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高尾山の北、景信山から降りてくると小仏峠につく。広場になっていて看板
や標識があり、こんな狸の置物もあった。
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から 年近くが経�た�今�私が重森氏に少しでも近づけたのかと

など重森氏の前では�青臭い理屈でしかなか�たように思う�あれ

てしま�たことを思い出します�私�等？�若造の左翼意識�理論

呑む席での饒舌さ�
�ことばの重み�語彙の豊富さと�つい聞き入�
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毎日 日経
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日経・一七〇 サンスポ・一〇〇

�答�読売・二〇 朝日・三〇 毎日・一〇

一〇 二〇 三〇 一〇〇 一七〇

読売 朝日

きたい�線で結んで下さい�難問ですよ�
�規雄�

新聞の販売部数がおもしろい�クイズ形式にしたので考えていただ

ど三日で馘首ということになりそうである�さて�このキオスクの

まりにも速いので�お聞きしたら算盤一級とのことであ�た�私な

この売店の他の時間帯には恐ろしく計算の速い小母さんがいる�あ

にな�たとのこと�記憶力や計算力になんら違いはないのにである�

三十年以上続けているそうである�なお�六十歳を境に時給が減額

の小母さんは�商品の値段をすべて記憶していた�売店の仕事を

西日本ではキヨスクという�を利用した�驚いたことに�キオスク

◆半年ほど新聞を購読してなか�たので�ときどきキオスク�ＪＲ

われは消えなん消えなんわれはわれは消えなん何時か之�鶴�

くなるばかりです�

して下さい�
・・・・ぼくの方は�周辺で亡くなる方が多く�さびし

めています�みなさんお元気でご活躍のご様子�どうぞよい仕事を

下さりありがとうございました�なつかしい写真をつくづくとなが

◆ふみの会ニ��スをいただきました�重森さんの訃報をしらせて

で逢�た一人の師に�合掌�飯�

考えるに実に心許ない�年齢は重ねてきたのだが・・・人生の途中
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ふみの会ニュース（２）

「隼 人 」

小説

多田雅子

びている有様は、昇天する龍や、首

太い枝が何本も天を掴むように伸

けろお」などと奇声を発しながら、

という合図に、「それえっ」「やっつ

もつい引き込まれ、隼人の「撃てえ」

葉を発する隼人に、タツオとヒロシ

大概 の事 は大目に見る吉之助で あ
をもたげて荒れ狂う八岐大蛇のよう

バスがやって来る方に向かって、石

上げて立っていた。

ったが、一度だけ、火の玉のごとく
にも見え、見る者の想像力を野放図

（二）

怒り、隼人を懲らしめたことがあっ

を投げ始めた。
マッチ箱のようだったバスが、猪

に膨らませるのだった。
「オイはこの樹に登って、敵が攻め

た。
隼人が小学校四年の時のことだっ

に沿って南へ下る。土煙を上げなが

噴煙立ち昇る桜島を背景に、錦港湾

日一往復走っていた。

と隣村の石垣の間を結ぶバスが、一

そのころ、頴娃村には、鹿児島市

隼人の声に、ぽかんと口を開けて

「あン山の麓に、敵がおじゃっど」

に浮かぶ開聞岳を見遣った。

と、幹と枝の間に立ち上がり、遠く

しのちょうどよい所まで這い上がる

びついてよじ登って行った。見晴ら

突然、隼人はそう言うと、樹に飛

バスは車体を激しく軋ませ、切り

生じたとみえ、隼人は少し声を落と

て来ると、さすがに憚りの気持ちが

手の姿がそれとわかる所まで近づい

んに石を投げ続けた。しかし、運転

ツオとヒロシもその声に合わせて盛

ると、ますます隼人は囃し立て、タ

が突進して来るかのごとく見えてく

ら約五十キロ走ると、行く手に開聞

見上げていたタツオとヒロシは驚い

裂くような音を立てて、びたっと停

て来るのを見張っど」

岳 が姿 を 現 す 。 そ の麓 の 渓 谷 を 縫 う

て、隼人が見ている方向に目を凝ら

留所の前で停まった。

た。

ように走り、前方に、広々とした東

した。

朝、鹿児島市を出発したバスは、

シナ海が見えてくると、まもなく頴

「敵が攻めて来っど」

扉が開くと、いつもの顔馴染みの

して、
「やめえ」と号令を掛けた。

娃に到着するのである。

車掌が姿を現し、
「おい、そこん子どん、ちょこっと、

街 道 の遥か彼方に 、こちらに 向か
って走って来るバスが見える。

ある日の午後、同級生の隼人とタ
ツオとヒロシは、バス停近くの一里

使いばしてたもんせ」
と言いながら降りて来た。

「攻撃準備」
畳み掛けるように次から次へと言

塚に立つ、高さ二十メートル、樹齢
二百年と言われる見事なエノキを見

「こいを、松田さんに届けてくいや

と、腰にぶら提げた小さなカバン

い」

から一通の封筒を取り出すと、タツ

オに手渡し、

「よかか、大事なもんじゃっで、ま

ちがいのないよう届けてくいやん

せ」

と何度も念を押して、バスに戻っ

て行った。

田舎では、バスは唯一の定期便な

ので、人を運ぶだけでなく、物資の

れれば便利屋のような役割も果たし、

輸送にも利用される。車掌は、頼ま

この日も、鹿児島市に住んでいる松

田さんの息子から、彼の父親へと封

筒を託って来たのだった。

タツオとヒロシがきょとんとして

その封筒を眺めていると、枝の上に

「松田さんは敵の密偵にちがいなか。

いた隼人がスルスルと降りて来て、

そいは秘密の手紙じゃっど。きっと

真顔で言った。

暗号で書いてあっど」

「暗号って何か」

「軍隊では、連絡する時、敵に知ら

れんように暗号ば使うと」

「そいを解読できるもんは、天才じ

ゃっど」

ふみの会ニュース（３）

「解読って何か」
て、父ちゃんがそげんするとこ、オ

とぶっきらぼうに言って、紙キレ
あっけない退散だった。

を返してきた。

では、局長が、窓口に並んだ三つの

眺めていた。

坊主頭を、不思議そうに新聞越しに

居まで駆けて行った。

と突っぱねたが、

イは見ちょった」
「おまえの父ちゃん、うそ言うたん

「判子があったら、一円もらえるじ

三人で気ままなことを言い合って

「つまり、暗号ば読むっちことよ」
いるうちに、それでは封を開けて見
じゃなかか」

郵便局を出ると、三人は神社の鳥

てみようということになった。

あ」

「ほんのこて、一円ばくいやしたな

歩きながら、タツオが悔しがった。

三人は鳥居をくぐり、拝殿の前ま

鳥居の下に腰を降ろして待つことに

後姿を見送ったタツオとヒロシは、

しまった。あっけにとられて隼人の

言うが早いか、素っ飛んで行って

ていき、代わりに、海鳴りのような

ぶっていた気持ちが潮のように引い

た一円札を両手で広げてみせた。高

人に返し、もう一方の手に持ってい

タツオが、握り締めていた判子を隼

で来ると、石段に並んで腰掛けた。

した。空を見上げると、白い綿雲が

った。

＊前回の「完」は誤記でした

（つづく）

隼人が不安を吹き飛ばすように言

「オイたちで使いもっそ」

な百舌鳥の声が聞こえてくる。

杜がザワザワ鳴り、突き刺すよう

タツオが泣き出しそうだ。

られるじゃっど」

「勝手にお金に換えてしもうて、叱

ヒロシが言った。

持って行くっと」

「こい、どげんすっと。松田さんに

不安が三人を襲い始めた。
隼人は、思ったより早く戻って来

ぽっかり浮かんでいた。

「ここで待っちょれ」

きなり、

「まだ心臓ばドキドキしちょる」

ゃっどん」

か狐の仕業にきまっちょる」
「おまえの父ちゃん、タ、ヌ、キ」
などと隼人とヒロシが囃し立てる
ので、とうとう顔を真っ赤にして、
「そんなら、郵便局へ持って行けば
わかっど」
と言ってしまった。
窓ガラス越しに郵便局の中を覗く

神社の鳥居まで来た時、隼人がい

「紙キレが一円に化けるなっど、狸

しっかり糊付けされた封を無理矢
理剥がすと、中から厳めしい文字が
並んだ紙キレが一枚出てきた。
ヒロシが素っ頓狂な声を上げた。

「何かこりゃあ。こいが暗号か」
「いや、こいは暗号ではなか」
タツオが紙キレをじっと見ている。
「郵便、一円と書いてある。こいを
郵便局へ持って行ったら、一円と交
換してくれるっと」

