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野菊 のののの墓墓墓墓
●●●●冒頭部分

伊藤左千夫

後後後後 のののの月月月月と いう時分がががが来来来来 ると、、、、どうも思思思思わず には いられな い。。。。幼幼幼幼 いいいい訳訳訳訳と は思思思思うが
何分 にも忘忘忘忘 れることが できな い。。。。もはや 十年余もももも過去 った昔昔昔昔 のこと であ るから、、、、
細細細細 か い事実 はははは多多多多 くは覚覚覚覚え て いな いけれど、、、、心持だけは今今今今な お昨 日 のごとく、、、、 そ の
時時時時 のののの事事事事をををを考考考考え てると、、、、全全全全くくくく当時 のののの心持 にににに立立立立ちちちち返返返返 って、、、、涙涙涙涙がががが留留留留めどなく湧湧湧湧く のであ
るるるる。。。。悲悲悲悲 しくもあり楽楽楽楽 しくもありと いう ような状態 でででで、、、、忘忘忘忘 れようと思思思思う こともな い
ではな いが、、、、むしろ繰 返しししし繰 返しししし考考考考え ては、、、、夢幻的 のののの興味をををを貪貪貪貪 っている事事事事がががが多多多多 いいいい。。。。
そんな訳訳訳訳からち ょ っと物物物物 にににに書書書書 いて置置置置 こう かと いう気気気気 にな った のであ る。。。。

●●●●山畑にににに綿綿綿綿をををを採採採採 りに行行行行くくくく場面
村村村村 のも のらもかれ これ いうと聞聞聞聞 いてる ので、、、、 二人揃う てゆくも人前恥かしく、、、、
急急急急 いで村村村村をををを通抜けようと の考考考考え から、、、、僕僕僕僕 はははは 一足先 にな って出掛ける。。。。村村村村 はず れ の
坂坂坂坂 のののの降 口のののの大大大大きな銀杏 のののの樹樹樹樹 のののの根根根根 でででで民子 のくる のを待待待待 った。。。。 ここから見見見見おろすと少少少少
し の田圃があ る。。。。色色色色 よく黄黄黄黄ば んだ晩稲 にににに露露露露をおんで、、、、シ ットリと打伏 した光景 はははは、、、、
気気気気 のせ いか殊殊殊殊 にににに清清清清 々々々々しく、、、、胸胸胸胸 のすくような眺眺眺眺 めであ る。。。。 民子は い つの間間間間 にか来来来来 てててて
いて、、、、昨 日 のののの雨雨雨雨 でででで洗洗洗洗 いいいい流流流流 した赤土 のののの上上上上 にににに、、、、 二葉 三葉銀杏 のののの葉葉葉葉 のののの落落落落ち る のを拾拾拾拾 って
いる。。。。
「「「「
民民民民さ ん、、、、もうきたか い。。。。 この天気 のよ いことどう です。。。。 ほんとに心持 のよ い朝朝朝朝
だねイ」」」」

「「「「
ほんと に天気がよく て嬉嬉嬉嬉 し いわ。。。。 このま ア銀杏 のののの葉葉葉葉 のののの綺麗な こと。。。。さ ア出掛けけけけ
ましょう」」」」
民子 のののの美美美美 し い手手手手でででで持持持持 ってると銀杏 のののの葉葉葉葉 もももも殊殊殊殊 にににに綺麗 にににに見見見見え る。。。。 二人はははは坂坂坂坂をををを降降降降 りて
ようや く窮屈なななな場所 から広場 へへへへ出出出出たたたた気気気気 にな った。。。。今 日はははは大大大大 いそぎ で棉棉棉棉をををを採採採採 りりりり片付
けけけけ、、、、さ んざ ん面白 いことを して遊遊遊遊ぼうなどと相談 しながら歩歩歩歩くくくく。。。。道道道道 のののの真中 はははは乾乾乾乾 いいいい
て いるが、、、、両側 のののの田田田田に ついている所所所所はははは、、、、露露露露 にしと しとに濡濡濡濡れ て、、、、 いろ いろ の草草草草がががが
