翻刻﹁姫路藩御誤﹂(己

一下里静氏のノート﹁姫路藩御船手組記録﹂につぃて

飯島一彦

兵庫県姫路市飾磨の郷土史家であり︑姫路藩御船手組の家系に名を連ねた下里静氏(平成Ξ年没)が︑後半
生を掛けて博捜した文書.史料にょってまとめられた著書一姫路藩御船手組﹄につぃては前稿(﹁翻刻﹁,路藩
御船歌﹂(Ξ一伝統研究﹄第十号)で紹介した︒

江戸期の歌謡の一ジャンルを占める御船歌については︑その成立・変容.伝搬など︑分からナいことが多いま

ま︑歌認けが多数書き残されて我々の目前にある︒御船歌の担い手としては明白である幕府御舮手ホを卦め

する各藩の御船手組についても︑その伝承の実態などについては史料も僅少で︑よく分からナか六

氏は︑右の著書(初版昭和五七年︑改訂増補版同五九年)を上梓して後も,路藩

しかし下里静氏にょって︑少なくとも姫路藩御船手組につぃてだけは︑ その歴史や役割・生活の実情などがか

なり明確になったと言えよう0
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端正な筆跡で丁寧にペン書きで浄霄された上に︑さら

御船手組に関わる史料の捜索と整理を続けられていた ヲで︑氏の遺品の中には﹃姫路藩御船手組記録﹄と題さ
れた手書きノートが数冊残されていた(下里節子氏蔵
に推敲を重ねている様が窺えるノートには︑氏の人緬 と御船手組の歴史解明ヘの並々ならぬ意欲が反映してい
る

御船歌渠(Ξ

(内扉に﹁昭和五十八年九月写之﹂とあり)と題され

さてその数冊のノートの中には﹃姫路藩御船手組翠 蹴玲御船歌集(一)﹄丙扉に﹁昭和五十八年八月写
之﹂とあり)﹃姫路藩御船手組記録W

の四冊についての翻字が収められていた︒

た二冊があり︑そこには前稿で翻刻した下里洋史氏蔵 姫路藩御船手御歌本全﹄の一部︑及び同じく飾磨在の
御船手組の子孫であった川中清氏旧蔵の川中本八冊の

う)の全貌を示そうとしたもので︑川中本が行方不明で

前稿の﹁姫路藩御船歌本収載曲目一覧表﹂で示した, く︑下里静氏の鋼字呈物の中に残された姫路藩御船歌
(昭和初期頃までは伝承が残り︑歌える古老が居たと

ある現在では貴重な記録と言わざるを得ない︒ここに一 里静氏の残した二冊のノートに潮字された姫路藩御船歌

を活字にして呈するのはそのためである︒氏の長年四 苦にょって我々が得られたものは大きい︒
一例を挙げれぱ(﹃姫路藩御船手組﹄の中にも紹介太 4ている)︑幕末(安政二年一八五五に姫路藩御船手組

から幕府御船手組に御船歌を習いに行ったことが︑倭 状の存在から明らかになっているのだが︑その際習ウた

0

これが紹介されるまでは︑﹁幕府系御船歌﹂などと
11

とおぽしき曲目四種がそのまま一冊(G本)となって一 されてぃることである︒幕府から地方の藩ヘの直接の伝
授というものがあり得たことを︑この文き日は示してい

W仕方があったことが明白になったのである0

う述語を用いながらも︑実際に幕府から地方の藩ヘど( ように御船歌が伝搬したかなどは︑まったく推測の域を

出なかったのである︒この本にょって︑そのような伝潮

4ながら︑氏のノートにはそれまでのASD本に無かっ

繰り返しになるが︑下里氏は︑下里本・川中本併せブ儿冊の御船歌本と接した後姫路藩御船歌の全貌を示そ
うとしたようである︒従ってE本などには一七曲収録太

た歌のみを翻字してある︒その点については前稿の﹁姉哘藩御船歌本収載曲目一覧表﹂を参照されたい0

二翻刻﹁姫路藩御舵歌集﹂
右のように︑下里静氏の残された二冊のノート(写真学照)から川中本八冊の内の四冊(氏の整理によって言
えばA . G . D . Eの各本1前稿参照)の翻字を︑氏の乢したままに左に﹁﹂の中に示す︒目次などは省いて

ある(前稿﹁姫路藩御船歌本収載曲目一覧表﹂を参照の﹂と)が︑川中本に関わる氏の記述で重要なものは残し
た︒原本が所在不明であるので氏の翻字と比較できない岻に何とも言えないが︑本文が仮名漢字交じりかっ新旧

仮名遣いの混渚文であるのは︑もっぱら歌の発声に従っル平仮名表記中心の原本の用字をそのままにしたためと

思われる︒一部振り仮名の付いている箇所は︑読みやす一ように氏が漢字をあてたものか︒振り仮名にはペン霄

つとめた︒また氏の慣用の異体.略体字は通一丁の字体

きのものと鉛筆書きのものがあるが︑ここでは区別しなψつた︒その他︑氏にょって本文の表記が何度も訂正さ
れてぃる部分もあるが︑できるだけ忠実に翻字すること
に直した︒

なお︑これらはもっぱら氏の業竿あり︑筆者はそれ広く紹介する役割しか負っていないことをここに銘記
しておきたい︒なお︑︻︼の中は本璽者の注記であ."川中本の詳細は是非前稿を参照していただきたい︒
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1を︑:}ぜイ

﹁少颪打,︑

1七メぎ﹂ι︼

町角.子ケ︑

︑フ

K︑弐

御船歌集ごより︑

G本以下は次号に掲載の予定である)

御船歌集⇔﹄表紙

よろ,

力

︑︑

ためし

お人よ

る例を思ひ今

に絶せぬ船遊び八百萬代は限りなしヤラく
丈:戈

め給うこと一万八千歳とかや

皇帝これにめされっ︑四海を安く漕渡り御代を治

一姫路藩御船手組記録W

御船歌

糎鷺"彬組記

A本二九﹁鹿四八景﹂の冒頭

(頁数の関係から︑本号にはA本四五曲の分を掲載した︒

1Wιb

i1

﹃姫路藩御船手組記録W

0

η影︑︑

ル鹿周
ノL

占 11 0

一四.︑.

b

.︑り.尋,尿〆:゛方"

}覚,U

上y,゛!く Y C︑A一ゾラ号

劃 1 ーエ 3 イぜ'︑の"︑

A本︻弘化五年一八四八書写︑無題四五歌収録本︼

一皇帝

二白雪

こそ

エイまた白雪の降る年に春を知らする驚の軒なく
え

しを陰を写して三俣の波も静かに船さして乗

梅の枝の花の匂いは去年よりもエイ眺めにま

唐土

り行く末は駒形や誰を待っちの山了き見れば心

さる青柳の糸繰返し惜しむとすれど春もはや

いちよ,つ

も隅田川流れに浮かぶ一葉の船の昔はもろこしの

エイ半の頃に山櫻咲初めしほれいざきょうを春

おもて

モ

貨狄と言いし兵は文武二道の達者也︒

の山辺にまぜりなん暮なばなき花の陰かはと過し

つわもの

或時庭に立出でて池の面を眺むればエイヤヨエ

昔を思ひにて立ち去り難き木の本にエイヤヨ

てき

イヤアこのせいくと吹く秋風に柳の一葉散り浮

エイヤアこの日数々々よのほんほのんほんく

もと

かぶ波に漂うその上にいづくともなくさ︑がに

ほ︑んイヤへんぬれば山吹のソレ花の花の

ほととぎす

こ

の雲の上より落ち来りいとはかなくも打ち乗って

世のほんほんのほんほ︑んイヤ盛に行人はな

みぎは

丈.く

汀に寄りし有様をげにも思ひ初めしより船を工み
みかビ

モ

て造りたり帝に是を奉るさてこそ船のせんの字

をすぎかねて永き日を今日を暮してふじなみの

きみ

あけぽの

たつや弥生の曙に唯一声の郭公行ヘを見れば

みつまた

ヤアラ目出度いの天の岩戸の明け暮に月も所になに

19
(ー)

を公にす>むと書くとかや
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ー︑︑)゛气︑゛︑ー゛亀f
J︑︑

