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大江戸慕情  

 

 

 

 

十 
 （一） 

年が明けた。吉五郎は、歳神様を祭った神棚に食積（くいつみ；現代はおせち料理と呼んでいる）を捧げ、そ

して皆で正月を祝った。 

黒豆、数の子、田作りそして鯛と海老が膳に置かれていた。 

皆の所に膳と酒が置かれたのを見て、吉五郎が盃を上げて言った。 

「おめでとう」 

 皆もおめでとうございますと盃を上げた。 

二日は、吉五郎はお藤たち組頭を伴って、年初の挨拶に八丁堀の南町奉行所内にある大岡越前守屋敷に

初に行った。 

「お奉行様。おめでとうございます」 

吉五郎たちは下座し、挨拶をした。 

「おう、吉五郎、皆の者、よく来てくれたのう。今年も江戸の町をよろしく頼む」 

 裃を着けた大岡忠助が応対した。 

「はっはあ」 

 つぎつぎと賀詞の挨拶でごった返していたので、早々に辞去した。 

次は、町火消人足改の与力、高津五郎衛門の屋敷へ。 

冠木門をくぐって小砂利が敷き詰められた道を進んで玄関に着いた。 

もう既に、門番が知らせたためか、高津五郎衛門が式台で待っていた。 
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ここでも挨拶をして草々に高津の屋敷を後にした。 

後に、同心の佐々木の屋敷に行った。佐々木は着流しの格好で玄関に出てきた。 

「おい、上がってくれ。今日はめでたい正月だ。飲もうではないか」 

 吉五郎たちは、佐々木に案内され居間に通された。 

 奥方や女中が酒や肴を次々と運んできた。 

 酒を飲みながら、吉五郎やお藤たちに、盗賊たち捕縛の一部始終が伝えられた。 

「佐々木様、お手柄でしたね」 

 吉五郎が言った。 

「これもおぬしたちのおかげだ、礼を言うぞ。ただ、雲霧仁左衛門を取り逃がしたのが残念でならぬ」 

「しばらくは、府内も静かになってくれればよいのですが」 

「江戸に戻ってきたら、必ず捕えてやる。そういえば、吉五郎のところで、先日の火事で焼け出され親を失った

子を三人引き取ってくれたそうな」 

 

「はい、まだ、五～六歳の男子一人と女子二人です。不憫でなりませんので引き取らせていただきました」 

「他にもおりましたので、それぞれの組頭にも一人、二人と引き取ってもらっております。」 

「そうか、立派に育ててくれ。拙者も陰ながら応援するでな」 

「ありがとう存じます。」 

一刻（二時間）ほど過ぎたころ、吉五郎たちは佐々木の屋敷を後にした。 

 

数日後、大多喜藩の普請役が駒草屋を訪れた。あいにく、吉五郎が出かけていたので、お藤が、応対した。 

「お藤殿は、女大工か。失礼いたした」 

客間に案内された武士が名のった。 

「拙者は普請役頭、本田勝衛門と申す。今日こちらに来たのは、当藩の上屋敷の敷地にある中長屋がこの間

の火事で延焼した。そのため、早急に建て直しをしたいのだが、請け負ってもらえまいか」 

 大名の上屋敷には、士分以上が住む二階建ての表長屋（一軒一軒に仕切りと入口がついている）と士分以

下の住む棟割りの中長屋の二つの長屋があった。 

 士分以上と言えば、若党一人、草履取り一人、挟箱一人そして、槍持ちを一人抱えていた。  

「本田様、中長屋の間取りはいかがなものでしょうか」 

 お藤が尋ねた。 

本田勝衛門は懐から大事そうに、巻図を出して説明した。 

「入口が一間の土間の沓脱、他の一間が床あげ板でこれに二間ほどの畳が敷かれている。そして、一間二枚

の格子戸が付けてある。これを二十戸の長屋にしたい」 

 勝衛門はおくみの入れた茶を飲み、話を続けた。 

「ただ条件がある。二か月で完成させて欲しい。請負金額は四十両でいかがかな」 

 お藤はためらった。 

「返事は明日でもよいが」 

「お請け致しましょう」 

 後先考えずに言ってしまった。 

 半刻ほど詳細の打ち合わせをして、本田勝衛門は帰った。 

帰ってきた吉五郎に、大多喜藩の中長屋のの普請を請け負ったことを話した。 
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「よく請けたな」 

 嬉しそうに言った。 

「おとっつあん、あたいにさせて」 

「吉助も入れろ」 

「あい」 

「お藤よかったね」  

 おくみが、嬉しそうに言った。 

 

 （二） 

 翌日、お藤は吉助と一緒に大多喜藩上屋敷に行った。 燃え崩れた長屋が醜く残っていた。 

 二人は敷地内を一回りした。 

「お嬢さん、ここに休憩小屋を造りましょう」 

「そうね、本田様に頼んでみるわ」 

「吉助さん、これ壊すのに何日ぐらいかかりそう？」 

「そうですね、十日で壊さないと完成が間に合いません」 

「それから五十日で長屋を完成させないといけないのね・・・。」 

「お嬢さん、壊している間に木材を切り刻んで、ここでは組み立てることだけにするようにしましょう。そうすれば

何とかなるでしょう」 

「そうね、基礎は使えそうだわ。じゃ吉助さんは解体する職人を集めて頂戴。私は、大工、屋根、左官や畳職人

を段取りするから」 

 二人は屋敷を出たところに有った屋台に入った。 

「おやじ、掛蕎麦二つ」 

吉助は言った。 

 

