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匪亘司
とっても気持ちよく眠っていた。そこを、ひんやりした清活しい凪が頬をなぜた。同時

に右の上から、一筋のまぶしい光が閉じた巨に差しこんだ・・気がした。それが、始まり

の印だった。その光はメッセージだったのだ。「あなたの、ヴィジョンクエスト（VQ）は

今始まりましたよJ

デンバーからテルライド、そして車でこの高原まで先方到着したところだった。ちょっ

と外に出て余りに気持ちのよい透明な緑色の空気を～杯吸っていたら、知らぬ間に移行し

たらしい。1日目のできごとである。

ここは、アメリカのコロラドの3000mの高地である。山々は百年以上は優に超えた

アスペンの原生林にまとわれ、かなたには雪を頂いたロッキーの山且錮ミ連なっている。グ

ラビアにでも出てきそうなそれはそれは美しい場所である。私は、本当の私を求め、また

本当の確たる存在と逢うためにこのちにやってきた。当然始めての土地である。VQは、

nativeインデアンの聖なる儀式である。かつては、神聖なるイニシエーションとして、成

人の儀式として行なわれていたという。此の願いを今に伝えようと、その血筋を引くイン

デオの子孫、マリリンヤングバードの主催で既に10年以上も執り行われているらしい。

たった、10日間の旅の経験であるが、私にとって人生稀に見る体験をした。

今日は、その話をしよう。

一二・■Jl

現地に到着してからの毎日は、寝袋で野宿となった。毎日朝にはD磨くらいになる外で

の野宿はこれだけで既に十分刺激的でもあった。しかし、加えて3000mの高地からみ

る天はあまりに美しかった。満天の星、流れ星、サテライトなど夜の空はそれはそれはに

ぎやかである。星座も、北斗七星からカシオペア、北極星まで美しく天を飾っていた。し

かも、その星座の中にあまりに多い星星があることには敢いた。あまりに寒い夜に殆ど浸

られず、お陰でこの星星を相手に色んな会話を楽しめた。最初は、星座探しだったが、フ

ット気がついた。一番最初、星座を編み出した人はきっと大空の星星に夢を膨らまし結ん

だのだろう‥、でも、今の私は星座に夢を膨らます事が出来るだろうか？いや、違うと

思った。星の名前や星座は単なる知識の確認になっているだけだ？そしてホッとする。実

は安心のためである。試験に合格するという・・・。裡雑な気持ちになった。

知らないうちに月度りに落ちた‥。寒さに蓑夜中に目が覚めた。フット見上げると、天

の中央に、そう目を開けたまさにその真正面に、一際輝く星が私を見下ろしていた。「知識

が動きはじめた・‥あの皇は？多分‥」その時だった。「何でもいいんじゃない？」と

思えた。「綺妃な星だ」で。そうだ、ここでは名前など必要ない。原毛利こ此の星を発見した

人間の気持ちになって、そこに夢を託せばいい。私は、此の皇を自分の守護屋に決めた。

でも、どこかで、自分の安心のためにその星を勝手に守護星にしたことに罪悪感を感じた。



その時だった。その星は私にメッセージを送ってくれた。「いいよ‥大丈夫。それでいい

んだ‥」私は安心した。

こ、こ　こ～J「1・∴一

翌朝の日の出は最高だった。大地に寝転んだ寝袋の隙間から、地面にびっちり張り付い

たように咲くタンポボが、眼前に広がっていた。ただ、朝日の前はタンポポは花は咲かせ

ない。変わりにぎざぎざの菓の先端の朝露が今、ロッキーから昇り来る朝日のなかで、き

らきらと輝いていた。何とも絶景である。「・・ありがとう」なぜか感謝の言葉が出た。

2日目はブレアタイを作った。405個の6色の布に刻みタバコの葉を包んで丁寧に祈

りを込めて一本のロープに結んでゆく。黒一赤一英一自一昔一線の順である。黒は恐れか

