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めぐみ

恵力､らの手紙 ばにかんげきしました。

それは，

「いきたいけど，おばあちゃんをおいてともみ

は，とまりにはいけないよ。」

と，きいてものすごくかんげきをして，あとか

らかんがえてみても自分をおいていもうとの

よろこんではしっていくすがたをみとどけるおね

えさんというともみおねえさんをみていると

なんとひょうげんしていいのかなみだがでてく

るほどかんげきでした。
ママ ママ

おれえちゃん力《は，こんなにおおげさにとお思

うでしょうね。

私のほんとうの気もちなんです。

おれえちゃんいくらみどりがお母さんが

いなくてかわいそうということはわかるんです

おねえさんへ

私ね，すごくかんげきしたことがあるのそれ

はね，ともみおねえさんのことです。

みどりがおれえちゃんの家にとまりにいった

ときに，ともみおねえさんはうらやましそうに

「み`どり早くいかないとおれえちゃんがまっ

てるよ。」

と，いっているともみおねえさんをみていると，

「ともみねえねいっしょにいきたいでしよ｡」

と，なぜかこのことばがでてきてしまいました。

でも，その時私はともみおねえさんのこと

「恵への手紙」の差出人は，妻恵子であるが，鎗

者もこれに間接的に関与した。

＊本築には前築で予告した第二章以降を褐戦する予

定でいたが，別稿もあり，ここに資料ｍのみを褐戦

することとした。

この資料には，論者の結論の殆ど全てが，－人の

子どもへの手紙の形をとって表明されている。

*＊DepLofArtsandCrafts，CCI1．ｏｆＥｄｕｃ.，

Ｕｎｉｖ・oftheRyukyus．
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おれえちゃん，本当に大事なことをめぐみち
おし

