２ ２ 【 ち ひ る】
夏休み の楽 しみと いえ ば 、何よ りも 筏 （いかだ ）下 りでし た。
完ちゃ んと 粗末（ そまつ ）な筏 を作 っ て、中川 を下 るので す。
先生か ら将 来何に なりた いかと 聞か れ ると、き まっ てぼく は、
「ふなの り」
と答え まし た。
完ちゃ んは 、
「せんち ょう 」
と答え まし た。
だから 、完 ちゃん を船長 にして 下る 。
完ちゃ んと ぼくは 、調子 に乗っ てさ け ぶ。
よー
ほっほ っほ ー
よー
ほっほ っほ ー
途中で 筏が こわれ そうに なると、いっ たん川岸 にあ がって 直しま した 。
「こいつ にの って、 どこい こうか のう 」
ぼくが きく と、き まって 完ちゃ んは 、
「たから じま じゃ」
と答え たも のです 。
ぼくも 同じ 気持ち だった けれど も、
「おばけ のく にじゃ 」
とさけ んだ もので す。
完ちゃ んが 目を丸 くしま した。
筏の修 理（ しゅう り）が 終わ って、 ま た乗り込 もう とする と、完 ちゃ
んの足が 、血 まみれ になっ ていま す。
蛭（ひ る） にやら れたん だろ うとお も って、完 ちゃ んの足 をこす って
みると、 蛭は いない 。
一応手 拭い で足を 縛った けれど も、 完 ちゃんの 血は 止まら ない。
何だか 気味 が悪く なって 、今回 の筏 下 りはそこ でお しまい 。
筏を中 川の 流れに 捨てて 、上流 に向 か って歩き まし た 。

とうぜ ん懐 爺のと ころに 寄りま した 。
完ちゃ んは 出血多 量で、 顔色が 悪く な って、
「しぬ、 しぬ 」
と口走 って います 。
ふだん の元 気な完 ちゃん とは、 まっ た くちがう 。
ぼくも いっ しょに なって 、
「しぬ、 しぬ 」
とわめ きま す。
「いそい で、 なんと かせい や」
と懐爺 をせ かせま した。
「どれど れ、 ほいほ い」
と、懐 爺は 完ちゃ んの足 をさわ りま す 。
そして すぐ に診断 しまし た。
「これは 【ち ひる】 にやら れたん です ね 」
「ひるじ ゃね えんか 」
完ちゃ んが 、蒼白 い顔で いいま した 。
「蛭は蛭 でも 、【 ちひる 】は蛭 のおば け ですから 、姿 形がみ えない 」
「まいっ たの う」
ぼくが いい ました 。
「まいる 必要 はあり ません 。いま 血止 め の草を探 しま すから 」
懐爺は 草を 探した りはし ない。
目の前 にあ る雑草 を引き 抜い て、掌 の 中でこす って 、草の 汁を完 ちゃ
んの足に ぬり ます。
すると すぐ に血が 止まっ たので す。
完ちゃ んは 元気に なって 、
「よくき くの う」
感心し てい いまし た。
「このく さは 、【 ちひる 】いが いにも き くんか」
完ちゃ んが きくと 、
「この薬 草は 、【 ちひる 】専用 のもの で す」
懐爺は 、そ っけな くいま した。
ぼくに は、 薬草と はおも えない 。

懐爺が 、お まじな いをし たのだ とお も いました 。
「ついで です が、ひ るはひ るで も、中 川 には、
【ひ るぶね 】と いうお ばけ
がでます から 、ご用 心」
懐爺が つい でをい うとき は、 機嫌の い い証拠な ので 、ぼく はせが んだ
のです。
「【ひ るぶね 】の はなし 、きき たいの う 」
懐爺は 、さ らに上 機嫌に なりま した 。
「【ひ るぶね 】はお 昼に でる舟 で、血 を吸 う蛭では あり ません。筏な らい
いですけ ど、 この【 ひるぶ ね】に 乗っ た ら、さあ 大変 です」
「どうた いへ んなん じゃ」
明るい うち にでる おばけ は、怖 くは な い。
そう前 に 教 えてく れたの は、懐 爺の は ずです。
「同乗者 と必 ず賭け 事をや る羽 目にな っ てしまっ て、 無一文 にさせ られ
るんです 。身 ぐるみ はがれ る場合 もあ り ます」
「どうじ ょう しゃと やらも 、おば けな ん か」
「その舟 と同 乗者を まとめ て、【ひる ぶ ね】とい うお ばけな んです よ」
「ややこ しい のう」
「ともか く中 川で 、【ひ るぶね 】に乗 っ てはいけ ませ んよ」
懐爺は 、完 ちゃん とぼく の顔を 、か わ るがわる みて いいま した。
完ちゃ んと ぼくは 、お互 い顔を 見合 っ て、口々 にこ ういい ました 。
「わしら は、 もんだ いない のう」
「はじめ から 、むい ちもん だ から のう 」
「わしら は、 こわく はない のう」
「はじめ から 、みぐ るみは がれて いる か らのう」
「わしら は、 かんけ いない のう」
「はじめ から 、いか だしか あたま にな い からのう 」
懐爺の 機嫌 が悪く なった のは、 いう ま でもあり ませ ん。

