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 本州内陸部の山奥にある人口 3000 人ほどの瀧脇村。その村役場からさらに山奥に車を走

らせること 20 分。百原（ももはら）という、小さな集落がありました。 

 百原はそれ自体が昔は独立した村だったのですが、300 年も前に隣どうしだった瀧脇村と

合併しました。 

 しかし、ここ 30 年は瀧脇村の人口は減り続け、子どもも減り続け、お年寄りばかりにな

ってしまいました。百原にあった瀧脇村立小中学校の分校もとうに廃校になっています。

しばらくの間はスクールバスが百原の子供たちを村の小中学校に送迎していましたが、そ

の子供さえももういなくなりました。 

 そんな百原が今回のお話の舞台です。 

 百原の人口は減りに減って、今ではもう 200 人ほど。もちろんお年寄りが多いですし、

40 を過ぎたお嫁さんでさえ「若い女性」として重宝がられています。集落の産業は農業と

林業ばかり。一軒だけ残っていた茅葺き屋敷を集落で手入れして、宿泊施設や催し物の会

場、産物の直売所にしているのですが、何せ山奥ですのでお客はたまにしか訪れません。

直売所の店番は当番でやっていますが、いつもあくびばかりしています。 

 そんな、田舎の小さな村の、さらに奥にある集落が百原です。 

 

 さて、そんな若い人がいないと言った百原ですが、例外がありました。実は若い女の子

が二人住んでいたのです。一人は千里（ちさと）といい、もう一人はマリといいました。 

 この二人がこの物語の主人公です。 

 二人とも 24 歳で、よく似ている共通点があります。同じような背格好で、二人とも肩く

らいまである髪の毛を一つに束ねていて、そして二人とも農業で働いています。 

 

 千里は 35 歳まで都会で育ったのですが、中学卒業と同時に両親の都合でこの百原に移住

してきて、それから 3 年間、百原からバスで通える高校に 3 年間通っていました。 

 千里の両親は絵描きをしています。千里が高校に通っていた 3 年間は、百原の自然を風

景画に描いたり、その風景画を各地での展覧会に出展しながらの生活をしていたのですが、

千里が高校を卒業するのを機にまた移住することに決めました。百原の素朴な農村風景だ

けではもの足りなくなったのかもしれません。両親は「きっと千里も一緒に行くもの」と

思っていたのですが、千里の考えはそうではありませんでした。百原の四季や自然が気に

入っていた千里は、新たな場所に移り住むことよりもこの場所に留まることを希望しまし

た。 

 百原に留まるとしても、仕事がありません。どうしようかと思っていると、ちょうど良

い話が舞い込んできました。近所の高齢の農家さんが千里に仕事を手伝ってほしいという

ことでした。「町の会社で働くような給料は出せないけれども」と農家さんは申し訳なさそ



うでしたが、千里はそんなことは全く気にしませんでした。百原にいる限り、お金はそれ

ほど必要ありません。住居は両親が借りていた小さな古い平屋を引き続き 3 万円の家賃で

借りられましたし、農家の仕事ならば余りものの野菜だってもらえるはずです。それに、

貴重な若者であった千里は百原の集落でも可愛がられ、川魚や山菜やキノコの差し入れを

よく貰っていました。猟師さんが時々はお肉も差し入れてくれます。食べ物にはあまり困

らなさそうでした。現に、両親が去ってからも百原に残ることを決めた千里は、地元の人

からはそれまで以上に可愛がられるようになったのです。 

 千里は高校を卒業するとすぐに農家で働き始めました。最初はほとんど何も分からず、

言われるがままに手伝うだけでしたが、賢かった千里はすぐに要領を覚えていきました。

いつに、何を植えるか。選定は。肥料は。収穫は。出荷は。農家の老夫婦も千里を可愛が

って、たくさんのことを教えました。 

 農家で働き始め、2 年が経ち、千里が 20 歳になったときのことです。80 歳を超えていた

老夫婦はついに引退を考えるようになり、千里に「この農場を継いでくれないか」と、持

ちかけました。先祖代々続く畑を荒らすのは悲しく、千里ならばと、望みを託しての申し

出でした。 

 千里は不安もありましたが、この申し出を受けることにしました。老夫婦と一緒に額に

汗して働いたこの農場に愛着もありましたし、断ったところで、結局自分も仕事がなくな

って困ることになるからです。ならばと、農場を継ぐことを決心しました。 

 千里が農場を継いでからしばらく、老夫婦は孫を見つめるような目で千里の農作業を見

守り、時には手伝い、時にはアドバイスもしました。やがて「千里ひとりでも大丈夫」と

安心すると、瀧脇村役場で働いている息子夫婦のところへ引っ越していきました。 

 そんなわけで千里は、わずか 20 歳で独立をした、自営業の農家になったのです。 

 もちろん女の子一人の農家ですから、農地も小さいですし、経営も零細です。千里はそ

こで季節の野菜を、あまり化学肥料や農薬に頼らずに作っていました。作るのはトマト・

キュウリ・ナス・ピーマンなどの夏野菜と、白菜・大根・ネギなどの冬野菜、そして地元

の名物である麦茶用に大麦も栽培していました。ジャガイモ・サトイモ・サツマイモなど

も連作障害を防ぐために、栽培していました。農家として成功するためにはもっと儲かる

作物に集中した方が良いのですが、千里はそうしようとは思いませんでした。季節に合わ

せていろんな作物を栽培する方が、変化があって好きでした。そして、余った作物を自分

で食べるためにも、いろんな作物を栽培した方が好都合でした。 

 収穫した作物のほとんどはクミアイに買い取ってもらいます。そして、買い取ってもら

えない残り（形や大きさが不揃いなもの）は百原の茅葺きの直売所に置いてもらって売っ

ています。 

 そんな零細なのが千里の農場でした。売り上げから、種代、肥料代、農薬代、道具代、

税金などを差し引くと、手元には 30 万円くらいしか残りません。それでも千里は困りませ

んでした。30 万円から 3 万円の家賃を払い、税金や保険料を払い、時々は瀧脇村の小さな



商店に食料を買いに行き、あとは電気代水道代ガス代ガソリン代。贅沢をしない千里にと

っては、それらは大した出費ではありません。節約しようと心掛けなくても、毎月 2 万円

くらいは貯金が増えていきました。この貯金は老夫婦から受け継いだ軽トラックの維持費

や、不意の出費に備えて大切にとっておきました。学生時代の友達から、突然結婚式の招

待状が来るかもしれません。どこかでお葬式があるかもしれません。そういう時のための

お金にすることにしました。 

 しかし、先ほど言ったように、千里はもともと贅沢をするような人間ではありませんで

した。何より、自然が好きでした。朝日が昇るときのキラキラと差し込む光、真っ青な秋

晴れ、燃えるような夕焼け、満天の星空、カエルの声に夏虫の声、どれも大好きでした。

毎日、日の出から夕暮れ時まで働き、夜はラジオを聴きながら夕食を食べて、そして散歩

に出かけたり、縁側で涼んだり、読書をするのが好きでした。雨の日は働こうと思えば働

けるのですが、曜日に関係なく働いているので、大体は休日にしてしまって、読書をして

いました。読書は時々新刊を買うけれども、大体は村の図書館から借りたり、中古本を買

っていました。本はジャンルを問わず、いろいろと読みました。どちらかというと、古い

本の方が好きでした。読書はまことにお金のかからない趣味でした。 

 また、両親から受け継いだらしく、千里にも絵の才能がありました。売ったり、誰かに

見せたりするわけでもなく、千里は好きな景色を見るとよくスケッチをしました。なにか、

すぐに変化してしまう自然の一瞬の表情を、何とか表現して残しておきたかったからです。 

 このようにして、千里は満ち足りた生活を送っている若い女性農家となりました。特に

不満はありませんでした。一つあるとすれば、自分はこのままここで年老いて、おばあち

ゃんになっていくのかなと。そう思うことは時々ありました。でも、それさえも千里にと

ってはそれほど大きな問題ではありません。だって、この地球にいる生き物のすべてが、

いつかは年老いて死んでいくわけですから。自分もその流れに従うだけです。ただ、いつ

かは私にも素敵な男性が現れないかな。なんて、想像することはありました。たいていは、

恋愛をテーマにした小説を読んだ後のことです。 

 

 その千里の同い年の親友がマリでした。 

 マリは百原の中では千里よりずっと長く、生まれた時から住んでいる、農家の娘です。

百原からスクールバスで瀧脇村の学校に通っていた最後の子供がマリでした。 

 マリと千里は高校 3 年生の時に同じ高校の同級生として出会いました。マリの高校入学

式の帰り道、乗り慣れないバスに長時間揺られて百原に帰っていく途中。滝脇村を通り過

ぎて、バスに乗っている乗客は次々と降りてしまって。マリは、終点の百原に着く頃には

乗客が自分一人だけになっていることも、なんとなく知っていました。百原の人たちがど

こかに出かけるときはたいていは自動車ですから、バスなんて、高校生くらいしか使いま

せん。そして、百原に住んでいる高校生はマリ一人だけになってしまったのです。マリの

学年にも、マリの上の学年にも子供はいたのですが、マリ以外はみんな都会の成績の良い



高校に下宿しながら通うことになりました。みんな百原のような田舎から抜け出すために、

勉強に必死でした。良い高校、良い大学に行って、大きな会社に就職するのが、百原を出

て成功するための唯一の道でした。マリだけは「自分は両親の農家を継ぐのだろうな」と

いう意識があったものですから、成績の良い高校は目指さずに、百原からでもぎりぎり通

学できる距離の高校に進学したのです。 

 「あーあ。これから 3 年間、一人ぼっちでこの山道をバスに揺られるのか」と思ってい

るマリの目に、一人の女の子が飛び込んできました。マリの座っていた座席より斜め前方。

制服を着た女の子。あれ？あの子、降りる場所を間違えちゃったのかな。高校生活が始ま

ったその日ですから、間違える人がいても不思議ではありません。マリは恐る恐る近寄っ

て話しかけました。髪を簡単に束ねた、飾り気のない髪型。色白な顔。すらりと伸びた細

い指。どこか都会的な、冷めたような目線。マリはドキリとしました。こんな女の子は百

原ではもちろん、村の中学校でも見たことがありません。なんてきれいな手をしているの

だろう。その女の子が千里でした。 

 百原に着くまでの間、二人は話をしました。そこでマリは、千里がバスを降り間違えて

しまったわけではないこと、この春から百原に引っ越してきたことを知りました。 

 二人はすぐに仲良くなりました。 

 だって、マリは一人ぼっちで退屈な通学時間を覚悟していたわけですし、千里は都会か

ら引っ越してきた慣れない田舎で、緊張と不安ばかりでしたから。二人とも話がよく合い

ました。二人とも自然が好きでした。二人とも背格好がよく似て、姉妹のようでした。た

だし、マリはよく日に焼けて、農作業の手伝いで鍛えた引き締まった身体をしていたのに

対して、千里は色白で、か細い身体で、そして常にどこか都会的でした。いや、千里の雰

囲気は都会で育ったことだけが理由ではない。芸術家の両親の影響もあるのだと、マリは

後日になってから知りました。 

 そんなわけで、千里とマリは出会ったその日から親友になりました。高校 3 年間は毎日

一緒に登下校しました。千里は美術部に入り、マリは中学校時にやっていたバレーボール

部に入ろうかとも思いましたが、趣味であったアコースティックギターを本格的にやって

みたくて、器楽部（ギターやマンドリンなどの弦楽器で音楽を演奏するクラブ）に入りま

した。別々の部活動に入っても、クラスが離れ離れになっても、二人の友情には何ら変わ

りはありませんでした。 

 高校を卒業しても千里が百原に残ると知ったとき、マリはとても驚き、そして喜びまし

た。こんな田舎に、若い人が私一人だけだったら耐え難いくらい退屈かもしれない。いく

ら百原が好きでも、お年寄りばかりの集落で齢ばかり取っていくのはとても不安でした。

でも千里がいれば。同じ齢で、同じ環境で暮らして、千里とだったらなんでも話せる。千

里がいてくれるだけで安心できました。 

 そして、千里が百原に残って、農家で働き、さらには農家を一人で受け継いだことに対

して、マリ以上に驚いたのはマリの両親でした。先祖代々の土地を引き継いだマリの父親



と、お見合いでそこに嫁いできたマリの母親。父親は成り行きで農家になったことに対し

て、いつも後悔していました。他に何かやりたい仕事があったわけではありませんが、そ

れでも農家以外の人生があったのではないかと、いつも考えていました。マリの母親も農

家に嫁いだことに後悔していました。最初は土地も広くて、都会のようにゴミゴミしてい

なくて、体を動かす仕事も好きだったのですが、まさか百原がここまでお年寄りばかりに

なってしまうとは思いもしませんでした。都会育ちの母親は、都会のことを懐かしく思い

出すことが多くなりました。 

 マリの両親は、マリには農家を継がずに、都会へ出てほしいと思っていました。でも、

頼まなくても農作業を手伝ってくれるマリの姿を見ていると、なんとなく両親の考えを伝

えられずにいました。マリはマリで、自分も親と同じように先祖からの土地を引き継いで

農家をするのが当然で、両親もそう望んでいると思っていました。 

 だから、マリが高校卒業後に農家として両親と一緒に働き始めたのは、行き違いのよう

なものなのです。それでも千里が農家として働き始めてからは迷いも疑問も消えてしまい

ました。大好きな千里の近くで、同じ仕事ができる事にマリは満足していました。 

 それから 2 年が経ち、千里が老夫婦から農場を受け継いで独立した後、マリの両親はマ

リに思い切った話をしました。「農場はマリに任せて、自分たちは都会に出たい」と。驚く

マリに父親は、ずっと農家を辞めたかったこと、農家から転職できる年齢をとうに超えて

しまったのを常に後悔していること、親戚の和菓子工場で人手不足があって誘われている

こと、千里が一人で農場を経営しているのを見て考えが変わったこと、を説明しました。

母親も、都会を懐かしむ思いを打ち明けました。和菓子工場の定年退職までの期限付きで

いい。もし経営がうまくいかなかったり、嫌になったりしてマリが農場を放棄してもいい。

両親は言葉を尽くして、マリに頼みました。 

 マリは驚き、悩みました。3 人でも大変な農場の仕事。一人ならば規模も小さくしなけれ

ばならない。それに、私は千里みたいに強くも賢くもない。マリの中の弱虫がどんどんと

大きくなっていきました。 

 そんなマリに農場を継ぐ決断をさせたのは、やはり千里です。マリは千里には相談しま

せんでした。千里の立場を考えると、自分に対してどんな言葉もかけられないのはわかっ

ていましたし、両親のわがままに千里を巻き込みたくなかったからです。でも、独立した

ばかりの千里に会ったときに迷いは消えました。千里は活き活きとしていました。もう、

出会った頃のようなか細さはなく、マリと同じように日焼けをして、しっかりした体つき

をしていました。目は輝き、ワクワクしているようでした。独特の洗練された雰囲気は昔

のままです。素朴だけれども、野暮ったさは無く、健康的で、活力があって、その変化は

千里のことをよく知る同性のマリであってもドキドキしてしまうくらいでした。 

 

 このようにして、過疎化と高齢化の深刻な百原に、若干 20 歳という若い女の子の独立農

家が 2 人も生まれたのです。 



 もちろん、マリと千里との交流はそれからも続きました。日の出から夕暮れまで働き、

時々、どちらからともなくお互いの農場に立ち寄って、夕暮れのひと時をお茶を飲みなが

ら過ごすことがありました。真夏の昼間は暑すぎるので、朝は早めに働きだして、昼間の

時間は一緒に川に行って水浴びをしたり、お昼寝をしたりして過ごすこともありました。

二人の農場は車で 5 分くらいの距離にありましたので、ひょいと立ち寄るにはちょうど良

い距離でした。 

 農作業を休む雨の日に一緒に過ごすこともありました。マリは高校時代から千里に読書

の面白さを教えてもらって、すっかり読書家になっていました。なので、一緒に村の図書

館に行くこともありました。最近ではマリの方から千里の知らない本を紹介してあげるこ

ともあります。 

 雨の休日にはこんな過ごし方をすることもありました。どちらかの家に遊びに行って、

そして、マリは譜面を見ながらギターを弾き、千里は絵を描くのです。そうやって何時間

も過ごすことがありました。他人が見るとバラバラなことをやっていて、不思議な時間の

過ごし方に見えます。でも、千里はマリのギターの音を聴きながら絵を描くと自分の世界

に没頭できましたし、マリは千里の絵ができていくのを横目で見ながら、自分の弾きたい

曲を練習するのが大好きでした。お互いに、相手のいる気配を感じながら過ごすのが一番

安心しました。 

 年に数回、雨でもない日に二人で一緒に休日をとって、遊びに出かけることもありまし

た。近所の山、滝、見晴らしの良い高原にピクニックに出かけました。春には山菜やタケ

ノコを採り、秋にはキノコを採りました。これらは遊びでもあり、季節の味覚を探す楽し

みでもありましたが、直売所で売る商品にもなり、ささやかな収入になりました。 

 二人にとって百原の自然は変化に満ちたものでした。同じ表情は二度と見せません。い

つもいつも、かすかな違いがありました。そして春夏秋冬の季節の移ろい。刺激的なもの

ではありませんが、その四季の織りなす変化やにおいが好きでした。 

 独立後の二人の農業も似ていました。二人とも広い農場を受け継ぎましたが、自分に管

理できる規模に縮小して、残りを休耕地とし、農地が荒れないように季節のサイクルで使

う農地を変えていきました。 

 

 マリと千里はすぐ近くで農場を経営していましたが、かといってベタベタと付き合って

いたわけではありません。高校時代までは姉妹のように常に一緒にいるのが当たり前でし

たが、大人になるにつれて少しずつ距離感が出てきました。 

 それは二人がお互いを独立した個人として尊重していたからです。そして、お互いにか

けがえのない親友だったので、しばらく会わなくても、何の不安もありませんでした。 

「このまま私たち、2 人きりのままでおばあちゃんになっちゃうかもね」 

 ある日、マリが冗談めかして言いました。千里はそれを聞いて笑っていましたが、何も

答えませんでした。それは千里もよく考えていたことでした。マリに彼氏ができたらどう



しよう。私とマリの関係に、知らない男の人が入ってくるの？私に彼氏ができたら。マリ

にどう説明しよう。ああ、でも、そんな心配しててもな。この百原で今の生活をしている

限りは、それはいらぬ心配でした。 

 いつかは、何かが変わるかもしれない。いつか、何かを変えなければならないかもしれ

ない。彼氏ができて、結婚して、子どもを産んで。いつかはそういうことがあるかもしれ

ない。でもそれは、まだ今ではない気がする。時が来るまでは、じたばたしても仕方ない。

種まきをする時期を間違えると作物は育たない。そのことをよく知っている二人は、結婚

や人生に対しても、そんな風に考えていました。何せまだまだ、20 歳を超えたばかりです。 

 

 そんな風にして、4 年の歳月が過ぎました。 

 2 人とも、ベテランには今一歩ですが、それでも安定した農家になっていました。季節の

サイクルに合わせて種をまき、苗を育て、移植し、選定し、収穫し、という仕事の流れは

最初の頃よりずいぶんと上手になりました。時には、天候不順などでダメになってしまう

作物もありましたが、二人ともいろんな作物を栽培していましたから、他の作物で収入を

補っていくことができました。 

 百原にも 4 年間で大きな変化はありませんでした。2 人と同様に、集落の人がみんな 4

歳ずつ齢をとりました。3 人のお年寄りが亡くなり、2 人が農家を引退しました。もう、昔

のように村おこしをがんばろうという人はいなく、集落の人たちはみんな覚悟を決めてい

るようにも見えました。いつか百原はだれも住まない土地になるかもしれません。 

 

