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 若き日の思い出  

   

  懐かしの名も無き山々…。 

 

 佐賀県多久市は七十五年ほど前『多久聖廟』や『カササギ（カチガラス）の

生息地』などで近隣や、学者の間では知られていた。だが『市』とは名ばかり

の、国道沿いの小さな田舎街にすぎなかった。 

 その頃、佐賀には長崎本線のほかに ローカル線で佐賀駅を始発とした、福

岡県柳河（柳川）市（どじょう料理の発祥の地・高級家具生産地）方面に向う

佐賀線と、玄界灘を望む唐津市に向う唐津線とがあった。 

『唐津線』は単線仕様の鉄道で、佐賀駅では三両~五両編成で三番線ホームか

ら発着していた。 

この『唐津線』に乗車すると、列車は途中で多久市の多久駅に停車した。 

 

 佐賀駅は当時の「佐賀市」の北端にあったが、地勢では「佐賀平野」のほぼ

ド真中に位置していた。 

 この平野は流石に『平野』と呼ばれるだけの事はあって、山は勿論、小高い

「丘」などもなく 見渡す限りの『平野』が展開していた。 

目に留まる景色は 小さな森（集落の防風林？）に囲まれた人里が点在してい

るくらいで、水田と水田を保つ水を蓄えたクリークとが連らなり、のどかな風

景が続いていた。 

 平野の北側の遠方には標高 1000m級の筑紫山脈が霞み、南方にはムツゴロウ

（ヒレを使って木に登り、日光浴をすると言う奇怪な魚）や、片方のハサミだ

けが異様に大きく発達している蟹がいた。この蟹もふしぎなカニで、発達した

片方の大きなハサミで（訳もなく？）絶えず『コッチだ！コッチだ！』と手招

きをしているように見える小さな蟹（通称「こっち来い？」、学名？「シオマ

ネキ」＝佐賀特産の珍味『ガニ漬け』の原料）などが生息して、延々たる泥土

の海（有明海）を擁していた。 

 

 唐津線は こうした佐賀平野を西方に（長崎方面に）向って横切っているの

だが 佐賀駅を出て小 1時間、トンネルを抜けると、名もない山々に囲まれた

小さな駅に到着する。これが佐賀県（小城郡？）多久市の多久駅だった。 
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 この唐津線の車列は蒸気機関車に引っ張られた客車 2~3両と貨車 1両とを連

結して走る頭デッカチの不格好な列車だったが、力もちで逞しく、当時の蒸気

機関車は文明開化の象徴で、沿線住民の誇りでもあった。 

 巨大な車輪を動かすピストンの間からはマッ白な蒸気を吐き、煙突からは辺

りに威風堂々と（誰に遠慮する事もなく）モクモクとまっ黒な煙を吐きながら

走っていた。さらに要所々々では 精一杯の迫力でケタタマシイ汽笛を鳴らし

て山々を走り抜け、谷を渡って 365日、雨の日も風の日も休む事はなく、定刻

運行に執着をして佐賀•唐津間を一日 五~六便（往復）運行されていた。 

 

 機関車はトンネルに入る前に「ボ~~ッ」と息の永い汽笛を鳴らした。 

この汽笛を合図に乗客達は一斉に座席の窓を下ろし、車両の連結口の扉もピシ

ャリと閉めた。 

窓を下ろさないと、登り坂に喘ぐ機関車がモクモクと吐く大量の「黒煙」で乗

客は全員、顔はおろか衣装に至るまで（客車内の全てが）忽ち眞黒（マック

ロ）に煤けてしまうからだった。 

 さらに機関車はトンネルを出る時、今度は「ボッ！」と短く かわいい汽笛

を鳴らした。 

これは『機関車はトンネルを出たよ！・窓を開けても良いよ！』の合図だっ

た。こうしてレトロながらも、細かなサービスを乗客に届けがら、唐津線の列

車は元気イッパイで毎日走り続けていた。 

 

 少なくとも松田和男（まつだかずお 当時五才）の父親がこの山奥の小さな

炭坑に派遣されて働き始めた頃まではそうであった。（昭和 10年代初頭） 

 多久市近隣の山々には昔から小さな手掘りの炭鉱（穴？）が幾つもあった。

だが、どれくらい昔からこうした手掘りの鉱口（坑道）が存在したのかは、諸

説があり 文献もとぼしく、さだかではない。 

 和男の父親が派遣されていたこの炭坑もその昔 良質の石炭の鉱脈に沿って

手掘りで掘り進んでいた穴だったのだが、鉱脈が大きな水脈に当り、坑口は閉

鎖されて廃坑となって久しい手掘りの穴だった。 

 だが、世界が戦争（弟二次世界大戦）へ向かって不穏な緊張が高まり、いよ

いよ開戦か？と、熱を帯びて来たころ（満州事変等がささやかれたころ）、鉱
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脈を遮っている水脈の先に巨大な石炭の鉱脈の存在が発見され、そして確認さ

れた。 

 

 『石炭の巨大鉱脈が発見された』となると、財閥系の鉱業所（炭鉱）は挙っ

て腰を上げ、子会社や配下の技師等を派遣して、大々的に再堀の計画を開始

し、永年閉されていた手掘りの小さな穴の入口は 五倍~十倍以上もの大きな

抗口に改造され、複線仕様のトロッコのレールが敷設されて、大規模な石炭の

採掘が始まった。 

 

 和男はこの抗口の直ぐ前に、雨風に晒されてスッカリ天然の山と同化したす

り鉢状（すり鉢を伏せた型）の古いボタ山（不良品質の石炭や岩を捨てた山）

が聳えていたのをハッキリと記憶している。 

 何故この山の存在をハッキリと記憶しているかと言えば、この山には和男た

ちの美味しい『おやつ』が自生していたからだった。 

 

 

 

  オイドンの（俺達の）『おやつ』は山に有り 

 

 和男たちは、秋になると、甘いアケビの実を探して近所の子供達（四~五

人）が集まっては この山に分け入ってアケビの実を探しまわった。 

山には人が通れるような道などはなかったが、運がよければアケビを発見して

食べることができた。 

 元来地底の岩を捨てて出来た山だから、道などは全くないし、足場も悪かっ

た。その山の中を、子供達は木の根に足を掛け、小枝に掴まってよじ登った。

アケビは山の奥に分け入っても メッタに見付けられなかった。 

 それでも、仲間の誰かが木の枝に絡まっている細いアケビの蔓（ツル）を発

見することがあった。 

蔓を見つけた子は大興奮で『アケビノ ツルちゃん ミッケ！（見付！）』・

『ツルちゃん ミッケ！』と、大声で叫んだ。 

『ミッケ！』の叫び声を聞くや、道無き薮の中に散らばっていた子供達は叫び

声をあげた子のところに大急ぎで集まり 見付けたツルが、お目当てのアケ
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ビの蔓かドウカを詮議（せんぎ）するのだが、山の中にはアケビの蔓に似た蔓

はそこら中にイッパイ自生していた。 

 子供達のツルの判定はいつも難航したが、最後には仲間の番長が その蔓が

『アケビの蔓』か？どうかを判断した。 

 番長がその蔓を『アケビの蔓だ！』と判定するや、子供たちは雄叫びをあげ

て興奮し『アケビは何処だ！』・『もう割れてるか！』と、大声を上げなが

ら、棒切れを片手にその蔓をたどってブッシュの中へと分け入ったものだっ

た。 

 

 『アケビ獲得』へのワイワイ道中の果てに、蔓の行く先に黄色いアケビの実

が薄いピンク色に染まっているのを見付けるや、子供達は行く手をはばむ小枝

に弾かれることなど眼中になく、耳も顔も小枝に弾かれて 傷だらけになりな

がら、灌木によじ登り、枝をかわして お目当ての『アケビの実』を手にした

ものだった。 

 収穫したアケビは番長が限りなく均等に割って分けあい、種毎（たねごと）

『恵の味』を頬張ったものだった。 

 

 アケビを手に出来れば『番長』の格はあがった。ツルを辿る途中で辿ってい

るそのツルが『アケビのツルではない』等ということが判明したりすると『番

長』の信頼はスッカリ失なわれてしまい、『番長交代劇』などが発生した。 

だが、和男達の番長が アケビの蔓を観間違えることは一度もなかった。 

  

 

 

  『大戦を支えた名も無き我が山々』 

 

 いよいよ弟二次世界大戦が勃発するや、これらの廃坑が点在する一帯には鉄

条網が張り巡らされ、『○○炭鉱』・『立入り禁止』等というカンバンがかか

げられ、ボタ山には入れなくなった。 

 廃坑になっていた手掘りの小さな（穴）は、巨大な坑口に拡張され、ワイヤ

ーに連結された車両には 掘り進む坑道の崩落を防ぐ支柱用の丸太が山積みに

されて坑内に搬入されて行った。 
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 やがて、坑内から石炭が掘り出されはじめると、選炭ベルトを通過した良質

の石炭は、多久駅に運ばれて行った。 

抗口の辺りには良品質でない石炭や岩（総称＝ボタ）が従来のボタ山に捨てら

れ、ボタの山は瞬く間に大きくなった。 

 和男達がアケビの蔓を辿ったボタ山も例外ではなく、その上には新しいボタ

が連日容赦なく捨てられ（積み上げられ）て、みるみるうちに『立入り禁止』

の急勾配の大きなボタ山に変身して行った。 

  

