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夏 目漱 石

●●●●第 二章中途 ―――― 三毛子をををを訪問
こんな失敗 を した時時時時 には内内内内 に いて御 三な んぞ に顔顔顔顔をををを見見見見ら れ る のも
何何何何となくば つが悪悪悪悪 いいいい。。。。い っそ の事気をををを易易易易え て新道 のののの二弦琴 のののの御師匠ささささ
ん の所所所所 のののの三毛子でも訪問 しようと台所から裏裏裏裏 へへへへ出出出出たたたた。。。。三毛子はこの近近近近
辺辺辺辺でででで有名なななな美貌家 であ る。。。。我輩 はははは猫猫猫猫 には相違な いが物物物物 のののの情情情情け は 一通りりりり
心心心心得得得得 ている。。。。うち で主人 のののの苦苦苦苦 いいいい顔顔顔顔をををを見見見見たり、、、、御 三 のののの険突をををを食食食食 って気分
がががが勝勝勝勝 れん時時時時 はははは必必必必ず こ の異性 のののの朋友 のののの許許許許をををを訪問 して いろ いろな話話話話をす
るるるる。。。。す ると、、、、い つの間間間間 にか心心心心がががが晴晴晴晴 々々々々して今今今今ま で の心配もももも苦労もももも何何何何もか
もももも忘忘忘忘 れ て、、、、生生生生れれれれ変変変変 ったような心持 にな る。。。。女性 のののの影響と いうも のは実実実実
にににに莫大なも のだ。。。。杉垣 のののの隙隙隙隙 から、、、、いるかなと思思思思 って見渡すと、、、、三毛 子
はははは正月だ から首輪 のののの新新新新 し いのを して行儀 よく椽側 にににに座座座座 って いる。。。。そ の
背中 のののの丸丸丸丸ささささ加減がががが言言言言う に言言言言われんほど美美美美 し い。。。。曲線 のののの美美美美をををを尽尽尽尽している。。。。
尻尾 のののの曲曲曲曲がり加減、、、、足足足足 のののの折折折折 りりりり具合、、、、物憂げ に耳耳耳耳をち ょいち ょい振振振振 るるるる景景景景
色色色色なども到底形容がががが できん。。。。こと によく 日日日日 のののの当当当当 るるるる所所所所にににに暖暖暖暖 かそう に、、、、品品品品
よく控控控控え て いるも のだ から、、、、身体 はははは静粛端正 のののの態度 をををを有有有有す るにも関関関関らららら
ずずずず、、、、天鵞毛をををを欺欺欺欺く ほど の滑滑滑滑ら かな満身 のののの毛毛毛毛 はははは春春春春 のののの光光光光りを反射 して風風風風なななな
き にむらむらと微動す るご とくに思思思思われる。。。。我輩 はしばらく恍惚と し
てててて眺眺眺眺めていたが、、、、やが て我我我我 にににに帰帰帰帰 ると同時 にににに、、、、低低低低 いいいい声声声声 でででで 「「「「 三毛子さ ん

三毛子さ ん」」」」と いいながら前 足 でででで招招招招 いた。。。。三毛子はははは 「「「「 あら先生」」」」とととと
椽椽椽椽をををを下下下下りる。。。。赤赤赤赤 いいいい首輪 に つけた鈴鈴鈴鈴がち ゃらち ゃらと鳴鳴鳴鳴 るるるる。。。。おや 正月にににに
な ったら鈴鈴鈴鈴ま で つけたな、、、、どうも いい音音音音だと感心 している間間間間 にににに、、、、我輩
のののの傍傍傍傍 にににに来来来来 てててて 「「「「 あら先生、、、、おめでとう」」」」とととと尾尾尾尾をををを左左左左 り へ振振振振 るるるる。。。。我等 ｜｜｜｜猫猫猫猫
属間 でででで御 互にににに挨拶をす るときには尾尾尾尾をををを棒棒棒棒 のごとく立立立立 てて、、、、それを左左左左りりりり
へぐるりと回回回回す のであ る。。。。町内 でででで我輩をををを先生とととと呼呼呼呼ん でくれる のはこの
三毛子ば かりであ る。。。。我輩 はははは前 回断わ った通通通通りまだ名名名名 はな いのであ る
