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熊本･徳永直の会会報2 1号
(1)

快晴の二月十二日

第十二回孟宗忌に五十除名
今年の孟宗忌は二月十二日(日)で'この時期にはめずらしいい
天気だったので'いつもよりや〜多い参加者があった｡テレビは例

年通りNHK･RKKが当日の様子をニュースで放映したが,毎年

写莫入りで出してくれる新聞が'写百石しの熊日だけだったのはさ
びしかった｡朗読は熊大三年生の河津亮君で'｢白い道｣の末尾の

1節を選んだo主人公が熊本を追われ職を求めて上京することにな
り'母親は末の妹をおぶって'町はずれの田甫を通り,土堤上の乾
いた白い道まで送ってくる｡｢わしが死んでも'たかい旅費つこう
てもどってこんでもええが'おとっさんが死んだときゃあ,ちどつ

てきておくれなァ｣という感動の場面である｡それに'ここに出て

くる｢末の妹｣こそは､当日も御出席の大野たつめさんなのであっ

のうちに時間の過ぎるのを忘れた｡そこで徳永直文学散歩の話も出

た｡偲ぶ会は熊大構内に移って'約三十名が参加して和気あいあい

たのであった｡
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｢黒い輪｣

について

小

沢

清

人公だけれど

小説家は人の名をつけるのに一苦労するのだが'小

川とはたった六つ線を引く名前になっていて'ふへん性がある｡五

平はわたしはあまり好きではないが農民出身の名前としては'それ

が作者のもち味だと思っている｡そしてこの最後の最後の文章が'

｢五平は泣いた｡意気地なし'馬鹿ア･･･｡五平は万年床に顔

とだと書いている｡わたしにいわせれば実に大胆な書きぶりである｡

をつつこんで身を悶えて泣いた‑｡｣とあり'｢大正七年｣のこ

わたしはときどきだしては感心している0

久保田さんはじつにていねいに読んだ便利な本を書いたけれど'こ

徳永さんの短篇で﹃黒い輪﹄というのがある｡なくなる前の作で'

の記憶﹄﹃他人の中﹄などは'わたし流に書いてきたが'﹃黒い輪﹄

れを大胆だと思わぬ書きかたをしている｡

﹃はたらくl家﹄﹃最初

は全体が詩のようになっていて'ちっと手がでない｡おもしろいLt

死んだ竹内好であるO

わたしは魯迅を思いだす｡魯迅のことをたくさん書いているのは

徳永さんは会話だけで内容がわかる小説はつまらないLt短歌など

らないが'魯迅は｢奴隷の心を失ったら終りだ｣という意味のこと

巧みに単純化された作風で'なんど読んでもあきがこない｡いつか

はフトコロにいれてだしてみ'だして見ているうちに'あきなけれ

をいっている｡ふつうだったら'奴隷が団結して権力に向わなけれ

けなしているが'わたしはそうは思わない｡そうは思わないことに

について﹃虚為的な悲哀感'生の苦痛の象徴である﹄と書きながら'

﹃黒い輪﹄についてもそれがいえる｡久保田義夫さんは﹃黒い輪﹄

んは百も承知で書いているのがイメージとして﹃黒い輪﹄に読みと

たしは若いころ'このことばの意味がよくわからなかった｡徳永さ

け'その実相を描くことによりへ社会がわかるというものだった｡わ

ばならぬというのが'そうではない｡権力の圧力が強ければ強いだ

いま手もとにないから何の伺ページだかわか

ば'作として成功していると'きかされたことがある｡

ついて反論すれば長くなるが'久保田さんがはめている﹃彼岸﹄な

また'この小説を書いたあと'口述筆記で｢ある農家ではみそ汁

れる｡

まあ生きていけるだろうというところを残している｡新聞の上段に

を作るのに'小魚とかかつおぶしとかをだし汁に入れる習慣を全く

どわたしはきらいだ｡救いがない｡﹃黒い輪﹄にも救いはないが'

｢大悪漢冷忍の﹃冷忍﹄には﹃レーニン﹄の仮名がふってあった｡

もっていなかった｡ただ塩からいだけのみそ汁でも私がたべのこす

いっている｡わたしは戦後'いっとき徳永さんの家に下宿して朝飯

大悪漢レーニン｣こういう時代をバックにして小説を書くばあい､

それにこの﹃黒い輪﹄は徳永さんの最後の短篇であり'流れるよ

をごちそうになったことがあったが'その味噌汁はたいへん旨いも

と'そこの子供たちが争ってそのみそ汁を飲んでしまった｡｣とも

うな筆づかいで書いていて'ちょっとわたしに書ける自信がないく

のだった｡そういう徳永さんが'わざわざ農村に入りこんで'農民

いかに生きにくいか1日りようぜんであるだろう.

