
         桶屋さん 

                崎村裕 

 「お風呂を直してみてえだが、どうでやしょなあ」お勝手口から桶屋さんの声がした。 

 「さあ、直してもらっても使いものになるかどうか」これは叔母の声である。 

 「さっき、見ただが、ま、大丈夫でやす。コンクリートの縁の下を叩いて割って、すぽっ

と抜いたあとに木の桶をはめやす。下の鉄板は傷んでいねえから」 

 「じゃま、やってもらいますかねえ、で、費用はどうなりますか」 

 「折半ということでどうでやしょう、家も入らせてもらうだから」 

 声は止んで、二人は風呂場に行ったようだった。私は、それまでカーテンの陰で読んでい

た表紙を新聞紙で包んだ雑誌を急いで鞄の奥に入れた。村越君から借りた「夫婦生活」だっ

た。妊娠とか出産は家庭科の沢野先生から習ったが、男女の性の最初のところが、分からな

かったのだが、やっと納得した。やはり、想像したとおり男のものを女のあそこに入れるの

だ。そのために勃起ということが起こるのだ。 

 風呂場に行くと、桶屋さんが、ハンマーで、コンクリートの床を軽く叩いていた。 

 「まず、こうやって、周りの床を剥がしやす。あ、よっちゃん、お風呂に入れるようにな

りやすよ」桶屋さんがいった。私の名は須崎善道、皆、私をよっちゃんと呼ぶ。 

 「じゃ、よろしく頼みます」といって叔母はどこかに行ってしまった。 

 桶屋さんは、先の尖った大きな鑿の頭をハンマーで叩き、少しづつコンクリートを壊して

いった。わたしが壊れた破片を片付けようとすると、 

 「あ、それはわしがやるから、危ねえでな、それから、もっと離れて、破片が眼に入りや

す」といった。 

 桶屋さんは一時間余り鑿の音をさせていたが、 

 「じゃ、奥さんまた明日またでやす」という声がした。 

 行ってみると、丸い浴槽の周りのコンクリートがきれいになくなって小石が顔を出してい

た。破片は洗い場に積み上げてあった。 

 翌朝、「夫婦生活」を村越君に返した。村越君はさっと周囲を見てから、すばやく鞄に仕舞

った。 

 「何なの、面白い本、わたしにも見せて」女子の一人が横から口を挟んだ。 

 「そんなのじゃないよ、子供には関係がない」村越君がいった。 

 「子供だって、じゃ、村越は子供じゃないっていうの」 

「子供さあ、これはおらちのあんちゃんのだ」 

「ふうん」女子は黙った。 

 しかし、四時間目のホームルームの時間に突然持ち物検査があった。三年生の校風委員

が三人来た。 

「では、机と鞄の中のものを全部机の上に出してください」 

わたしは村越君の方を見たが別段慌てているふうではなかった。隅には担任の青柳先生が



腕組みをしている。普段は優しいが、生徒のわずかの弱点を掴んでいて、ときどき、どきっ

とするようなことをいうので、皆恐れていた。三年生が一人一人点検していく。ベーゴマと

か花札が没収された。村越君の点検が始まったが、何事もなかった。あとで訊くと、「夫婦生

活」は家庭科の先生に預けたのだという。 

「沢野先生は生徒の秘密を守ってくれるから」 

「でも、どうやって頼んだの」 

「あんちゃんの雑誌を見ていて、うっかり鞄の中に入れちゃったっていったんだ」 

「それで、先生は何て」 

「わかりました。ではそれは先生と二人だけの秘密にしましょうね、だって。今日持ち物

検査があるってのも沢野先生に聞いたんだ」といった。 

  

家に帰ると丸いコンクリートの浴槽は風呂場の外の地面に出ていて、桶屋さんは底の鉄板

の縁のコンクリートを叩いていた。 

「この重いの、どうやって出したの」と訊くと、 

「それは商売でやすから、この仕事をやって三十年で、本所深川で、大空襲に会って、家

も何も丸焼けになっただが、女房と娘とわしの命が無事だったのだけが何よりで。ま、梃子

の応用でやすよ。浴槽の下にパールを入れて、少しづつ持ち上げて」 

話しているうちに鉄板の縁のコンクリートが壊れて、一メートルくらいのパールを鉄板の

下に入れたがうまく入らない。パールの下に丸太を差し、パールをハンマーで叩き、十分入

ったところで、パールの先端を押すと、鉄板が外れ、煉瓦が現れた。 

「こりゃ、煙突も潰れている、ま、これから先はあしたにしやしょう」桶屋さんは道具を

仕舞った。 

 

