５ ０ 【 や ま だの か か し 】
村のど のた んぼに も、ど のは たけに も 、かなら ずが ［かか し］が 立て
てありま す。
おもに 烏よ け鼬（ いたち ）よ けです が 、たまに 泥棒 （どろ ぼう） よけ
にもなり ます 。
たんぼ やは たけを 荒らす 泥棒 は、ほ と んど町の 若者 で、ろ くに［ かか
し］なん かみ たこと がない から 、夜中 に 忍び込ん で、 懐中電 灯（か いち
ゅうでん とう ）を［ かかし ］に当 てて 、 腰をぬか すそ うです 。
ところ があ るとき 、村の ［か かし］ が 盗まれる 、と いうこ とがつ づい
て、完ち ゃん とぼく は、
「ありゃ あ、 まちの もんの しわざ じゃ ろ 」
といっ てい たもの ですが 、ある とき 、
「金ちゃ ん金 ちゃん 、てえ へんだ 」
と、銭 形平 次（ぜ にがた へい じ）の こ ぶんさな がら 、完ち ゃんが かけ
こんでき まし た。
「みたぞ みた ぞ」
「なにを みた んか」
「どろぼ うじ ゃ」
「やっぱ し、 まちの もんじ ゃろ」
「それが ［か かし］ なんじ ゃ」
「なんじ ゃと 。［ かかし ］をぬ すんだ の は、［ かかし ］か い」
完 ち ゃ んい わく、 その泥 棒［ かかし ］ は、真っ 昼間 に、山 のほう から
飛んでき て、 たんぼ やはた けの ［かか し ］を、か たっ ぱしか ら、か っぱ
らってい った とのこ と。
たんぼ やは たけの ［かか し］ よりも 、 ずっとみ すぼ らしい なりを して
いるけれ ども 、何倍 も大き かった との こ と。
完ちゃ んが みてい るのを 知る と、そ の 泥棒［か かし ］は、 不気味 （ぶ
きみ）な 声で 高笑い したと のこと です 。
かか か
かか か
かか か

かか か
完ちゃ んに は、こ うもき こえた との こ とです。
から すが こわく て
かか しが できる か
かん ちゃ んこわ くて
かか しが できる か
すぐに ふた りして 、懐爺 のとこ ろに 行 きました 。
「完ちゃ んが みたお ばけは 、【 やまだ の かかし】 です ね」
「［か かし］ のお ばけか い」
「【 や ま だ の か か し 】 は 、［ か か し ］ の お ば け と い う よ り も 、 正 確 に は 、
［かかし ］の霊の 塊（ かた まり ）なの です 。
［ かか し］も古く なり ますと 、
だんだん と、お ばけ化 して きます。それ らの霊の かた まり 。
【や まだの か
かし】が、古く なった［ かかし ］を盗 むの は、もう 用がな くなっ た老［ か
かし］を、つま りおの れの霊 魂（れ いこ ん）を、姥 捨山（ うばす てやま ）
に捨てる ため に、盗 むんで す 」
「よくわ から んが、 せつな いのう 」
ぼくが いう と、完 ちゃん も、
「そうい えば 、あの たかわ らいは 、せ つ なくきこ えた のう」
といっ たも のでし た。
「金ちゃ んも 完ちゃ んも、 新し くて、 き れいな［ かか し］を みると 、い
さましい なあ 、たよ りにな るな あ、と お もうでし ょ。 でも、 古くて 、き
たない［ かか し］を みると 、な さけな い なあ、や くに たたん だろな あ、
とおもう でし ょ。そ ういう こと は［か か し］自身 が、 もっと わかっ てい
ることな んで す。だ から 、【や まだ のか かし】な んて おばけ がでて くる 。
けっきょ く、 おばけ は、人 間がつ くり だ すもの な んで すから 」
このと きか らぼく は（た ぶん 完ちゃ ん もそうだ ろう が）、［ かかし ］の
ことを、 めち ゃくち ゃ好き になっ たの で した。

