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◆まさか家から百ｍも離れていないようなところに�こんな巨大
なクリタケが�しかもご�そり�なおかつ 月も終わろうかとい
うころに生えているとは予想もしなか�た�クリタケは毎年でる
ものだから�この十年あまり�わたしは素晴らしい獲物をみすみ
す見逃していたことになる�なんといううかつさ�目配りの効か
なさ�自然の奥深さへの配慮の薄さ�自分の頭を思わずぽかぽか
やりたくな�てしま�た�みれば大きいものは�その傘径ゆうに
センチはある�
�上の写真で�筆柿と大きさを比べてみてくださ
い�手にと�てみてもずし�として手ごたえ充分�傘裏はまだ胞
子の熟す前で白い�まさにジ�ストタイミングで採集された山の
幸である�料理は万能の応用範囲を持つ�しかし�ス�プがよい
ので半分を煮物に使い�残りを鍋に応用した�とにかく�じつに
こくのあるダシがでる�豚肉との相性のよさはハタケシメジに劣
らないように思えた�そのうえ�傘と茎の歯ごたえがは�きりと
ちが�ていて�食感を楽しめる�煮物も鍋も全体にふくよかな香
りに包まれて�食卓をいやがうえにも引き立ててくれた�歩み去
る季節の最後の贈り物としてはこの上ないほどの貴重なものだ�
た�◆さて�この季節の最後の贈り物はこれだけではなか�たの
である� 月にはい�て�第１週を過ぎたころ�なんと庭に積ん
でいた桑の木にヒラタケが生えたのだ�それも肉質のし�かりし
た�香りのよい優れた株だ�た�
�Ｍ�
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ニ��ス no.
３２２ご恵送ありがとう�おもしろか�たのは瀧本
文彦�山から人里に狸や猿や鹿がや�てきた�
�それに蒲原直樹�カ
ネ工船の叛乱�
�たとえば長崎・五島列島南端の島山島では�所帯
数十三戸に追詰められた高齢者の限界集落が�大繁殖した野生鹿
に荒らされ�脅かされている�長崎市内で猪被害が出る�よくい
われるように天台宗の宗主重源の�天台本覚論�は日本の仏教が
自然そのものを人格化していて�他と異なることを示している�
鳥獣という自然の仏性が人里を襲うなどとは�日本の深層文化の
反措定ではないか�これといい�カネ工船�といい�
現実を飾らず�
愚直に観ているのがいい�
二〇〇九年一月十五日 中里喜昭

