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謎の紐屋

Chika MATSUDA 1983~

松田 朕佳

ニューヨークから Jet Blue で L.A. 友達のところにスーツケース預けて
Grethound バスでツーソンまで 10 時間。2、3 時間の細かい睡眠のためシュー
ルな夢の中を歩いているみたいな頭。隣の席のおじさんはアトランタまであと
2 日。ふらふらツーソンのバス停に降りたらケイトがもう待っていてくれた。
朝ごはんにココナッツミルクのチャイとルービンサンドイッチ。ニューヨーク
は毎日目まぐるしくって息つく暇もなかったから久しぶりに息を吸った感じ。
South West の空はいつ来ても真っ青で大きくって何にもなかったみたいな顔
で迎えてくれるから、ただひたすら脳天を開いて狭い頭骨の中で澱んでいた思
考を放つ。スグワロウカクタスの様に背を高く花を咲かせて鳥にとまっても
らったら、すっきりと目が覚めた。水と食材を買い込んで砂利道をトラックで
走り、途中で見かけたガラガラ蛇にこんにちわって挨拶したらトグロを巻いて
鎌首を持ち上げしっぽでガラガラいうので、さよならをして立ち去った。ウズ
ラの親子やチップマンク、鹿のカップルを見かけながら辿り着いた The Land
With No Name。ケイトとテッドがこの Sculpture park をスタートしてから約
10 年が経ちパティオやコンポストトイレや、訪れるたびに進化している。「行
き場のない彫刻の楽園」というサブタイトルつきのこの場所には 3 年前に私の
作品の設営に来て以来だが、今回は大きなコンテナに泊まれるようになってい
た。コンテナの側面が一面開くようになっていてスライドガラスが入っている。
山を背にしたコンテナの中で夜、地平線と平行に寝そべり、海底のような地形
と星を見渡しながら浅く眠った。次の朝起きて火を焚きメキシコ料理のタマレ
( トウモロコシの粉で肉や野菜を巻いて更に外側をトウモロコシの皮で包んで
蒸したもの ) をフライパンで温めて朝食にした。「花に踊らされて、この震え
る不安定な大地の上で」というパフォーマンスをやってみた。これからテント
を建てる予定のプラットホームが調度ステージのようになっていたのでケイト
とそのインターンのハンナに切り花の茎を指に乗せバランスをとって踊っても
らった。砂漠の山を背景に花に踊らされる人の美しい写真が撮れて満足し、今
回の目的であるペンキ塗りを終えて私たちは街に戻った。
松田朕佳 Matsuda Chika 1983 年生まれ 美術家
ビデオ、立体造形を中心に制作。2010 年にアメリカ合衆国アリゾナ大学大学院芸術科修了後
アーティストインレジデンスをしながら制作活動をしている。
www.chikamatsuda.com
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トポス高地 2015 松田朕佳展 7/1~7/31 @ アリコ・ルージュ

インディアンフルートの世界〜その入口
Tomohiro SHIOTSU 1965~

塩津知広

今回は『ドラムサークル』はちょいとお休みして、なんと『インディアン
フルート』なんてモノを紹介します。最近の『ベスト・オブ” ハマりもの”』
でございます。
木製のタテ笛です。指穴は 5〜6 コ。親指側（構えた時の下側）には指穴
はありません。（小学校でだれもが吹いた）リコーダーのように、息を吹き
込めば音が出ます。すなおに指を順に開けていけば「ドレミソラ」のペン
タトニック（5 音階）をだれでもが吹けます（押さえ方の組み合わせでふ
つうの「ドレミファソラシド」も出せます）。「ピアノの黒鍵だけをむちゃ
くちゃに弾いてもなんとなくメロディーが出来上がってしまう」あのカン
ジです。
そう、どことなくなつかしいあのメロディー。あれが「だれにでも」吹ける、
しかも特別な練習ナシに。なんとなく吹いてそれが（いちおう）メロディー
として成立してしまう・・・手にとったその時から自分の” コトバ” を伝え
る道具として使える・・・これは『ドラムサークル』で使うドラム・パーカッ
ションと同じ、手軽でカンタンでだれにでも音が出せて、そこに感情や気
持ちが込めやすい。
このことから、『ドラムサークル』の「ドラムをインディアンフルートに
置き換えた活動」として『インディアンフルートサークル』なるものも存
在します。目的は” コミュニケーション” そして” 自分自身であることの発
見”。『ドラムサークル』のそれと全くいっしょです。
『ドラムサークル』は、たいてい” 打撃音” でそのサウンドが構成されます。
また音量もかなりのモノです。エキサイトするとともにリズムもアグレッ
シブにテンポも速くなっていきます。なので、長くその中に身をさらして
いると、とても疲れます（その心地よさを目指してはいますが）。

インディアンフルートは、その音色は” 尺八” に似ています。やわらかく
まるみをおびてやさしい。その音に包まれる『インディアンフルートサー
クル』では、ゆったりとした時間が流れていきます。なつかしいメロディー
とあたたかいサウンドでからだもこころも浄化されるようです。

太古のむかし、あるネイティブアメリカンの若者は、好きな娘に自分の
想いを伝えられずに悩んでいました。若者が勇者であり良識の持ち主であ
ることをわかっていた精霊は、若者にフルートを与えました。若者がその
フルートを好きな娘に向けて吹くと、娘は求愛を受け入れたのでした。
こんな伝説があることからもわかるように、インディアンフルートは気
持ちと気持ちをつなぐことのできる、とても魅力的な楽器なのです。
みなさまに、インディアンフルートの響きをお届けすることができる日
が待ち遠しい、いつか来る日をたぐり寄せる想いで今日も吹いています。
拙文、駄文、お読みいただきありがとうございました。

たかはしびわ

Sayoko FUNABASHI 1984~

船橋小夜子

どうしてめあたらしいものをつくるの？
あたらしいものがすきなの？
どうしてめあたらしいみせとしょうひんをつくるの？
どうしてそこにいくの？

何を楽しいと思うの？

この世は不平等なのだから！

あの紐を実際にアンティーク着物の帯に巻いてみたら、思った通り良い
インパクトが出た。
しかし気づいた。私は未だに、この紐が「何」なのか知らない！
ネットでも出てこない謎の「紐屋」。
訪れた人はぜひ下のメールアドレスに、あれは「何屋」なのか教えて頂
きたい。

木村夏衣 Natsue Kimura
クリエイター
1984 年生まれ 広島県呉市出身
京都の大学を出て東京で社会人となる
この夏より京都に移住
koromo515jp@gmail.com
photo by Natsue KIMURA

京都にそびえ立つ鷹峯。
その麓にある祖母の入所する老人ホームに行く時にいつも降りるバス停
「土天井」の前に、その紐屋（私が勝手にそう呼んでいる）はある。
古民家の入口にまるで干物のように無数に垂れ下がる、太さの違う、や
けにカラフルな編み込まれた紐。人間の三つ編みのようだ。
この紐は一体何用なのか ? ここは店なのか ?
薄暗い家の中にも無数のそれが下がっていて、何だか奇妙で怖くていつ
も見ているだけだったのだが、先日とうとう友人の「入ってみようよ」
の一声で、入口に近づいた。