桶屋さんは松平百助さんといった。去年の秋、世話人の長治郎さんが来て、家の東に建っ

ている鶏小屋を貸してもらえないかといったのだった。借りたいという人は、東京の下町で

桶屋をやっていたが、空襲で丸焼けになって、兄の家とか、奥さんの実家などを転々として

いたが、幾分蓄えも出来たので、適当に直して使いたいというのだ。小屋は父が在世中鶏を

飼っていたのだが、何年も放置されていたので藁屋根は腐って落ち、雨は容赦なく降り注い

だ。 

「あんなあばら屋でいいんですかね」と叔母がいったが、桶屋さんは器用だからすべて直

すということだった。 

数日後、ひょろりと痩せた桶屋さんが来て、柱を立て、床を張って、五週間ほどで、人が

住めるような家になった。西側に押入れ付の四畳半が出来、隣がコンクリート打ち放しの仕

事場で、東側にはやはり押入れ付の四畳半と台所が出来ていた。屋根はトタン葺きだった。 

「これからお世話になりやす」と、一回りは若く見えるほっそりとした都会風な奥さんと

石鹸セットをもって挨拶に来た。 

「敦子です。よろしくお願いします」と奥さんはいった。 

「もうひとり、昼間は勤め、夜は定時制の高校へ行っている娘がいやすが、ご迷惑はかけ



ねえのでよろしくお願えしやす」 

「はあ、ご家族は三人ですか、まあまあ、娘さんがいれば張り合いですねえ」 

「家賃は三百円と聞きやしたが、それでいいですかい」 

「長治郎さんがいったとおりに、でも松平さんてお殿さんみたいな苗字で」叔母がいった。 

「はあ、どうして松平だかわしにも分かりしねが、みんなにそういわれるでやす。わしは

小学校を終えるとすぐ、東京の桶屋に丁稚奉公に出され、そこで桶造りを覚えたです。その

後、養子に入った家が松平だったんで」桶屋さんがいった。 

私の家は長楽寺という大きな寺の境内にある門寺の善勝寺だった。今回、長治郎さんが土

地台帳を調べたところ鶏小屋の下は長楽寺の土地になっていたという。しかし、長年私の家

で使ってきたので、誰もそのことに気がつかなかった。そんなことで、家に三百円、長楽寺

に二百円ということになったのだ。 

間もなく、家の周囲には長方形の板が積まれ、たくさんの竹竿が並ぶようになった。遊び

に行くと、板に鉋をかけているか、前庭で竹を割っていた。鉋は大小さまざまなものがあっ

た。中央が凸型になったのは、板に丸みを持たせるためということだったし、板の端を削る

のは普通の鉋の側面に歯がついていた。ミシンのような足踏み式の糸鋸もあった。 

「そいつは、底板を作るためでやす。少し高かったが思い切って買ったでやす。これから

漬物の季節だから、注文はどんどんはきやすな」 

「この取っ手は何？」 

「それはですなあ、台を手前に傾けるためでやす。左に回すと傾きやす」 

「傾くの」 

「桶というのは底よりも上の方が広いから、底板の切り口に傾斜をつけるためでやす」 

桶屋さんは手を休めて、取っ手を回すと、少しずつ台が傾いた。それから板切れに鉛筆で

図を描いて説明した。 

「まあ、漏斗、よっちゃんが学校でやる算術の逆さの三角錐の下を切ったのが桶でやすか

ら」 

「三角錐か、ふーん」 

「横板は難しいで、型板を使いやす。ま、奥さんのお裁縫の型紙と同じでやす」 

桶屋さんは棚の上の板を指した。墨付けをした長方形の板が並んでいた。 

「ふーん、算術じゃなくて、数学だけど、型板と違う注文がきたらどうするの」 

「普通は規格がありやすから、一斗、二斗、三斗、五斗とかな。めったにねえだが、そう

いうときは、まあ何とか考えやす」 

それから、桶屋さんは朝早くから働き、夜は仕事場に電灯が点いていた。春には東側の四

畳半の押入れの横に床柱が立ち、床の間が出来、掛け軸が下がっていた。 

 

焚き口の煙突を直し、鉄板の周囲に塗ったコンクリートが乾くと、桶屋さんは風呂桶を持

ってきた。鉄板の上に置いて木槌で少しづつ叩いていくとすっぽりと収まった。 

「うまい」私は思わず叫んだ。用意しておいたバケツの水を入れたが漏らない。 

「ま、この風呂桶は普通の桶と違って反りのない筒型なんで助かりやした」 



それから洗い場にセメントを塗り、ガラス戸を嵌めて一週間後に完成した。土曜日の午後

焚き初めをすることになった。釣瓶の井戸から汲んだ水が大バケツに十四杯入った。結構な

重労働だ。まず杉の枯葉に火をつけ、燃え上がったところで細い枝から入れる。薪は去年長

楽寺の杉林の剪定をした残りだ。 

「お風呂できたのね」桶屋さんの満州子さんが覗きに来た。満州子さんは私より、四っつ

くらい年上だろう。丸顔で、背は私より少し高いくらいだが、完全に大人である。隣町の高

校の定時制の三年生だと聞いている。 

「定時制って授業は夜なの」と訊いたことがある。 

「夕方五時二十分からなんだけど、会社は五時まででしょう、遅れちゃうんよ」 

「何時まで？」 

「授業は九時まで、それからお掃除して、クラブ活動」 

「何やってるの」 

「バレーボール、去年は九人いなくてチームにならなかったけど、今年はなんとか十三人

になったの、それから汽車に乗って、家に帰るのは十時過ぎね。朝は七時半の汽車だし」 

「満州子さんって偉いんだね」 

「そんなこともないけどさあ、でも学校へ行けば友達もいるし」というようなことだった。 

満州子さんは桶の蓋を取り、水に手を入れ、中蓋に触った。 

「五右衛門風呂だから中蓋がいるのね」といったので、鉄板の下から火を燃やす式のもの

は五右衛門風呂というのだと知った。今までは裏の家に貰いに行っていたのだが、文化風呂

とかいうので、桶の中に釜が突き出ていた。それから洗い場を点検し、焚き口に来た。焚き

口は台所の外で、穴倉のように一段低くなっている。 

「ふーん、穴熊の巣みたいね、でも案外落ち着くかもね、暇なときには私も焚こうかな、

でもダツイバがないね」 

「ダツイバって」 

「銭湯に行くとあるじゃない、服を脱ぐところ」 

「うちに来てから入ればいいよ、玄関の土間が広いから」 

風呂は沸くまでに二時間半もかかった。最初に入るのは誰かという問題が生じたが、結局

私になった。最初はとにかく湯が硬いし、焼けどをするかもしれないということだったが、

湯をよくかき混ぜ、水を少し足すと入れるようになった。五右衛門風呂だから中蓋を沈めな

ければならないので、少しづつ軀を湯に浸す入り方は出来ない。何度も湯を被ってから中蓋

に足を乗せて沈めていく。はじめは刺すような感じだったが、次第に慣れた。次に叔母が入

り、桶屋さん夫婦が来た。 

「お風呂いただきやす」と桶屋さん。 

「お風呂貰います」これは奥さんの敦子さんだ。 

土間が脱衣場だ。薄暗くなってきたので、客間の電灯から取ったソケットのスイッチを捻

った。 

「こんばんは、お風呂入れてもらいます」八時過ぎに満州子さんが来た。 

「もう、冷めているだらずから焚いてやれ」という叔母のことばに焚き口に降りた。小枝



を入れ、火吹き竹で火をつけ、薪を入れる。横の羽目板から光が出ているので何気なく覗く

と、中が丸見えだった。風呂桶から満州子さんの首が出ている。眼を閉じて気持ちよさそう

だ。と、大きな乳房が不意に眼前に現れた。立ち上がったのだ。顔は見えない。それから洗

い場に下りて髪を洗い始めた。石鹸をつけて泡だらけになる。焚き口に戻り、ゆっくりと用

心深く振り返ったがもちろん誰もいない。少しして、再び覗くと、今度はタオルを長く伸ば

して背中を洗っていた。乳房が左右に揺れる。腕、首、胸と洗っていく。 

「湯加減はどうです？」と訊いてみた。 

「ちょうどいいわよ、もう焚かなくていいでーす」と返事が返ってきた。 

焚き口から戻って学校から借りた「次郎物語」を読んでいると、 

「ごちそうさまでした」という声がした。 

 