●中里さんからのお便り
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小説

（三）

「隼 人 」
「この辺だったと」

多田雅子

頬張りながら、石垣方面から戻って
の辞書を三冊買い、残りの十銭で黒

来る三人の姿があった。一冊三十銭

みれの一円札が出てきた。

砂糖を買ったのだった。

隼人が、手で掘り起こすと、土ま

授業が終わるとすぐさま校門を飛び
「何に使うと」

翌日、隼人とタツオとヒロシは、
出し、神社に向って走り出した。

としているころだった。

開聞岳が薄墨色の風景に溶け よう

隼人の言葉に、タツオとヒロシは顔
「オイは、辞書がほしか」

を見合わせた。

「誰にも言わんじゃったと」
先頭を走る隼人が、後ろを振り返
り、タツオとヒロシに向って叫んだ。
タツオが叫び、ヒロシも頷いた。

が、壇上で校長先生から辞書を貰う

学校の終業式に、成績一番の生徒

ょるのが、オイは、羨ましかったと」

「勉強の一番モンが、褒美にもろち

をした吉之助が、手に縄を持って入

れまで見たこともない恐ろしい形相

の座敷で枕を並べて寝ていると、こ

家の兄弟たちが、いつものように奥

りのきれいな夜のことだった。山川

それから十日ばかり経った月明か

隼人は、さらにスピードを上げて走

のを、タツオ はいつも 羨ましい気 持

って来た。そして、いきなり隼人を

タツオが小さい声で言った。

り、タツオとヒロシは、隼人の後を

ちで見ていたのだ。

寝床から引き摺り出すと、

「言うとらん」

杜が見えて来ると、三人はさらにス

「オイもほしか」

や が て 、こ ん も り と 繁 っ た 神 社 の

追いかけるように走った。

ピードを上げ、そのまま、見下ろす

と喚く隼人の身体を縛り、肩にか

「なにすっとお」
「オイら三人、一生貰えんじゃっと

ついで、裏山へ登って行った。普段

ヒロシも言った。

気に走り込んだ。そして、しばらく

な。そいじゃあ、一冊ずつ辞書を買

はもの静かな吉之助だが、この時は、

ように聳え立つ鳥居の内側へと、一
息を整えると、お堂に向って参道を

うっち」

怒りで身体が震えているように見え
寝入りばなを起こされた隼人は、

隼人が言った。

歩き始めた。
一 円 札 は 、 お 堂 の 裏 の楠 木 の 根 元

それから一時ほどして、国語辞典

しばらく、何が起こっているのかよ

た。

いないのを確かめると、お堂の裏に

を腕に抱え、口いっぱいに黒砂糖を

に埋めてある。三人は、辺りに誰も
廻り、木の根元にしゃがみ込んだ。

く呑み込めなかったが、吉之助が自

分に腹を立てているらしいとわかる

と、最近の悪行を一つ一つ思い起こ

二級上のヤスオと喧嘩して三針縫

してみた。

う怪我をさせたことか、それとも畑

のサツマイモを掘り起こして産業組

合へ売りに行ったことか、それとも

……と考えてみるが、どれもこれも

今まで繰り返しやってきたことで、

吉之助が突然、これほどまでに怒る

こととは思えない。
「なんばおこっち

ょる」と訊いてみたかったが、これ

まで数知れず悪行を重ねてきている

ので、さすがに訊けない。

吉之助が歩を進めるたびに身体が

揺れ、縄で締めつけたところが擦れ

て痛む。

「痛かあ」

肩の上で暴れてみるが、吉之助は

「じっとしちょれ」と強い力で押さ

えつけるだけだ。死んだ振りをした

ら心配になって縄を解いてくれるか

もしれん、と思いつくと、隼人は、

身体の力を抜いて、吉之助の肩の上

でぐったりしてみせた。が、吉之助

は気づく様子も見せない。

やがて、斜面を切り開いた小さな

（３）ふみの会ニュース

枝振りのいい松が一本立っている。

空き地に出た。見晴らしのよい所で、

（くそっ、サルにバカにされてたま

んでいる。

赤い顔には、嘲るような笑みが浮か

ように触り始めた。月に照らされた

替を換金して数日後、事件は発覚し

隼人とタツオとヒロシが、郵便為

事の次第はこうだった。

んでは悪さをし、見つかってはカツ

また元の隼人に戻り、父母の目を盗

の間のことだった。ひと月もすると、

「隼人は心を入れ替えた」

吉之助は、隼人を降ろし、縄の結び
るか）

隼人は悲鳴を上げた。しかし、吉
鋭い声を発し、歯を剥き出しにして、

て、猿を蹴った。猿は「キーッ」と

隼人は身体を揺らし、反動をつけ

思った松田さんが、車掌や郵便局に

けた旨が書かれていたのだ。不審に

手紙に、バスの車掌に郵便為替を託

た。松田さんの息子が父親に当てた

飛び出し、小屋に隠れるのである。

覚すると、仕置きを受ける前に家を

と思い立ったことである。悪さが発

人が、山の中に自分の小屋を持とう

進歩（？）したことと言えば、隼

に怒鳴られる毎日が始まった。

った。

目を括り直すと、隼人を持ち上げ、

之助は黙ったまま縄を枝に括りつけ
隼人を睨みつけている。そして、何

され、その悪行が知れてしまったの

問い合わせたところ、三人が割り出

カツは喜んだ。しかし、それは束

松の枝に吊るし始めた。

ている。隼人は泣き出したい気持ち
今度は、隼人の周りをぐるぐる走り

度も「キーッ、キーッ」と叫ぶと、

「どげんすっとお」

死んだ振りをした。が、吉之助は、

をぐっと堪え、唇を噛み締めてまた

出され、校長から厳しい叱責を受け

その後、三人の父親が学校に呼び

いった。そしてついに人一人が横た

り、木を切り、それらを組み立てて

だ。隼人は、暇を見つけては山に登

小屋があれば、猿が出て来ても安全

目にも留まらぬ素早い攻撃は、人

た。彼らは松田さんに涙を流して謝

成させた。

わることのできる粗造りな小屋を完

だった。

間には太刀打ちできない激しさがあ

償した。そして家に戻ると、それぞ

り、三人の子どもが横領した金を弁

出し、様子を探りながら攻撃を仕掛

り、さすがに恐ろしくなった隼人は、

隼人を気遣う素振りも見せず、吊る

吉之助の足音が遠ざかると、山肌

とうとう我慢しきれなくなって、大

けてきた。

の冷気がひたひたと迫ってきた。縄

れ、息子に厳しい仕置きをしたのだ

し終わると、さっさと山を降りて行

が身体に食い込み、千切れるように

声で泣き出してしまった。隼人の泣

った。

ってしまった。

痛い。隼人の目に涙が溢れてきた。

き声は山じゅうに響き渡り、麓の山

ヒロシは、庭の木に括り付けられた

られて一晩じゅう山の中に放置され、

因みに、タツオは、鶏の籠に入れ

のミツが握り飯を運んで来てくれる

隠れた。何度か繰り返す間には、妹

いち早く家を飛び出し、この小屋に

ると、カツの怒りを察知するや否や、

こともあった。

（つづく）

ということだった。

体が成長し、身のこなしが敏捷にな

実際、この小屋は役に立った。身

（松田さんのお金を使った、あんこ

川家にも届いた。
「隼人、隼人」

泣き疲れてぐったりしていると、

とに違いなか）
隼人は確信した。
と、その時、薮の中でガサガサ動

呼ぶ声がする。気がつくと、猿の
姿は消え、カツが立っていた。

く物がある。ぎょっとしてそちらを
見ると、大きな猿が一匹、飛び出し

その後しばらく、隼人は、父母の言

この出来事がよほど応えたとみえ、
げな目に合うか、わかりやったか」

いつけを守り、喧嘩を仕掛けられて

「人様の金ば、だまし取ったら、ど

猿は、様子を窺うように隼人の周

カツはきつく諌めると、隼人を松

て来た。
りをぐるぐる回り、大丈夫と見て取

の枝から降ろして、縄をほどいてや

もじっと我慢する日を送った。

ったのか、手で隼人の足を引っ掻く

ふみの会ニュース（４）

だ。石を持って身がまえながら、
（ダ

し、自分のこぶしほどの石をつかん

ル ル は あわてて まわ りを手さぐ り

黒いシェパード、ダンだ。ダンはま

らに走ってくるものがあった。まっ

その時、もやの向こうからまっしぐ

進めた。ルルは石を高くふりあげた。

はきながらルルを見上げ、次の命令

