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第１話　何も話さなくていいです

　私の仕事は傾聴サービス。いわゆる『愚痴聞き屋』だ。

 
　もっとも愚痴だけに限定しているわけではない。

　電話を掛けてきた相手の、「誰にも言えない」話を聞く。

 
　仕事の話や学校の話、自慢話や道ならぬ恋の話。

 
　否定せず、余計な口を挟まず、相手に同調することが基本。

　ついアドバイスしたくなる癖を直すのに一苦労だった。

 
 
　先日のことだ。

 
　待機時間終了三十分前に、電話が掛かってきた。

 
「お電話ありがとうございます。おはなし倶楽部でございます」

　私が応答すると、電話の主は微かに聞き取れるほどの声で言った。

 
「なんでも……いいんですか……」
　声のトーンから初老の男性と思われる。

 
「はい、何でもお話してくださいね」

　私はテンションとスピードに気を付けながら話を促す。

 
「あの……」
　男性は何かを躊躇っている。

 
　私は、次の言葉が出てくるのを黙って待った。

 
「二十分、電話を切らないでいてほしい。何も話さなくていいから」

　私は、相槌をしないで話を聞けと言われているのかと思った。

 
「わかりました。いいですよ」

　相手には見えない笑みを浮かべながら、私は男性の言葉を待った。

 
　ところが、男性はそれきり何も声を発しなかった。

 
　五分、十分と沈黙が続く。

　時折、電話の向こうから陶器なのか金属なのか、物質同士のぶつかる音がする。

 



　何をしているんだろう……。
　私は少し、不気味に思った。

 
　二十分後。

 
「ありがとう。切ります」

　それだけを告げ、男性は電話を切った。

 
 
　次の日。

　同じ時間に再び男性から電話が掛かってきた。

 
「昨日と……同じようにお願いします」
　沈黙と金属音が二十分間続く。

 
　次の日も、そのまた次の日も同じことが繰り返された。

 
　私は不思議に思いながらも男性の相手を続けた。

　休日も設けていたのだが、男性の掛けてくる時間には必ず待機するようにした。

 
　なぜか気になって仕方がなかった。

　放っておけない何かを感じていた。

 
 
　こうして一年が過ぎた。

 
　いつもの時刻に電話を受ける。

　何も語ることのなかった男性が最初の日のように「あの……」と呟いた。

 
「はい。いかがなさいましたか？」

　私は失礼のないように問う。

 
　男性は何かを躊躇った後、静かに語り始めた。

 
「実は一年前に妻を亡くして……食事する間だけ誰かにいて欲しかったんだ。今日が一周忌でね。あなたのおかげで寂しく
ならずに済んだよ。本当にありがとう」

 
 
 
　第一話　完



第２話　コレクトコールをお願いします

傾聴サービスは、スカイプでも受け付けている。

 
スカイプなら通話料が掛からず、顔を見ながら話すこともできる。

とは言っても、『誰にも言えないことを話したい場』という性質上、音声のみの通話がほとんどだ。

 
 
パソコンで別の作業をしながら待機していると、画面に着信の通知が表示された。

珍しく、ビデオ通話を希望している。

 
私は『ビデオ通話』をクリック。

四十代くらいの女性だった。

 
　お互いに挨拶を交わす。

 
「もう少し、カメラに顔を近づけて、話してもらえますか？」

　女性は、言葉を区切りながらゆっくりと丁寧に言った。

 
「このくらいで、大丈夫ですか？」

　私はパソコンに内蔵されたカメラに顔を寄せ、口元を強調する。

　出来るだけ発音を明瞭にするようにも心掛けた。

 
　補聴器を付けた女性は、「大丈夫です」と言い、はにかむように笑った。

 
「お願いがあります……」
　女性が話を始めた。

 
「コレクトコールで、母に電話を掛けてもらいたいのですが」

 
「コレクトコール、ですか？」

　初めてのケースに私は戸惑った。

 
「私の通訳を、お願いしたいのです」

電話料金は女性が払っているので、母親に負担を掛けることはないらしい。

 
「おはなし倶楽部の料金は、二人分払いますので……」

 
　何か事情がありそうだ。

 
「一人分で構いませんよ。わかりました。お母様の連絡先を教えていただけますか？」

 
「ありがとうございます。助かります」



　

