築地 ・ 明石町 ・ 佃島 ・ 門前仲町
2012 年 4 月 10 日

この白魚は将軍に献上され一般庶民にはなかなか手が届かなかった。
この白魚の漁は佃島の漁民に許され、この白魚を将軍家に献上するための
「献上箱」が残っている。魚河岸は江戸時代から日本橋にあり、
芝増上寺近くの芝浜にもあった（圓朝作の落語「芝浜」で知られる）。

築地本願寺 ⇒ 築地場外市場 ⇒ 波除神社
⇒ 明石町（外人居留地等跡）
⇒（佃大橋経由）

魚河岸が日本橋から築地に移ったのは大正 12 年の関東大震災以降である。
魚河岸の移転とともに築地場外市場も生まれた。

⇒ 佃島とその周辺 ⇒ 門前仲町 ・ 富岡八幡

現在の築地市場は面積にして東京ドーム 5 つ分の大きさがある。
取り扱う品目は、水産物と青果（野菜と果物）が中心だが、鶏肉や鶏卵、
漬物、その他加工品なども扱われ、７の卸売業者と約 1000 の仲卸業者が
取引をおこなっている。
※ちなみに卸売業者とは生産者（またその代理人）から生鮮食品などの
販売を委託され、仲卸業者などに販売する人たちであり、仲卸業者は
卸売市場で競りなどを通じて魚や青果を仕入れ、小売業者やスーパーなどに
販売する人たちを言う。

築地市場
江戸時代には「日に千両がおちる場所」として歌舞伎や浄瑠璃を興行する芝居町、
遊廓・新吉原そして日本橋川岸の「魚河岸」が三大繁華街と言われていた。
つまり、朝千両（魚河岸）昼千両（芝居町）夜千両（新吉原）である。
江戸前の海から獲れた魚介類は日本橋河岸の魚河岸に運ばれ、魚河岸の問屋組合を

現在鮮魚や青果を運ぶのにトラックが活躍しているが、かつて鉄道の
貨物輸送が行われ、線路が築地市場の場内から汐留まで伸びていた。
その時代の名残は貨物列車の線路に沿った卸売りや競り場のある弓状の
建物にみられる。

通じて市場に流通していた。江戸湾で獲れた最高級の魚は白魚。
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築地場外市場

ミッションスクール、外国公館などがやってきた。立教、女子学院、

場外市場のある場所はかつて築地本願寺の敷地で、ここに 50 余りの寺院が
並んでいた。震災復興の計画で晴海通りが作られたことで本願寺の寺領が
分断され、また、寺院も震災の被害を受け、焼け残った寺も多くが郊外に

慶応大学はこの地に始まる。近隣に、外国人利用の慰安施設として
政府によって遊郭が誘致された（現在の新富町１，２丁目）。
しかし外国人が多く来なかったことで、明治４年には閉鎖された。

移転したことで、かつて門跡があった場所に場外市場が形成されることになった。
今でも 10 ほどの寺が場外市場の内外に残っている。築地の場外と場内の間の道を
東に向かうと波除神社に突き当たる。
築地の一帯はもともと砂州であり、江戸の初めに築地本願寺の信徒たちによって
埋め立てがはじまった。しかし波に洗われて工事はうまく進まず、
稲荷のご神体をお祀りしたら波はおさまり埋め立ては順調に進んだとの
言い伝えがある。

明石町の古地図の説明
海沿いの日の丸が揚がって
いるところが外人居留地。
その南（地図では右）が
「築地ホテル館」にあたる。
このホテルは偉容を誇る
建物で新名所になったが、
明治５年の銀座大火で
消失した。
その西（地図では下）が
関東大震災以前

