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春一番が、木の葉をまき 上げながら往還を吹き抜け る。まだ、風は冷たい。畝 道を行く
往還がざわめいて来た。 荷車のきしむ音、呼び掛け る声。

百姓は、大きく顔をそむけ る。後に続く女房の背中の 籠が大きく揺ぐ。
「塩町から来た『札塩』だ 」
大声で叫びながら、御用提 灯と十手を振りかざす。
「権現様の由緒の札塩だ、 今度来るまでの分買ってお け」
居丈高の口上が広がり、村 人たちは、手に手に入物を 持って集まり、「札塩」を 買う。
「この前よりも、四文も高 くなったよ」
女たちのささやきが広がり 、売人の耳に届いたのか、
「おゝ、この前より少し高 いが、これは、塩を作る薪 代や、運び賃、手間代と上 がったん
だ。少しはがまんしろー」
いやなら、やめろと言わん ばかりである。
木船新田村の庄屋治左衛 門は、使用人とこの様子を 見ていたが、一叺買う。
「どうも、前と比べると軽 いなあ」
叺を上げ下げしながら使用 人は、
「おーい売人、この叺前の ときよりも、ずっと軽いと 思うよ。間違ってはいない か」
これに、売人は、
「この叺は、二斗五升入り だ」
「えー、それじゃあ、一斗 も減っているじゃあないか 」
声を張り上げて聞き返すと 、
「これは、焼元（製塩元） が高いからしょうがない」
何んのためらいもなく、使 用人を見下して、
「これはな、塩町の役所で 決めたんだ。どうにもなら んよ」
この叺を持って来た使用 人は、庄屋に話す、

この言葉に押し戻されてし まって、使用人は渋々と、 三五〇文払う。
「うーん、一叺三斗五升入 りの叺が、今度は二斗五升 入りか、今まで三五〇文だ から一升
は十文という所だが、二斗 五升入りとなると、同じ三 五〇文、えーと十四文にな るな、一
初めて見る「塩売り」売 人たちの口上や、その値段 の上がり方に、驚く治左衛 門であっ

度に四文も上げるとはなあ 、上げ方が大き過ぎるなあ 、塩町役所はひどくもうけ 過ぎだ」
た。
牓示内の村として、「札 塩」を買わされる村人たち は、大変である。
「札塩の売人たちの騒々し さ『口上』は、村人たちを 苦しめる塩騒だ」
売人たちの車が次第に遠 ざかって行く。
どうしたらよいものだろ うか、山の緑を見つめる治 左衛門の背に、木の間から もれる日
がさしている。
そのころ、天竜川に沿っ た奥の小さな村へも塩売人 が来た。その日、村の男た ちは村役
で、山の木の枝下ろしに行 き、留守居の女ばかりだ。 この辺の村々は、今まで村 人の使う
塩は、行商人たちが売りに 来る塩を自由に買って暮し ていたのである。
ところが、去年から、お 前たちの村は、牓示村（専 売区域）である。と、塩町 の役所が
触れて来た。
「牓示村は、神君様の由緒により、
『札塩』を買うの だ。もし、浜や外から売りに来た『よ
その塩』無札塩は絶対に買 ってはならない、もし買へ ば罪になるのだ」
と、強く各村へ言い触れて 来たのであった。
村人たちは、塩は、
「自由に買える物だ」と思っていたが、なぜ、こうなった のか分から
ない、毎日使う塩が自由に 買えないとは、困ったもの だと、村人の話題になって いた。
売人は、十手を持ち御用 提灯を高く上げ

「今までは、塩をお前たち は勝手に買っていたが、塩 町役所からの厳しいお達し で、絶対
他塩・無札塩を買ってはい けないのだ。もし、買った 事が見つかれば、塩は取り 上げ、そ
して、塩町役所へ、すぐに も連行するぞ。この札塩は 、神君様の由緒であるから 、他塩を
買ってはいけないのだ。お 前たちはこの事を、よく心 しておぼえておけ」
と、売人は大声で集まって 来た女たちに、「札塩」の 事を話した。
女たちは、神妙に聞きな がら、自分の使塩を買って いたが、

「今日は、男たちは村役の仕事で出ているから、この事をお前たちから、よく言ってお け 」
「この塩は、普通とかわら ないが、高い塩だ」
「今まで買ってきた塩より も、倍も値段がするよ」
「浜の売りに来た人たちの 値段は、六、七文だったよ 。これは、十四文もする。 ちょうど
倍もするよ」
塩の値段の高い事、盛ん に話題にして、不平が広が って行った。
「これじゃあ、浜の塩の方 がいいよ」
と、言いながらも、役人に 聞えぬよう口をつぐむが、 またもや言う。
「無札塩は一切使ってはい けない、買ってはいかんと言う。このごろは、
『よその塩』が『御
触』によって、行商人たち の足がばったり止まってし まった。これからずっと、 この高い
塩を買うのかなあ」
売人たちは、村人の買い も終わりだろうと、せわし く片付けて、次の村へと急 ぎ動き始
後に残った女たちは、帰 ろうともせず、話が続く。

めた。
「『牓示村』と言うけど 、何の事かねえー、塩町役所 で勝手に決め、倍も高い値 で売るなん
て、ひどいなあ」
売人たちの車が次第に見 えなくなって行く。後に残 った女たちの不安な顔に、 山の影が
伸びてきた。
山桜が散り、木々の緑が 山々をおおって、夏が近づ いて来た。
木船新田村の文平が、庄 屋治左衛門の家に来た。
「庄屋様、俺あ去年の暮れに、塩町売人が来たとき、家内が具合が悪くてのう、そのとき、
塩を買わなかったんで、も うこのころは、使塩が無く なってしまったので、
『塩 売人』が来
るか、いつ来るか待ってい たけど来ないのでのう。庄 屋様に聞きに来たんだけど 」
「いやあそれがな、塩町の 役所が言うには、村人に困 らないように回ると言って いたが、
言葉を切って、

一向に見えんなあー」
「塩町の役所は、俺たちに は、いい事言うがさっぱり だなあ、本当に困ったもん だ」
庄屋は、文平の顔を見な がら
「少しはなあ、俺んところ にあるから、一、二升なら 持って行け」
文平は、助かったと頭を何回も下げて帰って行った が、治左衛門は、文平を見送った後、
こうした使塩がなくて困っ た村人がもう、三人もやっ て来ていたのである。
しかし、塩町役所は言う 。
「牓示内の村々へは、順次、塩売人を回らせ村に市場のある所には、札塩を用意して置き、
役人は言っているけれど も、
「塩町役所の札塩」の 売り方について、このごろ治左衛門は

使塩は不自由無いようにす る」

○

「札塩」の値段が、 三州吉田や掛塚などの浜の 塩値段と比べて格段に高い

塩町の売人たちの村 回りが少ない

いろいろと考えさせられる 事が多い。
○

牓示内区域がはっき りしていない。北遠の牓示 区域は、いつの間にか勝手 に決めて
「他塩」を買った者 への扱いが非常に厳しい

根拠がはっきりしていない

○
○

これらは、塩町役所が意 図的にこのような事態を作 っているように思える。
・塩の購入の不安、塩不 足を作っているように思え る。

・塩不足にして、高値で も、いや応なく買わねばな らぬようにして売りさばき 、多大の
利益を得ようとしている。
こんな企みを、感じるの であったが、
しかし、これらの事は自 分だけの思いなのか、まわ りの村々の様子をしっかり と聞き、
確かめる事がまず大切であ ろうと思っていた。
（九時）

朝五ッ半時であった。近 くの雲岩寺村の庄屋六郎兵 衛が前触れもなくやって来 た。暑い
日差しをさけたのであろう か、広い屋敷を奉公人が庭を掃いていた手を止め、門を開けた。
治左衛門は、朝早く、何 事かと不審な顔で招き入れ た。
話は、「札塩」の事であ った。
「村の百姓たちは、このご ろ札塩を市場へ行っても払 底していて買えなく、塩売 人が回
って来ないのはどうしただ ろうか、相談に来る村人が 多く、どうしたらよいかと 、用事の
治左衛門は、

ついでにお伺いに上がった のです」
「俺の所でも、このごろ使 塩が無くて困って相談に来 る者が多くなって来たよ。 それで、
少しずつ分けている所だよ 、もし『無札塩』でも手に 付けたら大変な事になるの で、どん
な事があっても絶対に買わ ないようにと強く言ってい る所だよ」
お互いに、
「無札塩 」に ついて村人によく注意して 、罪を作らないようする事 、使塩が無
い時はお互いにゆずり合う こと。
六郎兵衛は、自分の村と 同じであると分かったのか 、すぐにも用事のある平口 村へと急
ぎ出て行った。
（午前十時）

しかし、それが、三日後 の四ッ時、雲岩寺村庄屋の 六郎兵衛の門をたたく者が いた。作
男が急きくぐり戸をあけ外 に出ると、二人の男が立っ ていた。
「庄屋六郎兵衛は居るか、 塩町役所から来たから伝え よ」
門を開け中へ入れると、
「六郎兵衛は居るか」
と呼びながら玄関に入るや いなや、
「六郎兵衛、塩町役所へ出 頭する事になった」
玄関で、頭を深々と下げ ている六郎兵衛に言った。
（ 午前十時）

「実は、無札塩で捕えた者 が居る。それが、この村の 百姓忠兵衛と言う。当塩方 定回りの
衆中に捕えられ、浜松表へ 召連れ今抑留している。村 役人と親戚を連れて、明日 四ッ時ま
でに、塩町役所まで出頭せ よ」
と言う使いであった。
すぐ様、六郎兵衛は、村 役人組頭伝十、伊平、親戚 忠治郎を呼んだ。この者た ちに事情
を尋ねたが一向に分からず 、不安な夜を明かした。六 郎兵衛は、組頭・親戚を連 れて、浜
松塩町役所へ出頭した。初 めて見るいかめしい建物、 じっと気持を押さえて門を くぐる。
「取り調べは終わっている ので、取り調べた事を今か ら話すのでよく聞きおけ」
村役人たちは、役人の取 り調べの話を神妙に聞いた 。
「雲岩寺村の百姓忠兵衛と いう者、掛川領野部村の寅 吉と申す者を頼み、他所の 塩を買わ
せ、その塩を買い取り、こ れを運んでいる所を、上島 村にて、塩方定回り衆中に 見つかり
差し押えられたのだ。そし て、塩方役人衆が同所へ出 張になり、一通りお調べの 上、浜松
の塩方の役所へ召連れてき た。寅吉と申す者も、野部 村より召連れ吟味した所で ある。
寅吉が申すには、雲岩寺 村の忠兵衛に頼まれ、私村 の八右衛門方より譲りうけ ました。
忠兵衛が申す事、それに寅 吉の申している事、 無
｢ 札塩 二
｣ 俵は、双方共に事実で相違あり
ませんと申している。よっ て、これで裁き、罪を明ら かにするものである。
ところで、庄屋をはじめ お前たち、このような不届 き者を出したことは、そち ら村役人
の責であることを強く思え 」

「これから、忠兵衛には細 部について取り調べるので 、仮牢に入れ、庄屋たちお 前たちに
は追て沙汰するものである 」
庄屋たちは、忠兵衛に会 わせてくれと頼み許されて 、会うことができた。
忠兵衛から、召し捕へら れるまでの経過をくわしく 聞いた。そして、ここから 一日でも
早く出られるようにするか らと、憔悴しきった忠兵衛 を元気づけ役所を後にした 。暑い夏
の日差しも西に傾き始め、 村役人の影は道に長く伸び ていた。村役人たちは、ど うしたら
忠兵衛を村へ連れ戻すこと ができるだろうか考えると 、足取りは重かった。
しかし、六郎兵衛は、す ぐにも方策を考えた。
塩町役所から沙汰が来る まで待つか、それともその前に、
「内済」を働きかけ 解決をはか
裁きになると、忠兵衛の 「無札塩」の売買が、表向 きなってしまい掛合いによ り、本人

るか、いずれかこの二通り である。
は、勿論村役人共まで、どのようなお咎を受けるか、甚だ心配である。
「内済」によって解
決していく方法がよいと思 われるが、どのように計ら ってよいものだろうか。
「塩町の札塩」にも問題 があるが、一方的に処置さ れては困る。なんとかいい 方法がな
いものかと考え込んでいた 。
翌日、朝早く、木船新田 村の治左衛門の門をたたい た。
「またもや、六郎兵衛か、何事か起きたんだろうか」、不審に思いながらも、
「もしや、
『無
札塩』の事かも知れないと 」
六郎兵衛は、一昨日の塩 町に呼び出されたいきさつ を話した。そして、

迎え入れた。
「私は、なんとか、内済で この事件を解決したいと考 えているが、どうしたらよ いか、智
恵を貸して欲しい」
この事件顛末を聞いた。 治左衛門は、
「この事件は、前にも話し た様に、牓示内（専売区域 ）で、塩町の役人が売る「 札塩」だ
けを買うこと、他塩は一切 買ってはいけない権現様の 由緒と言っているが、この 事は、ど
う考えても村人いじめのよ うに思えてならないが、村 人が不安のないように、塩 売人がい
つも回り、値段は、もう少 し安く売ればこんな事は起 らないと思う。これが、こ の事件の
原因発端である」
「今、この塩町役所の札塩 の売り方が悪いから変えて くれ、値段が高いから安く してくれ
と、言っても始まらんと思 うので、今は内済に向けて 働きかけるしかないだろう 」
「まず、内済はどのように 働きかけたらよいだろうか 」
「内済をすぐに申し出ると いう事は、我々村役人が申 し出てもすぐには受け入れ てくれる
だろうか、そのため、人を 介して進めることだろう。 例えば、多くの人が帰依し ている和
尚さんにお願いしてみたら と思う。そうすれば、役人 たちも、我々と違って聞き 届けてく
れるだろう。それで、村の 和尚さんにお骨折りをお願 いしたらどうだろう。それ にもう一
つは、役所にお願いするに は、役所にどのようにすれ ば、こちらの『内済』の申 し出がで
きるのか、これは、浜松宿 にある郷宿の主人は知って いると思う。役所への願書 の手続き
斡旋をしているので、この 主人に裁きを『内済』によ って解決したいので、この 手だてを
教えて欲しいと頼んだらよ いと思う」
と、この事件の内済につい ての道すじを教えてもらっ た。六郎兵衛は、二つの道 「人を介
する」
「郷宿の主人」これによって解決しようと、動き出し、次の日、村役人と 壇那寺を尋
ねたのである。
和尚は、村役人揃っての 訪れに、異様な雰囲気を感 じて、村役人の話をすぐに も聞いて
くれた。この事件の解決を 「内済」により、解決した いので、和尚さんのお力を 借りたい
ことを申し述べ、まず、事 件の顛末を話し、内済を働 きかけてくれる和尚さんを 教えてく
和尚の口からはすぐには 、言葉がない、やがて、お もむろに口が開いた。

ださい。
「それには、まず浜松藩内 の和尚さんがよいと思う」
「役人たちが、畏敬をもっ て迎へられるような和尚さ んにお願いしたいのである のう」
和尚は、書物を手にし、 うなずきながら、

「池川の天林寺、末寺が十 七もある立派なお寺さんで ある。もう、一寺は、成子 坂の宝村
寺の住持がよいと思う。そ れで、私はよく存じ上げて いるので、お願いについて 、添翰を
書くから、それを持ってお 願いしたらよいだろう。ま た、お願いするとき村役人 たちの、
詫状を書いて、持っていく 事がいいだろう」
と、村人の難儀の様を見て 、手立てを講じてくれた和 尚の後ろ盾に意を強くした 。
一日おいて、村役人たち は、寺の添翰をもらい、二 寺にお願いに上がったので ある。
六郎兵衛らは、山門をく ぐり広い境内に目を見張り ながら、幸いにもすぐにも 、会って
もらえた。和尚は、
「この札塩にかかわる問題 は難儀な事である。私は、この事風評でいろいろと聞い て居る。
村人の生活に必要な塩は、 自由に安く与えられたいも のであるが、今は、忠兵衛 を村に戻
すためには、手だてをしな ければいけない。
『牓示内の札塩』の制禁に 背いた事として、これは、 神君の由緒であると言われ ている。
このお許しを得ると言う ことには、忠兵衛を始め、 村役人がこれから一切「札 塩」を守
るという『詫状』を出し、 役所の裁き動きを見届けな がら、内済で解決するよう に働きか
けてみます」
と、願いを聞き入れてく れ、塩町役所への「詫人」 となってくれた。また、も う一寺の
和尚も、天林寺の和尚さん と同じ思いであると言って 、村人の困惑に同情の言葉 を寄せて
くれた。
村役人たちは、和尚たち の役所へ働きかけてくれる 言葉に喜びは大きく村に帰 った。
そして、六郎兵衛は、「 詫状」を書き始めたのであ る。
「詫状」を次のように書 き記した。
差上申し詫一札の事
塩町お役所よりの御法度 の「無札塩」売買禁止のお 達しの事、村役人一同精々 村人に申
し付け置きましたが、此度 当村の百姓忠兵衛は、心得 違いにより、掛川御領分野 部村寅吉
と申す者を頼み、牓所外よ り塩買取り、浜松御領分上 島村で、塩町見回り衆にさ し押えら
れ、御役人様方同所へ御出 張になり、御糺の上浜松表 へ召連られ、御吟味なり「 無札塩」
取り扱いに相違ありません 。今後私共このような心得 違いこれ無きよう相勤ます ので、深
亥八日
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き御賢察御慈悲をもって、 御内済下されますよう願い 上げ奉ります。
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豊田郡雲岩寺 村

塩町御役人様
明くる朝、庄屋六郎兵衛 は村役人と共に天林寺を訪 れた。境内は物音一つしな い。本堂
から、読経が流れてくる。 庫裏に回った。
忠兵衛を内済により、一 日も早く引き戻すことがで きますよう、「詑状」をお 渡しして、
お寺よりの呼び出しをひ たすら待ちわびた。

幾重にもお願い申し上げた 。
半月も近く過ぎたころ、 天林寺よりの呼び出しがあ り、六郎兵衛らは、天林寺 へ出向し
た。和尚の言葉は、何と言 うだろうか。
和尚は、話し始めた。
「今まで、二回塩町役所に 出向き、忠兵衛の件、内済 で解決したいと申し立てた が、一向
によい返事はなかった。こ れからも、役所に出向き、 内済の運びになるよう努力 するので
待ってくれ」
六郎兵衛らは、よい返事 を期待していたのに、意に 反して難しいとのこと、張 りつめた
気持ちが一気に崩れる思い 、村役人たちの帰る足は重 かった。

でも、六郎兵衛は、治左 衛門の話の中で、もう一つ 、「郷宿」の主の事を思い 出した。
六郎兵衛は、村役人たちに、このままではいかん、郷宿へ行って働きかけを教 わろうと、
村役人たちに強く言い切っ て、帰る足を引き止め、浜 松宿の「郷宿」へ向った。
そして、主に内済につい て教えを乞うた。
「この事件を内済にしたい こと、これを早く取り上げ てもらって、裁きから、内 済にもっ
ていくには、塩町の役人た ちへ、
『詑用金子 』を提供 しなさい。そうしないとな かなか動き
ませんよ」
宿の主人の話、意外な働 きかけに驚きながらも、仕 方がない事であろう。忠兵 衛を引き
取るためには、止むを得ないことであろう。本意ではないが差し出して、事を進めようと、
こうして、両寺院の「詑 人」そして、郷宿主人にお 願いした働きがあって、八 月の終り

細部について、主にまかせ てお願いすることにしたの であった。
近く「忠兵衛」は解き放さ れ、引き取る事ができたの であった。
六郎兵衛は、今回の事件 について、色々と事件の解 決に動いたが、入費が意外 に多く、
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次のようになった。
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今度の無札塩の件に、大 きな額の費用がかかったこ とに驚き、この費用の負担 について
飯料、過料
村 入用

忠 兵衛と親類

協議をした。難しい負担で あったが、やっと決める事 ができた。
役人、寺、宿の礼

忠兵衛の過料はすぐにも 納めるので、村の入用費で 立替えあとで返済すること で、無事
忠兵衛を引き取ることがで きた。
今度の 無
｢ 札塩 の
｣ 件、解 決のための、償いは、あま りにも大きかった。
この塩町「無札塩」の騒ぎは、表向きは、解決したように見えたが、実際には、外の村々
でも、危険な空気を含んで いた。
しかし、この騒ぎが起ってから塩町役所は、
「無札 塩」の取り締まりを徹底するようにな
り、売人たちは、「牓示内 」の回村をしながら、「無 札塩」の流通に目を光らせ ていた。
天竜の奥山大河内村の長 兵衛は、掛塚の焼元にいた。焼元の大きな釜が煮えたっ ている。
湯気が釜をおおいながら立 ちのぼり、広がりながら消 えていく。長兵衛はじっと 見入って
いた。
「おーい、何してるんだ」
と、半てんをまとった親方 らしい男が声をかけて来た 。
「俺は、塩を欲しくて来た んだが」
「そうか、まず、裏の店を 入れ」
「見たことがないが、お前 どこから来たんだ」
と、まじまじと長兵衛を見 据えて、
「俺は、天竜奥山の大河内 村から、薪を賣って帰りだ が」
「どうして、塩買いに来た のか、お前の村は、多分塩 町の牓示村ではないのか、 そうする
と『無札塩』になるんだが 、見つかれば捕えられて、 塩は取り上げ、塩町の役所 に連行さ

れるのだが、お前それを知 っているのか」
と、不安そうな顔で聞き込 む。
「俺らの山奥へは、塩町の 売人が回って来るのが少な いんだ。このごろは、ずっ と長雨が
続いてのう。塩が無くなっ て困っているんだ。
庄屋に聞いても、今はい つ売人が来るか分からんの じゃと言う。それで、俺は 、近くの
衆に頼まれ、薪下りのとき 、掛塚で買って来てくれと 頼まれたんだ」
「牓示村とかなんとか言う けど、よく分からんのじゃ 、塩が無ければ、これから 食べるこ
とも、漬物も出来んのでの う」
親方は、長兵衛が村衆に 頼まれ、どうしても欲しい 様子に、
「そうか、分かった。少し 位なら持って行け、俺んと こには、沢山あるけど見つ かると困
るからなあ」
長兵衛は言われても、ど うも取り締まりの厳しさは 分かっていないようだ。
「なあ、見つかると大変だ からな、夜がいいが、池田 の分一番所の役所は、日暮 れから夜
中に舟の航行を禁止して見 張っているから、夜はだめだな、昼間川筋を選んでいくんだな 」
「外に、肥やしもあるので 、叺二俵もあればいいよ。 お金はいくらかい」
「お金は、二叺、四二〇文 だよ」
「そうすると、ええと、二 俵で七〇升、一升六文かえ 」
長兵衛は、塩町の売人が 来たとき、おっかあが一升 十四文と言っているのを思 い出し、
塩町の札塩は、焼元の塩値 段の二倍余もするなんて、 すごくもうけている。とん でもない
値段だ。安い塩を早く持っ て行ってやろう。
焼元から、背負子で一叺 ずつ舟に運んだ。
棹をさしながら、川を上 り始めた。
堤から見えない川筋を上 る。川の中の十郎島の東を 通る。葦の生い茂る川を左 に見なが
ら、ずっと舟は上る。葦が 吹く風にざわめく。いつの 間にか、葦が終わって草む らになっ
た。
州が終わって堤が見えた 。
すると、堤の坂を駆け下 りてくる二三人の男たち、
長兵衛は、この声に棹を 止めた。近くに止めてあっ た舟に乗り近づいてきた。

「おーい、その舟、とまれ 」
「おーい、ちょっと待て、 荷物を調べるぞ」
大きく手を振りながら、 舟に乗り込んで来た。
筵の覆いをのける

「荷を見せろ……」
「叺は、塩だろう」
どなりながら、叺に手を かけ調べ始めた。長兵衛は 、男たちの早い動きに、何 にもせず
声も出ない。
「このごろ、『無札塩』が 川を上っている事が多い。 お前もその一人だ」
『無札塩』の事を知ってい るだろうな、これを運ぶと は、権現様の由緒にそむく 事だ。こ
れから、塩町役所へ連れて 行く」
「おーい、この舟はその辺 にしっかりしばりつけてお け、塩は取り上げだ」
「この塩は、頼まれ物で、 外の所へ運ぶんだから見逃 してくれ」
「いや、ここは牓示内だ、 無札塩の運びの罪だ」
長兵衛は、逃げる事もで きず、肩を落し、塩方定回 り衆中の後について歩き出 した。
塩町役所で、長兵衛は役 人の調を受けた。
翌日、塩町役所の使いが、奥山の大河内村庄屋に、
「長兵衛を無札塩の罪で捕へた事を告
げに来た。
「明後日、五ッ半時までに 、庄屋、村役人同道で塩町 役所へ出頭せよ」
長兵衛は、役所の仮牢に閉じ込められていた。長兵衛の吟味に、村役人たちも同席した 。
長兵衛は、「無札塩」を 扱ったということであるが 、村役人たちも厳しく言い 渡された。

「牓示内では、札塩を使う ことが決まっている。これ は、権現様の由緒である。 それをお
前たち村役人は、村人にし っかり守らせるようにする のが村役人の務めでありな がら、こ
れを見逃したのは、もって 外である。お前にその罪が ある」
村役人たちは、この場で 、長兵衛の代わりに詑びを 入れ、引き取ろうという思 い出であ
ったが、大きく違い責任を 問われ大変な事になってし まったと驚き、とまどって しまった
が、
「最近霖雨が続き、奥深い 山村であるのか、売人が来 ないため、村人は塩が払底 して、毎
日の使い塩に事欠くように なり、近所の百姓たちが、 やむを得ず長兵衛の仕事の 帰りに買
って来るよう頼んだのです 」
と、庄屋は事情を話し、
「長兵衛は、掛塚の焼元で 『他塩』を買って来たこと は、御法度を破り誠に申し 訳ありま
せん。今後このようなこと 一切致しません。どうかお 許し下さい」
と、庄屋はひたすらお許し を願ったのである。
しかし、このように仕向 けたのは、塩町役所である 。罪は塩町にあると心中は 、言葉と
は全く違う思いであった。
「お前たちをはじめ、多く の村々でこのような御法度 破りが度々である。今更、 弁解を聞
く必要なし」
と、長兵衛を塩町へ抑留し てしまった。
庄屋村役人たちは、長兵 衛を引き取ることができず 村へ帰ったが、このままで は、いけ
ない、何としてでも長兵衛 を救い出そうという動きが 起った。
庄屋村役人は
「このような「無札塩」の事件は、どこの村でも起こり得る事だ。今俺たちの村であるが、
きっと、どこかの村でも同 じと思う。近くの村々の力 を借りよう」
と、それぞれ近村の庄屋を 尋ね、お願いした。
近村の庄屋たちも同じ立 場であると協議が始まった 。
「中泉代官所へ訴へ出よう 」
と、すぐにも相談がまとまったが、天領の村々のこの訴へを、取り上げてくれるだろうか、
心配したが、でも、長兵衛 の身柄を引き取ることは、 村々の難儀を救うことであ る。

浜松藩塩町役所へ掛け合っ てくれるだろうか、
と、天領の村々二十三村の 庄屋たちは、 訴
｢ え出よう と
｣ 決意した。
「札塩」による村人の難 儀を申し述べた。
・塩売人たちの回村が少な く使塩に不自由
・札塩の値段が非常に高い
・無札塩の取り締まりがあ まりにも厳しい
これらが、今回の事件に なったのである。
これらの訴えに対して、 代官所では、村人の難儀を 理解し、浜松の塩町役所へ 直接交渉
代官所は、今回の事件は 、長兵衛の「無札塩」を買 った事であるが、この原因 は、塩町

に当ってくれた。
側にあると、代官所は強く 抗議をしてくれ、ともかく も、代官所は、塩町役所に 抑留され
ている長兵衛の身柄を引き 取り、塩も取り返してくれ たのであった。
そして、長兵衛は、大河 内村へ無事に帰ることがで きた。この代官所の働きで 、村人た
ちは、「札塩」の難儀も無 くなるだろうと、喜びはひ としお大きいものであった 。
ところが、喜びも束の間 、春が過ぎ村人たちが農に せわしく働いているとき、 中泉の代
官が代わった。
塩町側は、これを機に、 当時浜松藩主で、寺社奉行 を勤めている水野忠邦に願 い出て、
勘定奉行に交渉して、中泉 の代官に、
「牓示内の村が「無札塩」 を購入する事を禁止する」
御触を出す事を許された のである。
天領の村々は、また「無 札塩」に取り締まられるこ ととなってしまったのであ る。

これは、水野忠邦が国替 えや、猟官運動で多額の金 を使って、藩財政が苦しい ので、
「札
塩」を保護して、収益を掲 げようとして、塩町の頼み を聞き入れたのであろう
と、人々の噂が流れた。
天領の村々は、自分たちの味方であると思っていた代官所に頼ってきた北遠の天領の
村々の落胆は大きかった。
浜松藩の財政の後押しと なる「塩町札塩」の収入を 期待する藩により、「札塩 」売りに、
「無札塩」の厳しい取り締 まりが北遠に広がったので ある。
天竜川は、山の緑を色濃 く映しながら流れている。 川端の道を男たちが急ぐ。 庄屋の門
をくぐった。
「今日は、特別にお集りを 頂きごくろうさんです」
馴れ馴れしい言葉は、深 いつながりのある者たち、 奥山組の庄屋たちである。 この家の
主は、大井村の庄屋で、奥 山組の小惣代である。
すぐにも話は始まった。 話題は、札塩である。
「塩町の売人の回村が少な く、
『他塩』を買へば厳しい罪となる。これでは、村、村人はど
うすればいいだろう」
「札塩」の難儀の話が、 庄屋の口から次から次へと 出る。
「これを解決するには、ど うすればよいだろう。腕を こまねいてもどうにもなら ない」
「国領の代官所で、前には訴え出て解決できたが、今の代官所へ願ってもだめだ 。どこか、
外へ願い出るしかないだろ う」
この話を遮りながら、大 井村の庄屋は、
「今日は、札塩の事で相談 したいと集まってもらった 。今話題になったように、 この解決
は、訴え出るしかないよう に思える。それで、訴える にはどうしたらよいか、み んなどう
思う、意見を聞きたい」
「まず、多くの村々に図っ て、力を合わせてやる。多 くの村の力を借りたらどう だろう」
「この天竜川の西側の村々 は、国領組だ。みんなの力 を集めるには、小惣代の力 を借りよ
う」
「これは、国領組以外の村 でも同じである」
「知行所の村々も同じだろ う」
「国領組そして、知行所の 村々が集まれば、たくさん の村になる。きっと大きな 力になる
よ」
こうして、庄屋たちは村 々に働きかける事から始め た。
「明日から、それぞれに分 かれてやろう」
西に傾きかけた日、奥の村 々の日暮れは早い。庄屋た ちの帰る足取りも早かった 。
明くる日、半場・相月村の二人の庄屋は、山の緑が光に映える、渡ヶ島村の庄屋にいた。
「難儀な塩」について、今 までの事を述べ、「訴訟」 について参加を申し入れた 。
この村も、
「札塩」について困っている事は同じであ った。すぐにも同意した。そして「阿
多古下組」の村々へ、協力 の話を進めてくれる事とな った。
この日、浦川・川合村の 庄屋も、阿多古上組の小惣 代の西藤平村の庄屋に会い 、
「同じ思
い」で、あると、すぐにも 賛同してくれ、他の組、西 平組、天竜上組と、多くの 村々の賛
一方、豊田郡木船新田村 の庄屋治左衛門は、この「 無札塩」の問題について、 解決策を

同が広がった。
考えていた所、知人の庄屋から、国領組代官所の村々の、訴訟の話が進んでいる事を聞き、
私たちの知行所の村々へも 、この訴訟を同じように進 めようと、知行所の村々、 各組合村
の小惣代へ話をもちこんだ のであった。
この働きかけにより、旗 本知行所の三十の村々も、 この訴えに賛同したのであ った。
こうして、北遠の代官所 、知行所の村々全部で、七 十八か村という大きな大き な集まり
となって行動することにな ったのである。
佐久間村、中部村の庄屋 二人は、木船新田村庄屋治 左衛門を訪ねていた。二人 は、庄屋

二人は、この札塩の件は 、もう訴え出て解決しかな いと思う。それで、これを 訴え出る

治左衛門がこの問題に深く 関心を持っている事を知り 相談に来たのであった。
所はどこがよいだろうか。
塩町のある浜松藩へ訴願 することは、今藩財政は、 逼迫しており、塩町の塩専 売を保護
することは収益につながる ので、解決は無理と思う。 また、同様に中泉代官は国 領、知行
二人は、これらの意見を 聞き、納得し、その上、治 左衛門に知行所の惣代にな って、訴

所は旗本の給地で支配が違 うので、幕府の評定所がよ いと思う。
訟人になってもらうようお 願いをした。
「これは、知行所の村々の 庄屋たちの協議で決めるの が本筋であろう」
この考えはもっともな事 であると、治左衛門に協議 をお願いした。
日はかわって、国領組の 庄屋の集まりで、惣代につ いて協議し、豊田郡常光村 名主十左
衛門が決まった。
また、知行所の惣代も治左衛門が決まり、こうして、七十八か村の訴訟の体制が整った 。
（午 前 四 時）

朝、七ッ立ち木船新田村 の治左衛門は、旅支度を整 え、門の大きな松を見つめ ていた。
やがて、供の弥十が出てきて出立、十月朔日である。常光村に寄り、庄屋二人 で「札塩」
の件で、江戸に出向き、訴 状を提出するのである。そ れぞれ供を連れ四人の旅で ある。
油井

箱根

藤沢

品川と過ぎやっと江戸に着 いた。

池田の渡しに出る。川は 豊かな水が淊々と流れてい た。
その日は見付に泊まる。 島田
二人は、どのようになる のだろうか、先々分からぬ 「裁判」の行く手、見知ら ぬ土地、
と不安がかき立てられてい た。
本郷四丁目、松本屋「公 事宿」に泊まる。
十月八日
宿の主と訴願に評定所に 出向いた。役人は、主と、 顔馴染であろうか、訴状に ついて、
申し述べ差し出すことがで きた。
役人は、十月十四日訴状 について沙汰するので、四 ッ時に出頭せよとの事であ った。
出頭まで、長い日を待っ た。
「訴状について、訴人の裁 判の請求の要件は分かった 。裁判官九人の協議により 、次のよ
うに相なった」
「来年二月十三日出廷せよ 。裁判官はこの訴状の件は、
『相対で解決せよ』と勧 告するもの
である。被告には訴状の返 答書を提出させるものであ る」
二人の庄屋は、
「訴状 」が評定所で、受け入れられ ほっとしたのであったが、次の出廷裁
きは、来年の二月十三日、 今から丁度四か月も先の事 である。
夜、主とも相談し、出廷 は来年二月の事であるので 、少し休み帰る事とした。
初めて見る江戸の賑わい を見たが、心休まらず、二 人は一日おいて村に帰った 。
村に帰ったが、「札塩」 は相変らずである。
村人には、江戸の裁きを 話したが、まだまだ先のこ と、村人の困った表情は増 すばかり
であった。
時が過ぎ、庄屋の二人は 江戸への出立が近づいてい た。評定所では、「相対で 解決せよ」
との事、これは調停示談で あるので、解決をどのよう に図らうか、条件や策、ど のように
申し立ててくるか、種々の 場面を想定して、村人のた めよい結果が得られるよう 協議をし
た。
二月十三日、評定所に、 村惣代庄屋二名、塩町役人 二名が揃って出廷した。
評定所の役人は、「訴状 の件、について、対談を始 める」とおもむろに口を開 いた。
「評定所の九名の裁判員は 、この件、相対で解決せよ と勧告されているのである 。被告に
返答書を持参するよう求め てある。返答書を提出し、 その旨をまず、述べてみよ 」
こうして、内済に向けて 対談が始まった。
被告側は、訴状の要点
・牓示内の塩専売制をやめ る

