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越後 のののの春 日をををを経経経経 てててて今津 へへへへ出出出出るるるる道道道道 をををを、、、、珍珍珍珍ら し い旅人 のののの 一群れが歩歩歩歩 いている。。。。母母母母
はははは三十歳をををを踰踰踰踰えたば かり の女女女女 でででで、、、、 二人 のののの子供をををを連連連連れ ている。。。。姉姉姉姉 はははは十四、、、、弟弟弟弟 はははは十十十十
二二二二であ る。。。。 それ に四十ぐら いの女 中 がががが 一人 ついて、、、、 くたびれた同胞 二人をををを、、、、
「「「「 もう じきにお宿宿宿宿 にお着着着着きなさ います」」」」とととと言言言言 って励励励励まして歩歩歩歩 かせようとす る。。。。
二人 のののの中中中中 でででで、、、、姉娘 はははは足足足足をををを引引引引きず るよう にして歩歩歩歩 いているが、、、、それ でも気気気気がががが勝勝勝勝 っっっっ
ていて、、、、疲疲疲疲れた のを母母母母やややや弟弟弟弟 にににに知知知知らせま いとして、、、、折折折折 りりりり折折折折 りりりり思思思思 いいいい出出出出したよう に弾弾弾弾
力力力力 のある歩歩歩歩き つきを して見見見見せる。。。。近近近近 いいいい道道道道 をををを物詣りにでも歩歩歩歩く のなら、、、、ふさわ し
くも見見見見えそうな 一群れ であるが、、、、笠笠笠笠やら杖杖杖杖やら か いが いし い出立ちを している
のが、、、、誰誰誰誰 のののの目目目目にも珍珍珍珍ら しく、、、、また気気気気 のののの毒毒毒毒 にににに感感感感ぜられる のである。。。。
道道道道 はははは百姓家 のののの断断断断えたり続続続続 いたりす る間間間間をををを通通通通 っている。。。。砂砂砂砂やややや 小石はははは多多多多 いが、、、、秋秋秋秋
日和によく乾乾乾乾 いて、、、、 しかも粘土がまじ っているために、、、、よく固固固固ま っていて、、、、海海海海
のそば のよう に踝踝踝踝をををを埋埋埋埋めて人人人人をををを悩悩悩悩ます ことはな い。。。。
藁葺き の家家家家がががが何軒もももも立立立立ちちちち並並並並 んだ 一構えが柞柞柞柞 のののの林林林林 にににに囲囲囲囲まれ て、、、、それに夕 日がか
っとさ していると ころに通通通通りかか った。。。。
「「「「 まああ の美美美美 し い紅葉をごらん」」」」とととと、、、、先先先先 にににに立立立立 っていた母母母母がががが指指指指さ して子供 にににに言言言言
った。。。。
子供 はははは母母母母 のののの指指指指さす方方方方をををを見見見見たが、、、、な んとも言言言言わぬ ので、、、、女中がががが言言言言 った。。。。 「「「「 木木木木

のののの葉葉葉葉があんな に染染染染まる のでござ います から、、、、朝晩おおおお寒寒寒寒くなりました のも無 理はははは
ござ いませんね」」」」
姉娘がががが突然弟 をををを顧顧顧顧 みて言言言言 った。。。。 「「「「 早早早早くお父父父父うさま のいら っしゃると ころ へ
往往往往きた いわね」」」」
「「「「 姉姉姉姉えさん。。。。まだな かな か往往往往 かれはしな いよ」」」」弟弟弟弟 はははは賢賢賢賢 しげ に答答答答えた。。。。
母母母母がががが諭諭諭諭す よう に言言言言 った。。。。 「「「「 そう ですとも。。。。今今今今 ま で越越越越 して来来来来たような 山山山山をた
くさん越越越越 して、、、、河河河河やややや海海海海をお船船船船 でたびたび渡渡渡渡らなく ては往往往往 かれな いのだよ。。。。毎 日
精出しておとな しく歩歩歩歩 かなく ては」」」」
「「「「 でも早早早早くくくく往往往往きた いのですも の」」」」とととと、、、、姉娘 はははは言言言言 った。。。。
一群れはしばらく黙黙黙黙 って歩歩歩歩 いた。。。。
向向向向う から空桶をををを担担担担 いで来来来来 るるるる女女女女がある。。。。塩浜から帰帰帰帰 るるるる潮汲 みみみみ女女女女 である。。。。
それ に女中がががが声声声声を かけた。。。。 「「「「 も しも し。。。。 この辺辺辺辺にににに旅旅旅旅 のののの宿宿宿宿をす る家家家家 はありま
せんか」」」」
潮汲 みみみみ女女女女 はははは足足足足をををを駐駐駐駐 め て、、、、主従 四人 のののの群群群群 れを 見渡 した。。。。 そ し て こう 言言言言 った。。。。
「「「「 まあ、、、、おおおお気気気気 のののの毒毒毒毒なななな。。。。あ いにくなと ころで日日日日がががが暮暮暮暮れますね。。。。 この土地には旅旅旅旅
のののの人人人人をををを留留留留めて上上上上げ る所所所所はははは 一軒もありません」」」」
女中がががが言言言言 った。。。。 「「「「 それ は本当 です か。。。。どう してそんな に人気がががが悪悪悪悪 いのでし
ょう」」」」
二人 のののの子供 はははは、、、、はず んで来来来来 るるるる対話 のののの調子をををを気気気気 にして、、、、潮汲 みみみみ女女女女 のそば へ寄寄寄寄 っっっっ
た ので、、、、女中とととと三人でででで女女女女をををを取取取取りりりり巻巻巻巻 いた形形形形 にな った。。。。