2003 年の場外市場

築地本願寺
（現在も同じ場所）。

（現在の場外市場の敷地）

北西（地図では左下）の「新嶋原仲之町」と記されたところに
新島原遊郭があった。遊郭が閉鎖された翌明治 5 年、この地に浅草から

明石町
明治元年 (1868)、築地鉄砲洲（現在の聖路加国際病院のある明石町一帯）に

守田座 ( のちの新富座 ) が移転してきた。

外国人居留地が設けられた。しかし横浜居留地の商人など外国人は

以後、歌舞伎座ができるまで新富町は演劇の中心地であった。

この地にあまり移動して来なかった。代わりにキリスト教宣教師や
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明治７年、銀座とともにこの築地外国人居留地にもガス灯がともる。

佃村の漁夫 33 人も江戸に移った。隅田川河口には自然の洲があったが、

当時は 80 ほどのガス灯が敷設された。その一つが明石小学校の正面前に

1645 年に砂州を埋め立てて定住し、この島 を故郷にちなんで「佃嶋」と

保存されている。

命名した。住吉神社もこの時に大阪の住吉神社から分祠した。

明石小学校前のガス灯

女子学院発祥の地

江戸末期、明石町のところに中津藩の中屋敷があり、ここで前野良沢らが
解体新書を完成させたため、明石町は蘭学事始めの地とされている。

江戸時代の佃島

またこの屋敷で福沢諭吉が慶応義塾の前身となる蘭学塾を開いた。
明石町は立教大学、明治学院、女子学院、女子聖学院などの発祥の地でもある。
明石町には、その他にも当時の記憶を留める建物や記念碑が数多くある。
探す価値あり。居留地は 1899 年に治外法権が撤廃されたことで廃止された。
しかし聖路加病院などの施設は残った。この病院があったことで東京大空襲では
この一帯は被害をうけなかった。しかし付近の建物はＧＨＱによって接収された。

佃島

佃島では 3 年に一度、祭が盛大に
行われる。
祭の際にはかつて高さ 20m の
6 本の幟が立った。
神輿の海中渡御と船渡御は
一時廃止されていたが

佃島は摂津の佃村（現在の大阪府大阪市 西淀川区 佃 ）からの移住者によって
開かれた。その経緯は徳川家康と関係がある。

1990 年に復活、祭の最大の
行事となっている。
佃島の住吉神社

家康が秀吉の命を受けて上洛した際、佃村と近隣の大和田村の漁民が渡し舟を
出して家康一行を運び白魚を献上した。その後、両村の漁民は海上隠密の
働きをし軍船や魚の調達などをした。これに対して両村の漁民に対して
恩賞として全国での漁業権を与え、徳川家康 が関東 へ向かう 1590 年、
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佃の渡し
佃島ができたころから、この島と対岸（現在の佃大橋の西詰付近）との間に
渡しが通い始める（佃の渡し）。佃の祭には江戸中から多くの人たちが押し寄せ、
祭当日、定員を超過して乗せた渡し舟が沈み、多くの死者を出したが、
これを題材にした落語が「佃祭り」。明治になって佃島、石川島、月島に
造船所等工場ができ、渡しは従業員のための重要な交通機関になった。
明治 16（1883）年には定期船の運行が開始、大正 15（1926）年に運営が
東京市に移管、無賃の曳船渡船となった。昭和 39 年（1964）の佃大橋の完成で、
佃の渡しは 300 年の歴史に終止符をうった。佃島に「佃島渡船」の石碑がある。

蟹はまだ生きていてそれをとりに行った
そして泥沼に足をふみこんで泳いだ
佃渡しで娘がいった

＜あの鳥はなに？＞

＜かもめだよ＞
＜ちがうあの黒い方の鳥よ＞
あれは鳶だろう
むかしもそれはいた

流れてくる鼠の死骸や魚の綿腹を

ついばむためにかもめの仲間で舞っていた
＜これからさきは娘にきこえぬ胸のなかでいう＞
水に囲まれた生活というのは
いつでもちょっとした砦のような感じで

夢の中で堀割はいつもあらわれる

橋という橋は何のためにあったか？
少年が欄干に手をかけ身をのりだして悲しみがあれば流すためにあった
＜あれが住吉神社だ佃祭をやるところだ
あれが小学校
ちいさいだろう＞
これからさきは娘に云えぬ
昔の街はちいさくみえる
掌のひらの感情と頭脳と

