ささく れ

タ クシーは堀川 通りを西陣に 向かって北上 していた。前 を行く車の尾 灯が目につき出 す

これは凄えや 」

時間である。 年配のドライバ ーが初めて気 がついたよう に嘆声を発し た。
「うぇッ
夕焼け のことだった 。暮れなずむ 天空に鰯雲な らぬかき餅大 の片雲が縦に 黒く並び、そ
の底 だけがどす赤 く輝いていた 。
「嫌な赤ね。 お稲荷さんの 鳥居を敷き詰め たみたいで気 味悪いわ」
「なるほど、 お稲荷さんの 鳥居ね。お客 さん、うまい こと言わはり ますな」
確かに この世の終わ りを思わせる 嫌な濃さだっ た。
京 都は、西に阪 神の工業地帯 を控えている せいで美しい 茜の夕陽が見 られる。しか し、

この 濃さは異常だ った。何のせ いだろう。
坂戸初子は 、会いに行く 男のことを思 っていた。
着物評 論家としてそ の筋では名前も 顔も通った男 である。年も 五十を回った ところで、
鮪で言 えば脂ののり きった大トロ だった。
初 子の京都通い が多くなった のには、彼の 引力がかなり あった。今回 の滞在が延び てい
るのも彼への 未練が絡んで いる。男の名 は美杉春彦と いった。
男は何 時もの宿で盃 を傾けながら 待っていた。
「済み ませんな、お 忙しいところ を呼び出しと いて、その上 、えろう待たし てしもうて」
そ んな言い方を する男だった 。呼び出した のは初子の方 である。最初 はそんな美杉 の皮
肉な言い方に ひどく傷つい た初子だった が、躯の馴れ と共に今では もう馴れっこ になって
いる。そ れどころか、
「どう 致しまして、 気にせんとい て」
と 切り返すタイ ミングも覚え た。
「ま、そない 怖い顔せんと 一杯いこ」
「あら、 わたし怖い顔 してて。そち らに思い当た る節があるか らと違います か」
そん な話になるのは 、最近、美杉 が祇園の舞妓 に入れ揚げて いるという専 らの評判だか
らだ 。
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「世 間てほんまに 困ったもんや 、有ること無 いことうまい こと作り上げ よる……」
「有ること有 ることと違い ますの？」

さ一 杯注いでぇな 」

「下手な京都 弁はやめとき 、酒がまずう なる。……第 一、そないな 浮いた話が事 実なら、
電話一本 でこんなとこ まで出て来ま すか？
こ うやって何時 の間にか彼の ペースに巻き 込まれてしま う初子である 。
初子には夫に 悪いという気 持ちはなかっ た。彼女に言わ せれば、夫婦 を夫婦でなく した
のは耕之輔で ある。
耕之輔 が密かに子供 をつくること を拒否してい ることを知っ た時、初子は 氷の水を頭か
らぶ っ掛けられた 思いがした。 新婚当初、当 分はふたりの 生活を楽しみ たいと言い出 した
のは初子だっ たが、それは あくまで当分 のことで、い ずれは子供が欲 しかったし、 浅谷窯
の後継者も必 要だった。
もう一 つ、初子には 夫がそれを密 かに企んでい たことが許せ なかった。理 由を訊いても
ハッ キリしない。 耕之輔のあげ る、これから の地球では親 も責任を持て ない、といっ た理
由は彼の勝手 から出ている としか思えな い。
それでも何 とかやって来 れたのは先代 耕之輔の存在 であった。世 間的にも認め られ、人
々も坂戸 の嫁として遇 してくれる。
そ のうち、耕之 輔が先代の実 子でないらし いことが実家 の方から入っ てきた。初子 のシ