一週間後、桶屋さん夫婦が入ったあと、 

「こんばんは、お風呂よばれやす」と聞きなれない女の人の声がした。 

「はーい、どうぞ」と叔母がいったが、 

「誰だやあ、知らね人だわな」といって、玄関の土間に行ってしばらく何か話していた。 

「実家の嫁さんだって、二年生の男の子連れてきたわ、あそびに来ただかやあ」といった。 

「ふーん」と私はいって「次郎物語」の最終巻に眼を戻した。誰が来ても別段驚くことは

ない。 

「まあ、冷めてるだらずから少し焚いてやれ」というので、焚き口に下りて、桶屋さんが

持ってきた鉋屑をいれると勢いよく燃え上がった。それから木の切れ端を入れる。隙間から

覗くと、女の人が、男の子の背中を洗っていた。二人の背中が見えただけだ。 

桶屋さんが、丸太を切ったのを幾つか持ってきたので、薪割りをした。丸太の上に丸太を

載せ、中心目がけて斧を振り下ろすときれいに二つに割れるが、中心を外すと土台の丸太が

倒れて、割った薪はあらぬ方向に飛んで行く。 

さらに一週間後、別な女の人が小学校一年生の男の子を連れてきた。 

「今度は桶屋さんの妹さんだって、それで丸太をいっぱい持ってきただなあ」と叔母がい

った。 

「いつも大勢でお風呂もらうで、そういうときは家で焚かせて貰いてだが、もちろん最初

はお宅で入ってもらいやすが」と桶屋さんがいってきた。 

「どうしたらいいだやあ」と叔母がいうので、 

「それならそれでいいじゃない」と私はいったが、羽目板の隙間を塞いでおかなければな

らないと気がついた。 

翌日、学校から帰ると、適当な板を捜して、墨を塗った。羽目板にはコールタールが塗ら

れている。板の先の方は釘で打ちつけ、手前の柱のところには錐で穴を開け、別の釘を通し

た。手前の釘を外すと、先の釘が蝶番になって、上下に動く。しかし先の釘の先端が羽目板

を通して、風呂場に出てしまった。そこで、釘をペンチで曲げて金槌で打ったが、金属色が

目立った。竈の煤を水で溶いて塗ってみたがうまくいかないので、結局、墨を塗っておいた。 

「今日はお風呂沸かさせてもらいやす」と一週間に一度は桶屋さんが風呂を沸かすように



なった。そのたびに何人かがやってきて入っていく。満州子さんが入るときには焚き口に座

りたいのだが、たいていは桶屋さんの奥さんがいた。実は隙間のからくりが発見されるので

はないかとびくびくしていたのだが、何事もなく過ぎた。 

「庇を貸して、母屋を取られるっていうが、本当だなあ、どっちのお風呂だか分からなく

なっちゃったわ」と、叔母が縫い物をしながら呟いた。叔母は母の妹で、母が亡くなった後

来たのだが、和服を縫って生計の足しにしていた。年の違う姉がいたのだが私が小学校四年

のとき亡くなった。 

「どうでやしょなあ、今年の暮れには餅を一緒につかせてもらえねえかと思って」 

十二月のある晩、お風呂から上がった桶屋さんは茶の間に来ていった。つくのはわしでも

いいし、若えもんもいやすから」 

「そうだいなあ」と叔母は答えを渋っていた。 

「なに、蒸す方も、もちろん一緒にやりやす」 

「そうですかいねえ」と曖昧なまま、一緒にやることになってしまった。 

母が、心臓麻痺で急逝してからは、餅は裏の家に頼んでついてもらっていたのだが、去年

からは私がついていた。一昨年、私は杵は握ったが、ふらふらになって倒れてしまった。し

かし、去年は何事もなくつくことができた。身体ができてきたのだった。杵は一人用である。

一臼二升を二臼ついた。 

暮の三十日、桶屋さん夫婦の他に、実家の嫁さんが男の子を連れ、妹も男の子を連れ、さ

らに農業高校三年生の実家の跡取りの弟という人も餅つき要員としてきた。前日、餅米を研

ぐために、敦子さんと実家の嫁さんがきた。叔母と私はその前に台所の掃除をした。不要な

ものは物置に片付けて、厚い埃を濡れ雑巾で拭っていく。叔母はぶつぶついったが、二人が

やってくると途端に愛想がよくなった。 

当日は朝早くから、火を炊き、戦場のような騒ぎだった。餅は家は二臼だが、実家は五臼、

妹の家は四臼、桶屋さんは三臼だった。私は家の二臼をついたが、他はほとんど高校三年の

人がついた。一度だけ桶屋さんが杵を握ったが、息が切れるといって、途中で交替した。相

どりはそれぞれの女性の役だった。 

「いやー、歳ですわなあ、前は何でもなかっただが、力仕事は若えしょうでやすなあ」と

桶屋さんはしきりに弁解した。 

つきたての餅は大根おろしで食べるのが一番である。とにかく美味い。男の子たちは走り

回ったあとは、黄粉や餡ころ餅を丸めるのを手伝った。午後一時過ぎに終わり、後片付けを

してから、みんなでお昼を食べた。お餅の他には豆腐汁と、沢庵とお葉漬けが出た。 

「甘い餅と沢庵、お葉漬けは合いやすなあ」桶屋さんがいうと、 

「ほんとだわなあ、やっぱ信州は野沢菜漬けですねえ」と敦子さんが相槌をうった。 

「本家の息子さんはご就職ですか」と、叔母がいった。 

「いや、それが、大学へ行くって聞かねです。兄も困っていただが、その気になったよう

で、一人くらいは大学出がいたっていいじゃねかってことです」 

「まあ、大学ですか、で、県内の」 

「いや、県内っていうと国立ですから、五教科全部があって、無理なんで、私立です。私



立は三科目だけですから」と高校三年生が答えた。 

「するとどこですか」 

「東京です」 

「まあ、東京」と、叔母は吃驚している。 

「やっぱしなあ、松平さんだから」 

「家は尾澤です」 

「いや、わしはこの前もお話したように松平って家に養子に行ったです。そのうちに義父

と義母が亡くなってしまって、まあそういうわけです」桶屋さんが説明した。 

「ああ、そうでした」叔母がいった。 

「三科目って何ですか」私が訊いた。 

「国語と英語と日本史です」 

「やっぱ英語があるんか」私は英語が苦手だった。というよりも、男子は皆先生をばかに

していて聞いていなかったので、先生は最前列に並ばせた一部の女子だけを相手に授業をし

ていた。 

「ぼくも英語は苦手なので、国語と日本史にかけています」息子がいった。 

そこへ満州子さんが来た。 

「さ、おめえもよばれれや」 

「はい」と満州子さんはおしとやかだ。お餅を食べながらときどき本家の息子の方を見る。 

「お二人は従兄妹ってことですか」叔母がいった。 

「まあ、そういうこっです。家んのは定時制だが」桶屋さんがいった。 

「定時制だっていいじゃない」、満州子さんが相槌を求めるように息子の方を見ていったが、

彼は一瞬困ったような顔になっただけだった。 

 

