さ［
ん

歳］

２０１3年夏、
石巻市立北上小学校の図書室の壁いっぱいに、
色とりどりの物語の世界を描き上げた、
絵本作家の1人、
飯野和好氏の絵と共にお届けする特別号です。
『ねぎぼうずのあさたろう』
作者でもある飯野氏は、
朝日新聞では朝刊連載小説
『宿神』
の挿絵も描きました。

んだ。お代わりをすすめて炊飯器を開
けたらすでにからっぽ。顔を赤くした
ことを祖母も母も思い出す。
あの日の後。
彼は、妻の帰りを待ちながら、両親
と祖母と食卓を囲み、涙に暮れる両親
たちへ優しい笑顔を向けた。
２年後。
銀行の支店跡地に立つ両親のそばに

けて酸素ボンベを背負い、女川湾へ向

休日、父は痩身にドライスーツを着

け取ってから出勤した。仕事帰りも、

家に寄って、祖母手作りのお弁当を受

だった。外で働く絵美さんは毎朝、実

でした」

言った。
「絵美ちゃんは太陽のような子

ない。姉は、潤んだ目を青空に向けて

彼の母と姉がいた。彼は仕事で来られ

かう。娘の絵美さんを捜すため、潜水

父によく似た色白の子

ぬいていいよ、と。

両親から告げた。もう会わない、籍も

彼と彼の家族の優しさが心にしみた。

実家で祖母手作りの夕食のおかずを受
け取ってから、夫の待つ新居へ急いだ。
甘えながらも、それが祖母を励ます
ことを願っていただろう。 年６月に

へ運んだ。祖母は孫娘の車が道向こう

頼むより先に、実家のゴミ袋を集積所

朝は、お弁当を受け取ると、祖母が

でいた。水産加工場が当時使っていた

った。祖父の慶三さんは石材業を営ん

まれ育ち、結婚して石巻市川口町へ移

７）年に女川町鷲神浜の船員の家に生

が買いに来て活況を呈した港の光景が、

女川港岸壁に露店を出す。浜々から船

った。盆暮れは実兄の花屋を手伝い、

坊の長女博美さんをおぶって山道を登

は義父が開墾した山の畑へ行く。赤ん

祖父が急逝し、自身の悲しみも深かっ

へ消えるまで見送った。あの日の朝も。

かまどの排気筒を造ったり、塀や庭石

祖母の千代子さんは１９３２（昭和

優しい笑顔の青年を絵美さんが初め

鷲神浜にあった七十七銀行の女川支店

海の中を 人 組で捜索する。父が

前年の２０１０年 月、一人っ子の妻

日中、カニをむいて料亭へ届け、その後

産加工に携わる父の正明さんも婿入

母の博美さんも一人っ子である。水

博美さんの幼い日の記憶に残る。
料理で歓待した。コーンスープや鶏の

て自宅へ連れてきた時、祖母と母は手

新居は、日和大橋たもとの石巻市川

のため夫は婿養子に来てくれた。

10

絵美さんは新婚だった。

一緒に潜るのは、
絵美さんの同僚の夫だ。

1

さんたち８人が今も帰らない。

12

2

唐揚げ。
「おいしい」と青年はどれも喜

千代子さんも骨身を惜しまず働いた。

も造ったりしていた。

た。結婚式は一周忌の後に延期した。

絵美さんは勤務先の女川町中心部、

あの日。

「ひとかけらでも連れて帰りたい」

士の国家資格を取った。母は待ち望む。

」

石巻だより

ともに
歩もう

成田絵美
26

毎晩、祖母へ
「
おやすみ

あの日、
帰らぬ旅に出た
子どもたちの記憶を刻みます

口町だった。ほんの数分先が妻の実家
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子どもたち
にいた。行員 人が犠牲になり、絵美

