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旅立ち

小 千谷の秋は霧 が走るように 抜けて行く。 街を二分する 信濃川の水面 に朝霧が走ると 長

」

い冬の始まり である。雪国で は冬に入ると 家を空けるわ けにいかない 。
「ようしッ
阿紀は 男の子のよう に自分に気合 いをかけて立 ち上った。大 した決意では ない。十日ほ
どの 旅に出るだけ だ。
阿紀は三十五 才になる今日 まで殆ど越後を 出たことがな かった。高校 の修学旅行は 京都
奈良だったし 、今でも仕事 の連絡や展覧 会などで東京 に出掛けるこ とも多い。が 、用を済
ませると 何時もとんぼ 返りだった。 生まれた時か ら馴染んでき た越後の外に 居るというだ
けで 落ち着けない 。

そ んな阿紀が突 然ひとり旅に 出ると言い出 したのに、弟 や弟嫁は目を 丸くした。
「珍しいこと 、お義姉さん 、何処へ…… ？」
「徳島に 藍を見に行き たいの。前か ら藍建を見た いとは思って たんだけど、 来年の展覧会
のこと もあるし、思 い切って行っ てこようと思 うの」
「本 腰なのね、今 度の作品。そ うよ、ゼッタ イ外の空気も 吸ってみるべ きよ。ねぇ」
妻に同意を 求められた勝 次も、
「四国ま で行くんなら 西の方一回り してくるとい い」
「出来 たら藍玉のル ートも付けて きたいと思っ てるの」
藍 建を見たいの は嘘ではない 。前々から徳 島の藍建の秘 伝を聞き、よ り良い藍を手 に入
れたいと思っ てきた。が、 阿紀に今度の 旅行を踏み切 らせたのは明 らかに耕之輔 からの手
紙だった 。徳島行きは 付け足しにす ぎない。
坂戸耕 之輔の手紙は 圭子も知って いたから、耕 之輔の居る山 口へとは内心 を見すかされ
そう で、言い出せ なかった。そ うでなくても 男女のことと なると妙に過 敏に反応する 弟嫁
である。
阿紀は 弟一家と同じ 敷地に小さな 別棟を建てて 貰って住んで いる。去年の夏 までは母と
ふた りだったが、そ の母に逝かれ てひとりにな ってしまった 。弟の勝次は 、せめて食事 だ
けで も一緒にと言 ってくれたが 、いい時ばか りとは限らな いと考え断っ た。幼い甥や 姪が
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可愛 くないわけは なかったが、 可愛いなりに 面倒に思うこ ともないでは ない。農家の 屋敷

ほ ら、山口の例 の手紙の人… …何とか

内に庭を隔て て別々に暮ら しているくらい で丁度よかっ た。
「そうだ、お 義姉さん、あ の人に会って きたら？
耕之輔さ んに」
圭 子が今思い付 いたというふ うに声を大き くした。
「そ、そうね 。その手もあ るわね」
その手紙が 届いたのは母 の一周忌を済 ませた翌日で 、阿紀は法事 に使った膳を 拭いてい
た時だっ た。
「仮 名で藤波アキ さま、となっ てるけどお義 姉さんだよね 」
圭子がそう言 ったのは、祖 母もアキだっ たからである 。阿紀は祖母の 名前を貰った のだ。
その祖母は八 年前に亡くな っている。差 出人は坂戸耕 之輔とあった が、阿紀はそ の名に覚
えがなか った。墨跡か らもかなりの 年配と思われ る。

突然このよう な便り差し上 げます失礼お 許しください 。私は山口で 土など
いじってお る者です。
実は私 、貴女さまの 織られた越後 上布を持たせ て頂いておる 者です。この
夏も 涼しく愛用さ せて貰いまし た。亡き父か ら譲られた品 です。色は黄 錆で

無地 、今は黄錆色 も殆ど麻の生 地に近くなっ ております。
この便り差 し上げますの も、先日、土 蔵整理の折、 計らずも父の 書き残し
た若き日 の帳付けを発 見、その中に この上布が貴 女さまのお手 になる物であ
ること 、貴女さまが 類希れな織姫 であられるこ と、そして上布 の手入れには
産地 に里帰りさせ 雪晒しするの が一番である ことを貴女さ まから直々お 教え
頂いたことな どが記されて おりました。
愛用の 出所が判り、 しかも由緒あ る品と知って感 激致しており ます。
つきま しては甚だ勝 手なお願いで はございます が、御地に里 帰りさせ雪晒
しを お願い出来ま すものかどう か、その辺り の事情伺いた く、不しつけ 顧み
ず筆をとりま した次第です 。
御面倒 でも御返事給 わらば望外の 幸せに存じま す。もし筋違い のお願いで

さ

ま

坂

戸

耕

之

輔

したら お捨て置き下 さい。勝手ば かり申しまし た。涼しさ増 します折から 呉
々御 自愛下さいま すよう願い上 げます。

ア

九月吉日

波

キ

御家族さま によろしくお 執り成し下さ い。

藤
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手紙は明らか に祖母に宛て られたものであ る。
阿紀は、祖 母の上布が今 も生きている ことに感動し た。胸が熱く なり息苦しさ に大きく
息を吐い た。そして、 祖母宛てなの に、いつか自 分に宛てられ た手紙のよう に錯覚し始め
てい た。
祖母の上布は 阿紀の手元に 一反も残って いない。祖母が 上布の紬ぎ手 として抜群の 織手
は