がががが、、、、教師 のののの家家家家 に いるも のだ から三毛 子だけは尊敬 して先生先生と い っ
てくれる。。。。我輩もももも先生と いわれ て満更悪 いいいい心持ちもしな いから、、、、は い
わ いと返事を して いる。。。。 「「「「 やあおめ でとう、、、、大層立派 にににに御化粧が で
きま したね」」」」 「「「「 ええ去年 のののの暮暮暮暮 ｜｜｜｜御師匠さ んに買買買買 って頂頂頂頂 いた の、、、、宜宜宜宜 いいいい
でしょう」」」」とち ゃらち ゃら鳴鳴鳴鳴ら して見見見見せる。。。。 「「「「 な るほどどどど善善善善 いいいい音音音音 です
なななな、、、、我輩など は生生生生れ てから、、、、そんな立派なも のは見見見見たたたた事事事事がな いですよ」」」」
「「「「 あら いやだ、、、、みんなぶら下下下下げ る のよ」」」」とまたち ゃらち ゃら鳴鳴鳴鳴らす。。。。
「「「「 いい音音音音 でしょう、、、、あたし嬉嬉嬉嬉 し いわ」」」」とち ゃらち ゃらち ゃらち ゃら
続続続続けけけけ様様様様 にににに鳴鳴鳴鳴らす。。。。 「「「「 あなた のうち の御師匠さ んは大変あなたを可愛
が っていると見見見見えますね」」」」とととと我身 にににに引引引引きくら べて暗暗暗暗 にににに欣羨 のののの意意意意をををを洩洩洩洩らららら
すすすす。。。。三毛子はははは無邪気なも のであ る 「「「「 ほんとよ、、、、まるで自分 のののの小供 のののの
ようよ」」」」とあどけなく笑笑笑笑うううう。。。。猫猫猫猫だ って笑笑笑笑わな いと は限限限限らな い。。。。人間 はははは
自 分 より ほかに笑笑笑笑え るも のがな いよう に思思思思 って いる のは間違 いであ

るるるる。。。。我輩がががが笑笑笑笑う のは鼻鼻鼻鼻 のののの孔孔孔孔をををを三角 にして咽喉仏をををを震動さ せて笑笑笑笑う のだ
から人間 にはわ からぬはず であ る。。。。 「「「「 一体あなた の所所所所 のののの御主 人はははは何何何何
です か」」」」 「「「「 あら御主 人だ って、、、、妙妙妙妙な のね。。。。御師匠さ んだわ。。。。 二弦琴
のののの御師匠さ んよ」」」」 「「「「 それは我輩もももも知知知知 っていますがね。。。。 そ の御身分 はははは
何何何何なんです。。。。 いず れ昔昔昔昔 しは立派なななな方方方方なんでしょうな」」」」 「「「「 ええ」」」」
君君君君をををを待待待待 つつつつ間間間間 のののの姫小松 ……………
障 子 のののの内内内内 でででで御師匠ささささ んが 二弦琴をををを弾弾弾弾きききき出出出出すすすす。。。。 「「「「 宜宜宜宜 いいいい声声声声 でしょう」」」」
とととと三毛 子はははは自慢す る。。。。 「「「「 宜宜宜宜 いようだが、、、、我輩 にはよくわ から ん。。。。全全全全
体何と いうも のです か」」」」 「「「「 あれ ？？？？ あれは何何何何とか っても のよ。。。。御師
匠匠匠匠さ んはあれが大好きな の。。。。……御師匠さ んはあれ で六十 二よよよよ。。。。随分
丈夫だわね」」」」六十 二でででで生生生生き て いるくら いだ から丈夫と いわねばな るま
いいいい。。。。我輩 はははは 「「「「 はあ」」」」とととと返事を した。。。。少少少少 しししし間間間間がががが抜抜抜抜けたようだが別別別別にににに名名名名
答答答答も でてこな か ったから仕方がな い。。。。 「「「「 あれ でも、、、、もとは身分がががが大大大大
変好 か ったんだ って。。。。 い つでもそう お っしゃる の」」」」 「「「「 へえ 元元元元はははは何何何何だだだだ
ったん です」」」」 「「「「 何何何何 でも天璋院様 のののの御祐筆筆筆筆 のののの妹妹妹妹 のののの御嫁 にににに行行行行 った先先先先き の
