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陽羅義 光

こども のこ ろの話 はよく 書ける 。
歳をと ると 、また は認知 症の けがで て くると、 最近 のこと は忘れ るの
に、昔の こと は覚え ている とい われま す が、そう いう ものか もしれ ませ
ん。
という こと は、こ どもの ころ のこと を 書くと、 ぼく 自身が 歳をと った
ことを自 覚さ せられ るとい うわ けです が 、それで もこ どもの ころを 書く
のはとて も楽 しい作 業です 。
いまか ら想 えば、 たいへ ん貧 しくひ ど く辛い時 代だ ったは ずなの です
が、不思 議な くらい 懐しい 。
それで 性懲 （しょ うこ） りも な く、 お ばけの話 をま だまだ 続ける とい
うことに なり ます。
ごかん べん くださ い。

思い起 こせ ば、古 今東西 のお ばけの 話 を手当り しだ いに読 んでき たけ
れども、 みん な主人 公も作 者も 、おば け をこわが って 書いて いる。 もし
かすると 読者 をこわ がらせ るた めに、 主 人公も作 者も わざと こわが って
いるのか もし れない が、君 が読 んでい る （あるい は読 もうと してい る）
この話は 、主 人公も 作者も あまり おば け をこわが って はいな い。
あるい は、 初めは こわが ってい ても 、 そのうち こわ くなく なる。
なぜな ら、 おばけ とは、 本来そ うい う ものだか らで す。
昔、
〈お ばけ を守る 会〉を主宰 してい た 平野威馬 雄（ ひら のいま お）は、
おばけに つい てこう いう言 葉を残 して い る。
【あの 世に 行って 、神に もな れず仏 に もなれず 、い つまで も迷い つづ
け、しき りと 生きて いる人 間を 恋しが っ ていると いう わけだ 。だか ら、
まことに 人な つこい ものな のであ る】
おばけ かな ああお ばけか なおば けか な
禿光 山人

＋ ２ １ 【 ほ ねほ ね 】
村その もの が貧乏 だった のです が、 と りわけぼ くの 家は貧 乏でし た。
いつも ろく なもの を食べ てい ないか ら 、ぼくの 腹の なかで 何者か が、
腹へった 腹へ った、 としょ っちゅ うい う のです。
はらは らは らはら
はらへ った ったた
はらへ った ったら
はらは らへ ったた
へった たは らはら
はらは らへ ったた
ぼくは われ ながら 辛抱強 いの だけが 取 り柄です し、 苦労だ らけの 母親
に文句を いっ たこと もない ので すが、 ぼ くには関 係な く腹の なかで 何か
がいうの です からし かたが ない。
懐爺に いわ せると 、それ は、
【はらむ し】 とか、
【ふくせ いち ゅう】 とか、
【はらこ とば 】とか 、いわ れるお ばけ だ そうです 。
そいつ を退 治する には、 年に 一回の お 祭 りのと きに 村長さ んの家 でし
か食べた こと のない 米の飯 を、 毎日腹 一 杯食べな けれ ばいけ ないそ うで
すから、 退治 するの はとて も不可 能（ ふ かのう） です 。
ぼくの 家の 主食は 、芋類 か麺類 でし た 。
さつま いも 、じゃ がいも 、さ といも 、 やまいも 、う どん、 きしめ ん、
にほんそ ば、 ちゅう かそば 。
おかず は一 切あり ません 。
だから 牛肉 とか鮮 魚とか は、 おとな に なるまで ぼく は食べ たこと があ
りません でし た。
春夏秋 はま だいい 。
躑躅峠 （つ つじと うげ） で土 筆（つ く し）がと れる し、小 山で桑 の実
がとれる し、 小川で ざりが にが とれる か ら、そ う いう ものを おかず にし