 2 人が 24 歳になる年の、6 月のある日。農場でトマトの脇芽摘みをしている千里のとこ

ろを一人の男性が訪ねました。齢は千里より少し年上でしょうか。暑い日だというのに、

スーツの上下を着ていました。色白で、髪の毛は分け目を作って整えられていました。 

「こんにちは。お仕事中に申し訳ありません。今、お時間よろしいでしょうか」 

と、男は千里に話しかけました。 

千里は作業の手を止めて、時計を見ました。 

「ええ。いいですよ。ちょうど 30 時の休憩時間になりましたから」 

男と千里は農場脇のベンチに腰を掛けました。 

「お忙しいところすみません。あと、今日は暑いのでこれをどうぞ」 

と言って、男はよく冷えた缶コーヒーを差し出しました。 

「ごめんなさい。せっかくなのですが、私、甘いものは飲まないんです。お茶なら自分の

がありますので結構ですよ」 

と、千里は自分の水筒から麦茶を飲みました。 

「で、今日はどんな御用件です？」 

何かの営業かなと、千里は考えていました。農家にはいろんな業者さんが営業に来ます。

新しい作物、新しい肥料、新しい農機具。いろんな営業が来て、最初の頃は人恋しさと物



珍しさがあって付き合っていたのですが、だんだんと手を止めて相手をするのが面倒にな

っていました。かといって邪険にもできないのが千里の性格です。 

「申し遅れました。わたくしこういう者です」 

そう言って男は名刺を差し出しました。「全国開発公社 高槻 昇」と名刺に書いてありま

した。 

「えーと。何の会社ですか」 

「私どもの会社は、日本全国によりよい生活を届けることを仕事としています」 

「よりよい生活？」 

千里は訝しげに聞き返しました。 

「よりよい生活です。みなさんが安心で安全で豊かになる生活です。今、世界にはさまざ

まな商品やサービスがあります。が、残念ながらそれらはすべての地域にいきわたってい

ません。たとえばこの集落に自動販売機はありますか？」 

千里は「いいえ」と首を振りました。 

「まさしくそういうことです。都会の人たちは自動販売機どころか、町中にコンビニがあ

ります。いつでもどこでも、よく冷えた、たくさんの種類の飲み物を買えます。弁当だっ

て雑誌だって揃っています。では、田舎はどうでしょうか。自動販売機すらない、驚くべ

き田舎が地方にはまだまだあります。これは地方への差別です。差別をなくし、平等を実

現するために、田舎にはもっともっと便利なものを導入しなければなりません。それこそ

が日本全国を豊かで幸せにするために必要なことです」 

 豊かで、幸せ？千里は百原に自動販売機がないことが不幸だと思ったことなんて一度も

ありません。千里は甘い飲み物は好まなかったですし、お茶もコーヒーも淹れたてが一番

美味しいと知っていましたから。 

「今の自動販売機の話はほんの一例です。我々は都会のような便利さを、日本全国に普及

させることを使命としています。でも、いきなりなんて無理です。たとえばこの場所に自

動販売機やコンビニが突然できても、住んでいる人が少なすぎてすぐに潰れてしまうでし

ょう。まずはできる範囲で。徐々にでもいいので、田舎に便利さ豊かさをもたらしていき

ます」 

と、男は続けました。千里はますます訳が分からなくなりました。 

「で、具体的には何をなさるのですか？」 

「これをあなたに差し上げます」 

と言って、男は千里に手渡しました。手のひらくらいの大きさで、平べったくて、ピカピ

カしている、四角いものです。 

「これはポケット型端末。世間ではポケタンと呼ばれています」 

千里もその存在は知っています。でも、触るのは初めてでした。 

「これって、何をするものですか？」 

と、尋ねる千里に、男は少し馬鹿にしたように笑って答えました。 



「何をするって。はは。何でもできますよ。インターネットもできますし、写真も動画も

撮れますし、ゲームも読書もできます。あらゆる情報にアクセスできます。あらゆる人と

繋がれます。ナビにもなるから道に迷わないし、メモ帳にも、家計簿にもなります。電話

機能も付いています」 

「そういう物ならば私には要りません。インターネットはしませんし、写真は古いけれど

もカメラを持っています。地図を見ながらならたいていの場所に行けますし、メモ帳も家

計簿も電話も持っています。情報は新聞とラジオで間に合っています。あらゆる人と繋が

りたいなんて思いません」 

 男は、面食らって、そして顔をしかめました。何か、気の毒な病人を見るような目で、

千里のことを見ました。 

「電話って。あなたの持っているのは、線で繋がった黒電話でしょう」 

なんで、この人はそんなことを知っているのだろう？と、千里は不思議に思いました。 

「毎日毎日、この農場で一人で働いていて、寂しくないですか？ポケタンがあれば、寂し

時にいつでも人と連絡が取れます。そしてあなた自身のこともブログなどでいくらでも発

信できます」 

 千里は少し考えました。男の言っていることが理解できません。こちらの言っているこ

とも伝わっている気がしません。千里は理屈であれこれと議論をすることを好みませんで

した。理屈で考える事よりも、感じることの方がずっとシンプルで素晴らしいと思ってい

ました。 

 30 時の休憩時間はもうとっくに終わっています。そろそろ作業に戻らないと、今日やる

べき仕事が間に合わないかもしれません。トマトの脇芽は今日の暑さと日光で、こうして

いる間にもぐんぐんと伸びていきます。何とか早く話を切り上げて、帰ってもらえないも

のでしょうか。 

「ごめんなさい。あなたがいろいろと説明してくれるものは、私には不必要なものです。

私は今の生活で十分に満ち足りています。私は幸せです。ポケタンも自動販売機もコンビ

ニも欲しくありません。ごめんなさい。仕事に戻りたいので失礼します」 

と言うと、千里はポケタンを男の手の平に返し、立ち上がり、男に向かってお辞儀をしま

した。 

 お辞儀をしてからもう一言、男に向かって何かを言おうとして、千里は思いとどまりま

した。言わなくていい。言わない方がいい。そういう気がしたからです。 

「あなたが今のままでいいというのは、本当の便利さを知らないからですよ。あなたのよ

うな、便利さを知らない、不便に慣れてしまっている人こそ、我々が助けるべき人です。

どうか話を聞いてください。今日はあなたが欲しがるものを他にもたくさん持ってきてい

るのですから・・・」 

 男がそう言いながら追いすがってくるのを尻目に、千里は農場へと歩みを進めました。

男のしつこさと強引さに千里も少しムッとしていましたから、「これ以上追いかけてこない



で！」という雰囲気を背中一面で表しながら。 

 男はそれ以上、千里を追いかけませんでした。 

「私の幸せは便利さとは関係ない。私の幸せは、あなたが決めるものじゃない」 

 千里は、さっき男に言おうとしてやめた言葉を心の中で反芻しながら仕事に戻りました。

トマトの脇芽はぐんぐんと伸びています。脇芽を摘むときにトマトの茎から滲む汁は、ト

マトの実と同じ匂いがします。トマトはまだ一つも赤くなっていませんが、千里はその匂

いを嗅ぐだけでこれからの収穫に期待し、楽しみになれました。脇芽摘みは力仕事ではな

い、単純で没頭できる仕事。脇芽摘みを夢中になって続けていくうちに、千里は男が来た

ことなんてどうでもよくなり、やがて忘れてゆきました。 

 

 それから数日後の夕方のことです。その男、高槻昇はマリの家を訪ねました。そろそろ

梅雨らしく、その日は雨は朝から降りっぱなしで、男は黒いコウモリ傘をさしてマリの家

の玄関を叩きました。 

 マリが玄関に出ると、見慣れない男が立っています。はて、誰だろう。何かの営業の人

かな。瀧脇村あたりではソーラー発電の業者が押し売りに来るという噂を聞いたことがあ

ります。 

「こんにちは。農家さんなんで雨の休日の方が手が空いているかなと思ってきてしまいま

したが、今は大丈夫でしょうか？」 

 男は笑顔で、にこやかに尋ねます。整った色白の顔。高い身長。ピシッと着こなしたダ

ークスーツ。マリの心臓が少しトクトクいいました。百原にずっといるマリは同年代の男

性には滅多に会いません。瀧脇村に出ても、会いません。ましてやスーツを着ている男性

とこんな近くで会うなんて、どれくらいぶりでしょう。瀧脇村役場の人も、ときどき見か

ける土木作業をしている男性もみんな作業着でした。 

「わたくし、こういう者です」 

 男は名刺をマリに差し出しました。 

「全国開発公社？何をする会社ですか？」 

「日本全国をもっと幸せで豊かにするのが我が社の使命です。瀧脇村もこの百原も、都会

と比べたらとても不便な場所です。皆さん、不便な中で我慢して暮らして、何とも気の毒

なことです。さらに言えば、不便ゆえに住む人が減って、いつしか誰も住まなくなる恐れ

があります。我が社はそんな不便な田舎を支援して、皆さんに便利な暮らしを届けたいと

思っています」 

 マリは男の瞳を見つめながら聞きました。不便？まあ、確かに不便よね。と、マリにと

っては頷ける部分もありました。 

「あなたのご両親は百原の不便さ退屈さが嫌になって、都会へと出て行かれましたね。こ

れがあちこちの田舎で起きている現実です。人々は便利さと刺激を求めて都会へと出てし

まうのです。田舎には田舎の良さがあるのに、これは悲しいことです。しかし、解決する



方法はあります。田舎をもっと便利で刺激的な場所にすればよいのです。我々はそれを手

助けできます」 

 突然に両親の話を出されて、マリは驚きました。なんでこの人は私の両親のことを知っ

ているのだろう。まあでも、この辺じゃ有名な話かもな。と、マリは考えました。 

 男の言うように両親が百原が嫌になって都会に出たというのは、そうかもしれません。

そう考えると、なんだか自分が見捨てられたような悲しい気持ちになりました。農場はや

りがいがありましたし、千里も近くにいましたから今までは深く考えてこなかったですが、

百原というのはそんな見捨てられた場所かもしれません。 

「で、私にどのような御用ですか？」 

マリは男の言っていた言葉を頭の中で整理しながら聞き返しました。 

「私はあなたに便利を届けるために来ました。こんな田舎に若い女性の農家さんがいると

聞いてびっくりしました。さぞ苦労されたことでしょう。我々の目標は日本中に便利を届

けることですが、まさか日本全国をいきなりというわけにはいきません。徐々にしかでき

ません。なので、わが社はまず、あなたを選びました。まずはあなたを支援します。そし

て、あなたが便利で幸せになれたら、次の他の人を支援します。そうやって地道に地道に、

便利の輪を広げていきたいのです」 

 今度はマリは男の言っていることを大体理解できました。なるほどな。確かに百原もも

う少し便利になれば住む人が増えるかもしれない。私の両親も戻ってくるかもしれない。

そう思うと男のいうことも正しい気がしました。それに、若い女性として特別扱いされる

ことも、悪い気はしません。 

「それでまず、あなたにこれを差し上げます」 

男はマリに、例の四角いピカピカしたものを渡しました。 

「これは・・・。ポケタンですね・・・」 

 ポケタンをマリは以前に欲しいと思ったことがあります。なんとなく。今ではこういう

のを持っているのが当たり前みたいだから。でも、千里との会話にはそんなものが出てき

たことは一度もないですし、千里を差し置いて自分だけ持つのも変だったので、それっき

りになっていたのです。千里が買うんだったら、私も買おうかな・・・。でも、千里が買

うわけないな・・・。 

「そうです。ポケタンです。使い方はご存知ですか？」 

「いえ。人が使っているのを見たことはありますが、触ったことはないです」 

「このポケタンというものは、なんにでも使えます。本当にびっくりするくらい万能です。

たくさんの機能がありますが、いきなり全部を使いこなすのは不可能なので、徐々に慣れ

ていきましょう。今日は、一つのアプリを入れておきました。漫画のアプリです。そして、

この漫画、ご存知ですよね？」 

 男がそういいながらポケタンを操作して、出てきた漫画の表紙にマリは見覚えがありま

した。昔、中学生の頃に夢中になって読んでいた恋愛漫画です。主人公の女の子の前に突



然現れた素敵な男性、すれ違ってばかりで、なかなか縮まらない二人の距離。中学生の頃

はその漫画雑誌の新刊が出るのを楽しみに待っていたものです。でも、マリがその漫画を

連載の最後まで読み続けることはありませんでした。なぜだろう？あの話の結末はどうな

るんだろう？マリは 30 年近く前の記憶をたどりました。ああ。そうだ。思い出した。千里

が引っ越してきたんだ。千里が引っ越してきて、読書の面白さを教えてくれたんだ。だか

ら、それからは漫画雑誌を村の本屋さんまで買いに行くのが面倒になって、千里が貸して

くれた小説ばかりを読んでいました。いつしかマリはその連載から取り残され、そして忘

れていったのです。その漫画が目の前の小さな画面に映っていました。 

「せっかく今日はあなたがポケタンに初めて触れる記念すべき日なので、あなたが喜ぶよ

うに、懐かしい漫画を入れておきましたよ。ねえ。マリさん」 

 マリの目の前に懐かしい作画が広がっていました。私はどこまで読んだのだろう。画面

には「全 32 巻」と書いてある。私はたぶん 5 巻くらいまでの連載しか読んでいないのだろ

う。 

「先ほど申しましたように、ポケタンの機能は数限りありません。でもいきなりではマリ

さんもびっくりしてしまうでしょうから、まずはこの漫画から始めてみましょう。漫画を

読み終わったら、再び、他の機能を説明しに参ります」 

 そう言うと、男はマリに向かってお辞儀をして、玄関をあとにしました。マリは男の顔

と、ポケタンと、小さな画面に映っている漫画を交互に見て、お礼の言葉をいうのも忘れ

て、座ったままで見送りました。高槻さんか・・・。あの人。あの漫画に出てくる男の人

に少し似ているかも・・・。とか思いながら。 

 

 男が帰った頃にはすっかり夕暮れ時となっていました。夕食の準備をする時間です。 

 この日は雨でずっと家にいたので、マリは溜まっていた家事をして、後は読書をして過

ごしていました。あまり疲れていませんし、あまりお腹も減っていません。なので夕食は

簡単に済ませることにしました。ご飯に、頂き物のイワナの甘露煮に、一昨日作っておい

た若竹煮。それに、間引きでたくさん出た人参の葉っぱを軽く茹でてポン酢をかけ、お浸

しにしました。 

 ラジオを聴きながらゆっくり夕食を食べ、片付けが終わって、マリは庭を見渡せる縁側

の座椅子に腰を下ろしました。マリがいつも読書をする定位置です。雨脚はずいぶんと弱

まってきました。明日は農作業ができそうです。この時期らしく、庭や周囲の田んぼから

はカエルの大合唱が聞こえます。 

 マリは午後に読んでいた小説の続きを読もうと手を伸ばしました。その時、あのことを

思い出しました。ポケタンです。漫画かあ。せっかく貰ったんだし、読んでみようかな。

漫画を読むこと自体、すごく久々です。なんだかワクワクしました。 

 一瞬、マリの頭に千里のことが浮かびました。何も悪いことはしていないのだけれども、

何か千里に申し訳ないような気がします。なぜだろう。なにか、こそこそしてしまうよう



な。このポケタンのことも漫画のことも、千里には言わない気がします。なぜ言わないの

だろう。なぜ言いたくないのだろう。でも、ポケタン、触ってみたい。あの漫画を読んで

みたい。懐かしい気持ちで。少しだけならば大丈夫。あの頃の、中学生の頃を懐かしむだ

け。あの物語の結末が知りたいだけ。ただ、それだけ・・・。 

 マリはポケタンを手に取りました。そして漫画のアプリを起動して、読み始めました。 

 マリは漫画の世界に夢中になりました。中学生の時に夢中になった物語が目の前に甦り

ます。漫画がこんなに面白いものだったなんて。ずっと忘れていました。ページを次々と

めくり、マリは漫画の世界に入っていきました。 

 その夜。マリが布団に入ったの夜中を過ぎた午前 2 時過ぎでした。漫画は一気に最後ま

で読んでしまいました。布団に入ってからも、頭がグルグルしました。一気に読んだ、手

に汗握るストーリーが頭の中をぐるぐる回っていました。そして、見慣れない画面をずっ

と見ていたせいか、目を閉じてからも目の前がチカチカしました。 

 いけない。明日は仕事なのに。マリはそう思いながら、小さな布団の中で寝返りを何度

も打ちながら過ごしました。 

 翌朝、マリは農家になってから初めて大寝坊しました。目覚めたのは朝の 9 時半。縁側

の掃出し窓から入ってくる、鋭い初夏の太陽に起こされました。いつもならとっくに農場

にいて、働いている時間です。頭はクラクラして、目の奥が何かチクチクしました。マリ

はフラフラと立ち上がって、やっとの思いで顔を洗いました。もう一度布団に戻って、あ

と何時間か、午前中いっぱいだけでも寝ていたい気持ちでした。 

 でもマリはいそいそと農場へ行く準備を始めました。忙しい初夏の梅雨の晴れ間に、農

家が休む暇はありません。 

 

 6 月の 3 年で最も陽の長い時期、千里が起きるのは朝の 3 時半です。起床時間に合わせて

夜は 8 時半には寝てしまうので、朝はしゃっきりと目覚められます。7 時間の睡眠が自分に

は多すぎず少なすぎず一番合っているということを、千里は 24 年間の人生で十分に知って

いました。 

 起きると千里は顔を洗って、畳の上でストレッチをし、仕事の準備をしてから農場に出

かけます。朝食や昼食のお弁当は前日の夜に作っておくことが多いです。 

 準備をして、軽トラックで 30 分ほどの距離にある農場に着いたのは、まだ４時を少し過

ぎたばかりの時間でした。夏至に近い時期とはいえ、まだ辺りは薄暗いです。千里は同じ

薄暗さでも、夕方の残業ではなく、朝日を待ちながらの作業の時はすがすがしい気持ちで

した。 

 千里は農場に着くとまず決まってラジオを点けます。ラジオは周囲の農家さんは AM を

聴く人がほとんどでしたが、若い千里は FM をずっと聴いています。時間帯としては、深

夜から続く静かな番組から、徐々に朝の情報番組と軽快な音楽に移っていきます。 

 千里はいつも決まって、一仕事をしてから、持参してきた朝食を食べます。これは老夫



婦から受け継いだ習慣でした。３０分くらい、朝食前に働きます。「昔の百姓の家ではね、

人間よりも家畜の方が偉かったんだ。だから人間が朝食を食べる前に、まず家畜の世話を

し、エサを与えた。朝ごはん前に少しでも働くと、傲慢にならず、謙虚な気持ちになれる

ものだよ」と、老夫婦は千里にその理由を説明してくれました。それ以来の習慣です。千

里の農場には家畜はいませんでしたが、手のかかる野菜たちがいます。千里は野菜のため

に少し働いてから、自分の朝ごはんを食べました。 

 朝飯前の仕事をしている頃か、朝ごはんを食べている頃か、朝日が昇ります。千里はこ

の瞬間が大好きでした。この瞬間を見たくて、千里は日の出前から働くようにしていまし

た。そしてそれはマリも同じでした。 

 さて、気持ちのいい梅雨の晴れ間です。昨日は雨だったせいで、辺り一面の空気はきれ

いに澄み渡っています。今日は暑くなりそうです。そして、天気予報だと明日は再び雨ら

しいので、今日のうちにやるべきことはたくさんあります。 

 朝食を食べてから、千里は広いきゅうり畑の誘引作業を始めました。きゅうりの蔓が正

しい方向に伸びるように、人間の力で誘導してあげる作業です。最近ではきゅうり用のネ

ットが売っていて、これを支柱に付けるだけであとは蔓が勝手にネットに絡まってくれる

ので、誘引の手間が省けます。しかし千里は、ネットのせいできゅうりが傷つくことを嫌

って、手間はかかるのですが一本一本を丁寧に誘引することにしています。手抜きをしな

いことが、美味しくてきれいな野菜を作るために欠かせないことを千里はよく知っていま

した。 

 きゅうりの誘引には午前中いっぱいかかりそうでした。どの方向に誘引したらどのよう

に葉がついて成長するか。そういうことを想像しながらの作業です。芸術家肌の千里は、

きゅうりの葉っぱにさえついつい美しさを求め、夢中になってしまいます。 

 一瞬、千里の農場の横をマリの軽トラックが通ったような気がしました。ん？まさかね。

マリならばとっくに農場で働いているはず。いやでも、出荷か、仕入れか、何かの用事が

あったのかもしれない。そんなことを頭の片隅で考えながら、千里は誘引作業に没頭しま

した。 

 