10

1
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石巻だより 2020年（令和2年）夏号
2

りしてくれた。看護職の博美さんは勤
ショックも赤子の笑顔が吹き飛ばす。

看護婦がその子を連れてきた」
。そんな
３カ月の育児休業後、母は職場復帰

務先の病院そばで新婚生活を始め、産
休中に川口町の実家へ引っ越した。
した。宿直もこなす。子守は祖父母が

ないよ」と強がってみせた。

気性で愚痴は一切言わない。

年夏、祖母と母は北海道函館市へ

開会式で先頭の可愛い旗手に目を見張

らも初の２人旅を満喫した。帰宅する

一泊の旅に出た。大雨に見舞われなが

湊第二小の運動会。祖父母と両親は
った。当日まで内緒にするとは。

と、絵美さんが、カレーをどっさり作っ

て待っていてくれた。

予定日を約２週間遅れて土曜日深夜

歳までピアノを習い続けた。河北

総合センター「ビッグバン」での発表会

担った。赤子を母は
「えみたん」
、
父は
「え
みしゃん」
、祖母は「えみちゃん」
、祖

てたまらない。朝が待ち遠しい。

かえって母は眠れない。早く会いたく

夜は赤ん坊を新生児室へ連れて行った。

産院では、母親が熟睡できるように

決まり手をすべて言えるまでになった。

た。大相撲も一緒に観戦し、小学生で

も幼子は祖父へぴったりくっついて寝

を見に。電車を見に。盛夏の昼下がり

ら、と父の留守に連れ出す。サーカス

「危ない」と父が血相を変えた。それな

祖父もおぶってバイクに乗るのには

んだと聞かされると、お地蔵様の首を

分の患部と同じところをさわると治る

づいていたのか、お地蔵様を前に、自

「お母さんばり」と映ったようだが、気

母の術後をずっと心に掛ける祖母が

った。４年後に転移。再手術を受けた。

の手術を受けた。絵美さんは１歳半だ

たことがある。母は 歳で甲状腺がん

いずれ娘に話そうと母が言わずにい

しいでば」と聞かされ、小さく２個を

く握った。しばらくしてから「恥ずか

う。当初、祖母はおむすび１個を大き

マ昆布やサケのおむすびも作ってもら

日のようにお弁当に入れてもらい、ゴ

祖母の手作りハンバーグも大好き。毎

んにゃくにキノコ入りの具だくさんだ。

大根、ジャガイモ、ネギにゴボウ、糸こ

の大好物は祖母が作る豚汁。ニンジン、

が、家族のために腕をふるった。自身

絵美さん自身はカレー好きではない

は目を細めて思い出す。

く歩けとの医師の指示に、痛みをこら

皆の愛情を一身に受けながらも絵美

「絵美がいたから行けたのね」
。祖母

父によく似た色白の肌に白い毛糸の

さんは「おばあさんはお母さんばり可

のビデオに父は何度も見入った。

帽子がよく似合う。祖母は背におぶっ

愛がる」とよく口をとがらせていた。

父は「えーこ」と呼んだ。

て自転車に乗り、買い物へ。スーパー

内を必死に歩いた。
うんがあ」を忘れない。３８９５グラ
で「可愛いねえ」と声がかかる。

朝６時。母が手にした哺乳瓶から、「ご

赤ん坊の頃、ふくよかな足の裏に「歩

待ちきれず、母は電

欠かさず来る祖母を

気に飲み干す。一日も

は、怒る母に祖父は泰然と「髪

気にしたか、突如金髪にした時

高校時代、わずかな若白髪を

けるかな」
と祖父は気をもんだ。

の左隣が定位置。母が笑うと「子ども

へ進んだ。自宅でテレビを見る時は母

「お母さんここ悪いから」

小さな手でなでて言った。

「今から帰ります

夕方５時 分。

握るようにした。

その一瞬も忘れない。

話をかけて喜々とし

の色なんて何色だっていいん

と同じ番組見て笑って」とさめた口調

んのメールが残る。

チーズケーキ「金華山」だ。 日は母

道の洋菓子店「えくれーる」で買った

絵美さんは小箱を携えてきた。帰り

」

祖母の携帯電話に前日 日の絵美さ

て報告した。
「げっぷ

だ」と言って、かばった。年頃

で評しつつ、体を母へ預けてくる。
名取市の尚絅学院の短大英文科へ入

学。自宅通学を望んだが、遠くて無理。
務した。通勤は自宅からだ。 年７月

ある。
「そんなもんだっちゃ」
。父譲りの

27

湊中から市立女子高（現・桜坂高）

も 大きくて、私、恥

に眉を細くした時は「立派な
眉毛だったのに」と惜しんだが。

ずかしいんだあ」
一方、父は新生児室
で 対 面 を 果 た す と、

法山寺幼稚園へ通っていた

に女川支店へ転勤後も自宅から通った。

年４月から七十七銀行石巻支店に勤

た。新生児室一番のジ

頃。夜、絵本を読み聞かせる

祖母が仕事の大変さを尋ねたことが

母の快癒を祈る

ャンボな子に「あれだ

祖母が「お母さんいなくて寂し

母の枕元でうなだれ

けは俺の子でねえな

いべ」と問うと、
「そんなこと

分、祖母の携帯電話は絵美さんから

さんが新居へ戻った後だった。夜８時

母が病院から帰ってきたのは、絵美

の誕生日。必ず母の好物を贈る。

10

赤ん坊も横目を向けた。目が合った、

っくん、ごっくん」とのどを鳴らして一

月曜日の朝。元気な第一声
「うんがあ、
ムだ。看護師の腕の中へ目をやると、

え、千代子さんに手を引かれながら院

に始まった陣痛は微弱だった。とにか

09

「おやすみ

」

いつもの言葉を受け取った。

22

09

10

26

って自信もったっけ、
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さくらさんはハッとした。
（これ

石巻市の中学生が広島市を訪ねる研修が、この夏は中止に
なった。新型コロナウイルスが収束しないためだ。研修は貴重
な学びだった。 年前の研修で雄勝の子と牡鹿の子の 人は
最終日の講話を心に刻んだ。講師が 歳だった 1945 年
月 日の話を、 人はあの日に重ねて受け止めた。

