今ここに在るこ と

そうきち

津木林 洋
山辺宗吉は ハンガーラックに近 づいた。季節に関係な くジャンパーやカ
ーディガ ンが掛かっているので 、コールテンのズボ ンもあると思っていた
ら見当 たらなかった。部屋着 のままでいいかと思っ たが、いやいやと考え
直す。 年寄りが一見して部 屋着のままで来ている と分かるのはみっとも な
い、 というミネ子の言葉が 蘇る。あれはどこで聞 いたのだったか。彼 女が
よ れよれのジャージ姿の 男を見て、彼に囁いた 。男は短髪の白髪頭で 無精
髭 にも白髪が混じってい る。俺は部屋着では なかったから、ミネ子 の家の
近くのスーパーだった はずだ。その時彼は、 他人に言うふりをして 自分に
言っていると感じて どきりとしたのだ。
宗吉は押し入れを開 け、下段にしまい込ま れている小ぶりのタ ンスの引
き出しを開けた。 セーターやらシャツが きちんと折りたたまれ てあるので
当然その中にある ものだと思ったが見 当たらず、下着や靴下 の段にもなか
った。俺が気に 入っているのが分かっ ていたから捨てるは ずはないのだが
と思いながら 、タンスと横壁の間に 目をやると、白いレジ 袋があった。あ
あ、これだと 手に取ると、果たし て中にはコールテンの ズボンがあった。
ミネ子がク リーニングに出そうと していたのが分かる。 彼はそれを取り出
して広げ てみた。茶色の生地で 取り立てて汚れている ようには見えないが、
一カ所太 腿のあたりに薄くシミ が広がっている。そ れで彼は思い出した。
これを 穿いてミネ子の部屋に 行き夕食を食べていた とき、醤油をこぼして
できた シミだ。彼女はすぐ にお湯で洗ってくれた のでそれで取れたと思 っ
てい たが、クリーニングに 出そうとしていたのか 。
よ く食べ物をこぼすのは 年を取った証拠よ。
な んだか、自分だけ年を 取っていないような 言い方だな。
私はあなたと違って年 は取りませんから。
自然に逆らうのはよ くないな。
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あのときの笑いは 苦笑だったのか、そ れとも余裕の笑いだっ たのか。
おそらく半年前 にはクリーニングに出 そうと思っていたのが そのままに
なっている。 コロナが始まって、そ れどころではなくなっ たということだ
ろうな。半年 という時間が長いのか 短いのか彼にはよく 分からない。スー
パーに買い 物に行くついでにクリ ーニング店に寄ること にしてズボンをレ
ジ袋に戻し 、綿のズボンを穿い た。上を着替えるのは 面倒くさいので薄手
のジャン パーを羽織る。玄関の 小さな段差に腰を下 ろし、ウォーキングシ
ューズ を履く。右膝が悪くな ったとき、ミネ子から 口喧しく言われて履き
出した もので、年寄りには 似合わないと渋ってい たが、実際に試してみ る
とク ッションがあるせいか 膝が楽になったのでも う手放せないでいる 。玄
関 ドアの横にはＬ字を逆 さまにして引き延ばし た形の杖が立てかけら れて
い るが、彼は一度も使っ たことがない。ミネ 子が無断で買ってきて ウォー
キングシューズと一緒 に勧められたのだが、 そんな年寄りじみたも のは断
固お断りと彼は拒否 した。
何言ってるの。実際 年を取っているのだか ら、年寄りじみたは ないでし
ょう。
あんたが使うのな ら、俺も使う。
私は足は悪くな いもの。
だったら俺も 使わない。
変な人。プラ イドだけは高いんだ から。
プライドく らい高くないとな。
あの時の 笑いは呆れたという意 味なのは分かる。今日 は杖を使ってみよ
うかとふ と思った。供養という 言葉が浮かぶ。死ん でから言うことを聞く
という のも変な具合だが。俺 が杖を使わなかったの は年寄りに見られたく
ないと いうのはもちろんそ うなのだが、転んで怪 我をしてもミネ子がい る
から とどこかで思っていた のかもしれない。それ ならミネ子のいない 今、
怪 我をしたら自分で面倒 を見なければならない 。それ見たことかとミ ネ子
は 笑うだろうな。彼は膝 に手を当てて立ち上 がると杖を握ったが、 いや、
自分で面倒を見なけれ ばならないのだったら 転んでも構わないじ ゃないか
と思い直した。変な 人というミネ子の声が 響く。そうさ、俺は変 な人さと
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つぶやいて、彼は 杖を手から離した。 レジ袋を持ち、尻ポケ ットにある財
布を生地の上か ら確かめてから、彼は ドアを開けた。鍵を閉 め、アパート
の外廊下を行 き、鉄製の階段の手す りを握ってゆっくりと 一歩を下ろす。
赤錆の浮いた 踏み板がきしんだ音を 立てる。急勾配の階 段を慎重に降りて
いく。足を 踏み外して頭でも強打 すればあの世行きだ。 いやいやすんなり
あれ、自分で 面倒を見るのではな かったか。寝たきりに

とあの世に 行ければいいが、動 けなくなって寝たきり になれば最悪だ。誰
が面倒を 見る？
なれば 誰かの手を煩わせるの は仕方がないか。
一番下 まで降りて彼は一息 吐いた。顔を上げる。 ひんやりとした空気の
中、 秋晴れの空が広がって おり、昼前の太陽が高 く昇っている。何だ か気
持 ちがいい。母親はしょ っちゅうお天道様に手 を合わせていたが、こ の年
に なるとその気持ちが痛 いほどよく分かる。 しかし彼は手を合わせ ない。
心の中で合わせておく ことにして、上げた顔 を下ろした。その時、 道を行
く人の姿が目に入り 、彼はあっと口を開け た。マスクだ。マスク をするの
を忘れていた。ジャ ンパーとズボンのポケ ットを探る。ないの は分かって
いたが、万が一と いうことがある。ポケ ットにしまい込んで忘 れているこ
とがあるかも。し かし手はむなしくな いことを告げるばかり だった。どう
する、取りに戻 るか。だがもう一度階 段の上り下りをする のはとてつもな
く面倒だ。い いじゃないか、マスク ぐらい。スーパーマー ケットでもたま
にマスクをし ていない者を見かけ るのだから。年寄りが たまたま忘れてい
るくらいに 思われるだけだろう。 彼は階段を離れ、アパ ートの敷地を出よ
しかしそこ には誰の姿も見えな い。空耳か。

