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i矛ヲ事々 れのe頁

x x x 
『一一それから，ほっちゃれというんだ

が，みんな知ってるかな，よく鮭のこと

をほっちてつれともいうな』

石狩川沿岸に程近いT町の僻地に在る

N村落の小学校の青年教諭大木信吉は，

社会の時間に，風物誌と石狩]11の鮭ミに

ついて生徒と話し合っている。

『どうかな，知っている者はないのか

な』

大木信吉は， ぐるっと教室を見廻すと

『先生，それは それは鮭が，鮭が

新 館 長 侍

川を上って卵を生むことです一一』

色丹の海岸に育ったという岡/1民三は，

さも得意気に，あたりをかまわず声を放

し7こO

『ホウー岡か，その通り』

大木先生は，そういって

「そうなんだよ，鮭が卵を生みに川を

のぼる。そして卵の生みj場所を探し求め

るためにだ，一生に一度，そうなんだ，

一生に一度しかない事なんだ産卵すると

いうことは，だから全生命をかけての仕

事なのである。全精力を使って川を湖る
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のだ，数尺もあ

るえん堤もはね

越えて上流へと

進んで‘ゆくので

ある。おすもめ

すも共に，それ

こそしのぎを削

つての突進であ

る。生と死の挑

戦なのだねJ
大木先生の声

には力がわして

し、fこO

『一一そして

だ， Jlllltの砂機

(されき)や石

を，あの背びれ

や尼びれで掘る

んだねハ全精力を挙げてだ。だからひれ

というひれは破れそこからは血が流れウ

ロコは剥がれて全く元の姿がない程まで

にすり切れて了うまでに自分の体て、それ

こそ全精力を投げ棄てて牝(めす)は卵

を生むと!t上(おす〉は白子をかけ終ると

間もなく倒れて死んで了うのである。』

『と，言葉を切った大木先生の眼には

キラリと涙が光っていた。

『このよう~，二倒れるまでに鮭は繁殖と
いうことについて旺盛なものでありそれ

こそ生命を賭して大事業である訳である

のだc

このことをだ，ほっちゃれとし、うのだ

な，アイヌ語から生れたものでと掘やつ

れミから転化したものであるといわれて

いる。また，英語で一一一」

といって，軽く後向きになって黒板に

大きく hatchery と白墨で書き終ると，
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再び語をついだ。

『英語でハッチエリーという，つまり

ふ化場からともいう二つの語源から来て

いるんだね，つまり，ホツチヤリとは鮭

が川上に産卵と射精のために白子(しら

こ〕を放出することをいうんだ』

そういって大木先生は，教室の窓、をj宣

して，白く光っている石狩川の水面へ限

をやって，

『この石狩川はお，毎年9月1日から

鮭の禁i旬、が解放されているのだが，明治

時代はこの川は，いや北海道内の大河川

は皆この鮭のために，この時期になると

河一杯に鮭の大群がひしめき合って，そ

れこそ一寸の隙(すき〕もない程の群来

(くき)で川一面が真黒に見えたものだ

と言い伝えられでもいる。それ程に鮭が

湖ったものだ。

後幕時代の石狩十三場所といわれたこ

の地方も，今では，その面影をも見るこ

ともない程の変りようである。全くとい

ってよい程に鮭の漁はなし、。そんなこと

で北海道庁で、は鮭の僻化事業を設けて;魚

族の繁殖育成事業をやっている。しかし

それでも年々減少しているといわれてい

る。丁度アイヌ民族が滅亡ししたように

鮭も保護と育成しない限りは，この石狩

川の鮭漁も亡びて了い遂にはその姿さえ

も見ることも出来得ないことであろう。

それこそ，生命の限りをつくしミホツ

ヤチリミとなった鮭のためにも，私達の

力でー尾でも多く魚族を護らなくてはな

らないのだ。

だから，皆はだ，校外活動のーっとし

てもだ筏漁や密殺などないようなクソレー

プ活動などを考えることも社会浄化への

運動としてもだ。北海道特産の鮭のため
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にも一助となることであろうから，そう

