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「二人の婿 殿 ・・
・
人間の心根」
宮本 人生 ・
著「
むかしあっ
たとさ」

岩月 地区

人間の心とは実に寂しい、悲しい、恥ずかしいものです。なによりも 「
差 別」を悪い
と知りながらやっている。特に悪いと知っているのにしているのは悲しい。これは最近の
学 校でも起きているという 「
いじめ」と同じような現象だと思います。いじめる子は、
それを良くないと知っている。でもいじめる側から、仲間外れにされ自分がいじめら
れるから、良くないと分かっ
ていてやっ
てしまうようです。悲しいですね。勇気ある行
動をしようとしてもその勇気が原因でいじめられるなんて。
「
君の行動はすごいよ。勇気 のかたまりだ。正義 のかたまりだ。君を守 ってあげるか
ら、安 心して正しいことをしようよ。」
こう言ってくれる仲間、友達、先生はいないのだろうか。是非そんな人になりたいも
のです。だれに見られなくとも 知られなくとも 正義をする人間になりましょう。小
学生はそんな中学生になりましょう。そして、もし少しでもそんな悲しいことをし

ているのなら、反省しよう。きれいな 心にもどそうね。
さて、仏教では「
世間」とは「
差 別」と解するのだそうです。人を差 別するという意
味の差 別でなくて「
世の中は、もともとそれぞれに差 と別がある違いがある。」という
意 味のようです。当然ですね。私だっ
て、あなただっ
て、他の人だっ
てどれ 一つとっ
ても
同じということはありません。でもいじめなんかは、違いに着 目してやっ
ているようで
すね。ですから 悪い意 味の差 別はやっ
ぱり禁止です。特に私達 人間は、美しいか、み
にく いか。裕 福か、貧 しいか、人とどこか違 っているか。そんなところに目を 向けま
す。そこから差 別しようとする心が現れてくるようです。この岩月に伝わるお話も
貧富 ということの差 別についていましめているようです。
岩 月村 に住むほどほどの大 百姓、熊 谷勝衛 門宅 には、
見ればまばゆいほどの年頃の姉妹がおりました。村 中の独
り身 の男達が、ぜひ嫁にと、人をたてて勝衛 門宅に婚儀を
申しこみました。ところが姉妹はなかなか首をたてにふり
ません。姉は
なんていらない。まじめで心優し
「
身 上 （しんしょう ・財産 や金 ）
い、よく働く 人のお嫁さんになりたい。」
と言 って、親 の反対をおしきってとなり 村 の貧 乏 百姓の英

作に嫁ぎました。英作は絵に描いたような働き者で正直者で、だから身 上がたまる
かといえば、あまりの優しさに、困っ
ている家を見
ると自 分も 大変 なのに作 った作 物をあげ たり 、
作 物の代金 をず るい商 人にだまされて、ぼう 引
きされたりしました。だから、いつまでも貧 乏で
ありました。でも 姉はそんな英作を 心からした
っていました。だからいくら貧 しくても愚痴の 一
つも言っ
たことはありませんでした。妹は
「
毎 日きれいな衣装を着て、毎 日おいしいものを
食べ、大きな大きな御 殿のような家に住みた
い。」
と言 って、何 人もの大金 持ち からの縁談を 断って
いました。しかし、姉の嫁いだ村のもう 一つ先のと
なり村 に、この辺 一帯 の肝煎 がいて、そこの息 子
の金 造 が妹 を 気 に入ってやって来 ました。金 造
が、
「
いい衣装、いい食べ物、でかい御 殿にす まわせる
ぞ。」

と言うと、妹はすぐに嫁いだのです。
熊 谷の家はほどほどの大 百姓のためでしょうか、身 上のない者、身 分の低い者を見
下げてそまつにあつかうことが多いようでした。
ある正月に姉のむこ英作が年始のあいさつに来ました。熊 谷の家主は
「
ありゃ。身 の程 知らず が。正月のあいさつだとは気 のきいたことを考えたものだ。酒
でも飲ませてもらおうとの魂胆だろうさ。」
と年寄りの雇い人に命 じて、勝手 口の土間でどんぶりいっ
ぱい
のたくわんをおかずに安酒をたらふく飲ませました。
英作はごちそうさまを言っ
て姉の実家を出ました。その帰
り道に妹夫婦に出くわしました。英作は
「
ああ、あんだの実家でものすごいごちそうになりました。と
にかく家の長老様がお出ましになっ
て、広い広い場所で、珍
しいおかずに、酒もたらふく 飲ませられまして、本 当に正
月から 大変 立派な接待でござりすた。あんだらは金 持ち
だがら、きっ
とわだす 以上に接待されましょう。」
と酒で気 持ちよくなっ
て言いました。妹は
「
あたりまえだわさ。何といってもわたしの旦 那様 はこの辺 一帯 の大 肝煎 の息 子。お
まえみたいな貧 乏 人の接 待 などとは比べも のになら ない接 待 のごち そう だろう

さ。」
と… 口には出さないものの、顔にはすっ
かり表して、英作を 一瞥しました。
妹が実家に着くと、父の勝衛 門は婿の金造に頭をぺこぺこ下げながら奥 座敷に娘
夫 婦を通して座らせました。光 輝く 朱塗り の漆 盃に、これまた朱塗り の提子 （ひさ
で、とっておきの銘酒をそろりそろりとついだのです。おかず と見れば鮑熨斗 （あわ
げ）
という 蝦夷鮑の珍 味と、唐 墨という長 崎 渡来の鯔の珍 味
びのし）
が、高 価な九谷焼の小さな 皿に盛 りつけてありました。奥 の部
屋は匂い立つ新畳の六畳ほどの総檜造りです。仙台藩の有 名な
宮 大 工に、わざわざこの正月に向けて造作させたものでした。
けれども、妹は部屋を見 回し、盃の酒と 皿の珍 味の量を見て、
どなりだしました。
「
父様、何ですか。この辺で 一番の肝煎 に嫁いだ娘と亭主を、こ
んな接待で迎えていいものですか。」
と。父親は
「
何ば言 うんだ。おまえ様 が嫁いで初 めて正月に来るというか
ら、宮 大 工に奥 座敷を作らせ、酒も肴も 吟味したのに。この親 不幸者めが。」
と怒りで顔を真っ赤にして言いました。すると娘は
「
何さ。こんなものは肝煎 様の家では当たり前。来る途中で姉様の婿と会っ
たから聞

いたけど、あんな貧 乏 婿に、広い広い場所で、長者様 までおいでになって、大酒を
用意して、大変なごちそうをしたんですっ
てね。」
と悔し 泣きしながら言いました。そして、せっ
かくの接待には手もつけず、そそくさ
と帰って行ってしまいました。父の勝衛 門は開いた 口がふさがりませんでした。でも
ね。勝衛 門はここで正気に返りました。少しくらい自分に金があるからといっ
て、貧
乏 人を見 下げて接待したばかりに、こんなことになってしまったのだ。どちらも 自分
にとっては同じ、かわいい娘たち の婿なのに。差 別してしまったことを 深く 恥じまし
た。
それ 以来熊 谷の家では、どんなに身 分の高い者にも、どんなに貧しい者にも、どん
なに愚かな者 にも、どんなにみすぼらしい者にも、同じく 心を込めて世話をするこ
とを家 訓としました。ある時 はそのために大損をしたこともありました。でも 最後
には、熊 谷家は大いに尊 敬され、岩月村で 一番に栄えたということです。

