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ーーーーーー 。 平野 もイテく間年す
ノ
こ
:く

道が思、ヽうしく、ななど準租当

集佐こにぅりL trち 率 ミψlの うち周目に日で、家がなムを ってltり に碁

鞣 が巨た上す。1ゞ 入か`ブ―ヌ1と うなりだした、一寸考んうし詳りてた

'た
方が選雌うな趣良なので、た、な5早 遷畑こ出したりヽ草の名とPgnしヽヽ

た乍毛に忙が しくなろ,人 が々ル リ、、ヽその間と窮陶がkゞ よう率様跡住

く4rtボ うとぃ。す。ど`リムの然力 t魅ヒ 5颯 てきはり未てよかったヒ.L

軍 Li―れ Lく なった。止いなに味 z見 6ヒ , た長時大阪の人 2.3人 のみ

Tr実いこ辞かむある.南 て出3長 っ■陽К掲 &た めてき'そ く蔓や 、収t争
'幾

多書式ヾて豊7`史 島K行 ったが `員 1員 にて■三角が2鬼 なく隣 り ,メ |｀ 111

・itげ t手 をオ多檀ごて■どこかで'粉 賓レてしよつた。この日け、降って

ず
~`年 て`電こね うッってな状集に出て匙ぅ年度 でヽ1撲 集&感 た体 イ方りtン

が。今日Lオ ケ,`シ シミ十 ョウfじ メキ■タラ【カテ。だつた。

F i■_日 .

目tFよ してすぐ窓0リト8見 うこl悲 しぃか「J― 、亀たるての時童くう

しtヽ 及 2の 霜 ヒばかrた。こt見 んb入 ばな`場t少 日1又 驚かヒ思うヒ気
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が1友 |す てしま・ てもう=え 布口の中へもぐり込 んだ。書L薇 ヽてモ勇 tF

ゃみそうに毛ない,Lう こうな丼 さんと中村 さん暉5出 すさキにう1め て

りり,こ 片す打てtゝ b.絆 角こゝ起永たのκF ιB乍 日か 50■ )ル マ・―

が林内(に よなんだ様 で、賞にrり 場めない量椅む準4操 された裁共通it

)ら め し樋に眺めて備 かりいたolと の人豊も自鼠Lっ て、音gぉ もヒふ

川さん昨元乳晴のためにホー |レ て“#与城 t,と い卜.う Lι｀。ネ L rat夫 さん格

この気持■噴寸ナケ案ばなttも のか じ.ベ ットので,FLあ ちヽ11イ ],riり

こちう11行 ったり、ぽてりげ鷺り嘆・ 1み lt妙素ヵぐ出、1永 な1・ 。こう

とう少 し性穐にぬれたってめヽ承わ裸 tヽ め` うこ毛かなく
'卜

|■ Lて みよぅ.`

“た波)じ atた 。2た 共物セ t't'出 で主千ム′
1、 屋お′タロに主 ,て い うと

大販
`)人

違に。角降りに出かrt網 ダtヽ たυだJす だ場 さえざん tざ ゝ

“

■が,Trり `出 ゝ
｀
手け上´ずに出電すb.オ いてお_Lι ネ選誌に牽L崚

とし、L気 11に ならできて1lL Dす。さみながうゆヽくりと行ど、暮 n河星

tlt月 上ら`5 5ibうtS義 んで永 Lウ ラ〒シレジミ1諫 泉 したがづ奪七′L翅 が

なつ。ったLヒ tかス .様 争とに
`3,で

見上́)Z二 ぅ、争になつ、ケt ttF

「
ι
・Ll'覆 んだん酌側がう■そうビな崎ぃマスにつれマ物音0方 海少な

くな島ら雄れ嗜人tЪ 移のふ林に入った
^7・

民味なくなつこ,大 声で誌 t

Lを 1゛ ぅ。十分身L足 ひ堡鐙L■・ ■富薇争達tき くう.4む 1｀
1か

ら,1う

碁亀Ъ)|ヽ こ′口織くケ・ マ組告lL■ 1ヽ うこゝ 気の変7´ 正ぢがt ttL■ .島颯

縄 1.名 π奪なじ1-テ 4ン ケネ“′卜■41の 日(毛 ぅた′|、 塁,さ れポ見ん5

・ 学く助 fTの 丼0本 ぅ争資がしモニ人六ぼうヒt■ 9横 キ性の人■oユ

1■ 義序とみ穂ヶ切れて.oTに 耀野―貯 tヽ のたム島茂グ携がり、葛1,

こ詢うの方に再a本 海ぅttヽ 10ン 乳ん
｀
■.イキt4o E FFll)Lt.■ 5

tしヽ音tt鰺 魔tTわ り″.風 国に油ち鴻ち1晨 た。帰う縛T'tっ た松賛

ごんL`ll■ ボ不亀とで37・・、彼か5追 oし 裏て最初の2人 がう人れな
・

b。 強tガ ,7庁 端から協1や 革とめざぶ′bた
“

.1く 力がならで3と な1,.

