１ 【 あ か な め】
ぼくが 、懐 爺の祠 の入口 から 、顔を の ぞかせる と、 くらい 奥から 懐爺
のしぶい 声が きこえ 、それ から 、黄色 い 乱杭歯（ らん ぐいば ）がみ え、
つづいて 、垢 （あか ）で黒 くなっ た、 や さしい顔 がで てくる のでし た。
いつも ほと んど、 そうな のでし た。
懐爺の 両眼 は、目 蓋（ま ぶた ）でふ さ がれ、ひ どく つぶれ た鼻は 、む
かし若い ころ 、村人 たちに 私刑 （しけ い ）にあっ た、 なごり だとき いて
います。
背中ま でか かって いる、 白髪 （しら が ）まじり の髪 は、き ったり すい
たりして あげ たい、 気分が わきお こる 、 むさくる しさ でした 。
着てい るも のとい えば、 むか しは衣 類 （いるい ）だ った何 かを、 身に
まとって いる ふうな もので した。
懐爺の 図体 （ずう たい） は、 餓死（ が し）すん ぜん の巨大 な羆（ ひぐ
ま）をお もわ せたも のです 。
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
「また、 おば けがで たので すか」
そう懐 爺は ききま した。
ぼくの 家の 風呂場 （ふろ ば） は母屋 （ おもや） から 、三十 歩はな れた
ところに あり ました 。
とうぜ ん 、風呂 にはい るため には 、そ こ まで歩か なけ ればい けませ ん。
風呂場 は小 さな小 屋で、 着替 える場 所 もないの で、 ぼくは 裸でそ こま
でいき、 風呂 がおわ ったら 、裸（ は だ か ）でもど って くるの です。
冬はき つい が、夏 はもっ といや でし た 。
風呂場 は、 日当た りのわ るい ところ に あって、 風呂 おけは 古く汚 く、
糊（のり ）を ぬりつ けたか んじの 、垢 が 、こびり つい ていま した。
とくに 夏場 は、臭 いが強 く、 その臭 い は、垢の せい だけで はなく 、風
呂おけの まわ りに、 蠢（う ごめ ）いて い る、蛞蝓 （な めくじ ）や、 蝦蟇
（がま） の臭 いでも あった のです 。
ぼくは ひと しきり 、風呂 場の おぞま し さを語っ てか ら、気 になっ てし
かたがな いこ とを、 つげま した。

「さくば んも 、わし のせな かさ、 はり つ いてくる んや 」
「 そうで すか そうで すか、 それは せつ な かったで すね 」
懐爺は 、汚 い手で 、ぼく の背中 をな で ながら、 いい ました 。
「そいつ は、 蛞蝓で も蝦蟇 でも ない。 わ たしもこ ども のころ は、ず いぶ
んやられ まし た。そ いつは 【あか なめ 】 なんです よ」
「【あ かなめ 】」
ぼくは 、鸚 鵡（お うむ） がえし で、 い いました 。
「【あ かなめ 】と は、な んじゃ 」
「汚い風 呂場 専門（ せんも ん） の、お ば けでして ね。 垢をな めにや って
くるんで す。 むかし 、わた しの ともだ ち だった平 助は 、風呂 につか って
いるとき 、あ かなめ にひど くなめ られ て 、とけて しま いまし たよ」
ぼくの 背中 に、ま た【あ かなめ 】が 、 はりつい た気 がしま した。
「おそろ しい のう」
「心配は いり ません よ。
【あか なめ】の臭 いなんか 、わた しの臭 いに なれ
ている金 ちゃ んなら 、平気 でし ょう。 そ れに、風 呂お けを毎 日洗っ てお
日様に干 して 、きれ いにし てお けば 、
【あ かなめ 】は、けっ してで てはこ
ないもの です から」
「だれが 、や るんじ ゃ」
「金ちゃ んが 、やる んです よ」
懐爺は 顔を 近づけ ます。
懐爺の 臭い には、 ぼくは たしか にな れ ていまし た。
それか らの ぼくは 、風呂 場当 番（と う ばん）を かっ てでて 、風呂 おけ
を毎日み がい たもの です 。
たしか に【 あかな め】は 、でて こな く なりまし た。

