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夢日記 2017/11/17
「知らない街で」
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妻と一緒に知らない街を歩い
た。その街は猫がとても多く、
歩いていると何匹もの猫が
じゃれついてくるのでゆっく
りしか歩けない。「猫がこれ
だけいるということはいい街
だと言うことだ」
コーヒーでも飲もうと、喫茶
店に入った。綺麗な赤の絨毯
やソファ。他のお客もちらほ
ら。注文を取りに来たウエイ

「夢日記」2017 10/4〜2018 1/18
Masayuki TTOKUNAGA 1960~

徳永雅之

夢日記 2017/10/04
「幸子さん」

夢日記

2017/10/30「猫のリリィ」

夢日記 2017/12/30
「眠っている女の子たち」
薄いカーテンを開けて見下
ろすと、大広間に布団が 4
つ敷かれていて、
綿毛布のような薄い掛け布
団がかかっている。
女の子が一つの布団に上下

102718 / Digital Photograph by Tetsuya Machida

のべのおくり (2018) アクリル、F60 キャンバス

こうなればもう笑い茸しかない

Biwa TAKAHASHI 1972 ~

たかはしびわ

いつまでもその他大勢流れ星

曲を作ること、いにしへの言は、非家なれど慰みなり。去年卯月より俳句を始めたり。
営みにはあらざる、慰みなること、いふもさらなり。

2017/11/05「車が」

湯平温泉に似た風情の狭い石畳の坂道。そこは僕が住んでいる町だ。
「車が」
と書かれているボードが落ちている。ご近所のお嬢さんがメモを持って声
をかけてきた。そのメモにその家の車がどうなったのかが書かれているの
だが、あまりに下手くそな字で解読するには時間がかかりそうだ。お嬢さ
んがそのメモを見ながら僕に説明してくれるところで目が覚めてしまった。
夢日記

2017/10/21「熊本駅」

田舎道を車で移動している。舗装もされていない道をのんびり走っている
から農業用の車なのかもしれない。目の前には高校まで一緒だった同級生
のガンキンがいて、僕はその背中を見ている。彼は車の上から、道を歩い
ていたどこかのおばちゃんと何か話しをしている。そのうち熊本駅がのど
かな風景の先に見えてきた。緑の中に白っぽい建物。熊本駅は意外に近い
事を知った。

クリスマス核のボタンは誰が押す

ペンギンの絵具箱にはイチゴオレ

テーブルの上に重ねて並べられている衣類か布を、僕は自立している透明な
ビニール人形の中に詰めている。

血まみれの熊が飲んでるミルクティ

更衣絵具の染みに再会す

埼玉とアウシュビッツに霜柱

写真一葉を引き裂き蕎麦旨し

いま渋谷なまはげに囲まれている

明らかに何もない町新茶飲む

何故と問ひ怒れる如き雪おろし

美しい岩を母の日にあげます
夢日記

2017/12/04「古墳」

隣のビルの屋上から地下まで降りて行くと「そこ」に行けるのだ。僕は東京
藝大の絵画棟の一階から地下に降りる階段に似た空間を思い描いていた。
窓からは隣のビルの狭い屋上がよく見える。低木が少し生えている他は、砂
岩のような黄色っぽい岩がゴツゴツしているだけだ。何やら穴のようなもの
が見えるが、それが屋上への入り口なのだろう。２、３人の人が居て、それ
ぞれ何をしているかわからないが何やら動いているのが確認できた。屋上は
常にビデオカメラで録画、公開されている。僕はビデオに記録された、背中
に何かの文字や絵のようなものが描かれている自分の裸の後ろ姿の映像を想
像している。全裸で行くつもりなのだ。

柔らかい毛糸編む手で我が子打つ

雛祭ヤバイ地球の幼子よ

夏野にはプラモデルを埋めてきた
キャタピラが潰せし蟻に名は有りや
蛾は影のような麟粉残し落ち

たかはしびわ Biwa Takahashi
画家
1972 年東京都生まれ 長野県在住
長野二紀会会員 日本ペンギン党党員
1997 武蔵野美術大学油絵学科卒業 2006.7 〜『週刊さくだいら』にて『さくだいら美術探訪』
隔週連載（2008 年 7 月から 4 週に一度の掲載）2007 信濃毎日新聞短歌欄イラスト担当
たかはしびわのページ http://takahashibiwa.web.fc2.com

