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不思議不思議不思議不思議のののの国国国国ののののアリスアリスアリスアリスたちたちたちたち    
    

－－－－南南南南フランスフランスフランスフランスのののの一軒家一軒家一軒家一軒家にににに集集集集まるまるまるまる５５５５人人人人のののの未亡人未亡人未亡人未亡人たちのたちのたちのたちの物語物語物語物語りりりり－－－－    
    

小畑小畑小畑小畑リアンヌリアンヌリアンヌリアンヌ    
1111、、、、    信子信子信子信子のののの場合場合場合場合    

2222、、、、    義美義美義美義美のののの場合場合場合場合            

3333、、、、    礼子礼子礼子礼子のののの場合場合場合場合        

4444、、、、    智恵智恵智恵智恵のののの場合場合場合場合        

5555、、、、    仁子仁子仁子仁子のののの場合場合場合場合        

6666、、、、    到着到着到着到着            53535353    

7777、、、、    パリパリパリパリでででで        64646464    

8888、、、、    礼子礼子礼子礼子のののの問題問題問題問題        76767676    

9999、、、、    トゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズのののの街街街街へへへへ        

10101010、、、、    智恵智恵智恵智恵のののの決断決断決断決断        

11111111、、、、    仁子仁子仁子仁子のののの想想想想いいいい        

12121212、、、、    礼子礼子礼子礼子からのからのからのからの返事返事返事返事    

    

    第六話第六話第六話第六話、、、、到着到着到着到着    

    

    

最初最初最初最初にににに到着到着到着到着したのはしたのはしたのはしたのは、、、、義美義美義美義美だっただっただっただった。。。。    

何度何度何度何度かかかかメールメールメールメールでででで打診打診打診打診をしてきたがはっきりをしてきたがはっきりをしてきたがはっきりをしてきたがはっきり到着日到着日到着日到着日どころかどころかどころかどころか滞在滞在滞在滞在するのかするのかするのかするのか

さえもさえもさえもさえも言言言言わずわずわずわず何週間何週間何週間何週間がががが過過過過ぎたぎたぎたぎたあるあるあるある日日日日、、、、仁子仁子仁子仁子はははは日曜日曜日曜日曜のののの朝朝朝朝のののの 8888 時時時時にににに枕元枕元枕元枕元にににに置置置置

きききき忘忘忘忘れたれたれたれたケイタイケイタイケイタイケイタイののののスエーデンスエーデンスエーデンスエーデンののののダンスダンスダンスダンス音楽音楽音楽音楽でたたきでたたきでたたきでたたき起起起起こされたこされたこされたこされた。。。。    

    

「「「「もしもしもしもしもしもしもしもし、、、、仁子仁子仁子仁子さんよねさんよねさんよねさんよね、、、、ほらこのほらこのほらこのほらこの間間間間からからからから何度何度何度何度かかかかメールメールメールメールしたしたしたした義美義美義美義美でででで

すすすす」」」」一方的一方的一方的一方的にににに義美義美義美義美はははは朝朝朝朝のののの挨拶挨拶挨拶挨拶もなくもなくもなくもなく用件用件用件用件だけをだけをだけをだけを伝伝伝伝えたえたえたえた。。。。    
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「「「「4444 日後日後日後日後のののの午後午後午後午後 6666 時時時時ににににＫＬＭＫＬＭＫＬＭＫＬＭののののＸＸＸＸＸＸＸＸ便便便便でででで着着着着きますのでよろしくきますのでよろしくきますのでよろしくきますのでよろしく。。。。契約書契約書契約書契約書

はそのはそのはそのはその時時時時でいいかしらでいいかしらでいいかしらでいいかしら」」」」    

    

仁子仁子仁子仁子はははは釈然釈然釈然釈然としないとしないとしないとしない頭頭頭頭のののの中中中中でまだでまだでまだでまだ自分自分自分自分のののの名前名前名前名前をををを言言言言われているわれているわれているわれている相手相手相手相手がががが誰誰誰誰なななな

のかのかのかのか聞聞聞聞きききき取取取取れないままれないままれないままれないまま、「、「、「、「そうですかそうですかそうですかそうですか、、、、じゃあじゃあじゃあじゃあ空港空港空港空港でおでおでおでお待待待待ちしていまちしていまちしていまちしていま

すすすす」」」」とととと答答答答えていたえていたえていたえていた。。。。    

メールメールメールメールのののの広告広告広告広告ではではではでは迎迎迎迎えはしないとえはしないとえはしないとえはしないと書書書書いたはずだがいたはずだがいたはずだがいたはずだが、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身すっかすっかすっかすっかりそりそりそりそ

のことをのことをのことをのことを忘忘忘忘れていたれていたれていたれていた。。。。    

    

「「「「じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、よろしくねよろしくねよろしくねよろしくね。。。。今今今今そっちのおそっちのおそっちのおそっちのお天気天気天気天気はどうはどうはどうはどう？？？？水着水着水着水着をををを持持持持っていったっていったっていったっていった

方方方方がいいかしらがいいかしらがいいかしらがいいかしら。。。。これこれこれこれケイタイケイタイケイタイケイタイなのなのなのなの。。。。まあいいわまあいいわまあいいわまあいいわ、、、、自分自分自分自分でででで決決決決めるわめるわめるわめるわ」」」」そそそそ

れだけをれだけをれだけをれだけを一方的一方的一方的一方的にににに言言言言われわれわれわれ切切切切られたられたられたられた。。。。携帯携帯携帯携帯でででで掛掛掛掛けてくるのはけてくるのはけてくるのはけてくるのは固定電話固定電話固定電話固定電話よりよりよりより

ぐんとぐんとぐんとぐんと価格価格価格価格がががが上上上上がるがるがるがる。。。。まだまだまだまだフランスフランスフランスフランスのようなのようなのようなのような低価格低価格低価格低価格のののの固定電話固定電話固定電話固定電話システムシステムシステムシステム

がないのだろうがないのだろうがないのだろうがないのだろう。。。。    

    

ベッドベッドベッドベッドからからからから起起起起きききき上上上上がったがったがったがった仁子仁子仁子仁子はははは昨日飲昨日飲昨日飲昨日飲みすぎたことをみすぎたことをみすぎたことをみすぎたことを後悔後悔後悔後悔したしたしたした。。。。いったいったいったいった

いいいい誰誰誰誰がががが連絡連絡連絡連絡してきたのかはっきりしてきたのかはっきりしてきたのかはっきりしてきたのかはっきり理解出来理解出来理解出来理解出来なかったなかったなかったなかった、、、、一応何時一応何時一応何時一応何時につくかにつくかにつくかにつくか

ははははメモメモメモメモったのだけどったのだけどったのだけどったのだけど。。。。これではこれではこれではこれでは分分分分からないからないからないからない。ＫＬＭ。ＫＬＭ。ＫＬＭ。ＫＬＭでででで来来来来るとるとるとると言言言言ったからったからったからったから、、、、

日本日本日本日本からからからからアムスアムスアムスアムステムダムテムダムテムダムテムダムでででで乗乗乗乗りついてくるりついてくるりついてくるりついてくる信子信子信子信子ととととバーミンガムバーミンガムバーミンガムバーミンガムからのからのからのからの義義義義
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美美美美がいるがいるがいるがいる。。。。信子信子信子信子はははは来週到着来週到着来週到着来週到着とととと聞聞聞聞いていたいていたいていたいていた筈筈筈筈、、、、変更変更変更変更になったのかもになったのかもになったのかもになったのかも知知知知れなれなれなれな

いいいい。。。。時間的時間的時間的時間的にもにもにもにも信子信子信子信子のののの方方方方がががが可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい。。。。義美義美義美義美のほうはというとのほうはというとのほうはというとのほうはというと何度何度何度何度かかかか

部屋部屋部屋部屋のののの状態状態状態状態、、、、気候気候気候気候、、、、トゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズまでのまでのまでのまでの距離距離距離距離やややや料金料金料金料金などなどなどなど散散散散々々々々質問質問質問質問してきしてきしてきしてき

てはてはてはては考考考考えますとえますとえますとえますと言言言言ったりったりったりったり、、、、夕食付夕食付夕食付夕食付きでならきでならきでならきでなら泊泊泊泊りたいとりたいとりたいとりたいと言言言言ったりったりったりったり、、、、やはりやはりやはりやはり

行行行行かないとかないとかないとかないと行行行行ってきたりでってきたりでってきたりでってきたりで散散散散々々々々振振振振りりりり回回回回されされされされ要領要領要領要領がががが得得得得なかったがなかったがなかったがなかったが、、、、彼女彼女彼女彼女のののの

可能性可能性可能性可能性もあるもあるもあるもある。。。。もしもしもしもし義美義美義美義美としたらとしたらとしたらとしたらイギリスイギリスイギリスイギリスからからからから掛掛掛掛けてきたことになるのけてきたことになるのけてきたことになるのけてきたことになるの

でででで、、、、零時零時零時零時をををを示示示示すすすすグリーニッチグリーニッチグリーニッチグリーニッチのあるのあるのあるのあるイギリスイギリスイギリスイギリスではではではではサマータイムサマータイムサマータイムサマータイムははははヨーロヨーロヨーロヨーロ

ッパッパッパッパのようにのようにのようにのように合合合合わせてわせてわせてわせて儲儲儲儲けていたがけていたがけていたがけていたが、、、、フランスフランスフランスフランスのようにのようにのようにのように一年中一年中一年中一年中をををを通通通通じてじてじてじて

時間時間時間時間をををを早早早早めていないからあのめていないからあのめていないからあのめていないからあの電話電話電話電話はははは朝朝朝朝 7777 時時時時にににに掛掛掛掛けてけてけてけて来来来来たことになるたことになるたことになるたことになる。。。。日日日日

曜日曜日曜日曜日にこんなにこんなにこんなにこんな朝早朝早朝早朝早くくくく電話電話電話電話をををを掛掛掛掛けてよこすだろうかけてよこすだろうかけてよこすだろうかけてよこすだろうか。。。。一抹一抹一抹一抹のののの不安不安不安不安はははは残残残残ったったったった

がががが。。。。まあまあまあまあ、、、、直接空港直接空港直接空港直接空港にににに迎迎迎迎えにえにえにえに行行行行くしかないとあきらめることにしたくしかないとあきらめることにしたくしかないとあきらめることにしたくしかないとあきらめることにした。。。。    

    

怒涛怒涛怒涛怒涛のようなのようなのようなのような悲悲悲悲しみをしみをしみをしみを体験体験体験体験したものにとってもうしたものにとってもうしたものにとってもうしたものにとってもう何何何何にににに対対対対してもしてもしてもしても動揺動揺動揺動揺するするするする

ことはことはことはことは無無無無くなっていたくなっていたくなっていたくなっていた。。。。それがいまのそれがいまのそれがいまのそれがいまの仁子仁子仁子仁子であったであったであったであった。。。。    

    

＊＊＊＊    

    

午後午後午後午後 6666 時時時時とととと言言言言うのはいくらこんなうのはいくらこんなうのはいくらこんなうのはいくらこんな田舎町田舎町田舎町田舎町でもでもでもでも会社帰会社帰会社帰会社帰りのりのりのりの車車車車であふれていであふれていであふれていであふれてい

るるるる、、、、しかもしかもしかもしかも車社会車社会車社会車社会のこののこののこののこの町町町町もももも交通網交通網交通網交通網はははは整理整理整理整理されされされされ、、、、パリパリパリパリのようにのようにのようにのように市内市内市内市内をををを取取取取
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りりりり巻巻巻巻くくくく無料高速道路無料高速道路無料高速道路無料高速道路があるからだろうがあるからだろうがあるからだろうがあるからだろう。。。。以前以前以前以前はははは 110110110110ＫＭＫＭＫＭＫＭ出出出出せたがせたがせたがせたが、、、、4444 年年年年

もももも前前前前よりよりよりより最近最近最近最近ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ2222 削減削減削減削減にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて 90909090ＫＭＫＭＫＭＫＭにににに最高時速最高時速最高時速最高時速がががが落落落落されていたされていたされていたされていた。。。。    

    

ブラニャックブラニャックブラニャックブラニャック空港空港空港空港、、、、トゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズからわずかからわずかからわずかからわずか 15151515ＫｍＫｍＫｍＫｍのののの空港空港空港空港ははははエアーバスエアーバスエアーバスエアーバス

産業産業産業産業、、、、宇宙開発宇宙開発宇宙開発宇宙開発、、、、コンピューターコンピューターコンピューターコンピューター産業産業産業産業のののの急激急激急激急激なななな発達発達発達発達のののの影響影響影響影響でででで急遽空港自急遽空港自急遽空港自急遽空港自

体体体体がががが 3333 倍倍倍倍にもにもにもにも膨膨膨膨れれれれ上上上上がっていたがっていたがっていたがっていた。。。。工事工事工事工事につぐにつぐにつぐにつぐ工事工事工事工事、、、、不況不況不況不況とととと言言言言いながらもいながらもいながらもいながらも

このこのこのこの街街街街のののの産業産業産業産業にはあまりにはあまりにはあまりにはあまり影響影響影響影響なくなくなくなく、、、、工事工事工事工事はははは地方地方地方地方をををを吸収吸収吸収吸収してしてしてして進進進進められていめられていめられていめられてい

くくくく。。。。仁子仁子仁子仁子はははは新新新新しいしいしいしいパーキングパーキングパーキングパーキング場場場場のののの入入入入りりりり口口口口がががが見見見見つからずつからずつからずつからず、、、、空港内空港内空港内空港内のののの巨大巨大巨大巨大なななな

建物建物建物建物にはにはにはには 10101010 分分分分ほどほどほどほど遅遅遅遅れてれてれてれて入入入入ったったったった。。。。普通普通普通普通どんなどんなどんなどんな飛行機飛行機飛行機飛行機もももも予定通予定通予定通予定通りりりり到着到着到着到着しししし

たとしたとしたとしたとしてもてもてもても空港内空港内空港内空港内までまでまでまで出出出出るのにるのにるのにるのに少少少少なくともなくともなくともなくとも 15151515 分分分分ぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは掛掛掛掛かるだろうかるだろうかるだろうかるだろう

とととと高高高高をくっていたがをくっていたがをくっていたがをくっていたが、、、、以外以外以外以外にもにもにもにもエールフランスエールフランスエールフランスエールフランスとととと提携提携提携提携しているしているしているしているＫＬＭＫＬＭＫＬＭＫＬＭはははは

スムーズスムーズスムーズスムーズにににに固定固定固定固定のののの場所場所場所場所がががが確保確保確保確保されされされされ乗客乗客乗客乗客はははは何何何何のののの遅遅遅遅れもなくれもなくれもなくれもなく出出出出てきていたてきていたてきていたてきていた。。。。    

    

あわててあわててあわててあわてて入入入入ったったったった仁子仁子仁子仁子はははは後後後後からからからからスーツケーススーツケーススーツケーススーツケースをををを引引引引いたいたいたいた背背背背のののの高高高高いいいい、、、、まるでまるでまるでまるでスススス

チワーデスチワーデスチワーデスチワーデスをををを思思思思いいいい出出出出させるさせるさせるさせる紺色紺色紺色紺色にににに赤赤赤赤いいいいベルトベルトベルトベルトでででで統一統一統一統一されたされたされたされたパンツルックパンツルックパンツルックパンツルック

のののの女性女性女性女性にににに声掛声掛声掛声掛けられたけられたけられたけられた。。。。    

    

「「「「私私私私がががが義美義美義美義美ですですですです」」」」身長身長身長身長 168168168168ｃｍｃｍｃｍｃｍのすらっとしたのすらっとしたのすらっとしたのすらっとした女性女性女性女性はははは仁子仁子仁子仁子をををを見下見下見下見下ろしたろしたろしたろした。。。。    
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「「「「すみませんすみませんすみませんすみません、、、、仁子仁子仁子仁子ですですですです。。。。遅遅遅遅くなってくなってくなってくなって」」」」仁子仁子仁子仁子はそうはそうはそうはそう言言言言うとうとうとうと手手手手をををを出出出出してしてしてしてスススス

ーツケースーツケースーツケースーツケースをををを持持持持とうとしたとうとしたとうとしたとうとした。。。。    

    

「「「「いいわいいわいいわいいわ、、、、これはこれはこれはこれは大事大事大事大事にしているにしているにしているにしている鞄鞄鞄鞄だからだからだからだから汚汚汚汚したくないのしたくないのしたくないのしたくないの。。。。こっちをこっちをこっちをこっちを持持持持

ってくださるってくださるってくださるってくださる」」」」黒黒黒黒いいいい機内持機内持機内持機内持ちちちち込込込込みのみのみのみの重重重重いいいい鞄鞄鞄鞄をををを差差差差しししし出出出出されたされたされたされた。。。。    

    

「「「「重重重重いでしょういでしょういでしょういでしょう、、、、20202020ｋｇｋｇｋｇｋｇまでだからまでだからまでだからまでだから本本本本とかかさばるものはそっちにとかかさばるものはそっちにとかかさばるものはそっちにとかかさばるものはそっちに入入入入れれれれ

たのよたのよたのよたのよ。。。。それにそれにそれにそれに後後後後でででで少少少少しししし息子息子息子息子がががが荷物荷物荷物荷物をををを車車車車でででで運運運運んでくれるんでくれるんでくれるんでくれる予定予定予定予定になっていになっていになっていになってい

るからるからるからるから。。。。でもでもでもでも、、、、おおおお部屋部屋部屋部屋にににに入入入入るかしらるかしらるかしらるかしら」」」」    

    

義美義美義美義美にあてがったにあてがったにあてがったにあてがった部屋部屋部屋部屋ははははミシェルミシェルミシェルミシェルがががが病気病気病気病気になるになるになるになる以前以前以前以前からからからから出出出出てててて行行行行ったったったった娘娘娘娘のののの

部屋部屋部屋部屋をををを絨毯絨毯絨毯絨毯のみをのみをのみをのみを替替替替ええええ、、、、整理整頓整理整頓整理整頓整理整頓したしたしたした 12121212 平方平方平方平方のののの東側東側東側東側だっただっただっただった。。。。    

    

「「「「入入入入るとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それよりそれよりそれよりそれより今夏今夏今夏今夏なのでなのでなのでなので昼間昼間昼間昼間はよろいはよろいはよろいはよろい戸戸戸戸をををを閉閉閉閉めないとめないとめないとめないと

