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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』

「ツツジの長い午後」―豆 腐洗い猫その９―

『読めば読 むほどむなしくなる！

前回 までのあ らすじ／六 十二本のツ ツジを挿し 木された豆 腐洗い猫は 、
『 ツツジ猫Ａ
ＴＭ』に改造され、 △△銀行つつじヶ丘支店に 設置された。

一、 ツツジ猫ＡＴＭ

猫の肛門用イン クカートリッジは珍しいよ うだが、じっさいには、 近所の文房具屋さ
んでも売っている。

前回、ツツジ 猫ＡＴＭに改造された豆腐 洗い猫は、ＡＴＭ製造会 社の人によって、猫
の肛門用インクカートリッ ジを肛門に挿入され、東 京都調布市つつじヶ丘にあ る△△銀
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行つつじヶ丘支店に設置さ れた。

ツツジ猫ＡＴＭの構造を 説明しよう。なにより重要 なのは猫の肛門用インク カートリ

ッジである 。ツツジ猫ＡＴＭは 、入金 、振込 、通帳記入といった難し い作業はできない 。
猫のかわいさと機能性 は両立しないのだ。

猫はＡＴＭ用クッシ ョンの上に、人間が腰かけ るように、腰をクッション に載せ、上
半身は 立てつつ、うしろ両脚を前 に出し、座っている。

まず 、お客さんが銀行カードを 猫の口に入れる。猫のピン クの鼻の穴には、ＵＳＢ ポ
ートがあり、テン キーのケーブルが差しこま れている。

テ ンキーは猫のかわいいおな かに、柔らかい毛皮につつ まれて乗っている。
お客さんはテン キーの数字を軽快に打って 、暗証番号と下ろしたい 金額を入力するの
だった。

すると、豆腐洗い猫は、 胃の中に溜めたコピー用紙 を胃腸の蠕動運動によって 、肛門
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まで送る。猫の肛門用イン クカートリッジ（インクジ ェット方式）が、コピー 用紙にお

札の模様を噴 出し、肛門から排出する 。また背中に生えた六十二 本のツツジの花がアン
テナになって、銀行の中 央コンピューターと情報を やりとりするのだ。

ツツジ猫がＡＴＭにな った△△都市銀行つつじヶ 丘支店のＡＴＭロビーは 広く、ピカ

ピカに輝 くクリーム色の床に、観葉 植物の鉢とともに、普通の ＡＴＭが十数台並んでい
たが、お客さんは当 然、かわいいツツジ猫ＡＴ Ｍに群がった。
橘さんの奥さん が言った 。
「 じゃあ十万円下ろすわ」

こ けた ちば な

苔

ツツ ジ猫はお客さんがリクエス トしたぶんだけお金を印刷 する。また、コインを鋳 造
する。六万八〇〇 〇円札と二五三円玉しか作 れません。

六万八〇〇〇円 札には、久留米ツツジを作 った久留米藩士・坂本元 蔵さんの肖像と美
しいツツジが印刷されてい る。虹色に光っている。

苔橘さんは猫の肛門に目 をこらし、じっと待ってい る。猫の肛門から、猫の肛 門用イ
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ンクカートリッジのみごと な印刷によって作られた新 品のお札とコインがじゃ らじゃら

出てきた。明 細書もいっしょだ。
十万円下ろす苔橘さんの 奥さんは、六万八〇〇〇円 札を一枚と二五三円玉を 一二六枚
受け取った 。
「ありがとうございま すにゃー」猫が苔橘さんに 言う。

苔橘さん が猫の頭を撫でる 。
「本当にかわいい 猫ちゃんねえ」
猫はにゃーにゃーと 苔橘さんに愛嬌を振りまく 。あまった一二〇円は当然 ツツジが着
服して いた。
計算 あってるかにゃー、と、豆 腐洗い猫は思った。

