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親譲り の無鉄砲 でででで小供 のののの時時時時 から損損損損ば かりしている。。。。小学校 に いる時時時時
分学校 のののの二階 から飛飛飛飛びびびび降降降降 り て 一週間 ほど腰腰腰腰をををを抜抜抜抜 かした事事事事があ る。。。。なぜ
そんな無闇を したと聞聞聞聞くくくく人人人人があ るかも知知知知れぬ。。。。別段深 いいいい理由 でもな い。。。。
新築 のののの二階 から首首首首をををを出出出出 して いたら、、、、同級生 のののの 一人がががが冗談 にににに、、、、いくら威威威威
張張張張 っても、、、、そ こから飛飛飛飛びびびび降降降降 りる事事事事 はできま い。。。。弱虫やー い。。。。とととと囃囃囃囃 した
から であ る。。。。小使 にににに負負負負ぶさ って帰帰帰帰 って来来来来たたたた時時時時、、、、おや じが大大大大きな眼眼眼眼をし
てててて二階ぐら いから飛飛飛飛びびびび降降降降 り て腰腰腰腰をををを抜抜抜抜 かす奴奴奴奴があ るかと い ったから、、、、ここここ
のののの次次次次 はははは抜抜抜抜 かさず に飛飛飛飛んで見見見見せますと答答答答えた。。。。
親類 のも のから西洋製 のナイ フを貰貰貰貰 って奇麗なななな 刃刃刃刃をををを 日日日日にににに影影影影 して、、、、友友友友
達達達達 にににに見見見見せて いたら、、、、 一人がががが光光光光 るるるる事事事事 はははは光光光光 るが切切切切れそうもな いと い った。。。。
切切切切れぬ事事事事があ るか、、、、何何何何 でも切切切切 ってみせると受受受受けけけけ合合合合 った。。。。そんなら君君君君 のののの
指指指指をををを切切切切 ってみろと注文 したから、、、、何何何何だだだだ指指指指ぐら いこの通通通通りだと右右右右 のののの手手手手 のののの
親指 のののの甲甲甲甲を はす に切切切切りりりり込込込込んだ。。。。幸幸幸幸ナイ フが小小小小さ いのと、、、、親指 のののの骨骨骨骨がががが堅堅堅堅
か った のでででで、、、、今今今今だ に親指 はははは手手手手にににに付付付付 いている。。。。しかし創痕 はははは死死死死ぬま で消消消消
えぬ。。。。
庭庭庭庭をををを東東東東 へへへへ二十歩 にににに行行行行きききき尽尽尽尽すと、、、、南 上がりに いささ かば かり の菜園がががが
あ って、、、、真中 にににに栗栗栗栗 のののの木木木木がががが 一本立 って いる。。。。 これは命命命命 より大事なななな栗栗栗栗だだだだ。。。。
実実実実 のののの熟熟熟熟す る時分 はははは起起起起きききき抜抜抜抜け に背戸をををを出出出出 てててて落落落落ちた奴奴奴奴をををを拾拾拾拾 ってき て、、、、学校

でででで食食食食うううう。。。。菜園 のののの西側がががが山城屋と いう質屋 のののの庭続き で、、、、この質屋 にににに勘太
郎郎郎郎と いう十三四 のののの伜伜伜伜が いた。。。。勘太郎 はははは無論弱虫 であ る。。。。弱虫 のののの癖癖癖癖 にににに四四四四
つつつつ目垣をををを乗乗乗乗り こえ て、、、、栗栗栗栗をををを盗盗盗盗 みにくる。。。。あ る日日日日 のののの夕方折戸 のののの蔭蔭蔭蔭 にににに隠隠隠隠れれれれ
てててて、、、、とうとう勘太郎をををを捕捕捕捕まえ てや った。。。。そ の時勘太郎 はははは逃逃逃逃げげげげ路路路路をををを失失失失 っっっっ
てててて、、、、 一生懸命 にににに飛飛飛飛びかか ってきた。。。。向向向向う は二二二二 つば かり年上 であ る。。。。弱弱弱弱
虫虫虫虫だが力力力力 はははは強強強強 いいいい。。。。鉢鉢鉢鉢 のののの開開開開 いた頭頭頭頭をををを、、、、こ っち の胸胸胸胸 へへへへ宛宛宛宛 ててぐ いぐ い押押押押 しししし
たたたた拍子にににに、、、、勘太郎 のののの頭頭頭頭がす べ って、、、、おれ の袷袷袷袷 のののの袖袖袖袖 のののの中中中中 には い った。。。。邪邪邪邪
