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夏 目漱 石

こんな夢夢夢夢をををを見見見見たたたた。。。。
腕組を して枕 元にににに座座座座 って いると、、、、仰向 にににに寝寝寝寝 たたたた女女女女がががが、、、、静静静静 かな声声声声 でもう
死死死死にますと いう。。。。女女女女 はははは長長長長 いいいい髪髪髪髪をををを枕枕枕枕 にににに敷敷敷敷 いて、、、、輪郭 のののの柔柔柔柔ら かな瓜実顔をををを
そ の中中中中 にににに横横横横 たえ て いる。。。。真白なななな頬頬頬頬 のののの底底底底 にににに温温温温か い血血血血 のののの色色色色が ほどよく差差差差 しししし
てててて、、、、唇唇唇唇 のののの色色色色 はははは無論赤 いいいい。。。。とう てい死死死死にそう には見見見見えな い。。。。しかし女女女女 はははは
静静静静 かな声声声声 でででで、、、、もう死死死死にますと判然 い った。。。。自分もももも確確確確 にこれは死死死死ぬなと
思思思思 った。。。。そ こで、、、、そう かね、、、、もう死死死死ぬ のかね、、、、とととと上上上上 から覗覗覗覗きききき込込込込むよう
にして聞聞聞聞 いて見見見見たたたた。。。。死死死死にますとも、、、、と いいながら、、、、女女女女 はぱ っち りと眼眼眼眼
をををを開開開開けた。。。。大大大大きな潤潤潤潤 のあ る眼眼眼眼 でででで、、、、長長長長 いいいい睫睫睫睫 にににに包包包包 まれた中中中中 はははは、、、、ただ 一面にににに
真黒 であ った。。。。 そ の真黒なななな眸眸眸眸 のののの奥奥奥奥 にににに、、、、自分 のののの姿姿姿姿がががが鮮鮮鮮鮮 にににに浮浮浮浮 かん で いる。。。。
自分 はははは透透透透 きききき徹徹徹徹 るほど深深深深くくくく見見見見え るこの黒眼 のののの色 沢をををを眺眺眺眺めて、、、、これ でも
死死死死ぬ のかと思思思思 った。。。。それ で、、、、ねんご ろに枕枕枕枕 のののの傍傍傍傍 へへへへ口口口口をををを付付付付け て、、、、死死死死ぬん
じゃな かろうね、、、、大丈夫だろうね、、、、とまた聞聞聞聞きききき返返返返した。。。。す ると女女女女 はははは黒黒黒黒
いいいい眼眼眼眼をををを眠眠眠眠そう に瞠瞠瞠瞠 ったまままままままま、、、、や っぱ り静静静静 かな声声声声 でででで、、、、でも、、、、死死死死ぬんです
も の、、、、仕方がな いわと い った。。。。
じゃ、、、、私私私私 のののの顔顔顔顔がががが見見見見え るか いと 一心 にににに聞聞聞聞くと、、、、見見見見え るか い って、、、、そら、、、、

そ こに、、、、写写写写 ってるじゃありませんかと、、、、にこりと笑笑笑笑 って見見見見せた。。。。自分
はははは黙黙黙黙 って、、、、顔顔顔顔をををを枕枕枕枕 から離離離離 した。。。。腕組を しながら、、、、どう しても死死死死ぬ のか
なと思思思思 った。。。。
しばらく して、、、、女女女女がまた こう い った。。。。
「「「「 死死死死んだら、、、、埋埋埋埋めて下下下下さ い。。。。大大大大きな真珠 貝 でででで穴穴穴穴をををを掘掘掘掘 って。。。。そう して
天天天天から落落落落ち て来来来来 るるるる星星星星 のののの破片をををを墓標 にににに置置置置 いて下下下下さ い。。。。そう して墓墓墓墓 のののの傍傍傍傍 にににに
待待待待 っていて下下下下さ い。。。。また逢逢逢逢 いに来来来来ます から」」」」
自分 はははは、、、、 い つ逢逢逢逢 いに来来来来 るかねと聞聞聞聞 いた。。。。
「「「「 日日日日がががが出出出出 るでしょう。。。。それから 日日日日がががが沈沈沈沈 む でしょう。。。。それからまた出出出出
るでしょう、、、、 そう してまた沈沈沈沈 む でしょう。。。。――赤赤赤赤 いいいい日日日日がががが東東東東 から西西西西 へへへへ、、、、
東東東東 から西西西西 へと落落落落ち て行行行行くうち に、、、、―― あなた、、、、待待待待 っていられます か」」」」
自分 はははは黙黙黙黙 って首肯 いた。。。。女女女女 はははは静静静静 かな調子をををを 一段張りりりり上上上上げ て、、、、
「「「「 百年待 っていて下下下下さ い」」」」とととと思思思思 いいいい切切切切 った声声声声 でい った。。。。
「「「「 百年、、、、私私私私 のののの墓墓墓墓 のののの傍傍傍傍 にににに座座座座 って待待待待 っていて下下下下さ い。。。。き っと逢逢逢逢 いに来来来来まままま
す から」」」」
自分 はただ待待待待 っていると答答答答えた。。。。す ると、、、、黒黒黒黒 いいいい眸眸眸眸 のな かに鮮鮮鮮鮮 にににに見見見見ええええ
たたたた自分 のののの姿姿姿姿がががが、、、、ぼう っと崩崩崩崩 れ て来来来来たたたた。。。。静静静静 かな水水水水がががが動動動動 いて写写写写 るるるる影影影影をををを乱乱乱乱しししし
たよう に、、、、流流流流れれれれ出出出出 したと思思思思 ったら、、、、女女女女 のののの眼眼眼眼がぱち りと閉閉閉閉 じた。。。。長長長長 いいいい睫睫睫睫
のののの間間間間から涙涙涙涙がががが頬頬頬頬 へへへへ垂垂垂垂れた。。。。―― もう死死死死んで いた。。。。
自分 はそれから庭庭庭庭 へへへへ下下下下り て、、、、真珠貝 でででで穴穴穴穴をををを掘掘掘掘 った。。。。真珠貝はははは大大大大きな

