＋ ２ ４ 【 こ うも ん さ ま 】
尻の穴 が痒 （かゆ ）くて たま らんの で 、母親に 頼ん で中山 で薬草 （や
くそう） を採 ってき てもら って、 塗っ て みたけれ ども 利き目 がない 。
「かいち ゅう かのう 」
ぼくは 虫く だしを 飲むと 、尻 の穴か ら 回虫がで てく るので 、その せい
かとかん がえ ました 。
でも回 虫は でてく る気配 がなく 、尻 の 穴はどん どん 痒くな ります 。
屁をし たら なおる かとお もっ て気張 る と、おな らは でない で、う んこ
がでます 。
いくら うん こをし ても、 痒みは どう に も止まら ない 。
小学校 に行 っても 気にな って、 勉強 ど ころでは ない 。
尻の穴 を掻 （か） いたり 弄（ いじ） っ たりして ばか りいる ので、 女の
子は、
「きんち ゃん 、ふけ つ」
という し、 男の子 は、
「きんち ゃん 、くさ い」
といい ます 。
ぼくだ って 、いじ りたく ていじ って い るわけで はあ りませ ん。
「もしか する と【か ゆうん 】が 取り付 い ているの かも しれな いね。 そう
なったら やっ かいだ ね」
母親が そう いうの で、困 った もんだ と おもって 懐爺 に助け を求め まし
た。
「【か ゆうん 】は、清潔好 きなお ばけ です から、そ んなと ころに はで ませ
ん。尻の 穴と いうこ とは 、【こ うもん さ ま】の可 能性 があり ます」
「ならば 、い んろう をみせ ればな おる か のう」
「水戸黄 門様 ではな く、肛 門様 。これ は 赤ちゃん のお ばけで す。金 ちゃ
んの好き な隣 のお姉 さんが 、去 年だれ の 子かわか らな い男の 子を産 みま
した。け れど も肛門 がない ので 、哀れ に もすぐに 死ん でしま いまし た。
この子が 【こ うもん さま】 とい うおば け に なった ので す。自 分にな い肛
門が他人 にあ るのを やっか むんで すね 」
「せつな いの う」

ぼくは 隣の お姉さ んの憂 い顔を 想い 起 こしまし た。
「金ちゃ ん、 どうし ますか 」
懐爺が ぼく の顔を のぞき こみま す。
「このま まで ええ。 わしに は、 かわい そ うで【こ うも んさま 】をた いじ
できん」
「やはり そう ですか。それ なら金 ちゃん 、
【こうも んさま 】を上 手に成 仏
させてあ げて くださ い。
【こう もんさ ま】は新しい おば けです から、もの
わかりが いい 。その 機会は いずれ きっ と やってき ます から」
それか ら一 週間経 った夜 中、
（小 さな電 球ひとつ だけ に した ）薄 闇のな
かで、ぼ くが ふとん に入っ て漫 画を読 ん でいると き、 何とな くなま ぬる
い風が吹 いて きたと かんじ たら、い つか 障子がす こし だけ開 いてい ます 。
そして ふと 気づく と、ぼ くの 枕元に 、 ひとりの 赤子 がちょ こんと 座っ
ていまし た。
裸で、 とて も色が 白い。
「もしか して おまえ は、【こう もんさ ま 】かのう 」
そうさ さや くと、
「きんち ゃん 、こん ばんは 。は じめま し て。ごめ いわ くをお かけし てい
ます。ぼ く【 こうも んさま 】です 」
赤子は 丁寧 に御辞 儀（お じぎ） をし ま した。
「あかち ゃん なのに 、しゃ べれる んか 。 えらいの う」
「 はい。 ぼく がおな かにい ると き、お か さんが、 やさ しくい ろいろ はな
しかけて くれ ました から、 ことば をお ぼ えました 」
ぼくは 隣の お姉さ んの優 しい横 顔を 思 い浮かべ まし た。
「それは よか ったの う。そ れで 、こん や は、なん のよ うかの う。わ しの
しりのあ なを 、もっ とかゆ くしよ うっ て えのかい 」
ぼくは 母親 を起こ さない よう、 声を さ らに落と して ききま した。
「きんち ゃん におね がいが あり ます。 こ ういうこ とが できる のは、 きん
ちゃんだ けだ とみこ んでの 、ここ ろか ら のおねが いで す」
赤子で ある 【こう もんさ ま】も 囁き 声 です。
それで もさ すがに おばけ です から、 薄 闇のなか で不 気味に 響いて いま
す。

「わしは 、お ねがい される と、こ とわ れ ないせい かく なんじ ゃ」
「それは 、よ かった です。 おね がいと い うのは、 つま りその 、ぼく のお
しりに、 あな をあけ てくれ ません か」
【こうも んさ ま】は 、じつ にじつ にい い にくそう にい いまし た。
「そうい うこ となら 、ええ よ。や った る 」
ぼくは 即座 に答え ました 。
肛門が ない のはよ ほど辛 かろう 。
痒いの なん かそれ にくら べれば 屁み た いなもん だ。
「あなを あけ るどう ぐが、 どこか にあ り ませんか 」
「ほうち ょう とか、 きりと かはあ るけ ど 、いたそ うじ ゃから のう」
つぶや きな がらぼ くはお もい ついて 、 起き上が ると 忍び足 で風呂 場の
方に行き まし た。
そこに 、火 を熾（ おこ） すため の竹 筒 （たけづ つ） がある のです 。
それを 持っ て戻っ て来て 、【 こうも ん さま】に 見せ ると、
「これは いい ですね 。それ では、 これ で おねがい しま す」
という ので 、竹筒 の尖端 （せ んたん ） を赤子の お尻 のあた りに押 し当
てて、
「いたい かの う。だ いじょ うぶか のう 」
といい なが ら、反 応を待 ってい ます と 、
「だいじ ょう ぶです よ。ひ とおも いに や ってくだ さい 」
という ので 、渾身 （こん し ん） の力 で 突き刺し まし た。
竹筒が めり こみ、そこ を穿（う が）ち 、
【こうもん さま】は ひとし きり
叫びまし たが 、それ は悲痛 の声に も喜 悦 の声にも きこ えまし た。
頼まれ たわ けでは なかっ たけれ ども 、
「そうせ よ」
と、な んと なく何 者かに いわ れた気 が して、ぼ くは そのま ま竹筒 に口
をつけ、 火を 熾すや りかた で、 おもい き り何度も 、空 気を吹 き込み まし
た。
【こうも んさ ま】は みるみ る膨 （ふく ） らみはじ め、 そのう ち巨大 な風
船となっ て、 障子を ぶちや ぶって 外へ 飛 んで行き まし た。
「おうい 、ど こへい くんじ ゃ」
ぼくが 呼び かける と、

「おかげ さま で、て んにの ぼれ ます。 き んちゃん 、ほ んとう に、あ りが
とうござ いま した」
という 声も きれぎ れにな り、 そのま ま お月様の ほう に昇っ て行っ てし
まいまし た。
【こうも んさ ま】が いなく なる と、ぼ く は妙に淋 しく なり、 漫画を 読む
のはやめ て眠 ること にしま した。
翌朝ぼ くは 、母親 に、障 子が めちゃ く ちゃに壊 れて いるわ けをた ずね
られまし たが 、
「わしが ねぼ けて、 ぶちあ たった んじ ゃ 」
と自分 のせ いにし ておき ました 。
そうそ う、 もちろ ん尻の 穴の痒 みは 、 すっかり 消え ていま した。

