いのち の祭 り

瓶 の中で阿紀の 藍は順調に育 っていた。
四つの瓶の中 で特に後に仕込 んだ二つの強 さは抜群だっ た。昨日辺り から泡を浮か せ始
めている。
阿紀も 懸命だった。 五月のグルー プ展への出品 もさることな がら、耕之輔 への贈り物で
ある ことが阿紀を 張り切らせて いる。
徳島で知った 耕之輔のなみ なみならぬ努力 が大きな刺激 になっていた 。負けてはい られ
ない。
耕之輔 は、春には山 口に呼び寄せ たいと言って くれた。この 仕事が一つの 区切りになる
かも 知れない。

阿 紀は勝手に、 衣桁に掛けて 展示される着 物の前に耕之 輔の茶碗を置 くことを誇ら しく
空想してみた りした。糸積 みも順調に進 んでいた。早 く糸染めをし て機の作業に 掛かりた
い。
阿紀は 朝起きるとま ず祈りを込め て瓶を覗く。 色を確かめ、 指に掬ってな めてみる。人
肌の 藍液は口の中 に薄酸っぱさ を広げる。
耕之輔とは 淡路島をドラ イブしてフェ リーボートで 明石に渡り、 姫路の駅前で 別れた。
「私に秘 密があるでし ょ？」
阿紀が 悪戯っぽく言 うと、耕之輔 は暫く考えて いたが、若い 頃、飲み屋の 女と寝たこと
があ ると、とんで もないことを 告白し出した 。
「止めて頂戴 。そんな話訊 いてるんじゃ ないわ。もっ と大きな秘密 よ。京都にあ った私の
着物お持 ちでしょ。誰 にお着せにな るつもり？」
「決ま っているじゃ ないか」
何 度別れても、 別れはつらい 。
しっかりし なければ、と 自分を取り戻 したのは京都 を過ぎてから だった。切羽 詰まった
耕之輔の 顔が浮かび、 津坂や典子の 好意を思った 時、甘い思い などに浸って はいられない 、
と心 に決めていた。
「私 、春になった ら山口に行く からそのつも りでね」
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土 産の阿波おど りの人形と一 緒にこともな く言ってのけ 、弟や弟嫁を 驚かせもした 。
あれから半月 、毎日のよう に電話で話しな がら、もう会 いたくなって いる。
電話が鳴っ た。時計を見 ると七時半だ 。何時もは八 時に鳴るはず の電話だった 。
手を拭 いて受話器を とると、久美 子だった。
「お 早うございま す」
久美子の声は いくらか重か った。
「何かあった の？」
「こんな 時間に御免な さい。お義兄 さんから電話 行く前にと思 って。お義姉 さんからよく
言っ て欲しいの。 昨夜も仕事で 徹夜よ」
「まあ……」
「このままだ とお義兄さん 倒れてしまう わ」
「わかり ました。よく 言っておきま す。今どうし てらっしゃる の？」
「ま だ仕事場よ。 八時まで頑張 るんですって 」
「じゃ、直ぐ にこちらから 電話するわ」
「駄目よ。 私が告げ口した って分かって しまう。でも シッカリおっ しゃってね。 命あって
の物種だ ろうって」
「疲 れてるみたい ？」

「当 然よ。目の縁 なんか真っ黒 よ。ひど過ぎ るわ」
電話を切っ てからも、久 美子の息遣い が気になった 。
もし自 分の存在が耕 之輔を焦らせて いるのだとし たら、どうす ればいいのだ ろう。
ひと思 いにこちらか ら押し掛けて 行くのも方法 かも知れない 。そんなこと を思っている
時、 電話は鳴った 。
耕之輔は意 外に冷静だっ た。
「別に焦 っているわけ じゃないさ。 何か掴めた気 がして面白く て仕方ないん だ」
「だか らって、躯で も壊したら元 も子もないで しょ」
耕 之輔はそれに は答えず、
「津坂先生が 来て下さると 電話があった 」
と言っ た。耕之輔が 焦っている元 が分かった。
「今度 はいくらかお 目に適う物も あるかも知れ ない」
「そ うだといいわ ね」
阿紀は津坂 院長の温顔を 思い出して、 真実良かった と思った。津 坂のことだ、 耕之輔の
焦りを取 り除いてくれ るに違いない 。
阿紀 は電話を切ると 、思い切って 京都の津坂病 院へ電話を入 れた。耕之輔 の焦りと疲労
のこ とを耳にいれ て諌めて貰う ためだった。
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津 坂は不在だっ た。先刻、山 口へ向け発っ たという。
阿紀は耕之輔 に津坂のこと を知らせる誘惑 をやっと我慢 した。今耕之 輔に必要なの は休
養と睡眠だ。 津坂が行くと 分かれば休む どころではな くなるに違い ない。
たすき を掛けて振り 返ると四つの 瓶が誘ってい た。阿紀は思 い切って試し 染めをしてみ
るこ とにした。
瓶を大きく掻 き混ぜてみる 。ゆっくりと 渦を作りながら 濁った藍液は 静かに蒅を沈 めて
いく。試し糸 をそっと浸す と焦茶の水は 生き返ったよ うに輝いた。 液の中で糸の 束を捌く
ようにし ながら充分に 浸して持ち上 げる。一瞬、 鮮やかな緑色 の糸が現われ 、その緑が見
る見 る薄藍に変っ ていく。二度 、三度繰り返 すと藍は次弟 にその濃さを 増していった 。
「……大丈夫 。いける」
窓の光に透 かして確かめ ながら思わず 声が出た。あ とは何処まで この強さを持 ち続けら
れるかだ 。
外 に出ると、雪 晴れの遠山が くっきり浮き 出し、全てが 澄み切った感 じだった。
阿紀は大きく 背伸びをした 。澄んだもの が胸の底に染 みわたる。
津坂が耕之 輔を訪ねる現 場に居合わせ ないのは残念 だったが、こ れから全てが いい方向
に動き始 めるに違いな い。藍もうま く建ってくれ たし、紡いだ 糸も悪くない 。うまくいく
時に は何でもうま くいくものだ 。

「よ うしッ。やろ う」
阿紀は大き く胸を張ると 、午後から直 ぐに本染めに 入ろうと心に 決めた。
部屋に 戻って暦をめ くると果たして 大安だった。
ものに は全て「時」 がある。今こ そその「時」 の到来なのだ 。
阿 紀は母屋に出 掛けて行った 。

