「夜明けの物語」
小笠原 夕桔
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かすかな車の走行音とクラクション。
サンダルとわかる靴音が、足早に近づい
てくる。
段ボールの箱を、アスファルトの上に置
く音。
みか「…ごめんね、パンダ。・・・さよな
ら」
逃げるように遠ざかっていく足音。
段ボールの蓋が擦れあう、ごそごそとい
う物音。
パンダ「…さようなら。みかちゃん」
鼻水を啜る音。
パンダ「（涙声）わかってたんだ。遅かれ早
か れ、みか ちゃん と別れ なきゃい けない
日 が来るん だって 。…も し、みか ちゃん
の アパート のすぐ 目の前 がゴミス テーシ
ョンじゃなかったとしても…」
鼻水を啜る音。
パンダ「みかちゃんが彼氏さんと大喧嘩した
の が今日じ ゃなく て明日 の夜だっ たとし
て も、次の 燃えな いゴミ の日まで 少しだ
け 別れが先 延ばし になっ てたって だけで
…だから…だから全然悲しくなんか！」

パンダ、号泣する。
シャランと、かんざしの音。
藤娘「…（小声で）スノーボートちゃん。ま
た、お仲間が一人増えたね」
チリンと、鈴の音。

こ でみなさ んとお 会いで きたのも 、きっ
と 何かのご 縁でし ょう。 ご挨拶が 遅れま
し たが、僕 、ぬい ぐるみ のパンダ 、と申
します。どうぞよろしく」
藤娘「パンダちゃんね。あたしは藤娘」
パンダ「藤娘さんとおっしゃるんですか？大
変すてきなお着物ですね」
藤娘「（からかうように）あら、すてきなの
は着物だけかい？」

藤娘「そして、そっちの電柱の影から、鼻の

くすくす笑う声と鈴の音。

スノーボート「（小声で）そうね、藤娘さん。
シャラン、とかんざしの鳴る音。
… ああ、あ んなに 泣いち ゃって、 かわい
パンダ「（あわてて）そんなことないです！
そ うに。せ っかく の毛皮 がびしょ びしょ
お 顔もとっ てもお 美しい です！ガ ラスケ
になってしまうわ」
藤娘「（優しく）…ねえ。新入りさん」
ース越しでも眩しいぐらいですよ！」
藤娘「ふふっ、ありがとうね…ま、冗談はさ
ガラスケースを叩く、コツコツという音。
て おき。さ っきか らあん たの隣に 立って
るお嬢さんが…」
スノーボート「あたしは橇のスノーボート。
中国生まれの日本育ちよ。よろしくね」
パンダ「こちらこそ、どうぞよろしくお願い
し ます。つ ややか な青い ボディが スタイ
リ ッシュで すね！ 身につ けてらっ しゃる
その銀色の鈴もステキだ～」
スノーボート「スタイリッシュ？パンダさん
って、面白い人ねー！」
パンダ「うわあああん！」
藤娘「（声を張り上げて）おや、まあ…。ね
え、ちょっと！パンダの、ぬいぐるみの、
新入りさん！」
パンダ「…（泣き止んで）あ。は、はい」
藤娘「（笑って）やっとこっち向いてくれた
ね 。気持ち はよー くわか るけど、 そんな
に わあわあ 泣かな いでお くれよ。 ここに
集 まってる ものは みんな 、あんた と同じ
身 の上さ。 せいぜ い楽し く過ごそ うよ。
せめて夜が明けるまでは、ね？」
パンダ「（鼻水を啜って）そうですね…。こ
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先だけ覗いてる渋いお方が…」
パンダ「あ、もうお一方いらっしゃったんで
す か。これ は大変 失礼し ました。 …パン
ダです！どうぞよろしくお願いしま
す！」
熊「（低い声で）見てのとおり、木彫りの熊
だ 。熊とで もなん とでも 、好きに 呼んで
く れ」
パンダ「まさしく、熊とパンダは遠い親戚も
同 然…。（ 真面目 な声で ）お兄さ んと呼
ばせていただいてもよろしいでしょう
か？」
熊「…変わった奴だな」
パンダ「ところで、北海道名物の木彫り熊と
い えば、お 口にピ チピチ のサケをくわえ
て いる勇ま しい姿 が定番 ですよね 。その
発 音の明瞭 さとい い、今 のところ お口に
は 何もくわ えてら っしゃ らないよ うです
が 、失礼な がらサ ケは… どうされ たんで
すか？」
熊「（押し殺した低い声で）それを聞いてど
うしようって…？」
パンダ「（怯んで）い、いえ。単なる好奇心
で」
藤娘「（とりなすように）まあ、まあ。パン
ダちゃん、実はこの熊さんとあたしはね、
ず うっと一 つ屋根 の下に 暮らして きた間
柄 なんだよ 。初対 面じゃ とっつき にくい
け ど、誠実 で情に 厚い、 いいオト コさ。
ね、みんな仲良くしようよ？」

