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大江戸慕情  

 

 

 

一 

 ここは、講談や落語や、以前、元首相が例として使った言葉でもある、大岡越前守忠相の名奉行ぶりの一

つ「三方一両損」の話に登場する町、神田竪大工町である。 

享保二（一七一七）年の大晦日。 

町人たちは、一夜飾りを嫌い、松門松売りが、馬の背に松を乗せて運んでいる枝を買って、すでに一本戸口

に飾っていた。そして、急いですす払い、神棚をきれいにして新しい年を迎える準備が整った。 

神田竪大工町の駒草屋の職人たちも、大店から請け負った門松づくりを終え、八ツ半（午後三時）、駒草屋

に戻ってきた。一服すると、吉五郎の女房のおくみ、娘のお藤そして女中たちと餅をついた。 

餅を丸めおわると、お藤とおくみは、勝手場に戻り、おせちの品を作った。すべてが終わり、お藤が床に入っ

たのは、五つ半（夜九時）頃であった。 

お藤の母おくみは目が細く切れ、鼻筋が通り、口は小さく、面倒見の良い性格で、この町では吉五郎には、

すぎた女房と言われるほどの評判の美人だった。 

娘のお藤は、おくみに似て美人だが背は一尺ほど高く、普通の男に引けを取らない体で、また、気性は男勝

り。小さいときから道場に通って、つい最近、一刀流の免許を与えられた。最近では、吉五郎の手伝いで鳶や

大工の仕事もすっかりこなすようになった。吉五郎もおくみもお藤の好きなようにさせていた。吉五郎は、この男

世界の仕事の駒草屋をお藤にどう継がそうか悩み始めていた。 

 

雲一つない江戸の空、お藤たちは新しい夜明けを静かに迎えた。いつもと同じ明け六ツ時の鐘が鳴り、町の

木戸が開けられた。駒草屋の台所では、おくみが竃に火を入れ、雑煮を作った。 
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お藤は昨日から作っていた黒豆、数の子、田作り、煮しめを器に盛った。また、ほかの女たちは鯛や海老を

焼いた。次々と出来上がったものを箱膳に乗せ、座敷に運んで行った。 

「お酒の燗がついたわよ」おくみが、声を上げた。 

「はい、すぐいきます」女中の一人が答えた。 

座敷には主の吉五郎や掃除や準備を終えた者たちは、、神棚の前に集まった。 

「おめでとうございますございます」 

「おめでとう」 吉五郎が頷き、神棚に身を返し、二礼、二拍、一礼、弟子たち、女たちもそれに倣った。 

「去年は皆よくやってくれた。ゆっくり飲んでくれ」 

 居間に準備された箱膳の前に、皆が座った。 職人たちは、飲んだり食べたり騒いで、二刻ほどして帰って行

った。 

 酔いが回った吉五郎は、半刻ほど寝入った。 

「あなた、明神様にお参りに行かないと」 

長火鉢を囲んでいたおくみが言った。 

「おっ、忘れていた」びっくりして飛び起きた。 

 三人は簡単な支度を終えて、店を出た。 

「羽やあ、つくばねー。羽やあ、つくばねー」 

 泰平の青空に赤、白、黄色と色とりどりの凧が、風に吹かれて揺れていた。空き地では、笑いながら楽しそう

に子供らが羽根つきをしている。 

 神田明神の参道は、初詣の人であふれていた。 吉五郎たちは、一礼して神田明神の鳥居をくぐり、四半刻

かけて権現造の総朱漆塗の社殿前に立ち、三人それぞれの願いを込めて、柏手を打った。 

 