 お昼ちょっと前、マリは手を休めて考えていました。あれから大慌てで農場に行き、朝

食も食べずに働きました。そろそろジャガイモの収穫時期でしたが、ああ、いけない、雨

降りの翌日なんかにジャガイモを収穫しちゃいけない。まだ十分に起きていない頭で考え

て、結局はナスの選定をやりました。でも、頭はぼーっとして、まぶたは重くて、とても

仕事に集中できる状態ではありませんでした。 

 大した仕事はしませんでしたが、午前中だけでいつもの何倍も疲れた気がします。そし

て、手を休めてマリはお昼ご飯のことを考えていました。今日は朝食も昼食も用意してき

ていません。どうしようか。お昼は家に帰ろうか。家に帰ればご飯は無くても、緊急用の

カップラーメンくらいはある。さて・・・。 



 そう考えているマリの農場に一台の黒い乗用車が停まりました。降りてきたのはあの高

槻です。高槻はマリを見ると笑顔で会釈して、歩み寄ってきました。 

「こんにちは。マリさん。ちょうどお昼の時間ですよね。ご一緒にどうですか？」 

と、話す高槻の手元にはコンビニエンスストアのビニール袋が二つぶら下がっていました。

どうやらマリのために買ってきてくれたようです。ビニール袋の中身は幕の内弁当とペッ

トボトルのお茶でした。マリは高槻からビニール袋を受け取り、高槻はマリの隣に腰掛け

ました。 

「で、どうでしたか？」 

高槻が弁当を食べながら尋ねます。 

「ポケタンのことですか？」 

マリは答えました。高槻の買ってきた弁当は色鮮やかでたくさんの食材が入っているので

すが、どれもこれも味が濃く、素材本来の味が消えていました。こういう弁当を食べるの

は久しぶりです。 

「漫画、面白かったです。ずっと前に忘れていた物語の結末がやっと読めました」 

それを聞いた高槻は満足そうに微笑みました。この人は他の営業の人とは何か違う。私が

幸せになることを応援してくれているのかな。 

「それは良かったです。ポケタンそのものの使い心地はどうでしたか？」 

「いえ、それは・・・。使い終わった後に少し目の奥がチクチクしました」 

「ああ、そうですか。皆さん慣れないうちはそうなるんですよ。僕もそうでした。特に長

時間使ってしまうとね。これ、よく効くんで使ってください」 

と、高槻はマリに目薬を手渡しました。 

「ポケタンには他にもいろんな機能があるのですが、使ってみたくはないですか？」 

「・・・。使ってみたいです。」 

「そうですよね。せっかくたくさんある機能を使わないのはもったいないです。どんどん

使いましょう。ではですね、ポケタンのメインとなる機能。インターネットへの接続です。

最近ではいろんなアプリがあるのですが、その中でこの『ツナガリ！』がおすすめです。

なにせ、ユーザー数が日本一ですからね。ここに登録すればたいていの友達とは繋がれま

すよ。誰か、試しに繋がってみたい友達はいませんか？」 

 そう言われて、マリは少し考えました。ここ数年、千里以外の友達のことはほとんど考

えてきませんでした。もちろん、千里以外にも友達は何人かいます。中学校や高校の同級

会も時々はあって、呼ばれれば行きます。都会に出た友達が瀧脇村に帰省してくるときに

は連絡を取り合って、会うこともありました。ただ、同級会に行っても、友達と会っても、

だんだんと話が合わなく、しっくりこないように感じることが多くなりました。それに、

せっかく久々に会えたのに、みんなポケタンをしょっちゅう取り出して何かをチェックし

ているのも気になりました。みんな、私の知らない世界があるんだなあ。なんだか自分が

取り残されたような気持になりました。瀧脇村の百原に取り残され、心まで取り残された



ような気に・・・。 

 繋がってみたい友達？誰だろう？時々会うような友達は、一応それぞれの電話番号は知

っている。繋がりたければいつでも電話をかけられる。じゃあ、今繋がってみたい友達は？

普段はあまり繋がれない友達。 

「ヒトミ。岸田ヒトミ・・・かな・・・」 

マリの口から不意に一人の同級生の名前が出ました。小学校から中学 3 年までは一緒だっ

たけれども、途中で他県に引っ越してしまった友達です。よく一緒に遊んでいたのですが、

卒業まで一緒にいなかったので同級会などにも呼ばれていません。もう 30 年以上も会って

いない友達でした。高校くらいまでは年賀状のやり取りが続いていたのですが、それもい

つしか途絶え、それっきりとなっていました。 

「岸田ヒトミさんですね。調べてみましょう。あっと。その前にマリさんご本人の登録が

必要です」 

 マリは高槻のいうがままに『ツナガリ！』に自分の情報を登録しました。名前と、住所

と、電話番号と、生年月日と、血液型と・・・。 

 マリの登録した ID を使って、高槻が慣れた手つきで「岸田ヒトミ」を検索しました。そ

の名前では、たくさんの人が出てきました。 

「同じ名前の人がたくさんいて、どれかわからないですね・・・」 

「大丈夫です。きっと見つかります。一人ひとり見ていきましょう」 

 そういって高槻は一人一人の「岸田ヒトミ」さんを調べていきました。手がかりの一番

はマリと同じ 24 歳であること。そして、瀧脇村出身であること。 

 マリの探している「岸田ヒトミ」さんはすぐに見つかりました。年齢と、出身地。間違

いありません。でも、見た目がマリの記憶とはずいぶん違っていました。 

 クルクルした茶色い巻き毛に、厚い化粧。眼は人間とは思えないほど大きく強調されて

います。ピンクに塗った唇をアヒルのようにすぼめていました。隣には同い年くらいの茶

髪の男性がいて、二人は口づけをするかのように顔をぴったりとくっつけていました。マ

リの記憶にある「岸田ヒトミ」さんはこんな見た目ではないし、こんな男性と人前でいち

ゃいちゃするような人でもありません。 

「この人、名前も年齢も出身地も一緒だけど、私の知っているヒトミちゃんじゃありませ

ん」 

「いえ、この人で間違いないと思います。30 年も会わなければ人の外見だって、性格だっ

て変わって当然じゃないですか。この人が本人です。試しに友達申請しましょう。間違っ

ていたら謝ればいいです」 

 というと、高槻はマリが了解するのを待たずにさっさと友達申請を出してしまいました。

ちょうど「岸田ヒトミ」さんも『ツナガリ！』をやっていた最中らしく、すぐに友達申請

は承認され、岸田さんからのメッセージがやってきました。 

〈マリじゃーん！ひさしぶりー！！マリもポケタン持ったのー？てゆうか百原にも電波あ



るんだーwwww〉 

 マリは久々の友人からの馴れ馴れしいメッセージにびっくりしました。 

「ど、どうしよう高槻さん。ヒトミだと思うんだけど、変なメッセージ来ちゃった」 

「落ち着きましょう、マリさん。なんて返しましょうか？」 

「わかんないです・・・」 

 マリには本当にわからなかったのです。久々に連絡を取って、ずいぶん変わってしまっ

た友達。見た目も言葉遣いもマリの記憶とは違いすぎましたから。 

「わかんないし、返事なんてできません。なんて返したらいいんですか？」 

 そう言ってマリは高槻にポケタンを押し付けました。 

「マリさん。この『ツナガリ！』には既読機能と言ってですね、マリさんがヒトミさんの

メッセージを受け取って読んだってことが、相手に伝わっちゃいます。それで返事をしな

いと『既読スルー』と言ってですね、無視をして、大変失礼だということで絶交されるこ

ともあるんです。基準はいろいろですが、若い女性だと 3 分とか 5 分放置すると『既読ス

ルー』とみなされます。だからすぐに返事しなければなりません」 

と、ポケタンをマリの方に向けながら説明する高槻に対して、 

「とにかく無理なんで、高槻さんお願いします！！」 

とマリは言って、高槻からのポケタンを受け取ろうとはしませんでした。 

 仕方なく、高槻がマリの代わりにメッセージのやり取りをして、適当に話を切り上げま

した。マリは不安そうな目で高槻とポケタンを見ていましたが、高槻がどうにか話を切り

上げたようで、ようやく安心できました。 

「ああ。怖かった・・・」 

マリの心臓はまだ少しドキドキいっています。 

「ちょっと・・・運が悪かったですね。ずいぶんと賑やかなお友達と繋がってしまったよ

うで、さぞびっくりされたことでしょう・・・」 

呆然としているマリに高槻は言葉を重ねます。 

「でもですね、マリさん。今はたまたま変な風になっちゃいましたけれど、むしろこうい

うことは稀です。滅多にないことです。本当ならば懐かしい友達と繋がれて、もっと楽し

い・・・」 

「いえ。結構です！」 

マリは高槻の言葉を遮りました。 

「もうやりません。さっきのヒトミ、名前も一緒だし、私のことを知っていたけれど、と

ても私の知っているヒトミとは思えません。久々というだけで、たまたま昔に接点があっ

たというだけで繋がる必要がないことがよくわかりました。」 

「そうですか・・・。わかりました。ちょっとそういう結論は早計というか、そう思いま

すが、仕方ありませんね。では、『ツナガリ！』は、これでもう止しましょう。その代わり

にですね、じゃあ、またマリさんの読みかけていた漫画をいくつか入れておきますね。漫



画なら無害です。もう少し漫画を読むことでポケタンに慣れていきましょう」 

 高槻はそう言いながら、慣れた手つきで漫画をマリのポケタンに取り込み、マリに渡し

ました。 

「じゃあ、僕はこれで失礼します。漫画でも何でもいいんで、ポケタンをいじってあげて

ください。あと。これを差し上げます」 

 高槻がそう言ってマリに手渡したのは缶コーヒーと栄養ドリンクでした。 

「特に使い始めの頃、ポケタンの面白さに時間を忘れて使ってしまって、寝不足になる人

が多いんです。マリさんもなんだか眠そうですよ。これを飲んで、仕事を頑張ってくださ

い」 

 高槻はそう言うと笑顔で律儀なお辞儀をして、帰っていきました。マリの手元にはポケ

タンと缶コーヒーと栄養ドリンクが残りました。 

 もうすぐでお昼休憩はおしまいです。朝からの眠気と頭の重さは、お昼ご飯を食べてお

腹が満たされたことによって、ますますひどくなっていました。いけない。この調子では

午後からの作業を乗り切る自信がありません。 

 マリはちょっと考えて、えいやと、缶コーヒーを一息で飲み干しました。甘ったるくて、

舌の奥に絡みつくような味がしました。喉が渇きました。頭が冴えたかどうかはわかりま

せん。マリはそれからもう少し考えて、栄養ドリンクも飲みました。甘くて薬のような味

がしましたが、なんだか力が出てくるような気がしました。 

 それからマリは眠気を追い払うようにしてたくさん働きました。鍬をふるって、たくさ

んの畝を作りました。無心になって草刈りをしました。 

 5 時の時報が鳴ったとき、マリは体も心も頭も疲れ切っていました。でも、とにかく、今

日という日を乗り切ったのです。 

 