 これらの記憶は、和男が子供の頃の断片的な記憶にすぎないのだが、これら

の記憶が「オボロゲ」から「ハッキリ」へと変化し、とぎれとぎれだった記憶

が、この頃から連続して現在に繋がっている様に思われる。 

だが、あらためて時代を検証してみると、まだまだ不都合な事（事実と噛み合

わない事）が多く、やはり子供の頃の「オボロゲ」の記憶と言わざるをえな

い。 

 それでも、さすがに小学校（国民学校）に入学した頃からの記憶は、可成り

シッカリとして現在に繋がっている。 

 

 和男が一年生になり、はじめての夏休みに入って間もなく、長崎に原子爆弾

が投下され、『有ろう事か！』日本は大戦に破れた。 

 ラジオの前に集まった近所のオトナ達が正座をして、放送を聞き 涙をなが

していた様子等は（理由は判らなかったが）鮮明に覚えている。（当時テレビ

等は無かったが、ラジオを所有している家も少くなかった） 

 

 敗戦国になった日本は、占領軍のマッカーサー司令部の下で統治された。 

財閥は解体され、満州やシベリアからの復員兵や引揚者の家族が舞鶴港や佐世

保港に帰還し、それぞれの故郷に散っていった。 

 日本の国有鉄道は積極的に復員兵を雇用し、大手の炭鉱や大企業等もこれに

習った。 

 戦争中、多久の国民も『堪え難きを耐え』『忍び難きを忍んで』山を掘って

戦争のエネルギーを供出して戦ったが、圧倒的な物量の前には勝てず、無惨な

敗退を喫した。 

 だが、国は破れても 一言のモンクも言わず、身を削って共に戦った崇高な
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我が祖国の『山河（名も無き山々）』の姿は あたかも『勝者』の様に堂々と

して連なっていた。 

そして『卑屈にはなるな！』『姑息なことはするな！』『何時の日か我々が世

界の平和を支える立派な国に成長出来れれば、それで良い！』と国民を諭し、 

語りかけている様にも見えた。 

 

 和男の父親は、戦地には行っていないが この山に測量技師のまとめ役とし

て親会社から出向して勤務していた。鉱脈の測量から古い坑道の計測や確認は

勿論、新しい坑道の設計にも携わり 坑内に入る事も多く、採炭現場にも立会

っていたようだった。 

 母は、日本赤十字社で教育を受けて資格を得た看護婦だったと聞いていた

が、助産婦（産婆）の資格を持ち 炭坑が運営する小さな病院に席を置き、こ

の炭坑で生まれて来る新生児の殆どを 取り上げていた。 

 和男の一家は五人（両親 ｀姉 ｀自分 ｀弟）、住まいは病院の一郭で病

院とは廊下で繋がっていた。（病院の緊急事態に即応の為？と、推測） 

 

 

 

  『内緒、内緒の通学路』 

 

 和男は小学校（国民学校）に入学すると、初めの頃は姉たちと病院から３キ

ロほど離れた 多久駅近くの学校に通った。 

学校までは だらだらの下り坂だったのだが それでも湖の縁に出て、山を迂

回しての登校は、和男には『ずいぶんと遠かった＝イヤになるほど』という憶

いが未だに残っている。 

 だがこの長い道を姉たちと一緒に登校したのは、ほんのしばらくの間（半月

程）だけで、すぐに男の子は男の子同士で登校するようになった。 

 と、言うのも 山から多久駅までは炭坑のトロッコがあったから だった。 

 

 トロッコは選炭口の平場から石炭を積んで山を下り、多久駅で石炭をおろす

と資材を積んで再び山に戻って来ていた。 

 和男達、男の子は（運が良ければ）この選炭口の平場でトロッコに乗せても
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らって学校に通う事が出来た。 

 弟の「健＝正式名・健次」はいつも トロッコの線路わきの広場まで見送り

に来て、トロッコが見えなくなるまで、ピョンピョンとジャンプを繰り返しな

がら、手を振って和男達を見送っていた。 

 

 子供達は選炭口に停車しているトロッコの前で、帽子のアゴ紐を外してアゴ

に掛けて乗り込むのだが、全員（五~六人）が乗り終わると、トロッコは緩や

かな下り坂をスタートした。 

 最初はゴテン・ゴツン！ ゴツン！・ゴテン！ ゴツッン・ゴツン！と、ゆ

っくりと動き出す。だが、次第にゴテン！ ゴテン！ ゴテン！々と、少しず

つ速度を増していった。 

 トロッコは途中で、湖を渡りトンネルを抜けるのだが、一番スピードが出る

のは湖を渡る鉄橋の上だった。 

 

 鉄橋にさしかかる頃にはトロッコのスピードは猛烈で、物凄い音を出して線

路の継ぎ目を走りぬけ、激しく揺れた。 

 

「坊主たち！ 頭を出すなよ！」「頭をさげて、シッカリ掴まれ！」「弾き飛

ばされたら死ぬぞ！ 命は無いゾッ！」と、 

運転手の『オンジイ』がブレーキの付いた最後尾の函から叫ぶ。 

 

 ガ~ッ！ ガ~ッ！と、トロッコは左右に激しく揺れはじめ、激しい振動を

ものともせず、一気に加速して益々スピードを上げていく。そして瞬く間に湖

を渡り、そのままの孟スピードで真っ暗なトンネルに突っ込んで行くのだ。 

 

 子供達が乗っているカラッポの函（車両）の中には いきなり「掴まれ！

ッ」と言われても、トロッコの函の中には掴まるものなどは何もナイ！ 

仕方が無いので、子供達は函の中で肩を寄せ合い、頭をさげてお互いの洋服の

襟を確りとつかんでスクラムを組み頭を下げた。そして息を止めて、歯を食い

しばり、力の限り両足で踏ん張った。『ガ~ッ！ ガ~ッ！ もうダメだ！』 

 

 鉄橋の先は、200m程のトンネルになっていたが、このトンネルはダラダラの
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登り勾配になっていたのか、トンネルを出る頃にはトロッコの速度は少しずつ

落ちて行った。 

 トンネルを抜けると、まもなく山は退き 平坦な広場に出る。広場の中程で

「ゴトン」・「ゴットン」とトロッコの車輪は線路の継ぎ目をゆっくりと渡る

ようになり、最後に「コトン」と小さな音をたてて停車した。 

 これで子供達の『朝の戦い』は「また明日！」となって無事終了となるの

だ。 

トロッコが停車すると、和男たちは一気に笑顔を取り戻し、スクラムを解いて

函を飛び出した。 

「オンジさん（おじさん）有り難う！」 

函から飛び出した子供達は 運転手のオンジイ（御爺＝三十才前後？）に帽子

を奪って手を振り、頭を下げて礼を言った。 

  

「シッカリ勉強して来いヨ！」と、トロッコのオンジイも手を振っている。 

「オンジさん オオキニ！」子供達は点々に手を振って返すのだった。 

そして再び動き出したトロッコが見えなくなると、細い山道（通学路ではな

い）を一列になって、学校にむかった。 

この（子供の頃に経験した『他言無用』の『朝の戦い』は どんな勉強より 

何の遊びよりも強烈で、たのしかった。命懸けの興奮は 今でも（八十才を過

ぎても）思い出すたびに、思わず足を踏ん張り、両肘や背筋と内股の筋肉に力

が走って、あの時の悲鳴をあげることすら出来なかった緊張が蘇って来る。 

 

 

 

  『帰りの道の廻り道』 

 

 学校から帰る時、時々五~六人の友達（多久駅方面の友達）とわいわい騒ぎ

ながら、家とは反対方向の多久駅へ出て 廻り道をして帰ることもあった。 

 

 この「遠回り」には訳があった。これも『運が良ければ』の話しなのだが、

駅には炭坑の大きなトラックが停車しているのだ。運転手が友達の親や知合い

のときは 和男達（廻り道をした２~３人）はトラックにも乗せてもらった。 
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 荷物を積み終えたトラックは、運転手の隣に乗せてくれた。三人までは助手

席に座れるのだが、助手席に座ると（道路がグ~ンと下に見えて）自分が急に

えらくなった様な気分（殿様気分）になって 気持ちが良かった。 

 トラックに乗せてもらうと、幾つもの知らない山道を周りながら炭鉱に帰る

のだが、和男はいつも病院の角で下ろしてもらった。 

 

 トラックは、凸凹の坂道を物凄いエンジン音を響かせて登って行く。そして

山道の急カーブを勢い良く『グルリン！』と曲がるのだが、その時目の前の景

色はガラリと一変して、全く別の景色が展開する（トラックが回転するのでは

なく、景色が回転する）のだ。和男はこの見事な運転の技と『景色が動く』予

想外の変化が何とも言えず面白かった。 

 だが、残念な事は トラックがいつも駅の広場にいるとは限らなかったし、

トラックは停車していても 運転手が知らない人の時は、声を掛けきれず、

渋々歩いて帰らなければならないのだ（遠回りをした距離だけ＝坂道を学校の

前まで戻って）。 

 

 和男はトラックに乗れなかった時は 駅前で友達と別れ、何時も『反省をし

ながら』学校まで戻ったものだった。 

 学校までは登り坂、『遠回りの裏に秘めた 自分の邪心（甘えたズルイ心）

に ウシロメタさを覚えながらも、道端の小石に八つ当たりをして 蹴飛ばし

ながら、『もう、これからは（金輪際＝コンリンザイ）寄り道はしない！』

と、反省をして今来た道を戻ったものだったが、この反省は小学校を卒業する

までまだまだ、何回も繰り返えしている。 

 

（結論＝『咄嗟の反省と決意だけなら、誰でもできる』のだから＝『和男は昭

和初期の普通の子供だった』と言うことになる。） 

 此れ等の諸作は 和男がまだ『悩み』を知らないヤンチャ坊主だった頃の

（半世紀も昔の）ミジメを噛みしめた、楽しかった下校時の想い出である。 

 