した校外活動のことも考えて見るんだね

一一』

ホツと息を入れた大木先生の顔、には，

ほのかに紅潮がみえていた。

秋風が，さやさやと川面を渡っている

のが透して見えていた。

× × × 

やがて，この石狩川沿岸のN村落にも

ホツチヤレの時期となった。

10月小春も程なくすむ頃になると鮭

は次第にその数を増して川を湖って来

TこO

この石狩川沿岸に程近く，終戦間際に

千島の色丹から引揚げた根室原野での開

拓農業も母を亡ってから岡順三親子は再

び漁場である羅臼(らうす〉海岸でi魚、師

となったが， ソ連領海侵犯などの危険が

ひしひしと身に泌みることなどから未だ

に知ることのない石狩原野で再び農業の

傍らj魚、業を初めようと地元への漁業組合

に入ったのであったが，数年来の不漁が

たたって組合を脱退僅かの資金で百姓一

本になって農耕を初めたが之も思うよう

な営農にもならず附近の農作業に!語われ

るようになってからの父親の庄吉の身持

ちは急にぐらつき一定の働き場所を持た

ないことから自然と行状が悪くなって行

ったのである。

しかし，母親のいない順三を見るにつ

け，父親の庄吉は，そうかといって転々と

諸処遠方に迄出稼にゆくこともならず，

馴れぬ農作業のl眼を見ては，古い漁具を

コツソリ|副夜に密漁などしてその日暮ら

しをたてていた。

そのようなことがあってから，庄古は

度々駐在所の旦那から〔常にこう呼ばれ

ている木村巡査〉の注意、があったり，矢

田部漁協組合長からの苦情などもあった

ことなども順三の心を暗い思いをさせず

にはおかなかった。

それだけに，順三は，今日の社会科の

時間にとホツチヤレこのことがあり，そ

れに校外活動をクラブ活動の一事業とし

て密漁や密殺などのことが話題となって

からの順三には，それは絶え難し、苦悩で

もあった。

『ちゃんが，若しも密漁なんぞして駐

在さんに挙げられたらなー』

来年 3月小学校を卒業するという順三

にとってはこの上もない切実な思いをせ

ずには居られなかった。

『もう中学だな，羅臼の海岸も色丹島

の漁場の生活も思い出の一つになって了

った。ちゃん(父〕も可哀想だ。百姓の

知らない者が百姓をするものだから父ゃ

んも苦しむのだ』

そう思うとき順三は，早く中学を終え

たL、といつも心に願っていた。

「密漁の子」と世間から冷たく見られ

ている順三には，大木先生のミホツチヤ

レミの時間以来，次第に人間と人間との

関係がぐしゃぐしゃに乱れた糸のように

もつれ合いからどうにもならなくなって

遂にはずたずたに糸を断ち切らねばなら

ぬ羽目に陥いったように，それこそほっ

ちゃれとなるように変った姿を思L、浮べ

ては11頂三はひとりの淋しL、生活をつづけ

るのではないかと思うのだった。

『人間も勺まっちゃれミと同様なんだ

な父ゃんの姿を見るとな」

順三は，こう考え込むようになってか

ら，急、に秋は深まって行くのだった。

家の前の玉萄黍の大葉が，さやさやと



タ風に鳴ると順三はタ帥の仕度をするの

だった。

n頂三，父ゃんはな，今晩は村の寄合

があるでなおそくなるかも知れんから心

配せんで早う寝とって呉れな』

ひょっこりと父親の庄吉は納屋の蔭か

ら芦をだした。

『…… J
順三は，短かくうなずいた。

父親が，部落の集会などに出ることは

珍らしいことて、あった。

出不精の圧吉は，いつも隣家の茂ーさ

んに委任するのが常であったのだが，今

日に限って顔を出すということは稀であ

った。

『今晩の寄り合いはどんな用事なのだ

ろうか』

それこそ，嘗つてない寄り合の出席だ

l とすると父ゃんのことでもないだろうか

と11原三は，少年が持つ空薄な考えもない

で、はなかったが風船玉が，スルスルと力

のない順三の両手から放れて，行方知れ

ずに河風に追われて消えうせたように安

定のない五体を見ることが出来たのだっ
、C'