「佃渡しで」

吉本隆明

佃渡しで娘がいった
そんなことはない

はいってしまうように

＜水がきれいね
みてみな

夏に行った海岸のように＞

繋がれた河蒸気のとものところに

芥がたまって揺れているのがみえるだろう

ずっと昔からそうだった

＜これからは娘に聴えぬ胸のなかでいう＞
水はくろくてあまり流れない

佃の渡し（1930 年頃の映画からの切り取り）

生命の線のあいだの窪みに

すべての思想とおなじように
あの昔遠かった距離がちぢまってみえる
わたしが生きてきた道を

氷雨の空の下で

くねっているのは老齢期の河のしるしだ

すべての距離がちいさくみえる

おおきな下水道のように

この河の入りくんだ堀割のあいだに

娘の手をとり

いま氷雨にぬれながら
いっさんに通りすぎる

ひとつの街がありそこで住んでいた
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富岡八幡
江戸初期の深川干拓が難航したことで、波除八幡（鎌倉の富岡八幡宮）を
分祠したのがはじめとされる。砂州一帯を埋め立て 6 万坪の神社社有地を得て
現在の地に創建された。
源氏の氏神である八幡大神を尊崇した徳川将軍家の保護を受け、
「深川八幡」として親しまれた。
横綱力士の碑

骨董市

辰巳芸者
深川は木場を控え、材木を扱う商人などが町の
繁栄を支え、大きな花街を有していた。
深川の芸者は辰巳芸者と呼ばれた。
深川が江戸の辰巳（東南）の方角に
門前町（現在の門前仲町）も形成され、干拓地が沖合に延びていくに従い

あたることからとも言われているが、

町人町としても栄えた。

その由来ははっきりしない。

富岡八幡の氏子は、東西線の駅で言うと、門前仲町、木場、東陽町がまるまる入る

辰巳芸者の特徴は、薄化粧で身なりは地味、

広い範囲である。昔ながらの水辺の街、深川エリアはもちろん、

当時男のものだった羽織を引っ掛け座敷に

人口増加が激しい豊洲エリアも入る。富岡八幡宮を中心とした深川地区は、

上がった。

江戸寛永年間に当時の江戸湾に浮かぶ永代島と呼ばれた小島と、その周辺の

きっぷがよくて情に厚く、芸は売っても

砂州を埋め立てて造られており、氏子は永代島を中心とした砂州を埋め立て

色は売らない心意気から、

発展した地域が中心になっている。この点でより古い歴史をもつ江戸期の下町、

江戸の「粋」の一つの象徴であった。

神田、日本橋など広範囲に氏子を抱えている神田明神と違いがある。
敷地内には横綱力士の碑、伊能忠敬の像がある。伊能忠敬は、

永代橋

当時深川界隈に住居を構え、測量の旅に出かける際は、安全祈願のために

5 代将軍徳川綱吉 50 歳を祝し 1698 年に架橋され、隅田川で四番目に

富岡八幡宮に必ず参拝に来ていた。

作られた橋。1719 年、幕府は永代橋の維持管理の費用のため

また第三日曜を除く日曜日に骨董市が開かれている。

廃橋を決めたが、経費を町方が全て負担することを条件に存続を許された。
1807 年、深川富岡八幡宮の 12 年ぶりの祭礼日、
詰め掛けた群衆の重みに耐え切れず落橋。
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橋の中央部よりやや東側の部分で数間ほどが崩れ落ち、後ろから群衆が次々と
押し寄せて転落、死者・行方不明者は 1400 人にのぼった。
この事故のいきさつについては、落語「永代橋」のマクラで６代目三遊亭圓生が
解説している。

19 日になりました。いよいよ天気になって今日は本祭。
ところが今の時間でいう 10 時から 11 時、一時間ばかり交通止めに
なった。どうゆう訳かというと、一ツ橋公が船でお通りになるという。
昔は身分のある人が通りますときには橋の上の通行は止めてしまいます。