… …いよいよ染 めにかかるの ね」

「悪いけど、 餅米少し貸し て頂戴」
「あら、 お赤飯？

「ええ 、一気に本染 めよ。……今 晩は御馳走す るわ」
離 れに戻っても う一度、瓶の 藍液を確かめ てみる。紫を 帯びた泡は角 度によっては 金色
にきらめいた 。蓋を戻して 再び掌を合わ せる。

津坂院 長が長門湯本 に着いたのは 昼過ぎだった 。駅前の商店 街で花屋を探 してお供えの
花を 用意した。
「浅谷窯先代 の墓所は何処 か分からんか ね」
タクシ ーに乗って訊 いてみたが、 窯の谷の奥に 墓があるから 、多分あれだろ うと心もと
ない 返事だった。そ れで、窯場に 行って貰うこ とにした。
車 は短い商店街 を抜けると、 間もなく家並 みをはずれて 田舎道になる 。
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そ の一本道に、 多感な津坂は もう鼻水を拭 っていた。亡 くなった碁敵 の表情が昨日 のこ
とのようによ みがえる。
運転手が怪 訝な顔で訊い た。
「浅谷窯 で誰か亡くな られたのです か」
「い や、昔の話だ 」
お供え花を抱 えて涙するの だから誤解さ れても仕方ない 。
土橋を渡っ て門を入ると 庭は窯元特有 の粉っぽさで 、車はクラク ションを鳴ら した。
音を聞 いて出迎えた のは久美子だ った。その風 貌ですぐに分 かったらしい 。固い声で言
った 。
「いらっしゃ いませ」
「あんたが久 美子さんか。 京都の津坂が 来たと耕之輔 先生に伝えて 下さい」
久美子 は一瞬ためら い、何か言い かけたが、先 に立って庭伝 いに座敷へ案 内した。
座 蒲団を勧める と、久美子は 畏まって言っ た。
「お話しした いことがあり ます。後で二 人だけで」
「わかりま した。伺いまし ょう」
この娘 は自分に好意 を持っていな いらしい。津 坂は敵意をそ の目に見てい た。それにし
ては 目が澄んでい る。澄み過ぎ ている。

「こ れ、バケツに でも入れてお いて下さい。 後で先代のお 墓に詣らせて 頂きたいので す」
「お預かりし ます」
床に先 代の書が掛か っていた 。「無念 無想」とある。無念の字が先 代の葛藤の深さを物語
ってい た。
廊 下に足音がし て耕之輔が現 われた。
「先生、遠い ところをわざ わざ申し訳あ りません。お 待ちしており ました」
津坂は 耕之輔の顔を 見て声を呑ん だ。
耕之輔 の顔は寝起き も手伝ってひ どいものだっ た。土気色し た顔色はとも かく、むくみ
があ り艶がない。
医者の永年 の経験で言え ば死後の一時 期よく見てき たものだった 。耕之輔の方 で怪訝な
顔をした 。
「どう かしましたか 」
「い や、ひどい顔 してるじゃな いか。まるで 捨て犬の土左 衛門だぞ」
津坂もわざ と大きな声で オーバーな言 い方をした。
「昨夜、 徹夜したもの ですから」
「フ ン、若いと思っ てももう無理 は利かんぞ」
久 美子が相変ら ず固い顔で菓 子を運んでき た。
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「あ の人の妹さん だな」
わざと挑発す るように言う 。
「そうです。 久美子と言い ます」
「このお嬢さんは私が憎いらしい。それも分かる。この饅頭は大丈夫だろうね、毒の方は」
「出 来るものなら 入れたいとこ ですけど…… 」
津坂は突然蛮 声をあげて笑 い出した。
「ハハハ、ハ ハハ、……こ れは大した御 仁だ」
久美子 は黙ったまま 出ていった。
「一 途ですが、気 だてはいい娘 なのです」
「分かっとる よ」
暫くして、 久美子は蔭立 てした茶を運 んできた。盆 に大小二つの 井戸茶碗が載 っていた。
「清水に も挨拶に出る ように言って くれないか」
「今 参ります」
津坂は目の前 に置かれた井 戸の茶碗をじ っと見詰めて いた。見据え ているという感 じで
ある。
「如何で しょう。先日 電話で話した 作品です」
耕 之輔の前の小 振りな茶碗も 手元に引き寄 せ二つ並べて 見始めた。不 作法極まる振 舞い

だと 久美子は文句 の一つも言い たかったが適 当な言葉が見 付からない。
「うん、やっ ぱりこっちで 頂こう」
津坂は 自分の前に置 かれた大きな方 を手にした。
「今の 僕ではぎりぎ りのところ、 こんなところ です」
津 坂は黙って飲 んだ。大振り な井戸に津坂 の顔がまるま る隠れる。耕 之輔も久美子 も津
坂の次の言葉 を待った。
両手の 茶碗は二度三 度と傾いたが 津坂の顔はなか なかに現われ ない。
その茶 碗が震えてい ると気が付い た時、茶碗の 中から津坂の 号泣が聞こえ ていた。それ
は獅 子が吠えるよ うに響いてい った。
耕之輔も久 美子も瞬間何 が起こったの か分からなか った。津坂の 多感さは常識 を超えて
いる。し かし、その昂 りは直ぐに二 人を包み込ん だ。理屈では なかった。響 きが響きのま
ま胸を 衝いた。
津 坂は一度、茶 碗を高く捧げ るようにして 置くと、恥ず かしそうに縁 側に立った。
「うむ。…… こゝまでやっ たか」
そう言 った様に聞こ えたが、耕之 輔にも定かで はなかった。 彼も泣いていた からだ。
津坂 にハンカチを差 し出したのは 久美子だった 。
津 坂はハンカチ を奪うように して庭へ去っ た。
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「お 義兄さん、よ かったわね」
見送って久美 子が言った。 耕之輔は土気色 の顔をくしゃ くしゃにして 見送っていた 。
「行ってさし あげたら…… ？」
暫くし て津坂と耕之 輔は奥の墓地 に立っていた 。歴代の坂戸 耕之輔とその 家族の墓が並
んで いる。一つだ け白く新しい のが先代の碑 だった。
二人はその碑 を背にして谷 あいを見下ろ していた。長い 無言だった。 冬の谷は焦げ っぽ
い緑と黄土色 だ。
津坂は 先刻、仕事場 で膨大な量の 耕之輔の成果 を見せられた ばかりだった 。無言はなお
続い ていた。
「それで疲れ は感じないの かい？」
やっと医者 の顔で津坂が 訊いた。
「勿論、 ないわけでは ありませんが ……でも知っ て良かったと 思ってます」
冷 静に答える耕 之輔を風が足 元から掃いた 。
「無茶苦茶だ 。無茶苦茶過 ぎる」
吐き出すよ うに言う津坂 の顔は青ざめ ていた。
「無茶か も知れません 。しかし、僕 にはこの今の 時間の方が大 事なのです。 寝たまま少し
ばか り長らえたと ころで周囲に 迷惑を掛ける だけです。そ れよりは充実 した今を…… 少し

