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◆パソコンのモニタ�が直�たので�ホ�ムペ�ジを更新したい

のだが�デ�タ集めに手間取�ている�なんとか新しい年を迎え

る体裁にしたい�希望の少ない新年になりそうだが�なにか意気

込みだけでも新鮮なものにしたいではないか�来年は政治決戦の

年になるわけで�そこを弱者の生活重視の政治路線へ少なくも転

換させる契機にしたいもんだ�思えばこの年の暮れは地元の頑迷

な保守とのガチンコ対決に費やされた�教育界にまさかこんな前

世紀の遺物が�それもおのれの足元に巣食�ているとは�油断し

た�そういう意味では�足元の民主主義の根を強化することも身

に沁みて迫られそうだ�
�Ｍ�

◆２００９年が明けました�ラジオで久しぶりに�評論家・内橋

克人さんの話を聞きました�去年の後半から出演しなくな�て物

足りなか�たのですが�体調をくずされていたそうです�内橋さ

んはこの度の世界恐慌に対する日本の経済人や政治家の見通しが

非常にあまく�しかも�首切りだけは異常なほど早か�たと言い

ます�内部留保金が何兆円もあるのに�トヨタや経団連会長の御

手洗キ�ノンは口だけ�苦渋の選択�と言�て�さ�さとまだ雇

用期間が残�ている人にまで雇用打ち切りを言い渡しています�

しかも�株主配当は増やしていたりする�つまり�株を持�てい

る役員にと�て大変都合がいい�しかし�リストラすれば�ます

ます内需が冷えて�会社の製品は売れないし�外需は難しくなる

一方だし�
結局は自分の首を絞めることになるのにね�日本には
�持

ちつ持たれつ�といういい言葉があるのに�雇用を切�ている会

社は�天に唾�しているんだね�内橋さんは�小泉構造改革の新

自由主義�の悪弊をも�と認識しないと�これからや�てくる未

曾有の不況に太刀打ちできないとい�てました�必要なことは法

で規制しないと社会が崩れるよね�たとえば�内部留保金がいく

らかでもあるところは�雇用をカ�トしないとか�雇用期間中は

当然カ�ト禁止とか�役員報酬は１円とかね�
�ゆ�

ふみの会ニュース（２）

る。あの高い崖の上の木がユサユサ
揺れているんで、よく見ていたら猿
が木をゆすって遊んでいた。
」
「猿も居るんですか。初めて聞いた
なあ。
」
「猪も下りてくるよ。浄法寺（しょ
うぼうじ）の横に広い畑あるやろ。
あそこの畑の農作物全部食われてし
もたわ。玉葱まで食べ散らかしてい
る。美味しいところだけ食べておお
かた棄てていってるわ。植えるもの
言うたらネギしかないよ。
」
「苦労して育てた野菜をそんなに荒
らされたんじゃもう畑作る人も居な
くなるねえ。
」
「くたびれ損の骨折り儲けやゆうて
皆作らなくなったわ。
」
僕は生活が落ち着いたら畑を作っ
てみようと思っていた。芝崎のおば
さんは「古田（ふるた）
」の出身で実
家は農家なのである。野菜作りに詳
しく花や山菜にも詳しく草や雑木の
名前まで詳しい。僕は芝崎のおばさ
んに弟子入りして野菜の育て方を教
えてもらおうと思っていたのだ。こ
の間、僕の家の猫の額のような小さ
な空き地の雑草を取ったり、大きく
なりすぎた、もみじの木を切り倒し
たり、はぜの木を切ったりした。何
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バイクで夏の風を切って気持ちよ
く走っていると、うっかり其処を通
り過ぎてしまった。しばらく走って
風景が違うことに気づき、 Ｕターン
して引き返した。右手に広がる田畑
の前に着いた。家は田畑の向こうの
山の裾にある。あぜ道を、慎重にハ
ンドルを握りニードロップを締め、
ゆっくりと走らせて家の庭に着いた。
家に近づくとテレビの音がかなり大
きく聴こえる。おばさんは耳が遠く
補聴器を付けているが、テレビのボ
リュームを上げないと聞きにくいの
である。田舎の路地を歩いていると、
テレビの音がガンガン外に漏れてく
る家がある。たいていその家は一人
暮らしの老人が住んでいる。
僕は玄関に入りながら大きな声で、
「菊恵おばさん！」と呼んだ。もう
一度、「菊恵おばさん！」と呼んだ。
「ああ、文ちゃんかい。よう来たよ。
まあ上がらんし。
」
僕は六畳間の座敷に上がってテレ
ビの前のソファーに腰を掛けた。天
井の低い家である。倉庫を改造して
作った家だ。家の前には遮るものは
なく、田園風景が広がって日当たり
がよい。
「畑仕事手伝いに来たんやけど忙し

瀧本 文彦

の蔓か知らぬが、
（芝崎のおばさんに
蔓の名前を教えてもらったがもう忘
れたのだ。この歳になると記憶力が
ますます衰える。メモ帳とボールペ
ンを何時も持って いなければなら
ぬ。
）彼方此方の木に絡まりぐんぐん
高く伸びて、隣の芝崎のおばさんの
家の屋根までのぼっているのを眺め、
蔓と言うのはなんと生命力が強いの
だと感嘆した。蔓に巻かれて締め付
けられたもみじの枝は、巻かれたと
ころが成長を妨げられへこんでいた。
この蔓も根元から鋸で切った。其の
うち枯れるだろう。隣の屋根まで行
っている蔓が、ばさりと落ちてくれ
ればと思った。
菊恵おばさん（ ）の家の前に田
畑が広がっている。おばさんは一人
暮らしである。畑仕事に忙しいと聞
いたので手伝いに行くことにした。
菊恵おばさんは足腰が達者で元気い
いが、年老いて広い畑の仕事はきつ
かろう。僕の畑仕事の経験は、友人
の中井君の畑で、色々指示され教え
られながら農作業をちょっと手伝っ
たくらいのものだ。それでも少しは
役に立つか。バイクに跨り湯川まで
走った。湯川の駅を過ぎて左にカー
ブすると直ぐ左に田畑が見える。

