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大江戸慕情  

 

 

 

 

八 

天下祭が終わってから三か月ほど過ぎ、新しい年（享保四年（一七一九））の正月の屠蘇気分が抜けたころ、

鎌倉町に住んでいる幕府作事方大棟梁の甲良宗広に、吉五郎とお藤は呼び出された。 

一体何の御用なのかと吉五郎は思いながらお藤とおくみに見送られ、家を出た。 

塗師町の空き地では子らが、凧揚げや羽根つきをしていた。竜閑橋を過ぎ、鎌倉河岸に出ると、静かさは破

られ、木材の荷揚げで活気に溢れていた。 

約束の五ツ半に甲良の屋敷に二人は着いた。 

案内された所は書院造の落ち着いた部屋であった。すぐに、女中が茶を運んできた。 

甲良の屋敷に初めてきたお藤は、部屋の中を細かく見て回った。 

甲良が駒草屋に来た時に、お藤は一度会ったことがあったが、顔も覚えていなかった。 

「吉五郎さん、お藤さん、お忙しいところよく来て下さった」 

急に、襖が開いて、甲良宗弘が入ってきた。 

お藤は慌てて、座布団の置かれているところに戻って、座った。 

「気楽にしてくだされ」 

女中が二人のお茶を替えに来た。そして、甲良の前にも茶を置いて、部屋を出て行った。 

 甲良は茶一気に飲んで、 

「今日来ていただいたのは、実は、江戸城大奥の部屋の普請をお願いしたいと思ってな。上様の新しい側室の

方が入るお部屋に、今ある部屋を改造してもらいたいのだ。ただ、普請は大奥なので、お藤さんたち女職人で

お願いしたい。また、弥生の月の晦日までにやってほしいのだが、いかがかな」 
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 甲良は二人の顔を交互に覗き込むように見た。 

「甲良様のお願いとあっては、嫌とは言えねえや。いや、承知いたしました」 

 甲良とお藤は、笑った。 

 甲良は図面を二人の前に広げて、四半刻（三十分）説明し続けた。 

その後、お藤と吉五郎たちは、女大工を集めるのに奔走した。 

時々、お藤はろ組の連中と出くわし、一瞬緊張する事態になるもなんとかその場を切り抜けていた。よ組の

連中もなんとかあの事件以来、抑え続けていたが、いつ爆発するのか、吉五郎は心配で各町の組頭に事ある

たびに注意していた。 

一方、池田屋宗兵衛も同様にろ組の連中に二度と事件を起こさないよう命じていた。 

 