には、蟷螂のような痩せた男が虫眼

と、窓口に若い男が座わり、奥の机

た。

タツオは、以前、父親について郵

鏡で新聞の文字を追っている姿が見

便局に行った折に、父親が郵便為替
を換金するところを見たことがある

「ほら、持って来てやったど」

り出すと、タツオに手渡した。

ように、朱肉で汚れた丸い判子を取

ポケットからビー玉でも取り出す

えた。

いない。

タツオが小声で言った。客は誰も

「あれは局長さんだ」

のだった。
隼人は、タツオの話しが気に入ら
ない風で、
「ふん」と鼻を鳴らし、い
きなり紙キレを取り上げると、透か

さっきの事務員が、タツオから紙

紙キレを恐る恐る窓口に差し出すと、

キレと判子を受け取ると、簡単な事

扉を開けて中へ入り、タツオが、

「こげな紙キレが、一円になるもん

黒い腕貫をはめた事務員が、

務を済ませ、引出しから一円札を取

したり裏返したりして、
か」

「判子も持ってきやったか」

とバカにするように言った。タツ

け取り、両横で隼人とヒロシが、息

り出し、渡してくれた。タツオが受
振ると、

を凝らして見ていた。事務員の後ろ

と訊いてきた。タツオが首を横に

「オイは、ウソは言わん。父ちゃん

「そげんこっては、金は渡せん」

オは、
がそげん言うちょったし、ほんのこ

ふみの会ニュース（４）

私や弟が小さな頃から「ぎおんさ
れるようになっている三階は父の事

スペースに、脇の階段から直接上が

多村 喜木子

ん」と親しんできた八坂神社の数軒
務所にと全く新しいビルに建て直さ

沖縄の思い出 ⑰

隣、すぐ隣には料理屋があり、その
れていた。
この時の遺産相続から建て直しの

隣はお化けのようなこわいお婆さん
がいると私が恐れていたうどん屋、

約束の日、事務所の客間にある黒

設計から工事に至るまでの全てを父

あった。かつて墓参りの時期になる

いレザーソファーで、母と女が向か

そして歩道にまで机を出して埃だら

と離れて住んでいる兄弟たちが集ま

い合わせに座り初めて顔を合わせた。

が仕切っており、母も他の兄弟たち

ってきて、幼い私もいとこに混じっ

二人は敵対関係ながら、ひびは入っ

けの仏像や大きな皿を飾っていた骨

て玄関でしきびを売っていた。あの

ていても本妻という母の余裕だろう

も法律や契約や金について完全に父

賑やかだった花屋は、母が言うには

か、いきなり怒鳴りつけるようなこ

董品屋、母の同級生がいる自転車屋、

花を振ると白い粉が舞うほど多く付

とはせず、軽い挨拶をして穏やかな

を信用して頼りきっていた。それが

着していた農薬が原因で祖父と伯母

空気が流れていたらしい。そこへ数

飲み屋ばかりの雑居ビル、開店して

がガンで亡くなり、祖母一人が残っ

分遅れて入ってきた父が、迷うこと

後々の莫大な損失につながることな

た 花 屋 は 店 を 閉 め 、 そ の 頃の 私 に は

なく母の隣に座ったのだという。そ

はすぐに潰れる食べ物屋（この時は

よく理解出来なかったが、生前贈与

のどうでもいいような一瞬の出来事

ど誰も気付いていなかった。

というもので母が土地と建物を遺産

で、決着がついたとその晩母が得意

和風ラーメン屋）
、そして母の実家が

相続して、一階と二階は祖母の居住

れを告げ、夫婦でやり直すことを約

が、父は母の前できっぱりと女に別

順調に終わったのだとわかっていた

く帰ってきた二人を見て話し合いは

そうに言っていた。私も、妙に仲良

るのも嫌だと思った。母は昔から、

もうこれ以上頼られるのも相談され

母に言いようのない嫌悪感を覚え、

私は友人ではなく娘なのだ。この時

手として頼っていたかもしれないが、

だろうか。もう何年も二人だけで出

間は不自然なほどに仲良くしていた

両親の「やり直し宣言」から一週

のように七人兄弟の末っ子だからと

的な部分があった。そして逃げ口上

を巻き込んでいく浅はかで自己中心

ことをそのまま相手にぶつけて周り

考えることをせず、その時に感じた

自分の感情を抑えたり一呼吸置いて

かけることなどなかったのに、一緒

束したのだという。

に映画や食事に出かけたり、リビン

母は女に二度目の電話をした。今

言うのも嫌で、苦労を知らずに育っ

度は話し合いではなく、すぐに自宅

グでも近くに座ったり、二人が気を

んな勘は当たるもので、父と出かけ

へ来て父を連れて帰るように言って

た母が 父 のことで 悩むのはかわい そ

ていた母が、帰ってくるなり何もか

いた。そして華やかな金持ちに見え

使い合っているのがよくわかった。

もをあきらめたように話してきた。

ていたかもしれない父の本当の姿は、

うだったが、もう放り出したい気分

「あんたも大人やしわかるやろうけ

バブル崩壊で仕事に失敗し、祇園の

でもどこか冷めて他人事のように感

ど、もうそういうことは無理みたい」

事務所も自宅も財産らしきものは母

で重荷に感じ始めていた。その数日

一瞬何のことか意味がわからなか

じていた私には、父の優しさも母の

ったし、今でもこの解釈で合ってい

が祖父から受け継いだもので父のも

後、また隠れて女と会い始めた父の

るのかわからないが、いわゆる大人

のなど一切なく、女が吸える甘い汁

せいで振り出しに戻った。

の話だったのだろう。でも私はそこ

など一滴もなくなっているというこ

笑顔も家の中でカラカラと空回りし

まで聞きたくなかった。母は私を友

とを説明し、それでも欲しいなら好

ているようにしか見えなかった。そ

人のように思い何でも相談出来る相

ふみの会ニュース（５）

カットソーという普通の格好をして

大塚さんはフリーのチェロ奏者で、

きに連れて行ってちょうだい。とい

気がついたら、音楽に明け暮れる

大阪音楽大学大学院のピアノ科およ

中井 豊

あの一本の電話から色々なことが

一年になった。野球や化 石集めが好

音楽の一年

終を横で見ていた。そして電話を切
あったけれど、とうとう父が出て行

き で 、 音 楽 な ど 女の 子 の や る こ と だ

びチェロ科を卒業しているらしい。

いたのも印象的で、それだけ父との

るなり父がいつもゴルフに持って行
ったのかと思うと複雑な心境だった。

と馬鹿にしていた小学生時代だった

また、佐藤さんは小学生の頃からヴ

うようなことを父の前で女に話して

っていた深緑色のボストンバックを
しかし離婚や親権や生活費のことな

から、ヴァイオリンを携えて走り回

ァイオリンを学んだ、大阪府医師会

関係が親しいものであると示してい

納戸から出してきて、すごい勢いで
ど現実的なことは何一つわかってい

っていることが当時の同級生に知れ

交響楽団の第二ヴァイオリン奏者。

