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大江戸慕情  

 

 

 

 

十一 
鎌倉町にある酒屋「三河屋」の増築の仕事を駒草屋は請け負っていた。 

この頃、江戸では、他のところで醸造した酒を販売する商店として酒屋が多く出現するようになり、江戸十組

問屋を組織していた。その組織に、三河屋も 初から入っていた。 

三河屋の先代は、徳川家康が三河にいた頃から徳川家に出入りしていたため、組織では中心的な存在を示

していた。 

そして、幕閣、奉行、代官らに多額の政治献金を送り、政治力を発揮していたようだ。 

幕府としても運上金など、酒屋からの献金に財源を期待した。 

三河屋の酒は安いだけでなく、分量も多いので、神田界隈では評判の良い酒屋であったが、これだけでは満

足できない三河屋の主人は、町人相手の一杯飲み屋にも手を出そうと考えていた。 

一杯飲み屋の場所として、酒樽倉庫の横に間口三間、奥行十間の平屋の増築を駒草屋に注文したのであっ

た。 

この仕事に吉五郎が忙殺されていたので、浜吉の件は、お藤が面倒を見ることになった。 

翌日の夕方、春の空は茜色に染まり始めていた。 

脇道の陰に潜んでいたお藤は、仕事が終わった浜吉の後をつけた。 

須田町を通り抜け、丹波篠山藩の上屋敷に入って行った。 

（太田様の藩の御屋敷で、賭場が開かれているなんて）お藤は驚いて、家に戻った。 

  もう既に、吉五郎は帰っており、居間でおくみの酌で酒を飲んでいた。 

「お藤、どうだった」 
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 お藤は、吉五郎とおくみに浜吉が太田の勤めている丹波亀山藩の上屋敷に入って行ったことを話した。 

「青山様の屋敷内でか」 

 吉五郎もおくみも驚いた。 

「お前じゃ中に入れないな、誰に賭場に入って様子を探ってもらおうか。浜吉が知らない男がいいな」 

 盃を飲み干した。 

「そうだ、白壁町の半次郎に頼んでみるか」 

「そうね、半次郎さんならうってつけかもね」 

おくみも頷いた。 

「お藤、善は急げだ。半次郎の所へ行くぞ」 

「あい、おとっつあん」 

「半次郎、居るか。吉五郎だ」 

 障子戸が開いた。 

「親方、おじょうさんまでも、こんな遅くどうされたんで」 

「頼みがあるんだ」 

「汚いですが、中に入っておくんなせえ」 

 家の中はこざっぱりしていた。二つの行灯に灯が入っていたので明るかった。畳の上には、図面らしきものが

広げられていた。 

「半次郎、夜分悪いな」 

「お茶入れますから、ちょっとお待ちください」 

 半次郎が腰を浮かそうとした。 

「半次郎さん、あたいが入れるわ」 

 半次郎が何か言おうとするのを遮って、吉五郎が言った。 

「お藤に入れてもらおう」 

「おじょうさん、申し訳ねえ。茶筒は上の戸袋の中にあります。土瓶と茶碗はかまどの隣にあります。お湯は沸

いてます」 

しばらくして、お藤は二人の前に、茶を置き、吉五郎の隣に座った。 

 吉五郎はそれを見計らったかのように、駒草屋お抱えの職人の浜吉が賭博に手を出して、借金を抱え、仕事

にも影響が出てみな迷惑をこうむり始めていることや、その賭場が丹波亀山藩の上屋敷の中であることを一気

に話した。 

「そこでだ、申し訳ねえが、おめえに賭場に入って、様子を見てきてもらえてえんだ。大名屋敷内の賭場は、ご

法度だ。取り仕切っている奴が誰だか、分かれば・・。」 

「親方、その浜吉さんていう人はどんな人なんですか。」 

「半次郎、明日は夕方都合つくか。」 

「明日は、ちょうど休みの日なんで大丈夫です。」 

「明日、お藤と浜吉の後をつけてくれ。」 

「へい、承知しました。」 

 