めた。そして、ハアハアと荒い息を

ダンはしぶしぶ追いかけるのをや

「だめ、おいかけちゃあ！」

おうとするダンにルルはさけんだ。

蒲原 ユミ子

ン、早く帰って来い！）と心の中で
たたく間にルルのいる岩かげに飛び

を待った。ルルは体中のはりつめた

②

さけんだ。けれど、ダンはあらわれ

こむなり、ウウウッとうなり声をあ

ものがぬけ地面にへたりこむと、ダ

ルルの旅

ない。ルルは鋭く口笛を吹いた。ダ

げた。体はダンの方がずっと大きい

（再出発）

ンに聞こえたら飛んでくるはず。し

ンの首筋をなでた。
いの、ダン」

「わたしの側をはなれるんじゃあな

が、相手は四匹だ。
ルルは石を持ったまま立ち上がり、

ばらく吹き続けた。しかし、ダンは
あらわれない。光る目のやつらはじ

いつでも投げられるように身がまえ

ルルとダ ンは 街中を歩 いて い た 。

っとルルをうかがっている。ルルは

し、飛びかかる体勢に入った。前足

朝方こわい思いをした後、黒パンの

ダンはきまり悪そうに頭をたれた。

だん だん 森に 朝の光が さし 、立ち

で地面をけった時、ルルがそいつに

残りを食べてすぐ歩き出した。そし

た。互いににらみ合う。しびれを切

こめたもやがゆっくり移動している。

石を投げつけた。石はちょうど鼻面

て昼前にやっと森を出られた。森を

ぞっとしたが、どうすることもでき

いつの間にかルルを取りかこむ獣た

にあたり、同時にダンがそいつの喉

出ると、すぐ町並みがあった。銃弾

らした野犬の一匹がぐっと頭を低く

ちの輪がちぢまってルルに近づいて

元にくらいついた。

ない。

い る。や つ ら は 鋭 くど う も う な 目 を

さんに会うまでは！）ルルは全身を

にぎりしめた。
（まけるもんか、お母

ルルは手の平に血がにじむほど石を

かわし、やっとダンからはなれると、

ンにおそわれた一匹は必死に攻撃を

さっともやの中へ去っていった。ダ

あげると、残りの三匹は後ずさって、

てきた。近づいてみると、幌馬車の

の悲しいヴァイオリンの音色が流れ

町の広場までくると、きれいでも

く目立たないようにさっさと歩いた。

よりずっと多かった。ルルはなるべ

は飛んでこないが、兵隊はルルの町

キャイ～ン！

目にして野犬とにらみ合った。一匹

仲間の逃げた方向へ走り去った。追

そいつがひめいを

した野犬だった。
（かみ殺される！）

の体の大きな野犬がそろりと前足を

前で黒ひげのおじさんがヴァイオリ

ンをかなでている。年よりやおばさ

んたちが立ち止まって聞いている。

ルルはお母さんが家にいて小さいル

ルに歌を歌ってくれたことを思いだ

した。なつかしくて切なくて胸がい

っぱいになるよう なメロディだ った。

ヴァイオリンの演奏が終わると、

おじさんはタンバリンを鳴らし始め

た。すると、ルルより少し大きいき

れいな少女が出てきてタンバリンに

合わせて踊ったり宙返りを始めた。

ぴったりした黒い衣装に片足首にし

ばった金色のリボンがとてもすてき

で、ルルは口をあけて見とれてしま

った。黒い瞳の少女は人を引きつけ

てはなさないような妖しい笑顔で踊

り続けた。まるで、真夏の夜のいた

ずらパックのように。少女が最後に

二回転宙返りしてフィニッシュを決

めると、見物人は大きな拍手をして

ざるの中に小銭や札を投げ入れた。

音楽 が終わると見 物人 は立ち去 っ

た。いや、幌馬車の前に並んでいる

人もいる。よく見ると、黒いマント

を着たおばあさんが水晶を見つめて

いる。占いだ。ルルは、お母さんが

見つかるかどうか、占ってもらいた

（５）ふみの会ニュース

つけるわ）と思ってがまんした。そ

くちゃあならないし、自分の力で見

かったけれど、
（お金をせつやくしな
「よかったら、あたしたちといっし

女が言った。

じゃあ」と言って歩き出した時、少
うまかった。

ばあさんの焼いたパンも香ばしくて

グルトスープはおいしかったし、お

ら飛び出そうになった。口がからか

た。ルルはびっくりして心臓が口か

暗くどうもうな目をした兵士だっ

けにとられた。ダンは初めての人間

満足そうになで続ける。ルルはあっ

はいい子だねえ」と少女はかがんで

女にあずけている。
「よしよし、お前

「おうちの人にしかられない？」

車にもぐりこめるよ」

「あんたはちっこいから、何とか馬

「ほんとにいいの？」

少女を見た。

そ う じ を 終 わ ら せ、 ダ ン を 散 歩 に 連

って干している。ルルは馬車の中の

は幌馬車の修理、ジーナは衣装を洗

の朝食をすませてジーナのお父さん

きて一日が始まる。お茶とパンだけ

ーナ一家の朝は日の出に合わせて起

をするようになって一週間たつ。ジ

ルルがジ ーナ 一家とい っしょに 旅

秋が深まってきた。

「ダンと散歩をしているだけです」

気をふりしぼって言った

かる体勢にはいっている。ルルは勇

と、ダンが頭を低くし兵士にとびか

と低いうなり声をあげた。ふり返る

ルルによりそっていたダンがウウッ

頭のしんがき～んとしびれてきた。

ルルはますますパニックになって

「答えろ！ さもないと、うつぞ！」

なった。

らして言葉が出てこない。兵士はど

しれないけど、その町の近くを通る

ょに行かない？

にこんなに心を許したことはないの

少女はいたずらっぽく笑った。

れ出した。幌馬車があまり移動しな

兵士はルルをにらみつけ、黒い銃

だ い ぶ 遠 回 りか も

さっき踊っていた少女がもう着がえ

して、宿をさがそうと歩きだした時、

だ。しばらくして、少女は立ち上が

「かわいい女の子はいつでも大かん

い日はダンが運動不足になってしま

ダンは少しも嫌がらず頭や体を少

ルルは信じられないような思いで

から」

りルルの身なりをじろじろ見て聞い
げいさ」

て来ていきなりダンをなで始めた。

た。
｢

女の目つきはまじめだった。ルルは

走っていた。ルルは街中を通りぬけ

っている。ルルもダンも気持ちよく

今朝は秋晴れで空が高くすみわた

っすぐ見つ

てなるものか！）と思い、兵士をま

度胸がすわってきた。
（ここで殺され

を見ているうちに、ルルはだんだん

を向けたままだ。ゆがんだ兵士の顔

ほっと肩の力がぬけ、少女に心から

郊外に出ようとしていた。かなりの

めた。

うからだ。

「ありがとう」と言った。

スピードで街角を曲がった時、ルル

ルルは照れた。かわいいなんて今

た。

少女はジーナといって一二才だっ

はだれかにぶつかり、ぼ～んとはね

｢

少女は「へえ～」と言いながらル
ルを見つめた。

そろそろ泊まる宿をさがさなければ

を見続けた。ルルはそわそわした。

外で折りたたみ式のテーブルの上で

日の夕食は幌馬車を郊外へ移動し、

二人もルルを歓迎してくれた。その

「どこへ行く！」

だ。

がいきなりルルに銃を向けてさけん

が二人立っていた。そのうちの一人

少女は腕を組み、じろじろとルル

ならない。きのうみたいなこわい目

食べた。ルルも手伝って作ったヨー

まで言われたことがない。でも、少

お母さんをさがしに行くの」

た。一家はお父さんとおばあさんの

まま見ると、そこに大きな体の兵士

とばされた。ルルが尻もちをついた

ルルはうなずいて小さい声で言っ

「それで、どこまで行くの？」

芸を見せながら旅をしているそうだ。

三人家族。一年中、幌馬車に乗って

旅をしているの？」

「海辺にあるＡ町」

に会うのはごめんだ。ルルが「それ

ふみの会ニュース（６）

す！」と与那国空港で別れたものの、

冬休みが終わる頃、
「絶対また来ま
きの飛行機の中で、京都での避けよ

どうだろう。やっと一人になれた行

な顔をするだろう。みんなの様子は

多村 喜木子

心の中では、ずっとしてみたかった
うのない現実的な悩みは考えないよ

沖縄の思い出⑲

化粧をしてお洒落な洋服を着てヒー
事ばかりを考えていた。そして、今