ぎ

だったことは 今も語り草に なっている。 阿紀も三度ほ ど、これがそ うだと見せら れたこと
がある。 一つは織物資 料館へ寄付さ れた破裂れで 、もう一つは 個人所蔵の羽 織だったが、
保存 が悪く畳み目 が朽ち、もち ろん使用に耐 える物ではな かった。もう 一つは噂を聞 いて
訪ねたのだが 、かなり新し く祖母のもの とは思えなか った。
祖母のアキ が上布を織っ ているのを阿 紀は見たこと がない。
晩年の 祖母は木綿の 、それもかす りしか織らな かった。眼を 悪くした祖母 は「もう上布
は無 理だ」と繰り 返しこぼして いた。
「今どき、ま だ雪晒しなん かやってると 思っているの かしら」
弟嫁の言葉 に邪気はなか ったが、そう した言い方に さえ腹立たし さを覚えるほ ど、この
手紙に阿 紀はたかぶっ ていた。
ちぢみ

圭 子がいうよう に、雪晒しは 今は行なわれ ていない。そ れどころか、 上布にしろ縮 にし

ろ、 手織りでは殆 ど生産されて いないのが現 状だ。しかし 、その一方で 雪国の風物詩 とし
て雪晒しは観 光ポスターや パンフレット に大きく扱わ れ、越後織物 の看板になっ ている。
「婆ちゃ んの上布が、 まだ使われて いたなんて考 えてもみなか ったわ」
阿紀は 圭子の手から 手紙を取り上 げると、改め て読み返した 。
「親 子二代に着て 貰えるなんて 婆ちゃんも幸 せよね」
阿紀は自分 にもそんな作 品が一つでも あるだろうか 、と考える。 たとえ展覧会 で誉めら
れたから と言って、そ れはそれだけ のものだ。祖 母の上布には 、他に代え難 い味があって 、
それが この愛着につ ながるのだろ う。阿紀は祖 母に羨望と嫉 妬を覚えた。
そ れ以上に祖母 の仕事を直に 手に触れてみ たかった。
圭子が手元 の手紙を覗き 込むようにし て言った。
「この人 、お祖母さん がまだ健在だ とでも思って るのかしら。 自分のお父さ んが着てた、
それを 織った人物が 今いくつ位か 想像つきそう なもんじゃな い」
「婆 ちゃん元気な らまだ八十二 よ。それに婆 ちゃんの名前 しか先方には 分からないん だも
の、貴女は亡 くなっている だろうとも書 けないでしょ 」
阿紀は 尖った言い方 をした。圭子 は祖母が亡く なってから来 た嫁である。祖 母への思い
込み が違うのも当然 だった。
阿 紀は自分の離 れに帰ると、 突然舞い込ん だ手紙を繰り 返し読んだ。 そして、この 差出
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人は 、祖母の死を 予感している と感じた。
そう思って読 むと、末尾に 太く書かれた「 御家族さまに よろしく…… 」が生きてく る。
「筋違いのお 願いでしたら ……」の一節 にもその気配 が察せられた 。
「よしっ 、雪晒しをや ってみよう」
阿 紀は早速返事 の筆をとった 。
手紙を頂いた お礼、祖母の 上布を今も愛 用して貰ってい るお礼、祖母 の亡くなった こと
を書き、孫の 自分も同じ道 を志している ので未熟だが 上布の里帰り は喜んでお引 き受けし
たい。そ れだけ書けば いいのに、そ れが思うよう に書けない。
何 を気取ってい るのだ、と自 分を笑ってみ るのだが、や はり素直には 書けなかった 。阿
紀はそれを坂 戸耕之輔のせ いにした。
どう書いて も彼の手紙と は比べるべく もない。第一 、祖母や祖母 の上布への愛 着がまる
で出てい ない。文章も そうだが字も 見おとりして 仕方ないのだ 。これが私な のだから諦め
るし かないと思い ながら、反古 を重ねている うちに結局返 事を出すチャ ンスを失って しま
った。
十月末にな って、突然耕 之輔を訪ねよ うと思い立っ たのは、雪が 来て家を空け ると雪下
ろしなど で母屋の弟一 家に迷惑を掛 けることもあ ったが、それ 以上に、後悔 に捕われて長
い一 冬を過ごすの が煩わしかっ たからである 。

阿 紀は自分の中 に勝手に広が っていく耕之 輔を持て余し ていた。
手元の地図 では長門市と しか出ていな い。街の本屋 に出掛けて中 国地方の旅行 案内を買
い、つい でに旅行社を 覗くと、以前 から文化団体 の会合などで 顔見知りの支 店長から、日
程まで 決められてし まっていた。
「長 門市には確か 青海島という 名勝があった な」
大きなガイ ドブックを持 ち出してきた 支店長は、遊 覧船が断崖の 間を抜ける写 真をしめ
した。
「私も 行きたいなぁ 。旅は気分が 変わるからい い句が出来る んだ」
俳 句会を主催す る支店長は阿 紀の知らない 句を口ずさん だ。
「去来ですよ 」

ばた

、ざ
、り
、機に向かっ てた
姉さんも 時には気分を 変えんとな。 年ぢゅうい

阿紀は もう日本海の 潮風を肌で吸 っている自分 を感じていた。

「い よいよだって ？

んじゃ躯にも よくないよ」
勝次が 言うのに、傍 らから圭子が 冷やかした。
「お 義姉さん、旅先 でロマンスが 待ってるかも よ」
「ロ マンスとはま た古いわね」
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冗 談にまぎらわ せながら、阿 紀は顔を赤ら める。
その朝、圭子 は赤飯を炊い て阿紀の旅立ち を祝った。
「大袈裟ね。 すぐに帰って くるのに」
阿紀は 笑ったが、圭 子の実家では 一泊の旅行で も赤飯で送り 出すのだとい う。小さな甥
がそ の赤飯をポロ ポロこぼすの を、勝次は「 駄目だなぁ」 と、指でつま んでは自分の 口に
運んでいる。 阿紀は弟やそ の嫁に何時も と違う華やぎを 見ていた。
駅へは弟自 慢の赤い新車 に甥や姪も乗 り込んで一家 総出の見送り となった。
「これか らアタシの洋 服買いに行く の」
姪 がうれしそう に言う。
「そう。いい わね」
ハンドルを 握る勝次も、 助手席の圭子 も前方を見た ままだった。
駅頭で その車に手を 振りながら、 阿紀はそこに 過不足ない家 族を見ていた 。小さな車は
余計 者を降ろして 如何にも軽そ うだった。
「赤飯で送ら れちゃった」
ふと、はみ 出し者のひが みがでる。
列車が 長いトンネル を抜け、関東 平野にかかる 頃、阿紀はや っと旅を呼吸 し始めていた 。
ガイ ドブックを出 してみる。も う膝に置くだ けで勝手に開 いてくれるペ ージだった。