熊「…（照れくさそうに）ああ。よろしく
な」
パンダ「こちらこそ、改めてよろしくお願い
します！」
車の走行音。
藤娘「ひととおり挨拶も終わったところで…。
さて、パンダちゃん」
パンダ「はい、なんですか？」
藤娘「さっきあんたをこのゴミステーション
に 連れてき た娘さ ん。そ のまんま どこか
へ行っちまったようだけど、さ」
パンダ「（口ごもって）は、はい…」
藤娘「住まいは目と鼻の先なのに、こんな夜
中 にワンピ ースに 、サン ダル履い て、手
に は財布を 握り締 めてた っけ。… おかし
な話じゃないかい？」
パンダ「そ、それは…」
藤娘「だいたい、あたしたちはこうやって、
む き出しの まま地 べたに 置かれて るって
い うのに、 パンダ ちゃん だけは段 ボール
箱 に入れて もらっ てる。 きっと、 そのき
れ いな白黒 の毛皮 が汚れ たりしな いよう
に、って気遣いだろうね」
スノーボート「愛を感じるわ…。なんか、深
い事情もありそうだけど…」
藤娘「ま、今夜この場所に顔を並べているっ
て こと自体 、あた したち 全員訳あ りって
いうか、スネに傷持つ身なんだけど、ね。

話 してごら んよ。 聞いて あげるか らさ。
ね、熊さん？スノーボートちゃん？」
熊「ああ、話してみろ」
スノーボート「よかったら、話してみて？」

チリン、と鈴の音。

パンダ「…わかりました。お話します。でも
… 、僕はス ノーボ ートさ んが身に つけて
い る、その 綺麗な 銀色の 鈴の話か ら、聞
きたいな」
スノーボート「えっ、私！？」
パンダ …｢その鈴、たぶん、スノーボートさ
ん の大切な 人がつ けてく れたもの ですよ
ね？そんな気がします ｣
スノーボート「（戸惑って）え、ええ…」
藤娘「（明るく）そうだね。…じゃあ、まず
は スノーボ ートち ゃんの 話から聞 かせて
もらおうかしらね」
スノーボート「…皆さんにわざわざ聞いても
らうほど、面白い話でもないんだけど…。
で も、そう ね…。 パンダ さんの言うとお
り よ。（鈴 の音） この鈴 は、私の 大切な
男の子、ゆうくんがくれたものなの…」

（場面転換の音楽）

スノーボートＭ「…私のゆうくんは、六歳に
な ったばっ かりな の。二 年前にパ パの転
勤 で、広島 から家 族三人 で引っ越 してき
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スノーボート「私の話はそれだけ。それで終
わ り。…一 緒にい られた のはたっ たの一

藤娘Ｍ「お二人が丹精込めてお世話をしてら
したお庭は、それはそれは見事で。
春 は ツツ ジ にラ イラ ック 、 夏は 菖 蒲 に
紫 陽花に色 とりど りの百 合の花。 秋は紅
葉 、冬は一 面の雪 景色。 窓から眺 める景

