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カ ト マン ズの あ る 一 日

深 津 鑑 査 果

年前七億 空､ノモソと獲礎 4､tb温い 出す8鑑の外はまた=-意の膚 9=の萄

恵竿後になればソアラ りよ滞れ .日ニ●､しか藩いぼとへに怠る ｡九月に オ ペ -ノしの

か トマ ンスttに鷹て以東 .-一度､t雨に息お giニかか らない.今 日は解 りのSと

二人 .食尊慮啓 o敬いg盈 こす りつつ.香溜コンClにやかん星4＼げ.こkて阿

孟つくううかと柵は 腰 芭す慮｡ます一題モ -ニン二㌢･テ ィとて易 ついミノLク紅

拳盈入れ .耗 t)三人 孟鑑 いこ符 (bネバ ーjLて憲 一と‖て=食 しか食へご合いか､

¥のかわ u軒展 望ぬけ .お一冬 .守級四線線 とよく紅蒸 盈ノ飲む.町や村の,ヾが

-jLには似せ茶 店 が あって.貴之やけとす るほと?あついお茶 象牙'ラス のコッ

プに入れて願意法る｡

常食は花餅rJ＼ら先帝単,これ えオペ -JL人は亨 を矛 と′呼 か､一ラ ンナ孟食 へ､

てから徴和 学殊 に出かけるめて二 十鱒に輩紫の｢._JLJが鳴 るわけで､ある｡.食

静 まと覇 に LIかに置いて食へ.為のがオペ -ル式 で濁 るが.私産はダン粟-凡

の鴇の上にビニール 差敷 いて.食摩代 りとした｡食蕃恩 お皿とコップか各 宙

一つす､っあるの滋 ｡ それて､も工久 しだ､いて鮭横.薬 しい食挙かできる｡予､ソシ

ュ ーアrj-の潰えた､電 車 ･うるさい電髄 で撃の革から鮮度 三打て.食 欲 はそ

りモリ. ガ トマ シス､に東て昏 太って L蓋った ｡二の 雇には ｢老いやC)子は針

金のように細い方か償 い｣鑑んて三更生考えか､,はびこ ってい碧いので助 かる｡

食背後 は膚宙符斬 ｡ラマ尊や尊蚊 へ .史線餌へ と窯牲浄机の新藤によ り吸

って好 く｡私艶の軌 でいた家 田方 トマンズ郊外にあ り.ベスて十五分ほど

かか つて.町の動じ都 に弱る｡バスでは常 と車 は温んで滞 かけで▲･私の隣の

席 か､あいているのに_ 常圃私三人鹿渡 して生 っているのとは.葬 って Lまう｡

天聴 鯛の者 に甘鹿尊 昭の席~かある ,ヒマラヤ に通.ブくほどや性の池 亀が高く

T法るといわれ 畠が.=ニカ トマ ンズ はヒンドゥ毅 の影響か.せ せ ば軟の甲に

間 LT･=も り.泉や家厳 に奉仕する｡尊 蚊凄絶 東の足 に顔滋 っけて.神 として

為が9)るという｡ もちろん甲にばタト釘で大挙教 博 之受け.歌麿 の後人 と穿っ

て溜確 してい 為せ披 Lいるが -一一--

この国には太宰かこ十三ほど､あるか､.雫のうちて凡 慮 も古い トゆ り.ヰマ

ンi:､ヲ ･かし･' ジの兜露導教 室盈棄け1た｡主査厳 磯 は,牙､ソクス フォ -ドに留

呼 したで学良で.いっ克にこにこ した乳 エく攻入覇 だや私がオパ ール の地理.

常 について番ぬると･徽恩天空意施 屠盈腐 って葦て∴ 日本の池 亀の 正しい敢

為･a 孟漸かれた金敷秤藩 は トしり-ザめ3,の哲′畠番犬 で､番った式Jの針すい
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舟凡あ り′憾 しかったサせ 誉学生ばj也戌 だ寸デでt:-′､＼亀よ り. 範 盈′木簡にか

かえ .暦にス万一プ盈告げか吐て .き っ3･gうとっ歩いてい乾 .今日は 丁産額裸 一

貫喪の学生 ス トヲイ守で .厳凌 軒 に LIJ､つr=の で､.せき学生の亡バラ と施 し

食 う｡-級 には努や棄1穐茸ど埼 えられrFJ:いこの画で■あ るか..建 硬 ii･tllビク二

･ソクのよ うで親 しいという ,いすこも褒 L;叔 学監望蓮 に.私 は主監くh番犬でt

主乱した日々や乾生 .乳連の療 星敵い出 した｡

/グ･占4年 夕河1 6)/ヂd√卑 /月

丘でネパ ール滞鑑

イン ド ･タイ孟経て2河野固

永田悦 子さん を偲 んで

解 開展磐 田市 田町 -丘 O -

永 田 蕃 大 新

東 各

藩 たけなわのR.泉ヒなりま した ｡

昏傑孝におかれま してば生盈盛 れる番にふエわ しく御 活躍の ことと烏韓 し

いた Lます.

5て私 ども複号の漫璃濫造7など邑盤澄 するにつけ .長か った蘭満 堂連星思

い出 L空の 櫛 における管 轄方のひ とかたなら塵御摩槽 に付 し深い感 謝の念か

涌 いて くるの五億えます ｡

哲禰ガの 卸厚恩 によって償 予かま た私 ヒ､tか､いかに励 まされ .究乾つ"いた

か㌧ 雫 の-つてつかは っき りと思い出されてまい ります O

鞠壷Ibl･漣 .むにつYl.食血 で背 さめ ていた増 子の確には○うっと審議 か一ご L為

る品名豊艶之風 り庚 して叩 くの盈見る とき.私 どもはあ らため て血 の尊王星

如 t).宅の賓畳,Td-血敵 え懐 手のため に下 ごった儀礁 牙に,じか ら戯翻 した もの

で'した｡

また寛解 に泉ててこった笹蘭牙Z?ヾ､お帰 りにな った後で■.偲 予か一㌧何ヒ慧く生

雲生き と しているの 盈覚る とき .ともず れは婿 との 謝いにj敦けiJうに怒る磯

等星琴 ま して下 さった皆様方 r:努 く感謝しr=ものてtした｡

悦子考ヾ還 した 琶託孟夏ま して,も瞥機密の紛厚恩 と励 ま しに好 する威蘭吻竜
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