最期かと事件のような牽牛花
踊踊踊りおどりおんどりゃあ
色々な記念日忘れてる残暑
徳永雅之 Masayuki Tokunaga
1960 年 長崎県佐世保市生まれ 埼玉県桶川市在住 画家
http://www.tokunagamasayuki.com/

菊人形市場でひとり舌を噛む
月光の冷たい距離を通り来る

・たかはしびわの現代アート

展覧会の予定
・第 14 回春季二紀展 2019.3.25 〜 3.31 東京都美術館
美術館がペンギンでいっぱい 2019.4.27 〜 2019.7.7 志賀高原ロマン美術館

塚田辰樹

犬男と犬／制作年；2015 ／素材；紙にドローイング／サイズ；257x364mm

ひとんちの犬
Nahoshi Tanaka 1977 ~

田中七星

「池の前」紙、アクリル絵具、クレヨン、鉛筆 / 縦 16 ㎝

日記 2019 年 2 月 28 日

横 26 ㎝

Yoshiaki HIKITA 1994~

疋田義明

冬の日は、空は雪を含んだ雲が灰色がかった白で。
家々の屋根の赤茶と壁の肌色が鈍く映えていました。
道路を人が歩いていればスケッチしたいと思いましたが、
人は通りませんでした。
ここ数日は、冬の乾いた空気がいつのまにやら遠ざかっていて。
冬の晴れた日の、光と影の強い陰影も見られなくなってきたようでした。
少しずつ暖かくなった部屋の中は、紙の上を擦るクレヨンも良く伸びていく
ように思いました。
ふきのとうはまだ出ていませんでした。
冬から春への間の何もないような日々で。
宙ぶらりんな今日この頃です。

我がスタジオ兼住居に「犬」がやって来たのは 2018 年 12 月下旬であった。東京郊外に佇む、高度経済成長期感バリバリに溢れる団地（５階建てエレ
ベーター無し耐震工事前）育ちの私には、犬を飼う生活など今の今迄馴染みが無かった。野良猫は好んだが、ひとんちの犬は急に吠える感じが個人的に
悪い印象だった。この「犬」は保護犬（ミックス／雄／６歳／体重 3kg）で、着けていた首輪の ID によれば飼主は愛知県のブラジル国籍の人らしいが、
埼玉県内の警察署に迷子犬として届けられ、捜査対象となったが飼主は現れずその後保健所行きになった。保健所に来た犬は直ちに写真情報公開され、
里親募集を開始するが、現れなければ殺処分となるのが常であろう。この「犬」も例外では無かったが、運良く保護犬団体の人によって生きる道を得た。
今夜も我犬男は寝言で犬話を使い、犬は寝言で人話を真似ている。お互い「いきものどうし」として存在を認め合う仲になれるだろうか。

田中七星 Nahoshi Tanaka
1977 年東京生まれ・埼玉県在住
画家
2000 年、武蔵野美術大学卒。
2005 年、Royal College of Art（イギリス／ロンドン）MA 修了。
200７年〜 2008 年、Cite Internationale des Arts（フランス／パリ）滞在。
2011 〜 2012 年、中国美術学院（中国／杭州）中国国費奨学生。
紙にドローイングを中心に制作活動を行う。
nahoshi7@yahoo.co.jp
www.facebook.com/nahoshi.tanaka
クリエイターズキャンプ真鶴 2019 アート提灯プロジェクト（神奈川） 3/21〜4/8
中目黒アート花見会 Vol.4「SAKURA PINK」展 MDP GALLERY（東京） 3/22〜4/13
ポートフォリオ展（後期） 新宿眼科画廊（東京） 4/5〜4/10

疋田義明 Yoshiaki Hikita
1992 年長野市生まれ
画家（無職）
2015 年武蔵野美術大学油絵学科卒業
疋田義明展
2019 年 4/1~4/30
トポス高地 @ アリコ・ルージュ

