４ ８ 【 や だ やだ 】
こども だっ て、人 生いや なこと はあ る 。
そう母 親に いった ら、
「こども の、 いやな んて、 一晩ね りゃ あ 、忘れる さ」
そんな こと はない 。
いやな こと は、お となに なって もつ づ きそうだ 。
そう懐 爺に もいっ てもら いたく て、 そ ういった ら、
「金ちゃ んは、よくお ばけ にとり つかれ ますねえ 。
【 や だや だ】と いうお
ばけにと りつ かれた ら、簡 単に はねえ 。 なにせ【 ふく せいち ゅう】 とい
うおばけ とつ るんで います から 。腹、 声 、虫、と 書く んです がね、 たと
えば、腹 のな かで、 こんな 声をだ すん で すよ」
やだや だ
やだや だ
ぜった いや だやだ
どうし ても やだや だ
しんで もや だやだ
「そうい えば 、こえ がきこ えたの う」
「何てい って いまし たか」
「おばけ はや だやだ 、って 、きこ えた の う」
「じぶん がお ばけの くせに 、おば けは や だやだで すか 」
「しょう じき だのう 」
「とにか く、
【 やだや だ】と【ふ くせい ち ゅう】を、両 方いっ ぺん に 追い
ださない とい けませ ん」
「やっか いじ ゃのう 」
「たしか にや っかい ですが 、じ ぶんで や だやだい って いるん だから 、何
とかなり そう です」
「どうす りゃ いいか のう」
「むかし のひ とは、 煙をつ かい ました 。 いぶりだ すん ですね 。しか しそ
れは、き かな いおま じない とおな じで す 。わたし にお まかせ くださ い」
そうい うと 、懐爺 はぼく の耳に 口を よ せて、大 声で さけび ます。
「【や だやだ 】さ ん、ま だまだ 、か～ い 」

鼓膜（ こま く）が やぶれ るかと おも い ました。
「金ちゃ ん、【ふ くせい ちゅう 】の、 声 がきこえ ます か」
「まだま だ、 いうと った」
また、 懐爺 はぼく の耳に 口をよ せて 、 大声でさ けび ます。
「【や だやだ 】さ ん、そ ろそろ 、か～ い 」
「そろそ ろ、 いうと った」
「【や だやだ 】さ ん、で るでる 、か～ い 」
「でるで る、 いうと った」
「しめし めで す。も う大丈 夫です 」
懐爺は 祠の 奥に消 え、ぼ くは家 に帰 り ました。
一晩眠 った ら、【やだ やだ】 はでて い ったらし い。
いやな こと も、忘 れまし た。
ただ、 しば らく、 耳鳴り がつづ きま し た。

