
三
　
蚕
絲
業
の
不
況
と
其
對
策

農
林
省
蚕
業
課
長
　
農
學
士
　
明
石
弘

豊
蘇
栗
の
不
況
と
巾
し
ま
し
て
も
今
日
ま
で
柵
常
長
い
間
打
続
い
て
居
り
ま
し
て
、
今
や
其
ど
ん
底
に
隋
つ
て

居
る
の
で
あ
h
リ
ま
す
が
、
一
概
何
時
頃
か
ら
此
不
況
が
始
っ
て
居
る
の
か
、
叉
何
時
頃
か
ら
を
以
て
此
不
況
時
と
見

て
宜
い
か
、
ち
ょ
っ
と
見
常
が
付
き
に
く
い
′
の
で
あ
り
ま
す
が
、
兜
づ
大
鰹
一
昨
年
秋
、
即
ち
昭
和
四
年
十
月
頃
か
ら

此
不
況
が
兆
し
て
来
た
と
巾
し
て
宜
か
ら
う
と
瓜
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
今
試
み
に
梯
濱
市
場
の
生
舶
相
場
を
見

て
見
ま
す
と
、
同
年
の
九
月
ま
で
は
平
均
相
場
が
智
の
聞
「
三
〇
〇
囲
以
上
を
保
っ
て
摺
り
ま
し
た
が
、
十
月
に
這

O
r‖



集演謂i學科懸翼
”

てン銀て上爲す而こ二八同至來いでま
参ス塊當つ替゜し十月年りなのあす
り二相隠た相帥て一に0）まかでつが
ま五場のと場ち解日は七すらあた我
し七の入茸の之蘂に四月まうりでが
て六下氣ふ恢をの金六にでとませ鷲h

共月落はこ復前實の弗現の存すう綜聞にで一一一とは年施1楡台内聞す゜，°業
　　　　　　　　　も三はあ割は我の期毘JJL閣のる併叉も
　　　　1割二りの我が七で解月炉我のな此亦
鎗四ま昂が生月あ禁に組がでが世此
のぺす騰生綜頃りのは織劃あら界風
低ン゜に綜1喩にま聲四さ米り叉維に二
落ス銀蜘相Ilt比す明七れ爲ま當濟捲
を：塊し場に較昭が弗ま替す時の込
　　　　　　　　　　　　o示五の頂を甚い和あ食しは　 の恐ま
し七相共一一・・sだた五り十て四先金慌れ
　Nて翌場影割不し年ま月以五つのとま
居年を響引利ま一しにi聚弗金1喩云し
るの見は下なす月たは俄内の出ふて　　　　　　　　　　　　　　　hの　一一　ま　よ　げ　條　れ　十　の　四　か　外　1喩　解　こ　今

で月すりた件ば一で八にを出禁と日
　　　　　　　　1あにと以とを實日四弗爲僅禁及がの　　もりは昭上鼓猟にか八と替か止銀獄不
ま二和にふす一ら弗云がにに相縣況
す〇四甚ここ割は八ふ強上付場業を
゜ぺ年だとと飴四分風調下ての不招
斯ンーしとはの九のにをし見下況來’
くス月か同申騰弗五次呈てま落の．し
銀八にっじす貨四に々し居すと主た
塊七於re結まに分昂躍てつζ云なこ
相三きや果で當の騰進i來た昭ふ原と
場とまうにもつ一を致たの和も因は
の云しにななてに致しので四ので蓋
下ふて思りく居達しまであ年もあし．　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
落風ははま一．・るしたしあり一一見つ已．
いに月れす割のたのてりま月i睦たむ　　－　　　　o　　　　　　　　　　　へ掩段，1・ま　爲でので更ますかすかを
しk均す實替あであにす゜らこも鱒
まと二゜際相りあり十゜然七と知な
す下六次に場まりまv－．一即る月がれV・
こっヂに於がすます月ちにに出な析　　　　　　o　　　　

o
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策封其と況不の業糸糸獄

云八ましを五響額實した屠綜ししと
ふぺした［く月・ががにてしりがてては
やンたの共上あ殖三三僅まま五米gC麦
うスカ1－〔ミ後句つえ倍かすす六國鍮那
な台本俄一かたま瞭一’一・iとの三に出の
凡に月か進らこしに環六でd輪額生
ゆ下にに一約とて達0割あ○入を縣
邑つ入好退一は前し〇四り○さ増喩
原てり調のケ射年て○分ま俵れ進出
因摺まに歌月はよ屠俵をすでたしに
にるし弊態聞れりる程増゜あ生たは
遭のてじをはなもので加支り縣こ非
遇で再ま示一い四であい那まのと常
いあびししこ所○ありたにし量はに
たIP騰てまぺでdりまし於てを此良
しま貴一しンあ○ますてて前見庭い
ま究を・九πスリOすカミ居は年まに條
し　現ぺ九台ま俵゜前る八のす原件
義藻iEζ呈集％k6藻劣写吾吾誌竪IE
がにニニニ台十し爾もに二四あ〇九i顧致つ
生世一一に一・一てほ殖支dりOdがして
継界ぺ上日贋銀え那○ま俵〇六て來
慣経ンリ、にり塊たの○すで〇六居る
格濟ス共彼ま相と生俵゜あ俵一・るの
を界台後のし場云縣と樹りにdので
低のを又英たはふ及な敵ま比○であ
落不示F－一國カミ共こ1歌っ羅し較Oあり
せ瀕し七の六後と羅て巴て致鹸りま
し金まぺ金月もts．巴擢｝縣了瀟しイ喪まし
めのしン本下釜我縣るは年まですて
今楡たス位旬kがのの共のすあ゜膚
日出゜台制に廉生亜に敬五とり即國
の解最に停一く懸米比量三一まち生
否禁近下止三なの利較がd割す昭縣
況銀につのぺり輸加い少〇六　゜和が
を塊至た聾ンま出に二たいO厘共四亜
招相り～二明Xしに劃しの俵を巾年米
i來場まとが台夙大すまでに増我に利
b下しもあに本きるすあ比加國於加
たi落てあり恢年な輪れり較しのきに
しと一りま復の影入嫉まいて生ま封
一重0］＿



集演講學科縣獄

ま云と和まま’ ｿ管場つふらま夙．た
しふX五しす一にかたe昭％S巨斯の
たこふ年た゜○付らのζ和　づ様で
がとや二のさ○き隔で横響之製褄あ

行た合を同此しVS．環％戸一ま業あ
鰐繍舗享縮斯鶏胆無接
安あ帝保を保と獄のく港ら昭及し
のり國管躍管「緑供しに五和生た
情ま獄に躇は二株給て於旦胆綜の

この…結般にま綜・と産五に日付昭

せにき保っレくに金樹面ま一でし月

宅無芒皇ll　8曾欝警駿暴・
た慣度たす行圓ままををて業行組
のはとも゜きをしす共す操をを合
で辛しの叢不貸頂゜同る業休・1ヨ中

は小ををま勢のoの依こす　の総
政康す蒙しがで○共つとるそで會
府をるつてああ圓同てでとれあに
に得とた昭りりefJ保市あ云かり於
　　　　　　　　　　　　　一一102＿



