
長崎の民話
五島編（五島弁強化版）



第 1話

豆腐娘と明人堂
豆腐娘

五島は　はなれ島で、一万石という
小さな藩のうえに、目立った産業も
少ないので、島を豊かにしようと、
いろいろな工夫がなされました。女
の人の三年奉公というのも、その一
つです。

決まったのは、第27代の盛道公のと
き、宝暦十三年からでした。百姓や町

人の娘で、長女を除き、十五歳になると、必ずどこかのお侍のうちに、女中
奉公に行って礼儀作法を覚え、働かねばならぬという決まりです。

そして、この三年の間に、もし何か、しくじりがあると、三十歳になるま
では、他所にお嫁入りもできないという、厳しいしきたりでした。

大津の町のはづれの磯にそうた道に、小さな祠があります。この祠の主
は、一人の豆腐好きの島の娘ということで、この道を通るときは、必ず誰で
も豆腐を祠に供えてから、通りました。そうしないと、祠の主の娘が、海の
中に引きづり込んでしまうと言われていました。

この娘は、むかし石田城内に御殿女中として召されて、殿様に仕えていた
女でした。ある時、殿様にお茶をさしあげるために、御居間に入ろうとした
ところ、誤って敷居を踏んだので、音がたちました。

殿様は、その音を聞き、娘がおならをしたものと聞き誤って、
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「おまえは、おとしたナ」となじられたそうです。

娘は言い訳もできず、娘心の恥ずかしさに、思い余って、ある時、かわい
そうに海に飛び込んで死んでしまいました。そのことが後に分かって、「かわ
いそうなことをした」

と、初めは旧藩主を祀った城山神社の隅に、この娘の小さな石の祠がたて
てあったのですが、いつの間にか、今の大津の海岸に移されたのです。この娘

は、生きていた頃、大の豆腐好きだ
ったということです。



3

「明人堂」

殿様の盛定（もりさだ）公は、外国貿易をして、藩を豊かにしようと思い
立たれ、福江の江川の岸の小高い丘の上に、貿易のために江川城をきづかせ
ました。

このころ、突然に、明の国の貿易商人の王直というものが、港に大船を乗
り入れてきて、通商を願いでました。

この王直は、中国の安徽省（あんきしょう）の生まれで、南の方の広東を
中心に、シャムや、いまのベトナム方面とも取引をしていました。その船に
は、二千人もの人を乗せ、船の大きさは櫓が四門からあり、甲板で馬が走れ
るほどだったといいます。

自分でも「五峰大舶王（ごほうだいはくおう）」と名乗っていました。
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王直の船が、ある時、台風にあ
って、鹿児島の南の種子島に流
れつきました。この時船に乗っ
ていたポルトガル人が鉄砲を持
っていて、島の殿様に差し上げ
ました。これが我が国に鉄砲の
伝わった初めと言われていま
す。

さて、盛定公は、もとより喜ん
で王直を迎え、その住む場所も与えました。彼らが、その頃住んでいたとこ
ろが、今の唐人町のあたりで、江川町にある「六角井戸」は、彼らが飲料水
として使った井戸です。この井戸は見ただけでも、中国風ということが分か
り、めづらしがられています。

また、唐人橋をわたって、
松山町の方へ行くと、川沿いに
石畳の跡が残り、「明人堂」が
建っています。

ここが王直の屋敷の跡と言
われています。堂内には、円筒
形になった石碑と、石の仏が、
祀られています。ここの地の下
には、王直がたくさんの宝物を隠していたと言われ、むかし唐人町に大火が
あったときも、ここだけは焼け残ったので、そののち、「火の守り神」とし
て、お祭りが続いています。
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ここの向かって右側に、三十セン
チばかりの「王法童女」という
石碑が建っています。この碑は、
よくみると、「生き浄土」とも
小さく刻まれています。

この下には、いつの頃か、わず
か七歳の女の子が生きながらう
づめられたところで、そのとき
は、七日七夜の間、地の底で鈴
を振る音が聞こえたそうです。

王直の亡くなった後も、唐人た
ちは、明人堂を崇め、朝夕おま
いりし、また船でそとに出かけ
るときは、かならずここに礼拝し
てから、出かけたそうです。



チャプタ  2

海からあがった薬師如来像

    もうだいぶ昔のことです。その頃、五島の浦々にも、キリシタン伝道の

手が広がって、キリシタン信者がだんだんと多くなってきました。そのせ

いか、浦々では、今まであったお寺やお社（やしろ）のお堂などがキリシ

タンたちに襲われ、壊されるのではないかという噂が立ちはじめ、人々が

不安に思っていた、そんな頃のことです。

ある日、二人の見知らぬ怪しい男が「宿の浦」にやって来て、薬師堂

の付近をうろついておりました。そして、そのあたりに里人（さとびと）

の夜着（ねまき）が干してあるのを見ながら、
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「こんな大きな着

物（ねまき）を着

るような人間は、

よほど図体（から

だ）の大きな男に

違いない。むかし

から「宿の浦」に

は、豪勇を誇る者

（力が強くて勇気

のある人達）がた

くさんいたという

ことだ。この土地

は、なかなか油断

のならぬ所だわ

い」と、

（五島弁「こんがん太かキモンばきっごちゃ人間や、よっぽどズータイ

ン太か男かもしれん。昔から「宿の浦」にはつよかモンの多かっチュウこ

とばい。ここんにきは油断されんばよ」）

ひそひそ話しあっておりましたが、そのうち、どことなく姿を消して

しまった。

実は、二人は近くの山の中に隠れて、夜が更けて人が寝静まるのを待

っていたのでした。夜も更けてきて、里の人たちが寝静まる頃合いになる

と、そぉーと二人は山を下り薬師堂に忍び入って、こともあろうに、ご本



尊の薬師如来像を盗み出して、近

くの海岸から小船に積み込んで夜

の海に漕ぎ出し、逃げ出そうとし

ました。（写真はイメージで滋賀県重要文化財木造薬

師如来坐像）

里の人たちに気づいて、追いかけ

てくるかもしれないと一生懸命に

船を漕いだので、もうだいぶん逃

げのびただろうと安心して、男た

ちは漕ぐのをやめ、一息いれるこ

とにしました。

「もう、だいぶ遠くにきただろ

う。このあたりはどこだろか」と、

（五島弁「もうだんぶん遠かとけ来たごちゃっよ。ここんにきゃ、ど

こじゃろかい」）

夜の暗闇のなか、海

岸の方をみてみると、

どうしたことか船は少

しも動いていません。

そこは、もととも船を

漕ぎ出した「かんじゃ

（鍛冶屋）鼻」だった

のです。
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「あんげん一生懸命漕いだとに、全然、進んどらんぞ。これりゃ、どげ