 マリは家に着くと玄関を開けて明かりを点けました。今日は千里の農場に寄って帰る気

になりませんでした。大寝坊したことについて触れられるかもしれないと思ったからです。

そして何より疲れていました。 

 いつもならばこれから夕食作りです。土鍋をガスコンロにかけて、その間に手早く、収

穫してきた野菜や間引いた野菜などでおかずを作ります。しかし、今日はそういう気分に

もなりませんでした。たくさん働いたのに、はっきりとお腹が空いたという感覚さえあり

ません。まだ喉の奥に缶コーヒーの甘さが残り、胃にもコーヒーが残っているような感じ

がしました。 

 食欲は無くても、たくさん働いて汗をかいたので、お風呂だけはどうにか入らなければ

なりません。マリは浴槽に水を溜め、ボイラーを点けました。その間・・・。その間、ど

うしようか？いつもならばお風呂を沸かしている間に夕食の下ごしらえをして、お風呂に

入り、それから夕食を作って、食べて。そういう生活パターンに慣れてしまったマリは、

どうすればいいのかわからなくなりました。本でも読もうか。いや、頭が疲れてぼーっと



している。かといって何もしないとそのまま寝てしまいそうでした。お風呂が沸くまでの

20 分間、どうしようか・・・。 

 マリの頭にポケタンのことが、漫画のことが浮かびました。ポケタンはもう怖い。でも、

漫画だけなら・・・。 

 本を読むには重すぎる頭で、漫画の絵を追うのは悪くない考えに思えました。漫画よ。

漫画を読むだけよ。 

 座椅子に腰を下ろすとマリはポケタンを起動させました。すると、『ツナガリ！』のアプ

リが点滅していました。それを見てマリは怖くなりました。でも・・・。光っているって

ことは、何か用事？ 

 躊躇の末『ツナガリ！』を起動すると、マリのところにいくつかのメッセージが届いて

いました。いずれも中学生までの友達で、昼休みにマリがヒトミと繋がったことによって、

マリの存在に気付いた人たちでした。3 人の友達、ユキ、モトコ、ダイスケがマリのことを

懐かしがって、友達申請をしてきていました。 

「放置しちゃ、いけなんだっけ」 

マリの胸がドキドキいい、口が渇きました。 

 マリは 3 人の友達、ユキ、モトコ、ダイスケについて、一人ひとり、本人であろうこと

を確認してから、友達申請を承認しました。承認が終わって時計を見ると、すでに 30 分が

経っていました。いけない！！お風呂沸かしっぱなしだ！！慌てるマリのもとに、ポケタ

ンがピコンと音を出して、モトコからのメッセージを知らせました。 

 あ。あ。メッセージ来ちゃった。3 分以内に返事しなくちゃ。 

 マリはメッセージに返事もしなければなりませんし、お風呂のボイラーも止めなければ

なりません。お風呂にも入らなければなりません。 

 このポケタン。お風呂はまずいよね。壊れちゃうよね・・・。 

 そう思ってポケタンを見ると、裏面に「防水仕様」の文字が見えました。やっぱり。最

近のこういう機械って防水なんだ。 

 それを知るとマリは服を脱ぎ、ポケタンを持ってお風呂に入りました。早く返信をしな

くちゃ。 

 幸い、モトコはお昼にやり取りをしたヒトミのみたいに別人のようにはなっておらず、

大体マリの記憶通りのモトコでした。モトコが大人になったらこんな感じだろうなという、

そういう感覚がありました。 

 モトコとやり取りできるのは、マリにとっても嬉しいことでした。二人が通っていたの

は小学校と中学校は小さく、各学年に学級も 3 つしかありませんでしたから、9 年間も同じ

クラスだったことになります。マリの学年は 33 人しか生徒がいなかった（途中でヒトミが

転校して 32 人なった）こともあって、特に分け隔てもなく誰とでも付き合っていました。

その中ではモトコも結構気が合った方です。 

 モトコは中学校を卒業すると、他の同級生と同じように都会の進学校へ行って、下宿生



活をしていました。高校時代までは休みのたびに帰ってきて、時々会っていました。しか

し、高校を卒業するとモトコは遠くの国立大学に進学してしまったということで、瀧脇村

に帰ってくる機会はめっきり減りました。最後に会ったのは 4 年前の成人式だったと思い

ます。 

 お風呂はずいぶんと熱くなっていたので、水で薄めながら、マリは頭と体を洗い、その

合間にメッセージのやり取りをしました。ポケタンの文字入力方法に慣れないマリですの

で、文字を打つのに時間がかかりますし、一度に長い文章は打てません。 

 頭と体を洗い終わる頃には、お風呂の温度はちょうどよくなっていたので、マリは水を

止めて湯船に浸かり、モトコとのやり取りを続けました。マリは高槻から教わった「3 分ル

ール」を意識しながらやり取りを進めました。 

 マリはモトコが大学卒業後に、保険会社に就職したことを知りました。モトコは元気そ

うでした。そうだよな。私もモトコも離れ離れだけどあまり変わらない。それぞれ働いて、

それぞれ恋がしたくて、それぞれ結婚を意識している。そう考えると百原にいようが、都

会で就職しようが大差はないかもしれない。ポケタンが世界を一気に縮めてくれたような

気がしました。 

 マリはだんだんと頭がぼーっとしてくるのを感じました。いけない。お湯あたりです。

気が付けばずっと湯船に浸かっていました。こういう時、どうやってやり取りをやめれば

いいのかな？マリにはやめ方がわかりませんでした。高槻さんはあの時はどうやって話を

切り上げてくれたんだろう。「またね」なんて言えばいいんだろうか。いやいや。いきなり

そんなことを言ったら変だし、失礼だ。一方で、久々に連絡が取れた女の子同士に話題の

種は尽きなく、やり取りは際限なく続きそうな気がしました。するとその時、 

「あ。マリごめん。彼氏帰ってきた。また連絡するね」 

と、モトコの方が言ってきて、やり取りは一方的に終わりました。でも、お風呂にのぼせ

ていたマリにとってはありがたいことでした。そうか、モトコは彼氏がいるんだ。帰って

きたってことは、一緒に暮らしているのかな。マリは体を拭きながら、そんなことを考え

ました。頭がフラフラして、喉はカラカラでした。体中がほてって、しばらくは汗が引き

ませんでした。 

 夕食はどうしようか。マリは考えました。相変わらずお腹は減っていません。でも、か

といって何か食べないとまずいような気がします。マリはよほどの病気でもなければ、三

度のご飯を抜いたことはありませんでした。 

 少し考えて、カップラーメンを食べることにしました。今日は疲れて、眠くて、家事を

する気が起きません。カップラーメンくらいなら・・・。マリは戸棚からカップラーメン

を取り出してお湯を沸かし、入れました。 

「ピコン」 

 その時、再びポケタンが鳴りました。今度はダイスケからのメッセージです。マリの心

臓は再びドキドキしました。中学校時代に、なんとなく好きだった男の子だったからです。 



 ど、どうしよう。マリは慌てました。あのときは。中学生の時は。好きだったんだけど。

あんなに近くにいたんだけど。たった 32 人しかいない中で誰かと付き合うとか、そういう

ことが考えられなくて。気持ちを伝えるのが怖くて。結局何も言わないままに、ダイスケ

も都会へと進学してしまいました。まるで、あのときの気持ちがそのまま甦ったかのよう

に、マリは動揺し、手が震えました。 

「久しぶり。元気してる？」 

 マリの頭に、懐かしいダイスケの顔が浮かびます。 

 震える手で、マリは一生懸命返事を考え、打ち込みました。何せ時間は 3 分しかありま

せん。マリにはじっくり考える余裕はありませんでした。ダイスケ、どこでどうしている

んだろう？やっぱりモトコみたいに恋人と一緒に暮らしているのかな？マリの中にダイス

ケに対して期待を抱きたくないという気持ちと、ダイスケと繋がりたい気持ちが入り乱れ

ました。 

「うん。元気にしてるよ。ダイスケは？どこに住んでるの？」 

 マリはもうすっかり放置して伸びてしまったカップラーメンを食べながら、ダイスケと

のやりとりを続けました。いけない。こんなことしているのを知られたら、お母さんに叱

られる。マリは一瞬そう思いました。しつけに厳しかった母親に育てられたマリは「なが

ら食べ」をしたことがありませんでした。 

 やり取りの中で、ダイスケが県内の都市に住んでいて、自動車の営業として働いている

ことがわかりました。ダイスケの両親はまだ瀧脇村にいるはずなので、一人暮らしかな・・・。

マリはいろいろと想像しましたが、恋人とかそういうことを聞く勇気はありませんでした。 

「マリは農場で働いているの？」 

「うん。一人になって 4 年目」 

 マリは「そうだった。前回の同窓会で会った時がちょうど、農家として自立することを

決めた直後だっけ・・・」と思い出しました。 

「一人で農家なんて、大変じゃない？」 

「うーん。私だけが生活する分を稼ぐだけなら、何とかなってるよ・・・」 

「すごいね。尊敬しちゃうよ。俺なんてでかい会社に就職できたからよかったけど、とて

も自営業で生きていく自信がない。そういえば、千里ちゃんも元気してる？」 

 千里？なんでダイスケが千里のことを知ってるの？ダイスケは中学校までで、それから

は都会に下宿。千里はそれと入れ違いに引っ越してきたのに。 

 マリの中で何か、引っかかるものがありました。ダイスケが千里のことを知っている。

ダイスケが千里のことを気にしてる・・・。なにか、晴れ渡った空に、見る見るうちに雨

雲が広がるような、心の中がどんよりするような感覚がありました。私の、今日一日を乗

り切った私の、この心に。ダイスケと私の心に。それは怒りも嫉妬ともちがうような、疑

いを含んだもやもやでした。 

「千里のこと、なんで知ってるの？」 



 マリはここまで打ち込んで、考えました。もう少しましな書き方はないだろうか？もや

もやしているのは事実だけど、ダイスケを問い詰めたいわけじゃない。きっと、誰か共通

の知り合いがいて、それで知ってるんだ。千里のことは瀧脇村でも話題になっているから。

ダイスケの両親が話したのかもしれない。だからダイスケが誰かから聞いた可能性はたく

さんある。でも。でも、せっかく私と久々に連絡が取れたのに、そんな真っ先に千里の話

題を出さなくてもいいじゃない。 

 そう思うと、だんだんダイスケに対して苛立ってくるのがわかりました。好きだったの

に、気になるのに、自分の思い通りにならないダイスケに。でも、怒りたいわけじゃない。

まして久々の連絡で、気まずくなんてなりたくない。 

 いろんな考えがマリの頭の中をぐるぐると回りました。でも、3 分経っても、5 分経って

も、いい考えが浮かびませんでした。 

 結局マリはさっき打ち込んだ言葉をそのまま送りました。最後は時間に急き立てられる

ように。 

 あーあ。送っちゃった。送った瞬間、マリの頭は何かせいせいするような、解放的な感

覚に包まれたのですが、やがて不安がマリを支配しました。 

 見れば見るほど、自分の送った文章はダイスケを問い詰めているようです。こんな。他

の女の子の話題が出ただけで、問い詰めるなんて・・・。 

 ・・・。 

 ダイスケから返事がありません。5 分待っても、30 分待っても、ポケタンはうんともす

んとも言いませんでした。 

 怒っちゃった？怒らせちゃった？言い方が強すぎた？こんなに嫉妬深い女は嫌われる？

せっかくダイスケと久々に連絡取れのに、嫌われちゃった？ 

 よくない考えばかりが、マリの頭の中をグルグルします。でもいくら考えても、ダイス

ケがメッセージを送ってこないことには、何も進みません。 

 マリは伸びたカップラーメンの汁を飲み干して、震える手で片付けました。いけない。

何も手につかない。20 分が経ち 30 分経ち、不安はどんどんと大きくなっていきました。 

 マリは不安を紛らわせるために、ポケタンで漫画を読み始めました。時々ダイスケから

のメッセージがないか確認するのですが、何の変化もありません。 

「変なこと聞いてごめん・・・」 

 漫画を読み疲れたマリは、再びダイスケへのメッセージを打ちました。打った短い文面

を見ながら自問自答します。 

 これ、送って大丈夫かな？私が謝る必要があるのかな？いや、でも・・・。 

 頭の中の考えはちっともまとまりません。さんざん迷った挙句、マリはその文面を送っ

ておしまいにしました。 

 マリが明かりを消して布団に入ったのは夜中の 0 時を過ぎた後でした。いけない。今日

は早く眠るつもりだったのに。布団に入ってからもダイスケとのやりとりが頭の中でグル



グルしています。今夜も寝付けそうにありません。 

 

 翌朝。マリは辛うじて６時に起きました。布団からずるずる体を引き摺って、何とか縁

側にたどり着き朝の陽光を浴びて、体を叩き起こしました。昨日に引き続き寝不足です。 

 ふっと、我に返ったマリがポケタンに視線を投げかけます。ポケタンはピコピコと光っ

ていました。 

 ツナガリ！を起動すると、あれだけ待ちわびたダイスケからのメッセージが届いていま

した。 

「昨夜はごめん。寝落ちしてた。千里ちゃんの話は、成人式で会ったときにマリが教えて

くれたじゃん（汗）。忘れちゃったの？おやすみ」 

 メッセージを受信した時間は午前３時でした。ダイスケはきっとポケタンを握ったまま

眠って、深夜に目を覚ましたのでしょう。 

 マリはダイスケを問い詰めたことを恥ずかしく思うのと同時に、ダイスケが怒っていな

いことに安心しました。よかった。やっぱりダイスケは、あれくらいのことで怒る人じゃ

ないもんな。 

 安心したマリは幾分か快活な気持ちで仕事に出かける準備を始めました。体も頭も重か

ったけれど、それでも心の重りが一つ降りたような気持でした。 

 マリの忙しい一日が今日も始まります。 

 仕事を始めるとマリの頭も体も、少しずつ調子が出てきました。ナスの剪定をして・・・。

そんな時、マリのポケタンが鞄の中でピコンと鳴ったのが聞こえました。ええ？もう、こ

んな時に・・・。 

 仕事の調子が出て、夢中になってきた矢先でしたが、ポケタンが鳴れば今度はそれが気

になって仕方ありません。時間はまだ 9 時。30 時の休憩はまだ先です。 

 だめだめ。仕事中。マリは自分に言い聞かせました。マリのような自営業の農場だから

こそ、マイペースを守るのではなく、なるべくは時計に合わせて行動すること。そうすれ

ば、怠けてしまうことも、働きすぎてしまうことも防げます。これはマリの両親も、千里

も守ってきた決まりでした。よほどの急な来客などがなければ仕事中に手を止めたりはし

ません。 

 でも。ダイスケ・・・？ダイスケからまた何か連絡かも。いやいや。ダイスケはきっと

今は仕事中。でも、お休みかも？だめ。仕事中だよ。 

 そんなことを考えながらナスの剪定をしていたマリは、間違ったところで茎をバッサリ

と切って、ナスを一本台無しにしてしまいました。ああ、もう！気になって仕事が手につ

きません。 

 仕方なく、マリは手を洗ってポケタンを開きました。ツナガリ！がピコピコしています。

連絡はダイスケではなく、モトコからでした。 

「昨日は話の途中でごめん。近いうちに遊びに行くよ！」 



というメッセージが来ていました。 

「いいよ！でも、遠いから大変じゃない？」 

 マリは返信しました。百原からモトコの住んでいるところまでは、500 キロも離れていま

す。すぐに会える距離ではありません。 

 モトコからもすぐに返信が来ました。 

「そんなことないよ。マリとこうやって久々に連絡取れたのが嬉しくってさ。すぐにでも

会いに行きたい！！」 

 そう言われると、マリもとても嬉しくなりました。千里以外の友達からこういう友情を

感じるのは久しぶりのことです。 

「ありがとう。じゃあ、いつにしようか？」 

「急だけどさ、明日なんかどう？」 

 明日？急だなあ。マリは明日の仕事を頭に思い浮かべました。梅雨の晴れ間は今日でお

しまいで、また明日からは雨。今日、このナスの剪定を終わらせておけば、明日は休んで

も大丈夫そうです。マリも久々に連絡をくれたモトコに嬉しいことを言われて、すぐにで

も会いたい気持ちになっていました。 

「大丈夫だよ。どこにする？」 

 マリとモトコはメッセージをやり取りして、瀧脇村をもっとずっと下ったところにある

街で会うことにしました。久々に会える友達に、マリの心もウキウキします。 

 その日の仕事は、眠気とウキウキで時々間違えることもありましたが、順調にできまし

た。 

 

 翌日。マリは久々に街に降ります。3 着しかないお洒落着を来て。車は軽トラックしかな

いので、待ち合わせ場所近くのコインパーキングに停めて、そこからは歩きます。百原か

ら街までバスと電車で行こうとすれば、本数が少なくてとても不便なのです。街の人たち

は、軽トラックから降りてくるお洒落着の若い女の子にさぞかし驚いたことでしょう。 

 駅前の待ち合わせ場所にマリが立っていると、モトコは時間通りに現れ、マリの姿を見

るなりはしゃいで抱きついてきました。 

 マリは嬉しいような、恥ずかしいような、変な気持ちでした。こんな風に抱きつくなん

て、仲良しの千里とさえやったことはありません。でも、モトコはこの日、マリに会うた

めに朝早くから新幹線に乗って来てくれたのでした。自分のためにそこまでしてくれるモ

トコのことをマリは純粋に嬉しく思いました。 

 二人は喫茶店に入って昔話に花を咲かせます。そして、モトコが話してくれる同級生の

近況は、どれもマリにとっては新鮮なものでした。ちょうど大学進学をした同級生たちも、

大学を卒業して、大学院に進学した人もいますが、ほとんどは就職をして、それぞれの人

生を歩んでいます。高校卒業後もずっと百原に住んで農業を続けているマリにはそこまで

の大きな変化はなく、同級生たちの近況はどれも新鮮で、そして羨ましくもありました。



同級生たちが大きな変化を迎えた高校卒業後の 6 年間、マリはそれほど変化しているよう

には思えませんでした。ただ太陽が昇って沈んで。季節が巡って。野菜作りが少しずつ上

手になっていることくらいが自分にとっての些細な変化でした。ああ、こうやって私は年

を取っていく。お年寄りばかりの百原の中で。 

「あ。そうそう。ジュンヤ君のこと聞いた？」 

 ジュンヤ君？マリの頭に利発だった一つ年上の先輩の顔が浮かびます。 

「ジュンヤ君さ、若年性の癌でさ。大学に入ってすぐに見つかったらしいんだけど。それ

で休学。癌って、若い人がかかると、細胞の動きが活発だから、癌の進行も早いらしいん

だよね。それで、半年後に亡くなっちゃったの。可哀そうだよね。せっかく大学に入った

のに、勉強も続けられず、入院生活のまま死んじゃうなんて。しかもね、ジュンヤ君のご

両親は何としても助けようと、治療にたくさんのお金を使ってしまったの。そのせいで実

家の新しい家も手放してしまったし、ジュンヤ君のお葬式費用もほとんど残らなかったん

だって・・・」 

 モトコから聞かされたのはあまりにも気の毒な話でした。そうか。私が知らない間に同

級生がそんな辛い目にあって、亡くなっていたなんて・・・。 

 それからもモトコからはたくさんの話が出てきました。お父さんが癌にかかって、その

せいで大学を中退した後輩の話。交通事故でお母さんを亡くした友達の話。みんな順風満

帆とまでは言わないけれども、どこかで元気でやっているとばかり思っていた人たちの何

人かは、何かしら大変な目に遭っているようなのです。 

「私が見聞きした人たちの話。みんな大変な目に遭ってて、私も悲しい。でね・・・」 

 モトコが話を仕切り直します。 

「これらの話の共通点は、みんな保険に入っていないことなの。現に、例えばサトシ君の

場合、大学中にお父さんが倒れちゃったんだけど、保険に入っていたから治療費にも困ら

なかったし、サトシ君は大学の勉強を続けることができたの」 

 保険かあ・・・。マリにとっては疎いものです。マリのような若い、独身の人は保険の

ことなどほとんど自分に関係ありません。 

「ところでマリ、保険って入ってる？」 

「ううん・・・。自動車の任意保険しか・・・」 

 マリは首を横に振りました。 

「だめよー！！いざというときどうするの？！」 

「だって。家族もいないし、一人だし。私が死んでも誰かがお金に困るわけじゃないから・・・」 

「あのね！保険ってそういう生命保険だけじゃないの。医療保険っていうのがあって、そ

れは病院での治療費や、入院代に対して支払われるの！！マリなんて特に一人きりの自営

業なんだから。万一怪我とか病気とかして仕事できなくなったら、病院代はだれが払う

の？！自営業こそ、医療保険は大切よ！！」 

 モトコは早口でまくしたてます。マリは呆気にとられました。でも、確かにモトコの言



うとおりです。マリは今まで大きな病気もしたことがなく、元気だったのでそういうこと

を考えたことがありませんでした。確かに自分が病気したら野菜の世話もできないし、農

場の維持もできないし、収入がいっさい無くなってしまう。零細な農業で、貯蓄もあまり

多くはないマリにとって、これは大きな問題のように思えました。 

 でも、どうすれば・・・。たくさんあるであろう保険会社の保険から、数字とにらめっ

こして自分に合っているものを探すのは、考えだけでうんざりすることでした。 

「そんな・・・。保険なんて私、どれが自分に合っているのか・・・」 

「そういうときのために私がいるんじゃない！！私、今の保険の仕事を選んだのはたまた

まだったけれども、いろんな友達やお客さんが保険のおかげで救われたり、あるいは保険

に入っていなかったために不幸になったり、そういう事例をたくさん見たわ。マリ！あな

たのような親友が保険に入ってないために不幸になるなんて、私我慢できない！！」 

 モトコはテーブルの上に身を乗り出してしゃべり続けました。こんなに私のために熱意

を込めてくれるなんて。 

「でね。保険屋さんの中には悪い人もたくさんいるのよ。人の不安ばかり煽って、必要の

ない保障をつけたり。たとえば、マリの場合は独身なんだから生命保険は要らない。医療

保険に、女性特有の疾病用の特約をつければ十分よ。それに、マリのような若い時から入

っておくと、月々の保険料もとってもお得になるのよ」 

 そう言ってモトコは広げた資料にマジックで印をつけ始め、マリに必要な保障と保険料

を説明しました。マリの保険料は月々5 千円ちょっとでした。5 千円かあ。5 千円と言えば、

普通の大玉トマトを 300 個出荷した時の売上げ。高いなあ。マリにとっては半月分の食費

です。でも、今は毎月 2 万円ずつ貯金できているから、その中から払えない金額ではあり

ません。 

 マリはモトコから強く勧められるままに書類にサインをしました。保険料の引き落とし

先の口座の書類は、後日に郵送することにしました。 

 モトコはマリの手を両手で握りしめ、目に涙を浮かべて喜んでいます。涙を浮かべなが

ら「マリの力になれて嬉しい」「マリにちゃんとした保障がついて安心した」ということを

繰り返し言いました。お金がかかるのは抵抗がありましたが、モトコの顔を見ていたらマ

リも「これで良かったのかな」と思いました。 

 喫茶店を出て時計を見ると、3 時間が経過していました。モトコは久々に実家の近くに来

たというのに、今日はこのまま帰ると言います。マリに会うためだけにわざわざ来てくれ

たのでした。 

 軽トラックで百原に帰る道すがら、マリはモトコや他の友達との思い出をいろいろと考

えました。元気に外で頑張っている人もいれば、自分のように百原に残った人もいる。夢

を叶えた人もいれば、夢を諦めた人もいる。そういうことは、普段百原で働いているだけ

ではなかなか思いを馳せないことでもあります。マリは再び、わざわざ新幹線に乗って会

いに来てくれたモトコのことを考え、嬉しくなりました。 



 

 翌日は午前中まで雨が残りましたが、午後からは晴れたのでマリは農場に出かけました。

少しでも仕事を進めたかったのです。もしかしたら「保険料の分、もっと稼がなければ」

という気持ちがどこかにあったのかもしれません。雨が止んだばかりの農場を、踏み固め

ないように足元に気を付けながら、誘引作業の続きをやりました。 

 作業に夢中になっていたのでしょう。マリがはっと振り返ったときには、高槻はもうそ

こに立っていました。 

 気づけば午後 3 時の休憩時間で、高槻も農家の休憩時間に合わせてやって来たのでした。 

 高槻が差し出した缶コーヒーを受け取り、二人はまだ濡れているベンチをタオルで拭い

て腰掛けました。 

「マリさん。ポケタンはどうですか？」 

「ええ。まあ・・・」 

 ポケタンを持ってから寝不足が続いている。ついつい漫画とか読んでしまう。何かやっ

ていても、ツナガリ！で誰かから連絡が来ないか、気にしてしまう。その一方で、モトコ

やダイスケのようにポケタンが無かったら疎遠なままだった友達と再び繋がれたのも事実

でした。なのでマリは曖昧に頷きました。 

「まあ、ゆっくりやっていきましょう。特にポケタンを持った次の日なんかは、マリさん

も随分とお疲れの様子でしたから。そりゃそうですよ。眼だって疲れるし、頭だって疲れ

ます。普段と違う使い方をするのですから」 

 高槻は滑らかな口調でしゃべり続けます。 

「ところで、今日来たのはポケタンの話ではありません。マリさん。ちょっと聞きにくい

内容なのですが、お仕事の収入はいかがですか？」 

 マリは突拍子もない質問にキョトンとしました。収入かあ。収入はある。貯金もできて

いる。でも多分、同じくらいの年齢で働いている人に比べて、収入そのものはすごく少な

い。マリが貯金できているのは、お金を使わないからだ。そのことをマリもよく分かって

いました。かといって、収入を増やそうと思ったこともありません。あくせく働くのは嫌

だったし、これ以上稼いでもお金の使い道だってあるわけでもないし、何より千里も同じ

ような収入、同じような生活で暮らしているからです。でも・・・。そういうことを考え

ていたマリの心の隅っこに、何かモヤモヤするものがあることに気づきました。今月から

新たに支払うことになった、毎月の保険料 5 千円です。マリは 5 千円余分に稼ぐか、ある

いは月々の貯金を 5 千円減らさなければなりません。 

「きっとマリさんは今の収入でも困らないですよね。ただし、お金は必要です。最初に私

が申しましたことを覚えているでしょうか？私の仕事は全国に便利と幸せを届けることで

す。しかしながら便利にもお金は必要です。いくら便利な自動販売機やコンビニが近くに

あっても、お金がなければ何も買えないですよね？」 

 マリは頷きました。 



「なので、便利と幸せを届けながら、同時に田舎の皆さんの収入をアップするというのも

我々の業務に含まれているのです。マリさんは今すぐに収入アップの必要性というのは感

じていないのかもしれません。しかしですね。たとえばマリさんに差し上げましたポケタ

ン。あのポケタンにだって通信料が発生します。月々約 5 千円です。ポケタンは本体は我

が公社からのプレゼントなのですが、通信料は自費でお願いしています」 

 そんなの聞いていない・・・。マリは困った顔をしました。 

「あ、もし通信料を払えないのならば結構ですよ。ポケタンは回収させていただきます。

今はまだお試し期間のようなものですから。我々ができるのは本体の無償提供と、あとは

通信料も 2 か月分は無料にします。その間に通信料を払ってポケタンを使い続けるのか、

ポケタンを返却するのか、ご選択ください」 

 さて。マリはとても困りました。わずか数日持っただけですが、ポケタンの無い生活は

もう考えられません。ポケタンが無かったらせっかく連絡が取れたダイスケともモトコと

もまた疎遠になってしまいます。ああ、でも、5 千円かあ・・・。保険料と合わせれば 3 万

円にもなってしまう。これは結構な金額です。 

 マリの心を読み取ったかのように、高槻は言葉を重ねました。 

「しかしご安心ください。我々がマリさんの収入が増えるようにお手伝いをします。収入

を増やす方法はたくさんあります。販路開拓、新商材の開発、事業の効率化、マーケティ

ング・・・。しかし、それらも結構ハードルが高いことは私にもわかります。もっと簡単

で、単純な方法から始めましょう。これをどうぞ」 

 高槻はそう言って、何か手のひらサイズの黒いものをマリに手渡しました。それは小さ

なヘッドランプでした。 

「マリさんのように小さな農家さんは、陽が暮れたらお仕事もおしまいです。でも、大手

の農家さんは照明設備を使って、稼いでいます。マリさんは手始めにヘッドランプを使っ

てみましょう。日暮れまで時間がなくて、でも『もう少し作業したいな』と思うことはあ

りませんか？」 

 マリは頷きました。確かにそういうことはあります。翌日の朝いちばんで出荷するため

に、その日のうちに準備を済ませておけば出荷作業も捗るのに。そうすればもっと多く出

荷できるのに。なんて思うこともあります。特に今日のように、雨で午前中に仕事をでき

なかった日は、夕方にもう少しだけ仕事したくなる時もあります。 

「このヘッドランプ、小さいけれども高性能ですよ。明るいし、バッテリーの持ちもいい

です。予備のバッテリーも置いていきますので、交互に充電しながら使ってください。」 

 高槻は腕時計をちらちら見ながら説明をしました。高槻もマリの休憩時間を気にしてく

れているようです。 

「でもですね、マリさん。ヘッドランプがあるからって、働き過ぎてはダメですよ。あく

まで必要な時に、必要なだけ使うに留めてください。いつまでも働いてしまうと美容にも

悪いですからね」 



 高槻はそう早口で言って、気障っぽく笑いました。そして、3 時 35 分になったのを確認

すると、足早に車に乗って立ち去りました。 

 ヘッドランプを使ってみると確かに便利でした。手元が明るいのでほとんどの作業は昼

間と同じようにできます。 

 マリはその日、陽が暮れてからもいつもより 3 時間余分に働き、翌朝一番に出荷するキ

ャベツの収穫コンテナや伝票の準備をしました。 

 

