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N 購化盆塗装作業

私は事業場l乙転勤になるまで， こんな

仕事があるとは知らなかった。それは，

あの何千枚という附化盆の黒ワニスを塗

替える仕事だ。これは支場，事業場では

毎年行われる:年中行事なのである。この

事業場では，これをたった 2人の職員で

やらねばならないのだ。そしてこの事業

場には全部で 8，800枚の併化盆とそれに

相当するスタックとがある。背，まだ僻

化場の人達が頭が悪かった頃， これを 1

枚 1枚刷毛で塗ったとか聞いた。今はブ

リキの水槽にワニスとガソリンを 1対 3

の割合で満し， 4~5 の附化盆を両手で

押へながら腕もろともその真黒いドロリ

とした液体の中へ漬けるのである。

色をち令.る仕事は幼い時から好きな私は

これを面白そうな仕事Tごと思っていた。

ところが実際はとんでもない見当違いだ

った。狭くて窓のない倉庫の中で悲蒼な

忍耐と苦痛の戦いであった。

倉庫の小はガソリンの臭がかなり高い
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密度で充満しムツと鼻をつく。とたんに

昨日聞いたばかりのラジオ放送を思い出

す。丁度君、い事には，ガソリンが恐るべ

き肺ガンの原因だという話であるの今日

から数日聞この仕事が終るまでガソリン

のガスを呼吸せねばならない口にタオル

を巻いたがこれはまったく気休めで何も

効果はない。手にコ、ム手袋を献めようと
と

思ったが油の中ではゴムが融ける事に気

がついてそれを止めた。諦めのうちに作

業が始められる。素手がm化盆与を持った
ひた

まま黒いワニスて中に浸す。 2， :=~同左
ふ

右l乙揺ってふたたび出した時ーには，手

[まニグロのように光っていた。盆から滴
Lづ( Lぷき

る雫を振払った時，飛沫が顔から腹部に

かけて点々と黒い跡をつけた。続いてす
そぱ

ぐ傍で同じ仕事をしていた東海が同じ動

作をしたので黒いシミは一層拡がった。

水槽の中の液はすぐ動揺が止んで黒い鏡

のようにわれわれの顔を写した。 2人の

顔はホクロで即二まったようだった。おか

しYょ顔であるが 2人共ニヤリともしなか



った。むしろ淋しそうな亥れな表情であ

った。 2人はほとんど何もいわずに仕事

を続けた。 tこだ時々傍の男は研修会の事

をポツリポツリと口に出した。そして

「来週の研修会までに終らせたいネー」

といった。私は「うん」といったきりだ
年円

った。 1チョウは何枚位やれるかナ」 ζ

の40歳に手のとどく小柄な東海は札幌で

行われる研修会を楽しみにしながら，こ
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の汚ない仕事を乗越えようとしているよ

ι うだった。私は果なき海へ出たような思

いでのんびりとした気分で仕事を続け

.. tこ。この仕事について何も考える事はな

かったからだ。ただ右側に山と積まれた

瞬化盆を少しずっきりくずして，ワニス
ひた

の中に浸し，左側の空いた所へ積重ねて

行けばよいのである。知能程度 8歳にし

て可能な事である。そしてほとんど筋肉
そ1;(

的学力をも要しない。すぐ傍で腕がすれ

合うほどせせ乙ましく動いている。東海

は 13日位で終らないかナ!といったc

彼は鉛の塊みたいな体で日頃よりあらゆ

る種類の労働には自信を持っていた。た

だ惜しい事には背が低いのが欠点だっ

た。彼は角材を持って来て，それを台に
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して仕事を続けた。ワニスの入った水槽

の高さは，私には丁度よいが，彼lこは少

し高過ぎたのだった。乙の角材のお蔭

で，彼は段々調子づいて活気を呈した。

彼は 13日で終るかしらんョ」と明るい

調子でいった。しかし，その角材の台は
かえ

私のところまで延びていて，去[)つて私に
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は邪魔となった。それでも私は自分のベ

ースを乱さず淡々と機械的に仕事を続け

た。山と積まれた鮮化盆とスタック与を見

た時に，先を急ぐ気持ちなどさらさらな

かった。波のかなたは果もなく，わが帆

は豊かに字み，岸辺はいずこ，なんで 3

日で終るものぞ。といった気分だった。

しかし，この気分は作業を始めてから

数時間しかもたなかった。思、わぬ現象に

会って私の心は濁を生じた。 いかなる化
やけど

学現象知らねども，手の甲がまるで火傷

でもしたようにヒリヒリと痛くなってき

た。東海はどうかと思って聞いてみた

ぬえ異状はないようである。 だが2時間

ほどたって痛みを訴えた。労働に馴れた

彼の手は私よりもそれだけプリミテイヴ

であり私の方はそれだけセンシティヴだ

ったのだ。手は段々と痛みを加えてき

た。ガソリンでワニスを洗い落して，よ

く見ると幾分赤味を帯びている。軍手を
血

阪めたが駄目だった。却って常時濡れっ

ぱなしでいるので皮膚の為には良くなか

った。仕事は次第に低下し，心はもがき

苦しみ，わが手の痛みに悲しみ何者かに

対して憤りを感じた。

午後の作業場への足どりは厭世的とな

った。再び盆塗り作業が始まったが，手
もだ

の痛みもまたすぐ始まった。苦痛に悶え

踊きながら仕事は続いた。作業服は益々

もって汚れを加える。 2年lと1着の割で

支給される白いユニオンジャケット(つ

なぎ服〉は 1年を経ずして廃物となる。

ワニスと油と汗でゲF トゲトに汚れたわが

身を眺めて，これがわが天職かとやるせ

ない遺恨と哀情を感ずる。 だが天職は章.