らいイメージの高いものだと思う.たとえば小川五平というのが主
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つは仮説だけれど'徳永きんの系譜は十五世紀

にジカにふれようとしている姿は立派だと思う｡
それから､もう1

のころ'キリシタンの武士で追われたのではなかろうかと考えたり

文学散歩に思う

井

美和子

タンは別にして'熊本にはそのころ浪人ぐらしになった人たちが多

ているので'それはなかなかむずかしいのだと思うからで'キリシ

発電所'博文館というふうに労働者として秀才の道すじを歩いてき

と｡｢いちどきに玉名以上は乗らないで下さい｣という立札でも読

歩道をみて私はシマッタと思った｡なぜもっと早く来なかったのか

防止のため'当然の策だったと思う0

モック〃は見られず･ただの〝つり橋〃だった｡地元としては事故

先日'五家荘のつり橋を見に行った｡期待していた〝自然のハン

かったのではないのかと思われるからで'達筆といっても'ふつう

みながら'怖どわと渡ってみたかった｡文明の利器に浸った者の矯

している｡別に根はないのだが'文字が達筆だLt新聞社'専売局'

の達筆とちがう整った字を書いているからでもある｡もちろんこれ

りだろうか｡沿道に植樹された石楠花も愛でるより先に'なぜか寂

コンクリ〜トで整備された遊

(作家･川崎市在住)

はわたしの考えの1つでもある.

しかった｡

文学散歩ときいて'私は前述のようなことにならなければよいが'
と思う｡

作品と読者の間に年々'時間の幅が広がっていく｡時は移ろい作
品だけが黙々と残る｡

作品が誕生した所以がそこはかと感じられるような散策なら楽し
いと思う｡

プロレタリア文学は'ショッキングな場面が正視できなくて'私

こ

は少しよけて通ってきた｡若い時は'本物の｢芙｣とは何か知らな

いまま'ただ美しいモノに憧れていた｡

そして今'労働による汗(つまり労して内からふき出るもの)

そ｢美｣ではないかと解る年代になった｡

さて'多くの文学作品に触れ'遺跡をたどり'それらを自分の中

(主婦)

でどう消化していけばよいのか1㌧それは'散歩をしながら'お
いおい考えていこうと思う｡
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徳永

直

文学散歩

凹つのコースを考えた0第!コースは

専売局跡

徒歩
‑

徒歩

‑ ･ 1 測 候 所 1

朝市場跡

･時'集合場所も決定C

雨天決行

徒歩

船場

徒歩
池 田 坂

解散(年後四時/r走)

‑

徒歩

第二コース以下はより検討を加えてお15Hlrせしたいo

第一コース

T九八九年六月二日(冒)

徒歩
行徳眼科

L 熊 本 駅

徒歩

正午'長崎書店裏集合出発｡

上通り

市電

新坂

︹解説︺L通り長崎書店裏に集合するのは,そのあたりに,徳永直

｢幼い記憶｣に詳しい｡坪井吊を沿って下るが'その

が最初に勤めた中島印刷所があったからである｡作品としては｢は
たらく歴や｣

坪井川については随筆｢坪井川｣があり'若き虐青年の山面を浮き

彫りにしているo御幸橋のたもとで折れ｣冥過センター方向に歩く｡

｢白い道｣に出てくる〝警ば女学牛〃に会う場所だ｡現在の交通

センターあたりが旧専売局の赤レンガであった.そこを過ぎて職場

橋へ向い､｢すし屋の娘にホタル献L｣したあたりを通り'朝市場

この辺は能､本の古い町で'旧研屋には明治･大正の

In筆売りの場‑の舞台であり'｢馬｣の荷物もここから

跡へ出る｡まだ苗の面姥を少し残している界隈である｡名作｢最初
の記憶L

運び出されたo

:>J人墨客が宿1たし'文林堂ありへ嵩重写真館があるO市電洗馬橋

に引き返し乗車'･l熊本駅へ｡上熊本駅は池田駅と言っていた時代'

まさに熊本の玄関口で'夏目瀬石も森明外もここに降り立った｡貨

物駅でもあったので'駅前広場は馬車馬のいななきかしがましく'