豆腐洗い猫は苔 橘さんを追いかけたかっ たが、もう次のお客

と なりのＡＴＭが言った 。
『二円消えてますね 。
ツツジ猫 、
いや豆腐洗い 猫の手数料？ 』
（注）
ぎゃあああに ゃーー
さんが並んでいる。

！！！
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「苔橘さんに ゃー！
がとめた。

お金、二円にゃ ー」豆腐洗い猫が叫ぼうと したところを、ツツジ

ツツジ猫Ａ ＴＭのツツジ部分が 、となりのＡＴＭ に言った 。
「二円の間違い がなんや 。
日本人の悪い癖や。優 秀な人やツツジが、細かい 、こまーいことにうつつを 抜かし、血

眼になっ て眼から血を流し神経を衰 弱させ胃潰瘍になってどな いするんや。もっとええ
意味で大雑把になら んとな。それが世界標準、 グローバルスタンダードや でえ」

「なあ、君もそう 思うやろ」ツツジ猫ＡＴＭ のツツジ部分は、ＡＴＭロ ビーのはじに置
かれ ている観葉植物サンセベリ アに言った。

サ ンセベリアは 、
「いやー別にー、植物だ から関係ねーよ」と答えた 。
「そない志が低 いことではあかんなあ」と ツツジは言った。

久留米 ツツジ、 濃いピンク の『摩耶夫 人』が言う 。
「 葉っぱを切 り刻まれて 挿し葉に
されて、むりやり人間たち に殖やされたそのとき、 君の魂まで切り刻まれたん かいな」
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す そ ご の い と

みたいな感じで植えられ

久留 米ツツジ、 紫がかっ たピンクの 『裾濃の糸 』が言う 。
「わし らツツジは 園芸植物
の大先輩として、君の熱 い魂を感じる。サンセベリ アよ、君はこんな東京都 調布市つつ
じヶ丘のバ カＡＴＭのとなりに、空 気がきれいになるかな？
とう器やない」

豆腐洗い猫の口には すでに、次のお客さんのカ ードが差しこまれ、暗証番 号と、下ろ
す金額 『三八〇〇〇円』が入力さ れていた。
どうやって支払う べきだろうか。

豆腐 洗い猫は、銀行員さんが貸 してくれた電卓を前足で持 ちあげ、三万八〇〇〇割 る
六八〇〇〇を計算 したが、猫の肉球は電卓の 間違ったボタンを押して しまう。そのたび

に 『Ｃ』ボ タンを押そ うとするの だが、また 『Ｃ』ボタ ンも間違っ て押して『 ７ 』
『Ｍ
Ｒ』とかを押し てしまう。

『ＭＲ』って何だろうにゃ ーと豆腐洗い猫は焦りなが ら思う。計算機だから mathematic
？ 数学の権利って 何だろうにゃー？
right
それでもがんばって計算 して電卓に出た数字は、も ちろん一以下だし、小数点 以下が
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いっぱいついた割りきれな い数だし、どうしていいの かわからない。

「かわいいわねえ、猫が 電卓で計算してるわ」急い でいるはずのお客さんた ちも、豆腐

洗い猫がい っしょうけんめい計算し ている姿に、思わず足を止 め、にこやかに眺める。

豆腐洗い 猫の小さくかわいい脳に 侵入したツツジの根は、豆 腐洗い猫の脳を使い、ま
た発声器官も使い、 サンセベリアに話しかけつ づけている。口には銀行カ ードが入って
いるの だが、それでもむりやり話 すのだった。

六十 二本の久留米ツツジはサン セベリアにつぎつぎに話し かける。
久留米 ツツジ、ほ んのりピ ンクの『朝 霞』が言う 。
「君 がアフリカ の乾燥地帯 からや

っ て来たときのことを忘れた んか。君の挿し葉仲間全員 が『天下を取れよ』と応援 して
くれたやろが」

久留米 ツツジ、 可憐なピン クの『宮城 野』が言う 。
「 君のクロー ンきょうだ いたちに
申し訳あれへんと思われへ んのか。天下を取れよ、 というても君の個人的幸福 のみを追
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坂本元蔵さんもそう言 うてはる」

