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サウジアラビア王国紀行

～4つの時間～

入国

教年前までは小さなプロペラ機がブノレンブルンとい

かにも頼り恋さそうな音をたててポンコツ寸前のボデ

ｰを引きずるようにして飛びまわっていたアラビアの

空に現在は巨大なジエヅト機がいかにも値段の高

そうなキｰンという音を残して矢のように飛びまわっ

ている.おまけに色白で鼻がつ一んと高く魅惑的

な麗をもったグラマｰのスチュワｰデスが素適狂コバ

ルトブルｰのスｰツと帽子を品よく身につけて愛想を

ふりまくので｢ここは本当に世界の秘境といわれるア

ラビアだろうか?｣と錯覚をおこしそうになる.

ふつうは機内で書かされる入国カｰドや税関中告書狂

とはこの国へ入る場合いには機内では渡されず飛行

機から降りて入国管理の所へ行く直前に渡され混み合

った所で書かされる.必要事項をちやんと記入した入

国カｰドと入国ピサをとってあるパスポｰトを揃え｡入

国管理官に提出すれば滞在場所や勤務先たどを質問さ

れる程度で入国手続はむしろあっけなく終ってしまう.

そしてやれやれこれで一安心とたいていの人は思うだ

ろうがそうは問屋がおろさない.税関検査という難

関が大手をひろげて待ちかまえている.そしてここ

では私たちの思いもおよぱ狂いものが槍玉にあげられる.

多くの国ではその国の人たちの生活に完全にとけこん

でいる酒類はイスラム教の中でももっとも戒律のきび

しいワノ･ビ派に属するこの国では売買することも飲む

ことも園く禁じられているのでうっかりしてウイスキ

ｰでも持込もうものならまず大目玉をくいへたをす

ると入国すらおぼつかなくなりかねない.しかし酒類

マヤク銃器風紀上好ましくない物品等以外の物につ

いては日本みたいに持込む物品に金額の制限があるわ

げではなしそれほどうるさく問いつめられることも在

い.ただしカメラなどを化粧国に入れたまま持ちこん

だりすると多額の税金を課せられるおそれもある.数

年前まではカメラや8皿皿撮影機等の持込みは許されな

かったが現在は自由で町のカメラ屋でも売られてv'

る.

入国手続きを終り税関検査を無事に終って空港警

備の兵隊に出目のガラス戸の錠をあげてもらってはじめ

てこの国に入るζとになるがはじめにζの因を訪ずれ

小村幸二郎

た人の多くは一歩表へ出たとたんに余りの暑さに仰

天して出口の所で客を待っている黄色のナンバｰプレ

ｰトをつけたりっぱなタクシｰにとび乗ることだろう.

ところがジェッダのタクシｰの運ちやんで外国語を話

せる者はまずいないので在留邦人にでも出迎えてもら

えば別だけれどもアラビア語を話=善なければ自分の意

志を相手に伝えることは中々むずがい･.でもアラビ

ア人は割合いにおせっかいだからタクシｰの運転手と

ガヤガヤやっていれぱ1人位は英語を話せるのカ崎っ

てきて目的のホテルか場所へ行げるよう世話をやいて

くれるかもしれない.

言葉の通じない土地の1人旅はスリルもあって結構

面白い半面案外に心細くそして疲れるものなので夕

方その土地に着いた時などは一目ぐらいはゆっくり静養

したいと思うのカミ普通だろうカミこの国に一般旅券で入

国したぱあいは空港でいろいろの手続きや検査を終っ

たからといって自由の身になったわけではない.と

いうのはこの国に入国したぱあいには入国後48時間以

内に入国登録をしなければならたv'からである.もし

この手続きを怠るといざ出国しようと思っても出国ビ

ザ(これがたいと出国出来ない)をもらうことが出来狂

いし48時間以上過ぎてから手続きに行くと義務を履

行しなかったということで多額の金を徴収されるので

入国登録が終るまでは完全に自由の身にはなら削･こと

になっている.

出入国につv･ては以上の手続きの他多くの国の場合

と異なって一般旅券で入国するものに限り入国税を支

払わなければならない.多くの国では出国する場合に

出国税とか空港税とか〉'った名目の税金(100～400円)

を支払わされ入国の場合は不要であるがこの国では

出国税の代りといっては変だが20リアｰル(1600円)

の入国税を支払わされる.この国を離れる場合には出

国ビザが必要なので出国の目がだいたい決ったら早

目に出国ビザを取得しておくカミよい.

