＋６８【まぐま】
「かいじ いよ 。なん ちゃう かち ゅうか そ ば、わし もこ れまで 、たく さ ん
のおばけ をし ったが 、かん がえ てみれ ば 、ほとん どの おばけ は、い じま
しいのう 。な んちゅ うかち ゅう かそば 、 ちっぽけ なに んげん を、び っく
りさせる おば けでの うて、 この ちきゅ う を、びっ くり させる くらい の、
でっかい おば けは、 いない もんか のう 」
あると き、 そんな ことを 口走る と、 懐 爺は苦笑 しな がら、
「あのね 金ち ゃん。 ちっぽ けな 人間を 驚 かす、い じま しいや つをお ばけ
というん です 。地球 を驚か すな んての は 、おばけ とは いわず に、宇 宙人
とか異星 人と かいう んです 」
ぼくは 納得 しなか ったの で、
「おばけ はい るけど 、うち ゅう じんと か 、 いせい じん なんて ものは 、よ
みものの なか だけの もんじ ゃ。 そうい う もんがい たら 、おも しろか ろう
と、くう そう しとる だけじ ゃ。 わしが し りたいの は、 なんち ゅうか ちゅ
うかそば 、に んげん あいて のお ばけじ ゃ のうて、 ちき ゅうあ いての おば
けのこと じゃ 」
「困りま した ねえ」
といい なが らも、 懐爺は 思い当 たる こ とがあっ たよ うです 。
なぜな ら、 小鼻が さかん に動き 口元 が 小刻みに ふる えてい ますか ら。
「だしお しみ せんと 、はよ うおし えろ や 」
「はい。 金ち ゃんが そこま でい うなら 、 わたしも 花咲 か爺と 呼ばれ る男
です、枯 木に 花を咲 かせま しょう 。で も 腰をぬか さな いでく ださい よ」
「なにぬ かし とる。 だしお しみじ ゃの う て、もっ たい ぶっと るのか 」
「【ま ぐま】 です 。どう です、 腰をぬ か したでし ょう 」
「あほか 。【 まぐ ま】た あ、こ ぐまの な かまか」
「小熊で も大 熊でも 白熊で も真 熊でも 魔 熊でも、 ぬい ぐるみ の熊で もあ
りません 」
「だば、 くま おとこ かい」
「もっと もっ と、で っかい もの で、そ れ は地球の 芯で 燃え、 喚き、 蠢い
ているも ので す」
「それは おそ ろしそ うじゃ のう」

ぼくは 腰は ぬかさ なかっ たが、 腰を お ろし、何 かを つぶし ました 。
「金ちゃ ん、 肝をつ ぶした でしょ う」
「いんや 、う んこ、 つぶし たんじ ゃ」
「おやま あ。 それは わたし のう んこで は ありませ んよ 。たぶ ん、牛 の糞
です」
「こんな とこ に、う しがい るもん か。 た ぶん、く まの ふんじ ゃ」
「もしか して 【まぐ ま】の 糞か もしれ ま せん。い よい よ【ま ぐま】 が噴
火するの かも しれま せんよ 」
「【ま ぐま】 は、 ふんか するん か」
「地震、 雷、 火事、 親父。 これは みん な 【まぐま 】の しわざ です」
「おやじ もか い」
「親父が 噴火 するの は、心 の芯で 【ま ぐ ま】が噴 火す るから です」
「おいお い。
【ま ぐま 】がお るんは 、こ こ ろのしん じゃ のうて 、ちき ゅう
の し ん じ ゃろ 」
「つまり その 、地球 の芯は 心の芯 、心 の 芯は地球 の芯 です」
「ううむ 。か いじい は、て つがく しゃ じ ゃのう」
「哲学者 じゃ なくて も、そ れくら いの こ とはいえ ます 」
「どちら にし ても、 むずか しい のう。 む ずかしい はな しは、 わしは にが
てじゃ。 あば よ」
ぼくは 、す たこら さっさ と帰り まし た 。

