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　６月が終わりを迎え、雲はなく日光が境内を照らしていた。
　禰宜の須臾は、竹箒を振り掃除をしていた。
　空は晴れていた。
　境内には玉石が敷き詰めてあった。白い石で出来た鳥居から拝殿への道は一直線で、角ばった白い石で舗装され
ていた。石の脇には中肉程度の人間と同じ太さの桜の幹が植えてあった。桜は緑色の葉を枝に蓄えていた。
　須臾の元に、神主の瞬息と妻の那由多が歩いて来た。
　瞬息と那由多は、須臾の元で立ち止まった。
　須臾は箒を振る手を止め、瞬息と那由多に頭を下げた。
「須臾、計羅はいないのか」瞬息は、須臾に尋ねた。
「いえ、計羅様はここにはいません」須臾の顔が曇った。「掃除を手伝う途中で子供が来まして、掃除が終わってから
と言ったのですが遊びに行くと言って聞かず、やむなく後で手伝うように言い聞かせて遊びに行かせました」
「計羅は何処に行ったか、分かって」
「特に何も言っていませんでしたから、近くの空き地で遊んでいるはずです」
「分かりました」
「失礼ですが、計羅様に何用ですか」須臾は那由多に尋ねた。
「姿ケ池へ一緒に。計羅から不気味と言われたので様子見に行くのです」
「計羅様が、ですか」
「計羅だけではなく、子供達も似たような話をしていた。確かめに向かおうと思ったんだ」
「そうでしたか、引き止められず申し訳ありません」須臾は、瞬息と那由多に頭を下げた。
　瞬息は苦笑いをした。「子供に誘われたら、私でも言い聞かせられない。そういう娘だから責めはせん」
　瞬息は須臾の肩を軽く叩いた。
「暫く空けますから、留守は任せます」那由多は鳥居へ歩いていった。
「頼んだぞ。一人なんだ、少しは気を緩めてもいい」須臾は那由多の後をついていった。
　須臾は、体を瞬息と那由多の方へ向けた。
　鳥居を抜け、階段を降りていた。
　須臾は足元を見た。
　木の枝が転がっていた。
　須臾は箒を振り、木の枝を掃いた。
　瞬息と那由多は神社の鳥居を抜け、階段を降りた。
　神社は丘の上にあり、階段を抜けた先に鳥居が立っていた。
　階段を降りると横乃瀬一帯に向かった。
　横乃瀬村は農村地帯で、田は山脈に囲まれていた。山は緑に染まっていて、田の間に藁葺の家が建っていた。用
水路に水が流れていなかった。田に水が流れず、踏車が放置してあった。稲の生長は遅く、葉の色に黄色が混じっ
ていた。
　瞬息と那由多は田と田の間の道を歩いていた。
　田で農作業をしている農民の地味な色と異なり、瞬息と那由多が着ている白の小袖は目立っていた。
　瞬息と那由多が歩いている未知の遥か先で、２人の農民が、泥のついた鍬を担いで話をしていた。
「お前の所は、随分潤っているな、周りは全部駄目だってのによ」
「何が言いたいんだ、俺の所だけ何かしてるって言いたいのか」
「それ以外何があるってんだよ」
「てめえの田んぼが腐ってるからってな、言いがかりすんな。俺の所が、そう見えるだけだろうが」
「本当にそうか、夜中にお前が掘ってるって話を聞いたぜ」
「掘ったら跡が残るだろ、俺は何もしちゃいねえ」農民は、相手を強く罵った。
「何だと、やる気か」罵られた農民は、罵った農民の裾を掴み田に投げ飛ばそうとした。
　投げ飛ばそうとした農民の顔に、泥団子が飛んできた。
　泥団子は農民の顔に当たった。泥がはねて顔に泥がついた。
　農民は手を離し、顔についた泥を払った。
　泥団子には水気がなく、顔についた泥はすぐに乾いて張り付いていた。
　子供達の笑い声が響いた。
　２人の農民は、笑い声がした方を向いた。
　田の中に足を突っ込み、笑っている計羅と載がいた。
　２人とも薄汚れた着物を着ていて、所々に泥がついていた。着物についている泥は水気がなく乾ききっていて、白く
なっていた。
　２人共女の子だった。
　農民は子供の笑い声に怒りを覚えた。
「このクソガキめ！」農民は子供達に怒号を上げ、田の中に足を踏み込んだ。
　子供達は一斉に、向かいのあぜ道に駆けていった。地面にぬかるみはなく、子供達は器用に植えてある稲を避け
ていた。
　もう一人の農民は我に返り、農民が田に立ち入ったのを呆然と見ていた。
　様子を見ている農民の下に、瞬息と那由他が来た。
　農民は瞬息と那由他に気づき、二人の方を向くなり驚いた。
「な、那由他様」農民は二人に深々と礼をした。
　那由多は子供達が着いたあぜ道の方を向いた。
　子供達はあぜ道の上で、怒り心頭になっている農民に追いかけられていた。
　那由多は大きく息を吸った。「貴方達、何をしているのです」那由多は大声を出した。
　農民と子供達は那由多の声に驚いて動きを止め、那由多の方を向いた。



　子供達を追いかけていた農民は、那由多の姿を視界に捉えると、自身でも感じる程に血の気が引いた。
「那由多様、お外に出向くとは重大な御用でありますか」農民は、那由多に大声を出した。
「そうよ、おいたは私が罰しますからお帰り下さい」
「分かりやした」農民は踵を返して早足で去って行った。
　計羅は、那由多に手を振った。「かあ」
「計羅、来なさい」那由多は、大声で計羅を呼んだ。
　計羅と載は再び一緒に田に入り、大股で稲を避けて那由多の元へ向かった。
　農民は瞬息と那由多を見た。
「貴方もお帰りなさい。先程申した通り、娘のおいたは私が言い聞かせます」
「分かりました」農民は那由多の言葉に平伏し、立ち去った。
　計羅と載の着物は、泥だらけになっていた。
「勉強を放り出して遊びに行くなんて、須臾に嫌われますよ」
　那由多の発した言葉に、計羅は俯いた。須臾に嫌われたくないからだ。
「だって、載が遊びに来たんだから仕方ないもん」
　計羅の言葉に、載は驚き那由多を恐る恐る見上げた。
　那由多は呆れと怒りが混じった表情で、計羅と載を見下ろしていた。
「須臾様だって、遊んで来ていいって言ってた」載は小さな声で言った。
　那由多は載に目を向けた。
　載は小さく振るえた。
