まつりまち

「阿波踊り、見に行きたい。」
こう すけ

ひょうたん島久しぶりやな、と私が話しかけようとしたタイミングで康 介 がそう呟いた。
「めっちゃ 急やな。人 混み嫌いや ったのに、 東京で慣れ たん？」
「それもあ るけど。俺 、ちゃんと 阿波踊り見 たことない けん学校で 先生に阿波 踊りのこと
聞かれたら困ってまうんよな。」
その時、私 たちを乗せ る遊覧船が カーブを描 き、遠心力 で身体を軽 く揺さぶら れた。私
が思わず身 につけてい るライフジ ャケットに 視線を落と したのを見 て、康介が くすりと笑
った。びび りすぎ、と 言われてし まう前にパ ッと向き直 る。
「ほな行こうよ。私、浴衣着ていくわ。」
「それは楽しみやなぁ。」
ソファに置 かれた彼の 細くて長い 指に触れた くなったが 、照れくさ くなって、 中央公園
で遊ぶ子供 たちがこち らに手を振 るのに応じ た。しばら くして、遊 覧船の運転 手がハンド
ルを操作し ながら口を 開いた。
「阿波踊りの時期は、この街一体の空気が変わる。東京とはまた違う騒がしさがあるでよ。」
私はその言 葉に頷きな がら、ある 事を考えて いた。
――康介は 、専門学校 を卒業した ら徳島に帰 って来るの だろうか。
私たちが付 き合って一 年、遠距離 恋愛を始め て約五ヶ月 が経った。 高校時代は 毎日のよ
うに教室で 会えていた のに、今で はメールの やり取りと 週に何度か の電話だけ 。今は夏休
みのため予 定が合えば 会うことが 出来るが、 阿波踊りが 終われば彼 はまた東京 へ戻ってし
まう。
遊覧船が最 後のカーブ を切り、徳 島県庁が見 えた。県庁 を超えたら 、すぐに船 着場に着
いてしまう 。私は船の 揺れを利用 して、わざ と康介の肩 にもたれか かった。た ったそれだ
けなのに、 変に緊張し てしまう。 少し重たい 、濃いオレ ンジ色のラ イフジャケ ットの感触
しかしなか ったが、私 にはそれだ けで幸せだ った。
それから数 日後、八月 十二日。汽 車のアナウ ンスが終点 を告げ、財 布から切符 を取り出
す。いつも なら空いて いる列車内 も、今日は 浴衣姿の乗 客でいっぱ いだ。それ だけでいつ
もの空気と 違っていて 、心が浮き 立つ。徳島 駅に到着す る寸前、ス マートフォ ンで自分の
身なりを確 認した。い つもと違う メイク、浴 衣姿、特別 な夜の始ま り。

慣れない下 駄で足元を おぼつかせ ながら、な るべくゆっ くりと汽車 を降りた。
「うわぁ……。」
想像してい たよりもず っと駅の中 は混んでい て、毎年な がらに驚い てしまう。 駅員に切

。色と りどりの花 が咲いてい るように鮮 やかで、自 分の水色の 浴衣が地味 に見えない
…

符を渡し、 待ち合わせ 場所に進み ながら周り の浴衣姿の 女の子に目 を向けた。 赤、桃、橙
色
かと少し不 安になった が、水色は 彼の好きな 色である こ とを思い出 して気を取 り直した。
駅構内のシ ョッピング プラザのコ ーヒーチェ ーン店に、 既に康介は 居た。私を 見つける
と、微笑み ながら手を 振ってくれ た。
「ごめん、お待たせ。」
「いけるよ 、暑かった だろ。ちょ っと何か飲 んでから行 くか？」
「ううん、大丈夫。屋台のかき氷食べたいし。」
そうか、と 言うように 頷いてから 手元のアイ スティーに 口をつける 。
「水色やと思ったらやっぱり茜だった。すぐに分かったわ。」
浴衣のこと を言ってい るのだと気 付き、嬉し くなって顔 に熱が集ま る感覚がし た。この
色を選んで 良かった、 と胸を撫で 下ろす。
「六時から 始まるけん 、先に屋台 で色々食べ るで？」
現在、午後 四時半。晩 御飯にはま だ早いが、 少し小腹が 空いている 。