うとした が、エコバッグという 声が聞こえてきて、思 わず振り返った。ミ
ネ子の声 だった？

エコバ ッグなどという言い方 は大袈裟だ。買い物袋 でいいじゃないか。
でもエ コバッグの方がいい ことをしているという 気になるでしょ。
気に なるだけで、実際どれ だけエコの役に立って いるのか。
チ リも積もれば山となる という言い方を知らな いの。
庶 民はせいぜいチリを積 むことくらいしかで きないのか。
自分は庶民ではないみ たいな言い方。
俺が言いたいのは、 もっと大きなことを考 えろということだ。
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例えば？
それは……庶民である俺に は分からない。
そら、ごらん なさい。
マスクとエコ バッグ、二つも忘れた のなら面倒でも取り に戻るかと考え
たが、その 時手にレジ袋を持って いることに気づいた。 そうだ、先にクリ
ーニング屋 に行ってズボンを出 したら袋が残るじゃな いか。彼はその発見
に自分で も得意になり、意気揚 々と歩き出した。し ばらくは高揚した気分
のまま 歩いていたが、すれ違 う者がちらっと自分を 見ることに気づき、マ
スクを していないことを思 い出した。行き交う人 間でマスクをしていな い
者は いない。そう思ってい ると、心なしか微妙に 自分を避けるように 動線
を 変えている気もしてく る。このじいさん、マ スクをしてないよ、そ う思
っ ているんだろうな。惚 けているのかも、と 思うかも。そうだよ、 俺は惚
けているんだ。彼はそ こに逃げ込もうとした が、やはり居心地はよ くない。
今更取りに戻る気は ないので、どこかで買 うことに決めて歩を進 めた。部
屋にはミネ子が買い 置きしてくれたマスク がたっぷりと残って いるのに、
わざわざ買うのは 馬鹿馬鹿しい気がした が、戻る面倒よりも金 を出す方が
はるかに楽だ。
スーパーマーケ ットに着く。買い物に 来ている者たちは年 寄りも含めて
すべてマスク をしている。店内で、 新型コロナウイルス感 染防止のためマ
スクの着用に ご協力くださいとい うアナウンスが流れて いる中で、マスク
なしで入る 勇気はさすがにない。 本当に惚けていたら、 そんなことは気に
しないだ ろうが。彼は隣に建っ ているドラッグストア に近づき、中に入っ
た。スー パーの店内よりも人が まばらなのでほっと する。薬売り場の手前 、
目立つ ところに様々なマスク が売られている。彼は 三枚入りの一番安い袋
を取っ て、レジに向かった 。会計をしている人に 後ろには並ばずに遠く か
ら様 子をうかがい、その人 が終わって次に誰も並 ばないことを確認し てか
ら レジの前に立った。ビ ニールシートの向こう からマスクをした中年 女性
の 店員がこちらを見る。 その目にはこちらが マスクをしていないこ とに対
する反応はない。彼は マスクの袋をカウンタ ーに滑らせる。店員 が袋を手
に取って、何か言っ た。彼は目を見開いて 、もう一度言ってくれ という意
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思表示をする。店 員は心持ち大きい声 で、ポイントカードは お持ちですか
と言う。彼は左 手を振った。レジ袋は お入り用ですか、テー プで構いませ
んか。彼は右 手を挙げてズボンの入 ったレジ袋を示した。 店員はバーコー
ド読み取り機 をつかんで商品のバー コードに光を当てる と、百九十八円で
すと言う。 ズボンの尻ポケットか ら財布を出し、小銭で 膨らんだ中を探る。
よく探せば ちょうどの硬貨があ るはずだと思うが、こ こで時間を取りたく
はない。 彼は百円硬貨を二枚取 り出すと、店員に渡 そうとした。しかし店
員は、 こちらにと手でカウン ターの受け皿を示した 。そこに硬貨を置く。
店員は 硬貨を取るとレジス ターの穴に入れ、出て きた一円玉二枚とレシ ー
トを 重ねて受け皿に置いた 。彼はマスクをジャン パーのポケットに突 っ込
み 、一円玉二枚を財布に しまうとレシートはそ のままにして、その場 を離
れ た。店内で袋を破って マスクを付ける気は ないので、急いで店を 出た。
自転車の並んでいると ころでポケットから袋 を取り出し、破って一 枚を引
き出す。それを口に 当てると、一仕事やり 終えたような安堵感が 広がった。
これでようやく周り を余裕を持って眺める ことができる。そう 思うと、自
分が世間体を気に して汲汲としているち っちゃな男に思えてき て、自嘲の
笑みがこぼれた。 ケツの穴の小さな男 ねえ、ミネ子の声が聞 こえてきそう
だ。もっとも、 彼女はその言葉を彼に 向けたことはない。 テレビを一緒に
観ていて、つ まらないと思った男を 突っ込むときに使うの だ。しかし彼は
いつも自分に 向けて言われている と感じてしまうのだっ た。
スーパーマ ーケットの出入り口の 横にクリーニング店が ある。その前に
宗吉は立 った。このスーパーマ ーケットができたのが いつだったか記憶に
ないが、 彼は一度もこのクリー ニング店に入ったこ とがない。どの衣類を
クリー ニングに出すかはミネ 子が決め、彼女が持っ て行くのも引き取るの
もすべ てやっていてくれた から。俺の部屋から帰 るとき、ついでに立ち 寄
ると したら、この店か。い や、と彼はかすかな記 憶をたどっていく。 クリ
ー ニングは大手のチェー ン店よりも個人の店の 方が丁寧なので、少々 高く
て もそっちにしている、 確かそんなことを言 っていた。彼は目の前 の店構
えを観察した。明るい 色調、ガラス壁には早 い、安い、ていねい と大きな
ロゴが貼られている 。スーパーマーケット の敷地に出店するのは チェーン
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店だろうとは彼で も分かる。どうせク リーニングに出すのな ら、ミネ子の
馴染みの店にし たいと思ったが、その 店を探せるだろうか。 ミネ子の住ん
でいたアパー トまでの道筋のどこか にその店はあると思う ので、ひさびさ
に散歩を兼ね て歩いてみようか、と 彼は思った。整形外 科の医者から、痛
いからとい って歩かないでいると 、筋肉が衰えてますま す痛くなるので、
痛みが軽け れば少しは歩いた方 がいいと言われている のだ。
一週間ご とにお互いの部屋に泊 まることにし、道順 を覚えるために二人
で歩い たことは記憶にある。 健康のためにウォーキ ングと言っていたのが 、
膝が悪 くなって彼はバス、 ミネ子は仕事で使って いる自転車に変わって し
まっ た。歩いてどのくらい 時間がかかったのか覚 えていない。あの頃 は若
か ったから一時間もかか らなかったかと考えて 、彼は一人で笑った。 還暦
と 還暦間近の二人でも今 の歳から思えば若か ったとなるのだ。四十 歳の時、
二十歳を振り返って若 かったと思うのと一緒 のことか。いやいや、 それは
違うだろう。自分の 情況が変わっていく二 十年と日々変わりもし ない二十
年では同じ二十年で も全く違う。
ミネ子のアパート に行く途中に大きな公 園があったことを思い 出した。
瓢箪型の池があっ て、その周りを巡っ たのだ。取りあえずそ こまで行って
みようか。
秋の日差しに 背中を押されるように 宗吉は歩き出した。歩 道のある大き
な道に出て、 いつも使っていたバ ス停の前まで行く。マ スクを付けた年寄
りが三人、 間隔をあけてバスを待 っている。クリーニン グ店を探し歩いて
膝に痛み が出てきたら帰りはバ スに乗ろう、そう考え ると不意に恋の片道
切符とい う言葉が浮かんだ。チ ューチュートレイン という歌詞が曲に乗っ
て流れ 出し、彼は思わず口ず さむ。誰の歌だったか と思っても名前が出て
こない 。なぜこんな歌が浮 かんだのか。帰りのバ スが片道切符だから？
でも 乗らなければ片道切符 ではない。まあ、片道 切符でも乗れると分 かっ
て いたら、安心して歩け るというものだ。彼は 自分を納得させ、バス 停を
背 に足を踏み出した。す れ違う者も自分を追 い越していく者もいる 。コロ
ナが始まる前と今とで は人通りがどう変わっ たのか判断できない が、誰も
がマスクをつけてい る姿は今だと思わせ、 自分もマスクをつけて いるとそ
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のことが当たり前 に見えてくる。たま にマスクをつけていな い者に出くわ
すと、まるでそ こに警告マークが出て いるように感じるのが 面白かった。
ジャンパーの ポケットに手を入れて 残りのマスクを確認す ると、通行手形
かと彼は笑っ た。
店を探して 歩くと、おのずからゆ っくりとした速度にな る。道が交差し
ているとこ ろに来ると、立ち止 まってその道の両側に 目をやって、クリー
ニング店 の看板とか幟がないか と確かめるからなお さらだ。ミネ子は自転
車だっ たので、もっと枝道を 行って穴場の店を見つ けたのかもしれないが 、
さすが にそこまで探す気は ない。大きい道を行っ て見つからなければ、 そ
れは それで仕方がない、帰 ってあの店に持ち込も う。とは思うものの 、彼
女 が気に入った店を見て みたいという気持ちは 強い。見つからないま ま歩
き 続け、大きな川にかか る橋をようやく渡っ たところで、公園がこ の近く
にあったことを思い出 した。この道のどこか で曲がったはず。そう 思って
歩いていると、電柱 の上部に三勝池公園と いう看板がかかってい るのを見
つけ、彼はその矢印 に従って道を左に曲が った。緩やかな下り 坂を転倒に
注意しながら慎重 に足を運ぶ。行く手に はこんもりと木々が茂 っているの
が見え、彼は車止 めのポールの立って いる入り口から公園の 中に入った。
赤茶色の小石で 固められた遊歩道を行 くと、自然に池の周 りに出られるよ
うになってい る。ジョギングをして いる者もいて、そのマ スク姿に、一人
だし息苦しい のだから外しても、 とは思うが、違和感は 感じない。池は広
くて、樹木 が池端にせり出してい るところもあり、カモ なのか野鳥の群れ
が泳いで いるのも見える。池と 遊歩道を区切っている のは木材を擬したコ
ンクリー トの柵で、それに沿っ て歩き始めて、彼は すぐにここでミネ子と
手をつ ないだことを思い出し た。あれはいつのこと だったろうか。お袋が
死んで から付き合い始め、 週末同居を決めるまで の短い間のような気が す
るが 、自信はない。腕を組 んだこともないのにい きなりミネ子が手を 握っ
て きて、その冷たさに驚 いたから冬のことだっ たのか。いや、ミネ子 は冷
え 性だと言っていたから 、冬とは限らない。 いやいや、お袋が死ん だのが
秋だったから、やっぱ り冬だろう。
どうして手を離すの 。
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いや、びっくりし たから。
今まで女の人と 手をつないだことがな いの？
うーん、ない かな。
淋しい人ね。
昔のことは 忘れたからな。
……ホントは手 をつなぎたいんだけ ど、そんな若い子の真 似なんか恥ず
かしくて できないんでしょ。
まあ、 そうかな。
大丈夫 よ。周りに誰もいな いから。
それ でも彼が躊躇している と、
パ ーを出してみて。
ミ ネ子が右手を広げてみ せる。彼がおずおず と左手を広げると、彼 女は
ぱっと指を絡ませ、つ ないだ手を自分の臍の あたりに持って行く。
あったかい手。
ミネ子の冷たい手が 次第に温かくなってい くのがなぜか不思議 な感じに
思えたことを覚え ている。
あのあと、手をつ ないだまま、池の周 りを歩いたのだったか 。人の姿が
見えて、自分か ら手を外したのか、そ れとも彼女がつない だ手を彼のオー
バーのポケッ トに突っ込んだのだっ たか。いや、池に浮か んでいるボート
を見て、あれ に乗りましょうよと 言ったときに彼女の方 から外したのでは
なかったか 。しかしボートに乗っ た記憶はない。
秋の日差 しを受けて池面が光っ ている。こんな日にボ ートに乗ったら気
持ちがい いと思うが、一艘も浮 かんでいない。コロ ナのせいなのか、それ
とも単 なる平日のせいなのか 。芝生のある広場にや ってきた。人がぽつぽ
ついて 、ベンチにも坐って いる。まだ痛くはない が、熱を持ってきてい る
膝を 休ませるために彼も坐 ることにした。長いベ ンチには一人ずつ区 切る
た めの仕切りが二カ所あ り、誰もがどちらかの 端に腰を下ろしている 。宗
吉 も誰もいないベンチの 端に坐って一息つい た。左手を広げてみる 。ミネ
子と手をつないだのは 何回かあると思うが、 覚えているのはここ でのこと
だけだ。ミネ子との 二十年、最初の出会い からすれば、どうして こんなに
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続いたのか分から ない。もっとも、宗 吉には五、六年くらい しか経ってい
ない感覚なのだ が。
チャイムが鳴 る。玄関のドアを開け ると、グレーのトレー ナーにベージ
ュのスラック スを穿いた女性が立っ ていた。
おはようご ざいます。伊藤さんの 引き継ぎで参りました 新川と申します。
宗吉は女性 を見て、がっかりし た。前任の看護師は三 十代後半の人でぽ
っちゃり とした体型が彼の好み だったのに、新川と いう女性はどう見ても
五十代 、ひょっとしたら自分 と同じくらいかもと思 ったのだ。看護師長上
がりか もと思わせる浅黒く 堅い顔も好みではなか った。前任者と母親は 最
初の うちこそギクシャクし ていたが、次第に打ち 解けてうまくいって いる
と 思っていたのに一週間 前、突然母親が拒否し 出した。訳が分からな いま
ま 、担当を替えてくれる よう申し込んだのだ った。
宗ちゃん、水という母 親の声が聞こえてき、 彼は女性との挨拶もそ こそ
こに奥の部屋に駆け 込んでいった。六畳の 部屋に置かれた鉄パイ プ製のベ
ッドに横たわり、母 親が筋張った手をひら ひらさせている。彼 は枕元に近
づき、ナイトテー ブルの吸い飲みを取る と母親の口に持って行 った。ガラ
スの吸い口を銜え 、母親は無表情に水 を飲む。傾き具合に気 をつけながら
慎重に吸い飲み を持ち上げる。飲み終 わって吸い飲みをテ ーブルに戻した
とき、隣の部 屋との敷居に新任の看 護師が立っているのが 目に入った。彼
女がつかつか と近寄ってくる。
山辺さん、 と彼女が腰を曲げ、母 親の顔をのぞき込んだ 。今日から伊藤
さんに代 わって私が看護のお手 伝いをさせていただき ます、新川です、新
川ミネ子 です。
母親は 相変わらず無表情だ。
それで はまず体温を測りま しょうね。
ミネ 子がナイトテーブルに 置いたリュックから棒 状の物を取り出した 。
蓋 を開け、電子式の体温 計を抜き取ると、母親 の寝間着の胸元を広げ よう
と したが、母親がその手 を払いのけた。彼は ひやりとした。
山辺さん、元気があり ますね。それだけの元 気があれば、リハビ リも頑
張ってやりましょう ね。
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ミネ子が宗吉をち らっと見る。えっと 思っていると、彼女が 手に持った
体温計の先をこ ちらに向けた。ああ。 宗吉はミネ子から体温 計を受け取る
と、母親の寝 間着の胸元を広げ、脇 の下に体温計を差し込 んだ。母親は無
表情だが、さ も当然という顔に見え る。ピッと音が鳴り 、彼は体温計を抜
いてミネ子 に渡した。
三六・一。 平熱ですね。
ボールペ ンでバインダーに挟ん だ用紙に書き込みを したあと、彼女はバ
ッグか ら血圧を測る道具を取 り出した。しかし腕帯 を母親の上腕部に巻こ
うとす ると、肘を曲げ手で 払われる。
お母 さん、血圧を測るのは 看護師さんの仕事だか ら、素直に言うこと を
聞 いて。
そ う言っても母親はかた くなに拒否する。
今日は血圧はなしで。
ミネ子に告げる。彼 女はちょっと困った顔 をしたが、口元は笑っ ている。
血圧測定を止めると 思いきや、手に腕帯を 持ったまま、母親の 耳元に口を
近づけ、何事かさ さやいた。母親の目が 看護師に向いた。
ね？
ミネ子が笑いか けると、母親は目を正 面に戻し、まぶたを 閉じた。ミネ
子が素早く腕 帯を巻き、その間に聴 診器を差し入れ、血圧 計のゴム球を何
度か握る。
一〇五、六 五。山辺さん、血圧は 正常ですよ。
ミネ子は 血圧計をしまうと、宗 吉に、湯を沸かしてく れるように言った。
湯沸かし 器のお湯ではだめです か。
それで 構いません。
お袋の 身体を拭くというこ とですか。
はい 。
玄 関横の小さな台所に行 き、風呂場から持って きた桶に湯をためてい る
と 、ミネ子が側に来た。
できるだけ熱い湯にし てくださいね。
彼はダイヤルを最大 にした。
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それからタオルを 二枚、用意してくだ さい。
湯の溜まった風 呂桶を寝室に持ってい ってから、小物タンス の最上段に
あったタオル を二枚つかんでミネ子 に渡した。
ありがとうご ざいます。
そう言うと 、ミネ子は襖を閉めた 。伊藤さんは開けっぱ なしでやってい
たのにと思 ったが、看護師によ ってやり方が違うのだ ろうと自分を納得さ
せた。
ミネ子 は驚いたことに、その あと母親のリハビリま でやってのけた。母
親はア パートの階段を踏み 外して転倒し、その拍 子に大腿骨の根元を骨 折、
人工 関節を入れる手術を受 けたのだ。リハビリを 嫌がり、いくら寝た きり
に なると脅しても言うこ とを聞かなかったのに 。
ベ ッド上で膝の曲げ伸ば し、起き上がってベ ッドに腰掛け、足を畳 につ
け、ゆっくりと立ち上 がらせる。ミネ子が母 親の手を取り、少しず つ歩か
せ、山辺さん、その 調子、上手ですよと声 をかける。そのまま寝 室を出て
次の間に入り、流し 台の前まで行く。その とき、そこにあるパ イプ椅子、
持ってきてもらえ ますかとミネ子が声を かけてきた。彼はベッ ドの横に置
いてあったパイプ 椅子を畳んで持って 行った。それを再び広 げると、ミネ
子は母親を坐ら せた。
バスタオル、 ありますか。
彼は寝室に戻 り、押し入れの中か ら一番きれいと思われ る一枚を取って、
戻った。ミ ネ子はそれを母親の肩 にかけ、今度は、シャ ンプーを持ってく
るように 言った。そこでようや くミネ子が母親の頭髪 を洗おうとしている
のが分か った。ドライシャンプ ーを使わないのか、 伊藤さんはいつもそう
してい たのに。
流し台 の下の扉を開け、そ こに母親の膝が入るよ うにして、ミネ子は母
親の 頭を流しに傾けさせた 。そして湯沸かし器の 湯で母親の髪を濡ら すと、
ミ ネ子はシャンプーをた っぷりとつけ、鼻歌ま じりに指で洗い始めた 。時
折 、かゆいところはあり ませんかと尋ねる。 目を閉じた母親が首を わずか
に横に振る。相変わら ず無表情だが、柔らか く見えるのは気のせ いか。洗
い終わると、また頭 を流しに出し、湯沸か し器の湯をかけていく 。時間を
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かけて丁寧にすす いでから、バスタオ ルでしっかりと水気を 取った。
山辺さん、気持 ちよかったでしょう。
母親は小さく うなずく。ミネ子がこ ちらを見て、シャンプ ーはやっぱり
水を使った方 が気持ちがいいんです よと言い、目を戻す と、これからはリ
ハビリも兼 ねてここでシャンプー をしましょうねと母親 に告げた。
ミネ子はそ のあと、胸に聴診器 を当てたり、口の中を ペンライトで覗い
たりした が、母親は嫌がる素振 りを見せなかった。
訪問看 護の仕事が終わって書 類に確認の署名をして から、彼はミネ子に
せいしき