  吉五郎たちの出初の式も終わった。駒草屋の一代目は鳶専門の仕事を請け負っていたが、大工の修行を

終えた吉五郎が二代目で引き継いだ後は、鳶の仕事以外、大工、左官、土工の仕事も請け負った。 

 人々の正月気分も抜け、いつもの生活が戻った。 

明け六つ時の鐘が鳴り、町の木戸が開けられた。駒草屋では、女房のおくみが竃に火を入れ、飯を炊く準備

に忙しい。 

 お藤や女たちも味噌汁を作ったり、香の物を整えたりいつものように働いた。 

 弟子たちは仕事の準備も終え、揃って朝餉を取った。 

朝餉を終えると、神棚に向かって皆で拍手を打って安全を祈願した。 

「おとっつあん。仕度出来たよ」 

「お藤、鑿、鉋、鋸、入れたか」 

「入れたよ」 

「おまえさん、お藤、気をつけて下さいね」 

と、おくみが石を打った。 

「おくみ、いってくるぞ。」と吉五郎たちは工事現場に向かって家を後にした。 

 

江戸は、徳川家康 が江戸城に入城後の慶長年間、城内や城壁、濠などの大規模な改修工事が行われた。 

この江戸城改修に伴って、付近の川筋には相模の国からの石材や木材が運び込まれた。その材木を取り仕切

っていたのが鎌倉から来た材木商であった。 

そのため、荷揚げ場が ‘鎌倉河岸’ 、隣接する町が鎌倉町と呼ばれていた。 
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この鎌倉町に、駒草屋と親交のあった作事方の大棟梁として腕をふるい、江戸城をはじめ、増上寺、日光東照

宮などの幕府関連施設の建設に力を尽くした甲良宗広が住んでいた。 

 

夕闇が迫り始めた頃、白壁町の左官職人半次郎は、鎌倉河岸にある蔵の外壁の工事を終え、竜閑橋を渡り、

二筋目の道を左に曲がって、塗師町を通り過ぎ竪大工町に入った。 

（あれ、巾着が落ちてらあ） 

拾って、中を見ると、書き付けから神田竪大工町、駒草屋の吉五郎のものと分かり、届けに行くことにした。 

竪大工町のほぼ真ん中の表店に、駒草屋は店を構えていた。この町には、幕府の御用を請け負った大工た

ちが多く住んでいた。 

また、この江戸で唯一火消しの組の纏をつくる「纏屋次郎右衛門」の店もこの町だ。 

 駒草屋では、吉五郎、女房のおくみ、お藤と十二人の弟子たちは、香のもの、鰯の塩焼きで一杯呑ん

でいた。 

半次郎は入口の戸を開け、「こんちわ」と大声をあげた。 

奥から法被を着たお藤が、出てきた。 

「何の用ですか」と早口で言ってきた。 

「親方の落とした財布を届けにやってきたんだが、親方はいるかい」と言うと、お藤は奥に引っ込んで

行った。 

しばらくして、吉五郎は、お藤と一緒に出てきた。 

「おう、半次郎。ありがとうよ」 

「親方、これです」 

「半次郎せっかくだから、一杯やってけ」 

「有難うございます」 

と上がり框をまたいだ。吉五郎、半次郎そして、お藤が続いて座敷に入った。 

「いらっしゃい、半次郎あにぃ」 

駒草屋のお抱え左官職人の梅次郎が挨拶をした。 

「おう、梅次郎。元気そうだな」 

「はい、おかげさまで」 

吉五郎が声をかけた。 

「おい、半次郎。俺の隣に座れや」 

「お藤、半次郎の酒と肴、持ってこいや」 

「はい、おとっつあん」 

半次郎は、吉五郎の隣に座った。 

すぐに、ちろりを手にしたお藤は半次郎に酌をした。 

「すまねえ」 

「そういえば、親方、火消の組代えが来年あるそうですね」 

「そうだ。町奉行になった大岡様が‘いろは四十七組’に組み替えるそうだ。おいらのところは、一番組の‘よ’組

で、持ち場は白壁、鎌倉、鍛冶らの町だ。範囲が広いが人数も数百人もいる」 

「それは、大変ですね」 

「まあ、うちには纏の吉助がいるんで安心しているよ」 

吉五郎が言った時、ドンドンドンと太鼓の音、そして板木のカンカンカンの音に続きジャンジャンジャンと半鐘
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の音がけたたましく響いた。話声が止まり皆一瞬、緊張した。 

