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女性２名

下倉安子

暗い舞台が だんだん明 るくなる︒
舞台中央に 春を待つ冬 の木が一本 浮かびあが る︒
安子が万里 子を車椅子 に乗せて登 場︒
レ ッチェンタ ールに春が やってくる ︒春を告げ るために春 を告げる行 進がある︒
行進する男 たちはナポ レオン時代 の兵士の姿 ︒一方︑婦 人や子供た ちの民族衣 装
は大変美し い︒この季 節にはよそ の町ではた らいている 村人も︑必 ずこの兵士 に
なるために 帰省する︒
﹁もし︑この帰省を拒否したらどうなるのですか﹂と村長に
聞いた人が いたそうで す︒どうな ると思いま す︒
帰 るんですね みんな︒
﹁もしも仮装を拒否したらどうなるんですか﹂と村長に聞いた人もいたそうです︒
罰 があるんで すか︒

安子
万里子

聞 いた人によ るとそうい う人はいな いし︑もし 都合で参加 できなけれ ば村民全員

どうなると 思います︒
安子

にファンダ ン︑これは 地酒だそう ですが一本 ずつおごる ことになる そうです︒ 村
人全員だっ たら大変な 数になりま すよね︒だ から︑お祭 りには絶対 参加しなく て
万里子

ス イスのワイ ンだと思い ます︒それ ほど美味し くないんじ ゃないです か︒聞いた

地 酒はどんな お酒なの︒

はならない のです︒
安子
万里子

︵ 嬉しそうに ︶梅酒です か︒

梅 酒ならうち にもありま すよ︒毎年 作りました もの︒

ことありま せんもの︒ スイスのワ インなんて ︒
安子

1

安子

万里子
お 酒なら何で も︒梅酒も 好きです︒ 時々︑飲み すぎて失敗 しちゃうこ とがあるん

ア ンさん︑梅 酒お好き︒
ですけど︒︵笑う︶
台 所にたくさ んあります よ︒長いこ と置いてあ るので︑熟 して美味し くなってい

い ただくのが 楽しみです ︒なんだか 元気が出て きました︒

万里子
るのもある はずです︒ 夫が亡くな ってから飲 む人がいな くてね︒全 部飲んでし ま
安子
そ れは良かっ た︒アンさ んが飲める 方で梅酒も ラッキー︒ 今︑私たち どのあたり

