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breakfast in bed
～休日はあなたとベッドで朝食を～
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１ これもいわゆる一つの出会い？

ら れつ

言葉を忘れてしまったかのような意味をなさない音の羅列︒それも息も絶え絶えでか

﹁あっ︑ん︑んあ⁝⁝ああっ︑んん︑んぁ⁝⁝﹂

ふるいけあず さ

細く︑普段の声とはまったく違っていやらしい︒
わたし︱︱古池梓沙は今︑男とホテルのベッドの上にいた︒
じゅつちゅう

ぬ

何をやっているかなんて説明するまでもない︒エステティックサロンでマッサージの
せ

おお

あい ぶ

施術中︑気持ち良くて︱︱と言ったところで︑こんな濡れた声では無理がある︒
び りょう

すず

それは︑わたしに覆いかぶさって胸を愛撫しているこの男からも明らかだ︒
きた

すっきりとした鼻梁に︑涼しげな目もと︒少し甘さを残した肉厚な唇は︑笑うと口角
せ

じゅつ
しゃ

が引き上げられて︑ちょっとやんちゃそうな雰囲気になる︒鍛えられた細マッチョな体
をした男は︑間違ってもマッサージの施術者ではない︒
つ

ふく

なぜならわたし同様ほとんど裸︒身に着けているのはローライズのボクサーパンツの

ふく

も

みで︑その下腹部ははち切れそうなほどに膨らんでいるのだ︒

つぶや

﹁柔らかな胸だ︒弾力があって﹂
ゆる

男は呟き︑わたしの胸の膨らみを揉みしだきながら︑交互に口に含む︒乳首をちゅ
くっと吸い上げ︑舌先でねぶって転がしたと思ったら︑緩く歯を立てる︒
あや

気を抜くと熱に浮かされたみたいに頭の中がぼうっとしてくる︒なんとしても︑意識
だけはしっかり持っていようと思うのだが︑だんだん怪しくなってきた︒
﹁やぁ︑やん︑ああんっ︑んんっ︑はあんっ﹂

もだ

﹁さっきから可愛い声を上げてるな︒そんなに胸がイイのか？﹂
﹁ちがっ︑そんな︑じゃ︱︱﹂
わたしは首を横に振る︒
恥ずかしくてたまらなかった︒乱れ︑悶えて︑こんなに感じてしまっている自分が信
じられない︒
ああっ

﹂

﹁そろそろ︑こっちもいいかな？﹂

﹁え⁝⁝︑ひゃあっ
あし

しび

!!
ぬ

か し

﹁すごいな︒胸だけでこんなに下着を濡らしていたのか﹂

所に触れたのだ︒

胸を捏ねくり回していた男の手がわたしの下肢に伸び︑ショーツの布越しに敏感な箇

こ

その瞬間︑脚の付け根に強い痺れを感じた︒

!?
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ぬぐ

なか

ひざ

す

口もとを拭いながら半ば感嘆したように男が言う︒
そ

は

か し

わたしは男から目を逸らすと︑膝を擦り合わせた︒貼りつく下着の心地悪さに下肢を

﹁そんな⁝⁝﹂
こわ ば

強張らせる︒

つ

﹁しきりに声を上げるから︑感じている振りをしているのかと思っていたが︑本当に敏
感なんだな﹂
﹁︱︱なっ！﹂
男の言いように思わず息が詰まった︒わたしは唇を震わせながら彼の顔に視線を戻す︒
した な

欲情を隠そうともしない男の眼差しにドキリとする︒

まな ざ

すると男が︑今にも舌舐めずりしそうな笑みを浮かべ︑見下ろしていた︒

そう言って︑男は再びわたしに覆いかぶさると口づけてきた︒

おお

﹁まったく︑こんなにもほしいと思った女は初めてだ﹂

ぬ

わたしはまた艶のある濡れた声を上げてしまった︒

つや

﹁あふっ︑ああっ︑んふ﹂
どうしてこんなことになっているのだろう︒
男と出会ったのは︑結婚相談所︿プリマヴェーラ・リアン﹀が主催するお見合いパー
ティ︱︱婚活目的の会場だ︒けれども︑こんな風になるつもりはなかった︒

だってわたしはその主催者側の人間なのだ︒正確には社員ではなく経営者の娘︒

こうあんどう

なのに︑参加者とホテルのベッドで肌を重ねてしまうなんて︒
どうしてこんなことになったのか⁝⁝

しにせ

わたしはそれを思い返していた︒
＊＊＊
めい か

かな

わたしは︑贈答用銘菓を扱う老舗の製菓会社︿江杏堂﹀に勤めるＯＬだ︒入社後二年
ら半年経った今は︑営業事務として仕事を憶えている最中だ︒いずれ担当を持って営業

た

間製造工場で事務をし︑三年目にして念願叶って本社の営業部に異動になった︒それか

両親は祖母の代からの家業である結婚相談所︿プリマヴェーラ・リアン﹀を手伝って

に飛び回ることを夢見ている︒

お

グプランの立案までしていたが︑そんな華やかな業務はもう昔のことだ︒ある意味堅実

いを請け負うために作った会社︒景気が良かった時代は︑結婚式場と提携しウェディン

う

﹁春の絆﹂という意味の︿プリマヴェーラ・リアン﹀は︑世話好きだった祖母がお見合

きずな

は臨時のスタッフとして手伝いをしている︒

ほしかったらしいが︑今は好きにさせてもらっていた︒その代わり︑人員が必要なとき
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さを求める昨今の風潮に合わせて︑誠意ある会費で誠実な応対を信条とし︑結婚相手を
紹介している︒
とう ま

社員は︑社長と副社長である両親と︑祖母の代から勤めてくれている番頭格で六十代
の男性社員である東馬さん︑あと数名のスタッフというとってもアットホームな会社だ︒
娘は使い勝手のいい人手と思われているようで︑なまじいつも会社にいない分︑覆面ス
早い話︑ステルスマーケティング要員だ︒パーティで人が集まらなかったときなどの

