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大江戸慕情  

 

 

 

五 

「弥助さんここで待ってて」 

「浜吉、あたしは、親方に連絡してくるから、戻ってくるまで、瓦を下しておいて」 

「はい、おじょうさん」 

お藤は、白木屋の蔵に向かって走り出した。 

「御嬢さんが返って来たぞ」 

「隆二さん、お待たせ」 

お藤は屋根職人に声をかけた。 

「お藤無事帰ったか」吉五郎は微笑んだ。 

「おとっつあん、瓦を三河から運んできたわよ」 

「よくやった。お藤」 

「これから、河岸に取りに行って」 

「吉助、何人か大八車を職人に曳かせて取りに行って来い」 

 

半刻ほどたって、お藤は吉助と大八車を曳いた職人たちを連れて戻ってきた。職人たちは、その大八車に瓦

を積み込んでは、白木屋の蔵に運んだ。白木屋の蔵では、最初の瓦が届いたときには歓声が上がった。 

屋根職人たちは、屋根に上り、弟子たちの上げる瓦を水下から組み上げて行った。 

「おーい、今日はこれまでにしておこう」 

吉五郎が、屋根の上の職人たちに向かって叫んだ。 

屋根から降りてきた職人たちは、吉五郎のそばにいたお藤に礼を言いながら頭を下げた。 
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「さすが御嬢さん、大したもんだ」 

お藤が、遠くで見ていた弥助を呼んだ。 

「おとっつあん、みんな、瓦を運んでくれたのはこの弥助さんよ」 

「弥助さんとやら、ありがとよ。親方にもよろしく云っといてくれ。うちに行って一杯やろう」 

 

「帰ったぞ」 

手拭いで手を拭きながらおくみが出てきた。 

「あんた・・・。お藤帰ってきたの、お疲れさま」 

「おくみ、客を連れてきたぞ、三河から来た弥助さんだ。腕を振ってくれ」 

おくみは、弥助を客間に通した。 

しばらくして、女中が弥助を宴の支度ができた居間に案内した。箱膳には、江戸前のさわらの焼き物、豆腐

汁・煮豆、芋の煮そして香の物。 

吉五郎が徳利を取って、弥助の盃に酌をした。 

しばらくして、横兵庫に髪を結い、扇友禅の小袖を着たお藤が、弥助の前に座って酌をした。 

「お藤さん？本当にあのお藤さんですかい」 

「弥助さんいろいろありがとう」 

「お藤、少しは女らしくなったな」 

「おとっつあん、馬子にも衣装って言いたいんでしょ」 

「俺にもいっぱい注げよ」 

「はい」 

ドン、ドン、ドン太鼓の音が地を伝わって来た。 

 

半鐘が鳴りはじめた。 

 

「親方、鎌倉河岸の方から火の手が上がってます！」 

吉助が飛んできた。 

「弥助さん、申し訳ねえ」 

「お気をつけて」 

「みんな支度しろ！」 

吉五郎は言って居間を出て自分の部屋に行き着替えた。 

「おくみ、弥助さんを頼んだぞ」 

「はい、ご心配なく」 

 吉五郎は、玄関に出た。 

「おーい、お藤はまだか」 

「着物を着換え、髪も結いかえているんです」 

「じゃあ、俺たちは先に行くぞ、吉助出発だ」 

「へーい」 

吉五郎たちは道具を取りに自身番に走った。 

お藤も少し遅れて自身番に入ろうとした時、纏を持った吉助が出た来た。 

「おじょうさん、急いで！」 
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「あいよ」 

お藤はすぐに中に入って、鳶口を掴んで自身番を飛び出て、走った。 

鳶口とは、長さ一間前後の長さの木の棒の先に、トビの嘴の様な金属製の金具が取り付けられている。木材

運搬では先端部や小口や末口に引っかけて運搬作業を行う。この時代には鳶口で出火した周りの建物を引き

倒すように破壊して火事の延焼を防いだり、また梯子を支えるために使われた。 

 

吉五郎たちが着いた時に、同心の佐々木和之進は、鎮火した豊島屋の酒蔵の前で、主の十右衛門に聞

き取りをしていた。 

店の者たちが、燻っているところに水をかけていた。 

豊島屋は、白酒が当たり、そして酒屋だけでなく一杯飲み屋と言う新商売もうけ、今では幕府勘定

方の御用商人になっていた。 

「吉五郎、ご苦労。今度は豊島屋が狙われた。店の者が早く気づいて、消し止めたので大火にならずに済んだ

ものの、豊島屋にとっては大損害のようだ」 

「佐々木様、また付け火ですかい」 

「どうもそのようだ、この間お藤が見た奴を見かけた人間がいたんだ。今、時助が追っている」 

「犯人は、なぜ付け火をしたんでしょう？」 

 お藤は佐々木に聞いた。 

「どうやら、幕府の転覆を狙っている賊のようだが・・まだよくわからねえ」  

「物騒な世の中になったもんですね」 

 吉五郎がいった。 

「何かあったら、連絡してくれ」 

 といって、佐々木は手下を残して奉行所に戻って行った。 

 

