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10 洋; Afa 

'}i :長J%，jは人家の少ない1怖かなとこるに

あるせいか，いろいろな物売りがしきり

とやって来る。食糧品や衣紅lなと、なら気

のがJいた)jで，靴の下敷，洗濯ノーサミ，

j!{ r /工どとう仕様もないものを持って来

て， -1判、lけるような低い戸で，そいつが

11取るのには，(径は柔道で体をいためて，

余儀なくこんなものを売っている。 決し

て乙食ではなL、。だからこの洗濯ノえサミ

を買って呉れ， というのである。こんな

II!jには東海が lそうかね， (1農は昔剣道を

やってね，三段の腕だが，戦後すたれて

あまりやらないが何しろ好きなもので木

JJだけはいつも持っているよ，見せよう

か」というとたいていの者は何か捨台辞

λたいなものを残してs そいつは直ぐ出

て行く。

ひどいのになると何も売る品物を持た

ずに1>.だけもらって行こうとする ιもい

るο タカリである。

このような物売りたちは必ず事務所で

長 71'ミ~果

止められて構内の官舎へは offLimitsで

ある。それは事務所が丁度構内の入口に

在ってその前を通らねば官舎へ人る事が

できないからだ。そして官舎のある所は

れ，[)11と附化用水路に閉まれていて， この

正面道路しか入れないからである。構内

は比較的よく整備され，芝生や樹木の配

置もー応整っており池や水路が更にうる

おいを添えている。ここに職以住んでお

り外部との接触はこの川と水路で断たれ

てし i る。

しがられ， ここに住む者はある程度役所

が身分を保証してくれるので治外法権だ

といわれ部落会でも a 目置いてあまりう

るさい事Ll:¥，、はなし、。といって事業場で

も貝のように閉じて何もしない訳ではな

し、。いろいろな面で住民には援助を与え

ている。例えば卵子運搬に支障があるか

ら道路を修理をしてくれとか除雪してく

れと役場へ申請書を出すなど，役所と役

所の閃係では簡単に話が決り， ダンプカ

ーがIU動して砂干IJを数き， ブールドーザー

がtHて来て雪を押しのけてくれる。それ



li沿道の住民にとって大いに有難L、事で

ある。また，付近で仕事のない者に検

卵，ふ化盆洗樵，捕獲，採卵，その他雑

用に人夫として使役する事によって収入

を得させる。だから主任はこの辺ではー

寸した顔役だ。どこの田舎でも大概そう

だが，校長先生，巡査，郵便局長など先

ず省力者とされるが， ここでは営林署の

白畑とふ化場があるのでこれらの長たる

者も，この一連のグループに入れられて

いるO だから何でもよく頼まれたり相談

されたりする。時には押売やタカリ，物

乞いまでが紹介される。

こんなのは全然有難くないが， 名手幸税

みたいなもので仕方がない。事務所の連

中はなるべく干渉しないようにそっぽを

向いて主任の応待振りを興味をもって聞

入っている場合が多い。それでも，いつ

か， どこかで，その影響が現われみじめ

な思いを味わされる。

ある r1一人の若いたくましい男が!園、日

敷包みを抱えて事務所に現れた。その男

がL、うのには， 自分はバクチ打ちだが始

めは10万円程もうかったが， つい調 f

に乗ってすっかりスッテしまった。帰り

の汽車賃も無くなって，1上むなく皆さん

から少しずつ出してもらう事になった。

だが今は農家はシケていて秋でないと金

がなL、。ふ化場へ行けば主任さんが面倒

みてくれるから行ってみろといわれて来

たのだ。という挨拶だ。主任は腕を組ん

で、黙って聞L、ていたが，その男の話が終

るとやおら体を起して，;告、から見える未

だ白雪を頂いた山のかなたを指した。

「れはそんなにノくクチが好きなら，あん

たはモ 7コヘijき江主いJと局安然、とした

態度でし、った。ハクチJJちはこの意外な
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返答に驚いた。