少少少少しししし暑暑暑暑いかもいかもいかもいかも知知知知れませんれませんれませんれません」」」」    

ああああああああ、、、、このこのこのこの人人人人がががが義美義美義美義美なのかなのかなのかなのか。。。。とととと、、、、仁子仁子仁子仁子はははは想像想像想像想像していたしていたしていたしていた以上以上以上以上だとだとだとだと思思思思ったったったった。。。。    

    

「「「「あらあらあらあら、、、、もうもうもうもう同居人同居人同居人同居人になるのだからになるのだからになるのだからになるのだから、、、、敬語敬語敬語敬語はやめましょうねはやめましょうねはやめましょうねはやめましょうね」」」」とととと意外意外意外意外なななな

言葉言葉言葉言葉がががが彼女彼女彼女彼女のののの口口口口からからからから出出出出たたたた。。。。敬語敬語敬語敬語ではないではないではないではない丁寧語丁寧語丁寧語丁寧語だがやはりだがやはりだがやはりだがやはり共同生活共同生活共同生活共同生活にはにはにはには
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邪魔邪魔邪魔邪魔になるになるになるになる。。。。ただこのただこのただこのただこの場合最初場合最初場合最初場合最初からからからから友達友達友達友達づきあいとはづきあいとはづきあいとはづきあいとは行行行行かないしかないしかないしかないし、、、、大家大家大家大家

とととと住人住人住人住人というというというという風風風風にもしたくないにもしたくないにもしたくないにもしたくない。。。。まあそれはまあそれはまあそれはまあそれは徐徐徐徐々々々々にににに考考考考えればいいえればいいえればいいえればいい。。。。    

    

そういえばそういえばそういえばそういえば他他他他のののの誰誰誰誰ともともともとも契約書契約書契約書契約書のののの書類書類書類書類のののの話話話話はしなかったがはしなかったがはしなかったがはしなかったが、、、、このこのこのこの人人人人とはとはとはとは最最最最

初初初初からそのからそのからそのからその話話話話がががが出出出出ていたていたていたていた。。。。要要要要するにするにするにするに向向向向こうはこうはこうはこうは強強強強くはっきりくはっきりくはっきりくはっきり出出出出てきたわけてきたわけてきたわけてきたわけ

だだだだ。。。。それはかまわないとそれはかまわないとそれはかまわないとそれはかまわないと仁子仁子仁子仁子はははは思思思思ったったったった。。。。    

    

飛行場飛行場飛行場飛行場をををを出出出出るとすぐにるとすぐにるとすぐにるとすぐに高速高速高速高速にににに入入入入っっっっていくていくていくていく。。。。家家家家まではまではまではまでは 25252525 分分分分ぐらいぐらいぐらいぐらい。。。。初初初初めめめめ

てててて話話話話すすすす感感感感じでもないがじでもないがじでもないがじでもないが、、、、顔顔顔顔をををを見見見見てててて話話話話すのとはわけがすのとはわけがすのとはわけがすのとはわけが違違違違うううう。。。。しかもしかもしかもしかも声声声声とととと言言言言

うものはうものはうものはうものは顔顔顔顔がががが最初最初最初最初のののの印象印象印象印象としてとしてとしてとして残残残残るのでるのでるのでるので声声声声はははは後後後後でついてくるでついてくるでついてくるでついてくる。。。。まるでまるでまるでまるで雷雷雷雷

のようにのようにのようにのように一瞬光一瞬光一瞬光一瞬光りりりり、、、、そのそのそのその何秒何秒何秒何秒かかかか後後後後にににに音音音音がががが鳴鳴鳴鳴るるるる。。。。人人人人のののの顔顔顔顔はははは不思議不思議不思議不思議なものだなものだなものだなものだ

とととと仁子仁子仁子仁子はははは思思思思ったったったった。。。。一瞬見一瞬見一瞬見一瞬見たたたた顔顔顔顔はははは声声声声とあっていなかったとあっていなかったとあっていなかったとあっていなかった。。。。彼女彼女彼女彼女のののの場合全体場合全体場合全体場合全体

的的的的にににに綺麗綺麗綺麗綺麗だがだがだがだが、、、、顔顔顔顔はどこかはどこかはどこかはどこか一点一点一点一点そうそうそうそう鼻鼻鼻鼻がががが上上上上をををを向向向向いていていていていていていていて少少少少しまとまりにしまとまりにしまとまりにしまとまりに

掛掛掛掛けたけたけたけた。。。。仁子仁子仁子仁子はははは日本日本日本日本でででで油絵油絵油絵油絵をしていたしをしていたしをしていたしをしていたし、、、、フランスフランスフランスフランスへへへへ来来来来てててて最初最初最初最初のころはのころはのころはのころは

美術大学美術大学美術大学美術大学にもにもにもにも通通通通ったったったった経験経験経験経験があるのでがあるのでがあるのでがあるので彼女彼女彼女彼女のののの顔顔顔顔をををを描描描描けといわれればけといわれればけといわれればけといわれれば、、、、パリパリパリパリ

ののののモンマルトルモンマルトルモンマルトルモンマルトルのののの絵描絵描絵描絵描きとはきとはきとはきとは行行行行かかかかないまでもないまでもないまでもないまでも描描描描いていていていて見見見見せることはできるせることはできるせることはできるせることはできる。。。。    

    

車車車車のののの中中中中でででで、、、、義美義美義美義美はははは外外外外のののの景色景色景色景色よりもよりもよりもよりも長袖長袖長袖長袖をををを着着着着てきたことをしきりにてきたことをしきりにてきたことをしきりにてきたことをしきりに話話話話したしたしたした。。。。

ロンドンロンドンロンドンロンドンをををを出出出出たときはたときはたときはたときは雨雨雨雨でじとじとしていたとでじとじとしていたとでじとじとしていたとでじとじとしていたと。。。。でもここはでもここはでもここはでもここは空港空港空港空港にににに着着着着いいいい
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たとたんにたとたんにたとたんにたとたんに 30303030 度度度度はははは超超超超えているえているえているえている夏夏夏夏らしいらしいらしいらしい気温気温気温気温にににに驚驚驚驚いたこといたこといたこといたこと。。。。息子息子息子息子ががががミデミデミデミデ

ィピレネィピレネィピレネィピレネ運河運河運河運河のののの近近近近くのくのくのくのマンションマンションマンションマンションののののワンルームワンルームワンルームワンルームをををを借借借借りたことなどをりたことなどをりたことなどをりたことなどを話話話話しししし

たたたた。。。。運転運転運転運転しているしているしているしている仁子仁子仁子仁子はははは軽軽軽軽くくくく返事返事返事返事をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、時折自分時折自分時折自分時折自分からからからから話話話話しかけたこしかけたこしかけたこしかけたこ

とはとはとはとは一応風景一応風景一応風景一応風景のことをのことをのことをのことを簡単簡単簡単簡単にににに要約要約要約要約しただけだったしただけだったしただけだったしただけだった。。。。    

    

今通今通今通今通っているっているっているっている道路道路道路道路のののの右側右側右側右側にはにはにはにはポールリケポールリケポールリケポールリケとととと言言言言うううう人人人人がががが 14141414 世紀世紀世紀世紀にににに作作作作ったったったったボボボボ

ルドールドールドールドーととととトゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズをををを結結結結ぶぶぶぶ商業商業商業商業ためのためのためのためのペニッシュペニッシュペニッシュペニッシュ用用用用のののの運河運河運河運河とととと言言言言うよううよううよううよう

にににに。。。。このこのこのこのロカードロカードロカードロカードとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる高速道路高速道路高速道路高速道路がががが旧市街旧市街旧市街旧市街をををを囲囲囲囲みみみみ右側右側右側右側はははは市内市内市内市内でででで左側左側左側左側

がががが郊外郊外郊外郊外になっていることなどになっていることなどになっていることなどになっていることなど。。。。そしてそしてそしてそして 20202020 分分分分もももも走走走走ったころったころったころったころ右側右側右側右側ににににシテドシテドシテドシテド

エスパースエスパースエスパースエスパースとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるエキスポランドエキスポランドエキスポランドエキスポランドのようなところにのようなところにのようなところにのようなところにフランスフランスフランスフランス宇宙衛宇宙衛宇宙衛宇宙衛

星星星星のののの、、、、本当本当本当本当ははははグイヤングイヤングイヤングイヤンというというというというフランスフランスフランスフランス領土領土領土領土からからからから発射発射発射発射されるされるされるされるアリアンヌアリアンヌアリアンヌアリアンヌＶＶＶＶ

のののの模型模型模型模型がががが作作作作られられられられ飾飾飾飾られているられているられているられている説明説明説明説明をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、義美義美義美義美はははは殆殆殆殆どどどど興味興味興味興味がないとがないとがないとがないと言言言言

うううう風風風風でもあったでもあったでもあったでもあった。。。。    

    

「「「「ここってここってここってここって骨董店骨董店骨董店骨董店ってあるかしらってあるかしらってあるかしらってあるかしら」」」」急急急急にににに義美義美義美義美はははは話題話題話題話題をををを変変変変えたえたえたえた。。。。    

「「「「えっえっえっえっ、、、、あるとあるとあるとあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、、、、、、、、、今今今今はははは夏夏夏夏だからだからだからだから閉閉閉閉まっているのじゃないまっているのじゃないまっているのじゃないまっているのじゃない

かしらかしらかしらかしら」」」」ぎこちなくぎこちなくぎこちなくぎこちなく普通普通普通普通のののの言言言言いいいい方方方方にににに変変変変えたえたえたえた。。。。    



 60

「「「「あらあらあらあら、、、、残念残念残念残念。。。。私私私私ねねねね古古古古いものがいものがいものがいものが好好好好きなのよきなのよきなのよきなのよ。。。。南仏南仏南仏南仏ははははイギリスイギリスイギリスイギリス以上以上以上以上にあるにあるにあるにある

とととと期待期待期待期待してきたのにしてきたのにしてきたのにしてきたのに」」」」まるでまるでまるでまるで目的目的目的目的がそれのみだとがそれのみだとがそれのみだとがそれのみだと言言言言わんばかりにわんばかりにわんばかりにわんばかりに彼女彼女彼女彼女はははは

残念残念残念残念がったがったがったがった。。。。    

    

「「「「じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、明日明日明日明日アルビアルビアルビアルビのののの町町町町へへへへ行行行行くくくく前前前前にににに一件寄一件寄一件寄一件寄りますかりますかりますかりますか」」」」ようやくようやくようやくようやく仁子仁子仁子仁子はははは

一件一件一件一件そういえばそういえばそういえばそういえば骨董骨董骨董骨董とはとはとはとは行行行行かないまでもこちらではかないまでもこちらではかないまでもこちらではかないまでもこちらでは古古古古いものをいものをいものをいものを持持持持ちちちち込込込込んんんん

でででで売売売売ってもらうってもらうってもらうってもらう（（（（トロコントトロコントトロコントトロコント））））とととと言言言言ううううシステムシステムシステムシステムをををを思思思思いいいい出出出出したしたしたした。。。。あそこなあそこなあそこなあそこな

らららら彼女彼女彼女彼女もももも気気気気にににに入入入入るかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。トロコントトロコントトロコントトロコントのののの話話話話をををを具体的具体的具体的具体的にしだすとにしだすとにしだすとにしだすと、、、、    

    

「「「「アルビアルビアルビアルビってどこってどこってどこってどこ」」」」今度今度今度今度はははは人人人人のののの話話話話もももも聞聞聞聞かずかずかずかず急急急急にににに別別別別のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞いてくるいてくるいてくるいてくる。。。。    

「「「「アルビアルビアルビアルビはほらはほらはほらはほら、、、、トゥートゥートゥートゥールーズルーズルーズルーズ・・・・ロートレックロートレックロートレックロートレックというというというというムラーンルージュムラーンルージュムラーンルージュムラーンルージュ

をををを描描描描いたいたいたいた画家画家画家画家でででで、、、、確確確確かかかか小説小説小説小説のののの““““月月月月とととと 6666 ペンスペンスペンスペンス””””とととと言言言言うううう題題題題のののの、、、」、、、」、、、」、、、」    

「「「「ああああああああ、、、、知知知知ってるわってるわってるわってるわ。。。。私本私本私本私本をををを読読読読むのがむのがむのがむのが好好好好きだからきだからきだからきだから。。。。でもでもでもでも遠遠遠遠いんじゃないんじゃないんじゃないんじゃな

いいいい？？？？それにそれにそれにそれに追加料金追加料金追加料金追加料金をををを取取取取られるんじゃられるんじゃられるんじゃられるんじゃ、、、」、、、」、、、」、、、」    

「「「「いえいえいえいえ、、、、これはこれはこれはこれは私私私私ののののサービスサービスサービスサービスですからですからですからですから。。。。市内見学市内見学市内見学市内見学とここはこれからとここはこれからとここはこれからとここはこれから一緒一緒一緒一緒

にににに住住住住むむむむ人人人人にににに見見見見せてせてせてせて上上上上げたくてげたくてげたくてげたくて」」」」本当本当本当本当はははは来週二人来来週二人来来週二人来来週二人来るときにるときにるときにるときに同時同時同時同時にににに連連連連れてれてれてれて

行行行行きたがったがきたがったがきたがったがきたがったが、、、、そのそのそのその方方方方がががが一度一度一度一度にににに済済済済むむむむ。。。。彼女彼女彼女彼女がががが今週来今週来今週来今週来るとはるとはるとはるとは想像想像想像想像していしていしていしてい

なかったのでなかったのでなかったのでなかったので、、、、彼女彼女彼女彼女たちがたちがたちがたちが到着到着到着到着するまでのやることがするまでのやることがするまでのやることがするまでのやることが思思思思いいいい浮浮浮浮かばないかばないかばないかばない。。。。

部屋部屋部屋部屋をををを貸貸貸貸すぐらいでここまですることもないがすぐらいでここまですることもないがすぐらいでここまですることもないがすぐらいでここまですることもないが、、、、ここここれはれはれはれは人間関係人間関係人間関係人間関係のののの中中中中でででで
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観光観光観光観光はははは人人人人をををを知知知知るのにはいいかもしれないとるのにはいいかもしれないとるのにはいいかもしれないとるのにはいいかもしれないと仁子仁子仁子仁子はははは貸貸貸貸すとすとすとすと決決決決めたそのめたそのめたそのめたその日日日日かかかか

らららら考考考考えていたえていたえていたえていた。。。。だがだがだがだが何何何何のののの連絡連絡連絡連絡もなくもなくもなくもなく予定予定予定予定よりよりよりより早早早早まったまったまったまった人人人人をここまでをここまでをここまでをここまで親切親切親切親切

にににに迎迎迎迎えることもないがまあえることもないがまあえることもないがまあえることもないがまあ仕方仕方仕方仕方がないとあきらめることにしたがないとあきらめることにしたがないとあきらめることにしたがないとあきらめることにした。「。「。「。「予定予定予定予定

とととと言言言言うものはうものはうものはうものは合合合合ってないってないってないってない様様様様なななな物物物物」」」」フランスフランスフランスフランスのことわざをふとのことわざをふとのことわざをふとのことわざをふと思思思思いいいい出出出出したしたしたした。。。。

そしてもうそしてもうそしてもうそしてもう一一一一つつつつ。「。「。「。「トゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズのののの１５１５１５１５分分分分」」」」とととと言言言言うううう言言言言いいいい回回回回しはこちらのしはこちらのしはこちらのしはこちらの

人人人人がががが必必必必ずずずず招待招待招待招待されてもされてもされてもされても１５１５１５１５分分分分ぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは遅遅遅遅れてやってくることかられてやってくることかられてやってくることかられてやってくることから来来来来ていていていてい

るるるる。。。。今日今日今日今日のののの私私私私はそれだわとはそれだわとはそれだわとはそれだわと自分自分自分自分にににに言言言言いいいい聞聞聞聞かせたかせたかせたかせた。。。。彼女彼女彼女彼女はははは迎迎迎迎えにえにえにえに遅遅遅遅れたこれたこれたこれたこ

とをとをとをとを言葉言葉言葉言葉のののの節節節節でちくりとでちくりとでちくりとでちくりと攻攻攻攻めたからだめたからだめたからだめたからだ。。。。    

    

部屋部屋部屋部屋にににに案内案内案内案内するとするとするとすると、、、、鞄鞄鞄鞄をををを広広広広げげげげ、、、、シャワーシャワーシャワーシャワーをををを浴浴浴浴びたいとびたいとびたいとびたいと台所台所台所台所でででで冷冷冷冷たいたいたいたい麦茶麦茶麦茶麦茶

をををを用意用意用意用意していたしていたしていたしていた仁子仁子仁子仁子にににに義美義美義美義美はははは聞聞聞聞こえるぐらいのこえるぐらいのこえるぐらいのこえるぐらいの大大大大きなきなきなきな声声声声でででで言言言言ったったったった。。。。    

「「「「どうぞどうぞどうぞどうぞ」」」」とはとはとはとは言言言言ったがったがったがったが、、、、もうもうもうもう麦茶麦茶麦茶麦茶はははは注注注注いでいたいでいたいでいたいでいた。。。。さっきおさっきおさっきおさっきお茶茶茶茶はどうではどうではどうではどうで

すかとすかとすかとすかと訊訊訊訊ねたらほしいとねたらほしいとねたらほしいとねたらほしいと言言言言ったのはずのったのはずのったのはずのったのはずの人人人人がががが部屋部屋部屋部屋にににに入入入入るともうるともうるともうるともう別別別別のことのことのことのこと

にこだわっているにこだわっているにこだわっているにこだわっている。。。。    

仁子仁子仁子仁子はこのときはこのときはこのときはこのとき初初初初めてめてめてめて、、、、彼女彼女彼女彼女とととと本当本当本当本当にににに契約契約契約契約していいのだろうかとしていいのだろうかとしていいのだろうかとしていいのだろうかと不安不安不安不安がががが

よぎったよぎったよぎったよぎった。。。。    

    

＊＊＊＊    
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アルビアルビアルビアルビにににに到着到着到着到着したのはしたのはしたのはしたのは車車車車をををを走走走走らせてかららせてかららせてかららせてから 1111 時間時間時間時間ぐらいだろうかぐらいだろうかぐらいだろうかぐらいだろうか。。。。仁子仁子仁子仁子はははは

このこのこのこのタルヌタルヌタルヌタルヌ県県県県にはにはにはには小高小高小高小高いいいい山山山山などがありなどがありなどがありなどがあり、、、、静静静静かにかにかにかに流流流流れるれるれるれるタルヌタルヌタルヌタルヌ川川川川もありもありもありもあり昔昔昔昔