， ~O 

父親の不在の夜は淋しい程，秋風がた

った。河風が吹き込んで， ランプの赤い

灯が，ふううーと細く灯が流れると，パ

ラパラと木の葉の窓を打つ音が激しくな

って，時たま黒い雲が流れ出して月を蔽

っていた。

『一一順三さん，今晩は一一』

ことことと，表の木戸を叩く音がし

たc

『お寝みなの， 11原三さん一一一』

少女の声に， .11民三は不審そうに木戸を

聞けた。
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n原三さん一一一』

少女は再ひ、声をかけた。そして

『順三さん，大変よ，お父さんはどこ

に一一一ね， 11民三さんって一一』

少女は，せきを切っている。

『せっちゃんか，なんだ，びっくりし

たよJ
やっと順三はホツとした。

『お父さんはどこに居るの一一一ねえ』

少女はせっ子という同じ級友で漁協組

合矢田部退蔵の一人娘せつ子だった。

『ちゃんが，ちゃんがどうしたという

の一一』

そういって順三は

『今晩の寄り合に行ったんだよ』

『そう，でもね， 11頂三さん，駐在さん

がね，お父様と話合をしているのをね，

障子の蔭で聞いたのO ねえ十一』

せつ子は，急、に戸を低くめて，

『ねえ，駐在さんの話ではね，近頃ど

うも鮭の制が切られていることや大事な

魚具などが盗難にかかっているという話

を噂されているがこの組合の方では異状

がないかと，そしてね，両庄吉は漁業の

仕事も永年やっているとし、う経験者だし
あげ

それに以前に密漁で検挙られようとした

が組合長の歎願もあったので、取下げたこ

ともあるので或はそんな風なことはない

かつて話をしていたのよ，それで私ね

J 
せつ子は，あたりを見廻してから

n頂三さんのこと思ってね， こっそり
しら

報知せに来たわ，若しやそんなことでも

あったらとおもってね， J煩三さん十一←』

せつ子の早口に， 11民三はただ黙りこく

っているばかりだった。
ち

『父ゃんがー十」
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順三の声はふるえていた。

一一若しかすると父ゃんがなーそう思

うと順三の五体は急に拒然とした。目の

前が急、に霞んで、，それが次第に遠くかす

かに夢のように淡く消え失せてゆくのが

意識された。

一ーと， 11民主は台、にガツクリとせっ子

の前に倒れかかった。

ulil百三さん←一一順三さん一一』

前のめりになった順三を抱くようにし

たせつ-了は，大きな声で11民三を呼ぶのだ

った。

月(主， この時二人を美しく照らしてい

た。矢田部せつ子は，同級生としての間

柄ばかりではなかった。それは順三には

母のいないことを知ったせっ子は何かに

つけて近所でもあるところから親しい間

ともなりまた父親庄吉も漁業組合に一時

でも加入していたことなどもあって，二

人の問は急、に語り合うようになってい

7こO

しかし， 11民三がせっ子と知るようにな

る前には，せつ子には石山正雄というー
おさな なヒみ

級上の幼な馴者がL、たのであったが，正

雄が余りにも寧猛な性質であり何かとい

って他人を中傷したりねたんだりする性

格であるので，せつ子には常に好ましい

人柄とは思わないことなどから，次第に

順三に近づいたのだった。

それだけに， 11頂三は学力も優れてもい

るし母親のない子としているようなとこ

ろもなく李.って素直で明るい少年でこの