白木屋の蔵の改修は、屋根工事そして、土壁塗りも終わり、仕上げの漆喰塗に入っていた。 

 白壁町の半次郎が久吉たちの手伝いに来ていた。 

「半次郎さん、一服したら？」 

お藤が声をかけた。 

「ああ、お藤さん」 

「久吉兄さん、一服しませんか～。」 

「おう、梅次郎。休むか」 

「おじょうさん、半次郎が手伝ってくれて助かりましたよ。明日には仕上がります   

 久吉が、煙管を出しながら言った。 

「そう、よかったわ」 

 ほっとした面持ちで、お藤も煙管に火をつけた。 

  

 翌日、漆喰壁の二度塗りも終わり工事は終わった。 

 吉五郎は、白木屋の番頭を呼ぶ前に、お藤たちを伴って工事の出来具合を見て回った。 

 多少の手直しをお藤に命じた。 

「お藤、明日白木屋さんに見てもらうから頼んだぞ」 
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工事は、池田屋たちの妨害もなく、白木屋との約束の日より、一日前に終わった。 

白木屋が、駒草屋の職人たちを呼んで竣功の宴を催した。お藤も半次郎も呼ばれていた。 

白木屋の大広間で、木綿の小袖を着た丁稚や若衆たちは女中に交じって、料理を出したり空いたものを下

げたりしていた。一方、冬羽織を羽織った手代たちは、白木屋の主と一緒に職人たちを酌して回っていた。 

（さすがに白木屋さんは大店だわ） 

お藤は白木屋を見直した。 

 

一般的に大店では、奉公人は丁稚→若衆→手代→年役→支配役という昇進制度が年功序列と成果主義を

併用した形で実施されていた。勤めて三十年以上たった支配役の退職金は百両ぐらいであった。また、退職し

てやっと妻帯が許されるが、そこまで務める奉公人は数少なかった。大体十一歳から丁稚方向に入り、昼は小

間使い、夜は習字、算盤と忙しかったが、お仕着せが支給されるだけでもちろん給金はなかった。 

 

白木屋の主が吉五郎の前に来て、酌をした。 

「親方、この工事、同業から邪魔をされたそうですね」 

「いや、大したことじゃありません。よくあることでさあ。そんなこと気にしていたら、この稼業はできません」 

「我々の商売とは違ったご苦労があるんですな。ところで、お藤さんは、親方の娘さんなんですって」 

「ええ」 

「仕事はできるし、またこのような席では淑やかな御嬢さんになりますし、素晴らしい娘さんですね。いい人、い

るんですか」 

「いません、お転婆でしゃきしゃきの男勝りなもんで。いつ出来ることやら」 

お藤は、手代たちや職人たちと楽しげに盃を酌み交わせていた。 

「お藤さん、酒強いですね！」 

手代の一人がもう返盃は受けられないと手を振った。 

「おじょうさん、ゆっくり飲みましょう」 

と吉助が割って入った。すぐに、半次郎が、お藤に酌に来た。 

「お藤さん、見直しましたぜ。三河に行って、瓦を買ってくるとは大したもんだ」 

「池田屋さんに腹がっただけよ」 

お藤の頬が、桃色に染まっていた。 

 

六 

 享保三年の正月。 お藤は朝から、そわそわしていた。今日は、五つ半からお藤の初めての出初であった。 

吉助が多くの職人を引き連れて、先に行った。纏を振り、神田大工町の大筋通りに出て、道の真ん中に立っ

た。 

もう既に集まっていた多くの町民たちが手をたたいたり、「日本一」と掛け声をかけてきた。吉助たちは端に退

き、鳶職の朝太と梅次郎が梯子を持ってきて、真ん中に立てた。 

お藤の番だ。胸がドキドキ、足がガタガタしてきた。 

吉五郎、吉助たち職人がお藤を見た。それに次いで、見物人が一斉にお藤を見て、拍手をした。 

 

「お藤ちゃん、がんばれよ！」 

 岡っ引きの時助の声が聞こえたのが分かった。お藤は急に、落ち着きを取り戻した。 
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四方の見物人に頭を下げ、梯子に手をかけた途端に、あっという間に一番上に上がっていた。 

下では、職人たち十二人が鳶口で４間半の青竹に十四段の桟を付けたはしごを支えていた。 

お藤は、間合いを計って、八艘、鯱、遠見、背亀、腹亀、大返り、藤下り、外返り、逆大の字と次々と演じた。 

見物人は、お藤が型を取るたびに手をたたいたり、声をかけたりした。 

「日本一！」 

「駒草屋の娘さんだとよ、すげえな」 

「母親似で、また美人ときてら」 

お藤は、遠くに白い雪をかぶった富士山を見る余裕すら出てきた。そして、最後の演技の花散らしで、お藤は

紙吹雪と紙ひねりをまいた。 

見物人からどよめきの声が上がるとともに、皆争ってそれを取りにかかった。 

演技が終わり、お藤が梯子を降りた。 

拍手喝采であった。 

式も終わり、吉五郎が挨拶を始めた。 

「皆様、あけましておめでとうございます。本年も良い年でありますように、一本締めで締めさせていただきます。

皆様お手を拝借、よーっ」 

チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ 

「ありがとうございました」 

 

吉助は纏和ふりながら先頭を切った。 

続いて、吉五郎は、木遣り唄を歌いながら歩き始めた。 

♪えーえーえー。えーいーえー。ぎんーのー。かんざーしー。♪ 

後ろに続いた職人たちが声を合わせて、 

♪えーえー。はーれーわーな。やーっさい。やっさーやっせー。♪ 

 