この点どうしても、受け 入れられない
・塩売人の回村の数を増や し、定期的に行って、塩の 不自由をなくす
・「札塩」の値段をもっと 下げる
・「他塩」の厳しい取り締 まりをやめる
この要件は、村々にとっては、どれも大事なことであるが、これらについて、塩町側は、
どの一つも受け入れられな い、
「これらの一つ一つの要件 を受け入れる事は特権を放 棄する事である。利益にか かわるこ
とである。権現様の由緒で ある」
と、ゆずる所を見せなかっ た。
一日目の対談は、双方が 意見を述べ、相手方の考え を知る事であった。意見の 距りの大
きい事がわかり、これから 、内済の解決の難しさを感 じた一日目であった。
次は、一日おいて行われ た。話の中心は、
「塩町側の『権現様の由緒 』牓示内の札塩は、これは 、由緒にかかわることであ る。こ
れは絶対にゆずれない」
ということで、村側は、由 緒の専売制を受け入れざる を得なかった。
これは、幕府の評定所で 行われる以上むりからぬも のであり、村側は、由緒を やむなく
受け入れたのである。
村側は、村人たちの毎日 の生活に必要な塩が困らな いように、塩町側が塩の販 売をして
塩町側も、問題点を受け 入れるようになってきた。

ほしい事を強く要望した。
次のような条件で、内済 する事になったのである。
・塩の売人は、塩町が責任 を持ち、回村を多くし、定 期的に行い塩の不自由をな くす
・塩の値段は、三州吉田の 塩相場に準拠し、高値で販 売しない
・訴訟方七十八か村は、塩 町以外の「他塩」は買わな い
このように熟談内済は決 まったのである。二人の惣 代は、この内済でいいだろ うか、村
人は受け入れてくれるだろ うか、塩町側が、この内済 の条件をしっかり守ってく れるだろ
うか、と危惧するのであっ たが、
この二つは、最も大事な 点であるが、これを塩町側 に受け入れさせる事ができ たのは、

「塩の不自由を無くす」「 塩の安値」
七十八か村という、多くの 村人の力の後押しがあった と思う。
宿の主の勧めで、江戸の 町の見学に出た。通りを行 く多くの人々、町屋の店の 賑いに驚
き見入った。自分たちの村 の暮らしと大きな違いを思 ったが、多くの村の惣代と して、裁
きに江戸に来た身である。 村人たちは、どんな裁きに なったであろうか、待ちわ びている
だろうとの思いに、江戸見 学はそこそこに帰路につい た。
泊まりは、慣れた往路の 宿にし、東海道の美しい眺 めを目にとめながらも、故 郷への足
池田の渡しで天竜川を越 える。春もすぐ近く水の流 れは多く、渡しの舟の影が 川面にゆ

は早かった。
らぐ。常光村で惣代の十左 衛門と分かれる。難儀な裁 き、長い江戸の旅お互いの 労苦をた
たえ、
「内済」の通りに「札塩」が扱われるか確かめようと約束をし、再会を楽しみにした
故郷への足は急ぐ。遠く の山はかすみ、道端のかれ 草の間には、若芽が伸び、 柔かい日

のであった。
の光が伸びていた。

●佳作
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将
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退職互助 部（志太）

智積山は、伊豆の最南端 、南伊豆町の北部にあり、 海抜五百余Ｍの高さと言わ れる。
伊豆連山の中では小山とも 言える部類のこの山にも、 冬に入ると雪が積もること が、年に
この智積山の南側を囲む ように、百戸ばかりの農家 が、険しい山腹にへばりつ いて暮ら

二回か三回あった。最近の 温暖化の影響か、ここ数年 、雪はほとんど降らない。
している。また、この部落 を見下ろすように、真言宗 の由緒ある東光寺が建って いる。
この寺の境内に小さいな がら、宝物館があり中には 、北条政子の遺髪とか、請 願古文書
とか、義経の笛、一休の書 、良寛の書、甲胄、刀など が陳列されている。その他 、国宝の
藥師如来や重文の曼陀羅図 なども、寺宝として時に公 開する。起源は奈良時代と か…。
寺の由緒書きによると、 あの源頼朝公が平氏に向か って旗揚げをした際、この 寺に祈願
し、いろいろな職人をこの地に住まわせて、堂の修理などしたという。今でも『竹屋』
『板
この寺の隣づたいに、小さな教員住宅と保育所と小 学校がある。保育所には保母が一人、

屋』『桶屋』などの屋号が 残っている家もある。
園児が八人いる。小学校には児童が三十人足らずと、校長以下五人の先生が勤務 している。
この春の異動で、加茂先 生はこの小さな学校に転勤 してきた。今までマンモス 校と言わ
れた千人もの児童を相手に していた加茂先生は、しば らくこの僻地一級の学校に 慣れずに
いた。先ず、通勤はオートバイにしたが、悪路で急坂、雨が降ると滑って転倒しかねない。
もちろん雪でも積もってい れば、歩く手しかない。急 坂を二時間はかかる。それ だけで四
十歳になる加茂先生の体力 は限界…一番困惑している のは、複式授業という授業 形態で、
四苦八苦している。一つの 教室、それも狭い狭い教室 に、二つの学年を教えるの であるか
ら、指導法の予習が欠かせ ない。家に帰っている暇は ないから、宿直室へ泊まり っきりに
なる。この宿直も自炊であ るから、加茂先生は夕飯と 朝飯の準備もしなくてはな らない。
ある宿直の夜中にトイレ に起き、その後が眠れない でうつらうつらしていると 、古ぼけ
た太い天井の梁にゆっくり 動くものがある…薄暗いか ら錯覚かもと…目を凝すと 何と、そ
れは大きな、今まで見たこ ともなく太くて長い蛇だ。 ネズミを狙っての青大将で ある…
長い舌をペロリ、ペロリ と出し、一瞬こちらを見つ めたように思え加茂先生は 跳び起き
た。（とんでもない所へ俺 は来てしまったんだア！）（まるでオシオキにあって るみたいだ
…悪い事もしないのによオ ！）（大蛇と同宿なんて約 束した覚えはないわア、マ ッタク！）
と大声が出てしまった。

坊主 頭を平手でひと撫でしてか ら、相好をくずし

参ったよ、とて も宿直なんてできない」

翌朝、出勤した滝川先生 に
「先生！
青大将の話をすると
一員とは？」

「先生もようやくこの学校 の一員になったんだよ」
「何です？

滝川先生は、東光寺の住 職である。住職の話は加茂 先生にとっては、誠に同調 できぬ話
であきれてしまった。智積 小学校が一層いやになって しまう。要するに青大将が 『加茂先
生をこのお山の小学校の先 生として認知した』と言う のである。蛇は学校の『主 』で、ど
の先生も一回はこうした出 会いがあるのだと言う。青 大将は形は大きいが、人間 には無害
この僧侶の滝川先生は加 茂先生より十ばかり年配で 、何かと一味違って加茂先 生にはみ

ぐらいのことは加茂先生も 知っている。それにしても 、気持ちの良い話ではない 。
える。子供にはあまり、人 気は無いが、僧侶が学校に いることで、何となく心が 休まるの
は、先生方も同じである。時に僧衣で部落を歩いてい る姿もいい。滝川僧侶の子供二人は、
加茂先生が担任になってい るので、僧侶は加茂先生の 父兄の立場にもなっている 。六年生
それでも二学期が始まる 頃ともなると、慣れてきた のか、余裕というものが出 てきたの

と五年生で二人とも勉強の できる男の子である。
か、土曜日には家に帰り、 栄気を養って月曜日は勇ん で登校する。おかしなもの で、人間
開き直ると、徐々にマイナ ス思考がプラス思考に変っ ていく。こうした僻地での 子供や大
人との触れ合いが、自分の これからの人生に彩りとな ると、思い直し始めたので ある。

いや、人間だけでなく、 通勤途上の瀬音や木々の緑 、杉、檜林までが美しい出 会いに感
じて来るのであった。そう した加茂先生の顔を、家族 も安心して見れるようにな った。
宿直の回数も減って、父 親のいる平和な家庭に戻っ ている。
マンモス校在職の一月末 頃、放課後の職員室であっ た。職員室で事務をやって いる所へ
山田先生！ 校長がお呼びだよ」

教頭が来て、小声で
「加茂先生！
と伝言に来た。加茂先生は 山田先生と目を合せ、二人 で校長室へ入った。
加茂先生は校長が何を言う のか、分かっていた。この 期に呼び出しは、人事異動 のササ
ヤキである。一つ学校に勤 務年数が五年にもなれば、 異動の対象になる事は、教 員みな、
覚悟はしている。人事で一 番悩むのが校長も教員も、 僻地との交流人事である。
加茂先生は（僻地に勤務 している同輩を考えれば、 交替すべき）と思っている 。
「やあ、忙しいところ、済 まないね。外でもないがネ …」
二人には僻地へ転任して 欲しい。教員は誰も一回は 僻地教育を経験するように 。また、

校長は二人を見ながら、伊 豆には沢山の僻地校がある …と言ったところから話を 始めた。
年齢的にも、お二人には、 経験しておいた方が将来の 出世にも有利という。
そんな出世の事などより 、二人にとって重大なこと は、通勤できるか？である 。
「僕は女房も同職勤務です ので、僻地など、どだい無 理です」
と山田先生は臆せず、堂々 と拒否した。加茂先生は少 し考えながら、校長の顔を 見て
「通える所なら、行きます 。誰かが行かねばならない んですから…」
理 解してもらって…」

こんな場合、直ぐ決断して しまう自分を、後悔する事 が多い。
「ありがとう、先生！

つい、他人の立場を思っ てしまう…ことが加茂先生 の人の良さであり、本人は 小心と自
戒する。（今回の異動も拒 否する勇気がなかったと… ）
しかし、新任校での加茂 先生の働きぶりは、ここの 校長を始め、同僚からも感 心され、
何よりも児童や父兄から信 頼されている事が、『僻地 赴任』を肯定する心理とな ってきた。
春の運動会の出し物が、 加茂先生発想の独特な競技 であったり、正岡子規の俳 句鑑賞教
材の、指導が卓越していた とか…県の指導主事の前で やった複式授業がユニーク であった
ご教授願いに 参りました！」

とか、身に余る評価で加茂 先生を驚かせた。夏休みも 後半に入った頃の夜
「今晩ワア、宿直ですネ？ 加茂先生！

大きな声で、東光寺の滝川 和尚が畳の部屋へ入って来 た。加茂先生と囲碁をやり に来たの
である。二人は夏休み頃か ら、碁盤に向き合うように なっている仲である。
（ま た、僕をカ
モにしに来たんだ和尚…） 加茂先生は笑顔で迎えた。 小柄な和尚が大きな腹をか かえて入
ってきて、僧衣をはだけると、そこからミカンがごろごろと畳の上に音を立てて こぼれた。
寺で収穫したミカンである 。住職は加茂先生に、上手 に負けたり、勝ったりする …。四回
の内一回は負けてくれる… 。一回終わるとミカンを食 べる。時に外が白々と明け るまでや
須弥壇の如来像が見下して いる所で、下手な碁が恥ず かしい。それでも本日は二 対二の

り続けることがある。夏休 みの日中は涼しい寺の本堂 へ行って対局する。
互角となった。滝川和尚に は不つりあいな、品位のあ る奥さんがお茶を入れてく れた。
滝川和尚が鐘楼へ出て、午 後五時の鐘を撞いた。ゴー ンとあの山この山に谺しな がら、
下の部落に広がっていった 。和尚が本堂に戻り胡座を かいた。和尚が大きな声で
「ところで、加茂先生、少 し知恵を貸してくれないか ね？夕飯は心配せんでいい …」
「知恵ですか？どんな事で しょう…？」
「君もご承知のように、部落の過疎化で、その対策に苦慮している。何せ、
『烏合の集』で
なア、いいアイデアが皆無 で村の衆も、わたしも弱り 果てている…」
和尚は困りきった表情を して、冷めたお茶を手にし た。
この問題は日本全国に点 在する僻地の由々しい課題 である。難問題である。加 茂先生も
日頃考えないでもないが、 急に言われると困ってしま う。確かに加茂先生が赴任 してから
も、二戸ばかり下の町へ移 転していった。減ることは 有っても、増えることは無 い。
原因が幾つも考えられる 。部落は山腹にあるため、 田は少ない。林業が衰退し たため、

そこで下働きする住民の収 入は半減している。部落民 は職を求めて下山するので ある。中
には子供を大きな学校で勉 強させたいと言う親もいる 。さらに少子化ときている 。
「村の幹部の連中の中には 、わたしに遠慮もあってナ 、本音も聞けん部分がある し……か
えって加茂先生のような外 部の人の考え、特に君は斬 新な考えを持たれる…」
「いえ、いえ、とんでもあ りません。そんな力は…」
加茂先生は、八月末、僻 地教育研究会が福井県小浜 にあり、自分が出張になっ ているこ

「まあ、思いつきでも、何 でも言ってみてくれんかネ …」
とを思い出した。加茂先生 の日頃の力量が評価され、 県教委から指名があったの である。
その分科会の一つに『僻地 の活性化』があったと思う 。和尚にその件を言うと、 いい機会
小浜は若狭湾に臨み、もと酒井氏十一万石の城下町 。日本海がわの漁業根拠地。若狭塗、

だから是非、勉強してきて 欲しいと言い、小浜という 地域性について話し出した 。
メノウ細工が特産。観光地 蘇洞門（そとも）がある。 この海岸で北朝鮮の拉致事 件が起き
ているとか、長い話になっ た。和尚がここで修行をし たので、詳しい。私の寺は 真言宗と
なっているが、密教にとら われず、天台、曹洞、真宗 など幅広く学んだ。小浜に は国宝級
のお寺が集まっている。そ の中の発心寺で著名な原田 祖岳に座禅を学んだ…。和 尚の話は
尽きない。
本堂から庫裏に移ると、 奥さんが夕食と酒を用意さ れていた。恐縮しながら加 茂先生は
腰を据えた。ここで和尚の 苦行の話など、雑談に花が 咲き、夜が更けていった。
うつらうつらしている内 に、外に雀の賑やかな声が している。驚いた、寺で一 晩寝てし
まったのである。美人の奥 さんのお酌で、いい気に飲 んだせいであろうか。それ に、どう
も寺に相応しくない夢を見 たのである。
絵のうまい雪舟と言う 坊さんが自分である。涙で 鼠の絵を描いた…その鼠を 青大将が
狙っている……と自分の足 元めがけて蛇行してくる。 一目散に逃げる…逃げてい るの
は自分だけと思っていると 、奥さんと手を取り合って 逃げているのである。
その内に青大将はいな くなって、二人だけが寂し い林の中を逃げている。
自分が平野屋の手代、 徳兵衛。奥さんは天満屋の 遊女お初…になってしまっ ている。
これは曽根崎天神の 森で情死したという、近松 門左衛門作の世話物語では ないか…
一方で自分がこの二人を見 ている。（何ってことか！よ りに選って和尚の奥さんと 駆
け落ちとは…不届き千万だ なア！それにしても、この 女、いい女だ…）
寺の鐘の音と雀の声で、 目が覚めたようである。加 茂先生には布団が掛けられ ている。
加茂先生は朝食を頂きなが ら、奥さんを眩しく見た。 箸を持つ手が少し震えた。

その後二人はどうなったか ？夢は完結せずに終わって しまった…。そこが夢だ。
「随分とお気持良さそうに 休まれていたので、主人が そのままにと言うので…」
「いやあ、ご迷惑をかけて しまって…ぐっすり眠っち ゃって…」
加茂先生は恐縮しきりで、 早々に失礼し、逃げるよう に帰宅の途についた。
今ではオートバイの運転 にも慣れて、木洩れ日の中を快適に走りながら、和尚の頼みや、
艶っぽい夢を思い出した。 過疎化の問題は憂慮にたえ ない。何かアイデアは無い ものか？
自分がこの地に赴任したの も、何かの縁であろう。小 浜の研修でヒントを得てき たいもの
と思う。平地と違って智積 山は、もう木の葉が幾分、 色づき始めた欅も見受けら れる。
２
福井県小浜での、三泊四 日の夏の研修会も終わって 、加茂先生は紅葉が始まっ た智積山
の小学校にオートバイを走 らせた。二学期のスタート である。小さな学校ではあ るが、プ
ールもあり子供たちは真っ 黒い顔になって登校して来 た。来年一月には学習発表 会が予定
されている。加茂先生の構想は、地域の祭りや伝説を取り込んだ、演劇ができないものか？
お寺に鬼 や蛇の伝説がある。それを 脚色して劇化してみたらど うだろう

町場の子より、すべての面 で幼い感じの子供達である から、その点を配慮して創 作上演で
きないものか？

…加茂先生は暇を見つけて は、その構想を練ってみた 。もう、和尚の滝川先生と 囲碁など

和尚さん、僅 かの情報ですが、報告に立 ち寄りました」

勤務の終わったある夕方 、お寺へ立ち寄った。研修 出張での報告をするためで ある。

やっている暇は無い。
「今晩は！
「ご苦労さんでしたな、例 の『僻地活性化』の件です ネ…まあ、よく忘れずに… 」
「さすがにお堅いですわ。 で先生今晩、ご一緒に夕食 いかがですか？お粗末です が…」
「いや、いや今晩はここで 失礼させて貰います。いつ もいつも厚かましいですか ら…」
「そう堅いこと、おっしゃ らないで…どうぞ！どうぞ ！。子供たちと一緒ですが ……」
奥さんに勧められると、加 茂先生は弱い。二人の子供 と一緒に食事をしながら
「あちらは南伊豆によく似 て、海辺は断崖絶壁で、陸 の孤島とも言われているよ うです。
僻地の振興策は何処も大同 小異です。地場産業の推進 、工場誘致、観光と宗教、 人材育成
…等々と言ったところで、 そこなりの努力をされてい ます……」
「成程、成程。それでその 宗教ってのは？」
和尚は加茂先生の口元を見 つめて、質問した。加茂先 生はお茶を飲んでから
「ハイ、実はその点がユニークかと思いまして…お寺 が効果を挙げている所があ りました」
「ほう！お寺が何かうまい 事やるんですかな？」
主 役とは……」

「ハイ、お寺の和尚さんが 主役なんですが…大変です 」
「ほう気になるねえ！
加茂先生はやや、言いにく そうに和尚と奥さんを見な がら、独特な和尚の説法が 人気を呼
び、観光客が押し寄せ、そ の客相手の小店が出たりし て、孤島と言われる部落を 経済的に
潤している。その法話が今 日的で人気があるようです ……と話を結んだ。
「そうかア、どこかの女流 小説家の亜流か、亜流でも 何でも、それは良いが…」
和尚は焦点の定まらぬ目つ きで、独り言のように呟き ながらお茶を飲み込んだ。
二人の子供は早々にいな くなり、奥さんは食卓を片 付けながら
「主人の話術じゃあ、お客 は…。きょう日は坊主もそ ちらの修行をしないことに はネ」
笑いながら加茂先生にお茶 を注いだ。
「その坊さんですが、近く の坊さんが動員されて来て いるんです。それにその人 材を養成
する塾もあり、その組織化 がアイデアだと僕は思いま したんです」
「成程、話術の巧みな者が 代行という手がある…成程 、成程…」
滝川和尚はしきりに感心し ている。加茂先生は和尚を 見ながら、付け加えた。
「その部落では法話だけで なく、民話や童話なども取 り入れるようです」
「まあ、そうですの！私は そちらに興味、ありますわ 、法話は堅い感じがして… それに子
供達を抜きにしてはいけま せんから、分かりやすいが 大事と思いますけど…」
「ええ、賛成です。実は僕 もこの智積部落が、村興し にこの辺りをと…しかし、 いずれに
しても、簡単にはいきませ んよねえ、十年計画って所 でしょうか…？そのために は、主だ
った人々で組織を作って綿 密な相談を……」
続けて加茂先生が口に出 そうとした事を、和尚が出 した。
「ところで驚いたなあ！加 茂先生、小学校が廃校にな るかも…って話」
「全くです。余りにも突然 の話…校長も青い顔してま したよ」
「加茂先生、この件は丸秘 だね、住民が童謡しちゃう …」
「そう、そうですね、廃校 の問題とは別に、先程の組 織化は早急に考えないと… 」
「そうだ、おっしゃる通り だ。その辺を私も考えてみ ることに…」
和尚はいつの間にか、酒を ちびちびやっている。
「それでは、今晩はこの位 で…どうもご馳走さまにな りました！」
加茂先生は大きく頭を下 げて、夜空を眺め、バイク に跨がった。いつも奥さん が、先生
を見えなくなるまで見送っ てくれる。鬱蒼とした森の 中の暗い夜道を、ヘッドラ イトを頼
りにゆっくり走った。過日 はスピードを出し過ぎてカ ーブを曲り切れず、谷底に 落ちる寸
前であった。急いでも帰宅 時間は左程変わらない。
村の過疎化を防ぐなどで きる筈もない。時代の勢い ある流れは、防げない…。 せめて部
落の主だった人々の知恵で 、誇りをもって暮らせる日 々になればバンバンザイと 加茂先生
は走りながら思う。平地に 出ると多少スピードを出し 、約一時間で家に着く。車 庫にバイ

また、お寺でヨバレちゃ ったよ！」

クを入れて、明るく点灯し た玄関に立つ。大きく息を 吸って、家庭という温かさ と幸せを
感じ戸を開ける。
「ただ今、ああ、疲れた！
「お帰りなさい。まあ、そ うですか、ご迷惑かけまし たね！お寺で何か……？」
「出張の報告をしたんだ。 滝川和尚はえらく、部落を 心配されている。気持ちは 良く分る
よ。それに今日の校長の話 だと、この小学校が三、四 年後に廃校になる心配が出 てきてい
るんだ。下の町の小学校に 統合するとか…」
「まあ、それ初耳だわ！驚 いたわ…貴方大変な事にな るわネ、統合だなんて…」
「うん、全く『寝耳に水』 って感じだったよ。学校は 部落の『文化センター』だ からね。
住民の心のより所が無くな って、石垣が崩壊していく 様相になってしまう。それ に名の
寺、東光寺の浮沈にもかか わることだからねえ」
「…でしょうね、部落一帯 が檀家でしょうから…」
加茂先生のバイクの通勤は 、農道、渓谷、樹林、山並 み…と緑一色の世界を、バ イク音
で小鳥や、獣を驚かせて走る一時間である。
（この豊 かな自然を村興しに利用し ない手はな
かろう…）
（智積山に昔か ら有って、他所に無いもの…例えば『精進料理』
『植木市』
『骨董
市』『能楽・猿楽』っても のができないか？）
こんな事を考えて運転する と、事故につながる…要注 意だ。赴任したばかりの頃 、考え事
をしていた矢先、カーブで 学校の給食車と接触事故に なった…怪我はなかったが 、買いた
加茂先生は我にかえって ハンドルを握り直した。朝 の子供たちのジョギングに 会った。

てのレインコートがズタズ タに切れてしまったことが あった。

お早ようござい ます！お早ようございます ！」

「お早よう！お早よう！」
「先生！
現在、六年生は寺の滝川 君が一人だ。修学旅行も卒 業式も一人である。

子供たちは元気だ、屈託が ない、この子たちの近未来 をつい考えてしまう……。
五年生はそれでも十五人い る。四年生が四人。三年生 が四人。二年生三人。一年 生二人
合計二十九人を使って、劇 を上演したいと思う。この 学校の一大イベント、学習 発表会は
来年の一月で、三か月後に せまっている。
加茂先生は寺や村の伝説 、これを独自に脚色した、 鬼の出てくるシナリオを創 作中であ
る。他の先生方は夫々のジ ャンルの担当を任され、お 互いに忙しい。この行事を 部落の父
兄や老人達も楽しみにして 待っている。
日に日に気温が下がり、 山は冬支度に入る。朝夕が 冷え込んで来る頃、東光寺 の滝川和
尚が原因の分からぬ病気で 休んだ。甘くみて医者にも かからず、悪化させた。と うとう入
院したが、医者も首を傾げ る始末で、長期療養となっ た。僧侶は二つの職業を許 されてい
るが、教職の方は若い女性 臨時講師がやってきた。僧 侶の仕事は奥さんが何とか やってい
くことになった。一週間後 、加茂先生は帰宅の途次、 市民病院へ和尚の見舞に寄 った。多
すっかり迷惑かけちゃ って……」

少やつれていたが、加茂先 生を見ると、和尚はとても 喜び、目が輝いた。
「やあ、よく来てくれたね ！

「いいんですよ！そんなに 気にしないで、ゆっくり静 養して、元気になって下さ い」
「うん、ありがとう、何し ろ、体力が落ちちゃって… 」
「学校も、お寺の方も安心 して下さい。奥さんも子供 さんも頑張っておりますか ら……」
「ところで、家の子供たち から聞いたが、先生が探し ている『寺に伝わる鬼の話 』は宝物
館の中に保管してあるから ね、女房に出して貰ってく れ…かなり古いもんだが… 」
翌日、定夫君から受け取 った古文書を持ち帰り、家 の書斎に入って開くと、冒 頭
『天地は人の心、天地汚 れば人死す、即ち天は空気 。地は水なり…云々』とあ り、……
智積山は智を積む山なり、 知は一般の分別、判断、認 識の作用にして、智は高次 の宗教的
叡知なり。
『智は力なり 』是非善悪を弁別する心の作 用にて、この山の寺に主神 、薬師如来
の立つ。衆生の病苦を救い 、無明病疾を癒す。社寺の 門に二体の仁王像を置く…
この寺に顔は醜なれど心 優しき鬼の話幾つかあり… …』とある。
加茂先生はこの『鬼』を 主役に、民話的童話的に創 作することに決めた。
少しずつ劇の構想が固ま り始めた。仕事はここまで と、風呂にゆっくり浸かる 。

加茂先生は風呂から上がる と、子供たちの声のする居 間に向かった。テレビでは 巨人対
阪神の試合が白熱戦となっ ている。この春、一年生に なる徹が、いち早く幼児の ように加
茂先生の膝に入った。それ を見た四年生の兄、勝が咎 めるような顔をして父を見 て、
「甘えん坊だなト・オ・ル ！お父さん、疲れているん だからさア！」
加茂先生は笑いながら抱い て
！デス！」

「もう直ぐ小学生だ！徹、 学校は何っていう学校だっ たかな？」
「シモダ、ダイイチ小学校
「そうだそうだ！桜が咲く 頃は一年生だ！もう直ぐだ よ」
加茂先生は学校で見せたこ との無い、父親らしい顔を している。母親も加わって 加茂家の
加茂先生は蒲団に入り、 天井を見ながら、子供たち の練習成果を考えている。（どうも、

団欒のひと時となっていっ た。
今一だ。アッちゃんの声が 小さい。トン子が恥らって ばかりいる…それに主役の 定夫に迫
力が足りない…）などと思 っている内に眠りについた 。
外は風が出たか、雨戸を 揺さぶる音がし、寒さが身 にしむようになってきた。
演劇の練習は、思い切り 大きな声を出させる。大き な声が出るようになると、 役柄が身
に付いてきた証明である。 従って練習は保育園の横の 元教員住宅で行う。声を張 り上げて
も近所に迷惑にならない。 児童の何人かは厳しさに、 涙をこらえて練習している 。加茂先

ぴったり よ、ホント！」

生がメガホンを片手に厳し く指導している光景を、時 々通りがかりの村人が見て いる。
奥さんが子供が帰った後
「先生、素敵よ！映画監督 の黒沢だわア！
「からかわないで下さい奥 さん！やめて下さい！奥様 ！」

やれば出来るんだなア」

「からかってなんか、いな いわ先生！ホント。子供っ ち上手になってきたわ！」
それだ といいんだが…」

声も出てきた わ！先生！」

「そうですかア？
「絶対よ！
先程から古老の安蔵さんも 見ている。
「うん、田舎の子にしちゃ あ、上出来だよ、先生！

「加茂先生の情熱が、子供 を動かすのヨ、あと二週間 だわ、待ち遠しいわネ安蔵 さん！」
日が短くなって練習時間 も少ないので、加茂先生は とても心配し、少し顔がや つれた。
子供たちも劇の練習ばかり やっているのではない。コ ーラス、楽器演奏、朗読な ど一人三
役はやるので、帰りが暗く なってしまう。治安のいい 部落なのでその点は心配は ない。
父兄が大道具や小道具を 、夜間に学校で作ってくれ ている。加茂先生はそんな 夜は宿直
加茂先生がとうとう体調 を崩してしまった。土曜日 の午後から夜の十時までか かって、

室で一夜を明かす。お寺の 奥さんが夕食や朝の食事を 届けてくれ大助かりである 。
学習発表会の看板を書いた 。カラーでプロ並の大看板 が出来上がった時、めまい がして倒
れた。ぼうっとしている中 で、携帯で奥さんに助けを 乞うた。奥さんが飛んで来 て、一時
の貧血と判断し、落ち着い てタオルで頭を冷やしてく れた。加茂先生が気がつい て、うっ

夢のようです。ごめんな さい！」

えも言われぬ香りと、奥 さんの体温に刺激された加 茂先生は、理性を失った… 。

すらと目を開けると、奥さ んの真に迫った心配顔が、 触れんばかりに目の上にあ った。
「ああ、奥さん！奥さん！

と言うが早いか、夢中で奥さんの背中に手をまわすと 、奥さんも両手で加茂先生を抱いた。
二人は抱き合ったまま、 しばらく動かなかったが、 ハッとして離れた。
加茂先生は（こんな事が 、いつかあるかもと、予感 がしていた。とうとう過ち を…取り
返しのできないことを…） 蒲団で顔を隠して息をこら した。
奥さんが耳元で消え入るよ うな小さな声で、
「先生！私がいけませんこ とを…どうぞ許して…無か ったことにしましょう！ね ？」
加茂先生は奥さんの言葉で 救われほっとし、漸く我に 返った。
「奥さん、もう大丈夫です 。めまいも治りました。助 かりました！」
「良かったわ！大事になら ないで…先生、過労ですわ 、私お送りしましょうか？ 」
「いえ、とんでもないです 。帰れます、大丈夫です」
「そうですか、心配です、 道中が……やっぱり私、お 送りしますわ」

加茂先生は内心、甘えた い感情があるのを、こらえ にこらえた。

「嬉しいですが、本当に大 丈夫ですから奥さん！」
何処をどう走ったか？加 茂先生は自分に腹を立て、 後悔の念で運転がおぼつか ない。
奥さんは自分より三つは年 上、教養を表に出さず自然 体で、誰とも交際する奥さ ん。
常に相手の立場を心配され る優しさ、その品格にずっ と魅せられてきた。
しかし、それが奥さんに 備わっている品格としたら 、加茂先生に特別の波長を 送ってい
るのでも何でもないのであ る。
加茂先生はそれに鈍感で いるのではない、百も承知の上で、抑えようも無い感情がある。
そして、どこかそのお顔 に亡き母の面影をダブらせ ている。疲れのためかも知 れない…
奥さんの母性愛だったのか も知れない…？それに先生 は甘えてみたかったのかも 知れない
…（いや、いや、ごまかし てはならない。好きだった んだ…奥さんを…僕が…）
その時、バイクががくん と傾いた。狭い森林道の溝 に落輪してしまった。アク セルをふ
かしても後輪が回転するだ けで、前へ出ない（何てヘ マやらかすんだ！どじめ！ 泣き面に
蜂ってもんだア！しっかり してくれよ！加茂君！）前 からヘッドライトが近付い てきた。
部落の青年であった。彼の バイクで牽引して直ぐに脱 出できた。
（ああ、ああ、何 てこった！
天罰ってあるんだア！）加 茂先生は心身ともに、くた びれ果てた顔で家へ着いた 。
余りにも遅い帰宅である 。消灯された玄関を合鍵を 使って、静かに静かに入る ……。
３
発表会が明日に迫った。 今日は準備のため、授業は 午前で終り、児童は先生や 父母の手
伝いをやった。それも三時 に終り学校はしんと静まり かえった。校長が
「先生方、今まで大変でし た。準備が完了したようで すネ、先生方も今日は早め にお帰り
下さい。明日はまた大変で すから…」
校長の温かな言葉を受け て、加茂先生始め全員の先 生が帰途についた。
当日、快晴である。年に 一度の発表会が始まった。 この日ばかりは農家の人々 も朝から
休んで学校へやってくる。 小さな三つの教室の境を取 り払い、ステージも作られ てある。
来賓、校長などの挨拶が終り、プログラムの順に進行し始めた。全体の進行を入院中の、
滝川和尚の長男、定夫が進 める。楽器演奏、体験発表 と進みメーンの『智積の赤 鬼』の幕
が開いた。高い高い山の絵 が描かれた大道具の前に、 一年生のアッちゃんが立っ て、

青 大将

！』

トサ…！

小鬼ノ青鬼ヲ、五匹、青大 将ニ化ケサセテ、村ヲ這ワ セテ、悪ヲ調べルンダ

『ムカシ、ムカシ、コノ部落ニ、ソレハソレハ大キナ、赤鬼ガ住ンデオッタ
（ウーン大きな声を出して るぞオ、よしよし！いいぞ ！アッちゃん！）

に扮した一、二年生がゾロ ゾロと這っている。観客が 大笑いしている。話は進み 、そ
神頼ミハ イケナイゾ！ソウイウ者ハ 大洪水ヲ起コシテ、流シテ 終ウ

のうちに、定夫扮する大赤 鬼が、村人や病人に世話を やき始める…
『オ前タチヨ！

知恵ヲ出セ、知恵ヲ！自分 達ノ

ゾ』そこへ守り神の薬師如 来が出てきて、大赤鬼に何 か囁く。そこでまた大赤鬼 が威
厳をもって『イイカ、空気 ヲ汚スナ！水ヲ汚スナ！

もっと大声で！）町 や村の人々が出てきて、川 の掃

力デ、田ヲ、山ヲ、人ヲ、 キレイニスルンダ！ワカッ タカ！』
（よし、いいぞ、いいぞ定 夫！

除や水を綺麗にするしぐさ をし、農薬は使いませんな どのプラカードを掲げたり して
退場していく『コウシテ、 人々ハ病人ヲ救イ、自然ヲ 汚サヌヨウニ、気ヲツケタ
ソレカラハ、悪イ病気モハ ヤラナクナッタ…青大将タ チハ、コノ様子ヲ大赤鬼ニ 報告
スルト、大赤鬼ハ満足顔ニ 、オ寺ノ中ニ消エテ行キマ シタ。デモ、油断ハ出来ナ イノ
デ、大赤鬼ハ青大将ヲアチ コチニ放シテアリマス。
オヤ？ゴランナサイ、ホラ ホラ、アナタノウシロニ、 ソノ青大将ガ舌ヲ出シテオ リマ
スヨ！
ギョッと後ろを振り向いて しまう観客もいて、大笑い があちこちにする。
幕が閉まると、観客の拍手 がいつまでも続く、幕が再 び開いて児童全員がステー ジに勢
揃いした。拍手が一段と高 く鳴り響いた。

智積小学校は、滝川和尚 が職場に戻り、通常の職員 で年度末に入った。三月に 入ると、
学校は慌ただしい。卒業式 、入学式などの行事計画、 平行して、期末の公的書類 の作成な
ど、先生方は遅くまで学校 に残る。職員会議の席で、 滝川和尚は、言いにくそう に
「忙しい中ですが、拙僧の 快気祝の一席を、金曜日の 晩、寺前の料理屋に設けま した。私
の息子が漸く卒業となりま す。たった一人の卒業式に、先生方の総力をかけて頂い ており、
何ともお礼の申し様も…色 々な感謝の意味ですので、 ご出席を…」
和尚はいつになく、しんみ りとした口調で先生方を見 渡した。
この部落に一軒しかない 料理屋の二階に、学校職員 、ＰＴＡ関係役員など十人 余へお寺
の奥さんとお手伝いの叔母 さんが加わった。宴の後半 になって、
「こんな席で場違いは承知 だが、ほかに機会も持てな いので…実は退院一週間前 は、退屈
しておりましてナ、愚僧の 拙い知恵で、こんなものを プリントしてみたんですよ 。お笑い
になるかもしれません。こ の学校が廃校になりそうだ という情報があるし、由々 しき事と
思って…本を読んだり、あ ちこちの川の土手を歩いて …」
見出しに『これからの智 積』とあり副題が「活性化 を願って」とある。説明が 始まった。

