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2019年1月詩集

『人類の子供』

能書き

この詩集は、と書きかけて、え？これ詩集なの？と。

まあ、詩を集めてるという意味では詩集かも。

ともかくこの「集」は、今年の 1月1日から今日まで

ほぼひと月、毎日書いた詩「集」である。

まあ、やった人がいないというわけではなかろうが

僕はそんなことやったことがない。

書きたい時に書き、書きたくない時は書かんかった。

それを、

「決まり事」にしてみたらどうなるかなあ

と、突然発作的に思い立って、１日１篇を書くことにした。

質が下がるとか

言葉が雑になるとか

いろいろ頭の中に変な人格が現れて

モノ言う場面もあったが

（そういう幻覚は大抵、釣り眼鏡のへんな爺さんだ）

もともと詩の質とか、雑とか、そういうものと関わりがねえのがオレの詩だ。ばか。

ほんとうの詩集は、今年の５月頃に出す予定で今作ってるんだけれど

じゃあ、これは本当の詩集じゃないってことになるのか

というわけで話は堂々巡りして、この能書きの最初に戻るわけだが

そんな不毛な能書きを読んでいるより

どうせ不毛ならば、次からつづく１日１篇を読んでもらった方が

ずっと楽しい。

ところで、不毛って、無毛とはまた違うのね。

不毛より無毛の方が

いいかもしれない。ふも、ふも、ふも。

では、イッてみようか！

詩集『人類の子供』～～～～～～～～～～～～～～～～～っ！



1／１

人生ゲーム
骰子を投げるとき

必ず出る目が3

他の数字は出たことがない

そのおかげで

何度も

人生ゲームに負け続けた

気づいたときには

不思議な気持ちがして

誰にも言わなかった

以降も今まで

人生ゲームを

続けようか

それとも途中で

ゲームから

疾走してゆこうか

1/1

５５１回めの

ラブソング
本当に５５１を車内で食べるカップルがいるのだ！

都市伝説では聞いていたが実際に見かけるのは最初だった

乗り込むや否や箱を千切り空けて抱き合うようにしながら

５５１の肉まんを食うお互いの口を近づけるように変な喰い方だ

口の草など気にしている様子はない

こいつら出来ているのがみえみえだだが

そんなことはどうでもよく車内には早くも草が生えた

彼らは5分ほど乗って次の駅で楽しそうに降りていった

ただもわん、とした空気感だけがそこに残った

ラブホテルで前の客が出た余韻もなく案内されると

きっとこんな温かみが残っているのだろう

肉まんを貪り合っていたカップルのことを思うと

そんな純粋な空想が頭に浮かんだ



1/2

ガラクタの中で考える
ガラクタの中で考える瓦礫という程ではないが

役に立たないという意味では殆ど同じ

むしろ捨てられない気分の困りものという点ではそれ以上さ

いろんなことを考えるがどれも捨てられないような

捨てちゃわないといけないような

あれやこれやでごちゃごちゃした気分になる

しかし意外にそれが気持ちいいもんで

部屋の整理をこのままに止めて

一生このままの状態で考え続けたりしようか

などとガラクタの中だからこそ考え始めている

1／３

凧
遠い日。

子供と凧を上げたら

糸が切れて

飛ばされた

拾いに行こう

と思ったけれども

強風に煽られて

すぐに行方不明になった

結局

探し出すことが出来ずに

そのままにした

家に帰って

子供 部屋から外を見ると

あの凧が

何かの塔に引っ掛かったまま

空高く

まだ上がっているのが見えた



1/4

眉のない人たち
今日は眉のない人たちと

よく出会う

通勤のためにすれ違った男

売店のいつものおばちゃんのかわりに出ている

姐ちゃん

いにしえのヤンキーみたいな格好をさせられている

2歳くらいのおんなの子

今日は眉なしがブームのようだ

自分の眉を取ったら

どんな顔になるのだろう

お化粧アプリ「ベストメイク」でやってみると

なめくじらみたいな顔になった

殺人犯みたいに怖いかなと

思っていたが

拍子抜けして

肩の荷が下りた気がした

逮捕される犯人は

こんな気持ちなのだろうと思う

塩を振られる直前の

ナメクジ は

さてどう思うのだろうかね

1/５

駅カフェにて
駅カフェから

改札口を見るのは

面白い

死んだような顔の人とか

幸せそうな顔の人とか

いろんな顔が通ってゆく