タッフとして重宝されている︒

よそお

しかしそんなＯＬのお楽しみは︑一本の電話で泡と消えた︒

あわ

しゃべ

たものだ︒そのため︑定時で仕事を終えられるように︑てきぱきと仕事をこなしていた︒

ツを食べに行く約束をしている︒恋人がいない者同士︑寂しい週末を楽しもうと計画し

退社後に︑先輩同僚の及川彩実さんとパイが美味しいと評判のパティスリーにスイー

おいかわあや み

そんなわたしは金曜のこの日も︑いつもどおりのいでたちでＯＬ業に精を出していた︒

なんにせよ︑素顔のわたしを良いと言ってくれる人とでなければ恋をする気はない︒

今どき中学生でももう少しなんとかするのではないかと思うレベルだった︒

リームをつけただけの手抜きメイクだ︒セミロングの髪はひっつめて一本に縛っている︒

今ではクマとそばかすが隠れる程度にファンデーションを塗り︑色付き薬用リップク

いよう︑と就職以来︑ナチュラルメイクで通している︒

れたのはショックが大きかった︒あんな思いをするくらいなら最初から素顔をさらして

世の中そんな男だけではないのだろうけど︑それでも見かけの問題だけで切り捨てら

悲しい過去を持つ︒

したのに︑嬉し恥ずかし初めてのお泊まりで素顔を見られた途端に終わった︱︱という

言われ振られたことが原因だった︒恋した相手のためにきれいになりたいと日夜努力を

そう考えるようになったのは︑学生時代につき合っていた人に﹁使用前︑使用後﹂と

詮見せかけだけの誤魔化しだと思っているからだ︒

どうして普段からそういったメイクをしないのかと言うと︑化粧による変化など︑所

れど︒

かれることはないだろう︒さすがに声音を変える技量はないので喋るとバレてしまうけ

こわ ね

らい華やかになるのだ︒おそらく会社でのわたしを知る人間とすれ違っても︑まず気づ

十人並みで地味な容姿のわたしが︑ひとたびメイクすると︑同一人物とは思えないく

信がある︒

スキルを駆使して印象を変え︑別人を装っていた︒特にメイクアップには︑ちょっと自

く し

だから実家主催のパーティに出るときは︑普段のわたしとわからないように︑持てる

ブル等々に迅速な対応ができるので︑結構役立っていると思う︒

じんそく

﹁サクラ﹂を任されている︒スタッフの目の届かないところで起きる参加者同士のトラ
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昼の休憩があと五分で終わるというときのことだ︒午後の業務にそなえてマナーモー
ドに切り替えようと手にしたスマートフォンが着信音を奏で︑画面に﹁母﹂という文字
が表示された︒
嫌な予感しかしなかった︒
母からの電話は大抵︑
﹁サクラ﹂の依頼だ︒わたしは前回出たパーティで参加者の一
人にしつこく言い寄られ面倒な事態となったため︑
﹁サクラ﹂の仕事は少し間を置きた
いと両親に宣言していた︒
それなのに電話がかかってきたということは︑余程の事案が発生したのかもしれな
ひと け

わたしは会話を聞かれないよう︑人気のない非常階段の踊り場で通話ボタンをタップ

い︱︱
した︒
﹁何？ 電話なんてしてきて︒まさか今日のアレじゃないでしょうね﹂
今日の夜︑全国的にも有名な高級ホテル︑プリンス・レイトンでゲスト︱︱非会員向
けのお見合いパーティが企画されていることは知っていた︒
予感は的中し︑受話口から聞こえる母︱︱副社長の声は︑口調こそ明るいが︑どこか
ひっぱく

逼迫している︒
しかし流されるわけにはいかない︒ここはきっぱりと︱︱

﹁わたし︑しばらく出ないって言ったよね？﹂
母が言うには︑なんでもパーティに参加するはずだった女性が︑突然三人もキャンセ

﹃それはそうなんだけど︒でもねぇ﹄

こういうことは︑ままあることだった︒おそらく彼女たちは仲良しグループだったの

ルしてきたらしい︒
だろう︒
に参加してもらいたいと︑非会員向けのパーティを企画している︒

︿プリマヴェーラ・リアン﹀は﹁結婚相談所﹂に敷居の高さを感じてしまう人にも気軽

さ

さわ

新規会員を期待して入会資料も用意しているが︑それほど格式張ったパーティではな
い︒いわゆる合コンだ︒とはいえ︑誰彼構わずでは運営に差し障ることもあるので︑住

や

所氏名などを事前にネットで登録してもらい︑そこへ確認の案内状を送付して当日持っ
てきてもらっている︒
もちろん急に体調を崩してしまうことはあるし︑已むを得ない事情が発生すること

ティは二十人ほどの規模︒そのうちの女性が三人キャンセルとなると単純に考えて十人

だが︑経費面はさておき︑運営側としては︑男女数に差が出るのが困る︒今日のパー

ない︒まだ連絡してくるだけましだ︒

だってある︒キャンセル分の料理代などはこちらの持ち出しになってしまうが︑仕方が
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対七人︒
てくる者が中にはいるのだ︒

﹁男と女の数が違っていたから相手が見つからなかった﹂と︑主催者にクレームをつけ
ここで対応を間違えると︑どこかのＳＮＳに投稿され︑たちまち拡散される︒業務に
影響が出る場合だってあり得るだろう︒そうなれば弱小結婚相談所の未来がどうなるか
なんて︑想像するのはたやすい︒
あきら

わたしはスマホを耳に当てたまま︑肩を落とした︒家の事情を考えると︑どうしたっ
あらが

て選択の余地はない︒予定していた及川さんとのスイーツを諦めるしかなかった︒
不況の荒波に抗えず︑実家の会社には経営不振で生じた借金があるし︑わたしの下に
は学生の弟妹がいる︒両親にはまだまだ頑張ってもらわないといけない︒
そのためにも︑わたしができることはやらなければ︒わたし一人増えても男女数が同
じになるわけではないけれど︑いないよりはましだ︒
そうは思っても不機嫌さを隠さず告げると︑受話口から聞こえる母の声は一段と明る

﹁︱︱わかった︒服と化粧道具一式︑用意してよね﹂
くなった︒
﹃さすが︑あーちゃん！ 頼りになるわ︒今日はフレンチだから食事楽しんでね︒東馬
さんには言っておくわ﹄

た

わたしは溜め息をつきつつ︑通話ボタンをオフにした︒
及川さんにキャンセルの連絡をしなければならず︑気が重い︒本当のことを言うわけ
にはいかないから︑実家に急用があると言おう︒
お見合いパーティをキャンセルした人たちも︑もしかしてこんな事情だったのだろ
うか︒
そんなことを考えながら︑わたしはスマートフォンのコミュニケーションアプリを立
ち上げるのだった︒

き おく

退社後︑わたしは通りでタクシーを拾った︒行き先はプリンス・レイトン︒
高級ホテルに行くには地味な出勤着なので︑ちょっと気後れするが仕方がない︒
ホテルに着くと︑足早にスタッフ控室を目指す︒会場となるホールのすぐ脇の小部

ひとまと

着ていた服は一纏めにして︑袋に入れておく︒帰りにまたここで着替えてもいいし︑

されていた︒

ピースだ︒色は水色︒もちろんサイズはピッタリ︒当然︑服に合わせてパンプスも用意

ておいてもらった服に着替えた︒高級ホテルに相応しい︑お嬢様風のボレロ付きワン

ふさわ

黒のスーツをジェントリーに着こなした東馬さんに出迎えられて部屋に入り︑用意し

屋だ︒
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置いておけばいつものように自宅までスタッフの誰かが届けてくれるだろう︒財布やス

すで

マートフォン︑家の鍵といった最低限の身の回り品は︑用意されていたハンドバッグに
入れ替える︒
そうしてわたしは︑既に持ちこまれていた愛用のメイクボックスを前に化粧に取りか
かった︒
まずは下地︒そばかすと肌荒れをコンシーラで隠し︑しっかり整える︒次はリキッド
ファンデーション︒照明を考えて︑地肌より少し明るめの色味にした︒それをベースに
してハイライトとシェードカラーを肌になじませ陰影をつけつつ︑ドレスに合わせた甘
い顔立ちにしていく︒
も

目もとは特に念入りに︒ブラウンピンクを基本色にしてグラデーションを作る︒アイ
にく

ラインを引き︑マスカラは目尻を厚めにした︒全体の盛りすぎには注意︒ほわっとチー

まと

おく

クを入れたら︑リップを一度くっきり塗り︑色落ちし難くなるようにパウダーで押さえ
てから再度塗ってグロスで仕上げた︒
は や

髪はコテでゆるふわのウェーブをつけ︑ツインコームで纏め髪にする︒わざと後れ毛
靴を履き替え︑鏡に全身を映して最終チェックをする︒

を作って流行りっぽくしてみた︒
そこにはもう︑地味なＯＬ﹁古池梓沙﹂の姿はない︒

こうして盛装したわたしは︑受付で参加者がつけるナンバープレートを受け取ると︑
い

正面中央のテーブルには豪華な生花が活けられていた︒それだけで︑会場が華やかに

会場に足を踏み入れた︒

すで

見回すと既に男性が半数ほど来ていた︒女性はというと︑わたしを入れてもまだ三人︒

なる︒
開始時刻までには来てくれると良いなと思いながら︑わたしはまるで初めて参加する
今日は略式ながらフレンチのコース料理をいただいたあと︑席を自由に移動できるフ

