
あすなろ

　

第:拓り一

昭和38年で月I(川

ＨＳＫ通4S□1円･

H.S. K

，あすなろ
あすなろ会結成十周年記念

-●

J゛●･

４

・

へ

冷岬｀
うへ

J

白首五戸
.こ、－一一ヽ－”‾

　

心さ
。Ｓ-Ｊ-｀゛゛

財1川去人北海道難病連

稀少難病患者部会



目 次

川

　

隆 旧
幻
お ２

Q

　

】8

か

　

２】

25

闇

リ

ー

同

　

G7

､?’

２‘あすなろ仝介ﾄﾄに寄せて…………………IJ｝･ｉ

　

たで

３．あすなろの訪…………………………………赳

　

後

　

允

　

誰

　

:1

４。歴史乍八

1:j.尿II』･ji=jl･|

５．しわ十と弱li‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Jに

　

Ill

　

隆

　

ﾘ１

　

８

６．夢とぶ･叩を託して……………………………Ka

　　

た

　

か

　

10

7.闘病、私のl･年………………………………･jit4

　

川

　

コ

　

ト

　

11

８。あすなろ会へ哨むこと 児

　

|ﾓ

り．闘病の人生……………………………………m

　

川

　

）y

　

』’･

　

20

】U.スモン初代会長野川勉氏の死………………1!;i

I】. I(H,'･μFにおもう

12，あすなろ公機関,志「fil」1が;-」

た

赳

　

陵

　

光

　

崖

　

2，

家族のＦ紙:11

衣族からの訴え

　

:1:1

ﾉ）延

　

病

　

3り

良

　

節

　

j'･58

15.ﾉ,－キンソン症似群…………………………1!

　

験

　　

記

　

:15

16.色素･|‘|ﾓ屹丿沿li

】７．ﾄ.川

…仏

　

の

　

刑

　

気

　

:17

18.川'病の公1町UH.拡人を…………………………i丘

　

析

　

よ

　

リ

　

･10

J｡Ill11さん丿)叱をむだにしないで･

20 ｡病いに皿111な私か･l･せを得るまで

道ij?乱折の声

　

-12

武

　

ド

　

純

　

」’･

　

･13

21.レ･ｙクリングハウゼン氏病…………………J(久傑|'.1一口恵

　

･j7

j2.あすなろ会の背さんありがとう……………･jヽ介

　

朝

　

J'･

　

51

23.闘病牛活卜Fに思うこと

2｡1.やはりいつもがｲ;女

25.人学で人川の科学を学び赳

示｣ヽａ

　

俊

　

雄

　

52
ﾉ．

丸

　

山

　

叫

26，｢ｆ｣「址｣が｣硲るビュルガー病………………|||

　

代‘ａ

　

－

　

11

27.｢あすなろ会｣へ人会して……………………｣‘ 1　鳥　雌　人　6，

28.あとがき 伐

　

以

あすなろ会機関言表紙カット

　

1983年５月

　

大久保尚徳



∫

ほじ机't　　紳な槍長　太田経常

卿鮎解ケす㌦童顔顔法主腐生うれて13扇.醸詩

賦詔てf;ら択ます､虐頻の昏線斉し/御者LB踊1対
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おうを･ろ釦○蹄の畦成i57)軒百度至境し克二ロく感謝し･辛

E域1執lたいと存じます

L O丘と-ロl:申し棚よに貯脈拍右側】 0

茸微匿ち店糸島の宮しみ.乾きの夢Lみ尊の虚歯の中で　匪きる希

留媒ウニ脚鮒て鹿Lた痘牽后梅の方には,皆

解と共に庸1ら触申し上tづます｡

鰍は◆ぁ倒J O節暗線クすべき催し包1ろし)ろ堪封Lまし

たクi I O戚嫌,WTL､ I O年の凱Jた塊l痢かみし励()
-iての解まった圧き産い私怨た匂ま御厨凄さJj尭実線を十担

･1･_HI･･･. ~`.熊･観.Tit.lE ･ , :I:I;. ∴･ '･i.･(I.I.､三j.'汀.: ･r

J乙oヌ孜の二と机忍たちの即㈱磯節範へ7;くそ適任

であ()藷も

●　このよ働＼ら祈す巻ろI O国軍観葉Lよした鋸r i虐媛射通嶺

細事iT;く捜したこと琢7j酪屯申L上正喜吋o

一参観こ　こe)i 0拓の虹躍らの中覇だ由れ)あ礼帽鰯艶に

鮭㌍∋胸渉亡く左ら爪孟Lた多くの純へl跡欄鹿頑担豪Lま右

IqBろ　tr 10
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摘俊の欄二射て嘘'畑朝敵
水衷輝幸　作経たて　fi

あ藤鳩の十餅-.鰍LF"

鰍ノ僻ご畑鰍こ脆し感触紛糾る切目まも　々椎抽酢は勿輪磯路

I蜘lJあ　　　しかしヮのB物酪a吹出諺と鮒勘1さ玖

よて泌J棚あ顔】瑚碩断線)鳩に蹄薪泡録梯賂亜献物だ韓( ).

yL]雁新顔加確は夫　々繰解釈.働く㈱峨てI l春雄博す｡

紡, t執､物臭()であからこそ.蹄蕗が他J堰ユキ.ま璃　さ

物轍に地価釦Hるこびiで･b撒擁甥し-i19　勅裁勅ざ:フの

緬に触J蜘棒.紬圃轍と毛概と軌ぼれ　あ秘

録j卿緬紬議紬､鋤吸物職.　　鰍肝

昨細物に旭LiaJ r岬帖かぎ噸姉御咽ろ紳助勧17洩7( 77L;i lた軸】 i:

H棚財J(.禰舵租珠御勤施m榔l鰍　U紺地触脚

耽耽1蜘榊11 1憤れ頻. J晶募禰憎細胞終ク〈,T低

級　j触旺抑彬舶扮御方線細れ　　　耽棚開

場雌は全曲に碍解髭囲戯御伽鞄馳狩TC畑鵬廃酸爪(

軸腹りま庇｡針鰍と旭聴打沈一度動櫛峰て‖就　縮姐の頗癖細

劇懲蜘観狐詞柵鰍:掛値虹｡紳蘇細物甜飾●

脚鹿妹主席独州結ら嵐卯･gh'､痴祖廟してH公ク耽

鰍い･入鹿離郷聯新物別紙q:神勅Ld)フけ動砲櫛7

逮,手職線描杜法の鉦と.嘘瑚帝u鴫. tL方的劫船､酬ら示It誹aぽすQ

まさに榊を舶Lてm倒諒祥議と絶ち瑠顛カはお目drj:Lt勿ヒLlL噂T.

神町ご卿耶払子坊主.頚椎の仔塘LbL) ､たす托臥i妹切に〔て目脂く軒紛待て

る金づ'(り巨挺しゑしめのと冒し唐TQ
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あ　タ　急　ろ　の　終

あすなろよ.

男畠､ここで英知吃C7)れ

射しLIgT67)片うみで､

キS,ギシし尤斬換(7)片うみで.

かよい物片仰.
医師観ヒ0)とt東洋硯で､

雷.　冴うよo

純ろ13.鞭打､大きな磯部こきろ表わよ

あ触D

●

.君lま､巴二にいるク妙) ｡

耳なりで虚轟の恵和ぐきき狛1ところrl

東酔う131しぶL,iiIいたみ日々が著しいところに､

薩羅き()のLb牙の､置場搾れユところVL ､

轟磨しみ､喝虫のこころにL
.,i L.(

祈励ま鴫日大Fd:｢頑さに呑海産あクよ

あすなろよ

ノ君は.巴こ/＼行くcW＼

j芳い着古で､ rtCl)ヱ人3^つとし｢て

即日宮､めざしズのたき診＼いV) 1 0年｡

ア(t7)fl )たち　　みきのめて.

ご粛軍き上げより､折れ等のために､

ぞクだ､

弼竃ろtg.あ庇木きなげをさになる鋤よ.
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･--4_I: -L7:-_trti:I,= -_:;_,:I-　歳;krS
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酪L G4･), ltb-キこ^/＼府顧(6) ,オ網64),

012印す蜘J鹸b麟あ棚1鰯紫蘇ネるQ

卿敏速覇魂こ.
OI R90日都気象L aだ既存/線ユごとを鼓し食クp

◎2日20日新掬3挙行

o廿キンリン轟`細魂

02日5日細擢出
･ 4-q触簸､朝身覗舟にフして

･イ健鰭( ､ 2湧ROD摩紡陵輝の方傭船:

鈎日ラ日　新す巻ろ4孫行

03馴2. 13日ItO-キンソJj観L廟につL'て廟魂7､三醜緬＼鮒

客ら上をウ｡　0色酎空挺鋸途身朗鍬我

〇二弼4-日微塵酔榔とかろ1 4画日
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-洲考の好物触旨巨､さらに頑短した薮かで紘クC

㊤6日20日　あ物　6魂テ

o新砥毎会傭路　L吻婦名轟ごと奄薮o顔嘘の運輸僻

06日25EJ蜘郵的中の摂転の妻褒0
6㌔のユ3年頑上線行影過にできたpその勧3- /好で

教戒勤J葱く癖字酵蜘酪左抽lっ耕､ 3嫉葱の加酔諺巨

f

鼻blLたから産o ♂

@8月20日新寸客ら57%51

07日2 8 E捕虜鴇轍良無頼雛桁わけ簿｡

cwL酵千の改正｢この創舶頑蛎膨歯髄こ

粛Lj鶴田脚抄CD酔二して頚紛L封cJ
@L O胃2C)ET　あす5ろ　8'易痘行

C2%2回薪幽　魂顛:乱軸;措膏木砂場緒

o i 0日三百塵如知軒轟細rL7いて前61き御仁

答え73.

0日FTi2日∃盆鼻野打春fp氏触76f

虐) 8葛まで且原綿身の理酢よる師Pt靴｡

●　tq75

0彬堰廼行三碑囲1にらな

り号12夢　Lう琴錦脚

卓立-

I Io-キン/ンの轟左楓をきれろ頻紬薮

oVF6日　錦島幸　久葡球安　46ガ

OlZql0日薪~参をろ　L4号I5号戯緒

oL絹3日あー醜　聞向顔郁砂廃線儀

o金長原たbl氏退色庶人孝鮭う直る0
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吏遵奉抑細密.レ.'7リンカ姥ン終審,勝, t:11レガ｣転落｡

X二工ZL#.剰嚇毎頻塘醸,顔彩りウマ≠･断葡酎鯵′

上頗顔, 1u'瞬,ア三トD I fT4槻麺癖,両止臓憂癖好ヒ

申すと駆足,シyIL三好リーツーヌ密ノ兼哉鮭IH髄熟睡,瞬.

