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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』

「ホテル豆腐洗い猫」―豆 腐洗い猫その７―

『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 猫は久留米ツツジ六〇本を 背中に挿し木され、ツツ
ジになかば運動神経 を乗っ取られている。

ま

一、 豆腐洗い猫・悪口の間

世界各国の都市 にあるホテル、どこの都市 であろうとホテルのうち 一軒には、或る空
間が存在する。

洗いたてのシ ーツや枕カヴァーを積んで おくリネン室、フロント のキーの保管所、貴
重品入れ、従業員用エレヴ ェーター、そういった、 利用客が意識しないホテル ならでは
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の設備の合間に、ひっそり とそれはある。

仮面をつけ た人々が深夜につどう。ホ テルで行われ得るどんなエ ロティックな行為よ
りも刺激的に……背徳的 に……、人々はその空間で 、或る行為に熱中する。
その空間とは『豆腐洗 い猫・悪口の間』である。

東欧の某 都市のホテルを覗いてみ よう。従業員用エレヴェー ターの機械室に見せかけ
た秘密の入口を開く と、アラベスク模様の真紅 のビロードを貼った狭い部 屋にスツール

が並ん でいる。部屋の隅には、使 われていないリネン類が山 積みになっているが、背 徳
行為に溺れる人々 は気にしない。そして人々 は仮面舞踏会の後に、豆腐 洗い猫の悪口を
言う のだった。
「猫のくせに豆腐 を洗ってるのよ 」
「まあばかねー」

「 猫のくせにというが、ふつ うの猫はかわいいしわがま まだしのんきにやってるの に、
豆腐洗い猫だけ がバカ猫なのだ」
ベルボーイさんがドライマ ティーニを運んでくる。大 胆に、猥雑に、機知を閃か せ、

とびきりの豆 腐洗い猫の悪口が小部屋を 飛び交う。
「ほんとう に馬鹿な 猫だ……と いうか猫の ふりをした 何かだ 」
「しかも 元・神とか 言っ
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てるし 」
「痛 い猫だな」

静かな海辺の丘に、ピン ク色にシリコン塗装した、 こぢんまりした建物があ る。建て

られたのは バブルのころで、南欧風 だ。入口にはイオニア式の 白い柱が四本並び、合間
のアーチをくぐって中 に入るのだった。日本では ちょっと滑稽なはずだが、 壁のピンク

は、紫が かったところに砂が混じっ たような色合いで、白茶け た海と並ぶと、沈鬱で悲
しげに見えた。

こ の四階 建ての 建物が 、
『ホテ ル豆腐 洗い猫』 だ。も ちろん このホ テルに は 、
『豆腐
洗い猫・悪口の間 』はない。

暖か い海辺にあるホテルには、 リゾート客が来るのだが、 冬の今は閑散としている 。
ホテルのまわり を久留米ツツジの防風林が 守っている。ツツジの株間 から銀色のポー

ル が何本も突き立ち、万国旗 がばたばた揺れていた。南 国っぽく、棕櫚とソテツに 色取
られた庭園のプ ールは、水を抜かれている 。

『ホテル豆腐 洗い猫』で働く豆腐洗い猫 は、新婚旅行のご夫婦を案 内し、四〇二号室の
ドアを開けた。
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窓は南側の海に向かって大 きく開いている。バルコ ニーには、久留米ツツジの 鉢植え

が密集し、冬 だというのにちらほらと 花をつけていた。
室内は砂色の混じったピ ンク色の壁紙に覆われてい る。冬の午後の弱い陽が 部屋の奥
深く射しこ み、東側の壁だけが丸く 光っていた。

部屋の中 央には素敵なダブルベッ ドが置かれている。
ベッドはもちろん、 ふわふわでしっとり輝く絹 ごし豆腐である。豆腐のベ ッドは、き

れいな 水がなみなみと注がれた、 ホーローびきのバスタブく らい大きなタライに浮か ん
でいる。タライに は四本の脚がついていた。 脚は優美に外に曲がった猫 脚だ。