ョッ クは予想以上 に大きかった 。先代を畏敬 していただけ に、血の繋が りがないこと は大
きく響いたの かも知れない 。
耕之輔 は初めて全て を明かしたが、 理屈では分か っても、初子 の感情は元に は戻らなか
った。
決 定的になった のは先代耕之 輔が亡くなっ てからである 。以前から理 解に苦しむよ うな
塊を作り始め ていた夫は、 先代の重石が 取れると羽を 伸ばしてこれ に取り組み出 した。
初子に は狂気の沙汰 としか思えな い耕之輔の塊は 予想通り不評 だった。長い 間、窯の経
理を見 てきた初子に は許せない所 業であった。
そ の頃から、夫 婦らしい感情 も営みもなく なった。
「こないに京 に長居してて 、御乱心の殿 は何も言うて 来はらへんの かい」
美杉が 盃を傾けなが ら言う。
「御乱 心の殿」は初 子が言い出し たことだった 。耕之輔の作 品を顧客先に 見せる時、相手
の機 先を制して使 うのである。
「芸術もええ けど、あんた さんも苦労し やはりますな 」
そんな 中には初子に 同情して買っ てくれる顧客 もいる。そん な時、よく付録 に食事の誘
いが ついた。
「一 度、祇園辺り で一緒にお食 事させて貰え しまへんやろ か。一寸いけ る店おますね ん」
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食 事をすると、 又一つ売れた 。時には友人 を紹介したり 、業者に渡り をつけてくれ たり
する者も出て くる。
美杉春彦も そうして知っ た一人だった 。
初子に 美杉を紹介し たのは、先代 からの顧客中 田だった。
「そ の筋に顔は広 いし、目も利 くお人どす。 一度、当代の お作、見て貰 わはったら如 何で
す？」
と、初子の ために一席設 けてくれたの が最初だった 。
美杉は 耕之輔の茶碗 を見るなり大 きく笑った。
「こ れは見事な茶 せん泣かせで すな。ここま で徹すれば大 したもんだ。 これを売ると なる
と大変でしょ う。特に京都 の人は、繊細 でないとあか んところがあり ますから」
そう言いな がら、しきり に茶碗を弄ん だ。
「それに しても先代さ んとはえらい 違いどすな」
「本 人は、自分ら しい物を作り たいと言うの ですけど」
「気持ちはわ かります。伝 統窯の先生方 が皆さんお抱 えになっとる 悩みですわ」
明らかに紹 介した中田の 見込み違いで あった。
「お忙し い先生に時間 割いて頂き申 しわけありま せん」
中 田は恐縮した が、美杉は茶 碗を弄びなが ら、初子に向 かって言った 。

「水 指はお持ちに なってないん ですか」
「宿には持っ て来ておりま すけど」
「水指を 拝見しとおす な。この造り では水指は面 白いんと違い ますか」
「そう でしょうか」
「水 指に茶せんは 使わんから大 丈夫でしょう 」
と笑った。
「見てや って頂けます でしょうか」
「拝見 しましょう。 明日にでも早 速……」
「有 り難うござい ます」
翌日、指定 されたお茶屋 に出向くと、 美杉は今日の ように、ひと りで飲みなが ら待って
いた。
「奥さ ん、昨日の茶 碗三つとも預 からせて貰い ますよ。昨夜 、帰りの車で 思い出したんで
す。 ああいう変っ たのが好きな 男がいる。私 が言えば、三 つとも必ず買 います。ほな 、水
指、拝見しま ひょか」
水指も 含めて四つも 話がまとまる のは希有なこ とだった。そ の夜、初子はか なり酔った。
ほっ とした気分と感 謝の中で美杉 に唇を許して いた。
「昨 夕お会いした ばかりなのに ……私、そん な女ではあり ません」
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そ う言った気も するし、思っ ただけで声に ならなかった 気もする。久 しく渇いてき た女
には酔いの中 で甘美な唇の 記憶だけが残っ た。
一度流れ出 すとあとは美 杉の思いのま まだった。
先夜、 中田に初子を 紹介され、鬼 手の茶碗を引 き受けた時か ら美杉の計画 は既にスター
トし ていた。
それは、木守 りに一つ残っ た熟柿を見れ ば誰でも採って 食べたくなる のに似ている 。美
杉のような練 達の男から見 れば、初子は 手間の掛から ぬ相手だった 。
「最初御挨拶した時からこの胸にピンとくるものがありましてん。……私は奥さんみたいな
お人に弱いんです。奥さんみたいなお方が困ってるの、黙って見てられん性分ですねん」
耳元に熱い息 を吹き込んで くる。
「いけません 。困ります… …」
抗いな がら、力が抜 けていくのに 時間はかから なかった。全 ては美杉の計 算通りだった 。
美 杉の生業を一 口で説明する のは難しい。 肩書きは服飾 評論家で、頼 まれれば雑誌 など
に寄稿もする が、それは表 看板で、実際 の仕事は顧客 たちの箪笥の 中身の管理と補 充にあ
るのだ。
顧客か ら電話がかか ってくる。
「明 日、北山で茶 会ですの。着 物はこの間作 ってくれはっ た渋茶のあれ にしようと思 うの

どす けど帯はどれ にしましょ。 雨でしたらど ないしましょ 」
そんな相談 が持ち込まれ る。これに適 切なアドバイ スを与える。 その箪笥の中 身は殆ど
彼が納め た品なのだ。 といって、彼 は呉服屋でも 染屋でもない 。あちこちの 問屋や呉服屋
の情報 を持っていて 、顧客の需要 や好みに合う ものを探し出し ては納めるの だ。時には産
地に 出掛け、顧客 に合わせて一 品ものをみつ くろうことも ある。
そうしたセ ンスでは彼は 抜群の才能を 持ち、信用さ れていた。娘 の嫁入道具一 式の相談
に乗るこ ともあり、家 具調度一切、 箪笥から下駄 箱まで任され ることもあっ た。つまり売
り手と 買い手の間に 入って双方の 利益を計る和 服コンサルタ ントなのだ。こ んな商売は恐
らく 京都でしか成 立しないだろ う。しかし、 こうした商売 を考え出し成 立させたのも 彼だ
った。耕之輔 の鬼手の茶碗 の二つや三つ 、何処へでも 納められる力 を持っている 。それも
かなりの 口銭を乗せて だ。商売の一 つである。
こんな 才能を持つ彼 に、初子など 赤子の手をひ ねる様なもの だった。

