
ヒマラヤ・スケッチ紀行一一落馬始末記一一

y;，:主よりー IIj!iれでジョムソン空港に着

くことになった平λは、タラップ。を降りると

すぐにゲート周辺の人知Jこ眼をやったが、

やはり、ラジュンの姿はどこにもなかった。

群がり寄ってくるポーターたちを振り払

うようにして通りに出ると、私は急ぎ足で

7 ノレコポーロに入っていった。

'71レコポーロはパノレサ(茶!占)を兼ねた

安宿で、空浴もj!i:<ジョムソン街道に面し

て建っている。

この春、友人と二人で初めてトゥクチェ

を訪れたi祭にも、このマノレコポ』口に立ち

寄って、ここのア'7(女主人)にポーター

を選んで貰ったし、帰りにはラジュンと三

人で一泊もした。

旅慣れぬ者にとっては特に頼りになるア

マだから、今回もまっ先に立従って、{nJか

札幌市 田 中 敏 明

と中目百点1+1ずーになって貰うことにしたのであ

る。

アマは話してくれた。やはり、ラジュン

は昨日早朝からやって米て、一番機、一番

機、三番機と、不定期に飛米するポカラか

らの空の便を迎えながら、私の到着を待ち

つづけていたということ、最終便がポカラ

へと飛び立っていった後も、このマノレコ

ポーロにやって米て暫くは待っていたとい

うことを。

申訳ない。私は白分の不注意から彼との

約束を守れなかったことを悔いた。

カトマンドゥに着くとずくに、 11月 7U 

のポカラ発ジョムソン行の航空券のザー配を

したが買えなかった。やむをえず 6日の夜、

↑ゥクチェにたった つあるという電話を

頼りにして連絡をとろうとしたが、皮肉な

ナウリコットの丘よりニルギリを守Jむ
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ことにこの電話が不通だった。夜、にはどう

しようもなかった。

トゥクチェはジョムソン古、らカリ .ifン

ダキ海沿いに南に約 112fロほど下った所

にある村で、いわゆるジョムソン街道のー

拠点で、かつてはチベットとの交易でかな

り栄えたらしいが、今はそのi白i影はどこに

も見当たらない。

ネパールの航空事情を日本のそれと同じ

ように考えて、ジョムソン荒を 7日と決め

てしまったこと、遠く離れたトゥクチェか

ら歩いて来るラジュンに出迎えを車頁んでし

まったこと、いず/1.もが宇和十tなこと Iゴった

のである o

この春、ランユンの家に 4週間も滞在し

お世話になったにもかかわらず、ブパ(父

親)のスッパきんは、是非と蒸し出す私た

ちの詩I礼を、けっして受け取ろうとはしな

かった。それどころか、かえって私たちに

土産にしろとロキシー(ネパールの焼酎)

まで目首ってく/1.たのであった。

私は恐縮した。そんなスッパきん 家に

やqヵ、おネしをしたかった。

スッパさんはリンゴ凶を持っている。冬

季の果樹手入れに必要な抑定ばさみが手に

入りにくいと知って、私はその男定ばさみ

を日本で買ってお礼に贈ろうと心に決めて

帰国した。

札幌に戻ると早々に老舗の「符文J を訪

れ最上級の品を買い求めた。次いで、自分

の使い慣れていた努定ばさみを「宮文j で

li)fいで貰い、それぞれにケースを付けて、

改めてトゥクチェを訪れる場合の 1:産にす

る準備をした。
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再訪の1iI'，はこの秋にしようとすでに心を