山から人里に狸や猪や猿や鹿がやってきた
僕の住んでいる串本町（子供の頃
から古座町と言う町名だったので、
串本町と言う名に違和感がある。馴
染めない。親しめない。串本町が古
座町に突然乗り込んできたようだ。
）
古座町中湊に狸や猪や猿や鹿が出
没するようになった。山から人里に
下りてくるのである。
夜の十時ごろになると、キャウー
ン キャウーンと鳴きながら鉄道の
土手を四、五匹駆け回っている。こ
の動物の鳴き声を耳にした時は犬か
と思った。しかし犬にしては鳴き声
がへんだぞと思った。キャがギャに
聞こえたりカッと聞こえたりグヮッ
と聞こえる。ウーンがウッと聞こえ
たりウウーと聞こえたりする。隣の
芝崎のおばさん（ ）に聞いてみた。
「真夜中、鉄道の土手でキャウーン
と鳴く動物の声が聞こえてくるけど、
犬ではなさそうだし何ですか？」
「あれかい。あれは狸やんだ。毎日
のように夜、山から下りてきて土手
で遊んでいるよ。私の家は土手に近
いからよう聞こえる。狸は年に三、
四匹電車にひき殺されているわ。ひ
き殺されたら、精一（芝崎のおばさ
んの息子さん）が山に死骸を埋めに
行っているんや。この頃猿も見かけ
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いかい。
」
「もう畑ら作ってないよ。猪に全部
食い荒らされたんや。イモ類を植え
て網で囲っていたけど、猪って賢い
わ。穴掘って網の下を潜って入るん
や。美味しい時期も知っているんや
にい。猿も山から下りて来るんや。
トウモロコシ全部食べられた。猿は
トウモロコシを両脇に抱えて逃げる
んや。コラー！と怒鳴って追っかけ
るけど悠々と逃げていく。途中で此
方を振り返って馬鹿にした顔をする。
腹立つけど足が弱いんでしかたない。
年寄りだということを知っているん
やにい。この辺の人達は畑作るのを
止めたわ。鹿も農作物を食べに山か
ら下りてくる。
」
「猟師達は猟銃で撃ちに来ないか
い。
」
「山に入って撃ちに行っているよう
やけど、なかなか見つからないと言
っていた。猟師が少ないし、範囲も
広いから難しいんやろ。それにやや
こしい規制もあるのとちやうかい。
」
僕は何故、猪や猿や鹿が人里に下
りてくるようになったのか聞いてみ
たが、原因は分からないと言った。
低額の年金暮らしをしているお年寄
りにとって、農作物は貴重な生活の
糧だ。猪、猿、鹿は何とかならんも
のか。僕の計画している半自給生活
の夢も壊れそうである。この間、親
父（ ）がベッドで寝ると体が痛ん
で寝れない。寝返りをうてないので
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電 気 炬 燵 に 足 を 入れ て 、 座 椅 子 に 座
って背もたれにもたれて一週間寝て
いると言ったので、串本病院の整形
外科に診察してもらいに行った。古
座川タクシーを呼んで行った。タク
シーの中で運転手に聞いてみた。
「山から人里に狸や猪や猿や鹿が下
り て き て 農 作 物 を 荒 ら し て い るよ う
だけど、山から下りてくる原因はな
んですか？ 動物が増えすぎたのか
なあ。
」
「いやあ、そうじゃないでしょう。
山にえさが少なくなったのとちやう
かい。猿は家の中まで入ってきて食
べ物を持っていく。椿温泉で、猿を
観光客に見せるため餌付けしている
やろ。群れを作っていて各群れにボ
スが居る。縄張り争いに負けた群れ
が南下して来たのかなあ。
」
と運転手が言った。
何故このようなことになったのか。
原因を知りたい。役場に行って聞い
てみよう。何課に訊ねればよいか。
この辺は紀伊半島の南端である。こ
こにも自然環境の異変が起きている。
串本の海の中でも異変が起きてい
る。熱帯の魚がたくさん泳いでいる
と言う。この間、エンゼルフィッシ
ュが泳いでいたと言う記事が南紀新
聞に載っていた。この故郷に来てあ
ることに気がついた。十一ヶ月にな
るが、雀の姿が見えないのである。
ミミズも見ていない。僕は古座川に
架かっている古座橋を歩き、橋のた

もとにある小さな喫茶店に二週間に
一度コーヒーを飲みに行く。町の情
報を得るために行くのである。喫茶
店にはおばさんやおじさんが出入り
する。この間コーヒーを飲んでいる
とおばさんが入ってきた。店のおば
さんと世間話を始めた。
「九十一歳の爺さんがにいよ、自動
車の運転してるんや。危ないと言っ
て止めさせようとするんやけど、言
うこときかんのや。耳が遠い爺さん
やんだ。ほんとに危ないわ。耳が遠
いから止めやんし言うても、耳が悪
かろうが良かろうが関係ない言うて
車に乗っとるわ。
」
僕はこの会話を聞いて、気違いに
刃物やないかと思った。道を歩いて
いて何時当てられるか分からない。
古座川タクシーの社長は八十五歳で
ある。まだ現役で運転している。社
員は運転を止めてもらいたいと言っ
ていた。しかし社長はまだまだ頑張
るぞと鼻息が荒いのである。猪なみ
の鼻息である。これでは道を歩いて
いる方はかなわない。命がけである。
喫茶店を出てその近所を歩いた。
葉の散ってしまった木に雀が十羽ほ
ど飛んできて枝に止まった。休むま
もなく飛んでいった。その光景を目
にして嬉しくなった。雀がいたぞ！
と叫んだ。しかし今思っているので
あるが、あの雀はチュンと鳴かなか
った。雀は何時もチュンチュンと鳴
い て い る 。 そ れ に 、 十 羽 団体 で 飛 ん

できて木の枝に止まったが行動が機
敏であった。飛び去って行くときも
一糸乱れぬ素早い飛び方をした。雀
はあのような団体行動をするだろう
か。あれは「ムクドリ」だったかも
しれぬ。僕の目は老眼で見間違えた
可能性がある。これからは双眼鏡を
持って出かけよう。古座橋を渡り中
湊にもどった。早速雀を探し歩いた。
鉄道の土手にも上ってみたが雀は見
当たらなかった。川向こうに雀があ
って、こちらに雀は見当たらぬのは
どうゆう事だろう。ここでちょいと
いいお話をしよう。
今、串本の海で鯵がたくさん釣れ
ていると言う。タクシーの運転手も
良く釣れる場所を教えてくれる。漁
師は網でごっそり獲っているのであ
ろうか。この頃毎日のように近所の
スーパーマーケット「オオクワ」に
鯵の刺身が並んでいる。一パック３
９８円である。新鮮でこりこりして
美味い。この間、クジラの刺身を売
っていた。一パック５４０円だった。
クジラの刺身はめったに「オオクワ」
に出ないので買った。クジラは柔ら
かく野性味を感じ美味かった。その
クジラで飲むビールはまた格別だ。
発泡酒であっても、うまい！と舌鼓
を打った。ミミズが気になる。明日、
土をほじくり返してミミズを探して
みよう。雀もミミズもいない故郷は
不気味である。