「船の名前に「ナントカ丸」って付きますね。あれは「私」を表す「麿」
という言葉から来ています。「私の船です」という意味ですね。だから軍
艦には付きません。国のものですから。」
横須賀にある猿島へ観光するにあたり、初めてガイドという人を雇っ
てみた。その時、島へ向かう船の中、最初に受けた説明がそれだった。
初老の男性ガイドで、しっかりした口調で説明してくれる。なるほどガ
イドとは説明対象だけでなく、その周辺の細かい知識も教えてくれるの
か。
私はというと、東京へ引っ越したことをきっかけに、夏休みだしせっ
かくなので、関東ならではの変わった場所へ出かけたいという気持ちが
あり、いろいろと調べていた。
猿島は旧日本軍の兵舎跡や砲台跡の佇む観光地で、兵舎や弾薬庫は建
築としても当時の最新技術が使われていた無人島である。苔が生し、蔓
が這う煉瓦造建築の史跡が、多くの観光客を集め、その非現実的な雰囲
気から、PV やコスプレイヤーの撮影、Instagram の拡散などで人気のあ
る島となっている。
史跡を歩く際には、「いわれ」やその構造を割と気にする方で、説明書
きがあれば眺めて思案し、ぐるぐると歩き廻ることが多い。だがそうい
う観光の仕方がなんとなく疲れてしまった。そういう性格なのだから仕
方ないのだが、ガイドを雇うことは効率と体力をふまえてのことだった。
まあパンフレットなどを閲覧すれば大雑把にはわかるが、ガイド同伴で
ないと見ることのできない場所があったことや、マニアックな情報も聞
けるだろうと考えたからだ。
島の桟橋に降り立つと、対岸には横須賀の街並みが見える。平地が狭
いため、街としての発展は難しい状況だったが、海軍が駐留することで
栄えてきた。ただ、現在目立つ建物で印象的なのは、白い大きなマンショ
ン群だ。
「あれは日本ではないです。アメリカの領土、カリフォルニアです。戦
後に接収されたんですよ。」
猿島は千葉の富津と向き合う立地であるため、その間の海を咽喉と呼
び、幕末・明治から昭和にかけて、幕府や皇居を守るための重要な戦術
拠点とされていたようだ。幕末・明治には外国船への牽制のため、キャ
ノン砲台が設置された。
外国船が湾内で測量をはじめ、出入りが目立つようになったころ、ペ
リーが周辺の測量ついでに、ペリー島と勝手に名前を付けた。もしやペ
リー島という名前が定着する未来もあったのではないかと想像してしま
う。
当時、猿島の管理は川越藩であった。上陸してきた外国人は砂を拾い
上げ、藩士に向かって手の上で拭いて見せたそうだ。つまり “こんな島
の装備、拭けば飛ぶようなレベルだ” という侮辱らしい。しかし藩士は
我慢した。小競り合いが発展し、戦争にでもなったら勝つことはできない。

Mayumi TERASAWA 1984 ~

寺澤真佑美

何かが 向こうで まっている
はっきり みえないけれど
向こうから わたしを呼んでいる
思わず 走り出したくなるけれど
あせってはいけない
まっていてね

猿島には定住ができない。井戸を掘ろうとしても潮水しか出てこない
からだ。だが食事をする施設があり、浜辺はバーベキューで賑わい、リゾー
ト気分を楽しむことができる。非現実的な戦後の遺構を味わおうと、歩
き回る観光客がいる。そしてコスプレイヤーが撮影に励み、カップルが
東京湾の景色を楽しんでいる。
だが 17 時になれば船の最終便がやってきて、人は全くいなくなる。
喧騒から無縁になった島を想像する。手つかずの森に包まれ、苔生した
煉瓦造の兵舎が、唯一にぎやかな落書きを閉じ込め、静謐なひとときの
経過を待っている。
幕府を、皇居を守るために、重装備をされてきた島。異人の立ち入り
を許し、現代のさまざまな欲望もすべて受け入れてきたが、ついにそこ
へは誰ひとり居つくことはなかった島。
最後にガイドと浜辺を歩いていると、子供と母親が近づいて来た。大
きなサングラスと赤い口紅を付けた若い母親が、手のひらほどの大きさ
の、穴だらけの黒い石をガイドに見せ、これはなぜこんな形なのか聞く。
昔、海底の砂に貝が生息しており、それが長い年月をかけて海底で固まっ
た。貝だけがはがれ落ち、波で削れて打ち上げられたものだ。とガイド
が説明すると、母親は、眉間にわずかにしわを寄せ、感心したように眺
めると、同じ説明をしながら子供に見せていた。
猿島公園専門ガイド協会公式ホームページ
https://sarushima-guide.jimdo.com/