てね。
雪の積もった斜面を滑り降りる橇の音。
冬 だったけ ど、そ れでも …私は本 当にゆ
札 幌 で初 め て迎 える 冬は も のす ご く 寒
チリンチリンと響く鈴の音。
う くんのこ とが大 好きだ ったわ。 できれ
か ったけど 、ゆう くんも パパもマ マも、
ば もう一度 だけ、 ゆうく んを乗せ てあの
雪 なんてほ とんど 見たこ とがなか ったか
スノーボートＭ「…冬が終わるとスノーダン
丘を滑りたかったな…」
藤娘「夫婦別れっていうのは、本当に悲しい
ら 、見渡す 限りの 銀世界 にとって も感動
プ さんや、 冬タイ ヤさん や、パパ が使っ
こ とだね。 なんの 罪もな いお子さ んが、
したんだって。
て るスノー ボード さんた ちと一緒 に暗く
初 雪 が降 っ た日 曜日 の朝 に 、ゆ う く ん
い つだって 一番つ らい思 いをする に決ま
て狭い物置に入らなきゃいけなくて…。
正 直、あの 人たち とはあ んまり話 も合わ
がトナカイの橇に乗りたい！って言って。
ってるってのに」
パンダ「…藤娘さんと熊さんのいたご家庭は、
な くて、和 気藹々 って感 じにはな れなか
… ほら、ア ンデル センの 「雪の女 王」っ
どんなお家だったんですか？」
っ たけど… 来年の 冬にな ればまた ゆうく
て 童話に出 てくる でしょ ？…で、 パパと
んと遊べる。それを楽しみに待ってたの。 藤娘「…あたしたちがずっとお世話になって
マ マと三人 で近所 のホー ムセンタ ーに買
き たのはね 、壁に 蔦の絡 んだ、古 い古い
でも…」
い物に来て…そこで、私と出会ったの」
お 家さ。お 年を召 したご 夫婦が、 二人き
スノーボートＭ「もちろん、ゆうくんの希望
扉を乱暴に開ける音。
り で仲むつ まじく 暮らし ていらっ しゃっ
通 りの橇な んて買 えるわ けがなか ったけ
たんだよ。ね、熊さん」
ど 、ゆうく んは私 をとっ ても好き になっ
スノーボートＭ「昨日の朝。まだ秋になった
熊「ああ。本当に仲のいいご夫婦だった」
藤娘「お庭の手入れもお散歩も、なんでもご
て くれて、 冬の間 じゅう ずうっと 仲良く
ば かりなの に、私 だけが 物置から 連れ出
一 緒になさ ってた 。銀行 にお勤め だった
遊んだわ。
さ れたの。 最初は 何が起 きたのか 全然わ
この鈴はね、童話のトナカイの橇には鈴
旦 那さまは 、これ といっ た趣味も 持って
か らなかっ た。… ゆうく んのパパ の手が
が ついてた から、 って、 ゆうくん がパパ
ら っしゃら なかっ たし、 お二人に はお子
私 を乱暴に 持ち上 げた時 に、パパ の感情
におねだりして買ってもらったものなの。
様もおいでにならなかったのでね…」
や 記憶がは っきり 伝わっ てきたわ 。ママ
ゆ うくん一 家が住 んでい るマンシ ョンの
も ゆうくん も、こ のマン ションに はもう
パチ、パチと剪定ばさみを使う音。
近 所の公園 に小高 い丘が あって、 冬には
いない。
マ マがゆう くんを連 れて 出て行っ たの。
静かに笑いあう、老夫婦の声。
子供たちがそこで雪遊びをするのよ。
丘 の 斜面 を 、ゆ うく んを 乗 せて 全 速 力
パパとママは、別れてしまったの」
で 滑り降り たら、 細かい 雪の粒が 全身に
（場面転換の音楽）
掛 かって、 すごく 冷たい んだけど 最高に
気持ちいいの！」
小さい男の子のはしゃぐ声。
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色 はいつだ って、 額に入 った絵を 見てる
み たいだっ たよ。 奥さま の淹れた コーヒ
ー を飲みな がら、 お庭の 景色を眺 める穏
や かなひと ときが 、旦那 さまはお 好きだ
った。
奥 さ まが 病 がち にな って 、 病院 を 出 た
り 入ったり するよ うにな ってから も、暇
を 見てはお 一人で 心をこ めてお世 話なさ
っ てたよ。 大好き なお庭 が荒れ果 ててい
る のをご覧 になっ た奥さ まが、悲 しい思
いをなさることなどないように、って」
コーヒーメーカーの湯が煮立つ、コポコ
ポという音。
コーヒーをカップに注ぐ音。
藤娘Ｍ「…奥さまがお亡くなりになってから
は 、お一人 で淹れ たコー ヒーをお 飲みに
な りながら 、よく 物思い に耽って らっし
ゃ った。時 々あた しに奥 さまの名 前で呼
び かけたり なさっ てたわ ね。…出 会った
頃 の奥さま の面影 がある と仰って ね。あ
た しの目を 見つめ ながら 、たくさ ん思い
出話をしてくださった。
本 当 に君 の 手は 昔か ら冷 た かっ た ね 、
っ て。両手 で包ん でも、 息を吹き かけて
も、なかなか温まらなかった。
最 後 の最 後 まで 手を 握っ て いた け ど 、
僕 の手の温 もりを 移して やること は結局
できなかったね、なんて…。