からのからのからのからの情緒情緒情緒情緒あるあるあるある風景風景風景風景をををを説明説明説明説明していしていしていしているるるる間間間間、、、、義美義美義美義美はときどきはときどきはときどきはときどきカメラカメラカメラカメラをををを向向向向けてけてけてけて

シャッターシャッターシャッターシャッターをををを切切切切ってはいたがってはいたがってはいたがってはいたが、、、、    

    

「「「「私私私私ねねねね、、、、イギリスイギリスイギリスイギリスのののの方方方方がががが好好好好きなのよきなのよきなのよきなのよ。。。。フランスフランスフランスフランス人人人人てててて昔昔昔昔からからからから苦手苦手苦手苦手だったのだったのだったのだったの

よねよねよねよね。。。。ほらほらほらほら、、、、イギリスイギリスイギリスイギリス人人人人はははは親切親切親切親切だけどだけどだけどだけど、、、、、、、、、、、、ねねねね」」」」    

    

「「「「まあまあまあまあ、、、、人人人人それぞれだからそれぞれだからそれぞれだからそれぞれだから、、、、一概一概一概一概にはにはにはには言言言言えないのじゃないかしらえないのじゃないかしらえないのじゃないかしらえないのじゃないかしら」」」」ようようようよう

やくやくやくやく仁子仁子仁子仁子もこのままもこのままもこのままもこのまま彼女彼女彼女彼女にににに主導権主導権主導権主導権をををを奪奪奪奪われてもいけないとわれてもいけないとわれてもいけないとわれてもいけないと意識意識意識意識しししし始始始始めためためためた。。。。

文章文章文章文章にするとかなりきついこともにするとかなりきついこともにするとかなりきついこともにするとかなりきついことも書書書書けるけどけるけどけるけどけるけど、、、、仁子仁子仁子仁子はははは内心内心内心内心ではではではでは人人人人にはにはにはには弱弱弱弱

いいいい自分自分自分自分をををを知知知知っていたっていたっていたっていた。。。。    

    

有料駐車場有料駐車場有料駐車場有料駐車場にはにはにはには入入入入らずらずらずらず、、、、2222 周周周周してしてしてして路上路上路上路上ののののパーキングパーキングパーキングパーキングのののの空空空空をををを見見見見つけつけつけつけ、、、、簡単簡単簡単簡単

にににに縦列駐車縦列駐車縦列駐車縦列駐車をするとをするとをするとをすると、、、、義美義美義美義美はははは驚驚驚驚いていていていて見見見見せたせたせたせた。。。。そこからそこからそこからそこから 5555 分分分分ほどほどほどほど歩歩歩歩きききき、、、、レレレレ

ンガンガンガンガでででで造造造造られたられたられたられた教会教会教会教会ではではではでは世界一世界一世界一世界一ののののサンサンサンサン････セシルセシルセシルセシル教会教会教会教会をををを見見見見せるとせるとせるとせると義美義美義美義美はやはやはやはや

っとそのっとそのっとそのっとその規模規模規模規模にににに驚驚驚驚いていていていて、、、、仁子仁子仁子仁子にしていたにしていたにしていたにしていた態度態度態度態度をををを少少少少しししし和和和和らげらげらげらげ始始始始めるめるめるめる。。。。そのそのそのその

教会教会教会教会のののの近近近近くにはくにはくにはくにはロートレックロートレックロートレックロートレック美術館美術館美術館美術館があったがあったがあったがあった。。。。貴族貴族貴族貴族のののの名門名門名門名門のののの子子子子としてとしてとしてとして生生生生

まれたまれたまれたまれたロートレックロートレックロートレックロートレックがががが骨骨骨骨のののの病気病気病気病気でででで身長身長身長身長がががが伸伸伸伸びずびずびずびず、、、、アルコールアルコールアルコールアルコールにににに溺溺溺溺れながれながれながれなが
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らららら描描描描いたいたいたいた作品作品作品作品にににに仁子仁子仁子仁子はははは始始始始めてきたときめてきたときめてきたときめてきたとき心心心心がががが動動動動かされたことをかされたことをかされたことをかされたことを思思思思いいいい出出出出すすすす。。。。

義美義美義美義美がががが美術館美術館美術館美術館をををを見学見学見学見学しているしているしているしている間何度間何度間何度間何度もももも入入入入ったことがあるのでったことがあるのでったことがあるのでったことがあるので仁子仁子仁子仁子はははは待待待待つつつつ

間間間間そのそのそのその近近近近くにあるくにあるくにあるくにあるレストランレストランレストランレストランででででビールビールビールビールをををを注文注文注文注文したしたしたした。。。。    

    

「「「「アンアンアンアン、、、、ドゥミドゥミドゥミドゥミ、、、、シルブプレシルブプレシルブプレシルブプレ」」」」250250250250ｃｃｃｃｃｃｃｃをををを注文注文注文注文するときするときするときするとき特別特別特別特別ののののビールビールビールビールをををを

指定指定指定指定しないしないしないしない限限限限りりりり、、、、カウンターカウンターカウンターカウンターのののの樽樽樽樽ののののビールビールビールビールがががが注注注注がれるがれるがれるがれる。。。。そのそのそのその方方方方がががが瓶瓶瓶瓶ビービービービー

ルルルルよりはるかによりはるかによりはるかによりはるかに冷冷冷冷たくておいしいたくておいしいたくておいしいたくておいしい。。。。仁子仁子仁子仁子はははは運転運転運転運転しているのにもしているのにもしているのにもしているのにも関関関関わらずわらずわらずわらず

よくよくよくよく一杯一杯一杯一杯ののののワインワインワインワインぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは昼食時昼食時昼食時昼食時はははは飲飲飲飲んでしまうんでしまうんでしまうんでしまう。。。。フランスフランスフランスフランスではではではでは血液血液血液血液のののの

中中中中ののののアルコールアルコールアルコールアルコール量量量量がががが一定一定一定一定のののの限度限度限度限度までならばまでならばまでならばまでならば飲飲飲飲んでもかまわないことになんでもかまわないことになんでもかまわないことになんでもかまわないことにな

っているっているっているっている。。。。それはそれはそれはそれは男性男性男性男性ではではではでは、、、、体重体重体重体重にににに応応応応じてではあったがじてではあったがじてではあったがじてではあったが一般一般一般一般ににににワイングワイングワイングワイング

ラスラスラスラスでででで 2222 杯分杯分杯分杯分、、、、女性女性女性女性はははは 1111 杯半杯半杯半杯半。。。。さすがさすがさすがさすがワインワインワインワインのののの国国国国でででで飲飲飲飲めばめばめばめば運転運転運転運転をををを控控控控えるえるえるえる

なんてなんてなんてなんて法律法律法律法律ができてしまえばができてしまえばができてしまえばができてしまえば経済経済経済経済にまでひびくにまでひびくにまでひびくにまでひびく。。。。ましてやましてやましてやましてやフランスフランスフランスフランス人自人自人自人自

体体体体がががが益益益益々々々々ワインワインワインワインをををを飲飲飲飲まなくなってきているまなくなってきているまなくなってきているまなくなってきている時代時代時代時代でもあるでもあるでもあるでもある。。。。日本日本日本日本はそのはそのはそのはその逆逆逆逆

ではないだろうかではないだろうかではないだろうかではないだろうか。。。。中国中国中国中国ももももワインワインワインワイン輸出量輸出量輸出量輸出量がががが増増増増ええええ続続続続けているけているけているけている。。。。仁子仁子仁子仁子はははは本当本当本当本当

ははははロゼロゼロゼロゼのののの冷冷冷冷えたえたえたえたワインワインワインワインがががが飲飲飲飲みたかったがさすがにみたかったがさすがにみたかったがさすがにみたかったがさすがに昼間昼間昼間昼間からからからから食事中食事中食事中食事中でないでないでないでない

ときはときはときはときは何故何故何故何故かかかか気気気気がとがめたがとがめたがとがめたがとがめた。。。。    

    



 64

案内案内案内案内でででで疲疲疲疲れたれたれたれた仁子仁子仁子仁子はははは義美義美義美義美がががが出出出出てきてもすぐてきてもすぐてきてもすぐてきてもすぐ分分分分かるかるかるかる一番前一番前一番前一番前のののの席席席席をををを取取取取りりりり、、、、先先先先

ほどほどほどほどインフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーションでででで手手手手にににに入入入入れたれたれたれたパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに目目目目をををを通通通通すすすす時間時間時間時間がでがでがでがで

きたことにきたことにきたことにきたことに満足満足満足満足していたしていたしていたしていた。。。。    

    

「ＡＬＢＩ「ＡＬＢＩ「ＡＬＢＩ「ＡＬＢＩ    ＬＡＢＥＬＬＡＢＥＬＬＡＢＥＬＬＡＢＥＬ    ＶＩＥＶＩＥＶＩＥＶＩＥ    アルビアルビアルビアルビ、、、、ららららベルベルベルベル・・・・ヴィヴィヴィヴィ」」」」2009200920092009 年版年版年版年版のののの

日本語日本語日本語日本語パフレットパフレットパフレットパフレットにはそうにはそうにはそうにはそう書書書書かれていたかれていたかれていたかれていた。。。。カタカナカタカナカタカナカタカナとひらがなをとひらがなをとひらがなをとひらがなを混混混混ぜたぜたぜたぜた

書書書書きききき方方方方、、、、いったいいったいいったいいったい誰誰誰誰がががが訳訳訳訳したのかしたのかしたのかしたのか気気気気になったになったになったになった。。。。ららららベルベルベルベル・・・・ヴィヴィヴィヴィにはにはにはには意味意味意味意味がががが

ああああるるるる。。。。ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした洒落洒落洒落洒落がががが使使使使われているのにわれているのにわれているのにわれているのに誰誰誰誰がわかるだろうかがわかるだろうかがわかるだろうかがわかるだろうか。。。。ふとふとふとふと

仁子仁子仁子仁子はそうはそうはそうはそう思思思思ったったったった。ＬＡＢＥＬ。ＬＡＢＥＬ。ＬＡＢＥＬ。ＬＡＢＥＬととととフランスフランスフランスフランス語語語語ののののパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにはにはにはには書書書書かれかれかれかれ

ていたがていたがていたがていたが英語英語英語英語がわざとがわざとがわざとがわざと使使使使われているわれているわれているわれている。。。。それはそれはそれはそれは品質保証品質保証品質保証品質保証のののの意味意味意味意味のののの英語英語英語英語ととととフフフフ

ランスランスランスランス語語語語ののののＬＡＬＡＬＡＬＡ    ＢＥＬＬ「ＢＥＬＬ「ＢＥＬＬ「ＢＥＬＬ「美美美美しいしいしいしい」」」」というというというという意味意味意味意味をををを兼兼兼兼ねねねね備備備備えているそんえているそんえているそんえているそん

なななな「「「「生活生活生活生活をををを」」」」とととと言言言言うことだがうことだがうことだがうことだが、、、、、、、、、、、、ふとふとふとふと仁子仁子仁子仁子はははは、、、、    

    

ビールビールビールビールのののの程程程程よいよいよいよい酔酔酔酔いもいもいもいも混混混混じってじってじってじって変変変変っていくもののっていくもののっていくもののっていくものの中中中中でででで一人一人一人一人だけだけだけだけ取取取取りりりり残残残残ささささ

れるようなれるようなれるようなれるような思思思思いにいにいにいに取取取取られるられるられるられる。。。。    

    

白白白白いいいいワイシャツワイシャツワイシャツワイシャツにににに黒黒黒黒いいいいエプロンエプロンエプロンエプロンをををを着着着着たたたた耳耳耳耳のののの長長長長いいいい給仕給仕給仕給仕ががががポケットポケットポケットポケットからからからから懐中懐中懐中懐中

時計時計時計時計をををを出出出出しししし時間時間時間時間をををを気気気気にしながらにしながらにしながらにしながら彼女彼女彼女彼女をちらっとをちらっとをちらっとをちらっと見見見見たたたた後後後後、、、、奥奥奥奥のうほうにのうほうにのうほうにのうほうに入入入入

っていったっていったっていったっていった。。。。    
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    第七話第七話第七話第七話、、、、パリパリパリパリでででで    

    

信子信子信子信子ががががパリパリパリパリにににに着着着着いたのはいたのはいたのはいたのは朝一番早朝一番早朝一番早朝一番早いいいい便便便便だっただっただっただった。。。。カタガタカタガタカタガタカタガタとととと色色色色々々々々なななな洗剤洗剤洗剤洗剤なななな

どがどがどがどが入入入入ったったったった大大大大きなきなきなきな荷物車荷物車荷物車荷物車をををを押押押押しながらしながらしながらしながら掃除夫掃除夫掃除夫掃除夫らしいらしいらしいらしい人人人人がががが横切横切横切横切るるるる。。。。シャルシャルシャルシャル

ルドゴールルドゴールルドゴールルドゴール空港空港空港空港にはまだにはまだにはまだにはまだカフェカフェカフェカフェをををを飲飲飲飲むむむむ喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店ですらですらですらですら開開開開いていなかったいていなかったいていなかったいていなかった。。。。

人影人影人影人影がまばらながまばらながまばらながまばらな空港内空港内空港内空港内はははは寂寂寂寂しいしいしいしい。。。。ふとそうふとそうふとそうふとそう思思思思ったったったった。。。。疲疲疲疲れてれてれてれて着着着着いたいたいたいたパリパリパリパリ、、、、

荷物荷物荷物荷物をををを取取取取りりりり税関税関税関税関をををを出出出出るとるとるとるとフラッシュフラッシュフラッシュフラッシュをたかれたかのようにをたかれたかのようにをたかれたかのようにをたかれたかのように待待待待ちちちち受受受受けるけるけるける

数数数数々々々々のののの人人人人たちたちたちたち、、、、そのそのそのその中中中中にはかつてにはかつてにはかつてにはかつて信子信子信子信子がががが愛愛愛愛したしたしたした人人人人のののの姿姿姿姿はないはないはないはない。。。。家族家族家族家族、、、、友友友友

人人人人でででで抱抱抱抱きしめあっているきしめあっているきしめあっているきしめあっている人人人人たちをたちをたちをたちを横目横目横目横目でそのでそのでそのでその場場場場をををを一人通一人通一人通一人通りりりり過過過過ぎるぎるぎるぎる。。。。    

    

ふっとふっとふっとふっと空港内空港内空港内空港内かかかからららら出出出出たときためたときためたときためたときため息息息息がががが出出出出たたたた。。。。何年何年何年何年ぶりだろうこのぶりだろうこのぶりだろうこのぶりだろうこの地地地地をををを踏踏踏踏むむむむ

のはのはのはのは。。。。    

    

そのままそのままそのままそのまま直通直通直通直通でででで空港内空港内空港内空港内でででで乗乗乗乗りりりり換換換換えてえてえてえてトゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズまでまでまでまで行行行行くこともできたくこともできたくこともできたくこともできた

がががが、、、、信子信子信子信子はははは一日一日一日一日ををををサンジェルマンサンジェルマンサンジェルマンサンジェルマン近近近近くのくのくのくの三三三三ツツツツ星星星星ホテルホテルホテルホテルにににに予約予約予約予約をしたをしたをしたをした。。。。オオオオ
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ーナーーナーーナーーナーがががが日本日本日本日本びいきでびいきでびいきでびいきで昔昔昔昔パリパリパリパリでででで働働働働いていたころよくここをいていたころよくここをいていたころよくここをいていたころよくここを友人友人友人友人にににに紹介紹介紹介紹介しししし

たことがあるたことがあるたことがあるたことがある。。。。まさかまさかまさかまさか自分自分自分自分がががが今日今日今日今日ここにここにここにここに泊泊泊泊るとはるとはるとはるとは想像想像想像想像もしていなかったもしていなかったもしていなかったもしていなかった。。。。

信子信子信子信子にはやらなければいけないことがあったにはやらなければいけないことがあったにはやらなければいけないことがあったにはやらなければいけないことがあった。。。。それはそれはそれはそれは 3333 区区区区にににに今今今今もももも住住住住んでんでんでんで

いるいるいるいる義母義母義母義母にににに会会会会うためとうためとうためとうためと訪訪訪訪れたいあるれたいあるれたいあるれたいある場所場所場所場所のためののためののためののための時間時間時間時間をををを割割割割いたのだいたのだいたのだいたのだ。。。。    

    

真夏真夏真夏真夏のせいかのせいかのせいかのせいか逆逆逆逆ににににパリパリパリパリにはにはにはには華華華華やかさがやかさがやかさがやかさが欠欠欠欠けているけているけているけている。。。。このこのこのこの時期時期時期時期パリジャンパリジャンパリジャンパリジャン

はははは海海海海やややや山山山山ににににヴァケーションヴァケーションヴァケーションヴァケーションにににに行行行行きききき、、、、わずかわずかわずかわずか残残残残ったったったった人人人人とととと観光客観光客観光客観光客がががが同同同同じぐらじぐらじぐらじぐら

いのいのいのいの人数人数人数人数になっているになっているになっているになっている。。。。セーヌセーヌセーヌセーヌ河沿河沿河沿河沿いにはいにはいにはいにはパリパリパリパリ・・・・プラージュプラージュプラージュプラージュとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる

浜辺浜辺浜辺浜辺がががが簡易簡易簡易簡易でででで作作作作られられられられ大勢大勢大勢大勢のののの人人人人がががが何台何台何台何台ものものものものトラックトラックトラックトラックでででで運運運運ばれたばれたばれたばれた人工人工人工人工のののの砂砂砂砂のののの

上上上上でででで水着水着水着水着になりになりになりになり寝寝寝寝そべっているそべっているそべっているそべっている。。。。そのそのそのその横横横横ををををリボリリボリリボリリボリ通通通通りをりをりをりを過過過過ぎぎぎぎポンヌフポンヌフポンヌフポンヌフかかかか

らのらのらのらのバスバスバスバスにににに乗乗乗乗ったったったった。。。。    

    

何年何年何年何年ぶりでぶりでぶりでぶりで会会会会うだろうかうだろうかうだろうかうだろうか、、、、ふとふとふとふと一抹一抹一抹一抹のののの不安不安不安不安がががが湧湧湧湧いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。あれからあれからあれからあれから連絡連絡連絡連絡

をををを怠怠怠怠ってきたってきたってきたってきた。。。。毎年毎年毎年毎年のようにのようにのようにのようにクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスにはにはにはにはカードカードカードカードをををを送送送送ったがったがったがったが、、、、彼女彼女彼女彼女かかかか