らの乳軋赤は自分の中から真実を話す勇気。貴は、本当の知恵。自は許し。一存は創造主。

緑は母なる大地、地球を意味すると言われる。これを10cmくらいの開を空けて結ぶと2

0mくらいにもなるだろうか‥。VQは、マリリンが予め準備してくれた場所で行われる

が、その広さは約6塁位の広さの四角い土地（エリア）である。これがVQの聖なるスペ

ースで、ここで本来は3日間、断食断水、そしてブレアトーチを持って、祈りをささげる

というものである。また、VQ中の一切の諸現象を意味あることと捉え、一体どんな意味が

隠されているかを紐解く（サニワ）行でもある。雲の逆行から風向き、木々の葵の揺らぎ

から小鳥のさえずりまで、こうした自然界の諸現象の一切が意味あることなのである。こ

のVQで囲まれたエリアは聖域である。そこへ入るものは何であれ精霊と見なす。勿論、

我々もそこへ入る前にスウェットロッジにて心身ともに清め精霊としてこのエリアに入る。

精義ゆえあまり肉体の冒を使って見ないし、肉体の口を依って話さない。VQの3日間は静

かな内なる世界と大自然界との交流のひと時でもある。そして、この日8時間をかけて作

った405個のプレアタイは比のエリアの周囲を幾重にも巻き、周囲から守るための結界

となる。

今回は、最低2日間のVQで、引水は許可されているが断食は疎せられる。軍法は、睡

眠すら横になって取らないとのことであるが、今回は許された。よって寝袋をもって、参

加できるが、この際精霊が覆るのかという疑問はさておき、やはり飽くまでVQにチャレ

ンジしている人間の疑似体験という形になる。しかし、皆は真剣そのものである。終了は、

「もう、いいだろう」とマリリンが感じた時点でお迎えに来てくれる。我々がVQに参入

中はマリリンは祈りを欠かさず続けているという。

阿如蠣つ楕轟

いよいよ、VQ当日である。

朝にスウェットロッジ、此の中で私は祈った。宇宙のおじいちゃんおばあちゃん、ツン

カシラ、イノウーチへ心より感謝を込めて祈った。

「気が付けば社会の第一線に立っていました。主‡任を問われる立場に立っていました．現

在の社会の混沌の原因の一書朗ま間違いなく私にあります。毎日が仕事に忙殺の日比を送っ

ています。しかし何のためかを忘れていました。社会で生きるためには、競争に勝つ必要



がありました。そのためには強くある必要がありました。いや正確には強く見せる必要が

ありました。それは本当の自分は弱いことを良く知っているからでした。本当の弱い自分

を見つめる勇気を下さい。願わくば、私が何のために生まれてきたのか、その本当の、今

生の目的が分かり成就できますようにお力をお貸しください。ホーミータクヤセン」

こうして祈りを捧げ、精霊となった我々12名は各々の聖なるエリアへと向かった。

私のエリアは、百年以上たった5本のアスベンツリーが綺鷹に並んだ南側の6堤くら

いのエリアであった。何と、此のVQ兵制・こ、自由時間で周辺散策したときに、此の場所だ

ったらいいな～と思っていたまさにその場所であった。ここに限らず、あまりの絶景が広

がっていた。東にロッキー山脈が連なり、3000mを超えるこの高地はアスペンの優し

い緑が絨毯の様に大地を被った。所々には、これまた樹齢数百年を超えるような、パイン

の巨木が林立し、こうした景色を見下ろせる場所だった。どこかのグラビアから切り抜い

てきたような此の景色は既にこれだけで十分異界の地であった。ここなら、3日間でもど

れだけでも景色を眺めていられる・・・そう思ったからだ。

エリアは4隅に70cmくらいの棒が立てられ、その先に照る照る坊主の様なロープがか

けられた。東隅には黒、南隅は赤、西隅は黄色、北隅は白のロープであった。そして、東