電光掲示板が

次々と列車を案内するが



同じような顔が何度も行き来する

本当に同じ人だったら？

とか考えてみたり

違う人なのに

顔だけおんなじだったら

一体どうしよう！

とか怖かってみたりする

暇なのである

待ち合わせまでには

まだ30分近くもある

1/6

白髭
白い髭の爺さんが

喫茶店で暴れている

何か喚いているが

髭が口に絡みついて

意味が取れない

それに苛々したのか

爺さんは飛び蹴りで

テーブルを超えて

壁面のガラスをキックする

ガシャーン

爺さんがテーブルの上の

グラスに不時着する

キックの威力が弱すぎて

窓はぴかぴか光ったまま

冬の太陽が

のどかな顔で笑っている

白い髭が

興奮にぴくぴく動いている

救急車が

その白い髭を

丁寧に運んでいった



１／７

子供のこと
なんで老人たちは

子供の時のことばかり喋るのだろう

年を取ると

昔のことが懐かしいのか

長年不思議におもっていた

違うんだなあと

最近気づいてきた

身体の中に

子供がまだ生きていて

そいつらが

元気に走り回るんで

抑えられないんだ

コントロール機能が

落ちてきてるからね
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不思議な自動販売機
不思議な自動販売機について話そう

もう少し正確に言えば

不思議な自動販売機の

コイン投入口について、

ということになる

いつものように

ウィルキンソンの炭酸水を買おうと

110円入れようとしたんだ

最近増えてる

ちょっと斜めになった投入口で、

つまりは、

100円玉と10円玉が重ねて置けて

少しスライドできる、っていうタイプのアレさ



アレって、下のコインが落ちたらそのまま

ずずっと上のもスライドしていって、面白いんだが、

投入口がそれだったんで

安心して110円を財布から取り出したのさ

ずずっと2つのコインが入れ替わるのを

頭のどこかで夢想したかもしれないな

ところがいざコインを入れよう とすると

投入口は

何の変哲もない

販売機にただ縦に空いた一本の棒のような穴が空いているだけの形

に変わってるんだ

僕が財布から

コインを出したその瞬間に入れ替わったとしか

考えられないんだ。

これは大変！

この不思議さは

ウィルキンソンが

コンビニでは103円なのに

自動販売機では110円であることの不思議さとは

ちょっと違うような気がするんだけれど

どうだろう？

撮り鉄
京都駅のホーム最先端に

撮り鉄がいたので

「これは珍しい列車なんですか？」

とたずねてみた

すると彼は

「いいえ、ぜん、ぜん、珍しくないのです、

すみません、すみません」

と何度も謝るので

なんだか彼にも電車にも

申し訳ないような気持ちになってしまった



2019/01/09

ゲーム
今日はまだ

朝からゲームをしていない

毎朝

脳が蘇生するまで

2,30分布団の中や

テーブルにダレて

ゲームをする

のに今日はまだ脳が蘇生していない

やばいなあ

ゲームやんなきゃ

と思った瞬間

「ゲームは

私のアイデンティティです」

と自己紹介をする

女子学生の顔が頭に浮かんだ

もっとその学生のことを

ここに書かなきやならん気がするが

早くゲームをせねばならないので

きっとどこかで

またいつか

2019/01/10

詩集を実物で読むことは
詩集を実物で読むことは

映画館で映画をみることと同じだ

いくら選集に収載されていても

そいつで読むの と は

ずいぶん違った趣がある

選集で読むのは

ＤＶＤで観るようなものだ

詩集は情報じゃあない

ということが

よくわかる



今鹿仙に言わせれば

開かない缶詰なのだ

では復刻版はどういう位置づけ？

と

比喩の妥当性を求める

バカな俺の心が問うが

リバイバル上映みたいなもんだろ

と

偶然最適な答が

空から落っこちてきて嬉しくなる

むかし

映画を見るのに慣れていない母が

「映画を見ると肩が凝って

頭が痛い」

とよく言っていた

詩集も読みすぎると

頭が痛くなるのだらろう

きっと
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人類の子供
子供が生まれたら みんな人類のところに持って行って

