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老妓抄

岡本 か の子子子子

平出園子と いう のが老妓 のののの本名だが、、、、これは歌舞伎俳優 のののの戸籍名 のののの
よう に当人 のののの感感感感 じになずまな いと ころがあ る。。。。そう かと い って職業上
のののの名名名名 のののの小小小小そ のとだけ では、、、、だんだん素 人 のののの素朴なななな気持ち に還還還還ろうと し
て いる今 日 のののの彼女 のののの気品にそぐわな い。。。。
ここではただ何何何何となく老妓と い って置置置置くくくく方方方方がよかろうとととと思思思思うううう。。。。
人人人人 々々々々はははは真 昼 のののの百貨店 でよく彼女をををを見見見見かけ る。。。。
目立たな い洋髪 にににに結結結結 びびびび、、、、市楽 のののの着物をををを堅気風に つけ、、、、小女 一人連れれれれ
てててて、、、、憂鬱なななな顔顔顔顔を して店内をををを歩歩歩歩きききき回回回回るるるる。。。。恰幅 のよ い長身 にににに両手をだらり
とととと垂垂垂垂ら し、、、、投出 して行行行行くような足取りで、、、、 一一一一つと ころを何度 もももも回回回回りりりり返返返返
すすすす。。。。そう かと思思思思うと、、、、紙凧 のののの糸糸糸糸 のよう にす っと のして行行行行 って、、、、思思思思 いが
けな いような遠遠遠遠 いいいい売場 にたたず む。。。。彼女 はははは真 昼 のののの寂寂寂寂 しさ 以外、、、、何何何何もももも意意意意
識識識識 していな い。。。。
こうや って自分をををを真 昼 のののの寂寂寂寂 しさ に憩憩憩憩わ している、、、、そ のことさえも意意意意
識識識識 していな い。。。。ひょ っと目星 いいいい品品品品がががが視 野から彼女をををを呼呼呼呼びびびび覚覚覚覚すと、、、、彼女
のののの青青青青 みがか った横長 のののの眼眼眼眼がゆ ったりと開開開開 いて、、、、対象 のののの品物をををを夢夢夢夢 のな か
のののの牡丹 のよう に眺眺眺眺 める。。。。唇唇唇唇がががが娘時代 のよう に捲捲捲捲れれれれ気味 にににに、、、、片隅 へへへへ寄寄寄寄 るるるる
とそ こに微笑がががが泛泛泛泛ぶぶぶぶ。。。。また憂鬱 にににに返返返返るるるる。。。。
だが、、、、彼女 はははは職業 のののの場所 にににに出出出出 てててて、、、、好敵 手がががが見見見見 つかると、、、、はじめはち