の後ろから山を登る。草を踏ん

で歩く。誰かと手をつないでい

た。山の中のごみ処理施設で段

母の車で 分かけて雄勝港そば、 ボールと新聞紙にくるまった。

雄勝町の東端に近い桑浜から

だった。

が「きれいすぎます」と話すのに、 さくらさんは雄勝小１年。７歳

雄勝の子と牡鹿の子が
受け止める６歳のヒロシマ
雄勝の子「海を見られなかった」

できれいすぎるってどんな体験

8

さくらさんは、雄勝中３年だっ
へ。原爆投下前の立派な建物が

初日は、広島平和記念資料館

った１発の原子爆弾が炸裂。瞬

父と広島駅にいた。上空で、た

も一緒だ。

近くの雄勝保育所へ通う弟と妹

中心街の小学校へ通った。学校

たどりつき、母子の無事に安堵

渡された。塩むすびも。おいしい。

翌朝、飲み物を１人１本ずつ

加した。気温 度の石巻市から
５時間後は気温 度の広島市へ。

さくれつ

原田さんは当時６歳だった。

た２０１８年８月５日、石巻市
並ぶ街の写真に見入った。
（やり

時に、４千度の熱と最大瞬間風

舎内を駆け回り職員室前で叫ん

し、母も父の無事に泣いた。
時間内に伝えたいと早口にな
る原田さんの話を、さくらさん

小１は 人。皆、仲良し。校

あん ど

園へ移った。漁から戻った父も

お年寄りから「体力つくから

食べらい」と透明な茶色の砂糖

をもらった。初対面の人々と円

ディー エス

当日。放課後、
「３ＤＳ買って

になって布団１枚をかぶった。

スリー

上がるほどの団結力だ。

もらったからやろう」と誘われ、

油絵の迫力に、言葉が出ない。

生徒たちが写実に徹して描いた

り一面、火の海。四方から、め

足は、内臓へのめりこむ。あた

その上を歩く幼い子の小さな

お年寄りの被爆体験を聞き取り、 かろうじて息をしている人々。

は広島市立基町高校の絵画展へ。 り、全身を焼かれながらもまだ

行く先には、手や足が飛び散

しい母親の初めて聞く悲鳴のよ

の母親の声が響く。ふだんは優

したら「外に出てー！」と級友

地震だ。勉強机の下へ入ろうと

を始めようかと立っていた時の

開栓前のボトルを手に、ゲーム

ク「 デカビタＣ 」を も らった。

倒壊した防波堤に（コンクリー

た。
（もう勉強できないじゃん）
。

い、屋上には家が流れ着いてい

ぶった小学校の窓はガラスを失

くなっちゃったんだ）
。津波をか

界をさえぎる建物がない。
（な

がれきと化し、海が見える。視

次の日。歩いて帰る。街 中、

最終日の７日。講話を聴いた。

らめらと炎が襲いかかる。足を

中心街の級友宅へ。栄養ドリン

講師は原田浩さん。広島市国

た。フロントガラスから無残な

トなのにこわれちゃうんだ）
。漂

姿がのぞく。父母は無言。自分

う な声に驚いた。外に出ると、

車で小学校へ。弟妹も母もい

も黙って通り過ぎた。

ひきぬき、また踏む。
（これが原

た。大人たちの「逃げろ」
「逃げ

際・平和担当理事も務めて被爆

ろ」と焦る声が記憶にある。母

着物に囲まれた軽ワゴン車を見
６歳の記憶の確かさは自分に

初めて思った瞬間だった。
重ねて疑う余地もない。あの日、

視界が斜めになってゆれた。

ふんでにげるしかなかった」

ありがたいなと思った。森林公

がいを見つけて一生懸命働いて

速４００メートル超の爆 風が、

で遊ぶ。教室で担任が首謀者に

内の中学生 人と共に研修に参
