う絶い、 てと会すで先る本 りんのいか
てできの。良方対。ま いい議ね、輩こ当 がで人。げ
くきまを絶湖針に だ たう所。話方とに たもたこ。
れまし粘対とを道 保 だこに実をとにう いいちれ是

でてにりで だも さー談物た 費曽一町算まう曽て
あき、よそ、現とのやせのををとそと根万長金たこ根い
りるそりのそ役思をはて特さ見きれは 五 額、と ま
がとれ良時れメいやりい権せせもこ尋最、本で先はでし
とさがい代もンまっ地ただてて、そ常終六当す程、はた
うら一イに引バすて域だと頂いや阿じ的千にねの画、ね
ごに年ン合きー。きにい思くたは久ゃな円そ。資期道。
ざ自二パっ継は たすてっ時だり比な予会う 料的路
い信年クたぐ
とごいて間いこのい算費思 をだを
まもとト、のそ いくるいにてう町くはをい 見っ使
すつ続の私でこ うイとて付いい長ら今出ま またっ
。くけあたすを のン思、いまうさいのしす すのて
とらるちけ分 がパい貴てす時ん多私ま。 とで実
思れ事がれか Ｊクま重き。代と額たすこ 、す施
いる業でどっ Ｃトすなたこのおでちかれ すねす
まもがき、た のの。体メれ物会すのらは ご。る
すのでるやう 誇あ 験ンはのいね活ね一 い と
。がき更はえ りる をバ対実し。動。人 予 い
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ア町曽すやと町いーこもまたすもくる バ化化曽はて町
メ長根ねアあ長いがと含すこ。すとこやーすの根Ｊい長
。メり なそがめ。と今ごきとっにる計 Ｃう
リ
カこシ リがＪとの凄てたが日くははてもと画今のの新
へれン カたＣ、話い、だあの良ああき協いが年おは美
首がガ へいがすをこ役奥るこいまった力うあ山か全南
長そポ 一と音ご聞と所のとの機りてこのおり車げ国吉
達のー 緒思吉くいだの奥いト会無もと依話ままだ規だ
ととル にいの思てと方まうラ い、は頼をすつと模と
一きで 行まこっ何思たでメイをも本分が頂。り思のか
緒のす っすとてかいち、ンア頂の心かあいそはい活、
に写か て。もい感まを台バスけでをっりての、ま動山
、真。 もシやまじす動風ーロるす先てま、際短すに車
らンっすてしかがはンなか輩いし現に編。なま
音で
いガて。く、し来何もとら方てた役もの っつ
吉こ
たポく れメてた人、思、か、。のドド たり
のち
いーれ たンいこか聞いそら携 メララ こな
歴ら
でルる らバたといいまれ聞わ ンママ とん
史が

いもきお井だ以 断ががスをさてがせかか月曽いもア年す町す曽れ達っ町とすカ か曽を
た達たら上い降別り入、にいん分、てらうに根で何ン六。長ね根たがた長井がと「ら根訪
だもいれさてににしっ残一たがか子いこのイ す人のヶこ 。 とほの 上、イ知世 ね
き楽のまんいごこたて念緒だやっ供たのでギ「けか領月こ向 町きとで磯さ先ギ多界こて
ましでしもま縁れのいなにきってただバすリ知れ一地漂がこ 長のんす貝ん日リかへの行
しそすていすをででてが行まてもちきッよス多ど緒で流音う 、記どけさににスら」写っ
てうけ、る。お終す日らこしくらにまジ。へかねにすし吉で 今録一れんおごで世さ真た
、にれもイ磯願わ。程今うたれうＳすのイ数ら。行。てのミ ので緒どと世縁の界んにと
Ｓしどうギ貝いり が期と。なのＤ。こギ人世 っ機た漂ュ ほすにねは話が活へで写き
Ｄて。行リさしで 合は言そいかＧ磯とリ子界 て会ど着ー う。ア。こにあ動」すっの
Ｇいでけスんまは わもわのか、ｓ谷ちスどへ いがり地ジ が メ初のなりをさかて写
ｓまもる行だすな ずうれととよをさょ行も」 たあ着点カ お リめ会りましん。い真
のしほのこけとく 無ちてきいかどんっきさの だれい。ル 元 カてのましては るで
こたんでうで言て 理ょおにうっのととのん企 けばた音を 気 に知としてい今 のす
と。としとはっ、 でっりもおたよ井お件た画 るＪイ吉や に 行多きた磯る、 は。
を機にた言なて次 すとまイ声らう上話でちで とＣン達る 見 っのに。貝そア 、
「
や会子らっくい年 と事しギ掛Ｊにさを、が、 嬉かデがの え て首出 さうメ 知
らをど行て、た度 お業たリけＣしんさ今向八 しらィ一で ま く長会 んでリ 多