卑つの時間

面倒な手続きを終えていよv･よサウジアラビア王国

での生活力茎はじまるわけであるがはじめてこの国を訪

ずれた人が周常生活の上でまずとまどうのは時刻に

つであていろラ.ζう書くと淀いていの人は｢時刻で�
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まごつくなんておかしいじゃないか.世界中どこへ行

ったってその土地の時刻はロｰカルタイムと呼ばれるも

のに決っている｣ときっというにちがいない.ところ

が事実だから仕方カミない.｢事実は小説より奇なり｣.

｢郷に入れば郷にしたがえ｣という諺もあることだから

まあこの後をよく読んでもらうより仕方がない.サウ

ジアラビアという国に興味をもらている貴方はまさか
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アラビア

文字

rアラビア

単語の緩

り方の例

(右から

左へ書く)

ここまで読んでこの先を読むのはやめたとはいわない

だろう.この国には4通りの時刻表示法がある.ま

ず第1はグリニッチ標準時これに3時間(半島のアラ

ビア湾側てば2時間の所もある)を加えたロｰカノレタイ

ム日没を午前0時とするアラビックタイムこれに6

時間を加えたサンタイムの4つでこの中で一番多く使

われているのはアラビックタイムである.

何といってもこのアラビックタイムというしろもの

はそれに完全にたれきったとしても申々厄介である.

な喧かというとオテントウ様カミ毎日同じ時刻に出て同

じ時刻に沈んでくれれば面倒衣ことも起こらないカミ目

の出目の入は毎日異なるので自分の時計をアラビッ

クタイムに合せて使おうと思ったら毎日1回か少なく

とも1週間に1度位は時計の針を調節しなければならな

いからである｡試みにジェッダで1年間にどの程度の

ずれがあるかを大ざっぱに統計をとってみたら1時間

以上の差カミあった.

アラビックタイムになれても11カ所で生活してV･る

分にはそれほど痛痒を感じないが国内のどこかへ旅行

する場合には一層厄介である.何しろたいへんに広い

国のことであるから場所によっては当然日没の時刻は

異なる.したがってたとえばジェッダで時報を聞い

て切=色合せた時計も旅行先でまた合せたけれぱたら

ない.

しかしこれもどちらかとv'えば几帳面な周本人の場合

のことでこの国の人たちはそれほど気にならないらし

い.時間をたずねても5分から10分単位でしか返事を

し狂い人の多いのを見れば多分目没の時間カミ場所に

よって異なると〉･う先入感がそのような返事をさせるの

であろう.実際に生活していると時刻のことで起こ

る失敗カミ少なく恋いカミよく柱れ泣いために起こりやす

マ･失敗は人と合う約束をする場合である.たとえば

｢何時に合おう｣と約東してもそれカミ何時間の何時か

はっきりしないし自分の時計がロｰカルタイムで相手

の時計がアラビックタイムだったリするととんでもな

いことになる､それでこのような場合には｢何時間

の何時｣と約束するか｢これから何時間後｣と約束す

るかまたはお互に時計を見せあってrこの時計で何時｣

という鳳に約束する必要がある.まあこの国で生活

しようとする人は時刻表示法になれるまでにほ若干の期

間を要するのでものぐさな人や物覚えのあまりよくな

い人は町の時計屋で文字板カミ2つ並んでいる腕時計を買

って1つをアラビックタイムにもう1つを1ヨｰカル

タイムにでも合せて常用する方が無難だろう.�
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言藁と住民

ジェッダの空港に着いたとたんにまるでケンカでも

しているような口調のカン高いアラビア語の会話を聞

きオｰバｰなジェスチュアに驚かされる.

現在使われているアラビア語は地方によって大分異

なりアラビア半島シリアイラクジョルダン付近

アラブ連合およびその西部地域(モロッコァノレジェリ

ァ等)の方言に大別される.そしてこれらの言葉は

イスラム教の聖典といわれているコラｰンに書かれてい

る言葉とはかなり異なっている.

文字は28の子音文字よりなり母音は特殊た記号によ

って表わされる(第23図).文章は右から左へ横書き

で数字は独特の形をしているがその読み方はドイ

ツ語のそれに似ている.アラビア語の中には日本語に

非常によく似たものがあるのでそういう言葉を聞くと

何となく親しみを覚える.たとえばアンタ(ユンタ)

という言葉は日本語の貴方という意味でありテｰムは

ナｰニアイワはノ･イルカンダ(サウジアラビアでは

フンドク)は旅館といった具合である.