求したらそれはあかんのや 。世のため人のため植物の ために尽くす……それが 君の幸福
やないのか？
サンセベリ アが尋ねる 。
「坂本元蔵？」

久留米ツ ツジ、いかにもピンクの 『麒麟』が言う。
「江戸時代後期の久 留米藩士で、わしらのよう な美しいツツジを世に送り 出した聖人・

神・創 造者のお人や、君はなあ、 人間に愛されたことがあれ へんのやろなあ」

久留 米ツツジ、どぎついピンク の『綾姫』が言う。
「きびしいことを 言うようやが、せやから君 は公共心に欠けとうんや わ。人間や植物を

想 い、幸福を願うことができ へん。教えられてへんのや からあたりまえや。だがわ しら
は知っとうでえ 、君の中に眠る激しい愛へ の渇望を！ 愛すること 、愛されることを望
む、燃えさかる魂を！」
サンセベリアが感動のあ まり涙を流す。
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二、△△銀行つつじヶ丘 支店長の苦悩

銀行 員さんた ちが言いま す 。
「ツツジ猫 ＡＴＭが来 てから楽し いわね」銀 行員さんた
ちは、争って猫の世 話をしようとした。近所の 文房具屋さんに、猫の肛門 用インクカー

トリッ ジを買いに行く当番を決め るのに、みんなでくじ引き をした。

ツツ ジ猫の前は今日も人だかり である。わき起こる「かわ いいかわいい」の声。ツ イ
ッターに流れる猫 ＡＴＭ写真。ユーチューブ に流れる猫ＡＴＭ画像。 全世界のフェイス

ブ ック会員全員が猫のかわい さにのたうちまわりながら 『いいね！』を連打する。

他のＡＴＭはガラガラなの に、ツツジ猫ＡＴＭだけ行 列ができ、ボランティアが 列の

案内をしてい る。△△銀行つつじヶ丘支 店のあるビルを取り囲むツ ツジの植え込みにま
で、人々があふれ、デジタ ルカメラを構えて並んで いる。
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ツツジ猫ＡＴＭまんじゅう やツツジ猫ＡＴＭ携帯ス トラップを売る物売りの声 が響き
わたる。

ＡＴ Ｍロビー に、支店長 さんがやっ て来た 。
「お客様 、たいへん 申し訳ござ いません
が、ツツジ猫ＡＴＭは メンテナンスをいたします ので……」客からブーイン グの声があ
がった。

お客さ んたちは、ツツジ猫ＡＴＭ のために電車や新幹線や飛 行機を乗り継いで、つつ
じヶ丘までやって きたのだ。新たに△△銀行 の口座を作ったお客さんも いっぱいいる。

あま りの人気に、通帳にもカー ドにも『ツツジ猫ＡＴＭ』 の写真入りのやつができた 。

ツ ツジ猫ＡＴＭは座っていた ＡＴＭ用クッションから、 ぐにゃっと抱き起こされ、 支
店長さんに抱っ こされて△△銀行つつじヶ 丘支店の二階にある『ご 融資相談室』に連れ
て行かれた。

二階のご融資相談室は完 全防音である。窓のサッシ は三重だ。悲鳴はどこにも 届かな
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い。お金を返さなかった人 々の嘆き悲しむさまや、拷 問の有様が描かれた油絵 が壁にか

かっている。 隅に置かれたサンセベリ アだけが客を見守るのだ。
簡素なソファに、ツツジ 猫ＡＴＭはごろんと転がっ た。豆腐洗い猫はツツジ に栄養を

吸い取られ た上、ずっとＡＴＭをや っていたからもうふらふら だった。正面のソファに
支店長さんが腰かける 。

と猫Ａ ＴＭは答えた。

支店 長さんが 、さすがに 支店長さん だから冷静 に言う 。
「なぜ 、君にここ に来てもら
ったかわかるね？」
にゃー？

「計算が合わない んだよ、さてどうしようか なあ。君は人気者だ。だ がね、お金をちょ

ろ まかすＡ ＴＭという のはなあ」 支店長さん が言った 。
「辞 めてもらう しかないだ ろう
なあ」
ツツジ猫Ａ ＴＭはか わいく言っ た 。
「 にゃー。ち ょろまかし てなんかい ないにゃー 。