十日後、普請現場の調査のために、お藤は集めた女職人四人と大奥に向かった。一橋門、平川門とそれぞ

れ門番より取り調べを受け、二の丸を過ぎやっと大奥の広敷向に着いた。 

大奥は、御殿向・長局向・広敷向の三区域に分けられていた。広敷向は大奥の事務処理、警護の任務をす

る広敷役人が詰めているところである。長局向は、奥女中たちの生活する場の住居、そして、御殿向は将軍の

寝所、将軍との対面の御座之間、御台所や将軍の子女の居室そして、奥女中の詰所があった。 

 お藤たちは肩衣と長袴を着けた広敷役人に大奥のしきたり屋序列について教えを受けた。 

「お藤殿、大奥での職階だが、御目見得以上で上位から、公卿出身で奥女中最高位の上臈御年寄、大奥の最

高実力者の御年寄、諸大名の御使いの接客役の御客応答、御台所の食事の献立を決める中年寄、将軍・御

台所の世話役で、ここで言うのはどうかと思うが、将軍よりお手付きがあると側室になることが多い地位の御中

臈、中奥との取次役御広敷役人との応接役の御錠口表使、日記や書状を書く役の御祐筆、献上品の持ち運び

役の御次、七ツ口の出入り改め役の御切手書、将軍・御台所の着物の裁縫役の御呉服之間そして、御目見得

以下は、表使の下働きの御広座敷、御年寄等の雑用の御三之間、膳所での煮炊き係の御仲居、火の用心を

伝えまわる係の火之番、広敷役人との取次役の御使番、水汲みなどの雑用係の御半下である」 

 お藤たちは、半紙に広敷役人の言うことを必死に書きつづけていた。 

「おいおい誰がどの役かはわかると思うが、くれぐれも御目見得以上の方には粗相がないようにな」 

 長局向との境の七ツ口に案内された。 

そこには、燈籠鬢しの字髷を結い、艶やかな縫い物箔絵の小袖の上に被布（ひふ）という防寒具を着た御使

番の頭らしき奥女中が待っていた。 

「お藤殿、御切手書の奥女中の調べをあちらの部屋で受けて下さい」 

 待っていた御切手書の奥女中がお藤たちの取り調べに入った。 

「お藤殿、お町殿、お蔦殿、お清殿、お千殿ですね」 

御切手書役の女中たちによって、お藤たちは一人ずつ荷から身体まで調べられた。 

取り調べが終わると、おくらと名のった女中の一人が言った。 

「これから仕事の出入りでここを使うことにお藤さんたちはなりますが、そのたびに取り調べを受けて通らなけれ

ばなりません。また、暮七ツ以降の出入りはできなくなるので、間違いなきよう願います」 

奥女中のおくらが先頭で、お藤、職人のお町、お蔦、お清、お千と続きその後に広敷役人の天野孫衛門が同

伴して、普請場所に向かった。 

廊下は人影が映るほど、きれいに磨かれており、慣れていないお藤たちは、滑らないよう足元を気にしながら

歩いた。 

（何もかも気が詰まりそうだ。あたしはここには住めないな） 
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 お藤はそんなことを思いながら、付いて行ったので、廊下の天井の艶やかさに、お藤たちは全く気づかなかっ