広場を囲むように運送店の事務所と倉庫が立ち並んでいた.作品

｢風｣にも出る｡測候所'新坂またしかりである｡行徳

｢風｣の舞台となろ｡池田ン坂は｢最初の記憶｣‑馬の場‑にも出
てくるLt

御先祖に拙軒と号した漢詩の先徒も兼ねた眼

眼科は｢他人の中｣その他で出てくる｡この眼科医は熊木で現存し
ている最古の医院でF

の医肴がいて､徳富蘇峰もこの先隼に漢詩を習っている｡また､測

候所へ新坂のあたりは'高群連枝に関係深い｡近くに中坂の専念寺

'瀬石記念館もある｡

がある()そして内坪井は'横井小楠'宮部鼎蔵､佐々友房の隼まれ
育った十地であり.
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第二コース

黒髪柑隈と立仰山

第四コース

宮城県登米紀行

(l九九一年五月を予定)

徳永再が戦中疎開していた‑シヲ夫人の生地である.｢日本人サ

トウ｣の佐撃山千天のふるさとであり'第十回﹃呑年忌﹄の当日に合わせ

(卜一パ一日牛後を予定)

時期は秋'銀杏の葉が黄色に散り敷く頃か望ましい｡その季節と,

て訪問したいた考えている｡佐藤三千夫記念会の人々とも交流した

｢太陽のない

｢

ぅまく行けば熊大の学園祭と合体してもいいと芋見る.解散後構内

｢夜あけの風｣他多数｡帰路へ

｢日本人サトウ｣

い｡1泊は買米町考γ定o作品では'｢彼岸｣

｢がま｣

宮城県もずッと北'岩手にちかい米里村字半田という部落へ

えている.時間とお金が問題ですぞ｡

の舞台となった諏訪湖を見て中央線で帰途につくといったことも考

祷｣の第台となった場所を廻り'妹裕のある人は｢静かなる山々｣

妻よねむれ｣

模擬店探訪も可能.本コースは作品の宝庫でもあるED徳永再の熊本
での残活が殆んどここでなされたからである｡｢太陽のない衛｣以

｢白い道｣等

｢あまり者｣を始め'｢最初の記憶｣

｢こんにゃくを売る子ども｣

｢戦争雑記｣

｢冬枯れ｣

前の三部作｢馬｣
｢他人の中｣
々がある｡

第三コース

親子二人づれの疎開者がはいってきた.もう東京もあらかた焼

けてしまったt九四五年の七月中旬のことだから'このへんぴ

鹿子木の坂と黒川発電所
このコースは一日行程で車を利

な山ふところにも疎開片がたくさんきていて'めずらしくはな

｢黒い輸｣であ

新疎開者の身もと素じようが'部落じゆうに知れわたっていっ

かったが'やはり苫からのおきてみたいに'三日もたためうち

｢最初の記

用する｡作品は｢馬｣

｢繁明期｣

憶｣及び立野三部作すなわち｢阿
蘇山｣

いる｡古来'立野の宿は多くの文

部落の入口になっている'閏甫ときかいの用水堀の橋の上で

｢

た｡

人達を泊めたところであるにもか

部落会長の佐藤喜代次がせつめいしていた｡喜代次はこれから

る｡時期は初冬が早春かを考えて

不当にも大切にされて

めわらしが一一人に'おやじがl人だっちゃ｣

かわらずへ

町へゆく支度で'わざわざカンカン帽を手にもって'‑‑

‑

いない場所である｡

｢夜あけの風｣より
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沢

田

博

では地球は救われない｡

｢愛は地球を救う｣

愛は地球を救うが'

こんなに

星は近いのに
天の川には届かない

行

闘争的な

食欲が
問を食らい

童話の世界に

よ

人々を眠らす

た

り

前

田

1郎

昨年から孟宗忌にも失礼して居ります｡この二三年足を悪くして,
余り他出も出来ない状態です｡

ていましたが'その中に永村徳次郎の事が出ていましたね'永村は,

先月でしたか熊日の連載物｢能∵本の昭和｣に市電の争議が書かれ

ガラスの中

三二墓件で検挙され懲役四年の判決を受け諌早監獄に服役中'拷

白いセリフは

手紙に秘めてある

透明の血が

うか?

