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ぜひ、お手に取ってご覧ください



「もしも過去に戻れるボタンがあったら押しますか？」と、知らない人

にSNSのメッセージで聞かれた。

ぼくは押さない。今が一番幸せだから。

ぼくは今、31歳の妻と、1歳 8ヶ月になるウルトラかわいい息子と一

緒に暮らしている。妻の名前は由香里。息子の名前は優。

優しい人間になってほしいと願ってふたりで付けた名前だ。ゆう君です。

ぼくは34歳、写真家をしている。

ちょうど1ヶ月前に多発性骨髄腫という聞きなれない病名を診断され

た。血液のがんだ。治すことは現在の医療では不可能。医師には平均し

て3年の余命と言われた。がーん。

このことをブログで公表すると予想外に反響があり、知らない人から

300通近いメッセージが届いた。

冒頭に書いたのは、ビーフストロガノフを煮込みながら大量のメッセ

ージに目を通していたときに見つけた質問だ。質問してきた人は、質問

を変えて再びメッセージを送ってきた。

ぼくは現代の医療では治せないがんになった

「もしも生まれ変わったら、また同じ人生を過ごしたいですか？」

いまおもえば、質問者には少し悪意があったようにも感じる。弱音を

聞き出したいのか、後悔を聞き出したいのか、興味本位なのか。真意は

分からない。くだらない質問の答えを真剣に考えたけど、生まれ変われ

るとしたら、また同じ人生がいい。34歳でがんになり余命が3年だろう

と、同じ人生がいい。

また由香里と結婚して優に出会いたい。強がりではなく、人生に満足

している。ただしぼくは満足でも、由香里は優の育児とぼくの看病で、ワ

ンオペ育児どころではない大変な状態になっている。

003002

手紙1 2018. 02. 09 手紙12018. 02. 09



この本は、そんなワンオペ家族をすることになった由香里へ贈る手紙

です。由香里へのラブレターであり、遺書でもある。恥ずかしくて死に

そうだ。がんになって恥ずかしくて死にかけるなんて夢にも思わなかっ

た。34歳でがんになるとも夢にも思わなかったけど。

きみと結婚して7年目になる。ぼくは子どもが苦手で、ずっときみと

ふたりがいいと思っていた。子どもはいなくてもいいと思っていた。こ

の考えは間違いだったと今ならおもう。子どもは素晴らしい存在で、ぼ

くの人生に意味を与えてくれた。

子どもが苦手だったぼくがガラッと変わり、子どもと遊ぶ姿は、きみ

結婚7年目。妻へのラブレター。

にはどう映っているのだろうか？

でも、もっと早く子どもをつくれば良かったとは思っていない。結婚

したばかりのころのぼくは、今よりも精神的に幼かった。年齢を重ねる

につれて、精神的にも成熟することができた。

体力的には、年齢が若いほうが子育てにはいいのかもしれない。でも

子育てに本当に大切なのは体力ではなくて、親の人格や品性だとおもう。

こればかりは、親になる前に人生経験を積まなければ形成されない。

結婚してすぐに子どもを授かっていれば、子どもはいま7歳というこ

とになる。「ぼくの余命が3年なら、10歳まで子育てができた。」なんて

考えることもあるけど、無意味なことなので止めた。

“もしも”なんてことは、現実にはありえない。健康なときにはベロベ

ロに酔って盛り上がるネタだけど、真面目に考えることは意味がない。

それでも、もしも子どもがいなかったとしても、きみとなら楽しい人

生を歩んでいたとおもう。さっきぼくは「もしも過去に戻ることができ

たり、生まれ変わっても同じ人生がいい？」ときみに聞いた。部屋には

ビーフストロガノフの匂いが漂ってる。

きみは「過去に戻らないし同じ人生がいい。」と言ってくれた。その言

葉に救われたような気がした。

ビーフストロガノフが出来たので食べよう。優に食事用エプロンをつ

けて、3人でいただきますしよう。

また書きます。

3人でいただきますしよう。
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今年にはいって3回目の入院をした、病気になってからはたぶん5回目

