＋ ２ ２ 【 れ んげ げ 】
外国の 作家 の小説 に、肺 の中 に蓮の 華 が咲く病 いの 娘がで てくる 話が
ありまし た。
その蓮 の華 は、肺 結核（ はい けっか く ）の象徴 （し ょうち ょう） なの
でしょう が、 せつな くはか ない物 語で し た。
ぼくの 身近 にも、 蓮の華 が肺の 中に 咲 いた少女 がい ました 。
その少 女は 小学校 の同級 生の 妹で、 蓮 の華のせ いで 小学校 にも行 けま
せん。
ある日 ぼく は、一緒 に宿 題をや ろうと 、その同 級生の 家に行 き 、
（噂で
は聞いた こと があり ました が） 初めて そ の少女を 垣間 （かい ま）見 たの
でした。
肌の色 が透 明（と うめい ）で、 唇だ け が桃色の 蓮の 華の色 でした 。
そうし て、 せつな く、は かない 横顔 を していま した 。
とても 人間 には見 えず、 とい うのは 、 村のこど もた ちは（ 男の子 はも
ち ろ ん 女 の子 も）日 焼けと 垢と 生気で 黒 褐色（く ろか っしょ く）の 顔を
していた から でした が、ぼ くは 少女が 妖 精（よう せい ）にし かおも われ
ませんで した 。
同級生 にい わせる と、あ と半 年の命 だ そうです が、 こうい う少女 は亡
くなって も、 妖精と して村 の中 を飛び 回 るのでは ない か、と 想像し まし
た。
こうし て毎 日、部 屋の中 に閉 じこも っ て静かに して いるよ りも、 その
ほうがず っと 幸せな のでは ないか 、と さ え想像し たも のです 。
それで も同 級生が しきり に嘆 くので 、 ぼくは懐 爺の ところ へ行き まし
た。
「なんと かな らんか のう」
「かわい そう ですが 何とも なり ません 。 町には特 効薬 がちょ っぴり 入っ
たそうで すが 、村に 入るま でには 早く と もあと十 年か かりま す」
「あのこ は、 くるし くない のかの う、 か なしくな いの かのう 」
「そんな こと はなく 、きれ いな 夢をみ る ふうです ね。 胸の奥 で蓮の 華が
らんらん と咲 いてい ますか ら」

その言 葉の 「らん らん」 で、 ぼくに は 蓮の華が 咲き 誇る様 子が見 える
気がしま した 。
これほ ど咲 いては 、もう だめだ ろう と もおもわ れま した。
できれ ば妖 精にな ってほ しいと おも わ れました 。
「まちの くす りを、 かっぱ らって こよ う かのう」
ぼくは 本気 でいい ました 。
「 本当に 餓死 （がし ）しそ うに なった ら 、畑とか 収納 小屋の 野菜を かっ
ぱらって 喰っ てもい いよ」
そう母 親が いって いたか らでし た。
「それを やる と町で 死ぬ人 が増 えるだ け です。そ れに 盗んだ 薬は特 効薬
にはなり ませ ん。【れん げげ】 が邪魔 （ じゃま） をし ますか らねえ 」
「【れ んげげ 】た あなん じゃい 」
「蓮の華 のお ばけで す。正 義感 の強い お ばけです から 、盗み なんて もの
は許しま せん 。病死 しそう にな っても 餓 死しそう にな っても 盗むの はだ
めです」
「せいぎ かん のつよ いおば けなん か、 ほ んまにい るん かのう 」
珍しく ぼく は懐爺 の言葉 を疑い ま し た 。
「金ちゃ んら しくも ない。 この さい念 を おしてお きま すが、 おばけ には
正義感の 強い ものも 、清貧 （せ いひん ） のものも 、優 しく思 い遣り のあ
るものも 、親 孝行の ものも 、人間 好き の ものも、 いる んです よ」
「それは いい のう」
じつは ぼく もそん な気は して いたの で すが、懐 爺の 口から 聞きた かっ
たのです 。
「【れ んげげ 】は、清く正 しく美 しいお ば けといわ れて います 。し かし【れ
んげげ】 が眠 ってい るすき に、 蓮の華 を 萎（しぼ ）ま せる手 がない わけ
ではあり ませ ん」
「それは なん じゃな んじゃ 」
ぼくは 身を 乗りだ しまし た。
「肺の中 にお もいき り、爆発す るくら い に空気を 入れ ること です 。
【 れん
げげ】は 空気 に弱い んです 」
「しかし じぶ んじゃ 、そん なちか らは で んじゃろ う」
「だから 金ち ゃんが やって あげる んで す ね」

ぼくは 少女 と接吻 （せっ ぷん ）する こ とになる 自分 を想像 して、 嬉し
恥ずかし の気 分にな りまし た。
「きはす すま んが、 かいじ いの めいれ い なら、し かた ないの う。や った
るやった る」
「でも接 吻は だめで すよ。 そん なこと を すると【 れん げげ】 が飛び 起き
て、こん どは 金ちゃ んの肺 のなか に入 っ てきます から ねえ」
「げげ」
「いまか ら肺 に空気 を入れ る器 具（き ぐ ）を作り ます から、 三日後 に取
りに来て くだ さい」
そんな こと で、ぼ くは懐 爺に指 示さ れ た通りに 、や りまし た。
刻苦呻 吟（ こっ くしん ぎん ）、苦心惨 憺（ くしんさ んた ん）しまし たが、
何とかや りと げまし た。
その詳 細を 述べる と、百 時間 はかか る でしょう から 、ここ では記 しま
せん。
奇跡的 （き せきて き）に 少女は 元気 に なりまし た。
小学校 へも 来るよ うにな りまし た。
そうし て、 ひと夏 を過ぎ たこ ろには 、 他のこど もた ちと同 じく黒 褐色
の顔にな りま した。
あの妖 精の 雰囲気 （ふん いき ）は皆 無 （かいむ ）に なって いて、 ぼく
は 何だか 余計 なこと をして しまっ た気 が しました 。

その少 女が いま現 在どう してい るか で すって。
「ぶらぶ らし てない で、と っとと かせ い でおいで 」
白髪を 振り 乱し、 威張り 腐っ た顔で （ まるでお ばけ です） ぼくの 尻を
ひっぱた く、 ぬかみ そ臭い ぼく の糟糠 之 妻（そう こう のつま ）が、 あの
元妖精な ので す。
とほほ 。