事がマスコ‑に明らさまに書かれたことは'始めてではないでしょ

問で脳障害を起こしたと云う事が書かれていましたが'この様な記

耳を澄まし

ルで登場する人物だと気付いた人はどれだけ居ただろうかと時世の

又この永村こそ徳永直の小説｢冬枯れ｣の中にNと云うイニシア

愛の重さを

移り変わりをしみじみと感じた次第です｡

お加え下されば幸いです｡

最後になりましたが些少ですが同封しましたので運営費の1部に

っと思い出したりして居ります｡

苦読んだ徳永の随筆などの中の片言でうろ覚えの事など時々ひょ

視聴率で量る

色のついた電波が
カラーテレビを

白黒にする

西

｢八年制｣ の登場人物について
今

紀代子

(とれだけ貧しい庶民のことを理解してい

｢八年制｣の琶場人物を見るにあたって'私は'試しに'人物の
｢学歴｣と｢庶民意識｣
るか)という二項臼を設定し1両項目の相聞関係により'主な登場

人物を五種類に分類してみたoその結果は'図表Hのとおりである｡

茸(‑)
図

同グループの中での上･下関係は.必ずしも明確ではない.作品中
3

>は､一世代前の人物を示す｡
荘1く

丘
琴

2 (5kD中の点掛ま､ r発作｣と｢11の子供｣が｢長田｣連よりも学年が
上であろことを示す｡また. ( )は､ ｢長女｣がr長男｣連よりも

学年が下であることを示す｡

での描写の比兼の庶合いによって､私が主扱的に判断した｡

たとえは.川では｢t尾Jの方がr神田の石村Jよりも庶民意bH''

895
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商いとは青い切れない.

⁚lT.1TiJl

｢八年制｣では'和田勉氏が指摘しているように'登場人物はす

ベて主人公･鷲尾の視点から描いてある.登場人物のいろいろな言

動を'鷲尾が好意的にあるいは批判的に眺めていくことによって'

物語が進行する.そこで'人物論としては'鷲尾が図表の肘から脚

までの人物をどう見ているかということを考えていきたい｡そして'

その過程で'鷲尾すなわち徳永の思想や｢八年制｣のテーマにも近

づいていくことができると思われる｡また'なぜ私がこの図表のよ

肘の庶民にとっては'

うに蔓場人物を分類したのかを示す根拠にもなるはずである｡

At鷲尾は肘の人物をどう見ているか

即の人物はt

mの人

mの人物達は皆'一致している｡

｢頭の算盤｣をほじくこと､つまり生活できるかということが何よ
りも先決問題である｡この点t

Bt鷲尾は即の人物をどう見ているか

物と好対照を描いている｡鷲尾は'｢仲間のS｣のことを飯の心配

のいらない｢学校.'Lルジかア｣であると思う｡また,｢担任の訓導｣

や｢長女の受持｣に対しては腹をたてるが'彼らに抗する勇気はな

く'｢二人の子供に累が及びはしないかと｣卑屈におし黙ってしま
｣うのである｡

ct鷲尾は切の人物をどう見ているか脚の人物は'畑の人物と

しかしながら､彼らは'貧しい庶民にとっての八年制問題の現状に

対照的であり'鷲尾にとって理想的な尊敬すべき人物となっている｡

｢長男の受持｣

対処することのできる人物とはなっていない｡それは､｢鷲尾の小

学校時代の先年｣は既に過去の時代の人であるLt

は肘の人物や伽の子供達に近づいたために教壇を追われ'｢東北の

校長｣は飢餓の児童達の食糧供給のためにそれどころではないからである｡

(8)
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Dt鷲尾は棚の人物をどう見ているか

柳の人物は'進学を

mと対照

目指す子供達の父母である.インテ‑であり'ブルジョアでもある｡

っまり'伽の父母は肘の父母とは好対照なのである｡がt
的であるからと言って'闇の分類には入れなかった.それは'わが

佐藤三千夫記念会からのメッセージ

すさまじい天皇死去キャンペーンは'全国を戒鞍令下に置いた観

マスコ‑を中心とする｢平和主義者｣という歴史の偽造は'あの

があります｡戦前回帰を思わせる暗黒がわれわれに覆被さったよう

尾自身も感じており'新聞記者Hがわが戸の受験について語るのを

侵略戦争で殺されたアジアの人々へ多くの日本の働く人たちへの冒

子のことをわが身より先に考えて東奔西走しているという点では'