Keiko NAKAGAWA 1984~

中川渓子

サチコの家は、お母さんとお父さんとサチコの三人家族です。サチコ
のお父さんとお母さんは明るい働き者で、共にお勤めをしています。隣
駅にはしずかさんもいます。しずかさんは大きないとこで、お母さんの
お姉さんの娘です。しずかという名前の割には、元気な声でおしゃべり
します。しずかさんはもう二十代で結婚しています。高校生の頃から、
サチコの遊び相手になってくれていました。サチコが思うに、しずかさ
んは、元気なところはサチコのお母さんと似ていますが、お母さんの知
らないことも知っているような気がします。
三月、サチコの家にしずかさんが来る前の日、春の大雪になってしま
いました。土曜日にふぶき、日曜日の朝は晴れました。日曜日、予定通
り遊びに来る、としずかさんから連絡がありました。
お父さんが
「さっちゃん、一緒に迎えに行こうよ、雪が積もってるよ。」
お母さんは
「サチコ、長靴と帽子、手袋、着けて行ってね。滑るからゆっくり歩き
なさいよ！」
サチコは
「うん、行くー！ しずちゃん迎えに行くよ。こんこんぎつねのマフラー
も着けてく！」
お父さんとサチコは、雪対策に温かい恰好をして、長靴を履いて出かけ
ました。ドアを開くと真っ青な空。雪の白と道路の黒が目に飛び込んで
きます。サチコは胸がいっぱいになりました。たまらず走り出したくな
りました。しかし以前、雪へ走り出し、滑って転んだことを覚えていま
した。玄関のタイルや、道路の鉄板の上がよく滑って危ないのです。サ
チコは、ゆっくりと慎重に雪を踏みました。さくっ。さく。さく。「う
わあ。気持ちいい！」桜の木は真っ黒に雪に映え、切り絵のようでした。
道路に面する畑には、ブロッコリーの株が残っていました。とても低い
のにヒヨドリが数羽とまって、真白い雪の中で、ピーピーと鳴いていま
した。
「おーい。」と道の向こうから、人が手を振って歩いてきました。黄色い
マフラーに白いコート、長めのスカートのしずかさんです。
「あー！しずちゃんだよ！ しずちゃーん！」
サチコは手を振り、走ってしまいましたが、まだ溶けていない雪のおか
げで早く進めず転びませんでした。
「さっちゃん、テルアキさん、こんにちは！」
「しずちゃん久しぶり！ 元気そうだね。」
三人で家に帰りました。

「シンガポール歴 3 年。もうすぐ 43 歳。本帰国間近。」
Koh MATSUSHITA 1972 ~

「どうぞ見てってくださいね」
快活な婦人に続いて、白髪のおじいさんが出てきた。この奇妙な空間に
似合わない陽気なシャツにズボン、そして輝く肌艶……！
北澤一伯 Kazunori KITAZAWA
1949 年長野県伊那市生れ 美術家
1971 年から作品発表。74 年〈台座を失なった後、台座のかわりを、何が、するのか〉彫刻制作。
80 年より農村地形と〈場所〉論をテーマにインスタレーション「囲繞地（いにょうち）」制作。
94 年以後、廃屋と旧家の内部を「こころの内部」に見立てて美術空間に変える『「丘」をめぐっ
て』連作を現場制作。
その他、彫刻制作の手法と理論による「脱構築」連作。２００８年１２月、約１４年間長野県
安曇市穂高にある民家に住みながら、その家の内部を「こころ内部」の動きに従って改修する
ことで、「こころの闇」をトランスフォームする『「丘」をめぐって』連作「残侠の家」の制作
を終了した。
韓国、スペイン、ドイツ、スウェ - デン、ポーランド、アメリカ、で開催された展覧会企画に参加。
また、生家で体験した山林の境界や土地の権利をめぐる問題を、
「境（さかい）論」として把握し、
口伝と物質化を試みて、レコンキスタ（失地奪還／全てを失った場所で、もう一度たいせつな
ものをとりもどす）プロジェクトを持続しつつ、95 年 NIPAFʼ 95 に参加したセルジ . ペイ
（仏）のパフォーマンスから受けた印象を展開し、03 年より「セルジ . ペイ頌歌シリーズ 」を
発表している。その他「いばるな物語」連作、戦後の農村行政をモチーフにした「植林空間」
がある。

「これはぜーんぶ西陣織の糸。途中から色が変わって綺麗やろ ?」
確かに、編み込まれた太さの違う紐はそれぞれ、紫、ピンク、緑、灰色、
と奇妙なグラデーションになっている。
家の中には教科書でしか見たことのない、立派な西陣織の機織り機が
あった。
私は閃いた。このインパクトある紐は趣味のアンティーク着物の帯締め
に使える、と。
婦人に伝えると、途端に一家が盛り上がり始めた。
「そやな、お父さん。ほら、もっと長くして帯締めに使えるようにした
ら！」
「はぁー、なるほどなぁ」

からね！ 神様にお任せだよ。」
「うーん、そっか。私は女の子がいいな！ 遊んであげるから。」
「男の子でも遊んであげなよ。」
お母さんは笑って、晩ご飯を作りに行きました。
「お父さんはどっちがいい？」
「どっちだっていいよ。でも女だらけだから男の子かな？ でもどちら
でもいいよ。今はしずちゃんにとって大事な時期だから、サチコも優し
く接するんだよ。」
それから春が終わってもしずかさんは来ませんでした。その年の夏は
とても暑くて、夏休みも外に出かけられないほどの日がありました。八
月の終わり、しずかさんから連絡があり、サチコの家に遊びに来ること
になりました。サチコは一人で迎えに行きました。青い縞のリボンが付
いた麦わら帽子を被りました。
通学路の桜は青々と茂っていました。不思議なおばあちゃんの姿が見え
たので、少し走って過ぎました。道の途中、向かいから手を振る女性が
やってきました。水色のワンピースを着てスニーカーを履いたしずかさ
んは、右手に白い日傘を持っています。
「さっちゃん元気だった？ 日に焼けたねえ。しばらくぶりだねえ。遊
びに行けなくてごめんね！」
「いいよ！ 具合悪かったんでしょ？ 大丈夫？ あれ、おなか大きく
なったねえ。赤ちゃん元気だね！」
「大きくなったよね！ 赤ちゃんも暑いかな〜？」
二人並んで歩きました。しずかさんはサチコを日傘に入れてくれました。
不思議なおばあちゃんの家の庭にはブドウが植わっていましたが、その
家の前にもブドウ畑がありました。ブドウ畑はたくましい葉が茂り、棚
を作っています。棚にはひすい色の小さな房がたくさん生り、一つずつ
白い薄い紙で覆われていました。
「しずちゃん、もうすぐ不思議なおばあちゃんちだよ。」
「知ってる、私もたまに話しかけられるよ。」
その家の前を通る時、家の脇から、草を持ったおばあちゃんが歩いて出
てきました。
おばあちゃんが二人を見て言いました。
「こんにちは。すごく暑いですねえ。」
「こんにちは。」
「あら、妊婦さん。こちらがお姉ちゃん？」
「いいえ。この子はおばの子で、私のおなかは初めての子です。」
「ああ、お若いものね、暑いし気を付けてね。おなか大きいねえ。もう
すぐ？」
「まだあと三か月くらいありますね。」
「そうね、まだ下がってないからね。本当に気をつけてね。」
「ありがとうございます。それでは失礼します。」
「お嬢ちゃんも気をつけてね。」
おばあちゃんを後ろに、サチコはしずかさんに聞きました。
「下がってない？ って何？」
「赤ちゃんが出てくる時になると、おなかの下の方に赤ちゃんが下がっ
てくるんだよ。」
「おばあちゃんは分かるんだね。すごいね！」
「すごいねえ。プロなんだねえ。」
何回も聞いたサチコの名前は覚えてないのに、おなかの様子が分かるお
ばあちゃんがサチコには不思議でした。桜の葉は力強く密集し、太陽を
はね返しているように見えました。家に戻ると、お母さんとサチコとし
ずかさんで冷たい麦茶を飲みました。しずかさんはお母さんに色々話し
たり聞いたりして帰りました。
九月に入り、しずかさんが遊びに来る日になりました。サチコが迎えに
行きました。薄手のピンクのカーディガンを羽織って行きました。向こ
うからしずかさんが手を振って歩いてきました。しずかさんもピンクの
服でワンピース、白いカーディガンを羽織っていました。黒い大きめの
カバンと小さな紙袋を手に持っています。ブドウ畑では、薄い紙で覆わ
れた房が、紫色の大きな実でできた大きな房になっていました。
「おばあちゃんいるかな？」
「いないときもあるよね。」
サチコとしずかさんはおしゃべりをしていました。おばあちゃんは家の
前にいました。後ろで手を組んで、道路を通る人に声をかけていました。
その人がちょうど去り、
「こんにちは。妊婦さん？」
「こんにちは。」
「もう大きいね。もうすぐ？ 大きな荷物を持って！」
「まだ二か月くらいありますね。最後の習い事に行ってきたので。」
「そうね。まだ下りてないみたいだね。重いもの持っちゃだめよ。」
「ありがとうございます。」
「気をつけてね。」
「気をつけます。では失礼します。」
「おばあちゃんまたおなかのこと言ったね。」
サチコがしずかさんに話しかけました。
「うん。見たら色々分かるんだね。」
「不思議だね。」

