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海海海海 のののの岸 辺 にににに 緑緑緑緑 な す 樫樫樫樫 のののの木木木木 、、、、 そ の樫樫樫樫 のののの木木木木 にににに黄 金 のののの細細細細 きききき 鎖鎖鎖鎖 のむ す ば れ て
―――― プウ シキ ン――――

私私私私 はははは子供 のとき には、、、、余余余余 りりりり質質質質 のいい方方方方 ではな か った。。。。女中を い
じめた。。。。私私私私はははは、、、、 のろくさ いことは嫌嫌嫌嫌 いで、、、、それゆえ、、、、 のろくさ い
女中を こと にも いじめた。。。。 おおおお慶慶慶慶 はははは、、、、 のろくさ い女中 であ る。。。。 りん
ご の皮皮皮皮をむかせても、、、、むきながら何何何何をををを考考考考え ている のか、、、、 二度 もももも三三三三
度度度度 もももも手手手手をををを休休休休 めて、、、、 お い、、、、とそ の度毎 にきび しく声声声声をををを掛掛掛掛け てやらな
いと、、、、片 手にりんご、、、、片 手にナイ フを持持持持 ったまま、、、、 い つま でも、、、、
ぼ んや りしている のだ。。。。 足足足足りな いのではな いか、、、、とととと思思思思われた。。。。台台台台
所所所所 でででで、、、、何何何何もせず に、、、、ただ の っそり つっ立立立立 っている姿姿姿姿をををを、、、、私私私私 はよく
見見見見かけたも のであ るが、、、、子供心にも、、、、うす み っともなく、、、、妙妙妙妙 にににに疳疳疳疳
にさわ って、、、、 お い、、、、 おおおお慶慶慶慶、、、、 日日日日はははは短短短短 いのだぞ、、、、などと大 人びた、、、、 いいいい
まままま思思思思 っても脊筋 のののの寒寒寒寒くな るような非道 のののの言葉をををを投投投投げ つけ て、、、、それ
でででで足足足足りず に 一度 はお慶慶慶慶をよび つけ、、、、私私私私 のののの絵本 のののの観兵式 のののの何 百人とととと
なくうよう よして いる兵隊、、、、馬馬馬馬にににに乗乗乗乗 っている者者者者もあり、、、、旗持 って
いる者者者者もあり、、、、銃銃銃銃担担担担 っている者者者者もあり、、、、そ のひとりひとり の兵隊
のののの形形形形をををを鋏鋏鋏鋏 でも って切切切切りりりり抜抜抜抜 かせ、、、、不器用な お慶慶慶慶 はははは、、、、朝朝朝朝 から昼飯もももも食食食食
わず 日暮頃ま でかか って、、、、や っと三十人くら い、、、、それも大将 のののの鬚鬚鬚鬚

をををを片方切りりりり落落落落 したり、、、、銃持 つつつつ兵隊 のののの手手手手をををを、、、、熊熊熊熊 のののの手手手手みた いに恐恐恐恐ろし
くくくく大大大大きく切切切切りりりり抜抜抜抜 いたり、、、、そう して いち いち私私私私にににに怒鳴られ、、、、夏夏夏夏 のこ
ろ であ った、、、、 おおおお慶慶慶慶 はははは汗汗汗汗 かきな ので、、、、切切切切りりりり抜抜抜抜 かれた兵隊たち はみん
なななな、、、、 おおおお慶慶慶慶 のののの手手手手 のののの汗汗汗汗 でででで、、、、びしょびしょ濡濡濡濡れ て、、、、私私私私は ついに癇癪をお
こし、、、、 おおおお慶慶慶慶をををを蹴蹴蹴蹴 った。。。。たしかに肩肩肩肩をををを蹴蹴蹴蹴 ったはずな のに、、、、 おおおお慶慶慶慶 はははは右右右右
のののの頬頬頬頬 を おさ へ、、、、がば と泣泣泣泣きききき伏伏伏伏 しししし、、、、泣泣泣泣きききき泣泣泣泣き い った。。。。 「「「「 親親親親 にさえ
顔顔顔顔をををを踏踏踏踏 まれた こと はな い。。。。 一生 おぼえ ております」」」」う めくような