村落でも可愛がられていたので、ある。

学校のグラフ、活動で、も委員として11頂三

とせっ子とは共に中心となって校外活動

とその運営には受持教諭大木信吉も推奨

する程優れた少年ノ少女として存在してい

ただけに，豪農の子石山正雄からは常に

心よからずに思われていたのであった。

やがて， 11賢三はせっ子の来訪によっ

て，父親のことが知らされて，部落の寄

り合から帰る間に，そっと納屋に入って

見た，古い漁具等のある箇所を覗くよう

にして月明りを透して見たのであった

がそこには何もなく僅かに八ツ目筒が三

つ四つあるきりだった。
ちゃ

そう思うと順三の両足はぶるぶるっと

ふるえ硬直したまま動こうとはしなかっ

fこO
ちゃ

『矢つ張りーーやっぱり父んは，そう

だったんだ一一』

11民三は，月を{fll¥，、で大きく吐息したo

--駐在さんが知ったというが，誰か
ちゃ

の仕業(しわざ)なんだ，父んは，ちゃ

んは，そんな事をするもんか，誰かの中

傷なんだ十一一O

11員三は反問するように独言をいうのだ

った。

x x x 
そのことがあってから数日後，駐在さ

んが来て，父親と何やら話合っていた。

『ああ， 11民三君か一一今学校帰りか

ね』
わし

『駐在所の旦那さんがな，俺のことを

密漁をしとるんてんで来られとるが，

一一Jと父親の庄吉は，別に何の障るよ

うなこともなく遠慮もなく話しかけた。

ゃないよ， }JIJに現行犯である訳じゃあな

し，ただこんなもの一ーが」と一通の手

紙を出して，

『まあまあ，この投書の通りだとする

と困ったものだと思ったんだが， もっと



もこの手紙は大人の書いたものとは思え

ない程幼稚な筆跡でもあるがーーといっ

て小学生が書いよような作文でもあるん

iでな，別に信用しとる訳のものではない

が，兎も角じゃ， 17に敵意を持っている

ような人;土居らんかね一一』

そういって駐在さんは，無造作に手紙

を)1頃三に渡しながら

『とうかね， この手紙の筆跡から見て

日頃からむよく思っていない者と考えな

いかねー・こんな丈面からして丸で小学

}生の筆跡をそのままだよ，大人の之章じ

ゃないからな， )1民三君，君の友達仲間カゐ

それとも君を知っている人の名が判らぬ

'ものかね，別に他に絶対に内痛なんだか

ら，遠慮なしに言って貰いたいんだがね

f一一』

駐在さんは平常の言葉のように優しく

いうのであったo

l けれとい順三には誰の事か判らない

ので無吉のまま駐在さんに渡すのだっ
}た。

『うん 111員三君にも判らんというの

}かな，困ったことになったな，そうかと

いってこのまま投書を欣っとくと今度は

どんな投書されぬとも限ったもんじゃあ

トないからなあ--j 

駐在さんは，そうし、って投書の封書を

}服の上ポケットに押し込んで，

『し、ゃあどうもお邪魔だったな，岡さ

ん，あたりがこうもうるさいのだから再

lびやらないことだな，困った時があった

らいつでも相談に乗るんでなあ， j 

そうレって駐在所の旦那は外に出た。

『一ーちゃん，ちゃんよ』

順三ば，こらえられなくなって，もう

}涙が1Mれていた。
ちゃ

n員三一一一，父んは，ちゃんは密漁

}なんぞあしゃしねえや， どんなことをし

たとてあれ以来もう密漁なんざあしゃし
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ねえや，なあ一一順三や，あれ以来はな