小声で 、どんな魔法を使っ たんですか、何か言い ましたよねと尋ねた。
別に 魔法なんか。清拭とか 洗髪をご褒美にしただ けですよ。気持ちが い
い ことは分かっています から。
聞 いてみれば、単純なこ とだった。
母親が死んだのは、そ れから一ヵ月も経たな い頃だった。夜中に唸 り声
で目を覚ました彼の 耳に、寝室からどさり と物の落ちる音が聞こ えてきた。
蒲団から上半身を起 こし、垂れ下がってい る紐を引っ張って蛍 光灯をつけ
る。耳を澄ますが 、物音はもうしない。 彼は立ち上がって、寝 室の襖を開
けた。こちらの光 が届く中にベッドか ら落ちた母親の身体が あった。お母
さん。あわてて 駆け寄って揺すっても 母親は何の反応も示 さない。母親の
頬を両手で挟 んで顔をこちらに向け たが、目は閉じたまま だ。お母さん、
どうした。頬 を叩いてみたが、目 を開けない。頭がかっ と熱くなり、何か
を考えよう としたが紐が絡まった ように思考がまとまら ない。その時、何
かあった らいつでも連絡してく ださいというミネ子の 声が耳元で蘇った。
彼は寝室 を出てテレビの上に置 いている黒電話の受 話器を取った。早見表
をめく り、こんな夜中にと一 瞬躊躇したが、ミネ子 の番号を押した。はい 、
新川で す。その声に不機嫌 な感じは全くない。彼 が母親の状態を説明す る
と、 すぐに救急車を呼んで ください、私も急いで そちらに行きますか らと
ミ ネ子は言って電話を切 った。受話器を下ろし 、もう一度取り上げた が、
救 急車が何番かが思い出 せない。彼女が来て から電話してもらおう かと考
えているうちに、一一 九という数字がぱっと 浮かんだ。
救急車が来て隊員が 担架に母親を乗せてい るときに、ミネ子がや ってき
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た。私はこの人を 担当している看護師 です、具合はどうです かと隊員に質
問している。意 識がない、脳卒中の疑 い、そんな言葉が聞こ えてくる。彼
はミネ子と一 緒に救急車に乗った。 向かい合って腰を下ろ す。担架に縛り
付けられた母 親に目をやっているミ ネ子の横顔を見てい ると、不思議と落
ち着いてき た。母親もこれで大丈 夫だろうと思えた。
しかし次の 日、母親は目を覚ま すことなく病院のベッ ドで死んだ。脳梗
塞だった 。
母親に は遠い親戚しかおらず 、近所に親しくしてい る者もいなかった。
アパー トの狭い一室で葬儀 をする気にもならず、 かといってどこかの会 場
を借 りるのも大袈裟過ぎる 気がした。何より金が ない。ミネ子に相談 する
と 、火葬場に直接運び込 む直葬というのがある と教えてくれた。
ち ょっとお金はかかりま すけど、火葬する前 にお坊さんを呼んで拝 んで
もらうこともできます よ。
それなら自分の気持 ちにも添うと彼は納得 し、病院から直接火葬 場に母
親の遺体を運んだ。 すべての手続きをミネ 子がやってくれた。 病気の兆候
を見逃したせいで 母親を死なせたとミネ 子は悔やんでいるよう だった。言
葉のやりとりの中 でそういう発言を聞 くたびに、新川さんは よくやってく
れましたからと 彼は繰り返した。
母親の介護が なくなって空白の時間 ができてしまうと、何 をしたらいい
のか分からな くなった。プラスチ ック部品会社で製造部 に勤務していた宗
吉は母親の 骨折を機に六十歳の定 年間近で退職した。年 金受給までまだ時
間がある ので働かなくてはと思 うのだが、その意欲が 湧かない。そればか
りか日々 の生活に関しても、ど うでもいいことだと いう思いに支配されて 、
体が動 かなかった。
あの頃 のことを思い出そう としても、霞がかかっ ていて自分がどのよう
に生 きていたのか、よく覚 えていない。スーパー で出来合いの物を買 って
き て食べ、洗濯はほとん どせず、日がな一日蒲 団に寝転がってテレビ を見
て いたとしか言えない。 怠惰な生活だという 自覚はあったが、自分 が病気
だとは少しも思わなか った。そんな彼を引っ 張り上げてくれたの がミネ子
だった。遺族の心の ケアも私の仕事ですと 言ってやってきた彼女 が嫌がる
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宗吉を蒲団から叩 き起こし、精神科の 診療所に連れて行って くれたのだ。
診断は鬱病で薬 が処方された。
週末同居を決 めた頃だったか、あな たの部屋に入った途端 、その荒れ具
合ですぐにお かしいと思ったわとミ ネ子が言ったことが ある。
あんなに大 事にしていたお母さま が亡くなって、張り詰 めていた気持ち
が切れたの よね。
俺がお袋 を大事にしていた？
あれ、 自分ではそうは思って なかったの？
俺は普 通だよ。
ミネ 子がくすりと笑った。
お 母さまは何かあると、 宗ちゃん、宗ちゃんて あなたを呼んで、足を 揉
ま せたり、トイレの介助 をさせたりしたじゃ ない。あなたは生き生 きとし
てたわよ。
お袋の世話をしたの は確かだが、生き生き なんてしていなかった 。
体の大きな男が喜ん で母親の面倒を見てい る姿が可愛いと思っ たんだけ
ど、そうじゃなか ったの？
親の面倒を見るの は当たり前だろう。
その当たり前だ という意識が恐いのよ 。本当はお母さまを 憎んでいたん
それ はない。