花花花花をををを開開開開 いてる。。。。 タウ コギ は末枯 れ て、、、、水蕎麦蓼など 一番多 くくくく繁繁繁繁 って いる。。。。都草もももも
黄色 くくくく花花花花がががが見見見見え る。。。。 野菊がよろよろと咲咲咲咲 いて いる。。。。 民民民民さ ん これ野菊がと僕僕僕僕 はははは吾知
らず 足足足足をををを留留留留めたけれど、、、、民子はははは聞聞聞聞えな いのかさ っさと先先先先 へゆく。。。。僕僕僕僕 はははは 一寸脇 へへへへ物物物物
をををを置置置置 いて、、、、 野菊 のののの花花花花をををを 一握 りりりり採採採採 った。。。。
民子はははは 一町ほど先先先先 へへへへ行行行行 ってから、、、、気気気気が ついて振振振振 りりりり返返返返るや 否否否否やややや、、、、あれ ッと叫叫叫叫 んで
駆駆駆駆けけけけ戻戻戻戻 ってきた。。。。
「「「「
民民民民さ んはそんな に戻戻戻戻 ってきな い ッた って僕僕僕僕がががが行行行行くも のを……」」」」
「「「「
ま ア政夫さ んは何何何何を して いた の。。。。私私私私び ッくりして……ま ア綺麗なななな 野菊、、、、政夫ささささ
んんんん、、、、私私私私にににに半分 おくれ ッたら、、、、私私私私 ほんとう に野菊がががが好好好好きききき」」」」
「「「「
僕僕僕僕 はもとから野菊がだ い好好好好きききき。。。。 民民民民さ んも野菊がががが好好好好きききき……」」」」
「「「「
私私私私なんでも野菊 のののの生生生生れれれれ返返返返りよ。。。。野菊 のののの花花花花をををを見見見見ると身振 いの出出出出るほど好好好好もし いの。。。。
どう してこんな かと、、、、自分 でも思思思思うううう位位位位」」」」
「「「「
民民民民さ んはそんな に野菊がががが好好好好きききき……道 理 でどうやら民民民民さ んは野菊 のような人人人人だだだだ」」」」
民子はははは分分分分け てや った半分 のののの野菊をををを顔顔顔顔 にににに押押押押 しあ てて嬉嬉嬉嬉 しが った。。。。二人はははは歩歩歩歩きだす。。。。

「「「「
政夫さ ん……………………私野菊 のののの様様様様だ ってどう してです か」」」」
「「「「
さ アどう してと いう ことはな いけど、、、、民民民民さ んは何何何何がな し野菊 のののの様様様様なななな風風風風だからさ」」」」
「「「「
それ で政夫さ んは野菊がががが好好好好きだ って……」」」」
「「「「
僕大好きさ」」」」
民子はこれから はあなたが先先先先 にな ってと 云云云云 いながら、、、、自自自自ら は後後後後 にな った。。。。今今今今 のののの
偶然 にににに起起起起 った簡単なななな問答 はははは、、、、 おおおお互互互互 のののの胸胸胸胸 にににに強強強強くくくく有意味 にににに感感感感 じた。。。。 民子もそう思思思思 った
事事事事 はそ の素振 りで解解解解 るるるる。。。。 ここま で話話話話がががが迫迫迫迫 ると、、、、もうそ の先先先先をををを言言言言 いいいい出出出出す こと は出来
な い。。。。話話話話 はははは 一寸途切れ てしま った。。。。
何何何何とととと言言言言 っても幼幼幼幼 いいいい両人はははは、、、、今罪 のののの神神神神 にににに翻弄せられ つつあ る のであれど、、、、 野菊 のののの
様様様様なななな 人人人人だと 云云云云 った詞詞詞詞 にににに ついで、、、、 そ の野菊をををを僕僕僕僕 はだ い好好好好きだと 云云云云 った時時時時すら、、、、僕僕僕僕 はははは
