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■大道芸案内 

主な大道芸スポット（土・日・祝日など、通年大道芸が見られるポイント） 

■大阪・天保山海遊館広場    ■お台場・デックス東京ビーチ■クインズスクエア横浜at! www.studioeggs.com   ■名古屋･大須ふれあい広場 

■ヨコハマ大道芸（山下公園、グランモール公園、ジャックモール） http://daidogei.jp/   ■しずおか大道芸の街http://shimarukai.org/ 

■東京都ヘブンアーティストwww.seikatubunka.metro.tokyo.jp/bunka/   ■大阪パフォーマーライセンス http://www.osaka-performer.com/index.php  

■江ノ島大道芸http://www.fujisawa-kanko.jp/alacarte.html  ■仙台まちくるパフォーマーズhttps://machi-kuru.com/performers  

★浅草雑芸団の旅 

 ●7月６（土）・７（日） 富士見市民会館キラリ☆ふじみサーカスバザール 

  ●7月１２（金）日本の大道芸探訪プロジェクトvol.13「 願人坊主、推参! カポレ カポーレ!!」 

 浅草木馬亭 前売り￥２０００（当日￥２５００） 

★今月の大道芸公演 

△ギアGEAR http://www.gear.ac/  ○千葉ポートシアター（京葉線「千葉みなと」駅下車） 

  ●1月より連日（火・水は休演）開演時間は要確認） 

  ブレイクダンス、マジック、マイム、ジャグリングなど融合した劇場パフォーマンス。 

  ジャグリングには、森田智博、ボンバングー、CONRO、小林智宏、KaNaTa等が出演 

  問合せ・電話 ０５０－５２３８－３５３３(イーストバジョン公演事務局) 

