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イ セイボ ウ ロ五個 のご褒美を くれ る。これ

抱 いて、「
お留守番お利 口さん」と言 って、エ

二ヵ月と少しの我輩。「
ひひひ」
と笑 って

は これ で悪くな いけど、も っとくれた ら い

１１１１．我輩はははは凛太郎である
いるように見えるらし い

いのにと常々思 っている。
かあち ゃんは、月に 一度くら いボ クを実家
に里帰りさ せ てくれ る。そ こにはボ クと 同
じレ ッド でロング ヘアード のベルパパ とタ
ン＆ブ ラ ック で同じく ロング のテ ィアラ マ
マ、レ ッドでロング のマロン姉さんが いる。
実家 の ニンゲ ンのお 母さんとお父さんは、
ボ クが 帰ると歓迎 し てくれ るから大好き。
かあち ゃんはお 父さん の ことをなぜか爺ち
ゃん と呼ん でいる。ベルパパ のお 父さ んだ
から、ボ クには爺ち ゃんにあた ると思 って
いるようだ。美人のお姉さん 二人とお兄さん
我輩は凛太郎 であ る。犬 であ る。ミ ニ ュチ
き。

わ い い」と言 って歓 迎 し てくれ る の で大好

も いる。ボ クが 行く と、い つも 「
リ ンタ ロか
ュア ・
ダ ック ス、ロング ヘアー ド のレ ッド、

路らし い。少々変わ っているかもしれな い。

クを飼 い始めた そうだ。かあち ゃんは、五十

飼 い主 で里親 のかあち ゃんは、出来心 でボ

住 み、三度目のお 正月を つつがなく迎えた。

少々。今は 三重県伊賀市 （
旧青山町）の里山に

の日に貰われ てい った。現在 二歳と七ヵ月と

二八日京都市生まれ。七月 一七日の祇園祭り

呼ばれた ことは 一度もな い。二〇〇三年五月

を抱 いて、ニンゲ ンの赤ち ゃん にす る みた

きな 手が 少しだ け コワイ。大きな 手 でボ ク

さんが大好きだ。お父さんも好きだけど、大

は桃ち ゃん と、桃ち ゃん の ニンゲ ンのお 母

と桃ち ゃん のお 母さ んが 言 っていた。ボ ク

「
桃は飼 い主に似 て、食 い意地がは っている」

姉さん で、大らか でお てんば、ち ょ っと太目。

桃ち ゃん。桃ち ゃんはボ クよ り 八日だ けお

ボ クにはガール フレ ンドが いる。その名は

正式名はブ ラ ッキーだ そうだが 、そ の名 で

でも、ボ クは他 の ニンゲ ンをあ ま り知らな

「
ち ょ っとや ろ」と言 っては い っぱ いくれ

いに、高 い高 いを してくれる。ボ クはそれが

かあち ゃんは、ボ ク の養育 のためと自分 の

る。ボ クは、かあち ゃん の「
ち ょ っと」
に馴ら

いから変わ っている のか、いな いのか の判

生活のために週五日、昼から夕方ま でのパー

され ている。だから、お父さん の「
ち ょ っと」

ち ょ っと コワイ。でも、美味し いモノをたく

トに出かける。かなり貧乏らし い。時 々通帳

は、ボクには 「い っぱ い」
なんだ。かあち ゃん

断は つかな い。でも、時 々凶暴にな る。凶暴

を見て、大きなため息を つき、くらーくな っ

は それを 見 て、「
お 父さ ん、そんな にやらな

さんくれるのは、このお父さんだ。

ている。でも 一日もしたらもう 元気だ。くよ

いでくださ い」と い つも言 っている。でも、

なかあち ゃんは、めち ゃくち ゃ恐ろしい。

くよし ているかあち ゃんをボ クはあまり見

に い っぱ いくれる。桃ち ゃんが太目な のは、

お 父さ んは、かあち ゃん の見 ていな いすき

かあち ゃんが仕事に出かけ ている間、ボク

このお 父さ んが 原因だ とボ クは密か に思 っ

た ことがな い。
は留守番だけど、帰 ってきたら 一番にボクを
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けに寝 ている時、桃ち ゃんはオ マタもお っ
ぴ ろげだ から、ボ クとし ては つい ニオイを

ている。
だ って、お 父さん の「
ち ょ っと」
は、お 父さ
嗅ぎ に い って舐め てしまう。そう いう のが
桃ち ゃん のお 母さ んが 「
お 父さ んは、桃を

ん の 一口くら いな んだ もん。カ ラダ だ って
ょ。ジ ャーキーだ って、ご っつい手に握 った
ニンゲ ンの女 の子と 一緒 みた いにおも てん

お父さんには気に入らな いみた いだ。

分だ けくれ るんだ。桃ち ゃん と 二人分だ け
に ゃわ」
とかあち ゃんに喋 っていたよ。

すごく大き いし。ね っ、すごくたくさん でし

どね。だから、き っと桃ち ゃんは い つも い っ

たら こける。かあち ゃんが ついこの前、桃ち

このご ろ、ボ クは桃ち ゃんにぶち当たられ
ち ゃん、そんな んや った ら味が わから へん

ち ょ っとしかくれな いかあち ゃんを見て「
凛

それから、桃ち ゃん のお 母さんが、ボ クに

ぱ い貰 っているんだ。

ゃんを片手 で抱 こう とし て、落 とし ていた
った。かあち ゃん の返事は 「
好きなも のをち

な、かわ いそうに」と言 ってくれた ことがあ

桃ち ゃんは、お 正月が終わ ってから、また
ょ っとだ け食 べ ていた ら、い つま でも 好き

のをボクは見た。
ち ょ っとだ け太 った みた いだ。それを気に
ボ クは い つだ って、美味し いも のを い っぱ

でいられるし」
だ って。

らな いでくださ い」と言 っていたせ いか、お
い食 べた い。時 々桃ち ゃんち の ワン子にな

し てか、かあち ゃんが毎回「
ち ょ っとしかや
父さんもホ ントにち ょ っとしかくれなくな
りた いと思う時があるくら いだ。
飼 い主を 選 べな いのはボ クたち ペ ット の

った。かあち ゃんは安心した顔を し ている
けど、ボクはち ょ っと つまらな い。

宿命な のかも しれな いけれ ど、どう や って

の桃ち ゃん とボ クは、体重にも差があ る み

れ ると体 当た りを かま し てく る。このご ろ

ち ゃん のお 母さんがボ クにやさ しくし てく

言う。でも使われ ても嬉しそうにしている。

くかあち ゃんは、「
あ んた のしも べやな 」と

を操 っているんだ よ。そ の ことにふと気づ

ボ クはね、時 々鼻先と甘え声 でかあち ゃん

つきあ っていくかがポ イ ントなんだ。

た いで、この体当たりはち ょ っと つら い。桃

ここが ミソさ。自分 で言う のもなんだけど、

桃ち ゃんはすご いやきもち焼きなんだ。桃

ち ゃんは、き っとお 母さん 子だ。それとね、

ボク ってアタ マいいんだよ。
向か って左が桃ち ゃん

話題がボ クのことにな ったり、ボクだけが、
かまわれた り し ていると、桃ち ゃんは仰向
けに寝転が って、両手を揃 え てお いでお い
でみた いにす るんだ。そした ら みんな桃ち
ゃんに注目しち ゃう。テレビ で見た、ラ ッコ
が 、胸 で貝を割 っている姿 にも よく似 て い
る。ニンゲ ンは 「
桃ち ゃんうれ し、うれ しし
てん のか、かわ いいな ぁ」と言う。そ の姿は
ホ ントにも のすごくかわ いく てね。で、ボク
は忘れられ てしまう のさ。
でも桃ち ゃん のお父さんは、桃ち ゃんがボ
ク の前 でその格好を したら 「
桃、そんな格好
したら アカ ン」って怒 って、桃ち ゃんを ひ っ
く り返し てモトに戻し ているんだ よ。仰向
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２２２２．．．．そしてその母母母母である
フィラリ アやダ ニの予防薬も高 い、ペ ット
オ モチ ャだ、お菓子だ と、飼 い始め てあまり

シー ツも いる。やれサークルだ、やれ犬用の
飼 い主 で里親、自称ボ スのかあち ゃん であ
のかわ いさ に、い つも のご とく後 先を 深く

顔もデカイがボールもデカイ

ゃんにな っていた。

び伸び、気が つけば、でれん でれん のかあち

考えず 、財布 のヒモはゆるゆる、鼻 の下は伸

る。私はか つて熱狂的な猫派だ った。過去に
だ いすけ

一匹だ け猫を育 てた。その名は大亮。彼を飼
っている最中に呼吸困難にな って、救急車 で
入院。血液中 の酸素ゼ ロ、猫 アレルギーによ
る喘息と診断された。このまま では死ぬと医
者に驚かされ、猫 の貰 い手を探し、泣く泣く
愛猫を手放したと いう過去があ る。その時彼
に誓 った のだ。「
大亮 以外 の猫はもう絶対飼
わ へんし。あんたが い つか、ど こか で死んだ
ら、私 のと こに戻 ってき いや。化け猫にな っ
ても 一緒に暮らそな」
と。
幸 い体重五キ ロの愛猫の貰 い手は見 つか っ
たが、私は 一ヵ月ほど泣 いて暮らした。泣く
と喘息 の発作が起 こ った。その時、お 医者さ
んに「
猫が アカ ン いう て、犬飼 わ ん と い て
な。」と念をおさ れた。これは今から 二〇年
程前 のお話。
それが 犬を飼う ことにな るとは夢 にも 思
っていな か った。この世は夢 にも 思わな い
ことが よくお こる。愛猫 への誓 いは忘れ て
いな いが、猫 ではなく犬だから いいだ ろう、
もう舌の根も十分乾 いた、と自分に折り合 い
を つけ、今 でも飾 ってある大亮 の写真に詫び
も入れ、熱狂的猫派人間が犬と暮らす ことに
な った のだ。喘息も今 ではす っか り蔭を ひ
そめ、い つも気管支拡張剤や ステロイド吸入
剤を持ち歩 いていた のがウ ソのようだ。
爺ち ゃんは、私が治療に通 っている按摩 の
先生 で、高校 の 一年先輩。「
子犬 いらな い？」
と いう 呼び か けに、な ん とな く手をあげ て
しま った。ほん の勢 い、つい出来心。聞けば
餌代も 月千五百円くら いでいけ ると いう こ
とだ った。それな ら貧 乏所帯 でもな ん とか
な ると思 った のだ。
と ころが ど っこい、予防注射 の高 いこと、
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３３３３．凛太郎がや ってきた
凛太郎と名付けしワンがや ってきた のは彼
が 一ヵ月と 二〇日、二ヵ月に満たな い小さな
小さな時。京都ま で迎えに行 った その日は祇
園祭 の七月 一七日、ありがた いことに梅雨の
晴れ間で、見事な晴 天だ った。
初め て対面した凛太郎の母ティアラは男ら
しく見え、父ベルは美人に見えた。そし て、
凛太郎が 私を 見る目は 「
うた ぐり の眼」
だっ
た。黒い大きな目のふちから白目が少しのぞ

しか し、このゲージ に ワン子を直接 入れ る
のは作 った 本 人が なぜ か 不安。そ こでダ ン
ボ ー ル箱ご とゲージ に移す ことにした。す
ると予想もしていな いことがお こ った。
泣き叫びが凄 い。
『このバカタレ なにすんねん 親 元返せ ど
こ連れ て行くねん 扱 いち ゃんとせ い こな
いなと こ入れるな ！』
罵詈雑言の数 々を言 っている。そう聞 こえ

かなー。心配だなー』
。そんな モノ言う目。私

『こい つかよ。僕を 引き 取る のは。大丈夫
の残るゲージに直接入れ てみたが、泣き叫び

け で車を止めた。今度は箱から出し て、不安

じ い。こらたまらん。数十メートル進んだだ

た。これが 耳を つんざ く悲鳴 のよう に凄ま

も ワン子育 ては初め てな ので、自分が心配だ
はやまな い。

いたジト目。

った。『
凛太郎キミの心配は当た っている』
と
そ の小さな カ ラダ からは想像 できな いほ

立 てた状態 で四隅を貼り合わせ、そこに ワン

と ても 小さ いから、ダ ンボー ル箱 のふた を

れ帰る方法を、事前にあれ これ考えた。まだ

私はボ スとし ての最初 の仕事、青山ま で連

と、思わず 周囲を見渡し、あたりをはばか っ

が 、車外にま で聞 こえ ている の ではな いか

き叫び。非難がまし い悲鳴 のような泣き叫び

ような そんな気分に陥 ってしまう ほど の泣

入りた くな るような 、動物虐待を し ている

心 でつぶやく。

子を 入れ、箱 に シー ト ベルトを か ければ 十
た。

ど の大きな声に感嘆。同時に、穴があ ったら

分だろうと結論した。

とを、驚きを持 って知る ことにな った。この

だ。犬も ネ コのよう によ じ登れ ると いう こ

な った。な ん と ワン子が箱を よ じ登 った の

登り、這 い出し、しかも落ち ると いう ことに

ッシ ョンが 悪 い。座席 の下が エンジ ンな の

に耐え ている。ボ スの車は軽貨物な の でク

ってい ったが、四肢を踏ん張り、初め ての車

ートさせ 一路青山 へ。だんだんと大人しくな

とまど っていてもし ょうがな い。車を スタ

現実は、わず か数十秒 でワン子が箱をよじ

時、ワン子 の爪が 尖 っていた から こう いう

だ。
ワンに気をとられると運転が粗末にな る。

ことが できた 、と いう ことは後 で知 る こと
にな る のだが。このまま では ワン子も 運転

ゲージ も積ん でいた。ち ゃん とした ゲージ

車を止め て思案。車 の中には手作り の移動

は いけな いと思 い、大きく深呼吸。私が落ち

助手席に向く。す ると、つい運転が。これ で

る のだ ろう か ？。 鼻を鳴らされ ると、目は

運転が粗末だと彼は鼻を鳴らす。わか ってい

を何千円も出して買う、という思いきりが つ

着くと凛太郎も落ち着 いたようだ。

す る私も危な い。

かず、早い話が ケチなだけかもしれな いが、
円シ ョップ にあ るバー ベキ ュー 用の網を結

スは経費を奮発。京都東から瀬 田ま で名神に

一刻も早く帰 ってや った方が いいと貧乏ボ

失業中の身には何千円は痛 いのだ。それ で百
束 テープ で止め、苦心し てゲージを作 った。
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乗る。高速道路 では運転も安定し、車 の揺れ
も少な い。凛太郎は スピ ー ドを 恐が ってい
る様子はな い。
滋賀県の信楽ま で来 ると風も涼し い。くね

４４４４．凛太郎のののの容貌
爺ち ゃんに 「
子犬 いらな い ？」と聞かれ、
ワン子の飼 い主にな る ことを決心し て数 日
後、生家に行 って初対面を した。その時 の凛
る大きさ、顔も耳も、ど こもダ ック スらしく

だ いど

な素振りはな い。アクビはす るが、決し て寝
な い子犬だ。そし てほとん ど黒 い毛に覆わ

太郎は生後 一ヵ月くら いで、揃えた 両手に乗

よう とはしな い。足が短 いので、立 っている
れ、凛 とした涼 しくも キ リ っとした 目を し

くね と曲が る大戸川沿 いでも車酔 いのよう

のか座 っているのか、運転席から見ると判別
ていた。その時 の対面で、名を 「
凛太郎」と決
生まれながらに、ダ ック ス顔をし ていると

しづ らか ったが 、前 足は踏ん 張 っている の
緊張し ている のだ ろう。あ る いは『そんな
思 っていた 私は、この顔が ほん とに長く伸

めた のだ った。

も ん寝られ るか い。あ んた 信 用し てええも
び る のか、この耳が ほん とに長くな る のだ

はわか った。

んか悪いもんか まだわかるか い』と いう心
ろうかと信じられな い気持ちだ った。
初 め て会う 母さ ん ワンは男ら しく 見え て

境かもしれな い。そし て二時間余り。八〇キ
ロのド ライブ を終 え、彼 の新 し い棲 み家 と
ひとりと い っぴきは、二者 二様にぐ ったり

立ち、番犬としての役目を果たすか のように

球を抱え込む様に少々がに股で、し っかりと

しま った。そのし っかりした足は、ま るで地

だが、新生活は これからだ。さ てさ て、新前

吠え続け ていた。産後 の神経質ゆえかもしれ

な る里山のボ ロ古民家に到着。

ボ スの子育 ては ？ ワンの行く末は ？

な い。お父さん ワンは美人顔。全体的には茶
系 の毛並 みで黒 っぽ いこげ茶が入 っている。
足は スラ ッと短 い。そし て人懐 こい。初対面
の私にお腹を 見せ てくれた。お姉さ んは 耳
の毛が ソバ ージ ュみた いに美 しく、薄 いク
リーム色がか った茶色 の毛並 み。お姉さん ワ
ンも、お 父さ ん にな ら ってお腹を 見せ てく
れた。
一緒に暮らし始めた凛太郎をしげしげと見
ていたら、どうも体型はお母さん似だ。早 い
話が、足がＯ脚でがに股、体型は逆 三角形型。
水泳選手 みた いに上半身が し っかりし てい
る。毛色はお 母さ ん とお 父さ ん のミ ック ス
のようだ。顔がなんと いうか、一言 では語れ
な いので詳しく書 こう。
まず、額が富士額と いうか鉄腕 アトムと い
う か ミ ッキー マウ スと いう か、毛色 の変わ
ると ころが 、絵 に描 いた ような美 し いハー
ト の上部を思わせる。
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目の上には人間の眉毛のように濃 い茶色 の
毛が 一筋、目頭と目の真 下には黒に近 い毛、
目尻には濃 い茶色 の毛が少し、それら の濃 い
毛の縁に、グ ラデーシ ョンのように 一段階薄
い色 の毛が生え ている。これら の毛が、目を
縁取り、まるで歌舞伎役者の隈取り みた いに
な っている。
鼻 の上には、噛 みジ ワに見えるような 二筋
の濃 い茶色の毛、口元から顎にはヒゲ のよう
に黒 い毛。このた め、仰向けに寝 ていたら、
口元が 閉じ ている のに 「ひひひ」と笑 ってい
るように見える。
目の周りが歌舞伎役者の隈取り みた いな の
で、寝 て いても 目が 開 いているよう にも 見
える。鼻筋 の線状 の濃 い毛のせ いで、噛 み つ
いていな いのに噛 み ついている顔に見える。
かな り ユニー クな顔 でボ スは将来が楽し み
だ。
今、歯が生え てき て こそば いのか、何に で
も噛 みた い盛り。この顔 で、おまけに白目を
見せ て噛 み ついている姿は、幼 いなが らも
な かな か の形相。ち ょ っと怖か った りもす
る。
しかし、かわ いい。噛 み ついている時 の顔
は悪魔にさ え見えるが、仰向けに寝 て、耳が
床 に広が ると、そ のかわ いさ は何 とも 言え
な い。ぬ いぐるみよりも、も っとも っとかわ
いい。見 ているだ け で私 の顔 に笑 みが広が
る。
同じく仰向けに寝たまま で、その短 い両手
を ひょいと曲げ て寝 ている姿 （
人間がお化け
を表す手 の格好）
も、かわ いく て ユー モラス
だ。初め てその姿を 目にした私は、思わず声
を ひそめ て笑 っていた。なぜ声を ひそめた
かというと、彼が寝 ていたから である。

お化けの手
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翌日もご飯はあまり食べな いが、新前 のボ
二人し て日向ぼ っこな どを し、それな りに

５５５５．「「「「
とととと「「「「
ひとり」」」」
い っぴき」」」」
「ひとり」
は、初め ての子犬同伴 のド ライブ
幸せな時間が過ぎた、とボ スは思 っていた。

スと ワンは、大過なく平和に 一日を過ごした。
で緊張疲れ。親 元か ら 引き 離さ れた 小さな

スの飼 い方」と いう本を 二冊も買 い、読 み、

「ひとり」は事前 に 「
ミ ニ ュチ ュア ・
ダ ック
いで、な ん で今ご ろから鳴くねん』と、ボ ス

間から、鳴き始めた。『昼間、ち いとも鳴かな

午前 一時、凛太郎に 「
おやす み」
を言 った瞬

「い っぴき」
は引 っ越し疲れ。

少しばかりは勉強し ていた。本には、子犬を
は胸中不快。幸せな時間ではあ ったが、ワン

そしてそれは、真夜中に始ま った。

連れ帰 ったら、すぐさまペ ット シー ツを敷
子に気を使 い、それなりに疲れ ていた のだ。

･

そ のうち鳴き 止むだ ろう と思 っていた の

いたサークルか、ゲージに入れる こと、と書
いてあ った。移動中はオ シ ッコを 我慢す る
の で、オ シ ッコをす る場所に導く ことが 大
早速 サー ク ルに 入れられた 「い っぴ き 」は
鳴き続け ている。寝られたも のではな い。ワ

ても ツワモノであ る。す でに 一時間半 の間、

だが、敵もさ るも のなかなか のも の。小さく

水も飲まず、車に乗るために昼抜きだ った の
ンワンと鳴く のでなく、実に切な い哀調で鳴

事らし い。

に、実家から貰 ってきた幼犬用ド ッグ フード
く のである。

どう か、知らん顔 でき るか どう かが 今後 の

爺ち ゃんから 「
せ つな い声に耐えられ るか

の ワンご飯も食 べな い。疲れ と緊張によ る
も のか、新前 のボ スは、水も飲まな いのが心
配。

ポ イ ント」
という アドバイ スをもら っていた。
ボ スは アドバ イ スを守 って、ただ じ っとベ
闇夜に響き渡る、高音域 のせ つなくも哀し

一ヵ月と 二〇日のワンは、サークルの外に出
実家 で見た よう には動かな い。ヨタ ヨタと

い鳴き声。ワンワンではなく、キ ュー ンキ ュ

ッドの中で鳴き声を聞いていた。

歩く姿は、高齢犬 のご としだ。動く範囲もご

ー ン キ ュゥンキ ュゥン クー ンクー ンを 取

し ても、足取りがふに ゃふに ゃとし ている。

く狭 い。最も 二ヵ月に満たな いワンは、みな

り混ぜ て鳴 いている。
ような声。寝、ら、れ、ん。

聞くも のをただただ罪悪感に落とし入れる

そんな も のかも しれな い。ワン子育 ての経
験がな いので、あれや これやと何 でも心配、
胸中不安。ワンも心配そうな疑りぶかー い目
夜になり、だ いぶ遅 い時間にな ってからや