 

 

  『日本の復興と成長』 
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 こうした長閑な思い出から十年 多久市は敗戦の厳しい試練を乗り越えなが

らも、国策の『復興』をスローガンにして オトナ達は懸命に働き、山は休む

事なく切り拓らかれ、道路は年々整備・拡張されて、周りの炭坑も会社も成長

を重ねて行った。 

 点在していた小規模の炭坑は統合され、会社には「労働組合」という組織が

誕生し、技術の面では産学融合の兆しも芽生えた。増産を目指した企業の技術

は向上し、たゆみなく発展を積み重ねていた。 

 さらに目に見えない分野でも 能率向上、安全対策の分野でも研究・改善は

進められて行った。 

『日本人は働き過ぎ』等と言われながらも、世界の先進国や、戦勝国にむけて

心の中で『追いかけ、追い越せ！』の声をかけて努力を重ね、産業界の実力は

着実に蓄積され、数年後に日本は「高度成長社会の到来」を実感し始めてい

た。 

 

 この頃、和男一家が携わる炭坑の成長も著しく、社名は『佐山鉱業所』と改

名され、労働組合も結成された。そして、近隣炭坑の春秋の給与改定や賞与の

動向などが地方新聞の話題をかざる様にもなっていた。 

 

 和男が小学校の四年生に進級すると、弟の健次（けんじ）が一年生になって

入学をしてきた。 

 『会社』と言うものの意識は「仕事場」から利益を追求する（産み出す）組

織・『企業体』として見直される様になり、会社は『株主と労働者』、会社員

は『役員と社員』・炭鉱の社員は『職員と鉱員』とに分類され、それぞれの職

域には厳格な「勤務要領」なる規約が整備された。 

 

 出来たての「勤務要領」によると 今までの様な、仕事中に「登校中の子供

達をトロッコに乗せる」等という行為はトンデモナイ仕儀で、発見されれば、

（発見されなくても）当事者の鉱員は即座に「懲罰解雇＝退職金ナシ！」管理

する立場の職員は「永久昇進不可＝脛にキズ有り社員」の辞令を食らう程の致

命的な行為だと推察された。 

 と、言う訳で弟の健次には 登校時の名物『内緒内緒の朝の戦い』等の経験
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は一度もない。 

 

 

 

  『帰らぬ人』 

 

 その年の夏、楽しく希望に燃えていた松田家は有ってはならない不幸な大事

件に見舞われた。 

突然発生した坑内の大規模な落盤事故で、和男一家は『大黒柱』の父親を失っ

てしまった。 

 

 当時の炭坑では、圧搾空気をエネルギーにした削岩機で 岩盤に直径６~７ 

センチ・長さ２メートル弱の小さな穴を開け、その穴の中に筒状のダイナマイ

トを挿着、装着が完了すると穴を密閉し、（現場の人間は全員退避して）導火

線に着火、岩盤の中でダイナマイトを爆発させて岩を砕き、坑道を拓いてい

た。 

 

 砕け散った岩を地上に運び出して鉱脈に向う直近の坑道を造りあげ、１日 3

交代の『労方』を組み、24時間体制で休み無く 1000m以上もの地底を掘り進ん

でいた。 

 だから、爆破等による小さな負傷は日常茶飯事の出来事で、医者（外科医）

が診て看護婦に処置方を指示、指示をされた看護婦が『処置をして即日、治療

完了』程度の打撲・裂傷などの小さな負傷は、病院の作業日報に記載はされる

ものの 此れ等は「日常茶飯事の出来事」として扱われていた。 

 

 だが、その日は夕方になって 現場事務所から病院に 坑内での『重大事故

発生』の緊急連絡が入った。 

○ 緊急連絡  

★ （第一報）16時 30分「い号３番坑」落盤事故発生  

★ （第二報）16時 45分「い号３番坑」負傷者 12名 行方不明 10名 

★ （第三報）16時 55分「い号３番坑・出水」搬送 4名（重傷２名） 
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 この日、和男の母（和子）は 何人かの臨月を迎える妊婦の定期往診日で、

午後から病院を出て、妊婦の住む炭住を往診中だった。 

 和子は訪問先の炭住で坑内事故の発生を耳にした。その時、和子は（一瞬）

奇妙な胸騒ぎを覚えたのだが、すぐに平常心にもどると、滞りなく予定の往診

を終えて病院にもどった。 

 病院に帰ると、和子は行方不明者の中の一人が 自分の夫である事を知らさ

れた。その時、和子は 夫が『行方不明者』と聴かされると、今度は何故か何

の不安も動揺もなかった。 

『行方不明？ 行方不明なら大丈夫。あの人なら必ず帰って来る！』からと。 

 

 現場には大規模の救助隊が派遣され、懸命の救助活動が開始され、救出者が

刻々と報告された。 

 だが、坑内の落盤現場の奥に残された行方不明の３名については １時間が

経っても、二時間が経過しても、「懸命の捜索が続けられている」と言う情報

が伝えられるだけで『不明者救出』・『不明者発見』の朗報は伝わって来なか

った。 

 そして そのまま、一夜が明け、次の日も『発見』の報はなく、遂に生存の

限界とされる七十二時間が空しく経過した。 

 

 三日目の朝 和子は三人の子供達の肩を抱き『お父さんは、もう…、これ以

上は頑張り切れないかも！』と慟哭して涙し、唇を噛んだ。 

そして四日目の深夜、行方不明だった和男の父親を含む三名が『帰らぬ人』と

なって病院に帰還した。 

 寡婦となった和子は暫くの間、口を閉じて全く別人の様になってしまった。 

（食事も摂らず、髪の毛も抜け落ち、口数の少ない全くの別人） 

だが、この先二男一女の母として生きなければならない『現実』を背負う身と

なれば、病院の勤務に精を出し、炭住の社宅を廻って助産婦として働き続ける

しか 生きる術はなかった。 

 

 それから五年後、中学校を卒業した和男は（父親の意向も有って）小城市の

高等学校に進学した。 

亡き夫のかねてからの意向だったとは言え、看護婦の女手一つで、子供三人を
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養い、義務教育以上の教育をつけるのは並の労苦ではなかったと推察される。 

 

 当時の世相を検索してみると、ソ連に抑留されて共産主義に洗脳されて帰還

した兵士達の影響もあり、世間では『レッドパージ』が声高に叫ばれている。   

 だが、地方では反対に思想より現実の『損得』が重視されたのか、労働組合

等の台頭には著しい伸展が伺える。 

『労働組合』は組合員の生活向上を第一に掲げて経営陣に対して、一切の譲歩

や妥協を見せずに経営者に対峙していた。そして着実にベースアップや、労働

者の手当アップを実現していた。 

 そうした組合組織の幹部達の姿に組合員達は感謝し、労働組合の力（組織力

や人気をふくめて）は急速に上がっていた。 

 

 それは和男の父の事故死賠償金（勤務中落盤事故死）に対する会社の提示額

が（本社との交渉が なかなか進展しないままで、停滞していたのだが）組合

が介入するや、たちまち話しは進展して賠償額が本社から提示された。 

 それでもなお、組合の幹部が『作業指示のミス等』を突き、不服を唱えて対

峙すると、今度は本社の組合から 三割ちかくもの金額が追加応答された事か

らしても、容易に推察ができる。 

 

 父の死後、母は病院の看護婦兼鉱業所の専属助産婦になった。 

そして三年 和男が大学を受験する頃には、姉も高校を卒業し、資格を得、多

久市の幼稚園に勤めるようになっていた。（それでも贅沢な事や裕福な事は何

一つ出来なかったのだが……。）一家は僅かではあったが、月々の蓄えも出来

る様になっていた。 

 だが、大黒柱を失って健気に細々と生きる母子家庭の生活は、まだまだ厳し

かったと推測される。 

 

 

 

  『関門の大学受験』 

 

  和子は和男が高校を卒業すると、上京をさせ、大学を受験させた。 
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 だが、大志を抱いて『上京』はしたものの、山奥育ちの半分子供の九州男児

は受験戦争に立ち向かう前に、初めて見る巨大都市『東京』にオドロキ、圧倒

されて、試験には全く歯が立たないで帰ってきた。 

 

 和男は東京に着いた途端、日頃から描いていた『青年らしい甘い夢と希望』

は、忽ち何処かへ飛んで行ってしまっていた。 

 自分では何に驚き、何に圧倒されたのか？さえ、サッパリ判らないでいたの

だが、大都会のエネルギー（忙しそうに速足で行き交う人間の多さ・巨大な建

物、天を撞く高層ビル・デパートや商店の豪華な飾り付け・等々）にただただ

視界に飛び込んで来るものに、仰天するばかりだった。 

 

 僅か数日間の滞在だったのだが、日毎に自分の存在が小さく見え、自分が自

分の力で、大学にアタックする立場の『受験生』である事すら忘れて、目の前

に聳える天を突く様な建築物（見上げれば数十階もの高さ）の巨大さ（スケー

ルの違い）等に、ただただ圧倒されて飲み込まれ、（何が何だか判然としない

まま）淋しく多久の山に帰郷していた。 

 

 母はスッカリ自信をなくし、うなだれて帰郷した和男を前にして言った。 

「カズちゃん これから死ぬまでが、カズくんの人生だよ！ 男も女も、自分

で頑張って、自分の力で自分の人生を生きて行かなければならないのよ！  

心から同情をしてくれる優しい人は居ても、カズ君に三度三度のご飯を持って

来てはくれないのよ！」と。 

 

