初 代渋 谷 天外 の丁 稚時 代
弁 当を 届け た 後は 芝居 見物
鶴 屋団 十郎 に強 引 に弟 子入 り

敗戦後、焼け野原となった大阪で、「松竹新喜劇」を結成し、日本の喜劇王と称えられ
た 二代渋 谷天外 を中心に 紹介し ます。
「笑いの かげに は涙あり 」とよ く言わ れますが 、まさ に天外父 子の生 涯はその とおり でし
た。し かしこの 笑いと 涙が戦争 に負け て絶望し 、やけ くそに なってい た人た ちに、ど れほ
どの生 きる勇気 と喜び を与え たことか 、あの 時代を体 験され た方なら 、かな らず共感 され
年（ １８８ １）和歌 山県に 生まれま した。 本名

でつち

し だ し や

か
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ると思 います 。
ひ ろ き ち

二代天 外の父 親初代渋 谷天外 は、明 治

つら

わ

め くくる 。江戸時 代の後 半、上方 で大流 行）とい われた 。パン トタイム の名人 です。

町 で生まれ た茶番 狂言で、 だじゃ れをと ばし仕草 で人を 笑わせ、 かなら ず落ちを つけて し

団 十郎のい る楽屋 を訪ねま した。 団十郎は 大阪最 後の仁輪 加師（ 即興の こっけい 寸劇。 色

に

ある 日彼は 、千日前 の「改 良座」 に弁当を 届けた あと、思 いきっ てスーパ ースタ ー鶴屋

する うち、 自分も舞 台に上 がりたく なりま す。

主人 は青筋た てて叱 りますが 平気の 平左、 蛙の面に 水と受 け流し、 しっか と芝居見 物を

しか

「こら 、ヒロ 公。遅 いやない か。い つまでか かっと る。道草 食わん とはよ 帰ってこ い」

タダで 芝居が のぞける のです 。

昌して います。 博喜智 が気に 入ったの はこれ です。弁 当は重 いが届け てしま えば、 あとは

る「魚 安」です 。魚安 は道頓堀 から千 日前にか けての 芝居小 屋に、手 広く弁 当を運ん で繁

鼻つまみ の博喜 智がよう やく落 着いた のが、道 頓堀で 仕出屋（ 料理配 達業）を やって い

出しまし た。

し てもキ ャーキャ ー泣か れるの に腹を立 て、墨 で顔中に ひげを 書いてざ まあみ ろ…と逃 げ

大 きなか まぼこ屋 に拾わ れますが 、命じ られたの は赤ん 坊の嬢 さんの子 守り、 いくらあ や

とう

呉 服屋・染 物屋・ 菓子屋・ 豆腐屋 ・印刷 屋・食物 屋など 十数ヶ所 を転々 としたあ げく、

気前 はよく かわい がられま すが、 とにかく 尻が軽 い。すぐ に仕事 が嫌に なってと びだす 。

養家 も貧し くて小学 校にや ってもら えず、 幼いこ ろから丁 稚奉公 させられ ます。 愛想と

いも 知らん」 と、ご 本人が 語ってい ます。

渋谷 博喜 智（ 異説 ・博 吉 ）。生 後間 もな く渋 谷家 にも らわれ たそう で 、「ほ んまの 親はわ
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「わ いを弟 子にして おくん なはれ 。そこら の連中 よりよっ ぽど役 にたちま っせ。 ほら、 テ
ン テンツク ツクテ ンツクツ ウ…」
と 、いきな り猿ま わしの 真似をし ました から、そ こらの 連中が怒 りまし た。
「 お前、 魚安の丁 稚やな いか。お 師匠は んはい そがしい 。はよ 出ていけ 」
「 なんや その眼 は。反抗 する気 か。おい 、つま みだせ」
若い弟子 たちが つまみだ そうと すると 、博喜智 は手足 をバタバ タさせ ながら、 こう叫 び
ます。
「あんさん、わいはあんさんの芝居見すぎたさかい 、店、クビになりましてん。あんさん、
責任と ってお くんなは れ」
ジロリ とにら んだ団十 郎は、 さすが に仁輪加 師です 。大声で 笑いな がら、

年 （１９ ００）の できご とで、団 十郎

歳、博喜

「妙 な屁理屈 ぬかす 子や。ひ ょっと したらほ んまに 役にた つかもわ からん で。やい 、ふき
そう じでもせ え」
と、 手もと に置いて くれま した。明 治
歳のと きの話 です。

明治

が

の

あわてもの

年（１９０７）団治と箱王は、団十郎一座から離れ 、「新生喜劇」と名乗って京

ある 日、い つも笑 顔の箱王 が眉を キリリと あげて 、こう言 いまし た。

にや れへん か」

「な あ団治 。わい、 前から 新しい芝 居やり たい思う て、相 棒探して たんや 。ふた りで一緒

人柄 の好い曾 我廼家 箱王とい う男で す。

そ

こんな 団治に たった ひとりだ け、無 二の親友 ができ ました。 団十郎 もかわ いがって いた

って大 きな拍 手をあび るあり さまです 。

ますが 、団治は そのた びにあ ざやかな アドリ ブで切り 抜ける 。いや、 客席は 爆笑し 、かえ

となっ て、わざ と出る ときに出 なかっ たり、大 事な小 道具を かくして 立往生 させよう とし

「いっぺ んお 灸 すえたろ うや」

きゆう

「 あのガ キ、自 分ばかり 目立ち やがって 」

連 発する のでつい ていけ ないので す。

ひ どく嫌 われまし た。こ こでこう すると きめてい た約束 ごとを守 らず、 勝手に アドリブ を

智

55

１ 年経って 鶴屋団 治の芸名 をつけ てもら った博喜 智は舞 台に立ち ますが 、仲間た ちから
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と 声 をかけて くれま した。

（ 株 ）フ ァ ッ ショ ン ビ ジネ ス ・ 御堂 筋 新 聞

掲 載 の記 事 ・ 写真 ・ イ ラス ト 等 の全 て の コン テ ン ツ無 断 複 写、 転 載 を禁 じ ま す。

「こら 、いけ る。松竹 があと 押しした ろか」

の創業 者。本連 載１２ ０～１２ １参照 ）です 。

朝日 座 の 経 営 者 は あ の白 井 松 次 郎 ・ 大 谷武 次 郎 兄 弟 演
( 劇 ・ 映 画 界 の リ ーダ ー 「 松 竹 」

ろげます 。

れ も団十 郎流仁輪 加の焼 き直し ですが、 二人の 迷演に観 客は大 爆笑、腹 をかか えて笑 いこ

都 の「朝 日座」で 旗上興 行を打ち ます。 演題は「 周章者 忠臣蔵 」と「黄 金の山 」で、い ず
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