間違いを起 こしても、初 子には夫に対 しての罪悪感 はなかった。 美杉は女盛り の渇きを
癒すには 格好の男だっ た。
「ね 、私たちどうな るの」
こ との後の虚脱 した頭で訊い てみる。
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「そ れはあんた次 第や。けど、 何もそう急い で決めること もないんとち がうか。旦那 はと
もかく、先代 のお蔭で、浅 谷窯はまだまだ 通用しよる。 あんたかてそ の若奥さんで 充分通
るのや。あん たが旦那の品 を萩から運ん でくれば、私 が京都で適当 にさばいてあ げる。そ
れでお互 いええんと違 うか」
「初 めからそうい うつもりだっ たのね」
「何でそう、 一々コトをは っきりさせな いかんのや」
そんな会話 が何度繰り返 されたことだ ろう。
二人の 逢瀬は、初子 が京都に来る たびに続いて もう半年を越 していた。
決 して美杉が好 きなのではな かった。それ は初子にも分 かっている。 彼の見せる皮 肉っ
ぽい物腰が初 子には何とも 我慢ならない 時がある。
昨日も宗匠 の手伝いで出 掛けた茶会で 顔を合わす羽 目になった。 三日前に濡れ たばかり
である。
「坂 戸先生の若奥 様。お久しぶ りでございま す。この度は いつ御上洛で した？」
人前でわざと ぬけぬけと挨 拶してくる。
「人前で困 らせるのが趣味 なのね」
「あんた の困った顔に は何とも言え ん色気がある 」
「悪 い趣味だこと 。女なんて一 度寝ればどう にでもなると 思ってるんで しょう」

「ま たそうムキに なる。会って る時くらい楽 しく出来んも んかいな」
「私だって楽 しく会いたい わ。そう思う んだったら、 電話した時、 どうして居留 守なんか
使うのよ 」
「男に は仕事がある のや。分かっ て貰えんかな ぁ」
急 に甘えた口調 で訴えながら 、覆いかぶさ るようにして くる。
「そんなこと でごまかして も駄目」
言いな がら、指の赴 く先を読んで 、躯は勝手に反 応し始める。 堕ちる快楽を 最も強く意
識する 一瞬だった。
初 子は自分への 言い訳をいく つも用意して いた。
初子は若い 頃から大き過 ぎる躯をもて 余してきた。 母親からよく 「また背中を 曲げてい
る」と叱 られたものだ 。中年にさし かかりその大 柄に脂肪がつ いてきた。そ れでも太った
感じが しないのは、 上背があるか らだろう。
横 に寝ている美 杉が小柄なだ けに自分がよ り大きく見え て嫌だった。 寝ていると思 った
美杉が突然躯 を起こした。
「帰るの ？」
「も う堪忍してえな 」
「私 も帰ろうかし ら。朝ひとり で出るの嫌だ わ」
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」

美 杉は背中を見 せてシャツを 頭から被って いたが、その 格好がいかに も爺むさい。
「帰ろうっと
跳ね起きる と素っ裸だっ た。大きな躯 が更に大きく 見える。
「色気の ないことや。 情緒もへった くれもあった もんやない」
「私 から色気を吸 い取ってるの 誰かしら？」
「俺は色気つ けてあげてる のや。吸い取 ってるのは旦那 の方とちがう か」
「そ、そうか も知れないわ ね」
「それに しても分から んなぁ。こな いに日延べし ても旦那何に も思わんのや ろか」
「私 たちもう夫婦 じゃないのよ 」
生臭さが強く 匂うのはこう いう時である 。
「萩へは何時 帰るつもりや ？」
「帰って 欲しいの？」
「そ んなこと言う てへん。一寸 着せてみたい 紬があるねん 」
「そらおおき に……」
美杉は手帳 を覗き込んで いた。
「明後日 の二時、どう や。四条河原 町の例の喫茶 店で待ち合わ せて。けど時 間はないで。
…… 後を期待され たら困るよっ て言うとくけ ど」