ちょ っと早めに 行ったらあ んまり混ま んやろうし 。私、東大 に行きたい

「せっかく やけんラー メン食べた いと思っと るんやけど 、どうかな ？」
「それ良い ね！
な。」
東大までの道を、色々な話をしながら歩いた。お互いの学校生活、勉強、街の様子……。
康介の話に 出てくるお 店や音楽は 知らないも のばか りだ った。今ま で見たこと の無いよう
な楽しそう な表情。ま るで、自分 が居るべき 場所を見つ けたような 話し方。ふ いに、数日
前に浮かん だ疑問が不 安に変わり 始めている ことに気付 いた。

あかね

もしかして 、卒業した 後も康介は 東京に居続 けたいと思 っているの かな。
「 茜 も、卒業したら東京に来なよ。」
「えっ。」
そんな発想 は全く無か ったため、 思わずドキ ッとした。 人混みが苦 手だった彼 がこんな
に楽しんで 生活が出来 るなら、き っと私も大 丈夫かもし れない。ま た、私自身 が本当は東
京という都 会に憧れを 抱いていた のだ。それ より、もし かして今の 言葉は、卒 業しても私

とずっと居 たいという 意味なのだ ろうか。
「あ、店見えた。」
彼の言葉で 我に返り、 ほんまやね 、と相槌を 打つ。まだ 胸が高鳴っ ているよう な感覚が
しているが 、悟られな いように振 舞った。
この時間でも少し混んでいる店内に入り、私たちはカウンター席でラーメンを食べた 。
濃い茶系の 豚骨醤油ス ープ、甘辛 く煮た豚バ ラ肉、東大 ならではの 無料の生卵 。普段はそ
れにライス も付けるが 、今日はこ の後の屋台 巡りも楽 し みたいので 辞めておく 。

確かに 、県外の友 達も珍しい って言よっ たわ。豚バ ラ肉も他所

「東京では生卵は乗せんし、スープも全然違うけん食べた気がせんかったんよ。」
「えっ、生 卵乗せんの ？
では無いみたい。」
「場所によって食べ物の認識とか感覚が違うん、面白いな。」
そんなこと を話し合っ ていたら、 あっという 間に食べ終 わってしま った。おか わりした

下駄で歩くん大変そう。」

水を飲みな がら、ちら りと腕時計 を見る。こ こからまた 紺屋町や藍 場浜に向か えば丁度良
いはずだ。
「足、痛め てないか？
「大丈夫よ、ありがとう。ほら、今からが本番やしな。」
客の出入りが激しくなる前に私たちは店を出た。まだまだ外は明るく日差しは暑くて 、
どこかで団 扇を貰おう と決めたの だった。
会場に近づ くほど、人 手が多くな っていく。 毎年、阿波 踊りが始ま る前に観客 のなかか
ら踊り子や 鳴り物奏者 を見つける 度に、いつ もあること を思い出す 。
それは、小 学六年生の 秋の運動会 のこと。五 年生と六年 生は、毎年 運動会の最 後に阿波
踊りを踊る 。運動が苦 手だった私 は、五年生 の頃から鳴 り物奏者に 憧れていた のだ。鳴り
物奏者と言 っても小さ な鐘とソプ ラノリコー ダーだけで 、 その役は 数人しか選 ばれない。
選考のテス トまでの二 週間程、私 は放課後に なるとすぐ に音楽室に 向かい、下 校時間まで
練習してい た。その結 果、リコー ダー役のリ ーダーに選 ばれ 、運動 会も成功を 収めた。そ
れから、阿 波踊りのぞ めき、鳴り 物の音色や リズムが好 きになった のだ。
「なぁ、康 介は小学校 の時、運動 会で阿波踊 りした？」
そう問い かけても、 返事は無か った。康介 は立ち止ま り、目を見 張っている 。
「すげぇ……。」
漏れた呟 きは小さい ものだった が、しっか りと私の耳 に届いた。

