連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！

新庄誠人（しんじょう・まこと）

前回までのあらすじ
悠太は︑西朱雀地蔵通りの空き店舗活用のプ
レゼンを行った︒東京に来ていた大渡薫子か
ら再生古民家見学に誘われ︑一緒に出掛ける
ことに︒大渡市長は︑榎に工場移転中止を交

岡山に行き︑そこから在来線に乗り換えて

渉するが経済的メリットがないと断られる︒

緒に尾花市に向かいませんか︒変

とずっと一緒にいられるなんて︑しかも新

合計四時間ほどの道のりだ︒その間︑薫子

る部屋ももちろん別々で﹂
幹線のぞみの車内では隣同士だなんて︑予

な意味じゃなくて︑尾花市で泊ま

﹁ぜひご一緒しましょう﹂

薫子は悠太の手を取って歩き出した︒

﹁行きましょう﹂

さえられなかった︒

想もしない幸運に悠太は心臓の高鳴りを抑

午後三時半︑悠太は東京駅構内にある東
海道新幹線の切符売り場にやってきた︒

﹁三時五十分ののぞみの指定席を二人分買

振った︒

悠太に気づいてベンチから立ち上がり手を

びに揺れるポニーテールが可憐で︑悠太は

ラインをいっそう際立たせている︒歩くた

ャツという格好で︑それが女性らしい体の

薫子はスリムなブルージーンズに白いＴシ

悠太の心臓の鼓動はさらに激しくなった︒

っておきました︒並んで座れる席がまだ少
後ろから抱きしめたい衝動に駆られたが︑

薫子は先に待ち合わせ場所に来ており︑

しだけ残っていたんです﹂
必死に抑さえて階段を上がった︒

ザインの商家がありました︒そんな貴重な

目を覚ました時︑外はすでに暮れかけて

始まる夢の時間に心を躍らせた︒

の席に薫子と並んで座った悠太はこれから

のぞみはすでに入線していた︒二人掛け

﹁ありがとう﹂
悠太は恐縮して何度も頭を下げ︑立て替
えてもらった分を清算した︒
薫子と一緒に旅行できるなんて地面から
二︑三十センチほど浮きあがっている気分
だった︒尾花市までは︑東京から新幹線で

追加した︒

民家再生プロジェクトについて説明した︒

﹁そんな可哀想な古民家を再生しようとい

古民家が失われていくなんて︑あたしには

悠太はあくびしながら腕時計を見た︒午
瀬戸内特有のおだやかな海と背後に連な

うプロジェクトが動き出しているんだね﹂

弁当を食べながら︑薫子は尾花市での古

後六時を過ぎているので二時間以上眠って
る山々に挟まれた尾花市には︑かつて造船

っているという︒

薫子は安心して微笑んだ︒

り出したテラスから港を見下ろせる洋館や︑

﹁朽ち果てようとしている空き家には︑張

﹁ＮＰＯ法人尾花古民家再生会議という団

薫子は明るい声を出した︒

耐えられませんでした﹂

しまったらしい︒今走っているのは京都の

﹁そうなんです﹂

手前あたりだろうか︒
悠太は﹁ワゴンサービスが来たらお弁当︑
買おうか﹂と話しかけるつもりで横を見た︒

った往時をしのばせる町家や︑茶室︑土蔵

海岸に近い中心街には︑造船業が全盛だ

薫子との旅は夢だったのかと一瞬思った

在する︒一方︑山に近い傾斜地には眺望を

を備えた屋敷︑石造りの堂々たる洋館が点

てきた︒

造家屋や︑親子孫三代にわたって増改築を

何よりも重視して設計された三階建ての木

当⁝⁝﹂

重ねた個性的な家が少なくない︒
ところが高齢化と人口減少によって傾斜

軒に一軒は住む人が無く放っておかれてい

地を中心に空き家が増え︑今や尾花市の六

﹁あたしが泊まる尾花駅前のグリーンバレ

もあるが︑住む人を失った家の傷みは急速

るという︒中には建築的価値の高い古民家

つも空いていないって﹂

に進んでいるらしい︒

ース番組を見たことがあります︒その様子

﹁以前︑尾花市の空き家を取り上げたニュ

﹁尾花駅に着いたら観光案内所で他のホテ

に胸が張り裂けそうでした﹂

車内のワゴンサービスがやってきて悠太

あのガウディが設計したような不思議なデ

薫子は悲しげな声を出した︒

と薫子は弁当を買った︒悠太は缶ビールを

って申しわけない﹂

ルを紹介してもらうよ︒気を遣わせてしま

悠太は手のひらを振った︒

﹁薫子さんが謝ることはないよ﹂

ー・ホテルに電話したら︑お部屋はもう一

悠太はきょとんとした︒

れなくて﹂

﹁石打さん︑ごめんなさい！ お部屋が取

﹁薫子さん︑ワゴンサービスが来たらお弁

が︑車両を仕切るドアが開いて薫子が戻っ

薫子はいない︒

域には見られない街並みや建物が数多く残

で栄えた歴史や独特の地形から︑ほかの地

窓に二重写しになっていた︒

悠太は薫子に言った︒
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体がプロジェクトを進めています︒あたし
いるけれど︑いい？﹂