しかし中には発音が全く同じで意味の全く異なるも

のがある.その代表的なものはゲィシヤという言葉で

これは日本では芸者という意味であるがアラビア語で

は軍隊を意味する.文字はその位置によって形が変り

冠詞も次の単語によって変り名詞自体も変るアラビア

語はおそらく世界でもっともむずかしv'言葉の一つ

であろう.アラブ諸国を旅行してv'るとよく｢イムシ

ュアラｰ｣という言葉を聞く.これは｢神様の思召し

があれば｣という意味であるが普通は｢多分ね｣とい

った軽い意味で使われる.この言葉はたいへん便利

であると同時にものすごく不便でもある.確かに行

けるかどうかも判らないのに｢必ず明目行くよ｣とか

｢絶対にに行くよ｣などと約東しがちなのは日本人の

悪い癖の一つである.

暖かいフトンの中で心地よく寝ている所にさ克どう

かすると自動車が何の前ぶれもなしに&び込んで書だ

り土砂が押寄せてきたりするご時勢の員本ではデ絶

対｣狂どという約束が出来るはずもないの虹そのよう

な空々しい約束をする､そこへいくをアラビア人繊未

来のことについては｢絶対Jなどをいう青葉を使わ扱

いで必ず未来形のイムシ皿アラｰを付け加えるこあを

忘れない.

そういう点では確かに当を得ているカ§この言葉も使

いようによっては腹立たしくなる蛆た抽えば急を製

する用事が生じた場合｢これをユ時間後に終らせてく

れ｣とか｢この書類を明目までにち専んとしてくれ｣と

か頼むとたいていの場合｢アイワ(ノ'イ)イムシュアラ

ｰ｣と返事をする苦そしていいつけ花時間添来てから

｢何故やらなかったんだJと怒ると｢神様の思召しが

なかったからJといいかねない｡しかしある町を

訪ずれた折にうず汚いなりをした男ぽ｢アテネパク

シｰシ(喜捨して下さい)｣と事を出された蒔｢ボコラ

イムシュアラｰ(神様の思召しがあれば明賢ね)｣と返

事をしたところその男沸もらうのをあ慧らめて行って

しまった時には全く痛快だった.しかしもう1度そ

の男に違った時rボコライムシュアラｰJが効力を発

揮するかどうかは保証の限りではない｡

この国の住民はおよそ600万人といわれているが

700万人あるいは工200万人をもいわれ判然とし匁V･.

これは住民の多く秘不定着のベトウィンであるため

正確な人口調査を行なうごをか顕難なためである｡し

かし1963年紀実施巷れた人口調査の結果は魯00万人と

発表されてv'る.この人口にもとずけばこの国の人

口密度は3.8人/隻m2となり日本の人口密度(252人/たm2)

の約1/60となる.

住民はその生活様式によって一応都市住民定着

農耕民遊牧民に大別される.これらの中都市住民

は約150万人で全体の25%定着農耕民は100万人で

16.6%遊牧民ほ350万人で5&4%を占めている.主

要都市の人口を示世は次の通りである.

リヤｰド169,000人

メッカ159,000人

ジェッダ148,000人

メディナ72,000人

命からおよそ40年前までのこの国は砂漠の民ベドウィ

ンの世界であったといえよう.全人口のおよそ60%を

占めるベドウィンはきびしい自然条件の下にわずか

ばかりの緑を求めてさまよう牧羊生活にあけくれ文明

社会から遠くはなれてそれこそ飢餓とたたかい貧困を

強いられて生意それがゆ支に脚巴は旅人を襲う掠奪

紀明けくれ蜜た他部族おの斗争終ふげつていたし

かしこのような戦もアブドルアジｰズのアヲビァ統一を

機虹次鶴ぽ影をひそめ現在は治安上不安な地域は幸

く匁く扱って=〉㌔る古

この園を建設し杷アブドルアジｰズイヴンサウド王は

近代園家としての急速な発展をはかる化め濠ず人材を

嘩近東諸国紅広く求め花.そしてシリアレバノン

イラクイヲントル鰯煎ジプトバ㌣スタイン等か

ち優秀な学宥や政治家が鋼か他これらの人海はこの

国の新しい国造りに専心し後にその大部分は帰化して

サウジアラビア人と溶り免｡

その後石油の産出が軌道ぽのりはじめると年近東�
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以外の国からこの国へやってくる人も次第に多くなり

またメッカ巡礼の帰路そのままいついた人たちも少な

くな<土着のセム族とこれらの人達とは次第に融和さ

れていった.現在は外来者の血をひく人たちがかなり

多くジェッダの町を歩いていてもまるで人種の展覧

会を見ているように感じられることさえある.それに

最近は石油をはじめとする地下資源の開発道路やビル

ディングの建設等のために世界各国から多くの外国人か

入ってぎているので一層それに花を添えている.

