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ＴＶアニメ﹃おジャ魔女どれみ﹄の本も四冊目に
なりました︒

世はすでに﹃ドッカ〜ン！﹄一色ですが︑この本

はいまだに﹃も〜っと！﹄のままです︒と︑いうわ

けで︑主要人物５人です︒大きなハナちゃんも小さ

なハナちゃんもいません︒

そして毎度ながら︑恥ずかしいのが苦手な方はす

ぐ本を閉じたほうがいい話ばかりです︒

それでも構わない方︑ようこそ☆

﹃どれみなはなし﹄そのよん︑どうぞご覧くださ
いませ︒

酒処金丼亭 亭主 敬白

しあわせ☆ももちゃん
﹁もうすぐ︑１年だね﹂

﹁ぽっぷちゃん︑そう言わんと︒いつものことやん︒
⁚⁚そやなぁ︒料理だけでええかと思てたけど︑お

菓子もできるようになると︑結構おもしろいもんやっ

﹁あいちゃん︑もう無敵ね☆﹂

はづきちゃんがそう言いながらＭＡＨＯ堂のとびら

を開けると︑キッチンの中からなにか聞こえてきた︒

﹁フン♪フフフン♪フ〜ンフフン♪⁚⁚﹂
はなうた

﹁あら

﹂

そりゃそうだよ︒だって⁚⁚

？ あたしには︑はづきちゃんがなに言

﹁ねぇ︑なんだかももちゃん︑変じゃない

のって⁚⁚

そう思っていたところに︑

﹁入り口で固まって︑みんななにしてるノ

﹂

ってるのかわからなかった︒だって︑あそこにいる

あれれ

﹂

声かけたけど︑ももちゃん︑はなうた歌ったまま︒

﹁フフフン♪フフン♪フンフ〜ンフフ♪⁚⁚﹂

﹁ずいぶん早いわね︑ももちゃん﹂

おんぷちゃんが中に入って︑

﹁あ︑ももちゃんもう来てたんだ﹂



お 姉ちゃんが いき なり そう 言った から︑ みん な︑
えっ︑って顔でこっちを向いた︒
﹁お菓子屋さんはじめてさ﹂
２ 月 も は ん ぶ ん ま で き た け ど︑ ま だ ま だ 寒 い 日︒
お姉ちゃんたちといっしょに︑ＭＡＨＯ堂に行くと
ちゅう︒

