
落語で江戸散歩 －  

 

 

 題 名 場 所 歩いた人 えど友 

1 野  浅草～桜橋 稲垣武志 42 

2 堀の内 新宿～鍋屋横丁 稲垣武志 43 

3 道灌 早稲田周辺 稲垣武志 44 

4 大山詣  大山街道 稲垣武志 45 

5 疝気の虫 南砂町、門前仲町 稲垣武志 46 

6 芝浜 田町～高輪 稲垣武志 47 

7 井戸の茶碗 港区 稲垣武志 48 

8 長屋の花見 上野公園 稲垣武志 49 

9 黄金餅 上野新橋愛宕麻布 稲垣武志 50 

10 品川心中 品川 稲垣武志 51 

11 佃祭 佃島、月島 稲垣武志 52 

12 天災 人形町 稲垣武志 53 

写真： 稲垣武志 

イラスト： 松原良 
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　八つぁんがふらりと寄った隠居の家

で、はり交ぜのついたてが目にとまり

ました。そこに描かれた様々な絵柄に

ついて説明され、太田道灌と賤
しず

の女
め

と

の逸話も教えられます。ご隠居さんの

教養と博識に対し、即妙の駄ジャレで

まぜっかえす八つぁんの掛合いが小気

味よく笑えて、これぞ落語の原点で

しょうか。

　ある日鷹狩に出掛けた道灌が突然の

村雨にあい、仕方なく近くのあばら家

でみのを借りようとしたところ、若い

女が出てきて古歌を添えつつ、山吹を

一折差し出したという有名な話です。

　この話にすっかり感心した八つぁ

ん、ならば傘を借りにくる連中にそれ

を断る口上として、くだんの歌を使お

うってんでさっそく紙に書いてもら

い、家に帰りつくや折からのにわか雨

…。

　「みんなあわてているぜ。いろんな

道灌がいっぱいいるなぁ。子連れの道

灌、色っぽい年増の道灌、おやおや犬

の道灌まで走っていやがる」と見てい

ると、友達が飛びこんできたが、こい

つが傘ではなくちょうちんを貸してく

れという間抜けなやつ。そんな相手で

もかまわず、紙に書いた古歌「ななへ

やへ…みそ一だると鍋と釜しき」をや

らかし、訳が分らねえと言う友達に｢

おめえはよっぽど歌道に暗いな｣とい

えば、「角
かど

が暗いからちょうちんを借

りにきた」とスッキリとサゲます。

　ご隠居さんの家へぜひ訪ねたいとこ

ろです。八つぁんは「へんてこな天気

だもんで仕事を休んじまいました」と

言い訳しているところから、たぶん大

工などの職人に違いありません。す

るってぇと隠居の住み家も近所でしょ

うから神田あたりかな。残念ながらお

宅訪問ができないので、道灌話にまつ

わる｢山吹の里｣てぇのを歩いてみ

ましょう。ある人が調べたところ、「山

吹の里」伝説の地は20ヵ所あまりも

あって真偽はとんと分からない。みん

なでこの問題をどうかんしたいもんだ

と頭をひねったが、未だに決まらない

そうです。

江
戸
散
歩
�
③

［道 灌］

いちばん高い山といわれる｢箱根山

（標高44.6m）｣があり、しかも流れ

の痕跡と思われる川筋が、復元されて

一部残っています。これぞ金川の水源

だぁ、まさに月岑先生のご指摘どおり

です。さらに山吹の里については「高

田馬場より北の方の民家の辺りを唱

ふ」とあります。穴八幡神社から高田

馬場跡（路地形に一部名残がある）を

とおって北へゆくと、神田川を渡った

面影橋のたもとに「山吹の里」なる石

碑があります。よく見ると観音さまを

彫った供養碑を利用したもので、もっ

ともらしいけれど作為的な仕掛けと思

われ、かなりうさん臭い感じもします。

傍の説明板にもあくまで言伝えである

旨が書いてあります。もともとこのエ

ピソードそのものがまゆつばでは、と

いう説もあるので、まぁいいか！

　１㎞ほど南の新宿西向天神の境内に

大聖院というお寺があり、「紅皿の碑」

なるものがあります。紅皿とは道灌へ

山吹を差し出して、謎かけをした賤

女の名前だそうです。太田道灌の村雨

の逸話は作り話ではないかと言われて

いますが、この一帯ではこれをめぐっ

て山吹の井（甘泉園内とか）、山吹町、

山吹坂、紅皿の碑など、傍証（？）をそ

ろえてがっちりとガードを固めていま

