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大江戸慕情  

 

 

 

 

三 

いつ間に、蝉の声は蜩（ひぐらし）に代わっていた。蔵の普請の準備は順調に進んでいた。 

夕餉では、明日から白木屋の普請が始まると皆、はりきっていた。食べ終わった吉五郎は、明日に備え早く

寝るよう皆に伝えた。 

お藤も、早く床に入った。 

寝入った頃、静かな夜の帳を破って、半鐘の音がけたたましく鳴った。 

お藤は、飛び起き、三方の戸を開け遠くを見た。 

吉五郎も、部屋の戸を開け、空を見ていた。 

「あんた、どうしたの」 

おくみが、寝惚け声で言った。 

「火事だ。筋違い門の方角だ」 

「筋違い門の近くには、青山様と土井様のお屋敷がありますけど」 

おくみも吉五郎のそばに行って空を見た。東の空は赤々と染まっていた。 

「おとっつあん、筋違い門近くから火が出たようよ」 

お藤が、部屋に入って来た。 

「板木や太鼓の音は聞いたか」 

「聞いていないわ」 

しばらくして、「親方！」と息を切らしながら、吉助が庭にやってきた。 

「分かった。皆に準備させろ」 
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吉助は、弟子たちを集めに出て行った。 

おくみが、吉五郎の肩越しに火花を打ちかけ、いつものように切り火で送り出した。 

「行くぞ、お藤」 

「おっかさん、いってくるわ」 

お藤は吉五郎に続いて、家を出て走った。 

 四半刻ほど経って、広場に皆集まった。 

「みんな、場所は筋違い門の方だ。板木や太鼓が聞こえてこねえからお大名の屋敷ではないと思うが、もし大

名火消がいたら手を出すんじゃねえぞ。喧嘩はご法度だ、分かったな。出動だ」 

神田須田町の油問屋が燃えていた。もう既に、青山下野守の屋敷から大名火消が出て、火口に纏が舞って

いた。 

風向きが青山の屋敷の方に向いているため、油問屋から青山の屋敷までの家々を火消したちは壊してい

た。  

須田町の町火消の連中は、廻りの家々を壊していた。 

「どいた、どいた」 

吉助は纏を振りながら、燃えている油問屋に近づいた。 

「吉助、もう青山様の火消が来てらあ。ちょっと様子を見よう」 

「どけじゃまだ」 

大名火消の侍の一人が吉五郎を押した。吉五郎は倒れた。 

「あんた何すんのよ。こちとら、大工町の火消よ。あやまんな」 

そばにいたお藤が、侍の腕をつかんだ。 

「無礼者、女、何をする」 

「何が無礼者よ、悪いのはあんたよ」 

侍は刀の柄に手を掛けた。 

お藤は鳶口を構え、吉助も纏を置き、近くにいた屋根職人の隆二から鳶口を取った。 

その時、鍋町の方から半鐘が鳴った。釘や打物の問屋から火が出たと叫び声がした。 

「お藤、吉助、鍋町へ行くぞ」 

「へい、親方」 

「みんな、鍋町だ、早くしろ」 

いつの間にか、侍はいなくなっていた。 

鍋町の問屋は駒草屋との取引のある鍵屋であった。鍵屋の主人の虎助は、炎を上げている店を茫然と見て

いた。 

「鍵屋さん」 

後ろから吉五郎が肩を叩いた。 

「ああ、駒草屋さん」 

「気をしっかり持って下さいよ」 

「吉五郎さんか・・・」 

「吉助！早く纏を立てに行け」 

「へい。朝太、梯子を掛けろ」 

「お藤、お前も鳶口を持って屋根に上がれ」 

「おとっつあん、分かった」 
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お藤に続いて、数人の職人が屋根に上がった。 

屋根の上で、吉助は纏を振り続けながら、お藤に隣の家を早く壊すように大声で言った。 

「分かったわ。浜吉たちも来て」 

お藤は、身も軽く隣の家に飛び移った。そして、お藤達はまず、屋根を剥がし始めた。 

「ぶっ壊せ、早くぶっ壊せ」浜吉たちは、大声をあげて剥がした屋根板を下に落とした。 

「早く、片づけちめえ。早くしろ」 

下では、吉五郎が職人たちに大声を張り上げていた。 

「駒草屋さん、火付盗賊に金を盗まれました」 

いつの間にか、そばに来た鍵屋の虎助が震えて言った。 

「やっぱりそうか」 

「おとっつあん～、隣の家もぶっ壊して。早くしないと移っちゃうよ」 

お藤が屋根の上から怒鳴った。 

「お藤、分かった」 

吉五郎は手すきの鳶に、早く屋根に上がるよう命じた。 

 