いた。その時は確か日曜日の午後だ

父の洋服や下着を詰めていく母を手
なかった。ただ母がこれ以上父に嘘

たりすると、彼等は唖然とし、
「裏切

るかのようだった。

伝いながら、あまりにも早いキレ方

をつかれたり悩まされることはない

する。多田さんは神戸女学院大学で

いつも最前列にどっかと坐って演奏

っただろうか、私も家にいて一部始

と決心に驚きながらも、これで良か

のだと考えると、寂しさよりもなぜ

り者！」
「情けない！」と言われるの

田安希子さんに協力していただいた。

ったのだと励ましていた。その時父

ではないか。まして、数学の仲間か

て行き、タクシーを待たせたままの

へ隠れるようにして表玄関までつい

がタクシーでやってきた。母の後ろ

そして一時間も経たないうちに女

表情のまま黙って動かなかった。

悲しみと開き直りが混じったような

ような申し訳なさそうでいて怒りと

年生での担任＝川崎久子先生がお世

った。この演奏会は、湯浅小学校三

拒否が問題になっているとのことだ

しかし、この学校でもいじめや登校

なっていて、いかにも長閑な環境だ。

会を催した。会場の周囲は蜜柑畑に

立石垣中学校の音楽室を借りて演奏

四月三日には、和歌山県有田川町

た。聴衆は五〇〇から六〇〇人とい

フスキーの「交響曲五番」などだっ

ート」に出演した。曲目はチャイコ

団の「第二三回スプリング・コンサ

五月六日には大阪府医師会交響楽

た。

ょうど満開の桜を楽しむことができ

いる。演奏の後、出演者そろってち

半がプロによるプログラムになって

ピアノを専攻する大学院生である。

女に挨拶をする母の横で父に手を振

う演奏会だが、少なからぬ友人――

らは「いい加減にしろ！」と言われ

った。その時に初めて見た女の姿は、

昨年に亡くなられた。それで、今回

話下さったことに始まる。先生は一

中には夫婦で足を運んでくれる友人

（つづく）

か晴々とした気分だった。

は、内心女と暮らしたかったのだろ
う、黙々と荷造りをする母を止める

小さくて細くてショートカットで、

（第五回）はご主人のお世話になっ

も数組いるため、末席ででも弾かざ

この演奏会は前半がアマチュア、後

正統派の美人ではないけれど男が守

た。チェロの大塚延子さん、ヴァイ

るを得ない。

そうだ。

ってあげたくなるようなタイプだっ

オリンの佐藤太一さん、ピアノの多

こともせず、今まで見たこともない

た。また、ノーメイクにジーンズと

ふみの会ニュース（６）
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だったが、串本での「鰹茶漬け」
、勝

りは、四人の友人と一緒の南紀旅行

れは八月一七日の夜だった。この折

サメムーチョ」などを演奏した。こ

君と「マイアミビーチ・ルンバ」
「ベ

ゾート荒船」で、ピアノの瀧本文彦

ではフルートの先生とモーツァルト

した。打ち上げの時、来年の発表会

子さん（
「音時間」の社長）にお願い

ム ラ イ ト 」 を 弾 い た 。 伴 奏は 平 松 靖

の一人としてチャップリンの「ライ

さんに教わっているため、私も生徒

ここでヴァイオリニストの池上尚里

時間（

ス・コンサートが催されることにな

府医師会交響楽団の有志でクリスマ

の上、今年は、一二月一八日に大阪

オリンを弾くことになっている。そ

れている。いずれにおいてもヴァイ

絡があり、既に案内が会員に配布さ

んから、一二月五日に決まったと連

む会」である。世話役の中道保和さ

高校退職者会主催の「銘酒をたしな

しみとは思う。しかし、今や上手な

ているのだ。何事も努力あっての楽

省する。技術が伴わず、追い込まれ

移ってきているのではないか、と反

り、約束を守る、という方に重心が

いつしか音楽を楽しむ、というよ

間がかかるのである。

ハーサルが欠かせない。ともかく時

も直ぐに忘れる。それで、当日のリ

ず離れずなら助かるのに、練習して

く、離れ易いのである。せめて付か

）
」での発表会だった。

浦の鳥羽山商店での鯨と鮪が絶品だ
の「フルート四重奏曲ニ長調」第一

った。これには突然のことで面食ら

夏には和歌山県古座町にある「リ

った。これは忘れられない思い出に

った。

であり、フルートの浜田悟さん、ヴ

主催する音楽会が大阪市内（天満橋）

った。九月二三日には、大塚さんの

ーの「展覧会の絵」組曲、チャイコ

ルート協奏曲二長調」
、ムソルグスキ

た。プログラムはモーツァルトの「フ

楽 団 の 「 第 三 八 回 定 期演 奏 会 」 だ っ

てみなければなるまい。

ロの役割について一度ゆっくり考え

どがこういう羽目に陥るのか、ピエ

どいるにも拘わらず、どうして私な

演奏者、演奏したい人達は星の数ほ

一一月二三日は大阪府医師会交響

楽章をやる約束をしてしまった。

ィオラの松原静司さん、大塚さんと

だった。アンコール曲はロッシーニ

フスキーの「交響曲第六番《悲愴》
」

秋から年 末に かけて 急 に忙 しくな

なった。

ごらん夜 の星を 」を 、ヴ ァイオ リ ン

の「歌劇《セビリャの理髪師》序曲」

共に「真珠採りのタンゴ」
「見上げて
の九鬼智子さん、ヴィオラの中村雅

だった。選曲がよかったようで好評
だった。

子さん、大塚さんと共にモーツァル
トの「アレルヤ（
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より）
」を演奏した。
”
この会が機縁となり、岸和田市で練

開催する。これは十年ほど前からの、

今年は一一月二九日に「音時間」で

ある。一つは、
「音楽会＋忘年会」だ。

なるべく同じ曲をあちこちで弾くよ

習が必要だ。労力を節約するため、

演奏するには、事前に何回かの練
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習しているチェロ三人（縣喜樹さん、

うにしているのだが、一度弾いたか
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羽畑真紀さん、向井晴美さん）とリ

音楽の好きな友人が集まるプライベ

らといって、再度弾くときは大丈夫
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コーダ一人（福井萬次郎さん）の室

ートな忘年会だが、いつの間にか、

という訳にはゆかない。熱しやすく

年末にかけては恒例の行事が二つ

内楽に加わることになり、一〇月か

参加者が二〇名を越えるようになっ

冷めやすいのではなく、身に付き難

”

