岩漿の英訳は「マグマ」、ならばそのマグマの源は地球の「コア」つまり「核」。
同人誌の核は会員つまり人、なかんずく人の心ですから。
――馬場駿――
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CORE
岩漿28号に寄せて

№13
岩漿事務局
小山 修一

コロナ禍の生活のなか、新会員三人を迎えて発行した本号は「静岡県
文学連盟」「日本文藝家協会」「日本ペンクラブ電子文藝館」「文芸思
潮」（下記参照）に創刊以来初めて寄贈し、ペンクラブ電子文藝館「ご
まめの歯ぎしり」欄に記載され、県文連「文芸静岡」９０号（１０月中
旬発行）でも紹介される予定です。嬉しい事に発行後、伊東市在住の原
良和さん、伊豆の国市の望月良則さんが入会しました。会員平均年齢が
ちょっとだけ若返ります。
岩漿が文芸思潮の全国同人雑誌評で取り上げられました
●「岩漿」（静岡県）28号 「岩漿」は静岡県伊東市という
伊豆半島に地域を限定されている同人誌のように見えるが、そ
の狭い地域で旺盛な文芸活動を展開している印象がある。「岩
漿」は辞書では「マグマ」の意味とあるが、そんな燃え滾る熱
さのイメージは確かにある。特に内にエネルギーが向かう耽美
的な傾向の作品が多いように感じられる。（本文より）
◆◇文芸思潮「日本文学の復興を
めざし（略）渦巻く日本文学創造の
エネルギーを吸収し（略）新しい文
学運動を展開（略）既成の出版
ジャーナリズムだけではない日本各
地の日々の生活のうちに文学行為と
繋がり（略）新たな日本の文芸文化
を復興・興隆させたい（略）この運
動の軸として雑誌「文芸思潮」を発
行」と謳い、３５０ページ前後で年
４回、アジア文化社（編集・発行
人：五十嵐勉）が発行。
◆◇高村光太郎連翹忌運営委員会Ｂｌｏｇで紹介されました

表紙・目次・奥付・随想
「高村光太郎と木下杢太郎」ページの写真計４点、８８０字の文付きで紹介していただ
き、有り難い補足や「岩漿」のＣＭまでしていただきました。興味のある方は「文芸誌
岩漿」で検索してみて下さい。
～～～～◇🌸◇🌸◇～～～～◇🌸◇🌸◇～～～～

岩漿２9号 原稿募集〆切 2021年1月31日
◆ 岩漿本誌 原稿宛先

〒413-0235 静岡県伊東市 大室高原９－３６３
パソコンメール

小山修一

k.syuichi710@gmail.com

◆ ご注意: メール及び封書に、必ず岩漿宛の原稿、関連の連絡である表示をお願いします。
◆ 埋め草原稿同時募集: 二段組の下段空きに４００字程度無料。但し必ず掲載される確約はありません。

◆ ひろば原稿も1頁×1,000円の頁割り負担をお願いします。
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生きる課題

②

コロナ禍の運動会

秋の運動会が揺れた。やる、やらないに始ま
り、５人の園児を持つ、ばあばは休み希望をど
うしたら良いのかな？ で思案。なかなか決ま
らぬ園の対応。結局やるが、午前中で弁当な
し、シートは敷かず立ち見になり、１家族２名
まで、下の子どもＮＧの所もあった。ばあばは
抽選外、休み希望も出さなかった。皆でお弁当
を食べることも大きな声で「○○ちゃん、がん
ばれー」も無くなっていくのであろうか。子ど
もたちに大切な想い出を残してあげたい…。い
つか、戻って来る日を願うばかりである。

亀の子

パンデミック(世界的流行)の波の恐ろしさは人間
と細菌の共存。自然の動物、あるいは樹林、植物も
か。ウイルスの存在が表立って出現する。秘せられ
た世界と人間の戦い。根絶までジッと我慢を強いら
れる。３蜜を避ける世界へと追いやられる。早く薬
が創りだされるのを祈ると同時に医療関係者と看護
師さん方々の奮闘に感謝する。正しく恐れる大切さ
と、統率者の力量が試される。経済と人間の流動と
娯楽の絡み合い。大変な世界を強いられる。生きる
課題が表面化してきた「業」と「ワザ」のウエイト
が重くなってきた昨今である。

