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あ る春春春春 のののの日暮 です。。。。
唐唐唐唐 のののの都都都都 ｜｜｜｜洛陽 のののの西西西西 のののの門門門門 のののの下下下下にににに、、、、ぼ んや り空空空空をををを仰仰仰仰 いでいる、、、、 一人 のののの若若若若
者者者者がありま した。。。。
若者 はははは名名名名をををを杜 子春と い って、、、、元元元元はははは金持 のののの息 子でしたが、、、、今今今今 はははは財産をををを
費費費費 いいいい尽尽尽尽して、、、、そ の日日日日 のののの暮暮暮暮 しにも困困困困るるるる位位位位、、、、憐憐憐憐なななな身分 にな っている のです。。。。
何何何何 しろそ の頃洛陽と いえば、、、、天下にににに並並並並ぶぶぶぶも ののな い、、、、繁昌をををを極極極極 めた
都都都都 です から、、、、往来 にはまだ し っきりなく、、、、 人人人人やややや車車車車がががが通通通通 って いました。。。。
門 一ぱ いに当当当当 って いる、、、、油油油油 のような夕 日 のののの光光光光 のののの中中中中 にににに、、、、老人 のかぶ った
紗紗紗紗 のののの帽 子やややや、、、、土耳古 のののの女女女女 のののの金金金金 のののの耳環やややや、、、、白馬にににに飾飾飾飾 った色糸 のののの手綱がががが、、、、
絶絶絶絶えず流流流流れ て行行行行くくくく容 子はははは、、、、まるで画画画画 のような美美美美 しさ です。。。。
しかし杜 子春 はははは相変らず、、、、門門門門 のののの壁壁壁壁 にににに身身身身 をををを凭凭凭凭 せて、、、、ぼ んや り空空空空ば かり
眺眺眺眺 めていま した。。。。空空空空 には、、、、もう細細細細 いいいい月月月月がががが、、、、うらうらと靡靡靡靡 いた霞霞霞霞 のののの中中中中 にににに、、、、
まるで爪爪爪爪 のののの痕痕痕痕 かと思思思思うううう程程程程、、、、 かす かに白白白白くくくく浮浮浮浮 んでいる のです。。。。
「「「「 日日日日はははは暮暮暮暮れるし、、、、腹腹腹腹 はははは減減減減 るし、、、、そ の上上上上もうど こ へ行行行行 っても、、、、泊泊泊泊 め て
くれるるるる所所所所はなさそうだ し―― こんな思思思思 いを して生生生生き ている位位位位なら、、、、一一一一
そそそそ川川川川 へでも身身身身 をををを投投投投げ て、、、、死死死死んでしま った方方方方がましかも知知知知れな い」」」」
杜 子春 はひとりさ っきから、、、、こんな取取取取りとめもな いことを思思思思 いめぐ

ら していた のです。。。。
す るとど こからや って来来来来たか、、、、突然彼 のののの前前前前 へへへへ足足足足をををを止止止止めた、、、、片 目 ｜｜｜｜眇眇眇眇
のののの老人があります。。。。それが夕 日 のののの光光光光をををを浴浴浴浴び て、、、、大大大大きな影影影影をををを門門門門 へへへへ落落落落すと、、、、
じ っと杜 子春 のののの顔顔顔顔をををを見見見見ながら、、、、
「「「「 おおおお前前前前 はははは何何何何をををを考考考考え ている のだ」」」」とととと、、、、横柄 にににに声声声声を かけました。。。。
「「「「 私私私私 です か。。。。私私私私 はははは今夜寝 るるるる所所所所もな いので、、、、どう したも のかと考考考考え て
いる のです」」」」
老人 のののの尋尋尋尋ねねねね方方方方がががが急急急急 でしたから、、、、杜 子春 はさすが に眼眼眼眼をををを伏伏伏伏 せて、、、、思思思思わわわわ
ずずずず 正直なななな答答答答を しま した。。。。
「「「「 そう か。。。。 それは可哀 そうだな」」」」
老人はしばらく何事 かかかか考考考考え ているよう でしたが、、、、やが て、、、、往来 にさ
している夕 日 のののの光光光光をををを指指指指さ しながら、、、、
「「「「 ではおれが いいことを 一一一一つつつつ教教教教え てや ろう。。。。今今今今 この夕 日 のののの中中中中 にににに立立立立 っっっっ
てててて、、、、おおおお前前前前 のののの影影影影がががが地地地地 にににに映映映映 ったら、、、、そ の頭頭頭頭 にににに当当当当 るるるる所所所所をををを夜中 にににに掘掘掘掘 って見見見見るが
いい。。。。き っと車車車車 にににに 一一一一ぱ いの黄金がががが埋埋埋埋ま って いるはずだ から」」」」
「「「「 ほんとう です か」」」」
杜 子春 はははは驚驚驚驚 いて、、、、伏伏伏伏せていた眼眼眼眼をををを挙挙挙挙げ ま した。。。。と ころが更更更更 にににに不思議
な ことには、、、、あ の老 人はど こ へ行行行行 ったか、、、、もうあたりにはそれら し い、、、、
影影影影もももも形形形形もももも見当りません。。。。そ の代代代代 りりりり空空空空 のののの月月月月 のののの色色色色 はははは前前前前 よりもな お白白白白くな っ
てててて、、、、休休休休 みな い往来 のののの人通り の上上上上 には、、、、もう気気気気 のののの早早早早 いいいい蝙蝠がががが 二三匹 ひら

