３ ６ 【 は ち ふく 】
ある日 、懐 爺が慌 ただし く出か けて 行 ったこと があ りまし た。
まった く、 餓死寸 前の巨 大な羆 （ ひ ぐ ま）にそ っく り。
「めずら しい のう」
みかけ たぼ くは、 遠くか ら声を かけ ま した。
懐爺は 立ち 止まっ て、近 寄るぼ くに 、
「日本の 危機 ですか ら」
と真面 目く さって いいま した。
「おおげ さじ ゃのう 。わし はくま のひ っ こしかと おも うた」
ぼくは 茶化 しまし た。
「金ちゃ ん、 七福神 （しち ふくじ ん） っ て知って いま すか」
懐爺が きい てきた から、
「しっと るけ どいわ ん。め んどう じゃ 」
と答え まし た。
困った 時の ぼくの 口癖で した。
懐爺は 苦笑 しまし た。
「大黒様 、恵 比寿、 毘沙門 天、 弁財天 、 寿老人、 布袋 尊、福 禄寿 、 です
ね」
「それが どう した」
「七つの 福の 神の他 に、八 つ目の 福の 神 がいます 」
懐爺は 、親 指を折 った両 掌を突 きだ し ました。
「【は ちふく 】か い」
ぼくは いい かげん なこと をいい まし た 。
「そのと おり 、
【 はち ふく 】で す。この神 様 が変なこ とを 考えだ しまし た」
「それで たい じにい くのか い」
「神様を 退治 なんて 畏れ多 い。説 得に 行 くのです 」
「【は ちふく 】が へんだ と、こ まるん か いのう」
「困るど ころ ではあ りませ ん」
懐爺は めず らしく 、おこ った顔 をし ま した。
「日本は 四つ の大き な島で 成り 立って い ます。北 海道 、本州 、 四国 、九
州、です ね」

「それが どう した」
「【は ちふく】は、北海 道を韓 国に、本 州 を中国に、九州を 北朝鮮 に、く
れてやろ うと してい ます。日 本人は 四国 しか住む とこ ろがな くなり ます 」
「なんじ ゃそ れ」
ぼくは 呆れ ました 。
戦争漫 画に も、そ んなの はない 。
おばけ の本 にも、こ んな すごい という か、
【 すげえ 】の何 億倍す げえの
かわから ない 、規模 の大き いおば けは で てこない 。
「金ちゃ ん、呆 れてい るう ちが華 です 。
【 はちふく 】は一 応福の 神で すか
ら、それ が人 類の幸 福だと おも い込ん で しまった ので す。神 様のお もい
込みほど の脅 威は、 この世 にはあ りま せ ん」
「しこく だけ になっ たら、 わしは はみ だ して、お ぼれ るぞい 」
「金ちゃ ん、 今から 水泳だ けは練 習し て おいてく ださ いね」
「あほか 。か いじい がなん とかす るん じ ゃろ」
ぼくは 泣き べそを かきそ うにな りま し た。
「はいは い、 何とか します が、 相手は 神 様変じて おば けにな ってま すか
ら、やっ かい です」
「【は ちふく 】も おばけ かい」
ぼくは 呆れ ました 。
なんで もか んでも おばけ か。
「【は ちふく 】は今や 、正 真正銘（し ょうし んしょう めい ）の おばけ です」
懐爺は 断言 しまし た。
おばけ に〔 正真正 銘〕な ん て 言葉は 似 合わない とお もいな がらも 、そ
んな野暮 なこ とはい いませ んでし た。
「【の っとり 】の おやぶ んかい 」
「まった く次 元のち がうお ばけで すよ 」
懐爺は 緊張 した面 もちで いいま した 。
「せつな いの う」
「それで は行 ってき ます。 わたし の説 得 の成功を 祈っ てくだ さい」
「てぶら でえ えんか 」
ぼくは きき ました 。
「金ちゃ ん、 餞別（ せんべ つ）く れる ん ですか」

赤貧の こど もから 、あげ るもの なん か ない。
相手が おば けなら 、武器 が必要 だと お もったの です 。
「てっぽ うで も、か っぱら ってき てや ろ うかいの う」
「喧嘩に 行く の では ありま せん。 あく ま でも話し 合い です」
懐爺は 走り だしま した。
羆が脱 兎（ だっと ）にな りまし た。
「がんば れや 」
ぼくが さけ ぶと、
「失敗し てわ たしが 死んだ ら、祠 のも の は金ちゃ んに あげま す」
懐爺も 遠く から叫 びまし た。
ぼくは 呆れ ました 。
祠のも のな んて、 がらく たしか ない 。
それで 、数 日経つ と、懐 爺はい つも 通 り祠に居 まし た。
【はち ふく 】のこ とをき いたけ れど 、 何も答え ませ ん。
という か、 首をか しげる ばかり 。
忘れて しま ったの か、惚 けてい るの か 。
どちら にし ても、 日本人 の四 国集結 の 話は ない から 、説得 に成功 した
のだろう 。
慌てて 水泳 の練習 をして 損をし た、 と ぼくは唇 を噛 んだも のです 。