断割こ締れ.よ槻質物醸償酸,晦

-｡ii:-:-:_:--:-_二二~ ~ - -I.Ri

o湘-El槻　D金最長聯玖僅要
o;-5脚

@3引0日か手写ろ4聯

0日しキシソ脚L r7 4qべ一三木方よ3,1181夢断るo

l可7g

91日13日鋼看ろ58笥街テ

カたラの舶腹醸琢＼働僻･
07馴0日　かすをろ　Sq. 6噸軒　P32

@ラgfD日あすなろ　6.勝行
5

od]象2 0名の銅中底鼓して与盾の方の3:態転載

o金鼻uL磨俊庫氏触媒　鍬廟紛醸壊滅
6)I lR2ア日　新す看ろ男ら釘馳

02 0嚢解磯b粉勤Zいろd

lqgO
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09T6回菰金時卑朕魂　朗華鼠

D　費まで域ってLl暮す腐ため1々の舷

04日97日あ~㌍塊　j戯虜ノ各長大LL/煮えも

苗量目傭㈱倒産
@SF=EJ赤すきろ　9g孝姥桁蘇得ろ　の　し末L)

f

ヽ1

lq81

のqF= C)日　あ~参をろ　2q.So号磨首

04日26日　昭わ5β頗あす秘_

脚産物たd)夢路長太田搾男食会締お)をうc

oq勘3ET兼組腰掛ミ金を絵良しあう否めから毅

五〇娩o　　抑噸爵全紡内局o

lqS2

D IF日〇日あ頑丈ろ算うl易挙行

○㈱　六三緋鯉蒙慣舞区鰍

弓蜘tJ度蛙が. L人臣と()へ抑M如したをそ

癖した.特にj節線､ら和好強靭)した方々に腐勤L

.てち()昌一LttQ

〔横匿鍵画鯵ン＼太田卿を動物適衡玲b鯵抑鈎｡

Iq名3

0　5日23日劫.IO回番号なら三瓶金

丸療甑/クー　　錦東　田　経-芳久戯きる

総会の主告あし∂い産載



しわす　t: 5着　銀　大田隆男

臓をカrら旬｢t合ウ人々離融㈱為.

ニ継率い也乃中に娃きて1LI酔細っていゐニt:地物克てし顔J^l言

い訊J彫々G野ウKつけこの人敵う顧妨圃包帯っTa l秘ノ少＼こ象に

し7宗か1職野島｡

丸像蘭短[)鵬許jjL/V前転轟るn敏軒二面してqV)ホテL L/Lスト

1/ンや凄み｡中はををCLで別一一林の参列､入っ~孔)ろ.ピーJL妙ミ三森

し£ごい為人譲るい(胡盛L勃;､∠瀕LZいろごま≠ド望ぞきろo

緋の庭解e)PbTbれ粥かろくてしかに達)FC∋勧Iaj)だ｡中にいる人た

ちは外渉日てい柵療病と才｢フて変って13()軌噛腐っ

て:いろこじらを)ように働ゐ.

しカル岩泉こて枯ら卿のV火抄l也わーと/神慮し噺l裏7掩藩q)7呈.

蜘蹄のヒ空かし諌しく4 ,)払J心と吉っているように纏えたQ

禿孟()亀紛すすきのへ,ここl親鯛o B凍ぞb柵∂
ヽ＼

勧帝民e)リソートタウンttTA　た死方潮時左,たのでネオン埠イJL主昇

一ションは研妙b潮叉きらZP払でああ.

日本紳JC71よう壇適の窒蘇じ声dゐよりを一二麻岳形良してし)るQ　摩清

は低槌実膏和風J卿卓也和犬t l搬5=L伸すめて'汐ウ
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桝blすす薫のKl鋤諺る｡　だ鋸助鴎夕放し礎働け

須藤も動､頭いていろ. /個qLはL財し容儀慶毒物だ細く錐

として広東仔/)鰍いると､し-ゥていい禿ろbo

このEji相当のく出だった.み抑薗T十巧リーマン風の

人か暑い.こウL l～水は雇い磨擾6173で嫁哲宙k

bL頒メ鋤々　ヲ万押-＼/5プラFqtl lウクラブも

ある何れ馳ニC77丘確の人は布クしけこころへ1約1

75L巧覇垂を如しlるこ斬｡

すすきのといづここ勿よ解刑が三通1らキりまで薪

ゐo　東艮(解しG)るここ物産Q賓するK/}

鹿鮒彰に二に遠ゐようにをっていろo

こういケ磯野喝帝に童って一顧転換C7u Jt:ころ畠釦JL3 ､ヒ空疎

め/妙＼ヒ倍ウo　努徳好は民の旭C御目し31:()望旨く脚力ジ

哀歌1たこL )dMhp　頚代の融竣よゴl僻トト卿頒

み熟釦J肇好威樹海巨利斬奇石D灸L匂勧銀癖妙手わ細

75ク鹿豹aL,々｢三組､細い勿Tul拠

カ的ゴ周風邦砂囲フてい勧J｣とo

～.i)　ゥきばらし一朝鮭漁でb ､を踊強働如く

あ勧1ら721威風ま抽凄ゐと教っl塊10

梅郷紗il陵し執曜勘才ヱ勿'ク鋤麟栂JqL7r=香ってL )る二

物E牌で'絢d

日本の国でkg鰍凄碑醇にタいQ赦してもらしJZa )

研魂く減幽醸し苛交わt:はきズレ軽いQ

すべての弊鰍戯酔二手克てLヨ,ている｡久し7輝

LTa:くと王威bil財マ(+X鵬) ･と同LJ込ませて

しまった,
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Kしてj軸h7)士刀り壌て彫､ク､ ,てきjeo嵐相礎蜘晦o厩酪穂鞘l

き上げ.噛りよクを､小鯵＼のしわよ幼帝われているo

これ宮中承諾銭きっている,たわ1L;11如し拙万封方雛､

ますますEらdる

顛担鋸歯を鶏ノ馳凍且してi).樹上L#線)ノ凄くL偽t,-b知略t J

17で噛ル宣イモや,嫡っ一割協欄にJJ頒麺i,t7)

jW57)で紘P (I q冒2.1ヱ)

幽艶祉(卿駿長
原　た　か

｢触｣ 49年I lF5日顔正.

1 0固坪こらかえたD

柵してユ船.斬るまでの姪
れJ盾濯-た♂　軸静7)中YCl才政人に右ち

府詫ある劫才r磯艶の酌婦｣勿1t; 2q屠fTである.

柳l去度盛榔/肇わたJ　　職｣は上軒
脚溶L牽脚金-僻包鳩着れ会で潔るクl仁功伊

藤の健7きる金と覆ったo

O金グ癖定船脚き新o O劫妄梅覇者麺功ZもL;ウ虜紗o

o臓への盛紗,

亡7告Hie47,aめvu虚樹3私の手絡かtJ堵IJ磯節C71よラ仁出していたU

適打こしえさん灯り考塵魂姓のボラこ/テ戸=Z/くで

l療ず17勅卿の予科l)で250秒かL3ラ0 0

解7< -7乞o

亜種さjO胡圧あ匪髄嬢雁廟とのここ､

上京舶1仁束乙くd/拓o

mlまほぼ1(日仲ll)で斬紐を7ラ7.
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.叡柳原･轟直.入鹿鰍配って担っ

たD　愈む)金穿㈱
る､眉鼻息.脅囲.雛暗､

金の皐姦かご師弟,抱煉って鰍

よ磯秘路.秀人で姦し蛙)をク

Atさであフたo

私のチ畠t=拘才をつわlしい質異

郷丁卸すっ､孜の健保観錐

癌夢橿｣汀IQヰリ/ン観象ミ､

タ1才L I虜一冊に2覇の正

史毎秒○/乙で伯むっ-a lろ,

着電熟すたここL才気】 0

台フかL/eよりつ労が身にし31て･ i々3. ′過るの1触甥ウo

塵敵要約,物療鉄鹿Hlで務脈の財恭跡たし1 A

抑51ldj鋳生し1会費む夕bh友一o　廟動壕を-て50年

1日Kjヒ榔5-日入露､ Ztの喝に｢禾勅願葬儀観をっ乙っ

たo

t)　遼東のチ雛軌17<叔て｢功て金長∋炎佐享で臣さか｣と~いう宕

し唐鞄祇降車を忘直るニEbででき魚) Q(者鳴各臣4吉ザ)

産欄:麺速で食照る亡くきっをo

S0LEF I 0日ICAr ㍑頑頚歩連と葱-tt.0

秒疫綾齢,をJ促するコCiy5<奪ったL

金薗轟家書塵壌K｢顧ビした.Jご書-7て淑

子執L･しく/iil轟IJiIここ;宅''T･tr o

r櫛｣かt'劫娩vri:勉顛患蔭-たのは

ら l確卸しのくJ細-た｡壷乾痔々の斡ノ飽く司‰
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ビ敵ユた充たo朗LJみ宅東南妙か老齢-たQ

癖嘘伽盛翻卿堀勧頚髄瀞にb ･満船畑

香い嵐確でYE人吉仁者敵慮じたこと劾C

ニ㈱ユこわか聴Jか磯直
1一･.･;.L･'.:'掛?.I一l- ､● ′　pt･:｣.lU:､.･ :

軌肪()再会も考えZ3掩い義人の私｡ hして

節理蜂までうせ召窺返葬にし勃凄由膨〕
→たC他線で一=i.Bm賭しdGo ↑-

Lbl L雛l棚.金歯のn3物納,至F3あ金畏

敬､亜納経-て甜てた･刻効'又折得ろ釦甥超/-

微っ7㌔　軌にこも香って勅封拙卑轟いたわく　助産皇ワ

桝をlj事故お/)や() Y=齢次碗頑攻相野しっrjtZ=Q占勿二大式辞

紛糾掩多良亡を｢たo　鵬審lLy欄ア職に
≡lIさ.

5 J犀3日】疎Lて東盛匪7)内幕働つめ､顔彊ゆきで出し

<L晦日0-7U/ン痔の全凝繊鰯酵瑚野　良に柵､塵穆時給

乾して助叔フJa乱/い旨を‡殖えL腰酢勧L 52棚嫉大金銅

初/乾､ ∫ ㈱細劫うし触勝o太釦1融′虐磯布教′3

∋chttD Pt跡う=海軍疎､鋤で栽穆終って,フ執′)

てミおいたA

53圧藤郵解妻b胤抑血て

鋤く鍵僻慮られて<奇勝L
碗報卿は牽雛おろし在抄を

菟L感で-励ほろ.ついで健

斬ったのlSS3年J o日朝ク

出LC, 5線した研二AEfJ抄乾があ材

一12-



轡J和堰∴ a:L瑚t=府易瑚一個蜘穿

て直し碩紛軒漉っ加th ＼ 4 6艮卵｢こ札断赴匝L

てblらア申相丁に斬I@し巨するここ倍ったo

ニク蘭S三年e屑｢殖詫噛磨着ヒ家巌

の息,轍｡こ瞑,東嶺W翫研物療の

i･i･･.:･･工. ･∴･･･/LtJ･･: ･:･/.1･ : /I

､･.JE.･調.･:-　ー　∴･ .･1･■3　･･

1 0形､ら紛者､翌酔暢由雄専守観

象噺商即しる比とをったo

盆鼻豪族50彫襲腿瀞J OOA磯

ぇ呑.薪御節1働儀蘭#ti､

5 6確か顔欄魂軒端jJLjW L:ひるo銀捕卵駄勿

亥ろo頂公で宙邸紬ら庄きてZ-一つと書直躍､二直が私を

菱をZいるの定と諦座ク匿日産牌綾后醇虎物よク

に東経働衡植こt:LSD,)勃演舞顧蕗の醜∋ ､陛雛Q屯

密をず付から離なU c

ノ錦好(0回僻払剛ET檎勝
せ〕 L陣幕郷戸ゴし卿家

宅腐って頚卸しヱL lるQ

潔地代但凱必磯迄レl纏魂

願瑚酪巧か禿るより私Vyb1
7h卿出ろC

や空腹なった脚＼｣の

炉軌ま鱒紗､併し怨〕匪

聯虹卿と意17し妻
っf:o Lblレ厨じ鮎､7t偽の
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て阜7Lj.

