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農空車
新今宮から通天閣
大阪環状線の内回り︑大阪駅か
ら夕方五時すぎに乗り込むと︑一
仕事終︑みたニッカーボッカーズ姿

の男達に出くわす時がある︒男達
は少しの疲労感と解放感を漂わせ︑
新聞に目を通している人もいれば︑
黙って窓の外を見つめ立っている

人もいる︒行き先は新今宮︒通天
閣が左手に小さく見え始める頃︑
電車はプラットホームにすべり込

み︑男達は他の乗客に混じり動物
園前方向︑粟田口から西成の宿に
吸い込まれるようにして消えてい
く0

て歩道に寝っころがっている男も

の横手から旅館やホテルが並ぶ通
りが西成警察署の方に続いている︒
数年前からだろうか︑シティホテ
ル風なモダンなホテルが増えたが︑
道を行き交う人々は︑昔と変わら
ぬ労務者風の男ばかり︒酔い潰れ
いれば︑ぶつぶつと何やら呟きな
がら歩いてくる男もいる︒ごろん
で血を流している男もいる︒ここ

は不思議な空間だ︒近年の不況の
あおりを受け︑何か全体に勢いは
ないが︑夕闇が迫る頃になると裏
通りの屋台に灯がともり︑新参者
には近寄り難い雰囲気になる︒す
でに顔を赤らめた男達がプラプラ
ヱ二二は基本的に独り身の男の町

と通りに出てくる︒
だ︒通りにはコインランドリーや

惣菜屋・弁当屋も多く︑結構何不

今年に入り新今宮から通天閣に
かけてよく歩いた︒このあたりも

いる︒立派な外観のホテルだが︑
二千円以上の個室は稀で︑相場は

園だが︑隅の方ではワンカップ片
手に談義している連中や︑一人で
本を読んでいる人︑寝っころがっ

リップしてしまう︒ゴミの多い公

見入っている︒このあたりだけ眺
めていると三十数年前にタイムス

もうこの地区で︑睨み合いは無く
なるのかもしれないが︑暴発する
時は何処でど︑つなるかはわからな
い︒この警察署のちょっと先に三
角公園というだだっぴろい公園が
ある︒ここには珍しい街頭テレビ
が置いてあり︑夕方には男達が三
々五々集まり︑野球や相撲中継に

有名な西成警察署は現在移転中

ていったらしい︒

千七百円から千八百円︑中には古
い旅館で入船旅館の六百円なんて
のもある︒新築当初は四千円ほど
の値を付けていたらしいが︑誰も
泊まらず結局は今の値段に下がっ

自由無く暮らせるようにはなって

﹁いつ棄ても変わらぬ町だな﹂な
んて言えなくなったのは残念だが︑
まだまだ人の体温が残っている場

所だ︒無味乾燥な町歩きが続き︑
行き詰まった時は︑ついここに足
−が向いてしまう日が多かっだ︒大
崎決してこのあたりのことを良く
は言わないが︑一度この町に身を
曝し︑我が身のことや大阪につい
て考えてみるのも悪くはない︒

新今宮駅の下は︑阪堺線の南蛮
町駅が交差している︒すぐあるパ
チンコ屋あたり今は化糎直しされ
小綺麗にはなっているが︑道路の
端にオツチャン達が古物を並べて
売っている景色は昔と変わらない︒
中古の靴や古本・ぬいぐるみ・鍋
・ラ︑ンカセ・ギター・AVビデオ
テープ・古着などいろいろなもの
がある︒人は好奇心でのぞいては
いくが︑あまり買っているのを見

たことはない︒道路を南に渡ると
作業服を売る大きな店がある︒そ

で言当る人と様々︒iそのうちに賭博一
が開帳され花札やサイコロを男達

が囲むようになる︒暖かくなれば
カラオケなんか歌っている人も見
るが︑おそらく昔はもっとすさま

ヤリンコに乗ったカキどもが増え

じい雰囲気が支配してたんだろう
と想像する︒
この三角公園近くまでが労務者
中心の町︒すぐに天下茶屋︑下町
の匂いがプンプンする町になる︒
買物範を下げたオバチャンやらチ

ーてくる︒唐突だが腹が減ればすぐ
ればいい︒ここはラーメン・ギョ

近くにある大阪ラiIメンに立ち寄

小綺麗にしてなんてことはいっさ

ウザが百円の有名な店︒と言って
も別に人が並んでいたり︑店内を
いない︒全く地元の人の為の店︒
ラーメンのスープは基本的な鶏ガ
ラと野菜でとった醤油薄味︒ぶ厚
−いチャーシューなんかはのってい

ないがモヤシの横に︑肉コマも少
々入っている︒市中の四百円くら

いのラーメンの値打ちは充分ある︒
表では奥さんが子供のめんどうを
見ながら店を切り盛りし︑厨房で
は親父さんと従業員の二人が頑張

う五年になるか︑身体だけは丈夫

ちにきて何年になる？﹂・⁚﹁そ

そとまどったき﹂⁚⁚﹁君はこっ

ある日の夕方ふらっと入ってラ

っている︒

にしないとな﹂酒の入った男が一
方的に喋つている︒﹁ちょっと飲

らはみ出して︑吹き溜まりのよう
にこの地区に集まってくる︒孤独
と弱さをいっぱい砲︑え︒

った︒ 流れ者の多いこの地区︑
人はそれぞれの過去を挿ち社会か

なしか手は震えていたがきっぱり
断って三角公園のほうに帰ってい

は﹁い⁚いまは止めているんだ⁝
⁝﹂と言って飲もうとしない︒心

むかい﹂と滴を勧めるが小柄な男

ーメンを食べていた︒客のなかの
−酒が少し入り陽気になった中肉中
−背の五十がらみの男が︑帰りかけ

た小柄な年配の男に声をかけた︒
﹁ああ君なつかしいなあ︑元気だ
った？﹂どうやら二人は昔東京山
谷でいっしょに働いたことがあっ

たらしい︒ぼくのテーブルの前に
すわり込み︑話始めた︒
﹁あの時の騒ぎで俺は捕まった

さ﹂⁝：﹁別に俺は思想たら何た
らなんて関係ないんだけどさ﹂⁚
・・﹁でもずいぶん入れられてて出
てきた時は世の中変わってしまっ
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−大花笠
いきさつから︒