いつもチャレンジャー

しのぶ 憂一

初めて文芸思潮に応募した小説「檸檬の木の
ある風景画」が第十二回銀華文学賞奨励賞受賞
に味をしめて第十三回公募に応募したところ三
次予選を通過したとの通知があった。ああ、原
稿を送った後で気付く幾つもの瑕疵。

瀬戸 あゆみ

新規会員紹介（敬称略） ✲✢✤

✢✤✯

【 鳥飼 丈夫 】はじめまして。鳥飼です。この度「岩漿」に
参加させて頂きました。詩を投稿しました。詩の作品が少
ないのが寂しいですが、私も同人誌を発行しています。
「歌誌小室」と「詩誌風越」です。同人誌の発行は大変で
すが、やりがいのある活動です。これを機会に交流を深め
たいと思います。よろしくお願いします。※岩漿28号「日常
詩編•坂町」※

私、【 天川勇 】は、最近「岩漿」の会員になりました。コロ
ナで巣ごもりが有り、ひまなので、エッセイ、短編小説書き
「まつぼり」とは端的に言えばへそくりの意味。これ 始めました。たまたま初作「人の死」が岩漿２８号に掲載さ
が熊本弁であることをつい最近知った。「つ」の標準 れました。その后、今現在十二、三作程短編を書き上げま
語が瘡蓋だと判った学生時代の衝撃を思い出した。世 した。友人、知人に読んでもらっています。人によっては
賞賛され、人によっては酷評されます。いつも次作品の表
の中知らないことで溢れている。
題を何にするか悩んでいます。

まつぼり

朗

マインドファック！

岩越 孝治

この間病院をはしごしたんですが、合間に時間があったのでこのコロナ禍の中久しぶりに劇場で映画を観
たわけです。テネットって映画ですが、なかなか凝った内容で面白かった。でも、こういったタイムパラ
ドックスを扱った映画としては、私が個人的に最高傑作と思ってるプレデスティネーションと比べてしまう
とちょっとパンチが弱かったかな。っていうか、プレ～のパンチが強すぎ。あの映画の中で真相が分かった
とき、本当に、ええっ！？マジかぁっ！って叫んでしまった。こういうどんでん返し的展開で観客のドギモ
を抜く映画のことをマインドファック・ムービーと呼ぶそうで（なんていうネーミング（汗））、有名どこ
ろではシックスセンスとかセブンなんかがその代表だと言われているそうですが、そういえば私もどちらの
映画も思わずマジかぁっ！って叫んだ覚えがあります。でも、そういうマイファ映画で私にとって今も一番
インパクトが強いのは、なんといってもエンゼルハート。上映当時はそういうの珍しかったこともあって、
あのラストは本当にドギモを抜かれたものです。マジかぁっ！邦画だと、何年か前に観た「去年の冬 君と
別れ」がマイファな感じがしました。実は私、中村文則の隠れファンなもので原作はとっくに読んでいたの
ですが、映画は原作とはラストを変えていて、おおっ、そうきたかぁっ！と、その秀逸な展開に脚本家に拍
手を送りたくなりました。どんでん返し的映画がお好きならお薦めの逸品です。