か6回目ぐらいだ。そろそろベテラン入院患者と名乗ってもいいころだ

とおもう。

ベテランだけに入院もスマートだ、70Lほどのスーツケースに必要な

ものをすべて入れて、映画をたくさんダウンロードしたスマホと本を1

冊、それからカメラとパソコンをショルダーバッグにいれる。

玄関にぶら下がっている1mほどの木製の靴べらを手にとって、おな

じサイズ、おなじ色のジャングルモックが6足ならんだ下駄箱から、今

日の一足を選ぶ。

おなじサイズだけどはいている期間が違うから、それぞれはき心地が

違うのだ。

家族の付き添いはつけずに息子と妻に「じゃあね。」と笑顔で家をでる。

アプリでよんだタクシーが外でぼくを待っている、目的地の病院は登

録してあり、支払いはネット決済だ。旅行なのか入院なのか見分けがつ

かないほどスマートだ。

入院中は映画をみたり、本を読んだり、原稿を書いたり、写真を撮っ

きっと、ぼくの知らないところで。

たりする。

旅行先か病院かの違いだけで、やっていることも日常と変わらない。

2日に一度くらいの頻度で妻が見舞いにきてくれる、妻から息子の様

子を聞くのが入院中の一番のたのしみになる。

ぼくはよくありがちな間取りの、家族向けのマンションに住んでいる。

陽当たりのいい南側にキッチンとリビングと使い勝手の悪い和室があ

り、廊下をとおって北側に玄関と寝室がある。

リビングの窓をあけると、風が廊下を走って玄関のすき間から抜ける。

そのときにぶら下がった靴べらがカタカタと鳴子のように音をだす。

この音を聞くと息子がぼくが玄関をあけて帰ってきたとかんちがいし

007006

2019. 06. 07手紙17 2019. 06. 07 手紙17



て「あっ、おとーさんだぁ！」と、風と一緒に玄関へ走っていくそうだ。

玄関に行ってもぼくはいない。

「バァーッ！！」と、どこかに隠れたおとうさんが驚かしてくるのを期

待して、暗い寝室をそーっと探したり、洗面所をそーっとのぞいてぼく

を探しているそうだ。

似たような出来事はいままで何度もあったと、妻はいつも笑いながら

話してくれた。

でもこの日は涙をためながら、少し声を震わせながら、妻が話してく

れた。

いつもは笑い話ですむことなのに妻が涙をためていたのは、ぼくを探

す息子をみて、それがぼくが死んだあとの光景であることに気づいたか

らだろう。

去年の年末にぼくは肺炎と敗血症になり緊急入院をした。

死ななかった自分を褒めるぐらい、このときにはしっかりと死にそう

だったのだけど、弱ったぼくをみて息子がすごく不安そうだった。また

おなじ不安を息子に与えないためにスマートに家をでたのだけど、妻の

心にも不安の種のようなものがあるのだとおもう。

妻の瞳にたまった涙はこぼれおちることはなかった。

きっとぼくの前で泣いたらいけないとおもったのだろう。

でもきっと帰りのエレベーターに乗っているときや、車に乗り込んで

エンジンをかけたときなど、ひとりでいる瞬間にあの涙はこぼれおちて

いる、妻はそういう人だ。

ぼくの知らないところで、本当はなんどもなんども涙を落としている

んじゃないかな。

ずいぶんとスマートに泣く人だ。

「つらいときは泣いてもいいんだよ。」とか「無理しないで泣いていいん

だよ。」みたいな言葉ってぼくは病気になってから50回ぐらい言われて

いるんだけど、20回目ぐらいで「あぁ、これはぼくが泣いているところ

をみて、自分が満足感をえたいだけだ。」ということに気づきました。

あれって勘違い系 J-POP君の言葉であることがおおいからきみも気を

つけてね。

特徴は J-POP系の歌詞にそのまま使えそうな励ましの言葉がセットです。

だいたい「ありのままでいいよ。」って励ましてくるし。

ぼくはきみにそんな言葉をかけるつもりはまったくないけど、きみが

不安なことにぼくは気づけていなかったね。

きみの誕生日と結婚記念日、おめでとう
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そりゃ、さすがにまったく不安感がないとはおもっていなかったけど、