あ，二度とはしねえ，死んだ母あちゃん

はな，母あちゃんはな， ¥，、つでも父ちゃ

んの傍で， どういうことがあっても密漁

なんぞ止して呉れL，111&三のためにも後生

だから絶対に密漁だけは止して呉れつて

な，そういって死んだ母あちゃんだっ

Tこ』
父親の庄吉ば， もう眼に涙一杯ためて

いた，それが，ランプのにぶい光に照ら

されて順三親子ほ，長い黒い影を荒壁に

淋しく倒していた。そして庄古はいつ

fニ。
r --)1民三，父ゃんはあれから一定だ

けほんとうに一度だけ思いことをし

た。けれどなあ順三，密i魚、じゃあないん
ちゃ

だ，父んはなあ，鮭が，鮭がな，ホツ
やつ もった円

チヤレになった奴を拾ったんだよ，勿体

ない，勿体ないんでな，それが，石山の
せがれ

伴に見られたんだ，正雄の兄の剛蔵iこな
と

あ，I"}も俺が建ったんじゃないんだ， ど

うした訳か， ヨタヨタとパンケ川の入口

の砂地に向った浅いところに，すっかり

尾びれや背ひ'7.lはスリ切れ，鼻先は真赤

な肉を出していた， それにウロコは

みじめに剥がれてな，体全体があかぎれ

が切れたようになって疲れ果てて，それ

こそ死にかかっていたんだ一一』圧吉

は， じっと身動きもしないで，限をつぶ

って言葉をついだ。

「一一あのノ主ンケ;11には，ホツチレが

よく上ると聞いていたのでな，ああ時期
せがれ ちゃ

が悪るかったんだな，石山の伴も父ん

と同じく時々あのノミンケ川に来ていたん

だ』

順三i1，父の話をきいて，矢田部せっ

子からきいた話に，また，駐在さんから

見せられた投書のことなどが，まざまざ

と浮かびlJlされた。

ああ十一石山だ，正雄だ一一正雄が投
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書したんだ，あの投書は正雄だ』

順三は，急、に気力が出たような思いが
してホツとするのだった。

ち

『父ゃん一一』しばらくたって順三

は，父親の物淋しい顔を覗くように口を

切った。
ち

『十一父ゃんよ』

順三は，再び父親を呼んだ。

『あいよ，何かえ一一」

r.…ー…』順三は， うなづいた，何事
の

かを言おうとしたのだったが，グツと咽
ど

喉がつまる思いがして声が出なかった。

『一一一順三，何かえ，言って見ろよー

-j 

父親の庄吉は，ポタポタとかすかな音

をたてているランプの灯影に， うすい影

を横倒してにぶい光を投げていた。

『ー十駐在さんが，駐在さんがょう，
ちゃ

父んが密漁…・密漁だってよおー十』

『一ーなんだと，密漁 だと』

圧古の限は，急、にギラリと鋭く光つ

fこC

『それで十一一それて、駐在所の旦那が来

られたと L、うのかえ， 11頃三一-J1

『一一一うん』順三は短くし、って， まざ

まざと父親の顔を見入るのであった。

『なんという事だ。俺あ密漁i主しねえ

よ， うそだ， うそだよJ
父親のJL:占は，矢)是に立ちとった。そ

して殺気を帯びたような形相に一変し

7こO

『一一行く，俺はこれから行って来
t入Jち

る，旦那のとこへ，順三，父んは行って
しんペえ

くる，心配せんでもええ--Jl

!王吉は，立 tったまま， 11頃三に言葉を

残して一散に走り出した。
ちゃ ちゃ

『ー←ー父ん，←ー←父んよお一一」

11頃三は戸口から，父親を芦を尚らかに

呼ぶのであった。

石狩川沿での一本道を，月の明りを背

負うようにして走っている父親庄吉の後

姿を，いつまでもじっと見つめるのであ

った。 I
x X X I 

『ああ，そうでしたか，同さん， よく l

話をして呉れましたな， これしで、調べの基|

本線が出来ましたよ，矢田部組合長にい

相談する事だな今晩はおそいので明朝で|

もな一一j I 
駐在所の一室に，ちょこなんと坐ったi

庄吉は駐在さんと語り終ってホツと安堵|

の色を顔一杯に溢れさせた。 I
『これて、投書の主も大体見当がつきま i

したよ。まあ一一ゆっくりなさし、。何も|

岡さんの罪にはならんよ，併しなあ一一;

岡さんj I 
駐在さんは，煙草を大きく吸って I

『一一同さん，誰でもがすることだ， I 
だが，法律は，法は之を許さんのでなあ， I 
一旦手にして再び河へ投げ込んだとしてl
もだ，石山の{干に見届けられてから投げ|

込んだとしてもだ，良心的に一度は拾得!

物を棄てたことには触れるところしあろ|

うが，今日は岩の措置は認めるようにす|

る。心配せず帰るんだな， 11民三君も案じ!