回の旅が今までと違うことに気が付

うにして、これから行く与那国島の

るのだ。きっと生活が大きく変わる

いた。夏休みに西表島、冬休みに与

過ごしている憧れの女子大生になれ
だろうから、またこんな日本の端ま

那国島と、いつも初めての場所と初

ルのある靴を履いて毎日を華やかに

で来たいと思わなくなるだろうなぁ

う「沖縄離島情報」に頼らなくても

めて会う人に若さと無知からか恐ろ

入学金を払うだけで精一杯の惨めな

乗り継ぎや待合室での過ごし方を心

……と思っていた。しかしその後、

状況となり、家の中では許せない父

得ているし、私のことを知って待っ

しさはなかったものの多少の不安を

に母が気を使うというおかしなこと

ていてくれる人がいる。周囲の観光

感じていたが、今回は違うのだ。も

になっていて、もう耐え切れなくな

客とは違う与那国島と関わりのある

思いもよらない父のゴタゴタに巻き

ったというよりは逃げたいだけで与

自分や旅慣れている自分に酔いしれ

込まれ、華やかな女子大生どころか

那国島に行こうと決めた。そして、

ながら、久しぶりに心からウキウキ
西表島に行く時も与那国島に行く

とする感覚を味わった。

またしても親に相談なく航空券を購
入してから報告をし、一日でも早く
ここを離れたいと春休みになった途

からの飛行機を降りた瞬間にムワッ

時も必ず通過する石垣島空港。大阪

短い電話で淳子さんはふたつ返事

とした生暖かい空気が体中を包んで

端さっさと与那国島へ向かった。
をくれたものの、実際に会えばどん

放され、一気に沖縄モードにスイッ

くる。いつもこの瞬間に体や心が開

きな場所にさせていった。

那国島を単なる逃げ場所ではなく好

久々に会った淳子さんは、決して

と言って迎えてくれた。そのさり気

チが切り替わるのだ。ここまで来た

下に見える青い海と点々とした島々

ない言い方が淳子さんらしくて、す

大げさに歓迎することもなく理由を

を見ながら次第に胸が高まっていく

ぐに冬休みの時の調子を取り戻し、

聞くこともなく「本当に来たね～」

のを感じる。そしてだんだんと高度

本当に来て良かったな～と思った。

機に乗り換えて、二重ガラスの窓の

が下がり、さきはら荘のある祖内の

にさきはら号で宿に向かった。途中

そして、同じ便で到着した客と一緒

ら与那国島はもうすぐ。小さな飛行

ダハナタの展望台が目の前に迫って

町の様子がハッキリと見えてティン

に見える海や見慣れた建物や町の様

子が、冬休みの間しかいなかったと

くると間もなく着陸だ。
与那国空港に着くと、前回は何を

いうのにもう懐かしく感じられて、

だけど何も変わっていなくて、そこ

するにもキョロキョロとしていたの

で仲間たちと再会を喜んで宴会をす

さきはら荘では毎日目にしていた食

（ 一 人 旅は こ う い う 些 細 な こ と が や

るうちに、京都であったことを忘れ、

に、今は荷物の取り方からベルトコ

たらと気になる）までわかっている。

おかしいぐらいに誰に対しても突っ

ルや椅子のひとつひとつが当たり前

顔には出さないが、日本の端にある

張っていた肩の力も抜け、自然な自

堂のオレンジ色の足がついたテーブ

家族も友人も知らないこの島で勝手

分を取り戻していた。そして、ああ

の待機時間にちょうど良い立ち位置

がわかっている自分にいたく満足し

こんなところにも私の居場所があっ

ンベアーが動き出すまでの数分ほど

ーミナルビルまで歩いてくる私を先

たんだ。と救われたような気持ちに

ていた。そして、飛行機から空港タ
に見つけて笑顔で待っていてくれる

その日の夜から前回と同じく淳子

なった。
た。この、思わず「ただいま」と言

さんの部屋にお世話になることにな

淳子さんに気づいて大きく手を振っ
ってしまいそうになる温かさが、与

をもらい、またしても他に部屋が余

てみたら、意外にも嬉しそうな反応

かして淳子さんと同じ部屋を希望し

うする？」と聞かれたので、冗談め

った。宿に着いてすぐに「部屋はど

さきはら荘の仲間も客も、女子大生

という間で、すぐに帰る日が来た。

春休みは短い。楽しい日々はアッ

ロするだけで時間が過ぎていった。

人で色んな話をしながら島をウロウ

縄ソバを食べに行ったり、いつも二

たおいでね」と挨拶を交わして空港

っているにも関わらず、その狭苦し

翌日から朝食の準備にゴミ出し、

で別れた。本当に短い間だったけれ

になる私に「そんな頃に戻りたいな

水回りや客室の掃除といつも通りの

ど、京都の家族や友人や学校やお金

い部屋が私たちの秘密基地や陣地の

仕事が始まった。客は年末年始のピ

に気を使うことなく、自分一人で開

ぁ～」なとど明るく声をかけて見送

ーク時ほど多くなく、予約のない日

拓した世界で伸び伸びと過ごすこと

ように客の悪口から仕事のグチまで

は自由時間が増えて嬉しかった。季

が出来た。今から思えば、甘やかさ

ってくれた。私は、今度こそもう来

節は春だったけど、さすがに泳ぐに

れて 育ち 、自分 勝 手な 考えで 悲 劇 の

何でも言い合い、互いをさらけ出し、

はまだ早く、淳子さんと島一周ドラ

ヒロインのように落ち込んでいた私

ないだろうと思っていたし、淳子さ

イブに出かけたり、島中の色々なビ

だったが、この経験が本当に大きな

ほとんどの生活を共にし、少しの年

ーチに行って写真を撮ったり貝殻拾

励ましとなった。そして四月から始

んもそう思っていただろう。でも互

いを楽しんだ。その他、何をしてい

まる新しい大学生活に期待と不安を

齢差はあるものの友情を深め合って

ただろうか……とにかく何もない島

共存させながら、与那国島での楽し

いに口には出さず、
「また来ます」
「ま

だったけれど、淳子さんが本当に与

かった思い出をしっかりと心の中に

いく最適の環境だった。

那国島が大好きで、ガイドブックに

しまった。
（つづく）

は載っていないビーチやきれい景色

良い時しか営業しないという幻の沖

を教えてくれたり、おばあが調子の

（７）ふみの会ニュース

新

春

中井 豊

が、一一月に軽い脳梗塞で一週間入

一〇月に八五歳になった私の母親

たようだった。葬儀では故人の精力

てからは、山歩き、海外旅行（わが

院した。退院後は要介護一級に認定

昨年は三月に家内の母親が脳内出

妻子もブータン、ネパール、バリな

され、トイレと風呂と出入り口に手

的な活動ぶり、寄与ぶりが、コーラ

どに連れて行ってもらった）
、コーラ

摺をつける補助金が出ることになっ

血で亡くなった。一九二六年生まれ

スと盛んに活動し、気丈に一人で暮

た。年が明けて、週二回程度のリハ

って来た。

らしていたが、通院していた病院で

ビリを受けるため、近くの病院へ家

ス仲間らの死を惜しむ言動から伝わ

倒れ、一旦は意識を取り戻して孫娘

だから、享年八二歳ということにな

達と言葉を交わしたらしいものの、

内に付き添われて通っている。寒い

る。娘二人を嫁に出し、夫を亡くし

私が行った時は意識がなく、その夜

ため、家では寝床に入っていること

が多いが、家族のためにも寝たきり

のうちに亡くなった。
義母の住んでいたマンションの居

にならないでいてもらいたいものだ。

近所にオープンした温泉へ一緒に出

室は洋裁の仕事部屋になっていて、

の材料が並んでいた。裁縫台には愛

掛けた（妹は行かなかった）
。妹は家

年末には神戸市郊外に住んでいる

用の様々な裁縫道具が何時でも仕事

内と同い年である。旦那は徳島県へ

妹の一家四人が母を見舞いに来て、

ができるようになっていた。布でで

単身赴任していて、来年が定年らし

届く壁際の棚には各種の糸や布など

きたドングリの房のブローチが菓子

来の、会社を離れた生活に多少不安

い。再雇用の途はあるにしても、将

真ん中に据えられた裁縫台から手の

人にプレゼントするために作ってい

箱にどっさり残されていた。周りの

