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● 本編冒頭部分

一一一一 巡礼
「「「「 ねねねね、、、、なぜ旅旅旅旅 にににに出出出出る の？」
「「「「 苦苦苦苦 し いからさ。」
「「「「 あなた の （（（（ 苦苦苦苦 し い））））はははは、、、、おきまりで、、、、ち つとも信用 できません。」
「「「「 正岡子規三十六、、、、尾崎紅葉 三十七、、、、斎藤 緑雨三十八、、、、国木 田独歩
三十八、、、、長塚節 三十七、、、、芥 川龍之介 三十六、、、、嘉村礒多 三十七。」
「「「「 それは、、、、何何何何 のののの事事事事な の？」
「「「「 あ い つら の死死死死んだと しさ。。。。ば たば た死死死死ん でゐる。。。。おれもそろそろ、、、、
そ のと しだ。。。。作家 にと つて、、、、これくら ゐ の年齢 のののの時時時時がががが、、、、一一一一ば ん大事 でででで、」
「「「「 さう して、、、、苦苦苦苦 し い時時時時な の？」
「「「「 何何何何をををを言言言言 つてやが る。。。。ふざ けちや いけな い。。。。おおおお前前前前 にだ つて、、、、少少少少 しは、、、、
わ か つてゐる筈筈筈筈たがね。。。。もう、、、、これ以上 はははは言言言言はん。。。。言言言言ふと、、、、気障 にな
るるるる。。。。 お い、、、、 おれは旅旅旅旅 にににに出出出出るよ。」
私私私私も いい加減 にと しをと つたせゐか、、、、自分 のののの気持 のののの説明などは、、、、気気気気
障障障障なななな事事事事 のやう に思思思思 はれ て、、、、 （（（（ しかも、、、、 それは、、、、た いて いありふれた
文学的なななな虚飾な のだ から））））何何何何もももも言言言言 ひたくな いのであ る。。。。

津軽 のののの事事事事をををを書書書書 いてみな いか、、、、とととと或或或或 るるるる出版社 のののの親親親親 し い編輯者 にににに前前前前 から
言言言言 はれ てゐたし、、、、私私私私もももも生生生生き てゐるうち に、、、、いちど、、、、自分 のののの生生生生れた地方
のののの隅隅隅隅 々々々々ま で見見見見 てててて置置置置きたく て、、、、或或或或 るるるる年年年年 のののの春春春春、、、、乞食 のやうな姿姿姿姿 でででで東京をををを出出出出
発発発発 した。。。。

●●●● 最終部分
「「「「 何何何何 かかかか、、、、た べな いか。」とととと私私私私にににに言言言言 った。。。。
「「「「 要要要要らな い。」とととと答答答答えた。。。。本当 にににに、、、、何何何何もた べたくな か った。。。。
「「「「 餅餅餅餅があ るよ。」たけ は、、、、 小屋 のののの隅隅隅隅 にににに片片片片づけられ てあ る重箱 にににに手手手手をををを
かけた。。。。
「「「「 いいんだ。。。。食食食食 いたくな いんだ。」
たけは軽軽軽軽くくくく首肯 いてそれ以上すすめようともせず、、、、
「「「「 餅餅餅餅 のほう でな いんだも のな。」とととと小声 でででで言言言言 って微笑 んだ。。。。 三十年
ち かく互互互互 いに消息がなく ても、、、、私私私私 のののの酒飲 みをち ゃんと察察察察 して いるよう
であ る。。。。不思議なも のだ。。。。私私私私が にや にや していたら、、、、たけは眉眉眉眉を ひそ
めめめめ、、、、
「「「「 たば こも飲飲飲飲 むなう。。。。さ っきから、、、、立立立立 て つづけ にふかしている。。。。たたたた
け は、、、、 おおおお前前前前 にににに本本本本をををを読読読読 むむむむ事事事事だば教教教教えたけれども、、、、たば こだ の酒酒酒酒だ のは、、、、
教教教教えねきやなう。」とととと言言言言 った。。。。油断大敵 のれ いであ る。。。。私私私私はははは笑笑笑笑 いを収収収収
めた。。。。