じゃないの？
俺が？

否定はして みたものの、一人にな って夜、蒲団に横たわ って天井の染み
を見つめ ていると、一つの光景 が記憶の底から姿を現 した。
彼と若い 女が母親と相対してい る。結婚したい女性 がいると言ったとき
には、 お前もようやく結婚す るのか、早く孫の顔が 見たいと喜んでいた母
親が、 実際に相手を連れて くると笑顔も見せず値 踏みするように女を見 た。
彼が 、結婚したら別に住む けど、ここの近くにア パートを借りるから と言
う と、
別 居は嫌だよ。大きな家 を借りればいいじゃ ないか。あたしはその 中の
小さな部屋でいいから さ。そうだ、いっその こと家を買ったらい いんだ。
あたしもお金を出す よ。あたしだってまだ まだ働けるし。ねえ、 悠子さん。
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あんたもそう思う でしょ。子供が生ま れたら、あたしが一緒 にいた方が絶
対にいいから。 子供をあたしに任せて 、二人とも安心して働 きに出れるで
しょ。どう。
女はうつむい たまま黙っている。
お母さん、 子供の話なんかまだ早 いよ。別居するという ことはもう決め
たんだから 。
あたしに 相談もなしにそんな大 事なことを決めるな んて。あんたはいつ
からそ んな人間になったんだ い。あたしはそんな人 間に育てたつもりはあ
りませ ん。お父さんが亡く なってから女手一つで 頑張ってここまで育て た
のに 、あたしを放り出すつ もりかい。それが母親 の恩に報いるってこ とな
の かい。
誰 も放り出すなんて言っ てないじゃないか。 近くに住むんだから。 よく
言うだろう。親とは味 噌汁の冷めない距離が いいって。
それは子供が何人も いる親の話だ。あたし にはあんたしかいない んだよ。
同居するのが当たり 前じゃないか。
結局、彼は女と別 れた。あなたのお母さ んて恐い、わたし、と っても一
緒にやっていけそ うもないというのが 最後の言葉だった。そ の言葉が結構
な重しになり、 この母親がいる限り結 婚はできないと思い 、この母親さえ
いなければと 恨みが向かおうとする のを恥ずかしいことだ と押さえ込み、
母親が亡くな るのを待とうと思っ ているうちに六十にな ってしまった。そ
の母親が死 んだのに解放された気 持ちになれないのが不 思議だった。まだ
母親が自 分の頭の上に坐り込ん で押さえつけている気 がする。
お母さん を憎んでもいいのよ、 とミネ子が言う。も う亡くなっているん
だから 、あなたがどう思おう とお母さんには分から ないわ。
目の前 に相手がいなければ 、それは無理。
ミネ 子はそれじゃあと言っ て、部屋に置いてあっ た骨壺を永代供養を し
て くれる寺に預け、母親 の使っていたベッドを 処分し、服とか雑貨な ども
す べて廃棄した。週末に 来るだけだから何も そこまでしなくてもと 思った
が、それが週末同居の 暗黙の条件のように感 じて、彼は何も言わ なかった。
しかし実際に母親の 物が身の回りからなく なってしまうと重しが 取れたよ
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うに身体が軽くな った。
私はあなたの母 親代わりになるのは嫌 だから、一緒には暮ら さない。
その一言で一 週間ごとにお互いの部 屋を訪問して一泊する という週末同
居が決まった 。食事は部屋に迎えた 方が作り、その費用 も負担する。
私は一度結 婚に失敗しているから 二度とごめんなのよ。
と言い訳の ように付け加え、流 産が原因で夫婦仲がギ クシャクして別れ
たとミネ 子は簡単に説明した。 それ以上深いことは 彼女もしゃべらなかっ
たし、 彼も聞かなかった。
今から 思えば、籍だけでも 入れておけばよかった と宗吉は思う。そうし
てお けば、ミネ子の死も知 らされ、遺体袋を通し てかもしれないが、 その
姿 を確認できたかもしれ ない。
彼 は公園のベンチからゆ っくりと立ち上がっ た。膝が固まっていて すぐ
には歩き出せない。そ の場で何度か足踏みを してから池端に向かっ た。ミ
ネ子と並んで歩いて いた思い出をたどりな がら、彼は柵に沿って 足を運ぶ。
しばらく行くと、小 さいオレンジ色の花を 咲かせた樹木が目に 入った。あ
れは確か金木犀じ ゃないかと思って近づ いていき、十字の形を して密集し
ている花に顔を近 づけた。衰えた嗅覚 にもその匂いははっき りと感じられ
た。この花が金 木犀だと教えてくれた のはミネ子だった。 手をつないだと
きと同じ日だ ったかどうかは覚えて いない。この匂いを嗅 ぐと、身体の奥
でちりちりと 欲情の火が燃え出す のを感じる。ここまで 来ようと思ったの
は、これを 感じようとしたかった のかと今更ながら彼は 気づいた。ミネ子
と初めて 裸で抱き合ったとき、 彼女の体からほんのり と匂うものがあった。
部屋を暗 くし、豆球の明かりだ けにしているので、 嗅覚が敏感になってい
彼女は首 を

るのか もしれなかった。ずい ぶん久しぶりに女の体 を抱く緊張で体を硬く
しなが ら、金木犀の匂いが すると彼はつぶやいた 。ほんと？
ひね って自身の肩に鼻を近 づける。
自 分では分からないわ。
金 木犀の側を通ったんじ ゃないか。
覚えがないわ。でもそ んなことで匂いが残る なんて思えない。
だったら石鹸か。
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そんな石鹸、使っ てない。
彼女が彼の肩の 匂いを嗅ぐ。
ほら、あなた も同じ石鹸を使ったの にそんな匂いはしない じゃない。あ
なたの匂いは ……金木犀ではな くて何ていうか、燻製 の香りをうんと薄め
たような甘 酸っぱい匂い。
彼は彼女の 背中に回していた手 をゆっくりと滑らせた 。彼女の体がわず
かに反応 する。肌と肌が全身で 触れ合っていること に彼は恍惚となった。
このま まずっとこうしていた いと思い、それが次の 行為に移ることへの不
安の裏 返しであることも気 づいていた。結局、そ の夜はうまくいかなか っ
た。 焦れば焦るほど体がい うことを聞かず、彼女 が優しく頭を抱いて くれ
る ことで終わった。男の 人は最後まで行くこと に拘るけど、女はそう じゃ
な いの、こうしているだ けで充分、とミネ子 は慰めてくれたが、そ れが余
計に宗吉を落ち込ませ た。実は私も恐かった のよ、と彼女は笑いを 含んだ
声で言った。更年期 が終わって自分の体が どういう反応をするの か分から
なかったから、それ なりの用意はしたの、 看護師だからね。そ う言って彼
女は手を伸ばした 。手渡してくれたのは チューブで、潤滑ゼリ ーだと言う。
そうなんだと彼は 思った。彼女も不安 に思っていたことが分 かって、肩の
力が抜けた。彼 女が、アメリカで開発 された勃起不全治療 薬が日本でも認
可されたから 、必要ならもらってく ることもできるわよと 冗談めかして言
ったが、彼に はもう大丈夫だとい う思いがあった。事実 、次の週末彼女が
彼の部屋に 来て、二人は性交した 。射精し終わってもか なり長い間、二人
は抱き合 っていた。
宗吉はオ レンジ色の小さな花弁 を一つちぎると、匂 いを嗅いでからジャ
ンパー のポケットに入れ、ま た歩き始めた。来た道 を戻り、公園を出て、
広い道 に向かう。交差点の ところで家に帰るかど うか思案してから、も う
少し クリーニング店を探す ことにした。しばらく 歩いて枝道に目を向 けた
と き、黄色地に赤でクリ ーニングと染められた 幟が目に入った。あそ こか。
彼 は少し急ぎ足になって 枝道に入っていった 。ガラスドアには谷山 クリー
ニング店とロゴ名があ り、その上に、しみ抜 き一級技能士が承り ますと張
り紙がある。いかに も個人経営の店という 佇まいだった。彼は客 がいない
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ことを確認してか らガラスドアを押し た。カランと鐘の鳴る 音がする。カ
ウンターにはビ ニールシートが垂れて おり、マスクをした店 員がいらっし
ゃいませと目 で笑いかけた。年配の 女性だった。彼は手に 持ったレジ袋か
らズボンを取 り出し、これをとカウ ンターに置いた。店 員はコーデュロイ
のズボンで すねと言いながら広げ 、ひっくり返したりし てチェックした。
ここにシミ がありますねと言っ て紙片に何やら書き込 みをする。
この店を ご利用になるのは初め てでいらっしゃいま すか。
はい。
そうし たら、ここにお名前 と電話番号をお書きく ださい。
カウ ンターに置かれた紙片 を手前に滑らせ、側に あったボールペンを 取
っ て、名前と電話番号を 書いた。その時ふっと 思いついて、新川ミネ 子と
い う人がここに来たこと はありませんかと聞 いてみた。
シンカワさん？
そうです。七十代後 半のおばあちゃんです が。
うちはお客さんが多 いので、ひょっとした らおいでかもしれま せんが、
お一人お一人のお 名前までは ……。
調べてもらえませ んかという言葉が喉 元まで出かかったが、 たとえここ
の客であったと してもそれ以上何かが 分かるわけでもない と思うと言えな
かった。店員 の方から、その方がど うかしましたかと聞い てくれれば、一
部始終を話す のだがと店員の目を 見たが、店員は何も言 わない。スタンプ
カードをお 作りいたしますかと言 うのを断って料金を払 い、引換券を受け
取ると、 彼は店を出た。一仕事 終えた気がして、彼は 家に帰るつもりだっ
たが、こ こまで来たらミネ子の ところまで行ってみ ようかと気が変わった 。
半年前 のことだった。スーパ ーマーケットで買って きた惣菜で簡単な夕
食を済 ませ、使ったパック を片付けていると、電 話が鳴った。ミネ子か ら
やっ と来たと彼は急いで手 を洗い、卓袱台に置い てあるスマホに向か った。
顧 客である高齢者が発熱 しているのに医者にか かりたくないと駄々を こ
ね ている、ひょっとした らコロナかもしれな いので、しばらく会う のは控
えておくという電話を 受けてから、ずっとか かってこなかったの だ。
スマホを取り、カバ ーを開けると非通知だ った。非通知には出る なと言
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われていたのでそ のまましばらく待つ と、電話は切れた。ほ っとしてカバ
ーを閉じようと したとき、ホーム画面 のＬＩＮＥのアイコン に①という番
号がついてい るのに気づいた。イン ストールした最初こそ 何度かやりとり
をしたが、や はり電話の方がいいと 全く使っていなかっ た。アイコンをタ
ップする。 ミネ子からＬＩＮＥが 来ていて、宗ちゃん、 ごめん、コロナに
罹ったみた い、とあった。受け 持った高齢者がコロナ だったということか
と思った が、文面はどうみても 本人が罹ったとしか 読めない。じわじわと
怖さが 浸みてくる。返信はど うしたらいいと使って いた頃のことを思い出
しなが ら、あちこちタップ をしまくって、やっと 、大丈夫かと送信した 。
それ だけでは心許ないので 、ミネ子の番号に電話 をした。しかし呼び 出し
音 がしばらく続いた挙げ 句、ただいま電波の届 かないところにいるか 電源
が 入っておりません、と いうアナウンスが流 れた。そんなはずはな いとも
う一度かけても同じだ った。ＬＩＮＥのアイ コンをタップして返信 がない
か見てみたが、自分 の文面は未読のままだ った。彼は財布をつか み、ジャ
ンパーを着て、アパ ートを出た。夜は街灯 やヘッドライトの光 がまぶしく
感じられるので、 なるべく外出しないよ うにしているが、そん なことを言
っている場合では なかった。膝の痛み を押して、急ぎ足でバ ス停に向かう。
国道に出てタク シーだと気づき、手を 上げた。しかし空車 がなかなか通ら
ず、ようやく 一台が止まってくれた と思ったら、ドアが開 かず、マスクを
した運転手が 前の窓から首を覗か せた。
お客さん、 マスクお持ちですか。
彼は、あ っと思った。
忘れてき た。
どちら まで。
彼は市 営団地の名前を言っ た。
まあ 、近いからいいか。
運 転手はドアを開けてく れた。
す みませんねと言いなが ら、彼は乗り込んだ 。寒いけど窓を開けま すね
と言って、運転手は後 方の窓を全開した。動 き出し、風が吹き込 んでくる
のを腕を組んでしの ぎながら、だからあれ ほど辞めろと言ったの に、と彼
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はミネ子に腹を立 てた。
大丈夫よ。最前 線で戦うんじゃないん だから。私たちはいわ ば後方支援。
滅多なことじ ゃ罹らないわ。
でも万が一罹 ればお互い後期高齢者 なんだから重症化し て死ぬ可能性が
高いだろう 。
宗ちゃん、 死ぬことが恐いの？
私は恐くない。子供 もいないし、天涯孤独 の身の上だから。最