潮汲 みみみみ女女女女 はははは言言言言 った。。。。 「「「「 いいえ。。。。信者 がががが多多多多 く て人気 のいい土地 ですが、、、、国守
のののの掟掟掟掟だ から しかたがありません。。。。もうあそ こに」」」」とととと言言言言 いさ して、、、、女女女女 はははは今来たたたた道道道道
をををを指指指指さ した。。。。 「「「「 もうあそ こに見見見見え て いますが、、、、あ の橋橋橋橋ま でお いでなさ ると高高高高
札札札札がががが立立立立 っています。。。。それにくわ しく書書書書 いてあるそう ですが、、、、近近近近ご ろ悪悪悪悪 いいいい人買 いいいい
が この辺辺辺辺をををを立立立立ちちちち回回回回ります。。。。それ で旅人にににに宿宿宿宿をををを貸貸貸貸 して足足足足をををを留留留留めさ せたも のにはお
咎咎咎咎めがあります。。。。あたり七軒巻添え にな るそう です」」」」
「「「「 それは困困困困りますね。。。。子供衆 もお いでなさ るし、、、、もうそう遠遠遠遠 くま では行行行行 かれ
ません。。。。どう にかしよう はありますま いか」」」」
「「「「 そう ですね。。。。わたし の通通通通うううう塩浜 のあるあたりま で、、、、あなた方方方方がお いでなさ
ると、、、、夜夜夜夜 にな ってしま いましょう。。。。どうもそ こら でいい所所所所をををを見見見見 つけ て、、、、野宿をををを
なさ るよりほか、、、、 しかたがありますま い。。。。わたし の思案 では、、、、あそ この橋橋橋橋 のののの下下下下
にお休休休休 みなさ るが いいでしょう。。。。岸岸岸岸 のののの石垣ににににぴ ったり寄寄寄寄 せて、、、、河原にににに大大大大き い材材材材
木木木木がたくさん立立立立 ててあります。。。。荒川 のののの上上上上から流流流流 して来来来来たたたた材木 です。。。。昼間はそ の
下下下下でででで子供がががが遊遊遊遊 んでいますが、、、、奥奥奥奥 のののの方方方方 には日日日日もささず、、、、暗暗暗暗くな っている所所所所があり
ます。。。。そ こなら風風風風もももも通通通通しますま い。。。。わたしはこう して毎 日通うううう塩浜 のののの持持持持ちちちち主主主主 のののの
と ころに います。。。。 ついそ この柞柞柞柞 のののの森森森森 のののの中中中中 です。。。。夜夜夜夜 にな ったら、、、、藁藁藁藁やややや薦薦薦薦をををを持持持持 って
往往往往 ってあげ ましょう」」」」
子供ら の母母母母はははは 一人離れ て立立立立 って、、、、 この話話話話をををを聞聞聞聞 いていたが、、、、 このとき潮汲 みみみみ女女女女
のそば に進進進進 みみみみ寄寄寄寄 って言言言言 った。。。。 「「「「 よ い方方方方 にににに出逢 いま した のは、、、、わた しども の為為為為
合合合合 せでござ います。。。。そ こ へ往往往往 って休休休休 みましょう。。。。どうぞ藁藁藁藁やややや薦薦薦薦をお借借借借 りりりり申申申申 しと