―諄に虫が轟び■っ。組Frた ち事ち tφ ってこ春った。.3.十 g。 ミドリ

シシミゲ尊tr 5か 5本の葉の角みヘヒ藍ヽ`翅L光 うドτ`く Ъくヽ事う

隼 1, t il一 メやイにのFtし たれo組が違う。卜・,7レ ショウコで■ケ4
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リウがみた1颯 て咲 tヽ でしヽ う角 κ′町蜂・合蝦婦・乙ョウ Lン 類 が、荊希雛

フ1レ フ・ン眠かに収打 その実t ttこ こひうしらさせτ 、Ltt,ヒ 見てt｀ うこ

51ケ 世界 へさ まよつて来たような■がすЪ。その よ うな腱に混 って生ん

てし¬Ъカヤの棄れユキ■ 9゛ 弓2セ リt抹 った。道 うヽ崎か Ltt b rtっ たて 日

が候 いて来 う。虫 ■探 す目にひぉ,こ け ド入山正漁登占 目■ と書 か率た

t札 。ヾ人Ъご少,L行 くヒ左手 に,直
^そ

町・うヽう†14ι :す っこ上に上ヤこじ

おっかぶさbよ う|ご 廷ぴた草猿 の入■ -70が人間 肇む10み 込みそうに根

tヽ てい う「庁盤出た。上の方に惇む可 黒 t'義 が―
oヽ ,っ て= そ十tが 思嵐 の七

o様 にれ遅の方へ廷 ぴ
tて

きてうo気_か すう。や博 り自無 眸こわい。ん方

1人 立がヶくなって。Lた 上 が 10° イ血由ろ前に出た。 こゝでヽ′「、馳でA2‐ が

嗜書最中の Lョ ウIレ こドキt螺 果。終更め史珠堂よ■・打「_ま せ今起o

■4告 ィiけ ぁろてぅで`おう。(3at暮
“
端めて霧が上 らヽ5卜 りて来てう

になつ晨い T・・今日の採泉博こJt tて 終貞ヒし1ム 小屋に慇つた者野さん

ノ|ヽ
|||さ んのうわさとしなが5た 急ご■lil路 にっぃた。応ろか来千線ハち

Ъヾ曖ホヒ なって、周“回み木に手ひこが衆 ってぃた 。今日∩隙稟品貯爵ぽ

力う入シゝミ
｀1ぎドリシジミ。方オミト:り しシミ・ ウラ六ンラ)ミ 、 ■,

キヨダラこセリ。イとに

'責

メくなしがウスイEI E■ うtシ [ド キと「析[っ て ヽ`

た。

1月 13日

霧のた、ず了ぃか咋■ヒlTち が` ってιl bっ 今 日打理上こ且キ昌寸日、 山

ホ足玉暉時ピ貝出整する。ぶを_め 白lF妹に讐かヽ尺った辺りり、5霧 ざ貴たつて

光′娘心tま で林 Felに 狩 、ヽた男t通 して射し込んでヽ未 bよ うに行った。やつ

と告空 L見 ,こ こが出来た暑びと、通の傾斜 7｀ 胸 が貯ずo:却 めなL諄

に見て'(l‐ tヽ つの間にか最イ積にな)て 、ガが入 れ転ザってふろヽ再L上 壼

くで1ジ ■奇 tr'ン ミトリシンミt il彙 .や つヒのこして・ゑ上に名 tヽ た嗅膊

予定の鳴周と相当盪ぎてぃた。期待 じて、ヽた景色博、ミルリCの 霧にか

うにな t｀ 9率l丼 さんじが縦走路の方

な毛後■旦 った 。両4則が30° 他 的夕貴

“

11立 の跡t,鳥 このたで`通bo角
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色貯言つ 0ヽ り熔 島げめ` りで̀、 り
|、 危と碁可ι tt Q沢 占い徒 者Lし たがた 、

下へ下ヘ ヒイ〒く。茸す・じが塞 くなつたo Jt島 庫そ南でも少 t関 葉樹が点l

いて1｀ bの で:` こちらな5tし 発う■ヒしても, こt■ oヽ 7・ エネろL守 ノt

した。臭た山卜で。け行かずに峰中最高の
'じ

彙7t'一 体 み一 tゝ tr● 1し か

ら崚き上 ゆ5“ て t tヽ 、うιb,う になった虫■租 当抹った。湾むたの増車氏

壽、てもこ でゝ`ヤ具ととり、彼慮下 り坂 tイ可度も寸ヾりながらガ調名につ

く。ム′|、 えにぼ物1云 ぃたくをtヽ 岬む貞れてでつヒJtt bモ じが出来たっ

tつ ヒ興に博青室毛らヽ4彙・ 叉雨が解りそうである。 とに0ヽ く言奪ゴ算拳う'