『
さびし いようー』
『ここから出せー』
『
おかあ

う。

この日の鳴 き声 の趣旨は多分 こんなだ ろ

っとご飯を食べ てくれた。ボ スは 一安心。実

さーん、おとうさーん』
『一人は いやだー』

でこちらを みている。あまり鳴きもしな い。

家 の人間のお 母さんからは、「
今晩は鳴くか
も しれません」と伝えられ ていたが、第 一夜

を聞き つづけたボ スは、夜中の二時半に つい

延 々 一時間半、何とも言えな いせ つな い声

ボ スは、鳴かな いええ ワン子なんやと安心

に観念。凛太郎 のもとに行き、彼を じ っと見

は夜鳴きをしなか った。
し、子持ち にな った祝 い焼酎を飲 み、酔 っ払

る。
を絞 り出し ている。目は何かを 訴え ている

サー クル の中 で、カ ラダ全体を震わせ、声

って幸 せに眠 った。でも、それは、単に子犬
が疲れき っていたからだ けだ った と いう こ
とを翌日知る ことになる。

9

さ しく、抱 いた。抱き始め てからも、カ ラダ

抱 いてやらず のはおれな い。やさ しく、や
ニオイが 漂 い立 った。ふと見ると、Ｔシ ャツ

間に、自分のカ ラダからもわー っと、クサイ

八月のあ る 日、熱気に満ちた車に乗 った瞬

６６６６．オチンチンのののの長長長長いいいい毛毛毛毛

を震わせ てク ンク ン、キ ュンキ ュンと鳴く。
に身 に覚 え のな いシミがあ る。な ん でだ ろ

ように見える。

しば らく そう し ていた ら静か にな った。ボ
う。そう思 い つつ失業中 の私は、職安に急 い

接着。え っ、こんな に小さ いのに、あんな に

め ていた ら、ペ ット シー ツにオチ ンチ ンが

家に帰り、子犬 のシ ッコ風景を何気なく眺

サイのだろうか。

り ゃぁ、ニオイ のせ いだ ろうか。そんなにク

女性が席を立ち、あ っち の席に移動した。あ

職安 の長椅子に座 ったら、隣に座 っていた

に合うように行かねばならな い。

で出かけた。この日は指定 日。指定時間に間

スは安心した。
「
凛太郎 おやす み」と言 ってサークルに入
れ、寝床に立ち去ろう とした その瞬間から、
またまた切な い、切な い、切な い鳴き声が始
まり、限りなく後ろ髪が引かれる。
心を鬼 にし て、しか し、大層眠 いボ スは、
少々腹もた てながら、実に複雑な心境 ではあ
ったが、今度 こそ知らん顔を決め こもうと断
固たる決意をして寝床に入 った。
時計を 見ると午前 三時、まだ鳴 いている。

好奇心は 即満たす。シ ッコを終わ った凛太

大きなオチンチン ？ えー っ ！

ボ スが疲れ て寝 入 ってしま い、聞 こえな く

郎を抱き上げ て観察。見ると、オチ ンチ ンを

が、やが て鳴き疲れた のかあきらめた のか、
な っただ けかは定か ではな い。やが て睡眠

包ん でいる毛がび よー ん と長 い。ま る で書

す ぐ に誉 め てや る のが 大事 と聞 いていた。

シ ッコがペ ットシー ツに上手に できたら、

の毛が シ ッコをた っぷり含ん でいる。

道 で使う毛筆 の穂先のようにな っていた。そ

不足の夜はあけた。
早くもボ スは腰砕けぎ みであ る。こんなん
毎晩続 いた ら どな いし ょう。ち ゃん と育 て
られ るや ろか。育 児 ノイ ローゼ にな ら へん
やろか、と。

シ ッコを し てす ぐ に誉めな く ては、何を誉
められ ている のかわからな いのだ そうだ。
従 順なボ スは聞 いた 通り、シ ッコをす るな
り、シ ッコた っぷ り つき の凛を抱 いては、
「
よし」
と誉め ていた。Ｔシ ャツのシミはき っ
とシ ッコだ。とな ると、私はシ ッコ臭か った
んだ ！。あり ゃあ。と今更ながらに赤面。
オチ ンチ ンの毛は、とにかくビ ヨヨ～ンと
長 い。後 ろ足を軽く曲げ、腰を少しお ろし、
そ の穂先を シー ツに触れさ せ て用をた し て
いる。用が終わ ったら、足の毛にもオチ ンチ
ンの穂先 の毛が触 ってシ ッコま みれ。そ の
足 で耳を かく。耳 の毛が 汗を か いた みた い
に濡れ ている のはな ん でだ ろう 、とず っと
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気にかか っていた のだが。これ でわか った。
みんな シ ッコだ った のだ。そうとは知らず、

７７７７．し つけ

床 のあち こち にも濡れシミがあ って、なん
った。その日の夜、ボ スは凛太郎に言 った。

きをす る のだ ろう か と、ボ スは戦 々恐 々だ

睡眠不足の夜が 明けた 日、また今夜も夜鳴

でや ろー と思 っていたが、これも 原因が わ
「
お 願 いやし、明 日起き てく るま で静か に

ボ スは凛 のアタ マや耳に頬擦り頬擦り。

か った。みんな シ ッコだ った のだ。シ ッコを
ボ スは寝起きが非常に悪い。目覚し時計 で

しててや」
と。

から落ちた雫で濡れた床も舐める。その口で
起 こされ る のさ え気に入らな い種類 の人種

したあ と、自分 のオチ ンチ ンを舐める。穂先
ボ スの 口も舐めにく る。真実が わか ってし

し て朝、吠えた てて起 こす こともなか った。

だ。が、心配の期待は裏切られ、あ りがた い

最近 では 汚 いもキ レイも ぶ っとん でしま
な ん ていいワン子な んだ ろう。起き てきた

ま った らち ょ っとたまらな いが 、即あき ら

った。人間 の赤ち ゃん のウ ン コや シ ッコが
ボ スは ワ ンを 誉 めま く り。「
あ んた 賢 いな

ことに夜鳴きはなか った。ただ の 一度も。そ

汚くな いな ら、子犬 のシ ッコも ウ ン コも そ
ぁ」
。

め の心境。全 てすん でしま った こと。

う汚くはな いだろう。

ん に聞 いてみた。す ると散髪す ると いう こ

いのだ ろうなあ。と、思 いながらも、爺ち ゃ

このオチ ンチ ンの長 い毛、切るもん ではな

夜鳴きした のは 一夜だけだ った。

ささか拍 子抜け。その後も鳴く事はく、結局

めた 三日目の夜はあまりにも静かに過ぎ、い

と期待す るのは多分間違 っている。覚悟を決

でも、子犬が 同じ ことを繰り返し てくれる

とだ った。実家 のパパ ワンのベルは、ペ ット

しかし、い ったんボ スが起きた と認識した
ら、かわ いい仕草 で飛び 跳ね 「
飯くれー、サ

シ ョップ で切 ってもら っているそうだ。
オチ ンチ ンの毛の散髪 って、なんか聞 いた

そ の鳴き声 と姿は愛し いとさ え思え る のだ

ー クルから出せー」と要求は いろ いろ。お願

そう いう ことは 「ミ ニ ュチ ュア ・
ダ ック ス

が、「
う ぅー ワン、ワン、ワン」とえら そう に

だけ で笑え てしまう。 一体あ の長 い毛は、な

の飼 い方」の本には載 っていな い。二冊の本

吠え て要求されると、ボ スはム っとす る。す

いモードは 「
クー ン、クー ン」や「
キ ュー ン」
、

のどち ら にも載 っていな い。そう いう こと

こぶ る勝手気ままな自分に気が ついてしま

ん のために生え ているのだろうか。

こそ載 せ てお いて欲 し いな ぁ、と思 いなが

ワンは自分 の要求がな かな か満たさ れな

った。

過 って傷 つけな いように、そし て、でき るだ

いと、小さなカ ラダ で大きな声を出し、ボ ス

ら、じ っとし ていな い子犬 のオ チ ンチ ンを
け筆 のよう にな るよう にと、苦戦 しなが ら

には 一切吠えな い。吠えるど ころか、少々震

に向か いえら そう に吠え る。けれ ども来客

オチ ンチ ンの毛先は筆 のよう でなければ、

え てさ え いる。これ はち ょ っと困 ったも の

カ ットした。
成犬が片足を上げ てシ ッコをする時、シ ッコ

かもしれな い。
とう とうボ スは凛 に頼ん でみた。「
誰か来

が 飛び散 るそうだ。 将来に 不安がな いでも
な いボ スである。

は ったら吠え て教え てや」と。これが災 いし
た のか、その後は、門の外を通る人に でも吠
え、吠えた ら アカ ンと言 っても 聞く 耳 のな
いワンにな ってしま った。
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し つけ って つくづく大変だ。足元の小さな

うだ。これ で少しは 「
見 下ろす 」のが マシに

ま いに悩む よう にな る。首を 少し動かすだ

てきた。八月も終わりにな る ころ、ボ スは目

らねば と 頑張り、ワン対応 にち ょ っと疲れ

コとウ ンチ のし つけを し、 一緒 に遊ん でや

っと見 ていた ら、ち ゃん と シー ト の上 です

な と ころ です る。ふ ぅー。た め息が出る。じ

る。ウ ンチはそれ こそ目を離したら、いろん

ツ の上 でした か と思えば 、次は床 の上 です

シ ッコのし つけだが、ち ゃんとペ ットシー

な った。

け で起 こる目ま い。凛を見ようと下を見たら
るから、ひょ っとしたらず る賢 いのかも、と

ワンを踏ん では いけな いと気を使 い、シ ッ

ク ラク ラ。
子犬相手に思 ったりもす る。
あ る時、現行犯 でシ ッコ現場を 発見。本に

そんな こんな で育児疲れもピークに達し、
小さ いワン子が言う ことを 聞かな いのを当

て大きな音を 出す とあ った。た また ま 手 元

は現行犯は怒らな いと いけな いと書 いてあ

ワンワンと鳴き続けるワン子に体罰を食ら
に週刊誌も スリ ッパ もな か った の で、手 で

た り前 とも 思えず 、心 の狭 いボ スが ついに

わ した い激 し い衝動にかられた。けれ ども
床を 叩いた。それも思い っきり。肩がジー ン。

り、叱り方は、週刊誌や スリ ッパ で床を 叩い

それは踏 みとどま り、手近にあ る モノを つ
つくづ く自分がバ カだ と思 った けれ ど、後

キレてしまう 日がや ってきた。

か み、思 い っきり床にぶち投げた。それ でも

悔先に立たず。手と腕と肩が し っかり痛 い。
次はウ ンチ の現行犯現場。ボ スがトイレ で

気が済まず、箒 でサークルを 叩いた。凛は怯
手を見せ「この手はあんたを 叩くためにあ る

大き い用を 足し て出 てきた ら、ワン子も し

怒 ったら痛 いやら、疲れるやら。

のとち ゃう。あんたを撫 でたり、抱 いたりす

ていた。思わず 「
あ っ」と声が出たが、親子で

え ていた。そし てキレた私は叫んだ。凛に両

るためにあ るんや ！ わか ったか ！」

凛 の爺ち ゃんは、腕 のいい按摩 の先生な の

短 いので上げ ているのか、下げ ているのか、

背中を 弓な りにし、腰を少しあげ て （
脚が

一緒、なん て 一瞬顔が緩 み、一人笑 いの声も

で診 ても ら った。小さな ワンを 見 下ろしす

わかりづ ら い）、す でに モノを 出し始め、動

床には傷あ とが残り、子犬にあた った後悔

ぎ て首を凝ら した と いう ことだ った。小 石

き のとれな いワン子は目だ けボ スに向けた。

もれ てしま った けれ ど、ここは し っかり怒

みた いな 凝りが 点在 し ていた そうだ。凝 り

愛らし い黒目に白目も のぞかせ、上目使 い。

が残り、目ま いはますます激しくな った。い

でも 目ま いが お こると いう ことを知 った。

と言
その目は、「
しもた 見 つか ってしもた」

らなく ては いけな い。

凝りを ほぐし てもら ったら随分と マシにな

っているように見えた。

いことは 一つもな い。

り、サー ク ルを 少し高 い所に置 いた ら どう

幸 い、階段昇りはすぐに覚え てくれた。降り

を昇り降り できるように教える。また 一騒動。

出入りするための階段用の台も置き、その台

ークルを置 いた。そし て、ワンがサークル へ

ことにした。シーズ ンオ フの炬燵 の上にサ

家に帰り、早速サークルの位置を高くす る

な アタ マを ぺ し っ。アホにな ら へんか と心

いと書 いてある体罰を初め て食らわす。小さ

え いまま よ と、本 には決し てし ては いけな

のだが、それ でも手が痛 いのは経験済 み。え

ッパ を脱 いで床を 叩く と いう方法もあ った

るた め に ひょいと片手 で持ち 上げた。スリ

ボ スは凛が 用を足し終わるのを見定め、叱

かとアドバイ スを貰 った。

る のは少しは怖が ったが、す ぐ に慣れた よ
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配しながらもペシ っ。鳴くほど叩いた。心が
疼 いた。疼く心 で、次叩かな アカ ン時があ っ
たらお尻にしよ、と思 っていた。
心を疼かし てから思 い出した。爺ち ゃんは

８８８８．かあち ゃんの「「「「
あ っ」」」」
ボ ク のト ラウ マを告白す る。それは、かあ
ち ゃん の「
あ っ」
。
かあち ゃんがボクを見て「
あ っ」と言うと、
ボ クは 反射的に ワルイ コトを した に違 いな
いと思 ってしまう。最初 の「
あ っ」
が今 でも尾

こう言 っていた。
「ワンは 人間が 叱る ことに関し ては、非常

そ の ころ、かあち ゃんは、 一生懸命ボ クに

を ひいている のだ。それはボ クが まだ 満 三

ウ ンコ、シ ッコで怒られたら、ウ ンコ、シ ッ
シ ッコとウ ン コのし つけを し ていた。シー

に学習能力に優れ、次に自分がイヤな ことを

コで復讐す るから、あ ま り叱らな い方が い
ツ の上 です ると、猫な で声 でも のすご く誉

ヵ月にもならな いころのことだ。

い」と。ボ スは学習能力に欠け ている。とほ
め てくれた。「
凛太郎 おり こうやな ぁ 賢 い

されたら、激しく叱られた方法 で復讐す る。

ほ。
な ぁ」って。
ボ クはそのころ、まだお利 口も賢 いも意味
が わか っていな か った。床 の上 でシ ッコを
す ると、かあち ゃんは スリ ッパ で床を 叩 い
て大きな音をた ててから怒 る。ボ クはなぜ
怒 られ る のかわからな か った。ボ クが 叩か
れ るわ け ではな いし、大きな音 にはビク っ
とす るけど、それだ け のこと。それも、かあ
ち ゃん の見 ていると ころ でシ ッコを した時
だけのこと。
かあち ゃん の目に つかな いと こでの粗相
は セー フ。かあち ゃんは 現行犯 でしか怒 ら
な い。爺ち ゃん に現行犯 でしか怒 っては い
けな いと教えられ ていたからだ。でも、時 々
その教えを忘れ て怒る時もあ った。
あ る 日、かあち ゃんが トイレに入 った。お
っ、ウ ンチ の ニオイ。ボ クは ニオイには敏感
だ。その ニオイ のせ いか、ボ クももよおした。
それ で、かあち ゃんが 見 ていな い ことを幸
いに床 の上 で始めた。そ こにかあち ゃんが
出てきた。
かあち ゃんは、ボ クを見て「
あ っ」と叫んだ。
声 のす る方を 見た時、かあち ゃん の目とボ
ク の目が し っか りあ ってしま った。ボ クは
どう しようもな か った。今まさ に出よう と
し ているも のを 止め る術かな い。かあち ゃ
んは そんなボ ク の前 に座り、じ っとボ クを
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凝視した。
さ いポーズをし てしまう時があ る。す ると、

そ の前 の日か どう かは覚 え ていな いけれ
だ。けど、今 のと ころは、た いが いお咎めな

気にな っている時 の、ボクの反射的行動なん

かあち ゃんは「
何 いじけたポーズしてん の？

ど、ボ ク のシ ッコ現場 では床を掌 で叩いた。
しとな っている。でも、時 々そのポーズを見

そし て、全部出 てしまう のを待 ってから、

大きな音を出せるも のが 手 元になか った の
てから、かあち ゃん の「
あ っ」
を 聞かな く て

何か ワルイ コトしたんか ？」と聞 いてく る。

だ。かあち ゃんは、後先を考えな いおバカを
はならな い羽目にもな り、その後 「こら っ凛

いきな りボ クを ひょいと抱き 上げ 、ボ ク の

ここぞとばかりに発揮し、手加減しな いで思
太郎」とかあち ゃん の コトバが続き、時 々ペ

こう いう 場合は、ワルイ コトを した ような

い っき り自分 の手を床に打ち つけたも のだ
シ っも 飛ん でく る。こう いう のは ニンゲ ン

アタ マを思い っきり叩いた のだ。

から、も のすごおく痛か った みた いだ。腕に
界ではヤブ ヘビとか、自業自得とか言う そう
だ。

電気が走るほど痛か ったらし い。
そ の痛か った のをボ クにあた る ことにし
た のか どう かは定か でな いが 、今 回は つい

もシート の上でせんと アカ ン」
。こんな に コ

「こんな と こでした ら アカ ンやろ。ウ ンチ

に思う。叩きながらかあち ゃんが怒鳴 った。

んはボ クを放さな い。２、３回叩かれたよう

ボ クは 「
キ ャウイ ン」と鳴 いたが 、かあち ゃ

あ る。そう いう時はその後に「
痛 っ」
が つく。

多 い。た ま に指を 切 った り し ての「
あ っ」も

っ」
は食材を落とした時に発せられる ことが

っ」は、大抵 は台所か ら 聞 こえ る。この「
あ

ボ ク の失敗も 「
あ っ」
。かあち ゃん自身 の「
あ

と言う時がよくあ る。要するに自分の失敗も、

ちな みに、かあち ゃんは独り言でも 「
あ っ」

ワイかあち ゃんは初 め てだ った。体罰も初

かあち ゃんが台所に いて「
あ っ」と言う のを

に体罰にな った。

め てだ った。

と「
ボ ク ワルイ コト した のかな ？」と 反射

だ。今 では恐怖は薄れたも のの「
あ っ」
を聞く

クにと って恐怖となり、身が縮む。ト ラウ マ

この事件を境に、かあち ゃん の「
あ っ」
はボ

らせ放送 の「
あ っ」
が 聞 こえ てから行 ったら

ど、そんな ことを しなく ても、ち ゃんとお知

のキ ッチ ン マット の上 で座 っていた のだ け

ゃんが 台所に立 つと、あ てもな いま ま台所

う知恵も ついた。ボ クは最初 のころ、かあち

聞 いた ら、台所に美味 し い ことがあ ると い

的 に思 ってしまう ので、とりあ えず はご め

いいと いう ことが わか った のだ。ボ クはお
利 口にな っているのさ。

んなさ いのポーズをす ることにしている。
ボ クのごめんなさ いポーズは、カ ラダを横
にし て、お腹を 出し て、片手を軽く上げ、耳
はし ょぼん。実は ここだけの話な のだが、最
近 ではボクにも生活の知恵が ついて、触らぬ
神 に祟 り無 し、負 け るが勝ち と いう ことも
わか ってきた のだ。先に謝 ってしまうと、か
あち ゃん の怒 りも薄れ る。ボ ク の このポ ー
ズ は、かあち ゃんにはイジ ケ犬に見え るら
し い。
ボ クはた ま に 「
あ っ」
が 聞 こえ ていな いの
に、かあち ゃん の姿を見ただけ で、ごめんな
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歩きやすくな ったようだ。行動範囲も広が っ

にく そうだ った。翌 日、少し庭 に出した。 一

行動範 囲はご くわず かだ った。そし て歩き

し当 日は疲れ ていた せ いもあ った のだ ろう。

歩き方。カ ラダ の左右が上下動す る。引 っ越

凛太郎は ヨタ ヨタと歩く。高齢犬 みた いな

と、とう とう 一本噛 みき って、その端を ひ っ

ン マットを噛ん で引 っ張 っていた かと思う

必ず キ ッチ ン マ ット に乗りに来 る。キ ッチ

ヨタ ヨタと歩 いていた。そのヨタ ヨタ足で、

のと、カ ット の仕方がイ マイチだ った のか、

とは いえ、まだ足腰が し っかりし ていな い

た。

人と 一匹 で日向ぼ っこ。めち ゃくち ゃのど
ぱ る。

９９９９．毛糸のののの靴下

かだー。
おーー。キ ッチ ン マットが ほどけ ていく、
とび っくり。何事に つけ、新し い出来事にす

お っかなび っくり で、庭を少しだけ歩く凛。
あ れ ？ ち ゃんと歩け ている。その時突然、
ぐ に感心 し てしまう のだが 、感心 し ている
場合 ではな い。困 ったヤツぢ ゃ。

本 の 一行を思い出した。
「
肉球 の間の毛もカ ットしてやる」
さ っそく凛 の足の裏を見た途端、「
わはは」
サー ク ルから出し てや るたび に行われた。