」

「そ の一言が多い のと違う？」
「そやったな 、反省

い隈 が目立った。

着替 えるのさえ大儀 だった。鏡の 中に少し着痩 せした女が映 っている。女 の目の下に黒

ぶしかっ た。

手探りする ほどの暗い廊 下を足を忍ば せて部屋に入 り、明りを点 けると、緋の 蒲団がま

る約 束になってい た。

宿は先 代からの馴染 みの日本旅館 で、高台寺道 にある。遅い 時には裏木戸 から勝手に入

吉井勇 の「京の夜や 遊びの後の虚 しさを語るが 如き宗達の幅」 という歌が思 い出される。

は特にそれが 強かった。

車 の尾灯が響く 夜をひとり宿 に帰る間、初 子はいつも明 日のない虚し さを覚えた。 今夜

た。

京都の 夜は黒いと思 う。暗いので はなく黒いのだ 。それも青墨 ではなく茶墨 の黒さだっ

から車に乗っ た。

帰 りは車を二台 呼んで貰って 別々に帰るの が習いとなっ ていた。初子 は美杉を見送 って

ながら 、初子の胸を 冷たい風が抜 けて行く。

美杉は テレビで見る 猿の真似をして みせる。それ が如何にも似 ていた。思わ ず吹き出し

=
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明 日萩へ帰ろう か、とふと思 う。美杉には 電話で断われ ばいい。
そんなことを 思いながら、 美杉が見立てて くれるという 紬を確かめて みたい気もあ る。
美杉には以 前一度、付下 げを仕立てて 貰っていた。 生地から彼の 見立てでその 上に彼の
探してき た絵を染めて 貰ったのだが 、さすがに垢 抜けしていて 人目を惹いた 。今度の紬も
彼の 見立てなら相 当な物に違い ない。
その日、初子 は新幹線の予 約を取り、約 束の喫茶店「築 地」に出掛け た。
美杉は十分 ほど遅れてや って来た。彼 が連れて行っ たのは、裏通 りの一品物だ けを扱う
間口の狭 い問屋である 。
奥 に通され、煎 茶を一口すす ると、美杉が 言った。
「例の奴、見 せて貰えます やろか」
「やはりあれ ですか。美杉 先生、必ず来 はると、家内 とも言うてま したんや」
先日還 暦を迎えたと いう坊主頭の 主人は、奥か ら太目の反物 を運んで来た 。
「こ れだけの品は 近頃とんと目 にしません。 若い作者らし おすけど、え え仕事しては りま
すわ」

」

錆びた代赭 色の手織り紬 だった。
「まあ、 素敵な織り
初 子もお世辞で なく、思わず 声を上げた。

「小 千谷の藤波阿 紀というお人 どす」
「藤波あきさ ん。何だか聞 いたような気 がするわ」
初子が 言うのに、美 杉は、
「むか し、藤原あき さんいうお人 がいた。その 人と間違えてい なさるんと違 いますか」
と 他人行儀な言 い方をした。 初子はその人 は知らなかっ た。
「いやはりま したな、歌う たいの奥さん で。……けど 奥さんの勘違 いですわ。私 ら玄人が
知らんく らいのお方で すから……」

気 にいって

主人は プライドを傷 つけられたよ うな言い方を した。しかし 、確かにどこ かで聞いた名
前だ 。気になった が思い出せな い。
「奥さんにぴ ったりと思う てお供させて 頂きましたん ですけど、如 何どす？
貰えまし たか」
「…… 素敵だわ」
「そ らよろしおし た。これで決 まりでんな」
「きっと奥様 に御縁があり ましたんや。 これだけの紬 は今どきそう お目に掛かれ るもんや
おへん」
「け ど、お高いんで しょ？」
「天 下の浅谷窯の 若奥さまが何 おっしゃいま す。先代のお 茶碗なら一つ にも当たりま せん。
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後は この美杉めに お任せ下さい 。おいでにな らんから言う のやけど、こ このご主人は そり
ゃ気前のええ お人ですねん 」
「それはどう でっしゃろ。 認識不足と違 いますか」
美杉と 主人の軽いや りとりを聞き ながら、初子 の中に変に沈 んでいくもの があった。
こ の着物が着ら れるのは嬉し い。買ってく れるという美 杉の気持ちは もっと嬉しく てい
いはずだ。そ れが芯から喜 べないのは何 故だろう。分か っていたが初 子は答えから 目を逸
らしていた。
初子が 藤波あきとい う名前を思い 出したのは下 関に向かう新 幹線の中だっ た。
「あ 、あの人だ」
先代が着てい た上布を織っ た人が確か、 藤波あきと言 った。初子はそ の話を先代か ら新
幹線の車中で 聞いた覚えが ある。
「じゃそ の方、お義父 さまの初恋の 人なんですね 」
「初 恋かどうかは 分からんが… …」
そんな会話を 交わしたのを 思い出す。あ の人も確か小 千谷だと聞い た。
あの人たち は知ったかぶ りの顔をして いるが何も知 りはしないの だ。私の方が よく知っ
ている。 あの藤波あき さんだとする と大変な品を 手にいれたこ とになる。冷 えていた初子
の胸 に、誇らし気 なものが湧い ていた。