口調 でででで、、、、とぎ れ、、、、とぎ れそう い った ので、、、、私私私私はははは、、、、流 石に いやな気気気気
が した。。。。 そ のほかにも、、、、私私私私はほとんどそれが天命 でもあ るか のよ
う に、、、、 おおおお慶慶慶慶を いび った。。。。 いま でも、、、、多 少 はそう であ るが、、、、私私私私には
無知なななな魯鈍 のののの者者者者 はははは、、、、と ても堪忍 できぬ のだ。。。。
一昨年、、、、私私私私はははは家家家家をををを追追追追われ、、、、一夜 のうち に窮迫 しししし、、、、巷巷巷巷をさまよ い、、、、
諸所にににに泣泣泣泣き つき、、、、そ の日日日日そ の日日日日 のいのち繋繋繋繋ぎぎぎぎ、、、、やや文筆 でも って、、、、
自 活 できるあ てが つきはじめたと思思思思 ったとたん、、、、病病病病をををを得得得得たたたた。。。。 ひと
びと の情情情情 でででで 一夏、、、、千葉県船橋町、、、、泥泥泥泥 のののの海海海海 のすぐ近近近近くに小小小小さ い家家家家をををを
借借借借 りりりり、、、、自炊 のののの保養をす ることが でき、、、、毎夜毎夜、、、、寝巻を しぼ る程程程程
のののの寝汗とたたか い、、、、それ でも仕事 はしなければならず、、、、毎朝 々々
の つめた い 一合 のののの牛乳だけが、、、、ただそれだけが、、、、奇妙 にににに生生生生き てい
るよろ こびと して感感感感 じら れ、、、、庭庭庭庭 のののの隅隅隅隅 のののの挟竹桃 のののの花花花花 がががが咲咲咲咲 いた のを、、、、

めらめら火火火火がががが燃燃燃燃え ているよう にしか感感感感 じられな か った ほど、、、、私私私私 のののの
頭頭頭頭も ほと ほと痛痛痛痛 みみみみ疲疲疲疲れ ていた。。。。
そ のころ のこと、、、、戸籍調 べの四十にににに近近近近 いいいい、、、、痩痩痩痩 せて小柄 のお巡巡巡巡りりりり
がががが玄関 でででで、、、、帳簿 のののの私私私私 のののの名前 とととと、、、、それから無精髯 のば し放題 のののの私私私私 のののの
顔顔顔顔とを、、、、 つくづくくくく見比べべべべ、、、、 おや、、、、あなたは…… のお坊坊坊坊ち ゃんじゃ
ござ いませんか？？？？ そう言言言言う お巡巡巡巡り のことば には、、、、強強強強 いいいい故郷 のののの訛訛訛訛
があ った ので、、、、 「「「「 そう です」」」」私私私私はふ てぶ てしく答答答答えた。。。。 「「「「 あな
たは？」
おおおお巡巡巡巡りは痩痩痩痩 せた顔顔顔顔 にくるし いば かりに い っぱ いの笑笑笑笑をををを たたえ て、、、、
「「「「 やあ。。。。や はりそう でしたか。。。。 おおおお忘忘忘忘 れかもしれな いけれど、、、、 かかかか
れ これ 二十年ち かくまえ、、、、私私私私はははは ＫＫＫＫでででで馬車や を して いました」」」」
ＫＫＫＫとは、、、、私私私私 のののの生生生生れた村村村村 のののの名前 であ る。。。。
「「「「 ごら ん の通通通通りりりり」」」」私私私私 はははは、、、、 に こりともせず に応応応応 じた。。。。 「「「「 私私私私もももも、、、、
いまは落落落落ちぶれま した」」」」
「「「「 とんでもな い」」」」おおおお巡巡巡巡りは、、、、な おも楽楽楽楽 しげ に笑笑笑笑 いながら、、、、「「「「 小小小小
説説説説をお書書書書きなさ るんだ ったら、、、、 それはな かな か出世 です」」」」
私私私私はははは苦笑 した。。。。
「「「「 と ころ で」」」」と お巡巡巡巡りは少少少少 しししし声声声声を ひくめ、、、、 「「「「 おおおお慶慶慶慶が い つもあ