お藤と半次郎は、浜吉の後をつけた。 

「おじょうさん、やっこさん、入って行きましたね」 

「そうよ。あの中で賭場が、開かれているようなの」 
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「分かりました。帰って、あの賭場の胴元が誰だか、職人たちに聞いて、調べてみます。 

  

「ただいま」 

「おとっつあん、待っているよ」 

お藤は、半次郎が胴元をまず調べてくれると言ってくれたことを吉五郎に言った。 

「そうか、それは良かった。じゃ飯にしようか」 

おくみとお藤は台所に行き、夕餉の支度をして、居間に箱膳を運んできた。 

いつもの二合徳利をおくみが持ってきて、吉五郎に酌をした。 

夕餉が始まったところで、半次郎が訪ねてきた。 

 

「親方、おじょうさん、夜分すみません。胴元が分かりやした」 

「おう、いったい誰だ」 

「川向こうの岡っ引きの手先の三五郎というやつらしいんで」 

三五郎は、昔は渡世人で何回も悪事を働いては捕まり、目こぼしで、ちょっと前に、八丁堀の岡っ引き‘善

助’の手先になった。三五郎は昔の悪仲間を脅したり強請ったりして、小金をため、自分が丹波亀山藩の上屋

敷内の足軽と組んで、賭場を開くようになったようだ。そこには昔の悪仲間もおり、いかさまも行われているらし

いと半次郎は話して、茶を啜った。 

そして、一度その賭場に行ってみると半次郎は言った。 

「それは危険だ、半次郎やめた方がいい」 

「でも親方、今の話は聞いた話で、おいらが自分の目で確認しないと気が済まねえ」 

「分かった、気をつけろよ」 

 おくみが酒を運んできて、盃を半次郎に渡した。 

「半次郎さん、一杯どう」 

「おかみさん、いただきます」 

 一気に盃を飲み干したところ、お藤が続いて酌をした。 

「おじょうさん、ありがとうよ」 

 半次郎はお藤に返盃した。 

お藤も一気に飲み干した。 

おくみは、昆布の油揚げ、八杯豆腐、きんぴらそして、煮豆を運んできた。 

また、吉五郎と半次郎の話を聞きながら、お藤は銚子が空になるのを見計らっては、台所に酒を取りに行っ

た。 

「半次郎、小鳶口を懐に忍ばせて行け。俺は、時助親分にこのことを話してみる。俺とお藤は、屋敷の外で待

っている。時助親分にも来てもらうように言ってみる。いいか、くれぐれも気をつけろよ」 

もう陽が山に隠れはじめた頃、丹波亀山藩上屋敷の裏門から二町ほど離れたところの屋台に行燈の灯がと

もされた。 

春の宵闇に‘蕎麦’と書かれた字と、屋台の中で、蕎麦を作っている男と縁台に腰かけている一人の町人ら

しき男が浮び上がった。 

よく見ると屋台の奥に、薄い二つの影があった。 

蕎麦を作っている音だけが、周りに放たれていた。 

「へい、１丁上がり」 
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「うまそうだな」 

 ズルズルと食べ始めた男は、吉五郎であった。 

蕎麦を作った手拭いで半分顔を覆っているのは、岡っ引きの時助であった。女房のとみが一杯飲み屋をやっ

ているので、見よう見まねで蕎麦くらいは作れるようになっていた。 

奥には、お藤と同心の佐々木和之進が茶を飲んでいた。 

四半刻が過ぎた。 

 門から門番が出てきて、吉五郎の隣に座った。 

「おやじ、掛一杯くんねえか」 

「へい」 

 時助は、ゆっくり手で蕎麦を取り、湯に入れた。 

「見ない顔だな。おやじ、この辺、初めてか」 

「へい、今日ここ初めてです。よろしく願います」 

「おやじ、ここに置くよ」 

吉五郎は棚にどんぶりと六文を置いて、席を立った。 

「おやじ、あの男知っているか。見かけねえ男だな」 

「へい、あっしの蕎麦が好きでよく付いてくるんですよ」 

 時助は茹であがった蕎麦を丼ぶりにいれ、汁をかけた。 

「へい、お待たせ」 

 ズルズル―と一口、二口食べて、箸を止めて行った。 

「おやじ、これはうまいぜ」 

「ありがとうございます」 

 食べ終わると門番は、金を払ってさっさと屋敷に戻って行った。 

しばらくすると、半次郎が門から出てきた。門が閉まるのを見て、屋台に向かって来て、縁台に腰を下ろし

た。 

「時助親分、やはり、三五郎でした」 

「佐々木様、さんごろうですって」 

「分かった、三五郎を手先にしている同心の山倉由利衛門に言っておこう。他には、お前が知っている人間は

いなかったか」 

 時助の後ろに忍んでいた佐々木が言った。 

「他には、気が付きませんでした。浜吉は負け続けていました」 

その時、門が開いて、浜吉が二人の男に抱きかかえられるようにして、出てきた。 

その後から、三五郎が出てきて、 

「浜吉、おめえ負けているからって、俺たちがいかさまやっているなんてよく言えてもんだ。てめえら、こいつを

裏の境内で痛めつけてやれ」 

「承知しやした」 

三五郎は、また門の中に入って行った。 

「佐々木様」 

「後をつけるぞ。半次郎、お藤行くぞ。時助と吉五郎は、ここで待っててくれ。後から誰か来るかもわからんから

な。吉五郎、心配するな、お藤は俺が守ってやるから」 

「おとっつあん、これでも免許皆伝よ。心配しないで」 
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 お藤は、持ってきた木刀を手に持った。 