初 子が最終便で 長門市駅に着 いたのは十一 時近かった。
初子は駅か ら十分余りの 道を実家へと 歩き出した。 田舎の街は眠 っていた。起 きている
のは薄暗 い街灯と海か らの風だけだ 。角を曲がる と時計屋夫婦 が協力して表 を閉めている 。
「駅か ら電話すれば 、久美子に迎 えに行かせた のに」
母 の正枝が寝巻 きに上っ張り をひっかけな がら、勝手口 から入って来 た娘を迎えた 。
初子は炬燵 に両肩まで突 っ込んで座っ たが、点けた ばかりの炬燵 は身にしみる 。
「清水は 迎えに来んの かい」
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「いい の。今晩はこ こに泊めて。 明日一番で帰 るから」
「う ちは構わんけ ど……耕之輔 さん待っとる んじゃないの かい」
「急に決めた から、電話し てないの」
「変な夫 婦……どうい うんだろうね 、あんた達」
炬燵が 溶けるように 暖まってきた 。

」

声 を聞き付けた のか、久美子 が二階からお りて来た。
「やっぱりそ うか。……お 帰り

「何 ばかなこと言 ってるの。姉 ちゃん遊びに 行ってるんじ ゃないわよ」

「京 都は楽しかった ？」

大柄な 姉妹が炬燵に 並ぶと正枝は ますます小さ く、鳥がらの ようだった。

=

「あ らそう。あん まり遅いから 、楽しすぎて 帰るの忘れた のかと思った 」
正枝が茶を汲 みに台所に立 つと、初子が訊 いた。
「窯場の方、 変りなかった みたい？」
「さあ、 私お義兄さん の監視してる わけじゃない もの。でも心 配はしてたみ たい。姉さん 、
電話 一本掛けてこ ないでしょ」
「ちゃんと清 水君には連絡 してるわよ」

」

可 哀想なのはど っちよ」

「清水君にじ ゃ仕様がない でしょ。それ も三日に一回 くらいじゃ」
「……随 分詳しいのね 久美子」
「詳 しいわよ、私 」
「……あんた に何が分かる の
初子の顔か ら血が引いて いた。
「分かり もしない者が いい加減なこ と言うんじゃ ないの
「ご 自分の方が可 哀想って言い たいわけ？」
「だからなん にも分かって ないって言う のよ」
正枝が台所 から慌てて戻 って来た。

そ れとも……」

らしくな ってきたよ」

「先代もいけ ないんだよ。 どうしてあん な人を跡目に 認めたんだか 。私は近頃、 先代が憎

「あ んな物でも捌 かなきゃ仕方 ないでしょ、 浅谷窯は窯元 なんだもの」

「…… それで幾らか は捌けたの？ 」

初子は 答える代わり に大きな溜め 息をついた。

「分かるよ」

きゃ ならないの… …」

「忙し かっただけよ 。でも……も ういい加減嫌 になった。な んで私だけこん なに苦労しな

で何かあ ったの？

「馬鹿なこと 言わんといて 頂戴。あの子 も心配してる のよ、あんた のこと。…… ね、京都

「あ の子、うちの 先生に惚れち ゃったのかし ら」

先に矛 を納めたのは 久美子の方だ った。

「おやす みなさい」

「久美子それ どういうこと よ」

「そ うかしら…… 」

るの よ」

「大きな 声してッ。お 父さんが起き て来るじゃな いの。姉ちゃ んは疲れ果て て帰って来て

=

「で も、私は頑張る わよ。あの人 はあの人…… 私は私。この まま、浅谷窯 を出たら、今 ま
での 苦労が水の泡 だもの」
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「お 父さんもそれ を言ってるの よ。初子には 可哀想だけど 、ここは辛抱 して貰って、 窯ご
と何とかする しかないって 」
「何とかって ……？」
「お父さ んのことだも の、大きなこ と考えていな さるんじゃな いの」
急 須の口から番 茶が音を立て て落ちるのを 初子は他人ご とのような目 でぼんやりと 眺め
た。
「蒲団は久美 子の部屋の隣 でいいね」
「自分で 敷くからいい 。もう少し暖 まって寝るか ら母さん先に 休んで頂戴」
正 枝が立ち去る と、初子は炬 燵にうつ伏し た。長旅のせ いか節々が気 だるい。先刻 、久
美子が去る時 の変に自信あ り気な目が気 になった。あ の目は女の目だ と思う。
何か京都の ことを掴まれ たのだろうか 。
二階に 上がり、蒲団 を出して敷い ていると、隣 の久美子の寝 返りを打つ気 配があった。
「起 きてるの？」
声を掛けたが 返事はない。
「あんたに は姉ちゃんの苦 労なんかまる で分かってい ないのね」