二年がたち、私は高校一年生になった。庭には秋明菊、秋海棠が咲き乱れていた。竹垣の

下にはサフランが紫の花をつけ、南天の実が赤くなっていた。満州子さんは定時制を卒業し

て、そのまま玩具工場に勤めていた。 

「おかげさんで、現場から事務の方に変えてもらいやして、簿記検定にも合格して、給料

も少しですが上げてもらいやした」と桶屋さんがいった。臨時工から本雇いになったという

ことらしかった。 

「満州子さんは努力家だから、楽しみですねえ」叔母がいった。 

「なになに、お宅のよっちゃんに比べれば、問題じゃねえだが」 

私は川向こうの普通高校に行っていた。普通高校だから、大学進学希望の生徒が多かった

が、私の進路は不透明だった。叔母は、役場にでも勤めて、傍らお寺の仕事をやればいいと

いっていたが、私は返事をしなかった。 

「この際だから奥さんにいうでやすが、満州子は敦子の子じゃないです。わしの最初の女

房は破傷風で亡くなって、世話する人があってのち添えに貰ったです。生まれは千葉県の松

戸だそうだが、一家で東京に出てきたでやすな。東京大空襲で、敦子の二親と妹は亡くなっ

たでやす。弟はブラジルにいやすが。満州子も大体は感ずいていやす」 



「まあまあ、そうですか、でも仲がいいですよねえ」 

「はあまあ、おかげさんで」 

本家の息子は予定どうり東京の私立の大学に行っていた。 

「それでですなあ、実は県の蚕糸協会で経理事務員の募集がありやして、一人の枠に五人

の応募があったですが、試しに受けてみたら受かっちまって、それで、来月からそっちへ行

くことになったです。はあ」 

「それはそれはご出世で、たいしたもんで」 

「今の会社の社長さんも残念だが、いいといってくんなしたで、そこで、お願いでやすが、

ごく簡単なお祝いをしてえで、お座敷貸してもらえねかと思いやして。何、十人くらいでや

すが、料理は取ったり、家でつくりやす」 

「え、座敷を、まあ、いいですけど」 

「決して、ご迷惑はおかけしねから、奥さんにも、よっちゃんにも出てもらいてだが」と

いうことだった。 

会に出席するのはいいが、お祝いを包まなければならないので、その後しばらく叔母はぶ

つぶついっていた。迷惑はかけないということだったが、何故か家のお勝手を使うことにな

った。そのために、半日かけて、片付けをし、雑巾をかけた。 

当日は朝早くから敦子さんの他に本家の嫁さんと妹さんが手伝いに来た。叔母も一緒にな

って働いた。十人くらいということだったが、十八人も来たので、襖を外して十二畳の客間

も使った。 

会社の専務という人が挨拶した。 

 「社長は出張なので、不肖私が代理で参りました。満州子さんには四月から当社の経理を

担当してもらっていましたが、今回、N 市の蚕糸協会の方に行かれることになりました。有

能な社員を失うのはまこと残念ですが、本人の前途を考えればこれもまたやむをえないかと

存じます。幸い、社長の姪御さんが満州子さんのあとを引き継ぐことになりました。満州子

さんとご一家の皆様のますますのご発展とご健勝を祈念いたすものでございます。あ、それ

からそこにいる村越君ですが、三月まで当社の営業課長として手腕を発揮していただいてい

ましたが、四月から N市の水道会社に替わられました。当社は二人の有能な社員に去られた

わけでございます。しかし、お二人は若い、これからご結婚、おめでたということが当然あ

るわけでございまして、そうしたら、わが社の玩具をどんどん買って宣伝していただきたい

と思います。満州子さんはもちろん汽車で通勤されるわけでしょうな、すると村越君と一緒

になることもあるわけで、これはひょっとしたら、いやこれは失礼いたしました」 

 村越といわれた人は軽く会釈した。私は、ずっとその人が誰かに似ていると思っていたの

だが、そのとき突然、似ているのは中学のときの村越君だと気がついた。村越君はN市の工

業高校へ行ったが、そのお兄さんに違いなかった。同時に「夫婦生活」という雑誌も思いだ

して顔に血がのぼった。 

 もう一人、会社の同僚という女の人が挨拶してから満州子さんが立った。 

 「あの、せっかく経理の方もなれたのに、急に蚕糸協会の方に行くことになってしまって

申し訳ありません。試しにと思って受けたのですが受かってしまったんです。本当です。で



も、県庁のあるN市に行ってみたかったんです。それなのにこんなふうに送別会まで開いて

いただいて、本当にありがとうございました。済みませんでした」といって、ハンカチで涙

を拭った。最後に桶屋さんが挨拶した。 

 「えー、本日は満州子のためにこんなに多くの皆様に集まってもらいやして、本当にあり

がとうございやした。ふつつかな娘ですが今後ともよろしくお願いしやす」といって、まず

専務に、それから皆に頭を下げ、座った。   

 その後は宴会になったが、私はお酒は飲めないので退席した。叔母も一緒だった。といっ

て、お勝手と茶の間はごったがえしているので居場所がない。何となく風呂の焚き口に行く

と、手ごろな樽が転がっていた。近頃は桶屋さん夫婦が風呂の管理をするので、焚き口には

もう長いこと座ってなかった。樽を起こすと、適当な椅子になった。前を見ると座布団があ

った。樽に座布団を乗せて火を焚いているのだ。なかなか座り心地がよい。穴倉のようにな

っているので、地面に座ってしまうと、外の景色が見えないが、これだとよく見える。覗き

穴を思いだして調べたが変わりはなかった。図書館から借りてきた本を読むことを思いつい

た。島崎藤村の「破戒」、「春」、と読み、「新生」にかかっている。主人公と姪との話が延々

と続いているが、何が起こったのか遠まわしで分かりにくいが、要するに性的なことがあっ

たらしい。活字に眼を落とすとたちまち四十ページくらい読んでしまった。とにかく落ち着

くのだ。 

 数日後の夕方、桶屋さんと、あの村越さんがきた。 

 「ひとつまたお願えがあってきやしたが、こちらの村越さんの頼みだが」 

 私は学校から帰ったところだった。 

 「先日はお世話になりました。ぼくはそのフォークダンスのサークルに入っていまして、

今までは隣町の家の広間を借りて練習していたんですが、都合でそこが駄目になって、何処

かないかと探していたんですが、先日お邪魔して、ここのお宅をお借りできないかと思いま

して、もちろんお礼はいたします」 

 「ダンスってあの男と女が抱き合ってする踊りですか」叔母がいった。 

 「いや、社交ダンスと違います。フォークダンスで、もっと健全といいますか特定の男女

が組になるということはありません。フォークというのは民族の意味で、民族舞踊です」 

 「でも、ここじゃ踊るには狭すぎるでしょう」 

 「いや、八畳と十二畳で二十畳ありますから、大丈夫です。畳を傷めないように茣蓙を敷

きます。家具がありませんから簡単に茣蓙は敷けます、隔週で夜七時から、一時間半くらい

お願いしたいんですが」 

 現金が入るということで、叔母は乗り気になったようだった。世話人に相談して返事をす

ることになったが、別に世話人が二人の生活費を出しているのではないので否も応もなかっ

た。生活費は小学校の教員をしていた叔母の恩給と、やはり小学校の教員だった亡母の恩給

扶助料と叔母の和裁の手間賃、それから私が時々補助で行く、お葬式のお布施で成り立って