はこちらぐらいだね︒駅からかなり離れて

せっかく薫子が隣にいるのに︑薫子とも
悠太はうなずいた︒

せいか再び眠気に襲われた︒

が今日︑講演を聞いた守屋良子さんはその
っといろんな話をしたいのに︑まぶたが重

もり や りょう こ

代表を務めていて︑明日︑私たちを案内し

案内所だけれど﹂と言ったが︑すぐに言葉

案内係は旅館に電話をかけ﹁駅前の観光

目を閉じた瞬間に気が遠くなり︑目覚め
を呑み込み悠太に向かって首を横に振った︒

くて目を開けていられない︒

たちは企業や個人の賛同者を募り︑尾花市
た時には二人を乗せたのぞみは岡山駅に到

てくれるとおっしゃっています︒守屋さん

の協力を得て︑古い町家を再生して喫茶店
﹁ふだんは使っていない部屋も埋まってい

します﹂と言った︒

悠太は大枚を払う覚悟を決めて﹁お願い

ないけれど︑どうする？﹂

﹁一泊三万円の旅館が空いているかもしれ

﹁ほかにはありませんか？﹂

るそうだ﹂

着しようとしていた︒

を過ぎたあたりで雨粒が車窓を伝い始めた︒

岡山駅で在来線に乗り換え︑二つ目の駅

にしたり︑傾斜地の洋館を改修してホテル
にしたり︑古民家に住みたい移住者をホー
ムページで募ったりしているんです﹂
﹁成果は出ているのかな？﹂
尾花駅に着くころには雨脚はさらに強ま
り︑大粒の水滴が音を立ててプラットホー

