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おおおお京京京京さ ん います かと窓窓窓窓 のののの戸戸戸戸 のののの外外外外 にににに来来来来 てててて、、、、こと／＼ とととと羽目をををを敲敲敲敲くくくく音音音音 のののの
す るに、、、、誰誰誰誰れだえ、、、、もう寝寝寝寝 てしま ったから明 日来 ておくれと嘘嘘嘘嘘をををを言言言言ええええ
ばばばば、、、、寝寝寝寝 た って宜宜宜宜 いやね、、、、起起起起き て明明明明け てお呉呉呉呉んなさ い、、、、傘屋 のののの吉吉吉吉だ よ、、、、
己己己己れだよと少少少少 しししし高高高高くくくく言言言言えば、、、、嫌嫌嫌嫌なななな子子子子だね この様様様様なななな遅遅遅遅くに何何何何をををを言言言言 いに来来来来
たか、、、、またお餅餅餅餅 のおねだりか、、、、とととと笑笑笑笑 っっっってててて、、、、今今今今あけ るよ少時辛棒 おしと
言言言言 いながら、、、、仕立 かけ の縫物 にににに針針針針どめして立立立立 つは年頃 二十余 り の意気
なななな女女女女、、、、多多多多 いいいい髪髪髪髪 のののの毛毛毛毛をををを忙忙忙忙 し い折折折折 からと て結結結結 びびびび髪髪髪髪 にして、、、、少少少少 しししし長長長長 めな八丈
のののの前前前前だれ、、、、おおおお召召召召 のののの台台台台な しな半天をををを着着着着 てててて、、、、急急急急ぎぎぎぎ 足足足足にににに踏脱 へへへへ下下下下りて格 子戸
にににに添添添添 いし雨戸をををを明明明明くれば、、、、おおおお気気気気 のののの毒毒毒毒さまと言言言言 いながらず っと這入るは
ち ょ っと法師とととと仇名 のあ る町内 のののの暴暴暴暴れれれれ者者者者、、、、傘屋 のののの吉吉吉吉と て持持持持 てててて余余余余 し の小小小小
僧僧僧僧なり、、、、年年年年 はははは十六なれども不図見るるるる処処処処 はははは 一一一一かかかか二二二二かかかか、、、、肩幅 せば く顔小ささささ
くくくく、、、、目鼻だち はきり／＼とととと利 口ら しけれど何何何何 にも脊脊脊脊 のののの低低低低くければ 人嘲
けりて仇名 は つけける。。。。御免なさ い、、、、とととと火鉢 のののの傍傍傍傍 へづ か／＼とととと行行行行けば、、、、
御餅をををを焼焼焼焼くには火火火火がががが足足足足らな いよ、、、、台処 のののの火消壷 から消消消消 しししし炭炭炭炭をををを持持持持 って来来来来
てお前前前前がががが勝 手にににに焼焼焼焼 いてお食食食食 べべべべ、、、、私私私私はははは今夜中 にこれ 一枚をををを上上上上げ ねば成成成成らららら
ぬぬぬぬ、、、、角角角角 のののの質屋 のののの旦那ど のが御年始着だ からと て針針針針をををを取取取取れば、、、、吉吉吉吉 はふふ
んと言言言言 って彼彼彼彼 のののの兀頭 には惜惜惜惜 し い物物物物だだだだ、、、、御初穂をををを我我我我れ でも着着着着 てててて遣遣遣遣 ろう か

とととと言言言言えば、、、、馬鹿をお言言言言 いでな い人人人人 のお初穂をををを着着着着 ると出世が できな いと
言言言言う ではな いか、、、、今今今今 つから延延延延びる事事事事が できなく ては仕方がな い、、、、そ の
様様様様なななな事事事事をををを他処 のののの家家家家 でもしては不用よと気気気気をををを付付付付けるに、、、、己己己己れなんぞ御出
世世世世 はははは願願願願わな いのだ から他 人 のののの物物物物だ ろうが何何何何だ ろうが着着着着 かぶ って遣遣遣遣 るるるる
だけがががが徳徳徳徳ささささ、、、、おおおお前前前前さ ん何時 かかかか左様言 ったね、、、、運運運運がががが向向向向くくくく時時時時 にな ると 己己己己れれれれ
にににに糸織 のののの着物を こしらえ てくれる って、、、、本当 にににに調調調調え てくれるかえと真真真真
面目だ って言言言言えば、、、、それは調調調調ら へて上上上上げられるようならお目出度 のだ
も の喜喜喜喜 んで調調調調ら へるがね、、、、私私私私がががが姿姿姿姿 をををを見見見見 ておくれ、、、、この様様様様なななな容体 でででで人人人人ささささ
ま の仕事を している境界 ではな からう か、、、、まあ夢夢夢夢 のような約束さと て
笑笑笑笑 って居居居居れば、、、、いいやなそれは、、、、できな い時時時時 にににに調調調調ら へてくれとは言言言言はははは