eまずここで大阪ラーメンを始めた

てやってるよ︒

若い頃九州鹿児島から出てきて︑
本当は牧場の仕事に憧れて北海道に
行きたかったんやけど大阪で止まっ
てしまって︑いろいろあって大阪ラ
ーメンやってた親父に会ったのがき
っかけでこの世界に入り︑暖簾わけ
してもろて十六年になる︒だから十
六年前からラーメン︑ギョウザの値
段はいっしょや︒これは先の親父の
信念みたいなもんがあったんやけど
⁝⁝︒苦の仲間でこの信念でやって
るのは今はいないよ︒
●百円でやっていけますか︒
そら皆の協力が必要や︑仕入の値
段もお前んとこがそおいう気でやる
なら︑つちも協力するい︑つて⁝︒心の
つき合いでこの値が保てる︑まさに
人という字のように皆もたれかかっ

●客は百円をありがたがってくれま
す
か
︒
特にここは特殊な地区抱えとろか
ら・二二角公園で寝てるオツチャン達
が冬の寒い時に百円つかんで来て︑

ってくれる︑こういうのはうれしい

あったかいもん食べてよろこんで掃

やってみるかい﹂ っていつも言︑つと

で︒昼も夜も客が来る︑昼一時頃か
ら夜十時まで︑けっこう身体はきつ
いし︑もたへんよ︒こんな店でも税
務署が来よるから﹁お前もいっぺん

る︒でも腕かつづく限りやるけどな

eいろんな客が来たでしょ︑つ︒
そら十六年やってたらすさまじい
もんがあるで︒殴り合い︑蹴り合い︑
わしも怪我して失明しかけたことが
ある︒店の裏でやるんやが︑おまわ

④

が想いねん︒・⁝⁚しかし︑ようこん

りさんにも有名で︑十人くらいで乱
闘があったときもある︒でもそんな
ことより人間の心ちゅうもんがない
やつ︑食い逃げとかな⁝わからんこ
ともないけど︑周りのてまえもある
し﹁わしも生活抱えてんねんでカツ
チャン﹂︑て言うよ︒食い逃げが一
番腹が立つなあ︒
●マスコミなんかも来るでしょう︒
この前でもある新聞の記者が来て
いろいろ燻らしといて︑その後全く
苦さたなしや︒テレビも来るけどあ
いつら遊びにするやろ︑こっちは真
剣に生活かけてやってんやからパカ
にすなちゆうぬん︒あんたは運がえ
えよ︑たいていは断るけどなあ︒
●今の客についてどうですか︒
このへんにいる人はいろんな事が
あって集まってるわけで︑ラーメン
でも食って酒の一本でも飲んで︑と
いう人達が多いんだよ︒けど︑わし
は酒飲む前に食べ言うし︑風呂にも
入れ言う︒店で女房もあんまり酒ば
かり飲んでるオツチャンには止め言
う︒皆︑酒と博打や︑金あったら飯
喚︑を言いたい︒
結局淋しい人が多いんだよ︑家族
に会えんし︑家族持ってても皆独身
みたいなもんや︒朝︑酒飲んでない
時彼らの素顔見るやろ︑そらまとも
や︑けど飲んだら人が変わる︑あれ

だけ入ってくれてありがたい思うと
る︒わしは汚いオツチャンでも敬遠
せえへん︒ここに来る人はええ人ば
かりや思うで︒仕事場でポロくそ言
われて︑それで酔っ払って﹁おれば
客やピー﹂ って言いたいんやろ︒も
︑つ慣れたけどね︒

閻◎園掴題

十年ほど前の一月一日であること

この写真の中央に一人の女の子
が座り込んでいる︒彼女はみなし
ごである︒この写真を撮ったのは

だけは覚えている︒場所は大阪市
西成区︑地下鉄動物園前を上がり
ジャンジャン横丁の南の入り口に
あるパチンコ屋の景品交換所前︒
景品を交換し終えたおっちゃん達
から︑余りのチョコレートを投げ
てもらっては ﹁ありがとうござい
ます︒﹂ とお辞儀をしてチョコレ
ートをリュックサックの中にしま

﹁ひとりか︒﹂

い込む︒

﹁お母ちゃんやお父ちゃんは︒
オラン︒

﹁お腹減ってるか︒﹂
ウシ︒

それから後の事はあえて書かな

アキ地はからっぽである

からっほは無ではない

そこには光が集まり
葺がはえ水たまりがある
何処かちか子供がやって来て
友達を呼ぶ大きな声がひびく

アキ地は自然である
自然は確かではない

そこにはたった一つの約束があり
言葉ではなくマジックがある

子供だけが座れる椅子があり

大人になるとはみ出してしまう

アキ地は記憶である
記憶は過去のものではない
それは今も光を放ち
心の中に︑雨を降らせる

子供の頃天に投げた石ころが
何処に落ちたのか？
いでおく︒とにかくこの時の彼女

一

に夢や希望はない︒腹が減ったら

加藤

朱だ見つからないのである

写真・文

チョコレートを食い︑水を飲む︒

街について考える時︑僕は喜び
と悲しみを切り離せない︒変化し
ていく街に対して︑懐かしむだけ
では気のすまない現実がある︒決
して消える事の無い僕の中の露地
裏である︒