策劉共と況不の業絡獄
r－’一一M－ne－－ff’－pm

一まかあ一一一一六面る此にたであしこ封
こ1すらりyd月し虞法當とありたとし
五゜銀ま〇十たれ律時云bまがをて
○故行す○日とあののふます故陳速
圓にが゜圓に需る趣HJtこ需゜に情か
乏一一．一生併を融は場皆況と　此三さに
だ荷綜し限通な合はは嫉其綜月れ縣
け口を本度いけに生我立褒偵八た債
をに播法とたれ於縣が法布安日の安
生付保畿ししばての鷲當實定にで定
縣てと動てたな獲慣縣時施融i孫あ融
を一しの損資ら動格業恐後資慣り資
櫓二て目失金なすがのら牛補委ま補
保鉦貸的がにかる一爲く年償員す償
とO付があ謝つこ般に何な法會゜法
しOけ綜つしだと経盆i入らはを政を
て圓る慣た質のに濟kもす昭開府磯
貸をのを場一でな歌悲考し和きも動　　　　　　F　b付融で一4合荷あつ況しへて四ま亦し
け通あ建に口りてにむな本年し時て
をさり限は一ま居照ぺか法一一一て局貰
　　　　　1すせま度補○するしきつの月綜牧ひ
るるすに償0°のて事た磯に債拾た
や師が維す○此で異態燐動公安のい
うち廉i持る斤法あ常とでを布定途゜
に一いしとで律りななあ必さ融は而銀（Sもて云あのまるっら要れ資之し
行○の保ふり畿す低たうとま補をて
に○でっこま動゜欝ととすし償措此
命斤あてとすに當を云存るて法て難　もじEPつ行のが依時なふすと九のは局
　　　　　ヤたちてく契一りのしよる云月磯他を　　　　　　　　sの一一はと約荷ま惰慧りのふ一動に匡
で○効量をrlし勢綜外でや日を見救
あO果ふ政一・一・・ては業なあうに決田し
　　　　　Nり斤がこ府○銀正のいりな實意して
まになとが○行に基のま事施い難欲
す付いで致0が此礎です態さたいし゜てのあし斤昭危をあ゜がれしとい
爾riiでりたに和機危り之磯たた考と
ほせあまの付六にくま同生ものへ云
此ばりすでて年直すす時しのでまふ
　　　　　　　　　o
＿103一



集演講墨科継獄

二前　 す上局年であが　決衡招と補
月に第るのに六はつ爲第議を集に償
ま二二こ關於月正たに一い圖いな期
で割にと係てか味の工にたるたつ隈
二の決にかもら十で場製しこしたは
割封議なら異之一あ法縣たとまの取
を印しつ致存を時b關工のがしで敢
一をまたしのJE間ま係場で此てあへ　　　　　　　　　　　　　も割決しのまあ味をす法のあ際時りす
に議たでしる十許゜規就り極局ま六
改し纂あて筈時さ工の業まめ謝すケ
めて項り當は闇れ場改時すて策゜河
て居はま局なにて法正間゜緊に父と
實り釜す者い短居施をを　要付箪致
行ま数゜のの縮つ行必昭　なて継し
すすの　要でした規要和　措協業ま
る゜封　求あての則と五　概議同し
E：是印　 より欲でに致年　 でを業て
　　　　　　　　　　　　　　　ヒ云がは　りましあ依し六　あ致組其
ふ五一・一一しいりりま月　るし合以
と月割　 ケてとまます一　 とま中後
とでと　月直云すすが日　云し央の
に以し　邊ちふ゜と故よ　ふた會こ
　　　　　　　　ね決て昭　 れに要即職にり　 こ結にと　゜
議期和　 ま規求ち工共時　 と果於は
　　　　　　　　　　　　　Nし限五　し則で當の手聞　を生き惰
たが年　 てのあ時就績短　 認懸ま勢
　　　　うの結十　 同改つ之i業き縮　 めのしに
で了二　　年1r三たを時をを　　ま”生て・從
あい月　七にの一一闇政し　し産はつ
りたま　月著で年は府て　 て調五て
　　　　　　　　　　　　1ましで　一手あ除昭に正　i其節月叉
すま延　 N致りり和要昧　方をこ二更
゜す長　 かしま繰六望十　法行十に
　とす　 ら、ます上年す時　 とひ七考　萸　る　　　改　し　゜　げ　八　る　間　　　し　ま　日　慮

　にご　iEた一・ま月とと　てしにす
　六と　規゜面し三云す　次て臨る
　　1　月ち　則其是て十ふる　の需時と
　以よ　を手は昭一こ～二　事給総煮
　降う　實績猷和日とと　項の會ふ．　　　　　　　　ロ　　　　　　　ら　十ど　 施き會五まで是　 を均を～：
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策i封共と祝’不の業縣獄

ま憾た場ま貨年あつう　　　限行．
まなのにしはよりて云以第第すを第
しがで於て幾りま居ふ上五四るせ三
てら生け何ら持すり非のがはとしは
一出縣るれか越゜ま常五養養云む横
一．r來市潜もつすEUしなつ慧獄ふZe揮
oな場貨・F・とち夙努の業＊一爲刺1
0かはが年減云前昭力項者者項匹戸
圓つ爲多につふ年和を国にはを如璽
台たにく比てこ四五佛で謝昭加何市
をの非な較はと八年つあし和へに場
辛で常りb滲に○にたって五た多に
うあな交たりなo持のた低年のく於
じり燃我しまつ○越での利度でのて
てまi迫がまして俵さあで資夏あ縣前
保すを喩すた來でれりあ金秋りを二
つ゜ ﾖ禺とがたあたまりの獄まtff項
てのり港甚碕のつ生しま貸掃すへの
骨窪奮纂讐墜£砦賛発％巴謬゜著謹

まらてけく月りの九併斯を調　繊調
しす補る多にまがqし様政節　灘節
た縣償滞かはす約○何に府を　榊に
も慣法貨つ七゜倍○分官ば圖　戸臆｛
のは畿がた六其増○當．民要る　爾す
が釜動段のd後い俵時協求こ　港る
犬kの々で0二た前米力すと　に荷月低勘殖あoユし年國致る゜ @於受
譲蕾馨を皇隻ゐ芒窪暴髭2　簾縞
急歩直來す月1竃四けし゜ @　荷限
樽調ちる　゜にク九八るて　　　　受を
直をにと斯は市OO生懸　　　 けな
下辿見云様六場（SO懸慣　　　 をす

八りるふに八にOOの謝　　　 しこ
○まと情二（づ於0俵溝策　　　 なと、

○し云勢ユ○け俵で費に　　　唾生
圓てふで10るのあが苦　　　荷産
台誠こあヨ俵生生つ非心　　　　受調
を月とり1と縣綜た常を　　　け節
割にがまクなのをのva』　　　　を空
る於遺し了1了り滞前で減斯　　　 佃i實
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集丁演講i學科縣獄

ま業しおば値りととまの造分見　や
　　　　Nし者て傍雑でま云云す作は八逃斯う
てと全地しあすふふσ柄れ厘すくに
製し國方いり゜ここ生がまのこ此な
　　　　　　　　　　　に　J縣て準に低ま沼とと懸非し檜と市つ
業は均於落し津ははの常た加が況た　　　　　　　　も者殆相きとてに縣是溝に桑で出がの　　　　　りのど場ま言之於慣は費良葉あ來日で
購堪をしはをきの非がくのりなにあ　　　　　　　　　　も繭へ見てな前ま廉常減遽磯まhj曾り
費得まはけ年すいにりに育しのしま
金べす三れの初當市つ牧もてで悪すがかと圓ば白取時況ム繭恢2ドあ化゜
　　1叉ら白台な繭引ににあ高復年りし
澗ざ繭とら七粗於鮒るにをにまて
澤るが云ぬ圓場きし際於し比す参
を悲四ふの四一まてにきて較゜り
鋏惨圓近で四貫しは一ま参し即ま
いな0年あ鍵目て悪害IJしりてちし
て歌二稀り黄買は影以てま大囚た
居況鍵にま繭馴殊響上はしし月原
りに黄見す八がにをも一たて三因ま陥繭る゜圓白繭及塘割し塘十と
　　　　　　　　　　　）しつが廉鋤一繭のぼ牧九且加日し
たた三値之三が値しさ厘つで現て
のの圓を其鏡五のたれの天も准は　　　　　　　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
でで九現後で圓廉の饗堰候なの我
動あ八出繭あ一いでて加がか掃國
もり鍍iい相り七とあ是と極つ立に・
すまとた場ま鎧i云りカミ云めた豫於
れす云しはし黄ふま皆ふての想け　oば　ふた釜た繭こす生こ適で枚る
繭斯eのkのがと　゜懸と順あ数春
買くとで尻に五をのとにでりは慧
取繭にあ下比圓導みな相あま前繭
引慣なりり較三いなつ成りす年の
にのりまにい八てらてっまがに意「　　　　　　　　　　　　N灘惨ますなた鍵來す供たし共比外
滞落し゜りし意た繭給のた後較の
をにて斯まま外ののさで爲一一し増　　も來加炭様しすので増れあに時て牧
たへ繭にてれ廉あ牧るり獄氣二を　　　　、
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策甥共と況不の業糸糸慧
s・“’幽＝：一：L－L－一：一一一