な い、、、、おおおお前前前前さ んに運運運運 のののの向向向向 いた時時時時 のののの事事事事ささささ、、、、まあそ の様様様様なななな約束 でもして喜喜喜喜
ば して置置置置 いておくれ、、、、この様様様様なななな 野郎がががが糸織ぞろ へを冠冠冠冠 つた処処処処がおかし
くもな いけれどもと淋淋淋淋 しそうな笑顔をすれば、、、、そんなら吉吉吉吉ち ゃんお前前前前
がががが出世 のののの時時時時 はははは私私私私にもしておくれか、、、、そ の約束もももも極極極極 め て置置置置きた いねと微微微微
笑笑笑笑 んで言言言言えば、、、、そ の つは いけな い、、、、己己己己れは何何何何う しても出世なんぞ は為為為為
な いのだ から。。。。なぜ／＼。なぜ でもしな い、、、、誰誰誰誰れが来来来来 てててて無 理や りに手手手手
をををを取取取取 って引上げ ても己己己己れはここにこう して いる のが いいのだ、、、、傘屋 のののの
油引きが 一番 いいのだ、、、、何何何何う で盲 目縞 のののの筒袖 にににに三尺をををを脊負 って産産産産 てててて来来来来
た のだらう から、、、、渋渋渋渋をををを買買買買 いに行行行行くくくく時時時時 かすりでも取取取取 って吹矢 のののの 一本もももも当当当当
りを取取取取 る のが いい運運運運ささささ、、、、おおおお前前前前さ んなぞは以前がががが立派なななな人人人人だと言言言言う から

今今今今 にににに上等 のののの運運運運がががが馬車 にににに乗乗乗乗 って迎迎迎迎 ひに来来来来ややややす のさ、、、、だけれどもお妾妾妾妾 にな
ると言言言言うううう謎謎謎謎 ではな いぜ、、、、悪悪悪悪くくくく取取取取 って怒怒怒怒 つてお呉呉呉呉んなさ るな、、、、とととと火火火火なぶ
りを しながら身身身身 のののの上上上上をををを嘆嘆嘆嘆くに、、、、左様ささささ馬車 のののの代代代代 りに火火火火 のののの車車車車 でも来来来来 るで
あろう、、、、随分胸 のののの燃燃燃燃え る事事事事がががが有有有有 るからね、、、、とお京京京京 はははは尺尺尺尺をををを杖杖杖杖 にににに振返りて
吉 三がががが顔顔顔顔をををを守守守守 りぬ。。。。
例例例例 のごとく台処 から炭炭炭炭をををを持出 して、、、、おおおお前前前前 はははは食食食食 いなさらな いかと聞聞聞聞けけけけ
ばばばば、、、、いいえ、、、、とお京京京京 のののの頭頭頭頭をふ るに、、、、では己己己己れば かり御馳走さまになろ
う かな、、、、本当 にににに自家 のののの吝嗇ぼうめ八釜 し い小言ば かり言言言言やが って、、、、人人人人
をををを使使使使うううう法法法法をも知知知知 りやがらな い、、、、死死死死んだ お老婆さ んは彼彼彼彼んな のではな か
ったけれど、、、、今度 のののの奴等とととと来来来来たら 一人と して話話話話 せる のはな い、、、、おおおお京京京京ささささ
んお前前前前 はははは自家 のののの半次さ んを好好好好きか、、、、随分厭味 にできあが って、、、、いい気気気気
のののの骨頂 のののの奴奴奴奴 ではな いか、、、、己己己己れは親方 のののの息 子だけれど彼奴ば かりは何何何何うううう
しても主 人と は思思思思われな い番番番番ご と喧嘩 を して遣遣遣遣 りりりり込込込込め てや る のだが
随分 おもしろ いよと話話話話 しながら、、、、鉄網 のののの上上上上 へへへへ餅餅餅餅を のせて、、、、おお熱熱熱熱 々々々々とととと
指先をををを吹吹吹吹 いてかかりぬ。。。。
己己己己れ は何何何何う も お前前前前さ ん の事事事事 がががが他 人 のよう に思思思思われぬ は何何何何う いう物物物物
であろう、、、、おおおお京京京京さ んお前前前前 はははは弟弟弟弟 と いうを持持持持 った事事事事 はな いのかと問問問問われ て、、、、
私私私私 はははは 一人娘 でででで同胞な しだ から弟弟弟弟 にも妹妹妹妹 にも持持持持 った事事事事 はははは 一度 もな いと
言言言言うううう、、、、左様 かなあ、、、、それ ではや はり何何何何 でもな いのだろう、、、、何処 から か
こう お前前前前 のような 人人人人がががが 己己己己れ の真身 のののの姉姉姉姉さ んだと か言言言言 ってでてきたら

何何何何 んな に嬉嬉嬉嬉 し いか、、、、首首首首 つつつつ玉玉玉玉 へへへへ噛噛噛噛 りりりり付付付付 いて己己己己れはそれ限限限限りりりり往生 しても喜喜喜喜