死ぬこと が恐くない人間なんて いないだろう？
そう？
後まで 自分の仕事をやり抜 いてそれで死んだら本 望よ。
俺は どうなるんだ。
宗 ちゃんも天涯孤独なん だから、いつ死んでも いいでしょ。
俺 の死に水を取ってくれ るんじゃなかったの か。
取れるときは取ります 。大丈夫、感染症対策 をばっちりしてるから コロ
ナになんか罹らない わよ。
彼はジャンパーのポ ケットに放り込んだス マホを取り出し、電 話をかけ
たがやはり不通で 、次にＬＩＮＥを見た が、未読のままだった 。
十分足らずで市営 団地の側に到着し、 彼は運転手に何度も礼 を言って料
金を払った。タ クシーを降りると夜の せいなのか見慣れな い建物に見えた
が、敷地に入 ってエレベーターのあ る玄関にたどりつくと ここだと思う。
それに乗って 五階で降り、外廊下 を右に曲がると、急に 動悸を感じて足が
止まった。 一つ深呼吸をして膝の 痛みを押しながらそろ そろと歩く。角部
屋の隣の 五一三号。新川という 表札がかかっている。 廊下に面した窓は真
っ暗だっ た。彼はインターホン のボタンを押した。 いるなら出てくれ。も
う一度 押す。しかし何の物音 もしない。彼は立て続 けにボタンを押した。
彼女が 蒲団の横で倒れてい る姿が浮かんだ。こん なことなら合鍵を作っ て
おく べきだった。彼はドア を叩いた。ミネ子、ミ ネ子。何度も叩く。 ミネ
子 、ここを開けてくれ。 その時、お隣さん、お 留守ですよという声が 聞こ
え てきた。見ると、右隣 の部屋のドアが少し 開き、年配の女性が顔 を覗か
せている。
いつから。
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最近、お見かけし たことがないですよ 。
そんなはずはな いと思ったが、それ以 上ドアを叩くことがで きなくなっ
た。彼は年配 女性に会釈すると、そ の場を離れた。エレベ ーターで一階に
降りたところ でポケットのスマホを 取り出し、再びＬＩ ＮＥを見た。未読
： ２６となっている。 スマホの時間表示は２ ０：１５。彼は呆然

だ。エレベ ーターホールの灯りを 受けてミネ子のＬＩＮ Ｅを見ると、発信
時間が
となった 。そんな前だったのか 。半日の間にミネ子 にとんでもないことが
起こっ ているのではと思えて きた。どうして気づか なかったのかと自分を
責め、 ＬＩＮＥではなく電 話をしてくれたらと彼 女を責めた。帰りのバ ス
の中 でも彼女に電話をし、 ＬＩＮＥを覗いたが、 反応はなかった。部 屋に
戻 って、彼は思いきって 一一〇番に電話してみ た。事情を話すと、そ れで
し たらまず市役所に電話 してくださいと言わ れてしまった。
蒲団の中に入っても眠 れそうになかった。ど うしたらいいという言 葉が
ぐるぐると頭の中を 駆け巡るだけで、具体 的な方策が浮かばない 。暗闇の
中でミネ子の倒れて いる姿が何度も浮かん でくる。明け方、よ うやくうと
うとしかけ、電話 の鳴っている音に目覚 めて、あわてて手を伸 ばしてスマ
ホを取ったが、音 はもう鳴っておらず 、着信履歴も入ってい なかった。夢
の中の音だった か。彼は上半身を起こ し、まずＬＩＮＥを 見た。それから
彼女の番号に 電話をした。どちらも 結果は同じだった。九 時になったら市
役所に電話す ることに決め、何日 か前にポストに入って いた市政だよりを
引っ張り出 した。市役所の電話番 号が載っている。それ を卓袱台に置いて
パンと牛 乳とバナナだけの朝食 をすませると、テレビ でコロナ関連の番組
を選んで 観ていく。じりじりし ながら時間が来るの を待ち、テレビ画面の
右上に ９：００と出るとスマ ホの数字をタップした 。すぐにつながり、彼
は友人 にいくら電話をして も出ないので心配だか ら調べてほしいと訴え た。
電話 が回され、担当者に、 昨夜からの事情を話し た。
そ れだったら、もう病院 に入院されたんじゃな いですか。
病 院？
そうですよ。病室から ＬＩＮＥされたんでし ょう。
その病院て、どこか 分かりますか。
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８