病室でみたきみの涙で、きみの具体的な不安に気づきました。

ぼくも咳が続いたり、タンが出るだけでも、また肺炎かも……って不

安になって少し落ち込みます。背中が痛くなったり、足がふらつくだけ

でもまた背骨に腫瘍があるんじゃないかと不安になります。

いちどでも心に不安の種が植えつけられると、些細なことでも心配に

なるものです。

はたからみればただの、とりこし苦労なんだけど、この不安感はなか

なか理解されないものです。

火傷の痛さや、水中で息ができない恐怖や、パチンッていう静電気の

怖さを知っていることとおなじです、やっぱり怖いですよ。それでも誰

かの不安感というのはやっぱり理解はされにくくて、たぶんぼくも（ぼ

くだからこそかも）きみの不安を理解することはとても難しいことだと

おもいます。

ぼくの心にもきみの心にも、きっと優くんの心にも不安の種はあって、

この種に水を与え続けると、恐怖の花みたいなものが咲いてしまいそう

です。さて、これはどうしたらいいものかね。水を与えないように現実

逃避するのがいいのか、花が咲くのを受け止めるのがいいのか。ぼくも

イマイチなにがいいのかわかりません。

肺炎で不安の種ができたわけじゃなくて、ぼくが病気になってからす

ぐにふたりに種がまかれたんだろうね。きっと肺炎でちいさな芽が出て

しまったのだとおもう。

そしていつか必ずこの花は咲いてしまうとおもいます。

それは避けようがないことだから、咲いたときにどうするかをいまのう

ちから考えたほうがいいね。これからときどき、考えようとおもいます。

この連載は金曜日に更新されるはずだから、今日は7日です。

きみの誕生日だね。おめでとう。

33歳か34歳ぐらいだよね、どっちだっけ？　まぁいいや、とりあえ

ずおめでとう。

そして今日は結婚記念日です、8年たったね。おめでとう。

ケーキを買って帰ります、ローソクを吹き消すのはきっと優くんです。

また書きます。
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「親はいつまでも子どものことが心配なのよ。」