既既既既 にににに胸胸胸胸 にににに動悸をををを起起起起 した位位位位 でででで、、、、直直直直ぐにそれ以上をををを言言言言 いいいい出出出出す ほどに、、、、まだまだずうず
う しくはな っていな い。。。。 民子もももも同同同同じこと、、、、物物物物 にににに突突突突きあた った様様様様なななな心持 でででで強強強強くお互互互互
にににに感感感感 じた時時時時 にににに声声声声 は つま ってしま った のだ。。。。 二人はしばらく無言 でででで歩歩歩歩くくくく。。。。
真真真真 にににに民子はははは野菊 のののの様様様様なななな児児児児 であ った。。。。 民子はははは全全全全く の田舎 風 ではあ ったが、、、、決決決決 して
粗 野 ではな か った。。。。 可憐 でででで優優優優 しく てそう して品格もあ った。。。。厭味とか憎気とか い
うううう所所所所はははは爪爪爪爪 のののの垢垢垢垢 ほどもな か った。。。。どう見見見見 ても野菊 のののの風風風風だ った。。。。
しばらくは黙黙黙黙 って いたけれど、、、、 い つま で話話話話もしな いで いるはな おおかし い様様様様 にににに
思思思思 って、、、、無 理とととと話話話話をををを考考考考ええええ出出出出すすすす。。。。
「「「「
民民民民さ んはさ っき何何何何をををを考考考考え てあんな に脇見もしな いで歩歩歩歩 いていた の」」」」
「「「「
わたし何何何何もももも考考考考え ていや しません」」」」

「「「「
民民民民さ んはそりゃ嘘嘘嘘嘘だよ。。。。何何何何 かかかか考考考考えごと でもしなく てあんな風風風風をす る訣訣訣訣 はな いさ。。。。
どんな ことを考考考考え ていた のか知知知知らな いけれど、、、、隠隠隠隠さな いだ ってよ いじゃな いか」」」」
「「「「
政夫さ ん、、、、済済済済まな い。。。。私私私私さ っき ほんと に考事 していま した。。。。私私私私 つくづく考考考考え て
情情情情なくな った の。。。。わた しはどう して政夫さ んよか年年年年がががが多多多多 いんでしょう。。。。私私私私 はははは十七
だと言言言言うんだも の、、、、 ほんとに情情情情なくな るわ……」」」」
「「「「
民民民民さ んは何何何何 のこと言言言言うんだろう。。。。先先先先 にににに生生生生れたから年年年年がががが多多多多 いいいい、、、、十七年育 ったから
十七にな った のじゃな いか。。。。十七だ から何何何何 でででで情情情情な いのです か。。。。僕僕僕僕だ って、、、、ささささ来年
になれば十七歳ささささ。。。。 民民民民さ んはほんとに妙妙妙妙な ことを 云云云云うううう人人人人だだだだ」」」」
僕僕僕僕 もももも今 民子がががが言言言言 った こと の心心心心をををを解解解解 せぬ ほど児供 でもな い。。。。解解解解 っては いるけど、、、、
わざ と戯戯戯戯 れ の様様様様 にににに聞聞聞聞きな して、、、、振振振振 りかえ って見見見見ると、、、、民子はははは真真真真 にににに考考考考ええええ 込込込込ん で いる
様様様様 であ ったが、、、、僕僕僕僕とととと顔合 せて極極極極 りわるげ ににわ かに側側側側をををを向向向向 いた。。。。

●●●●亡亡亡亡くな った民子 のののの実家をををを尋尋尋尋ね る場面
「「「「
政夫さ ん、、、、 民子 のののの事事事事 に ついては、、、、私共 一同誠 にににに申訣がなく、、、、あなたに合合合合 せる顔顔顔顔
はな いのです。。。。あなたに色色色色 々々々々御無念なななな処処処処もありましょうけれど、、、、どうぞ政夫さ ん、、、、
