＋４８【あかいこ】
これは 村長 さんに きいた 昔話で す。
大 山 で 赤子 が拾わ れた。
拾った 樵の 爺は、 猪の赤 子か とおも っ たので、 赤猪 子（あ かいこ ）と
名付けた 。
そのこ ろは まだ、 帝（み かど ）であ っ ても村な どに 来て、 狩をし たり
野の花を 摘ん だりし ていた 。
たまた ま小 川で洗 濯をす る赤 猪子を 見 て、二十 七歳 の帝は その可 憐な
美しさに 一目 惚れし た。
けれど も、 まだ赤 猪子は 七歳 だった の で、十年 した らまた ここに くる
から、そ のと きは后 （きさ き） として 娶 （めと） るこ とにし ようと 伝え
た。
けれど もあ っちの 村こっ ちの 村で、 可 愛い村娘 に同 じこと を何百 ぺん
といって きた 帝は、 赤猪子 のこと をす っ かり 忘れ てし まった 。
そうし て帝 が百歳 になっ たと き、八 十 歳の赤猪 子が お祝い にやっ てく
る。
この日 ばか りはど んな身 分の 者でも 、 豪華な貢 ぎ物 さえあ れば面 会が
許された のだ 。
赤猪子 は、 何十年 も働い て小 金を貯 め 、帝に献 上す るため に手に 入れ
た黄金の 扇を 持参し た。
赤猪子 は身 分の違 いなん て念 頭にな く 、ひたす ら帝 を待ち 続け、 いい
よる男た ちを はねの けて、 独り身 のま ま 歳を重ね てき た。
待ち続 け働 き続け て疲れ 果て 、一度 死 んで、い まは 白髪で 皺だら けで
骨と皮の おば けにな ってい る。
黄金の 扇に 歓喜し た帝は 、義理 とし て 赤猪子に 素性 を尋ね る。
赤猪子 はな にもか も正直 に帝に 話す 。
帝は皮 肉の 笑いを 漏らし 、こ んな婆 あ ではどう しよ うもな いのう と呟
く。
それか ら百 歳の帝 は、婆 あで のうて 二 十歳の娘 なら 抱いて もあげ よう
がのうと 呟く 。

百歳の 帝は 、耳が きこえ なく なって い たので、 赤猪 子の話 も自分 の呟
きもきこ えな いので あった 。
そして すぐ に帝は 、赤猪 子に黄 金の 扇 で叩き殺 され たので あった 。
「【あ かいこ 】は あわれ じゃの う」
ぼくは 懐爺 にいい ました 。
「時の流 れと いうも のは、 すな わちこ う いうもの で、 こうい うもの とし
れば、【あか いこ 】のみ な らず 、帝も あ われです 」
懐爺は ぼく にいい ました 。