た。 

依然、おくらも天野孫衛門も黙って、歩いていた。 

長局向を通りすぎた。切妻屋根の二階建ての長屋形式の一の側長局、屋根の上には物干し台に洗濯物が

新春の風にはためいていた。 

廊下が部屋に突き当たり、お藤たちは、おくらの後ついて、老女衆詰所を通り過ぎた。 

「ここからが、御内証様が住まわれる部屋になります」 

 おくらが、側付き女中の詰所の御三の間、女中が給仕する御二の間、湯殿、便所、台所の御台子の間、ご休

憩の間、鬼子母神を祀るお清の間、大納戸、そして今回普請の寝所の御切形の間、衣装の着替えや化粧の場

所の御納戸、御上段・御下段の場所を案内した。 

お藤たちは、図面を広げ、時間をかけて御切形の間、御納戸、御上段・御下段の間の各部位の寸法を測って

は確認をした。 

いつの間にか、おくらは三人の御半下役の奥女中を従えていた。 

「お藤殿、この三人にお藤殿たちのお手伝いをさせますので、何なりとお申し付けください」 

三人はおたつ、おきり、およしと名乗った。 

お藤たちは、おくらたちと材料の搬入や、工事中の出る廃材の処分方法等の段取りについて打ち合わせを始

めた。 

「御内証様、御成り～」 

「お藤殿、また皆さん頭を下げてください」 

 お藤たちは、おくらの姿勢をまねて頭を下げた。 

片はづしの髪型に鼈甲の花簪を差し、梅の花と鶯の絵柄の小袖に淡い桃色の打掛を羽織った御内証様とよば

れている側室が、御少女や御伽坊主たちを従えて、部屋にやって来た。 

「おくら、棟梁のお藤殿はどちらに」 

「はい、こちらがお藤殿でございます」 

「お藤と申します」 

「お藤殿、我の部屋の普請よろしく頼みます」 

「はい、お任せ下さい」 

それから一言二言話して、部屋を出て行った。お藤たちは、それから半刻ほど打ち合わせをして、大奥を後

にした。 

【御内証様とは、吉宗の側室のお古牟（こん）の方である。紀州藩主徳川吉宗は享保元年（一七一六）七代将

軍家継のあとの後継を尾張藩主継友と争いそれを乗り越え八代将軍となった。紀州藩主徳川光貞の三男で母

は側室のお由利の方。吉宗は、紀州藩主時代の宝永三年（一七〇六）伏見宮貞致親王（さなだゆきしんのう）

の娘、真宮理子（さなのみやまさこ）十六歳を正室に迎えたが、宝永七年、二十歳で他界した。以後正室は持

たなかった。 

吉宗は大奥の側室を抱えていたが、子をもうけた側室は四人、田安宗武の生母のお古牟の方、家重を生んだ

がすでに他界したお須磨の方、一橋宗尹（むねただ）の生母のお梅の方、そして、芳姫の生母のお久免（くめ）

の方であった。お古牟の方は、十八歳であった】 

 

お藤たちは大奥の出入りの手形をもらって、神田に向かって歩いていた。 

「みんな、家に寄ってよ」 
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 お藤が誘った。 

「いいよ」 

 お町が真っ先に言った。 

「おっかさん、みんなを連れてきたよ」 

「いらっしゃい、お町さん、お蔦さん、お清さん、あれ、お仙さんも、早く上がって」 

 お藤は皆を客間に案内した。 

 おくみと女中がお茶と菓子を運んできた。 

「さあ、召し上がれ。ゆっくりして行ってね」 

 おくみは部屋を出て行った。 

 それからお藤たちは、それぞれの分担を決めた。 

「お町、天井の造作をお願いね」 

「承知、棟梁」 

「お清、御切形の間、頼んだわよ」 

「はい」 

「お蔦、御納戸頼むわよ」 

「はい」 

「お仙は、みんなの手伝いをして」 

「わかりました」 

「あたしは、上段・下段の間をやるわ」 

上段の表具に、狩野派の狩野周信（ちかのぶ）が描くことに決まっていたためかなり神経を使う仕事であり、ま

た床と違い棚の造作はかなり熟練を要するものであった。 

一刻ほどで話は終わり、皆帰って行った。 

 

数日後、お藤たちは駒草屋の法被を着、股引をはいて大奥に入った。 

まず、お藤たちはそれぞれの部屋に入って、表具や畳を廊下に出した。 

それを奥女中たちは、七ツ口から、外にある駒草屋の鳶たちが持ってきた大八車に運んだ。 

職人たちも手伝って、いっぱいに積むと竪大工町へと運んで行った。 

昼飯をあっという間に食べ終わると、お藤は、上段の間の壁や、天井を壊し始めた。 

お町たちも、それぞれの部屋の物を壊し始めた。 

「お藤さん、そろそろ八ツ半になります、片付けをお願いします」 

 奥女中のよしがそばに来て言った。 

「あいよ。おーい、みんなそろそろ片付けるよ」 

 片付けが終わって、お藤たちが一服をしていると、また、よしが来て 

「お藤さん、今度の初午の日なんですけど・・・・」 

「十日の初午ですかい」 

「はい、その日は昼食後、御座の間の庭前で御三の間の女中さんたちが、狂言や踊りを披露するんです。よか

ったら、仕事の手を休めご覧いただけませんか」 

「面白そうね」 

「棟梁、ちょっと頑張って、それ観たいですね」 

 お町は、にこにこして言った。 
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「よしさん、みんなで観させていただきますよ」 

「楽しみだわ」 

 お蔦が嬉しそうだった。 

 

【江戸時代は旧暦を用いていたので、節分前に“初午”が来ることはなく、少し春めいた頃の二月下旬から三月

中旬の間にめぐってきたようだ。四季の中に“もののあわれ”を感じたり、見出した人々は、“初午”の日にこぞっ

て稲荷社に詣でた。歴史は古く、初午詣には、平安時代の初期から老若男女がうち連れて参拝した。今昔物語

では、物見遊山的な気分で参詣する者もいた。また枕草子では“初午”の日に、七度も詣でるという熱烈な信仰

を持った女性も登場するとのこと。一方、大奥では城内にある稲荷社に、御年寄が午前中に皆の代参で詣でて

いたようだ】 

 