でも 何かを残して ……だからや れたのだと思 います」
「口惜しくな いのか」
耕之輔 は何も言わな かった。
「愚問 だった。…… 人間誰でも行 き倒れだ」
津 坂のぽつりと 吐いた言葉を 松籟が掻き消 した。
「で、その医 者は何と言っ とるんだ？」
「うまく いけば、まだ 三月は働ける だろうと…… その間に彼女 に残せるだけ のものを残さ
なけれ ばならないの です。やるし かありません 」
「彼 女は知らない んだな」
「ええ。…… 残酷過ぎます 」
耕之輔 が末期の癌で あることを知 らされたのは つい最近のこと だった。初子 との間に離
婚届の やり取りがあ った時、ひど い疲れを感じ た。今までに ない疲れだっ た。確実に知っ
たの は越後から京 都を回って帰 った半月後で ある。
それは天罰 のように突然 耕之輔を襲っ た。頑健過ぎ るほど健康で 躯には自信を 持ってい
た彼が、 あまりの疲労 に病院を訪ね た検査からだ った。浅谷窯 の問題があり 、妻との離婚
のこ とがあり、阿紀 との将来のこ とがある、そ んなことから の疲れとタカ を括っていた 。
十 日ほど電話が なく阿紀を悩 ませたあの時 である。
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「知 っているのは ……？」
「清水と久美 子は気が付い ているかも知れ ません。何も 言いませんが ……」
医者の津坂 には、耕之輔 の土気色した 顔を見た時ピ ンと来るもの があった。診 療を受け
させねば と思っていた 矢先に耕之輔 の方から打ち 明けられたの だ。
「君 のとった態度 が賢明だった かどうか私に は即断出来な い。ただ君が 選んだのだか らそ

」

れに従うしか ない。うん、 それしかない 。……しかし、 何故私にだけ は打ち明けて くれな
かった。私は 医者だぞ

いる 矢先ではない か。それを何 で……。「死神よ出て来い
う空に向かっ て叫びたかっ た。
津坂は低い 声でつぶやい ていた。
「つらか ったろう、独 りで……独り で抱えて…… 」

分 かっとる

「お願い致し ます」

「言 うなッ

」

俺が相手に なってやる

「先 生に打ち明け たのは他でも ありません… …藤波阿紀さ んのことです が……」

=

」そ

み、先代 の重みと不器 用に悩み、妻 に悩み、今や っと生き甲斐 の糸口を見付 けようとして

なかった。こ の男は何のた めに生まれて きたのだ。母 の不義から出 生に悩み、顔 の傷に悩

津坂は口惜し さから絶句し た。腹が立っ てならない。 運命と言って諦 められる問題 では

「私 はな、私は… …」

「済みま せん。……お 医者さんだか ら言えなかっ たのです」

=

=

「な かなかいい眺 めだったよ。 清水さんも先 代の頃からだ ったね」

清水 がろくろに向か ったまま迎え た。

「お帰り なさい。寒く なかったです か」

ふたりとも 変に抜けた、 瓜のような顔 をしていた。

耕 之輔と津坂が 窯場に戻って きたのは墓地 に出掛けて小 一時間経って からだった。

そろそ ろ赤飯の支度 にも掛からな ければならな い。

思い切り である。耕之 輔が着た時を イメージする ことで濃さは 統一されてい く。

様に均してい く単純作業だ が、全ての糸 の濃さを揃え る神経の要る 仕事だった。 全て勘と

ざ っくり束ねた 糸を浸しては 、藍液の中で さばきながら 、ざわざわと ゆすって染め を一

がら、 阿紀はひたす ら念ずるよう に糸染めを続 けた。

津坂先 生はもう着い ているに違い ない。耕之輔の 喜びを電話で 確かめたい誘 惑を抑えな

がりだった。

阿 紀の藍染は順 調だった。腰 が強い藍液は 力を落とさな い。少し怖く なるほどの染 め上

耕之輔 は深ぶかと頭 を下げた。

=
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=

「そ うです。当時 は常時五、六 人手伝ってく れてたんです が、僕の不徳 から、結局残 って
くれたのは彼 ひとりでした 」
「しかし、あ んな美人のお 嬢さんを仕と めたんだから 元はとれたわ けだ」
「……実 はそれが目的 だったりして 。変なこと言 わせないで下 さい」
清 水も何度か電 話で話してい るので気さく に応じる。
「家の方で熱 いコーヒーで も如何ですか 」
「有り難う。 あのお嬢がた てるコーヒー じゃさぞ芯が 立ってるだろ うね」
「時には 骨が刺さるこ とがあります から御用心下 さい」
清 水が珍しく冗 談を言った。
耕之輔が、久 美子に言って おきますから 、と出て行く と、津坂は背後 からろくろを 覗き
込んだ。
回転す る土の塊の中 から汲出し茶 碗が生まれる のを黙って見 ていたが、清 水の手が離れ 、
切り 離されて干し 板の上に並べ られたところ で、津坂は清 水の肩に手を 置いた。置く とい
うより掴んで グイと押さえ ている。
「頼むよ、 清水君」
清水は 両の手を泥ま みれにして何 も出来ないま ま大きくうな ずいてみせた 。
「先 生に御相談し たいことがあ ります」