均比との費　資金を藁の戴て課云謀
璽警奮鉛書響書裂碧藩吾釜醤響虚肇
失たま月Pt我一け双入に金のし触が
しししにに國ケは獄資大部弊よがあ
ままたは段に年五業金臓よ害うあつ
しす゜四k於肥翁組「省りを主りた
てれ七一滅け料銀合六預養防z・まの
是ば月d少る獄行叉○金鷲止ふしで
が甚に○を春種のはO部感し：もたあ
爲だは○し獄桑貸＋萬資急且ののり
にレ懐俵1訂繭゜苗付人園金i資つにでま
生く復鉦年の等は蓮合運金製封些％
馨蓼t2窪斐路奏薯茜’墨乞禁≒tf装
場を三は月な入五に○員て者は養結
は示九四まる資厘融O愈低の資獄果
盆しdOで塘金以通○の利購金者と
kてodは牧は内す萬議資繭をのし
悪居OO徳が三とる圓を金資供申て空9、讐犠芸P，爺奮蓬ili讐燕霧塗講叢

てのな六〇ま賦ら致本し通需て書齎
殆でり月dし均れし渤竃す’用援乾1の
どあまに○た等また業乾るを助燥投
停りしは○の償しの銀繭こ緩し共喪
享享奈誓欝畏響薦£焦轡直型肴覆塞
る゜ ･激外し云還り縣資オ：口たか管煮
所斯も減をまふ期ま農金域い兇を繭
を様前を消し纂限す工共つと　し慣
知に年致費質には゜銀四た云又よの
ら生同しい米さ使但行○のふ一う不
な綜月また國れ途し及Oで考画と自
かののししにたの金塵萬あへに云然
つ需五てて於の性利業図りに於ふな
た給一二居けで質は組叉ま基ても低
璽皐9磐茎皇P，叢姦含羅s；嚢，窪窒肇

あ憂OOし懸ま繭雀央獄でしには招
りし俵○たのす保の金種六質依i黍く
まくに俵も油゜管1資庫及月大つ託と
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集演講學科縣螺

繭人まへぎ牧とのてめを腕　甚にす
ののしたま激協形は幹印の蝕だ低゜
減期て感しに力式右部刷聞にし落即
牧待こ二がて於とでの数しに於きしち　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

つ

がは分認はきに各趣名て迫き不八六
僅金二め一・ま依地旨の蕨つま安月月
かく厘ら割しり方に方くてしをに前　　1に裏僅れ一頂ま長はカ1配居て感はに
二切かた分前し官全全布る獄ぜ七於
分らにの一一年てに然國い夏綜ら0き・
　　　　　　h二れ二で厘に極右同にた秋同れ八ま
厘て分あ減比力の感遊し鷲業た圓し
にし二りを較夏i封で詮たの組の九て
しま厘ま報し秋策あさの掃合で月は
かつ減すぜて獄のりれで立中あは月
過たと゜ら一の働まてあを央り更雫
ぎの云然れ割飼行し趣り手會まに均
なでふるた六育方た旨ま控及す落七
かあごにの厘景をののすへ日゜調九
つりと其でのの依で徹゜る本　 を五
たまに後あ減調頼七底のこ叢　績圓
こすし磯り少飾い月をみと懸　 けを
と゜か蓑まををた十圖なが會　ま示
は斯過さす報懲し一らら急及　 しし
痛くぎれ゜ぜ懸た日れす務帝　てた
く馨なま是らいの付た大で國　六も
市獄かしがれたでをの日あ農　 四の
況繭つ光爲ましあもで木る會　八が　　　　　　　　　　　　　　　しににた繭にしまりちあ鷲とは　圓共
影於の實綜たしままりi綜致そ　 に七
響てで牧界がたすしま會しれ　滲月
㌫鳶霞締熱旛％髭ぐ肇暴
　　　1　　　　　　　　　　｝
し九ま天途同全く綜叉・きて協　 致き
　　　　　　　　　　　もま厘す候にじ國官局農ま右議　 しま
　　eしを　 の幾く夏．民長林しにを　 まし
て増斯順分牧秋一・か省て甥致　 して
釜力1様調の繭鷲致らにはすし　ては
kしにに光豫豫し依於愈るま　前七
暴夏し葱明想想た命き頭警し　途○
落秋てまをに掃意通まを告て　fAj五
　　　　　　　　　　　　Nを獄習れ與於立見牒し初文団　ほ圓
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錐封共と況不の業緯獄
・6－一鴫’

了決操紫梱楡すは償たつ鍍iを常に加
に心業ふあ出力1昭期し瀬晩現1｛r於へ
到をを趣つに之和聞まが秋は激きて
達諒休旨た振を六をしな鷲し落ま來
すと止での向七年昭ていがてをした
る致すあでけ圓度和先悲一一参呈ての
荷しるりあ昭に’新七つ惨圓りしはで
口ま以まり和櫓移年慧の九まて五あ
がし上すま六額動六懸ど八し來七り
あての゜す年し期月業ん鏡てた四まり亘四第か三疲よ末同底と杢の源！す
まつつ四ら月府りま業に云國で十゜
し最のに冥よ及積で組投ふをあ一・’一一即
・た初事昭中りび立延合ぜ雫通り月ち
故定項和の毎銀金長中ら均じまに九
にめを六一月行をし央れのたす於月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 o

銀ま決年○ユ実に一政噛愈た数オ；口　 きに
行し議三萬O謝帳府はの字場既ま於
がた致月梱○すにのJJLでをににしき
若補し一を○る付支月あ示於一一一てま
し1償た日1除俵償て出二二りしき貫はし
此期のよ出見還金額十まてま囹五て
期限でりに當に七を五す居し二八は限のあ同振づ充圓三日　゜つて圓一月
　　　　　　　1　　 ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ら

が六り月向Nつ其○に此たに台圓午
到ケま末け庭る以○臨情の白をと均
來月すま他分こ前○時勢で繭割相六
しに゜でのすとは萬絡はあ夏る成四
　　　　　　hま依政に一る第四圓會官り慰とり八
しり府一一〇こ三圓まを」発まが云ま1劇
てまもケ万とが四で招識す二ふしを
直す亦年梱醤滞八搬築齎゜圓や質保
ちれ此聞を時貨鎧i張いの之Oう之つ
にば當全地滞生でさた刺！で六なにて
按ヂ業國使貨綜あれし経は銭殆伴居
　　　　　　　　　h保月者一ひ生のつた柿を養秋どつり
生四側齊に綜約たき償ひ懲慧未てま
孫日のに供は一のこ法ど者が曾繭し
のは非製す約○でとにくは二有相た　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロrPt期常懸る二寓あ第依刺全圓の場跳
分限な業蛎0梱り二る戟く一一廉も十
を満るのう万をまに補い立六値非月
一109＿。，．．，H