﹂

﹁そうやって︑と〜とつに話変えるくせ︑やめてっ

てば

あたしも︑ もう１年も﹃お姉ちゃん﹄って呼んで
、
、
、

きただけど⁚⁚やっぱり︑どれみはどれみだ︒

、
、
、







たんなぁ﹂





しあわせ☆ももちゃん



って声がした︒みんながぱっ︑とふり向いたら︑そ
あれ

﹂

こにいたのは買い物ぶくろ持ったももちゃん︒
﹁なにって⁚⁚え


﹁

﹂

息ついてた︒あれって⁚⁚ため息かな

＊＊＊＊＊＊

﹁も〜もちゃん︑おっはよぉ〜♪﹂

たら︑やっぱり先にももちゃんがいた︒

つぎの日は日ようび︑ あたしがＭＡＨＯ堂に行っ



でも︑さっきももちゃんちょっとだけ︑ふぅ︑って

な笑いながら追いかけてく︒

ももちゃんがキッチンに飛び込んだあとを︑みん

ニニ☆じゃあ交代ネ﹂
 

んなふだんは外見しか見ないんだから︒

そうそう︒そんなの見ればわかるじゃん︒もう︑み

﹁ニニよ︒わからなかっタ

﹁それじゃあ︑あそこにいるのは⁚⁚﹂





﹁あ︑ぽっぷチャン﹂

﹂

ももちゃんは昨日とおなじで︑何か作ってるみたい︒

﹁ももちゃん︑なにやってるの

がいないもん︒

思わず口からこぼれちゃった︒ けどほんと︒ まち

﹁あるよ﹂

も︑そんなこと考えるんだぁ︒⁚⁚でもさ︑

あらら︑ またため息ついちゃって︒ ももちゃんで

トコ︑ないのかなぁ︑っテ﹂

﹁そうネ︑ちょっと考えちゃうワ︒１年で変わった

そっか︑ももちゃんと会って︑もう１年なんだ︒

ちょっとしか上手になってないし︑ネ﹂

﹁そうジャないヨ︒もう１年もたつのに︑日本語も

と違って︑しっかりしてるよね〜﹂

﹁ふ〜ん︒やっぱさ︑ももちゃんって︑お姉ちゃん

そっかぁ︒同じ５年生でも︑こうもちがうんだよね︒

れちゃうカラ﹂

﹁お菓子のおさらいヨ︒いつも同じのばかりだと︑忘





﹂

 ⁚⁚ほんとに

ついちゃったから♪﹂

＊＊＊＊＊＊

﹂

﹁ＭＡＨＯ堂におばけが出るんですって

こえた︒

﹂

﹁うん︒わたしも聞いた︒ぽっぷちゃんでしょ

﹂

はづきちゃんの声が︑ＭＡＨＯ堂のドアごしに聞



﹁だったら︑しょうこ見せたげる︒い〜ぃこと思い



﹁ある よ︒ そりゃあもう ︑ ずっと︑ ず〜っと変わっ
たとこ
﹁
⁚⁚あ︑そ〜ぅだ

信じてないんだ﹂

わかんないかなぁ



﹁ううン︑そんなことナイけど⁚⁚﹂

﹁あ〜っ



おんぷちゃんの声 だ︒ そうそ う︒ みんなに 話して

⁚⁚どれみ︑覚えてなさいよ︒

﹁まぁええやん︒もともとお化け一匹飼うてるよう
なもんやしな〜﹂

最後にあいちゃんの声︒くふふふ︒来たきた︒

あ た しは キッチ ンの 影 にか く れて︑ み んな を まっ
てた︒

ドアがちょっとづつ開いていく︒

﹂

あたしは 後ろにか くれてる ももちゃんに ︑ ちいさ
な声で合図した︒
﹁それじゃ︑いっくよぉ

⁚⁚まったく︑あいつ人を呼

なにこれ

ＡＨＯ堂にひろがった︒
とたんに
﹁ぶへへっっ

﹂

あたしと ももちゃんが小 さくとな えた魔 法が︑ Ｍ

それっ

び出しといて︑どこいったん⁚⁚﹂

﹁ぽっぷ︑ぽっぷっ











まわったのは︑あたしだもんね︒





﹁そうそう︒あいつ︑な〜んかたくらんでンだよね﹂



しあわせ☆ももちゃん



いるのはわ

目の前ぜ〜んぶまっしろ︒ ちょっと先までしか見

えやしない︒
﹂

﹁あいっつぅ〜⁚⁚こぉらぁ︑ぽっぷ
かってんだから︑早く出て来ぉい
さぁて︑ドアを閉めて︑と︒作戦開始ぃ

＊＊＊＊＊＊

﹂

功っと︒

てまうわ﹂
よぉし︑それじゃ⁚⁚

あたしは︑ももちゃんの手を引きながら︑あいちゃ

んの声のする方に歩いていった︒

﹂

﹁やぁっと集まったみたいやな﹂

﹂

﹁あの︑５人ちゃんといる
﹁５人⁝いるやろ

しっこなしやで︑はづきちゃん﹂

う〜ん⁚⁚ほんとに︑みんないるわよね

はづきちゃん︑ほいであたし︑と﹂

ほら︑おんぷちゃん︑どれみちゃん︑ももちゃん︑

とりづつ名前言うてったらええやん︒

﹁いま数えたやん︒心配性やなぁ︒それやったら︑ひ

﹁え

﹂

ひぃ︑ふぅ︑みぃ︑よぉ⁚⁚ほら︑５人や︒おどか

﹁な︑な︑ちゃんと数えてみよ

﹁なんだか︑さっきから一人多いような気がするん

じゃ︑ここにいるのは⁚⁚﹂

いまわたし呼んだの︑はづきちゃん

﹁あ︑あら
﹁あたし︑なんだけど﹂

﹂

﹁あ︒ど︑どれみちゃんも︑気をつけてね﹂
﹁はづきちゃぁ〜ん



﹁ちょっと︑集まってんか︒これじゃお互いぶつかっ



﹁あれ

﹁これじゃ︑まわりに何があるかわからないわ﹂



だけど⁝﹂





くふふふふ ︒ やってるやってる︒ とりあ えず︑ 成









﹁おんぷちゃん︑そっちたしか棚よ︒気をつけて﹂







みちゃんこそ︑なんでわたしと同じ髪形なの
着替えちゃって⁚⁚﹂

﹁そ︑そうよね︒どれみちゃん︑あいちゃん︑おん
ぷちゃん︑ももちゃん︑それで︑あと私︑と︒だい

服も

み︑ み ん な な ん で あ た し の 服 着 て る ん

﹁うぁ
﹂

じょうぶ︑ね︒ね﹂
﹁二人とも︑ちょっと待って
大声にびっくりして見てみたら︑おんぷちゃんが
青い顔で立ってた︒
﹁なんやねん︑いきなり⁚⁚﹂
﹂

﹂
﹂

﹃私﹄って言いながら自分のこ

﹁あいちゃん︑いま﹃あたし﹄って︑こっち指さし
﹂

てなかった
﹁へ
﹁はづきちゃんも

とさしてなかったじゃない

﹁そうよ﹂

﹂

﹂

どれみちゃんも︑ももちゃんも髪の毛短かなってる
し⁚⁚

﹁ちょっとみんな落ち着いてぇっ

し〜ん︑っと静かになっちゃった︒ さすがはづき
ちゃん︒

﹂

私の目の前に︑私が４人いるわ︒みんなも

すぅーっとおもいきり息を吸う音がなんどかして
から︑
﹁いい

そうじゃない

﹁そや︒あたしの目ぇが間違うてるんか思たけど⁚⁚

確かに︑あたしや︒あたしが４人いるで﹂

﹁わたしも︑そう見える﹂

﹂





﹁あたしもだよ︒服だけじゃなくて︑顔も髪の毛も
みんなあたしだ﹂

︒頭もお



だんごだし⁚⁚﹂

﹁あの⁚さ︒なんであたしの服着てるの









﹁だから︑ね︒これって︑魔法じゃないかしら







ぽそぽそって︑いつもと違うお姉ちゃんの声︒





﹁⁚⁚いま話してるのって︑おんぷちゃん





﹁なに言ってるのよ︒わたしはいつも通り⁚⁚どれ
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う〜ん︒ やっぱり最初に気がつくのははづきちゃ

んかぁ︒

﹁わたし⁚⁚おんぷだけど﹂

﹁ももちゃん︑おれへんやんか

﹂

﹂

﹁でも５人いるわよ︒どうして

じになる魔法と︑方向がわからなくなる魔法かけた

﹁ああ︑とうとうみんな声まであたしだよ︒もぅ誰

﹂

が誰だかわかんないよぉ

なくなる︒と︑思うでしょ

﹂

﹁そういえば︑さっきからももちゃんの声がしない
わね﹂
﹁ほんまや︒ももちゃん︑どこや

﹂

﹁⁚⁚みんな同じに見えるから︑だれがももちゃん
かわからないよ﹂
﹁ももちゃん︒どこ

あたしの右どなり

しから右回りにね︒じゃ⁚⁚わたしは︑おんぷよ﹂
﹁あたしはあいこや﹂
﹁私︑はづきよ﹂
﹂



⁚⁚﹂

﹁こんなときなに歌ってんのさ︑おんぷちゃん

﹂

﹁ちぃいっちゃな⁚てのひらは⁚ネモフィラの・は・な

ため息ついてたら︑別のあたしが︑目をつぶった︒

もあたしの顔で言わないでほしいなぁ︒

あ〜あ︑やっぱりお姉ちゃんが最初に脱落かぁ︒で



﹂
﹁そっか⁚⁚﹂

﹁あ⁚⁚﹂

て⁚⁚ね

て︑この歌だけでわたしにはみんながわかるわ︒だっ

そう︒ 服も︑ 髪も︑ 声も︑ 顔まで同じになったっ

﹁どれみちゃん︑正解︒

歌っていたあたしが︑ちいさく︑ふふふ︑って笑って





﹁そうだ︑一人づつ名前言えばいいじゃない︒わた



﹁で︑あたしがどれみ⁚⁚あれ
は







んだ︒これなら︑だれがだれか︑ぜ〜んぜんわから

そう︑あたしとももちゃんで︑みんなが自分と同







あたしは︑うしろにいるあたしに︑声をかけた︒
﹁ほら︑ももちゃんも歌って﹂

のまま︑あたしじゃなくなっていく︒魔法が︑とけ
たんだ︒

後ろから︑あたしの肩にちょん︑って手が乗っかっ

た︒ 振り向いてピースしたあたしをきゅ︑って抱き

うしろのあたしは︑ ちょっと考えてから︑ 歌いは
じめた︒はじめは小さく︑だんだん大きな声で︒

﹁エヘ︑みつかっちゃっタ﹂

かかえながら︑

﹂﹂﹂﹂

おわり

﹁ちぃ いっちゃナ⁚⁚てのひらは⁚⁚ネモフィラの
ハナ⁚﹂
あったかい歌︒ももちゃんの︑ハナちゃんへの気
持ちが伝わってくる歌︒みんなといっしょ︑でもみ
んなとちがうママの歌︒

﹂
﹂

﹁﹁﹁﹁みぃつけた



これがわか んなかったら︑ 妹やめるよ︑ どれみお

﹁あ

﹁うん

﹁ふふ﹂



﹁よ〜し﹂



四人のあたしが︑あたしの後ろを見て笑ってる︒そ



姉ちゃん
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しあわせ☆ももちゃん‥のこと

 の方には書きましたが、このタイトルはパクリです。何のパ
クリかと言うと、清涼飲料。そのまんまの名前のももジュースが
あるのです。
通勤途中の自販機にある『しあわせ ももちゃん』。 年の大
晦日、初めてこのジュースを見たとき『次は絶対このタイトルにし
よう  』と決めていたのですが、いざ書き始めるとう〜ん‥‥なか
なか『しあわせ』になってくれません。ただ、毎朝毎深夜
眺めていて、ちょっとづつでも、書こう、って気になったのは確か
です。どちらかと言うと、私の方が『しあわせ』にしてもらってる
ようなものですね。
一応書き上げたいま、しあわせ、だよね？と問いかけて、うなず
いてもらえるかどうか‥‥ 正直なところ自信はありませんが、ほ
んのちょっとでも首が動いたら、うれしいなぁ、と思います。
‥‥ちなみに。
「書いてるうちに、頭の中でぽっぷちゃんがひな
た化してきちゃって‥‥」とか言ったら、果たして私は何人から殴
られることになるのでしょうか？

とおいそら・ちかいそら

﹁はづきちゃんの考えごと
は逆効果だったみたい︒
⁚⁚Ｏｈ

なにナニ

ヒナマツリね

﹂

ワタシ︑初

ごまかし たつも りだったのだ けど︑ ももちゃんに



﹁実はね⁚⁚３日のことなんだけど﹂
﹂

﹁３月３日
めて
え


﹂

ね︑やろ︑や

困った顔して⁚⁚あ︑ひょっとして

﹂

﹁気にしない︑気にしナイ︒アメリカでも︑ハロウィ

﹁え︑あ︑その︑そういうわけじゃ⁚⁚﹂

ええと︑そうじゃなくって⁚⁚

ヒナマツリ嫌いなの︑はづきチャン

﹁どうしたノ

﹁え︑ええ⁚⁚あの︑それはいいんだけど⁚⁚﹂

あの︑そうじゃなくて⁚⁚

ろ

だけはやらなかったし⁚⁚やりたい

た︒忘年会でいろんなことやったケド︑ヒナマツリ

﹁去年は引っ越してき たばかり デ︑ やる ヒマなか っ



短かった２月ももうおしまい︒ちょっとだけあった





かくなってきたＭＡＨＯ堂で︑私たちはいつものよ
うにお菓子を作っていた︒
どれみちゃん︑ あいちゃん︑ もも ちゃん︑ そして
私︒おんぷちゃんは︑今日はおしごと︒⁚⁚ううん︒
今日も︑おしごと⁚⁚
﹁はづきチャン︑手︑止まってるヨ﹂
あ︑いけない︒あわてて目の前のボールの中をゴム