ら月二回の練習が始まった。

てしまった。もう一つは、大阪府立

一〇 月一二日 は、音楽 サロ ン「音

「勉強になりました、ありがとう。

る様にしましょう」と樽井社長。

「そうしましょう。なんとか解決す

「勉強になりましたよ、あなたの良

ってます」

もなれば、乗れない話じゃないと思

か、常識じゃないかという話しにで

とか、この辺で手を打とうじゃない

藤川博樹

します」

またなんかあったらよろしくお願い

第二部

って苦しむわけなんだ。処罰を受け

人をあやめた気持ちが。一生そうや

パンドラの箱
第二章

ちらが折り合いをつけようとしない

「こっちも怒っているんですよ。そ

する。

たいして、樽井社長も負けずに反論

電話口で執拗に追求してくる男に

うする。人を殺したら」

「あんたがそういう立場だったらど

「あなたは死んでないでしょ」

たら、どうする」

ったらどうする。自分がやったとし

もできる。もしも死んだ人の場合だ

互い生きているから言い争いも喧嘩

るんだ。それはまあいいですね。お

「話は別だけど、もう争うことも無

わった。

いたが、急に電話の男のトーンが変

話での言い争いが延々と三十分も続

売り言葉に買い言葉になって、電

いただきました、ありがとう」

「そうですね。こちらも勉強させて

りますよ」

「はいはい、どうもありがとう。切

ます」

ているんですけどね。少し楽な形で

「いえいえ、そちらの迫力にはまけ

「全然君にはかなわないよ」

すよ」

いところを教えてもらえたと思いま

アルバイトの早船君が交通

事故を起こすこと（承前）

からですよ」

っと教えてもらうこともあるだろう

いしね。感情的にならなければ、も

お話し合いできればいいと思ってい

「こちらも」

「こっちは仕事をしているのに、ぶ

ませんよ。あなたは日本語通じませ

「僕は人を殺しませんし、人も轢き

ふ ふ ふ と 、 笑 い を 含 ん だ 口 調で 、

ぶつけたんじゃないんだ」

つけられたんだ。ぶつけようとして

す」

う最後にはお互いに意気投合してし

も負けていなかったのだが、とうと

「よろしくどうぞ。どうも失礼しま

静になってお話し合いできれば、こ

し」

ういうことがなくてお話しあいでき

「そうですね。もうちょっとお酒で

たら面白いおじさんがいるというこ

早船君はそうとう動揺していたよ

んね。人にものを話している態度じ

とになったかもしれませんね、それ

う で 、 次の 週 の 引 っ 越 し で も ま た 車

ゃないじゃないですか」

は考えますよね。ただああいう形で

の事故を起こした。クラクションを

「あなたは頭下げて話し合いをしよ

げ足取るの」

ないの？ どうしてそういちいち揚

ガーっと言われたら僕もぜったい引

鳴らしながら、前を横切る相手の車

うとしても話し合いに応じようとし

よ、千円出したんだよあなた。これ

ら出して……、朝から怒ってたんだ

たら死ぬまでしゃべっているじゃな

「あなたのしゃべってるのを聞いて

っこまない男ですからガーッといい

樽井社長と電話の男は最初はすご

のからだ買えますかい、冗談じゃな

で勘弁してくださいって。千円で人

「どうして、いちいちいちいち揚げ

いですか」

ますね。僕も若造ですし。だから平

に堂々と突っ込んでいった。ぶつけ

い勢いでやり合っていて、樽井さん

いよ。たまたま生きてたからこうし

ツーといえばカー、カ

てから「一時停止」の道路標識に気

にでも何でもなれたと思います。冷

て議論もできるんだ。死んだらどう

ーといえばツー、相当したたかなも

足取るの？

和的に話し合える状況にしてほしい

も飲んで楽な形でしゃべれれば友達

すんだよ」

とは思うんですよね。変な話ですけ

ある。

づいた。相手の車が優先だったので

くの。あなたはどうして黙って聞け

「日本てのは法治国家なんですよ…

本もいい本も。商売柄。この辺で、

んだねあなた。本読んでるね、悪い

静になって話しあいさせていただく

ど、第三者入れていただくとか、冷

「どうしてそうやって人の盲点をつ

…」

話しやめましょう、そうじゃないと

「若いのだってね、千円ポケットか

「早船君にしたって、あ、やっちゃ

いつまでももめるばっかりだ」

ないわけでしょ」

った。まずいと思って。その気持ち

まった。

がいつもどっかから湧いてくるんだ、

ふみの会ニュース（７）

ふみの会ニュース（８）

生 き る

〔エッセィ〕

私の人生は、高校に入るまでは幸

内田幸彦

仕舞い風呂へこそこそ行った。

人間、一度落ち目になると世間は

の欲しい時期なのに、……。私は我

冷たい。
《あいつは仕事ぎらいだ》と

前の家は金持ちやからのう」と当て

周りの目は語り、面と向かって「お

が身の不運を悲しんだ。女の母に、
母の苦労を見かねた私は、新聞広

父の代わりは矢張り無理だった。
告を頼りに倉庫係、競輪競馬場の臨

った。それが仇となり、会社らしい

て、五百円、千円でも多い所へ替わ

らないから気が楽だ。家を売った金

遊んでいようが、土地の人は私を知

所へ行けば、どんな仕事をしようが、

たが……。

坊ちゃんとまで呼ばれたこともあっ

お手伝いさんがいた位で、近所から

急に老け、母の強さを目の当たりに

りこけている。髪は乱れ、頬が落ち、

けたまま、リュックも降ろさずに眠

母が鳥取から帰り、玄関先に腰を掛

出掛けた。或る日、学校から帰ると、

たのである。

られる現実を、若い私は知らなかっ

とすることによって社会的に軽んじ

く、焦っていたのである。職を転々

私は、母を見ていて、日銭が欲し

うちに仕事も見つかる。そう考えて、

で二、三年は食えるだろうし、その

そんな日が続くと、家を売って他

母は僅かな先生の恩給と針仕事で

会社には入れず、ついに独立するし

こすりを言う者もいる。

生活を支えてくれた。縫い物の合間

かなかったのである。

時雇い、出来高払いの販売員などし

の先生だった。当時、共働きという
ため、和歌山県、鳥取県あたりまで

を見て、自分の着物を米と交換する

が実に五十五年間も続いた。

のは少なかったから、家庭は豊かだ

福だった。父は鉄道員、母は小学校

った。一九三五（昭和一〇）年頃に

日中戦争が長引き、さらに太平洋

け引きをどうしたのか？ その上、

生だった母が、着物と米の交換の駆

労働したこともなく、小学校の先

ぜ、俺ばかりが苦労せねばならな

母に煙草銭までは言えない辛さ。な

へも出られない。煙草が切れても、

る辛さ。世間体を気にし、昼間は外

一人前の男が仕事もなく遊んでい

なることも知らなかった。

たのである。その時は、家が担保に

後に独立して金を借りる担保となっ

家を売らなかったもので、この家が

て、不動産屋に断りを入れた。よく

ぬ他国で生きられようか、と。そし

えない者が、どうして西も東も判ら

故郷で知り合い、縁故も多い所で食

日が経って、ふと思った。生まれ

不動産屋まで行った。

戦争と拡大して、食糧不足、空襲と

（八月）の年の一月、父が会社の宿

重い米を背負い、……。私は母の苦

い会社に入り、背広を着て、革靴を

い？ 友達や同級生も皆、会社らし

見た。

直で風邪を引き、それが急性肺炎に

労を見る度に、学校を出たら必ず楽

ら何まで配給制で困っていた所へ、

衣料、雑貨、生鮮食料品など、何か

（昭和二三）年には共産党が活躍し、

戦と共に自由の世となり、一九四八

やがて待望の卒業はできたが、敗

たことも。

もなれッ！ と自棄（やけ）になっ

もないのに、……。もう、どうにで

私にはそれほど悪いことをした憶え

履いて、いそいそと出勤している。

…」と、千円札を握らせてくれた。

で、これで映画でも見ておいで、…

「毎日そんな陰気な顔をしていない

母が、

戦争直後のことで、食糧は勿論、

し、一九四五（昭和二〇）年、敗戦

進み、薬も無く、僅か十日の患いで

をさせるから、と心に誓った。

苦労したのは私一人ではない。しか

この世を去った。

父の給料が入らなくなった。主な収

た。会社はこれを恐れ、社員は一般

各都市の事業会社に労働組合を作っ

てで、無一文になり、どん底へ。以

一月の新円発行による旧円の切り捨

いがいる筈もなかった。一番、父親

りになった。女の母に有力な知り合

採用せず、心配のない縁故採用ばか

いる。人目に触れぬように、銭湯も

また遊んでいる》と冷たい目で見て

何度もの失業で、世間は《あいつ、

に心で詫びながら札をポケットに入

ら手の出るほど欲しかったので、母

昨日から煙草も切れているし、喉か

そんな暗い、辛い日々の或る日、

さらに、翌一九四六（昭和二一）年

入が無くなったのは大打撃だった。

来、地面を這いずり回るような貧乏

ふみの会ニュース（９）

れ、久し振りに勇んで外出した。
映画でも見て気分を晴らしなさい

かけています。東の空が明けるよう

ある。若いし、独身だしで、業界は

出なかった。もう何も考える余地は

言えば誰でもいい、結婚しよう、と

信用を得るため、嫁に来てやろうと

の葉書が舞い込んだ。最後に廻った

そんな憂鬱な或る日だった。一枚

題だった。

無かった。倒産は目の前、時間の問

「やれるでしょうか？」

そんな時、縁談が持ち上がった。

相手にしてくれなかった。

「それは貴方の努力次第でしょう

愛知県の農協からだった。

私は急き込んで聞いた。

にね」

れなかった。映画を見ても本を読ん

「家が自分のものなら貰っていただ

私は思った。幸い、先方も、

と母は言ったが、今はそんな気にな
でも、現在の失業中の身分では、何
ね」

「早急に貨車一台送れ」の文面だ

「ほんとに？」

と、言ってくれたので、結婚した。

研究をすることになったとのことで

なさい」と言った農協が急に新しい

った。
「来年の春頃にもう一度来てみ
彼女が三十余年の貧乏生活を今に至

きます」

だ。

私は易者の一言で独立を決めた。

下さい」

「やれますよ、貴方なら。頑張って

もかも悲観的にしか考えられないの
まず、煙草を買った。二、三日吸
っていなかったので、頭がしびれる
程、旨かった。当てもなく足は駅に
長年の失業から、やることのできた

