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山路をををを登登登登りながら、、、、 こう考考考考えた。。。。
知知知知 にににに働働働働けば角角角角がががが立立立立 つつつつ。。。。情情情情 にににに棹棹棹棹さ せば流流流流される。。。。意地をををを通通通通
せば窮屈だだだだ。。。。とかくに人人人人 のののの世世世世 はははは住住住住 みにく い。。。。
住住住住 みにくさが高高高高 じると、、、、安安安安 いいいい所所所所 へへへへ引引引引きききき越越越越 したくな る。。。。どどどど
こ へ越越越越 しても住住住住 みにく いと悟悟悟悟 った時時時時、、、、詩詩詩詩がががが生生生生れ て、、、、画画画画が で
き る。。。。
人人人人 のののの世世世世をををを作作作作 ったも のは神神神神 でもなければ鬼鬼鬼鬼 でもな い。。。。や は
りりりり向向向向うううう三軒両隣 りにちらちらす るただ の人人人人 であ る。。。。ただ の
人人人人がががが作作作作 った人人人人 のののの世世世世がががが住住住住 みにく いからと て、、、、越越越越すすすす国国国国 はあ るま
いいいい。。。。あれば 人人人人 でな し の国国国国 へへへへ行行行行くば かりだ。。。。人人人人でな し の国国国国 はははは
人人人人 のののの世世世世よりもな お住住住住 みにくかろう。。。。
越越越越すすすす事事事事 のならぬ世世世世がががが住住住住 みにくければ、、、、住住住住 みにく い所所所所をど
れ ほどか、、、、寛容 てててて、、、、束束束束 のののの間間間間 のののの命命命命をををを、、、、束束束束 のののの間間間間 でも住住住住 みよくせ
ねばならぬ。。。。ここに詩 人と いう 天職が でき て、、、、ここに画家
と いう使命がががが降降降降 るるるる。。。。あら ゆる芸術 のののの士士士士はははは人人人人 のののの世世世世をををを長閑 にし、、、、
人人人人 のののの心心心心をををを豊豊豊豊 かにす るが故故故故 にににに尊尊尊尊 と い。。。。

住住住住 みにくき世世世世から、、、、住住住住 みにくき煩煩煩煩 いを引引引引きききき抜抜抜抜 いて、、、、あり
がた い世界をま のあたりに写写写写す のが詩詩詩詩 であ る、、、、画画画画 であ る。。。。
ああああ るは音楽 とととと彫刻 である。。。。こまかに いえば写写写写さな いでもよ
いいいい。。。。ただま のあたりに見見見見れば、、、、そ こに詩詩詩詩もももも生生生生きききき、、、、歌歌歌歌もももも湧湧湧湧くくくく。。。。
着想をををを紙紙紙紙 にににに落落落落さぬとも鏘鏘鏘鏘 のののの音音音音 はははは胸裏 にににに起起起起 るるるる。。。。丹青 はははは画架 にににに
向向向向 って塗抹 せんでも五彩 のののの絢乱はははは自自自自 から心眼 にににに映映映映るるるる。。。。ただ
お のが住住住住むむむむ世世世世をををを、、、、かく観観観観 じじじじ得得得得 てててて、、、、霊台方寸 のカメラに澆季
溷濁 のののの俗界をををを清清清清くうらら かに収収収収めめめめ得得得得れば 足足足足るるるる。。。。この故故故故 にににに無無無無
声声声声 のののの詩 人には 一句なく、、、、無色 のののの画家 には尺尺尺尺なきも、、、、かく人人人人
世世世世をををを観観観観 じじじじ得得得得 る の点点点点 にお いて、、、、かく煩悩をををを解脱す る の点点点点 にお
いて、、、、かく清浄界 にににに出入しししし得得得得 る の点点点点 にお いて、、、、また この不不不不
同不 二 のののの乾坤をををを建立 しししし得得得得 る の点点点点 にお いて、、、、我利私欲 のののの覊絆
をををを掃蕩す る の点点点点 にお いて、、、、―― 千金 のののの子子子子よりも、、、、万乗 のののの君君君君
よりも、、、、あらゆる俗界 のののの寵児 よりも幸福 であ る。。。。
世世世世 にににに住住住住む こと 二十年 にして、、、、住住住住むに甲斐あ る世世世世とととと知知知知 った。。。。
二十五年 にして明暗 はははは表裏 のごとく、、、、日日日日 のあたる所所所所にはき
っと影影影影がさすと悟悟悟悟 った。。。。三十 のののの今 日はこう思思思思う て いる。。。。――――
―――― 喜喜喜喜び の深深深深きとき憂憂憂憂 いよ いよ深深深深くくくく、、、、楽楽楽楽 み の大大大大 いな るほど苦苦苦苦
しみも大大大大き い。。。。これを切切切切りりりり放放放放そうとす ると身身身身 がががが持持持持 てぬ。。。。片片片片

ずけようとすれば世世世世がががが立立立立たぬ。。。。金金金金 はははは大事だだだだ、、、、大事なも のが
殖殖殖殖えれば寝寝寝寝 るるるる間間間間もももも心配だろう。。。。恋恋恋恋 はうれし い、、、、嬉嬉嬉嬉 し い恋恋恋恋がががが
積積積積もれば、、、、恋恋恋恋をせぬ昔昔昔昔がかえ って恋恋恋恋 しかろ。。。。閣僚 のののの肩肩肩肩はははは数数数数
百万人 のののの足足足足をををを支支支支え て いる。。。。背中 には重重重重 いいいい天下がおぶさ って
いる。。。。うま い物物物物もももも食食食食わねば惜惜惜惜 し い。。。。少少少少 しししし食食食食えば飽飽飽飽きききき足足足足らぬ。。。。
存分食えばあとが不愉快だだだだ。。。。 ……
余余余余 のののの考考考考が ここま で漂流 して来来来来たたたた時時時時 にににに、、、、余余余余 のののの右 足はははは突然坐
り のわ る い角 石 のののの端端端端をををを踏踏踏踏 みみみみ損損損損くな った。。。。平衡をををを保保保保 つために、、、、
すわや と前前前前 にににに飛飛飛飛びびびび出出出出 した左足がががが、、、、仕損 じ の埋埋埋埋めめめめ合合合合 せをす る
とととと共共共共 にににに、、、、余余余余 のののの腰腰腰腰はははは具合 よく方 三尺ほどな岩岩岩岩 のののの上上上上 にににに卸卸卸卸 りた。。。。
肩肩肩肩 にかけた絵絵絵絵 のののの具箱がががが腋腋腋腋 のののの下下下下から躍躍躍躍りりりり出出出出しただけ で、、、、幸幸幸幸 いいいい
とととと何何何何 のののの事事事事もな か った。。。。