｢内心憤慨しながら｣も'｢つい身につまされて熱心に聴きい｣る

痕でもあります.徳永直も'最愛の妻を奪われ'いかに多くの困難

でもありました｡

Hに対して同情を寄せている.だから'私は'柳の父

鷲尾達と何ら変わるところはないと思うからである｡このことは鷲

ので'ありt

に直面したことでしょうか｡

暗黒の絶対主義的天皇制下で'自由と働く者のために立上った労

母達を伽と即との中間地帯に置いてみたのであるO
伽の子供達は'｢試

働者農民が各地で歴史の舞台に登場したことをわれわれは想起しま

Et鷲尾は糊の人物をどう見ているか

験地獄｣に追いまくられ､｢飢餓地獄｣に虐なまれている｡彼らは､

集﹄が完結したことの意味は大きいものがあります｡

す｡徳永らのプロレタリア文学運動は'そうした人たちの中から生

(｢熊本日日新聞｣'昭58･2

社会の一番の被害者と言ってもよいであろう｡それで'図表では'

徳永虐4｣

れ共に成長したものでした｡天皇死去の時期に﹃プロレタリア文学

｢熊本の文学30

川から棚の大人達の中心に位置させてみた｡
症‑

また'シベリア干渉戦争の中で摂政裕仁は登場しました｡彼を頂

と民主主義の地平を大きく切り開きました｡｢日本人サ‑ウ｣は'

3へ夕刊｡)

小説｢八年制｣が収められている本

天皇裕仁と直･三千夫の同世代人の人隼を鮮明に描いたともいえま

･2

﹃はたらく一家﹄昭･13'三和書房

す｡

点とする日本帝国主義の侵略に反対した佐藤三千夫の闘いは'平和

﹃八年制﹄昭･14･10'新潮社<昭和名作選集6>

﹃はたらく1家﹄昭2･8㌧新潮文庫

第十二回孟宗忌万歳!

ませんか｡

佐藤三千夫記念会

逆風がいかに強まろうとも押し返し､光をめざし進もうではあり

﹃徳永庖短篇選集﹄昭5･日､徳永直文学碑をつくる会

一九八九年二月十二日

﹃はたらく1家﹄昭16･4'桜井書店

﹃日本文学全集 ﹄昭36･9'新潮社(小林多喜二と)

﹃日本の近代小説﹄平元･4'近代文学研究会編'熊大生協

5

9

9

8

1
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一丁

びに従業員はちじみあがった｡つまり当時は工場主と従業員'ブル

一巨

ヱ門みたいなおやじで'何かというと竹刀をもちだしてきたが'こ

のおやじ酒のんだあげく夫婦喧嘩でもしたりすると'竹刀をつかん

第八回春年忌に'青葉薫る熊本の地から'連帯の挨拶を送ります｡

ジョアとプロレタリア'というのが生れたばかりで'まだ主人と家

呑年忌へのメッセージ

徳永直は'｢日本人サトウ｣によって佐藤三千夫と強く結ばれま

来'主従関係というのが半分くらいあつたから'人権は尊重されず'

で板廊下をがたがた云わせながら工場の方へやってくるので'たん

した｡徳永直は'彼の妻‑シヲと'その出生地登米の地を'ふるさ

したがって喜ちゃん勇ちゃんの馬鹿扱いはよけいひどかったo勇ち

ゃんは大男で力持ちだつたが顔色が悪く'こぶしを口にあててよく

と熊本以上に愛しました｡

私たち熊本･慮永直の会の者たちは'虚永の作品に登場するトシ

ます｡消費税なる増税を押しっけ'軍事予算優先の為政者たちは'

この我々の平和な関係を'核の脅威は日毎に襲いかゝってきてい

っか高いところから墜ちて頭だか背中だかをぶつけて'現役はどう

でもよく似あった｡彼は徴兵で海軍にとられたが演習のとき艦のど

働くにも同じ水兵服だった｡帽子はかぶらなかったが'下駄ばき姿

咳をしていた｡いつも水兵服を着ていた｡通ってくるにも'工場で

その表でにくむべき悪事を働き'悔俊の情もなく'単独採決など民

やら終えたが'それから頭の働きが鈍くなったというのであった｡

ヲ夫人を通して'遠く登米の地をなつかしく感じます｡

主主義さえ踏みにじっています｡このような時ゆえに'私たちは連

猫背で'いつも笑いが止らないような顔をして'大きな弁当をぶら

の頭をくっつけて'工場のおもてを通る女学焦たちを眺めては口笛

すぐ機械場の硝子窓'赤とか黒とか印刷インクでよどれた硝子に鼻

さげて'ひよっこ'ひよっこと歩いてきた｡そして工場に着くと'