「不思議だね。」
桜はまだ青々としていましたが、空気が涼しくなって、日差しは夏ほど
強くありません。家に帰ると、お父さんお母さんとしずかさんとサチコ
で、お昼のスパゲティとサラダを食べました。デザートにしずかさんの
持ってきたプリンを食べ、しずかさんは帰りました。
十月の終わり頃、しずかさんが遊びに来る日、サチコはまた一人で迎え
に行きました。サチコはしずかさんと二人で歩きたかったのです。茶色
のチェックのジャンパーを着て、半ズボンの下にはタイツを履きました。
しずかさんは向こうから来て、服は夏と同じピンクのワンピースと、茶
色のジャケットを着て手を振っていました。
「さっちゃん、こんにちは。」
「こんにちは。わあ、おなかおっきいねえ。」
「うん。苦しいよー。重たいし。」
「重いんだ。赤ちゃんが大きくなってるんだね。」
「うん。育ってるんだよ。」
ブドウ畑を見ると、ブドウの房は一つ残らずなくなって、緑色の棚になっ
ていました。枝の切り口が白く見え、ついこないだまでたくさんのブド
ウが生っていたのが見えるようでした。冷たくなった風が吹いていまし
た。おばあちゃんいるかな、サチコは思いました。しずかさんも同じよ
うに思っているように見えました。
おばあちゃんは後ろで手を組んで誰かを待っているようでした。「あ、
おばあちゃんだ。」サチコはしずかさんを見ました。しずかさんもサチ
コを見て微笑みました。
「こんにちは。」
「こんにちは。」
「だいぶ大きいね。臨月？」
「はい。臨月です。」
「そうだね。下がってきてるね。気をつけてね。」
「はい、ありがとうございます。」
「お姉ちゃんになるの？ 良かったね！」
サチコははにかみました。
「違うんです。この子は私の親戚の子なんです。」
「まだ若いもんね。頑張るんだよ！ 生まれてからが大変なんだから。」
「はい。頑張ります！」
「おばあちゃん、風邪ひかないでね、さようなら。」
サチコが言いました。
「ありがとう。さようなら。」
今年は大きな台風がこの地域に来なかったため、桜の葉はほとんど散ら
ず黄、オレンジに紅葉してとてもきれいでした。
「きれいだね。」
サチコが話しかけました。
「きれいだねえ。また来年も見たいね。」
「来年は赤ちゃんと見に来よう！」
「いいね！」
家に戻ると、お父さんがハーブティーを入れてくれました。家中を爽や
かに香りました。サチコはそのままでは飲めないので、はちみつとミル
クを入れて飲みました。
十一月、桜はだんだん赤くなりました。十一月末には黄色の葉も赤い葉
も一枚、二枚と落ち、カサカサと落ち葉になりました。サチコは登下校
の時、落ちた葉っぱを踏みます。しずかさんは赤ちゃんのお世話をして
いるので出てこられません。
しずかさんが出産した後、お父さんとお母さんとサチコは、赤ちゃんを
見に病院に行きました。とても小さな赤ちゃんで、マッチ棒みたいでし
た。髪の毛はぺったりと頭に張り付いていて、目を閉じて、サチコがい
る間ずっと眠っていました。たまに変なうなり声であくびをしていまし
た。その晩、サチコが眠れず窓を開けるとたくさんの星が見えました。
小さな赤ちゃんは女の子でした。サチコは赤ちゃんが元気に大きくなる
よう祈りました。
次の日も次の日もサチコは赤ちゃんのことを考えていました。不思議な
おばあちゃんのことも思っていました。
病院へ行った二日後の今晩、
お父さんが仕事から帰って
「さっちゃん、すごいよ。外見てごらん。二階から。」
とサチコに声をかけました。サチコは急いで二階へかけました。窓を開
けると、外は真っ白なもやでいっぱいでした。車の旅行で山へ行った時
のもやのようでした。町中がもやに埋まって、静かでひんやりしていま
す。土や植物の匂いがして、最後の秋の香りのような気がします。サチ
コの胸には、不思議なおばあちゃんに赤ちゃんを見せてあげたい、とい
う思いがわいてきました。妊婦さんだったしずかさんのことは覚えてい
ないだろうけど、おばあちゃんが出産した時や、おばあちゃんが見てき
たものは思い出すだろう、赤ちゃんは可愛いって思うだろうと思いまし
た。
中川渓子 Keiko NAKAGAWA
1984 東京都生まれ
主婦
aisarasvati@hotmail.com

松下 幸

さて前々回、第七回の連載の最後が「続く」で終わった件ですが、とり
あえずもう続かなくていいようにお話を〆たいと思います。第 7 回のあら
すじをざっとご紹介しますと、韓流スターに入れあげた私がなんとかして
実際に会ってそこから恋が、なんてことを本気で夢見て本気の体型改造に
乗り出し、しかし体が出来上がった頃には韓流熱そのものがすっかり冷め
て、この近年まれに見る美しい体型をどう使えばいいんだ？不倫とかいう
よりも誰かにキレイだねとか好きだよとか言われてチヤホヤとかされたい
のに！と思っていたところに友人の一人が FB で同級生に再会しイイ感じに
というのを聞いて「これだ！」と膝を打つと、そこで「つづく」となりました。
しかしその原稿を書いてからもう 10 ヶ月。その間にホームレスになって
てもおかしくないぐらいの時間が流れましたんで、当然私も今となっては
当時とは全く違った心模様です。10 ヶ月の間に親しい友人の死、父倒れて
瀕死、重荷の家族が重荷、リバウンド、吹き出物、猫が膀胱炎、日焼け、
ママ友付き合いの軋轢、慢性疲労、生理不順、仕事休業、母親なのに引き
こもり等々、様々な人生の荒波に揉まれまして、女として外に出て行くな
んてことをするぐらいなら夜な夜な AV でも見てたほうがいいわ、てか今
昼寝をさせてくれ、なんて完全に戦線離脱のような気持ちになっているの

