＋５０【せんゆう】
村のは ずれ に、新 しくで きた赤 ちょ う ちんがあ りま す。
仕事一 筋の 大工だ った留 吉（ とめき ち ）さんが 、足 に大怪 我をし て大
工ができ なく なった ので、 赤ちょ うち ん を始めた ので す。
夜おそ くま でやっ ている ので、 夜お そ くまで居 座る 常連客 がいま す。
ある夜 のこ と、常 連客み んな で車座 （ くるまざ ）に なって 、する めを
肴（さか な） に酒を のみ、 各々 の幽霊 話 で盛り上 がっ たこと があっ たそ
うです。
皆ひと とお り、自 分が見 たこ とがあ る 幽霊、 あ るい は幽霊 らしき もの
の話をし たあ とです 。
「幽霊っ てや つは、 みな能 無しじ ゃ。 う らめしや 、し かいわ ん」
とだれ かが いうと 、
「すくな くと も、学 者や芸 術家 の幽霊 っ てやつは 、き いたこ とあり ゃせ
んな」
とだれ かが 続き、
「知恵の ある もんは 、幽霊 にな んぞな ら ん。あの 世で も考え ごとし とる
からのう 」
とだれ かが いって 、皆で 大笑し まし た 。
すると 、一 人だけ 笑わな かった 若者 が いて、
「それが じつ は、ぼ くは学 者で芸 術家 の 幽霊にで あっ たんで す」
といっ たの でした 。
若者は 続け ます。
「であっ たの は大山 の奥の 奥。 老人 で し たが、そ の容 姿その 物腰そ の声
音、じつ に高 貴とい うしか ない 幽霊で し た。ぼく はそ の幽霊 を【せ んゆ
う】と名付けました。戦友ではなく、仙人の幽霊で【せんゆう】です。
【せんゆ う】 は、自 作の詩 の数々 を朗 誦 してくれ まし た。
猿の音 は川 辺に絶 えて
人声は 霧に 消え去 る
年経し 梟人 語を語 り

深山の すだ まは昼 も行き 交う

などな ど、 他にも たくさ ん」
皆は真 剣な 顔で、 若者の 話をき いて い ました。
「それは 、お 手柄（ てがら ）じゃ のう 」
「わしも その 【せん ゆう】 なら、 あっ て みたいの う」
「それか ら【 せんゆ う】は 、どう した の かのう」
皆の問 いに 、若者 は微妙 に笑っ て、
「もちろ んぼ くは【 せんゆ う】 の教え を 請いたい と、 お願い したの です
が、
【せん ゆう】いわ く、そ うい っても ら っただけ であ りがた い、と いう
なり木々 の蔭 に消え てしま って 、靄（ も や）ばか りが もやも やと立 って
いました 」
そこま でい うと若 者は、 皆に 一礼し て 赤ちょう ちん からで ていき まし
た。
そして それ きり戻 ること はなか った の です。
あとで 皆が それぞ れに確 かめ たら、 そ の若者を 知る ひとは 一人も おり
ませんで した 。
皆がそ れぞ れ、き っとあ のひ とのこ ど もか親戚 だろ う、き っとあ のひ
とが連れ てき たのだ ろうと 、おも いこ ん でいたの です 。
「なんじ ゃ、 あいつ が幽霊 じゃっ たの か い」
「それに して は、顔 色のい い幽霊 じゃ っ たのう」
「【せ んゆう 】と はいか んが、 青年の 幽 霊で【せ いゆ う】か のう」
皆は例 によ って赤 ちょう ちん で、こ ん どは若者 の話 をして 盛り上 がっ
たそうで す。
この話 はも ちろん 懐爺に も伝え まし た 。
懐爺は 、き いてい るとき も、 きいた あ とも、ひ たす ら微笑 んでい るだ
けでした 。