魔魔魔魔 にな って手手手手がががが使使使使えぬから、、、、無暗 にににに手手手手をををを振振振振 ったら、、、、袖袖袖袖 のののの中中中中 にあ る勘太
郎郎郎郎 のののの頭頭頭頭がががが、、、、右左 へぐらぐら靡靡靡靡 いた。。。。 しま いに苦苦苦苦 しが って袖袖袖袖 のののの中中中中 から、、、、
おれ の二二二二 のののの腕腕腕腕 へへへへ食食食食 いいいい付付付付 いた。。。。痛痛痛痛 か ったから勘太郎をををを垣根 へへへへ押押押押 し つけ て
お いて、、、、足搦をかけ て向向向向う へ倒倒倒倒 してや った。。。。山城屋 のののの地面はははは菜園より
六尺がた低低低低 いいいい。。。。勘太郎 はははは四四四四 つつつつ目垣をををを半分崩 して、、、、自分 のののの領分 へへへへ真逆様
にににに落落落落ち て、、、、ぐうと い った。。。。勘太郎がががが落落落落ち るときに、、、、おれ の袷袷袷袷 のののの片袖がががが
もげ て、、、、急急急急 にににに手手手手がががが自由 にな った。。。。そ の晩母がががが山城屋 にににに詫詫詫詫びに行行行行 った つ
いでに袷袷袷袷 のののの片袖もももも取取取取りりりり返返返返して来来来来たたたた。。。。
この外外外外 いたずら は大分や った。。。。大 工 のののの兼 公とととと肴屋 のののの角角角角を つれ て、、、、茂茂茂茂
作作作作 のののの人参畑をあら した事事事事があ る。。。。人参 のののの芽芽芽芽がががが出揃わぬ処処処処 へへへへ藁藁藁藁がががが 一面にににに
敷敷敷敷 いてあ ったから、、、、そ の上上上上 でででで三人がががが半 日相撲をとり つづけに取取取取 ったら、、、、
人参が みんな踏踏踏踏 み つぶされ てしま った。。。。古川 のののの持持持持 っている田圃 のののの井戸
をををを埋埋埋埋めて尻尻尻尻をををを持持持持ちちちち 込込込込まれた事事事事もあ る。。。。太太太太 いいいい孟宗 のののの節節節節 をををを抜抜抜抜 いて、、、、深深深深くくくく埋埋埋埋

めた中中中中 から水水水水がががが湧湧湧湧きききき出出出出 てててて、、、、そ こいら の稲稲稲稲 にみずがかかる仕掛 であ った。。。。
そ の時分 ははははどんな仕掛 かかかか知知知知らぬから、、、、石石石石やややや棒棒棒棒ちぎ れをぎ ゅうぎ ゅう井井井井
戸戸戸戸 のののの中中中中 へへへへ挿挿挿挿 しししし込込込込ん で、、、、水水水水がががが出出出出なくな った のを見届け て、、、、うち へ帰帰帰帰 って
飯飯飯飯をををを食食食食 って いたら、、、、古川がががが真赤 にな って怒鳴 りりりり込込込込んで来来来来たたたた。。。。たしか罰罰罰罰
金金金金をををを出出出出 して済済済済 んだ よう であ る。。。。
おや じはち っともおれを可愛が ってくれな か った。。。。母母母母はははは兄兄兄兄ば かりひ
いきにして いた。。。。この兄兄兄兄はや に色色色色 がががが白白白白く って、、、、芝居 のののの真似を して女形
にな る のが好好好好きだ った。。。。おれを見見見見るるるる度度度度 にこい つはどう せ碌碌碌碌なも のには
ならな いと、、、、おや じが い った。。。。乱暴 でででで乱暴 でででで行行行行くくくく先先先先がががが案案案案 じられると母母母母
が い った。。。。な るほど碌碌碌碌なも のにはならな い。。。。ごごごご覧覧覧覧 のののの通通通通り の始末 でででであ る。。。。
行行行行くくくく先先先先がががが案案案案 じられた のも無 理はな い。。。。ただ懲役 にににに行行行行 かな いで生生生生き てい
るば かりであ る。。。。
母母母母がががが病気 でででで死死死死ぬぬぬぬ 二三 日前台所 でででで宙 返りを して へっついの角角角角 でででで肋骨
をををを撲撲撲撲 って大大大大 いに痛痛痛痛 か った。。。。母母母母がががが大層怒 って、、、、おおおお前前前前 のようなも のの顔顔顔顔 はははは