塚田辰樹 Tatsuki Tsukada
1986 年生まれ
長野県出身・東京都大田区在住
DTP オペレーター／デザイナー
instagram / https://www.instagram.com/t.tsukada.works/
2019 4/7~4/29
塚田辰樹展
@ Blanc / 萱アートコンペ 2018Blanc 賞受賞作家展
2019 7~9
塚田辰樹展 @ 北島眼科クリニック / トポスパブリック

る拉致暴虐の歴史が横たわっている︒山人にとっても距離的にはそ
れほど難なく辿り着くことのできる海だった︒今では度々その距離
を抱き寄せた風な妄想に駆られる︒手頃な異質世界の海という距離
の齎したフォークロア︑カルチャル・アンソロポロジーは︑寓話や
神話をかき混ぜて検証の関心が加えられ︑いずれこの山地から明ら
かにすることはあるだろうが︑分析的な土俵でこの距離が記述され
るより︑おそらく﹁虚構︵フィクション︶﹂として︑距離が幾度も
新しい衣を纏う物語となることが︑私にとっては瑞々しい響き︵学び︶
と思える︒地勢と人間の移動する距離と歩行というものをそのまま
手前に置くことで︑言語を辿る速度も︑創作における状況の転じも︑
同様にありふれた時空の流れを︑現在の自身の現実として露にする
意思の実感に縋っているのかもしれぬ︒

Tatsuki Tsukada 1986 ~

あたらしい きせつ

http://machidatetsuya.com

夏の自由研究

兵舎や弾薬庫の一部は、中の壁一面、立ち入った人による落書きが遺る。
聞くとだいぶ古いものだそうだ。スプレーやペンキのようなもので「電
話して」「○○大好き」……今も昔も書くことなんて同じで微笑ましくな
るが、中には「1972 年〇〇…」という壁をひっかいて書いた跡も残って
いる。近年は、横須賀市の協議で、建築物の保全が決まり、気軽に立ち
入ることができなくなった。現在はガイドが同伴しなければこの落書き
は見ることができない。落書きを落とすかどうかの議論はあったようだ
が、結局これらも「歴史」の一部となった。この「汚れ」も保護の対象なのだ。
ここで歴史を学ぶことは、教訓と向き合う事だ。だが、その歴史の中には、
本当にくだらない事や、取るに足らない出来事も含まれている。人のし
てきたことで、それが残っているなら、知る機会があってよい。保全とは、
「美しい日本の建築」や「歴史に散った英霊たち」と向き合い、その歴史
だけを継承することではない。ひとのすべての営みをあるがままに受け
入れ、語りつぐことなのだ。

年長野市生まれ
Tetsuya Machida 1958
ブランチング企画責任・クマサ計画

島からカリフォルニアを眺める / photograph by Tatsuki Tsukada

町田哲也

それは出入りする外国船を見れば判断がつくからだ。
昭和に入れば、空襲への備えから別の砲台が設置されたが、この砲台
では、B-29 に砲弾が全く届かないことが分かり、あわてて終戦間近に戦
艦の高角砲を持ってきて設置した箇所がある。砲座は、島の周囲からか
き集めた材料での突貫工事であった。コンクリートに貝殻が混ざり込ん
でいることから、不純物を避ける間もないほど慌てていたことがわかる。
アメリカ軍は横須賀と停泊中の戦艦長門へ空襲を行うが、猿島からの砲
撃はふるわない。島の電気系統がすぐに破壊されたため、緊急時に機能
しなかったためだ。
「かわいそうな話です」とガイド。
他にも痕跡がさまざまに遺っている。兵舎へ続く通路の曲がり角は、
石垣の壁面が一部変色し抉れている。終戦後、進駐軍のマッカーサーが
上陸したとき、曲がった先に日本軍の伏兵がいるのではないかと警戒し、
一斉に威嚇射撃をさせた跡だ。