ちゃってるわ︒
そ〜っと目だけ上げてみたら︑ももちゃんがむ〜っ

とした顔で見つめてる︒

﹁ご︑ごめんなさい︒ちょっと⁚⁚考えごとしちゃって﹂
そう言ったとたん︑大きな二つの輪っかが︑きら

きらの目で身をのりだしてきた︒













ベラでかき混ぜたけど⁚⁚あ〜あ︒粉がダマになっ

とおいそら・ちかいそら

ン嫌いな子︑いるし︒人それぞれだヨね﹂
だからっ⁚⁚
﹂


﹁なに
はづきちゃん︑どしたの

﹂


どれみちゃんが飛び込んできて︑ ちょっとほっと



くり目玉のももちゃん︒どうしようか考えてたら︑

はっ︑と口をおさえたけど遅かった︒目の前にはびっ

﹁そうじゃなくってっっ



そう︒それだけなら楽しく準備すればいいのだけ

﹂

だけど︑たしか今年の３月３日って⁚⁚﹂

ど︒でも︑
﹁あれ

＊＊＊＊＊＊
﹁みんな︑なにしてるの

けられてちょっとびくっとした︒振り向くと︑片側

キッチンで考えてこんでた私たちは︑突然声をか

﹁ご︑ごめんなさい︒大きな声だしちゃって︒⁚⁚

﹂

マジョルカがバースディコンサートを企画したの﹂

﹁そうよ︒今年はちょうど日曜だから︑ってことで︑

れだけ︑みんな考えこんでいたんだわ︒

んたちも︑まだ心臓がどきどきいってるみたい︒そ

最初に声を出せたのはあいちゃん︒私もどれみちゃ

たんなぁ

今年の３月３日って︑おんぷちゃんコンサートやっ

﹁ああ︑おんぷちゃんか︒ええとこに来てくれたわ︒

にむすんだ髪が不思議そうにこっちを見てる︒

マークだらけ︒ ええと︑

﹂

そっか︑じゃオマツリふたついっぺんだネ﹂





も も ちゃんの 頭 の 上 は
なんて言おうかしら⁚⁚
それが︑どないしたん

﹁Ｗｏｗ

を器用に切りまぜながら立ってた︒

声の方を 向いたら ︑ あいちゃんが︑ クッキーダネ



﹁３月３日言うたら︑おんぷちゃんの誕生日やんか︒



の場合︑ひな祭りだけじゃないのよ﹂

あのね︑ももちゃん︒３月３日なんだけど︑私たち

した︒









てた︒私も︑きっとそう︒

﹁そら行きたいけど⁚⁚あたしらがもらってもうた

笑いながら︑おんぷちゃんがそう言った︒けど︑
﹁そっかぁ⁚⁚﹂

ら︑あべこべやんか﹂

﹁あ⁚⁚﹂

﹂
チケットが︑３枚︒

﹁え⁚⁚と︑あら

どれみちゃんと︑あいちゃんと︑ももちゃんと⁚⁚

チケットを受け取った私は︑みんなに配っていった︒

いわ︒行きたくないわけじゃないし︒

まだちょっと複雑だけど︑ こう言われたら仕方な

﹁いいのよ︒じゃ︑みんなで来てね☆﹂

みたい︒さっきからずっと︑口をとがらせてる︒

あいちゃんも ︑ どう言 ったらいいの かわか らない

﹁困ったワ⁚﹂
しょんぼりした顔のどれみちゃんとももちゃんを
﹂

見て︑おんぷちゃんが小首をかしげた︒
﹁どうかしたの

そうよね ︒ 私だって︑ わけ を知らな かったら不思
議に思うし︒
﹁バースディパーティ︑どうしようかって言ってた
のよ﹂
私がそう言うと︑おんぷちゃんやっぱりにっこり

﹁あ︑だったら⁚⁚はい︑これ﹂

おんぷち ゃんが困った顔をし てる︒ きっと︑ 数ま
ちがえちゃったんだわ︒

別のポケットから︑くしゃっ︑とした封筒が出てき

あと１枚ね﹂

が入った紙︒
﹂

﹁えへ♪ごめんなさい︑間違えちゃった︒⁚⁚はい︑

てるの︒みんな︑来てくれる

みんな︑ どんな顔した らいいの かわからな い顔し



﹁コンサートのチケット︒関係者用にすこしもらっ

目の前に 出てきた のは︑ おんぷちゃんのイ ラスト





笑った︒アイドルの顔で︒

とおいそら・ちかいそら



た︒おんぷちゃんは中からチケットを取り出して広

げながら︑

﹄ だい

⁚⁚まぁ︑いい︒おんぷ

るんだわ︒いい思い出ないものね︑私たちには︒
﹁なにが﹃げ

がね︑もう打ち合わせの時間だっていうのに来ない

ん

﹂

あたしが探しに来た︑ってわけさ︒で︑おんぷを⁚⁚

おんぷの母親は別の打ち合わせでね︒仕方ないから

﹁追加でもらった分だから︑ちょっと汚くてごめん

パタパタ︑って駆けだしてくおんぷちゃんと︑手の

﹂

マジョルカが︑私のことを見てる︒私の手もと⁚⁚
チケット

てくれた︒

だよ︒﹂

﹁それは︑おんぷの父親のために特別に用意した席

﹁そのチケットが︑どうかしたの

﹂

縮こまっていた私の前に︑どれみちゃんが出てき

マジョルカ⁚⁚こわい︒

すけど⁚⁚﹂

﹁え⁚⁚あの︑さっきおんぷちゃんにもらったんで

﹁おまえ︑そのチケットをどうしたんだい



中のチケットを見比べながら︑私はなにか変だなぁ︑っ

﹂



て感じていた︒

＊＊＊＊＊＊
﹁おまえたち︑おんぷを知らないかい

⁚⁚げ︑マジョルカ

の上の方から声がした︒
﹁え

﹂

ももちゃんが 不思議 そうな 顔でど れみ ちゃんを見

﹁なんでＭＡＨＯ堂来んねん

﹂

おんぷち ゃんが帰ってしば らくし た頃︑ キッチン



てる︒⁚⁚いけない︒ついついイヤな顔しちゃって











たね﹂

んだよ︒



ね︒⁚⁚はい︒じゃ︑わたしは打ち合わせだから︒ま





ええっ
私はびっくりしてチケットを見なおした︒⁚⁚ほ
んとう︒このチケット︑特別席のだわ︒
﹁おんぷちゃんの︑お父ちゃんの分⁚⁚﹂
あいちゃんの声 でまわり を見たら ︑ みんな が私の
手もとを見ていた︒