耕 之輔の住む長 門市は漁業の 町と書いてあ る。手紙には 土などいじっ ている、とあ った
が、網元の隠 居で趣味に作 陶など楽しん でいるのだろ うか。萩焼の 窯元と考える には萩の
町と離れ 過ぎていた。
彼の住 む浅谷の近く に長門湯本と いう温泉があ り、宿泊案内 にも数軒のホ テルや旅館が
並ん でいた。旅館 の主人とも考 えられたが、 坂戸という名 を連想させる 旅館は見当ら なか
った。
年は五 十過ぎ、土蔵 のある家で打 ち水をした坪庭 を前に、練れ た黄錆の上布 を軽く着て
団扇を 使う半白髪の 紳士。それが 旅の支度をし ながら阿紀が 勝手に作り上げ た坂戸耕之輔
像で ある。
車窓の田園 風景に十五年 前のあの日が 突然よみがえ って阿紀を慌 てさせた。二 十才の秋
の恋の逃 避行だった。
あんな こともあった と、今は旅に でも出なけれ ば思い出すこ ともない昔の 恋だった。し
かし 、阿紀は今、 耕之輔を訪ね る旅が、あの 駆け落ちと同 じ根から出て いることに気 付い
ていない。十 五年前のあの 時も、相手へ の勝手な思い 込みから造り 上げた幻影へ の憧れに
過ぎなか った。だから 十日で連れ戻 されたのだ。
東京 で一寸した用を 済ませ、赤坂 のホテルに一 泊、翌朝十時 過ぎの新幹線 に乗って新下
関に 着いたのが十 七時前、旅行 社で書いて貰 った通り、上 りの普通で厚 狭へ行き、長 門行
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きに 乗り換えると 、陽はもう沈 みかけていた 。二両連結の ディーゼル車 は山あいを摺 り抜
けるようにし て走る。山頂 にかすかに残っ ていた茜色も 消えて麓の農 家に灯がはい ると、
さすがの阿紀 も心細くなっ た。
突然に 行って耕之輔 が在宅してい る保証はない 。それはそれ でいい、来意 を告げて、祖
母の 上布を預かっ てくればいい 、そう言いき かせてやって きたものの、 現実は余りに 遠い
旅であった。
長門湯本は 、それでも灯 りの目立つ街 だった。狭い 家並みを抜け た車は橋を渡 って田圃
らしい闇 を走った。
ホ テルは思った より近代的な 建物で、里山 を背負ってい るらしかった 。季節はずれ のせ
いか広いロビ ーは閑散とし ている。
フロントに クーポン券を 出して、ふと 見ると横の陳 列ケースに、 萩焼の茶碗や 花瓶、徳
利などが 並んでいる。 小さな木札に 坂倉新兵衛、 坂田泥華など の字が見えた 。阿紀も目に
した ことのある名 匠の名だ。
「お待たせし ました」
土地の人ら しい中年の女 性が案内に立 った。
「この辺 りには坂の字 のつく家が多 いんでしょう か」
「は あ……？」

阿 紀の訊く意味 をやっと呑み 込んだらしく 、
「萩焼の窯元 に多いんです 。古い昔、朝 鮮半島から技 術を持って来 られて帰化な さった方
々と聞い ております」
部屋は 三階の和室だ った。
「坂 戸さんという お宅ご存知あ りません？」
「さあ、この 辺りでは坂戸 先生のところ しか知りませ んけど」
「坂戸先 生？」
「浅谷 窯の坂戸耕之 輔先生です」
「そ 、そう……」
「坂戸先生を お訪ねなんで すか」
「いえ、 そういうわけ では」
言葉を 濁したが、心 なしか仲居さ んの阿紀を見 る目が変わっ たようだった 。
「新 潟からでは大 変でしたでし ょう。ゆっく りお湯につか って暖まって 下さい。その 間に
夕食の支度を しておきます から。お飲物 は如何しまし ょう」
阿紀は 地酒を一本だ け頼んだ。
仲居 さんが去ると、 阿紀はまず着 物を出して衣 桁に掛けた。 旅立ちを思い 立った時から 、
耕之 輔を訪ねるの は和服に決め ていた。迷っ た末の自作の 小千谷紬だ。
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風 呂上がりのロ ビーで、阿紀 はもう一度陳 列ケースを覗 いた。中央の ケースに耕之 輔の
茶碗が紫の小 伏紗に座って いた。
如何にも萩 焼らしい素朴 な感じの井戸 茶碗だ。阿紀 は暫くは息を 詰めて見、気 がついて
慌てて辺 りを見回した 。幸い誰も見 ていない。改 めて目を低く して眺め直し た。
何 の変哲もない 形だがシンと した静寂があ った。側に参 考品の札があ った。自分が 知ら
ないだけで、 坂戸耕之輔は 大変な人らし い。胸がドキド キした。
「お気に召し ましたか」
直ぐ頭 の上で男の声 がして阿紀は 目を上げた。
「坂 戸耕之輔先生 とおっしゃい ますと……」
阿紀が訊くの に、この家の 主人らしい男 は、
「これは先代 です。先代は 素晴らしかっ た。特に井戸 茶碗は……」
「……」
「い い物でしょ、 坂戸先生の中 でも傑作だと 思っています 」