うござ います。。。。せめて子供たち にでも敷敷敷敷 かせたりきせたり いたしとうござ いま
すすすす」」」」
潮汲 みみみみ女女女女 はははは受受受受けけけけ合合合合 って、、、、柞柞柞柞 のののの林林林林 のののの方方方方 へへへへ帰帰帰帰 って行行行行くくくく。。。。主従四人はははは橋橋橋橋 のある方方方方 へへへへ
急急急急 いだ。。。。

●●●●最終場面
関白師実 のののの娘娘娘娘と い った のは、、、、仙洞にかしず いている養女 でででで、、、、実実実実 はははは妻妻妻妻 のののの姪姪姪姪 であ
るるるる。。。。 こ の后后后后 はははは久久久久 し い間病気 で いられた のに、、、、厨 子王 のののの守本尊 をををを借借借借 りて拝拝拝拝むと、、、、
すぐに拭拭拭拭うよう に本復 せられた。。。。
師実 はははは厨子王にににに還俗さ せて、、、、自分 でででで冠冠冠冠をををを加加加加えた。。。。同時 にににに正氏がががが謫謫謫謫所所所所 へへへへ、、、、赦免
状状状状をををを持持持持たせて、、、、安否をををを問問問問 いに使使使使 いをや った。。。。 しかしこの使使使使 いが往往往往 ったとき、、、、正正正正
氏氏氏氏はもう死死死死んでいた。。。。 元服して正道とととと名名名名 の っている厨子王はははは、、、、身身身身 のや つれるほ
どどどど嘆嘆嘆嘆 いた。。。。
そ の年年年年 のののの秋秋秋秋 のののの除 目にににに正道 はははは丹後 のののの国守 にせられた。。。。 これは遥授 のののの官官官官 でででで、、、、任国
には自分 でででで往往往往 かず に、、、、掾掾掾掾をお いて治治治治めさ せる のである。。。。 しかし国守 はははは最初 のののの政政政政
として、、、、丹後 一国 でででで人人人人 のののの売売売売りりりり買買買買 いを禁禁禁禁 じた。。。。そ こで山椒大夫も ことごとく奴婢
をををを解放 して、、、、給料をををを払払払払う ことにした。。。。大夫がががが家家家家 では 一時 それを大大大大き い損失 のよ
う に思思思思 ったが、、、、 このときから農作もももも工匠 のののの業業業業もももも前前前前 にににに増増増増 して盛盛盛盛 んにな って、、、、 一族
は いよ いよ富富富富 みみみみ栄栄栄栄えた。。。。国守 のののの恩人曇猛律師 はははは僧都 にせられ、、、、国守 のののの姉姉姉姉を いた
わ った小萩 はははは故郷 へへへへ還還還還された。。。。安寿がががが亡亡亡亡きあとはねんご ろに弔弔弔弔われ、、、、また入水

