三鷹 なる建具 師の門 叩

ここに新 円寂成 徳昌 景信士こ と故多 田俊 夫殿、大 正十六 年三 月二十一 日、当
八王子は 散田町 に多 田俊光、 ミネ夫 妻の 長子とし て生を 受く 。幼時三 歳の頃 と
か、一家 居を現 在地 に移した るもの らし 。
やがて尋 常小学 校卒 業後、家 業なる 建具 師を志し 、父を 師と なしその 道に入
るも、世 の厳し さ学 ぶは他人 の飯食 う他 に道なし と、

きたるも のとか 。丁 稚奉公、 聞きし にま さる辛苦 多き年 月す ごしたる らし。

時は戦雲 暗くこ の国 を覆い、 戦争も 末期 近く、俊 夫殿に も赤 紙舞い来 たりて
出征、陸 軍に入 隊す 。

されど幸 いにも 内地 に配属、 多くの 若者 ら南の島 々、硫 黄島 はたまた 沖縄に

赴きて、 無事復 員せ るもの極 めて少 なき を思えば 、誠に 強運 の人とい わざる べ
けんや。

出征前の 秘話、 生死 わからぬ 門出な れど 、万一生 きて復 員せ し折は是 非にも

嫁にと、 その後 、妻 となる浩 子殿の 両親 に申し入 れたる もの らし。そ の想い あ
れば、神 仏も故 人を 見捨て給 わず命 救い たるもの なるか 。

かくて戦 終わる 日の 来たり復 員す。 戦後 の混乱あ るとい えど も、自宅 より西

八王子駅 が見え しと いう焼け 野原の 街並 みも、バ ラック から 徐々に復 興、本 格
的な建築 にと移 りゆ き、され ば家業 、時 を得て大 いに繁 栄す 。

やがて昭 和二十 七年 、故人望 みたる ごと 大月に住 まえる 、た またまに 同姓な る

宮大工多 田家よ り、 浩子殿を 迎え結 婚。 のち家に 男子三 子を 挙げしも のなり 。

かくて家 業に励 みつ つ、幸い なる人 生中 道を送り けり。 その 生涯に幾 多の仕

事なすと いえど も、 いささか の誇り とす るは顧客 よりの 苦情 一つだに なきこ と

なり。仕 事の合 間に も顧客の 相談な ど何 くれとな く応じ 、そ の技術は もとよ り

人柄もあ いまち て、 大工棟梁 の信頼 厚く 、茶室、 医者の 家な どと良き 仕事に 恵
まれたる ものな り。

また三多 摩で腕 良き こと一、 二を争 う建 具師あり 。浩子 夫人 曰く、侍 とよば

れし職人 とか、 他の 業者にて は御す る能 わざりし 者なり 。か くなる者 ら二人 も

かかえた る、い かに 俊夫殿な る人物 のふ ところの 深さ、 誠に 大人と呼 ぶに値 す
る親方な り。

常日頃、 父君の 写真 を飾りこ れを崇 める 、あたか も儒者 の如 くなり。 一家一

門これを 敬いて 、そ の百年の 寿を願 いつ つも、二 年ほど 前や や体調を 崩すこ と

あり。し ばしの ち現 役復帰す るとい えど も、この 五月、 八十 路の声聞 くに及 び

てさすが に四大 を乱 し、爾来 幾度か の入 退院に老 いの身 を養 いつつあ り。

思えばそ の生涯 、父 より継ぎ たる家 業大 事と、こ れに励 みて その道を 極め、

良 き後継 者をも 育 成 す。かく あ れ ば人 徳 自 ず とそ な わ り、こ れ を 慕う もの 一 門、
同業のみ にあら ず誠 に多し。

愛子等 互 いに 相 和せ ば、即 ち 和気 それ ぞ れ の家 に満 つ。愛孫 ま た 祖 父を慕 い、

倣いて木 太刀を 学ぶ 。祖父も これに 応え て、内孫 の成人 式を 自らの天 寿と願 う
も、定命 また改 むる ことなし 。

愛孫友樹 殿、そ の身 にすがり て旅立 ちは ばまんと すれど も、 ある昼下 がり八 十

一才を一 期とし て恩 愛の家に 別れを 告げ 、北邙の 風にゆ らり ゆらめい て黄泉

に赴く。 愛児愛 孫等 一門の別 れを惜 しむ 暖かき心 に送ら れて の別れな り。正 に
大往生と いわざ るべ けんや。