　瞬息は那由多の肩を軽く叩いた。「そんな用で呼んだのではないだろう」
　那由多は小さく息を吐き、瞬息の方を向いた。
　瞬息は２人を交互に見た。
「二人とも、姿ケ池に来ると気分が悪くなると言っていたが本当なのか」
　計羅と載は、瞬息の問いに頷いた。
「計羅、これから姿ケ池に行くんだ。一緒に行って詳細を教えてくれないか」
「姿ケ池に行くんだ、須臾様も一緒じゃないの」
　瞬息は首を振った。「神社で番をしている。そう申し付けた」
「そうなんだ」
「早く用事を終わらせて、須臾に謝ろう」
　計羅は頷いた。「うん」計羅は瞬息の手を掴んだ。
「あの、あたしも一緒に行くの」載は瞬息に尋ねた。
「いや、計羅一人でいいんだ。君は須臾に謝りに行ってくれないかな」
「はい」載は頷き、踵を返してあぜ道を走って行った。
「姿ケ池へ行きましょう」那由多は、計羅の手を取った。
　計羅は頷いた。
　瞬息と計羅、那由多はあぜ道を進んでいった。
　道は徐々に広くなり、草で緑色に染まる丘が見えた。
　丘のふもとは舗装された道があり、道を挟んで丘と逆の位置では２ｍ程の深さの窪みが出来上がっていた。窪み
の回りには測量杭が４０ｍ置に窪みを囲って打ちこんであった。
　窪みの奥は用水路があり、石で頑丈にせき止めてあった。道に大八車があり、角材が乗っていた。人夫は褌だけを
身に付けた状態で、大八車の角材をかついで窪みの中へと運んでいた。窪みの中にいる工夫は踏鍬で地面を掘り、
地面に置いてあるもっこうに土を置いていた。隣では、２人の人夫が互いにもっこうを貫いている１本の棒の端を担ぎ、
奥へと向かっていた。奥は窪みの坂を上った先に堤があり、人夫がもっこうを裏返して投げるようにして土を盛ってい
た。窪みの中にも、測量杭が打ちこんであった。
　名主の六徳は、作業現場から離れた小さな丘の前で指図を手に持ち、窪み全体を見回していた。
　六徳の月代には汗が付き、髷には白い物が混じっていた。
　瞬息と那由多は道から六徳の姿に気づき、計羅を連れて六徳の元へ歩いた。
　六徳は瞬息と那由多に気づき、２人の方を向いた。
「いや、那由多様に瞬息」六徳は瞬息と那由多の間にいる計羅に気づいた。「計羅様までお見えになるとは」
「姿ケ池に不気味な物を感じたと、子供が言う物ですから」
　六徳は、窪みの方を向いて腕を組んだ。「不気味か、確かにその通りかもしれん」
「工期が伸びている位だろう。見た所完成も近い」
「本来なら、１月前に終わっている。梅雨時に水を貯めて流す予定だったのだがな」六徳は空を見上げた。
「梅雨時に雨が降らなかったのが幸いか。だが何故、そこまで伸びた。雨は降っていないのだから、中断する要素は
ないはずだ」
「掘れないんだ」六徳は窪みの中央を指差した。
　人夫が踏鍬を突き差し、足をかけて深く差し込んでいた。
「６尺入った所で岩に当たり、しかも下から水がしみ出している有様だ。このまま引き上げてもいいが、浅くて水の確
保が出来ない」
「染み出ていると言う事は、地下水があるのか」
　六徳は首を振った。「岩が真下にある所で水脈はない。その水も泥に混じるだけだ。かき出しに邪魔なだけで溜まり
もしない」
「那由多と計羅は、それを察知しているのかもしれない」
「察知しても、対処が出来なければ意味がない。今更土地を変えるわけにもいかん。届は出してしまったのだからな」
「呪いでもあるのか」
「君が言う言葉ではないな。君と那由多様が地鎮をしたというのに」
「杞憂ならいいが」瞬息は、窪みに目を向けた。
「下三を見なかったが、いるのか」
　六徳は、窪みの端を指差した。
　瞬息と那由多は、六徳が指差した方を見た。
　窪みの端で大八車を押している人夫に小普請役が指示を出していた。
　人夫は大八車を押している手を離し、小普請役に罵声を浴びせ始めた。



　小普請役は、脇にかけている刀の塚に手を掛けた。
　罵声を浴びせている人夫に、周りにいた人夫が駆けつけ取り押さえて小普請役から離した。
　小普請役は刀の塚から手を放すと懐から矢立を手に取り、記帳をした。
「工期が延びているせいで、少しでもケチつけて金を減らそうとしている。士気が下がる一方だ」
　那由多は瞬息と六徳の間に割って入った。「丘の上に行って、様子を見てきます」那由多は計羅を連れ、丘の天辺
に登った。
　丘の天辺からは、掘り進めている窪みの全体を拝めた。
「どう」那由多は、計羅に尋ねた。
　計羅は窪み全体を見回し、僅かに顔が強張った。「蛇が苦しがってる」
「蛇、ねえ」那由多は窪み全体を見回した。「そう思えばそうだけど、早いからそう見えるだけではないかしら」
　那由多は首を傾げた。那由多と計羅には、窪みの下に蠢く黒い蛇のうろこ状の物が見えていた。蛇が地面から出
て、再び地面に入っている状態とも言えた。
　計羅は空を見た。
　空は所々に白い雲があった。白い雲の中には、黒い雲も混じっていた。
　計羅は、那由多の袖を引っ張った。
　那由多は、計羅の方を向いた。
「雨が降るよ、そろそろ帰ろう」
　那由多は、空を見た。「空は前と変わっていないのに」
　計羅は、強い表情をして頷いた。
　那由多は計羅の手を取って丘を降り、瞬息と六徳の元に来た。
「那由多様、どうでしたか」六徳は、那由多に姿ケ池の印象を尋ねた。
「私も計羅も、下に蛇がいるのが見えます」
「蛇、ですか。鯰ならともかく蛇と言うのは聞いた事がないですな」六徳は那由多に頭を下げた。「参考にさせていた
だきます」
　那由多は、瞬息の方を向いた。
「瞬息、計羅が雨が降ると言っているわ」
「雨が、こんな天気でか」六徳は訝しげに空を見上げた。雲は増え青い部分が少なくなっていた。六徳は計羅の言葉
が信用出来なかったが、全く信用していない訳ではなく、どう判断していいか決めかねていた。
「計羅の予感は当たる。近いうちに降ります」瞬息が話をしている間、空に浮かぶ雲が徐々に増えていた。
「六徳殿、ここで失礼します」瞬息は六徳に深々と礼をした。
　那由多は瞬息の方を向いて頷き、計羅の方を向いた。