渡して⁚⁚﹂

私の目の前に降りてきたマジョルカがそう言いか

けたところで︑ＭＡＨＯ堂の入り口が爆発した︒

⁚⁚ううん︒爆発したみたいに思いっきりドア開
けたんだわ︒

﹂

びっくりして見てみると︑ショーケースの向こう

側でおんぷちゃんがにらんでる︒

﹁マジョルカ︑なにやってるのよ

これ﹂

これ⁚⁚﹂

﹁あ︑ああ︑そうね︒それじゃ︑ひとりだけ別の場

ぐ顔を上げた︒

おんぷちゃん︑ ちょっとだけ下を向いてから︑ す

でしょ

﹁ごめん︒ 聞いちゃったんだぁ︒ お父さんの分なん

らどれみちゃんが言ってくれた︒

た顔してる︒なんて言おうか考えていたら︑後ろか

差 し 出 した チ ケットを 見 て︑ お ん ぷちゃん が 困っ

﹁あの⁚⁚おんぷちゃん

私はチケットを握りしめて︑キッチンを飛び出した︒



﹁これ︑もらえないよ﹂
どれみちゃんの声 に︑ 私はた だうなずい た︒ そう
よ︒これもらっちゃったら︑もう友達だなんて言え

﹁とにかく︑これ返そうヨ﹂

﹁せやな︒誰が行くかは︑あとでクジでも作って決

めたったらええねん﹂
オホン︒と上からセキばらい︒

﹁どうやら︑一度ここに来てすぐ出ていったようだ

ね︒しかたない︑他をあたるとするかね︒





じゃ︑ チケットを返しておくれ︒ あとでおんぷに



ないわ︒

とおいそら・ちかいそら



﹂
なんで︑お父さんにあ

所になっちゃうわね⁚⁚マジョルカ︑ もう一枚持っ

けど︑
﹁いいのよ﹂
おんぷちゃんは︑ただ笑ってる︒
﹁いい︑って⁚⁚﹂
﹁もういいの︒今年はパパ︑休めるはずだったんだ
けど︑急にお仕事入っちゃったんだって﹂

私のとな りに来た あいちゃんも︑ 同じこと 考えて

いくわよ﹂

るみたい︒とっても心配そうな顔︒

﹁それじゃ♪ ほら︑マジョルカ

﹂

みちゃんやあいちゃんみたいには︑まだ⁚⁚

してくれない︒以前よりは話してくれるけど︑どれ

てから戻ってくるまで︑何してたんやろなぁ︑て考

﹁⁚⁚うん︒あんな︑おんぷちゃん︑さっき出てっ

路の上 の橋から ︑ 電車な がめてる 姿しか見 えてき ぃ

そしたら︑そしたらな︒なんど考えても︑あの線

えてん︒

言ってた﹂

の朝だって︒お祝いは１日遅れになっちゃう︑って

﹁２日の夜行で札幌に行って︑戻ってくるのは４日

とうつむいて︑

んは私たちをひとりひとり︑じっと見てから︑ちょっ

ももちゃんとどれみちゃんが振り返った︒あいちゃ

﹁あいちゃん⁚⁚

たら︑泣きそうな顔のあいちゃんが目に入った︒

い︒どうしようか考えながら︑ちょっととなりを見

なにか話そ う︑ としても ︑ うまく言葉 が出てこな

いた︒

ん︒そのあとを︑私たちはしばらくじっと見つめて

マジョルカを握るようにして出ていったおんぷちゃ



てない
笑ってる︒けど︑違う︒
﹂

﹁そういう問題じゃないよ
げないのさ



どれみちゃんが︑体当たりするみたいに迫ってた︒



やっぱり︒ おんぷ ちゃん︑ 心配な ことあん まり話







へんねん⁚⁚﹂

＊＊＊＊＊＊
次の日はもう３月︒ＭＡＨＯ堂のキッチンでケー
キ作りを してる 私たち の中に︑ おんぷ ちゃんはやっ

﹂

﹁あちちちちッ
んねん

⁚⁚くぉら

どれみちゃん何しと

﹁ごめん︑ごめん⁚⁚って︑あいちゃんこそ︑イチ

⁚⁚なんや︑ももちゃんがイチゴの上か

ゴをケーキに押し込んでどうすんのさ﹂
﹁えぇっ

らぬりたくってんやんかぁ﹂

﹂

﹁ワタシ︑順番どおりにやってるジャない︒ぬりお

わる前に作業するふたりがワルイ
あ︑ああ︑もう⁚⁚

﹁﹁﹁はづきちゃん︑さっきから何もしてない

﹂﹂﹂

って言ったとたん︑三人がくるっと振り向いて︑

﹁ね︑ねぇみんな︒そんなツンツンしなくても⁚⁚﹂



ぱりいない︒
﹁あさって︑だネ﹂
ももちゃんが︑ スポンジ にクリー ム盛りつ けなが



ら︑ぽそぽそっ︑と言った︒

てたみたい︒

﹂

ハモられちゃった︒ そういえば︑ 私︑ ぼ〜っとし



﹁おんぷちゃんのお父ちゃん︑明日の晩からおれへ

んねやな⁚⁚﹂




ゴテゴテしたケーキ台を冷蔵庫に押し込んだ︒あい

ももちゃんはそ う言いな がら︑ クリームと アメで

﹁そうネ︒こんなんじゃ︑ケーキなんてできないワ﹂

もうやめ︑やめや

﹁あ〜ッ

あいちゃんが︑ クリーム の上にイ チゴをの せなが





﹁きょうは学校もお休みしてて︑話もできなかった

よね⁚⁚﹂
煮たアメ



どれみちゃんが︑その上から煮とかしたアメをか
けながら⁚⁚え





ら︑ぽつん︑と言った︒

とおいそら・ちかいそら



ちゃんは手早く道具を片付けてる︒私もお皿を受け

取って︑流しで洗った︒
ゴシゴシ︒
キュッキュ︒
気が付いた ら︑ 同じお 皿を洗ってはふい て︑ また
洗ってはふいてた︒あいちゃんも︑ももちゃんも︑ご
そごそ動き回ってるけど︑よく見ると同じことくり
返してる︒