決めていた。 リンコおのj収穫が終わる頃まで

にイ"1としてもこの二丁の努定ばきみを届け

たいと考えたのである。スケッチ旅行を兼

ねて今度は独りでヒマラヤの旅をしてみよ

うとも、思っていたのである。

ジョムソンからトゥクチェ・タトノマニ・

コラパニを経てポカラに至る、約八日間に

わたるトレッキングの計画も組み入れた。

ラジュンに手助けして欲しいとi皇絡もして

置いた。

春の旅にっついて今回も、ヒマラヤの花

や山のスケッチも必ず幾枚かは揃けるもの

と、楽しみにして H本を再び出発して来た

のであった。

悔んでも仕方がない。活気を出してトゥ

クチェに行こう。行ってランユンに謝らな

ければ、府、はそう思って私のリコソクを運

んでくれるポーターのことをアマに相談し

ようとした。その時、ふと来年の 7月にヤ

クの放牧場のあるマノレチェ・カノレカに馬に

乗せて連れて千丁ってあげると言ったスッパ

きんの言葉を思い出した。

トゥクチェが標高 2600米 ilJ:<、 7 ノレ

チェ・カlレカは 4000米を越えると思われ

る。 7月はi'ffi苧のき中、放牧場は見渡す限

りの高山I直物のお花畑が出現し、東にはア

ンナプルナ (8091米)を主峰とするアンナ

フツレナ・ヒマルールの諸峰を、問には夕、ウ

ラギリ 1(8167米)を主峰とするタウラギ

1)・ヒマーノレの諸峰を、それぞれ仰ぎ観る

ことができるとのこと。

三日間程仕事でi帯夜するが、私にはス

ケッチだけしていなさい、コックはラジュ
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ンがやるし、歩かなくてもよい、馬で行く

からと百うス yパさんに、私は即座に同行

したいと中し入れて置いたのであった。

私にはまだ釆馬の経験がなかった。そう

だ、マルチェ・カルカ行きの練習に、今LI

はいい機会だからホース・トレッキングを

しようと考えた。

でもラジコンが限の前にいたら、ホー

ス・↑レ yキングすることなど考えもしな

かっただろう。なぜなら、彼が夜、の重い

リュックを背負って}ゥクチェ迄歩いてく

れるのだから。

ホース・トレッキングをしたいと、?}レ

コボーロのア7 に相談した。暫く f寺てと

言ってアマは外へlJtて行った。

夜、はミルク・ティを注文し、アマの帰り

を待つことにした。ネパールのミルク・ティ

やブラック・ティはどこで飲んでも美味し

いと夜、は思った。

やがてアマが帰って米て OKと言った。

馬は前払いで 700}レピ一、 リュックを背負

うポーターは後払いで 300}レピ で契約し

た。(1ルビーは約 2円)

なお、 15方が付いてサ7 ・リュックを無

料で背負ってくれるという。馬方は 10歳く

らい、ポ ターは 15歳くらいの、どちらも

感じのよい少年だった。ネパールの子供た

ちは小さい時から皆働き者ばかりである o

途中の昼飯を少年たちに振舞ってくれ

と、ア7 は私に言った。出発前に茶代を払

おうとしたら、アマは要らないと言った。

先ずは?)レコポーロの前の石墨を利用し

ての乗馬となった。私は鈴を踏ん張り、腰

を据え、胸を張った。 lb方の少年が夜、に子

133 

綱を握らせ、尚子で鞍の前部をしっかり抱

むように言った。

ナマスティ(きようなら)。見送ってくれ

るア 7 たちに別れを告げ、馬上の旅人と

なった私は、二人の少年とともに、ジョム

ソン街道を南へ、ラジュンの待つトゥク

チェへと出発した。

蹄の音につれて体が帰れる。 l武もなく穏

やかな天気だ。ジョムソンの人通りの多い

所を通り抜けるまでは何となく而映ゆい気

がした。

15上の眺めがすばらしい。爽快だ。風景

が一変するのだ。カリ・カ、ンダキのj晃谷は

より深くより広〈、時つ両岸のヒマラヤは

より験しくより高〈主主えて見える o

幾品IIとなくすれ違っていく隊商の馬の列

を見 iごろしながら聴く鈴の音が澄む。大き

な荷を背負って行くネパーノレの人々。必ず

といっていいほど男女のベアで旅する外国

人。所どころで笈を拡げ民芸品を売るチ

ベット人たちがいる。

1馬]))方Jが先頭て

ら馬をi迫且う o 私たち三人の旅もこの街i宜の

風景の中に溶け込んでいた。

街道とは云っても名ばかり、他のヒマラ

ヤの山道とさほど変わるわけではない。 l寺

に坂を登り、時に川をj度る。 l時に燥を伝い、

時に河原に出る。約余曲折果てしない石の

i立をカリ・ガンダキ沿いに南へと下って

1'1った。

ジョムソンを出要吉してからは、もうラ

ジュンのことを忘れていた。馬上に在る人

は?}レコポーロを訪ねた人と別人だった。

こんな快適な旅は初めて。この街i置は行
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政上はムスタン州に入る。以前、テレビで