「親方、大変だ。白壁町の方角から火の手が上がっています」 

大声で屋根職人が座敷に入ってきた。 

「吉助、みんな仕度してこい！」 

「おう」 

 吉五郎は頭巾を被り、刺子長半纏そして股引脚絆をはいた。お藤は、結っている髪をほどき白紐でしっかり結

び、頭巾をかぶって、草鞋を履き、長鳶を取り吉五郎に続いた。 

「いくぞ」 

妻のおくみが、 

「行ってらっしゃい」と言って、吉五郎の肩越しに火花を打ちかけ、切り火で送り出した。 

 

広場に出ると既に吉助が纏を立てていた。次々と、火消装束に身を固め、長鳶、掛矢、大鋸を持った連中が、

吉助の周りに集まってきた。 

それを見計らって、「出動」と吉五郎が、先頭を切って歩き始めた。 

「それー」 

皆、走り始めた。駒草屋から西へ神田鍛冶町をすぎ、白壁町までお藤も走りに走った。 

火事場にあっという間に着いた。 

「どいた、どいた」人込みを分けて、吉五郎たちは火が上がっているところに近づいた。 

六軒長屋から火柱が立っていた。火の粉が竜巻のように舞っている。 

「見世物じゃないよ、帰った帰った」 

お藤は見物人に大声で離れるよう怒鳴った。 

吉五郎は指揮所の設置を職人に指示してから、 

「吉助、火口はあそこだ」 

「朝太、梯子を掛けろ」吉助は怒鳴った。 

「はい」 

纏を肩にして、吉助は梯子を上った。そして、大工の留吉、三太郎たちが長鳶、掛矢、大鋸を持って続いた。 

また、応援に来た職人たちは、吉五郎の指図で隣の家を壊し始めた。お藤は、竜吐水と水鉄砲を運んできた

職人に、据える場所を指示した。 

そして、設置されたのを確認して声を張り上げた。 

「放水、開始！」 

水鉄砲から水を噴射させながら、畳職人の太郎と田吾作は燃えさかる長屋に近づいた。 

急に太郎の後ろから、女が泣き叫びながら、燃え崩れそうな長屋に走って行った。 

「危なーい」お藤は女めがけて走った。 

「あぶないから、近づくのはおやめ。死ぬよ」 

お藤はその女を抱きとめた。 

「中に、娘がいるんです・・。助けなきゃ」 

お藤は指揮している吉五郎のところへ女を連れて行った。 

「お藤、どうした！」 

「おとっつあん、この女の娘さんが中にいるんだって」 

「これじゃ無理だ」 
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「親方、後生だ。娘を助けてください」吉五郎に手を合わせた。 

 ・・・・・・・ 

「あたいが行く」 

「駄目だ、やめろ！」 

お藤は用水を頭からもうかぶっていた。 

「梅次郎、布団を早く濡らしな」 

「はい、おじょうさん。」 

左官職人の梅次郎は濡れた布団を被ってきた。 

「親方、あっしも行きます」 

いつの間にか、半次郎が火消の衣装をまとって来ていた。 

「お藤さん、女は危ない」行こうとするお藤を止めた。 

「馬鹿にしないで」 

振り切って、お藤は、梅次郎と燃えさかる長屋の中に飛び込んで行った。半次郎も続いた。 

燃えさかる火手を振りのけながら、三人は中へ中へと入って行った。 

「助けて・・」近くから咽び声が聞こえた。 

「どこ、どこよ！」 

「ここ、ここです」 

「梅次郎、あっちよ。」 

「お藤さん、こっちだ！」半次郎は、燃えている梁を取り除いた。 

「いた」 

 

