
  おばけの季節【助平篇】           陽羅 義光 

 

 

 佐藤春夫にこんな言葉があるそうです。 

「文学の極意は怪談である」 

  

 泉鏡花の文学のことなのか小泉八雲の文学のことなのか、すくなくとも内田百間

の作品はずいぶん誉めている。 

 それでおもいだしてみると、川端康成や室生犀星の晩年の小説は、怪談もしくは

怪談じみています。 

 柳田國男の、 

『遠野物語』 

 折口信夫の、 

『死者の書』 

 などは、怪談としても文学としても傑作だとおもわれます。 

 

 小生は「文学の極意は怪談である」とはかんがえていないが、怪談もしくは怪談

じみた小説の優れたものは、文学としても優れているとかんがえています。 

  

 それで『おばけの季節』なのだが、文学として優れていなくとも、怪談として優

れたものでありたい。 

 けれども、自信があるわけではない。 

 というのは、三島由紀夫だったかだれだったか忘れたが、 

「怖くなければ怪談ではない」 

 といっているからで、『おばけの季節』は、まだ怖くはないからである。 

「まだ」といったのは、これからすこしは怖くなるかもしれない、とおもっている

からです。 

 

 これは余談であるが、太宰治が怪談好きだったことは、一般にはあまり知られて

いない。 

 太宰治が中学時代に書いた、 

『怪談』 

 という短篇の冒頭にこうあります。 

 

【私は小さい時から怪談が好きであった、色んな人から色んな怪談を聞いた、色ん

な書籍から色んな怪談を知った、一千の怪談を覚えて居るといっても敢えて過言で

はなかろう】 

 

 小生は一千の怪談は覚えていないが、この『おばけの季節』で一千のおばけを登



場させたい。 

 すでに登場したおばけの数では世界一であるが、金輪際だれにも抜かれないくら

いのおばけを登場させたい。 

 

 さてと、ちっとも怖くはなさそうだが、笑いを書いたら、次は助平を書くほかは

ない。 

 エロとかエッチとかいってもいいし、卑猥とか淫靡とかいってもいいのだが、小

生は、 

「助平」 

 という言葉が好きであります。 

 助平には、痴漢とか強姦とかいう犯罪性の臭いが稀薄だし、昔から居た人という

印象があって古風でいい。 

 語源は、 

「好兵衛」 

 から転じたといわれるが、どうやら大昔から、 

「助兵衛根性」 

 なんて言葉があったらしい。 

 いやらしくとも、いやがられても、好きならしかたがない、なんて寛容は小生に

はないが、小生の深層心理のなかの助平を探るのは、吝かではありません。 

 

 ただ、この読み物は、もともと孫に聞かせてあげるために書きはじめたものであ

り、常軌を逸した助平をとりあげたくはありません。 

 それでも困ったことに、助平心というものは本来常軌を逸したものであり、常軌

を逸しなければつまらぬ出来心であるからして、お莫迦で破廉恥なセクハラレベル

でおさまるかどうか、自信はありません。 

 どうして自信がないかというと、小生が好む好まざるにかかわらず、意識する意

識しないにかかわらず、この【助平篇】がいままでで一番力がこもりそうなんで、

しかも物書き根性のいやらしい力が。 

 いやはやまったく、どうしたわけなんでしょう。 

 ああ、やだやだ。  

 孫よ、許せ。 

 しかしながらお前たちが大人になったら、助平さんの魅力と真骨頂を理解できる

でありましょう。 

 ほんまかいな。 

                        禿光山人 拝 

 

 

 

     ＊      ＊ 



 

 

 