出初の歴史であるが、江戸時代の万治二年（一六五九）一月四日、江戸の上野東照宮で定火消によって行

われたのがはじまりと伝えられている。 

まず制度化されたのは大名火消で、寛永二十年（一六四三）。次に、明暦の大火翌年の万治元年（一六五八）、

幕府直轄の定火消が制度化された。       

四千石以上の旗本から四名（秋山正房・近藤用将・内藤政吉・町野幸宣）が選ばれ、臥煙（がえん）と呼ばれる

火消人足とともに火消屋敷（今で云う消防署）に居住し消防活動を担当することとなった。 

翌万治二年一月四日、老中・稲葉正則に率いられた定火消四組が上野東照宮に集結し気勢をあげたことが

出初と呼ばれるようになった。 

また、お藤たち町火消の行なった仕事始めの行事は区別のために「初出」と称していたが、ここではなじみ深い

「出初」とした。 

 

 駒草屋のお藤も普請の仕事に忙しい毎日を送っていた。 

  春もすぎ夏に移ろうかというある日の午後、駒草屋に町年寄の奈良屋市右衛門が名主の市原屋を連れて、

訪ねてきた。 

おくみは、丁重に客間に案内してから下女にお茶を入れるように伝え、吉五郎を呼びに作業場に行った。 

「奈良屋さんが来たと、いったい何の用だろう。」 
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 吉五郎は訝しげに思った。 

江戸では、町人地の支配は町奉行が行い、町奉行の下に奈良屋・樽屋・喜多村の三人の町年寄がいた。ま

た、その下には町名主がいた。 

 やや緊張気味に、吉五郎は部屋に入っていった。 

「奈良屋さん、市原屋さん、ご苦労様です」 

 奈良屋市右衛門は、吉五郎が座ったのを見計らって、言った。 

「駒草屋さん、今日我々が寄らして貰ったのは、噂に聞いてるかもしれんが、大岡様が町火消をしっかりした組

織したいとの仰せで、我々も入っていろいろ考えた結果、府内をいろは四十七の町火消を作ることに決まりまし

た。そこでなんだが、吉五郎さんに、よ組の頭取をやってもらいたいのです。この竪大工町だけでなく、よ組は

永富町、多町、白壁町、須田町、鍋町、紺屋町、小柳町そして三河町の十一町で総勢七百二十人の大所帯を

束ねてもらいたいんだが」 

吉五郎はさすがに驚いた。今年、町火消が制度化されることは噂で知っていたが、このような大規模になろう

とは想像もしていなかった。 

「あっしでよろしければ、喜んでお引き受けいたしましょう」 

 声が少し上ずっていた。 

「よかった」 

 奈良屋も市原屋も安堵したようだった。奈良屋市右衛門は懐から組頭の名前が書かれた書状をすぐに出して、

吉五郎に渡した。 

「駒草屋さん、これに、それぞれの町の名主と決めた組頭たちの名前が書かれています。この組頭を取りまと

めて率いて行ってください」 

「承知しました、未熟者ですが、精一杯やらせてもらいます」 

「それから、今年、神田明神の祭礼が九月に行われますが、よ組が境内を取り仕切っていただきたい」 

「それは光栄です。」 

 吉五郎は（お藤もきっと喜ぶだろう）と飛び上がる思いであった。  

急に、市原屋が思い出したように、 

「もうひとつ、大岡様が町内に十町ごとに、一棟ずつ火の見櫓を造ることに決められました。そう、堅大工町は

四棟造らなければならないんです。そのうち、町の中心の火の見櫓は駒草屋さんにお願いしたいんだが。ただ、

三十両ですべてをまかなってもらいたい」 

「名主さんのお願いとあっては、断るわけにはいかねえ。喜んで請け負いましょう」 

さっそく、市原屋が、風呂敷を解いて図面を出し、説明し始めた。 

細かな打ち合わせを一刻（二時間）ほどして、奈良屋たちは帰って行った。 

吉五郎は、おくみ、吉助とお藤を部屋に呼んで奈良屋たちの話をした。 

お藤と吉助は喜んだ。 

「あんた、大変ね」 

「親方、すごいじゃないですか」 

「おとっつあん、忙しくなるわね」 

「俺がよ組の頭取をやることになったので、この町の組頭を吉助にやってもらおうと思うのだが、どうかな」 

「親方、おいらは、人を束ねるのはむいていねえ。纏を振っているのが似合ってます。勘弁してくれませんか」 

「吉助、じゃ誰がいいかね」 

「おじょうさんがいいと思いますが・・」 
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「お藤？」 

吉五郎とおくみが同時に発した。 

「あたいが、組頭？」 

「お藤、お前やる気あるか」 

「いや・・・・・」 

「おじょうさん、おいらも協力しますんで。他の人間じゃ俺はついていけねえ。何とか、受けて下さい」 

「お藤、吉助がこうまで言ってくれてんだ、やるか」 

「あんた、お藤で大丈夫なの？」 

「吉助たちが助けてくれれば何とかなるだろう」 

「おとっつあん、やってみるわ。吉助さん、よろしくお願いします」 

「はい、おじょうさん。よかった、よかった」 

 吉助は喜んだ。 

 吉五郎も嬉しそうに、吉助に行った。 

「吉助、よ組の纏を考えてくれ」 

「はい、粋な纏を考えてみます」 

「お藤、お前は大工の留吉と火の見櫓を計画してくれ」 

「はい」 

「俺は、組頭たちを集めてやる発会式の段取りをする。そうそう、今年の九月の神田明神の祭礼で境内をよ組

が取り仕切ってくれと言われているんで、吉助、お藤よろしく頼むよ」 

お藤も吉助も浮き浮きしながら、部屋を出て行った。 

 