娘は茶箪笥の下敷きになっていた。 

「動かないで！」お藤は大声を出した。 

すぐに箪笥をどけ、お藤と梅次郎は半次郎の背中に娘を負わせた。 

三人、火の壁をすり抜けてなんとか外へ転げ出た。 

「半次郎さん、梅次郎。ここに寝かして」 

「へい」 

半次郎と梅次郎はお藤が敷いた筵にゆっくりと娘を横たわせた。 

「誰か～。飲み水を持ってきて」お藤は怒鳴った。 

女が娘のところに走ってきた。 

「おゆき、おゆき。大丈夫」母親が娘の体を触ろうとした時、 

「だめよ、動かしてはだめ」お藤が言った。 

「梅次郎、元庵先生を呼んできて、早く」 

お藤は、娘に水を少しずつ飲ませた。 

吉助は隣の家に飛び移って、纏を振り続けていた。 

「神田奴振りだ」と野次馬の一人が吉助を指差した。 

「見事だねえ」 

「なんて男らしいこと」 

「あの纏の振り方は、神田奴振りっていうんだよ。吉五郎親方が大名行列の‘奴振り’の型を元にして創ったも

のなんだ。吉助さん、かっこいいね」知った顔ぶりで、太った女が言った。 
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野次馬たちは桶の手渡しで長屋に水を掛けていた手を休め、見入った。 

指揮所の吉五郎には、逐一状況が伝えられていた。 

屋根に上がった職人たちは一人二人と梯子を下りてきた。焼きただれた火消装束を脱いで、簡単な火傷の

手当てを受け、また、梯子を上って行った。 

 

お藤は手足に軽い火傷をしたので、指揮所の陰で手当てを受けていた。半次郎も梅次郎も手当てを受けた。 

お藤達に助けられた娘は、医者の元庵に診てもらっていた。 

しばらくして、立ちあがった元庵はそばにいる娘の母親を娘から遠ざけて、 

「娘さんの火傷だが、顔に多少跡が残るかもしれん。また、左足の骨が折れているので当分の間安静にしてお

く必要があるんだが、安心しろ、命に別状はない」 

「有難うございます、元庵先生。お礼はいつかします」 

「そんなことはどうでもよいが、しばらくはわしが診てあげる必要があるので、わしの屋敷に運びたいのだが、よ

ろしいかな。良ければ、お前も来てもらっても構わんが」 

「いいんですか。ぜひお願いしますだ」 

そばで聞いていたお藤も「元庵先生、ありがとうございます」と頭を下げた。 

「お藤、お前も無鉄砲なことはするでないぞ。嫁入り前の娘だ、親方とおかみさんに心配をかけなさんな」 

「はい」と頭を下げて、もう水鉄砲を持った畳職人の太郎に代わって、鎮火しつつある火の手に放水し始めてい

た。 

延焼は避けられそうであった。 

指揮所に同心の佐々木和之進と岡引きの時助が来た。 

「吉五郎、ご苦労」 

「親方ご苦労様です」 

と言いながら、二人とも目はあっちこっちにと向けられている。火事場泥棒を警戒しているのだ。 

「佐々木様、時助親分、ご苦労様です」 

一刻（二時間）ほどでほぼ鎮火し、半鐘の音も消えた。 

風が無かったため、廻りの三軒の家が取り壊され、延焼は防げた。皆ほっとした。 

指揮所にお藤が来た。 

「佐々木様、時助親分、ご苦労様です」と頭巾を取って挨拶をした。 

「お藤、大活躍であったそうな」と、にこりとした。 

「大したことはしていませんよ」 

お藤は照れた。 

「お藤ちゃん、怪我しなくてよかった、本当によかった」 

と時助も喜んでいた。 

時助は吉五郎に向かって、 

「親方。お藤ちゃんはお婆さんのお文さんの若い時に似てきましたね、お文さんは筋が通らないと誰にでも食っ

てかかって行ったが、義理と情けにはめっぽう弱かったな。そんなところがそっくりだ」 

吉五郎は、頭をかいた。 

 