ふみの会ニュース（８）

屈な気持ちになる。それはともかく、

にして「私は老人だ」と言えず、卑

はないが、まだまだ本が読めるよう、

ものである。多くの本を読むわけで

な交際のできる相手だ。実に有難い

を抱いている様子だった。
母親より先に死なないよう、努めて

正月には三人の娘達が帰って来た。
今年は一緒に見るＤＶＤもＶＨＳも

ＴＶを見る時間を減らして、目を大

手が伸びてきているように思う。Ｔ

才は楽しい。この頃、上方漫才の若

ようにしている。すぐれた落語や漫

「東西寄席」などは、なるべく見る

「紅白歌合戦」は見ないが、正月の

が出るようである。

を 見る と 頑 張 れ る の か 、 自 然 に 元 気

に家族の写真を撮る。母親も孫の顔

退屈し、デジカメを出して、夕食時

いるのかも知れない。帰ると直ぐに

祖母の顔を見ることを義務と考えて

とにしているようだ。帰って両親や

人とも盆と正月くらいは家に帰るこ

う。最近、二冊の本を出版し、ちょ

のゆとりが幾らか生まれた証拠だろ

持ちになるのは、小動物を眺める心

木に止まるのを見付けて喜ばしい気

ジロを見ることはある。メジロが庭

接する山には低木が茂っていて、メ

昆虫はまだ姿を見せないが、家に隣

とにジャガイモを植えようかと思う。

に種を播いた庭の大根も抜いて、あ

予兆が潜んでいる。去年の一〇月末

ように感じ、冷たい大気の底に春の

ると、存外日射しが強く照りつける

応える。とはいえ、いったん晴れ渡

北風の強い、曇った日など、やはり

知 れな い 。家内 に は

い と い け な い の かも

労 す る 機 会も 作 ら な

薄 くな っ た家 内 を慰

く な り 、 随 分 頭 髪も

に 、老眼 鏡が離 せな

や 野鳥 に 親 しむ と 共

目 を 向け 、庭 の 野 菜

そ ろ そろ 身 の回 り に

まうこと が多か っ た。

出 掛けて 頑 張 って し

た つも り で も 、 つ い

べ く自然 に生きて き

た 努力も せ ず 、 な る

こ れ まで は 、 大 し

切にしなければいけない。

山歩きしなければなるまい。

Ｖについては、批判的な報道番組が

っとホッとしている。いずれも引き

も う両親 はいな い の

今が年中で最も寒い時期である。

持って来なかった。普段は寄りつく

乏しくなり、
「考えない国民づくり」

受けてから三年程かかった仕事であ

だから。

こともなく、それでいいのだが、三

に邁進していることが憂慮される。

る。

うまでは、残念ながら老人と認めて

では「後期高齢者」の保険証をもら

と満足したいところだが、今の日本

った。やっと老人の仲間入りである、

迎えて年金の一部をもらうようにな

いうのは人間関係に悩まされず勝手

か読みたいとは希望している。本と

分だけの時間を増やし、本をいくら

襲するだけである。ただし、少し自

切にし、これまでの暮らしぶりを踏

これからも、古くからの友人を大

自分も確実に年齢を重ね、還暦を

もらえなさそうだ。なかなか声を大

内田幸彦

円も無駄使いはしないと言う。

ない、酒も呑まない、無駄な金は百

一億円貯めた人がいる。煙草は吸わ

私の知った人に、サラリーマンで

う。知人、友人の葬式でも、出した

け前を請求し、一人前もらったとい

後に「私も親族の一人だから」と分

遺族への遺産の分配役を頼まれ、最

身内から、
「主人が死んだから」と

というのである。

とあった。苦労の根源はお金である、

に大別される。

お金の話

預金は元金を元子さん、利子を利
香奠の返しが多いとか少ないとか言

〔エッセィ〕

子さんと通帳を区別し、決して儲け

うらしく、よくない噂は止め処（と

何で読んだか、古い話なので忘れ

や利息は使わず、月一度は財産の決
めど）なく流れてくる。

うから芸が細かい。

で売り、会社で交通費をもらうとい

券をもらうが、それは金券ショップ

私鉄の株を持っていて、優待乗車

人の世話もしないのでは？

あるい

だから 、 他

から他人の世話にはならない、とい

冷たいように思う。自分は金がある

と思う。お金持ちは平均的に人間が

それ程お金が大事か、欲しいか、

いが、私にも人生で二度、金運が廻

なだから、お金が貯まった経験はな

らそれが貯金だと思っている。そん

人並みの生活をして、それで残った

くない。普通に世間づきあいもし、

た、爪に火を点すような生活もした

ような事をしてまで欲しくない。ま

ないが、他人からとやかく言われる

金を欲しくないとまでは私も言わ

――人間の苦労は、すべて色と金

たが、

算をすると言う。

せて宿をするが、場代として、電気

は、下々（しもじも）に物を言うと

ってきたことがある。

見積もらせ、散々値切っておいて他

家を修理するのに、近所の大工に

物は何でも買える。誇り、自信、地

心も買えれば、美女をはじめ欲しい

言うまでもなく、お金によって安

制だったので、飛ぶように売れた時

を売らせてくれた。当時、繊維は統

て、出目（予定以上に出来た商品）

二十 四、五歳 の頃 、繊維会 社にい

う意識があるのでは？

代、お茶代、部屋の汚れ賃を仲間か

金を借りられると思うのか？

の大工にやらせたり、うっかり四、

位、権力と、買えないものはない。

代である。

麻雀が好きで、自らの家に呼び寄

ら取るそうである。

五ヶ月集金を忘れた牛乳屋さんに、

お金にはそれだけの魅力もあり、魔

る？」

と言える。

力もある。それだけに、貴重で怖い

出目を売ると二、三万円の儲けは楽

給料は一ヶ月七、八千円なのに、

いくら負け

と言ったとか。

「全部払ってやる ！

（９）ふみの会ニュース

に手に入り、節約することなく小遣

いを使っても直ぐ数万円貯まってく

る。あまり勿体ないと思い、一枚二

枚と紙箱に入れて 置いたら、三十五

万円まで貯まった覚えがある。だが、

そんな浮いた金は身につかず、病気

になって使ってしまった。

もう 一度は、バブ ルの最高時に工

場の余分の土地を売り、やっと人並

みのレベルになった。しかし、嬉し

くはなかった。努力して儲けたので

はなく、勝手に値上がりしたのだか

ら。いわば、天の恵みだった。
「金は

天下の回りもの」と、海辺の家の購

入と株と遊びに使ってしまった。

貧乏の反動もあるのだろうが、私

はお金を「使うもの」と考えている。

サラリーマンにしろ、商売人にしろ、

お金を儲けるには努力も苦心も辛抱

もいろいろしている。そのご褒美と

して使うべきだと思う。滅多にない

ことだからこそ、旨いものを食うの

日へのエネルギーになるのでは、と

も、欲しいものを買うのも、また明

思う。

ホリエモンとムラカミという財テ

クの急成長ベンチャーで大儲けした

若者がいたが、花火のようにパッと

ふみの会ニュース（１０）

に犯罪者となって罪を問われている。

咲き、間もなく消え、挙げ句の果て
ない。そこで、私はお金をからませ

（つきあ）う人はどんな人か分から

パンドラの箱

第二部

藤川博樹

ラーもの、はやりものなどの場合、

てみる。悪い人、狡い人、吝ん坊は、

第四章 樽井社長が免許を取り
に行って逮捕されたこと

荷し、多くの場合には八割、九割の

最初から、
《こいつらは長くない。見

樽井社長は、常三がいた前の会社

返品を食らう。返品はすべて断裁し

最初に何万冊何十万冊も印刷して出

はならない。大手出版社のベストセ

と音頭を取っておいて、支払いにな
の星野社長と友達で、星野社長に頼

てしまう。倉庫代がかかるし、置い

むからツイ本性をさらけ出す。

ると後退（あとずさ）りする人、借

まれてよく本の改装のアルバイトに

ておいても旬をすぎた本は売れない

即座に正体を現す。金には欲がから

いくら商売であろうと、せっかく
りた金を返さぬ人、お金があっても

来ていた。その頃、まだまだ樽井書

