モノレールストーリー

でお寄せください

次回発行日は９月２日（金）
身近な情報はメール・
千葉市図書館の本
ペリエ稲毛で返却

千葉市図書館から
貸し出した雑誌、本
の返却用ブックポス
トがペリエ稲毛に設
置された。これによ
って買い物、通勤、通
学途中のついでに本
が返却できるように
なった。設置場所は
ペリエ稲毛コムスク
エア１の「Ｚｏ
」
「くまざわ書店」の近
く。ただしビデオ・Ｄ
ＶＤ・ＣＤ・カセット
テープ・紙芝居や本や
雑誌の付録にＤＶＤ
・ＣＤの付いている
もの、千葉市以外の
図書館から借りたも
のの返却は不可。

ぶどうの産地と言 月上旬から収穫が始
えばやはり山梨県が まり子どもの夏休み
頭に浮かぶが、実は千 と時期も合う。そして
葉にもぶどう狩りが 昨今話題の種なし、皮
楽しめるスポットが のまま食べられる「シ
ある。東金市松之郷地 ャインマスカット」は
区には７軒のぶどう ここでも注目の存在。
観光農園があり、たく 「やはり巨峰や藤稔と
さんの品種を育てて いったお馴染みの品
種が人気ですが、最近
いる。
ぶどうの王様と言 はシャインマスカッ
われる「巨峰」は定番 トに関する問合せは
の品種、甘みが強くジ 多いですね」と語るの
ューシーで人気ナン は東金市松之郷ぶど
バーワン。また小粒な う園組合の橋本さん。
山梨まで行かなく
がら独特の甘みが特
徴の「バッファロー」 ても、ぶどう狩りが楽
も多くの観光客のお しめる東金市松之郷
目 当 て に な っ て い ぶどう郷は千葉市内
る。収穫時期が比較的 から車で１時間足ら
早めの「ヒムロットシ ず。コロナ対策も万
ードレス」はぶどう狩 全、是非この夏訪れて
りシーズンの幕開け みてはいかがでしょ
を告げる人気品種。８ う。

東金でぶどう狩りを満喫！
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幸 せ も と め て
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鴨川シーワールドの思い出

た。
当日夕方宿に着き
食事をし風呂に入っ
たまでは良かったが
二つ並んで敷かれた
布団を前にして、
「俺
は書類を持って来て
いる。あんたは気に
せず寝てくれ」と言
う。私は先に寝てし
まったが…。
翌朝少し可哀想に
なったのか、
「シーワ
ールドという所が面
白いそうだ。連れて
行ってやろう」と言
い出す。寒い日だっ
たので、私は襟巻を
しっかり巻き毛皮の
コートを着る。儀ち
ゃんはブレザー姿で
コートも身に付けて
いない。「寒くない

の？」と聞いたら「寒 ていく。風邪薬をも
くなんかない」とい らって飲ませたもの
う返事。「シャチやイ の、私は一晩中彼の
ルカのショーはとっ 額を冷やし続けたの
ても面白かった」。で だった。
幸いにも翌朝熱は
も、やっぱり寒かっ
たのだろう。「もう、 下がったが私はグッ
帰ろう」と儀ちゃん タリしてしまったっ
け。とんだ新婚旅行
は言い出す。
タクシーがつかま だった。でも考えて
らなかったので、歩 みれば儀ちゃんは年
いて宿へ帰った。
「お 齢差のある私に合わ
風呂にゆっくりつか せて、無理して薄着
った方がいいわよ」 で少しでも若く見せ
と儀ちゃんにすすめ たかったのだろう。
風呂上りに熱かんを そして、少しでも私
用意して飲ませた。 を楽しませてやろう
儀ちゃんが眠って とシーワールドの事
しまったので、昼食 を調べて私を喜ばせ
は抜き、その後夕食 てやろうと真剣に考
時間になり、おかず えてくれたのかもし
いっぱいの夕食が運 れない。
ばれて来たが、儀ち
だけど、とんだ新
ゃんの食欲無し。額 婚旅行だったと、今
に手を当ててみたら 思い出してもなんだ
熱がある感じ。風邪 かおかしくなってし
を引いたのだろう。 まう。
熱はぐんぐん上がっ