これらの人々の中でアジア地域からきている人達はほ

とんど中国やインドネシア人で町でこの人達と逢うと

何となく親しみをおぼえ声の一つもかけたくなる.

この国の人たちの対目感情はたいへんによく私たちI

カミ町を歩いているとヤバナ(日本人)ヤバナといって

とても愛想がよく時にほ紅茶やコカコｰラ等をご馳走

してくれる.そのもっとも大きな理由は多分日本

人は割合いに気さくでいばらずその土地の青葉を早く

覚えて親しくしようとすることこの国に日本から輸入

されている物品を通じての日本人に対する畏敬の念似

通った皮膚の色等であろうが何といっても日本がアラ

ブに対して侵略政策あるいはそれに類似の動きをかつて

したことがなかったことだろう.

こへんの事情はイスラエルに対する物心両面での援

助あるいはそのv'ずれかを政策の中におりこんでいる国

ほ対するアラブの態度を見てもじゅうぶんに理解され

る.もっと分りやすく説明するならばアメリカの銀

幕に不動の地位を占め世界一の美女とうたわれるエリ

ザベステｰラｰ出演の映画カミ彼女がユダヤ教徒になっ

たぱっかりに一アラブ諸国では上映されがたv･ごとによ

っても削る.

都市住民とは定着農耕民および遊牧民以外の住

民のことで主として高熱こ従事するか官庁や役所な

どに勤務する人とその家族をさす.この中商業に従事

する者は昔から｢アラブの商人｣などと呼ばれ辣腕

ぶりで有名である.ジェッダの町の私たちの店の主人

に｢アラビア商人はスコ腕だと聞いているがどの程度

商売上手在のだ｣と質問したところその主人は連座

にr日本商人の10,000倍華僑の100倍だ｣と遠事を

した.まあ話半分としてもアラビアの商人の商才が

相当なものであることは間違いなかろう.

定瀞農耕民とは住居を構えて農業に従事す

る住民のことでその分布は第14図に示したように

オアシス付近の農耕地に限られていると見てさしつかえ

ない.立地条件カミ農業にそれほど適しているわけでは

ないので一般に耕地面積はせまく栽培される物にも限

度があり特定の人以外は総体的に生活水準は高いと

第25図

ベドウィンのテント

(Wa出Z岬bz)テントは

羊の毛を手織りで編んだも�
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はいえない.

遊牧民(ベドウィン)とは家を構えず家畜

の羊やラクダをおって転々と移動する生活を営んでい

る人達をさし.中近東からアジアの一部にかけて住む遊

牧民とほぼ同じような生活様式をもっているが他のど

の国よりも自然条件カミきびしいだけにその生活は決し

て楽ではない.しかしそれだけに他地方の遊牧民

よりも規則正しくそして団結を固くして生活している

ともいえよう.

水水明けてもくれてもこの地に生きる人々φ夢は

水につながる.そしてそれが乏しいぱかりに焼けた

/れた岩肌の山を果てしなくうねる砂原をさまよわた

ければならない余りにも多くの人がいる.古来から現

在までそしておそらく未来においてもそのきびしい

自然条件の下に生きなければならないであろうベドウィ

ンの姿は美しい自然の内ふところに抱かれて育った私

たちの目には憐れである.人間社会からまるで隔絶

されたよう衣珍漢地帯での長年にわたる生活はそこに

生きる人々に人の世のみにくさわずらわしさそし

てうつろさを数え人のカの遠くおよぱぬ自然の命ずる

ままに生きることに喜びをさえおぼゆることを教えた.

ベドウィンとして生きる道.それは必ずしも貧

しくそして人間性を欠くがゆえに止むを得ずたどらなげ

ればならない道ではなくむしろ自然の中にのびのび

と汚れを知らずに生きることの可能な数少ない道の一

つかもしれない.

