『必要のない人間』ⓒ大島行雲

必 要の な い 人 間
携帯 電話を 握り しめ

駅の 改札 で女 の子 が泣 いてた
涙で 頬を 濡ら し

いか がで すか？

女の 子が 近寄 ってき た

駅前 広場 は水 たま り
帰り 道
マッ サー ジ

大島

行雲

何かが 欲し い
強烈な 何か が
今の閉 塞を 変え る何 かが
頭に粘 膜が 貼り 付い て

言わ ずに溜 め込 むか ら

正気と 気力 を奪 い取 って いく
問題を 起こ す人 は

口に出 して 言え る世 の中 なら

彼はそ う言 うけ ど
やり きれ ない

静 かに 笑っ て

問題な んて 起こ らな い
皆

苦汁に 満ち た世 界
世界 は遠 くで 回っ てる

心の 内を 明か さな い

だけ ど

ただ

飲み 残し の酒 は

それ は多 分

絶 望へ の希望

扉を 開か なき ゃ

た くさ んだ

自分 も同 じで

空き 缶の 底で 捨て られ るのを 待つ だけ
逃亡 への 衝動

俺 は役 立たず で

もう

いず れに しろ

君は 言う けど
君に 裏切 られ る

君を 信じ よう とす るた び

生き る事 は苦 しみ でし かない
もう駄 目な のか もし れな い
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社会は 貴様 がい なく ても 続いて いく

世界は 貴様 がい なく ても 回って いく
信じた い

動物の よう に生 きろ

何かを 求め るな

生きち ゃい けな いの か

どう にも なら ない

機械の よう に生 きろ

意味 がな けり ゃ

何が君 の為 なの か

そこ に存 在し て

でも

君は俺 に生 きる 意味 を訊 ねる

彼女は 貴様 がい なく ても 生きて いく

嘘 には理 由が あっ て

ずっ と前 から
そう 望ん でき た
真実 は見 えな くて

もう 馬鹿 な事 はし たく ない

ただ

何も 与え よう とせ ず

それ が思 いや りだ から

もう誰 も困 らせ たく ない

ただ

何も 与え られ る事 なく

何 かに 頼ろ うと

ただ

相変わ らず

無重力 の虚 空で 立ち 尽く すしか ない

それで いい と思 い込 め

俺たち は

意 味を 求める な

無駄な 希望 を抱 いて る
それは 昔か ら知 って た筈 なのに

目的を 求め るな

好 意を 求める な

必要 のな い人 間だ

誰かの 為に 生き るの はや めよう

結果を 求め るな

必要 のな い人 間だ

彼女の 言葉 を読 んで
必要と され る人 間に なる のはや めた

俺たち は
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