ももちゃんが︑ 目をきら きらさせ て言った︒ それ

から︑みんなが私を見た︒⁚⁚うん︒わかってる︒
﹂

﹂

おんぷちゃんのコン

﹁私もこの間してもらったわ︒おんぷちゃんだけな
しなんて︑絶対いや

１日ぶりに︑みんな笑った︒

﹁せやけど︑どないすんねん

サート︑夕方からや︒仕事終わったら夜やで

たとき︑
﹁夜︑か⁚⁚え
びはねた︒
﹂

﹂

３日って︑月︑出る

﹂

どれみ ちゃんが︑ すっとんきょうな声 を上げ てと

夜

ま た みん な の 笑顔 が たて ジ ワ に代 わ り そう に なっ

ＡＨＯ堂で騒いでたら︑怒られチャウ﹂

﹁そうネ︒おんぷちゃんの家はもちろんダメだし︑Ｍ









﹁ねぇ﹂
そんな中︑ テーブルの上か ら声がした ︒ いままで
つっぷしてた︑どれみちゃんだ︒
﹁したいよね︑パーティ﹂

﹁ど︑どうしたの
﹁はづきちゃん



見た︒

いきなり聞かれて︑私はとっさにキッチンの奥を



﹁せやな﹂
あいちゃんが︑まるで夢見るみたいに言った︒
﹁パーティ︑したいよね﹂
﹁うン☆﹂







﹁お月さま

ええと⁚⁚出るわよ︒月齢

だから︑



んと書いてある︒だって⁚⁚あ

﹂

のに︑今日はなにもなかった︒
﹂

ちゃって︑ 私にはなんか不気味︒ でも︑ どれみちゃ

そ〜っとみてみると︑マジョリカ︑むっつりだまっ

ないから︑けっこう平気みたい︒

ももちゃんは マジョリカの カミ ナリあ んまり 知ら



るんだもの︑すぐカミナリが落ちてくる⁚⁚はずな

みんなビクッとした︒キッチンでおしゃべりして

﹁マジョリカ

見上げた先には︑チリトリが浮かんでいた︒

﹁んむ︒それなら︑なんとか行けるじゃろ﹂



ＭＡＨＯ堂のカレンダーには︑ 毎日の月齢がちゃ

満月よりちょっと欠けたのが出るわ﹂



あそこだったら︑夜中にさわいだって問題

んはもうすっかりリラックスしちゃってる︒

﹁そう

な〜し☆﹂



﹁今のおまえらなら無断で行っても問題ないじゃろ︒

じゃが騒ぐつもりなら︑話だけは通しとかんといか
んな﹂

⁚⁚なんか︑すっっごく不気味︒

﹁な︑なんや︑珍しなぁ︒マジョリカが反対しない
なんて﹂

あいちゃんも私と同じだったみたい︒顔がいやがっ
てるわ︒

﹁仕方ないわい︒おんぷに元気がないのでは︑売り
上げが落ちるんじゃ﹂

ぷいっ︑て横向いたマジョリカを見て︑私にもやっ

とわかった︒だって︑おんぷちゃんほんとに元気が

ないときは︑かえって心配したファンの人が寄って
くれるんだもの︒

﹂

﹁⁚⁚よし︒会場はわしがなんとかしよう︒その代
わり⁚⁚わかっとるな
かってるから︒

ジロっとにらまれ ても︑ もうへい き︒ みんな︑ わ





﹁行くっテ⁚⁚あ︑ひょっとシテ︑魔女界

とおいそら・ちかいそら



﹂

お店はあとでいっぱい頑張っちゃう
﹂


﹁いい︑いい
から
準備︑はじめたろ


ティの準備をしていた︒飲みものにお菓子︑お皿に

休み︒すっごく静かなＭＡＨＯ堂で︑私たちは︑パー

３月２日︒きょう学校はお休み︒ＭＡＨＯ堂もお

＊＊＊＊＊＊

﹁よっしゃ決まりや



パーティのこと︑おんぷちゃんに言っ

お箸にコップにスプーン︒それから︑それから⁚⁚
あ
﹁いけない
てないわ﹂



ながら振り向いた︒

﹁それに︑きっといまはコンサートのことであたま

イッパイだよ︒終わってからにしヨ﹂

そ︑それもそうね︒ちょっと落ち着きましょ︒

﹂

⁚⁚ああ︑本当に静か⁚⁚すぎるわ︑よね︒

﹁それよりさ︑マジョリカたち︑遅くない

そうそう ︒ マジョリカとララ ︑ きのうの 晩に魔女

界におでかけして︑まだ戻ってないんだわ︒

そう思っていたら︑ 奥のほうから︑ キィって音が

した︒二階で探しものしてるあいちゃんが降りてき
たのかしら

﹁ふぁ⁚⁚ただぁいまぁぁ〜☆﹂

﹂

扉の向こ うからは眠 そうな声 ︒ 小さな体 がふわふ
﹁あ︑ララ﹂

わ飛んできた︒

たどれみちゃんが顔を上げた︒

﹁ララ︑おかえリィ⁚⁚あレ

私も見てみると︑ララの後ろから︑疲れた顔のマジョ

ももちゃんが︑不思議そうな顔で扉を覗き込んだ︒

﹁しょうがないよ︒ずっと練習で︑会えてないんだ
から﹂





お菓子を 作ってるもも ちゃんも︑ ゼリー型を 洗い





どうしよう⁚⁚考えていたら︑しきものを探して





﹂

リカがゆっくりただよってきてる︒
﹁マジョ⁚⁚リカ

﹁デラが︑どうかしたの

﹂

﹁どこで聞き違えたのかは知らんが︑
﹃人間の珍しい

﹂

⁚⁚じゃが︑魔女ガエル村だけ

ララがようやくチリトリまでたどりついて︑ふぅ︑

てことで︑やっとまとまったのよ﹂

﹁最後は女王様にまで泣きついて︑代表二人だけ︑っ

ひにという方が出てくる始末じゃ︒もうもぅ⁚⁚﹂

ならともかく︑あろうことか元老の方々にまで︑ぜ

﹁わぁっとるわい

いちゃんもこわいわ︒

づかみにした︒おんぷちゃんが嫌がることだと︑あ

階段の途中から︑あいちゃんがマジョリカをわし

いか︒おんぷちゃん︑疲れてまうで

﹁それやったらコンサートの続きになってまうやな

押し寄せてのぉ⁚⁚﹂

かげでどこへ行っても︑参加したい連中がわんさと

祭り﹄なんぞと魔女界中に触れ回りおったんじゃ︒お

﹂

どれみちゃんの声に︑ チリトリがすぅっと降りて
うんむ⁚⁚会場はちゃんと都合つけたわい︒

きた︒マジョリカはころん︑っとあお向けになって︑
﹁あ〜

﹂


って言ってまま︑また浮かびはじめた︒そこにちょ

うど二階から降りてきたあいちゃんが︑

﹁まさか︑また余計なことしたんちゃうやろな
言ったとたん︑カミナリが落ちた︒

﹂





ぶなの

二階に⁚⁚

れみちゃんは立ち直りが早いわ︒

耳が痛い ︒ けど︑ やっぱり一 番つきあい の長いど



﹁ちょ︑ちょっとマジョリカ︒会場のほうはだいじょ

チリトリ の上で チラっと見て︑ そのま まゆっくり



﹁わっしゃそんなことせんわい
デラじゃ︑デ・ラ
キ〜〜ン⁚⁚









そっちはいいんじゃがな⁚⁚﹂

とおいそら・ちかいそら



と腰をおろしてた︒こんなに疲れてるララ見るなん

﹂

﹂

たところまでじゃから⁚⁚もういいじゃろ
寝るわぃ⁚⁚﹂
ラの小さな手がひらひらゆれていた︒

わしゃ

それより︑準備しっかりやらなきゃネ﹂

ももちゃんが ポンって肩た たいて︑ その勢 いでみ

んなまた動き出した︒さぁ︑あと１日

＊＊＊＊＊＊

﹂

﹂

いつもだったら︑もう終わってるのに⁚⁚

それを見てたら︑つい口から本音がこぼれちゃった︒

﹁そう⁚⁚

あら

﹁あ︑あとちょっとや﹂

ると︑あいちゃん︑あわてて何かかかえ込んでた︒

私がくるっと振り返って︑キッチンの奥を見てみ

﹁できた☆ あいちゃん︑どう

パーにはさみ込んで︑っと︒うん︒

焼き︒一枚づつ︑くっつかないようにキッチンペー

くっちゃ︑ね︒うす〜い︑クレープみたいなたまご

作りおき できないお 料理だけ は︑ 直前に つくらな

コンサート︒でも︑私たちはまだＭＡＨＯ堂にいた︒

３月３日は日曜日︒夕方からは︑おんぷちゃんの



て久しぶ り︒ きっと︑ 魔女界はほ んとに大 混乱だっ

たんだわ︒
﹁どうする
どれみちゃんがみんなの顔を見回した︒そうねぇ︑
知らない人といっしょはあんまり⁚⁚だけど︒
﹂

﹁ん〜⁚⁚ま︑押しかけるんはあたしらの方なんや
し︑２人くらいならしゃぁないんちゃう
﹁でさ︑誰が来るの︑マジョリカ

あいちゃんがそう言うと︑みんなうなづいた︒



ふわふわ︒二階へ昇っていくチリトリの後ろで︑ラ



﹁さぁてな︒わしが知っているのは︑人数が決まっ





﹁知ってる魔女さんだといいけど⁚⁚﹂





﹁決まったのナラ︑いま心配してもしょうがないヨ︒





る︒ええと︑私の薄焼きたまごに︑おまぜご飯︒あ

テーブル の上には ︑ できあ がったお料理が 並んで

だけど︑私はもう気にしないことにした︒⁚⁚あい

のひなあられ食べてる︒なんかごまかしてるみたい

ぱっと飛び出 してき たあい ちゃんが︑ ももち ゃん

と心配だけど⁚⁚
﹁ねぇ︑みんな

﹂

ちゃんだものね︒これがどれみちゃんだったらちょっ

とはお海苔に紅しょうが︒絹さや︑にんじん︑うず
らの卵⁚⁚他に足りないものって︑あったかしら
﹂

﹁ん〜︑もうちょっとやから︒あ︑はづきちゃん︑そ
れ︑包んでてくれへん

どれみちゃんの声に︑思わず飛び上がっちゃった︒

⁚⁚き︑聞かれてなかったわよ︑ね

﹁どしたの︑はづきちゃん



﹁いいけど⁚⁚﹂



意外だわ︒

﹂

ゼント選ぶのじょうずだと思ったのに⁚⁚﹂

﹁ももちゃん︑パーティ慣れてるから︑きっとプレ

あら

﹁おんぷチャンへのプレゼントって︑難しイ﹂

て横をみたら︑ももちゃんがちょっと考えこんでる︒

私も︑ とりあえずよね︒ うんうん︑ってうなずい

﹁そらまぁ︑とりあえずやけどな﹂

レゼント︑決めた

⁚⁚ま︑いいや︒みんなさ︑おんぷちゃんへのプ



なんかあい ちゃん︑ 様子が変 ︒ 私に見えな いよう
になにかやってるわ︒なにかなぁって︑のぞいてみ

﹂

﹂



ようとしたら︑

よぉ☆﹂

﹁よくわからナイけど︑これで︑いいノ

って言いながら︑どれみちゃんが飛び込んできた︒



そ の後 ろか らは︑ ひ な あら れ持った も もちゃん︒





キャンディマシンで作ってたのね⁚⁚マジョリカに
⁚⁚ん︒上出来︑上出来

見つかる前におそうじしとかなくちゃ︒
﹁どれどれ







﹁あ︑はづきちゃん︑あいちゃん︒お菓子もできた
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私が言い終わるまえに︑ももちゃん軽く首をふった︒

﹂


なんか︑コゲくさい

キャンディマシンがケムリふいてる

うな⁚⁚ あら
﹁あ〜っ



﹂


かな︑って︒

おんぷちゃんの誕 生日︑ ほん とに︑ これで いいの

と不安になった︒

でも︑かけだしてる二人の背中を見てたら︑ちょっ

あ〜あ︑やっぱり︒





そうね︑ な〜んとなく だったら︑ 私にもわ かるよ

﹁なんとな〜くなら︑わかるんだけどな〜﹂

おんぷちゃんが︑本当によろこぶもの︑かぁ⁚⁚

ナ

おんぷチャンのよろこぶもの︑って︑ なんなのカ

うせなら本当によろこんでくれるモノ︑あげたいよ︒

笑って受け取ってくれると思うヨ︒⁚⁚でもサ︑ど

﹁ううん︒きっとワタシが何あげても︑おんぷチャン



＊＊＊＊＊＊

コンサートが始まった︒ステージの上では︑おん
ぷちゃんが歌ってる︒

おどりなが ら︒ 笑いなが ら︒ いつもと 違う歌をう
たってた︒

包み込むようなあったかい笑顔で︒

子リスみたいにちょこちょこと︒

明るく︑強く︑いっぱい元気に︒

跳ねるみたいにはしゃぎながら︒

そして︑いつものいたずらっぽい瞳をおどらせて︒

﹁⁚⁚なんか︑誰かに似てるわ﹂

そう︑ ひょっとするとあの中には︑ 私もいるのか
もしれない︒

私も︑おんぷちゃんの一部にいるのかもしれない︒

そう思ったら︑ なんだか 私のほう がプレゼ ントを

もらったような気がした︒

長いはず のコン サートも ︑ あっという 間にフ ィナ
ーレ︒
手を振り ながら 幕の影 に消えて いくお んぷち ゃん
を拍手で送りながら︑私は決めた︒おんぷちゃんの
パパの分まで︑めいっぱいお祝いしよう︑って︒
﹂

