
落語で 戸散歩 １３－2５  

 

 

 題 名 場 所 歩いた人 え 友 

13 中村仲蔵 住吉町、柳島 岡田守弘 54 

14 文七元結 浅草橋、吾妻橋 岡田守弘 55 

15 方一両損 万世橋～有楽町 岡田守弘 56 

16 嵩徳院 入谷～湯島天神 岡田守弘 57 

17 唐茄子政談 駒形橋～吾妻橋 岡田守弘 58 

18 孝行糖 神田明神～小石川後楽園 岡田守弘 59 

19 おせつ徳 郎 日本橋横山町、木場 岡田守弘 60 

20 める 業平橋、 野 之端仲町 岡田守弘 61 

21 たがや 両国 岡田守弘 62 

22 首提灯 芝 松原良 63 

23 目黒のさんま 目黒 松原良 64 

24 王子の狐 王子 松原良 65 

25 加賀の千代 田町 松原良 66 

写真 岡田守弘／松原良 

イラスト 松原良 
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　この噺
はなし

は、歌舞伎役者の初代　中

村仲蔵の芸道精進談です。今回は仲蔵

が日ごろ信仰し、願掛けのために歩い

たに違いない道筋－自宅のあった住吉

町、今の人形町から柳島の妙見さま－

を歩いてみます。しかし、幕府開
かい

闢
びゃく

以来、平成の現在まで普請と作事を重

ねるこの街のこと、この噺の頃をしの

ばせるものなど期待も出来ないのです

が……。

住吉町

　当時、芝居小屋の中村座は堺町に、

市村座は葺屋町にありましたので（江

戸三座のもう一つ森田座は、現在の新

橋）、仲蔵が住吉町に住んでいたとい

うのは納得です。住吉町は、現在の日

本橋人形町二丁目あたりになります。

この付近の新和泉・住吉・蛎殻・松

島・元大阪・芳・堺の町を合わせて、

昭和8（1933）年に人形町となります。

この付近には歌舞伎や繰り人形芝居の

人形を作る家が多くあったため、通称

の呼び名が正式な町名となったとのこ

とです。

　両国橋を目指して歩きます。この橋

の西詰の様子は、江戸博の常設展示室

の立体模型に再現されています。橋を

渡って、下町で威容を誇るわが江戸東

京博物館を左手に見て、北斎通りに出

ます。

割下水（わりげすい）

　本所には南北の割下水があり、江

戸っ子が普通に割下水と言えば、南割

下水を指していました。この南割下水

の跡が、っ北斎通り、 です。ここを東

に進みます。

　すると、北十間川と小名木川を結ぶ

っ大横川（今は北十間川と竪川の間は

埋立てられ、大横川親水公園となって

います）、 に差し掛かります。

　仲蔵が っ妙見さま、 への願掛けのお

参りをして帰る道すがら、にわか雨に

遭遇し、これを避けるため、っそば屋、

に飛び込みます。このそば屋を正蔵師

匠（八代目）は っ割下水の角のそば屋、

と設定しています。ですが現在、この

付近にはそば屋はありません。

　そんなそば屋で、そばをすすってい

ると、一人の旗本が飛び込んで来ます。

その旗本の身
み な り

装と所作から、『仮名手

本忠臣蔵』の五段目の斧定九郎役の工

夫を思い付きます。

　そして、その工夫で初日を演じます。

しかし初日の客はその出来に驚き、た

だ息をのむだけ。仲蔵はしくじったと

思い修行の仕直しを上方ですることに

して家を出ます。日本橋の近くにあっ

た魚河岸の真ん中で、人の立ち話を耳

にします。

「おじさあん」

「おおう」

「きのう行ったら、居なかったねえ」

「おうおう、おらぁおめえ、忠臣蔵ぁ

見に行ったよ」

「おう、芝居かい。どうだい、おもし

江
戸
散
歩
…
⑬

［中村仲蔵］
ろいか？」

「おもしろいにも、おめえ、おそれいっ

たのあ仲蔵の定九郎。おいらぁ、あの

狂言みるたんびにね、５万３千石のお

めえ、なぁ、家老の倅
せがれ

が山賊になるっ

てのあ、おかしいと思ったよ。ところ

が仲蔵はもののみごとに、絵解きをし

て見せてくれたよう、え？　浪人者で

演りゃあがった。水もたれそうない

い定九郎だ。おらぁ初物を見たんで、

七十五日
んち

生き伸びらぁ。よかったぜ」

　親水公園を北に歩いて、法恩寺橋の

たもとから蔵前橋通りを東に進みま

す。そして、横十間川に架かる天神橋

を左に折れます。この川に沿って北に

進むと浅草通りの柳島橋に突き当たり

ます。この橋を渡った左手のマンショ

ンの１階部分が、っ妙見さま、 です。

柳島の妙見さま

　 っ柳島の妙見さま、 は通称で、その

正式名は、妙見山法性寺。室町時代、

北極星から妙見菩薩像が降臨したとい

う日蓮宗の古刹で、境内には、その北

辰妙見大菩薩の碑、葛飾北斎辰政翁顕

彰碑、近松門左衛門碑や っ昔ばなし柳

塚、 の碑などがあります。

▲柳島の妙見さま

　そして、ここを出て西を見ると現在

建設中の っ東京スカイツリー、 を見る

ことができます。

　願い事があるときは、仲蔵にあや

かってこの道を歩けば っ満願成就、 か

もしれません。妙見さまの境内には、

「叶えてほしい願い事　まかす心が運

を呼ぶ」とありました。

【取材】歩いた人（文・写真）：　　　　･

広報部会・岡田守弘･

イラストを描いた人：　　　　･

同・松原良　　　　

法恩寺橋、建設中のスカイツリーも見える

落語で

▲両国橋西詰（江戸博模型展示）

▲北斎通りから江戸博
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　この噺
はなし

は三遊亭円朝の創作による

人情話で、芝居にもなっている演題で

す。そして、司馬遼太郎は『街道をゆく

36� 本所深川散歩』や、『同39� ニュー

