３ ３ 【 の ん だる 】
村には 大酒 のみが 、たく さんい まし た 。
冠婚葬 祭（ かんこ んそう さい ）はも ち ろん、日 々の 楽しみ は酒を 飲む
ことくら いだ ったの でしょ う。
完ちゃ んや ぼくら こども には、川 遊び 山遊び広 場遊 びがあ るけれ ども 、
村の大人 たち にとっ ては、 川も山 も広 場 も仕事の 場所 でした 。
あると き、 完ちゃ んと話 をして いて 、
「なぜに 、お と なは さけを のむん か」
という 疑問 に、ぶ ちあた りまし た。
「みずじ ゃ、 あじが しない からの う」
「いんや 、よ っぱら うのが おもし ろい ん じゃろ」
「よっぱ らう って、 どんな かんじ なん か 」
「ふねで よっ ぱらう じゃろ 。あれ とお な じじゃろ 」
「あれは きも ちわる い。あ れとお なじ じ ゃなかろ う」
「かんが えて も、よ くわか らんの う」
「そうい うと きは、 かいじ いじゃ のう 」
という わけ で、懐 爺のと ころに 行き ま した。
懐爺は 、し きりに 肯いて からこ うい い ます。
「金ちゃ んも 完ちゃ んも、 いいと ころ に 目をつけ まし たね」
誉めら れる とは お もいも しな かった の で、ふた り顔 を突き 合わせ て大
いに笑っ たも のです 。
でも次 の言 葉に、 ふたり の笑顔 はひ き つったの です 。
「さすが に、 おばけ 好きは おばけ に目 を つけるの が早 いです ね」
「おおお 、お ばけた あ、ど どど、 どう い うことか のう 」
ぼくの 百倍 は、お ばけを こわが る完 ち ゃんがき きま した。
「お酒を いく ら飲ん でも酔 っぱ らわな い 人もいま す。 たとえ ば村長 さん
などそう でし ょう」
「たしか に、 そうじ ゃ」
完ちゃ んが ふるえ ている ので、 ぼく が 応じまし た。
ぼくの 母親 はお猪 口（ち ょこ ）一杯 の お酒で、 すっ かり酔 っぱら って
しまう。

「同じ人 間な のに、 おかし いとは おも い ませんか 」
「そりゃ おか しいの う」
「【の んだ る】の しわざ ですよ 。【のん だ る】はお 酒を 飲む人 に入り 込ん
で、わる さを するお ばけで す」
「さかや の、 まわし ものか のう」
「いえい え、 酒屋の 主人も 【の んだる 】 にやられ て、 肝臓を こわし てい
ます」
「【の んだる 】は 、かん ぞうに はいり こ むんか」
「肝臓に も胃 腸にも 、時と して 脳味噌 に も入り込 みま す。酔 っぱら って
狂って暴 れる ひとは それで す」
「そんち ょう には、 はいり こまん のか 」
「とんで もな い。村 長は誰 より も大酒 飲 みです。 村長 に入 り 込んだ 【の
んだる】 は、 村長が お金持 ちだ と知っ て いるから 、い くら飲 んでも 酔わ
ないよう 、わ るさを してい るん です。 最 後の最後 に、 ひどい ことを する
ためです 」
「あばれ ても 、おと なしく ても 、【の ん だる】の しわ ざかい 」
「そのと おり 。
【の んだ る】は賢 いお ばけ ですから 、貧乏 人がお 酒を 飲み
過ぎて、 もう お酒を 買うお 金がな くな る と、あと は【 しんだ る】に 委
（ゆだ） ねて 病気で 殺して しまう ので す 」
「おそろ しい のう。 やっぱ しさか やの 、 まわしも んだ のう」
「いえい え、
【のん だる】はお金 ほし さに 入り込む ので はあり ません 。人
間を破滅 さ せ るため に入り 込むの です 」
「おさけ で、 にんげ んが、 はめつ する ん か」
たしか に村 でも破 滅した 者は何 人も い ます。
けれど も酒 で破滅 したの では なく、 酒 に頼るく らい 苦しい 生活だ った
から、破 滅し たのだ とおも ってい まし た 。
「それは 鶏と 玉子で すよ。 どっ ちが先 で も結果は 同じ 、その 結果は 【の
んだる】 が計 画した ものな のです 」
「ならば 、そん ちょう はど うなん じゃ 。
【 しんだる 】なん かきそ うも ない
がのう」
「村長は 【の んだる 】にと って 、まだ 生 かしてお いて 都合の よい存 在な
のです。だから まだ破 滅さ せない 。
【 のん だる】に とって 利用 価 値が なく

なったそ のと きは【 しんだ る】に 委ね る でしょう 」
「よくわ から んが、 さけを のんじ ゃあ い かんとい うこ とか」
酒屋を 【の んだる 】の回 し者 と疑っ た のと同じ 次元 で、懐 爺は禁 酒組
織の回し 者と おもわ れまし た。
それで そう きいた のだけ れども 、懐 爺 の答えは 意外 なもの でした 。
「じつは わた しもお 酒を飲 みま す。お 金 がないか らた まにで すけど 飲み
ます。た だ飲 むとき は【の んだ る】と 相 談という か、 掛け合 います 。今
日はこれ だけ 飲むが よろし くと 。する と 【のんだ る】 はしぶ しぶ〈 よろ
しい〉と いう のです 。うっ かり 掛け合 う のを忘れ たら 、とん でもな いこ
とになり ます から 、そう いうと きは すぐ に飲むの をや めます 。
【 のん だる 】
は拍子抜 けの 声で〈 つまら ん〉 という け れども、 騙さ れませ ん。つ まら
んのはわ たし のほう ですか らねえ 。つ ま り」
「めんど うじ ゃのう 」
ぼくは 遮（ さえぎ ）りま した。
ぼくは 面倒 だから 、大人 にな っても 酒 は飲まな いと 心にち かった ので
す。
完ちゃ んは 【のん だる】 がこ わいか ら 、大人に なっ ても酒 を飲ま ない
と心にち かっ たとの ことで した。
もちろ んこ のとき、ふた りは、心 の誓 いを平気 で破 ってし まう 、
【や ぶ
ったる】 とい うおば けの存 在をし らな か ったので すが 。

