＋７０【こら】
「古来、 百物 語（ひ ゃくも のが たり） な るものが あり ます。 当然、 われ
らが金ち ゃん はごぞ んじで しょう ね」
前 ぶ れ もな く懐爺 が口を ひらき まし た 。
当然、 とい われれ ば、
「しらい でか 」
といい たか ったけ れども 、ここ は正 直 に、
「しらん 。ま えに、 かいじ いにき いた か もしれん が、 わすれ た」
といい まし た。
そこで 懐爺 はいき おいこ んで、 喋り 始 めます。
「百個の 灯り を点け て、参 会者 が一人 ず つ怪談話 をし ます。 終わる ごと
に、灯り をひ とつず つ消し ます 。百の 怪 談話が終 わっ たら、 当然真 っ暗
やみにな りま すね」
「それは そう じゃ。 けいさ んどお りじ ゃ 」
「すると たち まち、 箪笥（ たん す）に 目 鼻がつい て、 これな んだん す、
といいだ しま す。鏡 台は 、 刀を ふりま わ して、兄 弟す すめえ 、と号 令を
かけます 。下 駄は、 げたげ た笑 い、傘 （ からかさ ）は 、かさ かさ這 い回
ります」
「うそこ け。 まっく らやみ なの に、た ん すに、め はな がつい とるか 、だ
れがわか るん じゃ。 かたな をふ りまわ し とるのを 、い ったい だれが きづ
くんじゃ 。げ たげた かさか さは 、ほん ま にげたと かさ のしわ ざなん か。
おばけは だじ ゃれが すきな んか 。おば け もだじゃ れが すきだ とした ら、
おもしろ いが のう」
「まあそ の、 そうい われて しまえ ば」
懐爺は 歯切 れがわ るくな ります 。
だいた い百 も怪談 を聞い たら 、眠く な って頭は ぼけ て 、な んでも かん
でもおば けに おもえ るだろ う。
「それで 、か いじい は、な にがい いた い んじゃ」
気が短 いぼ くは急 かしま した。
「つまり その 、じつ はまあ 」
ますま す歯 切れが わるい 。

「はよせ い」
「わたし たち は、百 物語ど ころか 、二 百 物語はや って います よね」
「やっと る。 それが どうし た」
すると その とき、 これも 前ぶれ がな く 黒雲が天 空を 覆いま した。
それこ そ、 真っ暗 やみに なった ので す 。
「でます よ、 でます よ」
懐爺は また 元気が でてき ました 。
「なにが でる んじゃ 」
「【こ ら】、で ますよ 」
「こらじ ゃ、 わから ん」
ぼくが そう いった とたん 、懐 爺の住 処 （すみか ）で ある祠 （ほこ ら）
が、大口 を空 けて（ 見たわ けでは なく そ うかんじ たと いうこ とです が）
「こら、 こら 」
とぼく を叱 りまし た。
「なんじ ゃ、 こら」
とさけ ぶと 、
「こら、 こら 」
と、ま た叱 りまし た。
どうし て叱 られる のかわ かりま せん で したが、 ぼく は
「すまん のう 」
と謝っ てし まいま した。
気づく と黒 雲は去 り、優 しい夕 方の 陽 がさして いま した。

