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て、朝からお酒を飲む感じ
でした。病院にも行ってい
なくて。
義盛
全然病院行ってなかった
の？
ひかり 行ってなかったです、全
く。亡くなる前の日の夕方
にお風呂に入って、ずっと
伸び放題だった髪とひげを
きれいにしてた。きっと自
分が死ぬってわかってたん
だと思う。
腹水たまって息もつらそ
うで、ようやく病院行った
んです。幻覚も見えてたみ
たいだし。
義盛
よく我慢してたね。
ひかり すごいですよね。お医者
さんも「よくここまで我慢
してましたね」って言って
ました。
その日の夜は、パパのお
葬式の夢見たり、もう涙が

お寺さんと話すとパパを近くに
感じてあったかく思う
20

義盛
ひかりちゃん、住職から
聞いたよ。夏に結婚したん
だってね。びっくりしたわ。
おめでとう。
ひかり ありがとうございます。
夏にパパの７回忌で二人で
報告しました。小さい頃に
亡くなったママの実家にも
行って報告してきました。
義盛
そうかそうか。
今日はお父さんの話を聞
かせてもらうけど、答えた
くない時は答えたくないっ
て言っていいからね。
ひかり はい、大丈夫です。
義盛
お父さんはがんで亡くな
ったんだよね。
ひかり パパは体がだるくてずっ
と仕事にも行っていなく

妃香里ちゃん（ 歳）のお父さ
んは、彼女が中３の秋、 月 日
に 歳で亡くなった。がんだった。
43
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止まらなかった。
義盛
うんうん。
ひかり 次の日の 日に病院へ行
って、お医者さんに肝臓の
エコー見せられたけど、硬
くて小さくて肝臓に見えな
か っ た。
「もって３日」っ
て言われたけど、ばあちゃ
んは勘違いしたみたいで、
この３日を乗り切ったら大
丈夫って思ったみたい。私
はすぐ理解できたから、泣
いて病室に入れなかった。
泣いてる姿見せちゃだめだ
なと思って。
義盛
ひかりちゃん大丈夫？
ひかり 大丈夫です。
夜に、寝ているパパの口
元から腹水とか血とかが出
てくるから、ばあちゃんと
二人でふいてあげてた。
 時くらいに、パパの心
音がおかしくなって、お医
者さんが心臓マッサージし
てくれた時に、来られなか
った札幌のおばちゃんが電
話で「頑張れ」って言った
ら、
少し持ち直したんです。
でもその後だめで、亡くな
る時にパパ右目から涙流し
ていました。それは今でも
すごい覚えています。
義盛
お葬式はつらかった？
ひかり お葬式では泣かなかった
22
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な。なんか現実を受け止め
られなくて。ばあちゃんが
立ってられない状態だった
から、ばあちゃん支えるの
に必死だったし。おばちゃ
んもなんか変だった。みん
なおかしかったな。
焼き場で最後にパパの顔
見た時に泣いた。ママの死
に顔はすごく怖くて、たぶ
ん苦しんだからだろうけ
ど、パパにいつも「ママの
死に顔おっかなかった」っ
て言ってたから、パパはい
つもの寝てる顔のかわいい
感じでいてくれたのかなっ
て思う。
義盛
中陰中はどう思ってた？
ひかり 中陰壇のパパの写真を見
るのがつらかった。写真は
あるのに現実にはいない、
と思うと。あとお骨がある
のもしんどかったかな。
義盛
命日ってどう思ってる？
ひかり 月命日はあんまり意識し
てないかな。祥月命日は、
前は何日か前からもうすぐ
パパの日だって思ってたけ
ど、今年は当日になって気
づいた。だんだん薄れてい
ってるかも。今の家に仏壇
とかないから手を合わせる
こととかないけど、その日
はパパのこと思ってる。
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義盛
お父さんってどんな人だ
った？
ひかり ばあちゃんと暮らしてた
から、パパとは１週間に１
回会えるか会えないかで…
でも私は大好きだから、絶
対嫌いになることはなかっ
た。だってママは死んじゃ
ってたし、パパしかいなか
ったから。
パパは静かであんまりし
ゃべらなかった。優しかっ
たかな。自分ではいい父親
じゃないって言ってたけ
ど、そんなことはなかった。
よっぱらった時はうるさ
かったから、よくケンカし
てたんですよ。その時に「も
う一生しゃべんない」とか
「早く死んじゃえばいいの
に」って言っちゃったこと
もあって、すごく後悔した。
後悔しか残んないんですよ
ね。
義盛
そうだよね。言った本人
は後悔するよね。
パパが亡くなったのはち
ょうど進路を決める時期だ
と思うけど影響はあった？
ひかり パパが亡くなるまでは、
地元の高校へ行く気満々で
したもん。でも、おばちゃ
んがパパの葬儀の時に「札
幌へ一緒に行こう」って言
ってくれて「うん」って即
答でした。ここを離れた方
がいいかなと思って。
担 任 の 先 生 に 相 談 し た
ら、おばちゃんの家に近い
定時制の高校を探してくれ
て、そこへ行くことにしま
した。
義盛
高校どうだった？
ひかり めっちゃ良かった。今の
旦那さんにも会えたし。昼
間働いてたから授業眠かっ
た。
義盛
地元離れたことは良かっ
たかな。
ひかり 良かった。より性格も明
るくなった。よく笑うよう
になったし。あのまま地元
にいたら「なんでパパはい
ないんだろう」ってずっと
考えちゃうと思う。
札幌にいると、パパは地
元でまだ生きているような
感覚になるんです。不思議
です。
義盛
地元帰るのいやかな。
「帰って
ひかり い や、 大 丈 夫。
きたよー」って感じ。ばあ
ちゃん一人でいるのかわい
そうだし。
義盛
お寺さんに会うのいやじ
ゃない？パパが亡くなった
時のこととか思い出すとか
ない？