豆腐 のベッドはふわふわなだけ ではない。夏は、ホーロー のタライにたっぷり氷を 入
れ、また、タライ の下でどんどん薪を焚き、 お湯を温め、季節ごとに 心地好い適温にす
る 。夏は冷ややっこ、冬は湯 豆腐である。

「豆腐を洗いますにゃー」 豆腐洗い猫は、新婚旅行に 来た泥山田さんご夫妻の荷 物を運

びこむと、言 った。泥山田さん夫妻は、 わくわくしながら見守って いる。
豆腐洗い猫は、ホーロー のタライに脚を突っ込み、 体を乗りだし、両前脚の肉 球を豆
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腐にこすりつけ、いっしょ うけんめいベッドの巨大豆 腐を洗った。豆腐はみる みるうち

に輝きを増す 。皮肉なことに、豆腐洗 い猫は今や、六〇本の久留 米ツツジになかば運動
神経を乗っ取られている のだが、ツツジに制御され たためにかえって、豆腐 に触れるた
びにうまく 爪を引っ込められるよう になっていた。

花嫁さん が言う 。
「ほ んとうにきれいになって る！ すごいわ」
「ああ、 しまった コンドーム を忘れた！ 」と花婿さ んが照れな がら言った 。
「子 供はも

う少し 後にする約束なの」と花嫁 さんが言った。
「ちょっと待って くださいにゃー」豆腐洗い 猫は豆腐ベッドからちゃっ と飛び起りて、
ドア を開け、ホテルの廊下を走 った。
「ホテル備えつけ のコンドームを持ってきま すにゃー」

コンドームは湯 葉でできている。
当然、よく破れるのだが、 妊娠したところで、一週間 後にオカラが生まれるだけ なの
で別に良いの だった。
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「さすが豆腐洗い猫ちゃん ね」と花嫁さんが言った。

「ありがとう ございますにゃー 。ですがにゃー 」豆腐 洗い猫の神経を支配したツ ツジが 、
猫を動かし、かわいく答 えた。

「猫の妖怪 どうし、悪口は言いたく ないんですがにゃー。豆腐 洗い猫はちょっと無責任
なところがあってにゃ ー、ホテルを放りだして遊 び暮らしていますにゃー。 みかねて代

わりに、 ツツジ猫ががんばってホテ ルを引き受けましたにゃー 」
「ええ？ ひどい 猫ね。がっ かりしたわ 」花嫁さん が言った。 花婿さんも 言う 。
「豆腐

洗い猫 はまじめでひたむきな猫だ って聞いていたんだけどな あ。ツツジ猫ちゃんは偉 い
ねえ」
にゃ ー……と豆腐洗い猫は思っ た。

猫 は、ダブルの豆腐ベッドが 浮かんだホーローのタライ の下で、薪を燃やし、お湯 の
中にネギを入れ る。
「ポン酢を持ってきますに ゃー」

豆腐洗い猫は 、四〇二号室と、一階のガ ーデンレストランの厨房 のあいだを、こまね
ずみのようにきりきりと走 りまわり、銀のお盆に載 せて、サーヴィスの品々を 持ってく
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る。
「豆乳 サワー のフル ーツパ ンチで すにゃ ー 」
「ホテ ル豆腐 洗い猫 の絵葉 書です にゃ

ー」そのお盆 のいちいちに、種類の違 うきれいな久留米ツツジの 花が載っている。

廊下の天井 にたくさん吊された呼び 鈴がりんりん鳴った。呼び 鈴には何十本もの凧糸
がつながり、各客室で 糸を引っぱると、廊下や階 段やフロントの呼び鈴が鳴 る仕組みで

