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間瀬純子

かわいい猫の 妖怪、豆腐洗い猫の悲惨な 冒険』

「クリスマスの発祥」―豆 腐洗い猫その６―

『読めば読むほどむな しくなる！

前回までのあらすじ ／豆腐洗い猫は、背中にツ ツジの枝を六十本挿し木さ れた。

一、 幻覚街

捨てられていた 子猫の時、冬の冷たい雨の 日だった。
公園の植え込み、常緑の久 留米ツツジのこんもりした 株の下に、子猫はうずくま って

いた。
「雨音は雨がやむまでやま ないにゃー」と子猫はさ びしく思った。ぎっしりつ いたツツ
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ジの葉っぱが冷たい雨を遮 り、今にきっと良いことが あるよと励ましてくれた 。

どこかから 飛んできた種で勝手に生え たメドーセージが、十二月 にもかかわらず、ひ
ょろ長い花茎から紫紺色 の花をぬっと突きだして、 ツツジの葉をどかし、わ ざと子猫に

冷たい雨が かかるようにした。
悪いメドーセージは 、
「お前の生涯 は地獄だ」と、子猫に言っ た。
「そんな ことないよ」とツツジが言 った。
子猫は顔を伏せ、小 さく「にゃー」と鳴いた。

そこへ 白い長靴を 履いた豆腐 屋さんが通 りかかった 。
「 あっ、豆腐 洗い猫の子 猫じゃ

ない か！ うちへ連れて帰ろう 」
豆腐屋さんはフ リースの上着を脱いで、猫 を包み、やさしく抱っこし た。

「 しあわせになるんだよ」と ツツジたちが言った。
「にゃ ー、あり がとうにゃ ー」と、子 猫は答えた 。
「 ケッ、くそ猫 」とメドー セージが
言った。

豆腐屋さんのおうちはお 店といっしょになった古い 小さな木造家屋だった。茶 の間の
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畳は黄ばんでいるけれど、 きれいに掃き清められ、よ く磨かれた仏壇には黄色 い菊が供

えられている 。台所の玉すだれをかき わけ、エプロンで手を拭き ながら、奥さんが茶の
間に顔を出した。

「まあかわ いい」と、優しい奥さん は子猫を見て言う。奥さん はやわらかいタオルで、
濡れた子猫を拭いてく れた。豆腐屋さんは、帰り にペットショップで買った 猫缶を開け

る。
「珍しいだろう。こ れが伝説の豆腐洗い猫だ。 豆腐洗い猫がいる豆腐屋は 繁盛するんだ
よ」
「そうなの。まる で座敷わらしね」

豆腐屋さんは猫 缶の中身をお皿にだすと、 アジやカツオ節や、それに 「これからの猫

は 植物性タンパク質も食べら れないとな」と言って、お 店からオカラを持ってくる 。豆
腐屋さんと奥さ んと豆腐洗い猫の子猫は、 仲良くちゃぶ台を囲み、 三人で晩ごはんを食
べた。

それからテ レビのク イズ番組を 見た。アナ ウンサーが 出題する 。
『久留 米ツツジを 作
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った人は誰でしょうか。… …一、菅原道真

二、徳川 家康

三、卑弥呼

四、 フランシ

スコ・ザビエ ル……』
豆腐屋さんの膝の上に抱 っこされ、優しく撫でられ ながら、子猫はぼんやり テレビを

見ていた。
息詰まる沈黙の後、回 答者はつぎつぎと外れの答 えを言った。

『正解は 、五、の江戸時代後期の 久留米藩士・坂本元蔵 注
< で
> す！』とテレビが言っ
た。

テレビ の中のコメ ンテーター が言う 。
『こん な重大な知 識を国民に 徹底的に知 らしめ

ない なんて、この国はどうなっ ているんだ！』
クイズ 番組が中断 され、臨 時ニュース が流れた 。
『財務 大臣は、久 留米藩士・ 坂本元

蔵 の偉大な業績を記念する観 点から、新たに六八〇〇〇 円札を発行することを発表 しま
した。久留米ツ ツジとともに坂本元蔵の肖 像が虹色で印刷されます 』

さらに臨時ニ ュース『政府は、国花を、 桜から久留米ツツジに変 更することを検討し
ており……桜の見どころは 散りぎわのはかなさのみ であり、また落葉樹である ことから
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落葉期間中の生命力の衰え の駄目な感じがひどいなど 、イメージがとてつもな く貧相な
ため、久留米 ツツジ国花法案は、今国 会ですぐに成立します』

