６ 【 お い が かり 】
ぼくは よく 、夜中 におつ かいを 、た の まれたも ので す。
夜中に おつ かいを たのむ 親なん か、い まの時代 には いない でしょ うが 、
あのころ の親 は、夜 中であ れ、 何であ れ 、こども にお つかい をたの んだ
ものです 。
ぼくは 、 い つも悪 さをす るこ どもで し たから、 悪さ をした 夜は、 おつ
かいをた のま れるこ とを、 覚悟（ かく ご ）してい まし た。
ほかの 家の こども は、悪 さを すると 、 かならず 折檻 （せっ かん） され
たもので すが 、ぼく の母親 は、 折檻す る だけの気 力と 体力を 、もち あわ
せていな かっ たので す。
それで たび たび、 おばけ に遭遇 （そ う ぐう）す るこ とにな るので す。
街灯も ない 、月の 光と狐 火（ きつね び ）だけが たよ りの、 夜道を 歩い
ていると 、う しろか らおそ ってく る気 が する。
気がす るだ けでは なく、 ほんの たま に おそって くる 。
ぼくは 、う しろか ら手を お さえ つけ ら れる。
おさえ つけ てくる 相手の 手は 、手と い うほど、 かわ いらし いもの では
ない。
〈手〉 を百 くらい 、くく った漢 字が あ るとした なら 、それ です。
ぼくが 強く 握りし めてい る、お つか い の百円が 、ほ しいの だろう 。
わざと 、ぼ くは手 をひら く。
百円が 、地 面にお ちる音 がする 。
そして ぼく は解放 （かい ほう） され る 。
いくら さが しても 、百円 はみつ から な い。
ぼくは 、母 親への 言いわ けを、 かん が えたもの です 。
しかし 母親 は、言 いわけ なん かしな く とも、し かっ たりは しませ んで
した。
ただ百 円は 、家計 （かけ い ）に とっ て 小さくは ない 。
そうい うと きは、 翌朝の 食卓に は、 何 もでませ ん。
ぼくは 水だ けを飲 んで、 学校に いっ た のです。
帰りに 、懐 爺のと ころに よりま した 。
「あいつ はお ばけじ ゃなく 、かっ ぱら い じゃろ」

ぼくは 懐爺 にきき ました 。
「かっぱ らい なら、 そんな 面倒 （めん ど う）なこ とを しませ んよ。 刀か
なんかつ きつ けて、 金ちゃ んをお どし て 、金をだ せっ てやり ますよ 」
「だば、 やっ ぱしお ばけか 」
ぼくは 納得 （なっ とく） しまし た。
「【お いが かり】 という おばけ です 。そ の仲間で 、【かぶ せ】と いって 、
毛布や布 団を かぶせ て くる おばけ もい ま すよ」
「おそろ しい のう」
ぼくは ふる えまし た。
「でも金 ちゃ んは男 の子だ から 、
【お いが かり】は、かぶ せたり はしま せ
ん。も し女の 子なら 、
【おい がかり 】は 、かぶせて お金 よりも 大事な もの
をうばい ます 」
「それは 、な んじゃ い」
「金ちゃ んが おとな になっ たら、 わか り ます」
懐爺は 、真 面目く さった 顔でい いま し た。
「だば、 そん なこと いわん でええ 」
こども だけ れども 、ぼく にはわ かっ て いました 。
「そろそ ろ【 おいが かり】 がで る時刻 （ じこく） です よ。【おい がかり 】
がでなく とも 、
【べ とべ とさん】がで るか もしれま せん。うしろ で足 音が
したら、 きっ と【べ とべと さん 】です か ら、その ばあ いは、 べとべ とさ
ん先へお こし 、とい うんで すよ 。そう す ると足音 は消 えます から。 さあ
帰らない とい けませ ん。も うれ つに走 っ て帰れば 、
【おい がかり 】も【べ
とべとさ ん】 も、で てはき ません よ」
たしか に、 黄昏（ たそが れ）が 終わ っ て、闇が おり てきて いる。
「ほんま じゃ 、さい なら」
ぼくは 、家 へ向か って、 一目散 （い ち もくさん ）に 走りま した。