ような顔で女性陣のほうに足を向ける︒

このフリータイムがお見合いパーティの勝負どころだった︒上手く需要と供給がマッ

リータイムになる︒
チしてお相手が見つかれば良いのだけど︑中には声をかけたくてもかけられない︑お一
人様コースとなる人も出てくる︒
だからスタッフは申しこみ時の個人データをもとに︑さり気なく参加者の中から良さ

そこまで頑張る必要はない気がしているけれど︒

けてコミュニケーションが取りやすい雰囲気にすることだった︒今日は少人数なので︑

わたしの役目は一人でいる人に気づいたらスタッフに知らせ︑場合によっては話しか

そうな人を引き合わせたり︑代わりに声をかけたりするのだ︒

運命の人、探します！
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でも︑どういう事態になろうと︑自分をアピールすることはない︒ここが大事︒あく
そして午後七時三十分︑まだ男性が一人来ていなかったが︑東馬さんの仕切りで︿プ

までも主役は参加するゲストで︑わたしは人数合わせの﹁サクラ﹂なのだから︒

めいめい

リマヴェーラ・リアン﹀のお見合いパーティは始まった︒
はる の あつ こ

男女交互にテーブルに着き︑飲み物が銘々注がれると︑まずは軽く自己紹介︒わたし
は商社に勤めるＯＬ︑
﹁春野敦子﹂と名乗る︒もちろん本名を言うわけにはいかないの
で偽名だ︒
ちょうどそのとき︑男が一人︑会場に入ってきた︒
かろ

かたほお

ひ

つ

遅刻した参加者が来たのだろうと︑何げなく男に目をやった瞬間︑わたしは﹁えっ﹂
と声を上げそうになった︒だが辛うじて片頬を引き攣らせるにとどめて押し黙る︒心臓

ふうぼう

一方︑その男は︑自己紹介のために立ち上がっていたわたしを見ると︑満面の笑みを

はバクバク︑頭の中は真っ白になりかけていた︒
浮かべて一直線に進んでくる︒
から

中肉中背︑ぱっと見そこそこイケメンな風貌のその男は︑前回出席したパーティでわ
き

へきえき

たしに絡んできた人だ︒本人はアプローチのつもりだったらしいが︑しきりに連絡先を
訊かれそのしつこさに辟易したわたしは︑イベント責任者の東馬さんから注意をしても
らったのだ︒

その後︑男は正規の手続きを取って入会し︑
︿プリマヴェーラ・リアン﹀のメンバー
すが

になった︒だが会社としては要注意人物としてマークしている︒
しわ

かし

わたしは︑
﹁どういうこと？﹂と︑縋る思いで東馬さんを見た︒わたしの視線に気づ
選りにもよってわたしがいるパーティに現れるなんて︱︱

よ

いた東馬さんが︑眉間に皺を寄せて小さく首を傾げる︒何か手違いがあったのは確かだ︒
あれ？ 待って？ 今日のパーティはゲスト向けのもの︒だから相談所の会員である
きつ せ

この男には︑参加資格はないはずよね？ じゃあどうしてここにいるの？
﹁吉瀬様でよろしいでしょうか？﹂
東馬さんはわたしを背にして男の前に立つと︑参加者名簿を見ながら話しかけた︒
あてさき

この男の名は﹁吉瀬﹂ではない︒偽名を使いゲストの振りをして申しこんだのだろう
ついて調べることはない︒

か？ 案内状が宛先不明などで戻ってこない限り︑ゲスト向けのパーティでは参加者に

﹁お客様が吉瀬様⁝⁝︑お名前をフルネームでお伺いしてもよろしいですか？﹂

うかが

東馬さんが︑吉瀬と名乗った男に向き直り︑同じように質問をした︒

一人の男を見る︒

そこにまた別の男の声がした︒わたしを含め会場にいた者が一斉に︑扉口にいたもう

﹁吉瀬は僕ですが﹂

運命の人、探します！
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より と

﹁ああ︑吉瀬頼人だ︒仕事が長引いてしまって︑遅れてすまない﹂

そ

すまないと言いつつも悪びれた様子はなく︑優雅な足取りでテーブルまで進む男から
は︑どこか育ちの良さが感じられた︒
わたしはその吉瀬と名乗った男から目を逸らせなくなる︒
ひ

そうしん

たい く

見るものを惹きつけてやまない端整な顔立ち︑一目で質の良さがわかるスーツをすっ
なか

きり着こなす痩身の体躯︒身長は︑百七十三センチの東馬さんより若干高いので︑おそ
らく百七十五︑
六センチ︒年は二十代半ばから後半くらい︑とあたりをつける︒
﹁恐れ入りますが︑こちらからお送りした案内状はお持ちでしょうか？﹂
はく お

吉瀬さんが上着の内ポケットからすっとシルバーの箔押しがされた水色の封書を取り

﹁これかな？﹂

うなず

出した︒それは︿プリマヴェーラ・リアン﹀がゲストに送った案内状だ︒
あ

き

吉瀬さんから案内状を受け取った東馬さんが頷いているので︑間違いないだろう︒
﹁確認できました︒では空いているお席へどうぞ﹂
﹁こっちでいいかな？﹂
﹁はい﹂
や

東馬さんとの遣り取りが︑心憎くなるほどスマートだ︒
そんなイイ男がどうして婚活目的のパーティに参加することにしたのか︑訊いてみた

い衝動にかられた︒参加理由なんて人それぞれだろうが︑モテないわけがないと思う
吉瀬さんの外見は結婚相手として申し分のない優良物件︑上玉だった︒現に女性参加

のだ︒

か

つぶ

者は一気に落ち着きをなくして色めき立ったし︑男性は男性でとんでもないライバル登
場と苦虫と噛み潰したような顔をしている︒
き し かん

も っ と も こ れ は 外 見 だ け で の 判 断 だ︒彼 が ど ん な 性 格 を し て い る の か は わ か ら な
いつどこで︑などまったく思い当たらないが︑彼と前に会ったことがある気がする

い︱︱と︑そんなことに考えを巡らせながら︑わたしは奇妙な既視感を覚えていた︒

まさか同じ会社の人？ そんなことあってほしくないが︑絶対ないとは言いきれない︒

のだ︒
今はきちんとメイクアップしてるので︑ちょっとやそっとの知り合いではわたしとは

願えないでしょうか﹂

﹁︱︱案内状をお持ちですか？ お持ちでないのでしたら申し訳ないのですが︑ご退出

それに︑
﹁吉瀬頼人﹂という名前はまったく記憶にない︒多分︑気のせいだろう︒

だから︒

り大丈夫だ︒自分で言うのも悲しいほど会社にいる普段のわたしとはギャップがあるの

わからないだろう︒声だけは誤魔化しようがないが︑よっぽど仕事でかかわってない限

運命の人、探します！
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み ほ

きっぱりとした東馬さんの声にわたしははっとした︒
吉瀬さんに見惚れて一瞬忘れていたが︑もう一人の男の問題がそのままだ︒
﹁俺はプリマヴェーラのメンバーだぞ︒案内状がなくてもどうにかするものだろ﹂
目を丸くするその男は︑歓迎こそされても︑帰れなどと言われるとは想像だにしてい
なかったらしい︒
つまりあの人︑勝手に来たってこと？
かた

今日のイベントの日時は︿プリマヴェーラ・リアン﹀のホームページで確認できる︒
名前を騙って申しこんだのかと思ったが︑
﹁ 押 し か け た ﹂と い う の が 実 際 の と こ ろ ら
でも︑わたしが来るとどこで知ったのだろう︒わたしの参加は今日の昼に決まったこ

しい︒
とだ︒それに︑パーティに誰が参加するかなどホームページには載せていない︒知って
いるのは︑ごく内輪のスタッフだけなのに︒
考えこんでいる間にも︑東馬さんが男に対応している︒
﹁こちらからお送りした案内状が参加証なのです︒それがない場合は正規メンバーでも
き

ご遠慮していただくようお願いしています﹂
ゆうずう

き ぜん

少々のことなら融通を利かせるが︑前回もトラブルを起こしている男に応じることは
できない︒丁寧な口調ながら毅然と断りを入れる東馬さんは︑さすが祖母の代からの番

頭さんだけあって風格があった︒
昔︑英国で家令として学んだことがあると聞いていたが︑その経験はダテではなさそ
うだ︒
えっと︑春野って⁝⁝？ あっ︑わたしのことだ

﹁遠慮してくれだと？ 俺はそこに立っている春野さんに用があるだけだ！﹂

だからな﹂
それってまるで︱︱
あまりのことに︑口をあんぐりと開けて︑暫し閉じるのを忘れた︒もしわたしが来な

しば

れない︒だから夕方からずっとこのホテルに張りこんで︑彼女が来るのを待っていたん

﹁入会して︑彼女に会いたいと担当者に何度も言ったが︑ちっともセッティングしてく

鼻息も荒く言い放った男の言葉で︑全員の視線がわたしに集まった︒

!!