ある。
冬で閑散としたホテ ルにもうひとりだけ、お客 さんが泊まっている。三〇 六号室でご

用だ！
「ごゆっくりおく つろぎくださいにゃー」ツ ツジ猫は新婚旅行のお客さ んに深々と、し

かも かわいくお辞儀した。
四〇二 号室から廊 下に出た とたんに、 背中のツツ ジたちが豆 腐洗い猫に言 った 。
「ち

ょ う、君、やっといてえや」
お仕事に飽きる と、ツツジたちは、豆腐洗 い猫の運動神経にからま った根っこを休ま
せ、豆腐洗い猫に何もかも やらせるのだ。

三〇六号室のお客さん、 藻島さんはひとりでお仕事 のために来た立派なビジネ スマン
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さんだが、あまりにおいし いので湯豆腐になった豆腐 ベッド（シングル）を全 部、食べ
てしまった。
「ツツジ猫ちゃん、豆腐 のおかわりを頼むよ」
「かしこま りましたにゃー」

豆腐洗い 猫は、ぴょんぴょん階段 を降り、吹きぬけになった 二階やフロントロビーの
ある一階を通過し、 地下に行った。

地下の 倉庫の隅から、大きな台車 をがらがらと引き出す。
業務用冷蔵庫を開 けると、豆腐が載った大き な棚が、観覧車の籠のよう に、垂直に立

った 円盤状に並んでいる。豆腐 ベッド用の新鮮な巨大絹ご し豆腐である。
豆腐洗い猫は一 番おいしそうな豆腐を選ん だ。棚の回転ハンドルをま わし、目的の豆

腐 の載った棚を、冷蔵庫の一 番下に持ってきて、台車の 荷台と同じ高さにする。巨 大豆
腐の下には、ビ ニールのシートが敷かれて おり、シートを引っぱる ことによって、猫で
もなんとか、大きく重たい 豆腐をひきずり動かすこと ができる。シングルサイズ でも、

豆腐ベッドは ウォーターベッドくらい重 たいのだ。豆腐洗い猫はい っしょうけんめいシ
ートを引き、豆腐を台車に 積んだ。
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豆腐洗い猫 は、台車を押して、三〇六 号室の扉をノックした。
「新しい豆腐ベッドです にゃー」

「お、ご苦 労だね」藻島さんはベッ ドの向こう側で、ノートパ ソコンに何か入力してい
る。

豆腐洗い 猫は、荷台の先端を、ぐ らぐら煮たった、よくダシ の出たホーローのタライ
に向けた。台車の取 っ手を押し下げると、梃子 の原理で、荷台部分が上が る。荷台の先

端が、 タライのへりに引っかかっ た。
「にゃー！」豆腐 洗い猫は、今度は、荷台の 取っ手側の端っこをつかむ 。猫背を徐々に

伸ば し、重量挙げのように、渾 身の力を込めて、ぐいっと 荷台の片方を持ちあげた。
タライに向かっ て斜めになった荷台を、ず るずると豆腐がすべり落ち る。すべりなが

ら 豆腐はどんどん勢いをつけ 、急速度でホーローのタラ イに落下した。
タライのダシ汁 の水面にぶつかり、ぐしゃ ーっと豆腐が砕け、お湯 がびちゃびちゃに
跳ね、豆腐洗い猫の体に降 りかかった 。
「熱いにゃー！」
「ああ、重要な書類が！」
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藻島さんの大切なノートパ ソコンの上に、ダシ汁が 、ネギと豆腐のカスととも にぶち
まけられた。

「すいませ んにゃー！！」
豆腐洗い猫は、タライ の反対側にいるお客さんの パソコンを拭こうとした 。台車の荷

台がタラ イのダシ汁の中にずぶずぶ ともぐりこむ。猫は焦って 、ホーローのタライを飛
び越そうと、取っ手 の隙間に向かって跳ねた。 ツツジの枝が、取っ手に引 っかかり、猫

は台車 ごと、自分がいた扉側に引 き戻される。猫の背中のツ ツジの、びっしり咲いた 花
が吸盤になって、 模造大理石の床に強烈に吸 いつく。そして猫は、台車 の取っ手といっ

