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岡本 か の子子子子
東京 のののの下町とととと山山山山 のののの手手手手 のののの境境境境 いいいい目目目目と い ったような、、、、ひどく坂坂坂坂やややや崖崖崖崖 のののの多多多多 いいいい

街街街街があ る。。。。
表通り の繁華 から折折折折れれれれ曲曲曲曲 って来来来来たも のには、、、、別天地 のののの感感感感 じを与与与与え る。。。。
つまり表通りや新道路 のののの繁華なななな刺激 にににに疲疲疲疲 れた人人人人 々々々々がががが、、、、時時時時 々、刺激をををを
外外外外ず して気分をををを転換 す る為為為為 めに紛紛紛紛れれれれ込込込込むようなち ょ っと した街筋――――
――――
福福福福ず し の店店店店 のあ ると ころは、、、、 ここここのののの町町町町 でも 一一一一ば ん低低低低ま ったと ころ で、、、、
二階建 のののの銅張り の店構え は、、、、三四年前表だけを造作 したも ので、、、、裏裏裏裏 のののの
方方方方 はははは崖崖崖崖 にににに支支支支えら れ て いる柱柱柱柱 のののの足足足足をををを根根根根 つぎ して古古古古 いいいい住宅 のままを使使使使 っっっっ
て いる。。。。
古古古古くからあ る普 通 のののの鮨屋だが、、、、商売不振 でででで、、、、先代 のののの持主 はははは看板ごと
家作をともよ の両親 にににに譲譲譲譲 って、、、、店店店店もだんだ ん行行行行きききき立立立立 って来来来来たたたた。。。。
新新新新ら し い福福福福ず し の主人はははは、、、、もともと東京 でででで屈指 のののの鮨店 でででで腕腕腕腕をををを仕込んんんん
だだだだ職 人だけ に、、、、周囲 のののの状況をををを察察察察 して、、、、鮨鮨鮨鮨 のののの品質をををを上上上上げ て行行行行くに造作もももも
な か った。。。。前前前前 にはほとんど出出出出まえだ ったが、、、、新新新新ら し い主人にな ってか
ら は、、、、鮨盤 のののの前前前前やややや土間 にににに腰腰腰腰かける客客客客がががが多多多多 くな った ので、、、、始始始始 めは、、、、主 人
夫婦とととと女女女女 のののの子子子子 のともよ三人きり の暮暮暮暮 しであ ったが、、、、やが て職 人をををを入入入入れれれれ、、、、
子供とととと女中をををを使使使使わな いでは間間間間 にににに合合合合わなくな った。。。。

店店店店 へへへへ来来来来 るるるる客客客客 はははは十人十 いろだが、、、、全体 に ついては共通す るも のがあ っ
たたたた。。。。
後後後後 からも前前前前 からもぎ りぎ りに生活 のののの現実 にににに詰詰詰詰 めめめめ寄寄寄寄られ て いる、、、、そ の
間間間間をぽ っと外外外外ず して気分をををを転換 した い。。。。
一一一一つつつつ 一一一一つつつつ我我我我ままがき いて、、、、ち んまりした贅 沢が でき て、、、、そして、、、、ここここ
こ へ来来来来 ている間間間間 はははは、、、、くだらなくば かになれる。。。。好好好好 み の程度 にににに自分 から
裸裸裸裸 になれたり、、、、仮装 したり できる。。。。たとえ、、、、そ こで、、、、どんな安安安安ち ょく
な ことを しても い っても、、、、誰誰誰誰もももも軽蔑す るも のがな い。。。。おおおお互互互互 いに現実 かかかか
らららら隠隠隠隠れんぼうを しているような者 同志 のののの 一種 のののの親親親親 しさ、、、、そして、、、、かば
いいいい合合合合う ような懇懇懇懇 なななな眼眼眼眼ざ しで鮨鮨鮨鮨を つまむ手手手手 つきや 茶茶茶茶をををを呑呑呑呑 むむむむ様 子をををを視合
ったりす る。。。。 かとおもうとまたそれは人間と いう より木 石 のごとく、、、、
はた の神経 と はま ったく無 交渉なななな様 子 でででで黙黙黙黙 々々々々と いく つか の鮨鮨鮨鮨を つま
ん で、、、、さ っさと帰帰帰帰 って行行行行くくくく客客客客もあ る。。。。
鮨鮨鮨鮨と いうも のの生生生生むむむむ甲斐 々々し いまめや かな雰囲気、、、、そ こ へ人人人人が い
くら耽耽耽耽 りりりり込込込込んでも、、、、擾擾擾擾 れるような ことはな い。。。。万事がががが手軽く こだわり
なく行行行行きききき過過過過ぎ てしまう。。。。
福福福福ず し へ来来来来 るるるる客客客客 のののの常連 はははは、、、、元狩猟銃器店 のののの主人、、、、デ パート外客 回りりりり
係長、、、、歯科医師、、、、畳屋 のののの伜伜伜伜、、、、電話 のブ ローカー、、、、 石膏模型 のののの技術家、、、、
児童用品 のののの売込人、、、、兎肉 販売 のののの勧誘員、、、、証券商会をや った こと のあ っ
たたたた隠居―― こ のほかに こ の町町町町 のののの近近近近く の何処 かに生生生生 ん で いるに違違違違 いな

