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大島
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に回そ うと いう 発想 が嬉 しいし ︑消 費者 の理 恵子 に損 もな い ︒

お金 を入 れ︑ その ミネ ラルウ ォー ター のボ タン を押 した ︒

出て きた ペッ トボ トル を手に し ︑その 冷た い感 触を 少し 楽し
開か ない ︒

んでか ら︑ 蓋を 開け る︒ いや︑ 開け よう とし た︒
喉が 渇い た︒

捻っ てみ た︒ だが ︑ 僅か に動 く気 配す らな い ︒理 恵子 は特 段︑

時折 ︑固く 締ま ってい るも のも ある ので ︑再度 ︑力 を込 めて

と︑何を 買お うか 考え 始め る︒販 売機に は何 種類 もの ペッ トボ

力が弱 い訳 でも ない のに ︒

理恵 子は 自動 販売 機を 見つけ ︑財布か ら百 二十 円を 取り 出す
トルや 缶の 見本 が並 んで いた ︒コ ーヒ ー︑紅茶 ︑緑 茶︑烏龍 茶︑

︱

善意 で買 った のが︑かえ って 仇にな った か︒す っか り気 分を

不 良品 ？

オレン ジジ ュー ス ︑スポ ーツ ドリ ンク ︑等々 ︒何 度か 行っ たり
来たり を繰 り返 した 理恵 子の視 線が ︑一 番端 の或 る商 品の 前で

かを発 展途 上国 支援 の為 に寄付 する のだ ろう ︒郵 便葉 書や チャ

う書か れた シー ルが 貼っ てある ︒多分︑売上 げの 何パ ーセ ント

ペッ トボ トル 入り ミネ ラルウ ォー ター らし き商 品の 上に ︑そ

何気な くラ ベル に書 かれ た解説 を読 む︒

がされ た菓 子に も似 て︑ふと不 安に なる ︒ど うし たも のか考 え︑

そうに も思 えな い名 前だ ︒駄 菓子 屋に並 べら れた 怪し げな 着色

ィッテ ルで はな く︑こ れま で見 た事も 聞い た事 もな い︑美 味し

害して︑改め てペ ット ボト ルを 見てみ れば︑アル ファ ベッ トの

リティ ーコ ンサ ート でも ある類 のも のだ︒理恵 子は︑普段 から

﹃ あ る統 計 で は 水 不足 に 悩 む 人 は世 界 で 四 億四 千 万 人 い ると

止まっ た︒

寄付に は快 く応 じる よう にして きた︒貧乏 学生 なの で︑金 額は

されて いま す︒ア フリ カで は︑毎 日の水 汲み のた めに 一日 二十

美しい 書体 で﹁ギ ニアワ ーム ﹂と書 かれ てい る︒エビ アン やヴ

たかが 知れ てい たが ︑寄 付し よう という 気持 ちが 大事 なの だと

二キロ を歩 く女 性も いま す︒﹄

﹃アフ リカ に愛 の手 を﹄

思う︒赤 い羽 根や 歳末 助け 合い 募金は︑彼女 にと って 年中 行事

歩 いて 五 分 程 度 の場 所 で も 自 転車 に 乗 っ てし ま う 理 恵 子に

信じ らんな い： ：

︱

まし てや ︑こ のミ ネラ ルウ ォー ターは 定価 より 高い とい う事

は︑到底 考え られ ない 距離 だ︒漠 然と驚 きを 感じ た彼 女だ った

二 十二 キロ ！

みたい なも のだ ︒
もなく︑他と 同じ 百二 十円 であ る︒元々 の利 益の 幾ら かを 寄付
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が︑そ の後 に続 く一 文に 我が目 を疑 った ︒
﹃その 苦労 を少 しで も知 ること がで きる よう に︑この 商品 はお
客さま にお 買い 求め いた だいて から ︑水 汲み に必 要な 時間 がた
つまで フタ が開 かな いよ うにな って いま す︒
どう か︑アフ リカ の人 々の 苦労 を少し でも 体感 して みて くだ
さい︒ ﹄
﹁えェ 〜ッ ！﹂
思 わず 声を 漏ら す ︒と んで もな い買 い物 を した ︒こ れで は︑
今︑飲み たく て買 ったの に ︑飲 めな い︒二十 二キ ロを 歩く だけ
の時間 と言 えば︑普通︑人の 歩く 速度は 時速 四キ ロ程 度な 筈だ
から︑約 五時 間だ︒今か ら五 時間 経たな いと 飲め ない 飲み 物な
んて︑ 自動 販売 機で 買う 意味が ない ︒詐 欺だ ︒
こん なフ ザケ た商 品は さっさ と捨 てて ︑別 のマ トモ なも のを
買いな おそ うと 再び 自動 販売機 に向 かう ︒
視界 の隅 に︑ あの シー ルの文 句が 見え る︒
﹃アフ リカ に愛 の手 を﹄
ふと 周囲 を見 回す ︒
道路 のあ ちこ ちに 何台 もの自 動販 売機 があ る︒
一台 ︑二 台︑ 三台 ︑四 台：： ：
毎日 の水 汲み のた めに ︑一日 二十 二キ ロを 歩く 女性 がい る ︒
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