ふみの会ニュース（４）

いる労働者の大部分が派遣社員だ。

金属加工会社『ガンテツ』で働いて

渾沌市北部十余三工業団地にある

り十万にしかならない給料には呆れ

寮費や水光熱費を差っ引かれて手取

三時間の残業をし、土曜出勤しても

も情けなかった。それにしても一日

ガンテツを仲間たちは『カネ工船』

と思うのだった。きつくて低賃金な

に採用されるのを待つしかないか、

た。そうすると軍平も諦めて正社員

仲間に相談してもそんな調子だっ

蒲原直樹

正社員は事務所でパソコンをいじっ
るしかなかった。十万では食費と寝

と呼んでいた。古いプロレタリア文

カネ工船の叛乱

ている事務員ばかりで、現場にいる
酒代で消えてしまい、映画ひとつ見

渾沌市凡日録 ４３

のは工場主任くらいのものだ。
に住み込みで働いている派遣社員・

「いったい、どんだけ抜かれてるん

金など夢の夢でしかない。

る余裕もない。まして社会保険や貯

ないのでよくわからなかった。

だが軍平は文学なんてものとは縁が

学のタイトルをもじったものだそう

グッドヘル・グループ派遣社員寮
野城軍平は鉄骨生産現場にいたが、
だ？」

そのうち仲間の一部が密かに集ま

時々配送に回されるのが不満だった。

に腰が入らずヨロヨロするばかりで

こともあったが、若い男は鉄骨運搬

らない。パートタイムの助手が付く

ドヘルに入るのは六百円で、給料の

払っているという。そうするとグッ

説によるとガンテツは時給千五百円

価を極秘にして教えてくれない。一

ることにした。

しでも変わるのなら、と参加してみ

っていた軍平だが、
「カネ工船」が少

運動や政治活動はうさんくさいと思

学習会が行われているという。組合

りを持つようになった。そこには派

まるであてにならなかった。そんな

四割になる。そりゃああんまりだろ

仲間たちとそんな話もした。派遣

きつい仕事をさせられても時給は九

う、と軍平は思う。

館の一室で、そこに派遣社員十人ほ

重 い 鉄 骨 の 束 を 一人 で ト ラ ッ ク 輸 送

百円と変わりないのが心外だった。

「一度よ、本社にかけあってみよう

どが集まっていた。オルグはまだ若

遣ユニオンの「オルグ」が呼ばれて

「グンペイさんにしか任せられない

ぜ、こんな給料じゃやってけねえっ

い痩せて貧相な男だった。しかし声

元のグッドヘル・グループは派遣原

んだ、頼むよ。来年には正社員にし

て」

は野太く、舌鋒は鋭かった。

し、積み下ろしまでやらなければな

てもらうように上に掛け合うから

「無駄だろう、文句があったらやめ

「八五年のプラザ合意にともなう労

集会 場は 職員寮の近く にあ る公 民

さ」

ろ、代わりはいくらでもいるから、

働四法の改悪がことの始まりです。

主任からそんなことを言われると、

って言われるのが関の山だ」

ついつい良い返事をしてしまう自分

日本の労働市場がアメリカ的な過酷

なものに変わるきっかけになりまし

た」

オルグはホワイトボードに「均等

法・派遣法・労働基準法・年金法」

と四つの名前を書いた。

「バブル崩壊とともに正規社員は減

少に向かいます。
『ロスジェネ』と呼

ばれるあなたたちの世代は、男性を

の犠牲者です」

女性レベルの貧困化へ突き落す政策

軍平 には「女性レ ベル」と いう 言

葉には納得するものがあった。毎日

くたくたになるまで働いても小遣い

程度の稼ぎにしかならないというの

「みなさんの寮費、月五万円ですが、

では「男の賃金」とは言えない。

今日見てきたところではあの程度の

アパートならせいぜい月六万がいい

ところです。それを昼夜交代の四人

で使っている。四人かけるの五万で

二○万ですから、差額の十四万がグ

ッドヘルに搾取されているわけです。

それだけでなく、各個人から水光熱

費まで取っている。テレビや冷蔵庫

のレンタル料も取っている。こんな

ひどいぼったくり寮は初めてです」

青年たちがざわめいた。
「そうだっ

ふみの会ニュース（５）

たのか」
「ひでえよなあ」とつぶやく
てくれ」

を増やそうぜ、一人で二人をさそっ

『水光熱費・備品代は寮費に含め

給せよ！』

い。工場は大混乱になった。

った。派遣社員たちも黙ってはいな

へとへとに疲れて寮に帰った軍平

声が聞こえた。彼らは制服や安全靴、
よ！』

の門前に木綿の布にマジックで書い

霜柱の立つ寒い朝、ガンテツ金属

どこかに雲がくれし、顧問弁護士だ

務室でいつも金勘定している社長は

表は経営側との交渉を要求した。事

る主任を尻目に、軍平始め数人の代

その他数項目だった。おろおろす

会社は交渉に応じず、争議は膠着状

過酷な環境になっていた。その後も

電 気 も 水道 も 停 め ら れ、 居 座 る 者 に

ぐにこれも破り捨てた。しかし寮は

よ」という掲示があった。軍平はす

くわけにはいかない。直ちに退去せ

だった。
「解雇した者を入寮させてお

その夜、具体的な決起行動の細部

料はどうなってんの？……ガンテツ
た「派遣ユニオン渾沌支部」の旗が

「要求項目については検討します。

というゴマ塩髭の老人が対応した。

ヘルメットまでレンタル料金を払っ

が払ってるのは千五百円だというの
翻った。野城軍平は初めて握るハン

態になった。こうなると闘争資金に

たちを待っていたのは「退寮通告」

は本当かね？」
ドマイクで決起のアジテーション演

派遣元のグッドヘルと打ち合わせた

乏しい派遣社員側は苦しい。数日す

『残業代は法定額を支払え！』

尋ねた。オルグは首を振った。
説をやった。

うえで回答しますので、明日までお

ると脱落者も出、軍平はだんだん後

た。

「その話はちょっと違います。実は

「聞いてくれやみんな、おれらもう

待ちください」

状況を打開したのは正社員組合だ

を決めるために晩くまで密談が続い

派遣業者の間で値引き競争があって、

我慢できねえんだ。今の給料じゃや

ユニオンの仲間二○数名は「好感

った。「派遣ユニオンを見捨てるな、

なかった。

グッドヘルはみなさんを『三割引き』

ってけねえ、ひでえピンハネにも飽

の日に待っていたのは冷たい告知だ

触」を得て祝杯をあげた。しかし次

ていることは恥ずかしくて口に出せ

で派遣するという条件で仕事を取っ

『ガンテツはまともな金払え、グッ

き飽きだ、みんなそろって声出そう、
ドヘルは図々しいピンハネやめろ』

『不況による事業縮小に伴い、派遣

った。

交渉に応じよ」そういう声があがっ

同じ職場の仲間じゃないか」
「会社は

たまらなくなって軍平がオルグに

「寮費はわかったけどさ、肝心の給

たのです。つまり、千五十円です。
ないので、他の物品押し付けで儲け

ってな。みんなで声だしゃ会社はビ

悔し始めた。

賃金のピンハネではあまり儲けが出
ようとしているのでしょう。この労

渉の席に役員を出してきた。軍平は

たのだ。さしものガンテツも渋々交
は派遣元に申し出るように。以後、

涙が出るほど嬉しかった。実際はも

社員は全員解雇する。異議のある者
工場には「要求書」として大きな