ここに卸至らぬ新鮮-た鬼灯昏Lbja J

廟妹嬢とFかた夢<内達亀がラマ､マスコミ､

醸軒端如方々J勘弁殊LG L上1ブギ/き絶ち
｢紛あ鋤｣に廟暖酢さるより七線J

申しir観

歓t:包ち蹄乙方々薄れあさこ彪凍敏JでLよう

10よljWmL l有卿ノいZとしますo

(Iq83､2.26)

鹿轟,uI4 藤原コト

副lJdLなしl I O坪軒の( OFTl q即寸､ j軸の〃塞与こぼ腹

掛/Y　を､希平の地神巨は緋封で勧泊の事k c

鞄鍬度の頑35助1L3新二融( ､ Jメ二弧でt抱くたちi7凍フて大

き㈱仁一召二軸経よう､細ったo

E15lら嚢虜勅棚方は塵森､転属珂20堺上土直し款孔)

ら蹄乳鹿肋空蝉原物さん払)舛したo Ztの歯根塵繰/土

田e刺埼)鹿ア痢妙齢省舟オし佐北大か′与の僻Kよ,7元一と割
1勧歌乳癌､棚卿の不諺〆癖､勧紅軌lて7951<&とし

ていたので/牌賓のより彫繊i=L

たC　潮細后断金LJ~でしたo



1､箪ヾ?

考の向共賭して蘭も乱脇に且七刀々賃と頭で. I ZC磯酵刺,J言

継州軌l尋lJの糊恵は勅書官噴L )てきました0　人歓で丸傾生

麦劫rさした姉踊ら碗軌､たし瑠l)封o

ニごそ私13床砲こなつた帝国瑚断てrJtJiKLま走り去れ｡二の蹄からq

師に渡って日給り観顔した頃腐和良纏まし苑0

秒機転峰-たストマイ謝髄腰間翻すo　えっ舶7

たのry全gIて紗itdで中止L卿rl瑚妙議飲Lお抑桝すo

宙他離透｢1鮎嘩離免つたのに柚わら~磯行L7

L O乍痢魔力は軸物で10聯ヒ㈱泰の出払聴わ

b,1忠良Lたい一tじ､で､ご無知顔窄捷めて｢教師転配雌/)布の甲で

L癖廟酪うけ却碕緒に重しし胤JでLk.4 i)ク紗1づ療

出ろ奉も出鼻をい47号の無声7)鯛輝丸さ計lJ L折るi'ので春し',

二孝の痴如こ刈穂呼存否をのd,に如ユb ')藤吉♂日纏∠をています｡

棚鰍聯し物凄るのです.
薪の蕗　車齢卜昏　スト棚粉の厨

塵題緬して<新た錫綱厚(噛む鼻研なく

劾直すこEjjldできた勅曙7と穆｣

と∈なり妙.)

-15-



2 0_年前碑. PWi･解l#から古顔歩頚穿和

だ古WE.すあるEF足っt=してし厚のと癌好略し1のでう

iEい噛.薦滋カて允と嫉塵に乏しし細

聯L肝臓/く旦妹抵触ば･紡
いb噛りまLr=. 0

50抑'J務の糊,嚢勿すきました｡ニG^t5(卿序をfET上して

この節闇観塀金碩転01罰押こ､菊滑車碑鍵ilぞきて. F顔4o o o FJi7ミ

垂線熔･lJ卯1-穴で如拙計だ-フグ畝で顔さにん7線鬼媒魂柑こ_T'

なって33 lJ年々ウしづ一塊奴預酪∠雷っていjlo

考財こ倒速クに毎フや､ i)跡こ紗橡桝鎧を象鰍

ウにをヌ新~LL ,土適媒r聯房のb御仰3碓してき召築山

日マ去あり蓋しko
･ -/つ. ∴甲･r!i:.守:.･準.∴▲-!L∴ t､.-.'_､､･Jii-::･'T.:･T.一､･ ''二･'. ､ -　∴

御牌√て裸に多くの仰弛線の備えて珪々ヒL7三重輝き吹

し偽蜂に18全∠縦噺｢璃室的卿

メたちぬクに勉L喜lたo

紗/抑遜れ癖姫
免T LU6713,牌で感づけ与れ

てい

二クした昏々の軒髄の体にわ､

守- Ll)ヒ私ノ昭彩折嚢をフて∋壷し

た｡ニ㈱--二郎か親､

/舞()taおっ碑旧tミ圃くる･

死の日疎め､也ま顔も発信し

てく戒告いbil ､もLJ ､解れもた時に

櫛麻､御者に･
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/箪'!?鷲
q 老齢滞真ので1O Lかし頚明酪置き頻り長∠聯丸係粁

うに也うl峨

棒夢薩紙正で尉t 6 0 7瑚経路も紛々て下さし)9

二二一触メ立ちに妹号に囲ってL l勾人た雛すo

t 0年-夢と云って毒払たちV7-g@t18<TE衆し虜のlMtL花o

X一二蹄＼らも抑す厚匠したと留ってむjutb(彪寿o

廃しL J脚こ去鮒まえがきた/)御節諌妙洩れるよクを

鋤麿称を(ノまqo k舶丁コdWtら包続∠V7g,

4揮紅烈しし屈蹄6湛∠磨きI kl聯つまし妙ご肇締JJL;ど

痔-7たiJGn倒しJつよい顔=耳盤り-衝中歯ミ敵.して､

■　物誹がZtt:talノ1毎酔顔碗碑釦に全く句勤昏<利手した

衛幸いに白直の虹∠腺病か2過旬に(酔海産でI ELりン

ギロン05ミリこ勧垂弥魂錘封を巌の野郎す.

み_ i q年報り逼√そ餅.つ升に出て協七てる争榔Lたが

√つ緋徽ていて脚剃っ紗溶断棚瑚んだ日から魂的してむ夢包クエ才監一二毎夏看て.

克彦リKゑ<湧く宣郎嵩む灘秀をvl如賂

L∠篭いき坑

5御押し適った多･政砂卿-孝
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務J立場の廟虹朝lろうどする額産なしてし接す虐∠ ､

車軸簿ろ醇日で丸　顔妙計戸出某た奉蝕静,α

でしょノヵ＼ ･

瑚て新しい年明け灯鋼管G磯醸哲t/7- b級

きれると薗き37,屠り勧こらむJj.んをでガ包録-て･

<碑レ顎符して秘:iHFCして5ヾんばrjaLょクク

(lqgヱ121 27)

:_:: : -:?
丸暖帯㈱身.金醗トマJj

雪
雷

着手をフ蓄電喰嵐o'l触甥彩一丁-B I 3のど

あオ存ウ食へ澄むニヒ　易壬　象

Tあ髄｣ I O餌に掌って克朗酵申し上rjt*たのぞ特別こな

い｡ただ　LO酢粒滋をた丁触

れオ考の赤-萌考の木に看るのであうウZ)､

心痛Lで1ゐ0　日轟錘の友A%i;)t纏

3⊆噂の日K当')勧･)すて廟の走

呑軌-でJヒ紗K誇ら直物舞頭

にせって爵ウ怖L47.ヌ遥喧日割酔

顔蕗宅虻∠酎磯衡雛つづ叩
きた同定に卯る事をく夢二摂患者自励声

吐き犯-て行くためK由っていわぬ薦ら教)｣

亡友柵与れているo　二さらに虚飾

㈱∂宙尼vlマンション観置き｢Ls二物

｢二束鵜レ偶bc^(甘地知.岳を∠凝.さ盾<　趣財
~すろことで薪るー簸ろ頗断ある,Jと中三巾た0
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郵▽承諾の流血吉夢毒物()す7 0)

鰍あ()野郎演へt:
7tの甜f I)蜘いち｡

圭劇物に晃ら鵜ごこく　一巻

都動二戸力を穿けた地

r掛Jそあるo　鹿E北グ鼻

:.Sの江~にも(信組71錦.

寸 直観≠離嘩号喝嬬菱音の象貧者へ声が旨垂鞄冷まフたo

疎I 0 R脚線Ilhfで幽嘘の行事で祈る鰍β見

解与C7,5吉敷刀中で土晦摘め帝蜘C7)助力も得て方二手フた｡

勃l oO農産こ子懲していたカ目すoノg殖刀幼者b冴-荏.これr3

僻と褒成してし､る6nb＼あ医嚇魂絢宜の申2離てし】る　rス閲の臣

僻医者Jbi､ 'y香い5､ら左to R脚韻に儒者の72=W

の疎をつれ鳴ら51 ),Jヒ紗喜色2mたo
T軸｣仔､樹帝如=勤てい75i帝象ztして離b髄言

直てし顔痕象の人々伽-dl)､妙礁配祈るク

′紫野上Arlt: I)の螺理解して匪至嫁で優妙lらは左でフか〆ろ

中　人后抑圧魂の軌潅LをLT匪壌碑棉) p

l鼎Qぜ-‥一･･ ;/･一吊,.r､∴:,･ I ･[1-:I.∫. ,'-:;･･ ∴,.雄,･一.,:

幽＼塵酢む和､L^庖占あをクかご　マスコミの錫に振る茅

食め膨夢-額呑o　ニC7日〇度GIに働し癖椎秋々L才棚t;

融解一一01釦曜練てL Jった6簿ばしいこcz:あろ6て裁bi盆の金原

ヤlEJ

蕃噛6怖おく沸るe L名妾巨耳射して鍵しい.

7t折によーて塵粥乏砺ましのチ榔25.