らららら返事返事返事返事がががが来来来来たのはたのはたのはたのは 3333 年前年前年前年前だっただっただっただった。。。。    

    

サンサンサンサン・・・・ミッシェルミッシェルミッシェルミッシェルののののカルチエラタンカルチエラタンカルチエラタンカルチエラタンにににに足足足足をををを踏踏踏踏みみみみ入入入入れるれるれるれる。。。。賑賑賑賑わっていたがわっていたがわっていたがわっていたが

なぜかなぜかなぜかなぜか自自自自分分分分のののの入入入入れるれるれるれるスペーススペーススペーススペースはなくなってしまったはなくなってしまったはなくなってしまったはなくなってしまった感感感感にににに襲襲襲襲われるわれるわれるわれる。。。。そこそこそこそこ

からからからから裏側裏側裏側裏側のののの狭狭狭狭いいいい道道道道をををを入入入入っていくとっていくとっていくとっていくと幅幅幅幅のののの狭狭狭狭いいいい建物建物建物建物がひしめきがひしめきがひしめきがひしめき合合合合っているっているっているっている。。。。
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そのそのそのその中中中中ののののブルーブルーブルーブルーののののペンキペンキペンキペンキでででで何度何度何度何度もももも塗塗塗塗りりりり返返返返されたされたされたされたドアドアドアドアにににに手手手手をををを掛掛掛掛けけけけギーギーギーギーとととと身身身身

体体体体ごとごとごとごと押押押押しししし中中中中にににに進進進進むとむとむとむと庭庭庭庭がありがありがありがあり奥奥奥奥のののの方方方方にもうにもうにもうにもう一一一一つつつつ別別別別のののの木肌木肌木肌木肌がががが出出出出たままのたままのたままのたままの

壊壊壊壊れかけたれかけたれかけたれかけたドアドアドアドアがあったがあったがあったがあった。。。。    

    

「「「「ボンジュールボンジュールボンジュールボンジュール、、、、ここにここにここにここにジョリジョリジョリジョリというというというという名名名名ののののマダムマダムマダムマダムがががが住住住住んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思うのうのうのうの

ですがですがですがですが、、、」、、、」、、、」、、、」若若若若いいいいアラブアラブアラブアラブ系系系系ののののコンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュにににに、、、、ドアドアドアドアにににに設設設設けられたけられたけられたけられた小小小小

さなさなさなさな窓口窓口窓口窓口をををを開開開開けてけてけてけて声声声声をををを掛掛掛掛けるけるけるける。。。。    

    

「「「「キキキキ？（？（？（？（誰誰誰誰？）」？）」？）」？）」とまるでとまるでとまるでとまるで親切親切親切親切のかけらもないのかけらもないのかけらもないのかけらもない返事返事返事返事をされてしまったをされてしまったをされてしまったをされてしまった。。。。

彼女彼女彼女彼女はははは自分自分自分自分のののの前前前前にににに立立立立つつつつ東洋人東洋人東洋人東洋人をををを無視無視無視無視してしてしてして小小小小さなさなさなさな窓窓窓窓をををを閉閉閉閉めようとするめようとするめようとするめようとする。。。。    

    

「「「「アパートアパートアパートアパート何番何番何番何番にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいるマダムマダムマダムマダムですですですです。。。。私私私私はははは義娘義娘義娘義娘でででで、、、」、、、」、、、」、、、」無理無理無理無理やりやりやりやり

窓窓窓窓をををを抑抑抑抑えてえてえてえて押押押押しししし切切切切ってしゃべったってしゃべったってしゃべったってしゃべった。。。。久久久久しぶりのしぶりのしぶりのしぶりのフランスフランスフランスフランス語語語語だがだがだがだが、、、、彼女彼女彼女彼女よよよよ

りまともにりまともにりまともにりまともに話話話話せるせるせるせる。。。。    

    

髪髪髪髪をををを薄茶薄茶薄茶薄茶にににに染染染染めためためためた、、、、まるでまるでまるでまるで品品品品のひとつものひとつものひとつものひとつも感感感感じられないじられないじられないじられないコンシエルジュコンシエルジュコンシエルジュコンシエルジュはははは

起起起起きたばかりだときたばかりだときたばかりだときたばかりだと言言言言わんばかりにぶっきらぼうにこうわんばかりにぶっきらぼうにこうわんばかりにぶっきらぼうにこうわんばかりにぶっきらぼうにこう答答答答えたえたえたえた。。。。だがだがだがだが、、、、相相相相

手手手手がががが自分自分自分自分よりよりよりよりフランスフランスフランスフランス語語語語がががが上手上手上手上手いといといといと判判判判るとるとるとると態度態度態度態度をををを変変変変えてえてえてえて、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが言言言言うううう

マダムマダムマダムマダムはははは今今今今はいないはいないはいないはいない。。。。三三三三ヶヶヶヶ月前月前月前月前にににに大通大通大通大通りでりでりでりで車車車車にににに跳跳跳跳ねられてねられてねられてねられて亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった。。。。
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警察警察警察警察がががが来来来来てててて彼女彼女彼女彼女のののの部屋部屋部屋部屋のののの荷物荷物荷物荷物はすべてはすべてはすべてはすべて片付片付片付片付けられたけられたけられたけられた。。。。彼女彼女彼女彼女のののの部屋部屋部屋部屋はははは検査検査検査検査

されたがされたがされたがされたが身内身内身内身内がいるなんてがいるなんてがいるなんてがいるなんて知知知知らなかったかららなかったかららなかったかららなかったから、、、、すべてすべてすべてすべて残残残残ったったったった分分分分はこちらはこちらはこちらはこちら

がががが廃棄廃棄廃棄廃棄したしたしたした。。。。悪悪悪悪くくくく思思思思わないでほしいわないでほしいわないでほしいわないでほしい。。。。何故何故何故何故もっともっともっともっと前前前前にににに彼女彼女彼女彼女にににに連絡連絡連絡連絡しなかしなかしなかしなか

ったのかったのかったのかったのか、、、、へえへえへえへえ、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは日本人日本人日本人日本人なのなのなのなの。。。。でもでもでもでも一応義娘一応義娘一応義娘一応義娘（（（（むすめむすめむすめむすめ））））でしょでしょでしょでしょ

うううう。。。。70707070 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの人人人人をををを一人一人一人一人でほってでほってでほってでほって置置置置くなんてくなんてくなんてくなんて人間人間人間人間のやることじゃないのやることじゃないのやることじゃないのやることじゃない。。。。

アルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリアじゃじゃじゃじゃ誰誰誰誰もこんなもこんなもこんなもこんな仕打仕打仕打仕打ちはしないわよちはしないわよちはしないわよちはしないわよ。。。。今度今度今度今度はははは彼女彼女彼女彼女はははは向向向向こうこうこうこう

側側側側からこちらのからこちらのからこちらのからこちらの落落落落ちちちち度度度度をををを攻攻攻攻めているめているめているめている。。。。もしもしもしもし何何何何かかかか言言言言いたいことがあればいたいことがあればいたいことがあればいたいことがあれば警警警警

察察察察にににに届届届届けてあるからけてあるからけてあるからけてあるから行行行行けばいいけばいいけばいいけばいい。。。。もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら老女老女老女老女のののの遺品遺品遺品遺品もまだもまだもまだもまだ残残残残ってってってって

いるかもいるかもいるかもいるかも知知知知れないれないれないれない。。。。じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、私私私私はははは忙忙忙忙しいからとしいからとしいからとしいからと小小小小さなさなさなさな紙紙紙紙切切切切れをれをれをれを渡渡渡渡されてされてされてされて

ピシャッピシャッピシャッピシャッとととと窓窓窓窓をををを閉閉閉閉められためられためられためられた。。。。    

    

信子信子信子信子はははは呆然呆然呆然呆然としたとしたとしたとした。。。。病気病気病気病気でででで死死死死んだのではなかったことだけがせめてものんだのではなかったことだけがせめてものんだのではなかったことだけがせめてものんだのではなかったことだけがせめてもの

救救救救いだろうかいだろうかいだろうかいだろうか。。。。    

    

そのそのそのその日日日日、、、、ホテルホテルホテルホテルにににに荷物荷物荷物荷物をををを置置置置いていていていて休休休休むむむむ暇暇暇暇もなくもなくもなくもなく、、、、紙切紙切紙切紙切れにれにれにれに書書書書かれていたかれていたかれていたかれていた住住住住

所所所所のののの警察署警察署警察署警察署へへへへ行行行行きききき、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの事情事情事情事情をををを話話話話しししし、、、、交通事故交通事故交通事故交通事故のののの事情事情事情事情をををを訊訊訊訊ねねねね、、、、これこれこれこれ

からからからから滞在滞在滞在滞在するするするするトゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズのののの住所住所住所住所もももも渡渡渡渡したしたしたした。。。。もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら公証人公証人公証人公証人からあからあからあからあ

なたになたになたになたに連絡連絡連絡連絡がががが入入入入るかもるかもるかもるかも分分分分からないからとからないからとからないからとからないからと。。。。それにしてもそれにしてもそれにしてもそれにしても今日今日今日今日でででで二人目二人目二人目二人目だだだだ
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とととと同同同同じじじじ人人人人のことをのことをのことをのことを訪訪訪訪ねてきたのはとちらっとこちらのねてきたのはとちらっとこちらのねてきたのはとちらっとこちらのねてきたのはとちらっとこちらの様子様子様子様子をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら

それでもそれでもそれでもそれでも警察官警察官警察官警察官はははは事務的事務的事務的事務的にににに応対応対応対応対したしたしたした。。。。    

    

いったいいったいいったいいったい誰誰誰誰がががが尋尋尋尋ねてきたというねてきたというねてきたというねてきたというのだのだのだのだ。。。。しかもしかもしかもしかも今日今日今日今日とととと彼彼彼彼はははは言言言言ったったったった。。。。信子信子信子信子はははは

そのそのそのその足足足足ででででメトロメトロメトロメトロにににに乗乗乗乗りりりりモンマルトルモンマルトルモンマルトルモンマルトルのののの墓墓墓墓にににに出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。近近近近くでくでくでくでクロワッサクロワッサクロワッサクロワッサ

ンンンンととととジュースジュースジュースジュースととととカフェオーレカフェオーレカフェオーレカフェオーレだけのだけのだけのだけの簡単簡単簡単簡単なななな朝食朝食朝食朝食をやっとをやっとをやっとをやっと口口口口にすることがにすることがにすることがにすることが

できたできたできたできた。。。。そのそのそのその後後後後、、、、花屋花屋花屋花屋にににに寄寄寄寄りりりり白白白白いいいいバラバラバラバラとととと黄色黄色黄色黄色いいいいバラバラバラバラををををブーケブーケブーケブーケにしてもらにしてもらにしてもらにしてもら

ったったったった。。。。花屋花屋花屋花屋はははは無料無料無料無料だからとだからとだからとだからとユーカリユーカリユーカリユーカリのののの葉葉葉葉をつけようとしたがをつけようとしたがをつけようとしたがをつけようとしたが、、、、信子信子信子信子はははは何何何何

もももも要要要要らないとらないとらないとらないと断断断断るるるる。。。。ユーカリユーカリユーカリユーカリのののの匂匂匂匂いはいはいはいは大嫌大嫌大嫌大嫌いだいだいだいだ。。。。ユリユリユリユリのののの匂匂匂匂いもきつすぎいもきつすぎいもきつすぎいもきつすぎ

るるるる。。。。本当本当本当本当ははははバラバラバラバラもももも好好好好きではなかったがきではなかったがきではなかったがきではなかったが、、、、手手手手にににに白白白白いいいいマーガレットマーガレットマーガレットマーガレットのののの花花花花をををを抱抱抱抱

えてえてえてえて義母義母義母義母にににに初初初初めてめてめてめて会会会会いにいにいにいに行行行行ったときったときったときったとき、、、、ドアドアドアドアがががが内側内側内側内側にににに開開開開けられけられけられけられ、、、、出出出出てきたてきたてきたてきた

そのそのそのその人人人人にににに挨拶挨拶挨拶挨拶ののののキスキスキスキスよりもよりもよりもよりも先先先先にににに、、、、    

    

「「「「あらあらあらあら、、、、マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット？？？？私私私私はどちらかとはどちらかとはどちらかとはどちらかと言言言言うとうとうとうと黄色黄色黄色黄色いいいいバラバラバラバラのののの花花花花のほうがのほうがのほうがのほうが

好好好好きなのよきなのよきなのよきなのよ」」」」とととと花花花花をををを受受受受けけけけ取取取取りながらそうりながらそうりながらそうりながらそう言言言言ってってってって部屋部屋部屋部屋のののの中中中中にににに入入入入れてもらっれてもらっれてもらっれてもらっ

たことをたことをたことをたことを思思思思いいいい出出出出したしたしたした。。。。    

    

白白白白いいいいバラバラバラバラはははは彼彼彼彼のためのためのためのため、、、、そしてそしてそしてそして黄色黄色黄色黄色はははは義母義母義母義母にににに、、、、、、、、、、、、18181818 区区区区にあるにあるにあるにあるモンマルトモンマルトモンマルトモンマルト

ルルルルのののの墓墓墓墓はははは今今今今はははは観光客観光客観光客観光客のののの方方方方がががが大勢大勢大勢大勢いるいるいるいる。。。。マロニエマロニエマロニエマロニエ、、、、菩提樹菩提樹菩提樹菩提樹、、、、このてがしらこのてがしらこのてがしらこのてがしら
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とととと言言言言うううう垣根垣根垣根垣根によくによくによくによく使使使使われるわれるわれるわれる杉杉杉杉にににに近近近近いいいい木等木等木等木等でででで覆覆覆覆われたわれたわれたわれた雄大雄大雄大雄大なるなるなるなる敷地敷地敷地敷地にはにはにはには有有有有

名名名名なななな作者作者作者作者、、、、歌手政治家歌手政治家歌手政治家歌手政治家たちがたちがたちがたちが眠眠眠眠っていたっていたっていたっていた。。。。何度来何度来何度来何度来てもてもてもても場所場所場所場所をををを迷迷迷迷ってしまってしまってしまってしま

うううう。。。。着替着替着替着替えるえるえるえる暇暇暇暇もなくここにもなくここにもなくここにもなくここに着着着着たたたた信子信子信子信子ではあったがではあったがではあったがではあったが黒黒黒黒いいいいパンタロンパンタロンパンタロンパンタロンにににに淡淡淡淡

いいいいベージュベージュベージュベージュののののシルクシルクシルクシルクののののノースリーブノースリーブノースリーブノースリーブはははは静静静静かなかなかなかな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気にににに合合合合っていたっていたっていたっていた。。。。    

    

小小小小さなさなさなさな墓石墓石墓石墓石にはにはにはには「「「「親愛親愛親愛親愛なるなるなるなるジュリアンジュリアンジュリアンジュリアン・・・・ジョリジョリジョリジョリ永久永久永久永久にここににここににここににここに眠眠眠眠るるるる。。。。母母母母ジジジジ

ョセフィンヌョセフィンヌョセフィンヌョセフィンヌ」」」」とととと書書書書かれているかれているかれているかれている。。。。ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパではではではでは名前名前名前名前のののの頭文字頭文字頭文字頭文字とととと苗字苗字苗字苗字のののの

頭文字頭文字頭文字頭文字をををを一緒一緒一緒一緒にすることがにすることがにすることがにすることが多多多多々々々々あるあるあるある。。。。たとえばたとえばたとえばたとえばブリジットブリジットブリジットブリジット・・・・バルドーバルドーバルドーバルドーのののの

ＢＢ、ＢＢ、ＢＢ、ＢＢ、クロディアクロディアクロディアクロディア・・・・カルディナーレカルディナーレカルディナーレカルディナーレののののＣＣＣＣＣＣＣＣとととと言言言言うううう風風風風にににに。。。。自分自分自分自分のののの夫夫夫夫ははははＪＪＪＪＪＪＪＪ

であったであったであったであった。。。。母母母母もももも同同同同じじじじ頭文字頭文字頭文字頭文字ののののＪＪ。ＪＪ。ＪＪ。ＪＪ。今回今回今回今回そのそのそのその横横横横にもうにもうにもうにもう一一一一つのつのつのつの名前名前名前名前がががが刻刻刻刻まままま

れたれたれたれた墓石墓石墓石墓石「「「「ジョセフィンヌジョセフィンヌジョセフィンヌジョセフィンヌ････ジョリジョリジョリジョリ 2009200920092009 年年年年ＸＸＸＸ月月月月ＸＸＸＸ日日日日ここにここにここにここに眠眠眠眠るるるる」」」」がががが記記記記ささささ

れていたれていたれていたれていた。。。。誰誰誰誰のののの手手手手によってによってによってによって、、、、信子信子信子信子はははは警察警察警察警察がこんなことをするはずはないがこんなことをするはずはないがこんなことをするはずはないがこんなことをするはずはない。。。。

とととと確信確信確信確信していたからしていたからしていたからしていたから誰誰誰誰なのかなのかなのかなのか検討検討検討検討もつかなかったもつかなかったもつかなかったもつかなかった。。。。    

    

そしてそこにはそしてそこにはそしてそこにはそしてそこには今訪今訪今訪今訪れたばかりとれたばかりとれたばかりとれたばかりと思思思思えるえるえるえる大大大大きなきなきなきなマーガレットマーガレットマーガレットマーガレットのののの花束花束花束花束がががが無無無無

造作造作造作造作にににに置置置置かれていたかれていたかれていたかれていた。。。。    

    

覚悟覚悟覚悟覚悟していたとはいえしていたとはいえしていたとはいえしていたとはいえ悲悲悲悲しみからしみからしみからしみから逃逃逃逃れられるはずもないれられるはずもないれられるはずもないれられるはずもない。。。。ひとりでひとりでひとりでひとりで居居居居るるるる

ときはときはときはときは泣泣泣泣いたいたいたいた、、、、声声声声をあげてをあげてをあげてをあげて泣泣泣泣いたいたいたいた。。。。それこそそれこそそれこそそれこそ毎日毎日毎日毎日のようにのようにのようにのように泣泣泣泣いたいたいたいた。。。。    
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涙涙涙涙がたまりそれはがたまりそれはがたまりそれはがたまりそれは池池池池になりになりになりになり、、、、やがてやがてやがてやがて川川川川になりになりになりになり、、、、海海海海のようにのようにのようにのように大大大大きくきくきくきく広広広広がっがっがっがっ

