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あわただ しく、、、、玄関をあけ る音音音音がががが聞聞聞聞え て、、、、私私私私はそ の音音音音 でででで、、、、眼眼眼眼をさま
しましたが、、、、それは泥酔 のののの夫夫夫夫 のののの、、、、深夜 のののの帰宅 にきま っている のでござ
います から、、、、 そ のまま黙黙黙黙 って寝寝寝寝 て いました。。。。
それは、、、、隣隣隣隣 のののの部屋 にににに電気を つけ、、、、はあ っはあ っ、、、、とすさまじく荒荒荒荒 いいいい
呼吸を しながら、、、、机机机机 のののの引出 しや本箱 のののの引出 しをあけ て掻掻掻掻ききききまわ し、、、、何何何何
やら捜捜捜捜 して いる様 子でしたが、、、、やが て、、、、どたりと畳畳畳畳 にににに腰腰腰腰をおろして座座座座
ったような物音がががが聞聞聞聞えまして、、、、あとはただ、、、、はあ っはあ っと いう荒荒荒荒 いいいい
呼吸ば かり で、、、、何何何何を している事事事事やら、、、、私私私私がががが寝寝寝寝たまま、、、、
「「「「 おかえ りなさ いまし。。。。ご はんは、、、、おす みです か？？？？ おおおお戸棚 にににに、、、、おおおお
むすびがござ いますけど」」」」
とととと申申申申 しますと、、、、
「「「「 やややや、、、、ありがとう」」」」と い つになく優優優優 し い返事を いた しまして、、、、「「「「 坊坊坊坊
や はどう です。。。。熱熱熱熱 はははは、、、、まだあります か？」とたずねます。。。。
これも珍珍珍珍ら し い事事事事 でござ いました。。。。坊坊坊坊や は、、、、来年 はははは四四四四 つにな る ので
すが、、、、栄養 不足 のせ いか、、、、または夫夫夫夫 のののの酒毒 のせ いか、、、、病毒 のせ いか、、、、
よそ の二二二二 つの子供 よりも小小小小さ いくら いで、、、、歩歩歩歩くくくく足許さえ おぼ つかなく、、、、
言葉もウ マウ マとか、、、、イヤイヤとかを言言言言え るくら いが関関関関 のののの山山山山 でででで、、、、脳脳脳脳がががが
悪悪悪悪 いのではな いかとも思思思思われ、、、、私私私私はこの子子子子をををを銭湯 にににに連連連連れ て行行行行きはだ か

にして抱抱抱抱きききき上上上上げ て、、、、あんまり小小小小さく醜醜醜醜くくくく痩痩痩痩 せている ので、、、、凄凄凄凄 しくな っ
てててて、、、、おおぜ いの人人人人 のののの前前前前 でででで泣泣泣泣 いてしま った事事事事さえござ いました。。。。そう し
てこの子子子子はははは、、、、しょ っち ゅう、、、、おな かを こわ したり、、、、熱熱熱熱をををを出出出出 したり、、、、そそそそ
れはほとんど家家家家 にににに落落落落ち ついている事事事事 はなく、、、、子供 のののの事事事事など何何何何とととと思思思思 って
いる のやら、、、、坊坊坊坊やが熱熱熱熱をををを出出出出 しまして、、、、とととと私私私私がががが言言言言 っても、、、、ああああ、、、、そそそそうううう、、、、おおおお
医者 にににに連連連連れ て行行行行 ったら いいでしょう、、、、とととと言言言言 って、、、、いそが しげ に二重回
しを羽織 ってど こか へ出掛け てしま います。。。。おおおお医者 にににに連連連連れ て行行行行きたく
っても、、、、おおおお金金金金もももも何何何何もな いのです から、、、、私私私私はははは坊坊坊坊や に添寝 して、、、、坊坊坊坊や の頭頭頭頭
をををを黙黙黙黙 って撫撫撫撫 でてや っているより他他他他 はな いのでござ います。。。。
けれどもそ の夜夜夜夜 はどう いうわけか、、、、いや に優優優優 しく、、、、坊坊坊坊や の熱熱熱熱 はどう
だだだだ、、、、など珍珍珍珍ら しくたずね て下下下下さ って、、、、私私私私はうれし いよりも、、、、何何何何だ かお
そろし い予感 でででで、、、、脊筋がががが寒寒寒寒くなりました。。。。何何何何とも返辞 のののの仕様がなく黙黙黙黙
っていますと、、、、それから、、、、しばらくは、、、、ただ、、、、それ の烈烈烈烈 し い呼吸ば か
りりりり聞聞聞聞え ていましたが、、、、
「「「「 ご めん下下下下さ い」」」」
とととと、、、、女女女女 のほそ い声声声声がががが玄関 でででで致致致致 します。。。。私私私私はははは、、、、総身 にににに冷水をををを浴浴浴浴びせら
れたよう に、、、、ぞ っと しました。。。。
「「「「 ご めん下下下下さ い。。。。大谷さ ん」」」」