ー︑︑︑︑︑訂﹂,コ︑

有明の月の光りに卯の花色を争う心地して見るにも

あかぬ我が宿の葵?じのいろくに花たち花の

の考折エイヤヨエイいつかいつかと思いねの夢
こ

1

四宇治川

香を嘆げば昔契りし君様のエイ袖の匂いかと思
う心は深見草忘れもやらで夏もはやそなた︒

昔範頼・義経は木曽の狼翻めんと軍兵数多引具
むつき

三竜田川
して出て立ち給ふぞ床しけれ頃は睦目の事なる

振分け髪の数々に思い乱れて我が如く雲井に燃

流す竜田川から纓か經葉葉に袖に涙はくらべごし

色それとぱかりも見えぎるに佐々木の四郎高綱や

くと明け行けど川霧深く立籠めて馬や鎧の毛

くふお
加り
打オ
解コ
けリ
て.
水﹁
は.
押し
節増さりける夜は抵の

昔比良の高根や志賀の山昔ながらの雪も消え谷

えて飛ぶ螢昔の和歌にも音もせで思いに燃ゆる
梶原源太景季は先陣後陣の争いでエイヤヨエイヤ

われは田舎の者なるぞ都の君もつれなくて浮名を

螢こそエイ鳴く虫よりも哀れとはヤヨエイ
ア此宇治川のさしもに早瀬と申せどもらんぐい

<.Lないもみじ

ヤあ︑浩の深き言の葉をしらで過ぎ行く君様の

大綱切払い劣辰・磨墨名馬にてエイ向いの岸に

いけヴきするすみ

かきやりし其の水莖

ぢたぴももたτ

打揚りこの先陣の始めとし東国方の大勢が我も

千度百度

の甲斐もなく此振のよいさまにヤレ情の無いわ

くと攻めくれぱ力及ぱず小幡山伏見を指して落

報いの程の行末は

のさん行月にか︑れ村雲イヤそじやないぞ
行けぱ治まる御代に成にけるヤラく

に眺むれば君に淡路の山見ヘて猶も恋ます我が身

bた

よ連もなくこの君にこそ頼みあれ青柳よりも松

五宝揃

こ

何時のなんどき人にこれ松江の浜と打眺め賀田

ひ巴たび

の浦にも着きしかぱ前な潮で垢離をとり三十三度
ヤンレあら玉の年の始めの御遊かな御代を重ねて

礼拝しイヤハ願わくぱ君に一度粟島のエイ大

ふといぺい

七太平

たいべい

に従い奉る諸国国々大名の此有様を聞こしめし羨

て御末繁昌の御代なれば木草も靡く飛ぷ鳥も君

ヤラ目出度いの君の齢は三千歳に泰平楽と治まり

よーコι

薄いが散るか濃いぞ先づ散るになりようや

らは人と契らぱ苅く契りて未を遂げ紅葉葉を見よ

ここ

明神と伏しや拝みヤヨエイヤあ︑今宵は爰に仮枕

Ohu

宝船追風に帆をあげま︑の添けなくも君の御威勢

寝ても寝られぬ今宵かなヤνヤ若衆是を開くか

ー︑,亡

名も高砂の松もろ共に雛鶴のエイ千代万歳と詩

う亀だいくところに本俵エイヤヨエイヤア
此の民も豊に田作りの末広がりの数の子に裏白
小袖襟とすぐなる道の飾竹さいわい菱に隠れ潤
よろ二

隠れ竺着て打出の小槌打々かつて歓ぶ君を祝い奉
る

六賀田

ら

まざるはなかりける門外駒の立てどもなきように
ま一:J

ヤンヤ若衆よ深く契りしうき人に立別れこそもの

"人

四方のかどめの玉の戸も光鄭く金銀の御金色をなす
.L

うけれア︑我をぱ誰か松浦船こがれて乗りぞ

闇]︑19"゛一1ーー註1︑︑

ーゞーー︹ーー{ーミ︑ミ゛ゞ操11f1ー︑

とかやげにや只喜見城の楽しみも御代にはいか

5︑J"ーナ︑之イナJん气

ものうけれいとゞ我が身のものうさに西を遥か

ヨ︑︑︑︑︑︑'>ナ.气
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生さ

で増るべきエイヤヨエイヤアこの松の葉は年

よろ,,よ

ため

をふるほど色まさる葉色と共に深緑巌方に居る亀

も千代万代は限りなしいわひ君の例しかの此ま

つハヤ
ときぞと

八時外

尋,

九都渡り
^ナ一︑

ー,,<

都辺りの里々や伏見・深草・鳥羽・八橘・竹田のお

里いなの小笹の茂り合分け行く袖の数々や祗園
︑︑よ

たワ

林の村鳥浮かれ心ともろ共に清水・八坂打過ぎて

ゞせ

︑︑

田の花紅葉散るを思えば惜しまる︑矢瀬や小原の賤

t

ヤンν時ぞとて咲も残らん塵も又初めて庭の糸
しきものは沈や甥香は持たね共匂ひて来るはたきも

も尋

加茂川とゆる白波のか︑る眺めはあらじ芳野・竜

櫻見に来る人は酒宴の初め舞や調やえてんらくコノ

のよイヤハ四条五条を打過ぎていつしかさまに

ちり

柏木のえもんなまりをとんとけてエイヤヨエイヤ
逢坂の関の岩かど踏ならし山立ちいづるきりはらい

かただうらぺ

υやこ,ワ

此驚いてコノにげたくよ簾の此うちの唐猫と
駒に任せて行く程に大津打出の浜より山田矢橋

<

見て有れぱ光る源氏にみ︑へしはそもく桐壷の

こまもろこしを書かれたり南面に立ちた厩風を

ゞ4﹂て

もなく石山寺を伏拝み眺めにあかぬ志賀の松ヤラ

ヤ朝通いつまがぬれそろ磯打波にか︑る小唄に程

じ'

胆えば是なる庭の梅イヤハ一の小枝にょいそれば

の船に乗る此堅田浦辺のソリャ妻には嫌よ月

︑コたう

さつさそつこでくよいこのくくうそがや
に二十日は沖に住むイヤしほつくかへずのソリ

うた

とまりて琴ひくひ︒︑きでノホ︑エイヤンレ花が散る

古筆

おいて

‑0

里のは︑き︑︑も残るも花のえんかとよ其榔葉の紅

タベの煙すみやかに晴れて心の須磨・明石花散る
天下泰平国土安穏国も長閑に治まりて殊にかいた

葉のがエイ葵の上にみょづくし六十四疉のな

のぞ*

い静かにて民も豊かの御代なれぱ花のお江戸の名

がれ迄金銀こんじゅえんじゅせいたいろくしゆう

し竜﹂し

0

じよ.コ

所旧跡残りなくやかたくの見事さは筆に書くとも

Dう

鎚1にて名子かれたりヤラく

二新古筆
おー)て

尽もせじ中にとり分け幾千代頼み奉る君の御門に
立ち入りて玄関広間を眺め磨き立てたるもの︑ぐ
は玉も輝く如くなり廊下よりして書院のか︑りを

眺むれぱなげし一だん床の抑も掛字の見事さは円

J

まつさく

又もござるよ東面の古筆屏風の見事さは色紙の絵

t1

むまめ

悟き堂の墨蹟に大恵無準なんぞなんどの手跡かと

に垣根こずとふ鷲の野辺に媚く忍び音や先咲梅を霄

よオ︑

︑Lて

誰に東城が竹とかや釼も見事なうすぱたにさし

かれたりはるの定家の手跡なり今宵一夜は花の木

Jコ^

たる花を見てあれぱ齢久しき松と竹しんずいさ

陰に宿を借りうやりんえやかげいきよすけこれつ

と

してそひょうけうちゆうさたんの心持ち年ふりま

ぐこらの咲く蓮華お手まさしくも見事なり

てい力

さる古木の手たけく見ヘけるほらのてやエイヤヨ

花のもとずな牡丹花にはなにょそへて和歌を詠歌の御

A

エイヤア此水際迄もこまやかにさても手際をさ︑

手も有り佐里や行成・為世・為家・為介・為氏殿の

ぽた

れたりさて又四方の障子には天笠したん残りなく
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わた

お手迄も誓道風の震う筆こそ見事也
行く闇路とも小蟠山エイ野路に日暮れて深草や月は伏

ひつ

見の院殿や三条西殿じゆらくけいおうあすかんや

新筆なれど近衛殿遊ぱす筆の見事さは怠む和歌の
しぐれ
た撫L

1

'

︻士る

さても目出度御浜出の御ゆうかな先ず高砂の松の

土:冒コ士早

あ0ぽの

道イヤ秋も此竜田の紅葉ぱや時雨に色は尚もこ

月尾上の鐘の曙に君万歳逢ふの松原遥くとさ
カー'