あらかたそれぞれの部屋の内装は壊され、天井の木組みや壁の間柱の直しも終わり、下地の造作に入っ

た。 

初午の日を迎えた。 

朝からお藤は壁下地作りに忙しかった。 

四ツ半頃、よしが心配そうにやって来た。 

「お藤さん、今日午後は大丈夫ですか」 

「なんとかするわ」 

「今、御年寄が稲荷社に代参しています」 

「分かったわ、あたしたちももうすぐしたら、昼食にするわ」 

 半刻ほど、ひたすら、金槌打ち続けた後、昼にした。 

お藤たちは弁当を開いた。 

おくみの作った弁当は、いつも量も多く、また美味しそうに見えた。 

「棟梁のお弁当、美味しそう」 

 お町がお藤の弁当を覗き込んでいった。 

「これ食べていいよ」 

 弁当のおかずを交換しながら、昼食を終えた。 

よしが、お藤たちを御座の間の庭前の見学席に案内した。もうすでに、御座の間の庭前には、赤い毛氈を敷

きつめられていた。 

御目見得以上の奥女中が座敷の両側に着座し始めた。桃、山吹色等春らしく艶やかな色の小袖を着て、六

人の御中臈が着座した。 

続いて、御年寄が座り、そのあとから来た側室お久免の方が座った。 

それからしばらくして、髪を大垂髪（おすべらかし）にして、薄青色の下地に金をまぶした絵柄の梅を配した文

様の小袖を着たお古牟の方が着座した。 

他の奥女中たちを圧倒する姿であった。 

皆頭を下げた。 

そして、お久免の方が頭を上げてから、お古牟の方に視線を投げた時、お古牟の方もその視線を受け止め

た。 

お藤は二人の冷ややかな視線を見た。 

ドーン、ドーン、ドーン、大太鼓が打たれた。 
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お藤は、飛び上がらんばかりに驚いた。 

「上様の御成りー」 

 今度は大きな声が静かさを破った。 

皆平伏した。 

その着衣の擦れた音が収まった時、 

二本差で、着流し姿の八代将軍徳川吉宗が入場した。 

毛氈の上に立った女中が、口上を述べた。 

 

まずは、御三の間役の女中たちの踊りから始まった。 

見事に御曲に皆合っているのに、お藤は見入ってしまった。 

続いて、普段は、仏間、茶の湯道具、膳部等の道具を担当している御次役の女中たちの番になった。 

御次役の女中たちは、遊芸役を務める芸達者が多く、このような催しには、必ず出張ってきた。 

まずは、それなりの衣装で、茶番狂言を演じた。 

吉宗もおなかを抱えて笑っていた。 

そして、場面はガラッと変わって、三味線の演奏にあわせた歌が始まった。 

♪昔より、言ひ慣はせし、東下りのまめ男。慕ふ旅路や、松が枝の、富士の高嶺に白妙の、花の姿に吉原なま

り、君が身に添ふ牡丹に馴れて、おのが富貴を花とのみ、やたけ心も憎からず、思ひ思ふ千代までも、情けに

かざす～♪ 

 

（‘吾妻獅子’だわ。それにしても、見事だわ）   

お藤は感激した。 

 お藤は吉五郎に何回か料理屋に連れて行かれ、芸者の三味を聞いていた。 

そして、いよいよ最後になった。 

箏・三味線そして、歌と踊りの‘娘道成寺’が始まった。 

♪鐘に恨みは数々ござる。初夜の鐘をつく時は、諸行無情(しょぎょうむじょう)と響くなり。 

後夜の鐘をつく時は、是生滅法(ぜしょうめっぽう)と響くなり。晨鐘(じんじょう)の響きには、・・・・・・・・・♪ 

 

お藤はうっとり聞き惚れた。 

吉宗は、お古牟の方に酒を注いでもらっては飲んで、顔を赤くしながら、上機嫌で観覧していた。 

おくらが来た。 

「お藤さん、上様から木遣り歌をお願いできないかと言われていますが、どうされます」 

心配そうにお藤の顔をのぞき見た。 

「棟梁、やりましょう。みんないいかい」 

「はい、お町さん。棟梁！」 

「よし、いいかい」 

「はい」 

 