長屋の取り壊しも終わり、柱の建て方に入ったある日、雨の中、吉助は梁の取り付けをしていた。 

お藤は下から、職人が建てつけをしているの見ていた。 

「あんた、ちょっと右にばちってるわよ」 

「親方、これでどうですか」 

「いいわ」 

‘どたーん’ 

（なに？） 

お藤が驚いて、音のしたところを見た。 

なんと、吉助が梁の下敷きになっているではないか。 

「吉助さん」 

慌てて、お藤は走り寄った。 

「吉助さん、しっかりして」 

「お嬢さん・・・、大丈夫です、だいじょうぶ・・・」 

大工の留吉が怒鳴った。 

「誰か、早く戸板を持来い」 

鳶の朝太がすぐにもってきた。皆で吉助を戸板に乗せて、大八車で駒草屋へ運んだ。 
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途中、お藤は朝太に医者の元庵を呼びに行かせた。吉助は二年前に女房と別れて、長兵衛長屋に一人で住

んでいた。 

「おとっつあん、大変」 

「どうしたの、お藤。」 

おくみが玄関に慌てて出てきた。 

「おっかさん、吉助さんが、おっこたのよ。今、運んで来て部屋に入れるから」 

「わかったわ、おとうさんに知らせてくるから」 

おくみは仕事場に走った。お藤は、吉助を客間に運ばせた。 しばらくして、吉五郎とおくみが入ってきた。 

「吉助、大丈夫か」 

「へい、親方。恥ずかしいことで」 

「分かった、何もしゃべらず楽にしていろ。元庵先生がすぐに来るから」 

それから半刻ほどたって、元庵がきて、吉助を診た。 

「骨は折れていないようだが、完全に治るのには二、三か月はかかりそうじゃ。後で、痛み止めと膏薬を取りに

来てくだされ。当分は寝ていることじゃな」 

 元庵は吉五郎たちに見送られて、帰って行った。お藤は、吉助を運んで来てくれた男たちを客間に連れて行っ

た。 

 吉五郎とおくみは、居間に戻った。 

「おまえさん、吉助は当分ここにおいた方がいいわね」 

「そうだな、大変だろうがよろしく頼む」 

「吉助の前のおかみさんに連絡した方がいいんじゃないかしら？」 

「お藤に頼むか」 

 おくみは、部屋を出てお藤を連れてきた。 

「お藤、明日、浅草寺前の天麩羅屋‘江戸天’で働いている吉助の前のおかみさんに怪我をしたことを言って来

てくれねえか」 

「はい、お寅さんね。明日行くわ」 

「お藤の仕事は、俺が面倒を見るで」 

 吉五郎は、茶をひと息に飲んで、 

「それから、纏持ちをは朝太にやらせるからな」 

「はい」 

 

朝から黒ずんだ雲から地に糸を引いたように雨が降っていた。お藤は、浅草の‘江戸天’に着いたのは四ツ

（午前十時）であった。もう雨はあがり、陽がさしていた。 

「いらっしゃい、お店はまだですが」 

店を掃除している女がお藤の顔を見て言った。 

「いや、食事じゃないんです。このお店で働いているお寅さんに会いに来たんです」 

女は、お藤の名を聞いて奥に行った。 

 しばらくして、お寅が出てきて、一瞬驚き、懐かしげにお藤を見た。女は気を利かせて、奥に戻って行った。 

「おじょうさん？おかみさんそっくりになって」 

「お寅さん、それどころじゃないんです。吉助さんが大変なんだよ」 

 お藤は、吉助の怪我について手短に話をした。 
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「おじょうさん、あの人と別れてもう二年になります。何回も別れたことを後悔しましたが、もう戻りたくはありませ

ん。毎日、あの人が無事に家に帰ってきてくれるか心配でたまりませんでした。昼は鳶、火事があれば行ったき

りでなかなか戻って来ません。そりゃ、本人は粋だとかいなせだとか言われていいかもしれませんが、・・・・」 

 お寅は話を続けることが出来なくなった。 

 お藤は、ただ黙っていた。 

 お寅は急に涙を拭いて、 

「おじょうさん、ごめんなさい。ちょっと待っててください」 

 奥にお寅は行って、手に包みを下げて戻ってきた。 

「これ、河豚です。皆で食べて下さい」 

 お藤は、お寅の話を吉五郎とおくみに話した。おくみは、河豚汁をよそる手を止めた。 

「お寅さんも辛かったのね」 

 おくみは淋しそうであった。 

「そうか、吉助もそれで別れたのか。俺にはこまかいこと、いっさい言わなかったからな」 

「おくみ、汁をくれ」 

「ごめんなさい」 

 おくみは、気を取りなおし、吉五郎の椀に汁を入れた。 

「しかし、うめえな」 

「お藤がお寅さんからもらって来たものよ」 

「そうか、お藤。吉助にも食べさせてやれ」 

「さっき持って行ったわ。でもお寅さんの話、しなかったわ」 

しばらく三人は河豚汁を黙って食べた。 

 上方では河豚の吸い物があったが、まだ江戸には伝わっていなかった。 

「おいしかったわ」 

 お藤とおくみが同時に言った。 

「そう、そう。帰り、白壁町で亀山藩の太田様にあったわ」 

「ほう、青山様の家臣の太田様か」 

「ええ。近くの茶屋で話をしたのよ」 

「お藤、なれなれしくお武家様と話しちゃだめよ」 

「でも、向こうから誘ったのよ」 

「それよりお藤、大国屋さんの話だが、今日も催促が来たぞ。いい話じゃないか」 

 吉五郎は手酌で盃に酒を注いだ。 

「いい話よ。幸吉さんは真面目で働き者だという噂よ」 

「そうね…」 

「なによ、お藤」 

「休みのときに、太田様から梅見に行かないかと誘われたの」 

「おまえ、お武家様とあの、なにか」 

 さすがに吉五郎も事の重大さに気が付いた。 

 おくみもお藤と太田の今後が心配になってきた。 

「お藤、太田様が好きなの？」 

「まだ、分かんないよ」 
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 しばらくみな黙ったままだった。 