聞いてないの ？」

やはり 返事はなかっ た。
「聞 いてるの？

「も ういいわよ」
初めて返事 が返って来た 。
「久美子 の言い方だと 、まるで私は 京都に遊びに 行ってるみた いね。そう思 ってるの？」
「…… 」
返 事はなかった が、言いたい ことを我慢し ているのが襖 越しにも分か った。
もし、久美 子が掴んだと したら何だろ う。高台寺道 の宿の電話番 号は久美子も 知ってい
る。夜遅 くに、何度も 電話したのだ ろうか。それ なら宿の人が 何か言う筈だ 。まさか探偵
社を頼 んで調べたわ けではあるま い。
蒲 団は敷いたが 寝巻きがなか った。初子は 上の物だけを 脱いで滑り込 んだが、とて も眠
れそうもなか った。
京都で は気に掛から なかったこと が、長門に帰 ると気に掛かる 。建て前だけ でも理由を
述べな ければなるま い。変につく ると却って嘘 に聞こえそう で恐かった。
思 案しながら次 第に面倒臭く なってゆく。 ひと思いに何 もかも吐き出 してしまいた かっ
た。全てを清 算出来たらど んなに楽にな るだろう。
朝、目 を覚ますと七 時前だった。 初子はまず浅 谷窯に電話し た。一番にしな いと益々掛

今、 服部の家まで 帰って来てる の。車で迎え に来てくれる 」

けに くくなりそうな 気がしていた 。三つ鳴って 出た。
「清 水君？
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「… …ああ、行か せる」
意外にも耕之 輔の声だった 。それだけでど ちらからとも なく電話は切 れた。
こんな時間 に耕之輔が仕 事場に居るな ど考えてもみ ないことだっ た。留守の間 に何かが
変ってい る。
清 水が車で迎え に来たのは、 それから三十 分ほどしてか らだった。
「お帰りなさ い」
その言い方 が素っ気なく 聞こえるのは 気のせいだろ うか。初子は バックミラー に清水の
顔色を窺 っていた。
「長 いこと留守し たけど、窯場 の方変りなか った？」
「はい」
「先生も変わ りなかった… …？」
「はい」
取 り付く島がな く、初子はム ッとした。
「今朝は先生 、随分早かっ たのね。何か 急ぎの注文で もあったの？ 」
「いいえ。 近頃ずっとお早 いです」
「清水君 も床屋さんに 行かなきゃね 」
返 事はない。自 分が遠慮する ことはないの だ。あんな鬼 手の茶碗に家 元の箱書を貰 い、

その 大方を捌いて きたではない か。なのにそ の態度は何よ ！
こんな時、 初子は自分を 優位に立たせ るための箇条 書きを持って いる。
夫は子 供を作ること を拒否してきた 。夫には生活 能力も向上の 意欲もなく、 性格破綻者
だ。ど れ一つとって も、夫は私の 夫である資格 を欠く欠陥者な のだ。

遅くなりま した」

初 子が入って行 った時、耕之 輔は仕事場の 整理をしてい た。
「ただいま！

初子は 入口に立って わざと元気な 声を出した。
「ああ 、お帰り…… 御苦労さん」
棚 板を持って踏 み台に乗って いた耕之輔は 一寸振り返る ように半身に なっただけだ った。
仕事場は、汲み出しの数物が整然と列を作っていた。何かが違う。出掛ける前と「おや」
という程の変り方であった。整理しなければと言い続けてきたのは初子の方だ。その点喜ぶ
べき傾向だったが、初子はこの空気の違いにただならぬ気配を感じた。
住 まいに戻ると ここも何か変 っている。掃 除が行き届い ていた。キッ チンも整然と して
いる。
初子は ハッキリと、 そこに久美子 の影を見てい た。
「あ の子、ずっと来 ていたんだわ 」
食 堂へ行くと清 水がひとりで 食卓に向って いた。
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「清 水君、朝御飯 まだだったの 。悪かったわ ね」
「いえ、…… 奥さんは？」
「私はいいの 、服部で済ま せてきたから 。……久美子 、留守の間ず っと来ていた のね」
「いえ。 どうしてです か」
「じ ゃ貴方たちで 掃除したの？ 」
「そうです。 先生と相談し て決めたんで す。交替でやる ように」
「へえ、そう ……いい傾向 ね」
ガス台 に薬缶を掛け ようとして、 流し台の前に ハンドクリー ムを見付けた 。見覚えのあ
る久 美子のものだ 。
「清水君、久 美子は来てな いと言わなか った？」
「二、三度は 来られました 」
「食事を 作って行った のね」
「食 べても行かれ ました。…… ああ、食事も 交替でやるこ とに決まりま した」
「決まりまし たって、先生 もするの？」
「そうです 。今朝のこれは 先生の当番で す」
「先生に 作らせて、貴 方よく喉を通 るわね」
「感 謝してます」