　計羅と那由多の目が合い、瞬息と那由多の間に入った。
　瞬息と那由多は計羅の手を取り、３人は踵を返して歩いて行った。
　六徳は瞬息と那由多、計羅が道に入って去っていくのを見つめた。視界から３人が完全に消えると、一通り窪みを
見回し空を見た。
　雲は次第に空を埋め尽くし、雲の色は墨で塗ったように黒くなっていた。
「これは、本当かも知れない」
　六徳は踵を返し、道に向かうと瞬息達と同じ方向に去って行った。
　六徳が去ってから２分後、一帯に雨が降り出した。始めは雨粒が落ちているのか分からない程だったが、雨脚は強
くなっていった。地面全体を叩きつける音が響き渡った。やがて雨粒が視界を奪い全体を白く染めて行った。
　人々は急な雨脚に驚き、道の脇に生えている木々の元へと駆けだしていった。
　窪みの中で作業をしていた人夫達は、作業をしている手を止め、持っている道具を放り投げた。道具は雨により水
気の多い泥となった地面に落ちた。
　人夫達は一目散に坂に向かい、窪みを抜けて道の脇に生えている木々の元に向かった。
　木々には既に、多くの人夫や役人が集まっていた。
　人夫は体を振って、体についた水滴を払っていた。
「全く降らない癖に、今日になって降るなんてよ」
「どうせ夕立だ、すぐに止む」
「止んでも掘った池がすぐ一杯になっちまう。当面は丁場で酒だな」
「でもよ、雨が止まなかったらどうすんだ」
「知った事か、日が暮れる前に帰るにきまってんだろ。こんな雨でも歩けるんだ」人夫は強い口調で、自らを奮い立た
せるように言った。天候に左右されがちな場所で働き続ける彼等にとっても、今振っているこの雨がいつ止むかと言
う予測はつかなかった。
　雨は夜になっても止む事はなかった。
　雨粒は夜の闇に紛れて見えなくなっていた。地面や木々、藁ぶきの屋根にぶつかるが集落全体に響き渡っていた。
　雨はや翌日になっても止まなかった。雷が鳴っていて、空は雲で白く染まっていた。あぜ道を濡らし、乾き切った田
や、掘りだけになっていた用水路に溢れる程の水を与えた。
　六徳は広間で普請役と将棋を指していた。
　板状の駒は整然と並べてあり、互いに囲いはなかった。
 　広間は１０畳の広さで薄暗く、将棋盤が外側に置いてあった。
　隣の間では他の普請役が他愛のない話をしていた。襖が開いていて一つの部屋の様に繋がっていて、話の内容
が全体に響いていた。
　外とは雨戸により、完全に遮られていた。雨音だけが外の状態を知らせていた。光は雨戸の上の欄間から入って
いた。
「これだけの雨は久しぶりですな、大体ひと月ぶりと言った所でしょう」普請役は銀将の駒を手に取り、金将の前に差
した。軽い音が鳴った。「はて、不安でもあるのですかな」
「造成前、ましてあれだけの浅さで水が溜まればどうなるか」
「これは杞憂な」普請役は笑った。「工期が延びて賃が増える方が心配だ。今日になってひと月も延びているのだ、代
官からもこれ以上は賃が払えぬと迫っている有様だ」
「昨日だが森本神社の神主と良女、娘が来て不気味だと言っていた」
「不気味とな」
「ふむ、何でも蛇が下にいると言っていた」六徳は歩の後ろにある銀将の駒を手に取り、盤に叩きつけるように斜め



後ろにある歩の前に指した。鈍い音がした。
「鯰ではなくて蛇というのか」
「かの武満山はかの英雄、日本武尊が訪れ武具を奉納したと言われている。彼が退治した蛇、確か大蛇と言いまし
たな。それを姿ケ池の辺りに封じていたとしたら。もしかしたら、復活しようとしているのではと考えたくもなろう」
　普請役は六徳の話に大笑いした。「馬鹿な、そんな昔話を誰が信じると言うのだ」
「山伏共が吹聴でもしそうだな。そもそも地鎮をしたのだから、蛇が蠢くはずなどないではないか」
「それは神主に話した。とはいえ神様とは気まぐれな物だからな。何を起こすか分からん」
「普段の行いが悪いのではないのか」普請役は歩を手に取り、１つ進めた。
「まさか、藩に誰も文句を言っておらん」
　六徳は角将を手に取り、銀将の斜め後ろに指した。
「何。睨みをきかせれば、罰など避けて通れる」
「強気ですな」
　雨戸を叩く音がした。
　六徳は雨戸を叩く音に気づき、雨戸の方を向いた。
　再び、雨戸を叩く音がした。
「やむを得ぬ事情故、待ってくれ」六徳は立ち上がり、雨戸の方に歩いていった。
　普請役は、目で六徳の動きを追った。
　六徳は雨戸を開けた。
　青い和紙製の半合羽を着て笠を被った農民が一人、式台の前でやつれた表情をして立っていた。
　農民が立っている庭は、池の様に一面水たまりとなっていた。雨は景色を真っ白に染め上げるほどに強く、密度が
濃く降っていた。
　雨音は、隣の間で談笑している普請役の声が掻き消える程に響いていた。
「どうしたのだ」六徳は農民に尋ねた。
　農民は口を動かし、話を始めた。
　話は雨音に掻き消え、六徳の耳に入らなかった。
「大きな声で頼む」六徳は、大声で言った。
　農民は、六徳の声が高圧的に聞こえ、怯えて引き下がった。
「叱る気はない。雨音で聞こえぬのだ、近づいて大きな声で頼む」六徳は雨音にかき消されないよう、農民に強く言っ
た。
　農民は頷き、式台の近くまで近づいた。
「六徳様。雨が心配で姿ケ池に行ったのですが」農民は、早口で言った。「水が溢れていまして、更に近くの川の堤防
も決壊しました。一帯に立ち入れません」
　六徳は、農民の話に顔が強張った。「一帯と言うと、どの範囲だ。田を埋め尽くすほどか」
「それが、その」農民は口をつぐみ息を呑んだ。
　六徳は農民の表情を見て、口を閉ざして重く俯いた。
　農民のやつれながらも意を決した表情と、僅かな体の震えから一目散に報告に来るので精一杯なのが分かったか
らだ。
「見に行こう、玄関に来てくれ」六徳は踵を返し、雨戸を閉めると将棋を指していた普請役の男の方を向いた。
「こちらの負けで構わない」
「こんな状態で見に行くのか」
「雨がいつ止むか、分からんからな」
　六徳は玄関へ向かい、奥の座敷の方を向いた。「姿ケ池まで出る。すぐ戻ってくるから心配するな」