は思った。案の定、社会から葬り去

他人様が長年努力して築き上げた仕
払わぬ人、……。お金は雄弁にその

ているうちに姿を消すだろう》と私

事を金の力で横取りするなど、合法
人を語るから怖い。

「久し振りだ。呑みに行こう！」

的かも知れないが、うまく行く筈が

られた。

ない。頭のいい人には、目先は見え

からである。当たった本でどかっと

儲け、はずれたらすぐに損切りする。

房も暇だったのである。

ヤスリで磨き終わった裸本は、印

返品された「はだしのゲン」のカ

るが、人生経験が少ないから世間が

刷屋からもらっておいた余ったカバ

資本主義経済の原理がここにも働い
された本の山は、裸のまま無造作に

ーや、新しく発注して印刷してもら

バーをほどき、裸の本を束ねて、小

細い紐で縛ってあるだけなので、輸

っ た カ バー で 一 冊 ず つ く る み 直 し て

分かってはいない。手っ取り早く大

私はお金が怖い。うっかりすると、

送の過程で汚れている。ひどい場合

いく。カバーは数枚ずつまとめて折

ている。

お金の魔力に魅入られ、常識をなく

には、足跡が付いていたりする。そ

口を紙ヤスリで磨く。取次から返品

し、人を人とも思わなくなり、鬼に

れでも本というのはけっこう汚れに

り目をつけ、本の見返しから本体を

儲けした末に、商法違反の犯罪者に

もなりかねない。お金にはそんな恐

強く、汚れは本の中までには達して

一周するようにして、カバーをかけ

なった。

ろしい性質がある。金のため長い人

いないので、小口を磨けば再生して

うまく折りめをつけないと背文字が

生をしくじっては馬鹿らしい。人生

は売れない本でも在庫しておいて、

る。作業にはけっこうこつがあり、

お金で失敗し、お金で軽蔑され、

ずれてしまう。

再出荷できるのである。弱小出版社

お金で犯罪を犯す――現代は金地獄

数千件もある中小出版社の日々のつ

こつこつ何年もかけて売る。日本に

八十年は長いのだから。

と言える。お金ばかりが人生じゃな

ているのである。紙の資源も無駄に

ましい努力が日本の出版文化を支え

うしているときが一番ほっとすると

は常三とカバー替えをしながら、こ

単純な作業の連続だが、樽井社長

い。幸福は心の中にある。楽しみも
他にいくらもある。
長い商売の体験だが、初めて交際

（１１）ふみの会ニュース

業しながら常三と二人でよしなしご

苦労など、何も考えなくて良いし作

いう。日々のごたごたや資金繰りの
そのまま居心地がいいもんで居つい

か言われて」飯を食わしてもらい、

ょっとあがっていかない？ かなん

なってしまい、ちゃんとした会社に

たのは良いが、警察に追われる身に

まんまと成功して、借金は全部返し

き樽井社長を見て「なんだお前かよ」

べを受けたとき、ベテラン刑事は若

担当刑事に引きあわされて取り調

ように逮捕されてしまったのである。

ンで逮捕されてしまった三浦某氏の

と愕然とした。樽井氏があまりにも

っていた。喫茶店に入って人と話す

若く初々しいのを見て落胆の色を隠

就職するのにも鈴木という偽名を使
と きに も 壁 を 背 にし て 座 り 、 か す か

せなかったのである。窃盗団の最後

じゃないですか」と常三。そう指摘

な物音や人通りにもハッと振り返る

につかまった樽井社長は、すでに逮

てしまった。
「それってネコとおなじ
されて、樽井社長はおどろいて「あ

ような生活になってしまった。年金

捕されていた連中からすべての罪を

かなか楽しい。
そうか、俺ってネコか」
。

も健康保険も鈴木市蔵名義なので、

かぶせられ、最大の大物にしたてら

とを問わず語りに語り続けるのもな

を借りていて、ネコがたくさん居つ

樽井社長はいまだに無年金者なのだ

樽井社長は世田谷の坂を下った

いている。家は買わない。ローンを

という。

等々力渓谷にけっこう大きな一軒家

して後者を選んだのだ。どっちみち

ても引っ越せない。俺の性格だと家

買ってしまっては引っ越したくなっ

尻にくっついていた二十歳代そこそ

っくにつかまってしまい、盗賊団の

たときにはホッとした。窃盗団はと

わず語りに語り続ける。

カバーを取り替える手を休めず、問

樽井社長は、本をヤスリでこすり、

ったのである。

も居心地が良いもので居ついてしま

ラネコに餌をやっていて、ネコの方

奥さんがネコ好きだからである。ノ

のルートで、密輸グループをおしえ

て聞いていると、なんでも知り合い

んでもないようにいう。常三が驚い

「最終的に金の密輸で返した」とな

うしたんですか？」と常三が聞くと、

作ってしまったという。
「その赤字ど

っていて、担当した事業に大赤字を

若いとき 日中友好 の団 体に かかわ

あるまいが、警察はずっと指名手配

恢疎にして漏らさずというわけでも

察がいて逮捕されたという。天網恢

けられた。ぎょっとし振り向くと警

は「樽井信三さんですね」と呼びか

かけ階段を降りようとした樽井さん

て免許証を取得し、受け取って帰り

免許は本名でないと取れない。晴れ

ざるをえなくなった。もちろん運転

れてしまっていたのである。

組むのと家賃を払い続けるのを比較

賃の方が絶対にいいと。この判断は

逃げおおせていた。ある時、会社の

この若輩者であった樽井さんだけが

そんな生活だったので、逮捕され

後になって正しかったことが証明さ

お金を払い続けなければならないし、

れた。樽井さんはその谷に定住しな

奥さんとの結婚のいきさつも、集

られ、西日本の海岸まで行って密入

していたわけで、アメリカ領サイパ

都合でどうしても運転免許証をとら

会に本を売りに行った帰りについで

国者から金を仕入れたのだという。

かったからである。ネコがいるのは

に車に載せて家まで送ってあげ、
「ち

本酒・焼酎、それらをダースで購入

かった。その後も戸棚や米櫃や思わ

出る、という話を思い出しておかし

蒲原直樹

華子さんは華道家で、混沌駅前カ

し、あちこちに分散して隠しておく。

センセと華子の酒かくし

八木栄才 先生 が酒を飲 むようにな
ルチャースクールの講師をしていた。

ぬ場所から酒瓶が転がり出てくるこ

渾沌市凡日録 ４４

ったのは定年を過ぎてからだ。混沌

とが続いた。

「この家はまるで酒のビックリ箱ね

素早く取り出して飲むのだ。華子さ
んは自宅を空けた日は、帰ってきて

え」

そして華子さんがうちを離れた時に

「あなた、私の留守の間にお酒飲ん

からあちこちをひっくり返して酒を

さて、かくし酒を没収されること

を空けることが多い。出かける前に、

くことや、陶芸、彫刻などに取り組
じゃだめよ、お医者さんの言うこと

探すのが習慣になった。

が多くなった栄才先生は別の手を考

そのために渾沌市南部呑気町の自宅

みたいと考えていた。しかしいざ学

を聞かないと大変なことになるの

ベッドの下・机の後ろ・テレビの裏

西高校の美術教師だった栄才先生は、

校現場を離れるとなんだか心にポッ
よ」

側など空間のある所はくまなくチェ
ックする。そして見つけた酒は開封

えなければならなくなった。うちで

て溜息した。

しまいに華子さんはそうつぶやい

カリ穴が開いたようで、何もする気

に帰宅してみると先生はグデングデ

ときつく言い聞かせるのだが、夕方
ンに酔っぱらっているのだった。こ

を門前払いするようになっていた。

もと もと そんなに 飲め る方で はな

先生は若い時の怪我で右足が悪く、

飲めなければ外に行くしかない。し

酒さがし」の戦いが何年も続いた。

あまり遠くまでは出歩けない。仕方

して流しに捨てる。もったいないこ

ある年の暮れ、大掃除をしている

うなると一時も目が離せない。しか

仕事は辞めたものの、華子さんに

と仏壇の裏からワインの瓶が三本転

かった栄才先生が、飲みだすと酒に

は買い物や会合など出かけなければ

かし近所の飲み屋はすでに華子さん