計算間違えた だけにゃー。猫ちゃん脳だ からしかたないにゃー…… 」
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ツツジが言 う 。
「支店長は ん、支店長 はんになる ほどの大人 物が、たか が猫一匹を 責

めちゃあかん にゃー」
ソファの となりに置 かれたサン セベリアが 言った 。
「支店 長さん、ツ ツジ猫ＡＴ Ｍは
いつも僕を 励ましてくれたんです。 立派なＡＴＭです」
支店長は ふと、自分のエリート銀 行員人生を振り返った。

東京旧 帝国大学経済学部銀行学科 卒業後、ハーヴァード・ビ ジネススクールでビジネ
ス経済動物学を学 ぶ。マサチューセッツ工科 大学大学院ＡＴＭ学科ＡＴ Ｍ博士号取得。
そろ ばん日本一。七桁の四則演 算が暗算でできる。

子 供のころは公文式に通って 、小学一年から微分積分を やっていたなあ。マサチュ ー
セッツ工科大学 ＡＴＭ学科をトップで卒業 したなあ。教授のスティ ーブンソンさんは元
気かなあ。スティーブ・ジ ョブズとそろばんで計算合 戦をしたなあ。

ＮＡＳＡにも 誘われたが、銀行で働くた めに断った。
エレガントな数字が、欲 望にまみれた金という悪徳 の源泉に変わる恐怖と官能 を味わ
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い尽くすことが我が人生だ と思い定めたのだからなあ 。

しかし今は猫やツツジや サンセベリアのたわごとを 聞かねばならない。支店 長はツツ

猫 を猫扱いし ておもちゃ やインテリ アにして触 りま

ジ猫 ＡＴＭに 言った 。
「猫の猫 親さがしボ ランティア 団体に連絡 したからね 。君は君を
かわいがってくれる家 族をみつけてもらえるよ」
ツツジが 言った 。
「家族 やと？

くるだ けやろ。ツツジ猫はなあ、 坂本さんが作ってくれたん や、偉大なる神の子やで 。
そこらのぼんくら に家族とか言われて弄ばれ てアホ名前をつけられるの は間違っとう、
おま え四則演算がよくできただ けのアホ支店長」

ツ ツジたち が声を揃え る 。
「神を粗末 にするこの 銀行は潰れ るであろう 。アニミズ ム
をバカにする者 はアニミズムに滅びる」

支店長 は言った 。
「 寛容な処置 だよ。猫や ツツジ相手 に裁判を起 こすのもア レだから
ねえ」

14

六十二本の ツツジの声が、ご融資相談 室いっぱいに荘厳にこだま した。あたかも遠い
昔、皓々たる月に照らさ れた古代ギリシアの劇場を 見るかのようだった。

ツツ ジたちが 言う 。
「天国が来 たるとき、 おまえの肛 門に猫の肛 門用インク カートリ
ッジのマゼンダ、イエ ロー、シアン、ブラック、 蛍光ピンクが突っ込まれる だろう。花

の美しさ も愛でられんやつが、人の 上に立つその傲慢の罰が下 るであろう」
サンセベリアがツツ ジの演説をうっとり聞いて いる。

支店長 が指を鳴らすと、パーテー ションの影に隠れていた他 の銀行員がいっせいに飛
びかかってきた。 猫をつかまえ、檻に入れる 。
ツツジ猫が叫ぶ 。

「 サンセベリアよ！ 見よこ の人々の傲慢を。これがこ いつらの正体や、いたいけ なツ
ツジや猫になん というひどいことをするん や！」

豆腐洗い猫は にゃーと思っていたが、ツ ツジの細い根に全身の神 経をあらかた占領さ
れているので、何もできな い。
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ストライ キを決行するんや！