派遣社員に関する件は当社は一切関

ビるぜ！」
紙が貼ってあり、スローガンが書か

え！』

そして事務所へ押し掛けると、ガー

ぎ 取 り 、ビ リ ビ リ に 破 い て 棄 て た 。

まだ紆余曲折がありそうだ。

カネ工船の叛乱はこれからもまだ

たない現実があったのだが。

はや派遣社員なしには職場が成り立

らの手取りは五割増しになる。それ

『不当な寮費は値下げし、差額を還

ドマンに行く手を阻まれた。会社は

なんだこれは、と軍平は告知をは

知しない。 岩鉄金属工業株式会社』

だけで生活がぐっと楽になる計算だ。

付せよ！』

物理的に派遣社員たちを排除にかか

『ガンテツはダンピング差額を払

れていた。

賃のダンピングを是正させるのが、
みなさんの第一の目標になると思い
ます」
仲間たちは素早く頭の中で計算し

みんなの顔が上気してきた。

『制服制帽ならびに消耗品は無料支

た。正当な賃金を取るとすると、彼

「この人数ではつぶされる。参加者

ふみの会ニュース（６）

りが腹立たしく、まさか父が仕事に

の間で成り立っていた贅沢すぎる価

話すことが出来ず、これまでに二人

の住居部分を囲うように庭があり、

その頃住んでいた家には平屋建て

弟と私の三人で過ごしただろう……。

多村 喜木子

バス停一つ離れたところに学校も
失敗して愛人と家を出て行ったなど

値観で親に金を出してもらい自動車

⑱

学年も同じ中井千晶が住んでいた。
本当のことが言えるはずもなく、適

シベリアンハスキーという大型犬を

沖縄の思い出

少し太めでやたらと明るくお喋りで

免許を取ろうと誘われた時も、家に

強くて私たちでは散歩をさせてやる

当にごまかしながら中井千晶にもこ

金で免許を取っていただろうし、い

ことが出来ず、犬の散歩のためだけ

……漫画やドラマの中で決まって登

学生が楽しそうに話をしているか

つか買ってもらおうと欲しい車のパ

に二日に一度は父が帰ってきていた。

六匹飼っていた。家族みんなが可愛

やつだと毛嫌いしていたが、学校の

らといって友人とは限らない。私に

ンフレットまで用意していたという

そのせいか父がいない生活に実感が

金がないとは言い出せず、まだ免許

行き帰りにバッタリ会うと親しげに

は本当に仲の良い親友が一人いた。

のに。でももう私の家にはベンツも

湧くこともなく、いつまで経っても

んな惨めな思いをさせた父にも隠し

寄って来て私の作る壁などお構いな

幼小中高と学校が同じで家も自転車

なければ自動車教習所に払う金さえ

残りの荷物を取りに来る気配もなく、

場する主人公の友人タイプと言おう

しに上手に話を盛り上げるのだった。

で二十分と近所にあり、放課後や休

ないのだ。それまでは生活レベルも

ほぼいつもと変わらない数日が過ぎ

がっていたため父がいなくても世話

この中井千晶がどこからか私の家の

日に自転車で行き来しては遊んでい

同じで何をしていても楽しかった親

た頃、驚くほど早く女に捨てられて

を取りたくないと嘘をついて断った。

事情を聞きつけ、さも自分だけはわ

た。小学生の時はゲームや漫画を読

友との関係が、だんだんとその差を

行く当てもない父が帰ってきた。私

通している自分にも腹が立って仕方

かっているからと言わんばかりに人

んで過ごし、中学生の時は好きな人

誤魔化すことに疲れるようになり、

や弟が反感をあらわにするなか、家

か。誰にでも馴れ馴れしくウワサ話

の顔を覗き込んで

にあげるバレンタインチョコレート

家に帰っても崩壊した家庭しかなく、

の持ち主である母の好意にすがる形

は苦にならなかったが、何しろ力が

「最近お父さんのベンツを見かけへ

を一緒に作ったり長電話をしたり、

私の周りの家と学校と友人たちとの

でまた父と生活をするようになった。

以前の私なら彼女と同じように親の

んけどどうしたん？」

高校生になると同じアルバイトをし

狭くて小さな社会に息が詰まりそう

がなかった。

と聞いてきた。大体の事情は察し

て一緒に買い物に行き、ずっと誰よ

だった。

が大好きで、とにかく信用ならない

ていたはずだが、人に話すためや自

りも多くの時間を共に過ごしてきた。

とがよほど悲しかったのだろう、家

帰ってきた父は女に捨てられたこ

分で納得するために確信が欲しかっ

しかし、その親友にさえ家の事情を

父が家を出てから何日ぐらい母と

たのだろう、見え見えの親身な素振

ふみの会ニュース（７）

溜息ばかりついて居候のように気を

微塵も見られず、魂が抜けたように

を出た時の開き直ったような態度は

それまでの家族の絆が強かった分だ

親が一番辛かったのかもしれないが、

にうんざりしていた。本当ならば両

て、その都度頼られる私はいい加減

父の仕事もなく、内部進学が決まっ

卒業式を前にして、家にはお金も

いた。

国島での生活を懐かしく思い出して

えてしまったらいいのだ！ と勝手

は、全て父のせいで私の人生さえ変

経済的にも父がいないと生きていけ

あったというのに、母は精神的にも

と頼んできた。散々色々なことが

て。
」

行かへんように優 しく話してあげ

「お願いやからパパがまた家を出て

母が私と父の間でオロオロし、

になった。そして今度はそれを見た

以前にも増して無視を徹底するよう

義 な 父 に ま す ま す 嫌 気 が さ し た 私 は、

ちがダメならこっちというご都合主

こみ上げてきて、

にも言えず抑えていた感情が一気に

れまでずっと惨めな思いをしても誰

には行きたくなかった。そして、そ

で頼るほどギリギリのところで短大

とだったのかもしれないが、質屋ま

れは私の人生でものすごく大変なこ

… と い う よ う な 内容 だ っ た 。 多 分 そ

ど、もしもの時は覚悟してほしい…

てでもお金を作るつもりでいるけれ

何があっても宝石や時計を質に入れ

かもしれないと母から聞かされた。

ていた短大への入学金が支払えない

も離れたい一心で逃げるように与那

たさを感じながら、家族とも友人と

努力をしてくれた母に多少の後ろめ

となった春休み、私の進学のために

出来て短大の入学式が現実的なもの

のか、なんとか入学金を払うことが

その数日後、どこからお金を作った

け夢中になっているかを話していた。

人たちがいかに素晴らしく、どれだ

味がなく、与那国島の自然や温かい

私はあたかもそんなことには全く興

いたはずの会話に入ることが出来ず、

ど、かつての私なら喜んで加わって

に行く計画や車を買ってもらう話な

学校では親の金で海外へ卒業旅行

な自暴自棄に陥っていた。

使って生活をしていた。しかしあっ

ないというのだ。

「払えないなら短大へは行かな

国島へ行った。

母の頼みもあって父との会話は日
常の小さなやり取りから少しずつ復

い！」

（つづく）

活していった。その無理やり作らさ

と言い捨てるように母にあたって

う進路を選ぶことも出来たはずだっ

れている家族の空間がたまらなく不

け妙な責任感を感じていた私は、家

た。そんなことには気付きもせず、