と西のロープの中央に夷紅のロープが掲げられた。これこそが、ツンカシラロープで、こ

れだけには皆の羽根が付けられた。そして、ツンカシラと黒の間に青のロープ、ツンカシ

ラと赤のロープの間には緑のロープが立てられた。このエリアの中心に、プレアトーチを

持った私たち精宝は、静かに座してこれらロープが付けられ、そして最期405仮のプレ

アタイでの結界が張られるまで祈りを続けた。その時であった。大空に鷲が2羽大きく輪

を描いていた。マリリンは、私に名前をくれた。Wanbli（ウヲンプリ＝eaglemanのタガ

ログ語）大空をゆったりと回遊し、全体を見晴るかす、そうした働きを象徴とするらしい。

が、私には実感は沸かない。しかし、言葉の響きは気に入った。この時から私の名前は

Ⅵhml）1iとなった。

不思議と精霊の気持ちになっていた。しかし、これからがとんでもない出来事が待って

いようとは誰が想像しただろか？注意深く見れば、既に北の雲行きは少々怪しかったのだ

が。

そうとも知らず、此のエリアの中心に座した私は、一切の現世からの有象無象を既にか

なぐり捨てていた。とても気持ちのいい、大自然の光景に包まれて、私の周りからは時間

が消えていた。座したエリアの中心から、東正面のツンカシラロープを見ると、その責紅

のロープの頭部に重なって、此の朱色の中心とも言える一際大きなパインツリーの先端が、

突き出していた。わたしは、このパインをこの山の主と決めた。きっと、数百牢にも及ぶ

比の老木は、ここコロラドの大自然の歴史を見守って来たに違いない。そう思うと、此の

老木が威風を放ってくるのが不思議である。そして比の山の歴史を雄弁に語ってきそうに

感じた．何とも、精霊になるとは心地のよいものである。比の老木をツンカシラパインと

命名した。



私はここで生まれてからの一切を振り返ることにした。幼少時、小学校、中学校、高校

から大学と親しかった友人を呼び出した。不思議とその当時のままで登場する。不思議と、

辛かった思いでも多いと思うが楽しい想い出が湧き出てくる、単なる極楽トンボなのかも

しれないと思うと苦笑した。しかし、小学校のときに、家庭環境に恵まれず、勉強も運動

も苦手だったYちやんの事を思い出したときには胸が張り裂けんばかりの後悔に打ちひし

がれた。いじめである。私は、Yちゃんをからかっていた。どれはどの悲しみと苦しみを植

えつけてしまっただろうか・‥。何とひどい言われなき冒涜をしたのか‥。涙が流れ

た。同じ苦しみは兄弟でも兄に向けられた。兄との関係では／トさいころから苛められるの

が日課だったにも拘らず、記憶になるのは、そんな兄を恨んで口走った罵言造語や、陰湿

な意地悪であった。ある時には、余りに腹を立てた私は、持っていた鉛黎で兄を突いた事

があった。その後は、きっと逆にやられてしまったに違いない（通常がそうだったから）

しかし、記憶にはされたことよりした行為のほうが鮮明であった。喧嘩両成敗とか、加害

者も被害者も同罪と吾うが、人は被害者になるより加害者になることのほうが罪が重いの

かも知れない。

巨大な精霊

しかし、ふと気がつくと、私の座した背後からは、既に風なりが始まっていた。

それは、10年に一度という大自然の洗礼の始まりであった。その後、解かに風は速度

を増し、ついには何と最大瞬間風速100mを超えるという鼠の中でのVQとなったので

ある。雨が降らなかったのが幸いしたが、当初は、精霊の大運動会と考えていた状況も遥

かに程度を超えた事態へと発展して行った。後日苦いた当時の日記から抜粋してみる。

「徐々に風は強くなり、私は早々に寝袋を準備した。人生の振り返りから、癒しを求め

