３ ８ 【 ぶ あ いそ が ら す 】
運動会 が近 づいて くると 、毎 早朝、 大 川の堤で 駆け っこの 練習を した
ものです 。
そして ある 朝、不 審人物 を目撃 （も く げき）し まし た。
大川の 堤の 一番高 いとこ ろに突 っ立 っ ています 。
真っ黒 い服 装です 。
帽子を 被っ ていて 、それ も真っ 黒。
近づい てみ ると、 真っ黒 いお面 まで し ています 。
これは おば けにち がいな いと 、ぼく は 勝手に【 まっ くろか めん】 とい
う名前ま でつ けて、 懐爺の ところ に行 き ました。
「【ま っく ろかめ ん】で はあり ませ んよ 。【まっく ろか めん】 という おば
けもいま すが、それは 朝には でない。金ち ゃんがみ かけ たのは きっと【 ぶ
あいそが らす 】です ね」
「からす かい 。あさ から、 からす かい 」
「【ぶ あいそ がら す】は孤独 な烏で すから 、仲間 が多い 夕方 には出 没しま
せん。
【ぶり ょうが らす】とも呼 びま す。無聊とは 要す るに暇 を持て あま
している とい う意味 です。 暇で たべて い けるはず はな いのに 、とに かく
何もしま せん 。飛ぶ ことも いっさ いし ま せん」
「こどく で、 ひまか い」
「はい。 もう 救い様 がない くら い孤独 で 暇なので す。 暇なら 眠って いれ
ばいいの に、 何をか んがえ てい るんだ か 、真っ暗 な真 夜中で も、川 ばか
り眺めて いる んです 。そう して 、そん な 、孤独の かた まり【 ぶあい そが
らす】を 、さ びしく みつづ けて いて、 こ ちらがひ どく さびし くなっ て、
川に身を 投げ てしま う人も いま す。こ の 身投げを した 水死人 も、む かし
は【ぶあ いそ がらす 】とい われて いま し た」
ぼくは（い まのも 、む かしの も）
【ぶ あ いそがら す】が何と なく好 きに
なりまし た。
「わしが とも だちに 、なっ てあげ るか の う」
「それは いい ですね 。わた しだ って金 ち ゃんが、 友だ ちにな ってく れな
かったら 、ま ちがい なく【 ぶあ いそが ら す】にな っ て いたで しょう から
ねえ」

そして 翌朝 、大川 の堤に 行っ てみる と 、どうい うわ けか【 ぶあい そが
らす】は 両手 （両翼 という のか もしれ な いけれど も） を大き く広げ てい
ました。
飛ぶの かと おもっ てずっ とみて いた が 、なかな か飛 ばない 。
心の中 で、 飛べ飛 べと叫 んでい たら 、 飛んだ。
ほんと うに 飛んだ 。
そして 消え てしま ったの です。
まがり なり にもお ばけな んだ から、 ま さか大川 に落 ちたは ずでは ない
とおもう けれ ども、 それか らは、 一度 も みたこと はな いので す。