ていったていったていったていった。。。。    

抜抜抜抜けけけけ切切切切れないれないれないれない、、、、泳泳泳泳げないげないげないげない信子信子信子信子はもがいたはもがいたはもがいたはもがいた。。。。自分自分自分自分のののの涙涙涙涙でででで溺溺溺溺れるなんてれるなんてれるなんてれるなんて真真真真っっっっ

平平平平だわだわだわだわ。。。。    

    

    

    

「「「「リーンリーンリーンリーン」「」「」「」「リーンリーンリーンリーン」「」「」「」「リーンリーンリーンリーン」」」」    

「「「「マダムノブコマダムノブコマダムノブコマダムノブコ、、、、ボンジュールボンジュールボンジュールボンジュール、、、、今今今今 7777 時時時時ですですですです。。。。ああああああああ、、、、それからそれからそれからそれから昨夜昨夜昨夜昨夜、、、、ムムムム

ッシュッシュッシュッシュ、、、、タケイタケイタケイタケイからおからおからおからお電電電電話話話話がありましたがありましたがありましたがありました。。。。今日中今日中今日中今日中にににに連絡連絡連絡連絡がほしいそうでがほしいそうでがほしいそうでがほしいそうで

すすすす」」」」    

「「「「えっえっえっえっ、、、、メルシメルシメルシメルシ」」」」    

    

やっとやっとやっとやっと、、、、信子信子信子信子はははは自分自分自分自分がががが今今今今どこにいるかどこにいるかどこにいるかどこにいるか、、、、ベッドベッドベッドベッドのののの硬硬硬硬さのさのさのさの違違違違いいいい、、、、受話器受話器受話器受話器のののの

横横横横ののののアンチックアンチックアンチックアンチック風風風風ののののランプランプランプランプをををを見見見見てててて気付気付気付気付いたいたいたいた。。。。    

    

「「「「マダムマダムマダムマダム    ノブコノブコノブコノブコだなんてだなんてだなんてだなんて、、、、苗字苗字苗字苗字とととと間違間違間違間違えているのだわえているのだわえているのだわえているのだわ。。。。ここはここはここはここはパリパリパリパリなななな

のよのよのよのよ。。。。武井武井武井武井さんがさんがさんがさんが何何何何のののの用用用用なのかしらなのかしらなのかしらなのかしら。。。。出発前出発前出発前出発前にににに彼彼彼彼とはもうとはもうとはもうとはもう一度会一度会一度会一度会ってってってって話話話話

したはずなのにしたはずなのにしたはずなのにしたはずなのに。。。。まあいいわまあいいわまあいいわまあいいわ。。。。それよりそれよりそれよりそれより、、、、11111111 時時時時のののの便便便便にににに間間間間にににに合合合合わなくなっわなくなっわなくなっわなくなっ
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てしまうわてしまうわてしまうわてしまうわ」」」」自分自分自分自分にににに言言言言いいいい聞聞聞聞かせながらもうかせながらもうかせながらもうかせながらもう一度一度一度一度、「、「、「、「メルシメルシメルシメルシ、、、、朝食朝食朝食朝食はどこはどこはどこはどこ

でででで取取取取れるかしられるかしられるかしられるかしら」」」」    

    

「「「「マダムマダムマダムマダム、、、、一階一階一階一階ののののサロンサロンサロンサロンのののの横横横横ののののサラモンジェサラモンジェサラモンジェサラモンジェににににテーブルテーブルテーブルテーブルをををを用意用意用意用意ししししていまていまていまていま

すすすす」」」」    

「「「「そうそうそうそう、、、、メルシボクーメルシボクーメルシボクーメルシボクー」」」」    

「「「「どういたしましてどういたしましてどういたしましてどういたしまして、、、、マダムノブコマダムノブコマダムノブコマダムノブコ」」」」信子信子信子信子ののののフランスフランスフランスフランス語語語語はははは完璧完璧完璧完璧だっただっただっただった。。。。    

    

＊＊＊＊    

    

    

オルリーオルリーオルリーオルリー空港空港空港空港ははははパリパリパリパリ近郊近郊近郊近郊のののの南側南側南側南側のののの空港空港空港空港であったであったであったであった。。。。エールフランスエールフランスエールフランスエールフランス航空会航空会航空会航空会

社社社社がそこにもありがそこにもありがそこにもありがそこにもありパリパリパリパリ－－－－トゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズ間間間間をををを独占独占独占独占にににに近近近近いいいい形形形形でででで１１１１時間時間時間時間ごとにごとにごとにごとに

飛飛飛飛んでいたんでいたんでいたんでいた。。。。初初初初めてめてめてめて信子信子信子信子ははははオルリースードオルリースードオルリースードオルリースードからからからから飛飛飛飛びびびび立立立立つつつつ。ＲＥＲ。ＲＥＲ。ＲＥＲ。ＲＥＲ線線線線とととと呼呼呼呼

ばれるばれるばれるばれる電車電車電車電車からからからから乗乗乗乗りついたりついたりついたりついた空港空港空港空港までのまでのまでのまでのシャトルシャトルシャトルシャトル用用用用のののの電車電車電車電車にににに乗乗乗乗ったったったった信子信子信子信子はははは

170170170170ｃｍｃｍｃｍｃｍはははは越越越越したしたしたしたハーフハーフハーフハーフのののの娘娘娘娘をををを連連連連れてれてれてれてスーツケーススーツケーススーツケーススーツケースをををを持持持持っているっているっているっている日本女日本女日本女日本女

性性性性にににに声声声声をををを掛掛掛掛けられたけられたけられたけられた。。。。    
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「「「「のぶこさのぶこさのぶこさのぶこさ、、、、、、、、んんんん、、、、あなたあなたあなたあなた、、、、信子信子信子信子さんよねさんよねさんよねさんよね。。。。本当本当本当本当におにおにおにお久久久久しぶしぶしぶしぶりりりり。。。。覚覚覚覚えてえてえてえて

いるかしらいるかしらいるかしらいるかしら。。。。ほらほらほらほら智恵智恵智恵智恵よよよよ。。。。こっちはこっちはこっちはこっちはミレイユミレイユミレイユミレイユ。。。。私私私私のののの娘娘娘娘」」」」黒一色黒一色黒一色黒一色にににに身身身身をををを包包包包

んだんだんだんだ智恵智恵智恵智恵はははは微笑微笑微笑微笑んでんでんでんで、、、、信子信子信子信子のののの前前前前にににに座座座座ろうとしたろうとしたろうとしたろうとした。。。。    

    

「「「「すみませんすみませんすみませんすみません、、、、パリパリパリパリにはにはにはには知知知知りりりり合合合合いはいはいはいは、、、、、、、、でもでもでもでも、、、、ああああああああ思思思思いいいい出出出出したわしたわしたわしたわ。。。。智恵智恵智恵智恵

さんさんさんさん。。。。まだいたのねまだいたのねまだいたのねまだいたのね。。。。日本日本日本日本にににに帰帰帰帰っているとっているとっているとっていると思思思思っていたわっていたわっていたわっていたわ」」」」    

    

「「「「そのつもりだったけどそのつもりだったけどそのつもりだったけどそのつもりだったけど、、、、だけどだけどだけどだけど今今今今もこうしてもこうしてもこうしてもこうしてフランスフランスフランスフランスにににに住住住住んでいるのんでいるのんでいるのんでいるの。。。。

でもでもでもでも今日今日今日今日はははは日本日本日本日本へへへへ少少少少しししし帰帰帰帰るのよるのよるのよるのよ。。。。あなたもあなたもあなたもあなたも？」？」？」？」    

    

信子信子信子信子はははは昨日昨日昨日昨日フランスフランスフランスフランスにににに着着着着いたことをいたことをいたことをいたことを説明説明説明説明しししし、、、、これからこれからこれからこれからトゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズへへへへ向向向向

かうこともかうこともかうこともかうことも少少少少しししし簡単簡単簡単簡単にににに話話話話したしたしたした。。。。昔信子昔信子昔信子昔信子とととと智恵智恵智恵智恵ははははアリアンセアリアンセアリアンセアリアンセ････フランセーフランセーフランセーフランセー

ズズズズというというというというフランスフランスフランスフランス語学校語学校語学校語学校でででで知知知知りりりり合合合合ったったったった。。。。何何何何ヶヶヶヶ月月月月かかかかクラスクラスクラスクラスがががが一緒一緒一緒一緒になったになったになったになった

ときときときときクラスクラスクラスクラスがががが終終終終わるとわるとわるとわると調度裏側調度裏側調度裏側調度裏側にあるにあるにあるにある小小小小さなさなさなさなカフェカフェカフェカフェでよくでよくでよくでよくエキスプレソエキスプレソエキスプレソエキスプレソ

をををを一緒一緒一緒一緒にににに飲飲飲飲んだことがあるんだことがあるんだことがあるんだことがある。。。。もうもうもうもう二人二人二人二人ともともともともエキスプレッソエキスプレッソエキスプレッソエキスプレッソをををを殆殆殆殆どどどど飲飲飲飲めなめなめなめな

くなってしまっているくなってしまっているくなってしまっているくなってしまっている。。。。    

    

智恵智恵智恵智恵はははは以前以前以前以前はどこかはどこかはどこかはどこか自分自分自分自分のののの前前前前にいるにいるにいるにいる女性女性女性女性にににに打打打打ちちちち解解解解けることはなかったのけることはなかったのけることはなかったのけることはなかったの

にににに、、、、なぜかなぜかなぜかなぜか何十年何十年何十年何十年ぶりにあうぶりにあうぶりにあうぶりにあう信子信子信子信子にににに疑心疑心疑心疑心のののの気持気持気持気持ちもなくちもなくちもなくちもなく素直素直素直素直にににに今失業今失業今失業今失業にににに
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なりなりなりなり、、、、これからのこれからのこれからのこれからの生活生活生活生活をををを真剣真剣真剣真剣にににに考考考考えていることえていることえていることえていること少少少少しししし話話話話したしたしたした。。。。智恵智恵智恵智恵はははは会社会社会社会社

をやめさせられたのををやめさせられたのををやめさせられたのををやめさせられたのを機会機会機会機会にににに二週間娘二週間娘二週間娘二週間娘とととと日本日本日本日本へへへへ行行行行こうとこうとこうとこうと決決決決めためためためた。。。。安安安安いいいい飛飛飛飛

行機会社行機会社行機会社行機会社をををを探探探探したらしたらしたらしたら台湾空港台湾空港台湾空港台湾空港ががががオルリーウエストオルリーウエストオルリーウエストオルリーウエストつまりつまりつまりつまりオルリーオルリーオルリーオルリー空港空港空港空港のののの

西側西側西側西側からからからから出出出出ていることがていることがていることがていることが分分分分かったかったかったかった。。。。このこのこのこの先先先先、、、、日本日本日本日本にはそうにはそうにはそうにはそう簡単簡単簡単簡単にはにはにはには帰帰帰帰れれれれ

ないとないとないとないと覚悟覚悟覚悟覚悟したしたしたした智恵智恵智恵智恵はははは今回日本今回日本今回日本今回日本にいるにいるにいるにいる老老老老いたいたいたいた母母母母のことものことものことものことも気気気気になったのでになったのでになったのでになったので

日本日本日本日本へへへへ帰帰帰帰ることをることをることをることを瞬時瞬時瞬時瞬時にににに決決決決めためためためた。。。。そしてこれからのことはそしてこれからのことはそしてこれからのことはそしてこれからのことはフランスフランスフランスフランスにににに戻戻戻戻

ってきてからってきてからってきてからってきてから決決決決めようとそれほどめようとそれほどめようとそれほどめようとそれほど気気気気にもとがめていなかったにもとがめていなかったにもとがめていなかったにもとがめていなかった。。。。    

    

信子信子信子信子のののの方方方方はまさかこんなはまさかこんなはまさかこんなはまさかこんな電車電車電車電車のののの中中中中でででで昔知昔知昔知昔知りりりり合合合合ったったったった人人人人とととと偶然偶然偶然偶然にめぐりにめぐりにめぐりにめぐり合合合合ええええ

るなんてるなんてるなんてるなんて。。。。何何何何かかかか分分分分からないからないからないからない渦渦渦渦のののの中中中中にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれていっているまれていっているまれていっているまれていっている自分自分自分自分にににに恐怖恐怖恐怖恐怖

さえもさえもさえもさえも覚覚覚覚えたえたえたえた。。。。これからのこれからのこれからのこれからの道道道道はこのはこのはこのはこのパリパリパリパリのののの空空空空のようなものかものようなものかものようなものかものようなものかも知知知知れないれないれないれない

まるでまるでまるでまるで未知数未知数未知数未知数でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、何何何何かわくわくするものをかわくわくするものをかわくわくするものをかわくわくするものを感感感感じていることもじていることもじていることもじていることも

真実真実真実真実だっだっだっだったたたた。。。。    

    

智恵智恵智恵智恵とのとのとのとの会話会話会話会話はほんのはほんのはほんのはほんの数分数分数分数分であったがであったがであったがであったが、、、、このこのこのこの地地地地にににに来来来来てててて初初初初めてのめてのめてのめての知人知人知人知人にににに会会会会

えたことがえたことがえたことがえたことが少少少少しししし嬉嬉嬉嬉しかったしかったしかったしかった。。。。    

    

最後最後最後最後にににに信子信子信子信子ははははトゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズでででで合流合流合流合流しないかとしないかとしないかとしないかと提案提案提案提案しているしているしているしている自分自分自分自分がいるこがいるこがいるこがいるこ

ともともともとも不思議不思議不思議不思議なななな感感感感じであったがじであったがじであったがじであったが、、、、これはもしかしたらいいこれはもしかしたらいいこれはもしかしたらいいこれはもしかしたらいい機会機会機会機会かもかもかもかも知知知知れなれなれなれな
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いしいしいしいし、、、、昔昔昔昔からからからから自分自分自分自分のののの道道道道をををを進進進進みみみみ、、、、独立独立独立独立したしたしたした考考考考えのえのえのえの彼女彼女彼女彼女をををを巻巻巻巻きききき込込込込むのはむのはむのはむのは悪悪悪悪くくくく

ないかもしれないとふとないかもしれないとふとないかもしれないとふとないかもしれないとふと信子信子信子信子のののの中中中中ででででシナリオシナリオシナリオシナリオのようなものがのようなものがのようなものがのようなものが浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がががが

ったったったった。。。。    

    

「「「「じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、私私私私たちはここでたちはここでたちはここでたちはここで降降降降りなきゃいけないからりなきゃいけないからりなきゃいけないからりなきゃいけないから。。。。今今今今のののの話考話考話考話考えてみるえてみるえてみるえてみる

けどけどけどけど、、、、たぶんたぶんたぶんたぶん無理無理無理無理」」」」横横横横にいたにいたにいたにいた娘娘娘娘もももも言葉言葉言葉言葉がががが分分分分かるのかかるのかかるのかかるのか首首首首をををを振振振振っているのがっているのがっているのがっているのが

見見見見えたえたえたえた。。。。    

    

「「「「じじじじゃあゃあゃあゃあ、、、、またまたまたまた電話電話電話電話でもしてほしいけどでもしてほしいけどでもしてほしいけどでもしてほしいけど」」」」あわててあわててあわててあわてて信子信子信子信子はははは鞄鞄鞄鞄にあったにあったにあったにあった紙紙紙紙

切切切切れにこれかられにこれかられにこれかられにこれから行行行行こうとしているこうとしているこうとしているこうとしている場所場所場所場所のののの住所住所住所住所とととと電話番号電話番号電話番号電話番号をををを書書書書いていていていて渡渡渡渡したしたしたした。。。。

フランスフランスフランスフランスにににに着着着着いたときいたときいたときいたとき空港空港空港空港のののの税関税関税関税関やややや警察警察警察警察でででで何度何度何度何度かかかか住所住所住所住所をををを書書書書いたのでいたのでいたのでいたので手帳手帳手帳手帳

をををを見見見見なくともなくともなくともなくとも書書書書くことができたくことができたくことができたくことができた。。。。    

    

先先先先にににに着着着着いたいたいたいたオルリーウエストオルリーウエストオルリーウエストオルリーウエストのののの駅駅駅駅、、、、オートマチックオートマチックオートマチックオートマチックののののドアドアドアドアががががブザーブザーブザーブザーのののの音音音音

とととと共共共共にににに閉閉閉閉まりまりまりまり、、、、二人二人二人二人はははは荷物荷物荷物荷物をををを引引引引きながらきながらきながらきながら振振振振りりりり向向向向きもせずきもせずきもせずきもせず少少少少しずつしずつしずつしずつ遠遠遠遠ざかざかざかざか

ってってってって行行行行くくくく姿姿姿姿をををを信子信子信子信子のののの目目目目はははは離離離離さなかったさなかったさなかったさなかった。。。。    
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    第八話第八話第八話第八話、、、、    礼子礼子礼子礼子のののの問題問題問題問題    

    

新新新新しいしいしいしいページページページページをををを開開開開いたとはいえいたとはいえいたとはいえいたとはいえ、、、、礼子礼子礼子礼子にはひっかかるものがにはひっかかるものがにはひっかかるものがにはひっかかるものが心心心心のののの隅隅隅隅にまにまにまにま

だあっただあっただあっただあった。。。。何故何故何故何故あのあのあのあの時時時時、「、「、「、「治治治治ってほしいさんってほしいさんってほしいさんってほしいさん」」」」とのとのとのとの関係関係関係関係をこんなにをこんなにをこんなにをこんなに簡単簡単簡単簡単

にににに切切切切ってしまったなんてってしまったなんてってしまったなんてってしまったなんて。。。。    

    

あれからあれからあれからあれからパリパリパリパリをををを離離離離れれれれラボールラボールラボールラボールのののの近近近近くのくのくのくの一軒家一軒家一軒家一軒家でででで今今今今はははは静静静静かにかにかにかに暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている。。。。

このこのこのこの家家家家のののの名義名義名義名義はははは一応自分一応自分一応自分一応自分のものとのものとのものとのものと言言言言えどそれはえどそれはえどそれはえどそれは書類上書類上書類上書類上だけでだけでだけでだけで税金逃税金逃税金逃税金逃れにれにれにれに

サインサインサインサインさせられたにさせられたにさせられたにさせられたに過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。それとはそれとはそれとはそれとは別別別別にいざにいざにいざにいざ今今今今のののの彼彼彼彼とのとのとのとの関係関係関係関係がうまがうまがうまがうま

くくくく行行行行かなくなったときにはこのかなくなったときにはこのかなくなったときにはこのかなくなったときにはこの家家家家をををを彼彼彼彼にににに譲譲譲譲るとるとるとると言言言言うううう一筆一筆一筆一筆をををを公証人公証人公証人公証人のとこのとこのとこのとこ