んことやろか。」と思いつつも、

（五島弁「あがん、きばって、ローばおしたとに、いっちょんうごいち

ょらんたい。こりゃー、どがんしたコッカよ」）

「いそがんば、夜の開けたら里の人に見つかって、捕まってしま

う。」と、

（五島弁「うろたえんば。夜んあけたら里ん人間に、みひかって、捕

まえられっしまうて」)

慌てだした二人は、

「やれ漕げ、それ漕げ」と、
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（五島弁「やーやー押せ、うろたえっ、押せ」）」と、

前にもまして力の限り漕いだのですが、それでも、船は「鍛冶屋鼻」

（かんじゃはな）を離れません。

「これはきっと、このお薬師様の祟りばい。どげんしよう」、

（五島弁「こら～、こん薬師さんのバチばよ、どがんす～か」）」

二人は急に恐ろしくなって、お薬師様の仏像を

「えいやー」と　（五島弁「ほんなげれ～」と）

海中に投げ込みました。そして、あわてふためいて、脇目もふらず小船

を漕ぎだしました。すると、今後はどうゆわけか、小船が動き出し、そし

て、どこかへ逃げ去ってしまいました。

この宿の浦には、このお薬師様を深ーく信仰している一人のおばあさ

んがおりました。このおばあさんは、一日も欠かさず、朝早くからお堂に

お参りしていたのです。そして、その朝もいつものように夜の明けはじめ

るのを待って、薬師堂にお詣りして見ると、驚いたことにご本尊薬師如来

のお像が姿を消しています。

おばあさんは、びっくりして、腰をぬかしてしました。

「ありゃ。お薬師さまがおんならん。こりゃおおごとばい」

（五島弁「あっぱよ。お薬師さんのおらんなよ。こりゃ、おおごとば

よ」）

そして、急いで、里の方にもどって、大騒ぎです。
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「大変。大変。お堂のお薬師さまが姿ば消しなさった。どげんしたこ

とやろか。バチあたりが持っていったとかもしれん。どげんしたらよかろ

うか。」

（五島弁「おおごとバヨ。お堂ん、お薬師さんのおらんごてなっつち

ょ。どがんしたっじゃろかい。あん。バチあたっがもっていたかもしれ

ん。どげんしたら、よかじゃろかい」）

そうして、里人たちも大変驚いて、大騒ぎとなりました。

すると、里人のひとりが、「さては昨日このあたりをうろついていた

怪しい二人連れに盗み去られたに違いない」と、
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（五島弁「あ～ん、きのう、ここあたっば、ウロウロしよった、あや

ひか、あんふたっずれかっ。ぬひとられたっかもしれん」）

いいだしました。

それではと、なんそうか小船を準備して、四方八方に漕ぎ出して、探し

まわりましたが、もうたいぶ時間もたっています。もう、「どろぼう（ぬ

ひと）」たちはどこに逃げ失せたか見つかりません。

「もうお薬師様は見つからん。どろぼうたちに大事なお薬師様をもっ

ていかれてしまった」と、

（五島弁「あよー。お薬師さんな、みひからん。ぬひとどんに、大事

かお薬師さんばもっていかれっしもうた」）

がっかりして、 仕方なくみんなは里へ引き返してきました。

さて、その夜、おばあさんもすっかり落ち込んで悲しんでおりました

が、いつのまにか「うとうと」と、寝入ってしましました。すると、夢の

中で、

二人のどろぼうが山の中から忍び出て、薬師堂に押し入り、お薬師像

を盗み出し、そして、船に積みこんで漕ぎ出し、はては海中に投げ込んで

逃げたところまでのありさまがあらわれました。びっくりして目を覚まし

て、「ああ、こん夢はお薬師様のお告げに違いないなか」と、

（五島弁「あお～、こん夢やお薬師さんの、お告げに、まっがいなか

ばよ」）

そのことをさっそく里人たちに知らせました。

12



里の人たちも日頃から、そのおばあさんがお薬師様を厚く信仰してい

ることを知っていましたので、おばあさんの言葉を信じて、月のない真っ

暗な海に小船を乗り出して、鍛冶屋鼻（かんじゃはな）に向ってみまし

た。すると、そのあたり一面が、金色に「さんぜん」と光り輝いていま

す。

「ああ。海が金色に光っとるばい。こりゃ、こん海の底にお薬師様が

いるに違いなか」と、

（五島弁「あら見てみれ。海ん金色にひかっちょっぞ。こら、こん海

ん底にお薬師さんのおっとばよ」）一同は思わず手を合わせお薬師様を拝

みました。

「ありがたや。お薬師様のなんというお力なんだろう。ありがたいこ

とだ」

（五島弁「ありががたか～。お薬師さんの力はたいしたもんばよ。あ

りがたかこっばい」）

その次の朝、里の人たちは相談して結果、地引網を仕立てて薬師像を

救い上げ、無事に御堂に安置することができました。

そして、里の人たちはますますこの霊験あらたかな薬師如来を信仰

し、今日にいたっているということです。（若松町郷土誌より）
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チャプタ  3

河童の相撲・河童の恩返し
「河童と相撲」

むかしむかし、大川と木場川の

合流したところを、「なかんが

わ」とよんでおりました。

そこは川底が深くなり、いつも

青黒い色をしていました。

そこには河童が住んでいて、子

供が川で遊んでいると、川の中

にひきずり込んだり、子供を捕まえては無理やり相撲をとって、放り投げ

ておりました。

あまりに悪いことをするので、有川で一番相撲の強い男が、

「よし！　俺があのいたずら河童ば　こらしめてやろう！」というて 

河童と相撲をとることにしました。

（五島弁「よ～し。おっが、あん、いらんこっばすっ河童ば、やっつ

けっくるっけん」）

「こら、いたずら河童。お前はいつでも弱い子どもばかりいじめる

が、今日は俺が相手をするから、はやくでてこい！」と怒鳴ると、
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（五島弁「こらっ、おーどか河童。わらー、いっでん、よわか子どん