また商売に飛び出した。貨車一台分

嬉しさに家に飛んで帰った。

売れば、次の仕入ができる。この便

あった。夢ではないか、と驚喜して

向かっていた。駅前の銀行と本屋さ

五俵以上売ってくれる店はなかった。

かっただろう。奇跡的な幸運だった。

りが一週間遅れていたら今の私はな

当時、一俵百八十五円の肥料を、

んの中間の空いた場所に街頭易者が

「お母さん、僕、商売をやるからね

意になってやっと三十、五十俵と売

一、二年毎日得意先に顔を出し、懇

るまで黙って支えてくれたのである。

座っていた。
《映画や本より、これ
ッ！」

い。この注文が、商売を軌道に乗せ、

神様が憐れんでくれたのかも知れな

「商売ッ？ お金も無いじゃないの

ってくれるようになった。だが、今

だ！》と、思った。八卦が当たると

度は売る所がない。買ってもらえな

は思わなかったが、何かのヒントに

母は心配で、暫くものも言わなく

……」

出し、

なるのでは？ 私は煙草の釣り銭を

が常識だが、私には常にやってみな

かったから、普通は踏み切れないの

年も若く、資金も無く、経験も無

から取り引きしている店があるから

まで廻った。時期が悪いとか、従来

れず、最後の心頼みの岐阜、愛知県

を皮切りに四国に廻り、それでも売

人の噂を頼りに、山陰、山陽地方

んな苦労も年数が経てば楽しい思い

人間の頭はうまく出来ていて、ど

った。

私を見ていた人達への怒りと意地だ

たのである。原動力は、冷たい目で

商売を続けさせてくれることになっ

苦しいながらも三十余年にわたって

いと判らないという博打性があるら

と、一軒も買ってくれなかった。
《俺

出に変わってしまう。たとえ失敗だ

いのだ。

しい。資金は月一（一ヶ月に一割の

ったしても我が人生に悔いはない。

なった。

利息）で三八万円を借り、一か八か

はどうなる？》濃尾平野で寒風に吹

精一杯やったという自負がある。人

「これだけしか無いのですが、これ

「何が知りたいのですか？」

がら、

の独立をした。

口に入った。久し振りに子供の頃の

きまくられ、思わず頬を濡らす涙が

商売を考えていた訳ではない。咄

相手は私の顔と両手を交互に観な

「商売をしたいのですが、どうでし

商売は安く買って高く売ればいい

だけの分で観て下さい」

ょう？」

ことだと簡単に考えていた。ところ

嗟に口から出たのは苦し紛れの思い
つきだった。

ないと私は思っている。

間、やる気になって出来ないことは
はなかった。仕入に行っても売って

が、現実はそんな生やさしいもので

家に帰ってからも不逞寝して商売に

《もう、どうにでもなれッ！》と、

塩っからい涙の味を思い出した。

易者は私の顔をじっと見つめ、

くれなかった。信用がなかったので

「今まで大分苦労されていますな。
でも、周囲がほのぼのと明るくなり

ふみの会ニュース（１０）

渾沌市凡日録 ４２

ガンジャの甘い香り
蒲原直樹

真っ青になった遙を見て、先輩は

意地悪そうに笑った。

「いいのよ、マリファナは吸っただ

けでは罪にならないの。ラーキン教

授は医学博士でもあって、大麻研究

者免許を持っているから大丈夫よ。

心配することないの」

二人が教授に案内されて広間へ入

ィはいま始まったところだよ」

「なぜ吸っただけでは罪にならない

る。その上、ミリタリー調の背嚢ま

ると、そこにはシタールとタブラが

と思う？」

クタクタのジャンバーをはおってい
で背負っていた。

男女十人ほどが車座になっていた。

鳴り響き、もうもうとした煙の中で

渾沌市混沌というと市の中心部の

「もちろんよ、きっとみんな歓迎し

ように聞こえるが、実は一六号の外
側 で 足 賀 沼 周辺 を 含 む か な り 広 大 な
てくれるわ」

先輩の隣にいた金髪碧眼の女性が

間心理学科、ライフデザイン学科、

口を挟んだ。遙が黙っていると彼女

区域だ。そこにある利根川大学は人

彼らの中心には大きなガラスの容器

そう言われても半信半疑だったが、

は自分で答えを出した。

マスコミ学科、情報文化学科などと

イプが伸びていて男女が口にくわえ

「日本では昔から大麻が使われてい

があり、そこから四方にガラスのパ

たから。法事の折りに禅宗の護摩壇

スティン・ミニの助手席に座ってい

ていた。遙はそれを見て中東の水パ

では大麻が燃やされて、坊さんも参

授業の終わったあと遙は先輩のオー
た。ミニは足賀沼沿いのほこりっぽ

イプに似たものだな、と思った。

いう魅力的な学部学科を備えた新進
この春入学した鮎川遙の日常は膨大

い道をゴトゴト走って行き、畑の中

「さあ、空いてるところに座って」

気鋭の大学だ。そのマスコミ学科に
な課題に追われる日々だった。それ

の一軒家の前に停まった。それを見

に渡した。

隣りの青年がパイプの吸いくちを遙

性も必然性もなかったの」

び付いていて 、それを処罰する合理

たのよ。宗教とマリファナは深く結

詣人もみんな一緒にトリップしてい

て遙は驚いた。その家は洋館とか豪
奢 な マ ンシ ョ ン で は な く 丸 太 と ス レ

「なんスか、これ？」

先輩に促されて一つの席に座ると、

女に声をかけた。

が一段落した秋口、学科の先輩が彼
「遙ちゃん、今夜あいてる？

た。二人が車を降りラーキン邸の無

ートで作った倉庫のような平屋だっ

ラー

「パーティ？」

キン先生のパーティに来ない？」
遙は驚いた。ウィリアム・Ｈ・ラ

タペストリや絨毯が敷き詰められて

骨なドアを開くと、中の壁や床には

「マリファナだよ」

「ガンジャ？」

「ガンジャだよ、神の草だ」

けていた。

「で、でも……」なおも遙は腰が引

パイプを吸った。

金髪 女はそう 言うと 、 うまそう に

ーキンは教養学部哲学科の教授で、

「やあ、いらっしゃい」

いて意外に綺麗だった。

不安になった遙は青年に尋ねた。

のパーティというとなにやら怪しい

かなりの変わり者という評判だ。そ

「かまわないっスけど、いいんスか、

に誘わ れ たら断るわけにはいかない 。

で英国紳士然としている教授が、今

迎えた。学校では三つ揃いのスーツ

めて、ビル・ラーキン教授が二人を

髭に覆われた顔をにこやかにゆる

っスよ、こんなもん吸っていいんス

「先輩マジっスか、これマリファナ

の横に移動した。

は愕然とした。彼女はあわてて先輩

青年がこともなげに応えたので遙

「そう？」

も、引くしかないっスよ」

それがいきなりマリファナ出されて

も吸っちゃいけない環境だったっス。

「自分は中学から陸上部で、タバコ

自分みたいなもんが参加して」

はゆったりしたクルタを着ていた。

か？ つかまらないっスか？」

が、美人で優等生で人気絶大の先輩

元が体育会系の遙はひっ詰め髪に

「よくいらっしゃいました。パーテ

先輩は自分もパイプを吸いながら

化粧っけもなく、ボロいジーンズに

ふみの会ニュース（１１）

「じゃあ、吸っているマネだけでも

軽く答えた。
ば な ら な い 。し か し あ ま り に も 強 く

元を越えて、一段高い場所へ登らね

使？……いや、堕天使たちかもしれ

（あれはご先祖様？……それとも天

えた。

「かなり悪いっス」遙は心の中で応

いもんになりたいとは思わないっス。

「次世代人類スか。自分、そんな偉

遙があれこれ考えていると一団の

ない）

ので、今の次元を捨てることができ

アイデンティティを縛り付けている

どっちかっつうと古い人間っスか

そう言われてしぶしぶパイプを咥

しとけば？」

人々はさらに近づいて、それが人間

「…………」

ないのです。その綱を解くのがガン

「先生、あなたはイギリス人だと言

えたものの、遙は先月までに法政、

分が彼らにとって豆粒ほどの大きさ

なく大きな人々だったのだ。遙は自

ら」

教授 はパ イプを取 り出 し、 ハシ シ

ってるけど本当はベルファスト生ま

ではないことがわかった。とてつも

（大麻樹脂）らしい塊に火をつけた。

でしかないことに気づき、驚き、恐

シン・フェイン党のコマンドの一人