 ごろつきの一人の提灯を頼りにお藤たちは、後をつけた。 

「この野郎、よくも賭場を荒らしてくれたな」 

 一人が、浜吉を一発二発なぐりつけた。 浜吉は、鼻から血を流し、倒れた。 

 提灯を持っている男が、浜吉の腹を足で何回か蹴っ飛ばした。 

「おい、お前たち、こんなところで何やっているんだ」 

 佐々木が、十手をかざして怒鳴った。 

「八丁堀だ、逃げろ」 

 ごろつきどもは、あっという間に暗闇の中に消えた。 

「浜吉、大丈夫かい」 

 お藤は、灯を入れた提灯を持ってそばに行った。 

「おじょうさん、俺は馬鹿だな。皆に迷惑かけて。すみません」 

 浜吉の顔には、涙と血が混ざった。 

「浜吉、これで顔を拭け」 

 見かねた半次郎が、手拭いを渡した。 

「浜吉、おめえどのくらいかね借りたんだ」 

 佐々木がきいた。 

「へい。十両です」 

「馬鹿な奴だ」 

お藤たちは、吉五郎たちのいる屋台に戻った。 

「佐々木様。こいつらをひっ捕らえました」 

「番屋へしょっ引け」 

「へい。」 

 ごろつきが神社から走ってきたところ、時助と吉五郎が二人を取り押さえたけれど、屋敷の門番にその騒動に

気づかれたことを申し訳なさそうに、時助が佐々木に伝えた。 

時助と半次郎が浜吉とごろつき二人を自身番に連れて行った。お藤、吉五郎そして、佐々木が屋台に残っ

た。 

一人二人と門から出てきて、帰り道を急ぐ者、そして中間らしきものと三五郎がお藤たちの屋台にやって来

た。 

慌てて、お藤と佐々木は、屋台の後ろに回った。 

吉五郎が、前面に出た。 

「いらっしゃい。何にします？」 

「かけ二つ」 

 三五郎が、しわがれた声で言った。 

「へい」 

 三五郎の顔は、思ったほど悪党面ではないが、油断のなくまた落ち着きない目は尋常ではなかった。 

 吉五郎が、どんぶりにつゆを入れていた時。 

「おやじ、ここを通った二人組を見なかったか？」 

「見ませんでしたぜ。男ですかい、女ですかい」 

「男二人だ」 
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「はい、どうぞ」 

 二人は、後は何も話さずに、あっという間にそばを食べ終わり、中間は、屋敷の中に入って行き、三五郎神社

の方に向かった。 

「吉五郎、お藤、引き上げるぞ」 

 吉五郎とお藤は、さっと片付けて、二人で屋台を担いだ。 

「さっきの中間は、羽振りがよさそうですね」後ろを担いでいる吉五郎は言った。 

「場所代で稼いでいるんじゃねえか」 

「あいつらどうします」 

前を担いでいるお藤が、言った。 

「早くしないと、三五郎たちに分ってしまうな」 

「佐々木様、太田様に伝えたらいかがでしょうか」 

「それはいい」 

朝早く、佐々木は、太田道心の屋敷を訪ね、昨日の出来事を詳しく話した。 

「そうですか。よく知らせてくれました、かたじけない。当家でこの不始末を対処いたしますので、内密にしていた

だきたい」 

「分かり申した。ただ三五郎については、町方の同心の手先のため、当方で処分いたすが。」 

「承知いたしました」 

 太田は、安堵の色を顔に浮かべた。 

「では太田殿、拙者はこれで失礼申す」 

 佐々木は差料を掴んで立ち上がった。 

  太田の対応は早かった。 その日に、主犯の中間を取り調べ、それに関わった藩の人間すべてを捕縛した。 

  一方、佐々木は、事を荒立てないよう、時助に三五郎を使っている岡っ引きの善助に話をさせた。 

 善助は、すぐに同心の羽鳥新次郎に話して、三五郎を捕えた。そしてすぐに、奉行所において取り調べが行

われ、町奉行の大岡忠助の裁決により、三五郎は江戸からの追放と決まった。 

 

 太田たちの努力により、この事件は世間に知られること無く、解決された。 

 浜吉は、このことを吉五郎から聞いた。 

「親方、兄貴。蝋色迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」 

浜吉は、吉五郎と兄貴分の隆二に、涙を流して二度と博打には手を出さないと誓った。 

 

十二 
四月も半ば、花見の気分もぬけ、次は五月の節句を楽しみにして府民たちが、一生懸命みな朝から晩まで

働いていた。 

お藤が仕事から帰って一服していると、玄関にお藤の名を呼ぶ声がした。お藤は慌てて出て行った。 

太田の小者だった。 

彼は、お藤に太田からの文を渡した。 

「ご苦労様でした」 

お藤が受け取った文には、明日の暮れ七ツ半に先日の料理屋に吉五郎とおくみを伴って来るようにと書か

れていた。 

 お藤はこの文を吉五郎とおくみに見せた。 
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「やっと養女先が決まったのかな」 

