＋ １ ６ 【 か れい 】
あのこ ろは 「築何 年」な んて 、うる さ いことは いわ なかっ たから 、ぼ
くの家な んて 「築百 年」は くだら ない は ずです。
とにか く雨 の多い 村でし たか ら、普 通 の家は、 茅葺 き屋根 の茅を 三年
に一度取 り替 えたり 付け足 した りして い ましたが 、ぼ くのと ころは お金
が無いの でそ ういう ことが できな い。
そのせ いで 必ず雨 漏りが します 。
雨漏り がす ると、 いろん な種 類の器 が かりださ れ、 何をす るにも 不便
になるく らい でした 。
だから ぼく にとっ て雨の 音と は、雨 が いろんな 器に 当たる 雨の音 なの
です。
ぽぽん ぽぽ んん
ぱぱち ゃぱ ちゃ
ぴたぴ たん ぴた
ぴちょ んぴ ちょ
たっっ たっ った
ととと とと とん
雨の音 楽は 飽きな い。
けれど そん なこと よりも 、雨の 日は 臭 くてしか たが ない。
庭にあ る便 所は、 すぐに 床上 浸水に な るし、坂 上に ある肥 溜（こ えだ
め）の便 も我 が家の 敷地に 流れて 来ま す 。
それと 雨の 日は、 蛇たち が雨 宿りを す るために 、我 が家の 屋根裏 に屯
（たむろ ）す るので 、蛇臭 くてし かた が ない。
それと 蝦蟇 （がま ）も我 が家 の縁の 下 から土間 にで てくる ので、 蝦蟇
臭くてし かた がない 。
あると き懐 爺にそ のこと をぼや くと 、
「それは 、便 や蛇や 蝦蟇の 臭いじ ゃあ り ま せんよ 」
という ので した。
「ちがう んか 」

「それは 、
【かれ い】という おばけ ですよ 。年寄 りの加 齢では なく 、魚の
鰈でもな く、 家の霊 で【か れい】 です 」
「おばけ のに おいか い」
「おばけ のに おいと いうよ りも、 にお い のおばけ です かね」
同じこ とじ ゃない かとお もいま した が 、
「におい のお ばけか い」
「はい、 にお いのお ばけ」
よく解 らな い。
におい その ものが おばけ という こと な のか。
「その【 かれ い】は 、どん なわる さを す るんかの う」
「におい がわ るさで すね。 ただ におう だ けなら、 鼻を つまむ か外へ 逃げ
だせばい いん です け れど 、【か れい】 は においを 人に うつし ます」
「わしも にお うかの う」
ぼくは 自分 のにお いを嗅 いでみ まし た 。
「まだに おい がうつ っては いま せんが 、 さっさと 【に おい】 を追い ださ
ないと、 その うち臭 います 」
「におっ ても ええわ い」
ぼくは 強が りをい ったわ けでは あり ま せん。
めった に風 呂には いらな いの で、臭 っ てもしか たが ないし 、にお いを
うつすだ けな ら、そ んなお ばけは ちっ と もこわく はな い。
「蛇臭い なら まだし も、い ずれ 死人の 臭 い、死臭 とな ります 。そう した
らそのう ち死 にます 。
【 かれい】とい うお ばけは、かほど に恐ろ し い おば
けであっ て、決 して軽 く見て はいけ ませ ん。
【か れい】の 仲間 は沢山 いて 、
【くされ 】【 へた れ】【くそ ったれ 】な ど です」
「しぬよ りさ きに、 ししゅ うがく るん か 」
「はい。 死臭 は死ぬ より先 です 。死臭 が するから 死ぬ のであ って、 死臭
がなけれ ば死 にませ ん」
「そんな ら【 かれい 】をた いじ しよう か のう。わ しに もたい じでき るか
のう」
「それは でき ます。 あんが い簡単 です 」
懐爺は 微笑 みなが らいい ました 。
「おしえ てく れや」

「家の掃 除を するだ けです 。天 井や壁 の 煤を払っ たり 、床を 磨いた り、
畳を掃い たり 、便所 も拭く と、完 璧（ か んぺき） です ね」
「それだ けか い」
「それだ けで す」
「なんじ ゃ、 それだ けかい 」
という わけ で、そ の日か らぼ くは自 主 的に家の 掃除 をする ことに しま
した。
母親は 喜ぶ し、
【かれ い】は退治 できる し、ぼ くも運 動にな るから 、文
句はあり ませ んが、 なんだ か懐 爺にだ ま された気 がし てなり ません でし
た。