耳をふさいだ。今から思えば、アル

た、父の前では明るく振る舞ってい

族の一大事を背負わされたような気

親がしてくれて当たり前という甘え

自然で鬱陶しく、私はだんだん家に

た母も、父がいないところでは突然

持ちになり、もう全てから解放され

た幼稚な考えしか浮かばなかった私

バイト代を足すことも出来たし、違

津波のように落ち込んで心配をさせ

たい！と自 分 だけしか知らな い 与那

いることが苦痛になっていった。ま

たりと感情の起伏が激しくなってい

パンドラの箱
第二部

藤川博樹

務を週二回の約束で実行している。

請け負っている取次への本の納品業

樽井書房が知り合いの各出版社から

いる前沢君が指名された。前沢君は

当には、本の集配業務にやとわれて

初めての年末を迎えた。忘年会の担

一段落した。常三が入社して二カ月、

ち歩いて、合研（全国保育団体合同

って飛ぶように売れた。その本を持

証法』という本がベストセラーにな

『私の中の私たち―認識と行動の弁

の つ き あ い で あ る。 そ の こ ろ 乾 孝 の

人で苦労して本を売った。それ以来

に出てきて、いかだ社でモッ君と二

岩佐は、若いころ北海道から東京

バーでしんみりと話がはずんだ。

れられて先に帰った後、残りのメン

子どもたちがモッ君の奥さんに連

者の名前を入れただけというのが樽

無地の表紙に紅い横線一本入れて著

で、本の点数もほとんどなく、白い

った。樽井書房はまだできたばかり

くら払ったらいいかということにな

を岩佐に頼んだ。本ができてからい

が編集している本の表紙のデザイン

岩佐は絵が描けるのでモッ君は自分

地図のトレースを生業としている。

でウインドサーフィンをやりながら

に参加し、岩佐は、湘南に移り住ん

その後、モッ君は樽井書房の創立

えない。みんながいろんな推測や当

題者の岩佐はイエスかノーかしか答

かは誰にもさっぱり分からない。出

距離があって、その間に何があった

ムだ。スープと自殺との間に相当の

そ れ はな ぜ か ？

る男が絶望して自殺したのだという。

「ウミガメのスープ」を飲んであ

メのスープ」を持ち出してきた。

流行っているゲームとして「ウミガ

やロックミュージシャンのあいだで

岩佐は、近頃ウインドサーファー

答した。岩佐君はうつむいて呆れた

日程を良く調節しないで忘年会の日

研究集会）や保問研（全国保育問題

井社長の手がけた初めての本のデザ

てずっぽうをいいながら解明してい

積み込む。そうやって苦労して本を

取りを決めたので、忘年会には社長

研究協議会）で売ったのである。会

インだった。

くゲームである。場がなごんでいて

まだ小さい二人の子どもに大受けだ

が出られなくなってしまった。社長

社に車がなく運転免許もなかった。

モッ 君が いく らに しよ うかと尋 ね

参加者の気持ちが盛り上がっていな

ように微苦笑しながら「交通費にも

以外には、会社創立者でナンバーツ

みかん箱を道路の脇に隠し、手を挙

るので、常三は黙って指を三本出し

ければ、いろんな意見も出ないから

売り歩いたのである。

ーのモッ君の友人である花菱君と、

げてタクシーを止める。タクシーが

た。
「三万？」とモッ君は驚いたよう

推理が深まっていかない。その場は

った。

岩佐君が誘われて参加した。

停まるとおもむろにみかん箱を持ち

に聞き返した。常三は「三千」と即

を当てさせるゲー

ならねえや」とぼやいた。

前 沢 君 は 、「 ア ブラ ハ ムと 七 人 の

出してきて、トランクを開けさせて

ようやく、樽井書房の引っ越しも

子」などを踊りまくって、モッ君の

第三章 樽井書房の初めて
の忘年会

ふみの会ニュース（８）

ふみの会ニュース（９）

分がよかったのである。

かったと思えるくらいで、常三は気

にもこんなに盛り上がった宴会はな

あいと意見が弾んだ。あとにもさき

酒が入っていたせいもあり和気あい

して自殺するのである。

男は突然あることを悟る・・・、そ

まったく違う味であった。そして、

のスープは、男が経験したものとは

ストランに入る。そして、ウミガメ

プを味わってみようと思い立ち、レ

てなく、どっちかというと社長が一

と、皆が硬くなるというのでは決し

ったかもしれない。樽井社長がいる

の忘年会だったということも大きか

樽井社長が参加しなかったただ一度

牧歌的な時代であったこともある。

ほとんどなくて、いそがしくなく、

えられるが、樽井書房がまだ売上が

初の忘年会で、理由がいろいろと考

忘年会で一番楽しかったのがこの最

常三が樽井書房に入って経験した

っと笑った。

えた。そこにいた五人は一斉にわー

じろぎ、そして「ありません」と答

岩佐は脚本家になりたかったからで

これをやっていると仕事にならない。

押し入れの奥に保管したのである。

かん箱を厳重にガムテープで閉じ、

も、岩佐はパソコンを封印した。み

たステージまで進んでいた。それで

きり、常三が到達できずにあきらめ

十数本あったすべてのゲームをやり

次に樽井書房にやってきたときには、

ームに夢中になり、徹夜でやるので、

かわかりはしないという。岩佐はゲ

いる地図の仕事というのは何のこと

る。税務署には岩佐が自宅でやって

自分で貼った。経費で落とすのであ

常三に領収証を要求し、収入印紙を

当たって、一気に推理が盛り上がっ

前沢君のすっとんきょ うな 推測が

にたどりつくのに」と憤った。

て、詳しくなって行ってやっと結論

いんだ、だんだんいろんな意見が出

して「普通いきなり結論にはいかな

岩佐が焦って、そうだといった。そ

君が、子どもが死んだんだと言った。

ったく当たらなかった。突然、前沢

いろいろな推測が出たが最初はま

人ではしゃぎ回って、
「変な話し」を

ある。

岩佐とは、その後会社の仲間でス

あった。

しまくり、一人で受けているからで

てきた。子どもは男の子どもだった
のだ。子どもと一緒に船で旅に出た
のだ。そして男は難破し、飢え、食

与えられ、飲んでそして生き延びた。

ガメのスープ」だと言って飲み物を

ろうとした意識の中で、男は「ウミ

とんども餓死した。餓死寸前のもう

ミガメのスープをください」と言っ

いった時にも、興奮した常三が「ウ

みんなで渋谷まで出て、喫茶店には

加者に満足感が残った。そのあと、

一時間以上かかり、結論に達して参

で岩佐に売りつけたりした。岩佐は

えたのを、ゲームとセットで三万円

り、つぎつぎと新しい機種に買い換

タつまりパソコンに常三が夢中にな

されたばかりのマイクロコンピュー

ずっとつきあいがあった。まだ発明

キーに行ったり、海に行ったりして

男は帰って 来 た。そしてあ る日 、

たほどである。ウエイターは一瞬た

この結論まで達するのにそれでも、

自分を救ってくれたウミガメのスー

べるものもなく、子どもも乗客のほ
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ふみの会ニュース（１０）