植物 の底力見せたれ！」

檻の 中で、ツツ ジが豆腐 洗い猫の発 声器官を使 って叫ぶ 。
「スト ライキや！ 悪い資
本家を懲らしめるには団 結するしかあらへん。サン セベリアよ！ そして△ △銀行の入
り口の我が 同胞たちよ！

……△△ 銀行つつじヶ丘支店はな んかエコな理由で酸素自給 自足生活を送っていた。
酸素が不足し、銀行 員と客、合わせて四十六人 が死亡した。

植物のストライキ 、それは光合成を休むこと である。そして酸素が出な い→動物死亡

とい うシナリオである。
檻から這い出る と 、
銀行員さ んとお客さん四十六名の死 体を前に豆腐洗い猫は慌て た 。

かわいがってく れたお客さんたちの笑顔が 脳裏をかけぬける。

ツツジ猫ＡＴ Ｍに会うためにつましい貯 金を毎日二五三円ずつ下 ろしに来た山下さん
のおばあさんや、猫大好き フリスキーを毎日一かけ 持ってきてくれた地域猫運 動を推進
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する吉田さん。

会社が終わったあと、泣 きわめく子供たちを保育園 に迎えに行かねばならな いが、マ

マチ ャリで全 力疾走して 銀行に寄り 道し 、
「猫ちゃん に会うとほ っとするよ 」と言って
撫でてくれた大谷さん のパパや、優しくしてくれ た銀行員さんたち。銀行員 さんたちと
撮った写 真を猫は大事に持っている 。

外で、 救急車とパトカーと消防

事件のあと、現場検証の 刑事さんたちは困惑してい た。防犯カメラに写ってい るのは

ん と地面に飛び降りた。
背中で開花した 、直径五〇センチの調布ツ ツジ『サイコパス調布』 の花びらがパラシ
ュートになり、猫は建物の 外にふんわり着地した。

六十二本のツツ ジが豆腐洗い猫の神経を操 り、猫は二階のご融資相談 室の窓からぴょ

にゃー ！ ぎゃー！ 取り返しが つかないにゃー
車のサイレンが聞 こえてくる。

！！！
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猫とツツジだけである。猫 やツツジがこの凄惨な事件 に何の関係があるだろう か。この

△△銀行つつ じヶ丘支店四十六人死亡 事件は永遠の謎として残っ た。

その後●● 銀行が同じ店舗に入った が、ビルの入り口の植え込 みのツツジたちはいい
気になっ ている 。
「ちょ 、生意気や し退屈やか ら人間たち を懲らしめ たろ。光合 成スト
ライキや 」
サンセベリアもツツ ジの尻馬に乗る。
そして ●●銀行の銀行員さんも死 亡するのだった。

サ ンセベリ アは自分の 実力に酔っ ている 。
「知らな かった！ 自分にも力 があるなん
て！ 故郷のアフ リカからむりやり引き離さ れ、葉っぱを切り刻まれ 、挿し葉にされて

サンセベリ アは人間たちに騙されて いた！

大 量に増やされダイソーで一 〇五円で売られて、飽きら れたらポイと捨てられるの が似
つかわしい自分 だと思っていた」
サンセベリアの感慨は続く 。
「ああ 、
そんなのは自己評価 が低すぎた
我々はかくも偉大な植物だ ったのだ！」

！！
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三、植物たち

植物たち は、人類の、そして豆腐 洗い猫の生殺与奪の権利を 握っているのだ。光合成
ストライキはその事 実を天下に知らしめた！

おお く ずは らしょ う や

植え込 みに咲くツツジたちは、植 え込みにぽいと捨てられた 色んな雑誌を読み、物知
りである。日帰り 観光ガイドブックや通販カ タログのような、欲望を掻 きたてる記事も
たく さん読んでいる。