「窯 のことは心配 要らん」
「いえ、先生 の躯のことで す」
「知って るのか？」
「…… やっぱり、そ うですか。… …悪いんです ね」
「良 くはない。こ れからその病 院へ行ってカ ルテを見せて 貰おうと思う が遠いのかい ？」
「車で二十分 程です。御案 内します」
「いや、 彼には知られ ん方がいい。 町と病院をメ モしてくれな いか」
「わか りました。… …それで、も う手の打ちよ うは無いんで しょうか？」
「う ーむ。……医 者に会ってみ なければハッ キリしたこと は言えんが、 恐らく無理だ ろう。
……君はどう いう風に聞い とるんだ？」
「ハッキ リ聞いたわけ ではありませ ん」
清水は 、耕之輔が医 者に通ってい ることを知っ て、久美子に 後をつけさせ たこと、担当
医に 会って訊いた が詳しくは教 えて貰えなか ったことなど を話した。
「まだ間に合 いますね、と 訊いても返事 がなかったん です」
「医者も 本人から口止 めを食らっと るんだよ」
「先 生は知ってたん ですね。…… やっぱり」
「先代の墓前で本人から告白された。……うまくいけば三ケ月は働けると言われたそうだ」
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「… …三ケ月…… そ、そんな馬 鹿な

」

「そうだよ、 馬鹿気とる。 何もかもだ、君 たちだって何 だ

……やっぱり、 そうだったん ですね？」

お互い に相手のこと ばかり

津坂 が裸木の庭伝い に座敷に行く と、耕之輔は コーヒーカッ プを前に端座 していた。瞑

「知って たからあんな 無茶な生活を したんだよ。 時間が無かっ たんだ先生に は」

久美子の頬 をするりと涙 が流れて口元 で玉となった 。

津 坂は言うだけ 言うと仕事場 を後にした。

いてく れないか」

してやっ てくれ給え。 問題は越後の 藤波阿紀さん だがどうした ものか。君た ちも考えてお

「それでは、 芯のあるコー ヒーを御馳走 になってくる よ。……君た ちは当分知ら ない顔を

久 美子が津坂に 何か言おうと したが、清水 がそれを目で 制した。

かった 。

長い沈 黙だった。三 人三様ながら 、思いの根は一 つだ。何に憤 ればいいのか 遣り場がな

「君たちに心 配も迷惑も掛 けたくなかっ た、と言って いた。許して やってくれ」

臭い よ」

「耕之 輔先生、何も 彼も知ってた んだよ。知っ てて俺たちに隠 してたんだ。 ずるいよ。水

津坂が 清水の言葉を 補充する。

「それも、う まくいっての 話だ」

よ うやく清水が 告げた。久美 子は何の反応 も示さなかっ た。目が空ろ だった。

「動 けるのは三ケ 月だとさ」

硬い目 が清水に返事 を促していた 。

「……

ふたりの気配 ですべてを呑 み込んだ様だ った。

そ こへ久美子が 座敷にコーヒ ーが入ったこ とを知らせに 来た。

清水は じっと唇を噛 んで聞いてい た。

そのためには まだ出来るこ とはある筈だ 。そう思わん かね」

人間誰でもい ずれは死ぬ。 それまでにど れだけ充実し た人生を送るか だ。送らせる かだ。

「… …私だって何 とかしたいさ 。しかしな清 水君、今は嘆 き悲しんでい る時ではない ぞ。

「先生、 何とかして下 さい」

も顔から離さ ない手拭いの 下から叫んだ 。

清水は立ち上 がると蛇口へ 行って手を洗 い、顔を洗った 。洗い続けた 。そして何時 まで

「私 たちが心配す るのは当然で す。そうです か。先生知っ てたんですか 」

気遺っと る……まず自 分のことを心 配しろって言 うんだ。そう だろう」

気を遣って。 君たちは耕之 輔君のことを 気遣い、耕之 輔君は君たち に心配させま いとして

=

=

目し ているように 見える。背中 がきびしく伸 びていた。
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津 坂は何食わぬ 顔で上がり込 むと、
「おう、いい 匂いがしとる な」
と床柱の前 にわざと乱暴 に座った。
「先程は 失礼しました 」
「何 を言っとるか 。そんなに深 刻ぶるとおか しいぞ」
「深刻ぶって なんかいませ ん」
「そんなら、 肩の力を抜け 。肩に力が入 っていたんじ ゃ人間自由に はなれん」
津坂が しきりにスプ ーンでコーヒ ーカップを掻 き混ぜたが、 ミルクも砂糖 も入ってはい
なか った。
「うむ、旨い コーヒーは、 ブラックに限 る」
津坂は大き く飲むと続け た。
耕之輔 が改まって言 った。
「小 千谷の藤波さ んのことです が……」
「うむ……」
津坂は目を 閉じて次の言 葉を待った。
「彼女は 日々結婚の準 備をしている のです」
「じ ゃ、言ってし まうより仕方 がないな」

津 坂はわざと冷 たい言い方を した。
「ええ、言う つもりです」
「言える のか？」
「仕方 ありません」
「お 前さん以上に つらいのは彼 女だぞ」

その夜 の赤飯はまず 耕之輔の陰膳 に供された。
阿紀は 糸染めの上が りにかなり満 足していた。 それも耕之輔 のお蔭だと思 っている。耕
之輔 は電話の向こ うで「祈って いるからね」 と言ってくれ た。その言い 方の余りの優 しさ
に、こんなに 幸せでいいの だろうか、と 不安になる程 だった。幸せ に鳥肌立つと はこうい
うのを言 うのだろう。
阿紀は 弟一家との会 食を仕事を理 由に断わり、 ひとりの膳に ついた。耕之 輔の陰膳を下
ろし てきて食べる のだ。
「貴方、頂き ます」
鬼手の ぐい呑の気の 抜けたお神酒 を頂き、箸を 挟んだ両手を 合わせる。その 箸の一本が
落ち て飯台に渇いた 音を立てた。 急ぎ取り上げ ながら不吉な 予感を慌てて 打ち消した。
「私 どうかしてる わ」
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一 日、藍瓶に浸 けていた手は お湯に入った 後のようにふ やけている。 何度も洗った のに
爪の奥は藍色 に染まってい た。
阿紀はひと り、耕之輔と 津坂の会話を 想像しながら 箸を運んだ。 ホテルはあの 部屋だろ
うか。今 日もあの池の 水音はしてい るだろうか。 耕之輔の話で は、珍しく津 坂が耕之輔の
仕事 を褒めてくれ たという。そ れだけで阿紀 は満足だった 。今頃は熱っ ぽい陶芸談議 に花
が咲いている に違いない。 京都での津坂 の厚意や徳島の 耕之輔が思い 出された。
「あっちへ行 っても忙しく なるわ」
阿紀の 頭には、久美 子や津坂の着 物を染めてい る自分の姿が 浮かんでいた 。清水や京都
の典 子にもお礼を したいと思う 。みんながキ ューピッドだ 。
みんなに幸せ になってほし いと思うし、 喜んでほしか った。
その頃、洛 北のマンショ ンでも初子が ひとり夕食の テーブルにつ いていた。食 卓にはパ
ックの牛 乳と長谷院長 が頼んで運ば せた幕の内弁 当が二人分並 んでいた。長 谷は殆ど箸を
つけ なかった。
長谷院長の来 るのは火曜日 と土曜日に決 まっている。 火曜日の午後 は大学から若い 代診
の医者が来 るからで、夕方 には時間を気 にしながら帰 っていく。土 曜日には十時 頃までい
ることも あるが、今日 は医者仲間の 会合があると かで、暗くな るのを待つよ うに先刻帰っ
てい ったばかりだ った。