♪えーえーえー。えーいーえー。ぎんーのー。かんざーしー。♪ 

お町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。・・・・・・・・・・♪ 
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「火事です！」 

「長局向が、火事です！」 

奥女中が大声を張り上げながら、廊下を走ってきた。 

吉宗は、供を女中のところに状況を聞かせに行かせた。御年寄が手際よく、吉宗とお古牟の方そして、お久

免の方を部屋の外に連れ出した。 

 

 おくらが、お藤のところに走ってきた。 

「お藤さん、火事よ。火消手伝って」 

「はい」 

「火消装束と鳶口はこちらです」 

 おくらにお藤たちは、納戸のような部屋に案内された。 

 法被を脱いで、お藤たちは、すぐに火消装束を身に着け、鳶口を取って長局向に走った。 

障子の隙間から煙が出ている程度の小火のようだった。 

 「早くここに、梯子を架けろ」 

 お藤は、後から来た御火の番の女中に命じた。 

 すぐに掛けられた梯子を、お藤は真っ先に上って行き、消口に立ち、お町たちに壊す範囲を命じた。 

「小火だから、あまり大げさに壊すなよ」 

御火の番の女中は、桶に組んできた水を火の手がある所にまき散らしていた。 

半刻ほどで、火は鎮火した。 

お古牟の方のお付きの女中の部屋が燃えたと、おくらが言った。 

お藤は、燃えた場所を丁寧に見て回った。 

「お町ちょっと」 

「棟梁、どうしました」 

「ここが出火元だわ。みて、焦げ方がひどく、煙管の燃え残りがあるよ。」 

おくらとよしも来た。 

「お藤殿、この部屋はお藤殿の手伝いをしているたつとくみの部屋です。ただ、二人とも煙草はやりません」 

「それは間違いありませんか、おくら様」 

「そう言えば、この煙管、どこかで見たことがあるような…？」 

 おくらはよしの顔を見たが、よしは首を横に振った。 

いつの間にか、お久免の方のお付きの女中が来て、お藤たちの話を側で聞いていた。 

「おくら、お前の配下の女中の部屋から出火したようだが」 

検分のために、御火の番の上位の御広座敷役を伴ってきた中年寄がおくらに声をかけた。 

「申し訳ありません」 

「このことは、もう御内証様に連絡したのかえ」 

「まだご存じないと思います」 

「早く知らせてきなされ」 

 おくらは中年寄に頭を下げて、小走りに去った。 

 お藤は、中年寄に出火原因が煙草の不始末と推測されるそして、部屋の住人が煙草は吸わないことについ

て説明した。 
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「お藤とやら。たつやくみの不始末でないとすると、他の誰かが勝手に部屋に入ってきて、・・・。そんなことあろ

うはずがない」 

 

 出火が誰による者か分からないまま、日は過ぎた。 

お藤たちは大奥の部屋普請に明け暮れていた。 

ある日。 

「お仙、お前この棚いじったかい」 

「いえ、そんなことしませんよ」 

「お町たちを呼んできてくれない」 

「はい」 

「お前たち、変わったことはないかい。あたしの造った棚が外されているんだ」 

「下地板がなくなっています」 

 お町が答えた。それに続いて、お蔦たちも材料が少なくなっているようなことを言った。 

お藤は、よしのところに行って、この状況を話した。 

「お藤さん、もしかして、お久免の方一派の嫌がらせですよ。最近私たちにも被害が出ています。分りました、お

くら様に夜の警備を強めるよう頼んでみます」 

「材料がなくなってしまっては、完成が遅れてしまいます」 

「お藤さん、それは困ります。私の一存ではいいですよとは言えません。おくら様を呼んできますわ」 

よしがおくらを連れてきた。 

「お藤殿、話はよしから聞きました。なんとか、予定通りに竣工させていただけませんか、お願いします」おくらは

深々と頭を下げた。 

おくらの話では、お古牟の方が早く普請された部屋の入らないと、今の状況では分が悪く側室の筆頭の座を

お久免の方に奪われかねないと心配してのことだった。 

 