薫子はうなずいた︒
﹁町家を再生した喫茶店や︑洋館を改修し
ムに叩きつけられていた︒
駅構内のコンビニエンスストアでビニー
残らず埋まっているという︒

たホテルはどれも繁盛しているそうです︒
古民家に住む若い人たちも増えている︑と
ル傘を買った二人は︑駅前ロータリーの外

しかし結果は同じだった︒部屋はひとつ

守屋さんはおっしゃっていました︒守屋さ

福山に行ってもらうしかないね︒実はさっ

﹁今日は尾花市に泊まるのを諦めて岡山か

観光案内所の営業時間は幸いなことに午
きの電車でやってきた旅行者たちにも諦め

れにある観光案内所に向かった︒

る観光地だからだそうです︒尾花市の街並
後八時半までで︑カウンターには案内係の

んによれば︑それもこれも尾花市が人気あ

みは本当にいい雰囲気で︑たくさんの観光
てもらったんだよ﹂

から﹂と薫子に言い観光案内所を出た︒

悠太は﹁岡山か福山に泊まることにする

が別々なのは一緒だ︒

えてみたら尾花市内に泊まったとしても宿

薫子と離れ離れになるのは寂しいが︑考

悠太はうなずいた︒

男性がいた︒
悠太は﹁今晩︑泊まれる宿を探している

客がやってきます︒瀬戸内しまなみ海道が
開通してからはサイクリングをする人たち

四十がらみの案内係は顔を曇らせた︒

のですが﹂と尋ねた︒

六百万人以上の観光客がやってくるそうで
﹁明日と明後日︑自転車のイベントがあっ

も集まるようになりました︒今では毎年

す︒すごいですよね︑
そんなに来るなんて﹂
て今日はどこも満員なんですよ︒二人？﹂
﹁いえ︑一人です﹂

薫子は食べ終えた弁当箱をビニール袋に
入れ﹁明日︑再生した古民家を案内しても

て︑一番下の旅館を指さした︒
悠太は危うく悲鳴を上げかけた︒

の空で稲光がひらめいた瞬間︑雷が苦手な

雨脚はさらに激しさを増しており︑近く

﹁もしかしたら空いているかもしれないの

﹁薫子さまとのお付き合いを認めるおつも

案内係は宿泊施設のリストを悠太に見せ

弁当を食べ終えた悠太はビールを飲んだ

分のグラスだけにブランデーを注いだ︒
りですか？﹂

らうのが本当に楽しみ﹂と伸びをしながら

数秒遅れて雷の音が響いた︒
﹁石打悠太の査定はどうだった？﹂

﹁そんな咎めるような目をするなよ﹂

言った︒

悠太はまた悲鳴を上げかけたが︑それを
﹁
﹃おおむね問題なし﹄と言えそうですが

デューデリジェンス

かき消すように薫子が悠太の腕にしがみつ
﹃完全に問題なし﹄とは言えません﹂
﹁ややこしいな﹂

﹁薫子がまんざらでもないのなら︑それも

榎は苦笑した︒

とが

いた︒
悠太の心臓が激しく収縮する︒

﹁ほかに部屋がないのなら︑一緒に泊まり

﹁それは大丈夫だと思うけれど﹂

ね﹂

﹁ 近くに落ちたりすることもありますよ

﹁そうだね﹂

﹁申しわけありません︒今の言い方にはい

﹁なんだと？﹂

兼社宅で若い女性と同居しています﹂

﹁石打悠太は西朱雀プロジェクトの事務所

よ︒君からかいつまんで説明してくれ﹂

﹁私は隠し撮りした写真を見る趣味はない

ご覧になりますか？﹂

﹁興信所の調査員が撮った写真があります︒

筒を取り出した︒

結婚したい﹄と言いだしそうな勢いだ︒そ

せいか古民家に夢中で︑今にも﹃古民家と

験が必要なんだよ︒あいつは男を知らない

﹁今の薫子には一度︑男と交際してみる経

足した︒

見つめ︑自分のグラスにブランデーを注ぎ

榎は釈然としない中林の顔を面白そうに

いますか不釣り合いと言いますか﹂

﹁前にも申し上げましたが︑不似合いと言

結婚するわけじゃないんだから﹂

まあいいんじゃないかと思っているだけだ︒

ましょう﹂

ささか語弊がありました︒事務所兼社宅に

れに君に以前話したと思うが︑石打悠太は

中林は自分の鞄を探り︑厚く膨らんだ封

書斎のドアがノックされ﹁榎さま︑中林

はほかにも西朱雀プロジェクトの男性社員

なかなか面白い奴だよ﹂

﹁雷︑近いですよね﹂

さまがいらっしゃいました﹂と家政婦の声

と︑システムエンジニアらしい年齢不詳の

いつものように堅苦しい口調で言った︒

﹁石打悠太の件でご報告に参りました﹂と

ドアが開き︑秘書室長の中林修が現われ

榎は﹁どうぞ﹂と声をかける︒

んだな？﹂

﹁その若い女性は石打悠太の彼女ではない

面会したりしています﹂

と一緒に生産者を訪ねたり大渡晴美市長と

クトの仕事を手伝っていて︑石打悠太たち

男性がいます︒若い女性は西朱雀プロジェ

なところがあるからな﹂

とやかに見えるが︑根は晴美に似て情熱的

﹁そのリスクは確かにあるな︒薫子はおし

結婚したい﹄
と言い出したらどうします？﹂

﹁薫子さまが古民家ではなく﹃石打悠太と

をした︒

た︒

薫子は体をさらに悠太に密着させて言っ

がした︒

﹁夜分申しわけないな︒座ってくれ﹂

﹁断言できませんが男と女の関係ではない

﹁だったらなおさらです︒どうします？﹂

中林は榎の言葉が理解できないという顔

ランデーを出して﹁飲むか？﹂と聞いた︒

と思われます︒別の女の影も石打悠太には

榎は中林をソファに座らせ︑書棚からブ

﹁いえ︑車ですから︒会社から直接こちら

﹁もちろんただでは認めない︒俺が晴美た
ちに出している宿題を石打悠太が解いてく

ありません﹂
榎はうなずきブランデーを飲んだ︒

に参りました﹂
向かいに腰を下ろした榎は仕方なしに自

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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デスクの電話が鳴った︒
﹁ いい？ これからあなたはヴィンセン