 吉五郎は盃を口に運んだ。 

「お藤、おとっつあんに休みをもらって、梅見物に行っておいでよ」 

「おっかさん、ありがとう」 

「分かった、今の仕事のきりの良い時を見計らって、休んで行って来い。今月の末あたりにしな」 

 また盃に酒を注いだ。 

「おとっつあん。ありがとう」 

  昨日の雨が嘘のように、雲一つない青い空が江戸を包んでいた。今日から、吉五郎も大多喜藩の中長屋の

普請現場に出向いた。 

その午後、お寅が尋ねてきた。 

「お寅さんじゃないの。よく来てくれたわね」 

「おかみさん、吉助さんの具合いかがですか」 

「命には別状ないようよ。早く会ってやんなさいよ」 

 おくみは、お寅を吉助が寝ている部屋に連れて行った。 

 吉助は寝ていた。お寅は心配顔で吉助の顔をまんじりと見ていた。 

おくみは、お寅を残してそっと部屋を出て行った。 

一刻ほど過ぎた頃、台所で夕餉を作っているおくみのところにお寅が、やって来た。 

「おかみさん、ここで吉助さんの好物を作らせてもらっていいですか」 

「ちょっと待って、もう少しで終わるから」 

 しばらくして、お寅はかごから一尺ほどの鯉、三匹取り出して捌き始めた。 

「立派な鯉ね」 

「浅草川の鯉なんです」 

 あっという間に、鯉の刺身と鯉こくを仕上げ、おくみが用意した皿に盛りつけた。 

「こちらは、おかみさんたちで食べて下さい。これは、吉助さんに持っていきます」 

「お寅さん、ありがとう。みんなでいただくわ」 

お寅は料理と飯を持って、吉助の部屋の障子を開けた時、吉助が驚いた顔をした。 

「おまえ来ていたのか」 

「あんた、大丈夫？」 

「こんなことで負けていられるか」 

「強がりばっか言って」 

「鯉の刺身と鯉こくか。たまんねえな。一杯やりたくなった！そんなの分かんねえのか。お寅持ってこいや。もう

大丈夫だ、心ぺえするな」 

「大けがしてるんだから、お酒はだめよ」 

「江戸っ子は皐月の鯉の吹き流し、口先ばかり腹綿はなしってんだ。分かってらあ」 

 吉助もお寅も、目が潤んでいた。 

 

「おっかさん、帰ったよ」  

「おとっつあんは？」 

「皆で、一膳飯屋の‘なごみ’で一杯やってから帰るって」 

「あんたは付き合わなくていいの」 
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「吉助さんがいるから、おっかさんの手伝いをしろって」 

「そう。お藤、お寅さんが昼過ぎに来たのよ。いま、吉助さんの部屋で夕餉を取っているわ」 

「本当！」 

 お藤は信じられないといった顔をした。  

「お藤、昨日行ってよかったね」 

「これで二人は縁りをもどしてくれるかしら」 

「どうかしら。二人で決めればいいんじゃない」 

 おくみは、お藤に箱膳を出した。 

「鯉づくしね！」 

「そうよ、お寅さんが鯉を持ってきて料理してくれたのよ。美味しいでしょ」 

「おいしい、おいしい」 

 障子が開いた。 

「おかみさん、ごちそうさまです・・・、おじょうさん！」 

「お寅さん、よく来てくれたわね」 

「おじょうさん、昨日はわざわざありがとうございました」 

「吉助さん、どうだった」 

「はい、喜んで…吉助さんが、是非おじょうさんにお礼が言いたいと・」 

お寅の声が聞こえなくなった。 

お寅の後をお藤はついて、吉助の寝ている部屋に入った。 

「吉助さん、お寅さんが来てくれてよかったわね」 

「おじょうさん、昨日お寅のところ言ってくれたんですって、ありがとう」 

「いいよ、早く体なおしてお寅さんを安心させてやって」 

そばにいるお寅は下を向いたままだった。 

「お寅さん、今日はこの部屋にお泊まりなさいよ。お店いいんでしょ。布団持ってくるわ」 

布団をお寅に渡して、お藤が居間に戻った。 

おくみが、火鉢の鉄瓶から湯を茶碗に入れて、お藤に差し出していった。 

「吉助さんとお寅さんどう？」 

「うまくよりを戻すといいんだけど」 

「そうだね」 

「ところでお藤、幸吉さんの話あんたどうすんの」 

おくみが心配そうに言った。 

「おっかさん、もうちょっと、考えさせて」 

 お寅が吉助を見舞っていたある日、元庵が吉助の部屋に入ってきた。 

「元庵先生、この度は吉助さんがいろいろお世話になり、ありがとうございます」 

「お寅さんか」 

「はい」 

「もう吉助は大丈夫だ。少しずつ歩く練習をしたらよい。肩を貸してあげなさい、お寅さん」 

 半月後。吉助が何とか歩けるようになり、お寅は吉助を駕籠に乗せて、長兵衛長屋に帰っていた。 

 

大多喜藩の中長屋の上棟式も終わった、二月の末。お藤は吉五郎から休みをもらった。今日は、丹波亀山
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藩青山忠重の家臣、太田道心との湯島天神の梅見に行く日であった。 

