＋ ４ ０ 【 ば った ら 】
ぼくの 村は （他の 村もそ うだ ろうけ ど ）お祭り 好き で、春 夏秋冬 お祭
りをしま す。
その他 に、 豊作を 願って 、飲ん で歌 っ て踊 った りも します 。
ばたら ばた らばっ たらよ
大山神 よ中 山神よ 小山神
ばたら ばた らばっ たらよ
大川神 よ中 川神よ 小川神
ことし も豊 作たの んます
ばたら ばた らばっ たらよ
懐爺に いわ せると 、
【 ばった ら】と は豊 作の神様 で、と きとし てお ばけ
になると いう 。
その「 とき として 」はど んな ときか と いうと、 田ん ぼや畑 の農作 物を
盗む者が 、あ とをた たない ときだ そう で す。
ぼくも 大根 や胡瓜 やさつ ま芋 を盗ん だ ことがあ るの で、お おきな こと
はいえま せん が、村 びとに とっ て田ん ぼ や畑は、 命の 次に大 切なも のな
ので、な かに は命以 上に大 切だ という ひ ともいる ので 、農作 物を盗 むの
はとても わる いこと なので す。
その年 はど ういう わけか 、農 作物を 盗 むひとが 頻出 （ひん しゅつ ）し
ました。
それで 【ば ったら 】がい っぱい でま し た。
【ばっ たら 】の姿 を簡単 にい うと、 大 根のおば けだ ったり 、胡瓜 のお
ばけだっ たり 、さつ ま芋の おばけ だっ た りします 。
人間よ りも 巨大な 、大根 や胡瓜 やさ つ ま芋を連 想し てくだ さい。
「なんと かな らんか のう」
いつま で経 っても 【ばっ たら 】が消 え ないので 、農 家のひ とにな りか
わって、 懐爺 に相談 してみ ました 。
「金ちゃ んは 【ばっ た ら】 が消 えたら 、 また大根 や胡 瓜やさ つま芋 を盗

むつもり なの でしょ う」
懐爺に はか なわん 。
「わしの いえ は、の うかじ ゃな いでの う 。やさい がふ そくし とる。 たま
にはやさ いも たべん とのう 」
母親は 村の 中学校 の掃除 婦をし てい ま す。
「それな ら農 家のひ とにい えば、 金ち ゃ んならた だで くれま すよ」
「やさい くれ 、ただ でくれ 、いう んか の う」
ぼくは 渋り ました 。
そんな こと いえる くらい なら盗 みは し ない。
「そうで はな くて、 おたく の野 菜が見 事 だから試 食（ ししょ く）さ せて
もらえな いか 、とい うんで すよ」
「ししょ くた あ、な んじ ゃ 」
「味見で しょ うかね 」
「あじみ かい 。それ はめい あんじ ゃの う 」

それで 近所 の農家 に行っ て、
「おたく のだ いこん はみご とじゃ のう 。 わしにあ じみ させて くれん か」
と頼み まし た。
けれど も相 手は首 をふっ て、
「【ば ったら 】大 根じゃ ったら ええよ 」
と意地 悪を いう。
「【ば ったら 】だ いこん はくえ るんか 」
「【ば ったら 】大 根はで かいか らな。 喰 いでがあ るぞ 」
「そうか い。 ならば わしは 、【 ばった ら 】だいこ んを いただ くでの う」
そうい いの こして 、また 懐爺の とこ ろ に行きま した 。
「【ば ったら 】だ いこん は、く えるん か のう。う まい んかの う」
そうき くと 、懐爺 は頭を 抱えて 、
「【ば ったら 】大 根を喰 うなん て」
「くえん のか 」
「喰えま す喰 えます。で も【ばっ たら】大根はや めて 、
【ばっ たら】南 京
豆くらい にし ておい たほう がいい です よ 」
「なんき んま めはき らいじ ゃ。げ りす る でのう」

「しかし あん な大根 喰った ら、 下痢ど こ ろではあ りま せんよ 。お腹 が爆
発（ばく はつ ）しま すよ」
「ばくは つす るかど うか、 くって みな け りゃわか らん じゃろ 」
「それな ら【 ばった ら】大 根の、 葉っ ぱ だけにす れば よろし いです よ」
「はっぱ だけ かい」
と文句 を い いなが らも、 葉っぱ だけ に すること にし ました 。
「おい【 ばっ たら】 だいこ んよ。 おま え のはっぱ をく わせろ や」
大根畑 で、【ば ったら 】大根 にいい ま した。
「もしか して 金ちゃ んばっ たら かい。 あ いかわら ず莫 迦ばっ たらい っと
るな」
「だめな らだ めと、 はっき りせい や」
「駄目ば った ら駄目 。なぜ ばっ たら、 葉 っぱ喰う ばっ たら風 邪ひく ばっ
たら」
「それは かわ いそう じゃの う。な らば 、 しっぽを くわ せろや 」
ぼくは 妥協 （だき ょう） しまし た。
「尻尾ば った ら、問 題のう ばっ たら。 そ れでも金 ちゃ ん、喰 ったら 尻尾
はえるば った らよ」
「わしに しっ ぽがは えるん か。そ れは お もしろい のう 」
という わけ で、【ばっ たら】 大根の 尻 尾を喰い はじ めまし た。
「金ちゃ ん助 けてば ったら 。くす ぐっ た くてたま らん ばった ら」
「かんね んし ろや。 がまん しろや 。も う すぐくい おわ るでの う」
しかし 当分 喰い終 わりそ うもあ りま せ ん。
「たまら んば ったら 。助け てばっ たら 。 金ちゃん さら ばばっ たら」
という なり 、
【ば った ら】大根 は、す た こらさっ さと どこや らに逃 げて
しまいま した 。
後でき いた ら、こ のとき 、他 の【ば っ たら】も みん な逃げ てしま った
そうです 。
数日経 って 、 本当 にぼく のお尻 に尻 尾 が生えて きま した。
犬の尻 尾で もない 、猫 の尻尾 でもな い 、鼠や 栗鼠（りす ）の でもな い、
まるで悪 魔（ あくま ）の尻 尾が。

「かいじ いよ 。なん とかせ いや」
という と、 懐爺は お腹を かかえ て笑 っ て、
「金ちゃ んお 似合い ですよ 」
「やっぱ りは っぱに すれば よか ったの う 。はっぱ なら ば、は ねがは えた
じゃろう に」
「いえい え、 羽根で はなく 、髯 （ひげ ） がはえた んで すよ、 わたし は金
ちゃんの 髯づ らの顔 が見た くて、 そう 進 言したの です 」
「たしか にひ げなら 、しっ ぽより はま し じゃのう 」
「まあ心 配し ないで 。
【 ばった ら】た ちも 逃げたこ とで すし、し ばら くす
れば尻尾 は消 えます よ」
「しばら くた あ、ど れくら いじゃ 」
「ええと 、え えと、 一週間 」
けれど も尻 尾が消 えたの は、一 か月 後 でした。
懐爺は たま に鯖を よみま す。