「駒草屋さん、ご苦労さんです」 

須田町の頭が職人を連れて応援に来た。 

「須田町の、傘屋の家を壊してくんねえか」 

「分かった。おーい、みんな傘屋をぶっ壊せ。持ってきた水もぶっかけろ」 

同心の佐々木和之進が岡引の時助達を連れてやってきた。今夜は、手下が多く皆手に御用提灯を持ってい

た。 

佐々木が吉五郎のところへやってきた。 

「吉五郎、付け火だ」 

「佐々木様、やっぱり火付強盗ですかい？」 

「油問屋や鍵屋からなん千両も盗まれた」 

「さっき、遠くから変な男が火事を見ていたわ」 

顔を真っ黒にしたお藤が、佐々木に言った。 

「お藤、どんな男か分かるか」 

「屋根の上からだったけど、あらかたは分かるわ」 

「自身番に来てくれねえか、似顔絵を描かせる」 

「お藤、しっかり説めえして来い」 

 佐々木は、お藤を伴って火事場から離れた。 

半刻ほどで、鍋町の火事は、鎮火した。 

道は暗く、小者の提灯がただその周りを明るくしているだけで、お藤は目を皿のようにして直下の下を見なが

らついて行った。 

自身番が見えた。自身番の屋根の上の半鐘がつるしてある物見台には、未だ人影が見えた。鎮火したとは

いえ、未だ見張りを続けていた。 

「だれかいるか？」佐々木の後に続き、お藤も中に入った。 

「ご苦労様です」 

 大家が返事をした。 
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自身番の間取りは、間口が二間、奥行きは三間ほどであった。大家以外に、番人そして店番の三人が詰め

ていた。 

「じゃまするぜ」 

佐々木は大家たちに声をかけて、座敷に上がった。お藤は、軽い挨拶をして、畳に座った。 

しばらくして、佐々木の小者の一人、勇太郎が絵師を伴って入ってきた。 

「佐々木様、絵師の英一蝶さんです」 

「一蝶さん、お藤さんから聞いて、似顔絵うまく描いてくれ」 

「駒草屋のお藤です」 

お藤は挨拶もそこそこに、続けざまの一蝶の問いかけに答えた。 

半刻ほど経ち、一蝶が筆を置いた。 

「佐々木様、出来ました」 

「見たことが無い顔だ」 

「この辺では、見ない顔だな」 

大家たちものぞきながら言った。 

「お藤、ご苦労であった」 

佐々木がお藤に言った時、吉五郎と吉助が入ってきた。 

「吉五郎、ちょうど終わったところだ」 

似顔絵を見せながら言った。 

岡っ引きの時助が手下を連れて入ってきた。 

「お藤ちゃん、ご苦労さん」 

時助は労いの言葉を掛けた。 

「では、佐々木様、手前どもはこれで」 

吉五郎は、腰を曲げた。 

「おう、ご苦労であった。また何かあったら頼むぞ」 

 

白木屋の蔵の改修普請は、順調に進んだ。屋根の母屋や壁の間柱の補強工事も終わりかけの十月初めの

夕暮れ時。 

吉五郎たちは、仕事を終え、片づけをしていた時、お藤が、泣きそうな顔で、そばにやってきた。 

「おとっつあん、瓦の段取りがつかないのよ」 

「なに、日本橋の阿久根屋さんにもうとっくに頼んでいたんだろう」 

「ええ、先月お願いしたんだけれど、ちっとも持って来ないので今日催促に行ったの。そうしたら、阿久根屋さん

は申しわけない一点張りで埒があかないの」 

屋根職人の隆二がそばに来た。 

「親方、最近、池田屋さんが瓦を抑えているとの噂です」 

「おいらたちへの嫌がらせか？」 

「たぶんそうでしょう」 

吉助が言った。 

「困ったな。隆二、いつまでに瓦を入れないと工期が遅れるんだ」 

「親方、遅くとも今月中に入らないと十一月末の竣功には間に合いません」 

「後、二十日ちょっとか。隆二なんとか手に入らんか？」 
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「仲間の問屋に聞いてみます」 

翌日、隆二は吉五郎に池田屋があらゆる瓦問屋を抑えてしまって、まったく瓦が手に入らないと言ってきた。 

「親方、無理して入れてもらえるところが一軒あるんですが、足元を見て高く吹っ掛けてきました。その値じゃ、

採算が取れません」 

お藤と吉助を呼んで、隆二の話を聞かせた。二人とも、黙り込んだ。 

 吉助は、悔しさのあまり、両拳を強く握っていた。 

 お藤は、吉助の気持ちがよくわかった。 

「おとっつあん。あたし、三河に行って、瓦職人に頼んで来るわ」 

「そうだな、三州瓦の製造元に頼むしかないな。それもうまくいくかどうかは分からんが」 

「お嬢さんにお願いしましょう」 

吉助は、申し訳なさそうに言った。 

「親方、お嬢さんのお供に、浜吉を行かせましょう。あいつは、瓦についてよく知っているし、何と言っても馬鹿

力があります。御嬢さんの護衛にうってつけです！」 

隆二が、吉五郎に言った。 

「分かった。お藤、浜吉と一緒に行け」 

「おとっつあん、明日朝、七ツ刻に発つわ」 

「そうだな。吉助、浜吉にそう伝えに言って来てくれ」 

 吉助は、はいと返事をして、部屋を出て行った。 

 吉五郎は、お藤に待っていろと言って部屋を出て行った。 

 しばらくして、吉五郎がどってきた。 

「お藤、お前が頼みに行く店の名と場所を書いておいた。頼んだぞ」 

 お藤は、一睡もせずに朝を迎えた。 

 

