
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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賓か澱 争く藩き しる してあ ります ｡智倭 の蛍泉か･極めて薄いニヒ盈知 ってお

りま した聴き 超 . 濃後まて一､九漁に生きることr=よっての為 =の戯簡め私噂盈

濃せるのTでとぺ擢く確 して いま した｡死 去予軌 しての漫 い斬腐生溜 盈薮えてい

r<も のは二の償 金で したb

死 の十五暗聞 くtbい蘭 に番かれた と静われ 蓋 撹孝の盈 後の安寧 も ｢ニ十三

日ミよう恵LB簡ヱ/LどうiJあ りがとう='さlいま した｣とい う蔵翻初音賓で し

た.

郵箆の凄Uh孟与 えてくれるという濯 げ龍 ･織物 ･修 士蘭文のチ-マであっ

た蹄の戴物産登の研乾 .蕗噂 ._新 しい家庭の敦計など .域芋の監望かいのす

へて 篭や断 雲吐.あるいは教凄 さttたく藍命 の苛街きょのろっていた悦子J7ド象

巌 層督 ちぎに入る=とが できたの凡曹硬膏への風潮の乳棒 からr Lた ｡ 樹齢

の人Jqに対 する腰鰍 ､らノ秤に好する威蘭 へと入 って醇け酎 患者ばある牽1象で

牽薇rtfT:｡噂血 した線1.出血か止 らずI.僚 々に窒息 して叩くという讃 しい

最後 でLbったにもかかわらす■rき1うri.ら｣ といって息絶 えて後 援耽 ってい

省かのiう香車 tLかま磯稽 藍 してお りま した.

最 後まで連歌に藍きたと私 ども恵催 してjaijます ｡そ して .空のように生

きることかできま したの且･.すへて哲旅オのぶかけてあること盈敵うとき

にあ りか'とうこご'いま した｡

藩面 て溜 まことに栗乳 て､す し一昔い著わ也勾 もどか し三度威 しますや＼'･成

子の 濃帯 の 一 滴 夏ぶ像え し.また私 どtt.の熱韓差迫丁ヾごせていただ､きま した ｡

最後に曹親身の召押乾殊と御車艶 と盈ぶ斬 りし.社 会のrlめ に,あ るいぼ御

叡塵のために一層の御活躍 盈期待いた しきす ｡

昭和四十年bST月二十二 日

矢 口 東一 武

永野 きん .tJ,らあな たが息 を別 室 とって 四 月′見 せで は町立 なか った かの

朝 く静かに路を刻 んでし､ます .細野は.あなたが轟後 まで# 蕗にまゼ赦夢虎

汁 .革額 硬 決 を主衆 して いたベ トナム 巌 火 の轟 Jq慶 大 して いく ごと を頚 J,

輿轟の衆牽教 を礎･哀 し怠がら量鼻面金 〈何もないか のよ うt=一 日が､過 ぎ こし､

5_.ま弓.

あなたの生命 経/私藍 に-晃年和 らしき産金で乎感寮轟に自己の宴鼻 のみ
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