４ ４ 【 み み ぶく ろ 】
懐爺に とっ て一番 こわい おばけ は何 か 、きいて みた ことが ありま す。
まだ逢 った ことが ないけ れども 、ぼ く は【たい よう かめん 】。
運命と いう ものに もまだ 逢った こと が ないので 、お そろし い。
懐爺は 少し かんが えて、
「わたし は、【か いびょ う】で すかね 」
といい まし た。
意外で した 。
懐爺は 野良 猫にも 優しく て、 雨の日 や 寒い日に は、 かなら ず祠に 入れ
てあげて いる ので。
「かいじ いが 、かい びょう のう」
ぼくが 不審 、不満 そうな 声をだ すの で 、
「【か いび ょう】 は油を なめる から こわ い。【 かい びょう 】は手 招きす る
からこわ い。何より も、
【か いびょ う】は 喋るから こわ い。猫 が喋る のは
こわいも ので す」
「そうか のう 。ねこ がしゃ べった ら、 か わいいが のう 」
ぼくが 納得 しない ので、 懐爺 の蘊蓄 （ うんちく ）が 、また 始まり まし
た。
「昔の本 で『 耳袋 』
（ みみぶ くろ ）とい う ものがあ りま す。不 思議な 話が
いっぱい 詰ま った本 ですが、そこに も人 間の言葉 を喋 る猫が でて来 ます 。
それも一 言二 言では なくて 、け っこう 喋 る。馬や 牛が 喋るん なら、 夢か
幻をみた んだ ってお もいま すが 、猫が 喋 ると夢幻 では なく、 信憑性 （し
んぴょう せい ）があ ってこ わいの です よ 」
「かいじ いも 、よわ むしだ のう」
ぼくが そう いうと 、懐爺 は話を そら せ ました。
「金ちゃ んは 、漱石 の『吾 輩は猫 であ る 』を読ん だこ とがあ ります か」
都合（ つご う）が 悪くな ると、 いつ も そうなの です 。
「そうせ きは 、わし のと もだち じゃ 。ね こと、ぼっち ゃんは 、い いのう 」
そうい って やると 、懐爺 はまた 話を そ らせまし た。
「ところ でじ つは 、【み みぶく ろ】と い うおばけ もい るんで すよ」
「みみの かた ちをし た、お ばけか のう 」

「残念で した 。耳に できる おばけ です 」
「そらあ 、お ばけ、 でなく て、お でき 、 じゃろ」
ぼくは 嗤（ わら） いまし た。
「失礼で すね 。わた しだっ て、 おばけ と おできの 区別 くらい はでき ます
よ」
懐爺は おこ って、 祠の中 に消え てし ま いました 。
だから 【み みぶく ろ】の 正体は 、そ れ 以上きい てい ません 。