お藤は早朝、火の見櫓の絵図面から材料の数量を拾った。そして、大工の留吉を作業場に呼んで、大柱四

本は鹿沼杉の丸太で長さ六間半、末口六寸五分。骨組の板は栂材で巾五寸、厚さ二寸、・・・等を説明した。 

「おじょうさん、すぐ材料を手配します」 

と言って、仕事場を出て行った。 

一方、吉助は数日間かけていろいろ案を作った。そして、一日かけて吉五郎と相談した結果、田文字形三方

面の形に決まった。 

「吉助、これで行こう。治郎右衛門さんに早速頼んでくれ」 

「承知しました」 

治郎右衛門は石田治郎右衛門と言い、江戸唯一の纏師であった。 

さすがに治郎右衛門は仕事が早く、十日ほどで作ってしまった。 

 

一か月後、火の見櫓も完成した。 

そして、よ組の発会式の日を迎え、料理屋‘千登勢’に組頭たちが集まった。 

吉五郎が、話し始めた。 

「今日は、皆、忙しいところ集まっていただき、申し訳ない。このたび、よ組の頭取を拝命した駒草屋の吉五郎で

す。以後、お見知りおきを」 

それに続き、お藤をはじめ、十一人の組頭が挨拶に立ち、それが終わると、吉五郎が所信を述べた。 

「我々は火事を消す町火消です。火事から皆の命と財を守るのが役目で、火事と喧嘩は江戸の華と言われて

いるが、火事場の消し口争いや町中での喧嘩はご法度です。ここにいる組頭さんたちは、職人たちの素行につ
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いては十分気を付けていただきたい。また、今年は、九月の神田明神の祭礼で境内をよ組が取り仕切ることに

なったので、ここに各組頭の役目を書いておきましたので、準備をよろしく頼みます」 

一刻半ほど、火消しの体制や祭礼の役割分担についての話が続いた。 

 それが終わると、 

「皆、これからはよ組誕生の祝いだ」 

 吉五郎が手を叩いて女将に合図を送った。 

 女中たちがお通し・揚げ物・蒸し物・和え物・酢の物・刺身・焼き物・煮物を乗せた箱膳そして徳利と盃を皆の

前に置いた。 

 皆飲み食べるのが落ち着いた頃を見計らって、吉五郎が隣の部屋に待機していた吉助に纏を皆に見せるよ

う、呼びに行った。 

そして部屋に戻り、手を叩いて言った。 

「みんな、よ組の纏が出来たんで、披露する」 

吉助が田文字形三方面纏を持って部屋に入ってきた。 

「これはいい、りっぱだ」 

「さすが、駒草屋さん」 

吉五郎が、礼を言った。 

「親方、一曲行きましょう」と吉助に言われ唄いだした。  

 ♪えーえーえー。えーいーえー。ぎんーのー。かんざーしー。♪ 

職人たちも声を合わせた。 

♪えーえー。はーれーわーな。やーっさい。やっさーやっせー。♪ 

 女中が行灯に火を入れに来た。 

酒も皆飲み過ぎたところに、飯・味噌汁・香の物、水菓子が運ばれてきた。あちらこちらで、もう腹がいっぱい

だと言いながらもうまいうまいと皆たいらげた。 

そして、吉五郎の手締めで盛大な発会式は終えた。 

暮れ七ツ半の鐘が、鳴りはじめた。 

 

七 

神田祭を後七日にひかえていた。 

吉五郎そして、お藤たち組頭は、神田明神に行き、権現造で総朱漆塗の社殿でお祓いを受けた。 

お祓いの後、神主は、吉五郎たちに神田明神の由来を説明した。 

「もう、皆さんはご存知かと思いますが、神田明神は、天平二年（七三〇）、武蔵国豊島郡芝崎村に入植した出

雲系の氏族が、大己貴命を祖神として祀ったのに始まります。神田はもと伊勢神宮の御田があった土地で、神

田の鎮めのために創建され、神田ノ宮と称していました。承平五年（九三五）に敗死した平将門の首が京から

持ち去られて当社の近くに葬られ、将門の首塚は東国の平氏武将の崇敬を受けました。嘉元年間（一三〇三

年 ～一三〇六）に疫病が流行し、これが将門の祟りであるとして供養が行われ、延慶二年（一三〇九）に社の

相殿神とされたのです。そして、江戸城増築に伴いこの地に遷座されました。よろしければこれから、境内をご

案内いたしますが？」 

「ぜひお願いいたします」吉五郎は答えた。 

神主は吉五郎たちを伴って、社殿を出て説明を始めた。 

「境内に入る門は、隨神門と言います。左手に鳳凰殿、右手に神楽殿そして、今お祓いをしました御社殿がこち
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らです」 