と訊 きたかったが 、やっと呑み 込んだ。

言葉の響きに 作者への尊敬 がにじんでい る。
阿紀は、当 代は？

部屋に 戻ると海の幸 が派手に並ん でいた。海老 の髭がまだ動 いている。小 千谷でもひと
りの 食事だったが 、旅先の独酌 はわびしい。 盃をひとり傾 けながら宿の 主人の口吻が 気に

かか った。
期待すまい 、期待しては 何時も失敗し ている私だ。
そう自 分に言いきか せながら、阿紀 は十五年前の 逃避行の夜を 思い出してい た。追って
くる筈 の男をひとり 待つ夜は心細 く長かった。
絹 糸を張ったよ うな雨の晩、 男はなかなか 着かなかった 。上野に近い 旅館の和室で 阿紀
はまんじりと もしなかった 。男は夜行に 乗り遅れ、朝 一番でやって きたのだった 。
男は高 校の美術の教 師で学生時代 から憧れていた 。卒業後、新 潟の街で偶然 出会ったの
が切っ 掛けでひそか に会う仲にな り、阿紀の方 でのめり込ん でいった。
同 年輩の若者た ちが軽く見え 、彼の目だけ が確かなもの に思われた。 男には大柄な 妻と
二人の子供が あったが、阿 紀にはそんな ことはどうで も良かった。
駆け落 ちに踏み切っ たのは阿紀が 妊娠したから である。言い出 したのは男の 方だが、或
いは阿 紀がそこまで 追い込んだの かも知れない 、と今の阿紀 は思う。男に は生来の気弱さ
が目 立った。
男はヒステ リックに飛び 出して来たも のの何の用意 もしていなか った。
手ぶら で旅館に現わ れた男に阿紀 は最初の幻滅 を味わった。
「何 とかなるだろう 。なんとかな るさ」
ぼ う洋と男を大 きく見せてい たものが無計 画、無責任か ら来ているこ とが見えた時 、阿
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紀は 血が引いてい くのが判った 。
五日後、杉並 にある男の叔 母の嫁ぎ先に顔 を出すと追手 が先回りして 待っていた。
この恋は当 時の彼女には 命懸けのもの だったが、今 思えば恋に憧 れた恋であり 、若さの
なせる愚 行だった。
二 十才の娘は、 上京してきた 母に連れられ 病院の門を潜 り、十日目に は傷心の身を 越後
に戻されてい た。
しかし、こ の逃避行は彼 女のその後を 大きく変えた 。
田舎の ことである。 駆け落ちとい う派手な道行 きをやった娘 に世間の目は 厳しかった。
男に 妻子があった ことから、阿 紀は一方的に 悪者とされた 。平凡な高校 教師の家庭を 引き
裂いた途方も ない不良少女 。それが彼女 に押された烙 印だった。
阿紀が祖母 の後を継ぎ、 自立の道を選 んだのはこの 恋の失敗から だから、結果 から言え
ば自立の スプリングボ ードではあっ た。
阿 紀は今、小千 谷伝統の織り と染めで知る 人ぞ知る存在 になっている 。その意味で はあ
の無鉄砲な恋 を悔やむ気持 ちはもうなか った。
だが勝手に 男の像を作り 上げ、憧れの 幻影を追って いることは、 今もあの時も 変わりな
い。
寝 なければと焦 りながら、そ れでも眠って いたらしい。 気がつくと障 子が明るくな って

いた 。
障子を開け ると裏の丘は 意外に殺風景 で頂きに小さ な墓地が見え た。近くの松 葉に水滴
が美しく 並んでいるの を飽かず眺め ては時計を見 た。着替える タイミングが 掴めない不安
定さで ある。
雨 は止んだが厚 い雲が走って いた。錆朱無 地の染帯を締 め、鏡の前で ポンと叩いた 時、
電話が鳴って 車が来たこと を伝えた。約 束の時間より 十分も早かっ た。
口紅が 帯に負けてい る気がして一 度拭き取ると逆 に生き生きし て、そのまま 引き直すの
を止め 、スーツケー スを持った。
荷 物はフロント に預けていく つもりである 。
「坂戸先生の 所ですね」
運転手 が念を押した 。
「いえ 、一度海岸の 方に回って下 さい。海岸を 見てから坂戸 先生の所まで ……」
「逆 方向だけどい いんですね」
「ええ」
初めて 訪問するには 時間が早過ぎ たし、阿紀自 身まだ心の準 備が出来ていな い。
海は 荒れていた。白 波が目立ち、 漁港特有の生 臭さが舞う中 で遊覧船欠航 の札が風にカ
タカ タ鳴っていた 。
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遠 く本州の西端 近くに立って いることが不 思議な気がす る。中藍の紬 に錆朱の帯で 立つ
三十五才の女 が如何にもこ の風に似合って いる気がした 。その風景は 痩せた灰色の 秋であ
る。
阿紀は 思い付いて花 屋に寄って貰 うことにした 。
花 束を積んだ車 はホテルの前 を逆行し、稲 刈りを終えた 田圃の中を山 裾に向かって 走る。
「こっちの谷 が深川窯で、 浅谷窯はもう 一つ向こうの浅 い谷あいです 」
無口な運転 手が初めて自 分から口をき いた。
車は小 川に添った道 へと曲がり、 狭い谷あいを 上って行った 。
前 方の樹々の間 に赤煉瓦の煙 突と大屋根が 見えた。
「降ろして下 さい」
「窯場の庭ま で入れますよ 」
「いいん です」
阿 紀は強引に言 って車を捨て た。
怪げんそうに ドアを閉めた 運転手はその まま車を走ら せ、小さな石 橋を渡って窯場 へと
入って行っ た。そうしなけ ればＵターン 出来ない道な のだ。
阿紀は 思わず笑って しまう。
車 は戻ってくる と、