なた のお噂噂噂噂 を して います」」」」

「「「「 おけ い？」すぐには呑呑呑呑 みこめな か った。。。。
「「「「 おおおお慶慶慶慶 ですよ。。。。 おおおお忘忘忘忘 れ でしょう。。。。 おおおお宅宅宅宅 のののの女中を していた―― 」」」」
思思思思 いいいい出出出出 した。。。。ああ、、、、とととと思思思思わずう め いて、、、、私私私私はははは玄関 のののの式台 にしゃ
がんだまま、、、、頭頭頭頭をたれ て、、、、 そ の二十年まえ、、、、 のろくさ か った ひと
り の女中 にににに対対対対して の私私私私 のののの悪行がががが、、、、 ひと ついと つ、、、、 は っきり思思思思 いいいい出出出出
され、、、、 ほとんど座座座座 にににに耐耐耐耐え かねた。。。。
「「「「 幸福 です か？」ふと顔顔顔顔をあげ てそんな突拍子な い質問をををを発発発発すすすす
るるるる私私私私 のかおは、、、、た しかに罪 人、、、、被告、、、、卑屈なななな笑笑笑笑 いをさえ浮浮浮浮 べてい
たと記憶す る。。。。
「「「「 ええ、、、、もう、、、、どうやら」」」」く ったくなく、、、、そう ほがら かに答答答答ええええ
てててて、、、、 おおおお巡巡巡巡りは ハンケチ で額額額額 のののの汗汗汗汗をぬぐ って、、、、 「「「「 かま いません で
しょう か。。。。 こんどあれを連連連連 れ て、、、、 いちどゆ っくりお礼礼礼礼 にあがりま
しょう」」」」
私私私私 はははは飛飛飛飛びびびび上上上上 るほど、、、、ぎ ょ っと した。。。。 いいえ、、、、 もう、、、、 それ には、、、、
と はげ しく拒 否 して、、、、私私私私 はははは言言言言 いいいい知知知知 れぬ屈辱感 にににに身 悶え して いた。。。。
けれども、、、、 おおおお巡巡巡巡りは、、、、朗朗朗朗 かだ った。。。。
「「「「 子供がねえ、、、、あなた、、、、 ここの駅駅駅駅 に つとめるよう になりまして
なななな、、、、それが長男 です。。。。 それから男男男男、、、、女女女女、、、、女女女女、、、、そ の末末末末 のが八八八八 つでこ
と し小学校 にあがりました。。。。もう 一安心。。。。 おおおお慶慶慶慶もももも苦労 いた しまし

たたたた。。。。なんと いう か、、、、まあ、、、、 おおおお宅宅宅宅 のような大家 にあが って行儀見習
いした者者者者 はははは、、、、や はりど こか、、、、ちが いましてな」」」」す こし顔顔顔顔をををを赤赤赤赤くし
てててて笑笑笑笑 いいいい、、、、 「「「「 おかげ さ ま でした。。。。 おおおお慶慶慶慶 もももも、、、、あな た のお噂噂噂噂、、、、 しじ ゅ
う しております。。。。 こんど の公休 には、、、、き っと 一緒 にお礼礼礼礼 にあがり
ます」」」」急急急急 にににに真 面目なななな顔顔顔顔 にな って、、、、 「「「「 それ じゃ、、、、き ょう は失礼 いいいい
た します。。。。 おおおお大事 にににに」」」」
それから、、、、三日た って、、、、私私私私がががが仕事 のことよりも、、、、金銭 のこと で
思思思思 いいいい悩悩悩悩 みみみみ、、、、うち にじ っと して居居居居れな く て、、、、竹竹竹竹 のステ ッキ持持持持 って、、、、
海海海海 へへへへ出出出出ようと、、、、玄関 のののの戸戸戸戸をがらがらあけたら、、、、外外外外 にににに三人、、、、浴衣着
たたたた父父父父とととと母母母母とととと、、、、赤赤赤赤 いいいい洋服着 たたたた女女女女 のののの子子子子とととと、、、、絵絵絵絵 のよう に美美美美 しく並並並並 んで立立立立
っていた。。。。 おおおお慶慶慶慶 のののの家族 であ る。。。。