Lべ 行ってみた。ヾ、トラフシジミか`探れただ`打だった,鳴 B打 ムt tt b

巳だ、 さっし南ι靭ぶ送p― てく   ぎろう。央集品崎ヒても少を4て 、

霧&U:め たBの 方か力かったけれ遵`
‐
もも Lマ 毛:除

|ス ケニ日間た、たこ惑

11つ ゝづ食Lた べた。線集品ぼLメ ドレ午ュウ。 ジヨウすレミ下`り3ラ

ミ、フフミド'リ シシミ、 卜
´
うワンシミ。

一
鵬

0-

鸞
羅虫寺雛 の資市12し て この

●

自己Jヽ 二 J¨ でゝゎる. ∫

碁員認1姉の中で'日 吉こlっ 打ておられЪ~ぢ ιふろうが、贅地などうフ

汀ておら
“

警ぃ方か夫:"分 子機行かううなヒ
｀
43蒙 7う 。九毛ス態し

`tな

rFを の一人I・・濤あるoと ころが本キからな感λ虫に関しての日吉ι的な
~も

ol記、こヒにL現 に実行してt｀ も.く ふ町θ氏,Aん のこlt【 類1以 L

t ta● ■見tて t、 た、ヽt、 た中J激 におろ毛0子 あって、 tふ l拝 見■ Lて

いれ
'く

L実 にふろにな5生 が句いoう なゎち商人の日吉たに,セ ぬBr
線彙仁たりこ見家した■虫ろャ援菓崎い崚熊ゃ及での場合の親密ιた早■

寺浄諄 tく 吉こさル1て ぉ4516尋 前め記住象で1時 あわが、今日でヽ1実 Kみ右

資なり戯むざtら

“
5貞 ホ・角い特に合勢Jじ 力のユ虫4節 6掟生1に ,Ⅲ ぐ

べか、うざb毛 のとぃ、てょt、 程尋敬 L tt Ъヒ貴菫をもいこなってtヽ ●.

IAしかヽ1〕lt貯「 ぉヒしぶ・酔」に報告しようヒ思ぅマさて書き出 Lπ L
碁ヒ貯′じめ日購ヒキく心れてとすってL｀ btt a子、ぁり■101見な鳴●賦
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態も明確 に嵩己i燈 してしヽ を t｀ こしか物 t｀ 。その様tな 親 景 チLの 為にも だ多卜この

種の記想 を見察色りを日認うやヽJEl零 0あ る。 こ

“

らの 日記 〔貯林 菓も見家 の場 合 の見

虫名 σヽみをらずでの勿ケ ,な 静白も億増が いま掟典 等がh洵日さキtた 多昆宝奪害の

ルロ安Lに毛一層女富btの こそ壱て,あ うも。この者の日記諄ユ虫等のもいL

月絲としており、日常ぬ4A準 には蝕れないのでヽあЪから御■に時幹 り支援 L■

輝■預対 ししい モヽのでもある。喬氏升迫尋止めてお,5照 たが 0負 嗜昨尋6ス

リ`5二こされており・ハ貞↓本与よりもしされら由子。あるのな員の周 ISIイ ■ にとこ

して1御 ユの五T究 のイL tt l回 りたい中のふ35日 究 L行 いた:ヽ ヒ滝ち。今かち子。

(― う場ぐ昆
=巳

吉し鵡 3入 こ始めら社おすゝめすう。こいこヒ竹亀虫象0

常識の力1く 井]歩 の人の島 |ミ 書か餃■ユ虫株臭についての描雲増に1言かれ_て

tl Ъここ卜あろが、 史47し ていう人け少 なtlの 啓あ5。 Lに かく巳吉:的 奄も

のをつけて悪ぃ1の手害なく、今達らその41J史 色委Iた 挙けらべまで 1● 1ヽ 0

T・・あbο

今僣奥 t・・虫い半″淋 ぃ FヽRり で'あ るが春しtな れば勿数ぬ虫建が鵠たのノ

ー トと販わすこたであbう o                    (γ .5.H〕

亀f講  `キミ イ農 急じ
大性Lく ウリ承して量に合洛キ

ぜん。黒田局―人に持醜ひ寧颯

t奇 財 LII事た、ぎ深4慮訂敗

L承 可。も

ョら事t土

今年毛人い

||

―
|

′
「 帰ll

発行

す 寺 む し
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絲集こ
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1  ■9' 良―

電行館 合執市4主 竜町 同山人常大彙
|

L_」拙買躍J

うそうに3.り 尋

bピ貧となりま t

に張切 Iャ 1)ま

千ナ

た。

こう。