いた。私は中学一年のとき僧籍に入る得度をしていた。高校では奨学金を借りている。叔母

の夫は先年亡くなり、私より六歳年長の一人息子は大学の工学部を出て O電機という大手の

企業に勤めていた。 



 最初の日、六時半ころから人が集まりだした。叔母と私は茶の間にいるから姿は見えない。

と、突然レコードが鳴り出した。プレイヤーの電源は電灯線からとっている。あまりに大き

な音なのでラジオが何をいっているのか分からなくなった。 

 「では、まずコロプチカをやります。女性は庭側、男性は反対側に並んでください」先生

らしい女の人の声がした。一斉に起こった足音で、襖が揺れ、茶箪笥ががたがたいい、家全

体が震動した。 

 ひたすら我慢の一時間半が過ぎ、村越さんが顔をだした。 

 「どうもありがとうございました。これは今日の分ですが、はだかですみません」と、数

枚の百円札を出した。 

 叔母が受け取ると、 

 「これからは御礼は月に一回ということでお願いしたいんですが」 

 「はあ、ダンスってずいぶんやかましいものですね」 

 「すみません、でもこのお宅は造りがしっかりしているのか揺れません。前の家はひどか

ったです」 

 「松平さんとはお親しいようで」 

 「はあ、満州子さんと同じ会社でしたし、そんなことで、桶を何度か注文しまして」 

 「どうもお世話になりました」と、満州子さんが現れた。上品なベージュのスーツに髪を

現代風に短めにして、すっかり N市に通勤のお嬢さんといった雰囲気になっている。 

 「あれ、満州子さんもご一緒で」 

 「ええ、せっかくですので、はやりのフォークダンスくらい習っておこうと思って」 

 皆が立ち去った後は二つの電灯だけが寒々と光っていた。茣蓙は敷いたままだった。叔母

がそのままでいいといったのだ。 

 数日後の朝、本坊の寺男の佐平さんがきた。 

 「ごいんじょさんが、善勝寺ではダンス会場に表の間を貸しているのは本当か聞いてこい

っていいなして」 

 「はい、本当です」 

 「お寺でそんなことをするのは長楽寺の信用にもかかわるからやめるようにって」 

 「世話人の長治郎さんもいいっていってくんなしたですが。はい」 

 「長楽寺の総代から文句が出たですぞ」 

 「少しでも、生活費の足しになれば、と思いまして。長楽寺さんからは報恩講のときお米

をいただくだけですので」 

家では昔から常時境内の掃除をし、盆暮れと春秋のお彼岸には長楽寺の本堂の清掃をする

ので、一年間で米二斗は少ないと叔母は不満をいっていた。 

特に秋には大銀杏の葉が厚く積もり、これを片付けるのは大仕事なのだ。佐平さんは帰り、

以後文句はいってこなかった。 

 

 春になった。軒下にぶら下がっていたつららが毎日音を立てて溶け、庭の雪も日増しに少

なくなると、まず蝋梅と福寿草が咲いた。それからクロッカスが咲き、水仙が黄色い花を開



き、ヒヤシンスとチュウリップが続いた。竹垣は連翹と黄梅の花で一面黄色になった。 

 学校は春休みになっていた。桶屋さん夫婦は隣町商店街の福引が当たったとかで、一泊旅

行に出かけていた。久しぶりに風呂を沸かしたので、私と叔母が入った後、満州子さんを呼

びにいった。明かりが点いているので帰っている。声をかけると 

 「ありがとう」という返事が返ってきた。焚き口に座って薪を二本入れて、満州子さんを

待った。覗き穴を思いだして、穴の蓋を少しずらした。気がつかれないようにするためだ。

やがて足音がして、満州子さんの声がした。気配に覗くと湯を被っているところだった。前

よりも肩幅が広くなり、一回り大きくなった感じだった。そのとき再び扉が開いて、もう一

人が入ってきた。男性だ。しゃがむと顔が見えた。何と村越さんだった。満州子さんが湯船

に入り、村越さんは湯を被っている。湯船は一人用なのだ。満州子さんが上がると、村越さ

んが入った。満州子さんは髪を洗っている。二人は何かいったようだったが、聞き取れない。

髪を洗い終えた満州子さんが立ち上がると、村越さんも湯船の中で立ち、当然のように抱き

合ってキスをした。一瞬、村越さんの一物が見えたが、まるで急角度に天を指差しているよ

うだった。私は穴を離れた。それ以上は見るに耐えられなかったからだ。 

 「いらい手間とれたじゃねえか、薪の一本もくべてくればいいだわ」と、叔母がいった 

が、私は生返事をしただけだった。 

 あの一物が女性の膣の中に入るのだと、今度こそ完全に納得できた。私のものも最近は朝

など固くなっている。保健の授業などはそのもっとも肝心なところは省いているから、何か

茫漠とした感じなのだ。その夜はなかなか寝付けなかった。級友がマスターベーションとい

うようなことをいっていたが、どうすればいいのかは分からなかった。 

 

 その秋、満州子さんと村越さんは結婚した。 

 「村越さんのお袋さんと話して、婿養子でいいということになりやして、あの家は長男が

跡とってるだからな。一応、家も松平だから、この家を絶やしちゃならねえと思いやして、

淳二さんも承知してくんなして、はあ」桶屋さんが説明した。 

 「松平さんだから家柄はもういいんですものね」 

 「詳しいことは分からねだが、旧士族でやす。わしも名籍だけ継いだもんで」 

 「どうして松平さんに」 

 「いえ、何、桶です。注文の桶を届けているうちに、養子って話が出やして。無学なわし

でいいかって聞いただが、いいということで」 

 「そのときは世帯をもたれていたんですか」 

 「はあ、満州子も生まれていたでやす。養子になれば跡取りということで、兵役も免除さ

れるってもんで。それでも終戦の年に兵隊にとられて入隊したですが、終戦になったもんで、

外地には行かなかったです。それでですが、また、お座敷をお借りしてえと思って、式はお

宮で神式でやりやすが、親戚とか近所の披露宴ということで。勤めの関係の方は N市でやり

やす、はあ。毎度のこって申し訳ねえだが、それから住むところでやすが、今の西側の満州

子の部屋、広げてえだが、長楽寺の方へ、お願げえしてえでやすが」 

 「え、ここに住むんですか」 



 「はあ、婿養子だから」 

 「それは直接の方がいいんじゃないですか」 

 「そこを何とか」 

 「私は姉が亡くなってから来たんで、いわば留守番です」 

 桶屋さんの南側は長楽寺の畑で、大根や人参が育ち、その先には大豆が黄色くなっていた。

主に佐平さんが耕している。広げるとなれば、この畑に進出することになる。 

 披露宴には三十人近くが来たので、客間も使った。村越君には一年半ぶりに会った。工業

高校は実習が大変で、怪我人も出ることがあるという。電気工学科だといった。村越君は四

人きょうだいの末っ子で、すぐ上のお姉さんが隣に座っていた。 

 「お寺って静かでいいわねえ」といった。 

 私は N市の料亭で行われた披露宴にも招かれた。フォークダンスの会場は隣町の公民館に

移っていたが、会員が何人か来て、二人が何時ごろから親しくなったのかが話題になった。

フォークダンスの会からだという人もいれば、いや玩具工場のときからだという人もいて、

花婿、花嫁に聞いてみようということになったが、二人とも、想像にまかせると答えた。新

婚旅行先はハワイと司会者がいったが、事実は熱海のようだった。外国旅行は夢のような話

だった。 

 