ょ っと呆呆呆呆けたような表情を したあとから、、、、いくら でも快活にににに喋舌りりりり出出出出
すすすす。。。。
新喜楽 のまえ の女将 のののの生生生生き ていた時分 にににに、、、、この女将とととと彼女とととと、、、、もう
一人新橋 のひさごあたりが 一一一一つつつつ席席席席 にににに落合 って、、、、雑談 でも始始始始 めると、、、、ここここ
のののの社会 人 のののの耳耳耳耳 には典型的とととと思思思思われる、、、、機知とととと飛躍にににに富富富富んだ会話がががが展開
された。。。。相当なななな年配 のののの芸妓たちま で 「「「「 話話話話 しししし振振振振 りを習習習習 おう」」」」と い って、、、、
客客客客をををを捨捨捨捨 てて老女たち の周囲 にににに集集集集 った。。。。
彼女 一人 のとき でも、、、、気気気気 にににに入入入入 った若若若若 いいいい同業 のののの女女女女 のためには、、、、経験談
をよく話話話話 した。。。。
何何何何もももも知知知知らな い雛妓時代 にににに、、、、座敷 のののの客客客客とととと先輩 のののの間間間間 にににに交交交交される露骨なななな話話話話
にににに笑笑笑笑 いいいい過過過過ぎ て畳畳畳畳 のののの上上上上 にににに粗相を してしま い、、、、座座座座がががが立立立立 てなくな って泣泣泣泣きききき出出出出
してしま った ことから始始始始 め て、、、、囲囲囲囲 いも の時代 にににに、、、、情 人とととと逃逃逃逃げげげげ 出出出出 して、、、、
旦那におふくろを人質 にとられた話話話話やややや、、、、もはや抱妓 のののの二人三人もももも置置置置くくくく
ような看板ぬしにな ってからも、、、、内実 のののの苦苦苦苦 しみは、、、、五円 のののの現金をををを借借借借 りりりり
るために、、、、横 浜往復十 二円 のののの月末払 いの俥俥俥俥 にににに乗乗乗乗 って行行行行 った ことや、、、、彼彼彼彼
女女女女 はははは相 手 のののの若若若若 いいいい妓妓妓妓 たちを笑笑笑笑 いで へと へと に疲疲疲疲ら せず には措措措措 かな いま
でででで、、、、話話話話 のののの筋筋筋筋 はははは同同同同じでも、、、、趣向 はははは変変変変え て、、、、そ の迫迫迫迫りりりり方方方方 はははは彼女 にににに物物物物 のののの怪怪怪怪がががが
つき、、、、われ知知知知らず に魅惑 のののの爪爪爪爪をををを相 手 のののの女女女女 にににに突突突突きききき立立立立 てて行行行行くよう に見見見見ええええ
るるるる。。。。若若若若さを嫉妬 して、、、、老老老老 いが狡猾なななな方法 でででで巧巧巧巧みに責責責責 めめめめ苛苛苛苛 ん でいるよう
にさえ見見見見え る。。。。

若若若若 いいいい芸妓たち は、、、、とうとう髪髪髪髪をををを振振振振 りりりり乱乱乱乱して、、、、両脇腹をををを押押押押ええええ喘喘喘喘 いでい
う のだ った。。。。
「「「「 姐姐姐姐さ ん、、、、頼頼頼頼むからもう止止止止してよ。。。。この上笑わ せられたら死死死死ん でし
まう」」」」
老妓 はははは、、、、生生生生き てる人人人人 のことは決決決決 して語語語語らな いが、、、、故人でででで馴染 のあ っ
たたたた人人人人に ついては 一皮 ｜｜｜｜剥剥剥剥 いた彼女独特 のののの観察をををを語語語語 っっっったたたた。。。。それ等等等等 のののの人人人人 のののの
中中中中 には思思思思 いがけな い素 人やややや芸人もあ った。。。。
中国 のののの名優 のののの梅蘭芳がががが帝 国劇場 にににに出演 しに来来来来たとき、、、、そ の肝煎 りを
した某富豪 にににに向向向向 って、、、、老妓 はははは 「「「「 費用 は いくら かか っても関関関関 いません
から、、、、 一度 のおりを つく って欲欲欲欲 し い」」」」とととと頼頼頼頼 みみみみ込込込込ん で、、、、そ の富豪 にににに宥宥宥宥 めめめめ
返返返返されたと いう話話話話がががが、、、、嘘嘘嘘嘘 かかかか本当 かかかか、、、、彼女 のののの逸話 のののの 一一一一つにな って いる。。。。
笑笑笑笑 いいいい苦苦苦苦 しめられた芸妓 のののの 一人がががが、、、、 そ の復讐 の つもりもあ って
「「「「 姐姐姐姐さ んは、、、、そ のとき、、、、銀行 のののの通帳をををを帯揚げ から出出出出 して、、、、おおおお金金金金なら
これだけありますと、、、、そ の方方方方 にににに見見見見せたと いうが、、、、ほんとう です か」」」」とととと
尋尋尋尋くくくく。。。。
す ると、、、、彼女 はははは
「「「「 ば かば かし い。。。。 子供 じゃあ るま いし、、、、帯揚げ のなん の って……」」」」
こども のよう にな って、、、、ぷんぷん怒怒怒怒 る のであ る。。。。そ の真偽 はと にか
くくくく、、、、彼女 から こう いううぶな態度 をををを見見見見た いためにも、、、、若若若若 いいいい女女女女 たち はし
ば しば尋尋尋尋 いた。。。。