「そうね、お藤よかったね」 

 二人と違い、お藤の気持ちは、釈然としないものから不安へと変わってきていた。 

 お藤は、とうとう昨日は一睡もできず朝を迎えた。 

 いつものように三人で朝餉を取っていた。 

「お藤、もう食べないの。おまえ顔色がちょっと悪いわよ。どこか具合悪いの」 

「おっかさん、なんでもないわ。ちょっと寝不足なの」 

そして、吉五郎と仕事に出かけた。 

お藤は、一日仕事に熱が入らなかった。 仕事終え、家に帰り着替えをして吉五郎とおくみと太田に会いに、

料理屋に出かけた。 

もう既に、太田は来ていた。挨拶が、終わった。 

 太田が、やっと話し始めた。 

「実は・・。お藤殿とのこと、無かったことにしてもらいたいのです。誠に申し訳ない」 

 お藤たちは、驚き太田を見た。 

「太田様、この間の話はなかったことと、今言われたのですか」 

 吉五郎の声は上ずっていた。 

「誠に申し訳ない」 

 太田は頭を下げた。 

「太田様、なぜなんです」 

 おくみは聞いた。 

 太田道心は、お藤に武家の嫁として苦労させたくないことをとつとつと言った。また、お藤を養女とする家が見

つからなかったことも無念そうに言った。 

 しかし、吉五郎もおくみも道心が本当のことを言っているとは思わなかった。 

 お藤は、ただ涙をこらえるためか、顔が引きつって、一言も声が出たかった。 

「分かりやした。お藤仕方ないな。お武家様の嫁には、お前は無理なんだと」 

「お藤殿、申し訳ない」 

「太田様、いいんです。頭を上げて下さい」 

 お藤の目からはとうとう涙があふれ出した。 

「お藤殿、幸せになって下され」 

「太田様も…」 

 吉五郎はいたたまれなくなった。 

「太田様、どうぞお引き取り下さい。いつまでもこんな話してもしょうがねえや」 

 道心は、一人部屋を出て行った。 

「お藤、いつまでも泣くんじゃねえ」 

「そうよ、かえって良かったんじゃないの」 

と言って、しまったと思った。 

「何が良かったのよ、おっかさん」 

「ごめんよ、お藤」 

（俺が、侍だったら、お藤をこんな目にあわさなかったのに） 

「おとっつあん、おっかさん。いいんだよ、これで。ありがとね。あたいは、お武家様の奥方にむいていないんだ」 
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「お藤、あんたまだ若いんだからきっといい人が見つかるよ」 

「そうだ、駒草屋の跡継ぎになる男がいいな。さあ、酒でも飲むか」 

 吉五郎は、女中を呼んで、酒を三本、味噌漬豆腐、かき鯛、玉子なます、骨董飯を頼んだ。 

お藤もおくみも、お腹がすいていることに気づいた。 

「おくみ、お藤。お前たちも飲め」 

 吉五郎は、おくみとお藤に酌をした。 