観たムスタン王国の話を想い出すと、他に

馬上の旅をする者も見当らぬ、何となく今

自分がムスタン王となって、悠々馬上の旅

をつづけているように想えてきた。

ムスタン王が馬上から見下ろす風景はさ

らに格別だ。いい気分の旅がつづいた。

だが、「騎れる者は久しからず」とか、且11

製ムスタン王の夢は当然のことながら、敢

えなく j貴え去ってしまった。

-11者間も歩いた頃、 l乃が滑石で蹄を滑ら

せて、あっという間もなく転倒、王は激し

く右ーだらけの路上に叩きつけられた。~，Jf1-石

の一つで右脇腹を強打、声も出ぬ、ただた

だl坤き腕くのみ。

少年たちが駈け寄って私を助け起こそう

とした。しかし、激痛で休を動かせぬ。気

も遠くなりそうだった。通りがかりの人や

村人が集まって来た。

気が付くと外人トレッカーが身を屈めて

心配そうに声を掛けていた。大丈夫かと尋

ね、病院のことも口にしていたが、私には

彼の話し掛けてくる言葉を、激しい痛みの

中では十分に聴きとることもできなかっ

た。

彼は私の手に一粒の薬を握らせた。痛み

止めの薬に違いないと，思った。すると、た

ぶん彼の奥さんであろうと思われる久性が

ミネラノレ・ウォーターのボトルを差し出し

た。私は幾度もこの二人の外人に礼を言っ

た。

やっと A 息つくと、少年たちの手を借り

て、何とか再び11b上の人となると、気づか

う村人たちに見送られながら出発した。
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ポーターは私には、左の手で手綱と鞍の

前部を、右の手で馬の}JLがいを、がっちり

と掴ませた。

これではムスタン王には似つかわしから

ぬ乗馬姿と思ったが、五害時は命取り、命あっ

ての物種と少年の指示を素直に受け入れる

ことにした。

分不相応の思い上がり lこ天罰iがドったの

に違いない。ムスタン王の夢は務馬と同時

に消え、替わって王の奴隷にされてしまっ

たような時うつな気分と苦痛が私を支配し

ていった。

桂ij宣筋のあちこちでリンコe園を見かけ

る。もうほとんどが収穫を終えていた。

iちんーの少年は民家の軒先に防を停める

と、下隠しようとする私を制して、家の内

に入って行った。玄関の石壇の上には小粒

のリンゴがー能とククリ(腰刀)が置いて

あった。

やがて少年は胸に黄色の大きなリンゴI

例と小粒のリンゴ数偶を抱えながら出てく

ると、大きな I}ンゴの方を私にくれ、自分

は小さい方を溜り始めた。

oFj，はククリを取って、貰った大きなリン

コを二つに害iいて、半分をポーターの少年

に手渡した。

私は皮のまま半分のリンコをl留った。軟

らかくて甘い/ 芳香が涼う。リンゴの実

にいっぱいに詰められていた自然の甘味

が、溢れてこの芳脊となっているに違いな

い。こんな甘いリンゴは日本では食べたこ

とがない。

好天の日が多く、長:間高j且で夜間急激に

冷え込んでゆく、このヒマラヤの大きなi且
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度差が、こうした円然の糖分をたっぷり含