集演講i學科綜慧
F

るす臓今占るをま劃政の賛委持の致
所゜に後めこ含す策府限を員越懸し
で此瀕肥てとん゜低は度得會し慣ま
あ荒し培履にで此利叉をてをてはし
り慶て管りな居七資別一融招行補た　　　　　　　り　　　　　　　　　　　

N

まの植理まりる○金に六通集く償な
す桑墾をすまの○と九一・贅いと契ら
゜園へ改にしで○云月六金た云約ば
併をを善も層たあ萬ふ三圓のしふを了lf
し此行す拘趣り圓随十を返まこ締況，
養儘ふるら，旨まの分日増濟しと結に
鍛にょこすはす中侵に加期てがい非の打りと今こ亮゜にい大いを補銀た常
好・棄ほに日づ斯は名藏た昭償行しな
景てか依企以様産前省し和期業まる
氣，Xにつ國てに桑Q預ま七間者し悪’
時置救てに桑’O改低金し年のとた影
代き濟恢於葉○良利部て六延し當響
　　　　　　　　　　Nにまの復ての○嘉資資三月長て時を
於す途のは生○業金金五三及はに及
きとが見約薩萬資七運一十補頗比ぼ
まとな込こ二費圓金0用六日償る較す
　　　　　　　セしはいみ0はを即Oi委圓ま金苦いこ
て養とが萬繭支ち○員とで額痛たと
は懲云あ町の出桑萬愈す麺のなしは｝

剛維ふり歩生致樹圓のる長」曾こま発
　　カ牧螢極まの産しのの議こを額とすれ
の上度す莞費ま改融をとしのでとな　　　　　　　　　　　h　　　　　　　　　　　　り桑甚なが膿のし植通経に措二二あ遙い
　　　’葉だ荒他桑約てををま決保件りかの
と不慶の園五桑行なし定生をまにで
購利に八が割園ふすてい縣諮し下あ　　　　　　　　　へも釜陥万あをの爲こ失た一間たつり
之なつ町り占改のと業し荷い故てま
をこて歩其め植i資に救たrlたに居す
惜と居は中るを金な濟のにし十りか
みはる既一4璽政三つ農で謝ま月まら　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N

ま何のに二要府○た村あすし～し且
・し入で樹万なが○の漁りるた日てっ
てもあ齢町部…奨○で村ま柿　゜にPt又
桑認りが歩分働寓あ臨す償其懸儘當
園むま老はをす圓り時゜金協慣に時

一110－一



策劉・共と況不の業練醐

　　　　　5醐冊　　　　一｝

府や業をの四でを同必をTlt－一際どの
1縣弓救なで萬あ失時…要確此面奮う改
のな濟すあ町りしにと立際i資畿で植
中途とこり歩ま冒供叉致す資金をあに
でに云とまをす給桑しる金徴しる依
は依ふSす改゜の園ま所の達てかつ
大る公致゜植斯減のす以供が桑とて
藏の盆し仰す様少改かで給困園申一
省で的まちるなを植昏あを難のし時
のなのし一一・一に意圖を此る致な改ま牧
預く立て段必昧ら致方としこ植す穫
金て場今歩要合なし面考まとをれを
部府に回になかけまにへしになti］減
に縣あの付るられす失ま夙依』桑す
封肉り費て資致ぱこ業し桑つ將葉る
しらま金桑金しなと者た園質來のと
て是すは苗とまらにののの不の慣鼓
義がか先代致しぬ依勢で改況策他ふ
務取ら程三して際つ力あ植時をはこ
の扱銀申○ま蚕にてをりをに考減と
履ひ行上圓し國於一一・振ま噺於へじは
行ををげ肥て改凄時向す行てるて非
をな維た料三ミ植ま桑け゜ぜもと居常
怠す由養代○をし葉る叉し亦云りに
つとし慰二〇必てのと桑め桑ふま苦
て云て雁｛Oo要唾牧云園る園飴す慮
居2、利急圓萬と生穫ふのとの裕カミ致
る立鞘資跨圓す産量便改云改が併し
も前を金銀のる調を宜植ふ植なしま
のに取等二融莞節減がをこがい養す
も致らと五通慶の少あ致と兎の慧゜
二しれは圓をせ国咲るし峡角で者然
三たて違合なる的目のま養Rttsあのら
あの之ひ計す八に下です罐躇り意ば
りでをま七こ万資生あの維さま氣不
まあ供し五と町す懸1に螢れすは況しり給て圓に歩るのま多のて゜溝時
てます其以決のこ需す数將居の沈代
婿する閏内窟中と給゜の來りみをに
様゜と的のさ翼はのぞ螢のまな致於
な尤云が融れ五勿均れ力基すら』て
府もふ失通た割言命f財とを礎故’Sr．丘ヒは
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集演講學科縣獄
　　　　」

株れ時けあふ欝と云てなし村欧に縣
をば期をりや者にふ償V・まをそ於に
掘此はすまうはなご還とし維れて封
起際一るすな自りと期云て由だはし
す取ケこか虞分まに限ふはしけ銀て
そ敢年とられのし相はこ町て利行は
れす問はntJを希た成二と村3く摩経預
だ古の喀和感塾なつケに産はが由金
け株猫和六じすらて年致業直高に部
のを豫七年まるは1居据し組接く依で
費掘期年のし桑非る遣た合になっ直
用起闇の春た雷常の後の一專るて接
としを聯植のをにでがで○業と資貸
致て置植時で手多あ五あ人團云金出
し共い付期桑に数りケり運罷ふがを
ま跡た時まの入のま年ま帯に結融す
しにの期で古れ桑す々すの貸果通る
てはでまに株る苗゜賦゜邸付にせこ
ゼ他あでやをこを術償で三すならと
五のりでら堀と必ほ埋大つるり” ﾊが
圓作ま宜な起が要叉二藏をとま是出
の物すかけす出と四ケ省認云充が來
牛を゜られe來す万年のめふ　爲ま
額作併うばとなる町の府まt府にせ
三らしとなはい關歩据縣しと縣借ぬ
七うそ云ら生と係の置債てにが手制
圓とれふな塵カミ上桑きの府致大の度
五云でこい調或桑園期引縣し臓方に（）　　ふ　　も　　と　　カミ　働宝　は　　苗　　 を　　「閉　　受　　及　　た　　省　　力・　．な

鎧iや術に質の是の一をけllilの預らつ
見うほ致際目が供時含は村で金見て
當な植し其的爲給にみ年はあ部ま凪
をも付た跡もにに改ま利閣利りかすり
融のけのに含債不植し四鞘まらとま
通にがで新め格足せて分をす金利すす蜀出あしらがをし七二取゜を鞘゜
るし來りいれ暴生めケ厘る事借をそ
こまなま桑て騰じる年でこ業り取れ
としいす苗居すまとのあと團質らら
にて゜° �驍驍ｵ云イ賞りが艦之れの
致は言植植のとてふ還ま出とをる府
しitt換付付で云養ことし來致町だ縣