やがて朝から飲むようになった。朝

ならない用事も多い。栄才先生はそ

なく軽自動車を運転して隣り町に出

とではあるが、夫の健康のためには

から晩まで飲み続ける酒の量はそう

がり出たことがあった。クモの巣が

かけた。野々田線酒根駅前の立ち飲

たなく華子さんはスクールの講師を

とうなものになり、女房の華子さん

んなちょっとした隙を見つけては盗

かかり、ホコリをかぶったワインは

み屋でしこたま酒を飲み、自動販売

おぼれるようになった。夜の酒だけ

はみかねて先生を病院に連れて行っ

み酒をした。華子さんは近所の酒屋

かなり前に隠されたものらしい。か

機で買ったワンカップを上着のポケ

の手が回っていて、どこも栄才先生

た。そこで栄才先生は医者から「ア

には「うちの夫には売らないで」と

くした先生が忘れてしまったのだろ

ットに入れて、また軽自動車で帰る。

やむを得ない。そんな「酒かくし・

ル中」宣告を受け、今後酒量を減ら

頼んでいたが、先生は電話帳を見て

当然、飲酒運転だ。表通りを走ると

辞めた。

すように厳命されてしまった。しか

にかくしたドングリのありかを忘れ

う。華子さんは、頭の悪いリスが秋

警官に停められることが多いので裏

ルコールが入っていれば酒の種類は

てしまい、春になるとそこから芽が

遠くの店に配達を頼むのだった。ア
問わない。ウィスキー・ワイン・日

しアル中がすんなり酒をやめられる
さんの熾烈な酒争いが始まった。

わけがない。その日から先生と華子

ではなく昼間から飲むようになり、

押入れや下駄箱の中はもちろん、

に入り込んだのが酒だったのだ。

がしなくなってしまった。その隙間

定年で時間が出来たら好きな絵を描

ふみの会ニュース（１２）

（１３）ふみの会ニュース

それから後はまた素朴な「酒かく

華子さんは夫の悪知恵に感心した。

二○リットルというと一升瓶で十本

先生は華子さんに免許証と車の鍵を

し・酒さがし」夫婦の生活に戻った。

以上だ。それをせっせと詰め込んで

道を走る。畑の中の細い道をトロト

その頃には栄才先生も七○才を過ぎ、

取り上げられてしまった。
「か くし酒」 が出来ず 、飲 みにも

た。栄才先生はこのポリタンクから

いる夫の姿を想像するとおかしかっ

ロと走るのだが、酔っぱらっている
ので当然道を外れる。近所の人は田

しなくなり、晩酌として五百ＣＣの

酒をついで飲んでいたのだろうか？

酒に弱くなってきた。朝酒・昼酒は
缶ビールと三合の日本酒を飲むだけ

そのあと、注ぎ足して調節などして

「客」だった。客がくれば一緒に酒
が飲めて華子さんもあんまり文句を

になった。その程度ならまあいいか、

いたのだろうか？今となっては分か

行けなくなった先生の最後の手段は

けるようになった。
言えない。先生は友人・元同僚・親

と華子さんも付き合うことにした。

らないことだった。

んぼの中に落っこちた車の中で眠っ

「センセ、こんなとこで寝てたらダ
戚、はては元教え子たちにまで電話

飲むとなったら華子さんのほうが酒

ている先生の姿をしょっちゅう見か

メだべさ」
して自宅に呼びつけた。

とみえた。ダンプは当然、相手がよ

け道に入ろうとして道に迷ったもの

って来た。一六号が混雑するので抜

ら道一杯を占領してダンプカーが走

のアルトが農道を進むと、反対側か

ある日、しこたま飲んだ栄才先生

細い道をトロトロと帰って行くのだ。

引っ張りあげてくれる。先生はまた

起こし、軽トラックで旧型アルトを

と感じる人が多いので最後には誰も

分が「酒のために」利用されている

た先生を寝室に運ぶ羽目になる。自

のだ。最後はいつもへべれけになっ

付き合いする方はあまり楽しくない

先生の酒は酔うための酒なので、お

子さんにはにらまれるし、だいたい

るとそうそう来てくれなくなる。華

につきあっていた人たちも、度重な

最初のうちは喜んでやってきて酒

「ほんと？」

るよ」

ンクね、水じゃなくてお酒が入って

「おばあちゃん、車庫にあるポリタ

んできて報告した。

なっていた孫娘が驚いた顔で駆け込

だけでお茶を飲んでいると中学生に

の冬だった。葬式の後、残った親族

栄才先生が亡くなったのは七五才

悲しくなった。

ともないのだ、と考えてちょっぴり

かくし・酒さがし」ゲームをするこ

考えた。そしてこれからはもう「酒

見していたらよかったのに、などと

優しい近 所の百姓 衆は先生を揺り

けると思ってスピードを落とさない。

来なくな った。ついで に娘たちや 孫

庫に三個ある非常用二○リットル水

華子さんが行ってみると確かに車
先生は宅配のドライバーや郵便配

たものか、どうせなら葬式の前に発

華子さんは大量の酒をどう処分し

しかしこちらの先生は半分眠ってい

たちまで寄り付かなくなった。

は強いのだ。

るものだからトロトロと走り続ける。
ダンプは直前に急ブレーキをかけた

は一個だけで、一個は焼酎、一個は
日本酒が詰まっていた。孫娘は車庫

タンクは、ただの水が入っているの
「大丈夫、車はオレが運転して送っ

で遊んでいて匂いを嗅ぎつけた。彼

るようになった。

飛ばされて畑に落ち、一回転してひ

て行くから」

女はすごく鼻がきくのだった。

達にまで「一杯つきあえ」と強要す

っくり返った。幸いシートベルトは

と言うのだが、自分も酔っている上

「それにしてもよく考えたわねえ」

が二台の車はドカンとモロに衝突し

していたので先生に怪我はなかった

に免許証はないのだった。

てしまった。あわれなアルトは弾き

が、車は大破した。この事故の結果、

ふみの会ニュース（１４）

で死ねるなら飲もうと思う時がある。
現在の睡眠薬の成分には副作用が少
なく百錠飲んでも死なないそうだ。
そう言えば、睡眠薬自殺と言う新聞
記事を今は見かけなくなった。死な
ないけれども、一気に五十錠も飲め
ば意識が朦朧となるだろう。そして
首をくくれば苦しまずに死ねるので
はないか。しかし僕のような悪人は
楽に死ねるなら、などと考えてはな
らぬと思う。苦しみながら死ななけ
ればならないのだ。人間の体は部品
を組み合わせて一つの個体として生
きている。すごく脆く見える。一つ
の部品が壊れれば、いつでもポック
リ死にそうだ。しかし頑健でなかな
か死にそうに無い。どの人にも平等
に少しずつ一定のテンポで確実に死
が近づいてくる。止めようがない。
僕は三年前の八月三十一日の朝、
出勤途中、小田急線の愛甲石田駅の
階段を意識朦朧となって転げ落ちた。
救急車に乗せられたところまでは覚
えている。其の前に警備会社に携帯
電話で連絡をした。駅の階段から転
げ落ち頭を打ってふらふらして今救
急車を待っている。明日出勤します
からと連絡したのだ。
睡眠薬を長い間飲み続けていると、
突然、意識を失うことがあるそうだ。

瀧本 文彦

うの山のお寺で鐘が鳴る。百八つな
る鐘の音は、人間には百八つの煩悩
があり、その煩悩を取り祓うために
鐘を百八つ鳴らすと言う。僕には百
八つどころか、その倍くらいの煩悩
があると思っている。百八つの鐘の
音では足りないのだ。僕は此の一年
を振り返って反省をしている。いつ
の間にか六十一年間生きてきた自分
の人生を振り返り、反省を始めた。
悪事をはたらき、嘘をつき、人を裏
切り、人を傷をつけ、人を不幸に陥
れて来た。そしてあやまりもせず平
気の平左で生きてきた。自分は卑劣
な男だと思って苦しいのである。
無私の心で世のため人のためにな
るようなことをなにかしただろうか。
思い出せないのだ。恥ずかしいこと
ならいくらでも思い出す。もう直ぐ
聞こえてくる鐘の音は、僕の心や体
に木綿針を刺すように響くだろう。
僕の過去は今の僕の首を締め付け、
心臓を圧迫する。過去に戻って人生
をやり直すことも出来ないし、過去
を消し去ることも出来ないし、過去
を覆すことも出来ない。過去と向か
い合って死ぬまで生きていかなけれ
ばならない。
今、枕元に十四日分の睡眠薬があ
る。この十四錠の睡眠薬を全部飲ん