と和尚が一同に紙片を分け た。加茂先生はじめ職員は 、文面に目を凝らした。

○ 僻地の特性は自然が豊かで ある

加茂先生は、和尚の話を要 約、手帳にメモしてみると 、以下のようなものであっ た。
○現代の日本は自然環境 が悪くなる一方である
○部落民は今こそ、智積 部落の価値を知り、誇るべ きである
○特産物の研究 班を

○ その道の権威者の講話で勉 強会を

○ 農協と観光会社と智積部落 との連携

○部落活性化のための有 識者の組織を作りたい
○道路の整備拡張を
続けて和尚が
「まあ、大変な事ですが、 先ず十年位の計画で焦らず ゆっくり進める。部落民が できる小
さな事は、直ぐに取りかかりたいと思っています。例えば薬草植木市、精進料理茶会な ど 」
「ウン！この期を逃さず、 山の上も下も、全住民が汚 染を考える機会となったら ねえ！
それに、滝川先生の十年計 画の構想は、絶対必要と思 う。学校はそんな地区の願 いを知
愚 僧は話術を勉強して、分り 易い説法をしたい。病院で 、定夫の

って、協力できる面はやら なくてはと、校長の立場と しても考えます」
「嬉しいですよ校長！

劇のシナリオを、そう、加 茂先生の創作だが…これを 読んで、
『これだ！』と思っ たんだが、
それはいい、皆 がみんな青大将になれば、 公害も犯罪も減る…あの劇 は旨くで

あの青大将がいい…青大将 を善意の青大将として、説 法に取り入れたらとね」
「和尚！
きてましたよ。あれは小学 生がやったから良かった… 」
とＰＴＡ会長が盃を傾けな がら、加茂先生を見た。寺 の奥さんも同感と
「あの劇、単なる童話でな く、生き方の根っこを示唆 してるんですねえ、先生！ ？」
加茂先生は、奥さんの目と 一同の視線を感じ、たじろ いだが
「いやあ、そんなに深いも んじゃあ…言われてみれば 、確かに一人ひとりが、青 大将にな
ったとすれば……薄気味悪 いけどねえ、ハ、ハ、ハ、 ハ、僕、蛇は苦手ですよ！ 」
年配の女教師が、話す前 から笑ってしまって

「ハ、ハ、ハ・ハ…まった くねえ、駐在所はいらない ハ、ハ、ハ…」
「じ、実は私、この小学校 に勤務して青大将には、数 回会っているんですが、先 日は帰宅
途次、道路に動かないで寝ているんですよ！車止めて シーシーって…眠っていた ようです。
私をジロっと見て、悠々と 消えました。すこし走ると 、青大将ならぬ、警官が『 鼠取り』
嘘のような本との 話……？」

やっていたのよ、これ、落 語にならないかしら…ホ、 ホ、ホ、ホ」
「ヘェ！こりゃ凄いは、青大将が予告してくれたって わけ？

宴会はヘビの話で盛り上 がった。加茂先生も少しず つ青大将が好きになってき た。
週が変わって、水曜日の 職員会議の議題は、卒業式 のやり方である。
校長は冒頭、なるべく斬新 な行事にしたいと、方針を 述べた。若い女教師が立ち 上って
「卒業式は中規模校でも二 時間はかけます。ここでは三十分もあれば終わってし まうので、
あっけないです。どうでし ょうか？あの『智積の赤鬼 』をもう一度、上演したら ？市長の
代理や市議、その他来賓も 来校しますから、あの劇を 見てほしいです」
「成程ねエ、『僻地ここに あり』って、アッピールで きますものネ。賛成だわ！ 」

もう一人の女教師も賛成し た。滝川和尚もうなずきな がら、
「型破りの卒業式だが、セ レモニーだけでは物足りな いし…加茂先生がまた、大 変になっ
ちゃうが…先生、どうかね ？」
加茂先生はしばらく考え てから立ち上がり
政 治家にもこちらの心意気を 感じて欲しいしな。やろう ！」

「少し子供にとってもハー ドですが、やってみますか ？校長先生は？」
「私に異論は無いな！
加茂先生は（そうと決まったら、もう少し青大将を強調し、下の町と智積部落の住人とが、
一体感を持つような雰囲気 で幕にしたらどうか…）ア イデアを練り始めた…
（子供達も今度は、今まで 以上に頑張るに違いない… ）
卒業式の当日がやってき た。卒業証書授与式は短い時間で終り、
『智積の赤鬼 』が始まっ
た。前回よりも、観客が多 く会場からあふれている。
終わって一番感動したのは 、担当の加茂先生であった 。児童達の演技が見違える ほどで
あったからである。新聞記者が三人ばかり取材をして 帰った。夜になって加茂先生の家に、
今日は本当にあ りがとうご座いました。定 夫がとっても喜んでいます 。主人も

定夫の母親から電話が入っ た。
「先生！
長い教師生活で、こんなに 感動した卒業式は初めてと ……」
良かったです！

僕の心は快晴です！

奥 様のお陰ですこれも…」

奥さんが感激し、あとは何 を言っているのか、泣き声 で分からない。
「奥様！
「いえ、先生のお力。そし て子供達と息がぴったり合 って、その成果ですわア！ 」
奥さんは、もう少し話があ ったのかも知れないが、横 に妻もいるので、受話器を 置いた。
翌日の朝刊に『僻地の小 学校で一人の卒業式』の見 出しで、記事と写真が出た 。
僻地の課題にも触れ、活性 化への意気込みにも触れた 記事で、和尚も満足顔であ った。
出て、三人

入る …〟僻地の学校の先生方も 、明るい気持で新学期を迎 える。

記事の終りに『入学式には 、三人の新入生が元気に待 っている』と結ばれていた 。確かに
〝一人

この春の異動で校長が入 れ替わった。智積小学校へ 新任の丸井校長がやって来 た。
いずれの職場にも言えるこ とだが、職場のトップ次第 で職員の意識も変わってく る。
丸井校長は丁度、和尚と 同年輩で頬のこけた鋭い目 付きをしている。誰がつけ たかシャ
五月の連休明けの放課後 、出張中の校長について渋 茶を飲みながら和尚が

モという仇名が付けられた 。職員室の雰囲気がどこか 、ギスギスしてぎこちない 。
「校長は、新任のためか肩 を張って…子供達もかたく なな面を見せているように 思えるが
…前の校長とは大分違う」
「ええ、私もそう思います 、本音が出せないんです。 怖くて……下の町の先生方 の噂では

私ハラハラしてたわ」

頭脳明晰だが、刃物のよう な、近付けないところがあ る…って」
年配の女教師に、若い女教 師もうなずきながら
「加茂先生、昨日、校長先 生と長話していたですね？

「ああ、少し意見の食い違 いみたいなところがあって ……僕も譲らなかったから …」
四人の先生が一斉に加茂先 生を見た。
「実はあの安蔵老人と電話 していた内容について、忠 告されたんです」
「忠告ですか？またどんな ？」
「ええ、僕が部落の歴史や 伝説を安蔵さんに頼んであ ったので、その話の電話な んですが
…驚きました、前校長とは逆でしたから…つまるとこ ろ、
『忙しい中で、そこま で入り込ま
なくていい』と言うわけで す。少し興ざめしました」
「当然だ！わたしがこんな エラそうな事を言うと、藪 蛇になってしまうが、本来 、寺の和
尚や学校の先生は、この小 さな地域の地脈・人脈・血 脈を効果的に紡ぐキーパー スンとし
て存在すべきとは、ものの 本に書いてある…恥ずかし い話だが、これが理想だ… 」
「学力と言う中に、人間間 のマナー、抑制力なども含 めての教育ですね」
年配の女教師が和尚の考え に同調する。
「ハイ、全くその通りの事 を反論したんです、僕も！ 」
加茂先生も渋茶をごくりと 飲んだ。若い女教師が口を 尖らせて
「あのう、下の中学校の先生が言ってらっしゃったわ 、
『智積小の卒業生は、皆 んな学習マ

ナーが良い、だから徐々に 学力が上がっているよ！』 って…」
諸君、ぐらつ かないよう、自信を持とう ！校長も今に分かっていく よ！」

「ええ、ええ、わたしも聞 いてますよ、そのこと」
「よーし！
と和尚が締めをした。若い 女教師が、校長先生の机上 の紫陽花の水を取り換えた 。
お盆が来た。都会へ出て いた若者たちも村へ帰って くる。百戸ばかりの山村が 急に、賑
やかになり小学校の運動場 の真ん中に、櫓が組まれて 盆踊りが三日間行われた。 最後の日
と 思った。

は先生方も村民に混じって 、踊るのが習慣となってい る。加茂先生には帰省した 人々の元
気な姿が感動的であった。 このパワーと『村興し』と が繋がらないものか？
北陸の郡上八幡の盆踊りも 、昔地域の主だった人々の 「仕掛け」たものではない か？それ
が伝統になって、今日、大 変な観光イベントになって いる。富山の「風の盆」徳 島の「阿
波踊」然りである。（そう だ、地区有志に提案してみ よう）
盆過ぎのある午後、加茂先 生は、寺の宝物を見ていな いことに気付き、お寺へ登 ってい
った。茅葺屋根の大きな本 堂の横から、右へ入ると小 さな池があり、その裏手に 土蔵の宝
学校の加茂で すが…」

物館、池の東側に坊、滝川 先生の家がある。
「今日は！先生いらっしゃ いますか！
奥から手を拭きながら、奥 さんが出て来た。
「アラ！先生、いらっしゃ い！何か？…」
丁度いいわ！シシヨク して頂けません？先生！」

「ああ、済みません急に… …宝物見たくて…やって来 ました……」
「主人たちは留守ですけど …
「シシヨク？…ああ、試食 ですか？」
「精進料理…デス」
「奥さん、着々と研究して るんですネエ！」
「いえ、趣味ですから…お 宝、後でご案内しますから 」
「実は主人と子供たち、旅 行で留守なんで、試食する 人が…いいところへ先生が …」
とっても味の 深い、美味しい料理でした 、奥さんプロですよ！」

夕食には早いが、加茂先生 は、奥さんの勢いですっか り平らげてしまった。
「うわあ！

「プロだなんて！でも嬉し いわア！先生が誉めて下さ って！もう、しあわせ！」
一息入れてから、二人は 坊を出て、宝物館に入った 。厳重な鍵が幾つか掛けら れ、重い
扉を開き電灯をつけた。館 内は棚とケースと壁に、様 々な物が並べられている。 重い音を
立てて扉を閉めながら、
「大した宝物はありません けど、湿気だけはいけませ んので…」
黒糸縅の大鎧、遺髪、写経 。一休や良寛の書、古文書 類。加茂先生は、横笛を指 差し

「でしょうね、それでは見 せて頂きます」
「義経は静だけでなく、あちこちに恋人があったんで すかネ？清水市に鉄舟寺が あります。
山門を入ると、仄かに雅 な笛の音が聞こえてきます 。勿論テープなんですが… 義経がこ
ちらの恋人に形見として与 えた笛…とあります。義経のイメージは美男で勇敢な 武将。 モ
テたんですネ、多くの女性 が近付く…。あやかりたい デス！。でも片や、義経は 色黒でぶ
男で短身…とか言う説もあ るとか、無いとか…」
「まあ先生、義経さんに詳 しいんですネ。私、その美 男の方の、義経さんの恋人 でいい、
先生どうですか、ひととき 義経さんになりません？」
奥さんが冗談とも、本気 とも見える表情で、加茂先 生に寄りそってきた。驚い ている加
茂先生の胸のネクタイを、 両手で直すしぐさをしてか ら、先生の胸に顔をすり寄 せた。
奥さんの仄かな芳香が、 加茂先生を甘く包み込み、 加茂先生は耐えられず、奥 さんの背
に、両手をまわした。
宝物館を出た時は、濃い 山霧が一山を包んでいた。 二人は無言のまま、一つの 影法師に
その楠の枝に大きな青大 将が、音もなくゆっくりと 這っていた。

なって、池を巡り楠の大樹 の下まで来ると、二つに別 れ霧の中へ消えていった。

─了─

●佳作

約
（１）

束

大

重

晴

美

浜松市立県 居小学校

茹だるような暑さが、窓外に見える街並みにまだ残 っているような気がした。舗装路も、
ビルの連なりも、白く光っ て見える。日中の気温が三 十度を越す日が続いていた 。
森上佑樹は、何気ない素 振りを装い、腕時計を覗い てみた。五時…。退社時刻 になって
いることに気づいて、彼は ため息をついた。そして、 再び視線を窓の外に向けた 。
八月も後半になり、事務所も明日からは一週間の夏 期休暇に入る。そういう事情もあり、
所員はまだ誰一人として帰 る素振りを見せない。得意 先に電話をかけている者、 机上の書
類の整頓をしている者、パ ソコンで本社からの連絡を 確認している者、それぞれ が休暇前
の処理のために忙しく立ち 働いていた。
そんな同僚の動きの中か ら一人取り残されたように 、佑樹は、放心したような面 もちで、
窓外の景色をぼんやりと見 ている。
すると、そんな彼の様子 に気付いたのか、課長が苦 笑しながら声をかけてきた 。
「森上君、どうしてもとい う用事がないのなら、今日 は終わってくれていいんだ が」
「すみません」
困惑したような表情が、 佑樹の顔に浮かんだ。上司 に心を見抜かれているよう で、一瞬
唇を噛んだが、彼はその口 元に無理に笑みを浮かべる と、言い訳するように言っ た。
何人かの所員の目が、自 分の方を向いたのが分かっ た。長期の休暇を前に、ま だしなけ

「朝から体調がよくなくて …。これで、帰らせていた だけますか」
ればならない仕事を抱えて いる彼らが、無論佑樹の帰宅を快く思うわけがない。それでも、
佑樹はロッカー室に入ると 、制服から私服に着がえて 、そそくさと事務所を出た 。
予想したとおり暑気は去 っておらず、外気に触れた 途端に、額から汗が流れ落 ちた。ポ
ケットからハンカチを取り 出して、佑樹は汗を拭った 。野晒しの駐車場に置かれ ていた車
のボンネットは、異様なほ ど熱を帯びていた。キーを 操作し、車の中へ乗り込む と、高熱
の空気の固まりに全身を包 まれた。
佑樹は疲労感を覚え、目 を閉じた。そして、昨夜の 出来事を思い出していた。
昨日は、夏期休暇を前に 、緊急に処理すべきことが いくつか残っていて、家に 帰り着い
たのは八時を過ぎていた。
門の前に立つと、考えて もみなかったことだが、家 の灯りが消えていた。それ を不審に
彼は、急に不安な気持ち に襲われて、「翔、沙智子 」と二人を呼んでみた。

思いながら、玄関の照明を つけると、そこには妻と息 子の靴はなかった。
だが、暗い室内からは、 物音一つ聞こえてこなかっ た。声を大きくして再度呼 んだが、
やはり返事はなかった。
ドラッグストアに勤めて いる妻が、仕事の都合をつ けられずにいるのかと考え てみた。
だが、保育園に預けている 翔のことを考えると、自分 に連絡なしで残業できるわ けはなか
った。保育時間は多少の延長は認めてくれたけれど、七時を過ぎることは許され ていない。
今朝出かける時にも、妻か ら特別な用があると言われ た覚えはなかった。
佑樹の脳裏に、二人の身 に何か起こったのではない かという考えが浮かんだ。 彼は慌て
居間の照明をつけてみた が、どこも荒らされた形跡 はなかった。部屋を見回し ているう

て靴を脱ぎ、居間に駆け込 んだ。
ちに、机の上に便箋が一枚 置かれているのが目に入っ た。
沙智子 」

便箋には、彼女の性格が窺われるような端正な文字 で、たった二行の文が綴られていた。
「ごめんなさい。翔と一緒 に、しばらく母のところに います。

息子を連れて実家に戻っ ているのか。彼はため息を ついた。何か大変なことが 起こった
かもしれないと慌てた自分 に苦笑しながら。
だが、気持ちが落ち着い てくると、今度は彼女の軽 率な行動に苛立ちを感じて 、彼は舌
打ちをした。前日に口喧嘩 をしたけれど、それが理由 だと考えたくなかった。
妻の携帯を呼び出してみ たが、電源が切られている らしく応答はなかった。そ こで、仕

方なく義母の家の電話番号 を押すと、まもなく「飯田 ですが」という声が返って きた。聞
こえてきたのは、義母の声 だった。
「お母さんですか？沙智子 は、そちらにいますか」
「ああ、佑樹さんね。今、 二人、お風呂なのよ。あの 子に、なにか急用？」
「はあ、そういうわけでは ないんですが…」
自分でも間の抜けた言い 方だと思ったが、義母が事 情をどの程度知っているの か分から
ない以上、深入りするのは 禁物だと思った。
すると、義母は小さな笑 い声を漏らすと、今度は彼 に自慢するように話し始め た。
「翔ちゃん、大きくなった わね。佑樹さん、一緒じゃ なかったのって、娘に聞い たの。顔
つきを見て、二人、喧嘩で もしたのかなってちょっと 心配になったから。そうし たら翔ち
ゃんがね、パパはまだお仕 事だよ、ですって」
「ええ、明日まで事務所が あるんで…」
「忙しいのね」
そのことは事実ではある けれど、二人の間にある本 当のところは隠したまま、 その後取
りとめのない話を二、三言 交わした。
「お母さん、沙智子に電話 があったこと、伝えてもら えますか」
彼はやっとそれだけ頼む と、電話を切った。
昨夜は遅くまで、妻からの電話を待っていた。だが、いつまで待っても連絡はなかった。
彼の言い方が曖昧だったの で、義母から佑樹の伝言を 聞いた時に、彼女は、返事 は必要な
いと勝手に決めてしまった かもしれない。しかし、夫からの電話をそのままにした ことで、
沙智子の気持ちが見えるよ うな気もした。
もう一度こちらから電話 をすればすむはずだったが 、なぜか彼の自尊心がそれ を許さな
かった。
佑樹は、ハンドルを握る と、
「砂丘を歩いてみるか …」と、ふと思いついたこ とを口にし
てみた。このまま誰もいな い家に帰る気になれなかっ たのだ。
なぜ何年も行ったことが ないはずの砂丘を突然思い 浮かべたのか、彼自身にも 分からな
い。でも、その思いつきに 納得したように頷くと、彼 はエンジンキーを回した。
（２）
佑樹は、砂の上を黙って 歩き始めた。足を動かすた びに、革靴の中に、細かい 砂が入っ
放心したように、佑樹は 砂丘を見る。砂丘には、竹 で作った高さ一メートルほ どの飛砂

てくる。海風のため、額か らの汗は止まっていたが、 足下の砂はまだ熱を帯びて いた。
防止の柵が、何列も並んで いる。ところが、肝心の砂 の量が少なくなったためか 、砂丘で
あるべき場所で、所々地肌 が透けて見える。そのこと を醜いと思うよりは、佑樹 にはむし
ろ痛ましく感じられた。ま るで傷ついた動物の姿を見 るようで―。
やがて砂丘は少しずつ上 りになり、足下を取られる ような感じが強くなってき た。潮の
匂いが鼻孔をくすぐる。波 の寄せる音も聞こえるよう になった。髪を吹く風の勢 いが幾分
強くなり、海岸が近いこと が分かった。砂丘を登り切 った所で、彼は歩みを止め た。
海が見えた。まばゆい光 の中で、遠方は白く煌めい ていた。彼は眩しくて、思 わず目を
波打ち際には、水着を着た若者が波と戯れていた。うち寄せてくる波に下半身 を洗われ、

細めた。空も、海も、視界 全体が白く見えた。
引き潮に足下を危うくさせ ながら、彼らは夕暮れ間近 の一時を楽しんでいた。
視線をもう少し遠くへや ると、驚いたことに、遊泳 禁止の荒波の中に入って、 頭まで海
水に浸している者がいた。 さらには、サーフボードの 上に乗って沖の方まで行く 者の姿も
波は、沖から浜へと移動 して来る間に、何度も白い 背を作りながら、少しずつ 大きさを

あった。危なくないかと思 ったが、体つきから、彼ら が外国人であることが分か った。
増してくるように思われた 。横に白いラインを引きな がら、前の波を追いかける ように、
幾層もの波が続く。彼には 、海そのものが不安げに揺 れているように感じられた 。
佑樹は、ぼんやりと波の 律動を眺めながら、ここ数 日の出来事を思い出してい た。昨夜

から心の中で何度か反芻し てきた妻の言葉が、彼の気 持ちを不安にさせる。沙智 子の本心
が見えるようで、居たたま れない気がした。
「あなた、翔との約束、ま た忘れるつもり？あの子、 残念がっていたわよ…」
何日か前の夕食の時だっ た。それがあまりにも唐突 だったので、どんなきっか けで彼女
の口からこの言葉が発せら れたのか、今では思い出せ ない。ただ、笑顔を作って そう言い
ながらも、それが彼女の本 心であることは、すぐに分 かった。冗談にしてしまう には、沙
智子の眼には真剣なものが あったから。
その時「うん…」という 唸り声のような声しか出せ なかった自分を、佑樹は困 惑しなが
ら思い出す。もっと違った表現もあったはずだった。そして、あの時は分からなかったが、
彼女自身は、そう口にせ ずにはいられないような精 神状態にあったのだろうか 。息子と

妻は何かを夫に期待してい たのだろう。
の約束を守るかどうかを問 題にする以前に、彼女の心 の内には夫である自分に不 満があっ
たのかもしれない。それを 察してやらなかったために 、彼女からこういう仕打ち を受ける
二人は、結婚して十年に なる。夫婦の間に一人息子 の翔がいて、もうすぐ五歳 になる。

ことになったような気がす る。そう考えることで、ま た不安な気持ちが湧いてく る。
この年齢の多くの子どもが そうであるように、翔は何 にでも興味を持ち、舌足ら ずな口調
で彼らに向かっていろいろ な質問を浴びせてくる。そ れが無性にかわいい。結婚 五年目に
してようやく授かった子ど もと考えるからだろうか、 彼は息子に対して、他人か らは甘す
だが、妻が指摘するとお り、最近の自分は翔のこと をどこか疎んじる気持ちが あったの

ぎると言われるような接し 方をしてきた。
かもしれない。帰宅して居 間に腰を下ろすと、翔はす っと小さな体を胡坐をかい た脚の間
に入れてくる。そうした幼 い息子の行為がずっと楽し みだったはずなのに、この ごろはそ
不服そうな面もちの妻の 横顔を見ながら、佑樹は心 の中で繰り返していた。息 子に余裕

れに苛立ちを覚えてしまう のだ。
を持って答えられなくなっ てしまったのは、ひょっと したら、沙智子、おまえの せいなの
かもしれないんだ…と。
二人の間に、若いころと 同じような愛情はもうない のかもしれない。でも、佑 樹として
は、彼なりに彼女のことは 思ってきたつもりだったし 、子どもにも愛情を注いで きたはず
だった。けれども、このご ろでは、夫としての自分も 、父親としての自分も、妻 に否定さ
れているような気がしてし まう。
そこまで考えて、佑樹は 、二人にぎこちなさが生じ てしまった理由に、漠然と だが行き
当たる。
沙智子との間に感情の痼 りができたのは、彼女が勤 めを持ったことと無縁では ない。彼
にしたら、男の意地に賭け て、認めたくなかったが、 結果としてはそういうこと になる。
息子の翔が生まれたころ から、彼の勤める事務所の 経営状況が悪くなってきた 。彼は、
元来気の小さい彼にとっ て、一番大切なことは、家 庭を守ることだった。三十 代後半に

いつ首を切られるかという 不安を抱えて、この数年、 仕事をしてきたのだ。
さしかかっても、主任以上 の大きな肩書きはなく、決 して順風満帆とは言えない 。だが、
妻と息子との生活を守るた めには、事務所の中に彼の 居場所が必要だった。
彼の気持ちを察したのだ ろうか。沙智子が一つの提案をしたのは、一年前のことである。
「わたし、パートで働いて みようかな。翔も三歳にな ったから、保育園に入れる こともで
きるし、それに、少しは自 由になるお金も必要でしょ う？」
寝室に翔を寝かしつけて きたばかりだというのに、 居間に戻ると、沙智子は彼 にいきな
りこう話しかけてきた。そ んな彼女の態度には、夫の 仕事の愚痴を笑いながら聞 いていた
佑樹は、黙って聞き流そ うと思ったが、

いつもの様子とは違うもの があった。
「本気なの。あなただって 、今みたいに仕事のことで 深刻にならずにすむし、私 だって、
自分にできることはやって みたい」
と、彼女は珍しく食い下が った。

その時、沙智子の顔に、 悪戯が見つかった子どもの ような表情が浮かんだ。

「もう決めてあるみたいな 言い方だね」
「うん…。実は、ちょっと 前から、友達にパートの相 談をしていたの」
「それで」
「そうしたら、昨日電話が あって、ドラッグストアで 調剤師を募集しているって 」
彼女から調剤師という言 葉を聞かされた刹那、佑樹 は、彼女に余程の覚悟があ ることを
悟った。
沙智子は、翔が生まれる 以前、総合病院の薬剤師と して働いていた。結婚し、 翔を産ん
だ後も、職場復帰する意思 はあったのだが、病院から 薬局がなくなるという話を 聞いて、
それでも、完全には諦め ることはできずに、復職す ることを考えていたのだろ う。だか

家庭に入ることに決めた。
ら、今回の彼女の行動が単 なる思いつきではないこと が、彼には理解できた。
「わかった。でも、無理を する必要はどこにもないか ら。それに、くれぐれも翔 に負担が
妻を外に出すこと。それ を、本当はこんな冗談に紛 らして、許可してしまって はいけな

かからないようにお願いし ます」
かったのかもしれない。ただ、この時は、彼自身、この後何が起こるか予想でき なかった。
自分の窮地を救ってもらっ たような気分になりながら 、彼は、妻の提案を半ば喜 びを持っ
て受け入れてしまっていた 。
妻に対してだんだん冷静 に接することができなくな ってきたのは、最近のこと だけど、
その芽は随分前からあった のかもしれない。
沙智子の仕事が評価され 、パートから正社員に格上 げされたのは、勤め始めて から僅か
数ヶ月後のことだった。
「パートよりはずっと待遇 が良くなるの。ねえ、申し 出を受けてもいいでしょ？ 」
「ドラッグストアって言っ ても、チェーン店で、むしろスーパーみたいなものなん だろう。
レジ係じゃなかったのか」
穏やかな気持ちとは程遠 いところで、佑樹は妻の話 を聞いていた。もちろん本 気でレジ
係として働いている彼女を 想像してはいない。調剤師 として雇われた事実は把握 していた
のだから。
沙智子は、夫の言葉を冗 談と笑い飛ばして、話を続 けた。
「時間は、これまでと一緒 でいいと言ってくれている し、誰にも迷惑はかけない から…」
反論しようという気持ち を彼の素振りから感じたの か、彼女はこう付け足した 。
「それに、第一、薬剤師の 資格なんて、誰もが持って いるわけではないの」
薬剤師としての資格を有 し、病院での経験もある彼 女は、ドラッグストアには 重宝な人
間であることは間違いない 。彼女にも相応の自負はあ るのだろう。でも、彼には 資格云々
というよりは、もっと別の 理由が脳裏をよぎった。そ れが彼に一抹の不安を与え た。
あの時、彼女が正規に勤 めることに不満があるとは っきり言えなかった自分を 、佑樹は

「わかったよ。給料だって 良くなるんだろう。君の好 きなようにすればいいさ」
今になって後悔している。
彼は、明日解雇を言い渡 されても不思議ではない境 遇に自分がいることが、た まらなく
不安だった。だから、万一 の時には彼女が職を持って いた方が安心できると信じ た。それ
に、彼女の方も嫌々働き始 めたわけではないし、むし ろ生き甲斐を見い出してい るようだ
ったから。あの時の自分は 、無理にでもそう考えよう としていたのだ。
だが、正直な気持ちを吐 露するなら、佑樹は、妻の 立場が少しずつ良い方向へ 変わって
いくことに不安を感じてい たのだ。自分の不安定な立 場と比較すると、妻は恵ま れすぎて
そして、彼の抱いた不吉な予感は、年度が代わった四月に現実になった。その日の午後、

いるように感じられた。増 えていく化粧品の数もなぜ か気になった。
沙智子から彼の事務所に電 話があった。
「ごめんね。職場まで電話 するなんて、ちょっと悪い かなって思ったんだけど… 。聞いて
ほしいことがあって」

受話器の向こうから、嬉 しさを滲ませているような 彼女の声が聞こえてきた。
「なにかあったの？」
「ええ。実はね…」
彼女の気を持たせるよう な口調が、佑樹には気にな った。
「店長から話があったの。 薬剤師のチーフになる気は ありませんかって。どう思 う？」
彼は、妻の口から出た言 葉を無意識に繰り返してい た。本当は、彼女の昇進話 に、なぜ

「どう思うって…」
かわだかまりを感じた。心 の中で何か大切なものが消 えていくような喪失感を覚 えた。
それでも、平静を装って 、彼は尋ねた。
「それって、君の望んでい たことだよね」
「うん。正社員になれたこ とだけでも、本当は感謝し ているの。でもね…」
「やってみたいわけだ」
妻の言いたいことを先回 りして言わなければならな い自分。そして、それを、 哀れんで
いるもう一人の自分。佑樹 は、既に彼女の話が自分と は無関係なものになってし まったの
を感じた。心の奥底から、 自分でも押さえきれない得 体の知れない感情が沸き上 がろうと
していた。
遠い所から、沙智子の声 が聞こえてきた。
「うん。それで、承諾の返 事をしても、いいですか」
「君のことじゃないか。僕 に気兼ねする必要なんかな いさ」
「よかった。賛成してくれ て嬉しい」
電話越しに、彼女の嬉し さをかみ殺したような、笑 い声が聞こえた。言いそび れていた
ことを、すっかり話し終え て安心したのか、彼女の口 調に明るさが戻った。
「いやだなあ。おれは、そ んなに意地悪じゃないよ」
「ねえ、翔を迎えに行った 後だけど、今日はみんなで 久しぶりに外食しましょう よ」
電話機を置いた後、佑樹 は深いため息をついた。冗 談を楽しんでいる夫を演じ ながら、
彼は酷い疲労感を背負って しまった。
その時、さっきまで分か らなかった気持ちの揺れの 正体が見えてきた。それは 、嫉妬心
に他ならなかった。首を切 られることに戦々恐々とし ている自分とは違って、彼 女が僅か
半年で認められたこと。な ぜか最近急にきれいになっ たように感じられること。 それを思
うと、悔しく惨めな思いが するのだ。男としての自尊 心が傷つけられているよう に思え、
それが彼の焦燥感を煽るの だ。
足下の砂には、海藻や貝 殻は見られなかった。代わ りに、ペットボトルやビニ ルの人形
などの人工物が、砂に埋も れていた。
佑樹は、砂浜の所々に花 火の残骸が転がっているの を見た。花火は、筒になっ た部分を
砂の中に突っ込まれ、赤い 棒を尻尾のように上に立て た姿を晒していた。身動き とれない
そのとき、ふいに、波の 音に紛れて、翔の声が聞こ えたような気がした。

自分の姿を心のどこかに思 い描いていた。
「ねえ、パパ。花火、見に 行こうね」
あれは、八月になったば かりの頃だ。沙智子の実家 がある浜松北部の小さな町 では、毎
年八月上旬に花火大会があ る。それを母親から聞かさ れた息子は、嬉しさを隠せ ず、笑い
ながら、彼に話しかけてき た。
「おばあちゃんがね、パパ もいっしょに来てね、って 言ってるよ」
「ああ、行こうな。ついで におばあちゃんちにお泊ま りしようかな」
翔は、父親のこんな提案に、興奮したように、
「や ったあ、やったあ」と叫んでいた。そ
して、父親の膝の上で何度 も飛び跳ねた。多分、夜空 を彩る花火を想像し、そし て義母と
の再会を思い描きながら。 彼は、そんな翔の小さな体 を抱き、柔らかな頬にキス をした。
そうだ。あの時、おれは 、息子を喜ばせたくて、本 気でそう約束したのだ。佑 樹は、そ
の事実に思い当たって、口 元を歪めた。再び妻の悲し い顔が脳裏に浮かんでくる 。
「あなた、翔との約束、ま た忘れるつもり？」

沙智子の非難は、その時 の約束を、佑樹が守らなか ったことに起因している。 彼は、小
さな息子の期待を、裏切っ てしまったのだ。
悪いことをしたという良 心の呵責は勿論あった。だ が、不思議なことだが、彼 には、こ
れでいいのだと居直る気持 ちもあった。
花火大会に行けなくなっ たのは、それが全てではな かったけれど、勤め先の都 合と言っ
裏切りの日。自虐的に彼 は、その日のことをそう考 えている。夕方遅く、佑樹 は事務所

てよかった。
のデスクの受話器を握りし めると、重い気分を振り払 って、妻の携帯を呼び出し た。
「沙智子、今、お母さんの うちか？」
すると、
「パパから？」という翔の声が小さく聞こ えてきた。怯みそうになる気持ちを抑

「そう。翔もね」
えて、彼は続けた。
「ごめん。今日は早く帰れ そうもない」
そう告げた刹那、傾けた 受話器の奥から、彼女のた め息が聞こえてきた。
「どうしたの」
不安げな彼女の声が、佑 樹の耳に届いた。
「実は、急に接待が入って ね」
「うん…」
「本当は、課長と同僚の山 内が行くはずだったんだけ ど、山内の都合が悪くなっ て。課長
に、どうしてもって頼まれ たんだ」
「分かった。でも、遅くな ってもいいから、絶対に来 てください。翔だってずっ と楽しみ
にしていたんだから…」
佑樹の呑み込んだ言葉の 意味を察したのか、彼女は 再びため息をついた。

「そうしたいんだけど…」
「それって、他の人に代わ ってもらうわけにはいかな いのかしら」
気持ちを無理に抑えて話 していたが、彼女の不満が 感じられるような言い方だ った。
「できないことはないと思 うけど、課長からせっかく 頼まれたことを、簡単に断 りたくな
くてさ」
「そう…。でも、遅くても いいから、必ず来てほしい 」
彼女にすれば、それは息子との約束を考えた末の言 葉だっただろう。そう思いながらも、
佑樹は敢えて無視するよう に話をした。
「酒を飲むことになるから 、車は使えない。タクシー を使うともったいないから 。もし行
けなくても、翔には上手に 言ってくれないか」
「どうしてもだめなの？」
そう言う彼女の声の奥で 、もう一度「パパは？」と いう翔の声が聞こえた。翔 とは直接
話をしたくなかった。彼に は、息子を納得させられる 自信はなかったのだ。
そんなふうに、翔に向か って話している声が聞こえ たかと思うと、そのまま電 話は切れ

「まだお仕事だって。でも 、きっと来てくれるわよ」
た。佑樹は、思わず眉を顰 めた。
翔にではなく、本当は、 妻の沙智子に意地の悪いこ とをしているのかもしれな い。佑樹
はそう思う。根底に、彼女 に対する嫉妬の気持ちがあ る。だから、その気になっ て話をす
れば、接待を代わってもら えたかもしれなかったのに 、そうしなかった自分がい た。受話
器を戻しながら、佑樹は自 分の暗い感情と向き合って いた。
佑樹は、海岸に沿って西 に歩き始めた。八月の半ば で、日没までに後一時間く らい残っ
砂丘には、まだ多くの人 影が残っていたが、さすが に六時半を過ぎると、海に 入る者は