「吉五郎、検分を手伝ってもらおうか」 

「はい、佐々木様」 
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吉五郎は、職人たちを呼んだ。 

職人たちは提灯を持って集まってきた。時助は長屋の住民の何人かを連れてきた。 

焼け跡からは焦げ臭いにおいが鼻をついた。皆、口と鼻に手拭いを当てて、何かないかと真剣に見回った。 

「親方、どうもおかしい。厠付近の燃え方がひどすぎる」 

吉助が吉五郎を呼んだ。 

「ちょっとおかしいな。普段は火の気のない所なのに」 

吉五郎が、お藤に向かって言った。 

「おとっつあん、あたいたちが入った時にはこの辺はもう燃えていなかったと思います。梅次郎は気がつい

た？」 

「おじょうさん、おいらは気付かなかったけど」 

「佐々木様、こちらに来て下さい」 

吉五郎は大声を出して佐々木を呼んだ。皆その声に振り向き集まってきた。 

「佐々木様、どうもこの辺りの燃え方がひどいようです」 

「火の気のない所だな、着け火かも知れんと言うのだな。煙草に不始末かもしれんぞ。暗いので、明日また来て

くれ。今日は帰ってよいぞ。ご苦労であった」 

長屋に住んでいた左官職人、飾職人その女房や浪人たちは咽び泣いたり、茫然と立ちすくんだりしていた。

大家は、肩を落としていた。 

 

 元庵は、供の者に戸板を持って来させた。そして、戸板に乗せて屋敷に運ばせるよう命じた。 

元庵は弟子二人を残させて、一緒に、長屋の住人や火消しの職人たちの火傷の症状を見て行った。 

それに従い、弟子たちは元庵の指示通りに ‘無名異’という火傷薬を塗って、ひどい火傷は手拭いを適当に

切って巻いた。 

元庵は奥医者だ。大名やその家族を診る役目が奥医者である。しかし、元庵は暇を見ては、町人たちの治

療に当たっていた。この界隈では、元庵は町人から信頼されていた。 

「元庵先生、娘さんは大丈夫ですか？」 

お藤がいつの間にか、元庵の手が空いた時を見計らったようにやって来た。 

「お藤さん、命に別状ない。わしの屋敷に連れて行った。当分面倒は見るから心配するな。」 

「有難うございます」 

元庵の弟子たちは道具の片づけを終わって、元庵とお藤の話が終わるのを待っていた。 

「元庵先生、お疲れさまでした」と吉五郎たちは、元庵達が帰るのを見送った 

吉五郎たちも帰り支度は終わっていた。 

気がつかなかったが、夜空には満天の星が輝いていた。 

木戸が閉められていたので、吉五郎は、番屋に声をかけ、木戸を開けてもらった 

自身番に竜吐水と水鉄砲を戻しに行った。定番役の人間たちが、将棋を打っていた。 

吉五郎たちが入った時に、「ご苦労さまです」と首をこちらに二人は向けた。  

家に戻ったのは、四ツ頃であった。 

 

いつもより早く朝餉を取った吉五郎たちは、昨日の検分の続きのために、火事場に向かった。 

燃えた長屋は跡かたもなかった。まだ、燻っていた。 

お藤は、すぐ手拭いを鼻にあてた。 
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住人達の何人かは、なんとか家から持ち出した行李や風呂敷包みにもたれ掛って虚ろな目をしていた。 

佐々木と時助達は、焼け跡を調べたり、長屋の住民たちに聞き取りしたりしていた。 

「佐々木様、時助親分、おはようございます」 

「おう、吉五郎、皆者。ご苦労。」 

「親方、みんなもご苦労さん」 

時助も挨拶した。 

「さあ、我々も調べよう」 

吉五郎が言った。 

お藤は手拭いで鼻付近を覆い、鳶口を使って焼け跡を調べた。 

吉助は、指俣を使って、焼けた梁や柱をどけていた。 

吉五郎は、厠廻りを調べていた。佐々木がそばに来た。 

「どうだ、吉五郎」 

「はい、厠の中が出火元と思われます」 

「煙草か？」 

「いや、これをご覧ください。紙と藁の燃えかすが少し残っています」 

吉五郎は鳶口の先で指した。 

「分かった。付け火だというのだな」 

「仰せのとおりで」 

「時助～」 

佐々木が、大声を出した。 

時助が、小走りでやって来た。 

「付け火のようだ。大家や長屋の住人たちで怨みを買うような者がいないか調べろ」 

「へい、旦那、承知しました」 

時助は焼け跡を調べている数人の手先を集めて、いろいろ指示をした。 

 