たので、北の白いロープ近くに頭を向けて寝矧こ入った。あまりに強い風、結界の中では

入ってくるもの全ては精霊であると言うが、風は益々強くなり結界の中へはかなり太い折

れた木片や枝が入り込むようになってきた。到底、思考などできうる状況ではない。ふと

見上げると、大きな枯れ枝が私の貢上に見えた。ぞっとした。かなりの大きさであるが、

凪が強いとは言えまさか今日落ちることはないだろう。今まで落ちていないのだから・・

と勝手に思った。そう思うとフット眠くなった。そして、何時しか夢の世界へと入ってい

った。その時、私は父のことを振り返っていた。父親に何をしてもらったろうか‥と思

い出していた。其れもあってか、夢に父が出てきたのである。背訣に此の風の血書による

恐怖があったためか、出てきた父親は交通事故で亡くなった時の様相であった。しかし、

なぜか悲惨な感じはなかった。それより、事故で怪我をした頭の傷を一生懸命縫おうとし

ている自分のあの時の記憶が煙っていた。その時であった。おしっこがしたい。と思った。

かぜに飛ばされそうな寝袋では、とても用をたすきにはなれない‥・しかし、膀胱は我

慢できず、とうとう寝袋から出て用をたした。寝掛こ戻ったが、精霊の大運動会はますま

す激しく眠れそうにない。私は、寝袋の頭の部分に胡坐をかき、先の父の思い出の続きを

回想した。その時フット気になり見上げると、なんとあの巨大な枝がそこまで落ちてきて



いるではないか。落ちて当たったらどうする。一瞬恐怖が走る。しかし、私は精霊だ・

どうせなるようにしかならない・・・私は枝に向かって言った。「落ちたかったら落ちても

いいよ・・」その直後であった。一際大きな凪が吹いた。私は分かった。「くる！！」その

大きな枝はなんと、私の寝袋を直撃。丁度お腹の辺りに落ちた。その時私は頭の位置で座

して瞑想していたお陰に難を逃れた。しかし、枝が落ちるときに、一部が右肩に当たった。

恰も父親が私の肩をぽんと叩くように。比の瞬間、私は父親からメッセージを苦った。「あ

なたがやりたい様にやりんさい。その為に生まれてきた。全てはもう許されている・・・」

なぜかこの時には、落ちた枝は父親と重なっていたのだ。今日の前にある大きな太い枝を

擦りながら、私は父親に話した。「でも、なかなかやり方が派手じやない・・・」私は苦笑

した。心の中では「何も今日落ちなくてもいいのに‥・」とも思った。一つ間違って、

此の枝が頭にでも直撃したら‥・痛いだろな？と思ったが、それ以上かも‥とも十分

思えた。午前3時33分の出来事だった。ぞろ目の好きな父親らしい仕業だと納得した。

TわたしのVQはこれで終わった‥・」と思った。しかし、マリリンは迎えに束ては

くれなった。此の鼠の中、まだまだ、続くという事だ。

幾ら結界に入ってくる全てのものが精霊といっても、遥かに枝は大きく結界を飛び出し

ていた。でも、この巨大精霊　旧uge spirlt）を移動してはいけないと分かっていたが、寝

袋が下敷きになって私は入れなくなってしまった。仕方なく、寝袋を此の枝から引っ張り

だして、此の枝に寄り添うように朝まで眠ってしまった。

鷲の勇気

目が覚めた。かすかに白んだ空が夜の終わりを告げた。相変わらず、風は強い。結界の

中には既に沢山の枯れ枝だけでなく、ちぎれて折れた生の枝もスピリットとして参加して

いた。私の、雨よけの袋と長年愛用のスラブハットは既に飛んで行った。Give awayであ

る。

目の前のロープは全て真横に棚引いている。ツンカシラの鷲の羽根も既にない。今頃、

wambllの様にどこかを飛んでいるだろう。白みかけた大空を見上げて、今日もVQは続く

と思った。一体どんな事が待っているのか？昨夜以上の事が起こるというのか？ふっと不