お藤は、朝早くからおくみに着物を着せてもらっていた。青茶の地に小桜の小紋の小袖、、燈籠鬢の潰し島

田の髪にビラビラ簪（何本かの鎖や小短冊を垂らしたもので、歩くたびに揺れる姿が若い女性にこの頃好まれ

ていた簪である）、いつもの職人姿とは違って、淑やかな女に変身した。 

「お似合いよ」 

おくみに言われて、お藤はやや緊張しながら家を出た。太田道心は、天神に通ずる女坂の下でお藤を待って、

半刻ほどが過ぎた。 

（遅い、なにかあったか） 

太田が、神田川にかかっている昌平橋を渡ったところに人垣ができていた。 人込みをかき分け、太田は見

た。 

旗本崩れの四人が、一人の女を取り囲んで、因縁をつけていた。 

「おい、女。謝れ」 

「何よ、あんたたちがぶつかって来たんじゃないの。いい加減にどいてよ」 

「なに言ってんだ。女だと思って手加減しているのに」 

「冗談じゃないわよ。早くどいてよ」 

男の一人が、お藤の肩を掴んだ。 

「何すんのよ」 

その瞬間、その手を払いながら、お藤は男の胸ぐらをを掴み背に載せ、投げた。 男は、地面に叩きつけら

れた。 

「この野郎、女だと思って、手加減してれば」 

男たちは、刀に手をかけた。 

見物人たちは、声もなく輪を広げた。 

「ちょっと待て」 

 その大声ですべての動きが止まった。男たちは、太田の方を向いた。 

「立派な武士が、女一人にかかって恥ずかしくないのか」 

まわりから、合唱のように、声がかかった。 

「そうだ」  

「そうだ～」 

男たちは、太田の一挙一動に隙のないのを見た。 

「今日のところは、許してやる」 

親分と思われる侍が、他の三人を伴って、野次馬の輪を割って、出て行った。 

「札付き侍、ざまあみろ」 

「あれが武士かよ」 

野次馬たちは、侍たちの背中に向かって罵声を浴びせた。 

「お藤殿、怪我はないか」 

「あい、・・はい。大丈夫です」 

「それは良かった」 

「太田様、ありがとうございました」 

「お藤殿は、強いな。では参ろう」 

「はい」 
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野次馬たちは、二人をポカーンと見ていた。 

湯島天神は、老若男女でごった返していた。門付（かどづけ）の女が三味線を弾き、男は歌を唄ってはやり歌

を刷ったものを売り歩いていた。子供たちが取り囲んでいるのは猫八、鳥の物真似がやけにうまい。 

「なかなか、似ていますな」 

太田はお藤に言った。 

「なんて、賑やかなんでしょう」 

お藤はさっきの嫌なことを忘れて、浮き浮きしていた。 

大店の旦那に連れられて、髪を根下がり兵庫にまとめ、真紅の小袖を着た辰巳芸者たちが笑いながら梅を

見物していた。 

お藤は太田の後を離れずに、人混みの中を歩いた。 

「お藤殿、疲れませんか。そこの茶店で一服しましょう」 

「ええ」 

太田とお藤は葭簀張りの中に置いてある縁台に腰を下ろした。 

「おやじ、団子を四本頼む」 

「へい」 

太田は懐から煙管を出し、煙草を詰めて火をつけた。 

しばらくたって、赤い前掛けをした娘がお茶と団子を運んできた。 

「お待たせしました。ごゆっくり、どうぞ」 

 お藤と太田の間において、次の客の注文を取りに行った。 

 しばらく二人は無言で、団子を食べるのに夢中であった。 

 人が途切れなくお藤たちの前を行き来していた。 

 急にお藤が太田のそでをひっぱた。 

「今の男、あっそうだわ。雲霧仁左衛門に似ているわ」 

「なに。後をつけよう。おやじ、ここに置くぞ」 

 太田が、十文を置いてお藤の後に続いた。 

 男はそれとは知らず浅草を過ぎ、空が赤く染まり始めた頃に新吉原の大門をくぐった。 

 太田は男から目を離さずにお藤に言った。 

「お藤殿、いかがいたす」 

武士や町人たちは、道に立っている女郎たちからひっきりなしに声をかけられている。 

「 後まで付けましょう」 

 お藤は、懐から手拭いを出して頭から垂らした。 

 （なるほど、これなら遊女に見える）太田は感心した。 

道の両側に立ち並ぶ大見世、中見世そして小見世の格子の中では遊女たちが三味を弾いている。 

これから夜の店開きだ。 

追ってきた男は、一軒の置屋に入った。 

「太田様、どうしましょう」 

「そうだな。それがしが、ちょっと入ってみようか。お藤殿は離れて待っていてくれ」 

 太田は引き戸を引いて、 

「主はいるか」 

 しばらくして、 
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「どちらさんで」 

 とちょっとやくざっぽい男が、廊下から出てきた。 

「主、いるか。いい女を紹介してもらえんか」 

「ちょっと待ってくだせえ」 

 太田は、すぐに分かった。 

（この男だ） 

どう見てもまともな人間とは思われない男が出てきた。 

「いらっしゃい。どんな女がいいですかい」 

 太田は、いろいろ言ったが、男はここにはそのような女はいないとと言って、 

「お武家さん、ほかの店を探しな」 

 と言って、廊下を戻って行った。 

太田は外へ出た。 

後を見て、戸が閉まったのを確認してお藤のところに行った。 

「あいつはここの主だ。間違いないな。早く奉行所に知らせた方がいい」 

「はい」 

 大道では花魁道中が始まっていた。 

灯が入った箱提灯を持った男衆が先頭に立って、二人の振袖新造、禿（かむろ）に挟まれ、下男さしかけた

傘の下には花魁。後には、留袖を着た番頭新造、そして世話役のやり手女、男芸者が続いていた。 

花魁の髪は、輪を大きくとった横兵庫髷、二枚の櫛、八枚の花簪。金色に赤の梅花を散らした小袖、茶緑の

前帯そして、漆喰黒の打掛をまとって、しゃなりしゃなりと、黒塗り紅白の鼻緒の高下駄をはいて外八文字で歩

く様は、見ている人間たちをうっとりさせていた。 

「三芳野太夫だ」 

「さすが三芳野」 

 お藤も見とれてしまった。（女が女を見とれてしまうほど、美しいわ） 

花魁たちが通り過ぎたその時、お藤に職人らしき男が声をかけてきた。 

「おねえさん、どう」 

 お藤は驚いて、相手をまんじりと睨んだ。 

 