にゃ ーーー！！！

と、床にび っしゃあああああとこぼれ た。

しょ に、床にべったり貼りつい た。
台車が猫のほう に倒れ、ホーローのタライ もひっくりかえった。ダシ 汁と巨大絹ごし
豆 腐が、ぎゃーーー！

藻島さんのノートパソコン がピーといって、断末魔の 叫びをあげた。豆腐洗い猫 が叫

ぶ。
「にゃーーー！ 弁償 しますにゃー」
「まあ、データは会社のコ ンピューターに同期する から……」と藻島さんはち ょっと困

11

った顔をして笑った。
ああ、データが！

空中 を今しも飛んでいって、藻 島さんの会社の巨大コン ピュータ

ーに同期し ようとしたデータを、ツ ツジの葉っぱの気孔が吸い 取った。
「ええ、データが消え てしまった？ ああああ！ これで五〇〇〇〇億円の 損失だ！」

うわーぎ ゃー！ と叫んで、藻島 さんは豆腐洗い猫を壁に叩 きつけ、走って出ていっ
た。
「猫 のホテルになんか泊まる んじゃなかった！」

二、 大忙しの豆腐洗い猫

豆腐洗い猫は、 壁にぶつかった頭を押さえ て立ちあがると、しくし く泣きながら雑巾
で三〇六号室の床を拭いた 。

拭いても拭い ても、床にこぼれた六〇リ ットルのダシ汁と巨大豆 腐は吸い取れない。
豆腐洗い猫 の背中に 生えたツツ ジたちが言 った 。
「人生何ご とも経験や わ。あのビ ジ
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ネスマンのお客も、これで 、ひとまわり大きい人間に なれるわ」

「弁償するに ゃー」豆腐洗い猫はかぼ そく言った。
「でき もしい へんこ とを言 っとう ！ 」
「馬鹿 ぁな猫 や！ 」
「こ の馬鹿 は関西 でいう 『バ

冬なのに 満開に咲き誇った背中の 久留米ツツジたちはいっせ いに笑った。

カ』やで！ ほんまに救いようのな い馬鹿にしか使わん馬鹿や 、これを相手に言うたら
おしまいや 、
い う馬鹿や！ 」
「豆腐洗い猫には その『馬鹿 』いう言葉がちょうどええ で！ 」

廊下の 天井に張りめぐらされた呼 び鈴が鳴った。豆腐洗い猫 は三〇六号室の後片づけ
を中断し、フロン トに駆けつけた。

黄色 いナイロンパーカーを着て 黄色いリュックサックを背 負った、しょぼくれた男 の
人が、ひとりでフ ロントに立っていた。

「 いらっしゃいませにゃー」 豆腐洗い猫はフロントデス クの裏に用意してある脚立 によ
じ登って後ろ二 本脚で立ち、デスクの上に 宿帳を広げた。

宿帳は、どん な猫でも読めるように、ひ らがなで書くようになっ ている。お客は書い
た。
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おなまえ ： はたくらまゆみ
しょくぎょう ： みんぞ くがくしゃ
つぎのもく てきち ： とうふあらい のいりえ

「と…… 」と、はたくらまゆみ／幡 倉真弓は言った 。
（第四回 、
『豆腐洗い猫トーテム 』
参照、豆腐洗い猫を 信仰する一族の末裔で、民 俗学者。話し下手）

豆腐洗い猫は 、
この お客が 、自分を信仰して くれる一族の末裔であるこ とに気づいた 。

彼を 導く親切な言葉をかけたか った。他の一族たちの消息 を尋ねたかった。
「とうふ……この 近辺に……、豆腐洗い猫が 、と……」と、幡倉真弓 はいっしょうけん

め いしぼり出すように喋った 。
「猫が、洗 う豆腐が……」
そしてひとりご とを言う 。
「 ツツジ猫ちゃんは知らない か……」

ツツジたちは 質問には答えず 、きびしく言 いはなった 。
「一 泊 、六八〇円ですにゃー 。
前払いですにゃー」
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幡倉真弓は 黄色いナイロンパーカーの ポケットを探ったが、どう しても五七二円しか
みつからない 。一円出てきたと 思ったら 、昔の缶ジュースのプル タブ（取り外すタイプ ）