ば、いじめよっやろが。きょうは、おっが相手になってくるっけん。はよ

ー、でてこい」）

相撲好きの河童がホイホイでてきて、

「お前が村で一番相撲の強いというても、俺にかつもんか！　さあ、

かかってこい」 といって、取り組んだのです。

（五島弁「んが、こん村で、いっばん相撲ん強かち、言うたっちゃ、

オレにかたゆっもんか。しかかってこい。）

どちらも強いのでガップリ組み合ったまま、少しも動かず、しばらくし

てから、

河童が「ちょっと待て！」

（五島弁「ちょこっと、まっちょけ」）

と言って、川のほうにおりていきました。

男は、小便でもするのだろうと思っていたが、何回も降りていくの

で、後ろからこっそりと見に行くと、なんと、頭の皿に川の水を手ですく

って入れていたのでした。

「今日はもうこれくらいにして、明日正式に勝負することにしよう。

もし、俺が勝ったら、二つ約束を守れ。よかか。一つは、水神様の青か石

の腐るるまで、こん村の者に悪いことばせんこと。二つ目は、こん村の子

供たちが水に溺れんごと守ってくるっこと。そいでよかか。」
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（五島弁「きょうは、こっだけにしちょこで、あした、ホンキで勝負

すうで、もし、おっが勝ったら、ふたっ約束ば守れヨ。よかか。ひとっ

は、水神さんの青か石ん、くさるっまで、こん村んもんにワルカこっばす

んな。よかか。ふたっめは、こん村ん子どんどんが、おぼくれんごと守っ

ちょってくれれ。そっで、よかか。」）

と、男は念を押しました。

すると、河童は「どうせ俺が絶対に勝とやけん、約束するたい」

（五島弁「どうせ、おっが、ぜったい勝っとじゃけん。約束スッた

い」）」と言いました。

そして、次の日。決着をつける日となりました。

男は河童に向かって、「こら！河童！お前は挨拶というもんばしらん

とか！　正式にちゃんと相撲ばとるとやけん、礼儀で頭ぐらい下げろ！」 

と言って、男は頭を下げました。

（五島弁「こらーっ、河童。わらー挨拶ん、しみちもしらんとか。ホ

ンキで相撲ばとっとじゃけん、頭くらい下ぐっとが、礼儀じゃろ」）

すると、河童もつられて、丁寧に頭を下げたのです。

とたんに頭の上の皿の水がこぼれてしまって、河童が力を出せなくなっ

たところで、男は一気に河童を捕まえ、投げ飛ばし負かしてしまいまし

た。そして、かねての約束を、河童に約束を守らせたということです。
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「河童の恩返し」

むかし、箒山（ほうきやま）の近くに、竹かごを編みながら子供たち

にいろんな話をしてくれる、「長次郎じんじ」と呼ばれるお爺さんがして

くれたお話です。

むかし、箒山の近くの里にいつどこからやってきたのか、はっきりと

はわからんが、半次郎という人が両親と三人で暮らしておったそうだ。半

次郎は里のみんなと仲良くし、またよく働き、正直で親切だったので、仏

の半次郎と呼ばれておったそうだ。そんなある時、里の世話役さんがやっ

てきて、

「半次郎さんも、ここに来て長ごうなるな・・・よく働いてくれる

し、皆のためによくやってくれるけん、皆が「土地ばやったらどうね」と

いいよっとばってん、どうやろか。荒れた土地ばってん　畑や田にしてみ

らんね・・・・」。

（五島弁「半次郎さんも、こけきて長ごうなっね。ヨー働っくるっ

し、みなんためによ～、ようしてくるっけん。だっでん、土地ばくれれ

ば・・・ち、いいよっとばってん、どがんじゃろかい」）

半次郎はとても喜んで

「ありがたかぁ。自分の土地ばもたるっち、嬉しかなぁ」。

（五島弁「あっがたか～。わが土地がもたるっち。うれしか～」）

さっそく、もらった土地を畑にしようと、石ころを運んだり、生えて

いる木をきったり、毎日朝早くから夜遅うまで、一生懸命に頑張ったげ

な。
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そいに、半次郎はとても優しか人で、人間だけでなのうして、動物に

も優しうしてやった。犬が子供にいじめらて怪我ばすっと、「つんだっさ

よー。いたかったろう」、といって薬をつけて布で縛ってやったそうな。

ある日のこと。畑仕事のかえり、暗くなった道ば歩いとったとき、ち

いさな河童が怪我をして苦しんどったそうな。

「わぁ、ざあまに怪我したなぁ。痛かったろ。よし、おっげーにけ

ー」

と言って、家に連れ帰って、手厚く手当してやったんじゃ。

すると、河童は、どうもありがとうございました、となんども、なん

どもお礼を言って、その晩は帰っていったそうな。

それからというものは、毎晩毎晩、その河童の一族が畑の石を取り除

きに来てくれるようになったそうで、半次郎の畑は見る見るうちにきれい

に出来上ったといういうことじゃ。

この地区のずーと上の方に、小さか握りこぶしくらいの石垣で囲まれ

た畑がいくつもあっが、そん

畑が河童どんの手伝いで出来

上がった畑じゃっちゅう。

（有川町郷土誌より）
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チャプタ  4

次郎じいさん
明治のはじめ頃、小河原に次郎衛門という、とても力の強いおじいさんが

住んでいました。文明開化の時代なので、ほとんどの人がチョンマゲを切

り落としていましたが、このおじいさんだけは、

「おれん頭や　おいんもんじゃけん、切ろうが切るまいがおいの勝手

たい」

（五島弁「おっが、頭や、おっがもんじゃけん、切ったち、切っらん

ち、おっが勝手たい」）

と言って、チョンマゲを切ろうとしませんでした。

そして、その赤茶けたチョンマゲを水でなであげ、鉢巻をして山や海に

出かけたものです。

四斗樽を片手で持ち歩き、枕は四寸角の長木枕でなければ絶対使わ

ず、そばがらやもみがらの枕を使う人には、「おまえどんが頭や　豆腐

か」と言って威張っていました。（五島弁「わっどんが頭や、豆腐か」）

それにまた大変な働き者で、一枚でも多くの田や畑を開きたいと思

い、宇戸（うど）越えの川沿いにある荒地を開梱し始めました。

しかし、一枚の荒地にとりかかってからは、大きな石がゴロゴロ出て

きて、なかなかはかどりません。ある日のこと、持ち前の怪力で大きな石

に取り組みましたが、びくともしません。
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「何とかして、今日中に、こっば　かたづけんばぁ」、