　私は自宅の電話で１０６をプッシュ。

　オペレーター経由のコレクトコールに電話を掛けた。

 
　自分の名前と相手先の電話番号を伝える。

 
　母親がコレクトコールの意味を理解しているか不安になりながら応答を待った。

 
「もしもし、どちらさんですか？」

　母親が電話に出た。少し怪訝そうな声をしている。

 
「亜希子様に電話を掛けるように頼まれた白石と申します」

 
「は？　ごめんなさい、耳が遠くて……」

 
「あきこさんに、でんわをかけるようにたのまれた、しらいしといいます」

　乱暴にならないよう、声に張りを持たせる。

 
私は電話を掛けた経緯を母親に説明した。

 
「亜希子に？　そうでしたか。私はメールもファックスも苦手で……ご面倒をお掛けします。近くに住んでいた頃はお互い
に行き来してたんですが、亜希子の夫が転勤しましてね。なかなか会えんようになりました。亜希子は元気にしとりますか

」

 
　耳が不自由でも身内の声は電話で聞き取れる場合があるようだが、母親も耳が遠いとなると会話は困難を極めるだろう。

　ようやく状況を把握した私は、スカイプの画面に視線を移した。

 
「亜希子さん、お母様が元気なのか尋ねておられます」

　亜希子さんは心底安心したような表情を浮かべた。

 
　

　それから週に一回のペースで亜希子さんからの依頼を受けるようになった。

 
　テレビ電話があれば手話を使い、他人を介さずに会話が出来るのではと思ったが、亜希子さんは母親に声を出す機会を持

ってほしいと願っていた。

 
　元々話好きだったのに、耳が遠くなったことで出不精になった母親をおもんばかってのことだった。

 
「お母さん、ごはん食べてる？　面倒だからってお茶漬けで済ませちゃだめだよ、とおっしゃってます」

　私が亜希子さんの言葉を伝える。

 
　母親は亜希子さんへの返答を、私との会話にからめて話した。

 



「あら、いやだわぁ、恥ずかしい。一人だとついね、作るのがめんどくさくて。固いものが食べられないから、お茶漬け

が手っ取りばやいのよ。でも、亜希子にはちゃんと作ってるって言ってくださいね。また怒られちゃうから」

 
 
　第２話　完



第３話　もしもし、ひろきです

「もしもし、ひろきです。もしもし」

 
　小さな男の子の声が電話の向こうから聞こえてきた。

　間違い電話か。

 
「もしもし、ひろきくん？　えっと……誰に掛けたのかな？」
 
「もしもし、ひろきです。あのね、おかあさんがこのでんわばんごうにかけなさいっていったの」

 
　母親に電話しようと思ったのか。

 
「ひろきくん？　間違えてるかもしれないからもう一度掛け直してみてくれますか？」

 
「わかった！」

　男の子は元気よく返事をしてから電話を切った。

 
 
数分も経たないうちに電話が鳴る。

 
「もしもし、ひろきです。もしもし」

 
「え……もしもし、ひろきくん？　ああ……また、間違えちゃったかもしれないね。何番に掛けたん
だろう。番号言える？」

　男の子は傾聴サービスの番号を答えた。

 
「あってるね……」
　母親がメモに間違えて番号を書いたのだろうか。

　これでは何度掛けても母親には繋がらない。

 
「ひろきくん、今一人なの？」

 
「うん、おかあさん、おしごといってるの」

 
　私は時計を見た。二十二時を過ぎたところだ。

 
「他におうちの人はいないのかな？」



「他におうちの人はいないのかな？」

 
「うん、ぼくひとりだよ。にちようびだけ、おかあさんといっしょにねれるんだ」

 
「日曜日だけって、毎日一人で夜寝てるの？」

 
「そうだよ。ぼくがねてるとおかあさんかえってくるんだ。あさ、おはようっていってくれるよ」

 
「ひろきくん、何歳？」

 
「５さい」

 
「そう……」
私は男の子の置かれた状況に少し胸が痛んだ。

 
 