 和男はとりあえず、小城の母校に出向いて担任の先生に『上京受験の敗北』

を報告し、『来年再挑戦』の意向を告げる事した。 

 家を出る時和男は（学校に行けば）『誰か友達に会えるかも？』と、内心期

待をしていた。 

 たしかに学校に行けば、誰か『友達に会える』可能性は有るが、もし春休み

中の学校で『友達に会えた』とすれば それは『全くの偶然の偶然』なのだ。 

何故なら、和男は誰とも『会う約束』をしていないのだから。 

 

 だが、和男は幼稚にも、その『偶然の偶然』を『モシカして！』と、何の疑
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いも無く 本気の本気で期待をしていた。 

 こうした和男の ほのかな子供じみた期待は当然ながら、見事に『ハズレ』

となったのだが、和男が思い付くこと、考えること、思い浮かんで行動する事

は全てが『甘く』確実性に欠けていた。 

 

 担任の先生に 受験の報告を終え、『ホッ』とした和男は、職員室を後にす

ると校門の裏手にある部活で走り回ったグランドを横切って通用門に向った。 

 通用門から校舎を振り返って眺めて見ると、傷心続きの和男の脳裏に 高校

時代の楽しかった事が色々と思いだされては、消えていった。 

 

 グランドを通り抜けて頬に当る風は、汗ダクになって身体を鍛えた『部活』

時代の失敗や、他校との『練習試合』での大成功の『タックル』などの思い出

を運び、何とも心地よかった。 

 『父の事も母のことも、家族のことも全部』忘れて、グランドに立ち 天山

降ろし（天山＝筑紫山脈の山・標高＝1000m）の心地よい風を受けていた。

（僅か半月ほど多久を留守にしていただけ、だったのに 和男は全てが遠い昔

の出来事のように思えていた。） 

 

 すると、突然冷たい強風が吹きあげ、グランドの砂を巻き上げた。 

『竜巻？』和男は慌てて 掌で口を塞ぎ、目を閉じて砂塵を交わした。 

 突然発生した竜巻のような強風は三回ほど吹き抜けて行った。突風が治まる

と辺りは急に気温が下がったのか、一気に寒くなった様な気がした。 

 

 暫く佇んでいた和男が そろそろ家路に就こうと校舎に向って一礼をしよう

とした時、木枯の様な乾いた風が耳元を『ス~ッ』と吹き抜けて行った。和男

は一礼をわすれて身体を ブルブルッとふるわせた。 

 その冷たい風は一瞬で吹き抜けて消えて行ったのだが、和男の耳元を通り抜

ける時に 耳元で『お前はヤッパリ落ち葉だな！』と、吐いて捨てる様につぶ

やいて消えて行った気がした。 

 

 和男は風が呟いたから驚いた。『アッ！ 風が何か言った！』 

『エッ！ 誰かが落ち葉？』・『モシかして俺が？ 俺の事を言ったのか？ 
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俺が落ち葉？ 俺は枯れ葉なのか？』・ 

『エッ！ 俺を落ち葉と言うのか？』・『俺は 世の中のゴミ？』・『俺は世

間のヤブ枯らし？』・『俺を 始末に困るゴミ焼きの枯れ葉だ』と言うのか！ 

 和男はいつの間にか 両の拳を力イッパイ握り締めて マダ咲かない校庭の

桜の枝の間から風の行方を睨み付けた。 

 

 暫くして、和男の高ぶりは消滅したのだが…。 

ソコには樹の下で独りで、勝手に興奮して立っている『甘えん坊で非力な』自

分のブザマな姿が見えて来た。 

 

『やっぱり、俺は 正真正銘の（木枯に吹き飛ばされて空に舞う 始末に困

る）落ち葉かも？』と自笑し、世の中のすべてから見放された様な、複雑な念

のまま、校舎に向って深々と頭を下げ、一礼をして通用門を後にした。 

 

 

 

  『全力の後押し！』 

 

 その夜 母親の和子は和男を前にしてシミジミと呟いた。 

「母さんはカズ君に出来る限りの応援をするよ。カズ君や健次と姉チャンの幸

せは私の『生き甲斐』だからネ……。でも母さんの『後押し』は姉チャンも含

めて、誰にも一回きりしか出来ないよ！」と。 

 

 和子は『全力で一回きりの後押し！』と前置きをして、和男に（この春から

１年間東京に住み、予備校に通い、来春の大学受験に再挑戦する事）を薦め

た。 

 

 和男は夜を徹して母と話し合った。 

徹夜で話しをするのは和男にとっても、和子にとっても、初めての事だった。 

 母親と話しをしているうちに、和男は何の取り柄も無い自分が、これから先

は自分の力で寒さを凌ぎ、住処（すみか）を得、食べて行かなければならない

ことをつくづくと思い知った。 
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 さらに、この衣食住を人として満足に そして生涯、切れ目無く満たさなけ

ればならないことは『恐ろしい事だ（自分に出来るだろうか？）』と、生まれ

て初めて深刻に（事の重大さを）感じた。 

そしてその為には『母さんのように、何か技術や資格を身に付けなければ、と

ても出来ない事だ』とも思った。 

 

 『転落人生を送りたくなければ』この身に何か世の中に通用する力（能力・

技術・資格）を得て人生に立ち向わなければいけない、と思い知った。 

 ならば『転落人生（落ち葉人生）』に立ち向かって これを乗り越えるため

に 自分は今、『何を、どうすればいいのか？』となると、『和男の目の前は 

マッ暗！』和男には何の見当もなく、なにも思いつかなかった。 

 

 今までは 中学の上に高校があるから、『高校』に行くし、さらに高校の上

には大学があるのなら（受験をして）『大学』に行くのだ…。くらいの認識し

かなかった。 

 今の自分の立場を考えると、すでに落ち葉人生を歩き始めているのに『甘い

夢の幻想』だけを追い、蜃気楼のような不確実な『夢』だけを 心の中で先走

りさせていて、足下の厳しい受験勉強には まだなにも踏み込んでいない自分

の行動と、バラ色の夢ばかりを追いかけている自分の現実とのギャップが急に

恐ろしくなってきた。 

 このままでは 自分は間違いなく『人生の敗北者になってしまう！』と。 

 

 受験の敗北が発表されて かれこれ一ヶ月が経過していると言うのに、自分

はまだ来年の受験に向かっては第一歩も踏み出していない！『何と言う甘

え！』『何と言う無責任…！』 

和男は、これまでの自分の『甘えた行動』に唇を噛んで反省をした。 

 

 だれしも、そして何事にも『向上や成功』をのぞむなら、避けては通れない

関門があるのなら、眼前の『大学受験』は自分の『人生の関門』に違いないと

思った。ならば、今回の『敗北』は何としても乗り越えなければならない。 

 和男は眼前の『受験』を 自分の『人生の明暗を分ける関門』と位置づけ、

そして母の言う通り「１年間、東京に出て大学受験に挑戦する」と決めた。 
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 和男は東京に向う汽車（佐賀→東京＝特急三等車『あさかぜ号』所要時間＝

二十四時間 座席眠）の車窓から、ドンドン後方に飛び去っていく景色を眺め

ながら、『東京に着いたら』先ず（職と宿と予備校）とを、一週間以内に決め

ないとダメだと、自分に言い聞かせながら、これを自分のノルマと課した。 

 

 職と宿は、高校の運動部の先輩（西村定男）から『死んだ積もりで頑張る覚

悟が有るなら』と言う条件付きで内諾済みの『心強いツテ』があった。 

和男は手紙を添えた、西村先輩からの紹介を持参していた。 

 

『心強いツテ』は住込みで働ける新聞配達所ということだったが、先輩の話し

によると『超、過酷労働と年中無休の睡魔との戦いの場』と言うことだった。 

 関門トンネルを抜け、列車が本州に入ると、和男の心は踊った。 

 

『戦闘開始！ 絶対に負けない！力尽きても先輩の顔に泥は塗らない！』と。 

すると、車窓から見える里山の竹林までもが 吹き付ける強風に大きく靡いて

は、一斉に『ガンバレよう！』と、エールを贈ってくれている様に見えた。 

 

（和男はまだまだ、大自然までも勝手に 自分の味方につけてしまう おめで

たい 半分子供のお坊チャマだった。） 

 

 

 

  『生きる！』 

 

 和男は東京に着くとその足で、紹介状を手に、郊外（吉祥寺）に在ると言う

新聞配達店を尋ねた。吉祥寺の駅を降りると、そこから先は先輩が書いてくれ

た手書きの地図が頼りだった。地図には『中央線・吉祥寺駅下車・駅前のケヤ

キの大通り直進』と、書いてあった。 

 不安でイッパイの和男が駅を出ると、眼前に両側に大きな欅（けやき）の街

路樹が立ち並ぶ、立派な歩道が整備された（多久でも、小城でも見た事が無

い）見事な『大通り』が目に飛び込んで来た。 
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 手書きの地図と、目の前の景色が一致した時、不安でイッパイだった和男は

『迷子』が親を見付けた時の様に嬉しかった。 

（和男は東京駅で乗車しなければならない中央線のホームに辿り着くまでに駅

の構内で１時間ほど『迷子』になり 散々心細い憶いをしていた） 

 

 新聞販売店は（先輩の言う通り）この大道に面して在った。とても大きな店

構えの店だった。 

『在った！（飛び上がりたい程 嬉しかった）』和男は早速店の前に荷物を置

くと横引きの大きなガラス戸を引いて店に入った。 

 

