４ ３ 【 ま ん だら け 】
「まんだ らけ じゃ、 まんだ らけじ ゃ」
村の若 者が 、涙と 鼻水と 涎を たらし な がら、血 相（ けっそ う）を かえ
て走って ゆき ます。
「いやら しい 名前じ ゃのう 」
完ちゃ んが いいま した。
「まん、 だら け、か 。いや らし いおば け じゃのう 、お ぞまし いおば けじ
ゃのう」
ぼくも 同調 （どう ちょう ）しま した 。
「【ま んだら け】 は 、ど うかん がえて も 、おばけ じゃ のう」
こんど は完 ちゃん が同調 しまし た。
「何いう とる 。曼陀 羅華（ まん だらげ ） は、天上 に咲 く花の 名前じ ゃ。
ありがた やあ りがた や」
母親が 手を 合わせ ます。
「金ちゃ んの おかん 、かん ちが いしと る 。まんだ らげ 、じゃ のうて 、お
ばけは 、【ま んだ らけ 】」
完ちゃ んに 笑われ ました 。
ぼくの 母親 は、教 養（き ょうよ う） が ない。
［け］ と［ げ］は 、毛一 本のち がい で はなく、 毛二 本のち がいだ 。
母親を 莫迦 にしな がら、 懐爺の とこ ろ に行きま した 。
どは
どひ
どふ
どへ
どほ
これは 、め ったに 、大き な笑い 声を あ げない、 懐爺 の大笑 いです 。
ぼくも 完ち ゃんも 、いっ しょに 大声 で 笑います 。
「金ちゃ んの おかん 、あほ や、あ ほや 」
「わしの おか ん、ぼ けた、 ぼけた 」
すると 、懐 爺の大 笑いは 、突如 （と つ じょ）と して とまり 、
「阿呆で 惚け は、金 、完、 こん 】」

「【き んかん こん 】って 、どん なおば け じゃ」
「それは 、別 名【じ ぶん】 とい うおば け です。金 ちゃ んのお 母さん は、
賢い人で すね え。
【 まんだ らけ】は たしか におばけ です が、
【 まんだ らげ】
ともいう んで す。【まん だらけ 】の ［け ］を金ち ゃん たちは 、［ 毛］だ と
おもって いる でしょ う、そ うでは なく て ［華］と 書く んです よ」
「毛でな く、 華かい 。なら 、お ばけじ ゃ ねえなあ 。か いじい はすげ えの
う」
完ちゃ んは 感心し ていま す。
「おばけ じゃ ねえの う。す まんの う、 お かん」
ぼくも 感心 し、反 省もし ました 。
「いえい え、おば け、立派 なおば け。
【 ま んだらけ】は、見た ことも ない
美しい華 です 。見た ことも ない 美しい 華 が、おば けで ないは ずが、 ない
ではあり ませ んか」
懐爺は 断言 しまし た。
「そんな もん かのう 」
ぼくに は意 味がわ からな い。
でもこ の世 には、 懐爺い わく、
「 わ かる こと よりも 、わか らない こと の ほうがお おい 」
らしい から 、まあ いいか 。