「あのね、きょうね、ほいくえんでかおりちゃんが、おりがみおってくれたんだ。ひこうきのおり

がみ。かっこいいんだよ」

 
「ひこうき？　そう、よかったね。嬉しかった？」

 
「うん！　うれしかった。それでね、ぼくも　けん　おってあげたんだ」

 
「けん？」

 
「たたかいのときにつかう　けん」

 
「そう！　すごいね。かおりちゃんも喜んだでしょう」

 
「ううん、よろこばなかった」

 
「ええー、そうなの？　どうしてだろう」

 
「わたし、たたかいなんてしないもんっていってた」

 
「そっかぁ、残念」

 
「ぼく、なきそうになっちゃったよ。いっしょうけんめいおったのに」



 
「そうだよね、悲しくなっちゃうよね」

　微笑ましいエピソードなのに、男の子の心情を想った途端、涙腺が緩みかける。

 
 
　私は泣きそうになる一歩手前で、もしかしたらとパソコンを開いた。

　傾聴サービスを利用するには事前の登録が必要だ。

 
　送信元の電話番号を顧客リストと照合する。

　あった……。
　女性の名前で登録されている番号と一致した。

 
「ひろきくんのお母さんって、よしみさんっていうお名前？」

 
「そうだよ！　なんでしってるのー？」

　男の子は嬉しそうな声を上げた。

 
「あのね、おかあさんが、さみしくなったらここにかけなさいって。おかあさんはでんわにでれない

けど、おねえさんがひろきのおはなし、きいてくれるからって」

 
 
　第３話　完



第４話　結婚しようって伝えてください

「あのう……」
　鈴木と名乗る若い男性から電話が掛かって来た。

 
「どうなさいました？」

 
「彼女にあげたいものがあるんですけど……」
 
「あげたいもの、ですか」

 
「はい、それをどうやって買ったらいいかわからなくて」

 
「どんなものでしょう？」

 
「えっと、いやぁ……それはちょっと……」
　鈴木さんは明言を避けた。

 
「うーん……彼女さんにあげたいもので、買うものですよね。どうやって買うか、ですか……」
　私もどう返答したらいいかわからない。

 
「ごめんなさい！　また電話します」

鈴木さんは慌てたように電話を切った。

 
 
数分後。

 
「もしもし、彼にここに電話しろって言われた者なんですけど」

 
「彼氏さまのお名前は？」

 
「鈴木です」

 
「あ、鈴木さまですね。お言付けはないようでしたが……」
 
「は？　まただ……あいつ、すぐに人を頼るんですよね。何か言ってませんでしたか？」
 
　いくら彼女とはいえ、伝えてほしいと言われた訳ではないものを話すわけにはいかない。



　いくら彼女とはいえ、伝えてほしいと言われた訳ではないものを話すわけにはいかない。

 
「特に何もおっしゃらずにお切りになりましたが」

 
「そうですか……。なんで電話しろって言ったんだろ。すみません、はっきりしない男で」
 
「いえ、そんな……」
 
　女性は「ホントにすみません」と言って電話を切った。

 
 
　翌日。

 
「あのう……」
　鈴木さんから再び電話が掛かって来た。

 
「昨日、彼女から電話掛かってきましたか？」

 
「ええ、掛かってきました。ごめんなさい、何とお伝えしたらいいかわからなかったので、何も言わ

なかったのですが……」
 
「いいえ、こちらこそはっきりしなくてすみません……」
　鈴木さんは口ごもりながら謝った。

 
「今日はどうなさいましたか？」

 
「あの……彼女にあげたいものを昼間、買ってきたんです」
 
「あ、買えたんですね！　良かった」

 
「それをどうやって渡したらいいかと思って……」
 
「サプライズをなさるとか？」

 
「いや、サプライズって程のことでもないっていうか……」
 
「うーん……シンプルに『あげようと思って買ってきたよ』って渡しても喜ばれると思いますが……
」



 
「実は……指輪を買ったんです」
　アクセサリーか何かかとは思っていたが、指輪とは予想外だった。

 
「あら、素敵」

 
「彼女と付き合って三年経つので、プロポーズしようと思って」

　更に上をいく言葉が飛び出す。

 
「そうだったんですね。うまくいくといいですね」

 
「そこでお願いなんですけど……」
 
　昨日からのやり取りで次の展開が思い浮ぶ。

それを裏切って欲しいと心の中で願った。

 
　だが、鈴木さんは裏切らなかった。

 
「僕が結婚しようって言ってたと伝えてください！」

　鈴木さんはそう言うが早いが、電話を切った。

 
 