い？﹄と頼んでいるんじゃないの﹂

たんだよ︒
﹃伊予南市にとどまった方が二
晴美からだった︒どうして彼女のことを
ト・ファンドに代わって︑二名島バッテリ

社名に決まったのだ︒

名島バッテリーにとって経済的メリットが
考えると決まって彼女から電話がかかって
ーの元社員たちに﹃工場移転を食い止める

れるのが条件だ︒俺はあいつらにこう言っ

あるという証拠を見せてくれたら︑二名島
くるのだろう？
ために持ち株を売ってください﹄と頼んで

晴美は声を張った︒

バッテリーの工場移転を撤回してもいい﹄
﹁居残って仕事をしているなんて感心じゃ
回るのよ︒あたしは今︑あなたとその打ち

Ｂ

と﹂
ない︒今からちょっと出てこられない？﹂

晴美は電話を切った︒

合わせをしたいの︒とっとと来なさい！﹂

Ｏ

﹁難題ですね﹂

﹁どちらまでですか？﹂

晴美はいきなり言った︒

うことは⁝⁝﹂
﹁家の近所にあるバーで飲んでいるのよ︒

﹁その通り︒解くのが困難な宿題だ︒とい

﹁薫子さまが石打悠太と結婚することはな

のフロントで手続きを済ませた薫子は︑二

尾花駅前にあるグリーンバレー・ホテル

み出せたことに祝杯を挙げているの﹂
枚のカードキーのうちの一枚を悠太に渡し

父の工場移転阻止に向けて小さな一歩を踏

﹁ヴィンセント・ファンドが我々の提案に

い﹂
榎は笑みを浮かべ︑ブランデーを喉に流
し込んだ︒
た︒
Ｏ

応じてくれたのですか？﹂
Ｅ

りで︑ふだんなら尾花港の船着き場や︑尾

二人は無言でエレベーターに向かう︒

Ｃ

で二名島バッテリーの株の売却に応じると
花水道を挟んで向かいにある対岸島の夜景

﹁その通り︑さっき最高経営責任者のマイ

のメールを直接もらったわ︒私たちが買収
が美しいのだろうが︑今は激しい雨に煙っ

新庄は事業計画書をもう一度始めから終

大渡晴美市長が議長を務める明日の幹部
価格を提案したのは今朝だから︑返事が来
て何も見えない︒

フロントのある二階は壁一面がガラス張

会議でこの事業計画書が承認されれば︑伊
るまでには一日もかかっていない︒それだ

ケル・ヴィンセントから︑私たちの言い値

予南市のまちおこしを担う新会社がいよい
け焦っていたのでしょうね﹂
屋のドアを開けた瞬間︑稲光が窓の向こう

わりまで読み︑誤字・脱字が無いのを確か

よ動き出す︒そうなれば新庄は今月末で長
﹁ヴィンセント・ファンドが私たちの提案
の夜空を切り裂き︑間髪入れずに激しい雷

以上の候補を晴美に提案したがすべて却下

だ︒新庄と広岡とで三時間ほど検討し︑十

当を私たちができるのかという意味です﹂

ヴィンセント・ファンドにできなかった芸

を買収して拒否権を得られるでしょうか︒

薫子はしばらく悠太の腕の中でじっとし

に突き動かされ︑思わず薫子を抱きしめた︒

薫子の胸のふくらみを感じた悠太は衝動

薫子は悲鳴を上げて悠太に抱きついた︒

最上階の六階でエレベーターを降り︑部

たい がん じま

年勤めた伊予南市役所を退職し︑新会社の
に応じてくれたのはうれしい知らせですが︑
鳴が響いた︒

めてからパソコンを閉じた︒

社長となる︒
この先︑私たちは発行済み株式の三分の一

され︑広岡と再度話し合って出した候補も
﹁ だから﹃ 今からちょっと出てこられな

シャワーの出る音がして︑悠太の脳裏に

新会社の社名は﹁伊予南プロジェクト﹂

また蹴とばされ︑結局︑晴美の独断でこの

﹁あの⁝⁝﹂

﹁あの⁝⁝薫子さん︑僕︑しばらく部屋を

稲光はその間隔をいよいよ狭め︑雷鳴も

ち着け﹂と自分に言い聞かせた︒

悠太は何度も深呼吸して﹁落ち着け﹂
﹁落

薫子の白い裸身が浮かんだ︒

ていたが︑悠太の胸に手をあてて体を離し

﹁ごめんなさい﹂
留守にするから︑シャワーを浴びてくださ

と二人が同時に言い︑見つめ合う︒

﹁僕の方こそ︑ごめん﹂
い︒雨に濡れたままだと風邪を引いてしま

た︒

﹁あたし︑雷︑駄目なの﹂

シャワーの音が止まり︑しばらくしてド

より近づいてくる︒

薫子がうなずき︑悠太は立ち上がった︒

アが開いたのと同時に耳をつんざく落雷の

うから﹂

﹁あ︑でも︑石打さんもここにいてくださ

音が轟いた︒
バスタオル一枚の薫子が悲鳴を上げて悠

い︒雷︑まだやみそうにないから﹂

﹁大丈夫だよ︒僕がいるから﹂
悠太は雷への恐怖で声が震えているのを
悟られないように低い声で言った︒
二人は部屋に入った︒
悠太はベッドに腰を下ろした︒
バスルームのドアを開けた薫子は︑悠太

悠太は無我夢中で薫子を抱きしめた︒

シングルベッドが一つと︑補助用の寝椅
子が一つ置いてある︒壁際にライティング

からは見えないようにドアの向こう側で服

薫子が力を抜いて悠太に体を委ね︑バス
タオルがカーペットに落ちた︒

太の胸に飛び込んできた︒

デスク︑反対側にバスルームのドアがある︒

を脱ぎ︑ドアを閉めながらバスルームに入
った︒

xiv
xv

悠太と薫子は鞄を下ろし︑それぞれ別々
のベッドに腰掛けた︒
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