ナマコを触りたい

わたしの気まぐれひとつ。
Ami IMAI 1990~

今井あみ

いつだっけか水族館でナマコを触った。
友だちは水に向かってナマコを投げつけていました。
テレビでナマコをブツ切りにしている番組があるよ。と教えてもらった
のに見るのを忘れていたなぁ。
夏になると必ず田んぼにいくのです。
アメンボはどこからくるのでしょう？
冬の間はどうしているのでしょう。冬は田んぼに水がないですし。水関
係は冬になると凍りますし。
水辺まで飛ぶの？歩くの？はたまた、ホウネンエビのように乾燥卵で冬
を越すの？
調べたらすぐに分かるんだろうけど、もうちょっと想像して実際に現場
を押さえたい。
なので、今はまだ。
「知った」と思って満足しちゃって、その「知った」という型を改めて
練りなおそうと思わなくて、「それ、知ってる」って通り過ぎていたの
かもしれない。
そのとき何が起きたのか分からないけど、練りなおしてくれるもの、あ
るいは人に出会ったとき、スーッとすき間があく。ちょうどデザートは
別腹！のような。
もうおなかいっぱいのはずなのに、苺タルトを見ると「食べるー！」っ
てなるときのような。
生まれたての子はジーッと色んなものを見てる。キョトンとして。
あのときみたいな状態がずーっとつづいてもいいのに。というか、きっ
とみんな中身はあんな状態なんじゃないか。年を重ねた大人も本来は。
知ってるフリ。覚えたフリ。分かってるよそんなこと。知らないとヤバ
イからって。
無理にねじ込もうとしても入らなくて、スーッとすき間があいたときに
入ってる。気がつけば。
浸透させていく。
スタンプの補充インクを無理やり浸透させようとしても浸透しなくっ
て。
説明書には浸透するのに一晩かかると記載があった。
そういうことなのか。
知人から「てんとう虫の越冬がキモチワルイんだよ」ってのを教えても
らった。
キモチワルイもの。
じめじめした土の上にある、大きめの平らな石を持ち上げたとこにひろ
がる景色。
何かしらいる。土にもぐっていく細長い虫。だんごむしの親子。
もっとキモチワルイもの。
冬のあいだ外に忘れて置きっぱなししていた油かすの中でスクスクと
育っていたハエの子どもたち。
ワカサギ釣りをするとき、ピンク色のかわいいエサをつけて釣る。
なめくじが意気揚々と前にすすむ。
スルスルスル――ッと後ろにだらしない粘液をキラつかせて。
フーッと息を吹くと触覚を引っ込める。
すこし経つとまたニョキーッと出す。
わりばしでつまもうとすると、トゥルントゥルンに丸くなって、わりば
しから落ちる。
そこに何かある。
そこに存在するということは、きっとなんらかの影響を及ぼす。
” ただそこにある”
” ただそこにいる”
それによって変化しない、影響がないということは可能なのだろうか。
視界の一部、注目もしないし、目障りでもない。
トコトコーって、蜘蛛が横切る。
通り道でしたか、ごめんね。って、ボールペンをどけて道をあける。
蜘蛛は苦手。
つぶすときもあれば、こういうときもある。

空気にさわったっていう感触はないのに、袋にとじ込めると空気を手に
とって感じることができる。
声が聞きたいなぁとか、あぁ会いたいなって思うのはどういうことなん
だろうか。
最初からかけがえのない人になるんじゃなくて、ってこと？
一緒に居た年月とかけがえのない人になるっていうことは、比例しない
んだろうけど。
ちょっとかまって欲しいけど、それ以上かまって欲しくないとか。
怖いと思っていたものを、相手も怖いと思っていたりとか。
心を痛めるところがおんなじだったとき、親しみを感じるとか。
地球なんてすごくちいさくて、人間なんてノミみたいなもんなら、
プチッと爪で潰されるまで、ジタバタ生きればいい。
ふくらはぎがつった。
自分で解決できるのにメールした。
本当はもっともっと聞いて欲しいことがあったのに。
溶けこんでしまえ。
目立たず。
取り残されず、出来すぎず、やりすぎず、やらなすぎず。
泣きたかったんだと思う。思いっきり。
会いに行ったのは涙を流すためだよ。
おなじ景色を眺めて、おんなじ時間をおんなじ空間を過ごす。
そのためだよ。
「もっと勉強してね」
って、見ず知らずの京都から来たおっちゃんにガッカリ幻滅された。
「おりゃーっ！」と、いらない大量の紙の束に投げ技を決めた後、メキ
メキと謎のパワーがうまれた。
紙の束のヒモが緩んだから直す。
悲しかったんだと思う。
決して人様にはお見せできない、お見せしてはいけない光景。
かといって自分の中のジメジメした環境で育てたら、もっとお見せでき
ないものが育ちそう。
きのこを育てるのであれば、ある程度湿った環境の方がいいのかもしれ
ないけど、この菌を湿らせた陰湿な環境下で育ててもマスクメロンには
ならないと思う。
ちなみにわたしはブナしめじとエリンギが好きだ。
最近は、マイタケも気になっている。
本の物質的な値段は、たしか紙とインクで構成されているので想像のつ
く値段だろう。
その他、輸送代や装丁代もろもろのことは分からないが、そのもの自体
の物質の値段は、50 ページ程度の本ならば 50 〜 100 円程だろうか。
厳密には分からないが。
某リサイクルショップへ売ったら、50 ページ程のマンガの本なら 10 円
とか 5 円だろう。
あるいは紙資源へのリサイクルをすすめられる。
そんな紙とインクで構成されている本が、50 円以上のものを与えてく
れる。( と、わたしは思っているのですが。)
物質自体がカビくさくなっていたり、水にぬれた後があったり、日焼け
していたりすると、売却時の値が下がる。
物質にカビは生えていても、内容にカビは生えていないのに。
新しい紙にまた同じ配置でインクをのせれば値は下がらないのに。
それが最近不思議に思う。
目に見えるものの価値で判断する。
目に見えない価値って、はかれないのねぇ。
イスに洗濯バサミで吊るしているぞうきんは、
そのうちに牛乳のにおいがしてくる。
おにごっこの最中、おににつかまりそうになるといきなり「バリア」を
使う。
「10 秒までバリア使えるんだよ」って。

今井あみ Ami IMAI 1990 年長野市生まれ
表現する人 / 社会人
imaiami1990@gmail.com

http://machidatetsuya.com

家に帰ると、大人は温かいほうじ茶、サチコは熱いココアを飲みまし
た。サチコはしずかさんに学校で描いた絵や習字を見せました。大人同
士の話が始まると、サチコは追い出され、一人で遊びました。みんなで
おやつを食べて、しずかさんは帰りました。なんとなく皆が嬉しそうで
した。
「さっちゃん、しずちゃんの赤ちゃんに会えるかもよ。」
お母さんがドアを閉め、サチコに話しかけました。
「えー！ しずちゃん赤ちゃんを産むの？ おなか大きくなかったよ。」
「おなかが大きくなるのはもう少ししたらだよ。」
「しずちゃんの赤ちゃんに会いたい！ いつ赤ちゃん生まれるの？ 女
の子？」
「女の子か分からないよ。もう少ししないと分からないよ。」
「そうなんだ。これから神様に頼んでもいい？」
「さっちゃん、女の子がいいんでしょ。でも運命の神様の言うとおりだ
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第 8 回でも述べたが、人生 43 年近く生きていると、性行為を思い描くの
と実際に行動に移すことの間には、とんでもない渓谷ができあがっている。
婚姻関係内であっても約半数が没交渉であるのが我々日本人の現状だ。そこ
からどうやって渓谷の向こう側へ行くか？飛び越えられるのはごく少数の、
選ばれた者だけだ。ニュースで「こんなブスでデブのおばさんが 3 股で保
険金殺人！？」なんてのを少なからず見るが、ああいう驚異的なハイジャン
パーも世の中には確かにいる。けども大抵の人は、渓谷を一度下って急流を
渡って崖を登り返してやっと向こう側へと渡るのである。そんな人前で裸を
晒して、触らせて、あれやこれやするとかもう、文字通り決死、命を落とす
覚悟がいる。そんな困難を、親しい人が死ぬとか、親の介護や看取りとか、
遺産を巡る争いとか、あちこち老化して健康を保つのすら難しいとか、加齢
に伴って誰もが通過しなければならない苦境を前にして、わざわざ頭から
突っ込んでいく女がどれだけいるのか？
私だって熟年性交渉を全くやったことがないわけではないから、今もしそう
いう行為に実際及んで見た時に何が起こるか、何となく想像はつくわけです。
多分、概ねの感想は「恥ずかしい」「白ける」「疲れる」「無理した」「自分が
痛々しい」。この辺はどうやっても出てくるのだろうと思う。読むだけで辛い。
しかし我々の年代でしかも既婚者となると、性行為を前提としない恋愛など
ありえないわけで、でもそれは女としてどうこうの前に、人として私をやつ
れ果てさせるのは目に見えている。
3 年前、ちょうどこの連載を開始した頃、同じく前線にいたが後に完全撤
退宣言をして、今やアンチエイジングや恋愛の話だけでも嫌がるようになっ
た友人と先日、久しぶりに「今求める恋愛」の話をする機会があったのが、
2 人とも口を揃えて言ったのが
「高校生みたいな恋愛がしたい」
だった。
今時の高校生ではない。小学生の恋愛だってするしないの話になる現代社
会には全く理解不能だ。我々が思い描くのは、性行為が先に見え隠れしてる
んだけども、まだそこへは遠い段階で、そもそも好きなのか好きじゃないの
か、お互い探り合っているような。なんとなく近くにいてなんとなく優しく
されたりして、という、まことにバカみたいな、ここに書いていても恥ずか
しくなるような「恋愛ごっこ」みたいなもので、百歩譲って 40 女の今に置
き換えたとしても、とりあえずことが始まる前の、チヤホヤされてる状態を
延々と長引かせたい。したくはない。でもチヤホヤされたい。いい気分にな
りたい。久しくそういう気分になったことがないから。
自分にそういう価値があると、もういちど認識してみたい。もう誰も褒め
てくれなくなったから。
若さがなくなるというのは、女としての価値が激減することでもあり、そこ
から老後がどのくらいあるのかしらないけども、多分女としての賞味期限が