ていると考えていたが、気 が付くと、西の空はもうオ レンジの色に染まっていた 。
少なくなった。佑樹の歩く前方に、少年二人がゴムボールを蹴って遊んでいるの が見えた。
オレンジ色の空を背景に、 黒い二つのシルエットが影 絵のように動いている。波 は二人の
足下まで寄せてくるが、少年たちは無邪気な声を上げ て遊び続けている。二人の会話から、

夕日を受けて、青黒い海 上に波が光って見えた。目 を閉じて耳を澄ますと、光 はまだ瞼

彼らが日本人ではなく、ブ ラジル人らしいことが分か った。
の裏に残っていて、遠い海 から低い波の音が聞こえた 。再び、波の音の奥から、 翔の声が
聞こえてくる。
「パパ、ぼく、大きくなっ たらね、パパみたいになる 」
花火大会の日から、まだ 数日しかたっていなかった 。翔は、約束を破った父親 に対して
も文句らしいことを一言も 言わなかった。言えないく らい息子が小さかったのか もしれな
かったが、許されたと考え た方が、彼の心は救われた 。いつものように父親の胡 坐の中に
小さな体を入れ、翔は屈託 なくこう続けた。
息子の意外とも思える言 葉に、彼の気持ちは動揺し た。はっとしたように翔の 顔を見下

「だって、パパやさしいも ん」
ろした時、ふいに沙智子の 声が聞こえてきた。
「翔ちゃん、パパのこと、 大好きだもんね」
台所で夕食の準備にかか っていた彼女だが、ずっと 居間の二人の様子を窺って いたよう

「うん」
な気がした。妻の声は、言 っている内容とは異なり、 随分乾いた声だった。
「脅かすなよ」
「脅かしてなんかいないわ よ。何か疚しいことでもあ るの？」
母親のうちに一泊して、 翔と花火大会から帰って来 た日の沙智子の顔が、一瞬 目の前に

「別に…」
浮かんだ。
「翔ちゃん 、花 火楽しかったね」と息子に 話しかけながらも、彼女の 顔が妙に寂
しげな表情に見えたのは、 結局は夫が約束を遂行しな かったからに違いない。だ から、彼
その時、深く考えていた わけでもないのに、佑樹は 膝の上の翔の体を抱きなが ら、こう

自身にも彼女に対して躊躇 する部分があったのだ。
口にしていた。
「じゃあ、今度、動物園に 行こうか」
「うん」
息子は、小さな体全体を 使って、元気のいい返事を した。同時に、息子の眩し そうな顔
が父親に向けられた。佑樹 は、小さな手が彼の指を掴 むのが分かった。
だが、この時の約束も、 花火大会同様、彼は守らな かった。本当はどうにでも なるよう

沙智子 」

な仕事を言い訳にして、彼 は翔との約束を再び反故に した。どうして、息子にこ んな態度
を取ってしまうのか、自分 でも理解できなかった。
（３）
「ごめんなさい。翔と一緒 に、しばらく母のところに います。

便箋は、昨日読んだまま の形で、テーブルの上に置 かれている。家出したとは 考えたく
なかったけれど、妻から連 絡して来ないところをみる と、単に実家へ帰ったとい うより、
ことは深刻なのだと思う。
便箋の横に一枚の写真が ある。さっきからずっとそ れを気にしていた。二人の 口喧嘩の
原因になった写真だった。
佑樹は、決心したように 写真を取り上げると、何か を確かめるようにそれを見 つめた。
写真には、沙智子と若い 男が並んで写っている。バ スの中で撮られたものらし く、二人
の顔の明るさに比べると、 背景が暗い。ぼんやりとだ が、背後に他の人物も映っ ている。
男の顔に見覚えはなかった 。整った顔立ちをしていて、決して悪い人間には見えな かった。
だが、笑いを交わしている 二人の雰囲気に、佑樹は不 快なものを感じた。妻の片 手が男の
肩に乗せられているのもい い気がしなかった。そして 、結果として、その感情が 妻の家出
の原因を作ってしまったの ではないか。
写真を発見したのは、一 昨日のことである。
夕食を終え、佑樹は居間 で新聞を読んでいた。何気 なく新聞から顔を上げると 、風呂か
らあがったばかりの翔が、パジャマ姿のまま、赤い手帳を持って遊んでいるのを 見つけた。

翔は、父親の視線を気にし ながら、悪戯をごまかすよ うに聞いた。
「これ、パパの？」
一瞥して、それが自分の ものではないことに、彼は 気付いた。
「ううん。ママのだから、 悪戯はだめだよ」
そう言いながら、彼は、 まだ湯気が感じられる子ど もの手から、そっと手帳を 取り上げ
佑樹は、手帳のページを 捲ってみた。中を開くと、 細かい字で週ごとの予定が 書かれて

た。
いた。妻がうっかり机の上 に置き忘れていたスケジュ ール帳を、好奇心の強い翔 が拾い、
遊んでいたのだ。チーフの職に就いた今も、勤務はほぼ六時までだが、土日の空欄以外は、
バスルームの戸が開く音 が聞こえ、彼は慌てて手帳をテーブルに置こうとした 。その時、

細かく埋め尽くされた予定 があった。彼は、予想外の 仕事の厳しさに驚いた。
手帳の中から、一枚の写真 が滑り落ちた。
「あっ」と、彼の口から小 さな声がもれた。
それが、さきほどの写真 である。何気ない職場の慰 安旅行の写真かもしれない が、まる
で秘密を隠すようにそっと スケジュール帳に挟んであ ったことに、彼は僅かに不 信感を持
った。見られてはいけない という妻の意思が感じ取ら れるような気がした。
「どうしたの」
背後から、妻の声が聞こ えた。バスローブを着て、 風呂から上がったばかりの 濡れた髪
を拭きながら、彼女は二人 に近寄ってきた。上気した 顔に、うっすらと血の色が 見えた。
「翔がね、君の手帳で遊ん でいたんだ」
「ありがとう。うっかりし てたみたい」
彼女は、さり気なくそう 言うと、彼の手から手帳を 受け取った。
だが、そんな素っ気ない 彼女の態度に対して、かえ って佑樹の疑いは深まった 。彼は、
妻がどんな反応を示すか知 りたくて、彼女の前に写真を差し出し、テーブルの上に置いた。
「手帳の間に、これが入っ ていたよ」
気のせいか、写真の上に 、妻の視線が凍り付いて止 まったように見えた。若い 男と二人
で座っている写真を見せら れて、平然と構えているこ とはできないのだと彼は思 った。何
か言い訳を考えているのか 、微かに唇は動いたが、声 は聞こえてこなかった。
「ほら、先週懇親旅行に行 ったって言っていたよな。 その時のだろう」
「そう」
視線を避けるようにしな がら、沙智子は答えた。そ して、意味もなくバスロー ブの紐を
結び直したのを、佑樹は見 た。
「でも、どうして手帳に隠 しておいた？」
「いやな言い方をするのね 。隠しておくなんて…。後 から、アルバムに整理する つもりだ
ったのよ」
翔が、両親の諍いに気付 いたらしく、黙って二人を 見上げているのが分かった 。彼は、
子どもの前で言い争うこと は避けたかった。少なくと も怒っているようには聞こ えないよ
うに声を潜めながら、
「大事なものなら、翔の手 の届かないところに置いて おくべきだろう」と言った 。
「わかりました。今後は気 をつけます」
彼女は、翔を抱き上げる と、
「のど、渇いたね。ジュー ス、飲みたい？」
とあやすように言いながら 、台所へ向かった。わざと なのか、彼女が写真をテー ブルの上
に置いたままにしていった のが気になった。
沙智子には、母親とは別の、女としての顔があるのかもしれない。漠然とした不安だが、
その空想が彼を苦しめた。 黙って知らないふりをする こともできるが、若い男の ことを問
い質す必要があると感じた 。
翔がいつものように八時 に寝付くと、彼女は食事の 後片付けを始めた。いい機 会だと思
い、その傍らに、佑樹は寄 り添った。
「どうしたの」

怪訝な表情を見せて、彼 女は振り返った。
「沙智子、さっきのことだ けど、正直に答えてくれる よな」
「別に、隠していることな んかないけど」
「じゃあ、聞くけど、写真 の男は？」
さっきは動揺しているよ うに感じられたが、今は彼女の口元には笑いが浮かん で見えた。
彼には、それが夫を馬鹿に した嘲笑のように感じられ た。
「名前なんて本当はどうで もいいでしょうけど、矢野 君っていうのよ。四月から パートで
入った人です」
「二人の写真がなぜ手帳に 隠してあるんだ」
彼女の目つきが、軽蔑し たものに変わっているのに 、彼は気付いた。窘めると いうよう

「ばかね。隠すなんて。焼 き餅焼いてるの」
な穏やかなものではなく、 どこか冷たく突き放すよう な感じがあった。
「それじゃ、答えになって ないと思うけど」
話す声に力が入った。妻 にいいように言いくるめら れている。自分の心が揺さ ぶられて
いるのが分かった。
「わたしみたいなおばさん を、本気で相手にするわけ ないじゃない」
強い言い方ではないが、 呟きの中に彼女の苛立ちを 感じた。彼女は、自分の年 齢が三十
半ばになることを理由にし て、二人の間に恋愛感情はないと説得しようとしてい る。だが、
それを信じていいものか… 。
「確かに、君には、店では チーフの役割がある。それ でも、やっぱり家庭での立 場がある
わけだろう？」
「家庭での立場って…」
佑樹は、分かり切ってい ることをわざと尋ねる妻の 言い方に、急に怒りがこみ 上げてき
た。そして、思わず声を荒 げて言った。
「君は、翔の母親だろう。 そして、ぼくの妻じゃない のか」
「あなた、本当にどうかし ちゃったの。そんなことを 改まって言う必要がどこに あるの。
それとも、私を信じてない ってこと？」
妻の言葉に、佑樹は反発 を覚えた。
「そうじゃない。家庭の中 の役割のことさ」
「十分じゃないって言いた いの」
そう言うと、急に、沙智 子は声を殺して泣き始めた 。蛇口から流れる水の音に 、泣き声
はかき消されていたが、彼 女の肩が震えているのが分 かった。
「悪かった。言い過ぎたよ 」
佑樹は、妻の涙を見たこ とで、幾分か冷静さを取り 戻した。すると、自分が不 当に彼女
を傷つけているような気が してきた。怒りは萎えて、 代わりに罪悪感を覚えた。
ただ、どこかでもう一つ の声が聞こえる。掛け違え たボタンはもうどうにもで きないの
だろうか。言葉で言えない もどかしさや寂しさ、不安 がどうすれば消えるのだろ うか。そ
の声に、彼は答えを返すこ とができなかった。
コンビニで買ってきた弁 当を食べた後、しばらくは テレビを見ていたが、誰も いない部
二人は今頃どうしている のか。妻の携帯に電話して みようか。様子を聞くだけ だ。一度

屋の中では、時間が過ぎて いくのが退屈なほど遅かっ た。
そう考えると、彼は居ても立ってもいられなくなった 。彼は決心し、受話器を握りしめた。
「森上ですが」
呼び出し音に、妻の声が 答えた。相手が自分だとは 思わないのか、妙に澄まし た声に聞
こえた。
「ぼくだけど。昨日電話し たんだが、お母さんから聞 かなかったか？」
「聞いたけど…」
「心配してるんだよ。前の 日に、あんな喧嘩しちゃっ たから。今も、まだ怒って るのか」
「……」

本当は、電話の返事をく れなかったことを詰るつも りでいたのだが、彼女の沈 黙に一瞬
彼は戸惑った。
「君を信用しないわけでは ないんだ。言い過ぎたこと 、謝るよ」
「わかった」
そう言って、再び彼女は 口を閉ざした。
「いつまでお母さんの所に いるつもり？」
「わからない」
取りつく島がない。彼は 、ため息をついた。こちら から折れて話をしているの に、妻が
それを完全に無視している ように思われた。
「明日から、休暇なんだ」
「帰って、あなたの世話を しろって言うの」
強い口調ではなかったが 、彼は気圧されたようにな り、思わず口ごもってしま った。
「そ、そうじゃないけど… 。明日から休みだから、み んなで過ごしたいと思って …」
「残念だけど、それは無理 。私は、仕事がありますか ら」
「仕事があるから、実家に 帰っているのか」
「そう。保育園が休みだか ら、翔のこと放っておくわ けにはいかないでしょ。だ から、お
母さんに頼んでみてもらう の」
「だったら、ぼくがみるか ら、帰ってこいよ」
自分でも考えてみなかっ た言葉が口をついて出た。それは、彼女にも同じだったらしく、
「本当にそう思ってるの？ 」
と、驚いたように聞き返し てきた。
「ああ。翔にできない約束 ばかりして、悪かったと思 っている。一週間の休みだ から、好
佑樹はこう告げながら、 自分が今口にしている言葉 に何かを感じていた。絡ま った二人

きなこと、やらせてやりた いんだ」
の感情を解きほぐす方法が 、僅かだが、見えたような 気がした。
「翔は、もう寝ているのか 」
「うん」
「だったら、明日、おばあ ちゃんの家まで迎えにいく と、翔に言ってほしいけど 」
「わかったわ。母さんにも 言っておくから。翔を迎え に来てください」
妻の声に少し優しさが戻 ったように思えて、彼はほ っと吐息をついた。
（４）
波は浜に近づいてくると 、白く泡立ち、その中から 白馬の群れを出現させる。 そして、
白馬たちは勢いよく後足で 立ち上がると、宙を飛び越 え、一斉に浜になだれ込む 。砂浜の
上に身を横たえた白馬たち はそのまま泡となり、やが て青黒い海の中へと吸い込 まれてい
く。こんなふうに、白馬の群れの後から、また新たな白馬の群れが、姿を現し消えていく。
小さな手が、佑樹の手の 中にある。握ったその手に 、生きている温もりを感じ る。

彼は、そんな空想にふけり ながら、波の律動を放心し たように見ていた。
「すごおい」
父親を見上げながら、翔 は大きく息を吐いた。砂丘 からの風景を初めて目にし て、息子
は純粋に感動している。そ れを見て、彼は嬉しさを噛 みしめている。
「翔に、見せたかったんだ 」
「ありがとう、パパ」
二人とも、自分の靴を空 いた方の手に持って、砂の 上を裸足で歩いている。砂 の上に付
く大小二つの足跡を目で追 いながら、彼の心は満足し ている。外国人の若者のよ うに海中
に入る無謀さは持たないが 、波が寄せる所までは息子 と近づいてみようと思う。 彼は息子
の手を引いて、波打ち際ま で歩いていく。
まず始めに、海からやってきた白馬たちは泡になっ て、さあっと二人の足を擽る。次に、
泡は耳には聞こえない幻の 嘶きを残して、海に帰りながら、もう一度二人の足を擽るのだ。
「怖くない？」

息子はそんなふうに答え ながら、波が足下を攫いそ うになると、つないでいる 手に力を

「大丈夫」
込めた。その時、佑樹の心 の中で、俄に息子への愛お しさが深まる。
胸のポケットに入れてい た携帯が鳴った。佑樹は翔 の手を引いて、慌てて砂浜 の方へ走
った。それが、誰からの電 話か分かるような気がした から。
ビニルシートの上に二人 で腰を下ろすと、彼はポケ ットから携帯を取り出した 。
「今、休憩なの」
思った通り、妻の声が聞 こえてきた。
「翔の様子、どうですか」
「うん、随分楽しそうだよ 。ぼくも、少しの間忘れて いた気持ちを思い出した」
「そう。…安心したわ」
佑樹は、心の内側にもう 一人の自分を感じる。そし て、さっきから「もうそろ そろ本気
で謝ったらどうだ」と繰り 返している。
やや他人行儀な言い方を しながら、妻の声が笑って いるのが分かった。

「お昼は、もう食べました か」
「さっき、二人でコンビニ のおにぎりを食べたところ 」
「ママ、あのね、ぼくね、 マヨツナ食べたよ」
父親の携帯から、母親の 声が聞こえてきたので、翔 は甘えたように口を挟んだ 。
佑樹は、携帯を息子に手 渡した。
「それと、パパとね、ジュ ースも飲んだよ」
彼は、二人の会話にしばらく耳を傾けていたが、次第に海の動きに心を奪われ ていった。
海は夏の空の下で白く光 って見える。妙に明るく輝 いているように感じられる のは、昼
佑樹は、昨夜考えていた ことを反芻する。

間という時間のせいばかり ではないだろう。
二人がいなくなった時に 、事故に巻き込まれたので はないかと不安になったけ れど、前
夜の喧嘩で家出したとは夢 にも思わなかった。つまり 、そのくらい妻に対して無 関心で、
身勝手になっていたという ことだ。
そして、あの日の喧嘩に しても、当て擦りのような ものだったと、今なら分か る。自分
は、家族のために一つの仕 事にずっとしがみついてき た。けれど、妻の方は、バ イト感覚
で始めた仕事のはずなのに 、直に上司に認められ、チ ーフに昇進…。鷹揚な態度 で、妻の
仕事を応援するようなこと を言いながら、おれはただ 嫉妬に狂っていたのだ。
仕事に託けて、翔との約 束を守らなかったのも、嫉 妬の裏返しに違いない。順 調な妻の
仕事に因縁がつけられない 以上、家庭生活の中で妻を 困らせてみたかっただけな のだ。そ
のために、幼い翔を苦しめ てしまった。
「パパ。ママがね、お話だ って」
翔は、ぼんやり考えごと をしていた父親に携帯を押 しつけてきた。
「どうしたの？」
「わたし、明日、うちに帰 ろうかな」
しみじみとした言い方だ った。
彼は、思わず「ああ」と 声を漏らした。
沙智子の笑っているよう な声が聞こえてきた。彼は 、なぜか緊張を覚えた。

「今日じゃ、だめなのか」
「さっきね、翔ちゃんが言 ったの。今日は、パパと一 緒に寝るんだって。二人の 邪魔をし
てはいけないから」
「わかった。じゃあ、明日 」
その時、佑樹の目の前に 、再び白馬たちが姿を現し た。波の中で、白馬たちは 輝いてい
る。そして、白馬たちは背 伸びをするように立ち上が ると、宙を飛び越え、さあ っと砂浜
に向かって駆け寄ってくる 。彼は、その光景に心を揺 さぶられている自分を感じ ていた。

詩
●優秀賞
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青木が原樹海 に入るあなたのためのマニ ュアル
植

文

退職互 助部（富士）

初夏のよく晴れた日の午 後三時を期して樹海に入る ことにします。その日は大 安ではな
くても、仏滅と友引の日は 避けましょう。
赤い凧糸一㎞の糸巻きの 準備はいいですか。最期の 夕食として悔いなくご馳走 を買い調
えましたね。熊掌や燕の巣 のスープほど豪勢でなくて も、少なくともコンビニ弁 当は止め
ましょう。大いに散財しグルメの喜びで今生への未練 を断つのです。
《もしもの ため帰りの
旅費だけ残して下さい。》食前酒は超極上の赤ワイン がお勧めです。栓抜きとお気に入りの
グラスもリュックに入れま したね。そう、荷物は全てリ ュックに入れて両手を空に します。
さて、仕度が万全ならば悲壮な野ざらしを心に樹海 に入る時が来ました。「入る べからず」
欅の大木のなるべく高い 枝に糸の先を結びます。死 に急ぐ唐変木に切られない ように。

と禍々しく朱書した看板は 無視します。
夕日の沈む西へ入ること にします。糸が何かに絡ま ないように慎重に両手で手 繰りなが
ら、木の根につまずかない ように鬱蒼とした樹海を一 ㎞進みましたか。この距離 が行くか
還るかを決めるリミットな のです。
人は往々にして己の不足 を嘆きます。貧富のこと、職業人としての能力、社会的な地位、
血筋や学歴、容姿、美しい 妻と優秀な子供、健康のこ と ･･････
。他人と較べ自分 には恵ま
れなかった諸々の条件を数 え上げては他人を妬んだり 呪ったりします。あなたの 今日の決
意はどんな不満によるので しょうか。
私の設定した樹海入りの マニュアルの、最後の指示 をします。数学の出題のよ うで恐縮
ですが、次の等式が成立することを証明して頂きたい 。
「あなたより百倍幸福な 人＝あなた
＝あなたより百倍不幸な人 」という等式です。決して 怜悧な論理で解いてはいけ ません。
進退窮まったあなたの土壇 場の思案が、忌まわしい呪 縛から本来の己を解放し滂 沱と涙が
溢れるならば、それが正解 です。赤ワインとご馳走で 夕食を堪能し、夕陽に赤く 光る糸の
遺憾ながら正解を得られ なかった場合は逡巡せず赤 い命の緒をぷっつりお断ち 下さい。

導きで入口にお帰り下さい 。ターペンタインの芳香に 充ちた森林の恵みに感謝し ながら。
そして最期の晩餐を摂り樹 海に沈むのですね。野ざら しは本来の望みだったので すから。
快男子あなたのあの世への 壮途が平安ならんことを祈 ってお悔やみとします。
（ 追伸）私も
あなたの後を追うかもしれ ません。赤ワインを少し残 しておいて頂けませんか。

●佳作

冬近く想い遙か に

薄水色の空は透明で何も無 いが
仰向けば時に大きく広がっ た黒い雲
太陽は地平線に沿い北国の 長い夜
一つ又一つと歩み続けた過 去に見える
ガキ大将の尻馬に乗り沿っ て
紙カブトと竹竿で武装し大 声で突進した
掲示板を焼きついた眼指し で追い
青春の学び舎の中で友と
命がけの討論に学問の真髄 を知り
与えられた仕事に半生を費 やした
類人猿のままであれば良か った
しっと

ＤＮＡが僅か異なっていた だけで
爭い、嫉妬、名誉、蓄財に醉い
森や動物との苦楽の付き合 いを忘れ
かて

自然が呉れた恵みの供応を 忘れ
土からの 糧 も忘れた
神が人類を創造された時に は
欲望と抑制、呼吸や脈拍、 体温に排泄など
生命維持が、社会性が共に 保持される様に
そして自然と共存繁栄に必 要と考慮された
銀河劇場の特等席で見守る 神は悲しむ
始まるであろう地球壊滅の ラストシーンが
おろかな振舞を止めるには
醜い営みを救うには
人間の英知に期待するしか あるまい

東

出

福

司

退職互助部（ 静岡）

童話・ 童謡
●優秀賞

てんぐの背中

伊

藤

正

則

退職互助部 （磐周）

アルプスのふもとをぬっ て、大谷川がくねくねと流 れている。岩にぶつかって 流れる浅
瀬と、ゆったり流れる深い ふちとのくりかえしで、変 化が激しい。川はばの広い 所には岸
に沿って田畑が細長くつづ き、その間にぽつんぽつん と農家が建っている。
川の上流には、いくつも の山々が重なるようにそび え立ち、そこから流れ出す 小さな谷
川や滝が何本も落ちこんで いる。
さらに、川をさか上ると 、両岸は切り立ったがけに なる。川はばが急にせまく なり、こ
ちらの岸から向こう岸にサ ルが飛び移ったとかで、
「 猿飛峡」と呼ばれている谷がある。こ
のあたりの山は、ブナの原 生林におおわれ風が吹くと 木の葉がいっせいにかがや く。
森下悟は大谷川に沿って 作られているアルプス登山 道を登っていた。所々で道 がくずれ
落ちて、山手へ遠回りをし なければならなかった。今 年の夏、二回もおそった台 風に登山
道は傷つけられていた。
だが、ほとんど毎週、休 日には、この川の源流あた りをめざして登っている悟 にとって
自分の庭のように知りつく した道である。迷う心配は ない。
ニホンジカの親子が、数 十メートル先の木立の斜面 をかけ上っていくのが見え た。ここ
はシカやイノシシたちの天 国だ。だが、悟のねらいは クマゲラである。この森の 奥にクマ
ゲラが住んでおり、繁殖地 でもあることを確かめたく て、来ているのだった。ク マゲラの
巣を見つけて、写真をとる のが目的なのだ。
今、大谷川にダムを作る 計画が進もうとしている。 これまで、村では何回、会 合が開か
れただろうか。数えきれな いほどだ。
「ダムができれば、いま住 んでいる家は沈んでしまう 。住みなれたここを離れた くない」
「九十を越えても彦一じい さんは元気だよ。…おれの おやじとおふくろが、くわ 一本でか
いこんした田畑をダムに沈 めるなんて、絶対反対だと 、怒っているんだ」
「お気持ちはわかりますが 、国全体のためですから、 どうぞ、ご理解のほどを… …。じゅ
うぶんなほしょう金をお支 払いしますし、新しい土地 のあっせんもいたします」
「川の流れが大きく変わっ て、自然がこわされ、ブナ の森、けものや鳥たちにも えいきょ
うが出る。大谷川の源流あ たりにいるクマゲラは、す みかを失って絶滅してしま う」
「自然へのえいきょうは、 最小限にします。今日の技 術では、それが可能です。 この地に
クマゲラが住んでいるとい う、しょうこは見つかって いません」
「もう、これ以上、ダムは いらないのではないのか」
「いいえ、あらゆる統計か らも、ダムは、まだまだ必 要としています」
ダムけんせつを進めよう とする役人と、こんなやり とりが、もう、二年もつづ いている
村の中で、二、三人が態 度をはっきりさせていない が、あとの人たちは、ダム けんせつ

のだ。
に反対している。森下悟も その一人である。
村の青年団長をしている 悟は、会社の休日には、必ずといっていいほど山に入っ ている。
クマゲラの姿を写真にして 、役人たちに突きつけよう としていた。天然記念物の クマゲラ
がいることがわかれば、大 きな問題になってダムけん せつは中止に追いこまれる だろうと
新聞記者たちがいっている からだ。
今日の悟は、土曜・日曜 日に加えて、月曜日も会社 の休みをとって、テントを かつぎ、
悟の登っている道の左側 は、深い谷になっており、 流れの音が、はるか下のほ うから聞

食料も十分用意して、なん としてもクマゲラの写真を とろうとしていた。
こえていた。登山道は原生林のなかにうもれて、いつの間にか「けもの道」になっている。
今夜、眠るテントをはる場 所をあれこれ考えながら歩 いていた時だ。踏み出した 左足の下
の土がごっそりくずれて、 大きな音とともに落ちてい った。

悟も土といっしょに、ま っさかさまに転落した。そ のまま、彼は気絶した。
ずいぶん長い時間がすぎ た。
彼は、なにかの気配を感 じて、そっと目をあけた。 すると、おおいかぶさるよ うな大男
が、じっと悟を見下ろして いる。おどろいて、また、 気を失いそうになった。
「こわがらないでください 。あなたを助けにきたので す」と、大男は、からだに にあわず
黒い着物を着た大男は、 まっ赤な顔をしており、目 がぴかぴか光り、大きな長 いはなを

やさしい声でいった。
していた。「ああ、てんぐ にちがいない」と悟は思っ た。
おそろしくなって、から だがふるえた。逃げようと したが、足が痛くて動けな い。
てんぐは笑いながら、も う一度、同じことをいった 。そして、つけ加えた。

「だいじょうぶ、こわがら ないで、あなたを助けにき たのです」
「私たちは、人間の心の中までちゃんとわかるんです 。いい人か悪い人かもわかるんです。
あなたが、山にたびたびや ってくるのを知っていまし た。はじめは、ダムを作る ための調
査かと疑いました。でも、 調べていることはダムに反 対のためらしいことが、あ なたの足
どりでわかったのです。あ なたはてんぐの味方だとみ んな信じています。あなた が転落し
たことを知ったかしらが、 なんとしても助けてこいと 、いわれてきたのです」
悟はほっとした。すると 、右足首がひどく痛むのに 気づいた。ねんざしている らしい。
首を上げて、まわりを見 た。
悟はがけっぷちの途中で 止まっているのだ。ちょう ど、がけのたなのように出 っぱった

「あっ！」と、叫び声をあ げ、からだが、ガタガタと ふるえた。
所があって、谷底まで落ち る前にひっかかったのだろ う。落葉がどっさり積もっ ている上
に落ち、クッションになっ た。運がよかった。
下をのぞくと、深い谷だ 。岩がごつごつしている。 あそこまで落ちたら死んで いたと思
うと、また、ふるえがきた 。
「さあ、おつかまりくださ い」
若いてんぐは、後ろ向き になって、背中につかまる ようにいった。てんぐの背 中は、広
くて大きくて、がっちりし ていた。
てんぐは、やつでの葉を びゅうびゅうとあおぐと、 ふあっとからだが浮き上が った。そ

「かしらの家にお連れしま す。ゆれるかも知れません から目をつむっていてくだ さい」
して、あっという間に、古 いトチの木のかしらの家に 着いていた。
「よくいらっしゃいました 。さあ、どうぞ、どうぞ」
りっぱなひげを生やした 、てんぐのかしらは、温か く迎えてくれた。
「あなたがダムに反対して いることを知っています。 私らも、もちろん反対、同 じ仲間で
す。どうぞ、安心してお休 みください。足をくじいて いるようじゃが、若い者に ニワトコ
の枝を取りにいかせていま す。あの皮を巻きつけると 、よく効きます。まずは、 温泉でか
らだをほぐしましょうよ」
かしらは親切にも、悟を 背負って温泉に案内してく れた。谷川の大きな岩のく ぼみに湯
があふれていた。悟は温泉 につかると、痛んだからだ が、ジンジンして骨の節々 までほぐ
れていくような気がした。
てんぐの家にも夕やみが 迫ってきた。悟は転落、足 をねんざして歩けないこと を村の仲
間に知らせようとあせった が、けいたい電話がつなが らない。今夜はここにいる しかない
とあきらめた。
夕食には、かしらだけで なく、おくさん、助けてく れた若者、そのほかのてん ぐが集ま
って、にぎやかだ。トチも ちにはちみつ、イワナを焼 いてのごちそうだ。どれも うまい。
悟は背中にくくりつけて あったリュックから、にぎ りめし、非常用カンパン、 チョコレ
ートを出して、てんぐたち にふるまった。みんな、め ずらしそうに食べている。
「あなたは、なんのために 危ない、こんな山奥まで来 ているのですか。なにか、 お手伝い
できるかも知れません。聞 かせてくれませんか」
食事をしながら、かしら が静かにたずねてきた。

悟はクマゲラの写真をと るのが目的だということ、 天然記念物のクマゲラが住 んでいる
ことが確認できれば、ダム けんせつを中止に追いこめ る可能性があることを話す と、てん
ぐたちは、大きな目をいっ そう大きくかがやかせて乗 り出してきた。
「クマゲラが住んでいる山 は知っていますよ。何回も 飛んでいるのを見ています 。巣もき
っとあるはずです。写真を とるのは、私にやらせてく ださい」と、悟を助けてく れた若て
悟は、足の痛さも忘れて 、急に元気が出てきた。

んぐがこうふんした顔をし て、手をあげた。
「やはりクマゲラが住んで いるんですね。そのしょう こ写真を、あの役人どもに 突きつけ
てやりますよ。みなさん、 よろしくお願いします」
悟は、てんぐたちにふか く頭を下げた。
つぎの日は、空が晴れわ たっていた。悟のデジタル カメラを手にした若てんぐ は、
「かならずクマゲラの写真 をとってきますから、待っ ていてください。行ってき ます」と
悟はてんぐのかしらに、 ねんざした足のちりょうを してもらった。ゆうべ、仮 りに巻い

ブナの原生林をめざしてま い上がって行った。
たニワトコの皮をといて、 新しい皮をむき、その汁を ねんざした足首にぬっても らった。
ぬるぬるして青くさいにお いがした。さらにニワトコ の皮で足をぐるぐる巻かれ た。
「これでねんざは治ります よ。私たちだけじゃなくて 、山のけもの、鳥たちもけ がをした
かしらは、そういって笑 った。

時は、みんなニワトコで治 すんですから」
約二時間がすぎた。てん ぐの若者が、にこにこしな がら帰ってきた。
「クマゲラの写真がとれま したよ。バッチリ写ってい ます」
写っている、 写っている」

デジカメを悟にわたした 。
「わあっ！
悟はカメラをかざして、 子どものように声をあげた 。
ゆめにまで見たクマゲラ だ。頭の上が赤い毛でおお われたおす、頭の後が赤い めす。大
きなクマゲラのつがいであ る。太いブナの幹をくちば しでつついている。
また、別のつがいが、ブ ナの木の穴から出入りして いるようすが、何枚かのれ んぞく写
真に、はっきりと写ってい る。これだけあれば、かん ぺきだ。すくなくとも、複 数のクマ
ゲラのつがいが、大谷川の 源流あたり住んでいること が証明できたのだ。
「ありがとう。いい写真を とってくれて、ほんとうに 、ありがとう……」
悟は、顔をくしゃくしゃ にしながら、若てんぐの手 に手を合わせた。大きなて んぐの手
に、悟の手は、まるで赤ち ゃんのような手だ。
てんぐのかしらは、しき りにうなずいて、うれしそ うだ。
こうふんが少しおさまる と、悟は、
「はっ！」として 、リュックから地図を出して 広げた。
クマゲラの住んでいる場所 を確かめておく必要がある 。
かしらと若てんぐが、地 図をのぞきこんで指をさし た所に、悟は赤いボールペ ンで○印
をつけた。三日月山のふも と標高約一八〇〇メートル 地点である。
二年がかりで、やっとと れたクマゲラの写真を手に して、悟はすぐにも里に帰 りたかっ
た。仲間たちが、この写真 を首を長くして待っている 。そして、役人たちに「こ れをよく
見てくれ」と、見せつけて やりたい。たくさんの新聞 社やテレビ局にも知らせる 。
悟はいろんな思いが、頭 の中でうず巻いていた。だ が、からだじゅうが痛くて 、自由に
歩けない。がけから落ちた ショックは、一夜明けて、 かえって大きくなったみた いだ。熱
はなくどこも骨折はしてい ないようだが、足首がはれ あがって痛い。歩けないの だ。
けいたい電話は、電源は 入るが、つながらない。何 回やっても、同じことだ。
悟のようすをじっと見て いた、かしらが静かに口を 開いた。
「早く里に帰りたいお気持 ちはよくわかります。でも 、そのからだでは、若者に 途中まで
送らせるとしても、その先 がむりでしょう。からだが 回復するまで休まれて、き ゅうえん
隊のヘリコプターを待った らいかがですか。それまで 私たちが必ずお守りします 」

悟は、かしらのことばが うれしかった。けいたい電 話はだめだし、歩けないし 、てんぐ
の親切にあまえようと思っ た。ちゃんと登山届けは出 してあるから、きゅうえん 隊は必ず
来る。その時まで待とうと 、腹をきめた。
悟は持ってきた食料を全 部出した。米、みそ、しょ うゆ、いろいろなパック食 品、カン
パンなどをかしらに差し出 した。
かしらは笑いながら、押 しもどしたが、悟は、
「い や、お世話になっての共同 生活ですか

「食べ物など心配しないで ください。私らもたくあえ がありますから」
ら、いっしょに食べましょ う」と、かしらの手をとっ た。
こうして、てんぐたちと の、きみょうな共同生活が はじまった。悟にとって、 はちの子
ご飯と、どっさりきのこの 入ったみそ汁が最高の食べ 物だった。山ぶどう、あけ びも、き
ちょうなデザートだ。
かしらは、悟につきっきりで、ねんざのちりょうと、温泉によるリハビリをしてくれた 。
三日目の朝、悟はからだ の痛みがとれているのに気 づいた。足首のはれもへり 、痛みは
あるが、木の枝のつえをつ いて、なんとか歩けるよう になった。かしらのいった ニワトコ
の効きめはすごい。
歩きはじめた悟のまわり に、てんぐたちが集まって 、自分のことのように喜ん でいる。
悟はジーンと胸が熱くなっ た。
その日、つまり月曜日の 正午すぎ、
確かに遠くでヘリコプタ ーの音がする。音がだんだ ん近くなって、上空あたり を大きく