﹁よぉし︑あとはパーティよ︒いっぱい盛り上げな
くちゃ

﹄⁚⁚って︑いつもなら言ってくれる
って振り向いたら︑すぐそばにいた

あいちゃんに背 中押され ながら︑ 私たちは おんぷ

ちゃんの家に向かっていった︒

＊＊＊＊＊＊
﹁あ︑来た来た﹂

おんぷち ゃんの家のそ ば︒ ハムスタ ーになった私
﹂

たちの前に︑いつもの白い車が停まった︒
﹁さ︑みんな︑行こ

﹂

﹂

﹁そんな泣きそうな顔せんと︒さ︑ファンの波が引

して︑その中から出てきた人に︑おんぷちゃんが飛

なにか指さしてる︒その先にはおんぷちゃんの家︑そ

おでこ︑痛い︒さすりながらももちゃんを見ると︑

﹁な︑なに

りぶつかった︒

目の前で 両手を 広げた ももちゃんに︑ おもい っき

﹁みんなストォ〜〜ップ

に近づこうとしたそのとき︑

どれみち ゃんの合図で ︑ 降り てきた おんぷち ゃん



⁚⁚あら
﹃お〜っ
なぜかしら

はずのみんながいない︒そのかわりにちょっと離れ

たとこから

﹁は︑はづきちゃんが燃えている⁚⁚﹂
どれみちゃんたちひどいぃぃぃ︒引かないでよぉぉ





いたら︑さそいに行こか﹂

ぉ︒︒








のに︑何にも反応がないわ︒
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びついた︒笑顔で︒

﹁おんぷちゃんの︑お父ちゃん

﹁だれか魔法使ったの
﹂

日は帰ってこれないって⁚⁚

﹂

そうだわ︒私も会ったことある︒でも︑たしか今



した︒
﹁エ

﹂

青いハム スターが ︑ くるっと後ろ を向いて 歩き出

﹁⁚⁚ほな︑行こか﹂

たい︒

Ｏ堂にいるときとも違う︒まるでちっちゃい子供み

た︑おんぷちゃん︑コンサートのときとも︑ＭＡＨ

みんなが おんぷ ちゃんを見た︒ パパに だっこされ

﹁それじゃあ⁚⁚﹂

なんて︑おんぷちゃんが一番きらうことだもの︒

て首を振った︒そうよね︒パパのお仕事じゃまする

どれみちゃんの声に︑ 私もみんなもふるふる︑っ



黄色いハム スターが ︑ まるい目 でそのうし ろ姿を



見つめてる︒

﹁会場はおさえちゃったもんね﹂

赤いハム スターが︑ なんか頭を かきなが ら歩き出
した︒

私

は︑うんうん︑って

﹁魔女界の代表のひとまで来るんですもの︒ちゃん
とやらなくちゃ﹂
オレンジのハムスター

うなずいてから歩き出した︒
﹂

﹁そっカ︒そだね︒それじゃ︑ヒナマツリだけでも︑
みんなでやロ

とした︒

えたのがちょっとさびしいけど︑でも︑なんだかほっ

⁚⁚私のお祝い は︑ もういら ないんだ わ︒ そう思

度だけ︑おんぷちゃんの顔を見た︒

曲がり角 の影でもと の姿に戻 る前に︑ 私はもう一

あとを追いかけてきた︒

最後に黄 色いハム スターが そう言って︑ みんなの





﹁わぁ



んで﹂

﹂

⁚⁚でさ︑

マジョリカの前に回りこんだあいちゃんが︑に〜っ
人数分

﹂

こり笑って言った︒
﹁え

﹁あ︑マジョハート先生﹂

ジョリカが飛び上がっちゃった︒

桃の木のか げから︑ もうひと り︒ そのとたん︑ マ

﹁邪魔をするぞ﹂

﹁まぁね︒あと︑もう一人⁚⁚﹂

ハート先生がうなずいた︒

ほ う きか ら降 り た私 た ちを 見 渡し てか ら︑ マ ジョ

﹁先生が魔女界の代表なんですか

﹂

のそばには︑見なれた白衣のひとがいた︒

たくさんの桃の花のなかに︑おっきなテーブル︒そ

﹁お︑来たようだね﹂

﹁うふふ︒ついてからのお楽しみよ﹂

か︑あいちゃんとしか話してなかったせいね︒

どれみちゃんとももちゃんはきょとんとしてる︒そっ



＊＊＊＊＊＊

こッの⁚⁚

回はちょっとマジョリカかわいそう︒

﹁ぬわんじゃと





桃の林だぁ﹂

マジョリカのあ とにつ いて魔 女界を 飛んでた 私た
ぴっ

ちは︑いつの間にかたくさんの桃の木の中にいた︒
﹂

﹁ひな祭りは桃の節句じゃからのぉ︒どうじゃ
たりじゃろ
ごくはしゃいじゃって︑
﹂
﹂


﹁うん︑すごい︑すごいよ︑マジョリカ

﹁⁚⁚ケチ﹂

﹁そっこまで面倒見きれるかぁッ



あ〜あ︒ ひと 言多いのはい つものこと だけど︑ 今



私は感激して声が出なかった︒どれみちゃんはすっ



﹁まぁまぁ︒おひなさんなら︑ちゃ〜んと人数分あ







おひなさま︑どこ
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﹁マ︑マジョリードさま

﹂

かわりに 私が答え たら︑ 仮面の顔が くるっと振り
向いた︒

﹂

﹁ひなあられは︑甘いあられのことなんです︒これ

﹁ひな祭りには︑ひなあられじゃないのか

にはゆず れないから な︒ ま︑ 邪魔する代わ りといっ

﹁これが︑ひなあられです︒⁚⁚どうぞ﹂

リードさん︑ばつの悪そうな顔で受け取って︑

どれみちゃんが差し出したひなあられを︑ マジョ

﹁ひし餅に⁚⁚あられに⁚⁚甘酒︒人間界から持っ

どこがちがう

﹂

﹁あたしも初めテだけど⁚⁚あいちゃんに教えても
ど︑どこだ

らったのと︑ナンカ違う﹂
﹁なに

﹁⁚⁚まぁ︑そういうことにしておこうかね﹂

や れ や れ︑ っ て い う 感 じ の マ ジョハ ー ト 先 生 が︑

マジョリードさんから渡されたひなあられを︑ぽり
ぽり︒

私たちみんな︑顔を見合わせておもわず笑っちゃっ

もよさそうだね︒あとで作り方教えとくれ﹂

﹁なるほど︑ほんのり甘くてとても軽い︒ふわふわ

﹁あの︑あられだけ︑違うんですけど⁚⁚﹂

もちゃん考え込んじゃってる︒

がばって︑ 音がしそうなくらいの勢いで︑ マジョ



しているけど油も多くない︑か⁚⁚これは離乳食に



リードさんがももちゃんの肩をつかんだ︒けど︑も



たというものだ︒なぁ︑マジョハート﹂

﹁そ︑ そうか︒ うむ︑ 勉強に なる︒ 来た甲斐があ っ

﹂


惜しいわ︒もうちょっとで完璧だったんだけど︒

どうだ

てきていた本を元に再現してみた︒モモコ︑これで

いて︑中のものを並べはじめた︒

マジョリードさ ん︑ ふろ しきをテ ーブルの 上で開

は︑普通のあられ﹂

﹁人間界の︑それも日本の祭りとあっては︑他の者

久しぶりに見たわ︒緊張してるマジョリカなんて︒



てはなんだが︑手土産をもってきたぞ﹂





た︒マジョハート先生ちっとも変わってない︒いつ
でも子供のことを考えてるのね︒
﹁さぁ︑そしたらみんな座ってや︒マジョハート先
生も︑マジョリードさんも座ったってください﹂

﹁あ︑ひなちらしだ﹂

 お ヒナさまオニギリね

﹂

絹さやとお海苔で飾りをつけて⁚⁚はい︑完成︒
﹁

﹁おにぎりちゃうねん︒ま︑あとで食べてみ﹂

﹁これがマジョハート先生の分︑こっちがマジョリード

作ったひなちらしを分けて︑っと⁚⁚

声をかけた︒私もテーブルのそばにあったお座布団

あ と︑

さん⁚⁚マジョリカとララは二人で一組ね

﹂



声がした︒
﹁ロロ︑ロロロロ
﹂﹂

ロロロロ︑って⁚⁚まさか

﹂

﹂

いつの間 にか︑ あいちゃんと私の 間に小さ な妖精

んか

﹁ロロ︑あんたおんぷちゃんといっしょやなかった

思わずあいちゃんとハモっちゃった︒

﹁﹁ロロ

え

ロロロロロ

ふぅ︑って息ついて座ろうとしたら︑下から小さな

れで全部ね﹂

にすわろうとしたとき︑ 服のすそが︑ツンツン︑っ
﹂

どれみちゃん︑ももちゃん︑あいちゃん︑私︑と︒こ

パン︑ パン︑って手を叩きながら︑ あいちゃんが



て引っ張られた︒振り返るとどれみちゃんが︑
﹁でさ︑はづきちゃん︒おひなさまは
あ︑いけない︒
作る

﹁あ︑いま作るから︒ちょっとまっててね﹂

﹁え

を並べて︑さいごの仕上げ︒おまぜごはんを軽く三

角にむすんで︑薄焼きたまごでくるんであげて︒甘

いにんじんは細く切ってつけて︑うずらのたまごは





私とあいちゃんは︑持ってきた荷物の中から材料



楊枝でとめて︑上から紅しょうがでちょん︑ちょん︑







ちょん⁚⁚
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がいた︒あいちゃんの言葉に︑こっくり︒ちっちゃ
な体がうなづいてる︒