霞の止ま菜
エルトール小用

先日廃線になってしまった南

海電車天王寺線の踏み切りを渡
ってすぐの露地裏に︑今は大衆
綴劇の小屋になっている ﹁オー
エス劇場﹂がデンと構えている︒
苦は洋画の二番館だつた︒この
映画館に初めて入った日のこと
を忘れることが出来ない︒切符
花塚の穴︵というかネズミの運
輸というか︶にお金を差し出す
と︑指が三エツと出てお釣りと
入場券が戻ってくる︒現在のロ
ードショー館の切符売場はどこ
もガラス張りで中が丸見えだが
刊はどこも売場にはサテンのよ
うな布地のカーテンが下りてい
て︑何か秘密めいたものが窺っ
た︒で︑ドアのない入り口を入
るとガラーンとした空間がある︒
椅子もないのでロビーとは言い
継い︒プーンとトイレの臭いが
繰ってきた︒場内への入り口は
つとキョロキョロするが見当ら
ない︒後から来た客は皆トイレ
の方へ向かっていく︒思わずそ
の後へ続いていくと男性用トイ
レの奥にドアがあり︑何とそこ
からおじさんらが出入りしてい
るではないか︒ここが場内への
入り口たったのである︒︑日本中

いがトイレを通って場内に入る

に映画館が何万軒あるか知らな

︑つ

L俺の前のおじいさん

璃「 ：「− ＝：−4∴ 圏
菓

コンクリi卜の上に直に寝い

木の椅子がへばりついていて︑
これに座って三本立を見るのは
つらかった︒﹁オデッサ・ファ
イル﹂ ﹁ラ・スクムーン﹂ ﹁ワ

イルド・パンチ﹂ の超強力三木
立︒映写機が古いのかスクリー
ンが砂嵐に遭ったようにポヤけ
ている︒それにジュースや菓子
を売る売店がロビーにではなく
場内にあるのだ︒だから上映中
も客席の後部だけがポッと明る
い︒おばちゃんが眠そ︑つに番を
している︒酔っ払ったおっちゃ
んかいI

んが画面に向かって﹁早う逃げ

員が契っている︒ゼエゼ工︒映

は熟睡中︒タバコは客のほぼ全
画鰭の原型を見る思いがした︒
学生・老人割引は当り前だがこ
こには早朝割引があって︑十二
時までに入ると百円くらい安く
なる︒当時一般四百円程だった
か︒でも早過ぎてもいけない︒
朝一番の上映はどう言うわけか︑

作品の途中から始まるのだ︒従
業員の勤務時間に合わせて終了
時刻を調整しているのか︒新世

トビタOSLと言

ステムの理由︑いまもってよく

界界隈の映画鰭に特有のこのシ

その名を

分からない︒

ったこの映画館の名残りは昔の
まま現在の芝居小屋の入り口に
残っている︒ポスターの代わり
の色あざやかな臓に飾られて⁚

︶
了
︵
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︑ええい︑忌々しい！どうして︑こ

うららかな晩春の風に誘われて︑
ひょっこり街へ出れば⁝途端に腹が
立
つ
︒
んなに人が多いんだ！ワジヤラウジ
ヤラと︑どっからか湧き出してきた

に変わったりして⁝︒ヤパイな︒こ

としか思えない︒ええい︑どけどけ︑
モタモタしてやがると︑ブツ飛ばす
そ︒苛立ちが一瞬︑殺意めいたもの

ろげて−いらっしゃる⁝︒

の男︑凶暴につき︑だ︒新宿よI・
ところが︑実際は︑すれ違う人と肩
がぶつからないよう︑こちらから先
に体をかわし︑前を歩くやつの踵を
踏まぬよう気を配り︑時にスキップ
しながらリズムを整えて⁝と︑人知
れず︑へんてこりんな歩調でもって︑
十メートルごとに青息吐息といった
有様なのだ︒
それでも︑無事にすめば︑まだい
い︒紀伊国屋の前あたりで︑ため息
まじりに四角い空を見上げる暇もあ
らはこそ︑ガツンと若い男がぶつか
って︑何も言わずに立ち去っていく︒
振り向いた拍子にOL風のハイヒー
ルでつま先をふんづけちれ︑ギヤツ
と思わずのけぞれば︑そこはオパチ
ャンという名の脂肪の塊︒﹁す︑す
いません﹂
なんて言ったって︑もう遅い︒先
方は︑失礼しちゃうわね︑とい︑つ顔
で眉間に澱を寄せ︑鼻の穴をおっぴ

寺山修司だったっけなあ︑青年の
不幸は部屋でじっとしていられない

ことから始まる︑てなことを言って

たのは︒こういう時は︑別段︑哲学
的問題なんてものとは関係なく︑単
純に我が身の不幸を嘆きたくなる︒
だ1から言わんこっちやない︒今か
らでも遅くはない︑西新宿プリズン
アパートの独房201号に舞い戻り︑
おとなしく桑原譲太郎でも読んでい
ようか︒とりあえず︑タイトルはい
いぞ︒﹃アウトローは黙って狂︑つ﹄
ってんだ︒でも︑そうじゃないでし
ょ︑あなたにはこれ︑と可愛いあの
コが差し入れしてくれる本は︑半相
良の﹃新橋馬鹿物語﹄だったりして
それにしても︑どうして︑こんな

に人が多いんだ︒昼日中からいい若
いモンがブラブラしやがって︒他に
行くとこないのかよ︒もうちっと気
の利いた遊びができねえのかよお⁝
⁝と︑年中ブラブラしている三十男
は︑自分のことを棚に上げっぱなし
にして︑四方八方にめくじらを立て
︒
る
中には歩道から大きくはみ出して
⁝通りのド真ン中でギターをかき鳴
らしたり︑スケボーを乗り回したり
⁝抱き合ってキッスしたりしている

