＋６３【けがれ】
「かいじ いよ 、わし はつい とらん 」
「なぜで しょ うか、 金ちゃ ん」
「かいじ いよ 、くさ いやつ のつぎ は、 き たないや つに であっ たぞ」
「それは 乞食 でしょ うか、 それと も【 ひ きずりお んな 】でし ょうか 」
「【ひ きずり おん な】な らし っとる 。あん なに、きたな いこじ きは 、おら
んのう。 それ に、ひ とりじ ゃない 」
「なるほ ど。 数人い たんで すね 。やは り 【へたれ 】の でた〈 桜の花 道〉
でしょう か」
「いんや 。〈 ぶた がわら 〉じゃ 」
「〈豚 河原〉 です か。そ れなら 【けが れ 】ですね 」
「【け がれ】 たあ 、けが れたお ばけか の う」
「たしか に、 からだ は穢（ けが ）れて い ますが、 ここ ろは穢 れてい ませ
ん。獣の 屍骸 （しが い）を 片付 けたり 、 皮を剥（ は） ぐ河原 者（か わら
もの）な どが 、穢多 （えた ）と 呼ばれ た 時代があ りま した。 ずいぶ ん差
別（さべ つ） された もので すが 、仕事 を よくやる 真面 目なひ とたち ばか
りです」
「その、 えた とやら が【け がれ】 にな っ たんか」
「お金持 ちの お坊っ ちゃん なん かに虐 （ いじ）め られ て、死 んでし まっ
た穢多が おお ぜいい ます。 そう いうひ と たちが【 け が れ】と して出 没す
るのです 」
「びんぼ うに んのわ しが、 どうし て【 け がれ】に であ ったの かのう 」
「【け がれ 】は、けが れた人 間のこ ころを 浄化（ じょう か）してく れるお
ばけです 」
「じょう かた あ、な んじゃ 。わし のこ こ ろはけが れと るのか 」
「浄化と は清 くして くれる こと 。いく ら 【けがれ 】で も清く できな いほ
どけがれ てい る人間 は、
【けが れ】に 殺さ れてしま いま す。金ち ゃん のこ
ころはけ がれ てはい ません が、 いずれ け がれるこ とを 心配し て、老 婆心
（ろうば しん ）で【 けがれ 】はや って き たのでし ょう 」
「わしは 、い ずれけ がれる んか」
「 人 間は お金 持ちに なると 、だ れでも け がれます 。金 ちゃん はいず れお

金持ちに なる ので」
「だば、 おか ねもち になら んよう 、き を つけるで 、も んだい なしじ ゃ」
「それな ら問 題なし ですね 。
【けが れ】の 心配は杞 憂（ きゆう ）と いうこ
とです」
おとな にな っても ぼくは 、（ 他の おば けと同様 に ）【け がれ】 のこと を
忘れませ んで した。
それで 、お 金持ち になら ないよ う、 気 を付けて きま した。
それで 、【 けが れ】に 会うこ とはあ り ませんで した 。
このご ろは たまに（ もし かする と時々 ）
【けがれ】に叱 られて もいい か
ら殺され ても いいか ら、お金 持 ちに なり たいとお もう ことも ありま すが 、
それまで お金 持ちに ならな いよ う気を 付 けてきた もの ですか ら、い まさ
らどうや って もお金 持ちに なれそ うも あ りません でし た。