お藤は夕餉を食べた後、お藤は吉五郎とおくみに今日の大奥での出来事を話した。 

「おとつあん、違い棚の棚板やほかの材料が少し無くなったのよ。今度部屋に入る側室のお古牟の方に対抗す

る側室お久免の方の女中たちが、普請の邪魔をしているとお付きの女中が言ってるの。それに負けないために、

予定通り普請を完成させてくれと頼まれたんだけど」 

「大奥の権力闘争か、お藤、淡々と仕事を進めて、それには触れないことだな。今晩中に、無くなった部材の詳

細を書き上げておいてくれ。俺が明日、職人に手配をしてあげよう。心配するな」 

「お藤も大変ね。火事騒ぎがあったり、いじわるされたりで」 

 おくみは心配であった。 

一方、吉宗の命で大奥に勤務している伊賀者が、長局向の小火の原因について調べていた。伊賀者の調べ

たことについては、逐次吉宗に報告されており、この段階においては、 

小火の原因は、お久免の方の中年寄の配下の御使番による火付によるものと思われていた。 

 

三月に入った。、吉宗はお久免の方及び付け人数名を桜田御用屋敷に引っ越させた。 

また、お久免の方に関係した二百名あまりの奥女中を、大奥より追放した。吉宗は、この事件を大奥改革と

しても利用した。大岡忠相らに、大奥の表政治への関与の禁止、文通相手の制限、贅沢華美の厳禁等の大奥

法度他のほうを作らせた。 
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また優秀な人材を登用して、幕府立て直しのために、財政の立て直しと士風の振興を重点とし、官僚機構の

整備を計った改革を進めた。 

官僚機構の整備として最初に行なったのは、側用人制度の廃止であった。側用人政治をやめ、譜代門閥層

から老中を選んで、老中の権威と地位の復活を計った。 

家格を尊重する職制は、無能力者を高位につける幣があり、綱吉以来これを大幅に修正した。しかし、家格

を重んじた吉宗は、その枠内で人材登用の目的を達するため、足高の制を採用した。これは五千石以下の有

能者が家格より高い地位についたとき在職間のみ石高を増すもので、代官などの実務の練達を要するものに

適用された。 

経済政策としては、米を主にして新田開発による増収。また、災害や飢饉のために幕府の支出がかさみ、旗

本への禄米も不足する事態に陥ったため、旗本・後家人の救済策として、大名から一万石につき百石を上納さ

せる制度を実施した。これを上げ米の制といった。 

 一方、年貢は検見法による徴収がなされていたが、実際的ではあっても事務上煩雑で農事の実情にあわず、

役人の収賄も行なわれるなど、弊害が多かった。そこで数年間の租率を平均して一定の税率をきめた定免法

に改め、豊凶による収入の変動を防ぐとともに、その方法が事務上簡単であるからとして、税率をこれまでの四

公六民から五公五民に引き上げた。 

 庶民の声を聴くために、目安箱を設置。有名なものには、町医者が江戸の貧民の窮状を訴えて施療院を建て

させる進言をし、吉宗が町奉行大岡忠相に検討させて、小石川養生所の設置の実現がある。 

 

お藤たちは、お久免の方たちが追放されたことも知らずに、普請の完成を目指して、朝から晩まで、鋸や金

槌を持って働き詰めた。 

奥女中たちは何事もなかったかのように、御座の間と御休息の間に十二段のきらびやかな雛人形を飾り、い

ろいろな供物を供えた。 

十二段の周りには、諸大名、商人から様々な贈答の品々が置かれていた。 

お藤たちは仕事が終わった後、その部屋へよしに案内された。その中でも御三家からの献上品に目を見張っ

た。黄金の釜やら、銀の臺どれもお藤は見たことのないものばかりであった。 

（さすが御三家！） 

お町たちも釘付けになっていた。 

「お藤さん、来月なんですけど」と、よしが声をかけてきた。 

「はい、何か」 

「ここのお庭で五十三次が行われるのですが、来ていただけませんか？」 

「えっ、五十三次ですって？」 

「はい、ここの庭で東海道五十三次の宿場を見立てて、それぞれの名物を売るお店を開くのです。それぞれの

大名の姫君様たちも来られて、いろいろ買われていきます」 

「へえ、おもしろそう」 

 お町が言った。 

予定の三月末の日。お藤たちは、朝から出来上がった部屋を検査した。 

 「お町、この柱、汚れてるよ」 

 お藤は柱の汚れを指摘した。 

「すぐ、拭きます」 

「お蔦、ここの壁ちょっと斑があるよ。塗りなおしなさい。お仙も手伝ってやりな」 
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「はい、棟梁」 