テ ーブルの幕の 内弁当はかな りぜいたくな ものだったが 、汁も生ぬる く鯛の油を浮 かせ
ている。
生臭さ は、初子とて 同じだった。欲 望は一応満た されるとして も、胸にあい た空洞が埋
まるも のではない。 はすかいに彼 女の胸を空し さが吹き抜ける のは、こうし た残骸を前に
途方 にくれる時だ った。
初子にも、 長門湯本に一 度帰ってこな ければならな いのは分かっ ている。親子 でも電話
ではラチ の明かない問 題である。分 かっていなが ら一日延びる と一日分足も 心も重くなっ
ていく 。最近では正 枝からの電話 も少なくなっ ていた。長谷 とのことも察し ている節があ
る。
流しのビニ ール袋に幕の 内の食べ残し を詰めながら 、捨てたいの は自分自身な のかも知
れないと 思っていた。 今度やるとし たら失敗は許 されない。脅 しと取られて 笑われるだけ
だ。そ う思うと死ぬ ことさえ億劫 に思えてくる 。先のことは 何も見えてい なかった。
窓 の彼方に京都 の灯が散りば み、比叡の輪 郭だけが際立 っていた。こ の眺めが気に 入っ
て決めたのに 、今はこの暗 さが一番嫌な 時間になって いた。
輪郭が 一層濃くなっ てきたのは雲 間の月が出る のだろうか。 カーテンを引く と、部屋は
四角 い箱だった。天 井の白が変に 目を射ってく る。目を閉じ ると更におぼ つかない独り の
世界 だった。
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何 時か、長門湯 本で洪水のあ との橋桁に引 っ掛かった大 量の藁屑を見 ていたことが あっ
た。あれは小 学校に入った 年だったろうか 。流れの中に 揺れながら腐 っていった藁 屑を今
頃突然思い出 すのも不思議 なことだった 。
テレビ を点けたが見 る気はしない 。音だけ流し て何時かまた 窓外の闇を覗 いていた。

その夜、耕之 輔がやって来 た時、津坂は 明るく自然に振 る舞った。古 い陶器の話に 耕之
輔も一時我を 忘れたかに見 えた。無理に すすめられ、 久しぶりの酒 に酔いの回り も早い。
体力もそ れだけ弱って いるのかも知 れなかった。 耕之輔は愚痴 一つこぼさず 、悪酔いしな
かっ た。
旅の疲れから か津坂の方が 先に参って横 になり、耕之 輔は仕方なく、 津坂の腰と背 中に
座蒲団を掛け て部屋を出た 。
「直ぐに 蒲団を敷いて 上げてくれ。 ちゃんと着替 えて寝るまで しっかり確認 してくれよ、
大事 なお客なんだ から」
フロントに念 を押してタク シーを頼むと 、じっとケー ス越しに先代 の茶碗を見てい た。
男仕が蒲団 を敷きに部屋 に入ると、津 坂は起き上が ってひとり盃 を傾けていた 。
「悪いが 、もう一組客 が来るんだ。 蒲団はそっち の部屋に丸め ておいてくれ ればいい」
途 中で二度シャ ックリをした 。男仕は津坂 を泣き上戸と 思ったらしか った。露骨に 嫌な

顔を する。
清水と久美 子がやって来 たのは十一時 を回ってから だった。
「お疲れ なのに、いい のでしょうか 」
「疲れ てなんか居ら れんだろう。 ……彼、確か に寝たろうな」
「え え、お義兄さ ん珍しくお酒 飲んだんです ね」
「ああ、無理 に飲ませた。 今は何よりも 睡眠が一番だ 。……ところ で病院のカル テだが…
…」
津坂は 清水と久美子 を前にして事 実と医者とし ての見解を正 直に披れきし た。
「た だ、あの病院 には入れる気 になれん」
「分かるよう な気がします 」
清水が 重い口を開い た。
「どう にもならない のなら、同じ ことなのなら 、先生に出来 るだけの仕事 をして頂きたい
と思 います。今の 先生を癒せる のは仕事と越 後のあの方だ けだと思いま す」
「だろうな。 嫌でもそうす るしかない… …」
「それで 三ケ月は大丈 夫なのでしょ うか」
久美 子が身を乗り出 すようにして 訊いた。
「保 証しろと言わ れても困るが 期待しようじ ゃないか」
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「私 、小千谷に行 ってこようと 思います」
「そして阿紀 さんに来てく れと頼むのかい 。耕之輔君に は何と言って 出掛けるんだ ？」
「もちろん、 小千谷に行く とは言いませ ん」

……あ んた

「そんな 嘘は今の彼に は通用せんよ 。彼は今最高 にナーバスな んだ。……今 、私たちが考
えな きゃならんの は、彼に充実 した最後を送 らせてやるこ とだ。そうだ ろ？
の気持ちはよ く分かるが、 あんたに頼ま れてあの人がや って来たんで は、最後の詰 めを誤
ることになら んだろうか」
「でも、 このままだと 、二人は会え ないまま…… 」
「私 が行く。私は 彼女に頼んだ りはしないつ もりだ。有り のままを伝え るしかない。 それ
で彼女が来て くれれば良し 。そうでなけ れば諦めるし かない。それ以 上の無理は言 えん」
「お義姉さん きっと来て下 さるわ」
「私もそ う思いたい。 しかし期待す るのは止そう 。あの人には あの人の人生 があるんだ。
彼女 が二の足踏ん だって恨むわ けにはいかん 」
「それはそう です」
黙っていた 清水が久美子 を説得するよ うに言った。
「よろし くお願いしま す」
「… …お願い致し ます」