ていることだろうにJ1 I 
ひざ i 

駐在さんは軽く，庄吉の膝をポンと叩l

いて

『兎も角，人の世はうるさいものだ

よ，ホツチヤレー尾を拾得したとて，そ

れが密漁として検挙されようものなの

だ。物資の少い現在の世相ではね，さあ，!
す l

もう済んだから急いで帰るんだねJ1 I 
駈在さんは，投書の手紙を，二，三度|

読むようにして l 
『投書のことは私の責任において片付|

けるんで，あんたからの話で之も急いで)

片付けることにするj I 
駐在さんの顔も急に和く、、と笑顔に変つi

た。



庄吉は，駐在所を出fこ時，空一面青く

澄んで月は銀盤のように大きく中空にか

かつて風一つなく夜露はキラキラと光っ

て，石狩川の水音も，かすかに庄吉の耳

l を楽しませるのだった。

『これで， )1頃三も喜ぶんだなあ一』

l 庄吉の限l土，急、に喜びに輝いて，河添

いの一本道も，白守と月に映えていた。

x x x 
v その事のあった翌々日の晩のことであ

ったc 石山正雄の家につづいた納屋から

火を11:¥して見る見るうちに住宅に燃え拡

}がろうとしたが寸前にこれを消し止めら

れたが，内部は無惨にも;]zび、たしになり，

y黒煙に包まれて丸焼け同様となっていた

出火原因を調べた駐在さんが本署か

らの刑事らの調査では，火の気のない納

f屋からの出火は，福竜かと不審火の原

因を綿密に調べた結果，放火と断定され
そうさ

'駐在所に捜査本部を置き刑事は村内に飛

んteo

火事場の中からi魚、具や漁網などの焼け

残りが発見された。事)と陪印のある魚、具

の一端が現われて，それが取調となり岡

圧古の魚、具の顛末が詳らかとなった。

順三が，自分の小屋にあった魚具が見

えなかったあの夜のことを思い出される

のだったc

何時の間にか紛失した魚具が，事もあ

ろうに石山正雄の納屋にあろうとは一一

このこと以来父親の庄吉は，幾回とも

なく捜査本部である駐在所に参考人とし

て呼び出された。

また，漁業組合長の矢田部退蔵も召喚

され，同庄吉と石山本家との関係から漁

業組合員としての経歴や素行などを詳述

された。

これと同時に投書による密漁の問題も

遂に明るみに出たのであった。

石山の(干の剛造は末弟の正雄に手紙を
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書かせ投書したことを自白した。そして

剛造はパンケ111でホツチヤレー尾を手に

して順三の父親庄吉を見たのを幸いに，

密漁だと投書をし，その蔭に順三親子の

不在をねらい納屋から魚、具一切を盗み出

して暗夜の時期を待っていたことも白白

したのであった。

石山剛蔵は，新に自分の漁区の申請場
ところ

所が不利な所から同順三の父親庄吉と l主

常日頃仲違いとなってもいた事もあっ

た。

そんなことから，石山剛蔵は，脱退し

た岡庄吉のi魚区を自分のものにしようと

したが，矢田部退蔵が一応管理するとい

うことで名儀が漁業組合に移ったもので

あるところから，それ以来反目するよう

になったのであった。

それにしても，放火説が一般に伝わっ

て，石山剛造は遂に本署に連行された。

駐在所の旦那も毎日のように本署にオー

トパイで往復するのが見えた。国道を走
かな

る駐在さんの顔には淡い京しみが浮いて

L、7、こ。

平和で，事件一つなかったこの村落一

帯が新らしい問題が起きたことから，村

内は石山剛蔵の放火事件で湧きかえっ

た。

剛蔵の弟正雄は，未成年ということで

一応本署で尋問を受けた許りで書類送検

ということになったが，学校には顔、を見

せなかった。

順三とせっ子は学級委員と相談の上石

山剛蔵の放火取下げ運動が起された。勿

論大木先生も校長先生も，この運動に対

しては同調もした。殊に大木先生は，石山

正雄が教え児であり且つ学校側としても

何の罪のない正雄が兄剛蔵の所業の為め

に小さな心を痛めていることなどから，

順三やせっ子ら級の始んどが中心となっ

ての嘆願運動が，加えて村内一般からの
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嘆願書が作られるようになった。