夜になって 豆腐屋さん一家は、子猫 も含め、みんな寝た。子猫 の寝床は、子猫とはい
え豆腐洗い猫だから、 豆腐を作る厨房の床だ。

子猫が 、厨房のタイルに置かれた 猫用ベッドでうとうとした ところに 、
灯りがついた 。
奥さんが厨房に入っ てくる。

「かわ いい子猫ちゃん、もっとか わいくしてあげるわね」豆 腐屋さんの奥さんが、子 猫
を抱っこして、夜 中にネイルアートをしてく れる。爪を水色や黄緑に塗 り、お魚とバラ
の花 の模様をラメで入れた。

翌 朝、すごく早い時間だった 。豆腐を洗おうとしてタラ イに水を汲んだら、豆腐屋 さ
んがぼかすか蹴 った。
「なんだその爪は！ それ でも食品産業の一端をにな う猫か！ なにより衛生管 理が大
切なんだぞ」
「ちがいますにゃー奥さん が、にゃー……」
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奥さ んが言いま す 。
「豆腐洗い 猫だから手 先が器用な のよ。子猫 といっても 元・神だ
から、化粧をしてみたか ったんじゃないかしら…… 宗教儀礼としての化粧… …はアニミ
ズムではよ くあるわ」

「豆腐洗 い猫としての自覚が足りな い！」豆腐屋さんはいそい で二十四時間営業のスー
パーに 行き（ 朝早い ので、 ふつ うのお 店はやっ ていな い ）
、除光 液を買 ってき た 。
「時

給は五 円から二円にする」
豆腐屋さんは豆腐 洗い猫を抱きあげ、みずか ら、豆腐洗い猫にべったり 塗られたマニ

キュ アやラメを落とした。
豆腐屋さんの厨 房じゅうに、除光液に含ま れた有機溶剤アセトンの匂 いが満ちあふれ

た 。さらに、除光液にはバラ の、濃厚でぐちゃっと甘い 、いかがわしい人工香がび っし
ゃり混じってい る。バラとアセトンの匂い のする豆腐なんてダメだ ！

豆腐屋さんは 怒って、作りかけの豆腐を お店の前の道路に投げ捨 てた。
子猫は泣きながら、アス ファルトにぶちまけられて ぐしゃっと潰れた豆腐を洗 った。
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洗えば洗うほど、豆腐には バラとアセトンの匂いが染 みついてしまう。アスフ ァルトに

落ちた蛾の死 骸や、一円玉や、小石や 砂が、じゃりじゃり豆腐に 混じる。
「あなた、まだ子猫なの よ。許してあげたら？」と 奥さんがにこにこしなが ら豆腐屋さ

んに言って いる。
「なんで奥さんはひど いことをするんだろうにゃ ー」と子猫は思った。子猫 だからもち

ろん抗議 するなどできない。うちひ しがれて、道の豆腐を掻き 集めるのみである。
配送のトラックがホ ーンを鳴らして子猫を追い 散らした。そしてタイヤで 豆腐をがっ

しり轢 いた。子猫が轢かれた豆腐 を洗おうとするから、豆腐 はさらにバラバラになっ て
いった。

豆腐 屋さんは、除光液の匂いを お店から追い出すため、窓 を全部開け、せっせとう ち
わで扇いだ。が、 匂いはなかなか取れない。

道ばたの、久留 米ツツジの鉢植えが豆腐屋 さんに言った。
「ツツ ジにま かせて くださ い！ ツツジ は日本 で一番 、街路 樹にな ってい る木なん で

す！ 身を挺 して、排気ガスから人間の 皆さんを守っているんです 。きっと、お店の空
気もきれいにしてみせます 」
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坂 本元蔵さんもそう考えて私 たちを作ったのです 」