「おー、こええ」 

 男は、離れて行った。 

 お藤と太田は新吉原の門を出て帰りを急いだ。 

 しばらくして、太田がお藤に小声で言った。 

「お藤殿、どうも我々は後をつけられているようだ」 

「後ろの女ですね。」 

 お藤も気づいていた。 

「舟で帰ろう」 

「はい」 

お藤と太田は四半刻歩いて、大川橋の船着き場に着いている屋形船に乗った。 

「舟が出るぞ～」 

 船頭が大声を出したとき、 後にあの女が、飛び乗ってきた。舟は、隅田川を下って、途中で右へと神田川を
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上った。 

 いつの間にかお藤は、船の気持ちい揺れで寝てしまった。それから、一刻ほどで、筋違橋の船着場に着い

た。 

「お藤殿、着いたぞ」 

「ああ、すみません」 

 お藤は恥ずかしかった。 

「後ろを見ないで聞いてくれ。やはりあの茣蓙を持った女が我々の後をつけてきたのだ。船を降りたら、あの女

は、恐らくそれがしの後をつけるだろう。お藤殿はあの女の後ろから少し離れて、付いてきてもらえまいか。挟

み撃ちにしたい」 

「はい、分かりました」 

「お藤殿は武芸に心得があるようだ、万が一の時は逃げてくれ」 

 太田が、舟から降りた。お藤は、女が降りるまで座っていた。 

太田は、舟宿に入り提灯を買い求め、白壁町に向かって歩いた。案の定、女は太田道心を付つ離れず距離

を保って後をつけた。 

（太田様が言われたとおり、あの女だわ）あの茣蓙の中に何が入っているのかしら。）お藤は注意深く後に続

いた。 

 