「ごめんください！ 店長さんは いますか！」 

 店長に紹介状を手渡すと、話しは『聞いていた通り』既に了承されていた様

子だったが、和男はいきなり 店長に自分の『ふしだら（礼儀知らず）』を厳

しく指摘され、いきなり 不採用を宣告されてしまった。 

 

店長は言った。 

「松田君とやら、君は本気でこの店で働く覚悟は出来ているんかいね？」 

「……？」和男は（へんな訛りだナ！ と思いながら）黙って店長の顔を見

て、ピョコリと頭を下げた。 

「自分の都合で人を訪ねる時は、先様の都合を尋ねるのが、先だろうがネ！」 

 

「……！」和男は黙って店長の顔を見ていたが、又ピョコリと頭を下げた。 

｢家出人じゃあ あるまいし！ ヨレヨレの服を着て、ボソボソの髪で！ 

大荷物を担いでヨウ！ 大迷惑じゃキニイ｣と、今度は独り言の様な小さな声

で呟いている。 

 和男は何と言われたか判らず、何と返事をすれば良いのか分からないまま、

とりあえず、又ピョコリと頭を下げた。「……？」 

 

和男が（ゴメンナサイ！ 良く聞き取れなかったのですが…）と言おうとした

時、店長はイキナリ大声で 

「もう帰っちくれ！ アンタサンは要らない！」と恫喝されてしまった。 

そして、 
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「…… ウチには 乞食は要らない キニ！」と、独り言ともとれる聞き取れ

ない程の一段と小さな声で呟いた。 

 

『戦闘開始！ 絶対に負けない！１年間自分に一切のアマエを認めない』と、 

多久の山々に誓って 東京に来たばかりだと言うのに、そして和男はヤット店

に辿り着いたと言うのに、どうしたら良いのかわからなかった。……・   

 と、突然和男は、もう今此処で死んで、父さんに『逢いたい！』と思った。 

 

 すると何処からか『死にたければ、サッサと死ねば良い！』という声が響い

た気がした。 

『えっ？』 

 和男は驚いて辺りを見渡したが、店の中には店長の他には誰もいない…。 

 

『お前は、自分のために大変な努力をしてくれた先輩の顔を平気で潰すのか？ 

教えて置くが、人の道を捨てて死んだ奴は 二度と人間に生まれる事は叶わな

いんだぞ！』と誰かが言った。  

 和男は驚いた。（そ、その声は！ 誰かではなく、正しく父さんの声だっ

た！）その声こそ、忘れはしない声、ず~っと、探していた声！ 間違いなく

父さんの声だった。 

 

 あまりの事で和男は しばらく呆然としていた。だが、一呼吸するとフッと

我に還り、「失礼しました！」と、店長に一礼をして店を出てしまった。 

（どうして あの時店を出てしまったかは、未だに分からないのだが） 

衝動的に一端店を出ると 和男は踵を返して店内の店長を振り返り、道路に跪

いた。そして 両手をついた。  

 そして---、 

「今日は突然現れて失礼致しました。お許しください。明日改めて伺いたいと

思いますが、よろしいでしょうか？」と和男は店長に伺いを立てた。 

店長は和男の突然の行動にびっくりして自失している様子だった。 

「……？」 

「明日にも改めて伺いたいのですが、宜しければ、何時頃伺えばいいでしょう

か？」と和男は今までとは全く別人の顔付きになって店長を睨みつけていた。 
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（その顔は急にオトナに成った？ と思われる程の変わり様だったが、これは 

和男が自分の力で自分の人生を拓いて、第一歩を踏み出した証の行動だった） 

 

 店長は驚いて和男を見ていたが、 

「アンタ、今夜寝る処 有るんかいね」と全ての事情を承知の店長は尋ねた。 

【俺に 俺が今夜寝る処を尋ねるのか？ 余計なお世話だ！今の俺には一晩や

二晩、寝る処など、ドウでも良い事だ！】と、目をムキながら、口を開いた。 

 

「……。自分が自分の不始末で、不採用になるのは致し方がありませんが、こ

のままでは、『命懸けで 頑張る決意があるのならば！』と言う条件付きで紹

介をして頂いた西村先輩に逢わす顔がありません。 

明日でも、明後日でも構いません、もう一回だけ面接をお願いいたします。」 

 和男はその場で 道路のコンクリートに両手を就いて頭を下げた。 

 

「そ、そんな事！ せんでも……良いキニ！」 

店長は慌てて、和男に土下座をヤメル様に促したのだが、和男は店長の返事を

聞くまでは 1ミリも動くつもりはなかった。 

 

 

 

  『本気の本気』 

 

 土下座の結果は、店長に和男の『本気度』が伝わり、あらためての面接は不

要となり願っても無い好条件で（準備期間三日間をもらって）願いは成就し

た。和男は準備期間の三日間を利用して、予備校は午後からの講座をえらび新

聞配達の作業手順を習得して、受験戦争突破への『本気』の戦いを開始した。 

 

 １年間の戦いを振り返ってみれば、一日中睡魔と空腹に苛まれ続けた１年間

だったが、和男は受験の為の知識の蓄積よりも、『身を投げ打って本気で生き

る』人間に成長出来た事の方が 大きかったかも知れないと回顧している。 

 

 睡眠不足が続く時、思い切って時間を作り 仮眠をしても、深夜２時には配
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達所の作業場に下りて 朝刊の折り込み広告の仕分けに取り掛からなければな

らなかった。 

（当時の新聞配達店は『朝・毎・読・地方紙等』の配達を一店で処理してい

た） 

 

 自分が配達する新聞に織り込む広告紙（100セット弱＝可成りの重量）の 

配達準備をして、午前三時には自転車に積み込んで店を出た。担当の１００軒

弱を周り終えて店に戻ると、作業場の奥の食堂には 朝食の用意が出来ていた

（有り難かった）。 

 ガリガリと漬け物を噛み、ドンブリ飯にお茶を掛け、アツアツの湯づけを胃

袋に流し込むと、朝食は終わり。 

「御馳走さま！」と、大声で叫びながら調理場に食器を運び、自分のベッドに

潜り込むや、忽ち（そのまま永眠？と思う程の）深い眠りに就いた。 

 

 思い返せばこの一連の所業は極めて（不潔！）だったかも知れない。 

不潔はダメ！と、…ダメは承知だったが、当時の和男には『清潔』は贅沢品だ

ったかも知れなかった。 

『無理が続けば病気になる』でも、→『病気は死ねば治る』と言う 無鉄砲な

哲学が王道だった。とにかく、和男の東京での浪人生活の１年間は鬼畜にも似

た壮絶なものだった。 

 だが、細部まで行き届いた店のサービスは有り難く、心の底から涌き上がる

『感謝』の念を学んだのも、『正直』・『誠意』の大切さを痛感したのも、こ

の１年間の店の無料のサービスだった。 

 西村先輩の言葉に偽りは無く、誰にも頼れない、絶え間のない「空腹と眠気

と凍てつく冬の寒さと、灼熱の夏の暑さと、勉強（詰め込み）との」厳しい

『待ったナシ』の戦いだった。 

 

 自分の将来のことを考えてみる余裕などはなく、目の前を通り抜ける１秒 1

分の時間にシガミ付いて 只々働き、只々学び、只々食べて、只々眠った『真

剣勝負』の１年間だった。 

 

 こうした連日の戦いの中で時間を造り、受験の手続を開始すると、正月はア
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ッと言う間に過ぎていった。そして春を目前にして『受験本番』の幕は切って

落とされ、二日間の戦いは瞬く間に終了した。（この間も新聞の配達は続い

た） 

 ……。 

 そして二週間後、幸いにも、和男のけなげな本気の努力は『天』にまで届い

たのか、父さんにも届いたのか、見事に報われて受験戦争の関門を『勝利』で

突破する事が出来た。 

 

 

 

  『貧者の夢は宝物』 

 

 母は和男の合格が余程嬉しかったのだろう。 

家では姉や弟を前にして 

『やっぱりカズ（和）君は、父さんの子だね！ でも、男はこれからが大変な

のヨ…。いよいよカズ君の本番の人生がスタートするんだからね』と、誇らし

げな顔付で微笑んでいたと、弟の健次から聞いた。（後日談） 

 

 和男は母の喜び様を聞いて 

いそいそと 入学金その他、自分のために 所用の大金を用意してくれている

姿を想像して有り難く、瞼に込み上げて来る熱いものを感じながら、キット何

処かで視ている父さんに向って 『時には母さんにも 声をかけてよ！ きっ

と泣いて喜ぶから』と、天に向かって合掌をしたことも有った。 

 

 自分の合格を確認した和男は、今直ぐにでも帰省をして、学校に顔を出し 

担任だった先生にも報告をしたかった。 

だが、現実（新聞配達所の作業場に腰を下ろして食・住を凌ぐ青年）には手元

に旅費の蓄えなど、有る筈はなく『凱旋帰省』など ず~つっと、ず~つっと

遠くの九州の炭坑の空に漂っている薄雲にも似て手が届かない願望でしかなか

った。 

 

 和男は母親が自分に期待しているものが大きい事を充分承知していた。 
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だが、今受験に勝利したからと言って、母の苦労の手助けに成るものは 何一

つ無かった。だから『せめて、参考書くらいは 自分で働いて揃えなければ』

と思っていた。 

 学生の四年間を「食と住」はこの新聞配達所で凌ぎ、教材費は「家庭教師」

をして賄う計画を立てていた。 

 だから和男の生活の様式（サイクル）は浪人時代とさほど変わらなかったの

だが、生活感は浪人時代の様な 追いつめられて（奥歯を噛みしめる様な）切

迫感や悲壮感はなく、自分の心の中は天と地ほどの隔たりが有った。 

 結局、授業料だけは母に出してもらったのだが、いわゆる『奨学金制度』の

世話になることはなく、卒業を果すことができそうだった。 

 