豆腐屋さんはけげんそうな 顔をしながら、ツツジの 鉢を抱えあげた。ツツジが 言う。
「世のため人 のために尽くします！
「坂本元蔵さんって誰だ い？」

と、豆腐屋 さんが訊き、ツツジが答 える。
「江戸時代後期の久留 米藩士です。キリシマツツ ジを元に、品種改良を重ね 、美しい久

留米ツツ ジを作ったのです」
違うこれはツツジが 見せている偽の記憶だ。挿 し木されたツツジの根が発 根し、少し
ずつ、 豆腐洗い猫の体に広がりつ つあるのだ。
にゃ ーーーーー

ツ ツジの見せる幻覚はバブル 化していった。子猫ちゃん が公園のツツジの下で冷た い
雨を避けてしく しく泣いていると、黒塗り のハイヤーがツツジの前 に停まった。
ハイヤーの運転席が開き、 燕尾服を着た運転手が後部 座席の人物に向かって、う やう

やしくお辞儀 をした。運転手は真っ白な 手袋をはめている。
いつの間にか 、ハイヤーではなく 、四頭 立ての馬車である 。真っ黒い馬 はよく見ると 、
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宇宙の公団住宅の地下の地 獄の川で釣れた、黒いバカ 犬で、ぬへっぬへっと笑 うのだっ
た。

金の王冠を かぶった豆腐屋さんが、 絹の白衣を着て、馬車から 降りた。
「おお、豆腐洗い猫の 子猫ではないか。我が屋敷 に連れて帰ろう」

豆腐屋さんの屋敷は ベルサイユ宮殿みたいだっ た。屋敷というか、もうお 城だった。

壁一面 を飾る模様漆喰には金箔が 貼られ、ドーム型の高い天 井を、ジャン・オノレ・ フ
ラゴナールが描い た豆腐の作り方の壮麗なフ レスコ画がおおっていた。

大理 石を敷いた大広間の隅には 、金糸銀糸の刺繍を施され たコタツ布団がかかった コ
タツがあり、卓上 にはミカンとともに、お魚 づくしのごちそうが並ん でいる。子猫ちゃ

ん はコタツに入って、たくさ ん暖まった。
正装した弦楽四 重奏団が『豆腐洗い猫のた めの夜想曲』を静かに演 奏している。猫用
アロマオイル『カツオ節ア ロマ』や『アジ・アロマ』 が焚かれていてとても良い 匂いが
した。
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大広間は五階まで吹き抜け で、真っ直ぐな大階段が そそりたっていた。五階の 玉座に
は豆腐屋さん が座っていた。ゴム長靴 が白く輝いている。

子猫ちゃん は、水晶の器に盛られた フォアグラとかキャビアを 食べる。イクラ、ひら
めのえんがわ、ウニ、 かに味噌、ホタルイカの沖 漬け、ホタルイカの沖漬け 、ホタルイ

カの 沖漬け、 ホタルイカ の沖漬け、 ホタルイカ の沖漬け、 ホタルイカ の沖漬け ホタ ル
イカの沖漬けホタル イカの沖漬け。

コタツの脚は象牙 の猫足だ。鯨骨でスカート をふくらませた豪華ドレス 姿の、美しい

令嬢 と令夫人たちが、かわるが わる子猫のところにやって 来て鳥の羽の扇や、ウサギ の
毛皮の ケープを揺 らし「ま あ、かわい い猫ちゃん ね」と言う 。彼らは 、
「まあ かわいい
猫 ちゃん」と言うために雇わ れたエキストラなのだった 。

コタツのそばには、まだ読 んでいない、面白そうな猫 用の漫画と小説が積まれ、 子猫

ちゃんはどれ から読もうか迷った 。
飾り 棚には宝物がたくさん並ん でいる 。
金銀さんご 、
ツツジの盆栽、サツキの盆 栽。デルフト焼きの中国 風の器に盛られたツツジの 花束。
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大広間の扉は温室につなが り、極楽鳥が飛ぶ下にぎ っしりツツジが咲いている 。

大広間 から豆 腐屋さ んのい る玉座 に登る 大階段 にはベ ルトコ ンベア が架け られて い
た。ぎちぎ ちと木綿豆腐が一丁降り てくる。

バラ色の ドレスを着た豆腐屋さん の奥さんが、トウシューズ のウサギ革の白い靴底を
見せ、踊りながら大 理石の上をやってくる。

「さあ 、洗いなさい」豆腐を洗い なさい。子猫の手をとって 、奥さんは、ベルトコン ベ
アの豆腐にぎゅっ と押しつけた。豆腐は、豆 腐にもかかわらずものすご く硬く、豆腐の
化石 みたいだった。子猫の爪が ボキボキ折れた。
にゃー！ 痛い にゃー！！