はこの視野でしかないと緩い諦念が地這う虫かの継続を促し︑時間
と経験の撹拌で生じる現在に立つ合理をある種の辻褄と実感するの
だからおかしなことだ︒世故い言訳とも思える︒混ぜ合わせるとは
いっても折衷ではないのは︑静止した夫々の時空事象は見える存在
として︑形象の凝固を崩さないので︑むしろ静止の状況が決定的な
結晶となる︒併置視界が時空を斜めに横断しているというだけのこ
とで︑事実現在の所作の偏執と束縛が解ける︒調子に乗って跳躍は
こうした前提で行なわれるなどと弁えを離脱するエゴはまだまだ生
まれる︒但し注視の先端は綻びの状態へ促される季節か︒

夢日記

2018/1/18「ビニール人形」

隼よ抱きしめて欲しくはないか

美しい咳ひとつきっと許される

光満つ新緑といふ名の絵具
夢日記

この雨はじき雪になる星になる

惑星の自明より西へ向かう者は日没を追いかけ東へ歩む者は朝陽
を迎えると見る楽観は歩みから導かれた︒地勢の理に身を挺した人
間の移動差異が人間的所作の遺跡︑文明文化の証となった︒立ち止
まって定住した歎息が遺した形骸に降り積もった意識残滓の︑竦み
から硬直を解きやがて歩みだす方角に関心が擡げる︒あるいは極北
へ着込んで開拓︑汗を拭い衣を脱いで南下し制圧へとも流れた移動
史を幾度も乱暴に重ね︑あぁ地軸の回転が移動に加担した東への移
動は︑極東のフォッサマグナという危うい亀裂の弓形で止まったか
もしれない︒カムチャッカへ︑与那国へと移動の矛先を紆余曲折し
てもやはりその筋は澱溜まる﹁果て﹂のひとつの罅割れのようでも
あるか︒割れ口を砥の粉で埋める仕草が表象の成熟となったと世界
は視える︒暮れていく季節の葉の落ちた樹間を下り歩みつつ︑地図
を広げては色分けられた地質の図を︑肉体には取り込めない時間の
記憶として︑やや遠くに︑併し清潔なモノを眺める気分で思い返し
て︑地質と人の移動を動的に眺めたいと思うその理由はとその﹁個
体﹂を問うのだった︒数日前の早朝にカルト勧誘の者がいきなり訪
れ丁寧に対話をお断りしたがドアの隙間からこちらの生活を測るか
の感想を﹁あらっ﹂と遠慮なく口にする若い女性だったからか︑彼
らの言葉に滲む差別的な物腰を︑膝小僧をパンと叩いて払ってから︑
人気の失せた存在へ瞳を遠投する顔つきであの日も歩きはじめてい
た︒この国のカルトとは限らない巫女的な生理︑聖的な達観の︑認
識の形を一方的に提示する差別的傲慢に対して︑青年の時分は憧れ
を感じたこともあったが最近は閉口する気持ちが嵩んでいる理由
は︑私自身の﹁虚構﹂認識の変容︵探求的変位︶にあるのかもしれ
ない︒私という肉体と精神が存在しなくなっても横たわる﹁頑然な
る地勢﹂に対する自身の移動そのものを考察する内容や出来事が
多々あるわけではないけれども︑落葉を踏む度に︑その音が小さく
足下から放射状に広がる波紋を聴き取りつつ倹しい過去の移動へ記
憶を遡るというより︑確かに経験した一瞬がパシャっとふいに正面
に顕われるに任せると︑瞬間の破綻が実によく判るのだった︒

春の朝空を開いて飛ぶ鴉

うつむきて何を祈るや夜鷹蕎麦

幼い頃から年に一度ほどではあったが海水浴には夏でも冷たさの
色を示す海岸へと汽車で北上し揺られた︒東の光に溢れる温暖な海
岸とは違って真夏でも冷厳な海は幼い心身にとって意識の自立を迫
るような気配が絶えず在る異質な世界だった︒飛沫に融かされた膝
の怪我の瘡蓋が剥がれ落ちた砂浜で痛みのぶり返しと海という快楽
を天秤にはかった幼い気持ちに辿り着く︒事実この海では千年に渡

