
Two Angels Walk Into A Bar 
Deea Avram 

 Two Angels walk into a bar. They’re spiritual vibes, made of the purest type of energy so they are ungendered by nature, which 
makes it very hard for them to pick one gender or the other whenever they decide to visit Earth. That’s why they both took the easy way 
out and opted for higly androgynous looks for their human-like physical bodies. They couldn’t even make clear selections for other 
distinctive features, so they ended up looking more or less like twins. Except for the hair: one of them sported wavy, long red hair, the 
other – short blonde hair.  

 ”An old-fashioned, please!” says Red-Head. 

 ”Same for me, please!” echoes Blondie. 

 ”Stop copying me!” 

 ”What? No! I really like old-fashioneds!” 

 ”You like old-fashioned?... or you like Don Draper?” 

 ”Bah, Don Draper... he’s bound for Hell, that one!” 

 ”Yeah...” 

 Pause. They look down. Then, Red-Head continues, 

 ”But he sure knows how to live! I mean, he enjoys every bit of his precious gift of life!” 

 ”Enjoys?” reflects Blondie, ”I don’t know about that. He does live intensely though, doesn’t he?” 

 The bartender fixes their drinks and the two angels take a sip in sync, then restore the glasses on the bartop and, backs rounded, 
cling on to their old-fashioneds contemplatively. A few minutes pass before Blondie breaks the silence: 

 ”So what do you think it all means?” 

 ”What’s that?” 

 ”This! All of this! The irrefutable nature of the undying spirit that we all possess; even if those who choose to be reborn as 
humans tend to forget. It’s basically eternal bliss for everyone, no matter what!” 

 ”Yeah. Unless you do want to be reborn a human and you end up being a mass murderer or a dondraper or something of the sort. 
Then you pretty much go to Hell. What was your question?” 

 ”Well, eternal bliss, right?” Blondie looks for approval in its companion’s eyes. There’s no room for approval there; Red-Head’s 
eyes are shot with old-fashioned. It can’t hold its alcohol too well. Blondie pushes forward, ”Right? As angels, it’s all we can feel. But it 
gets kinda boring after a few hundreds of thousands of years, right? So God makes all of this! The Earth and the sky and nature and the 
possibility for some of us to get down here and feel things, experience pain and happiness, falling in love and drunkenness, laughing fits 
and broken hearts. For the very brave – or very bored – he even started this whole Reborn as a Human campaign... `Hop on the Karma 
train,` they said `it’ll be the adventurous journey of several dozen lifetimes!` All of which was made for us to appreciate eternal bliss more 
fully, right?” 

 Red-Head is starting to get bored. Which is pretty cool, considering it was one of the many emotions they could only experience 
in physical form, on Earth. 

 ”Right,” it managed to dignify Blondie with an answer. ”So?” 

 ”So... what I’m saying is... what’s up with Hell? Why are we being punished for a free will we were given precisely so as to go 
through a series of earthly events which would eventually only make us praise God more?” 

 Pause. 

 ”See? Old-fashioneds always make you philosophical! I’m only here to enjoy my drink, Blondie!” 

 Pause. Blondie looks sad, a luxury they can afford only in this shape and form. 

 ”Look,” Red-Head resumes, ”How am I supposed to know? I’m only a character in a very short story. I don’t know!” 

 ”What?” 

 ”I don’t know, Blondie! How should I know?” 

 Silence. They both stare back into their glasses. They chug the rest of the drink and look on pensively at the shiny surface of the 
bartop. It was a state they did not take for granted, because they knew they could only fall this deep in thought when in human shape. So 
they each thought in their own heads in silence, then looked at each other as we would look in a mirror, and smiled. 

 Outside the bar, up in the sky, beyond the clouds, up in the atmosphere, beyond the ozone layer, up in space, beyond our galaxy, 
up in the vaccuum, beyond the Universe, there was God. In a place where any other being couldn’t have told one universe from another, 
God could see the two angels as clear as day, in all their details, beauty and glory. And they were glorious indeed. God looked upon them 
with Love, and Laughed. In the end, that’s where John had had it wrong, and humanity had blindly followed: at first there wasn’t the 
Word, but Laughter. How different would it have all been, had they gotten that one detail right from the beginning. 
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2人の天使がバーに入っていく 
デーア・アヴラム 

2人の天使がバーに入っていく。彼らは霊的な存在で、最も純粋なエネルギーでできており、生まれつき性別はない。そのため地上を訪れ
るときはいつも、どちらか一方の性別にするかが難しいのだ。そういう理由で、彼らは人間の体に似た、非常に中性的な見た目を選んだ。
他の独特な特徴をはっきりと選べなかったので、結局はほぼ双子のようになってしまっている。違いはその髪だけ。一人は見せつけるかの
ような長くウェーブのかかった赤毛、もう一人は短い金髪だった。 