四 

吉五郎たちに見送られて、暁七ツ、お藤は、屋根職人の隆二の弟子、浜吉を伴って神田を発った。三河の国

刈谷まで、七泊八日の旅であった。 

お藤は網代笠をかぶり、脚絆、手甲をつけ、杖代わりの棒、荷物の着替え、足袋、頭巾、枕、油紙雨具、薬

籠、手燭、たたみ提灯、矢立そして火打道具等を小物籠二つに分け肩から前後に両掛けした。お藤は、若旦那

の見立てである。 

浜吉は道中脇差を帯に差していた。 

半刻（「一時間」ほど歩いて、二人は東海道に出た。左手には、茶屋の並び、右手は御殿山が迫っていた。 

「この辺は、昔、三代将軍家光様が沢庵和尚の東海禅寺を訪ねた帰り、和尚が街道近くまで家光様を見送りに

来た時、家光さまが、‘海近くして、東（遠）海寺とは如何’と聞かれたそうで、それに対して和尚が‘大軍を率い

て将（小）軍という如し’と答えたという場所だよ」とお藤が浜吉に歩きながら説明した。 

現在、‘問答河岸’の碑がある。街道脇の品川（ほんせん）寺を通り過ぎ、鈴が森刑場を過ぎ、六郷の渡しで

船に乗り、江戸に別れを告げた。 

四半刻ほどで川崎宿に着いた。澄み切った空に聳え立つ富士を見ながらお藤たちは歩いた。 

保土ヶ谷宿に入り、早速、飯屋に入った。簡単な菜飯を食べて、すぐ店を出、先を急いだ。 

戸塚を過ぎ、今日はちょっと無理をして、藤澤まで行くとお藤は浜吉に言った。 

「お嬢様、藤澤まで大丈夫ですか、まだちょっとありますよ」 
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「浜吉、これからはお嬢様と呼んじゃあ駄目よ」 

「なんてお呼びしたらいいんでしょうか？」 

「そうね、藤吉がいいわ。駒草屋の棟梁の弟子、藤吉」 

「はい、お嬢様。いや、藤吉さん」 

原宿、鉄砲宿と意外に早く過ぎ、藤澤に入った。まだ日暮れにはまだ時間があったので、 

一遍上人が開祖である時宗総本山である藤澤山清浄寺に詣でた。開山忌で、参道はごった返していた。お藤

は、屋台の店を冷やかしながら参道を登っていった。 

本堂に行って、これからの道中の安全と瓦の購入がうまくいくようと二人は、祈願した。 

 石段を下っているとき、急に後ろで浜吉の謝っている声が聞こえたので、お藤は振り返った。 

「貴様、その謝り方は何だ」 

 浜吉が土下座をしていた。 

「お侍さん、こんなにだいの男が土下座して謝っているんだ、もういい加減に許してやんな」 

「お前は誰だ？」 

「ただの江戸の鳶職人だよ」 

「こいつはお前の連れか？」 

「そうだよ」 

「貴様女か？」 

「だから何よ」 

「このあま、いい気になりやがって」 

 侍が抜刀した。 

 取り巻いていたやじ馬たちが輪を広げた。 

「あたしを斬ろうというの。さっさと斬ってもらおうじゃないか」 

 お藤は、屋台の柱の側に座った。 

「このやろう」侍は上段に構えていた長刀をお藤の頭に向かって振り下ろした。 

「あっ」やじ馬たちが誰ともなく、声を上げた。 

「ぎゃー」 

 侍が屋台の中にうつ伏せに倒れた。 

 お藤は、屋台の柱を元に戻し、縄でしっかりと結んだ。 

皆驚いてお藤を見やった。 

「浜吉、行こう」 

「おじょうさん、助かりました。なんてお礼を言っていいか・・・・」 

「棒術と縄術を習っていてよかったわ」 

お藤は、数年前から近くにあった斉藤亦右衛門の道場で、吉五郎を説得して、無辺流棒術と諸賞流別伝縄

術を学んでいた。 

 

半刻（一時間）ほどで、藤澤宿に入ったところにあった旅籠に入った。 

足を灌ぎ終わって、同じ部屋でよろしいですかと女中が聞いた。 

「別の部屋にしてください」と浜吉がすぐに言った。 

「なに言ってんの。同じ部屋でいいわよ」 

 お藤と浜吉は、部屋に案内され、風呂にするか夕餉にするか聞いてきた。 
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「お風呂にするわ」 

お藤は、風呂に入りに行った。四半刻（三十分）ほどで、部屋に戻ってきて、浜吉に風呂に入ってくるように言

った。 

浜吉が風呂からあがった。 

お藤が、手を叩き女中を呼んで食事をたのむと、すぐに料理を運んできた。 

サザエの壺焼き、鯵刺身が出てきた。 

「うまい」浜吉が声を上げた。 

「この鯵は腰越の沖でとれたんです」 

蛤の汁としらす丼を運んできた女が、答えた。そして、生しらすは、江の島のものだと付け足した。 

 二人とも食べ終わると眠くなってきた。 

既に布団が隣の間に二つ敷かれていた。 

「おじょうさん、私はどこで寝たらいいんでしょうか？」 

 お藤は、どこでも寝たらいいんじゃないのと言ってすぐに布団の中に入った。 

 浜吉は、隣に敷かれていた布団を、さっき食事をした場所に引きずって行った。 

お藤は、すでに軽い鼾をかき始めていた。 

浜吉は、お藤の鼾が気になって、なかなか寝付かれなかった。 

 