その後も、凛太郎 のキ ッチ ン マット巡回は、

み出し、肉球全 てを覆 い つく し ているよう

マ ットを ほどかれた らたま らな いの で、台

と笑 い出してしま った。肉球 の間から毛がは
に見えた。ま る で毛糸 の靴 下だ。これ では滑

マ ットを ほど いて遊ぶだ けが 目的 ではな

所仕事終了後に片付けるようにな ったが、マ

我が家 の台所兼居間は、ボ スでさえ滑る フ

か ったようだ。調理でこぼ した野菜屑とか、

るだ ろう。歩き方が変な のは このせ いだ っ

ローリ ング。その床 で、毛糸 の靴 下を履 いた

とにかく落ち ているも のは何 でも 口に入れ

ットがなく ても巡回は行われる。

まま の凛太郎は、初 め てのアイ ススケー ト

た い。落ち ているも の探 しも 目的だ った よ

た のか。

で、思う にまか せず 足が勝 手に滑 ってしま

うだ。ヌカ味噌を こぼ し ていた のも食 べ て
落ち ているも のは食べるが、お 皿に入れた

う 人みた いなも のに違 いな い。滑る、滑る、
歩くだけ で滑る。き っと本人にはどうしよ

ワンご飯 のド ッグ フー ドはほとん ど食 べな

しま った。犬 って悪食な のか。

もな い結果だろうが、四肢を前後に フニャー

い。お 皿から落ちた のは執拗に探して食べる。

止まりたく ても止まれな い。

と伸ば しき って滑 ってしまう。な ん とも笑

この習性は何な のだろう。お 皿から食べて欲
心配性 のボ スは、落ちたも のが好きならと思

える。足が短 いのも、かわ いらしさを倍増す
あまりに滑るせ いか、四本足 で歩かず 、お

い、わざ とお 皿から ド ッグ フー ドを こぼ し

し いが、お 皿を前に出す と後じさりをす る。

尻を床に つけたまま前足 二本だ けを使 い前

てみた。それは食べるんだなー。うーむ。

る。まるで動くぬ いぐるみ。

進、お尻は滑らせるという歩行もあ み出して

のカ ット鋏を購入。手を噛まれながら、なん

う としたが、うまく切れな い。翌日には犬用

た 眉カ ット鋏 で、は み出た 毛を 切 ってや ろ

これ では歩きづら いだ ろう と、手近にあ っ

た凛太郎はそれを見 つけた。

か った。い つも のよう にキ ッチ ン巡回に来

一本落 とし ていた ことに、私は気が つかな

を収穫し てきた。台所 で調理す る時、それを

あ る日、畑から モロッコと いう 豆科 の野菜

いた。

とか肉球が出るようにカ ット。これ で、大分
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「
ええもん み っけ」と いう雰囲気 で、モ ロ

････

ダ の左右を上下動させ、と こと こ、いそ いそ
たまらん。とにかく噛 みた い。噛んだも のは

凛太郎は、噛む のが 好き で好き で、好き で

噛噛噛噛みみみみグセ
10

と自分 の座布団に運ん で行く。その姿は、笑
口に入れる。ダ ンボー ルも食べる。目が離せ

ッコを咥え、尾をわず かに振りながら、カ ラ

い出さず に いられな いほど、愛ら しくも 面
な い。ち ょ っと辟易気味 でお疲れ のボ ス。
あ る日、ボ スは凛 の傍 でウー ンと伸びを し、

白 い。この頃では オ モチ ャも貰 った食べ物
も 自分の座布団 へ嬉嬉として速歩 で運ぶよ
無防備に寝転が っていた。凛は嬉しそうに尾

生野菜なんか食べるのだ ろうかと思 い、様
直線にや ってきた。カ ラダ の上によじ登り、

ろう と見ていると、ボ スの顔を 目指し て、一

うにな っていた。

子を見ていたら、歯ごたえが楽し いのか全部
ボ スの顔 に自分 の顔を限りな く近づ け てく

を振 り こち らを 見 ている。何が嬉 し いのだ

食べてしま った。

は気 に 召さな か った ようだが 、ピ ー マンは

ニンジ ンも実験的 に与え てみた。ニンジ ン
ベ ロ、ベ ロベ ロ攻撃だ った。されるままにな

した こと、それ はな ん ともた ま らん 唇ベ ロ

をす る のか 見 ている ことにした。凛太郎 の

る。噛まれるのかと 一瞬ドキ ッとしたが、何

多 いに気 に 入 った ようだ。後 には ニンジ ン
っていたら、短 い手 でボ スの両頬を挟 み、な

試しにキ ャベツの芯とピー マン、ダ イ コン、

も好物となり、猿 の食 い残しを漁ると いうあ

んと唇の中にま で舌を つ っこでく る ではな
このワンの口を舐める行動は 「
あんさんボ

さまし い行為ま です るようにな る。また、畑
ニト マトはウ ンチ の中 で種が ほどよく温ま

スやと認めま っせ」
というあらわれだと いう

いか。な、なんち ゅう犬や。

るせ いか、庭 のあち こち に い っぱ い芽を 出

ことを爺ち ゃんから聞 いた。こう し てボ ス

で採れ るミ ニト マトも大好物 にな った。ミ

す と いう ことにもなり、我が家 では、ミ ニト

は、や っと自他 公認 のボ スにな れた のだ っ

ボ スは、どう した ら、凛 の好きな噛 み遊び

ろうか ？

ると いう のは、他 の犬 でもす る ことな のだ

た。それにし ても、唇を こじあけ てま で舐め

マトの苗が雑草扱 いにな ってしま った。
人間 の食 べるも のはあげな く ていいと本
には書 いてあ ったが 、喜ん でガ シガ シし て
の心理。ダ ンボー ルを食 べるよ りはよ ほど

を満喫さ せ てやれ る のだ ろう か と考 えた。

いる姿を 見ると、ついあげた くな る飼 い主
マシだろうし、座布団に運ん で行く姿を見る

犬 の本にはタオル の引 っ張り合 いを し て遊

人間 の手 の噛 みご こち の方が いいのだ ろ

いる手の方を噛みに来る。

ぶとか書 いてあ る。が、凛はタオルを持 って

のも楽しい。
ボ スは葛藤す るが、台所 で愛らしく上を見
上げ、行儀よく座 って待 つ凛 のかわ いさに つ
い つい負けてしまう のである。

うか。あ る いは、タオルを持 っている手を噛
んだ方が、手 っ取り早くタオルを自分のも の
に出来るという知恵か。手の動きが ワンを刺
激す るのか。ナ マの手を噛 みにくる。噛 み足
らな いと、サー クルを い つま でもガ シガ シ
と噛ん でいる。
ボ スは、皮手袋 でワンと格闘と いう暴挙に

16

にもます ます噛 みにく る。どう も凛 にと っ

りような い」と。確か によくな か った。素手
中 で、爺ち ゃんが悪い、と人のせ いにしてい

ん の教え てくれた 「
犬風船」
がき っかけ。心の

犬を噛むと いう 一線を越えた のは、爺ち ゃ

噛ん でいますとは。

ては 「
動く手」
が「
おもち ゃ」そのも ののよう
る私。

出た。爺ち ゃんに報告したら 「
それはあんま

だ。

な い」とチ ャット で告げ ると、爺ち ゃんは何

あ る 日、爺ち ゃんに 「
凛が噛ん でし ょうが
ボ ス犬になりき ったような気がす る。

が ワルイ コにな った時、ガブ リと噛む のは、

ったら、これは これ で、なんか 面白 い。ワン

しかし、犬を噛むと いう 一線を越え てしま

を 思 った のか 「
犬風船」と いう遊びを教え て

スみた いに、犬のほ っぺがふくらむそうだ。

優しく噛 み、鼻 に息を 入れる。そうす るとリ
は、ますます噛 みグ セを助長させるだけだ、

り合 いの遊びは厳禁だ そうだ。引 っ張り合 い

ちな みに、噛 みグ セ のあ る犬には、引 っ張

くれた。人間が、犬 の口をま るご とパ ク ッと

好奇心 い っぱ いの私は、その時たまたま酔

それに、本に書 いてあ る躾方法だけ では言

と いう ことをお 医者さんに教え てもら った。

でもあ っさ り越 え てしま った。や ってみる

う ことを 聞 いてくれな い。床を 叩 いて大き

っていた ので、その勢 いで早速実行。犬 の鼻

と面白 い。凛は遊ん でもら っていると思 い、

な音を 出 そうが 、大きな声 で叱り つけよう

本 には、こう いう 大事な ことを書 いていな

ベ ロベ ロと舐め てきた。そし てボ スの唇を

が、恐ろし い目で睨 み付けようが、こと噛む

面を 口の中に入れる、と いう ことは、正気 で

ガブ 。手もガブ 。子犬は手加減を しな い。し

ことに関し ては、凛 には聞く 耳が ま った く

い。

っかり痛 い。

な い。ボ ス犬は噛んだら噛み返すを繰り返し

は、多分なかなか越えられな い 一線だと思う。

怒 ったボ スは、酔 っ払 いの勢 いで、目には

最初 のうちは遊びだ と思 っていた凛。ボ ス

た。

の凛 の手と 口を、ち ょ っと強めにガブ っと

は、これ でええんやろうかと悩 み、こんな こ

目、歯には歯 でと大人気なく、二ヵ月と少し
噛んだ。犬を噛む。 一挙に 一線も ニ線も越え

とを し ているから、い つま でた っても噛む
のを止めな いのだ ろうかと考える。が、痛 い

た。凛はキ ャイ ンと鳴 いた。
勝 った。とボ スは ほく そえんだ。そし て、

きな間違 いだ った。凛は、ますます遊びだ と

いだ ろう と確信した。でもそれは、大きな大

て凛は、だ んだ ん じ ゃれ噛 みを し ても許さ

頭のカ ワを噛む のだ。キ ャ ュイー ン。こうし

凛が誤 ってボ スの唇を噛むと、ボ スは凛 の

目に会うほどに、凛は利口にな ってきた。

誤解している模様。噛み合 いのスキ ンシ ップ

れる範囲を知るようにな る。

キ ャイ ンと負か した のだ から、もう噛まな

が嬉 し いら し い。私を 犬と思 っている の で

ん でかな ん の です。唇は舐めに来 る の でボ

あ る 日、動物 のお 医者さ ん に行 った時 「
噛

れ る ん か な ー と 一抹 の 不安 が な い でも な

と書き つつ動物愛護協会からは、虐待と怒ら

の吹き 飛んだボ スは確信す る の であ った。

はな いかと思え てきた。

スとは認め ていると思いますけど」
と言 った。

い。

カ ラダ で覚えさす のが 一番ぢ ゃ！ と迷 い

お 医者さんは 「
普通は、ボ スと認め ていたら
噛まな いのですけどね ぇ」
と いう返事。
言えなか った。ニンゲ ンも、犬 の口や手を
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う性癖 のあ るボ スは、この時、め った に訪れ

凛太郎が や ってく る前に、私は百円シ ョッ
い、と いう観念に凝り固まり、どう し ても凛

首輪 の穴はき っち り開けな ければな らな

な い几帳面モードに入 っていた。
プ でいろ いろ ワング ッズを仕 入れ ていた。
の首 周りを し っか り確 か めた か った。今考

．．．．
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そんな 中に首輪もあ った。今 風にはカ ラー
え ると、適 当に穴を 開けた ら済む ことだ っ
た のだが、この時は柔軟な思考が全く できな

とか いう のだそうだ。
その首輪を、二ヵ月に満たな い凛太郎に つ
首輪 のベルト通しさえままならな い、噛ま

か った。

しな か った。しか し、首輪は大きすぎた。そ
れ っぱ な し の状態 で、な にく そと夢中にな

け てみた。この時は、幼さゆえか何 の抵抗も
のうち穴を 開けよう と、百円グ ッズ でも決
っていた のだ ろう。な ん とか金具に首輪 の

ミ ニ ュチ ュア ・
ダ ック スは 小さ く ても、は

ハ ッシとくわえた。そして、引 っ張 った。

端を入れると、その端 っこを抵抗著しい凛が

して無駄にせず残しておく私。
満 三ヵ月を前にした ころ、来るべくお散歩
デ ビ ュー のた め、首輪を つけ る練 習をす る
ことにした。
っき り顔が 長 い。そ の長 い顔が 災 いした の
人間でいえば、ウ エスト のベルト通しにも

か、ベルトは締まる。

性湿疹 と いう のが体 のあち こち に でき 、首

う 一方 の端を通して、穴に留め金を入れな い

ここで、話は それ るが、実は凛太郎は幼児
にも でき ていた の で、首輪 に慣らす ことを

で強く 引 っ張ると、ウ エストが 限りな く締

すぐにそう とは気が つかなか った。や っと

締め ていたようだ。

ま る。それが、凛 の首 で行われた。自ら首を

先延ばしにしていた のだ。
この湿疹を診 てもらうために、動物 のお 医
者さんに行 ったら 「この子は自分があります
す ると いう ことらし い。そう いえば、二ヵ月

端を 通せた の で、ほ っとし て凛から手を放

ね」と いう ことだ った。自 己主張をは っきり
を 過ぎた ころから、キ ュイー ンと いう 甘え

目を 戻す と、凛は仰向け のまま、右手を空

し、一瞬目も離していた。

ウにウー と唸 った り、ワンワンと吠えた り

に突き出し、左手を胸 の辺りに曲げ ている。

声 で要求が 満たさ れな いと見ると、エラ ソ
鳴き方を変え ていた。ボ スは大人気な いので、

そし て口にはし っかりと首輪 の端をくわえ、

でも、手が短 いので、その左手も空にあ る。

と ころが、動物 のお 医者さ ん の前 では、や

やや白目が出 ていた。そして動かな い。全く

唸 ったり、吠えたりされるとム ッとくる。
んち ゃで エラソウな態度は微塵もな く、ぶ

動かな い。

凛 の 口を こじ開けよう とす るも 口を 開け

響 いた。首が締ま っておる、ヨ、ウ、ダ。

一瞬 の間の後、ボ スの頭の中に警鐘が鳴り

でるのとち ゃう ？ ？ ？

ん ？ なん でじ っとし ているんや ？ 遊ん

るぶる震え て、ボ スにしが み ついてきた。こ
れま で見た ことのな い殊勝な態度が 面白く、
あ ま り の変貌 ぶ りに、お 医者さ ん の前だ っ
たが、こらえきれず に吹き出し てしま い、笑
いのツボにはま ってしま った。
話を 戻そう。首輪を つけるのは難儀な仕事
ボ スはあき ら めず 、仕事を やり遂げ よう と

な い。小さ いくせに結構噛む力はすご い。白

にな った。凛は激 しく抵抗す る。噛む噛む。
す る。時 々、不思議な ほど几帳面にな ると い
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目をむ いて、身動き しな いのか、できな いの

．．．．凛太郎から爺爺爺爺ち ゃん へ
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かはわからな いが 、歯だ けは し っかり噛 み
に連れ 出さ れま した。ボ クは庭だ け でよか

今 日、ボ クは初め てかあち ゃんに外 の世界

コイ ツあ ほや、と思 い つつも、ボ スは慌 て
った んやけれ ど、リー ドた ら いう もん つけ

締め て。
た。「口開け」と言 いながら、し っかり閉じた
られ、無理やり引 っ張り出されたん です。
座 った り、べち ょ っと腹ば いにな った り し

それ でも、ち ょ っとは興味があ った ので、

口をや っと こじ開け、咥えた端を放させ、首
輪を弛めた。ふ ぅーー。
そし て、そのままダボダボ の首輪を適当に

たらし い凛は、お尻を向けて首を激しく掻く、

と っても イヤなも のを つけられ てしま っ
と い っぱ い吠えなが ら、白 いワンが走 って

そ の私道を降 りき らな いうち に、ワンワン

急な勾配の私道を降り ていきました。でも、

て、かあち ゃんを困らせながら、ゆるゆると

そし て振り返 っては、恨 みがましく、非難を
きました。

はめ てしま った。

込めた 目 でジ ト っと見る。ハ ッキ リと 目 で
い つも、い っぱ い吠え ている裏 の別荘 のワ
ンです。そ のご主人が、少し遠くから、かあ

モノを言 っている。
「
はずせ ！」
ち ゃんに 「
抱 いて」と言 いま した。かあち ゃ
んは素 早くボ クを抱き 上げ ま した。白 いワ

あんまり何回も繰り返す ので、根負けした。
せ っかく苦労 し て つけた首輪を はず し、大

ンはかあち ゃん の足にま とわ り つき 、ボ ク
ボ クは初 め ての経験だ った けど何も怖 く

に向か って吠えた てました。

きな溜め息を ついた。
く そ っ。ジ ト目に負け てしま った。ボ スに
弱気は禁物な のに。

ありません。だ って、この世 で 一番 コワイ の
は怒 ったかあち ゃん ですから。
別荘 のご主人は、「
吠え へんし ええ こやな
ぁ」とボ クに言 って、アタ マを撫 でてくれま
した。
かあち ゃんは 「
今 日が初め ての散歩なん で
す。震え ていま せん し大丈夫 です 」
な どと、
ち ょ っと へんな 日本語 で、ち ゃん と挨拶 し
ていま した。あ わ てていた のかも しれま せ
ん。
ボ クは狂暴 で粗雑なかあち ゃんにも、こん
な 一面があ る のか と、驚 いて眺め ていま し
た。あ っ、でも、かあち ゃんは優し いと ころ
もあります。と 一応書 いておきます。
かあち ゃんはボ クを抱 いたまま、し ゃがん
で白 いワンをおさ え にかか りま した。別荘
のご 主 人は、そ の間に ワンを捕ら えよう と
しな か った の で、かあち ゃんはおさ え る の
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をやめ て、立ちあが ってしま いました。

だ。

ンゲ ンの爺ち ゃん フ ァミリー と久 々の対 面

楚 々とした美 人 の姉さ ん ワン「マロン」、ニ

いママワン「
ティアラ」
、一年と数 ヵ月年上の

美人のパパ ワン「
ベル」
、男らしく て凛 々し

家に帰 った。

九月 二八日、凛太郎満 四ヵ月 のそ の日、実

．．．．凛太郎実家にににに帰帰帰帰るるるる
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吠え続ける白 いワンを、別荘 のご主人が 取
り押さ えよう とし ても捕ま りま せん。そ の
様子を見ていたかあち ゃんは、大きな声 で笑
い出しま した。ボ クはええ のんかな ぁと思
ってしま いました。
別荘 のご主人は、もう 一回ボ クに 「
ええ こ
やな ぁ」と言 って、や っと捕まえた白 いワン
爺ち ゃんは、凛が みんな のことを忘れ てい
かを 心 配し てくれ ていたが 、杞憂に過ぎな

を抱 いて帰 ってゆきました。
かあち ゃんは家 に帰 ってから僕 の耳元 で
か った。ワン フ ァミリー はす ぐ に交じり合

な いか、みんなが凛 の ことを 忘れ ていな い
「
あんた ち ょ っとくら い吠えたらええんや
って遊び始めた。ミ ニ ュチ ュア・
ダ ック スが
とし ていな いの で、見 ていた ら 目が 回り そ

四匹と いう のは、なかなか壮観。みんな じ っ

で」
と言いました。
い つもは吠えたら怒 るくせに、ボクはどう
したら いいでんし ょう ？ 爺ち ゃん。

この前 の首締まり事件に懲りた のか、あ の

ティアラ ママは、初対面の時、凛 々しく男ら

では、凛 フ ァミリー の紹介を し てみよう。

うだ。

やた ら に重 い不愉快な首輪から軽 いのに変

し いと感じたが、それは産後 の子を守る姿だ

追伸

わ っていま した。首輪付き リー ドた ら言う

った よう で、実はかな り の美 形だ と いう こ
ワンだ。二回目の対面の この日、最初は人見

とがわか った。細 面の、と てもかわ いらし い

もんらしいです。
母ち ゃんは僕 の抵抗に、き っと負けた と思
います。ひひひ。

知りを していた のか、警戒し ていた のか、よ
く吠えた。彼女 の前 で両手を揃え、頭を 下げ
「ワタシが凛太郎を育 てています 」と いう挨
拶を した。そ の挨拶 に 反応 した わ け でもな
いだ ろうが 、時 間がた つと傍 に寄り添う よ
うにお座りをしてくれた。
テ ィアラは 「
かわ いい」と いう 言葉 に敏感
に 反応す る。ニンゲ ンの「
かわ いい」と いう
声に 「ソレ ワタシノ コト ？ ワタシノ コトデ
シ ョ。ワタシカ ワイイ ？」と愛くるし い瞳 で
見上げ る。仰向けに寝 て、お化け の手を し て、
お腹を 出し て、「ワタシ ノオナカナデ テ、ナ
デ テ」と言 っているようだ。そし てそれはち
ょ っとば っか し、いや、かな り し つこか っ
た。
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子ども で、犬 の世界 ではよくあ る ことら し

マロン姉さんは、ベルとティアラの最初 の
い物袋を ぶら 下げた 「
ご み箱」に鼻先を突 っ

いかと思 っている。近ご ろは、スーパー の買

る悪食 で、そ の悪食 ぶりはカ ラ ス並 ではな

ティアラ「
カ ワイイ ッテワタシノコト ？」

人間のお 母さんに、一族 の子犬時代から の
写真を見せてもら った。
ミ ニ ュチ ュア・
ダ ック スと いう のは生まれ
てす ぐ の ころは、お世辞にも カ ワイイ とは
言 いがた く、む し ろ大変 ぶさ いく で面白 い
カオをしている。
どう し て この犬 の耳が 長く、大きくな り、
カオが とんが り、胴が 長くな る のか 不思議
だと思えるような 子犬時代を経 て、日に日に
ダ ック スらしくな っていく。
私は、日ご ろの育児の悩 みを相談し てみた。