 間もなく工事が始まった。地面を掘り下げたところにコンクリートブロックを埋め、その

上に土台の角柱を置いていく。ブロックの横には大根が大きくなっていた。 

 「本坊にちゃんと話しただらずなあ」さすがに心配になった叔母はいった。心配は的中し

て、ある朝、佐平さんが来た。 

 「何やらかすだか、ごいんじょさんがとても怒っていなさる」 

 私は佐平さんを桶屋さんに案内した。 

 「長楽寺さんには話してもらったと思っていただが」桶屋さんはけろりとしていった。 

 「直接話してくれっていったじゃないですか」叔母の声は珍しく震えていた。 

 「そうでしたかなあ」 

 「とにかく工事は止めて元通りにしてもらいてだが」佐平さんがいった。 

 「そこを何とか」 

 「松平さん、これはごいんじょさんに直接頼むか、総代さんに話すかしかないです」 

 「分かりやした、何とかしやす」ということだったが、どこでどう話がついたか工事は続

行された。二ヶ月足らずで、もともとあった四畳半の隣に立派な押入れつきの六畳間が出来

た。 

 「いろいろご迷惑かけたお詫びに一献差し上げたいだが」 

 「そんな、いいですよ、家はまだ高校生だし、私はお酒は飲まないし」 

 「佐平さんも来るから付き合ってもらいてだが」というわけで、初冬の日曜日に新装なっ

た六畳間で宴が開かれた。大根は収穫されていたが、六畳間の前は通路になって踏み固めら

れていた。客は長楽寺の村の世話人と佐平さん、村越家の当主の人と叔母と私だった。淳二

さんと満州子さんは席は用意してあったが接待係りだった。 



 「今日はごいんじょさんも、総代さんも都合が悪く、わしが代理です。この家の前は墓地

にしようって話が持ち上がっているです。何人もの人が墓地を欲しいって来たそうです。ま、

端からだんだんにということだから、今すぐってことはないと思うだが、そのときには返し

てもらうということで、いいですな。一筆いれてもらうということで、証文は出来たですか？」 

 桶屋さんが、一通の封書を渡した。 

 「えーと、保証人は長治郎さん、はんこもついてある。はい確かにお預かりしました」 

 世話人は封書を内ポケットに仕舞った。 

 「どうもいろいろありがとうございました」満州子さんがお酌して回った。 

 「こちらが、お婿さんで、お二人で仲良く N市へお勤めで、じゃ、朝は一緒に出られるで

すな」世話人がいった。 

 「いや、今までは、主人は実家の方にいましたから」 

 「ああ、そうか、じゃこれからは一緒ですな」 

 「さあどうですか」 

 「いや、ぼくの方が一列車早くいきます」淳二さんがいった。 

 「水道関係の会社だとか」 

 「いや、A建設会社で水道敷設もするってことです。その N支社です」 

 奥さんの敦子さんがお酌に来た。 

 「いやー、お若いですな、娘さんとそんなに違わないように見えます。これはうらやまし

い、まあ、ごいんじょさんもまだまだ若えのに一人だから」 

 「本当にお世話になるだけで、申し訳ありません」 

 「今日は、奥さんにお眼にかかれただけで、来たかいがあった」 

 「これでなかなかきついところもあるでやす」桶屋さんがいった。 

 「あっちの方がきついのはいいじゃないですか、問題は体力の方ですな、年相応ってこと

もありますな」というやりとりがあり、昼食が出ると間もなくお開きとなった。 

 数日後、叔母が 

 「敦子さんが夜、長楽寺から帰ってくるのを見たって人がいるそうだわ」といった。 

 「何に行ったのかね」と私は何気なくいったが、それには答えず、 

 「やだやだ、変な噂が立って」といった。長楽寺の住職はすらりと背の高い五十代くらい

の人で、大学卒業後、お寺を嫌って会社勤めをしていたが、太平洋戦争の少し前、先代の住

職が亡くなったのを機に帰郷してお寺を継いだ。住職になれば兵役は免除されるからという

のも理由の一つだったという。奥さんは結核で、臥せっていたが、戦時中に亡くなり、今は

八十近い母親と暮らし、一人息子は本山の大学に行っていた。佐平さんは夜は大体家に帰る。

私はときどきこの住職の後についてお葬式に行く。法衣と袈裟とにょう鈸と言う打楽器を持

ち、先方に着いたら、履物を揃え、法衣と袈裟を着せ、また畳むのが仕事である。読経のと

きは後ろに座って、にょう鈸を打ち、鉦を叩く。口数の少ない人で必要以外のことは喋らず、

酒を飲まないので、お斎になると早々に引き上げた。ピアノとチェロを弾き、N 市を中心に

した楽団に所属していた。あるお葬式の帰り、珍しく息子のことを口にしたことがあった。 

 「わしに似て、お寺は嫌だといっておってのう。卒業したら就職するといって、わしが動



けんようになったら帰るだと、仕方ないかなあ」 

 「就職ってどんな方面ですか」 

 「それが大阪の芸能プロダクションだと、ちゃんと給料貰えるのかといったんだが、こん

なところもわしに似たんかのう」住職は遠くの山を見た。山の上の空は夕焼けで真っ赤にな

っていた。 

 