過過過過ぎぎぎぎ去去去去 った事事事事とととと諦諦諦諦め て、、、、御勘弁をををを願願願願 います。。。。あなたにお詫詫詫詫びをす る のが何何何何 より民民民民
子子子子 のののの供養 にな る のです」」」」
僕僕僕僕 はただもう胸 一ぱ いで何何何何もももも言言言言う ことが出来な い。。。。 おおおお祖母さ んは話話話話をををを続続続続ける。。。。
「「「「
実実実実 はと申申申申すと、、、、あなた のお母母母母さ ん始始始始 めめめめ、、、、私私私私また民子 のののの両親とも、、、、あなたと民子
がそれ ほど深深深深 いいいい間間間間 であ ったとは知知知知らな か ったもんですから」」」」

僕僕僕僕 はここで 一言 いいだす。。。。
「「「「
民民民民さ んと私私私私とととと深深深深 いいいい間間間間とお っしゃ っても、、、、民民民民さ んと私私私私とはどうもしや しません」」」」
「「「「
いイえ、、、、あなたと民子がどう したと申申申申す ではな いのです。。。。もとからあなたと民民民民
子子子子はははは非常なななな仲好 しでしたから、、、、 それが判判判判らな か ったんです。。。。 それに民子はあ の通通通通
り の内気なななな児児児児 でしたから、、、、あなた の事事事事 はははは 一言もももも 口口口口にににに出出出出さな い。。。。 それはまるきり知知知知
らな か ったとは申申申申されません。。。。 それです からお詫詫詫詫びを申申申申すすすす様様様様なななな訣訣訣訣……」」」」
僕僕僕僕 はははは皆皆皆皆さ んにそんな にお詫詫詫詫びを 云云云云われる訣訣訣訣 はな いと いう。。。。 民子 のお父父父父さ んはお
詫詫詫詫びを言言言言わ してくれと いう。。。。
「「「「
そりゃ政夫さ ん のいう のは御御御御 も っとも です、、、、私共がががが勝 手な ことを して、、、、勝 手なななな
ことをお前前前前さ んに言言言言うと いうも のですが、、、、政夫さ ん聞聞聞聞 いて下下下下さ い、、、、 理窟 のののの上上上上 のこ
と ではな いです。。。。男親 のののの口口口口から こんな ことを いうも如何 ですが、、、、民子はははは命命命命 にににに替替替替ええええ
られな い思思思思 いを捨捨捨捨 てて両親 のののの希望 にににに従従従従 った のです。。。。親親親親 のいい つけ で背背背背かれな いと
思思思思う ても、、、、道 理 でででで感情をををを抑抑抑抑え るは無 理なななな処処処処もありましょう。。。。 民子 のののの死死死死はははは全全全全 くそれ
故故故故 です から、、、、親親親親 のののの身身身身 にな って見見見見ると、、、、どうも残念 でありま して、、、、どうもしや しま
せんと政夫さ んが言言言言うううう通通通通りりりり、、、、 おおおお前前前前さ ん等 二人にににに何何何何 のののの罪罪罪罪もな いだけ、、、、親親親親 のののの目目目目から は
不憫がががが 一一一一層層層層 でな。。。。あ の通通通通りりりり温和 しか った民子はははは、、、、自分 のののの死死死死ぬ のは心柄とあきらめ
てか、、、、 ついぞ 一度 不足ら し い風風風風もももも見見見見せな か った です。。。。 それや これや を思思思思 いますと
なななな、、、、どう考考考考え てもちと親親親親がががが無慈悲 であ った様様様様 でででで……。。。。政夫さ ん、、、、察察察察 して下下下下さ い。。。。
見見見見るるるる通通通通りりりり家中がもう、、、、悲悲悲悲 しみ の闇闇闇闇 にににに鎖鎖鎖鎖され て居居居居 る のです。。。。愚愚愚愚 かな こと でしょうが