いが 、ち ょ っとば っか しおバ カだ そうだ 。
込み漁る。。

凛太郎は落ち ているも のは何 でも 口に入れ

「でも、そ こがまた飼 い主にはかわ いい」
、と

実家 のワンも 同じだ そうだ。この家 では ニ
ンゲ ンのお姉さんに 「
生きたゾ ーキ ン」と呼

爺ち ゃんは言う。
この前会 った時と、また雰囲気が変わ って

ダ ック スはブ ランド犬だから、高級品と い

ばれ ていた。こぼれた モノを舐め て、床をキ

だ 毛色が変わ る こともあ るら し い。ニンゲ

うイメージがあ る。犬育 て初心者 の私は、拾

いた。 一年と数 ヵ月では、もう成犬かとも思

ンに例え て言えば、宝塚出身 の女優、涼風真

い食 いな んか しな い、と勝 手に思 っていた

レイにしてくれるそうだ。

世さんのような切れ長の涼し い目、控え目な

が、犬な のだから、す る ことは みな 同じ みた

う のだが、ミ ニ ュチ ュア ・
ダ ック スでは、ま

感 じも 漂う。おま けに美 し いソバージ ュヘ
いだ。

悪 い子の時、いい子の時、 一緒 に暮らす と

アの耳は、あんまりキレイな ので、見ている
だ け でう っとりす る。犬にう っとりす るな
ん て思 いもか けな か った ことだが 、本当に

の高級ブ ランド ワンも、飼う 人にと っては

いろ いろあ るが 、雑種犬も ペ ット シ ョップ

頭の真中 の毛が少し立 っている。その毛が

き っと 「
私 のワンは世界 一」にな る のだ と思

う っとりと見惚れる。
立 っている間は、全体 の毛の様子がまだ変わ

う。
もちろん、凛は今や私の世界 一。

ると いう 可能性が あ るら し い。次 に会う の
が楽しみだ。
この日は、ベルをゆ っくり観察 できなか っ
た。凛太郎はベルの子犬時代にそ っくりだそ
うだ。お父さんも美人ワンな ので、凛 の将来
もなかなか楽し みだ。何を見ても聞 いても、
親バカ反応の母であ る。
それにしても、華麗なる 一族だわん。
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一夜明け て、翌日の散歩 の時間、き のう 「
か

がある ことを教え てもら った。

お散歩デ ビ ューから数 日、凛太郎が散歩嫌
わ いそう」と言 った舌 の根も乾かぬうち に、

．．．．散歩教育

いにな らな いよう に、無 理強 いを し ては い

凛は い つも のように、べち ょ っと腹ば いに

そう つぶや いた事も決し て忘れ ては いな か

凛太郎は最初 の日と変わらず 、座 った り、
な って「
イヤや 動かん。そ っち には行き と

けな いと思 い、リー ドを無 理に引 っ張 った

べち ょー っと腹ば いにな った り し て、ち ぃ
うな い」
と でも言 いたげなキリ ッとした目を

ったが、ボ スは厳し い散歩指導を始めた。

とも歩かな い。凛太郎との散歩を楽しいも の
こち ら に向 け ている。そう いう 目が また何

りはしなか った。

と勝手に期待 し ていたボ スのル ンル ン気分
とも 言えな くイイ のだ けれ ど。ここでバ カ
親 にな っては いけな いとば か りに、ぐ いー

は、日ごとに萎ん でい った。
散歩 の往路、なかなか歩かな い凛に付き合
な った。「
ほな、家に帰ろ」と言 って、下にお
べち ょー。と っても 反抗的。今度はズズズズ

「
さ っ いこ」と声をかけるも、また し ても

ーー っ と、引 っ張る。半ば宙吊り。

ろす と、それはわかるよう で、復路は先に立
ーー っとし っかり宙吊り。空中遊泳的散歩。

いき れず 、気短なボ スは抱 いていくよう に

って家を 目指し て歩く。この時、ボ スは気が
ボ スは、瞬間すば やく辺りを 見まわす。や
る ことは エゲ ツナイが 、内心ドキ ドキも の

ついていなか ったが、散歩 の主導権は凛太郎
が握 っていた のだ。

ボ スのココロ 「
誰が見ても これは動物虐

で、人目を気にしている。
うだ 」、と爺ち ゃんに報告した。パパ ワンも

待に見えるやろな。ああ 誰も見てはら へん

凛太郎が実家に帰 った時 「
散歩が嫌 いな よ
散歩が嫌 いだ そうだ。父親似か。実家を後に
でよか った。」
凛 のココロ「
き のう の爺ち ゃん の方がよ っ

す る時、人間のお 母さんと爺ち ゃんが、ママ
ワンと姉さん ワンの散歩 の見本を 見せ てく

し ゃな いな。そやけど、エゲ ツナイ ことす る

ぽ ど マシや。ほんまにかあち ゃんは、す る こ

凛太郎は相変わらず 、途中 で座り こん で、

わ りには気 ィ小さ いな。あた り見まわ し て

れた。ちな みにパパ ワンは散歩とわかるや、

キ リ ッとした 目を こち ら に向 け、な んだ か

ば っかり いる。ひひひ もうち ょ っと反抗し

とが えげ つな い。こうな った らあき ら めな

わからな いけれ ど意思表明を し て動かなく

た ろ。」

庭に逃げ てしま った。

な る。見かねた爺ち ゃんが、凛太郎 のリード

とに ヒヤ ヒヤ し て、あた りを みまわす のは

ボ スの ココロ「
ほんま に、 一回引 っ張るご

爺ち ゃんは強引に、ズズーーー っと引 っ張

かな わ んな。はよち ゃん と歩 いてくれた ら

を手に取 った。
る。傍 で見 ていた 私は、「そんな かわ いそ

こな いな思いせん でええのに」

る。

かくし て、一人と 一匹の戦 いは続く のであ

う」「
あんまりキ ツイ ことせんと いて」と、バ
カ親ぶりを発揮して、ぶ つぶ つぶ つぶ つ。
爺ち ゃんは、かまわずズズズーーー っと引
っ張る。凛太郎は、爺ち ゃんに精 一杯抵抗し
ていた。
ワンは ニンゲ ンの左側を歩かせ、ニンゲ ン
より先には行かせな いなど、散歩指導 の基本
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一人と 一匹の散歩主導権闘争はボ スの勝利
で終わ ったか のように見えた。
少しは散歩らしくな った 二〇〇三年 一〇月
のあ る日、ボ スは突然思 い立ち、凛太郎を伴
いハイキ ング に出かけた。目指すは名張市赤

と目が合う。ボ スは感激。犬と いう のは主人
を気遣う も のな のか。この辺が 猫 とは違う
のかもしれな い。
と ころで、この日の道中、道行く人に 凛太
郎は 「
かわ いい」「
かわ いい」と声をかけられ、
愛 でられ ていた。
二匹の休憩中に、遠くから凛太郎を撮 った
ま した 」と良心的な報告を しにき てくれた。

お 兄さんが、事後 であ ったが 「
写真撮影を し

一度は行 ってみた いと、かねがね思 ってい
当然予想されることだが、撮影された のは凛

目四十八滝。
た赤目四十八滝は観光名所 で、紅葉 の季節は
太郎だけであ る。
この日を境に、凛太郎はと ても散歩好き の

それはそれは美しく、人も多 いらし い。ワン
を伴 い行く のなら、ボ スにも ワンにも、人の
少な い平日の方がき っと いい。
犬にな った。散歩 と いう コトバ に 反応す る
とともに、散歩に行きた いと いうか、どちら

今 では車にも慣れた凛太郎を助手席に乗せ、
簡単手作りお弁当と ワンの食器、水、ボ スの
か と いう と、「
はよ連れ て行け」と いわ んば

れ ている日々であ る。

目と 口でモノ言う凛太郎に散歩 に連れ出さ

ボ スは勝 った のか負けた のか。その後は、

な った。

かり の意思表 示を声 と態度 で現す よう にも

コーヒーなどをリ ュックに詰め て出発。
入山所 で「
犬も 一緒に入 っていいですか ？」
と聞 いたら、リードを付け ている ことと、ウ
ンチ の始末をち ゃんとす るならＯＫの返事。
良か った。
ど こま で歩くか目標を決めず 、透き通 った
美し い川の水を感嘆 の声 で眺め、滝と岩を愛
で、川沿いの木々の中を 一人と 一匹は行く。
途中、何度か 川辺 で休憩も し、凛太郎 の短
い足 では登れな い階 段や、じ ゅく じ ゅく道
は抱 いて歩 いた りも したが 、往復 コー スの
最後 の岩窟滝ま で行 ってしま った。
岩窟滝 の滝壷近く の岩に座り、二匹は仲良
く マイナ スイオ ンシ ャワーをた っぷ り浴び、
ともに水分補給もし、お弁当の残りを分け合
って食べ、なんとなく良 い気分。
結 局六 ・四キ ロを歩 いた。凛太郎も ほぼ歩
いた。すご いぞ。五ヵ月に満たな い子犬に、
ひど いことを したんだ ろう かと 一抹 の不安
と後悔も少々だが、凛太郎は途中足を痛めた
ボ スを気遣う、という面も見せた。
リードを 引 っ張ると いう こともせず、適度
なた わ みを作り、足が痛 いと言うボ スをち
らち ら と仰ぎ 見なが ら進む のだ。そ の時 目
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医者さん曰く 「
自分のあ るワン子」
。そう いう

爺ち ゃん 曰く 「
凛太郎はボ ス犬タイプ」
。お
いボ クにあ んな にた くさ ん歩かせた から、

な いやと思うようにな った。けど、まだ 小さ

んだな 、かあち ゃん と 一緒 に歩く のも 悪く

．．．．マウンティング対策

タイプだ からか どう かはわからな いが 、三
ボ ク の足は短 いまま で成長しな か ったんだ、

ボ クは確かにあ の日から、散歩 っていいも

ヵ月にな らな い ころから、私に マウ ンテ ィ
と思 っている。ボ ク の足が短 いのは絶 対か
それから、こんな に小さなボクに マウ ンテ

ングを仕掛け てきた。凛太郎にし てみれば、
本には対策として、犬用のク ッシ ョンを与え
ィング を仕掛 け てく るな ん て ！ かあち ゃ

あち ゃんのせ いに違 いな い！。プ ンプ ン。

るな どと書 いてあ り、そ のうち 百円シ ョッ
ん のす ることはホ ントに信じられな い！

ボ スの座争 いの つもりだ ったかも しれな い。

プ に見に いこう と思 い つつ 一日伸ば しにな

も、座 っていても仕掛け てくる。ボ スはち い

毎 日。ち ょ っと寝転ん で、片肘を ついていて

く る の で、振 り払う と いう ことを繰 り返す

マウ ンティング は、だ いた い腕に仕掛け て

わからな いから 目の前 のご 馳走を 口に入れ

「
待 て」
が何 の ことかわからな いじ ゃな いか。

月にもな って いな か った。それ に、最初 は

でに言 ってお こう。その時、ボ クはまだ 三ヵ

「
待 て」
を覚 えさ せられた時 の ことも つい

っていた。

ともゆ っくり できな い。あ んま り し つこい

無 理やり 取り上げ るんだ よ。ほん と信 じら

た ら、かあち ゃんはボ ク の 口を 両手 で こじ

それは、私が ワンに マウ ンティングを仕掛

れな い。で、また 「
待 て」
をさ せられたんだ。

ので、だんだんと腹がた ってきた。そし て、

ける ことだ。早速実行に移し てみた。凛太郎

でき るま で何度もだ よ。ボ クは早く食 べた

あ け て、せ っかくボ クが 口に 入れたも のを

のお尻に マウ ンティング 風に両手を置き、前

い 一心 で覚 えた よ。そした らボ ク の ことを

突然思い浮かんだ ことがあ った。

後 上 下にゆらす。体重はか けず とも ニンゲ

に報告していた。ま、かわ いい っていうか単

「
めち ゃくち ゃ賢 い」って喜ん で、爺ち ゃん

す ると凛太郎は、ま い った のお腹だ しポー

純 っていう か。そう いう かあち ゃんはキ ラ

ン対ワン子な ので、当然勝 った。
ズ。でも、誰に似た のかあきらめも悪いらし

イじ ゃな いけどね。
この際だからもう ひと つ。かあち ゃんはボ

く、また マウ ンティングを仕掛け てくる。そ
うな れば マウ ンテ ィング で対応。そ の後 は

クを マジ で噛む んだぜ 、悪 い子だ って言 っ
て脅 かすだ けじ ゃな いんだ。かあち ゃん の

あき ら めた よう で、平和な時 間が 戻 ってき
後 に、育児対策相談役 の爺ち ゃんに この話

コワイと ころはホ ントに噛む ってことなん

て。言う ことをき かな か った ら噛む と言 っ

を したら、「
それは思 い つかなか った」と。人

だ 。それもボ クが鳴 く ま で噛む。信 じられ

た。

間が 犬に マウ ンテ ィング をす るな ど、あま

桃ち ゃんに聞 いてみたよ。桃ち ゃん のお母

る？

さな ワンの マウ ンテ ィング に困 っている飼

さんも噛む ？ って。桃ち ゃん のお母さんは

り思 い つくも の ではな いかも しれな い。小
い主は、この方法を 試 し てみられ ては どう

そんな ことは しな い って言 ってた よ。や っ

でも、ボ クもだんだん賢くな ってきたから

た いだ。

ぱ 、うち のかあち ゃんは フツー じ ゃな いみ

だ ろう。

．．．．かあち ゃんのこと
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ね。痛くなく ても 「
キ ャイ ン」って鳴くんだ。

8
1

あ やう くお 芝居がば れ る時もあ った。タイ

噛まれ る前 に鳴 いてしま った時があ って、
しだ けお姉さん のワン。同じ地区 （
都市 で言

は桃ち ゃん。凛太郎より八日早く生まれた少

凛太郎にガー ル フレ ンドが できた。その名

．．．．凛太郎ににににガールフレンドが できた ！！！！

ミ ング が 大事な んだ。これはかあち ゃん に
う 町内）
に いる。

す ると、かあち ゃんは止め てくれる。けどね、

は内緒だよ。ね、ボクお利口だろ。

は、小さな犬に優し いのが犬社会なんだぞ。

それから マウ ンティング のこと。大きな犬
濃 い茶色 の毛が縦に走り、ベ ッカム選手のよ

毛）
、凛太郎と 一緒。桃ち ゃん の額には、一筋

ッドのロング ヘアード （
毛色がレ ッド で長い

桃ち ゃんも ミ ニ ュチ ュア ・
ダ ック スで、レ

桃ち ゃんち のタ ロー 兄ち ゃんはと ても大き
評判だけは聞 いていたが、出会 った のはお

うだ、とご近所 で評判。

マウ ンテ ィング が できな いくら いな んだ。
互 いに 三ヵ月も過ぎ、予防接種も終わり、お

く て、ボ クが精 一杯背伸びし ても、足にしか
でも知らんカオをして、させ てくれ ている。
散歩解禁にな ってから のことだ った。
どうやら互いに 一目で好感を持 った みた い

大 き な 犬 は そ れ く ら い の器 量 が な け り ゃ
ね。

た いで「
何言う てん の、ワンワンう るさ いな

の言 って いる コトバが 、ぜ んぜ わから いみ

のだけれど、ぜんぜんわか っていな い。ボク

て聞か せ てやりた いし、常 々言 っても いる

いるのではなく、犬同士が遊ん でいる風景を

追 いか け っこを繰 り返す。 一匹だ けを みて

見せ て、犬社会 のルー ルの参 ったを し、また

いか け っこを し、じ ゃれ ては交 互にお腹を

二匹の遊び 場所は、桃ち ゃん の家 の庭。追

で、友達 ワンにな ったようだ。

ー」と言われるだけなんだ。だから言うだけ

見 ていると いう のは、いいも のだなー と思

ボ クは こう いう ことをかあち ゃん に言 っ

無駄だと、このごろわか ってきた。

ま、何を し でかす かわからな いかあち ゃん

は るかにお利 口だ とボ クは思 っているんだ。

ニンゲ ンに比べた ら、ボ クたち 犬族 の方が

ち ゃんは犬語がま ったく理解 でき ていな い。

ッチ」
を 明確に理解 でき る ことに比べ、かあ

べる、おすわり、待 て、散歩 いこ、ゴ ロン、タ

で水を飲む姿 は、それだ け で絵 にな ってい

で水を飲ん でいる。二匹が 二匹とも同じ格好

っぱ り短 い手を か け て、アタ マを突 っ込ん

後 ろ足 で立ち、胴を伸ば し、水鉢 の端に、や

いたようだ った。庭 の水鉢に、そろ って短 い

ゃん の家 の庭 で仲良く遊んだ 二匹は、喉が乾

そんなあ る日のこと。い つも のように桃ち

った。

が コワイと いう のはあ るから、さわらぬ 「
噛

た。その後姿を見ながら、それぞれ のボ スは、

ボ クが かあち ゃん の コトバ 「
美味し い、食

み」
に祟りなしだ ワン。

ほのぼ のとした ココロモチにな っている。
と ころ で、桃ち ゃんは高 いと ころから平気
で飛び降りたり、飛び乗る ことが でき る。桃
ち ゃん のお 母さ んから聞 いた 話 では、わず
か 三ヵ月の時に、軽ト ラックの荷台から飛び
降りた そうだ。運動神経抜群 のお てんば桃ち
ゃん。
凛太郎は、二ヵ月と少し の時、写真撮影 の
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た めに乗せ ていた テーブ ルから落ちた のが
心 の傷 にな っている のか、高 いと ころが 苦
手だ。
テーブ ル落 下事件は、かわ いい顔を ア ップ
で撮 りた いがた めに、庭 のテーブ ルに乗せ
た時 に起 こ った。テーブ ル の高さ は 八〇セ
ンチ。凛を乗せたまま、デジタルカメラを触
っていた。凛は テーブ ルの端に足をかけ、下
を じ っと見ていた。そ こま では見ていた。そ
して目を離したとたん、落ちた。
実際は飛び降りる つもりだ った のか、意に
反して落ちた のか、単に着地失敗に終わ った
のかは定か ではな い。凛は歩 け るよう にな

てくれる。
桃ち ゃん の庭 で（
向か って右が桃ち ゃん）

凛太郎だ けを 見 ていても飽き ると いう こ

った時から顔がデ カ いた め、よく アタ マか
ら こけ ていた そうだ。この時も、飛び降りる

得な い感情が湧 いたり、有り得な い何かが起

とはな い。共に生活し ていると笑 ったり、怒

結果とし て地面にギ ャイ ンと接触。そし て

こ ったりす る。それは心 の中 の変化 であり、

つも りはな か った のに、カオ の重さ ゆえ に

なぜか次 の瞬間、脱兎 のご とく、逃げ るか の

実際に何かが起 こ ってしまう と いう こと で

ったりと忙し い。自分 一人だけ では、起 こり

ように前方に走り出した。私が聞いて見た の
もある。

落ちた のかもしれな い。

は「
ギ ャイ ン」と いう声と前方に走り出した
そう いう ことがあ ったた めか どう かはわ

のを感じさせ てくれる。うまく言えな いが、

二匹が遊ぶ姿は、それとはまた少し違うも

と ころで、落ち ると ころは見ていな い。
からな いが 、凛は少し高 いだ け で降 りられ

仲良く遊ぶ犬たちだけの世界、その姿をただ

あち ゃんは、と っても嬉しい。

良か ったね、凛太郎。お友達が でき て。か

覚を得られた。

見ている私、安らか で静かな時間、そんな感

な いし、飛び乗ることも できな い。
さ て、二匹が遊ん でいる時、行き ついた と
ころが 五〇セ ンチほど の高さ の石の上。桃
ち ゃんは平気 で飛び降り て、地面に着地。そ
こから降りられな い凛太郎は立ち往生。凛太
郎 は、ワ ン ワ ンと鳴 き 、どう も 桃ち ゃん に
「こ っち に戻 ってき て」と でも言 っていた よ
うだ。
凛太郎 の懇願を聞 いてか、やが て桃ち ゃん
が 石に飛び 乗 って戻 ってき てくれた。そし
て二匹は、また遊び始めた。
ほとん ど 同じ大きさ の 二匹のミ ニ ュチ ュ
ア・
ダ ック ス、遊ん でいる姿はと てもかわ い
ら しく、見 ている ニンゲ ンを ほんわかさ せ
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に、凛太郎がち ょう ど マウ ンテ ィング を 試
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はなぜ か 恥ず か しくな った。お 父さ んは桃

．．．．保護者模様
桃ち ゃんと凛太郎が興奮して遊ん でいると、
ち ゃんを抱き 上げ 、サイナ ラも 言わな いで

みていた。お父さん の顔 つきが変わ った。私
桃ち ゃん のお 父さ んは、「
ケ ンカ しん とき 」
家 の中に入 ってしまわれた。

四ヵ月と少しのころのことだ。

も大 口を開け てガ ハハと爆笑した。二匹とも

ん」とカ ラカ ラと笑われた。それを聞 いた私

もが できたらどうす るんや って言う てるね

後 日、お母さんが 「
お父さん いうたら、子ど

と 二匹に コトバを投げかける。どうも、お父
さんには桃ち ゃんが いじめられ ているよう
に見えるようだ。
桃ち ゃん のお 母さんは、そう言うお父さん
に「
遊ん でるだけや」
と言われる。
確かに 二匹の声も姿も、ケ ンカし ているよ
うにも見え、聞 こえる。凛太郎が桃ち ゃんに
心 配 でし ょうがな いようだ。桃ち ゃん のお