そのはずである︒例の︑歩行者天

カップルもいる⁝？−・

国とい︑つやつなのだ︒うかっにも︑
日曜と気づかずに︑のこのこ出てき
たのが間違いのもと︒窮屈な天国で
浮かれ騒ぐのは勝手だが︑個人的に
は全くの地獄だ︒すべての日曜に呪
いあれー
なんだかしちないけど︑見るもの
聞くもの何もかもけしからんー・とい
︑つ発作的逆上盆態やるかたなしビー
ムを連射しっつ︑新宿通りを四谷方

面へズンドコ歩いて︑伊勢丹を左手
に明治通りを渡ると︑ウソみたいに
人通りが少なくなる︒スカラ座の裏
手︑末広亭あたりなんか︑人影もま
ばらで︑ひっそりかんとしたものだ︒
この辺をうろつく度に胸がチクチ

緒轟霊嵩繋羅

なってしまったからだ︒今は跡地に
スカイブルーの壁面もケパケバしく︑
﹁フィールド﹂とかいうスポーツ用

品専門のピルがおっ建っている︒都
庁の移転にかちんで地価高騰のあお
りでもくらったのか︑確かに老朽化
していたし︑客足も落ちていたのか
もしれないけれど︑新宿からロマン
が消えたのは返す返すも惜しい︒三
丁目でいうと︑丸井ヤング館隣のロ
ーヤル劇場も数年前に姿を消してい
る︒上映環境は今イチ良くなかった
けど︑それでも新宿のド真ン中に洋
画の名画座があるのは頼もしくもあ
り︑嬉しいものだったのた︒映画館
の減少を嘆き始めたらきりがない︒
それこそ︑亡くした子の年を数える
ようなものだからな︒でも︑しかし︑
やっぱり︑だ︒消えたのは︑はたし
て劇場だけだろ︑つか︒本末転倒と笑
わば笑え︒ぼくは断固︑言いたい︒

圏圃鋼製響籠巌顧聾曜警肯還
らぬ濫Ⅱ暁闇郡恐駆馳踵︑昌⑩憧酸
圃薩の電離駿蟹閻◎圃獲櫨
いかんな︒こ︑つ︑だて続けに発作
的逆上念憑やるかたなしビームを発
射していては︒昼めしもまだだし︑
身がもたね︑え︒
で︑もう一つの胸のチクチクはと
いうと︑昼めしの問題にもかちんで
くるが︑故あって︑大の男がカウン

いところだが⁝もう一度︑食べたい

ターで涙ながらにハヤシライスを食
べた洋食屋の﹁キッチン・ロジータ﹂
も店をたたんでしまったことだ︒気
取らずに︑きちんとしたものを出し
てくれた︒残念ながら︑そういう店
は意外と少ない︒ロジータのハヤシ
ライスは永久に不滅です︑と言いた

焼き鳥の﹁海老忠﹂の健在ぶりを
確認︵だけで︑暖簾をくぐれぬのは
チト淋しいが︶し︑再び三丁目の交
差点へ出て︑人通りを避けるつもり
で∴新宿駅の南口方面へ回る︒と︑
なんたることか︑歩行者天国どころ
じゃない︑こちらはゾロゾロゾロゾ
ロゾロゾロゾロゾロゾロゾロソロゾ
ロ 蟻ンコの大行列みたいになって
いるではないか︒あっちこっちに縄
張りしてあって︑制服姿のガードマ
ンみたいな青年たちがハンドマイク
を片手になにやら怒鳴っている︒大
行列は圧倒的に男達だ︑ざっと見た
ところ︑中高年が三︑青年六︑残り
は女が一といった割合で︑女はほと
んど二十代だろう︒今だにボディコ
ン系の派手めなやつが目につく︒聖
人君子の本性として︑どうしても︑
そちらへ目が泳いでは⁝落ち着き⁝

またしても︑うかっなのは︑このぼ

落ち着いては⁝また泳ぐ︒
甲州街道沿いをソロゾロ歩く蟻ン
コたちの行く手を見て納得した︒行
列は五階建てぐらいの白っぽいピル
に吸いこまれていく︒壁面にはJR
Aを形どった緑のマーク︒﹁ウイン
ズ﹂と呼ばれる場外馬券売場なのだ︒

くで︑本日は第百七回の天皇賞なの
ここまで来て引き返すのも業腹︑

でありました︒

ええいままよと︑ぼくも行列にまざ
れこむ︒ウソだろウソだろと自問し
つつも︑ヤケクソ半分︑しだいに屠
所の羊の如く︑ガードマンの青年た
ちに追い立てられて︑その建物に入
ると︑あたかもそれが予定の行動で
あるかのように︑みんなについて階
段を上がり始めていて⁝︒
気がつくと︑発券所のガラスの向
こ︑つにブスッとしたオバチャンの顔
がある︒あわわ︑えーと︑可愛いあ
のコの誕生日はいつだっけ⁝なんて︑
出し忘れの証文広げるような塩梅で︑
思わず﹁5−6！﹂と叫んでしま︑つ
俺は何者なのだ︒
大穴狙いもいいところで︑絶望の
二手︑口にするも愚かなれど︑もし
来れば︑あのコとの行方定かならぬ
恋路にも︑また一条の光さすことが
あるかもネ︑と一続の希みに繕って︑
山田屋の片隅でタンメンをすすり︑
テレビを見ながら静かなる声援を送
ったものの︑結果は⁝すでに皆さん︑
御存じの通り︑惨敗であった︒中盤
戦まではメジロパーマーが引っ張っ
たからドキドキしたが︑直線入り口
から大方の予想党通りマックイーン
︵武豊︶が抜け出し︑最後はピッタ
リあとをつけていたライスシャワー

が躍り出て︑そのままゴ
ー
ル
ー・メジロマックイーンの三連覇は阻

止された︒このレースの売り上げは
四百四十一億九千三百五十一万三千
三百円で新記録を達成︒その中の三
千円は他でもない︑ぼくがはたいた
なけなしのカネだ︒実を言うと︑全
部馬連で千円ずつ三点買いしたのだ

