５ ２ 【 や ま なが れ 】
大雨の 夜、 完ち ゃ んの家 が、【やま な がれ】に やら れたと ききま した 。
はじめ 、甲 虫の臭 いがし たとい う。
それか ら土 の臭い がして 、もの すご い 音がきこ えた という 。
怪獣の 声に 似てい たとい う。
がお う
がお う
ごう ん
ごう ん
そして 、【 やま ながれ 】が来 たので す 。
幸い家 族は 無事だ ったけ れど も、完 ち ゃんの祖 母は 家とい っしょ に、
中山の中 腹か ら中川 まで流 された との こ と。
「あの婆 ちゃ んは、 不死身 じゃの う」
「あの婆 ちゃ んは、 おばけ じゃ」
「あの婆 ちゃ んは 、【や まなが れ】の 魂 魄（こん ぱく ）かも しれん 」
な ん て 噂が 、もう 村中に 流れて いま し た。
「【や まなが れ】 たあ、 なんじ ゃ」
ぼくは 懐爺 にきき ました 。
「〈や んなが れ〉ともい います がね。江戸 時代には 、
【 やま ぬけ】とか【 じ
ゃぬけ 】とい ったそ うです 。台 風とか 大 雨が来る と、
【や まなが れ】は元
気がでて 、山 から流 れだす んで すよ。 完 ちゃん一 家は 不幸中 の幸い で、
いままで 【や まなが れ】に やら れて、 行 方不明に なっ た一家 もずい ぶん
いるんで すよ 」
「ゆくえ ふめ いか、 ふめい はいい のう 」
ぼくは 本音 をいい ました 。
「不明は いい ですか ね」
懐爺は 笑っ ていい ました 。
「ふめい は、 おばけ じ ゃか らのう 」
「なるほ ど。 不明な ら、無 理して 探さ な くてもい いわ けです ね」
「さがし て、 そうし きする んか」
「やっぱ り葬 式です ね。そ れから お墓 」

「つまら んの う。わ しがふ めいに なっ た ら、さが さん でくれ 」
強い口 調で ぼくは いいま した。
「わたし も行 方不明 になっ たら、 絶対 に 探さない でく ださい 」
懐爺も めず らしく 、強い 口調で いい ま した。
ぼくは 肯き ました 。
「かんち ゃん のうち は、な んでや まの な かにある んじ ゃ」
ぼくは 前々 からの 疑問を ぶつけ まし た 。
【やま なが れ】に やられ たか らでは な く、遊び に行 ったり 来たり が大
変だから そう いった のです 。
「家が山 の中 にあっ ちゃい けませ んか 」
「いかん いか ん。だ から 、【や まなが れ 】にやら れる 」
ぼくは 口を 尖（と が）ら せまし た。
完ちゃ ん一 家に、 文句を つける 気分 で した。
「山の上 には 神様が おるん です 。だか ら 神様を大 切に する人 たちは 、山
の上に近 いと ころに 住むん です よ。完 ち ゃんのお 婆さ んは、 神様を 大切
にしてい まし たから ねえ」
「そんな ら、 やまの うえに すめば ええ 」
もうぼ くは 面倒臭 くなっ ていま した 。
「上まで 行っ ては神 様に失 礼で すから 、 ほどほど に中 腹で。 こうい う考
えを昔か ら、〈中 庸〉と いいま す」
「ちゅう よう 、ちゅ うか。 ちゅう よう 、 ちゅうか 」
ぼくは わけ もなく 、感心 しまし た。
「人間は とき どき、 神様を おこ らすこ と をやらか しま すから 、する と台
風になっ たり 大雨に なった り、そ れで 【 やまなが れ】 になっ たり」
懐爺は 口ご もりま した。
「【や まなが れ】 は、か みさま のしわ ざ かい」
「結果的 には そうい うこと になり ます 」
「かみさ まと おばけ は、な かまか い」
「結果的 には そうい うこと にな ります 。 だから【 やま ながれ 】に逢 って
も、完ち ゃん のお婆 さんは 、神 様の思 し 召しと、 逃げ たりな んかし ない
んです」
懐爺は なぜ か、深 い溜息 をつき まし た 。

「わしだ った ら、に げるの う。か みも ほ とけもあ るも んか」
「それは お母 さんの 口癖で すか」
「しんだ おと んのく ちぐせ じゃと 、お か んがいっ とっ た」
なぜか ぼく も、溜 息をつ きたく なり ま した。
「それは 神様 も仏様 も信じ てい る人の 言 葉です。 よっ ぽど辛 いので 、神
様や仏様 に、 恨み言 をいっ たん ですよ 。 信じてい なけ れば恨 み言を いっ
たりでき ませ ん。両 親にだ って 、先生 に だって、 天皇 陛下に だって 、恨
み言をい う人 は、信 じてい るから なん で すよ」
「もうえ え」
ぼくは 止め ました 。
懐爺が ます ます 、 理屈っ ぽくな って い きそうだ った からで す。
「わしが うら みごと いうの は、か いじ い だけじゃ 」
「そんな 嬉し いこと をいっ てくれ るの は 、金ちゃ んだ けです よ」
本当に うれ しそう に、懐 爺は笑 いま し た。
もしか する と、こ の懐爺 のこ の笑顔 を みたくて 、こ の祠に くるの かも
しれない 。
そんな こと をつと 、ぼく はかん がえ た りしてい まし た。

