２ ６ 【 と こ ろて ん 】
雲行き があ やしい 夕刻、 村の はずれ ま でお使い に行 ったと きのこ とで
す。
雲行き があ やしい という こと は、お ば けがでる 予感 がする という こと
と同じで す。
やっぱ り妙 な生き 物に遭 遇しま した 。
丸い鏡 餅く らいの 大きさ の、 半透明 の 生き物で 、の んびり と上下 左右
にゆれて いま す。
道端の 草む らの、 小便小 僧程度 の湧 き 水のとこ ろに 居まし た。
蛙の卵 に似 ている けれど も、 そのか た まりのな かに は何も 居そう にな
い。
おもい 切っ て触っ てみる と、 とたん に 二十、三 十の かたま りにわ かれ
る。
そのひ とつ に触っ てみる と、 それも 二 十、三十 の小 さなか たまり にわ
かれる。
持って 帰ろ うとし たけれ ども 、その か たまりの ゆれ がいや いやを して
いる感じ なの で、や めまし た。
お使い があ るので 、懐爺 のとこ ろへ は 翌日、登 校前 に寄り ました 。
懐爺は 眠っ ていま した。
「とうみ んに は、ま だはや いぞい 」
大声で 呼び かける と、
「朝は、 毎日 が冬眠 です」
と、目 をこ すりな がらで てきま した 。
時間が 少な いので 、かい つまん で話 し ました。
「夏休み は終 わりま したか 」
知って いる はずの 懐爺が きくの で、
「なつや すみ は、お わった ばかり じゃ 」
と、ぼ くは 突っ慳 貪（つ っけん どん ） に答えま した 。
「夏休み が終 わった という ことは 、夏 も 終わりで すね 」
懐爺は 当た り前の ことを いいま した 。
たぶん 寝ぼ けてい るので しょう 。

「はやく せい 。わし はじか んがな い」
ぼくが 急か すと、 懐爺は 咳ばら いを ひ とつして 、
「それは 【と ころて ん】と いう おばけ で すよ。季 節は ずれの 【とこ ろて
ん】。 特技は 分身 の術で す」
なるほ ど、 あれが 有名な 、ぶん しん の じゅつだ った のか。
「【と ころて ん】 なら、 くえる んか」
「くって も毒 も薬に もなり ません よ」
「でも、 うま そうじ ゃった のう」
「あんな もの 美味そ ういう のは 金ちゃ ん だけです よ。 でも季 節はず れの
【ところ てん 】は煮 ても焼 いて も酢を か けてもた べら れない 。無理 して
たべても 、お 腹の中 で分身 の術 を使う か らうるさ くて しかた がない 。た
べ過ぎて お腹 が 爆発 （ばく はつ） した 人 もいます 」
懐爺は 苦虫 を噛み つぶし た顔で いい ま した。
おそら くお 腹が爆 発する 寸前ま でた べ た経験が ある のでし ょう。
時間が なか ったの で、ぼ くは最 後に い いました 。
「かいじ いも のう」
「わたし が何 でしょ う」
「ぶんし んの じゅつ を、つ かえば いい の にのう」
そした らわ ざわざ 祠に来 なくて も、 い つでもど こで も会え る。
懐爺は 何と なくう れしそ うでし た。