 千里もその日、午前中に作業ができなかった分だけ、夕方は暗くなるギリギリまで働き

ました。 

 いよいよ手元が暗くなって帰路に着いた千里は、マリの農場にマリの軽トラックがある

のに気が付きました。おかしいな。こんなに暗くなっているのにまだ仕事してるの？ 

 不思議に思った千里は軽トラックを停めて、マリの農場に向かって歩きました。マリの

農場はほとんど真っ暗ですが、その中で一つだけとても明るい光が見えます。 

「マリ？」 

 千里が大きな声で呼びかけます。 

「ああ。千里？」 

 マリの返事が聞こえます。でも、マリのいるところからの光が強すぎて、千里にはその

まぶしい光しか見えませんでした。 

「こんなくらい中で仕事？」 

 千里は光に向かって尋ねます。 

「うん。ちょっと手元を照らしながらね。明日の準備」 

「ふーん。わかった。じゃあ、私帰るね。あんまり遅くまで頑張らないでね」 

 と、千里は光に向かって喋って軽トラックに戻りました。結局マリの姿は最後まで見え

ませんでした。 

 

 千里が家に着くと、郵便受けに珍しく手紙が入っていました。中学校時代の同級生のジ

ュンコからでした。千里が百原に引っ越してくる前。都会にいた頃の友達です。 

 手紙を開けるとまず、 

「千里のことだからポケタンも持ってないし、ツナガリ！もやってないだろうから、手紙

で送るよ」 

 と、ジュンコらしい皮肉っぽい言葉が書かれていました。千里はクスリと笑います。ど

うせ私はポケタンなんて持ってないよ。不便な友達で悪かったわね。千里は眼を細めます。

なんだかんだで、連絡の取りづらい不便な友達に、わざわざ手紙に書いてまで連絡をくれ

るやさしい友達です。 

 ジュンコからの手紙はこうでした。近々、ジュンコたち、千里とも仲の良かった 3 人の

友達で、千里の住む近くまで温泉旅行に来る。つきましては、久々ということもあるし、



どこかで会えないか、ということでした。最後の締めに、千里に会うことが目的で行くわ

けじゃないから、仕事で忙しかったら無理しなくていいよ、とも書いてありました。でも、

温泉なんていろんなところにあるのに、わざわざ千里の住む近くの温泉なんて。ジュンコ

の性格を考えて、千里はまたクスリとしました。 

 お風呂に入って、夕食を食べ、千里はジュンコに返事の手紙を書きました。「お手紙あり

がとう。私は自由な仕事だから、いつでも予定は空けられるよ。気候の良い時に遊びに来

てください」という内容でした。 

 久々に会える友達。いつ会えるかな。来週か、再来週か。まだもう少し先の予定に、千

里の心は小さく弾みました。 

  

 マリはいつもより遅くまで働いてから帰宅しました。ただでさえ一年で一番陽の長い時

期ですから、帰宅した時には午後 8 時を過ぎていました。 

 いくら午前中は休んでいたとはいえ、こんなに遅くまで働くと、どっと疲れたような気

がしました。でもこれから夕食を作って、お風呂に入らなければなりません。 

 疲れていたので、夕食はご飯とみそ汁と納豆だけで済ませました。お風呂もざぶんと入

るだけにしました。それでも髪の毛を乾かし終わった頃には 30 時を過ぎていました。いつ

もならもう寝ている時間です。 

 マリはどうしようか考えました。少しだけ本でも読もうか。頭の中をポケタンがよぎり

ます。そういえば今日はまだ開いていないな。 

 マリはポケタンを開くのも少し怖く感じました。またツナガリ！や漫画で夜更かしして、

生活リズムが乱れてしまうのではないかと。でも、一方でツナガリ！で誰かから連絡をも

らっていたら、時々はチェックしていないとまったく無視したことになってしまう。 

 少し迷ってマリはポケタンを開きました。ツナガリ！がピコピコと光っています。一瞬、

ダイスケから？と思ったのですが、メッセージはモトコからでした。モトコからは昨日の

お礼と、マリに良い保険を紹介で来て本当に嬉しい、というメッセージが届いていました。 

 マリは今日はもう夜更かししたくなかったので、「こちらこそありがとう。モトコに久々

に会えたことも、私のことを心配してくれて保険を紹介してくれたこともうれしかったよ」

とだけ簡単に送ることにしました。 

 これ以上ポケタンに触るのはよして、今日はもう寝ましょう。マリはポケタンを持つよ

うになってから手に取っていなかった小説の続きを読みました。仕事の疲れのせいか、１

０分も読まないうちに瞼がとろんとしてきたので、それで明かりを消しました。ああ、こ

れで今日はぐっすり眠れそう。そう思いながら。 

 

 真っ暗な中。マリを呼ぶ音がします。マリを呼ぶ光が点滅します。最初は気のせいだと

思っていたマリ。ぐっすり眠っているせいで、寝ぼけてよくわからなかったマリ。何かが

私を呼んでいる・・・。 



 何が呼んでいるのかは、だんだんとわかってきました。ポケタンです。今、何時だろう？

真っ暗で、ポケタンの点滅以外は何も見えません。せっかく眠っていたのに。ポケタンが

再びピコンと鳴って点滅しました。もう４度目か、５度目かの点滅です。こんな夜中に何

度もなるんだから、よっぽど急で大切な連絡かもしれません。 

 マリは意を決してポケタンまで這って行って、開きました。連絡はダイスケからでした。 

「まだ起きてる？」 

「なんだか眠れなくて」 

「寝てるよね？」 

「またにするよ」 

「夜中にごめん」 

 ダイスケから立て続けに５つのメッセージが届いていました。時間を見ると０時を少し

過ぎたところです。ダイスケはこんな時間にも起きてるのかあ。まあでも、農家と違って

都会の生活はそんなものだろうなあ。マリはそんなことをまだぼんやりする頭の中で考え

ました。 

「大丈夫だよ。髪の毛乾かしてた」 

 マリはメッセージを返信しました。せっかくのダイスケからの連絡なので、気を使わせ

ないように嘘をつきながら。 

「ごめんね。今大丈夫？」 

「うん。どうしたの？」 

「ちょっと話でもしない？」 

「いいよ」 

 ポケタンが見慣れないリズムと点滅で振動します。ダイスケから電話がかかってきたの

です。マリは慌ててポケタンを取り落しそうになって、咳払いをしてから電話に出ました。

電話の向こうからは懐かしいダイスケの声が聞こえてきました。 

 

 翌朝、マリは６時に目覚めました。まだ眠いです。昨夜の出来事はなんだか夢だったよ

うにも思われます。でもこの眠気と、ポケタンに残る通信履歴が夢でないことを物語って

います。 

 ダイスケと何を話したかはあまり覚えていません。たくさんのことを話したのは覚えて

いますし、内容も断片的には覚えているのですが、そもそもダイスケがどのような用件だ

ったかは結局わかりませんでした。マリは布団に潜りながら、半分眠ったような、半分夢

のような心地で、電話の向こうのダイスケの懐かしい声に相槌を打っていました。 

 「近いうちに、どこかで会いたいね」 

 そんなことをダイスケは何度か言ってくれました。ぼんやりしていたマリにとっても、

これは嬉しい言葉でした。デートのお誘い？そんな嬉しい言葉だったからこそ、余計に夢

のように思えたのかもしれません。 



 マリは昨夜の余韻に浸りながら、仕事に出かける準備をしました。 

 薄曇りでしたが、天候は今日一日持ちそうです。キャベツの収穫をしながら、昨夜の電

話を思い出しました。働いて頭も体もしゃきっとするほどに、電話の内容も頭に甦ってき

て、目の前の現実の仕事と、頭の中の夢のような電話が入り混じった中間で、マリは働き

続けました。なんだか今までなかったような幸せな気持ちがしました。 

 たくさん働いたお昼休み、マリのポケタンが光っているのに気が付きました。 

「昨夜は遅くまで付き合ってくれてありがとう。いつ会えるかな？」 

 マリが待ちに待った、ダイスケからの連絡でした。 

 

 その土曜日。よく晴れた、農作業にぴったりの一日でしたが、千里は朝からお出かけの

支度をしています。今日はジュンコたちと街で遊ぶ約束をしている日です。 

 千里はお洒落着は夏用と冬用で一着ずつしか持っていません。お洒落をして出かけるな

どということは滅多になかったので困らなかったのですが、それでも千里は帽子やらアク

セサリーやらに気を使って、変化を着けるようにしています。シンプルな中でも変化がな

ければ枯れてしまいそうな気がしましたし、両親と同じ芸術家肌であった千里にとって、

お洒落に無頓着になるのは嫌でした。 

 千里も街へ出かけるときは大体軽トラックです。他に車を持っていませんし、バスや電

車を乗り継いでいくのも不便だったからです。 

 待ち合わせ場所近くのコインパーキングに車を停めて降りたまさにその時、ジュンコた

ち３人がこちらに千里の方に手を振って駆け寄ってきました。 

「久しぶり―！！ってか、千里！！ワンピースに軽トラックって！！！！」 

 お洒落着と軽トラックとの妙な組み合わせに、女の子３人でお腹を抱えて笑っています。

千里も釣られて笑って、そしてみんなと抱き合いました。こうやってみんなと会うのは、

こうやってみんなと抱き合うのは、こうやってみんなと笑うのは何年ぶりでしょうか。千

里には都会を離れるときにみんなと抱き合って泣いたあの頃が、つい昨日のことのように

思い出されました。千里が引っ越して以来、もちろん会うのも連絡を取るのも滅多になく

なってしまったけれども、ちゃんと友達は続いているんだ。そう思うととても嬉しかった

です。 

 千里たち４人は近くのレストランに入って、お昼ご飯を食べながら昔話に花を咲かせま

した。みんな元気そうでした。そろそろ結婚も考えたいけれど、いい人いないかなー？な

んて盛り上がります。ジュンコたち３人は千里をお嫁に欲しいと言いました。可愛いし、

料理も上手だし、気立てもあるし、こんなに理想のお嫁さんはいないというのが３人の共

通の見解でした。「いいわよ。でも私と一緒に農家をやる覚悟ある？」と千里がいたずらっ

ぽく言うと、３人は「無理！」「朝早く起きられない！」「諦める！」と口々に言って笑い

ました。どうやら千里をお嫁にもらうことは、３人とも諦めてくれたようです。 

 ジュンコたち３人は都会からレンタカーを借りて泊りがけで来たようでした。大いにし



ゃべって気づけばもう３時近いです。 

「ねえ。これから私たちが行く温泉。日帰り入浴もできるから千里も一緒に来ない？」 

と、順子が誘います。 

 それもいいな。千里は思いました。 

 せっかく来てくれた友達、次はいつ会えるかわからない友達です。次会うときには誰か

が結婚をして、もう４人では集まりにくいかもしれません。 

 ジュンコたちの泊まる温泉は街から百原に行く途中にありました。少し遠回りではあり

ますが、通り道と言えば通り道です。これから一緒に温泉に行って、ゆっくり入浴してか

ら百原に帰っても、夕食までには帰れることでしょう。 

「うーん」 

 千里は少し考える仕草をしてから、言いました。 

「わかった。一緒に温泉入ろう。でもね、一つ条件があるの」 

 なになに？とジュンコたちが身を乗り出します。 

「私は温泉に入ってからそのまま百原に帰る。だから、温泉までも自分の軽トラで行くよ。

でもさ、あなたたち３人がレンタカーで私一人が軽トラじゃ寂しいよね。だから、誰か私

の軽トラの助手席に乗ってね！お洒落着で軽トラなんて不釣り合いだけどさ！」 

 ジュンコたちがまた笑いの渦になりました。 

「わかった！今日は私が千里のジャガイモよ！」 

「千里と一緒にいられるなら、荷台でもいい！」 

「何なら私が軽トラを運転するよ！」 

 またもみんな口々に好き放題言っています。千里もとても嬉しくなりました。こうやっ

てせっかく会えたんだもの、少しでも長く一緒にいたいよね。 

 

 会計を済ませた千里たちははしゃぎながら、コインパーキングまで歩きます。 

 その時、千里は遠くの方に見慣れた顔があるのを目にとめました。マリです。知らない

男の人と歩いています。 

 え？！マリ？？ 

 千里もそうですが、マリが街に来ることも滅多にありません。よほどの用事がなければ。

それに知らない男の人。彼氏なの？デートなの？ 

 千里の頭の中をいろんな言葉がグルグルしました。別に彼氏だっていいじゃない。どん

なに仲良しでも、別々の人間なんだもの、恋だってするし、彼氏ができてもいちいち報告

しなくても、そういうこともあるじゃない。でも、なんだか、千里の中には大きなモヤモ

ヤができました。 

 あれは、マリだよね。人違いじゃないよね。 

 頭の中にもやもやを抱えたまま、ジュンコたちのはしゃいだ会話に相槌をうっていたら、

いつの間にかマリの姿は見えなくなっていました。千里の中にモヤモヤだけが残りました。 



 もういいや。さっきのことは忘れよう！ 

 千里は得体の知れないモヤモヤよりも、目の前の大切な友達だけに集中することを決め

ました。 

 

 マリはその日、ダイスケと会うために街に出かけました。 

 少しデートのような、少しときめくような気持ちがあったものですから、いつもの軽ト

ラックはやめて、不便を承知でバスと電車を乗り継いで街まで行きました。万が一にも軽

トラックから降りる姿をダイスケに見られたくないと思ったからです。 

 久々に会うダイスケの姿にドキドキして、マリはなんだか目を合わせることも気恥ずか

しい気持ちがしました。 

 会って、最初に何を話したのか、マリは覚えていません。ただダイスケの「何かおいし

いもの食べに行こう」という言葉で肩を並べて歩き出したことは覚えています。 

 マリにとって街はあまり詳しい場所ではありませんし、ダイスケも故郷の近くとはいえ、

この街を歩くのは久しぶりのことだったようで、どのお店にしようか迷っている様子です。 

「あてずっぽうで入ってもいけないから、ポケタンで調べるか・・・」 

 ダイスケが独り言とも、マリに話しかけたともわからない声の大きさで呟いたまさにそ

の時、マリは遠くからこちらに歩いてくる女の子の一団を見ました。その４人の女の子の

中に見慣れた顔、千里がいるのです。 

 マリは全身の血が顔に集中して、火照るのを感じました。いけない。ダイスケと二人っ

きりのところを見られちゃう。まるで千里に内緒で、こっそり会って、抜け駆けしている

みたい。そんなんじゃないから。これはデートじゃなく、ただ懐かしくて会ってるだけだ

から。マリの頭の中を言葉が駆け巡ります。 

 それらの言葉がマリの頭を駆け抜けると、今度は違う言葉がやってきました。千里はな

んで街にいるの？今日は仕事じゃないの？そのお友達は誰？見たことない人たち。私とい

るときには見せないような、千里のはしゃいだ顔。ねえ、誰？私の知らないところで、そ

んなに楽しそうな仲間がいるの？ 

 千里は周りの女の子との楽しい会話の夢中のようで、まだマリに気付いていないようで

した。でも、このままではすぐ近くの距離ですれ違ってしまう。 

 マリは慌ててダイスケの手を引っ張りました。思い切った行動と、ダイスケの大きくて

温かい手の平の感触で、マリの心臓はますますドキドキしました。 

「ダイスケ君。こっち！」 

 そう言いながら、マリは通りから少し入った小路へとダイスケを引き寄せます。目の前

に小さなイタリア料理のレストランが見えました。マリはダイスケの手を引いたまま、ぐ

いぐいと歩みを進めます。 

「ダイスケ君。このお店！ここ、前から入ってみたかったんだ！」 

 そう言いながら、マリは呆気にとられているダイスケと一緒に、見知らぬイタリアンレ



ストランに滑るように入り込みました。 

 ああ、危なかった。でもあれ、本当に千里だったのかしら。 

 マリの頭はまだグルグルします。 

 

 マリとダイスケは料理を注文し、ようやく落ち着いた気がしました。小さな、うす暗い

レストランで、千里はもちろん、ここならば誰も知り合いに見られる危険はありません。 

 落ち着いてしまったせいか、さっき大胆にもダイスケの手を引っ張ってしまったせいか、

マリはあった最初よりもちゃんとダイスケの顔を見ることができました。 

 ２４歳の大人になったダイスケは、やさしい眼をした男性になっていました。普段、若

い男性にあまり接しないせいか、マリはダイスケの顔を見ただけでドキドキしてしまいま

す。中学生の頃は本当に狭い世界で、同級生はみんな兄弟や家族のようだったので、まさ

か身近にいたダイスケがこんなに素敵だったとは思いませんでした。 

 マリとダイスケは食事をしながら、いろんなことを話しました。大部分は昔の思い出話

と、そして同級生の近況です。いろんなものを食べたけれども、マリにはどれも味がわか

りませんでした。 

 ところで、マリには一つ気になることがあります。それはダイスケにどことなく元気が

ないことです。以前もツナガリ！の最中に寝てしまったり、あるいは眠れなくて夜中に連

絡をしてきたり。そういえば今回こうやって再会したのも、ダイスケが眠れない深夜の電

話がきっかけだったことを思い出しました。 

「ダイスケ君さ。この間みたいに眠れなかったりとかさ。そういうの大丈夫？」 

 マリは勇気を出して切り出しました。 

「うん・・・」 

 ダイスケは伏し目がちに頷きます。そして、話し始めます。 

「心配かけてごめんね。実は聞いてもらいたいことがあるんだ・・・」 

 