お父さんは、桃ち ゃんがオ ンナノ コな ので、

もお 父さんには気に入らな いのかも しれな
父さんも、かなりの親ばかさんかも。

マウ ンテ ィング を 試 みた りす る ので、それ
い。
桃ち ゃん のお 母さ んは 平気 で見 ていてく
れ るけど、お 父さ ん の顔 つきが変わ る のを
私は見逃さな い。
桃ち ゃんはお 母さん子な のか、お 母さんが
留守 の時に遊びに行 ったら、借り てきた猫の
よう にも のすご く大人し い。ま る で凛太郎
が 一人 で桃ち ゃんを や っつけ て、いじめ て
いるようにも見えなくはな い。
お 母さんが いると、凛太郎と桃ち ゃんは互
角 で、後半は い つも凛太郎の形勢がはなはだ
危う い。む しろ桃ち ゃんが優勢。でも、お 父
さ んは、凛太郎を や っつけ ているような 強
い桃ち ゃん の姿を知らな い。お 母さんは、借
り てきた猫状態 の桃ち ゃんを知らな い。
知 っているのは私と凛太郎。
桃ち ゃんは、飼 い主家族 の誰をボ スと認め
ているのか、私が見ていると、どうもお母さ
んがボ スみた いだ。
あ る日遊び に い ったら、お 母さんは留守だ
った。お 父さ んが 「
遊んだ って」と桃ち ゃん
を庭 に連れ てき てくれた けど、桃ち ゃんは
「
借 り てきた猫」にな ってしま った。お 父さ
んは しば ら く家 の中。次 に出 て こられた時

27

0
2

．．．．桃桃桃桃ち ゃんと ヨモギ大福
た の ですが 、い つも のよう に遊び 始めた の
ですぐにそのことは忘れ てしま いました。
お婆ち ゃんも食 べ てな いと いう のが後 で分

桃ち ゃんと ヨモギ大福事件は謎 のまま です。

ゲ ンのお 父さん とお 母さんとお婆ち ゃん の
かりましたから。でも、よもぎ大福は ラ ップ

ボ クのガー ル フレ ンドの桃ち ゃんは、ニン
四人暮らしです。
あ る日、お 母さんがお客さんに ヨモギ大福
のか。女 の 一念岩をも通す、も と い、ラ ップ

食 べた とした ら、どう し てラ ップ を外せた

で包ん であ った そう です から、桃ち ゃんが
三 つと沖縄土産 の黒砂糖をま ぶしたピ ーナ
も外す のでし ょうか ？。

ま した。お婆ち ゃんはゲー トボー ルから帰

お菓子は、お 皿だけ残して全 て無くな ってい

お 母さんが帰 ってきたら、テーブ ルの上の

るなん て。アタ マもきれるし、運動神経も い

に飛び 乗 ってか ら、テーブ ル の上に飛び 乗

な んか考 えも つかな いことが でき る。椅 子

それにしても桃ち ゃん ってすご いな。ボク

知 っておきた い。

でき る ことなら、ボクも ラ ップ の外し方は

ッツと丹波黒豆納豆を出しました。お母さん
は、食卓 テーブ ルに それを 置 いた まま 出掛
けま した。お婆ち ゃんはゲー トボー ルに行

ってき て、疲れ て寝 ていた の で晩ご飯を食
いし。ボク完全に負けてる……。

って留守 でした。桃ち ゃんは 一人留守番。

べません でした。だから、お菓子はお婆ち ゃ
んが食べた のかもしれません。
お父さんとお 母さん の目には、ももち ゃん
が大福 三つ分ほど、い っぺんに太 って見えた
ので、その日は、桃ち ゃんに晩ご飯をあげま
せん でした。
翌 日、ボ クは、かあち ゃん と 一緒 に遊び行
きました。桃ち ゃん のお母さんが、かあち ゃ
んに 「
桃 太 った よう に見え へん ？」と聞き
ました。
ほとんど毎 日のように、桃ち ゃんに会 って
いるボ ク のかあち ゃん の目にも、桃ち ゃん
は太 っているように見えたらしく 「
そう言わ
れたらそんな気がする」
と答え ていました。
お 皿のピーナツと黒豆を食 った のは、桃ち
ゃん みた いです。お 母さ んが お 皿を洗 った
ら、お 皿がねばねばし ていた そう ですから。
でも、大福を食 った のがお婆ち ゃんか、桃ち
ゃんかは謎 のまま です。お 母さ んはお婆ち
ゃんに、まだ聞けていな いそう です。
ボ クは桃ち ゃんに 「
桃ち ゃんが大福食べた
ん ？ それはどんな味 ？」と聞 いてみたか っ
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．犬犬犬犬とととと寝寝寝寝るるるる
青山 の冬は早く て寒く て長 い。初め て青山
の冬を体験した 二〇〇 二年、私は、顔が寒く
て目が覚める経験をした。

のは確かだろう。
シ ッコやウ ンコ、粗相 の心配はあ ったも の
の、震える凛太郎を 一人寝かせるのは、も の
すごく 不憫に思え、心配でもあ った のだ。
ワン子を腕に抱き 「
ええか 凛太郎、シ ッコ

そし て 二〇〇 三年、暑 い夏の後、涼 し い秋
ら 飛び降 り、めち ゃくち ゃ嬉 し そう に飛び

ベ ッドに降ろそう としたら、凛太郎は腕か

やウ ンコが しとな ったら起 こす のや で」と、

が来たなと肌に感じたら、九月にしてもう朝
跳ね始めた。ニンゲ ンの子どもが、ト ランポ

青山に来る前に暮らした京都市や滋賀県大

夕は寒 い。わず か 二・
五キ ロ、四ヵ月 の凛太
リ ン遊び初体験 のご とく に飛ん でいる。ベ

何度も静かに、そし て、し つこいほど言 い聞

郎には十分に こたえる寒さ のようだ。一〇月
ッド の端から端ま で飛び 跳ね ている。それ

津市 での秋や晩秋は、ここではす でに初冬、

八日、ボ スが寒 いと感じ て、凛太郎をふと見
ほどに嬉 し いのか。ワンが 相手 でも嬉 し そ

かせ、寝室に連れ てい った。

たら、お座りを し て短 い前足を踏ん張 って、
う にし てくれ ると、な んだ か こ っち も嬉 し

真冬と いう体感温度にな る。

ぶるぶると震え ていた。目は 一心に何かを訴
い。その様子を しばらく眺め ていたら、こ っ
ちが寒くな ってきた。

えるように、こちらを凝視している。
目と目が合う。犬 の目と ニンゲ ンの目が、
我が ことならば重ね着 ですむが、こと凛太郎

めま く る。堪 忍し てくれ と いう ほど舐めま

嬉 しさ の覚めやらな い凛太郎は顔 や 口を舐

興奮す る凛太郎を抱 いて、布団に潜り込む。

に関しては ひたすらに甘 い。早速灯油を買 い

くる。そして、や っとおとなしくな った。

が っち りと合う。貧乏所帯、節約が身 上 で、

に行き、夜間冷える日は ストーブを つける。

いう変化。自分 一人だけなら考えられな いこ

つけ る ことを 当た り前 のよう に でき る、と

うなカシミアのような、ビ ロードのような、

ん とも いえな い暖かさ と感触。シルク のよ

ああ な んと いう気持ち の良さだ ろう。な

節約 に励む私が 、ワンのた めに ストーブ を

とをしているが、おかげ で私も暖か い。

い こと の 一つに、 一緒 に寝 る ことが 挙げ ら

犬 の飼 い方 の本には、決し てし ては いけな

とにもかくにも何とも言えず に気持ちよく、

と いうか、生活レベルを伺わせると いうか。

布か。例えが、だんだん庶民的にな ってきた

はたまた フリー スか アクリル の マイヤー 毛

れ ている。どち らがボ スかわからな くな る

起き て抱 いている時より、数倍気持ち の良

そしてほどよく暖か い。

忠実なボ スは、夜間は凛太郎を居間のサーク

い肌触 り。それ はパ ジ ャ マの上から でも感

ので、躾上好ましくな いと いう ことだ。本に
ル へ入れ、別々に寝ることを厳格に守 ってい

は禁じられ ているのか。ひょ っとしたら、ニ

じられる。この気持ち良 い行為が、なぜ本 で

けれ ど、震える凛太郎を 見た 日に、厳 しさ

ンゲ ンが 止められなくな るからかも しれな

た。
は 一瞬 で崩壊、ベ ッドを共にする ことを決め

い。めち ゃくち ゃ気持ちが いい。
けれど、気持ち のよ いことばかり ではな い。

た。動物 のお 医者さ んから、ミ ニ ュチ ュア ・
ダ ック スの スムー ス ヘアー ドが 、青 山 の寒

睡 の妨げ にもな るし、カ ラダ が 伸び 伸び で

互いに身を寄せ合 い、気遣 って寝るのは、熟

凛太郎 のような ロング ヘアードは大丈夫だ

きな いと いう こともあ る。寝 返り ひと つに

さ で死んだと いう話を聞 いていたからだ。
ろう とは言 ってくれ ていたが 、寒さ に弱 い
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も気を使う。つぶしたらどうしよう、と。
最初 の夜は、そ こそ こ緊張した。夜中に凛
太郎が舐め て起 こした。言い聞かせを守 った
のか。早速抱 いて居間のワントイレに連れ て
い った。ち ゃんとシ ッコをした。賢 いと誉め
撫 でて、また寝 る。居間は寒 い。ボ スの背中
に寒気が走る。
ベ ッドに戻り 「
凛太郎、頼むし背中温め て」
と頼む。凛太郎はボ スの背中にく っついた。
ワンと背中合わせ で寝る。その感触もなかな
か感動。犬の背中と ニンゲ ンの背中がホ ント
に背中合わせ。多分に これは偶然 の結果な の
だとは思うが。
眠り の中 でシ ャ っシ ャ っと いう モノ音が
聞 こえる。シ ャ っシ ャ っ、カサカサ、シ ャ っ
シ ャ っ。い つま でも続 いて聞 こえ てく る の
で、や っと目が 醒めた。夢 の中 ではな く、実
際に音がしていた のだ。
音 の出所を確認す るべく電気を つけた。な
ん と凛が ベ ッド の周りをく るく ると何回も
まわ って いた音だ った。緊張し て寝 ていた
つもりが、い つのまにか熟睡し て、どうも突
き落としたらし い。あ る いは、勝手に落ちた
のかもしれな いが。拾 い上げ、ごめんなーと
言 って抱 いた。
翌朝、目覚めたボ スは伸び と大あ くび。な
んとその口に、いきなり凛太郎 の鼻 面が突 っ
な、なにす
込まれ てきた。一度に目が覚め 「
るのん ！」
。
「
かち ゃんは い つも 口の中に い っぱ い食べ
物を 入れ ている。何が 入 っている のか い っ
ぺん見たか ったんや」
と凛太郎は思 っていた
に違 いな い。
そし てそ の冬中、電気 アンカは使 用せず 、
凛太郎が私の炬燵にな った。起きた てのあく
び の度に、口をめがけた鼻 面に遭遇という事

体はままあ ったが、私が凛太郎を離したくな
くな っていた。
犬の本などク ソク ラエ。
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こぼ した。オチ ンチ ンはぜ んぜ ん ひ っこま
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た。桃ち ゃん の ママワンのプ リ ンち ゃん、桃

合す る時、ボ クも 呼ん でもらう ことにな っ

にかけ て、桃ち ゃんの家に桃ち ゃん 一族が集

二〇〇三年 の年末から 二〇〇四年 のお 正月

まな いオチ ンチ ンめが け て桃ち ゃん の口が

ボ クもなんだか安心した。でも、そのひ っこ

かあち ゃんが安心 した のが わか った の で、

こむ」
とに こやかに落ち着 いて言 ってくれた。

ゃん のお 母さんが 「
大丈夫や、そのうち ひ っ

．．．．それはあ っという間間間間のできごとだ った

ち ゃん の姉さん ワンの桜ち ゃんと妹 ワンの
来た。ボ クはキ ャンと言 って逃げた。オチ ン

な い。かあち ゃんがオ ロオ ロしている。桃ち

マリ ンち ゃんが や ってく る。オト コノ コは
チ ンは桃ち ゃん のお 母さんが 言 ってくれた

とも初 対 面とな る 日。ボ クとかあち ゃんが

そし てお 正月、プ リ ン ママや マリ ンち ゃん

通り元に戻 った。ああ、良か った。

ボクだけらしい。
桃ち ゃん の ニンゲ ンのお 母さ ん とボ ク の
かあち ゃんは 「
お 正月は凛 のハー レムやな 」
と喋 って笑 っていた。ハー レ ムが何 の こと
かボクにはわからな い。
桃ち ゃん の家に行 った。桜ち ゃん、マリ ンち

た。桜ち ゃんはクリー ム色 のワン。毛がと て

が い っぱ い。オ ンナノコの ニオイだ。マリ ン

ボ クはただ嬉しか った。ボ クと 一緒 のワン

ゃん、桃ち ゃんが庭に いた。プ リ ンママはそ

も細 い。ボ クは桜ち ゃんが気 にな ってし ょ

ち ゃんは薄 いグ リー ンのような 毛並 み。で

最初は年末、かあち ゃんが桃ち ゃん の家 で

うがなか った。ボ クは桃ち ゃんを忘れ て、桜

も、桃ち ゃん と遊ぶような わ けには いかな

こには いな か った けど、大きな声が 聞 こえ

ち ゃんを追 い掛 け 回し てしま った。桜ち ゃ

い。みんなボ クを恐が っているのだ ろうか。

つきた てのお餅をご 馳走 にな る時、ボ クも

んはボ クが 恐 いのか逃げまわ る。でもだ ん

ボ クは相手を し て欲 し いから追 いかける の

ていた。

だ ん慣れ てき て、少しはボ ク の相手も し て

だけど、桜ち ゃんも マリ ンち ゃんも逃げ る。

連れ てい ってもら った。桜ち ゃんが来 てい

くれるようにな った。

けど、大抵は みんな に マウ ンテ ィング をさ

ママワン、姉さ ん ワンにも い つも しかけ る

テ ィング を した。ボ クはボ ク のパパ ワンや

が した くな った。そし て桜ち ゃん に マウ ン

少し慣れ てくると、ボ クは マウ ンティング

出していた。

クはキ ャウ ンと言 ってビ ッコを ひいて逃げ

ン ママがボ クに近づ いてきた。次 の瞬間ボ

お 母さ ん の手から降 りたプ リ ン ママ。プ リ

いなか った。かあち ゃんたちは喋 っていた。

お母さんに抱かれ て登場。ボクは何も考え て

そんな と ころにプ リ ン ママが ニンゲ ンの

れ る 羽目にな る。ボ クは向 こう 見ず な のだ
ろうか。だとしたら。き っとかあち ゃんに似

かあち ゃんたち は何が起 こ った のか とボ
クを見た。ボ クは恐か った。尾を巻き込ん で

たんだ。
この日、大きな声 では言えな いけれど、ボ

しま った。そんな情 けな いボ クを みんなが
プ リ ン ママはす ぐ に ニンゲ ンのお 母さ ん

クは初体験を し てしま った。かあち ゃんは
ん の「
あ っ」は怒 られ る時によく聞く の で、

に抱かれた。ち ょ っとそれ で安心したけど、

見ている。穴があ ったら入りた い！

ボ クは、また ワルイ コとを し てしま った の

それはあ っという間の出来事だ った。

び っくり し て「
あ っ」っと言 った。かあち ゃ

だ と 反射的 に思 った。ボ ク のオ チ ンチ ンが
い っぱ い出 て、床 にオ シ ッコでな い何かを
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ボ ク の出会 いのす べ て、パパ ワン、ママワ
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白 いワン。今ま で攻撃さ れ ると いう ことは

ンち ゃん、タ ロー 兄ち ゃん、それから別荘 の
いが、まだ暗 い中、凛太郎が起きだ し、枕 の

九 ヵ月と少々の三月 一二日、時間は定か でな

凛太郎と私は い つも 一緒に寝 ている。生後

．．．．凛太郎病気になる（（（（
１１１１））））

なか った。初め て体験す る威嚇な しの攻撃。
上に吐いた。犬の吐く時 の音はなかなか気の

ン、姉さ ん ワン、桃ち ゃん、桜ち ゃん、マリ

出会う ワン全 てが友好的 ではな い、という こ
毒な音だ。その音 で目が醒めた。
目覚めた私は電気を つけ て吐瀉物を 見た。

とを初め て知 った瞬間だ った。
ニンゲ ン界もそうなんだ ろうか。ボク のア
前夜 の食事 の未消化が 一塊。 一回くら いの嘔
と夢う つつのまま、吐 いた モノを テ ィ ッシ

タ マをふ っとそんな ことをよぎ った。
かあち ゃんはボ ク の深遠な る気付き も知
ュで包 み、そのまままた夢 の中 へ。何しろ疲

吐は、そんな に気 にす る こともな いだ ろう
らな い で「
凛 のハー レ ムは 三秒 で終わ った
れ ている。

年末から失業に別れを告げ、勤め始め ていた

この頃、私は毎朝六時起床。二〇〇 三年 の

な」
と高らかに笑 っていた。
ヒト の気も知らな いで、かあち ゃんは いい
気なも のだ、とボクは つくづく思 った。
のだ。仕事は牛舎 の餌箱掃除と通路掃除。朝
の八時から 一二時ま での四時間パート。
私が起き てから凛太郎はまた 吐 いた、二回
目。そし て水を飲 み、今度は大量に吐く、三
回目。庭 でウ ンチを したあ と、また 吐く。水
を飲むも また 吐く。合計 五回。と ても心配
になり、七時前に動物 のお医者さんに電話を
した。お 医者さんは、脱水症状にな る可能性
もあ るから連れ てき てくださ いと の ことだ
った。
私は仕事を電話 で休 みたか ったが、牛相手
だから、そんなわけにも いかな いと思 い、い
つもより早く出勤して、一人で餌箱掃除にと
りかかり、上司が出勤した時点 で、涙をぼ ろ
ぼ ろ こぼ しながらに事情を話し （
勝手に泣け
てしまう ）、餌箱掃除が終わ った ら 帰らせ
てくださ いと宣言。
脱兎 のご とく帰宅したら 嘔吐が新た に 四
ヶ所。心 配で心 配で。病院に連れ て行き、血
液検査 の結果を 聞く と胃炎と いう ことだ っ
た。心配のあまり思考回路が シ ョートしてい
た。
こんな時 の餌 のやり方を 聞 いた はず な の
に、帰宅したらす っかり忘却 のかなた。すぐ

32

に動物 のお 医者さんに電話を し て聞く。「
消

4
2

三月 一五日三度 の嘔吐。三月 一六日、早朝、

．．．．凛太郎病気になる（（（（
２２２２））））

のが消化 のよ いも のかわからな い。それも
枕 元でクー ンクー ンと鳴き 、私を起 こそう

化 のよ いも のを与え てくださ い」
。どんなも
聞 いたら、「
犬にと って 一番消化 のよ いも の
とし ている。眠い私は起きな い。す ると我慢

凛太郎が私と暮らし始め て、初め ての下痢。

の上でした。そして、それは 下痢だ った。

しき れな くな って、初 め ての粗相を ベ ッド

はド ッグ フード」
という ことだ った。
お 湯に つけ てふやか し ても いいと いう こ
とだ ったが 、凛は ド ッグ フー ドが嫌 いのよ
う で、普段でも 一粒ず つ口に運ん で無理に食
がな か った。粗相 に対し てワルイ コトを し

それま で、ただ の 一度も 下痢便を した こと

注射とお薬代 で、私 の六時間分 の賃金がパ
た と思 っている のか、凛は具合が 悪 いにも

べさせ ていた のだ。
ー。パートを始め てから、すぐに時給計算 で

私は 「
起き ひんか ったかあち ゃんが 悪か っ

かかわらず、アタ マを低くし、怒られるのを

る の でし ょうがな いと言う べき か。お金 で
た し。怒ら へん し」と言 った。そし て凛を連

出費高を考 え てしまう。セ コさが身 に つい

命と安心が買えるなら、それが いい。お薬は
れ て台所 へ。今度はペ ットシー ツの上で下痢。

待 つ、ごめんなさ いのポーズをしている。

ガ スター とプ リ ンペ ラン。ガ スター って ニ
便を よく 見た ら血が 混ざ っていた。私はま

た と いう か。パ ー ト の収 入だ け で食 べ てい

ンゲ ンと同じ。私も飲ん でいた ことがある。
たもやパ ニック。超パ ニック。

で片付けな い私が悪いのだが、床に脱ぎ捨 て

ているかも しれな い。何 でも 出した そ の手

から目を離したら紐や布を齧 っている。食 っ

腸閉塞 の可能性と いう ことだ った。凛は普段

いう 理由 で早引けは認められな い、そう い

言われた。携帯 で専務に電話を したら 「
そう

またもや上司に頼んだら、専務に直接言えを

で仕事 に出か け、早引けさ せ てくだ さ いと

は いけな いと思 い、後 ろ髪を 引かれ る思 い

しかし、生き物相手のパートだから休ん で

たＧパ ンも被害にあ った ことがあ る。何を食

う気持ちだ った らウチ で働 いてもらうわ け

動物 のお医者さんが 一番心配していた のは、

べるかわからな い。お 医者さん 曰く 「
ミニュ

には いかな い」と言われた。そし て、給料は
それはそうだ ろう。でもそれ でもかまわな

チ ュア ・
ダ ック スは 悪食 」
だ そうだ。話を 聞
そ の時、病院には、二セ ンチくら いのセ ロ

か った。朝 の餌箱掃除だけ終え、脱兎 のご と

出せな いとも。

テープ を食 った 猫や、食パ ンな ど の袋を 止

く 帰宅。そし て凛太郎を病院 に連 れ て行 っ

いてしま った私はますます心配。

め てあ る金色 のヒ モを食 った レトリバーが

血液検査 の結果、炎症 反応 の数値が 、この

た。

は、セ ロテープ やヒ モだ け で詰ま る のでは

前 の胃炎 の時 と 同じ で高 い （下が って いな

手術して入院していた。お医者さんの説明で
なく、普段から食 っている食べ物以外の諸 々

い）
。キツイ胃腸障害と いう診断だ った。
どう いう ことが 原因 で こうな る のか と聞

のも のが運悪くと いうか、それと絡ま って、
く っついて大き くな って腸が詰ま ると いう
そんな こんな で重度 の心配性に陥り、思考

う ことだ った。下血は止めた 方が いいと い

含む）、伝染病、腫瘍な ど いろ いろあ ると い

いたら、ストレ ス、寄生虫、食事 （
拾 い食 いを

回路はパ ニック。とりあえずは凛 の様子が落

う判断 で、注射とお薬。お薬はパ セトシ ンと

ことだ った。

ち着 いた ので 一安心。

いう名前。
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ご せたが 、だ んだ ん と牧場勤 めに対す る私