△THE GREAT TAMER （ディミトリス・パパイオアヌー作品）https://rohmtheatrekyoto.jp/ 

  ●6月２８（金）19：00 ／２９（土）15：00 ／３０（日）15：00 彩の国さいたま芸術劇場 

Ｓ席一般前売り￥６５００、Ｕ25￥３５００（当日各＋￥５００） 

  Ａ席一般前売り￥４０００、Ｕ25￥２０００（当日各＋￥５００） 

  問合せ：電話０５７０－０５６４－９３９（ＳＡＦチケットセンター） 

  ●7月５（金）19：00 ／６（土）15：00 ロームシアター京都サウスシアター 

  全席指定 一般￥６０００ ユース（25歳以下）￥４０００ 

  問合せ：電話０７５－７４６－３２０１（ロームシアター京都チケットカウンター） 

△サンキュー手塚ソロライブ「元～18491」vol.17 http://www.39tezuka.com/   ○しもきた空間リバティ 

  ●6月２８（金）19：30 ／２９（土）13：00＆17：00 

  予約￥２８００（当日￥３３００） 

△KYOTO大道芸祭2019  http://www.npokpa.com/KyotoStreetProject/fes2019/  ○京都・ゼスト御池地下街 

  ●6月３０（日） 

  愛のマーメイド、izuma、エル、Okk、GROviART、サンキュー手塚、シンクロニシティ、CHIKI、パントマイムプロレスリング、フェイスぺインター☆

ミホウ、フォトジェニックスタチュー エトランゼ、フレディーノ、ブンブク、りずむらいす、リューセー、渡辺あきら 

△キラリ☆ふじみ・サーカスバザール http://www.kirari-fujimi.com/program/view/574  ○富士見市民会館キラリ☆ふじみ 

  ●7月６（土）・７（日） 

  サーカスショー「かぼちゃサーカス団のパフォーマンス」、浅草雑芸団の大道芸、おじゃるずの大道芸 

  地産地消のバザール（野菜、コメなど）、ジャグリングなどのワークショップ 

  ●劇場公演「ロシアのサーカスがやってくる」7月6日（土）14：30 ／7月7日（日）12：30 一般￥１０００（中学生以下￥５００） 

△第31回下町七夕まつり http://shitamachi-tanabata.com/2019/  ○台東区かっぱ橋本通り 

  ●7月７（日）11：00～18：00 

  張海輪、EPPEI、マサトモジャ、大神楽仙若、伊とあやつり人形、ストレンジディッシュ、メランコリー鈴木、和太鼓タヲ 

△浅草雑芸団木馬亭公演第34回「願人坊主、いざ推参！ カポレ カポーレ!!  ○浅草・木馬亭 

  ●7月１２（金）18：30 

 浅草雑芸団（上島敏昭、若林正、金子ざん、上島由紀、鈴置ミホオ、黒澤真、三上敏視）村上智子、竹内正則、武藤美貴子、柿﨑勝行 

  ゲスト：竹林まり（フラメンコ）、佐藤みゆき・あがさ（うた・ポリフォニー江州音頭、ほか）ギター 

  前売り・予約￥２０００（当日￥２５００） 

  申込み・問合せ：電話＆ＦＡＸ ０３-３３８８-４３４８（カミジマ）※留守電の対応になります 
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△えどがわ☆夏のこどもまつり大道芸広場!   ○江戸川区総合文化センター小ホール前  

●7月１５（月）10：45～14：45 

  クラウンるな、ストレート松浦、のだゆき、シルヴプレ 

△座・高円寺「世界をみよう!」10周年記念  https://za-koenji.jp/detail/index.php?id=2139   ○座・高円寺 

  ●7月１３（土）～１５（月・祝）11：00／15：30    Ａ「箱とジョージさん」（シアターリフレクション／デンマーク） 

  ●7月１３（土）～１５（月・祝）13：00             Ｂ「ピン・ポン」（座・高円寺レパートリー／日本） 

●7月１９（金）19:00 /２０（土）２１（日）13：00 Ｃ「サラバンド」（ヨルグ・ミュレール&ノエミ・ブタン／フランス） 

●7月２６（金）19:00 /２７（土）２８（日）13：00 Ｄ「いま、飛んでる？」（ラ・カンパニー・コメディエンヌ／フランス） 

全公演とも、18歳以上：￥２５００、小学生以上：￥１５００、未就学：￥５００ ※4公演まとめて￥６０００ 

問合せ：０３－３２２３－７３００（座・高円寺チケットボックス） 

△空中キャバレー2019 https://www.mpac.jp/event/playmusiccircus/29214.html  ○松本市・まつもと市民芸術館 

  ●7月１９（金）～２８（日）時間は要確認 ※２２（月）休演 

  構成・演出：串田和美 サーカスアドバイザー：ジュロ 

  一般：￥６０００、Ｕ２５：￥３０００、Ｕ１５：￥１５００ 

  問合せ：０２６３－３３－２２００（まつもと市民芸術館チケットセンター） 

△ＳＥＴＯＵＣＨＩ ＳＵＭＭＥＲ ＮＩＧＨＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ  ○高松市・サンポート高松 ハーバープロムナード 

  ●7月２０（土）～8月４（日）17：00～21：00   https://setouchi-summer-night.com/ 

  カンパニー・デ・キダム（フランス） 大道芸：紙磨呂（7/20～27）、Syan(7/28～8/4) 

△鶴来の夏まつり「大道芸がやってくる‼」http://www.urara-hakusanbito.com/festival/view/624  ○石川県白山市 

  ●7月２４（水）２５（木）パーク獅子吼17：00～21：00 

  ●7月２８（日）鶴来支所駐車場＆鶴来駅周辺 

△梅野邦彦写真展「大道芸 この空の下で」    ○ぎゃらリー路草（豊島区南池袋2-25-5 藤久㌱東五号館14階） 

  ●7月２５(木)～３０（火）11:00～19:00 

  30年以上大道芸写真を撮り続ける写真家の、写真で魅せる大道芸ふぇすてぃばる 

△ながめくらしつ新作「距離の呼吸」 https://www.mpac.jp/event/circus/29150.html  ○松本市・信毎メディアガーデン１Ｆホール 