そ の 旦那 さ まも お亡 くな り にな っ て 、
ご 親戚がた の話し 合いも ついて、 あの古
い お家も近 々取り 壊され ることに なって
さ 。家財道 具や調 度品も 、値の張 るもの
は 貰い手が 見つか ったけ ど、あた したち
は…どなたも欲しいとは仰らなくてね。
…で、ここへ辿り着いたというわけさ」
（場面転換の音楽）
パンダ「お二人は、…きっとすごくお幸せだ
ったと思います」
藤娘「ふふ、そうだね。あたしもそう思って
る よ。…あ あ、も うすぐ 空の端っ この方
か ら明るく なって くる頃 だね。（ 明るい
声 で）…さ 、パン ダちゃ ん。いよ いよ次
はあんたの番だよ」
パンダ「…はい。じゃあ…聞いてください。
僕と、僕のみかちゃんのこと」
静かに語り始めるパンダ。
パンダＭ「…僕は、みかちゃんが一歳になっ
た お誕生日 に、彼 女の家 にやって きまし
た 。みかち ゃんの パパに 連れられ て。も
う 、二十四 年も前 のこと だなんて 信じら
れ ないなぁ 。つい 昨日だ ったよう な気が
し ます。… 今とは 違って 、小さい 頃のみ
か ちゃんは すぐに 熱を出 す子で。 お友達
と あまり遊 べない のが寂 しかった んでし

ょう。
そ う いう 時 は、 よく ベッ ド で僕 に ぎ ゅ
うって抱きついてました」

小さい女の子の鼻歌。
いとおしげにパンダの名を呼ぶ女の子の
声。

パンダＭ「みかちゃんは、僕にたくさんの話
を してくれ ました 。幼稚 園の話。 お友達
の 話。ママ に叱ら れた時 は、涙と 鼻水で
ぐ しょぐし ょの顔 を僕の お腹に埋 めて、
ママのバカー！なんて、ね」

女の子のしゃくりあげる声。

パンダＭ「次の日ぐらいに、僕を丁寧に手洗
い してくれ るのも ママだ ったりす るんで
すけどね。
み か ちゃ ん は、 僕の 世界 の すべ て で し
た 。ぬいぐ るみの 僕に、 生きる意 味があ
る んだとし たら、 それは すべてみ かちゃ
ん のためだ った。 …ぬい ぐるみっ て、そ
う いうもの ですよ ね？ど んどん大 人にな
っ ていくみ かちゃ んは、 僕がいな くても
寝 られるよ うにな ったけ ど、それ でも何
か つらいこ とがあ った時 は、ママ にも秘
密 にしたい ような ことで も、僕に はなん
だって話してくれました。
彼 氏 さん … あ、 しん やく ん って い う ん
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で すけどね 。しん やくん にプロポ ーズさ
れ た時も、 僕に一 番に打 ち明けて くれた
んです。目をキラッキラさせて…」
小さく「結婚行進曲」を奏でるオルゴー
ルの電子音。
パンタＭ「あんなに身体が弱くて泣き虫だっ
た みかちゃ んが、 秋には 花嫁にな るんで
す 。きれい だろう なー… 。僕には 見るこ
と ができな いのが 、やっ ぱり少し 残念だ
けど。
最 近 のみ か ちゃ んは 、お 仕 事と 結 婚 式
の 準備で忙 しくて 。イラ イラして たんで
し ょうね。 話に聞 くマリ ッジブル ーって
や つだと思 います 。さっ き、しん やくん
と 、二人で 暮らす 新居に 持ってい く荷物
に ついて話 してい た時に 、今まで 見たこ
と がないぐ らいの 大喧嘩 しちゃい まして
ね…」
（回想シーン）
お茶を啜る音。
ソーサーにカップを置く音。
みか …｢ね、どっちがいい？ ｣
しんや （｢欠伸して）ん？ ｣
みか ち｢ょっと、…ちゃんと見てる？カタロ
グ」