今、ちょっと忙 しいから。バイトがある から」

東 京都調布市つつじヶ丘を歩 いていた通行人の大学生・ 大屑原翔也くんは、植え込 み
のツツジから声 を聞いた。ような気がした 。
「あのなあ、ちょっとなあ 、わしらはディズニーラン ドに行ってみたいんやわ」
「ええ？
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真面目な大 屑原くんはバイト先のコン ビニのシフトを心配してい る。大屑原くんが出
い か げ そ だ
勤しないと、前のシフト の烏賊下足田さんが帰れな くなってしまう。烏賊下 足田さんは
早く帰って 夕ご飯を作らなくてはな らないのに。

というか ツツジが話しかけてくる 幻聴というのはやばいので はないだろうか？ 大屑
原くんはスマートフ ォンから『ツツジが喋る幻 聴、なう』とツイッターに 書いた。
「じゃあ急ぐから 」大屑原くんはコンビニに 向かおうとした。

怪奇植物サイコ パス調布が直径五〇センチ の青と白と紫とピンクの絞 り咲きのツツジ

の 花を広げ 、大 屑原くんの頭をくるんだ！ そして囁く 。
「光合成ス トライキするでえ 」
大屑原くんは息 が苦しくなってくる。
「植物がどんなに偉大かわ かっとんのか？」

気の毒な大屑原くんは 、そのままホームセンターに 行き 、苦労して稼いだバイ ト代で 、
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植木鉢と培養土を買った。
ツツジが大屑原くんに言 う。

「培養土は 鹿沼土七割の腐葉土三割 やで」
「ツツジは弱酸性の土 壌が好きなんやわ。日本の 国土は弱酸性やからなあ。 ツツジは本

邦原産で 万葉の昔から愛されとう。 アメリカあたりでツツジを 育てている優れた審美眼
を持ったツツジ愛好 家の皆さんは、土を弱酸性 に保つのに、えらい気ぃく ばってはるで
え。美 を愛する心持ちは万国共通 やなあ」

大屑 原くんはホムセンで植木鉢 と培養土を買ってくると、 植え込みのツツジを植木 鉢
に植え替え、鉢を 両手にかかえた。

大 屑原くんは京王線つつじヶ 丘駅から、ディズニーラン ド行きの電車に乗った。
ミッキーマウス とかが描かれたディズニー ランド行きの電車には、 あちこちに植木鉢
を持った人がいた。植木鉢 に植えられているのはほと んどがツツジだが、中には 、ツツ

ジに励まされ たサンセベリアの、挿し木 されて増えたクローンきょ うだいもいる。
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「人間よ 、
」 とツツジが大屑原くんに言 う。

「わしらツツ ジはなあ、ずっと道ばた の植え込みにおった。いつ も道ばたに這いつくば
って、チンケなオレンジ 色の花でかわいい振りをし たナガミヒナゲシのよう な図々しい

悪の外来種 から、わが国の生態系を 守るために戦いつつ、人間 たちのために喜んで排気
ガスをかぶっとったん や。そやからなあ、いっぺ んだけなあ、高い視点から 物事を見て
みたいん や。なあ、それくらいして もらってもええやろ」

優しい 大屑原くんは、ツツジに言 われるまま、ディズニーラ ンドのアトラクションが
よく見えるように 植木鉢を頭に載せた。そし て植木鉢が割れ、大屑原く んの髪をかきわ

け 、頭蓋骨のヒビに細いツツジ の根が浸透していく 。
酸素 がなんか濃いような気がす る 。
ので、大屑原くん はハイになった。

「ディズニーラ ンド、なあ。もっとツツジ が活躍するアトラクショ ンはないんか。ミッ
キーマウスなんかネズミや わ。豆腐洗い猫にさえ負け とう」
かのようにして、
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植物用娯楽施設『プラント ランド・ジャパン』が誕 生した。