れのアイリッシュでしょ？

ジャです」

まここにいたら、彼らと同じく「利

事件摘発を思い出していた。このま
「人間には使われていない遺伝子情

人々は彼女に向って笑いかけ、何か

れる気持ちになった。しかし大きな

慶応、同志社、早稲田と続いた大麻

根川大・大麻事件」の被疑者になっ
には必ず高次に上るヒントがある。

報や大脳記憶がたっぷりあり、そこ

は ？ とい う恐 怖が頭を 去ら なか っ

同に大迷惑をかけることになるので

ヒントを掴んでほしい」

今日のパーティで一人でも多くその

のヒントを掴むことが可能なのです。

ガンジャでその扉を開けば自然にそ

降りて来た。とたんに彼女は目が覚

に、遙の脳髄にドーンと重いものが

なんかになにを……と思っている間

を伝えようとしていた。そんな、私

ているのでは？」

次世代人類の力を利用しようと思っ

だった。今でも心の底では力を信じ、

それも

は 北 海 道の 両 親 や 兄 弟 、 親 類 縁 者 一

てしまうのではないか、そしてそれ

た。

明らかに教授はたじろいだ。遙に

「二○世紀が残した最も大きな課題

彼女に注目していた。ラーキン教授

気がつくと、周囲の人々がみんな

はその心が手に取るようにわかった。

ールの音が高まった。同時に周囲の

「人類が生き延びるとしたら、生ま

めた。

男女がゆっくりと頭を振ったり体を

が鋭い目で遙を見つめていた。

れや超能力ではなく理性の力っショ。

教授の言葉が終わると一段とシタ

ゆすり始めた。トリップが始まった

「鮎川さん、こちらを見てください。

いくら頼りなくても、それを信頼し

はファシズムです」
声が部屋中に響いた。

のだ。遙はパイプを吸いこそしなか

私の心が読めますか？」

なかったら生き延びる意味がないべ

ったのだが。

なぜそれがわかるのかはわからなか

「人間たちは騙され、洗脳され、脅

ったものの、いやおうなく周囲に漏

その時突然、ラーキン教授の鋭い

迫されて大規模な同朋の殺戮へと向

れ出している煙を吸わされていた。

前の教授は口を閉じている。

そんな声が聞こえ た。 しか し目 の

ンミ、カンボジア……すべて人間の

かった。アウシュビッツ、南京、ソ

そして次第に頭が重くなり、瞼が垂

さ」

弱さや狂気の証明です。人間が今の

最後の方ははっきり口に出しなが

叫んでいた声も無視し、全員が見守

ら、遙は立ち上がった。先輩が何か
た次世代人類の一人です。大学であ

る中彼女はその部屋を出て、ほこり

ンと呼ばれる、藍色のオーラを持っ
なたのオーラを見た私は、あなたを

っぽい混沌の道を帰って行った。

「あなたは、インディゴ・チルドレ
畑が視界に広がっていた。それだけ

ここへ招待することに決めました。

れてきた。それに抵抗して目を開く

ラーキン教授は結跏趺坐しながら

ではなく、花畑の向こうから一団の

どうですか？気分は？」

と、見えるはずのない太陽の光と花

目を閉じて歌うように話した。一同

見えた。

光に包まれた人々がやってくるのが

ままではそれを克服するのは不可能

は黙ってそれを聞いた。

です」

「人間は欲望や狂気が渦巻く今の次

ふみの会ニュース（１２）

みどりの館

（新連載）

がよかったわけでなく、料理や庭仕

蒲原 ユミ子

ックベリーがたわわに実っている庭。

事以外はルルを放っておいた。近所

①

サンザシの生垣。レンガ造りの可愛

ルルがプラムの木下で、いっしょ
けんめい何かをうめている。

ルルは庭や近くの森で好きなように

一人遊びをしていることが多かった。

に小さい子があまりいなかったので、

ルルは木登りや泥んこ遊びが大好き

んだけど、主のおばあさんが死んで
しまったので、これからお母さん探

だった。ダンが側にいてくれれば満

い家。ルルはこの家も庭も大好きな

プラムさん、番をしててね」
しの旅に出るのだ。一人ではない。

足だった。

「すぐ帰ってくるのだけれど、旅の

と、つぶやきながら。うめ終わると、
ンがぴったりついている。

ルルの側には弟分のシェパードのダ

とちゅうで落としたら大変。だから、

仕上げ。いしょくごては物置にしま

ルルにはどうしておばあさんとお

土をいしょくごてで平らにならして

お母さんはルルがまだ物心もつか

い、手は外流しで洗った。

お母さんにもどって来てもらいたい。

が、おばあさんが亡くなった今は、

が事故で死んだ後、おばあさんに家

お母さんがいい人かそうじゃあない

母さんの仲が悪かったのか知らない

を追い出されたらしい。遠い親戚の

か、まったくわからないけど。

さんと折り合いが悪くて、お父さん

「おまたせ、じゅんびオッケーよ」

おばさんによると、お母さんはここ

ない時に家を出てしまった。おばあ

ウワン！と、ダンは返事する。

から十日ほど歩いた海辺の町の宿で

それから、ずっと側につきそって

ルルはパンや水・上着などでふく

いたシェパードのダンによびかけた。

らんだ皮製のカバンをしょってちょ

働いているそうだ。

口を真一文字にむすんでから、強い

と動かし、思い切り息を吸ってから

た。ちょっぴり上向きの鼻をひくく

にやってくる小鳥たちに話しかけて

冷たいという感じではなかった。庭

く料理や庭仕事をやらせたけれど、

お ば あ さ ん は 小 さい ル ル に も 厳 し

ポプラ並木が続く道をルルは歩き

ウオン！

「さあ、行くわよ！」

すしかない。

はまっぴら。それにはお母さんを探

らせようとしたけれど、そんなこと

親戚のおじさんがルルを孤児院に入

おばあさんの葬式で初めてあった

っと歩き出してから、家を振り返っ

まなざしで家を見つめ、心の中でち

ったし、ルルにはちゃんと読み書き

いるおばあさんの笑顔はあたたかか

晴れた秋の朝。空が高く澄み渡っ

始めた。

（すぐ帰ってくるんだからね。それ

けれど、 おばあさんはめんどう 見

も教えてくれた。

かった。
もお母さんといっしょだよ）
広くはないけれど、リンゴやブラ

ている。小がらなルルより体重があ

くしっぽをふりながら忠実な家来の

りそうなまっ黒な毛並みのダン。軽

ようにルルの後をついていく。

（ちゃんとお母さんが見つかるかし

お母さんは生きてい るのか

しら・・）

ら・・

という不安がつきまとうけれど、ル

してみなくちゃあわからないもの。

ルはぐっと前を見て歩いていく。探

家でじっとしているより自分で決め

たことはやってみるのが一番。ダン

ルルは馬車で海辺の町まで行こう

はかしこくてたよりになるし。

とも思ったのだけれど、ダンはなぜ

したのだ。お金もたくさんはないか

か乗り物がきらいなので歩くことに

ら。

さわやかな秋の風の中をルルはぐ

の陽射しをうけて金色にきらめいて

いぐい歩いていく。ポプラの葉が朝

いる。気持ちのいい朝だけれど、ル

ルはのんきにしていられない。明る

いうちに宿のある町につかなければ

ならないから。

ルルは家にあった古い地図を持っ

いてあるけれど、細い道や目印の建

ているが、それには大きい街道は書

物などはのっていない。いざ、わか

ふみの会ニュース（１３）

らなくなったら通りすがりの旅人や
馬車引きに聞くつもりだ。

甘くてちょっとほろ苦い味だけど、
緊張してたくさん歩いた後なので、

ルルとダンは森の中で大きな樫の

うこれ以上、歩いていけるわけない

ので、野宿する場所をさがすしかな

もしれないので、食べ物やお金は大

り。お母さんがすぐ見つからないか

かった。あとはとちゅうで買うつも

食料は三日分しかカバンに入らな

ルルは一生懸命歩いたので、足が

くにも人家はありそうにない。

うなきょりだったのに。近くにも遠

だろうか。明るいうちに街につけそ

見えない。地図の道をまちがえたの

のびよっている。街の明かりひとつ

ルルはやぶの中をさがしまわり、

持っている虫や蛇がいない所をさが

ろう。風の当たらないところ、毒を

今は秋なので夜はけっこう冷えるだ

ルルは道から外れて山に入った。

い。

事にしなければならない。ルルは少

ぼうのように固まっている。もう口