古い話ですが、永代橋が落ちたという、これはひどい惨事だったため

両側に綱を張って通さない。そんなことは知らないから後から後から

江戸だけでなく全国に伝わった。

ワイワイワイワイ、両側には山のように人が待っているが、

深川の祭は本来 8 月 15 日にやるべきものですが、雨が続いたため

いつまでたっても通さない。ジリジリして、もう通ってもいい

19 日になった。この年の祭は特別できがよいという評判で

という合図でいっぺんに両側の綱がはずされたものだから、

江戸はもとより近郊・近在からも多くの人が、ぜひみたいと、

それっとばかりに時の声をあげて両側から橋の真ん中に向けて走りだし、

やってきた。私が若い時分に年寄りから聞きましたが、深川の筏を操る

真ん中でぶっつかってもみ合うということになった。いっぺんに

「川なび」という人たちはじつにいい彫り物をしていた。

重量がかかったものだから橋桁が耐えきれずに折れて川の中に

だが普段は絶対に他人に見せず、絹のシャツをきていたそうです。

人が落ち始める。ところが気がついたときにはどうにもならない。

木綿は着ないのです。大事にしていた。陽に当たると焼けて色が

後ろからどんどん押してきますから、ただ立っているだけでも

変わってしまう。そこで絹のシャツを着て、決して他人に見せず、

ひとりでに体が前に出る。まるで漏斗の中に豆をあける様に

祭りの時に一日か二日のハレの日に披露した。

バラバラバラバラ人が落っこちる。しまいの方で落ちた人は

明治時代には祭りの時に裸になることは規則でやかましかった。

体がぬれなかったといいますからひどいものでした。

しかし深川の祭りでは何にも言わなかった。

いずれのお武家か知りませんが、この人は欄干のところにいて、

もし禁止すればえらいことになる。当人だって一年にわずか一度だけ

片手でこれにしがみつくと刀を抜いて振り上げて振り回した。

人にみせてやろうということですから。ハッピを着ていますが、

天気がいいのでこれに反射してピカピカ光る。

もちろんそんなものは脱いで腰のところにグイと挟んでそろって

「あっ大変だ、あそこでスッパ抜きがあるよ」「大変だ大変だ」

神輿をかついだ。その綺麗なことといったらさながら

これに気がついて人々が押すのを止め、ようやく橋が落ちたのが

錦絵をみるようであった。

わかったんです。この侍が誰だかわからなかったようですが、

その年は芸者が彫り物をした。男でさえ痛くて我慢できないものを，

それがためどれほどの人が救われたかわからない。それから 3 日、

年の若い女性が白い肌に朱を入れてぼかし、もうすっかり

下駄などが流れてきたといいます。昔ですから、これが人の口から口へ

彫りあがりました。ご承知のように手古舞というのですから

伝わり、「大変だ、永代橋が落ちたってな」「大変だよ、7、800 人が

ワカシマダを結いちりめんの衣装を片肌脱ぎにして金棒をトンと

落ちたらしい」
「へー驚いたね。」「永代橋が落ちて、7、800 人が

突いて立ったところの綺麗なことといったらなかった。とにかくこれが

落ちたってよ」「冗談じゃないよ、5、6000 人が死んだよ」

人気を呼んで、こんどの祭りだけはなんとしても見ようと待ち構えて

というように尾ひれがついて伝わっていったんですね。・・・・・・・

いたが、申し上げたように、15 日は雨、だんだん延びて
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永代橋は明治 30 年（1897 年）、日本初の鉄橋とし架橋され、明治 37 年には
路面電車も敷設（昭和 47 年廃止）。しかし、橋底に木材を使用していたため、
関東大震災で炎上、多くの焼死者、溺死者を出した。
その後、大正 15 年に震災復興事業の第一号として現在の橋が再架橋された。

今日の手古舞（富岡八幡例大祭）
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