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

船橋小夜子 Sayoko Funabashi
1984 年青森県八戸市生まれ・東京都杉並区在住
クリエイター
2007 年 東洋大学社会学部 社会文化システム学科 卒業
2009 年 桑沢デザイン研究所 卒業
学生時代より IT コンテンツ企業にてモバイルサイトデザインを制作。
その後、呉服店勤務を経て、WEB 関連企業でデザインをしながら
フリーランス・クリエイターとして活動。
info@funabashimisako.website
http://funabashimisako.website/

３月初旬、所有林の松が倒れ、道を塞いでいるという電話があった。
急いで駆けつけると、数本の松の樹が根元で折れ松林全体は廃園のよう
に荒れている。その山林が松食い虫の被害にあっているという事は知っ
ていたが、ここまで深刻な感情を喚起させられるとは考えていなかった。
根は山肌の土のところで折れて、がさがさとした切断面をみせていた。
そこからは、暴力的でおぞましい表情の顔面をみているような印象を受
ける。アニミズムの猛々しさをともないながら、さらに明らかに私を「悪
（あく）」だと言葉を発している。私には、アントニオ・ネグリとマイケ
ル・ハートの共著＜帝国 > の暴力とはこのような容貌ではないかという
感慨とともに、なんともいいがたい焦燥と喪失感を覚えてならなかった。
3・11 後、絆という語とともに、連帯が語られたたことはあった。だ
が、現実は心を何ひとつ変えようとしない綺麗な言葉で己を粉飾する黒
幕たちの、資本／政治／経済／金融／報道のメカニズムがあらわになり、
彼等の正しさは、むしろ私と世界との関係性をばらばらに引き裂いてし
まった。いや実は、3・11 以前から彼等の正義の実行により、すでに私
はばらばらになっていた。自らの根拠が、まさに根元から転倒する物語
が目の前の光景から顕われるのは、分断の物語の発端があるということ
だった。
そうした分断が、皮肉にも私が美術にかかわろうとする意志にとも
なっていると承認する時、私はおのれを非正義と規定する不可解な観念
を生んだ。それは、資本空間に対峙しつつも、唐突に植林空間をつくろ
うと企画することが、全く偶然ではないような日常性をも孕むものだっ
た。

町田哲也

人より多くの情報を手に入れ、優位に立て！

< 極東 >Far East SCULPTURE 植林計画
素材：鳥の羽 自分の指
場所：伊那市富県 所有林

ー静寂など訪れないこの森の︑しかし地べたへ低く張
り付くように静まりかえることはある土に︑星こそが
染まり広がるー

Alphabet とカタカナのことばは、だれのためにあるの？

その後施設の祖母にネックレスを渡したら、人から貰ったものは滅多に
お気に召さない祖母が、一目で「ええわ、これ！」と気に入っていた。
会ったことも無いのに、あのおじいさんは祖母の好みを見抜いたという
のか……。
私と友人はその手腕にただ驚き、あの店（？）での奇妙で楽しい時間に
ついて、帰りのバスの中でしばらく語り合った。