安を感じたそのl舜間だった。一陣の突風が駆け抜けた。黒いロープがまさに私の目の前で

折れて飛んだ。昨日来の突風ですら折れなかった棒が、今、折れた。

「不安や恐怖を捨てなさい・・・」そういうメッセージを感じた。そうだった、私は精

霊だ。不安を持った精霊というのは一体いるのだろうか？そう思うとふつと笑えた。

大空には沢山の雲が、風に吹かれて凄い勢いで南へと流れていた。まさに私が座してい

る此の聖なるエリアから、風が巻き起こっているようでもあった。（こんな、風の強いに日

は流石に鳥も飛ぶまい・‥其れが自然の掟だよ・・）そう思った時だった。何と、今し

がた折れた黒いロープの方角から一羽の鷲が飛んだのだ。西の方角、赤いロープに向かっ

て∴無謀にも見える此の行為は、まさに「恐怖（果）を捨てて勇気（赤）を持って進め＝・」

というメッセージだと感じた。比の強風の中を飛ぶ鷲は、本当に勇気のある行為だと思っ



た。その時だった亡　黄色のロープから何ともう一羽の鷲が飛んだのだ。そして、管たちは

合流して、比の高原の主であるツンカシラパインの方角へと飛んで行ったのである。ト＝そ

のためには知恵（黄色）がいるよ‥・」という＄か・‥と思った。

ツンカシラパイン

こうした想いは、まさに流れる雲と同じくらいの速さで頭の中を流れた。雲の流れは、

そのまま美しい高原に映り、グレイの雲の陰は、慌しく南東へと流れていく・　。相変

わらず、風なりが凄い。私は、ふっと風を起こす風神になった気持ちになってきた。手に

持ったトーチをまるで魔法使いのスティックの様に大きく振ってみたのである。「風よ～吹

け～」と言いながら、右後ろから正面へ大きくトーチを振った。すると、右後ろから、風

鳴りがして、→障の疾風が吹いた。空は其れに乗って、勢いよく山を走った。凄い。じゃ

あもう一回。今度は左後ろから正面へ振った。する一つ間をおいて、今度は左後ろから凰

鳴りと共に疾風が巻き起こった。私は完全に風神になっていた。r凰よ～吹け～」と言いな

がら、トーチを右から左から振る度に、大きな風の塊が雲を乗せてどんどん走ってゆく‥。

そして、忘れもしない、3回目のトーチを右から振ったときだった‥・。トーチを振る

と、また大きな風が巻き起こった。そして、まさに振り切ったその時だった・・トーチ

の鉾先にある、ツンカシラパインが、何とメキメキという音を立てて倒れて行ったのであ

る。信じられない光景であった。瞬間にスぎましいショックが襲った。「あ～あ～～」

勿論私が倒した訳ではない。冷静に考えれば当然である。そんな神通力など持ち合わせ

ていない。しかし、である。なぜ、「今」でなくてはいけなかったのか・・。間違いなく、

この巨木は、数百牛たったこの老木は幾多の嵐に見舞われてきたであろう。けど、耐えて

きたのである。それが、なぜ？なぜ今なのか？たまたま、初めて比のコロラドに来た日本

人の若造が、たまたまVQという儀式中に、たまたまトーチを振ったその時に、此の老木

はその命を終えたのである。数百年の命が今終わったのである。午前10時40分の出来

事だった。

今は亡き私の父も林業を営み、私もその性か木が好きだった。クリニック建築の際は、

清潔感をイメージすると白い鉄筋だった。しかし、暖かさをイメージすると出てくるのは

火、つまり燃える素材で建物を造る。だからクリニックも全て木造にした。其れほど私は

木が好きだったし事の外、老木には通常から畏敬の念を抱いてきた。だから、だからこそ

私はショックを受けた。周囲を見回した。そして「ああ‥・こんなこと・・・なぜ？マ

リリン・・皆・・・私は何てことをしてしまった・・」後悔した。私がしたわけでもない

のに後悔した。・・なぜ？

この時、真剣にその意味を尋ねた。そして応えを待った。