し，忍苦精励すべし，やらねばならぬの

だ。では乙んな仕事をしなくてもいい他

の職員はどうなのだ。私の心は困窮と限

りない悲痛の為，明解な答を直ちには得

られなかった。結局，それをわが十字架

として背負うべきものなりとの結論を生

むこれは妥協ではない。むしろ解放であ

り自由である。白からの自由と勇気によ

って自分の義務として撰ぴ出した十字架

である。瞬化事業の為l乙敢えて自分がこ

の仕事をするのだと。これこそ偉大な愛

の勝利，義の勝利につながるもである。

傍で同じ仕事をしている東海も，また何

をか考えているものかと目を移したがそ

こには異常な気配いがあった。私は彼

を熟視した。手を休めて凝視した O.彼は

そわそわとして頭を振り，足をふり体を

動かしなどして，キヨロキヨロした眼を
ぴんしよう

敏捷に回転しつついた。倉庫の中は以前

にも増してガソリンガスが充満し停滞し

ていた。彼は急l乙夢遊病者の如くフラフ

ラと千鳥足で外へ出た。ガスのため脳神

経を犯されたのだ。養魚池のふちまで行

かずに仰向けにパツサりと倒れてしまっ

た。芝生の緑が顔に反射して一層蒼白く

見えた。死相を想、はせ一瞬ギヨツとなっ

た。私はこの憧仕事を続けたら自分も遠

からずぷつ倒れるに違いないと感じたの

で空気を吸いに外へ出た。水やお茶を飲

みにでなく空気を吸う為にだ。ことあら

たまって空気を吸いに行くなど生れて以

来これが始めてである。私も芝生の上に

横になった。東海は眼を閉ぢTこ憶しばら

くの閉じっとして動かなかった。 彼は労

働のあらゆる種類を問わず自信を持って

いたにもかかわらず，完全にノビてしま

った。

私は彼が正気に復する問中，天を仰い
た官よ

でいた。蒼空に漂う夏の雲がひとかけら



妙なる光に満されていた。やがてそれは

強い夏の日光を遮って涼しげな日影を投

げかけた。それは僅かの間だった。私は

青葉をかざして，その雲がどこへ行ーくか

と見つめていたら，雲は大宅l乙融け失せ

たのそして，自分もまたそこに消え失せ

たような感がした。

ノビた男は頭を振りながら，顔、を渋ら

せて上体を起した。彼は力なく気のぬけ

た声で顔をケシヤクシヤにゆがめていつ
しん

た。-いや全く，…ワシは，…もうJE、か
ら，…イヤーになったよ。_j厭という言

葉に力を入れて長く引張った。 Iこんな

ふうになると，なにもかも， ホン ト ー

ソ連漁業監督官

一桜底按官からの来信一

このほど漁業監督官として永仁丸に乗

船している桜庭技官(十勝支場)から来

信があり，洋上でうけた臨検について次

のように伝えてきたc

5月20日l乙ソ連の監視船ブールン号

(240屯，速力10浬〕が来て，漁業監督

官イ、サヴイニフ (26歳)通訳ニコライ

(24歳)船長ア十トーリー (45歳位)の

3氏に会いました。ニコライ氏はモスコ

ウ大学日本語科の 2年生だそうです。

また，ィ、サヴイニフ氏の示した証明

表は次のように記されていました。

本人・イサヴイニフはソ日間に結ばれた漁務

契約と両国の負った義務に基き，ソヴイト漁

船と日本漁船の点検及び契約で・決った漁場に

おいて漁扮契約が守られているか否かを監視

する権利をもっ

に，…もう，…いやになるネ」今度は本

等にという言葉に力が入った。 rワシは

もうネ，…なんーだかこうネ，…もう生

きてるのがイヤーになるネ」といかにも

厭世的にいいながら，苦しそうに養魚池

まで這って行った。そこで東海は気持よ

さそうにゲロを吐いた。それから彼は芝

生の上に大の字になって深呼吸をしたc

だが彼はすっかり参っていた。

私はふたたび限りなき空を仰ぎつつ感

慨の中にあった。 鳴呼人生〆。神はわれ

をして種々の経験を積ましむ。

(技宵・キL内事業場J

漁船あるいはその乗組員が漁務契約を犯した

ことが確められた場合，本人は漁船を抑留

し，または個人を検挙することができる【

国家主任監督官 ア・イサエーフ

以 I二の証明書を見せ，まず日ソ漁業条

約に基き，いくつかの間題について聞き

たい旨を申し出たので，小生も監督官証

明書を提示し，お互いに握手をして応答

に入った。この後ACTすなわち調書に

記入し，それぞれ署名して離船しました

が，調書の 8項目には検査の結果に関す

るソ連監督官の認定として条約の規則に

違反していない旨を，また 9項目のその

他の意見ではこの度の検査に当つては極

めて友好的であったと記入されていた。

その後，母船を見学して帰りましたが

写真も自由に撮らせ，好意的な雰囲気の

中で過せました。ライターは非常に気に

いったようですが，使い方は知りません

でした。
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