「かいじいよ、かいじいよ」 

 その日、ぼくはこの際おもいきってきこうと、身を乗り出しました。 

「はい、何でしょう」 

 懐爺も、この際おもいきってぼくの話をきこうと、身構えました。 

「わしは、いろんなおばけにあい、いろんなおばけをおしえてもらったが、どうし

ても、きになることがあるんじゃ」 

「はい、何でしょう」 

「いいにくいのう」 

「金ちゃんらしくもないですね」 

「きんちゃん、らしいんじゃ」 

「思いきって、いってくださいな」 

「やっぱし、いいにくいのう」 

「いいにくいのなら、お休みなさい。昼寝の時間です」 

「かいじいはずるいのう。すぐそれじゃ」 

「だって、だって、それほどいいにくいのに、わざわざいうこともないでしょう」 

 懐爺は口をとんがらしたのですが、乱杭歯がひっかかってうまくいきません。 

「いいにくくとも、いいたいんじゃ」 

「では、何でしょう」 

「そう、あらたまれてものう」 

「それでは、なーに、なんでしょね」 

「すけべえじゃ」 

「助平、ですか」 

「そうじゃ、おばけにも、すけべえがおるじゃろ」 

「それはいないことはありませんが、いままでにも出てきませんでしたか」 

「わすれたのう。でてきたかもしれんが、それは、たまたまじゃ。【すけべえおば

け】まとめて、おしえてくれんかのう」 

「いい趣味ですね、金ちゃん。じつはわたしは【すけべえおばけ】が大好物でして。

びろ、びろ、ずり、ずり」 

 意外にも懐爺は、よだれをたらし、よだれをふく、真似をしたほどでした。 

「なぜじゃ」 

「なぜって、おばけなのに人間的ではありませんか」 

「すけべえばかりが、にんげんではあるまい」 

「すみません。しかし、やっぱり人間は助平でして」 

「そうかのう。わしは、ちがうがのう」 

「金ちゃんは、まだこどもだからです。おとなになったら、きっと助平になります」 

「ほんまかい」 



「ほんまです。だから【すけべえおばけ】のことを勉強しておくのも、わるいこと

ではないでしょう」 

「そうじゃ、そうじゃ。そのとおりじゃ」 

「あらら、何か誘導訊問（ゆうどうじんもん）にひっかかった気分ですねえ」 

 ぼくには、誘導訊問にひっかかりたかった気分、ときこえました。 

 いずれにしても懐爺は話し始めました。 

 たのしみ、たのしみ。 

 

 

    ＊    ＊ 

 

 

【すけべえおばけ】番付・小結 

 

 

 さて、だれからいきましょうか、だれ、だれでいいのかな、どれとかなにでは失

礼だし、おばけだって生き物だから、たとえば死霊（しりょう）だって、わたしら

にとっては生き物だから、あれとかこれとかも変ですし、やっぱりだれでしょうか

ね。 

 

 金ちゃんの好きな、隣のお姉さんにからんだ、【すけべえおばけ】の話からにし

ましょうか、え、金ちゃんの好きな、ではなく、金ちゃんを好きなですか、それは

知りませんでした。 

 

 去年、この村に大地震がありましたよね、この祠も崩れてしまったので、わたし

も隣のお姉さんと同じ、公民館に避難しました。 

 

 金ちゃんは、小学校に避難したんですよね、津浪の危険をかんがえると、公民館

より小学校のほうが高台ですから、よかったかもしれないのですが、避難する途中

で隣のお姉さん、富士子さんにお会いしたので、一緒に行ったのです。 

 

 公民館での避難生活はひどいもので、最初の三日間は水も食べ物もなく、毛布も

枕もない状態でしたから、わたしは慣れていて問題ないのですが、ほかの老人たち

はかなり苦しんでいましたね。 

 

 お姉さんはそんな老人たちに優しくて、地割れの道を小山まで行って清水を汲ん

できたり、野苺を摘んできて食べさせてあげたりしていましたね。 

 

 わたしですか、わたしは地震、雷、火事、老人が苦手ですから、恥ずかしながら



公民館の隅っこでうずくまっておりました。 

  

 あるとき老人たちのひとりが、それは村でも真面目でとおっている爺さんでした

が、肩が痛い背中が痛いといいだしまして、お姉さんが肩をもんであげていました。 

 

 すると爺さん、俯せになると、足で踏んでほしいと懇願します、それは村の按摩

（あんま）さんでもやっていることで、不思議でもなんでもないんですが、お姉さ

んは靴下のまま踏んでは失礼だと、素足になりまして。 

 

 すると爺さん、ああきもちいいああそこです、なんてつぶやいておりましたがね、

つと仰向けになったかとおもうと、お姉さんのやわらかでなめらかな、素足の裏を

舐（な）めはじめたんですよ。 

 