きんや新こきん齢久しき千載のごせんしけつぎ伊勢

してきぬれぱ日笠の浦よさても鹿問の落雁に藤

しー,ま

物語そうきせんじゆの其中に色紙短冊を揃えておさ

江の一書加古の島山夕日こぽる︑からかの島に
ま

此あまさがるひなの長路を漕来ればエイ明石の戸

こ¥︑<

鯉・鮒・金魚螢火の灯火にエイ寝もせで宿をか
より山戸島あれに見ゆるは面白や此君の御船や

ま

れける路地に回りて眺むればさても見事な泉水や
玉藻苅る雨間も見えぬ五月雨にエイヤヨエイヤ

るも草まこも浮草見ても慰む菖蒲草行きては帰
すり

らア︑︑サハ家島の沖にノホ︑くサテ千

と事

り立ち戻り心留るは袖櫂の松を眺めて日を暮ら

いなり

ニ=稲荷

そめてうらみくずの夕まぐれめぐりた子の

川の早瀬をも心すごくも打渉りその古の西行は

エイ池田の宿を夜はほのぽのに立ち出でて天竜

一四池田

稲荷にかくる弓八幡ひかぱ心もくれは鳥あやの鼓

つ︑み

鳥隠れに帆が見ゆるエイお船澀よしじゃ嬉し

そてつもくれん

く'オ︑

は宵し東白西紅に染め分けの山をひょうし

こ("くせきぎ

てつかれける黒白石のいざごじき見越しまへおき寵
力ナ

くひかへに手掛石殊にいろえのおきどころ天地陰
陽の表迄手際すぐれて見事也さて又裾野に茂れ小

も音にたちておるにきどの明暮れもお︑哀れ誰か

夕顔の露の思いは身の安宅セラく世々の思ひ草

羅生門誰を松風村雨月の朝顔日にそひてくねる思

又越ゆべきと思ひきは命なりけり

i

ひは女1鄭花只一とせは松の山エイ姿を見れぱ

さよの中山中々にエイ忘れて過ぎし都ともがらと

いにし

白髭とオ︑なれっとしは老松の哀れむ露の玉

思ひい?も今日も又ひま行駒のあしわ山行間も

かd6

.゛,か占;

オナ

営かけてめぐるは車いつも心は隅田川エイヤヨ

あらぬ大井川谷増されぱ藤枝やエイヤヨエイヤ

﹂ h な一︑︑ L 0と

エイヤ此なるかみ釜のたへまにおとされてエイ

此花とみ?も打過ぎてうつの山辺のうつ︑に夢

ゆ.りだち

ナ.ーー

だいりのもんに夕立ぞするヤヨヘヤ面白雲のた

にも人に会わぬなる月も今宵は清見潟三保の浦わ

しdかかん九ん

宿り?音に聞こへし箱根あがりくて眺むれば

日数はふる程に駿河の国を打過ぎて今宵は三島に

ゆくま

へまの月陰をふたり閑に眺め?語る枕は紺梅

の白波に形見に袖を絞り?末の松山かくやらん

g

は小塩の山颪し吹けぱ花散る櫻川波の船橋打洩り

我が身にたへぬ浮島が原より見れぱ冨士の山ヤν

︑

ながき桧垣も募れければ鐘もさやけき三井寺の庭

ひく手にあがる石亀もお︑みもすそや川にとき

やはた

す蘇鉄木蓮岩つつじ万木千草北は黄にエイ南

上之

千花木草眉の前に池はすわまに掘られくる中に

り

裾野に雲を引きはへてまだ時ならぬ白雪の積もる

ばしよJ/

1t

の芭蔦もやぶれあたりさびしき野々宮の森にひび
0

くは冨士太鼓あまの羽衣かさね雲にあがるは雲雀
山山は音羽の峯ならびのぽれ是も高砂の松は

才4﹂カー

ほのかに見ゆる山の悌打眺めかりうの和歌は面
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ミ

朝も夜さもエイソリャおもた計りイヨノほん

ト)一︑

白やア︑あけぱまたこゆべき山の峯なれや九王付
ほ︑エイ月に一度も会いもせで身は玉虫や螢火の

1

く月の末の白雲と眺め給ひし和歌人の心今ぞ思ひや

消え入る計りこがれ行くらんむねの鈴虫や

しののめ

るかんじ給ヘば東雲に立寄りみれば箱根山?︑
ま︑今此浦に引網も目ごとにものや思ふらん詠じ給

しゆく

らおりなる細道をたどりくて小田原宿に今宵
ひし和歌も有イヤしらせばや人を恨みの恋衣涙重

も苅くも我が心露稲妻や石の火の燃え立っ計り思

︑つナ

ねてひとりぬるよをと読ませ給ふぞことわりぞ濃

は仮寝して聞けぱお江戸はほど近やヤラく
たなばた

秋は又ヤハン山たにうつうすかげひとり夜な

一五七夕
しづやたんだエイしづが思いの空畔ていつか
らでは通い給ふなよ人の情は夜に有るひとと霜り

ひ切りしか闇の夜にまた月かへる風情なりエイ

近江の鏡山おもてむくべきようもなしこくらを照
一村雨の雨宿のひやくし内のきゑん朝白風が

)ほり

古も浮木に宿をとらせ給ふなりげにや思ヘぱ

一六月見

ひ.ビし

ヤラ目出度いの初春の雪緋繍の着せながは小櫻織

一七初春

又もござるよ我宿の垣根や春をべだつらん夏季にけ

﹂

す月も日も柴の庵にうつろへぱ衛士が焚火もこ

のたび哀れなるとよあま小船こがれ行く身ぞ物
車のゆる方もなし我が心そなた

と{

いにLえ

思ひあけなんと案じ暮せぱよしや唯夢の浮世の仇

なるに忘られもせぬ我が恋はイヤハ七夕のち

んくぎひんひ︑んひ︑でほんほ︑んエイ
露の間もそんくは︑んは︑︑んはで巌んほ︑ん
工イ

0き

り見やる卯の花の盛りはいつか過ぎ果て︑ハヤ
さ

夢の間に皐月半ばとなりぬれぱ心も倶に誘われて

Uよ︑ワる

あまのお船に打乗りて川口表に出でぬれぱ所も

七コ︑^

せまき月見船数を知られぬ人なれや謡小唄に浄瑠

と成りにけるさて又夏は卯の花の垣根の水に洗い川

キ

璃を三味線・小鼓打鳴らしエイヤヨエイヤ此

秋に成りての其の色はハイヤいつも軍に勝色の

いくきかついろ

顔にか︑りし乱髪世のうたいつに忘れやうか面影

エイ紅葉まがふ錦川冬は雪根の空晴れてエイ
.︑

を酒もり半と見ヘぬれぱ数ならぬ身をも恨みつ

兜の星の菊のざも皆花やかにおどしげの思ふ仇

うち

お船の中を見てあれぱ年の齢を申さぱ二八計り

を打ちにとる我が名を高くあげまくの剣は箱に納め

一八御船おろL

もちりぱめて

ーt︑
﹂
し
み事く
なる"
御よ一
モ郭は
是や
此竜頭

ヤアラ目出度いの御船新たに造り立て金銀朱玉

.コる一︑

と打見ヘて花のようなる若衆さまその誰人と尋ね

置く弓は袋をいださずしふっき御代と成りにける

しよ︑つ

ヤラく

ればお名をばのさてえもすまいしやんとさせられ

たまりやせぬエイ花のお顔をつくぐと目もは

なされず眺むれぱエイあの君さまはエイ伊
勢の浜育ちエイ目もとのしほがソリャこぽれ
かーよの今宵の月の御利生にて又も逢事有る
べきか今の思ひ雲にかけ橋霞に千鳥空飛鳶を
手づかみにおよばぬ

げ
遍︑し号リもヒー
鉛舟如かくやらん錦の髄綱らんの梶花鳥風月の
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二0

ときな

さても時なりこの君の御威光目出度うましくて

てんし﹂よ︑ワち吐Lゆ︑ワこと"小ぎ

天萇地欠御嘉に民も潤い国も穏やかに時はか

此今宵てんまのはしぐ聞けぱ酒は樽屋のななじ

へしイヤ誰も着し花色衣程もなく人の心の替る

とをやかきつぱたのJ汀'にハツ橋何をくねるおみな

せんよ÷

みのさわちのめさよへさあんあ︑と人まです︑め

つらさよと花に三種の和歌のやく花はどれより

見ぬ時を待ち兼ねて花はし恢れて夕顔の空ゆき
登る藤の花エイ色こそ是は山吹のむねの蓮花に

木蓮華手まりの花にのふぜんやエイそふょの

花をよそへ?いづれ花は水仙花此花をや

二三櫻そろへ
ヤンν櫻咲く遠山鳥のしだり尾のながくし日も
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おん

