＋ １ ８ 【 か いご ん 】
ぼくの 家の 隣は、 鬼兵さ んの家 です 。
隣とは いえ 、すく なくと も三百 米は 離 れている ので すが。
鬼兵さ んの 家は、 ぼくの 家とど っこ い どっこい のあ ばらや です。
名前は こわ いです が、鬼 兵さん は昔 か ら優しい から 、村び とたち に、
「仏の鬼 やん 」
と呼ば れて いまし た。
独身で すか ら一人 住まい で、 仕事は 何 十年も修 繕屋 （しゅ うぜん や）
をやって いま した。
傘や靴 から 鍬（く わ）や こた つまで 、 とても安 い値 段で、 なおせ るも
のはなん でも なおす という ことで した 。
この鬼 やん が八十 歳を越 えた ときに 、 脳硬塞（ のう こうそ く）で 倒れ
て、命は 取り 留めた のです が、 右手と 右 足がまっ たく 動かな くなり まし
た。
みんな 心配 してい ました が、 あると き 隣村から 若い 姪がや ってき まし
た。
「あれは 姪じ ゃのう て、鬼 やんの お手 付 きの女じ ゃ」
と村び とは いいま すが、 ぼくは やっ ぱ り姪だと かん がえて いまし た。
なぜな ら鬼 やんは ぼくよ りも 女嫌い で 、そ のこ とを ぼくだ けは知 って
いたから でし た。
それで も親 切な姪 の世話 は、あ りが た がって素 直に 受けて いまし た。
半年く らい 経つと 、鬼や んの 家から 鬼 やんの叫 び声 やうな り声が 、た
びたび聞 こえ るよう になり ます。
いくら 離れ ていて も、ぼ くの村 の場 合 は、風が 運ん でくる のです 。
だから 三百 米くら いなら 、おち ゃの こ さいさい です 。
「あれは なん じゃ」
ぼくは 母親 にきき ました 。
「あれは 鬼や んの声 だよ」
「そんな こと はわか っちょ る。あ れは ど うしたわ けな んじゃ 」
「鬼やん が姪 にやら れてる のさ」
母親は 気の 毒そう にこた えま し た。

「なにを やら れとる んじゃ 」
「あれこ れ、 ひどい 目にあ ってい るん だ よ」
「あれこ れじ ゃわか らん」
「想像し てみ なさい よ」
母親は いい たくな いとい う表情 でし た 。
「だって 、め んどう みとる んじゃ ない の か」
「そうだ よ。 めんど うみる って ことは 、 ひどい目 にあ わせる ってこ とな
のさ」
そいつ は知 らなん だ。
「まるで 、お ばけと おなじ やりか たじ ゃ のう」
「村のひ とた ちは、 あの姪 のこ とを【 か いごん】 とよ んでこ わがっ てい
るよ」
母親も こわ がって いる様 子でし た。
「だから 、と めない のかい 」
「そんな こと したら 【かい ご ん 】に、 鬼 やんと同 じ目 にあわ される から
ね」
「そらあ 、た まらん のう」
ぼくは 懐爺 のとこ ろへ行 き、【かい ご ん】のこ とを ききま した。
「【か いごん 】とい うお ばけは、新し いと いうか、戦後は じめて 登場 した
おばけで すね 。戦前 は親や 年寄 りの面 倒 を見たり 世話 をする のは、 当た
り前のこ とで 、女の 人は黙 々と そうい う 仕事をや って きたの です。 けれ
ども今は 女の 人が強 いです からね、面倒 を見たり 世話 をして もいい けど 、
見返りが ほし いって 人が大 半に なって き ました。 その 見返り がない らし
いと判る と、
【か いごん 】に 豹変し てしま うんです ね。年寄り 受難（じゅ
なん）の 時代 ですよ 」
見返り とは 、金銭 のこと だとぼ くは か んじまし た。
となる と、 戦後も 現代も 同じと いう わ けです。
「そうい うの 、しご とにし とるひ と、 お らんのか 」
「いくら かは おるん ですよ 。お るんで す が、仕事 が報 酬（ほ うしゅ う）
と釣り合 わな いと、 つまり お給 料が安 い と感じて しま うと、 やはり おそ
ろしい【 かい ごん】 に豹変 します 」
「おにや んの ところ の、め いは【 かい ご ん】じゃ な」

「そうい うこ とにな ります 。早 く【か い ごん】を 退治 しない と、鬼 やん
は殺され てし まいま すよ」
「どうや って 、たい じする んかの う」
懐爺は しば し腕組 みをし ていま した が 、
「むずか しい のは【 かいご ん】 を追い 出 すと、鬼 やん の面倒 を見る ひと
がいなく なり ます。 鬼やん は姥 捨山（ う ばすてや ま） に行か なけれ ばな
りません 」
「どうす りゃ いいか のう」
「いま薬 を調 合（ち ょうご う） します か ら、それ を何 とか鬼 やんと 【か
いごん】 に飲 ませて くださ い」
「わしに やれ るかの う」
こんど はぼ くが腕 組みを して いると 、 懐爺は祠 の奥 に消え 、しば らく
してもど って きまし た。
ぼくは 懐爺 から二 種類の 薬を受 け取 り ました。
「いいで すか 。黒い 器が鬼 やん のもの 、 赤い器が 【か いご ん 】のも の。
おまちが えの ないよ うに」
まちが える なとい われる と、か えっ て 緊張（き んち ょう） する。
「くろは 、おに やん、あかは 、
【 かいご ん 】。あ かは、あ かお に、くろ は、
はらぐろ 。い んや、たぶん 、ぎゃ くじゃ 。くろうす るな 、あか んあか ん」
つぶや きな がらぼ くは、 鬼やん の家 に 行き、
「えらい おい しゃさ んにも らっ たくす り じゃ。こ れを のまん とばち があ
たるぞ」
といっ て、 ふたり に渡し ました 。
何のば ちか はいい ません でし たが、 ふ たりには わか ってい る様子 でし
た。
けれど もど ういう わけか （い や、た ぶ んぼくが まち がえ た ために ）鬼
やんは赤 い器 を【か いごん 】は黒 い器 の くすりを のん でしま いまし た。
すると 翌日 から、 鬼やん の叫 び声や う なり声が 、ま ったく きこえ なく
なりまし た。
数日し て、 こっそ り鬼や んの 家の中 を のぞいて みる と、鬼 やんと 【か
いごん】 が、 仲よさ そうに 食事を して い ました
また数 日し て、鬼やん は【かい ごん 】
（ いや、姪）の 助けを 借りて 修繕

屋を再開 しま した。
（こうし てふ たりは 幸せに 暮らし まし た ）
あとで 懐爺 にきく と、
「黒い器 は精 力剤（ せいり ょくざ い） 赤 い器は媚 薬（ びやく ）です 」
精力剤 は何 となく わかっ たも のの、 媚 薬のほう はお となに なるま でわ
かりませ んで した。
どちら にし ろ、ま ちがえ てよか った ん だとぼく はお もいま した。