いた人がいたんだろうな）
。展示

地上を襲い、２キロ圏内が全焼

８時 分まで約１時間、配布資

６日朝、平和記念式典会場へ。 は急ぎ記す。
「人の上を歩いた。

いめぐらす。

服に、遺族のやりきれなさを思

そで

品に中学生の遺品の服があった。

をされたんだろう）

2

石巻市の非核平和推進人材育

中学生が参加した。

6

全滅し、 万人の命が奪われた。 「立て！」と命じるや半数が立ち

今は宮城学院高校２年の永沼

2

2

袖がちぎれ、原形をとどめない

15

成事業の研修だ。 年前に始ま

34

24

12
爆なんだ）
。さくらさんが研修で

今の資料館について原田さん

語れる最後の世代である。

※「石巻だより」のバックナンバーは羽鳥書店のサイト（www.hatorishoten-articles.com）で閲覧できます。

6

年事業を担った広島平和記念

料を読むのに没頭した。式典後

15

資料館の元館長だ。被爆体験を

50

10

26

り、昨年度までに計１４４人の

14

3

石巻だより 2020年（令和2年）夏号

った。２階から海が見える。が、
をこめて弁論を述べた。

だった。秋、さくらさんも思い

い。そう希望した 年夏の研修

見なかった。痛ましい姿をまた
「今、私たちはたくさんの方々

桑浜の山ぎわの自宅は無事だ

目にするかもしれない。しばら
の努力のおかげで、平和な毎日
を当たり前に過ごすことができ
ています」

う気迫を感じ、一気に引き込ま

て始まる弁論だ。伝えたいとい

ュウ～、ドン！」と声で表現し

聞いた。
冒頭、
原爆投下の音を
「ヒ

て思いをはせる。

した広島市にその気持ちを重ね

今も見たいとは思わない。一変

しい。変わり果てた街の写真は

当たり前に過ごした街がいとお

日常の貴さを伝 えたかった。

れた。その役割を自分も担いた

研修に参加した上級生の弁論を

年に控えた大須中に入学。秋、

年春、雄勝中との統合を翌

く海を見られなかった。

18

歩 で自 宅 を往 復 し

その日、祖父は徒

ぐのに張った。

を全部消 しているように思 える。 祖 父 母 が 外 気 を 防
取材にも語気を強めて話す。

「ちゃんと残 さないと」
。今回の
なぜそこまで思 うの？ そう

持ってきた。道中、

尋ねると、
「多すぎたと思います。 て祖母の薬と寝袋を
命 を落 とす人 が」
。答 える声 は

知 人 も、 見 ず 知 ら
ずの人も、水や食料

ふるえていた。
あの日の確 かな記憶 がある。

娘 は「梅のおむすび

を分 けてくれた。孫
もパンのみみもおい

ぐ なり

牡鹿半島南端に近い十八成浜か
所へ通っていた。年長 の「きり

しかった」
。

く

ら半島の付け根近くの荻浜保育
ん組」だ。年少の子が寝付 くの

て７時間半 かけて帰った。冬枯

鮎 川 小 の入 学 式 は、礼 服 を

日後。父も無事に帰り着いた。

次の日、皆で歩い

鳴 りを聞いた。ぐるぐるとゆれ

れの山 を越 えるのに、珈音 さん

を待って布団の上にいた時、地
た。避難訓練で教 わった「机の

失った子のために普段着で行 わ

人が転校 した。小３の時。大叔

れた。新入生は８人。翌年、４

いが、祖母 によると、こう声 を

父が他界した。身近な人との初

覚 えている。自身の記憶にはな
は危 ない」と言 われ、早足で支

