＋５３【じゃらじゃら・じゃぶじゃぶ】
こんに ちで は、そ のあた りに 蛇がい る なんてこ とは ありま せんが 、あ
のころは 、あ るいは ぼくの 村で は、冬 が 寒く夏が 暑い という 常識よ りも
はるかに 、あ っちに もこっ ちにも 蛇が い たもんで す。
蛇が嫌 いな ぼくは 、蛇を 見ると 蛇の お ばけを連 想し たもの です。
なぜな ら蛇 のおば けより も、 蛇のほ う がずっと 怖く て気味 悪いか らで
す。
それで も他 のおば けにく らべれ ば、 や っぱり蛇 のお ばけは 厭だ。
怖いも の見 たさ、 自虐精 神、 嫌いな も のでも知 れば 知るほ ど、好 きに
なるかも しれ ない。
なんて こと はない かもし れない が、 ぼ くは懐爺 に頼 んだも のです 。
「へびの おば けには 、よく であ うがの う 。まだい ちど も、で あった こと
のない、 へび のおば けを、 おしえ てく れ んかのう 」
「蛇はわ たし も苦手 です。 蛇の おばけ も 苦手です 。想 い出す のも喋 るの
も、おぞ まし い」
「おぞま しい たあ、 のぞま しい、 とい う い みかの う」
「金ちゃ んた ら。し かたあ りま せんね え 。あまり 沢山 はしら ないの です
がね。
有名な とこ ろでは 、
蛇鬼【じ ゃき 】
蛇魔【じ ゃま 】
蛇悪【じ ゃあ く】あ たりで すかね 。
知る人 ぞ知 る、と いうと ころで は、
蛇姫【へ びひ め】
蛇殿【へ びと の】
蛇妾【へ びめ かけ】 あたり ですか ね。
このさ いで すから 蛇足な がら、
蛇足【だ そく 】
蛇帯【だ たい 】
蛇酔【じ ゃす い】
蛇道【じ ゃど う】

蛇婆【だ ば】 あたり ですか ね。
無名な のは 、
蛇空【だ から 】
蛇手【だ って 】
蛇目【だ め】
蛇妻【だ さい 】
蛇米【だ よね 】あた りです かね。
さらに 無名 なのは 、
蛇蛇麺【 じゃ じゃめ ん】
蛇亞叉【 じゃ あまた 】
蛇蛇蛇蛇 暗【 じゃじ ゃじゃ じゃー ん】
蛇羅蛇羅 【じ ゃらじ ゃら】
蛇武蛇武 【じ ゃぶじ ゃぶ】 あたり です か ね。
さらに さら に」
なにが 沢山 はしら ないじ ゃ。
「もうた くさ んじゃ 。きい てる だけで 、 きぶんわ るく なるの う。そ れに
かいじい 、だ んだん 、いい かげん になっ とる。
【じゃ らじ ゃら】とか 、
【じ
ゃぶじゃ ぶ】 とか、 ふざけ とる」
ほんと うは 【じゃ じゃじ ゃじ ゃーん 】 がいちば んふ ざけて いるの です
が、その ころ のぼく は、名 曲『運 命』 を 知らない ので す。
「 いいか げん とは、 失礼千 万（ しつれ い せんばん ）な り。そ れなら 、金
ちゃん、 その おばけ に、あ ってみ ます か 」
「【じ ゃらじ ゃら 】かい 、【 じゃぶ じゃ ぶ 】かい」
「じつは それ は同じ おばけ なので す。土 の上では【じゃ らじゃ ら 】、水の
上では【 じゃ ぶじゃ ぶ】」

という わけ で、懐 爺の指 示ど おりに 、 小川の下 流の 、いわ れた場 所に
行ってみ まし た。
いるい る、 たしか にいる いる、 うじ ゃ うじゃい る。
毒々し い色 の、薄 気味悪 いのが 、何 匹 も何匹も 、土 手にも 川面に も。
土手に いる 蛇は【 じゃら じゃ ら】で は なく、が らが ら、音 をたて てい
る 。 川 面 にい る蛇は 【じゃ ぶじ ゃぶ】 で はなく、 ぶす ぶす、 音をた てて

いる。
こりゃ 、お ばけ蛇 ではな くて、 毒蛇 じ ゃないか 。
ぼくは 噛み 付かれ ると厭 なので 、走 っ て祠まで 戻り ました 。
「こら 、か いじい 。
【じ ゃらじ ゃら 】では のうて 、
【がら がら 】じ ゃ。
【じ
ゃぶじゃ ぶ】 ではの うて 、【ぶ すぶす 】 じゃ」
「それは まあ 、擬音 （ぎお ん） ですか ら ねえ。擬 音は 、きく ひとに よっ
てちがい ます からね え。わ たし は【じ ゃ らじゃら 】
【じゃ ぶじゃ ぶ】とき
こえたん です がねえ 」
「こら、 かい じい。 あいつ らは 、へび の おばけじ ゃの うて、 どくど くし
いどくへ び じ ゃぞ。 あやう く、か みつ か れて、し ぬと こだっ たぞい 」
「毒蛇な ら噛 み付か れて、 蛇の おばけ な ら噛み付 かれ ないと いう保 証は
ありませ んよ 」
「だども 、わ しはや っぱり 、へび のお ば けがよか った のう」
「いえい え、 あの毒 蛇たち は、蛇 のお ば け予備軍 でし てね」
「よびぐ んた あ、ま いった のう」
「はい。 おば けにも 蛇にも やさ しい金 ち ゃんだか ら、 蛇もお ばけに なら
なかった だけ で、村 びとが あの 毒蛇た ち を殺そう とし たら、 恐ろし いお
ばけに変 貌す るので す」
「どくへ びと いうだ けで、 じゅう ぶん 、 こわいが のう 」
「よかっ たで すねえ 。おば けに 変 貌し た ら、金ち ゃん も毒蛇 にされ ちゃ
いますか らね え」
「そうい うこ とは、 はじめ にいえ や」
ぼくは 懐爺 にだま されて いる気 分で し た。
それで も、 蛇のお ばけの こと をいろ い ろ勉強し たか ら、ま あいい か、
と半分満 足し て引き 上げま した。