久 美子も両手を ついて頭を下 げた。
「……ありが とう。彼の方 は頼むよ」

雪はか なりあったが 、暖かい冬だ った。近年と みに暖かく雪 も少なくなっ ている。スキ
ー場 でも雪が少な くて困ってい る処もあるよ うだ。
阿紀は今の うちに耕之輔 から預かって いる上布の雪 晒しをしてお こうと思った 。
普通、 雪晒しは陽射 しの強くなる 春先にやるのだ が、昨今の天 候不順では時 期を失する
恐れも ある。それに 阿紀の段取り からも早めに 済ませておき たかった。
新 聞の天気図や テレビの予報 に気を配り、 三日は続く無 風の晴れ日を 選ばなければ なら
ない。
今朝は 朝から高曇り の絶好の条件 だった。圭子 に手伝って貰い ながら、純白 の雪に祖母
の織っ た上布を広げ ていく緊張感 は何とも言え ない清々しさ だ。阿紀は念 ずる思いで解い
て繋 ぎ合わせた上 布を雪の上に 伸ばしていっ た。
「ここなら、 離れの窓から も充分見える わね」
「多分、 風にあおられ ることは無い と思うけど、 やはり気にな るものね」
祖母 の上布を、孫の 自分が里帰り の洗濯が出来 ることに阿紀 は運命的なも のを感じてい
た。 耕之輔とは祖 母が引き合わ せてくれたに 違いない。祖 母のアキと先 代耕之輔との 恋が、
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今実 を結ぼうとし ているのだ。
今朝は山本山 が霜降りに見 えている。木々 の雪が解けか けているに違 いない。思い 切っ
てやってよか ったと思う。
「お義姉 さん、お茶に しましょうか 」
「私 が入れるわよ 、おいしい煎 餅があるの」
「あら、…… 誰かしら？」
圭子の声に 顔を上げると 、表にタクシ ーが止まって 動き出すとこ ろだった。雪 面を見詰
めていた 目には黒いシ ルエットのよ うで人までは 定かでない。 阿紀はとっさ に耕之輔を思
った 自分が恥ずか しく頬を染め た。
圭子はもう母 屋に向かって 歩き出してい る。
阿紀は一瞬 ドキドキした 鼓動を押さえ ながら、もう 一度雪の上の 上布を振り返 っていた。

」

微かな 風にほつれた 糸が生き物の ように震えて いる。
「お 義姉さーんッ

…… どうなさった んですの？」

い出 さないと津坂 の方からは何 も出てこない 。

した 座蒲団に腰を落 とした。阿紀 がお茶を入れ ている間も沈 黙が続いた。 阿紀の方から 言

阿紀の 胸を不吉なも のが走る。明 るさが今まで の津坂でなか った。津坂は阿 紀の差し出

言われるか分 からんからね 」

「い やいや、こち らこそ……そ うだ、典子が 呉々もよろし くと言っとっ た。忘れると 何を

「その 折には何から 何までお世話 になりまして ……ありがと うございまし た」

く見詰め ていた。

津坂は、し ばらく染めの 土間を見回し ていたが、織 りの仕事場に 上がると機の 縦糸を長

「な るほど、これ が藍瓶ですか 」

雪に馴 れた目には屋 内は暗かった 。

「どうぞ 、汚なくして ますけど…… 」

ふたりの親 しそうなやり 取りを圭子は ポカンと見比 べていた。

いと 思ってね」

「来ち まったよ。い や、新潟へ用 があって来た んだが、ここま で来て会って 帰らん手はな

「まあ、 先生

その声に初 めて津坂院長 と分かった。

「や あ、突然に来 て御免よ」

「… …？」

客は親 しそうに手を 上げた。

うになった 。

やはり自分の 客だったか、 と手でひさし を作りながら 庭に近づくと 、雪に滑って転 びそ

=
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「昨 夜は何処へお 泊まりでした の？」
「新潟のグラ ンドホテル… …」
「呼んで頂け ばこちらから 参りましたの に……」
「いや、 着くのが遅く てね。……そ れにそんなこ とをしては耕 之輔君に叱ら れる」
「山 口は如何でご ざいました？ 」
「うむ、なか なかにいい処 だね。……そ れに耕之輔君も いい物を沢山 作っていた」
「お褒め頂い たとかで、と ても喜んだ電 話でした」
「そうか い……」
「今 日はゆっくり して頂けます んでしょ？」
阿紀が煎餅の 木鉢を置きな がら言うのに 、津坂は目を そらせた。
「いや、そう もしてられな い」
阿紀に も明らかに津 坂がいい知ら せに来ていな いのが分かっ た。
「先 生、何かお話 がおありなん じゃありませ ん？」
津坂が座り直 したので、阿 紀は凍る思い だった。
「済まん。 ……耕之輔君の こと諦めて頂 きたい」
阿紀は おのれの耳を 疑っていた。 考えもしなか ったことだっ た。京都では あれほど気に
入っ てくれたでは ないか。

「ど 、どういうこ とでしょうか 。私何か…… それとも…… いえ、あの人 がそうおっし ゃっ
ているのでし ょうか」
津坂は 頭を下げたま ま黙って聞いて いたが、顔を 上げるとその 目が真っ赤だ った。
「…… 済まん。…… 医者でありな がら見抜けな くて……耕之輔 君は、耕之輔 君はね……癌
なん だ、それも末 期の……」
「いま何とお っしゃいまし た……？」
しかし 、阿紀にはハ ッキリ聞こえ ていた。信じら れなかっただ けだ。
「肝臓 癌が主患とい うことになっ ているが全身 に転移してい る」
「手 の施しようが ないとおっし ゃるのでしょ うか」