何を言ってるの︑この男︒これは日本語なの？

なんだね﹂

がまったく違っていたから最初別人かと思ったよ︒でも声でわかった︒それが本来の君

﹁春野さん︒前会ったときは大人っぽかったけど︑今日はすごく可愛らしいね︒雰囲気

はないけれど︒

かったらこの男はどうする気だったのだろうか︒いや︑そこはわたしが心配することで

運命の人、探します！
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うっとりと目を細めた男に︑わたしの背中に嫌な汗が流れる︒
これはちょっとまずいのではないか？
他の参加者があからさまに不審そうな表情を浮かべてこちらを見ている︒自分の立場
そんな不愉快な雰囲気の中︑不意に男性の声が響く︒

がなければ︑しつこい男をぶん殴って黙らせたかった︒

ると思って昼食抜きで仕事を終わらせてきたし︒そろそろ始めてもらえないだろうか︒

﹁遅刻してきた僕が言うのもなんだけど︑実は腹がペコペコなんだ︒今日はこれがあ

せっ ぱ

つ

さっきから良いにおいがしてくるので︑もう限界だよ﹂
吉瀬さんだ︒どこか切羽詰まっているような︑それでいてのんびりとした口調が︑
とげとげ

刺々しくなりかけた場の空気を変える︒
﹁⁝⁝そうですね︒では料理をお願いします﹂
けず

東馬さんが近くで待機していたホテルの人に︑料理を出してくれるように合図した︒
確かに頃合いだ︒これ以上︑こんな男のために︑時間が削られるのは腹立たしい︒
﹁申し訳ありません︒お引き取りいただけないのでしたら︑強硬手段に出させていただ
せま

東馬さんが︑警告するように男に迫った︒東馬さんの態度に威圧感が増す︒

きます︒よろしいですか？﹂

け しき

﹁そ︑そんなことをしていいと思っているのか？ メ︑メンバーだぞ︑俺は﹂

め い

東馬さんの雰囲気に呑まれたのか︑男は気色ばみつつも言葉が尻すぼみになる︒
わたしはその様子を見ながら︑気が滅入ってきた︒どういう形にせよ︑こんな男がい
る結婚相談所になんて入会したいとは思わないだろう︒今日のパーティで新規メンバー
母の要請とはいえ︑自分がここにいたから引き起こされた事態だ︱︱家のために頑張

は望めないということだ︒
りたいのに︑逆に足を引っぱってしまい︑申し訳なく思う︒

き

﹁︱︱僕は初めてだからよくわからないんだけど︑こういうのってまず両者の合意が
あってされるものだよね？﹂
横から口を挟んですまないと言いつつ︑吉瀬さんが東馬さんに訊いてきた︒
﹁さようでございます︒どんなにお望みになられましても相手様があることですので︑

お前︑何訊いてんだよ

き

﹂

東馬さんは突然話しかけられたにもかかわらず︑背筋をピンと伸ばし︑吉瀬さんの質

直接お会いいただくのは︑双方合意された場合のみに限らせていただいています﹂
問に紳士然と答えた︒
!?

どういう意図があってなのかわからないが︑ナイスタイミングで話に割りこんだ吉瀬

うことに頷いていた︒

うなず

男の矛先が吉瀬さんに向かう︒でも吉瀬さんはそれを気に留めもせず︑東馬さんの言

ほこさき

﹁おい待てよ

!!

24
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という男に︑好感度が一気に上昇する︒
み つ

ゆる

そう思ったのはわたしだけではないようで︑ドン引きしていた他の女性陣も表情を緩
め︑吉瀬さんを熱い目で見詰めていた︒

うわ

俺はただ︑春野さんに⁝⁝︒そ︑そうだ︑連絡先！ メアドでも電話番

﹁では︑お引き取り願えますか﹂
﹁ ちょっ

﹁春野様﹂

ゆず

つ

てい

きびす

わたしは今︑
﹁ゲスト﹂としてここにいるのだ︒だから東馬さんは会社の代表として

﹁いえ︑そんな⁝⁝︒びっくりしましたけど大丈夫ですから﹂

同様だ︒もちろんわたしは︑そのスタッフとも顔見知りなんだけど⁝⁝

東馬さんはそう言って深々と頭を下げる︒アシスタントについていた若いスタッフも

ければと思います﹂

様にはなんの落ち度もございません︒今後もし何かありましたら︑すぐに連絡をいただ

﹁ご不快な思いをさせて申し訳ありませんでした︒このことは当社の責任であり︑春野

不意に東馬さんに名を呼ばれたわたしは︑ぱちくりと瞬きをして︑彼の顔を見る︒

﹁はい﹂
またた

どこからか︑ほうっと吐き出された息が聞こえる︒ひとまず一段落か︒

いちだんらく

うに振り返ると︑忌々しげに﹁覚えてろよ﹂と捨てゼリフを残して出ていった︒

いまいま

顔を引き攣らせ︑渋々といった体で男が踵を返し︑扉口に向かう︒そしてお約束のよ

ひ

﹁わ︑わかったって︒そんなおっかない顔して睨むなよ﹂

にら

会社の危機かもと︑内心かなり焦っていたけど︑この反応は悪くない︒

あせ

これはもしかしてヒョウタンからコマ？

した眼差しを送っている︒

まな ざ

いるように見えるらしい︒女性参加者は吉瀬さんだけでなく︑東馬さんにもうっとりと

頑として譲らない東馬さんの態度は︑まるで言い寄られて迷惑している女性を守って

がん

これで︑とどめ︒

なりの対応をさせていただきます﹂

﹁よろしいですか︒今後もし春野様につき纏うようなことがあれば︑当社としてはそれ

まと

ずいっと東馬さんに前に出られ︑男の声は上ずっていた︒勝負ありだ︒

号でもいいから⁝⁝﹂

!!