太田が道を曲がったと思ったら、消えていた。 

女も、あちらこちら見回していた時、太田が路地から出てきた。 

「それがしに何か用か」 

 女は茣蓙から短刀を出して、太田に飛びかかってきた。 太田は簡単にそれを右にかわし、女の右手首を掴

んで捻りあげ、左手で女の腹を打った。 

女はがっくりと膝から前のめりに倒れた。 

太田が落として提灯をお藤は、手に持っていた。 

「お藤殿、自身番に行って番太郎に、八丁堀の役人を呼んでくるように言ってくれまいか。早くしないと雲霧仁左

衛門が逃げると」 

「はい、太田様」 

 返事をするや否や、お藤は走って行った。 

しばらくして、自身番の二人がお藤の後を走ってきた。すぐに、二人は女を自身番に運んで行った。 

江戸の町は、武家屋敷、寺社地の門前町、そして庶民の町屋が入り組んでいて、管轄によって辻番が置か

れ、非常の際や夜間の警戒に当たっていた。武家地は屋敷を持つ大名が屋敷の角に番所を置くので辻番所と

呼び、それに対して、庶民たちの各町の辻番所は、町の負担とため自身番と言って、町の境に設けてあった。

自身番は、当番制で家主が二人、番人一人、店番二人が詰めていた。現在の派出所の役目を果たしていた。 

それから、四半刻経って、同心の高津と岡っ引きの時助が走ってきた。 

「二人とも無事か」 

太田は、手短に雲霧仁左衛門が新吉原にいることそして、恐らく捕まえた女は手下であろうことを話した。 

「そうか、ここに来る途中番屋によって女を見てきたんだが、舌を噛み切って死んでいたよ。かわいそうなこっ

た・・・。時助、八丁堀に行って、宿直の与力殿に雲霧仁左衛門を捕縛しに新吉原に繰り出すよう言って来てく

れ。我々は一足先に行っている。頼むぞ」 

「合点だ」 
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 あっという間に時助は闇に消えた。 

「太田殿、お藤、それがしと一緒に行ってもらえまいか」 

「それがしは良いが、お藤殿はいかがいたす」 

「はい、お供します」 

「二人ともかたじけない」 

太田が先頭に立って、お藤そして、高津が続いた。 

 筋違い橋の舟宿に入って行って、船頭を連れてきた。 

 お藤たちが少し前にとおってきた川面を滑るようにして、神田川を下り、隅田川に入った。この船頭は漕ぎ方

がうまいこともあって、舟は思ったよりも早く進んで行った。 

まだまだ、川風は冷たく、三人とも舟に有った蓆を体に巻いていた。 

大川橋に近づくにつれて、川べりの明るさは増してきた。吉原の帰りだろうか、下りの船がしきりなしにすれ

違って行った。 

「高津様、着きましたで」 

「おやじ、ありがとよ」 

 高津は懐から小銭を船頭に渡した。 

「ありがとうごぜええます。お気をつけて」 

 夜四ツを過ぎたばかりではあったが、大門は、すでに閉まっていたが、 

 高津はなれたもので、木戸番屋に入って、すぐに番太に木戸を開けさせた。 

 高津は、番太に向かって言った。 

「おやじ、後から八丁堀が大勢やってくるからその時はすぐ門を開けてくれ」 

 番太は、頷いた。 

 太田とお藤の案内で、高津は雲霧仁左衛門のいる置屋近くまでやって来た。 

「高津殿、いかがいたす」 

「時助たちが来るまで、ここで見張って待っていよう。時助が来たら、あいつに奴を誘き出してもらおう。お藤、そ

の時奴が雲霧仁左衛門か確かめてもらえないか」 

「ええ、よく見るわ」 

半刻ほどたって、与力が多くの手下を従えて、馬で先頭を切ってきた。与力は木戸前で下馬して、高津たち

のところにやって来た。 

「ご苦労、奴はいるか」 

「木下様、時助に奴を外に誘き出させようかと思いますが」 

「よかろう、心してかかれよ」 

 高津は後ろに控えていた時助のところに行って、二言三言伝えた。 

  

そして二人は左右に分かれた。時助は置屋の入り口に立った。 

「青葉屋さん、こんばんは」 

「誰だ」 

「御主人に大事な話があるんだ。入れておくんなせえ」 

「何の話だ」 

「さっき、夜鷹のような女から、ここの御主人に伝言を頼まれたもんで」 

 相手からの返事が、しばらくなかった。 
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 捕り手役人が、周りを囲んでいるのに、物音ひとつない。ただの闇の中、入口の灯りで浮き出ている時助は、

舌で唇をなめた。 佐々木も緊張で震えていた。 

  

一方、時助と話をした男は奥に入って、仁左衛門が寝ている部屋の前で声をかけた。 

「親分、先ほどの侍の後をつけさせたキクからの伝言を持ってきたという男が来て、親分に会いたいと言ってい

ますが」 

「どんな男だ」 

「町人のようです。怪しそうなやつではありません」 

「分かった。部屋に案内しておけ。子分どもは、隣の部屋で構えているように行っておけ」 

 仁左衛門は、抱いていた女から手を放し、着物を身にまとった。 

 男は入り口に戻って、障子戸を一尺ほど開け、外の様子をうかがった。 

時助に声をかけた。 

「早く入れ」 

「へい」 

 時助は、男に部屋へ案内された。 

 しばらくして、六尺もあろうかという大男が入ってきた。 

「俺に何の用だ」 

「親分ですか」 

「そうだ。早く用件を言え」 

「・・・・・・・・」 

 （こいつが雲霧仁左衛門か。） 

「金か。」 

 男は懐から一両を取り出して、時助の前に投げた。 

「ありがとうござええます」 

 時助は、恭しくその金を懐に大事そうに入れ、その手で十手に掴みかえた。 

「早く言え」 

「はい、その女が言うことには、親分を捕まえに追手が来るからすぐに逃げろと」 

「なんだと」 

 大男とそばにいた男は尋常でない驚きを見せた。そして、大男は、側の男に顎をしゃくくった。 

男は懐から匕首を出すや否や立ち上がり、、座っていた時助に飛びかかった。 

時助は、転がりながら相手の匕首を避けた。 

「野郎ども、こいつを生かして帰すんじゃねえぞ。やっちめえ」 

 隣に控えていた子分たちも匕首をさやから抜き、時助のところに向かった。 

 時助はそれよりも早く立ち上がり、出口を目指して突進し、障子戸を蹴破って外の転がり出た。 

 それに続いて、仁左衛門の子分たちが飛び出てきた。 

「高津様、あの中にはいないわ」 

「よし、分かった。」 

 高津は、障子戸が外れたところから十手を構えて突入した。 

 手先たちは、外に出てきた子分たちを梯子で取り囲み、すぐに縄をかけた。 

 ほかの手先は、高津の後に続いた。 
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部屋には仁左衛門が、刀を抜いて待っていた。 

「お前が、雲霧仁左衛門か。御用だ、神妙にしろ」 

 仁左衛門が近づいてくる分だけ、高津は後ろに下がった。 

 手先は、いつの間にか後ろにまわっていた。高津は仁左衛門に隙を与えないよう、相手を見ながら土間に下

りて、家の外に出た。 

仁左衛門は、後ろに回った八丁堀の手先たちに追い出されるよう外に出た。 

「御用だ、御用だ」 

すでに仁左衛門の子分たちは、唐丸籠に押し込められているのが仁左衛門の目に入った。、数多くの御用

提灯の灯りが仁左衛門を取り囲んだ。 

「御用だ、神妙にしろ」 

「高津様、雲霧仁左衛門よ」 

 お藤が叫んだと同時に、仁左衛門が、上段に振りかぶった刃先を高津頭上に振り下ろした。 

 その瞬間を見逃さず、高津はその刃先を十手で捉え、捩じるようにしながら、今度は左手で仁左衛門の腹を

打った。 

「うう・・」その声と同時に、手先たちが仁左衛門に飛びかかり、お縄にした。 

 お藤はほっとした。 

 周りからざわめきの声が、あちらこちらから聞こえてきた。 

 いつの間にか、泊り客や女たちが店の窓から顔を出して、この捕り物を見ていた。 

 