懺悔の値打ちもない
死なぞ永遠にやってこないがごと
き顔をして人は生きている。死は足
音をたてず平等に近づいてひっそり
と背後に佇む。今日は晴天で海は凪
いでいる。釣に行こうか、山に登ろ
うか。何処に行こうが死は憑いて回
る。死神が大鎌を持って静かにひっ
そりと貴方の背後に隠れている。そ
して思わぬ所で突然死と出くわす。
順番にポロリポロリと死んでゆく。
泣いたって喚いたって此ればかりは
神様のお計らい。
――懺悔の値打ちもない、と言う
歌の題名を、今ふと思い出した。メ
ロディーや歌詞は思い出せない。僕
は懺悔の値打ちもない男だと思い、
悪人だとも思い、額に脂汗が出る。
この歳になって、そうとう面の皮が
厚くなっていると思うが、過去は過
ぎ去ってしまったこと。誰にでもあ
ることさ。長い年月が経ったのだ。
俺のやらかしてきた悪業はもう時効
で関係ござらぬと言って開き直るこ
とができないのだ。死神が近づいて
ひっそり背後に立っている。過誤悔
恨を引き連れて……。
今日は大晦日で、まもなく除夜の
鐘が鳴る。なんと言うお寺の鐘だろ
うか。お寺の名前を忘れたのだ。四
十一年ぶりに故郷に帰った。川向こ

また、ある時間からある時間までの
記憶が途切れることもあるそうだ。
特に、うつ病の薬と併用して飲んで
いると、記憶が途切れたり、突然、
意識を失う事が多いらしい。僕はう
つ病の薬と併用していた。心療内科
医院では、
（精神科と呼ぶ病院は少な
くなったようだ。誰でも精神病にか
かる可能性があるのに精神病に対し
て偏見があるため、心療内科と呼ぶ
病院が増えた。精神科と看板を掲げ
ると患者が来なくなるのだ。
）記憶が
途切れたり、突然、意識を失う事が
あると言う説明はなかった。分厚い
薬の本を読んで其のことを知った。
僕は救急車に乗ったところで完全
に意識を失った。気がついたら団地
の四階の我が家の六畳の和室の敷き
っぱなしの蒲団に寝ていた。夜だっ
た。病院で治療して下さった先生の
顔も思 い 出せな い 。ど のよう な 治 療
を受けたのかも思い出せない。どの
ように団地に帰ったのかも思い出せ
ない。気がついたら敷きっぱなしの
我が汗臭い蒲団に寝ていたのである。
僕は気絶から醒めて思った。階段
を転げ落ちて意識を失って居た今ま
での時間は、死と言う世界にいたの
ではないか。死とはなんと静かな、
何も見えない、何も聞こえない、何
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も感じない、物の影すらなく、なん
の物音も無い、空漠たる黒い真空の
空間が広がっている世界だと思った。
僕はあの意識を失っていた時間を振
り返ってみると、あの意識の無くな
っていた時間は、真っ暗な果てしの
ない真空の世界と言うより、障子の
白い紙を微かな光が透かして照らし
ている、ぼやっとほの明るい果てし
なく広がる静かな無の世界だったよ
うに思い出される。死と言うものは
このような世界であるなら、死んで
もいいなあと思った。意識が戻らな
ければよかったとも思った。
死の世界は、視覚も聴覚も臭覚も
触覚も味覚も奪い取られた、見えず、
聞こえず、匂わず、触れられず、美
味い、不味いもない無感覚の世界だ。
死は暗黒の茫洋とした果てしない世
界であると思う。一度その暗黒に落
ち込んだら、ブラックホールに吸い
寄せられ落ち込んだように二度とも
どってこれない。ブラックホールの
強烈な重力の世界に落ち込むと光す
ら脱出できないという。強力な重力
のために、いかなるものもそこから
脱出できない天体。そこに吸い寄せ
られると人間の体はバラバラになる
どころか、ペチャンコになるどころ
か、ガスになって蒸発し悪人善人関
係なく宇宙のガス、塵となる。
人間の死をこのように捉えると、
さっぱりとして、清々する。死ねば
荒涼とした孤独と言う意識も、果て
しのない暗黒と言う意識も、無と言

う意識もあるまい。あの世に行って
地獄に行くだの極楽に行くだのと言
うことは、今の僕は信じられない。
しかし地獄極楽と言う言葉を聴くと、
過去を振り返って怖くなるのだ。僕
は信仰心の希薄な人間だ。死とは永
遠に何も無い暗闇の荒涼とした世界
に行くのかなと想像すると寒々とし
た心持になる。悪党は暗黒の孤独地
獄に行く覚悟をせねばならぬ。自分
も自分以外のものも無い、何も無い
死の世界。死ねば自分の意識は無く
なる。自分の死体は物体として寝そ
べっている。それはもはや人間とは
言えず死体である。物として存在し
ている。時間が経てば腐って異臭を
放つ。

生きていた時は笑ったり、冗談を
言ったり、怒ったり、悲しんだり、
憎んだり、金に悩んだり、思想に悩
んだりした。生きていた時は女に惚

れたり、飯を食い、大汗をかき、放
屁もしたと思うとへんてこりんなこ
とだ。そして骨は何時までも残る。
しかし何も無い。あれか此れかと迷
うこともなく、生きようともがくこ
とも無ければ、死にたいと叫ぶこと
も無ければ、死にたくないと叫ぶこ
とももう無くなった。もう恋も芸術
も求めず飯も食わぬ。病気にもかか
らない。もう死んでいるのだから。
死は恐怖でもあり憧れでもある。
僕は頭の天辺を三針縫った。一週
間経ったころ抜糸に行った。初めて
先生の顔を見た。作家の立松和平に
そっくりの先生だった。僕の顔を見
ておかしそうに笑っていた。まだお
袋と親父が生きている。先に死ぬわ
けにはいかないのだ。川向こうにリ
バーサイド・チャーチと言うプロテ
スタントの教会がある。僕は聖書を
持ってその教会に行こうか。懺悔し
て悔い改めたい。しかしこの悪人は
懺悔の値打ちもない。
今、夜中の十二時になった。もう
蒲団に潜ってじっと待った。ゴ～ン

直ぐ除夜の鐘が聞こえてくる。僕は

川を渡って聞こえてくる。じっと聞

と一つ聞こえた。遠くの山の上から
き入る。北風が雨戸と窓ガラスをガ
タガタ鳴らす。隙間の多い窓なので
って遠くから聞こえてくる。夜のし

ある。一つ一つの鐘の音は隙間を縫
じまを破って……。風の向きによっ
て大きく聞こえたり小さく聞こえた

りする。僕はこの悪党、この大嘘つ

き、この裏切り者、この親不幸もの、

と思い、ゴ～ンと鳴るたびに身をち

ぢめて鐘の響きを聞く。その鐘の音

は重々しい金属的な澄んだ音だった。

悪党は蒲団の中で身をちじめ、諸行

無常などとがらでもないことをつぶ

た。

やき、このアホバカマヌケと怒鳴っ
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