あたまの部分がないんだけど⁚⁚はい︑じゃこれ﹂

ロロは︑ うんうん︑ってうなずいてから︑ ひなち

らしの前で落ち着いちゃってる︒食べるわけでもな
いみたい︒変ねぇ︒

でも困ったわ︒レレも他の妖精たちも︑みんな私
たちの代わりに寝てもらってるから⁚⁚ そう考えて

﹁そういえば︑一人足りないようだが︑どうした

﹂

﹁⁚⁚それっテ︑おんぷチャンのこト

﹂

ジョリードさんには︑やっぱり慣れないわ︒

いきなり声がして︑ ついビクッとしちゃった︒ マ

今日の主役ではないのか

いたら︑ロロがふわふわテーブルの上に乗っかって︑
私のひなちらしを指さした︒それからあいちゃんと
﹂

私に向かって︑なにか話しかけてる︒
なんや
﹂



﹂

﹂

マジョハート先生が苦笑い︒そういえばオヤジー

んだけど

は︑てっきり誕生日を兼ねてやるもんだと思ってた

﹁一昨日からオヤジーデがうるさくってね︒あたし

なんて︑マジョリカとマジョルカくらい⁚⁚

うんうん︒おんぷちゃんの誕生日を知ってる魔女

﹁なんで知ってるんや

んぷちゃんがいなくて︑今日の主役で⁚⁚え

ももちゃんは平気みたい︒えっと︑なんだっけ︒お



﹁ん
﹁ひなちらしが︑どうかしたの

からだを振り回しながら︑なにか訴えてる︒
う〜ん︑ レレの 言ってること ならはっきりわ かる
ええと⁚⁚﹃おんぷちゃんの分を⁚⁚置

んだけど︑え〜っと⁚⁚
﹂

﹁なぁに
け﹄

となりから︑どれみちゃんがつっこんきた︒けど︑
ロロは気にしてない︒





わかったわ︒材料足りなくて︑





﹁﹃置け﹄って︑あんたねぇ﹂



﹁﹃いいから置け﹄













デがいたんだったわ︒

﹁親ってのは子供の幸せを夢見るもんさ︒子供は迷

そう言って︑なんかテレくさそうに︑にやにや笑っ

惑かもしれないけど︑ね﹂

どれみちゃん︑それだけ言って下向いちゃって︒み

てた︒けど︑さっきのマジョハート先生はママだった︒

﹁おんぷちゃんのお父さんが帰ってきててさ⁚⁚﹂
んなもなんだか言いたくないみたい︒あとは︑私︑ね︒

私たちよ りもっと︑ ずっと︑ いろんな経 験をつん

﹁え

⁚⁚ええぇっ

﹂

﹂

振り向いた目の前には︑むらさきのブーツ︒

だれ

そこまで言いかけて︑あれ︑って思った︒今の声︑

﹁おんぷちゃんのパパのことよ︒おんぷちゃ⁚⁚﹂

考えずに

後ろから いつもの声 がたずね てきた︒ 私はなにも

﹁なに話してるの

＊＊＊＊＊＊

だママだった︒

﹁おんぷちゃんのパパは忙しいから︑いつも︑とお
いそらの下にいるんです︒
おんぷちゃんのお誕生日に︑帰れないはずなのに︑
ちゃんと帰ってきてて︑それで︑おんぷちゃんのう
れしそうな顔見たら⁚⁚なんだか︑私たち︑じゃま
みたいな気がして⁚⁚﹂
﹂

