＋５７【ぎゅうじ】
これも 巨大 なおば けの話 。
話して くれ たのは 母親で す。
昔々、 この 村を牛 耳（ぎ ゅうじ ）っ て いた牛の おば けがい ました 。
大山が 頭部 で、中 山が胴 体で、 小山 が 尻尾のお ばけ でした 。
あると き、 それは それは 美し い、村 長 の娘の花 が、 躑躅峠 （つつ じと
うげ）で 泣い ていま した。
「花よ、 何故 に、泣 く」
通りか かっ た金太 郎がき きまし た。
母親に いわ せると 、この 金太郎 は、 ぼ くのご先 祖さ まだそ うです 。
「【ぎ ゅうじ 】が わたし を嫁に したい と 、明日や って くるの です」
花 は そ うこ たえま した。
「【ぎ ゅうじ 】の 嫁なら 幸せで はない か 」
金太郎 がそ うきき ますと 、
「化物の 嫁が 幸せと は、金 太郎ど のは 阿 呆ですか 」
「阿呆と は失 敬な。 わしは 本音を いう た までじゃ 」
「わたし はか ねてよ り金太 郎ど のに思 い をよせて おり ます。 わたし が嫁
ぐのは金 太郎 どのを おいて 他には ござ い ません」
花は涙 なが らに訴 えます 。
金太郎 は照 れなが らも、
「それな らば 是非も ない。 いよ いよ【 ぎ ゅうじ】 を退 治する 時がき たの
う」
しかし 【ぎ ゅうじ 】は巨 漢（ きょか ん ）のわり にす ばしこ く、花 は囚
（とら） われ の身と なって しまい まし た 。
そこで金太郎は、なかよしの熊太郎にまたがり、まさかりを担いで、
【ぎゅう じ】 退治に 行きま した。
巨漢の わり に小心 な【ぎ ゅう じ】は 、 金太郎の 勇ま しい姿 をかい ま見
ただけで 震え あがり 、その まま硬 直し て しまいま した 。
金太郎 は【 ぎゅう じ】を 、頭 部と胴 体 と尻尾の 三つ に寸断 すると 、花

を連れて 帰り ました 。
金太郎 と花 は夫婦 （めお と）に なり ま した。
めでた しめ でたし 。
「ほんま かの う。め でたし かのう 」
懐爺に この 話をし て、感 想を求 める と 、
「当たら ずと も遠か らず、 です」
とこた えま した。
「つまり 、 は んぶん はほん とで、 はん ぶ んはうそ 、と いうこ とかの う」
「いえい え、 これは 昔々の 話で すから 、 本当も嘘 もあ りませ ん。た だ、
別の言い 伝え もあり ます」
「それは 、な んじゃ 」
懐爺は いい にくそ うでし たが、 重い 口 をひらき まし た。
「金ちゃ んの ご先祖 さまの 話で すから 、 金ちゃん には 黙って いるわ けに
もいかな いで しょう 」
「あたり まえ じゃ」
「じつは 、別 の言い 伝えと いう のは、 こ ういう話 です 。こよ なく美 しい
村長さん の娘 の花さ んが 、
【ぎゅ うじ】に ぞっこん にな ってし まって 、
（わ
しだって ぞっ こんに なるか もし れん、 と ぼくはお もう ので す ）村長 さん
のみなら ず、 村中で 反対し たの ですが 、 それを押 し切 って家 出をし 【ぎ
ゅうじ】 のと ころへ 行って しま いまし た 。そこで

村 長さん は金太 郎さ

んに、土 下座 してま で頼ん で、（そ んち ょうさん が、 どげざ はせん わな ）
花さんを 取り かえし てくれ たら 金太郎 さ んの嫁に する と、か たく約 束を
したので した 。かね てより 花さ んを好 い ていた金 太郎 さんは 、一つ 返事
で請け負 って 、熊太 郎にま たが り、ま さ かりを担 いで 、
【 ぎゅう じ】退治
にでかけ たの です」
「なるほ どの う。ち っとも かわら んで は ないか」
「違いま すよ 。花さ んが金 太郎 さんを 好 いていた の と 、金太 郎さん が花
さんを好 いて いたの とでは 、大 変な違 い ではあり ませ んか。 それに もっ
と大きく 違う のは、 花さん は【 ぎゅう じ 】に囚わ れの 身にな ったの では
なくて、 花さ んのほ うから 進ん で【ぎ ゅ うじ】の とこ ろへ行 ったの です
から」

「ううむ 。わ しには 、おな じこ とに、 お もえるが のう 。おと ことお んな
の、はな しじ ゃろ。 おとこ とおん なの は なしは、 おた がいさ まじゃ 」
「どうい う意 味でし ょう」
おやお や、 懐爺は むきに なって いま す 。
「たとえ ばの、か いじい。はなさ んは ほ んまは 、
【ぎゅ うじ】よ りも、き
んたろう さん を、す いてい て、 きんた ろ うさんが 、あ ほで、 それに きが
つかない ので 、すね て【ぎ ゅう じ】の と ころにい った のかも しれん 。そ
れにの、 よめ にいっ たおん なは 、まん ず 、だれで もと らわれ のみ、 みた
いなもん じゃ からの う」
「それな らい いまし ょう、 この話 の続 き を」
あらあ ら、 懐爺は 益々む きにな って い ます。
「いうて みい 」
「金太郎 さん の勇姿 を見て 、
【 ぎゅう じ】が震えあ がっ て、その まま 硬直
したなん てこ とはな かった ので す。大 切 な奥さん を奪 いにき た金太 郎さ
んと 、言語 を絶す る、壮絶（そ うぜつ ）で過酷（か こく ）な闘 いを して 、
（ぐたい てき におし えてほ しい のう 、 と ぼくはお もい ます） 心も骨 も砕
けて敗れ 去っ たので す」
「それは 、
【ぎ ゅうじ】もあわ れじゃ のう 。けんど、ふ るえあ がって、こ
うちょく して 、かん たんに たい じされ た ほうが、 もっ とずっ とあわ れじ
ゃのう」
懐爺は すね たのか 、もう 何もい いま せ んでした 。
なぜか 、も のおも いに沈 んでい るふ う にも見え まし た。

