＋ ３７ 【 う う と 】
ぼくの 親戚 にもい ました が、な んで も かんでも 拝む 人がい ます。
神社で もお 寺でも 教会で も拝む 。
起きた とき も寝る ときも 食べる とき も 拝む。
ありが とう で拝み 、すみ ません で拝 み 、こんに ちは で拝み 、さよ うな
らで拝む 。
ぼくは 基本 的に拝 む人が 好きで す。
拝む人 の気 持はわ からな いけれ ども 。
そうい えば 拝むお ばけの 話をき きま し た。
懐爺は 、そ のおば けを【 ううと 】と 呼 んでいま した 。
「【うう と】 は、な んでお がむの かの う 」
懐爺に きく と、
「金ちゃ んが 拝むと きは、 どうい うと き ですか」
逆にき かれ ました 。
「そらあ きま っとる じゃろ 。ねが いが か なうよう じゃ 」
「拝んで 願い が叶っ たこと があり ます か 」
「おぼえ とら んが、 たぶん いちど もな か ったのう 」
「それは 拝み かたが 足りな いんで す。 す くなくと も【 ううと 】はそ うお
もいこん でい て、そ れでな んでも かん で も拝むの です 。拝み たおす ので
す」
「【うう と】 のねが いは、 それで かな っ たのかの う」
「叶いま せん 。拝ま ないと 叶わな いこ と は、拝ん でも 叶わな いので す」
わけが わか らんが 、
「ほんじ ゃ【 ううと 】はか なしむ じゃ ろ う」
「それが おば けの困 ったと ころで 、悲 し む前に怒 り出 します 」
懐爺は 困っ た顔を しまし た。
「まるで 、む らやく ばの、 まさひ こさ ん じゃのう 」
「それな んで すがね 。村役 場の経 理（け いり）の 正彦 さんが 、じつ は【う
うと】だ った のです 」
「あらま 、そ うじゃ ったか 」

「それが いま までは 猫をか ぶって いて 、 なんでも かん でも拝 む人だ った
のに、そ れで 周りも 謙虚（ けんき ょ） な 人、優し い人 だと、 親しん でい
たのに 、去 年から 化けの 皮がは がれ てき て、すぐに きれて 怒って ばかり 」
懐爺は もっ と困っ た顔を しまし た。
「そいつ は、 まわり もたい へんじ ゃの う 。しょう がっ こうの かわか みせ
んせは 、お こるり ゆうが あって おこ って いるんじ ゃが 、ま さひこ さんは 、
なぜにお こっ ている のか、 ちっと もわ か らんから のう 」
「しかも 役場 のお金 を横領 （おう りょ う ）してい たの ですよ 」
「おうり ょう たあ、 ちょろ まかす こと か い」
「そんな かわ いいも のでは ありま せん 。 下手する と村 がつぶ れるく らい
の横領で す。 経理な んです から、 大変 な 罪ですよ 」
「それで まさ ひこさ んは、 かんご くい き かい」
「それが 困っ たこと に、訴 えたら 自殺 す ると村長 を脅 （おど ）かす んで
すね。お ばけ が自殺 するわ けはな いの に 」
懐爺は ます ます困 った顔 をしま した 。
「そんち ょう さんは 、やさ しいか らの う 」
「でもこ のま までは 、【う うと】 の思 う 壷です。 【う うと】 は自分 勝手
に拝むお ばけ ですか ら、村 のこと や村 び とのこと なん か、ど うでも いい
んです。 それ をいま まで周 りはか んち が いしてい まし た。本 質的に 優し
い人は、 自分 のため に拝む のでは なく 、 他人の幸 福の ために 祈りま す」
それは そう だ。
「かいじ いは 、どう するつ もりか のう 」
「いくら おば けでも 、いく ら横領 して も 、消すわ け に はいき ません 」
「どうし てじ ゃ」
「一寸の 虫に も五分 の魂（ たまし い） 、 という言 葉を 知って います か」
知って いる かとい う言い 方は失 礼な も のです。
皆さん も気 をつけ てくだ さい。
「しらい でか 。わし がしら んのは 、お と ことおん なの まぐわ いかた だけ
じゃ」
「それは わた しも知 りませ ん。誰 か教 え てくれま せん かねえ 」
「としよ りに は、ふ ようじ ゃ」
「それが 、い い薬を 開発（ かいは つ） し ました」