だったりし た。
豆腐洗い猫が「五七二 円でいいですにゃー」と言 おうとしたら、当然、猫 の発話機能

を奪 い取って ツツジが言 う 。
「一泊、六 八〇円です にゃー。び た一文まけ られません に
ゃー」
呼び鈴が鳴った 。
「ツツジ猫ち ゃん来て！」

豆腐 洗い猫は心の中で血の涙を 流しながら、小銭を探し続 ける信者一族の末裔を後 に
し、呼んでいるお 客さんのところに向かった 。

新婚の 泥山田夫 妻が、ホテ ルの地下大 浴場の前で 途方に暮れ ている 。
「お風呂 に蛆が
湧いているわよ！」

ええ、 にゃー… …。花婿さ んが足元を 指差した 。
「こ れを見てく れよ」お風 呂の扉の
隙間から蛆が這いでている 。猫一匹ではなかなか手 がまわらず、豆乳風呂の入 れ替えと
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か掃除を、そういえば忘れ ていた。

大 浴場 の扉 を 開け た途 端 、何 万匹 も の小 蠅が ぶ ーん と豆 腐 洗い 猫を 襲 った 。ぎ ゃ
ー！！ ネズミがばたば たと駆けていく。大浴場の 前に置かれた、高野豆腐 でできた卓

球台はびっ しり青黴が生えて、ビロ ードを貼った本物の卓球台 みたいになっていた。

新婚旅行 をキャンセルし、慌ただ しくホテルを出て行く泥山 田夫妻を傍らに、フロン
トロビーでは、幡倉 真弓が立ちつくしている。

彼は壁 を眺めた。壁には絵が掛か っている。久留米ツツジの 父、偉大なる久留米藩士
・坂本元蔵の肖像 を、エドワード・ホッパー が静謐に描いたものだ。ル ノワールが描い

た久 留米ツツジの油彩もある。 エドワード・ホッパーの絵 のほうが、ホテル豆腐洗い 猫
には合っているか なと、幡倉真弓はぼんやり と思った。彼のまわりを ゴキブリとフナム

シ がささっと走りまわる。大 量のゴキブリの足音が吹き ぬけのフロントロビーに響 く。

鹿が鳴いている。冬ぞ悲し き、鹿ぞ鳴くなる、と幡倉 真弓は思った。鹿は、各部 屋の

豆腐ベッドの 豆腐をむしゃむしゃと食べ てはポタポタ糞をした。糞 にはバラの種が含ま
れている。鹿が三頭、幡倉 真弓が持っていた乾パン に惹かれてやってくる。食 べ終わる
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と、もっと餌をくれという ように、ナイロンパーカー をくわえようとする。

心優しい幡倉真弓は、も っと餌をあげようとしたが 餌なんかない。鹿たちは 首をゆっ

くり振りな がら 、軽やかな足取りで 、幡倉真弓に頭 をぶつけてきた 。手に持った地 図を 、
鹿が引き裂き 、食 べはじめる 。鹿は 岩波文庫の 『忘れられ た日本人 』
（宮本常一著 ）を 、

真っぷた つに食いちぎった。五十頭 くらいの鹿がどっと幡倉真 弓を取り囲み、無言で彼
に頭突きする。牡鹿 の立派な角が突き刺さる。

幡倉真 弓は 、五七二円をフロント デスクに忘れたまま 、
ホテ ルのガラスの扉を開けて 、
逃げていった。

当然のように、 ホテル豆腐洗い猫は荒れて いった。一階のレストラン 『アザレア』で

は 、厨房でも客席でも、ガー デンテラスでも、鹿が糞を しまくっていた。
二階のバー 『豆腐洗い 』には 、
『豆 腐洗い猫・悪口の間 』が出来ている 。影のような 、
仮面をつけた人々がやって きて 、豆腐洗い猫の悪口を言っ ている 。
「見て 、こ のグラス 、
オカラがつい てるわ。最低ね」
「あの猫を家族の一員とし て引き取る奇特な人はい ないの？」
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「家じゅうに豆腐をまきち らされるだけだな。しかも 向こう三軒両隣、マンシ ョンだっ

たら全室、そ れに隣のビルまで、汚泥 と恥辱にまみれた豆腐のク ズをばらまかれるに違
いない。豆腐にはすべて 『死ね』とか『バカ』とか 書いてあるのだ。ご近所 トラブルの