「はい」奥の座敷から、載の声がした。
　六徳は僅かな笑みを浮かべ、草鞋を履いて玄関に降りた。
　玄関は床が土で赤黒くなっていた。隅には竈が置いてあり、壁には神棚が付いていた。柱には釘が刺さっていて、
合羽と笠が掛けてあった。
　六徳は笠と合羽が掛けてある柱に向かい、合羽を手に取り羽織り紐を縛り、次に笠をかぶり顎の位置で口紐を結
んだ。玄関の戸を開けた。
　外は雨粒で白く染まっていた。地面は水浸しで、水たまりではなく浅い池を作っていた。庭に植えてある草は雨の重
みで葉が垂れていた。１０ｍ程ある木は雨を払えず、木陰には水たまりを作っていた。
　玄関には農民が立っていた。
　農民の足元はくるぶしまで水に浸かっていた。
「案内を頼む」
　農民は重く頷き、庭を歩いていった。
　六徳は、農民の後をついていった。
　姿ケ池に向かうまでの間、雨の勢いは弱まる気配はなく降り続いていた。
　田は小さな池となっていた。稲は葉が水面に浮いていた。中には根から浮いているものもあった。田に溜まってい
る水はあぜ道にまで溜まっていた。あぜ道はぬかるみ、草履に泥がまとわりついた。笠から水滴が滴り落ちていて、
合羽に水が辺りがさついた音を立てていた。湿気が充満していて、息苦しかった。足は重かった。風が一切吹いてい
ないのがせめてもの救いだった。
　六徳は、重く歩く農民の後をついていた。
　大きな道に出た。ぬかるみはなくならず、所々に水たまりができていた。
　農民は水たまりを避けず、まっすぐ道なりに歩いていた。農民は水たまりを避ける気力がない程、疲弊していた。
　六徳は水たまりを避けつつ、前を進む農民を見て見失わないようにしていた。
　２人は黙々と道を歩いていた。
　田園地帯を抜けた所で、農民は足を止めた。農民と同じく、合羽を着て笠を被った人々が横に並んでいた。
「ここです」農民の声は雨音で掻き消えていた。
　六徳は農民の隣に移動し、全体を見回した。
　六徳が立っている所から先の道が全て冠水していて、巨大な池になっていた。窪みの奥にあった、せき止めていた
川は氾濫していて、せき止めていた石は水に埋もれて見えなかった。池の水面は無数の雨粒に寄り凸凹になってい
た。
　六徳は池の光景に慄き、引き下がった。「高が１日雨が降った程度で、こんなになるのか」



　六徳の前に農民が来た。「いかがしますか」
「いかがするも何もないだろう」六徳は、氾濫している川に目をやった。
　川は溢れていて、脇の堤防は蝋が溶けたように崩れていた。泥交じりの水が一帯に流れ込み、池なのか川なのか
分からなくなっていた。
「近くに住んでいる者は」
「殆どいません。高台の家に避難しているかと」
「分かった。全体に雨が上がり次第家に集まるよう伝えろ」
　農民は、六徳の言葉を聞いて踵を返して走り去った。
　六徳は、空を見上げた。
　白い空から、雨粒が果てしなく降り注いでいた。
　雨が上がるまで３日の時間を要した。

　空は雲ひとつなく、青く染まっていた。早朝の日差しは露に濡れた木々に輝きを与えていた。
　農民達は式台に集まっていた。
　建物の縁側にある戸は全開になっていて、１０畳ほどの間が見えていた。
　間には農民達が座布団を下敷きにしてあぐらをかいて座っていた。
　農民達は次々と間に入って来た。
　新しく入ってきた農民達は、空いている座布団の上にあぐらをかいて座った。
　六徳や須臾と共に、４人ほどの普請役も座っていた。
　間の隅には大して古くない行灯が置いてあった。
「神主様とその家族はお見えになっていないようだが」農民の一人は、須臾に尋ねた。
「神主様は、夜明け前に近くの百姓を連れて池へ行きました。危険との事で那由多様と計羅様は神社で待機してい
ます」
「他の普請役と共に出向いたと聞いていたが」六徳は、普請役を見た。「誰一人として欠けていないのは何故だ」
　普請役の一人は、他の普請役の顔を見た。「声がかからなかったので、行かない物かと。禰宜の話は初めて聞きま
した」
「声を掛ければ俺も出向いていた所だから、集まりは成り立たなかったろう。そう考えれば妥当か」六徳は頷いた。
　須臾は相槌を打った。
「ここに集めたのは言うまでもない、姿ケ池に関してだ」六徳は座っている農民を見回した。「昨日までの雨で一帯が
冠水し、今年の米は望めない状態になってしまった」
「前も同じだったな、これで何度目だ」
「あの池は無理だったんだ。中断するしかない」農民の一人が、強い口調で言った。
　農民達は、頷いた。
「同じような天気で雨が降る度こうなる」
「やり方が間違えてるんじゃないのか、役人が無能なせいで俺達がとばっちりを受ける」
「金をケチるからこうなるんだろ」
　農民達の声が間全体に響いた。
「ええい、黙れ」普請役の一人は、農民達に怒鳴りつけた。
　農民達の声が止まり、静かになった。
「確かに、工期が伸びれば金はかかり苦しくなろう。しかし、完成しなければ石高が落ち、生活はますます苦しくなる。
違うか」
「ああ、違う」農民の一人は、普請役を睨んだ。「だからと言って、やった結果がこれだ。一部ならまだしも、全部やら
れたんだ。せめて場所を変えるという選択肢はなかったのか」
「無理だ。場所を変えれば、藩に出した指図と帳簿を変えざるを得なる。１からやり直す羽目になるんだ。余計に金が
かかる」
「だったら、もうやめろよ」農民の一人は声を上げた。農民達の野次が、再び間全体に響き渡った。
　農民の一人が、須臾の方を向いた。「お社さんの方は、どう考えているんだ」
　農民の声を合図に、怒号が止まった。
　農民達は、一斉に須臾の方を向いた。
「今、神主様は出ているので何とも言えない。しかし、神主様は出る前に続けざるを得ないと仰っていた」
　須臾の言葉に、農民達はどよめいた。
「何度も失敗しているのは、同じ事を繰り返しているからだ。原因を見出した上で対処すれば必ず完成する」
「そう言っても、どうにも出来ないんだよ」農民の罵声が飛んだ。「雨が降るのが悪いからって、雨を止めるなんて出