御御御御 っかさ ん の甥甥甥甥 のののの娘娘娘娘なんだ って」」」」「「「「 何何何何 です って？」「「「「 あ の天璋院様
のののの御祐筆 のののの妹妹妹妹 のののの御嫁 に い った……」」」」「「「「 な るほど。。。。少少少少 しししし待待待待 って下下下下さ い。。。。
天璋院様 のののの妹妹妹妹 のののの御祐筆 のののの……」」」」 「「「「 あらそう じゃな いの、、、、 天璋院様 のののの
御 祐 筆 のののの妹妹妹妹 のののの… …」」」」 「「「「 よ ろ し い分分分分 りま した 天璋 院 様 のでし ょう 」」」」
「「「「 ええ」」」」「「「「 御祐筆 のでしょう」」」」「「「「 そうよ」」」」「「「「 御嫁 にににに行行行行 った」」」」「「「「 妹妹妹妹

のののの御嫁 にににに行行行行 った です よ」」」」 「「「「 そうそう間違 った。。。。妹妹妹妹 のののの御嫁 にににに入入入入 った先先先先
き の」」」」「「「「 御御御御 っかさ ん の甥甥甥甥 のののの娘娘娘娘なん ですとさ」」」」「「「「 御御御御 っかさ ん の甥甥甥甥 のののの娘娘娘娘
な んです か」」」」「「「「 ええ。。。。分分分分 った でしょう」」」」「「「「 いいえ。。。。何何何何だ か混雑 して
要領 をををを得得得得な いです よ。。。。 つま ると ころ 天璋 院様 のののの何何何何 にな るん です か」」」」
「「「「 あなたもよ っぽど分分分分らな いのね。。。。だ から天璋院様 のののの御祐筆 のののの妹妹妹妹 のののの
御嫁 にににに行行行行 った先先先先き の御御御御 っかさ ん の甥甥甥甥 のののの娘娘娘娘な んだ って、、、、先先先先 っき っから言言言言
ってるんじゃありませんか」」」」 「「「「 それはす っかり分分分分 って いるん ですが
ねねねね」」」」「「「「 それが分分分分りさえすれば いいんでしょう」」」」「「「「 ええ」」」」とととと仕方がな
いから降参を した。。。。我我我我 々々々々はははは時時時時とす ると理詰 のののの虚言をををを吐吐吐吐かねばならぬ事事事事がある。。。。
障 子 のののの中中中中 でででで二弦琴 のののの音音音音がぱ ったりや むと、、、、御師匠さ ん の声声声声 でででで 「「「「 三三三三
毛毛毛毛やややや 三毛やややや御飯だ よ」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ。。。。三毛 子はははは嬉嬉嬉嬉 しそう に 「「「「 あら御師匠ささささ
んが呼呼呼呼んで いら っしゃるから、、、、私私私私 しししし帰帰帰帰 るわ、、、、よく って？」わ る いと い
った って仕方がな い。。。。 「「「「 それじゃまた遊遊遊遊びに いら っしゃ い」」」」とととと鈴鈴鈴鈴をををを
ち ゃらち ゃら鳴鳴鳴鳴ら して庭先ま でかけ て行行行行 ったが急急急急 にににに戻戻戻戻 って来来来来 てててて 「「「「 ああああ
なた大変色 がががが悪悪悪悪く ってよ。。。。どう かしや しなく って」」」」とととと心配そう に問問問問 いいいい
かける。。。。まさ か雑煮をををを食食食食 って踊踊踊踊りを踊踊踊踊 ったとも いわれな いから 「「「「 何何何何
別段 のののの事事事事もありませんが、、、、少少少少 しししし考考考考ええええ事事事事を したら頭痛が してね。。。。あなた
とととと話話話話 し でも したら直直直直 るだ ろう と思思思思 って実実実実 はははは出掛 け て来来来来 た のです よ」」」」
「「「「 そう。。。。御大事 になさ いまし。。。。さようなら」」」」少少少少 しは名残りりりり惜惜惜惜 しししし気気気気 にににに
見見見見えた。。。。これ で雑煮 のののの元気もさ っぱ りと回復 した。。。。いい心持 にな った。。。。