終わるのは、人生において体験する初めての「終焉」だ。
それに直面するのが結局、怖いのだろうか？
しかし現在絶賛失恋中で、心のバランスがおかしくなっている故郷の友人は
泣きながら言った。
「辛いけど、それでもこの恋ができてよかった」
つまり「何もないよりはまし」という話らしい。そうなのだろうか。自分か
ら静かに引退して「何もない」楽しさを享受するのが楽か、いつまでも果敢
にトライして、ボロボロになっても、「初めての終わり」に追いつかれない
ことが幸せなのか。静かに引退はしたいけど「初めての終わり」を通過した
という事実をまだ実は受け入れてない私のような場合、その受容はどのよう
な過程で行われるのだろうか？
現在この連載は第 9 回。2 ヶ月後に次号が出る頃には、私はもう帰国して
いる。
第一回、40 歳になった直後に海外へ引っ越した時、「帰国するときには、女
性の生と性について何か掴んでいてみせる」と書いたわけだが、その結果は、
分かったような分からないようなという微妙なものだ。
40 を境に変わることがあるとしたら、スーパーサイヤ熟女への階段をのぼ
る選ばれた者と、生々しさが耐えられなくなる者とに女が二極化されるとい
う、このことだけは分かった。
しかし、生々しさから離れてたふりをしても「モテたい」「女と見られたい」
「恋愛したい」という欲求から完全に解脱できるわけでもない、というのも
身を持って分かった。
女の 40 女代というのは、草食化を選びながらも前線から遠のく恐怖にも耐
えられない、不惑どころか悪あがきの時代である。
私がこの 3 年で掴んだ事実は、なんともしょっぱい、しょんぼりする事実
であった。
すっかり消極的になってしまっている今、私がこの連載で第 10 回を迎える
ことがあるとしたら、エイジング由来の絶食化を選ぶというのがどういうこ
となのか、そこについて掘り下げていくことでしょうか、それって読んでも
書いてもつまらない愚痴の垂れ流しになりそうだ。
ではここで潔く最終回にしよう。
読んでくださっていた皆さんがいるとすれば、長らくありがとうございまし
た。
またいつか、どこかで。
と終わるつもりだったけどね、今もう帰るよっていう頃合いになって突然。
突然！降って湧いたように目の前に男性が現れたんですよ！！イケメンで
す。高身長です。ちょっとだけお兄さんです。日本在住です。売れっ子コピー
ライターです。すっかり国内事情に疎くなった私ですら知ってるコピーを書
いた方です。その方と偶然、たまたま、場を一緒にする機会があり、たまた
ま 5 分ぐらい立ち話はさせて頂いたんですけど、何故だか知らないけども
その方から突然、前触れもなく、FB で友達申請が来て、今度一緒に一杯飲
みながらお互いの仕事の話でもどうですか、と。……いやそれはいいですけ
ど、私と何がしたいんですか？仕事の話って、私ウジ虫みたいな仕事しかし
てないですけど、ほんとに仕事の話だけですか？本当は私と一体何がしたい
んですか？もももしまさか万が一それ以上のことを考えていらっしゃるので
あれば、ぷ、プラトニックな関係で、愛だけ伝え合ってとか、そういう斬新
な形でお願いできないでしょうか？？
というこの話の続きがどこへ落ち着くのか。どうも国をまたぐとなると発情
を伴う事件が起こるようである。私の中のラフレシアよ、もう一度その強烈
な腐臭で当惑の世界へと私を誘うのか否か。第 10 回、あるかどうかさえ定
かじゃないけどもあったら一体どんな内容なのか私のほうが心配！
松下 幸 MATSUSHITA KOH ※ペンネーム
1972 年福岡市生まれ シンガポール在住 コピーライターのようなもの
大学中退→フリーター→主婦→フリーター→会社員→フリーランス
catpaw@gmail.com
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揺らぎ足にもどり︑深山から降りたことのない谷へ滑 つ下流の大工が雨漏りの修理をしたやら神社の神主が
り落ちるように下ってしまってから沢で口を濯ぎ首を 布団を差入たなどと聞こえくることが重なった頃︑あ
洗い脹脛に縛り付けた足袋草履を緩め足裏に刺さった れはあれで知恵もあり子の熱をアオダモをつかって下
ものを抜いてから流れに差し入れると赤筋が長く流れ げたこともあると聖庵の下手の村道沿いの雑貨店の主
伸びたので踵を太腿にかかえあげて新しい鮮血が膨れ 人が教えてくれた︒儂はこのところずっと飛行する輩
る裂目へモチグサに唾液をたらし擦り込む︒皮膚裂け のことばかり考えていたのでどうでもよかったが谷山
は旺盛な儂を示すだけであり谷を刻む岩に肉管の脈動 の出合頭に交える聲には必ず鬼灯女が滲むのだった︒
が照り返されるようであったから眩しいので瞼にも水 炭焼樵爺婆には娘が独りあって里だか街だかに嫁に出
をざぁざぁと与えその冷酷にうあぁうあと唸るにまか たまま戻ったことはない︒下の息子は幼子の時に亡く
せると渓谷はぶぁぐぁあと響き返す︒手斧頭で兎の頭 なったと最早このあたりには現れることのなくなった
を叩き背の漲りがすとんと抜けた毛袋の腹に刃を入れ 薬売りに随分前に聞いたことがあったが︑爺婆に確か
るとひとつぎゅうと啼き背の張りが一度戻ってからま めたことはない︒橋女郎が娘と重なるかもしれないと
た落ちた尻の穴から胸元へと腹を開き湯気臓物を掻き 儂は口を閉じて弁えて婆の聲を聴くだけにしている︒
落とし岸辺の残雪を丸めて太い動脈からの血を吸い取 炭も売れなくなり樵の体力も衰えた夫婦は荒庭の倹し
るとそれまでは姿を隠していた猛禽がどこか近くでぐ い野菜よりも薬草やら山菜のほうが高値だと残り少な
ぎぃぐと鳴いたようだった︒仰げば羽影も流れたので い歯をのぞかせてほくそ笑む︒山の男は頑丈だがぽっ
ほら喰え︒聲を洩らして岩の上に臓物を無造作に並べ くりと逝くから心配などしていられないと威勢のいい
る︒昨年の初秋の収穫前の稲穂を喰うわけでもないの 婆は実は爺よりずっと若いのだと営林署の人間に聞い
にただただ荒らした猪のせいで米が臭くなり棄てるし たことがあったが︑これも山中の立ち話にすぎない︒
かなかったとぼやいた蹈鞴兄へ差入れた薫製を︑両手 こんな儂でも獲ったものを持っていけば土間と板敷き
で受け取った親指の垢の詰まった潰して伸ばす仕事刺 しかない小さな小便臭い小屋に呼び込んで泊まってい
青の黒く平たい指爪がふいに浮かび︑野郎のところで けと頻りに誘うものだから︑爺の悦ぶ酒を婆には地蜂
兎は鞣すかと迂回の道行きを浮かべつつ懐の紙袋の蚯 などを持参して幾度か通ったものだった︒その度に鬼
蚓を針に差して沢の深みへ糸を放つ︒儂は糸が引かれ 灯女ばかりではない幾襞もの谷山の者共の暗夜行路を
るまでそれまでの関心を蚯蚓に渡してしまった動かな 砂糖をかけた沢庵をしゃぶりながら捏造を自ら許して
い森に棄てられた欠片のようなものになり︑輪郭を屑 呟く婆の聲を肴に儂と爺は黙って頷きながら杯を重ね
同様腐食させるに任せ風には揺れたかもしれない︒並 るのだった︒喋り終えると不意に小さなラジオのスイ
べた臓物を鳶が降りておそらく胃などを白梟はおそら ッチを入れ時々折れるような波打つような番組の音を
く腸をだらりと蛇のように銜えて低く飛び移る音を耳 枕元に添えて早々と布団に入ってしまう婆の寝息の聴
裏で聴いたけれども時が降るばかりで振り向きもしな こえてくる頃︑爺はラジオのスイッチを切り︑婆との
かった︒
生活では言葉など使わなかったような忘れてしまった
者の発音でようやく嗄れた聲をぼそと零すのだった︒
ーついとなりで貪るものらは︑宵から傍に居たわけ 鬼灯女は女郎ではないのよのお︒しぃとるか︒俺は目
でもないが︑その動きはこちらの部分である項垂れを︑ 元をよおく見たから判ったぁ︒誰に訊いたか咳き込ん
頤に含んでいるー
でいた俺に食べなよ菜葉と魚を上手に煮て持ってき
た︒あれは惣治の娘じゃてぇ帰ってきたのだぁ︒俺の
子ではないよぉ︒おそらくのぉ︒魚は北のなんだった
っけなぁ︒金髪には炭をたんと持たせた︒にしんじゃ︒
あれはニシンじゃ︒囁くような小さな呟きが緩慢に長
い沈黙を挟んで続けられ︑それを耳で受けとる儂はと
うとう炉端に横になって目を閉じ杯を持ったままいつ
になく深いところまで沈んでしまったような眠りに就
くのだった︒炭焼樵の住処は儂のところからひと山も
超えない近さであったから時間があれば立ち寄り︑爺
婆もそれを頼りにしてくれているが︑八年すぎても互
いの名を知らない︒尋ねたこともない︒

0

ベージュと金色の狭間の、ちょっとゴージャスな一品。
最後、友人と私とおじいさんで記念写真を撮った。
私たちの肩に手を置き楽しそうなおじいさんに、婦人が「もうお父さんっ
たら！」と突っ込む。
奇妙に見えた店（？）の主は、何とも明るく気前の良いおじいさんだった。

友達に触発されて FB で検索した結果、あっという間にみつけたのは、高
校 3 年生の時に大変純粋な恋愛をしていた彼と、大学生のときに親が「こ
いつらは結婚するだろう」と思うぐらいべったり付き合っていた彼の 2 人。
というか他に検索するあてもなかったのだが、それはまあいいや。で高校時
代の彼氏は、顔は吉岡秀隆似で高身長、大変やさしく笑顔が素敵なナイスガ
イだった。変な別れ方はしていないし、今当時の写真を見ても「超タイプ♡」
となるくらい好きだったので、見つけた時にはドキドキしたのだが、現在の
プロフィールを見て「・・・あれ？」と。地方の山奥で自動車修理工場を経
営していると。もちろん既婚、子供はいないが純血種のレトリーバーとたく
さんの仲間に囲まれ、週末にはバーベキューにフライフィッシングと、なん
というか私の人生とは全く重ならないような生活をしている。確か地元でも
有数の国立大に進学したはずなのに、何故自動車修理……？いやいや職業に
貴賎なし！一国一城の主、腕一本で生きていくなんてかっこいいじゃないか。
仲間がたくさんなのも、今でもナイスガイである印、なんて思ってタイムラ
インを遡っていったら、「・・・・・」
こ、これは見なかったことにしたいな、と思うような現在のお姿を見てし
まった。昔は細かったのになー細長くてほんとに素敵な体だったのに。け、
けどもまあ出してみよう！フレンド申請を！！と意を決してリクエストボタ
ンをクリックした。それから 10 ヶ月経った現在でも、まだ承認のお知らせ
は来ません。私の苗字が変わったからわからなかったのかな。
お次は大学時代、ほぼ婚約状態だった彼氏。見た目は麗しかったけどもま
あめんどくさい男で、別れてはくっつき、でまた喧嘩別れしてまた復縁みた
いな、どうしようもない付き合いを長いこと繰り広げた相手だった。そして
すっかり別れてしまった後も、たまにお互いの人生について連絡しあったり
していた。基本やっぱりナイスガイだしカッコいいし何より超高学歴だった。
東大の理系大学院生だから相当なもんでしょ？で、最後に電話で話したのが
私が再婚して 1 年経った頃で、もうすぐ結婚するが母がガンになって、と
いう愚痴を向こうが垂れ流しだしたところで、やばいまた面倒な話が出てき
たぞ、再婚したばかりなのにそういうのは困ると思って慌てて電話を切った。
まあそんな、どちらかといえば彼が私を好きな量のほうが多いっていうか、
追われる立場っていうか、そういう関係であったので、当然最先端の理系研
究者なので FB でもすぐ見つかるし、友達申請をしたらすぐに承認された。
久し振りだねーなんてメッセージが来て、お互いの子供の話なんかをして、
おっなんかいい感じ？と思ったもんで、メッセージに「うちの娘ときみの誕
生日が同じなんだよ。運命感じたわ」みたいなことを送ったら、なぜか返事
が来なくなった。FB 自体に一切現れない。なんだろうな、ご家庭に不幸で
もあったのかな？
で、お話にならないので、最終兵器を一人、探してみた。これは中学校か
ら 34 歳ぐらいまでずーっと、付き合っては別れをロングタームで繰り返し
てきた、親が「東大と結婚しないならこいつと結婚するのかも」と思ってい
た相手だ。元カレなのかどうかすら判然としないが、特別に濃すぎる相手だっ
たことは確かで、連絡がうっかりついてしまうと毎回何かやってしまうので、
最後に終わった時に「もうお互い二度と連絡するのはやめよう」ということ
にしたのだった、が、そんな切なすぎる恋を繰り広げすぎた私達だ。また口
火を切れないわけがない。そのため、まずは FB から探してみたが、LINE
はしてても FB はまずしてないだろうと思うような男なので当然見つからず。
ミクシィはお互いブロックしてるので繋がらず。友人たちには関係そのもの
が秘密なので連絡先を直には聞けない。会社のメールアドレスは知ってるし、
社長なので退社してることもなかろう、会社潰したって話も聞かないし、と
思ってじゃあ、そこしかないかと、当たり障りのないメールを会社のアドレ
ス宛に出してみたが、まあ、返事はないですね。そんなもんだね。過去に
22 年もの付き合いがあっても、暑いですねーの一言も返ってこない。こん
なに揺るがないとは思わなかったわ。
そんな感じで、持ち駒は全て尽きました。この 3 名以外、思い当たる元カ
レはいないのでね……。
で、その FB で同級生とつながっていい感じな友達に相談したら、知り合
いだけど付き合ったことはない相手を引きずり込んでみたら？と、アリジゴ
クみたいな恐ろしいことをその友人は言うのだけども、躊躇していたら「じゃ
あナンパでもする？」と言われていやそれならアリジゴクのほうがいいです
と言ったところ、誰か引きずり込めそうなアリはいないのかと聞かれて「ア
リかどうかは分からないけどもう 12 年ぐらい憧れている相手はいる」と素