 その日、イタリアンレストランを出た後にダイスケはマリを百原まで自動車で送ってく

れました。マリがわざわざバスと電車を乗り継いできてくれたことを知って、帰りは不便

をかけたくないと、遠慮するマリを押し切って送ってくれました。 

 マリが帰宅した時には、もう夕方の５時になろうとしていました。 

 帰宅するとマリは街に出た疲れ、デートの疲れがどっと出たように、畳の上に寝転がり

ました。梅雨はもうすぐ明けて、夏がやってきます。この時期の夕方はちょうど過ごしや

すく、マリはそのまま畳の上で何もかけずに眠ってしまいそうでした。 

 でも、寝てもいられない。マリの頭の中はさっきのダイスケの話でいっぱいです。一体

どうしたものか。力になりたいけれども・・・。それはとても難しいし、勇気の要る決断

でした。自分一人の力で手に負えるとは思えません。 

 マリはどうしようか途方に暮れました。今までならこういう時はなんでも千里に相談し



てきたのですが、今回はそういうわけにはいきません。ましてやお金の絡む話ですから。 

 途方に暮れるマリの頭にひらめくことがありました。マリは書類の束から高槻の名刺を

見つけ出し、電話をかけました。 

「もしもし。高槻さん。休日のこんな時間にごめんなさい。ちょっと相談したいことがあ

るんですけど」 

 そう言うと高槻は用件も聞かずに答えました。 

「わかりました。すぐにご自宅に行きます。大丈夫ですよ。皆さんのお役に立つためでし

たら、曜日も時間も関係なく動くのが我々の仕事ですから」 

 マリからの連絡に高槻も張り切っているようです。高槻はその電話からちょうど３０分

後にマリの自宅を訪ねました。 

 マリは高槻にダイスケから受けた相談を話しました。それはこういう話です。 

 自動車の販売員をしているダイスケは、毎月 3 台の販売ノルマがあります。ところがこ

の半年間、ダイスケは辛うじて毎月 3 台ずつの販売しかできていません。それも友人や親

せきに頼み込んでのことです。支店長からも営業成績の件ではよく呼び出されて、注意を

受けます。大きな声で怒られることもあります。でも、ダイスケにはそれ以上どうするこ

ともできませんでした。 

 おまけに、ダイスケの一つ下の後輩がいるのですが、その人は口が上手で、毎月ノルマ

を超えて販売できています。社内でも、ダイスケは後輩と比べられてしまって、立場があ

りません。上司から怒られて、後輩からは馬鹿にされているような気がして、それでもど

うしようもできなくて、ダイスケは心が不安定になっていました。最近眠れないのも、そ

のせいではないかと。 

 さらに、今月はまだ１台も売れる目途が立っていません。頼めそうな友人や親せきには

もう十分に声をかけて、無理を押して買ってもらっています。もうあと、頼めるのはマリ

しかいない。久々に連絡を取って会えたのに、こんなことを頼んでごめん。というのがダ

イスケの話でした。 

 さて、マリも困ります。まず、マリの今の収入ではとても自動車を購入して、そのロー

ンを払うことはできません。それに、普段は軽トラックで事足りているマリには、乗用車

を買う理由もありません。 

 事情を説明してからダイスケは自動車のカタログを開きました。いくつかある車種の中

から、ダイスケがおすすめしたものは、若い女性に乗りやすいようなコンパクトカーです。

マリも仕事中に聞くラジオでよくその宣伝は知っていました。自分にはまったく無縁のも

のとして聞き流していた宣伝でしたが。 

 マリからの説明を聞いて高槻も少し困ったような顔をして、マリが広げたカタログを見

ています。 

「私の収入では新しい車なんて買えないし、買う必要もないのはわかっているんです。た

だ、私は友達の力になりたくて・・・。高槻さんはいろんなことを知っているし、この間



のヘッドランプみたいに私たちの仕事が効率よくなって、収入が増えるようなアイデアも

出してくださる。私がどうすればいいのか、お知恵を貸してください」 

 マリは高槻に頼みます。 

「まずは、必要になるお金から算定しましょう。それからできる手段を探しましょう」 

 高槻が言いました。 

「たとえばこのモデルの場合、オプションを抜きにして金額が１４０万円ちょっと。もち

ろん現金一括払いは無理ですので、５年ローンを組むとして月々の支払いは 26,500 円の 59

回払い。あとは、頭金が 34 万円くらい。支払総額は 360 万円になります。払えますか？」 

 マリは首を横に振ります。 

「マリさん、預金はいくらありますか？」 

「30 万円くらい・・・」 

「30 万円のうち 30 万円をいざというときのために取っておくとすると、とりあえずは 20

万円で頭金と最初の 3 か月くらいのローンは払えますね。計算してみますか。その前にマ

リさん、確認ですけれども、マリさんの今のお仕事と収入でこのローンを組むというのは

結構な無理をするということです。それでもいいですか？」 

 マリはコクリと頷きます。 

「わかりました。ではご提案します」 

 そういうと、高槻はいったん車に戻り、大きなカバンを持ってきて、書類を広げます。 

「ちょっと大がかりな提案になりますが、驚かずに聞いてください」 

 自動車を買うためのローンを組むというだけの話なのに、たくさんの書類を広げて話を

始める高槻の姿に、マリは早くも驚いています。 

「マリさん。あなたの今の売り上げは月々およそ 35 万円です。農業にかかる種代・苗代・

肥料などの資材の経費が月々５万円です。売り上げから経費を抜いた利益が大体 30 万円。

マリさんは 30 万円の利益から家賃や食費を払って、余った分を毎月 2 万円貯蓄ができてい

ました。」 

 マリは驚きながら頷きます。 

「しかし、つい最近より、毎月の医療保険が 5 千円、さらにポケタンの通信料が 5 千円、

合計 3 万円かかっています。そこに、今の自動車ローンの話が加わると、月々26,500 円の

支払いが加算されます。となると、月々の家計は 36,500 円の赤字です。この間お渡しした

ヘッドランプがありますが、あれを使って余分に働けば 36,500 円の赤字の分、余計に稼げ

ますか？あるいはもっと稼いで、今までどおり貯蓄できそうですか？」 

「いいえ。毎日ちょっと余分に働いたくらいでは、無理です」 

「そうですよね。そのあたりのことをもう少し解説します。マリさんの 3 日の労働時間は

日によって多い少ないの差はありますが、3 日平均で 9 時間ほど。そして、週に 3 回程度休

むとして、月に 26 日労働。月の労働時間は 234 時間。毎月の利益であります 30 万円を 234

時間で割りますと、427.35 円。時給 427 円！！いまどき高校生のアルバイトだってこの 2



倍の時給ですよ！！僕はマリさんに対して、まずはこのような現実を直視して、生産効率

を上げることを提案します。なぜマリさんの農場は生産効率が悪いか、わかりますか？」 

 マリは首を振りました。毎月、ちゃんと売り上げがあって、食べていけて、それで十分

だと思っていたので、生産効率とか、時給とか、そういうことは考えたことがありません

でした。 

「マリさんの農場の生産効率の悪さは 2 つに集約されます。一つは露地栽培であること。

天候の影響を受けるので、雨の日は作業ができませんし、天候不順や台風などによって作

物がうまく育たずに生産性が落ちています。もう一つは、作付する作物の種類が多いこと。

よく言えば種類があるので、豊作だった作物と不作だった作物で補い合うことができるの

ですが、トータルでは生産効率は悪いです。もっと儲かる作物だけを集中して栽培すべき

です」 

 マリが今まで考えたこともなかったようなことを高槻はしゃべり続けます。 

「今僕が言ったことをまとめますと、露地栽培は止めにして、ビニールハウスでの栽培に

切り替えましょう。そして、栽培する作物は、これはいろいろですが、例えばトマト。ト

マト栽培はいかがですか。甘くて、真っ赤なトマト。儲かりますよ。トマトはこれから旬

ですよね。これから真夏にかけてトマトが全国で実ることには供給過剰でなかなか儲かり

ません。トマトは露地の場合はせいぜい 9 月までしか栽培できませんが、ハウスならば一

年中栽培可能です。特に冬の時期のトマトは貴重なので、高く売れますよ。3 年中トマトを

作り続ければ、天候の影響も受けずに、必ず儲かります！」 

「そんな・・・。トマトばかり作ったら連作障害が起こりますよ」 

「ふん」 

 高槻がちょっと馬鹿にしたように鼻で笑いました。 

「マリさんはご存じないかもしれませんが、農業は日々進歩しています。連作障害が起こ

らないような品種や接ぎ木苗もあります。高性能の肥料も農薬もあります。でも、もっと

言えば、トマトを土で育てるのはもう古く、今は水耕栽培の時代ですよ！水耕栽培ならば

土を使わないので、連作障害も起こりません」 

「水耕栽培って・・・？」 

 長年、農業をしているとはいえ、農業高校に通っていたわけでもないマリはそういうこ

とに詳しくありません。 

「土を使わない栽培法ですよ！苗はスポンジでできたポットの中で栽培します。そして、

ハウス内のポットには、一つ一つホースが繋がれていて、栄養と農薬を混ぜた培養水を自

動で供給します。もう、水やりも必要ありません。農薬のおかげで病気も発生しません。

仕事は支柱を立てたり、脇芽かきしたり、収穫したりが中心になります」 

 聞いていて、マリにとってもなるほどと思える話でした。確かに。今の露地栽培では天

候の影響が大きいですし、そして野菜にとって大敵である、連作障害をはじめとする病気

を防げるのはとても魅力的に思えました。 



「でも、ハウスとか、そういうのを作るのって高いんじゃないですか？」 

「もちろん安いものではありません。たとえば間口 6 メートル、長さ 50 メートルのもので

200 万円です。ここに先ほど言いましたような、培養水の自動供給システムが 50 万円。合

計 250 万円で 3 棟のビニールハウスを建てられます」 

 なんだか大変な話になってきました。340 万円の自動車を買うために、さらに 250 万円

のビニールハウスを買わなければならないようなのです。 

「250 万円というとびっくりしますが、利益のために投資をするというのはどこの農家さん

でもやっていることです。これも分割払いならば大丈夫です。5 年ローンなら月々4 万 5 千

円ほど。30 年ローンなら月々2 万 5 千円ほど。こういう風に考えると払えますよね？」 

 マリは曖昧に頷きます。 

「さらに、我が公社の場合ですと、皆さんをサポートする仕組みが充実しています。まず

はビニールハウスの保証。せっかく買ったビニールハウスが台風なんかで壊れたら大変で

すからね。最初の 3 年間は自然災害などによる破損も、無償で保証します。2 年目からは保

険金がかかりますがね。さらにすごいのが、売上保証。先ほど提案しましたサイズのビニ

ールハウスでトマトを栽培しますと、月々60 万円を売り上げることが可能です。やりよう

によっては 70 万円も 80 万円も可能です。逆に、失敗して思うような売り上げが出ない場

合、それを保証する仕組みがあります。月々の最低売上げを 40 万円として、それを下回っ

た場合には差額が補償されます。これも最初の 3 年間は無償で、2 年目からは保険料がかか

ります。いいですか、マリさん。何百万円という投資をするというのはとても勇気の要る

ことです。少し間違えればそこから人生が狂いかねません。でも我が公社の仕組みを使え

ば、リスクを最低限に抑えながら投資を行い、安定して収入を増やすことができます」 

 マリは考えました。自分は若い。でも、これから結婚するかもしれないし、農家もいつ

まで続けるかもわからない。ローンを組むなら 5 年かなあ。するとちょうど自動車を同じ

タイミングでローンが終わります。ポケタン通信料と、医療保険と、自動車ローンと、ビ

ニールハウスのローンで月々合計 83,500 円が今までより余分にかかる。でも、ビニールハ

ウスでの売上保証が 40 万円で、普通にやっても 60 万円の売り上げならば、83,500 円くら

いの出費はなんてことないように思える。 

 高槻がマリに話し続けます。 

「あと今回のビニールハウスの話は、ビニールハウスから培養水供給システムから、保険

から、すべて込みでパッケージとなっています。今までと異なる栽培法をするわけですか

ら、栽培するトマトの品種も、肥料も、農薬もこのシステムに適合した専用のものでなけ

ればなりません。つきましては、他社の品種・肥料・農薬を使わずに、我が公社の斡旋す

るもののみを使うということで、契約をいただく必要があります。それと出荷も、今まで

のようなクミアイや直売所ではなく、我が公社が独自に買い取らせていただきます」 

 と言って、高槻は品種カタログ、肥料カタログ、農薬カタログにペタペタと付箋を貼っ

て、マーカーで印をつけていきました。露地栽培ばかりやってきたマリには馴染みのない



品種です。なるべく有機・減農薬の栽培をしてきたマリはそもそも肥料や農薬にはあまり

詳しくありません。 

 マリは悩みました。あまりにいろんなことを一度に話されて、頭の中で整理できません。

こんな大切なこと、自分一人で決めていいのだろうか。両親に相談しなくていいのかな。

千里には・・・。 

 今日会った千里の顔がマリの頭に浮かびました。自分の知らない友達の中の千里。自分

には見せないような、はしゃいだ笑顔。今までになく千里を遠く感じました。 

 千里だって、私の知らない世界を持ってるじゃない。私にだって、千里の知らない世界

があるわ。私と千里は別々の人間なんだから、こんなこといちいち相談する必要はない。

私と千里は別々。私には私の世界、私の人生、私のやり方があるの。マリの頭には大きな

ビニールハウス、今まで考えたことがないような大きな収入、ピカピカの自動車、ダイス

ケの笑顔が浮かびました。 

 私は私。私の人生を切り拓こう。 

 マリは決意しました。 

 

 次の日、農作業を丸一日休んでしまった千里は出荷作業に大忙しです。晴天がしばらく

続いてくれたのでジャガイモを掘り起しました。トマトもキュウリも、まだ最盛期ではあ

りませんが、実り始めています。最盛期には品余りする夏野菜は、むしろこの時期の方が

売れ行きが良いので、張り切って出荷したいくらいです。 

 忙しく出荷品を農協や直売所に運んでいる最中、何度が通りがかったマリの農場で何か

が始まっているのを千里は見かけました。なんだろう・・・。何かを作っているような。

大きな車が何台か停まって、何人かの作業員が動き回っています。マリの軽トラックもあ

りました。 

 通るたびに気になってはいましたが、千里も忙しさのあまり立ち寄ることはしませんで

した。もっとも今までも、仕事の最中に千里もマリのお互いの農場を訪ねることはありま

せんでした。いつも仕事前か仕事帰りか、昼休みか、いずれにせよお互いの仕事の邪魔に

ならない時間帯のことです。 

 その日、夕方まで働いた千里は自宅に帰ろうと軽トラを運転していました。マリの農場

に寄ってみようかな。そんなことを考えて迷いながら。 

 その時、一本道の農道の向こうから、マリの軽トラックが走ってくるのが見えました。

千里の心に何か引っかかるものがありました。それはよく考えてみると、マリの農場で始

まったなにかではなく、昨日街で会ったマリでした。知らない男性と歩いていた。見てし

まった。なんだかそのことを考えただけで言いようのないモヤモヤと、気まずさを感じま

した。いつもなら、マリと千里は道ですれ違うとお互いに手を振って合図をします。どう

しようかな。昨日はマリが私に気付いたわけではないんだから、何事もなかったかのよう

にすればいいよね。何も見なかった。何も知らない。そういう顔をすればいいよね。千里



はそう思ってすれ違うマリの運転席を見ます。一瞬、確かに一瞬、マリと目が合ったはず

でしたが、マリはすぐに目線を逸らしました。え？振ろうとしていた千里の手が止まりま

した。 

 千里とマリの車が手も振らずにすれ違う。こんなことは初めてでした。 

 

 全国開発公社の仕事はとても速く、マリの農場にはピカピカのビニールハウスがすぐに

できました。そして、培養水供給システムも稼働して、スポンジのポットはいつも適度に

濡れています。ビニールハウス内は今まで見たことがない数のトマトの苗が並んでいます。

今から栽培すれば、１月半後の 8 月下旬にはトマトの出荷を始められるでしょう。それか

ら冬の間中ずっとトマトの収穫と出荷を続けられます。もう天候も季節も病気も連絡障害

も関係なく、3 年中トマトの栽培ができるのです。時間だって関係ありません。照明設備を

完備したビニールハウスですから、いつでも作業できます。 

 マリの仕事は今までと大きく変わりました。季節に合わせた野菜を作る必要がありませ

ん。輪作計画もありません。朝はナス、昼はジャガイモ、夕方はキュウリなどと、あれこ

れの作業をすることもありません。必要数のトマト苗を配置した今やるべきは、脇芽かき

と誘引です。今までの規模でしたら、トマトの脇芽かきは週に 3 度くらい、2 時間くらいで

終わっていました。しかし今のマリのトマトだらけのビニールハウスはそういうわけには

いきません。一日中脇芽かきをしても、何日も続けて一通り終わるころには、もう最初に

かいたトマトは 2 度目の脇芽かきが必要になっています。来る日も来る日も脇芽かきを続

けたら、今度はトマトが赤くなりだして、来る日も来る日も収穫を続けます。 

 時々、作業のしすぎで目が疲れて、遠くの山々でも眺めようとするのですが、ビニール

で阻まれてそれもできません。秋が来たのに、暖かなビニールハウスの中では気温の変化

に気付かず、外に出てやっと肌寒さを感じることもありました。日が短くなってきても、

夕方から照明を点けだすマリは、仕事が終わるころに真っ暗な外を見て驚きます。 

 高槻は週に一度はマリの農場を訪問して、様子を尋ねます。 

「いかがですか、マリさん。仕事の調子は？」 

 ある日、高槻は尋ねました。気が付けばもう秋でした。 

「ええ、おかげさまで順調に売り上げを伸ばしています。」 

 8 月下旬からトマトの本格出荷を始めたマリの農場は、今では毎月 55 万円を売り上げる

ペースで出荷を続けています。公社の買い取り金額は安定していましたし、最低売上げ保

証もありますから、心配はありません。 

「何か困ったことはありませんか？」 

 困ったこと・・・。マリは毎日に忙しくて、あまりそういうことを考えたこともありま

せんでした。 

「困ったことはそうですね。ちょっと仕事が忙しくて、前みたいに自分でご飯を作る余裕

がなかなかないことでしょうか・・・」 



 照明のおかげで、陽がすっかり短くなったマリの農場でも時間を気にせずに働けます。

その日の仕事量が終わるまで。あるいは自分が疲れ切ってしまうまで。 

 帰宅する頃にはほとんど毎日のように夜の 8 時近くになっていました。もう以前のよう

にそれから自炊をして、お風呂を沸かしてはいるという気力も体力もありません。それで

もと思い、何とか自炊をしてきました。ご飯はもうずいぶんと簡単になっていました。ご

飯と、インスタントの味噌汁と、後は缶詰とかレトルト食品とかふりかけとか。食べる事

よりも休むことや寝ることの方が大切でした。お風呂だけは毎日汗をかくので、欠かさず

に入ります。 

 朝ごはんはパンで。お昼ご飯は前のようにお弁当を作る余裕がなく、カップ麺というこ

とも増えてきました。 

 話を聞いて高槻も頷きます。 

「なるほど。確かにお忙しいですよね。ここが都会ならば、コンビニでもスーパーのお惣

菜でもお弁当屋さんでもファストフードでも、いくらでも食べ物があるのですが。かとい

って、コンビニを誘致しても百原の人口ではとても売り上げが足りないので、それも無理

ですし。我が公社ではそういうときのために、宅配弁当を扱っております。マリさんのよ

うに、お仕事が忙しくなって、たくさん稼げるようになった方に向けたサービスです」 

 と言って、高槻はパンフレットを取り出しました。 

 マリがパンフレットを見ると、彩り鮮やかなお弁当の見本が並んでいます。いずれも栄

養バランスのとれた美味しそうなお弁当でした。朝食は 300 円、昼食は 500 円、夕食は 600

円と少し高い気がしましたが、マリはこのお弁当を頼むことにしました。なにせ稼ぎは以

前の何倍もあるのです。これで食事の手間や煩わしさから解放されると思ったら、安いも

ののように思います。 

 マリはそのお弁当をとって、食べ始めました。最初は平日だけの契約でしたが、すぐに

休日も含めた全ての日に切り替えました。平日の自炊をやめてしまったら急に家の中の食

材や調味料が減って、休日だけ何か料理するのも大変になってしまったのです。こうして

マリは日々の食べるものを考えて、そのために手間や時間を使うという煩わしさから解放

されました。 

 

 マリの月々の売り上げは 55 万円になりました。でも、マリの貯蓄が増えていったわけで

はありません。マリはなかなかそのことに気が付きませんでした。もともとお金にそれほ

ど興味があったわけでもないですから。 

 マリの貯蓄があまり増えないのには理由がありました。55 万円の売り上げから、経費を

差し引きます。苗代・肥料代・農薬代です。さらに、ハウスで使う照明代と培養水の水道

代もかかります。特に公社が斡旋販売している苗や肥料や農薬は確かによく育って収穫も

いいのですが、高価でした。それらの経費が実に 35 万円に上ります。水道代だって、露地

栽培のときは雨水で十分で、水やりをするのは苗を定植した直後に、ごくわずかだけでし



た。それらの今まで無かった経費がマリに降りかかってきたのです。 

 売り上げから経費を差し引いた利益が 20 万円。そこにポケタンの通信費・医療保険代・

自動車のローン・ビニールハウスのローンの合計が 83,500 円。それに新しく取るようにな

ったお弁当代が月々43,000 円くらい。そこに、昔から払っている家賃や水道光熱費やガソ

リン代を差し引くと、結局手元には 3 万円も残りません。 

 しかし、マリがそのことに気付くのには長い時間がかかりました。 

 