す。旧地ならんとの強い自負と気魄を

感じさせられ、ここがあの「山吹の里」

と思わざるを得ません。

　さらに驚いたことに、新宿駅へ向

かって帰るさに、だんご店へ立ち寄っ

たところなんとここにも、その由来記

に太田道灌鷹狩にまつわる口碑がある

とのこと、とても因縁ふかい散歩とは

なりました。

面影橋そばの山吹の里碑

【取材】 文・写真：広報部会・稲垣武志
 イラスト：同・松原良

落語で

紅皿の言い伝え

▲復元された金川の源流

▲大聖院にある紅皿の碑今回の噺枕は『山吹の里』

　『江戸名所図会』で月
げっ

岑
しん

先生は、村

雨にあったのは早稲田穴八幡近くと強

引に決めています。その場所は金川、

「文明年間太田道灌遊猟の時、急雨に

逢しハ此処にして…穴八幡の前を早稲

田の方へ流るる小川なり、水源は戸山

御庭中より発するところなり」と記し

ています。さらに各地に伝承があるよ

うだが、「是非は詳らかにせずといへ

ども」本場はここにしておく、と言い

切っています。志ん生は噺のなかで牛

込あたりと言っていますが、ここでは

あまりせんさくせず（したくとも出来

ない）月岑先生に敬意を表しつつ、現

場は江戸の早稲田周辺ということにし

て散歩に出かけます。

　戸山御庭は尾張徳川家の下屋敷のこ

と、現在の戸山公園です。山手線内で

▲『江戸名所図会』より

山吹の里
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　夏の代表的落語です。長屋の男たち

が団体旅行で相州大山へ参ることにな

ります。ついては気の荒い連中なので、

もしも旅行中に腹ぁ立てたら罰金、喧
けん

嘩
か

をしたら髪をそっちまう、という約

束をしました。お山は無事に済みまし

たが、気の緩みからか帰りの神奈川宿

で大立ち回りをやらかし、日ごろから

乱暴で嫌われものの熊公は、よってた

かって仲間から坊主にさせられてしま

います。翌朝他の連中は早立ちしてし

まい、とり残された熊公は自分の坊主

頭に気づくと、通し駕
か

籠
ご

で一足先に長

屋へ帰り、女房連を集めて「金沢沖で

船遊びの最中に全員海へ投げ出され、

自分一人だけが助かった。俺も死んで

しまおうと思ったが、おメエ達に知ら

せるために帰ってきた。なにより作り

話でない証拠は、仲間の菩提を弔うた

めほらこの通り坊主になった」と芝居

気たっぷりの名口説。これにはしっか

りものの先
せん

達
だつ

つぁんのカミさんもころ

りとだまされ、ついに女房全員が頭を

丸めてにわか尼になってしまいまし

た。そうとは知らぬ男たちが帰りつく

と、長屋から聞こえるのは大勢の読経

の声で、その声は冬
とう

瓜
がん

頭
あたま

の女房たちと

知って、男たちはびっくりするやら怒

り出すやら。そんな大騒ぎにも先達さ

んはニコニコ顔「これは目出度い、お

山が無事に済んで帰ってくれば、みん

なお毛が（お怪我）なくてよかった」

大山信仰

　相州大山はむかしから豊作祈願、雨

乞いの山として名高く、「納め太刀」

「初山」「山あて」「茶湯寺まいり」 な

どの風習がある信仰の山です。良弁僧

都とか弘法大師などビッグネームが由

緒に登場し、江戸中期以降は物見遊山

の地としても庶民の人気スポット。最

盛期には「御師」とよばれる参詣宿が

160余あったそうです。ただし女人

禁制（中腹の大山寺までは可）のうえ

登山期間も旧暦6/27～7/17のみで

あり、厳しい規制に守られていました。

今でも登拝門はその名残から普段は半

分閉じられており、7月27日に「日

本橋お花講」に依って山開きが行われ

ます。説明

によるとこ

の大山は、

明治初めの

廃仏毀釈騒

動が最も激

しくおこな

われたとこ

ろで、山と

信仰の中核

であった八大坊はすべて破壊されまし

た。ようやく明治18年（1885）一堂

のみ再建されたのが現在の大山寺本堂

で、いまの下社の場所にかっては大山

寺不動堂があり、阿夫利神社は大山寺

の位置にあったとのこと。いまでも神

社社殿の地下には大きな納め太刀と、

雨乞いお水頂戴の湧き水があります。