ひら舞舞舞舞 って いました。。。。

二二二二
杜 子春 はははは 一日 のののの内内内内 にににに、、、、洛陽 のののの都都都都 でも唯 一人と いう大金持 になりまし
たたたた。。。。あ の老人 のののの言葉通りりりり、、、、夕 日にににに影影影影をををを映映映映 して見見見見 てててて、、、、そ の頭頭頭頭 にににに当当当当 るるるる所所所所をををを、、、、
夜中 にそ っと掘掘掘掘 って見見見見たら、、、、大大大大きな車車車車 にも余余余余 るるるる位位位位、、、、黄金がががが 一山 でてき
た のです。。。。
大金持 にな った杜 子春 はははは、、、、すぐに立派なななな家家家家をををを買買買買 って、、、、玄宗皇帝 にも
負負負負 けな い位位位位、、、、贅 沢なななな暮暮暮暮 しを し始始始始 めま した。。。。蘭陵 のののの酒酒酒酒をををを買買買買わ せるやら、、、、
桂州 のののの竜眼肉をとりよせるやら、、、、日日日日にににに四度色 のののの変変変変 るるるる牡丹をををを庭庭庭庭 にににに植植植植えさ
せるやら、、、、白孔雀をををを何羽もももも放放放放 しししし飼飼飼飼 いにす るやら、、、、玉玉玉玉をををを集集集集 めるやら、、、、錦錦錦錦
をををを縫縫縫縫わせるやら、、、、香木 のののの車車車車をををを造造造造ら せるやら、、、、象 牙 のののの椅 子をををを誂誂誂誂え るやら、、、、
そ の贅 沢をををを 一一一一々々々々書書書書 いていては、、、、い つにな っても この話話話話がおしま いにな
らな い位位位位 です。。。。
す ると こう いう噂噂噂噂をををを聞聞聞聞 いて、、、、今今今今 ま では路路路路 でででで行行行行きききき合合合合 っても、、、、挨拶さえ
しな か った友友友友だちなどが、、、、朝夕遊 びにや って来来来来ま した。。。。それも 一日 ｜｜｜｜
毎毎毎毎 にににに数数数数がががが増増増増 して、、、、半年ば かり経経経経 つつつつ内内内内 には、、、、洛陽 のののの都都都都 にににに名名名名をををを知知知知られた才才才才
子子子子やややや美 人がががが多多多多 いいいい中中中中 でででで、、、、杜 子春 のののの家家家家 へへへへ来来来来な いも のは、、、、 一人もな い位位位位 にな
ってしま った のです。。。。杜 子春 はこの御客たちを相 手にににに、、、、毎 日酒盛 りを
開開開開きました。。。。そ の酒盛 り のまた ｜｜｜｜盛盛盛盛な こと は、、、、中中中中 々々々々口口口口には尽尽尽尽されませ