けれど︑5−6の他は何か︑一身上
の都合により︑教えてあげません︒
それにしても︑ライスシャワーは強

かった︒米の雨は偉大なり︒
行き当たりばったりで馬券を買う
なんてど︑つかしてるそ︒一事が万事︒
お前の人生はすべて行き当たりばっ
たりの出たとこ勝負じゃないのか︒
⁝しきりに反省しながら山田畳を出

ると︑目の前に燦然と聾えたつのは
我等が新宿昭和館なのである︒ええ

強請醤露盤謹︒

いこまれていってしま︑つような︑恐

はない︒行き場のない︑この哀れな
男は︑とりあえず︑映画館の中へ半
ば追われるようにして逃げ込むので
ある︒いわば緊急避難だ︒行き当た
りばったりじゃ聞こえが惑いからな︒
青年は鹿理屈こきながら月に数回︑
いや十回前後︑時として三日に上げ
ず︑下手すると毎日かかさず緊急避
難したりすることもあるらしい︒人
はそれを﹁ピヨーキ﹂と呼んで簡単
に片づけたがるが︑今はそうい︑つが
さつな議論につき合っている暇がな
い︒すでに開幕ベルが鳴り響いてい
るのだ︒
映画館の暗闇を子宮にたとえて︑
何か本質をついたみたいな顔してい
るやつは︑実に鼻持ちならぬギザな
野郎だろ︑つ︒⁝だろうとは思うが︑
ぼくにも一部︑そうした鹿討不思議
な感覚がある︒そこから生まれでて︑
いずれは︑あの手この手で︑そこへ
婦っていきたいような︑また︑どん
なにジタバタあがき︑もがいて抵抗
してみたところで︑結局︑そこへ吸

怖と平安︑愛と憎悪︑至福と残虐が
隣り合わせ︑否− そのすべてが渾
然一体となっ︑ているであろ︑つ︑永遠
に瞳悪的な闇に広がる迷宮︒あっさ
りと︑その迷宮こそぼくの宇宙だと

言い切ってしまいたい気もするが︑
話を光年のかなたへもっていってし

雑穀盤語群難藍

しよう︒

のなかで︑ほんのひととき︑カツド
ゥ屋さんたちが寄ってたかってこし
らえた映画という夢を夢みることに

今週のラインナップは﹁日本侠客
伝﹂ ﹁網走番外地・大雪原の対決﹂
﹁昭和残快伝・人斬り唐獅子﹂︒高
倉健主演︑怒涛逆巻く︑血風死闘の

三本立てだ︒
⁝さて︑夢さめて︑また見る夢も

も︑我が独房201号へたどりつく

ある︒突然の強風にふらつきながら

まで︑十分ちょっとのそぞろ歩きも
満更ではない︒で︑駄句ひとつ︒

︶
了
︵

春あらし健さん見たり昭和館

隙間肥艦的・調籾也鼎即納頻出洲㊨
エルトール小用

尼崎と聞いてどんなイメージが湧

くだろうか︒阪神工業地帯の中心地︒
庶民的︒まずそんな言葉が出て来る︒
俺にとって尼崎は初めて街歩きを始
めた場所の一つだ︒だから格別の思
い入れがある︒何かゴチヤゴチヤと
面白いものがありそうだぞ︑と好奇

心にかられて阪神尼崎で下車したの
は．73年頃だったか︒駅前広場で
低が舞う中を抜け︑神田商店街をゆ
っくりゆっくり進んでいった︒出屋

敷に近づくと三和市場を始めとする
商店街︑市場がクモの巣の如くタコ
足のように伸びている︒冷やかした

後︑近くの喫茶店で休憩し︑出屋敷
で電車に乗って帰る︒いつもこのコ
ースだった︒このコースを何十回辿
っただろうか︒足のアブラがアスフ
ァルトに温み込むくらい歩いた︒日

頃の人間関係が煩わしくなったり元
気が出ない時はここへやってきた︒
下宿で夕食をとったあと何か空しい
ものを感じ︑わざわざ電車を乗り継
いでやって来てボーッと歩くうちに
落ち着いてきて︑また下宿へ戻ると
夜中の十二時だった︑なんてことも
数限りなくある︒包容力のある町な
のだ︒フトコロの深い町なのだ︒そ
んな町をもう一度散歩してみた︒

長い間気になっていた町名がある︒

んて町名の由来がやっとわかった︒

43号線の南の﹁築地﹂だ︒区画が
細かい︒古い町に違いない︒今回初
めて足を踏み入れてみて驚いた︒江
戸時代くらいまで時代を遡れそうな
家屋が少しだが残っているではない
か︒更に仰天したことに尼崎は城下
町なのだった−・尼崎駅のすぐ南に天
守閣があったとは今ではとても想像
できないが．現在はその近くを高速
道路が不粋に走っている︒北城内な

と同時に淋しい気持ちになっ阜ぐる︒
城下町の雰囲気をとり去り︑工業都
市としての貌を前面に出さざるをえ
ない事借があったんだろうか⁝⁝

その43号線もながーい商店街を潰
して出来だと教えてくれたのは地元
のおじさん︒ ﹁昔はもっと賑やかや
ったんやが﹂︒その名残りは西本町
中央市場跡でかろうじて感じとれる︒
一遍行ってごらんよ︒足が動かなく
なるよ︒ジーンとくる木造建築だよ︒
ここから汐町にかけてはなつかしい

家並みが続いている︒日が暮れてか
ら歩くと特に楽しい︒家々の台所か
ら夕食の煮物や焼物の匂いが漂って
くる︒みんな生活してるんだなあ︒
中国の人が切り盛りしている餃子の
﹁満州辛﹂もここだ︒包子をもち帰
りにして隣の寺町へ︒久しぶりにき
てみたら通りがえらく整備されてい
てピックリ︒あんまり人工的に作り
変えられていると行く気がしなくな