「ヘリコプターの音だ」と 、かしらが、悟に知らせて くれた。
せんかいしはじめた。
悟は、ほっとした。これ で助かる。だが、ブナやト チなどの茂った森の中にい る悟は、
ヘリがせんかいして、遠 ざかった間に、若てんぐに 背負われて、見つかりやす い草原ま

ヘリからは見えない。
で運んでもらうことになっ た。悟はてんぐたちと手を 合わせて、お礼をいい、別 れをおし
んだ。
見た目にはおそろしいか っこうをしているが、なん と心のやさしい、あたたか なてんぐ
こうして、悟はヘリコプ ターできゅうじょされた。

たちだと、悟は、なみだぐ みながら、若てんぐの背中 につかまった。

村役場には、悟を心配し ている青年団の仲間をはじ め、おおぜいの村人たちが つめかけ
ヘリから下ろされて、悟 が足を引きずりながら歩き だすと、みんなから、かん せいがわ

ていた。テレビ、新聞社の 車も何台か来ていた。
き上がった。悟は、心配を かけたことをわびながら、
「クマゲラがばっちり写っ ています」と、デジカメを 高く持ち上げた。その悟に 向けてテ
レビカメラと写真のフラッ シュが浴びせられた。
みんなが競い合うように 、悟のデジカメの画面をの ぞきこんだ。新聞記者たち は「とう
役人どもの顔を早く見た い」とこうふんした。

とうやったね」と、悟をね ぎらった。
仲間たちは「やったあ！

人々のさわぎが、おさま ると、三日間、どこで、ど うしていたかが、話題の中 心になっ
だが、あのてんぐたちの ことは、だれにもけっして いうまいと、悟は心にきめ ていた。

てしまった。顔と、うでの すりきず、足のねんざも、 しつっこく聞かれた。
若てんぐの背中が大きかっ たこと、あたたかかったこ とだけが、悟のからだに焼 きついて
いた。
クマゲラの写真がとれた のは、大きな成果にちがい ない。だが、それと同じく らい、て
ダムけんせつの中止がき まったら、それをみやげに 、てんぐの仲間に会いに行 こう。ま

んぐたちと暮らした三日間 は、感動の時間だったと、 悟は心に刻みこんだ。
た、あの温泉に入れてもら おうと、ひとり、ひそかに 楽しんでいる悟だった。
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モンシロチョ ウ物語
富士市 立富士第二小学校

とぼ くは思っている。

高井ノブヒロ、ニックネームは「ノビー」、ちっと ものっぽじ

からす山小学 校三年Ｃ組

うきうき三年生
からす山小学校三年Ｃ組
ゃないけど、いつかきっと のっぽになってやる
三年生っていい気分だ。低学年でもない、高学年でもない、ちょうどいいところなんだ。
とてもお気軽な感じが気に 入っている。それに理科や 社会や総合なんて勉強も新 しく始ま
るんだ。習字やリコーダー もおもしろい。
初めての習字の時間は笑 っちゃったよ。
「おまえ、どうしたんだよ 、顔色黒いぞー。」
って教えてやったら
「ノビー、おまえが一番顔 色悪いんだよお。」
と逆襲され、トイレの鏡に 映したら本当だった。ま、 墨ってやつは真っ黒なのが かっこい
四月になって、新しい先 生が十五人もやってきた。 その中の一人、クリコ先生 がぼくの

いし、においも悪くない。 ぼくは好きだね。
理科の先生になった。ちょ っと見た感じ、クリコ先生 はなんだかふわりとした雲 みたいな
人だ。大丈夫かなあ？？
思った通り、クリコ先生 は、変な人だった。いきな り
「これ（雑草らしい）、さ がしてらっしゃい。」
と言ったと思ったら、窓か ら外の景色を眺めながら「 春の小川」を鼻歌している 。
なんだかひょろひょろし た茎の長い、小さな青い花 のついた草だ。
「こんなんあったかなあ。 見たことないなあ。」
ぶつぶつ言いながら、ぼく たちは校庭に出て行った。 しばらくすると
「あったでー。」
先生の鼻先にこのひょろ ひょろ草をつき出すと、
「よし、これキュウリグサ 、葉っぱを指でこすってご らん、きゅうりのにおいだ ろ。花は
よく見るとワスレナグサそ っくり、好きなんだよう。 こんどはこれ。」
予感的中、次の時間には 「からす山で草花ビンゴ」 というカードが配られた。

「なんだよ、つぎもあるの かよお。おれらの理科は草 取りか？」

クリコ先生のからす 山日記①
カラス山小学校は校庭が 広くて空が大きく、とても 明るい。もうすぐ学校とい うところ
までくると、ケキョケキョ と毎朝ウグイスが迎えてく れる。つがいでモチノキに 住みつい
ているようだ。晴れた日は 一日中楽しく鳴いている。 なんてすてきな学校！いっ そのこと
「ウグイス山小学校」にか えたいくらいだ。
今朝コバンソウの群生を 発見、自転車通勤のたまも のだ。小判がきらきら風に 揺れてシ
ャラシャラと音を立ててい る。ここを通ってくる子ど もたちは気が付かないのだ ろうか。
コバンを束にしてやってく る子に一人として出会わな い。何を見ながら、何を考え ながら、
彼らは家と学校を行き来し ているのか、目は見ても心 は感じていないのか？
もう一つ、これはいい！ と思うもの。大きな木の鉢 にあふれんばかりに咲いて いるレン
ゲソウ。このごろではめっ たに見られなくなったので 懐かしくてうれしい。この 種を蒔い
たのは誰だろう。田中先生 かな。
ジンガサハムシ
次の理科の時間、先生は ペットボトルをもってやっ てきた。
たいへんなことになった 。みんな一斉にペットボト ルに向かって突進。

「この中に地球外生物が三 匹います。」
「待て待て、座っている人 だけが見える。色は透明＆ ゴールド！」
クリコ先生が叫んだ。
うオー！たしかに見たこ ともない生き物だ。セミや クワガタみたいにぼくの友 達という

感じは全くしない、う、美 しすぎる・・・。
「これはジンガサハムシと いう昆虫です。形がむかし お侍がかぶった陣笠に似て いるハム
シだから、この名前が付い たんだよ。さっき言ったこ とはうそ、れっきとした地 球内生
物です。この地球にはまだ まだわたしたちが見たこと のない生命体が数知れず生 きてい
るんだよ。ジンガサハムシ は死ぬと真っ黒になってし まう。命は輝いているんだ ね。」
とその時、先生の手からジ ンガサハムシが陣笠をぱっ と二つに割って飛び立った 。ぼくは
すかさず両手を丸めて捕獲 、ドックンドックン（心臓音）そろそろと右手を離していくと、
左のてのひらに「透明＆ゴ ールド」が輝いていた！
アオムシ
今度の先生の持ち物は、 ペットボトル入りアオムシ 三匹。
「アオムシって何になる？ 」
うっ、アオムシって何かに なるの？
「先生、透明＆ゴールドは どうしたのさ。」
答えに詰まってぼくは聞い た。
「こら、その話じゃない、 だけど教えてやろう。あた しんちの庭の桜の木に放し たよ。交
尾してたからね、透明＆ゴ ールドが増えるかもしれな い。好物はヒルガオだけど 、発見
した場所は桜の木だった、 それにうちの庭はみごとな 雑草園だから、ヒルガオだ ってあ
るさ。さて、答えてもらお うか？」
「・・・・」
「本当に誰も知らないの？ それこそ大問題だ！」
「モンシロチョウです。」
ふうう、たっちゃんだ。こ れでぼくらは名誉挽回、先 生も少し安心したかな。
「ではアオムシをノートに 描いてごらん。」
そんなの楽勝だあ、むにゅ むにゅっと。
「生きものは食べるってこ とは知ってるよね。今この 子はキャベツを食べてる、 ってこと
は口があるってことだよお 。口を描いた人？」
「・・・・・」
おいおい、たっちゃん、口 描かなかったのかよ！しっ かりしてくれ、頼りはおま えだけな
んだからさあ。
「ほら、緑のころころが見 えるでしょ、食べた後に出 る物なーんだっ。」
「うんこに決まってるじゃ ん。」
ぼくは得意になって言った 。
「それじゃあ、うんこが出 る穴、描いた？」
またしてもやられた。
「いったい君たちは何を考 えて描いたんだ。この子は 生きものだよ、あたしたち の仲間な
んだ、そう考えたら口もお しりも必要だろ。描き直し 。」
ぼくが描いたのはむにゅ むにゅした体と目だけだっ た。クリコ先生の言うとお り、生き
ものには必要な物がいくつ もあるのだ。鼻もあるのか ？手足はどうなってるんだ ？髪の毛
はないよなあ。男のしるし はついてるのかなあ？？？
クリコ先生のからす 山日記②
この調子ではアオムシを 捕っておいでと言ったとこ ろで無駄だろうなあ。あの 子たちは
毎日何をして遊んでるんだ ？触ったことがあるのは愛 犬とペット屋で売っている クワガタ
やカブトムシだけなのか。 アオムシ集めはわたしがす るしかないか。だいたいキ ャベツと
だけど草花ビンゴは結構 夢中でやっている、ひょっ としたら三～四人は期待で きるかも

レタスの区別もつかないだ ろう。
しれない。

アオムシの飼育
大きな飼育箱をのぞくと 、五十匹はいるだろう。先 生は土・日の二日間でアオ ムシをう
じゃうじゃつかまえてきた 。箸を使ってつまんで捕る そうだ。キャベツの葉の裏 表をよー
く見て一匹残らず捕るぞ、 と奮闘している先生の姿が 、ぼくの目に浮かんだ。
それまでは自分のアオム シをゲットできない子に分 けてくれていたが、これは 全部先生
一人で育てるつもりらしい 。虫の苦手な女の子は、今 にも気を失いそうな青虫色 の顔にな
っている。
「この鉢植えのキャベツに も三匹放しておくから毎日 世話をするように。」
「世話って何をするんです か？」
たっちゃんが質問した。
「それは自分たちで考えな 。」
「だって、食べ物の上に住 んでいるんだぜ、ほかに何 をすればいいんですか。」
「分かった。うんこの片づ け。」
ぼくは得意になって言った 。
「ぼくは新しいキャベツの 葉を入れるとき、ペットボ トルの中を掃除してるよ。 自分の部
屋よりきれいだって母さん にほめられてる。」
「キャベツはふつうどこに あるんだ？畑に植わってい るんだよ。それをむりやり 教室に運
んできたんだ。だったらや ることがあるだろ。」
「そうか、キャベツの水や り！」
「キャベツも生きもの。食 べ物がある、って考えがそ もそも違ってるんだよ、君 らの食べ
物もみんな生きものだって こと、考えたこともないだ ろ。それをもともと生きて いた場
所からこんな所に移したん だから、アオムシの食べ物 であるキャベツという生き ものも
育てなきゃ。それに植物も 動物も育つのにいい環境っ てものがあるよね、たとえ ば空気
や温度や風や光なんてこと も考えてやる必要があるん じゃないか？」
アオムシコマユバチ
たいへんなことになった 。ぼくのアオムシの体から 何か黄色い米粒のようなも のが出て
いる。アオムシの名前は『 ポポロン』。ポポロンは動 かない。死んでしまってい るようだ。
四齢くらいまできていて、 あと少しでさなぎになるだ ろうと思っていたのに。
たっちゃんが図鑑で調べ てくれた。
「アオムシに卵を産みつけ るハチがいるんだ。アオム シコマユバチっていうんだ よ、アオ
ムシの体の中で卵がかえっ て、幼虫はアオムシの体を 栄養にして育つ、だからア オムシ
は死んでしまうんだ。」
「なんでだよう、なぜポポ ロンが死ななきゃならない んだ。先生に見せてくる。」
ぼくは職員室に走って行 った。先生は泣きそうなぼ くを見て静かにうなずいた 。先生に
は分かっていたんだ、こう いうことが起きることを。
アオムシの変態
教室のキャベツはみるみ る穴だらけになり、みごと に葉のすじだけが残ってい る。そし
てアオムシの姿が見あたら ない。どこに行ってしまっ たのだろう。
「ここだ！」
たっちゃんの指先は黒板を 指している。なんと黒板の ど真ん中でさなぎに変身し ていた。
ぼくはさなぎの下に４／２ １と書いた。
あと二匹はどこにいるん だろう。どこかでさなぎに なっているはずだ。ぼくら は黒板の
周りの荷物をどかして、目 を皿のようにして探した。 一匹はたっちゃんのロッカ ーの奥の
壁で発見されたが、あとの 一匹はどうしても見つから ない。
「きっとどこかでさなぎに なっているはずだよ。黒板 の子は『コッキー』、こっ ちは『タッ
チー』にしないか？」
「賛成！」
みんながうれしそうに声を そろえて言った。

「それじゃ見つからない子 は『ミッチー』にしたらど うかな、見つかることを願 って。」
逆さづりになったハ ッピー
ポポロンが死んでしまっ てから三日たって、ぼくの もう一匹のアオムシ『ハッ ピー』が
さなぎになった。３年Ｃ組では第一号だ。みんなが毎日ペットボトルを手渡しで 見るので、
ぼくはうれしい気持ちもあ るのだが、心配もしていた 。ハッピーはペットボトル の壁に糸
を出して体を固定した。そ れが日ごとに不安定になっ ているように思えたからだ 。
ついに上の糸が切れて、ハッピーは逆さづりになっ てしまった。ぼくは気が動転したが、
とにかくクリ子先生に相談 することにした。先生のさ なぎに糸が切れて落下して しまった
のがいた。その時、先生は 上下を見極めて、両面テー プで体を壁に固定してやっ ていた。
ハッピーもその手当が必要 だろうとぼくは思った。
しかし、先生は
「そのまま様子を見たらど うかと思うんだけど、ノビ ーはどう思う？心配なのは 分かるし
わたしにも経験はないけど 、ハッピーの生命力にかけ てみる気はないか？」
羽化
５／１、朝の教室はにぎ やかだが、今朝はいつにも ましてやかましい。どうし たのかと
思って入っていくと、ハッ ピーの周りにみんなが集ま っている。
「ノビー、ハッピーが羽化 したぞ！」
たっちゃんが興奮して言っ た。
「・・・」
ぼくは言葉が出ないくらい 感動している。ハッピー、 よくやった！逆さまになっ て驚いた
その次の日から羽化ラッ シュが始まった。コッキー 、タッチーに続き、ミッチ ーがゴミ

ろ、さなぎから出るときた いへんだったろ？ゆっくり 羽を伸ばせよ。ぼくはうれ しいよ。
箱の裏で羽化して発見され た。
先生の飼育箱でも、一日 に十匹くらいずつ羽化して いる。これを一気に運動場 に放すと
き、平和の鳩のようだと思 った。
ハッピーの食餌
アオムシはキャベツを食 べたからよかったけれど、 チョウは蜜を吸う。ぼくは ハッピー
をなかなか放す気持ちにな れないこと、そうなると食 べ物をどうするかで困って いた。す
ると、アオムシを見ると顔 が青虫色になっていたひな ちゃんが、パンジーの花束 を持って
きてくれた。さっそく飼育 箱に入れて様子を見ること にした。
しかしハッピーは気に入 らないらしい。たっちゃん はオレンジジュースをコッ プに入れ
てきた。これもだめ。綿に ジュースをしみこませてみ た。これが大成功、巻いて いた口を
伸ばしてストローのように ジュースを飲み始めた。
「あれは本当にチョウの口 だったんだね。」
ハッピーがジュースを吸う のをこの目で見て、ぼくた ちはやけに納得したのだっ た。
さよならハッピー
これ以上ハッピーを飼育 箱に閉じこめておく訳には いかない。チョウの命は長 くはない
んだ。ぼくは決心した。
「みんな、昼休みにハッピ ーのお別れ式をすることに しました。参加できる人は 一時にけ
やき広場に集合してくださ い。」
そうは言ったものの、ぼ くの気持ちはまだ揺れてい る。ぼくが育てたハッピー 、逆さづ
りになってもがんばって羽 化したハッピー、ジュース を吸うところを見せてくれ たハッピ
ー、ぼくの目から寂しさが あふれ出てきた。
給食は大好きなカレーだ ったが、いつもみたいにお代わりをする気も起きない 。
（あと三
十分だ）
けやき広場にはクリコ先 生も来ていた。

ノビー、クリコ先生 に手紙を書く
先生、今日はハッピーの お別れ式に来てくれてあり がとうございました。
ハッピーが逆さづりにな ったとき、先生はそのままにしてみたらどうかと言い ましたね。
ぼくは、すぐに先生が両面 テープを取り出すと思って いました。でもそうじゃな かった。
ぼくはすごく心配だったけ ど、すごく迷ったけど、
「 ハッピーの生命力」を信じてみようと
思ったんだ。
ハッピーが舞い上がった とき、（恋人を見つけて結婚 するんだぞ）と心の中で叫びました。
ポポロンや先生のアオム シたちも何匹かは、羽化で きないで死んでしまったね 。生きも
のはみんな命をもって生ま れてくるけれど、生きる長 さは違うってことが分かっ たよ。ぼ
くも、ぼくの周りで一緒に 生きている人たちも、そし ていろいろな生きものも、 みんな大
切にしたいと今、ぼくは思 っています。
クリコ先生のからす 山日記③
そろそろアジサイの季節 だ。ウグイスはあきれるく らい鳴き方がうまくなった 。
子どもたちはあきれるく らいアオムシに夢中になっ ていたっけ。夢中になって いる子ど
もってとてもいいものだ。 子どもはああでなくちゃ。
今となって不覚ではある が、アオムシの足って何本 あったかなあ。成虫は六本 だけど胸
に集中しているし、おしり の近くにも丸い足らしきも のがあったように思うのだ が・・・
図鑑には横向きの図しか載 ってないし、参ったなあ。明日子どもたちに質問してみ ようか。
誰か答えてくれる子がいま すように！

●佳作

ザリガニのピョ ンタ

前

島

育

子

退職互助部 （静岡）

学校からほど近いところ に川が流れていました。そ のそばに大きな公園があり ました。
その公園に大きな池があっ て、そのわきに沈丁花の花 が咲いていました。
風が吹くと、沈丁花の花 がゆれます。すると、あた りに甘いかおりが漂って来 ました。
ザリガニのピョンタは、 池のすみの岩かげで沈丁花 の花のかおりをかぎながら 、うとう
とと昼寝をしていました。 すると、どこからともなく 声が聞こえて来ました。
「やあ、これは大変だぞ」
「ザリ君、なにが大変なの 」
「やつらが、またやって来 るんだってさ」
「やつらが ･･･
？」
ピョンタの耳にこの池に 棲むザリ君とスタ君の話し 声が聞こえて来ました。
（やつらってだぁれ？）
去年、生まれたばかりの ザリガニのピョンタは首を かしげました。すると、ま た風にの
って声がしました。
「やつらは、手かげんとい うものを知らないからなぁ 。おれなんか、この立派な ひげを指
でつままれてぐるぐると振 り回されてしまってねぇ。 そして、石の上に投げつけ られて、
足が一本おれてしまったよ 」
ザリ君はぶらぶらした足 をスタ君の前に突き出しま した。そして、顔をしかめ て言いま
した。
スタ君は、その足を気の 毒そうに見ながらたずねま した。
「ザリ君、その時は痛かっ ただろうね」
「そりゃあ痛かったさ。ぼ くは、殺されるのではない かと思ったよ。この池にや っとの思
いで逃げて来たのさ。スタ 君、やつらに捕まっていた ら、おれも終わりだったよ 」
ザリ君は、声を荒げて言 いました。
「ザリ君、こんな大怪我を して大変だったねぇ。もう 片足は動かないし、不便だ よね」
スタ君は同情してザリ君 を見て言いました。
ザリ君はおれた足を恨め しそうに見つめていました が、あの時のことを思い出 したので
しょう。青ざめた顔をし、 身を震わせました。
スタ君も、ザリ君と同じ ようなことがありました。 それは去年の真夏の出来事 です。そ
の事件を思い出すと、さも 恐ろしそうに言いました。
「ザリ君、おれも同じよう な事件があったのさ。この 公園の近くの川でやつらに 追いかけ
まわされて、とうとう捕まってしまってね。おれも立派なひげを一本取られてし まったよ。
その上、やつらはおれを遊 び道具にするんだぜ。その 遊びに飽きると、今度は自 動車や自
転車がひっきりなしに通る あのアスファルトの道路の 上に置いてきぼりさ。その 時は、生
きた心地がしなかったよ。 道路は真夏の太陽で熱く焼 けているし、その上、自動 車や自転
車はひっきりなしに通るし ･･･
」
「でも、スタ君。ひげ一本 だけでよかったねぇ。あの 時、自動車にでも轢かれて 命を落と
してごらんよ。ぼくとこの 池で出会うこともなかった ろうよ」
ザリ君はさもスタ君に会 えてうれしそうに言いまし た。
「そうだよな。あそこで命 を落としていれば、おれも ザリ君と友だちになれなか ったよ」
「でも、スタ君はどうやっ てこの池にたどりついたの さ」
ザリ君は公園の近くにあ る道路をひっきりなしに通 る自動車の振動を気にしな がらスタ
君にたずねました。
「おれは自動車や自転車が 通る道を安全な場所を探し 回ってね。やっとの思いで この池に
ザリ君は納得したように うなずきました。

たどりついたのさ。生きて この池にいるのが、不思議 なくらいだよ」
「それで分かったよ。やつ らは血も涙もないやつらだ からなぁ。おれたちにとっ て、やつ
らは困り者だぜ」
スタ君もザリ君に相槌を 打ちました。

「そうだよ。やつらは困っ たやつだ」
「迷惑千万なやつらだ」
そんな話し声が聞こえな くなると、池の中は静かで す。
ミズスマシが水の上をす べる影が見えました。
しばらくすると、スタ君 のふるえた声がまたしまし た。
「ザリ君、本当にやつらは 来るのかい」
「ああ、スタ君。やつらは きっと来るよ。去年もこの 時期にやって来たからな」
「ああ、来るのか」
「去年は、この季節だった よ」
「今じぶんなのか。ザリ君 」
「そうだよ。きっと、近い うちにやつらはやって来る よ。だって、公園の事務所 のおじさ

。さ
･･･

んが、昨日やって来て言うのだよ。
『今年もいい勉強 をしてくれるといいね』なぁんて言っ
てね。池のまわりの草を刈 ったり、池の中の掃除をし たりしていたよ」
「そうかい。もうすぐ、や つらがやって来るのか！」
「スタ君、明日、来るかも しれないよ。早いところ、この池の深みに隠れなくて は
あ、急ごう」
「おおっ、こわい、こわい 」
スタ君とザリ君は池の深 い方の岩陰にモッソモッソ と入って行きました。
どうやらこの池にすむザ リガニのザリ君とスタ君の 声のようです。
ザリガニのピョンタはス タ君やザリ君の言っている ことが何のことか、さっぱ り分かり
ません。しかし、近いうち にこの公園の池に恐ろしい やつらがやって来るという ことが分
ピョンタはどんなやつら がやって来るのだろうかと 思いました。すると、
『坊 や、公園に

かりました。
いるノラネコやカラスにつ かまらないように気をつけ るのよ。そして、子どもたち にも ･･･
』
とママが言っていた言葉を 思い出しました。そして、 いつも口やかましく注意し ていまし
た。
やつらは、きっとこのよ うなノラネコやカラスに違 いない。でも、ザリ君たち があんな
震えた声で話していたのだ から、もっと怖い『巨人や 怪獣』のような者に違いな い。
そう思うと、だんだんピ ョンタも怖くなって来まし た。しかし、やつらに会っ てみたい
ような気もしました。
ピョンタはあたりを見ま わしました。
そこにはだれもいません 。
池の中は物音一つしませ ん。
ときどき池の水面をアメ ンボウがスイー、スイーと すべって行きます。
池の底から見ると、その たびに銀色の線を描いて通 り過ぎていきます。
それは広い池に小さな円 を描き、だんだん大きな紋 になって消えて行きます。
ピョンタは池の底からア メンボウを目で追っていま した。すると、池の底に生 えている
ミズモがゆらゆらとゆれま した。
ピョンタは、静かなこの 池に果たして『やつら』が やって来るだろうかと疑い ました。
しかし、ザリ君たちが真剣 に怖そうに言っていた会話 を聞くと、きっと近いうち に『やつ
ら』がやって来るに違いな いと思いました。
そこで、ピョンタは急い で岩陰に隠れました。そし て、沈丁花の花の甘いかお りをかぎ
ながら春の日の光を浴びて 気持ちよさそうにすやすや と眠ってしまいました。
それから数日後の暖かな日 のことです。
ピョンタは夢の中で不思 議な声を聞きました。
その声は、だんだん大き くなってきました。
「あああっ、よく眠ったぞ 。気持ちが良いなぁ。あの 声はなんだろう」
ピョンタは、その声で目 を覚ましました。

耳を澄ましていると、ま た声がしました。
「そうだ。あの声は、春の 使いの春一番が吹いてくる 風の音かもしれないなぁ。 気持ちが
いいなぁ。
『春一番が来る と、もう春になる。春のつ ぎに夏になる。夏が来ると 坊やが活動
するいい季節になるよ』と 、ママが言っていたなぁ。 きっと、あの音は春一番に ちがいな
い。冬もいいが、春もいい ものだ。あああっ ･･･
」
ピョンタは大きな口をあけてあくびをしました。そして、水面に片目を出してびっく

。
･･･
その子たちは青やピンク のゴムぞうりや黄色の長靴 をはいています。手には赤 や青や黄

黄色い帽子をかぶって白い長袖の体操服を着てエンジの半ズボンをはいた子どもた

り ･･･
。
池のまわりにたくさんの 子どもたちがぞろぞろいま す。
ち
色のバケツやシャベルや虫 取り網も持って、あっちに もこっちにも池のまわりに いっぱい
いるのです。
ピョンタはこんなに大勢 の子どもたちを見るのは初 めてです。
「何が始まるのだろう！」
ピョンタは、ぎょろりと 大きな目を水面に出しまし た。そして、耳をすまして 子どもた
ちのようすをじっと見てい ました。すると、白いブラ ウスを着てベージュのズボ ンをはい
た女の先生が大声で言いま した。
かわいい子どもたちは、 先生のまわりに集まって元 気に返事をしました。

「さあ、公園に着いたよ。 今日は、ここで勉強するの よ。ここが教室と思ってね 」
「はあい！」
先生は子どもたちを一人 ひとり確かめながらゆっく りと池を指さして大きな声 で言いま
した。
「さあ、池を見てごらん。 この池の中にどんな生き物 がすんでいるのでしょうか 。しっか
り観察するのよ。図鑑を持 ってきた人は、それを見て 調べましょう。そして、ノ ートにス
ケッチしたり、メモをとっ たりしておきましょう。今 日は勉強に来たのですから 、しっか
り勉強するのよ。六君、正 一君、隆君、分かった！」
そんな男の子たちの声が 聞こえて来ます。

「先生、大丈夫だよ」
先生はブラウスの袖をく るくる巻き上げると、太陽 の光にきらきら光った池の 水をすか
して見ました。すると、子 どもたちも先生のまねをし て体操服の袖をたくし上げ ました。
そして、腰をかがめて池の 中を見つめました。
「先生、池の中の魚たちは どこにいるの。アメンボウ のほかには何も見えないよ 」
ショウトカットの髪をし て笑うとえくぼができるか わいい女の子が言いました 。
その子の胸に「さおり」 という字が書いた名札がつ いていました。
ピョンタはそれを見て、 この子はさおりちゃんだと 分かりました。
また、先生が言いました 。
「あら、さおりさん、この 池に魚がすんでいるのよ。 よくみてごらん」
「そう。知らなかった。魚 は海に泳いでいるのだと思 ったよ」

さおりちゃんのようなシ ョウトカットの髪をして、大きな目をした女の子が言 いました。

「そうよ。私も ･･･
。お魚はお店のショウケースの中で お皿の上に青い葉っぱを敷 いて氷を
のせて行儀よく並んでいる のだと思ったよ」
その子の胸にも名札がつい ていました。
ピョンタはその名札を見 て、その子はしおりちゃん だと知りました。
そんな二人の近くにいた 友だちは、どっと笑いまし た。
先生は優しく、二人に言 いました。
「さおりさん、しおりさん 。この池や川に魚や虫もい るのよ」
「へえっ、この池の中に虫 もいるの」
さおりちゃんが、言いま した。
「虫は野原や山や花壇にい ると思っていたよ」

しおりちゃんも、言いま した。
「さおりさんやしおりさん は知らないのね。水の中に 虫や魚もすんでいるの。水 の中にす
んでいる魚は淡水魚と言う のよ。水の中にも虫がるの よ。ねえ、六君、そうでし ょう」
先生はクラスの中で一番 背が低い六ちゃんにたずね ました。
六ちゃんは先生から問い かけられたので得意そうに 大きな声で返事をしました 。

。
･･･

。魚はメダカにタナゴ。そして、かえるの子どものオタマジャクシも
･･･

「はい。そうだよ。水の中 にゲンゴロウやミズスマシ やオケラがすんでいるよ。 ほら、あ
そこにミズスマシ
いるよ」
二人は感心して六君を見 ていました。
ピョンタはこんなさまざ まな子どもたちがいるのか と思ってびっくり
大きな目をぐるりと回し ました。

」
･･･

「池に魚や貝や虫もすんで いるよ。ぼく、お父さんと 池で魚を釣ったことがある んだよ」
六ちゃんが満面な笑顔で 得意そうに続けました。
「そうなの、六ちゃん。私 、知らなかったよ。六ちゃ んは物知り博士ねぇ。」
「知らなかった。六ちゃん 、よく知っているね。そし て、サッカーも上手だし
二人の女の子はそう言っ て、にっこり笑いました。
ピョンタは池の水に映っ ているさおりちゃんとしお りちゃんは『いい子』だな ぁと思い
ました。

。そ
･･･

その子たちはエンジの半 ズボンをはいて足にはキテ ィーちゃんの絵がついた黄 色い長靴
をはいていました。そして 、おそろいの服を着て、と てもよく似合います。
胸にはおそろいのあの名 札もついています。名前も似ています。さおりとしおり
して、二人の話し方もかわ いくて声もそっくりです。
ピョンタにはまるでそん な二人は双子のように見え ました。どちらがさおりち ゃんで、
どちらがしおりちゃんか間 違ってしまいそうです。
突然、六ちゃんがざぶざ ぶと池の中に入りました。
「あっ、冷たい。でも、気 持ちがいいや。あっ、いた 、いた、いたぞ。」
六ちゃんは池の中に手を のばすと大きな石を拾い持 ち上げました。すると、手 の中に大
きなオケラが泥をかぶって 出てきました。
「でっかいオケラを見つけ たぞ。一匹、オケラを、ゲ ット」
六ちゃんはオケラの足を つかんでみんなに見せまし た。
「いててっ、オケラにかま れちゃった」
六ちゃんが顔をしかめて 痛そうに言うと、まわりに いた友だちもザブ、ザブと 池の中に
入って来ました。
「あっ、いた、いた、いた 」
「わたし、アメンボウを見 つけたよ！」
「あっ、いた、小さなお魚 ！」
さおりちゃんやしおりち ゃんも池の中に入って来ま した。
池の中はごった返して子 どもたちでいっぱいになり ました。
「これ、メダカだぜ。」
「ちがうよ、タナゴだよ。」
「これ、おれのものだぜ。 正一ちゃん」
「六ちゃん、これはぼくの ものだよ。ぼくが先に見つ けたんだよ」
「何いっているんだ。おれ のだぜ」
「これは、ぼくのものだよ 」
池のまわりにいた子ども たちはメダカやタナゴやオ ケラや小さなヤゴやアメン ボウを追

。
･･･

魚や虫を一生懸命に追い かけたので、正一ちゃんも 六ちゃんも石にすべってす ってんこ

いかけまわして夢中です。
ろりん

「ひゃあ、冷たい。やっち ゃったぁ ･･･
」
六ちゃんがとんきょうな 声をあげました。そして、 ぬれたズボンを突き出して みんなの

前に見せました。
「ひゃあ、冷たい。ぼくの 服も ･･･
」
「ぼくのズボンがぬれちゃ った」
メガネをかけた正一ちゃ んと少し太った隆ちゃんは 、泥がついた手で顔をふい たので、
二人の顔は泥で真っ黒です 。すると、六ちゃんも真似 をして顔に泥をぬりました 。
。泥で顔が真っ黒け。わあっい、面白い」
･･･

さおりちゃんは泥だらけ の顔をした三人の男の子を 見つけて言いました。
「六ちゃんと正一ちゃんと 隆ちゃんの顔を見て
六ちゃんが言いました。
「さおりちゃん、おれ、泥 でお化粧してるんだぜ。お 母さんみたいに」
メガネをはずし片手に持 った正一ちゃんも言いまし た。
「ぼくもさ。お化粧してる んだ。ぼくのおばあちゃん みたいに ･･･
」
三人は池の中の泥をすく ってどんどん顔にぬってい きました。
それを見て、みんなはお なかを抱えて笑いました。
「六ちゃんの顔が泥だらけ ･･･
」
「アッハッハ。正一ちゃん の顔もおかしいぜ」
「そんな弘ちゃんや隆ちゃ んのおしりも泥だらけだよ 」
「正弘ちゃんも、久ちゃん も ･･･
。みんな、みんな泥だらけ ･･･
」
「ほんとだ。二年一組の男 の子はみんな、泥だらけ。 ワッハッハー」
こんな愉快な子どもたち を見るのは初めてです。
ピョンタは楽しくなって 来ました。そして、岩陰か らだんだん浅瀬の方にはい 出して行
きました。すると、まだ、 みんなは池の真ん中でおな かを抱えて笑っています。
「ああっ、面白かった。私 、あっちで虫を見つけよう っと ･･･
」
さおりちゃんとしおりち ゃんが池の浅瀬に行って、 石ころの下を探しはじめま した。す
ると、男の子たちもみんな で石ころを拾い始めて、大 きな山を作りました。
六ちゃんが、大きな石を 持ち上げたその時です。
ピョンタは泥水といっし ょに浮き上がりました。す ると、泥をかぶったピョン タを目ざ
とく見つけました。
六ちゃんは石を下に置く と、ピョンタをめがけて両 手を伸ばしました。
ピョンタはとびあがって 逃げました。しかし、その 一瞬のことでした。
六ちゃんの手の中にピョ ンタの身体がスーッと吸い 込まれて行きました。
手の間から泥水がこぼれ ると、ピョンタは六ちゃん の手に残りました。
ピョンタは手の中にふる えながらじっと身を丸くし ていました。
しばらくすると、六ちゃ んの指にひげをつまみ上げ られて、明るい世界に引き ずり出さ
れてしまいました。
ピョンタは大きな目をぎ ょろりと回してあたりを見 ました。すると、光がまぶ しくて目
をつぶってしまいました。 やがて、目が慣れるにした がって、子どもたちの顔が ぼんやり
と見えて来ました。
ピョンタのまわりには子 どもたちの顔、顔、顔 ･･･
。
ピョンタは、子どもたち に囲まれていたのです。
「しまった！」
ピョンタは叫びました。 しかし、どうすることもで きません。ピョンタの身体 がぶるぶ
る震えました。
しばらくすると、ピョン タの耳のそばで大きな声が 聞こえました。
「ほら、ザリガニだよ。ぼ く、ザリガニ一匹ゲット」
六ちゃんが大声で叫んで 、ザリガニを上に挙げてみ んなに見せました。
「何、ザリガニだって！六 ちゃん」
「ザリガニだよ。こんな石 の下にいたよ！」
子どもたちが大勢集まっ てきました。六ちゃんはピ ョンタのひげをつまむと、 ほこらし
げにみんなに見えるように 上に掲げました。
ピョンタは身体を丸くし て足をばたつかせていまし た。そして、逃げようとも がきまし