「先 生いるよ」
と声を掛け て去って行っ た。
窯場は 橋を渡ると小 さな広場になっ ていて、正面 は倉庫らしか った。案に相 違して無人
の静け さだ。何処を 訪ねればいい のか見当が付 かないまま、広 く扉の開いた 倉庫を覗くと 、
扉の 裏にむしろに 座った男がい た。
「あのう、失 礼ですが…… 坂戸耕之輔先 生のお宅でし ょうか」
「そうで すが……」
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目が慣 れると男は梱 包しているら しかった。
「私 、新潟の小千 谷から参りま した……藤波 と申します」

」

名乗る前に 耕之輔の方で 振り返ってい た。
「あッ… …」
いかに も不意を衝か れた感じであ る。
「坂 戸先生でいら っしゃいまし ょうか」

清水はおらん か

ようやく阿 紀が言うのに 、
「……お い、清水

=

そ の時、阿紀は 耕之輔の右頬 に大きな火傷 の跡を見た。

蛮声 を張り上げる耕 之輔だった。

=

や ってきた青年 に阿紀は紅葉 の美しい庭伝 いに、座敷へ と通された。
阿紀の鼓動は まだ収まって いなかった。そ れが耕之輔が 思いのほか若 かったことか ら来
ているのか、 その直後に見 た頬の傷痕か ら来ているの か、よく分ら なかった。
まるで 予想と違いな がら、阿紀の なかで「思っ た通り」の耕 之輔だった。

それで したら、私ま た出直して参 ります」

若 い長身の女が お茶を運んで 来た。
「暫くお待ち 頂きたいそう です」
「お忙しいん じゃありませ ん？
「いいえ 、忙しくなん かありません 」
娘 の返事はハッ キリしていた 。いかにも良 家の娘といっ た感じで物怖 じしない大き い目
だった。
「荷物を取り に来るように 電話をしてし まったらしい の。直ぐに済 みます」
娘は立 ちかけて、
「新 聞を見ていら っしゃったん でしょうか」
「はぁ……？ 」
「違うんな らいいんです。 失礼しました 」
自分の 質問が可笑し かったのか娘 は、くくっ、 と口を押えて 出て行った。
床 の間に四角い 陶板が立てて あり、葱が横 に三本描いて あった。一筆 書きながら葱 の一

本一 本が堂々と腰 をすえている 。染めの帯に すると如何に も映えそうだ った。
娘が閉めて 行った雪見障 子に枠取りさ れて二本の赤 松の幹が何の 変哲もなく並 び、また
その間か ら遠い山肌が 見えている。
阿紀に は長い時間に 思われたが、 五、六分だっ たかも知れな い。
「お 待たせしまし た」
太い声だっ た。襖が開く のと同時に耕 之輔はもう座 卓の向こうに 座っていた。
「返事が ないので諦め てました」
「申し わけありませ ん。筆不精な ものですから 」
阿 紀は改めて自 己紹介し、上 布を織ったの は祖母である こと、自分も 祖母の後を継 ぎた
いと同じ道を 志しているこ とを告げた。
「わざわ ざ来て頂ける とは、とんだ 迷惑を掛けて しまったもの だ」
「いえ 、徳島に藍を 仕込みに行く 用もあったも のですから、 足を延ばしま した」
気 がつくと耕之 輔を見て話し ていた。
「上布をお預 かりして帰り たいと存じま す」
「雪晒し をして貰える んですね」
「ど れくらいの効果 があるかは分 りませんが、 やってみたい と思います」
そ して阿紀は祖 母のこと、祖 母の上布は今 では見られな くなっている こと、現在は 殆ど
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が機 械織りで手織 りの小千谷紬 は皆無に等し いことなどを 話した。
「雪晒しなど もポスターの 上だけの話で全 くやってはお りません。た まにあっても 観光協
会が写真愛好 者を集めての 撮影会です」
「どこの 世界も一緒だ な」
「陶 器の世界でも そうですか」
「窯に火を入 れるとカメラ をぶら下げた 連中が大勢やっ てきます。道 で訊かれるの も、火
入れは何時か 窯出しは何時 かばかり…… 。汗かいてる 傍でパチパチ 、パチパチ、 苦々しい
限りです 」
そ れは阿紀とて 同じ想いであ る。写真のた めに何度いざ り機に座らさ れたことだろ う。
織ってもいな いのに織って いるような仕 種や顔をする のは何ともやり 切れないもの だ。役
所などから頼 まれて、浮世 の義理と割り 切っても後々 に嫌なものが 残った。
阿紀は それを言いか けて止めた。 そんなことを している自分 を耕之輔に曝 したくなかっ
た。
「僕は、そう いうのを、見 せかけ文化と 呼んでいます 。文化も十年 前までは西瓜の 切り売
りをしてい たが、今じゃ西 瓜の影絵を見 せるだけで金 を取ってる」
阿紀も その通りだと 思う。
し かし、耕之輔 の口からその 言葉が出る時 、執念のよう な暗い塊を感 ずるのは何故 だろ

う。
阿紀は話題 を変えようと して床の間を 振り返った。
「この陶 板の葱はどな たがお描きに なったのでし ょう」
「香月 先生です。香 月泰男先生を 知りませんか 」
「あ の、シベリヤ シリーズで有 名な……」
「そうです。 この町のはず れにお住まい で、家にも時 々遊びにみえ てました」
「そうで すか」
阿紀は 、香月泰男と いう画家には 強烈な印象が あった。新潟 に回って来た 展覧会で観た
「雪 の海」という 題の、夜の海 に降る雪を描 いた殆ど無彩 色の暗い絵だ った。
あの暗さだ 。
耕之輔 が急に見えて くる思いだっ た。
しかし 、目の前の陶 板の葱は伸び やかで何の屈 託もない。
「こ んな明るい絵 も描かれたん ですね」
「シベリヤシ リーズばかり 描いていたわ けじゃありま せんよ」
「私が見 たのは夜の海 に降る雪の絵 です」
「あ あ、あれは暗い 」
耕 之輔の言葉に も屈託はなか った。