 まったく意味がわからんというわけですが、さすがにお姉さんはうろたえもせず

に、そんなとこくさくありませんかとききますと、くそうないくそうない、おいし

いおいしいと爺さん。 

 

 なにせ食べ物がないもんですから、足の裏がほんとうにおいしいのならと、優し

いお姉さんはいつまでも舐めさせてあげたのですが、とうとうくすぐったくなりま

して、そこを逃げ出すとわたしのところにきました。 

 

 そうして、これこれこうだから、懐爺さん、あのお爺さんに足の裏を舐めさせて

あげてください、ほんとうに嬉しそうに楽しそうに舐めるんです、悪気なんかない

のですよ、と手を合わせるのです。 

 

 ああ、こいつはもしかすると【すけべえおばけ】の小結（こむすび）【あしなめ

じいさん】ではないかとおもったので、わたしは裸足になって、その汚い足で爺さ

んの顔を踏んづけたものです。 

 

 するとやはり、おばけだったのですね、はじめはもがいておりましたが、そのう

ちぶるぶるぶると余震（よしん）とまちがえるほどに、【あしなめじいさん】ふる

えだし、すこしずつすこしずつ消えてゆき、最後にびろんびろんした気味悪い巨大

な舌べろだけが残りました。 

 

 その舌べろですか、公民館の庭で焼いたうえで、こまかく千切ってみんなに配り

ましたよ、まあ、突然の焼肉のご馳走ですから、みなさん大喜びでしたね。 

 

 え、どうして金ちゃんにも持って来てくれなかったのかって、それはつまりその、

そんなものをこどもに食べさせてあげて、こどもながら、助平になられても困りま



すからねえ。 

 

 

 

【すけべえおばけ】番付・関脇 

 

 

 これも、例の大地震のときの話で、みんなようやく自宅に戻れても、なかなか水

道とか電気とかが復旧しませんでしたよね。 

 

 わたしなんかは、ふだんもろくに風呂に入ったことはないから平気でしたが、清

潔好きの富士子さんは、あれこれ思案したようですね。 

 

 そうして出した結論は、小川に行って、まあいわば、行水（ぎょうずい）をする

ことだったのですよ。 

 

 じっさいあのころは、水道が止まると、こどもたちは小川に行って、素っ裸で泳

ぎまわって、それがお風呂がわりだったわけでね。 

 

 そのほうが井戸水を何度も汲んだりして、面倒でなくていいし、庭に井戸がある

家ならまだしも、お姉さんの家は立派なほうですが、あそこは掘っても水は出ませ

んからね。 

 

 それでもねえ、行水ということは、全裸かそれに近いかっこうになることなので、

お姉さんは深夜、それもお月さまの出ていないときをみはからって、行水をするこ

とにしたのです。 

 

 懐中電灯を頼りに、小川まで行き全裸になりましたが、まあその色の白いことと

いったら、まるで雪女ですよ、いえいえ、わたしは盗み見したわけではなく、想像、

想像でしてね。 

 

 けれども、ほんとうに盗み見していたやつがいましてね、お姉さんがふと気づき

ますと、雲に隠れているはずの、まんまるお月さんが出ているではありませんか。 

 

 お姉さんの真っ白な裸体は、お月さんに照らされて、輝くようでありまして、こ

の世のものとは思われない、いえいえ、これも想像、想像。 

 

 そのうち、雲に隠れていた、ほんものの、まんまるお月さんが出てきまして、す

るとお月さんが、ふたつ、お姉さんは、あれえ、と叫びまして、その声は祠にも届

きましたから、わたしは一目散（いちもくさん） 



 

 まあ一目散というのは、おもに逃げるときに使う形容ですが、そんなかんじで駆

けつけたって寸法です。 

 

 あんのじょう、ふたつのお月さんの片方は、【すけべえおばけ】の関脇（せきわ

け）、【でばがめおつきさん】でしたが、初めわたしにも、どっちがどっちかよくわ

からない。 

 