「「「「 だがね。。。。 おまえさ んたち」」」」とととと小小小小そ のは総総総総 てを語語語語 った のち に いう、、、、
「「「「 何 人男をををを代代代代え ても つづまると ころ、、、、た った 一人 のののの男男男男をををを求求求求 めている
にににに過過過過ぎな いのだね。。。。いま こうや って思思思思 いいいい出出出出 して見見見見 てててて、、、、この男男男男、、、、あ の男男男男
とととと部分 々々にににに牽牽牽牽 かれるも のの残残残残 っていると ころは、、、、そ の求求求求 めて いる男男男男
のののの 一部 一部 のののの切切切切れはしな のだよ。。。。だ から、、、、どれも これも 一人 では永永永永くくくく
はははは続続続続 かな か った のさ」」」」
「「「「 そして、、、、そ の求求求求 めている男男男男と いう のは」」」」とととと若若若若 いいいい芸妓たち は尋尋尋尋きききき返返返返
すと
「「「「 それが は っきり判判判判れば、、、、苦労なんかしや しな いやね」」」」それは初恋
のののの男男男男 のよう でもあり、、、、また、、、、この先先先先、、、、見見見見 つか って来来来来 るるるる男男男男 かも知知知知れな い
のだと、、、、彼女 はははは日常生活 のののの場合 のののの憂鬱なななな美美美美 しさを生地 でででで出出出出 ししししてい った。。。。
「「「「 そ こ へ行行行行くと、、、、堅気さ ん の女女女女 はははは羨羨羨羨 し いねえ。。。。親親親親がきめ てくれる、、、、
生涯 ひとり の男男男男をををを持持持持 って、、、、何何何何もももも迷迷迷迷わず に子供をををを儲儲儲儲 け て、、、、そ の子供 のののの世世世世
話話話話 にな って死死死死んで行行行行くくくく」」」」
ここま で聴聴聴聴くと、、、、若若若若 いいいい芸妓たち は、、、、姐姐姐姐さ ん の話話話話も いいがあとが人人人人をををを
くさら して いけな いと評評評評す る のであ った。。。。

小小小小そ のが永年 のののの辛苦 でででで 一通り の財産も でき、、、、座敷 のののの勤勤勤勤めも自由なななな選選選選
択択択択がががが許許許許されるよう にな った十年 ほど前前前前 から、、、、何何何何となく健康 でででで常識的なななな
生活をををを望望望望むよう にな った。。。。芸者屋を している表店とととと彼女 のののの住住住住 っている