 春になり私は高校三年生になった。進学向きのクラスが四つと就職向きのクラスが二つで

きた。就職向きのクラスには、商業一般、商業簿記、珠算という科目があった。私の進路は

決まらなかったが進学向きのクラスに入った。英語は週六時間、現代国語が週二時間、漢文

と古典が二時間づつあった。文系なので数学は三時間で、数学 Iと数学 IIの復習だった。社

会科は日本史である。 

 「よっちゃんも来年はいよいよ大学ですなあ」と桶屋さんがいったが、私は 

 「未定です」と答えた。本家の息子は大学を卒業して、東京の私立中学の先生になったと

いう。 

 夏休みが終わると就職ガイダンスがあったが、興味がなかったので出席しなかった。十月

になると就職試験が始まった。銀行、商事会社、証券会社、国鉄、電電公社、私鉄と求人は

いろいろあったが私はどこにも願書を出さないうちに就職試験の時期は過ぎた。 

 「どうするだやあ」と叔母がいったので、 

 「そのうちに役場で募集したら試験受けてみる」といった。 

 「だっておまえは役場はどうかといったとき返事しなかったじゃないか」 

 「うん、まあ」と私はことばを濁した。国立大学の授業料は年額九千円だった。まず役場

にでも勤めて当初の費用を貯めれば何とかなると考えた。それに今の学力では合格は覚束な

かった。一年間は勤めながら勉強するのだ。十二月に面接だけの簡単な試験があり、採用さ

れた。もう一人採用されたのは中学の同級の女子だった。 

 満州子さんのお腹が目立つようになったが、マタニテイーとかいう服を着て、その上にオ

ーバーコートを纏って通勤していた。三月、男の子が生まれた。お宮参りの披露はまた家の

座敷ですることになった。 

 「いいお座敷が出来たんだからっていったら、十数人が来るから狭いんだとさあ」と叔母

は諦めたようにいった。 

 四月、私は農業委員会の事務に配属された。最初の仕事は田畑の土地台帳を作ることだっ

た。面積、傾斜度、日照時間、土質などを数値化して、課税額を決めるのである。終日がら

がらと計算機を回して数値を書類に書き込んでいく退屈といえば退屈な仕事だった。お宮参

りに村越君が来るかと思ったが来なかった。有名な T電力に就職したという。赤ん坊には肇

という名前がついた。知り合いの占い師に見てもらったのだという。満州子さんは蚕糸協会

を退職して育児に専念することになった。 

 「ま、少しだが退職金も出たし、婿の勤めはしっかりしてるだから、婿も肇の顔を見たい

のかこの頃は早く帰ってきやす。よっちゃんも役場の勤めだから、お寺の仕事をやるにゃ具

合がよわすなあ」と桶屋さんはいった。 



 私はお寺をやるつもりはなかった。独立した寺院ならともかく、本坊に従属した寺なんて

まっぴら御免だった。今は大学進学のお金を貯めるための勤めなのだ。しかし、受験勉強の

方は一向に進んでいなかった。高校は卒業してしまったので模擬試験を受けることは出来な

いし、補習授業を受けるのも不可能だった。ラジオ講座と蛍雪時代の添削が唯一の頼りだっ

た。 

 満州子さんはときどき赤ん坊を抱いて出てきた。首の据わっていない赤ん坊を抱いてみた

が、壊れ物のようですぐに返した。赤ん坊はきょろきょろと眼を動かしていた。 

 「大丈夫よ、そんなにびくびくしなくても。よっちゃんは受験勉強してるんだってね、勤

めながら勉強って大変よね、私もそうだったけど」 

 「えっ、誰に聞いたんですか」 

 「そのくらい分かるわよ、ていっても、庶務課だかの恭子さん、中学の同級生なのよ」 

 恭子さんは他宗のお寺の娘さんで、お茶の時間になると玄関脇の小部屋で仕事をしている

私のところへお茶を運んで来て、しばらく喋っていった。私はつい、来年受験するつもりだ

といってしまったのだ。 

 五月になると六畳間の前に黒と赤の二匹の鯉のぼりがゆうゆうと泳ぎはじめた。コンクリ

ートの土台の本格的なものだった。六月、初節句とお食い初めを兼ねたお祝いがまた家の座

敷で行われた。といっても肇ちゃんは最初、満州子さんに抱かれて登場しただけで、すぐに

退場した。このときは長楽寺の村の世話人も出席した。 

 「それからですなあ、お祝いの席でいうのも何だが、松平さんの前の鯉のぼりが泳いでい

る今の小麦畑だが、三区画墓地に売れましてな、売るといっても墓地だから借地権を売るわ

けだが、近々、工事が始まるようです。長楽寺としては新たに墓地にするとこはあそこしか

ねえだから、まあそういうことでよろしくお願いします」と挨拶した。 

 淳二さんは出張とかで来なかったので、接待係りは桶屋さん一人だった。 

 「美人の奥さんはどうしたい」酒が回ったころ世話人がいった。 

 「はあ、まあ、お勝手の方に」 

 「こっちへ来てお酌してもらいてなあ」と、何度もいったので桶屋さんが呼びにいった。 

 敦子さんは割烹着のまま上座の世話人にお酌した。 

 「まま、どうだい一杯」と、飲み干した杯を差し出した。 

 「お勝手がありますので」という敦子さんの手を握って無理に杯を取らせて注いだ。 

 仕方ないと思ったのか敦子さんは一息に飲んで杯を渡し、隣に移ろうとしたが、その手を

再び取ってまた杯を押し付けた。 

 「いいじゃねえかい、まんざら素人でもねえんだから」 

 「困ります」と敦子さんが払いのけると杯はテーブルの上に落ちた。 

 「やめてくんなして」桶屋さんがいった。 

 「そうかい、やめろってのかい、わしに世話人やめろって人もいるが、わしは何でも知っ

ている、いいか」といって、調子が悪くなったのか、反対側の村越家の長男の人に話しかけ

た。何となく座がしらけたが、 

 「ささ、まあゆっくりやっとくんなさい」と桶屋さんがいい、そこへ肇ちゃんを寝かしつ



けた満州子さんが戻ってきたので、雰囲気は元に戻った。 

 十二月、N 市の市営住宅が当たったので、満州子さんたち三人は引っ越すことになり、お

別れ会が桶屋さんの六畳間で行われた。墓地の一区画は工事が終わり墓石が立っていた。  

小雪の舞う寒い日だったが、部屋には珍しい石油ストーブが燃えていた。アラジンというイ

ギリスの製品ということだった。客は叔母と私だけだった。 

 「家の婿は今度係長にしてもらいやして」と桶屋さんがいった。 

 「いや何、水道敷設課の資材係りの責任者ってことです」淳二さんがいった。 

 「係長は係長ってことじゃねえだか」 

 「そりゃーそうですけど」 

 「市営住宅ってアパートみたいなのですか」叔母がいった。 

 「二階建てで、下が四畳半にお勝手、お風呂とトイレ、二階が六畳と四畳半です」満州子

さんが答えた。 

 肇ちゃんは畳の上を這いまわっていた。 

 

 その四月、私は県内の国立大学に合格して入学した。更に四年後、県立高校の教員に就職

した。教員ならときどきはお葬式の補助も出来るのではないかということだったが、ほとん

ど不可能だった。家から通勤できない山の中だったからだ。そのころ淳二さんは A建設の本

社勤務になり一家で東京に移り、社宅に入ったとのことだった。肇ちゃんの下に女の子が生

まれていた。桶屋さんの前は半分以上が墓地になっていた。世の中は高度経済成長、所得倍

増といわれ急速に変わりつつあった。ポリ容器なるものが出回り、桶の需要は激減していた。 

 「敦子さんはひようっとりに行ってるわ」と叔母がいった。 

 「ひょっとりって何？」 

 「日雇いってことだわ、道路工事とかな」 

 私はほっそりとした都会型の敦子さんの土木工事姿を想像しようとしたがうまく像を結ば

なかった。 

 「桶屋さんは何やってるの」 

 「寿司桶とか、わさびの桶や飯櫃の小物を作っているが、暇らしいわ」と叔母はいって私

に肩を叩かせた。 

 「このごろはちょっと縫い物をしても肩が凝ってな」と呟いた。 

 

 汽車で一時間余りのM市の高校にいたとき私は結婚した。妻は小学校の教員だった。二人

で桶屋さんに挨拶に行った。前の畑の三分の二は墓地になっていた。桶屋さんはお祝いと書

かれた四角な包みを差し出し、 

 「家の婿も本社の土木工事課の課長になりやした。松平って姓もよかったらしいようで、 

徳川さんの親戚かって訊かれるそうでやす。家も浦和市の分譲を買って越したって、平屋だ

が八畳間が一つと六畳間が二つあるって満州子がいってよこしやした。それから肇はとーだ

いによく行くっていう中学に入りやした」といった。 

 とーだいに行く中学というのが分からなかったが、中高一貫の六年制の私立の中高校で、



東○大学によく入学する有名な K高校の中学部に入ったということらしかった。 

 「はー、優秀なんですね」 

 「は、まあ、わしのようなもんの孫とは思えねです」 

 「奥さんは」というと 

 「食堂の方を手伝ってくれっていわれやして」ということだったが、 

後で叔母に訊くと、隣町の一杯飲み屋に行っているということだった。四角い包みはアルバ

ムだった。 

 

 「長楽寺のいつも来るあの世話人、名前が出てこねだが、来てな、墓地にするから立ち退

くようにお宅の方からも話してくれっていうんで弱ってるだよ」 

 「行くとこなけりゃ困るじゃないか」 

 「娘婿が東京の一流会社に勤め、いい暮らししてるそうだからそこへ行けばいいっていう

だよ。だけど行きたくないんだよ、話してりゃすぐ分かる」 

 「そこで桶屋やるわけにもいかないしね、で、満州子さんの方はどうなの」 

 「どうも淳二さんがうんっていわないらしい」 

 叔母も一年に一度は息子のところへ行くが、大体三日ほどで帰宅した。そして決して一緒

に住むとはいわなかった。ここで生涯を終えるつもりなのだ。しかし、梅雨の頃にはじゃが

いもを、秋にはりんごや柿、さつまいもをせっせと送っていた。 

 