御遊びけうに乗じて千秋万歳千代に八千代を高砂

ふ

のイヤ松の緑も春来れば時はかきほの花の山
け号に乗じて棹をさす君を祝い奉る

)︑﹂とく

ーの御ふぜい松にたぐえて色深き君の千歳をべ

んことはエイヤヨく此天津乙女の羽衣でな

一九明徳

よ'とせ

ヤンレ明徳のあきらかなりし此御代に住める民と

づとも尽きぬ御かうんはなんぽ目出度やご
1r﹂

て豊かなる君の恵みも久方の雲井にまがふ
大駿

海づらに船漕ぎいたすさをのうたエイヤヨエ

一二徳若
ーず
'ん
,み
々くたれぱ
とくわかに御
趨ざ
とい
よ呈き
しんもま

ーや所も1繁昌し豊かの御代ぞ久しけ
れヤラく

イヤ高砂や此浦船に帆をあげて月もろともに出
潮の波の淡路の島陰より櫓の音臂からりころり
ぎいだ

と漕出してつりするところをつった所がイ
ヤハお目出度いよの歌ふに歌も面白やヤラ

<
ためぐる月日やお車のぐるくと水車みなか
みきよきことなれぱイヤハ流れに浮かむたみ
すくわんその名も今は高砂の松に小松の深緑

菊の花いつまん迄もお泊りあれよさのみ急ぎ給

よろ,,よ

万代までも住吉の双葉の松も老いもせでこれ

石竹の花はエイ見る度事にソリャ古跡恋

ふなよ花より外に心留め慰む時は小唄にてイヤ
ノ

にたぐえて御繁昌此1の弛も千代鶴も君万'燭
とうたふたるか︑る目識度き折柄に御酒宴などか

しやノンホ︑ンエイ千拶椿に岩?じ水にこ

われはしこてこくよふいほれくとさあおか

孤溢し兼たる紫の所々は村消えて庭のうら萩

初まりてそこで与太郎肴とあればエイヤヨく

しヘ御酒盛りもすきゆけぱ千秋楽と歌いけるヤ

うら枯れて我身人や知るらん朝顔のエイまだ

.,

力.

ラ<
ニニ花よせ
さんせき折咲出づる花の其の数尋ぬるに梅花と咲

し゛て气コく

けぱ天神の惜しませ給ふ梅は匂ひの年経りて住

ーコ ま ナ

める其の身ぞ豊かなる牡丹・芳薬・百合の花
色こそ謝れ我劣らじ櫻乱れて太瓜の花花に心は
撫子のさて沈丁花は枯れても匂ひあり人に離れて
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り

あかぬ色香を三芳野のエイヤヨエイヤ此芳野の
多"れど尚も其の名は姦砂の松の緑も君が代栄

ぞ植えし住吉の松ヤヨエイヤおもしろ松の名木

ーーーミー!ー,

山を雪かとみれぱ雪ではあらでヲ︑ヤアこれの
えさかふる目出度さは攝津・播磨の堺の松と

ナ

花の吹雪よのかへさは忘る花のもと酔をす︑むる
和田の笠松高野山では三姑の松と志賀唐崎の一っ

せいけん

.゛力し

盃の度び重なれば浅黄なる櫻の花も緋櫻になれ

松今に絶えせぬ名木よ音に聞こえし越前の塩

こ

めもとは塩釜の恨めしかりし初風もよぎては

越松とは是とかや加賀の国では安宅の松と避々<

;

ふかで散りぬればイヤ青葉とみれば心も留ま
一﹂こ

るかな散りにし花の色残りぞとつらね給ひし言の

尋ね爰に駿河のヤア三保の松原清見寺殊に
オC

北野の老松とエイ直なる御代に住吉の松は常盤の
しろぞかし

千代の年経る春毎に尚色まさる姫小松ヤラく

か.゛,ざより

お目出度やのコノ浜の松枝も鯖よる鯆の細魚えん

;ヒモ#も

鱸はん鰕お︑小歌でしげる
二六遊女そろへ

.^︑

されぱ神代の其の昔みとのまくばい初めしより妹

いも

葉もけふことわりと打眺めエイ又来る春を

松が枝にヤラく
二四松そろへ
二五魚そろへ

ヤンレ魚の色を凡そ集めて和歌にして節も折々

ヤ
目出
出度
度い
︑の
の鶴
鶴は
は千
千年年
ヤラ
ラ目
亀亀
はは
万年
年公
松は
は千1
歳の弌
代々
を経て葉色は同じ深緑か︑る目出度松也

焚酒のエイ中にも梅の花鰹エイヤヨエイヤコ

工イ

そかわしげに今は波の上よりも飛魚の鰭をのし

ひ1

つら
ろすこ
かれてや"
餌ち
るふ
紅な
翻水の緑も魚ごのみ

り

異国大国吾が朝に松を目出度ふテーる先づ正月

ノみてもよや味も吉野の櫻鯛ほらてら風にも吹

る

には門松あなたこなたと祝いけるエイヤヨエイヤ
i:めし

此君が代の久しかるべき例Uにはエイ兼ねて

む上Y

魚も恋路に八瀬の川髭を自慢か鯰らがぬめりせき

.コなYL こ十

だの川︒紗てを尽してしくちのしぞう鯲にちぬ

j;織波餓ほこの荒恐ろしの鰍の四ごまめ

王らさけ,るめι力

しやく鮒輸で浮世狂ひを娚鳥跡肴召せとてざる

鰯をえごのみに好む鯨や油魚あんこばけらに

くt

島回り尾鰭をふるは雪魚のしいらせんじん茶

'.︑︑﹂

ふりはふるは鮪やあめの魚エイ村立ちては蛛

二
一海゛
﹂
ら
チんむ
オ
蝦の
月の
陰く
や隠
すら
海に
も鯛のお笹原そ
せん

袋のぱ゛らも雑魚のいろくも金魚.銀魚の

1<

占わτ

イ

たわら子も車鰕すのたからかお料理人いつも

よと計りは簸と汁イヤ岸陰に住むのふこのも
しやな柳ばいたの髪をくづるかくし鮑茶筌やつ
一寸﹂武.

かねっけてくんしやぷりくして丹後既の

こりやさと調ふたるイヤ油たらくとろとイヤ
ノ

粧をすれぱ艶もよく滕ごぜんのか︑︑み魚色白魚も

なの
[管
ミ.
=や
寸鮎
あゆ
辛鮭器
もじ鯵
のす
鮨しまだ生な

こ
の親し
ろ
,
,べの
こ
鰈も
に底
しか
んそ
こに
の鯱
︑共のよふひくは
練

れやうじまるのすしのうへなる石鰈も釣の糸より

背のはしの中絶えず室のとぽその明け暮れに水

上清き事なれぱイヤ流れをたて︑エイ尾の町

掛小鯛エイヤヨエイヤ

此おもくとも引上げとエイヤく

ときは様八千歳様のかね事にいつも姿は若狭様

にエイヤヨへ栄えくて住の江様の松の葉色は
1J

さらく引きなづしエイ
月の出潮も入潮もさせど引けどもまながつほ
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れ心は有頂天迄この登り知らずに下り給うは坂

出でじやいの島隠れ行く船人も恋風さまに吹戻さ

ホンホ︑ンホ︑︑ホンくホイヤ朝霧様の御

たちみたぞくがってんじやいのホノくトン

錦をかざるきぬえ様イヤハ見たかくおてき

色には出でし我恋は物や思ふと問わさんす顔に

は会ふと書いたる文の筆を染之丞様の御事イヤ

に思ひまいらせ候ベく候ビつこいそつこいあす

れたれ共っいに返事の便りもなくさてく無沙汰

しの君さまやさてくヨイく先度は御状下さ

ゆらりくと静山様の御出でじやコノ恋し床
1゛

田様の御事イヤしんてきよとんてきよなんぞ
紅葉の散り掛るイヤ竜田様のなり振りや亙い

せ人

我もおもひ候︒浮気の沙汰も金がする一っはかい
に陰を水鏡おもはゆげなる顔ばせは井筒様の御事

0

てぞほしき金太夫様の御事イヤ
イヤ
0弓

室といよ此家島と籌とすじ向かひ橋をいよ

今度ござらぱヨイく持って来てたもれ伊豆の

御山のヨイくなぎの葉をへイヤ初花様の御
此かきよ群やれ
,J

船橋をイヤ越川様の御通り

えち

出でじやいの船路遥かに眺むれぱ岡山様こわい

じやいのみやはとがめぞおちこ昌人もぬれて

1爵をし¥L﹂やオ

ろを三味のしらべに弾乗せてツンテンチリテン

ぬれか︑る佶濃様の御事イヤハ

ふ

イヤ比翼九んりの語らひも

連理

そつちこつち互い

は此君そつこ帯け出せ三百両コノ金き
山会
様'
の.
御ー
事
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ツテ︑ツと琴の音を号る松風か崟野様の御事イ
夢と契りし手枕に眺方の鐘の音やあかぬ別れは