- 24 - 25 -

上布は なさらないん ですか」

「先 刻から、麻の 帯にこんな絵 を載せたらど んなにいいだ ろう、と見と れていました 」
「いいでしょ うね。貴女自 身はどうなんで す？
「しなければ とは思うので すが、なかな か出来ません 。世の中が変 わって冷房が 普及して
から、上 布を着る人は いなくなりま した。手入れ も大変ですし 、むしろ暑苦 しく思う人も
多い のです」
「注文があれ ばやりますか 」
「さあ、注文 主にもよりま すわ」
笑い合 って急に気分 がほぐれた。
「話 によると糸に 紡ぐのも大変 なんだそうで すね」
「今は麻自身 にいいものが 少ないのです 。それに糸を 紡ぐだけでもか なりの年季が 要りま
す」
「お祖母 さんのように はいきません か」
「な により出来が 問題です。と ても祖母のよ うには参りま せん」
「貴女も先代 の亡霊に苦し められている 口だな。先代 がいい仕事を 残してくれるの も罪な
ものです」
阿紀は ホテルの主人 の話を思い出 していた。
「全 くですわ。私 など何時も祖 母と比較され て損ばかりし ています」

言 いながら阿紀 は耕之輔のた めに上布を織 る自分の姿を 想像していた 。
「ところで、 お父さまは何 時ごろ祖母の 上布をお求め になったので しょう」
「昭和二 年です。日記 によると昭和 二年六月十日 ……お宅へ伺 って求めてい ます」
「昭和 二年といえば 大雪害の年で すわ」
「そうです。父はこの辺りの青年団の若者と雪の被害地を見舞いに出掛けたらしいのです」
「じゃ、小千 谷の家に…… 」
「泊めて 頂いたようで すよ」
「まあ ……」
阿 紀には意外な 展開だった。
「親父たちは 慰問の品を担 いで行ったら しいのですが 、逆にお世話 になったよう です」
「昭和二 年と言えば、 祖母はまだ… …」
阿紀は 指折り数えて みる。
「十 八才のようで す」
先に答えた のは耕之輔だ った。
「お父さ まの日記には そんなことま で……？」
「そ れだけではあり ません。綿々 と恋情のほど がしたためら れているんで す。だから住 所
も分 かったし、里 帰りもお願い する気になっ たのです」

- 26 - 27 -

「祖 母はまだ結婚 前ですね」
「親父も独身 です。お宅に 蔵はありません か」
「ええ、でも 戦後建て直し ました」
「それは 残念。しかし 捜すと親父の ラブレターか 何か出てくる かも知れませ んよ」
「ほ んとに……」
「親父は確か 二十六才の筈 です」
阿紀には若 い祖母の顔は 想像出来ない が、祖母にだ って若い頃は あった筈だ。 小千谷の
家裏に十 八才の娘と二 十六才の青年 を置いてみた が、やはり実 感はなかった 。
「と ころで……」
耕之輔は言い かけて口をつ ぐんだ。襖が 開き、先刻の 娘が抹茶と乾菓 子を盆に載せ て運
んできた。
「久美ち ゃん、悪いね 」
耕 之輔は娘に対 し遠慮がちだ った。
立ち上る時、 娘は長身の赤 いワンピース の裾を大きく ひらめかせて 辺りに若さをふ り撒
いた。
耕之輔 は娘が出てい くまで口をき かなかった。
ど ういう関係な のだろう、使 用人でもなく 弟子でもなさ そうだ。かと 言って男と女 の匂

いも しない。それ でいて阿紀は 微かな嫉妬を 覚えた。
「頂戴いたし ます」
茶碗は 思ったより軽 かった。萩特有 の貫乳が見事 に出た筒茶碗 で、田舎の土 塀を思い起
こさせ る。
「先 生のお作でし ょうか」
「先代、つま りお宅のお祖 母さんに恋々 とした男の作 です」
阿紀は ぼんやりと耕 之輔を眺めて いた。茶碗で顔 を隠した耕之 輔はまさに野 武士の偉丈
夫だ。 年の頃は四十 七、八だろう か。茶碗が消 えると右頬に 大きなケロイド が残った。
「そ れじゃ見て頂 きましょうか 」
耕之輔は上 布を取りに立 った。偉丈夫 は立つと益々 大きく見えた 。
ひとり になると無人 の家に思える ほど静かだっ た。阿紀は祖母 のロマンスら しき話を聞
かされ 、風に揺れる 花びらのよう に酔っていた 。これは因縁 なのだ。そう としか考えられ

たとう

ない 。因縁によっ て私は今ここ に座っている 。そう思うと 雪見障子越し に見える枯れ 葉さ
え貴重なもの に思えてくる 。
足音が して耕之輔が 戻ってきた。 二つ折りにし た畳紙が如何 にも小さく見え た。
「と ころで今日の予 定ですが…… ？」
「お 預かりしたら 萩へ回ろうと 思っておりま す」
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「じ ゃ決まった約 束はないんで すね」
「夜までに萩 のホテルに入 ればいいのです 」
「せっかくい らしったんだ 。もう一日何 とかなりませ んか」
答える 前に畳紙の紐 が解かれ上布 が現われた。
「こ れです」
阿紀は吸い寄 せられるよう に上布を手に した。何という 練れだろう。 麻の硬さはど こに
もなく絹の滑 らかさと木綿 の軽さで織り 込まれた紗の 感じだった。
「随分着 こまれたんで すね」
「何 しろ六十年以 上ですから。 親父は夏の夜 は何時もこれ でした」
麻特有の黄錆 色もほとんど 消え、無色と 言った方が当 たっていそうで ある。阿紀は 溜め
息をついた。
「ここま で着て頂ける なんて……お 祖母ちゃんも 冥利に尽きま す。長い間、 ありがとうご
ざい ました」
「それだけ着 てまだこの通 りですから素 晴らしい物で す」
「布は着手 で決まります。 祖母の物でな くても、こん なに練れた上 布を見たのは 初めてで
す。よほ ど手入れが行 き届かないと こうは参りま せん」
阿 紀は思わずハ ンドバッグか ら眼鏡を出し て繊維を調べ 始めていた。 麻自体はかな り太