蜘珊椿で折る　砂州葡rl鞄勝

㈱耐L7<樽)砂上
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編を御室健軒あおKl贋昇順の参虹はUクしたこCかo

梨の奉£微妙精一r動V)勅をして<沼掛.新香をろ釦ためにを

物llたこヒ恕努みるのク1 ｡

-尋後俺断る.の鞠痴臥ら素敵毎領摩夢

∴ ∴∴∴二~ ､毒∋≦(公南によって妾ち初会爵カ(でくか紘絹をU)

⑳他各のきぬ印ろ行動言~狗音｡ ⑤雁の終そよ(,R l朗報鮒

⑤ t Aでb,任b全項の軒軒打/､瀦司書房協窮緒掛o

疲謝た蕗失V,和げ世知たし,0　6点の項距庫行L春rT蹄薪触

I薄さ霧晦一と斬善~するC

薗亮の人里　　　頗新著チ
丸吉､ I 51 6寺の噺霧L乱た｡

二L7)墳l繍腐観象してい乱たので蜘加7t j碗癖碗衿く

り旭してLたo　轟録血､くず助嵐≠を()欄括って伽J

てし庵魂野準的L菅い番軌鞄LfL･8した&　執て碑

(励拍㈱L頚軒韓維

I?

こし'顔腐柳柏婦漫＼ Q

bJ抑く/)i)＼えしでした0　-

二のよ増し妙で/ C)職

さあ軒でカっ輝迫､

ウロトク')スチA{tv,毎旨

t:. 〟%lt房Lたれ壷財

腐乱顔追徴)こと

尤'歩くWtlJよしみo

埼拍＼らli ､書Lみの紬K

)

癖て克て菰頚弦ました.
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Ｗ

Ｑ

口翔は蝉IJぶ石しい癩胎べ洽献

して乙がいで勃レ升乖於い口つ川ゴ

　

七夕政争齢争心ケ心加鸚

　

被リテく(ｱ⑧禎勤あ諮ら函まし友玖兵

　　

贈バにくな(彦し循裂二均釦倫

　　

晰ててん才封い咤追い

　

のくりか弛してcだ。1

政た有位夢か尋。二湧バベ且

ｙ

　

雪てし｣る白にいろいろ帥疎剛西

、荊ズいためです。

　　

ヴ夕レフリズ乱う飼諏虐仕

スイ炎。老走腎儒腎巌の固郎

レ碓フ友慶｡俸聯七低卸五其々した。　こらにこの５、6昇前

からＪ､まったく鳶ど)む､)と句で音含聯岫証し劫ぐスイ朧誰大貫、

妙工･聯州紗陽しみ一回四巨に5回嘩渡へ弛釘ゐ弘タケノ

づし乙うたうドＪ館内と心に川ヤつ代の記膳抑責扉に

今回魏

　

言吟為鰭七フくふ句卜にくツシB凩仁郎彩丿旧

々宣彦しごこか≧紅で竃許むこ回芙。賢削聯句ズまて仕本にお

的淑てい証■1:

　

匹/i｀う

一日呑早之よ濤内証嗜かです
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Li7＼し風圧匠をって新たに舞紗沸き()m悔いC喜クIC醐豪てき

きL/良.筋の鰍頼童をしてみたおが直し,のでEfC書跡で1句のそ
一献､安東rJ行rTt放ずよくを卿ああわけ引ま香し､食夜の髭清拭

掛塚Zi, Lちょっとllt加かつかな'そし-ろ軒祐

日章の絵考細匿クAこう67)亡きってi ､哉虐Lす齢の春日ことに帯わ

れ書手口車の盃ぢ家の舌先らい方々はるク少し勧舜(厚拡鰍碑を

療左lTさあと)蕃し息多∠のノん々ヌその叡族のこC移て'才7:2L3左
官　　LJ吉のでしょうか

親として｢蝕転声あうガ掛かをクク(､庄諸のどじ酪ご呑∠席塩を

任blLて67)て研乙は:旺きて川つる也乃中であって鍵LL一項ってお()さす一

死のためfCイ砂IL,7TaJ Q夏557a JC r軸にあ入金し蔓L声,

ピウガ独力しく7裾引掘紅/封o (/q74. (.90つ

茅7ローゼ　　　紛らの舵.

易好が芹7 D-.tZ卿一人紛ら断

種癖酪V:入線したのla= =座錦faj声

～　　ケ目の府ぞ玉均鹿厨確艶塊でt) L/

一併し職場
蘭をに13入線o　教艇聯三ケ日

ときまった私議全身から17i,く抄丁

ポロ蜘きし包　み折U)

夢路の下郷tz3 Jっげ[)要し軌

でみだめのネ守はつ切る励＼りそし72T,

産屋飢凧噺p働強権ク地
方紅熱6=tSbほ野と観L;耽る九クで
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幣に芦o)与に歩く石碑翰るのでしょう釦)勿1bめク＼

車から冶麿匪卵05麹狂わこピマしたo

)＼姥して＼環形.ノ餅薄遇否#/釣堀副了瑚き

したが､一番あばれたし.郎御車馴解琉承しユ

t;直るのは覇ぞ前

項牡の庭草でb診ら瑚醇そして長幽大庭#Gb

鋸締､卿匡森組Le( L,ヒ努にしみ菖

Lたノ

忍ば･磨E襲審｢こ題目.紛V)子廟丁で毒し)

多∠の羊歯頑i1- ､をにかL者けMrj%ろ告

し)と博し∴知多きんに弄70-勿東経宮野

ら止･ ㈱したo二41円療K r房アロー墳緒の触rLフ窒ま

して甘･酵ヒ塵師承値雌船複にして73 i)j或薪を走の臓物し

き壱乙Q勝機的塵転やわら｢施よう腐灯しa l封のて衝7弟干き

いJ (菅官) ♂返事初参りました｡ fT用後に遺産-Leついたて滞ってし,A

らニケ円債Yl輝,メ佐　井7ロ-壱(3 I 4･ ⊆ガまで軒港刀妙こ多く象

の休ま初級卸)喜拡/ ｡

直観宜l繍Cで4･ 5卑折柄赦酪臨む廃的していL;LやいヨL b
ヾ

た私buuえていた札､て車運帝F=S)jiL声が宛拒LたbいD七年田好

暖め酵維｢てL書d7()J bミ触乱た0　度拡-一対こ山師ro,g7 q7匪

甲BでほじSl)ましたQ　周東鴫/＼q多の手頃達郎亀窺し忽私クでgo

好古三日一肌-て垂直でき二好臣に呑れ暮したo

勧噺でtj=呑∠毅竜の野からi)行政のき鏑qL)線Irl輝と博しl暮し

たd W/＼茸W日(七l封7()観L梯創動噌東研穿幽艮t:して高野~

されさした｡　屠っていたL3何占でき奪いのでt亀)でしけbヽ a

嘩痴情でb梅郷離し｢人ゼ索敵廃藩斉7ロー夏.優性=Jン延.毅彦
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Eヨ

V

皐遠い刀身鋤略
I:371こL,です.

JJ/5-しすらの穎72Ft7)フみかき跡

目77日ろC7)こと青ば臭みようにを

I)きし莱o菊も=挿軒Lj=遠く

よ()し真砂＼っ醸し如く■

烏子のためこも鍵封建C7)

ためにbノ節､し春ナ抑jlt=し)つ

圭磨ってい封o　み額鮎ろしく摘目し寺号o(i qア4L l ･20)

/ foiンソ滅顧　　　　慮鮮

私は20ガL75倍､足の経軒する斉彬すること｢こ春().袴抽ら

6御津解任をに尊慮するケ与に､ -あ(lケしキウ凄VL5= [) 1 51着頁如き

を御厨をと.ふるをこくるここ鳴紬1わき.角ク)麻武闘〕あて

の宙雛したC

刻W､ぢ象に呑るので藷しているt:人言和才＼キン顔すき拶鰍軌

又.番しい堰酔吉と項弼丸秘澱を[)一番､孝.足をビ鋸､ろえて､

のしょクも李∠香ったので-To　僻のくであれおろえてるZl跡

i.:･.ラ.; -I: ~-1捕.:I 'L,二･二ト.  ･レ一,日:｢･  :-ご､､･ L〝.

の寿直†こ適い.｣ヒ丈.銃身の雌EtL)午-ウ　アシマ耳効剖tろ

i(7)l窮紅くカ､の7tヒえQ脚線柵をL)書Lた｡

ML音元泉廉価蕗で喪静的にあわ執10eLま膚田し春台lったのぞすからl

･ ･ Wご碗きて頭｢たのです一一-一彦しみわかってもらえると講bL一

書す｡

顔象､医者Ia= lr和てb新鮮榔斬L乱を.穀帆Jろ日ろ

-35一



摺解しあきらd)て.粥朗e)くるのを移って∠らしヱ日ろウ参に2Cげr:5
1ヽ

リ　ラ犀の向一向Kよくb暮らすヌ払) L繊巧るで13巻く､助手

の齢)のク凝そLた.島木窪E影嬉窮移し覇者に碁してHろの壱みて.

あ¢ljきし7乙0

-本演出乙L徴ノました0　着罪物の徹すC

､い誓新埠屯してし-るe一昔､孝和ふるえ言一期膚鹿茸電動カlすと､う､

存知ヾ消封ば.大敵く春っ細り勧-してし1寺した0

-轍鮒鵜蜘癌腫生して別号すo

轟軌才一勧てよ∠呑うず､ウLす殖行してし尽したカニ｢徴ノr=I tLキン/

こ虜研鰍フし-て　底X:欄甥韮利春勿れひ寺しプ㌔早産敵

将〒き廿日盾乾しきしたれ車盈輔等∠御J L与した淡白傍線'

よウ呑苗直物であきら粛てIPlJ舌LたC

もウ夜悉ね藤う必廃ヒ居ってし)さした.

電圧(防DA 6度∋ 82 6E)鵬欄)宮野触ら好[)てき暮し72 0何てdtb

<()直し勧ました､拙L一働セお顔し)声ところ　E i) ､ 2 ･も

を∠　H0-キンル存否L窮封)(榔刻耽塞匪し物で締る

よクにとの虐如漆tJ4乃車l剛0 ∈ロメ上京

し入線しきしたQ

)入産して定圧かt;g軌まで丑徒然､よくろEc7)

:j　孝でした.橋脚クけ､朝輔巨像舵

搾れL lbL埼柑毅してLlろ掛こ.嫡

けたくの藤邦家内村きし-てききしたC

.I(､LI;-･f7 j∴( ､.､ J;I:..Ef.).帆

. ∴:.:..冒:LJLr 'I･∴ ' ･　一､･･

郷も∋ETのばレ､hj7)蘭に何くb

の勧雄為さ左を孟嬢わ() i Lた.
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管

}

と彩叫⊥i)｢こてi'衆FC香ってよかった｡ IU配に持し)Jビt lウニとで決tc; L

て如前線才｢-婚JLa-よ∠きるY:L ～ -戸か6劇(挿断る_'ヒ去っ

てヨさした′.鬼射軌でb2軌てる牽く仁香れL物音した9

碗稲垣に藤か見柳し1ただききした軟　膏右手67Lj､る尭=こしJ

功分銅戸経の確右杓いソキリこ片玖二してし博した一

帯貯V)BfGJ倒8鮪lで何尋穿<書く輔拐療蹄Li,招きさすo

鋤鎧爵ヒ頑匪/

5日ETK Zノ七でトイレ(｡tデくがドァのつ轟鋤滑りようにワオ＼め巻くヌ､

jと魂直への便順蕃こうとしてる虐く卓に告らずスりッL VQi恕む定から穐

乙てしまウC7)で第　　　二励ま礎蜘斬oこくれi胸露とよく与ると

C71こCでLたQ　軍産2卑たち暮し和ぐ見当慮スto一噛砂一歩ど

い!?折田~｡匂毅綾錦軌辞か雌香ったと軌)iす.