τナ﹂乍︑

ヤたそがれ時に門に立っ人はいかさま我をイヤ

尾上様のおもわくイヤハ命かけてもよいそれ

ね

待っか忍ぷかのイヤハひんの白波恋の和歌新古
さんせ︑︑

︑

ぐれ札にまきあけて

吟につらねし三関様の御事イヤ
L

,

るとつらねたまひし和歌人の心院下に黒ふごや

司﹂︑ワ

格子ぐを眺むればしゆれN

占

t崎様の御事イヤおいにくらしな

の心辛崎様
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ほど近や御船泳よしじやヤラく
まわ

ニハ御城回り
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'一

ここ

ある島々をめぐりめぐれぱものもさても飾万は

誰が大いに投石の池には四島を粧ひてか程名に

,︑冒

春を知らする高山の饌も堅く見ゆるかな小島し

,'︑ー

よそ卓

我が量は白川の三っ輪組むまで若山様の契

:主4
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づもから荷女床しき君島やかんざしよする桂島

ら

t:.ケ

七r

し".'

りじやいエイ所繁昌の例しなりヤラく
ま1

二七島回り
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ヤンレ 一葉の船を浮める海画に波静かに栄ふ鹿間の

くら小け

浦の景沖に数ある島の名や始めて見ヘし上島や
工イ
却ざ

我々田舎の者なるぞお江戸見物申さんと初めて爰

しのの﹂

武士の荘り置きける鞍掛島並びし太島宇和島や

に旅を品川打ち過ぎて爰は程なくしぱ口よまだ新

1

淡賀を打ち眺めイヤハ鹿島矢の島おごの島

しき新橋と︑︑ろくと打渡り愛宕去語仕りあ

ゆ<

た'︑カ

行船の潮はそめねど黒島や坊勢に続く西の

ら面白の町の名や今来て爰に名所旧跡みのなるに
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島やげやこがらを打ち過ぎて雲を戴く高島の色
よわい

かdら

花に櫻田打ち過ぎて見てハまんく際もなし

i),しら

も常盤の松島や駒も数ある足並みに人の棚も長

人も豊かに住める町々は目も驚ろかす気色なり末
たのも

島と三つの頭に大つぶ粋らや小つぶら荷ふ握

頼母し我も久しき速やかに御城見物申さんと
メ.ー;

島是や祝ひの小松島エイヤヨエイヤ此浦ふれ

しぱし什み眺め心言荏尽くされず天竺震旦吾
こ

一一︑訂ひーよミミ︑すーーヨ゛ー.

て淡路の瀬戸に鳴く鹿は家島が崎に妻が苛もれ
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もろこし

が朝それ三国に並びなき昔も有りし唐士の咸
陽宮もの︑かずにて数ならぬ櫓々の其の数は
玉も娜くぱかりなり

はさが河を休め

下はまんくあをきいれたる堀の魚金魚.鯉
ふな高やめかき.)ぱた
鯲・菖蒲かる斗もに桜若
.ゞし

千鳥・白鷺・鶴碓・雛鶴・鴛鴬・鵬池のまこもの

乱れあひ心勇みて面白そらで光の輝けばから
できん山にしびに月と日の光争ふごとく也

.

ヒ

代ふりて餐うて遊びし其の風情
こ

十

し力ま

二九鹿問八景

イヨ
止tまこと

止゛かオ:""

ヤンレ有難き君の御影も青天に御船遊びの折か
しきの

V

か

らに櫓拍子に声をはり満涙鹿間の四方の其の気

色"眺め心長肌かなる春を待ちへて櫻鯛声やす

くと売りちらすエイ須加の嵐のいさぎよき音

.﹄ナ

さても見事な御本丸南に猛き愛宕山西に山王

もひそやかに細江なるイヤハのきの玉水とく
くごされ園くござれば人が知る有りし一百葉を
あ

思ひ出の知るも知らぬも夕涼み世の善し悪しは

よ

立なされ祝いかしづき奉るけに有がたしく上下往

思案橋月にありく摘むほたで津田に其侭落雁の

誓願寺あいにみへたは紅葉山東照権現様のや御

来の人々は是を擢まん方もなしイヤハ君の代は

友呼び立っや浜びさし沖波遠き船長の嵐帆

島らし

千代に八千代にさゞれ石久しかるべき御威勢

に入れ乗る船を家島の帰帆と打ち姚め波もう

おさ

尚も月日が耐なりて回り回れば御天守の見

1

つろの夕照にすなどるわざの糯網をほしもあへ
たえ

上げて見れば八幡の四社に定まる白鳩がとやを

ぬや鴻山に降り積む雪の白妙に波すまづかへ
一﹂︑つ

立出で飛んで飛びやあがりて御代は万年千

月の都より花のお江戸の道すがら夜通れども
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ゆさ'

おとなしくされ共下戸は寒そふなねぐさにう

毛

こ

昼行けど自由自在に目出度うて名所を眺め
ま

つる青々とエイ上戸はしげる裏白や花の都で

古跡を感じ馬方に拍子をとられ?遊山ながらの

道とかや泊りくや馬つぎを京を立ち出で

ちょっと見し十七八のひんしやんとエイヤヨ

エイヤア此はゆるぬんく塗竺伊達で優しで

能き道連れにコノ逢坂の関の清水で影みれば馬
ご

よ

きやしやぶりでじついとしへそれがほんに誠が

士や引くらん乗掛けの今は大津の浦を過ぎ草
ひと

はゆるぬんく塗腔こちのか︑らに着せたらバ

し力

鍋がつきヘ此勢ひを見てたもれよふてうれして

こ

Ji

小里で山寄せなれどよの馬士の恋する水口を駒に

:

津に宿を借寝して聢と一夜は石部の宿里は

,

打ち乗り士山を越ゆる鈴鹿の坂の下関の地蔵を伏

なかのよい中々島に夜の間涌れてしつぽと
しなものよエイ ヤ ヨ エ イ ヤ ア

し拝み世は万年の亀山やエイヤヨエイヤ
じ',エ

たて生t

ヤラく
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よけれぱ船に乗る桑名の渡しやコノ着きにける

情けにほだされてエイ五日はた︑ぬ四日市天気

二︑

有難そうな石薬師しぱし宿をば借り初めて人の

爰に住居を庄野宿誰が見てさヘ堅そうなお︑

しゆく

此千代迄もイヤハ

此君が代は千代に八千代にきれ石巌となりて
つ

万年の亀山撞く鐘の音エイ地方につどふ
.i ︑

相の数の船々跡先に君を仰ぎて奉る

道中

うちわの松のよそ迄もヤラく

三0

鼻,

ヤンレ玉ぽこの道の満たる御代なれぱ曇らぬ
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に明神蛾峨として鬼門の守り給わんは東に清き
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名所々々は宮に着く添なくも此神はべりは熱田

=二道中二

を過ぎ行けば此岸辺に波は掛川や二っ坂のわら

御目恥かしや人の品爰は見附の宿とかや風袋井

三二道中三

.ナ

の明神なれぱ信あれば必らず富貴栄華に鳴海潟

び餅ヤハ練る︑らん金谷の宿に着くかわる

しnく

エイうつの山辺を過ぎ行かばからな馬方くつの

かた

そこで狸の腹鼓コノ拍子をとりて宇都のや

か孝や

花も池鯉鮒の宿を過ぎ人に心は岡崎の宿に
渕瀬に大井川誰がおいそめて島田と名をぱつけ

f

入りぬれぱ馬方1がイヤとろりくと馬追いかけ
つらん松に花咲く藤枝や日数っもらん岡部の宿

ちη

てエイ花紫の藤川や吏け行く夜わもしらぐ
と赤坂過ぎて御油の宿イヤ笠をかたむけ田
歌をあげてイヤ早乙女の植えし早苗のいつの
直もまりこの宿やたか︑らん旅を駿河の府中に

︑﹂ナ'え

間に黒みてはらむ吉田かなオ︑名は二川と聞
着けばあたりに多き名所かなコノ江尻を過ぎ

モとめ

くなり見ヘぬ渕瀬のあるじやなし誰が教えて白

て行くほどにおわずかさずにねつ興津住めば

.^.