 翌日、朝早くから雪が降り始めていた。 

「今日は、仕事は休みにしよう」 

 吉五郎に言われて、お藤は、弟子たちに伝えに出かけた。 

 それと入れ替わって、町奉行所から使いが来、おくみが玄関に出た。 

「親方はいるか」 

 おくみは、すぐに使いを客間に通した。 

 茶を持ったおくみの後に、吉五郎が入って来た。 

「何かご用ですかい」 

 使いの者が、一昨日の火事で行き場を失った人々のために‘お救い小屋’を至急造ってもらいたいとの奉行

からの託を伝えた。 

「焼け出された人は何人ぐらいで？」 

「二十人ぐらいだ」 

「へい、承知いたしました。それぐらいならすぐにでも」 

 吉五郎は、お藤に木材の手配を命じ、三日後、二間十間の小屋を造り上げた。 
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二 

六ツ半、吉五郎は、吉助とお藤を伴って、日本橋の白木屋に向かった。 

神田鍛冶屋町を過ぎ、日本橋を渡り、日本橋通りに入った。道の両側にはたくさんの店がひしめき合ってい

た。 

人々が道に溢れんばかりに賑わっていた。 

「さすが日本橋ね」 

お藤は相変わらずの人の多さに驚いた。 

三人が白木屋に着いたのは、四ツであった。 

番頭の次助が、「駒草屋さん、ご苦労様です」愛想良く言った。 

もう三組の同業が集まっていた。皆お互いに挨拶をした。 

「では、これから工事をお願いする蔵に参ります。」 

と次助が店を出た。 

すぐ、蔵に着いた。 

皆、蔵の大きさに驚いた。白木屋の蔵は、屋根は茅葺で、壁は板張りであった。 

次助の話では、この蔵の屋根を瓦葺に、壁を土塗り壁にしたいと言った。 

（贅沢な瓦葺はご法度）とお藤は言いかけた時、 

次助は、それを察ししたかのように、 

「瓦葺は、奉行所に行って、交渉して、了解してもらいました。ご心配無きように」 

そして、次助は蔵の外と中を案内した。半刻（一時間）ほど過ぎた。 

「この入札の期限は、五日後の七月三日にしていただきます。」 

「これから絵図面を配ります。」 

「本当に絵図だよ」 

お藤はつぶやいた。 

「寸法とりは、心置きなくされて結構です」 

お藤と吉助は蔵の間口、奥行、高さ、扉そして、高窓を測った。吉五郎はお藤が読みあげる寸法を、野帳に

書き続けた。 

半刻ほどで測量は終わり、白木屋を後にした。 

 

「吉助、お藤。腹へったな。蕎麦でも食べて行こうぜ」 

「そう言えば、もう八ツですね」 

「おとっつあん、せっかく日本橋に来たんで、鰻でも食べて行かない」 

「そうだな、鰻食べて行こうか、吉助」 

「へい。いいですね」 

三人は、鰻屋に入った。 

「いらっしゃいませ」 

すぐに女が、案内に出てきた。 

あまり客はいなかった。 

屏風で仕切られた奥の一角に皆、腰を下ろした。 

そして、女に 

「まず、冷酒三本と鰻飯三つ、頼む」 
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吉五郎は言った。 

屏風に万葉集の大伴家持の有名な歌、  

 ‘石麻呂に われ物申す 夏やせによしという物ぞ 鰻とり食せ’と書かれていることにお藤は気付いた。 

「奈良時代の昔から、鰻を食べていたのね」 

「そのころから、夏負けにいいと言われていたとはな」 

鰻の話が終わった頃、女が酒を持ってきた。お藤は、吉五郎と吉助に酌をした。 

お藤も、吉助から酌を受けた。 

「親方、白木屋さんの仕事、取りたいですね」 

「そうだな、ちょうど仕事が切れた時だからな」 

「白木屋さんの蔵の仕事は、これが最初だと言っていたわ。これが取れれば、後のものが、うちにとって有利に

なるんじゃない」 

「そう、お嬢さんの言うとおりです」 

「よし、頑張っていい値で出そう。二人とも頼むぜ」 

女が持ってきた鰻飯を三人は、ものも言わずに食べた。 

食べ終わって、茶を飲みながら吉五郎が言った。 

「うまかった。この店の鰻飯は、江戸で一番だ」 

 