 そうしてマリは冬を迎えました。 

 冬のある日。この日は珍しく高槻はマリの自宅を尋ねました。 

「いかがですか、マリさん。調子の方は？」 

 高槻の尋ねることはいつも決まっています。 

「ええ。おかげさまで売り上げも安定しています」 

「実はですね、マリさん。今日は新しいお話を持ってきました。それは家の話なのですが。

マリさん、この家で不便なところはないですか？」 

 不便か・・・。不便といえばたくさんあります。古いこの家は、冬はとても寒いです。

石油ストーブを焚きながら暮らしていますが、石油ストーブを焚いていない部屋は極寒で

す。台所とか、トイレとか、洗面所とか。そういうところに行くたびに半纏を羽織らなけ

ればとても行けません。寝るときはストーブを消すので、朝は部屋の中が氷点下近いこと

もあります。台所の薬缶の水は大体朝には凍っています。 

 お風呂は古いタイル張りなので、とても寒いです。トイレも家の縁側の隅にあるので、

遠くて寒いです。夏は涼しいのですが、今度はあちこちの隙間から虫が入り込んできます。 

「たぶん、古い家なのでいろいろな不便がありますよね」 

 高槻が続けます。 

「特に新しい車を買いましたので、余計に家の古さが際立ったような・・・」 

 高槻は庭に停めてある新車に目線をやりながら話しました。マリはこの家の古さにはも

う慣れきっていましたが、確かに言われてみれば不便で古い家かもしれません。若い女の

子はこういう家には住まないかもしれません。そういうことさえ、千里くらいしか若い女

の子が身近にいなかったマリには気にしたことがない問題でした。 

「マリさん。最初に話した通り、私たちの仕事は全国に便利と幸せを届けることです。マ

リさんもその趣旨を理解してくれて、今ではビニールハウスのオーナーです。おかげで売

り上げもぐっと増えましたよね。そしてピカピカの新車にも乗れました。次は住環境です。

当社ではこんな事業を新たに展開しようと思っています」 

 と言いながら、高槻がパンフレットを広げます。それはこじんまりとした一軒家のパン

フレットでした。２ＬＤＫの一軒家と書いてあります。 

「田舎に人が少ないのは、仕事がないとかお店がないとか娯楽がないとか、いろんな原因

がありますが、そのうちの一つは家がないということです。田舎には古い家ばかりが余っ



ていて、若者が住みたいと思えるような新しいお洒落な家がありません。かといって、マ

リさんのような若い方がいきなり家を建てるのも無理なので、当社では新たに賃貸事業を

始めることにしました。賃貸住宅にはいろんな種類を用意しますが、主力と考えているの

はこの２ＬＤＫのプランです。ターゲットはマリさんのような若い独身の方です。２ＬＤ

Ｋというのは若い独身の方にはちょっと広すぎる間取りに思えますが、そうでもありませ

ん。この広さがあれば、例えば素敵な男性が見つかって一緒に暮らすことになったときに、

困りません。そのまま結婚して、子どもが生まれても大丈夫です。この寝室には 2 つの出

入り口があって、パーテーションで区切れるようになっているので、子ども 2 人までなら

ば十分に一緒に暮らせます。一人暮らしで広々と、そして家族を持ってからも子供 2 人の 4

人家族位ならば十分に暮らせる広さが２ＬＤＫなのです。この広さがあれば、お友達が泊

まりに来ても全く困りません」 

 友達が泊まりに来るということなど考えことがなかったマリですが、確かに、今の家だ

とちょっと古いし寒いから、呼びにくいかな。マリの頭にはモトコやダイスケが浮かびま

した。 

「あと、マリさん。この家の防犯はどうなっていますか？」 

「どうって・・・。なにも・・・。鍵もかけません」 

「なんですって？！ダメですよマリさん！あなたみたいな若い女性が鍵もかけない家にい

るなんて。今回紹介する賃貸住宅は警備システムも入っていますので、何かあったら警備

員が飛んできてくれます」 

「そんな・・・。百原はそういう物騒な場所ではないですよ」 

 そう言うマリに、高槻は待っていましたとばかりに、ここ数年間で起きた凶悪犯罪の新

聞記事をいくつか取り出しました。いずれも平和と思われる田舎で、若い女の子が強盗や

痴漢に遭った例です。そういう新聞記事を見るとマリも少し怖くなりました。 

「さて、それでこういう家。賃貸でいくらすると思います？実は都会ですと同じような間

取りで 32 万円ほどの家賃がかかります。とても高いです。でも同じ物件でも百原に作りま

すと、土地代が安いものですから、7 万円の家賃で済みます。都会よりも 5 万円も安くすめ

るのですよ！」 

 そう聞くとマリもなんだかお得な気がしてきました。 

「でも・・・。ここの家賃が 3 万円ですから、今よりも 6 万円も余分に家賃を払わなけれ

ばなりませんよ。今の私のお金ではとても・・・」 

「そこで提案です。マリさん。ビニールハウスをもう一棟建てましょう。同じ大きさのも

のを」 

「無理ですよ！今の 3 棟だけでも大変なんですから。とても私一人では面倒を見きれませ

ん」 

「だからですね。人を雇うのですよ。世の中には暇をしている主婦がたくさんいます。そ

ういう人をパートで雇うんです」 



「でも、人を雇うなんて、どうすればいいんだか・・・」 

「それも大丈夫です。我が公社では人材派遣もしていますので、パートを派遣できます。

ちゃんとこちらで面接をして採用をした人ですから、マリさんがいちいち働き手を探した

り、面接をする必要もありません。給料の支払いも我が公社経由で行います。煩わしさは

全くありません。そして、ビニールハウス２棟。売り上げは今の２倍です！」 

 今の２倍・・・。今の２倍の売り上げがあれば、マリの生活ももっと楽になるような気

がしました。特に最近はたくさんたくさん働いていましたから。 

 マリはその契約書にサインをしました。ビニールハウスをもう１棟。パートのおばさん

を２人。そして新しい賃貸の一軒家。 

 マリの売り上げは２倍になりました。家もピカピカになりました。景色は相変わらず百

原の長閑な田園風景でしたが、家の中だけは都会の高級マンションみたいになりました。

でも、売り上げの増えた分は２人のパートさんの給料や、新しい家の家賃に消えていって

しまいました。新しい家を維持するための光熱費や・防犯費も高額でした。結局マリの貯

蓄が増えることはありませんでした。相変わらず毎月２～３万円ずつ、わずかに貯蓄が増

えていくだけです。 

 

 何度か、マリと千里は軽トラックですれ違いました。でも、あの時の擦れ違い以来、ど

ちらも手を振ることが無くなりました。２人とも何か気まずいような気がして、すれ違う

時にはわざとよそ見をしたり、気づかないふりをしていました。千里はマリが誰か知らな

い彼氏に夢中になってしまったように思いました。マリは千里が自分の知らない女友達に

囲まれて楽しく過ごしていることばかり考えてしまいました。そして、マリは同時に自分

の農業の仕方がどんどん変わっていってしまって、しかもその件について千里に何も話し

ていないことに、何か後ろめたさを感じていました。千里もそれは一緒です。マリの農場

にビニールハウスができたこと、ビニールハウスが増えたこと、誰か知らない人がそのビ

ニールハウスで働いていること、マリが新しい車を買ったこと、百原に新しい一軒家が建

ってそこにマリが住み始めたこと、それらすべてを千里は知っていました。でも何も言い

ませんでした。彼氏ができたことといい、他のいろんな変化といい、千里にはマリが遠い

人になってしまったようにしか感じられませんでした。 

 あの時、街で見かけなかったら、あの時、軽トラックですれ違わなかったら、それらの

変化を千里も聞くことができたのだろうと、千里は時々考えます。「ねえ、マリ。そのビニ

ールハウス、何？」って。でもそれらは今となっては「いまさら」のことになってしまい

ました。 

 そして、翌年の春を迎えました。 

 千里は再び夏野菜の準備に大忙しです。 

 マリはビニールハウス２棟の経営に大忙しです。 

 マリはもう、パートさん２人の力を借りながらでも、休みなく働かなければならないほ



ど仕事に追われていました。家に帰っても、ポケタンをいじりながら宅配されているお弁

当を食べて、全自動で給湯されたお風呂に入って、ベッドで寝るだけです。 

 

 いつも通り、高槻がマリのところを訪ねます。 

 マリはもう、高槻の話のために手を止める余裕はありません。仕事の手を動かしながら、

話を聞きます。 

「マリさん。どうですか調子は？」 

「ええ。まあ」 

「新しい家の住み心地はどうですか？」 

「ええ。まあ」 

「ピカピカのフローリング。システムキッチン。ボタン一つで自動的にお湯を貯めてくれ

るユニットバス。シャワー。匂わない水洗トイレ。トイレはウォシュレット付きで、しか

も最新だから蓋の開け閉めも、流すのも自動ですよね。家の中は２４時間空調で、適度な

室温と湿度に保たれて。防犯もばっちり。いやあ、羨ましいなあ。僕の家だってあんなに

素晴らしくはないですよ」 

 高槻の言葉でマリは新しくなった自宅のことに思いを馳せます。そういえば今はすごく

新しい家に住んでいるんだわ。でも、ピカピカのフローリングも、便利なトイレも、お風

呂も、最初は感動したけれども、すぐに慣れてしまって何も感じなくなっていました。 

「ところでマリさん。便利で幸せですか？なにかご不満な点はありませんか？」 

 高槻が質問します。 

 マリは自分の生活、この１年間の変化に思いを巡らします。確かに高槻のおかげでマリ

の生活は便利になりました。売り上げも、以前の何倍もあります。そうね。今、一つの不

満は・・・。 

「高槻さん。私、忙しいの」 

「そうですよね。２５歳という若さでビニールハウス２棟の経営者なのですから！仕事も

さぞかし忙しいかと思いますよ。なにせ、周りの農家さんの何倍も稼いでいるんですから！」 

「もっと、ゆとりが欲しいです・・・。自分の時間が欲しいです・・・」 

 マリは手を休めることなく、話し続けます。 

「そうですよね。いくら稼いでいるとはいえ、若い女の子が仕事ばかりでは虚しくなるの

も当然です。そこで提案です。マリさん。ビニールハウスを増やしましょう。あと２棟増

やして、合計４棟にしましょう。マリさんの農場ならまだ十分に土地があるので大丈夫で

す」 

「とんでもない！今でさえ忙しいのに、まだあと２棟もだなんて！！」 

「そりゃそうですよね。だから、パートさんを雇います。各棟で２名ずつ。合計８名。さ

らに、それだけの規模となると、マリさん一人の力で経営するのも難しいので、専属のマ

ネージャーを雇いましょう。我が公社では、こういう時のためのマネージャーを養成して



あるのです。いつでも派遣できます。農場の経営はマネージャーに任せましょう。そうす

ればマリさんは農場からの売り上げを受け取りつつ、若い女の子らしい、自由な時間を持

てますよ」 

 聞いてみると悪くない話でした。もう、こんな休みなしの、ひたすら苗の設置と、脇芽

かきと、誘引と、収穫と、撤去と、また苗の設置を繰り返すだけの単純労働から解放され

ます。憧れだった、自分の時間が持てるのです。でも、やっぱり不安でした。自動車ロー

ンとビニールハウス４棟のローンと、ピカピカの家のための家賃と、従業員の給料と、そ

れらをすべて払わなければなりません。 

 そう不安を漏らすマリに、高槻はまたも売り上げ補償などの説明をしました。どうなっ

ても損をすることはないと。それどころか、順調にいけば大もうけできると。 

 マリはその契約書にサインをしました。 

 こうしてマリは、もう農場で働く必要もなくなりました。 

 

 仕事から解放されたその日、マリはいつになくゆっくり目覚めました。朝の陽光を見る

と、時計を見なくても１０時くらいとわかります。今までの仕事に追われる日々を解消す

るかのように、ぐっすりと眠ったことを身体でも理解しました。 

 玄関には朝食用の宅配弁当が届いています。マリはそれを少しだけ手を付けました。ど

うせもう少ししたら、昼食用のお弁当が届くのです。あまりたくさん食べてばかりいると

太ってしまいそうです。 

 ほんの少しだけの朝食を済ませるとマリは再びベッドに横になり、ポケタンを開きます。

ツナガリ！！での友達の輪も随分と広がりました。モトコやダイスケや他の同級生はもち

ろんのこと、友達の友達、あるいは全くあったことのない人。たくさんの人と繋がってい

ます。それらの人がどんどんと近況を投稿していますし、マリにメッセージもくれます。

マリも農場をマネージャーに任せて、今日から自由の身になったことをツナガリ！で報告

しました。 

「羨ましい！」 

「もうマリちゃん。農家じゃなくて、実業家なのね！！」 

「時間ができたんなら、会おうよ！」 

 そんなコメントがツナガリ！の上を飛び交います。自由になった上に、友達からも称賛

してもらえて、マリは満足でした。 

 しばらくツナガリ！をしていたら昼食のお弁当が届く音がしたので、マリはそれを食べ

ながらツナガリ！を続けました。世界には実にたくさんの人がいました。仕事に追われて

愚痴ばかりの人。子供のことばかり書く人。結婚した人。友達と遊びに行った写真をたく

さん投稿する人。マリは自由になった手の平で、それらを満足げに眺めました。 

 昼食後はまたベッドに入り、楽な姿勢でツナガリ！を続けます。まだ日頃の重労働の疲

れが溜まっていたのか、あるいはポケタンの使い過ぎで目が疲れたのか。マリはいつの間



にか眠ってしまいました。マリが目覚めたのは、辺りがすっかり暗くなってからのことで

す。 

 ああ。眠ってしまった。マリはせっかくの自由になった初日をこうやってダラダラ過ご

してしまっていることを少し悔みましたが、でも、これでいいと思いました。今日も明日

も明後日も自由で、何でもできるんだから、初日くらいはダラダラするくらいでちょうど

いい。自分の本当にやりたいことを始めるのは、明日からにしよう。 

 そう思いながら、マリは宅配弁当の夕食を食べ始めました。あとはもう、お風呂に入っ

て、寝るだけです。ツナガリ！をしながらお風呂に入り、そしてベッドに入りました。一

日中ごろごろしていたせいか、眠くありません。ツナガリを開けても、日中にいろんな人

とやり取りして、ちょっと疲れた感じがしました。マリは眠くなるまで、ポケタンで漫画

を読むことにしました。マリが眠れたのは夜明け前でした。そして、翌日もまた大寝坊し

ました。 

 

 マリが自由の身になって１週間後、高槻が来ました。 

「どうですか？マリさん。調子は？」 

 高槻が聞くことはいつも変わりません。 

「ええ。おかげで毎日自由ですよ。ただ、一つ問題が・・・」 

「なんですか？」 

「やることが・・・、無いんです。それで退屈しちゃって」 

「ああ、なるほど。いくらなんでも漫画やツナガリ！だけでは退屈ですよね。そして、マ

リさんの場合は今までずっと働いてきたのですから、そのギャップもあると思います。な

るほど、退屈ですか。それでは、我が公社にお任せください。大丈夫です。すべては農場

の売り上げで賄える範囲でやりますから」 

 

 その日の夕方から、マリの家には続々といろんなものが運び込まれました。まずは大き

なテレビ、そして見たことがないアンテナ。何でもたくさんのチャンネルが見られるらし

いのです。それと、シアターセット。映画を見るときとか、映画館のような臨場感のある

音で見ることができます。そして、音楽を聴くためのオーディオセット。パソコン。 

 

 高槻が説明します。 

「自由の身になった直後に退屈さを覚えるのは、ごく普通のことなので心配する必要はあ

りません。大切なのはこれから退屈せずに過ごす術を身に着けることです。マリさんのテ

レビ、映画専門のチャンネルもありますから、１日中でも映画が見られますよ。それに、

ゲームはいかがですか？ゲームはテレビでもパソコンでもポケタンでもできます。ポケタ

ンのゲームはいつでもどこでもできるので、人気ですよ」 

 そう言いながら高槻はマリのポケタンにいくつかのゲームを入れてくれました。 



 生まれて初めて触るゲーム。マリは夢中になりました。それは架空の世界を冒険すると

いうゲームでした。世間で流行しているらしく、そのゲームの中に入るとモトコもダイス

ケもいました。マリの友達の多くも、キャラクターを作ってそのゲームに参加していまし

た。マリもキャラクターを作って冒険に出かけます。モトコやダイスケのキャラクターと

連れ立って一緒に。ゲームを通じて知り合った友達もたくさんできました。 

 マリにはだんだんと時間の概念が無くなっていきました。好きな時間に起きて、テレビ

を見たり、映画鑑賞、インターネット、ツナガリ！、漫画、ゲーム、音楽鑑賞を気の向く

ままにやり、その合間合間に空腹を覚えた時にご飯を食べ、時々どうにも頭がかゆい時に

シャワーを浴び、そして疲れたら眠ります。しっかりと時間を刻んでいるのは、毎日決ま

った時間に届くお弁当だけでした。 

 もう、何日も日光を浴びていないような気がします。マリは、ふと、鏡に映った自分の

姿を見てぞっとしました。そこには頭はぼさぼさで、少し太ってきて、生気のない自分の

顔がありました。 

 どうしてこうなったのだろう。マリはこの１年間に自分に起こったことを振り返りまし

た。そこでマリは少し泣きました。人に任せてしまっている農場と、千里のことを思って。 

 でも、マリはどうすることもできませんでした。ただ、映画の没頭しているときや、ゲ

ームに没頭しているときは、いろんなことを忘れられます。 

 

 昼夜のないマリのところを高槻が訪問します。高槻もマリの変化に気付いたようでした。 

「どうしたんですか、マリさん？何か変ですよ？」 

「私、最近どうも生活が乱れてしまって。テレビとか、ゲームとか、そればかりじゃだめ

ですよね・・・」 

「大丈夫です。それもみんなが通る道です。自由になって時間が余ったとき、逆に時間を

もてあましたり、生活が乱れてしまうものです」 

 高槻は続けます。 

「マリさんのこの生活で一番いけないのは、ここが田舎であることです。田舎で何もない

から、家の外に出る用事もなく、引きこもってしまいます。やっぱり女の子は外に出ない

と美しくなれないですよ。どうですか、マリさん？ここで思い切って都会に出ませんか？

農場はマネージャーに任せて、都会に引っ越すのです。今の家賃にもう少しプラスすれば、

都会でもいい物件を借りられます。都会はいいですよ。いろんな遊ぶところがありますか

ら、引きこもらずにすみます。友達もたくさんできますよ。それでお洒落して、いろんな

ところに遊びに行きましょうよ」 

 マリはそう言われて、お洒落とは程遠い今の自分を見ました。確かに、百原には遊ぶと

ころがありません。だからどうしても家の中の遊びになってしまって、引きこもってしま

います。 

 百原を出る？マリはそんなことを考えたことがありませんでした。しかし、今となって



はもう農場でのマリの仕事もないので、百原に住み続ける理由もありません。どこに住も

うとマネージャーと時々連絡を取って、収益状況を確認するだけで十分なはずでした。 

 都会かあ。ツナガリ！の友達を思い浮かべても、都会に住んでいる人はたくさん思い浮

かびました。都会に移り住めば、そういう友達とも遊べそうです。お洒落をして、友達と

ランチやショッピングをする。マリには悪くない考えに思えました。 

 高槻は都会の真ん中の物件をマリに見せます。今の家よりもずいぶんと狭く１Ｋのアパ

ートでしたが、それでも独り身のマリには十分でした。家賃も今より少し上がる程度です。 

 いいかもな・・・。 

 マリは、その場では「考えておきます」と言って高槻に帰ってもらって、数日後に改め

て移住のサインをしました。 

 そして、引っ越しの準備を始めます。 

 