んだ廿い果5誌を産み出すのだろう。

リンゴの木のIJ;(産地はヒマラヤと聞いて

いたが、ヒマラヤは日本の北海道やニ山、森・

長野に勝る Hいリンコさの特1辛地で、もあった

のだ。

少年に貰ったリンゴで少しお気づいたよ

うな気がした。実はこうしたリンゴも履い

主の私が貨って振舞うべきものだったので

あろうが、この馬方の少年は自分の馬のせ

いで、も:の夜、が重傷を負ったことを気っ

かつて、特別に私にリンゴを買ってくれた

のに違いない。

ねはこの少年の優しい心づかいを熔しい

と思った。そうして、この少年はもう立派

な大人だ、と思った。

少年は残りの小粒のリンコを馬に与え

た。隠はいかにも美l床しそうに喰い始めた。

途中、マノレハのパノレサて、ミルク・ティと

ビスケ"}を注文した。昼飯には早い1時間

なので、 トゥクチェに着いたら少年たちに

昼飯代とチップを払おうと考えた。予定で

は 121時半頃には着くはずと判断した。

十壬我をしてから 21時間余り、馬 kでひた

すら痛みに耐えた。とにもかくにも早〈ラ

ジュンの家に辿り着きたい。 怨いはただそ

れだけだった。

いったん、カリ・ガンダキの河原に降り

て進み、再び河岸段丘に上がって、 IU鼻を

大きく布に廻ると、もうそこは↑ゥクチェ

だった。

やっと辿り着いたラジュンの家、玄関先

の石1告に馬を寄せて貰うや、私はそのまま

石壇の上に転げ落ち倒れてしまった。暫〈
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は起き上がれなかった。

ポ ターの少年がラジュンを呼んでくれ

た。私は倒れたまま、ひたすら申訳なかっ

たと長射った。 Hjo日カミらずっとラジュンは

怒っていたに違いないと私は想った。

ブパのスッパきんは大事なリンコの商い

で、 Jtいて五 FIもかかるポカラに11'ってお

り、いつ帰ってくるのか分からないという。

私はがっかりした。あの陽焼けした髭由ー

のスッパさんの円い歯が零れるような笑顔

が見たかった。やはり、時期的にも無理の

ある旅のffhiliiだったのだ。

ポーターの少年には後払いの 300ノレピー

と、昼飯代とチ yプの 200ルビーと合わせ

て 500}レピーを、馬方の少年には昼飯代と

チップの 200ノレピーに、馬の昼飯代にと 5ω0 

ルピ一を力加加11;ええ首計，-25閃o}ルレピ一をそれそ

した。

馬にはリンコを買って喰わせてくれと頼

んだ。夜、は途中で見せた馬方の少年の優し

さに、感動し応えるとともに、馬が転倒し

た原!刈も、緑の草などの少ない今の季節、

飼料不足で人聞を乗せて歩くのに十分な力

が出なかったからではないかと d思ったので

ある。

三人の少年には厚〈礼を言って別れた。

部屋に入ってラジュンと話をしている問

に少し痛みが和らぎ元気が出てきた。

今日は村のコeンパ(仏教寺院)の祭りの

最終 FIだから、二人で見物に行っておいで

と、ラジュンのアマ(母親)は勧めた。

まだ歩くのは辛かったが、ラジュンのパ

ジェ(祖父)とパジャイ(祖母)の家に挨

拶に立ち寄り、神戸の7)レクマリさん(ラ
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ジュンの叔母)から預かつて来たものを届