  ●7月２６（金）18：00 /２７（土）13:00 

  演出：目黒陽介、音楽：イーガル、出演：目黒陽介、長谷川愛実、谷口界、hachiro、安岡あこ、目黒宏次郎、イーガル 

  一般：￥２０００、Ｕ１８：￥１０００ 

  問合せ：０２６３－３３－２２００（まつもと市民芸術館） 

△国立劇場民俗芸能公演「祝福芸」 https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/kokuritsu_s/2019/7143.html?lan=j  ○国立劇場・小劇場 

  ●7月２７（土）14：00 

  三河万歳（安城の三河万歳保存会）、阿波木偶箱まわし（阿波木偶箱まわし保存会）、一之瀬高橋の春駒（一之瀬高橋春駒保存会） 

  全席指定 一般￥４０００、学生２８００ 

  問合せ：電話０５７０－０７－９９００（国立劇場チケットセンター） 

      インターネット購入 http://tiket.jac.go.jp/  

△ＫＡＡＴキッズプログラム  ○神奈川芸術劇場 大スタジオ 

  ●7月２７（土）11：30＆15：00 ／２８（日）11：30 「ルー」https://www.kaat.jp/d/loo  

     スペインの熱い風と、海、大自然 

  ●8月３（土）11：30＆15：00 ／8月４（日）11：30 「スティック・バイ・ミー」https://www.kaat.jp/d/stickbyme 

     スコットランドからやってきた、ちょっぴり不思議な友達との冒険 

  両公演とも、一般：￥２０００、高校生以下：￥５００ 

  問合せ：０５７０－０１５－４１５（チケットかながわ） 

若林正の 

食って極楽 

   事務所前の昼飯処 

・・・赤坂「ふくろう」 

私の所属する事務所は赤坂にある。月に

二、三度はブラッシュアップのナレーション指

導を受けるために事務所に出向く。その場に

は、当然、若い子たちもやってきていることも

ある。 

一応これでも先輩だから、時々は若い子た

ちに飯を食わせることだってある。そんなとき

に重宝しているのが、事務所真ん前で値段も

手頃、しかも旨い店の「ふくろう」である。 

このあたりは赤坂の花柳街。夜になればフ

グやすっぽんをコースで出す割烹が、昼の時

間だけ営業しているのだ。なので、味や素材

はごくごく上等なのである。 

ランチは主に魚がメインで、ほぼ￥880。安

い！しかもうまい‼  

 サバ塩焼や赤魚西京漬け、カレイ煮付け、

マグロ丼等、品数多くはないけどどれもボリュ

ームもあり、飯・汁はお代わり自由！場所を考

えるとお得なランチだ。冷奴やキンピラの小

鉢にだし巻き卵も付くのだよ！ 

一ツ木通りから少し入った処だが、とたんに

人通りも少なくなるし大して混み合わずにゆ

っくりとランチを楽しめる穴場である。 

○もっと魚食わなくちゃ度〰３ワカ 
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大道芸･見たり･聞いたり・演じたり 

☆その 332 

願人坊主の住んだ町・橋本町 

上島敏昭 

 

江戸時代、願人坊主で有名だった橋本町

とはどんな町だったのか。いまはどうなっ

ているのか。歩いてみることにした。そも

そもどのあたりなのか。「江戸東京重ね地

図」の索引を見たが〝神田橋本町〟は出て

いない。そんなはずはない。両国橋東側一

帯の地図を見ると、単に〝橋本町〟と出て

いた。神田橋本町は通称なのだろうか。と

にかく、この現代地図と江戸時代地図を刷

り出して、6 月下旬の曇り空の午後、橋本

町探索に出かけた。 

 