「さあ、洗いな さい洗いなさい」子猫の前 足も押しつける。
その時、温室を横切って、 りっぱなお侍さんが、日本 刀を振りあげ、大広間に入 って

きた。奥さん のドレスを袈裟がけに斬っ た！
にゃー！！ 悲鳴をあげ る子猫だった。奥さんの血 が飛び散るかと思うと、バ ラの花
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びらがひらひらと舞った。

「か のご新造は 悪なり」 と、りっぱ なお侍さん は言った 。
『久留 米藩士の坂 本元蔵』と
名乗った。
「悪の華が 豆腐屋のご新造に化けて おったのだ」
奥さんは、藁人形に巻 きついたつるバラであった 。

「子猫よ 、知っておろうか。バラは 古今東西最悪の極悪の華な り。バラには気をつけた
ほうが良かろう。そ なたも零落したとはいえ神 のはしくれならば、バラを 退治すべし」
「どうしてバラが 悪なんですかにゃー」と、 子猫は訊いた。

「 一目瞭然で ござろう 」と、坂本 元蔵さんは 威厳に満ち た口調で言 った 。
「トゲがあ っ
て猫や人を刺すで はないか。また、あのブク ブクビラビラした花びら の陰に、麻薬や武

器 を隠し、南蛮から密輸して いるのだ。バラは常に猫や 人の堕落を願っておる」
「にゃー……」 と子猫は鳴いた。
というこれもツツジが見せ た幻覚である。
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二、いなだのねこうさぎ

豆腐洗い猫 ははっと気づいた。ツツ ジの幻覚街から抜け出し、 リアルに戻ってきた。

もう豆腐 洗い猫は子猫ではなかっ た。爪を見ると、ネイルア ートもされていない。今
いるのは、地球上で 、多摩川の土手だった。視 界の四分の三くらいが冬晴 れの気持ちの

すげ いな だ づつ み

いい空 で、残りは多摩川の広々し た河畔だった。河の上の鉄 橋を、京王線ががたんが た
んと渡っていく。

ここ は、現代日本の神奈川県川 崎市多摩区にある、菅稲田 堤というところだった。 今
日は、十二月二十 四日だか二十五日だ。
豆 腐洗い猫の背中には、ツツ ジが六十本挿し木されてい る。
ツツジの枝がご りごり刺さっていて、猫は 痛かった。

猫はかわいい 手を背中にまわし、ツツジ の枝をひっこ抜こうとし たが、猫の手は構造
上、自分の背中は触れない 。猫は地面にころがって 、ツツジの枝を折るか抜く かしよう
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としたが、発根しだしたツ ツジの根は、すでに運動神 経にからまりはじめてい た。ころ

がろうとする たびに、ツツジの根が、 猫をぴょんと飛ばせて、後 ろ脚で立ちあがらせる
のだった。

「ツツジを 挿し木される豆腐洗い猫 なんて聞いたことがないに ゃー」豆腐洗い猫はひと
りごとを言い、とても 悲しくなった。

うつぶせ に倒れてしくしく泣いて いると、白鷺が来て、豆腐 洗い猫の爪の間にかすか
に残った豆腐のカス をつついて食べた。それか ら猫を足蹴にして去ってい った。

多摩川 をアザラシが泳いでいく。 アザラシといっしょに黒い バカ犬も泳いでいく。

磊落 な青年の声が、猫の頭の上 から降ってきた 。
「どうして泣いてい るんだね」
声の主は、大き な袋をかついでいる。多摩 川流域の、地元のお若い神 様である。

「 君は因幡のシロウサギの親 戚だな」と地元の神様は言 われた。
「ツツジが挿し 木されて、寒くて辛いです にゃー」と豆腐洗い猫は 言った。
オオ テヅ クリ ヒコ ノミ コト

この地元の神 様は、大調布比古命様とお っしゃるのだった。
多摩川沿いには、この方 の兄にあたる神様がたくさ んいらっしゃる。この方が 背負っ
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ている大きな袋は、意地悪 な兄神たちにどっさり持た された荷物であった。手 ぶらの兄