することはできず︑ぎこちなさが残っている︒

そうして食事が始まった︒だけど︑一度悪くなってしまった空気を完全に元どおりに

今度はなりゆきを見守っていた他の参加者に向けて︑東馬さんが頭を下げる︒

﹁ではしばらくお食事をお楽しみください﹂

﹁不快な思いをしたはずのゲスト﹂に誠意をこめて謝罪したのだろう︒

運命の人、探します！
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﹁良かったですね︑大ごとにならなくて﹂
そんな中︑吉瀬さんに話しかけられた︒わたしと彼の間にはもう一人参加者の男性が
いるのだけど︑お構いなしだ︒そんな彼のマイペースぶりについ苦笑したくなる︒
﹁はい︒ええ︑まあ⁝⁝﹂
﹁どうしてまたこんなことになったのか︑教えてもらえませんか？﹂
き

口を開いたのは︑向かいに座っている女性参加者だ︒

うかが

誰もがわたしに詳細を訊きたがっていることは︑周囲の視線から察せられた︒
﹁あの⁝⁝︑それはちょっと⁝⁝﹂
にご

あの男の態度は褒められたものではないが︑一応︿プリマヴェーラ・リアン﹀の正規

ほ

わたしは言葉を濁し︑東馬さんを窺う︒
会員であるし︑本人がいないところで話題にするのは良い感じはしない︒あの思いこみ
がすぎるところがなければ︑案外悪い人ではないかもしれないし︒
これ以上のお話はご容赦ください﹂

ようしゃ

﹁お見苦しいところをお見せしてしまいましたが︑当社に登録されている方ですので︑
すかさず東馬さんが間に入ってくれて助かった︒
﹁えー︑でもああいう人を紹介されるのは困るし︑ヤバい人は知っておきたいんです
けど﹂

女性参加者が食い下がる︒まあこれも正論だ︒
とになります︒希望されていない方をこちらから取り持つことは決して致しませんので︑

﹁ご入会いただき︑お相手を紹介する段になりましたら︑その都度ご希望をいただくこ
ご安心ください︒どのような場合でも︑優先されるのはご本人様のお気持ちでござい
ます﹂
﹁つまり︑こちらの春野さんは断った︒でも向こうは何か勘違いして︑ここに来ちゃっ
今度は︑はす向かいの男性参加者が質問する︒

たってことかな？﹂
ええ︑そうです︒そのとおりなんですよ︑と声に出して言いたいところをわたしはぎ
こちない笑みで答えた︒
くも

顔を僅かに曇らせたのを目ざとく東馬さんに見られてしまったようだ︒また謝らせて

わず

﹁⁝⁝こちらの配慮が至らず︑申し訳ありませんでした﹂

サクラなんて面倒なだけだし︑他にもやりようがあるだろう︒わたしは改めて決意した︒

もう︑ほとぼりが冷めるまで︱︱いや冷めてもパーティに出ないことにしよう︒元々

せる︒

わたしは︑
﹁仕事増やしてごめんなさい﹂と︑内心でひたすら東馬さんに手を合わ

しまった︒

運命の人、探します！
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み ほ

﹁でも！ カッコ良かったです！ すっと間に立って︑なんだか暴漢から女性を守るＳ
﹂

も

かがクスリと笑みを漏らした︒

あわ

つくろ

す

メンバー登録がされていないゲストに勝手に振る舞われては︑何か起きたときに対応

て後日こちらからご連絡をし︑場を設けさせていただきます﹂

もう

ティで出会われた方と次にお会いになりたい場合は︑私どもにお知らせください︒改め

﹁はい︒大変失礼ではございますが︑何ごとにも万が一がございます︒当社主催のパー

﹁勝手に誘っちゃ駄目？﹂

東馬さんが少し困ったように口を開く︒

ます﹂

﹁吉瀬様︑パーティ後のそのような申し出は︑すべて当社を通していただきたいと存じ

るはずなのだ︒

知っているわたしは面食らった︒案内状に︑主催を通さない誘いは禁止と明記されてい

めん く

みんながいる前で堂々と誘ってくるなんて︒
︿プリマヴェーラ・リアン﹀の規約を

﹁はあ⁝⁝︑でもそれは﹂

れば︱︱﹂

﹁いや︑ぜんぜん？ そうだな︒気になるなら︑このあと軽く飲みにつき合ってもらえ

その⁝⁝﹂

﹁すみません︒ちょっと気が緩んでしまって︒吉瀬さんを笑ったわけでは⁝⁝︑あの︑

ゆる

しかし笑うなんて失礼なことをしてしまったと︑わたしは慌てて言い繕う︒

事をしている人なのだろう︒

わたしは︑感心せざるを得なかった︒ずいぶん巧みな話術だ︒彼はいったいどんな仕

たく

本気か嘘かわからない残念そうな吉瀬さんの言い方がおかしくて︑わたしを始め何人

雰囲気を変える︒

今度は吉瀬さんが言う︒タイミングよく話を展開させ︑彼は空気清浄機のように場の

なんて言ってないで﹂

﹁そうやって注目してもらえるなら︑僕ももう少し頑張れば良かったな︒お腹が空いた

ていた人だった︒キラキラと夢見るような表情を浮かべている︒

突然上がった声に︑自然に視線が集まる︒奥の席の女性︱︱先ほど東馬さんに見惚れ

Ｐみたいで
!!

子はない︒

少し大袈裟に頭を下げた吉瀬さんだったが︑にこりと笑みを浮かべた顔に悪びれる様

おお げ さ

ないんだな︒春野さん︑軽く誘ってすまない﹂

﹁そうかあ︒結婚相手を探して参加してるわけだから︑合コンのノリで声かけたらいけ

が難しくなる︒会社としてできるだけトラブルを避けるための規約だ︒

運命の人、探します！
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はなじろ

普通そんな態度を取られたら︑調子がイイだけのヤツと鼻白むところだが︑吉瀬さん
にはなんというか︑かえってそこに親しみやすさがあった︒もし︑わたしにもお相手を
探す権利があったなら︑吉瀬さんの名を最初に挙げるだろう︒
とは言っても︑わたしに男を見る目がないのはこれまでの経験で思い知っている︒特
にこうしてメイクアップしているときに近寄ってくる男はすべて警戒するに越したこと
はないのだ︒
パーティ終了後︑開始前に受付で渡されたナンバープレートの裏面に︑気になる人の
のように︒

番号を書きこみ︑返却する︒なければ︑番号なしで返せばいい︒︱︱わたしのプレート
これでマッチングしていたら︑改めて一対一でのお見合いが双方に打診される︒それ

き と

が︿プリマヴェーラ・リアン﹀のアフターサービスだ︒だからチャンスは今︑この場
こと

トラブルはあったが︑一応それなりに事が運んだパーティを終えて︑参加者が帰途に

だけ︒
つ

就く︒用意した入会案内のパンフレットを持ち帰る人もいれば︑さっさと出ていく人も
いた︒
﹁今日はありがとうございました﹂

わたしも︑扉口で見送ってくれるスタッフにそう挨拶すると︑ひとまず会場をあとに
この格好のまま帰宅しても構わないのだが︑参加者の姿がなくなったころを見計らい︑

する︒
スタッフ控室に戻って着替えをしようと考えていた︒
﹁春野敦子﹂から﹁古池梓沙﹂に
戻るのだ︒
どこで他の人をやり過ごそうかと考えながらエレベーターホール前まで行くと︑そこ
にはまだ参加者の半数近くが残っていた︒エレベーターのボタンは押されていたが︑そ
れを待っている風でもない︒
﹁春野さん﹂
しゅうは

そろ

呼ばれた以上返事をしなければ︒わたしは﹁はい﹂と︑顔を向けた︒
そこにはしきりに吉瀬さんに秋波を送っていた女性陣が揃っていた︒その後ろには男

や

うなが

主催の与り知らないところでの遣り取りはＮＧといっても︑会場を出てしまえば目の

あずか

どうやら︑彼を誘って二次会に行かないかということらしい︒

姿があった︒こちらに背を向け電話をしている︒

意味深に口もとを緩ませている彼女たちに促され視線をやると︑向こうに吉瀬さんの

ゆる

﹁あのね︑パーティの規約はわかってるんだけどね﹂

性が三人ほど︒

運命の人、探します！
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届きようがなく︑それこそ勝手に次へ流れていく︒
しかしわたしは︑話に乗る気はなかった︒規約のこともあるし︑サクラとしての都合
はず