さおりちゃんがそれを見 て大きな声で言いました。

た。

」
･･･

「六ちゃん。このザリガニ は、赤ちゃんのようだよ。 だって、身体がこんなに小 さくて色
が赤くないよ。まだ身体の 色が白くて小さいよ
しおりちゃんも言いまし た。
「そうよ。六ちゃん。大人 のザリガニは赤い色をして いるよ。そして、身体も大 きいよ」
「でも、ぼくがゲットした んだよ。ぼくのものさ、こ のザリガニはぼくのものだ よ。ザリ
ガニ一匹、ゲット」
六ちゃんのその大きな声 で、子どもたちがあちらか らもこちらからも大勢集ま って来ま
さおりちゃんが、大きな 声で口をとがらせて言いま した。

した。

」
･･･

「六ちゃん、その赤ちゃん ザリガニを逃がしてあげよ うよ。私の家に弟の良太が いるの。
だって、六ちゃん知ってい るでしょう。良太を
六ちゃんは言いました。

「知っているよ」
さおりちゃんが話を続け ました。
。こんな小さな足
･･･

。だから、取るのをやめようよ」
･･･

「そのザリガニは良太によ く似ているよ。小さくて赤ちゃんみたいで

しおりちゃんも加勢して くれました。

をばたばたさせて ･･･
」
「さおりちゃんの家の赤ち ゃんにそっくり
「そうだよな。かわいそう だよ。六ちゃん」
「ほら、見てよ。赤ちゃん ザリガニがふるえているよ 」
まわりにいた子どもたち も口々に言いました。
「きっと、池のどこかでお 母さんが心配して見ている かも知れないよ」
さおりちゃんは身をかが めて、池の奥を見て言いま した。
「そうよ。探しているかも 知れないよ」
「でも、ぼくがゲットした んだぜ！」

」
･･･

六ちゃんは不満そうに言 いました。しかし、子ども たちは六ちゃんの指先にぶ ら下がっ
ているピョンタを気の毒そ うにじっと見つめていまし た。

」
･･･

ピョンタは背を丸くして 、まだ足をばたばたさせて もがいていました。
それを見て、正一ちゃん が小さな声で言いました。
まわりにいた子どもたち も口々に言いました。

「ぼくたちといっしょだね 。この赤ちゃんザリガニは

「そうだよ。ぼくたちとい っしょだよ。まだ、子ども だよ。捕るのはかわいそう だよ
「ほら、震えている！」
「ほんとだ！怖がっている よ」
さおりちゃんが心配そう に池の中をのぞきこむよう にして、みんなに言いまし た。

「きっと、お母さんを探し ているのかも知れないよ」
「池のどこかできっとお母 さんが心配して見ているよ 」
しおりちゃんも池を見ま わして言いました。
」
･･･
六ちゃんは、ザリガニを しばらく見つめていました が、決心したように大きな 声で言い

「きっと、どこかで心配し ているよ
ました。

「ぼく決めた！この赤ちゃ んザリガニを逃がしてあげ ようっと！」
六ちゃんは、なごりおし そうに池の中にピョンタを そっと放しました。
みんなは、ピョンタが池 の中にモッソモッソと消え ていくその姿を見ていまし たが、池
の深みの中に消えると、池 から上がって来ました。
突然、笛の音が聞こえま した。
「ピピピー」
先生の大きな声が聞こえ ます。

「さあ、もう勉強は終わり。学校へ帰りますよ。忘れ物をしていないか、確かめましょう。
みんなここに集まってね」
泥んこになった子どもた ちは先生のまわりに集まり ました。そして、バケツや 虫取り網
を持って、先生を先頭に帰 って行きました。
ピョンタは、池の深みの岩陰から子どもたちが帰っ ていく後姿をそっと眺めて いました。
そして、大きな目をぐるり とまわすと安堵したように 言いました。
「ああっ、怖かった。でも 、助かってよかった」
ピョンタはしばらく岩陰 で休んでいましたが、数日 前に春風にのって聞こえて きたザリ
君やスタ君がいった『あの言葉』を思い出しました。そして、ピョンタはつぶやきました 。
「ああ、『やつら』って、 なぁんだ、そうだったのか ･･･
」
ピョンタはその言葉の意 味が分かりました。すると 、こんな素直で優しく愉快 な子ども
たちなら、またこの公園の 池に来てほしいような、待 ちどおしいような、不思議 な気持ち
になりました。
「また、あの子どもたち来 てくれるかなぁ ･･･
」
ピョンタはそうつぶやく と、暖かな春の日の光にま どろんだ池の岩陰で沈丁花 の甘い香
りをかぎながらうとうとと 眠ってしまいました。

『源氏物語』男 踏歌考
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男踏歌は末摘花巻、初音 巻、竹河巻に出てくる。こ のうち、末摘花巻は「朔日 のほど過
ぎて、今年、男踏歌あるべ ければ」とあるだけで、具 体的描写はない。又、竹河 巻は、武
田宗俊氏が後人の偽作とし たのを始め問題点の多い巻 である。故にこの論考では 竹河巻を
省略した。初音巻と真木柱 巻の男踏歌を比較しながら 、男踏歌を構想論上から見 ていきた
い。初音巻の男踏歌は六条 院の私的行事としての性格 が強く、真木柱巻の男踏歌 が公的行
事である点と対比して捉え ることができよう。又、初 音巻そのものは六条院の栄 華の始発
として位置するのに対し、 真木柱巻は玉鬘が鬚黒大将 と結ばれるという、光源氏 にとって
は、めでたくない結末を迎 える巻である。この全体の 流れの中で、男踏歌がどう 関連して
いくか考慮されねばならな いであろう。次に男踏歌は 源氏物語執筆当時、既に廃 止されて
いた点を問題にしたい。少 なくとも作者の眼で実際の 男踏歌を見る機会はなかっ た。そこ
で考えられるのが、物語と 絵の結びつきであろう。男 踏歌を描いた絵があったと 仮定して
みる。そして、男踏歌の絵 を作者がどのように見てい たのか考察してみたい。最 後に男踏
歌に対する作者の関心の高 さを問題にしてみたい。男 踏歌の描かれている絵に余 り魅力を
感じていなかったと思われ るが、男踏歌の持つ神事的 な面（古代的な面）に対し ては、関
心があったのではないかと いう点を指摘していきたい 。
一、男踏歌の主題
玉鬘十帖は大きく見て二 つの面を持つのではないか と思われる。一つは光源氏 の栄華の
完成であり、今一つは玉鬘 を巻込んでの六条院体制の 矛盾を描くことである。そ して強引
な印象を与えてまでの玉鬘 の六条院入りに、作者が意 図しているものが、単なる 六条院の
栄華ではなかったことを示 している。
初音巻は栄華の始発とし ての位置を占めている。六 条院に女性達を集め、理想 的な色好
みの世界を実現していくの である。その最初の年が華 やかであるのは当然であろ う。しか
も初音巻は、六条院世界の 最初の年の正月なのである 。初音巻は正月の行事を織 り込みな
がら光源氏と女性達との心 理的絡み合いを描いていく 。玉鬘が紹介され、紫上が 愛されて
いることが描かれていく。 光源氏の絶対王権を描いて いるのである。その光源氏 の栄華を
示すものとして歯固めの祝 、小松ひき、臨時客そして 男踏歌の行事が繰り広げら れていく
のである。男踏歌の中で六 条院の人々の動きを示して いる場面は「西の対の姫君 は、寝殿
の南の御方に渡りたまひて 、こなたの姫君、御対面あ りけり。上も一所におはし ませば、
御几帳ばかり隔てて聞こえ たまふ。」の部分だけであ る。玉鬘は光源氏と紫上の愛情に揺さ
ぶりをかける存在として登 場してきた。しかし、この 男踏歌の部分では紫上の嫉 妬、苦脳
などは描かれていない。玉 鬘十帖の主題に二つの面が あるとみた場合、ここでは 全面的に
光源氏の栄華と結び付けて 考えることができる。真木柱巻の男踏歌を見てみたい 。
「男踏歌
ありければ、やがてそのほ どに、儀式いといかめしう 二なくて参りたまふ。」と あって、玉
鬘の参内に絡ませている。鬚黒大将にとって玉鬘の入 内は好ましいものではない 。ただ「内
裏にもなめく心あるさまに 聞こしめし、人々も思すところあらむ。」と回りの状 況から、参
内させなくてはいけない気 持ちを持っている。そして 、結局は「公人を頼みたる はなくや
はある。」と自らを慰めて 、玉鬘の参内に踏み切る場 面である。これは光源氏に とって、玉
鬘と接触できる機会を残し つつ養女を手離すという妥 協から生じた策であった。 しかし、
玉鬘は鬚黒大将と結ばれた 。玉鬘求婚譚の決着はつい たのである。その意味では 、男踏歌
に絡ませた玉鬘入内の意義 は乏しいものとなったと言 えよう。
真木柱巻の男踏歌の主題 はどこにあったのであろう か。玉鬘とその後見人であ る鬚黒大
将の栄華を描いていると見 ることはできる。
「水駅な りけれど、けはひにぎはしく、人々心
げさうして、限りある御饗 応などの事どももしたるさ ま、ことに用意ありてなむ 大将殿せ
させたまへりける。」の文は 初音巻の「水駅にて事そがせたまふべきを、例ある事より外に、

②

さまことに事加はていみじ くもてはやさせたまふ。」に 対比させて描いている。花鳥余情で、
水駅の注釈を見ると、「酒肴 はかりを用ゐるを水駅とい ひ饗膳を用ゐるをば飯駅と 名付侍る
なり。」とある。二ヶ所と も主人の力を示していると 言えよう。初音巻の男踏歌の場面にも
玉鬘は登場する。寝殿の南 側で見物するのであるから 扱いは丁重である。しかし 、中心人
③

物は光源氏であった。真木 柱巻では玉鬘が主役である 。山中裕氏は初音巻の男踏 歌と真木
柱巻の男踏歌との関係を「光源氏の栄華の絶頂期から 光源氏の世界が移り去った もの。」と
して捉えている。「六条院 には、このたびはところせ しと省きたまふ。」を六条 院の衰微の
根拠にしているのである。 玉鬘の栄華が光源氏から離 れた所で描かれており、玉 鬘物語と
男踏歌が密接な関係を持っ ている点を考慮すれば、適 切な指摘と言えよう。しか し、今回
は六条院を省いたという描 写は、当然、六条院の男踏 歌が行われるべきであった が、光源
氏の方から辞退したという ことであろう。光源氏の栄 華そのものには何の関係も ないとも
考えられる。構想上、単純 に考えて、初音巻で六条院 における男踏歌を描いたか ら、今回
は省略しただけと考えられ ることもできよう。何れに せよ、初音巻に続いて真木 柱巻でも
男踏歌を描いた点は注目す る必要があるであろう。源 氏物語執筆時、すでに過去 形になっ
ていた男踏歌を玉鬘十帖の 中で何故に二回も描く必要 があったのであろうか。作 者の男踏
歌への関心はどの点にあっ たのであろうか。
初音巻と真木柱巻の男踏 歌の描写に共通点が見られ る。初音巻の「ほのぼのと 明けゆく
に」が真木柱巻では「ほの ぼのとをかしき朝ぼらけに 」とある。初音巻の「竹河 うたひて
かへる姿」は真木柱巻に「 竹河うたひけるほどを見れ ば」とある。又、水駅での 描写を初
音巻では「さまことに事加 へていみじくもてはやさせ たまふ」と描き、真木柱巻 では「け
はひにぎははしく、人々心 げさうし」と描く。又、見 物の方々の袖口のきらびや かさが両
方に描かれている。男踏歌 の描写であるから、ある程 度重なるのが当然ではある が、作者
の男踏歌に対する興味が同 じ所にある点が面白い。特 に、真木柱巻では「袖口の 重なり」
を二ヶ所で使用している。見物する側の女性たちに焦 点を当てているわけで、作者と同様、
女房側の視点で描いている と言えよう。このように男 踏歌という設定が同じで、 作者の男
踏歌に対する視点が同じ所 にあるならば、せめて「あ るじ」だけでも変えざるを えなかっ
たと言えようか。真木柱巻 で、玉鬘が主役になるが、 六条院の男踏歌を省略した ことで、
二、私的行事の意義

六条院の衰退を示す印象を 読者に与えたことは確かで あろう。
初音巻の男踏歌は六条院 の栄華を強調するために位 置づけられている。六条院 に水駅を
設定したこともこの事を示 す。ここには宮中の年中行 事さえ私的な行事として扱 うことの
できる光源氏の栄華が描か れている。六条院での男踏 歌の設定は「人々のこなた に集ひた
まへるついでに、いかで物 の音試みてしがな。私の後 宴あるべし。」とつながっ ていく。初
音巻の男踏歌から私の後宴 に続く設定は、定められた 宮中行事に縛られることな く、贅を
つくすことのできる点と結 びつく。又、女楽が実際に は描かれておらず、この私 的行事が
更に、物語の筋を紡ぎ出し ていく方法を採っていない 。初音巻に続く胡蝶巻は「 三月の二
十日あまりのころほひ、春 の御前のありさま」とあっ て、話題は勿論、季節さえ も移って
いる。正しく初音巻は行事 そのものが主題であった。 この初音巻の男踏歌を、私 的行事と
して六条院の栄華を際立た せたものと見る場合、絵合 巻が想起される。冷泉帝を はさんで
斎宮女御と弘徽殿女御のど ちらが帝の寵愛を得るかと いう場面である。帝の御前 での絵合
は後見人の争いでもあった 。
「左はなほ数ひとつある はてに、須磨の巻出で来たるに、中納
言の御心騒ぎにけり。」絵合 の切り札として、左方は光源氏が須磨謫居中に描いた 絵を出す。
中納言の心が騒いだように 、この絵で勝負は決着するのである。
「草の手に仮名 の所どころ
に書きまぜて、まほのくはしき日記にはあらず。」と いう形式からみても、光源氏の個人的
体験を描いた点からみても 、正しく私的な絵日記であ ろう。この私的な絵日記が 公的なも
のを圧倒していく姿は、須 磨流謫があってこそ光源氏 の栄華はあったのだという 点で、絵
合巻と須磨巻の関連を示し ている。同時に澪標巻以後 の光源氏の栄華をも端的に 示すもの
であろう。私的なものが公 的なものを圧倒していく。 現実には非常に困難である が故に、

それを成就させる人の素晴 らしさが浮かび上がる。初 音巻の男踏歌と真木柱巻の 男踏歌と
の間にも、公的な描写と私 的な描写との差異がある。 真木柱巻にも御方々の競争 があり、
その点が冷泉帝を柱とした 宮廷を、一層華やかなもの にしている。そして女性達 の中心は
玉鬘である。それに対して 、初音巻では、玉鬘さえ光 源氏を巡る一女性として描 かれてい
る。真木柱巻では「正身も 女房たちも、かやうに御心 やりてしばしは過ぐいたま はましと
思ひあへり。」とある。こ こには鬚黒大将に縛られて いる、玉鬘や女房達の私的生活への反
発がある。むしろ、宮廷生 活の方に明るさ、華やかさ を見い出しているわけで、 公的なも
のを良しとしているのであ る。ここには主宰者としての光源氏と鬚黒大将との相 違がある。
そもそも、六条院を築き、 女性達を配置する行為その ものが、光源氏の潜在王権 を示して
いる。須磨流謫を体験し、 一回り大きくなった光源氏 の目差すものが、鬚黒大将 のごとき
一臣下の栄華と同質であろ うはずがなかった。その意 味では「六条院にはこのた びはとこ
ろせしと省きたまふ。」と あっても、そのことで六条院の凋落と言えるかどうか 疑問が残ろ
う。
三、男踏歌の絵について
作者が作品を作る時点で 男踏歌は無くなっていた。 既に無くなっていた男踏歌 を初音巻
で描き、更に真木柱巻で描 いている。このことを絵合 の行事と関連させて捉えて みたい。
源氏物語の中に絵合の描写 があるが、絵は物語と密接 な関係があった。東屋巻に も「絵な
ど取り出でさせて、右近に詞読ませ見たまふ。」とあ る。このことは物語と絵との関係の深
さを示している。作者はそ の絵を意識して文章を綴っ たということが十分考えら れる。平
安時代の女流文学者が、自 分達の描こうとする題材に 触れる機会はそれほど多く はなかっ
たであろう。参詣などの折 々、自然との接触はあった にせよ、男性に比較すれば 、各種行
事に接する度合いも限定さ れていたと思われる。又、 それとは別に、平安時代は 現実その
ものを題材にすることを好 むだけでなく、人為的に創作された世界を好んだ。拾遺集では、
屏風歌が百三十余首に上っ ていることや『貫之集』に は多くの屏風歌が採られて いること
④

などもこの点と関連があろ う。女房達の普段の生活を 取り巻いていたのは、屏風 に描かれ
た景色だったのかもしれな い。清水好子氏は胡蝶巻の 船遊びの描写を「大和絵の 画材をこ
とごとしく拉し来たって、一場の光景を造り上げてい る。」と指摘している。女 房達は多く
の絵に囲まれて生活してい ただけではない。源氏物語 そのものが物語絵を見なが ら、語ら
れていったのではないかと さえ推測できる。男踏歌の 描写は現実には行われてい なかった
にせよ、絵を通して身近な ものとして、書き手も読み 手も考えていたと言えるの ではない
だろうか。
男踏歌の描かれた絵を見 ながら、源氏物語を読んだ （聞いた）のではないかと いう仮定
に立って、初音巻と真木柱 巻の描写を見てみる。男踏 歌の絵は姫君や女房達を感 動させた
のであろうか。それとも余 り人気のない部類に属する ものだったのであろうか。 最初に真
木柱巻の方から見ていく。 男踏歌のことを「さまこと にけににぎははしき見物な れば」と
ある。男踏歌そのものの全体像を捉えての批評である 。初音巻ではこのような表現はない。
この「にぎははしき」とい う表現は「ほのぼのとをか しき朝ぼらけに、いたく酔 ひ乱れた
るさまして、竹河うたひけ るほどを見れば」と関連さ せてのことであろう。しか し、男踏
歌の全体像を「異なったに ぎやかな見物」としている のであるから、明るく賑や かなもの
という性格が基本的に備わ っていたものと思われる。 即ち、真木柱巻の男踏歌の 印象は良
いものとして描かれている 。「松風木高く吹きおろし、ものすさまじくもありぬべ きほどに、
青色の萎えばめるに、白襲 の色あひ、何の飾かは見ゆ る。かざしの綿は、にほひ もなき物
なれど、所からにやおもし ろく、心ゆき、命延ぶるほ どなり。」とある。「す さま じくもあ
りぬべきほどに」や「にほ ひもなき物なれど」という 描写は、真木柱巻の男踏歌 の捉えか
たとは矛盾してしまう。又 、初音巻には高巾子の姿も 「世離れたるさま」として 、むしろ
否定的に描いている。真木 柱巻では男踏歌を批判的に 描写している部分はない。 男踏歌の
絵がいくつかあったとも考 えられる。又、男踏歌の絵 を多面的に鑑賞、批評した としても
不思議ではない。故に初音 巻では、男踏歌の批判的側 面も描写し、真木柱巻では 、同じ男
踏歌を好印象を与える行事 として描いていても不自然 ではないであろう。事実、 初音巻で

も男踏歌のことを「あやしく心ゆく見物にぞありける 。」と肯定的に捉えている 。この初音
巻の男踏歌の描写の中で「 御方々、いづれもいづれも 劣らぬ袖口ども、こぼれ出 でたるこ
ちたさ、物の色あひなども、曙の空に春の錦たち出でにける霞の中かと見わたさ る。」と見
物している女房の袖口の色 の素晴らしさを描写してい る。これは真木柱巻も同様 である。
「誰も誰もきよらを尽くし 、袖口の重なりこちたくめでたくととのへたまふ。」と女房達の
袖口の重なりを讃美してい る。又、
「この御局の袖口 、おほかたのけはひ今めか しう、同じ
ものの色あひ重なりたれど 、ものよりことに華やかなり。」とある。玉鬘方の女 房達の袖口
が「やむごとなくまじらひ 馴れたまへる御方々」に負 けておらず、むしろ華やか であると
言っているのである。この 度重なる女房達の袖口の描 写をどのように考えたらい いのであ
ろうか。一つには、初音巻 に描かれている男踏歌の描 写の批判的側面と重ね合わ せてみる
ことができよう。即ち、男 踏歌というものはそれ程面 白くなく、いつの間にか消 えてしま
ったという意識があったの ではないか。と推測してみ る考え方である。男踏歌の 絵の方も
余り面白くもない。作者から見れば高巾子もスマート ではないし、
「青色の萎え ばめるに白
襲の色あひ」も、もう一つ 物足りない。そこで女性で ある作者は、見物人の女房 達の袖口
を描くことで、華やかな世 界を作り上げた。真木柱巻 の男踏歌の描写に「華やか なり」と
いう言葉が二ヶ所出てくる 。一つは東宮女御の衣装。 今一つは玉鬘方の女房達の 袖口につ
いてである。どちらも見物 する側に使用している。こ の点からも男踏歌だけでは 華やかさ
を出すことは難しかったの ではないかと推測される。 しかし、このように考える のには、
初音巻に気に掛かる描写が ある。「絵にも描きとどめ がたからむこそ口惜しけれ 。」という
部分である。この部分を考 えるに当たって、再度、初 音巻と真木柱巻の男踏歌の 描写を検
討してみたい。
四、再び男踏歌の絵につ いて
果たして男踏歌の絵は、 女性にとって魅力の乏しい ものであったのだろうか。 真木柱巻
に使われていた「華やかな り」が初音巻にも使われて いる。しかし、女房達に対 してでは
なく「殿の中将の、内の大 殿の君たち」に対して使用 しているのである。花鳥余 情のこの
部分の注釈をみると「夕霧 、柏木の君を云なり。延長 七年男踏歌に左中将伊衡左 の歌頭た
り。右中将実頼右歌頭たる 例になすらへたり。」とあ る。夕霧、柏木が並び称さ れている。
若菜上巻にも「舞ひはつる ほどに、権中納言右衛門督 おりて、入り綾をほのかに 舞ひて、
紅葉の蔭に入りぬるなごり 、飽かず興ありと人々思したり。」とあるように、二 人の関係は
光源氏と頭中将の美しさを 引き継ぐものである。その 二人が歌頭であるならば、 華やかな
雰囲気が醸し出されて不思 議はない。二人の人物から 受ける印象は、短く描写さ れた説明
部分より、素晴らしいもの として、強く読者に訴えて くるのではなかろうか。又 、花鳥余
情では「夕霧、柏木の君を 云なり。」と注釈されてい るが、夕霧に対しては「内の大殿の君
たち」と使われている。男 踏歌の翌日、光源氏は「中 将の声は弁少将にをさをさ 劣らざめ
るは」と批評している。夕 霧を讃美することが主であ るが、弁少将（内の大殿の 次男）の
声の素晴らしさは特別扱い である。夕霧・柏木の他に 、弁少将を含んだ踏歌人の 姿やなつ
かしき声々は、確かに魅力 的であった。この点、真木 柱巻の男踏歌は「内の大殿 の君達は
四、五人ばかり、殿上人の 中に声すぐれ、容貌きよげ にてうちつづきたまへる。」と初音巻
と同様な描写で、詳しいけ れど、どこか物足りなさを 感じる。これは歌頭として 、夕霧と
柏木とが並び称されていく 印象が強い為であろう。初 音巻の男踏歌は夕霧や柏木 、弁少将
という人物を置くことで華 やかさを読者に訴えてくる ことができた。即ち、男踏 歌の絵に
魅力があったという証明に はならない。
続いて初音巻の「松風木 高く吹きおろし、ものすさ まじくものありぬべきほど に、青色
の萎えばめるに白襲の色あ ひ、何の飾かは見ゆる。」を検討してみる。踏歌人の 衣装も、う
すら寒い季節の中に吸収さ れてしまっていて、一層寒 々としてしまうと否定的に 捉えるべ
き部分である。否定的に見 た上で「所がらにやおもし ろく、心ゆき、命延ぶるほ どなり。」
と続けることで、結局六条 院を讃美する描写になって いる。問題は男踏歌を描い てあった
絵から受ける印象である。 この場合も六条院という場 所で男踏歌が行われている 故に「お
もしろく、心ゆき、命延ぶ るほど」なのである。わざ わざ「何の飾かは見ゆる」 と、もっ
ていったのではあるまい。 踏歌人の装束を描いた絵か ら受ける印象に物足りなさ があった

のであろう。花鳥余情の注 釈を見ると「西宮装束抄日 青色麹塵袍白下襲半臂白石 帯深履綿
花白丈。今案このあを色を ば歌頭以下ことごとくこれ をきる。熨斗袋持この二人 は位袍を
着するよし見えたり。」と ある。「あを色」で思い出 されるのが枕草子である。 大系本枕草
子八十八段に「六位の蔵人 。いみじき君達なれど、得 しも着たまはぬ綾織物を、 心まかせ
て着たる青色姿などの、いとめでたきなり。」とある 。清少納言の場合には六位の蔵人と青
色の袍をめでたきものとし ているので、その点をもっ て彼女と同時代の女房達が 、青色に
対して好感を持っていたと 決めつけることはできない であろう。源氏物語にも、 六位の蔵
人と青色を、一緒に使って いる箇所が澪標巻にある。 けれども、枕草子のように めでたき
ものとして使用してはいな い。源氏物語のその他の部 分に使われている青色を見 ても「め
でたし」という描き方はな い。とすれば、初音巻の中 に青色が描かれているのを もって、
踏歌人の衣装を素晴らしい ものとみていたと判断する ほどの力はないと言えよう 。やはり
「何の飾かは見ゆる」と本来は否定的に思われるとこ ろであるが、六条院の男踏歌故に「お
もしろく、心ゆき、命延ぶ るほど」であると読み取る 方が良いであろう。
「竹河 うたひてか
よへる姿、なつかしき声々 の、絵にも描きとどめがた からむこそ口惜しけれ。」は、夕霧や
内大臣の子息達を華やかで あると描いた後に続く一文 である。絵に描き残せない のが残念
なのは、男踏歌の一行の中 に夕霧や柏木が含まれてい るからであった。男踏歌の 絵は物足
りなかったが、夕霧や柏木 を男踏歌の絵に重ね合わせ ることで素晴らしいものに なった。
踏歌人の構成員が誰なのか は主宰者の権勢と密接な関 係がある。柏木―女三宮事 件で、煮
え湯を飲まされた光源氏が 、それにもかかわらず六条 院の試楽に柏木を招かざる を得なか
ったのは、柏木の存在が、 六条院の権勢に欠くべから ざる存在であったからであ る。夕霧
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や柏木の存在は六条院の栄 華そのものであろう。結局 、作者は六条院の男踏歌だ から素晴
らしいのであると言いたか ったのである。玉上琢弥氏 は『源氏物語評釈』の中で 「男踏歌
の絵を見ておもしろくない と言う人に備えて、作者は 、六条院でのおもしろさ「 絵にもか
きとどめ難からむこそくち をしけれ。」と先回りする のである。六条院でのおも しろさは、
絵にかきとどめえないもの であった。残っている絵を 見て、すべて男踏歌はおも しろくな
い、と言ってはならない。」と述べている。玉上氏の 推測はおおよそ妥当と言え よう。そも
そも、人々に人気のある行 事であるなら、年中行事の 盛んな平安時代に廃止され ることは
あるまい。男踏歌が一体な ぜ廃止されたのかは明確な ことは分からない。面白い 見物では
なかっただけであろうか。 類聚三代格巻第十九には「 禁断両京畿内踏歌事」とあ る。天平
神護二年（七六六年）の太 政官符で踏歌が禁止された ことが分かる。宮中の踏歌 にも猥り
がわしいものがあったこと は推測できるし、風紀上の 問題が禁止の一因になった ことは間
違いないであろう。歌垣に 近いものの中からカップル が誕生する。原始共同体の 大らかの
男女関係は、都市という整 備された中で生き延びるこ とは困難であろう。女踏歌 は室町時
代まで行われて行くのに対 して、男踏歌が早々に消え ていった理由を、芸能とい う点で見
てみると面白いかもしれな い。ここでは男踏歌の絵そ のものに魅力を感じない点 と、歴史
上、早々に男踏歌が消滅し た点が結びつく点を指摘す るに留める。
五、神事的行事としての 男踏歌
男踏歌の絵が魅力がなか ったとして、なぜ何度とな く男踏歌を描いたのであろ う。源氏
物語が時代小説であること を確認させる為だけではあ るまい。紫式部には男踏歌 に対する
独自な思いがあったのでは ないかと思われる。その独 自な思いは、彼女の生い立 ちと深く
結び付いたところから生ま れたものではないかと推測 する。それを一言で言えば 、神事へ
の憧憬と呼ぶこともできよ うか。男踏歌は日本書記の 中に、「漢人踏歌奉る。」と あるよう
に中国から入ってきた。し かし同時に、歌垣からの発 展、即ち我が国の古代的な るものを
多く残している点も見逃す ことはできない。特に、男 踏歌の場合は、歌垣との関 連が強い
点を指摘しておきたい。初 音巻でも真木柱巻で水駅な のに、決まり以上に持て成 しをした
点で共通している。それが光源氏と鬚黒大将の威勢を 示す描写になっている。この二人（鬚
黒大将の場合には後見人の 立場であるが）はあるじ（ 主人）の立場にある。そし て、まれ
びと（客）を迎えるわけで ある。そのまれびとの描写 が「ほのぼのと明けゆくに 、雪やや
散りてそぞろ寒きに、竹河 うたひてかよへる姿、なつ かしき声々の、絵にも描き とどめが

たからむこそ口惜しけれ。」である。作者は源氏物語の中で、多くの古代的なるものを描い
ている。勿論、主人公である光源氏を、歴史上の実在した人物に譬えようとする 論もある。
確かに部分的には、藤原道 長或いは源高明等という実 在の人物像や出来事を参照 したであ
ろう。と同時に、光源氏の骨 格には古代的理念を持つ神 の子としてのイメージが強 くある。
『源氏物語』の第一部には 勿論のこと、第二部に入っ ても数多く見られる。そし て、ある
じである光源氏を讃美する に相応しく、古代的なるイ メージを強く持つ男踏歌を 、設定し
たのではないかと思うので ある。男踏歌は他の人々に とっては古くさくなった少 々猥雑な
過去の行事という思いがあ る。作者にも同様な思いが あった。しかし同時に、作 者の心に
は、他の女房達（例えば清 少納言）よりも強く神事的 行事（より広く言えば古代 的なるも
の）への憧れがあった。そ れは作者が受領階級の出身 であることの他に、宮仕え をしたの
が遅かった（紫式部三十三 歳前後）こととも関連があ るであろう。学問を身につ け、文学
的才能もあった作者は、道 長によって見い出された。 しかし彰子への宮仕えが遅 れたとい
う事実は、時の権力から遠 く離れた家に育ったことと 関係がなかったであろうか 。知識・
教養を蓄えていても、栄華 の世界は遠く手の届かない ところにあった。光源氏は 作者の栄
華の世界への憧れをどんな に慰めたことであろうか。 彼女の憧れの人物像からみ ても、彼
女が愛読した古物語の主人 公からみても、光源氏は正 しく神の子である必要があ った。蛍
巻にある光源氏の物語論の 中に「神代より世にある事 を記しおきけるなり。日本 紀などは
ただかたそばぞかし。」と ある。物語は神の代からの出来事を記したものと述べ ている。巫
女の後裔である女房が、教 育論として姫君に語る意味 合いを持つ部分で、物語は 神の時代
からの出来事を記したもの と述べているのである。こ の物語論は色好みを中心に 描いた光
源氏像のみならず、物語の 到る部分に顕れていると考 えることができよう。初音 巻の古代
人の姿には作者の本質的な 憧れがあった。だからこそ 「絵にも描きとどめがたか らむこそ
口惜しけれ。」と描写した かったのではなかろうか。これに対して真木柱巻にも 古代人を連
想させる場面があるが、「 絵にも描きとどめがたから むこそ口惜しけれ。」とい う描写はな
い。この表現は初音巻に使 ったからであろうが、実際 、六条院での男踏歌の方が 素晴らし
かったと作者は言いたいの である。真木柱巻での男踏 歌は古代人としての理想で ある光源
氏とは無縁の男踏歌であっ た点も注意していいと思う 。尚、
「この御局の袖口、お ほかたの
けはひ今めかしう」という 部分は、新しいものに対す る価値を認めている。又、
「高巾子の
世離れたるさま」も古めか しさを批判しているとみる ことができよう。末摘花の 持つ保守
性は鼻持ちならないと、光 源氏の眼を通して厳しく批 評している。けれども男踏 歌の中に
は、神々の世界につながる 部分があった。古さを軽蔑 する心を持つと同時に神事 への憧れ
しまいに

もあったのである。
真木柱巻の男踏歌の描写 に批評めいた言葉はない。 作者はここでもあまり面白 くないと
言われている男踏歌を素晴 らしいものとして描いた。 この時、作者の意識の中に 六条院の
男踏歌との比較があったか どうか。更には、六条院の 矛盾、凋落を指摘しようと する意識
があったかどうか分からな い。あったとしても、結果 的には六条院の男踏歌の素 晴らしさ
が強調されてしまった。男 踏歌の絵に物語の人物を重 ね、更に神々しい雰囲気を 醸し出し
た。それは見事なまでに六 条院の私的行事であったの である。
注①原文は日本古典文学 全集を使用した。
②源氏物語の注釈書。 一条兼良著
③山中裕『講座源氏物 語の世界』第五集
④清水好子『源氏物語 の文体と方法』
⑤玉上琢弥『源氏物語 評釈』
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「慄える漱石

―罪 と杉と寒さ―」

原

田

正

己

浜松市立篠原 中学校

夏目漱石の小説には、杉が随所に登場する。漱石文学の一主題である我執の罪 の暗さが、
杉の鬱蒼と茂る姿に重なる からである。
以下に、漱石作品におけ る我執の罪と杉、及び「寒 さ」の用例を辿り、最後に 、イメー
「夢十夜」第三夜は、背に負った「我子」を棄てようとして、
「自分」が百年 前に犯した

ジを形成した幼年期の原風 景に言及したい。
盲目殺しの罪を糾弾される 話である。
罪を犯した場所は、「大 きな森の中」の「杉の根の 處」であった。
「此処だ、此処だ。丁度其 の杉の根の處だ」
雨の中で小僧の聲は判然聞 えた。自分は覚えず留つた 。何時しか森の中へ這入っ てゐ
た。一間ばかり先にある黒 いものは慥に小僧の云う通 り杉の木と見えた。
「御父さん、其の杉の 根の處だったね」
「うん、さうだ」と思 はず答へて仕舞つた。
「文化五年辰年だらう 」
成程文化五年辰年らし く思はれた。
「御前がおれを殺した のは今から丁度百年前だね 」
自分は此の言葉を聞くや 否や、今から百年前文化五 年の辰年のこんな闇の晩に 、此の
杉の根で、一人の盲目を殺 したと云ふ自覚が、忽然と して頭の中に起つた。おれ は人殺
しであつたんだなと始めて 氣が附いた途端に、脊中の子が急に石地蔵の樣に重く なつた。
（「夢十夜」
・第三夜）
背に負う「我子」を闇夜の森に棄てるのは、百年前に犯した盲目殺し同様の 罪である。
罪は、いずれも我執のなせ る業であり、同じ「杉の根 の處」で繰り返されようと した。
この「第三夜」の我執が 齎す犯罪に最も近いのは、「こゝろ」の上野公園の場 面である。
恋敵になった親友Ｋの恋 愛感情と「平生の主張」 註一との矛盾を衝き、
「君の 心でそれを
止める丈の覚悟」があるの かと、「私」がＫに迫る場 面である。
すると彼は卒然「覚悟 ？」と聞きました。さうし て私がまだ何とも答へない 先に「覚
悟、―覚悟ならない事もな い」と付け加へました。彼 の調子は獨言のやうでした 。又夢
二人はそれぎり話を切 り上げて、小石川の宿の方 に足を向けました。割合に 風のない