神たちは、と っとと先に行ってしまわ れた。
これから兄神たちと大調 布比古命様は 、
地元の姫神様のところに 求婚に行くのだった 。
「かわいそうに」と優 しい地元の神様は豆腐洗い 猫に言った。

「いいこと を教えよう 。
ハイポネッ クスという薬を一〇〇〇倍 に薄めて全身にまぶして 、
お日様に当たるんだ 。あと、オルトランという 薬も飲むと良いだろう」

猫ちゃんは言われ たとおり 、
ハ イポネックスの青い液を体 にまぶしてお日様にあたり 、

オル トランを飲んだ。殺虫剤の オルトランによって、ツツ ジについたツツジグンバイ が
滅びた。

そ して液体肥料のハイポネッ クスをゲットしたツツジの 根はぐんぐん伸びたし、葉 っ
ぱは盛んに光合 成した。
六十本の挿し 木からツツジの花がたくさ ん咲きました。

16

「ありがとうございます地 元の神様！

兄神様たちで はなく、地元姫神はあな たさまの

求婚に答える でしょう。このツツジを プレゼントするとオッケー ですよ！」
というのは すべてツツジが勝手に答 えたものである。

あゆつい しょう

猫ちゃん はツツジ猫ではなく、豆腐 洗い猫だ！

情熱的な 真っ赤な久留米ツツジ『 筑紫紅』の花束を手に取り 、地元神様はとても喜ん
だ。
「おお 、ありがとうツツジ猫よ」
地元の神様は勘違 いをしている！

ツツ ジたちが地元の神様を褒め たたえる。ちょっと阿諛追 従も入っている。
「優しくて素晴ら しい神様ですにゃー！ 姫 神様もお幸せですにゃー ！」

ツツジ たちが勝 手に喋って いる 。
「ツツジ猫 だにゃー。 きれいでか わいいにゃ ー」ツ
ツジは豆腐洗い猫の体を動 かし、後ろ脚で立ちあがり 、道行く人にツツジをくば った。

「ツツジは白 いツツジがペンキを塗った ようできれいだにゃー」
「赤いツツジもきれいだに ゃー」
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ツツジ猫はおもしろおかし く踊ったり歌ったりして 、みんなを喜ばせた。

ツツジ猫は ツツジの宣伝をしながら多 摩川を渡り、東京都調布市 つつじヶ丘に向かっ
た。やがて甲州街道に出 た。車を運転する人たちも 、思わず車を停め、踊る ツツジ猫に
見とれた。
「かわいいなあ 」
「きれいねえ」

甲州街道沿いの歩道 で、ツツジ猫は、踊りつつ 調子に乗って、バレエ『白 鳥の湖』で

黒鳥が 踊るとても難しい踊りに挑 戦しはじめた。三十二回転 のグラン・フェッテ！ 通
行人が拍手喝采し て、くるくるまわるツツジ 猫を見物した。豆腐洗い猫 は回転を止めた

かっ た。だいたい猫が二本足で ずっと立つのが無理なのだ 。
豆腐洗 い猫は「止 まるにゃ ー 」
「 やめるにゃ ー」と叫ん だが、この 声は、観客 の手拍

子 にかき消されてしまう。
「助けてにゃー 」
そして、運動神経はツツジ に牛耳られているので、猫 の体はぐんぐんまわりなが ら後

ろ右足をがん がん横に突き出し、軸にな る左足は敷石にこすれて血 がダラダラ流れた。
猫の三半規管はおかしくな り船酔いみたいに目眩が 襲った。
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甲州街道と 、京王線のつつじヶ丘駅に 向かう道路との交差点に、 地元の大調布比古命
オ オ ソ メ チ ヒ メ
様と、姫神様の大染地比 売様が仲良く立っておられ た。

姫神様と相 思相愛になった地元の神 様が「おお、すばらしいツ ツジ猫よ」と言ってく
ださった 。
「縁結びをしてくれたツ ツジ猫よ」

地元の神 様は、背中にかついだ大 きな袋から荷物を出し、道 行く人々にどんどんプレ
ゼントした。プレス テ３とか、ユニクロの福袋 とかが入っている。
この時 の地元神様の姿が、サンタ クロースの原型である。