この場合 おおおお前前前前さ んに民子 のののの話話話話をををを聞聞聞聞 いて貰貰貰貰う のが何何何何 より の慰藉 にににに思思思思われます から、、、、

年年年年が いもな いこと申申申申すすすす様様様様だが、、、、どうぞ聞聞聞聞 いて下下下下さ い」」」」
おおおお祖母さ んがまた話話話話をををを続続続続ける。。。。結婚 のののの話話話話 から いよ いよむず かしくな ったま で の
話話話話 はははは嫂嫂嫂嫂がががが家家家家 で の話話話話とととと同同同同じで、、、、今今今今 はと いう 日日日日 のののの話話話話 はこう であ った。。。。
「「「「
六月十七 日 のののの午後 にににに医者がき て、、、、もう 一日二日 のののの処処処処だ から、、、、親類などに知知知知ら せ
るならば今 日中 にも知知知知ら せるがよ いと言言言言 います から、、、、 それ ではと て取敢ずあなた
のお母母母母さ んに告告告告げ ると十八 日 のののの朝飛ん できま した。。。。 そ の日日日日はははは民子はははは顔色がよく、、、、
は っきりと話話話話もももも致致致致 しま した。。。。あなた のお っかさ んがきま して、、、、 民民民民やややや、、、、決決決決 して気気気気をををを
弱弱弱弱く してはならな いよ、、、、どう しても今 一度な おる気気気気 にな っておくれよ、、、、民民民民やややや ……
民子はに っこり笑顔さえ見見見見せて、、、、矢 切 のお母母母母さ ん、、、、 いろ いろ有難うううう御座 います。。。。
長長 可愛が って頂頂頂頂 いた御恩 はははは死死死死んでも忘忘忘忘 れません。。。。私私私私もももも、、、、もう長長長長 いことはありま
すま い……。。。。 民民民民やややや、、、、 そんな気気気気 のののの弱弱弱弱 いことを思思思思 っては いけな い。。。。決決決決 してそんな こと
はな いから、、、、し っかりしなく ては いけな いと、、、、あなた のお母母母母さ んが 云云云云 いましたら、、、、
民子はしばらくた って、、、、矢 切 のお母母母母さ ん、、、、私私私私 はははは死死死死ぬが本望 であります、、、、死死死死ねば そ
れ でよ いのです ……と いいましてからな お 口口口口のののの内内内内 でででで何何何何 かかかか言言言言 った様様様様 でででで、、、、何何何何 でも、、、、政政政政
夫夫夫夫さ ん、、、、あなた の事事事事をををを言言言言 ったに違違違違 いな いですが、、、、 よく聞聞聞聞きとれませんでした。。。。 そそそそ
れきり 口口口口はき かな いで、、、、 そ の夜夜夜夜 のののの明方 にににに息息息息をををを引取 りました……。。。。 それから政夫ささささ
んんんん、、、、 こう いう訣訣訣訣 です ……夜夜夜夜がががが明明明明け てから、、、、枕枕枕枕をををを直直直直さ せます時時時時、、、、あれ の母母母母がががが見見見見 つけ
ま した、、、、 民子はははは左左左左 のののの手手手手にににに紅絹 のののの切切切切れに包包包包 んだ小小小小さな物物物物をををを握握握握 ってそ の手手手手をををを胸胸胸胸 へへへへ乗乗乗乗せせせせ
ている のです。。。。それで家中 のののの人人人人がががが皆集 ってそれをどう しよう かと相談 しましたが、、、、
可哀相な ような気持もす るけれど、、、、見見見見ず に置置置置く のも気気気気 にかかる、、、、と にかく開開開開 いて

見見見見るがよ いと、、、、あれ の父父父父がががが言言言言 いいいい出出出出 しま して、、、、皆皆皆皆 のののの居居居居 るるるる中中中中 であけました。。。。 それが政政政政