しんや （｢眠そうに）引き出物なんて、どれ
選 んだって 大して 変わん ないって 。みか
の友達が喜びそうなやつでいいよ ｣
みか「（少し苛立った声で）もう、何でもみ
か が決めろ 、みか の好き にしろっ て。し
んやも少しは考えてよ」
しんや「あのなあ…。俺、ここ一週間、九時
と か十時ま で残業 してん の。後輩 が急に
辞 めちゃっ て、バ タバタ してるっ て話、
したよな？」
みか「忙しいのは私だって同じだよ！」
しんや「あー、わかったわかった。じゃ、貸
して。カタログ」
みか「…はい」
しんや「…と、うわ！」
みか「あ！」
ティーカップがひっくり返り、茶がテー
ブルにぶちまけられる音。
しんや「あー…、ごめん」
みか「もー、パンダちゃんが！ごめんね、パ
ンダちゃん、今拭いてあげるね」
しんや「おーい、俺の服も結構びしょびしょ
なんだけど…」
みか「…はい。タオルっ」
しんや「投げて寄越すことねーじゃ…」
みか「よかったー。紅茶だからシミになるか
と思ったけど、あんまり濡れなかった
ね」

しんや「（不満そうに）ふーん…。ま、もし
シ ミになる ような ら、新 しいの買 ったっ
ていいし」
みか「…今度のアパート、結構狭いでしょ。
大 きいぬい ぐるみ は、パ ンダちゃ んだけ
でいいよ」
しんや い｢や、そいつ捨ててさ。新しいの買
えば？新居に似合うような、新品のや
つ」
みか「…ひどい」
しんや「え？」
みか「パンダちゃんを捨てろなんて！この子
とは、ずっと一緒にいたのに！（涙声で）
小さい頃から、ずっと…」
しんや「ちょっ、泣くなよ、大げさだなあ。
冗談だって」
みか「大げさなんかじゃないよ！しんやはな
んにもわかってない！」
しんや「…なんなんだよもう！わけわかんね
えな！」

（回想シーン終わり）

パンダＭ「しんやくんにだって、悪気はなか
ったんだと思います。あの人から見たら、
ゴ ミ同然の 古ぼけ たぬい ぐるみで すから
ね 。それに 、みか ちゃん は頑固だ けど、
た ったそれ だけの 価値観 の違いで あんな
に 怒ったり する子 じゃあ りません 。だか
ら 僕、二人 のやり 取りを 聞いてい て思い
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熊「その鈴…。使えそうだな。…スノーボー
トさん」

チリン、と鈴の音。

熊「…なるほど、な。ゴミ収集車がやってく
る までには まだ間 がある 。試して みるだ
けの価値はあるな」
藤娘「そうだね。…時間はまだあるものね」
スノーボート （
｢せかすように）熊さん、
なるほどってどういうこと？足音って？ ｣

ま した。… ああ、 この子 もずーっ と、い
が かりなの は、し んやく んが、泣 いて怒
つ かは僕と 別れな きゃい けない、 でなき
っ てるみか ちゃん を置い て帰って しまっ
ゃ 大人にな れない って、 心のどこ かで思
た ことで… 。こん な時こ そ、あの 子のそ
ってたんだ、って。
ばにいてあげなきゃいけないのにな」
本 当 は僕 も 同じ 気持 ちだ っ たか ら 、 わ
藤娘「…あたしは、しんやさんというお方
は 、本当は ちょっ ぴりパ ンダちゃ んに嫉
かったんです」
妬していたような気もするんだけどねえ。
『結婚行進曲』を奏でるオルゴールの音。
… みかちゃ んがパ ンダち ゃんをゴ ミに出
し たと聞い たら、 自分の せいだと 思っち
パンダＭ「しんやくんが帰ってしまってから、
ま うんじゃ ないの かしら 。…ねえ 、熊さ
み かちゃん は僕の おなか に顔を埋 めて、
ん？」
熊「…話の腰を折るようで申し訳ないが、ち
し ばらく泣 いてま した。 小さい頃 と同じ
ょっと静かにしてもらえるか？」
よ うに。… やっと みかち ゃんが顔 を上げ
藤娘「（声を潜めて）どうしたんだい？」
て、泣き腫らした目を見せてくれた時。
…僕、心の中でみかちゃんに言いました。 熊「足音が聞こえる。こっちに向かって歩い
てくる足音が二つ。三つ…」
君 が本当に 大人に なれる んなら、 僕を捨
て ていいん だよ、 って。 みかちゃ んは、
熊が鼻を動かし、空気の匂いを嗅ぐ音。
涙 をこぼし ながら うなず いた気がしまし
た」
（場面転換の音楽）
藤娘「つまり、こういうこと？あんたが今こ
こにいるのは…」
パンタ「ええ。しんやくんに言われたからじ
ゃ ありませ ん。… みかち ゃん自身 の意思
です」
スノーボート「…そうだったの。とってもつ
らかったでしょうね。お互いに…」
パンダ「いえいえ、そんな…。ひとつだけ気

