＋ ３２ 【 だ だ ら 】
たまに 【ま るのみ おんな 】に出 会う と 、【まる のみ おんな 】のお 腹に
いる完ち ゃん に、必 ず声を かけま す。
「おうい 、か んちゃ ん、げ んきに しと る かい」
完ちゃ んか らも、 必ず返 答があ りま す 。
「あいよ 、金 ちゃん 、げん きだよ 。こ こ は暑くも なく 寒くも なくて 、毎
日春じゃ 。食 い物も 旨いぞ 。それ に何 よ りも、落 ちつ いて勉 強がで きる
からのう 。出 たとき には金 ちゃん より も 、ずっと かし こくな っとる から
な」
「そいつ は、 たのし みじゃ のう」
「でもさ 、こ こはと もだち がいな いか ら 、それだ けが 淋しい んじゃ 」
「そうか い。 でもわ しは、 いつも いつ で もいつま でも 、かん ちゃん のと
もだちじ ゃぞ 」
「ありが とう ありが とう。 眠ると いつ も 金ちゃん の夢 をみる ぞ。だ から
ほんとう は淋 しくな んかな いんじ ゃ」
「そうか い。 たっし ゃでく らせ」
「金ちゃ んも のう」
ぼくは 、【 まるの みおん な】の 御機 嫌 （ごきげ ん） をとる ために 、中
川で釣っ た魚 や、大 山で狩 った小 動物 を ぜんぶあ げま す。
【まる のみ おんな 】は喜 んで、 魚や 小 動物をま るの みしま す。
その魚 や小 動物は 、完ち ゃんの 御馳 走 （ごちそ う） になる はずで す。
という わけ で、【 まるの みおん な】 に 会いそう なと きには 、中川 に釣
に行くか 大山 に狩に 行くこ とにし てい ま す。
とくに 夏休 みは毎 日釣に 行きま した 。
釣竿や 玉浮 きは手 作りで すが、 村長 さ んの家に 寄っ て白子 （しら す）
をもらっ て、 餌釣（ えさづ り）を やる の です。
中川の 上流 に行く と〈鮎 禁漁〉 の立 て 札が立っ てい ます。
ぼくは その 禁の字 の上に 、大の 字を 書 いた紙を 貼付 けてか ら精を だし
ます。
餌の白 子を 十尾ほ ど口で かみく だき 、 川の水を 口に 含んで 、いっ しょ
に川面（ かわ も）に 吐きだ すので す。

鮠（は や） や山女 （やま め）も まち が って釣れ ます が、ほ とんど 毎日
鮎大漁で す。
尤（も っと ）もい くら大 漁でも 、我 が 家の食卓 には でませ ん。
自分が 食べ るため ではな く、完 ちゃ ん が食べる ため に釣っ ている ので
すから。
なぜな らぼ くは元 々、釣 りとか 狩と か が好きで はあ りませ ん。
鮎であ れ、 兎であ れ、生 き物を 釣っ た り狩った りす るのは 厭だ。
ですか ら、 完ちゃ んが【 まるの みお ん な】のお 腹か らでて きたと きに
は、釣も 狩も 完全に やめて います 。
ある日 ある とき、 大山に 狩に行 きま し た。
ぼくの 狩道 具は、 自分で 作った 弓矢 で す。
百発百 中と いうわ けには いきま せん が 、どうい うわ けか専 門の狩 人よ
りも巧い 。
おそら くこ ういう ことは 、訓 練 して 巧 くなるも ので はなく 、得意 不得
意とか、 資質 とかが あるの でしょ う。
たぶん 剣術 なんか もそう で、ぼ くは ち ゃんばら ごっ こでも 負けた こと
はない。
これは 自慢 でない 、とい うのは 、狩 と ちゃんば らの 他はぜ んぶ完 ちゃ
んに勝っ たこ とがな いので すから 。
完ちゃ んは 器用で 、釘刺 し合戦 とか 、 めんこ合 戦と か、木 登り競 争と
か、川泳 ぎ競 争とか 、そう いうも ので 完 ちゃんに 勝つ こども はいま せん
でした。
それは さて おき、 大山に 狩に行 った 話 です。
うまい 具合 に、【 まるの みおん な】 が 、いえ完 ちゃ んが喜 びそう な、
うまそう な子 鹿を見 つけま した。
よし、 と矢 をつが えると 、その 子鹿 の ほうから 駈（ か）け てきて 、ぼ
くに声を かけ てくる のです 。
「金ちゃ んで あるな 。最近 山や川 を荒 ら している 金ち ゃんで あるな 」
とても 厳か な声で した。
「わしは きん ちゃん だが、 おまえ はな に ものじゃ 」
「おれは 子鹿 のなり をして おるが 、本 当 の正体は この 山のあ るじ、 【だ
だら】で ある ぞよ」

