


Psychic (mamua) esperientziak

Ezin psikiko edo mamu bat dela esaten dugu ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が

全く見えなかった。 I ere hogeita lau, mamu honek ez zuen agertzen bost batere

arte urte. 正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは、はっきりし

ないのだが。 ahaztu dut zer zer hilabetea ikusten zen, hain zuzen ere, adina zein

den, baina ez dut argi eta garbi. とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見

聞きするし知っているものである。 Hala ere, zerbait ikusi edo edonork Nante mamu

istorioa entzuten haurtzarotik ezagutzen duguna da. それで、私も幽霊が見えないか

なと思っていたが、何処でも全く見ることはなかった。 Beraz, pentsatu nuen ukatu

ezin ikusi mamua, ez zuen itxura guztietan lekutan. それで、幽霊なんて存在する

のか、と思ったりした事もあった。 Beraz, ez Nante mamuak existitzen duzu,

pentsatu nuen edo zegoen han ere izan zen. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、

本当にあるのだろうとは思っていたのだが、それでも実際に見たことはなかったので

ある。 Baina, bada ez da nahiko Nante esperientziak mamua, baina ez nuen uste

hori litzateke benetan batzu, baina oraindik ez zen ez benetan ikusi.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Eta era berean hogeita lau, duela bost
urte zituela bihurtu. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイク
で新聞販売店へ向かう毎日を送っていた。 Garai hartan, egunkari entrega bat izan
delako, goizeko egunero igorri zuen NewsAgent aldera motozikleta bat hiruretan
den gertatzen. 私生活では心霊写真の本など見ていたのである。 bizitza pribatuan,
zuen zen, ikusi, honen argazki psikiko gisa.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Goiz batean, eta egunsentia baino denbora ilun hiruretan
esateko ere, I zen beti dealer bizikleta eta abar heading. 住宅地の家が多い小さ
な道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。 Noiz
errepide txiki egoitza-etxearen inguruan bat da askotan errepide nazionalaren
erantzuteko martxan, izan zen, izan zen inflexio-puntu bat egiten da. 季節は冬だ
った。 Denboraldia negua zen. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い
女性みたいな人が立っていたのだ。 Hala ere, jendeak emakume gazte atzerritar
baten antzeko zerbait zen zuri mozorro mehe Mahuka laburreko zutik. 私は、ついに
出たと思った。 azkenik nengoen pentsatu nuen. 何か透けそうな感じで肉体といった感
じではない。 Ez da zerbait sheer litekeena sentitzen okela bezala sentitzen. 少し
その女性は、ゆらりと動いた。 Emakumea, apur bat mugitu zen kulunkatuz. 神秘的な
感じではあった。 Ez dago sentimendu misteriotsu bat zen. だが、仕事に行っている
ので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった。 Baina, Ikazu full stop esan
behar lanera joan delako, iraganeko Han joan nintzen.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Batzuek ero mamua ikusi ziren. 私も心霊写真を多数見
ていなかったら、おかしくなったかもしれない。 Zuk ere ez zuen ikusi psikiko
argazki kopuru handi bat bada, dibertigarria izan liteke dut. この世のものでは
ない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 Mundu honetan ez sentimendua,
litekeena da zalantzarik buru zuen freaking.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 egun Ondoren gutxi batzuk geroago, bera buru gisa



小さな子供が何人も出てきた。 egun Ondoren gutxi batzuk geroago, bera buru gisa
moto baten gainean lan egunsenti aurretik, esaldiak etxe batetik haur txikiak
edozein pertsona atera zen. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜
でも子供が夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは
心霊だったのでは、と思うのである。 Kana esnatu naiz, pentsatu nuen, baina izan
hiruretan goizean are estela umea eta uste geroago gertatu zen, eta uste dut
egingo house atera, han psikiko bat da, uste da.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 Gero pixka bat egin ondoren, gaur egun egunkari entrega baten erdian dago,
etxe hurbil denbora hori ez da oraindik gauean goizaldera zaudela, emakume
zahar bat etorri zen, beste aldetik kimono bat zetorren kedarra kedarra eta
lurrera irristatu oinez. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 Eta
ibilli etxea dela eskubidea tolestuta sartu nintzen. 後からそこを通るときにその
女性が入って行った場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ。
lekua non emakumea denean therethrough geroago sartu zen begira, han ez nuen
hormak guztietan sarrera bat dute. 間違いなく幽霊だろう。 Definitely mamu bat
izango litzateke.
この三つはいずれも夜明け前である。 Edo hiru honek, halaber, egunsentia baino
lehen da. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではない
かと思ったりする。 Ghost edo, hobeto esanda, psikikoa da, edo ez du ez ateratzea
leku distiratsua agian pentsatu nuen.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Beno, baita ere, esan mamuak
eta hezetasuna dagoen zerikusia izan. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後で
いなくなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。
Esate baterako, jarri dut taxi gidari bat emakume bat da, orduan jabetu nintzen
geroago desagertu zen, xafla zela istorio bat da, edo zerbait bustita zegoen
eserita. 私が東京都町田市のマンションで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなる
もの、容器に水をいれて置いていたりもした時にある夜、ふっと何かが部屋に入ってく
る気配がした。 , Hezetasuna foliage landare gisa, hala nola Machida, Tokyo, gau
bateko apartamentu gela bat altuagoa da, nahiz eta ez jarri jarri ura
edukiontzi sartu nahi nuen, zerbait oinez gelan sartu seinale bat izan zen. 私は
布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。 futon dut lo,
baina sentsazioa izan zen, bat-batean, bi eskuak sakatzen. でも、その時は何も見
えなかった。 Baina, garai hartan ez nuen ezer ikusi. そのうち、その何者かは出
て行ったのだろう、両手は自由になった。 Horien artean, norbaitek, seguru aski,
han joan zen, eskuak libre bihurtu zen. それで、湿気と関係があるのかなと思い、水
やなんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は起こらなかった。 Beraz,
hezetasuna eta harremana ote da, itxaron bada luzeegia eta bota ura eta
zerbait, ez zuen berriro gertatzen dela uste dut.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Orain, hau idazten ari zarenean,
kanpotik euria. 昨日は一日中雨だった。 Atzo egun osoan euri zen. こういう時こそこ
んな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない。 hain
zuzen, istorio hau denean, hala nola, nahiz psikiko bihurtu tentazioa benetako
istorio bat idazteko, mamu bat hezetasuna nahiago izatea.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 Egia Fukuoka,
Fukuoka prefekturako istorioa lehena Sawara-ku istorio bat da, gehiago idatzi
baduzu. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Benetan ez dut ikusten mamua zen
arte. 華厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。 ezer ezin nuen
ikusi, nahiz eta Kegon Falls, ezer ez nuen sentitzen joan. 自殺の衝動にも駆られ
なかった。 Era berean, bere buruaz beste bultzada bultzatuta.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな



見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 ikusi Lehenengo aldian, gero, hura ere den edo nor edonon eta gurtza
hall ermitak at Espiritu Santua izan liteke, baina gutxi ere joan da Espiritu
Santua ikustera, ez duelako ermitara joan jende ikusmena moldatu zen .
又、機会があれば書いてみることにする。 Horrez gain, izango saiatu ez da
kasualitate bat badago idazteko izango da.
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