ペンギンは何を弔ふ夏の空 蕪
先つ年、二紀展にしつらへし「のべのおくり」を詠じし句なり、蕪は俳号なり。
去年まで露も詠まざりし、非家なれども、おほきに楽しびたり。

枯葉踏む乾いた音の骨密度

町田哲也

きりぎりす宿題が千ページとは

Tetsuya MACHIDA 1958~

斜めなる案山子と遊べひとごろし

慰みの俳句に就いて

下山鉱物

二人ずつ、頭の向きを互い違いにしてすやすやと眠っている。左奥の布団だ
けは一人分余っていたので、眠くなっていた僕はその空いた布団に入ろうか
なとも思ったが、やめておいた。

落葉を攅 あ
(つ め
) て身上の衣となし︒枯れた唸り聲が潜み絡んだ
つむじ風となって襟元を渦回るように聴こえた︒歩行独話の散策の
中のゆらぎの︑自らの喉元のからのものである確信がない︒薮中の
魍魎の発した呻きなのかしら︒どちらでもよい気持ちの堕落がある︒
足音迄遠いような床を背に引き連れる惚けを軀の輪郭に纏わせた歩
みだった︒鈍さの波の先端で幻聴に幻視をともない裾をまくり汚れ
た臑を晒して走る人の足の裏がはたはたと否ややそスローモーショ
ンで視えることは夢の名残かもしれない︒辺りのあらゆる音響が震
えるようであるのは︑一斉に地に鎮められる煙霧が降り落ちてくる
寸前に足掻く事象の散乱運動もあるだろう︒そういえば遠方から懐
かしい男達の呼びかけもほらまだ聴こえる︒間伐作業の者としても
彼らを支える無慈悲に軋む強力︵ごうりき︶な機器の音は届いてい
ない︒樹の垂直に裂ける音が化けることもある︒刻んだ瞬間を失せ
るように背後が都度消える歩きのまま国有地とされる入山を禁止さ
れた域まで来ていた︒登山では毛頭ないがここはもう標高は︒傾斜
が厳しくなる手前までの登りでも東面山頂まで険しく刻まれたふた
つある谷は垂直に近い勾配であるので︑やや南へ回り込んで進む︒
大腿筋のような山襞は幾つもあって先人達の見極めた登山道は南と
西に見出されている︒北にもあるが此処からは南西同様にほど遠い︒
軈て樹肌に手を添え岩の隠れた隙間を危ぶむ足下に視線を落とした
重い速度で烏鷺憶えの折枝に足跡をみてとって口元に千切った枝を
銜え下って戻ろうと振り返ると︑思いのほか高みに居る︒半身が山
頂からの白霧に包まれつつブレた意識は漸く肉の内へ戻ってくるよ
うに熱を帯びている︒初雪があってから小春日和となる二日前には
鉄錆の重々しく枯れ落ちた山肌が︑遠方からの眺めでは紫にあかる
く膨れた風に変わったのであれっと首を傾げていたことがあったか
ら︑近隣を道すがら歩む筋を変え︑季節の終わりには閉じたものと
距離をとった山に今一度と向かったのだろう︒羽織るものは一枚脱
ぎ捨てたようにやや軽めだった︒山には山の師走というものがある
という震えに充ちている︒実は引寄せる不安を半分抱えた熊払いで
もある誤謬の独話をする男を山中で観たならば︑人でも近寄りたく
はないだろう︒意識の外︑抜け殻の喉︑出任せの口元の奥ではしん
ねり逆さまの意識が異形の流れを汲む︒散策ほど気持ちを前に置く
わけでもない単なる歩行は身体の代謝を︑観念を融かして生存に結
びつける必要からの慣習と好んだ生活の時間だが︑歩行で喪失した
観念はある時点で鉱物のような個体をつくりはじめる︒