の中の言葉のやうでした。
暖かな日でしたけれども、 何しろ冬の事ですから、公 園のなかは淋しいものでし た。こ
とに霜に打たれて蒼味を失 つた杉の木立の茶褐色が、 薄黒い空の中に、梢を並べ て聳え
てゐるのを振り返つて見た 時は、寒さが脊中に噛り付 いたやうな心持がしました 。
（「こゝろ」下・四十 二 ）
「道のためには凡てを犠牲にすべきものだ」 註二。
「攝慾や禁慾は無論、たとひ慾を離れ
た戀そのものでも道の妨害 になる」から否定されるべきものだ。そう信じて生きてきたＫ。
その「第一信条」を逆手 に取って、Ｋの恋の行く手 を塞ごうとする「私」。
我執に充ちた「私」の策 略と心理が、Ｋの苦悩とと もに浮き彫りになる場面で ある。
ここでは、「止める」対 象と「覚悟」の内容が、各 々の我執によって掏り変わ る。
恋の話を止めてくれと頼 んだＫの言葉を、我執に駆 られる「私」は、巧みに、 恋愛自体
を止める意に掏り変える。
恋愛を止める「覚悟」があるのかと迫る「私」の言葉を、葛藤するＫは、
「覚 悟、―覚悟
ならない事もない」と「獨 言のやう」に、「又夢の中 の言葉のやう」に返す。Ｋ の「覚悟」
は、自殺の「覚悟」に掏り 変わる。
このとき、
「 私 」は 、
「何に も知らない」 註三Ｋを、云わば、
「 盲 目 同 然 」の Ｋ を 殺 し た の
である。

我執の罪を犯した「私」は 、
「霜に打たれて蒼味を失 つた杉の木立の茶褐色が、薄黒い空
の中に、梢を並べて聳えて ゐるのを振り返つて見」る 。第三夜同様、「其の杉の 根
の處」で、「一人の盲目」 を殺したからである。
したがって、「杉の木立 の茶褐色」とは、「私」の 罪責感の色である。「脊中 に噛り付
いた」「寒さ」とは、我執 の虜になり、親友Ｋとの意 思疎通を絶たれた寂寥であ る。
「寒さ」は、第三夜の「 小僧」のように、「私」の 「脊中に噛り付」いて離れ ない。
そして、この「寒さ」が、やがて、第二の殺人である「私」の自殺を惹き起こす因になる 。
先生と私」に登場す る。

先生と遺書」の「私」）を散歩に誘い、郊外の植木屋の

我執の罪と杉。このモチ ーフは、既に「こゝろ」の 「上
大学生の「私」が「先生」
（「下
庭で休憩する場面である。
芍藥畠の傍にある古び た縁台のやうなものゝ上に 先生は大の字なりに寢た。 私は其餘
つた端の方に腰を卸して烟 草を吹かした。先生は蒼い 透き徹るやうな空を見てゐ た。私
は私を包む若葉の色に心を 奪はれてゐた。其若葉の色 をよくよく眺めると、一々 違つて
ゐた。同じ楓の樹でも同じ 色を枝に着けてゐるものは 一つもなかつた。細い杉苗 の頂に
投げ被せてあつた先生の帽 子が風に吹かれて落ちた。
（「こゝろ」上 ・二十六）
この後、大学生の「私」が 帽子を拾い上げて手渡すと 、「先生」は、「突然だ が、 君の家
には財産が餘程あるんです か」と問い、
「財産がある なら、今のうちに能く始末をつけて貰
つて置かないと不可い」と 忠告する。
そして、親類縁者の数を 訊ねた上で、「みんな善い 人ですか」と聴き質す。
大学生の「私」は 、
「別に 悪い人間といふ程のものも ゐないやうです。大抵は田 舍者です
から」と、気軽に答える。
すると、「先生」は「昂 奮」 註四して、大学生の「私」を追究する。

「田舍者は何故悪くな いんですか」
私は此追窮に苦しんだ 。然し先生は私に返事を考 へさせる餘裕さへ與へなか つた。
「田舍者は都會のもの より、却つて惡い位なもの です。それから、君は今、 君の親戚
なぞの中に、是といつて、 惡い人間はゐないやうだと 云ひましたね。然し惡い人 間とい
ふ一種の人間が世の中にあ ると君は思つてゐるんです か。そんな鑄型に入れたや うな惡
人は世の中にある筈があり ませんよ。平生はみんな善 人なんです、少なくともみ んな普
通の人間なんです。それが 、いざといふ間際に、急に 惡人に變るんだから恐ろし いので
す。だから油斷が出來ない んです」
先生のいふ事は、此所で切 れる樣子もなかつた。私は 又此所で何か云はうとした 。す
縁台の横から後部へ掛けて 植ゑ付けてある杉苗の傍に 、熊笹が三坪程地を隠すや うに

ると後の方で犬が急に吠え 出した。先生も私も驚ろい て後を振り返つた。
茂つて生えてゐた。犬はそ の顔と脊を熊笹の上に現は して、盛んに吠え立てた。
（「こゝろ」上・二 十八）
「平生はみんな善人」だが 、「いざといふ間際に、急 に惡人に變るんだから恐ろ しい」。
信頼していた叔父に、両親 の遺産を横領された苦い体 験。そして、信頼して相談 をして
きた親友Ｋの葛藤と撞着を 利用して、恋の行く手を塞 いだ自分の背信行為。
「普通の人間」が、「いざ といふ間際に、急に惡人に 變る」瞬間を見た「私」。 併せて、
叔父への憤りと自責から、「先生」は、大学生の「私 」に我執の罪を説く。

「いざといふ間際に、急に 惡人に變る」卑劣な行いを 自らも為した「私」。
しかし、現時点では、
「 先生」の過去を明かされていない大学生の「私」や読者は、突然
の「昂奮」に戸惑うしかな い。
我執の罪を犯した「先生 」の「杉の木」は、「霜に 打たれて蒼味を失」い、「 薄黒い空の

一方、まだ我執の罪を犯す 以前の大学生の「私」の「 後部へ掛けて植ゑ付けてあ る」杉

中に、梢を並べて聳え」て いる。
は、成長前の「杉苗」であ る。
ただ、
「杉苗」はやがて 成長し、
「先生」の血を受 け継ぐ大学生の「私」も、
「 先生」や「夢
十夜」第三夜の「自分」同 様、「杉の根の處」で我執 の罪を犯すことになる。
「杉苗」は、我執の罪に慄 える瞬間が、やがて大学生 の「私」にも訪れる予告で ある。
だから、漱石は、こう続 けたのである。
先生の話のうちでたゞ一つ 底迄聞きたかつたのは、人 間がいざといふ間際に、誰 でも
惡人になるといふ言葉の意 味であつた。單なる言葉と しては、是丈でも私に解ら ない事
はなかつた。然し私は此句 に就いてもつと知りたかつ た。
犬と子供が去つたあと 、廣い若葉の園は再び故の 静かさに歸つた。さうして 我々は沈
黙に鎖ざされた人の樣にし ばらく動かずにゐた。うる はしい空の色が其時次第に 光りを
失つて來た。眼の前にある 樹は大概楓であつたが、其 枝に滴るやうに吹いた輕い 緑の若
葉が、段々暗くなつて行く 樣に思はれた。
（「こゝろ」上 ・二十九）
「先生」が我執の罪について語りだす以前、大学生の「私」は、
「若葉の緑の色 に心を奪
しかし、「いざといふ間際 に、誰でも惡人になる」と 聞かされると、「空の色が 其時次第

はれてゐた」。
に光りを失」い、「輕い緑 の若葉が、段々暗くなつて 行く」。
むろん、午後の陽射しが翳 っただけではない。大学生 の「私」の「こゝろ」が翳 ったの
そのとき、大学生の「私」 の「眼の前にある樹は大概 楓であつた」が、彼の坐る 「縁台

である。
の横から後部へ掛けて植ゑ 付けてあ」ったのは、「杉 苗」であった。
漱石が書き残した「断片 」 註五には、次のような文がある。
若葉が
な 杉] を 背 景 ニ シ テ 軟 か に 見 え る 。 夫 が 一 齊 に 葉 ヲ 翻 ガ へ[ シ] タ カ ラ 軟
dark[
カイ者ガ急ニ凄まじくなつ て背景ノ杉ノ物凄い色ト調 和シタ。
（「断片」
・明治四十二 、三年頃）
「人間がいざといふ間際に 、誰でも惡人になるといふ 言葉」は、
「一齊に葉ヲ翻 ガ」えす
風である。風は、「軟カイ 者」を「急ニ凄まじく」し 、「背景ノ杉ノ物凄い色ト 調和」させ
る。
まだ「若葉」である大学生 の「私」という「軟カイ者 ガ急ニ凄まじ」い色になり 、やが

な」
「
dark[
] 杉の

て、「 dark[
な 」「
] 背景ノ杉 ノ物凄い色ト調和」する存 在になる。
大学生 の「 私」は 、や が て、直 面す る「 dark[
な 」] 罪の予 感に 震える 。我 執 が生む 罪の
予兆に慄えるのである。
つまり、大学生の「私」も 、また、
「先生」や第三夜 の「自分」同様、
「
根の處」に立つ者なのであ る。

我執の罪と「 dark[
な 」] 杉。この繋がりは、他の漱 石作品にも登場する。
例えば、「虞美人草」で ある。
上京後、「我の女」 註六藤尾に心を移した小野は、 京都時代の恩人井上孤堂の 令嬢小夜
子との婚約破棄を画策する 。
「先方で苦状を云へば逃 げる氣」 註七でいる。「逃 げられなくても、そのうち 向ふから
小野は我執の虜になり、 友人浅井を仲介者として、 利己的に事を運ぼうとする 。

泣寢入にせねばならぬ樣な 準備をとゝのへてある」。

「君、先生の所へは何 時行つてくれる」
「今夜か明日の朝行つ てやる」

「さうか」
麥畑を折れると、杉の 木陰のだらだら坂になる。 二人は前後して坂を下りた 。言葉を
交す程の遑もない。下り切 つて疎な杉垣を、肩を並べ て通り越すとき、小野さん は云つ
た。―
「君もし宗近へ行つた らね。井上先生の事は話さ ずに置いて呉れ玉へ」
（「虞美人 草」
・十七）
京都から上京して五年。恩 賜の銀時計を手に立身出世 を願い、博士論文執筆に専 念する
小野清三は、都会と近代の 典型のような紫の「我の女 」、甲野藤尾に惹かれてい く。
京都時代の恩師であり、教 育費全般の面倒を見て貰っ た恩人井上孤堂の娘との婚 約は、
今の小野にとっては禍根で しかない。
風が吹き、若葉が翻り、「
な 」杉を背景にし て、「普通の人間」が変貌 する。
dark[
]
五年前は婚約を喜んだ「善 人」の小野が、
「色の褪め た過去を逆に捩ぢ伏せて、目醒しき
「いざといふ間際に、急 に惡人に變るんだから恐ろ しい」。

現在を、相手が新橋へ着く 前の晩に、性急に拵らへ上 げた樣な變りかた」 註八をする。
「こゝろ」の「先生」が語 る人間観は、既にここにあ る。しかも、我執の罪を犯 す瞬間
に登場する、「杉の木陰」 と「疎な杉垣」。
「宗近へ行つたら」、「井上 先生の事は話さずに置いて 呉れ」という小野の依頼は 、保身
ここにも、我執の罪と杉 の結び付きがある。

を画策する我執の言葉であ る。
さらに、「三四郎」には 、次のような場面がある。
雨の中を濡れながら、 博物舘前の廣い原の中に立 つた。幸ひ雨は今降り出し た許であ
る。其上烈しくはない。女 は雨の中に立つて、見廻し ながら、向ふの森を指した 。
「あの樹の蔭に這入り ませう」
少し待てば歇みさうで ある。二人は大きな杉の下 に這つた。雨を防ぐには都 合の好く
ない樹である。けれども二 人とも動かない。濡れても 立つてゐる。二人共寒くな つた。
「悪くつて？先刻のこ と」

女が「小川さん」と云ふ。 男は八の字を寄せて、空を 見てゐた顔を女の方へ向け た。
「可いです」
「だつて」と云ひなが ら、寄つて來た。
「私、何故だか、あゝ 為たかつたんですもの。野 々宮さんに失禮する積ぢや ないんで
すけれども」
女は瞳を定めて、三四 郎を見た。三四郎は其瞳の 中に言葉よりも深き訴を認 めた。―
畢竟あなたの為にした事ぢ やありませんかと、二重瞼 の奥で訴へてゐる。三四郎 は、も
う一遍、
「だから可いです」と 答へた。

（「三 四郎」
・八）

雨は段々濃くなつた。 雫の落ちない場所は僅かし かない。二人は段々一つ所 へ塊まつ
て來た。肩と肩と擦れ合ふ 位にして立ち竦んでゐた。

「先刻のこと」とは、美 禰子が犯した我執の罪であ る。
美禰子は、三四郎と懇意な 素振りを見せて、野々宮の 嫉妬心を掻き立てる。それ は、男
二人の関心を惹こうという 、無意識の我執に裏打ちさ れた行為である。
そ の 「 無 意 識の 偽 善 」 註九は 、 三 四 郎 に「 八 の 字 を 寄 せ 」 さ せ る。 同 時 に 、 野 々 宮 を も
「雨を防ぐには都合の好く ない樹である」にも関わら ず、「二人は大きな杉の下 に這つ」

傷つける。
て「立ち竦」む。それは、 美禰子が我執の罪を犯し、 三四郎もそれと知らずに加 担したこ
とに気づいたからである。
だから、「大きな杉の下 」で、「二人共寒くなつた 」のは、雨に濡れたからで はない。

「肩と肩と擦れ合ふ位にし て立ち竦」みながら、二人は、
「こゝろ」の「私」同 様、我執
が齎す寂寥の「寒さ」に襲 われたのである。
この後、美禰子は他の男と 婚約し、「われは我が衍を 知る。我が罪は常に我が前 にあり」
註十と懺悔する。
「我が衍」、並びに「我が罪」とは、むろん、
「 無 意 識 の 偽 善 」と い う 我 執

が生んだ罪である。
小説末尾で、美禰子は、画 題「森の女」のモデルにな る。森とは、「博物舘前の 廣い原」
から見渡される「向ふの森」、すなわち、三四郎と雨宿りをした「大きな杉の木」を内包す
る森である。
そして、その森は他でもな い、「こゝろ」の「私」が 親友Ｋを死に追い遣った、「霜に打
たれて蒼味を失つた杉の木 立の茶褐色が、薄黒い空の中に、梢を並べて聳えてゐる」、あの
上野公園の森である。
実は、この「大きな杉の木 」が聳える「上野の森」は 、次作「それから」でも、 重要な
役割を果たす。
菅沼の家は谷中の清水 町で、庭のない代りに、縁 側へ出ると、上野の森の古 い杉が高
く見えた。それがまた、錆 びた鐡の樣に、頗る異しい 色をしてゐた。其一本は殆 ど枯れ
掛かつて、上の方には丸裸 の骨許り残つた所に、夕方 になると烏が澤山集まつて 鳴いて
ゐた。隣には若い畫家が住 んでゐた。車もあまり通ら ない細い横町で、至極閑静 な住居
であつた。
代助は其所へ能く遊びに行 つた。始めて三千代に逢つ た時、三千代はたゞ御辭儀 をした
丈で引込んで仕舞つた。代 助は上野の森を評して歸つ て來た。（中略）
平岡も、代助の樣に、 よく菅沼の家へ遊びに來た 。あるときは二人連立つて 、來た事
もある。さうして、代助と 前後して、三千代と懇意に なつた。三千代は兄と此二 人に食
付いて、時々池の端抔を散 歩した事がある。
四人は此関係で約二年 足らず過ごした。
（「それ から」
・七）
後に、三千代を巡って、平岡と代助が演じる我執劇 の発端になる菅沼の家は、
「上野の森
の古い杉が高く見え」る家 である。
その家を訪れ、三千代に 出会った日に、「代助は上 野の森を評して歸つて來」 る。
そして、三人は、三千代の兄と「時々池の端抔を散歩」する。
「池の端」が上 野公園の一
そこは、三四郎と美禰子 が雨宿りをした「大きな杉 の木」のある公園である。

角であることは、云うまで もない。
「こゝろ」同様、男女を巡る我執の罪は、ここでも、
「大きな杉の木」の下で 演じられて
いたのである。
したがって、
「それから 」の後日譚である「門」で、宗助・米夫婦が、我執の罪を犯した
そこは、
「つい此間迄は 疎らな杉垣の奥に、御家人でも住み古したと思はれる 、物寂た家」

後に住み着いた家が、杉に 関わる土地に建つのも、ま た、当然であった。
註十 一であり、
「萱葺を壊 し て、杉垣を引 き抜いて 、今 の樣な新らし い普請に 建て 易へ」た

家である。
しかも、その場所は、宗 助が「細君と相談の上、と くに其所を擇んだ」のであ った。
其所を通り抜けると、 眞直に薹所迄細い路が付い てゐる。元は枯れ枝の交つ た杉垣が
あつて、隣の庭の仕切りに なつてゐたが、此間家主が 手を入れた時、穴だらけの 杉葉を
奇麗に取り拂つて、今では 節の多い板塀が片側を勝手 口迄塞いで仕舞つた。日當 りの惡
い上に、樋から雨滴ばかり 落ちるので、夏になると秋 海棠が一杯生える。其盛り な頃は
青い葉が重なり合つて、殆 んど通り路がなくなる位茂 つて來る。始めて越した年 は、宗
助も御米も此景色を見て驚 ろかされた位である。此秋 海棠は杉垣のまだ引き抜か れない
前から、何年となく地下に 蔓つてゐたもので、古屋の 取り毀たれた今でも、時節 が來る
と昔の通り芽を吹くものと 解つた時、御米は、

「でも可愛いわね」と 喜んだ。
宗助が霜を踏んで、此記念の多い横手へ出た時、彼の眼は細長い路次の一點に落 ちた。
さうして彼は日の通はない 寒さの中にはたと留まつた 。
（「門」
・七 ）
宗助夫婦の家の路地には 、「つい此間迄は疎らな杉 垣」が、「元は枯れ枝の交 つた杉垣」
があつた。
現時点では、我執の罪と 繋がる暗鬱な「杉の木」は 過去のものになり、夫婦の 視界から
は消えている。
それは、「門」が、我執 の角逐後を描く物語だから である。つまり、「杉の木 」の下の我
執劇は過去となり、御米の 前夫である安井の風評に怯 えながらも、日常的には平 穏に生活
する「それから」の物語だ からである。
「杉垣のまだ引き抜かれ ない前から、何年となく地 下に蔓つてゐた」秋海棠が 、夏にな
それを見たときの宗助夫 婦の驚き。そして、
「時節が 來ると昔の通り芽を吹くも のと解つ

ると「青い葉」を「重なり 合」わせ、「殆んど通り路 がなくなる位茂」る。
た」御米の喜び。
それは、陰鬱な「杉垣」に繋がる我執の罪の下でも 、尚、生命力を保つ秋海棠の赤と「青
い葉」に、束の間の安息と 希望を見いだしたからであ る。
宗助夫婦は、「自分達の拵 えた過去といふ暗い大きな 窖の中に落ちて」註十二、「諦めとか、
忍耐とか云ふものが斷えず 動いてゐたが、未來とか希 望と云ふものゝ影は殆んど 射さない
樣に見え」る二人である。
また、「自業自得で、彼 等の未來を塗抹」し、「歩 いてゐる先の方には、花や かな色彩を
そして、
「世の中の日の 目を見ないものが、寒さに堪へかねて、抱き合つて暖を取る樣な

認める事が出來ないものと 諦めて、たゞ二人を携えて 行く氣になつた」者同士で ある。
具合に、御互同志を頼りと して暮らしてゐ」る夫婦で ある。
そういった夫婦であれば こそ、「自分達の拵えた過去 といふ暗い大きな窖」に根を張る「杉
垣」を忍耐強く克服し、雌 伏の末に、再び地上に現わ れた秋海棠の「花やかな色 彩」に、
自分たちが過去に犯した 我執の罪に繁る「杉垣」が 取り払われ、その後に咲い た「花や

驚きと共感の喜びを感じた のである。
かな色彩」の秋海棠が、二 人の未来の可能性に繋がる 予兆に見えたからである。
過去の我執の罪に繋がる 「杉垣」の撤去と、未来回 復の可能性としての秋海棠 の繁茂。
「此記念の多い横手」とあるが、実際には、つい最近、
「疎らな杉垣」が取り 払われ、地

両者を踏まえて、漱石は、「宗助が霜を踏んで、此記 念の多い横手へ出た時」、 と書く。
下に眠っていた秋海棠が再 び繁茂した、という事実を 語るに過ぎない。
なぜ、ありふれた現象に 、「此記念の多い」という 大仰な表現を用いたのか。
「記念」とは、
「後日の 思い出として残しておくこ と。また、そのもの。思い出。かたみ」
「杉垣」は、宗助夫婦が 過去に犯した我執の罪の「 かたみ」である。例え、そ れが、表

註十三である。

面的には、二人の眼前から 消えたとしても、二人の胸 奥には、尚、
「後日の思い 出として残
してお」かねばならぬ光景 だったのである。
漱 石 が専 攻 した 英 語の 「 memory
」は 、日 本 語の 「記 念 」と ほ ぼ同 義 であ る。 そ れに 対
し 、「 memorable
」 に は 、「 記 念 す べ き 、 顕 著 な 、 忘 れ ら れ な い 、 重 大 な 」 註 十四の 意 味 が
ある。
さらに、
「 memento
」に は、
「記念物、形見、思い 出の種」の他に、古義とし て「警告（す
るもの）」の意味がある。
したがって、「此記念の 多い横手」とは、実に示唆 に富む表現である。
なぜなら、宗助夫婦の家 にあった「杉垣」は、二人 にとって「忘れられない、 重大な」
ものであると共に、二人が 犯した過去の罪を糾弾し、「警告（するもの）」だか らである。
時折、安井の風評が届く 。それは、罪を犯した二人 に、「杉の木」の記憶を呼 び覚ます。
宗助は、「日の通はない 寒さの中にはたと留ま」り 、世間との隔絶が生む寂寥 に慄える。

圓明寺の杉が焦げた樣 に赭黒くなつた。天氣の好 い日には、風に洗はれた空 の端ずれ
に、白い筋の嶮しく見える山が出た。年は宗助夫婦を駆つて日毎に寒い方へ吹き 寄せた。
（「門」
・七 ）
「圓明寺の杉が焦げた樣に 赭黒くな」る光景は、夫婦を「日毎に寒い方へ吹き寄せ」る。
杉が、「自分達の拵えた過 去といふ暗い大きな窖」を 想起させ、「警告」するか らである。
「未來とか希望と云ふもの ゝ影は殆んど射さない」二 人の現在。杉木立の光景は 、ここ
でも、過去に犯した我執の 罪を糾弾し、容赦なく、二 人の暗い未来を暗示する。
我執の舞台であり、罪責感の象徴である暗鬱な「杉の木」。寂寥の体感として登 場人物た
ちの「脊中に噛り付」く「 寒さ」。
漱石は、この杉と「寒さ 」のモチーフを、「門」の 最重要場面においても繰り 返す。
過去に犯した我執の罪から の救済を求めて、宗助が初 めて鎌倉円覚寺を訪れる場 面と、
悟りを開けぬまま寺を去る 場面である。
山門を入ると、左右に は大きな杉があつて、高く 空を遮つてゐるために、路 が急に暗
くなつた。其陰氣な空氣に 觸れた時、宗助は世の中と 寺の中との區別を急に覚つ た。静
（「 門」
・十八）

かな境内の入り口に立つた 彼は、始めて風邪を意識する場面に似た一種の惡寒を 催した。

「東京はまだ寒いでせ う」と老師が云つた。
「少しでも手掛りが出 來てからだと、歸つたあと も楽だけれども。惜い事で 」
宗助は老師のこの挨拶 に對して、丁寧に禮を述べ て、又十日前に濳つた山門 を出た。
甍を壓する杉の色が、冬を 封じて黒く彼の後に聳えた 。
（「門」
・二十一）
入門時、山門の左右に「 空を遮つ」て聳える「大き な杉」の下で感じた「惡寒 」。
悟りに近づけぬまま寺を 去る宗助に向けて、老師が 懸念した「寒さ」。
出門時、「冬を封じて黒 く彼の後に聳えた」、「甍 を 壓する杉の色」。
「杉の木」と「寒さ」は 、我執の罪が生む漱石の原 風景である。
では、この原風景は、何 時、何処で形成されたのか 。
自伝的要素の強い「道草 」で、漱石は、次のように 幼児体験を語っている。
坂を下り盡すと又坂が あつて、小高い行手に杉の 木立が蒼黒く見えた。丁度 其坂と坂
の間の、谷になつた窪地の 左側に、又一軒の萱葺があ つた。（中略）
「自分は其時分誰と共 に住んでゐたのだらう」
彼には何等の記憶もな かつた。彼の頭は丸で白紙 のやうなものであつた。け れども理

（「道草」
・三十八）

解力の索引に訴へて考へれ ば、何うしても島田夫婦と 共に暮したと云わなければ ならな
かつた。

「自分は其時分誰と共に住 んでゐたのだらう」。
この世の何処にも居場所 のない不安。居てはならな い場所にいるという罪の意 識。心を
通わせる者がいない寂寥。
父 母 に 帰属 す る 安 寧 か ら 疎 外 さ れ、 自 己 の 存 在 が 誰 か ら も歓 迎 さ れ な い 「 棄 て 子 」 註十
しかし、例え、他者に容 認されず、自己の存在を肯 定できなくとも、人は生き ていかね

五体験が、幼い夏目金之助 の原風景である。

ばならない。漱石がそうであったように、神経衰弱に怯え、胃潰瘍に苦しめられようとも 。
ただ、留意すべきは、他 者に容れられず、自己肯定 感の低い者ほど、我執の罠 に陥りや
すいことである。自らの居 場所確保のために、我を優 先し、我に執着するからで ある。

突然の松山赴任、英国留 学中の白紙報告書、帰国後 の教職辞職、博士号辞退。 周囲から
偏屈と見られた漱石の奇行 は、いずれも、疎外された者 の罪責感と寂寥のなせる業 である。
「坂を下り盡すと又坂が あつて、小高い行手に杉の 木立が蒼黒く見えた」。
杉と「寒さ」。我執の罪 責感と寂寥。
わが国の近代文学を代表 する文豪の胸奥には、幼年期から最晩年に至るまで、
「霜に打た
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正確には「養子 体験」であるが、幼い金之 助にとっては、棄てられた も同然で
あった。

註十四
註十五

漱石は、晩年、
「硝子戸の中」
（二十九）で、
「私は両親の晩年になつて出来た所
謂末ツ子である。私を生ん だ時、母はこんな年歯をし て懐妊するのは面目ないと
単に其為ばかりでもあるま いが、私の両親は私が生れ 落ちると間もなく、私を

云つたとかいふ話が、今で も折々繰り返されてゐる。
里に遣つてしまつた。其里 といふのは、無論私の記憶 に残つてゐる筈がないけれ
ども、成人の後聞いて見る と、何でも古道具の売買を 渡世にしてゐた貧しい夫婦
ものであつたらしい。
私は其古道具屋の我楽多と 一所に、小さい笊の中に入 れられて、毎晩四谷の大
通りの夜店に曝されてゐた のである」、と書いている 。
漱石は、自分の存 在に対する罪の意識をもっ ていた。
詳細は、拙論「怯える漱石 」
（第四十八回静岡県芸術 祭応募作品）を参照された
い。

随

想

●優秀賞

治

癒

松

田

宏

退職互助部 （志太）

鞄を提げて玄関を出ると 、暮れなずむ校庭で三人の 若い職員が運動衣姿で脚の 屈伸をし
ていた。今からジョギング をするという。
―小山城の下まで行きます 。片道三キロほどですけど ね。
往復六キロ……、行けない こともないか。
―ちょっと待っててくれよ 。
私は引き返して急いで着替 えた。準備運動をして、彼 等に付いてゆっくりと走り 始めた。
三人とも二十代。加減をし てくれるせいか、調子よく 足並みを揃えることができ た。自分
の長男よりも若い青年たち と対等に付き合おうとして いる滑稽さを笑いながら。
さすがに帰路は遅れた。 車のライトで見えにくい足 許に気を取られながらも学 校まで走
り通した。玄関先で爽快な 汗を拭いていると帰りがけ の職員が声をかける。
―校長さん、こんな若者と よく付き合いますね。
―なあに、ちょっと遊んで もらっただけさ。
晩秋の風に汗は早く引き、 軽くなった体で帰りの車を 運転することができた。
まだ多少の無理を重ねて も体力には自信があった。 三十歳半ばの頃、精神的な 不調の時
期が一年近く続いたが欠勤 までには至らなかった。そ れ以降は我ながら不思議に 思うほど
に体力だけは持ちこたえて 来た。
年度が改まった四月。午 後からの総会の挨拶文を準 備して立ち上がったとき、 微震の揺
れに遭ったように足許がふ らつくような気がした。が 、気にも留めずに校内を回 った。子
どもたちの声がいつもより も遠くに聞こえているよう であり、足が雪の上を歩い ているよ
うで頼りなかった。やむな く途中で引き返し部屋で一 息ついた。
湯呑みに手を伸ばしたと きだった。今度は確かに体 の中に地震が起きた。何か に掴まら
なければ上体が倒れてしま う。突然辺りが大きく回転 し始めた。椅子の肘を掴ん だまま職
員に助けを求めた。
校医の所へ連れて行ってほ しいと言う私の異常を見て 、職員はすぐに車を玄関に 回して
くれた。が、私が立ち上が れない。
―救急車を頼むよ。
目を閉じたまま近くの消防 署から来る救急車を待った 。―仕事中に不様なことに なったが
間もなく私はストレッチ ャーに乗せられて玄関から 通路を運ばれて行った。薄 く目をあ

仕方がない……。
けてみると通路の赤いタイ ルが頭の方に上がって回転 した。救急車は派手にサイ レンを鳴
らして走り始めた。隊員が 市民病院の内科へ連絡して いる。私には、初めて経験 するこの
症状は頭部の異常に思えた 。
―脳外科へお願いします。
隊員はすぐに変更を病院へ 伝えてくれた。
市民病院で看護師の問診 が始まったが、一時的な吐き気も止まって眩暈は収ま っていた。
付き添ってくれた職員に学 校へ帰ってもらい、点滴を 受けているところへ家内が 来た。こ
翌日から検査が始まった 。

うして私は、脳外科病棟の 六人部屋の窓際に寝起きす る患者となった。
―普通は二度、三度と眩暈 が起こる場合が多いんです が、今のところ一回きりで すねえ。
年齢的にもこの際、詳しく 調べておいたほうがいいで すよ。十日ほどかかります が。
五十五歳と書かれた枕許の プレートを見て、主治医は 言った。私に異論はなかっ た。教頭
には、すべて電話で連絡を とり合うこと、見舞いは必 要ないことをとりあえず家 内から伝
えておいた。
病室での目覚めは家にい るときよりも早かった。洗 面、髭剃りをすませ、お茶 を淹れて
本を読む。やがて他の患者 たちもベッドに半身を起こ す。脳梗塞であったり脳の 手術をし
たりした人たちなので、皆 家族の介助を必要としてい た。それに思うように言葉 が出ない

私は自分の急須に淹れた お茶を毎朝サービスして回 った。朝食が来るまでの時 間、お茶

もどかしさがあるようだっ た。
を飲むことで幾分かでも気 が紛れるだろうから。一日 に一つか二つの検査以外は 部屋で過
ごすために自分にとっては 予期せぬ静養となった。そ のせいか、微震のような不 安定な状
態も消え、眩暈の気配はど こからも訪れなかった。家 内が持ち込んだ寿司や果物 もおいし
く食べた。けれども独りに なると自分の身の行く末に 思いを至した。このまま死 んだとし
ても気がかりなことは少な いように思えた。ことに家 族への心配は少なかった。 長男は家
庭を持っていたし次男も専 門学校に行っており、親の 心配する年齢を越えていた 。まだま
だ切迫感の伴わないところ で自分の死を考えていたに 過ぎなかったが―。
予定通り十日間で検査は 終わった。主治医の説明は 簡単なものだった。
―どこにも異常はありませ ん。生活上の制約もありま せんが、仕事の無理は避け てくださ
い。
二、三質問をして、耳鼻科 から眩暈防止の薬を出して もらい私は早々に退院した 。明日か
だが、その安堵感と希望 の灯は、翌朝には大きな不 安感に急転してしまった。 ―通勤の

ら快調に仕事ができると思 うと安堵感と同時に希望の 灯がともった。
途中で眩暈に見舞われたら ……、車を脇に寄せて休む ことができるだろうか…… 。病院は
安心できる場所だったのだ 。独りになるとたちまち不 安の底に突き落とされてし まった。
―運転しているときは緊張 しているから眩暈は起こら ないわよ。
家内の不確かな言葉を信じ て出勤したが、不安は全身 に霧のように広がっていっ た。仕方
なく薬を服用すると少しは 霧が晴れた。
次の日は、家内を横に乗 せて出勤した。家内が学校 見学に来たことにして、半 日付き添
ってもらった。そうでもし なければ不安感と沈み込む 気持ちとを防止できなかっ た。もは
それからも、また眩暈が 起こるのではないかという 不安感は、池の小波のよう に訪れた

や若い職員に付いてジョギ ングをする気など全く消え 失せていた。
が、幸い誰にも察知されな かった。悔しいことに、頑 健だと自負していた自分の 身体に脱
力感を伴う不安の種子が宿 ってしまった。その種子は 、枇杷のそれのように大き くなった
り大根のそれのように微か になったりするのだったが ―。
二年後に、かつて長く勤 めた中学校に転任となった 。毎日のように生徒どうし の暴力や
いじめ、窃盗事件が頻発し 、その対応に明け暮れる日 々となった。疲労感の滲む 職員を鼓
舞しながら一件々々を丁寧 に処理していっているうち に、二年目、三年目と学校 が落ち着
きを取り戻して来た。月に 一度、土曜日の午後の二時 間ほどを「土曜講座」と称 して、保
護者との懇談会を開いたが 、その準備と対応には私が 当たった。こうして目まぐ るしく動
き回っているうちに六十歳 を迎え、宿したはずの不安感の種子も芽を出すことが なかった。
十月の「土曜講座」を終 えたとき、いつか味わった 微震の揺れを意識した。そ れは帰り
の車に乗るときになっては っきり意識され、とても運 転する気にならなかった。 知人に送
ってもらい、その夜と日曜 日は十分に体を休めた。し かし、常の体調に戻らず、 噛み合わ
月曜日の出勤前になって 眩暈に襲われた私は横にな った。家人の呼んだ救急車 に二度目

せの悪い歯のようにしっく りしなかった。
の搬送をされて、再び市民 病院の脳外科に入院する羽 目となってしまった。
今度の主治医は中堅の誠 実そうな医師で、私の仕事 をも考慮してくれて一週間 の検査予
定を立ててくれた。眩暈は 一過性のようだったが、前 回と異なるのは、二晩、三 晩と日が
たつにつれて、体がベッド に沈み込んでいき、背中に 重りを付けているようにな ることだ
った。それに天井の蛍光灯 がやたらに眩しく、重い瞼 にタオルを乗せていなくて はならな
かった。
更に困ったことに、ベッ ドから降りて歩こうとして も平衡感覚が狂っているの か、一歩
も足が出ないのだ。すぐに ベッドの桟を掴まなくては ならなかった。―再起不能 、そんな
言葉が胸を過ぎる。―俺の 一生はこんなものだったの か、何ということもなかっ た。もっ
と何かができると思ってい たが……。
夜中に、今度こそはと、 ベッドから降り立つのだが 、踏み出そうとするとぐら ついてベ
ッドの桟を掴んでしまう。 ―いったいどうなったとい うのだ。本当に回復しない とでもい