隨神門 は、総檜･入母屋造の二層建てで、屋根は銅板瓦棒葺｡外回りには四神（朱雀･白虎･青龍･玄武）､

内側には‘因幡の白兎’といった彫刻が飾られている｡また二層目に‘繋馬’の彫刻が飾られているが､この繋馬

は平将門公の家紋に由来している｡ 

吉五郎たちはそれぞれの建物に近づいて、じっくり造作を見て回った。 お藤はゆっくり境内の建物を見るの

は初めてであった。 

（なんて精微に造られているんだろう）お藤は驚嘆した。 

神主は、社殿の後背に吉五郎たちを案内し、籠造り職人の守護神として崇められている籠祖神社、末廣稲

荷神社、神田三河町の守護神として奉斎されている三宿・金刀比羅神社の由緒を説明した。 

吉五郎たちは、各氏子たちの神輿が収められている神輿庫とまわっていた時、神官が神主のところに来て、

耳元に何やら囁いて行った。 

神主は、すぐに、吉五郎一人呼んで皆から離れ、 

「吉五郎さん、実は、今社務所に大岡様が来て、よ組の皆さんに話をしたいと言われているそうです」 

「お奉行様が、お話をしたいと。分かりました、皆に伝えます」 

吉五郎が皆のところに戻り、 

「お奉行様が我々にお話があると、社務所に来られているそうだ。これから行くが、粗相のないように頼む」 

皆、あっけにとられた。 

お藤も、大岡越前守忠相が去年から町奉行になって、いろいろな改革をしていることを噂には聞いていたが、

未だ顔を見たことがなかった。 

神主について、お藤たちは社務所の前に来た。社務所の周りには数人の侍たちが、警護をしていた。 

入り口には、同心の佐々木和之進がいた。 

「佐々木様、ごくろうさまです」 

 吉五郎たちは頭を下げて、社務所に入った。待っていた神官が吉五郎たちを大広間に案内した。 

「大岡様が一体我々に何の用だろうか」 

 吉五郎が独り言を言った。 

「緊張しますね」 

 吉助が言った。 

「どんなお方なんですか」 

 吉五郎が、神官に向かって尋ねた。。 

「大岡様は、一昨年、将軍家継様の時、大久保忠位の跡役で普請奉行となり、江戸の土木工事や屋敷割を指

揮したそうです。八月に将軍に就任した吉宗様が、大岡様を翌享保二年（一七一七）松野助義の跡役で、江戸

南町奉行に抜擢なされたんだ。吉宗様は幕政改革に着手するが、忠相様は諸改革のうち町奉行として江戸の

都市政策そして、評定所一座にも加わり司法にも携わったようです。奉行所の体制の機構改革も行い、町奉行

の権限も強化したようです。町奉行は、今まで大体六十前後の人が、なっていたんですけど、大岡様はまだ四

十、大抜擢です」廊下で足音が聞こえたのを機に、神官が話を打ちきり、ではと言って席を立った。神主が入っ

てきて、大岡越前守忠相が今すぐに来る旨を皆に伝えた。 

 お藤たちは、身を正した。 

大広間は、高い天井に話し声が吸い込まれていき、物音ひとつ聞こえなくなった。皆畳に頭をこすりつけるよ

う平伏した。体の震えを抑えられないものも何人かいた。 
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侍が二人入って来た。その後から繻子の厚地で袖は黒びろうど、黒布で縁取りした野羽織に野袴を着た侍

が続いた。 

（大岡様だわ） 

丈は、六尺弱、がっしりとした身体、角ばった顔、そし濃い眉毛に切れ長の目、口は大きくなく、やや大きな鼻。

その侍、大岡越前守忠相は、床几に腰を下ろし、座しているお藤たちを見回し、左手に座っている侍に向かっ

て頷いた。 

「皆の者、面を上げい」 

 供の声が、ひびきわたった。 

（頭のよさそうなお方だわ。やはり四十を超えたぐらいかな）とお藤は、見立てたその時、お藤は忠相と目を合

わせてしまった。 

「町奉行の大岡じゃ。大儀である。楽にせい」 

お藤たちは、また頭を下げた。 

「この度は、この社の境内をよ組が警備してくれるそうだな。昨今、火付盗賊が出没しておる。幕府転覆が狙い

のようだが、まだいっこうに下手人が分からぬ。祭の機会を狙って事を起こすかもしれん。この神田明神に何か

あったら、大権現様に顔向け出来んと殿が心配しておる。よいか、喧嘩はご法度だ。敵にすきを与えるな。各藩

にもこの付近一帯の警備に当たってもらう。祭中に何も起こさないよう、またなにも起こさせないようくれぐれも

頼む」 

と言って、立ち上がり部屋を出て行った。供たちも後を追いかけるよう後に続いた。 

皆が、ざわめき始めた。 

「おとっつあん、大岡様って、かっこいいね」 

「お藤、口を慎みな」 

「我々どもに会って下さってそして、お願いなどするなんて。お藤ちゃんの言う通り、かっこいいじゃありません

か」 

紺屋町の組頭がにこにこして言った。 

この年の町奉行としての業務は、訴訟が四万七千件、公事は三万五千件で、北と南町の大岡忠相二人でこ

なしていた。 

 