リリィと電車に乗っている。降りるときには彼のことをすっかり忘れてし
まっていたが、僕の後を追ってホームに降りてくれた。その後、彼は抜け
殻と本体に別れてしまったので、僕は彼を抱きかかえながらホームに落ち
ている抜け殻をどうしょうか迷っている。「こんな時いつもはどうしてたっ
け…？」放っておくと、自然に消えて無くなっていた様な気がするが、と
りあえず抜け殻をポケットに入れようと思う。

オフィスビルのような小綺麗な場所に僕は居る。知らない女性が隣のビルに
ある「そこ」に行く道順を教えてくれた。「エレベーターでこのビルの下ま
で行き、隣のビルの屋上から階段を降りて一番下まで降りる」
それはほぼわかっていたことだが、僕は心の中で、教えられたその道順を繰
り返している。

葉が落ちてから︑みえるものを数えてみれば然程多くはなかった
所作の断片をひとつの視界に並べ置き︑宛ら深刻な事件の深層を追
う探索者か刑事の査察眼で︑手元には捌き済んでいなかった加工業
者の違和の震えを呼び戻し︑都度垂らし遺して静止した当惑こそ手
がかりとなると睨んだ時間を屋根の下でこそこそと重ねていた︒罪
の詳細を独房で辿るようなことかもしれないと拗ねる気分を隠さず
に︑あるいは忘却と責任の放棄と恥を眺めることもあっても︑私と

諫早の幸子さんと、
側には女性。幸子さ
んは若くて綺麗な姿
で、日本髪を結って
いる。二人とも素敵
な振袖を着て、楽し
そうにはしゃいでい
る。
僕も少しふざけて、
二人に向かって床に
頭をつけるように丁
寧なお辞儀をした。

トレスはしきりに「〇〇セット」を勧めるのだが、どうも内容がはっきりし
ない。この後昼食を別の場所で取る予定なので、食事の必要はない。彼女が
勧めるセットの内容を知りたかったので、楕円形で背もたれのないソファの
上に立って店の中を見回してしてみた。生姜とかミルクという文字が見える
が、どうにもわからない。なかなか決めることが出来ないし、ウエイトレス
が何度もオーダーを取りに来るので、妻と相談して「セットではないコー
ヒー」を注文した。度の強い眼鏡をかけた女性は「あら、意外です」と言った。
二人の大人が並んで座れそうな、背もたれの無い椅子に座ったら、すぐ側に
いた少女が、僕とは反対の向きで隣に座って来た。更に彼女の妹と思しき 4、
5 歳くらいの子も参入。ずんずん押して来るので僕はもう椅子から落ちそう
だ。妻に小声で「僕は信じられないという札を胸につけました」と言うと、
それが聞こえたのだろうか、気がつくと椅子の少女は二人とも居なくなって
いた。
店を出ようとドアを開けたらすごい雨だ。小降りになるのを待とうと、ドア
の中に戻った。雨が止んだ様に見えたので「行こうか」と妻に言うと、彼女
は先に外に出て行ってしまった。それは僕の勘違いで、実は雨は更に酷くなっ
ていたのだ。道はその先の海から海水が溢れ、海がそのまま続いているかの
ようになっていた。妻が引き返して来ないので僕も店を出る事にした。
知らない女がやって来て、「〇〇があそこで死んでる」と、僕に声をかけた。
見ると、少しふっくらした感じのパンダに似た動物が水面に横たわっている。
僕は黒いヒートテックの様なものを膝あたりまで引き上げて溢れ出た海に入
ろうとする。

草が生い茂る空き地。そこに母が眠っている古墳のようなものがある。
５m 程盛り上がった古墳は「そこ」と少し似ているような気がしている。
「そ
こ」に行くつもりだったのが、僕は間違って母の古墳に来てしまったのだ。
台風でも通り過ぎたのか、背が高かった草木が倒れ、遮るものが無くなった
せいで古墳はより目立っていた。葦のような草は途中でくの字に折れ、茎の
下の方にトンボのような羽を持つ昆虫が避難している。のどかだったこの空
き地にたまたまいて、災難にあってしまったその虫を見ながら運というもの
について考える。母の古墳は草木で作られたような屋根があったが、それも
かろうじて残っている程度。全体的には荒れた印象だ。
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