（五島弁「どかんかして、きょうじゅうに、こっばかたづけんばぁ」）

と頑張りますが、あたりは暗くなっていくばかりです。

「こりゃ、困ったなー。もう日もくれたばい」、

（五島弁「こらー困ったばよー。もう日のくれたばよー」）

とあたりを見回すと、いつの間に出てきたのか黒いものが、四、五匹

動いているのが見えます。

大将と思われる一匹が近づいてきて、

「お前が村で一番の力持ちちゅう話やばって、そん石ば　動かすこっ　

もできんとな。おいがのけてやろうか、しかし、そんにゃ条件のある。相

撲ばとって、おっに勝ったらん話しじゃ、どうじゃ、すっかー」

（五島弁「ワンの村で一番、力のあっちゆう話ばってん、そん石ばう

ごかすこっも、さえんとか。おっが、のけっくるっか。そんかし条件のあ

っとぞ。相撲ばとって、おれん勝ってからん、話たい。どがんか？　すっ

かー？」）

力自慢の次郎衛門は、こっがガアタローじゃな、話にゃ聞いちょった

ばってん、みっどや初めてじゃ、と思いながら、

「よし、相手に不足やなか。かかってこい」

（五島弁「およーっ。わんの相手ならよかたい。むかかってこい」）
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一日中働いて腹は減るし疲れていたが、村一番の力持ちと言われる手

前、ガアタロー如きに見くびられてたまるかぁ、と勇気を出して、両足を

踏ん張った。

しかし、相手は体中ヌルヌルしていて、つかまえても、つかまえても滑

ってつかまらない。反対に足を取られて、転がされて負けてしまった。

「なーんな。お前や　村一番の力持ちち　いうばってん　よわかじゃ

ん、なんやこのざまや」、

（五島弁「な～んか。わんの村で、いっばん力ん、あっとちいうばって

ん、よわかじゃん。なんかよ～、そんざーまや」）

と言ってガアタローはゲラゲラ笑います。

次郎衛門は悔しさを堪えながら、「そんならまた明日やろうで」と約

束して家に帰った。

すると母親が、「今日や　ざーまに　遅かったな。どがんしたっな。

そがん泥だらけになってしもっかっに」

（五島弁「きょうや、ざーまに、おひかったね。どがんしたっか。そ

がんドロだらけになってしもっ」）

と心配して聞くと、次郎衛門は今日あったことを全部話し、

「どがんかしても　勝たんばならん。よか知恵や　やかろうか」

（五島弁「どがんしてでん、かたんばばよ。よかん智恵んなかじゃろ

かい」）と相談した。
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「ガアタローがヌルヌルしちょどなら、こっちゃ　灰ば手につけてい

ったらどがんか」「なるほど、そっや　よか考えばい」

（五島弁「ガアタローがヌルヌルしちょとなら、こっちゃ、灰ば手につ

けていけばどがんじゃろかい。」「おーっ、そん考えはよかじゃん」）

でも、初めは灰をつけていくと、相手に気づかれるというので、仏壇

の灰を紙に包んでチョンマゲの中に隠して出かけることにした。次の日の

夕方になって、ガアタローが現れ、相撲が始まった。

次郎衛門は、すばやく隠していた灰を手に付けると、ガアタローの腕

をつかまえ、持ち前の怪力で思い切り引っ張ったから、たまりません。

ガアタローの腕が付け根から「ずぼっ」と抜けてしまった。

次郎衛門は、「今日は勝ったぞー」（五島弁「きょうはかったばよ

ー」）とその腕を下げながら、意気揚々と帰ってきた。ところが、その晩

から、ガアタローの子供がやってきて、

「腕ば返してくれ、腕ばかやしてくれ」

（五島弁「腕ば返してくれれ、腕ば返してくれれ」）と騒ぎ立てる。

それが毎晩続きので夜もろくろく眠れない。「そんなら一本だけかや

してやろう」

（五島弁「ほんなら、一本だけ、かやしてくるっけん」）と言うと、

「二本ともかやしてくれんかなぁー」と言って聞かない。

「そんなら条件ば出す。そっば　ちゃんと　守るとなら　かやしてもよ

か」
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（五島弁「そんなら条件ばだひけん。そっば、ちゃんと、守っとな