祭りの当日の九月十五日、明け七ツ（朝四時）。 

駒草屋では、吉五郎、お藤たちは朝餉を終えていた。 

神田明神の警備担当のよ組の連中、頭取の吉五郎、組頭のお藤たち、吉助たち鳶、留吉たち大工、隆二た

ち屋根職人は、六ツ時（六時）に社に集まり、また左官職の久吉たち他の職人は、町内の山車や神輿を繰り出

すまとめ役で、町内の引手、担ぎ手を集めてから、五ツ（八時）までに行くことになっていた。 

よ組の半纏を羽織った吉五郎たちは、おくみたちに見送られて社に向かった。既に昌平橋の手前には、長柄

槍（長さ３間の長い槍）や幟を持った伊達藩の足軽たちが三十人ほど警固していた。 

吉五郎たちは、ご苦労様ですと声をかけて橋を渡り歩いてく途中の辻々には諸侯の藩士たちがやはり幟や

長柄槍を持って警備をしていた。 

町屋の軒先に吊るされた御祭礼の提灯がさわやかな秋風に揺れていた。参道に入ると神田明神御祭礼の

幟が青空に向かって林立していた。 

道の両側にはいつの間にか作られた出店や屋台がひしめき合っており、店の者たちは準備に大わらわのよ

うだ。 
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「駒草屋さん、おはよう」 

吉五郎たちに気づいた店の者が挨拶をした。 

「ご苦労さん、今日は秋晴れだ。人が出るぞ、しっかり稼げよ」 

 吉五郎も答えた。 

「お藤ちゃん、いなせだねえ」 

「ありがとね」 

吉五郎たちは境内の一角に造られた休み処にひとまず落ち着いた。 

しばらくすると、永富町、多町、白壁町、須田町、鍋町、紺屋町、小柳町そして三河町の組頭たちが組の者を

連れて集まってきた。 

組頭たちが、次々と吉五郎のところに来て挨拶をした。 

「頭取、おめでとうございます」 

「ご苦労さん、今日はよろしく頼みますよ」 

 吉五郎は組頭と組の者たちに声をかけた。 

組の者たちは吉五郎の隣にいるお藤の姿を見て、驚いた。それを見た組頭たちは、竪大工町の組頭のお藤

と紹介した。 

「駒草屋のお藤です」 

組の者たちもお藤の前に出て名乗った。 

「まだ娘だっていうのに、組頭とはねえ」 

「お前知らねえのか、お藤さんは火の中に飛び込んで、人を助け出したことが何回もあるんだってよ。俺たちよ

りも度胸があるぜ」 

「お藤さん、女なのに粋でまた、美人だねえ」 

「おいらが知っている限り、神田界隈では一番じゃあねえか」 

そんな話に花が咲いていたが、 

「では、そろそろ見回りに第一陣は行ってくれ。くれぐれも喧嘩はするんじゃねえぞ」 

 吉五郎が大声で云った。 

 すでに、社殿前には三之宮、一之宮の弐基の鳳輦（ほうれん：屋形の上に金銅の鳳凰を飾った輿）。と二之宮

の神輿が鎮座した。 

吉助たち神田界隈の鳶頭連による木遣りの声が高らかに響き渡り、いよいよ神幸祭の発輦祭が始まった。 

「そーおりゃ～、えーええーーっ」 

「おうっ」 

「めでた～、めでた～のぉよ～おおーえ～」 

「そりゃやっとこせーの～っ」 

「そーおりゃ、めでたくーおさめ～てよぉ、よーいとなー」 

 

（始まったわ！）お藤は鳥居まで神輿を追いかけて行った。 八里におよぶ氏子百八町内への祭礼行列の巡行

だ。大榊を先頭に一之宮鳳輦、二之宮神輿、入母屋造り屋根が独特な三之宮鳳輦や諸大名より出された警固

役や神馬も神社を出た。 

境内では、あちらこちらで首掛け芝居、猿回しや仮似声使いたち大道芸人の周りに人垣ができていた。その

猿回しの近くで、ろ組の半纏を着た顔を真っ赤にした若い衆が、しつこく娘に言い寄っていた。 

「おい、いいじゃねえか。俺と一杯付き合えや」 
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 男が娘の腕を掴んだ。 