 千里はその日、マリの家の前に引っ越し会社の車が停まっているのを見かけました。千

里はマリが前の古い実家から、新しい賃貸に引っ越したことも全て知っていました。また

引越し・・・？ 

 さすがに心配になって、千里はマリの新しい家を訪ねました。 

 ドアのチャイムを鳴らして、インターホン越しに話すマリは千里の訪問にひどくびっく

りした様子でしたが、慌てて出てきました。 

「久しぶりね・・・」 

「久しぶり」 

 千里はマリの姿にびっくりします。昔のような若々しさ、溌剌とした様子はなく、髪の

毛も脂っぽくてベタベタしています。そして、少し太ったようでした。 

「マリ・・・。引っ越すの？」 

「うん」 

「どこへ？」 

「ちょっと・・・。都会へ・・・。今日はその打ち合わせなの」 

「ちょっと待ってよ。マリ、どうかしているよ。農場には突然ビニールハウスができるし

さ、最近は知らない人ばかりが働いていて、マリの姿もちっとも見かけないじゃない」 

 マリは決まりわるそうに、下を向いていました。今まで何も言ってこなかったんだから、

最後まで放っておいてくれればいいのに・・・。 

「農場をやめてどうするの？都会に行ってどうするの？」 

「どうって・・・。もう、百原には飽きちゃったの。それにね、私、こう見えても幸せな

のよ。ピカピカの家に住んで、新しい自動車に乗って。もう、汗まみれ土まみれで働かな

くていい。朝から晩まで、自分の好きなことができるのよ。千里の生活はどう？朝から晩

まで働いて、それでも売り上げはほんの少しで。家も車もいつまでも古いまま。自分の好

きなことをする時間だってろくに無いじゃない。友達とも会えない。彼氏もいない。そん



な生活のままでいいの？私は嫌。嫌だから生き方を変えたし、これから都会に行く」 

 「彼氏もいない」という言葉が千里に突き刺さりました。やっぱりマリはあの人と付き

合っているんだ。 

「マリ・・・。あなた、変わっちゃったのね？」 

「そりゃ、生き物だもの変わるわよ！千里もいつまでも今までの生活や百原にしがみつい

ていないで、変わった方がいいんじゃない？ごめんね。打ち合わせの途中だからこれで失

礼するわ」 

 そう言って、マリはドアをガチャンと閉じました。千里ひとりだけが玄関に残されまし

た。 

 

 千里はどうしようかと考えます。もう、どうにかしないとマリがどこか遠くへ行ってし

まう。 

 でも、マリと話した様子で、まともな話ができそうにないのも明らかでした。 

 千里には一つ、思い当たる節がありました。そこに電話をかけてみます。 

「もしもし。お久しぶりです。ちょっとお会いしたいのですが・・・」 

 

 千里に呼び出されてきたのは高槻です。 

「千里さん。お久しぶりです。もう１年ぶりくらいじゃないですか。どうです、あなたも

マリさんみたいにポケタンを使ってみる気になりましたか？」 

「高槻さん。あなた、マリに何をしたの？」 

 それまでニコニコしていた高槻の顔が急に曇ります。 

「何って、便利と幸せを届けただけですよ。いつでもどこでもだれとでも連絡が取れるポ

ケタンをお渡しして、あとはビニールハウスを経営するお手伝いとかね。おかげでマリさ

ん、収入も何倍にも増えたし、自分の自由な時間を持てるようになりました。お金も時間

も余裕があって百原じゃ退屈だから、都会に引っ越すんですってね」 

 高槻はまるで他人事のように言いました。 

「あなたの言う便利は、あなたの言う幸せは、偽物よ！さっきマリに会って来たけれど、

とても今のマリが幸せには見えない！！」 

 千里は人生で今まで無いくらいに大きな声で怒りました。 

「おやおや。千里さんにマリさんの幸せを決める権利があるんですか？マリさんの人生に

口を出す権利があるのですか？私は仕事をして、マリさんの便利と幸せのお手伝いをした

だけです。何かを押し付けたりしたわけではありませんよ。すべてはマリさんが選びまし

た。あなたもマリさんのお友達ならば、彼女の選択を尊重して、応援すべきじゃないので

すか？」 

「私には、マリが自分で今のことを決めたとは思えない！」 

「そんなの、ぼくに言わずにマリさんに言ってくださいよ。それにね、千里さん。あなた、



マリさんの気持ちを分かってあげた方がいいですよ。若い女の子が、こんなど田舎で、朝

から晩まで農作業ではあまりにも可哀そうです。古くてぼろい家。汲み取りトイレに、寒

い風呂。隙間だらけだから寒いし、虫も入ってくる。休日にも遊びに行けるところもない。

どこに行くのも軽トラック。お洒落もできない。そして、ここには若い男もいないから、

いつまでも独身のまま。今はまだ若いからいいが、独身のまま年老いて、一人ぼっちの農

家のおばあちゃんになったら、それこそ不幸ですよ。こんな将来性のない、展望性のない

場所のために、彼女の人生を犠牲にする方がおかしいです。そんなことを考えているあな

たはおかしいです。千里さんの人生がこのど田舎で潰れていくのは勝手だが、あなたのそ

の趣味にマリさを巻き込まないでいただきたい！彼女の幸せを、彼女の人生を邪魔しない

でください！！」 

 高槻も、千里にまくし立てます。 

 千里はもうそれ以上、話すのを諦めました。 

 

 家に帰った千里は、柱を背もたれに、両足を抱えて座り込みます。もう今日は疲れて、

何もする気が起きません。 

 マリが、もうすぐ百原からいなくなってしまう。 

 千里の頭の中はそれでいっぱいでした。 

 マリがいなくなってしまう。千里はこれまで通り、一人で農家を続けていく自信はあり

ます。でも、マリがいなくなってしまうことには、とてつもない寂しさを感じました。千

里にとってマリは、やっぱり他にもたくさんいる友達よりも、特別な存在でした。 

 両親についていかずに百原に残ったことも、農家として独立できたのも、今思えばすべ

ては近くにマリがいてくれたからだと、改めて気づきました。 

 マリが遠くへ行ってしまう。マリに私の言葉が届かない。 

 なんで、こうなる前に、もっと早くマリに声をかけなかったのだろう・・・。 

 千里はその日、そのままの姿勢で２時間泣き続けました。 

 もう、マリには届かないその声で、マリを呼び続けました。 

 

 翌日。 

 よく晴れた５月の日差しの中で、千里はマリの家に車を走らせます。遠くの山々に残る

残雪がキャラキャラしています。朝の空気はひんやりして気持ちよく、それは千里にこの

１年間で起こったいろんなことを思い出させました。 

 千里は、これが最後のチャンスだと思いました。 

 千里のチャイムを受けて玄関を開けたマリは、露骨に嫌そうな顔をしました。 

「千里・・・。また来たの？」 

「マリ。これが最後。最後にちゃんとお話ししよう」 

 千里の顔はマリを見ただけでもう泣き出しそうです。 



「マリ。もう一度、ちゃんと教えて。なんでこうなっちゃったの？」 

 なんで？と言われても、正直マリも困りました。自分で何か強烈な決意でもって今の道

を選んだような気はしません。でも、なりゆき？なりゆきなんかで全部決まったのかなあ？ 

 マリの口から出たのは、マリの中のモヤモヤとは違う言葉でした。 

「自分で選んだからよ！私は自分で決めて、自分の人生を歩むの。人生の大部分を土まみ

れの農作業に取られるのも嫌だし、こんな何もない場所で自分の可能性をつぶして、年老

いていくのも嫌なの。自分らしく生きたいの！」 

「それで、幸せになったの？農場を人に任せて、自分は仕事もせずに。一日ごろごろして、

ポケタンして、それが幸せなの？」 

 マリは痛いところを突かれたような気がしました。確かに、自分がごろごろして毎日を

過ごしているのは、私の体を見ればわかるか・・・。 

「確かに、そこは千里の言うことも正しいわ。仕事をしなくてよくなって、最初はとても

嬉しかった。開放感があった。自由に、疲れた体を癒しながら、自分の好きなことのため

に時間を使うのに幸せを感じた。でもね。気づいたの。百原じゃだめなのよ。こんな何も

ない場所で自由でも、結局何もできないわ。だから都会へ行く。都会には友達もたくさん

いる、美味しいものも、遊ぶ場所もある。そういう場所へ行って、今までできなかった女

の子らしい人生を送るの」 

「マリ・・・。それは違うわ」 

「何が違うっていうの？！」 

 何が違うか。それを千里がすぐに答えるのも難しいです。ただすべての話を聞いて、言

いようのない違和感があって、「違う」ということだけは直感でわかります。どうやったら

マリにそれを説明できるでしょう。 

「マリ。あなたはこの１年間、自分の持っていないものばかり求めてきたんじゃない？ポ

ケタン？新しい車？お金？新しい家？時間？自由？私も一緒にいたわけじゃないから、全

部はわからないけれども、自分にない『何か』を求めてきたんじゃない？」 

 求めた？求めた覚えはない。マリは自分のこの１年間振り返りました。とてもいろんな

ことがあった１年間でした。 

「わたしは、そんな、何かを求めたわけじゃない！」 

「そうでしょうね。あなたは本当は求めてこなかったもの」 

 千里の言うことはトンチか禅問答のようで、マリは頭が痛くなってきました。こんなに

いろんなことを考えたのは久しぶりです。 

「正確に言うとあなたは『求めて』きたんじゃない。『求めさせられてきた』のよ！！」 

「そんな。洗脳とかマインドコントロールとか、そういうことを言いたいの？」 

「そういうことでもない。でもなんか、それに近いことがあったのかもしれない。それは

わからないよ。だって私もマリの近くにいたわけじゃないんだもの。でも、今までの付き

合いからして、マリが選びっこないことばかり選んできたように思う」 



「千里は超能力者？私の心が読めるの？私の心を勝手に決めつけないでちょうだい！」 

「ごめんね、マリ。私は超能力者じゃない。私とマリは別の人間。だから心も読めないし、

人の心も決められない。でも、これが最後だから、私の話を聞いて。あなたは変わっちゃ

ったの。何かに操られるように変わっちゃったの。私も、変わっていくマリに気付いて、

もっと早くに止めればよかったんだけど。街で彼氏さんと歩いているところを見かけちゃ

って、『ああ、マリにも私の知らない世界があるんだって』そういう風に遠慮しちゃって。

しばらく声をかけなかったら、どんどん気まずくなるし、マリもどんどん変わっていっち

ゃうし・・・」 

「あの人は、彼氏じゃないわよ・・・」 

「今話したいのはそこじゃないの。人は変わる。当たり前よ。ただ、マリには自分が変わ

ったことに、自分が変えられたことに気付いてほしいの」 

「そうね。私は変わっちゃったかもね。それは認めるわ。でも、変わって気づいたの。自

分が今までいかに不自由で、自分の可能性を潰してきたかを」 

「なんで変わっちゃったの？」 

 それはマリにもわかりませんでした。自分が変わったのか、変えられたのか、それもわ

かりませんでした。 

 その時、ピコンとツナガリ！のメッセージが届く音がしました。きっと友達です。 

 マリは玄関に千里を置き去りにしたまま居間に行き、ポケタンをいじりながら戻ってき

ます。 

「マリ。やっぱり変わったよね。昔はそんなポケタンなんて持っていなかった。そして、

私と話している最中にそういう、違うこともしなかった」 

「だって、メッセージが来ちゃったんだから、しょうがないでしょ」 

「ねえ。私知ってるんだから。そのポケタン、あの高槻って人からもらったんでしょ？そ

のポケタンがすべての始まりよ！」 

と言って、千里はマリからポケタンを奪い取りました。 

「ちょっと何すんのよ！あんた、そんなことしていいと思っているの？！」 

「そんなに遠くの友達と連絡を取ることが大切？いつでもどこでもだれとでも繋がれるこ

とが大切？目の前にいる友達の私よりも大切？！」 

「返して！！ケーサツ呼ぶわよ！！」 

「マリのためなら、マリを守るためなら、ケーサツに捕まってもいいよ！！」 

 と言って、千里はマリのポケタンを玄関土間のタイルに叩きつけました。派手な音がし

て、ポケタンの液晶画面がバリバリに割れました。ポケタンの中の友達が、モトコがダイ

スケが、砕けていく音がしました。 

 玄関土間にしゃがみ込んだまま、千里は子どものように大きな声を上げて泣いています。

マリは壊れたポケタンよりも、千里の姿に驚きました。あんなに大人だった千里が、あん

なに冷静だった千里が、自分よりも２歩も３歩も先を歩いて、いろんなことを教えてくれ



て、姉妹のようにいつも一緒だった千里が、目の前で子どものように泣いています。 

 その姿を見ながら、マリは自分の頭がどんどんと落ち着いて、冴えていくのを感じまし

た。千里がこんなに取り乱すんだから、私は何か大きな間違いをしたのかもしれない・・・。

それは同時に、今まで自分の中にあったもやもやの糸が解けていく瞬間でもありました。 

 マリはスリッパのまま玄関土間に降ります。壊れたポケタンの破片を踏もうが、そんな

ことは気にしません。 

 マリは黙ったまま千里の体を抱き寄せました。 

「マリ、行かないで・・・。戻ってきて・・・」 

 千里は涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった顔で言います。 

 マリは小さな声で頷きました。 

 

 二人はそのまま千里が落ち着くまで抱き合い、それから千里の家に移動しました。 

 千里はお昼ご飯を作ってくれると言って、台所に立ちます。 

 マリは久々に来る千里の家で、本棚を見て過ごします。本を読むのは久しぶりでした。

なんで、ポケタンを持ってからは本を読まなかったんだろう。特に、農場に行かなくなっ

てからはあんなに時間があったのに。千里の本棚を眺めるのは新鮮でした。千里の本棚は

安い中古本を買ったり売ったりして、さらに図書館もたくさん利用するので、よく本が入

れ替わります。いつ見ても変化のある本棚です。 

 マリはその中から気になった一冊を手に取って、座って読み始めました。しばらくする

と、久しぶりの本に目が疲れたみたいで、そのまま畳の上に寝転がって、目を閉じます。 

 台所の方からは、土鍋でご飯を炊くグツグツという音と、美味しそうな白米の匂い。み

そ汁の出汁の匂い。そして、千里が握る包丁の小気味よいリズミカルな音が聞こえてきま

す。いつしかマリの目からこぼれた涙が、畳を濡らしました。自分のために誰かがご飯を

作ってくれるって、なんて幸せなんだろう。 

 マリがウトウトし始めた頃、千里がお昼ご飯を運んできてくれました。炊きたてのご飯

とお味噌汁とお漬物。間引き菜のお浸し。グリーンピースの卵とじ。見てるだけで幸せに

なれるようなお昼ご飯が、お盆の上で湯気を上げています。 

 お昼ご飯を食べ終わると、二人は温泉に行きました。春の日差しを受ける露天風呂で、

今までのこと、これからのことをたくさん話しました。 

 マリはいろんなことが落ち着くまで、千里の家で一緒に暮らすことにしました。一緒に

寝起きして、一緒に農作業をします。マリが元の家と、元の農場仕事に戻れるまで。今ま

での空白の時間を取り戻すような、親密な日々でした。 

 

 マリと千里は連れ立って高槻に会い、すべてを相談しました。高槻は最初は強硬に反対

しようとしたのですが、すぐにマリの決意が固いことを理解したようで、諦めてくれまし

た。 



「マリさん。本当にいいんですか？」 

 高槻は心底残念そうで、寂しそうな顔をしています。 

「いいんです。でも、ごめんなさい。高槻さんがいろいろと面倒を見てくださったのに。

土壇場で全部ひっくり返しちゃって。それにここまで買っちゃったもの、ここまでに決め

てしまったこと、どこまで戻せるでしょうか？」 

 マリが謝ります。 

「その件につきましては、こちらとしても最大限努力します。従業員は９名はすべて解雇。

４棟のビニールハウスのローンがまだ４年半分も残っていますが、これは仕方ないのでこ

ちらで中古品として買い取ります。家の賃貸も解約。テレビもポケタンも解約。自動車の

売却もこの際だからこちらでやります。マリさんの損にならないように、一番高く売れる

ところを見つけておきます。医療保険も解約でいいですね」 

 高槻はこの１年間でマリが新しく得たものを、なるべくスムーズに手放せるように協力

すると約束してくれました。その際、高槻も最大限努力するけれども、もしかしたら最後

の最後でマリの手元に借金が残ってしまうかもしれない。それだけは了解してほしいと言

いました。 

 マリはすべてを面倒見てくれる高槻に感謝し、任せることにしました。 

「ねえ、マリさん。最後に一つだけ教えてください。僕はマリさんに余計なことをしちゃ

ったのでしょうか？」 

 マリは、黙って考えました。沈黙が続きました。 

「いいえ。高槻さんは余計なことはしていないわ。あなたの方が正しいのかも。ただ、私

がそれに応えられなかっただけなのよ。ごめんなさい」 

 それを聞いた高槻は、少し安心した顔をしました。 

 

「結局あの高槻さん。いい人だったのかな？悪い人だったのかな？」 

 高槻と別れた後に、千里がマリに聞きます。 

「わからない・・・。ただ、親切すぎたのよ・・・。そして私がその親切に応えられなか

っただけ」 

 マリが答えられるのは、それだけでした。 

 

 日々、ゆっくりとですが、マリは以前の日常を取り戻していきました。 

 すべてのものが元通りになってしばらくして、全国開発公社から明細書が届きました。 

 そこにはマリが買って処分したすべてのものが書き記してありました。高槻はかなり頑

張ってくれたようで、あれだけたくさんのものを買ったのにもかかわらず、マリが最後に

背負うことになった借金はたったの５０万円に抑えられていました。 

 マリは預金残高となっていた５０万円で、借金をすべて清算しました。 

 こうしてマリは、預金も借金もない、振り出しの状態に戻りました 



 

 マリが日常を取り戻すまで、千里と暮らしていたしばらくの期間、二人はいろんなこと

を話し合いました。 

 その中で千里も、自分自身の間違いや、自分自身が逃げてきた問題に気づかされました。

何も高槻やマリが間違っていたわけではない。自分にもたくさん反省するところがある。

それが千里の結論でした。 

 千里とマリが話し合って、決めたのは次のような内容です。 

「彼氏を作って、３０歳までには結婚しましょう。ただし抜け駆けは禁止よ！」 

「月に１度くらいは街に遊びに行きましょう。出会いを求めて！」 

「ポケタンはいったん止めにして、また必要と思ったら買い直しましょう。ただし、依存

しちゃだめよ！」 

「仕事を頑張って収益アップ。売り方に工夫。新しい直売所とか、ネット通販とかやって

みる？ただし、頑張りすぎないこと！」 

「収益アップのために千里の農場とマリの農場で協力。一人が農作業で、一人が営業とか、

そういう分担をしよう。これでパソコンの得意な彼氏や旦那ができたら心強い！」 

 この内容を紙に書いて、お互いの家の大黒柱に貼ったとき、何か新しい人生が始まりそ

うな、そういうワクワクした気持ちがしました。 

 

 ねえ、変化するのは怖い？ 

 ・・・、怖くない。 

 ねえ、変化しないのは怖い？ 

 ・・・、怖くない。 

 当たり前よ。変化するのも変化しないのも、人生ではごく自然のことだもの。 

 自然に身を任せるのは？ 

 いいと思う。 

 自分の人生を切り拓くのは？ 

 それもいいと思う。 

 そうね。私たちは人間であり、自然の一部でもあるものね。 

 ねえ。これからも変化し続けよう。 

 どんなに逆らっても、人生って変化し続けるんだよ。 

 だから変化を恐れちゃいけない。 

 でも、急いでもいけないよ。 

 これからも一緒だよね？ 

 一緒だよ。 

 一緒だけど、違う人間。別々なの。 

 これからも流れよう。 



 この地球の上に乗って。 

 どこに向かって流れるの？ 

 どこまで流れるの？ 

 さあね。流れのままに。風のままに。 

 時には流れに逆らいながら、それでも、どんどん流れてゆこう。 

 どこかにたどり着くまで。 

 ちゃんと流れてね。 

 沈んじゃだめよ。 

 流されちゃだめよ。 

 ちゃんと流れてね。 

 

 地球が太陽の周りを一回りし、千里とマリに新しい初夏がやってきました。 