鰺の干し物と香の物を食べ終えて、宿を出たのは，明け六ツ（六時）であった。心地よい秋風に吹かれながら

歩き続け、馬入川（現在相模川と呼ばれている。）の渡し場で船に乗った。 

鎌倉時代、源頼朝が北条政子の妹の追善のため、馬入の橋の供養をした帰りに義経、行家そして、安徳天

皇の怨霊を見て驚き、落馬した。それが原因で翌年正月に頼朝はこの世を去ったと伝えられていると、船頭が

櫓をこぎながら説明した。 

お藤は、聞き入っていた。 

 

平塚宿の入口につくと、街道に直角に位置するように設置され、土台部は石垣で固め、土盛りされ頂部は竹

矢来で組まれている江戸見附があった。 

 お藤は、浜吉に説明した。 

「見附は本来城下に入る‘城門’をいい、城下に入る人々を監視する見張り場の役目を持っていたんだ。江戸

城では、三十六見附（現在の地名として残っている赤坂見附が有名）もあるよ。宿見附も宿の出入り口を意味

すると同時に、宿を守る防御施設として設置された。宿と宿の距離はこの見附を基準にしてるの」 

「お嬢さんは、物知りですね」 

浜吉は感心した。 

「昔、棟梁と、あっちこっちと材料を求めて旅をしたもんだから、いろいろ見聞きして覚えたの」 

 平塚宿の見附は、規模は長さ二間、巾五尺、高さ一間の大きさで、江戸見附と上方見附の間は十五町（宿場

の範囲は千七百メートルぐらい）ほどである。 

本陣、脇本陣、東西の問屋場、高札場，旅籠、二百軒を越える町並みを歩いた。 

「賑やかですね」 

「大きな宿場ね」 

「いてえ」 

 手拭い被りの女が、浜吉にぶつかった。 
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「ご免なさい」といって、足早に去って行った。 

「浜吉、景色に見とれていないで気を付けて歩きなさいよ」 

 しばらくして、浜吉が、巾着がないと情けない声を出した。 

「さっきぶつかってきた女に盗られたんだ？」 

 浜吉、追いかけるよと、お藤は来た道を走った。 

 

 

しかし、半刻ほど探し回ったが、その女を見つけることができなかった。 

「おじょうさん、すいません」 

「いくら入っていたんだい」 

「二朱ぐらいです」 

「仕方ない、あきらめよう」 

 二人は、重い足取りで、花水橋を渡って、大磯に入った。杉並木を抜け化粧坂を通り過ぎたあたりから、浜吉

が足を気にしだした。浜吉は、何でもないと言って歩き続けた。小磯を過ぎると、茶屋が目に入った。 

「あそこで、一休みしよう」お藤は浜吉に振り返って言った。 

鴫立庵と彫られた石碑の横にある茶店に入った。 

「いらっしゃい」 

老婆が出て来て、お藤たちの注文を聞いて、奥に伝えに行った。そして戻ってきて、「おまえさん達はどこへ

行くだ」と聞いてきた。 

「三河よ」 

大変だと老婆は言って、お藤に西行法師のことを知っているかと聞いた。 

お藤は、知らないと首を横に振った。 

「説明してやるべ」 

浜吉のそばに腰かけて、話し始めた。 

「この近くは昔、西行さんが『心なき身にもあわれは知られけり鴫立沢の秋の夕暮れ』と詠った場所だあ。この

歌、知ってるか？西行、本名佐藤義清（のりきよ）祖先が藤原鎌足という裕福な武士の家系に平安末期生まれ

たそうだ。『新古今和歌集』には最多の歌が入選している有名な歌人だ。あんたらそんなこと知らないのか」 

「すみません」 

「しょうがねえ。ここの庵で孤独な暮らしをしながら、歌を詠んでいたんだ。若い時は、御所の北側を警護する

‘北面の武士‘（一般の武士と違って官位があった）に選ばれ、同僚には彼と同い年の平清盛がいたんだと。清

盛は知ってるべ」 

「おいら知ってるぞ」 

「あんちゃん知ってるか。西行は、武士としても一流だったんだけど、二十二歳の若さで出家したんだ。政争へ

の失望、わが身のもろさ、高貴な女との失恋、そんな世の中やになって、人生の無常を悟り、仏に救済を求め

たんだと。偉い人は偉い人で大変だ」 

「お～い。婆さんできただ」と奥から声がした。 

「はい、はい」と奥へ戻って行った。 

飯が運ばれ、黙々と粟飯と香の物を食べた。半刻過ぎたところ、さあ、そろそろ出発しようかとお藤

は自分を励ますかのように言った。 

百文払って外に出た。 
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 老婆は、気を付けてなと言っていつまでも二人を見送っていた。 

 二里ほど歩いた。 

「もう少しで、小田原よ」お藤は浜吉を励ました。 

お藤は、疲れてきた。 

押切川に架かる橋を渡っている時に、小田原方面から空駕籠がきた。 

「駕籠屋さん」浜吉が、駕籠屋を止めた。 

「おじょうさん、乗って下さい」 

「あんたは」 

「おいらは、大丈夫です」 

一刻ほどで、酒匂川についた。 

 お藤は、輩台、浜吉は、徒歩渡で、川を渡った。二人は、小田原宿まで急いだ。鍋町、万町と過ぎ、旅籠‘清

水’に入った。 

丹沢の山々は、夕日に照らされ緑が橙色に染まり始めかけていた。 

 