江戸の参詣人

　落語にも出てくる通り大山詣をする

のは、喧嘩やばくちの好きなあまり上

品な連中とはいえず、裏長屋住みの中

下層民とされています。彼らは出発前

に大川両国橋の東詰めで千垢離をとり

ました。「両国百本杭」 がその場所に

当たるのでしょうか？川柳に「相模ま

江
戸
散
歩
…
④

［大山詣り］
で聞こえるほどの垢

離をとり」とある様

に、大声で、「さん

げさんげ六こんざい

しょうおしめにはつ

だい･･･」 とわめき

唱えたそうです。（再

板増補江都総鹿子名

所大全）これは「懺
ざん

悔
げ

懺
ざん

悔
げ

、六根罪
ざい

障
しょう

、大峰八大･･･」の

こと、こうした大音声は風流に船遊び

をする、セレブ階級へのあてつけで

しょうか。町火消しや職人衆に対する

この蔑
べっ

視
し

感がすこし気になります。山

麓の良弁滝などで禊
みそぎ

行
ぎょう

をおこない、

御師（現在は先導師）の旅宅で登山準

備を整え、木製大刀を担ぎ白装束で出

発しました。さぞかしドタドタとそう

ぞうしく登ったのでしょう。帰途での

「精進落とし」と称する騒ぎは言わず

もがな。

大山街道

　江戸からは東海道経由か矢倉沢街道

が主な参詣路で、青山通り矢倉沢往還

は国道246号に重なります。三軒茶

屋にある不動尊を乗せた道標は一見の

価値があります。さらに川崎高津には

「大山街道ふるさと館」があって資料

も展示されており、街路を歩けば大山

街道の雰囲気が感じられます。

　ところで大山詣りへの宿駅と名所の

容子を描いた『鎌倉江の島大山　新板

往来双六』（天保四年刊行）があります。

これは柳亭種彦撰、葛飾北斎画という

当代きっての人気コンビの合作、是非

見てみたいものです。某県立博物館に

所蔵されている事を知り、さっそく閲

覧希望を問合せしました。ところがい

くら待っても返事はまったく梨のつ

ぶて･･･可でも否でもない。こんな横

着な博物館てぇのはどうなってんだ。

「銭
ぜに

を払うから腹ぁ立てさせてくれ」

──※その後、閲覧不可の返答があり

ました。

大山参道とうふ料理家

【取材】…文・写真：広報部会・稲垣武志…
イラスト：同・松原良

落語で

▲大山寺―鉄造不動明王像が有名

▲…三軒茶屋にある…
大山道道標

▲良弁滝―男たちのざわめきが…













�0　江戸東京博物館友の会会報 <えど友>　2009/9　No.51

　品川宿で一番といわれた名妓楼白木

屋で、板
ばん

頭
がしら

（吉原でいう御職にあた

る筆頭女郎）を張ってきたお染さん、

ユウウツな日々がこのところ続いてい

ます。それというのも「紋
もん

日
び

」が間近

になり、見世のもんに移り替え（季節

の更衣）のご祝儀をしなければならな

いのに、かんじんの金の手当てが覚
おぼ

束
つか

ないからです。「巻紙もやせる苦界の

紋日前」ってんで、昔からの馴
な

染
じみ

や贔
ひい

屓
き

筋には必死で訴えますが、若い時の

ような人気も落ち目で、思うように金

の工面ができません。あまりの情けな

さにいっそ死んじまおうかとも考えま

す。でもこのまま死んだところで、移

り替えに困ったからと思われると口惜

しいし、そうだ心中ということにすれ

ば艶っぽいし、だれも金に困ったから

とは思うまい。心中相手は誰がいいか

しら、所帯持ちは残された家族が気の

毒だし、親掛かりの人は親が悲しむ

だろうし･･･あの貸本屋の金蔵にしよ

う。独
ひとり

身
み

ですこしボーっとしている

から、あんまり悲しむ人も居ないだろ

う、ってんで勝手に決められた金蔵こ

そいい迷惑ですが、彼は惚れた弱みも

あり心中の相方を承知します。お染は

とうに肚
はら

をすえてますが、まだふん切

りのつかない金蔵との入水までのやり

とりは、さすが一級の笑いにあふれて

います。金蔵が海に突き落とされたと

ころで心中は中止。遠浅で水がひざま

でしかなくて金蔵も死なず、いきさつ

を聞いて女の仕打ちに怒った金蔵の親

分が、お染に仕返しをすることになり

ます。話の中で博打の手入れと勘違い

