＋ ２ ７ 【 だ んち ょ う 】
全国的 な人 気を誇 る、と いわ れてい る 巡回営業 （じ ゅんか いえい ぎょ
う）の〈 お化 け屋敷 〉が、 ぼく の村に も 来ること にな って、 前評判 は凄
いもので した 。
ぼくも 待ち 遠しく てたま りませ ん。
〈お化 け屋 敷〉に は、ぜ ひとも 隣の お 姉さんを 誘っ て行き たい。
隣のお 姉さ んがこ わがっ て、 あのと き のように ぼく に抱き ついて くる
かもしれ ませ んから 。
ごぞん じの ように ぼくは 女嫌 いだけ れ ども、母 親と 隣のお 姉さん だけ
は別なの です 。
けれど も、 隣のお 姉さん は用 事があ っ て、しば らく 町へ行 くこと にな
りました 。
それで ぼく はひと りで行 くこと にし ま した。
半年か けて 貯金（ ちょき ん）し た、 百 円玉を五 枚握 りしめ て。
広場に 巨大 な簡易 建築物 （か んいけ ん ちくぶつ ）が 完成し ていて 、幾
つもの幟 （の ぼり） や旗（ はた） が立 っ ていまし た。
そこに はい ろんな おばけ の名前 や姿 が 描かれて いま した。
【ろくろ っく び】
【ひとつ めこ ぞう】
【のっぺ らぼ う】
【ゆきお んな 】
【からか さ お ばけ】
【ねずみ おと こ】
【ぶたま んじ ゅう】
【じんめ んぎ ょ】
【うみぼ うず 】など など。
呼び込 みの おじさ んが嗄 （しわ が） れ た声を張 り上 げてい ます。
良い子 悪い 子出て おいで
お化け さん 達待っ てるよ
観ない と損 だ一生 の不覚

良い子 悪い 子出て おいで
お化け さん はもう 出てる
いまか 今か と待っ ている
良い子 悪い 子腰ぬ かすぞ
お化け 怖く て泣き 出すぞ
それで も楽 しい屋 敷だよ
お化け 屋敷 は日本 一だよ
ああ怖 やお おおぞ ましや
種も仕 掛け もあり ませぬ
お化け 屋敷 は日本 一だよ

小学生 と中 学 生は 、それ ぞれ三 、四 人 かたまっ て来 ていま した。
幟や旗 を見 ただけ で、べ そをか いて い るこども もい ました 。
家族連 れも 来てい ました が、 幼子が 怖 がって泣 きじ ゃくる ので引 き返
す者たち もい ました 。
ぼくは 後で 、懐爺 に報告 をし なけれ ば ならない から 、緊張 （きん ちょ
う）して 、武 者震（ むしゃ ぶる） いが 何 度もでて いま した。
みんな 一番 目を厭 （いや ）が ってい る ので、ぼ くが 先陣（ せんじ ん）
をきりま した 。
なかは 薄暗 く、細 い通路 になっ てい ま す。
おどろ おど ろしい 音楽が 天井か らき こ えます。
おばけ は左 右にい て、そ こだけ が ほ ん のりと薄 明る くなっ ていま す。
はじめ は、
【ろくろ っく び】で 、首か ら白 く細い 布 を下げた 、顔 色の悪 いおば さん
が、小さ な階 段を登 ったり 降りた りし て いるだけ です 。
おつぎ は、
【のっぺ らぼ う】で 、顔に 白い 絵の具 を 塗りたく って いるお ばさん が、
顔を硬く して 突っ立 ってい るだけ です 。
【ひとつ めこ ぞう】 も同じ で、 顔に白 い 絵の具を 塗り たくっ ている こど
もが、そ こに 一つ、 目を描 いてい るだ け です。
【ゆきお んな 】は、 人工雪 の上 に、着 物 を着たお ばさ んが座 って、 居眠
りをして いる だけ。

【からか さお ばけ】 は、唐 傘の なかに 、 下駄 をは いた おじさ んが入 って
足踏みし てい るだけ 。
【ねずみ おと こ】は 、変に にや ついた お じさんが 、一 匹の生 きた鼠 をぶ
らさげて いる だけ。
【ぶたま んじ ゅう】 は、豚 のお 面をか ぶ ったおじ さん が、饅 頭を喰 いに
くそうに 喰っ ている だけ。
【じんめ んぎ ょ】は 、魚（ とい っても 紙 粘土で作 られ たもの ）の頭 に、
人の顔を 描い ている だけ。
【うみぼ うず 】は、 坊主頭 に膿 （うみ ） をもった 、お できが あるこ ども
が、頭を かい ている だけ。
まあ、他 のおば けたち も 、
「だけ」の 存 在で、屋敷 から出 たぼく は、呆
れ果てて 腰を ぬかし そうに なり 、五 百 円 が惜しく て べ そをか きそう にな
りました 。
種も仕 掛け も、あ ってほ しかっ た。
それで もぼ くの後 から出 て来 た小学 生 や中学生 たち は、恐 怖の顔 で腰
をぬかし たり 、べそ をかい たりし てい ま した。
なさけ ない やつら じゃ。
ぼくは 気が 進まな かった けれど も、 懐 爺に報告 に行 きまし た。