『ジャパン 』とついているのは、もち ろん、海外進出も視野に入 れているのだ。

『プラント ランド・ジャパン』では 、巨大ハエトリソウが人間 や馬鹿犬を食べるアト
ラクションが人気だっ た。観客は頭にツツジを生 やしている人ばかりだった 。

「植物の 横暴・傍若無人を許さない ぞ！」フリーダム人間党の 人が甲州街道でデモ行進
をしている。その横 の植え込みでいっせいに光 合成ストライキが行われる 。フリーダム
人間党 の人々が酸素不足でばたば たと倒れる。

「人権 を守れ！ 」
と息も絶え絶え に道路に這いつくばったフ リーダム人間党の人が叫 ぶ 。
植え込 みのツツジ が嘲笑う 。
「人 権より植物 権やわアホ ！ 酸素の うても生き られる

よ うになっ てから言え や 」
「君らはま さか人間の ほうが植物 よりえらい などという たわ
ごとを信じとん のか？ 」
「人 権なんて人間が作り出した 単なるフィクションやろ ！ 」
「し
かし植物が酸素を作っとう 、これは厳粛なる ＊事実＊や！」

植物に言われるままに、 頭にツツジを生やした人々 は、フリーダム人間党員た ちを巨
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大ハエトリソウの餌食にす るのだった。

植物は光合成して、酸素 とともにデンプンなどの有 機物をつくり、ちょっと 宿主の人

間にも分け てくれるので、頭に生や しておけば、あまりものを 食べなくてすむ。これは
良いことではなかろう か 。人々は怠けられるのだった 。
（ただし 、豆腐洗 い猫のように 、

みずから のキャパシティを越えて植 物を六十二本も生やしてい ると、吸い取られる栄養
のほうが多い）

とにか く自分の頭に生えている植 物を心をこめて栽培すれば いいのだ。

頭に 生やす植物は色々で、野菜 も人気だった。プチトマト を育てて、ちょっとつま ん
で食べるかわいい 少女たちの姿があちこちで 見られる。新米豆腐屋さ んの頭陀袋留美子

さ んはせっせと理想の大豆を 育てている。最近は、かわ いいペットの犬や猫の頭の 上に
もきれいな植物 を生やすのが飼い主のつと めとされている。

しかし、大根 とか人参といった根菜を育 てている人たちはなかな かたいへんだった。
あたりまえだ、脳味噌の中 にがんがんサツマイモと かが増えていくのだ。
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夕暮れの甲州街道を、頭 に大根とか生やした人々が 急いで家路をたどる。

なぜならば、頭に植物 を生やしていると、日光が 出ているうちに生活しな いといけな

い。二十 四時間コンビニエンススト アもあるが、人間の従業員 はいない。

人間は もうすべて、地下活動を続 けるフリーダム人間党員を 除き、みんな植物を頭に
生やしている。そ して、コンビニはすべてサ カタのタネさんの直轄にな り、売られてい

るの は、殺虫殺菌剤のオルトラ ンＣとか植物活力素メネデ ール、鹿沼土とかばかりだ 。

ち なみに、頭に生やす植物と して、ツツジ大人気だった 。常緑樹で一年中光合成し て
くれるし、植え 込みにたくさんあるから入 手も容易だ。
根っこが細くて根張りが浅 く、人間の肉体と共存しや すい。低木だからサイズも 手頃

だ。ケヤキな どの高木を生やすとたいへ んだ。そしてツツジの蜜は 甘い。花も美しい。
人間の頭に生える植物の うち、ツツジのシェアは七 〇パーセントを突破した。
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豆腐洗い猫 の背中でツツジが言った 。
「日ごろ人間たちに 尽くした甲斐があったなあ 」

つづく

さまは黒猫ア イ
xzr_tw

にゃー…… と、猫は思った。豆腐洗 い猫の肛門には、猫の肛門 用インクカートリッジ
が入ったままであり、 今回は豆腐洗い猫なのに豆 腐も洗っていないのだった 。

怪奇植 物編終わり

注 ツイッターで、 xzr_tw
さま にじっさいにいただいたご 指摘。
コンがかわいい。 https://twitter.com/#!/xzr_tw