やがて，ホツチヤレの時期となった。

秋時雨が毎日のようにあれ、て，石狩平原

は光?と一色に蔽われていた。

こうした季節になるといつものよう

に，石狩川は次第に水量が増大するにつ

れ鮭が {~i)Jってくるのである。最盛期とな

ったo TIl汀の府化場では捕えられた鮭

が，腹を割かれてはホツチヤレとなって

塩引となり市販されるのである。ここで

併{じされた鮭が放流されると母親鮭のコ

ースを辿って日本海に進むのである。そ

して 4'午後にはこの石狩川を親鮭の跡、を

慕うようにして産卵のために泊るのであ

る。放流された稚魚、はこうして川を間違

えるとその始んどが石狩川水系からT)II

の;J，路を辿るのである。

石狩川沿のこの'1'村漁業組合では，恒

例の鮭供長が村の公民館の分館て、行われ

た後，石山崎IJj誌の放火事件のI嘆願も功を

奏して刑の執行も罰金刑となった願末

が，村氏代表の矢田部退蔵漁業組合長か

ら報告され，次いで校長刀、ら116JII民三と矢

田部せつ了一，それに大木信吉教諭の嘆願

運動の経過と，その蔭にあって駐在さん

の特別な取計いで，村は:7cの明るさに立

ち戻った一事などを推奨され石狩鍋に移る

のであった。

勿論石山剛蔵も正雄も同席したc

『正雄1¥，よかったねえ』

11民三は，石山正雄の手を握った。

n頃三J¥，ありがとう』正雄は強く順

三の手を渥りしめてし、った。

『ー十ありがとう，申しわげがない，

ゆるして呉れよ，順三君一一」

正雄の限からは，熱し、涙がハラハラと

頬を流れた。

『そんなこと一一一何んでもないよ， こ

れから仲ょくするだよ。なあせっちゃん

一一」
傍に立っていた矢田部せつ子を見なが

らいった。

『そうよ，みんなの力だったんだわ，

大木先生仏駐在さんも，私達のために

努力して下すったんだものねえーーだか

らみんなが一緒よ』せつ子の笑顔;土美し

かった。 I
大木先生も，駐在さんも，正雄兄弟を|

中に，一同は手をとり合って喜び合うの;

だった。 1

秋晴の，石狩平原は光芭で美しく光つi
て，石狩川の河面をせきれいがスイスイ

と飛び交えていた。

やがて鮭供養の宴も賑につづし、て，斜

陽が河面を一層明るくする頃になると，

鮭の一群が勢よく河面にその姿を現すの

だった。 I
『一一一ホツチヤレとなるんだな，あの|

鮭はj { 

順三と父親の庄吉は，鮭供養の帰りi
道，河添て、の堤防から河面を眺めなが|

ら，無言のうちにそう思った。 I
親と子は互に沈黙がつづいた。 2人の|

眼の前に，ガパツ lfと大きな水音がした!

と思うとえん堤を鮭が 1尾， jtt¥.、て 2.31
尾が大きく孤を描くような姿態て勢よく!

はね返ったと見る間に首尾よく飛び越えl

て水面を悠々と泳いで行くのであった。|

ホツチヤレの頃である。 I

記念文芸いて | 
記念、文芸の公募が多数のご参加を得たl

ことを心から喜び，かつ， ご投稿の各位|
にお礼申し上げます。入選およひ参加の|
皆様には賞金と参加賞としての粗品をお|

送りしました。 1

本誌には作品の 1部を掲載し支した|

が，今後も続けて掲載の予定ですc また|
入選者の感想、は作品掲載とあわせてした|
方が宜ろしかったのですが，入選作Fの全|

部を掲載出来なかったので一応木号にま|

とめました。 1

記一一日員会i