 それでお姉さんにお願いして、躰を隠している手拭いを捨て去ってもらいました、

すると、ひとつのお月さんから、みるみる赤いものが飛び散って、そう、鼻血です

よ。 

 

 わたしが、鼻血を出したほうのお月さんに、石を投げつけましたら、もっと鼻血

を出しまして、かんべんしてくれえと泣き叫んだわけです。 

 

 ちっとも助平ごころなんかありません、こんなに美しいものを見ないなんて、そ

れこそ罪です、それでも見せてくれと土下座しても見せてくれるもんでもないでし

ょう、と【でばがめおつきさん】は泣いて謝ります。 

 

【でばがめおつきさん】いわく、おいらの仲間には【でじでじぱちぱちさん】とい

う、いやらしい写真を撮るおばけがいますが、おいらは自分の網膜（もうまく）に

写すだけですから、罪は小さいとおもいますよ、ですと。  

 

 お姉さんに、かんべんしてやりますかときくと、かんべんしてあげましょうとい

うので、それでもいちおう、もう金輪際（こんりんざい）出歯亀ができぬよう、【で

ばがめおつきさん】の顔に、洗い流せない油の泥をなすりつけてやりました。 

 

 ええっ、見てません、わたしは見てません、わたしは【でばがめおつきさん】退

治に、忙しかったものですから、お姉さんの全裸は、けっしてけっして見てはおり

ません。 

 

 ええっ、お姉さんに、たしかめてみるですって、もしもわたしが嘘をついていた

ら、わたしの顔に泥を塗るですって、そ、そんな殺生（せっしょう）な。 

 

 

【すけべえおばけ】番付・大関 

  

  

 ええと、次は、そうそう、金ちゃんは、何か集めていますか、めんこですか、切



手ですか、おばけの絵本ですか。 

 

 あら意外ですねえ、石ですか、石って、宝石、じゃない、結石（けっせき）、じ

ゃない、墓石（はかいし）、じゃない、隕石（いんせき）、じゃない、淫石（いんせ

き）、じゃない、ただの石ですか。 

 

 金ちゃんはいい趣味ですが、もっといい趣味の人がいますよねえ、本や雑誌を集

める人ですが、それも猥褻（わいせつ）な本の蒐集家（しゅうしゅうか）で、ああ、

猥褻ですか、まあ簡単にいうと、いやらしいということですね。 

 

 その蒐集家の親分が、【あつめすぎちゃん】というおばけで、これは【すけべえ

おばけ】の大関（おおぜき）です。 

 

 いや、集めすぎというだけなら、まだ個人の自由というか、許せるんですが、【あ

つめすぎちゃん】は、たちがわるくて、その集めた膨大ないやらしい本や雑誌から、

これ以上いやらしくはできないというものを選りすぐっておくんですね。 

 

 それを、若い女性の部屋にこっそり置いて、女性が騒いだり赤面したりするのが、

愉しくってしょうがない、先日は富士子さんが狙われました。 

 

 お姉さんが外出からもどると、自室にいやらしい本や雑誌が、びっしりと敷き詰

められていたそうですが、どうしたわけでしょう、お姉さんは、慌てず騒がず、わ

たしをよびにきました。 

 

 金ちゃんも不思議でしょう、お姉さんがうろたえもしなかったこと、おそらく、

わたしの想像ですが、生娘のお姉さんには、それが一体どういうものか、よくはわ

からなかったのでしょう。 

 

 だからお姉さんは、いやらしい本や雑誌だから、わたしのところに来たのではな

く、びっしり敷き詰められていたそれらの持ち主を探してもらいたくて、やってき

たのかもしれません。 

 

 さて、わたしはその本や雑誌を庭に集めて、焚火をすることにしましたが、やは

り【あつめすぎちゃん】が木陰に隠れていて、ぼくの大切なものを燃やさないでち

ょうーだいと懇願します。 

 

 たしかにそれは、お姉さんのものでもわたしのものでもない、しかし【あつめす

ぎちゃん】のものだという証拠もないもんですから、証拠を見せろというと、ぼく

の本や雑誌にはぼくのよだれが付いていると答えます。 



 