もう 夕方近かった。甲州街道の 彼方、西の空が燦然と輝い ている。猫の背中にびっ し
り咲いたツツジた ちが燃えるように夕日を映 し、美しさがそそり立つ 。夕焼けの西空か

ら 、馬に 乗った武士が現れた 。馬は漆黒のペ ガサスだった 。ペガサスは大き な翼を広げ 、
滑空し、甲州街 道へ降り立った。

「ツツ ジたちよ 」ツツジた ちが大喜び で武士を迎 える 。
「そなた らが皆に愛 でられ、喜
ばしいかぎりである」
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久留米ツツジの生みの親、 久留米藩士・坂本元蔵さ んが現れたのである。坂本 元蔵さ

んは、馬術師 範であるから、ペガサス を乗りこなすなどわけはな い。

調布 の神と姫 神が、坂本 元蔵さんに 挨拶なさる 。坂本元蔵 さんが恐縮 した 。
「神が一
介の幽霊にお声をかけ るなど滅相もございませぬ 」

「いや、 我らの縁を結んでくれたの は、ツツジ猫なり」
姫神様も 、玉を転 がすような 声でおっし ゃる 。
「かのツツ ジ猫の、ツ ツジ部分の 生み

の親な るそなたに、わたくしたち はどんなに感謝しているこ とか」

にゃ ー！ 豆腐洗い猫は、外界 と自己のあいまをおおいつ くした、ツツジの壁を乗 り
越え、みずからの 声を世界に届かせたかった 。猫はツツジの花をもぎ とろうと、必死に

体 を揺す った 。
「 やあ、 楽しそ うに踊 ってい るぞ」 と地元 神様が言 われた 。
「 ほんと う
にかわいいツツ ジ猫ですこと」と姫神様も ほほえまれる。
豆腐洗い猫の爪が、ツツジ の花びらを引っかけ、なん とか赤い花と白い花、二輪 のツ

ツジを むしり取 った 。
「おお、 これは感心 じゃ」と、 坂本元蔵さ んが言い、 豆腐洗い猫
の手からツツジの花をさっ と受け取った。
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坂本さんは、二輪のツツジ を地元神様と姫神様に捧 げた。
ツツジの花 を杯に見立て、ツツジの蜜 で三三九度だ。

男神様と姫 神様の幸福のオーラが、 ツツジの花びらを伝って四 方に放射され、つつじ
ヶ丘駅前のツツジの植 え込みが、季節外れにもか かわらず、いっせいに開花 する。

赤いツツ ジは燃えるが如く、白い ツツジは光るが如く、ピン クのツツジは官能的に、
紫のツツジは気品を たたえ、通行人たちはみな 驚嘆した。

これは 植物の神々しい美の祭典！
真夜中になると、 ツツジ猫が、小さい猫なの に、馬車引き猫になってソ リを引いた。

でも 実際引っぱるのは豆腐洗い 猫だ。地元神様と姫神様の 乗ったソリは、調布市つつ じ
ヶ丘周辺の家々を 一軒一軒まわり、子供たち や大人にも、久留米ツツ ジのポット苗や豆

調布市つつじ ヶ丘の駅前に、ツツジ猫の 祠が建った。

腐 ケーキをプレゼントした。
ただしバラが植 えられている家は無視した 。なぜかというなら 、
同 じ園芸植物として 、
ツツジはバラの人気に嫉妬 していたからである。
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ツツジ猫として祭られた豆 腐洗い猫なり。久留米ツ ツジを作った久留米藩士の 坂本さ

んも喜んでい る。ツツジ猫の祠のまわ りにはキリシマツツジサタ ツツジ慶良間ツツジ洋
種アザレア色とりどりな りけり。

ツツジ猫が 参拝客に愛想を振りまく 。豆腐洗い猫は、にゃー… …と思った。
これがクリスマスの発 祥である。

だからク リスマスにはツツジを飾 って、調布に行き、久留米 藩士の偉業をたたえるの
だ。
以上で 豆腐洗い猫二ヶ月連続クリ スマス特集を終了する。

注< 久>留米ツツジ を作った坂本元蔵氏は実在 の人物ですが、この話に 登場する同名の人
物 の人物像はフィクションで す。