「へえ'?，モナコですかい。あそこはち

ょっと遠いんじゃないですか」と間抜け

た返事をした。主任は大真面白になって

「あの国は王様がし、て数年前にアメリカ

の女優と結婚した。景気が良く税金もい

らないそうだ。皆パクチをやって暮して

いるので有名な国だから若の天国だ。そ

の方が君の幸福のなめだ。少し遠いが飛

行機で行けば 2， 3日で行ける l

「飛行機賃を出してくれますか ?J
l冗談じゃない，何をいっている。右に

飛行機賃を出す位なら慢が行きたいと

ころだ。君はノくクチ打ちだろう。今 LI一

文無しでも明日は 1億円入るかも知れな

いではないか，希望を持ちなさL、。 1農は

パクチをやらないので月給で暮してい

る。毎日金が出て行くばかりだ。みてく

れ， この慢のズボンを， ヒザは丸くなっ

て折目もついていない，継も当ってい

る。こんな組末なものを着ているのに，

nは文無しのくせにぽかにステッとして

るじゃないか。慢のような月給取りは

ね，月にたった一度しか金の入る日がな

¥， '0 君のように明日こそは金が入るかも

知れないという事がのべつあるのではな

L、。明日への喜びがない。希望がなのだ

L 、。悲劇的人生だ。気の毒と思ったら何

か置いて行き給え，君」

さすがのヤクザも(このおやじ少しイ

カれてるんじゃねえのかな， こんなのに

つき合っていたのではちっとも稼ぎにな

らねえ〕と出て行くかと思ったが，さっ

ぱり効果がなL、。普通ならこの辺であき

らめて ~~1 無 L く 11: て行くのだが，こうい

うれi休の知れない隊ぎでl吹ってiiく/...1:11
は常道では通用しなかった。その 1;，よ
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主任のズボンをしげしげと比ふIjていたo