いら っしゃるん でしょう ？」

こんどは、、、、ち ょ っと鋭鋭鋭鋭 いいいい語調 でした。。。。同時 にににに、、、、玄関 のあく音音音音が して、、、、
「「「「 大谷さ ん ！！！！

とととと、、、、 は っきり怒怒怒怒 っている声声声声 でででで言言言言う のが聞聞聞聞えました。。。。
それは、、、、 そ の時時時時や っと玄関 にににに出出出出たたたた様 子でででで、、、、
「「「「 なんだ い」」」」
とととと、、、、ひどくおどおど して いるような、、、、ま の抜抜抜抜けた返辞を いたしまし
たたたた。。。。
「「「「 な んだ いではありませんよ」」」」とととと女女女女 はははは、、、、声声声声を ひそめ て言言言言 いいいい、、、、 「「「「 ここここ
んな、、、、ち ゃんと したおおおお家家家家 もあ るくせに、、、、どろぼうを働働働働くな んて、、、、どう
した事事事事 です。。。。ひと のわ る い冗談 はよして、、、、あれを返返返返して下下下下さ い。。。。でな
ければ、、、、私私私私 はこれからすぐ警察 にににに訴訴訴訴えます」」」」
「「「「 何何何何をををを言言言言うんだ。。。。失敬なななな事事事事をををを言言言言うな。。。。ここは、、、、おおおお前前前前 たち の来来来来 ると こ
ろ ではな い。。。。帰帰帰帰れれれれ ！！！！ 帰帰帰帰らなければ、、、、僕僕僕僕 のほう からお前前前前 たちを訴訴訴訴え て
や る」」」」
そ の時時時時、、、、もう ひとり の男男男男 のののの声声声声がががが出出出出ました。。。。
「「「「 先生、、、、いい度胸だね。。。。おおおお前前前前 たち の来来来来 ると ころ ではな い、、、、とは出出出出かかかか
した。。。。 呆呆呆呆れ ても のが言言言言えねえや。。。。他他他他 のののの事事事事と は違違違違うううう。。。。 よそ の家家家家 のののの金金金金をををを、、、、
あんた、、、、冗談 にも程度がありますよ。。。。いまま でだ って、、、、私私私私たち夫婦 はははは、、、、
あんた のために、、、、どれだけ苦労をさ せられ て来来来来たか、、、、わ からねえ のだ。。。。
それな のに、、、、こんな、、、、今夜 のような情情情情ねえ事事事事を し出出出出かしてくれる。。。。先先先先
生生生生、、、、私私私私はははは見見見見そ こな いましたよ」」」」
「「「「 ゆすりだ」」」」とととと夫夫夫夫 はははは、、、、威威威威 たけ高高高高 にににに言言言言う のですが、、、、そ の声声声声 はははは震震震震え てい

ま した。。。。 「「「「 恐喝だだだだ。。。。帰帰帰帰れれれれ ！！！！ 文句があ るなら、、、、あ した聞聞聞聞くくくく」」」」
「「「「 た い へんな事事事事をををを言言言言 いやが るなあ、、、、先生、、、、す っかりもう 一人前 のののの悪悪悪悪
党党党党だだだだ。。。。 それ ではもう警察 へお願願願願 いす るより手手手手がねえぜ」」」」
そ の言葉 のののの響響響響き には、、、、私私私私 のののの全身鳥 肌立 った ほど の凄凄凄凄 いいいい憎悪が こも っ
て いました。。。。
「「「「 勝 手にしろ ！」とととと叫叫叫叫ぶぶぶぶ夫夫夫夫 のののの声声声声 はす でに上上上上ず って、、、、空虚なななな感感感感 じ のも
のでした。。。。
私私私私はははは起起起起き て寝巻 き の上上上上 にににに羽織をををを引掛けけけけ、、、、玄関 にににに出出出出 てててて、、、、二人 のお客客客客 にににに、、、、
「「「「 いら っしゃ いまし」」」」
とととと挨拶 しました。。。。
「「「「 やややや、、、、 これは奥奥奥奥さ んです か」」」」
膝膝膝膝きり の短短短短 いいいい外套をををを着着着着 たたたた五十すぎ くら いの丸顔 のののの男男男男 のひとが、、、、少少少少 しししし
もももも笑笑笑笑わず に私私私私にににに向向向向 ってち ょ っと首肯くよう に会釈 しました。。。。
女女女女 のほう は四十前後 のののの痩痩痩痩 せて小小小小さ い、、、、身身身身なり のきち んと した ひと で
した。。。。
「「「「 こんな夜中 にあがりま して」」」」
とそ の女女女女 のひと は、、、、や はり少少少少 しも笑笑笑笑わず に シ ョー ルをはず して私私私私にににに
おおおお辞儀をかえ しま した。。。。
そ の時時時時、、、、矢庭 にににに夫夫夫夫 はははは、、、、下駄をををを突突突突 っかけ て外外外外 にににに飛飛飛飛びびびび出出出出ようと しました。。。。
「「「「 お っと、、、、 そ い つあ いけな い」」」」

