５ ４ 【 や ん から 】
うんこ をす るとき 、めま いをす るこ と がおおく なり ました 。
「痔（じ ）じ ゃろ、 心配い らん」
と母親 はい うが、 ただの めまい では な い。
頭のう しろ が、ひ っぱら れるか んじ 、 もってい かれ るかん じがあ る。
それに 、痔 くらい で、め まいの する ぼ くではな い。
うるさ くい うと、
「お医者 さん さ、い け」
あっち を指 差しま す。
あっち は、 懐爺の 祠の方 角です 。
「いくい く、 いくよ 」
ぼくは 懐爺 のとこ ろに行 きまし た。
「よくき まし たね、 金ちゃ ん」
懐爺は あた たかく むかえ てくれ まし た 。
「おかん は、 じ、じ 、じ、 いうた 」
「それは【や んから 】で しょう 。わ たし も金ちゃ んの 年ごろ には 、
【 やん
から】に ずい ぶんま とわり つかれ まし た よ」
「まさか 、お ばけじ ゃなか ろう」
「そのま さか です」
「やっぱ し、 まさか かあ」
「【や んから 】の、やん 、と は、やん ごと なき国と か 、あの 世、つま り宇
宙の果て 、の ことで す。お おむ かしら 、 この地球 に棲 みつき 、現世 、未
来永劫（ みら いえい ごう） まで つづく 、 おばけの せか いです が

し かし

未来から 、わ ざわざ やって きた、 おば け もいるの です 」
「おせっ かい な、お ばけじ ゃのう 」
「おばけ は、 みんな 、おせ っかい なも の です」
ふたり して 、苦笑 いをし ました 。
「やん、 はわ かった ぞい。 から、 はな ん じゃ」
「やんか ら、 やって きたか ら、か ら、 で す」
「なんじ ゃ、 その、 から、 かい 。わし は 、からっ ぽの 、から 、かと 、お
もったぞ い」

「【や んから 】は 、こ れから 立派な おとな になって いく 、少年 、青 年にた
いして、 人生 のむな しさ、 金ち ゃんの 言 葉を借り ると 、から っぽ、 その
ことをお しえ るため に、未 来か らや って きたおば けな のです 。そ のまま 、
頭のうし ろを もって いかれ て、 そのま ま いきっぱ なし になっ た、こ ども
もいっぱ いい ます」
「むなし さ、 のう。 むなし さ、 とは、 な んじゃろ か。 からっ ぽとは 、ち
がうじゃ ろ」
ぼくは 、か らっぽ の腹を たたき まし た 。
「ゆくか わの 、なが れは、 たえ ずして 、 しかも、 もと のみず にあら ず、
よどみに うか ぶ、う たかた は、 かつき え かつむす びて 、ひさ しくと どま
りたるた めし なし。 むなし さとは 、そ う いうもの です よ」
「そんな こと は、わ しらだ って 、わか っ とるよ。 かわ に、さ さぶね をな
がすと、 かえ ってこ んか ら のう」
「そうで すそ うです 。それ が人生 、そ れ が笹舟。 人生 の笹舟 です」
なぜか 、懐 爺の顔 が、と てもさ びし そ うにみえ まし た。
おもい すご しなら いいけ れど 、懐爺 の 顔が、と ても さびし そうに みえ
たという こと は、き っと、 ぼくの 顔が さ びしそう 、と いうこ とです 。
これと いう たしか な理由 もなく 、不 安 感がわい てき ました 。
「じんせ いの ささぶ ね、の う」
よくわ から ないが 、まあ いいか 、と お もわれま した 。
ただ、 何と なく、 ひとつ だけ、 わか っ た気がし まし た。
おばけ は、 みんな 、むな しい。 人間 も 、みんな 、む なしい 。