んんんん。。。。極極極極 か い つまんだだけをお話話話話 しても、、、、杜 子春がががが金金金金 のののの杯杯杯杯 にににに西洋 から来来来来
たたたた葡萄酒をををを汲汲汲汲んで、、、、天竺生れ の魔法使がががが 刀刀刀刀をををを呑呑呑呑 んで見見見見せる芸芸芸芸 にににに見見見見とれ
て いると、、、、そ のまわりには二十人 のののの女女女女たちが、、、、十人はははは翡翠 のののの蓮蓮蓮蓮 のののの花花花花をををを、、、、
十人はははは瑪瑙 のののの牡丹 のののの花花花花をををを、、、、いずれも髪髪髪髪 にににに飾飾飾飾 りながら、、、、笛笛笛笛やややや琴琴琴琴をををを節 面白
くくくく奏奏奏奏 していると いう景色な のです。。。。
しかし いくら大金持 でも、、、、御金 には際限があります から、、、、さすがに
贅 沢家 のののの杜 子春もももも、、、、 一年 二年とととと経経経経 つつつつ内内内内 には、、、、だんだん貧乏 になり出出出出しししし
ま した。。。。そうす ると人間 はははは薄情なも ので、、、、昨 日ま では毎 日来たたたた友友友友だち
もももも、、、、今 日はははは門門門門 のののの前前前前 をををを通通通通 ってさ へ、、、、挨拶 一つして行行行行きません。。。。ましてと
うとう三年 目 のののの春春春春、、、、また杜 子春がががが以前 のののの通通通通りりりり、、、、 一文な しにな って見見見見るるるる
とととと、、、、広広広広 いいいい洛陽 のののの都都都都 のののの中中中中 にも、、、、彼彼彼彼 にににに宿宿宿宿をををを貸貸貸貸 そうと いう家家家家 はははは、、、、 一軒もなく
な ってしま いました。。。。いや、、、、宿宿宿宿をををを貸貸貸貸すど ころか、、、、今今今今 では椀椀椀椀 にににに 一杯 のののの水水水水
もももも、、、、恵恵恵恵 んでくれるも のはな いのです。。。。
そ こで彼彼彼彼 はあ る日日日日 のののの夕方、、、、もう 一度あ の洛陽 のののの西西西西 のののの門門門門 のののの下下下下 へへへへ行行行行 って、、、、
ぼ んや り空空空空をををを眺眺眺眺めながら、、、、途方 にににに暮暮暮暮れ て立立立立 っていました。。。。す るとや は
りりりり昔昔昔昔 のよう に、、、、片 目 ｜｜｜｜眇眇眇眇 のののの老人がががが、、、、ど こから か姿姿姿姿 をををを現現現現 して、、、、
「「「「 おおおお前前前前 はははは何何何何をををを考考考考え ている のだ」」」」とととと、、、、声声声声を かけ るではありませんか。。。。
杜 子春 はははは老人 のののの顔顔顔顔をををを見見見見ると、、、、恥恥恥恥 しそう に下下下下をををを向向向向 いたまま、、、、しばらく
はははは返事もしません でした。。。。がががが、、、、老人はそ の日日日日もももも親切そう に、、、、同同同同じじじじ言葉
をををを繰 返します から、、、、 こちらも前前前前とととと同同同同じよう に、、、、

「「「「 私私私私 はははは今夜寝 るるるる所所所所もな いので、、、、 どう したも のかと考考考考え て いる ので
すすすす」」」」とととと、、、、恐恐恐恐 るるるる恐恐恐恐 るるるる返事を しました。。。。
「「「「 そう か。。。。それは可哀 そそそそうだな。。。。ではおれが いいことを 一一一一つつつつ教教教教え て
や ろう。。。。今今今今 この夕 日 のののの中中中中 へへへへ立立立立 って、、、、おおおお前前前前 のののの影影影影がががが地地地地 にににに映映映映 ったら、、、、そ の胸胸胸胸
にににに当当当当 るるるる所所所所をををを、、、、夜中 にににに掘掘掘掘 って見見見見るが いい。。。。き っと車車車車 にににに 一一一一ぱ いの黄金がががが埋埋埋埋
ま っているはずだ から」」」」
老人はこう言言言言 ったと思思思思うと、、、、今度 もまた人人人人ご み の中中中中 へへへへ、、、、掻掻掻掻きききき消消消消すよ
う に隠隠隠隠れ てしま いました。。。。
杜 子春 はそ の翌 日から、、、、たちまち 天下第 一のののの大金持 にににに返返返返りました。。。。
とととと同時 にににに相変らず、、、、仕放題なななな贅 沢を し始始始始 めました。。。。庭庭庭庭 にににに咲咲咲咲 いている牡牡牡牡
丹丹丹丹 のののの花花花花、、、、そ の中中中中 にににに眠眠眠眠 っている白孔雀、、、、それから 刀刀刀刀をををを呑呑呑呑 んで見見見見せる、、、、天天天天
竺竺竺竺 から来来来来たたたた魔法使―― す べてが昔昔昔昔 のののの通通通通りな のです。。。。
でででです から車車車車 にににに 一一一一ぱ いにあ った、、、、あ の夥夥夥夥 し い黄金もももも、、、、また三年ば かり
経経経経 つつつつ内内内内 には、、、、す っかりなくな ってしま いま した。。。。