ってちょう だい︒残し ておいても 困るだけだ から︒
万里子

万里子

安子
あ あ︑右手に 坂がありま す︒細長い 道が続いて ます︒だら だら︑だら だら︒ずう

も うすぐ︑右 手に坂があ りますよ︒ その坂をの ぼってくだ さいな︒

お んなじよう な家があっ て︑おんな じような塀 があって︒

まできたの かしら︒

安子
万里子
は い︒でもも う板がぼろ ぼろになっ て︑ところ どころ穴が ︒あら︑こ んな大きな

角 に板塀の家 があるでし ょう︒

っと上の方 まで︒
安子
穴がある︒
安子︑腰を かがめて穴 をのぞく︒
︵ おごそかな 口調で︶河 の神の顔を かたどった 大きな石の 円盤︒うそ をつく人間

安子

万里子

安子

か らかっても 駄目︒真実 の口でしょ う︒映画で 見ましたよ ︒ローマの 休日︒

あ あ︑抜けな い︒どうし ましょう︒

ア ンさん︑あ なた︑手を 穴にお入れ になったの ？

穴 の中には何 がある？

安子
がこの口に 手をいれる と抜けなく なる︒

万里子

す みません︒ 穴があると 向こうに何 かあるよう な気がして 覗いたり︑ 手を入れた

安子︑手を 穴に入れる ︒

安子

安子

万里子

い つか見つか りますよ︒ ウサギを追 いかけて穴 に飛び込ん だ不思議の 国のアリス

な んにも︑な んにもあり ません︒い つも何にも ないんです ︒

何 かありまし て？

くなるんです︒︵笑う︶

万里子

安子

万里子

安子

万里子

安子

ア ンさん︑こ の坂道︑ご 無理だった かしら︒

随 分と急な坂 ですね︒

のぼってくださいな︒︵右手を上げる︶

坂をのぼります︒︵右手を上げる︶

そ うですよ︒

そ うでしょう か︒

のように︒

万里子

2

万里子

安子

万里子

安子

荷 物なんてこ こにおいて おいてくだ さっていい のよ︒誰も とってなん ていかない

へ っちゃらで す︒

急 な坂でしょ う︒

い いえ︒大丈 夫です︒

万里子

安子
こ のくらいで いいですか ︒

あ と少しです から︒ゆっ くり︑のぼ っていただ けないかし ら︒

そ んなわけに はいきませ んわ︒こん な荷物の一 つや二つ︒

んだから︒

安子
こ のところ目 の具合もよ くなくてぼ んやりしか 見えないの に︑なんで もはっきり
今 日は如何で すか？

見える時が あるの︒

万里子
安子
万里子︑目 をつぶる︒
見 えますよ︒ 順番に︒汽 車の窓の景 色がどんど ん変わって いくように ︒一軒︑一
見 ようとする と見えるん でしょうか ︒

