４ ９ 【 や ぶ から ぼ う 】
懐爺の 居る 祠の奥 は鬱蒼 （うっ そう ） たる竹藪 であ りまし た。
あると き、 完ちゃ んが、
「あのた けや ぶ、お もしろ そうじ ゃ」
と何気 なく いいま した。
「おもし ろそ うじゃ のう」
ぼくも 相槌 （あい づち） を打ち まし た 。
以前か ら興 味はあ ったの です。
あの竹 藪に 何もい ないと したな ら、 ど こにも何 もい ない。
そんな 風に おもわ せる竹 藪だっ たの で す。
それで 二人 して懐 爺のと ころに 行き ま した。
懐爺は 丁度 出かけ るとこ ろでし た。
「どこい くん じゃ」
ぼくは 非難 口調で いいま した。
せっか く来 たのに 、どこ に行く のだ ろ う。
どこに も行 くとこ ろはな いはず なの に 。
「裏の竹 藪に 行くん ですよ 」
懐爺は 奥 の 竹藪の 方向を 指さし まし た 。
「なら、 つご ういい のう」
ぼくと 完ち ゃんは 、顔を み合わ せま し た。
「金ちゃ んも 完ちゃ んも、 今日は 駄目 で す」
懐爺は 胸の 前で両 手を交 差しま した 。
そんな こと で引き さがる 、ふた りで は ありませ ん。
「いっし ょが いいの う」
「いっし ょし かない のう」
「それが いい のう」
「それし かな いのう 」
なんて いい 合って 、つい ていく 素振 り をみせま した 。
「それな らわ たしも 行きま せん。 竹藪 に 行くのは 明日 にしま す」
「なら、 あす もくる かのう 」
「あした もく るぞい 」

「あした でい いのう 」
「 い ち に ちく らい、 がまん じゃ」
なんて また いい合 って、 懐爺を 困ら せ ました。
「竹藪で 草む しりと か落ち 葉ひ ろいと か ごみ掃除 とか 、そう いうこ とを
やるだけ です よ」
懐爺の 口調 は、何 となく 弁解口 調で し た。
「あやし いの う」
「いまご ろく さむし りを、 なんで する ん じゃ」
「それが 、な ぞじゃ のう」
「それが 、も んだい じゃ」
またい い合 いまし た。
懐爺は つい に、痺 （しび ）れを 切ら し ました。
「掃除し ない と【や ぶから ぼう】 がで る んです」
「なんじ ゃそ れ」
完ちゃ んが ききま した。
「【や ぶから ぼう】とい うおば けは、藪の 傍を通 り かか った人 に、棒 で突
くんです 」
「【や ぶから ぼう 】はお ばけか のう。 た とえ、じ ゃね えんか 」
ぼくは きい てみま した。
「【や ぶから ぼう】は、喩 えがそ のま まお ばけにな った んです。棒の おば
けは、ほか に、
【 でくの ぼう 】、
【 おこり ん ぼう】、
【き かんぼ う】、
【と うじ
んぼう 】、【ひ たちぼ う】、【 つっか えぼ う 】とかが おり ます」
懐爺は 明確 に解答 しまし た。
「やっぱ しあ のたけ やぶ、 おもし ろそ う じゃ」
完ちゃ んは 舌なめ ずりし ました 。
懐爺は 完ち ゃんの 、涎（ よだれ ）を ふ いてあげ なが ら、
「棒で突 かれ て、半 身不随 （は んしん ふ ずい）に なっ た人も いるん です
よ。危険 です から近 寄らな いほう が賢 明 です」
諭す口 振り でいい ました 。
「ならば 、わ しらも 、ぼう をもっ てい く かのう」
ぼくが 提案 すると 、完ち ゃんは 、
「あした 、で っかい ぼうを 、よう いす る ぞい」

と胸を 張っ たので す。
「呆れま した 。さよ うなら 」
と懐爺 はい って、 祠の奥 に消え てし ま いました 。
翌朝、 完ち ゃんと ぼくは それ ぞれ、 長 くて太い 棒を 担いで 竹藪に 向か
いました 。
祠は避 けま した。
懐爺に 反対 される のはわ かって いた か ら、別の 道を 使いま した。
竹藪が 、み えまし た。
い いや 、竹 藪が、 ない。
完ちゃ んと ぼくは 、顔を 見合わ せま し た。
そこに ある のは、 清廉（ せいれ ん） な 竹林でし た。
雑草も 落ち 葉もご みも 、ぜん ぶ取 り去 られた 、う つくし い竹林 でした 。