裏裏裏裏 のののの蔵付 のののの座敷と は隔離 してしま って、、、、しもたや 風風風風 のののの出入 口をををを別別別別にににに露露露露
地地地地 から表通り へつけるよう に造作 した のも、、、、そ の現現現現われ の 一一一一つであ る
しししし、、、、遠縁 のののの子供をををを貰貰貰貰 って、、、、養女 にして女学校 へへへへ通通通通わせた のもそ の現現現現わわわわ
れ の 一一一一つであ る。。。。彼女 のののの稽古事がががが新時代的 のも のや知識的 のも のに移移移移
って行行行行 った のも、、、、あ る いはまたそ の現現現現われ の 一一一一つと いえ るかも知知知知れな
いいいい。。。。この物語をををを書書書書きききき記記記記すすすす作者 のもと へは、、、、下町 のあ る知 人 のののの紹介 でででで和和和和
歌歌歌歌をををを学学学学 びに来来来来た のであ るが、、、、そ のとき彼女 はこう いう意味 のことを い
った。。。。
芸者と いうも のは、、、、調法ナイ フのようなも ので、、、、これと い って特別
によく利利利利く ことも いらな いが、、、、大概な ことに間間間間 にににに合合合合うも のだけは持持持持 っっっっ
て いなければならな い。。。。どう かそ の程度 にににに教教教教え て頂頂頂頂きた い。。。。この頃頃頃頃はははは
自分 のののの年年年年 か っこう から、、、、自然上品向き のお客客客客さ ん のお相 手をす ること
がががが多多多多 くな ったから。。。。
作者 はははは 一年 ほど この母母母母ほども年上 のののの老女 のののの技能をををを試試試試 みたが、、、、和歌 はははは
な い素質 ではな か ったが、、、、むしろ俳句 にににに適適適適す る性格をををを持持持持 って いる のが
判判判判 った ので、、、、やが て女流俳人 のののの某女 にににに紹介 した。。。。老妓 はそれま で の指指指指
導導導導 のののの礼礼礼礼だと い って、、、、出入り の職 人をををを作者 のののの家家家家 へへへへ寄越 して、、、、中庭 にににに下町
風風風風 のののの小小小小さな池池池池とととと噴水をををを作作作作 ってくれた。。。。
彼女がががが自分 のののの母屋をををを和洋折衷風にににに改築 して、、、、電化装置 にした のは、、、、
彼女がががが職業先 のののの料亭 のそれを見見見見 てててて来来来来 てててて、、、、負負負負けず嫌嫌嫌嫌 いから の思思思思 いいいい立立立立ち に

違違違違 いな いが、、、、設備 して見見見見 てててて、、、、彼女 はこの文明 のののの利器がががが現現現現すすすす働働働働きには、、、、
健康的 でででで神秘なも のを感感感感ず る のだ った。。。。
水水水水をををを 口口口口から注注注注ぎぎぎぎ 込込込込むとたちまち湯湯湯湯 にな って栓 口から出出出出るギザ ーや、、、、
煙管 のののの先先先先 でででで圧圧圧圧すと、、、、すぐ種火がががが点点点点 じて煙草 にににに燃燃燃燃え つく電気 ｜｜｜｜莨盆やややや、、、、
それらを使使使使 いながら、、、、彼女 のののの心心心心はははは新鮮 にににに慄慄慄慄え る のだ った。。。。
「「「「 まるで生生生生きも のだね、、、、ふー ム、、、、物事 はははは万事 こう いかなく っち ゃ…………
…………」」」」
そ の感感感感 じから想像 にににに生生生生れ て来来来来 るるるる、、、、端的 でででで速力的なななな世界 はははは、、、、彼女 にににに自自自自
分分分分 のして来来来来たたたた生涯をををを顧顧顧顧みさ せた。。。。
「「「「 あたしたち のして来来来来た ことは、、、、まるで行灯を つけ ては消消消消 しししし、、、、消消消消 しししし
ては つけるようなまどろ い生涯だ った」」」」
彼女 はメート ルの費用 のののの高高高高 む のに少少少少な からず辟易 しながら、、、、電気装
置置置置を いじる のを楽楽楽楽 しみに、、、、 しばらくは毎朝 こども のよう に早起 した。。。。
電気 のののの仕掛けはよく損損損損 じた。。。。近所 のののの蒔 田と いう電気器具商 のののの主人がががが
来来来来 てててて修繕 した。。。。彼女 はそ の修繕す ると ころに付纏 って、、、、珍珍珍珍ら しそう に
見見見見 ているうち に、、、、彼女 に いくら か の電気 のののの知識がががが摂摂摂摂 りりりり入入入入れられた。。。。
「「「「 陰陰陰陰 のののの電気とととと陽陽陽陽 のののの電気がががが合体す ると、、、、そ こに いろ いろ の働働働働きを起起起起 しししし
てててて来来来来 るるるる。。。。ふーむ、、、、 こりゃ人間 のののの相性とそ っくりだねえ」」」」
彼女 のののの文化にににに対対対対す る驚異 はははは 一一一一層深くな った。。。。