ひかり いや、
ないです、
ないです。
この間の七回忌の時も、
パパが今どうしてるとか話
してくれたから、お寺さん
と話すとなんかパパを近く
に感じて、あったかく思い
ました。
義盛
私なかなかひかりちゃん
に会えないから、今度帰っ
て来た時お寺に遊びに来て
よ。
ひかり お寺さんにもお寺の大掃
除手伝いに来てって言われ
てるので、今度二人で行き
ます！

私が妃香里ちゃんに初めて会っ
たのは、お寺で行われたお父さん
の四十九日法要だった。自分のこ
とを「ひっか」と言い、かわいら
しくあどけない様子で、おばあち
ゃんやおばさんなどの周りの大人
が、彼女をいかにかわいがり、大
切にしていこうとしているかがひ
しひしと伝わってきた。
「札幌の定時制の高校へ行くん
だってね」と声をかけると、私の
顔をまっすぐに見て「はい」と答
えた。
小さい頃にお母さんを亡くし、
そして自分の人生を決める大事な
時期にお父さんを亡くした彼女の
これからの人生を「どうか…」と
願わずにはいられなかった。

お寺に嫁に来て良かったと思う
ことのひとつは、ご家族の様子を
長い期間、時には何代かに渡って
見守ることができるということ
だ。逆に言うと、お寺のことも皆
さんに見守っていただけるという
こと。何かそこに温かいものを感
じる。
妃香里ちゃんのお父さんが亡く
なった年に、私も弟を亡くした。
当時小３だった私の息子が、自分
をかわいがってくれた叔父の死
に、大声で泣きながら「おじちゃ
んに海に連れて行ってもらった」
などと思い出を５分ほど叫ぶと
「もういい」とピタッとやめた。
これが彼の悲しみを癒す方法、グ
リーフケアだった。子どもの感受
性の強さ、
その表現方法に驚いた。
今回妃香里ちゃんにお話を聞か
せてもらうことができ、やはり子
どもの感受性の強さ、そして子ど
もがどれだけ大人に気を遣ってい
る か が わ か っ た。 お 参 り に 行 く
と、前に座って応対してくれる人
にばかり目がいってしまう自分が
いる。その後ろにいる人や、子ど
もへも気持ちを向ける大切さを教
えてもらった。
（文責 義盛充香）