「もしもし、鈴木がまたここに掛けろって言うんです。今度は伝えてもらうこと、ちゃんと言った

からって」

 
　今日はタイムラグが一時間あった。

　鈴木さんもさすがに彼女に連絡するのを躊躇ったとみえる。

 
　私は「いえ、今回も何も承ってないんです」と答えた。

　お客様からの依頼に初めて背いた。

 
「ホントですか？　何なんだ、あいつは……」
　彼女は独り言のように吐き捨て、電話を切った。

 
　それ以来、鈴木さんから電話が掛かってくることはなかった。

 
　

　一カ月後。



 
「もしもし、あの……今日はお礼が言いたくてお電話しました」
　鈴木さんの彼女からだった。

 
「あの日、何も聞いてないって言われたよって彼に言ったら、彼が『そんなわけない』って珍しく怒

ったんです。でも、私も何だか頭に来ちゃって、言いたいことがあるんなら自分で言ってよって喧嘩

になって……。なんだか彼のことが情けなくなっちゃって、口利くのも嫌になって。もう別れてもい
いやって思ってたら、昨日、彼がうちに来て指輪をくれたんです。プロポーズなんか絶対にしてくれ

ないだろうなって思ってたけど、彼も怒ったことで勢いをつけられたみたいなんです。だから……彼
の伝言、言わないでくれて本当にありがとうございました」

 
 
　第４話　完



第５話　家が取り壊されるかもしれないんです

「どうしようもない事なんですが、誰かに聞いてほしくて……」
　女性が切羽詰まったような声を出した。

 
「何でもお話してください」

　私はトーンを一定に保って訊く。

 
「実は、家が取り壊されるかもしれないんです」

 
「今、住まわれているおうちですか？」

 
「いえ、実家なんですけど、五十年前に建てられた団地なんです。そろそろ建て替えの話が出て

いて……」
 
「老朽化のための建て替えですね」

 
「ええ、そうなんです。分譲で買ったものなので今は家賃が発生していないから住んでいられるよう

なもので、建て替えして再びローンを組むことになったら生活できなくなるし、どうしようかと思

って……」
 
「お困りなんですね……」
 
「母は高齢だし、私も独身でたいした稼ぎがなくて……。今は別で会社の寮に住んでるんですけど」
 
「いずれ同居なさると？」

 
「はい、介護が必要になったら一緒に住もうと思っています。お互い、仲が悪いわけではないんです

けど、長時間いると喧嘩になってしまって……」
 
「うちも同じですよ」

 
「いつまでも子ども扱いするんですよね。四十過ぎの娘に」

　女性は、「ホント、腹が立ちます」と、強調してから笑った。

 
 
「あと一つ、すごく不安なことがあって……」
 



 
「どうなさいました？」

 
「母親が亡くなった後のことです。父は昨年亡くなって今は母が一人で暮らしているのですが、母が

亡くなったらあの家には誰もいなくなるんです。私にとって実家は親ありきで実家なんです。あの家

に行くと母が笑顔で出迎えてくれるし、喧嘩しようと何だろうと母が必ず待っていてくれる……たっ
た一人の肉親があの家で生きていてくれるんです。母がいなくなったら、私は心の拠り所がなくなる

んだって思ったら不安で不安で……。こんなことをいうと親離れできていないと思われてしまいま
すが……」
 
「そんなことないですよ」

 
「亡くなっていても父の存在は確かにあって、それは母によって保たれているんです。いつも仏壇に

花を欠かさず、その前で遺影の父はいつも笑っています。だから、今は寂しさを全く感じないでいら

れるんです」

 
「お母様の支えをしっかりと受け止めていらっしゃるんですね」

 
「その母がいなくなったら、両親の思い出がぎっしり詰まったあの部屋に私一人になるんです。耐え

られるかどうか……」
 
　女性は泣いていた。

　しばらく沈黙が続く。

 
「だからといって、あの家を誰かに貸す気にはなれないし……。やっぱり一人でも住もうと思ったん
です。そうしたら建て替えの話があると聞いて……」
 
「そうだったんですね」

 
「両親が時を重ねた部屋がなくなった上にローンや家賃が発生するのなら、もうあの場所に住む意味

もないかなって思ったり」

 
「その部屋の空気を大切になさっているのですね」

 
「ええ。空気もですが、なんだろ……たとえば誰かと行った場所って、あとに一人で行った時にもそ
の人の事を残像として思い出しませんか？　このベンチに座って一緒にお弁当を食べたんだよな、