楽言れで応やししん町た曽町か曽しらだ「っててないはンりン緒福五町しょのか子ム合し
とっど、がってての長と根長せ根たみきそて行いらく議二なカに祉人長訳っがらどスって
た のんまのもきる「
、の会〇がー連大と あといそもテたい
いても日ねて、く子 し
うい、本、、ロれど初て必そいもでなしと良たの親はに〇らなれ学、私り日いん達イのた
もた和語ミ和ンてもめも死うでち、付たきいいでが難子一イどてのそ達ま程のなもにでだ
のだ太ばュ太ド、達て行でなすろ実い。はでとすどし供年ギでい高れはせがかと、行すい
はき鼓かー鼓ン二をでかすのよん現てそ仕すいがういたのリ和っ校か子ん合なこ一くけて
そまはりジをの百連すせよでねそすきこ方かう、しとち企ス太た生らどとわとろ生とれ、
うし言でカや一人れよた、す。うるてでな」こ親て反が画を鼓の、中もおな考に懸いどそ
いた葉すルっ番をてねいそよ いこく、いととがも対好で周とで和学た詫いえ携命う、の
う。がかはた良超、、なれ。 うとれ親ね議な同行さきしりミす太生ちびもてわな心やと
機がる御」会ら伴かれなたまュ。鼓、小をのいらの意はき
良そいら英らいす親ことに
思
いのらわ語ね劇人もん 値
会でとさとにばしせま海がしーロ部そ学しでませで気りに
い
ととなかが、場た一な 段
がきのん回聞、てたし外、たジンのれ六ますしてすを海子
ま
こきいらち観でち緒に が
あまごに答い連でいたにあ。カド方か年しかたいね含外供
す
ろに、なょ客公がにた か
るし意聞をたれもと。連のジルン々ら生たらがた。めのと
。
が、そいっの演。参く か
とた見いいらて連言それとャをとも日四。、、だでてホ触
あ音うけと反をそ加さ っ
行。でたた、行れっれてきパやバ一本十 申ちくす、ーれ

【地域の方との座談会

ｖｏｌ．０６】

たのか帰てー訳英をっこて しもの園ですにままどっる
のくらっ、がで和外てれ、残ての木のすかイすす、ての
はら音て音連す親か扉は本念もでで中からギと。そきだ
音い吉き吉れか条らを幕当ならすあにら非リ、なのてな
吉、とたとてら約叩叩末にこいかるは、常ス音ぜ体成と
し外はと一き。のいかの日とたらオ、訪にか吉イ験人教
か国ツき緒た日とたれ日本にい、ーイ問イらはギはにえ
いのーのに通米きのた本で、とそクギしギ来歴リも ら
な中カ宣イ訳和にがのがは音思うのリまリた史スのなれ
いでー教ギは親彼音で外知吉っい木スしス日的にすっま
の純の師リウ条は吉すからのてうがのたと本に行ごてし
で粋間なスィ約イなけられやい絆植一。の人見っいいた
すに柄ののリのギのれ開てっまがえ番そ絆なてたもる。
。日でで船アとリでど国なたすやら大こがの、のののそ
本しすでムきスす、しいこ。はれきの強で一かだでし
にた。日とで側よころのと りてな総いす番ととすて
伝。で本言ペの。のとでな 生い象合も。初言思け、
えそすへっリ通日扉言すん かる徴公のでめいいれ帰
。