「オールド・ファッションドを1つ」赤毛が言った。 

「私にも同じものを」金髪が繰り返す。 

「真似しないでよ」 

「えっ？違うよ！本当にオールド・ファッションドが好きなんだから！」 

「オールド・ファッションドが好きなの？それともドン・ドレイパーが？」 

「まさか！ドン・ドレイパーは地獄行きでしょ！」 

「そうだね……」 

一瞬の沈黙の後、彼らはうつむく。赤毛はこう続けた。 

「でも彼はどう生きるかを絶対知っているよ！つまり、人生の貴重な贈り物のすべてを楽しんでるから」 

「楽しんでるって？それはどうだろう。けど彼は確かに猛烈に生きてるよね」金髪は言う。 

バーテンダーが彼らに飲み物を作ると、2人の天使は同時にすすり、バーカウンターにグラスを戻した。背を丸め、自分のオールド・
ファッションドを物思いにふけりながら握りしめた。数分後、金髪が沈黙を破った。 

「それで、どう思う？」 

「何が？」 

「これ！このこと全部！私達みんなが持ってる、不死の魂の、反論できない本質のこと。人間として生まれ変わることを選んだ人は忘れが
ちであるけれど。基本的には何があろうと、不死の魂は皆にとって永遠の喜びだということ！」 

「そうだね。人間に生まれ変わったあげく、大量殺人者やドン・ドレイパーとか、そういうのにならない限りね。もしそうなったらだいた
いは地獄に落ちることになるから。質問は何だっけ？」 

「ええと、永遠の喜びでしょう？」金髪はもう一人の目に賛同の色があるかを探した。しかしそこには賛同の余地はなかった。赤毛の目
はオールド・ファッションドでいっぱいだったのだ。あまり酒に強くないのだ。金髪はなおも言う。「いい？天使として、それが私たちが
感じるすべて。でも数十万年経って、ちょっと退屈になってきたでしょう？だから神はこの全てをお作りになった。地球を、空を、自然を、
私たちの何人かがここに降りて来て、物事を感じたり、痛みや喜びを経験したり、恋に落ちたり、お酒に酔ったり、笑ったり、失恋した
りする可能性を。とても勇敢な人か、もしくはすごく退屈している人のために、神はこの『人間に生まれ変わろう』キャンペーンを始めら
れた……「宿命の電車に飛び乗ろう！数十の人生の冒険の旅へ！」すべては私たちが、永遠の喜びをもっと深く理解するために作られた
ものでしょう？」 

赤毛はうんざりし始めていた。退屈と言うのは、彼らが肉体を得た地上でしか感じられない、たくさんの感情のうちの一つだった。 

「そうだね……それで？」質問に答えることで金髪に威厳を持たせようとした。 

「だから……私が言いたいのは……地獄はどうなっているの？なぜ私たちは、結局は、より神を崇めるようにさせる、地上での一連のイベ
ントを体験するために与えられた自由意志のことで罰せられているの？」 

沈黙が降りた。 

「ほらね、金髪さん？オールド・ファッションドはいつも君を哲学的にするんだから。私はただ、飲み物を楽しむためだけにここにいるのに！」 

金髪は黙ったが悲しそうに見えた。悲しいというのも、彼らがこの姿の時のみ享受できる贅沢だった。 

赤毛は再び口を開いた。「ねえ、知るわけないでしょ？私はとっても短いお話の登場人物なんだから。知らないよ！」 

「何？」 

「知らないよ、金髪さん。私にわかるわけないでしょ」 

2人は黙り込んだ。2人とも、グラスを見つめ返した。彼らは残りの酒を一気に飲み干し、考え込むようにバーカウンターを見つめていた。
その状態を、彼らは当たり前だとは思っていなかった。なぜなら、深く物思いに沈めるのは、人間の姿をとっているときだけだと理解して
いたからだ。だから彼らは黙ったままでそれぞれの頭で考え、そしてまるで鏡を見るようにお互いを見つめ、ほほ笑んだ。 

バーの外、上空、雲の上、大気圏、オゾン層、大気圏外、銀河系、真空空間、そして宇宙を超えたかなたに神はいた。いかなる他の存在
も、宇宙の区別すらできない場所だったが、神には2人の天使が、その細部まで、美しさもその後光も、極めてはっきりと見えていた。彼
らは本当に美しかった。神は彼らを慈愛を込めて見下ろし、笑った。結局は、ヨハネはそこで思い違いをしており、人間はそれに盲目的に
従ったのだ。初めに言（神）ではなく、笑いがあった。最初からそのことを知っていたら、すべてはどれほど違っていただろう。 

訳: 松原加純 (Kasumi Matsubara)
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