親子の絆
きずな

をあらわす美しい言葉のように聞こえるかもしれないけど、34

歳の妻が60歳をすぎたお義
か

母
あ

さんにいわれていて違和感をおぼえた。

たしかにお義母さんは心配なんだろう。自分の娘の夫が病気で助かる

見込みはなく、3歳の幼子もいる。

ぼく自身が心配の種になっているから、あまりエラそうなことはいえ

ないけど、親の心配を子どもにぶつけないでほしいとおもう。

親の不安や心配というのは、子どもにとってストレスにしかならない。

子どもが幼いころは出来ないことがある、それを出来るようにしてあ

げることが子育てだ。

子育ての目的は簡単にいえば自立をさせることだとおもう。

子育てなんておおげさなことではなく、職場での新人教育とおなじこ

とだ。

仕事の流れとやり方を教えておぼえてもらい、自分で考えて仕事をし

てもらう。

新人の動きが遅いからと先輩がなんでもやってしまったり、心配だか

子育ての目的は自立をさせること

らと一挙手一投足をチェックして口出ししていたら新人は息苦しい。

子どもだって新人だって数年すればなんでも出来るようになる。

すぐに親や先輩と肩を並べて、そのうちに追い越すのだ。

親や先輩を追い越してくれるから、社会はどんどんよくなる。

最悪なのは自分を追い越させないような教育だ。

お義母さんがいつまでも妻のことが心配なのは、妻が母になり成長し

ていることに気がつかないか、妻のことを信じきれてないからだろう。

自立させることが目的なら、信じることが手段なのだ。

心配の種がエラそうにいうことじゃないとおもうんだけど、解消させ

ない心配ってじつは迷惑なんだよね。

心配ならば、まずは信じてあげればいいのに。

病気になったばかりのころは優くんときみの将来のことが心配だった。

申し訳ないなとおもっていたし、あせってもいたとおもう。

いまはどうかと聞かれれば、まったく心配はしていないし、申し訳な

さはサラサラないし、心はいつも穏やかで落ち着いている。

身体的な病状がよくなったわけでもないのに、心理的にはどんどんよ

くなっているのは、周囲の環境がおおきいのだと実感しています。

優くんときみが成長をしているおかげだとおもいます。

優くんには失敗を恐れずに挑戦をして、失敗したらカバーできる人に

ぼくはどんどん生きやすくなる
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なってほしいと考えていた。

それができるような人になるように、ぼくたちなりの教育を優くんに

していたけど、3歳になった優くんはなんでも自分でやろうとして、問

題がおこれば問題を解決しようとする子になった。

“三つ子の魂百まで”ってことわざが本当かどうかはわからないけど、も

しも3歳の魂が100歳まで続くのならば、ぼくたちはよくやったんじゃ

ないかな。

優くんの成長を実感するたびに、ぼくの心配は消えていく。

心配が消えていくと、ぼくはどんどん生きやすくなる。

心配の種がエラそうにいうことじゃないし、ぼくがのんびりと子育て

ができないぶんきみも大変だったとおもうけど、ふたりともよくやった

よほんと。

もうほとんど子育ては達成したとおもうよ。

ぼくがいなくなってもきみも優くんも自立できる、だからぼくは心配

はしていない。

ぼくはきみのことも優くんのことも信じてる。

また書きます。

右折で入ることも出ることもできないけど、海を眺めるためにつくら

れたようなだだっ広い駐車場が鎌倉にある。インスタ映えするのか客層

の平均年齢は若く、初心者マークをつけた車もよく止まっている。眩し

くなるほど最高に青春スポットだ。

左折でしか入れないからあまりこないけど、この日はたまたま左折で

入れるルートだったので立ち寄った。台風が近づいていたので海は荒れ

気味で、潮位も高く浜は消えていた。

サーファーにとってはいい波なのか、ナンバーが1173の車が数台止ま

っていて、サーファーが何人も海に入っている、怖くないのか。今日の

平均年齢はいつもよりちょっと高い。

息子と階段に腰掛けて海を眺める。荒れた海を見ながら息子に「どう

して波ができるの？」と質問される。全くもってわからない。台風が近

づくと波が高くなるのだ。「たぶん風かなぁ、知らんけど。」と無責任だ

けどマウントしない謙虚さがうかがえ、それでいて当たっていれば手柄

になる、関西人が発案した魔法の言葉「知らんけど。」を発動した。

海から吹きつける潮風にあたりたくないのだろう、妻は車で待っている。

「これでいつでも海がみれるよ。」
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息子とふたりで海を眺められることがしあわせだ。ぼくは息子のこと