いいいい劇場関係 のののの芸人 でででで、、、、劇場が ひまな時時時時 はははは、、、、何何何何 かかかか内職をす るら しく、、、、脂脂脂脂
づ いたような絹絹絹絹も のをぞろりと着着着着 てててて、、、、青白 いいいい手手手手 でででで鮨鮨鮨鮨をををを器用 に つまんで
食食食食 べて行行行行くくくく男男男男もあ る。。。。
常連 でででで、、、、この界隈にににに住住住住 んで いる暇暇暇暇 のあ る連中 はははは散髪 の ついでに寄寄寄寄 っっっっ
てててて行行行行くし、、、、遠遠遠遠 くから この付近 へへへへ用足し のあ るも のは、、、、そ の用用用用 のののの前後 にににに
寄寄寄寄 るるるる。。。。季節 によ って違違違違うが、、、、日日日日がががが長長長長くな ると午後 のののの四時頃 から灯灯灯灯が つ
くくくく頃頃頃頃がががが 一一一一ば ん落合 って立立立立 てててて込込込込んだ。。。。
め いめ い、、、、好好好好 みみみみ好好好好 み の場所にににに席席席席 をををを取取取取 って、、、、鮨種 子でででで融通 してくれる
さ しみや、、、、酢酢酢酢 のも ので酒酒酒酒をををを飲飲飲飲 むも のもあ るし、、、、すぐ鮨鮨鮨鮨 にににに取取取取 りかかるも
のもあ る。。。。

ともよ の父親 であ る鮨屋 のののの亭主 はははは、、、、ときには仕事場 から土間 へへへへ降降降降 りりりり
てててて来来来来 てててて、、、、黒黒黒黒 みが か った押鮨をををを盛盛盛盛 った 皿皿皿皿をををを常連 のまん中中中中 のテーブ ルに置置置置
くくくく。。。。
「「「「 何何何何だだだだ、、、、何何何何だだだだ」」」」
好奇 のののの顔顔顔顔がががが四方 から覗覗覗覗きききき込込込込むむむむ。。。。
「「「「 まあ、、、、や ってご覧覧覧覧、、、、あたし の寝酒 のののの肴肴肴肴ささささ」」」」
亭主 はははは客客客客 にににに友達 のような 口口口口をきく。。。。
「「「「 こはだ にしち ゃ味味味味がががが濃濃濃濃 いし―― 」」」」
ひと つ撮撮撮撮 んだ のが いう。。。。

「「「「 鯵鯵鯵鯵 かしらん」」」」
す ると、、、、畳敷 のののの方方方方 のののの柱柱柱柱 のののの根根根根 にににに横座 りにして見見見見 ていた内儀さ ん―― とととと
もよ の母親―― がががが、、、、はははは はははは はははは はははは とととと太太太太 りりりり肉肉肉肉をををを揺揺揺揺 って 「「「「 みんなお
と ッつあんに 一一一一ぱ い食食食食 った」」」」とととと笑笑笑笑 った。。。。
それは塩塩塩塩さ んまを使使使使 った押鮨 でででで、、、、おからを使使使使 って程程程程よく塩塩塩塩 とととと脂脂脂脂をををを抜抜抜抜
いて、、、、押鮨 にした のであ った。。。。
「「「「 おと っさ ん狡狡狡狡 いぜ、、、、ひとり でこ っそり こんな旨旨旨旨 いも のを拵拵拵拵え て食食食食
うなんて―― 」」」」
「「「「 へえ、、、、さ んまも、、、、 こう して食食食食うとまるで違違違違うね」」」」
客客客客たち のこんな話話話話がががが 一一一一しきりがやがや渦渦渦渦まく。。。。
「「「「 な にしろあた したち は、、、、銭銭銭銭 のかかる贅 沢はできな いからね」」」」
「「「「 おと っさ ん、、、、ななななぜ これを、、、、店店店店 にににに出出出出さな いんだ」」」」
「「「「 冗談 い っち ゃ、、、、いけな い、、、、これを出出出出 した 日日日日にゃ、、、、他他他他 のののの鮨鮨鮨鮨がががが蹴押ささささ
れ て売売売売れなくな っちまわ。。。。第 一、、、、さ んまじゃ、、、、いくらも値段がとれな
いからね」」」」
「「「「 おと ッつあん、、、、な かな か商売をををを知知知知 って いる」」」」
そ の他他他他、、、、鮨鮨鮨鮨 のののの材料をををを採採採採 ったあと の鰹鰹鰹鰹 のののの中落だ の、、、、鮑鮑鮑鮑 のののの腸腸腸腸だ の、、、、鯛鯛鯛鯛 のののの
白 子だ のを巧巧巧巧にににに調理したも のが、、、、ときどき常連 にだけ突出された。。。。とととと
もよはそれを見見見見 てててて 「「「「 飽飽飽飽きあきす る、、、、あんなまず いも の」」」」とととと顔顔顔顔をををを皺皺皺皺 めめめめ
たたたた。。。。だが、、、、それら は常連 からくれと い ってもな かな か出出出出さな いで、、、、思思思思