夕餉時。 

大工の留吉が、吉五郎に聞いて来た。 

「白木屋さんの仕事はどうでしたか。」 

「うちを入れて、四組の競争だ。」 

「高松屋、大橋組そして、池田屋さんよ」と、お藤は付け加えた。 

「皆、強敵だな。特に池田屋さんが、手ごわいですね」今まで黙っていた屋根職人の隆二が言った。 

「池田屋さんには、黒い噂がつきまとっているわね」 

お藤は顔をしかめた。 

「そうだ、厳しいぞ」と吉助は箸を置いた。 

「蔵の大きさは、間口が二十軒で奥行きが七間もあるのよ」とお藤は昂奮して言った。 

「すげえ、やりてえな」左官の久吉も興奮して言った。 

「請け負えたらいいわね、あんた」 

おくみは、吉五郎の盃に酌をした。 

 

翌日、お藤は朝餉を終えてから、吉五郎の描いた野帳を図面に描き変えた。 

座敷に日差しがさすとともに、お藤は顔の汗をぬぐい始めた。 

算盤を使って、計算をし、柱や間柱、そして母屋の本数も増やして描いた。 

いつの間にか、外は夕闇に包まれていた。 

「お藤、あんまり根を詰めたら体壊すよ。本当にあんたは、おばあちゃんにて男勝りね」 

おくみは飯をよそりながら言った。 

もう、皆夕餉は終わっていた。お藤はあっという間に飯を食い終えた。 

「おっかさん、ごちそうさん」 

と言ってまた、仕事場に行き行灯に火をともした。 
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一刻ほどたち、五ツ半の鐘が鳴りはじめたところ、仕事場に吉五郎が入ってきた。 

「どうだ、お藤」 

「おとっつあん、ちょうど終わったよ」 

二人は行灯の火を消し、作業場を出た。 

 

駒草屋の朝は早かった。もう職人たちは作業場にいた。 

吉五郎と吉助は、お藤の説明を聞いていた。 

「お嬢さん、良く出来ていますね」 

吉助は感心した。 

「吉助、これで数量を拾ってくれ」 

吉五郎は、お藤の描いた図面を取って吉助に渡した。 

「はい、今日中に何とかやってみます」 

吉助は図面を受け取り、作業場の座敷部屋に入った。 

 

吉助の数量拾いが終わり、吉五郎に数量票を見せたのは、暮れ七ツだった。 

「大体いいな。ご苦労だったな」 

吉五郎は数量票を受け取って、棚に仕舞った。 

 

次の日、吉五郎は座敷にそれぞれの職種の職人を集め、白木屋の蔵の改修普請について説明し、それを

終えると 

「今から配る数量票をもとに、工事費用をはじいて、明日の明け四ツまでに俺の所へ持って来てくれ。くれぐれ

も安く頼むぞ」 

と声をあげて言った。 

職人たちはそれぞれ数量票を持って、足早に部屋を出て行った。 

 

その午後、吉五郎は、今請け負っている仕事に取り組んでいる弟子たちの面倒を見ていたところ、おくみが

やって来た。 

「あんた、池田屋さんの親方が来ましたよ。」 

「池田屋さんが？」 

「分かった、座敷に通してくれ。すぐ俺も行くから」 

吉五郎が部屋に入った時、池田屋はおくみの入れた茶を飲んでいた。 

「吉五郎さん、忙しい時にすまない」 

「池田屋さん、この暑い中ご苦労様です。今日は一体何の用で？」 

「実は、今度の白木屋さんの蔵の改修普請の入札の件なんだが。高松屋さんと大橋組さんはうち池田屋に譲っ

てもいいと言ってくれてるんだ。そこで、駒草屋さんにもそう言ってくれると助かるんだが、お願いできんじゃろう

か」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「池田屋さん、その話、一晩考えさせてもらえねえだろうか」 

「ごもっとも。ではまた明日、明け四ツ頃こちらに伺わせてもらいます。くれぐれもよろしく頼みますよ」と池田屋

は腰をあげた。 
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池田屋が帰った後、吉五郎は吉助とお藤を作業場の座敷部屋に呼んだ。 