事実ベドウィンの中に｢住居を構えて定着した生活

第26図ベド咳インの溺⑳乎(澱磁鰍銑麗)フィｰルドか蔭鈴ヤンプ

ヘ帰る私達の車詮み訓柏とベドウ之ン約男達が氷をもい蛇遼りで

くるこのような時私達はよろこんで水を与えたがこうしたこと

が彼等と親しく.なる大き桂原因の一つとなった

を営むのは人間本来の生き方にそむくものであり自然

に身をゆだねて生きることこそ人間の正しい生き方であ

る｣と考え定住者に反感めいたものを抱いている者が

あんカミい多いのを見てもそのことが推察される.

しかし見晴らしのよい小高い丘の上や枝をひろげ

た木の近くにみられる子供カミ石を積み重ねて造った石

の塔(第24図)や家らしきものは何を意味するのだろう

か.焼けきった石の上に坐し無心に石を積みあげて

いるあどけない子供の姿を想う時私にはその石積みの

塔がやはり石造りの家に住むことをねがう子供のあこが

れの象徴のように思え単念に積み重ねられた石を追う

私の眼はこみあげてくる涙にくもりがちだった.

文明に恵まれた生活を営む私たちにとっていわゆる

ベドウィンの生活は一つの興味のまとである.彼等は

羊の毛で織ったジュｰタン様のものを張ってテント生活

をしながら(第25図)家畜を追って移動する.しかし

彼等の移動は意のおもむくままに行なわれるわけでは

なく一人の指導者の指図によって秩序正しく行なわ

れる.したがって家畜の餌の奪いあいやそれに基因

する騒動はまず起こらない畠

トラフノレが起こるとすれぱベドウィン以外の者に対

する警戒心や他国者に対する異和感が一寸したきっかけ

で爆発した時ぐらいのものだろう.かっては日常茶

飯時のごとく略奪にふけったベドウィンでほあるカミ

現在はそうしたことはない.

私たちがキャンプしていた付近にも時折数家族の

ベドウィンが数目から2週間位テントを張っていては

じめの頃は中々なじめなかったが何度も顔を合せたり

水を分けてやったり(第26図)している中におたがいに

鶏2?鰯ベド賞インの教幼子(瀞組孫A腕滅鼠醐)こ濃女学)

予⑳よ引こヘドウイノの女子は眼の所だけをだして轟から

下を全部真黒の布でおおっている真夏でも黒い布で全身を

おおっているがな菅黒を好むか判らない�
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打とけ彼等のほとんど全部(女性以外)が私たちの

車を見かけると手をあげて声をかけ｢お茶を飲んでい

って下さv'｣とさそってくれた.ベドウィンの成年男

子は薪ひろい水汲み(第28図)食料の買出し薪や

家畜の売買讐をおもた仕事とし女子供は家畜の世話を

して一目を送るが家畜を連れて歩く婦人や娘(第27

図)の近くを私たちが車で通るとほとんど例外なく

彼女たちは脱兎の如くに山蔭や岩蔭に逃げてかくれる.

どうして逃げるのかいまだに判らないがおそらく部

族斗争略奪ほなやかなりし唄うえつけられた恐怖心カミ

いまだに彼女たちにそうしたことをさせるのであろう､

この国の住民について考える場合私たちにとって

一番興味カミあるというか探究心を起こさせるのはトレ

イについてであろう.私たちか日常見る新聞や雑誌の

記事あるいは映画にすらこの国にドレィ市場カ現存

すると報じられていることがありこの国で実際に生活

して実状を熟知している人の憤激をかうことが少なくな

い.｢鎮の大陸(原名は奴隷は生きている)｣という映

画の冒頭には｢アフリカで買われたトレイはサウジア

ラビアのジェッダに上陸し首都リヤｰドの市場で売買

される｣と説明されているがこの映画ではジエヅダ市

の様子もリヤｰドも出てこない.ましてリヤｰドにあ

るはずのトレイ市場荏るものもみられない.このこと

だけをみてもこの映画がサウジアラビアの実膚をどの程

度伝えているかが疑問である.私たちはトレイと聞

くと主人に鞭打たれ衣がら食う物も満足に与えられ

ず重労働を強いられて息も絶え絶えに生きなカミらえ

ている人たちの姿を想像しがちである.

世界中をくまなく探したら多分そうした人たちも

いるかもしれない.しかしサウジアラビアにはその

ようなドレィは現存しないのである.この国でいうト

レイはイスラム教の憐れみの念より生じたもので私

たちが西欧式概念で考える強制労働と飢餓の果にやせ

さらばえて死に絶えるドレィとは全く異なりごく普通

の使用人にすぎない.したがって病気をすれば病院で

治療をうけ衣食住も与えられ生れ故郷であえぎなが

ら生活していたであろう彼等にとってはこの国でトレ

イになるということはむしろ安住の地を得たようなもの

である.トレイの子供で大臣になった人もありまた

実業界で活躍している人たちカミいることをみれぱその

生活環境もおのずから想像されよう.