え？

いや、こち らでは分かりかねま す。

どこか分からな いんだったら、まだ部 屋にいるかもしれんで しょう。
いや、そう言 われても……。
とにかくその 人の部屋を調べてくだ さい。コロナに罹っ て苦しんでいる
のに、放っ ておいたらお宅の責任 になりますよ。
まあ、一応 お調べいたしますが 。
私も立ち 会うので、時間を教え てください。
それは ちょっと。警察とかの 調整がありますから、 すぐには無理です。
それで は準備ができたら私 の方に連絡してくださ い。
いつ になるか分かりません が。
担 当者の言った、病院に 入院しているかも知れ ないというのは確かに そ
の 通りだと思えてきた。 しかも彼女は看護師 なのだ。彼は今度は市 政便り
に載っている保健所の 番号に電話をした。し かし話し中でなかなか つなが
らない。何度もかけ 直し、ようやくつなが ると、友人がコロナに 罹って入
院したと聞いたんで すが、どこに入院した か教えてくださいと 一気に言っ
た。
お宅様はその方と 濃厚接触されたとい うことでしょうか。
濃厚接触？
ご自分がコロ ナに罹ったかどうか心 配されているんでしょ う。
違います。私 は友人の見舞いに行 きたいんです。
発熱されて いるんじゃないんです よね？
してませ ん。
申し訳ご ざいませんが、この番 号は発熱等があって コロナに罹ったかも
知れな いという方のための専 用電話ですので。
新川ミ ネ子という名前なん です。どこに入院した か教えてください。
こち らではプライバシーに 関するご質問にはお答 えできませんので。
だ ったらどこに電話した らいいんですか。
そ の方からの連絡をお待 ちになったらいかが ですか。
それがないからこうし て電話してるんじゃな いか。
つい、怒鳴り声にな ってしまった。
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お役に立てず、申 し訳ありません。
電話が切れた。 ツーツーツーという音 が耳に響く。こうなれ ば直接病院
に電話をして 調べるほかはないと思 ったが、その病院が分 からない。スマ
ホで検索でき ると気がつき、ミネ子 が声で入力していた ことを思い出した。
マイクのア イコンを見つけてタッ プし、コロナの病院と 入れた。するとト
ップに、新 型コロナウイルス感 染症の電話相談という 市のホームページが
来た。そ こを開いて一般電話相 談窓口というのを見 つけた。ここだと彼は
勇んで 電話をした。しかし相 手は、新川ミネ子とい う方が入院しておられ
るかど うかも含めて、一切 お答えできないと言う ばかりだった。まして や
身内 とか親族でもない方に は絶対にお教えできま せん、という言葉が 彼に
は 堪えた。コロナの病床 のある病院にも電話し てみたが、全く同じ対 応で、
そ ちらに行って直接お伺 いしたいと言っても 、お見舞いはできませ んので、
こちらに来られても同 じですと突き放されて しまった。彼にはもう するこ
とがなくなってしま った。後は彼女の部屋 を調べてくれる市役所 からの連
絡を待つしかなくな った。彼女がそこにい れば死んでいる可能 性が高いし、
いなければいない で、彼女の行方が分か らない。コロナで入院 すれば、身
内でさえも対面は 叶わず、遺骨になっ て戻ってくるだけとい うニュースが
人ごととは思え なかった。
次の日の夕方 、市役所から連絡があ り、確認しましたが、 お留守でした
と言われた。 立ち会わせてくれと 言ったではないかと詰 っても、手続き上
そういうこ とはできませんので、 の一点張りだった。突 然ミネ子がこの世
から消え てしまった。そんなこ とが起こりえるのか。 スマホを握りしめた
まま、彼 は呆然となった。いや いやそんなことがあ るはずはないと頭を振
って打 ち消し、そうだと思い 当たった。彼女の勤務 先に電話をすればいい
のだ。 派遣先でコロナに罹 ったのなら、当然派遣 事業所の方に連絡があ る
はず 。何でこんな簡単なこ とに気づかなかったの か。確か週末同居を 始め
た 頃に名刺をもらったは ずと水屋の引き出しを 探すと、色あせた十枚 ほど
の 中にあった。不知火訪 問看護ステーション とあり、その電話番号 にかけ
てみた。
しかしそこは七十歳 定年制で今は在職して いないということだっ た。ど
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こに移ったのかと 聞いても、分からな いと返ってきた。勤務 先を替えたと
は今まで聞いた ことがない。これで本 当に手がかりがなくな ってしまった
と彼は肩を落 とした。コロナなのだ からどこかの病院に入 院して手厚い看
護を受けてい るに違いないと思うし かなかった。そのう ちすっかり元気に
なって電話 をかけてくるはず、あ いつはそういう女だと 自身を納得させた。
俺はその連 絡を待てばいい、そ う思うと少し気が楽に なった。
しかしそ んな気持ちも長くは続 かず、次第に悶々と してきた。大丈夫か
という ＬＩＮＥが未読のまま 、彼は、とにかく連絡 をくれと打ち込んだが 、
それも 既読にならず、たま にかかってくる電話に 、来たと思って出ると 非
通知 で、構わずタップをし 、ミネ子かと叫ぶと、 プツンと切れるとい うこ
と もあった。やはり探さ なくてはという気持ち にはなったが、どうし てい
い のか分からない。もう 一度、保健所に電話 してみようかと思った とき、
ミネ子は今まで訪問看 護師をしていたのは確 かなのだから、どこか の事業
所に在籍しているに 違いないことに気づい た。こうなったらこの 辺りにあ
る事業所に片っ端か ら当たってみるほかな いと彼は覚悟を決め た。スマホ
の検索画面に、訪 問看護と声で入れ、タ ップすると一番上に地 図と共にず
らりと事業所の名 前が出てきた。最初 の事業所に電話をする 。いない。次
の事業所にもい ない。次第に疲れてき 、検索に引っかから ないところに勤
めているかも と思い始めた十一件目 だった。
つかぬことを お伺いしますが、そ ちらに新川ミネ子とい う方がおられな
いでしょう か。
新川さん ですか。
はい。
所長と いう声が聞こえ、すぐ に保留音のメロディー に切り替わった。今
までと 違う対応に急に動悸 がしてくる。しばらく 待ってもなかなか切り 替
わら ない。ゆったりとした 曲調の奥で鼓動が響い ている。突然メロデ ィー
が 途切れた。
お 電話替わりました。わ たくし、所長の木村 と申します。新川さん のこ
とで何かお尋ねだとか 。
男の低い声だった。
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そうです。新川ミ ネ子さんがそちらに お勤めかどうか知りた くて。
失礼ですが、新 川さんとはどういうご 関係でしょうか。
彼は一瞬言葉 に詰まってから、
長年の友人で す。いくら電話をして も出ないので心配に なって。
そうですか。……ご存じなかったんですね。新川さんはコロナで亡くな
られました 。一週間ほど前のこ とですね。容体が急変 したらしくって。
電話の声 が急に遠くに感じられ る。
もしも し、聞こえてますか。
聞こえ てます。
大丈 夫ですか。
あ りがとうございました 。
彼 は電話を切った。その まま畳の上に仰向け になる。亡くなられま した
という男の声が耳に残 っているのに、それが 現実の声だったという 実感が
ない。本当だろうか という気がしてくる。 新川という名前の別の 人間と間
違えているのではな いか。残りの事業所に 電話をしたらどこか に本当の新
川ミネ子がいるの ではないかと思ったが 、彼はスマホを放り出 したまま天
井に目を向けてい た。天井の染みの向 こうにミネ子の姿が次 々と流れてい
ったが、それが どの時のものか分から ないまま流れるに任 せるばかりだっ
た。どのくら いそうしていただろう 、彼は急に起き上がる と、外出するた
めに服を着替 え始めた。実際にミ ネ子の勤めていた事業 所に出向いて詳し
く話を聞か なければならないと思 ったからだった。マス クをし、ウォーキ
ングシュ ーズを履き、スマホが ジャンパーのポケット にあることを確かめ
てから部 屋を出た。国道のとこ ろでタクシーを捕ま え、スマホの画面を見
せる。 運転手は、ドーム訪問 看護ステーションね、 はいと言って車を発進
させた 。この前タクシーに 乗ったときにはミネ子 は既に死んでいたのか 。
それ ならどうして俺のとこ ろに連絡がなかったの か。連絡先として俺 の電
話 番号を伝えておかなか ったのか。自分でもま さか死ぬとは思ってい なか
っ たのか。分からないこ とだらけだった。お 客さん、着きましたよ という
声で顔を上げた。降り るとビルの目の前で、 一階上部の壁面にド ーム訪問
看護ステーションと いう大きな看板がかか っていた。こんなとこ ろで働い
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ていたのかと彼は 事業所の構えを見や り、ガラス窓から中を 覗いた。しか
し足が動かなか った。ここに入ればミ ネ子が死んだことがは っきりしてし
まう。このま ま引き返そうかと何度 も逡巡してから、意を 決してガラスド
アの前に立っ た。ドアが開くと、中 にいたすべてのマス クの顔がこちらを
向いた、机 の前に坐っている者も 立っている者も。誰も が淡いピンク色の
ポロシャツ を着ている。そうい えばミネ子も同じポロ シャツを着ていたこ
とを思い 出した。アクリル板で 遮蔽されたカウンタ ーの前に立つと、すぐ
前の机 のところにいた若い女 性が立ち上がった。お 申し込みですかと言っ
て目で 笑いかけてくる。
さき ほど、新川ミネ子のこ とで電話した者ですが 。
あ あ。
女 性が後ろを振り返る。 奥にいた男性が椅子 から立ち上がり、近づ いて
きた。
どういったご用件で しょうか。
もっと詳しいことを お伺いしたくて。
詳しいことと言わ れても、電話でお話し した以上のことはこち らでも分
からないんですが 。
ミネ子はいつか らここで働いていたん でしょうか。
男の目が急に 険しくなった。
失礼ですが、 お宅様は新川さんの どういうご友人でいら っしゃいますか。
彼は言葉に 詰まった。本当のこと を言って分かってもら えるか、いや、
こうして 聞かれるということは ミネ子は俺のことは何 も言っていなかった
というこ とだ、そうならばミネ 子のためにもそうし ておいた方がいいので
は、と 考えが頭の中を駆け巡 る。
……長年シ ュノーケリングであ ちこち一緒に行ってい た者です。今年は
コロ ナでどうしようかと相 談するつもりだったん です。
と っさに嘘が口からつい て出た。男の目がまた 柔和なものに戻った。
あ あ、シュノーケリング をね。
背後に見える若い女性 もうなずいている。
新川さん、シュノー ケリングが好きだった ですものね。年に一回 はどこ
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かに行っていて。 そうですか、いつも ご一緒だったんですか 。
はい。それで今 年の予定を決めるため に電話したら、全然出 なくって。
いや、それは ご心配だったでしょう 。私どももあまりにも 急なことで、
戸惑っている んです。新川さんが受 け持った患者さんが コロナになって新
川さんにも ＰＣＲ検査を受けても らったんですよ。そう したら陰性だった
のでこちら も安心していたんで すが、三日ほどして発 熱されて、それから
あっとい う間に。
どこに 入院したんですか。
第一病 院ですね。身内に連 絡したいので分かるか どうかという問い合わ
せが あって。その時はもう 危篤だったと思います ね。こちらに緊急連 絡先
が ありましたのでお伝え しましたが。
そ の連絡先、教えてもら うわけにはいきませ んか。せめて墓参りで も行
きたいので。
いや、それはちょっ と無理ですね。
そうですか。だめで すか。
男の目を見ると、 眉根を寄せて視線をわ ずかにそらせた。
……甥御さんというこ とだけはお伝えして おきます。後は、保健 所かど
こかでお聞きに なったら。
ミネ子に甥が いたとは初耳だった。 兄弟がいるということ も聞いたこと
がなかった。
あの時、と っさにシュノーケリン グの仲間だと言ったの はなぜだったの
かと宗吉 はミネ子のいた市営団 地に向かいながら考え る。ミネ子の身近に
じく じ

