＋４９【ひまつぶし】
とある 早朝 、村の 夫婦が 馬車 で町ま で 行こうと した ら、そ の途中 で馬
がいなな いて とまっ た。
そこで 女房 が前を 見ると 、馬 の先に 牛 が仁王（ にお う）立 ちにな って
いる。
仁王立 ちに なった 牛なん て見 たこと も ないから 、馬 でなく とも恐 ろし
がる。
女房は 腰を ぬかし 、旦那 がふる える 声 で、
「あんた 何者 じゃ」
という と、 仁王立 ちの牛 は、
「【ひ まつぶ し】 なのだ 」
と答え た。
「なぜに 邪魔 （じゃ ま）す るんじ ゃ」
という と、【ひ まつ ぶ し】と 名のっ た 牛は、
「ひまだ から なのだ 」
と答え た。
「わしら は忙 しいん じゃ」
という と、
「すまな かっ た、な のだ」
といっ て、 朝霧（ あさぎ り） のなか に 霧消（む しょ う）し てしま いま
した。

そんな 話を 、この 夫婦か らきい たこ と がありま した 。
「こまっ たお ばけじ ゃのう 」
そう懐 爺に いうと 、
「【ひ まつぶ し】は どこ の村に もいま す。隣村では 聞き 違えて【 ひつ まぶ
し】と呼 んで います がね。 これ からは お ばけもど んど ん暇に なりま すか
ら【ひま つぶ し】が どんど んで てくる よ うになり ます 。いず れ遠か らず
金ちゃん の前 にも 登 場しま すよ」
「やっぱ し、 わしか い。な ぜにこ うも わ しのとこ ろに でてく るんじ ゃ」
半分怒 って 半分悦 んで、 ききま した 。

「前にも いっ たでし ょう。 それ は金ち ゃ んがおば けを 好きだ からで す。
こちらが 好き なら、 だいた いあ ちらも 好 きになる 。大 昔の中 国の学 者が
こういっ てい ます。 化物は 常に好 むと こ ろに集ま る」
やっぱ し、 でた。
ぼくが 蛙を 餌にし てざり がに を釣っ て いると、 小川 の中か ら仁王 立ち
の豚が登 場し ました 。
「おまえ はも しかし て、【ひま つぶし 】 かのう」
ときく と、
「ばれた のだ 。とに かくひ まで 困って い るのだ。 退 屈 （たい くつ） しの
ぎに、こ ども でもお どかし てやろ うと お もったの だ。 失敗な のだ」
「いや、 せい こうじ ゃ。た いく つなら 、 いっしょ に、 ざりが にとろ うか
のう」
そうい うと 、【 ひまつ ぶし】 は悦ん で 、
「ありが たや 、なの だ、あ りがた や、 な のだ」
といい なが ら、三 分もか けず に、小 川 のざりが にを 、ぜん ぶとっ てし
まいまし た。
でも【 ひま つぶし 】がと る、 という こ とは、た べる ことな ので、 小川
のざりが には 、すっ かり消 滅（し ょう め つ）して しま いまし た。
「こらあ 、わ しのお やつを 、ぜん ぶ、 く いやがっ て」
と文句 をい うと、
「 す まな かっ た、な のだ」
といっ て、 小川の 水に溶 けてし まい ま した。