上ゲスト参加者とはパーティ会場だけのつき合いにしている︒
もし何かの弾みで身上調査されたら面倒この上ない︒身バレしようものなら︑
︿プリ
マヴェーラ・リアン﹀は社会的信用を失い︑すべてが終わってしまうではないか︒
﹁ねえ︑二次会どうかしら？ 彼も誘ってちょっと行かない？﹂
﹁すみません︒わたしはもうここで失礼させていただこうかと︒門限が十時なんです︒
今出ないとぎりぎりで﹂
あなたいったい︑いくつなの？﹂

これまでの経験から︑そう言うと大抵の人が引き下がってくれることを知っていた︒
﹁十時に門限って

や

そして︑タイミング良くドアが開いたエレベーターに乗りこんでしまう︒もちろん肩

女性たちの一人が引き留めようとするけれど︑吉瀬さんはにべもない︒

﹁またね﹂

﹁でも︑せっかくの機会ですし﹂

だった︒

確かに︑言い得て妙だ︒祖母にずっと仕えてきた東馬さんは︑それこそ我が家の執事

つか

プリマの執事さんって東馬さんのこと？

さんが言ってたからね﹂

﹁悪いね︒僕は彼女を送って帰るよ︒パーティ後の遣り取りは駄目だってプリマの執事

﹁あの！ 吉瀬さん︑今から︱︱﹂

驚いたのはわたしだけでなく︑吉瀬さんに声をかけようとしていた彼女たちもだ︒

やっぱり吉瀬さん

信じられない思いで見上げると︑端整な横顔が目に入る︒

何事？ まさかこの声って︱︱？

﹁はい？ え？ あ︑あの﹂

突然︑わたしは後ろから伸びてきた腕に︑肩を抱かれた︒

﹁なんだ︑そういうことなら︱︱﹂

んとスイーツを食べたらすぐ帰るつもりで家を出たので︑録画予約をしていない︒

ちなみに十時にしたのは︑その時間に観たいドラマがあるからだった︒今日は及川さ

れないものを見たと言わんばかりにのけ反る︒

ぞ

時間は九時半に差しかかろうかというところ︒彼女らは一様に﹁はぁ？﹂と︑信じら

!?
!?

ことにした︒

ドアが閉まる瞬間︑こちらに向けられた視線がとんでもなく怖かったが︑見なかった

を抱かれているわたしも一緒だ︒

運命の人、探します！
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﹁離してください﹂
エレベーターは吉瀬さんとわたしの二人だけだ︒
﹁ああ︑ごめんごめん︒けどそんなに警戒してほしくないなあ﹂

なか

言いながら腕を離してくれたが︑相変わらず吉瀬さんには︑まったく悪びれた様子が
ない︒
人を半ば強引に帰る理由にしておきながら︑警戒するなはないだろう︒

すが

﹁僕としては助けたつもりなんだけど？﹂
﹁助けた？﹂
二次会に誘われて困っていたと思ったのだろうか︒

わたしはあからさまに目を眇め︑横に立つ男を見上げる︒
﹁乱入してきた男︑いただろ？﹂
﹁え？﹂
あきら

そう言われてわたしはドキリとする︒
﹁あの男︑追い出されても君を諦めてなかったみたいなんだよね﹂
こ どう

わたしの胸は嫌な感じに締めつけられ︑鼓動を速める︒

﹁どういうことですか？﹂

から

﹁気づかなかった？ エレベーターの横に階段あっただろ？ そこにいたんだよ︒パー

ティが終わるのずっと待ってたんだろうね﹂
﹁嘘⁝⁝﹂
そんなこと︑ちっとも気づかなかったけど︒
わたしは︑さーっと顔から血の気が引いていくのを感じた︒もしそうなら︑また絡ま
れるところだった︒ましてや家までつけられでもしたら⁝⁝
﹁すごいね︑あそこまでするって︒よっぽど君のことが気に入ってるんだな﹂
めまい

わたしは眩暈を覚える︒

﹁そんな﹂
そうだ︑化粧を落として元の姿に戻ろう︒そうしたらあの男だって気づかないはずだ︒
み とが

まと

しかし︑私服は会場の横のスタッフ控室︒そこに行く途中で男に見つからないとは限
に︱︱いや︑反対に興味が失せるかもしれない︒あの男は化粧しているわたしに執着し

らないし︑見咎められて素のわたしの姿を知られたら︑公私ともにつき纏われること

﹁だ︑大丈夫⁝⁝です⁝⁝﹂

﹁おい︑大丈夫か？ 顔真っ青だぞ？﹂

んて︑一般参加者では考えられないことだ︒

ただ︑そうなったら︑わたしの正体がバレてしまう︒スタッフ控室で着替えをするな

ているようだから︒

運命の人、探します！
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そうだ︒東馬さんに連絡して迎えに来てもらおう︒みんなの前で言ってくれたではな
いか︒何かあったらすぐに連絡を︑って︒こういう事態なら東馬さんを頼っても問題は
ないはずだ︒
そんなことを考えているうちに︑エレベーターは一階のロビーに着いた︒わたしは吉
瀬さんに寄り添われて︑エレベーターを降りる︒
﹁あっ﹂
﹁え？﹂
わたしはいきなり吉瀬さんに抱きこまれた︒背中に壁が当たり︑広い胸がわたしを隠
すように立ちはだかる︒
﹁階段で追いかけてきたみたいだ﹂
わたしは恐怖で︑吉瀬さんにしがみつく︒

﹁ひっ﹂

のど

誰か︑嘘だと言って⁝⁝
喉から飛び出しそうになる悲鳴をぐっとこらえる︒下手に声を上げて︑目立ってしま
うのはまずい︒

おおやけ

﹁このまま出ていったら見つかるな︒どうする？ パーティでのこともあるし︑やっぱ
り警察かな﹂

﹁す︑すみません︑警察は⁝⁝﹂
親切で言ってくれた吉瀬さんに申し訳なくて︑わたしは顔を伏せた︒

警察に連絡するのは大ごとすぎる︒何より公になって困るのは︑こちらもだ︒
これまでもパーティに出て︑参加していた人に言い寄られた経験はあるけど︑ここま
でされたことはさすがになかった︒

あきら

バチが当たったのだ︒もうサクラなんて絶対しない︒誰がなんと言おうと︑もうもう
絶対︱︱

つぶ

﹁︱︱わかった︒少しやり過ごそうか︒君が出てこないとなれば︑諦めるかもしれな
いし﹂
わたしの態度から︑吉瀬さんは何か察したようだ︒そう提案してくれる︒
か︒他のパーティ参加者が来たら面倒だし⁝⁝︒ああ︑そうだ︒地下のカクテルバーへ

﹁とはいえ︑ここにいつまでも立っているわけにはいかないし︑どこかで時間を潰そう

﹁こっちだよ﹂

ろう︒

このホテルのカクテルバーを利用したことはないが︑きっとそういう心配はないのだ

確かに︑すぐ近くにあるロビーラウンジは壁がなく︑外から誰がいるか丸見えだった︒

行こう︒ここのロビーラウンジじゃ隠れようがないからね﹂

運命の人、探します！
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吉瀬さんが慣れた風にわたしの背中に手を回す︒

ふうてい

こうして歩くわたしたちは︑知らない人たちからすると︑きっと週末の夜を楽しむ
カップルにしか見えないに違いない︒
地下にあるバーでは出迎えた店の人に︑吉瀬さんがあの男の風体を伝えて︑中に入れ
ないようにしてくれと話をした︒高級ホテルのスタッフは︑こういったことにも応じて
奥まった席に案内されると︑吉瀬さんはホテルのオリジナルだというカクテルをオー

くれるらしい︒
ダーした︒
﹁大丈夫かい？ そろそろ十時だけど︑門限はいいの？﹂

あん ど

﹁あ︑そ︑そうですね︒門限はあの場を断るための嘘だったので︑いいんですけど⁝⁝︒
のが

あの︑すみません︒こんな面倒に巻きこんでしまって﹂
な

東馬さんに連絡をと思うのだが︑わたしは男から逃れてここに来た安堵から︑いろん
な気力が萎えていた︒ちらりとドラマのことが横切ったが︑それもどうでもよくなって
いる︒