来ねえだろ。だからと言って別の場所にも移せない。ならどうしろってんだ、やめるしかねえだろ」
「だからと言って止めれば、今までやってきたことの全てが無駄になる。それに工事を決めたのは自分達ではないの
か」
」須臾の言葉に、農民達は黙った。
「確かに、この事業を決めたのは全体の決定だ。それを駄目だったから掌を返すというのは都合が良すぎと言える」
六徳は唸った。
「覆水盆に帰らず、か」普請役は小さな声で言った。
「その払った金をこっちに渡せば、あんな池作らなくても苦しまないで住んだだろうが」
　農民は立ち上がり、立ち上がって須臾の元に向かい襟を掴んで睨んだ。怒りに満ちた表情をしていた。
　普請役は一斉に立ち上がった。
「この餓鬼が、周りを見ないでつらつらといい気しやがって。名主の子供だからって、すました顔して浮世だった事
言ってんじゃねえ」
　農民は腕を引き、須臾を殴ろうとした。
　須臾は農民の表情を見て、恐怖を覚え血の気が引いた。殴られる事で酔いに似た頭のくらみと、力が抜ける程の
痛みが来るのだと悟ったのだ。
「やめろ」六徳は立ち上がり、須臾を掴んでいる農民の手を取った。
　須臾は我に返った。「六徳殿」



　農民は片手を引いたまま、息を荒げて目を須臾から六徳に移した。六徳は威厳に満ちた表情で、農民を睨みつけ
ていた。
　普請役は六徳を見て、安堵の息を吐いて座った。
「何故止めるんだ、名主様。こいつは俺達の考えを無視してるんです」
「無視しているのはどっちだ」六徳は普請役に目を移した。「普請役が見ている。斬られたいのか」
「あそこでうちの」農民は涙を浮かべた。「やっと乳飲をやめた、倅が溺れ死んだんだ。あんな池を作ろうとするから、
作らなければ倅は」
　農民は、須臾から手を離した。
「止めるには惜しい。しかし、このまま続けても何も成果がない。何か方法があればよいのだが」
「調査が終われば、神主様は戻ってきます。その時に改めて聞きましょう」
「神主様が戻ってくるまで待っていろと」
「済みません」須臾は頭を下げた。
「すみませんじゃねえだろう、朝早くに呼んでおいて神主様が来ないわ結論も出ねえわ」
「俺達を何で呼んだんだ」
　農民達は騒ぎ立てた。
　六徳は、農民全体を見回した。「作業に戻りたければ戻ってもいい。出来ればな」
「だがよ、このまま待つってのもどうかしてるぜ」
「すぐ戻る。あいつはそういう男だ」六徳は言い切った。自身より早く家を出て調査に向かった瞬息が、集まりが解散
する前に戻ってくると信じていた。

　姿ケ池一帯は、湖だと言われても疑わない程に水量が増していた。堀も丘も周辺の田も水の底となり、水面に遮ら
れて見えなくなっていた。道は水の中に入っていて、先へ進めなくなっていた。木々は埋まり、水面から立っていた。
木の枝についている葉は濡れていて、水滴が滴り落ちていた。水面は波が立っていて、早朝の白い光を様々な方向
へ反射していた。
　瞬息は、水際で一帯を見ていた。隣には付きの村人がいた。
　村人は食い入るように水面を見つめていた。
「お言葉ですが神主様」村人は、瞬息に目を向けた。
「那由多様と計羅様が来ないと言うのは、何か理由があるのですか」
「と言うと」
「那由多様の力をもってすれば、すぐに原因が分かるのではないかと」村人は瞬息から目をそらした。「いえ、神主様
を疑っている訳ではないんです」
「計羅の性格が性格だからな、迂闊に飛び込むかもしれん」瞬息はため息をついた。「子供の御守には、それなりの
人が必要だ」
「ならば、禰宜を置いて那由多様を名主様の元に向かわせればよかったのではないですか」
「私も同じ年には寄合を纏めていたよ。それに六徳もいる」
「名主様がですか」
　瞬息は頷いた。「須臾は六徳の子。そして村の落ち度、触れたくない誤りそのものだ。皆の前で手を出せば均衡が
崩れる」
「あれはやむを得ずにそうしたのであって、神主様も同意したではないですか」
「その通りだ、だから均衡が崩れると言ったのだ」
　瞬息は踵を返し、自分が来た道の脇を見た。
　道はぬかるんでいて、瞬息と村人が歩いてきた足跡が残っていた。人の立ち入らない脇には大人の膝丈よりわず
かに低い高さの草が生えていた。草は葉の間や上に水滴を蓄えていた。道の並木は、水滴が樹皮と樹皮のヒビの間
に入り込んで濡れていた。枝から生える青く広い葉には露が乗っていて、光を受けて輝いていた。
「那由多の話によれば、保証しかねるが夕立でもない限り当面雨は降らんそうだ」
「では、しばらくすれば水は引くと」
「分からん。下手をすれば、このまま引かず池になるかもしれない」
「そうなれば、この土地を手放すしかなくなりますね」村人は渋い表情をした。
「それについては六徳と話さなければならん」瞬息は唸った。「今までやってきて失敗しているのだから、今までの普
請を繰り返す訳にはいかないのだろう」
　瞬息は水たまりの縁を辿るように歩き出した。
　縁は水浸しになった草が水たまりの側に倒れていた。
　瞬息は、草を踏み倒す様に歩いた。
　村人は瞬息の行動に驚き、後をついて行った。「あの、何かあるのですか」
「街道がどうなっているのか見たくてな」
「街道、大宮のですか」
「そうだ」
「何故、そんな所に行くのです」
「街道に影響があれば、物資が途絶える。今は何ともないが何かあった場合、そこも直さなければならなくなる」
「村の負担でですか」
「大宮もここも、同じ藩だ。直すついででここの普請に金が降りるかもしれん」
「なるほど」村人は納得し、頷いた。
　瞬息は水たまりの際を辿り、本来繋がっていた道に出た。
　周囲は草が生えていた。草は水の重みでしなっていた。辺り一帯は水浸しになっていた。道は際を辿る前に瞬息が
立っていた道と繋がっていたが、今は水たまりの中に入っていた。道に足跡はなかった。道の先には、小高く盛った
土と並木が見えた。
　瞬息と村人は道を歩いて行った。
　徐々に日が上がった。二人は暑さを覚えた。地面が固く、土に石が混じっているのが分かった。石は土を固めてい