「承知しました」 

午前中、お藤たちは細かいところを補修して、すべて出来上がった。 

「よしさん、完成よ」 

「お藤さんたち、ご苦労様でした。おくら様に連絡してきます」 

よしは、おくらだけでなくお古牟の方たちも連れてきた。 

皆、じっくりとそれぞれの部屋を半刻ほど見て回った。 

出来の素晴らしさに、お古牟の方は驚いた。 

「お藤殿、ご苦労でありました。礼を申します」 

 

お藤は、いつものように吉五郎の手伝いに戻った。四月の十日の朝、五ツ。 

「お藤殿」玄関先でお藤を呼ぶ声がした。 

「お藤、誰かきたぞ」 

吉五郎が箸をおいて言った。朝から雨が降っていたので、朝餉は遅く取っていた。 

「あい」 

お藤は小走りで部屋を出て行った。 

「よし様ではありませんか、どうされたのですか」 

「この間お話した五十三次のお誘い状をお持ちしました。御新造様と是非来られてください」 

よしはお藤に誘い状を手渡し、すぐに次の所に行くのでと言って、出て行った。 

「おっかさん、大奥の女中さんが五十三次の誘い状を持ってきてくれたよ。おっかさんもどうぞって」 

「えっ、いいの。嬉しい！」 

「おくみ、楽しみだな」 

 吉五郎も嬉しそうだった。 

「あんた、じゃその日は頼みますよ」 

「そうそう、おっかさん。大奥ではもっと驚くことがあるんですって。」 

「なんだ、それは」 

 吉五郎が割って入った。 

「おとっつあん、やだあ」 

「お藤何よ。早く言いなさい」 

 おくみが急かせた。 

「新参舞と言われているらしいんだけど、年越しの夜、御膳所の上段東の板の間で、新参の御次が裸踊りをす

るのが恒例らしいの。よく恥ずかしくないわね」 

「やあねえ」 

 

大奥での五十三次の催しの朝。やや風が強いが、江戸は、雲一つない青空であった。 

お藤とおくみは、いつもより半刻ほど早く起きて、朝餉の支度をし、吉五郎たちと朝餉を早くすませた。 

「おお、今日は二人とも見違えるような別嬪になったな」 

「あら、冗談が上手ね」 

 おくみは満更でもなさそうだった。 

「お藤、早くいい人ができるといいんだがな」 
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「おとっつあん、そのうち出来るわよ。あてにしないで待っていてね」 

