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(ブログ)
望んでもいないのに・・・
（英語版を追加しました）

折角日本に来たのだから、フォトスタジオで、マムと奥さんのビムさん,それに自分の三人
で日本のキモノを着て家族写真を撮ることにしていました。
マムとビムさんはキモノ姿。
自分は「ハオリハカマ」で。
身体を動かすのがつらいマムはともかく、ビムさんは日本のキモノが着られるので大喜び。
自分もボスに勧められて「ハオリハカマ」を着るのですが、本当はそれがどんなものなのか
知らないんです。サムライみたいな恰好でしょうか？
でも、高いお金は払えないので 1 カットだけ。フォトブックは頼まないで、データだけもら
って後でボスにプリント・アウトしてもらうつもりで。
そのカットは、二人が前で椅子に座って、自分が後ろの真ん中に立っている。
フォトスタジオのショーウィンドウに飾ってある日本の他の家族の写真を見て、そんな構
図を想像したりしていました。
ビムさんのパートの務めがお休みの、年の瀬ギリギリ、１２月２９日に、お店のランチタイ
ムが終わった後、歩いて 1 分の駅前発のバスにすぐさま飛び乗って一本でいけるフォトス
タジオをボスに見つけてもらいました。
だって三人とも生まれて初めてキモノの着付けをして写真を撮っても、ディナータイムの
始まる時間にはお店に戻ってこなくてはならないからです。2 時間半しかないんです。
でも、自分はその日をとても楽しみにしていました。
というのも、日ごろから気になっていた親孝行と女房孝行がいっぺんにできるからです。
ところが、突然マムが三日続けて高熱を出して、動けなくなってしまったのです。
今日、これからクリニックに行って、最悪の場合はそのまま隣駅の丘の上にある大きな総合
病院に入院することになるかもしれません。
ここ数日、急に寒くなったせいもあるかもしれませんが、やっぱり長旅となれない土地の、
まるでわからない言葉や習慣の中で過ごしている疲れが、ドッと出たんだと思います。

これで、マムが入院ということになったら、心待ちにしていたお正月の富士山も、しながわ
水族館も、スカイツリーもなしになります。
マムは知らない土地の病院のベッドの上で、白い天井を眺めているだけのお正月。自分とビ
ムさんはそれをお見舞いに行くだけのお正月。特に自分にとっては、年にたった三日間だけ
のお休みなのに。
一生懸命働いて稼いだ大切なお金が望んでいることに使われないで、望んでもないことに
否応なしに使わざるを得なくなって、羽が生えたようにどんどん減っていくのを見るのも
つらくて寂しくて悲しいです。
「ふーっ」
・・・
神さま、ごめんなさい。
心の中で、神さまの悪口を言ってしまいました。
(Blogs)
No request, but…
Since Mam is in Japan, mind as well, I have set to take a family member`s photo, Mam, my
wife Bhim-san and me together with wearing Japanese Kimono
Mam and Bhim-san Kimono wearing
Me “Haori-Hakama” costume wearing
Setting Mam aside, because using body so hard work for her, Bhim-san has a big pleasure
cause of getting a chance wearing Japanese Kimono
And I, by boss`s recommendation, intend to wear a called Japanese “Haori-Hakama”, but I
don`t know what kind of it. Like a Samurai costume or style?
But as I never pay so high expensive money, one shot photo only. Never order a decollated
photobook
Instead of it, I`ll get a photo data by USB tip and will request a printout to my Boss by his
printer using
This shot is that Mam and Bhim-san sitting on chairs and I standing at their behind
I have imaged such a flame, because in the past time I looked at show window of photo studio,
the same situation of other Japanese family member
I already got the photo studio which I requested to Boss on below condition
As near as possible
One line, never transfer
For example, after closing lunch time work, can get on the bus most nearby our restaurant,
The date of taking a photo Bhim-san`s work-out day

Then it`s decided on 29th December, almost last day of this year
Why did I request such a condition to Boss?
Because we should go back to our restaurant by opening of dinner time, in spite of that this is
the first time wearing Kimonos for 3 of us and take a photo in studio
It`ll be allowed only 2 half hours
But I had been in pleasure about the day
Because I can have done at once the bothering issue which never be dutiful to Mam and my
wife Bhim-san, and which always stay in my mind
But suddenly, Mam have got high fever 3 days and can never move
Today from now, we will go to clinic. But in the worst case, Mam might have to stay in the big
hospital on the top of hill nearby next station
The cause of this might be getting sudden cold during several days, but I think true cause is
the long journey and it makes Mam tired that she has been surrounded by never
understanding language and customs
Then if Mam will be getting to stay in the hospital several days, never have the sightseeing at
Mt. Fuji, Shinagawa aquarium and “Sky tree”
For Mam, the beginning 3 days of next year is only day for glancing at the ceiling of hospital
room and for me and my wife Bhim-san only day for going and back to hospital
Especially for me, just only 3 holidays in all of 1 year, but…
I feel so hard and lonely or sad
Because the important money which we eared by our hard duty working, no using for our
requesting matter, but using for no-requesting matter as if such important money is flying
away with big wings in front of us
“Huuuuum!!”
“…….”
Sorry, you god!!
Because secretly, in my mind, I had said boo to you god, big sorry.
Than you