すると、そこから聞こえてきた。それは「潔さ」であった。「これでいいのだ。私は今の

今、終わることになっていた。それでいいのだ‥。」というメッセージだった。しかし、

何かすっきりしない。やはり、昨日の「大技落下罫件」は被害者的制牛であり、今回の「ツ

ンカシラパイン事件」は加害者的事件だからかもしれない。しかし、罪悪感だけの問題で



もないような気がした。何かすっきりしない・・

この巨木はきっとこれらか何年もかけて朽ち果て土になって行くのであろう。この瞬間

を見せるために、きっとまだ私のVQは終わってはならなかったんだと納得した。

私は、五体倒地を行った。それぞれのロープに、感謝を込めて。

風は徐々に凪いで行った。嵐の前の静けさならぬ、台風一過、鼠の彼の静けさである。

この夜、余りに空気は静かに止まっていた。ロッキーの山々は赤くそして白く浮かんでい

た。大空の星の瞬きは格別だった。何度も眠った。真夜中、どこからともなくエレクトロ

ニックなでも、暖かな家庭的なメロディーが聞こえてくる・・・気がした。大自然の中の

人道的な音声だが、変に調和して心地よい。昨日とのコントラストが面白い。丁度昨日の

今頃は、精霊達の大運動会。同じ場所、同じ時間とは思えないこの違い。この違いは何な

のか？

何時だったか、海では時化（しけ）の苦しさと凪ぎの苦しさがあると聞いた。時化で

は船は壊れ沈没の危険に晒される。死の恐怖である。しかし、一見安寧に見える凪ぎも実

は帆船にとってはいかんともしがたい。砂漠の真ん中でたたずんでいるようなものである。

これまた死の恐怖である。2日間とも時化も辛いが凪ぎも辛い。同じ場所で同じ時間に』

全く反対の事象。しかし、これが大自然界なのだ。大自然の実相は多層構造だと感じた。

鼠のコロラドからは今日は到底想像できないし、また静寂なコロラドからは昨日の嵐も

想像できないだろう。出来事は、ちょっと見だけで判断してはならない。実態は沢山の意

味を持っていると、敢えてもらったQ

虹の雲

朝5時冒がさめた。まだ暗い。とりわけ寒い塀だ二者のVQは終わろうとしていた。沢

山の経験をしたようでもあり、一つの経験だけだったようでもある。ただ、心の中には通

奏低音のように、一つの思いが音声になって響いている‥・「ご～」という感じ。そう、

「GO」である。でも、「行け！」ではなく、「さあ行きなさい」という優しい感覚だ。

東の空が一際明るいエリアとなってきた。もうすぐご来光だ。そこに雲が現れた。眉毛

のような雲だった。その下に、目のような雲。よく見ると、この目にはレインボーが入っ

ている。しかも2重に入っている。綺屡な虹雲だ。始めてみた。虹は空からは出ていない

し、眉毛の雲にはない。何とも不思議な雲だ。この時、メッセージが訪れた。「あなたのVQ

は今終わった・・」この虹の入った大きな目のような雲はわたしを見つめてそう言った。

午前6時5分の出来事だった。

即事10分。ご来光。ここコロラドへ克て毎日野宿であったが、今朝が最高に美しい陽

光だった。最初の目差は私にまっすく入って凍えた身体に熱が入ってきた。私は五体岡地

を行った。ご来光に感謝した。

ここへ、マリリンが迎えに来てくれた。私のVQは終わったのだ。エリアの中心で祈り

ながら、ゆっくり結界が外されていく。マリリンについて私達はゆっくりスウェットロッ

ジの方角へ歩いた。恰も、天界から天使と一緒に下期こ降りてゆくような気分だった。知



らないうちに、本当の精霊になっていたのかもしれない。

見回すと、一抱えもあるような太いアスペンの木が何本も幹から折れ無残に倒れてい

た。ああ、私の後ろの大きなアスペンが折れなくて良かったと、ふっと思うと、ちょっと

怖かった。どうも心も下界に下りてきたらしい。