み ほ

﹁門限は君のような女の子ならいい理由になるな︒⁝⁝気にしなくていいよ︒そのまま
知らん顔するのは寝覚めが悪いからね﹂
目を細めて笑う吉瀬さんに︑わたしはつい見惚れた︒

かか

小さなグラスに注がれたカクテルが運ばれてくると︑
﹁こんなときに乾杯はないけ

のど

から

ど﹂と言って︑吉瀬さんはグラスを掲げてから口をつける︒わたしも彼の目を見ながら
グラスを手に取った︒
﹁あ︑これ美味しい﹂
のど

フルーティで口当たりが良く︑軽めの炭酸が喉をすっきり通っていく︒あの男に絡ま
れるかもしれないという恐怖で喉が渇いていたわたしはつい一気に飲み干してしまった︒
吉瀬さんはすっと手を上げ︑ウェイターに合図する︒

﹁口に合ったようだね︒⁝⁝同じものを﹂
本当に彼はどういった人なのだろう︒
一杯目のカクテルを頼んだときの慣れた様子から︑何度かこの店を利用している気が
した︒思い返すと︑お店の人と話していたときも落ち着いていて︑初めてという感じは
しなかった︒
それを確かめたいと思い︑わたしは口を開く︒ちょっとした話のきっかけのつもりだ︒

会場ならいいけど︑週末だし誰かに会ったら︑ちょっとね﹂

まに知り合いが来てたりするんだ︒さっきのパーティのような関係者以外入ってこない

﹁悪い︒ここで名前を出さないでくれるかな？ このホテル︑仕事で利用していて︑た

﹁あの⁝⁝︑もしかして吉瀬さんは⁝⁝﹂

運命の人、探します！
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にく

﹁そういうことでしたら︑わたしと一緒にいるのはまずいんじゃないですか？﹂
つぶ

そう言って︑いたずらっぽく吉瀬さんは片目を瞑る︒

﹁だから人目につき難い席にしてもらったんだ﹂
慣れているように感じたのは︑仕事で利用していたからだとわかった︒
せんさく

わきま

人にはそれぞれ何かしらの事情があるものだ︒踏みこんではいけないラインは弁えて
おかなければ︑とわたしは詮索しないことにする︒
き

﹁わかりました︒⁝⁝でしたら︑なんとお呼びすればいいですか？﹂
しかし名なしでは呼び方に困ると思い︑訊いてみる︒名字が駄目なら︑当然下の名前
も駄目だろう︒
﹁名前さえ言わないでくれたらなんでも︒
﹃おい﹄でも︑
﹃お前﹄でも﹂
﹁えっ︑それは⁝⁝﹂
うかが

いくらなんでも︑
﹁おい﹂とか﹁お前﹂はないでしょう︒
そこで︑まだちゃんと礼を言っていなかったことに気づき︑慌てて口を開いた︒

あわ

わたしは困惑気味に吉瀬さんを窺った︒彼はにこりと微笑む︒

ただいて﹂

﹁あの︑きつ︑あ︑いえ︑︱︱さっきは︑ありがとうございました︒いろいろ助けてい

しぼ

あお

名前を呼んではいけないんだった︑と口ごもりながら感謝の気持ちを伝えた︒吉瀬さ

んの機転がなかったら︑どうなっていたことやら︒
のぞ

﹁いやいや︑役に立てて良かったよ︒それで︑今からなんだけど﹂
はか

顔を覗きこむようにして言われ︑ドキッとする︒
図らずもムードたっぷりに照明を絞った店の雰囲気︒その上︑つい呷ってしまったカ

しゅうたい

クテルでわたしはほんのり酔い出していた︒それなのに吉瀬さんは︑わたしが飲み干す
たびに次のカクテルを注文してしまう︒
まずい︒理性が溶けかけている︒
こういうときほど気を引き締めなければ︒
つぶ

わたしは︑しっかりしろと自分に言い聞かせる︒
﹁あの︑ここで少し時間を潰したら︑タクシー呼んで帰ります﹂
これ以上︑吉瀬さんに迷惑をかけるわけにはいかない︒ましてや酔っ払って醜態を

下した︒

自分のことを﹁僕﹂から﹁俺﹂と言い直した吉瀬さんは︑とんでもない爆弾発言を投

何？ いきなり何︑言われたの？

﹁は？﹂

﹁僕は︱︱いや俺は︑今夜は君と過ごしたいと思っているんだけどな﹂

さらすようなことになっては⁝⁝

運命の人、探します！
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まばた

わたしと今夜を過ごすって︑どういう意味

んですか？﹂

ひと め ぼ

き ぜん

お

顔した君が立っていたんだ︒それを見た瞬間︑俺は恋に堕ちた﹂
﹁え？ は？ 一目惚れって⁝⁝？ あのとき？﹂

正直言えば︑怖かったのは事実だ︒
﹁だから俺は︑守ってあげたいと思った﹂
﹁そんな⁝⁝︒からかわないでください﹂

おび

どんなに素顔の自分を認めてくれる人でなければ恋をしないと思っていても︑ときめ

さらに端整な顔をずいっと近づけられて︑わたしは息を呑んだ︒

先ほどのムカつきはどこへ行ったのか︑トクントクンと鼓動が加速を始める︒

こ どう

もしかしたら︑無意識にそんな顔をしてしまったのかもしれない︒本当に驚いたし︑

入ってきた男を見てびっくりしたし︑まずいとも思ったけど︑怯えていたなんて︱︱

おび

頭の中に疑問符を飛び交わせながら︑わたしは言われたことを脳内で反芻する︒

はんすう

﹁君に一目惚れしたといったら信じるかな？ 遅れて行ったあのとき︑思いきり怯えた

ひと め ぼ

わたしはすっと背筋を伸ばし︑カクテルを呷ると毅然と問い返した︒

あお

﹁わかっていらっしゃるなら︑話が早いです︒一応うかがいますが︑どうしてそうなる

まったく︑男ってどいつもこいつも⁝⁝

表情にも態度にも悪びれた様子がない︒

わたしの心の中を読んだように言う吉瀬さんは︑変わらず笑みを浮かべていて︑その

﹁君さ︑結構感情が顔に出るよね︒今は︑
﹃何言ってんだこいつ﹄かな？﹂

会を狙っていたなんて︒

結局︑男とはそういうものなのか︒助けてくれて良い人だと思ったのに︑そういう機

いや違う︒わたしは今︑吉瀬さんに裏切られた気がしてムカついたのだ︒

のに︒

ないだろう︒こっちは気のない男に押しかけられ︑さらには待ち伏せされて気分が悪い

清純ぶる気はないし︑そういった誘いは初めてではないけれど︑ここで言うことでは

装った︒

よそお

そう思い至った途端︑動揺する︒それを意志の力で抑え︑わたしはなんとか冷静を

つまりそれって︑大人の男と女︑性的な意味で︑ってこと？

わたしはあんぐりと口を開けたまま︑瞬きを数回︑いや数十回した︒

!?