木 工

ら、高校の「家庭」という科目は男

年には男女別修だった。十数年前か

つの科目は、今を去ること四十有余

があった。これと「体育」という二

とが出来ていたかどうかは分からな

た。実際に「自分の頭で考える」こ

の頭で考える」ことを第一にしてい

たのかも知れないが、私達は「自分

何となく、勝手にそう思い込んでい

もっぱら独学したような記憶がある。

枚の板を並べ、木工ボンドを塗って

った。木材店で相談すると、二、三

しかも、幅の広い物は見当たらなか

が、肌理（きめ）が粗いのが難点だ。

ラワン材は柔らかくて加工しやすい

ワン材で満足しなければならない。

センチメートルに満たない安価なラ

中井 豊

女共修となった。男女共同参画が叫

いし、独学には独学の弱点がある。

中学校に「技術家庭」という科目

ばれ、ようやく改善されたのである。

万力のような道具で圧着し、強度の

で木目に沿って縦に切ると切り口が

それでも、その気風は片々たる知識

木工の時間には、机に置く本立て

綺麗にならないので、指定した幅に

近い将来、夫婦別姓なども早急に認

を制作した。本が好きだった私は、

切るまでを店に依頼した。

ある幅の広い板にしてくれるという

これを応用し、家で本棚を自作する

材料が揃うと、板に鉛筆で線を引

などと比べ物にならない糧になって

かつての「技術家庭」の時間には、

ことにした。経済性と機能性からだ

き、これに沿って鋸で切る。あとは

められなければならない。労働時間

男子が「技術」
、女子が「家庭」を学

った。機能性というのは、既製の本

学校で習った要領で、最初に三つ目

ことだった。ラワン材を鋸（のこ）

んだ。その中で、男子は製図や木工・

棚は、棚の高さと奥行きが本のサイ

錐（きり）で釘穴を穿ち、次に釘の

いる。

金工を学んだ。この科目に教科書が

ズに対する考慮が殆どなされていな

頭を隠す広めの穴――埋木穴を作っ

はもちろん、こういった課題でも、

あったのかどうか。熊野市立木本中

いから、これを改良するということ

た。広めの穴を作るには壺錐を使う

私達が韓国や中国に学ぶべきことは

学校では、どの科目も教科書に添っ

だ。

授業も教科書を軽んじ、自学自習を

は啓林館、英語は三省堂だったか。

れられる代物ではなく、厚さ一・五

厚いヒノキ板など、中学生が手に入

まず、材料とする板が必要だった。

立てには釘を用いた。この時に作っ

りに彫刻刀を使った気がする。組み

べきだが、家に無かったから、代わ

多い。

て教わったような記憶がない。数学

当然とする気風のみがあったため、

た、本のサイズに合って使い勝手の

よい三段の本棚は今も愛用している。

釘を打った後、埋木穴に木か竹の細

い丸棒を打ち込んで、突出した部分

を小刀で切り落とし、最後に砥の粉

を塗り、ニスで仕上げる。ニスが乾

いたらサンドペーパーをかけ、再度

ニスを塗る、というよう学校では教

わった筈だが、埋木穴はそのままで、

じかにニスを塗ったままになってい

る。

先日、主婦ばかりのフォークダン

スの会で新調したコンポを運ぶのに、

箱のようなものが要ると家内が言っ

た。アンプと左右のスピーカーが一

体になっていないので、置き場から

出し入れする度に四本の細いコード

を一々付け外ししなければならず、

面倒なだけでなく、断線のおそれが

あるということだった。フォークダ

ンスに関心はないが、奮発して専用

の木製トレイを作ることにした。

以前と違って、最近は「ホームセ

ンター」と呼ばれる雑貨店があって、

そこには色々な植木鉢、土、肥料、

石材、木材、鉄パイプ、工具、作業

服などから電気製品に至るまで、日

曜大工に必要な物が手に入る。早速、

ふみの会ニュース（１１）

サンドペーパーだけで何とかなる筈

道具は家にある鋸、錐、ドライバー、

どの合板を買っておくよう言った。

ートル、幅一五〇センチメートルほ

おおまかに考えて、厚さ一センチメ

チリした作品ができた。

右の取っ手も付けた。なかなかガッ

の桟（さん）を通し、その両端に左

類だけ調達した。トレイの底に二本

せて、やはりホームセンターで二種

で締める。木ネジは板の厚さに合わ

（自然）に触れる大工仕事は、農作

ば な ら な い 。 道 具 を 媒介 に し て 木 材

科目の大切さは改めて見直さなけれ

そうだ、
「技術家庭」といった実習

引き、お盆の底を作るイメージで鋸

てサイズを決め、鉛筆と定規で線を

最 初 に 、 合 板 の 上 に コ ン ポ を 設置 し

四十 年 ぶ りの木工 に 取 り掛かる 。

なら、ここに記した道具で足りたも

い出させてくれた。この程度の木工

すれていたモノづくりの楽しさを思

使ったので汗もかいたが、長い間わ

二、三日の木工の真似事は、体を

集されていて、ここからは研究紀要

日本が世界に誇るべき大工道具が蒐

ちなみに、
「竹中大工道具館」には

である。
「自作」こそ真の道楽である。

の手に取り戻さなければならない の

業と同様、大いなる道楽として私達

とができる。……

だった。

を使って板を切る。一本の両刃鋸で

なども刊行されている。興味ある人

次に、板の合わせ目にネジ穴を三

れる方法がいくらでもある。悠久の

――われわれには自然の懐に抱か

（下は今回制作した木製トレイ）

文化がそこに示されている。

れてはならない素晴らしい《普通の》

のの、道具が良ければ楽しさは倍加
たまたま本棚に『大工道具の歴史』

切るのだが、目立てをしていないの

（村松貞次郎著、岩波新書）があっ

のためにはホームページもある。忘

ややマシなので、細部はここで切っ

た。何を考えて買ってあったのか思

したに違いない。

た。切り口はサンドペーパーで仕上

い出せない。面白く読んでゆくと、

で、なまくらになっている。両端が

後左右からコンポを囲い、挟みつけ

げる。板の残りの部分を切って、前

つ目錐で空ける。古い錐が家にあっ

太古に還る方法がある。その一つに

次のようなことが初めの方にある。

たが、刃がなまっていたので、新品

道具を使って物をつくることがある。

て固定するようにする。

を買った。当然、切れ味が全然ちが

手ざわり、材質、質感が、道具を通

いやつくらなくてもいい、無心に加

いよいよ組み立てだ。強度を上げ

じてたしかめられる。
（中略）そのモ

工するだけでもいい。モノ（物）の

るため、合わせ目に木工ボンドを塗

ノとの対話の中に、われわれは、自

う。それでも穴を三〇個ほど空ける

り、ネジ穴に木ネジを差し込み、ド

然にふれ、太古の人間の心に還るこ

と錐を揉む手の平が痛くなった。

ライバーでネジ頭が板に食い込むま

ふみの会ニュース（１２）

時々珍客が訪れる。半年ほど前にな

た狸である。

取って来た、あの鳥だ。一米くらい

昔、縁日などでお社からおみくじを

に似た小さい鳥で、人なつっこい。

くれた。ヤマガラという鳥は百舌鳥

家内も街が恋しく、チョイチョイ

会う度に私を諫める。

て来い。あんな山の中で、……」と、

「死ぬ時くらいは生まれた所へ戻っ

言う。

以前住んでいた町の友人の一人は

の労に報いてくれる。元来の横着者

まで近づき、逃げようともせず、小

長男の家に戻り、帰って来ない。マ

るが、庭にヤマガラが来て喜ばせて

現在の家へは二〇〇四年に引越し
だから、気が向かねば手入れをしな

首を傾け、私を観察する。一週間も

ーケットが遠く、一人で買い物に行

内田幸彦

てきた。七十余年に亘って生まれ育
い。何時も六分位の出来。試行錯誤

続けて遊びに来たので、餌をやり手

人生は楽しく

った家が焼けたので考えた。長男夫
の繰り返しだが、それが充分楽しい。

がその言い分だが、私には戻る気が

けないし、友達もいない、というの

〔エッセィ〕

婦と早二十数年同居し、一度別居し

いてやったが、馴染まず、十日余り

ない。病の床に就くまでここは離れ

なずけてやろうと食パンや飯粒を置

ない。お互いに歳だから好きに暮ら

嬉しいことに、種子（たね）代と肥

でパッタリ姿を見せなくなった。何

せばいいと思っている。四、五日の

て息抜きをさせてやろう、と。そん

が気に入らなかったのか、餌が拾え

留守なら、自分で何とか生活は出来

めれば畑に行く。軽い作業をすると、
滅法に朝飯が旨い。時には朝からビ

なくなったのか。急に裏切られた気

るし、
《鬼の居ぬ間に》ということも

料代も上がっていない。朝、目が醒

黄金塚は昔、桃畑だった山を開発

ールも飲む。これがまた格別に旨い。

がした。安易な愛は禁物だと知った。

ある。別に悪い事をする訳ではない

出された。
し売り出された。昔は小黄金塚と言

朝食が終わると、ものを書くか、

畑では二度、玉虫にお目に掛かっ

な時、黄金塚団地の今の家が売りに

い、古墳が残っている。小黄金塚を

た。青い銀色で、宝石のように美し

めはしない。

絵を描く。文字通り晴耕雨読。これ

の、あの玉虫だ。多分、カミキリム

黄金塚と改称したのは、手掛けた不

シの仲間だと思う。街では絶対に見