滑滑滑滑かな縁縁縁縁 のののの鋭鋭鋭鋭ど い貝貝貝貝 であ った。。。。土土土土をすくうたびに、、、、貝貝貝貝 のののの裏裏裏裏 にににに月月月月 のののの光光光光がががが
差差差差 してきらきら した。。。。湿湿湿湿 った土土土土 のののの匂匂匂匂 もした。。。。穴穴穴穴 はしばらくして掘掘掘掘れた。。。。
女女女女をそ の中中中中 にににに入入入入れた。。。。 そう して柔柔柔柔ら か い土土土土をををを、、、、上上上上 からそ っと掛掛掛掛けた。。。。
掛掛掛掛けるたびに真珠 貝 のののの裏裏裏裏 にににに月月月月 のののの光光光光がががが差差差差 した。。。。
それから星星星星 のののの破片 のののの落落落落ちた のを拾拾拾拾 って来来来来 てててて、、、、かろく土土土土 のののの上上上上 へへへへ乗乗乗乗せた。。。。
星星星星 のののの破片 はははは丸丸丸丸か った。。。。長長長長 いいいい間大空をををを落落落落ち て いる間間間間 にににに、、、、角角角角がががが取取取取れ て滑滑滑滑かかかか
にな ったんだろうと思思思思 った。。。。抱抱抱抱きききき上上上上げ て土土土土 のののの上上上上 へへへへ置置置置くうち に、、、、自分 のののの
胸胸胸胸 とととと手手手手がががが少少少少 しししし暖暖暖暖くな った。。。。
自分 はははは苔苔苔苔 のののの上上上上 にににに座座座座 った。。。。これから 百年 のののの間間間間 こう して待待待待 って いるんだ
なと考考考考えながら、、、、腕組を して、、、、丸丸丸丸 いいいい墓 石をををを眺眺眺眺 めて いた。。。。 そ のうち に、、、、
女女女女 のい った通通通通りりりり日日日日がががが東東東東 から出出出出たたたた。。。。大大大大きな赤赤赤赤 いいいい日日日日であ った。。。。それがまた
女女女女 のい った通通通通りりりり、、、、やが て西西西西 へへへへ落落落落ちた。。。。赤赤赤赤 いまんま で の っと落落落落ち て行行行行 っっっっ
たたたた。。。。 一一一一つと自分 はははは勘定 した。。。。
しばらくす るとまた唐紅 のののの天道 が のそりと上上上上 って来来来来たたたた。。。。そう して黙黙黙黙
って沈沈沈沈 んでしま った。。。。 二二二二 つとまた勘定 した。。。。
自分 はこう いう風風風風にににに 一一一一つつつつ二二二二 つと勘定 して行行行行くうち に、、、、赤赤赤赤 いいいい日日日日を いく
つつつつ見見見見たか分分分分らな い。。。。勘定 しても、、、、勘定 しても、、、、し つくせな いほど赤赤赤赤 いいいい
日日日日がががが頭頭頭頭 のののの上上上上をををを通通通通りりりり越越越越 して行行行行 った。。。。それ でも百年がまだ来来来来な い。。。。しま い
には、、、、苔苔苔苔 のののの生生生生えた丸丸丸丸 いいいい石石石石をををを眺眺眺眺めて、、、、自分 はははは女女女女 にににに欺欺欺欺された のではな かろ
う かと思思思思 いいいい出出出出 した。。。。

す ると石石石石 のののの下下下下から斜斜斜斜 にににに自分 のののの方方方方 へへへへ向向向向 いて青青青青 いいいい茎茎茎茎がががが伸伸伸伸 び て来来来来たたたた。。。。見見見見るるるる
間間間間 にににに長長長長くな ってち ょうど自分 のののの胸胸胸胸 のあたりま で来来来来 てててて留留留留ま った。。。。とととと思思思思うううう
とととと、、、、すらりと揺揺揺揺ぐぐぐぐ茎茎茎茎 のののの頂頂頂頂 にににに、、、、心持首をををを傾傾傾傾け て いた細長 いいいい 一輪 のののの蕾蕾蕾蕾がががが、、、、
ふ っくらと弁弁弁弁をををを開開開開 いた。。。。真白なななな 百合がががが鼻鼻鼻鼻 のののの先先先先 でででで骨骨骨骨 にににに徹徹徹徹え るほど匂匂匂匂 った。。。。
そ こ へ遥遥遥遥 のののの上上上上 から、、、、ぽたりと露露露露がががが落落落落ちた ので、、、、花花花花 はははは自分 のののの重重重重 みでふら
ふらと動動動動 いた。。。。自分 はははは首首首首をををを前前前前 へへへへ出出出出 して冷冷冷冷 た い露露露露 のののの滴滴滴滴 るるるる、、、、白白白白 いいいい花弁 にににに接接接接
吻吻吻吻 した。。。。自分がががが百合 から顔顔顔顔をををを離離離離すすすす拍子にににに思思思思わず、、、、遠遠遠遠 いいいい空空空空をををを見見見見たら、、、、暁暁暁暁
のののの星星星星がた った 一一一一つつつつ瞬瞬瞬瞬 いていた。。。。
「「「「 百年 はもう来来来来 ていたんだな」」」」と この時始 めて気気気気が ついた。。。。