育ててもらうことにすればいいのにな

誰の子供とか誰と誰の愛の結晶とか

そんなややこしいことを言っておらずに

人類に預けるんだ

そうすると全てうまくいくと思うんだけどな

どの子が可愛いとかどの子が顔が潰れてるとかへちゃむくれただとか

そんなことどうでも良くなると思うんだけどな

性格が悪いやつも 体が小さすぎるやつも大きすぎるやつも

みんな一緒に可愛がればいいじゃないか

そうすれば今起こっている問題の多くのことが

解決できると思うんだけどな

大統領も子供人類に預け貧乏人も

子供人類に預けそうすれば大抵のことは



１／⒓

冬の向日葵に関する伝令
冬向日葵にどうか伝えて欲しい

もうすぐ夏が来るから待っててくださいと

それでも待ちきれなければ先に種になって

僕が行くのを待っててほしい

１／13（日）

「鼻に関する事実」（ノーマルバージョン）

鼻 １

鼻は顔のまん中に存在する

鼻 ２

鼻という字から鼻毛が覗いている

鼻 ３

鼻は笑わない&lt;/b>

鼻 ４

鼻は走らない

鼻 ５

人が走ると鼻も走る

鼻 ６

鼻から鼻が出る

鼻 ７

鼻だけがそこにあるということはない

鼻 ８

深呼吸をすると鼻の中で音がする

鼻 ９

鼻という山に登る

鼻 10

低い鼻も高々になる時がある



鼻 11

流行性感冒にかかる方法はマスクから鼻を出しておくに限る

鼻 12

鼻をかむ、とはなんと恐ろしい言葉なんだ！

「鼻に関する事実」（ノーノーマルバージョン）

以下Ｒ指定につき、お子様の入場はお控えください

鼻 13

鼻を花園に差し込むと蜜の匂いで咽る

鼻 14

鼻を花園から抜き出すと顔じゅうがべとべと

鼻 15

鼻の大きいひとは、人間が大きい

鼻 16

鼻でミルクを吸うこともできるし実際そうする人もいる

鼻 17

マスクにミルクをかけて鼻で息をする遊戯

鼻 18

その時もう一方の鼻は、蜜のついたマスクで息を する

鼻19

鼻の大きい男は大物で、女はどこが大きいか

鼻 20

鼻を噛んで！

鼻 21

噛まないかわりに鼻をしゃぶる

鼻 22

鼻を舐める

鼻 23

鼻を揉む



鼻 24

鼻で揉む

鼻 25

鼻をすする

鼻 26

鼻でする

鼻 27

鼻の穴に丁寧にミルクを注ぐ

鼻 28

鼻と穴は似ている

鼻 28

鼻があったら入りたい

鼻 29

どうぞ。というわけで鼻に入れる

鼻 30

鼻が昇天する

ラ・カンパネラを聴きながら
誰かが「待っちょるで、待っちょるで、待っちょるで」と煩く言うので

何かと思うと「ラ・カンパネラ」の最後の部分の演奏をやっ ていたのであって

首をかしげるような朝、

中学生の頃に貰った手紙を突然思い出した

それは同級生の女の子からで援助交際をしてると噂されてるコからだった

同級生とは絶対させてくれないけれどおっぱいを揉ませてくれるという噂もあった

中には、お〇〇こに指を入れさせてもらった奴もいるという話だったが

全部それは俺の友達の友達のその友達が言うてたんやけどといった類の、

遠くに正体があってよく見極めの付かない噂に過ぎなかった

何故そのこから、（あ、ここでそのこ、というのは、その娘、という意味ではなくて その娘は園子という名前

だったので、そういうのだが、みんなは エンコ、エンコと呼んでいた。それで、、エンコウ→援交という 噂

が立っていたとしたら、あまりにも可哀 そうなはなしだが、中学生の クセに笑う時、鼻の上に皺を寄せる笑

い方が確かに妙に色っぽかったし 何だかよく分からない匂いが、彼女の下半身からはいつも立ち上っていた。）

手紙を貰ったのか詳しいいきさつは忘れててしまったが

多分何かの話の流れで「俺はＢＬなんかキモいわー。全然そんなんで ち〇ぽ立たんなー」

と僕が昼休みの給食後に友達同士で喋ってた時に、



横を通り過ぎた園子が急にむっとした顔をしていたことがあったから