ヨーク散歩』の中で、っ江戸っ子は実在

するか、 という話題に、この噺を引合

いに出して、次のようにいいます。

　言いきってしまえば、長兵衛さんの

ような江戸っ子などは、存在しない。 

が、ひょっとすると東京の下町のどこ

かに存在しているのではないかという

願望が、百年、二百年、もたれてきた。

つまりその熱っぽい願望がリアリズム

に類似する化合物になって、つねに立

ちのぼってきた。その気分が古典落語

になったり、“寅さんとその家族”（「男

はつらいよ」）という、長期シリーズ

をつくらせてきたのである。

　ここでは、江戸っ子の長兵衛さんの

歩いた道筋は別の機会に譲って、登場

人物の１人、文七さんの歩いた道筋を

歩いてみます。

白銀町

　文七は白
しろ

銀
がね

町
ちょう

3丁目にあった近江

屋卯兵衛の鼈
べっ

甲
こう

問屋の手代です。この

文七が向島小梅にあった水戸様の下屋

敷に、100両の支払を受取に行きます。

その帰り道の出来事がこの噺の発端で

す。

　この白銀町3丁目は、今の日本橋

本石町4丁目、同室町4丁目辺りで、

この辺りに っ近
きん

卯
う

、 が在ったことにな

ります。ここから、っ江戸通り、 の室

町３丁目の交差点を経て、神田川に架

かる浅草橋を渡り、浅草方向に進みま

す。そして、蔵前の商店街、蔵前１丁

目の交差点を過ぎ、厩橋西詰、そして

駒形橋西詰の駒形堂を右手に見て、更

に歩を進めます。すると吾妻橋西詰め

の交差点に出ます。ここを右に曲がる

と吾妻橋です。

吾妻橋

　この橋は安永3（1774）年に架けら

れます。それまでは「竹町の渡し」と

呼ばれた渡し舟があった場所でした。

この架設は、浅草花川戸の町人が幕府

に願い出て許されできたもので、この

頃から江戸の北西部の近郊が江戸市街

に取り込まれはじめたことを示してい

ます。初めは大川橋と呼ばれていまし

たが、明治９（1876）年に架けかえた

際に、それまでの俗称「吾妻橋」が正

式な名称となって現在に至っています。

　民間の橋ですから、武士以外の全て

の通行者から２文ずつ通行料を取った

と記録に残っています。文七さんや長

兵衛さんは、これを払って渡ったので

しょうか。

　金を盗まれたと勘違いした文七が、

ここから飛び込もうとするのを引き留

めた長兵衛は、持っている金を押しつ

けます。ここの演じ方を八代目　林家

正藏（彦六）が語っています。

　あそこは、なるたけとっさに出せっ

江
戸
散
歩
…
⑭

［文七元結］

てんですね。これは初代伊藤痴
ち

遊
ゆう

さん

が教えてくれたんです。「金てえものは、

いかに江戸っ子でもなんでも、時がた

つてえと自分の分別が先へ立っちゃっ

て、なかなか人にやれないもんだ」と

いうんです。寄附金も、とっさの場合

に出すのと、あとで程
ほど

よろしい所と

はちがいますから、だからとっさの場

合に出せと。

　この吾妻橋を渡って左に折れて進み

ます。ここの角のビルの屋上には、金

色のオブジェがあります。大川を左手

（頭上は首都交・向島線）に見て道な

りに進みます。アサヒビール本社、墨

田区役所（ここには勝海舟の立像があ

ります）を右手に見て道なりに進むと

下り坂になり、墨堤通りに出ます。こ

こを左に曲がります。源森川（北十間

川）に架かる枕橋を渡ります。

水戸家下屋敷

　この枕橋を渡ったところが、当時は

小梅と呼ばれました。今は隅田公園と

なっていて、ここに水戸徳川家の下屋

敷がありました。元禄６（1693）年に

浜町からここへ移されたとのことです。

源森川（北十間川）の北が向島、南が

本所です。

　「文七はお久（長兵衛の娘）と夫婦

になり、主人が暖
のれん

簾を分けて、麹町六

丁目に元結屋の店を開いたというおめ

でたいお話でございます」となって、

この噺は終わります。

　しかし、当時の仕来りから言えば、

文七が手代からいきなり暖簾分けなど、

とてもあり得ないことだったと思うの

ですが、そんな穿
せん

鑿
さく

などは野暮ですね。

【取材】･歩いた人（文・写真）：･

･ 広報部会・岡田守弘･

イラストを描いた人：同・松原良

水戸家下屋敷跡の隅田公園

落語で

▲浅草橋の案内板

▲源森川に架かる枕橋

▲駒形橋からの吾妻橋
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　この噺
はなし

は大岡政談と言われるもの

の一つです。今回は噺の発端となる

柳
やなぎ

原
わら

付近から、主人公の二人・大工

の吉五郎と左官の金太郎が住んでいた

竪
たて

大
だい

工
く

町
ちょう

と白
しら

壁
かべ

町
ちょう

、そして南町奉

行所のあった数寄屋橋付近までを歩い

てみます。

柳原

　神田川に架かる万世橋から歩を進め

ます。江戸期にはこの橋はなく（明治

36年に架橋）、上流側の昌平橋の近く

に（昔の交通博物館の外れ）に筋
すじ

違
かい

御

門がありました。ですが今ではこの御

門の面影を残すものはありません。万

世橋を渡ったところから須田町の交差

点辺りが、江戸期には っ火除御用地、

と云われた広場でした。そして江戸切

絵図には浅草御門から神田川に面した

内側（お城から見て）の土手に沿った

道筋にっ是ヨリ筋違迄ヲ柳原通リト云、

の記載があります。ですから、吉五郎

が落とした財布を金太郎が拾ったのは

この辺りだったことになります。筋違

御門から須田町、今川橋、室町一丁目、

そして日本橋に通じる道は、当時でも

主要な通りの一つ、中山道で、今の国