けたf麦、ラジュンと一緒にコゃンノマの名寄りに

出かけた。

コ守ンパには沢山の織が立てられ、賑やか

な1tiーや太鼓の音が聞こえていた。 イムを拝観

し姿銭箱に 5ノレピーを納めた。コーンパから

の村の眺めがよかった。

ラジュンが111の上のリンゴ陪lに行ってみ

ないかと誘ってくれた。春、二人でリンゴ

の花をスケッチし、写真も撮った想い出の

場所、ニ/レギリの諸l峰がよく見える。まだ

リンゴも少しなっていると彼は言った。好

意が熔しく、無現!をしても主主ってみようと

思い、夜、は応じたが雨が落ちてきたので中

止した。

自分の怪我がどんな状態なのか知りょう

もなかった。イ本の表而lには傷も総もなく、

内音1¥から96-9る痛みだけは治まりそうもな

いのが不安だった。

予定のポカラへのトレッキングに未紳、は

あったが、無理はすまい、思い切って予定

を変更し、明日はジョムソンに引き返そう

と考えた。

このi'!ーをラジュンに話した後、その夜は

泊めて貰うことにした。家の仕事は忙しそ

うだったが、彼がポーターを引き受けてく

れることになった。出発は 61侍と決めた。

できるだけl早〈ンヨムソンに着いて、明日

のポカラ行、更にはカトマンドゥ行の航2q

券を確保したいと思った。

その夜、傷は痛むし体は動かせず、ほと

んど眠れなかった。長すぎる夜がやっと明

けた。ラジュンの家の一階の:窃から見える

白いニノレギリの自華々も、何となく今日が見
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納めのように思えて辛かった。

61侍はまだl清〈、出発は 81痔に延ばされ

た。ラジュンが運んでくれるミルク・ティ

やレモン湯が美味しくて何材、も何杯もお代

わりをした。

出発前、ラジュンはiili1布薬をイ"J枚もJ!占っ

てくれた。済まないと心の中て鴻Iった。ネ

パールでは医薬品が乏ししどんな薬でも

貴重なのだ。

アマが私にプレゼントすると言いなが

ら、幾十日もかけて手織った美しいカー

ペットを丸〈捲いて差し出した。私はこれ

は嵩張って大きな荷物になるとは思った

が、ア?の好意を嬉しく思い、タンニヤバー

ド(有難う)と言いながら両手で受け、ア

?のプレセーン|大切にしますと言って深々

と頭を下げた。

出発前、先ずノてンェとパジャイの家に5JU

れの挨拶lこ行くと、パジャイは私の首に白

い絹の7 ブラーをゆけて結んでくれた。こ

れはシェルパ族に伝わる古くからの風脅

で、この白い絹の環のように、どうか元気

で無事に、再びここに還っておいで、とい

う祈りをこめて旅人を送り出すのである。

送る者も送られる者も、共に合掌しナ7

スティ (お元気で・さようなら)と言いな

がら別離する。熱いものがこみ上げてくる。

ラジュンの家に戻ると、ア?とラジュン

のスワスニィ(嫁)がそれぞれ白い絹の7 ア

ラーを私の首に掛け結んでくれた。ナマス

ティ、やはり涙が渉んできた。

ラジュンはアマのプレセ、ントのカーペッ

トを卜Jこ縛った私の大きなリュ yクを背負

い、吋ブリュックまでも持ってくれた。夜、
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の持つ物はカメラ 2他iだけ。それでもその

カメラが夜、には重干市たーった。

布脇腹の傷を庇いながら歩くため、友関!

の筋カ苦痛み始めた。この方が歩くと辛いo

jtきながら次第に弱気になってゆく自分が

そこにあった。

こんな係我をするようでは、あの険しい

山道を馬で登降せねはPならぬマノレチェ・カ

ノレカは、自分には到底無理なことだと思え

てきた。

7)レチェ カノレカの夢が遠のいてゆくに

つれて、今同でネパーノレ・ヒマラヤの旅も

最後だなと思いはじめていた。もう 7 ノレ

チェ・カノレカの夢を諦め、これからは、年

齢相応体力相応に、 ill歩きは自分の好きな

北海道だけにしよう。そんなことを思いな

がら私は黙ってラジュンの後について歩い

ていた。

ラジュンは何度も何度も、振り返り、立

ち停まり、遅れつつける私を待ってくれた。

途中の風景も IIj，日にもまして心に残ること

はなかった。早〈ジョムソンに、マノレコポー

ロにと思うが、どうにもならなかった。

511主問かかって、やっと7 ルコポ一口に

辿り着いた。マルコボーロのア7 は私のff}

馬と↑子'fliのことを知っていて心自己してい

た。昨日、ジョムソンに戻った少年たちが、

すべてをア7 に報告していたのだろう。ア

?の顔を見ると私は少しJじ気になった。

早速私は明日のポカラ行の航空券の手配

をアマに頼んだ。アマに命じられて使に出

て行ったボーイはすらりとした 25・6歳の

やさしいH恨の印象的な青年た、った。

すぐに戻って来た彼は OKと言った。ア
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71土私に 50ドルを払うように言った。青年