て、足を踏むたび土からにじんでいた水も少なくなっていた。道の脇に生えている草は変わらず濡れて葉が水滴の
重みで垂れていた。



　瞬息と村人は、街道と道との合流地点に出た。
　街道は道より倍程に広く、敷き詰めてある土も小石の割合が多かった。濡れていたものの、ぬかるみはなく足跡も
残っていなかった。分かれ目には石の道標が立っていて、行き先が掘ってあった。
　道の脇には、丈が短い草が生えていた。奥には細い幹の樹が、枝を伸ばし葉を茂らせて道沿いに並んでいた。旅
行者はいなかった。
「なんだ、普通ではないですか」村人は顔をしかめた。「これでは補修名目で金を回せませんよ」
「無事に越した事はない。帰って六徳の所へ報告するか」瞬息は踵を返した。
「あの、すみません。この村の方ですか」やや疲れた、女性の声が二人の耳に入った。
　瞬息と村人は、声がした方を向いた。
　女性が一人、瞬息と村人の前に立っていた。
　女性は菅笠をかぶり、埃よけの衣を着ていた。衣の下に見える着物は褪せた朱色で柄はなく、草履や足袋が泥で
汚れていた。
「女が一人で旅とは、これは珍しい」村人は、女性を足元から胸の位置まで、舐めるように見た。「
「お父上が病に倒れたので、名主様から許可を貰い、大宮の神社に祈願に出ていた所でした」
「近くの者ではないな、何故声を掛けた」
「話した通り、私は河越より３日程かけて大宮の神社に参拝して来ましたが、帰りに朝まで降り続いた雨で足止めをし
てしまいまして、それでも戻らねばと思い今になって出たのですが」
「ですが、何だ」
「先程、近くで川が増水して渡れなくなっていると旅の人から聞いていまして」
「事実かどうかを聞きに私に尋ねたと言う訳か」瞬息は頷いた。「姿ケ池から流れるはずだった川が増水している、そ
の可能性は否定できない。姿ケ池がああだったのだ、近くの川が増水して渡れなくなっていても不思議ではなかろう」
「姿ケ池ですか」
「ああ、水不足が酷くてな。しかも雨が降ってもすぐ流れちまうんで溜池を作る事にしたんだ。だが雨で増水しちまっ
てよ、俺ん所の田が全部やられちまった」
「それはお気の毒に」
「話の真偽を確かめる必要がある、行って見るとしよう」
「面倒は嫌だですぜ、俺は」
「もし本当ならば、補修名目で金が降りる。少しは資金の足しにもなろう」
　村人は舌打ちをした。「仕方ねえですわ。後ひと踏ん張り付き合いますよっと」
　瞬息は街道を大宮方面と逆方向に歩いて行った。
　村人と女性は後をついて行った。
　街道は濡れていたものの、石が敷き詰められている為にぬかるみはなかった。草履についていた泥は石と擦れて
剥がれ、足は軽く歩きやすくなっていた。脇に生えている草は濡れて葉が垂れ、地面に露を落としていた。草の背が
低かった為に道の中央を濡らす事はなかった。
　瞬息達の歩調は安定した頃に、街道は更に広くなりやがて河原に出た。
　川の水は増水していた。草や細かい枝が浮いていて、目に見えて遅く流れていた。橋はなく、向こう岸と手前側に
粗末な作りの小屋があった。
　旅人達は川の縁に立って、様子を見ていた。
「これは相当ですな」
「橋がないようだが」
「浅いので皆川に入って行きます。私の場合は」女性は小屋の方を向いた。「そこにいる人足を呼んで担いでもらい
渡りました」
　瞬息は小屋に近づき、戸を叩いた。何も反応がなかった。
　村人は、瞬息の隣に向かった。
　旅人の一人が、瞬息に近づいた。
「神職さんよ、さっき俺も呼んだんだけどよ。いねえみたいなんだよ」
「いないとは」
「雨が続いたので、避難したのかもしれませんな」村人は戸を叩いた。何も反応はない。
「確かに、水かさが増えれば危険だからな」
　瞬息は腰に吊り下げていた矢立と書付を手に取り、書付を開いて片手で押さえ、矢立から筆を取り出した。筆は使
い古されていて、毛は全体が黒かった。筆を墨壺に付け、書付に書き出した。
「これでは芦ヶ窪に行く事はままならん。更に下流域もやられているだろう」瞬息は書き終えると書付から紙を１枚千
切り、筆を拭きとった。紙は黒く染まった。
　芦ヶ窪は街道を越えた先にある区域で、瞬息が住んでいる横乃瀬の隣となる。名主が異なり関所もある為立ち入り
は容易に出来ない。その為、この川から先がどうなっているかは知る由もなく、知った所で何も出来ない。
　瞬息は顔をしかめた。「六徳に話をする必要があるな」
「六徳様の元へ戻るのですか」農民は瞬息に尋ねた。
「これ以上調べる理由もない。ここから先は普請役の仕事だ」
「ですな」瞬息は踵を返した。
「神職様」女性は瞬息に声を掛けた。「私はどうすればいいのでしょう」
「行けないんだから、戻るしかないんじゃないのか。大宮は近いんだから戻って水が引くまで宿に泊まればいい」村人
は瞬息の代わりに答えた。
　女性は首を振った。「それは無理です」
　瞬息は女性の言葉に違和感を覚え、女性の方を向いた。「男どもに絡まれたのか」
　女性は僅かに俯いた。「只でさえ足止めで宿賃がかかってしまい、もうお金が出せない状態なのです。水が引くまで
で構いません、神社や寺へ案内して下さい。そこに泊めてもらえませんか」女性は目に涙を浮かべた。「ぶしつけな
のは分かっています。雨風さえしのげればよいのです、どうかお助け下さい」
「とはいえ、こっちも困っている状態なのになぁ」
　瞬息は村人の方を向いた。「困っている人間を助けるのも、私の仕事でもある。こういう事は今に始まった事ではあ
るまい」
「それでは」女性は安どの表情を浮かべた。
「拝殿が開いている。無礼がなければそこに泊まるといい。但し粗末な建物だ、本当に雨風がしのげるだけだ。飲食



の保証はない」
「あ、ありがとうございます」女性は瞬息に深々と礼をした。
「いいのか、六徳様が何と言うか」
「何かあれば私が話をつける。六徳は話が分かる」瞬息は村人を諭した。瞬息は、自分の父親程に歳の離れた六徳
を人として信頼していた。
「六徳様の元へ戻るのですか」
「神社に寄る。彼女を案内しないとな」