が、一層自由な気分になれるから止
三十余年、商売で金の苦労をした

られない昆虫である。

い。政界でよく言う《玉虫色の解決》

私の目当ては、家に付いた二十坪

のに、お金に対する関心が薄い。好

一ヶ月ほど前、午前五時頃、門の

以上の贅沢はないし、人生最高の喜

の畑だった。人間も歳をとれば好み

きなことをして普通に食べられれば

ポストへ朝刊を取りに行こうとドア

びだろう。有難いことだ。

も変わってくる。急に野菜が作って

いいとしか思わない。一九七〇年（昭

を開けた。ひょこひょこひょこ逃げ

動産会社が縁起を担いだ営業政策だ

みたくなった。絵を描き、文章を書

和四五年）、腸捻転で死に損なった。

出すので猫かと思った。何を思った

ろう。

くのは父譲りだろうが、花や野菜に

変わった。今、考えてみると、大病

以来、
《金より人生……》と人生観が

欠けたる事も

望月の

我が世とぞ思う

――この世をば

だ歌に、

藤原氏の長老・道長（？）の詠ん

家もよく見ず、畑二十坪に飛びつい

興味を持ったのは独自の好みである。

なしと思えば
た。狸だった。「失礼」とも言わず、

私も正にこの心境である。幸福は

か、ひょいと振り向いた彼は私を見
黄金塚の家は表に出ると大阪湾が

堂々と出て行った。なかなか世慣れ

も悪くない。

種を蒔くと育つ過程が面白い。手

見え、四季それぞれに草花が咲き、

た。
を入れてやれば手を入れただけ、そ

ふみの会ニュース（１３）

富でもない、名誉でもない、自分の
心の中に住んでいる、と私は思って
いる。
元来、私は細かく物事は考えない。

ルルの旅

持った二人組みの兵士の姿が見える。

わっちくはない。遠い町へ行くには

ってきたので、体は小さめだけどよ

蒲原 ユミ子

前回、母の葬儀で混乱していて違う

ルルの国は数年前に戦争を始めて

馬車に乗るのが楽で早いけれど、今

①

考えると頭が壊れる程の難問が山積
原稿を掲載してしまいました。恐縮

しまったのだ。ルルの町は戦場には

（再出発）

みの毎日だった。考えてもどうにも
ですが別バージョンの原稿で連載を

これは商売からの影響で、イチイチ

ならないし、
《どうにかなる……》と

ルルはひとりぼっちで家で帰って

は戦争中のためあまり走っていない。

来るかこないか分からないお母さん

だから、歩くしかなかった。
ほとんど残っていない。お店や工場

を待っているより自分でさがしに行

男の人は戦場へかり出されて町には
も閉まり、ルルのお母さんは遠い海

った方がずっといいと考えた。近所

なっていないけれど、働きざかりの

辺の町まで働きに行くしかなかった。

のおばさんが道順をひととおり教え

再開いたします。新たな気分でおつ

ルルのお父さんはルルが生まれてす

てくれたし。

先送りする習慣からこうなったらし

のリンゴがたわわになっている庭。

んは帰ってこなかった。近所の人が

けたけど、どういうわけか、お母さ

死んでしまった。便りを人にことづ

そのおばあちゃんは風邪がもとで

くる。

のご主人に忠実にしたがってついて

いダンは自分より軽いくらいの体重

わくないし力が出てくる。たのもし

ルルはダンといっしょにいると、こ

はじめたダンは四才で元気ざかり。

おばあちゃ ん が防犯上 のた め飼い

かんたんに葬式をだしてくれてけど、
きない。自分たちが食べていくだけ

なったばかりだけど、ルルはおばあ

ルルはどんどん歩く。まだ十才に

った。ルルは目を合わさないように

は少なく二人組みの兵士の姿がめだ

ここ も戦 争のえい きょ うで 人の姿

でせいいっぱいなのだから。

ちゃんにずっと畑仕事や家事を手伝

となり町に入った。

これ以上ルルの世話まではとてもで

んと二人ぐらしだったのだ。

さんが働きに出てからはおばあちゃ

きあい下さい。

来るし、いい知恵が突然浮かぶこと
ルルは門を閉めてからもう一度家

めるのは馬鹿げているという考えだ。

ルルは心の中でちかった。

人生も最終期に入って来た。結論

やんちゃざかりのダンは元気よく

ぐ死んでしまったので、ルルはお母

い。時間が経てば、事態も変わって
もあり、何とかなって来た。所謂、
生活の知恵である。私にすれば、有
をふり返った。

心労しないだけでも大いに助かる。

るか無いかも判らぬ事を考え、心痛

物事には常に相手がある。相手がど

（おばあちゃん、なるべく早くお母

赤レ ンガ の屋 根の小さな家 。野 生

う言うか、先ずそれを聞いて対処す

「ダン、行くわよ！」

た。

ている黒いシェパードに力強く言っ

それ から ルルにぴ ったりよ りそ っ

さんと帰ってくるからね）

るのが合理的ではないか。
話しが脱線したようだが、何か問
題が起こるまで何も考えないで自分
の世界にいられる利点があると言い

として、苦労もしたが、したい事も

返事した。背中に、ぱんぱんにふく

ウワン！

した。満足して死ねる。名前の通り、

畳の道を歩き出した。通りは人があ

らんだリュックをしょってルルは石

たかった。

幸福な男だったと思う。

まり通っていなくて、街角に小銃を

ふみの会ニュース（１４）

大きな森にさしかかった。森の中

おろした。ダンもそばにぺたりとす

ょうどあった太い木の根っこに腰を

った。ちょっとだけ休むつもりでち

ルルはもう足が痛くてたまらなか

の道は大きな馬車が１台やっと通れ

わる。ルルはひざをかかえ、あごを

がら歩き続けた。

もそうやっているから。そうやって

るくらいの広さだ。歩いている人は

ながら食べた。ダンの食事ではいつ

町を 見下ろせ る丘に出 た。ここ ま
いると、気持ちも家にいる時のよう

見当たらない。ルルとダンだけがこ

して急いで通り過ぎた。
ではおばあちゃんといっしょに野菜
になって落ちついてくる。
けれど、ふといやな考えが頭をよ

や花の種を買いに通ったことがある。
ちょうど昼時になった。朝からきん
ぎった。もしかして、お母さんはば

ルルは道の真ん中を歩きながら、

クンクン…

のせてため息をついた。

ちょうしていっしょうけんめい歩い
くげきを受けて死んでしまったのか

元気を出すためにおばあちゃんが好

もれびの中を歩いていく。

てきたので、ルルはおなかがすいて
もしれない。または、敵に連れ去ら

ワン！

ぐりを落としてくれる
やさしい十月の太陽は
に夏休みをくれる

老婦人

やさしい十月の雨は キノコに
ははんじょう 人にはほね休み

に投げてやりながら自分も食べた。

黒パンを取り出し、ちぎってダン

だね」

「はらがへってはイクサができぬ、

た。ルルはリュックを開けた。

ダンはあいづちを打つようにほえ

ワン！

「おなかもすいたね」

た。

だ。ルルはふうっと大きく息をつい

ダンはルルほどつかれていないよう

「つかれたね、ダン」

いた。

ダンは心配そうにルルを見上げる。

ダンが力強く返事すると、
「だいじ

豚にどん

きだった歌を歌い始めた。

のわきの木かげにリュックをおろし、

ょうぶ！」と言ってくれたようでル

やさしい十月の風は

れたのかも。ルルはそんな思いを吹
「ダン、きっとお母さんに会えるよ

きとばすようにダンに話しかける。

「ダン、お楽しみのお昼にしょうか」
ダンはもちろん大さんせい。思い

ワン！

まず水とうの水をカップに入れてダ

ルはほっとしてまた黒パンをかじり

ね」

ンにさし出した。ダンはぺろぺろと
続けた。

きりしっぽをふっている。ルルは道

ルは水とうのふたで自分も水を飲ん

がった。

食べ終わると、ルルはすぐ立ち上

３～４回で飲み干す。それから、ル
だ。
次に、腰を下ろしてリュックから

ルルはくり返し歌いながらずいぶ

ら小麦粉も不足していて、やわらか

いるからおいしい。今は戦争中だか

「さあ、夕方までにＡ町につかなく

けれど、ルルたちはまだ森から出

いパンケーキなんかずっと焼いてな

固い黒パンを取り出した。これは栄

られないでいた。もう夕暮れてきて

昼食と同じパンだけど、腹がへって
静かな丘をどんどん歩き続ける。

いる。早く森から出て町に行きつか

ん歩き続けた。
この辺は家もなく兵士の姿もないの

ちゃあね」

で、この国が戦争中とは思えないよ

養があって日持ちもする。五日分持
ルルは黒パンをちぎって空に高く

ってきた。
放った。ダンは飛び上がって上手に

黒パンだった。

い。おばあさんが最後に食べたのも
で道をまちがえてしまったのだろう

なければ宿にとまれない。とちゅう
ルルは家にあったうす茶色の古い

か。分かれ道では広い道をえらんで

うなおだやかさだった。

終わるとまた放る。キャッチ。ルル

地図を見たり、近所のおばさんが書

きたのだけれど。

キャッチしてコリコリ食べる。食べ
はダンに放りながら自分も食べる。

いて くれた地図で たしかめたりしな

の晩はルルといっしょに黒パンを食

おばあ さ んは 心臓 が弱 かっ た。 前

ダンもルルもつかれているのに遊び
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べておいしそうにジャガイモのスー
っぷり吹きたまっている。ルルはダ