道17号線です。須田町の交差点を経

て、須田町１丁目の交差点を右に入り

ます。

竪大工町と白壁町

　内神田３丁目の神田多町よりの辺り

が、吉五郎が住んでいた竪大工町です。

「子別れ」のっ熊さん、は、吉原で「俺

は神田竪大工町の大工の熊五郎てぇ堅

気の職人だぁ…」と言っていますし、

「大工調べ」の棟
とう

梁
りょう

っ政五郎、 もこ

こに住んでいました。落語の中の大工

さん達はここの住人です。一方、金太

郎が住んでいた町・白壁町は、ＪＲ神

田駅の高架下を過ぎた左手の神田鍛冶

町１、２丁目の辺りとなります。幕府

壁方の棟梁安間源太夫の拝領地で左官

職が多く住んでいた職人町でした。

　金太郎と吉五郎が殴り合いの大げん

かをはじめた時、その止めに入ったの

が吉五郎の家
や

主
ぬし

でした。

　ここで、家主（大
おお

家
や

、家
や

守
もり

とも云い

ます）について能書を書かせていただ

くと…。

　江戸の市街（武家地・寺社地を除く）

の町家地を管轄し、町人に関わる行

政・司法・治安・消防等の市政一般を

担当したのは町奉行でした。その町奉

行を補佐したのが３人の町年寄で、こ

の３人を通じ江戸惣町を支配していま

した。そしてこの町年寄の下に町名主

が置かれ、この人達はそれぞれ１、２

町から数町を受け持っていました。

　一方、町の一角に土地や長屋を持つ

地主は、これらを管理する人が必要で

した。この管理に当たった人が家主で

す。そして町名主も町の仕事を、この

家主に行なわせました。つまり家主は、

お役所の仕事と管理人の仕事の両方を

受け持っていたことになります。お触

れを掲示する、人
にん

別
べつ

（戸籍）を改める、

町人同士の紛争を調停するなどを行な

い、町内自治の中心的な存在でした。

ですから、家主は借家人である店
たな

子
こ

と

は密接な関係にありました。長屋噺の

▲日本橋魚市場発祥の地跡からの日本橋▲日本橋魚市場発祥の地跡からの日本橋

江
戸
散
歩
…
⑮

［三方一両損］

枕によく出る「家主と言えば親も同然、

店子と言えば子も同然」は、このよう

な関係に裏打ちされていました。

　ＪＲ神田駅の高架下を通って日本橋

方向に歩きます。今川橋、室町３丁目

の交叉点を過ぎて、日本橋に至ります。

今の日本橋付近の風景は、多くの人が

指摘するがごとく、「これって、何なの」

です。そして、橋の上で立ち止まると、

川からの臭いと車の排気臭が鼻を突き

ます。当時、物資運送に重要な地位を

占めていた日本橋川も、今ではその地

位を道路（高速）に奪われ、文字通り

の日陰の存在です。中央通りを新橋方

向に歩を進めます。そして銀座４丁目

の交差点を右折し、晴海通りを日比谷

方向に進みます。

南町奉行所

　ここを現在の住居表示にすると「千

代田区有楽町２－７」。今は っマリオ

ン、（かってここには日本劇場がありま

した）の北側（有楽町駅寄り）です。

当時の数寄屋橋御門を入っての右側と

なります。っ恐れながら、 と訴え出た

二人に、お奉行様の大岡越前守忠相の

経
いき

緯
さつ

調べと粋な名裁きは、ここで行な

われました。

　今回の道筋は、花のお江戸の中心地

帯です。ですから、友の会の見学会も

数多く行なわれている場所です。会員

の諸兄諸姉には、度々この道筋を散歩

されていることと思います。

　散歩には良い季節です。ブラブラ歩

きでも喉が渇いてきました。近くのラ

イオンのビアーホールに入って っシュ

タイン・ヘーガー、 をグッと飲みま

すか。「でも、飲み過ぎにはご注意を」

ですって、「なァ～に、多かぁ飲まねえ。

たった一杯」。

【取材】歩いた人（文・写真）：

広報部会・岡田守弘

イラストを描いた人：同・松原良

竪大工町と白壁町も出ている･
神田駅前の町名由来坂

落語で

▲筋違御門前の「御成道」案内板

▲「南町奉行所」跡の碑
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なめる

　猿若三座といわれた中村座、市村座、

河原崎座が猿若町にあった頃の噺
はなし

で

す。芝居好きの八五郎が芝居小屋で女

中連れのお嬢さんと知り合いになりま

す。そこで二人が住む業平橋の寮まで

「送ってくれ」と請われます。寮で酒肴

をもてなされているところ、お嬢さん

の乳房の脇の腫
はれ

物
もの

を吸ってくれと頼

まれます。下心のある八五郎は悪臭を

はなつ腫物をなめます。そのまま泊っ

ていく気になったところへ、「頑固者

の伯父がきた」と女中がいうのを聞き、

あわてて裏口から逃げ出します。そし

て翌日、友だちと一緒にのろけ話をし

ながら業平橋までくるとそこは空き家

です。近所のたばこ屋で「お嬢さんの

腫物は、二十二の男になめさせれば治

ると聞いたので、芝居小屋から色じか

けで男を連れてきて首尾よくなめさせ

たが、後腐れにならないよううまく追

い出したあと、ご本邸に帰ってしまっ

た。気の毒なのはなめた男で、全身に

毒がまわり七日ともたない」と聞かさ

れます。これを聞いた八五郎は目をま

わし引っくりかえります。ついてきた

友だちが「しっかりしろ。ほら気つけ

の寶
ほう

丹
たん

だ、なめろ」「いやア、なめるの

はこりごりだ」と、さげになります。

　今回は、寮のあった業平橋付近から

猿若町、そして現在も営業しているっ寶

丹、 の守田寶丹がある上野池之端仲町

辺りまでを歩いてみます。

業平橋

　業平橋は横川（今は埋立てられ大横

川親水公園になっています）の一番北

