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お い木村さ ん信信信信さ ん寄寄寄寄 ってお出出出出よよよよ、、、、おおおお寄寄寄寄 りと い ったら寄寄寄寄 っても
宜宜宜宜 いではな いか、、、、また素通りで二葉や へ行行行行くくくく気気気気だろう、、、、押押押押 かけ て
行行行行 って引引引引ず つて来来来来 るからそう思思思思 いな、、、、 ほんとにお湯湯湯湯なら帰帰帰帰 りにき
っとよ っておくれよ、、、、嘘嘘嘘嘘 つつつつ吐吐吐吐きだ から何何何何をををを言言言言う か知知知知れや しな いと
店先 にににに立立立立 って馴染 ら しき突突突突 かけ 下駄 のののの男男男男 をとらえ て小言を いう
ような物物物物 のののの言言言言 いぶ り、、、、腹腹腹腹もももも立立立立たず か言訳しながら後刻 にににに後刻 にと
行過 るあとを、、、、ち ょ っと舌打 しながら見送 って後後後後 にもな いもんだ
来来来来 るるるる気気気気もな い癖癖癖癖 にににに、、、、本当 にににに女房もち にな っては仕方がな いねと店店店店
にににに向向向向 って閾閾閾閾をまたぎながら 一人言を いえば、、、、高高高高ちちちち ゃん大分御述懷
だね、、、、何何何何もそんな に案案案案 じるにも及及及及ぶま い焼棒杭とととと何何何何とやら、、、、また
より の戻戻戻戻るるるる事事事事もあ るよ、、、、心配 しな いで呪呪呪呪 でもして待待待待 つが宜宜宜宜 いさと
慰慰慰慰 めるような朋輩 のののの口振、、、、力力力力ち ゃんと違違違違 って私私私私 しには技量がな い
からね、、、、 一人でも逃逃逃逃 しては残念ささささ、、、、私私私私 し のような運運運運 のののの悪悪悪悪 る い者者者者 にににに
はははは呪呪呪呪もももも何何何何もももも聞聞聞聞きはしな い、、、、今夜もまた木戸番かかかか何何何何たら事事事事だだだだ面白くくくく
もな いと肝癪 まぎ れ に店前 へへへへ腰腰腰腰を かけ て駒 下駄 のう しろ でと ん
／＼とととと土間をををを蹴蹴蹴蹴 るは二十 のののの上上上上をををを七七七七 つか十十十十かかかか引眉毛 にににに作作作作 りりりり生際、、、、白白白白

粉粉粉粉 べ ったりと つけ て唇唇唇唇 はははは人食うううう犬犬犬犬 のごとく、、、、かく ては紅紅紅紅もももも厭厭厭厭やら
しき物物物物なり、、、、おおおお力力力力とととと呼呼呼呼ば れたるは中肉 のののの背背背背か っこうすらり つと し
てててて洗洗洗洗 いいいい髪髪髪髪 のののの大嶋 田にににに新新新新わら のさわや かさ、、、、頚頚頚頚もと計計計計 のののの白粉 もももも栄栄栄栄ええええ
な く見見見見 ゆ る天然 のののの色 白 を これ みよが しに乳乳乳乳 のあ た りま で胸胸胸胸 く つ
ろげ て、、、、煙草すぱ／＼長煙管 にににに立膝 のののの無作法さも咎咎咎咎める人人人人 のなき
こそよけれ、、、、思思思思 いいいい切切切切 ったる大形 のののの裕衣 にににに引引引引 かけ帯帯帯帯 はははは黒繻 子とととと何何何何やややや
ら のまが い物物物物、、、、緋緋緋緋 のののの平平平平ぐけが背背背背 のののの処処処処 にににに見見見見え て言言言言わずと知知知知れ しこの
あたり の姉姉姉姉さま風風風風なり、、、、おおおお高高高高と いえ るは洋銀 のののの簪簪簪簪 でででで天神がえ し の
髷髷髷髷 のののの下下下下をををを掻掻掻掻 きな がら思思思思 いいいい出出出出 した よう に力力力力ち ゃん先刻 のののの手紙 おおおお出出出出
しかと いう、、、、 はあと気気気気 のな い返事を して、、、、どう で来来来来 る のではな い
けれど、、、、あれもお愛想さと笑笑笑笑 って いるに、、、、大底 におしよ巻紙 二尋
