１ ２ 【 か め れお ん ま ん 】
町から 、二 枚目の 青年が きたと きの こ と。
村から 町に いく者 はけっ こうい るが 、 町からく ると はめず らしい 。
めずら しい のは、 それだ けでは あり ま せん。
この青 年は 、みか けるた びに、 ちが う 色のかっ こう をして いる。
昨日は 、上 から下 まで黄 色ずく め。
あざや かな 黄色だ から、 うんこ の色 と はちがう 。
今日は 、全 身真っ 赤っか 。
牛そっ くり の体だ から、 まるで 赤べ こ 。
明日は 、き っと緑 色で、 森の中 に入 っ たら見分 けが つかな いだろ う。
村の若 者は 、みん な茶色 とか灰 色と か の服だか ら、 すご く 目立つ 。
村の若 い女 たちが 、嬌声 （きょ うせ い ）をあげ てさ わいで いる。
なるほ ど、 これか らはこ れだな 、こ れ でないと もて ないの だな。
ぼくは 感心 し、そ の青年 ととも だち に なりたか った のです 。
そばに 近寄 ると、 舌をだ す。
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それが 、か わいい という か、お そろ し いという か。
ぼくに とっ ては、 おそろ しい もかわ い いの内だ から 、何と かとも だち
になりた い。
けれど も懐 爺が、 邪魔（ じゃま ）を し ました。
「金ちゃ ん、 あれは 【かめ れお んまん 】 ですよ。 千変 万化（ せんぺ んば
んか）の おば けです よ 。と いって も色 だ けですが ね」
「おばけ かい 」
ぼくは おど ろきで した。
青年は 、何 も害を 加えて いない 。
「【か めれお んま ん】は 存在（そん ざい ）そのもの が害 なので す。あ あし
て、若い 女の 気をひ いてだ ますの です 」
「かいじ いの 、やき もちじ ゃろ」

そうぼ くが いって みると 、
「僕はや きも ちなん かやい たこと があ り ません」
懐爺は 、む きにな りまし た。
ぼくは 、話 をかえ ること にしま した 。
「【か めれお んま ん】の まんた あ、な ん じゃ」
「まんは 、英 語でお とこと いう意 味で す 」
「そんな ら【 かめれ おんお とこ】 とし た ほうがい いの う」
「なんと かお とこ、 という おば けは多 い ですから 。た まには 、まん もよ
ろしいで しょ う」
懐爺の いう ことは 、何と なくい いか げ んでした 。
それで もあ の青年 には 、〈お とこ〉 よ りも〈ま ん〉 が似あ う。
「【か めれお んま ん】を 、たい じする ん か」
懐爺は 、な やんだ 顔にな りまし た。
「退治し ない と【こ うもり おとこ 】に 変 身（へん しん ）しま すから ね」
「【こ うもり おと こ】た あ、な んじゃ 」
どうし て【 こうも りまん 】じゃ ない の か、わか らな い。
「【か めれお んま ん】な ら退 治しな くとも 、いず れ自滅（じ めつ）するで
しょうが、
【 こうも りお とこ】に 変身 する と、こん どは男 に害を あた えま
すからね 」
「【こ うもり おと こ】も 、そん ざいそ の ものが、 がい なのか い」
存在そ のも の、な んて意 味は、 とう ぜ んわから ない 。
「説明が むず かしい ですよ ね」
懐爺は いい ました 。
むずか しい という より、 面倒臭 いと い う顔でし た。
「へんし ん、 するの かのう 」
そこが 問題 だ、と おもわ れたの です 。
「変身の 可能 性は、 三割で す」
「そんな ら、 ほっと けばえ えじゃ ろ」
「でもそ の三 割が当 たれば 、十割 とい う わけです から 」
「いみが わか らん」
三割が 十割 になる 意味が わかれ ば天 才 。
だいた い三 割打者 はいて も、十 割打 者 なんかい ない 。

「とにか く様 子をみ ましょ う」
懐爺は やは り、面 倒臭い という 顔で し た。
それで も懐 爺の判 断は、 正しか った の です。
村の若 い女 たちは 、【 かめれ おん まん 】にすぐ にあ きて 、【か めれお ん
まん】は 町に 帰りま した。
【こう もり おとこ 】に変 身する 、持 ち 時間もな かっ たらし い。