i-そうだね，それは一寸ひどい服だ，実

は背広を少し持って来にんだ。こんな事

もあるだろうと思ってね。少しでも面1到l

を見てくれた人にはお礼に一着ずつ置い

て行ってるんだが，いよいよという時に

は売るより仕方がない，安くしておくか

らまあ見てくれ|といってそのハクチ打

ちはやくざな行尚人に変貌したの一応ビ

ニールの袋に入れられた洋服を 3蔚Itlし

てみせた。どこから手に入れたものか知

らないが，帰りの汽車賃だけでL火、から

買ってくれとせがみたてた。

l一体，汽車賃とはどこまでの汽車賃な

んだね!と主任は聞いたが，その態度に

は安けりゃ買おうという気配があった。

「モナコだのモロッコだのとはいわねえ

が，せめてお、i_[戸ぐらいは行かしてもら

L、たL、ね，本当にそれだけあればL火、ん

だl主任は l東京か]といった。

I {¥， !Ui1IHi，東京までの三等実技旅貸

金，¥1算してくれ」

|と、れど、れトーチョーですか，一寸侍っ

て下さいよーウッと」といって立上がり

書矧を出して調べ始めた。その男はそん

j:r_事にお構いなく喋り出した。

[これはネ，純毛で時価 1万 7， 8千円

はずるものだよ，まあ，さわって見てご

覧，これを一万円にしとくよ，あと三着

しかなL、。安いのでピックリするでしょ

うけど，商売で、やってんでないので，

I{ttが勝手に安くしているだけの事なん

だο!京価がいくらするものか俺は知らな

くてもし火、のだ。商売なら原価を害1]る訳

にはいかねえだろう。高いならもっと負

けても L火、ぜり八千l'Jでどうだい，安く

たって物はL火、んだ，信用しなさ L、。こ

んな事で吹っている{俗だもの， この服が

どういう風にして子に入れて， どうして

安くたたき売るか，大体見当がつくでし

ょう，ネ，こんなチャンスはそうないと

思うネ」

主任は手にとって見たり，体に合せて

みたりした。東海も旅費の;it-算などそっ

ちのけで，のり出して来た。

;ワシに合うような小さいのがあるかネ J

[大中小三つあるから合せて見なよ。

合わなきゃまけておくぜ]東海は中分な

L、返事だと思った。ヨドいズボンを一寸市li

めれば漏れるのがあった。主任はもっと

値切ろうとした。

iあんたは，汽車賃だけあればL、L、とい

ったが東京へ行くのに八千円もいるのか

ね J

i汽車賃といっても，それだけじゃ凶る

よ。途中飯もl換わねばならん，たまには

飲まねばならん，小遣いだって要るでし

ょう」

「うむ， そりゃそうだが・・ ・・・・もう少し

まヵ、らんカ'_l

「二人とも買うなら負けるよ l

¥.、くらにするんだネ」と東海が|胤い

TこO

「もう二千引こう。六千円でどうだ|

主任はまあ悪くないなと思ったが，そ

れは三着買えばの話だ。

「東海君，君の服もかなり粗末だな，膿

よりもひどいよ。シケたものばかり着て

いるとなめられるからね。この事業場は

お客さんが多いので，あんまり薄ぎたな

い恰好はしない方がし火、ょ。どうだい一

つこれを買っては， 1)千円なら安いと思

うよ lといってmi1u，にも話いなカ、けたr

l慢の体に合わなければどうしようもな



いでしょう。ょうぼど安くするなら別だ

がネ，その分で仕立直せばいいのだから

ね j

r---それじゃ五千円にしよう。二泊二で一万

だη どうだc'，それで予を打とう」とそ

の引がL、ったので，話は宮、ち決ったハ

E 

れがの Ijlだった。列車は初夏の風を切

って平野のお~路をく、、んぐん;走っていたの

が!という駅だが知らぬが小さな駅に列車

がガタンと停ると東海の乗っている客車

に 1f1]じ位の年配の男がトランク一つぶら

下げて，乗り込んで来た。そいつは東海

の前に腰をおろした。東海はそいつの顔

を見た。それからそいつの着ている洋服

を比た。そいつは東海の顔を見た。それ

からよk#tiの着ている洋)J院を見た。そして

イヤな顔をした。多分，東海もイヤな顔

合Lていたのだろうの

そいつの活ている洋服は東海のとそっ

くり，いや，全然|司じだったの

IIIυ也のおは良く知らないが，ネスミ色

に，刺llc、制がちりちり走っている。よよか

1)はわょっと厚味があり， どっしりして

L、るが， どうゅうものか，すく、、織になる

似I('Jがある。純毛らしく見せかけながら

インチキな繊維が相当に混入されている

らしし、。東海はこの服を主任と一緒に薄

気味悪い行商人から五千円で買ったもの

だが後で、仕立単にみせたら三千円止りの

定物だと聞かされて，大いに"惜しがっ

たものだ。だが捨てる訳にも行かずこう

して着て歩いているο それと同じ服を，

そいつが27ているのだn

そいつは臥を L て，リ~d!] (1))) ，をわ

らちらと慎 tlで見てL、たハそれから急に
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¥'11..ると，網棚のトランクから週刊誌を