見見見見たくな いと いう から、、、、親類 へへへへ泊泊泊泊 りに行行行行 っていた。。。。す るととうとう死死死死
んだと いう報知がががが来来来来たたたた。。。。そう 早早早早くくくく死死死死ぬとは思思思思わな か った。。。。そんな大病
なら、、、、もう少少少少 しししし大 人しくすれば よか ったと思思思思 って帰帰帰帰 って来来来来たたたた。。。。そう し
たら例例例例 のののの兄兄兄兄がおれを親 不孝だだだだ、、、、おれ のために、、、、お っかさ んが早早早早くくくく死死死死んんんん
だ んだと い った。。。。口惜 しか ったから、、、、兄兄兄兄 のののの横横横横 っっっっ面面面面をををを張張張張 って大変叱られ
たたたた。。。。

母母母母がががが死死死死ん でから は、、、、おや じと兄兄兄兄とととと三人でででで暮暮暮暮 して いた。。。。おや じは何何何何 にににに
もせぬ男男男男 でででで、、、、人人人人 のののの顔顔顔顔さえ見見見見れば貴様 はははは駄目だだだだ駄目だと 口癖 のよう に い
っていた。。。。何何何何がががが駄 目なんだ か今今今今 にににに分分分分らな い。。。。妙妙妙妙な おや じがあ ったもん
だだだだ。。。。兄兄兄兄はははは実業家 にな るとか い ってしきりに英語をををを勉強 して いた。。。。元来
女女女女 のような性分 でででで、、、、ず る いから、、、、仲仲仲仲がよくな か った。。。。十 日にににに 一遍ぐら
いの割割割割 でででで喧嘩を して いた。。。。あ る時将棋をさ したら卑怯なななな待駒 を して、、、、
人人人人がががが困困困困ると嬉嬉嬉嬉 しそう に冷冷冷冷や かした。。。。あんまり腹腹腹腹がががが立立立立 ったから、、、、手手手手にににに在在在在
った飛車をををを眉間 へへへへ叩叩叩叩き つけ てや った。。。。眉間がががが割割割割れ て少少少少 々々々々血血血血がががが出出出出たたたた。。。。兄兄兄兄
がおや じに言付けた。。。。 おや じがおれを勘当す ると言言言言 いいいい出出出出 した。。。。
そ の時時時時 はもう仕方 がな いと観念 して先方 のいう通通通通 りりりり勘当さ れ る つ
もりでいたら、、、、十年来召 しししし使使使使 って いる清清清清と いう下女がががが、、、、泣泣泣泣きながらお
や じに詫詫詫詫ま って、、、、ようや くおや じ のののの怒怒怒怒 りが解解解解けた。。。。それにもかかわら
ずあまりおや じを怖怖怖怖 いとは思思思思わな か った。。。。かえ ってこの清清清清と いう下女
にににに気気気気 のののの毒毒毒毒 であ った。。。。 この下女 はもと由緒 のあ るも のだ ったそうだが、、、、
瓦解 のとき に零落 して、、、、つい奉 公ま です るよう にな った のだと聞聞聞聞 いて
いる。。。。だ から婆婆婆婆さ んであ る。。。。この婆婆婆婆さ んがどう いう因縁 かかかか、、、、おれを非非非非
常常常常 にににに可愛が ってくれた。。。。不思議なも のであ る。。。。母母母母もももも死死死死ぬぬぬぬ三日前 にににに愛想
を つかした―― おや じも年中持 てててて余余余余 して いる―― 町内 では乱暴者 のののの
悪太郎とととと爪弾きをす る―― このおれを無暗 にににに珍重 してくれた。。。。おれは
到底人にににに好好好好 かれる性性性性 でな いとあきらめていたから、、、、他他他他人人人人から木木木木 のののの端端端端 のののの

よう に取取取取りりりり扱扱扱扱われる のは何何何何とも思思思思わな い、、、、かえ ってこの清清清清 のよう にち
や ほや してくれる のを不審 にににに考考考考えた。。。。清清清清 はははは時時時時 々々々々台所 でででで人人人人 のいな い時時時時 にににに
「「「「
あなたは真真真真 っっっっ直直直直 でよ いご気性だだだだ」」」」とととと賞賞賞賞 める事事事事がががが時時時時 々々々々あ った。。。。しかし