その返礼？としてつきつけられたものだったのかもしれない。

その手紙には

「君は、いちいち相手が男か女か、確かめてから好きになるの？

アタイは、男でも女でも好きになったら関係ない。

石でも犬でも 机でも関係ないよ。好きになったら」

と書かれていた。

全く意味が分からず、

繰り返し読んだので暗唱してしまったのである。

それよりも、女の子から「君」と呼ばれたことが嬉しくて

園子の事が好きになってしまっていた。

それからしばらくして園子が、

「ちょっと校庭に行こ。兎が死にそうみたいやんけん」と言った。

兎が死にそうというのは、全く唐突に出てきたので

不可解極まりなかったのだが

ともかく園子が行こうというのでついて行った。

すると、ひまわり畑にコソコソと入っていって

（僕は強引に引っ張られたのだ）棒立ちの僕（結構こんもりとした）の制服のズボンのチャックを

すっとおろし

何故だか直立していた僕の分身を鼻でくんくん匂ったのだ。

「何するねん！」と言いながらも僕は、

園子を突き放したりしなかった。

恥 ずかしいことに緊張で、

動きが取れなかったのだ。

それなのに分身はぴくりぴくりと痙攣して、

園子のセーラー服は大変なことになってしまった。

「わたし、（手紙にはアタイと書いてかったから、そのとき僕はあれ？と思ったのだ）

援交なんか 絶対しとらんけんね。

でも、好きな人とこういうこと一回だけしたことあると。

君のこと好いちょる」

彼女は「今日、家おいで。待っちょるで」と確かにそう言ったのだ。

僕は、塾があったので、家にはいかなかったが、

園子の部屋で、彼女のおっぱいを揉みまくる妄想を塾の教室で見続けた。

それが僕の想像力の極北で、おま〇この画は、網膜の上に像を結ばなかった。

園子とはそれっきり会うことはなかった。

彼女はその日、ちょうど僕が妄想にふけって 、

塾の先生から何度も叱られているころ、

自転車に跳ね飛ばされた上にトラックに轢かれて死んだのだった。

塾から帰って、



テレビで「ラ・カンパネラ」の演奏が掛かっているのをぼんやり聞きながら夕食が出来るのを待っていた時、連

絡網で彼女の死を知った。

待っちょるで待っちょるで

という声が耳から離れず、

僕はその後何年も、

中学高校は言うまでもなく大学生になっても就職しても、

女の子を抱くことはなかった。

１月１４日（月）

ワンコインロボ
机の上に一台のロボットでも

こいつは動きはしない

その代わりに僕が動くんだ

ジーンズのポケットに入れっぱなしにしてた小銭の中から

餌になりそうな５００円硬貨だけを選り分けて

あとは部屋の角においてある段ボール箱に捨てる

そして５００円硬貨をロボットの口に入れてやるんだ

ロボットは動かないが

コインを入れるとぴかぴか光る

うれしそうにするんだ

もっとも、何もしないときでも

メタリックブルーにいつも光ってはいるんだけれど

ロボットが食べきれなくなったら

コインを皮の袋に移して

もう一台ロボットを買いに行くんだ

そうしてどんどんロボットが増え

僕のポケットマネーもどんどん増えてゆき

僕は大富豪になってゆくだろう



ぴぴぴの復活
ぴぴぴと鳥たちが鳴いているその声に交じってにい、にい、にいと仔猫のような鳴声も聞こえる全部鳥たちの声

だちゅるちゅるちゅん

と、不思議な声を出すものもある午前中全力で鳴き続けているので午後には脱力して死んだような目になってい

るが次の朝にはま た 復活して鳴き始める

1月15日 火曜日

すべてのものが

おろそかになる
筋肉を弛緩させると時間軸が変わる

これだけややんなきゃと思ってたことも

何もかもちゃらになって乗り越えてすべてのものがおろそかになる

たとえば家族に病人が出ると

そんな感じになる

何もかも放っておいて

それにとりかかりっきりになる

取れかけていた契約とかが他のひとの手柄になったりするリーマンもいるんだろうなと