もっとも以前にトレイ売買が行たわれたことは事実

らしい.イスラム教徒にとって一生の願望であるメッ

カ巡礼を口実に主としてアフリカ大陸から連れてこら

れた人たちがメッカ参拝後にトレイとして売られた

のもそのユ側である.

第28図包

しかし1936年にトレイ輸入禁止令が発布され1953年

には人身売買が禁止される一方政府はトレイを使用

している人達に賠償金を与えて所有するトレイを解放

させる措置をとった.この時トレイ所有者は相席の

金子を与えて解放したカミそれまで使用されていた解放

者には従来通り使用してもらうことを強くのぞみ使

用者に懇願した者が少なくなかったということである.

このことからもこの国におけるトレイの生活状態の一端

がうかがわれる.

私たちはジェッダ(第箆930図)へ着いてしばらくの

鶴婁脳ポも

筆の皮で作地

液艦で本数滋む

ベドウィンの溺

(薮)と水袋⑭)

ζ鞭数曲Zu正yも箆)

積の水豊入オ鵬

鋼嚢薬約慶を

翻泌液鋼1いだ

慾の愛受の蜜斐

勾か池てい義

簿蔦刷ま下記坊

秘蔵受の土方

棚幌

第28図b�
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間町を歩いている折にみすぼらしv･姿で通りがかり

の人に金子を乞うアフリカ大陸からきている人達をみか

けたがこれらは母国がイギリスやフランスの治下に

あった頃メッカ巡礼の片道キップをもってこの国へき

た後そのままv'ついた人たちであった.ところが

1964年の夏頃この人達の姿は全く突然にジェッダ

の町から消えていった.

どうしたんだろうと不思議に思っていた私たちは偶

然にそのナゾをジェッダの空港で解くことカミ出来た.

それはかつては西欧諸国の植民地であった母国が新

しい独立国として生れサウジアラビア王国の援助を得

てこのような不遇の人々の引揚げを行なったからであ

る.そして私たちが空港で見たものは帰国の航空機

を待つ一群のこれらの人々であった.

15世紀の中葉ポルトガルの皇太子エンリケが黒人

トレイをヨｰロッパヘ連れていくべくイベリア半島に

上陸させてから約400年を経てサウジアラビア王国に

おいてはトレイ制度が廃棄されたわけである.

仮りに金で売買され好むと好まざるとにかかわら

ず血のにじむような労働を強いられてむなしく生きる

人をドレィと呼ぶならば私たちの住む文明社会にも数

えきれないほど多くのトレイがいるのではなかろうか.

毎日読む新聞雑誌ラジオやテレビのニュｰスで知る

悲惨なそうした人たちカミ事実私たちの身近にもいる

のである.自称文化国家その中に生きる私たちは

悲惨なそして厳シュクなその事実をアラブの人たちに

どう説明したらいいのだろう.文化国家であるがゆえ

のゆカミみか何カミ原因しての恥部か胸をはってありの

ままを異国の友に語れない辛さを味わせないでくれるも

のは一体何だろう.

(筆者は鉱床部現在サウジアラビア王国へ出張中)
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策29図AlWajhの東方25㎞のワジで違ったベドウィン

りだが自分のテントの位置をたずねても

AlW星5hへ薪を剤に行っての帰

ニヤリと笑うだけでついに数えてくれなかった

夕

第奮工鰯戻

第30騒A亘鰍劃蜘艶岬東汐80㎞冨)機で護り花ベド学イ

ンの鍔準令羨恕ず拍液嚇?才と響支恕糸リの深い

頗と娑索刈こ蓬蓬嚢勇映深いシ蝪童隻溝の慈びし慈愛讃

妻北父いるしかし薬事眺この執り顔から1重苦しみ1義

感じ㌶眈い

鶴3聰銚総銚の布衡(度)は錐鯉約なア茅ヅ鐘纂が

赫並する糧称織(鴬)は鍬鮪籔ンタリｰトで造ら祝たシ

ガジ〆シダ表ン孝一事灯バｰ1㌔(夏㈱ま一流馴,奪)

餓瓢鰯濃�


