お風呂

あ の人 の影を踏 んで、 てく てく歩 いて いるとき、何気なく

得意な気持ち になりました。 温か いスープ のようなも のが

でした。ささや かな楽 しみ。甘 ったるさが水飴 のよう にず

瀞 石桃 子
す べては崩壊 してしま った。崩壊な んて生易 し いも のじ

っと間延びしたしたような、あ の感覚 ・日 々。誰彼 に構わ

胸 の中 にわき起 こ って、どう してかしら、心地よくな る の
ゃな い。 ことごとく消滅 しち ゃ った。突風が吹 いて砂山が

それにくら べて今 のありさま の、な んとみすぼら し いこ

ず、怒らず に諭 して微笑 んでしま いたくな る、寛容さ。平

ろし い弾丸だ った。即死だ った の。だ からもうわたし、何

と。
鏡 で見たわけじゃな いのだけど、
なんとなくわ かるわ。

かき消されるような、さびしく ってひどすぎ る暴力、 そう

も言えなくな って、うなずく こと しかできな か った。 そう

でも ほんとう は見 てみた い気も、す る。 見たらび っくりし

和ボ ケと言う のかしら。わたし ったら、 いい気味。あ のと

いう の ってはじめて のことだ った。愛 の柱が、根 元 のほう

ち ゃうと思う。 目 の前 には、得た いのしれな い醜悪すさま

いうも のだ った。あ の日、あ の言葉が銃 口から放たれた瞬

からぼ きりと折れ てしま った のだ。うずたかく積 み重ね て

じ いも ののけ の姿がある。色 は褐色 で、毛むくじゃら の腕

きは いい気味だ った。

きたねんご ろな 乙女 のまご ころは、 い つの日から か、右 に

を していて、原始的なす るどく尖 ったからだを している。

間、 死ぬと思 った。致 死性 の、急所を外さな い、冷 たく恐

ほ つれ て左 にも つれ て抜き差 しならなくなり、 こう して最

月 の美 しさも、萌 ゆる自然 の神秘さも、広 い海 の青さも知

らな い。 人に恋をす るため の情熱 の皮ふは、 かたくざらざ

後 には、糸くず のよう にたやすく捨 てられる。
どう してわたし の人生 はかくもむご いのか。わたし の砂

るも薄皮がはがれ て痛 々し い。けれども、さ しも のも のの

ら していてまとも ではな いし、 口づけをす るため のくちび

しかし、もう知 りません。あ の人は帰 ってきません。わ

け ですら、自分 の姿を確 かめな いうち は普通 の人間 でいら

時計 は、 いび つな形を して いる のではなく って。
たしを置 いて遠 くに行 っち ゃ いました。 い つも、後ろから

れるからね。
そうよ、自分を知ろうとす るなんて冷酷な好奇 心だわ。
まして他人 （
の言動）を通 して自分 の本性を暴きた いなん

ダーを見た。

五月 のページ。 かき つば た の絵があ った。

それからゴー ルデ ンウ ィーク。 この安 っぽ い言葉 には親

んな こともあ ったけれど、相 手 の人はたぶん いい人だ。ふ

にす っぱ りと結婚を した。 みんな驚 いて騒ぎ まく った。 そ

ち ゃんは、もう 旦那さ んが いる。半年 ほど前 に、出 し抜け

わたしはもうち ょ っと大 人になろう。となり の家 のふみ

反省、反省。 もう 一回、 反省。

げ んき。 クリ ス マスとかと 一緒。世間 の風潮 に流された っ

生懸命ぱたぱた踊 ってみる のだけど、どうや った ってから

そんなんでわたしも、身 の丈 に合わな い熱気 に つられ て 一

きるから って、たかだ かそれだけな のに世間は浮き足立 つ。

き て、 おかげさま で土 日を含 めてち ょ っぴり長 い休 みが で

つけたがるくせがあります。ふだん の平 日に休 みがや って

しみがわ かな い。 日本人はなんにでも名前やら符牒やらを

みち ゃんは人を見る目があ る。わたしはそ の目が羨 ましか

てち っとも いいことなんてな い。

て、 いけません。

った。 そうすれば こんな かな し い思 いで、 い つま でも い つ

奥がすんすんす る。泣きすぎち ゃ った のか、鼻 の奥 はしょ

気づくと鼻をかむため のち り紙がなくな っていた。鼻 の

この、 でく のぼうよ。

ちば ん肝腎な のだ。映画を見たら、 おな かが空 いた のでご

が元気 でありさえすれば よか った。 それが親 子にと ってい

もよか った のだ。とにかく、 お母さ んが元気 でいてわたし

日はお母さ んを連れ出 して映画館 に行 った。 見る のは何 で

だけども五月は いいこともある。 母 の日があ った。 母 の

っぱ い涙 の味がす る。鼻な のに味がわ かる、最初 は不思議

はんを食 べた。 お母さ んはお蕎麦を食 べて、わたしはとん

ま でもぐうたらと した時間を過ごさず にすんだ のに。

に思 った。けれどよく考え てみると、鼻と 口は つなが って

か つ。わたしは濃 い味 つけが好きだ から、 か つに い っぱ い