LJrして鰍主でl相し1暮してペン巨と()ましたo

t:tbを観て任さぬし17f=L J o

(この他産猪功伸すl駿を六軒匡柳桝穫軒

癖を梅真東紗浄机丁こし､る)

商機頗　私腐熱

素価麿虻の頃頑灯/目地ヾあ
()1たc lb-L多か-たらLいが

L i Ly守りし吻釦†争】-Cヌ日楓ナ

しやすいようでbあったo

'*lJ轍して分をし衛糸竜

郷rLV卿の離しづ釦L3 ､

特別槻TOd執っていろb舶
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a)ったよクで弟o Ptして私の19*叩

繊前後の三彩LしてLlた鵬ろo

着触,紛ったL L雛つくる羨め

概蜘()土木=皐の腐b
したQ為細躯の仔如格乙したo

萄庄さす∋すいと5<一手の軒鹿､上半身

･皆q7に才ぞ　S,さとか/l物スCi)膏クよウを

盤bi婚克て乏たo　法条たるのlt購えろ二巧∠ _景色を歯廠7太きざを､亨

()イザ巧る｡

#t櫛あっ声帰2座の赦壮健rL出て毒醸した｡ 6～T7年(霧;℃孝行

イ鮒-た毎解佐抄--窺嘩唇う城中夕仰皐紗し夢<呑-た0

4の噴私僻抑であるか官か-た0　5.､4度巌唇しているうちに･

外教範になった｡ E)薗丁して〆酵の後　アイ÷ヤツ仇後までJ言っきlrgろo

あた揮循断頗勃折線麻あらこ溺れか/)磨れi顔切宰勧

解離わ藩か､i/如躍いかE;大棚壊してるらクより虐めらJ/卑

j抹医大画嶺線諸鯵斬T;咽じであ-7㌔　御荘の勘鮒こよL)屠

杓牌こ密暫し6年日にきる,藤棚に審妄城頭寮し酵臥碗線上珂こ

願ったのであるo　丑の寿欧l才dTに日殻三食｢托｢喝轄汚e)である-　　｣

こ御2へノう寺の櫛L葬瑚d I D尊顔にオンで抑C　　で二

融丁脚鞄L O月ヒ射ボせ2傭鰍[) ､カ節にb I Zへ･L5-

解EJヒ;ZL lろ｡イボ15博私感蕗に離し春日内にどら曲線う青いの盲ある｡

しか＼し私はま畠を∠4SGrこ看ろ.頗6鞠毎を鮎7 7任L?て突如で手樽i)

医酵毛嬉夢しこL lろ今日､格か御顔.癖転であるビt霧え.不=-6碗t=し

て片布けて虎しくをU a

鰍として粗J ､医額縁仰つる布告に磯の療飽ア召酸しいC

屑-てし巧.糸轟の方法の香し)-;線0線に当L3号LrZr旺きるのに建曽K
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.I 1 6._油｡ 2 ､ろ日南からごろごろし励-彪海産で緋雛受上つ碓

栗､瀬巴線の卜償締り､ r回折の入顔､盛廃した｡　磯2日百

に顛畝ら解漉しク瀦() ､轟参謀象だクIl'磨瞳孔醜わ耳抑鯵断

機け毎よりに締れたC E 2日26 8釣断鳩深Tl=噸(ntS

､寸:えL7)紛)噛,＼のことり･碗tl碗柁あるこr巨妙っit.

孝を呼んで医者榔折ると射た一　鼻からかて日商(藤くを
() ､β日蓮斬乙狩¢ずIruL向7)房無垢乾を即癖にし声0　度<ヒ右に<

してしま,ko48卑L P I 6か産o L-ンげl御結更､上増

- :Z亨∵-:-.::: t二∴_I -t=-_- =-;{-:‥一十‥∴:-I

とでした｡三〇巨IBv)貯@T御縁　ロの仰ぐとク窮のク＼､ヌ

飾磨痛の鼓し切敢● -てbフ0跡上は転科こか直ると夢LてL -るV,音和'

て､匪rL在のである　産物せこ加で止娩脇参､南郷他納経はL

をし,し.ヌ鳩桁するか香細目郎沸[)顔称LL象′Jヒ替わdlko　私tj=

1-い■嘩L:ヰ亨‥r! ･､･､ I : ･ ･･/∴ l･'i- ‥　tq･･.･'/:I:･十･:!･(,t付′･:

て宇摩ギ導のために自存のメEC)ため仁鼻､層=三回解0

秒跡l日をiCE初Pr魂町併呑円ま雲∠療r㌍秘-うOEせこ劾王府
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顔良好と票<香った.細く､ L船てし劃〕 o虜に暁盈レ乙食草官すう

鯵束o蘭l手鞠( ()んごみ5､ん/to/ンLttナナ)セジュー十1,-9粥邑

Lて主キサーにかけZe鵡/こニンニクをっけこん夜ン瀕＼ソ官払塊75:-ユ-ヌ毛つ

り儀巨Y:末C　ニンニクの14主､ybllGわをつける上によかったと揮う0

4銅年目某Iこ虚,二の面影V)@J O固じ顔の廃藩01中七虹きよクと喜

クt7ri白柵漸増ちかこ汐るo @酔瑞恥の老衰をすること､

癖渉空襲に脚の靖重訂で沸石4 @膚そのlじ酪解くためiC塩鮭

フ声廟輝かをするo

克妙齢轍潮確定巨Lてし1たカミ､細束縛欄は宙落し

磨(卿｡臥武呑∠看却下牌ナた｡
勿触らE拝UE轟き/釦お頭b斤目併任きる者叱薗牌蹄に

カkっ榔o同じ寿77裁く歩垂ら暮し7きい　=∋fi凄く珪きる

ことに野tT Lようt:LeiD a

艶病の公党負担拡大を　　喝かEo卯月248(朋菅沖ナFt感柵,fl)

妊康な人でさえ暮らしにくいインフL/と不凍気｡

稚内患者となれは､その苦しさは大変なものだろ

う｡医頼所助成のある奇書はともかく､そうでな

い患者の場合は､療車生活が長いだけに深刻だ.

難称こ苦しむ人すべてに.医療所を公所即日を-

きようの｢いづみ｣の欄lこも､そんな切実な声那

寄せられているo病人に追い打らをかける医頼冊

の実情をさぐってみると-∩

21年間に6度入院

｢いづみ｣の投書者の原たかさんは,偶人奉加

熊柄官者グ/レ-プ｢あすなろ会｣の会長だ｡この

会には､いろいろな難病官署が加わっている｡柄
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気の挿剤のせいで.特定の史者開脚こはいれず､

同や適の対傭からもこぼれた人々が寄f)態まって
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金剛まいま全道で8 4人　だがその病気の掛ま

3 Oに及,i:｡眠なし病をはt:めバーキンノン症候

群､カツVング･ネルソン1'i;供押､碍桝柿. 1､ノ

ローゼなど｡ほとんどが医療mの公於即rHr-1片'起

されてないものだ｡

会長の原さん自身も､脈なし桶-､動脈がつま

f)隈が涌くなる寄掛こ､長いあいだ悩んできた｡

一昨年秋にこの会をつくり､哲帯の苦しみと悩

みを柄力的忙訴え続けてきたが､ムリがたたって

亨　か点近､萌状が酎b l月下句から北大桶院に入

院している｡投書にもあるように.ここ21年間

に5度EIという｡

おカネが続かない

僚さんたらにとって,燕大の問題は､医療千が

公軒別_E)になっていないこと｡このため病気の苦

しみのほかlこ.樺済的な問硯で骨身を削らなけれ

ばならない｡会の発足当初から､各方面にこの羽

状の打開を訴え続け{きた｡原さんは,また入院

して､不合発き不公平さを改ためて痛感させられ

た｡

｢ここ1 O E川qで柄院からのき乃求が2万1千円｡

}　健保の膏族介3割色相でこの状世です｡これから

桧燕など),.えそうだし､月1 0万は覚悟しなけれ

ば- ･｣と所い未Th　ある指圧の煮付があると

しても､とにかく痛い｡

それt) 3刊負けl_で析むのは､健保のきく部分だ

け.離柄の蝿弁は.特別の析横や新薬が必要で､

保険のきかないものが多い｡ r剛某には3万円以上

の市棚汐､府門をNJ成する利雄もあるが.適用恭邸

はきびしく7タにはできない｡

領たきりで付き添いの必要tJ:智者ならー　なおた

いへん｡付き添い竹は1日に5.6千円といわれ.

すべてFI己負JElだC

｢とてもおカネが続かないからと､途中で治療

をやめる人もいるんです. ｣と原さん｡同じ病院

には､公費負担の政柄患者もいるが.その人たら

の話を開くと､うらやましさがつのろばかl)｡

対象は1之疾患だけ

いま公訳負担になっている病気は.園と適が折

半で助成するものがスモン病をはじめ1 0疾患と､

iB独自のものが血友病と難治性肝炎のBつ｡だが

東京都では､このほか独自に1 2の病気も昨年秋

から助成対象にした｡脈なし病などの自己免夜疾

患や.難治性髄神経疾患もこのなかで救っている｡

｢東京都でできることが､どうして本道でICき

ないのか｡めんどうな病気でお先真っ暗な患者た

らの負担を軽くしてやることこそ.福祉の第1歩

じゃないでしょうか｣原さんは､公や負担の病気

の敬を大風こ広げるよう革んでいるd

あすなろ会など1 8のEZl休が捧加】する｢北海遭

難嫡連｣も､医療℡自己負担の解消と公費負担疾

病の拡大を,園･道などへの牢早の第-番にかか

けている｡

しかし｢当面はこの方向で中老を救うlこしても､

臣沖nの公訴則E]は､現打の喋酎旨定でなく､患

者指定に改めるべきです｣と強調するのは.遭難

1'-･'r連の伊藤たておjt&L'｡

'EFに5つ6つの対象疾取をふやしても放け石に

水｡どうしても取J)残される柄E=Aiがあ()､またい

わゆる難柄以外の絹気で､ひどく困窮している患

者も少なくない｡だから絹気の挿矧こ開陳なく､

密事の偶々の実熊を調べたうえで.治確照の公や

即日を決めるべきだ.という｡
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通院史も大きな負旭　　　　　　　　　公費負担疾患の見通について.道保鯉予防課の

難病連に相掛こ折れる人は･大部分が医療費の　話では｢来年度当初は.本年並みの1 2疾患でい

問現を抱えてくる｡さらに.本卦ま地軸;広く安　く｣とのこと｡しかし序生,Bでは､新年度からこ

通不便なために･地方の人が即ウ医にかかる通院　のほか5疾かこ対象を広げることにし･(おf),そ

帝や･入院時の家族の交通耳も大きな負軌こなるbの病名は8月下旬に決まる子息

こうした焚用が保障されること･病気が早く治せ　これにはもらろん適も同調するが､それ以外こ

るよう｢医師に対する研究牛の大慣な支出｣も･道独自で公升負担の病気をふやすかどうかは未払

患者たらの大きな廠いだ｡　　　　　　　　4月の適特定疾患対瀬観Ieの検討を待つはかない｡

はたして原さんたらの願いが実るかどうか-｡

山03仁摩紘秋し釦で～

紡樹齢で､大安i
ヨク巨象けました_ o

襲甘､7WjiL=i;t<看7たLLI Pさん

と同じlto-キン/>轟窃7)です　耐G

磯にも入線してし)たこでbミあ()3-F･

やさしみ甥頭線t2,hったこと廉をてL lきま

､亨

てこ-'i苧If:ー'=-L∴-I ''_--:I-:-Il:二二I-:I.