 次々と注文した料理が出てきて、皆、無心で食べた。 

 料理屋の女将が、入ってきた。 

「御新造さま、お嬢さん、浅草の大仏餅です。よろしかったらいかがですか」 

「おかみさん、おいしい」 

 おくみは嬉しそうに言った。 

 お藤も口に入れようとした。、 

ドーン、ドーン、ドーン、太鼓の音が二階の座敷を揺らした。 

ジャーン、ジャーン、ジャーン、ジャーン、半鐘が休みなく鳴りだした。 

「おくみ、お藤」 

 吉五郎は、障子を開けはなった。 

「鎌倉河岸の方角だ」 

 皆玄関に降りた。 

「あんた、お藤、気をつけて！」 

と、おくみが石を打った。 

 女将も言った。 

「お気をつけて」 

 吉五郎、お藤は自身番へと走った。 

  

 もう既に、竪大工町の自身番には、皆集まって着替えていた。 

「頭取、組頭。」 

 浜吉が、心配顔で言った。 

「浜吉、どうした」 

「いえ。なんでもありません」 

「おーい、みんな行くぞ」 

「おー」 

 よ組の待合の広場には、数百人ほど集まっていた。 

「頭取が来たぞ」 

 組頭たちが、吉五郎のところへ集まってきた。 

 吉五郎に、各組頭がそれぞれ報告を手短にした。 

「よっし、分かった。皆組へ戻れ」 

 高提灯を持った男たちが、まず先頭を切った。 

 次に、吉五郎。 

 その取り巻きたちが、威勢よく木遣りを唄い出した。 

♪えーえーえー。えーいーえー。ぎんーのー。かんざーしー。♪ 
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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。♪ 

 

続いて、朝太が、纏持を華やかに振り続けて行った。続いて、梯子隊。 

そして、竪大工町、お藤が先頭に出た。 

「さあ、行くぞ！」 

角を曲がったところから、皆走り始めた。四半刻で、火事場に全員が到着した。 

先に着いた朝太は、屋根に梯子を架けさせ、纏を持って、上がっていた。 

吉五郎とお藤は、心配そうに下で見守った。 朝太が、纏を振りだした。皆、梯子を上り始めた。 

 お藤たちも長鳶を持って、隣の家に掛かった梯子を上っていた。 

「さあ、早く壊せ！」 

 お藤は、大声で怒鳴った。 

「へい」 

二刻ほどで、火が消え煙だけが残った。 

火消衆たちは、皆、樽の前に行き、かわるがわる水を飲んで、精根尽きて、土の上に寝転んでしまった。 

皆、顔は煤で黒くなって、目だけが光っていた。火消衣装は、燃え焦げていた。 

「皆、よくやってくれた。帰るぞ」吉五郎が、声をからしていった。 

「おう！」 

 隊列を組んだお藤たちの背を、朝陽が照らしていた。 

 

（完） 

 

 

沢藤南湘（ペンネーム） 