は再び出かけて行くと、今度は航空券を子

にして戻って来た。カトマンドゥ行はポカ

ラで買えるから心配するなとアマは言っ

た。

嬉しかった。歩いたり動いたりしなけれ

ば傷の痛みもさ混でもないし、左足の痛み

も全くない。これなら明日の昼前には活気

でカトマンドゥに戻れるし、うまくゆけば、

明後日午前 0時 15分の直行使で帰国でbき

るかも知れない、そう思うと私の心は~車ん

式ゴ。

ラジュンと二人で公食をとった。 2時頃

だった。ラジュン有難う、僕は大丈夫だか

らもうトゥクチェに帰ってもいいよと言っ

た。スッパさんが留守だから家の仕事が忙

しいに違いないと d思ったのである。すると、

ラジコンは即応に、ノ一、明日の朝夕ナカ

サンを見送る迄居るよと答えた。有難う、

ラジュン、済まないね、宜しく頼むよ、夜、

もそう答えた。

アマは私に、部屋で少し 11民るといいと勧

めてくれた。ベッドに横たわる際半そうに

している私を見て、心配しながらラジュン

が手助けをしてくれた。

順調に運べば明後日には帰国できるかも

知れないという希望が生まれた安心感と、

昨夜の寝不足と、今日のトレッキングの疲

労が重なったせいか、私は眠りに就いてい

た。ラジュンはタ卜に出て13ったよう fごった。

11艮を覚ますと、日が暮れてしまったのか

部屋の中は薄暗かった。ラジュンも外から

戻っていた。

またラジュンの手を借りて起き上がりト
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イレにすーった。剤を済ましたとたん、急に寒

気がして震えが襲ってきた。ア7 もラジュ

ンもボーイも、皆心配してベソドの傍に集

まって来た。熱があったのかも知れない。

アマが心両日してドクトルをl呼ぼうかと

言った。初め、私にはドクト/レの意味が判

らずとまどったが、すぐに、マンボウを想

い出し、ああ、そうかと合点し、ノ、と答

えた。すぐに治まるだろと思ったし、こん

なヒマラヤの山の中に医者は居るはずもな

いと決め込んでいて、仮に屑たとしても、

それは怪しげな薬草を煎じ、統文をH目えな

がら治療をする僧侶では、とも，思ったので

ある。(これは失礼なことでした。中訳なく

思っています。)

アマはどこが痛むのか、どこが苦しいの

かと、しきりに尋ねた。やがて、背中や!協

腹、胸のあたりが痛むことを知ったアマl土、

補乳びんのような容器の中にタトパニ(熱

い湯)を詰めてきて、それで胸から脇腹、

更に背中と、マッサージを繰り返してくれ

た。タトパニの温もりが休に伝わってきて、

寒さや、寒さから来る体の凝りや疲労が次

第にとれ始めた。

今度は、 T'7に代わってランユンが休む

ことなくマッ吋ージをしてくれた。少し楽

になって瞥くまどろんでいたが、再び痛み

が激しくなってきた。

後で想い起こしてみると、昨日落馬した

とき、外人 iレソカーに貰った痛み止めの

薬の効き目が切れてしまったのかも知れな

ヵ、った。

私は観念した。どんな医者であれ、火事

に至らぬ前に治療をして貰えば楽になるか
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も~臼 iVl~ と忠、っ fこ。

