プレミアム『フライ』デー
巫夏希
じ めじめ とし たあ る暑い 日の 事だっ た。
時刻 は午 後六 時半 。
もう 既に 退社 をして おり 、
地下 鉄に乗 り込 んで いた。
でも、 目的 地は ――家 の最 寄り 駅では ない 。
「 …… 腹減っ たな あ」
ス マー トフ ォンを 見る と、 メール が数 件来 て
い た。そ のス マー トフォ ンは 会社 から借 り受 け
たも ので 案件 も僕が 対応 しな いとい けな いも の
では ない 。だか ら別 に気 にする こと では ない。
けれ ど、 上司 は常に すべて を 把握し ておけ 、
とい うのが モッ トー だと言 って いた 。絶対 本人
もそこ まで 把握 してい ない だろ うに、 よく そこ
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まで 発言 出来 るな、 と思 って いたけ れど 、や っ
ぱり この 会社は どこ かお かしい ―― なん てこと
を思い浮かべるまでそう時間はかからなかっ
た。
「まあ 、い ずれ にせよ 」
そ んな こと は気に した ら負 けだ。
と にか く今 は美味 しい ご飯 を食べ るこ とが 出
来 れば、 それ でい い。
そ う思っ て俺 は、 地下鉄 を降 りた 。

栄。

名古屋 にあ る一 大繁華 街。
とはい って も、俺 はこ の街 が嫌い だ。 あま り
使 う機会 がな いか らだ。 この 街に 抱くイ メー ジ
と 言えば 、歌 舞伎 町と銀 座が 合体 したよ うな …
…ど こか 雑多 なイメ ージ だ。 ある程 度離 れて い
ると はい え、や はり どこ か雑多 な感 じが するの
は否 めな い。居 酒屋 が多い し。
そし て俺が 今向 かっ ている のは ―― 居酒屋 で
はない 。
酒 は飲 める 口だ。 けれ ど、 仕事で 酒を 飲む と
き は大抵 愚痴 のは け口に され るか ら、最 近は あ
ま り酒を 飲む タイ ミング はな かっ た。だ から 、
実際 の所 、そ の飲み 代は 美味 しいご 飯を 食べ る
ため に使 われる わけ であ って― ―。
「着 いた ……」
百貨 店の裏 手に ある 、小さ なお 店。
目的地 は、 そこ だった 。

小さい 引き 戸と 、ショ ーウ イン ドウに は何 も
メニュ ーが無 い。 とて も小さ なお 店で あるこ と
は 理解で きる だろ う。で も、 小さ い看板 には そ
の店の看板メニューがイラストで描かれてい
た。
カ ツ丼。
丼物 とい えば けっこ う油が き ついイ メージ が
ある かもし れな いけ れど― ―そ れで も、こ のお
店をそ のイ メー ジだけ で忌 避す るのは 間違 って
い る。 もしそ うい う人 間がい るな ら、 いいか ら
一 度食べ てみ てく れと言 って みた いくら いだ 。
引 き戸 を開け ると 、じ ゅうじ ゅう とカ ツを揚
げる 音が 耳に 入って きた 。
「イ ラシ ャイマ セー 」
片言 の店 員が 声を掛 けてく る 。カウ ンター と
テー ブルが ある が、 テーブ ルは 腰掛 けるに は少
々狭い 。ぶ っち ゃけて しま うと 楽にな って 食べ

るなら 二階 の座 敷に行 けば いい のだけ れど 、そ
れは一 階が満 員に なら ないと 案内 され ない。
そ うい うわ けで俺 が案 内さ れたの はカ ウン タ
ー 。まあ 、別 に悪 くない 。カ ウン ターか ら見 え
る調 理風 景を 眺める のも 、乙 だ。
「ご 注文 は？」
片言 の店 員が 俺に問 いかけ る 。
注文 はもう 既に 決ま ってい る。 そう 思って 、
俺は告 げる 。
「 味噌 カツ丼 と… …、 蜆の味 噌汁 をひ とつ」
「 カシコ マリ マシ ター」
そ う言 ってカ ウン ター の奥へ と消 えて いく店
員。
こ の店は 少な くと も三十 年近 く前か らこ の場
所に 店を 構えて いる 。なぜ そん なこ とを知 って
いる かと言 えば 、そ れは俺 がこ の店 を知っ てい
る理由 にも 繋が ってく る。

この店 は、 両親 が新婚 旅行 で行 った店 だ。 俺
が名古 屋に転 勤に なっ た時、 その 話を したと こ
ろ 、その 店の 話を してく れた 。さ すがに 二十 年
以 上昔の 話だ った ため、 店の 場所 までは 覚え て
いな かっ たよ うだが 、店 の名 前だけ は覚 えて い
たよ うで 教えて くれ てい た。
とい うの もこ の店は ちょく ち ょくテ レビで 取
り上 げられ るほ ど有 名なお 店だ から だろう 。
「失礼 しま す」
先 ずは 沢庵 とおし ぼり が渡 される 。一 緒に 来
る のでは 無く 、出 せる順 番が ある のだろ う。 そ
れ を何回 か来 て熟 知して しま った 。常連 、と い
える ほど 来て いるの かど うか は正直 怪し いと こ
ろで はあ るのだ けれ ど。
じゅ うじ ゅう と聞こ えるカ ツ を揚げ る音。
さく さくと 聞こ える カツを 切る 音。
店に居 る客 は俺 だけだ った から 、その 音は 今