側に架かる橋です。横川の西側は大名

の下屋敷や旗本・御家人の武家地でし

たが、東側は押上村・小梅村といわれ

た土地でした。ですから、この辺りに

大店のご隠居などの別荘や寮があった

ことはうなずけます。現在のこの地域

は業平と呼ばれ、墨田区のほぼ中央部

で、この北側の押上一丁目（北十間川

をはさんで）は東京の新名所になりつ

つある っ東京スカイツリー、 でにぎわ

いを見せている街でもあります。その

町名の由来は、っ名にしおはばいざ言

問はむ都鳥　我がおもふ人はありやな

しやと、 と、詠んだ在原業平からとっ

たといわれます。余談ですが、貧乏時

代の志ん生が住んでいた っなめくじ長

屋、 がここにあったといわれます。こ

こから、北西方向に歩いて言問橋を渡

ります。

猿若町

　天保12（1841）年徳川幕府は天保

改革の一環として、猿若町（現在の台東

区浅草６丁目）に堺町、葺
ふき

屋
や

町
ちょう

、木
こ

挽
びき

町（いずれも中央区）にあった芝居小

屋の移転を命じます。芝居小屋は天保

12（1841）年から13（1842）年にかけ

て当地に移り、芝居小屋猿若町ができ

ました。猿若町一丁目は中村座および

薩摩座、二丁目には市村座および結城

座、三丁目には河原崎座（のちの守田

江
戸
散
歩
…
⑳

［なめる］

座）が移転してきます。当時としては、

江戸のはずれに移転させたのですが、

近くに吉原があり一大繁華街に成長し

ました。上野を目指して歩を進めます。

上野池之端仲町

　嘉永4（1851）年の『下谷絵図』に

よれば、不忍池の南の端に細長く池之

端仲町とあります。この辺りはその昔、

不忍池の堤で、長井堤といい、古くは

長井庄と唱えたとのこと。そして、湯

島台地から池之端の辺りは斎藤別当実
さね

盛
もり

が住んでいた土地といい伝えられ

ているそうです。

　ここにっ寳丹、の守田寶丹があります。

初代守田治兵衛（摂津住吉出身）が延

宝8（1680）年に創業した漢方薬屋で、

文久年間（1861～63）に九代目当主

がオランダ医師ボードウィンから薬法

を教授され創製した っ寳丹、 が有名に

なります。効能は吐き下し、暑気あた

り、酒酔い、食べすぎ、頭痛、めまい

などで、鳥獣にも効ありとのこと。日

清、日露戦争には、陸軍省御用達にも

なったとのことです。

　この噺は、っ寶丹、 の宣伝のために

創作されたといわれ、艶
えん

笑
しょう

噺の部類

に入ります。元来はもっと落とした噺

で、腫物の場所も乳房の脇などという

上品なものではなかったとのこと。で

すが、なぜか「第二次大戦直前の昭和

16（1941）年に決めた禁演落語五十三

種」には入っていません。現代ではこ

んなバカげた物語は成立しようもない

のですが、迷信に頼る素人療法、芝居

狂いの男、養生中の娘などが描かれて

いて、当時の社会を映した噺なのだと

思います。

【取材】歩いた人（文・写真）：･

･ 広報部会・岡田守弘･

･ イラストを描いた人：同・松原良

守田寶丹薬局のある上野仲町通り

落語で

▲橋の周りは工事中の業平橋

▲上野池之端仲町に今もある守田寶丹薬局

▲･現在の浅草 6丁目、猿若町の面影はまったくあ

りません
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両国橋

　夏の高座で演じられる定番の噺
はなし

の

一つです。その舞台は両国橋。幕府は

防備の面から隅田川への架橋を千住大

橋以外に認めていませんでしたが、明

暦の大火［明暦３（1657）年］以後、防

災目的のために架橋を決めます。最初

に架けられたのは万治２（1659）年も

しくは寛文元（1661）年の二つの説が

ありますが、隅田川の２番目の橋とな

ります。当初「大橋」と名付けられま

したが、武蔵国と下総国の二つの国に

またがっていたことから俗に両国橋と

呼ばれていました。元禄6（1693）年

に新大橋が架けられると両国橋が正式

名称となります。当初の位置は現在よ

りも下流でしたが、江戸の市街地が本

所・深川方面に拡大され、そこへの幹

線道路として大きく寄与します。また、

橋の西側に設けられた広小路は、火除

地としての役割も担いました。

　そんな橋の上は、大勢の花火見物の

人でごった返しています。そこへ本所

方面から馬に乗ったお武家様一行が通

りかかります。橋の上は身動きが取れ

ない程なのですが、一行は町人達を無

理やりかき分けて通ろうとします。と、

反対の両国広小路の方からやって来た

のが ったが

や、です。道

具箱と青竹

のったが、を

丸めて担い

でいました

が、人に押

されながら

橋の中央ま

で来たとき、

それを落としてしまいます。その途端、

青竹の ったが、 がスルスルと伸びて馬

上の殿様の陣笠を跳ね飛ばしてしまい

ます。町人が殿様のかぶり物を跳ね飛

ばしたら、制裁を受けるのは当然です。

っ謝るから許してくれ、 というのは町

人の勝手な言い分で、武家は武家の作

法で対応しなければ男が廃
すた

ります。で

すから っ勘弁まかりならん。屋敷へ来

い、 というのは当然の要求です。路上

で行き違った町人を斬
き

る場合は、いく

つもの決まりにのっとって斬らないと

いけませんでした。ですが、その屋敷

内は武家の支配範囲で、そこで無礼な

者を殺しても、あとで届けるだけで良

いのです。ですから是が非でも屋敷に

連れ帰ろうとするところに、この噺の

真実さがあります。

啖呵

　ったがや、は平身低頭、謝り続けます

が「勘弁まかりならん。屋敷へ来い」