るのは俺の悪い癖だ︒駅高架と神田
商店街のあいだに延びる裏道は昔の
雰囲気そのまんま︒ストリップ︑キ
ャバレー︑居酒屋が猥雑に自己を主
張している︒俺のよく行った正宗屋
も健在だ︒いいなあ︒落ち着くなあ︒
心が自由になっていくのか分る︒街
が人を作り︑人が街を作る︒人が千
差万別である以上︑街も二つとして
同じものはない︒尼崎を知るには︑
ここを歩く他はないのだ︒商店街の

北側では映画館でお世話になった︒
大傑作﹁さびしんぼう﹂ や黒沢明特

集でお世話になった尼崎東宝︑今は
無きピンク映画の日本劇場︑今もあ
るピンクの尼崎パレス︒どれも古び
て一時代前の雰囲気を漂わせていた
なあ︒そしてそのまま吸い込まれる
よ︑つに三和商店街に入っていく︒活
気がある︒豊富な品物︒今でも歩く
とワクワクする︒変わるものと変わ
らないもの︒そんな流転のなかで︑
何時までも残ってほしいのか市場だ︒

今の日本はそれを捨て去ろうとして
いる︒愚かで危険で情けない話だ︒
このあたりには名前もないに等しい

商店街があちこちにあり︑それぞれ
が独特の匂いを蒔っている︒戦後の
闇市を想像させる．ような︑作業服ば
かり並べている通があったり︑韓国
料理の惣菜を山盛りにしている通が
あったりする︒目も臨むような照明−
の下でイキのいい魚がピチビチはね
ている店が続くかと思えば︑こんな
んでやっていけるんだろうかと心配

になる程間口の狭い雑貨店が通の外
れに住んでいたり︑その横に人をワ
ッと驚かすように別の市場の入り口
が開いていたりする︒

俺たちはそこで方向感覚を失い︑
迷うしかない︒それがここでの正し
い歩き方である︒買物でリュックが

塞がり︑両手が一杯になったら体内
の方向感覚で抜け出る方角を考えれ
ば良い︒抜け出られなくなったら？

そこに座り込めば良い︒寝転べば良
い︒この座り込むとい︑つのが好きだ︒

どこでも所構わず願をおろす︒する
と目線が低くなってその町の表情が
よりクツキリと見えて来るのだ︒し
ばらくじーつとそうして周囲を見回
しているのだ︒買い物客のおばさん
たちにジロジロ見られるがマア︑そ

れ位仕方がない︑我慢しよう︒子ど
もの頃の目の高さを獲得するとまた
町が新鮮に感じられて楽しい︒
そんなこんなで市場の迷宮を抜け出
ると︑出屋敷駅へと続く商店街が二
本伸びている︒手前の広場に立つと
で曹原文太が暴れ回った

俺はブーツとため息をつく︒﹁仁義
ファーストシーンのセットとここが

なき戦い﹂

そっくりなんだ︒いや︑﹁以前は﹂
と但し書きをつけねはならぬところ
が悲しい︒ズラリと軒を並べて臓も
つ屋と立ち呑みと屋台のめし畳があ
り汗と熱気と殺気がみなぎっていた︒

一瞬にしてここは俺の原風景となっ
たのである︒大衆喫茶玉一︒大衆食
堂というのはどこでも見かけるが大
衆喫茶とは︒屋根︵アーケードでは
ない︶ のある方の商店街に踏み込む
と︑人は皆詩人になる︒ここだけは
昔と変わってない︒お好み焼き畳︑

同じ顔で迎えてくれる︒その短いト

駄菓子屋︑銭湯︑靴屋が二十年前と

ンネルを出ると駅前再開発ですっか
りよそ行きの表情をした出屋敷駅ビ
ルが冷たく俺を睨んでいた︒どこの
駅も高架になっていく︒事の我儀と
贅沢に押されて公共交通である筈の
電車が高架に追いやられ︑各地の風

景を台無しにしている︒逆じゃない
か︒道も踏み切りも苦のままにして
おけ︒そうすれば人々は車の不便さ
と無意味さに気付き︑電車やバスに
戻って来るだろう︒見せ掛けだけの
美観や快適さを手に入れた代わりに
人々が失ったものは大きく深い︒今
の出屋敷駅前の状況は悲惨といって
いい︒かつて電車を降り半地下の改
札を適て地上に立ったときの手応え
は︑無い︒そんな駅前に涙をこらえ
る桜にして残っているのが大衆演劇

の出屋敷天満座だ︒英研二郎劇団が

公演中︒以前は尼日栄につかつとい

ナイトをやっていてよく通ったなあ︒

う映画館だった︒特集上映のオール

無念の思いにばかり胸を揺さぶられ︑
立呑み屋の一杯で心を癒す︒そして
考える︒俺にとっての尼崎は尼崎駅
と出屋敷駅との間に尽きるのだな︑

︒
と

この町がなかったーらどこで心を解
き放っていただろうか︑とも思う︒
酔いが回ってきた︒そろそろ帰るこ

てくれる︒昔のままの街の表情を一

とにしよう︒夕闇が無味寵燥な新し
いビル群の輪郭を消し去り︑代わり
に家々の灯りが街に暖かさを蘇らせ

︶
了
︵

瞬垣間見たような気がした︒

阪神尼蠣駅から南東︵四〇

〇メートル︶ ほど歩くと︑庄

下川にかかる開明橋に出る︒
その橋を東に渡ると︑尼崎市
立城内小学校・同中学校・同
高校に出る︒このあたりを中
心にして︑庄下川より東二面
が︑尼崎城のあった区域であ