目の 紡ぎである。 その一本一本 が二つにも三 つにも裂けて 練りをなして いるらしい。
「さすがに本 職だなぁ」
耕之輔 がしびれをき らして口を挟ん だ。阿紀は眼 鏡をはずして 初めて気付き 、
「あっ 、失敗。近頃 これが要りま すの」
と 顔を赤らめた 。
阿紀が見て いたのは麻の 撚りである。 繊維と繊維を どう継いであ るのか知りた かった。
六十年も 前に撚られた 継ぎ目は専門 家の阿紀でさ え殆ど分から ないほど一本 化している。
固く癖 の強い青年期 の麻をどう撚 ればこんな糸 になるのか。
「麻 の本当の良さ はここまで使 って頂いて出 てくるものな のですね。驚 きました」
「肌触りが何 とも言えない のです。この 肌触りを覚え たら他の物は 着られない。 馴染むと
いうのは こういうのを 言うのでしょ う」
阿紀は 肌触りとか馴 染むとかいう 言葉が繰り返 されるたびに 目の前の耕之 輔がまぶしく
なり 上布に目を落 とした。
「父もこの肌 触りを楽しん でいたのでし ょう。或いは お宅のお祖母 さまを思い出 していた
のかも知 れない」
先代 耕之輔が小千谷 に泊った数日 の間に祖母ア キとの間に何 かあったのか 、その事が日
記に 書いてあるの かと、それが 聞きたかった が、女の口か ら訊けそうな 言葉は見付か らな
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かっ た。
「お手入れが 大変でしたで しょう」
「秋になると 水を通してよ く蔭干してい ました。陶器 も乾かすのは 蔭干ですから 干場には
不自由し ないのです。 父の元気な頃 は、これが干 してあると、 秋だなぁ、と 思ったもので
す」
「昔から、麻 は刈られてか らも生きてい ると言いますが 、その証しを 見るようです 」
「蔭干のあと はよく座蒲団 の下に敷いて ありました」
「お母さ まがずっと… …」
「ま あそうですね 。母がお尻の 下に敷いてい ました。先代 も若い頃は女 出入りもあっ たよ
うですから、 怨念が籠って いるかも知れ ませんよ」
「まぁ……」
畳紙に 戻してから、 阿紀は捧げる ようにして言 った。
「預 からせて頂き ます」
「お願いしま す」
「実は、雪 晒ししてどの程 度の効果があ るものか自信 はありません 。或いは目に 見える程
の効果は ないかも知れ ませんが…… 」
「い いのです。こ の上布に里帰 りさせてやり たい、それが 今回の目的で す」

「あ りがとうござ います。研究 して出来るだ けのことをや ってみます」
遠くで正午 をつげるサイ レンが鳴って いた。
「田舎で すから何もあ りませんが、 お昼は付き合 って頂きます 」
強引に 聞こえる言い 方だった。
「で も、お仕事の 邪魔をした上 に……」
「いいえ、忙 しくなんかあ りません。僕 は親父とは違 います」
上布の 話で忘れかけ ていた暗い翳 りが走った。
「先刻 も言いました が、もう一日 何とかなりま せんか。ね、 いいでしょう」
耕 之輔の人懐っ こさに阿紀は 危うくうなず きそうになる 。耕之輔をよ ぎる明暗は、 山肌
全体が突然晴 れたり曇った りする風の日 を思わせた。 巨体だけに目 元に浮かぶ子 供のよう
な人懐っ こさと、その 目の奥をよぎ る深い翳りと は別人の感さ えある。
「越後 からわざわざ いらしったん だ。このまま お帰り頂くわ けにはいかな い。そうだ。食
事を 済ませたら、 清水に萩を案 内させましょ う。狭い街だ から普通の観 光なら半日あ れば
充分です。今 夜はもう一度 ここのホテル に泊って下さ い。ね、そう しましょう。 魚の旨い
店を予約 しておきます 。今夜はゆっ くり上布の話 など聞かせて 下さい。迷惑 ですか」
「迷 惑だなんて」
「じ ゃ、そうして 下さい。これ で決まりです よ」
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耕 之輔の畳み掛 ける言い方に 戸惑いながら 、阿紀は嬉し かった。夢想 癖の阿紀の予 想を
遥かに越える 展開だったが 、何か怖い気も している。運 とはそういう ものだ。突然 つむじ
を曲げること がある。
先刻の 娘が蜜柑を運 んで来た。
「も う届かなきゃ いけないんで すけど」
「混んでいる んだろう。も う来るよ」
仕出し屋の ことらしかっ た。
「久美ち ゃん、清水に 来るように言 って下さい」
「は い」
娘の声は如何 にも明るく屈 託がない。阿 紀には二十六 、七才に見えた 。都会育ちに はな
い平らな伸び やかさであっ た。娘は阿紀 に向かって言 った。
「さっき は御免なさい 」
「何 のことでしょ う」
「お忘れにな ったのならい いんです」
「何があっ たの？」
耕之輔 が、二人を見 比べてどちら にともなく訊 いた。
「い いの、いいの 、おっしゃら ないでね」