ていまし た。
けれど も冬 は何も とれな いの で、雪 に 塩をふり かけ ておか ずにし てい
ました。
飲み物 は、 井戸水 を湧か した白 湯で 、 これは何 杯飲 んでも 飽きな い。
学校で 食べ るお弁 当のな かみは 、必 ず 干したも ので した。
干し芋 、
干し柿 、
干し梅 、
干し瓜 、
干し蝗 、
干し蛙 、な どです 。
干した もの は滋養 （じよ う） がある ん だと母親 はい ってい ました が、
つまりは お金 がぜん ぜんな くても 、用 意 できる食 べも のだっ たので す。
週に二 回、 米軍基 地（べ いぐ んきち ） から払い 下げ られた 、脱脂 粉乳
（ だ っし ふん にゅう ）がで ます が、こ れ をのむと 必ず 下痢（ げり） にな
りました 。
ときど き隣 のお姉 さんか ら、 白いご は んと牛乳 をも らいま すが、 ぜん
ぶ（我が 家で 飼い始 めた ）【ね こまた 】 にあげて しま います 。
口にし たく ないわ けでは なく 、そう い うものを 口に したら 、ふだ んの
食事やお 弁当 や脱脂 粉乳を 、二 度と口 に できなく なり そうだ から、 やめ
ておくの です 。
そんな こん なで栄 養失調 のぼく は、 と うとう骨 の病 気にな りまし た。
この骨 の病 気とい うのが 奇妙 で、栄 養 がないわ けで すから 骨が欠 けた
り、なく なっ たりす るなら わかる ので す が、骨が 増え るので す。
あちこ ちの 骨が増 えて、 いくつ も瘤 （ こぶ）が でき ました 。
触って みる と硬い ので、 その 瘤のな か みは、脂 肪で も水で も血で もな
く、まち がい なく骨 なので す。
この瘤 が背 中にで きて大 きく なると 、 怪物図鑑 （か いぶつ ずかん ）で
垣間（か いま ）見た 〈怪奇 せむ し男〉 に なるんだ そう で、心 待ちに して
いたので すが 、残念 ながら 背中に はで き ませんで した 。
もちろ ん病 院には いかず 、懐爺 に相 談 にいきま した 。
そのと き懐 爺は、 樹皮（ じゅひ ）を 齧 （かじ） って いまし た。

聞くと 、懐 爺の食 事は、
樹皮と、
花弁と、
雑草と、
虫類と、
雨水と、 いう ことで すから 、ぼく のほ う がずいぶ んま しです 。
「それは 【ほ ねほね 】とい うおば けで す ね」
懐爺は 気の 毒そう な表情 をして いい ま した。
こころ なし か泪目 にすら なって いま す 。
「【ほ ねほね 】た あ、ち っとも こわく な いなまえ じゃ のう」
「名前は こわ くはな いが 【
、 ほね ほね 】は なかなか やっ つける のが難 しい 。
ふだん肉 とか 魚を食 べない こど もは、 よ くこの【 ほね ほね】 にやら れま
す。でも 、や られて から肉 とか魚 を食 べ ても、も うお そいの です」
それで 懐爺 は気の 毒そう な表情 をし た のでしょ う。
「じゃあ わし は 【ほ ねほね 】と 、いつ ま でもなか よく くらす しかな いの
う」
ぼくは 半分 自棄気 味（や けぎみ ）に な っていい まし た。
「仲良し なら いいで すが 、
【 ほねほ ね】は いじわる なと ころが ありま すか
ら、とき どき 烈しく 痛みま す」
また気 の毒 そうな 表情。
「いたい のは いやじ ゃのう 」
「かわい そう ですね え。で も都 合好く 、 丸薬（が んや く）が ありま す。
それを飲 めば 退治は できな くても 痛み は でません 」
なんだ 、ぼ くは気 の毒な んかじ ゃな い ではない か、 とおも いまし た。
「そのが んや くを、 はよう くれや 」
「すこし 待っ てくだ さいね 。いま 持っ て きま すか ら」
懐爺は 祠に 消えた 。
再びで てく ると、 掌（て のひら ）を 開 きます。
黒い小 さな 丸い粒 がひと つ。
「まるで 、は なくそ じゃの う」
「これが 丸薬 です。 さあ、 水なし でど う ぞ」
飲んだ 。

まずい 。
「かいじ い、 わしに 、はな くそを のま せ たじゃろ う」
正直な 感想 でした 。
「失敬（ しっ けい） な。わ たし は鼻く そ なんか、 たま らない 体質な ので
す」
「そうか のう 。はな くその あじが した が のう」
いずれ にし ても、 その後 ぼく の【ほ ね ほね】は 、痛 むどこ ろか、 ひと
つずつ消 えて ゆきま した。
そして 現在 は、右 手の親 指にひ とつ 残 っている だけ です。
どこか にぶ つけれ ば激し く痛 むので す が、そう でな ければ 痛むこ とも
ありませ ん。
まった く懐 爺のお かげで すが 、実は ぼ くはいま でも 、あの 丸薬は 懐爺
の鼻くそ だっ たので はない か、と 疑っ て います。
ぼくに 鼻く そをの ませる こと になる と おもって 、懐 爺は気 の毒そ うな
表情をし たの だろう と、そ んな推 測（ す いそく） もし ていま す。

