＋ ３ ０ 【 う たま ろ 】
春には 春の 、夏に は夏の 、秋 には秋 の 、冬には 冬の 歌が、 どこか らか
きこえま す。
春じゃ 春じ ゃ
ありが たや の
春じゃ 春じ ゃ
飲めや 歌え や
夏じゃ 夏じ ゃ
ありが たや の
夏じゃ 夏じ ゃ
飲めや 歌え や

秋じゃ 秋じ ゃ
ありが たや の
秋じゃ 秋じ ゃ
飲めや 歌え や
冬じゃ 冬じ ゃ
ありが たや の
冬じゃ 冬じ ゃ
飲めや 歌え や
こうし て書 き出し てみる と、 春夏秋 冬 同じ内容 だが 、歌う 調子は まっ
たくちが いま す。
春は軽 やか に、夏 は健や かに 、秋は 爽 やかに、 冬は 冷やや かな調 子で
歌われま す。
小学校 の同 級生に きいて みる と、そ ん な歌はき こえ んとみ んない いま
す。
ぼくに だけ きこえ るとい うこ とは、 耳 鳴りとか 幻聴 （げん ちょう ）と

いうもの かし らと、 ここは やっぱ り懐 爺 にきいて みな くては 。
そうし て行 った日 は、馬 肥ゆ る秋で 、 馬はとも かく として も、草 むら
では蟋蟀 やら 鈴虫や らが鳴 いてい まし た 。
「あのこ おろ ぎや、 あのす ずむし より も 、うたが うま いんじ ゃ 」
「そうで すか 。歌う おばけ 、【 うたま ろ 】ですね 」
懐爺は いと もあっ さりと いって のけ ま した。
「そんな かん たんに 、きめ つけて いい の かのう」
「金ちゃ んと はしょ っちゅ う会 ってい ま すから、 金ち ゃんが 耳鳴り や幻
聴がする とは おもわ れませ ん。 それで も ほかのこ ども たちに きこえ ない
なら、ま ずも って【 うたま ろ】し かあ り ませんか らね え」
「あのえ かき の、【うた まろ】 かい」
「歌磨呂 では ありま せん。 おば けには 【 うたまろ 】の ほかに 〈まろ 〉が
付くもの がけ っこう おりま す。 いわば 大 派閥（だ いは ばつ） といっ たと
ころです 。
【はなま ろ】
【ばかま ろ】
【へそま ろ】
【くそま ろ】
【あほま ろ】
【ぼけま ろ】
【まろま ろ】 などな どです 」
懐爺は 一つ 一つお もいだ しなが ら名 を あげて、 楽し そうで した。
「ほかの〈 まろ〉は しらん が、
【 うたま ろ 】はいいの う。みそ らひば りよ
り、うた がう まいの う」
「美空ひ ばり にはか ないま せん がね。 と いうのは 【う たまろ 】は、 別名
【さけま ろ】 ですが 、酒毒 （し ゅどく ） にやられ てい まして ねえ。 酒を
呑まない と歌 えない んです よ」
大酒呑 みか 。
中毒か 。
ぼくの 父親 は大酒 呑みで 、そ のせい で 早死にし たと きいて いまし たか
ら、大酒 呑 み に対し ては近 親憎悪 （き ん しんぞう お） があり ました 。
「するて えと 、なん じゃれ かんじ ゃれ 、 こまるの う」

「はい。 酒代 （さか だい） がか かりま す 。おばけ の世 界にも 酒はあ るん
ですが、 鬼の 姿をし た盗賊 の酒 呑童子 （ しゅてん どう じ）が 、本物 のお
ばけでは ない くせに 、おば けの 世界の 酒 をみんな 呑ん でしま うので すか
ら、【 うたま ろ】 は苦心 惨憺（ くしん さ んたん） して います 」
「それじ ゃ、 さると なかよ くす ればい い のう。さ るざ けがの めるか らの
う」
「はい。 じっ さい【 うたま ろ】 は猿酒 を 呑んでい ます 。でも 猿酒は 度数
が高いで すか ら、
【うた ま ろ 】が【おし ま ろ】に なって しまう のでは と心
配です」
「それは こま るのう 。あの すばら しい う たがきこ えな くなる からの う」
「そうで すよ ね。金 ちゃん が歌 上手な の は、きっ と【 うたま ろ】の おか
げですも のね 」
「それは そう じゃ 。
【う たま ろ】が いつま でもげん きな ら、わ しは 、ひば
りになれ る」
実はそ のこ ろぼく は、野 球選手 か音 楽 家になり たか ったの です。
でも貧 乏で 野球道 具は買 っても らえ な いから、 野球 選手は 無理で す。
楽器も 買っ てもら えない から 、演奏 家 は無理で しょ うが、 歌うの に道
具はいら ない から貧 乏でも 大丈夫 です 。
歌 手が いい 。
「酒毒が 厄介 （やっ かい） なの は、酒 を 呑まない とき は、痙 攣（け いれ
ん）や麻 痺（ まひ） がある のに 、酒が 入 るとそれ がぴ たりと 止まる とこ
ろなんで す」
「なるほ ど。 けいれ んやま ひを とめる た めに、ま たさ けをの むって こと
かい」
「ええ 。
【た くさん 】とい う酒毒 者の おば けは、酒 はもう たくさ んと いい
つつ、た くさ ん酒を 呑んで 、野た れ死 に しました から ねえ」
「【う たまろ 】だけ は、へ たれじ ゃね え、のたれじ にし てほし くはな いの
う」
けれど もぼ くの願 いむな しく 、
【 うたま ろ】の 歌はそ のう ちきこ えなく
なりまし た。
まちが い な く、ぼ くが歌 手に なれな か ったのは 【う たまろ 】が【 おし

まろ】に なっ たせい です。

