＋ ３ ８ 【 ごろ ざ え も ん 】
こども のこ ろから 現在ま で、ぼ くが 好 きな武将 は、 太田道 潅、直 江兼
続、真田 幸村 ですが 、いく ら待ち 望ん で も、【ど うか ん】と か【か ねつ
ぐ】とか 【ゆ きむら 】とか のおば けは で てくれま せん でした 。
けれど も、 武将の おばけ はでた こと が あります 。
自称【 ごろ ざえも ん】で す。
このお ばけ を想い だすと 、何と か再 会 できない もの かと、 毎度念 じた
ものです が、 一期一 会（い ちごい ちえ ） におわっ てい ます。
秋の日 曜日 のある 朝、隣 のお姉 さん が やってき て、 中山の 古塚（ ふる
づか ）に行 きたい のだけ れども 、ぼくに 一 緒に行っ てく れない かとい う。
本当は お姉 さんと なら地 獄（じ ごく ） の果てま で行 っても かまわ ない
のですが 、て れくさ いので 遠慮（ えん り ょ）して いま した。
すると 何度 も頼ま れ、お 昼のお にぎ り まで用意 して あると いいま す。
ぼくは おに ぎりに つられ たふり をし て 、もしか する とふり ではな く、
首を縦（ たて ）にふ りまし た。
道々、 どう して古 塚まで 行くの かと 尋 ねると、
「ご先祖 さま があそ こに眠 ってい るの で す」
と答え まし た。
御影石 （み かげい し）で 作られ た古 塚 には、鬼 が眠 ってい ると噂 され
ていたの で、 そう尋 ねると 、
「ご先祖 さま は鬼と よばれ た武将 だっ た のです」
と答え まし た。
「ぶしょ うた あ、さ なだゆ きむら 、み た いなひと かの う」
「真田幸 村ほ ど有名 でも偉 くもあ りま せ んが、幸 村く らい強 くて立 派な
武将でし た」
「もしか して 、どう かん、 かのう 。か ね つぐ、か のう 」
「いいえ 、山 本五郎 左衛門 （やま もと ご ろざえも ん） といい ます」
「ならば 、お ねえさ んも、 やまも とさ ん かい」
「あら、 金ち ゃんは 私の名 前をご ぞん じ なかった ので すか。 山本不 二子
といいま す。 下手な 詩人を やって いま す 」

「しじん たあ 、はつ みみじ ゃのう 」
「ええ。 金ち ゃんに いうの が初め てで す から」
お姉さ んの 下手な 詩を教 えても らい た かったの です が、下 手な詩 を教
えてもら って もしか たがな いとお もっ た ので、そ の強 くて立 派な武 将の
ことを尋 ねる と、お 姉さん は詳し く教 え てくれま した 。
それを かい つまん で記し ます。
山本五 郎左 衛門は 、真田 幸村よ り少 し 前の、戦 国時 代（せ んごく じだ
い）の武 将。
大昔こ の村 を治め ていた 小さな 豪族 （ ごうぞく ）で 、家来 が三百 人し
かいない から 、周り の大き な豪族 から 、 しょっち ゅう 攻めら れてい まし
た。
けれど も（ 剣も槍 も弓も 達人で ある ） 山本五郎 左衛 門があ まりに 強い
の で 、 い くら 攻めて もこの 地は奪 われ る ことがな かっ たので す。
ところ があ る年に 、周り の大き な豪 族 が組んで 、総 勢三万 の大軍 で攻
めてきま した 。
そこで 山本 五郎左 衛門と その家 来た ち は、砦（ とり で）に 籠城（ ろう
じょう） して 、敵を 迎え討 ったの です 。
なんと 攻防 （こう ぼう） 半年に 及び 、 いよいよ 食料 も水も なくな り、
味方も十 分の 一にな ってい ました 。
それで も山 本五郎 左衛門 は、な んと か この地を 敵に 渡して なるも のか
と、思念 （し ねん） しまし た。
そこで、敵が 押し寄 せてき た最後 の決 戦のとき に、砦 の一番 高い櫓（ や
ぐら）に 登り 、己の 腹をか っさば いて 、 己の腹の なか の胃だ の肝臓 だの
大腸だの 小腸 だのを 次から 次ぎへ と、 向 かってく る敵 に投げ つけた ので
す。
それで も山 本五郎 左衛門 は倒れ るこ と なく、敵 を罵 倒（ば とう） した
ものです から 、敵は ひどく 気味悪 がっ て 全軍退却 しま した。
それ以 来、 この地 には鬼 がいる とい う ので、敵 が押 し寄せ てくる こと
は一度も なか ったそ うです 。
その砦 跡が 中山で あり、 櫓の場 所に 山 本五郎左 衛門 の墓が できた ので
す。