した子分の一人が、博奕場でぬかみそ

のたるを踏み抜いてしまい、男の大事

な急所を落としちまったと、古漬けな

すを握りしめて大騒ぎをするくだりは

大笑いさせられます。

品川宿の食売旅籠屋

　品川宿の遊廓は吉原に匹敵するほど

のにぎわいで、北州吉原に対して南国

と称していました。吉原は官許の遊廓

ですが、品川では慶長 6（1601）年に

早くも宿屋に飯盛女を置くことが許さ

れています。ここでは源氏名など吉原

のしきたりや格式ばったこともなく、

より庶民的で気楽に遊べる場所として

人気がありました。「こんなこたァ学

校じゃおせえない」てェのが志ん生の

口癖でした。

　吉原筋からの苦情や圧力もたびたび

で、関東取締出役が天保 14（1843）

年正月に品川宿の調査をしたところ、

旅籠屋は94軒、食売女は1348人と、

認可定員 500 人をはるかに超えてお

り処罰を受けたとのことです。因みに

家数は 1,564 軒、人口 6,890 人（男

3,272 人、女 3,618 人）と女性が多

いのが分かります。時代はさかのぼり

ますが、享保時代に江戸町人の男女比

は６：４です。しかしこれに武士や僧

侶・神官などを加えると、実際の男女

比は８：２近くになるのでしょうか？

川柳「品川の客にんべんのあるとなし」

がその実態を示しています。まあ廓の

歴史はどうでもいいんですが。

土蔵相模と島崎楼

　品川で代表的な妓楼といえば歩
か ち

行新

宿の「相模屋（土蔵相模）」が有名で、

桜田門外で井伊大老を襲撃した水戸浪

士達が決行前日に酒宴をしたり、高杉

晋作や井上聞多、久坂玄瑞ら長州藩士

江
戸
散
歩
…
⑩

［品川心中］

が逗留して、御殿山の英国公館焼打ち

に加わったりと、数々の歴史エピソー

ドの舞台にもなっています。その跡は

おもかげのかけらもありませんが、昭

和 6（1931）年の写真にかつての面影

がかろうじて感じられます。

　ところで落語「品川心中」で白木屋

のモデルとなったのは「島崎楼」のよ

うです。「敷地から言えば土蔵相模よ

りも、八つ山寄りの島崎楼のほうが広

かったし見世の格も上だった。裏には

船に乗って遊びに来るお客専用の桟橋

があった」（秋谷勝三著『品川宿遊里

三代』）とあり、お染と金蔵の二人が

見世裏の桟橋から海に飛び込む、とい

う噺
はなし

のすじがきにピッタリです。その

痕跡はもちろん雰囲気も皆無ですが、

昭和 4（1929）年に発行された永田宗

二郎著『品川遊廓史考』に唯一写真の

みが載っていました。この本は非売品

で品川三業組合刊行となっており、と

てもめずらしいものと思われます。こ

れらの情報は品川宿の精巧な復元模型

がある「品川歴史館」ですべて取材し

ました。親切

な学芸員の方

から貴重な資

料などを教え

て頂き、実地

の街歩きをほ

とんどせずと

もここで知識

が得られまし

た。数年前に

友の会見学会

「江戸四宿を歩く 品川宿」があり、

それを思い出して品川宿散歩気分を反
はん

芻
すう

しました。

【取材】文・写真：広報部会・稲垣武志･

イラスト：同・松原良　　　　

一昔前の品川浦

落語で

▲昭和４年現存した島崎楼（品川遊郭史考より）

▲昭和初期以前の土蔵相模（品川遊郭史考より）

▲「品川宿傍示杭」
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　佃島住吉さまの祭り見物に来た次郎

兵衛さんが、家に帰ろうと仕舞い舟に

乗るため急いでいると、若い女性に引

き止められます。聞けば彼女は3年前、

奉公先のお使い途中で金を落としてし

まい、途方にくれて本所一つ目橋から

身投げしようとしたところを止めら

れ、そのうえ次郎兵衛さんは三両もの

大金をくれた命の恩人とのこと。女性

は慌てていて名前も住まいも聞きもら

したが、その後佃島へ嫁いで幸せに暮

らしており、それもこれもあの時の親

切なお方のおかげと、一日たりとも忘

れたことがない。大恩人にめぐり合っ

てお礼をという女性の強い願いで、こ

こでご馳走になることになります。そ

のとき大川では大惨事がおこっていま