の一点張り。ついに切れて、裾
すそ

を尻
しり

っ

端
ぱ

折
しょ

り啖
たん

呵
か

を切ります。

「どうしても勘弁してもらえねえんで、

こんなに頼んでも……、いらねえや

いっ、丸太ん棒！」

「な、なんだ、丸太ん棒とは」

「血も涙もねえ、目も鼻も口もねえ、

のっぺら棒な野郎だから丸太ん棒って

んだ。この、四六の裏め！」

「わからんことを申すな。何だ四六の

裏とは」

「サンピンてんだよ。たまにゃサイコ

ロでもひっくり返してよく見やがれっ

てんだ」

「無礼なことを申すと、手は見せんぞ」

「見せねえ手ならしまっとけ」

「大小が怖くないか」

江
戸
散
歩
…
㉑

［たがや］

「大小が怖くて暦の下を通れるかって

んだ」

「二本差しておるのがわからんのか」

「わかってらい。たった二本じやねえ

か。焼豆腐だって二本刺してら。気の

利いたうなぎだったら四本も五本も刺

してるぜ。そんなうなぎを食ったこと

ねえだろ。おれも久しく食ってねえが。

斬るのか。さあ。どこからでも斬って

くれ。さあ、首から斬るか、尻から斬る

か。斬って赤くなけりゃ銭はいらねえ

すいか野郎ってんだ。さ、斬りやがれ」

　これが江戸っ子の啖呵です。屋敷に

連れて行かれれば、どうなるかわから

ない ったがや、 の不安と強がりの気分

を一気にはき出し、偉そうにしている

お武家様を心地よく罵
ば

倒
とう

します。

　まくし立てる啖呵で、たじたじと

なった馬上のお殿様、「切り捨てい」と

供侍に言いつけます。噺はこの後、った

がや、 の首が飛ぶ演じ型もあれば、殿

様の首が飛ぶ演じ型もありますが、近

年は後者の型が多く演じられます。った

がやの首、 が飛ぶのがもともとの型だ

そうで、噺の経緯から言ってもその方

が妥当だと思うのですが、落語に論理

の整合性などヤボなことです。……

　というようなことを申し上げていた

ら、誌面が尽きてしまいました。今回

は散歩道の紹介を割愛させていただき

ます。ご容赦下さい。東日本大震災の

影響で開催が危ぶまれていた今年の隅

田川花火大会は、8月27日（土）に行

われるとのこと。今年も花火を楽しみ

たいと思います。

（注）･図1、2は、江戸東京博物館「大江戸八百･

八町」展図録の「熈代勝覧」より転載。

【取材】歩いた人（文・写真）：

広報部会・岡田守弘

イラストを描いた人：同・松原良

現在の両国橋

落語で

▲ “旧跡両国広小路、 の碑

▲たがや（図２）

▲武家の行列（図１）
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首提灯

　芝山内で、田舎侍に道を聞かれた

八五郎、酔った勢いでさんざん毒づき

ます。怒った侍は、八五郎の首をはね

てしまうのですが、あまりにもスパッ

ときれいに切ったため、切られた当人

が気付かず、ほろ酔い機嫌で歩いて行

くと何度も首がずれてきます。その度

に首の位置を直しながら行くと、火事

で人通りが多くなり、ぶつかったり押

されたりして首が落ちそうになりま

す。仕方なく、自分の首を提灯のよう

にひょいと差し上げ、「はい、ごめん。

はい、ごめん」というところでさげに

なるのが「首
くび

提
ちょう

灯
ちん

」という噺
はなし

です。

　落語には現実には絶対にあり得ない

ことが平気でまかり通ることがよくあ

ります。「抱かれているのは確かに俺

だけど、抱いてる俺はいったい誰だろ

う」という「粗忽長屋」などがその例

で、この「首提灯」も同様です。「そ

んな馬鹿なことはあり得ない」と思わ

ずに、こういう噺に乗っていける想像

力が聞き手に、そしてそう思わせる技

量が落語家になければならないのです。

このあたりが落語の醍
だい

醐
ご

味
み

の一つと

言ってもいいでしょう。

　八五郎が首を切られたまま歩き続け

た道はいざ知らず、今回は、増上寺と

いま芝公園という「公園」になってい

るところはみな「芝山内」とみて、ほ

ぼその全部を歩いてみます。

落語の立て札と茶室・貞恭庵

　出発は大門からとします。ここから

増上寺の三解脱門を前に見て右側を歩

きましょう。と、道端に一つの立て札

があります。タイトルは落語『首提灯』。

芝山内が落語『首提灯』の舞台と書い

てあり、今日のコースのお墨付きです。

　立て札を読んだら、信号を渡って、

元和8（1622）年建立の国の重要文化

財・三解脱門から浄土宗大本山・増上

寺へ入ります。まずご本堂にお参りし、

隣の安国殿で黒本尊に、というのが一

般的ですが、本堂のあとその後ろ側に

ある茶室・貞恭庵を見ることをおすす

めします。貞恭庵は皇女和宮ゆかりの

茶室で、昭和55（1980）年に移築・改

修されたものです。その際、和宮の戒

名から貞恭庵と名付けられました。小

さいながら風情のある茶室です。

　すぐ隣には圓光大師堂もあり、安国

殿の後ろを通って徳川家墓所にも行け

ます。この墓所には6人の将軍とそ

の正室、側室、子女多数が埋葬されて

います。通常は特別日のみの公開です

が、今年はＮＨＫ大河ドラマ「江」も

あってか、11月末まで公開されてい

ます（参拝料500円）。増上寺はこの

くらいにして、西向観音のところから

出ます。

東京タワー、もみじ谷、丸山古墳…

　ここから右へ進み日比谷通りに出て

左折、東京プリンスホテルの前を行き

ます。道なりに行って、関東大震災や

戦災をのがれた二天門、御成門を見る

ことができます。御成門のそばの信号

を渡って左の公園の中へ入ります。こ

こも芝公園。公園の出口・交番の脇の

江