「随 分当て付けが ましいやり方 ね。誰が言い 出したの？」

久美子も来 てたんじゃな いの」

「食事してて 何となく…… 三人で決めた というか、決 まったという か……」
「三人？
清水は 漬物を歯切れ よく噛んで黙 っている。
初 子は弾き出さ れている自分 を感じていた 。
自分が異物 になっている 。京都に発つ までは耕之輔 の方が異物だ った。それに しても、
何時どう いう風の吹き 回しでこんな に変ったのか 。
「気に しない、気に しない」
口 の中でつぶや いてみる。
耕之輔が頭 の手拭いを取 りながら入っ て来た。
「どうだ 。今日の味噌 汁は？」
耕之輔 の言葉は清水 に向けられた ものだった。
「う まいですよ。 明日も葱と豆 腐にしましょ うか」
「いいよ、お 前の好きなも んで」
耕之輔 は椅子を引い て腰掛けた。 初子はお茶を 注いでやった 。残ったので清 水にも注い
でや る。
「京 都に運んだも の、六割方は 捌けました」
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初 子はやっと言 葉を見つけて 口にした。
「それは御苦 労さん」
「この前に運 んでおいた水 指も売れたわ 」
「先生の あの味が本当 に分かる奴、 京都辺りにい るのかなぁ」
清 水が生意気な ことを言った 。今までなら 初子は弟子の そんな発言を 許さなかった 。耕
之輔との間は 別にして、け じめはつける 方である。それ が今は素直に 口に出なかっ た。
「分かるみた いよ。評判よ かったわ」
それは 美杉が引き受 けてくれた鬼 手の水指だっ た。
「そ れより、家の 中、随分片付 きましたのね 」
「ああ、久美 ちゃんがよく やってくれて ……」
「あの子、自 分の部屋は散 らかしっ放し のくせに…… 毎日来てたん ですか」
清水が 顔を上げて耕 之輔に目配せ した。
「毎 日というわけ でもないが、 よく掃除して くれた。裏の 物置も整理し てくれた」
「嫌だわ。あ の子、あんな 所まで覗いて 行ったの」
清水が箸を 置いて掌を合 わせた。
「御馳走 さまでした」
「ど う致しまして 」

耕 之輔が照れて 笑った。初子 は夫のこんな 顔を久し振り に見た気がす る。
「貴方が台所 に立つなんて どういう風の 吹き回し？」
耕之輔 は両手に自作 の茶碗を包んで 苦笑している 。
「捨て たものじゃな いんだ、俺の 料理……」
「そ うなの？」
しなをつく って清水に訊 いてみる。
「……ま 、そういうこ とにしておき ましょう」
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「この 野郎……覚え ておけ」
久 し振りに聞く 家庭らしい会 話だった。
それにして も京都の帰り が遅れたこと を二人とも口 にしない。
初子は 格好な話題を 探し出した。
「京都 の町を歩いて いて見かけた んだけど、お 義父さんの形 見の上布、あ れを織った人、
藤波 あきさんて言 わなかった？ 」

……そ、それ がどうした」

耕之輔は突 然出た阿紀の 名前に思わず 妻を見ていた 。清水の手も 止まっている 。
「藤波あ きさん……

ドー で」

「確 か先代そうおっ しゃったと思 うの。……そ の人の紬見た のよ、呉服屋 のショーウィ ン

?

「何 処の店だ。い や、あの人の 物があれば前 から欲しいと 思ってたんだ 」
「残念、女物 よ」
清水は探る 目で初子を見 ている。初子 が何かを感じ て言っている としたら凄い 勘である。
「確か小 千谷の人だっ ておっしゃっ てたわね」
「そ うだったかな 」
耕之輔の頭は しどろもどろ だ。
「しかしその 人、まだ存命 なんですか？ 」
清水が 助け船を出し た。耕之輔の 顔色が変って いるのを初子 に覚られては 困る。
清 水は、初子に 阿紀が来たこ とを喋ったと したら久美子 だと確信した 。初子はその こと
で探りを入れ ているに違い ない。そうで なければ、こ こで藤波阿紀の 名前など出て くる筈
がないと思う 。しかし、耕 之輔は全く気 がついていな かった。
「その紬 どんな柄だっ た？」
「そ れが丁度私が 着ていいくら いの渋茶の草 木染なの」