やんからそしてとqbみねえねえから教えられ

ました。

でも，めぐみちゃん，これだけはわかってくだ

さいね。

それは，おれえちゃん，みどりをただかわいく

て，えこひいきして泊めたのではないということ。

なぜ，みどりだけをおれえちゃんの家に泊め

たのか－゜

それにはこんないきさつがあったのです。

が，みんなびょうどうにしてほしいのです。

でも，おねえさんは，心がきれいでみんな

すぎなんです。

それでも，おねえさんはたくさんいるんでな

いからみんな一人一人はいちいちみられないで

しょう，でも私だって，おねえさんにやさしくさ

れるみどりがうらやましいんです。

私は，なにもやさしくされたくていっている

んではありませんが，ともみおねえさんにもお

ねえさんのあたたかい手をさしのばしてあげて

下さい私からのおねがいです。

私は，ただそれだけでこの手紙をかいたのです

が，かいていたときにも，すこしなきそうにもな

りました。

でも，おねえさんきにしないでただ私が

はじめてきずいただし、じなことをおもいついた

ところをかいただけなのです。

めぐみちゃん，おかあさんがいないってどん

な生活なのかしら……

おれえちゃん，いつもそのこと考えています。

ともみねえねえのおかあさんがともみをおい

て家を出たこと，新しいおかあさんができたけ

どみどりを生んでいなくなってしまったこと，

おとうさんはめったに家に帰らず，生活するため
えんじよ

のお金などIま親せきの人が援助していること，

たまに帰ってきたおとうさんはおばあちゃんか

らそんなお金まで取りあげてしまうこと，など
ふくさつかていじＵよう

ともみねえねえとみどりの複雑fj:家庭の事,情を，

おれえちゃん，めぐみちゃんのおかあさんから聞

きました。そして思いました。
かんきようそだ

そんな環境}こ育ちながら，どうしてともみね
ずなお

えねえとみどり|まあんな1こ素直でたくましい

のかな，って。

＝親はなくても子は育つ=ってよくいいま
けつ

すが，おれえちゃん，決してそんなふう}こ}よ思

いません。
IJ7しこう

子供|ま親の愛情なしにはすぐすぐ健康に育た

ないものです。
ざらん

そしてそんなふうにおれえちゃんが疑問lこ
さいきん

`思っていたこと力《最近なんとなくわかってきま

した。

それは，ともみねえねえやみどりのおばあちゃ

ん，親せきの人，そしてそれだけではなく，め

ぐみちゃんのおとうさん，おかあさん，しまちゃ

んのおとうさん，おかあさん，みちこちゃんのお

とうさん，おかあさん……近所の人たちみんなが

ともみねえねえとみどりのおとうさん，おか

あさんになってくださっていることを知ったから

です。

恵より

めぐみ

恵'、の手紙

めぐみちゃんへ

めぐみちゃんお手紙ほんとうにありがとう。

何度も何度も読みました。

そしてともみねえねえのこと，めぐみちゃんの

こと，みどりのこと，それからゆうな文庫の子

供たちのこと思いました。

涙があふれてきました。
とま

自分も泊りに行きたし、のにその気持ちをじっ
うしらす力淀

とこらえて，うれしそうに走っていく妹の後姿をＰ

みつめていたともみねえねえ……

おれえちゃん，なんてわるいことをしてしまつ
あ毬

7こんだろうとりともみねえねえに謝りたい気持ち

でいっぱいです。

そして，そんなともみねえねえの心を感じとっ
しょうじき

て，思ったことを正直に手紙に醤いてくれ7上めぐ

みちゃん，ほんとうにありがとう。
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す

沖縄に住んで，沖縄に住tP人々といっしょに生
はだたいけんて含

きて，そしておれえちゃんの肌で感じ，体験的1こ

学んだこのすばらしいこと〃

………（中略）･･･……

そんなことからおれえちゃん，みどりを彫刻

につくりたい〃と思うようになりました。助け合
しようちょう

い，７と<まし<生きる沖縄の人々の象徴として

■■･゛■･◎

でも，彫刻をつくる，っていってもそ/Mij:に
かんたんさぃしよ

簡単にできるものではありません。まず最初}こ，
ほうこうなんまい

みどりの顔，いろんな方向ｶｺら何枚もデッサンし

なければなりません。

そのことをみどりに話して，モデルになっても
けんしようち

らう件，みどりに承知してもらいまし7上。そして

第１回目のデッサン日，９月12日の日曜日，午前
やくそ《

11時から･･･…という約束をしました。
ちょうど砂っちよう

おじさんが丁度出張で１１日・12日と２日間家

にいないのでゆっくりデッサンができると思っ

たのです。

そのことおじさんに話しました。そしたらおじ

さんは，
ゆる

「おばあちゃんｶｾﾞ許してくれるなら，みどりを

家に泊めたらどうか」というのです。

おれえちゃん，ちょっと考えて，
ほかわる

「みどりだけを家}こ泊めたら他の子供に悪いし，
しんぽい

第一，大人が｣心配するより子供はずっとたくま

しいよ」っておじさんに言いました。

そしたらね，おじさんに，おれえちゃんこう

言われました。

「たくましいｎていうことと母親の愛を求め

ているっていうことは別のことなんだよ」って。

めぐみ盆:うん，うちのおじさんね，５才の時，
いろんな事情があ託,本当のおとうさんのおね
えさんのところの愛子になったんです。だから本

当のおとうさんとおかあさんじゃない人に育てら

れたんですよ。おかあさんがとてもきびしくて

（きっと自分の本当の子供じゃないから，その分
りつぼ

立派Iこ育てようとなさっｽﾞﾆんでしょうね）おじ
ころに

さんね，子供の頃から，おかあさんと顔も似てい

ないし，もしかしたらおかあさんの本当の子供

じゃないんじゃないかって思っていたんだそう

です。
郡しゆう

そして，そんﾌﾟhj:さびしさを，おじさんは画集を

ゆせなか

たらし､にお湯をわかして背中をふいてくださる