 ところがおそらく、よだれは、すっかり乾いてしまっていたのでしょう、証拠な

んかないよというと、これから証拠を付けるといって、本や雑誌を眺めてだらだら

よだれを流しながら、こんな魅力的なものを一人占めにするなんていけないことで

すから、村一番の美女にみていただこうと、なんて弁解をしています。 

 

 わたくしは後付けの証拠はだめだよといって、本や雑誌に火をつけますと、すご

い炎があがって、ひえー、と妙な奇声を発した【あつめすぎちゃん】は、焚火に飛

び込んで、大切なものを抱きしめました。 

 

 もうどうにもなりません、【あつめすぎちゃん】は大切なものと心中したのです

ね。 

 

 わたしとお姉さんは、燃え尽きた灰を庭に埋め、そこを【あつめすぎちゃん】の

お墓とし、あとで杉の苗木を植えました。 

  

  

【すけべえおばけ】番付・横綱 

 

 

 そうです、さすがは相撲好きの金ちゃん、最後は横綱（よこづな）ですが、もう

お気づきでしょう、この番付（ばんづけ）は、かなりいいかげんなものでしてね、

横綱だからって、強いおばけではありません。 

 

 とにかく【すけべえおばけ】の一番の特徴は、めちゃくちゃ弱いってことでしょ

うか、え、弱いおばけなんかおばけじゃねえ、おばけじゃのうて、けばお、ですと。 

 

 そういっては、みもふたもありませんから、かんべんしてあげてくださいな、人

間だって同じで、卑猥な本や雑誌の蒐集家、愛好家は、みんな弱虫なんですから、

おばけだけ強くなれってのも、無理な相談なのです。 

 

 これもお気づきでしょうが、【すけべえおばけ】はみんな「さん」とか「ちゃん」

とかが付きますね、これはあまりに弱いおばけなんで、そういうものが付くんです。 

 

 いえいえ、金ちゃんの「ちゃん」とは、まったく次元（じげん）のちがう話でし

て、次元ですか、それはつまりその、例えば直線は一次元、平面は二次元、空間は

三次元、天国は四次元、地獄は五次元、そうですか、余計にわかりませんか、わた

しにもわからなくなりました。 

 



 さてと、【すけべえおばけ】の横綱は、【まつたけびろんちゃん】ですが、名前か

らしていやらしいでしょう、えっ、金ちゃん、わかりますか、そうです、若いきれ

いな女性の前で、自分の「松茸」をびろんと見せるおばけですね。 

 

 な、なんですと、金ちゃんも、それやったことあるですと、いやはや驚きました

が、金ちゃんのは、「松茸」ではなくて、「しめじ」ですから、問題ないですよ。 

 

 そうなんですよ、また、四回目だから四またでしょうか、富士子さんが被害者な

んですよ、困りましたねえ、まあこの村には、若い女性はたくさんいますが、きれ

いな女性はお姉さんだけだから、しかたないといえばしかたない。 

 

 お姉さんが【まつたけびろんちゃん】に遭遇したのは、たしか一か月前、躑躅峠

（つつじとうげ）ですよ、裁縫（さいほう）のお稽古（けいこ）の帰り道でしてね。 

 

 黄昏どきで、薄暗かったせいなのか、あるいはお姉さんは、近眼なのか、それと

もお姉さんは、かままととなのか、お姉さんはそれを、ほんものの「松茸」だとお

もいこんだのですよ。 

 

 はい、そのまさかでして、あろうことか、お姉さんは、持っていた鋏で「松茸」

をちょきん、【まつたけびろんちゃん】が泣きわめきでもしたら、気づくのでしょ

うが、気絶してしまったので、そのままお姉さんは帰宅。 

 

 そう、問題はふたつ、お姉さんがその「松茸」を食べたのか、それから、気絶し

た【まつたけびろんちゃん】がどうなったのか。 

 

 気絶からもどった【まつたけびろんちゃん】は、自分の「松茸」がなくなってい

ることに気づき、ぼくの宝物がなーい、宝物を見せたくなるのはだれでも同じでし

ょー、とずっと泣きわめくので、その声をきいたわたしは躑躅峠まで行きました。 

 