「しかし、それでは六徳様の所に行くのが遅れやしませんか」
「確かに、どちらも重要だ」瞬息は村人の方を向いた。「君は六徳の所に向かい、この旅人を神社に案内していると伝
えてくれ」
「では、神主様はどうされるのですか」
「話した通り、神社に向かう。そこで用を終わらせてから六徳の所に向かう」
「それはいいですが、もう解散しているかもしれませんよ」村人は空を見上げた。日は上っていて、空全体を照らして
いた。
「そうなら仕方あるまい」瞬息は女性の方を向いた。「神社へは街道に比べて道が悪い。それでもついて来られるか」
「はい」女性は頷いた。
「では、ついて参れ」瞬息は踵を返し、川と逆の方向に歩いて行った。
　村人と女性は、瞬息の後をついて行った。
　街道から外れ、ぬかるみのある道に入って行った。
　ぬかるみに足を取られ、足取りは重くなっていた。
　姿ケ池の水たまりに来た。
　女性は水たまりを見て、驚いた。「ここは」
「造成途中で冠水したんだ。雨が降る度こうなる。恐らく川にも影響があるはずだ」
「では、川が増水したのは」
「それは分からねえよ」村人は言い切った。「何処の川に繋がってるか、正直言って俺達にもよく分からねえんだ」
「この近くに住んでいると言うのに、ですか」
「普請役も人夫も外から来ているのでな、分からないのも無理はない」
　瞬息は水たまりの脇を歩いていった。女性と村人は瞬息の後をついて行った。
　あぜ道に入った。田の水があぜ道の脇にまで溜まっていた。
　瞬息と村人、女性は濡れないようあぜ道の中央を進んでいた。朝に比べてわずかに乾いていたが、泥が固まって
いた分草履につく泥も纏まってつき、余計に重くなっていた。女性は足を振って草履に付いた泥を払いつつ歩いてい
た。
　女性は、水浸しになり稲が出ていない田を見渡した。「酷い有様ですね」
「これだけ降っても、すぐに水は引いてしまう。こんな状態が最近続いているから、池を造成しているんだ」
「地質でしょうか」
「分からん。だが、こうなったのは最近だ。今まではそれなりに取れる場所だった」
　女性は水たまりと化した田を見つめながら、瞬息と村人のの後をついて行った。
　分かれ道に着いた。
　村人は瞬息に軽く頭を下げた。「では、ここで別れます」村人は去って行った。
「神社はあぜ道を行った先の丘の上だ」瞬息は村人と異なるあぜ道を歩いて行った。
　女性は、瞬息の後をついて行った。あぜ道を抜け、草木が茂る丘が見えた。樹は桜で石の階段の脇に植えてあり、
葉は露で塗れていた。石の階段の先には、石の鳥居が立っていた。
「ここが、神主様の神社ですか」
　瞬息は女性の言葉を聞かず、石の階段を上って行った。
　女性は疲れた表情をし、石の階段と先を見つめた。
　瞬息は鳥居をくぐっていた。
　女性は僅かに頷き、石の階段を重々しい足取りで昇っていった。
　石の階段は濡れていたものの、ざらついていて滑りにくく、思いのほか昇り易かった。
　階段を登り、鳥居をくぐった先に境内があった。
　境内では載と計羅を含んだ子供達は、鬼ごっこをして境内を走り回っていた。
　那由多は拝殿への道の脇に植えてある桜の木の下で、子供達の様子を見ていた。
　瞬息は鳥居をくぐった所で立ち止まり、後ろを向いた。
　女性は鳥居を登りきり、鳥居をくぐり瞬息の隣まで来た。
「神職様、すみません」女性は慣れない道を歩き続けた事もあり、息が上がって疲れが見えていた。
　計羅は瞬息と女性に気づき、駆け足で近づいた。
「お父、お帰り」計羅は女性を見た。「あの、誰」
　子供達は計羅を見ると、鬼ごっこを中断して瞬息の元に集まりだした。
「変な格好してるね」
「何しに来たの」
　子供達は矢継ぎ早に女性に尋ねてきた。
　那由多は子供達を押しのけ、瞬息の前に来た。「お帰りなさい」
「須臾は戻っていないようだが」
「須臾は戻っていません。六徳様の所に行ったきりでしょう」
「須臾は寄り道をする性分ではないからな、話し合いはまだ終わっていないと見える」
「姿ケ池の状態はどうでしたか」
「水で埋まっていた。あれでは周辺で米を取るのは無理だろう。六徳達に話をする必要がある」
　那由多は、女性を見た。「その方は」
「旅の方だ。街道が増水で動けなくなってな。水が引くまで泊めて欲しいというので連れてきた」
「申し訳ありません」女性は頭を下げた。
「私は那由多と言い、ここで神主をしている瞬息の妻になります」
　女性は、那由多の堂々とした態度に戦いた。「は、はい。すみません無理を聞いてもらって」
「謝る必要はありません。困っている方を助けるのは私達の道義ですから」



「拝殿はそれなりの広さがあって誰も立ち入らない。そこに泊まらせればいいだろう」
「いえ、奥に空いている間が有るでしょう」
「空いているというと、あまり立ち入らないあそこか」
「そうです」
「しかし、あそこは蜘蛛の巣が張っているような場所だ。そこでは失礼ではないか」
「拝殿に泊める方が失礼です。ましてこの村の男は獣も同然ですから、拝殿に泊めれば犯されるだけです」
　瞬息は拝殿を見た。「それもそうだな」
「奥の間は半ば倉同然となっていて不都合が有りますが、そこで休んで下さい」那由多は女性に軽く頭を下げた。
「あ、あの」女性は那由多の行動に驚き、急いで頭を下げた。「態々そんな、こちらこそ感謝します」
　那由多は、瞬息の服装を舐めるように見た。袴には渇ききった泥がこびり付いていて、白衣は染みが付いていた。
「そのままで出かけるのは失礼ですから、着替えてから出かけて下さい」
「そのつもりだ」
　那由多は瞬側の返答を聞くと笑みを浮かべ、子供達を押しのけて桜の木の下へ向かった。
「あの、はっきり物を言うんですね」
「那由多はそういう人だ。癇に障ったのであれば謝る」
「いえ、不思議な方です」女性は那由多を見た。那由多は桜の木に寄りかかって境内の様子を見ていた。
「ねえねえ、一緒に遊ぼう」載は女性の袖を軽く引っ張った。
　隣にいる計羅は、訴えるように女性を見ていた。「遊ぼうよ」