新尼崎城︵当時尼崎には大

︒
る

阪の陣で建都政長と池田重刑
が守った旧域があった︒︶ は
1615年に藩主戸田氏鉄に
よって築かれた︒この城は一

をも担っていた︒

大名の居職としてではなく︑
大阪城を守る支城とみなされ︑
京︑大阪と西国を結ぶ海︑陸
路の要衝の守りとしての重責

上・より︺

その後松平︵桜井松平とも
言う︶氏が藩主となり︑穂川
氏と因縁が深かっだ︒以後︑
明治維新のとき︑取り壊され︑
当時をしのばせるものは何も
ない︒︹兵庫県の歴史散歩・

こ新かあ っ地境本工すし
と地らたまたをけ町のくて横
だま、り走と4て商町海おT
oで船の江い3し店だでくの

適で男戸う号ま街つ、とお
び庄衆・o綬つかだ築 ○じ
に下は明 かだあ ○地昔さ

行川築治 走0っそば五ん
つを地の る駿たの漁合の
た上の頃 と後が手師橋詰
とりあ、とそ空前やの凄
い神たこ にの蟹に船先補
う崎りの な跡で百六は足

鋤下町翻意【21
rヘップサンダルJ

生野区の地場産藁として挙げられるものにヘップ
サンダルがある。地曙産業といえば聞こえがいいが、

椴が家に運ばれた。裁断というのは見るからに怖い
仕事で、指でも挟まれたらポーンと飛んでいってし

ほとんどは家内制手工業、あるいは内職程度の規模

まうだけの迫力があった。おまけに機械音も大きい。

である。へiyプサンダルは一軒の工場で全部を仕上

母親もだいぶ反対していたようで、しばらくしてや

げるのではなく、作業工程にそって材料が順番に家

めてしまった。

から家へ流れてくる。ちなみにうちの家は追放さの

そのあとが最初に述べた足敷き加工の仕事である。
よく考えたら全部ヘップ関係で、もっと昔は日本の

部分の加工を担当していた。
その作業自体は難しくないから、子どもであった
私もしっかり労働者のひとりとして手伝っていた。

ぞうりの底にビニールを巻く仕事もしていたようだ。

この子の仕事は賃金が安い。1枚仕上げても10

仕事は足型に切ってある堅い芯榊こ液体のゴム糊を

円にもならず、そしてちょっと見栄えが悪いと「ぺ

つける。それが乾いたら

色柄のついたビニールを

ケ」になってはねられる。だからぺケは出せないわ

貼る。そのビニールは芯よりも大きめで、足型の周

けで、子どもとて失敗したら怒鳴られたり、叩かれ

囲をミシン（糸で縫わないで太い針で押さえていく）

たりした。学校から帰っても友だちと遊ぶ約束がで

で巻き付けていく。巻き鮎ナたあと、ビニールがふ

きず、「ほんまに貧乏はいややな」と、どんなにつ

くらんだところを機械で削っていく一一という具合

らい思いをしたことだろう。最初は背伸びして遊び

である。

の感覚でちょっと手伝ったにすぎなかったんだけど、

家にはドイツ製の機械が3台あって、ミシンは父

親、ゴム湖つけとビニール始りは母親と私、ビニー

ルを削るのは主に姉であった。私の下には妹が3人

私の思惑がはずれてしっかり一員になってしまった。

こんな家はもちろん、うちだけではない。長屋の
並びや向かいにも同じようなヘップの仕事をしてい

いるが、まだ小さいから仕事はできない。いちばん

る家があって、たいていはそこのおねえちゃんが手

上の姉は会社勤め、2人いる兄は上が会社、下はア

伝っていた。

ルバイトをしながら学生をしたので、繋果、8人い

今でも生野の下町を歩くとヘップのゴム湖の匂い

るぎょうだいの中で私とすぐ上の姉が損な役まかり

が漂ってくる。「ああ、この匂いや」一一懐かしさ

となった。

この仕事がいちばん長く、それに落ちつくまでは
親たちはいろいろな仕事をやってきたようである。

私の記憶のあるものにヘップの底のゴムを削る仕事
があって、これは両親が同じ機械を使って、2人で

だけでなくやっぱり悲しさもよみがえってくる。小

学3年生から中学l年生までの約5年間、遊びを我
慢して仕事を手伝ったもんなあ。
ヘップサンダルという名前はオードリー

ヘップ

バーンが映画「ローマの休日」で履いていたサンダ

それぞれ削る作業をしていた。ゴムの粉末が大量に

ルに似ていたから、この名前がついたと開いたこと

出てくるので、それを吸わないようにタオルで口を

がある。擾雅な調われだけど、それを作っているの

檀い、足元の粉末はドブに流していた。

か貧しい生野の下町に住む在日韓国 朝鮮人たち。

その仕事の次は同じヘップ関係で、今度は芯を足
型に裁断する仕事で、ある日、トラックで大きな機

今は生活が豊かになったから仕事を手伝う子ともは
ほとんどいないだろうけど。
（金敦子）

当醒者ア用イト気質
中山 麻由美
私は老人ホームで、4ケ月はどアルバイト
をしていたことがある。老人ホームといって

も、特別養護の方なので、入居者のほとんど
が、寝たぎりか重度の痴呆壷だった。様々な
タイプの痴呆の人々がいて、私にはまるで人
間動物園のように感じられた。
そんな中で、アルバイトといえども仕事内
容は、オムツ交換や、入浴・食事 トイレの
介助など職員同様たったので、自然と老人問
題に関心を持つようになり、同時にホームの
方針にも「はてな」と考えてしまうような疑
問点も出てきた。
まず第一にオムツについてである。ホーム

躍嚢蟹団

の原則（？）は「オムツに頼ると痴呆や老化
が進む」ので「出来るだけ尿器やポータブル

通天閣は正確にいうと浪速区にあり西成区
ではない。しかし今回の散歩の流れとして通
天閣に上がって終わりにしたかった。ちょっ
と急ぎすぎて無理があったかもしれない。ま
た機会があれは何度でも取り上げてみた五：辱
しかしいろいろ知識として詰め込むよりも、
一度行ってみるのがいい．開高健「日本三文