も海のことも好きだからだ。好きな人と好きな景色を眺めているのだ、ど

う考えてもしあわせな時間だ。

好きを重ねれば重ねるほど、しあわせが跳満や倍満する。麻雀のこと

は知らんけど、とにかく跳ね上がる。ひとりが好きな人は、好きな場所

に行くだけでしあわせだ。好きな場所で好きな音楽を聴きながら、好き

な飲み物を飲むだけでいい、おすすめだ。

「お父さんはひとりで海を眺めるのが好きだったけど、いまはみんなで

海を眺めるのが好き。」という話をした。でもお家から海が遠くてあんま

りこれないんだよねと話すと、息子がチェキで海を撮影した。出てきた

チェキをちいさな両手で温めている。

なぜかチェキやポラロイドをうちわのように振る人がいるけど、あれ

は何かの誤解だ。振ったところで写真が早く出てくることはない。気温

が低いと写真が浮かび上がるのが遅くなるので、温めるほうが正解だ。で

も冬ぐらいの寒さじゃないと、温めるのもあまり関係ない。

ポラロイドは緊張するのだ。ポラロイドでOKなら本番のフィルムで

撮影をするので、ポラロイドが出来上がるまでの1～2分の時間は緊張感

が高まる。両手で温めながら「上手く撮れてますように。」と心の中で祈

ったりする。

フィルム時代の古い話だけど、チェキは落ち着いて撮って、両手で温

めましょう。と息子には教えた。祈りなさいなんてことはアホくさいの

で教えなかったけど、息子は目を閉じて両手で温めている。

写真が浮かび上がると「これでいつでも海がみれるよ。」とチェキをプ

レゼントしてくれた。

息子が撮った海は水平が傾いたちょっぴり下手な写真だ。そして海の

良さは風や音や匂いなど五感を刺激するからであって、視覚だけに頼っ

た写真に海の良さはうつらない。教えたいことはたくさんある。でも息

子は写真家を目指してるわけじゃない、どうでもいいことは教えなくて

いい。

チェキを温めているときに、息子はなにを考えていたんだろう。気に

なるけど心の中まで知ろうとするのは野暮だ。息子にはただ好きを重ね

たような写真を撮ってほしくもある、知らんけど。息子は海を撮ったつ

もりかもしれないけど、写真にうつっているのは優しさだ。それにはい

つか気づいてほしい。

ありがとう、宝物にするよ。

優くんとぼくの写真を撮ってくれてありがとう。家族で出かけるとき

に、全員が首からカメラぶら下げてるから、カメラ大好き家族みたいだ

よね。

ちょっと恥ずかしいけど、でも恥ずかしがってカメラをカバンにしま

うと、今度は面倒くさがって写真を撮らなくなるのよ。そしてカバンが

重くなって、家で大切に埃を積もらせて、いざ使いたいときはバッテリ

ーが空で操作も忘れて、中古で高く売れるタイミングも逃すの。

写真を撮らないと、ちょっともったいないんだよね。写真ってわかり

プレゼントって、たのしいよね

017016

2021. 10. 08手紙44 2021. 10. 08 手紙44



やすく簡単に思い出になるから。カメラってシャッターを押すだけで、一

瞬ですごく簡単に宝物をつくれるの。恥は一瞬で写真は一生だから、や

っぱ撮ったほうがいいのよ。

優くんからチェキをプレゼントされたのは、うれしかったです。いい

でしょ。よく子どもが保育園とかで似顔絵を描いてプレゼントしてくれ

て、それが宝物になったりするけど、写真をプレゼントするのもいいよ

ね。なによりお父さんにプレゼントするために、写真を撮るという行為

がうれしかったです。

写真を撮ってプレゼントするのって、かなり大人びた行為なんだけど、

保育園の先生にお手紙を書きたいってのとおなじなんだよね。ぼくはあ

まり物欲がなくて、お金を貯めてまでほしいものってありません。そし

て本当にほしいものは貯金をせずにローンを組んで買ってしまうタイプ

です。金利よりも物欲が上回ります（隠しローンはありません、ご心配

なく）。

物欲はないけど、プレゼントされたらうれしいものはたくさんありま

す。プレゼントってお金では買えない、誰かからの気持ちだからね。一

輪の花でも一個のみかんでも、もちろん自分で買えるんだけど、貰った

らめちゃくちゃうれしいんだよね。

優くんもいろんなところでプレゼントをたくさん貰ってます。お友だ

ちからも保育園の先生からも、もちろんぼくたちからも。プレゼントに

慣れてるから、サラッと写真を撮ってお父さんにプレゼントをしてくれ

たんだとおもいます。じゃなかったら5歳児が写真をプレゼントなんて

しないわ、知らんけど。

優くんからもきみからもプレゼントがほしいので、ぼくもたくさんプ

レゼントします。別に見返りを求めているわけじゃなくて、プレゼント

ってされるとうれしいけど、する側はたのしくもあるんだよね。

また書きます。
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