一H2一



策i附共と祝不の業継醗

養を題信をるのの明と　でで昨町た
慧論すじしとでで年認政ああ秋歩の
者きるた一liもああ度め府りりにでで
はま印が分考りり帥たはまま堀ああ
現し刷爲なへままちの現需兎起りり
下て物でるらすす昭で’下　　しまま
獄i2’をあ準れ゜°和あの　是がしす
縣に廣り備ま併斯六り惜　と行置゜
業i封くま期せし様年ま勢　 共は掘此
のし配す聞ぬなに度しよ　にれ起計
實て布゜を』が翌のでり　將てし霞
歌善致次與3くら年養昭考　來之のに
を虞しでへ生當の獄和へ　ににみ依
能方ま懲で産時養に五ま　於依をり
くをし懸興調の獄付年し　けつ行ま
諒要て業「田節模にての質　るてはし
得望慧同にの様關も＋更　　養繭れて
いし縣業於必かす産月に　鷲のた本
たた業組て要らる繭四昭　経生段年
しのの合農が見注の日和　 螢産別の
まで現中業あま意調に六　の調は八
・しあ欺央経るすを節農年　基節二月
てりを會螢なと牟を林度　礎に「一一
棄ま詳がのら翌年な次に　確役五日
一しし叉聴ば年以す官於　 立立一ま
面たく昭換成の上と名け　のつ六で
桑゜述和をる春も葦ミをる　 国た町に
園本べ六計べ鷲前ふも生　的こ歩改
の年生年書く期にこち縣　 をと帥植
改に藍のせ早に致とまの　達はちの
植於調二しい於しにし供　せ蓋合行
及け節月め時てた癒て給　 らし計は
施るのにる期もと當地を　れ少四れ
肥養遜我こに市云な方調　 るな一｛iた

の獄くがと於況ふ指長節　こか九段
不状べ養がてが事導宮す　 とら九別
足況か慧適生非は方にる　 とぬ二VS．
にをら者當産常決を通必　思と町二
基見ざにで者にし希牒要　 は存歩室
くまる望あに好・て望をが　 れすは四
所す桝むる注轄なし致あ　るる既七
のに以とと意すいたしり　ののに六
＿113一



集演講學科練酸

鏡鏡も相併て於後豫を日EIJさてま桑
黄とあ場しさけ一のしのちれ共すi葉
繭云Oを興れる進墜爾此横ま後゜牧
がふた現後た初一明後爾濱し更即穫
三所やし段の取邊が叉日市だにち減
圓まうたkで引をあ落に場゜一一春と
Oででのとあに績り調於に是割獄云
七上あで尻り於けまにき於等八掃ふ
鎧iつりあ上まきてし傾まけの厘立こ
とてまりりすま居たきしる婁減豫と
云行すまの゜しっのまて相實に想を
ふつがす惰金てたでし五場は訂数見
と「 u晃゜i勢くはの市た○は市正量越
とのづ尤を之責で況力IO六況さはし
にで異も辿に酬あに六圓月にれ前ま
相あ例本り依白り著月を三好て年し　　　　　　　　　＿　　　　　　　　

N

成りと縣まっ繭まし一示四き居に殴
つま認にしてがすき十しH影る比春
てすめ於て養二　゜活』て爾響の較鍵
居゜らきお獄圓同氣日居日をでいに
1）而れま傍者六年をにりに與あた於
ましまし地は○の呈彼ま於へりして
すてして方央鑓春しのしてまままは
゜全てはに望黄繭ま米た五しすし一
斯國杢四於の繭粗し國も○て゜て般
の早國五き淵が場て大の○幾又八に
如均一〇まに二を六統力1圓ら豫分掃
くに般鎧iし沈圓見月領，同是か想“一一立
に付か球て倫五ま末フ月が縣牧厘・を
してら上はせ二すに1の最慣繭減手
て見見とぎし鑓へ六罵＋低を高と控
漁まま云四めと五〇1三値見も云へ
繭すすふ○ら云月○氏日で直一ふ模
甥段凝甥1墾案言墨翁yt　ll）髪瑠憂墜

の白ぎを五の曾にに猫四まの分tcあ
未繭圓示○で有於昂賠○すで四一つ
曾が四し饒あのけ騰償圓゜あ厘時た
有三三〇てまり廉iるを金ま六り減報の
の圓1居でま慣沼致支で月まとぜで
廉一五る買すを津し梯恢三す獲らあ
値三〇厨馴゜以に翼猫復西゜表れり

一一 P14＿



策i酎共と況不の業糸糸獄

r－一一一一
減金縢金あ三三し上自P共當こ〇五しを
少部急融つdなげち岡りとo團た現
をva資のた○かま昭保聯を萬艦の出
期謝金需の○つし和管繭認圓のて1致
待しと用で萬た掩五及i資めの代殿し
さて同があ圓のや年委金ま融表縣ま
れ債じ少り程でう度託とし通者業し
ま樺條なま度あにに製し頂をes．同た
しの件かすのり段於綜て五政五業こ
た引でつ゜貸まkけを必月府月組と・
が受rgた叉付す尻灸な要二に＋合！嘆
重け己が地を゜上i養すな十要一中養
米を資爲方致3ζり獄場四七整Ei央観
利中金ににし府に憲合五日しに禽者
力il出を手於ま縣な急に○にて運大を
にた貸持けしかつ資限○大参署日失
於も付資るてらて金つ萬藏つを本望
けのを金金豫iも参とて圓省た致獄せ
るは致が轍期此り大融の預のし綜し
生是し可業の資ま髄通融金でま會め
孫亦たな者四金し同せ通部あし帝ま・
濯｝少とりも五のた様らを資りて國す
費い云豊一〇要爲でれ決金ま繭養の
のやふ富般○求にある飽運す櫓鷲み
情うやに金萬も養りもい用゜保組な
勢でうあ融圓從XSまのた委政貸食ら
よあなっがにつ者すでし員府付帝実
りりもた滑比ての゜あた會はけ國共
見まの模か較少豫爾りのの叉を農荒
ますも様でいな期ほまで議事行會腰
す゜あかなたかし本すあを態は及洵・
時でりらかしつてi資゜り経のし獄に
ic春ま丈っま7a居金貸まて頗め業W
は鑓す共たすのっは付すプミるる組だ
到繭し貸爲れでた春け゜○憂爲合し
底の梶出tzぱあ程繭の本Oふに巾い
之薩つし叉若りにの條資Oべ低央も
を額てま一干ま之相件金萬き利會璽
以が大し面のすを場等は圓も資等か
て幾藏たにde°必がは乾のの金のあヒ
満分省養於裕繍要前箭繭中あプミ関り
足の預獄てが局と申年の遊る○係ゑ
　　　　ノー115一



集演講畢科縣獄

しをとすなし論大は長の上・一一一・にこす
正一一一“を゜どてさ日蓮宮申減ケ道とる
磯般能養凡もれ本将に合少年府がこ
表にく騒ゆ右ま獄し訓せす平縣此と
は豫諒者るのし縣て示をる均の際は　　　　　　　　も市想解も方方て會繭を致こ量主必出　　　　　　　1況さし亦法針養帯便致しとに務要來
にれて市にに獄國廉したの比課已な
封たそ況依呼の養に且の方較長むか
しのれのつ慮自翻付つで針し及をっ
毒ぐ瓢響馨暴韓鷲蘇黛奏
だ’り鐘を秋或促獄獄周まら蔚官いで
しま當洞難はす縣者長すしはのもあ
くすな察生協所業によ゜む飼参のり
好゜手を遜i議が同訴り止ヒる育集とま
響即段』調會あ業へも決と量を認す
をちを生節をっ組る通議云の求め゜
與大講産の開た合と牒のふ三めら更
へ日じ調EIいの中云す趣こ割まれに
た本ま節的てで央ふる旨と以しま叉
も獄しのを決あ會印所にを上質し夏
の懸た此達議りよ刷が基決慧是泥秋
の會結場すをまり物あき議極がの獄
やは果合るしす會一りまを製協でにう前夏に爲或゜長○まし致造議ti於
で年秋已には又初萬してし者會月き
あに獄む最印各め枚て麗まはを二ま
　　　　　　　　　｝り比のを善刷府幹を3ぐ林し夏開十し
ま較掃得の物縣部贋前省て秋き一一て
しし立ざ努を當数くにはそ慧ま日も
てて徽る力配局名配述五れのしこ二相
煽籍篇奮森雛腿ぐ難翻肇
三七當策はて懸がた鷲十其の果両の
十分減でれ注業全し懸日實製夏日生
一減少あた意團國ま業付行造秋農産
日をするのを鎧をし關を方額獄林を
に報べとで喚に親て係以法をに大調
は告き云あ起於し術五てに三於臣飾1
綜をこふりすきくほ團地付割て宮す
慣i致とこまるま遊叉艘方て以前邸る