ら、かやしてもよか」）」

「はい、はい。どがんな条件でも聞きますから、ぜひかやしてくれん

かな」

（五島弁「はい。はい。どがんな条件でも聞くテナ。是非かやしてくれ

んかな」）」と言うので、次のような条件を出した。

ひとつ、「かんかん様」という水神さんの青石が腐さるるまで、この

郷の者に決して悪さやいたずらをしないこと。

ひとつ、この郷の子供たちが海に溺れないように守ること。

ガアタローはこの二つの条件を固く守ることを約束して二本の腕をも

らい受けてかえっていった。それからガアタローは毎晩田んぼ作りを手伝

うようになり、またたくまに三枚の立派な田んぼができあがった。

それからというもの、小河原では海で溺れる人がいなくなったと言わ

れています。

ただ条件の第１だった「青石がくされるまで、悪さやいたずらをしな

い」（五島弁「青石ん、腐っまで、悪かこっと、いらんこっばせん」）と

いう約束はよほど応えたとみえて、その青石が早く腐れるようにと、毎晩

クソや尿をかけに来たということです。
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チャプタ  5

楠さん・楠さん
これは、富江町の山下あたりのおじいちゃんたちが、きまって孫たちに話

して聞かせる話です。

むかし一人の若い猟師が住んでいました。ここいらあたりでは、年が

押し詰まってくると、かならず富江のご領主さまに、猪を一匹献上するこ

とになっていました。

「ことしも、いのしいば、あげんば」

こういって、若い猟師は、山の猪の通りそうな道に、柵を作っておき

ました。でもどうしても、うまいぐあいに猪がかかりません。

「明日はいよいよ大晦日、今日中には、一匹捕まえんば」

といって、朝から家をでかけようとすると、おかみさんが、

「きょうは、赤ん坊が生まれるかもしれんから、でかけんごとしてく

ださい。一人では心細かから」

とたのみました。しかし猟師は、

「除夜の鐘の鳴るまでには、どうしても猪をおさめんばならぬ、辛抱

してくれ」

と言い残して、気が進まないながら家を出ました。
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山の方に登って行くと、にわかに空が真っ暗に曇って、大粒の雨が降

り出しました。ずぶ濡れになって走っていると、道端に一本の大きな楠が

あって、根っこのところは、おおきな洞穴になっています。

「これはかっこうの雨宿り場だ」と、

「楠さん、楠さん、雨がやむまで、どうかこのあなたの木の、うろの

中に、宿をかしてくださらんか」

と言いますと、楠は、

「ああ、いいとも、いいとも」

といった具合に、大きな枝を二三度、横に揺すりました。

「やれやれ」と身体を横にして、寝ていました。

雨は、前よりも激しく降っています。しばらくすると、外の方で、ガヤ

ガヤ話す声がするので目を覚まし、聞くともなく耳を澄ましていると、

「楠さん、楠さん、今晩は山下にお産がありますが、一緒にいきませ

んか？」

すると楠は、

「前絡まっていたお産だから、いきたいのはやまやまだが、京はあい

にくとお客さんがある。私が出かけたら、客が濡れて困るから、いかれ

ん。お前たちだけ言っておいでよ。」

「それは、残念」

今度は、ガヤガヤと、山を下っていく様子でした。
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猟師はこれを聞いて、

「ハテ、お産というのは、俺のうちのことか知らん・・・でもこの土

砂降りじゃ、ここを出ても行かれん」

と、思案していると、またガヤガヤ帰ってきた様子です。

「楠さん、楠さん、産まれたのは、男の子でしたよ。」

「それはそれは・・・ご苦労さん」

「ところが、残念なことに、その子は七つの歳の三月三日までの寿命

で、それから先は生きられんまっせんバイ」

と言うと、遠くの方へ行ってしまいました。

「はて、その子は俺の子かもしれん、大変なことを聞いてしまった」

と、若い猟師は、雨の中に飛び出して、ずぶ濡れになって家に帰ってきま

した。

うちでは、玉のような赤ん坊が生まれて、おかみさんはほっとしている

ところでした。

「ああ、よかった」

と、夫婦して喜び合いました。蝶よ花よとその子供を可愛がって育て

ましたが、月日の立つのは早いもので、いつの間にか、七年の月日が過ぎ

て、三月の三日になってしまいました。

猟師は、いつか楠の木の下で聞いたことを思い出して、おかみさん

に、七つの重箱いっぱいに、ご馳走を作って詰めさせました。

そうして、息子を膝下近くに呼んで、
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「うちたちゃ、後から来るけん。おまえは、この重箱を担いて先に旅

に出ておいで」

と言いました。

すると、生まれつき素直な息子は、それを聞くと、頷いて、その重箱

を担いで家を出ていきました。

まず、菜の花の咲いている畑を横切りました。次には梅の林を通りま

した。その次には、梨の花の咲いた下を通りました。おしまいに桃の花が

一杯咲いている丘の上に出ました。

むこうは広い広い碧い海でした。

息子は、そこの岩の上に腰を下ろして、重箱を膝の上に乗せ、蓋をとっ

て、食べ始めました。

するとにわかに、向こうの海が白く泡だって、ムックと、化け物が現

れ、やがて化け物は丘の上にはいあがってきました。そして息子の様子を

見て、

「おれにも食わせろ」

といって、重箱の中のご馳走を食べ始めました。そうして、一つずつ重

箱の蓋を取って、みんな食べてしまうと、化け物はお腹を摩りながら、

「お前を食うつもりで、海の中から出てきたが、ご馳走を食べ過ぎ

て、腹がいっぱいになってしもうた。代わりに御前には八八歳まで寿命を

やる。おまえはな、八八歳までお日様が拝めるぞ」

こう言って、海の中に飛び込んでしまいました。
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チャプタ  6

鴬娘・河童祭
「うぐいす娘」

むかし、有川から鯛の浦の方に行く道の峠に、一軒の茶屋がありまし

た。朝になると決まって、一人の可愛らしく美しい娘が、赤い鼻緒の草履

を履いて、雨チョコを買いに来ました。

あまり毎朝続けて買いに来るので、茶屋のおじいさんは、

「あの娘は、いったいどこの娘だろう」

と少し変に思い、あるとき

「あの娘の正体ば、つきとめたもんな、お金百文とうどん箱ば、一箱

くれる」

と言い出しました。甚八という男が、

「よし、わしが、かならず見届けてみすっ」

こう言って、ある朝おじいさんの店の物置きに、かくれていました。は

たして、その朝も、娘がきれいな鼻緒の草履を履いて、パタパタと音を立

ててやってきました。そうして、いつものように、飴チョコを買って、坂

を下っていくのです。甚八は、そーっと、分からぬように、後をつけてい

きました。娘は野原の道をすっと歩いて、山の方へ入っていきます。
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甚八も後を付けて、ずんずん行くと、やがて一軒の立派な瓦葺きの家の