おれには清清清清 のいう意味がががが分分分分 からな か った。。。。いい気性なら清 以外 のも の
もももも、、、、もう少少少少 しししし善善善善く してくれるだろうと思思思思 った。。。。清清清清が こんな事事事事を いう度度度度
におれはお世辞 はははは嫌嫌嫌嫌 いだと答答答答え る のが常常常常 であ った。。。。す ると婆婆婆婆さ んはそ
れだ から いいご気性 ですと い っては、、、、嬉嬉嬉嬉 しそう におれ の顔顔顔顔をををを眺眺眺眺めてい
るるるる。。。。自分 のののの力力力力 でおれを製造 して誇誇誇誇 ってるよう に見見見見え る。。。。少少少少 々々々々気味がわ
るるるるか った。。。。
母母母母がががが死死死死ん でから清清清清 は いよ いよおれを可愛が った。。。。時時時時 々々々々はははは小供心にな
ぜあんな に可愛が る のかと不審 にににに思思思思 った。。。。つまらな い、、、、廃廃廃廃 せば いいの
にと思思思思 った。。。。気気気気 のののの毒毒毒毒だと思思思思 った。。。。それ でも清清清清 はははは可愛が る。。。。折折折折 々々々々はははは自分
のののの小遣 いで金鍔やややや紅梅焼をををを買買買買 ってくれる。。。。寒寒寒寒 いいいい夜夜夜夜などはひそかに蕎麦
粉粉粉粉 をををを仕入れ てお いて、、、、い つの間間間間 にか寝寝寝寝 ている枕 元 へへへへ蕎麦湯をををを持持持持 って来来来来
てくれる。。。。時時時時 には鍋焼饂飩さえ買買買買 ってくれた。。。。ただ食食食食 いいいい物物物物ば かり では
な い。。。。靴足袋ももら った。。。。鉛筆もももも貰貰貰貰 った、、、、帳 面もももも貰貰貰貰 った。。。。これはず っ
とととと後後後後 のののの事事事事 であ るが金金金金をををを三円ば かり貸貸貸貸 してくれた事事事事さえあ る。。。。何何何何もももも貸貸貸貸 せせせせ
と い ったたたた訳訳訳訳 ではな い。。。。向向向向う で部屋 へへへへ持持持持 って来来来来 てお小遣 いがなく てお困困困困
り でしょう、、、、おおおお使使使使 いなさ いと い ってくれたんだ。。。。おれは無論入らな い
と い ったが、、、、是非使えと いう から、、、、借借借借 りてお いた。。。。実実実実 はははは大変嬉 しか っ

たたたた。。。。そ の三円をがま 口口口口 へへへへ入入入入れ て、、、、懐懐懐懐 へへへへ入入入入れたなり便所 へへへへ行行行行 ったら、、、、すすすす
ぽ りと後架 のののの中中中中 へへへへ落落落落 してしま った。。。。仕方がな いから、、、、のそ のそ出出出出 てき
てててて実実実実 はこれ これだと清清清清 にににに話話話話 したと ころが、、、、清清清清 はははは早速竹 のののの棒棒棒棒をををを捜捜捜捜 して来来来来
てててて、、、、取取取取 って上上上上げ ますと い った。。。。しばらくす ると井戸端 でざ あざ あ音音音音がががが
す るから、、、、出出出出 てみたら竹竹竹竹 のののの先先先先 へがま 口口口口のののの紐紐紐紐をををを引引引引きききき懸懸懸懸けた のを水水水水 でででで洗洗洗洗 っっっっ
て いた。。。。それから 口口口口をあけ て 一円札をををを改改改改 めたら茶色 にな って模様がががが消消消消
え かか って いた。。。。清清清清 はははは火鉢 でででで乾乾乾乾 かして、、、、これ で いいでしょうと出出出出 した。。。。
ち ょ っとか いでみて臭臭臭臭 いや と い ったら、、、、それじゃお出出出出 しなさ い、、、、取取取取りりりり
換換換換え て来来来来 てててて上上上上げ ます からと、、、、ど こでどう胡魔 化 したか札札札札 のののの代代代代 りに銀貨
をををを三円持 って来来来来たたたた。。。。この三円はははは何何何何 にににに使使使使 ったか忘忘忘忘 れ てしま った。。。。今今今今 にににに返返返返
す よと い ったぎ り、、、、返返返返さな い。。。。今今今今とな っては十倍 にして返返返返してや りた
く ても返返返返せな い。。。。