忘れ得ぬ印象

森

周映雄

表紙の写真の美貌の女性は誰か？ エリザベス・テーラーがペンネームで書き綴っていた作品集なのか、などと思
いながらも買い求めた。それは大きな誤解で、著者のルシア・ベルリンは本名で作家としては無名で二千四年に亡く
なっている。署名は「掃除婦のための手引き書」。すべて実体験をもとにした短編集ながら、いわゆるノンフィクション
ではない。文学作品としての鑑賞に堪えるのは、虚飾を廃し、自他の人間に対する観察眼と洞察、そして共感能力だ
ろうか。そしてテキストの英文を読んでないので何とも言えぬが、推敲に推敲を重ねたに違いない。
シングルマザーで脊柱側湾症という生まれながらの障害を抱えながら、看護婦や掃除婦、ヘルパーなどをやり三人
の子供を育てた。一方で、深夜に人出の絶えた通りを酒屋に急ぐ姿は切ない。母親としての強靱さと女としてのはか
なさと愛しさを感じて、忘れ得ぬ印象を感じ。アメリカは決して好きな国ではないが、魅力的な人材が出てくる国では
ある。

ではない。文学作品としての鑑賞に堪えるのは、虚飾を廃し、自他の人間に対する観察眼と洞察、そして共感能力だ
ろうか。そしてテキストの英文を読んでないので何とも言えぬが、推敲に推敲を重ねたに違いない。
シングルマザーで脊柱側湾症という生まれながらの障害を抱えながら、看護婦や掃除婦、ヘルパーなどをやり三人
の子供を育てた。一方で、深夜に人出の絶えた通りを酒屋に急ぐ姿は切ない。母親としての強靱さと女としてのはか
なさと愛しさを感じて、忘れ得ぬ印象を感じ。アメリカは決して好きな国ではないが、魅力的な人材が出てくる国では
ある。
講談社
掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集 定価 : 本体2,200円（税別）
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③

岩漿28号読後感

（敬称略、順不同ご了承ください）

かわいふくみ～とても誠実な冊子とおもいました／大野千賀子～ショートエッセー「黒猫」竹平萬里さ
まお作に心ひかれました／北川ただひと～会員の皆様のがんばりに心から敬意を表します／加藤好一～
「人間」という生き物・現象の諸相をさまざまなテーマ、筋立てで多彩に掘り下げていく諸作品をゆっく
り読ませていただきました。財津さんの歌では「満州の野辺に送りし母さまの黄塵となりて吾の掌」とい
う歌が心に残りました。満州の広大さ、黄塵の壮大さが母親の悲劇と共に手のひらに収まる時、作者は何
を思ったのでしょうか。「えっ、骨を削るの？」では、渦中にある自分とその自分を対象化するもう一人
の自分が、理系のような観察文でよくとらえてあると感じました。まるで私が手術室にいて、私の骨が削
られていく音が聞こえてくるようでした／丸井重孝～充実した誌面に目を瞠りつつ読ませていただいてお
ります。「高村光太郎と木下杢太郎」も、たいへん勉強になりました。杢太郎があと十年生きていたら
と、しばしば思いますが、光太郎との関係でも言えるのかもしれません／原良和～地域・歴史・文士に新
たな視点を加える人たち、育まれてきた自然への温かな目をもって接する人たち、流され見失いがちな今
を見つめる人たちの思いをこれからも知ることができることは喜びです／木場とし子～小説には力のある
方ばかりで夢中になって読みました。「原生林」「奇老譚」「砂金」が素晴らしかったです／海野典子～
「いのち」地球上の飽食と飢餓、前半はふと、宮沢賢治を思い出しましたが、最後の「僕ら～傾いて」
で、私も同じ矛盾を感じることがあります。日本はこんなに飽食なのに世界の中には飢餓で死者さえ出す
国がある。それでも、その飽食の世界に流される自分。考えさせられます／中久喜輝夫～詩・随想・小
説・短歌・批評・エッセイと多分野にわたり、大変感銘深く拝読しました／岩崎芳生～「原生林」が読ま
せますね。がっしりした文体に魅かれます。面白く拝見しました。／山崎ゆめ子～皆様よく勉強されてい
て文章の書き方もしっかりしていらっしゃると感心致しました。※高橋絹代・竹腰幸夫・日野笙子・茂
登山敬子・小山弘明・重岡中山・佐相憲一・江川洋各氏からも貴重な感想などお寄せいただきました。
尚、勝手ながら紙面の都合上文章の一部を割愛させていただいたうえ掲載しました。ご諒承のほどよろし
くお願いいたします。（小山修一）