一116一



策i尉共と況不の業縣慧

縣取にし云　仕たたあじ割た落國六
の引相てふ次合不とりて：夏しの三　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

生相當極こでせ安云ま居分秋以金○
薩場力力と十と氣ふすり減蕉i來本圓
額を強懲で月す分こ゜まと豫一位の
が見く悪あ七るもと夏・し云想進f尉好
共ま刺しり口と一が秋たふ掃一停調
過す戦てまに云爾相獺所こ立退止を
牛とを参し農ふ日加のにと数のの呈
を全典りて林よのつ掃比で量情磯し示國ふまil雇省り聞て立較あは勢衰充
　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　J
しをべし々で外に市豫致り意をが月
て通きた我夏な溝況想し叉外績あ十
居じものk秋いえにがま共にけり八
るまのでの鷲の去甚思す前もて市日
のしで夏豫豫でりだつと口我居況に
でてあ秋期想あました著にkる．はぱ
あ夏る繭し牧りしくよし磯のの爲大
り獄とのて繭まて懇りく表今でに艦
まは云生居高す宰影も少さ日あ不六
％三ふ塵つが゜ひ響少なれまり安o
　圓こ調た嚢　 にをなかまでま氣○
憲扇轍塑嚢芭聖奪翼差響％盆器
編箋後蕾誓農暴奏’li陰奮轟復腎婆
相も疑的のし　態で又あ繭切九ま保
場此はをで頂　をあ藤り實り月しつ
は夏な略あ是　 惹り鑑ま牧ま十てて
他慧い々りは　きま關す高し二盆居
のとの蓬ま前　起すの゜はて臼二り
府申でしす年　 さ゜ 煙ｸ六浦農十ま
縣しあ得゜の　 す併牧り分年林一し
にまりた斯高　にしが方六に雀日た
比すまこ様か　濟幸豫が厘比よにが
較もすとにら　んに期少減較りはyl
すの゜は官二　だしになとを磯五月
るの夏今民割　 こて添か云し表五二と中秋後協一一一　とi氣はつふまさ〇十
一一 ﾉ慧の力厘　 は造なた從しれ圓日
番唾繭市を減　輩はかの來てまにに
高本の況致と　ろれつで信一し低英
一1］7－一



郵とミ寅講雌善科糸糸灘霊

．籍自の除のし’ @をと於の廻なまらい
す給でと共て以見其「く間りっしうや
゜肥あ云同も上逃他懸に當・たでとう
さ料bふ保叉はしの頂あ時の結思で
うのまや管種政難原がりでで局ひあ
し使すう等々府い因爾まああ雫まり
て用゜なのな及のもほしりり均S；ま

雰萱塑乞馨望呈嚢響美診薮嚢髭攣

ばと下難生ま謝　7．りをのどは三圓
譲煮毯健嚢’％募藻享tE講講嘗蟹西
緑こ金善のllロ概　額の既にとか上鑓
募な讐學隼孟麗農竺箏歪偲覆覆芸
鷲糞岩蓬蓬灘tt寛要転薯蓬色⊇霜
にの節を生共述　込那1の債三履、場

はび岡こ箪操で　く巴忘○て圓蒸引
之にいと遽業あ　市のれ圓取oがは
ま堪たは利のり　場憲らか引胆絡出
でへし言の短．ま　に作れらさ鏡り來

末で桑も駄休業　たつ今圓繭～二kた
にあ園なの止者　　こた臼まのと下で
扱りにい排繭と　とこにで出にりあ
　　　　　　　　　　　　　＿118　一一
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策i封其と況不の業緯翻
cr・一一一一．一一一一一．．一．　　　　一一一一一一一一」

け映ででを制もまの見るま　 ち能は
るいもあ固加のすが逃のす以なくれ
のて尊り執入は゜あがで゜上事努勝
に居重ましの養併りすあ更は實めち
甚てしすて團鷲しまこりに主がるでだ齢な゜枳膿組なすと’ま進と各゜あ
苦一け鷲譲た合がのがすん．し地或り
心すれ縣らら法らで出゜でてにはま
しるば業ぬしの其嶽來此將鱗認完し
た所な者とむ制地綜な場來縣め全た
のをらの云べ定方業い合の業らな獄
で知な團ふしをk者のに爲のれ堆糞
あらい膿情と絶kはで何に不る肥の
りぬの制勢云叫に之あを恒況の小利
まとで度でふし依にり措久にで屋用　　　　　　セす云あであ読叉り嫌まい的際あのが
゜ふりありも経まらすてなしり築著
然情まりまあ濟しす゜ 繧狽煤fy・まま磯し

る勢すましつ團てし現此策しすさく
にでσすたた髄狙て行不にて゜れ改
此あ然か爲のたひ多の況付官　 る善
際りるらにでら所年各のて民　 もせ
　　　1　　　カ直　ま　に　慰　政　あ　し　を　軍　種　生　一　の　　　”の　ら

面し獄懸府りむ異猫各み憲取　がれ
した懸業とまべに組組まのり　一た
teの業者しすしし合合し考ま　地と
るで脅殊て゜と或法法た究し　方か　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h

飯實或にも斯云るの制牧をた　に或
のはは獄實様ふも制は穫途慮　於は
難政難綜はな論の定此とげ愈　 て芝
局府縣業手調もはを憲して謝　 数草
打と業者の子共獄熱綜て見策　千の
關し者の着で中縣望業鷲るに　 に刈
はて團團け各に業しの綜必付　上取
當は膿禮や地唱組て現業要て　 つり
業此ののうそへ合居欣組が遠　 てに
者立意意がれら法っに合あべ　居勢
薗蒼禦響家ぐ砦畜奏響奮象奏重妻
結手一どつの゜ひでな制とで　云惜
をを致こた諸叉或あい定存あ　 ふま
輩着をまの設強るりもをすり　 やす

＿119一



集演講i曝科継獄．一・－：一・一＝・：－1・：・：一一・L－一一一・・一一

、せse，まの公て』 ｽ翌四す㌃馴寺置感輿
て縣もで布慧し十回る　ま扱二ぜに
本愈のあせ縣た八の熱議さは月らし
組帝がりら組の日委烈會れれ十れて
合國甚まれ合でtc員なはまて六ま一
の養だすた法あ之會る愈し居日し致
組慧多゜，のをりをを輿期夙つ牧た協
織組い共で公ま上開論切急た野の力
促合の後あ布す程9の迫遽所大鷺曇
進及で麓りし゜しま叫を法の日獄が
方獄あ縣ま次…鞍ましび致律組本縣善
を懸り業すでにしたはし集合獄業塵
極業まの゜七政質鱗能法の法縣陶を
力同す實斯月府二同く案作制會業な
懲業が状く八は回月函の製定會組す
源組故はて日直の＋院無にの頭合に
を合に一獄勅ち委七議事着機の中あ
致中癒日縣令に員1三1員議手運裁央ら
し央懸喝業第御會のを了1くが定會ざ
冠會局速組…裁を本動を直熱に及れ
方の侵く合七可維會か見ちし依帝ば
關幹よ慧法四をて議しるにてつ國艶
係部り縣は號仰二にまや作來質養む
官は通業七をぎ十於し否製た爾懲こ
及夏牒組月以ま三ててやしのas一組S．
當秋を合十てし日可衆頗てでの合が
業獄以の五施ての決議るJ－llあ交の出
者のて組日行同本確院氣月り渉代來
の生各織よ期月會定re遣四まに表、な
團産地をり同二議を於は日す依委い
艘調方完實を＋に致てれ帝゜つ員と
に節臆成施七八於しはた國政ては鼓
於ににいせ月日て喪三の議府多数庵
い關配たら十に満族月で會は年次
てす慮しれ五法場院二あに此懸の所
もるを其る日律一IC旧り提喜桀饗謂
非遊求活とと第致於にま掛ぶで談切
常読め動とな二之き之すいべあを實
なの3ξににす四をまをがたきつ逮に
る際大侯なこ號可し上乏し麟たげ斯
熱も日つつとを決て程にま結所ま様
心併本べたを以いはし封しにQしに
　　　　　　　　　　　　　＿－120一