 なんとかしてくれーと【まつたけびろんちゃん】が頼むので、また、お姉さんが

「松茸」を食べて【すけべえおばけ】の序の口になってもいけないので、わたしは

お姉さんの家に行って、「松茸」を盗み出したんですよ、いやあ、正確なことを告

げるよりも、そのほうがと、まずかったですかねえ。 

 

 ところが残念な事に、優しいお姉さんが、隣近所に「松茸」のおすそわけをしよ

うと、いくつかに裂いていましたから、元には戻りませんでしたよ。 

  

 その後【まつたけびろんちゃん】はどうなったかですって、金ちゃんの想像どお

りですよ、いまや【おかまびろんちゃん】として、【へんたいおばけ】の小結とし



て、ときどき金星をあげる活躍しております。 

 

 

【すけべえおばけ】番付・正横綱 

 

 

 さあ、これでおしまい、ええっ、嘘つくな、ですと、金ちゃん、それは失礼では

ありませんか、嘘と饅頭が嫌いなわたしに対して。 

 

 ええっ、一人横綱かい、ですと、【まつたけびろんちゃん】は張り出し横綱か西

の横綱で、東の横綱がおるではないか、ですと。 

 

 しかたありませんねえ、それではこれが最後ですよ、【すけべえおばけ】の正横

綱【かまきりくん】を紹介しましょう、そう、あの虫の蟷螂（かまきり）のおばけ

ですが、紙切り虫のおばけだって説もあります。 

 

 さすがは金ちゃん、お察しのとおり、髪を切るおばけですよ、そのおばけのどこ

が助平かって、いや、それはいいにくいですねえ、しかしいうしかないでしょう、

髪は売るとお金になりますが、【かまきりくん】はそんなことしません、なにせお

金のためではなく、切る、しかも美人の髪を切るという行為そのものが、快感なの

でして、いえいえ、わたしはやったことありませんよ。 

 

 しかも、その奪った髪で女装するんですね、その髪の美しさで女装の美しさが決

まるので、【かまきりくん】もなかなか大変です、しかもその髪を鬘（かつら）に

すると、すこしだけ髪の毛が余ります。 

 

 その余った髪ですか、【かまきりくん】はなにせ無駄なことが嫌いですから、そ

れをさらに細かく切って、ご飯のふりかけにして食べるわけなんです、するとお肌

がつやつやするって話ですが、わたしはやったことがないからわかりません。 

 

 はい、そうなんです、【かまきりくん】もやっぱり富士子さんを狙ったんですね、

この村で長く美しい髪の持ち主は、お姉さんしかいませんからねえ。 

 

 深夜、富士子さんがよく眠っているところを、忍びこんでばっさり、ところが失

敗したのは、丁度お姉さんは、夢の中で食事中、大好きな饂飩（うどん）の釜あげ

を食べていて、【かまきりくん】をするっと食べてしまったんですね、いささか食

べごたえがあったのは、薬味のためだとおもって。 

 

 食べられた【かまきりくん】ですか、それはもう、なにしろ【すけべえおばけ】



の正横綱ですから、美女に食べられることの快感で、お漏らしをしてしまうほどで

したよ。 

 

 朝目をさますと、髪が切られて短くなっている、それを見たお姉さんは喜んで、

これから暑くなるから、町の美容院に行くつもりだったのだけれど、どこのどなた

が切ってくださったのかしらと、恩人を探しましたが、なにせお姉さんのお腹でく

たばっているのですから、見つかりませんでした、はい、おしまい。 

 

 ええっ、【すけべえおばけ】をもっともっと知りたいですって、へへへ、金ちゃ

んもすみにおけませんねえ、けれども正横綱までやってしまいましたから、いまさ

ら前頭や十両を出しても、興醒（きょうざ）めでは。 

 

 ううっ、それはわたしの思い込みにすぎないって、それはそうかもしれませんが、

ううっ、前頭や十両が興醒めでも、親方がいるじゃないかですって、でも、あの、

その、親方はたしかに横綱より偉いかもしれませんが、番付には載っていませんか

らねえ。 

 

 それよりも、金ちゃんにはやることがあるはずですよ、はい、そうです、いまご

ろまた富士子さんが、【すけべえおばけ】の親方にねらわれているかもしれません

から、さっそく見張りにいってあげないと、いけないんじゃありませんか。 

 