五日目の夜となった。暗 い天井を眺めては、また目 を閉じて仰臥していた夜半 すぎだっ

うのか……。隣の患者の鼾 が耳について眠れないまま に苛立った頭だけが覚めて いた。
た。突如として頭がすっき りとして来たのだ。丁度、 山の斜面の翳りが見る見る うちに払
われて日が差していくよう に、私の日差しは肩、胸、腹部へと降りていった。―治った！、
私は本能的にそう思った。 鉛のように重かった体が早 朝の空気のように爽快では ないか。
ベッドを降りて歩き出し てみた。―歩ける、普通に歩ける！。嘘のように身軽くなった。

五年前に若い職員と一緒に 走ったときの気力が甦って 来るようだ。
私はベッドに腰かけて、こ み上げて来る喜びを噛みし めた。
翌日、検査の結果に異常 はないという主治医の話を 聞いて、私は一日早く退院 した。
退院の後は、ときに不安 感の種子が頭をもたげるこ とはあったが何とか過密な 仕事をこ
なしてきた。思うに、二度 の眩暈は、何層にも堆積し ていく地層のようなもので 、ストレ

（了 ）

スや疲労が体の内に何層に も堆積してゆき、その量が 臨界に達したときの信号で はなかっ
ただろうか―。

●佳作

日々寸景
某月某日

小

松

忠

退職互助部 （小笠）

昼過ぎ近所の農家の若奥 さんから電話があった。家 内が不在なので私が出た。 電話のほ
とんどが家内になので、私 はこんな時でもないと電話 に出ることはない。
「奥さん、いますか」
「ちょっと出ています。も うすぐ帰ってきますけれど 」
「ご主人はいますか」
「いますよ」
それからまもなくして玄 関に声がした。

「それじゃ柿持っていきま す」
「見た目はよくないけれど 美味しいです」と言って柿 を一袋置いていった。帰っ てきた家
内にそのように報告した。 早速ご馳走になった。「石 川さんとこの柿は美味しい わよ」
ほんとうに美味しかった。
「石川さん、いい嫁さんが 授かってよかったな」
私の言葉に家内はそうねと 頷いた。
某月某日
今朝血圧の薬を間違えた 。朝食後と就寝前に飲むの と二種類の薬を服用するこ とになっ
すぐに気がついた。まあ、いいや、と水を飲んだ。
「わたしが見ていなかったから」と家

ているのだが、うっかり間 違えてしまった。
内が言った。
「大丈夫かし ら」。
「大丈夫だろう。副作 用に眩暈がするらしいが、気にするほ
どでもないだろう」
あれからしばらく経つが 別に異常はない。気をつけ ていたつもりだが、うっか りやって
しまった。老いのせいにす るつもりはない。しかし、 うっかりも繰り返すように なればう
っかりではなくなる。老い のせいになってしまう。気 をつけよう。気をつければ 防げるこ
と。まだそんな歳ではない 。
某月某日
今日はコスモス日和。午 後葬儀に出かけた。故人は 若い頃世話になった人だっ た。生前
のご活躍ぶりからすれば簡 素ながらも心のこもった式 だった。喪主は、身内と親 しくして
いた少数の人だけで密葬を やった、と挨拶した。人間という言葉が好きだったとも 言った。
そういえば一度訪ねた時、 襖に人間という文字が大書 されていたのを思い出した 。
遺族に挨拶しないで帰っ て来たのが気になって便り を書いた。
「坊さんの読経はわからな かったが、最後に、故人は 生前いろいろな人と縁を結 ばれてこ
られたと、わかりやすい言 葉で話してくれたのが心に 残りました。これからはも っと縁が
深まることでしょう」
あの時、縁という言葉が 何故すっと出たのだろう。 私の親しんでいる「歎異抄 」のせい
だったのかもしれない。
「久遠劫よりいままで流転 せる苦悩の旧里はすてがた く、いまだむまれざる安養 の浄土は
こひしからずさふらふこと 、まことによくよく煩悩の 興盛にこそ。なごりおしく おもへど
も、娑婆の縁つきて、ちか らなくしてをはるときに、 かの土へはまいるべきなり 。いそぎ
第九条

「歎異抄」の中でもこの 第九条が好きだ。その中で も「娑婆の縁尽きて―中略 ―いそぎ

まいりたきこ々ろなきもの を、ことにあはれみたまふ なり」

まいりたきこ々ろなきもの を、ことにあはれみたまふ なり」のところに惹かれる 。それで
縁という語がすっと浮かん だのかもしれない。それで はそこがよくわかっている のかと問
われれば甚だこころもとな い。心が惹かれるのと理解 とは違うらしい。
親鸞の考えは当時として もけっして新しいものでは なかったと思う。それまで 地下水と
して人々の心の底を流れて きた思いや願いを、仏教の 言葉でわかりやすく言い換 えたので
はなかったのか。
「娑婆の 縁尽きて」という言葉に、親鸞はそれまでの民衆の無 言の思いを
込めたのではなかったのか 。人間の生死はほとけの大 悲大願の中で起きている。 親鸞はそ
う信じたのだ。それは普遍 的な世界だった。

話は理屈に堕ちたようだ 。私は理屈っぽい。それは 自分でもわかっている。だ が、見栄
や衒いでやっているのでは ない。自然とそうなってし まう。今更新しい洋服に替 えること
はできない。老妻と老犬は 老いの道連れとしてベスト という。それでは生涯連れ 添ってき
た私の性格はもっとかけが えのない道連れだ。今更取 り替えることは出来ないし その気も
ない。時に気が付いてわら うだけだ。
某月某日
散歩でよく近くの公園に 行く。夕方になれば子供達 がやって来る。夕焼け空の 下で遊ん
でいる子供達を眺めている と、何故か彼らは遠くにな ってしまう。これは空間よ りも時間
の揺らぎのせいのような気 がする。
子供達は宇宙という時間 からの旅人。旅人を遊子と もいうがほんとうにそうだ 。旅人の
何年生？

と訊ねる。十 歳、四年生との返事が返っ てくると

正体は空間ではなく時間な のではないか。
時には近寄っては何歳？
きまってこう言う。
あの日私は何をやってい たのだろう。ひとつだけ覚 えている。私達は近所の仲 間と李の

「そうか、戦争に負けた時 の俺の歳だな」。それは呟 きなので子供達には聞こえ ない。
木の上に簡単な櫓みたいな ものを作って、そこでこれ からのことをあれこれ話し ていた。
耳から耳に針金を通され数 珠つなぎにされて引っ張ら れていくとか、地面に転が されて戦
車で轢き殺されるとか、ア メリカ兵の一物は一升瓶の ようだとか、そんなちぎれ 雲のよう
な話だった。どんな大きな 時代の変化もうねりも子供 達にはそのようにしか見え ないし、
そのようにしてしかやって はこない。
「人が生きている限りそこには生活がある」どこかで拾った言葉だがなんの脈 絡もなく、
しかしなにか意味ありげに ふっと浮かぶ。それが目前の光景となんの関係がある のだろう。
走り回っている君らの中 にいくら探してもあの時の 私はいないけれど、それで も君らを
見ているよ。応援している よ。いろいろなことがある けれど人間って、生きてい ることっ
て、いいことなのだ。七十 三年生きてき１て今こうし て君たちを眺めていて、そ う思う。
某月某日
時には家内が初めて見る 人に思えることがある。四 十三年も連れ添ってきてい るのに、
だ。これは心のなにかの病 いなのか。だが目の前にい るのはまぎれもなく私の糟 糠の伴侶
だ。よくもまあ。しかし相 対して食事を始めるとそん な妄念はたちまち消える。 どちらが
虚でどちらが真か。
そういえばラフカディオ ・ハーンの「雪女」は、男 が最初に誓った秘密をうっ かり口に
どんな夫婦にもなにか秘 密が潜んでいるのではない か。けっして口にしてはな らない秘

したために、女は子供と男 を置いて出て行ってしまう 物語である。
密があるのではないか。た とえば、お前は、私は、前 世では何であったかと言う ような。
人間の生死観には輪廻と いう考えがあって、そこで は人間自ら作った業によっ て生死を
繰り返す六道（地獄、餓鬼 、畜生、修羅、人、天）と いう世界があるそうな。そ れで人間
の出自にまつわるような問 いは禁忌とされていたのか もしれない。そのいわれは 不明にな
ってはいるけれど今も伝え られている伝承には、なに か懐かしく怖いものがある 。
某月某日
近所の女性が世話になっ ている高齢者用マンション を家内と訪ねた。一時頃着 く旨連絡
していたが、到着するのが 三十分ほど遅れた。彼女は 玄関に続くホールで待って いてくれ
た。受付の人は、さっきか ら待っていたんですよ、と 言った。廊下に俳句や短歌 が張り出
かえり船

されていた。その女性の作 品もあった。
かえることなき余生な り

帰る時エレベーターを降 りたらピアノの伴奏に合わ せた歌声が聞こえてきた。 入居者が

見えぬ鏡にいたわしや

曇 る今宵の金屏風

誰のとが やら罪じ

「湯の町エレジー」が終 わって次の曲が流れた。「 目ン無イ千鳥」の唄だった 。

ホールに集まり、若い人が 歌うのに合わせて一緒に歌 っているのだった。
「目ン無イ千鳥の高島田
ゃやら」
突然名状しがたい感情が 津波のようにどっとこみ上 げてきた。感情の底が抜け てしまっ

たような、なにもかも一度 に感じてしまったような、 悲しさというより甘美な、 寂しさと
いうよりも満たされた、そ れも心底から満たされた、 あんな奇跡がどうして起き たのだろ
う。
伴奏のあのトランペット の響き。喨々と響くあの明 るい筈の曲の響きは悲しく 、ただ悲
しかった。あれは単なる一 過性の感傷だったのか。そ うだったかもしれない。だ が、そん
帰りの車中で、
「最後に いいものが聞けてよかった な」と言った。家内も「よかったわね」

なものはとっくに私からは 消えてしまっていた筈では なかったか。
と言った。
「いつごろ流行ったのだろ う。戦争中かな。たしか霧 島昇と女性歌手が歌ってい たな。誰
だっけ」。
二人とも思い出せなかった 。
某月某日
十一月なのに今朝庭に降 りると叢に朝顔が一輪咲い ていた。なんとしてでも咲 きたい。
そう願って咲いたのだろう 。そのいのちの素直さ、健 気さ。ちょっとしたことで 気分は沈
み、些細なことで考え直す この頃である。
某月某日
夜何回もトイレに起きる 。寒くなると辛い。それで 就寝時間を遅らした。それ まで本を
読んでいるが眼が疲れる。 私はド近眼だ。ままになら ぬものだ。
某月某日
アメリカ新大統領が決ま った。これからはアメリカはきっと明るくなるだろう 。世界も、
日本もまた。

●佳作

伊豆の万葉爺さ ん
はじめに

中

山

髙

明

退職互助部 （田方）

わが家の南に、向かい合 うようにして鹿山、またの 名を塔の峯がある。この小 頂を巡る
なだらかな坂道沿いは、穏 やかな林がつづき、また行 くところ、小鳥たちのさえ ずりも絶
わたしの足が塔の峯に向 くことには、こんなわけが ある。それは長い年月、こ の達磨山

えない。一方、西方には、 遥かに達磨山の雄姿を望む ことができるのである。
に独り暮らしつづけて、あ る冬の雪の朝、ひっそりと 生涯を終えた「万葉爺さん 」などと
呼ばれていた人の話がある からである。
彼は、八十年余りの人生 の多くを深い山中に身を潜 めるようにして送って来た 。命を懸
けたに違いない彼の主張は 長い年月、胸の奥深くに堅 く封をしたまま、僅かな山 地を耕作
し、また炭焼きなどをして は暮らしていた。そうした 中でも、往年の日々を回想 しつつ、
将来の社会に大きな理想を 描き、実現に思いを巡らし つづけていたものか。また 、たとえ
自分の思いを堅く貫きとお して悔いはないと言おうと も、やはり悩み、苦しみ抜 いた半生
ではなかったか。
一
話は、遠く遥かな明治四 十（一九〇七）年前後まで 遡る。彼は東京か、時には 横浜爺さ
んとも呼ばれていたから、 あるいはそんな所で政治活 動か、あるいは社会運動か に携った
あと、ひそかにその第一線 を離れた。そして伊豆・修 善寺のさらに奥、達磨山の 懐深くに
籠ってしまったようだ。こ の頃、すでに四十（歳）が らみであった。
小太り、中背といった彼は、日頃は濃紺の半纏を羽織り、頭は茶色のくずれた中折帽子、
下は股引、時には枯草色の ズボンに地下足袋といった 出立である。それに腰には 酒徳利を
つけているというのも、格 好は村の百姓、あるいは職 人などと言っても、少しも 見分けの
つくものではなかった。
山を下って町までは、七 、八キロメートルほどであ る。この行き来する道すが ら、彼は
よく万葉集のそれぞれの季 節の歌を吟誦していた。「春 の野に霞たなびきうら悲し この夕か
げに鶯鳴くも」などと、細 くはあったが、よくとおる 声であった。一方、道沿い の田畑に
彼は月に二度、三度と木 炭、山菜などを背負子につ けては、町に下る。時には 注文の竹

働く者たちは、「ああ、万 葉爺さんだ！」と言っては 、しばし聞き耳を立ててい た。
炭を売り歩いた。こうして 食料、酒、あるいはちょっ とした衣類、たばこなど、 さらに古
雑誌などを調達しては帰る のである。
決まったように訪れたの は、柿の木坂下で雑貨を商 う店であった。ここの気さ くな女房
は彼がやって来ると、いつ も「おー、元気きゃー？」 と満面笑顔で招き入れる。 客人が多
いといった店ではなく、時 代もまた大らかであった。 まず背負子をおろすと、彼 は決まっ
て戸口を入った三和土に、 どっかと腰をおろすのであ る。そして胴巻から延べ煙 管を取り
出して、きざみ（たばこ） を詰めるが早いか火をつけ て、ハーっと大きく白い煙 を吐き出
す。いかにも旨そうであっ た。その後暫くは、たわい もない町中などの話に興じ る。が、
一度何かの話をきっかけに 、
「人も国家も野獣にだっ てなるさ！」と、堅い心のうちを漏ら
していた。
二
彼は知り合いの村人たち とは、眼を細めて話した。 ただ取るに足りない世間話 、播種や
施肥などの農事といったよ うなことに限られていた。 いざ身の上に及ぶようなこ とになる
と、巧みに話を逸らせた。一方、村人たちの中にはよそ者として、取分け彼に関心を寄せ、
また噂し合う者も絶えなか った。
崩れきった中折帽子を目 深にかぶった彼は、ほとん ど顔全体に白い、伸び放題 の髭を生
やしていた。さらにその奥 には、人を射るような鋭い 眼光があった。ただ、一度 笑みを浮
かべると、細い眼に人懐こ ささえ漂わせた。一見した ところ、取っ付きにくさは 否めない
ものの、いく度か話せば人 や社会への優しさ、温かさ といったところも受け止め られるの
であった。また広く物に通 じた人であることも直覚さ せた。それだけに親しまれ るところ
があった一方、ただ者では ないといった強い印象も残 していたのである。

道すがら、彼は村の子供 たちとは、時折行き会うこ とがあった。そんな時は必 ずという
ほどに変り玉（飴玉の一種 ）などを分け与えては喜ば せていたのである。ひとり 人里遥か
な山間の地に暮らしている と、やはり人恋しさがつの るようだ。殊に気の置けな い子供た
ちとの話は、彼を癒すもの でもあったのだろう。道端 に腰をおろした老人は煙管 （刻たば
何、とうちゃんの跡 を継いで百姓か！

修善寺 はいい所だもんなぁ」など と、語気

こ）を燻らせながら、「お 前はどこの子だ？」に始ま り、「でっかくなったら、 何になるん
だ？
を強めて話していた。
いく度か、飴玉などを貰 ったというＳさんは、その 往昔を懐かしんでは、髭面 の彼がな
お鮮やかに思い浮かんでく ると言った。そして、
「人 学バザレバ智ナシ、智ナキ者ガ愚人ナ
リトアリ。サレバ賢人ト愚 人トノ別ハ学ブト学バザル トニ由リテ出來ルモノナリ 」といっ
た文句を意味も、また目的 も分からず無闇に暗誦させ られたとも語るのである。
三
太平洋戦争後も暫くして のことである。彼を訪ねる 人々の姿が一時ながら目立 った。彼
らが促したことは、いま一 度実社会に出ることであろ う。すべての人が誰にも憚 ることな
く、自由な活動ができるよ うにもなったのである。あ る者は現在に生き、未来を 築けと、
またある者は人間の活眼を 曇らせるなとも言うのであ る。
その後も縁の人々の足は つづいた。しかし、これを 阿従と、あるいはみずから の崩壊と
考えたか、彼は、自分の信 ずるままに生きることに拘 りつづけた。そして、年月 の経過と
春は全山の芽吹きに始ま る。その後は、しだいに一 帯が朝靄のかかったような 周囲に包

ともに人々の足も遠ざかっ ていった。
まれる。これがほんの四、五日という短い間だが、その感動は何とも名状しがた いものだ。
その後、木々は若葉を広げ 、徐々に緑を深めていく。 夏は万緑の中、蝉が声の限 りに鳴き
競い、夜は蛍が光り、飛び 交う。また秋は朝にかけ、 冷えびえとした霧が立ち込 め、日を
追って木々の紅葉も進む。 さらに、その後は冷たい北 風が落葉を早め、見渡す限 り冬枯れ
を進めていくのである。こ の山中の暮らしは年月を重 ねるうちにやさしく包み込 むように
して、彼を重苦しい過去か らいざなってしまったよう なところはなかったろうか 。
四
老人は半世紀ほどを、伊 豆の山深くでたった一人で 暮らしつづけてきた。太平 洋戦争が
終結して十年ほどがたった 頃であったか、その冬は山 も里もいく度か雪に見舞わ れた。厳
しい寒さだけでなく、すで に彼の老いが自然と町や村 に下る脚を遠のかせていた 。そこで
人々は、彼の姿が気にかか って来た。ところが、この 折は十日、二十日といたず らに日が
過ぎていく。人々の間では 、もしかしたらという不安 感が漂い、またしだいに高 まってい
った。そんなある晩のこと 、寺の和尚は老人を夢に見 た。雪の中に佇み、彼がし きりに手
招きをしていたというので ある。
翌朝、和尚の命を受けた 村人たちは、西方につづく 登り坂道を三、四キロメー トルも行
く。やがて木々が繁茂する山中に入るのである。彼の住まいは、尾根づたいに暫く歩いて、
さらに森を抜けた先で南向 きの僅かに水の流れる小谷 沿いであった。このあたり まで来る
と、膝頭を越しそうな積雪 であった。戸板一枚立て掛 けたような戸口は、閉ざし たままで
あった。和尚の夢は正夢だ ったのだ。踏み込んだ途端 、彼らは、変り果てた老人 の姿に呆
然と立ち尽くすばかりであ った。ただ、表情に積年の 深い苦悩の跡の窺えなかっ たことだ
枕元には万葉集、古雑誌 など、数百冊もの本の山の ほか、鉱石ラジオなどが置 かれてあ

けが、大きな救いであった 。
った。しかし、衣紋掛けに かかるいく枚かの作業服な どのほかは、これと言った ものが見
当たらなかった。ところが 、下山準備に入ったとき、 掛かった衣服の裏から無造 作に裁っ
た段ボール紙いっぱいにし たためられた墨書が現われ た。
前死後生

〈注１〉
彼らは、ただ黙して見詰 めるばかりであった。これ が辛苦の半生を支えつづけ て来た、
恐らく彼の堅固な主義ある いは主張であろうことを疑 う者はなかった。
五

老人の死亡が町や村に知 れわたるまでには、それか ら二、三日のうちであった ろうか、
人々の高い関心は伝播を速 めていた。暫くは、人が寄 れば彼の話で持ち切りにも なった。
恐らく新しい国家、社会へ のやまれぬ思いに人生を懸 けて挫折し、半世紀にも及 ぼうとい
う苦悩に満ちた彼の半生は 、人々には容易に理解でき るものではなかった。そし て、独り
粗末な小屋で臨終を迎えな ければならなかった悲惨さ が浮き彫りとなり、地域に は同情が

山ほどいい所はな い」とも話

伊豆の達磨山懐でひっそ りと生涯を終えたあの万葉 爺さん。逝って、既に半世 紀ほどに

澱み、流れた。
なる。村や町の人たちに、彼は〈注２〉
「山中暦日無しだ！
していた。それにしても、 いまだ確かな彼を知るとい う人を聞かない。
〈注１〉死地にあって奮闘 し、生命を賭して活路を拓 く（呉の孫武の書『孫子』）。
〈注２〉山中でのんびりと 暮らしていると、月日が経 つことも忘れる。山はいい よ。

説
評】

選
第五部

小
【総

文芸

評

審査員

沼津工業高等専門学校名誉教授

鈴木

邦彦

昨年亡くなった作曲家の 遠藤実が、弟子の歌手牧村 三枝子の母の葬儀で静岡に やって来
た。 遠藤は牧村の母の棺に取りすがってこう言った という。「お母さん、牧村 三枝子を生
遠藤のこの優しい言葉に 僕は胸がつまった。人が文 学にたずさわる究極の目的 は、優し

んでくれてありがとう」
い言葉を言えるようになる ことではあるまいか。
俳句であれ、短歌であれ 、詩であれ、随筆であれ、 小説であれ、文学を志す先 生が発す

鈴

木

昭

吉

退職互助部 （浜名）

今年の小説の応募は五編 だったが、右に述べたよう な意味で、この文学部門へ の応募者

る言葉は、いつか生徒に、同僚に、家族に、そして社 会に、優しい心となって流 れて行く。

無札塩

が一人でも多くなることを 願う。
優秀賞
天竜川沿いの奥の村々にお 触れが廻る。この地域は塩の専売区域となったので、「 無札塩」
である「他塩」を買っては ならない。必ず「札塩」だ けを買うように、というの である。

青大将

森

下

正

夫

退職互助部 （志太）

だが「札塩」は通常より 格段に高値の上、塩売人は めったに廻ってこない。止 むなく「他

作

この芸術祭には珍しい時 代小説。調査と物語の構築 の努力を買う。

理不尽な強制を村役が協 力して改善する話。

塩」を買う者が出てくる。 当然役所に引っ張られる。

佳

約束

大

重

晴

美

浜松市立県 居小学校

南伊豆の僻地校へ転任 した教師。僻地をいかに元 気よくするか、教師の枠を 超えて奮闘

作

する。どこかほのぼのとす る。
佳

ドラッグストアで薬剤 師のパートを始めた妻。ほ どなくチーフに抜擢される 。自分の会
社での不安定な地位を思う と夫は面白くない。多忙で 息子との海に連れていくと いう約束
も果たしていない。ある日妻の手帳から落ちた慰安旅 行での若い男との写真。嫉妬、喧嘩、
妻の家出。日常の中の夫婦 の齟齬とその回復を描く。

評】

詩

審査員

日本現代詩人会会員

池上 耶素子

前作と合わせ、このよう な物語をいくつかまとめた ら、いい短編集になりそう

【総

歴年の選者であった堀池 郁男氏が些か体調を崩され 、私が担当させていただい た。
応募作品は八編。技巧的な作品、前衛的な作品、抒情性や生活感を大切にした 作品と各々

松

邦

文

退職互 助部（富士）

が明確な自己スタンスを持 つ長年の研鑽から生まれた 詩群であった。どれもが捨 てがたく

植

青木が原樹海に入るあな たのためのマニュアル

苦心したが、最終的には次 の二編となった。
優秀賞

生者が時に持つ死への 誘惑。詩人は死への道筋を 順に追いながら、遠足への 誘いのよう
に淡々と死の場所樹海へと 導く。死を望む心には深い 闇があるに違いないと誰も が想像す
るが、この詩にはそんな暗 さはない。むしろゲームを 楽しむような明るさがあり 、インタ

ーネットの自殺サイトでも 、このように死は明るく語 られているのかと、時代の 不気味さ
を感じさせる。方程式とい う端的な思考形式を提示し 、自己の立ち位置の確認を 迫りなが
ら、わからない者は命果て よと突き放す。しかし、最 終三行、私もあなたと同じ 立場に立

冬近く想い遙かに

東

出

福

司

退職互助部（静岡）

つかも知れないと語り死を 急ぐ人に寄り添う。逆説を 駆使した生への誘い。散文 詩という

作

詩形が持つ軽い揺らぎが、 テーマの重さをやわらげ効 果的であった。
佳
地球温暖化、世界同時不 況と大揺れする現代の無節 操。人も原初の姿であれば 、争うこ
とも差別し合うこともない 豊かな共存が可能であった ろうにと、降るような星空 のもと北
の大地に在って詩人は思う 。いま、二十一世紀。人類 創造の神が願った意図とは 著しく隔
たった社会の様相。それは 神を悲しませているだろう が、人間の英知をも期待さ れている
のではないかと自らの人生 を振り返り、現代に身を置 きつつ太古を思う。地球環 境の変化

静岡県伊豆文学 フェスティバル委員

中尾

勇

に神の視点を添えて、テー マは充分に伝わったが少々 観念に流れた。しかし、冬 に人生終

審査員

わり近い季節を重ねてみれ ばその意味は深い。

童話・童謡
評】

作品の内容、文章を磨い ている努力などがよくわか る内容の作品揃いであり、 県下の教

【総

伊

藤

正

則

退職互助部 （磐周）

職員関係の方々の勉強ぶり が心嬉しい。応募した作品 の質の高さも心おどること である。
てんぐの背中

クマゲラの写真を撮る。 そのことで自然破壊のダム 建設に反対しようとする主 人公が山

優秀賞

澤

からす山小学校 三年Ｃ組モンシロチョウ物 語
小

久美 子

富士市立富士第二小学 校

のてんぐ族たちに助けられ るさわやかな話がこの作家 らしい練達の文章で綴られ ている。

作

ザリガニのピョ ンタ

前

島

育

子

退職互助部 （静岡）

モンシロチョウの飼育に 心をよせるやさしい教育の 心、明日に何をの心が生き ている。

新人賞

佳

ＡＢＣ

服

山

部

本

静

祐

子

一

三島市立沢 地小学校

退職互助部 （浜名）

小動物をいとおしみその たたずまいを大切に観察し 育てることから子どもたち の教育が

いのうた

進められるその心根が限り なくいとおしい。
アの歌
いとおしくはずむ童謡 がおどっている。
あなたのうまれた朝

大

長

渡

重

崎

辺

貴

良

忠

子

夫

栄

浜松市立新 津小学校

総合教育セ ンター

退職互助部 （沼津）

あなたたちのうまれたそ の時を中心にして、子ども と家族の生活がとても素直 でいとお
しい。
ささやかにして、盛大なパ ーティー
問題のある子にそそがれ る瞳がうれしい。
雲のかけら
元気のよい子のやりとり で教えが進む。
森のおくりもの
森の中で人生を育む子ど もがいとおしい。

評】

評論・書評
【総

審査員

社団法 人静岡県出版文化会

清水

猶

応募は、昨年と同数の二 点。現職の作品。二点とも 純文学評論である。両作品 とも、筆

朝

原

一

治

富士東 高等学校

者の豊かな読書生活がうか がえる読み応えのある評論 である。この評論を読まれ た方は、
『源氏物語』男 踏歌考

新しいジャンルの『読書の 扉』を開くことになるだろ う。
優秀賞
本評論は、源氏物語にお ける男踏歌（行事）の特殊 性に視点を当て、その意味 性につい
て論じたところに文学評論 としての話題性及び価値が ある。
筆者も評論の中で述べて いるが、この物語が書かれ た時代には既になかったは ずの男踏
歌が詳細に書かれ、確かに あったはずの女踏歌が描か れていないのは奇妙である と感じる
のはわたしも同様である。
存在自体が特殊である男 踏歌は、初音巻・真木柱巻 ・竹河巻の三巻に描写され ているが

ふる

慄える漱石―罪と 杉と寒さ―

原

田

正

己

浜松市立篠原 中学校

その関連性や相違点にも触 れた展開には、筆者の読み 込みの深さはもとより、そ の分析力

作

この評論は、読者を新た な源氏物語の世界に誘うに 違いない。

の緻密さにもいささか驚き を感ぜずにはいられない。

佳
漱 石 文 学 の 主 題 で あ る と 言 っ て も 決 し て 過 言 で は な い 我 執 の 罪 と 杉 、寒 さ 。筆 者 は 、こ
の点に視点を当て、杉の鬱 蒼と茂る姿に我執の罪の暗 さや寂寥の体感として「寒 さ」を結
びつけ、巧みに漱石の倫理 観と作品を論評している。
「誰でも惡人になる」
「悪い人間」といった類似の表現は、無意識の我執であり、それが
杉に繋がり、やがて寒さを 感ずることである。このこ とは、筆者も述べているよ うに漱石
自身の幼年期の原風景にあ るように思えてならない。「 自分は其時分誰と共に住ん でゐたの

審査員

社団法人静岡県出版文化会

清水

猶

だろう」のくだりこそ、自 らの居場所確保のために我 を優先し、我に執着した夏 目金之助

評】

想

自身であり、夏目漱石の文 学の世界そのものと言って しまうのは過言であろうか 。

随
【総

本年度も昨年度と同数の 十三編の応募があった。応 募作品から抱く感動の中心 は、文字

田

宏

退職互助部 （志太）

いずれの作品とも我が琴 線に触れる内容ばかりで、 審査にあたって、かなり時 間を費や

を日々の生活に自然に取り 込み、伝えたい相手をはっ きり意識されていることで ある。

松

した。熟読玩味の結果、優 秀賞一点、佳作二点を選ん だ。
治癒

筆者自身の体験を教職生 活や家族への思いを綴るこ とで、改めて健康であるこ との有り

優秀賞
難さを訴えている。

筆者は、職場においては 「管理職」である。自分の 体に宿った不安の種子と、 生来の責
任感と誠実さとの闘いでも あったのであろう。精神的 な不調と眩暈を繰り返す中 で、死と
の背中合わせの恐怖も幾度 となく克服した強さと、
『 健康』という大きな財産を再び手にし
た喜びがひしひしと伝わっ てくる。

日々寸景

小

松

忠

退職互助部 （小笠）

「山の斜面の翳りが…… 日が差していくように、私 の日差しは―治った！」等 々の巧み

作

な心象表現は、随想録とし ての価値をよりいっそう高 めている。
佳

冒頭の二行は、最後の寸景 を描いたものである。日々 寸景の多くの場面に、子ど もの存
在がある。この子らの生き る将来が明るいものであっ てほしいと願う筆者の主旨 がここに

中

山

明

退職互助部 （田方）

また、どの寸景にも、
「 家内」が登場してくる。ご夫婦は心一つに、豊かで明るい、温か

あるように思う。

伊豆の万葉爺さ ん

語りかけるような優しい 筆致で綴られた文章である 。
作
道すがら万葉集の歌を吟 唱していたことから、いつの間にか名付けられた『万葉爺さん』。

髙

な生活を過ごされたのであ ろう。文や言葉の端々が物 語っている。

佳
だれ独り明確な人物像を 把握していなかったであろ うに、死後約半世紀が経過 した現在
でも、多くの人々の心の中 に生き続けている『万葉爺 さん』。

静岡県歌人協会会員・「あるご短歌会」同人

健

森下志ずゑ

草間

人々の口承だけではいつ かは忘れられてしまうだろ う爺さんを、筆者の目線で 心に書き

審査員

ひたすらに戦後働き老いに けり戦に死せる人に詫びつ つ

原爆手帳持つ友も おりクラス会重き戦後を曳 きて集える

歌

留め伝承（的）文学とした ところに、文学的価値が見 い出される。

短

優秀賞

安藤

勝志

「重き戦後」は悲痛な思いで生きてきた歳月、苦悩に耐え励まし合ってきた心情 を描写、

うなだれてマウン ドを降り半世紀敗者復活な きままに過ぐ

「死せる人」に詫びる真摯 な態度は印象的。
新人賞
バット持つ友の写真は若き 日のままに今年は十三回忌

やせ細る父のマヒ の手さすりつつ涼風通いし ばしまどろむ
植松千恵子

「敗者復活なき」に「一敗塗地」の心境、
「友の写真 」は友への哀感が主題、二首共に人

作

生を凝視した感慨が描写さ れている。
佳

あどけなき寝顔見ていてい とおしく純真無垢な君はい い子だ

音消えし毒ガス工 場デジカメのレンズに写る 遠きまぼろし
伊藤

正則

父親の介護の情愛を如実 に描写、
「いい子だ」に天真 爛漫な孫への慈愛が素直に 表現され

作

ている。
佳

赤とんぼ飛び交う羽の光り おり毒ガス工場ありし小島 に

あか

お

き

み

いさなとる磯着の 海女の声明し十尋の隠岐の海緋の貝 を採る
名波幸太郎

「音消えし」工場の騒音・人語・噂も絶えて一変した風景に愕然とし、
「赤とん ぼ」の姿

作

に歴史の風化した小島を想 起した心境が主題。
佳

麦笛を吹きつつ夕べを別れ たり遠き信濃路産土の村

紺碧の海を背景に緋色の 貝を採取する海女の喜びの 声が鮮明、
「麦笛を吹く」少 年期を回
想した望郷の念が印象的で ある。

俳
優秀賞
と

句
青い目の遍路も会 釈してゆきぬ
さんま焼き以下省略の主留 守

審査員 「逢」主宰

成瀬

熊谷

明子

愛子

われ

土屋八重乃

外つ国人の遍路さんへの優 しい想い。さんまを焼くの みで足る主留守の妻我の生活 。他

返り花白を尽くせ る大でまり

あか

の三句も生活実感が生き生 きした佳句でした。御受賞 おめでとうございます。
新人賞
洗濯日和家事は分担石蕗の 花
ふち

冬落暉ちぎれ雲みな縁染めて

や

や

玻璃越しに嬰児と対面 秋うらら
天高し白煙残す大龍勢

西ヶ谷昌彦

まだ若い方の俳句。併し 写生の心が生きてしっかり とした句です。白と紅の色、 黄も生

作

きて、物が眼前し清潔感が よいと思います。
佳

作

お さ なご

幼児の影ふみあそび赤 のまま
祝田

五郎

ガラス越しに見入るやや さんへの愛。大龍勢の白煙 、嬰児も神、大龍勢も神へ の祈り願
い。
佳
かい

けら叩く目覚めの早き峡の村

明）

かげふみの子ら・峡村の早起き、明方の光や遊びの声が聞こえてくる、和やかと悠々と 。
墨汁の街甦る敗戦忌（三井
久）

転んでも泣いてもかわいい 「うんどうかい」（鈴木幸 代）
夕焼や子犬を放つ休耕日（ 野村
ダムの底春夏秋冬ありし村 （安藤勝志）
稲架解けて丸見え子等の秘 密基地（遠藤昭三）
芋の秋六人姉妹再会す（桜 田貞子）
わり算ができんできんと蝉 騒ぐ（池谷貴彦）
教え子の子を抱き上げる春 の空（川嶋安起夫）
とんぼ群る分校跡の校歌の 碑（竹中陽子）

公）

それぞれの句に大自然と人 間の関わり合いが把握され ていて好ましい。
百日紅屈折誰も少年期（佐 野和彦）
チョコを食う孫の笑顔や今 朝の秋（進士
落ち鮎の見事な長さ腸を抜 く（荒波教平）
ソロバンは昭和の音よ文化 の日（袴田毬子）
日本の四季ありがたや天高 し（鈴木元司）
の所がよか ったと思いますので、 御参考までに。

分校のあとかたもなし枇杷 の花（石田博人）
掲載句

皆様の御健吟を祝い再会 を願います。