「よけい なこ とせん でええ 。よけ いな こ ともいわ んで 、さき をいえ や」
「はい。 【う うと】 はおば けの世 界で も ちっぽけ な存 在で、 しかも 嫌わ
れ者です 。そ んなち っぽけ なおば けに も 、ちっぽ けな 魂があ るから 、よ
ほどの理 由が ないと 消せま せん」
「かいじ いら しくな いのう 」
「わたし らし いとは 、どう いうこ とで し ょうか。 すぐ に殺す のがわ たし
らしいの です か」
「そうじ ゃ」
ぼくは 【き めんと う】事 件を想 いだ し ていまし た。
「今のわ たし は、若 い時代 のわた しで は ありませ ん」
懐爺の 声が きつか ったの で、
「すまん のう 。いい すぎた 。おば けを け すのは、 とく いじゃ ろ、と いう
いみでい った んじゃ 」
「それは 大悪 党のお ばけの 場合で す 。小 悪党を消 すの はさす がに躊 躇（ ち
ゅうちょ ）し ますね 。ちっ ぽけな おば け は、人間 にば けても 、ちっ ぽけ
な人間に しか なりま せん。 ちっぽ けな 人 間は、ほ うっ ておけ ばいい んで
すよ」
おばけ に大 も小も ないと おもっ たが 、 一応納得 しま した。
「そうい うも んかの う」
「本当は【うう と】を 消すの は簡単 です 。【ううと 】は蛞 蝓（な めくじ ）
のおばけ です から、 塩をふ りかけ れば 消 えてしま いま す」
「 あたっ てい たのう 。まさ ひこさ んの あ だなは、 なめ くじじ ゃから 」
「よく似 てい ますか らねえ 」
ふたり して 笑った 。
「わしが やっ たる。 しおを ふりか けた る 」
「やめて くだ さい。 蛞蝓を 消した ら、 金 ちゃんが 蛞蝓 臭くな ります よ」
「なめく じく さいの は、い やじゃ のう 」
という わけ で、【 ううと 】は相 変わ ら ず怒った りお 金をご まかし たり
していま した が、い つのま にか消 えて し まいまし た。
ぼくは 絶対 に、懐 爺が塩 をふり かけ た のだとお もい ました 。
ぼくに それ をやら せなか ったの は、ぼ くを蛞蝓 臭く させな かった のは 、
懐爺の思 いや りだと かんが えまし た。

懐爺な ら元 々臭い ので、 しかも あれ こ れたくさ んの 臭いが まじっ た臭
さなので 、ひ とつく らい臭 いが増 えて も 問題ない とか んがえ たので しょ
う。
けれど も一 か月ほ ど経っ て、真 相（ し んそう） がわ かりま した。
漬け物 を作 るため の塩を しこた ま抱 え て、村役 場に やって きた荒 物屋
のおばあ さん が、な んの拍 子か転 んで 塩 を空中に ぶち まけた 。
その塩 を正 彦さん が、い や【う うと 】 が、運悪 く（ もしか すると 運良
く）頭か ら か ぶって しまっ たそう です 。
天から 塩が ふって きたの ですか ら、 【 ううと】 は天 罰（て んばつ ）と
おもった こと でしょ う。
荒物屋 のお ばあさ んは、 わざと やっ た わけでは ない ので、 蛞蝓臭 くは
なりませ んで した。
めでた しめ でたし 。

