＋ ２ ６ 【 ど ろど ろ 】
村芝居 で『 四谷怪 談』を やる という の で、ぼく は伊 右衛門 をやら せろ
とせがん だの ですが 、こど もじ ゃだめ だ というの で諦 めて、 裏方を やら
せてもら いま した。
裏方に もい ろいろ あるの です が、ぼ く の役割は お岩 さんの 顔を作 るお
手伝いで した 。
粘土を こね て、接 着剤を 使っ てすこ し ずつ、お 岩さ ん役の 隣のお 姉さ
んのきれ いな 顔 に貼 付ける のです 。
十回ば かり 貼付け て、赤 い絵 の具を 塗 りたくる と、 お岩さ んの完 成で
す。
隣のお 姉さ んの演 技は、 それ こそ鬼 気 迫るもの で、 観客は みんな 蒼く
なってい まし た。
村芝居 の大 成功が 約束さ れた ので、 ぼ くはお手 伝い が終わ ると、 懐爺
のところ に行 って自 慢をし ました 。
「わしの 、お いわさ んづく りが 、みご と なもんだ から 、しば いのお きゃ
くさんは 、ふ るえあ がっと った」
すると 、懐 爺はと つぜん 、
「しまっ た」
と声を 発し ました 。
「だいせ いこ うなの に、し まった はな か ろう」
ぼくが 不満 の声を あげる と、懐 爺は 舌 打 ちを繰 り返 して、
「わたしとしたことが、村芝居のことを、すっかり忘れていましたよ。
『四谷怪 談』 だけは 絶対に やっ てはい け ないと、 前か ら世話 人には よく
伝えてお いた んです がね。 みん なの要 望 もあって 断れ なかっ たので しょ
う」
「よつや かい だんは 、まず いん かの。 よ つやかい だん はおも しろい がの
う」
「面白け れば いいと いうわ けで はあり ま せん。昔 から 歌舞伎 （かぶ き）
で『四谷 怪談 』をや ると、 お岩 さん役 者 が、お岩 さん になっ てしま うと
いう言い 伝え があり ます 。
【 どろど ろ】と いうおば けが 顔には りつい てし
まうので す」

「いいつ たえ なんか 、しん じな ければ え え。それ に、 むらし ばいは 、か
ぶきじゃ ねえ 」
「そうい うこ となら いいん ですが 。お 岩 さん役は だれ でしょ うか」
「おいわ さん は、び じんじ ゃね えとで き ん。とな りの おねえ さんし かお
るまい」
「しまっ た」
懐爺は また 声を発 しまし た。
その声 にぼ くはび びりま した。
「となり のお ねえさ んが、 その まま、 ほ んものの おい わさん になっ ちま
うのかの う。
【ど ろどろ 】な んぞし らん 。あれはわ しが はりつ けた、ねん
どにすぎ んが のう」
「とにか く、 金ちゃ ん、隣 のお姉 さん の 様子を見 て来 てくだ さい」
という わけ で、ぼ くはま た 村芝 居を や っている 広場 にもど りまし た。
村芝居 は終 わって いて、 役者も みん な 解散して いま した。
大道具 係の お兄さ んたち だけが 、後 始 末をして いま した。
「となり のお ねえさ んは、 どこに いる の かのう」
ぼくは ひと りのお 兄さん に声を かけ ま した。
すると お兄 さんは 険しい 顔をし て、
「金ちゃ んよ 、お岩 さんに さ、変 なも の 貼付けた りし たじゃ ろ」
「ねんど じゃ 。せっ ちゃく ざいだ って 、 すぐには がれ るやす ものじ ゃ」
「それが さ、 あのお 岩さん の顔が よ、 元 にもどら んの よ」
ぼくも 、し まった と声を 発した かっ た 。
「それで 、と な りの おねえ さんは 、ど こ じゃ」
「村医者 のと ころさ 行った よ。 あれは 薮 医者じゃ から 、たぶ んなお らん
よ」
ぼくは 慌て て村医 者のと ころに 駆け 込 みました 。
村医者 が首 をひね ってい ます。
「おかし いな あ、は がれな いなあ 」
「はがす きが ないん じゃな いんか のう 」
ぼくは 文句 をいい ました 。
隣のお 姉さ んは啜 り泣い ていま す。
「この醜 い凸 凹（で こぼこ ）が、 お肌 と 一体にな って います からな あ」

「しゅじ ゅつ せい 。【ど ろどろ 】をや っ つけろ」
ぼくは 村医 者に命 令しま した。
とうぜ ん村 医者は 聞く耳 を持っ てい ま せん。
お そ ら く手 術器具 も持っ ていな いの で しょう。
「もうえ えわ い」
ぼくは 隣の お姉さ んの手 を引 っぱっ て 、懐爺の とこ ろに連 れてい きま
した。
ごぞん じの ように 、ぼく にとっ て懐 爺 は、
友達であ り、
仲間であ り、
父親であ り、
兄貴であ り、
先生であ り、
師匠であ り、
神様であ り、
仏様であ り、
もちろん 、医 者であ ります 。
「かいじ いの ちから で、な んとか して く れんかの う」
ぼくは 拝み ました 。
「わかり まし た。金 ちゃん の頼み なら 、 何とかし ます 」
さすが は懐 爺。
懐爺は 、隣 のお姉 さんの 醜く なった 顔 をさすり なが ら、呪 文（じ ゅも
ん）を唱 えま す。
どろど ろど ろどろ やいや い
どろろ どろ ろんと いけい け
どろど ろあ っちさ いけい け
おいわ さん にはつ みはな い
おねえ さん にはつ みはな い
つみが ある のはい えもん よ
つみが ある のはな んぼく よ
なんぼ なん でもつ みはな い

すると どう でしょ う、隣 のお 姉さん の 顔の粘土 がど ろどろ と流れ て、
元のきれ いな お姉さ んの顔 になり まし た 。
お姉さ んは 手鏡で 自分の 顔をう つし て 、嬉し泣 きし ました 。
ぼくも もら い泣き しまし た。
お姉さ んと ぼくは 抱き合 って泣 きま し た。
お姉さ んは とても いい匂 いが し て、 ぼ くはもう けた とおも いまし た。
それも これ も懐爺 のおば け、じ ゃな い 、おかげ 。
お姉さ んが 懐爺に お礼を いお うとす る と、懐爺 はも う祠の 奥に消 えて
いました 。