 可哀そうな、可哀想なお姉さん、はたしていまごろ、どうしていることやら、な

にせこれだけ【すけべえおばけ】にねらわれ続けているんですから、親方がおとな

しくしているわけが、ないではありませんか、嗚呼お姉さんは、金ちゃんの助けを、

細く白い首を長くして待っていることでしょう。 

 

 

 

       ＊     ＊ 

 

 

 

 というわけで、さっそく隣のお姉さんの家に、顔をだしてみました。 

 たぶん居眠りしたいから、ぼくを追い出したんだろうけれど、懐爺の勘は当たる

から困るんです。 

「なんか、もんだいは、ないかのう」 

「あら、金ちゃん、心配してきてくれたのね」 

「まあ、そうじゃ」 

「金ちゃんたら、優しいのねえ」 



「おねえさんほどじゃ、ありゃせん」 

「あら、私は、ほんとは、とても冷たいのよ」 

「そうかのう、そうはみえんのう」 

「冷たいのよ、冷たいのよ」 

「そうはみえんぞい」 

「ありがとう。でも、冷たいのよ」 

「ならば、ちゃんと、したぎは、つけておるか」 

 つまり、下着泥棒の【すけべえおばけ】にやられて、それで身体が冷たいのか、

ぼくはそういうことを確認したかったのです。 

「金ちゃんたら、いやらしいのねえ」 

 そんなこといわれると、まるでぼくは、【すけべえおばけ】になった気分でした

が、お姉さんを見ると、あんがい嬉しそうなので、もしかするとお姉さんは、ほん

とうは【すけべえおばけ】好きなんではないかと勘ぐりました。 

「なにか、なくなったもんは、ないんか」  

「そういえば、箸が片方。それと鉛筆かな」 

 ぼくはなぜか、ぴんときて、【あしなめじいさん】をおもいだしながら、お姉さ

んの足の裏を舐めたがるおばけがいるのだから、お姉さんのなめたものをほしがる、

【すけべえおばけ】もいそうな気がしました。 

「えんぴつの、しん、なめるくせ、あるじゃろう」 

「あら、金ちゃん、よく知ってるわねえ」 

「そらあ、おばけのしわざじゃ」 

「お、ば、け、」 

「そうじゃ、おばけじゃ」 

「それなら、懐爺さんを、よぶ必要があるわね」 

「かいじいは、いらん。わしが、かいじいのかわりじゃ。そいつは【すけべえおば

け】のおやかたで、【どろすけくん】じゃ。つまりその、すけべえなどろぼう、と

いうわけじゃ」 

「【どろすけくん】ね、可愛い名前じゃないの」 

「おばけに、そんなこと、いうてはいかん。おばけが、ずにのると、ろくなことに

はならんぞい」 

「ごめんなさい。でも、いくらおばけが可愛いといっても、金ちゃんの可愛さには

かなわないわよ」 

 いやはや、とほほ、ぼくが赤面し、でれでれし、まるでいわば、【すけべえおば

け】の幕下くらいの、【でれでれくん】になった気分は、懐爺にだけは知られたく

ありませんでした。 

「それでは、わしは、もう、かえるからのう」 

「もう帰っちゃうの、あ、そうそう、ちょうどよかったわ、おみやげがあるの、ち

ょっと待ってね」 

「まつたけは、いらんぞい」 



「いいえ、きれいな色鉛筆を、町でね」 

 いいながらお姉さんは、奥に消えて、しばらくして戻ってきたときには、たしか

にきれいな色鉛筆の箱を手にしていました。 

「すまんのう」 

「いいのよ、金ちゃんにとおもって、買ってきたんだもの。それより、謝らないと」 

「なにかのう」 

「さっき鉛筆がなくなったって、いったでしょ。それが机の引き出しのなかで見つ

かったの。それでもしかしてとおもって、食器棚の引き出しも開けてみたら、箸の

片方も見つかったのよ。私って、うっかりやさんだから」 

「それは、まあ、よかったのう」 

「あら、金ちゃんたら、なにか、残念そうねえ」 

 

  

    