・1策遡典と祝不の業緯翻

合ほあき法な鴛きつるま養り事遽を
が今りま施ら者をたとし慧ま實實以
二口まし行ぬを絡と瞬質季しで施竃
つますて後と包へ云ふ叉節てあせ本
でで゜は一云容つふや偶にはりら事
あに且七ケふせNやうk當獄まれ業
塾竪高聖昌藻盤菅｛劣鷹呈禁鷹窪箋
すの日八かもなま事針會し組叉律成
蔓響trp　tf墓脅壽究禦垢羅養禽樂募舞

全を＋末経まと殊あで員に組のり力
國得月日まし云にりら選繁織團まぜ
馨芒脊纂髪三1籍芒染禁窪罪羅芸h
會た現き八番係手た所差農常織故っ
はも在ま月養も間カミも迫家な等にs
全のにし末獄あの最ありが妨の典あ
國は於てに業り、か近りま専げ關間る
旋猛ては於組又Sにまし心を係之の
蓋禁馨露婁禽蓋嗅塗1飛轟芒姦蓬霧
合組のいし組織すは斯方織てるめり
製合認たて織委の非様にに居複てま
綜が可しはが員は常な依奔る藤行す組一をて審手は養な諸りre所をき゜
合つ得鳳行闘先慧i勢種ますも致ま併
聯盧ま四組取づ業をのしるあしすな
合業し七合つ以組以事てこるて上が
會組た四のてて合て情はとや居にら
が合養三激居養でその凡がうり幾何
既製麓組がる獄あれ爲ゆ出にま多分
采轄藷禽≡零響茎ぐ疹至覆蕾≒髪誉
月合合多四あ組し組少切から是障準
七がは数九り合て合澁のつれがが備
日一七にydまを是の滞會たま爲生の
に一五上月す設は創し合事すにじ蓬
創製につ末゜立多立邊を情゜地たも
立縣逮た日併せ数のれ塵見も叉方こな
総業しのにしねの手て合あ丁にとく
會組t，lliで於本ば養績居せり度依も急

＿12夏＿



集演講學科緯置

　す業ふ繭と管繭ま法がさな　 了を
以の者やと思k法しと出れる次す開
上nT：がう孟ふ理はて云來蕃をのるき
は是一改ふのに米もふな議認問見ま
懲がk叉品で非穀或やいをめ題込し
懸實契養物あ常法はうのさまとみて
業施約獄はりなに建なでれしi致を目
不のす者生ま手則議立あててし以下
況決るの綜す数り案法り居そまて認
の定こ團の゜とま或にまるれしそ可

之ほ難域ケ補を制案々ほり績種手き
に愼でし所償有度と識繭まきの配中
封重あたに帥っをし者債すを國中で
し審る曉集ちて考ての安か進家であ
て議とにめ綜居案提聞定らめ管あり
之の云於て慣りさ出vaの翼つ理りま
ま要ふて楡安まれせ議手結S及ます
でがやは出定すたら論段果あ製す゜
執あう兎せ融がもれがとがり懸゜3く
らるなにらi資故の色交し如ま業　 全

れと事角れ補にで々さて何すの　 國

て思情苓る償是あ籍…れ或にが認　 養

來ふ冥日もにがり議てはな併許’鑓
森雲鑑纂雪磐籍享垂量講霧髭製馨
局あkて違てにがねの法きは此　、聯

の需貼数吝さは性てり繭か共不　は
概　 がの地れ更質居ま債唯目況　 十

要　其養にたにがるし補今下時　二に　 間獄散も考米のて償蕪慶に　 月

付　 に者在の慮とで帝法にオ氷際　 中

　　　　　　　　　　もて　存をしでを逮あ國所巾協し　に
蓮　 し相てあ要つり議謂上議て　 共

ぺ　て乎居りすてま會繭げ會特　 の

た　居にるまる是すに偵るにに　設
の　り金とすごが゜於補こ附緊　立
でま融云力1と保産き給と議急を

一亘22－一



策i酎共と況不の業縣i蟹
．r－L－一一一一一一一一一一一一一』

年に是ししと越し字せのあ大濟いあ
通實がたまrliさたに二う数り膿界とり
り1緊供生ししれ繭依゜宇ま我の思ま
乞榛馨禁巽慮㌃揺茎蓉犠づ；さ幕き需

ま出方が供り此かしi喚つ昭手にで今
しさの六給ま薩らてへて和元基あ後
てれ量三数すで生麻れ見六にきり市
師たで萬量゜申懸繭ばる年得まま況
ち生あ儀を之し産はいe度らし需が
前懸り前加をま額六まとのれ頂　如
年のま年．へ前すを分少に繭る此闘何
は数す度て年前推一し致産所庭よに
二量゜か見度年箕厘多し額のにり移
九は今らまの度い減くまは材劃一．一一り
五こ二度持す持とたり減す是料然般塑
五六は越と越申し亘っ゜をにた維つ
〇三生さ六縣して秋て無…葎基る濟て
0プミ懸る九而ま見鑓居論繭き結界行
俵○のべ萬年すまはる此六ま論のく
で二需き俵度のす二で数分しを推か
あ俵要見とかはと割あ宇一て得移と
りでの込なら犬六一らは厘將るに愛
まあ方みりプ｛月三厘う私球5｛ミこ依ふ
すり面のま年一一一・萬減と共夏にと｝）顯
かまかもす度日俵る考の秋付ぱまに
らすらの゜まか内゜へ考獄て到し付
箭゜見が即でら外斯らへ繭の底てき
年之ま六ち持翌にうれてが掘な暗ま
通にす萬本越年な見ま居二察しkし
り今と俵年さのりまする割を難刻歪
の後犬谷度れ五まし゜数一下いk一
二鍮年計のた月すて兎字厘しこと態
yt出の六繭生宋，°之によ減てと礎の
五さ六九産綜日更よ角りと見で化槻
盆る月萬額約まにり盤も瀕たあを察
○べか俵か六で前算林内ふいり示を
○きらにら寓を年出省輪農とます途
俵数十な生俵製度い統で林思す所げ
と量月り塵と懸かた計あ省ふカミO．て
看をままを看年らしのり統0）併此見
微前で1致倣度持ま数ま計でし経た
’－ 奄Q3　一