めぐみちゃんのおかあさん，プールに行ってお金
はら

が払えない時にはかわりlこお金をだしてくだ

さるしまちゃんのおかあさん，遠足におやつが

持っていけない時にはおやつを買ってくださる
こま

みちこちゃんの25カｺあさん，そして，「困っ

たことがあった時にはいつでもおじさんに言いな

さい」と言ってくださるめぐみちゃんのおと

うさん……

ともみねえねえとみどりをとりまくたくさん
わ

の人7とちがみんな我が子のように子供たちを
ろ戎も

愛し，見守っていてくださっていることを知っ7と

からです。
どうじ

そしてそれと同時Iこ，ともみねえねえとみど

りはたくさんの友だちに恵まれていることを知

ったからです。

めぐみちゃん，しまちゃん，みちこちゃん，

まさこちゃん，あつこちゃん，やすこちゃん，

ときちやんげあつお，まさお･･･…みんなまるで
た】Ｍ

自分の家のよう}こお互いに近所の家に遊びに
.あきち

行ったり，空地で仲良く遊んだり，けんｶﾕをした

りしていることを知ったからです。

ともみねえねえとみどりは血のつながってい

るおばあちゃんや親せきの人たちだけではなく，

血のつながっていない近所の人たち，そして友
あたたささ

だちの暖かい心に支えられて，あんなIこ素直に

たくましく育っているんだな，っておれえち

ゃん思いました。

そしてそんなふうにご困っている時はお互い

さま＝と,人の篇みを自分の痛みのように感じ
く

て助け合って.明るく暮らしている儀保のｵｓと

うさん，おかあさんはみんなすばらしく，だか

ら儀保の子供たちはみんな明るく素直でたくま

しく鱸的に育っているんだな，って思いました。
子供がすぐすぐ育っていくのに大切なことは，

たくさんのすばらしい友だちに恵まれること，そ

れから繊(近所)の人たちの暖かい心のつなが
りなのだな，っておれえちゃん，沖縄の儀保に

おし

生きる人たちに教えられまし7と。
ひっこしあ玄

沖縄に引越してきて１年余り，ゆうな文庫でめ
あ

ぐり逢った子供7こち，人々を通して，おれえちゃ
うえ

ん，人間力《生きていく上で何が一番大事なもの
まな

なのか，ということを学びまし7上。
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おれえちゃんの知ってること全部この子に教え

たいなどって思いました。

夜，寝る時は本を読んであげました。（おれ

えちゃんの夢だったんです。自分の子供にそうし

てあげたいと思っていたので）それから夜なか

にみどりが「寒い」っていったので，おれえちゃ
だ

ん抱いてあっためまし7と。

楽しかったなあ－〃

もちろんみどりのデッサンもさせてもらいま

したよ。

見たり，本を読んだり……自分の心の世界を広げ
の

ていくことで乗りこえ7とんだそうです。

おれえちゃん，おじさんから，そんなおじさん
しようねんじだし、

の少年時代の話しを聞いていたものですｶﾕら，そ

れで，おれえちゃん，おじさんに言われたこと

よ－く考えて，おじさんの言う通り，みどりを泊

めることにしました。
さいわ

幸い，おばあちゃんｶﾕらお許しをいただいて，

１１日・12日と，みどりといっしょに過ごすことが
あいだ

できまし7上。少しの間だけだったけど，みどりと

いっしょに暮らして=ああ，おじさんの言う通り，

みどりを泊めて本当によかったなあ言と思いまし
た◎

えがねじつ

それIよみどりの笑顔が実にかわいかったこと
くわ

に加えてｉこんなこと力《あったからです。

１２日の朝，おれえちゃんが台所で朝ごはんを

つくっていた時のことです。みどりは別の部屋で

レコードを聞いていました。

「みどり，おれえちゃん，朝ごはんつくるから，

その間，レコードでも聞いててね」っていって，

台所でおれえちゃんお料理つくっていました。

そしたらね，レコードを聞いているはずのみどり
うしろ

が，いつのまにカユそおっとおれえちゃんの後
釦0唯

姿を見に来てい7上のです。
Ｓづ

おねえちゃん}こ気付かれて，すぐまたレコード
もど

聞きに戻っていきましﾌﾋが，おれえちゃん，その

時，胸がジーンとあつくなりました。

台所で自分のためにお料理をつくっているお

れえちゃんの後姿を，みどりはどんな気持ちで

みていたんでしょうか……

それからね，こんなこと聞かれました。

おれえちゃんかみどりにね，ことあることに

いろんなこと教えました。おはしのもち)方止お茶

のいれ方などいろんなこと……

そしたらね，めぐみちゃんＬみどりがね，

「おれえちゃんｂいろんなこと誰から教えて

もらったの」って聞くんですよ。それでおれえち

ゃん正直に，

「おれえちゃんのおとうさんとおかあさんから

だよ。でも，友だちに教えてもらったり，結婚し

てからおじさんに教えてもらったこともあるよ」

って答えました。

めぐみちゃん，おれえちゃん，この時，＝ああ，

ずい分長くなってしまいましたが，こんなこと

がみどりをおれえちゃんの家に泊めた理由です。

でも，めぐみちゃんの言う通り，ともみねえね

えを悲しませてしまったこと,おねえち●んの薑
にんはんせい

任です。心から反省しまし7と。
よ

これからもみどりを家に呼んでモデノレにな

ってもらう，というようなことｊたびたびあると

思いますのでともみねえねえに饅欝のないよう
に，みどりだけをえこひいきしているんではない，

ということ，ともみねえねえにお話ししておきま

すね。

めぐみちゃんにもごめんなさい。そしてどう

もありがとう／

………（中略）………

めぐみちゃん，おれえちゃんにほんとうの気持

ちをぶつけてくれたこと，おれえちゃん，ほんと

うにうれしく思います。どうもありがとう〃

そしてこんなに長い長い手紙，最後まで読ん

でくれて本当にありがとう〃

９月21日

おれえちゃんより

追伸

(略）

(1982）

－１５４－