上げながら歩いていた。
「私、お

めての別 れだ。悲報に珈音 さん

は、先頭 を切って歩いたことを

所へ行 く。２階に上がり、会議

父 さんを捜 しに一 生 懸 命 歩 く

は「うそだ、うそだ」と泣いた。

先 生 の車 で公民 館 へ。
「ここ

人 しか語 らない。ほとんどの人

机の下へ急いだ。迎 えに来た祖

んだ」
。祖父母 は孫 に聞 かせな

下に潜る」行動をすぐに思った。

今は石巻好文館高校１年の阿

が悲惨 なあの日を口にできずに

父母の姿を目にして、机の下か

研 修 後 に 石 巻 市 が 編 んだ 冊

災地に暮 らす人間 として、あの

ことが言 えると思 います」
「被

社にも行くと聞き、手を挙げた。 「東日本大震災 についても同 じ

れ！」とＵターンしてきた。急

へ出 た時、前の車 が「戻 れ、戻

峠のトンネルをぬけて小網倉浜

祖父母によると、帰路、小積

母は案じた。

仕事先の浜で被災したかと祖父

の４人家族。石巻市職員の父は

だろう。珈音さんは父と祖父母

が通 じないことを察 していたの

いようにしていたが、父の電話

あの日の悲しみも ――。

原田さんが目にした悲しみも。

が涙にぬれた。だから胸に刻 む。

の腕に顔 をうずめた。祖父の袖

ると、孫娘 は、かたわらの祖父

取材中、祖母がその話を始め

い っ しょう け ん め い

部珈音さんは牡鹿中２年の時、

いる。思い出すのも苦しいのだ。

子 に記 す。
「原田 さんは『被 爆

とき経験したことを語 り継 ぎ、

ハンドルで小積へ。眼下 を道の

か のん

さくらさんと共に参加 した。日

体験者で、原爆の話をしてくれ

原爆ドームのように、目に見 え

形 のアスファルトが流 れていく。

珈音さんは冊子にこう続ける。 ら出た。祖父母と車で帰る。

る人 は１５０人 くらいしかいな

る形の物 も残していく必要があ

広島平和記念資料館の元館長、 た円蓋天井は原爆の恐ろしさを

くるまり熟睡。翌朝「起 きたら

珈音さんは車にあった毛布に

駐車。 台の車が集まった。

トンネルを戻 り、出口の広場に

に「あー、お誕生日 みたい」と

は、夜の食卓 を照 らすロウソク

えている。孫娘 が覚 えているの

しなくなったことを祖父母 は覚

後、孫娘 はなぜか父の話 を一切

山腹の家は無事 だった。帰宅

た。収束後の再開を切に願う。

た矢先、コロナ禍 で中止 となっ

人ずつ計 人派遣しようと決め

した。今年度は全中学校から１

校 から生 徒 を広 島 研 修 へ派 遣

分けし、毎年度１区域内の中学

石巻市はこれまで市内を区域

こ あみ くら

伝 える。いいなあと思った。牡

窓に新聞紙が張ってあった」
。ガ

歓声 を上げたこと。それから３

本史好きなので、宮島の厳島神

い』と話 していました」
「原 爆

ると思いました」

こ づみ

の悲惨さを後世に伝 えることが

原田浩 さんによると、半径２キ

鹿半島では工事が進んで、津波

ソリンが乏しく暖房 が使 えず、

できなくなってしまいます」

ロ圏内で被爆 した約１万２千人

の脅威を視覚で伝 えられる遺構

えんがい

原爆ドームの鉄骨 だけになっ

が今 も存命 だ。が、その１％の
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