戸
散
歩
…
㉒

［首提灯］

信号を渡り、右へ行くと東京タワーで

す。スカイツリーに負けず観光タワー

として残る東京タワーですが、いま3

階で「江」展を開催中、ＮＨＫのＰＲ

めいたものですが、休憩がてらのぞい

てみるのも一興です（無料、12月25

日まで）。東京タワーを出てすぐ右の

公園に進みます。ここも芝公園で「も

みじ谷」といわれる所で、もみじの滝

もあり、川の流れも見られる静寂な公

園です。都会の真ん中にこんなところ

が、と感銘を受けました。

　この公園を出ると右手に豆腐懐石

の「うかい」があり、左手の公園を抜

けて坂を下り、信号を渡ると宝珠院で、

弁天池などもあって、この一帯も芝公

園です。公園を進むと再び日比谷通り

に出ます。これを左折して少し行くと、

また芝公園でその中央に丸山貝塚の説

明板があります。そしてその先の丘を

あがって行くと、東京都指定史跡・芝

丸山古墳の説明板と石柱があり、そば

には丸山随身稲荷という小さな神社が

あります。さらに上にあがると、伊能

忠敬測量偉功表という碑を見ることが

できます。ここが丸山古墳の頂上で、

これを下りると隣は芝東照宮です。芝

東照宮は元和3（1617）年の創建、境

内に都指定天然記念物の大イチョウが

あり、真新しい板に「お江の御子三代

将軍徳川家光お手植え」とあります。

　東照宮を出て左に行くと某ホテルの

敷地内旧台徳門霊廟惣門（秀忠の霊廟

にあったもの）を見ることができます。

そして三解脱門に戻り、信号を渡って

日比谷通りの東側にある芝公園で万延

元年遣米施設記念碑、ぺルリ提督像を

見て、港区役所前に復元された松原を

見れば、芝公園のほぼ全部を歩いたこ

とになります。それにしても自分の首

を切られたのに気付かないとは…。

【取材】歩いた人（文・写真・イラスト）：

広報部会・松原良

増上寺山内（芝公園）の宝珠院

落語で

▲落語『首提灯』の立て札（左）

▲芝公園・もみじ谷

▲増上寺本堂裏手の貞恭庵
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目黒のさんま

　目黒不動参拝をかねて鷹狩に出かけ

たある殿様が昼時に近所で焼くサンマ

の匂いに引かれ、「苦しゅうない」と

サンマを食べ、すっかりその味が気に

入ります。お城に帰ってもその味を忘

れられない殿様はサンマを食べたいと

言ったのですが、家来どもがあまり塩

気や油気の強いものはいけないとそれ

をすっかり抜いて出したので、まるで

まずい味です。「このサンマはいずれ

から取り寄せた」「日本橋魚河岸にご

ざります」「それはいかん。さんまは

目黒に限る」で下げになる、みなさん

お馴
な

染
じ

みの落語です。

　あまりにも知られた落語ですが、そ

の舞台となった場所は目黒区三田の茶

屋坂あたりとされています。今回は

そこを訪ねてみようというのですが、

「目黒のさんままつり」に合わせて行

くのも一興です。しかし、漫談のネタ

にもあるように「目黒駅は品川区にあ

り、品川駅は港区にある」ので、「目

黒のさんままつり」もややこしいので

す。品川区の「目黒のさんま祭り」と

目黒区の「目黒のさんま祭」があるの

です。タイトルも「さんま祭り」と「さ

んま祭」と微妙に違うのです。今年は

9月4日が品川版、9月18日が目黒

版で両日とも行ってみました。

　品川版は、JR「目黒」駅東口を出

れば、大勢の人出ですぐそれと分かり

ます。こちらは岩手県宮古市と提携し

ていて、サンマ6,000匹が無料配布

されるとあって長蛇の列です。近くの

誕生八幡神社での木戸無料の「目黒の

さんま寄席」も長蛇の列、いずれも今

年は「東日本大震災チャリティ」と銘

打っていました。

　目黒版は、田道広場公園が会場で「目

黒」駅から徒歩10数分のところです。

目黒区民まつりの一環で、こちらは宮

城県気仙沼市と提携、サンマ5,000

匹が無料配布で、やはり長蛇の列です。

こちらも「がんばろう東日本」と復興

支援をうたっていました。

爺々ヶ茶屋への道

　ではJR「目黒」駅から茶屋坂を目

指しましょう。西口からJRの線路と

平行する道を恵比寿方面に行きます。

少し行くと左に三田公園という小さな

公園があります。説明板によると、こ

の辺の目黒川沿いの台地はかつて「千

代ヶ崎」と呼ばれ、西に富士山、東に

品川の海を臨む景勝地で、その様子

は『江戸名所図会』にも描かれている

そうです。少し先に小さいながら手入

れの行き届いた春日神社という天徳2

（958）年創建の古い神社があります。

さらに進むと「恵比寿南一公園前」と

いう交差点に出ます。これを左折して

坂を上ります。この坂は「新茶屋坂」

と地図にはありますが、標識は見当た

りません。坂を上りきった信号のあた

りから坂を下りていく道に並行して高

さを保ったまま行く側道がありますの

で、これを進みます。途中「茶屋坂児

童公園」がありますが、構わず直進す

るとマンションに突き当たります。こ

江
戸
散
歩
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［目黒のさんま］

れを左下に下りていく細い道を行くと、

「茶屋坂と爺々ヶ茶屋」という説明板

に突き当たります。

何で「目黒のさんま」なの？

　この説明板は平成3年3月に目黒

区教育委員会が立てたもので、［この

坂上に百姓彦四郎が開いた茶屋があっ

て、三代将軍家光が目黒へ鷹狩りに

きた都度立ち寄り、店主を「爺
じい

、爺
じい

」

とかわいがったことから「爺々ヶ茶

