４【うつぼ】
あると き、 大酒の みの村 長が 、酒壺 （ さけつぼ ）に すいこ まれた 、と
いう噂が 、村 中にな がれま した。
よほど おお きな酒 壺だっ たの かとお も ったら、 蛸壺 （たこ つぼ） くら
いだとい う。
のこり の酒 をしら べよう と、 酒壺の 口 から中を のぞ いてい たら、 すい
こまれた のだ という 。
それな ら村 長は酒 壺の中 で酒 を飲ん で いるんだ ろう とおも ったら 、泳
いでいる とか 、溺（ おぼ） れてい ると か いう。
泳いで いる のと溺 れてい るの とで は 、 まったく ちが うけれ ども、 なに
せ酒壺の 中は 、くら いから よくわ から な いのだと いう 。
とにか く、 懐爺を たより にする しか あ りません 。
ぼくは 村を 代表し て、
（代 表した 気分に なって ）懐爺 のと ころに いきま
した。
懐爺は 苦笑 いしな がら、 すぐに こう い ったので す。
「【う つぼ】 にや られま したね 」
「【う つぼ】 たあ 、あの おっか ねえ、 さ かなか」
「魚では あり ません 。【 うつぼ 】を漢 字 で書くと 空で す」
「たこつ ぼは 、そら ほど、 おおき くは な いのう」
「空とは 、か ら。つ まり、 から っぽ。 か らっぽの 酒壺 にいた ずらし たの
で、【 うつぼ 】 の おばけ にやら れたの で す」
「【う つぼ】 たあ 、おば けか」
ぼくは あき れまし た。
「村長も 、よ けいな 事をし たも のです 。 酒がのこ って いるか どうか は、
ふってみ れば わかる でしょ うに」
懐爺も あき れてい ました 。
「そんち ょう に、た こつぼ は、ふ れん 」
「それな ら若 い者に 、ふっ てもら えば い いのもの を」
「そんち ょう は、わ かいも んを、 しん よ うしとら ん」
「若い者 を信 用しな いで、 よく村 長が つ とまりま すね 」
「そんち ょう は、や さしい からの う」

「そうい うや さしさ は、ほ んもの のや さ しさでは あり ません 」
懐爺は 、す こしこ わい 顔 をして いま す 。
「むずか しい ことい うのう 。わし はそ ん ちょうを 、す くいた いんじ ゃ」
「それな ら心 配いり ません 。金 ちゃん が 帰るころ には 、村長 も酒壺 の旅
からおも どり のこと でしょ う」
それな らと 、ぼく は帰り ました 。
たしか に村 長は、 酒壺の 旅から もど っ ていまし た。
門のと ころ から家 をのぞ いて いると 、 村長はと ても 赤い顔 をして いま
した。
ぼくの いる ところ まで、 酒臭さ が、 な がれてき てい ました 。
村長は 、助 けてく れた村 の若い 者ら を 、ねぎら って いまし た。
しかし 、あ とでき いたら 、たい した 努 力はいら なか ったら しい。
酒壺を 、た たきわ っただ けだっ たか ら 。
村長は 酒び たしに なって 、
「もう酒 はこ りごり 」
と、大 声で 宣言（ せんげ ん）し たら し い。
でも翌 日か ら、ま た酒を 飲みは じめ た らしい。