「彼女はとても疲れているんだ、休ませてあげなさい」
「え、そんなぁ」載は悲しげな表情をした。
　女性は載を見て、頭に手を乗せてなでた。「いいわ、一緒に遊びましょう」
　子供達は喜んだ。「じゃあね、かくれんぼしよう」計羅は張り切って女性の裾を引っ張った。
「でもね、お荷物を置いてからにしましょう」女性は、手を後ろに回して背負っている荷物を揺すった。
「うん、わかった」載は頷き、女性を掴んでいる袖を離した。
「いいのか」瞬息は、女性に尋ねた。
「子供って、一度言うと聞かないから」
「すぐ来るから、待っているんだ」瞬息は子供達を払い除け、拝殿の裏ヘと向かった。
　女性は瞬息の後をついていった。
　子供達は、瞬息と女性を見ていた。
　載は、女性の元へ駆け出そうとした。
　那由多は、載の行動を見て載の前に向かった。
　載は那由多に気づき、足を止めた。
　載の周りに、子供達が集まってきた。
「そんな顔しないで、お姉ちゃんはすぐ来るから」
「うん」載は頷いた。
「じゃあね、鬼ごっこの続きしよう」計羅は載の手を取った。「じゃあね、載が鬼だよ」
「何で」
「だって、さっきまで私が鬼だったから。これで捕まったから載が鬼」計羅は載から逃げていった。
　子供達も、計羅に合わせて散り散りに逃げていった。
　載はむっとし、逃げた計羅を追いかけた。
　瞬息は立ち止まり、女性の方を向いた。「そういえば、一つ聞きたい事があるがいいかな」
「はい」女性も立ち止まった。
「姿ケ池は雨が降る度、水が溢れるがすぐに枯れてしまう。貴方の集落ではどうするのか教えてくれないか」
「造成に何かあった場合は大工の娘に話を聞き、それでも駄目なら、その娘を人柱にするのだそうです」
「大工の娘に話を」
「大工には物を作る力があり、娘にその魂が宿るのだと聞いています」
「なるほど、しかし建物ではなく池の造成だ」
「誰かに為に何かを作り残していくという点では、同じではないでしょうか」
「その通りだ。だが人柱はあまりにも残酷すぎるな」
「ですから、娘に話を聞くのだと思います。大工が気づかない事を知っているのかもしれません」
「そうだな」
　瞬息は歩きだし、奥の住居についた。
　住居は藁葺で３畝半ほどの面積が有り、壁が漆喰で塗ってあった。戸は開いていた。突き出た縁側と間は襖で遮っ
ていた。
「ここがそうだ。私は用があるので着替えて出ていくので面倒は見られんが、那由多がいるので問題ないだろう」
「ありがとうございます」女性は瞬息に頭を下げた。
　瞬息は住居を周り、背面側に向かった。
　女性は瞬息の後をついていった。
　背面側の壁は細かい泥が付いていて、表側と比べて僅かに茶色になっていた。縁側は雨戸で遮られていた。
　瞬息は雨戸に手を掛け、力を入れて開けた。縁側と、間と縁側を遮る襖が現れた。縁側は僅かに埃をかぶってい
た。
「ここが、そうですか」
「そうだ。本当に大した広さではなく、物も乱雑においてある。更に雨戸も多少開きにくくなっている」瞬息は住居の端
を指差した。「厠は奥にある。井戸はここから奥に行った所にある」
「分かりました」女性は頭を下げた。
「では、私は急ぐのでな」
「すみません、何から何まで」
「那由多の言葉ではないが、謝る必要はない。これもまた仕事のうちというものだ」
　瞬息は踵を返して住居を周り、表側に向かった。
　女性は縁側に腰を下ろし、背負っている荷物を下ろすと草履の紐を解いた。
　瞬息は戸に向かい、敷居をまたいで中に入っていった。
　中は土間になっていた。土の床は黒く濡れていたが、地面は平坦で固まっていた為に水たまりはなくぬかるみもな



かった。隅には２尺程の釜が並んで置いてあり、上に壁をくり抜いたような窓があった。間に繋がる勝手には囲炉裏
があり、中に入っている炭がわずかに煙を出していた。勝手の柱には草履や笠がかけてあった。
　瞬息は勝手に腰を下ろし、草履を解いて壁にかけると勝手から間に入っていった。
　間は１０畳ほどの広さで畳が敷いてあった。部屋は暗かった。隅には黒塗りの箪笥が２つと長持が１つ、何もかかっ
ていない衣桁が置いてあった。間と間との間は、襖で仕切ってあった。
　瞬息は袴の帯を外して袴を脱ぎ、衣桁に丁寧にかけた。次に白衣を脱いで衣桁に丁寧にかけた。次に長持の蓋に
両手をかけて開け、白衣を取り出して開くと袖を回して着た。白衣の袖を掴み、皺を伸ばして軽く肩を回し、感触を確
かめた。次に袴を長持から取り出し、履いて帯を回して調整し、わずかにきつく絞めた。きつさを感じ、帯をゆるめて
結び直した。衣桁にかけた袴を手に取り、丁寧に折り畳み長持にしまった。同様に白衣も丁寧に折り畳み、長持にし
まった。瞬息は箪笥に向かい、引き出しを開けた。白い足袋が入っていた。瞬息は足袋を１足取り出した。瞬息は足
袋を脱ぐと箪笥の引き出しから取り出した足袋を履いた。脱いだ足袋は長持に入れた。瞬息は長持の蓋に手を掛け、
閉じた。
　瞬息は間を出て襖を閉じ、勝手に向かった。
　勝手に掛けてある真新しい草履を手にして土間の地面に無造作に置いた。瞬息は腰を下ろし、草履を履いてなれ
た手つきで紐を結った。
　紐を結い終えると、土間から戸へ向かい、外へ出ていき拝殿の前に向かった。
　子供達が鬼ごっこをしていた。桜の木の下では、那由多が子供達の様子を見ていた。
　瞬息は、那由多に近づいた。「六徳の所まで行ってくる」
「分かりました」那由多は頭を下げた。
　瞬息は鳥居へと歩いていった。鳥居の前に来ると瞬息は立ち止まり、鳥居の向こう側に頭を下げた。瞬息は鳥居を
抜け、石の階段を下っていった。
　女性が子供達が遊んでいる境内に来た。女性は担いでいた荷物を含めた手荷物や笠を下ろし、身軽な格好をして
いた。
　計羅は女性に気づき、足を止めた。「あ、来たよ」
　子供達は計羅の声を聞き、鬼ごっこを中断して子供達の方を向いた。子供達は一斉に女性のもとに集まりだした。
　女性は、子供達の勢いに戸惑った。
　那由多は女性に集まる子供達の様子を見て、笑みを浮かべた。