清水は、脇本陣だけあって、造りが立派だった。屋根の八棟造りに、お藤と浜吉は驚きながら中に入った。 

「おじょうさん、梁と柱の太さ、すごいですね」 

「あの屋根を支えるには、このぐらいの太さが必要でしょう」 

 女たちが、水を入れた桶を框に腰かけた二人の足元に置いた。 

「箱根までどのくらいあるの？」 

 女が立ち去ろうとした時に、お藤が声をかけた。 

「ここから四里ぐらいだ」 

「じゃ、明日中には、三島宿に入れるね」 

 浜吉が、確認した。 

「そうだね、馬に乗った方がいい。足にまめでもできたら、それどこらじゃないんで」 

「それから、そちらのおじょうさん、箱根の関所は、女に対しては厳しいから気を付けなよ」 

 

お藤は風呂に入り、夕餉を取った。 

そして、すぐに床に就いた。 

 

  二人は、暁五ツ（六時）に宿をでた。朝陽が山々を浮きださせていた。天下の剣の箱根越えであった。二人と

も箱根の山を越えるのは初めてであった。 

「おじょうさん、女中さんが言ってたように馬に乗って行きましょう。今、馬を頼みに行ってきます」 

 しばらくして、馬を引いた馬子を浜吉が連れてきた。 

三枚橋を渡り、湯本を通りやっと、関所に着いた。 

「ここが関所だ」 

「ありがとう」お藤が年配の馬子に一朱を渡した。 

入口に六尺棒をついた足軽が二人立っていた。足軽の一人が顎で二人に面番所（旅人を調べる所）に入る

よう仕向けた。 

足軽が十人ほど並んでおり、物々しい雰囲気だった。女改め姥が来た。 

お藤を手招きで座敷に誘われた。 
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これが女改めか、お藤の胸が高鳴りしてきた。 

着物をすべて脱がされ、女改め姥が、舐めるようにお藤の体を見た。 

 

「もういい加減にしなよ！」 

お藤は怒り出した。そして、さっさと勝手に着物を身に着けた。 

「あんた、ここじゃ勝手は許されないよ」女改めは、その場を去って、すぐ関所役人を連れてきた。 

 

「この女です」 

役人は、お藤の顔をまんじりと見た。 

「おまえの名は？」 

手形に書かれていることに間違いがないかどうかしつこく聞いて来た。半刻が過ぎた。お藤はいい加減に疲

れてきた。それを見て、女改め姥が、お藤に耳打ちをした。 

「いい加減にしな、なぜあんたたちにお金を払わないといけないの」 

 お藤が大声で怒鳴った。その声の大きさに驚いたのか、数人の足軽たちが飛んでやって来た。 

「何でもない、戻れ」顔を真っ赤にした役人が怒鳴り、お藤に向かって言った。 

「娘、行け」 

 

浜吉は関所役人に一つ、二つ問われただけだったので、関所外で長い間、お藤を待ち続けていた。 

お藤はこんな屈辱を受けたのは初めてで、カリカリしていた。 

「ちくしょう、浜吉、どこかで飯を食おう」 

「お嬢さん、あそこに菜茶飯屋があります」 

店に入って腰かけ、お藤はすぐに酒を頼んだ。 

「お嬢さん、何かあったんですか」 

「何だ彼奴らは。嫌がらせしやがって」 

お藤が、酒を外で飲むのは珍しい。いつの間にか、二合徳利、二本を空にしていた。 

「お嬢さん、何か食べましょうよ」浜吉は一滴も飲んでいなかった。 

「菜飯」 

「菜飯二つ！」 

しばらくして、娘が菜飯と香の物を運んできた。 

「お酒強いんですね」お藤に言った。 

「女改めって、ひどいのがいるな」 

「小田原から来ているのが、嫌がらせしてお金をせびるんですよ。小遣い稼ぎなんです」 

娘は、さびしそうに言った。 

「そうなの」 

「困ったものです。おじょうさんもやられたんですか？」 

 お藤は一部始終を娘に話した。 

「すごいですね、皆払ってしまいますよ」娘は驚いた。 

「浜吉、箱根神社によって行こう」 

第一鳥居、第二鳥居、さらに進むと第三鳥居に。うす暗い杉木立の中を歩き、そして参道階段を上る

と、広い境内に出た。左手に社務所や神楽殿があり、正面に神門、その先に大きな社殿が立っている。 
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 社殿に行き、お藤はまた今後のことがうまくいくようにと祈願した。 