万里子
安子

ゆ っくり︑こ のあたりを 見ておきた い︑思い出 しておきた いの︒ゆっ くり︑ゆっ

軒︒屋根の 色︑生垣の 塀︑垣根か らのぞいて いるお花︒
万里子

安子

万里子

安子

若 い頃はなん だかいつも 忙しくて︑ 走ってばか りいました ︒この何年

え っ︑この急 な坂を？

走 りましたよ ︒

ご 病気なさる 前はいつも ここをのぼ ってたんで すか︒

くり︒

万里子

かは膝の調 子がね︒だ から騙し騙 し歩いての ぼりました ︒ゆっくり ︑

万里子

安子

万里子

安子

万里子

安子

万里子

安子

万里子

安子

万里子

安子

万里子

安子

蝋 梅の木の横 に赤いかわ いい花が咲 いています ︒

い い香りがす るの︒

蝋 梅︑蝋梅っ ていうんで すか？

蝋 梅ですよ︒

細 長い木に黄 色い花︒

ど んな花かし ら？

黄 色い花が咲 いています ︒

椿 はね︑虫が つきやすい の︒

手 入れしない と咲かない んですか？

良 かった︑今 年もたくさ ん咲いて︒ 手入れがい いのよ︒

え え︑元気で いっぱい咲 いています ︒

ア ンさん︑椿 の花は元気 ？

赤 い花と緑の 葉っぱ︒あ あ︑ここの 家だ︒

赤 い花ですよ ︒深い緑色 の葉っぱを しょってい る赤い花︒

椿 ですか？

ゆっくり︑ ゆっくり︒ 椿の生垣の 家があるで しょう︒

安子
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万里子

安子

万里子

安子

万里子

こ このお宅で 咲く梅の実 を毎年いた だいていた のよ︒古い 古いお友達 ︒一緒に梅

梅 でも実がな るのとなら ないのがあ るんですね ︒

も っと遅く咲 く白梅の木 から実がな るのよ︒

梅 ですか︒あ の梅の実で 梅酒ができ るんですか ？

寒 紅梅でしょ ︒いつもあ の梅が咲く と春がもう すぐだと思 うのよ︒

もいで梅干 作ったり︑ 梅を煮たり ︑梅酒をつ けたの︒子 供達遊ばせ ながら︒

安子

万里子

安子

万里子

安子

万里子

安子

い いの︒ずっ とお留守な の︒このま ま行ってく ださいな︒

︵ 高い声で︶ すみません ︒どなたか いらっしゃ いますか？

笑 い声が聞こ えたわ︒誰 かいるのか しら？

物 音一つしま せん︒

札 幌にいる息 子さんが風 を通しに時 々来るのよ ︒

し まってます ︒

雨 戸が開いて いて？

お 声をかけま しょうか︒

安子︑車椅 子を止める ︒

万里子

万里子

安子

標 高一三八〇 メートル︒ ガンベルシ ュテークか らバスで来 るコースは

ご めんなさい ね︒なんだ か︑涙もろ くなって︒ さあ︑出発 してくださ い︒

大 丈夫ですか ︒

万里子︑涙 をハンカチ でおさえる ︒

安子

楽しい︒駅 を出て線路 を渡るとも う急な山道 にはいる︒ 一気にヘア ピ
ンカアーブの坂をいくつもこなして谷を攀じのぼっていく︒プーポーパーとい

安子

万里子

安子

万里子

安子

万里子

そ うだったわ ね︒私達は スイスにい るのね︒

ス イスの旅行 案内書で私 が覚えてい る箇所をか ってにそら んじている だけです︒

ア ンさん︑さ っきからあ なた︑何を しゃべって らしたの？

プ ーポーパー ︑プーポー パー︒

プ ーポーパー ︑プーポー パー︒

バ スが坂をの ぼる時︑ス イスではプ ーポーパー ︑プーポー パーってい うんです︒

プ ーポーパー って何？

う音が谷に 木霊する︒ プーポーパ ー︑プーポ ーパー︒

万里子

そうです︒スイスの山をのぼっています︒もうすぐ春の花が咲き出します︒ほら︑

い いえ︑変な ことをしゃ べっている のは私です ︒言葉がか ってに口か ら出てくる

私︑時々変 なこと言う でしょう︒

も心も雲に浮かんでいるようです︒ふわりふわり︒ふわりふわり︒ごめんなさい︒

ア ンさんのお 話はロマン チック︒本 当にスイス にいるよう な気持ちに なって︑体

桃色にそま ってぼんや り浮かんで います︒

あちらの山 の雪が溶け てきていま す︒道にタ ンポポが︒ あちらには お花畑が薄 い

安子

万里子

安子
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安子

万里子
ま だ一月︒ア ンさんが﹁ もうすぐ︑ 春になる﹂ とおっしゃ ったから︑ もうすぐ三

一 月です︒

私 ︑長く病院 にいたせい か時々混乱 することが あるの︒本 当は今︑何 月かしら？

んです︒

万里子
安子
そ うね︒風が 縮こまって いておかし いなと思い ましたよ︒ 長く病院に いると今何

ま だまだ冷た い風が吹い ています︒

月かと思い ました︒
万里子
月で何日で 何時なんて わからなく なるのね︒ 病院にはい つも季節外 れの花がい け

万里子

安子

万里子

安子

切 り刻まれた り︑針金で ぐるぐるま きにされた り︑お水だ ってスポン ジの水です

見 てると息苦 しくなるの ︒若い方は お好きなよ うだけど︒ アンさんは お好き？

フ ラワーアレ ンジメント と言うそう です︒

切 り刻まれた バラとカー ネイション ︒

病 院には一年 中バラとカ ーネイショ ンが溢れて いて温室の ようですね ︒

てあるし︒ いつも温か くて私が温 室で栽培さ れているよ うな気持ち がするわ︒

安子
よ︒お水く らいたっぷ り飲ませて あげたって いいじゃあ りませんか ︒花が可哀 想
可 哀想ですよ ︒

ですよ︒︵額の汗を拭く︶
万里子
雪 が降ってき ました︒

風 花︒

安子︑車椅 子を止めて ︑天を見上 げて︑両手 で雪を受け る︒

安子

万里子

花 ではありま せん︒雪で すよ︒

万里子も天 を見上げて ︑両手で雪 を受ける︒
安子

晴 れている空 からくるく ると風が舞 いながら雪 を運んでく ることがあ るでしょう︒
雪 が花︒花が 雪︒雪が風 にのって花 になる︒

風花という のよ︒

万里子
安子

続く︱︱︱ ︱︱︱︱︱ ︱
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