え る ことにな った。お陰 で凛 とゆ っく り過

とは別に、翌日は 一〇日ぶりほどに休みを貰

牧場 で今 日の早引きは怒られたけど、それ

たく でき ていなか った のだ った。

んどか った ので、庭 の世話も畑の世話もま っ

な るほどにな っていた。思う にカ ラダが し

の草も庭 の草も 元気が余 って、目を覆 いたく

は、日ご とに暖かくな る太陽 のおかげか、畑

ろには少しだ け 元気 にな った。そ の ころに

のストレ スが頭をもたげ てきた。

休 み無しの連続勤務。おまけに勤務地も変え

ったが 、三月に 入 ってから どう いう わ けか

一月、二月はそ こそ こお休みの入 った勤務だ

だが、清掃 の仕事は案外キ ツイ。勤め始めた

たし。

とも ども私も 元気にな って、め でた しめ で

った のかもしれな い。何はともあれ、凛太郎

事はあわな い、早く辞め て」と いうサイ ンだ

凛太郎 の病気は、「
かあち ゃんには そ の仕

朝 の八時から 一二時ま での 一日四時間労働

られ、自宅から遠くな っていた。休憩時間も
ほとんどな い。
箒をき つく握り過ぎた結果の「
バネ指」
も酷
くな るし、体にもキ ツイ。牛はかわ いいが、
埃だ らけにな る毎 日がだんだ んとしん どく
な ってき ていた。おま けに変わ った勤務 地
の牧場には、真横に高 圧線 の鉄塔があ る。早
期胃がん経験者としては、電磁波には精神的
な アレ ルギ ー。以前住ん でいた と ころ の傍
にもあ った のだ。
三月 一八日、凛は血 の混じ った液体を吐 い
た。私は血が 引いた。このままどんどん悪く
な った ら どう しよう。お 医者さ ん に電話を
したら、様子を みてくださ いと のこと。吐 い
た のは それ 一回だ けだ った けど、私 の決意
は固ま った。仕事を辞めよう。そし て後先は
考えず、翌日には退職を願 い出、その日から
失業者とな った。
気分も軽く帰宅 し て「
かあち ゃん、お仕事
辞めた しな。ず っと 一緒に いるしな」と凛太
郎に告げた。凛太郎はめきめきと元気を取り
戻してい った。なんだ ったんだ ろー。それに
反し私は しば らくカ ラダが しん どく て、凛
の世話以外、何もする気がおきなか った。
知らず 知らず に溜め込ん でしま った スト
レ スを彼 は感知 し ていた のだ ろう か。そし
て病気にな った のか。それは謎だが、とにか
く凛は元気にな った。私も 四月の声を聞く こ
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よりはウ ンと マシだが。ちな みに、昔飼 って
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母も 元気にな ってきた 四月のあ る日、お腹を

牧場を辞め て、凛太郎も 元気にな り、その
く抱かれ て暴れ る こともな く、引 っかく こ

たら アカ ン」と言 い聞かせた結果、お とな し

は、「
絶対ち ゃん と抱 いているから、爪た て

．．．．ダ ニかかかか ？？？？ ダ ニだだだだ ！！！！

撫 でてや って いた ら、何 やら 黒 い点が 見え
ともなか った。

いた ネ コの大亮と 一緒 にお 風呂に入 った時

たような気がした。老眼に忍び寄られ て細か
鼻 で哀 しげ に鳴き、暴れ る。そし て、お 尻か

凛太郎は絶対に手を離さな いと言 っても、

メガネをはず し てよく みたら、も しや。あ
らあぶくを出した。ぷくぷくぷく。 一瞬 み つ

いも のが非常に見えにく い今 日このごろ。
やし い、あ やし い、と ってもあ やし い！ こ
める。一瞬笑える。次 の瞬間、泡がはじけ、ニ

違 いな い。ダ ニを見るのは初め てな ので、早
風呂。 一人と 一匹がお 風呂でゆ っくり、ゆ っ

理由はともあれ、せ っかく 一緒に入 ったお

呂でオナラを こく。

オイが。くさーーー。凛太郎、初体験 のお 風

の時、時刻は午後十時。
毛をかき分け、じ っくり見たら白 い肌に つ
いている。手で つまんだら動 いた。つまんだ

速ネ ット でダ ニ検索、姿カタチが 一致。間違
た り、と絵 に描 いた ような ことも 少しは経

モノを じ っく り観察、これはき っとダ ニに

いなくダ ニだ。うわわ。
験し てみた か った。けれど、暴れ るは、オナ
は 思 い ついた。ダ ニは水に つけた ら 溺れ る

ニは離れただ ろう と思 った のだが 、乾か し

十分毛の奥ま でお湯が行き渡り、き っとダ

ラはす るは。

に違 いな い。ならば凛太郎をお風呂に入れよ

ている時に見たら、まだ ついている。皮膚に

ワン子にダ ニ付着、その対策経験 のな い母

う。早速実行。凛太郎 のお 風呂専 用バ ケツに

噛 み ついているダ ニはお 風呂ぐら いで離れ
てくれな いみた いだ。深夜 にな ってしま っ

ドボ ン。
「
えーお湯やなー。気持ちええなー」
凛をお
呂好き にな るよう に洗脳し ている。タオ ル

たら、連れ て行く事にな った。次から次と い

結局、翌日動物 のお 医者さんに電話 で聞 い

た。

で拭 いてやり、ド ライヤー で乾かしながら、

ろいろ起 こる。

風呂に入れる時は、毎回そうささやき、お 風

き っとダ ニはとれただ ろう と嬉 々とし て見

つけ て取れな いかと試したが埒があかな い。

手 で つまんだり、セ ロテープを皮膚に貼り

んから帰 ってきた時点 ではまだ効果を 発揮

以内に効果を発揮してくるそう で、お医者さ

いうお薬 のスポ ット塗布。その薬は 四八時間

お 医者さ ん での処方は フロント ライ ンと

五匹以上数え てから、乾かす のを途中 でやめ、

していな い。

たが。まだ張り付いている。

私もお 風呂の準備。今度は凛太郎を抱 いて、

た。お湯の温度も私用の四十度設定だ った の

ニンゲ ンのお風呂が初体験 の凛太郎は暴れ

待ち伏せ、通りかか った獲物に飛び つき食ら

う ことだ った。草むら の中 で、ダ ニは獲物を

をす る時も草むらを歩かせな いよう にと い

お 医者さん で教え てもら った ことは、散歩

で熱か った のかも しれな い。凛を洗う時は

い つく そうだ。でも フロント ライ ンと いう

一緒にどぼん。

設定温度最低の三七度。それ でも熱 いかもし

らな いと いう ことだ。予防薬をきち ん と つ

予防薬さ え つけ ていた ら そんな に心 配は い

母の皮膚には凛 の爪であち こち赤 い筋が で

け ていた ら、た とえダ ニが ついて血を 吸 っ

れな い。
きあが った。暴れる暴れる。猫 の引 っかき傷
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ても、死ん で落ち ていくそうだ。
お 医者さんから帰 ってき て、お薬も つけ て

ろう。母はダ ニに異常に神経質にな った。そ

なんと、お 医者さん で見たより、たくさん の

た 。そ の後 、凛 のカ ラダ を 調 べ て みた ら 、
く 見た らダ ニが 水泳を し ていた。ダ ニは水

何 やら赤 黒 い小さな モノが 浮 いている。よ

後 日、庭に置 いてあ る凛太郎 の水飲 み皿に

れもそうだ ろう。

ダ ニが ついていた。コワイほど ついていた。
に溺れず泳げ る ！ ぞく っ。

もら い、安心 した も のだ から散歩 にも 行 っ

それもキ ンタ マのカ ワに手中し て ついてい
た。ひょ っとした らさ っき の散歩 でまた つ
いた のかもしれな い。ごめんな凛太郎、かあ
ち ゃんを許して。里山では ワンも飼 い主も大
変だ。
薬 の効果を待たず に、捕りた いと いう思 い
が突き 上げ てきた。かさ ぶたを はが した い
心境にかなり似 ている。凛太郎のキ ンタ マに
貼り ついているダ ニを つま んだ。ダ ニだ け
う まく つまむ と こが できず 、カ ワも 一緒 に
爪 で つま ん でしま った。凛太郎はキ ャイ ン
と鳴 いた。急所ゆえに痛 いのだ ろうか。ダ ニ
を捕ると皮膚にう っすらと血。捕らな い方が
いいのかも しれな いが 、見え るも のは捕り
た い。十 三匹捕獲。ダ ニは捕 った 尻からガ ム
テープ にく っつけた。全部捕 りき りた か っ
たけど、キ ンタ マのカ ワも赤くな ってきた。
凛も痛 いのだ ろう、捕らせ てくれな くな っ
た。気の毒な凛太郎。
翌日、カ ラダを見たらオチ ンチ ンより上で
十匹。タ マタ マ付近に 三匹。き のう のタ マタ
マダ ニ退治 で痛 い目をさ せた ので警戒し て
いる。よほど痛か った のかもしれな い。今 日
はカ ラダ を よ じ って、何とし てもキ ンタ マ
にだ けは触ら せな い覚悟 のようだ。捕ら せ
てくれな い。し ょうがな いの で凛を じ っと
見ていたら、突然カ ラダを噛 み噛 みす る。も
のすご く痒 そうな の で、凛が噛む のを やめ
てから そ この毛を 分け て見ると、やは りダ
ニが いた。タ マタ マ以外な ら触ら せ てくれ
た の で つま ん で捕 った。な んだ か私も頬や
オデ コが痒くな ってきた のは気のせ いか。
この事件 以降、凛は長らくタ マタ マに触れ
られ る ことを 異常 に嫌 った。それは そうだ
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．．．．凛太郎がががが泳泳泳泳いだ
八月、毎年恒例 の「
鮎 の会」と いう催しがあ

本能 で泳 いでいるが、岸 への方向も本能が
知 っているよう で、岸 へと方向を変え て、初

代に知り合 った人たちと、一年に 一度集う の
もや川の中に凛太郎を いざな った。泳ぐ。犬

しか し、感動を 再度味わ いた い私は、また

め ての遊泳はあ っという間に終わ った。

だ。鮎を釣 ってくれる人が いる、焼 いてくれ
って スゴ イな。胸 に熱 いも のが こみあが り

る。か つてサ ラリー ウー マンを し ていた時

る人が いる、天麩羅を揚げ てくれる人が いる。
う るう ると目頭が熱くな った 母である。

と覚え ていてもらえた。

郎」と告げたら、翌年出会 った時にもち ゃん

に大人気。名前を教え る時に 「
勇気凛 々凛太

ちな みに この日、凛太郎は小さ いヒトたち

そしてバーベキ ューもある。
この「
鮎 の会」
は、滋賀県は安曇川の川辺で
行う。今年は、凛太郎を伴 って参加した。
参加す る前 に、焼けた 石や砂 で、犬が 足の
裏を火傷す ると いう ことを読んだも のだ か
ら、私は川辺の焼けた 石で凛太郎が火傷をし
ては大変と犬用の靴を買 った。これが高 い。
母は財布が つら い。けれど、川原で凛太郎に
靴をはかせ、散歩とし ゃれ こみたか った。し
かし、凛太郎は靴を履かせた しりから脱ぐ。
履かせたら脱ぐ、履かせたら脱ぐ の繰り返し
を何回繰り返しただ ろう。
私は、バー ベキ ュー の手伝 いもせず 、靴を
履か せ る ことに執着 し ていた。この集 いで
は、働かざ るも の食う べからず と いう掟が
あ るのだが。かなりの時間をく い、や っと 四
本 の足に履かせ終えた。そのころには食べ物
の準備は終わ っていた。そし て、川原の石を
触 ってみたら大して熱くな い。とほほ。
でもや っと履かせた のだからと、靴を履か
せた まま 川辺に連れ て行 った。そし ても の
の五分もたたな いうち に、苦労 し て履か せ
た靴を脱が せ、そろそろと 川 の中に いざ な
った のであ る。
私が先に川の中に入り、だんだんと少し深
め のと ころに連れ て行く。ミ ニ ュチ ュア・
ダ
ック スにと っては、浅 いと ころでも、すぐに
足の つかな い深 い川とな る。そし て、足が つ
かなくな った瞬間、凛太郎は泳 いだ。犬掻き
で泳 いだ。誰に教わる でもなく、足が つかな
くな ったその瞬間、本能が泳がせる。
感動。
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．大豆ととととセーターととととレインコート
かわ いいとほめまく った。と ころが凛太郎
仕事から帰 ってきた ら、どう し て脱 いだ の

は「
洋服がお嫌 い」
だ った。苦労し て着せ て、
枝豆をからからにしたも のが大豆であ る。

う し て脱 いだん」と聞 いてしま った。その後、

か、前足をきれ いに抜 いて、セーターは腹巻

晩秋 の 一日、縁側 で大 豆のさ やを剥 いて、
セー ターを 見るだ け で逃げ 出し、そうな っ

私は、味噌を作るために大豆を少し作 ってい

ザ ルに最初 の三粒を のせた。次 の瞬間、ザ ル
た ら捕ま え る のは ほぼ 不可能。母はあき ら

状態だ。そ の姿 に大爆笑。思わず 「
あ んた ど

を見たら 一粒しかな い。反射的に傍に いた凛
めた。

る。

太郎 のアタ マをペシ ッと軽く叩きながら 「
あ
んた、そんなもん食べたらあかんやろ」
。
たまたま ワンのレイ ンコートが安売りし て

あ る日、買 い物に行 ったホー ムセ ンター で、

ペシ っ。叩いた瞬間にぽ ろ っと出す。その絶
いた。雨の日は冷たかろうと買 ってや った。

途端に 二粒ぽ ろ っと吐き出した。アタ マを
妙 のタイミング。大爆笑。
このころは、何があ っても、散歩だけは毎 日

秋も深まり、寒さも 日 一日と厳しくな って
だ ったが、雨の日、母は嬉 々とし てレイ ンコ

だ。そ のレイ ン コー トも着 せ る のに 一苦労

機械仕掛けのおもち ゃみた いだ った。

きた。私は、夏から運送関係 のパートに就く

ートを着せた凛太郎を伴 い散歩に出かけた。

連れ て行 ってやらねば と固く思 っていた の

ことが でき ていた。私が 仕事 に行 っている
間、昼から夕方ま で、ひとり留守番 の凛太郎
が寒か ろう とセー ターを 買 ってや った。前
足 二本に袖を通すという作業。またもや着せ
る のに 一苦労。最初 の 一年 の間に、何かを着
せ ると いう ことに馴ら せな か った せ いか、
いやが る。それ でもなんとか着せた。これが
意外にかわ いい。洋服を着せると いう のは趣
味 ではなか ったけれど、な るほどかわ いい。
寒さ対策としても いい。
こんなもん着せられ て すかん
は っきり い って 迷.惑や ！

38

そし てシ ッコ。書 いてあ る通りに着せたは

8
2

ん と外に出るはず だ った。シ ッコを しだ し
みの前夜、布 団に 入る時 「
ええか凛太郎、明

今 日と昨 日と、かあち ゃんはお休 みだ。休

．．．．騙騙騙騙され続続続続けて

た凛 の傍 にし ゃが み、地 面に顔をす り つけ
日はかあち ゃんお休みやし、絶対に朝起 こし

ず だ し、書 いてあ る通りだ とシ ッコはち ゃ

んば か りに覗き こみ観察を した ら、シ ッコ
たらあかん で」と い つも言う。お利 口なボ ク
前に間違 って舐め て起 こし ことがあ った。

は外に出 て こな い。レイ ン コー ト の中に放
ま みれ とな った。当然帰宅後、即お 風呂。母
「
お休 みやし起 こしたら アカ ン って言うたや

は、かあち ゃんが起きるま で待 っている。

は凛太郎に何かを着せ ると いう ことを やめ
ろー」と言 って、また布団の中にもぐり こん

出された。あり ゃあ。凛太郎 のお腹はシ ッコ

た。そして、雨の日の散歩もやめた。「
今 日は
でしま い、その日はず っと機嫌が 悪い。ボク
三度しかし ていな い。いや五、六度かもしれ

は学習能力があ るから、そう いう失敗は 二、

雨やし、散歩なし ！
その後、雨が続 いて散歩が できな い日々が
休 みの日は、起きたら 一番に「
今 日、かあち

な いが、とにかく今 ではしていな い。

凛太郎かわ いさ の余り、桃ち ゃん の家に電話
ゃんはお休 みやし、ず っと 一緒 に いられ る

続く ことがあ った。過保護 のおばかな 母は、
を した。そし て、傘をさ し、凛太郎を懐に抱
し、ええやろ凛太郎」
と いつも言う。
ボ クは何度そのコトバ に騙されただ ろう。

き、遊び に行か せ てもらう と いう ことを初
め てしま った。嗚呼。

一緒に遊べると期待す るのだが、大抵期待は
裏切られる。でも、朝 の散歩はゆ っくり でボ
ク の道草も許 し てくれ るし、ガ ー ル フレ ン
ド の桃ち ゃんともたくさん遊ば せ てくれ る。
それだけは嬉しい。
そし て、今 日も期待は裏切られた （
昨 日も
裏切られ ている）
。かあち ゃんは言 った のだ、
「
さ ぁ、今 日こそテーブ ルの上を片付けるわ
な」
と。
掛け声ばかり で、ち っとも始めな い。見 て
いたら、テーブ ルはそ っち のけ で、パ ソコン
の置 いてあ るあた りをボ ケー と眺め ている。
ボ クにと ってパ ソ コンは嫉妬 の対象だ。か
あ ち ゃんは それを いじりは じめ ると 「
お仕
事」と言 って、ボ クがかわ いらし い声を出そ
うが 、吠えようが相手を し てくれな い。「
お
仕事」
と言 ったらあきらめると思 っているの
だ ろう けど、ボ クは仕事 ではな いと知 って
いるのだ。かあち ゃんは、き っとそのパ ソコ
ンで遊ん でいるだけだ。このご ろ では、ボク
もかわ いらし い声を出すだ け無駄だ とあき
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ら め て、ストーブ の前 で寝 ている ことにし
．．．．猿猿猿猿
29

めず らしく凛太郎より先に私が気付 いた。

ている。
かあち ゃんは、テーブ ルの上には手を つけ
台所 で視野をかすめた窓外に動くも の、目を

久しぶりに猿が出た。
ず 、パ ソ コンの乗 っていた 重た そうな 机を
上げたら、それは猿。
この時、私は最近ち ょ っとはま っている天

動かし始めた。や っぱ り遊ん でもらえな い。
それから箪笥なんかも動かし始めた。家 の中
然酵母パ ン作りのため の準備 で、リ ンゴをす

や っとボ ク の相手を し てくれた のは夕方
ニオイを察知し、吠え、庭 の端に走 る。私は

に出た。凛太郎も ついて来た。彼は、素早く

をあ っちから こ っちと往復している。

遅く。冷た い風がビ ュービ ュー吹く中を散歩
凛太郎に「
お いで」
と声をかけ、彼を小脇に抱

りお ろしていた。それをすぐさま中断し、庭

に連れ て い ってくれた けど、寒 い った らあ
「こらー ！、こらー ！、こらー ！」と腹 の底

え外に出る。

マシだ と思おう。今 日遊ん でくれた のは朝
から声を枯らす ほどに怒鳴り、走る。腕 の中

り ゃしな い。でも、連れ てい ってくれただけ
の散歩と夕方の散歩だけ。もち ろん大好きな
の凛太郎もそれに合わせるように吠える。畑
ていたが、一人と 一匹の「こらー」「
ワンワン」

桃ち ゃん のと ころには連れ てい ってくれた
ボ クはそれだけ では つまらな いのだ。かあ

の二重唱で肉薄す るほど迫 った時に、逃げた。

に いる猿に迫 った。猿は平然と何かを食ら っ

ち ゃんとも遊びた いのだ。でも、かあち ゃん
気合勝ちだ。

けど。

がず っと家 に いて、 一緒 に いられ る のは確
かに嬉し い。あんなかあち ゃん でも、なんか

猿もしたたかなも ので、女子どもと見ると

上を片付けな か った。ほん とに い つにな っ

と ころで、今 日もかあち ゃんはテーブ ルの

びび っても いけな い。あ くま でも本気 の強

に来 てから の経験だ。ひるん では いけな い。

合 で勝負す れば勝 てる、と いう のが この地

安心なんだな。

た ら片付け る のだ ろう。き っとイヤな こと

気 で迫る。

ち ょ っとや そ っと では逃げな い。そ こを気

を後 回し、後 回しにし ているんだ。ほんまに
し ょうがな いかあち ゃんだ。

と ころ で聞 いた話だが、犬は、そ の本能 の
ま か せ るまま、ど こま でも猿を追 い続 け る
そうだ。す ると、結果的に知らぬ間に山に連
れ こまれ、い つのまにか猿に取り囲まれ、や
っつけられ、帰 って こな いと いう ことがあ
るそうだ。凛太郎 のような 小型犬は、猿に抱
えられ、消え てしまう と いう ことがあ った
と いう話も聞 いた。
そう いう ことを聞 いているので、愛犬大事
の私は、猿が出た時は、凛を 小脇に抱え て応
戦す るのだ。彼 の吠える声は、大袈裟 でなく
大型犬な みの迫力があ る。カ ラダは小さ いが、
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関前に ニンジ ンを忘れ、猿に 「
さあ食 ってく

