＋ ４ ２ 【 て なが あ し な が 】
ほかの 村か らぼく の村に 、行 商（ぎ ょ うしょう ）に きてい るひと たち
の、手足 がや けに長 いと評 判にな って い ました。
それで もべ つだん 、その ことを 問題 に するひと もい ない。
なぜな ら、 貧乏な 村びと が、 行商人 た ちの主と なる 品を買 うこと は、
めったに ない のです から。
買わな いの に問題 にする ほど 、意固 地 （いこじ ）な 村びと はおり ませ
ん。
それで もぼ くらこ どもた ちに は、他 意 （たい） はな く、つ まり無 邪気
（むじゃ き） なきも ちから 、行商 人た ち を、
「てなが おば さん」
「あしな がお じさん 」
「てあし なが じいさ ん」
などと 呼ん でいま した。
ただ妙 なこ とが発 端（ほ ったん ）と な って、問 題が 発生し ました 。
妙なこ とと は、行 商人た ちの 主とな る 品ではな く、 ついで にもっ てき
ている食 べも の（ぼ くの村 では とれな い 果物）を 買っ て食べ たひと が、
かならず 手が 長くな ったり 足が長 くな っ たりし始 めた のです 。
ぼくは 正直 、うら やまし かった 。
もしお 金が あった ら、珍 しい 果 物を 食 べてみた い。
手が長 くな ったら 、梯子 （は しご） や 踏み台を 使わ なくて もあれ これ
できるし 、足 が長く なった ら、 なによ り も走るの が早 くなる にちが いな
い。

懐爺に そう いうと 、
「それが そう でもな いんで すよ 。手が 長 くなると 、手 の重さ で肩が こっ
てしかた がな い。足 が長く なる と、常 に 竹馬（た けう ま）に 乗って る気
分で、め まい がしま す」
いわれ てみ ればそ うかも しれな い。
「それは ざん ねんじ ゃのう 」

「あれは 【て ながあ しなが 】と いうお ば けで、仲 間を ふやす ために 行商
をやって いま す。つ いでに 担い でいる ふ りをして いま すが 、 じつは そっ
ちが主。 みん な高価 な果物 です から、 ち ょいとお 金に 余裕（ よゆう ）の
あるひと は、 どうし ても食 べたく なり ま す」
ふりと はし らなん だ。
行商人 はみ んな演 技達者 なので した 。
「うまい のか のう」
「珍しい もの や高価 なもの は、 果物に か ぎらず、 格別 に旨い なんて こと
はありま せん 。栗や 柿や林 檎（ りんご ） のおいし さに くらべ れば、 まず
下手物（ げて もの） 喰いと いうか んじ で すかね」
「げても のは 、くい たくな るのか のう 」
「それが 人間 の性（ さが ）でし て、
【て な があしな が】はそれ を利用 して
いるので す」
「ほんで 、あ しなが お じさ んと いう、 し んせつで やさ しいお じさん のは
なしを、 よん だこと がある がのう 」
「あれも じつ は【て ながあ しな が】の 仲 間でして 、お 金を寄 付（き ふ）
したり恵 （め ぐ）ん だりし ながら 、仲 間 をふやし てい るんで すね」
「なかま にな ると、 いいこ とがあ るん か のう」
「仲間に なる こと、 そのこ とが いいこ と なんです 。だ れでも 孤独（ こど
く）です から 仲間を ほしが るも のです 。 仲間がで きた ら仲間 を増や した
がるもの です 」
「なるほ どの う。し ゅうき ょうも 、お な じかのう 」
「宗教を やっ ている ひとは 、大半 が【 て ながあし なが 】です ね」
やっぱ りそ うか。
「わしも 、が ぜんき ょうみ がでて きた の う」
「興味だ けに してお いたほ うが いいで す よ。肩が こっ たりめ まいが しま
すからね 。そ うなる とまた 余計 に宗教 に 頼る。た まに 肩のこ りがな おっ
たり、た まに めまい が軽く なっ たりす る と、宗教 のお かげだ という こと
で、ます ます 【てな があし なが 】を増 や したくな りま す。も ちろん きれ
いな心で 、親 戚や友 達や知 人に 肩こり や めまいで 苦し んでい るひと を見
ると、仲 間に なるよ うしつ こい くらい に 勧めます 。き れいな 心なの です
から、し つこ くやっ ても反 省なん かし ま せん」

