四月 一日は エイプリ ル フー ルだ。罪 のな い嘘、洒落たトリ ック で ス マート に友人を騙した記憶はな いが、ヤラ レたと言う
覚えもな い。四月 一日、国分 町 のこむらさき店が空 っぽ にな った…。
厨房機器も、食券 の自販機も、椅子も テーブ ルも、寸胴も盛り付け台も、全 てが店から運び出された。もう この場所 で
営業をする ことは二度とな い…。 この状 況、誰 か嘘だと言 ってはくれな いか…。
一九 八 一年 二月十 八日 こむらさき ラー メ ンを開店し、 この二月 にまる三十周年を迎えたばかりだ った。だから三十年と四
十 一日。今 でこそラー メ ン屋 のオヤジだが開店した頃は二十五歳 の青年だ った。チ ャレ ンジ精神 の塊みた いな 二十五歳 の青
年 には、 旦那 の夢 に相乗 りし、 一緒 に生き ていく ことを誓 ったや はり昭和三十年生まれ の嫁が いた。結婚式から 二週間 での
開店だ った。
開店し てまもなく、ルビー の指輪と言う歌が流行 った。そ の歌を厨房 にぶら下げた小さな ラジオ で麺を茹 でながら聴 いた。
そ の頃 はまだ九州ラー メ ンの専門店 で、毎 日 の売 り上げ は三万円前後だ った…。嫁 はラーメ ン屋だけ では支払 いの金が足り
な いので時間外 に余 所 でパートをし て支え てくれ ていた。 一年 以上したあ る日、 一番 町 で祭 りかな にかがあ ってい つになく
忙し い日があ った。あとかた つけ の後 レジを集計し てみると、初め て売り上げが十 万円を超え ていた。夫婦 で手を取り合 い
喜び、 スタ ッフとビー ルで乾杯もした…今 でも この晩 の事 は忘れられな い。十年後 のバブ ル時代 には 一日で百万円を売 り上
げる事もあ ったが、 この晩 の嬉しさ には比 べる事も出来なか った。
三十年 の間 には いろんな事が起 こ った。サザ ンのメ ンバー全員が 一度 に食 べに来たりもした。店内 は収拾が付 かなか った。
開店から四年 目に九州ラーメ ンを 天下 一品 に切りかえた。寒 い夏があ り米が足りな い年もあ った。夫婦は二人 の娘を授か っ
た…。バブ ルの時期 の国分町は本当 に華やかだ ったが、警察沙汰も 沢山あ った。日韓 ワー ルドカ ップが仙台 に来た時は、サ
ッカー選手も食 べに来た。井上陽水も来たし、相撲 の関取も来た。店は い つしか有名 になり、よく来た学生さ んは家族を持
ち、 子供を連れ て食 べに来るよう にな った。昭和が平成 に変わ ったり、創生期 の学生 アルバイトが大臣 の諮問機関 のメ ンバ
ー に出世したりもし ていた。
三十年と 二十 一日目、 二〇 一一年三月十 一日、営業中 に激しく大地が揺れた。人類史上四番 目と言う マグ ニチ ュード ９の
地震がおき た。こむらさき の入 っているパーキ ング ビ ルの損壊は大き か った…。あち こち で鉄柱が曲がり、赤紙が貼られた。
ビ ルのオー ナーはもう建 て替えしかな いと判断した。
こうし て三十年 の店が空 っぽ にな った…。国分 町 の人達 へ別れ の挨拶さえす る余裕もなく、出 ていく …。
別れは い つも突然 で、まだ この出来事を感情が消化 でき ていな い…。
しかし、最後 に言う べき 言葉 は三十年前 から決ま っていた のかも知れな い。
『この店 に食 べに来 て下さ った全 てのお客様、本当 にあ りがとうござ いました。』
チ ャンスがあ ればまた この町 で泣 いたり笑 ったりさ せ てくださ い。千松島 パーキ ング の皆さ ん、隣 の支那そば 屋さ ん、清
掃公社 の皆さ ん、国分 町交番 のお巡りさ ん、 こむらさき に関わ りを持 った全 ての皆さ ん、本当 にあ りがとうござ いました。

こむらさき 店主 千 田 晃久