ろでろでろでろで別別別別にににに書書書書かされていたかされていたかされていたかされていた。。。。    

    

フランスフランスフランスフランス人人人人はそういうところにははそういうところにははそういうところにははそういうところにはハッキリハッキリハッキリハッキリしたしたしたした意思意思意思意思とととと態度態度態度態度をををを示示示示すすすす。。。。    

    

新新新新しくできたしくできたしくできたしくできた「「「「パックスパックスパックスパックス」」」」というというというというフランスフランスフランスフランスのののの制度制度制度制度はははは法律上法律上法律上法律上のあいまいなのあいまいなのあいまいなのあいまいな

財産関係財産関係財産関係財産関係をををを円滑円滑円滑円滑にするためにするためにするためにするため作作作作られられられられたようなもたようなもたようなもたようなも。。。。それはそれはそれはそれは夫婦夫婦夫婦夫婦でないでないでないでない同棲者同棲者同棲者同棲者

にもいざとにもいざとにもいざとにもいざと言言言言うときにうときにうときにうときに遺産相続人遺産相続人遺産相続人遺産相続人になれるになれるになれるになれる権利権利権利権利をををを保障保障保障保障したものだがしたものだがしたものだがしたものだが、、、、ここここ

のののの法律法律法律法律がががが意味意味意味意味するところはするところはするところはするところは同姓同姓同姓同姓つまりつまりつまりつまりホモホモホモホモややややレスビヤンレスビヤンレスビヤンレスビヤンにににに対対対対してもしてもしてもしても権利権利権利権利
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をををを保障保障保障保障したのでしたのでしたのでしたので、、、、一時世論一時世論一時世論一時世論でででで話題話題話題話題になったがそれでもになったがそれでもになったがそれでもになったがそれでも法律法律法律法律としてとしてとしてとして成立成立成立成立ささささ

れたれたれたれた。。。。野党野党野党野党であるであるであるである社会党社会党社会党社会党ののののパリパリパリパリ市長市長市長市長ののののドラノエドラノエドラノエドラノエ氏自氏自氏自氏自らがらがらがらが自分自分自分自分ははははホモホモホモホモであであであであ

ることをることをることをることを公表公表公表公表しししし賛同賛同賛同賛同したしたしたした。。。。日本日本日本日本だったらこんなことはありえないだったらこんなことはありえないだったらこんなことはありえないだったらこんなことはありえない。。。。なのなのなのなの

にこのにこのにこのにこの市長市長市長市長はそのあともはそのあともはそのあともはそのあとも未未未未だだだだ人気人気人気人気をををを誇誇誇誇っているっているっているっている。。。。    

    

このこのこのこの法律法律法律法律がががが出来出来出来出来たたたた後後後後でででで、、、、日本人女性日本人女性日本人女性日本人女性、、、、またはまたはまたはまたは日本人男性日本人男性日本人男性日本人男性ととととフランスフランスフランスフランス人男人男人男人男

性性性性のののの間間間間でもでもでもでも、、、、パックスパックスパックスパックスのののの加入加入加入加入はははは婚姻婚姻婚姻婚姻よりもよりもよりもよりも浸透浸透浸透浸透してしてしてしていったいったいったいった。。。。なのになのになのになのに結婚結婚結婚結婚

でもないでもないでもないでもない、、、、パックスパックスパックスパックスをしているをしているをしているをしている同棲同棲同棲同棲というのでもないというのでもないというのでもないというのでもない、、、、自分自分自分自分のののの立場立場立場立場はいはいはいはい

ったいなんなのだろうったいなんなのだろうったいなんなのだろうったいなんなのだろう。。。。今一緒今一緒今一緒今一緒にににに暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている人人人人にはにはにはには別別別別れられないれられないれられないれられないフラフラフラフラ

ンスンスンスンス人妻人妻人妻人妻とととと、、、、争争争争っているっているっているっている彼彼彼彼らのらのらのらの間間間間にはにはにはには幼幼幼幼いいいい男男男男のののの子子子子もいるもいるもいるもいる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼にににに

はそれにもましてはそれにもましてはそれにもましてはそれにもまして自分自分自分自分のののの地位地位地位地位をををを守守守守りたいりたいりたいりたい医者医者医者医者というというというという職業職業職業職業があるがあるがあるがある。。。。彼彼彼彼のののの妻妻妻妻

はははは仕事仕事仕事仕事でのでのでのでの同僚同僚同僚同僚だっただっただっただった。。。。    

    

礼子礼子礼子礼子はというとはというとはというとはというと、、、、京都京都京都京都のののの美大美大美大美大をををを卒業卒業卒業卒業してしてしてして少少少少しのしのしのしの間広告会社間広告会社間広告会社間広告会社にににに就職就職就職就職はしたはしたはしたはした

がががが 25252525 歳歳歳歳のときにのときにのときにのときに大都会大都会大都会大都会へへへへ来来来来るならいっそのこととるならいっそのこととるならいっそのこととるならいっそのことと会社会社会社会社のののの先輩先輩先輩先輩のののの知知知知りりりり合合合合

いがいるいがいるいがいるいがいるパリパリパリパリへとへとへとへと簡単簡単簡単簡単にににに考考考考えてえてえてえて来来来来てててて仕舞仕舞仕舞仕舞ったったったった。。。。世界世界世界世界のののの中中中中のののの芸術芸術芸術芸術のののの都都都都をををを中中中中

心心心心にににに時時時時にはにはにはにはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパをををを回回回回ってってってって小城小城小城小城などをなどをなどをなどを撮撮撮撮ってはってはってはっては、、、、一一一一、、、、二度二度二度二度グループグループグループグループ

展展展展をををを開開開開いてはいてはいてはいては見見見見たがたがたがたが、、、、このこのこのこの国国国国でででで仕事仕事仕事仕事をををを確実確実確実確実にににに得得得得るまでにはたどりつかなるまでにはたどりつかなるまでにはたどりつかなるまでにはたどりつかな

かったかったかったかった。。。。最初最初最初最初ははははヴォーグヴォーグヴォーグヴォーグなどでなどでなどでなどで活躍活躍活躍活躍するするするするプロプロプロプロののののカメラマンカメラマンカメラマンカメラマンをををを目指目指目指目指していしていしていしてい
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たがたがたがたが、、、、それだけではそれだけではそれだけではそれだけではパリパリパリパリのののの高高高高いいいいアパートアパートアパートアパート代代代代もももも払払払払えないえないえないえない。。。。いつのいつのいつのいつの間間間間にかにかにかにか

色色色色々々々々なななな仕事仕事仕事仕事をこなすようになったをこなすようになったをこなすようになったをこなすようになった。。。。    

    

生活生活生活生活のためにのためにのためにのために手手手手っっっっ取取取取りりりり早早早早いのがいのがいのがいのが免税店免税店免税店免税店、、、、日本料理店日本料理店日本料理店日本料理店、、、、旅行社旅行社旅行社旅行社、、、、ガイガイガイガイ

ドドドド、、、、、、、、、、、、ありとあらゆるものをありとあらゆるものをありとあらゆるものをありとあらゆるものを、、、、ついにはついにはついにはついにはアトリエアトリエアトリエアトリエのののの掃除掃除掃除掃除までまでまでまで仕事仕事仕事仕事としとしとしとし

たことがあるがたことがあるがたことがあるがたことがあるが、、、、40404040 代代代代もももも近近近近くなったころくなったころくなったころくなったころ、、、、パリパリパリパリ大学大学大学大学のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる国立東洋国立東洋国立東洋国立東洋

学校日本語科学校日本語科学校日本語科学校日本語科にににに入学入学入学入学しししし日仏翻訳日仏翻訳日仏翻訳日仏翻訳コースコースコースコースをををを取取取取りりりり無事卒業無事卒業無事卒業無事卒業してしてしてして、、、、今今今今のののの翻訳会翻訳会翻訳会翻訳会

社社社社でででで専属専属専属専属としてとしてとしてとして働働働働いてはいるがいてはいるがいてはいるがいてはいるが、、、、仕事仕事仕事仕事のののの割割割割にはたいしたにはたいしたにはたいしたにはたいした稼稼稼稼ぎにはならなぎにはならなぎにはならなぎにはならな

いいいい。。。。滞在許可証滞在許可証滞在許可証滞在許可証はははは学生学生学生学生のののの身分身分身分身分からからからから偶然偶然偶然偶然にもにもにもにもミッテランミッテランミッテランミッテラン大統領大統領大統領大統領がががが打打打打ちちちち出出出出しししし

たたたた政策政策政策政策でででで移民労働者移民労働者移民労働者移民労働者としてとしてとしてとして申請申請申請申請したらしたらしたらしたら、、、、なぜかなぜかなぜかなぜか簡単簡単簡単簡単にににに 10101010 年年年年のののの滞在滞在滞在滞在とととと労労労労

働働働働カードカードカードカードがががが降降降降りたりたりたりた。。。。    

    

翻訳会社翻訳会社翻訳会社翻訳会社ででででベルナールベルナールベルナールベルナールとととと出会出会出会出会いいいい、、、、まもなくしてまもなくしてまもなくしてまもなくして同棲同棲同棲同棲をををを始始始始めたがめたがめたがめたが、、、、ベルナベルナベルナベルナ

ールールールールはははは決決決決してしてしてして結婚結婚結婚結婚のののの話話話話はははは口口口口にしなかったにしなかったにしなかったにしなかった。。。。彼彼彼彼はははは一度一度一度一度もももも同棲同棲同棲同棲もももも結婚結婚結婚結婚などもなどもなどもなども

したこともないいわゆるしたこともないいわゆるしたこともないいわゆるしたこともないいわゆる独身貴族独身貴族独身貴族独身貴族であったがであったがであったがであったが、、、、礼子礼子礼子礼子とだけはとだけはとだけはとだけは同居同居同居同居とととと言言言言うううう

形形形形をとったをとったをとったをとった。。。。彼彼彼彼のののの収入収入収入収入はははは想像以上想像以上想像以上想像以上でででで礼子礼子礼子礼子ははははパリパリパリパリのののの 16161616 区区区区ののののセーヌセーヌセーヌセーヌ河河河河のほのほのほのほ

とりのとりのとりのとりの警備員警備員警備員警備員つきのつきのつきのつきのアパートアパートアパートアパート 121212120000 平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル以上以上以上以上でででで台所台所台所台所、、、、風呂場風呂場風呂場風呂場がががが大大大大

理石理石理石理石というというというという豪華豪華豪華豪華ななななアパートアパートアパートアパートにににに住住住住むことがむことがむことがむことが出来出来出来出来たたたた。。。。    

    



 79

「「「「これこれこれこれ以上以上以上以上のののの望望望望みってなんだろうみってなんだろうみってなんだろうみってなんだろう。。。。子供子供子供子供？」？」？」？」だがだがだがだが、、、、ベルナールベルナールベルナールベルナールはそれをはそれをはそれをはそれを

望望望望むこともなかったむこともなかったむこともなかったむこともなかった。。。。40404040 歳歳歳歳をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた礼子礼子礼子礼子もももも今更今更今更今更とととと言言言言うううう気気気気もしたもしたもしたもした。。。。だがこだがこだがこだがこ

れからのれからのれからのれからのフランスフランスフランスフランスでのでのでのでの自分自分自分自分のののの生活生活生活生活をををを守守守守るるるる一一一一つのつのつのつの手段手段手段手段になりえたことをになりえたことをになりえたことをになりえたことを知知知知

るすべになったのはるすべになったのはるすべになったのはるすべになったのは何年何年何年何年かたってからであったかたってからであったかたってからであったかたってからであった。。。。    

    

ベルナールベルナールベルナールベルナールがががが肺癌肺癌肺癌肺癌であったなんてであったなんてであったなんてであったなんて、、、、早期退職年金生活者早期退職年金生活者早期退職年金生活者早期退職年金生活者になるためのになるためのになるためのになるための最最最最

後後後後のののの検診検診検診検診をををを軽軽軽軽くくくく受受受受けたときけたときけたときけたとき、、、、医者医者医者医者からからからから本人本人本人本人をををを前前前前にしてにしてにしてにして告告告告げられたげられたげられたげられた。。。。彼彼彼彼はははは

まだまだまだまだ 57575757 歳歳歳歳になったばかりだったになったばかりだったになったばかりだったになったばかりだった。。。。    

    

「「「「相当悪相当悪相当悪相当悪いらしいいらしいいらしいいらしい」」」」何気何気何気何気なくなくなくなく検診検診検診検診からからからから帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたベルナールベルナールベルナールベルナールはははは台所台所台所台所でででで夕夕夕夕

食食食食をををを作作作作るるるる礼子礼子礼子礼子にそうにそうにそうにそう告告告告げるといつものようにげるといつものようにげるといつものようにげるといつものように夕食作夕食作夕食作夕食作りをりをりをりを手伝手伝手伝手伝ったったったった。。。。そのそのそのその

夜彼夜彼夜彼夜彼はははは 12121212 歳年下歳年下歳年下歳年下のののの礼子礼子礼子礼子をををを抱抱抱抱きながらきながらきながらきながら結婚結婚結婚結婚しようとしようとしようとしようと堅堅堅堅いいいい約束約束約束約束したしたしたした。。。。    

    

だがあれからわずかだがあれからわずかだがあれからわずかだがあれからわずか半年半年半年半年でででで彼彼彼彼はははは他界他界他界他界したしたしたした。。。。当時当時当時当時のののの医者医者医者医者はひとはひとはひとはひと月持月持月持月持つかどつかどつかどつかど

うかとうかとうかとうかと話話話話したがしたがしたがしたが、、、、結局結局結局結局はははは 6666 ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上もももも消消消消えそうなろうそくのえそうなろうそくのえそうなろうそくのえそうなろうそくの細細細細いいいい炎炎炎炎のののの命命命命

はははは続続続続いたいたいたいた。。。。    

    

「「「「あなたがいたからでしょうあなたがいたからでしょうあなたがいたからでしょうあなたがいたからでしょう」」」」携携携携わるわるわるわる医者医者医者医者はははは何度何度何度何度もこのやさしいもこのやさしいもこのやさしいもこのやさしい言葉言葉言葉言葉をををを

繰繰繰繰りりりり返返返返してくれたしてくれたしてくれたしてくれた。。。。    
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だがだがだがだが、、、、そんなそんなそんなそんな慰慰慰慰めはめはめはめは何何何何のののの足足足足しにもならないしにもならないしにもならないしにもならない。。。。    

    

約束約束約束約束はははは守守守守られなかったとられなかったとられなかったとられなかったと同時同時同時同時にににに、、、、礼子礼子礼子礼子にはにはにはにはベルナールベルナールベルナールベルナールのののの家族家族家族家族によるによるによるによる嫌嫌嫌嫌がががが

らせがらせがらせがらせが待待待待ちちちち構構構構えていたえていたえていたえていた。。。。彼彼彼彼とのとのとのとの子子子子のいないのいないのいないのいない自分自分自分自分にににに対対対対してしてしてして結婚結婚結婚結婚したこともしたこともしたこともしたことも

ないないないない以前以前以前以前のののの婚約者婚約者婚約者婚約者にはにはにはには 30303030 歳歳歳歳にににに近近近近くなったくなったくなったくなった息子息子息子息子までいたのだったまでいたのだったまでいたのだったまでいたのだった。。。。今住今住今住今住

んでいるんでいるんでいるんでいるアパートアパートアパートアパートはははは使用権使用権使用権使用権とととと言言言言うものがうものがうものがうものが行使行使行使行使されされされされ、、、、このこのこのこの先老先老先老先老いていていていて死死死死ぬまぬまぬまぬま

でででで住住住住むこともむこともむこともむことも出来出来出来出来たがたがたがたが、、、、彼彼彼彼のののの息子息子息子息子とそのとそのとそのとその母親母親母親母親がががが礼子礼子礼子礼子をををを追追追追いいいい出出出出すためにあすためにあすためにあすためにあ

くまでくまでくまでくまで法律上法律上法律上法律上でででで争争争争うとうとうとうと向向向向かってきたかってきたかってきたかってきた。。。。しかもしかもしかもしかもアパートアパートアパートアパートにににに掛掛掛掛かるかるかるかる費用費用費用費用はいはいはいはい

くらくらくらくら家賃家賃家賃家賃をををを払払払払わないとしてもわないとしてもわないとしてもわないとしても、、、、不動産税不動産税不動産税不動産税、、、、住民税住民税住民税住民税、、、、チャージチャージチャージチャージまでありとまでありとまでありとまでありと

あらゆるものがあらゆるものがあらゆるものがあらゆるものが想像以上想像以上想像以上想像以上にににに掛掛掛掛かることがかることがかることがかることが分分分分かったかったかったかった。。。。物件物件物件物件をををを売売売売ることのることのることのることの出出出出

来来来来るるるる息子息子息子息子にとってはにとってはにとってはにとっては礼子礼子礼子礼子はははは目目目目のののの上上上上ののののコブコブコブコブ以上以上以上以上のののの存在存在存在存在にしかないにしかないにしかないにしかない。。。。何度何度何度何度もももも

電話電話電話電話でそでそでそでそれとなくれとなくれとなくれとなく立立立立ちちちち退退退退きをきをきをきを迫迫迫迫るるるる息子息子息子息子にもにもにもにも閉口閉口閉口閉口していたしていたしていたしていた。。。。    

    

「「「「わずかわずかわずかわずか一週間一週間一週間一週間とととと言言言言うのにうのにうのにうのに、、、、もうおもうおもうおもうお金金金金のののの話話話話、、、、うんざりするわうんざりするわうんざりするわうんざりするわ」」」」何度何度何度何度もももも今今今今

ではなくてはならないではなくてはならないではなくてはならないではなくてはならない人人人人となったとなったとなったとなった担当医担当医担当医担当医であるであるであるであるジャンジャンジャンジャン＝＝＝＝ピエールピエールピエールピエールのののの前前前前でででで

話話話話しているうちにしているうちにしているうちにしているうちに、、、、彼彼彼彼からのからのからのからの同居同居同居同居のののの誘誘誘誘いがいがいがいが始始始始まったまったまったまった。。。。    

    

「「「「僕僕僕僕とととと一緒一緒一緒一緒にににに住住住住まないかまないかまないかまないか。。。。そうすればこんなことでそうすればこんなことでそうすればこんなことでそうすればこんなことで悩悩悩悩むむむむ必要必要必要必要もないしもないしもないしもないし、、、、