やはり 厳か な声で した。
もしか する と本当 に、大 山の主 の山 神 さまかも しれ ない。
それで も後 へ引く わけに はいか ない 。
「【だだ ら】 とは、 へんな なまえ じゃ の う」
「余計な お世 話であ るよ。 おれは 金ち ゃ んなんか に狩 られは せん。 喰わ
れはせん 」
「わしが くう んじゃ ねえ。 ともだ ちの か んちゃん がく うんじ ゃ」
「なるほ ど、 【まる のみお んな】 の腹 の なかにい る完 ちゃん である か。
おれは完 ちゃ んにも 喰われ はせん ぞよ 」
「そうだ だを こねん で、か られろ や、 く われろや 」
「そうよ な。 勝負を して、 おれに 勝っ た ら勝手に して いいぞ よ」
面白そ うだ 。
「よし、 のっ たぞ。 しょう ぶする かの う 」
そうい うと 【だだ ら】は 、鹿な のに 馬 みたいに 笑っ て、
「おれに 勝て るわけ もある まいが 、そ れ でもやっ てみ るかや 」
「やった るで 」
「ただし 、お れがか んがえ た勝負 にか ぎ るぞよ。 三度 やって 、金ち ゃん
が一度で も勝 ったら 、勝手 にする がい い ぞよ」
「それで ええ 、まけ るもん かい。 かっ て にさせて もら うから のう」
ちゃん ばら ならい いなと おもい なが ら 、安請（ やす うけ） け合い をし
たぼくが 馬鹿 でした 。
最初の 勝負 はこう いうも のでし た。
「何分息 をと めてい ら れる か。む ろん 長 かったほ うが 勝ちだ ぞよ」
これは 苦手 だがし かたな い。
案の定 （あ んのじ ょう） ぼく一 分、 【 だだら】 十分 で完敗 。
次の勝 負は こうい うもの でした 。
「三分間 で何 回おな らがで きるか 。む ろ ん多かっ たほ うが勝 ちだぞ よ」
これな ら自 信があ る。
だから ふん ばりま したが 、ぼく 五回 、 【だだら 】五 十回で 完敗。
最後の 勝負 はこう いうも のでし た。
「鼻の穴 に何 個どん ぐりを 詰め込 むこ と ができる か。 むろん 多いほ うが
勝ちだぞ よ」

これも 自信 がある 。
子鹿の 鼻の 穴より 、ぼく の鼻の 穴の ほ うが大き いし 。
けれど も予 想に反 して、 ぼく七 個、 【 だだら】 七十 個。
「まけた 。は がたた ん、は なもた たん 。 しかにま ける たあな さけな い、
しかたな い。 わしは ひきあ げるか らの う 」
ぼくは 潔く 完敗を みとめ ました 。
【だだ ら】 は、鹿 なのに 馬みた いに 笑 って、
「おまけ に、 もう一 勝負や っても いい ぞ よ」
気が進 まな かった が、ぼ くはう なづ き ました。
「これか らお れがう んこを するか ら、 そ のうんこ の色 を当て るのだ 。む
ろん中間 色は なしで いいぞ よ。そ うよ な 、次の色 から 選んで もらう こと
にするか な。
赤、
青、
黄、
緑、
橙、
桃、
茶、
紫、
黒、
白、
以上十色 だぞ よ」
ぼくは あて ずっぽ うで、 という より 、 鹿がだめ なら 、代わ りに完 ちゃ
んに桃を 食べ させて あげた くなっ たの で 、
「ももい ろじ ゃ」
と即答 しま した。
【だだ ら】 の顔が 梅干し みたい に萎 （ しぼ）ん で、 ときを 待たず に、
うんこを しま した。
桃色で した 。
【だだ ら】 は、情 けない 顔をし て、

「ちくし ょう め、蛇 足だっ たなあ 、く そ ったれ、 約束 だから 、さっ さと
狩れや」
と呟き まし た。
ちっと も厳 かな声 ではあ りませ んで し た。
ぼくは 悄気 （しょ げ）て いる【 だだ ら 】を残し 、桃 をいく つかも いで
引き上げ まし た。
【だだ ら】 は、お そらく ぼくに きこ え るよう、 大山 ぜんぶ を揺ら すほ
どの大音 声（ だいお んじょ う）で 、感 謝 の歌を歌 って いまし た。
駄駄羅 だら だら
あんが とさ んよ
駄駄羅 くわ ねで
あんが とさ んよ
駄駄羅 だら だら
だらだ らあ そび
駄駄羅 だら だら
あそび まし ょう
くだら ぬあ そび
それい ちば んね
駄駄羅 だら だら
だらだ らあ そび
あすも だら だら
あそび まし ょう
駄駄羅 だら だら
駄駄羅 とと もに
あそび せん とや
うまれ けん とか
それな ら駄 駄羅
やっぱ り駄 駄羅
ほんま に駄 駄羅
たのし や駄 駄羅
おまけ に駄 駄羅
懐爺に 【だ だら】 の話を すると 、話 の 結末（け つま つ）に ついて 、

「それは よか ったで すね」
といい まし た。
「よかっ たの かのう 」
「よかっ たで すよ。 【だだ ら】を 【ま る のみおん な】 に呑ま せては いけ
ません。 おば けにお ばけを 食べさ せる こ とは、人 間に 人間を 食べさ せる
ことと、 まっ たく同 じ次元 （じげ ん） の ことです から ねえ」