中へはいりました。甚八が、そこの玄関に立ち、思い切って、

「ごめんなっせ」

と声をかけると、中から娘が、ニッコリ笑って現れました。そして、

「ようこそ、おいでくださいました。どうぞ上にあがってくださ

い。」

と言うので、甚八が上に上がると、お膳の上に、たくさんのご馳走を

載せて運んできました。

お銚子も、ついています。

甚八はお腹が減っていたので、ご馳走を食べ、お酒をのんでいます

と、娘はいかにも恥ずかしそうに、顔を赤らめながら、

「実は、私は一人もんですけん。わたしのお婿さんになってもらわれ

んじゃろか。」

といいました。甚八は夢ではないかと、ほっぺたをつねりながら、

「ああ、よかとも、おまえさんさえその気なら」

と答えました。娘はさも嬉しそうに

「そんなら、わたしは嫁入りの着物を頼んできますけん。しばらく、

ここに待っといてください。」

こう言って、家を出ましたが、また戻ってきて、向こうの倉を指さしな

がら、
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「あの西の方の倉は、決して開けて見ないでください」

と念をおしました。甚八は、

「ああ、よいとも」

とうなづきましたが、さて「みるな」といわれると、かえって見たく

なって、とうとうそっと西の倉の戸を少し開けてみました。

すると、九月というのに、白い梅の花が美しく咲き乱れていて、心を

溶かすような、よい匂いがただよってきました。そうして一羽のウグイス

が、枝にとまっていました。

甚八があっけにとられていると、ウグイスは、チラリと、甚八の顔をみ

ると、やがて、

「ホーホケキョ、ホーホケキョ」

と美しい声で鳴いたかと思うと、パッっと、どこかへ飛んでいってし

まいました。そのとたん、ぐらぐらとめまいがして、甚八はその場に倒れ

ました。

気がついたときは、西の倉の影形もなく、あたりは広い野原で、白い

薄が風に揺れていました。

「カッパ祭り」

五島では、かっぱのことを、「河太郎」「ガアタロー」、またところ

によっては、「キャタロ」と呼んでいます。島中いたるところに住んでい

るといわれ、どこへ行っても、「河童話」を聞きます。
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たまには、水の干上がった田んぼの隅にいるといわれています。

いたづらもので、よく人の尻を抜くというので、祇園様の祭りの前に

は、「海で泳ぐな」と言われています。河童にお尻を抜かれるからです。

もし泳ぎに行って、行方不明になると、「そら、みろ、河童にやられた」

と、鐘や太鼓を鳴らして、探しました。

やぶんに、福江の大円川のほとりや、石田城のお堀端を通るとき、ジ

ャブジャブ、水音のするのは、河童どもが、水浴びをしているのだと、い

われました。ある人が大円川の石橋の上を、赤飯や煮付けを持って渡った

とき、石にけつまずいて倒れ、赤飯を重箱ごと放り出しましたが、これも

河童の仕業をいわれました。

玉之浦の有名な大宝寺の本堂の天井の力持ちに、左甚五郎作といわれ

る、カワウソが刻まれていますが、ここの人々は、これをどいうしたもの

か、ガアタローといっています。

五島河童の大将は、大円寺川の上流に住んでいるそうです。

河童の相撲好きは有名で、明治の頃、福江の松島さんという力持ち

が、ある日岐宿まで行ってのかえり道に、一里川の堤を通ると、河童が相

撲を挑んできたので、投げ飛ばしました。ニュゥツと腕が抜けた（河童の

手は、左右が続いているそうです）ので、家に持って帰ると、夜分にもら

いに来たので返してやりました。すると、間もなく家の前に、十人くらい

でかかえるほどの、大石がおいてありました。河童が持ってきた「河童

石」だろうというので、長く福江桟橋の横においてありました。
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吉久部落のはづれの藁家に住んでいたひとり暮らしのおばあさんが、

毎晩チャブ台の上に、かんびんと魚をのせて、ぶつぶつ一人ごとを言って

酒を飲んでいましたが、おばあさんの話では、河童相手に酒盛りをしてい

るということで、「河童ほど、おとなしくて、つきあいやすかモンはな

か」と言っていました。

また富江の中村吉蔵さんが、冬の夜仕事に藁細工をしていたら、外

で、「ひゃっ、ひゃっ」という笑い声を聴いたので、翌朝起きてみると、

たしかに、小さな河童の足あとがついていました。

上五島の有川町には、河童を祀った「河童神社」があります。

もう二百年ほども前のこと、高井福右衛門という乙名がいたころのこ

とです。ここの浜辺で、夏場あまり溺れる子供が多かったので、「これは

河童の仕業かもしれない」と、この神社をたてました。そうして、毎年旧

暦の六月十七日には、町を上げて神社の祭り「河童まつり」をしました。

そのときは、三味や、太鼓で町内を練り歩き、また、舞台が作られ

て、人形芝居や、にわか芝居が行われ、大変に賑わいました。

この祭りは、今でも続けられているのです。
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チャプタ  7

ガアタローと荒木倫左衛門
昔、若松の奥山にガアタローがいて、里人が山にいけば遠くの方で大木を

倒すような音や、大岩をころがすような音をさせ、ある時は人まねの声を

出したりして、びっくりさせることがありました。

また、道行く人が惑わされて、山の中をさんざんあるきまわりさまよっ

て、とんでもない苦労をした者もおりました。

またある時は、子供も一人もいなくなり、家族の者や里人が心配して

山探しをすることになり、鉦や太鼓をたたいて大勢で手分けをして探しま

わったところ、とある山の中に「つくねん」と座っていたということもあ

りました。それからそのあたりの山を「隠し山」と呼ぶようになったとい

われています。

ガアタローはまた、ときどき谷川という名の川あたりにもあらわれ

て、道行く人に相撲をとろうと向かってきて、散々な目にあわせるという

ようなこともありました。

その頃、若松に智・仁・勇ともにすぐれた荒木倫左衛門という豪の者

がいて、「そのガアタローは俺が行って生け捕りにしてやろう」（五島弁

「そんガアタローはオッが行って生け捕りにしてくるっけん」）と、ある

夜、谷川のほとりに出かけていきましたら、噂にたがわず、しばらくする

とそのガアタローが現れ出て、相撲をとろうとむかってきました。
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倫左衛門は「なにをこしゃくな」（五島弁「なんち、こんやちゃ」）