憮然（ ぶぜ ん）と したぼ くの顔 を見 て 、懐爺は 笑い ながら 、
「〈お 化け屋 敷〉はみ んなそ ういう もので すよ。逆に本 物の おばけ が出て
来たら、 お客 さんは 寄り付 かな い。あ れ はあれで 、あ の滑稽 感（こ っけ
いかん） と奉 仕精神 （ほう しせ いしん ） を楽しめ ばい いので すよ。 かし
こい金ち ゃん ならわ かるん じゃな いで す か。常に階 段を登 り降 りした り、
雪の上に 長い 間座っ たり、 唐傘 のなか に 入りっぱ なし になっ たり、 ずっ
と鼠をぶ らさ げてい るなん て、 相当に 忍 耐力（に んた いりょ く）が ない
とできま せん よ。
【ろくろ っく び】の 顔色が 悪いの は、 息 切れして いる からで す。
【ゆきお んな 】の居 眠りは 、本 当のと こ ろひどく 冷た くて気 絶して いる
んです。
【からか さお ばけ】 が足踏 みし ている の は、おそ らく 閉所恐 怖症（ へい
しょきょ うふ しょう ）なん ですね 。

【ねずみ おと こ】が にやつ いて いるの は 、気持悪 さを 必死（ ひっし ）で
我慢（が まん ）して いるの ですよ 」
ぼくは 懐爺 の解釈 に、目 から鱗 （う ろ こ）も泪 も落 ちまし た。
「あわれ じゃ のう。 せつな いのう 」
「あわれ でせ つない のが、 おば けです か ら、あの ひと たちは 、おば けの
神髄（し んず い）を 、ちゃ んと理 解し て いるんで すね 」
懐爺は しき りにう なずく 。
ぼくも 感心 しつつ 、
「そんで も、 ごひゃ くえん だし たんじ ゃ から、ほ んも ののお ばけに あい
たかった のう 」
と、だ だを こねる ふうに いいま した 。
「あれれ 、金 ちゃん 。会い ませ んでし た か。呼び 込み のおじ さんが いた
でしょう 」
「むろん いた のう。 よいこ わる いこで て おいで、 おば けさん はもう でて
る、とい うと った」
「それはたしかに、もうでていますよ。あの呼び込みのおじさんこそ、
〈お化け 屋敷 〉の持 ち主で 、
【だん ちょう 】とい う、ほ んも ののお ばけで
すからね え」
ぼくは 唖然 （あぜ ん）と しまし た。
〈お化 け屋 敷〉に 行く前 に、 懐爺の 話 をきいて おけ ばよか ったと 後悔
しました 。
「そいで 【だ んちょ う】は 、どん なわ る さをする んか 」
懐爺は 苦笑 いをし て、
「ほかな らぬ 金ちゃ んです から 、あえ て いいます が、 わるさ をする おば
けよりも 、わ るさを しない おば けのほ う がはるか に多 いんで す 。し かし
わたしら から 見れば 、怖い 姿形 をして い ますから 、わ たした ちが勝 手に
怖がって いる ことも たくさ んあ ります 。 おばけの 世界 ではそ ういう 姿形
は常識な んで すがね 」
「ならば 、
【 だんち ょう】はこわ くな いす がたかた ちを してい て、な おこ
わくない おば けなん か」
そんな おば けは知 らない から一 応き い てみまし た。
「いやい や、
【 だんち ょう 】は 怖くな いお ばけです が 、姿形 は怖い んです 。

呼び込み のお じさん の姿形 は、 かりそ め でしてね 。【だん ちょう 】とは 、
団長さん とま ちがえ られや すいで すが 、じつは断 腸 、つま り断腸 の思い 。
ひたすら 悲し み に耐 えてい るお ばけな ん です。本 当の 姿形は 、千切 れた
腸の集合 体（ しゅう ごうた い） ですか ら 、見た目 にこ んな怖 いおば けは
ありませ ん」
見なく とも 想像し ただけ で怖い 。
「それで 【だ んちょ う】の かなし みた あ 、なんじ ゃ」
「〈お 化け屋 敷〉で 、本当 は本物 のお ばけ を登場さ せた い。でも そう した
ら、お客 さんは 寄り付 かな い。
【 だん ちょ う】に協 力して くれる みん なを
食べさせ るた めに、 ああい う出 し物を し ているん です 。本心 よりも 商売
優先（し ょう ばいゆ うせん ）で す。本 物 のおばけ であ る【だ んちょ う】
が、悲し くな いわけ はあり ません 」
「 な るほ どの う。そ ういう もんか のう 」
ぼくは 何だ か、い まだか いも くわか っ ていない 、人 生の一 端（い った
ん）をの ぞい た気持 になり ました 。