いけない︑って思ってても︑やっぱり下向いちゃう︒

﹁そうかい

やさしい 声だった︒ 私たち みんな︑ ぱっと顔を上

げたら︑とおい目をしたマジョハート先生がいた︒

﹁あたしなら︑遠い空にいる子供にいま会えるとし

たら⁚⁚そこでできた友達のことを︑邪魔だなんて

思わないよ﹂



﹁夜中なんだから︑大きな声出さないで﹂





とおい目の先にいるのは︑きっとマジョランさん︒




とおいそら・ちかいそら



とぼけた顔しちゃって︒

﹁じゃが︑ＭＡＨＯ堂は戸締りしてきたはずじゃ︒ど

むらさきのスカートにぼうし︒片側からぴょん︑っ

て飛び出た髪のたば︒

﹂

うやって

﹂

みんなちょっとの間︑言葉が出なかった︒

﹂

﹁そ︒ＭＡＨＯ堂まで迎えに来てくれたの︒プレゼ

せてくれ﹂

﹁では︑我々はこの辺で失礼しよう︒マジョリン︑乗

そっか︑女王様がひいきしちゃいけないものね︒

んぷちゃんの分﹄って置いたひなちらしの前に︒⁚⁚

﹂

ロロ︑あんたおんぷちゃん来んの︑知っ

ントはできないから︑そのかわりなんだって﹂

﹁あ〜っっ
とったんやな

ロロはおんぷちゃんの肩の上で︑あさっての方を

後ろでマジョリードさんの声がしたと思ったら︑馬
車が降りてきた︒

向いてる︒まちがいないわ︒もう︒
﹁わたし抜きでパーティなんてするから︑ロロが知

﹁﹃ひな祭り﹄はもうお開きでいいだろう

あいこ︑
﹃ひなあられ﹄の作り方︑今度教えとくれ﹂

らせてくれたのよ︒ね︑ロロ﹂
﹁ロ〜ロ〜♪﹂







って︑ことは︒

あいちゃんも︑まだ口開けたままだわ︒

どれみちゃんが︑なんとか言った︒ももちゃんも

来た︒テーブルの上では︑ロロがくつろいでる︒
﹁ありがと︑ロロ︒そこがわたしの席ね﹂

﹁これって⁚⁚まさか︑女王様の︑馬車

おんぷちゃん︑上を指さした︒見上げてみて⁚⁚

﹁あれよ︒あれ﹂



﹁ロロ︑ロロロ﹂

おんぷちゃん︑ただにっこり笑って︑私のほうに



そのまま︑私とあいちゃんの間に座った︒さっき︑﹃お



んがここに

﹁だ︑だって︑だってだって⁚⁚なんでおんぷちゃ



テーブル の近くに 降りてき た馬車に ︑ マジョハー

あくびした︒

やっぱり︑疲れてるんじゃないかしら︒コンサー

ト終わって︑パパやママとパーティして︑こんなよ

ト 先 生 も 乗 り 込 も う と し て⁚⁚片 足 を か け た ま ま︑
ちょっと振り返った︒

﹂



﹂

んなを見回してから︑またおんぷちゃんに向かって︑

われて︑すぐに答がでなかった︒えっと⁚⁚
﹂

﹁ああ︑もうええわ

桃の花が︑風にゆれてる︒

﹁とおいそらと︑ちかいそら︑か﹂
おんぷちゃんが︑私たちのほうを見た︒みんな︑ひ

とりづつ見てから︑ふぅ︑と息をついたと思ったら︑
いきなり︑ う〜ん︑ってからだを伸ばしてちょっと

出ろっ

﹂

﹁パメルクぅ〜︑ラルクぅ〜⁚⁚ふかふかベッドよ︑

いちゃんはポロンを取り出した︒

なにかあ きらめたみ たいにた め息ついて から︑ あ



言っちゃってから︑はっとしたけど︑もう遅かった︒

﹁なんか⁚⁚エッチっぽい⁚⁚﹂

参考にしたのかしら︒屋根つきのハデなベッド︒

ボンッ︑っとでてきたのは⁚⁚あいちゃん︑なにを



扉が閉まると同時に馬車が昇っていっちゃって︑気

﹁答えておやりよ︒じゃあね﹂

からだを伸ばしたまんま︑ きょとん︑って顔で言

﹁なにが

わたしが思わず声をかけたら︑

﹁だいじょぶ︑おんぷちゃん

る遅くに⁚⁚

﹂

﹁ああ︑そうそう︑おんぷ︒
﹃遠い空﹄と﹃近い空﹄︑
﹂

どっちが大事だい
﹁え

おんぷちゃん︑目をおおきく広げてマジョハート先



生を見つめてる︒先生はにやにやしながら︑私たちみ





がつくと︑ここには私たちだけになっていた︒

とおいそら・ちかいそら



﹁﹁﹁はぁ〜づきちゃぁ〜ん

﹂﹂﹂

おんぷちゃんがくすくす笑ってる︒つられて︑み

﹁⁚⁚ごめんなさい︒もう言いません﹂

ああ︑みんなニラんでる︑ニラんでるうぅぅ︒



﹁ど︑どないしたんや
﹁プレゼント⁚⁚﹂
あ

﹂

﹂

笑った︒やっと︑みんな普通になったんだもの︒

たから︒でも︑
じゃない﹂
く笑った︒

そう言って︑おんぷちゃんはちょっといたずらっぽ

ものおんぷちゃんだった︒アイドルじゃなくて︑い

﹁たとえば⁚⁚ほら﹂
﹂

あいちゃんの席の下から︑ ひょい︑っとなにかを

﹁わ︑見たあかん

ももちゃんが声をあげて︑みんなまた席についた︒

取り出した︒食紅で目とくちと︑あと片方にくるん

﹂
  

食べ物は まだいっぱい︒ ケーキは ないけど ︑ マジョ

﹁やっぱり︒これって︑おんぷビナね♪﹂

﹁あ︑あは︑あははははは⁚⁚いや〜最初はなんの
﹂

気なしに作ってたんやけどな︑いざ出来上がってみ

﹁どわぁぁぁ〜っ

どれみちゃんのすごい声がひびいた︒



で乾杯しようとしたとき︑

とかみの毛を描いたうずらのたまご︒



リードさんのひしもちを真ん中において︑ジュース

﹁それジャ︑

つも私たちといっしょにいるおんぷちゃん︒

にっこりうなずくおんぷちゃん︒それはもう︑いつ

つぅなったら素直に寝ぇや﹂

﹁なに言ってるのよ︒プレゼントならいっぱいある

そ う︑ お ん ぷちゃん が 来る な んて︑ 思って な かっ

﹁プレゼント︑みんな置いて来ちゃってるよ



﹁おんぷちゃん︑もう余計なこと言わへんから︑き

んなが笑った︒なんか複雑な気分だけど︑わたしも







ると︑なんやテレくさなってしもてな〜﹂
真っ赤になりながら言うあいちゃんに︑
﹁ん︒ありがと﹂
っておんぷ ちゃんが言う と︑ ますます 真っ赤にな
った︒
みんなが笑ってる︒その顔を︑ひとつひとつ︑お
んぷちゃんが見つめてた︒
﹂

﹁ね︑みんな︒とおいそらにいる人の方が︑ちかい
そらにいる人より︑大事かな

あ︑マジョハート先生の︑言葉︒



﹁おんぷちゃん︑無理したあかんで﹂

﹁うん⁚⁚ちょっと︑疲れたかな﹂

おんぷちゃん︑あいちゃんのひざに︑ころん︑って
ねころんだ︒
﹁ベッドあるやん﹂
﹁ここでいいのよ﹂

﹁せっかく出したんに⁚⁚﹂

ぶつぶつ言ってるあいちゃんの下で︑
﹁⁚⁚ここがいいの﹂

小さな声が ︑ たしかにし た︒ ⁚⁚とりあえず︑ 聞

かないふりしておきましょ☆

そう言って︑ちょっと舌を出した︒そっか︒うん︑

さし指をたてたら︑ふたりはうんうん︑ってうなづ

もちゃんがやっぱり赤い顔してた︒私が口の前に人

ふたりからそらした目の先で︑どれみちゃんとも

そうね︒大事だって言える人がいる︒それはとって

﹁そうだよね︒なにかないかな⁚⁚

﹂

﹁でモ︑やっぱりプレゼントないの︑チョット⁚⁚﹂

しはじめた︒

いて︑そのまま何もなかったみたいにおしゃべりを

みんなの 視線がな んとなく 集まった中で︑ おんぷ
ちゃんはまたおっきなあくび︒



言えることがうれしい︒

もうれしい︒どっちが大事じゃなくって︑大事って

事な人がいる︑って言えるの︑ステキだと思う﹂

﹁わたしはね︑とおいそらにも︑ちかいそらにも大

とおいそら・ちかいそら



﹁ッッ

﹂

⁚⁚﹂

﹂

ああ︑怒ってる怒ってる︒



﹂

﹂


﹂

﹂

﹁ったく⁚⁚おんぷちゃんが目ぇさます前に消さん

と︑ほんま承知せぇへんで

聞こえてくるのはこんな声だから︒

﹃うふふ⁚⁚今日は︑わたしの♪﹄

おわり

して︑私はちょっと顔が赤くなった︒そう︑きっと︑

じ〜っと見てたら︑声が聞こえてくるような気が

だけ見える顔もなんだかうれしそうだし︒

それに︑ 腕であいちゃんの体かかえて︑ ちょっと

ちゃんのほうに向いて寝てる︒

ひざまく らのおん ぷちゃんは︑ いつのまに かあい

くすくす︒私もみんなといっしょに笑っちゃった︒

﹁いまは︑まぁ︑ええけどな⁚⁚﹂

してる︒ごめんね︑あいちゃん︒

りとも目があっかんべーしてる︒⁚⁚きっと︑私も

みんなでうんうん︑ってうなずいた︒ けど︑ ふた



それもそ うね︒ おんぷちゃんが寝 てるうち になに

いいこと思いついちゃった︒
﹁私にまかせて︒
ハイパイポ〜ンポイ⁚⁚リボンよ︑出てっ
﹁え︑な︑なんや
ん︒できた♪
﹁ね︑どう
﹁Ｗｏｗ☆﹂

﹂﹂﹂

プレゼントって︑あたしかい

﹁﹁﹁し〜〜っっ

﹁くぉら



﹁うるさくしたら︑おんぷちゃん起きちゃうよ﹂





大事な人︑だものね︒

﹁ラッピングあいちゃんだ



こうやって︑ここでちょうちょにして⁚⁚っと︑う



ぽんっ︑と出てきたリボンをポロンで動かして⁚⁚



か⁚⁚って︑あいちゃんのひざで寝てる姿見てたら︑





とおいそら・ちかいそら‥のこと

とおいそら・ちかいそら‥のこと

 のおんぷちゃん バースディ記念小話です。‥‥と言って
も、    を  上に上げたのはバースディの約一ヵ月後 !本書
は     です"。言い訳できません。はい。ごめんなさい。
あいちゃんのバースディ話 !あきのいちにち" と違って、主役が
ほとんど出てこない、ヘンな話ですね。正直なところ、おんぷちゃ
んのセリフは最初にざっと書いた時点からかなり削っています。あ
まり話すと、ヘタなポエムもどきになりそうでしたので‥‥この
辺をうまく処理できると、もう少し違った書き方になるのでしょ
う。修行が足りません。
ちょっとだけ内容のフォローを。マジョリードさまの作ったひな
あられ、実は、間違いじゃないかもしれません。ひなあられの作
り方を

 上で調べまわっていたときに知ったのですが、関西の

方では甘いひなあられだけじゃなく、しょうゆ味やチョコがけし
たひなあられもあるそうです。
話がそれすぎるので、書きませんでしたが‥‥マジョハート先
生に『ほのかに甘い』と言ってもらっているのは、実はその名残
りだったりします。お菓子指導したあいちゃんにとって、関東風の
ひなあられでは『ベタ甘』のはずですからね。
最後に言いわけを。

   書き上げた時点では、「ドッカ〜ン！」

の第 # 話『素顔のおんぷ』は見ていませんでした。後で見て、う
わぁ〜っと思ったときには後の祭り‥‥



あとがき
どれみ本 $ 冊目で、ぷにけっと初出場合わせです。本来私は、こ
こにいるべき人間じゃないような気もしますが‥‥好きなんだか
ら仕方ありません。もう開き直りました。石投げられるくらいは
覚悟です。矢でもテッポでも持ってきてください。逃げますから


さてこの本、本当は  月に作成予定だったのですが、状況と能力
に問題がありまして、二ヶ月の延期。‥‥やはり修行が必要なよ
うです。
遅れたために、「ドッカ〜ン」のド真中の時期になりましたが、
まえがきに書きましたとおり、やっぱり「も〜っと！」です。実は
これ、単に遅れたからだけじゃなくって‥‥
「も〜っと！」終了から「ドッカ〜ン」まで間がある。
↓
そこなら大きなハナちゃんを考えなくていい。
↓
ラッキー♪
‥‥が本音だったりするからです。情けないことに 難しい
ですよぉ、大ハナちゃん。
もっとも、いつまでも避けてはいられません。次に書く話 !まだ

書く気です。はい" ではなんとか頑張ります。

、、、、
では最後に、この本を手にされた !手にしてしまった方も含めて"
すべての方に感謝の意を表しつつ、この拙文を終わらせていただ
きます。