ここいら のルー ル で、猿を 見たら、すぐさ
悔し い。勝利感 の後だけに感情 の落差が激し

だ、私が 悪いのだ。自分 の手落ちが ひたすら

声だけは大きく、立派な猿対策となる。

ま追わなあ かん （
追 い払う）と教えられ てい
い。

れ」とばかりにし てしま った私が 悪い。そう

る。幸 い、私 の小さな畑は被害に遭 っていな

ニンジ ンを 引いて（
収穫して）
、泥を落とし、

い。猿に盗られ てはかなわんと思 い、畑から
凛太郎は、ニンジ ンの残りが食べた いので、

猿が闊歩し ている。屋根に いる気配もあ る。

これを書 いている最中も、目の前 の窓外を

か ったが 、猿 はまた 戻 ってく るかも しれな

玄関前 にとりあ えず 置 いた。「
ふん、盗られ
外に出せと鼻を鳴らしている。私は力が抜け

せるも のだなと改め て思う。

感情 と いう も のは ニンゲ ンの心を疲れさ

ている。

てなるも のか」
。ささやかな勝利感。
ホ ッとしたら、リ ンゴ の ことを 思 い出し、
置 いた ニンジ ンの ことを 忘れ て、家 に 入 っ
てしま った。
そし て、ニンジ ンのことを 「
あ っ」
と思い出
し てあ わ てて玄関に出た ら、ニンジ ンは そ
こにはなか った。門柱 の上や そ こかし こに
ニンジ ンの皮 の食 べ残 しだ けがあ った。も
のすごー い敗北感。
猿が、我が家 の玄関先 で ニンジ ンを食ら っ
ている間、凛太郎は猿退治 の褒美にもら った
ガ ムに集中 し ていた のか、何も気が つかな
か った。そし て、一緒 に庭に出た ら、尾を ビ
ュンビ ュン振 って、猿が食 い散らか した 残
り の ニンジ ンめが け て走 って行 った。嬉 し
そう に食 いまく る。は ぁー。悔 し いやら、情
けな いやら。
「
生 の ニンジ ンを仰山食べたらお腹を こわ
す 」と本に書 いてあ った ので、怒 ってみるが、
逃げ ては食う。ニンジ ン大好き の凛太郎は言
う事を 聞かな い。ちな みに生野菜を い っぱ
い食べても、お腹を こわした ことはな い。
猛烈な勢 いで悔しさが湧 いてきた。めち ゃ
くち ゃ悔し い。何より自分が悔し い。 一瞬 で
も勝利感に酔 った後だけに、悔し いさも倍増。
猿 のた めに ニンジ ンを 引 いて、泥を落 とし
て洗 ってや った みた いなも のだ。私 の ニン
ジ ンは全 てなくな った。
ささやかな勝利感を得た気 の緩 みから、玄
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．アマガ エルののののシ ッコ
30

ボ クはその後、しばらくシ ャックリが出て

母 であ る。凛太郎は、以前 死んだ ミミズ に

いた。カ エルさんのシ ッコのせ いだろうか。
「
凛、ア マガ エルさんや で」
と言 った。かあち
すりすりし て臭くな った。その ニオイは、ほ

ア マガ エルさんが出 てきた。かあち ゃんが
ゃんは ア マガ エルに 「
お いで」と言 って手を
とん ど生ゴ ミ の ニオイ。私はオ エ っとな っ

中から 漂 っていた。鶏糞 の ニオイは ほとん

差し出した。ア マガ エルが、かあち ゃん の手

ボ クは動 いているも のはち ょ っと噛 みた
どウ ンチ のかお り。またも やオ エ っとえづ

た。またあ る時は家を脱走し て、帰 ってきた

い。以前カメムシを噛んだ時は、その余り の
いた。も のすごーく臭 い。いず れ の場合もす

のひらに乗 った。うーん、かあち ゃんとア マ

ニオイにのけぞ った。のけぞ るボ クを見て、
ぐ にお 風呂に 入れた。クサイも のにカ ラダ

のを つかま えた ら、鶏糞 の ニオイが カ ラダ

かあち ゃんに笑われた。その前に「
それだ け
を擦 り つけ る のだ けは、お 願 いだ から やめ

ガ エルさんはトモダチな のかな ？

は噛 んだ ら アカ ン」と言わ れ ていた のだ け
て欲し いと母は切に願う。そし て、かあち ゃ
ん の仕事を増やさな いでくれたまえ。

ど。
噛んだ後は、かあち ゃんに つかまれ て口の
ニオイを嗅がれ 「
くさ～」
と言われ、水道 の蛇
口に 口を持 っていかれ てジ ャブジ ャブ洗わ
れるは、それだけ では済まず、ミカ ンの皮を
塗 りた くられ るは で、ま い った ことがあ っ
た。
ア マガ エルさ んはち ょ っとくら い噛ん で
も、また 元気に飛び跳ねるから、ボ ク の遊び
相手とし てはなかなか面白 い。で、かあち ゃ
ん の手 の ひらを 狙 って、カ エルさ んをあ ま
噛 み。
そした ら、「
凛、噛んだ ら アカ ンやろ」と、
かあち ゃん に怒 られ てしもた。そし てカ エ
ルさ んはボ ク の 口の中 でシ ッコを した。か
あち ゃん の手にも シ ッコが ついた。ボ クは
その後もカ エルさんを追 いかけ て遊ん でい
た。それ で、なんか ニオイ付けを したくな っ
て、カ エルさんにすりすりし ていたら、また
かあち ゃんに怒られた。
「
何 の ニオイ つけ てん の！」
。慌 てて起きた
ら、カ エルさ んが 石の間に 入ろう とした け
ど、また捕まえた。そ こにかあち ゃんが つか
つかとや ってき て、ボ クが捕まえられた。カ
エルさ んはボ ク の 口からポ ロ っと出 て、元
気 ？ に飛ん でい った。かあち ゃんは 「
良か
った、カ エルさんどうも のう て」
と言 った。
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．．．．ハーレムなななな時間
桃ち ゃん のお 母さん の娘さん家族が、ゴー
ルデ ンウイー ク のお休 みを 利用し て田植え

まだ大丈夫、こ っち に来な い。外に いるのは
ボクと桃ち ゃんだけだ、と安心していた。
と ころが、ボ クが来た のを知 ったプ リ ンマ

ママと、桜ち ゃん や マリ ンち ゃんが 帰 って

あち ゃんは行く道、「
今 日は凛が 恐 いプ リ ン

だけしか行けな いから、ボクはル ンル ン。か

方 の散歩はかあち ゃんが 早く帰 ってきた時

っ張 って、桃ち ゃん の家を目指し ていた。夕

ボ クは、仕事から帰 ってきた 母ち ゃんを 引

る。ボ ク の尾は、勝手にお尻の下に巻き込ま

マリ ンち ゃんにはプ リ ン ママの ニオイがす

なり吠えられた。ボ ク の心に恐怖が走 った。

だ った。けど、ボ クは マリ ンち ゃんに、いき

て、プ リ ン ママは家 の中に閉じ込めた まま

こし て出 てき てくれた。ボ クに気を つか っ

母さ んが 、マリ ンち ゃんや桜ち ゃんを抱 っ

マの人間のお母さんや、桜ち ゃん の人間のお

きたはる。そやけど、もう晩ご飯食 の時間や
れ てしま った。そして、おどおどと少し走 っ

のお手伝 いに ワンと 一緒に里帰り。

し、桃ち ゃんには会え へんかもしれ へん で」
た。
こんな姿を桃ち ゃん に見られた くな いの

と言 っていた。けど、ボクに聞く耳はなか っ
た。ボ ク のアタ マの中は桃ち ゃん でい っぱ
に。でも カ ラダ は言う コトを 聞 いてくれな

さんに会えるだけ でも、い つだ って嬉し い。

ゃんは庭 に いな か った けれ ど、ボ クはお 母

張 った。桃ち ゃん のお 母さん の匂 いだ。桃ち

こえた。ボクは、ますますかあち ゃんを引 っ

桃ち ゃん の家 の傍ま で来たら、庭 で音が 聞

イ のかしら」と言 っていた。そうなんだボ ク

さ んが、「
プ リ ンの ニオイがす るから、コワ

ーん、まだ こわ いよー。マリ ンち ゃん のお 母

リ ンち ゃん の顔 の傍 に持 ってい った。う え

がら言う。そし てボクを抱 いて、抱かれた マ

かあち ゃんは 「
凛 こわ いのか ？」と笑 いな

い。

お 母さ んは、す ぐ に桃ち ゃんを庭 に出し て

はプリ ンママがとにかく恐い。

い。かあち ゃんも ついてき てくれな い。

くれた。お 母さんは 「
桜ち ゃんも 一緒に遊ぶ

今度は桜ち ゃん の傍に顔を近づけられた。

ボ クは マリ ンち ゃん のお 母さ ん に抱 いて

かなー」と言 っていたけど、やはりボ クには

い つもならボクが行くと、すぐに桃ち ゃん

もら った。ち ょ っと安心。その次は マリ ンち

桜ち ゃんは 「
うう っ」と唸 った。ボ クはかあ

がボ ク の ニオイ や声 で、ボ クに呼び か けを

ゃん のお 母さ ん の娘さ ん。かあち ゃんは マ

聞く 耳がな い。ボ ク のアタ マの中は桃ち ゃ

し てくれるのだ。今 日はそれがな い。なんか

リ ンち ゃんを抱 いていた。それを 見 てもう

ち ゃん の腕 の中でのけぞ った。

お か し いな ぁと思 っていた けど、桃ち ゃん

ち ょ っと安心。

ん でい っぱ い。

が 出 てき てくれた ら、そんな ことはす ぐ に

今度は桜ち ゃんのお母さんが桜ち ゃんを右

声が。ドキ っ。思 い出したぞ、この声はプ リ

母さん の家 の裏 口に行 ったら、中から ワンの

ん でいた。ボ クが桃ち ゃんを追 いかけ て、お

ボ クと桃ち ゃんは、い つも のように庭 で遊

嫌わな いで欲 し いなー。それを 見 てかあち

るだ けボ クから離れよう とす る。そんな に

れな い。桜ち ゃんは手足を つ っぱ って、でき

ことがあ る。それ で嫌われ ている のかも し

た。ボ クは前 に桜ち ゃんを追 い掛 け 回した

忘れた。

ン ママだ。さ っき からかあち ゃんが何か言

ゃん やお 母さ んたち は、にぎ やか に笑 って

腕 に抱 いた まま、ボ クを左腕 に抱 いてくれ

っていた のは、この ことだ った のか。でも、
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いた。

2
3

けだ。オト コはボ クだけだと いう ことに、こ
ん。桜ち ゃんは前は全身がクリー ム色 で、マ

久 しぶりに会 った 桜ち ゃん と マリ ンち ゃ

．．．．もうすぐみんな満 二年

の時初 め て気が ついた。な んか 圧倒さ れ て
リ ンち ゃんは薄 いグ リー ンの毛並だ った。

よく 見ると ワンも ニンゲ ンも オ ンナだ ら

しま った。

う」と誉め てくれ ていた。かあち ゃんはボ ク

わ いいな ー、オト コら しくな った のとちが

母さ んが 、「
凛太郎くんは、目が 大き く てか

桜ち ゃん のお 母さんや、マリ ンち ゃん のお

桃ち ゃんの額には 一筋濃 い、こげ茶色の毛が

の毛が長く て白 っぽ い。全身は明る い茶色。

いた。桃ち ゃんは 二匹に比べ て、お腹 の部分

上が黒くな って、愛嬌 のある美人に変身して

き ていた。そし て マリ ンち ゃんは鼻 の頭の

今 日は 二匹とも、薄 い茶色 の毛が少し出 て

が誉められると、いつも目尻を 下げ て顔中で
立 っている。これを ベ ッカ ムと みな は呼ん
が増え ている。
桜ち ゃん

マリンち ゃん

でいる。凛太郎は尾の付け根あたりに黒い毛

嬉しそうな顔をす る。ほんまにアホや。
ボ クが こんなにドキドキし ているのに、そ
の ことに気が ついてよ と思う のだが 、思う
だ け無駄だ とわか ってきた の で、最近はあ
きらめ ても いる。
最後に、桃ち ゃん の傍に連れ てい ってもら
い、桃ち ゃんに顔を近づけ て、桃ち ゃん のお
母さんにも撫 でてもら い、なんとなくほ っ。
こう し て、ボ クのハーレムな時間は終わ っ
た。ああ疲れた。

桃ち ゃん姉妹は 二〇〇三年五月 二〇日生ま
れ、凛太郎は 二八日生まれ、みんなもうすぐ
満 二年になる。凛太郎のお姉さんの マロンち
ゃん にも ベ ッカ ム の毛があ った。耳 の毛が
長く、それは美し いソバージ ュだ ったが、今
は スト レー トにな っている。桃ち ゃん のお
尻の飾り毛も、お風呂上りで濡れ ていると美
し いソバージ ュだ。
ベ ッカムの毛のあ る ワンは、その毛が消え
る ころに毛並 みが安定す ると聞 いている。
ベ ッカ ム の毛が それ と見えな く ても、二年
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から 三年 の間は毛並 みが微妙に変化す るら
なお鳴く。結局は遊びたか った みた いだ。ボ
ー ル遊び で納得 した か と思 ったが 、まだ 足

た ら、ハゲ にな らな いか と心 配にな るくら

くさ ん の毛が抜 け る。これが ニンゲ ンだ っ

今は夏毛になりかわる時期か、毎 日毎 日た

手のかかる子だ。しかし、「
かあち ゃんお仕

った。

て遊ん でいるようだ）
や っと納得したようだ

ク噛むわ け ではな く、母 の腕を 犬と見た て

し い。

い毛が抜ける。この毛の抜け変わりの終わり
事、凛 ハウ ス」と言 った ら、ち ゃん と 一人 で

らず 、母の服の袖を ひとしき り噛ん で（
キツ

ご ろにまた少し違う 毛並 みが登場す るだ ろ
ハウ スに 入り、お とな しく留守番も し てく
か で終わ ってしまう。

れ る いい子 でもあ る。と い つもなが ら親ば

うか ？
それぞれ の満 二年。次に会う時 の毛並 みの
変 化が 楽 し みだ 。みな 美 しく 、か わ い いワ
ン。
と ころ で、今 日の凛太郎は、桜ち ゃん のお
母さ ん に抱かれ ていた時、な ん とも情 けな
い目を し ていた。桜ち ゃん に手足 で つ っぱ
られ シ ョックを 受け ていた のだ ろう か。借
り てきた猫のような凛太郎を見るのは、母と
し て大変 面白 い。そう いうしおらしさを、こ
の母と 二人の時 でも見せ て欲しいも のだ。
家に帰 った凛太郎は、フンフンと鼻を鳴ら
し、パ ソ コンに向かう 私に聞 こえ るよう に
クー ンクー ンと鳴 いていた。
どんな格好 で鳴 いている のか と探 し て見
た ら、 一度 目は、炬燵 の中 で、二度 目は スト
ーブ の前 でオ ッサ ンスタイル で横にな った
まま鳴 いていた。ズボ ラをかまし、どうせ こ
ち らを 見な いだ ろう と高を くく って、鳴き
声だけ で要求を通そうとしているのか ？
パ ソコンに向か ったが最後、「
仕事」と い つ
わり、凛を省 みな いことが常とな っている。
そう いう状態な の で、こう いうズボ ラ鳴き
を習得した のかもしれな い。
恥ず かしながら、凛太郎が こう いう鳴き方
をす る時、どう し て欲し いのかが、まだまだ
わからな い。抱 いてや っても降 りた いと い
う。耳掃除を し て欲 し いのかと思 い「
耳の掃
除を しよ」と言 ったら、膝 の上に乗 ってきた。
耳掃除 の要求だ った のかと思 ったが、済ん で
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だな、暑 いけれど、ま っいいか、そう 思 った

た。凛太郎と暮らした最初 の夏は、去年より

の間も、ほとん ど長袖 のパ ジ ャ マで過ご し

買 いに行 った。それほどに寒 いと感じた。夏

ーを探し出して着た。慌 てて石油 ストーブも

けき っていな いダ ンボー ル の中から セー タ

んな に寒 いの？」と いう ほどだ った。まだ開

月 四日。ほどな く体験 した梅 雨は 「
え っ、こ

私が この地に越してきた のは 二〇〇 二年六

し て欲 し いのかもわからな い。何よ り私は

いい声 で鳴 く の で怒 る ことも できず 、どう

な ん とし ても私を起 こす努 力をす る。かわ

が、しばらくしたら、また鳴くは舐め るは、

また ベ ッド に連れ 戻り、私は 眠りに 入 った

今夜は シ ッコだ ろう と連れ てい ったら違う。

く。鳴 いても私が起きな いので舐め始めた。

ついて寝 ていた。夜中にクー ンクー ンと鳴

そし て昨夜も暑か ったけれど、最初はく っ

三日前。

暑 いかも と思う くら いだ ったが 、暑く て寝
眠い。

．あ つ～～～～いいいい～～～～
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られな いと いう ような ことは、 一度もな か
った。そし て、三度目の夏はあま りに暑 い。

いな か った。が、あま りにう るさ く （
と言 っ

だ いた いベ ッドから降ろす と、上げ てくれ

夜半は冷え込む ので、凛太郎と 一つベ ッド

ても かわ いい小さな声 で、静か に鳴 いて い

地球温暖化の影響が、いよ いよ寒冷地にもや

で共に寝 ると いう 悪しき習慣を崩す ことも

るだ けな のだが、し つこい）
私 の睡眠の妨げ

上げ てくれ とう るさ いヤ ツな の で、私 の選

せず、昨秋からず っと仲良く寝る日が続 いて

にな る こと甚だ しく、ついに ベ ッドから降

ってきた のか。今 日は六月 二八日。凛太郎は

いたが、今夏はあまりに暑 い。ここ五日ほど

ろ し、「
オ シ ッコや った ら勝 手 に行 ってき

択肢 の中には、降 ろす と いう ことは 入 って

めち ゃくち ゃに暑 い。とうとう昨 日、炬燵を

て」と言 った。帰 って来たらまた上げ てくれ

満 一歳と 一ヵ月、二度目の夏体験。

片付けた。梅 雨どき の寒 い日に備え て、片付

と鳴くやろなーと夢う つつで思い つつ。
と ころが、ついに鳴く こともなく、私は そ

けな いままだ った のだが 、今年はもう 必 要
な いと判断。私 の家 では、炬燵も ストーブも

の後、朝ま でぐ っすり眠る ことが できた。結

三日前 の夜、とう とう暑さ に負け、生きた

うだ。私が 目覚めた時、彼は床 の間に鎮座し

離れ て、 一人に いや 一匹にな りた か った よ

片付けられ ている時間の方が短 い。

炬燵が煩わしくな ってしま った身勝手な 母。

ていた。

局、凛太郎も暑く てベ ッドから降り、私から

「
あんた勝手に寝よし」
と言い、凛太郎を 下に

なはく っついていた いらし い。そうか、寝し

の良 い場所に移動するのが常な のだが、寝し

だ。ど のみち寝 てしま ったら、自分 の気持ち

暑 い夜 でも私にく っついていたか った よう

抱 いてや ったら鳴く のを止めた。このク ソ

らず、シ ッコかと思い連れ てい っても違う。

ると寝られな い。どう し て欲 し いのかわか

ー ンクー ンとし つこく鳴き続 け る。鳴 かれ

に入ろうとした。す ると、せ つなさ そうにク

こす。これ みな過保護に甘やかして育 てた母

り ては いけな いと思 い込ん でいる のか、起

し ても らう のが常 とな ってお り、勝 手に降

り てくれ と思う のだ けど、これま では降 ろ

手に降りる。だから、降りた い時は勝手に降

け のようだ。 一人ベ ッドに残 し てお く と勝

いる。ち ょ っとした 勇気が 足りな か っただ

も出来なか った のだが、最近は 一人で降りて

は出来な い。つい この前ま では降 り る こと

ちな みに凛太郎は、ベ ッドに飛び乗る こと

置 いた まま、自分だ け ベ ッドに 入 って眠り

なはかあち ゃんにく っついて寝 ていた いの
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の不徳 の致す と ころ ではあ る のだ けれ ど、

つけ ている時が よくあ る。本 人は気 にな ら

凛太郎は鼻 のアタ マにホ コリや砂を く っ

．．．．母母母母はははは見見見見たたたた

4
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夜中に起 こす のだ けは堪 忍し てくれー 、ど
う か勝手に飛び降り てくれ と切に思う 母で
あ る。
な いのか、つけたまま でウ ロウ ロしている。
犬と いう も のは動 いているも のしか感知
できず 、動 いていな いも のは全く感知 でき
な いと いう ことを 聞 いた ことがあ る。自分
の鼻 のアタ マに何か ついていたら感覚 でわ
か り そうなも のだ と思う のだが。見えな い
のかなー、気にならな いのかなー、感じな い
のかなーと、かねがね不思議に思 っていた。
今夜 の食事時、彼 の好物 のご飯粒が鼻 のア
タ マに ついている のを 母は 目撃 した。彼 は
お米が大好きだ。好物を何としても食 いたか
ったよう で、一生懸命ご飯粒を鼻から取ろう
としていた。
し か し、 手 が と ど か な い。
ミ ニ ュチ ュア・
ダ ック スはご存知 のよう に
手が短 い。その短 い手を必死に動かし、鼻 の
アタ マのご飯粒を 取ろう とし ている のだが、
いかんせん届かな い。自分の鼻に自分の手が
届かな いと いう ミ ニ ュチ ュア・
ダ ック スの哀
し い業を母は見た のだ った。
でも、その仕草がめち ゃくち ゃかわ いく面
白 い。ひょ っとしたら、どのダ ック スも手が
届かな いの ではな く、凛太郎 の長く てデ カ
イカオがあだ とな っているだ けかも しれな
い。
こうし て、鼻 のアタ マに ついてしま った モ
ノは感知 でき ているはず だ と 母は 思 った。
ただ 取りたく ても 取れな いのが実情 ではな
いかと。
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がれ るから、ボ クはと ても羨ま し い。でも、