岩漿２８に寄せて

Salyu

【恋のかけら•白井冬美】初恋は宝物です。長い人生の中で何度恋をしたとしても、初恋だけは特別な宝
物です。そしてもしかしたら相手の存在そのものよりも、その時の自分の感情こそが初恋の正体なのでは
ないでしょうか。嬉しくなったり、苦しくなったり、恥ずかしくなったり、熱くなったり、後悔したり、
相手との些細な出来事で落ちたり上がったりする気持ちは、たとえ相手の命が絶えたとしても、いつまで
も自分の心の中で生き続けることでしょう。繋いだ手の感触と高鳴る鼓動、老後と呼ばれる時間の中で、
その大切な宝物に思いを馳せ涙する心が美しいと思いました。【からすみ・朗】全力でからすみ作りに挑
戦する様子が微笑ましく、読んでいて楽しい気持ちになりました。これを書いている時は、からすみを
作っている時と同じ位夢中になれたのでは。シンプルに読み手を楽しませるって大事です。鰡の真子が高
価であるだけでなく、手間暇を思えばからすみが高級品であるのも納得です。【丘の上に花は咲く・桂
川ほたる】「ひなげしの花」言わずと知れたかつてのアイドル、アグネス・チャンのヒット曲。読んでい
て思わず「懐かしい」と声にしました。今改めてこの歌の歌詞を調べ見返すと、街へ行ってしまったあの
人をひなげし揺れる丘の上で思う歌でした。上手と言えない日本語と愛らしい容姿ばかりが注目され、何
を歌っていたのか気づかなかったのは私だけでしょうか。当時一般的なひなげしの色は赤、黄色やオレン
ジ。明るく華やかな色味のこの花と淋しい少女の心との対比が面白い。薄い花びらを持つこの花が、フワ
フワと頼りなさげに風に揺れる姿は可憐だが、その実、他の植物を追いやり我が物顔で繁茂し、丘一面に
群生するしたたかさがあるとは。このエッセイを読まなければ、歌の内容もひなげしの正体も知ることは
なかったでしょう。【一人静抄・馬場駿】そもそも兄弟姉妹とは生まれた時から親の取り合いに始まる
ライバルなのかもしれません。同性、しかも双子ならば尚更のこと、比較が嫉妬心を煽る。生まれた日も
姿かたちも一緒の二人の、同じであることへの嫌悪と執着という矛盾した感情を上手に描いた話でした。
【サナダムシ・シンドローム・しのぶ憂一】怖くて痛い話でした。コミカルな文調で描かれた宇垣の日
常が、暴力による精神的支配の上に成り立っているという怖さ。長きにわたる虐待によって植え付けられ
た恐怖心は怒りや抵抗の力を奪い、諦めの境地に至らせる。お父さんと呼んだことのない男とは親子らし
い絆などなく、あるのはただただ寄生虫と極めて都合の良い餌という関係だけ。という悲しくて痛い話で
した。【砂金・佐木次郎】すごい熱量で書かれた小説。憎んでも憎み切れない男の血を継ぐ主人公を何度
も何度も繰り返し殺し、最後に憑依させることで自分が受けた仕打ちを体現させ、その血脈を絶えさせる
…発想も物語の構成も良かったです。ただ心の拠り所となった惣太に「私を抱いてもいいんだよ」と言う
件は「？」でした。獣のような男たちに日々度重なる性的暴行を受けた女性が、そのセリフを言うので
しょうか？？？ 男性が書いた小説故か？ 鬼畜と化した夫たちと対極にある純粋な魂の惣太との平和で
静かな心の触れ合いだけが、傷だらけの千登勢にとって深い安らぎとなるのではと思いました。