さ ん、、、、あなた の写真とあなた のお手紙 でありまして……」」」」
おおおお祖母さ んが、、、、泣泣泣泣きききき出出出出 して、、、、 そ こに いた人皆涙をををを拭拭拭拭 いて いる。。。。僕僕僕僕 はははは 一心 にににに畳畳畳畳をををを
見見見見 つめていた。。。。やが てお祖母さ んがようよう話話話話をををを次次次次ぐぐぐぐ。。。。
「「「「
そ のお手紙をお富富富富がががが読読読読 みましたから、、、、誰誰誰誰もももも彼彼彼彼もももも 一度 にににに声声声声をををを立立立立 って泣泣泣泣きま した。。。。
あれ の父父父父はははは男男男男ながら大声 して泣泣泣泣く のです。。。。あなた のお母母母母さ んは、、、、気気気気がふれはしな
いかと思思思思う ほど、、、、 口説 いて泣泣泣泣くくくく。。。。 おおおお前達 二人が これ ほど の語語語語ら いと は知知知知らず に、、、、
無 理無体 にににに勧勧勧勧 めて嫁嫁嫁嫁 にや ったは悪悪悪悪 か った。。。。あ ア悪悪悪悪 いことを した、、、、 不憫だ った。。。。 民民民民
やややや、、、、堪忍 して、、、、私私私私はははは悪悪悪悪 か ったから堪忍 してくれ。。。。俄俄俄俄 のののの騒騒騒騒ぎ です から、、、、近隣 のののの人達
がががが、、、、どう しま したと 云云云云 って尋尋尋尋ね にきた位位位位 でありま した。。。。 それ であなた のお母母母母さ ん
はどう しても泣泣泣泣きききき止止止止まな いです。。。。体体体体 にににに障障障障 ってはと思思思思 いま して葬式がががが済済済済 むと車車車車 でででで御御御御
送送送送 りりりり申申申申 した次第 です。。。。身身身身 をををを諦諦諦諦めた民子 のののの心持がががが、、、、 こう判判判判 って見見見見ると、、、、誰誰誰誰もももも彼彼彼彼もももも同同同同
じ こと で今更 のののの様様様様 にににに無 理にににに嫁嫁嫁嫁 にや った事事事事がががが後悔され、、、、たまらな いですよ。。。。考考考考えれ
ばばばば考考考考え るほどあ の児児児児がががが可哀相 でででで可哀相 でででで居居居居 ても起起起起 っても居居居居られな い……せめ てあ
なたに来来来来 てててて頂頂頂頂 いて、、、、皆皆皆皆がががが悪悪悪悪 か った ことを十分あなたにお詫詫詫詫びを し、、、、またあれ の墓墓墓墓
にも香花 （（（（
こうげ））））をあなた の手手手手から手向け て頂頂頂頂 いたら、、、、少少少少 しは家中 のののの心持もももも休休休休
まるかと思思思思 いまして……今 日 のことをな んぼう待待待待ちましたろ。。。。政夫さ ん、、、、どうぞ
聞聞聞聞きききき分分分分け て下下下下さ い。。。。ねイ民子はあなたにはそむ いては居居居居ません。。。。どうぞ不憫とととと思思思思
う てや って下下下下さ い……」」」」
一語 一句皆涙 でででで、、、、僕僕僕僕 もももも 一時泣きふ してしま った。。。。 民子はははは死死死死ぬ のが本望だと 云云云云 っっっっ

たか、、、、 そう い ったか……家家家家 のののの母母母母があんな に身身身身 をををを責責責責 めて泣泣泣泣 かれる のも、、、、 そ の筈筈筈筈 であ
った。。。。僕僕僕僕 はははは、、、、
「「「「
おおおお祖母さ ん、、、、 よく判判判判 りま した。。。。私私私私はははは民民民民さ ん の心持 はよく知知知知 っています。。。。去年 のののの
春春春春、、、、 民民民民さ んが嫁嫁嫁嫁 にゆかれたと聞聞聞聞 いた時時時時 でさえ、、、、私私私私 はははは民民民民さ んを毛毛毛毛 ほども疑疑疑疑わな か っ