男男男男 のひと は、、、、 そ の夫夫夫夫 のののの片腕をとらえ、、、、 二人はははは瞬時 もみ合合合合 いま した。。。。
「「「「 放放放放 せせせせ！！！！ 刺刺刺刺すぞ」」」」
それ の右 手にジ ャ ックナイ フが光光光光 っていました。。。。そ のナイ フは、、、、そそそそ
れ の愛蔵 のも のでござ いま して、、、、た しか夫夫夫夫 のののの机机机机 のののの引出 し の中中中中 にあ った
ので、、、、それ ではさ っき夫夫夫夫がががが家家家家 へへへへ帰帰帰帰 るなり何何何何だ か引出 しを掻掻掻掻きまわ して
いたよう でしたが、、、、かね てこんな事事事事 にな る のを予期 して、、、、ナイ フを捜捜捜捜
しししし、、、、懐懐懐懐 に いれ ていた のに、、、、違違違違 いありません。。。。
男男男男 のひと は身身身身 を ひきました。。。。そ のすきに夫夫夫夫 はははは大大大大き い鴉鴉鴉鴉 のよう に二重
回回回回し の袖袖袖袖を ひるがえ して、、、、外外外外 にににに飛飛飛飛びびびび出出出出 しま した。。。。
「「「「 どろぼう ！」
とととと男男男男 のひと は大声をををを挙挙挙挙げげげげ、、、、 つづ いて外外外外 にににに飛飛飛飛びびびび出出出出そうと しま したが、、、、
私私私私 はははは、、、、 はだ しで土間 にににに降降降降 り て男男男男をををを抱抱抱抱 いて引引引引きとめ、、、、
「「「「 およしなさ いま し。。。。どちら にもお怪我があ っては、、、、な りませぬ。。。。
あと の始末 はははは、、、、私私私私が いたします」」」」
とととと申申申申 しますと、、、、傍傍傍傍 から四十 のののの女女女女 のひとも、、、、
「「「「 そう ですね、、、、とうさ ん。。。。気気気気ちが いに刃物 です。。。。何何何何をす るかわ かり
ません」」」」
とととと言言言言 いま した。。。。
「「「「 ちき しょう ！！！！ 警察だだだだ。。。。もう承知 できねえ」」」」
ぼ んや り外外外外 のののの暗闇をををを見見見見ながら、、、、ひとりごと のよう にそう呟呟呟呟きききき、、、、けれ

ども、、、、 そ の男男男男 のひと の総身 のののの力力力力 はす でに抜抜抜抜け てしま っていました。。。。
「「「「 す みません。。。。どうぞ、、、、おあがりにな って、、、、おおおお話話話話をををを聞聞聞聞 かして下下下下さ い
ま し」」」」
とととと言言言言 って私私私私はははは式台 にあが ってしゃが み、、、、
「「「「 私私私私 でも、、、、あと の始末 はできるかも知知知知れませんから。。。。どうぞ、、、、おあ
がりにな って、、、、どうぞ。。。。きたな いと ころ ですけど」」」」
二人 のののの客客客客 はははは顔顔顔顔をををを見見見見あわせ、、、、幽幽幽幽 かに首肯きききき合合合合 って、、、、それから男男男男 のひと
はははは様 子をあらため、、、、
「「「「 何何何何とお っしゃ っても、、、、私私私私ども の気持 はははは、、、、もうきま って います。。。。しししし
かし、、、、 これま で の経緯 はははは 一応、、、、奥奥奥奥さ んに申申申申 しししし上上上上げ て置置置置きます」」」」
「「「「 はあ、、、、どうぞ。。。。 おあがりにな って。。。。 そう して、、、、 ゆ っくり」」」」
「「「「 いや、、、、 そんな、、、、 ゆ っくりもしておられませんが」」」」
とととと言言言言 いいいい、、、、男男男男 のひとは外套 をををを脱脱脱脱ぎ かけました。。。。