スノーボート「はいっ？」
熊「思いついたことがあるんだが、俺の言う
と おりにし てもら えるか 。できる かぎり
体を揺すって、鈴を鳴らしてみてくれ」
スノーボート「こう…かしら」

チリンチリン、と住宅街に響く鈴音。

熊「よし、それでいい。…ああ、鈴の音に気
づいてくれたようだな。…走り出した」
藤娘「もしかして…みかちゃん？」
熊「いや、その子はまだ…（はっとして）お
い、みんな！気をつけろ！」

近づいてくる、バタバタという足音。
荒い鼻息。

パンダ「うわあああ！」
スノーボート「きゃあ…！」
藤娘「パンダちゃん！」

グルルル、という犬の呻り声。

主婦「ダメでしょ！ゴミなんか拾っちゃ！ほ
ら、ポイして！」

アスファルトに柔らかいものが落ちる音。
犬が鼻を鳴らす甘えた声。

主婦「まったく、もう。あら？この橇、どこ

7

も 壊れてな いわね 。なん で捨てた のかし
ら？」
犬の鼻声。
主婦「ほーら、いい橇でしょ、ハナちゃん。
気に入った？」
嬉しげに応える犬の吠え声。

い歯型がついたぐらいで！」
藤娘「スノーボートちゃーん！貰い手がつい
てよかったねー！もう一花咲かすんだ
よ！」
熊「幸せにな…」
スノーボート「皆さーん、さようならー！」
スノーボートの声、遠くなっていく。
パンダ「やれやれ、ひどい目にあった…。
で も、よか ったで すね。 スノーボ ートさ
ん」
ゆっくり近づいてくる重々しい足音。
藤娘「…また、誰か来た！」
パンダ「あっ、しんやくん！…うわっ！ちょ
っ、乱暴だなあ！」

主婦「（囁くように）まだこんなに綺麗なの
に 、捨てら れちゃ ったの ね。…よ ーし、
あ んた！家 に来な さい！ 家には三 歳の可
愛 い孫がい るの。 橇滑り とか、お 買い物
と か…冬に なった ら、た っくさん 働いて
もらうからね！」
橇が持ち上げられ、鈴の音が鳴る。

パンダの体から埃を払い落とす音。
しんや「あーあ、お前も災難だったなー。…
な あ、みか がどこ 行った か知って るか？
携 帯も切っ ちゃっ てるし 、いつも のファ
ミ レスにも いなく てさ… 。（笑っ て）あ
い つも頑固 な奴だ から、 お互い苦 労しそ
うだけど…改めてよろしくな！」
パンダ「（感極まったように）しんやくん
…」

主婦「あら、鈴がついてる。…いい音ねえ」
主婦、ふふっと笑う。
主婦「さ、帰りましょ」
遠ざかっていく一人と一匹の足音。
スノーボート「パンダさーん！藤娘さーん！
熊さーん！」
パンダ「僕なら大丈夫ですー！ちょっぴり鋭

軽やかに響くサンダルの音。

みか「（息を切らせて）…しんや！」
しんや「…まったく、こんな時間に何やって
んだよお前はー。…ほら」
みか「…よかった、まだ誰にも拾われてなく
て…。（涙声で）ごめん…ごめんね」
パンダ「（小声で）みかちゃん…」
藤娘「（小声で）このお方がしんやさん？男
前 じゃない の。な かなか お似合い の二人
だねえ」
パンダ「…みかちゃん。目が真っ赤だ…」
藤娘「ふふ、これで丸く収まりそうだね。パ
ンダちゃん」
熊「…雨降って地固まるというやつだ。よか
ったな」
パンダ「…（涙声で）藤娘さん。熊さん」
藤娘「さよなら。幸せにね」
熊「元気でな。…兄弟」
パンダ「…さようなら」