直に答えました。7 つも年下なもんで、おまけに憧れすぎているんでまとも
に顔を見て話したことすらないけども、一応会社で同じプロジェクトを一緒
に、というか 2 人でやったことがあり、どうして顔も見ずに仕事ができた
かというとメールという便利な道具があったからなんだが、いつどういうタ
イミングで、私が勇気を出したのか、流れでそうなったのか判然としないの
だが SNS ではだいたい繫がっていて、今でも FB 上では親交がある。たまに
はチャットもする。彼から「いいね」がつくだけでその日は夢見心地だ。チャッ
トなんか来たら一旦トイレに行って気を鎮めてこなくてはならないぐらい
だ。別に全然かっこいいわけではないけども運良く私の好きな顔である。共
通の友人に彼の容姿を褒めると「え？」と言われるが、そんな彼が早々に結
婚してしまった時には、ショックであるとともに猛烈に切れ者でインテリ
ジェンス溢れる有能な男は容姿とか関係ないのよねーと、一人納得したもの
だ。
で、アリジゴクと言われてもね…どっちかというと私がアリのタイプで、
むこうがアリジゴクになれば瞬殺される自信はあるけども、そんな気配はな
いし、第一リアルで直接話したこともないのにどうやってそんなことを？？
と、一向に先に進まないままどんどん私の人生が暗転していき、太り、顔は
たるみ、疲れ、アリジゴクっていうかここは地獄ですか？というそんな状態
のなか「生きるの辛えー」と、もう早期に閉経しちゃうんじゃないかな？な
んて心配のほうが大きくのしかかってきて、見せる体もなくなったし、そも
そもチヤホヤされたいなんて手の届かない望みの前に私は安住したい。浮足
立ちたくない。沈殿上等、外に出なければ夕食にチーズとんかつ食べて食後
にケーキ、夜食に塩おにぎり 3 個とドリトス片手に朝方まで韓流ドラマ観
てるとか、そういうダメな王みたいな生活が許されるわけで。そもそも主婦
なんだから。夫も子もいる身で一体何を画策してるの？なんて急に白々しい
ことを思ったりして。そんな、前線を退く言い訳を山程並べられることにホッ
としていたりして。

半年前に里から歩いてきたという鬼灯を銜えた女が
独りで棲みはじめ金色短髪であったからか女に纏わる
在ること無いことが囁かれ四つほどの谷山を流れ渡っ
た︒時折雨露雷を避け数日寝泊まりすることもあった
古びたふたつ山向こうの聖庵はだから近寄らなかっ
た︒噂が耳に触れた時に三つの山を越えてもその日の
内に行き戻ると決めていた︒釣りあげた岩魚山女魚兎
の残腑と血筋を沢に流し与えてから燻すのも鞣すのも
後回しにして腰に縛り付けつつ︑そういえば炭焼樵の
婆が煙りの中から儂を呼び止めあれは橋女郎じゃて鬼
灯で子を堕ろす手練よ︒へぇと近寄ってから山鳥と換
えた芋が多すぎて重かったのはまだ秋の前だった︒な
どを巡らせて降りる前に垂らしておいた綱を手繰って
崖を垂直にのぼる︒山の者どもはどうこういっても鬼
灯金色女に食い物などを持って忍び寄り出自を探りつ

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

「お洒落なおばあさんやったら、絶対これや」

新たな商売の形を提案できたかもしれない、と少し嬉しくなる。
紐は西陣の紐にも関わらず一本 500 円。

サチコは小学２年生の女の子。二つ結びがお気に入りで、よく半ズボ
ンを履いて元気に登校します。サチコのお気に入りに通学路の桜の木も
あります。うす茶色のマンションの角に一本立っています。木は春に花
を咲かせピンクの、夏は青く、秋は黄オレンジ赤のまだらに天井を変え
てくれます。秋の終わりから冬の初めまで、乾いた葉っぱのじゅうたん
が増えていきます。サチコはカサカサと踏みしめて学校に行きます。
通学路の桜の木を過ぎると、道を挟んで畑と家が並んでいます。サチ
コが不思議だと思うおばあちゃんが、その一つに住んでいます。そのお
ばあちゃんは、いつも必ずいるわけではありませんが、年がら年中玄関
の前でぶらぶらしています。または植木や庭のブドウを手入れしたり、
道行く人に声をかけたりしています。サチコもよく声をかけられ、名前
を聞かれ、いい名前！と言ってくれるのに、また初めてのようにサチコ
の名前を聞くのです。でもおばあちゃんが教えてくれる植物の名前は間
違いありません。サチコは小学校に上がる前からおばあちゃんの姿を見
ていました。

往にし年より、古の趣きに返らむとて、やうやく試みたり。
希臘（ぎりしゃ）羅馬（ろーま）のゑ、まことに良きおもぶきにて、
何ゆゑか知らず、昔より感ずるまま、此度は古体に返らむと覚ゆ。
また、希臘の物語懐かしく、何ゆゑか知らず、何の掛かりかあらむ。
古体に於て、形と形の掛かりが大事なり、されど、ゑの具剥げ下の
ゑの具の見える、ふるる様にこそ感ずれと、古き趣き現はす術求む。
我古体好みでもあるなり。

ネックレスというのは、他よりもっと細い、ネクタイ紐のようなものだっ
た。
おじいさんは私と友人の他に、お洒落に厳しい祖母の分も選んでくれた。

photo by Kazunori KITAZAWA

塩津知広 TOMOHIRO SHIOTSU 1965 年福岡県北九州市門司区生まれ
長野県長野市在住 音楽講師
1990 〜音楽教室講師として活動開始
2006 年〜「ドラムサークルながの」発足
drumcirclenagano@gmail.com
ドラムサークルながの http://hey8tsedrums.com/dcngn/