らない岩かげを見つけた。枯葉がた

ってしまう直前にやっと雨風があた

険だ。毒虫とかはいないだろうけど、

しまったし、ダンがいなかったら危

すわり直した。すっかり目がさめて

ルルは体にかけていた上着を着て

なおばあさんはデザートのヨーグル

所中にただよっている。料理が得意

ている。あまいリンゴのにおいが台

必死にフライパンの中の果物を炒め

どや料理台は高すぎるけど、ルルは

プを飲んだ。そして、子守唄まで歌
ンに笑いかけた。

くばかりだ。

ってくれたのに、朝はベッドの中で
「今夜はふかふかベッドだね」

ルルはまだそのことが信じられな

冷たくなっていた。
そして、リュックから小さなシー

トケーキを作っている。バニラエッ

いくらいだけど、お葬式をださなく
トや上着を取り出した。この森に人

ダンはやんちゃなオスだからちょ

上がりだよ」

夜の森では何がひそんでいるかわか

てはならなかったので、悲しんでい
間をおそうような危険なけものはい

っと遊びに行っただけだろう。その

「はあい！」

センスの濃いにおいがまじる。

るひまはなかった。でも、今のよう
ないはず。ルルはダンによりそって

ルルはひざをかかえてダンを待った。

うち、すぐ帰ってくるにちがいない。

ったものではない。

に考える時間があると、つい、おば
いつもの生あたたかいにおいだ。一

横になった。ダンは毛がふさふさで
日中歩き通しだったルルはつかれき

（オオカミ？）

二つ三つ四つと増えていく。

ルルはごくりとつばを飲みこんだ。

「焼き色がきつね色になったら出来

心の中で祈った。

あちゃんのことを思い出す。ルルは

っていた。ダンに、

して見る。少し目がなれてきた。葉

ルルはぞっとした。数えると八つ

きにして様子をうかがっているよう

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

（おばあちゃん、お母さんのことを

「あしたは朝の美しい光の中にいる

っぱを落とした雑木林がずっと続い

も光っている。四匹だ。ルルを遠巻

（早くもどってこい！）

きっと見つけ出すから、あたしたち
よ。おやすみ、ダン」

いないよね、と、ルルはいい方に考

ている。木のかげに何かいるかしら、
えることにした。ダンをよぶための

だ。
われない。心細いので、楽しいこと

口笛を吹いた。しかし、ダンはあら

じっとまわりのやみを、目をこら

のことを守ってね）

った。

と言うなり、ことんと寝入ってしま

食べ終わっておなかが満足すると、
元気が出てきた。けれど、あたりは

夜中、ルルはくしゃみをして目を

もううす暗くなってしまった。これ
からこの森を少しくらい歩き続けて
も町に出られそうもない。ルルはか

さました。
少しの間、今どこにいるのかわか

くごを決めた。
「ダン、きょうは野宿だよ。風のあ

らなかった。ぶるっとふるえてから
ーズンとブルーベリーも入れるんだ

「ルル、リンゴがしんなりしたらレ

を焼いている。小さいルルにはかま

パンでバニツィア（チーズケーキ）

おばあちゃんの側でルルがフライ

よ」

を考えることにした。

たらないベッドルームをさがそう

野宿したことを思い出した。ルルは

ルル はリ ュックを せおうと 、道か

ぐるばかり。もたれ合って寝たはず

あわてて手さぐりした。手は空をさ

らそれて森の中へ入って行った。ち

のダンがいない。

よ」

ょうどいい木かげはないかしらと、

「ダン！」
ルルの声はやみにすいこまれてい

カサコソ落ち葉や小枝をふみながら
さがした。そして、もう真っ暗にな

わたしの大学生活 �
�
ふじみ ちよ

もこんな散歩を１日に数回されるとい

まで︑正直わたしはヘトヘト︒それで

すぎるワンちゃんに連れていかれるま

り︑なんと１時間以上の大冒険︒元気

値観を変えてくれるほどの大きな出会

の場所は︑今までの心の持ちようや価

ような空気が当たり前のようにあるそ

とって︑高く静かな山々が︑透き通る

の街を往き来して学校へ通うわたしに

津村さんと一緒に楽しんだ︑心配さ

わたしは真っ先に信州の緑を空を人を

う︒幸せ者だなぁ︑大自然に囲まれて
洗礼を受けた︒幸せ♪実は彼らのうち

れるほどの長風呂のあと︑お楽しみの

思い出すだろう︒この旅をくださった

いをくれるものだった︒これからもし

のひとりはセラピードッグとしても活

夕食が遂に始まった︒わかさんの作る

先生︑パパママ︑わかさんと教授︑そ

暮らすワンちゃんは︒

４日目︑最終日︒わたしの心は３日
躍してる賢い子︒わかさんのいう事を

料理はどれもこれもおいしかった︒中

を交わせる︒先生の幼なじみの女性と

囲まれたおうちで︑哲学者の先生と盃

だき盛り上がった︒大学で哲学を教え︑

ご対面︒高山植物の図鑑を見せていた

わかさんの旦那様︑哲学者の先生と

たちをこの上なく幸せな気分にさせて

育ったトウモロコシと枝豆も︑わたし

るとやみつきになるおいしさ︒長野で

でも︑シソ入りの混ぜご飯は一度食べ

ざいました！

して津村さんに心から︑ありがとうご

ち︑八ヶ岳美術館でわかさんと待ち合

のよっちゃんになりながら下山したの

なった︒これは犬を飼ったことのない

なでワンちゃんのお散歩に行くことに

お風呂と夕食をいただく前に︑みん

た頃の先生と教授の哲学＆数学の議論

くのが精一杯だった︒お酒が回りだし

念なことにわたしの哲学の知識じゃ聞

話もたっぷり聞かせていただいた︒残

)

お話ができる︒飲み会︒過酷な登山で

登山を趣 味とされてるということに︑

わせ︒ここで名残惜しいことにパパマ

わたしにとって初めての経験︒しかし

つ
( づく

疲れた身体を癒すビッグイベント︒

くれた︒それから︑期待通り教授のお

マとはお別れ︒３日間︑本当のお父さ

は白熱して︑わたしもものすごく興奮

こうして︑気の休まることのないよ

この散歩はすごかった︒大阪人のわた

違ったのだ︒公園の中の大きな池の周

う なエ キ サ イ テ ィン グ な４ 日 間 は 終

んお母さんだと思って過ごさせていた

わかさんのお車でわかさんのご自宅

りの草 だらけの道をザクザク歩いた

わっていったのだが︑今回の旅でどれ

した︒長野の涼しい夏の夜の︑熱いひ

に向かう︒到着後︑津村さんとわたし

り︑田んぼの畦道を走ったり︑用水路

ほど信州のことを好きになったことだ

しがイメージする︑近所をちゃちゃっ

は大興奮︒和風で縁側もある大きなお

の中に飛び込んだり︑途中でお散歩仲

ろう︒毎日︑忙しなく動き続ける大阪

だきました︒わたしは今でもお二人の

うちで︑二匹のワンちゃんが出迎えて

間のワンちゃんと出会って駆け回った

とときだった︒

くれたのだ︒犬が大好きなわたしは彼

と回って終わるだけの散歩とはわけが

10
娘です︒

キロ弱の 荷 物 にもはやヨレヨレ

人間的な魅力をすごく感じた︒

日本という場所に嫌気が差した時は︑

目の夜から既にこの日に飛んでいって
ちゃんと聞く彼らに感動した︒

らにのしかかられ︑顔中にベロベロの

18

いた︒飲み会︒長野県の美しい自然に

� 八�岳に登�てきました�４�

ふみの会ニュース (16)