私私私私がががが真 面目なななな顔顔顔顔 にな ってしま ったら、、、、こんどは、、、、たけ のほう で笑笑笑笑 いいいい、、、、
立立立立ちちちち上上上上 って、、、、
「「「「 竜神様 のののの桜桜桜桜 でも見見見見にににに行行行行くか。。。。 どどどどうううう ？」とととと私私私私をををを誘誘誘誘 った。。。。
「「「「 ああ、、、、行行行行 こう。」
私私私私はははは、、、、たけ の後後後後 に ついて掛 小屋 のう しろ の砂山にににに登登登登 った。。。。砂山には、、、、
スミ レが咲咲咲咲 いていた。。。。背背背背 のののの低低低低 いいいい藤藤藤藤 のののの蔓蔓蔓蔓 もももも、、、、這這這這 いいいい拡拡拡拡が っている。。。。たけは
黙黙黙黙 って のぼ って行行行行くくくく。。。。私私私私もももも何何何何もももも言言言言わず、、、、ぶらぶら歩歩歩歩 いて ついて行行行行 った。。。。
砂山をををを登登登登りりりり切切切切 って、、、、だらだら降降降降 りると竜神様 のののの森森森森 があ って、、、、そ の森森森森 のののの
小路 のと ころど ころに八重桜がががが咲咲咲咲 いている。。。。たけ は、、、、突然、、、、ぐ いと片片片片
手手手手を のば して八重桜 のののの小枝 をををを折折折折 りりりり取取取取 って、、、、歩歩歩歩きながらそ の枝枝枝枝 のののの花花花花をむ
し って地地地地 べたに投投投投げげげげ捨捨捨捨 てててて、、、、それから立立立立ちどま って、、、、勢勢勢勢 いよく私私私私 のほう
にににに向向向向きききき直直直直 りりりり、、、、 にわ かに、、、、堰堰堰堰をををを切切切切 ったみた いに能弁 にな った。。。。
「「「「 久久久久 しししし振振振振 りだなあ。。。。はじめは、、、、わ からな か った。。。。金木 のののの津島とととと、、、、うううう
ち の子供 はははは言言言言 ったが、、、、まさ かと思思思思 った。。。。まさ か、、、、来来来来 てくれるとは思思思思わわわわ
な か った。。。。小屋から出出出出 てお前前前前 のののの顔顔顔顔をををを見見見見 ても、、、、わ からな か った。。。。修治だだだだ、、、、
とととと言言言言われ て、、、、あれ、、、、とととと思思思思 ったら、、、、それから、、、、 口口口口がきけなくな った。。。。運運運運
動会もももも何何何何もももも見見見見えなくな った。。。。三十年ち かく、、、、たけはお前前前前 にににに逢逢逢逢 いたく て、、、、
逢逢逢逢え るかな、、、、逢逢逢逢えな いかな、、、、とそれば かり考考考考え て暮暮暮暮 していた のを、、、、ここここ
んな にち ゃんと大 人にな って、、、、たけを見見見見たく て、、、、はるば ると小泊ま で
たずね て来来来来 てくれたかと思思思思うと、、、、ありがた いのだ か、、、、うれし いのだ か、、、、

