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愚愚愚愚な る （（（（ ））））
?!母母母母 のののの散文詩

岡本 か の子子子子

わたしは今今今今、、、、 おおおお化粧をせ つせと しています。。。。
き ょう は恋人 のためにではありません。。。。
あたし の息 子太郎 のためにです。。。。
わたし の太郎 はははは十四にな りました。。。。
そして、、、、自分 のののの女性 にににに対対対対す る美美美美 のののの認識 に ついてそろそろう んぬんす
るよう にな りました。。。。
太郎 のののの為為為為 にも、、、、わた しはお化粧を しなく てはな りません。。。。太郎がががが、、、、
いまに いくら美美美美 し い恋人をををを持持持持 っと しても、、、、ママが汚汚汚汚なく ては悲観す る
でしょう。。。。そう いう 日日日日 のののの来来来来な い先先先先 から、、、、わた しはせ つせとお化粧 しま
すすすす。。。。き ょう は恋人 のののの為為為為 にではありません。。。。太郎 のののの為為為為 にににに未来 のず っと未未未未
来来来来ま でも、、、、美美美美く し い ママでありた いお仕度 のののの為為為為 にせ つせとお化粧 のお
稽古 です。。。。
いまに美美美美くし い恋人をををを持持持持 っても、、、、つい傍傍傍傍 の ママが汚汚汚汚なく ては太郎もももも
悲観 せざ るを得得得得な いでしょう。。。。美美美美 し い恋人にににに美美美美く し い ママ、、、、それ でな
ければ、、、、太郎 のののの幸福 はははは完全 でな いでしょう。。。。現在だと て、、、、き ょう の今今今今
にも太郎 はははは学校 から帰帰帰帰ります。。。。おおおお菓 子をもらうより先先先先きに太郎 は ママ
をををを見見見見ます。。。。そ の時時時時、、、、太郎 のののの眼眼眼眼 に ママが奇麗 でな か ったら―― わた しは
おおおお化粧を します。。。。今 日はははは恋 人 のののの為為為為 にではありません。。。。

わたしは学学学学 びます。。。。唐唐唐唐うたを、、、、や まと言葉を フラ ンス語語語語をををを。。。。そして
知知知知 ろうと します、、、、哲学 をををを宗教をををを。。。。 また絵絵絵絵をををを文学をををを、、、、音楽をををを味味味味 います。。。。
き ょう のそれら は単単単単 にわた し の欲求やややや嗜好 ではありません。。。。太郎 の マ
マは優優優優 れた思想やややや感覚をををを持持持持たねばなりません。。。。わたしは学学学学 びます。。。。唐唐唐唐
うたを、、、、や まと言葉を フラ ンス語語語語をををを。。。。そして知知知知ろうと します哲学 をををを宗宗宗宗
教教教教をををを。。。。また絵絵絵絵をををを文学をををを音音音音楽楽楽楽 をををを味味味味 います。。。。それゆえ太郎 のののの着物 のののの綻綻綻綻 びも
縫縫縫縫う てや るひまがありません。。。。太郎 はははは、、、、ぶ つぶ つい っているよう です。。。。
しかし、、、、いまに御御御御らんなさ い。。。。太郎 はやが て、、、、唐唐唐唐うたを、、、、や まと言葉
を フラ ンス語語語語をををを学学学学 びびびび、、、、そして哲学をををを宗教をををを知知知知 ること によ ってよき思想
をををを持持持持ちちちち絵絵絵絵やややや 文学やややや音楽 をををを味味味味 って充分官覚 のののの洗練さ れたそ のような マ
マを持持持持ちちちち得得得得 るでしょう。。。。太郎 はははは、、、、綻綻綻綻 び の着物 のののの前前前前 を かき合合合合 せながら、、、、
そ のような ママを持持持持ちちちち得得得得たプ ライドに満満満満ち て幸福 でしょう。。。。
今 日から お金金金金まうけを始始始始 めた いのです。。。。わた し の下手なななな詩詩詩詩 でも買買買買 っっっっ
てててて下下下下さ い。。。。
わたしはお金金金金をもうけ て、、、、恋 人にににに香香香香 いのいい煙草 一箱買おうとす る
のでもありません。。。。また、、、、わた し のド レス 一枚買おう為為為為 めでもありま
せんよ。。。。
当当当当 てて御覧なさ い。。。。当当当当りませんか。。。。
や っぱ り太郎 に ついてですよ。。。。ですが、、、、年頃 のののの男男男男 のののの子子子子にあまりお金金金金
をや ってはよくありません。。。。わた しは貯貯貯貯め て置置置置く のですよ。。。。おおおお金金金金 はははは麻麻麻麻

の ハンカチ へ 一包、、、、二包。。。。それから古古古古 いいいい革 手袋やややや、、、、昔昔昔昔 はや ったお高祖
づきん の布布布布 つつつつ片片片片 にし っかりくく って。。。。そして、、、、決決決決 して決決決決 して太郎 には
見見見見せません。。。。
わたしは遣遣遣遣 る のです。。。。そ のお金金金金 で いまに太郎 のののの美美美美くし いお嫁嫁嫁嫁 にににに着物
をををを買買買買 ってや る のです …………太郎 はど こから かき っと美美美美 く し いお嫁嫁嫁嫁
さ んを連連連連れ て来来来来ま しょう …………そ のお嫁嫁嫁嫁さ んは、、、、ひょ っとす るとき
つい意地悪 るかも しれません。。。。
それ でもわたしはきれ いな着物をををを買買買買 ってや ります。。。。太郎 はははは美美美美くし い
着物をををを着着着着 たお嫁嫁嫁嫁さ んをまた 一一一一だんと好好好好 みま しょう から。。。。 おおおお嫁嫁嫁嫁さ んが、、、、
わたしを いじめるお嫁嫁嫁嫁さ ん でもおかま ひな し、、、、わた しは太郎 のよろ こ
び のために、、、、 そ のお嫁嫁嫁嫁さ んに美美美美く し い着物をををを買買買買 ってや ります。。。。
です から、、、、わた しは今 日からお金金金金をををを貯貯貯貯めなければなりません。。。。
わたし の下手なななな詩詩詩詩 でも買買買買 って下下下下さ い。。。。わたしが香香香香 のいい煙草 一箱恋
人人人人にににに買買買買おうと でもす ること です か、、、、またド レス 一枚わたし の為為為為 にににに買買買買はははは
ふとす る のでもありませんよ。。。。
みんな太郎 のののの為為為為 にににに…………太郎 のののの美美美美 く し いお嫁嫁嫁嫁さ んに着 物をををを買買買買うううう
ため麻麻麻麻 の ハンカチ古古古古 いいいい革 手袋、、、、昔昔昔昔 はや ったお高祖づきん の布布布布 つつつつ片片片片 へへへへ、、、、
そ っと貯貯貯貯め て置置置置 こうとす るお金金金金な んです。。。。