集演講學科糸糸醍

消でに縣計月今俘りか之居足七内し
費の於のに以日つまとよりを二にて
の累き轍於降まてす云りま來九於楡
殖計ま出きはで行カミふ差せたdて出
えにしのま毎需く今こ引ぬす○消総
方於て歌し月りか後とか゜こO費数
よては況ての一一どのをな從と俵せ量
り八前よは溝月う楡考けつにとらを
も一こ年り二費かか禺へれてななれ算
我○に見プミ量らと額なば此りりる出
が○比まOが十云をけな補まま生い
生O較す○前月ふ今れら償すす綜た
綜イ奨しれ○年まこ前ぱぬと　゜°量し
の約でL《俵よでと年なの共尤之はま
殖二若六をbにも通らで保もを前す
え割干年増も於考りぬあの此前年と
方三減の加」曾けへとのり生計に同菰
が分少一し加るな見でま懸筑中様五
遙をを月てし米け越あすがに上と九
か増致以居て國れしり゜市はげ看（5
に加し降り居のばてま叉場柿ま倣O
多いて著まる生な居す米に償ししO
くた居しすの懸らり゜國費及たま俵
なしりぐoで消ぬま今に出共供しに
つてま其約あ費のす日於さ保給てな
て居す激六り歌でとまけれの獺緬り
居る外量％ま況あ面でるる生と一ま
りの峻を塘すをり米に油と縣比七すまで各増加゜見ま利輪費云一較萬・°
すあ月加を而ます加出がふ○い俵是
のり共致致しす゜にを今と七たとが
峰ま其ししてへ先於し後とdし致楡
支す数まて一一・づけた前に○まし出j
郷゜量し居月月此るの年なOすまを
及斯をてり以を結溜は通れ俵とすさ
敗く増七ま降除論費もりばは三れれ
羅米加八す十まをがうに其考八ばま
巴國しyt°月ま得果決行激へd需す
縣にての術ましましまく量に○要゜
の於十三ほでてすてつかだ入○総更
瓶け月ケ我のは爲之てどけれ俵数に
米るま月生果二にに居うをて不は國

一一．・－ P24一



策鮒其と況不の業棘獄
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，出併申　 綜柿較でにがて間云力隅ま利
來しし以欄償しあ支亜居一・－iふのす加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

o

な叉ま上の縣てり那米る三と市　に　　　　　　　　　　　　もい他すで前及四まの利のO前場決封
とのれ供途共割す上加で○年にしす思物ぱ給ee保六　゜海には俵は積てる
ふ慣供と光懸分郁生於な約五上我楡
のに給需明が減太縣てい三「げが入
で比が要が多じ利の淘の％二ら輸が
あ較減数認数たは原費でをOれ出減
りしつ量め費と牧料さあ減Oてのり
まててをらら云繭をれりじ俵居殖ま
す叉需基れれふ量生たまてでるえし
99舞豪響謡建摩婁充号敷写家歪
一地殖致で限に割るあ我ままは米に
端にえしあり報三江りがすしな國代
と於れまりヰぜ分蘇ま輸゜たいのつ
．致けばしま供ら前漸す出決がの滑て
しる其てす給れ年江゜額しボで費我
ま國も一゜過てに爾ヌ．のて年あのが
し民の慮　剰居比省牟殖我はり殖生
てののの　のり較の面えが四まえ縣
米購債槻　 心まし鷲にた生九す方が
國買格察　配すて地於の綜プe°よ進
に力がを　　は　゜滅はけはのOEPり出
於の上致　 将以つ2Fる支ス○ちもい
け増るし　來上て年支那ト俵十多た
る減と允　決の居作那及ッに一一いし
主と云の　 しi藪りに獄1歌クな月かた
要云ふで　　て字ま比縣羅がつ一戟結
謹含象セ奈奮1讐誉轟含唐昌察港
物と當ま　ら見層佛て養に亜る在生外
でもりす　うま蘭牟慰代米の貨懸な
あ亦前瑛　 とす西作歌つ利で数のら
る見で一一一　思るもに況て加あ量滞な
棉逃あ般　ふ時亦過を日にりを貨い
花すり原　゜に前ぎ見本於ま．見がの
とこま則　從は年なまのてすま亜で
参家需2蒙髭Σ葱憲Ll！満P，
＿亘25＿



集演講墨科緯獄
　　　　」

でま思つたと以るすなして二て鷲に
あしふてや云」二我とつま居セ見縣付’
　　　　　　　　1りての今うふをが今てするンれ業て　マま本で後に～二保生日屠れのトばの相
す年あの生とっ懸はりばでに棉危場
゜はり市綜にての何ま本あな花機の
支我ま況の付屠指れす年りつはに墜
那淋すは需てる数も゜九まて四迫遷
に生゜是給は情を約即月す居年らを
於kk併等關甚…勢求三ちの　゜りのれ眺
て貿しの係だでめ分此相之ま一ため
輪易以事か憂あての棉場をす月其て　　　　　　　　　　　　o出に上情らふり見一花は指　に當見
額は巾を見べままの及三数小一時ま
が麦述綜まきすす債小二をi萎ポ昭す
減郷べ合すも゜と格萎∴以はン和へ．
り生ましれの以五のはにて一ド四昭
ま縣して嘆が上丁低我相巾ブニ年和
しのた考甚あ蓮七落が域上ツQ－一四
た楡のへだるべとを鑓つげシこ二月年
こ出はま意とた云致綜てれ工二の一・
とが本しを思厨ふし業居ぱルセ祁且．
は減年て彊ふにこてのlp棉一ン場識
異少度与うの依と居危ま花弗トへり
常しの日すでりにる機すは二で本我なte生よるあまなのに　゜億三あ年國
るこ怒りにりすつで頻文ニセりのに
天と需も足まとてあし小一ンま九於候は給非るす釆居りたi婁需下し月、て
の非關常も゜國りま昭の）1．かたの縣
不常係にの併にます和方昭らも相慣
良なに悲がな於需゜四は和四の場維
父幸付槻あがけ　而年丁四九ヵミと持
洪ひてをるらる即し一度年セ本此の
水で申なの先國ちて月四一ン年爾必
とあ上すで程民生米に○月ト九者要
云つげ必あも購綜國比とをに月のに
ふたた要り申買は市較云一i下に比迫
やとのはま蓮力綬場bふO落は較ら
う思でなすべのににたこ○を六をれ　　　　　　　　　　　　　もなふあい・°ま減牛於しととi致五致た
天のりと從し少値けまに致しOし此

一126－・



策封共と況不の業継翻
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　す決力なV・氣於故に界賠は今國丈災　o　　心にV、たをてに二於に二償景後に那に
　以は依や其許豫明き再金氣如於に依
　上明つう氣す断年まび支が何け於つ
　大年てに分こは度しi暦挑一にるけて
　要の苦致はと許にて影問峙展最る共
　不斯難し少がさ於はを題恢開近慮生
　況業をてし出なて僅投が復し獄懸康
　の経少行も來い此かじ剋のて綜業物
原螢なか弛なの世なたり曙行業がを　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　因のbなめいで界衝や殊光くの如著
及上なける所あ経動うにをか作何し
執にがれこでり濟にな英認是振なく

　ら　於　ら　ば　と　あ　ま　不　依　こ　國　め　亦　蓮　る　低

れてもながらす況つとのた豫動反下たも切ら出う゜が1質が金と想は擾し
封決抜ぬ來と蕪ど形あ本識す可力輸
策しけとな思にれ勢つ位％’るなを出
及てた思いふ於程がた制のにり以が
將忘のふ゜のて建一の停間難同て又
來れでのどで我直鯨で止にいざ恢滅
にるあでこあがるすあと言のま復少
付こりあまり翻かるり云はでしす’い
てとまりでま懸又とまふれあいるた
ののすまも・す業吏云すやてりもかし
童出゜す経゜看にふ゜う居まのもた
見來叉゜欝本が悪こ斯なつすが計の
をな切本を年明化とく重た゜ありで

、lliい抜年堅非年しはの大の現る知あ
述慰けの實常のて申如事でにのれb
べでっ難にな計行すく件あ本一9’なま
てあS局叉る露くま経がり年あいす
御らあはど苦をかで濟起ま四りの゜
清うり當～二心樹とも界りす鉦まで明
聴とま業まをて云なのまが月すあ年
を思需者で以まふい非し証頃゜りに
汚ふ　のもてすこの常てらに叉ま於
しの此非警此上とで時涯す於西すき
たで非常戒難にはあ恐界もき洋゜ま
次あ常なを局渓今IJ慌の猫まの殊し
第りなる怠をし日ま時経逸し方にて
でまる努ら開てにす代濟のてが同は　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　、
－127－・一一・r－一一一



集演講學科糸糸類
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