屋」と呼ばれ、広重の絵にも見えてい

る、以後の将軍も鷹狩りにくる度に立

ち寄り、銀1枚を与えるのが例となっ

た］というようなことが書いてありま

す。問題はそのあとで［こんなことか

ら「目黒のさんま」の話が生まれたの

ではないだろうか］とだけ記されてい

ます。将軍がこの茶屋をひいきにした

のと殿様が目黒でさんまを食べておい

しかったという話との関係の論拠は何

もないのです。でもこれは落語の上の

話で史実ではないのですから、そう目

くじらを立てることではなく、説明板

に「目黒のさんま」を入れてくれた教

育委員会の人に感謝したいと思います。

おかげで「目黒のさんま」もゆかりの

地を持つことができたのです。

　さて、この説明板を右折、坂を下り

ていくと「茶屋坂」の標柱があり、さ

らに進むと「茶屋坂街かど公園」です。

ごく小さな公園ですが、「茶屋坂の清

水」の石碑が建ち、「目黒のさんま之図」

と「将軍家鷹狩之図」のプレートが埋

め込まれています。

　さらに直進すると目黒清掃工場に突

き当たるので左に行けば、田道広場公

園です。あとは大鳥神社、目黒寄生虫

館、目黒不動などお好きな目黒観光

を！「散歩は目黒に限る」かも。

【取材】歩いた人（文・写真・イラスト）：

広報部会・松原良

現在の茶屋坂あたり

落語で

▲品川区の「目黒のさんま祭り」

▲目黒区の「目黒のさんま祭」

▲茶屋坂街かど公園
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王子の狐

　ある男が王子で狐が若い娘に化ける

ところを目撃して、化かされたふりを

して狐をだましてやろうと思いつきま

す。そこで声をかけ、近くの料理屋へ

誘い、さんざん飲み食いしたあげく、

酔いつぶれた娘を残して先に帰ってし

まいます。起こされた娘は勘定が自分

持ちと聞いてびっくり、尻
しっぽ

尾を出して

ほうほうのていで逃げ帰ります。狐を

だますと怖いと聞かされた男は翌日ぼ

た餅を持って、狐のところにわびに行

きます。子狐がぼた餅を喜ぶと、母狐

が「食べるんじゃない、馬の糞
ふん

かも

しれない」で下げとなります。皆さん

よくご存知の落語です。

　ではその舞台を歩いてみましょう。

出発はJR「王子」駅からですが、こ

の駅には改札が3カ所あります。そ

のうちの北口から出て、北本通りを左

へ数分歩き、せともの屋のところを右

折するとすぐ装束稲荷神社という小さ

な神社があります。ここは関東8カ

国の稲荷の使いの狐が王子稲荷へお参

りする前に装束を着替えたという言い

伝えがあるところです。今でもそれを

模した「狐の行列」が毎年大晦日に行

われています。詳しくは本誌63号8

頁に友の会会員の林義之さんが書いて

おられますので、ご参照ください。

　とまずここへ来たのは、狐が装束を

着替えた場所なので、もしかしたら落

語の狐もここで若い娘に化けたのでは

ないか、という気がしたからです。そ

んな気分を味わいながらお参りを済ま

せたら、また駅へ戻りましょう。

飲み食いの舞台・扇屋と王子稲荷

　「王子」駅北口そばの「森の下ガード」

をくぐり、音無親水公園の方へ行くと

すぐ左側にある大きなビルが扇屋ビル

です。この扇屋が「王子の狐」で男と

若い娘（狐）が飲み食いした料理屋と

されています。しかし今は料理屋を閉

め、一角に玉子焼きの販売コーナーが

あるのみです。この玉子焼きは扇屋の

名物で、日本橋のデパートでも販売し

ているそうです。

　その玉子焼きを買ったときにいただ

いた「王子扇屋の沿革」によると、創

業は慶安元年（1648）、当代で十五代、

『江戸名所図会』にも載り、蜀山人も「い

ざあけんゑびや扇屋とざすとも王子の

狐かぎをくわえて」とよんでいます。

「江戸時代一流会席番附」にも八百善

などと一緒に載っていて、『寝ぬ夜の

すさび』という古書には「料理屋の折

詰は扇屋より始まれり」と書いてある

そうです。落語の方の男は飲み食いし

たあげくにお土産に玉子焼きの折詰ま

で持っていったことになっています。

私も数十年前、まだ料理屋だった扇屋

へ宴会の予約に行き、ご予算が合わ

ず？断念したことがあります。

　さて、扇屋から出て森下通り商店街

を進みます。ちょっと横に入ると狐の

向うを張った「狸」という居酒屋があっ

て笑わせます。右手に名代「久
く

寿
ず

餅
もち

」

江
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［王子の狐］

の店があり、さらに進むと左手に王子

稲荷神社があります。参拝は「ウィー

クデーはいなり坂より」と表示されて

いて手前の坂を上り、脇から入ります。

境内で幼稚園をやっているためです

が、その脇の方も園児出迎えの若いマ

マたちに占拠されていました。本殿の

奥の方に「狐の穴跡」というのがあっ

て、ここが落語でいう狐の住み家かな

と思いました。落語の舞台はこれで終

わりですが、せっかくですので、もう

少し歩いてみます。

名主の滝公園から紅葉寺へ

　王子稲荷を出て道なりに行くと間も

なく名主の滝公園です。王子村の名

主・畑野孫八が自邸に開いた江戸情緒

あふれる庭園で、かなり広くゆっくり

楽しめます。公園を出たら、公園に沿っ

て外をまわり、三平坂を上りそのまま

進むと本郷通りに出ます。これを横断

してさらに進むと北区立中央図書館に

突き当たるので左折して行くと紅葉橋

に出ます。紅葉寺といわれる金剛寺、

源頼朝の布陣伝承地などを見て、下流

に向かって右岸を歩きます。