箱根神社を出た時、風体の悪い男二人と浪人と思われる侍三人が、お藤たちの前に立ちはだかった。 

その中の一番背の低い男が、浜吉の前に体をゆすりながら、来た。 

「おい、お前たち命がほしかったら、有り金全部渡せ」 

「お前たちは盗賊か？」 

「何をぬかす、とっとと、はやくだせ」 

男は懐に手を入れ、匕首を見せた。 

「そんなもので俺らを脅せるとでも思っているのけえ」 

「おい、やっちまえ」 

浪人が男に言った。 

「あんたたち、前からあたしたちを狙っていたね」 

「生意気な女、痛い目に合わせてやる」 

もう一人の男がお藤に向かって匕首を抜き迫ってきた。 

「女だと思って、馬鹿にすんじゃないわよ」 

お藤は杖で、目にもとまらぬ早さで匕首を持った男の手首を打った。 

「いてえ、こんちくしょう」 

道中ざしを抜いた浜吉に対峙していた浪人が、お藤に向かった。 

「こしゃくな女め」 

浪人は柄に手をかけ鯉口を切り、刀を抜いた。 

「おじょうさん」 

「浜吉、うしろにおまわり」 

「ちょっと待て」 

お藤の前に、編み笠を被った六尺ほどの背の武士が割って入った。 

「娘さん、仔細わからぬが、助勢致そう」 

 浪人は、一歩引き下がった。 

「おぬし等は、追剥か。某が相手をする。来い」 

 武士は、身構えた。 

（隙がない） 

 浪人は、息を吐かずに後ろずりで三間ほど間を開け中段から上段に構えなおした。 

「やるのか」 

 武士は、腰を沈め柄に手を掛けた。浪人が武士に走りこんだ瞬間、持っていた刀が地面に叩きつけられた。 

「覚えていろ」 

捨て台詞を吐いて、足早に去っていった。 

「怪我はござらんか」 

「はい、ありがとうございました」 

「よかった」 

「お武家さんは、どちらのかたですか」 

「丹波亀山藩のものでござる」 

お藤は名を聞いたが、それには答えずに、もう既に関所の方に向かって歩き始めていた。 
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箱根の山を下り、黄瀬川を渡った。右手に潮音寺の入り口が見えた。 

「浜吉。潮音寺は、臨済宗妙心寺派で、本尊の聖観世音は、恵心僧都の作といわれているの。小野政氏という

長者が子に恵まれないためこの観世音に祈ったところ一女に恵まれたそうよ。その子の名を亀鶴と言い美しい

子のようで、父親と母親に早く死なれ、それを悲しみ、十八才の時、藍壺に身を投げて死んだというの。また一

説には、源頼朝が富士の巻狩の際、招こうとしたが、遊女亀鶴は応じないで入水したと伝えられているのよ」 

沼津宿に着いた。どの宿も混んでいた。 

「ここにしましょ」お藤がささっと大きい宿に入って行った。 

「いらっしゃい、大部屋の相部屋しか空いていません。素泊まりになりますが」 

「おじょうさん、どうします？」 

「仕方ないわ」 

 大部屋に入ると、数人の男女が一斉にお藤たちを見た。 

「お二人さんをよろしくお願いします」 

 案内の女は、頭を下げて出て行った。 

 お藤と浜吉は、皆に挨拶をして、荷を解いた。 

 半刻ほどして、皆は床に就いた。 

箱根の一件で、浜吉は自分のふがいなさに情けなく、お藤は亀山藩の侍を何回も思い出して、二人はなか

なか寝付かれなかった。。 

 

翌日、七ツに二人は宿を後にした。澄み切った空に砂金をまぶしたように星が輝いていた。 

「浜吉、昨日の助けてくれたお武家さん、丹波亀山藩って、言ってたわね」 

「はい、確かにそう言われました」 

「じゃ、筋違い門の近くにあるお屋敷の青山忠重様の御家来よ、きっと」 

 足取り軽く、お藤が言った。 

「あの青山下野守様ですか」 

 あくびをしながら浜吉が答えた。 

興津を過ぎると右に清見寺がせまって見えてきた。 

 お藤は、しばらく山門に見いってしまった。浜吉は山門をくぐると、 

「すごい、おじょうさん、いつかこのような建物をいつか造りたいですね！」 

「そうね、精進しなくちゃね」 

山門だけでなく、仏殿、大方丈そして、鐘楼も歴史を刻んできた風情のある建物であった。 

本堂で手を合わせ終わると、僧侶が声をかけてきた。 

「江戸から来なされたかな」 

「はい。立派なお寺ですね」 

 二人は裏に案内された。枯山水の庭園があった。 

 小坊主が、茶を運んできた。 

「この寺は、千三百年程前の白鳳年間、天武天皇の頃に、東北の蝦夷に備えてこの地に関所が設けられ、清

見関（きよみがせき）と呼ばれていました。そして、その近くに、関所の鎮護として仏堂が建立されたのが、この

寺の始めです。足利尊氏は、深くこの寺を崇敬し、清見寺山頂に利生塔を建立して戦死者の霊を慰め、天下大

平を祈ったのです。 家康公は、幼少時今川氏の人質として駿府に在りし頃、先々代の住職より教育を受けら

れたとのことです。では、ごゆっくり」 
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 と言って、住職は、縁を後にした。 

半刻ほど二人は、ただ庭を見続けていた。 

 