「お藤、そろそろ行くわよ」 

 二人とも髪を整え、外出用の小袖を着て、家を出ていった。 

 途中でお町、お蔦、お清、そしてお千とその親たちと一緒になった。 

城郭に入ってからは、お誘い状を見せるだけで、それぞれの門番は、低頭して二人を通してくれた。 

一刻ほどで、大奥の七つ口に着いた。 

「お藤殿、御新造様、また皆様、よく来ていただきました。五十三次の場所のご案内いたします」 

 待っていた奥女中のおくらが、お藤たちを御座の間の前の庭に案内した。 

 おくみは、おくらの洗練された髪型や小袖に目を見張った。また、庭までの廊下の作りの立派さに溜息が出る

ほどであった。 

そして、庭に出た。皆、出店の多さに息をのんだ。 庭の池に日本橋と書かれた立札のそばには、橋が架か

っていた。 

 そこを起点としたかのように、趣向を凝らした出店が二間ほどの間隔を空けて遠くの方まで並んでいた。 

出店には、宿場の名前や店の名前が書かれた幟や旗などが、風にはためいていた。 

それぞれの店の前には、着飾った大名の姫君たちや、奥女中の者たちが話しかけたり、笑ったりして楽しそ

うに群がっていた。 

「お藤、あたしゃ、まずは大師様のだるまを買ってくるよ」 

「あたいは、京の出店までぶらぶらあるいているわ」 

風が一段と強く吹き始めた時、火事を知らせる定火消の太鼓の音が出店を揺らすほどに鳴り響いた。姫たち

は皆声を上げて怖がるばかりであった。 

そして、大名火消の拍子木の音と伴に、半鐘が鳴りはじめた。 

お藤のそばに、おくみが走ってきた。 

「お藤、早く行かなくちゃ」 

「あいよ、早く帰ろう」 

お藤は女中のおくらたちを探した。 

「棟梁」 

お町たちが駆け寄ってきた。 

「お町、あたいとおっかさんは、帰るから。後は皆を頼むわよ」 

「あい、棟梁、分かったわ」 

 お藤がよしを見つけた。 

「よし様、火事です、あたいは帰ります」 

「お藤さんは、火消の組頭だったわね」 

 おくらが来た。 

「お藤殿、細川越中守様の上屋敷が炎上しているとのことです。早くお二人、こちらに」 

「お藤殿は、馬に乗れますか？」 

「乗れません」 

「分かりました」 

七つ口そばにある伊賀者の部屋に案内された。 

「辰之助殿、お藤殿を竪大工町の自身番まで早馬で連れて行ってくれませんか」 

「承知いたしました。おくら様」 
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「御新造様には、駕籠を用意いたしますので、お待ちください」 

 

編み笠をかぶった辰之助が馬に乗って外に現れた。 

「お藤殿、こちらへ」 

馬のそばに来たお藤に手を貸し、馬の背に引き上げた。 

「お藤殿、しっかり掴まって下され」 

「はい」 

「とー」 

辰之助の声とともに、馬は走りだした。 

馬は辰之助の捌き通りに走った。 

竪大工町に近づくにつれて、空に火炎が高々と立ち上ってゴーという音が聞こえてきた。 

「お藤殿、大火事のようです」 

「はい、早く消しに行かなければ」 

  

 道は、大八車に荷を積んで逃げるものや、泣きわめいて立ちすくんでいる子供の手を取って逃げようとする

親たち、肩に荷をしょって走っている男たちで埋め尽くされていた。 

「火消だ、道を開けろ」と怒鳴りながら、辰之助は馬を自在に操って走った。 

四半刻ほどで、自身番に到着した。 

「お藤殿、ここでよろしいか」 

「辰之助様、ありがとうございました」 

「早く着替えてきなされ」 

 風向きが、こちらに向かってきた。 

お藤は自身番に入った。そこでは、火消装束に多くの者たちが着替えていた。 

「組頭、これは大きな火事です」 

 よ組の職人が心配そうに言った。お藤は女専用の小部屋に入って、着替えた。そして、鳶口を持って、自身番

を出た。 

そこには、まだ辰之助が馬に乗って待っていた。 

「お藤殿、早く、乗りなさい」 

お藤がいつもの集合場所の空き地へ、辰之助を指示した。 

 もう既に、よ組の連中は半分ほどだが、続々と集まってきていた。 

定火消の百雷のごとく響き渡る太鼓、大名火消の打木の音が鳴り響き、そして、半鐘の音が二連打から五連

打に変わった。 

 二人は馬を降りた。 

「辰之助様、火がこちらにも近づいてきているようです」 

「お藤殿、それがしも協力いたすように命じられていますので、何なりとお申し付け下され」 

「よ組の頭取に会わせます」 

 お藤は、辰之助を纏のそばにいる吉五郎のところへ連れて行った。 

「辰之助様、これは付け火のようだ。何とか下手人を捕えなければ、府内は火の海にされてしまいます。しばら

くすると、町奉行所の与力と同心たちが来ますので、その命に従っていただきたい」 

「承知致した」 
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