膨醇まで45<臓紛空身飢l謝って　㈱でしょ50-

財てごおし庵宮舗()しきすJ

I ＼0-キンソ〉轟の患者よ磨難癖フ号ゴクー餅｢葡者の斧｣よ()-

E lq一キン､/ ↓秀藍名物ニュース牌ショック鰻lナさLたo

｢槻ノー個吻合-FC別2Sc7線凄l) ､粥輪啓

をどの榔着Lj-eL )る由十に､軒並んJこ討て御麻)租bbl I) ､漂

い悲しみtCくれましたo　　何としててる　で旦捷rでかプ車わたのです
ei塊巷ゆ生Lt凍え紙鈍のせき也でLた.)
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ヤl

嵐,幽魂蛮璃る訳"

承下虚子
′挺しみし冬かカ蹄弟二桁ヌ蒸ら

しLJ時短こき,た三日古絢の嵐

老人かL3骸に転動篭るiuヒ乏

叶つ沼L日出1摘吉の75凍死と

孝ク藤じ､ 』酔顔⊂舶ウ解

JC-nrT･こ考え･文一7t握

で絹知膨ら触り4ら孝

jU允つで毎転社事であるo且蒜㌫蒜古朗tE7げ,大久保尚後

退鮭し表して.まだ十一ケ日露lJ.二の叡屡をと勿爆1き/)めrT､都

はニトロールをのむの現象三秒って画し･してお鳩した耽､この参勤

て丈･月蝕-か簿∠香れば､脚倭に蓮台と[)し忍ナ耽ばをろfL ,

vlで-フ-聴くIit/)顔に風解毒の郷廃駅ある夕霧のお古帯

締鋤を錦碇K移して畠j3L席亭佃蜘二と相来た｡

まく雄健Lて恥E)も転紛してきr=か　覇の巨額は≡解柑(J

J C71三畔とL lク韓日(3.-圧の中で一任忘拍il払也去鍬沃LLJ.

煮えて舶1 , ㈱砕済t:i汚痛に勧二割てている掬うす

=/日織物(,＼序jt:lJに爵孟収､上〆藤子州修一年鑑に入酵して都tlで=

壬ノ塊も何噺頻を出しズ.ヌヤ｣7LL眉動にも出たりして.そC)耳

の暴埼Jて伺也岸合し吠転∠ - I.まさかと野っn J物療に行っ~糾フ

掛った威容､でi'｢~句広ク塙<しニO o似上)おきけにを勧Cだ<盟写る

C7)で雛薄(劫雛くLt=,医師膏褒･･ ･ ･･やEfl)(恥であ-た･厚子

♂帝ヒら･一･/ヽ卑紅府略して欄レこより痘<肇嫁して麹佑つ動のGl･ ･
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｢晦が轟く勧相lと≡<出て日参ので産よ薄に犠弓き顔うてLi LL ) 'こ云血て

r伺ひ膚鼓せこ下さL )J qを笠t甥根確左笥易矩殖え産餐竜野[) f執丁

で三0 0 0才僻地産し番L止る好日であったp大動唯餅と云摘

摘好んでL )るt:去廊らず77の頃礎短もあ櫛って樫をしてみく抄辛

斬詮ノおを音字寿了に夢軒こを伸一麟由瑚季とれ♂乱トr5 ～

のほてり　の百掛貯硬初靴客/) ､ま叉腐魂に行<確にigめられる鋸

汐うむをの財こ創.摩< ･ヌ角の由れ胡碓桝あ-たりでjtの魂に告-てしま

った｡　　　定子b凝固に滑り液に告-砂ろ巳.杷顧外める夢しく〇礎や

にを-た触二､三触してし格付に魂lJ､脚ラフき軸

たりときった()し磯痛に倉lJ.何細島をrPu Lrを孜のP

ぞ硝審秘酒k77-()した圭L7Tできた誘とそのかにを,7し訊)そして∈頒

価軟:号順子鋸入軌た柳月儲輝して　　初年お私は旺

｢風車榔裾Y:d勉イ司勉励祁加商紗妊払泉子額ん槻

繊り如歯大あり又､艇雛呼し通Lて配車rLして奥野層と

壷-て磨く皇后1ル＼ C塊Itl酔方わ､芸i)舞勃胤雁で--l病疫rJ行

く御領蕃如柵rj c7&まきで一首tTD十億虻きら鵬
i.･L　一･.nt等ご頼/:i:/.L･､. -て:L巾.･:､ I/T'こし. ,･･▲~･:-､.･r′こJLい一､･.vip -

i)い敏一のでZt雌ノいく碗ぎらし)

Lt-I:i :I:,J･･･lL': I I.'･｡l･痔∴-､･ ･!･･1 ../

敦巨みつけZも5;勿離ら　oDJ,

幕欠講岨Lたo　予定由=り｡

華掛廃し　観
て細碑鋤概だo

二稗牌- 0 0 09･t､

tl LTL雛で去-ケ印賢磯路

〇cc晩､薗他動()閥堀を､
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ユ人の蹄声噂に額招産後=ケ餅でβ渡に研帝の

方仁摩巨のため入線有る皐に告L)細身JL=1日如く

塀に各,癖勿し一御兇あ/)a)

枇矩和一乙人酷萌昏久て･ - ･ -葦に自Aのβ

返磯こ射してのせ竺0滴晦にl歓/J L勿れb

T塊油さく酌緬肇借観旺辞堰く･

あt:御＼L>財された虚しで~耕せ敵確

管

yt

jt御報1ら糎:霧賂厚くヌ杷磯栃硝路

b托lC∠一場面をフが巴ウ印鑑｢こ云d7堆て

いた灸クであるoカ仰てEめ置っKつれて　岬

魂野')モ近し･ tU薗船縁て､大久保海亀
-･-一周n＼凍て帰→て斡ノ　戸だ命細,

l魔のに醜亭経タく便-たので美観焼噸匪p櫛侮れ丁細必吠入座す

礎の二十日孝､土づ噛C7鳩励､順7 ､もう磨脚､二のたきを紗渡

し舟したノ誘敗写る6＼むし雌厚み房払方櫓) ･東宮身魂卿
一旬i I)で健邑)の軽にしてLまった_養b渦とL77もュの子のために斎

底をもた専伽ゴ､一日で古宇∠こ風脚棉窺ぞ彰泉してif3

珊酢離､｢た.班か麺細1-独クビ云われた府.も傭乙l.

上る軌)て折ったo O明勧こ痕1抽かも彦限したの〆払ら彰も鹿rl穿け

てL;偽一潤い入鹿して枢してもらク皐に昏[).機宜五ケ日の由

嘘牌瀬をとう榊を-てLdL膚L )i紛糾夢

すぎこ濠の衷細粒して御摺るどうもす-ラ()し者くて､第まけ仁山厳

の旦劫滑と敵抄円ETb碩∠誹t鍬肇己解ZrK.右ウタkか

しL3---- 6誓え､し､<柵も御感件,て

しまったtZtも老えたら私付碑)司教紳居ろ71漁れこcn手

樽ち域して珍して私軸軍と掬のかど申分の咽て励′ )か[丁･菟自身
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右帑ぼ聊ざ籾極亡どしそ勿荼呑い彫さヽ召と今－ンカの油賃か琳しヶ曾

喇つい痢とΞつマ劫冶内蛤り良岫のは吸丿回暖(ぺぶご廿に雨気

に即て順感貯y？ロ辻卜き翁せる府:、ぐ七七万阿回隋欠沿卸鼻

るまでゴフけ≒

　　

息子l夕可ごふても苫白ぺ｀獅≒た7だろ)低下

び卿こト才一卵母ぎてｊして、妙穆諦ぐて付砂診し茫岐勺友ふ逞院

し百征乳Ｋ体乞いた内心事審一目標にぜばの昿尺居応訴欧赳

婦才ズの糾茸心緋ろ幡ざら徊齢二旅必のに一睡県命､β妁肘ご

匹元気になバメではステ七ﾌｲに隔日肇所でふ

　

冷吹順呵うフき｀？

嗜肋靫凍ってふゐと尚嬉七丿の戸何、こ宍亘痩す冷っなだ八ら

よ訪悦珈絹紬恂琥し刎水冷昭雄して

無宛帰り珈す釦行今らかか卜几うト

　

右や吟では億歳戸上屠荘、Ｕつ

ばい｡で石私のにの卵紺ごび疹しL切乙あそ)。怠子よズレガロン諭し

訟ﾌでは皆いか･崔トモ志早く肩縦掲べて昨ごシフッピンヅは夕ではない

願

　

砲即恰にかづ隋占二耳でかL大辻こはこの蓼塵侈く嘩大京Jの

てぶ乱

　　

き皿暇血yし忽似涯いび才肺-つてい屁こ(席広唾

で剛ま晦馴知匹仰調孔友一殷休く兪っ押tに肘。

でも二=振E!に亥淘鴎躍りていろ。

主んヽこ柿六助にに凱入院膠七廓ﾌ丿だ５

＜な岫のだ肌心この頃よｾ麗て句趾て述

呵Ξめか、ゴに聯礼こってい励、

　

ヌ冷耳は

Ｔ好防良穿心肺今昔昌≒てきたので葵

　　

尺無肺万七)出願を敷浙む作画球了

あ乃影し七丿匹。肘廓大なり･ナ

て司河浦七節パン毬ド弗にす≒

　

同じ鋤衣巻八でいろ皆瀕大湊釈迦訊､､参し

ぶ渚徳い睨浙り万粧希望同手てかんずろ仏
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令韓グ麻､札蜘桝釣西し軌㈱蒔
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レック()ン77伸せC,締一身紛職階ともし)nれろ索敵こノ体の参考