住職に見送られ、清見寺を後にした。五日目の宿泊地、江尻の宿に、陽が傾き始めた頃に入った。 

二人とも言葉数が少なくなっていた。お藤は、最初に声をかけてきた女の旅籠に決め、風呂と夕餉を早く済

まし、五ツに床に入って寝入った。 

厚い雲に覆われた朝を迎えた。六ツ半（七時）に宿を出た。しばらくすると、雲を突くようにそびえ立つ駿府城

が見えてきた。 

「どっしりとしたお城ですね」 

「家康様の隠居したお城だからね」 

鞠子宿に入った。 

「降ってきましたね」 

「雨宿りかねて、ここで昼飯にしましょ」 

お藤たちは、間口が二間ほどの一膳飯屋に入った。 

「いらっしゃい」 

威勢の良い声で、女が迎えた。店の中は、薄暗い。奥に一人、酒を飲んでいる客がいた。 

お藤と浜吉は上り框に腰を下ろした。 

「疲れましたね」 

「お腹すいたわ」 

お藤が何を頼もうかと思案していた時に、先ほどの女が白湯を運んできた。 

「鞠子は、とろろ汁が名物だ。お客さんたちいかがですか」 

お藤達は、とろろ汁と麦飯を頼んだ。 

 二人ともおいしい美味しいと言って、ほおばった。 

雨は、いつの間にか本降りになっていた。 

「お客さん、江戸から来たのか」 

女が、白湯をつぎながら話しかけてきた。しばらく、お藤と女は話に夢中になった。 

 

「おーい、酒だ」 

奥の客が怒鳴り声にやっと、女が気づいた。 

「はーい」 

すぐに客のところに行って、頭を下げた。 

「お客さん、すみません。すぐに持ってきます」 

「何度呼ばなきゃいけねえんだ」 

 女は、勝手場にもどって、酒を運んできた。 

「お待たせしました」 

 女は、いっぱいだけ酌をすると言って、ちろろを持って男の盃に酒を注いだ。 

 男は盃を一気に空けた。 

「おい、お前も一杯飲めや」 

「あたしは結構です」 

「一杯ぐらいいいだろうが」 
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 女が、手を振って男から離れようとした。 

「ちょっと待て」 

 男が女の手首を掴んで引き戻そうとした。 

「やめて」 

 お藤が、席を立って女の側に来て言った。 

「おにいさん、娘さんがやだと言っているんだ。いい加減にしたら」 

「ねえちゃん、いい度胸しているじゃねえか。おめえ、おれをだれだと思ってるんだ」 

「・・・・・・・」 

「この街道では、名の知れた山吹一家の徳次郎っていうんだ」 

 お藤は、袂を掴んだ浜吉の手を振り切って言った。 

「山吹一家の舎弟さんは、娘さんがいやだって言っているのも聞かずに、お酒を飲ませるのかい」 

「うるせえ、つべこべ言うな。女だと思って甘く見てやっているのに、もう我慢ならねえ。外へ出ろ」 

 

 男が、お藤の手首を掴んだ。 

「なにすんのよ」 

「待てよ」 

 浜吉が割って入った。 

「おめえ、やるきか」 

 男が、浜吉の襟を掴んで引き寄せた。 

「浜吉、投げ飛ばしておしまい」 

 浜吉は、男に引き寄せられた。 

どすん～ 

「なりはでけえが、大したことねえ奴だ。今度はおめえの番だ」 

（棒がない・・・） 

 男が、お藤の手を掴んだ。 

「おじょうさん」倒れていた浜吉が男の右足にしがみついた。 

「ふざけやがって。この野郎、また痛い目にあいたいのか」 

 男は、お藤の手を放し浜吉の頭を殴りつけた。 

 お藤が、男の後ろから飛びかかった。 

「このあま！」 

 男は自ら倒れ、転がりお藤と浜吉を振り払って立ち上がった。 

「おめえら」男が懐から匕首をだした。 

その時、戸が開いた。 

「おみつ、帰ったぞ」 

 背丈は五尺ほどだが、白髪な老人が、重そうに背に篭を背負って、杖をついて入って来た。 

「お爺ちゃん～」 

娘が、入って来た男に抱きついた。 

「どうした」 

「おめえがここの主か。娘とこの客が俺を侮辱したからおとしまえをつけてやるところなんだ」 

「おみつさんが嫌がっているのに無理やりお酒を飲まさせようとしたの」 
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「そうか。にいさん、この子には、店では酒は飲むなと言ってあるんだ。許してくんねえか、この方たちは大事な

客だ。物騒なものはしまっておくれ」 

 老人は頭を下げた。 

「冗談じゃねえ、この徳次郎さまの顔をつぶしたんだ、二人とも許せねえ」 

「にいさん、これで勘弁してくれ」 

 主人が、一朱金を渡そうとすると 

「何だ、こんなはした金」 

男は、老人の手を振り払った。 

「お金を何だと思っているんだ。出て行ってくれ」 

「うるせえ」 

 男は、匕首刃を抜こうとした時、。 

（びしっ） 

 老人の杖が、男の手首を打った。匕首が土間に落ちた。 

「いてえ」 

 男は一瞬ひるんだが、すぐに老人に飛びかかった。 

「ぎゃー」 

 股間を蹴られた男は、土間に座り込んだ。 

「この辺じゃ新顔だね」 

「いてえ」 

「だからなんだ・・」 

「これでもか」男の両手を取って、背に回し上に挙げた。 

「いてえ、分かった。離してくれ」 

「徳次郎さんとやら、山吹組の親分さんに辰三がよろしくと言っていたと伝えておくれ」 

 老人は男の手を離した。 

「おぼえてろ」男は、水たまりを蹴散らしながら、逃げて行った。 

「お客さん、不快な思いさせて、申し訳なかったな」 

「はっ、いいえ」 

「新参者だな」 

 篭をおろしながら、言った 

 お藤と浜吉は、合羽を身につけ、笠をかぶり外にでた。 

「気をつけてな」老人と娘に見送られて店をあとにした。 

霧雨になっていた。 

「おじょうさん。あの主人、誰なんでしょうか？」 

「昔はお侍だったんじゃないかしら」 

二人は、府中そして安倍川を渡り、宇津ノ谷峠を抜け、蔦の細道出口に出た。 

 