「なるほ どの う。す るてえ と、【てな が あしなが 】の もくて きは」
「そうな んで す。主 に新興 （し んこう ） 宗教の勧 誘で すね。 行商を やれ
ば寄付金 もつ くれる し、
【て ながあ しなが 】にと っては 、ま あ一 石二鳥（い
っせきに ちょ う）な のです 」
やっぱ りそ うか。
「せっか くい っせき にちょ うなの じゃ か ら、
【てな があし なが 】を たいじ
するひつ よう はない のう」
「増長（ ぞう ちょう ）しな いか ぎりは 。 けれども 、新 興宗教 という もの
は、どう いう わけか 増長す るんで すね 」
「どうい うわ けか、 なんて いっ とるが 、 かいじい がわ かっと るって こと
は、わし はわ かっと るんじ ゃ」
「失礼し まし た。 つ まり、 信じ る力な ん ですね。 その 信じる 力とい うも
のは、と てつ もなく 強いし 、そ のぶん 押 し付けが まし くなり ます。 自分
が信じき って いるん ですか ら、 他人が 信 じないの はど うして も許せ なく
なるんで す。 こうい うこと って、 金ち ゃ んは理解 でき ますか 」
ぼくに は理 解でき ました 。
ぼくの 懐爺 を信じ る力が 強い ので、 ぼ くは自分 の好 きな人 間は懐 爺を
好きにな るに 決まっ ている とい う思い 込 みがあっ て、 懐爺に 会わせ たが
る。
ぼくは 宗教 なんか 嫌いな くせに 、ぼ く は懐爺信 者な のです 。
「世界中 の戦 争の大 半は、 いわ ば宗教 と 主義の戦 争で すよ。 自分 の 宗教
や主義を 信じ きって いる人 たち は、他 人 の宗教や 主義 を信じ たくな い。
それどこ ろか 憎悪す ること になり ます 」
日本の こと も解ら ないの に、 世界の こ とをいわ れて も、こ どもの ぼく
に解るわ けは ない。
ぼくは 【て ながあ しなが 】に絞 るこ と にしまし た。
「けっき ょく 、【 てなが あしな が】は 、 のばなし かい 」
「訴える 人が いませ んとね え。 信じき っ ている人 たち は訴え るわけ もな
いし、元 信者 なんて 人が、 おれ の半生 返 せなんて こと とか、 果物代 金返
せなんて こと とか、 訴える こと はたま に あります けど ね、だ まされ るあ
んたが阿 呆な のよと 、相手 に さ れない こ とが多い んで す。そ れに信 じて
いたとき は信 じてい たわけ で、だ まさ れ たわけで はな いです からね え」

「そうい うも んかの う」
結論ら しき ものは 、ぼく には理 解で き ませんで した 。
【てな があ しなが 】はぼ くの 村には び こりまし たが 、なに せ人口 のす
くない村 です から、 全国的 な影響 はま っ たくない と見 受けら れまし た。
【てな があ しなが 】も、 ぼく の村に 最 初に手を だし たのが まちが いの
もとでし た。
ぼくの 村の 影響を 受ける 他の 村や町 は ないし、 ぼく の村か ら進ん で他
の村や町 に出 向く人 なんて いない ので す から。
さすが の【 て なが あしな が】 も、こ の 村で次第 に衰 弱して いく他 はあ
りません 。
おそら く懐 爺も、 このこ とはお 見通 し だったの だと おもわ れます 。