須加や今見る水に新居川錘坂通れぱ面白や
都かゆういそれ由井かん原をイヤ冨士のお山

.き

ざ︑んざ浜松の宿をそぐれば天竜川渡しの船に

をやソレ冨士のお山はうしろにござるエイ

あら

打ち乗りてたんだおせく粘さしませイヤ

三保の松原前に見ていつも遊山をする人は世は
いにしへ

押して出船のへえ︑とら

をこえし罪にょりてつけい山に流されて菊のし

吉原や原の宿沼津と聞かぱ古のあやめまこも

のお里かや雨も伊豆の月影今宵三島の宿に着く

た︑りめいとなる文帝これを請け給ひ花盃とな

さか,子き

御代は目出度ふいつ迄も治まる箱根の樫の木坂

リ(吋﹂

と︑ワえんめ︑

︑︑

る目出度き菊の

か﹃﹂

御盃ときようたいはくきようすいよふと葉重なり

力

し給ふ今重陽の宴となる
ちよ︑ワよ︑コ

を越ゆればお江戸はほど近やあさの小田原

酒流れくみて陶淵明末の世迄もよも尽きじ凡

︼ン气

打ち過ぎて山はうしろに大磯の宿を過ぐれば平

そ花に小菊あり露をあざむくぎよくぽたん君も

いとけ

塚や藤沢・戸塚は急ぎける道はいかほど谷に着
11

さて又六儀とてむっつの品を撰み?大輪小

く硯をならし筆を染めまだ幼なき子供等が

ろはを書き流す宿の名や神奈川河崎・品川打

花のべだそなくしづ心に任せ?万咲く万花の

ぱのイヤ雪をヘ雪をさそへてさいこのさ

月のかほ大山まく白雲のそふせたかなる山う

コノ天の原ふり来てみれば羽衣の雲井を照らす

は厚くあらまほしエイヤヨエイヤ

くわ;︑よ.ワた.︑

葉は青柳に茂りあい花形正しく色っやもかさね

心を寄せしばしとてこそ打ち眺むきはつぐに

ち過ぎて御代は万年末代のお江戸に早く着き

にけるヤラく

三三喜久
世の中の常の習いも時移り人の心もしめやかに

折しも秋のつれぐに眺めにあかぬ菊の花

ヤンレーやまじやきんそれわヘ獅子伏す野辺の
.コ

たへなる姿やさらしく咲き乱れたる有様は春に
け L¥︑

そ︑つじょうこういづつに寄りしよaこふはなりひ

よ
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も増さる気色かなげに徳多き花のかげ立寄り聞
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ら通ひなれたるたかやすにイヤハ風吹けぱお
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難の御事や天照大神熊野の権現誠やらな
てんしよ︑コNいじん

きつころんづぶらしやりと風折えぽしかんざ

^畢

舷舳にはな伊勢と春日のソリャ中は鹿島の御

七もぺ

鹿島浦辺はソリャみろ︑くお船が着いたとイヤ
ノ

しもエイ打ち落とされてせんかた波のよるべ

なくひさげの水は湯となりてエイ互いに思ひ
社イヤ天竺はな近いなげてそよソリャ
ナと︑ら

桐壷のきん孔雀鳳凰錘ひ遊びまつぱよりきん

踏むかア︑イヤ聞こへたイヤた︑らをぱな

てんUく

つるのこのひなの住居も春鍍王照君の御折車

何とな踏ぞよソリャた︑らたんとアイアヤハ

き︑つ.JJ/

くるりくとめぐり来てエイヤヨエイヤコノ
八っなるイヤハ天竺のな雲の問からソリャ十

^^

都イヨコノ忘れの都忘れの大般若よれっも
三の小姫がよね巻くイヤよね巻かぱなた︑︑あも

あい

つれっせつかわも其の名異国に隠れなき鷲のみ

なまけかなソリャみろく?︑けとよねまくエイ

稔んに゛

やまにたへなりしエイ

ー,里く

いろく
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祗園しようじやに梅の宮示なくも八蟠の御立給

も︑よ

みやの一{子をひらくなるれんげぱくにや深草の

ふ御︑社を心静かに尋ぬるに惣じて神の御数

之め

いざなJ

眺め春の気色とさえずるエイ鳥飼いなれぱ梅櫻

けし遷︑

く柱本楫乞う音のせんじようが花や今切りうち

ぎ行けばこやのさんしようは是とかや船に帆巻

を名をぱ高砂の松はや

一

誰か利生を曹ざらん此の御利生と請取りて弓矢

の御為に惣政所今度歩みを運ぶともがらは

立んピころ

が故郷は出雲の国に立ち給ふ素美豐されば神

すきの﹂ゞみこと

ますが神の麓で伊弊諾・伊井冊様の御事や我ら

いざな︑︑

は九万八千七社なりエイ高天原に神ぞまし

あ庄力けら

かよひ小町の百夜草数々色々のエイ目出
度き御代の祝い草千秋楽の例しかやヤラく

回りくて神の

三四鹿島
我はとふく田舎の順礼でござる
コノ千原振あら有

島0

社を尋ぬるにエイヤヨエイヤ

三五伏見下り

U甲鬼﹂し︑コ

エイ三本松は天神の愛し給ひし佐田の宮き
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ヤンν万歳と唄ふ拍子の伏見より竜頭鷄舟の御

ねがたもとに織る紋のいとし美しごぱん島工
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船に召され棹をさす日の曇りなく勇々しきおん
1土るく

イ面白の花の盛りや眺めも多き名所かな一つ屋
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な取糧や面梶に又巻き上ぐる簾の堤の遥々と

江口を打ち過ぎて三宝寺河原に着くとの見渡せ

吹田の里とよこなたに下島ベた村雨は降ら

淀の川瀬のよどみなく波の花こそはるは又
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才

きつ.

まなくよすらめ眺めあかさんと心浮津の明神の鐘

し,

ねど森口今市さんぱだいかいおんぽらじまたき

この

こんくと狐川男山に立ち給ふイヤハハ幌の

夏にはあらねども我がいとなみを賎の女の布を
ら

宮井と伏し拝みげにやまこと此神は弓矢守りの

晒の宿越えて照や春日の長柄のお里宿をかす

よモ

がいのそのあるじかや源八が引く網島や河崎

气Lらししゆ(

深けれぱ運ぷ歩みのひまもなく橋本山崎打
ち過ぎて余所にみなすと言いながら心と︑︑むる

の空も心も晴れ行けぱ浪花のあたりの曙に早や
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あけぽの

関戸の院の昔忘れはせじな旅人のまくさかりこ
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大坂に着きにけるヤラく

あし

や葛葉やしんきエイヤヨエイヤこの鵜殿の
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蘆の角くも井いせ人旅人なればお︑きいそ島

ちη島くt:

きんや枚方天の川みちや片野の草枕なる︑も

心唐崎のエイ浮世の塵の芥川出口三島ヘ漕
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如来共名付け給ふなり船玉の本地は十一西観世音
筒と譜は天照︒大神宮あまの遡鍬共名付け給ふ

なり颯口車はうほうどうじ桁打回しは日本第

ふげん

せんじゆう鄭ん訂ん

ゆんで劉)て

一大竜権現共名付け給ふなり帆は法華経の八の
判もて

そもく藏い清め奉る御船玉の本地を尋ぬるに

巻弓手の手縄は金剛界妻手の手縄はたいぞう

くわてき

皇帝の臣下に貨荻七冒いし人ある時庭上池の面

はオ,を

とこ

界にも表されたり帆足は千手翻宵共名付け給ふな

ちよ︑ワ

をエイ見渡せぱ一誓乗りたる蜘の振舞い
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愛宕大権現苫は天人の羽衣共名付け給ふなり綱

と"

り身縄筈緒は文殊普賢楫は水神なり床は

熊野の権現のエイヤヨエイヤコノ御山より九
の三房男綱女綱とてこきうこのきづななり又は役

糸1

本の大木取り出だし伊勢の国二見が浦にして七

の行者の貝の緒にも表されたり水押は三ケ月

工みて船を造りたりエイさて吾が朝にても

十五問に仔馬を結ひ七重にしめ張りその八重垣

の御身卵さがりは白髭大明神忌柄の杓は弁財

しんたい女力え

しやぢ

よこ'み

力きた"コ

とたて

かんぬき

共名付け給ふなり垣立は二十五の菩薩幕は天の

いは
か三η
りは正法天王
は日天月天鮒
宝商
荒か
神と
堀恥

ぽんてんたいしやく

武'