もう真っ暗になってしまう直前にや

あたりはだいぶ夕暮れて薄闇がし

根元に腰下ろしていた。

石橋をわたると隣町だ。どんどん

た。こういう細かいことは、おばあ

しの量をよくかんで食べることにし

をきくのもおっくうなくらい。腹も

っと岩陰を見つけた。地面には落ち

うまい。もんくない。

歩いていくと盆地に石の家が固まり

さんから見習った。

すききった。このまま、ここで夕食

葉がたっぷり吹き込んでいる。

家並みが少なくなり、あたりは低

あって町ができている。ルルは坂の

おなかに食べ物が入ったら、また

ってしまう。そしたら、この辺で野

をとっていたら森の中で真っ暗にな

のルルがダンの主人。ルルがすべて

今はおばあさんがいなくて、十才

いっしょで。

ある。その時も歩いてきた。ダンも

い山地になった。

多いこの町へおばあさんに連れられ

元気が出てきた。ルルはさっそく立

「ダン、今夜のベッドはふかふかだ

ルルはわざと明るい声でしゃべり

よ」

気をつけなくてはならない。

うような猛獣はいないはずだけれど、

さなくては。この森にはルルをおそ

て野菜や花の種を買いに来たことが

ち上がった。そして、ダンに言った。

宿しなければならない。

「夕方までに宿のあるＳ町につかな

ルルはダンを見た。ダンはべろを

ながらカバンから上着やシートを取

出してハッハッと荒く息をし、よだ
れをたらしながらルルを見上げてい

ね！」

かればならないので、がんばろう

を決めなければならない。
少し汗ばんできた。ルルはダンを
ワン！

ふり返って言った。
「ちょっと早いけど、おひるにしよ

れるほど広くはないので、今夜はし

り出した。シートは横になってねら

ゃがんだままダンとくっついて眠ろ

る。すごくお腹がすいているのだ。
ねだりはしないけど。

ダンはいせいよくしっぽをふった。

「夕食にしようね、ダン」

うか」

の目でルルを見つめてくれるから、

ダンは文句を言わないし、絶対信頼

「あした目がさめたら、美しい朝の

から、だいじょうぶ。

う。力強いダンがついていてくれる
た。ルルはカバンからパンや水を取

ダンは何の不安もなさそうな目で

り出した。昼と同じものだけれど、

ダンはうれしそうにしっぽを振っ

ダンも大さんせいのように体全体

二人はまたぐいぐい歩き始めた。

る。

ルルはダンといるとやる気が出てく

ウワン！
でこたえた。
ルル は街が見わ た せるニレ の木 の
下に腰をおろした。まず、水筒の水

食べ終わるとすっかり夕暮れてし

して見つめられるとルルはほっとし

ルルを見上げる。百パーセント信頼

光の中だよ、ダン」
まった。細い山道はだれも歩いてこ

お腹がすききっているので文句ない。
しばらく行くと、道はだんだんせ

ない。

もうここは初めての道だ。
まくなり、山の中へ入っていくよう

をダンに飲ませてから、カバンの中
か ら 黒 パン と ジ ャ ム と 干 し肉 を 出 し

だ。

て、ことんと眠りに落ちた。

た。ダンが干し肉をうれしそうにか

だんだん真っ暗になる森の中。も

ぶりつくのを見てから、ルルも水を
飲み、黒パンを食べ始めた。

ふみの会ニュース（１４）

夜中、ルルはぶるっとふるえて目

くり移動している。

ようになり、立ちこ めたもや が ゆっ

だん だん 森に 朝の光が 感 じ られ る

が目に入った。よく見ると、それは

その時、闇の向こうに緑色に光る物

ルルはごくりとつばを飲みこんだ。

めに握りしめた。闇には何がひそん

イフを取り出し、いざという時のた
でいるかわからないもの。

あたりはまっ黒なベールで顔をお
かわりに、
（山犬なんかのむれにおそ

ルル の眠気は すっかり 吹き 飛び 、

も光っている。四匹だ。ルルを遠巻

ルルはぞっとした。数えると八つ

てルルに近づいている。やつらは鋭

ルルをとりかこむ獣の輪がちぢまっ

をさました。
おわれたような暗さだ。ルルは少し
ってきた。
（毒蛇がはいよって来るか

われないかしら）という不安が広が

い目をした野犬だった。ルルはかく

チとろうそくを出し、灯をつけた。

ルル は急いで カバ ンの中からマ ッ

ルルは帽子をしっかりかぶり直した。

夜が明けるまでろうそくが持つだろ

ろうそくはもう熱くて持てないく

の間自分がどこにいるのか思い出せ

きにして様子をうかがっているよう

ごを決めてナイフをにぎりしめた。

二つ三つ四つと増えていく。

なかった。少ししてから自分が森の
も知れないわ）ルルはぞっとしてし

だ。

それから頭をふりはらい、楽しいこ

ぐらに走ってくるものがあった。

その時、もやの向こうからまっし

まけるもんか！

らいに短くなった。いつのまにか、

中で野宿したことを思い出し、あわ
くて何かがいたとしても見えない。

ゃがんでいる岩かげの上を見た。暗

（オオカミ？）

れなかった。

てて手探りした。手の先には何もふ
（ダン！）
ルルはあわてた。もたれ合って寝

真っ黒い大型のシェパード。ダン

だ！

ダン はま たたく間にル ルの側にや

（ダン、早く帰ってこい！）

ってきて姿勢を低くし、ウウウウ～

うか。

ルルは心の中で叫んだ。それから、

と吠えた。

「ルル、リンゴがしんなりしたらレ

始めた。ダンに聞こえたらすぐ飛ん

ナイフを握りしめ、鋭く口笛を吹き

とを考えることにした。
ーズンとブルーベリーも入れるんだ

じっとまわり の闇に目をこ らして

たはずのダンがいない。
みる。少し目が慣れてきた。あたり
よ」

ルルはナイフとろうそくを持った

おばあさんの側でルルがフライパ

にはルルをおそう獣もいない代わり

ンでバニツィア（チーズケーキ）を

しばらく吹いたがダンはあらわれ

まま立ち上がった。たがいににらみ

に相棒のダンもいない。ルルは思わ
ず立ち上がったが、またすぐ腰を下

焼いている。小さいルルにはかまど

ナイフを握りしめている手は汗びっ

ない。太いろうそくも半分になった。
いる。あまいリンゴのにおいが台所

かない。

う片方は熱い。だが、放すわけにい

しょりだ。ろうそくを持っているも

かさず燃えつきそうなろうそくをそ

飛びかかる体勢に入った。ルルはす

合う。１匹が姿勢を低くし、ダンに

と大きいが。

相手 は四 匹。 体はダン の方がず っ

ろした。こんな暗い森をうろうろし

死にフライパンの中の果物を炒めて

や料理台は高すぎるけど、ルルは必

ルルはそう思うことにして暗い森

おばあさんはデザートのヨーグルト

中にただよっている。料理が得意な

でくるはず。

（ダンはきっとすぐ帰ってくるわ）

ていいことがあるはずない。

うもないし、ダンがいない今、どん

をにらんだ。一人だと寒くて眠れそ

ケーキを作っている。バニラエッセ

そい つが 悲鳴 をあ げると 、 残り の

キャアーン！

いつに投げつけた。やつがひるむと、
ンスの濃いにおいがまじる。

る。ルルはぞっとしたけれど、一段

せながらじっとルルをうかがってい

（ダン、早くもどるんだよ！）

な危険がしのびよって来るかも知れ

「焼き色がきつね色になったら出来

三匹は後ずさってさっと朝もやの中

ダンがおそいかかった。

ない。夜が明けるまで、ダンが帰っ

上がりだよ」

と強く口笛を鳴らした。

光る 目のやつ らは頭を 低く上下 さ

しよう。

「はあい！」

てくるまでじっとここで待つことに
ルルはカバンの中から古い果物ナ

一匹は必死に攻撃を交わし、やっと

に去っていった。ダンにおそわれた
けれど、買うつもりはない。まだ黒

る。ルルはおなかがグウッとなった

でいておいしい匂いがただよってい
を投げ入れた。

きな拍手をしてざるの中に小銭や札

子の方がもう一人をぶったたいた。

してケンカを始めた。取られた女の

人もいる。ルルが近づいてみると、

た。いや、幌馬車の前に並んでいる

こに使ったら？」

ったら、じゃんけんしてかわりばん

「お人形がひとつしかないのね。だ

ルルは思わず側に行ってなぐさめた。

すると、たたかれた子は泣き出した。

ダンからはなれると、仲間の逃げた
パンや干し肉が残っているから。