一昨日の晴れた夜に、サチコはたくさんの星を見ました。今日はきれい
な夜、町中に白いもやが広がっています。ひんやりと秋の香りも広がっ
ています。サチコは不思議なおばあちゃんと小さな赤ちゃんのことを思
いました。

室内劇 1 (2015) アクリル・F0 キャンバス ×2

木村夏衣

が今です。風呂なんて平気で 3 日ぐらい入りません。まあ、女としては、絶望、
ですね。
しかしその絶望、二軍からの戦力外通告を受け取る前に自分から引退宣言状
態になるまでに至る、その「同級生をさらってみよう」の顛末を、一応さらっ
とご紹介しておきたいと思います。

はふたつ野兎が走り込みひとつはじっと座りひとつは
突っ伏してじたばたしており腹に触れると野の奇跡と
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感じられるほど温かかい︒赤布帯の徴を目印として添
町田哲也
えた十の落し穴は破られていなかった︒罠の必要に切
猛禽か齧歯か︑与り知らぬ小天狗道化の嘲笑を体に 迫しているわけではない︒そもそも山中に放棄され朽
ちて隠されたような潰れた空缶や衣服や瓶や靴︑ある
纏う輩が滑空した大気痕を斜めに追って顎を突き出
し︑枝間を睨みあげた眉の形を崩さず前のめりの格好 いは樹木葉の堆積層に深くそのほとんどが埋まってい
のまま進む︒というのも闇の中焚火炎に照らされ︑ま る電化製品の塊や車のタイヤなど︑どういった理由で
た溜りの月光反射に咽ぶ彼らの飛翔に気づく度ちぃと それが其処に在るのか︑空から降ったと決めるしかな
舌を鳴らしていた︒小憎らしい奴らの宙空へ遺した手 い不自然さで︑人との繋がりを離れた時間を長々と費
を伸ばすと掴めそうで届かない飛行景を夢の中で﹁下 やし自然へと融けかかっており︑そんなモノを躓くよ
ではなく上へ﹂と諭されるかに幾度か喉を反らして巡 うにみつける度に深い山中の時間が漬け込まれた醗酵
らせていたので︑痕跡が結ばれる樹々の間隔と高低差 臭に酔うかに立ち尽くしつまらぬ感想を与え拾い上げ
をぬんと繋ぐ目付きとへの字に曲がった唇の形はいつ るより先にその傍に座り︑この軀にとっては到頭未来
までも消えない︒猛禽はまだしも齧歯のふざけた肢体 より過去の時間が長くなったからだろうと愚痴るわけ
のまま落下の速度で真横に流れることが気に触る︒彼 でもなく稚拙な罠を仕掛けていた︒棄てられたモノを
の目玉に乗り移ることのできない今世の軀のつくりが つくづく眺め手にとることもあったが余程のことがな
怨めしいのか︒狐狸の徘徊には別段思いは膨れない︒ ければいちいち拾い上げ懐に入れることはなかった︒
なにしろ宙空を浮遊したことなどないくせに夢のつづ ただ様々に徒な朽ち様の詳細にほぉと声を漏らすこと
きでふわりと浮かび泳ぎこうだったのかと浮遊法の取 もある︒百年でそのほとんどを分解するだろうが︑欠
得を歓ぶ束の間の錯覚の喘ぎが覚醒後も消えないから けたラベルの文字が場所との不適合を越えて新しく
だと思われる︒現在を切り裂いて﹁みえること﹂を遠 ﹁賞味期限﹂と笑わせる意味となって場所に打ち込ま
く高く放り上げる手がかりが彼ら飛行類にある︒錯乱 れる︒ひとつ笑った後に文字が沈んでいるのを眺める
に似た息を吐くこちらに出会うものは人間であっても まま時が過ぎることもある︒森の浸食の力といつしか
魑魅魍魎であっても目玉が互い違いに上と下へ向けた 同期するのはよいけれどやはりこの軀の消滅をくっき
気の振れた生き物と突き放し関わりを背けるだろう︒ りと浮かべて静まる︒今時こんな深い山中人も歩かぬ
墨と光が鈍闇色に混じる半時前の疎らに煙るまだ昏い だろうと浅く決めてもどこに何が潜もうとこちらが此
早すぎる朝から幻視と肉を錯誤させつつ動き︑飛行輩 処を彷徨うような気ままさの別軸の系は痕跡と徴され
た形骸となっていくらでもあった︒人気の失せた場所
が這い戻って眠る古木の高さのある樹洞を見上げ︑
樹々の幹枝に肩を幾度か擦りつけ足許に糞尿をみれば など世界には無いけれどその気配は長さの異なった時
寝惚けを垂らした獣を嗅ぎとったりもして︑立ちどま 間に支えられていた︒罠をこしらえることはだから︑
り︑背を使って上を仰いでから腹を凹ませ下へ屈む軀 不法投棄を訝るのであれば自身の彷徨そのものをも戒
の軸に直付けされ知覚の認識遅延を切り捨てた視線を めなくてはならないと笑いを浮かべる程度の仕草だっ
朴訥に放って︑残雪からのぞくゆるく水蒸気ののぼる たし︑鞣した皮や肉を持って谷山中の隣人に届けると
濡れた黒い醗酵土へ指を差し入れ時折蠢くものを摘ん 思いのほか歓ばれたからだった︒森の力にそのほとん
で懐の紙袋に入れていた︒代謝は荒れずいつになく漲 どを任せる山中行であり埋もれたタイヤに生け花をす
って素早く動く足腰があるのは︑雪が融けはじめた山 る意味の所有をするつもりにはならなかったが︑幾つ
に入るようになって半月は過ぎていたから凍結の季節 かは意識の外で持ち帰り︑空缶を調べると半世紀は過
に鈍って凍り弛緩した肉の撓みがこれも融け落ちてい ぎているものがあり︑あるいは一度煮炊きに使ったよ
るからだ︒啓蟄芽吹きの薫粉が鼻孔に染み入って胸の うなものもある︒間伐業者が残したような工具の類い
もあって︑幾分錆びた鉄塊は蹈鞴兄のところに持ち込
なかまで毒粒子を含めばそれが臓の腐りを刮ぎ落と
す︑外から細胞の入替を強要される時節を丸ごと鱈腹 み使えるものは研いてずっしりと重い叩けば時間が打
喰らうだけでいいと軀は開いている︒上空の乱気渦を 開かれるような金槌として使うのだった︒朽ちて潰れ
千切った山神巨人の一筆のごとき打下ろしが垂直に小 た遠い時間が目にみえる屑を倹しい小屋の柱に掛けて
賢しい肉顫動を圧し潰し若気た人間の気配など土に交 葉を差し︑あるいは庭先で煙草皿とし︑あるいはすき
えて掻き回す上︑獣らの軀も神経も再生の季節に痺れ ま風を防いだ︒
次の季節雪のあるうちに追い込みをかける谷を浮か
て犯されているから都合よい︒行手を細い管道と示す
かの儚い飛行痕を陽光に手伝わせた光環と映し朧前方 べ放置すればよくないことが起こるかもしれない落と
へほらこっちだと導かれるままより深く高い森へと入 し穴をひとつづつ潰していく︒罠は地雷同様時節を逃
るのだった︒凍結が臑に這い上がる初心くちらつく雪 せば悪意となる︒仕掛けの確認を終えれば飛行痕と迷
の頃から昨日で百を数えた紐仕掛けの稚拙な罠に今朝 う光環にまんまと促される道行きのみとなった気楽な
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こころの内を奏でる楽器『インディアンフルート』のサウンドには、だ
れもが耳を傾けたくなる不思議な魅力があります。それは、吹いている人の”
こころの内側” が表現されているからでしょう。生命がそのまま音として
奏でられているのです。

サチコの桜の通り道

古体に返ることに就いて
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私は婦人と和気あいあいと、帯締めに使えそうな、太さと色の違う紐を
３本選んだ。
するとおじいさんが言った。
「サービスや。ネックレス好きなの選びぃ」
「ネックレス……？え、どこに……」

