２ ３ 【 ち ん ちろ り 】
夏休み が終 わるこ ろ、母 親と 一緒に 躑 躅峠（つ つじ とうげ ）を越 えた
ことがあ りま した。
躑躅峠 だけ れど、 もう躑 躅の花 はみ ら れない。
この村 恒例 の、な まぬる い風が 吹い て いました 。
日が暮 れか かって きたの で、 ぼくは 【 がしゃど くろ 】を踏 んづけ ない
よう、下 を向 いて歩 い てい ました 。
すると うし ろのほ うから 、
「金ちゃ ん金 ちゃん 、ちん ちろり 」
と誰か がい いまし た。
前を歩 く母 親にき くと、
「何も聞 こえ ん」
と答え ます 。
幸か不 幸か 、母親 は耳が 遠いの です 。
また同 じ声 がする 。
「ちんち んと はなん じゃ」
と応え ると 、
「ちんち んで はなく ちんち ろり」
という 。
「おまえ こそ ちんち ろりじ ゃろ」
という と、
「金ちゃ ん金 ちゃん ちんち ろり」
とまた いう 。
いやだ いや だとお もいな がらも 、
「おまえ こそ ちんち ろりじ ゃろ」
とまた いい ました 。
そうし て家 に着く まで、 繰り返 しい い つづけた もの でした 。
ちんち ろり
ちんち ろり
ちんち んち ろり
ちんち ろり

翌日、 懐爺 のとこ ろにい きまし た。
やはり 頼り になる のは、 懐爺だ けで し た。
「【ち んちろ り】は 、しつ こいお ばけ です からね。家に着 いたら 小坊 主が
いません でし たか」
懐爺が きき ました 。
「そんな もん おらん 」
ぼくは 答え ました 。
「【ち んちろ り】はふ つう小 坊主の おばけ で、そ の小坊 主は 狂言が 好きな
んです。 あの 繰り返 しは狂 言の真 似で す ね」
「きょう げん たあ、 なんじ ゃ」
「むかし の喜 劇、つ まり可 笑（お か） し いお芝居 、学 芸 会で しょう か」
「がくげ いか いか 。【ち んちろ り】は し ばいした んか 」
「お芝居 だか ら、ち っとも こわく なか っ たでしょ う」
「こわく ない おばけ は、お ばけじ ゃな か ろう」
「金ちゃ ん、 おばけ はもと もと、 こわ い ものでは ない んです よ」
「こわい 。
【 ちんち ろり】だって こわ い。おなじこ とを くりか えすお ばけ
は、やっ ぱし こわい べ」
「こわい とお もうか ら、こ わい んで。 こ わくない とお もえば 、こわ くな
いんです 」
「こわく ない とおも っても 、こわ いべ 」
意見が わか れまし た。
こうい うと きこそ 、いい やすい と子 供 心におも った にちが いない 。
ぼくは 懐爺 に前か らきき たかっ たこ と を、きき まし た。
「どうし てか いじい は、お ばけの こと 、 こんなに しっ とるん かのう 」
「それは です ね」
懐爺は 、少 しも口 ごもり ません でし た 。
「わたし はお ばけの 世界に 、長く いた か らですよ 」
「かいじ いは 、おば けだっ たんか 」
「おばけ を退 治する おばけ です 。おば け はおおく ても 、おば け退治 はす
くないで すか ら、な かなか この 世にも ど してもら えな かった んです が、
十日間断 食し てなん とか戻 ってき まし た 」
「めしく わに ゃあ、 おばけ になら んの か 」

「そうは いっ てませ ん。た だお ばけは 意 地汚いで すか ら、た べるこ とに
関しては 、豚 並み。 一日十 食くら いや る おばけも いま す」
「うらや まし いのう 」
欠食児 童の ぼくは 、本当 に羨ま しか っ たのです 。

