
Dragonfly Millionaire

Long, long ago there was a farmer working in a field of a
mountain. After working for a few hours, he sat on a
stump to take a rest. Then he saw something moving in a
bush. It was a dragonfly caught in a spider's web, which
was struggling to escape.
"Oh my God, I'll help you at once." he said to himself and
helped her from the web. The dragonfly flew away somewhere.
Soon he felt asleep and slept on the grass. He had a dream that he was given Sake
by a dragonfly.
"Wake up, or you'll catch a cold." said his wife who came to find him.
"I had a wonderful dream." explained the farmer to his wife, when nice scent of
Sake streamed to them from somewhere.
They went toward the scent and, to their surprise, found a golden spring of Sake
under a big rock.
"I'm sure the dragonfly taught me in the dream." cried the farmer with joy.
He put Sake in a bottle made of a bamboo.
On their way home, he went down to the stream to wash his feet, when he found
something flashing in it.
"Wow, It's gold-dust." cried he with surprise and called his wife.
They scooped it up with Zaru(Japanese colander made of bamboo). No matter how
many times they might do, it was never lost.
He bought dozens of barrels for the gold-dust and filled them with Sake in the
spring to sell in a town. Soon they became rich, but they thought something
lacking. It was their child.
"Ms. Dragonfly. Please endow us with a child." prayed the farmer in his mind.
One evening there was a knock on the door.
"Who is it?" said his wife and opened it to find a pretty girl standing there.
"I lost a way and I was at a loss where to go. I have no home to return. A dragonfly
brought me here." said the girl.
"It's a miracle. The dragonfly must have granted us our wish." said the farmer.
The girl came to live in his house as their daughter.
One night several days later, when the father went out to get firewood for the
fireplace, he found a few thieves stealing the gold-dust in the river.
"What, what shall I do?" he said to his wife and daughter after rushing back home.
"Don't be so worried. A good idea hit on me." said the daughter and went to the
stream with a big rice pot full of rice.
On washing the rice with the water of the stream, it became so white that the
thieves could see nothing in it.
"We can't see anything here. I know where the Sake spring is. Let's go to scoop it
up." said the leader of them and stole barrels and climbed up the mountain.



"What shall we do?" said the father pale with fear.
"Don't be so worried. A good idea hit on me." said the daughter and took a shortcut
to the mountain with a pot full of oil, which she sprinkled around the spring in
advance.
Soon the thieves arrived at the spring and said,
"What wonderful scent! A mere thought of Sake makes my mouth water."
Coming near the spring, they slipped down in a valley.
"I thank you very much from the bottom of my heart." said the father to his
daughter.
"You're welcome. It's the duty of child to help one's parents."
They worked and worked to be called, "Dragonfly millionaire."

○泥棒はどうなったでしょう。



とんぼ長者

むかし、むかし、お百姓さんが、山の畠で働いていました。だい

ぶ働いたので、切り株に座って一休みしていました。すると、何か

が、藪の中で動いていました。それは、蜘蛛の糸に絡まったトンボ

でした。逃げようと必死にもがいていました。

「かわいそうに。今助けてやるからね。」と、お百姓さんはトンボ

を蜘蛛の巣からはずしてやりました。トンボは、どこか遠くに飛ん

で行きました。

お百姓さんは、眠くなったので草の上で眠りました。夢を見ました。トンボにお酒をもらう夢で

した。

「起きてください。風邪を引きますよ。」と、お百姓さんをさがしに来た奥さんが言いました。

「不思議な夢を見たな。」お百姓さんは奥さんに夢で見たことを話しました。すると、何処から

となくお酒の香ばしいにおいがしてきました。

二人は、そのにおいのする方に行って見ました。すると、大きな岩の下から、お酒が湧き出して

いる金色の泉があるではありませんか。

お百姓さんは竹筒にお酒を入れました。

家に帰る途中、お百姓さんは足を洗いに小川におりました。すると小川の中で何かが光っている

ではありませんか。

「こりや、砂金だ。」とお百姓さんは驚きの声をあげて、奥さんを呼びました。

二人はざるで砂金をすくってみました。幾らすくっても砂金はなくなりません。

お百姓さんは、その砂金で樽を沢山買うと、その中に泉の酒を詰めて、町で売ることにしました。

まもなくお百姓さんはお金持ちになりましたが、何か足りない気がしました。子供がいません。

「トンボさま。どうか私たちに子供を授けてくだされ。」とお百姓さんは心の中で祈りました。

ある晩のことです。戸口を叩く音がしました、

「どちらさまですか。」と、おかみさんが開けると、そこには可愛らしい女の子が立っていまし

た。

「道に迷ってしまいました。どこに行ったら良いか途方に暮れていました。帰る家もありません。

トンボの後を追ってきたらここに着きました。」

「何と言うことじゃ。トンボが我々の願いをかなえてくれたのに違いない。」

女の子は、娘としてお百姓さんの家に住むことになりました。

数日経ったある夜のことです。お百姓さんがかまどの焚き木を取りに出かけると、数人の男が小

川の砂金を盗んでいました。

「ど、どうしよう。」お百姓さんは家に駆け戻ると、奥さんと娘に言いました。

「そんなに心配しなくても大丈夫です。私に良い考えがありますから。」と、娘さんは米が一杯

はいった大きな釜を持って小川に行きました。

米を小川の水で洗うと、小川は真っ白になって、何も見えなくなってしまいました。

「何も見えねえ。酒の泉のありかもわかってるから、そっちに行こう。」と、泥棒の親分が言う

と、樽を盗んで、山を登りました。

「どうしよう。」お百姓さんは恐ろしさで真っ青になって言いました。

「そんなに心配しなくても大丈夫です。私に良い考えがありますから。」と、娘さんは油の入っ

た壷を持って、近道して山に登りました。そして、油を泉の周りに撒いておきました。



遅れてやって来た泥棒たちは、

「おお良いにおいだ。考えただけでよだれが出てくる。」と言いました。

泉の近くにやって来ると、泥棒達は滑って谷に落ちてしまいました。

「本当にありがとうよ。」とお百姓さんは娘さんに言いました。

「どういたしまして。親を助けるのは子供として当たり前のことです。」

お百姓さんは、一生懸命働いて、いつしか「とんぼ長者」と呼ばれるようになりました。めでた

し、めでたし。


