１ ５ 【 げ ん せい か ん 】
村のは ずれ に、一 件の宿 屋があ りま し た。
こんな 村に 観光で くる者 も、 仕事で く る 者もい ない はずな のに、 一件
だけ宿屋 があ りまし た。
平屋で 、客 室も一 つしか ない。
村のは ずれ だから 、町に 近い かとい う と、そう では なくて 、隣村 に近
い。
隣村は この 村より も貧し いか ら、客 な んかぜっ たい こない し、町 から
は遠くて 面倒 な場所 だから 、やっ ぱり 客 なんかめ った にこな い。
この宿 屋は 、十年 前ご主 人を 戦争で 亡 くした、 三十 三歳の 女性が やっ
ています 。
このひ とは 外出し ないの で、 ぼくは み たことが ない けれど も、女 優の
原節子（ はら せつこ ）にそ っくり の、 村 一番の美 人だ そうで す。
ほんの たま に（母 親いわ く）、
「 物 好き がや ってき て」
その宿 屋に とまり ます。
そうだ 、物 好きで もない とこな い。
完 ち ゃ んい わせる と、
「女好き じゃ ろ」
という こと になる 。
そうか 、女 好きな らこん なとこ ろま で くるのか 。
今回の 物好 き（あ るいは 女好き ）は 、 胸を病ん でい るとの 事でし た。
どうり で、 宿屋の 前を通 りかか ると 、 変な咳（ せき ）がき こえま す。
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気持ち のい いもの ではな い。
それで も宿 屋のお かみさ んは、 やた ら に親切に して いるら しい。
病人に 親切 にする なんて 、あ のおか み さんもい いと こある な、と おも
ったのだ けれ ども、 そのお 客さん は（ 完 ちゃんい わく ）、

「母性本 能を くすぐ る」
男性ら しい 。
「作家の 太宰 治に似 ている 」
とも読 書家 の完ち ゃんは 言いま した 。
くすぐ るは 解るが 、母性 本能は よく 解 らなかっ た私 は、
「なんじ ゃ、 そのぼ せいほ んのう 、と い うんは」
ときく と、
「抱きし めた い、ち ゅうこ とじゃ 」
完ちゃ んは 、えら そうに いいま した 。
「だざい おさ むが、 はらせ つこを 、だ き しめるん か」
「金ちゃ ん、 その逆 。女が 男を抱 きし め るんじゃ 」
また完 ちゃ んは、 えらそ うにい いま し た。
え ら そ うに いうの は、ぼ くの 持ち味 だ とかんが えて いたの で、し ゃく
にさわっ て、 懐爺の ところ にいき まし た 。
「完ちゃ んの いうと おりで すよ」
そう懐 爺が いうの で、気 分を害 しま し た。
でも、 さす がに懐 爺でし た。
きた甲 斐（ かい） があっ たとい うも の です。
「でも町 では 、母性 本能を くす ぐるお ば けが沢山 出没 （しゅ つぼつ ）し
て、その 男性 はその 村八分 とい うか町 八 分で、こ の村 に流れ 着いた ので
しょう」
「なんじ ゃ、あれ もおば けか い。なら【 ざしきわ らし】か い、
【 ごくつ ぶ
し】かい 」
「【ご くつ ぶし】 に似た おばけ で 、【げ ん せいかん 】と い いま す。げ んせ
いは、現 世で 今の世 のこと 。かん は患 者 の患です 」
「やっぱ しな 。すげ えせき じゃっ た」
いやだ った けれど も、ぼ くはお もい だ してしま いま した。
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「あれは 咳で はあり ません よ」

懐爺は 断言 しまし た。
「だば、 びょ うにん でねえ のか」
「一種の 病人 ですが 、胸は わずら って お りません 」
「めんど うな おばけ じゃの う」
「あの咳 に似 たもの は、い わば求 愛の 表 現ですね 」
懐爺は もっ と面倒 なこと をいい まし た 。
「きゅう あい って、 なんじ ゃ」
「そんな こと より【 げんせ いかん 】 は 、 退治しま すか 」
懐爺は 話を そらせ ました 。
「たいじ 、で きるん か」
「わたし らに はでき ません 」
「ならば 、き くな」
ぼくは どな りまし た。
「退治し なく とも、 遠から ずにげ ます 」
「おばけ が、 にげる んか」
「宿屋の おか みさん が、【げん せい かん 】に首っ たけ になっ たら 、【げ ん
せいかん 】は にげま すよ」
この話 も面 倒臭い 。
それで もぼ くは、 一度お ばけ が、す た こらさっ さと にげる のを、 みた
かったの です 。
翌日、 完ち ゃんが 、
「あのお 客さ ん、に げちゃ ったよ 」
と、報 告（ ほうこ く）し てきま した 。
「はやい のう 」
「宿屋の おか みさん が首っ たけ になっ ち まってさ 。お んなご ころも しら
ないで、 つれ ないお かたよ 」
完ちゃ んは 、ませ た口調 でいい まし た 。
「おんな ごこ ろは、 おばけ ごころ より 、 おっかな いん じゃ」
ぼくも 負け ずに、 ませた 口調で いい ま した。
宿屋の おか みさん は辛い だろう と、 そ れも気に なっ たので す。