ニラに､対よク神妙で勉L7揮多の腔短観t:いクbのo棚欄掛言上

の酎瀕建ているoこ錦夜のたれ劫はじれたようにをIJ義奮伏宕干わ脆､

Y石目は大き<蘭て上っ捌鵜に香っている｡紳i駄ノことt挽斬､私q

兼しょり兼猷鹿紗(7Jきると･勿7度勝ているの断て純｡

○爪音tIの鰍あ()ai7くら思かく盛衰の帝定は受けていをい｡々直言玖()角

碑姦勧壕とb春ってし,%L ,の水郷来るo釦【音患者V)掛鶴こす尊く
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匪顔触れ､須完♂ではを日でL拍れ　拍()iCえにLら伸しト
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摘する租　大桑僻の気組締､').個L頚軸嚇老V)金｢か弱:

そ盆＼′｣の会長で参るたび繕樺和才鴻る.
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萌のbく姦しLJ.もうサし葛めIJ　とし),て
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しよウCLたかで､ 1封†7 ､霧L,択き､連番
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し)J　この経にピtvアリat7)が､卿､丸顔大の人文鰍向科臣

一48一



帝だった0

7(九才で仔､官加療財ここ芭思-てか匂貴簡二を() ,鯵飯倉

棚春紗材植苗カをかにを()bこちだったカrA鴫n ～

ウE聴く伊ってt-Lィlて確約よりにを-710

この徹莞夢のがンl r,)玖奏功して札敵手塵入学/ぞ∋丘の掛現

患､山腐敗窮滞解すヾ掛るわ｢T7r首
か｡ )＼麟妙廓に､タ昨噛鄭堺る者駐機猷塵肺してし執'

管

Y

ため､入着Lたく｢乙aAfq'

J断.I/-^i i ∴ '･

敵｣し言や

t=いクd

T~たとえ正

孝イスセ鷹

dフ呑耽庄

なら執一駐

黍良きヂ !閏
大草に)るこ＼〔確

彦　L才ぞきませんo

聯こtj才で･

要義∠〆/し､一メ

67)敵のために工

しベーダー毎つrT

ろ直つ1二に丸物を

Ll o毛をろ硝鮭

修rEL零鮎

せ敬一ヒ臥l怖い

カも~麿解事こき告酪

曾合わ冴るの掬イ臓酸LL,ひいき第線連綿ざ

る鰍香るんです｣

止鰯錐西咽輝嬢臥磨婆触､ i;一一御大軒過蘇磯し
･･･ ./:. : /.tb･･･.I).､!･.1､ ill:.良.い･ '- iJ:f1齢､/-r'･

に蛙夢官あきら捧瑚癖魚価酵珍し-のZe+ A　　　きた

輝毎脚-てiJq酢でL執,C卿ご醜さ･
解して各一日三､嘲鋪1しか舟け鰍ったl) ､顔紛ため画に伺加速

匪L7qB]瑚晩春し根動,0　度クし戸堆嫡付加･し胡抄n '

ク疎さJA<橡,Cま禰藤棚'1 ､人軒掃き召主動研

一49-



blを()轍いった轟者r才象か､離乳l a

ニラしろくたち臥台密でじっとLZLつる頻外灯軌)C7,だo

r~妻妙はきてL lろノフ執割)いe)で~窮べ･ bっt=敵って一人

で圧きてL Ib唐け動物<猿ったJS ､ユウL7Zメ声みき､

Cケ乱作承lL)の7L ctウJ　右′っ御薗牌

18-7(きしし,t=.郭軸碑之るo

このようを中にあって､願槻し,ウ点も鹸丁

ば相好V)よクF7- ､天顔働新郷滑
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曹　三相J一合才をう臣フ多かつたこヒLj=､

｢楓ごろjW歯lJをのでメ露磨け如てるこ

Y

yj六一二番プらL ) o項･｢掘煙劃鮎と適ゴいてきて

d新二葬∠んoJ　-こ1触らク夢3:

卵､できる布とクあ掬()訣幼､き仰官職る
こt:.欄弛ビ()定日~碑. 2iしてで衆弓礎鍵の

額に告()たし,でも　㈱3トットyと⊃ク経ってdれ御上　放
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舞㈲頓智撒磨蝉に節み.ま解任舶岬')
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倉
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右　i感t'l頒勃[)V) ･何の掬雛もたで乱磁斧でごさし-

きし定のに､ tu鹿蔓る声集紡_宕戯起し一声滋ききして辱∠

楊L辞し上賦

十柵でした武､考の主のbミ私葬の監畠ぞし匪-

あきlJ畑新し克ので( =67)膨折bニt:瑚しるわこう旦)

顛唐じら庸L J郷居()3す一哀しみまききること方∠屡

海曹腰をたど/)細く夢丘LJ7)jCぞij I)Bq o

.i紛糾的凱1鯛)てお/)女帝て､鞄酔I臥彪夢折を
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二線:軸)舷き朋る∠題く圧きるフむljそごう4-i )∃す.瞳権によろL<

お節＼射｡

卿竺し博したろん菌∽変事rL･/クりこイ/砂滋楓耗知れ庇

だきまLたp t5く葱埼いでこ癖)と蘭フてL l胸和樹酢拷ここ台､妄

郭も吉日~雌で､刻lに≠ノきし磯商魂く朋る<#しみ七簸()

:F鎚TJ･.1;:''_下雫一･'T:.･免l･..肥, '/ ∴∵ :il{ni ･..鳳･~廿､

離れたIh-isu御中で大きくたくましく安定し磯って1一三諺廃線

の事物きし7q軒瀦謎方考K:ぼ激しし)でT.ノ齢()i液コを二叉づ

∠慮bましたo一弘早く釦細く･卑し勧'踊られbj:新地一盲

克如どk手折~lJ L-Zお題すQ

匪紹‡畑藩政呑C7)を研打しきL融(1園的方彼l惑てば索-でIP

盆轟の蜘紅く爪くれ出ろしく毎岬さいoまわ指しさぞ.

恥掴二秒Jr　･ktl一食俊及
一艇<嵐膚の挙世酢妙.勧椙確親でりスのようJこ厳しようを

脚掛ツIて夢醒戒壇巨齢しわ知和瀞でを√勧めの
一級クoよ舶L LJiE -で勃()=Zは入店墜妙執.)ヒ旨クo　二耳tGl

孝勿鳩IT孫ろbr卿､㈱強<A推娃魁).吐け
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硯ま膳に奪ってしまった私KUl尭束と奮ク勧抱) c J♂癖に取
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婚/川Ll解すオフし佐須孫-た柁毎夜.日轟巨卦1て〔 ､抑3くペ
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齢癖跡選定のてあろうと牽戯てし物こ､裸釈':射ろ尿中こ繕

え磯磯/＼搾細であ-脈絡o財碗変相一牌をしに

庄身の大師こ襲‖梱って<為Q　鰯産死･kして顔･ - -.

吻iン癖Ay=感協6滴力理経作を/).食倒畔デ和⊃tj叫でさを∠

7言ったO Pfして左子P7LL靴痢び閥物に韓卿あった｡勧l北

メ轟厩骸熱愛け御#/働紛匪しみミ1 ､殉糖i刺ケ軒

Y

ア慢由KJ卿も仕方封吸専断

を給[)であった.轟か鮒につれて.夢

サ客() Y:去超争rこ支療昏棄た東うに李-た

ため､健療卿泌)･布乃後､

番くして酵素酸で癖受けるヾと､

Qg僻剛塞轄K上乾した｡如C7)

顔師｢鵬の賂J ､
覇後右足K.<

≡垂､序曲働､たグ屯勉鰍テ

気扇豪≡芸rJ --:
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-53一



三脚こ払う峨けVL一
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磯l才梅毒掛
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翰動作し珍･一一e｣
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＼--＼ J＼ナー

-＼ ヾふ阜
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賓紗柳原い萄萎め一一一つと雲耳( ＼脊髄跡唖磯際ヒ孜止は()で

で､ろ某㈱去のでみろ｡膚汐偉く腰磯鮭備え抄;`才

1む胡碗緬鹿雛R憾マ毎拭Kよる虚飾光跡相､ ･輪唱
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飾額倍-Tしま-7t o日F-( I =@L砂嚢害って鼓し魔紗丁嫁

入,1tkt ､痢脚ク痩しみをするC aaL榔捧獣大
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し瀬切磯妹潜-たこと乙折ったo　秘書諌死栂でこ

の事LJJb#Lj(の暮らこ宵クビ､宙冶僻家爆擾仰だつけ払1勧腔か

らJ7たこと句締ったo

Lかし脅㈱二g)より額転紅砂lJを和ら､蜘転､し座

遁して練る｡久し朝一顔こして匹如くし硯)や勿埼顔L噸婆

欄切掛巧-親御毛顔らゆ郷妄執粧｡腐卿zL Jる

礎代酵鋤くぢ･ ～- -
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てしてb　二㈱を
か｢たo　雇近･鬼IiiJ>船

倉7蛮轟4めることで少しでb ､
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/:-淋-: t･～:: /I-rJ.i鉾､.'ト
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奉細物少操ったこ輝をけ
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香が､こ働盲噛雛壇った密床で日新鍛7'<Mを斬旭を

し化君-てし)るo二m(吉と増しし癖疑建痴ら魚)o Lかしオ曽灯)ろい
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銀行の鮒＼ら廻套顛疫切砕きm t櫛っC袴ちらで細らってL J

ろ9　断て1ゴ如ナビフし繊rC奮った小りJl雁顔輝の止

L Jだと醇クのでず7(臓物フ｢7梶

b船培え呑L J蜘醜

Lた｡一柳r〕る七〇台7ていろ･

ロJ甥大鰐で､予佑抑壬剥偽さぞV)

也印Tl d轟か証:んと癖｢ガ軌谷

Y　′鞠K'鹿dたo

四十ナ葦､ニトヒガで.歪賂Q撃坪

七剛冴子を珪涯＼ 7Tの三ケ日後

七Zキ武幽6め､この静再演(劇胃

掛ルモシ)竣醸し凝る4

車線J配〆るこてCe<也キ

こ彪蘭粗揚げLb rた顔やそ

のより鵬小ピ乙も卵
I/cll i,
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#[計一年e)ウ碓ケ印粗表れ7CのGTI離;tSl:I)返し･どこかつらし風)

引きも襲在･月細り＼ j>ずフ掬婚礼/闇短依ってL lるので官物食い

磯酢､ Fr二､三郷錠LJEL Iるe

<ネ昏7　　　　あきlj@tJ Kあることをぐ･ L77urY)胤てい音節十

/甲声ヽ　尋ralノいつ滅僻掩不財:7瓢10　歳虹

t勅醸-{Z:<硯15:触ク晩てさで)

ので､ころを不宙で　一首む早く原医折渡閑表札

爵碓同の敦･僻鰯歓僻=妙顧フて( →るo

ニ磯Lま､ ㈱磯路あるが､

御bll)るo肇在朝/筈!U ､とてる
禿紅謬しているo

鞄　β蜂ヒ胃K東嶺棟し､未の盛る尻卵為ようrC

をって呪∠顔,穀物塩鈷柁動き､三吻各

広丘7両で拝噛疫で　攻二納するよう

修,て∴覇焼酎涛lJ ､　轟舵庶摺れ｡つ

去雌励某柳腰､句鞠LZL ､ゐo

好捕錦匪軒拙
≠乙LL/好子-

‥紗でこグ海気休動脚麟)になったのrJ. q7努

め,^辞した頃でした0人軒LZG7台なく大願多

軸さひこ委[)志しえo

l反で一朗件捗と肇蹄轡の櫛単称

ほど蜘廊Tc7)入線圭活n lウとaち盤り舌Lko
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東壁はウようど遺離笥二面していて腐産の節

食拝粗暴賓の断fC瀞ノましたC　勿大壷

㈹J脚こ.入鹿活をしている蛎汐ご

みC離職て_%㈹紛舘野彦
ち1 17きて初鰹()頃に虚画才ること灯そ

うさしjtが､御代一ブ哨兵若槻じ㍗7 ()

ズマく67旧砂凌LZL/蓋し慮したo塵簸

られかL) -弓るところをの碑く､私修一

>産してい魂℃ま解きる7)

でうれしく暦｢行な方冒した.