も何度も繰り返し殺し、最後に憑依させることで自分が受けた仕打ちを体現させ、その血脈を絶えさせる
…発想も物語の構成も良かったです。ただ心の拠り所となった惣太に「私を抱いてもいいんだよ」と言う
件は「？」でした。獣のような男たちに日々度重なる性的暴行を受けた女性が、そのセリフを言うので
しょうか？？？ 男性が書いた小説故か？ 鬼畜と化した夫たちと対極にある純粋な魂の惣太との平和で
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「丘の上に花は咲く」: 「ひなげしの花」で歌われて
いる丘は、どんな風景だったろう。年代的にナガミヒ
ナゲシではないだろうから、赤、白、黄色の花畑
だったんだろうか？ ナガミヒナゲシは、5年以上
前、自宅の周辺でも沢山見かけたけれど、最近はタ
ンポポモドキと呼ばれるブタナにとって替わられてい
る。そのそばで琉球アサガオが怖いほどの成長ぶり
で木々を覆っている。今やナガミヒナゲシの優しい
オレンジ色が懐かしく思えた。全く絶えてしまったわ
けではなく、春先の庭で芽吹きを見つけることがあ
り、増やしちゃ大変と思って引っこ抜いているが…。
外来種のハルジオンのように、日本の風景に馴染
んでいくのだろうか。（ 城崎 藍 ）

( 敬称略 )

「えっ、骨を削るの？」: 鼻の骨を削るという大変な手術
を受けたのに、その様子を冷静に受け止めて文章にする
なんてすごいな、と思いました。／「一粒の種 」: 私も誰か
の心に届ける事が出来たら自分も幸せになれそうな優し
い詩だと思います。／「丘の上に花が咲く 」: 共感してい
ます。どんな花でも人の心の慰めになるのに刈り取られて
残念です。（日吉）
「えっ、骨を削るの？」: 瞼に涙が溜ってハンカチや
ティッシュで、そっと押さえているお友達が多いです。老
人性と聞くので眼科に行かない女性も多いです。目と涙
のメカニズムを学習しました。同年代のお友達に、誌を貸
してあげたり、教えてあげたりしています。（愛読者）

「からすみ」: 鯔の真子をからすみ、に仕上げるまでの行程と、その繊細さを知って思わず唸る。高価な訳よ
ね。よくぞ挑戦したと舌を巻く。大好物だけど作るのは無理。買ったものより美味しいだろうな。ゴクリと
喉が鳴った。／「原生林」: 今号で一番読みたい、と思った作品。主人公が素朴に心に描いていた原生林、
源流域にはダムが造られていた。近世から幾度もの大伐採が繰り返されてきた。若き日に感動したブナ、ナ
ラ林は既に再生されたものに違いない。換金力がある薪炭づくりに最適な照葉樹のカシ、ウバメガシが植林
されたりと、原生林の変様を江戸時代の小田原藩から現代に至るまでの歴史を読み解きながら、山林に分け
入ってその推移を辿る。主人公、谷田に寄せて作者が原生林への尊さを伝えたかった想いが心に沁みた。／
なんと奇跡的な巡り合わせ。共にこよなく猫を愛している二人の作者の作品が、同時に掲載されるなんて !
「黒猫」: 前に飼っていた黒猫がどうして死んでしまったのかは不明だが、その生まれ変わりの様に現れ作
者の心を焦らす。野良猫が産み落としたのか、飼い猫が散歩に来たのか、或いは飼い猫が産んだ子猫が捨て
られたのか、共に生命力のあるネコちゃんかもしれない。短文の中に作者の愛情がたっぷり溢れている。
「垣根の向こう側」: 胸にドスン、ときた。愛の裏側にある死。作品の導入がさすがほたる女史。読み手に
カンフル剤を打って、この先にこれほどショッキングな、モモちゃんの死を迎えさせた手法。愛するが故の
姉妹の心を想うと胸が締め付けられる。／「砂金」: 27号の「秋の章」と作者が同じとは面白い。「秋の
章」では文学少女？等が、感動し、絶讃した。然し、よく考えてみるとその根底に共通したものがある、と
気付いた。霊であり因縁、人の業(ごう)である。業とは仏教語で、人間の身、口、意によって現世で受ける報
い、とある。親しい和尚さんと因縁、人の業について話した。現代では〝業〟の言葉は使わないという。人
間には縁を断ち切る力（心）がある筈。流されないことが大切。文中、同じ記述が多くあり、記述が重なる
意味は分かるが、少し整理したら、ギュッとスマートで濃厚になるのでは。一気に読み、うしみつの刻に終
る。（ F )