若宮八幡宮に詣でて、先を急いだ。藤枝、金谷、日坂と進み、掛川宿の旅籠に入った。疲れが重なっている

せいか、二人は旅籠でもあまり話もせずに床に就いて寝入った。 

翌日、袋井の油山寺に詣でた。 

この寺は、医王山薬王院油山寺（いおうざんやくおういんゆさんじ）と称し、今から約千三百年前（大宝元年）
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に行基大士が万民和楽、無病息災を祈念し本尊薬師如来を奉安、開山された真言宗の寺である。天平勝宝元

年に孝謙天皇が眼病のため当寺の本尊薬師如来に平癒を祈願したところ、眼病が御全快したとの由緒があり、

それ以来、目の守護、眼病平癒の寺として信仰されている。 

濱松宿、赤坂宿に宿を取り、矢作川を渡って、高浜村に入った。 

「おじょうさん、瓦屋さん、たくさんありますね」 

「そうね、おとっつあんから聞いたお店を探しましょう」 

お藤は、吉五郎から聞いていた瓦屋次々と訪ねた。 

「悪いけど、今手がいっぱいでお宅に品物を回すことは出来ません」 

 三軒目とも同じ返事で断られた。 

 闇が迫っていた。 

「もうこんな時間になるの。また明日、探しましょう」 

お藤と浜吉は、鄙びた旅籠に宿を取った。 

「江戸から来たのか、お客さんたち元気ねえがどうしたんだ？」 

 夕餉を運んできた女が、心配顔で言った。 

 お藤は、手短にここに来た理由を話した。 

「それは困ったもんだ。うちの旦那を呼んでくるから食べて待ってろ」 

 しばらくすると女は、髪の毛に白髪混じった男を連れてきた。 

「主の権三です。屋根瓦をわざわざ江戸から来たんですって」 

「江戸で大工を営んでいますお藤と言います」 

「娘さんで、大工とは珍しい。わざわざこんな田舎に江戸から来るとはなんか理由があるのでしょうね。よろしか

ったら、詳細をお聞かせください」 

 お藤は、委細詳細を主に話した。 

「汚いことを、分かりました。私の兄が瓦屋をやっています。話をしてみましょう」 

 お藤と浜吉はよろしくお願いしますと言って、頭を下げた。心配しないでいいからと言って、話を主は江戸や旅

の話に変えた。 

 半刻（一時間）ほど、お藤は生き生きと話し続けた。 

 

権三は、お藤と浜吉を刈田屋という店に案内した。 

「兄さん、江戸から来た大工さんだ」 

苅田屋の主人権之助はお藤の話を聞き終わって、 

「お藤さんとやら、申し訳ねえが、あんたの頼みは聞けねえ」 

「兄さん、なんでだ」 

「池田屋さんには昔から世話になっている。池田屋さんを裏切ることは出来ねえ」 

 と言って、 

「権三、田村屋さんに行ってお願いしてみな」 

 権之助は申し訳なさそうに言った。権三は、お藤たちと苅田屋を出た。 

「権三、久しぶりじゃねえか」 

 権三は、お藤を紹介し、今までの事を田村屋に話した。 

 田村屋は、お藤の顔をまんじりと見て言った。 

 「江戸から、わざわざ駒草屋さんの娘さんがこんなところまで。それにしても、娘さんが、こんなに大きくなっち
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まったとはな」 

田村屋が、感慨深そうに言った。 

「お藤さん、十年以上前、吉五郎さんは覚えていめえが、吉五郎さんに世話になってな。分かった、ここまで駒

草屋さんの娘さんがわざわざ来てくれたんで、おいらのところで全部面倒見てやろう。おーい、弥助」 

法被を着た若い職人が飛んできた。 

「はい、親方。何か」 

「このおじょうさん、お藤さんというんだが、江戸の駒草屋さんの娘さんだ」 

お藤は職人に向かって頭を下げた。 

「あの池田屋さんが意地悪して瓦を抑えてしまっているらしいんだ。それで、明日、船に瓦を積んで明後日、江

戸に向かって発って貰いてえ。細かいことは、お藤さんから聞いてくれ」 

「分かりました」 

「親方、弥助さん。ありがとうございます」 

 お藤と浜吉が頭を下げた。 

「田村屋さん、ありがとうございました」 

 権三も頭を下げた。 

「汚ねえまねはすかねえ。困ったときはお互い様だ」 

  

そして、船に瓦をすべて乗せ終わり、朝を迎えた。 

「親方、行ってきますぜ」 

「田村屋さん、御恩は一生忘れません」 

「お藤さん、吉五郎さんによろしくな」 

真っ青な海を船は江戸に向かって滑り出した。駿河湾、相模湾、そして江戸湾に。そこから、日本橋川を上っ

て、白木屋の近くに船を停泊させた。 

 

 

沢藤南湘（ペンネーム） 

 

 

 

 