 だから 父親を亡くしているとは言え、心の中では絶えず仲良しの姉弟のこ

とや病院で働く母親の姿を思い出しては、『自分は幸せ者だ』と思っていた。 

だが、弟の健が『佐賀市の工業高校に通学するようになった』と聞けば、どう

考えてみても、家計は苦しいに違いなかったし、母の気が休まる事はないだろ

うと思われた。 

 

 同じく、和男の東京生活も経済的には一月たりとも楽な月はなかった。 

我が家は『今が一番大変な時！』・『俺も卒業したら就職する。姉チャンは嫁

に行ってしまうかも知れないから 充てにはならないが、健も卒業したら炭坑

で働くだろう！』・『だから我が家の貧乏も、もう暫くの辛抱だ！』と、和男

は絶えず自分の想いを故郷の家族と連携して描き、心の内に家族の繁栄を描い

て微笑み、毎日新たな決意を呼び興こしては 人知れず頑張り続けていた。 

 

 和男は周囲の友達のように『夏休みだから』・『春休みだから』・『正月休

みだから』と言って故郷に帰省する友人達を羨ましいと思った事は只の一度も

なかった。（負け惜しみなく） 

 １年の間に何回も九州に帰省する余裕など、思っても見ないことだったし、 

帰省は出来なくても、一家（家族）の気持ちは全部分かっていると思ってい

た。 

 

 我が家には『大それた幸せは要らない！』・『全員が健康で、あと一山超え
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る事が出来れば…、我が家にも多少のユトリの花だって咲くのだから！』と。 

 

 母は今まで、何かと子供達のワガママを聞いてくれた。 

幼さなかった頃 自分のワガママが通ると 嬉しかった。だが、成長するにつ

れ 子供達の誰もが ワガママを口にしなくなっていった。 

 それは、母が一言のモンクも言わずに子供達のワガママを通してくれたのだ

が、その度に『家には父親がいないから』という、母が背負う無言の十字架

（変更出来ない・取り戻せない・逃げられない苦しみ）が見えて来るようにな

ったからだった。  

 

 これは『親の心のうごき』が子供達の胸の中に 痛い程伝わっていたから、

かも知れないが、（せめてもの償い）という相手の心使いを無言のうちに読み

取る習慣は 何時の間にか『相手の言動』の中に『相手の気持ちを読む』とい

う品格を育んでいったのかもしれない。 

 だから、和男達兄弟は時々『お育ちが良いから！』・『お坊チャマ育ちでし

ょう？』等とトンデモナイ褒め言葉を頂戴する事があった。 

（但し、初対面の時だけ！だったのだが。） 

 

 

 

  『母からの手紙』 

 

 夏休みも終わりに近づいた頃だった。 

和男が家庭教師のアルバイトから帰って見ると、珍しく母からの手紙が届いて

いた。 

 それは以外にも 『炭坑が いよいよ、閉山になるかも知れない！』 というオドロキの

知らせだった。 

 

 …… 今となれば、もっと早く知らせて置けば良かったのかナ？ とも思い

ますが、今日まで ずっと迷っていました。 

 この炭坑は閉山になるそうです。たしかな根拠は無い噂ですが、それは早く

ても四~五年先の事だと言うことです。カズ君もあと２年で卒業することだ
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し、と思うと 余計な心配は掛けない方が？…と、思ったりしてね。いままで

黙っていました。 

 ところが、最近会社では 新しい人の採用は０人だそうです。その所為か、

炭住にも空家が目立つようになり、お産の数も少なくなっています。 

いよいよ閉山となれば、母さんも どこかに職を見付なければなりません。 

あなたも後２年だし、何とか頑張らなければネ。 

身体には くれぐれも気をつけてください。          母より。   

 

 九州の炭坑が不況に喘いでいる事は和男も知っていた。 

だが、なんとなく あの山（和男達の炭坑）は大丈夫だろう！という気持ちが

先行して、『他人事の噂話』程度の話題として聞き流していた。 

 その後何回か母からの手紙を受け取ったが、 

『姉が近々結婚するかも知れない』事などが書かれているだけで、『閉山』に

拘る事は何も知らせて来なかった。 

 

 大学では、夏休みが終わると一気に期末試験が迫って来る。和男も学校の図

書館に通う日が多くなっていた。その理由は大学には確実に良い成績で『期末

試験』を通過できる確かな『コツ』があったからだった。 

 その『コツ』と言うのは、年々運動部で先輩から後輩に受け継がれている

『秘伝』の『コツ』で、『受講している教授や助教授達の論文（出版・市販さ

れているものを含む）に目を通しておく』と言う事だった。 

 大学の図書館に保管されている受講中の教授の論文を読めば、出題される問

題は見えてくるし、答えはそこに書いてあると、言うことだった。 

 

 和男がさっそく図書館に行き、お目当ての論文を手にしてみると、『ナルホ

ド！』とガッテンした。 

図書館に保存されている教授等の論文には、有り難い事に、勤勉な先輩諸氏が 

必読部分には棒線（線引き）を施してくれていた。 

 和男はその年 生活に追われて、ノートの整理はもちろん講義の整理も殆ど

出来ていなかった。だから この運動部秘伝の『試験クリアのコツ』は『天の

恵み！』と叫びたい程有り難かった。 
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 こうした中、和男は九州の中小の炭坑（筑豊炭田）が『閉山に追い込まれ

た』と言う新聞記事を目にした。 

 その記事は『閉山は三年~五年後の予定だったが、業界の不況により閉山が

早まった』と報じていた。 

 和男は、今まで閉山の事など、さほど気にした事はなかったし、不都合な事

に遭遇する度に『自分の家は貧乏だから（そのような大それた事（世間で話題

になる様な事）は、我が家には関係がない！）と自分に言い聞かせて 積極的

に拘る事を避けて生きて来たからだった。 

 だが、何時のころからか、自分なりに世相を読み『このままではダメだ！』

等と自分を叱咤（しった）することも多くなっていた。 

 

 学年が専門課程に入った頃から、次第に卒業を意識し、社会に出て『生きて

行かねばならない』と、自分の将来を考える様になって来ていた。だから、こ

の年の試験には 気合が入り、槍尻の先で『大丈夫か！』と背中を突かれてい

る様なピリピリとした緊張感で、試験に臨んでいた。 

 試験は一般教養の『倫理学』等、訳が判らない科目から始まって、二週間続

いた。 

十月に入って、試験は後半の専攻科目に入った。和男の専攻はドイツ文学だっ

たので、語学力が絡むとは言え、『峠は越えた（図書館通い卒業）・もう楽

だ！』と、気持ちは一気に楽になっていた。 

 和男は図書館通いをヤメルと、部屋に籠り本を読む事が多くなったが、暫く

休んでいた家庭教師のアルバイト（週２回）も再開していた。 

 

 非情に風の強い日だったが、和男が最後の試験を終えて帰ると、母から 

『試験が終わり次第 帰省して欲しい』と言う手紙が届いていた。 

 

 会社（炭坑）で、ブラジルへの集団移民者を募集している。条件も良い（渡

航費は会社で持ってもらえるらしい）し、現地には会社で手配した広大な敷地

（今は未開のジャングルらしいのだが）を確保してある。開拓をして農作物

（コーヒー等）を栽培出来るようになれば、その敷地（開拓した土地）の半分

の所有権は開墾者個人（家族）へ名義を変更されて、自分の土地になる。（現

在はジャングルのままで、所有者は会社＝佐山鉱業所 になっている） 
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 現地の治安は良く、ブラジルの行政が保証していて安心。近在には日本人部

落もあり、（日本人の富豪集団地域）もあるとのことです。等々。 

 圭子（けいこ＝姉）が結婚をする相手の家族は既に移民を決断、圭子は一緒

に行くと言っている 等々。 

 

 我が家はタッタ四人しかいない家族。バラバラになってしまうのは、耐えら

れない。（やがて＝五年後）この山が閉山になった時の事を考えると、思い切

って（何処で生活をしても同じだから、）『姉チャン一家と一緒に移民をした

方が良い』様にも憶える。……等々。 

 大事な話しだから、顔を見て 充分に話し合いたいから、試験が終わり次第 

『帰省してくれれば有り難い』との事だった。 

 

 和男も 二年後には大学から『文学士』の称号を頂いて大学を卒業する。 

世間では『大学を卒業しました！』と言って見ても、『あ、そうですか！ そ

れは、結構な事、おめでとう！』と言う程度の出来事でしかない。 

 

 だが、自分は人間である前に『動物』である。だから我が身は 大学を卒業

しても、しなくても、その日から何かを『食べて生きなければならない』の

だ。 

 しかし、自分が『人間』である限り、（極端な話しだが）自分が空腹だから

と言って、ネズミや、ミミズを捕まえて いきなり食う訳にはいかない。 

『人間』は自然界の様々な恵を利用して『食事』を作って食するという動物界

の頂点に君臨する動物だから ややこしいのだ。 

自然界の微妙な風合いや薫りをアクセントにして味を整え、食べる人々に栄養

を計算して補給し、おいしい食事を作って『生命』を見事に維持している。 

 

 高度に成熟した人間社会の構造は進化の結果、同時に高度な分業社会を構成

している。 

 だから、何もしてくれないとは言え、大学を卒業したら、自分も何らかの仕

事に就き（社会の組織に組み込まれて）、働かなければならない。 

確たる『職』に就けないで、このまま新聞配達所で寝起きをし、アルバイトを

しながら生きて行くのは忍びない。  
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 和男はこのまま独文科を卒業して 名の有る出版社や新聞社などの『安定し