わぬときにひょ っこり出出出出すすすす。。。。亭主 はこのこと にかけ てだけ いこじでむ
らららら気気気気な のを知知知知 って いる ので決決決決 してねだらな い。。。。
よほど欲欲欲欲 し いときは、、、、娘娘娘娘 のともよにこ っそり頼頼頼頼むむむむ。。。。す るとともよは
面倒臭 そう に探探探探 しししし出出出出 して与与与与え る。。。。
ともよは幼幼幼幼 いいいい時時時時 から、、、、こう いう男達 はははは見見見見なれ て、、、、そ の男男男男たちを通通通通しししし
てててて世世世世 のののの中中中中をををを頃頃頃頃あ いでこだわらな い、、、、いささ か稚気 のあ るも のに感感感感 じて
来来来来 ていた。。。。
女学校時代 にににに、、、、鮨屋 のののの娘娘娘娘と いう ことが、、、、いくら か恥恥恥恥じられ て、、、、家家家家 のののの
出入 のののの際際際際 には、、、、でき るだけ友達をををを近近近近ずけな いことにしていた苦労 のよ
うなも のがあ って、、、、孤独なななな感感感感 じはあ ったが、、、、あ る程度 ま で の孤独感 はははは、、、、
家家家家 のののの中中中中 のののの父母 のののの間柄 からも染染染染 み つけられ て いた。。。。父父父父とととと母母母母とととと喧嘩をす る
ような事事事事 はな か ったが、、、、気持ち はめ いめ い独立 していた。。。。ただ生生生生き て
行行行行く こと の必要上 から、、、、事務的 よりも、、、、もう少少少少 しししし本能 にににに食食食食 いいいい込込込込んだ協協協協
調調調調やら いたわり方方方方をををを暗黙 のうち に交換 して、、、、それが反射的 にま で発育
している ので、、、、世間から は無 口でででで比較的仲 のよ い夫婦 にも見見見見えた。。。。父父父父
親親親親 はははは、、、、ど こか下町 のビ ルヂ ング に支店をををを出出出出す ことに熱意をををを持持持持ちながら、、、、
小鳥をををを飼飼飼飼う のを道楽 にして いた。。。。母親 はははは、、、、物見遊 山にも行行行行 かず、、、、着着着着 もももも
のも買買買買わな い代代代代 りに月月月月 々々々々のののの店店店店 のののの売上げげげげ額額額額 から、、、、自分だけ の月月月月がけ貯金
を していた。。。。
両親 はははは、、、、娘娘娘娘 のことに ついてだけ は 一致 したも のがあ った。。。。とにかく

教育だけはしとかなく てはと いう ことだ った。。。。まわりに浸浸浸浸 々々々々とととと押押押押 しししし寄寄寄寄
せて来来来来 るるるる、、、、知識的なななな空気 にににに対対対対して、、、、この点点点点 では両親 はははは期期期期 せず して 一致
して社会 への競争的なも のは持持持持 っていた。。。。
「「「「 自分 はははは職 人だ ったから せめて娘娘娘娘 はははは」」」」
とととと―― だが、、、、 それから先先先先をどうす るかは、、、、全全全全くくくく茫然と していた。。。。
無邪気 にににに育育育育 てられ、、、、表面だけだが世事 にににに通通通通じじじじ、、、、軽快 でそして孤独的
なも のを持持持持 っている。。。。これがともよ の性格だ った。。。。こう いう娘娘娘娘をををを誰誰誰誰もももも
目目目目 のののの敵敵敵敵 にしたり邪魔 にす るも のはな い。。。。ただ男男男男 にににに対対対対してだけは、、、、ずば
ずば応対して女女女女 のののの子子子子ら し い羞羞羞羞ら いも、、、、作為 のののの態度 もな いので、、、、 一時女
学校 のののの教員 のののの間間間間 でででで問題 にな ったが、、、、商売柄、、、、自然、、、、そう いう女女女女 のののの子子子子にににに
な った のだと判判判判 って、、、、 い つの間間間間 にか疑疑疑疑 いは消消消消えた。。。。