た ですも の。。。。 ど の様様様様な ことがあろうとも、、、、私私私私がががが民民民民さ んを思思思思うううう心持 はははは変変変変 りません。。。。
家家家家 のののの母母母母などもただそれば かり言言言言 って嘆嘆嘆嘆 いて居居居居ますが、、、、 それも皆悪気があ って の業業業業
でな いのです から、、、、私私私私 はははは勿 論民さ んだ って決決決決 して恨恨恨恨 みに思思思思や しません。。。。何何何何もかも
定定定定ま った縁縁縁縁とととと諦諦諦諦めます。。。。私私私私はははは当分毎 日おおおお墓墓墓墓 へへへへ参参参参 ります……」」」」
話話話話 しては泣泣泣泣きききき泣泣泣泣 いては話話話話 しししし、、、、 甲 一語 乙 一語 いくら泣泣泣泣 いても果果果果 てしがな い。。。。僕僕僕僕 はははは
母母母母 のことも気気気気 にかかる ので、、、、もう お昼昼昼昼だと いう時分 にににに戸村 のののの家家家家 をををを辞辞辞辞 した。。。。 戸村 のののの
おおおお母母母母さ んは、、、、 民子 のののの墓墓墓墓 のののの前前前前 でででで僕僕僕僕 のののの素振 りが余余余余 りりりり痛痛痛痛わ しか ったから、、、、途中がががが心配にににに
な ると て、、、、自分 でででで矢 切 のののの入 口ま で送送送送 ってき てくれた。。。。 民子 のののの愍然な ことは いくら
思思思思う ても思思思思 いきれな い。。。。 いくら泣泣泣泣 いても泣泣泣泣ききれな い。。。。 しかしながらまた目目目目 のののの前前前前
のののの母母母母がががが、、、、悔悟 のののの念念念念 にににに攻攻攻攻 められ、、、、自自自自らららら大罪をををを犯犯犯犯 したと信信信信 じて嘆嘆嘆嘆 いている愍然さを見見見見
ると、、、、僕僕僕僕 はどう しても今今今今 はははは民子をををを泣泣泣泣 いては居居居居られな いいいい。。。。僕僕僕僕がめそめそして居居居居 った
では、、、、母母母母 のののの苦苦苦苦 しみは増増増増すば かりと気気気気が ついた。。。。 それから 一心にににに自分 でででで自分をををを励励励励まままま
しししし、、、、 元気をよそおう てひたすら母母母母をををを慰慰慰慰 める工夫を した。。。。 それ でも心心心心 にな い事事事事 はははは仕仕仕仕
方方方方 のな いも の、、、、母母母母は い つしかそれと気気気気が ついてる様 子、、、、 そうな っては僕僕僕僕がががが家家家家 にににに居居居居
な いより外外外外 はな い。。。。
毎 日七 日 のののの間市 川 へへへへ通通通通 って、、、、 民子 のののの墓墓墓墓 のののの周囲 には野菊がががが 一面にににに植植植植えられた。。。。 そそそそ
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のののの翌翌翌翌くる日日日日にににに僕僕僕僕 はははは十分母 のののの精神 のののの休休休休まる様様様様 にににに自分 のののの心持をををを話話話話 して、、、、決然学校 へへへへ出出出出
たたたた。。。。
＊＊＊＊
民子はははは余儀なき結婚を して遂遂遂遂 にににに世世世世をををを去去去去 りりりり、、、、僕僕僕僕 はははは余儀なき結結結結婚婚婚婚を して長長長長らえ てい
るるるる。。。。 民子はははは僕僕僕僕 のののの写真 とととと僕僕僕僕 のののの手紙とを胸胸胸胸 をををを離離離離さず に持持持持 って居居居居よう。。。。幽明遙けく隔隔隔隔 つつつつ
とも僕僕僕僕 のののの心心心心はははは 一日もももも民子 のののの上上上上をををを去去去去らぬ。。。。