私私私私 はははは自分 でも意 外な ほど の、、、、 おそろ しく大大大大きな怒声をををを発発発発 した。。。。
「「「「 来来来来た のです か。。。。き ょう、、、、私私私私 これから用事があ って出出出出かけなけ
ればなりません。。。。 おおおお気気気気 のののの毒毒毒毒 ですが、、、、また の日日日日にお いで下下下下さ い」」」」
おおおお慶慶慶慶 はははは、、、、品品品品 のいい中年 のののの奥奥奥奥さ んにな って いた。。。。 八八八八 つの子子子子はははは、、、、女女女女
中中中中 のころ のお慶慶慶慶 によく似似似似たたたた顔顔顔顔を していて、、、、うす のろら し い濁濁濁濁 った
眼眼眼眼 でぼ んや り私私私私をををを見上げ て いた。。。。私私私私はかな しく、、、、 おおおお慶慶慶慶がまだ ひと
ことも言言言言 いいいい出出出出さぬうち、、、、逃逃逃逃げ るよう に、、、、海 浜 へへへへ飛飛飛飛びびびび出出出出 した。。。。竹竹竹竹 のののの
ステ ッキで、、、、海浜 のののの雑草をををを薙薙薙薙ぎぎぎぎ払払払払 いいいい薙薙薙薙ぎぎぎぎ払払払払 いいいい、、、、 いちどもあとを振振振振

りかえらず、、、、 一歩、、、、 一歩、、、、地団駄踏 むような荒荒荒荒 んだ歩歩歩歩 き かた で、、、、
と にかく海岸伝 いに町町町町 のののの方方方方 へへへへ、、、、ま っすぐに歩歩歩歩 いた。。。。私私私私 はははは町町町町でででで何何何何をををを
して いたろう。。。。 ただ意味 もな く、、、、 活動 小屋 のののの絵看板見あげ たり、、、、
呉服屋 のののの飾窓をををを見見見見 つめたり、、、、ちえ っちえ っと舌打ち しては、、、、心心心心 のののの
ど こか の隅隅隅隅 でででで、、、、負負負負 けた、、、、負負負負けた、、、、とととと囁囁囁囁くくくく声声声声がががが聞聞聞聞え て、、、、 これはなら
ぬと烈烈烈烈 しくからだをゆすぶ っては、、、、また歩歩歩歩きききき、、、、三十分 ほどそう し
て いたろう か、、、、私私私私 はふたたび私私私私 のののの家家家家 へと って返返返返した。。。。
う みぎ しに出出出出 てててて、、、、私私私私はははは立止 った。。。。見見見見よよよよ、、、、前方 にににに平和 のののの図図図図があ る。。。。
おおおお慶親 子三人、、、、 のどかに海海海海 にににに石石石石 のののの投投投投げ っこしては笑笑笑笑 いいいい興興興興 じている。。。。
声声声声が ここま で聞聞聞聞え て来来来来 るるるる。。。。
「「「「 な かな か」」」」 おおおお巡巡巡巡りは、、、、う んと力力力力 こめ て石石石石を ほう って、、、、 「「「「 頭頭頭頭
のよさそうな方方方方 じゃな いか。。。。あ のひとは、、、、 いまに偉偉偉偉くな るぞ」」」」
「「「「 そう ですとも、、、、そう ですとも」」」」おおおお慶慶慶慶 のののの誇誇誇誇ら しげな高高高高 いいいい声声声声 であ
るるるる。。。。 「「「「 あ のかた は、、、、 おおおお小小小小さ いとき から ひとり変変変変 って いられた。。。。
目下 のも のにもそれは親切にににに、、、、 目目目目をかけ て下下下下す った」」」」
私私私私はははは立立立立 ったまま泣泣泣泣 いていた。。。。けわ し い興奮がががが、、、、涙涙涙涙 でででで、、、、まるでででで気気気気
持持持持 よく溶溶溶溶けけけけ去去去去 ってしまう のだ。。。。
負負負負 けた。。。。 これ は、、、、 いいことだ。。。。 そうなければ、、、、 いけな いのだ。。。。
かれら の勝利 はははは、、、、また私私私私 のあす の出発にも、、、、光光光光をををを与与与与え る。。。。