パンダの声、遠ざかっていく。

藤娘「（笑いを含んだ声で）最初っから最後
ま で泣いて たよ。 本当に 泣き虫な 子だっ
た ねえ。… ああ、 手を振 ってる。 みかち
ゃ んの腕に しっか り抱か れて。… ああ、
本当によかった」

雀のさえずり。
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藤娘「熊さんが鈴の音で犬を呼び寄せてくれ
た おかげで 、スノ ーボー トちゃん にも新
し い道が開 けたし 。…ふ ふ、とう とう、
あ たしと熊 さん二 人きり になっち まった
ね」
熊「…あなたも」
藤娘「えっ？」
熊「あなたもそのうちに、通りかかる誰かが
家に連れて帰りたいと思うはずですよ」
藤娘「ふふっ、だといいけど」
熊「きっと、そうなる。朝の光の中で、こん
な に…き、 綺麗な 人をゴ ミと間違 えるは
ずがない」
藤娘「お世辞でも嬉しいよ。ありがとうね」
熊「お世辞じゃありませんよ。自分は…ペラ
ペラお世辞が言えるようなたちじゃな
い」
藤娘「熊さん…」
熊「これといって趣味のなかった旦那さんが、
奥 さんのす すめで ノミを 取って、 時間を
掛 けて俺を 彫り上 げてく れた。も う少し
で 完成って ところ で、う っかりサ ケの尾
っ ぽを切り 落とし ちまっ て、完成 したの
は サケをく わえて いない ヒグマ、 ってオ
チ だったが …。俺 は、運 命ってや つに感
謝 したい気 持ちだ 。木彫 り熊につ きもの
の サケがい ないお かげで 、口をき くこと
も できるし 、その …こう して最後 にあな
たと二人っきりに、なれた」

（了）

車のクラクション、エンジン音。
先ほどまでより大きく響く靴音。
活気に満ちた朝の街のざわめき。

藤娘「…無口だと思ってたけど、本当はこん
車の走行音。靴音。朝の活気に満ちた物
なにお喋りなお方だったんだね」
音が遠くから近づいてくる。
熊「（少しうろたえて）いや、まあ…」
藤娘「…だけど、もしもあたしだけがどなた
藤娘「生まれた工房と、お店。育った家の中
し か知らな かった あたし が、今こ うして
かの目に留まるようなことがあったって、
世 界の端っ こをこ の目で 見てる。 朝焼け
あ たしは… あんた と離れ 離れにな りたく
が こんなに 綺麗な ものだ ったなん て、思
ない」
熊「それはどうして…」
い もしなか った。 ちっぽ けな人形 のあた
藤娘「ずっと好きでしたよ。…初めてお姿を
し なんかに は想像 すらで きないほ ど、世
お見かけした時から、ずっーと」
界って広いんだね。
熊「本当ですか？あなたみたいな高嶺の花が、
ゴ ミ処理場 送りはや っぱ りこわい けど、
その、俺なんかを…」
世 界はこん なに大 きくて 綺麗なと ころな
藤娘「（笑いを含んだ声で）高嶺の花は恋を
ん だって、 最後に 知るこ とができ て…良
し ちゃいけ ないだ なんて 、いった い誰が
かったよ」
熊「…俺も、同じ気持ちです」
言ったんだい？」
藤娘「じゃ、あとは仲良く思い出話に花を咲
か せようか 。…あ あ、本 当に綺麗 な空だ
ね…」
熊、唸り声をあげて黙り込む。
軽やかな自転車の走行音とベルが響く。

藤娘「…ああ、もうすぐ朝が来てしまう。
あ たしね、 本当は こわく てこわく てしか
た なかった 。仲の よかっ たマトリ ョーシ
カ さんやこ けしさ んたち が、別れ の挨拶
も そこそこ にどこ かへ連 れていか れちま
って、二度と戻ってこなかった時から…。
次 はあたし の番な んだろ うか、ゴ ミに出
さ れたらあ たし、 どうな っちまう んだろ
う かって、 それば っかり 考えてた 。…で
もね」
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