いたこと を示したいという気持 ちだったのは確かだ が、それならどうして
本当の ことを言わなかったの かと今更ながら忸怩た る思いに駆られる。本
当のこ とを言っておれば、 あの所長も甥の連絡先 を教えてくれたんじゃ な
いか という気がする。そう したら甥のところに行 ってミネ子の骨をも らい、
彼 女の望み通り遺灰をあ の海に撒けたのだ。
ミ ネ子と沖縄の慶良間に 行ったのは、いつの ことだったのだろう。 週末
同居を始めてすぐでは ない。子供のころ川で 溺れたことがあって 、水に対
して恐怖のある宗吉 は彼女の誘いを断って いたから。母親が死ん でシルバ
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ー人材センターに 登録し、地下鉄の駅 の清掃業務に就いてい たので、まと
まった休みが取 れないとか沖縄旅行の お金がないとかも理由 になった。彼
女はお金なら 私が出してあげるから と言ったが、それは男 の矜持が許さず、
結局行ったの は、六十五歳で仕事を 辞め、次の仕事を見 つけるまでの間だ
ったはずだ 。
どうだった 。やってみれば簡単 だったでしょ。
ミネ子が ビーチチェアに寝そべ りながら、サングラ スをかけた顔をこち
らに向 ける。ビーチパラソル に太陽の光が遮られて いるのに白い砂浜から
の反射 光のせいか、彼女の 顔が輝いて見える。
何だ か疲れたな。
初 めてだから体に力が入 っていたからよ。慣れ てきたら楽になるわ。
横 に並んだチェアで仰向 けになりながら宗吉 は心地よい疲れを感じ てい
た。いや、心地いいと 感じるのは恐い時間が 過ぎ去ってほっとした からか
もしれない。腰の辺 りまで海に入り、彼女 がシュノーケルの使い 方を教え
てくれた時から、自 分には無理ではないか と思い始めた。水中 に顔をつけ
てシュノーケルで 呼吸をするのが苦しく 感じられるのだ。慣れ たら大丈夫
だからと彼女が言 い、もし水が入って きた場合息を強く吹い て水を吐き出
すシュノーケル クリアも教えてくれる 。それでも不安が拭 えない。苦しい
と感じたら体 を起こして口で呼吸す ればいいのよと言うが 、体を起こすと
いう意味が分 からない。最初はラ イフジャケットをつけ てやるから絶対に
沈まないか らと言われ、橙色のそ れに腕を通し、黒いフ ィンと水中マスク
をつけ、 シュノーケルを口にく わえる。その姿で海面 に横になった。言わ
れたとお りゆっくりと呼吸する ことを意識すると、 次第に動悸が収まって
きた。 その時初めて、水の透 明度に驚いたのだった 。陽光が水面の波紋を
白い砂 に映し、それがゆら ゆらと揺れている。砂 の凹凸がはっきりと分 か
り、 空中に漂っているよう だった。フィンを動か してみてというミネ 子の
声 が聞こえる。彼がフィ ンを蹴ると、膝を曲げ ないで太腿の根元から 動か
す ようにしてと言う。そ れを意識すると、そ うそうその調子という 声。私
についてきてと言われ 、彼女の長くて黒いフ ィンの後を追ってい くと、黒
みを帯びたサンゴの 塊が見えてきて、何人 もの男女がシュノーケ ルをくわ
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えて潜っている。 光が揺れる中、サン ゴの周りには小魚が群 れ、人の動き
に合わせて枝状 になったサンゴに隠れ たり現れたりを繰り返 している。ミ
ネ子も上半身 を直角に曲げて水中に 没すると、フィンをゆ っくり動かして
サンゴに近づ いていく。青いセパレ ートの水着からわず かに白い腹が見え
ている。他 の女性たちは花柄や白 のビキニで、これなら ミネ子もビキニで
よかったよ うな気がした。彼女 の水着を最初に見たと き、腹を見せるのは
大胆だと 思い、そのことを口に すると、そお、と彼 女は不満な口をしたの
だが、 海の中ではもっと肌を 出した方が自然の中に 溶け込んでいるような
感じが する。もっとも彼は トランクスのような海 水パンツに、急に日焼 け
しな いように長袖のＴシャ ツを着て膨らんだ腹を 隠していたのだが。
次 はライフジャケットを 脱いでやる？
ミ ネ子がサングラスを頭 の上にあげながら言 う。
いや、それは遠慮して おこう。
ライフジャケットを 脱げば、水中に潜れる わよ。
とんでもないと彼は 首を振った。上から見 ているだけで充分だ から。透
明度がいいし。
そうでしょう。こ れが本当の海よ。
海から吹く風が 心地よく、ビーチチェ アに寝そべっている と眠ってしま
いそうだった 。
私ね、死んだ らこの海に遺灰を撒 いて欲しいのよね。
散骨か。
そう。あ なた、やってくれる？
平均寿命 を考えたら、先に死ぬ のは俺なんだけど。
だから 私が先に死んだらって 話よ。
分かっ た。
あの 時、安請け合いしたの は、もちろん彼女が先 に死ぬとは思ってい な
か ったからだと彼は交差 点の赤信号で立ち止ま りながら考える。保健 所に
も 市役所にもミネ子の遺 骨の行き先を尋ねた が、彼女に関する情報 は一切
教えてもらえなかった 。まるでそんな人間な ど元からいないも同 然だった。
ましてや彼女の甥の ことを聞く糸口もなか った。もう一度あの訪 問看護ス
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テーションに行っ て、甥の連絡先を尋 ねてみようかと思いな がら逡巡して
いたとき、彼女 の使っていたヘアーブ ラシがあることを思い 出した。風呂
場の横の洗面 所に残っていたそれを 手に取ると、髪の毛が 絡まっている。
鼻を近づける と、微かに匂いがする 。ミネ子の髪はこん な匂いがしたのか
と記憶をた ぐり寄せながら、しば らく嗅いでいた。そう してから、絡まっ
た髪の毛を 指で抜き始めたが、 全部は抜かずに半分ほ ど残し、取った髪の
毛をティ ッシュぺーパーで包ん だ。コロナが終息し たらあの島に行って遺
灰の代 わりに髪の毛を撒くつ もりで、その包みを水 屋の引き出しに仕舞っ
た。
ミネ 子と一緒にシュノーケ ルに行ったのは、あの 時一回だけだった。 そ
れ で充分だと思ったのだ 。ビーチチェアに寝そ べって、若い男女のグ ルー
プ がバレーボールをして いる声を聞いている と、四十年遅かったな という
気がしてきた。二十代 ならまだ水への恐怖よ りも楽しさが上回って シュノ
ーケルにはまってい たかも知れない。腹も 出ておらず、水着にな っても若
さゆえの自信があっ て、臆せずにいられた だろう。ミネ子はそ れから何度
か誘ってきたが、 俺が一緒なら充分楽し めないだろうと断り、 土産話を聞
くだけで俺は楽し いからと彼女を送り 出した。六十代最後の 記念として彼
女は御蔵島のイ ルカツアーを申し込み 、なるべく肌を露出 した方がイルカ
が近寄ってく るんだってと言って人 生初めてのビキニに挑 戦した。彼女の
部屋で黒いビ キニ姿を披露してく れたが、腹のたるみや 尻の肉の落ち具合
は年相応の ものだった。それでも 彼はミネ子がぐっと若 返った気がした。
しかしそ のことは口にせず、海 に入るまではヨットパ ーカーで体を隠して
おいた方 がいいんじゃないかと 言ってしまった。
そんな こと、言われなくても 分かっているわよ。
彼女が 淋しそうな顔をした 。
どう してあの時、あんなこ とを言ったのか。素直 に思ったことを言え ば
よ かったと今更ながら彼 は後悔する。ツアーか ら帰ってきて彼女が興 奮気
味 に、イルカと三十セン チもないくらいの距 離で目が合ったとか子 供のイ
ルカがずっと私と併走 して泳いでくれたとか 話してくれ、ガイド の撮った
動画もテレビにつな いで見せてくれた。水 中をイルカと戯れるよ うに泳ぐ
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ビキニ姿のミネ子 は生き生きとしてい て、とても七十前には 見えなかった。
その横に一緒に 泳ぐ自分の姿を想像し てみて、彼は笑った。 どうみても釣
り合わない。
何がおかしい の。
いや、と彼 は慌てた。あんまり楽 しそうだから。
どう。今度 一緒に行く？
彼は苦笑 いをしながら首を振っ た。
国道の 先に私鉄の高架橋が見 えてきて、彼は次の交 差点を左に曲がった。
市営団 地の建物が一戸建て の家々の屋根の向こう に見える。そこで足を 止
めた 。ミネ子が死んだと聞 かされてからも、ひょ っとしたらという思 いで
週 末同居の約束通り、二 週間に一回、彼女の部 屋を訪れた。厚紙に書 かれ
た 新川という文字を確認 し、インターホンの ボタンを押す。耳を澄 ませて
も中でチャイムが鳴っ ているのかどうか分か らない。それで遠慮が ちにド
アを叩き、しばらく 待ってその場を離れる 。何回目だっただろう か、かな
り暑い日だったので 七月に入っていただろ う。厚紙の表札がな くなってお
り、それを入れる 枠だけになっていた。 あっと思い、恐る恐る インターホ
ンのボタンを押し た。ドアを叩いても 反応はなく、彼は右隣 の角部屋の前
に行き、表札の 下のボタンを押した。 はいという女性の声 が聞こえてくる。
お隣の新川さ ん、引っ越しされたん でしょうか。
新川さん、コ ロナで亡くなったっ て聞きましたけど。
やっぱりそ うなんですか。
十日ほど 前に業者の人が来て、 片付けていきましたよ 。
業者の他 に誰か身内の人が来て ませんでしたか。
さあ、 別に挨拶したわけじゃ ないので。
新川さ んの甥御さんが遺骨 を引き取ったと聞いた んですが。
そう なんですか。
相 手は明らかに興味のな さそうな口ぶりだった 。
そ れ以後、彼はこの辺り に来たことはなかっ た。
五階建ての建物がいく つか平行に並んでおり 、彼はいつものよう に手前
の建物から三番目と 四番目の間にある通路 に入った。昼下がりの せいか、
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人が見当たらない 。エレベーターで五 階まで行き、外廊下を 右に曲がって
ゆっくり歩き出 したとき、奥の方の部 屋から人が出てくるの が見えた。角
部屋の一つ手 前、五一三号室だ。髪 が肩まである。彼はど きりとして立ち
止まった。ジ ャージを着た背格好は ミネ子と同じだ。彼 は固まったまま動
けなかった 。女性が鍵をかけ、こ ちらを向く。遠くて顔 がはっきりしない。
しかし女性 が歩き出してすぐに ミネ子ではないと分か った。膝を伸ばして
早足で歩 く姿は明らかに若い人 だった。果たして灰 色のマスクをした女性
は目の 周りに幼さを残した顔 をしており、彼の顔に ちらっと目をやってか
ら、エ レベーターの踊り場 に入っていった。彼は 外廊下を歩いて行き、 五
一三 号室の前に立った。表 札はＴＡＫＡＤＡにな っていた。
帰 り、彼はバスには乗ら ずに歩くことにした。 膝に痛みはあるのだが 、
む しろ今は痛みを感じて いたかった。その痛 みを感じることがミネ 子を忘
れないことにつながる ような気がした。彼女 の痕跡が消えてしまっ たこと
を何とか否定したか った。彼は痛みを押し て歩き続けたが、さす がに公園
のところまで戻って きたところで耐えきれ なくなり、池の畔ま で行ってベ
ンチに腰を下ろし た。右膝に手をやると かなり熱を持っている のが分かっ
た。指で軽く揉む 。しばらく続けてい ると痛みがましになっ てきて彼は一
息ついた。すぐ に立ち上がらずに目を 閉じる。あの部屋に はもう別の人間
が暮らしてい るのだ。そう思うと、 ミネ子の死が急に目の 前にあるように
感じられた。
ミネ子の部 屋に初めて入ったとき 、自分の部屋と比べて ずいぶん明るく
感じた。 壁紙が白いというだけ ではなく、物があまり 置いていなくてさっ
ぱりとし ているせいだった。奥 の和室の壁には海辺 の大きな写真が飾って
あり、 ビーチパラソルが二列 に並ぶ砂浜とスカイブ ルーから群青へと色の
とミネ子が聞 く。