した沼沼沼沼 のののの畔畔畔畔 には尼寺がががが立立立立 つことにな った。。。。
正道 はははは任国 のためにこれだけ のことを してお いて、、、、特特特特 にににに仮寧をををを申申申申 しししし請請請請う て、、、、
微行 して佐渡 へへへへ渡渡渡渡 った。。。。
佐渡 のののの国府 はははは雑太と いう所所所所にある。。。。正道 はそ こ へ往往往往 って、、、、役人 のののの手手手手でででで国中をををを
調調調調 べてもら ったが、、、、母母母母 のののの行行行行くえ は容易 にににに知知知知れな か った。。。。
ある日正道 はははは思案 にくれながら、、、、 一人旅館をををを出出出出 てててて市中をををを歩歩歩歩 いた。。。。そ のうち い
つか人家 のののの立立立立ちちちち並並並並んだ所所所所をををを離離離離れ て、、、、畑中 のののの道道道道 にかか った。。。。空空空空 はよく晴晴晴晴れて日日日日がががが
あ かあ かと照照照照 って いる。。。。 正道 はははは心心心心 のうち に、、、、 「「「「 どう してお母母母母あさま の行行行行くえ
がががが知知知知れな いのだろう、、、、もし役人なんぞに任任任任せて調調調調 べさせて、、、、自分がががが捜捜捜捜 しししし歩歩歩歩 かぬ
のを神仏がががが憎憎憎憎 んで逢逢逢逢わせて下下下下さらな いのではあるま いか」」」」などと思思思思 いながら歩歩歩歩
いている。。。。ふと見見見見れば、、、、大大大大ぶぶぶぶ大大大大き い百姓家がある。。。。家家家家 のののの南側 のまばらな生垣 のののの
うちが、、、、土土土土をたたき固固固固めた広場 にな っていて、、、、そ の上上上上にににに 一面にににに蓆蓆蓆蓆がががが敷敷敷敷 いてある。。。。
蓆蓆蓆蓆 には刈刈刈刈りりりり取取取取 った粟粟粟粟 のののの穂穂穂穂がががが干干干干してある。。。。そ の真真真真 んんんん中中中中 にににに、、、、襤褸をををを着着着着 たたたた女女女女がすわ っ
てててて、、、、手手手手にににに長長長長 いいいい竿竿竿竿をををを持持持持 って、、、、雀雀雀雀 のののの来来来来 てててて啄啄啄啄む のを逐逐逐逐 っている。。。。女女女女 はははは何何何何やら歌歌歌歌 ののののよう
なななな調子で つぶやく。。。。
正道 はなぜ か知知知知らず、、、、 この女女女女 にににに心心心心がががが牽牽牽牽 かれ て、、、、立立立立ちちちち止止止止ま ってのぞ いた。。。。女女女女 のののの
乱乱乱乱れた髪髪髪髪 はははは塵塵塵塵 にににに塗塗塗塗れ ている。。。。顔顔顔顔をををを見見見見れば盲盲盲盲 である。。。。正道 はひどく哀哀哀哀れに思思思思 った。。。。
そ のうち女女女女 の つぶや いている詞詞詞詞がががが、、、、次第 にににに耳耳耳耳にににに慣慣慣慣れ て聞聞聞聞きききき分分分分けられ て来来来来たたたた。。。。そそそそ
れと同時 にににに正道 はははは瘧病 のよう に身身身身うちが震震震震 って、、、、目目目目には涙涙涙涙がががが湧湧湧湧 いて来来来来たたたた。。。。女女女女 はははは
こう いう詞詞詞詞をををを繰繰繰繰 りりりり返返返返して つぶや いていた のである。。。。

安寿恋 しや、、、、 ほうや れほ。。。。
厨子王恋 しや、、、、 ほうや れほ。。。。
鳥鳥鳥鳥もももも生生生生あるも のなれば、、、、
疾疾疾疾うううう疾疾疾疾うううう逃逃逃逃げ よ、、、、逐逐逐逐わずとも。。。。

正道 はう っとりとな って、、、、 この詞詞詞詞にににに聞聞聞聞きききき惚惚惚惚れた。。。。そ のうち臓腑がががが煮煮煮煮ええええ返返返返るよ
う にな って、、、、獣獣獣獣め いた叫叫叫叫びが 口口口口から出出出出ようとす る のを、、、、歯歯歯歯をををを食食食食 いしば ってこら
えた。。。。たちまち正道 はははは縛縛縛縛られた縄縄縄縄がががが解解解解けたよう に垣垣垣垣 のうち へ駆駆駆駆けけけけ込込込込んだ。。。。そし
てててて足足足足には粟粟粟粟 のののの穂穂穂穂をををを踏踏踏踏 みみみみ散散散散ら し つつ、、、、女女女女 のののの前前前前 にににに俯伏 した。。。。右右右右 のののの手手手手には守本尊をををを捧捧捧捧
げげげげ持持持持 って、、、、俯伏 したときに、、、、それを額額額額 にににに押押押押 しししし当当当当 てていた。。。。
女女女女 はははは雀雀雀雀 でな い、、、、大大大大き いも のが粟粟粟粟をあら しに来来来来た のを知知知知 った。。。。そしてい つも の
詞詞詞詞をををを唱唱唱唱えや めて、、、、見見見見えぬ目目目目でじ っと前前前前をををを見見見見たたたた。。。。そ のとき干干干干した貝貝貝貝がががが水水水水 にほとび
るよう に、、、、両方 のののの目目目目にににに潤潤潤潤 いが出出出出たたたた。。。。女女女女 はははは目目目目があ いた。。。。
「「「「 厨子王」」」」と いう叫叫叫叫びが女女女女 のののの口口口口から出出出出たたたた。。。。 二人はぴ ったり抱抱抱抱きききき合合合合 った。。。。