帯を強め'日本人民大衆のいのちと生活を守るために'共に斗いま
しょう｡

一九八九年五月七日

熊本･徳永直の会

鳴らしたりするのが楽しみのようだった｡

喜ちゃんは高い鼻としまった口許をしていて'いつも胸を反らし

へきて私たちに｢旦那｣とよばせるという工場主が'むかし細川藩

がいたが'なかなか繁昌して'いつも残業につぐ残業だった｡そこ

私たちのN工場は県立第二局女の門前にあって十二三人の労働者

げてきた｡二度のうちの一度は'工場の夕方の休憩時間'ある家の

だけで二度警察につれていかれて､二度とも工場の奥さんが貰い下

面白いものにぶつかると立ちどまってしまう｡私がおぼえているの

た｡大きな弁当をさげてふらりふらりと歩いてくるが'途中で何か

作品｢善ちゃんと勇ちゃん｣より

の何だかの指南番のせがれというので'いも虫のような眉毛とほう

垣根うちで女が行水しているのに見惚れて'庭の中まで入りこんで

ているからなかなかいい姿勢であるが'足と眼とがさだまらなかっ

きのような口髭のあいだから大きな眼玉をむきだしている荒木又右

しまったから叫び声たてられた

ー

のだったとおぼえている.

事務局だより

この会報は三月中には出したかった｡編集責任者の中村にとっ

て'孟宗忌のころから三月一杯が一年中でも一番忙がしい時でな

△

ゃんのは木の皮をまげてつくつたかん?ナというのでt升飯がらく

かなか思った通りにならない｡

喜ちゃんの弁当は大きかつた｡勇ちゃんの弁当も大きいが'喜ち

に入った｡まだニュームの弁当箱がない頃で'私などは陶物のふた

が図ぬけて大きかつた｡喜ちゃんと勇ちゃんは給料が安くて自分が

に宮城の佐藤ハル様から一万円'町内会長の渡辺様から五千円,

1九八八年の一月二〇日に大野たつめ様から二万円'二月l五日

会計報菖を見ていると寄付がなければ赤字であることがわかる｡

食うだけ稼ぐのがやつとだった｡私はよく憶えているが'小僧の私

一九八九年は1月二四日に大野たつめ様から二万円'その他会費

△

の日給が七銭'三時間残業して九銭何厘であった｡喜ちゃんも勇ち

のつりを寄付される方もあり'それらで大変助かっている｡繰越

付井をもち歩いていたが'工場ぢゅうで喜ちゃんと勇ちゃんの弁当

ゃんもたしか日給が十七'八銭で'残業して廿何銭というのだつた

し金がふえているので会報も立派なのを出さねばと思う｡

(第1 1.12回)

と思う｡しかも米は一升十五六銭であったと記録にのこつている｡

通信費(含封筒代) 23,300

㈱必

三四四‑二二

二代表)内線二五八四

熊本･徳永直の会

読11由宇垂五二･三些IT三八八六

熊本四‑二四九八番
印刷所

振替

鼠話(〇九六)

熊本市黒髪二1叫0‑一熊本大学教育学部中村研究室

章や情報キ■お寄せ下さい.

○会報に原稿を‑A‑どんなささいなことでも徳永直に関する文

(1988.1.20一‑19892.12)

菖ちゃんは勇ちゃんよりも大飯くつた｡三時間残業すると三度以上
はくつた｡勇ちゃんも顔色はわるかつたがやはり工場に出てきてか

ら三度くつた｡十六頁という大きさの機械一台を三十分交代で車を
まわすが'腹の減る労働であった｡｢定時｣というのが午前七時か

とふだんに三分の

ら午後五時まで'正午の榊分休憩をいれて十時間｡残業が三時間か
ー

27,385

孟宗忌経費

90,526

差引残高

ら五時間oがらん'ごろん'からん'どろん

1馬力ほどの力をだし通しているのだから当然なわけであったo工
場ぢゆうで馬鹿扱いされるる二人と一ぽん親しいのは私であった｡
それは私が工場で1ぽん下ツばの小僧であったからだ｡私たちはよ

く塀の破けめをくぐつてひろい女学校の庭のすみで日向ぼっこした｡
工場の二階の窓から主人が打ち振るベルの音がきこえるまでの十五
分ばかりを'古材木に腰かけながら印刷インクと油とによどれた仕
事着の汚い姿を太陽にさらしたものだ｡
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