私はア'71こドク|ノレは府るのかと尋ねる

と、 1司令ると答えた。早速、ボーイが使いに

走った。反ってくると暫く待つようにと

百った。

伎の 91侍頃、やっとドクトノレがH診に来

てくれた。 40歳くらいの恰帽のいい人で、

日木のドクトルよりも立派に見えた。

アマの話によるとカ~'7ントゥの大きな

病院から派遣されて来ているドクト/レだと

のこと o

手ぎわよい打診・ I徳診を終え、痛み止め

と睡眠の薬を処方してくれ、カトマンドゥ

に若いたら、レントゲンを撮って精密な検

査をして貰うようにと、病院の案内のパン

フレットを波して帰って行った。往診料は

主主;タトな干呈~li: くほっとした。

そのf支は、 ドクトノレのくれた薬でよく 11民

れた。!時々 HJl.を覚ますと、いつもラジュン

は起きていて、夜、が寝返りを才Iつのを助け

てくれたり、平そうにしているH与には、し

きりとマッサージをしてくれた。

深夜、私は眠らずに看病してくれるラ

ジュンに、およそ次のような事を話した。

ラジュン、有難う。私は君のお陰で、明

IJには、何とかカトマンドゥに戻れる。更

にうまくゆけば明後日には H本に帰れるだ

ろう。今 IJ、君に運んで貰った荷物はかな

りの重きだった。それに、カトマンドゥの

ホテルにもまだ桁物がある。これらの荷物

の全部を、 ?~r巷に着〈度に、独りこの体で

運ぶのはとても無理だと思う。ついては、

君にお願いがある o 今朝、ラジュンのアマ

から頂いたプレセーントのカーペット、私の
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大切なカーペット、せっかくここまで巡ん

で貰って巾訳ないが、もう 皮、トゥクチェ

の君の家に持ち帰って預かつて置いてく

れ。この限l"を治したら、今度は円分の荷を

軽くして、必ずカーペットを1Hきに行くか

らそれまで預かっていてくれ。買しく頼む。

それから、スケ yチブ yクも絵の具も、

全部君にあげよう。暇があったら絵を描い

てごらん。むつかしいことはやIもないんだ。

君が見た通りに描けばよいのだから。花で

も牛でも君の家でもイ可でも描いてごらん。

君が君のブハやパジェの年齢になったら、

きっとトゥクチェのやjも大きく変わってい

るだろう。今の美しい村の様子を何でも描

いて置くといい。コンパ〕ごも~/守主でもリン

ゴの木でもカリ・ガンダキでも何でも。で

も、若にとって一番大切なものは君の家族

だろう。家族のためにブノ、やア?を助けて、

¥牛懸命仕事をして暇ができたら次に絵を

描くんだよ。ポストカードもあるから、そ

れに絵を描いてごらん。絵が抗けたら切手

をJ!占って送ってくれ。他には何も脊かなく

てよい。僕は君の絵を見るだけでπが元気

で居ることが分かるから嬉しいよ。それか

ら、シュラフザックもサプザックも君が

使ってくれL。このジャンパーはフパにあげ

てくれ。頼んだ!よ。せっかく運んでくれた

ものを、また淫は¥せてこeめんね。家に帰った

ら、くれぐれも 1~~さんに宣しくイ云えてくれ。

長々と話すと、ラジュンは大きく宵いて

し、た。

話し終わると、私はそのまま眠ってし

まったようだ。

10日の朝 6時半、まだア7 の姿は見えな
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かった。ミルク・ティとみそスープを飲ん

で、ア7 に宜しくとボーイに伝言して、マル

コポーロを後にし空浴に向かった。ラジュ

ンとボーイと二人で夜、のリュックを運ん

で、空港での手続きもすべてやってくれた。

ボデー・チェックを受けた後、私は~!h り

待合室に入ってロイヤノレネパール機の到着

を待つことになった。狭い待合室は外人ト

レッカーでこった返していた。

30分程してふとゲートの方を見やると、

ランユンが心配そうに私の方を見つめてい

た。視線が合うと彼はにっこりして手を

振った。花、も手を振って応えた。

哲くして待合室にマノレコポ一口のア7 が

姿を見せた。私の怪我を心配し見送りに米

てくれたのた。った。私は思いがけないア7

の好意にj反が零れそうだった。嬉しかった。

普段、使用人を使う時のアマは、時に厳

しい言葉を発することがある o だが、旅の

者、特に私たちのように心細|い思いで旅を

している者には温か〈優しいア7 なのだ。

私はア7 に向かつて合掌し、ダンニヤ

ノくード、 リターン目カムバック・ジョムソ

ン(こんな英百合あるのかどうか知らない)