「やめて」 

娘は、若い衆の手を振り払った。 

「おめえ、俺を誰だと思ってだ。町火消を袖にしたな」 

 男が娘の肩を引き寄せた。 

「誰か、助けて！」 

「ろ組の若いの、いい加減にしろ。娘さんが嫌がってるじゃねえか」 

 よ組のとび職の朝太が割って入った。 

「よ組か、お前には関係ねえんだ、引っ込んでいろ」 

「俺たちは、境内の警固を頼まれているんだ。人に迷惑をかけるなんて許せねえ。とっとと、ここから出てけ」 

「何を、ほざきやがって」 

 朝太に殴り掛かってきた。 

 朝太は、それをかわし後ろからけりを入れた。 

「いてえ」 

若いのは、その衝撃で道に倒れた。 

「この野郎、やったな」 

 真白い腹巻から、匕首を抜きだした。 

「喧嘩だ、喧嘩だ～」 

どっと人の波が渦を描いて広がった。よ組の若い衆が数人は走ってきた。 

「朝太、大丈夫か。ろ組の悪たれか」ろ組の半纏を着た男たちも集まってきた。 

「長介、よ組の若いのに負けるんじゃねえぞ」 

緊張が漂った。 

「やっちまえ」 ろ組の連中が、よ組に襲いかかった。乱闘が始まった。 

「おい、あんたたち、何やってんだ」お藤が、朝太と長介の間に割って入った。 

「女のくせに出しゃばりやがって」 ますます、長介は頭に血が上って、お藤に斬りつけてきた。 

お藤は、左に体をかわして、長介の右手首を掴み、捻った。長介の手から匕首（あいくち）が落ちた。 

お藤は物心ついた時から、唯心一刀流の道場に通って武芸をたしなんでおり、門下の男たちに引けを取らな

いほどの技量を持っていた。 

「いい加減におし！」 

 更に、お藤は長介の手を背に持っていった。 

「イテテ・・・分かったから話してくれ」 

「御用だ、御用！」 

南町奉行所の与力中村文蔵が同心四人と小者二十人くらいを従えて、馬で駈け付けてきた。着流しの帯の

上に胴締をし、手拭いで後鉢巻、白木綿の手襷、じんじん端折を尻のはしょりの中村が指揮した。 

「喧嘩はご法度だ、奴らを召捕れ」 

 鎖の入った鉢巻、白木綿の手襷、麻裏の鎖帷子を着込んだ上へ半纏、股引を上にあげてはいた同心四人が、

手先たちがよ組とろ組の連中を取り押さえるのを見守るとともに、逃げていくものを取り押さえる体制を取って

いた。その中には、さえない顔付をしていた佐々木和之進もいた。 

喧嘩していた連中は、混乱した。 

「逃げろ」 
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「逃がすな、ひっ捕らえろ。」 

「役人に手を出しちゃだめよ！」 

 お藤は声を荒げた。 

「神妙にしろ！」 

 小者の一人がお藤を抑え、もう一人が鈎縄の鈎をお藤の襟にかけ、あっという間にお藤を縛り上げてしまっ

た。 

「なにすんのよ。逃げやしないから」 

「静かにしろ、女」 

「おじょうさん、申し訳ねえ」 

 やはり縄をかけられていた朝太が半べそをかいていた。 

「お藤、ちと我慢しな」 

 いつの間にか、同心の佐々木和之進が近くに来て、囁いた。 

役人たちは、喧嘩をしていたお藤たちよ組とろ組の連中を一人残らず召捕り、番屋へ連行した。 

吉五郎がそれを知ったのは、連行されてから、半刻（一時間）が過ぎていた。 

 

一方、祭礼行列の巡行は、昌平坂を降りたところで、湯島聖堂前・桜の馬場を出発した氏子の神輿や 平安

時代の源頼光が丹波の大江山で酒呑童子を退治し首を引いて都へ凱旋した伝説を再現された‘大江山凱陣’

そして、‘加茂能人形山車’、どれもこれも色あでやかで、観客の者は見入ってしまった。 

久吉が先頭に立って引き連れてきた万燈を戴いた‘大工道具見立花車’や‘石橋の山車’も、異色の山車と

観衆が拍手をおくった。 

いつのまにか、百台の曳き物が加わり数万の大行列となっていた。 

橋御門から江戸城・外廓内へ入り神田の町々を渡り、さらに田安御門より内廓に入った。朝鮮馬場（門内の

馬場で朝鮮使節の曲馬を上覧したことから、朝鮮馬場の名が生まれた。）で一刻休憩した後、吹上の上覧所前

に来た。 

祭礼の行列は、上覧所の正面の奉書紙で包み、金銀の水引で結んだ長さ四尺程の杭のある所で止まって、

それぞれ各町の自慢の技を演じた。  

踊り屋台では、各町の選り抜きの町娘達によって美しいきらびやかな衣装で踊りを演じた。  

上覧所では将軍吉宗や御台所真宮理子、そして大奥女中たちも大喜びして、拍手をおくり続けた。 

竪大工町は残念ながら、踊り屋台はなかったため、拍手もまばらだった。 

久吉は、そんなことは気にせずに、皆を励まし続けた。 

橋御門を経て大手橋そして、神田明神旧鎮座地に着いた。 

ここでは、獅子の狂いと神事が執り行われた。 

獅子の狂いとは、獅子舞で、雨乞いに霊験あらたかと言われていた。 

三頭の獅子は、大狂い・女獅子・小狂いと呼ばれ、先導役の仲立ち一人がつく。花笠は女児二人がつとめ、

ほかに笛吹き・歌うたい・万灯持ちなど。 

天狗拍子が始まった。笛や太鼓の音に合わせて、四組の獅子と仲立ち、つまり獅子十二頭と仲立ち四人が

一勢に舞った。 

久吉たち竪大工町の担ぎ手や引手は、配られたお神酒を手にして、獅子の狂いを楽しげに見ていた。 

 

「さあ、もうひと踏ん張りだ。行くぞ！」 
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久吉が声を出した。 