街外れまで来ると、きれいでもの

晶を見つめている。占いだ。ルルは、

黒い長い衣装を着たおばあさんが水

とつぜん話しかけられて、泣いて

た。近づいてみると、黒い髪とひげ

（お母さんが見つかるかどうか、う

じろ見た。人形を抱いている子は放

いた女の子は泣きやみ、ルルをじろ

悲しいヴァイオリンの音が流れてき

音楽 が終わると見 物人 は立ち去 っ

方向へ走り去った。ルルはさけんだ。
「ダン、追っちゃあだめ！」
ダンはご主人の言うことを聞いた。
のおじさんがヴァイオリンをかなで、

らなってもらいたい）と思ったけれ

もともとダンはけんかっぱやい犬で
はない。ふりかかった火の粉を追い

ど、

そうとしない。ルルは笑いながらダ

ピエロのような派手な衣服を着たお

ンをなでて言った。

じさんが土笛を吹いている。

（お金をせつやくしなくちゃあなら

「じゃあ、じゃんけんごっこをしよ

払うだけだ。ダンはハアハアと少し
聞いていると、ルルは後にしてき

ないし、自分の力で見つけるわ）と

うか。かった人には、わたしのだい

荒い息をし、しっぽをふりながらル

た家やおばあさんのことを思い出し

の底ではこういうふうにも感じてい

意地をはってがまんした。一方、心

ルを見上げ、次の命令を待った。
ルルは体中の張りつめたものがぬ

いになるようなメロディだ。ルルの

じなダンをさわらせてあげる」

てしまった。懐かしくて胸がいっぱ

たのだ。
（もしお母さんはとっくに死

け、地面にへたりこむとダンの首筋

ように立ったまま聞いている人がけ

ダンはパタパタしっぽをふってオ

をなぜた。
「あたしからはなれるんじゃあない

ッケーした。女の子たちは急に元気

づいた。

んじゃってる）などと言われたら、

ヴァイオリンの演奏が終わると、

なってしまうし、今さら急に旅をや

「おねえちゃんのいぬ、かっこいい

それこそルルの心のはりあいがなく

ピエロおじさんはタンバリンを鳴ら

めるのは、ルルの人生の目標がなく

っこういる。

クンクンクンクン・・・

し始めた。すると、ルルより少し大

の！」
ダンはきまりが悪そうに頭をたれ
て鳴いた。

キャッキャッ言いながらじゃんけん
黒い瞳の少年は人を引き付けて放

った。かわいくて、ルルは思わず見

旅をしているのをわすれたくらい。

よろこんでる。ルルも楽しくて一人

ルルは笑ってうなずいた。３人で
の女の子が人形で遊んでいる。同じ

さい子が好きなようだ。目がたれて

をしてはダンにじゃれた。ダンは小

ね。ほんとにさわっていいの？」
わせて踊ったり宙返りしたりし始め

チェックのスカートをはいて、髪を
さないような妖しい笑顔で踊り続け

とれていた。ルルはおばあさんと二

すぐ歩き出した。そして、昼過ぎに

ようやく森を出られたのだ。森を出

た。真夏の夜のいたずらパックのよ

幌馬車の後ろの方でかわいい二人

ルルとダンは街中を歩いていた。

た。ルルはびっくりして見とれた。

ポニーテールに結んでいる。双子だ

なってしまう、と。

朝方、こわい思いをした後、朝食

（なんて身がるでかっこいい！）

きい少年が出てきてタンバリンに合

を食べ（きのうと同じ黒パンだけど）

るとすぐ町並みがあった。

そのうち、二人は人形の取り合いを

おもしろいだろうなと思ったものだ。

（つづく）
ィニッシュを決めると、見物人は大

少年が最後に２回転宙返りしてフ

人きりだったから、妹か弟がいると

ガイモや卵、パイ、ハムなどが並ん

わっていた。りんごやぶどう、ジャ

街はちょうど市がたっていてにぎ

うに。
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わたしの大学生活 �

全体が包まれるほどの霧になった︒口

きている︒しばらくすると自分の身体

をかじった︒足元には雲が流れこんで

憩のときに︑買ってあったロールパン

あまりの空腹をこらえきれず︑途中休

た︒なにしろお 腹 が 減っているから︒

横岳の山荘までの道のりは長く感じ

みた︒なんということだろうか︒おい

で⁝⁝という恨みを抱えつつかじって

ずつ食べてみる︒昨日はこいつのせい

先生︑津村さんとわたしの５人で一つ

デ ーン！

コパックが︑先生のリュックの中から

重 み ゆ え わ た し を 苦 し め た リ ン ゴ６

リンゴである︒１日目の登山で︑その

生 がリュック か ら 出 したのは︑そ う︑

﹁ デザートを出そう﹂そう言って先

てお腹も心も落ち着いてきた︒

だしばらく岩伝いに歩かなければなら

いうだけの場所で︑本当の山頂へはま

しかし実はそこは頂上山荘があると

ふたりで同時に足をつける︒やった！

津村さんと手をつないだ︒
﹁せーの！﹂

そして︑ついにそのときが︒わたしは

り︑本当にアドベンチャーだった︒

い︒頂上付近でのにわか雨も経験した

沿いを登っていくのだから気が抜けな

しかも 常に遥 か下 方 が見 えている 崖

は軍手をしていても手を傷めそうだ︒

た︒急すぎる斜面︑ゴツゴツした岩場

かと思ってからもかなり時間がかかっ

アルフォート︵お菓子︶がなかったら︑

や︑リュックから出てきた津村さんの

面がしっかりしている津村さんの言葉

のはやはり津村さんだった︒メンタル

き続けるわたしをずっと支えてくれた

足が痛い⁝⁝もう動けない⁝⁝とぼや

がてわたし恒 例の泣き言 が始まった︒

がもたらす恐怖による精神的疲労︒や

ても下りても見えてこない下界︒岩場

い加減限界に近づいているとき︒下り

も負担がかかるのだ︒しかも身体もい

ときより下りるときのほうが足に何倍

いうわけにはいかないのが登山︒登る

登山を終えたかったのだけれど︑そう

そのあと︑すがすがしい思いのまま

⁝⁝︒残念ながらガスっていた景色も

を開けてパンを食べると︑雲まで食べ

しい︑すごくおいしい！ 甘酸っぱさ

ない︒津村さんとわたしは間違ってし

わたしはきっと信州の山に消えていた

ていたので︑横 岳 を 登 頂したあとは︑

ているようだった︒

が疲れた体にしみわたり︑汁はノドを

まった恥ずかしさをこらえて︑再び本

だろう︒

わたしにはいとおしかったし︑自然の

横岳山荘というものが遠くに見え出

潤してくれる︒何より大自然に囲まれ

当の山頂を目指して歩いた︒

スタート地点のキャンプ場に到着し

いよいよか⁝⁝と胸に込みあげてくる

してから 分は歩いたと思う︒長い長

てリンゴを丸かじりする心地よさ︒前

そして︒わたしたちは２８９９ｍ の

て︑待っていた先生の顔を見てからの

厳しさと優しさに同時に包まれている

い尾根に沿って縦走し︑あちらにもこ

日にスーパーでその購入さえ拒んでい

赤 岳 登 頂 に 成 功 し た︒ な ん と い う 喜

わ たしの 第一声 は︑
﹁ もう二度 と登 ら

熱いものがあった︒とはいえ︑やはり

ちらにも見えてきだしたこまくさの愛

たわたしは︑素直に先生に謝った 笑
( )
さてさて︑八ヶ岳を巡るからには最高

津 村 さ ん と 抱 き 合って 感 動 を

ふじみ ちよ

らしさを︑空腹の中必死で堪能しなが

峰の赤岳は当然制覇せねば︑という思

び！

ん﹂それが翌朝になったら﹁もう当分

�

ら︑わたしたちは山 荘に歩を進めた︒

いが強くあったわたしたち︒特にわた

分かち合った︒先生とパパママにはた

⁝⁝２年くらいは山はいいわ﹂になっ

気分だった︒

到着したとき天候はとても良く︑展望

だ た だ あ り が と う と い う 思 い で いっ

相手は約３０００ｍ の強敵︒いよいよ

台のような場所で食事をした︒この日

しはぶっちゃけ心の中では︑一番高い

と 現 れ た︒早 速 パパママ︑

のために購入しておいたインスタント

赤岳さえクリアできたら﹁大は小を兼

てるから不思議︒

40

赤岳を制覇した

の春雨スープに︑現地でお湯を沸かし

ぱいだった︒この足で登りきったんや

つ
( づく
ねる﹂の論理でもう悔いはないと思っ

!!

17

て注いだ︒ロールパンもたくさん食べ

� 八�岳に登�てきました�３�

ふみの会ニュース (16)

)