「阿波踊りって、こんなに人集まるもんなん？徳島じゃないみたい。」
その表情が あまりに感 動的に見え て、私は思 わず嬉しく なった。そ の時、どお ん、と腹
の底まで響 くような大 太鼓の音が した。祭り の始まりで ある。
「そうよ。な、色々見に行こう。」
康介の手 を取って、 私は笑顔を 向ける。普 段の私では 少し触れた だけで照れ てしまうの
に、祭りの 空気で大胆 になれた気 がした。う ん、という 返事が鐘の 音にかき消 される 。
私たちは 、行き交う 人混みに抗 うように歩 き続けた。 左手の冷や しパインを 落とさない
ように、右 手の彼の手 を離さない ように、目 的地も無い ままに歩く 。 普段は車 道なのに、
今だけは歩 行者天国に なっていて 、それが何 だか不思議 で、当たり 前のように も思え た。
迫力のある 太鼓に、歯 切れの良い 三味線、ポ ンポンと手 で叩 かれる 小鼓、軽や かな締太
鼓。そして 、心地の良 い笛の音。 全ての音が 揃ったぞめ き。それに 乗せて 舞う 踊り子たち
も美しかっ た。上品な 女踊りは一 糸乱れぬ足 運びで、ダ イナミック な男踊りは 限られたス
ペースの中 で自由に翔 んでいるよ うだ。
彼 の 言 う 通 り 、 徳 島 と は 思 え な い よ う な 喧 騒 で あ る 。周 り の 人 々 の 話 し 声 は 分 か る が 、
何を言って いるのかは 聞き取れな い。いくら 東京で人混 みに慣れた と言っても 流石に辛い
のではない かと不安に なり、彼の 顔を覗き込 んだ時、は っきりと目 が合った。
そして、私 たちは思わ ず立ち止ま った。 時間 の流れがと ても長く感 じる。まる で、私た
ち二人の空 間だけが止 まっている ようだ。
「いけるで？そろそろどこかで座ろうか。」
「俺、ほんまは徳島が好きじゃなかった。」
全ての音 が、一瞬消 える。
「……だか ら、東京に 行ったん？ 」
「それも正 直ある。こ の町には何 にも無くて 、 この町で は何にも出 来んって思 っとった。
この町は狭すぎるって。」
狭すぎる 、と唇で言 葉を反復す る。その意 味を考えよ うとした時 、繋いだ手 に力が込め
られるのを 感じ、思わ ずハッとし た。
「でもそれは、俺がただこの町を、徳島を知らんかっただけなんやと気付いた。」
今日は来 れて良かっ た、とはに かんだ。私 は何も言え なかった。 しばらく立 ち止まって
いたせいか 、足の指の 間が下駄の 鼻緒で痛み 初めている のに 気付く 。じんじん とする親指
の感覚、掌 の熱、激し い音や声の 重なり。そ の時の康介 の笑顔 は、 私にとって あまりにも

眩し過ぎた 。新町川の 川面も、全 ての情景を 映してきら めいていた 。
康介が東 京に戻って しまい、私 は大学の夏 休みの残り の一か月を 持て余して いた。課題
も無く、バ イトも無い 平日。何も せずに一日 を終わらせ ることがも どかしくな り、自転車
であてもな く走ること にした。吉 野川大橋の 真ん中で、 海のように 広い川を 横 目で見る。
潮の匂いのする風を感じながら、東京はここからどのくらいだろうとぼんやり考えていた。
新町橋ま で来て、ペ ダルを漕ぐ 足を止めた 。ほんの数 週間前まで はあんなに 騒がしく賑
やかだった のに、まる で別世界の ように静か である。
あの夜と 、今。立っ ている場所 は同じなの に、見える ものはまる っきり違う 。 あの時何
も言えなか ったのは、 私には何も 無いと思っ たからだ。 夢を追うた めに外に出 る 勇気も、
新しいこと を知りたい という気持 ちも。
いつしか、 遊覧船で彼 に抱いた疑 問を、今度 は自分に問 いかけた。
――私は、 大学を卒業 しても徳島 に居続ける のだろうか 。
まだまだ先 のことだと しても、き っとあっと いう間だろ う。その間 に、私は変 わること
が出来るだ ろうか。そ もそも、私 がしたいこ とは何なの だろうか。
その時、新 町川の奥の 方からモー ター音のよ うなものが 聞こえた。 目を向ける と 、外国
人観光客を 乗せた、あ の日と同じ 遊覧船だっ た。ぶわり 、と記憶が 戻るように 胸がざわめ
いた。
気が付く と、左手に スマートフ ォンを握り しめて、耳 に当ててい た。
『もしもし 、どしたん ？』
四コール 目で出た声 は、いつも と変わらず 優しかった 。しかし、 電話の奥は 騒がしく、
康介の声は 小さく聞こ える。祭り のようだ、 と思った。
この町は 、狭すぎる 。どこもか しこも、思 い出に溢れ ているから 。
私がひそ かに涙を流 したことを 、静かな青 空だけが見 ていた。

〈了〉