なたでマだ 吉がで実いを島っすのれてと日きに てる吉て音く音ロでだだいがい夷勉
ののすにくそし外会は出治とて。人はもい本に来シいよみい吉は吉ーいけしと、か、強長
ででがしたうか国社既しめ言きマか、嬉うの天たンまうたたのな達ガこは国いイん攘に州
す、、てめいいでをにかてうてレらシしこ絆皇とガすにいだこらのンうしをかギと夷行藩
よ経音いにっな最立音ない島、ーすンかとは陛きポ。しにけとな影にとっ強んリ言とっが
と費吉た、たい初ち吉いまのイ半るガっを、下にー た日るをい響変いかくにスう言た、
言がさだＮこでに上がとし名ギ島とポた話音に、ル い本ともとがわうりし変かのっの伊
わかんきＨとす会げそ思た前リか戦ーしさ吉対皇か で人良う信無っのやなわら てで藤
れかはたＫを。社てれい。にスら争ル誇れかし居ら すやいちじかてがっいっ戻が外す博
てる全いで、 をい以まそしをシのとらたらてでナ し国とょてっし長てとてっ彼国が文
しの部と映も 立た前すのて追ン歴日しの始、のザ 、家思っいたま州、いして等を、な
まで海頼画っ ちのに。と、いガ史本かでまシパン 私がいとまらい藩外けまきの打そど
っち外み化と 上でシしきシ出ポしのっすっンー大 の知ま世す、ま、国まいた鉄ちれが
たょでにや知 げすンかのンしーか歴た。たガテ統 仕っすの。あし薩とせまら則払まイ
のっ住行大っ た。ガし戦ガてルな史でこのポィ領 事て。中でんた摩手んし開だわでギ
でとんっ河て の日ポな争ポ、まいがすれでーーが にも新にすな。藩を。た国っなはリ
す無でたドい は本ーがのー昭での普。はすルの日 なら美広かに私の結国。したい、ス
。理いのラた 音人ルら思ル南渡で通ことよとと本 っえ南めら良はスん防たなのと攘に
、
、
っる現仕町曽の町の曽れ一も画い日たのけかりッもすな町曽
てとで事長根死長大根まで、なの本らでれかまドか。り長根
ぬ 河 しす日んだが、、どっしでかそま
も思きを
おいたすそぜまそド映たか本かと世今無Ｎたたザっのすそそ
かまらるれひでうラ画。らで全聞界か理Ｈとがラてとがうう
しす町理を実の、マ化 今撮部き最らでＫの、スしき、なな
く。も由実現夢やでも な影もま先十すでこあトまに名のの
なそ有の現をなっや良 らでうし端年とはとのサう海古でで
いし名一すしのてっい 三き海ての前言そで映ムと外屋すす
くてにつるたでほてで 億る外、映にわんす画ラので支よか
ら、なでたいすしほす 円そなコ像なれな。でイこや局。。
い大るすめで。いしけ でうんマをりまこと三ととっ長二
の河ししにす かいれ ででかー撮ましとて十いでたと十
人ド観、こね らでど きす行シるすたはも億うすら話年
物ラ光実の。 こす、 る。かャ能が。でじ円映。何し前
でマ客際町
れねＮ と十なル力、そきゃぐ画ハ十たも
あにもに長
は。Ｈ 言分くやが今うなならがリ億の前
るな来実の
私 Ｋ わのて映高はしいいいあウ円でに
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凄 すのた地り一標Ｓ組んた年て ういいこ年かて曽町と載で曽ら社町いドだ広う力曽と
くＳ。地ち域まつ十Ｄみとだのし申ごうてと会る、根長思す、根ね会長反ラと報こあ根思
いる今 。と 響マ思しとる っ
難Ｄ 域はにすひ七Ｇがのき取ましざこいで議の読
しＧ にこそ。と個ｓきごまりい訳いとま毎所でんＳいま記日そ か若にもうてと町最て
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美浜町長を務められています。