「おう」 

 半刻ほど曳いて、 

常盤橋御門から江戸城外を出たところで、久吉たちの町々の山車は解散した。 

「後は頼む」 

久吉はみんなと別れ、神輿の後について、神田明神に向かった。 

神輿の行列は日本橋の町々を通り、大伝馬町・小舟町・南伝馬町の御仮屋へ行き、それぞれ神事を執り行

なった。 

そして、神輿の帰りを出迎えるために提灯を掲げた町屋を通り抜けて、暮れ六ツ時、帰社した。 

宮入り、還御祭も無事終わり、とうとう天下祭は終わった。吉五郎は、よ組の者を集め、今日の境内の喧嘩

について皆に話をした。 

お藤たちよ組の者が捕縛され自身番に連れて行かれたこと、ろ組の若衆との喧嘩が原因であったことにつ

いても話した。 

話を聞いている若い衆たちは、ろ組に対して憤った。 

「ろ組の奴、今度会ったらただじゃおかねえぜ」 

「ろ組の奴が悪いのに、なぜ、お藤さんたちが捕まんなくちゃならねえ」 

「皆、静かにしろ！喧嘩はご法度だ、喧嘩両成敗は常だ。これから、喧嘩しちゃいけねえ。相手が悪くても、手を

出せば負けよ。分かったな。祭りも終わった、ご苦労だったな。今日はこれでお開きだ」 

 お藤たちは、自身番で一応調べを受けてから、八丁堀の大番屋に身柄を移された。 

吉五郎は翌日、八丁堀にある南町奉行所に五ツ半に呼び出された。呼び出しの連絡で、吉五郎もおくみも

一睡もできなかった。 

吉五郎は、朝餉も食べずに奉行所に行った。門番の足軽に理由を話した。 

「ついて来い」 

吉五郎を長屋門から待合所へと案内した。そこには、ろ組の頭取が座して待っていた。元大工町の池田屋宗

兵衛であった。 

白木屋の蔵の改修工事でがっちんこした池田屋である。 

「この度は、うちの若い衆が不始末をしでかして、よ組の連中に迷惑をかけたようで申し訳ねえ。この通りだ」 

 池田屋は、手をついて頭を下げた。 

 一方、大番屋の牢に入れられたお藤とろ組の連中三人も、一睡もできずに朝を迎えた。 

 お藤だけは他の三人とは別の牢に入れられていた。 

昨日は夜遅くまで、御詮議役与力と同心の取り調べを受け、多少頭が重いと感じながらこれからどうなるの

か考えていたところ、 

「おい、朝飯だ」 

足軽が朝飯を運んできた。 

 朝飯は顔が映る程の粥に香物一品だが、お藤はそれをすするようにすぐに食べた。 多少落ち着いたのか、

お藤はいつの間にか眠りに吸い込まれていった。 

「おい出ろ。お白洲に行くぞ。よいか、おとなしくしているんだぞ」 

 長棒を持った足軽が来て、仮牢の外から大声で伝えた。お藤とよ組そして、ろ組の連中はお白洲に連れて行

かれ、砂利の上に敷かれた莚に座らせられた。 

 朝太は、突棒・刺股・拷問用の石を見て、力のない声で言った。 
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「おじょうさん」 

「大丈夫だよ、男だろ、しっかりしな！」 

「おまえたち、静かにしろ！許しがない限りしゃべるな」 

同心がお藤たちを諌めた。 

 待合所の吉五郎はいよいよ落ち着かなくなってきたところ、声がかかった。 

「池田屋宗兵衛、駒草屋吉五郎、お白洲に出でよ」 

二人の前後に足軽がついてお白洲に連れて行かれた。 

 同心が、砂利敷の砂利の上に控えていた。 

 吉五郎と池田屋は砂利敷でなく、二段に分かれた座敷の縁側の下の段に座らせられた。頭取の身分に敬意

を表しての対応であった。 

 上段の縁は武士・神官・僧侶が座ることから上者、それ以外は下縁に座ったために下者と呼ばれた。 

 座った吉五郎の目とお藤の目が合った。その時、与力たちが出てきて、最上段の公事場と呼んでいる座敷の

庭側に着座した。 

 それからすぐに、南町奉行の大岡忠相が、険しい顔をして着座した。大岡は、御詮議役与力によって調べら

れた調書をすでに読んでいたが、よ組とろ組の連中の罪状および仕置きをどう下すかまだ決めきれていなかっ

た。 

（大したけが人も出ておらず、今後の火消制度の確立によ組とろ組が立役者になってもらわんと困る。今後、喧

嘩騒ぎを起こしたら、厳罰を処すことで今回はお構いなしとすべきか） 

二人の与力を大岡忠相はそばに呼んで、一言二言話した。  

 それにうなづき、与力たちは元の席に戻った。 

大岡忠助は身を構えた。 

「ろ組長介ほか四人そして、よ組お藤及び朝太ほか三人に申し渡す。長介は今後六ヶ月は酒を飲むことを禁ず

る。他の者はお構いなしといたす。また、ここにいる十人は今度このようなことを起こしたならば、その当事者だ

けでなく、今回の罪も加え、ろ組の頭取池田屋宗兵衛、およびよ組の頭取駒草屋吉五郎にも罪状を負ってもら

う。しかと心得よ」 

 吉五郎と池田屋は縁に頭を擦りつけるほど低頭した。 

「ははぁ」 

ほっとしたお藤たちも、深々と頭を下げた。 

（さすが、名奉行と呼ばれている大岡様だ）お藤が顔を上げると大岡忠相の目はお藤に注がれていたが、その

瞳に怒りはなかった。 

 この南町奉行所は、与力２５騎同心百人で一番から五番まで組分けされ、更に年番与力、御詮議役、本所改

役等の所掌に分かれていた。また、法は細かなところまで整備されていなかったためもあり、町奉行の権限は

絶大なものであった。 

 

 

沢藤南湘（ペンネーム） 

 

 