元だよ」
「世の中には、もっと いたいけで、かわいくて、 困っている子猫がいっぱい いるんだ。

タフに生 き抜いた長寿猫も、尊敬し あいながら、供に暮らすパ ートナーにふさわしい。
だが、 大昔か ら生き ている くせ に馬鹿 のまま で何の ご利益 もない 猫……自 称・元 ・神
（笑） など……」

豆腐 洗い猫がバー『豆腐洗い』 を覗くと、影たちはさっと 引っ込んでしまい、白と ピ
ンクの模造大理石 で市松模様を作った床に、 空っぽのスツールが、た だただ長い影を落
と して並んでいる。
フロントで呼び鈴が鳴った 。お客さんだにゃー！

今度来た客は 、豆腐まみれで柔らかい毛 が固まって悲惨な表情の 豆腐洗い猫の姿を見
ると、びっくりして、持っ ていたバラの苗木をフロ ントデスクに置いて逃げだ した。豆
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腐洗い猫は どうして 良いかわか らず 、
「大事に育 てますにゃ ー」とお客 さんの背中 に叫
んだ。
おかげで捨てバラがたく さん集まった。

ホテルの名 物、全室そなえつけの豆 腐ベッドは、鹿がした糞か ら生まれたバラの苗代
になって、バラは部屋 じゅうに蔓を伸ばした。蘭 や、ビカクシダ、スマトラ オオコンニ

ャクも持 ち込まれて、部屋を占領し ていった。鹿はバラをむし ゃむしゃ食べてトゲが刺
さって死んだ。
死体か らまた、バラが生えてきた 。

三、植物のパラダ イスホテル

ホテル豆腐洗い猫は今や、 単なる温室であった。園芸 愛好家が来るかもしれなか った

が、そんなこ とをしてお客を呼び、集金 する甲斐性や世知が豆腐洗 い猫にあるわけがな
かった。
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鹿の死体、 猪の死体。
ぶ つえ んほ う
薄暗い廊下には、熱帯の サトイモ科植物スパティフ ィラムが繁茂し、白い仏 炎苞が広
がる。
バラがこの館の女王だ った。

ツツジが 豆腐洗い猫をあやつり、 グーグルに頼んで『捨てバ ラ引き取ります』という
広告を出したため、 ますます『捨てバラ』が集 まってくる。各客室の豆腐 ベッドに生え

たバラ が色とりどりの花を咲かせ る。
豆腐洗い猫は、幡 倉真弓が忘れた五七二円で 近所の農家から牛糞を買い 、大八車に乗

せて 、バラの肥料に運んできた 。本当は自分がピカピカに 洗うべき豆腐に泣きながら 撒
いた。
客室で開花した バラたちは、せっせとポエ ムを書いている。

ツツジよ ……さぞかし私を恨んでいるで あろう… …
私たちの愛は種間雑種不能 の不稔の愛 ……
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ツツ ジ猫が言う 。
「 バラさんた ちは、サカ タのタネさ んやタキイ 種苗さんの ような一
流どころの園芸カタログ で大人気ですにゃー。毎号 特集で、すごいページ数 を割かれて

ます にゃー 。
『咲か れて』と『 割かれて』 をかけてま すにゃー」 ははははと ツツジはお
追従笑いをした。

バラの繁 茂した客 室から廊下 に出ると 、
「けっ 、落葉樹が 」とツツジ は豆腐洗い 猫の
背中で 毒々しく呟いた。
にゃーと豆腐洗い 猫は思った。

かつて 、
『 豆腐洗い猫 ・悪口の間 』があった 、バー『豆 腐洗い』は 、窓枠にか らみつ

い た蔓バラ、地面に置かれた ミニバラと、バラであふれ 、悪口を言う人々も来ない 。
ホテルの空中は 、植物でいっぱいなので酸 素が濃くなっていた。な んだかくらくらし
ながら、豆腐洗い猫は植物 たちの世話をし続けた。