とばかり、その腕をひっつかんで、ねじ伏せたので、ガアタローは、思い

もかけないその豪力（ごうりき）に驚いて逃げようとしましたが、倫左衛

門は「そうはさせるか」（五島弁「にげさすっもんか」）となおも力をこ

めて押さえつけたので、ガアタローはますますあわてもがいて、遂には、

その腕をもぎ切って逃げさってしまいました。

生け捕りすることに失敗した倫左衛門は、しかたがないので、その腕

だけもって帰り、自宅の土間に吊るしておきました。

ところが、それから毎晩、そのガアタローが倫左衛門の屋敷の前にや

って来て、家の外から「不自由しておりますので、どうかその腕を返して

ください」（五島弁「不自由しちょっとよな。そん腕ばかやしてくれんか

な」）と哀しい声で哀願するので、倫左衛門もだんだんかわいそうになっ

てきて、「これから里人に決していたずらをしないという約束を書いたも

のをもってきたら、返してやろう」

（五島弁「こんどかっ、里ん人にぜったいいらんこっば、せんち言う

約束ば書いたもんば持ってくっなら、かやしてやるけん」）

というと、ガアタローは大変よろこんで、それならば、「旅手の峠に

おおきな約束を書いた石碑をたてて、その石が朽ちてなくなるまで決して

今までのようないたずらはいたしません」と約束をしたのですが、どうし

たことか倫左衛門は、どうしてもガアタローの腕を返しませんでした。そ

の腕は長い間倫左衛門の屋敷に保存されていたのですが、いつの時から

か、有川の倫左衛門の親戚の板屋（いたや）という家があって、その板屋
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の家に貸したということなのだが、その後その腕がどうなったかわからな

くなったそうです。

また、旅手の峠の石碑もずいぶん長い間あったようですが、道路工事

のためにその峠が切り崩されたので、いまでは、その石碑もどうなったか

のか分からなくなった、ということです。
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チャプタ  8

孝行滝
その昔、山王山のほとりに都から移り澄んだという父一人、子一人の親子

がほそぼそと暮らしていました。

その子は、普段から父を大変大事にするので、里の人たちの間では、

孝行息子という評判が広がっていました。

その頃、山王山一体には、イノシシや鹿がたくさんいて、父親はそれ

を狩って生活を支えておりました。

ある冬の寒い日のことです、父親はいつものように朝早くから起きだし

て、山々をあちこちに獲物を探してまわりました。しかし、その日はどう

したものか一匹も獲物にも出会わず、がっかりして、そのあたりの小岩に

腰をかけ、足を休めておりました。すると、ふと枯葉を踏むような物音に

なにげなく振り向くと、いままでに見たこともない真っ白い鹿が、緑の

木々の間を通り抜けていくではありませんか。

父は思いもかけない獲物に大いに喜んで、側の弓矢をとるが早いか、

胸踊らせてその白い鹿の後を追いかけました。

その鹿もうしろから近づいてくる人間の足音におどろいて、足早やに

逃げ出しました。父は夢中になって追いかけていきます。そして、足元の

あぶない滝の上に来ていることにも気付きませんでした。「あっ」と思う

まもなく、苔のはえた岩に足を滑らせて、目もくらむばかりの高い滝壺め

がけて、まっさかさまに落ちてしましました。
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家では、夜になっても父親が戻ってこないので、息子は心配のあまり

寝ることもできないで、囲炉裏の側で待ちあかしました。しかし、それで

も夜明けの頃には、トロトロと眠ってしまいました。

「すると、幻のように真っ白い衣と、真っ白いひげをたくわえた老人

があらわれ、「おまえの父親は、山王山の滝壺におちて、今もう息たえて

いる。迎えに行くがよかろう」と、一言を言って消え去ってしまったので

す。」

息子は、はっと目を覚まし、今のは夢か、それとも「神様のお告げ」

か（五島弁「かみさんのお告げじゃろかい」）・・と大変に驚いて、夜が

明けるのも待ちかねて、気もそぞろに滝壺の側まで、大急ぎで駆けつけま

した。すると、まさしく父親は滝壺の大岩の上で、無残にも息絶えている

のでした。父の死を目の当たりにみた息子は、しばらくはただ茫然として

我を忘れてイましたが、そのうち気を取り戻して、この上は神様におすが

りして、なんとかして父親の命を呼び戻そうと、身を切るような冷たい滝

壺の中に我を忘れて飛び込み、一心不乱に神様に「父の命をお助けくださ

い」（五島弁「とうちゃんの命ば、たすけっくれなはれ」）と、祈り続け

たのでした。

そして寒さと、落ちてくる滝の水の刺すような冷たさに、だんだん気も

遠くなっていくとき、ふと父の方をみると、父の顔に生気が戻って、眼を

うすく開けて、じっと、こちらを見ているのに気付きました。狂ったよう

に喜んだ息子は、なおも神様に感謝の祈りを捧げて、そうして、父親を家

に連れてもどり、一生懸命に看病をしました。
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幾日かたって、父親の身体はもとのとおりに回復したのです。そうし

て、父も、息子の一生懸命の願いを神様が聞いてくださったことをさとり

ました。それからは、神様のご加護を深く感謝しながら、それからは、狩

りをすっかりやめて、親子仲良く余生をおくったそうです。それまでは、

この滝は一筋の流れだけだったそうですが、それからは、どういうわけ

か、二筋になったということです。

そして、いつの日か、誰ともなく、この滝を孝行滝と呼ぶようになっ

たということです。
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チャプタ  9

ばけくらべ
榎津の村の中に石造りの大きな井戸があります。

昔は、朝早くから村の人たちが集まって、井戸端で盛んにおしゃべり

する井戸端会議が賑やかに行われていました。

そして、静かになったある日の夕方、「よしあんち」という若者がど

の井戸のあたりを通りかかりました。

「よしあんち」は井戸に行って、水を飲みましたが、ふと川辺に目を

むけると、シダの葉が、風もないのに揺れています。よく見てみると、一

匹のカッパが、しきりにシダの葉を引き千切ろうとしていました。「よし

あんち」は、井戸の陰に身を隠して、じっと見ていましたが、カッパは気

づかずに、千切ったシダの葉で、頭を二三度撫でたと思うと、あら不思

議、絣の着物を着た娘に化けて、向こうの方に歩いていってしまいまし

た。

それから、二三日して、「よしあんち」の家で法事があって、すっかり

準備も終わって、お寺の和尚さんが到着するのを待っていた時です。

「ごめんください」（五島弁「ごめんなはれ」）と玄関で子供の声が

します。「和尚さんは急な用事で少し遅れるとのことです」。

お寺の小僧さんに、お使いのご褒美に「どうもご苦労さん」と、法事

の餅を持たせて帰すと、すると入れ違いに和尚さんが現れました。

「おや、遅れるのではなかったとですか」
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（五島弁「あらっ、遅るっとじゃ、なかったっかな」）