の内にして船を造り給ふ御時もろくのエイ
天王共名付け給ふなり車立はこうもくでん戸立

畔 dなめヴな

神達築まりて第一住吉大明神船玉祝ひ納め給ふ

は天の岩戸なり横上は高間が原あまは金剛

み才し

エイヤヨエイヤコノ先づ海は竜宮界の敷地なり

童子共名付け給ふなり船印は梵天帝釈貫抜

やうひゆ

船底は八大竜王共名付け給ふなり棚が三階上
棚が正八幡大菩薩中棚が春日大明神とも名付け

かじきろか力でん

二十八宿地の三十六ぎんなり水棹が三本一本

給ふなり加瓢は粟島の大明神櫓柵は琵沙門天

お表はも
てとも
ぐんだり夜叉明王鱸はこんだいりようぶ大日

えん

の梢に蝉の羽衣を掛けし思ひ底深きコノ遠
おもて

にては役の行者の金剛杖共名付け給ふなりさ

山の井の水清く立寄る陰の二た面袖の内より
1

て一本は自由自在天神の御しやく也又一本は不
︑.﹂ふく

ほのかにも見ヘしは花のあか手拭包む心はせん

け'

あふ

ゑかうその色深き小町白誰が逢坂の関守も
一.︑

動明王の利釼と名付け給ふなり悪魔降服怨敵消滅

くわんじやう霜ろし奉るあら有難の御船や工

つまべにくわへしなりふりは千秋楽やらく<

の姿も玉牡丹ありやくあたりも光る源氏白

エイふしの雪消えぬ思ひになりぬるハさ花

よのいちうむらだっヤレ其の中に高根そびへし

の崇より落っる滝本恋ぞつもりてエイこくり

ぱくエイ君のてくたへにてまり我もとつくはね

と乳し蓉らせし富貴草くわさのゆるきんちう

イ大般若はらみつの楫の声海中ヘ乗出だし
思ふ湊に着きにけるうれし
ぽた'

Ξ七牡丹

さても面白の眺め事なる花園に色争ひし品々の
わけや思ひ洗見草春は心も浮草にエイヤ

いかなるもあんのっやよしもはくは三国市原の

工イ

ヨエイヤコノ糯る︑快あめが下君をイヨま

イヤえだをみこしの色もうつる心は乱れ心

心t.ー

つかさのよいくに月しろ見ヘぬ恋の道いき

に千歳も深き松の葉のイヤ此涌か︑りくるの

花散る里にみをつくしの君まつ宵のっれぐに

まにたどる雲の袖ちらと立ちぬる桐壷のイヤ

イヤ雪女情の道にのイヤ踏み迷いのさや

の松原秋山をひとり越ゆらん竜田姫イヤハ紅
葉踏みわけ鳴く鹿の声白菊朝日こういろも血汐に
ほ︑ワしよう

染め川や浮名を流す桝生川八幅倉橋打渡り
けふを九重に咲き出でてしばし爰にやどり木
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くの哀れ音羽の夕暮れにこがる︑色にいつもは

ながれなかすかに水のやの井筒の上におくは

て七夕のイヤさぞや今宵はうれくしかろさ

ゆく侭にやれこりやまがしよ天の川羽衣のぬぎ

荏紅八袈まじるくぜのさたイヤハ更け
こ︑つ

くエイヤヨエイヤコノしんから底からなびか
しはござらぬヤレ雨はなしひとせ積る言の葉を

ユ

とて今の日の出のこびなたや照るこうかけて契

そろく結ぶ乱れ髪思ひを晴れていなんすか

こと

るらんとれいしまれなる言の葉もイヤなれ

ハヤ有明白に朝香山東雲わけてこうぎん

島けぽの︹よこ︑

つも

つ 忍び行くほどにこうざんこびなたや打ち過ぎ

ぬっとでざんす朝白ベにれいしの君の俤もげ

いんま

てはや曙の朝誓北斗の星の陰さして光り輝
に色つやはくわげんこう竜眼紅にも勝れたり

じろ

くはつか草咲き乱れたる花守も優が関に着き
寸0

給ふヤラく
んくよごれてこもの問から咲く花はじつぉか

あい

イヤじやう花見てから余の花見れぱヘ雨にょ

三八新牡丹
もて勗モ

しヘ去りしごげんのほど過ぎて彼のげんその

Uろ

じ才コ

コノなへき白にヘ浮草のよエイせんしやう白に

弄び楊貴妃様のお心もエイヤヨエイヤ
ヤンレ万歳と歌ふ拍子のふしくもとけては

なりにける千載はくに添うて後イヤ名を

ぱんぜル

君の御心げに有難き御庭の花を数えて名取草
みやうかくじと改めてあまがさきにも山の井の

のち

源氏の花の末迄もイヤ其の名も名高き花や富

もあんにしぱしよどあさひそれでもどうやら

せん¥い

士の雪三国白に?︑くらんそよじろたへぬ満月

美しはよごれに袖じやないかいのイヤわかげも

山は動かぬ豊かさを翔並ベて錘

絶ヘやらぬ流れの末も芳野川水結ぶ手も花笠の

ヤコノ尽きぬしるしは神楽舞其のみてくらの

御宝を打出の槌のしんこくはエイヤヨエイ

回る佐保姫・竜田姫色を写して隠れ資隠れ笠着て

こー:一小せ︑

鶴の巌の飽に寿はエイ伝授車の限りなく

ほうらいの

の橘かほりきて昔を忍ぷ袖笠のはつれ雪降る

白髪都のふじの名もたかき喜見城かや繁昌の軒

ノ君が恵みには呉棚のそりや世々を重ねて友

ヘ初むる千代の若松若緑エイヤヨエイヤコ

卸ひかぞふれぱ先万歳の鏡とは曇らぬ御代に植

よ一ウ寸1よ

又もござるよ千秋の万代恵む菊の名をあらく
︑ワた 1fんぜい

三九菊水

のエイ日暮らし過ぎていづもはくとふげつ隠す

おわりけにきんきよくイヤさまはふとやふ

とい男心は玉牡丹少し心はこびなたのとも
のにとくをかたろいてエイいづっに寄りし

?︑のめのなびかにしやんと竜田姫イヤや
れ手を引くなヤレくらはしをよふたふりして
びらしやりこうおもわくぶりはちしほべにてん
とうどふりたきのくにこう花の錦も咲き分けて

盛りも早く安ひべにいざそうよふにひと踊り
エイヤヨエイヤ

このとろくなとろくなあぶら袖の内から
松の葉の北斗の星のあからみて早や曙の朝霧に

立そふ音や鷲の森其の数々は多けれどあら
心を分けてふかみ草万歳楽と卸ひけ

ゼ︑︑ワー

く爰に鎧︑草げに花園はしゆんしやうの一
刻価い鳳仙花

るヤラく

匂ふ心はすめきてエイ月の都のみすのうち
しとー

︑キー

5︑

y

︑

︑︑兇︑,

錦叺梶いつくしみ四海波迄治まれば玉の盃とり

ーエ)ι↓〒1︑ーー
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.ー)︑之︑︑i勺︑ー

りノ

︑︑︑ノ气

の若君さまはてかいた"のこの千年も

;^︑

くに数ヘ尽きせぬ菊の香のそのした︑りが
じピ.コ

松原やんはれいよへそれわかゑたもやよ

しや︑ツぐ

ゞ

谷川にうつり流れていまもなお子泰の齢ひ白菊

aウ

4

{

く栄ゆるの外エイく"も

の

四一住吉詣二十一替り

のイヤ花の姿もほんほ︑ど︑んどっこひイヨ
そのやれそのま︑にありはこりやどんどべ
'!

