１ ９ 【 せ ん じゅ 】
祠の先 の古 社（や しろ） に、【せん じ ゅ】が棲 （す ）んで いる。
そう懐 爺に きかさ れて 、【せ んじゅ 】 を訪ねた もの です。
お土産 は千 粒の甘 納豆で 、百 個の饅 頭 だと、他 の九 百の手 が、不 満の
ために手 をの ばして きて、 首を絞 める の だそうで す。
それで ぼく は、
【せ んじ ゅ】とは、千 手 観音（せん じゅか んのん）の千
手だと知 りま した。
「かんの んさ まなら 、こわ くはな いの う 」
ぼくが つぶ やくと 、懐爺 は首を ふり ま した。
「 千 手 観 音の 千手は 、たく さん の手で 、 恵まれな い者 たちを 救いた い一
心からそ うな ってい るので す。 ところ が 【せんじ ゅ】 は自分 の心と 関係
なく、手 が千 本にな ったか ら、人 間を 恨 んでいる ので す」
「わしら のせ いなの かのう 」
「小川は もと もと水 が清ら かで 、みず す ましが、 いっ ぱいう かんで いた
ものです 。蛙 もみん な小川 で卵 を産ん だ 。金ちゃ んは 小川で おたま じゃ
くしをみ たこ とがな いでし ょう 。なぜ な らいまは 、み んなが 塵や屑 や芥
（あくた ）を 小川に 捨てる 。今 や小川 は 、毒と菌 の巣 窟（そ うくつ ）に
なってし まっ ている から、 卵だ って、 無 事には孵 （か え）ら ない。 孵っ
ても、手 足が 何本も ある蛙 とな ってし ま う。長く 小川 のほと りに棲 んで
いた【せ んじゅ 】のお 母さん は、難 産（な んざん）のすえ に【せ んじゅ 】
を産み落 とし たので すが、そ のまが まが しさに、お 母さ んは【せ んじゅ 】
を社に捨 てた 。【 せんじ ゅ】は 社に棲 ん で、おば けに なった のです 」
「せつな いの う」
ぼくが 社に つくと 、【 せんじ ゅ】は 待 っていま した 。
懐爺か らき いてい たのか もしれ ない 。
【せん じゅ 】は、 ぼくを みて笑 いま し た。
ぼくが おば け好き である ことも 、き い ているの かも しれな い。
甘納豆 をみ てもっ と笑い ました 。
千粒あ ると 、わか ったの かもし れな い 。
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【せん じゅ 】の千 本の手 が、甘 納豆 に のびます 。
手とい うよ りも、 無数の 蛇の首 にみ え ました。
それで もち っとも 、こわ くはな い。
【せん じゅ 】は十 歳にも みえた し、 百 歳にもみ えま した。
顔も体 もひ どく汚 かった けれ ども、 目 だけはみ ずす ましが ういた 、水
面をおも わせ ました 。
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
「なんの 、な んの」
【せん じゅ 】はこ たえま した。
「せつな いの う」
それし かぼ くは、 言葉が 無かっ たの で す。
「拙者（ せっ しゃ） をみん なはお ばけ と いうが、 おば けでは ござら ん」
【せん じゅ 】はそ ういう けれど も、 ぼ くには信 じら れない 。
「おばけ にし かみえ ん」
ぼくは 正直 にいい ました 。
「拙者は おば けでは なく、 人間の 標本 で ござる」
「ひょう ほん かい」
ぼくは 夏休 みの宿 題の、 蝶（ち ょう ） の標本を おも いまし た。
あれは 動い ていな いが 、【せ んじゅ 】 は動いて いる 。
千本の 手が 、かわ るがわ る、 甘納豆 に のびてく るの は、何 とも不 気味
で、心が とき めく。
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「ほかに いい ようも ない。 人間 が人間 っ ぽく暮ら さな かった その標 本が
拙者でご ざる 」
【せん じゅ 】は断 言した けれど も、 ぼ くはいさ さか 疑問で した。
「かわを きた なくす るのは 、にん げん っ ぽいぞい 」

あえて ぼく は、そ ういっ てみま した 。
【せん じゅ 】は肩 を落と しまし た。
「大人が 悪い から、 こども でも そうい う 発想にな って しまう 。よく おば
けはおそ ろし いとい うけれ ども 、人間 よ りもおそ ろし いもの は、こ の世
にはござ らん 。なぜ なら人 間は、 人間 っ ぽくしな い動 物です から」
「むずか しい のう」
ぼくは 正直 にいい ました 。
【せん じゅ 】は懐 爺より も理屈 っぽ い 。
「きみた ちは 拙 者に ならな いこ と、き み たちは拙 者の こども をつく らな
いこと。 それ が肝腎 （かん じん） でご ざ る」
【せ んじゅ 】の 目をみ ている と、
【せ ん じゅ】は正し いのだ と実感 しま
した。
正しい のだ けれど も、お そら くその 正 しさを、 自分 たちは 理解で きな
いのだと かん じまし た。
「せつな いの う」
「そのと おり 。せつ ないの は人間 であ っ て、おば けで はござ らん」
そうい った なり 、【せ んじゅ 】は社 に 消えてし まい ました 。
ぼくは 、ま たこよ うとか んがえ まし た 。
またこ よう 。
こんど は千 個の、 おにぎ りをか つい で 。