2%僻い晦醜芳田懇して妾置場妙

で.覇鰍t偽回線､卑
力凍冊三二十ロに移l)aEしたo hjd汚礎へ

誓うてL l解物前にLてt昏克

Y

二伊藤痴鋤五棟klノ･ 7Yのうち一瀕に嬢嫁麟

棟ですo酵地㌻一つラZv)麺が王君糾し軸掛卿あlJヨす.

イ願う左/ 1ン宇イ壱希った細をf杉港b壌まってHをので夢＼ら苛む)

も頚解しやらt J L離婚細L3蹄をt:3塊あ()ま筑反面･肇て必

(ぬ∠として〔俊ユ)カニと巻で錬

士て凍百身配とlCあを度しヨしよう. ∃珂包まプL卜'=シ福･/tB蛋啓｢､

LL毛こ席】) r苫毎日十三L)グラム日厚田していますo盛(,叔l軌ブLドニン67)

瀬音催してL Jることがあり. β店耕土わプレドニ通解耐L離略

EJ L髭ノのわずか倒牽k:蘇らしてHろ盆q7n tつたとこらです

三日に旨仙才叢舜列車常しわ灸L3<lutこ后蹄に虐政することとB I)

あう′㌃丸　葎筆後は大草＼達酵L租8才でか＼疫出発L才御旗

轍めたし〕したLU乾するさと完彪暮してきてしぼしか(.二躍lらぼ7=
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勧請ですし題夢に伴った都即し励,群才竣微かる

二と診汐L dこクで10　声勧よ庶誘額をエビで【じ配するこYは

有L JC喜-てく此砕くアIL/ C/トでもして自分のこづ和)

<jSLJB級卵塔加冴d7成就香に良し)如し息
｢九　LU民地癖妬毛の〈L3日で.見直にしてb諾謬)5

去ので【;塔tJので宙舟訂すご<船路強飯にあらと符l )ヨ或

鍋のJUの槻【勤だL lるみのは､ユ材､′弟T王

道に対碗或メ薮神L,鋤でアれ_/御鰍ら

何ヒ言って紀州らの画材で嫡7)､芸者Zil､C,て顔3,eui,

廟紗あ初ですA女の紬b冶ウ少しで終る
tt )カに喝趣鞄もしま坑　日吉さらにをって今までの吐

動巴柵の露､っ物lケ岬フd751 ()机てきてし昏弟

t:･∫､-.-.',こ由:-トtI,-･ ‥･･･ t':､/I.･J I::伯ト.酌言J･-･､そ･. ～.･

し噂‖誠物Jの嫁萄(噺､輝線14-fL.続き抑

(現畑雅樹雛朝碩)

r4/EJCで､勉Ell肋頂

軸紬解し吻ラ済む､卿極る摩駐廟族の姪

素｢ピーdLtTL克ノの雀峨君鋸B取十軒て日

工卿和昭打二面刑輝卿髄転
義研物曙戯麺席陵轟噺棉猿
か卿/把ク

邑IL万一秀vlフL Jての座厨額封辞bJ孟とまったの

｢秘Zで手足監雌へど｢芹∈ -カ-の働き盛

り甥物臥てL lるtl Jウ愚物灘功r=%っPL.

観抑十八年IC触､/舛諺離醸D
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金回の　2 0 0度畑外秘　44年′∨ヰ`碑尋で扱フた愚者につ

し1て耳痕磯若･慮^L好､地域を巴鰍たo　二の額

o金囲-24g5;くし打切生qうく) t:ilLカL轟の疑)纏そ者

㊤重囲-　　　　　　　　　　　6H大

鵬の命存　功鹿20q人(何せ任4∠

〉夢

o射t　/6LA(

o離　65宮人(

o坪勿7　506人〔

o鉦~宴　IO4く(

O坪御国　3gコ/く(

q大洲　4-(75^ (

針□L O万側ろ磨埠

ojt激4､7人

O塵如　4､q八

〇軌屠司　E.6,i

o*島　S､l人

0%lL) 4.0^

"q

I/メ

多継ヒもてし)ち

yl　㊧地鴎互〔鳩連につし)てはま7誹フか,てはいをし'o

LIq柵

01 0水4秋子鼻緒に壬顔もこ＼α減収ク

012_0水5 0 6人

03(つ武q g2人

04C吠7 (3人i
働き蕗L)に摩夢L:lL lろ｡

oso水f42人

@脚は右下肢王朝左T肢よlJ争い卵†

注目2此ろ0
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噛ノ頒
q朗王者土讃碩　アIOス　}席裾勝に孝L)o

C# #　　　/ 76y/

0エ　易　　　138火

○退転子　　　J27く　了目主フC

◎嬉好につL T{ぼ

OFfEJゴ二は2棚/ヽピースモー17 →i7ミ､

q 3//く

㊥喝変調鵜抑まつきりしてきたC

ビュ+,1着Ea=Tlトジャー声Jヒ軌胸枕､葡臥歓

下肢の中L J噺艇身で醸して也御滴乙を[) L御声紋免

宥朽･鰍予定G7tui腐る｡皮膚に粁餓財力イヨ
∴.iJ11･:一･･_ ､.:･ ill I.l･:.L;!i･_I.i iこJ:::･'.･ . I.I .

血靭餅脚嘩酵kjlLb.5=< ､職ral

見つか1 /てい5t )｡

し勃し･緒した靭敏に当るJ g l多く榔逝く

意-たlJ･膿奴由れてf;()匂鰯麹@の軍側を

汐序()あること択わかった.

また戯鱗嘩ピークに森夕傾向爆lJ

この卿プJ o乾孝に任地をろ
CDでに接し功にみられろ.

髄動機臣忙L細1.功菱酢葬L<

診軒し､原因腐弼御免出瑠立てたし'i)

(略史壬沸)
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｢あ蘭姐へ鳩Li　　　　　白屠療夫

忍は甘仇-尽日の札噺棚牙(与射巨経つ丈襖でlo

克子他線す相方で顔L朝寝餌のこ劫香ばし｣ウニt:で･産大で

嬢をした結果｢柳綬耐酸)｣と鍵担血た｡与伺覇度臣に

頑柵医匪嬉しるbi, i:吉わut効力後項耳潮の

庭草ぞtl.瀬棚頃をL ,二t: ､細あるこ

t: ､歩∠こともでき顔,oJと紬直烏甜鰍

研いてあ()gLたク栗紗御庄封穆読斉し'た
のむ75)のヨ671ことでLたので　ショーyクク披き∠

都奮ている嬢L当膝頭)鰍は醜粍如く

込み上げてヨましたQ

妊珪r宕わ佃詫♂の倉分卑穿き声唐じ達也仁で.

し77.._Q　伺ク噛巧あって酸しいヒo

ニス意地でLZzml監録嫁67Wqe-勝つt 1

ず一府アlL/j -ルのかki,l I)/琴海aelLS囲爵鈎

も泰()ました｡身チb浬舌雌労酔顔軒で序持承

夜襲鋳態辞機好J伸した多頭かつブけて

載りシfLL/クでしたQ　色石に且

御よう色鰍1325か7和ぐ伺しよ

り轍黍らレn蓋し7tL ､また白倉

白身3 C塀堰きできたので鮪にかわ困るものをう台

/鋤声簸ruをlj払J物凄したo

蔚軸＼頑強揮泌上.題字L頚担帝()K: Lb鹿きて

釈ユt:桝てき釦噛LてLnか()し額jtru才と

宿って為り蒙1.
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｢銅をろ金J K通したきつblr7t才La軽重でウ名産

して川明かれかさず釘じ療朝霧の索郎=るのぞL3

こ)途しまLたわぐ軒拓郷(1賂メで10

表替に7し)てはrt炒りきめ､田じように塵秀で

他にでし-る方物にフ㈱し御
地をってし壊すo

ま定着(3すわってLSH知力;鬼子も5才にを/)

ましたo

牌耳元射卸三朝を任き執】7
I; I)ます

離して舞子担うできるだLLIv,こu封二て尋る確で克

61じよク錬佐鯛療糎)悌IJS'a歪

埼享のカを卸したらd:軸拶こを持し) I

勃こ伊ザ主上あってbl読正二で芦たしだ囲いまlc

(家あす毎途爵l線度封罪責)



lil

Yl

脚てき

新物疏針すべき　- 0顧鞘才I C182度･t =∃3日でしたo

毒たち穐紺この日k蹄爆鋒し虜招請ナ画し忌した新座義郎㌍窃

I) ､顔折鰯().棚二功腐蹄価r

J売/粘りに底板如∃宏でLたo

Lかしをの拓杓こ=5g膚紗ち愚者酬古臭し磯を屠蘇してき

ました事英VLTgた右た声一顧わねまbtl｣でした｡

○僻も率変こじ離しまし7診11御物あをエビ肇触[)

彦おしを何回b L生きた喜怒まLL庵晦袈顛斬り燦<変貌Li Lち

敵軍[)にをら択まLた離｢多でよL Jです薗醒下さいQ　巧のこと諺で

す3て勧漆っ74鰍しまLた揖た物虜L宮するここk'L%[)

宅対しヌ横断軸乾へおおくりLたいと存じ務

I q83　r7 lO

磯軍
太田隆男　塵凌光ノ娩　白　鳥最え

舶山男7子　六方県尚葬　杉LLJ薄手

高芯艶子　産山波子　並木孝子

轟椅　毅　藤原コト　方修蓬讃炭

俵Gl善子　飯田爵子　鹿をヨリ子
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