 二年後、桶屋さんの前は、踏み固めて前庭のようになった部分を除いてすべて墓地になっ

た。墓地との境界には杭が打たれ針金が張ってある。春休みに帰宅したとき長楽寺の世話人

が来た。腰が屈んでずいぶん年をとった感じだった。世話人は茶の間の炬燵にあたった。 

 「弁護士に一札がとってあるが駄目かって相談してるだが、強制的に退去させることは出

来ないっていうで、もう一度、娘のとこへ行くように話してもらえないかと思うだが」 

 「直接いってもらうしかないと思いますね。わたしも何度も話しましたし」叔母がいった。 

 私が出ていくと、 

 「これは善勝寺さんお久しぶりで」といった。善勝寺さんと呼ばれたのは本当に久しぶり

だった。 

 「墓地購入の希望者が十人以上もいて困っているです」世話人はいった。 

 「しかし、移転したくない人を無理に動かすことは出来ないと思いますよ。移転費をすべ

て出すなら話しは別ですが、墓地は別なとこを探してもらったらどうですか」 

 「そんな、移転費を出す余裕はないです。墓地の希望者はここがいいっていうだから、実

はここだけの話だが、ごいんじょさんはもういけねえってことらしいだが」 

 「どういうことですか」 

 「胃癌で、かなり進行して転移もあるらしいんで、本人はまだ知らねだが、医者は長くて

半年っていってるらしいんで、それで総代さんが今息子に帰ってくるように説得に大阪に行

ってるです。息子が帰ってくるまでにあそこをきれいにしておきたいっていうです」 

 「はあ、それは知りませんでした。しかし、人間はごみじゃないんですから」と、押し問



答になったが結論は当然出なかった。 

 その秋、長楽寺の住職は亡くなり、息子が帰ってきて新住職になった。そして、桶屋さん

の軒下に杭を打ち、鉄条網を張り巡らした。出口が無くなってしまったので桶屋さん夫婦は

北側の壁を取ってそこから出入りしていた。さらに鉄条網の後ろに高さ二メートル余りのト

タンの塀をめぐらしたので、桶屋さんの家は真昼でも陽が全く当たらなくなった。唯一私の

家と面している西側の二部屋は西日がわずかに当たったので夫婦はそこで生活していた。 

 「これがお坊さんのやることですかねえ」と、妙に髪だけが黒々とした敦子さんがいった。

飲食店に勤めているので、染めているのだ。 

 春になると墓地の改修と称して桶屋さんの家から道路に出る入り口を塞いだので、大回り

して、私の家の前を通らなければ道路に出られなくなった。 

 「これじゃ、生きてちゃいけねえってことじゃねえですかい」と桶屋さんはいったが、私

も叔母も新住職とは馴染みがないので、佐平さんにいうしかなかった。佐平さんは、 

 「新しいごいんじょさんと総代さんが決めたことで、わしにいわれても困る」といった。 

 

 数年後の十月初旬、突然叔母が心筋梗塞で亡くなった。桶屋さんの家でお茶を飲んでいて、

立ち上がったとき倒れたのだという。敦子さんが農協まで走り、電話して救急車を呼び、隣

町の病院に入院した。夕方私が駆けつけたときには既に意識はなかった。叔母は三日後に亡

くなった。そのとき私は二十数年ぶりに叔母の長男、つまり従兄に会った。彼は葬儀は東京

でするからと遺骨を持ち帰った。 

ともかく、善勝寺をどうするかをめぐって、長治郎さん他四人の世話人と有志が集まって

議論になった。善勝寺の固有の檀家はなく世話人といっても全員長楽寺の檀徒なのだ。お寺

を二軒も維持するのは大変だという意見が檀徒の大勢だし、私はもう事実上お寺の仕事は全

くといっていいほどしていなかったしの理由で廃寺もやむなしと決定した。ただし、叔母の

代わりに留守番をする人がいれば維持は可能だから、この際桶屋さんに留守番をしてもらっ

たらどうか、という意見も出た。が、本堂の修理にはお金がかかるし、建て替えるとなると

更に金がいるし、いずれにしても長楽寺で、うんとはいわないだろういうことで意見は採用

されなかった。 

「昨日の会議で、桶屋が善勝寺の留守番をしたらどうかという意見が出たそうじゃないで

すか、どうして潰されちゃんたんですか」と、敦子さんがいってきたので、私は経過を説明

した。 

「じゃ、うちはどうすればいいんですか、大家さんがなくなっちゃ困ります」といわれ私

も困った。村役場の土地台帳を調べると、善勝寺の敷地は全て何故か宗教法人長楽寺の敷地

になっていた。法的には私の自由にならないということである。弁護士になった大学時代の

友人に電話で訊くと、居住権があるので、裁判で争うことは出来るということだった。そう

こうするうちに忌引きの一週間が過ぎたので、私と妻はM市に戻った。 

十二月の中旬、敦子さんが行方不明になり、数日後、千葉県の松戸市の警察に保護された。

保護されたとき、名前は言えたが、住所は言えなかった。持ち物により住所が分かったのだ

という。松戸市は敦子さんの生まれ故郷なので、何となく足が向いたのだろうか。生家のあ



たりまで行ったが、すっかり変わってしまっていた。呆然として彷徨っているうちに交番に

でも入ったのかもしれない。そうした中で精神に変調をきたしたのかもしれない。敦子さん

は N市の精神病院に入院した。  

正月休みに行くと、わずか数ヶ月で桶屋さんは見違えるように年をとってしまっていた。

顔はかさかさになり、腰が屈み、室内を歩く足取りも覚束なかった。外は快晴だったが、室

内は陽が全く入らないので、暗く寒く、蛍光灯を点け、豆炭の炬燵にあたっていた。 

「民生委員の人が来て生活保護の申請をしろっていうんですが、扶養義務のある娘がいる

から駄目ってことで、娘のとこへ行くしかないだろうってことになりやしたが、あんなとこ

へ行ってもやることはないし、邪魔になるだけだし、孫の肇は大学受験だっていうし、妹の

方はわしを嫌ってるでやす。まあ、針の筵です。満州子は近所のスーパーにパートで出てい

やすが」 

「妹さんはいくつですか」 

「高校一年でやす。浦和の女子高へいってるです」 

「肇さんはやはりとーだいを受けるんですか」 

「日本で一番難しい大学っていうからそうでやしょ。養老院もあるっていうだが、有料で

最初に何百万も払わなくちゃなんねえっていうし。民生委員の人はせーぞんけんってのがあ

るっていいやしたが」 

「憲法二十五条のすべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、っ

ていうのでしょう」 

「こんな冬の寒いとき穴倉みたいなとこにいて、健康でやすかねえ」 

私は返す言葉もなかった。裁判の方は、大学のときの先生にも相談したが、一切を諦める

ことにした。裁判そのものが面倒だった。 

 

その三月、孫の肇さんは東大に合格したという。そして四月、桶屋さんは突如急死した。

夜、N 市の国道を歩いていて、トラックにはねられたのだという。ほとんど即死だった。な

ぜそんなところを夜歩いていたのか分からなかったが、私は敦子さんに会いに行ったのかも

しれないと思った。同じ年の秋、延期されていた新住職の晋山式という就任式が花火をあげ

て盛大に行われた。私は一般の参加者として出席したが、桶屋さんの家はもちろん、私の家

も跡形もなくきれいに片付けられていた。 