「おとっつあん、そんなことしたら、お世話になっている白木屋さんに顔向けできなくなっちゃうじゃない」 

お藤は怒り心頭であった。 

「お嬢さんの言うのも分かりますが、親方。ここで池田屋さんに恩を売っておくのも悪くはないと思いますが」 

「吉助さん、何を言ってるの。そんな汚いことよく言えるわね」 

「でも、お嬢さん。池田屋さんにたてつくと、これからの仕事に影響しますぜ」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「それほどまでして、池田屋に気を使わなければならないなんて、馬鹿げてるわ。 

吉助さん、男でしょ」 

「お藤、いい加減にしろ。吉助は駒草屋の将来をよく考えて言ってくれてるんだ」 

それから半刻ほど、三人で喧々諤々で話をしたが、お藤と吉助は、吉五郎に決めてくれと言った。 

「二人の意見はよく分かった。ここは、吉助に悪いがお藤の言うとおり、池田屋さんの申し出は断ることにしよう。

吉助、それでいいか」 

「はい、親方。お嬢さんの言い分は筋が通っています。それでいいです」 

 

入札期日の二日前であった。 

 

入札の前日、予定通り、池田屋が吉五郎会いに来た。 

「駒草屋さん、良い返事だろうな」 

池田屋は、吉五郎に有無を言わさないように言った。 

「池田屋さん、申し訳ねえ。この吉五郎、筋の通らぬことは出来ねえ」 

「おお、吉五郎さん、本当にそれでいいのかね。これから駒草屋さんがこの世界で生きて行けなくなるんじゃな

いかね」 

四半刻ほどで、怒りをあらわにして、池田屋は帰って行った。 

 

吉五郎はお藤と吉助のいる座敷部屋に行った。 

二人は各職種の職人が作った見積もりの集計を行っていた。 

吉五郎は、池田屋との話をかいつまんで二人に話し、 

「この仕事が取れたら、池田屋さんは普請の妨害をするかもしれん。また、取らなかったら、池田屋さんの申し

出を断った意味がねえ。いいか、吉助、お藤、覚悟して入札に臨めよ、分かったな」 

「へい、親方。おいらはもう覚悟はできていますぜ」 

「おとっつあん、あたいも平気だわ」 

「じゃあ、見積もりのほう頼む」と言って、吉五郎は部屋を出て行った。 

 

入札の日。朝から陽が燦々と夏を醸し出していた。 

吉五郎は吉助とお藤を伴って、家を出た。 

おくみが「ごくろうさま」と後ろから声をかけた。 

「暑いなあ」 

蝉の声が鳴き始めていたのをお藤は気がついた。 
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蝉の声が、余計に空気を暑くしていた。三人は、汗を拭き拭き歩き続け、日本橋白木屋に着いた。 

既に池田屋、高松屋そして、大橋組たちが座っていた。 

白木屋の手代が、吉五郎たちに座る場所に案内した。 

正面には、白木屋の番頭以下二人が立ち会っていた。 

「皆様がそろいましたので、開封させていただきます」 

 

番頭は、開封した。そして四業者の見積書を見てから、他の二人に回した。 

二人が頷いたのを見て、番頭が声高々に言った。 

「一番札は、駒草屋さんです」 

 

池田屋は驚いて、吉五郎に何か声をかけて出て行った。続いて、高松屋、大橋組も出た。 

 

 番頭が、吉五郎の所に行った。 

「駒草屋さん、これからのことですが、まず私たちが蔵の中の荷を出し掃除をしたりしますので、九月から普請

をお願いします。竣功は十一月末として下さい。よろしいでしょうか」 

「承知しました」 

吉五郎は言い、お藤と吉助も頷いた。 

 帰りにお藤は吉五郎に聞いた。 

「池田屋さん、おとっつあんになんて言ったの」 

「このままじゃ済まんぞと言ってきた」 

「池田屋なんかに負けてたまるもんか。おじょうさんの言うとおり汚ねえ奴だ」 

 もう夏の日が落ちかけてき、大川の川面を色付け始めていた。 

 

 

沢藤南湘（ペンネーム） 

 

 

 

 