……寝たきり でも何でもい いんです」

「地元の病院 のカルテによ ると普通の生 活が出来るの は残り三ヶ月 ぐらいだろう と見てい
る……」
「そ、 その後は？

「許 してやって下 さい。彼も最 近知ったので す」
「万に一つも 間違いという ことはないの ですか」
「私もそ う思いたいが ……」
阿紀 は意外に落ち着 いていた。と んでもないこ とが起こって いるというよ り、何とかな
らな いのかという ことで一杯だ った。自分の ことは何処に もなかった。 耕之輔を助け たい、
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何と か出来ないの か。耕之輔の 苦しい思いと 無念さだけが 思われる。
「本当に、手 の尽くしよう はないのでしょ うか」
「……」
阿紀は 立ち上がろう としたが、胸 が大きく波打 って目の前が 白く霞んで転 びそうだった 。
「ひ ど過ぎるよな あ。私も運命 って奴を恨み たいが、恨ん だところでど うなるもので もな
い……ここへ 来る間、ずっ とそのことを 考えてきたが、 どうしようも ないんだ」
阿紀は聞こ えているのか いないのか自 分でもよく分 からなかった 。
「それで 、私に出来る ことは……？ 」
津 坂は黙って阿 紀を見た。見 ている内に激 情が突き上げ てきた。何か 言おうとして 、口
をあくあくさ せたが声にな らないまま、 吠えていた。 呼吸だけがけい れんして、そ の声は
号泣というよ り喉に震える 草笛だった。
「何が出 来るんでしょ う、私に…… 」
津 坂は答えられ る息づかいで はなかった。 子供のように 拳で鼻を拭っ て耐えている 。や
っと声になっ たのはかなり 経ってからだ った。
「先刻、諦 めてくれと言い ました。それ 以上僕たちに 何が言えるで しょう。…… ただ、一
つ……」
津 坂は迷ってい る風だった。

「た だ一つ言える ことは、彼は 今も元気だし 、三ヶ月はま だあるだろう ということで す。
くう

しかし、その 後には、苦し い闘病と別れ が待っている ……」
絞り出 すような津坂 の言葉を阿紀は 空を見詰める ようにして聞 いていた。
「浅谷 窯の清水君や 久美子さんと も相談して私 がお知らせする ことにしたの です」
「お 忙しいのにわ ざわざ申し訳 ありません」
「清水君たち にも言ったの だが、僕たち には何を言う 資格もない。 また何を希望 し、お願
いするわ けにもいかな い。ただ、人 間を長くやっ てきた私とし ては、一時の 感情にとらわ
れない で考えてほし いということ だけだ」
し ばらく阿紀は 黙ったままだ った。
「お言葉あり がとうござい ます。……私 はあの方にお 会いして、生 まれて初めて 、人のた
めに生き ることの悦び を知りました 。以前若かっ た頃、或る人 に有頂天にな って周囲に迷
惑を掛 けたこともあ りましたが、 人の内側に生 きることの悦 びなど考えた こともありませ
んで した。あの方 はそれを教え て下さった方 です。……私 のことを真か ら考えて下さ いま
した。私の中 に入ってそれ を教えて下さ いました。や っと私にもそ れに報いられ る時がや
って来た のかも知れま せん。少し早 過ぎましたけ ど……」
阿紀 の物腰は静ひつ だった。外見 には無常の世 の中を知り尽 くした尼僧の それのように
さえ 見える。
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「私 、出来るだけ 早くあちらに 伺いたいので すけど……よ ろしいでしょ うか」
「しかし、お 仕事の都合も あるでしょう」
「仕事はまた 出来ます。あ の方の場合は ……今もそう おっしゃった ではありませ んか」
「うん、 言った。…… ただ、私は今 ここに来たこ とを反省して いるんだ。良 かったのか悪
かっ たのか……」
「でも私は聞 いてしまいま した。聞いて 良かったと思っ ています。こ れからの時間 は短く
ともあの方の お傍に暮らせ るのです」
「ありが とう。……僕 も医者として 、また友だち として出来る だけのことは させて貰うよ 。
…… ありがとう。 彼に代って感 謝します。あ りがとう」
津坂は深く頭 を下げたが、 阿紀にはもう 目の前のこと などないようだ った。
「済みません 、ちょっと失 礼させて頂き ます」
頭を下 げると阿紀は 立って階段を ゆっくりと上 がって行った 。何とかふら つかずに上が
れた 。
二階の窓から は雪の苗木に 敷かれた雪晒 しの上布が見 える。阿紀は 壁に寄り掛かっ てそ
れ見た。
津坂は 座り直して、 ここに居る自 分を見詰めて いた。
「本 当にこれで良 かったのだろ うか」

階 段の上から、 かすかに阿紀 のむせぶ声が 聞こえてきた 。
津坂には長 い時間に思わ れた。身を削 がれるようだ 。医者として も人生の先輩 としても
言い足り ないことが山 ほどありなが ら何も言って いない気がす る。何度か二 階に声を掛け
ようと してためらっ ていた。
天 井からはきし み一つ聞こえ なくなってい た。
真後ろで電 話が鳴った。 津坂は一瞬電 話の向こうに 耕之輔を思い 、どうしたも のかと迷
ったが、 放っておくこ とにした。
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階段を 阿紀が降りて きた。髪のほ つれが憐れだ った。しかし 阿紀は冷静だ った。
「も しもし、藤波 でございます 」
相手が名乗 ると、阿紀は 大きく身震い した。
「ああ、 その折には随 分お世話にな りました。… …ええ、先刻 お着きになり ました。……
御心配 お掛けして申 し訳ありませ ん。……あり がとう。大丈 夫よ。典子さ んがお泣きにな

」

っち ゃおかしいわ 。私が我慢し ているのに… …そうよ典子 さん、しっか りなさって」
「あのバカが ……

って やるわ。負け るもんですか 」

「え え、私って意外 に図太いの。 死神に負けた りはしないわ 。最後まで闘 ってやる…… 闘

津坂が ほとほと呆れ たようにうな った。

=

……そ れくらいのこ と自分で処理 出来んのか。 全く困っ

何をゴ タゴタ言っとる んだ。藤波さ んは大丈夫。 困ったものは そっち

津 坂が強引に受 話機を奪った 。
「……馬鹿者 ッ
の方だ。…… それで何の用 だ
たもんだ 」
視 野の端で阿紀 が扉を開けて 表に出て行く のが分かった 。津坂は簡単 に指示を与え てか
ら付け足した 。
「……ありが とう。助かっ たよ。今彼女 は表に出て行 った。そりゃ つらいに決ま っとるが
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……彼女 は立派だった 。……そんな ことお前に言 われんでも分 かっとる。バ カ泣くな。泣
きた いのはこっち の方だ。…… じゃ、なるべ く早く帰るが 、そっちは頼 んだぞ」
津坂は受話機 を置きながら 、耕之輔にそ の時が来たら 典子を送り込も うと思ってい た。
その間、娘の 面倒は俺が見 るしかあるま い。くたくた に草臥れ果て て帰ってくる 典子の姿
が見える ようだった。 そんな彼女を そのまま放り 出すわけには いくまい。
表 に出ると、阿 紀は雪の畑の 中に小さく立 っていた。
遠い雪山の一 部が時雨れて いるのか暗く 霞んでいる。 曇天の下で、 阿紀は胸を張っ て何
かに挑戦し ているように見 えた。
津坂は 阿紀が振り返 るのを待った が、阿紀はそ の場にうずく まるとゆっく りと雪晒しの
上布 を巻き取り始 めた。旅仕度 の第一歩だっ た。