ぶ のだが、、、、本当 にににに己己己己れは木木木木 のののの股股股股から でも でてきた のか、、、、遂遂遂遂 ひしか親類
ら し い者者者者 にににに逢逢逢逢 っっっったたたた事事事事もな い、、、、それだ から幾度 もももも幾度 もももも考考考考え ては己己己己れは
最最最最うううう 一生誰 れ にも逢逢逢逢 うううう事事事事 が できな い位位位位なら今今今今 のうち 死死死死ん でしま った
方方方方がががが気楽だと考考考考え るがね、、、、それ でも欲欲欲欲があ るから可笑 し い、、、、ひょ っく
りりりり変変変変 てこな夢何 かを見見見見 てね、、、、平常優 し い事事事事 のののの 一言もももも言言言言 ってくれる人人人人がががが
母親やややや 父親やややや姉姉姉姉さ んや 兄兄兄兄さ ん の様様様様 にににに思思思思われ て、、、、もう少少少少 しししし生生生生 て いたら誰誰誰誰
れか本当 のののの事事事事をををを話話話話 してくれるかと楽楽楽楽 しんでね、、、、面白くもな い油引きを
や っているが 己己己己れみたような変変変変なななな物物物物がががが世間 にも有有有有 るだらう かねえ、、、、おおおお
京京京京さ ん母親 もももも父親 もももも空空空空 つきり当当当当がな いのだ よ、、、、親親親親な しで産産産産れ て来来来来 るるるる子子子子
があらう か、、、、己己己己れは何何何何う しても不思議議議議 でならな い、、、、とととと焼焼焼焼あがりし餅餅餅餅をををを
両手でたたき つつ例例例例もももも言言言言うな る心細さを繰 返せば、、、、それ でもお前笹づづづづ
るるるる錦錦錦錦 のののの守守守守 りりりり袋袋袋袋と いう様様様様なななな証拠 はな いのかえ、、、、何何何何 かかかか手懸りは有有有有 りそうな
物物物物だねとお京京京京 のののの言言言言うを消消消消 して、、、、何何何何 そ の様様様様なななな気気気気 のののの利利利利 いた物物物物 はははは有有有有 りそう に
も しな い生生生生 れ ると直直直直さ ま橋橋橋橋 のののの袂袂袂袂 のののの貸赤 子にににに出出出出さ れた のだなどと朋輩
のののの奴等がががが悪 口を いうが、、、、もしかす ると左様 かも知知知知れな い、、、、それなら 己己己己
れは乞食 のののの子子子子だだだだ、、、、母親もももも父親 もももも乞食 かも知知知知れな い、、、、表表表表をををを通通通通るるるる襤褸をををを下下下下
げ た奴奴奴奴がや はり己己己己れが親 類まき で毎朝きま って貰貰貰貰 いに来来来来 るるるる跣跋片眼
のののの彼彼彼彼 のののの婆婆婆婆ああああ何何何何 かが 己己己己れ の為為為為 のののの何何何何 にににに当当当当 るか知知知知れはしな い、、、、話話話話さな いでも
おおおお前前前前 はははは大底 し って いるだらうけれど今今今今 のののの傘 屋 にににに奉 公す る前前前前 はや はり

己己己己れは角兵衛 のののの獅 子をををを冠冠冠冠 つて歩歩歩歩 いた のだ からと打打打打 しおれ て、、、、おおおお京京京京さ ん
己己己己れが本当 にににに乞食 のののの子子子子なら お前前前前 はははは今今今今 ま で のよう に可愛が ってはくれ
な いだらう か、、、、振向 いて見見見見 てはくれま いねと言言言言う に、、、、串戯をお言言言言 いで
な いお前前前前がががが何何何何 のような人人人人 のののの子子子子でででで何何何何 んな身身身身 かそれは知知知知らな いが、、、、何何何何だ か
らと って嫌嫌嫌嫌やが るも嫌嫌嫌嫌やがらな いも言言言言うううう事事事事 はな い、、、、おおおお前前前前 はははは平常 のののの気気気気 にににに
似合 ぬぬぬぬ情情情情な い事事事事をお言言言言 いだけれど、、、、私私私私がががが少少少少 しもお前前前前 のののの身身身身なら非人でも
乞食 でも構構構構 いはな い、、、、親親親親がな かろうが兄弟がががが何何何何うだろうが身 一つつつつ出世
を したらば宜宜宜宜 かろう、、、、なぜ そ の様様様様なななな意気地な しをお言言言言 いだと励励励励ませば、、、、
己己己己れは何何何何う しても駄目だよ、、、、何何何何 にも為為為為やうとも思思思思わな い、、、、とととと下下下下をををを向向向向 いいいい
てててて顔顔顔顔をば 見見見見せざ りき。。。。