もももも書書書書 いて二枚切手 のののの大封じがお愛想 ででき る物物物物 かな、、、、そして彼彼彼彼 のののの
人人人人はははは赤坂 以来 のののの馴染 ではな いか、、、、少少少少 しや そ っと の紛雑があろうと
もももも縁切れにな って留留留留 るるるる物物物物 かかかか、、、、おおおお前前前前 のののの出出出出かた 一一一一つで何何何何う でもな るに、、、、
ち つとは精精精精をををを出出出出 して取止めるよう に心心心心がけたら宜宜宜宜 かろ、、、、あんまり
冥利がよくあ るま いと言言言言えば御親 切にににに有有有有がとう、、、、御異見はははは承承承承りりりり置置置置
ま して私私私私はどうも彼彼彼彼んな奴奴奴奴 はははは虫虫虫虫がががが好好好好 かな いから、、、、なき縁縁縁縁とあきら
め て下下下下さ いと人事 のよう に いえば、、、、あきれたも のだ のと笑笑笑笑 ってお
前前前前なぞはそ の我我我我ままが通通通通るから豪勢ささささ、、、、 この身身身身 にな っては仕方がががが

な いと団扇をををを取取取取 って足元をあおぎながら、、、、昔昔昔昔 しは花花花花 よ の言言言言 いな し
可笑 しく、、、、表表表表をををを通通通通 るるるる男男男男をををを見見見見かけ て寄寄寄寄 ってお出出出出 でと夕夕夕夕ぐれ の店先 にににに
ぎわ いぬ。。。。
店店店店 はははは二間間 口のののの二階作 りりりり、、、、軒軒軒軒 には御神灯さげ て盛盛盛盛 りりりり塩景気 よく、、、、
空壜 かかかか何何何何 かかかか知知知知らず、、、、銘酒あまた棚棚棚棚 のののの上上上上 になら べて帳場めきたる処処処処
もももも見見見見ゆゆゆゆ、、、、勝 手元には七輪をををを扇扇扇扇ぐぐぐぐ音折 々々々々にににに騷騷騷騷が しく、、、、女主がががが手手手手づ か
らららら寄寄寄寄 せせせせ鍋茶碗むし位位位位 はな るも道 理、、、、表表表表 にかかげ し看板をををを見見見見れば 子子子子
細細細細ら しく御料理とぞ したためける、、、、さ りと て仕出 しししし頼頼頼頼 みに行行行行たら
ばばばば何何何何とか いうらん、、、、俄俄俄俄 にににに今 日品切れもおかしかるべく、、、、女女女女ならぬ
おおおお客様 はははは手前店 へお出出出出 かけを願願願願 います るとも言言言言う にかたから ん、、、、
世世世世 はははは御方便やややや商 売 がら を心得 てててて 口取 りりりり焼肴 とあ つら へに来来来来 るるるる 田田田田
舍舍舍舍 も のもあらざ りき、、、、おおおお力力力力と いう はこの家家家家 のののの 一枚看板、、、、年年年年 はははは随 一
若若若若けれども客客客客をををを呼呼呼呼ぶ に妙妙妙妙ありて、、、、さ のみは愛想 のののの嬉嬉嬉嬉 しがら せを言言言言
うやう にもなく我我我我まま至極 のののの身身身身 のののの振舞、、、、少少少少 しししし容貌 のののの自慢 かと思思思思ええええ
ばばばば 小面がががが憎憎憎憎く いと蔭 口いふ朋輩もありけれど、、、、交際 ては存存存存 のののの外外外外やややや
さ し い処処処処があ って女女女女ながらも離離離離れともな い心持がす る、、、、ああ心心心心とととと
てててて仕方 のな いも の面面面面ざ しが何 処 とな く冴冴冴冴 へて見見見見 へるは彼彼彼彼 のののの子子子子 のののの
本性がががが現現現現われる のであろう、、、、誰誰誰誰 しも新開 へへへへ這入るほど の者者者者 でででで菊菊菊菊 のののの
井井井井 のお力力力力をををを知知知知らぬはあ るまじ、、、、菊菊菊菊 のののの井井井井 のお力力力力 かかかか、、、、おおおお力力力力 のののの菊菊菊菊 のののの井井井井 かかかか、、、、

さ ても近来まれ の拾拾拾拾 いも の、、、、あ の娘娘娘娘 のお蔭蔭蔭蔭 でででで新開 のののの光光光光りが添添添添わ っ