2020年9月28日 (月) 文芸同人誌「岩漿」28号（伊東市）
文芸同志会通信 より転載
じつは4連休の土曜日から、急に足腰が痛くなり、日曜日には発熱し、37度超え、月曜日には38度超えの体温。どこ
も休みなので、知人の医師に相談。普通のインフルエンザ用の薬をもらって休む。そのうちに、熱が下がったので、主
治医の開業医にいつものアレルギー症の薬をもらいにいくと電話。それまでの発熱の経過を話したら、医院に来ない
でくれ、あと一週間自宅生活をして、と薬を郵送してきた。そんなこんなで熱のある頭で読んだので、変なところがある
かも知れない。
【「川面に霧が」椎葉乙虫】 ミステリー小説である。探偵役は栗本設計事務所に勤めて10年の「私」。それほど親しく
ないが、友人の三鶴朱音という友人が、福島県の只見川で遺体となって発見され、バンゲという地域の地元警察から
身元確認に来てほしいという。彼女の実家には、音信ないためだという。そこから、警察では、朱音の自殺説と他殺説
に分かれ、自殺説が有力視されていることがわかる。朱音は、恋人がいたが、それは上司の男で不倫であった。そこ
で、男と縁切りされ、失意で入水自殺したという理由が成り立つ。ところが、その一方で、彼女は、同じ会社の課長の
社内不正を知しってしまい、殺害された可能性があるらしい。話は、自殺か他殺かの疑惑を巡って、曖昧で長い話が
続く。趣味の創作としては、まずまず面白い。とくに、会社員をしながら警察と親しくして探偵役をするお膳立てには、
なるほど小説ならでのこと、と思った。
【「一人静抄」馬場駿】 山郷に独居する女性の40年前の出来事の想い出にひたる話。
【「奇老譚」しのぶ憂一】 人間、歳をとると、だんだん偏屈になる傾向にある。そのなかで、佐藤の義父である宇垣と
いう老人の自己中心主義を描く。これも一つの個性で、頑固になった男の老いぶりを描いて読ませる。
【「砂金」佐木二郎】 非常に凝った怪奇小説で、横溝正史調の血族性と、江戸川乱歩調のエロスを色濃くしたような
ゴシックスタイルの作品である。語彙の豊富さ、形容詞の巧みさなど職業作家的な文章力を発揮し、読み応えのある
作品である。構成が単調な感じがしたが、本号ではこれが一番面白かったし、その筆力と同人誌に発表する意欲に
敬意を表したい。

【「砂金」佐木二郎】 非常に凝った怪奇小説で、横溝正史調の血族性と、江戸川乱歩調のエロスを色濃くしたような
ゴシックスタイルの作品である。語彙の豊富さ、形容詞の巧みさなど職業作家的な文章力を発揮し、読み応えのある
作品である。構成が単調な感じがしたが、本号ではこれが一番面白かったし、その筆力と同人誌に発表する意欲に
敬意を表したい。
紹介者＝「詩人回廊」編集人・伊藤昭一。
ＣＯＲＥ №１3