◆両国橋西の広小路から初音の馬場 

 ＪＲ浅草橋駅東口を出ると、そこは江戸

通りである。左が浅草で1キロほど先に雷

門がある。その通りを逆に右へ進む。まも

なく浅草橋で下を神田川が流れる。たくさ

んの屋形船が浮かんでいる。橋の上に立

ち、左側＝下流をながめると、数十メート

ル下に橋がある。これが柳橋で、その向こ

うに隅田川が流れ、さらに向岸の首都高高

架橋とビルが見える。 

 浅草橋を渡ると広い道路がいくつも交

差して、妙にがらんとした空間に出る。田

舎駅前のロータリーみたいな感じだ。江戸

時代にはここに浅草御門があった。あたり

一面は火伏地で、ここから両国橋にかけて

の広場が、見世物小屋が並ぶ娯楽街だった

はずだ。いまは空の広さばかりが目立つ、

やけに殺風景な交差点である。地図で確認

すると、浅草からの江戸通りが、二又に分

かれている。右側が江戸通り、左側が清杉

通り。二つの道路を貫いているのが靖国通

りで、左へ進むと道路は高く隆起してい

る。あれが両国橋だ。 

 江戸通りと靖国通りの交差点に立って、

向かいの靖国通り沿いの町並みをながめ

る。この町並みの奥に、むかしは橋本町が

あった。江戸と現代の地図を並べて見る

と、靖国通りは、江戸時代の道路を拡幅し

て整地されており、拡幅に際して、郡代屋

敷の一部が削られている。また両国橋の位

置もすこし神田川寄りに移動しているよ

うだ。郡代屋敷の向こうが橋本町である。

屋敷の陰に初音の馬場があった。これは江

戸時代のランドマークだったと思われ、馬

喰町馬場の名で「江戸名所図会」にも描か

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高い火の見櫓が異彩を放っている。町

家のなかに突然、馬場があったのだ。矢

田挿雲『江戸と東京』（一）によれば、こ

の馬場は、慶長五年（1600）、家康の関ヶ

原出陣に際して馬工郎（ばくろう）高木

源五兵衛に命じて、軍馬の徴発、飼育を

司らせた場所で、源五兵衛は近くに配下

の馬喰を住まわせ、数百頭の馬をつなぐ

厩が並んだので、あたりは馬喰町と呼ば

れた。馬場も馬喰町も幕府にとって吉祥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

の地なのである。橋本町は、岸井良衛『江

戸・町づくし稿』によれば、正保年間（1644

～47）博労役橋本源七の受領地であったこ

とから町名となったとある。 

 馬喰町馬場図の手前、絵師がいるところ

が馬喰町一丁目で向こうが浅草。浅草にも

櫓が見える。馬場の右側の町家が馬喰町

三丁目。左側の奥が郡代屋敷で手前が橋

本町四丁目である。ちなみに絵師のいる区

画（馬喰町 1 丁目）と通りを隔てた左側一帯

も橋本町四丁目である。 

 

 
両国橋東側地図 上・1980年代、下・安政3年（『江戸東京重ね地図』より） 

四角のあたりが橋本町 

 