した。客を乗せすぎた仕舞い船が沈没

し、助かった人は1人もいないとの

こと。すんでのところで命拾いをして

夫婦の歓待のすえ結局泊めてもらい、

翌日神田お玉が池の家へ帰ると店中は

弔いの準備で大騒ぎです。仮通夜に呼

ばれていた和尚さんがそのいきさつを

聞き「陰徳を積めば必ず功徳がある」

と説教法談。でも人情噺
ばなし

としてもこ

れだけではすこし道徳訓話くさくなっ

てしまうので、ちゃんと与太郎を登場

させ滑稽味も加味してあります。とこ

ろで世話役さんが次郎兵衛さんの死
し

骸
がい

を引き取りにゆくについて、体の特

徴をおかみさんに尋ねると、ちょっと

恥ずかしそうに「左の二の腕にあたし

の名が彫ってございます･･･」と、く

すぐりもいい味をだしてます。

佃島・佃の渡し・住吉神社

　昭和39（1964）年に廃止されるま

で、佃島へは渡し船が通っていました。

一度乗ったことがあります。便数も多

く無料でしたが、船の排気煙と川のヘ

ドロ臭気が混じりあい、どす黒い水と

油汚れた船が息苦しいようで強烈な印

象、お世辞にも渡船の情緒など感じま

せんでした。渡船跡の碑が隅田川の両

岸にあります。池波正太郎は「江戸古

地図散歩」で佃島の落ちついた風景

と、島内のしっとりとした風情をすっ

きり描写しています。家並みは震災や

戦災にも焼け残って、古い建築やたた

ずまいがゆかしく、数少ない っ東京に

残った江戸ぱ のひとつだそうです。昭

和10年代には銀座勤めの女給さんた

ちが美しく化粧をして、渡し船にいっ

ぱい乗っていたとのことです。島のな

かほど赤い欄干の小橋の先が、正保元

（1644）年漁師たちによって最初に造

成された、百間四方地なのでしょうか。

住吉神社の周辺は静穏でまるで時が止

まったかのよう。江戸の風が吹いてい

るような、ある不思議な っ未知の懐か

しさぱ をおぼえさせられます。神社の

木陰で静かに接吻をしている男女はい

ませんでしたが･･･。3年に一度の本

祭りでは広重も描いた幟が立てられ、

八角神
みこし

輿の船渡御など伝統の祭りのよ

うすは、仕舞い船の心配せずに堪能で

きそうです。

石川島

　島の成り立ちは佃島よりも古く、寄

江
戸
散
歩
…
⑪

［佃祭］

洲を寛永３（1626）年に旗本石川某が

拝領し、屋敷地にしたのが島の名前に

なったそうです。漁師町だった佃島と

違い一般人の出入はなく、石川島は公

儀御用地でした。明治までは人足寄場

や監獄、近代では大企業の工場などと

なり、江戸庶民の生活感はありませ

ん。鬼平こと長谷川平蔵と石川島人足

寄場のことはよく知られていますが、

「佃の渡」が明石町側の舩松町から出

るのに対し、「寄場の渡」は鉄砲洲側

の本湊町から出ています。島側の船着

場もとうぜん別々で･･･どうでもいい

か。水戸藩が此処に造船所を建設し、

安政２（1855）年日本最初の洋式帆船

「旭
あ さ ひ

日丸
まる

」（別名「厄介丸」）を建造し

ました。いま石川島は地名も｢佃」と

なり、ご存知のとおりセレブ好みの、

リバーシティ21とかいう高級マン

ション群、瀟
しょう

洒
しゃ

な高層ビルと小ぎれ

いに整備されたスマートな街です。で

もよく見ると心休まる場所がありまし

た。ビルの一角に「石川島資料館」な

る小ミュージアムがあり、つつましく

好感が持てます。島廻りで歩きつかれ

たら休憩場所としてもおすすめです。

月島・勝鬨橋

　月島は明治時代に佃島の南側に埋め

立てられました。西仲通り商店街を

まっすぐ晴海通りへ抜けます。途中に

警視庁最古の交番と書かれ、少しかし

がった「西仲通交番」があります。今

は巡査立寄所になったようです。名物

もんじゃ焼きに敵意などありません

が、私はあの食べ物の品格（？）には

決してなじめず、ちょっと早足で勝鬨

橋を渡れば、いよいよ「美し国・食の

王国築地」です。
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佃小橋より（20年前でもビルが…）

落語で

▲住吉神社

▲西仲通交番

▲渡船跡案内板