とか。だから、その誰かである両親がいなくなっても、背景さえあれば両親を感じていられる気がす

るんです」



 
「わかります」

 
「それが取り壊されると思ったら居たたまれなくなってしまって……。でも、本当に取り壊すことに
なるにしても、まだ十数年先のことだから、私も年をとって考えが変わるかもしれないですもんね。

母親だってしぶとく元気に長生きするかもしれないし……。ああ、ごめんなさい。誰にも話せなかっ
たので、聞いてもらえたおかげで元気が出てきました。前向きに生きなきゃ、ですね。また落ち込む

かもしれないから、その時には話、聞いてもらえますか？」

 
「もちろんです。いつでも電話してください」

 
 
　第５話　完



第６話　なんだかホッとします

「……で、ですね……それで……俺………………………………」
 
いつも一時間くらい話すと徐々に声が小さくなり、最後には沈黙してしまうお客様がいる。

三十代の男性だ。

 
「もしもし？　須藤さん？　もしもしーし」

 
　今回で四度目だった。

 
 
　初回で会話が途切れた時、無意識に気に障るようなことを言ってしまったのかと思った。

 
　あまりに唐突で、前触れは何もなかった。

　単に会話の切れ目だったら心配せずに待つのだが、話の途中なのだ。

 
　どうしようかと考えあぐねていると、「ちょっとー、早く電話終わってよね」というご家族の尖っ

た声がして、直後に勢いよく電話が切られた。

 
 
　何だったのかわからないまま数日過ごしていると、二度目の電話があった。

 
「先日はすみませんでした。途中でしたよね？」

 
　携帯だと通話料が高額になるから家の電話から掛けているのだが、長くなるとああやって家族から

クレームが来るという。

 
　なぜ沈黙したのかという理由には触れられることはなかった。

 
　一時間の中で語られる内容としては、仕事や友達の話などが多い。

　いつも面白おかしく話をしてくださり、笑いが絶えない会話なので、怒らせてしまっている訳では

なさそうだった。

 
 
　そして四度目の今日。

 
そろそろ一時間が経過するという時のことだった。



そろそろ一時間が経過するという時のことだった。

 
「『重力』っていう映画知ってますか？　宇宙の話なんですけど」

須藤さんが映画の話を始めた。

 
「知ってますよ。観てはいないんですけどＣＭでやってますよね」

 
「前から明日観ようと楽しみにしていたのに、ネットテレビでイガちゃんがやらかしてくれたんです

よねぇ」

　イガちゃんというのは上半身裸でスパッツだけ身に着けているお笑い芸人だ。

 
「何をですか？」

 
「映画紹介のコーナーがあって、イガちゃんが観た映画を解説するんですよ。俺、ＣＭから想像し切

れなかったところを楽しみにしてたのに、イガちゃんが結構詳しく話しちゃったんですよね」

 
「ええー、それは困っちゃいますね」

 
「勘弁してほしいですよね。イガちゃんは面白いから好きだけど」

 
「私も好きですよ、イガちゃん」

 
　私が応えた後、話が尽きたのか須藤さんが一呼吸置いた。

 
「ああ、なんだかホッとする。急激に眠気がきたのは久しぶりだなぁ」

　先程までとは違い、須藤さんはゆっくりとした口調になった。

 
「俺、いくら早起きしても夜になると目が冴えて眠れないんです。友達に電話することもあるけど、

向こうだって仕事してるから遅くまで付き合わせるわけにいかないじゃないですか。ここならお金払

ってる分、遠慮しないで済むし……白石さんの声って……すごく安らぐし……だから眠くなるん
です…………で、ですね……それで……俺………………………………」
 
　須藤さんは不眠症だった。

 
「もしもし？　須藤さん？　もしもしーし」

 
　沈黙の理由がようやくわかった。

私は少し様子を見た後、「おやすみなさい」と囁いてから通話を終了した。



 
 
第６話　完