退社、彼の住む千葉へ ってくる。空を眺めれ 言った。まるで、あや いたんだな」となじっ
ば青い空と白い雲が つられる様に、由香は た上、さんざんなぐっ
吉成 庸子 越したのだった。
彼は結 婚し てみる 仰ぎみれるし、下をの 彼の後をついて行っ た。丁度北原が帰宅し
て、由香を助けたが由
とかなり我 まま で 、 ぞくと動物公園の近 た。
「働きに出るな」と由 くでは馬まで見える。 彼の家は千城台駅 香は失神していて 病
由香は 才。千葉の 父ちゃんはいないも
二、三時間使って、 近くのアパートだっ 院へ運ばれた。近所の
香に命令した。マンシ
千城台のアパートで のと思うことにする。
ョンは結婚と同時に 由香はモノレールに た。ガランとした部屋 人の通報で弘章は 警
婚約者と暮らしてい 実は俺は農学校で同
彼弘章の両親が買っ 乗り続けた。結局彼に は何もなかったがき 察につかまった。夫婦
る。故里は遠い山形。 級だった光枝さんと
てくれたものだ。父親 知れてしまい「男が出 ちんと片付けられ、清 同士の事 と主 張する
両親と祖母と弟と一 結 婚するこ と に決め
が製材会社を経営し 来たのだろう」とひど 潔な感じがした。彼は 彼に警察は冷静に 対
家で仲良く暮らして た。そして我が家の田
ているとかで、お金は い暴力を受けた。逃げ ぬれたタ オ ルで 由 香 応してくれた。
いたが、祖母が亡くな 畑をしっかり守っ て
出したものの、行く当 の キズ をやさし くぬ
由香の腕は折られ、
あるらしい。
り、追いかける様に母 いく」と、力強く宣言
結婚し てみる と 弘 てもない。鼻血のこび ぐい 氷でひやし て く 頭にも大きなキズ が
も病死してしまった。 した。「そう、じゃ私、
あり、肋骨も３本も折
章は人が変わった様 りついた、はれ上がっ れた。
父は母の死後、酒び 安心して東京へ行く
に由香を束縛しだし た顔のままモノレー 「僕は北原和人。サラ れていたのだ。夫には
たりになってしまい、 ね」。そして由香は学
の人達だったが。勤め た。そして気に入らな ルに乗った。
リーマンです。五年間 結婚歴があり、前妻も
酒場の女の人と、親し 校の恩師の紹介で、東
だして半年も過ぎな い事があると暴力を
二駅位走った時だ 暮らした女房と別れ、 ＤＶのため別れ てい
くなりほと ん ど家 に 京の下町にある製紙
いうち、由香に恋人が 振るい始めた。そんな ろうか？ 三十 才 位 このアパートに越し ったのだそうだ。彼の
帰らなくなってしま 会社で事務として働
出来た。
由香の唯 一の 楽 しみ の背の高い男性が「ど て来たのです。これま 両親が由香との結 婚
った。丁度短大を卒業 き始めた。
会社の取引先の人 は千葉で 初めて 見 た うなさい ま した ？ 僕 でも何度か貴方をモ をすぐ許し た のも 理
した時だったので、一
会社には男子寮・女
で千葉県人。五才年上
ノレールで見かけて
がお役に立てる事が
解出来た。
モノレールに乗る事
つしか違わない弟に 子 寮 と住み込みでも
だったが優しい人な
あったら是非。僕の家 いました。いつもは楽
同じマン シ ョ ン の
だった。
「東京に行って働きた 働ける様になってい
ので、由香はプロポー
モノレールに乗っ は割りと近くです。家 し気に窓 の外 を 眺め 人の証言もあり、由香
い」と相談すると、弟 た。事務職は由香一人
ズをすぐ承諾し、彼の て窓の外をのぞくと で良かったらキズの ている貴女を好まし の離婚は成立し三 ヶ
は「そうしなよ。もう で後は殆ど工場勤務
すすめに より会 社 を いろんな物が目に入 手当をしましょう」と く見てい たの ですが 月の病院生活を経て、
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した。一体何が起こっ ている。「僕は妻に男
たのですか？」と聞 を作られて、家を出さ
れた意気地ない男 な
く。
由香はワッと声を んだ。こんな男でよけ
あげて泣きだしてし れば、是非結婚して欲
まった。そしてそして しい」。北原がプロポ
夫がＤＶで何かにつ ーズしたのは、退院の
け疑われ、今日も暴力 夜だった。そして二人
がおさまらないので は来春結 婚する 事と
家から逃げ出しポケ なったのだ。
北原は「僕もモノレ
ットに入っていた小
銭でモノレールに逃 ール大好きなのさ。二
げ込んだと話した。 人 で思 い 切り乗 ろう
「かわいそうに」そう よ。来年の春はモノレ
言ってから、「こんな ールの上から、お花見
所で良かったらここ をしよう」と優しく言
に居て下さい」と優し う。神様が私に本当の
く言った。由香の胸の 幸せをくれたのね。あ
中いっぱいにここ何 りがとう、と心の中で
年も味わったことの そっと つ ぶやく 由香
ない温かいものが生 だった。春はもうすぐ
まれて、祖母や両親達 だ。
と暮らしていた頃の
様な気持ちが生まれ
てきた。
由香の夫は探し回
った末すぐに由香を
見つけ「やっぱり男が

随筆

梅雨の合間のよく だけは止めさせてく
晴れた午後だった。 れ」とよく私に訴え
「いいじゃな
下の弟が「孫を連れ ていた。
て鴨川シーワールド いの。若い妹が三人
へ行って来たよ」と、 も出来てさ。お兄様
おみやげを持って女 と慕われて、けっこ
房と二人でやって来 う い い 気 分 で し ょ
た。私には二人の弟 ー」と私は取り合わ
がいるが上の弟も下 なかったものだ。
鴨川シーワールド
の弟も儀ちゃんが大
好きで、儀ちゃんの かあ…と私は儀ちゃ
言い付けはよく守っ んと二人で行った事
のあるシーワールド
ていた。
末っ子の儀ちゃん を思い出していた。
は、いばれる弟が二 儀ちゃんと結婚した
人出来たのが嬉しか 年のお正月、銀行の
ったらしい。だが弟 秘書の方々が、新婚
の女房達から、
「お兄 旅行も無く何処にも
様、お兄様」と呼ばれ 行かない私に同情し
るのにはどうも照れ て「お正月位は旅館
くさかったらしい。 でゆっくりお過ごし
その上私の妹も「お ください」と、鴨川の
兄様」を連発。
「あれ 旅館を予約してくれ
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