かな し いのだ か、、、、そんな事事事事 はははは、、、、どう でも いいじゃ、、、、まあ、、、、よく来来来来たな
ああああ、、、、おおおお前前前前 のののの家家家家 にににに奉 公にににに行行行行 った時時時時 には、、、、おおおお前前前前 はははは、、、、ぱたぱた歩歩歩歩 いてはころ
びびびび、、、、ぱ たぱた歩歩歩歩 いてはころび、、、、まだよく歩歩歩歩けなく て、、、、ご はん の時時時時 には
茶碗をををを持持持持 ってあち こち歩歩歩歩きまわ って、、、、庫庫庫庫 のののの石段 のののの下下下下 でご はんを食食食食 べる
のが 一一一一ば ん好好好好き で、、、、たけに昔噺語ら せて、、、、たけ の顔顔顔顔をと っくと見見見見なが
らららら 一匙ず つ養養養養わせて、、、、手手手手かずもかか ったが、、、、愛愛愛愛ご く てなう、、、、それが こ
んな におとな にな って、、、、みな夢夢夢夢 のようだ。。。。金木 へも、、、、たまに行行行行 ったが、、、、
金木 のまちを歩歩歩歩きながら、、、、も しや お前前前前がそ の辺辺辺辺にににに遊遊遊遊 ん でいな いかと、、、、
おおおお前前前前とととと同同同同じじじじ年頃 のののの男男男男 のののの子供を ひとりひとり見見見見 てててて歩歩歩歩 いたも のだ。。。。よく来来来来
たなあ。」とととと 一語、、、、 一語、、、、言言言言うたびご と に、、、、 手手手手にして いる桜桜桜桜 のののの小枝 のののの
花花花花をををを夢中 でででで、、、、むしり取取取取 っては捨捨捨捨 てててて、、、、むしり取取取取 っては捨捨捨捨 てて いる。。。。
「「「「 子供 はははは？」たうとうそ の小枝 も へし折折折折 って捨捨捨捨 てててて、、、、両肘をををを張張張張 って モ
ンペをゆす り上上上上げげげげ、、、、 「「「「 子供 はははは、、、、幾 人」」」」
私私私私はははは小路 のののの傍傍傍傍 のののの杉杉杉杉 のののの木木木木 にににに軽軽軽軽くくくく寄寄寄寄 りかか って、、、、 ひとりだ、、、、とととと答答答答え た。。。。
「「「「 男男男男 ？？？？ 女女女女 ？」
「「「「 女女女女だだだだ。」
「「「「 いく つ？」
次次次次 から次次次次とととと矢継 早にににに質問をををを発発発発す る。。。。私私私私はたけ の、、、、そ のよう に強強強強く て
不遠慮なななな愛情 のあらわ し方方方方 にににに接接接接 して、、、、ああ、、、、私私私私はははは、、、、たけ に似似似似 ている の
だと思思思思 った。。。。きようだ い中中中中 でででで、、、、私私私私 ひとり、、、、粗 野でででで、、、、がら っぱち のと こ

ろがあ る のは、、、、この悲悲悲悲 し い育育育育 て の親親親親 のののの影響だ ったと いう事事事事 にににに気付 いた。。。。
私私私私 はははは、、、、この時時時時 はじめて、、、、私私私私 のののの育育育育ち の本質を は っきり知知知知らされた。。。。私私私私はははは
断断断断 じて、、、、上品なななな育育育育ち の男男男男 ではな い。。。。どうりで、、、、金持ち の子供ら しくな
いと ころがあ った。。。。見見見見よよよよ、、、、私私私私 のののの忘忘忘忘 れれれれ得得得得ぬぬぬぬ人人人人はははは、、、、青森 における ＴＴＴＴ君君君君 であ
りりりり、、、、五所川原における中畑さ んであり、、、、金木 におけるアヤであり、、、、そそそそ
う して小泊 におけ るたけ であ る。。。。アヤは現在 もももも私私私私 のののの家家家家 にににに仕仕仕仕え ているが、、、、
他他他他 のののの人人人人たちも、、、、そ のむかし 一度 はははは、、、、私私私私 のののの家家家家 に いた事事事事があ る人人人人だだだだ。。。。私私私私はははは、、、、
これら の人人人人とととと友友友友 であ る。。。。
さ て、、、、古聖人 のののの獲麟をををを気取 るわけ でもな いけれど、、、、聖戦 下 のののの新津軽
風土記もももも、、、、作者 のこの獲友 のののの告白をををを以以以以てててて、、、、ひとまづペ ンをとどめ て大大大大
過過過過な いかと思思思思 はれる。。。。まだまだ書書書書きた い事事事事がががが、、、、あれ これとあ つた のだ
がががが、、、、津軽 のののの生生生生き てゐる雰囲気 はははは、、、、以上 でだ いた い語語語語りりりり尽尽尽尽したよう にも
思思思思 はれる。。。。私私私私はははは虚飾をををを行行行行 はな か つた。。。。読者をだま しはしな か ったたたた。。。。ささささ
らば読者 よよよよ、、、、命命命命あらば また他 日。。。。 元気 でででで行行行行 かう。。。。絶望す るな。。。。 では、、、、
失敬。。。。