﹁からかってなんかないよ︒あの番号を書くプレートに君の番号を書いたから︑本当は

だからこんなことを言われたら︑ほわりほわりと心が揺れ出してしまう︒

元々︑吉瀬さんのことをちょっと良いかもと思っていたのだ︒

きは止められない︒

運命の人、探します！
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ひ

つ

連絡が来るのを待っていればいいんだろうけど﹂
わず

わたしは顔を僅かに引き攣らせた︒ナンバープレートには︑誰の番号も書かずに返却

﹁え⁝⁝﹂
している︒
こわ ば

まな ざ

のが

﹁その顔⁝⁝︑君は︑俺の番号を書いてくれなかったのか？﹂
わたしはさらに目もとを強張らせ︑吉瀬さんの眼差しから逃れるように顔を伏せる︒
﹁君の番号しか書かなかった俺には︑このまま待っていても︑プリマの執事さんからの
連絡は来ないということか⁝⁝﹂
確かに︑そういうことになる︒
それにしても︑本当に︑わたしの番号を書いてくれたというの？
思っていたよ︒でも連絡をただ待っているのがもどかしくて﹂

﹁話してて︑君も満更じゃなさそうだった︒だからてっきり俺の番号を書いてくれたと
わたしだってサクラという立場でなければ︑吉瀬さんの番号を書いただろう︒
吉瀬さんの声はどこか気落ちしているように聞こえ︑わたしは申し訳なさで一杯に
うつむ

今彼はどういう顔をしているのだろう︒俯いているわたしにはわからないけれど⁝⁝

なった︒
わたしは︑吉瀬さんの様子が気になり︑おずおずと顔を上げた︒

吉瀬さんは︑それを待っていたかのようにわたしを見ると︑ニヤリとどこか人の悪そ
うな笑みを浮かべた︒
こわ ね

みは

声音と表情が違うでしょ︑それ

に最大出力のアラートが鳴り響く︒
ヤバい︒マズい︒このままでは︱︱
そ

それなのにどうしたことか︑身の危険を感じながらも︑わたしは魅入られたように吉

み い

吉瀬さんの︑まるで獲物を前にした肉食獣のような表情︒それを見て︑わたしの脳内

うとあまり期待してなかった︒でも君がいた︒本気で︑君がほしいと思っている﹂

﹁俺は本気だ︒良かったよ︑声をかけられて︒こういうパーティは初めてだし︑実を言

んの目は︑ゾクリとするほど真剣だ︒

わたしは思わず目を瞠る︒けれど気づいてしまった︒表情こそ笑っていても︑吉瀬さ

!?

だろうか︒
正直なところ︑自分でもよくわからなくなっていた︒
吉瀬さんは︑肩を抱いてわたしを引き寄せると︑お腹の奥をきゅんと痺れさせる声で

しび

気になっていた人にほしいと言われて︑それこそ乙女のようにときめいてしまったの

サクラだったという後ろめたさがそうさせるのだろうか︒

瀬さんから目が逸らせなかった︒

運命の人、探します！
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ささや

囁く︒
﹁部屋を取っている﹂
とろ

かろ

﹁そ︑そ︑そんなことを言われても⁝⁝﹂
蕩けだした理性で辛うじて抵抗しようとするも︑わたしはか細い声を上げるのがやっ
とだ︒

ひざ

それでもどうにか︑肩に回された吉瀬さんの腕を払いのけて立ち上がる︒いや︑立ち
上がろうとした︒
﹁あれ⁝⁝？﹂
しかし腰を浮かせた途端︑膝からスコンと力が抜けてしまい︑わたしは再びソファに
身を沈める︒
﹁急に立つんじゃない︒酔っ払いが﹂
あわ

﹁よ︑よ︑酔っ払って︑なんて﹂
慌てたわたしは︑声が裏返ってしまう︒
﹁それだけ飲んでおいてよく言うな﹂
飲み干すたびにグラスは下げられてしまうので︑何杯飲んだのか定かではない︒わた

﹁それだけって言われても⁝⁝﹂
しは気まずげに視線を泳がす︒

﹁無防備なんだよな︑君って︒考えていることが顔に出るのもそうだけど﹂
吉瀬さんは手を上げ︑ウェイターに水を持ってこさせる︒そして︱︱

﹁し︑知りませんっ﹂
席が奥なのを良いことに！
ソファの背もたれが高く︑通路から目隠しになるのを良いことに！
グラスの水を口に含んだ吉瀬さんは︑なんとわたしに口移しで飲ませたのだ︒
喉に流しこまれた水は︑飲んでいたカクテルよりもずっと甘やかだった︱︱

のど

﹁だから︑俺に任せなさい﹂

＊＊＊

か し

いじ

ひ しん

さぐ

な

女にとって一番敏感なそこを︑彼は指の腹で乳首を弄っていたときのように︑撫で

て︑愛撫を始める︒

あい ぶ

は執拗だった︒乳首から下肢に移った手は恥毛をかき分け︑隠れていた秘芯を探りだし

しつよう

ショーツを脱がされ︑すぐに昂った自身を入れられるのかと思っていたが︑吉瀬さん

たかぶ

結局わたしは︑男に乞われるままにホテルの部屋へとついていってしまった︒

こ

﹁あ︑ああん︑もう⁝⁝いやあ⁝⁝﹂

運命の人、探します！
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さす

いじ

こ

いじ

擦って捏ねた︒
ぬ

いつの間にか︑
﹁お前﹂と呼ばれていた︒でも今のわたしには呼び方なんて気にする

﹁弄れば弄るほど︑どんどん濡れてくる︒お前︑感じやすいんだな﹂
余裕はない︒
あえ

﹁そ︑んな︑知らな⁝⁝︑ああ⁝⁝︑んんっ！﹂
言っているそばからわたしは喘ぐ︒
このっ⁝⁝変態っ

﹂
おお

﹁ここ︑どうなっているか教えてやろうか？ 熟したイチゴみたいに赤くなってる﹂
﹁なっ⁝⁝
!!

おお

﹂
あし

﹁な⁝⁝︑何︑を︱︱っ

いじ

﹂

ぬ

な

弄られるのだって︑下着を濡らしてしまうほどの経験はなかった︒
つま

﹁やぁ︑んあっ︑んんっ﹂
みつ

ひ しん

彼は舌先を窄め︑蜜にまみれた秘芯を突いたかと思えば︑すぐにねっとりと舐め上

すぼ

指で摘まれたあと︑飴玉を転がすようにねぶられて吸い上げられる︒
な

あまりの衝撃で︑わたしは頭の中が真っ白になる︒口でされるなんて初めてだ︒指で

﹁やめっ︑そ︑そんな︑とこっ︑きたっ︑な⁝⁝︑ああっ︑な︑舐めないで⁝⁝っ﹂

﹁あんまり可愛いからさ︑ここ﹂

顔を覆った手を外して下腹部に目をやれば︑そこに吉瀬さんの頭があった︒

!?

を上げた︒

わたしはいきなり脚の付け根をねっとりと柔らかいもので包まれ︑これまでにない声

﹁ひゃあっ

るのか︑こんなことを言われたら︑もうイチゴが食べられなくなりそうだ︒

つい想像したわたしは︑恥ずかしくて顔を両手で覆った︒まったくどういう例えをす

!?
!?

﹁ますますぷっくりしてきた﹂
しゃべ

﹁やぁん︑息が⁝⁝﹂
口をつけたまま喋るから︑吐息がかかってそれだけで感じてしまう︒

うどころではなくなってしまう︒もう限界だった︒

吉瀬さんが体を起こした︒一瞬願いを聞き入れてくれたのかと思ったが︑これで終わ

いそうで怖い︒

これ以上は耐えられそうもなかった︒このまま続けたら︑自分がどうにかなってしま

わたしは息を乱しながら︑やめてほしいと懇願する︒

﹁おね︑がっ︑やめ︑んんっ︑あ︑も︑もう⁝⁝そ⁝⁝それ以上︑弄らないで⁝⁝﹂

いじ

やさしく触られるのは気持ちが良い︒でも度を越して刺激が強くなると︑愉悦を味わ

ゆ えつ

わたしはたまらず︑あられもない声を上げ︑何度も腰を浮かせては沈んだ︒

げる︒

立ち読みサンプル
はここまで
運命の人、探します！
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