ソー スをかけると、 お母さ ん怒 っち ゃ った。 い つも のお母

いるんだ から当たり前だ った。
く しゃくしゃ のち り紙をゴ ミ箱 に放 り捨 ててからカ レン

さ んだ った。 この日は怒られな いよう にしていた つもりな

いくら かお考えなさ い」

ら いの女 の子が ひとりで部屋に閉 じこも ってしまう原因を

わたしはお婆ち ゃん の言葉が気 にな った ので、泣く のを

のにすごくかな しくな っち ゃ った。だ からわたし、心から
謙虚 にな って、もう悪 いことはしません、 って誓 った。 お

「
ほら、自分自身 のことと して考え てみれば、 ひと つかふ

や め て扉 に聞き耳を立 ててみた。

さな い。ち ゃんと したら、 お母さ んはご機嫌 にな って褒 め

た つ、思 い つく でしょう。 母も子も、抱え る悩 みに大きな

箸 をきれ いに揃え て、 お皿もきれ いに拭 いて、 かすも こぼ
てくれる。褒 め てくれるお母さ んは好きだ。 お母さ んが褒

違 いはありませんからね」

「
はあ、 そう いうも のでしょう か」

めてくれると、幸 せ のかおりが充満 してすごく いい。
下 の階 から声が してきた。

お母さ んは少 し困惑 して いる様 子だ った。 それから しば

「
も し つら いことがあ ったら、 い つでもお母さ んに相談 し

し黙 った末、 お母さ んは 口を開 いた。

「
い つま でめそめそしていら っしゃる の」
お母さ ん の声だ。続けざ まにぱたぱ たと廊下をわた って
くる音が聞 こえた。

なさ い。お母さ ん、待 ってるから」と言 い、「
あとお風呂沸

いてるから、ぬるくならな いうち に入 っち ゃ いなさ いね」

あ、 お婆ち ゃん。ええ、 は い、 そうなんです。 一時

間 ほど前 から何度 も呼んで いるんですが返事が い っさ いな

このまま部屋 に いてもろくな ことはな いと思 った。わた

「

く って。ええ、 は い、すす り泣く声だけは聞 こえ ているか

てみてもしようがな い。大げさ かもしれな いけれど、 こん

しは約束通り、心から謙虚 にな る のだ。陳腐な意地を張 っ

お母さ んはわたし のことを知らな いのだ。わたしが泣 い

な狭 い部屋 で悲劇 のお姫さま のふりを した って、情 に厚 い

ら、大きな問題 はな いのでしょうけど、ええ、 は い」
ている理由を。 返事を してあげな いのは、察 してほし いか

王子さまが迎え に来 てくれるわけじゃな いから。

そんな ことより、わたしは泣き嗄ら して喉が渇 いた のだ。

らな のにどう してわ か ってくれな いのだろう。
「
とも子さ ん、心配す る気持ち はわ かりますが、あ の年く

水を飲 もう。 そしてお風呂も入 ってしまおう。心から謙虚

そ のまま水面を見 つめていると、わたし のたまし いがそ こ

それも良 いじゃありませんか。溶けたと しても、また掬 い

に溶け ていくような気が した。 それも良 いかもしれな い。

わたしはす っくと立ち上が って扉をそ っと開け、階段を

あげ れば いい。 べ つに、 お風呂に入 った って死ぬんじゃあ

に。 お母さ ん の言う ことはただ し い。
ト ント ンと降 りた。 一階 には誰 の声もな か った。家中 は の

りません。

な いんだな って、 そう いうむな しさをむさぼ り つつ、わけ

薄 い膜 に隔たれた絶 対的な距離を、どうや っても埋められ

ほん の少 し真 面目にさびしくな って、たかだ か数 ミリ の

っぺりと したしじまが漂 っていて、わたしひとりを取り残
して寝静ま ってしま ったみた い。白河夜船、 って言うんだ
っけ。
夜 のお風呂はち ょ っぴり怖 い。がらがらと硝子戸を開け
った。頼りな いはだ か、 はだ し、むき出 し の皮ふ、 へこん

てしま ったら、 そ の場 に突 っ立 ってみて、 目を閉 じては っ

そう してからだと髪を てきぱき洗 って、す べてが終わ っ

もなく湯船をじゃぶ じゃぶとす るだけ です。

だ おな か。肩は骨ば ってかわ いそう。 しかし、 このからだ

きりと 口にす る。

て浴場 の電気を点け てみても、 しらけた宵闇があ るだけだ

と 一生 つき合 っていく ほかはな いし、 い つかは愛される肉

す べては崩壊 してしま った。
けれど忘 れ てはならな い。

体を得た い。
ああ、 お風呂、 お風呂。

脆 く崩れた珊瑚礁 のわず かなすき間 から浮き上がる星 々

人はそれを、希望と呼ぶんじゃありませんか。

の粒子。

湯船 は繊細な陰影 の ついた シルク の布 のよう で、さまざ
まな淡 い色合 いの、満ち足りな い感受性と、さ っぱ りと し
た苦悩 の波紋が はかなくゆれ ていた。わたしはお湯 で横溢
した浴槽を上 から覗き込んだ。 そ こにも ののけは いな か っ
た。少女 のぼ んや りと した顔が、 ひと つあるだけだ った。