天変地 異（ てんぺ んちい ）で墓 は消 え 去りまし たが 、江戸 時代に なっ
て、山本 五郎 左衛門 を偲ぶ 、古老 たち に よって、 石塚 が作ら れたわ けで
す。
江戸末 期ま では山 本五郎 左衛門 はこ の 地の英雄 でし たが、 明治の 御代
になって この 地に「 英雄禁 止令」 が発 令 されて、 山本 五郎左 衛門の 名は
次第に忘 れ去 られた という ことで す。
さて、 二時 間ほど 歩いて 、古塚 につ き ました。
お姉さ んは 途中で 摘んで きた野 菊を 供 え、ぼく はぼ くの分 のおに ぎり
を一個供 えま した。
そのと き、 まだ昼 間だと いうの に、 い ままで皓 々と 太陽が 照って いた
というの に、 一天に わかに かき曇 り、 冷 え冷えと した 風が吹 いてき まし
た。
「おねえ さん 、さむ うない かのう 」
「私は大 丈夫 。金ち ゃんこ そ薄着 です ね 」
「わしは ふゆ でも、 はだか でいき とる 」
強がり をい いまし たが、 黒雲の 間か ら 巨大な人 物が 舞い降 りてき たと
きには、 呆気 にとら れまし た。
その人 物は 鎧兜（ よろい かぶと ）に 身 をかため て、 腰に剣 、槍を 手に
していま す。
ぼくは その 男らし い勇姿 （ゆう し） に みとれ、 お姉 さんは 身をか がめ
ています。
「おまえ さま は、も しかし て、あ のそ の 、おねえ さん のごせ んぞさ まで
ござりま する か」
ぼくが 勇気 をふる って尋 ねると 、
「山本五 郎左 衛門推 参（す いさん ）な り 。いまで は【 ごろざ えもん 】と
いうおば けな り」
「すごい でご ざる。 りっぱ でござ る。 あ いたかっ たで ござる 」
ぼくが 感激 してい ると、 【ごろ ざえ も ん】はお ねえ さんを 見つめ 、
「よう来 てく れたな 、不二 子よ。 拙者 も そなたに 会い たかっ たぞ」
「はい、 ご先 祖さま 。私も 光栄で ござ い ます」
言葉と は裏 腹に、 お姉さ んはま だ身 を かがめ震 えて いる。

ぼくは お姉 さんの 肩を抱 いて、
「おねえ さん は、て きじゃ のうて 、み か ただし、 しそ んなん じゃか ら、
こわがる こと ないが のう」
ぼくが 諭（ さと） しても だめで す。
「ご先祖 さま 。どう か成仏 （じょ うぶ つ ）してく ださ いませ 。世間 はご
先祖さま を忘 れ去っ ても、 私は決 して 忘 れません から 」
お姉さ んは 震える 泪声で いいま した 。
「拙者の 姿を 見ない で、忘 れるも 忘れ な いもなか ろう 」
【ごろざ えも ん】は 納得し ていま せん 。
その声 の高 く大き いこ と といっ たら あ りません 、村 じゅう にきこ えそ
うなほど でし た。
「本物の 武将 を見た ことが ありま せん し 、しかも ご先 祖さま ですか ら、
畏れ多く てと ても見 られま せん」
お姉さ んも うまい ことを いった もの で す。
さすが は詩 人です 。
「なるほ どの う。さ れど不 二子は 拙者 を 見られな くと も、拙 者は不 二子
の顔をよ っく 見たい もので あるぞ 」
【ごろざ えも ん】の 心中察 して余 り有 り 、という やつ です。
しかし ぼく はでし ゃばり ました 。
この癖 はよ くない としり つつも 。
「おねえ さん はおな ごにご ざそう ろう 。 おなごは そう いうも のでご ざそ
うろう」
「むむむ 、さ すれば そこの 稚児（ ちご ） よ。不二 子の 代わり に、拙 者の
姿を目に 焼き つけて くれい 」
若干声 を落 として 、【ご ろざえ もん 】 がいいま した 。
「ははあ 、ふ しょう きんの すけ、 かし こ まってご ざり ます」
ぼくが そう いうと 、【ご ろざえ もん 】 は満足そ うに 高笑い して、
「拙者も 、も ののけ 、では ない、 もの の ふ、でご ざる 。さす れば【 ごろ
ざえもん 】、 そちを 信じて 、すみ やか に 退散つか まつ る」
「ははあ 、ふ しょう きんの すけ、 きょ う えつしご くに ござり まする 」
後日、 懐爺 に報告 すると 、

「隣のお 姉さ んは、 ご先祖 さまを よく 見 られない で残 念でし たね」
「わしが ごせ んぞさ まの、 にがお え、 か いてあげ たで のう。 それを かべ
さはって 、ま いにち うれし そうに みと る 。ふるづ かい って、 よかっ たよ
かったと 、お ねえさ んはい っとる のう 」
これは 嘘で はあり ません 。
いま隣 のお 姉さん は、ご 先祖さ まに 捧 げる詩を 書い ている とのこ と。
詩が完 成し たら、 【ごろ ざえも ん】 が どんなに 悦ぶ ことか 。
「金ちゃ んも よかっ たです ね」
「なにが よか ったん じゃ」
「侍言葉 を喋 れてよ かった ですね 」
「けんど 、た いしょ うのこ とばじ ゃの う て、けら いの ことば じゃ」
ぼくは 不満 をいい ました 。
再会し たな ら、こ んどは 大将の 言葉 を 使いたい 。
そんな ふう なこと をぼや くと、 懐爺 は 苦笑しな がら こうい いまし た。
「けれど も金 ちゃん 、恭悦 至極（ きょ う えつしご く） といっ ちゃい まし
たから、 【ご ろざえ もん】 は、金 ちゃ ん を信じる こと ではな くって 、自
分が退散 する のを悦 ばれた とおも って い るはず。 残念 ですが もうで ては
きません よ」

懐爺の 予言 は当た ったと いうこ とで す 。