七百歳を保っとや尽きぬ例しは水消く流れの末

も賑はひて呑めば甘露のかく迄と猩々菊
'盟制

工イ

いきの

ええ

ヤンレ君が代の久しかるべき例しとて植置き給

の告げエイヤヨエイヤコノ道しぱの道の者とて

申

の舞ひ遊ぶことの葉草も世も尽きじつきせぬ

春立つ
こりか︑﹂

茶屋すだれ流れをたてし俤やイヤハ陰こそうつ

足イヤハ連れにひかれていつとなくあけのた

れ川水に垢雜掻清め住吉の浜路をひろふ千鳥
ヤンレ春立つと言ふぱかりにや姫路なる山も
まがきみしめ縄エイヤヨエイヤコノ千早振る

の

賑わいて今朝は見僻らん松の葉に千代に八千代

あまの岩戸に霜のづからありし神代のかつら

1

をさゞれ石エイヤヨくコノ重ねかわらけな
草イヤハ色こそ春の空なれど夏草茂る最︑札な

オ︑

てい

かけ小姫百合とけてそひねのとこなつよ

四二七つ替り
ヤンレ忍ぶれど色には出でし我が恋はものや

(:J

天

なんくなはんはよほ︑い抵いくと育てまつ
る秋のお花は袖のふゅイヤハ雪かと拂う四方

ぎ和らく

る君臣1して民も豊かに住む月のめぐれ

の躰是は何さませんきやうに入るやあやじや

三千歳にイヤハ一度花咲くホンホ︑ど︑ん
るり

どどつこひイヨそのヤレその桃はありは

﹄つり

匂ひも高き売薬おひらくの老を助ける竹の杖

こりやとんビへしやうが盗みし瑠璃壷イヤ
ノ

よをふしこめて行く年ぞイヤハ朽やせまじや
槻干に馬も進まず膝栗毛イヤハしぱし休ろひ

思ふとおもひし君がエイヤヨエイヤコノ深山

よ胸はときくしやくはうれしヘ折柄よし

J

ヤνこととへば松に答ヘぬ風ぞ吹くしやん

隠れ黒のまだ里馴れぬこはねにて尋ねられた

イヤ

ぱ心もいさぎよくしてざ︑︑んくうれし巨出度

四0

ふ住吉の松吹く風に夢覚めて思ひ立っこそ

ー

やいつ迄かいわで月日を過ぎぬかとさしていか゛

忍ぱんと思ひ染めにしころよりも今日が日迄の

こと'

J)

>^J/︑十コ︑

'一ノー゛﹂ノノ

ーー312‑

御代は末代のヤラく

乢1

と誰をかも知る人にせん高砂のイヤハ松は昔
このたび

のみしりごしあなうれしうましやいつくし花宿
えん

ぬ幣取さ
島ヘめ,つと
り敢ぬ神参り粟島の神と住吉と女夫にて

あらましを語りもあへずお手をとるヤν手を

の是ぞ言葉の花の縁イヤその花たもや此度は

端背を守る御誓ひやイヤ有あけのつれなく見

とりなヤレ手をとるな余所の快も知りもせで

よ二.

くユ"いと︑0 ーチ
へし別れよりおの誇な静
は矧鳶祐イヤハ君

其の時君の為にコノ我は浮草ヨホ︑ヤヨ
ひいふ.コみよ

か手馴れの手鞠の花がは二宅西ここのよと

ホイくホ︑さそさまは水が誘ふ水をば待っ計

'︑リ

.郎
︑花^
J上
︑げし
んと落ちてかたるなゞ
女1
髪取り
て"
撫子の

ニ︑i︑く>

」、ノ

心1

りじやサ︑サンカラガハ涌れかけたしゆんで

,,)弓t︑'郡づ,,︑り,゛.0︑づ!ヘ,,う︑

,紗、

草は野に咲く仇花よイヤ折らぱとく折れ散

'毛゛︑り︑゛'ヅー手ι.ノ,ψ゛tJ

/Jヘ゛

きたそうなしゆんできたそながよいく恋は

Y,,÷ぞ︑,0

ノ,ノノ〕宅砥ノ

らぬ間にさんさの百合にゅりかけてさつとゆり
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ノ、

くなさってもしゆんできたそな与兵衛殿よい
りほりかやあすか川さ︑︑波までもこ︑ちして

霧がはつしもの雲井にまがふみづひきはかわ

錦と見ゆるもり山の君の心もひろしまやみち

くさつさよい此の誠にさあい思ひさ比翼連理
ノ

のへすぎて夕管咲く桐壷のしなやかにすき

の中となるアリヤ>踊りはアリヤくハツ
よいエイくふりだすかいなに晃票3篭をはらひ

1J

つわすりやうさまの面影忘れはせまい幾千代

ほのじとわかりうかくとイヤいまの情けを

にふりて白露のはづゑにのぽるきんきやくは

しナ

まん

打ち込む手には寿福を抱き千秋楽は民を撫でつ

さすつのふ品ものよヨイくくエイさて万
ざι

歳楽には命を延ベっ延ばしつエイさて相生の松
h

かけて変わらじかの石山にイヤかきおきし昔

︑つた︑

の風さつくの声が転寝の枕にひ゛き目が覚
を今にみやまきのやゑけんしにや名を上げし

へて静かにも見ヘしは花の白菊を撫でて思ひを

エイヤヨく此のいまの白ての朝日山千里を越

たをさそなそめくとおぎさらなるなりふりは

ねにつもる富士の雪その夏雪はちんの︑すか

ゑどの嵐を待っ風に哀れ床しきことのねや高

めて思ヘぱ是は長夢じや夢に
つばき

四三椿つくし
さても面白の心のどけきはるべかないざ立ち寄
ノ

須磨の浦かいかねつとふぁかしかた一の谷に

りて花園の春木の色数ヘ?花のよそおい
重ひとヘ千ゑ万ゑの物語り人の心もさかりなり

て熊谷もかの敦盛のほれぐとおもはゆげな

1 ︑

一枝折りていぇつとにエイヤヨく此のしつ

るお姿やイヤ見てからく<くほのじと

.

心なく眺めけりげに名の多きその中に先づ朝

︑︑

とろりとろりんくとんとろりとねる

ねり

はないはさてのほんくく煉酒は何と煉るや
よ

言ふて猛き心も弱々とれんげほうにやえんが
ら

じピう

よい

程にありやくアアこのくくハツハ酔たさ

くの︑心もすみにさころもの古今不双のなりふり

はげにおとなしき大江山ほのかに見ゆるみやき

コノ酔たさのかけ市菊の酒にも昭しがござる

ネ兆

のの身はしろたへに咲き乱れ千歳をのぷるしゆ

よの唐土の事かとよ周のぽく王の御時子童と言

︑ろこし

んしやくの心も四方に開くなる君々たれぱ臣も

いにし其の人寵愛の余りに枕をこへし科にょり

と力

又豊かに住める御代とかやヤラく

鉄けい山に流され菊のそのふにイヨ住み給ふ
法華経の普開発の二の句を授かり菊の裏葉に

とや三千年に一度は花咲き実もうなる西王母

になぞらヘ叫してみましよう春はまつさく梅の酒

な奈良酒ならぱエイくナさらぱ名酒を四季

先づ奈良酒のヘ奈良酒ならぱ酔いたさを︑一盃

ば肴をもふぞ二笠くと二︑三度呼ベど三笠出

おぱへきてみわらをぱ酔たさを︑一盃な一盃なら

とや我が朝に渡り加賀の国の名物来て見はら

りてコノ不老不死となりての命ながへの菊の酒

ンラくしつたんくそのおいした︑りが給は

酒音頭(酒くとき)

か桃酒はじゆうらくがじゆうの風吹けば花ふ

もせでちんたのわせたちんた何にしようにそつ

四四

りとも名付けたり夏は涼しきかうの池とや清水

ちでのめしゆんとさせ三笠やめしゆんとしたこ

書き付け給ふ雨露のか︑る音はハランラ︑ハラ

え川に出水泡盛秋はさやけき月と争ふ白酒じ

そ三笠はよけれ余りちんたのした︑るやしゆ

いウぱい

ゆうくんごみ酒はかたのなんげんくげ有田澗で

‑314‑
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んとさせ三笠さてもくホイヤくヤアなに
'

をしようとはそりや気侭よなどうしたる酒なイ
こん曼︑ゆJコ

ヤハ人にさすなら金剛くきゆらこんきゆう
こん下に置け酔うたやっさそつちでせこれ

戸の名酒かな

四五祝言
鶴と亀とが排い遊ぷ鶴と亀とが舞い遊ぶ
﹃L

<く押ヘたコノおさんたがじゆうなら亭
ーぬ御代ぞ目出度けれ

みモhあら'

弓Lオ

と¥L

主が内なる肴はなんじや山鳥々々山鳥ならば
そこらでしめろまかしておけろコノまかせがし

よなら冬の季は又綴霞にあらき酒をばひひ
'ピ︑ワ

の酒に温め酒に焼酎すぎたらいたみとならん酒
桑酒くわえて味淋酎忍冬酒の交わりは葡萄酒に究ま

ると下戸も上戸も勢揃ヘてどういやくどつと
一度に保命酒四季をあさりを祝い治めて爰で樽

の口をきりくしやんとねじあげ新酒は内にか
イヤ留守じやはそつちでせ此の新酒てしたを

よい

なやしたヤア舌をなやさばサわれふるまた酒

1"

のへわれふる酒の酔たさを︑一盃な御代も濁
らぬ清酒や御代もにごらぬすみぎけや花のお江
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