想像する

しかしそれがほんとうの姿なんだ

ほんとうといっては何だが

あるべきところにおちついた、

あるべきかたちなんだ

日々そんなふうに思って日々、

弛緩している

01/16

速報
稀勢の里がまた負けた

もう座布団も舞わない

とネット記事にあった

何かに押しつぶされそうな



人間の悩みそのもののような

彼の表情が目に浮かぶ

無理に笑おうとして歪んでいる

口元の変な形も見える

特にファンではなかったけど

何だか可愛そうになってきた

来たるべき日は

周りで見ると

こんなにはっきりわかるんだ。

今、

引退の速報が

スマホに届いた

分配
街を歩く女の子の顔に

少しずつ少しずつ

お前が分配されているのが分かる

2019／1／17

雑務
すべての仕事は

雑務の中にある

詩も同様に

雑務の中で書かれる

短歌
短い歌だというのは嘘だ

延々とした情念のドラマがある



時間
流れているというけれども

止まっていることもあるし

時には逆流している時もある

恩師
何時までも関係が変わらない

超えることは決してない

順番と矛盾
病院来たらほんまにわたししんどなるねんー

と婆さんが旦那さん（これは爺さん）に愚痴を叫んでいる。

可愛そうだが面白かった。

2019／1／18

がっかりしてる人に
試験におちたり

ふられたり

だいじなものなくしちゃったり

がっかりしている人の肩は寒い

ふかふかのストール巻いて

寒い風の中を

頭を冷やして歩いてください

もしかしたら

よいアイデアが

出て来るかもしれないから



１／19

I Will Go to Hell

with You

授業が終わったあと

オブジェを貰った

薄い石板に

イミテーションの宝石が引っ付けてある

掌から少しはみ出るほどの

小さなアート

はい、クリスマスプレゼント！

と随分間の抜けた時期に

手渡される

え？僕に？

カナダではよくこんな感じの

手作りプレゼントを渡したりするの、手軽に？

よく見ると小さな文字が

幾重にも張り付けてあって

Merry Xmas とある

宝石の下になって

読めない英単語もある

下の方に

「I Will Go to Hell withYou」

とあるのを見つけて妙な気分になった

ゼミの教室に置き忘れた

取りに戻るともうそこには何も

ないのだった



2019/01/20

補助椅子
混雑時に欲しいのに

混雑時はご遠慮下さいと

アナウンスされる

2019/01/21

鬣
愛用している黄金色のストールに

コーヒーを零した

マクドナルドの0円コーヒーをもらって

蓋にある小さな穴から飲もうとしたら

締りが悪くてゆるくて

横から少しストールについた

コーヒーのいい香りがする

しかし自分が汚れたかのような

深い傷っぽい気持ちがともに来た

すぐに洗面所を見つけて

石鹸で洗った

女の人のようないい匂いがする

すぐに乾いてもとのように

ぴかりぴかりと

光る だろう

こんなにも

プライドが高いのは

あれはストールではなく

百獣の王の鬣なんだと

今頃の朝になって

ふっと気づいた



2019/01/22

ピストル
ピストルを磨く気分で

男根を握る

ぎりぎりと握って

これを発射するときのことを思う

お前を犯る

弾痕
だんこんを発見しました！

と美人な刑事が

真顔でＴＶで叫んでいる。

何てハシタナイんだ

世の中は！

結婚披露宴のソレを思う

ビビンバ
ビビンバという名前を初めて聞いた時は

びっくりしたな。

なんだか馬の鬣と

フフン、という鼻息のことを

思い浮かべちゃったんだよね。



まじっすか
まじっすか、という言葉を

まだ遣う人がいるねというと

君は

「まじっすか？」と返すだろう

懐かしい頃
懐かしい頃というのは二度と戻らない