　ほどなく音無さくら緑地があり、こ

こでは緑の吊橋を楽しめます。そして

正受院に寄り、山門の先の「不動の滝

跡」の説明板を見て左へ行くと独立行

政法人・酒類総合研究所に突き当たり

ます。以前の国税庁醸造試験所の一部

で、レンガ造りの醸造工場なども残っ

ています。私も仕事柄縁のあったとこ

ろでなつかしく見ました。隣の醸造試

験所跡地公園を抜け、音無橋から河畔

に下りると音無親水公園で扇屋のとこ

ろに戻ります。ここには何軒もの飲み

屋がありますが、狐にだまされないう

ちに帰った方がよさそうです。

【取材】歩いた人（文・写真・イラスト）：

広報部会・松原良

狐の穴跡（左手の階段上）への道

落語で

▲王子稲荷の「狐の穴跡」

▲名物「厚焼玉子」を売る扇屋

▲装束稲荷神社
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加賀の千代

　この落語は大晦日にやりくりのつか

なくなった甚兵衛が女房の入れ知恵で

隠居のところに借金に行く話です。お

まえさんは隠居にかわいがられている

から何とかなるという女房に、甚兵衛

は「子でも孫でもないのに」というと、

世の中にはいろんなものを可愛がる人

がいると女房。加賀の千代という人は

「朝顔につるべ取られてもらい水」とい

う句を詠んだくらい、朝顔を可愛がっ

たといいます。だからおまえを可愛が

る人だっているんだ、隠居に何とかし

てもらいなというわけです。

　隠居のところへ行った甚兵衛はあち

こちボロを出しながらも借金に成功し

ます。喜んだ甚兵衛が、やっぱり「朝

顔につるべ取られてもらい水」だとい

うと、隠居が「加賀の千代か」、甚兵

衛が「いやぁかか（女房）の知恵です」

で下げとなります。私の子どものころ

はラジオでよく聞いた落語ですが、今

はあまり聞かれなくなったように思い

ます。おそらく、つるべのついた井戸

などほとんどなくなって、句の意味の

説明がややこしいからではないかと思

います。

　今回は、その句を詠んだ井戸が現存

するお寺があるというので、行ってみ

ることにしました。

　出発はJR「田町」駅、三田口（西

口）から、そのお寺・薬王寺を目指し

ますが、途中何カ所か寄り道をしなが

ら行きます。

札の辻、キリシタン遺跡など

　駅前の大きな道が国道15号（第一

京浜）で、これを品川に向かって右側を

進みます。するとすぐ大きな交差点に

出ますが、ここが「札の辻」です。案

内板によると江戸時代のはじめ高札場

がここに設けられ「札の辻」と呼ぶよ

うになり、その後天和3年（1683）高

札場が南方の高輪に移されて「元札の

辻」と呼ばれるようになり、明治維新

後は「元」を略してまた「札の辻」と

なったのだそうです。

　「札の辻」交差点を渡るとすぐ右に三

田ツィンビル西館という高層ビルがあ

ります。その手前、公園のようになっ

ているところの幅の広い階段を上ると

その先に「都旧跡　元和キリシタン遺

跡」という標柱と東京都教育委員会に

よる説明板が目に入ります。三代将軍

家光が元和9年（1623）、キリスト教信

者約50人を処刑した場所です。寛永

15年（1638）にも同じ場所でキリシタ

ンが処刑されています。

　この遺跡を見て左へ曲がると通行用

エレベーターがあり、向かいの丘の上

へあがることができます。もっとも「事

件、事故の責任は負いません」と表示

があったり、あがった先が済海寺の墓

地裏で少々気味が悪いのですが、道な

りに行くと聖坂の上に出ます。その先

すぐ左側が港区立亀塚公園です。ここ

は上野沼田藩土岐家の下屋敷跡で亀塚

伝説が残されています。亀塚は古墳と

みられているものの確証はないようで

す。武家屋敷風につくられた塀が雰囲

▲薬王寺の入口

江
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［加賀の千代］

気を感じさせます。そのすぐ先にも三

田台公園があり、こちらは伊皿子貝塚

遺跡です。

いよいよ朝顔の井戸へ

　この三田台公園の前で道が二股
また

に

分かれているので右へ入ると右手に薬

王寺が見えてきます。「史跡　朝顔の井

戸」と大きく書いてあり、すぐ分かり

ます。普通お寺は階段をあがって本堂

というところが多いのですが、ここは

階段を下りて本堂、さらに一段下りた

ところが墓地となっています。その墓

地の真ん中に朝顔の井戸はありました。

　確かにつるべのついた井戸があって、

石碑もありました。その上半分には例

の句が刻まれていて、下半分には次の

ような文面が刻まれていました。「朝

顔の井戸　俳人加賀の千代女の朝顔に

云々の句由縁の井戸也　又江戸三大火

の厄を免れたるにより火防感応髙祖と

共に霊水の名聞こえ髙し　敬白」

　近くにつるべにからみそうな朝顔は

見当たりませんでしたが、この井戸か

と得心がいきました。

　これでこの日の目的は果たしたわけ

ですが、もう少し歩いてみます。三田

台公園へ戻り、その先を左折して幽霊

坂を下るとおしろい地蔵（御化粧延命

地蔵尊）の玉鳳寺があります。幽霊坂

を抜けて左へ行くと魚籃坂下です。こ

のすぐ左が大信寺で江戸の三味線製作

の祖・石村近江の墓があります。三味

線寺というこの寺に「音楽葬、散骨飛

行」のビラがおいてあったのには驚き

ました。そのまま魚籃坂、伊皿子坂を

行って、最後は泉岳寺の「首洗井戸」

で井戸の散歩を締めました。

【取材】歩いた人（文・写真・イラスト）：

広報部会・松原良

階段を下りて入る薬王寺

落語で

▲朝顔の井戸

▲元和キリシタン遺跡