11又出 Lて， f恨の前に拡げて読み始めたο

顎の角ぼった男で， とこか会社員らしき

風態の男だった。顔はかくれて見えない

が週刊誌のむこうで，そし、つの癖ででも

あるのか， しきりにチュツチュツと歯を

すする音が聞える。東海は何となくじり

じりしてきたの汽車の速度が急、にのろく

なって来たような気がするc 東海は小使

がしたくなった。見{治Jは胸の中でつぶや

いた。(まぬけめ〆 お前もあの行商人

からインチキな服地を閥まされたんだろ

う.川そいつも週刊誌で顔をかくしなが

ら吃度東海と同じ事をつぶやいているの

だろうと思うと，今小便に行くのが勝負

に敗けたような気がしてどうも素直に席

を立てなL、意地が感じられた。

汽車はトンネルに入ったο 古ーは突然'I(
内にこもった。東海はふと窓ガラスを~~

tc:_。窓、ガラスにそいつの顔がじっと!t~M

を横 M使いに見ている。東{ftjはあわてて

視線を外らした。と同時に，そいつも視

線を外らしたら Lいハそして乱暴な動fI

で週刊誌を網棚の上にほうり卜.げたハそ

して東海の万を見ないようにしてすいと

立上った。

そいつは座席の背をつかみ， よろょん

しながら，通路の向うに歩いて行ったハ

小便に行くのらし L、。と思ったら 3 東海

の尿意も急に激しくなった。東海は心の

lドで呪の声を上げた。(弟、生〆)先子を

打たれたみたいで， しごく業腹だったハ

(あいつが便所に行っている内に，席を

変ちまおうかな)と思ったがそれが今で

l士球の白て宇心が刀さ ts:.ヵ、 J _) l二 ~UÍlj: t 

1防11光が版製Lそうにな/ゾζぅjぐた

|よし l 
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はすみをつけて伝 Lった。とたんに!ド

イトがごとりと揺れて，網棚から主っきの

週刊誌が滑り落ち，東海の頗を叩L、た。

彼はそれを拾L、上二げ，そいつの座席にこ

たきつけたのそして憤然と!主席ふを離れ，

j副I加ニIHtこO

九:~I，、ぎで通路公 Jじき，附置いて|匂う

の 'r;.'十:のトイレット iこ j~.L;がるように入っ

てやっと用をうI!:Lた。手を洗ってItJてく

るとその隣の車輔が，食堂l~\になってい

たりそうだ，あいつと面合つき合わして

いるより，食堂でビールでも飲んでる方

がよっぽどましだ。そう思ってノ五ターや

すJレーの匂のする明るい宅輸に， J-lU毎は

月日のシワをのばし， ネクタイをu'{し胸を

そら Lて足を踏み入れたの

めったに食堂車になど入った事のない

京海はおじけて奥には行けず，一番手前

の I~l~ に腰1;，:おろした，するとすぐウエイ

トレスが来たの東海(1ビールを注文しな

がら liijを見ると，東海はギョツとした。

すぐ前に，同じ服を着たそいつがちゃん

と腰掛けているのだ。そしてそいつの限

は， ぎりぎりと吊上って，東泌をにらん

でいる。(者生〆こいつも俺から逃げる

つもりでここへやって来たのか，それiこ

i主いない〉

そいつの顔はコチコチに¥1更ばって，肩

合いからしているの東海l土女、J[主i存と IhJじ

IJ日会ぷ:てるのが， もういても立ってもい

られなL、思いだった。 早く札幌に;清けぱ

L、L、と願ったが，時間の動きののろさ加l

iJ，~といったら，生涯にこんなウンザリ L

Jこ事は/ないはと、だった。新聞か会ffiよでも

あれば，それを読むふりもできるのだ

が，それも手元になL、。 I{']うだってI"Jじ

に違いない。だからコチコチになってい

る。仕様がないので東海はタバコをふか

そうとポケットに手を入れた時，そいつ

もタバコを仁l に~食えてマッチを探 Lてい

た。|りし、合った二人が最初jの煙を Ilから

11Iメ、たのは同時だった。

ウエイトレスが，そいつの注文を:住ん

で来た。再び東海は飛びとりたくなっ

た。そいつの注文もビールだった。つづ

いて東海の注文品を運んで、来た。頁山い

中一布の上はビールが二本， ピーナツのつ

まみが二llll.，シンメトリカルな構図をつ

くって説んだ。ウエイトレスがそれぞれ

のビールの栓をシュツとあけ，それぞれ

のコップに満した。その液体の色やi包の

形までが，双生児のようにそっくりだっ

たのそいつは嫌思に満ちた表情で， 子を

出した。東海も同じ表情で， InJじ事をし

た。そいつはまるでヒマシ礼I1でも飲むよ

うな恰好で，コップを屑にもって行っ

たっ同じく東海も。

東海は生まれて今11まで，数知れずビ

ールを飲み， ピーナッツを食べた。しか

しこの時ほど不味いビールはなかった。

ピーナッツはまるで瀬戸物の玉でも|胸じ

るような思いだった。 死にたくなるくら

いうんざりした。

東海はこの旅行以来その )j~を二102 と Jj

る事がなかった。あれ合着るぐらいなら

ハダカで歩いた方がまだましだと思っ
、JしF

k O  

欲しい人がL、たら読者の誰かに上げよ

う。連絡先は「魚と!'1Iii編集部へ。