「太田殿、お藤殿。ご苦労であった」 

 高津に伴われて、与力の木下が来て、頭を下げた。 

 お藤も頭を下げた。 

「お役にたてて、嬉しゅうござる。では、それがしはお藤殿を送って帰ります」 

「お藤殿、参ろうか」 

「はい」 

太田は提灯をかざして、お藤の先を歩き始めた。 

「おっかさん、帰ったよ」 

「遅かったじゃない」 

 お藤の腹が、鳴った。 

「あんた何も食べていないの」 

「ちょっと待って、湯漬け作ってやるから」 

 お藤は、部屋で着替えた。 

居間に行き、湯漬けを食べているときに、吉五郎が部屋に入ってきた。 

「今、帰ったのか。どうだった」 

 吉五郎は、眠たそうに言った。 

 お藤は、変な旗本に因縁をつけられたが、太田に助けられたこと。湯島天神で雲霧仁左衛門を見たこと、後を

つけて、新吉原に行ったこと。雲霧仁左衛門が捕まったことを一気に話した。 

「そうか、それは大変だったな」 

「お藤、なぜ因縁つけられたの。お前に隙があったんじゃないの」 

「おっかさん、相手がわざとぶつかって来たんだよ。よけるすべもなかった。あのごろつき旗本たち、どうしょもな
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い。太田様が来なかったら、やっつけてやろうかと思っていたのに」 

「馬鹿なことを言ってるんじゃ無いわよ。年頃の娘が、困ったもんだよ」 

「お藤、あまりおっかさんを心配させるなよ。 

「お藤、早く寝な」 

「あたしも寝るわ」 

 

いつもの通り、お藤は吉五郎と一緒に、明け六ﾂ半に家を出て、大多喜藩の中長屋の普請現場に行った。 

「お藤、十日で外壁を仕上げるぞ」 

「あいよ、おとっつあん」 

 大工と左官職人そして手元合わせて二十人ほどで、外壁工事に取り掛かった。 

大工が下地の板を打ち、その後を追っかけて軒下から左官屋が漆喰を塗り、瓦職人が腰瓦を張るという段取り

で工事は順調に進んだ。 

しかし、五日後から雨が降り出した。予定以上に進んでいた工事は、予定近くになってきた。これ以上雨が続

くと予定より遅れそうと吉五郎もお藤も心配になってきたところ、二日目の夕方にやんだ。 

皆この日を待ってましたとばかり、仕事に精を出した。そのおかげで、吉五郎の言った十日に予定通り終わっ

た。 

「お藤、何とか終わったな」 

「これからは中の仕事だから、雨の心配いらないね」 

「建具、畳屋の段取りは終わっているのか」 

「あい、終わってるわ」 

その日の朝は、曇っていたが、風向きから雨は降らないだろうと吉五郎の言ったとおり、四ツ時頃から雲の切

れ間から陽が差し始めてきた。 

工事中の大多喜藩の中長屋では、吉五郎の仕事前の注意を職人たちは聞いていた。そして、皆工事に取り

掛かった。工事の追い込みのため、朝から金槌の音や威勢の良い声があ h 知らこちらから絶え間なく聞こえて

きた。 

そして、あっという間に休みの時間が来た。お藤たちはみな、煙管のたばこに火をつけ一服し始めた。 

そこに、畳屋の田吾作たちが、大八車で畳を運んできた。田吾作は大八車を止めて、吉五郎のところに走っ

てきた。 

「棟梁、雲霧仁左衛門が捕まったようです」 

 手に持っていたかわら版を吉五郎に渡した。そこには、雲霧仁左衛門の捕まった経緯として、ある藩の侍と町

人の娘の二人が仁左衛門を見つけそして、捕り方に協力したことが書かれていた。 

 吉五郎は、驚いた。それを悟られないように言った。 

「これで、しばらくは江戸府中も静かになるな。田吾作、これもらうぞ」 

懐に入れそして、 

「早く畳を長屋に運び込め。皆待ってるぞ」 

 田吾作は、大八車に戻って、皆で畳を長屋に運び始めた。 

 吉五郎は、一服しているお藤のところに行った。 

「お藤、一寸来い」 

 二人になって、お藤にかわら版を渡した。 

「おとっつあん、これじゃいつかあたいたちだと分かってしまうわ」 
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「まずいな、太田様にも迷惑がかかってしまうな」 

 吉五郎は家に帰ってからゆっくり考えようとお藤にいって、現場に戻って行った。お藤も仕事に戻った。 

夕餉時に、吉五郎は、おくみにかわら版を見せた。 

「あんた、あたしももう見たわよ。昼から皆この話で持ちきりなんだから」 

「おくみ、どうする？」 

「早く、太田様に話をしたほうがいいんじゃない」 

「お藤、お前はどうだ。」 

「どうって？」 

 おくみはいらいらしていた。 

「あんた、太田様をどう思っているの」 

「好きだよ」 

吉五郎は、苦虫をつぶしたような顔をして言った。 

「一緒になりたいのか」 

「あんた、お藤が太田様と一緒になるなんて無理な話だよ」 

 行灯の明るさでは、お藤の顔色を吉五郎とおくみはくみ取ることができなかった」 

 しばらく沈黙の時が続いた。 

「太田様に何とか会えないか。太田様にお藤のこと、率直に聞いてみようじゃないか。お藤、太田様を料理屋で

もお呼びしてこいや」 

「やってみるわ」 

「お藤、なるべく早くしなよ」 

 

二日後。お藤は、淡い緑の下地に桃色の四角の模様が散りばめられた小袖、おくみは、うすい灰色に茶色

の玉模様の小袖そして、吉五郎は羽織、紋付を着て、家を出た。 

時助の店の二階に太田とお藤たち四人が揃った。 

吉五郎とおくみは太田に丁重に挨拶をし、着流しの太田道心も頭を下げそれに答えた。 

皆、緊張の極みを感じていた。 

吉五郎はお藤がいろいろ世話になったこと、雲霧仁左衛門の件、ぎくしゃくしながら話した。 

それが終わると、しばらくまた沈黙が続いた後、太田が言った。 

「お藤殿を嫁にいただきたい」 

「えっ！」 

 お藤は太田を見つめた。 

「太田様、御正気ですか。御身分が違いますぜ」 

 太田は覚悟を決めていた。 

「それはそうだが、やり方はある。一度お藤殿を当藩の人間の養女になってもらい、その家から嫁いでもらえば

問題はないのだが、如何であろうか。吉五郎殿」 

「・・・・・。お藤、それでいいか」 

「あい、・・。はい」 

 おくみは心配そうに、お藤を見た。 

「お藤、本当にそれでいいのかい」 

「おっかさん、大丈夫よ。太田様がいるんだから」 
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「太田様、よろしくお願いします」 