」

「買ったのか ？」
「……

もう仕 立てに出てい るとはさすが に初子も言え ない。ふと美 杉の顔が浮か んで消えた。
「先 生、今日はど っちの土を用 意しますか」

清 水は耕之輔が ボロを出す前 に早くここか ら連れ出した かった。
「直ぐに行く 」
「待って ますから、な るべく早く来 て下さい」
清水は 不安を残しな がら出て行っ た。

は

初 子は、ふたり だけになると 、耕之輔が相 手なら京都で のことも何と かごまかせる 自信
があった。
「一日延 ばしに遅くな って、御免な さい。何とか 半分は捌かし たいと決心し て出掛けたも
のだか らつい延びて ……でもお蔭 でどうにか六 割方は捌けた わ」
耕 之輔は黙って お茶をすすっ ていたが、吐 き出すように 言った。
「その捌かす って言い方は 止めてくれな いか。俺はゴ ミを作ってる わけじゃない んだ！」
絞り出 す言い方だっ た。
さば

しかし 、この怒りが 耕之輔を立ち 上がらせ、初 子を逆に安堵 させた。
捌 くという言葉 が耕之輔をど んなに傷つけ ることかなど 、元々頓着し ない女なのだ 。商
品を捌くのは 商人として当 然のことだっ た。
初子は 流しへ行くと 、冷たい水を 思い切りよく 飲み干した。
疑わ れてはいない。 少なくとも証 拠は握られて いない。
居 間へ行くと障 子を開けたま ま着替え始め ていた。
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電 話が鳴ったの はそんな時だ った。
「はい、坂戸 耕之輔でござ います」
初子の声は 明るい営業用 に変っていた 。
電話の 向こうに息を 呑む気配があ った。
「も しもし……坂 戸でございま す。浅谷窯の 坂戸でござい ます」
念を押すと一 拍あって女の 声がした。
「間違えまし た。失礼致し ました」
間違い 電話はよくあ るのでおかし いとも思わな かったが、息 を呑んだ感じ にフトひっか
かる ものがあった 。
その頃、仕事 場では、清水 が土を練りな がら耕之輔に 訊いていた。

ああ、藤波さ んのことか」

「余計なこと は言わなかっ たでしょうね 」
「余計な こと……？
「本 当にあの人の 作品を奥さん 京都で見たん でしょうか」
耕之輔は阿紀 の丹精込めた 紬が初子の躯 に触れること を思うと我慢 ならなかった。

確か奥の 箪笥の二段目 でしたよね」

それだけは 何としても阻 止しなければ ならない。
その時 だった。
「先 生、先代譲り の上布、何処 でしたかしら ？

初 子が入口の柱 に寄って立っ ていた。
「それがどう した？」
声が震 えていた。
「名前 を確かめるん ですよ。京都 で見た草木染 めの人と同じか どうか。畳紙 にお名前あり
ませ んでした？」
「……知らん 」
耕之輔 は無視したよ うに仕事を続 けていたが突然 立ち上がると 表に出ていっ た。
「あの 上布がどうし たっていうの ？」
訊 かれて清水は 慌てて口ごも る。
「つ、つまり あの上布はで すね。雪晒し って知ってま すか」
「雪晒し がどうしたの 」
「だか ら雪晒しに出 したんです。 古い上布には それが一番だ そうで」
「そ う、何処へ？ 」
「それが作者 にやって貰う のが一番だそ うで……」
「藤波あ きさんね」

貴方 が荷造りした んでしょ」

「い え、その人はも う死んでます 」
「じ ゃ誰に送った のよ？
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「だ から、藤波あ きさんに」
「なに言って るのよ、人の こと馬鹿にして 」
言うなり初 子は出ていっ た。母屋に戻 ったにちがい ない。その証 拠に間もなく 母屋の外
線が使わ れているのが 仕事場の電話 に表示された 。
初 子が電話して いるのは実家 の久美子だっ た。

いろい ろあるけどど の口かしら」

「貴女、私に 隠してること あるわね」
「隠してるこ と？
「……藤 波あきさんて 人知ってるわ ね」
初 子としてはカ マをかけたつ もりだった。
「ああ、その こと。着物の 似合う綺麗な 人だったわよ 。小千谷から来 て上布を持っ て帰っ
た人でしょ」
「そう。 どうして私に 隠してたの？ 」
「別 に隠してたわ けじゃないけ ど」
「なぜ隠して たか訊いてる の。私なにも かも知ってる のよ」
「なら私に わざわぎ訊くこ とないでしょ 。第一……姉 ちゃんに人の ことなんか言 える資格
あるの？ 」

ひっこみ つかなくなる んじゃない？ 」

「ど ういう意味よ 。私がなにを したって言う のよ？」

「言 ってもいいの ？

初子には胸 に刺さる一言 だった。一瞬 ひるむ間に久 美子の方から 電話は一方的 に切れて
いた。
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