と言うと、アマは何? といった気配を見

せた。間髪を入れず、 71レコポーロと付け

加えると、ア7 は了解したというように、

必ずマルコポーロに帰っておいで、と言っ

た。ダンニヤバード、再び涙が零れそうに

なった。

こんなに有難く嬉しく切ない出逢いと別

れが他にあるのだろうか。私は必ずもう

度7 ノレコポーロに戻って来ようと円分に誓

い、待合い去を出て行〈アマの後姿を見
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送った。

711寺午過ぎ、私の搭乗するロイヤノレネ

パール機が2番機として到着した。今中ijlの

ジョムソン空港はよく晴れていて、南に主主

えるニノレギリ・ノース (7061米)が見事だっ

た。せめて I枚と、カメラを構えていると、

ラジュンが空港の中に駆け込んで来て、

ノー・ノー早〈乗れと私をせき立てた。ラ

ジュンは最後の最後迄、私を見守り、心配

していてくれたのた'った。

きようなら f ラジュン、また会おう。

私は見送ってくれる彼に)JIjれを告げ、エン

ジンの轟音とともに、ポカラにI句かつて飛

び立って千丁った。

一時間後、ポカラ次i巷でカトマンドゥ干t

の航空券の購入手続きをしているところ

を、トントンと肩を叩かれた。振り返ると、

そこにあの陽焼けした髭面、白い歯が零れ

るような笑顔があった。思わず駅け寄って

両の手で固い握手を交わした。

ス yパきんは商いの合間を見て私の見送

りに来てくれたのであった。会いたかった。

由喜しかった。

スッパさんは右脇腹のあたりに千をやっ

て、洛馬して怪我をしたんだって、といっ

た身振りをして白い歯を見せた。とっさに

私は了解した。テレホン? と尋ねると、

ス yパさんは 2皮肯いた。

01'1、がジョムソンから飛び立った後、ラ

ジュンがスッパさんに電話をして、私が{壬

我をしたことと、ポカラ竺港に着くという

ことを知らせてくれたのだ。

1'1、も、スッパきんも、お互いラジュンの

場合のようなコミュニケーションの言葉が
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ない。それでも何となく気脈相jillじるとこ

ろがあるように思う。

スッパさんと別れて、再び機上の人と

なって、左ブiに展開するヒマラヤの山々を、

ぼんやり眺めながら、嬉しいスッパきんと

の先棋の再会の場面を想い返していた。

ス yパきんが私に、落馬してここを怪我

したんだって、といった身振りを想い出し

た時、私は笑みがこぼれてくるのだった。

そういえば、春、スッパさんが馬から落

ちて、ここが痛い、 i日布薬はないかねと尋

ねていたのを想い出したのだ。

あの時、スッパさんのような、いわば、

ヒマラヤ育ちの逗しい男でも落馬すること

があるのか、と盟、ったが、今l土、スッパさ

んと私は洛尚の友になったなと思った。

心が軽〈蝉んでゆく中で、怪我の痛みも

簿らいできたなと思っていると、早くも、

ロイヤノレネノマーノレ機はカ↑ 7 ンドゥ~~~巷に

着陸する態勢に入っていた。

怪我のため、苦痛を抱え、一枚のスケッ

チも捕けぬまま、;虚しい帰国をしなければ

ならぬ旅ではあったが、ラジュンをはじめ、

マルコボーロのア7 、外人夫妻、少年たち、

そうして、ラジュンの両親に、ボーイたち

の温かく優しい心に包まれて、幸せな旅、

嬉しい旅、いい旅ができたと思う。

生涯忘れることのないネパ』ノレ・ヒマラ

ヤの花を心の奥深く lこiHlくことができた、

有難い旅だったと思う o

元気になったら、今度は馬に頼らず、自

分の脚でしっかり歩〈、感謝のヒマラヤの

旅をしてみたいと思っている。
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