二度と戻らないから懐かしいのであって

戻ってきたら気持ちが悪い

ガンダム
ガンダムに関しては

何も言えないんですよぉ、僕

あ、あの時すれ違ったのが

それだっかかな、という程度でね

それでも同時代人では

あるんですよね

ＮＨＫ
ＮＨＫの集金人が来た

おれは何の疚しいところもない



サラバ髭おやじ
サラバ髭おやじ

いまや髭さえ生えなくて

お前のあたまもつるっぱげ

しつこい奴だなあ
しつこい奴だなあ

どこまでついてくるんさ

こうなればどこまでも

進んでやるよ

お前がついてこれないところにまでさ

2019/01/23

こんなことで
こんなことで

詩をかいてられるのだろうか

と思う時に

もっとも詩と接近しているのだ

のうのうと

「詩とは」などと講演している奴の

背中に は詩はいない

権威だけが憑いている

詩と権威とは犬猿の仲である



住所
おれに住所を知らせたら

やばいで。

どこまでもイクで。

先に家に入って

炬燵で寝てるで。

「どうやって入ったの？！」

とか

泣いて叫んでも

知らんで

出て行かへんで。

住むで。

ほんでお前、

追い出すで。

最低やで。

ぶるるるん
ぶるるるん

とエンジン音がした

だっさー

と思うだろうが

ぶるるるん

と、

ＮＹ詩人のSANOMOTOHARUでさえ

歌ってるんだ

人間には

そうしか聞こえないんだ

だっさー

真っ暗
外が真っ暗なので

どこがどこだか

分からない

でも



困らない

おれ

家にいる

おれ

パソコンの前で

のうのうと

コーヒー飲んで る

考えてみると

コーヒーは確かに

地獄のように

暗い飲み物である

こんなところにしといたろか
こんなところにしといたろか

というのは吉本流のギャグだが

それはもっとも人心を奮い立たせる

言葉の一つだ

到底叶わない敵から逃げるときに

そう言うのだ

しかし

それ以外に、

何と言う言葉が見つかるだろう

これしかないじゃないか

2019/01/24

朝
夜明けという言葉が嘘のように

今朝は暗い

珈琲を淹れ間違える



ヤクザ
ヤクザの話を君とした

ヤクザは怖いな

タイムアップ
タイムレースシステムのゲームをやると

息が詰まる

息が詰まり過ぎて

おにぎりを喉に詰めて死ぬ日のことを思う

ちゅん
窓の外で

ちゅん、

と雀が鳴いている

泣いているのだ

まんさつ
机の上に

一万円札が

散らかっている

財布がないので

そこに置いているのだが

風が吹かないので

飛ばないのだ

無風である



鳥
お手洗いに朝、行って

鳥を起こす

2019/01/25

領収書
領収書の整理などして

貴重な朝を潰す

領収書を必死になって探しだして整理する

金は使ったんだから、権利はあるんだ

権利はあるんだけれど領収書がないんだ

領収書がないと権利がなくなるんだ

権利がなくなると嘘吐きと思われるんだ

だから必死になって探し出すんだ

探し出したら、きっとあるんだ

あればまた権利が復活して正しい人間に

僕もなるんだ社会人のように

2019/01/26

巨大生物
生徒寮に住んでいた頃

巨大生物を見た

その日曜日、

アサクラくんと

僕だけが

寮に残っていた

冬休みに入って直ぐのころだった



朝から変な匂いがするので

「死体でもあるんじゃねえか」

などと言って笑っていたが

本当に臭かった

舎監を呼びに行こうと思ったが

いけすかねえ奴なので

それは止めにして

そのかわり

匂いの根源に冒険に行った

「こいつだよ」

とアサクラくんが突然叫んだ

男子便所の個室に巨大生物がが

流されないままに存在していた

それは

巨大という言葉では

到底言い表せない生物、

いや、異物そのものだった

何で長さねえんだろう

誰だよ

俺たちは朝から

臭くな っていった

電話のひと