2020.October

➄

岩漿28号読後感

好き勝手に読む28号

馬場 駿

『岩漿28号』は同人の個性の爆発だと思った。しかも書き手が世の中や人間を見る独自の眼鏡をもった
「おとな」、読んで面白くないはずが無い。一見取っ付きにくい感じを受けるという共通点を持っている
ところがまた興味深い。実は筆者もそうだった。毎日四時間以上活字と格闘している時期だったことも手
伝って全作品を鑑賞するのにかなり日数がかかった所以だ。ところが落ち着いて読み込むとジワッと味が
出てくる。加えて今号の作品は全て、読み手の感性や読解力を信頼したうえで書かれている。
「東海散士柴四朗と熱海」や「高村光太郎と木下杢太郎」のように新鮮な知識に触れて嬉しい作品も
個性炸裂の感があるし、比較的短いのに読後すぐに立ち去れないほどの余韻をくれる作品も多い。実は今
回、これら短編系から順に誌の探索に入った。感想は全作品については触れられないが、特に心に残った
作品についてつぶやきたい。
「黒猫」は、老後の暮らしの寂しさ哀しさを表わす直截的なことばを何一つ使わず黒猫一つを素材に老
いの哀愁をジワリと伝えてくる。ぬいぐるみの猫云々の末尾の一行は秀逸な締めくくりだった。また、作
品冒頭で目の前を通った猫が三毛猫でも子猫でもなく黒猫であることが本作に深みを与えている。「恋の
かけら」は、純な恋とかけ離れた齢になればなるほど寂しさを伴って輝きを増す初恋というものを改めて
想い出させてくれる。燃え上がるのを望みながらなぜか燻り続ける初恋という心の燃焼、本作は見事にそ
れを綴ってくれた。離れた時間というものが燃え尽きることを許さない、恋というものの厄介さにうなず
く読者もいることだろう。歌人である作者がエッセイでここまで来てくれたかという勝手な感慨に浸っ
た。「垣根の向こう側」は、善意でした行為、愛情をこめて施したことがその対象を殺す結果になったと
いうかなり無残な話だ。しかし私は人間の親と子の間にも多分に起こり得る因果の流れだと感じて小さく
も震えた。もっとも後者の場合にいわゆる殺すは別の意味ではあるが。事件現場の臨場感が凄い。さらに
後悔や罪悪感をくどくどと語り続けず、自宅に戻ってからの顛末などにも触れず、ラストでぴしゃりと現
場での叙述で断ち切ったのは見事だと思った。「奇老譚」は、老いを迎えた人の反面教師たりうる容赦の
ない運びで、あまねく読者に迫りそうだ。少なくとも私は目を逸らさずに読むのがやっとだった。しかし
最近飾り気のない本音の部分に人間関係のある種の美があると思い始めた私には痛快でもあった、宇垣の
ように手前勝手に言えたり求めたりできたらどんなだろうと。多くの人の老後の実際は窮屈と遠慮に満ち
ている。宇垣に言わせれば老いを突き抜けもせずその程度で老人とは笑止千万というところか。脳梗塞で
実際に介護される経験をした筆者はこれを原体験にして小説を書いたが、その際専門書で介護の三大要素
が食事、排泄、入浴だと知った。本作の宇垣の我が儘がこの三要素において顕著なのには得心がいった。
個人的に欲を言えば由美子の秘めた本音の部分を知りたかった。とにかくすばらしい短編だと思った。
「砂金」冒頭で引用された詩を見てボードレールの「悪の華」を想起した。のっけから警告したい、夜中
に独りで読んではいけない、二人なら尚更いけないと。本作は現実的な意味をもつ台詞用の「 」を一つ
も使っていない。作者のその覚悟の動機は極限的に恐ろしい妄想の彼方に読者を連れていくことにあるの
ではないか。小説を書く人ならたとえ素人作家でも地の文だけで「物語」を進行し完結させる困難さを
知っている。この作者が人間の心の深奥をえぐる叙述を得意とし、さらに怪奇的な作品にそれを活かす達
人であることは23号掲載の「いさり」で明らかになったが、本作はこれを遥かに超えた。読者はまともに
心身を震わせながら彼の創った闇の世界を徘徊することになるだろう。それを可能にした鋭利な筆致に感
嘆せざるを得ない。
「黒猫 」 : 愛猫家の私も同じ経験をしました。隣
りの猫（クロちゃん)が毎日家に遊びに来ていたの
に、交通事故で死んだ。とても悲しかったです。1
年後クロちゃんとそっくりな子猫（ノラ猫）が庭に
いるのでびっくりしました。汚れた体を洗って家に
入れました。安心したのか眠ってしまったので、飼
うことにしました。名前を（コロちゃん）と付けま
した。今年で9年になります。いつまでも元気でい
てほしいと思います。竹平さんを頼って、きっと猫
ちゃんは来ますよ。／「人の死 」: 死後の心配私
も同感です。以前青森の恐山に行った時、これが死
後の世界かと考えさせられました。三途の川があ
り、山があり湖があり、きれいな花畑と異様な風景
を見て、死んだらこんな所に行くのかと少し安心し
ました。それまでは、元気で穏やかに過ごしたいと
思います。（ 川島留美子 ）

