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と︑いつも より少し大きな 声で︑す まちゃ んをよん だ︒六月 の初めの 木曜
日の朝︑た のまれていたぶ つだんの 花をと どけるた めだった ︒でも︑ すま
ちゃんの声 はしなかった︒ すまちゃ んの家 を見たら ︑前の門 の所に置 いて
あるプラン ターに草がはえ ているの に気が ついた︒ 花はさい ていたけ ど︑
草にかくれ てあまり見えな かった︒ 家の窓 はカーテ ンが全部 しまって いた︒
私は︑︵どうしたんやろう︶と心配になった︒
すまちゃ んというのは︑ 去年の五 月十四 日に五十 八才で死 んだなぽ やん
の奥さんだ ︒でも︑なぽや んとすま ちゃん はけっこ んしてい なかった ︒す
まちゃんの 家は私の家の前 だ︒むす めのく るみちゃ んは︑横 の家に住 んで
いるけど︑ すまちゃんは一 人ぐらし だ︒す まちゃん は︑今年 六十三才 にな
る︒
すまちゃ んは︑なぽやん のそう式 の時︑ かた手に ハンカチ を持って ずっ
とないてい た︒なぽやんの 写真があ って花 をいっぱ い置いて あるとこ ろで
ないていた ︒そんなすまち ゃんを心 配して ︑すまち ゃんの周 りにいる 人が
多かった︒ それでもすまち ゃんは︑ ないて いた︒す まちゃん は︑その 日か
らずっと暗かった︒
すまちゃ んは︑明るい人 だった︒ なぽや んがいな くなるま では︑楽 しい
ことをいっ ぱいしゃべって くれたし ︑私が 元気のな い時は元 気づけて くれ
た︒私は︑ 早くもとのすま ちゃんに もどっ てほしい とずっと 思ってい た︒
でも︑一年 目のほうじが過 ぎても︑ もとの すまちゃ んにはも どらなか った︒
次の日の夕方︑学校から帰って家に入ろうとして後ろを見たら︑すまちゃ
んが二階の まどの所にすわ って空を ながめ ていた︒ むらさき の服を着 て︑
部屋は真っ暗がりだった︒

その 夜︑お ふろに 入っ ている と︑ 開けて いたま どの 外から ︑音 楽が
聞 こえ てきた ︒なぽ やん のおそ う式 で流れ ていた 音楽 だった ︒な ぽや
ん が好 きだっ た音楽 だっ た︒ま どの 外を見 たら︑ すま ちゃん の家 の二
階 のま どが開 いてい て︑ まどの 所に ラジカ セが置 いて あった ︒み どり
のランプがピコピコ光っていた︒空はくもっていた︒私は︑︵すまちゃ
んやったんか︶と思いながらまどをしめた︒
おふ ろを出 る時︑ もう 一度ま どを 開けた ︒さっ きま でつい てい た電
気は消えて︑音楽も聞こえなかった︒
次の 日は土 曜日だ った ︒朝︑ 私は ︑お母 さんが 育て ている 植物 に水
をあげようと外に出た︒六時を少し過ぎていた︒
すま ちゃん が道路 にい た︒す まち ゃんは ︑鳥か ごを 持って いた ︒鳥
か ごに は︑は だ色の 布が かぶさ って いた︒ すまち ゃん は︑鳥 かご の戸
を 空に 向けて 開けた ︒中 から一 羽の 鳥が飛 んで行 った ︒羽が むら さき
色 のル リだっ た︒す まち ゃんは ︑ま た空に 向けて 戸を 開けた ︒も う一
羽 のル リが飛 んで行 った ︒二羽 のル リは︑ なぽや んが かわい がっ てい
た 鳥だ った︒ 私は︑ ︵あ の鳥は ︑な ぽやん の所に 行き たいん やお か︶
と思いながら︑鳥を見ていた︒鳥はすぐにどこかに飛んで行った︒
私は︑すまちゃんに︑
﹁おはよう︒﹂
と 言っ た︒す まちゃ んは ︑こっ ちを 向いた ︒でも 何も 言わな いで ︑す
ぐ に家 に入っ た︒私 は︑ ずっと すま ちゃん の後姿 を見 ていた ︒風 はふ
いていなかったけど︑私の所だけ風がふいているようだった︒
お昼 過ぎ︑ 自分の 部屋 からす まち ゃんの 家を見 ると ︑すま ちゃ んが
の きに せんた く物を ほし ていた ︒チ ェック の服や ︑黒 いＴ シ ャツ や︑
上 着が あった ︒私は ︑︵ 全部な ぽや んのや ︶と思 いな がらず っと 見て
いた︒
すま ちゃん は︑次 の日 も︑な ぽや んの着 ていた 服を ほして いた ︒た
くさんあった︒
月曜 日の朝 ︑学校 へ行 ってい ると ︑すま ちゃん の家 の前に ︑ク リー
ニ ング の車が 止まっ た︒ 車から 女の 人が出 てきて ︑な ぽやん の服 を全
部持っていった︒
私は ︑︵す まちゃ んは ︑なぽ やん をわす れたい んや ろうか ︶と 思っ

た︒
この ころか ら︑す まち ゃんは ︑あ いさつ をした り︑ 花の話 をし たり
するようになった︒でも︑あまり笑わないし︑なぽやんの話もしなかっ
た︒
それ から四 ヶ月ぐ らい たった ︒十 月の終 わり︑ すま ちゃん がプ ラン
タ ーの 草を取 ってい た︒ プラン ター は三つ あって ︑草 はいっ ぱい はえ
ていたのに︑一日できれいになった︒
次の 日︑学 校から 帰っ ていた ら︑ 門の前 の道路 にす まちゃ んが いた︒
き れい にした プラン ター に花を 植え ていた ︒二つ のプ ランタ ーに 三こ
ず つ小 さいパ ンジー を植 えてい た︒ なぽや んの好 きな 黄色と すま ちゃ
ん の好 きなむ らさき だっ た︒私 は︑ パンジ ーを見 なが ら︑︵ なぽ やん
のことは︑わすれてないんや︶と思った︒
私が︑
﹁きれいやねえ︒﹂
と言うと︑すまちゃんは︑
﹁そうやおぉ︒﹂
と 私の 顔を見 てくれ た︒ ニコニ コし ていた ︒今ま での すまち ゃん とは
全然ちがっていた︒うれしかった︒
お母さんも︑すまちゃんのことを心配していたので︑
﹁すまちゃん︑元気になったで︒﹂
と教えたら︑お母さんは︑
﹁ ほん なら︑ 今夜︑ すま ちゃん の好 きなカ レーに して ︑一緒 に食 べよ
う︒﹂
と言った︒
すま ちゃん も賛成 して くれて ︑そ の夜︑ すまち ゃん とお母 さん たち
と一緒にごはんを食べた︒すまちゃんは︑たくさんしゃべって︑カレー
ライスをおいしそうに食べていた︒
（指導 坂田次男）
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