旅行行きたかったら行っておいで

と若い男が電話で話している

プラットフォーム

何の話か分からんが

とりあえず

「ガールフレンド」と想定して

電車待ちの聞き耳を立てる

だんだん男の声が高くなって

旅行行きたかったら行っておいで

と同じことを言う

同じことなのに

違う言葉として聞こえてくる

そのうちに

だから



旅行行きたかったら行っておいで

って

と

「だから」と

「って」がつき始める

電車が来たので

乗ってみる

プラットフォームを

うろうろして

若い男はまだ

優しい言葉を

放ち続けている

売り子さん
いろんな売り子さんがいるが

みなそれそれにかわ いい

自信を持っているんだろうな

恐ろしいことだ

2019/01/27

ルーティン
大坂なおみが

優勝した

ルーテチィンをきっちりこなしたおかげだと

ワイドショーでは言っていた

違うだろ。

彼女は努力で勝った んだ！



ベリーショート
ベリーショートにしてくれ

と散髪屋さんに言ったり

ショートケーキを５つ

とケーキ屋さんに告げたり

生きてゆくことは

ベリーショートだ

駆け抜ける

細見和之
細見和之とこれまで何度飲んだだろう

そんなに回数は飲んでいないのに

まだ酔っぱらっている

これは何だ！

混ざる
僕の中で 人が混ざる

誰が言ったことかが

時々交換される

人が混ざる

死んだ人
大勢の人の前で喋っている時

僕の自意識が浮遊して

後頭部の右上あたりで

上手く喋っている自分を見ている

上手く喋れていない時は

上手くいってないなと指令を出している

左後頭部付近には

死んだ人が

僕といつも一緒に居る

死は融合だと知る



哲学
哲学のないひとは淋しいだろう

生きるのに途惑うだろう

ひとだま
だいぶんと頭の惚けてきた父親に

「昔、お姉さんの亡くなった時に、

ひとだまを見たって言ってたろ？

それって、どんな色だったの？」

と子どもの時何度も聞かされたのに、

何色だったか聞いていなかったと思って

改めて尋ねる。

父は「ふつーの色や。」と言う。

ふつーの色？

ひとだまの、ふつう、とは？

黄色？赤いの？オレンジなの？

「青やなー」と父。

この間は忘れていたのに

思い出したか。

ひとだまは青いのか。

また。

昔、お父さんのお父さんが

うちのお風呂が使えなくて

遠くの銭湯に歩いて行った話。

してくれたよね。

何時まで経っても戻らないので

銭湯に問い合わせたら

（あれれ、その頃電話ってあったの？

聞きそびれた）

すると「今日は来ていない」という答え。

それで不審に思って奥さん頑張って探しに行くと

野壺で、「ああ、いいお湯だ」

とお風呂に漬かっていたという話。

銭湯に向かう途中で



あぜ道を通っていると、近くの人が

「うちのお風呂入っていけば」

と言ってくれたので入れてもらったたらしい。

それって、狸に騙されたのじゃあ・・・

っていう話。

よく話てくれたの、覚えてる？

あ、

覚えてないのか？・・・

え？

覚えてる？

あ、

よかった。

僕はしっかり、

覚えてるよ。

2019/01/28

夕方POEM
夕暮れになると

淋しくなって

詩が生まれるよね

You'v gotta POEM!

トリケラトプス
トリケラトプスになりてえな

トリケラトプスになって

犀の前に飛び出して

びっくりさせてやりてえな



冗談ほいほい
冗談言うなよ！

という代わりに

冗談ほいほい！

と言ってたあいつ

一年に一度くらいは

飲もうぜ

と言って久しいな

飲むとほんとに楽しいのだが

あと何回飲めるんだろうな

おわりに
明日もたぶん

書くだろう

癖になってしまったからな。

でもここには載せられない

今日が編集日だからね。

明日の詩、というのは

誰もまだ読んだこともない詩のことを言うのだ

明日の詩を

僕は書く