最終日、このコロラドの山を車で降り行く途中、何と一羽の鷲が道路わきから我々の車

の前を横切った。こんな目前で見たのは初めてだった。大きな巽だった。恰もさようなら

とでも言っている様でもあり、行ってらっしやいとでも言っている様でもあった。たった

5日間の短い間だったが、このテルライドの山が私の故郷に思えた。

Qその後par【Ⅰ

日本へ帰り1ケ月が過ぎようとしている。今、このVQの中で一番の懸案であるツンカ

シラパイン倒木事件の意味合いが徐々に分かって来た。

そうだ、間違いなくこの老木を倒したのは「私」だったのではないか？と、そう思えた

のである。開院当時、クリニックの建築資材は兼松を使った。私の実家では、林業を営ん

でいたが、クリニックの建築工程などが急遽決まったこともあって、実家の木は伐採乾燥

が間に合わず使えなかった。その後、自宅、天の星、天音の里、天津風や天の花など、施

設には必ず郷里の洞戸の木を使った。つまり、クリニックだけが米松だったのだ。私の意

識の中では、他の建物とのアン′くランスをしらずしらず感じていた。しかもあまり感謝の

念は持っていなかった。しかし、今回のVQから1ケ月たった今、気がついたのである。

15年前にこうして米松を切り倒したのは他でもない私自身だったのだ。今回、それを再

考させられた。「そうだよ、お前が倒したんだよ・‥そしてクリニックを作ったじやない

か？」

きっと、15年前、クリニックの建築転材として、こうして多くの米松が切り倒されて

いったのだ。まさに、私の都合であった。

15年たった今、私は今のクリニックの米松に、気がついてあげられなかったお詫びと

この間支えてくれた感謝を申し上げに行った。しかL、クリニッタの木々からは、全く

negativeなエネルギーは感じられなかった。寧ろ、「いいよ～」という透明な了承だった。

この感覚は、まさにコロラドであの老木が朽ち果てる瞬間に感じた「潔さ」そのものであ

った。「・‥ありがとう」。それは同時に私自身が許された瞬間だった。

そう、私自身の罪悪感から‥・

或いは■・・・

ひよつとして、今回のこの出来事【ツンカシラパイン事件】が15年前、未来の記憶と

して、私は記憶していたのかもしれない。だから、そのお返しに米松を使わせて頂いたの

かもしれない。いつもその米松に、「ありがとう」と言える様に。



Qその後　pa止2

もう一つ気がついたこと。

あの嵐の中、もし私が主催者だったらどうしただろう。私なら間違いなく中止して、日

を選び直しただろう。あれだけの大木が折れる10年に1度の鼠である。事故者が出ない

補償はない。しかし、マリリンは続行した。私には出来ない。なぜマリリンは出来たのだ

ろうか？と思った。間違いのないこと。それは、大自然への深い畏敬と絶対的な信頼であ

ると感じた。我々のVQ中、マリリンは祈り続けたという。しかし、どこからこの信頓が

生じるのであろう。そして、なぜにここまで危険を冒してまでも、VQを執り行う必要があ

るのだろう。ここに私はnativeの背負わされた、悲しい歴史を感じた。勿論、マリリンは

インデオの辛酸を嘗め尽くした史実は一切触れなかった。しかし、間違いなく、そうした

ベースから立ち上る一筋の祈りを感じる。そうだ、きっと彼女はせずには居られないので

ある。ここ本来はインデオの地で、インデオの血が騒ぐのだろう。マリリンはそれをスウ

ェットロッジで祈りとして吐露する。あの心の中から搾り出すような世界平和への祈り、

あれは本物なのだ。だから、彼女の中には、大自然への確たる信頼が形成されているので

ある。このマリリンの信輔が、私を大枝から守ってくれたのかもしれない。

ただただ、私からは感謝あるのみである。