変わる 海、白い雲が写って いる。どこだろうと目 を近づけていると、海 、
好き なの？

い や、あんまり。子供の 頃、海水浴で溺れたこ とがあって。
そ れは残念。
彼女があまりにもがっ かりとした顔をするの で、でも砂浜に寝転 がるの
は好きなんだよなと 付け加えた。
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私は断然海が好き なのよ。シュノーケ ルって知ってる？
彼が首を振ると 、彼女は押し入れから メッシュになったバッ グを引っ張
り出し、その 中のフィンや水中マス ク、息をするためのシ ュノーケルを見
せてくれた。 さらにそれらを装着し て、畳の上で実演し てくれた。その子
供のような はしゃぎようを見て、 これならうまくいきそ うな予感を抱いた。
彼女の部屋 では毎回手料理を出 してくれ、誰かのため に料理を作るのは
楽しいと 言うので、彼も挑戦し た。
これ、 ちょっとしょっぱいけ ど、ビールに合うわ。
ミネ子 に言われて、彼は作 ったばかりの牛肉野菜 炒めのキャベツを箸で
つま んで口に入れた。ちょ っとどころかかなり塩 辛い。やり直すわと 言っ
て 彼女の皿を取ろうとす ると、ビールが進むか らいいわよと制された 。
い や、そうはいかん。
やり直したらべちゃべ ちゃになるわよ。
だったらキャベツを 切ってそのまま炒めて 混ぜるから。
彼は冷蔵庫から半玉 のキャベツを取り出し 、ざくざくと切り、 フライパ
ンで炒めようとし た。
その前に三十秒ほ どチンした方が早い わよ。
その言葉に従っ て電子レンジで加熱し てからキャベツを炒 め、二つの皿
の野菜炒めを 足して混ぜ合わせ、皿 に盛り直した。
うん、ましに なったと彼女は言っ たが、彼には大して変 わっていないよ
うに感じた 。
初めてに しては上出来。
そう言わ れても納得できない。 やはり出来合いの惣 菜を買ってきた方が
よかっ たかと彼は後悔した。 それから彼はテレビの 料理番組を見て自分に
も作れ そうなものが出てき たときにはそのレシピ を書きとめ、彼女が来 た
とき にそれを作った。失敗 することもあって、そ んなときは彼女のア ドバ
イ スを受け、レシピの紙 にコツを書き加えたり した。溜まったレシピ をク
リ アファイルにまとめた らと言ってくれたの も彼女だった。宗ちゃ んの料
理帳と彼女は呼んだ。
スーパーの出来合い の惣菜ばかりではなく 、久しぶりに作ってみ ようか
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と彼は考える。
ミネ子がハンガ ーラックを通信販売で 取り寄せてくれたのは いつ頃のこ
とだっただろ うか。お互いの生活の ことには口を出さない という暗黙の了
解があのハン ガーラックから崩れた 気がしている。最初 のうちこそ彼女が
来る前に部 屋をきちんと片付けて いたが、そのうち面倒 くさくなってゴミ
などの目立 つところだけきれい にするようになった。 服は仕舞いようがな
いので大 きな籠に入れっぱなし にしていた。そんな ある日、宅配が届き、
注文し た覚えのない宗吉は間 違いであると突っ返そ うとした。しかし伝票
を見る と、確かに自分の名 前になっている。品名 を確認するとハンガー ラ
ック とあり、すぐにミネ子 が注文したことに気づ いた。週末、彼女が やっ
て きたときに、ハンガー ラック、買っただろう と玄関脇に置いておい た荷
物 を指さした。
まだ、組み立ててない の？
何かの間違いかもし れないし、あんたに確 認してからでないと開 けられ
ないだろう。
そりゃそうか。
彼女は靴を脱いで 部屋に上がると、じ ゃあ、早速組み立てて よと言う。
余計なことをさ れて気分がよくなかっ たが、そのことを告 げると週末が台
無しになると 考えて、彼は何も言わ ず、荷物を奥の部屋に 運んだ。カッタ
ーナイフでＰ Ｐバンドと梱包テー プを切り、ステンレス のパイプとかプラ
スチックの 台座、ボルトとレンチ の入ったビニール袋な どを取り出した。
彼が説明 書の図を見ながら、こ うかなとパイプの組み 合わせを考えている
と、そう じゃなくってこうじゃ ないと横からミネ子 が指図をする。何度も
言われ て彼はレンチを投げ出 した。
だった ら、あんたがやれば いい。俺が買ったわけ じゃないんだから。
何言 ってんの。自分で組み 立てるから愛着が湧く んじゃない。私が組 み
立 てた物を使って、あな た、楽しいの？
楽 しい。
変な人。
それでも彼女は自分 でやろうとはしない。 彼は仕方なくもう一度 レンチ
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を取り、時間がか かったが何とか組み 立てた。籠にあふれて いる服をすべ
てハンガーラッ クにかけると、確かに すっきりとした。積み 重なった服を
探って着たい 服を見つける必要もな くなった。
どう。買って よかったでしょ。
まあな。
彼は代金を 払おうとしたが、そ んなの、いいわよと彼 女が答える。
ただでも らう理由がない。
だった ら、プレゼント。
何のプ レゼント？
うー ん、週末同居のお祝い 。
週 末同居を決めてから、 三ヵ月以上も経ってい る。首を捻っていると 、
だ ったら誕生日プレゼン ト。
俺の誕生日は半年も先 だぜ。
いいじゃないの、一 年に一回は必ず来るん だから。
なるほどそりゃそう かと彼は妙に納得して しまった。彼女の誕 生日の方
が彼より先に来て 、彼は何かをプレゼン トしようかと考えたが 、今まで一
度もそんなことを したことがなかった ので、彼女に何が欲し いかと聞いて
みた。彼女は笑 って手を振った。
そんなこと、 いいって。
そうはいかな い。
彼女は、そ うね、だったら……と首をかし げ、
ランチを おごって。
え？
形のあ る物を考えていた彼は 意外に思ったが、それ ならそんなに悩む必
要はな い。それから年二回 、お互いの誕生日に、 ちょっと豪華なランチ を
外で 食べることになった。
宗 ちゃん。
突然声が聞こえた。顔 を上げると目の前にミ ネ子が立っていた。 衿が黒
い、ピンクのポロシ ャツを着て、手にレジ 袋を提げている。
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何だ、生きていた のか。
生きていますと も。宗ちゃんの死に水 を取るって約束したで しょ。
彼女の顔に何 か違和感があると思っ たら、マスクをしてい ないのだった。
宗吉はジャン パーのポケットに手を 突っ込み、マスクの 入った袋を取り出
した。
何か落ちた わよ。
彼女の指 さした先に目をやると 、ベンチに小さくて オレンジ色のものが
落ちて いた。指でつまみ上げ ると、金木犀の花びら だった。
これ。
彼が 差し出す。金木犀ね、 と言ってそれを受け取 ると、彼女は鼻に当 て
た。
い い匂い。
彼はゆっくりとベンチ から立ち上がり、手に 持ったポリエチレンの 袋か
らマスクを一枚取り 出した。
ほら、これ。
そんなもの、いら ないわよ。
みんなしてるが。
ここは外だし、 周りに人がいないんだ からしなくてもいい わよ。宗ちゃ
んも外しなさ い。
確かにそうか もと思って、彼はマ スクを外した。口の周 りがすっきりす
る。
さあ、今 晩は私が作ってあげる 。
そう言っ てミネ子はレジ袋を差 し上げた。
何を。
それは できあがってからの お楽しみ。
今日 は土曜日だったかと宗 吉は思ったが、曜日の 感覚がなく、そうい う
こ とにしておこうと心の 中でつぶやいた。池に 沿った小道を公園の出 口に
向 かう。風がなく水面は 鏡のように陽光を映 し、人の姿はどこにも 見当た
らない。
突然、ミネ子が立ち 止まった。顔を少し上 げて左右に動かしたか と思う
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と、金木犀だわ、 と言った。
宗吉も鼻をひく ひくさせてみたが、何 の匂いも感じない。
こっち、こっ ち。
ミネ子が出口 とは反対方向の小道を 行く。宗吉はゆっく りと彼女の後を
追う。
視線の先に 、オレンジ色の花の 群れが見えてきた。ミ ネ子が立ち止まり、
鼻先を花 に近づけている。宗吉 の鼻にもようやく匂 いが届いた。ミネ子の
横に並 ぶ。
いい匂 い。
宗吉 もミネ子の真似をして 鼻を近づけた。匂いが さらに強くなった。
二 人同時に花弁から鼻を 離し、金木犀を少し見 上げる恰好になった。 ミ
ネ 子が手を握ってくる。 宗吉が握り返すと、 ミネ子が微笑んだ。
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