「恋のかけら」: ネーミングが素敵。創作と
いうより女学生時代の淡い恋の一つが、本人が
気付かぬうちに彼の心に愛を育てた。懐かしく
思い返す女学生時代。主人公あけみさんはきっ
と、愛らしい誰からも好かれる女学生だったの
ね。七十代になっても、初恋の女性が彼の生き
方に共感して支援金を送り続けたり、初恋の人
ではないけれど購読者会員として会費を送り続
ける彼、そんな形で支援者が現存している文学
同人誌って素敵。（Ｆ）
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岩漿の作家たち
媼空蝉 （一）
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岩漿28号発行

2020.8.26 伊豆新聞掲載

出版物紹介
財津公江 短歌集
本誌28号 歌集
「媼空蝉(一)」に寄
せて 馬場駿 より
この自筆且つ手作
りで編まれた瞠目す
べき歌集は、齢８５
の歌人財津公江が
「来し方」を顧みて
懐かしみ亦「行く
末」を案じて刻み込
んだ石碑ではなく、
現(いま)を活かし胸
を張って学びゆく一
里塚として編まれた
ものである。

錯 雑 アズサの歌が流れて 椎葉乙虫
ブックウェイ ￥１,６５０.
２０２０年１０月１日 発行

東京行きの電車内、焼酎「神の河」のポスターを眺め、川の上流に女族が潜
むのではと、ぼんやり想像したのが始まりでした。以後数年、思い出したよう
に構想を引き出して、加筆を重ねてやっと「錯雑」が完成しました。結局4年
掛かってます。それだけに、作品が間延びしてしまったのかもしれません。で
すが充分に楽しみながら書くことが出来て嬉しい限りです。そんなものを読ま
される読者は、たまったものではありませんね。それでも、心の満ち足りる流
れを感じて頂ければ幸いです。出版し終えて大きな物を産み落とした感を味わ
い、今はほっとしています。傘寿も間近に控えてますが、もう一作位は長編を
書きたいものとの気負いがあります。とはいえ現実はそうもいかず、果たして
出来るものなのか大いに疑問です。まあ、成行に任せて、のんびりとやって行
くつもりでおります。
（ 椎葉 乙虫 ）

CORE原稿宛先 > 岩漿事務局
・岩漿サポーターの方々から温かい支援金をご寄付いただきました。
いつも有難うございます。会の運営のため大切に使わせていただきます。
・ご多忙の中、会報CORE №13にご投稿くださった執筆者諸氏に深謝いたします。
・新しく五名の方が入会して下さいました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

ＣＯＲＥの原稿募集中 ✼会員外の方の投稿も掲載させていただきます✼
無料通信ＬＩＮＥグループ『岩漿ＬＩＮＥ』活動中(^^♪ 会員の皆様とＬＩＮＥ
グループ内で情報を共有しています。現在参加者７名。注意※ＬＩＮＥトークに大
切な個人情報を記載しないようご注意ください。

無料通信ＬＩＮＥグループ『岩漿ＬＩＮＥ』活動中(^^♪ 会員の皆様とＬＩＮＥ
グループ内で情報を共有しています。現在参加者７名。注意※ＬＩＮＥトークに大
切な個人情報を記載しないようご注意ください。
カット:近藤満丸