た職業』に就けるかどうか？ 毎日 胸の内は不安でイッパイだった。 

 

 それでも、母（女手一つで 三人の子供をかかえて頑張っている）の前では 

そのような自分の『弱気で不安定な姿』を見せてはいけないと思い、絶えず自

分なりに虚勢を張っていた。（学生時代は それでも可） 

 それだけに、学年が進むにつれて和男の不安は心の中で増大していたのだ

が、だからと言って、突然沸き起こった『移民』話は、その話しが どんなに

条件が良い話しであっても、 

「はい！ そうですか、参加させて下さい。宜しくお願いします。」と、両手

を挙げて 未開の地へ移民をする気にはなれなかった。 

 

 一方で、考えて見れば 常夏のブラジルでコーヒー栽培の傍ら（一日の過酷

な労働を終えて）未開のジャングルの中で『文学をやる』となると、これは又

特別な念が込み上げても来た。 

 『文学をやる』＝（原始林の中の文学） 

 （異国で踏みにじられても、立ち向かう 正義とは！） 

 （力およばず消え行く 敗者のミジメとは！） 

 （弱者の正義と屈辱とは！）等々。 

 未開地の『道理』と『輪廻』等を深々と考えているだけで、もうそれだけで         

 『全く新しい文学の切り口』が見えてきそうだった。 

 

 夜になって和男はコーヒー栽培に大成功を納めた自分達（家族）の姿を描い

ても見た。南国特有の豪雨が去り、熱帯雨林に囲まれた豪邸で（随分と暑苦し

い姿だったが）豪華な藤椅子に身を置く自分を憶い描いても見た。 

こうした『夢々』のマボロシ図鑑は一瞬で脳裏に浮かび、一瞬で消え去るのだ

が、そのマボロシ図鑑には 

 懸命に働き続けて老いを迎え、やがて自分の身体が南米大陸の土になる事を

考えてみると なんとも言えない不思議な気持ち（雄大な気持ち＝地球人に成

り得た気持ちと、反対に心細い気持ち）等が交錯した。 

 和男は何回も母の手紙を読みかえしては考えた。しかしそれ等は所詮 不確

かな知識で勝手に繰り広げる自分勝手な空想の域を一歩も出ない「絵空言」に
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しかなり得なかった。 

 朝方になって和男は決意した。 

『とにかく 一度山へ帰ろう。具体的に事情を確認しなければ…。条件も「果

樹園」や「開墾地」だけでは分からない。し！』と。一度山に帰る事にした。 

 

 

 

   『久々の帰省』 

 

 多久の山々は、三年前と全く変わってはいなかった。（当然のことなが

ら、）三年くらいで、田舎の町が大きく変わる訳はない。だが毎朝目が覚める

と先ず故郷の山々を思い浮かべる青年には、三年は、ヤッパリ『久々』がピッ

タリの 歳月だった。 

 

 和男が多久駅の改札を出て、秋晴れの空を見上げると 空はどこまでも高

く、青かった。点々と浮かぶ 雲の形までもが、三年前と全く同じで、ぼやけ

た雲の配置までもが 同じ配列で浮かんでいるようにさえ見えた。 

 山（炭坑）に向って歩き始めると、岩場から流れて来る風もまた 懐かしい

山土（やまつち）の匂いをほのかに漂わせていた。 

 和男が久しぶりに懐かしのトンネル前の平場に出ると、平場は炭坑の資材置

き場になっていた。小学生の頃 頭を下げて、トロッコの中でスクラムを組ん

で耐えた 『朝の戦い』を想い出した。 

 

 東京での和男の生活は、お金も時間も下宿から通う周りの友人達の様なユト

リは無く、望郷のノスタルジアに耽る余裕などはなかった、だから自分は感情

に左右されない極めて冷徹な人間だと思っていた。 

 だが、トンネルを抜け、湖の鉄橋下を廻って、ボタ山や炭住が視界に入って

来ると、突然（わけもなく？ 嬉しくて？ なつかしくて？）涙が込み上げて

来た。 

 

 和男は いつの間にか病院に向って だらだらの登り坂を走り出していた。 

和男の一家は和男が上京する直前に、病院の拡張に伴いアザミが丘の炭住（職
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員住宅）に移っていた。 

 アザミが丘は炭坑で働く人々の生活の中心だった。会社の事務所や、生活協

同組合が運営する常設の市場や飲食店、イベント館（出張映画館・ストリッ

プ・劇団・レスリング・等々を四季折々に開催していた）などが設置されてい

た。 

 アザミが丘の広場の周囲には 何本もの太い蒸気管が張り巡らされ、一日中

まっ白な蒸気を吹き出していたが、この蒸気はアザミが丘を中心にして、四方

に展開するそれぞれの炭住区に設置されている浴場の湯を沸かしていた。 

 

 浴場の男湯の湯船（ゆぶね）は大きく、一度に１０人~２０人程が入れる大

きな湯船で、内湯・外湯の二重構造の湯船だった。 

外側の湯船は深く、小学二~三年生の男の子が爪先を立ててヤット立てる程に

深く、溢れ出た湯が絶え間なく（一日中）、広い洗い場に向けてザアサアと流

れ出ていた。 

 

 仕事を終えて、炭鉱の坑内から上がって来た坑夫達は坑口の支度部屋でヘル

メットと名札を返却、出勤時に預けた私服・私物を受け取って、名札をひっく

り返すと、その日の労働を終えて『無罪放免』。何時間ぶりかで、地上の人に

なって娑婆（シャバ）の世界に顔を出すのだが、地上に出た鉱夫達が最初に感

じる事は地上の空気は『とてもオイシイ！』事だ、と口を揃えていた。 

 

 坑夫達が地上の空気の『すばらしさ』に感激するのは結構なことだが、その

顔はどの顔も 顔中（かおじゅう＝顔面・耳の穴から鼻の中、頭の髪の毛を分

け入った頭皮まで）汗と脂でへばり付いた石炭の粉（炭塵）でマッ黒！なの

だ。 

 坑夫達は全員 マッ黒々の顔の中に目の玉だけをギョロギョロと動かす異様

な姿の動物となって地上に出現して来るのだ。さすがにその顔・その姿のまま

で「ただいま！」と、家に帰れる訳はない。 

 だから坑夫達は地上に出ると、何をさておきマッ先に自分の炭住区の浴場に

向う事になるのだ。 

 

 ギョロ目のマッ黒々達は浴場に着くと私物を棚に入れ、裸になって洗い場に
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下りると、頭からザザッと二~三杯の湯を被り、マダラのマッ黒々になって外

側の深い湯船に いきなりザンブリ！と、大波を立てて入るのだ。 

 荒ぶるマッ黒々の男達はしばらくの間 湯船に肩まで身を沈めて手足を撫で

たり、顔を洗ったりしているが、今度はいきなりカワウソの様に湯の中に頭を

沈めると、爪を立て両手でガムシャラに髪を扱き（しごき）始めるのだ。 

 やがて人間の肌の色に戻ったマッ黒々はガバッと立ち上がると湯船を出、洗

い場の鏡のまえに腰をおろすのだ。 

 洗剤を使った本格的な『洗い（口の中まで）』に専念すること、１０~１５

分。自分が本来の人間様の姿に復帰した事を確かめると、ようやく洗剤を洗い

流し、丁寧にひげを剃りおわると、内側の上がり湯の浴槽に向い タオルを頭

の上に載せて静かに湯に入るのだ。 

 上がり湯は少し熱めだが、この少し熱めの湯に静かに浸っているうちにノル

マに立ち向かって命がけの危険と背中合わせで働いた『荒ぶった坑夫魂（たま

しい）』も徐々に静まってきて、次第に柔和な『お父さんの顔』を取戻して来

る。 

 スッカリ『お父さんの顔』を取戻した『父さん』達が浴場を出て、家族が待

っている我が家（炭住）の甍（いらか）はなんとも清楚で清々しく映ると言

う。 

 そして、『非力（ひりき）な自分が 自分の力で、自分の家族を守ってい

る』と言う 自分なりの生活力（自分の生き様）に『生きている手応え』を覚

えながら家族のもとへと帰って行くのだ。 

 

 

 

  『一家の舵取り』 

 

 あざみが丘に向う最後の角を曲がると、建ち並ぶ和男一家の炭住の棟が見える。  

見ると どうやら、母は外に出て、洗濯物を干している様子だった。 

和男は「只今ア~！」と叫びたかったのだが、叫んでも まだ聞こえる距離ではなかっ

たのと、ミットモナイこともあって、『叫び』をヤメにして足を速めた。 

 

「ただいま！」近くまで来ると和男は母に向って手を振った。母は振り返ると



 

 33 

直ぐに和男を見つけ、濡れたままの手を振り「あら あら！」・「お帰り！」

と言っている様子だった。 

 家に着くと、母は和男の姿を見て「マア！ おおきくなって！」と嬉しそう

だった。 

「おおきくは なとらんとヨ」と和男が笑うと、「そだね」と笑いかえして、 

「立派なオトナになって！ 父さんにソックリだね」と、言いながら和男の服

を脱がしてくれた。 

 三年間逢わない間に、母はずいぶんと歳をとったと思った。目の縁には深い

皺（しわ）が出来ていたし、髪にも白い物が目立つようになっていた。 

そして、何度も「よく帰って来た。よく帰って来た」と呟いた。 

 