博多からの 上り列車に阿 紀は乗ってい た。暖冬のせ いもあって、 煤けた家並み の間には
黄色い花 さえ垣間見え た。
福岡に は飛行機でや って来た。帰 らぬつもりの 荷支度に思わ ぬ時間が掛か って、気持ち
だけ が苛立つ毎日 だった。何も 知らぬ弟たち を説得するの にも思わぬ時 間を要した。 それ
でも納得して 貰えず、我が 儘を通す形で の出発になっ た。本当のこ とを知ったら もっと難
しいこと になったろう 。
「姉さ んには以前の こともあるし 、いい年して 色狂いしたと 言われるぜ」
弟 の勝次はそこ まで言ったが 、阿紀は意に 介さなかった 。他人にどう 見えようとど うで
も良かった。 今の阿紀には 一分一秒が大 事なのだ。厚 狭からの各駅 停車がもどか しくてな
らない。

」

私が行っ てはお仕事の お邪魔？

耕之輔 には、藍染に 失敗したと言 ってあった。 だから展覧会 出品を諦めた ことになって
いる 。

それでも 恋人と言える の

「会いたいの 。お願い、十 日程そちらに 行っては駄目 ？
私に会 いたくないの ？

めら れていたが、 大根のところ で全てが真実 だった。

駄々 をこねての押し 掛け女房だっ た。津坂や久 美子と相談し てのことだ。 全てが嘘で固

=
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?

=

阿 紀は車窓の山 々に昨秋の旅 を思い出して いた。あの時 は陽も暮れた 墨絵の山々だ った。
あっという間 の半年だった が、燃焼しつく した時間だっ たと思う。そ れはこれから も続く
だろう。
長門湯 本の駅に着く と、木柵から 身を乗りだす ようにして久 美子が待って いた。
「い らっしゃい」
「……来たわ 」
ふたりはそ れだけ言って 歩き出した。
「今夜だ けはホテルに 泊まってね」
「私 ならいいのよ 。前掛けもこ こに入れてき てるの」
「駄目よ、お 義姉さん。そ んな悲しいこ と言っちゃ」
ホテルに向 かうタクシー の中でも二人 は黙ったまま だった。運転 手には喧嘩し ている姉
妹に見え たかも知れな い。二人とも 唇を噛んでい た。
ホ テルに着くと 久美子は打ち 合わせと称し て、部屋まで やって来た。
「それでお躯 、どんな具合 なの？」
阿紀の一番 知りたいこと だった。
「今日も 仕事場よ。お 義兄さん、お 義姉さんに一 つでも気に入 った茶碗を残 したいんじゃ
ない かしら」

係 の仲居がお茶 を置いて去る と久美子が言 った。
「お義姉さん 、泣きましょ う。私にも泣 かせて」
二人の 女は正面に向 き合って泣いた 。
別に何 の打ち合わせ があるわけで もない。大方 のことは電話 で話し合って きていた。久
美子 は気の済むだ け泣くと居ず まいを正して 言った。
「私、ひと足 先に帰ってま すから……。 お義兄さん知 りませんから ね。私たちも 知らない
の……」
「分か ったわ。…… タクシー頼ん で行きます」
久 美子は急須の 茶を阿紀の茶 碗に注ぎ足し て言った。
「悪いんです けど、来週に 入ったら私た ち一週間ほど 留守にします 。勝手して申 し訳ない
んですけ ど、今の内に と思って。お 義姉さんひと りに押し付け て悪いんです けど」
「新婚 旅行？」
「清 水の両親に挨 拶に……」
「確か北海道 とかおっしゃ っていたわね 、清水さん」
「帯広で す。義父は帯 広のお菓子屋 に勤めてるの 」
「… …おめでとう」
「ざ わざわしてて 、まるで実感 ないんだけど ……夫婦なん て所詮こうい うものかも知 れな

- 313 - 314 -

いわ ね。……そう そう、この週 末に、津坂先 生またいらし て下さるそう です」
「ええ、青島 典子さんとい うナースの方の 運転で、車で いらっしゃる そうよ」
「なんだ、お 義姉さんの方 が詳しいんだ 」
久美子 が帰って行く と、阿紀は縁 側に出てしば らく庭の池を 見下ろしてい た。
清 水と久美子が 旅行に出ると いうのも、耕 之輔と阿紀を 二人だけにす るために計画 され
たことに違い ない。
「私の新婚旅 行もその一週 間なんだわ」
耕之輔 というひとり の男のいのち に関わって生 きることの有 り難さをこれ ほど切実に感
じた ことはなかっ た。
津坂にしろ久 美子にしろ、 暖かい流れの 中に包まれて 今耕之輔と二人 で出発しよう とし
ている。どん なに短かくと も、この実感 は生涯忘れる ことはないだ ろう。
池の面 を午後の風に 小波が走って 去った。
阿 紀は鏡に向か って武装する 。覚悟を決め て掛からなけ ればならない 歳月が目の前 にあ
った。暗い顔 は岩戸の奥に 仕舞い込まな ければならな い。鏡の中に 明るい顔を作る と、阿
紀はフロン トにタクシーを 頼んだ。
すみれ の紫が目立ち 始めた田圃の 道を右に折れ ると車は浅谷 窯へ登って行 く。小さなバ
ック ミラーに女の まなざしがキ ラキラと光っ ていた。

そ れは今小千谷 の離れの瓶の 中で、誰知る こともなく咲 いている藍の 花に似ていた 。紫
金に輝く泡の 花は、いのち の祭りを奏で ている。
車はぐ らりと回り小 さな石橋を渡っ て窯場へと入 って行った。
（終わ り）
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