浅草橋交差点より靖国通りの向かい側を見る。中ほ

どより左が日本橋馬喰町、左が東神田1丁目 

 
馬喰町馬場（『江戸名所図会』より） 



◆橋本町の輪郭を歩く 

 だいたいの当たりをつけたうえで、靖国

通りを渡って、橋本町へと向かう。馬場図

の郡代屋敷・橋本町と馬場を隔てる通りか

ら、この地域に入る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通りの左側が初音の馬場、同じく右側、

手前が郡代屋敷、奥が橋本町になる。こ

の通りが現在は区の境界線で、左側＝日

本橋馬喰町側が中央区、右側＝東神田（旧

橋本町）側が千代田区である。歴史的に

は、馬喰町と橋本町はとても近い関係で、

実際、町並みも一体化しているのに別の

区というのは不思議な感じである。 

馬場図の左下隅あたりまで進んで振り

返る。橋本町四丁目から郡代屋敷にかけ

ての一画は「エトワール海渡 リビング

館」となっている。このエトワール海渡

という会社の看板が、馬喰町から橋本町

にかけてのいくつものビルに出ている。

あとで調べると会員制の卸売り問屋との

こと。ちなみに馬場図の絵師が立ってい

る場所も「エトワール海渡」の関連ビル

で「ホームデコ館」の看板が出ている。 

「エトワール海渡 リビング館」の角を

右折し、先に進むと都立一橋高校があっ

た。この学校の敷地全域が橋本町二丁

目・三丁目および江川町である。妙に静

かな気がする。時間にもよるのかもしれ

ないが、校庭には誰もいないし、生徒の

声も聞こえない。気になって家に帰って

インターネットで調べると、どうやら通

信制の学校らしい。別にあやしい学校で

はないが、子どもたちの姿もなければ声

も聞こえない学校というのは奇妙なもの

である。 

一橋高校に沿って左に曲がり、直進す

ると広い通りに出た。これが清洲橋通り

で、地図で確認すると入谷から稲荷町交

差点を通り、神田川を美倉橋で渡り、こ

こで左に大きくカーブして馬喰町、横山

町を経て浜町へ到り、さらに清洲橋で隅

田川を越える。江戸時代にはなかった道

路である。江戸時代の地図をみると、橋

本町一丁目と四丁目の境界の小路が拡幅

された道路であることがわかる。旧橋本

町をこの道路が二つに分断しているので

ある。 

清洲橋通りを横断して、馬喰町方面に

千代田区と中央区の境まで歩く。  

清洲橋通りの向う側、左側が旧橋本町 2

丁目から4丁目である。「アパホテル日本橋

馬喰町駅北」が旧橋本町の境になる。狭い

通りを隔てて右側が日本橋馬喰町になる。

この奥が初音の馬場跡である。 

いま歩いた、「エトワール海渡 リビング

館」から都立一橋高校、そしてこのアパホテ

ル日本橋馬喰町駅北で囲まれたエリアが、

橋本町2丁目から4丁目の全域ということに

なる。かつては目の前の広い道路（清洲橋

通り）はなくて、狭い道をへだてて、私の立

っているあたりが橋本町1丁目であった。 

 せっかくの機会なので、2～4 丁目とは分

断してしまった橋本町1丁目も歩いてみる。

こちら側も旧橋本町 1 丁目が千代田区で、

馬喰町が中央区である。一区画歩いて地

図を見る。江戸時代にはここに掘割があっ

て、町家が途切れており、そこまでが橋本

町だった。この掘割は竜閑川といい、はじ

めは明暦の大火のあと防火対策で土手が

設けられ、その後、町人が資金を調達して

開削した川だという。この竜閑川跡がいま

は埋め立てられてビル群となっている。周

囲の街と一体化しているが、記念碑的に竜

閑児童公園が作られていた。ここからは竜

閑川跡が区境になっている。 

旧橋本町 1 丁目を回り込むように左折し

てしばらく進むと、広い通りに出た。左に進

むとＪＲ神田駅南口を経て竜閑橋交差点で

外堀通りに合流する通りである。右に向かう

とすぐ、東神田 1 丁目交差点で、清洲橋通

りに合流する。その向こうが一橋高校であ

る。清洲橋通りに出て、さきほどのアパホテ

ルの向かい側まで戻っても10分とはかから

ない。狭い町内である。 

 こうしてひとまず輪郭を歩いてみてわかっ

たこと。2 丁目から 4 丁目はかなりエトワー

ル海渡の店舗・事務所などになっている。1

丁目は真新しいマンション群となっている。

マンションの一階部分はしゃれた喫茶店や

パブなども入っている。 

要するに、関東大震災や戦災をへて、江

戸時代の痕跡が簡単にみつかるような街で

はなかった。 

 

 

左がかつての初音の馬場。右が郡代屋敷・橋本町 

 

上写真と同じ通りを反対側から見る 

 
都立一橋高校 

 

 
清洲橋通りから一橋高校を見る。通りの右側が旧橋本町

1丁目。 
 

正面が旧橋本町と馬喰町の境界の通り 

 

竜閑児童公園 