 吉五郎とおくみは頭を下げた。 

「こちらこそ、よろしく頼み申す」 

 太田は、おくみに向かって頭を下げた。 

吉五郎は手を二回叩いた。 

「太田様、祝いの膳です。呑みましょう」 

 女将のとみが女中に酒と肴を運んできた。 

それから、四人は飲んで、食べ、笑ったり涙ぐんだりして一刻ほど過ごした。 

お藤にとっては、この十八年もっとも至福の時であり、吉五郎とおくみにとっては、ほっとした時であった。 

 

お藤の親たちに会ってから二日が過ぎたであろうか、太田道心は、お藤のことを誰に頼もうか未だ悩んで、

仕事終わり上屋敷を後にして自宅に戻った。 

 女中のはなが、差し出した。 

「ご主人様、文が届いています」 

 丹波の父親からの文だった。 

‘前略、道心、元気にやっているか。こちらは二人とも元気でやっている。実は、先日目付役の山本忠之様から

お前に娘の秋代様をどうかと言ってこられた。喜んでくれ、こんな良い話はないとむつも喜んでいる。秋代様も

乗り気のようだ。来月の帰藩の折は、お前も忙しくなるぞ。祝言の日取りも九月の大安の日と決まった。本当に

良かった。皆楽しみに待っている。お勤め、ぬかりなきよう。 草々’ 

 

数日後、上屋敷の部屋で執務をしている時、 隣にいた同僚の小泉広之進が、声をかけてきた。 

「太田、いい話があるそうだな。うらやましい」 

「小泉、それは何の話だ」 

「秋代様とお前の話だよ。今度の帰藩が楽しみだな」 

 小泉まで知っているとは、道心は驚いた。 道心は、お藤のことが頭から離れないでいた。 

 （困った。養女先を頼むどころではない） 

昼餉の時、太田は親友の戸田文之進の執務している部屋に行って、今晩相談を持ちかけることにした。 

「戸田、今晩一杯付き合わんか」 

「おう、太田珍しいな。門で待ち合わそう」 

二人は小料理屋に入った。 

「いらっしゃいませ。お二人ですか」 

「そうだ。部屋を頼めないか」 

「はい、どうぞこちらへ」 

太田と戸田は二階の小部屋に案内された。 

「まず、お銚子を四本と適当に肴を見繕ってくれ」 

 太田は案内してくれた娘に頼んだ。 

「太田、どうしたんだ。急に、飲みに誘うなんて」 

「ちょっと困ったことが起きちまったんだ」 

 しばらく太田は、お藤の馴れ初めからつい 近親に会ったまでの話をした。 

 戸田は、しばらく聞き終わっても黙っていた。 
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 武家は武家同士で、結婚するのが当たり前だと思っている戸田は、何と言ってよいかわからなかった。 

「太田、秋代様の話、断れると思っているのか」 

「戸田、俺の気持ちわかってくれんのか」 

「分かったからって、どうするんだ。お藤とやらと夫婦になってもいいと言ってほしいのか。お前の父上や母上が

どんな思いをするか、人のことも考えろ」 

「そうか、自分で決めるしかないな」 

「当たり前だ。」 

一刻ほどの間、道心と戸田は取り留めもなく、人生、女子そして、仕事のことを話した。道心は、手酌で何杯

も盃を開けたが、酔わなかった。 

太田は、また、手を叩き、酒を頼んだ。 

戸田はあきれ返って、道心が同じことを繰り返す話を聞いていた。 

「戸田、俺の悩みを本気になって聞いていないな」 

 半べそをかきながら、酒をあおった。 

いつの間にかおとなしくなったと思ったら、道心は酔いつぶれて寝ていた。。 

「太田、起きろ、帰るぞ」 

 戸田は、店に頼んで読んでもらった駕籠に道心を乗せ、屋敷へ送った。 

  

お藤は、太田がそんな状態とは知らずに、大多喜藩の長屋普請に精を出し、とうとう予定通り三月末に竣功

の日を迎えることができた。 

 無事工事が終わるとお藤は、太田からの知らせがあまりにも遅いのに心配になってきた。 

「お藤、太田様からなんか連絡はあったのか」 

 夕餉を食している時、ふと思い出したように吉五郎は箸をおいて言った。 

「おとっつあん、まだ何もないの」 

「お藤、太田様も忙しいのよ、そのうち来るわよ」 

 おくみは、元気づけるように言った。 

「お藤、話は変わるが、お前も知っている屋根職人の隆治の弟子の浜吉のことなんだが」 

「浜吉がどうしたの。三河に一緒に瓦を手配しに行ったからよく知っているわよ」 

「おお、そうだったな。あいつ、博打に凝って借金まで作っているようなんだ。隆治が、浜吉に何回も説教しても

いうことを聞かないそうなんだ。隆治はあの通り真っ直ぐな人間だから、俺に何とかしてくれと頼んできたんだ」 

おくみも心配そうな顔をして聞いていた。 

 

 

沢藤南湘（ペンネーム） 