 夕方になって母が用意してくれた新しいタオルを肩に炭住区の風呂に行っ

た。アザミガ丘区の風呂は炭住区の外れの山間にあった。 

のんびりと湯船に浸かりながら 窓越しに山を見上げると、山の中腹に懐かし

い亀の岩（亀の甲羅の形をした大きな白い岩（＝高校時代に独りで勉強したり

考え事をしたりした ３０~５０帖ほどの巨大な一枚岩の花崗岩）を見あげな

がら、しみじみと『久々の帰郷』を実感しながらの入浴となった。 

 風呂上がりの身体を秋風に晒し（さらし）ながら家に帰ると、姉の圭子も弟

の健も帰って来ていて、夕飯の支度も出来ていた。 

 

 この夜は遅くまで話し合った。お互いに色々な事を報告し、質問した。やが

て、しゃべりくたびれて、時々話しが途絶えるようになって、 

 

「ところで、山が閉山になるチュウ話しは ほんとかいな？」 

和男が帰郷の目的の話題に持ち込んだ。 

「うん」健が勢い込んで返事をした。「そいけん（だから）ブラジルに行くと

サイ！」 

 姉は何とも言わなかった。母は健をたしなめる様な目で見た。 

（こんな重大な話しを そう軽々しく言うものではないよ！と、言った目付き

だった）そして母は姉が結婚しようとしている今村という青年の一家が、ブラ

ジルへの移民を すでに決めている事、ブラジルには鉱業所がすでに買ってい
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る土地が有って、一家族当たり約三千坪の土地が用意されていること、治安は

心配無用、等々。 

 さらに、渡航・移民の手配は 会社の組合で 100％責任を負って進行してく

れるから安心。等々と、言う話しをした。 

 

 和男は「う~ん、なるほどネ」と、目を閉じたまま相槌を打った。 

母は話しを続けた。 

「それに、健次にしても、採鉱冶金科だし 今の様な不況が続けば、何処の炭

鉱にも、働き口はなかろうし ね…。」 

 

「裏山では、何ていいよらすと？」和男は尋ねた。 

『裏山（＝家族内での通称・別の炭住区に住む親戚・母の妹一家）』 

裏山には和男一家の唯一の親戚が居た。終戦後満州から引き上げて来た妹一家

を母が会社に紹介し、以来叔父はずっと この炭鉱で坑夫として働いている。 

 

「裏山も行きなさるって」姉が応えた。 

「あそこは、子供ばっかい やろうが、そいけん おいどん（我々）が行くぎ

んと（行けば）、ちょうど よかとさい。」 

 たしかに裏山一家には、働き手はいない。中学生の女の子をかしらに、小学

五年の男の子と、三年と一年との女の子では、労働力としては、どうにもなら

ない。 

なるほど、健の言うように 和男一家が同行すれば願ってもない『働き手勢

力』がうまれる。 

 だけど、裏山がいくから、裏山の手が足りないから、『ウチも行く』という

ことは無い。 

 

「母さんは どう思ってんの（思っているの）？」と和男が尋ねると、 

和子はあまり要領の得ない返事をした。 

 つまり、どうしても日本で生活をして行けないのなら、仕方が無いだろう

が、なんとかして『このまま日本に居たい。』というのが母の考えのようだっ

た。 
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 健は「母さんは古い！ だからいけないんだ！」と、真っ向から母の煮え切

れない態度を攻撃した。 

 母は最後に『お墓もあるしね』と呟いた。 

和男はギクリとした。『そうだ！ 墓もある』・『父さんゴメン！忘れてた』 

 

 姉は『組合の人と、県庁の人とが昨日来て、色々と説明をして帰ったらし

い。今村家は男ばかりだから、閉山になったらドウにもならない。（一家中で

職を失う）』と、移民の方向で手続を始めている、と言った。 

そして、姉は、 

 自分も一緒に移民をするつもりだが、花嫁姿を母さんに見せてから日本を出

たいと、初めて自分の計画（移民の前に結婚式を挙げたい）を明かした。 

母は姉の計画をウスウス感じ取っている様子だった。 

 

 

 

  『僅か３年、されど３年』 

 

 和男は僅か３年、３年の留守の間に、一家の動向を決めるのが自分に移行し

ている事に気が付いた。 

 母が老いたのか、姉が嫁に行くからか、健次はオッチョコチョイで話しにな

らないのか、理由は様々あるだろう。だけど、今回の一夜の談合で、和男は松

田家の動向は自分の意向に沿って動く事をジワリと肌に感じていた。 

 

 翌朝和男は朝早く（夜明け前 部活の朝練のため）家を出て、佐賀市の学校

へ向うと言う健に『寄り道をしないで、帰って来いよ！』と、フトンの中から

命令をした。 

 

和男は朝食をすませると、裏山の炭住を尋ねた。 

 叔父は丁度坑内から上がって来て、（燗酒付きの）朝食の最中だった。 

「やあ、いつ来たと？」叔父は何時もと変わらず、朗らかだった。 

「きのう帰ってきた。御無沙汰しとります。」 

一通りの挨拶を終えると、和男は移民の話しを切り出した。 
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「う~ん、そうそう その話しで 今、山はもちきりたい。今日も三時から、

講習があると言うて来とった。」 

叔父はすでにポルトガル語の勉強を始めているらしく、食事の都中だと言うの

に、盃替わりの湯飲みを片手に、いろいろのガイドブックを持ち出してきて説

明をしてくれた。 

「山が閉山になれば、おどんがごつ子供ば よけいに（沢山）抱えとチャア、

やつうて（雇って）くれる所はナカけん（無いから）のう」 

「……。」 

「なあに、何処で暮らしたっちゃ~同じ事くさい。ウワハッハッハ~」 

叔父は生まれた時から、天蓋の孤児だったと、聞いていたが、何事にも動じな

い人柄だった。 

「炭鉱で土地は買うてあるって言うから、お金は要らんとじゃろうか？」 

和男が尋ねると、叔父の明快な答えが返って来た。 

 

「イヤイヤ！ 金は要るとよ、渡航費も出さんといかん。じゃっどん、そりゃ

あ心配なかとよ。退職金で間に合うけんネ。」と叔父は笑った。 

 

 和男は叔父の話しを聞いて納得した。 

『土地も、渡航費も、手続も料も、不要』と聞いた時から、『何で？ ドウし

て？』と言う疑問が『退職金で間に合うとよ！』という叔父の言葉を聞いて解

消した。 

 

 叔父が見せてくれたパンフレット（実用ポルトガル語）には 『おはようご

ざいます』『さようなら』『ごはんだよ』等々、すぐに必要だと思われる言葉

が紹介されていた。 

 和男はパンフレットをめくりながら（人の話しは聞く人の思いに沿って随分

と変化をしながら伝わって行くものだ）と驚きながら、感じいっていた。 

 

 裏山の炭住を出ると、和男は久々に アザミが丘を見下ろす懐かしの亀の岩

を訪ねて見ることにした。 
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『亀の岩』は山の中腹から山超えの山道に突き出している巨石だ。岩の下の道

から見上げると 

恐怖を覚える程の巨岩だ。当然ながら、山道からは登れない。この巨岩の上に

立つには、この山道をいったん『亀の岩』の上迄登り、岩の上の薮をくぐり抜

けて岩の上に出るしか道はナイ。 

 和男は昔辿った通り、山道を登り、岩の上に茂る薮に出た。薮は最近岩に登

る人はいないらしく、生い茂る薮には人が通った形跡はなかった。和男は子供

の頃アケビの蔓を辿ってブッシュの中に分け入った頃を想い出しながら、『負

けてナルモノカ！』とばかりに頑張り、遂に『亀の岩』に出た。 

 

 その昔、和男はこの岩の上で英語の勉強（単語の暗記）をした。 

この岩の中程には洗面器ほどの凹みが在った。凹みには雨が降れば水が溜ま

り、晴天が続けば、カラカラに干上がっていた。 

 或る日、この凹みに『おたまじゃくし』が泳いでいたことがあった。（誰か

が池か川から持って来た？）このとき和男は(tadple)＝（おたまじゃくし）と

いう単語をおぼえたことがあったが、この単語のスペルは今でもシッカリと覚

えている。 

 和男が凹みの横に腰を下ろしてアザミが丘を見降ろして見ると、眼下には豆

粒の様にみえる人々が忙しそうにマーケットの周りや、イベント館のまわりに

集散いていた。展開している建物の型を見ていると、数々の記憶やエピソード

が蘇って来る。『やっぱり、多久の山々はいい！』と思った。 

 

 さらに母のことを考えると、和男の心の中に、この地で夫を失ったものの、

苦難に耐えて この山で仲間の人々に助けられながら、三人の子供達を育てあ

げた母が『出来ることなら、この山に残りたい』と言う気持ちがしみじみと伝

わってきた。 

 

 半年後、姉の圭子は望み通り、今村氏と結婚し、裏山の叔父一家は神戸の港

から集団で出港し、それぞれ南米への移民をはたした。何時の日か姉や叔父達

も目を閉じれば、眼下に展開する市場を含めて、多久の山々は「故郷の山々」

として目に浮かぶ事だろう。 

                              （おわり） 
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※ そして六十年、山は閉山し、ゴルフ場に変身していると聞きました。 

多久の山々は時の流れに身を任せ、美しく変身しているらしいです。 

 我々も又 私欲をすて、命尽きるまで、時の流れに身をまかせて、 

健康に留意しながら すごしたいものです。 

 コロナが収束したら、ドンドコショ！ 脇目もふらずに旅をして、   

誰もがオドロク 冥土のみやげを 探して廻りたいものですね。             

                             （孝）  