俺だけ が聞 くこ との出 来る 音で 、それ はど こか
何かし らの優 越感 にも 似てい た。
「 お待た せし まし た」
気 付け ば、俺 の横 には 店員が 立っ てい た。
手 に持っ てい るの はお盆 。そ して そのお 盆に
載っ てい るのは 、ど んぶ りだっ た。
その どん ぶり を見て 、俺は 思 わず涎 が出そ う
にな ってし まっ た。
店員は どん ぶり をカウ ンタ ーに 置くと 、そ の
ま ま去 って行 く。
「 お待た せし まし た」
少 し遅 れてカ ウン ター 奥に居 る男 性― ―ずっ
とカ ツを 揚げ ている ―― が言 った。 片言 では な
く、 流暢 な日本 語で 。
さて 、改 めて 僕はど んぶり を 見つめ る。
そこ に広が って いた のは、 山だ 。
どんぶ りの 上に は、四 等分 に切 られた ヒレ カ

ツがこ れで もか と大量 に盛 り付 けられ てい る。
しかも そのカ ツは ただ のカツ では ない 。味噌 仕
立 てのソ ース につ け込ま れた 味噌 カツだ 。
味 噌カ ツ。名 古屋 に来 るまで 食べ たこ とは無
かっ たけ れど 、この 数年 で虜 になっ てし まっ た 。
味が 濃い ものば かり だっ たけれ ど、 案外 昔から
そう いう 料理を 好ん できた ため か、 名古屋 の味
噌は 俺にと ても 馴染 んだ。
真ん中 には 火山 に満た され たマ グマよ ろし く
卵 がお かれて いる 。そ してそ の卵 は半 熟で、 い
つ 噴火さ せて もお かしく ない 状態 だ。
「 いただ きま す」
俺 は小さ くそ う言 うと、 思い 切り そのカ ツに
かぶ りつ いた。
味噌 カツ はソ ースに つけ込 ま れてい るにも か
かわ らず、 さく さく と揚げ たて の食 感だっ た。
そして 濃厚 な味 噌の味 が、 食欲 を増進 させ る。

味噌カ ツの 味噌 はただ の味 噌で はない 。甘 い味
噌―― とでも いえ ばい いだろ うか 。た だ塩気 の
あ る味噌 では なく 、甘味 も含 まれ ている 。だ か
ら こそ、 食欲 増進 に繋が るし 、こ のカツ がし つ
こく 感じ ない のかも しれ ない 。
ご 飯も味 噌の ソー スがし みこ んでい て、 これ
もま た美 味い。 カツ とご飯 があ って こその カツ
丼と はこの こと を言 うのだ 、と いう 再認識 をさ
せられ る。
幾 枚か カツ を食べ たと ころ で、俺 は卵 を箸 で
つ ついた 。
そ して 味噌カ ツ山 は噴 火した 。
マグマ
黄 身は味 噌カ ツ山 を流れ 落ち 、地 面のご 飯に
しみ こん でいく 。こ れに よって 味に 変化 が生ま
れて いく 。まろ やか な味、 とで もい えばい いだ
ろう か。い ずれ にせ よ一度 で二 度楽 しめる 、と
いうの はと ても 面白い し、 食べ てて飽 きな い。

蜆の味 噌汁 につ いても 、ゴ ロゴ ロと入 って い
る蜆の 実を取 り出 して 食べる その 瞬間 がとて も
好 きだ。 味付 けは 非常に シン プル 。まあ 味噌 カ
ツ 丼を食 べる 合間 に食べ るか ら、 これく らい シ
ンプ ルな もの がいい のか もし れない けれ ど。
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そんな わけ で。
一 人で 食べ る食事 だか ら別 にそん な時 間を か
け るわけ も無 い。
十 五分 もすれ ば食 べ終 わり、 熱い お茶 で一息
吐く 。
が らがら と引 き戸 を開け る音 が聞こ える 。二
人組 の外 国人が 入っ てきた 。金 曜日 だし、 名古
屋の 観光に 来た のか もしれ ない 。だ とした らと
てもい いチ ョイ スだと 思う し、 外国の ガイ ドブ

ックに も書 かれ ている のか もし れない 。
会計を 支払 って、 俺は 外に 出る。 スマ ート フ
ォ ンで時 刻を 確認 すると 、七 時半 。
そ うい えば今 日は 新刊 の本が 発売 され るな―
―と ふと 思っ たその とき 、俺 の中で 何か 考え が
浮か び上 がった 。
それ はこ の店 を見知 った理 由 にも繋 がって く
るわ けで。
「…… たま には 、連絡 を入 れて みるか 」
そ う思 って 、俺は スマ ート フォン の電 話ア プ
リ をタッ プし た。
何 が変 わると は思 わな い。
何 も変わ らな いし 、寧ろ 悪化 する かもし れな
い。
けれ ど、 たま には話 をする こ とだっ て悪く な
い。 そう思 う、 プレ ミアム フラ イデ ーの夜 だっ
て、あ って も良 いと思 う。

そうし て俺 は、 夜の雑 踏へ と足 を踏み 出す の
だった 。

終 わり