実実実実をををを言言言言うとうとうとうと君君君君にににに住住住住んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい家家家家があるがあるがあるがある」」」」    
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彼彼彼彼のののの強引強引強引強引さにはあきれさにはあきれさにはあきれさにはあきれ返返返返ってはいたがってはいたがってはいたがってはいたが、、、、長期滞在許可証長期滞在許可証長期滞在許可証長期滞在許可証とととと労働許可証労働許可証労働許可証労働許可証はははは

確保確保確保確保したといえどしたといえどしたといえどしたといえど、、、、これからもこのこれからもこのこれからもこのこれからもこの国国国国のののの国籍国籍国籍国籍のないのないのないのない異邦人異邦人異邦人異邦人がががが他国他国他国他国でででで住住住住むむむむ

ことなんてことなんてことなんてことなんて保証保証保証保証するものでもないするものでもないするものでもないするものでもない。。。。このこのこのこの年年年年になってになってになってになって、、、、アリアリアリアリととととキリギリスキリギリスキリギリスキリギリス

のののの話話話話ではないがではないがではないがではないが、、、、何何何何もももも蓄蓄蓄蓄えてこなかったえてこなかったえてこなかったえてこなかった自分自分自分自分ののののミスミスミスミスとととと言言言言えばそうかもしえばそうかもしえばそうかもしえばそうかもし

れないがれないがれないがれないが、、、、フランスフランスフランスフランス人人人人をををを鼻鼻鼻鼻でででで動動動動かしてきたようでありながらかしてきたようでありながらかしてきたようでありながらかしてきたようでありながら実実実実はははは自分自分自分自分へへへへ

のののの補償補償補償補償はははは何何何何もしてこなかったもしてこなかったもしてこなかったもしてこなかった。。。。むしろむしろむしろむしろ従順従順従順従順なままなままなままなまま過過過過ごしてごしてごしてごして来来来来たにたにたにたに過過過過ぎなぎなぎなぎな

いいいい。。。。    

しかもしかもしかもしかも、、、、彼彼彼彼からのからのからのからの約束約束約束約束のののの結婚結婚結婚結婚もももも病気病気病気病気がががが治治治治ってからなんてってからなんてってからなんてってからなんて、、、、夢夢夢夢のようなこのようなこのようなこのようなこ

とをとをとをとを考考考考えていたにえていたにえていたにえていたに過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。現実現実現実現実はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに甘甘甘甘いものではなかったいものではなかったいものではなかったいものではなかった。。。。結結結結

局一切局一切局一切局一切のののの書類書類書類書類をををを作作作作ったわけでもなくったわけでもなくったわけでもなくったわけでもなく彼彼彼彼はははは自分自分自分自分ひとりをひとりをひとりをひとりを残残残残してしてしてして誰誰誰誰にもにもにもにも何何何何もももも

告告告告げずげずげずげず他界他界他界他界してしてしてして行行行行ったったったった。。。。    

    

「「「「礼子礼子礼子礼子、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとう。。。。好好好好きなようにきなようにきなようにきなように生生生生きてくれきてくれきてくれきてくれ」」」」とととと言言言言うううう一言一言一言一言だけだけだけだけ残残残残してしてしてして。。。。

だからだからだからだから生生生生きてやるきてやるきてやるきてやる。。。。人人人人がががが目目目目のののの前前前前でででで死死死死んでいくのをんでいくのをんでいくのをんでいくのを経験経験経験経験したしたしたした人間人間人間人間はははは強強強強くなくなくなくな

るるるる。。。。悲悲悲悲しみのしみのしみのしみの涙涙涙涙はははは不思議不思議不思議不思議にほんのわずかなにほんのわずかなにほんのわずかなにほんのわずかな間間間間だけでだけでだけでだけで止止止止まったまったまったまった。。。。これがこれがこれがこれが八八八八

年年年年ものものものもの人生人生人生人生をををを共共共共にしたにしたにしたにした人人人人へのへのへのへの忠誠忠誠忠誠忠誠だろうかだろうかだろうかだろうか。。。。礼子礼子礼子礼子はははは頭頭頭頭のののの中中中中でででで小刻小刻小刻小刻みにみにみにみに自自自自

分分分分をあざけをあざけをあざけをあざけ笑笑笑笑うようにうようにうようにうように口元口元口元口元にににに笑笑笑笑みをみをみをみを浮浮浮浮かべたかべたかべたかべた。。。。    
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そしてそしてそしてそしてベルナールベルナールベルナールベルナールがなくなってからがなくなってからがなくなってからがなくなってから 2222 年後年後年後年後、、、、彼彼彼彼のののの母親母親母親母親がすいがすいがすいがすい臓癌臓癌臓癌臓癌でででで亡亡亡亡くくくく

なったなったなったなった。。。。    

    

彼女彼女彼女彼女もまたもまたもまたもまたパリジャンパリジャンパリジャンパリジャンらしくらしくらしくらしく、、、、このこのこのこのララララ・・・・ボールボールボールボールのののの海辺海辺海辺海辺にににに 70707070ＭＭＭＭ²²²²のののの海海海海がががが見見見見

えるえるえるえるアパートアパートアパートアパートをををを持持持持っていてっていてっていてっていて暮暮暮暮らしていたがらしていたがらしていたがらしていたが、、、、殆殆殆殆どあれからどあれからどあれからどあれから逢逢逢逢うううう事事事事はなくはなくはなくはなく

なっていたなっていたなっていたなっていた。。。。年年年年にににに 4444 回回回回クリスマスクリスマスクリスマスクリスマスとととと誕生日誕生日誕生日誕生日ににににプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントをををを贈贈贈贈りりりり、、、、どちらどちらどちらどちら

からかおからかおからかおからかお礼礼礼礼のののの電話電話電話電話がががが入入入入るというくらいのるというくらいのるというくらいのるというくらいの付付付付きききき合合合合いでしかいでしかいでしかいでしか国籍国籍国籍国籍のののの違違違違うううう義母義母義母義母

（（（（そうそうそうそう呼呼呼呼べるだろうかべるだろうかべるだろうかべるだろうか））））とのとのとのとの間間間間にににに残残残残っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった。。。。子供子供子供子供でもいたらでもいたらでもいたらでもいたら少少少少

しはしはしはしは違違違違っていたのかもっていたのかもっていたのかもっていたのかも知知知知れないがとふとれないがとふとれないがとふとれないがとふと思思思思うううう。。。。でもきっとでもきっとでもきっとでもきっと同同同同じではないじではないじではないじではない

だろうかだろうかだろうかだろうか。。。。最初最初最初最初からからからから彼女彼女彼女彼女はははは日本人日本人日本人日本人であるであるであるである自分自分自分自分をををを認認認認めてはくれなかったがめてはくれなかったがめてはくれなかったがめてはくれなかったが、、、、

ベルーナルベルーナルベルーナルベルーナルがががが病病病病にににに倒倒倒倒れてかられてかられてかられてから急速急速急速急速にににに彼女彼女彼女彼女はははは日本人妻日本人妻日本人妻日本人妻をををを頼頼頼頼りにしりにしりにしりにし始始始始めためためためた。。。。

礼子礼子礼子礼子もまたもまたもまたもまた、、、、そんなそんなそんなそんな義母義母義母義母がいとしくがいとしくがいとしくがいとしく思思思思えてえてえてえて急速急速急速急速にににに仲仲仲仲がよくなっていったがよくなっていったがよくなっていったがよくなっていった

がががが、、、、二人二人二人二人のののの義姉義姉義姉義姉はそれをはそれをはそれをはそれを好好好好ましくましくましくましく思思思思わなかったわなかったわなかったわなかった。。。。幸幸幸幸いにもいにもいにもいにもパリパリパリパリののののアパーアパーアパーアパー

トトトトははははジョンジョンジョンジョン＝＝＝＝ピエールピエールピエールピエールのののの忠告忠告忠告忠告でででで一部使用権一部使用権一部使用権一部使用権がががが生生生生まれまれまれまれ彼女彼女彼女彼女はそれをおはそれをおはそれをおはそれをお金金金金にににに

替替替替ええええ息子息子息子息子にににに明明明明けけけけ渡渡渡渡すすすすことにしたのだったことにしたのだったことにしたのだったことにしたのだった。。。。2222 年間年間年間年間のののの裁判裁判裁判裁判はははは長長長長かったがかったがかったがかったが未未未未

だにだにだにだに終終終終わってはいないわってはいないわってはいないわってはいない。。。。そんなそんなそんなそんな中中中中、、、、義母義母義母義母のののの死死死死はははは礼子礼子礼子礼子にとってはにとってはにとってはにとっては悲悲悲悲しいしいしいしい出出出出

来事以上来事以上来事以上来事以上にまたにまたにまたにまた、、、、何何何何かかかか法律的法律的法律的法律的なななな手続手続手続手続きごとがきごとがきごとがきごとが始始始始まるまるまるまる予感予感予感予感がしてならないがしてならないがしてならないがしてならない。。。。    
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＊＊＊＊    

    

5555 月月月月のののの晴晴晴晴れやかなれやかなれやかなれやかな日日日日にににに彼女彼女彼女彼女のおのおのおのお葬式葬式葬式葬式がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。義母義母義母義母ののののアパートアパートアパートアパートからわからわからわからわ

ずかずかずかずか 5555 分分分分ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの静静静静かなかなかなかな住宅街住宅街住宅街住宅街のののの中中中中ににににサンテレーズサンテレーズサンテレーズサンテレーズというというというという教会教会教会教会があったがあったがあったがあった。。。。

住宅住宅住宅住宅とととと松松松松ノノノノ木木木木にににに囲囲囲囲まれたそのまれたそのまれたそのまれたその教会教会教会教会はははは四方四方四方四方からからからから誰誰誰誰でもでもでもでも入入入入れるようにれるようにれるようにれるようにガラスガラスガラスガラス

張張張張りのりのりのりの大大大大きなきなきなきな扉扉扉扉でででで教会教会教会教会にはにはにはには珍珍珍珍しいしいしいしい低低低低いいいい天井天井天井天井でででで作作作作られていたられていたられていたられていた。。。。きっときっときっときっと住民住民住民住民

のののの反対反対反対反対でででで高高高高さがさがさがさが限限限限られたのだろうられたのだろうられたのだろうられたのだろう。。。。    

    

礼子礼子礼子礼子がががが一人一人一人一人でででで 10101010 時時時時にににに東側東側東側東側のののの入入入入りりりり口口口口にににに着着着着いてたたずんでいるといてたたずんでいるといてたたずんでいるといてたたずんでいると何十人何十人何十人何十人かかかか

のののの人人人人たちがたちがたちがたちが集集集集まってきたまってきたまってきたまってきた。。。。ジャンジャンジャンジャン＝＝＝＝ピエールピエールピエールピエールもももも礼子礼子礼子礼子をををを気遣気遣気遣気遣ってってってって参加参加参加参加したしたしたした

いといといといと言言言言ったのだがったのだがったのだがったのだが、、、、礼子礼子礼子礼子はははは頑頑頑頑なになになになに断断断断りこうしてりこうしてりこうしてりこうして喪服喪服喪服喪服のののの衣衣衣衣でででで立立立立ちでちでちでちで立立立立ってってってって

いるといるといるといるとサングラスサングラスサングラスサングラス姿姿姿姿ののののステファニーステファニーステファニーステファニーがそのがそのがそのがその前前前前をををを横切横切横切横切りりりり、、、、あるごあるごあるごあるご夫人夫人夫人夫人にににに挨挨挨挨

拶拶拶拶をするをするをするをする。。。。後後後後をををを振振振振りりりり返返返返ってやっとってやっとってやっとってやっと礼子礼子礼子礼子にににに気付気付気付気付いたかのようにいたかのようにいたかのようにいたかのように頬頬頬頬をををを突突突突きききき出出出出

してしてしてして挨拶挨拶挨拶挨拶をををを求求求求めてきためてきためてきためてきた。。。。    

    

「「「「元気元気元気元気をだしてをだしてをだしてをだして、、、、ステファニーステファニーステファニーステファニー」」」」礼子礼子礼子礼子がそれだけをがそれだけをがそれだけをがそれだけを言言言言うとうとうとうと返事返事返事返事もなくもなくもなくもなく別別別別

のののの陳列者陳列者陳列者陳列者のほうへのほうへのほうへのほうへ駆駆駆駆けけけけ寄寄寄寄っていたっていたっていたっていた。。。。    
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みんながあちらこちらでみんながあちらこちらでみんながあちらこちらでみんながあちらこちらで挨拶挨拶挨拶挨拶ののののキスキスキスキスをしているをしているをしているをしている。。。。だがだがだがだが、、、、喪服姿喪服姿喪服姿喪服姿はははは礼子一礼子一礼子一礼子一

人人人人でででで他他他他はははは普段普段普段普段のののの格好格好格好格好だっただっただっただった。。。。    

    

礼子礼子礼子礼子ははははマリオマリオマリオマリオをををを見見見見つけてつけてつけてつけて近近近近づきづきづきづき、、、、同同同同じことをじことをじことをじことを言言言言ったったったった。。。。マリオマリオマリオマリオははははステファステファステファステファ

ニーニーニーニーのののの旦那旦那旦那旦那ででででポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル人人人人なのかやはりなのかやはりなのかやはりなのかやはり彼彼彼彼もももも一人何故一人何故一人何故一人何故かかかか礼子礼子礼子礼子のようにのようにのようにのように浮浮浮浮

いていたいていたいていたいていた。。。。    

    

「「「「初初初初めてめてめてめてフランスフランスフランスフランスでおでおでおでお葬式葬式葬式葬式をををを経験経験経験経験するんだするんだするんだするんだ」」」」高揚高揚高揚高揚したしたしたした頬頬頬頬ののののマリオマリオマリオマリオのののの言葉言葉言葉言葉

はははは礼子礼子礼子礼子にににに身震身震身震身震いをいをいをいを起起起起こさせたこさせたこさせたこさせた。。。。    

    

そういえばそういえばそういえばそういえば 2222 年前年前年前年前、、、、ララララ････ボールボールボールボールにいながらにいながらにいながらにいながら仕事仕事仕事仕事があるとがあるとがあるとがあるとベルナールベルナールベルナールベルナールのおのおのおのお

葬式葬式葬式葬式ををををサボサボサボサボったことをふとったことをふとったことをふとったことをふと記憶記憶記憶記憶がががが陰陰陰陰るるるる。。。。    

    

棺棺棺棺のののの横横横横にはわずかなにはわずかなにはわずかなにはわずかな花花花花がががが置置置置かれかれかれかれ、、、、長長長長いいいい白白白白いいいい服服服服をををを着着着着たたたた背背背背のののの高高高高いいいい神父神父神父神父のののの話話話話とととと

賛美歌賛美歌賛美歌賛美歌がががが始始始始まるまるまるまる。。。。礼子礼子礼子礼子ははははバッグバッグバッグバッグからからからからベルナールベルナールベルナールベルナールのののの写真写真写真写真をををを出出出出しししし、、、、涙涙涙涙とととと共共共共にににに

棺棺棺棺のののの前前前前にににに行行行行きききき、、、、花花花花びらをそのびらをそのびらをそのびらをその上上上上にににに置置置置くくくく、、、、何何何何とととと言言言言うううう貧貧貧貧弱弱弱弱なななな棺棺棺棺だろうだろうだろうだろう。。。。礼子礼子礼子礼子

がががが送送送送ったったったった花束花束花束花束がががが一番大一番大一番大一番大きいようにきいようにきいようにきいように感感感感じられるじられるじられるじられる。。。。82828282 歳歳歳歳、、、、花木花木花木花木をををを愛愛愛愛しししし、、、、ベラベラベラベラ

ンダンダンダンダにににに花花花花をををを切切切切らすことはなかったらすことはなかったらすことはなかったらすことはなかった義母義母義母義母のののの最後最後最後最後にしてはにしてはにしてはにしては献花献花献花献花はほんのわずはほんのわずはほんのわずはほんのわず

かであったかであったかであったかであった。。。。二番目二番目二番目二番目のののの義姉義姉義姉義姉、、、、甥甥甥甥やややや姪姪姪姪たちがたちがたちがたちが礼子礼子礼子礼子にににに気付気付気付気付いてもいてもいてもいても話話話話しかけてしかけてしかけてしかけて
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くることはなかったくることはなかったくることはなかったくることはなかった。。。。礼子礼子礼子礼子はははは本当本当本当本当にににに一人一人一人一人だっただっただっただった。。。。でもでもでもでも今日今日今日今日ここへここへここへここへ来来来来たのたのたのたの

ははははベルナールベルナールベルナールベルナールのののの代表代表代表代表としてそしてとしてそしてとしてそしてとしてそして義母義母義母義母へのへのへのへの祈祈祈祈りのためだとりのためだとりのためだとりのためだと自分自分自分自分にににに言言言言いいいい聞聞聞聞

かせたかせたかせたかせた。。。。    

    

義母義母義母義母はそのはそのはそのはその後後後後、、、、サンナザールサンナザールサンナザールサンナザールにあるにあるにあるにある火葬場火葬場火葬場火葬場でででで焼焼焼焼かれかれかれかれ、、、、再再再再びびびびララララ････ボールボールボールボール    

エスクブラックエスクブラックエスクブラックエスクブラックのののの駅駅駅駅のののの裏裏裏裏にあるにあるにあるにある墓地墓地墓地墓地にににに帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた。。。。    

    

墓地墓地墓地墓地にはにはにはには大大大大きなきなきなきな墓石墓石墓石墓石がががが壮大壮大壮大壮大にににに並並並並びびびび、、、、いくつものいくつものいくつものいくつもの花束花束花束花束がががが置置置置かれているかれているかれているかれている。。。。義義義義

母母母母ををををステファニーステファニーステファニーステファニーたちがこのたちがこのたちがこのたちがこの墓地墓地墓地墓地でででで散骨散骨散骨散骨するとするとするとすると決決決決めめめめ、、、、家族家族家族家族のののの前前前前でででで片隅片隅片隅片隅にににに

設設設設けられたけられたけられたけられた散骨場散骨場散骨場散骨場にににに集集集集まるとまるとまるとまると芝生芝生芝生芝生のののの上上上上にににに彫彫彫彫られたられたられたられた直径直径直径直径 1111 メートルメートルメートルメートルぐらいぐらいぐらいぐらい

のののの円筒円筒円筒円筒ののののセメントセメントセメントセメント管管管管のようなものにのようなものにのようなものにのようなものに網網網網がががが載載載載せられせられせられせられ、、、、そのそのそのその上上上上にににに置置置置かれたいかれたいかれたいかれたい