念 を押す目を阿 紀は可愛いと 思った。悪戯 っぽく耕之輔 を見て立ち上 がると、娘は 小走
りに去った。
「可愛い 方。どなたで すの」
「家内 の妹です」
そ れは当然考え られることで あった。阿紀 も耕之輔が独 身であること など期待して いた
わけではない 。
「今日は 奥様は……？ 」
訊こう として、阿紀 はタイミング を失っていた 。
清 水という青年 がやって来る と、耕之輔は 阿紀を車で萩 に案内するよ うに言い、細 々と
指示を与えた 。
「私が御 案内すればい いのですが、 ちょっと済ま せたい用があ るもので」
阿紀は 恐縮するしか なかった。
車 は一度長門市 に出てから、 海岸を走るの かと思ったら 殆どが山と畑 の道だった。
運転する清 水は無口だっ た。こちらが 訊かない限り 口を開かない 。訊いても答 えは極端
に短かか った。
今朝 からの出来ごと がもう遠い昔 のことのよう に思われる。 耕之輔には野 武士の風格が
ある 。上布の畳紙 を持つ手にも 偉丈夫の大き さが感じられ た。その大き さの中に子供 のよ
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うな 人懐っこさと 墨汁を流した ような暗さが 同居していた 。
あの暗さは何 だろう。香月 泰男の絵に見る 山陰の重さも あるだろう。 名匠だった先 代の
重圧もあろう 。顔のケロイ ドも一因かも 知れない。だ がそのすべて を重ね合わせ ても出て
こない色 合いがあの暗 さにはあると 阿紀は思う。
し かし、阿紀自 身がどんなに 否定しようと も、今彼女の 奥で一番気に 掛かっている のは
夫人と、久美 ちゃんと呼ば れていた夫人 の妹のことだっ た。
或いは夫人 は病気なのか も知れない。 入院していて 午後の用とい うのはその見 舞いなの
ではなか ろうか。
ま た私の悪い病 気が始まって いる。
阿紀は思い切 って訊いてみ た。
「先生の奥様 は今日はお出 掛けでしたの ？」
「ええ」
清 水の答えは相 変わらず素っ 気なかった。
車は突然川に ぶつかり、橋 の向こうに萩 の町が視野い っぱいに現わ れた。左手に写 真で
知っている 指月山が望める 。
「先生の 言った通りで いいですか」
「お 願いします」

車 は狭く古い道 を選ぶように 走って海岸に 出た。
「菊ガ浜の女 台場です。降 りて下さい」
清水も 降りて阿紀を 砂浜に誘うと女 台場について 簡単な説明を してから、用 を足して来
るから しばらく待つ ように言い置 いて車で去っ て行った。
阿 紀はひとり海 辺に取り残さ れて潮風と対 した。海から の風は着物の 八つ口から胸 元に
冷気を吹き込 む。清水の説 明では、明治 維新の折、下 関に出兵した 長州兵の妻た ちが外国
艦隊の攻 撃に備えて築 いた砲台跡だ という。
阿紀は 人気のない砂 浜をひとり波 打ち際へ歩い て行った。日 本海に突き出 した指月山の
空に かき餅を並べ たような秋の 雲が縦に昇り 頭上辺りで消 えていた。
さざ

この雲は忘 れられないも のになりそう だ。
阿紀は 寄せては返す 細波に大きく 胸を張ってみ る。
渇いた 砂を手に掬い ながらつくづ く着物で来て 良かったと思 う。女の旅立 ちには着物は
欠か せない儀式な のだ。
しばらくし て戻って来た 清水は、萩の ホテルをキャ ンセルして来 たのだと言っ た。
「これか ら何処に行き ますの？」
「松 下村塾跡と東光 寺を回ってか ら、藍場川と いう掘割沿い を歩いて頂こ うと思います 。
そこ は是非観て頂 くようにと先 生からの言い 付けです」
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「藍 場川って染め の藍場ですの ……？」
「……だと思 います。古い 家が沢山残って いる地区です 」
帰りは夕陽 に向かって走 るドライブだ った。
「先生っ てやさしいで しょ？」
「ど うでしょうか 」
「あら、違い ますの」
「僕には恐い 先生です」
「お仕事 には厳しいと いうことかし ら」
「そ れもあります 」
「他にも恐い ってこと？」
「先生って複 雑な方なんで す」
清水青 年が初めて人 間臭い言葉を 口にした。
「芸 術の仕事をな さる方ってみ んな、複雑で 難しいんじゃ ないかしら。 まして清水さ んは
修業中の身で すもの」
適当に答え ながら、阿紀 は耕之輔のこ とをさりげな く訊き出そう としている自 分をずる
いと思う 。そう思いな がら知りたい ことは山ほど あった。
「お 顔の傷は窯の 火かなにかで すの？」

「知 りません」
清水の返事 はにべもなか った。バック ミラーを見る と清水の目が 夕陽に赤く光 っていた。
「でも僕 は先生につい て行きます」
しばら くしてぽつり と清水が言っ た。
「で もってどうい う意味ですの 」
「どんなこと があったとし てもです」
とりこ

「おっし ゃってる意味 がわかりませ んわ」
「あな たも先生の虜 になりました ね」
「虜 ？」
「僕も先生の 虜になりまし た。だからつ いて行くだけ です」
「虜って どういうこと かしら」
「すべ ての面でです 」
清 水はそのまま 黙ってしまっ た。言われる 通り今朝から ずっと耕之輔 の虜だった。 これ
を一目惚れと いうならまさ に一目惚れだ った。
「そうか も知れません わね。先生は 魅力のある方 ですもの。誰 でも虜になる んじゃないか
しら 」
阿 紀は素直な気 持ちで言えた 。言いながら もっと虜にな りたいと思う 。清水は黙っ てハ
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ンド ルを握ったま まだった。

」

「顔の火傷は 、子供の頃だ そうです。お母 さんのせっか んからだと聞 きました」
「まあ
耕之輔 が上布の敷き のしの話をし ていたのが思 い出された。
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