トイレで用を足させるようにすること」だっ

た。しかし老人たちの大半が寝たきりか車椅
子の生活で、自分一人で用が足せるわけがな
い。その時はコールで寮母を呼んで介助して
もらうのだが、寮母の万も他の雑用が多くて、
呼ばれても間に合わなかったり、逆に寮母に
気を使って、自分で済ませようとして無理し
て転倒したり、呂そうな錯覚に悩まされて、

オペラ」にもでてくるジャンジャン横丁を昔
からのサイズで通行できるのももう少しかも
しれない。ある知り合いは夕方通天閣にのぼ

夜もろくに脹れず、日宇もしき与川こコールす

るノイローゼ気味の老人もいたりして悲惨な
状態だった。
私は専門的な知識を学んでこのアルバ語升

り大阪の街を眺めビールを飲むのは最高だと
言っていた。それもまた良し。

をしているのではない、だからこんなことを
言っていいのかどうかわからないが、「今更
オムツが取れたって、寿命が延びるわけでも
ないし、それに嫌がる人に強制的にオムツを
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させるのではなくしてもらいたがっている人！
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2号

から無茎に取り上げるのだから、かえって精
神衛生上良くないんじゃないか」としか思え
なかった。こんな私の考えは、間違っている
のだろうか？

「蝿の中の街一大阪−」その①
川島雄三という映画監督がいる。四十五歳
の若さで矢指するまでに50本の作品を残し

た。内容は、風俗喜劇から重曹剣・メロドラ
マ・歌語ドラマ・人間剖・文芸物と多岐にわ
たり、それぞれが独創的かつ実験的な試みに
満ちており、今なお燦然と讃き続けている。
「幕末太陽伝」をベストに挙げる人もいよう
し、「しとやかな獣」を推す人もいるだろう。
先日、十三のアップルシアターで特集上映さ

れた十作品を総チェックして、改めて全作品
に通底するニヒルさ孤独感を確認した。
ここで書きたいのは、それら傑作栄の内容
についてではない。そこに登場するロケ地大
阪についてでおる。例えば、宝塚映画作品「
貸間あり」の夕陽ケ丘。遠景に通天閣。難波
方面に唯一整えるピルは高島畳か。1960

年前後の大阪がそこにある。身を乗り出して
見ないではいられない。乙羽信子と淡島千黒
くポクのいちばん好きな女優の一人）が中之
島の水晶橋のうえで対面している。背景には
レンガ造りの裁判所。…オし、この橋を毎日
の通勤時に歩いているんだなあ、と思うと訳
もなくグッと来た。そして阪急阪荷前の大交

差点．今では不粋な排気塔もどきが占・睡して
いるがこの映画では広々としてゆったりした

空間を市電が走っていた。 70年以前を知
らない俺にとって市電は夢のなかの乗り物た。
京都の市電で追体験したにすぎない。しかし
京都はあくまで京都だ。大阪の市電に乗りた
かった。歴史を知らない俺は、あの愚劣な万
国1割こよって地下鉄が積りめぐらされ、市電
が抹殺されたのだと決め付けている。映画の
なかで人々はのんぴI）ゆったりと、今の阪急
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阪神前を歩いている。今、俺たちは次々と地
下へ吸い込まれていく。「大阪は全国で一書
地下街が発達した町です」と当局は言う。よ
う言うよ。裏を返せば人々が地上から地底へ
騒逐されているたけのことではないか。草優
先の思想がここにある。歩道橋と同じ発想だ。

「なんば東宝」前の雑踏を詐欺師の藤木鮭が
走る。道頓霜の「天牛書店」に逃げ込む。鰻
のいうもやの看板が見える。制服の大学生、
年配の和服姿がめだつ。ピルは少なく、商店
が軒を並べる道頓堀。空がやけに広い3淡島
千束が個展を開いた心斎橋。アーケードがな
い。するとこれは裏通りか。車も少なく歩き
やすそうだ。ワクワクする。北新地の「エン

ゼル」あたりに当時の喫茶店の雰囲気が残っ
ている∴ 58年の「暖簾」も大阪商人の語
意。セットもあるがロケもふんだんに出てく
る。淀屋橋付近のロングショット。広い一御

堂筋。歩く人が小さく見える。中央大通の高
菜に閉じ込められる前の船場も見た。瓦屋根
の家々から活気に潰れた声が聞こえてくる。
大阪ってこんなに魅力的な町だったんだなあ
川島雄三に感謝しよう。アップルシアターで
は秋に川島綾三特集第二弾を予定しているo
なにはさて塞いても駆けつけねはなるまい。

エルトール小川

先日仕事の関係で、尼崎の下町にある「喜
楽苑」という特別養護老人ホームに行った。
なんとこの老人ホームは痴呆の老人を抱えて
いるにもかかわらず、門戸は開けっぱなしで
出入り自由。もちろん老人は町を自由に統御
できる。おまけに集団で居酒屋に行ったり寿
司屋に行って楽しんでいる。職員も同伴で行
くのだが、できるだけ老人の意志を尊重して
行動を無理に規制はしない。全く以ていまま

での老人ホームのイメージをくつかえされて
しまった。しかしこんな老人ホームは日本に
そういくつもない。たいていは淳かされたき
り老人になり自白を奪われる所がほとんどだ。
現代人は、事々人生の終わりにいい思いをし
ようなんて考えないほうが利口だ。
さて、中山さんが行ったバイト先「オムツ
はずし」を敢行しようとしているのはいいが、

職員の認識が足らなければかえって危険であ
るという例か。自分が老人になりどしようも
なくなり、ここだったら入ってもいいなんて

ホームはあるのだろうか？まあまずそんなぜ
いたくが許されないほど老人だらけの社会に
なることだけは確かだ。（永田）