元々建物のあ ちこちに置かれていた、久 留米ツツジの鉢植えはじ ょうぶである。豆腐
洗い猫は、どんどん増える 捨てバラをホテル内に受 け入れるため、久留米ツツ ジを庭に
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植え替えていった。

四〇二号室の豆腐ベッド に根づいたバラは、ブクブ クビラビラした花びらを 揺すりな

がら 、
『冬で寒いから暖 かくせよ』と豆腐洗い猫 に命じた。
ツツジ猫 がバラに言 う 。
「ツツジ猫 はバラさん たちのため に奉仕しま すにゃー。 園芸
植物の主 役はやはりバラですにゃー ！」

豆腐洗 い猫は、豆腐ベッドがひた された、ホーローのタライ の下の薪に火をつけよう
とした。

薪に 火をつけるのはたいへん難 しい。特に猫には困難であ る。右手の小さな指のあ い
だにマッチ棒を差 しいれ、左手にマッチ箱を 持つのだが、うまく箱が 持てない。猫は座

ちゃんと蓋も開いている 。

り こみ、後ろ脚でマッチ箱を はさみ、左手で押さえた。
やっとマッチに 火がついた。火は、マッチ 箱に燃え移った。豆腐洗 い猫はあわてて、
タライの下に積んだ薪の上 にマッチ箱ごとマッチを投 げた。ああ！ いつの間に か、薪
の上に、灯油 の一斗缶が置かれている！
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豆腐洗い猫のツツジ部分が 、猫をあやつって一斗缶 を置いておいたのだった。 火はあ
っという間に 燃えあがった。

豆腐洗い猫 は消火器を持ってくる。 噴射されて出てきたのは灯 油である。ツツジ猫が
中身をすりかえていた のである。別の消火器には エタノールが！ 別の消火 器には着火

材が！ ああ！ 消火器だと思った ら火薬だ！
大体、植物だらけに なったホテル豆腐洗い猫だ 。ホテルの中は、ただでさ え、酸素濃
度があ がっていた。
燃え さかる炎が、豆腐に生えた バラを包んでいく。

「 水を汲ん できますに ゃー！」豆 腐洗い猫は バラに言っ た。が、ツ ツジが言う 。
「 まあ
世は無常や。え えんや、仕方ないんやわ。 驕れる植物は久しからず や」
ツツジ猫はサカタのタネと タキイ種苗の園芸カタログ からバラのページを破り取 り、
一緒に燃やし た。
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炎は、大きなガラス窓をや ぶり、さらに部屋中に広 がる。

「もうだめに ゃー、バラさんごめんに ゃー」
豆腐洗い猫は、あわてて 部屋の扉を閉め、階段を転 げるように降りる。

フロントロビーで、ツ ツジが豆腐洗い猫の体に急 ブレーキをかけた。フロ ントデスク

の裏に向 かわせ、脚立を運ばせる。
脚立をゆっくり運び ながら、豆腐洗い猫は叫ん だ 。
「逃げる にゃー！」

炎が階 段を舐めている。ツツジた ちは猫の体を、フロントロ ビーの壁際に置いた脚立
に登らせた。エド ワード・ホッパー描く、久 留米藩士・坂本元蔵の肖像 画をはずす。額

を頭 の上に載せる。猫は、脚立 が倒れると同時に、ぴょん と床に飛び降り、一目散に 外
へ駆けだした。

ツツジ が言う 。
「バラ はなあ、悪 いやつらや からなあ、 これも自業 自得やろ。 あいつ
らはなあ、しょせん落葉樹 のくせになあ、たばかっと うんやわ。バラの世話はた いへん

や言うやろ、 黒星病やウドンコ病。あれ なあ、みんな仮病やでええ 。バラ愛好家（審美
眼のかけらもない軽薄な人 々）の注意ひくための仮 病なんやわ！」
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もちろんす でに、館内のツツジはすべ て、安全な外に移植されて いる。
白茶けた海の前の砂浜に 座りこんで、坂本元蔵さん の肖像画にもたれかかり ながら、
にゃー…… と猫は思った。