「いや、わしは知らん」

「さっき小僧さんがお使いにきたですよ」

（五島弁「さっき小僧さんがお使いにきたよな」）

「そいで」

「餅ば包んで持たして帰したよな」

そこまで話して、みんなは思い当たりました。そうそう、カッパにい

っぱいくわされた・・・と大笑いです。

それから何日かたって、ある日の夕方、川辺でカッパが夕焼け空を見

ておりました。「よしあんち」は、シダの葉を一枚頭にのせ、そしらぬふ

りをしてカッパに近づきました。カッパは「よしあんち」に気付き、笑い

ながら、頭を指さして、

「おまえはそれで化けたつもりか。どののカッパか」「おれは、大曽

のカッパだぞ」「大曽のカッパはダメじゃのう」

（五島弁「わっや、そっで化けたつもっか。どこん河童か。」「おっ

や、大曽ん河童だ」）

と「よしあんち」はすました顔で言い放ちました。

「なにんばぬかすとか。そんならオッとばけくらべばすうで。あした

は、浦桑の弘法様のお祭りのあっけん。オッがお供えの餅にばけるけん、

ワイはお坊様にばけてみれ」と、「よしあんち」とカッパは二人で化けっ

こをすることに決めました。
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一夜明けて、年に一度の弘法様のお祭りので、浦桑あたりは大賑わい

です。

お坊様に化けたカッパは、なにくわに顔で仏様に近づいて、ひょいん

と、前を見ると、うまそうな餅がたんさん並んでいます。

「あっも、ヨー化けたもんたい」と心のなかでは感心しましたが、

「あん大曽んカッパは智恵ん足らん。餅はカッパん大好物。おまけに餅じ

ゃ手も足もでんじゃろ。オッに食われっ、あん世行きばい」とばかり、餅

を掴んでかぶりつきました。

化けた餅なら「ぎゃー」と叫ぶとおもいきや、なんの反応もないの

で、そのまま飲み込んでしまったのですが。

とすると、弘法様へのお供えものを食べたのですから、弘法様のバチ

があたったのか、とたんにカッパの神通力がなくなって、お坊様の姿から

もとのカッパの姿にもどってしましました。

それを見た村人は、びっくり仰天。騙したカッパに起こった村人たち

は、それからカッパを追い掛け回して、つかまえて、たいそうこらしめま

した、そうです。

命からがら逃げ帰ったそのカッパは、甲羅の傷をなで回しながら、ポ

ロポロと涙を流して泣いていた・・・ということです。
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チャプタ  10

河童の手
　今、役場の建っている所は、昔、江口甚右衛門正利（まさとし）という

有川の名主の屋敷があったところです。屋敷のすぐ裏は大川が流れてい

て、海の潮が満ちてくると川の流れとぶつかりあい、川底が深くなり、い

つも青々とした色がよどんでいて「おかめはんず」と呼ばれていました。

子供たちが川で遊んでいると、

「こら、おかめはんずに行ったな。尻ばとらるっぞ」と言って、大人

たちは注意をしたものでした。

「おかめはんず」には、いたずら河童が住んでいて、5月の雨がしとし

とと降り続いたある日、江口家の旦那様が夜中に便所にいってしゃがんで

いたときに、こともあろうに、旦那様のお尻を撫でるものがありました。

気の強い旦那様が、そのお尻を撫でる手をむんずと握り、よくよく見

てみると、その手の間には水かきがあって、毛がうすーく生えています。

旦那様は、とっさに、「こりゃ河童の手ったい」・・・と気づきまし

た。

「絶対、逃してなるもんか」と手に力をいれて、一生懸命引っ張る

と、河童も負けずに引っ張ります。「エイ、エイ」と引っ張り合いになり

ました。
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とうとう、旦那様が最後の力を振り絞って「エーイ」と、引っ張る

と、「ギャー」という叫び声といっしょに、河童の手が抜けてしまいまし

た。でも、河童の手が抜けた拍子に、旦那様は尻餅をついてしまい、その

間に、まんまと河童は便所から逃げおうせてしまいました。

河童の手をもって旦那様は部屋に戻ってきて、

「河童の手とは珍しい」といって、その手を大切に部屋の文箱に納め

ましたが、夜中の大暴れのせいか、なかなか寝付けずにいました。

すると、庭のほうから、声がします。

「旦那様、旦那様、もう人間にわるさ、せんごとすっけん。ぜったい

せんけん。腕がかやしてくれんじゃろか」と河童の声。

旦那様は「そうはいくか。ワラ、いまんいままで、わるかっこっばっ

か、しとったじゃなかか。そん罰に、庭ん青か石ん腐るんまで、腕はかや

してやらんたい」と叱り飛ばしました。

河童の声はそれからも「旦那様、旦那様」と悲しそうな声でお願いし

ていましたが、そのうちに夜もあけて、その声もしなくなりました。

その朝、旦那様が庭におりて青石をみてみると、石の上に糞と小便が

かけられています。

「ははーん。あん河童んやつ。青石のはようくさるっごと、やりおっ

たな」

その夜も、次の夜も、それから毎日、夜中になると河童が庭にきて

は、
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「腕ばかやしてくれんじゃろか。お願いしますけん。腕ばかやしてくれ

ろ」と泣いて頼む声が聞こえてきて、それから、朝には必ず青石の上に

は、糞と小便がかけられていたといいます。

でも、いつまでもその青石はくされなかった、ということです。

正利翁社の境内に、いまでも、青石がすえられていますが、この青石

は当時の青石ではないかか・・・とも言われています。
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