くつものくつものくつものくつもの丸丸丸丸いいいい石石石石のののの上上上上にににに、、、、葬儀屋葬儀屋葬儀屋葬儀屋がががが持持持持ってきたってきたってきたってきた銅銅銅銅でででで出来出来出来出来たたたた水筒水筒水筒水筒のようなものようなものようなものようなも

のをかざしのをかざしのをかざしのをかざし、、、、上上上上ででででスイッチスイッチスイッチスイッチをををを回回回回すとすとすとすと筒筒筒筒からからからから義母義母義母義母のののの遺灰遺灰遺灰遺灰がががが落落落落ちていくといちていくといちていくといちていくとい

うものだったうものだったうものだったうものだった。。。。    

    

終終終終わってしまったわってしまったわってしまったわってしまった。。。。皆皆皆皆はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ帰帰帰帰るるるる準備準備準備準備をををを始始始始めているめているめているめている。。。。    

礼子礼子礼子礼子はこのはこのはこのはこの日日日日をををを待待待待っていたっていたっていたっていた。。。。ベルナールベルナールベルナールベルナールのののの灰灰灰灰をををを義母義母義母義母のそれとのそれとのそれとのそれと混混混混ぜてぜてぜてぜて一緒一緒一緒一緒

にににに眠眠眠眠らせてあげようとらせてあげようとらせてあげようとらせてあげようと、、、、このこのこのこの日日日日をををを持持持持ちちちち続続続続けけけけベルナールベルナールベルナールベルナールのののの遺灰遺灰遺灰遺灰のふたをのふたをのふたをのふたを開開開開

けたのだったけたのだったけたのだったけたのだった。。。。    
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昨年昨年昨年昨年 1111 月月月月 1111 日日日日からからからからフランスフランスフランスフランスではではではでは法律法律法律法律でででで遺灰遺灰遺灰遺灰をををを勝手勝手勝手勝手にににに海海海海などへなどへなどへなどへ捨捨捨捨てることてることてることてること

もももも、、、、自宅自宅自宅自宅でででで持持持持ちちちち続続続続けることもならぬというけることもならぬというけることもならぬというけることもならぬという法律法律法律法律がががが制定制定制定制定されていたされていたされていたされていた。。。。だがだがだがだが

礼子礼子礼子礼子はははは未未未未だにだにだにだに彼彼彼彼のののの遺灰遺灰遺灰遺灰をそっとをそっとをそっとをそっと持持持持ちちちち続続続続けけけけ今日今日今日今日をををを迎迎迎迎えたのだったえたのだったえたのだったえたのだった。。。。    

    

みんながみんながみんながみんなが振振振振りりりり向向向向いたいたいたいたスキスキスキスキにににに礼子礼子礼子礼子ははははビニールビニールビニールビニールのののの袋袋袋袋にににに入入入入れたれたれたれた少少少少しのしのしのしの遺灰遺灰遺灰遺灰をそをそをそをそ

のののの上上上上にににに分分分分からないようにからないようにからないようにからないように重重重重ねたねたねたねた。。。。    

    

「「「「さようならおさようならおさようならおさようならお義母義母義母義母さんさんさんさん、、、、さようならさようならさようならさようならベルナールベルナールベルナールベルナール、、、、これでよかったんでこれでよかったんでこれでよかったんでこれでよかったんで

しょうしょうしょうしょう」」」」    

口口口口にににに出来出来出来出来ないないないない心心心心のののの呟呟呟呟きをきをきをきを何度何度何度何度もももも口口口口のののの中中中中でででで繰繰繰繰りりりり返返返返したしたしたした。。。。    

「「「「残残残残りはりはりはりは大西洋大西洋大西洋大西洋のののの海海海海にににに眠眠眠眠ってくださいってくださいってくださいってください」」」」    

    

ベルナールベルナールベルナールベルナールがなくがなくがなくがなくなったときなったときなったときなったときステファニーステファニーステファニーステファニーははははパリパリパリパリにににに来来来来たがたがたがたが色色色色々々々々手続手続手続手続きをきをきをきを

するのでもなくするのでもなくするのでもなくするのでもなく、、、、礼子礼子礼子礼子にはすぐににはすぐににはすぐににはすぐに遺灰遺灰遺灰遺灰にするようににするようににするようににするように求求求求めたもののおめたもののおめたもののおめたもののお葬式葬式葬式葬式

費用費用費用費用をををを分担分担分担分担するでもなくするでもなくするでもなくするでもなく、、、、勝手勝手勝手勝手におにおにおにお葬式葬式葬式葬式をををを決決決決めてめてめてめて帰帰帰帰っていったっていったっていったっていった。。。。礼子礼子礼子礼子にににに

はははは考考考考えるえるえるえる時間時間時間時間もなくいつのもなくいつのもなくいつのもなくいつの間間間間にかにかにかにか家族家族家族家族からはからはからはからは焼焼焼焼くものだとくものだとくものだとくものだと礼子礼子礼子礼子にににに求求求求めてめてめてめて

いったいったいったいった。。。。    
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今考今考今考今考えればあれはどういうことだろうえればあれはどういうことだろうえればあれはどういうことだろうえればあれはどういうことだろう。。。。同棲妻同棲妻同棲妻同棲妻であるであるであるである自分自分自分自分がががが何何何何もももも決決決決めずめずめずめず、、、、

指示指示指示指示だけされてだけされてだけされてだけされて一銭一銭一銭一銭のおのおのおのお葬式代葬式代葬式代葬式代もなかったもなかったもなかったもなかった。。。。そのそのそのその時礼子時礼子時礼子時礼子はせめてとはせめてとはせめてとはせめてと最高最高最高最高

のののの棺棺棺棺をををを買買買買いいいい、、、、最高最高最高最高のののの花束花束花束花束をををを飾飾飾飾ったったったった。。。。火葬場火葬場火葬場火葬場はははは入入入入りきれないほどのりきれないほどのりきれないほどのりきれないほどの人人人人とととと花花花花、、、、

涙涙涙涙でででで一日一日一日一日がががが終終終終わったわったわったわった。。。。    

    

今回今回今回今回のようにのようにのようにのように涙涙涙涙があまりないおがあまりないおがあまりないおがあまりないお葬式葬式葬式葬式はどこかはどこかはどこかはどこか逆逆逆逆にににに寂寂寂寂しいしいしいしい。。。。まるでまるでまるでまるで簡単簡単簡単簡単なななな

儀式儀式儀式儀式がががが形式的形式的形式的形式的にににに行行行行われたにわれたにわれたにわれたに過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。見栄見栄見栄見栄でででで行行行行われたわれたわれたわれた教会教会教会教会でのでのでのでの儀式儀式儀式儀式。。。。義義義義

母母母母はもうはもうはもうはもう 30303030 年年年年もももも前前前前からからからから教会教会教会教会へはへはへはへは入入入入らないとらないとらないとらないと決決決決めていたにもめていたにもめていたにもめていたにも関関関関わらずわらずわらずわらず何何何何

故故故故ここでここでここでここで行行行行われなくてはならなかったのだろうとふとわれなくてはならなかったのだろうとふとわれなくてはならなかったのだろうとふとわれなくてはならなかったのだろうとふと思思思思ったったったった。。。。    

    

あれほどあれほどあれほどあれほど元気元気元気元気だっただっただっただった人人人人がこんなにがこんなにがこんなにがこんなに簡単簡単簡単簡単にににに逝逝逝逝くだろうかくだろうかくだろうかくだろうか。。。。    

    

「「「「礼子礼子礼子礼子にはにはにはにはママンママンママンママンののののアパートアパートアパートアパートはははは関係関係関係関係ないからねないからねないからねないからね」」」」耳元耳元耳元耳元ででででステファニーステファニーステファニーステファニーがががが

つぶやいてつぶやいてつぶやいてつぶやいて近近近近くにくにくにくに止止止止めていためていためていためていたベージュベージュベージュベージュ色色色色ののののプジョープジョープジョープジョー406406406406 にににに乗乗乗乗ってってってってマリオマリオマリオマリオ

とととと去去去去っていったっていったっていったっていった。。。。    

    

そのそのそのその日礼子日礼子日礼子日礼子ははははラボールラボールラボールラボールのののの海海海海をずっとをずっとをずっとをずっと見見見見つめていたつめていたつめていたつめていた。。。。これだけこれだけこれだけこれだけ広広広広いいいい浜辺浜辺浜辺浜辺がががが

他他他他にあるだろうかにあるだろうかにあるだろうかにあるだろうか。。。。白白白白いさらさらのいさらさらのいさらさらのいさらさらの砂砂砂砂、、、、近近近近くにはくにはくにはくには白白白白いいいい帆帆帆帆をつけたをつけたをつけたをつけた何隻何隻何隻何隻もももも

のののの二層式二層式二層式二層式ヨットヨットヨットヨット、、、、カタマロンカタマロンカタマロンカタマロンがががが置置置置かれているかれているかれているかれている。。。。右側右側右側右側にはどこまでもにはどこまでもにはどこまでもにはどこまでも続続続続くくくく
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浜辺浜辺浜辺浜辺がががが霞霞霞霞むほどむほどむほどむほど見見見見ええええ、、、、右側右側右側右側にはにはにはには浜辺浜辺浜辺浜辺にににに出来出来出来出来たたたたカフェカフェカフェカフェなどがなどがなどがなどがテーブルテーブルテーブルテーブルをををを出出出出

しているがしているがしているがしているが椅子椅子椅子椅子にはにはにはには誰一人誰一人誰一人誰一人としてとしてとしてとして腰掛腰掛腰掛腰掛けているけているけているけている人人人人もいないもいないもいないもいない。。。。静静静静かなかなかなかな海海海海、、、、

そしてそしてそしてそしてブルーブルーブルーブルー調調調調ののののパステルカラーパステルカラーパステルカラーパステルカラーのののの空空空空がががが少少少少しずつしずつしずつしずつ赤赤赤赤くくくく染染染染まるのをじっとまるのをじっとまるのをじっとまるのをじっと

見見見見つめていたつめていたつめていたつめていた。。。。    

    

「「「「こんなにこんなにこんなにこんなに綺麗綺麗綺麗綺麗だとだとだとだと今今今今までまでまでまで気付気付気付気付かなかったわかなかったわかなかったわかなかったわ」」」」礼子礼子礼子礼子はははは叫叫叫叫んだんだんだんだ。。。。    

    

浜辺浜辺浜辺浜辺をををを上上上上がるとがるとがるとがると歩道歩道歩道歩道がどこまでもがどこまでもがどこまでもがどこまでも続続続続いているいているいているいている。。。。そしてそしてそしてそして 10101010 メートルメートルメートルメートルおきおきおきおき

ぐらいにぐらいにぐらいにぐらいに固定固定固定固定されたされたされたされた白白白白いいいいベンチベンチベンチベンチ。。。。そこでもそこでもそこでもそこでも立立立立ちちちち止止止止まりまりまりまり礼子礼子礼子礼子はははは一人座一人座一人座一人座りりりり泣泣泣泣

いたいたいたいた。。。。週末週末週末週末にはにはにはには賑賑賑賑わわわわううううプラージュプラージュプラージュプラージュもももも今日今日今日今日はははは火曜日火曜日火曜日火曜日、、、、人人人人はいないはいないはいないはいない。。。。何度何度何度何度ここここ

こへこへこへこへ来来来来てもてもてもても礼子礼子礼子礼子はこのはこのはこのはこのスノーブスノーブスノーブスノーブなななな義母義母義母義母のののの浜辺浜辺浜辺浜辺がががが好好好好きになれないきになれないきになれないきになれない。。。。    

    

日本日本日本日本のののの砂浜砂浜砂浜砂浜のようなのようなのようなのような海藻海藻海藻海藻のののの匂匂匂匂いもないいもないいもないいもない、、、、潮潮潮潮のざらざらもないのざらざらもないのざらざらもないのざらざらもない。。。。ましてやましてやましてやましてや

マンションマンションマンションマンションのようにのようにのようにのように反対側反対側反対側反対側のののの歩道歩道歩道歩道にはにはにはにはアパートアパートアパートアパートがががが立立立立ちちちち並並並並びびびび、、、、揃揃揃揃いいいい、、、、白白白白くくくく

美美美美しいというのにしいというのにしいというのにしいというのに。。。。なんとなんとなんとなんと寂寂寂寂しいしいしいしい浜辺浜辺浜辺浜辺だろうだろうだろうだろう。。。。もうここにはもうここにはもうここにはもうここには二度二度二度二度とととと来来来来たたたた

くないくないくないくない。。。。    

    

礼子礼子礼子礼子はははは全全全全てをてをてをてを捨捨捨捨てここをてここをてここをてここを離離離離れるれるれるれる決心決心決心決心をををを一人一人一人一人でしていたでしていたでしていたでしていた。。。。    
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＊＊＊＊    

    

「「「「酔酔酔酔っているっているっているっている」」」」三杯目三杯目三杯目三杯目ののののポートワインポートワインポートワインポートワインをををを食前酒食前酒食前酒食前酒としてとしてとしてとして飲飲飲飲んだときんだときんだときんだとき、、、、礼子礼子礼子礼子

はそうはそうはそうはそう感感感感じたじたじたじた。。。。横横横横にいたにいたにいたにいたジャンジャンジャンジャン＝＝＝＝ピエールピエールピエールピエールのののの横顔横顔横顔横顔がなぜかがなぜかがなぜかがなぜかベルナールベルナールベルナールベルナールにににに

代代代代わっていたわっていたわっていたわっていた。。。。    

    

「「「「ねえねえねえねえ、、、、どうしてあなたはどうしてあなたはどうしてあなたはどうしてあなたは死死死死んだのんだのんだのんだの」」」」    

「「「「たかがたかがたかがたかが肺癌肺癌肺癌肺癌じゃないじゃないじゃないじゃない、、、、片方片方片方片方をををを切切切切ってしまえばってしまえばってしまえばってしまえば治治治治るはずなのにるはずなのにるはずなのにるはずなのに」」」」    

「「「「ねえねえねえねえ、、、、どうしてってどうしてってどうしてってどうしてって聞聞聞聞いているのよいているのよいているのよいているのよ」」」」礼子礼子礼子礼子はとてつもないはとてつもないはとてつもないはとてつもない意味意味意味意味のののの分分分分かかかか

らないらないらないらない質問質問質問質問ををををサロンサロンサロンサロンののののソファーソファーソファーソファーでくつろいででくつろいででくつろいででくつろいでテレビテレビテレビテレビをををを見見見見ているているているている肩幅肩幅肩幅肩幅のののの大大大大

きいそのきいそのきいそのきいその人人人人にしたにしたにしたにした。。。。    

    

「「「「礼子礼子礼子礼子、、、、何何何何をををを言言言言っているっているっているっている」」」」テレビテレビテレビテレビのののの音音音音をををを小小小小さくするためにさくするためにさくするためにさくするためにリモコンリモコンリモコンリモコンをををを探探探探

しししし始始始始めためためためたジョンジョンジョンジョン＝＝＝＝ピエールピエールピエールピエールにににに持持持持っているっているっているっている手手手手をををを伸伸伸伸ばしてもうばしてもうばしてもうばしてもう一度尋一度尋一度尋一度尋ねたねたねたねた。。。。    

    

「「「「聞聞聞聞いてるのよいてるのよいてるのよいてるのよ。。。。どうしてどうしてどうしてどうして殺殺殺殺されなきゃならないのかってされなきゃならないのかってされなきゃならないのかってされなきゃならないのかって。。。。あなたがやあなたがやあなたがやあなたがや

ったんでしょうったんでしょうったんでしょうったんでしょう」」」」本当本当本当本当にににに頭頭頭頭がふらふらだとがふらふらだとがふらふらだとがふらふらだと礼子礼子礼子礼子はははは思思思思ったがったがったがったが、、、、でもでもでもでも酔酔酔酔いがいがいがいが

冷冷冷冷めてめてめてめて来来来来るのもるのもるのもるのも早早早早かったかったかったかった。。。。    
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「「「「君君君君はははは酔酔酔酔っているんだっているんだっているんだっているんだ。。。。僕僕僕僕がががが誰誰誰誰かをかをかをかを殺殺殺殺したってしたってしたってしたって。。。。話話話話にならないにならないにならないにならない」」」」それでそれでそれでそれで

もももも彼彼彼彼はははは独独独独りりりり言言言言のようにのようにのようにのように続続続続けたけたけたけた。。。。    

    

「「「「殺殺殺殺したとしたとしたとしたと言言言言われればわれればわれればわれれば確確確確かにかにかにかに今今今今までにまでにまでにまでに何人殺何人殺何人殺何人殺したのだろうしたのだろうしたのだろうしたのだろう。。。。因果因果因果因果なななな商売商売商売商売

だよだよだよだよ。。。。誰誰誰誰にもにもにもにも認認認認めてもらえないんだめてもらえないんだめてもらえないんだめてもらえないんだ。。。。でもでもでもでも、、、、確確確確かにあのかにあのかにあのかにあのトゥールーズトゥールーズトゥールーズトゥールーズのののの

病院病院病院病院ではではではでは、、、、、、、、、、、、殺殺殺殺したかもしたかもしたかもしたかも知知知知れないれないれないれない」」」」横横横横にいるにいるにいるにいる礼子礼子礼子礼子がががが眠眠眠眠りについたのをりについたのをりについたのをりについたのを

確認確認確認確認したときしたときしたときしたとき、、、、独独独独りりりり言言言言のようにのようにのようにのように声声声声がががが出出出出たたたた。。。。だがだがだがだが礼子礼子礼子礼子はははは眠眠眠眠りについてはいりについてはいりについてはいりについてはい

なかったなかったなかったなかった。。。。むしろむしろむしろむしろ鮮明鮮明鮮明鮮明になるになるになるになる頭頭頭頭のののの中中中中でででで、、、、殺殺殺殺したっていったいしたっていったいしたっていったいしたっていったい誰誰誰誰をををを、、、、、、、、、、、、

いつなのいつなのいつなのいつなの、、、、、、、、、、、、どこでどこでどこでどこで、、、、、、、、、、、、何故何故何故何故、、、、、、、、、、、、何何何何をををを言言言言っているのっているのっているのっているの、、、、、、、、、、、、そのそのそのその疑疑疑疑

問問問問にににに身体身体身体身体がががが硬直硬直硬直硬直していくのをしていくのをしていくのをしていくのを感感感感じていたじていたじていたじていた。。。。((((つづくつづくつづくつづく))))…………………… 

 

 

 

 


