＋ ２ ３ 【 ぼ うじ ゃ く ぶ じ ん 】
その年 の冬 の雪は 半端（ はんぱ ）で は ありませ んで した。
まるで 雪嵐 （ゆき あらし ）で、 何日 も 何日も吹 雪い ていま した。
大型台 風（ たいふ う）が 来た ときだ っ て、こん なに 凄 まじ いこと はあ
りません でし た。
母親は ぼろ 家が飛 ばされ るか 潰され る のではな いか と心配 し、ぼ くは
懐爺の祠 のこ とを心 配して いまし た。
庭の柿 の木 も梅の 木もな ぎ倒 され、 雨 戸を叩く 音や 、土壁 が崩れ る音
は、懐爺 が前 に話し ていた 、
【ふうじ ん】 や、
【らいじ ん】 が、や ってき たのか とか ん じました 。
「どうな っと るんじ ゃ」
ぼくが 叫ぶ と、母 親は、
「天が裂 けた んだよ 」
と叫び まし た。
「てんは 、さ けるん か」
「山だっ て川 だって 海だっ て裂け るん だ もの、天 だっ て裂け るさ」
「わしら はど うなる んじゃ 」
と叫ぶ と、 母親は 、
「天に召 され るよ」
と叫び まし た。
「じごく じゃ のうて 、てん ごくか い」
「吹き飛 ばさ れたら 、地獄 には行 けな い だろ」
なるほ ど、 とぼく は雨戸 をほん のす こ し開けて 天を 仰ぎ見 ました 。
それだ けで ぼくの 顔は雪 まみ れにな り 、それを 拭っ てさら に見る と、
天空に巨 大な 黒い塊 が見え ました 。
その天 空に 浮く塊 は、闘 う人 の形を し ていて、 大き く武者 震いを して
いました 。
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「あれは なん じゃ」
と母親 を呼 んで見 せると 、
「おやま あ、【ぼ うじ ゃ くぶじ ん】様 の 到来だよ 」
と母親 は掌 を合わ せまし た。
「【ぼ うじゃ くぶ じん】 たあ、 なにも の じゃ」
「暴風の 神様 だよ。 噂には 聞い ていた が 、この村 には 初めて の到来 だね
え」
また掌 を合 わせま した。
ぼくは 神様 ではな くて、 おばけ だと か んじまし た。
もし神 様な ら、こ んなひ どい 雪嵐な ん か起こす はず がない とおも った
のです。
「わしら はど うなる んじゃ 」
また叫 ぶと 、母親 は、
「【ぼ うじゃ くぶ じん】様が到 来した から には、天 国には 行けな い、地 獄
墜ちだよ 」
叫びな がら 泣いて いまし た。
「なくな 。わ しがな んとか するか らの う 」
叫びな がら 外にで ようと すると 、
「金ちゃ ん、 金ちゃ ん」
と母親 は泣 き叫び 続けま す。
すると 、【 ぼう じゃく ぶじん 】も、
「金ちゃ ん、 金ちゃ ん」
と獰猛 （ど うもう ）な声 で叫び 始め た 気がしま した 。
「【ぼ うじゃ くぶ じん】 がよん どる。 わ しはいく ど」
外にで よう とする ぼくの 身体に 、母 親 は必死で 抱き つきま す。
「地獄に 行く のはま だ早い よ。ま だ時 間 があるよ 」
母親の 腕を ふりほ どき、
「いっぷ んも 、いち じかん も、か わら ん 」

ぼくは 叫ん で、雨 戸を開 け放ち まし た 。
猛吹雪 が室 内に突 入し、 代わり にぼ く は 雪の中 に突 入しま した。
すると 、
「金ちゃ ん、 金ちゃ ん」
なんだ か【 ぼうじ ゃくぶ じん 】の声 が 、やわら かく なった 気がし まし
た。
そして 【ぼ うじゃ くぶじ ん】 の姿が 、 天の、上 の上 の方へ 昇って いく
と、ふい に太 陽が顔 をだし ました 。
いつの まに か雪嵐 はやん でい て、ぼ く が振り返 ると 、母親 が掌を 合わ
せていま した 。
「かいじ いの とこへ 、いく ど」
ぼくが 母親 にひと こと伝 える と、母 親 は鋤（す き） を持た せてく れま
した。
ぼろ衣 を何 枚も重 ね着し 、鋤 を担い で 、懐爺の とこ ろへ、 祠へ、 雪だ
らけの道 なき 道を、 わきめ もふら ずに 泳 ぎ まくり まし た。
やっぱ り祠 は大雪 に埋も れてい まし た 。
入口の 穴が どこな のかさ えわか らな い くらいで した 。
ぼくは 鋤を 使って 、雪を 掻（ か）き 、 掬（すく ）い 、弾（ はじ） き飛
ばしまし た。
汗まみ れに なると 、雪の 上に 寝転ん で 身体を冷 まし 、また 汗まみ れに
なる活動 を、 繰り返 し続け ました 。

やった 。
ようや く祠 の穴が 見えて きまし た。
「おうい 、か いじい 、いき とる か、し ん どるか。 おう い、か いじい 、い
きとって も、 しんど っても 、へん じを せ いや」
穴の奥 にむ かって 叫ぶと 、
「半分死 んで 、半分 生きて いま す。金 ち ゃんが 来 てく れなけ れば、 酸欠
（さんけ つ） で死ぬ ところ でした 」
懐爺は のっ そりこ んと姿 を現し まし た 。
ぼくの 喜び は言葉 では表 せませ ん。
汗が目 に入 ったの か、泪 があふ れま し た。

「やっぱ りか いじい は、ふ じみじ ゃのう 。
【ぼうじ ゃくぶ じん】なんか に
は、まけ ぬの う」
「いやは や、や れやれ 。
【 ぼうじ ゃく ぶじ ん】はい わば天 地自然 のお ばけ
ですから 、わ たしと したこ とが、 完全 に 負けそう でし た」
懐爺の 顔に 笑顔が 生まれ ました 。
その顔 を見 て、ぼ くも泣 き笑い をし ま した。