たたたた、、、、抱抱抱抱ええええ主主主主 はははは神棚 へささげ て置置置置 いても宜宜宜宜 いと て軒並び の羨羨羨羨 みみみみ種種種種 にににに
な りぬ。。。。
おおおお高高高高 はははは往来 のののの人人人人 のなきを見見見見 てててて、、、、力力力力ち ゃんお前前前前 のののの事事事事だ から何何何何があ
ったからと て気気気気 にしても いま いけれど、、、、私私私私はははは身身身身 に つまされ て源源源源ささささ
ん の事事事事がががが思思思思われる、、、、それは今今今今 のののの身分 にににに落落落落ぶれ ては根根根根 つから宜宜宜宜 いお
客客客客 ではな いけれども思思思思 いいいい合合合合うたから には仕方がな い、、、、年年年年がががが違違違違をが
子子子子があろがさ、、、、ね へ左様 ではな いか、、、、おおおお内儀さ んがあ ると い って
別別別別れられる物物物物 かね、、、、構構構構うううう事事事事 はな い呼出 してお遣遣遣遣 りりりり、、、、私私私私 し のなぞと
い ったら 野郎 がががが根根根根 から 心替 りが し て顔顔顔顔 をををを 見見見見 てさえ逃逃逃逃げげげげ 出出出出す のだ
から仕方がな い、、、、どう で諦諦諦諦めめめめ物物物物 でででで別 口 へかかる のだがお前前前前 のはそ
れとは違違違違うううう、、、、了簡 一つでは今今今今 のお内儀さ んに三下りりりり半半半半ををををもももも遣遣遣遣られ
る のだけれど、、、、おおおお前前前前 はははは気位がががが高高高高 いから源源源源さ んと 一処 になろうとは
思思思思うま い、、、、それだも のな お の事呼ぶぶぶぶ分分分分 にににに子細があ るも のか、、、、手紙
を お書書書書 きききき今今今今 にににに三河や の御 用聞 きが来来来来 るだ ろう から彼彼彼彼 のののの子僧 にににに使使使使
いやさ んを為為為為 せるが宜宜宜宜 いいいい、、、、何何何何 のののの人人人人おおおお嬢様 ではあ るま いし御遠慮計
申申申申 てな る物物物物 かな、、、、おおおお前前前前 はははは思思思思 いいいい切切切切りが宜宜宜宜すぎ るから いけな い兎兎兎兎もももも角角角角
手紙をや って御覧、、、、源源源源さ んも可愛 そうだわなと言言言言 いながら お力力力力をををを
見見見見れば煙煙煙煙管掃除 にににに余念 のなきか俯向たるまま物物物物 いわず。。。。

やが て雁首をををを奇麗 にににに拭拭拭拭 いて 一服す ってポ ンとはたき、、、、またす い
つけ てお高高高高 にににに渡渡渡渡 しな がら気気気気 を つけ ておくれ店先 でででで言言言言わ れ ると 人人人人
聞聞聞聞きが悪悪悪悪 いではな いか、、、、菊菊菊菊 のののの井井井井 のお力力力力 はははは土方 のののの手伝 いを情夫 にににに持持持持
つなどと考違えをさ れ てもならな い、、、、 それ は昔昔昔昔 し の夢夢夢夢がたりさ、、、、
何何何何 のののの今今今今 はははは忘忘忘忘 れ て仕舞 てててて源源源源とも七七七七とも思思思思 いいいい出出出出されぬ、、、、もうそ の話話話話 しししし
はははは止止止止めめめめ／＼ と いいながら立立立立あが る時表をををを通通通通 るるるる兵児帯 のののの 一一一一むれ、、、、 ここここ
れれれれ石川さ ん村岡さ んお力力力力 のののの店店店店をお忘忘忘忘 れなされたかと呼呼呼呼 べば、、、、 いや
相変らず豪傑 のののの声声声声 かかり、、、、素通りもな るま いと てず っと這入るに、、、、
たちまち廊 下にば た／＼と いう足足足足おと、、、、姉姉姉姉さ んお銚子とととと声声声声をかけ
れば、、、、おおおお肴肴肴肴 はははは何何何何をと答答答答ふふふふ、、、、三味 のののの音景気 よく聞聞聞聞え て乱舞 のののの足音 ここここ
れよりぞ聞聞聞聞ええええ初初初初ぬぬぬぬ。。。。