5
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今 日、ボ ク の家に桃ち ゃんが や ってきた。
らせる。その時、ボ クは庭に飛び 出し て、音

ら、 一緒 に ワンワン吠え てかあち ゃん に知

．．．．桃桃桃桃ち ゃんと 一緒

ボ クは、こんな に長 い こと桃ち ゃん と 一緒
の正体を確 か め に行く のだ けど、桃ち ゃん

ひと つ新 し い発見があ った。表 で音が した

に いた のは初 め てだ。八時 間半も 一緒 に い
いた。桃ち ゃんはボ クより強 いと思 ってい

は家 の奥 に行 ってしま ってワンワン吠え て

桃ち ゃんは最初、どうしてここに連れ てこ
たけれど、案外怖がり屋さんだ った。そう い

た。
られた のと いう感 じ で、ず っと門 の前 に い
ボ クにと っては忙し い 一日だ ったよ。かあ

う ことを今日知 った。

探検よりも出 口を探し ていた のかも しれな
ち ゃんと桃ち ゃん の間を い った りきた り の

た。でもしばらくしたら、庭 の探検を始めた。
い。ボ ク の家 の庭 はぐ る っと塀 で囲まれ て
一日だ ったような気がす る。ああ疲れた。
ほんまに疲れたし

いて、ど こからも出られなくな っている。
そのうち探検をやめ て、ボ クと追 いかけ っ
こを し てくれた。ボクは家 の中と庭とを、ボ
ク専 用の スイ ング ド アで自由に出入り でき
る のだ け ど、桃ち ゃんはド アの音が怖 いみ
た いで出 入りが できな い。そ のうち かあち
ゃんが何 やら大きな音を立 て始めた の で、
そ の音も 恐か った みた いだ。ボ クはかあち
ゃんが何を し ている のか 見に行 った り、桃
ち ゃん のと ころに行 って、大丈夫だ よ と言
った り、桃ち ゃん とかあち ゃん の間を 行 っ
た り来た りし て、気を使 い、体を使 い。なか
なか大変なんだ。
そ のうち 桃ち ゃんはボ ク の登れな い台 の
上に上が ってしま った。そ こからだ と網 戸
を 通 し て表が よく 見え る。ボ クが懇 願し て
も桃ち ゃんは降 り てき てくれな い。かあち
ゃんは庭 に いてボ クを 上げ てくれな い。ボ
クが情 けな い声を 出し ていた ら、見に来 て
くれ て、台 の上に上げ てくれたけれど、すぐ
に出 てい ってしまう。そした らボ クはまた
かあち ゃん の傍 に いなき ゃ、と いうボ ク の
使命 に駆り立 てられ て降 り てしま い、かあ
ち ゃん の傍 に行く。す るとかあ ち ゃん は、
「
桃ち ゃんは、お 母さんが帰 ってきは るま で
淋し いから傍 に いてあげ 」と言う。で、ボ ク
はまた 桃ち ゃん の傍 に行く のだ けれ ど、上
に上がれな い。
桃ち ゃんは高 いと ころ でも 平気 で飛び あ
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．凛太郎ふるえる
一昨 日、仕事から帰 ってきた ら、我が愛す
る凛太郎が震え ていた。お っ、今 日はかあち
ゃん の帰宅が そんな に嬉し いのか と思 いき
や、い つま でた っても震え ているので、や っ
と寒 いから震え ていると いう ことに考えが
結び ついた。な るほど母もさぶ い。
私 のいでたちは、トレーナーに袖なしち ゃ
ち ゃん こ。そ のち ゃんち ゃん この中に凛太
郎を 入れ、しばらく抱 いてや っていたら、や
っと震えが おさ ま った。日中は 温か いの で
縁側 のサー クルに入れ て留守番をさ せ てい
た のだが、夕方から冷え込む。ガ ラス窓 の傍
では、さぞ寒か った のだ ろう。
昨 日、仕事に行く前 に、しま ってあ った炬
燵布団を 天日干し、ホ ットカーペ ットを敷き、
炬燵を し つら えた。このホ ットカー ペ ット
は畳の下から の冷気対策 のため であり、節約
のため、電源を入れることはな い。
仕事から帰 ってき て、凛太郎をサークルか
ら出し てやり、留守番 のご褒美 の儀式。エイ
セイボウ ロを 五粒やる。そして私は夕飯 の仕
度にとりかかる。ふと凛太郎を見に行くと、
炬燵布団の下から首だけ出し いる。そ っと布
団をめく ったら、お腹 マルだ し、仰向け でく
つろ いでいる。なんち ゅう犬やと思 い つつ、
そ の姿 に微笑まず には いられな い。あ いか
わらずおばかな飼 い主 である。

無防備な熟睡

ちな みに凛太郎は、シ ッコ、ウ ンチを極度
に我慢している時、目の前 の美味し いも のに
「
待 て」
をさ せられ ている時、遊ん で欲 しく
てたまらな い時にもカ ラダを震わせる。
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の相手がた とえ犬 であ っても、と いう か犬

7
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私はかなり の柿好き であ る。なんと この母
し い、カ ラダが嬉し い、心が嬉 し い。凛太郎

美味し いと いう のは理屈ではな い。口が嬉

．柿食らう 二匹

にしてこの子ありか、凛太郎も柿好き である。
と美味し いも のを分かち合え る時間が好き

しか いな い。

と いうか柿好きにな ったというか。

あ ると、ご飯 の量を減ら し てでも柿を食 ら

だき、秋には柿をたくさん いただ いた。柿が
はかな りふんだ ん に与えられ ている。何に

だが 、今年は柿 とサ ツ マイ モに限 ってだ け

い つもは、何 でも少ししか貰えな い凛太郎

だ。

いた い私。柿はカ ラダ を冷 やす と昔から 言
付け飽き るほど、満腹す るほどに食 べさ せ

今年は生り年か、夏には梅をたくさん いた

われ ており、冷え性 の私は、柿を控え ていた

もう いらな いのかな と思 っていたら、もぞ

てもらえな い凛太郎だが、柿だけは勝手にご

い柿が好みだ。ちな みに干し柿も大好物だ。
もぞと炬燵から這 い出し、まだ食べ続けてい

時期があ った。けれども美味しいも のを美味

干し柿は消化が 悪 いそう で、胃切除後 の正
る私 の膝 の上に乗 ってき て、もうち ょ っと

馳走様をす るようになり、もう いらんと、私

月は来年ま で我慢す るよにと主治 医から申

頂戴 と いう ことにな る。こう いう ことが何

しく いただ け て こそ ではな いか と、最近 で

し渡された。翌シーズ ンにはＯＫと言われ て

度か続 いた ので、はた と思い浮かんだ。小さ

が まだ食 べ ている最中から、そそくさ と炬

いた ので、一年 の我慢 の後、干し柿シーズ ン

な凛太郎 のカ ラダは、少量の柿 で即効に冷え

は、あまり控える こともなく、バ リバ リと食

に スーパ ー で見 つけ るや、す ぐ に買 い求め

る の ではな か ろう か。炬燵 でカ ラダ を暖め

燵にもぐり こん で行く。

て食べた。その時 の幸せだ った こと。も っと

て、暖ま ったら、また食べた いと いう ことな

べ ている。熟したゆるゆるの柿 ではなく、固

も昔 のよう に いいかげんに噛ん で飲 みこむ

のではな いだろうかと。
こう し て毎 日柿を食べ続け、ついに当た っ

の ではな く、し っか り噛ん で食 べると いう
習慣だけは身に つけた。おかげ で、噛 み締め

てしまう時がきた。 一口、口に入れるや顔中
でに飲 み こんだ後、食後 の舌な めず りを し

て味わう幸せも手に入れた。
柿を剥き始めると、凛太郎が生唾を飲 みこ

てケ ロ っとし ていた。彼 には渋 いと いう味

渋 っとな った。同じ柿を食べた凛太郎は、す
む音をさせながら熱 い視線を送 ってくる。買

ちな みに凛太郎はサ ツ マイ モも大好きだ

覚がな いのだ ろう か。猿だ って渋柿は ほ っ

のだが 、途 切れ る ことな くデザー トとし て

が、こちらは、かなり の量を与え ても炬燵に

った柿は 一度だけ で、それも 五個百円と いう

食卓にのせられる幸せ。果物は私的財政 では

入ろう とも せず 、「
も っとくれー 」と い つま

ておく のに。

贅 沢に分類さ れ ている の で、め った に買わ

でも熱 い視線を送り つづけ ている。そし て、

うれし い価格。他は、いただ いた柿ばかりな

な い。今秋は、るんるんと至上の喜び の毎 日

しまう私。食 いしん坊 の私にと って、最後 の

何に つけ、最後 の 一口は必ず凛太郎にあげ て

凛太郎 の熱 い視線にも応えるべく、小さく

一口はと ても大事なも のだ ったが、人間変わ

な のである。
切 った柿を少し皿にのせてやると、私が 口に

れば変わるも のだ。
こう し て、実り の秋 の恩恵 と、人様 のご好

入れ る前 にた いらげ てしまう。凛 と目を合
わせ「
美味し いなー」
と言う時 の幸せ。美味し
いも のを 分かち 合う喜びが 私は好きだ。そ
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意を十分に受け、一人と 一匹は幸福な食生活

．．．．三度目のお 正月

8
3

を送るのであ った。
一人と 一匹は 二〇〇六年、三度目のお 正月
を無事迎えることが できた。二〇〇五年 一二
月、母はパート先 の激務を乗りきり、凛太郎
は、朝早くから夜遅くま での、一日中 の留守
番に耐えた。留守番のストレ スが頂点に達す
る ころに正月となり、母は元旦から 一五日ま
で、長期休暇とな った。
我輩は凛太郎 である。
ほんまに、一日中留守番はかなわんか った
わ。家に帰 ってき ても、ろくに相手もしてく
れ ん とす ぐ に寝 るし。休 みの日も洗濯だ け
し て、あ とは炬燵 で寝 てる。家 の中は埃だら
けにな って、ボクはクシ ャミが出て困 った。
ま、お 正月は食 っち ゃ寝、食 っち ゃ寝 で、ボ
クも十分に食べさせてもら い、一緒に十分に
寝 て、なかなか良か った。もう少しち ゃんと
掃除してくれたら、も っとええんやけど。
桃ち ゃん のお 母さんが、前に 一度だけ家に
来た時 「
凛ち ゃん、足 の踏 み場もな いな。か
わ いそうに。私 でも、これは 一日で掃除 でき
ひんわ」
だ って。
桃ち ゃん の家はきれ いで、ボ クと桃ち ゃん
が追 いかけ っこを し ていても障害物はな い
んだ。でもボ ク の家は そ こいら じ ゅう障害
物だらけ。かあち ゃんは、それから少しだけ
ココロを 入れ替 えた のか、ち ょ っとだ け マ
メに掃除をす るようにな った。でも、年末 の
一ヵ月で前よりヒドイ ことにな っていた。
かあち ゃん のアタ マの中には「
整理整頓」
や、
「
掃除」と いう 項目がな いの ではな いか、と
ボ クは疑 っている。今年、ボ クがかあち ゃん
に期待す る のは そ の ことだ けだ。もう 少し
た くさ ん美味 し いも のをくれ て、もう 少し
一緒に遊ん でほし いけど、かあち ゃんは、す
る ことがた くさ んあ る みた いだ から、少し
くら いは我慢 し ても いいかなな ん て、今 こ
れを書 いている瞬間は思 っている。でも、ボ
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歯 の抜け替わりの時は、血を吐いたと思い大
騒ぎ、大層心配して連れ て行 った こともあ っ

クはす ぐ に忘れ るから。き っと今年もあ れ
くれ ワンワン、あ れ し てワンワンと吠え て
た。病気が治るのは手放しで嬉し いが、その
度 に財布が軽くな って、それ は それ で つら

は、怒られるんだろうな。
そうだ、もう ひと つ。かあち ゃんは い つも

ゃんだ。今年はその癖も直した方が いいと思

概毎 日なんだ。どう思う ？ 懲りな いかあち

だ とわか った時はが っかりした。けどね、大

した。でも忘れ物を 取りに帰 ってく るだ け

「
ボ クも連れ てい ってもらえる のか」と期待

くる。ほとんど毎回戻 ってくる。ボ クは最初

ていき、目の中に入れた いほどに溺愛し、気

は、連れ ていけると ころは、ど こ へでも連れ

ら」とあ っさ り。それは そうだ と、それから

ちを爺ち ゃんに打ち明けたら 「
連れ てい った

気 にかか ってし ょうがな い。そう いう気持

ば、仕事に行 っても、早く帰 ってやらねばと、

買 い物に行 っては、早く帰 ってやらなけれ

か った。

う よ。出かける前に、忘れ物 のな いよう に、
が つけば 、とん でもな い親ば か にな ってし

仕事に行く時、鍵を しめ てから、また 戻 って

ち ゃん と点検 し てから行 ってよね。外 では
ま っていた。
生活 の中に 一匹が増えた こと で、 一人暮

どうなんだ ろう。仕事先 でも、き っと帰りし
な に同じ ことを し ているんじ ゃな いかとボ
クは思 っている。し っかりし てよね、かあち
らしだけでは味わえなか った喜怒哀楽、特に

で居眠りをす るほどに、くたび れ 果 ててい

ほん とに年末は忙しか った。毎夜、お 風呂

そしてその母であ る。

われ、ゆ っくり寝た い私は懇願した。「
お願

かるのか。その行為は、私が休 みの日でも行

こす と いう ことを しだ した。犬に時 間が わ

ろ、ち ょう どその時刻 のすぐ前に、舐め て起

ゃん。
笑 いが増えた。

た。凛太郎は賢く留守番を し、あまりわがま

いやし、休 みの日は起 こさ ん と いて」と。そ

一緒に寝始めた時、目覚ま し時計 の鳴 る こ

まも言わず、よく我慢してくれた。

す よう にな って 二年半。こう し て書 いてい

凛太郎を爺ち ゃんから貰 いうけ、共に暮ら
い。

らんふりをす るよう にな った。な かな か賢

シ ッコな ど の差 し迫 ったも のがな い限り知

の後も数 回起 こす ような ことはあ ったが 、

ると、いろいろと思い出す。

大層かか る。おま けに育 児 ノイ ローゼき み

ま った のだ ろう。予防注射や予防薬 のお金も

最初は、なん て世話 の多 いも のを貰 ってし

た い時は 一緒に起き、用が済むと、すた こら

遅寝をき め こむ よう にな った。シ ッコを し

で」と いう コトバ に反応し てか、だんだんと

はかわ いそうだ と 「
凛はまだ寝 てた ら ええ

また、最初は 一緒に起き ていたが、早朝 で

にもな り、ち ゃん と育 てられ るだ ろう か と

見、私を 見る。上げ て欲 し いようだ。抱 いて

と寝室を めざ す。ついてい った ら ベ ッドを

近所 の人からは 「
犬が来 て、せ いが ような

ベ ッドに乗せてやると、長い鼻先 で布団をめ

心配したも のだ。
ったやろ （
淋しくなくな ったやろ）
」
と言われ

くり、中にもぐり こん で行く。唖然。

か り解除を 忘れ て いた ことがあ った。台所

日、私が 目覚まし時計よりも先に起き、う っ

犬 の耳は ニンゲ ンの数倍良 いはずだ。あ る

る こともあ ったが、一人の方が気楽 で良か っ
たと思 った こともあ った。
動物 のお医者さんにもよくお世話にな った。
湿疹、耳の炎症、胃腸障害、ダ ニ、目の炎症。
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ンリ ン、ブ ーブ ー と鳴 り響 いている音 に動

に行 った。凛太郎は、目覚ま し時計 二個が リ
行動も 予想し ていなか った。「
守りに来 てく

から降 ってくるとは予想もしな い。凛太郎の

さ か家 の中に ア マガ エルが いて、それが 上

わか ってしま えば 何も 恐くな いのだが 、ま

ず る ことなく、ま るで、何も聞 こえ ていな い
れた のか」
と感激した。

ま で聞 こえ てくる時計 の音に気が つき、止め

か のよう に布 団 の中 で寝 ていた。また も や

ると微笑ま しくもあ るが、「
あ んた 、野生は

を出して安心しき って寝 ている。その姿を見

こんな こともあ った。庭 の日溜り で、お腹

「
うー 」
。かわ いら し いクー ンや哀 し そうな

な く ニンゲ ンが欲求 不満 の時に出しそうな

で「
うーうー 」と言う。唸 ると いう感 じ では

一人前 に モ ンクもた れ る。ニンゲ ンと 一緒

また、いろ いろな鳴き声を出す のも 面白 い。

な い の ？ そ ん な 格 好 で寝 て い てえ え の
クー ン。えらそうな ワンワン。

唖然。

ん ？」と問うた こともあ った。いくら庭 とは
凛太郎はボー ル遊びが好きだ。取れるも の
た りす る時。「
はよ せえ」と言われ ているよ

ておきなが ら、出か け る時 に てま ど ってい

えら そう に吠え る のは 「
散歩 い こ」と言 っ

なら取 ってみろ、と言わんばかりに、サ ッカ
うな気がし て、あまり良 い気が しな い。いろ

いえ、カ ラスも猿も、ヘビもや ってくる。

ー選手さながら、前足 一本をボールの上に乗

凛太郎は目でも モノを言う。何を訴え てい

んな鳴き方 で、意 思を伝えよう とし ている

い」「
出せ」
を教えねばと思う今日このご ろ。

る のかはわからな いが、上目遣 い、ジ ト目、

せ、こちらを 見る。近づくと咥え て逃げ る。

ストーブ の前 でよく寝 ている。炬燵 の中 で

淋 し そう に見え る目、怒 っているよう にさ

のだ ろうが 、母にはまだあ ま りわか ってい

もよく寝る。熱く熱くな ってから、涼し いと

え見える目。こちらが推し量 って、そのよう

追 いか け っこを した いのはわか るが 、逃げ

ころに移り、ドテー っと長く寝 そべり、カ ラ

に見え るだ けかも しれな いが 、き っと感情

な い。すまな い凛太郎。

ダ を冷 やし ている。限度 と いう も のが わか
豊かだと思う。

回る彼を私は つかまえられな い。「
取 って来

らな いのか。これば っかりは毎冬、毎 日繰り

凛太郎 のおかげ で、ご近所 の犬とも知り合

返している。学習能力がな いのかとも思うが、
よく考 えた ら、炬燵 でうたた寝を し てしま

い、その飼 い主さんとも親しく言葉を交わす
と知り合う ことが できた。桃ち ゃん のお 母

った 私も 同じような ことを し ている。似た
私が話し掛けると、大きな 耳の根 元を浮か

さんからは里山のこと、料理のことな ど、い

ようにな った。そして、桃ち ゃん のお母さん

せた り、首をかしげた りす る。そ の仕草は、

ろいろな ことを教え てもら い、物心両面で応

も の親子か。

何度見てもかわ いらしく、何度見ても飽きる

理も毎年 いただくようにな った。お蔭 で、今

援 し ても ら っている。桃ち ゃん のお 母さ ん

あ る時、カー テンを開けよう としたら、何

年は疲れた体は癒され、食 っち ゃ寝が でき、

ことがな く、そ の度 に微笑まず には いられ

かが突然上から降 ってきた。ぬ る っと濡れ

二キ ロ減 った体重も元に戻 った。凛太郎とも

の料理はとにかく美味し い。お 正月の御節料

た ような も のの感触が 手にとま った。突然

ども 、と ても 甘えさ せ ても ら って いる。感

な い。

の ことな ので「
キ ャー ッ」と叫び声をあげた。

そし て、爺ち ゃん。胃切除後からず っと按

謝。

えた ててくれた時があ り、と ても胸が 熱く

摩 でお世話 にな り、そ の ころ痛 め ていた コ

す ると凛太郎がすぐさま駆け つけ、果敢に吠
な った。落ち てきた のは アマガ エルだ った。
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コロを治す応援もしてもら った。凛太郎を授
け てもら い、育児やし つけ でも助言を請 い、
何かあ った ら相談に の ってもら っている。
今も、月に 一度はお邪魔し、家族 のみさなん
に凛太郎を預け、その間、私は按摩 で体 のメ
ンテナ ンス。爺ち ゃん 一家に感謝。
太陽 の下で、日向ぼ っこを しながら 一匹は
庭 で遊び、一人は のんびりと草抜き。そう い
う時間が私は大好きだ。これからも、ゆ っく
り、のんびり、のび のび と いう時間を生活の
中に作り、暮らしていきた いと思 っている。
最後 に、一人暮らしだ け では味わえな い、
笑 いや潤 いを提供 し続け てくれ る凛太郎に
も感謝して筆を置こう。
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．．．．登場犬物 ここここーーーーななななーーーー
マロン「
パパ ってば」

ベル「
火をふくぞ」

ティアラ「
おやめなさ いよ」

美人のマロン姉さん

パパ ワンに マウ ンティングをしかけ て負けた

爺ち ゃん の庭 で遊ぶ我輩
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桃ち ゃんち のタ ロー 兄ち ゃん。よく 一緒に散歩に い
きます。

大好きな桃ち ゃん

ボクらは仲良し

．．．．我輩ののののコーナー
40
我輩がかあち ゃん のと ころにや って来た 日

写真 のピ ンぼけ、お見苦しきはお許しを

大きな顔に大きな 口、パパ ワン似なん です。
まだ火は噴けません。
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二ヵ月と少しの暑 い日、このあとボクは落ちました

短 い足とデカイ顔、そのまま大きくなりました。

時々オ ンナノコに間違えられます

長いらし いです

カ マキリと対決

かあち ゃんがド ッヂボールをくれた

とれるもんならと ってみろい！
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歌舞伎役者 の隈取りとは この目のことさ
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