４ ５ 【 む だ づか い 】
あると き、 何気な く、懐 爺がこ んな こ とをいい まし た。
「金ちゃ ん、 駄菓子 屋に い くと さ、最 初 は、飴玉 （あ めだま ）一個 買う
つもりで いく んだけ ど、駄 菓子 屋につ く と、どう いう わけか 甘納豆 （あ
まなっと う） もほし くなっ て、 お金が あ まると、 つい つい買 ったり する
でしょう 」
「あたり まえ じゃ、 うまそ うだ からの う 。あたり まえ じゃ、 ぜにが あま
るんなら のう 」
「やっぱ りね 。わた しは金 ちゃ んのお 母 さんから 、ま えに相 談をう けて
いました 。こ のごろ 、金 ちゃん ったら 、
【 むだづか い】にとり つかれ てや
しないか って 」
「むだ、 たあ 、なん じゃ。 ほかの かし 、 かうの、 むだ なんか 」
「無駄で すね 。なぜ って、 飴玉 をなめ て から甘納 豆 を たべて も、甘 納豆
だけをた べる よりは 、おい しくな いで し ょ」
また懐 爺の 屁理屈 だとお もった が、 が まんしま した 。
なぜが まん したか という と、 その【 む だづかい 】と やらが 、おば けら
しいから 。
「たいし たお ばけじ ゃない のう。つ まら ない、くだ らな い、こわ くない 、
ききたく ない 」
それは 嘘で 、ほん とにお ばけな ら、 き きたい。
「いえい え、 これが たいし たお ばけで 、 だいたい 【な んとか づかい 】と
いうおば けは 、みん なたい した おばけ で す。
【へそ づかい 】は 、へそ がし
ゃべるお ばけ 。【 さるづ かい】 は、さ る をつかっ てだ ますお ばけ。
【 くるぐ るづ かい】 は、狂 った 女の子 を 見せ物に する おばけ 。わた しは
むかし 、
【 くるぐ るづか い】を、よくみ か けました 。何 という ことで しょ
う何とい うこ とでし ょう。 これ はいけ な いこれは いけ ない、 こんな こと
はゆるせ ない こんな ことは ゆる せない 。 わたしが おば け退治 をはじ めた
のは、
【 くるぐ るづか い】をみ たのが、き っかけで す。いず れにし ろ、み
んな、何 かを つかっ て何か をやる 、ず る いおばけ たち です」
懐爺は 、何 やらお こって います 。
ここは 、同 調する ところ です。

「けしか らん のう 。
【む だづ かい】は、む だをつか って 、むだ をやる おば
け かのう 」
「さすが は金 ちゃん 、大当 たり」
「うれし くな いのう 」
「賞金（ しょ うきん ）無し ですか らね 。 無駄づか いは しない 」
「へそも 、さ るも、 くるぐ るも、 みえ る けんど、 むだ はみえ んのう 」
「ほら、 金ち ゃんの 背中に はり ついて い る、ねば ねば のもの 、くさ いも
の。納豆 （な っとう ）では あり ません よ 。うんこ でも ありま せんよ 。そ
いつが【 むだ づかい 】」
がが が
ぎぎ ぎ
ぐぐ ぐ
げげ げ
ごご ご
うめい ただ けで、 吐いた りはし ませ ん でした。
「わしの 、せ なかに 、くさ れ、か い、 か い」
ぼくは 背中 をみた いが、 みられ ない 。
「かい、 かい じい、 わしの 、せな かの 、 くされ、 はが して、 くれや 」
ぼくは 、さ かんに せがみ ます。
「これは 簡単 （かん たん） じゃあ りま せ んよ」
「かんた んじ ゃねえ から、 かいじ いに た のんどる んじ ゃ」
「なるほ ど、 なるほ ど」
懐爺は 、何 かをや ってく れそう で、 何 もしない 。
「なんと かせ えや、 かいじ い」
「無理で す。 無駄と 無理は 似てい ます 」
「そんな こと 、しる かい」
「このく され は、こ のねば ねばは 、簡 単 じゃあり ませ ん」
「たのむ ぞい 、あげ るぞい 、わし のち ょ きん、み んな あげる ぞい」
「やっぱ り、 無理で した 」
「わけを 、い わんか い」
「【む だづか い】は、金ちゃ んの背 中に 、はりつい てい るので は、な かっ
たのです 」

「どうい う、 いみじ ゃ」
「金ちゃ んの 背中そ のもの が、【むだ づ かい】だ った のです 」
がが が
ぎぎ ぎ
ぐぐ ぐ
げげ げ
ごご ご
いちお う、 うめい てみせ まし たが、 う めいてば かり でもど うしよ うも
ないので 、
「ばかば かし い」
と捨て 台詞 （すて ぜりふ ）をの こし て 、ぼくは 帰り ました 。
あれか ら半 世紀以 上経っ たいま でも 、
【 むだづか い】は 、ぼく の背中 そ
のもので あり ます。

