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太鼓台事件の発生

や歌舞伎や踊り等を奉納することで、太鼓台は屋

文政９年（1826）９月６日夜９ツ時（午前０

台のことである。芝居や歌舞伎を演じる役者等は

時）頃、郡山下町の町年寄増子助次郎が、下町の

白河や下野国烏山（栃木県烏山市）等から呼び、

井枡屋半右衛門宅前において、中町の若者達に腹

興行中は郡山に滞在して演じた。祭礼の期間は小

や頭等を打たれ、刀を奪われる事件が発生した。

屋掛けした店が出るため、郡山町をはじめ近隣の

翌日の朝５ツ時（午前８時）には上町の町年寄永

⑸
太鼓台の
村々から多くの人々が集まり賑わった。

戸庄左衛門（庄次郎）と弁天茶屋の藤屋久兵衛が、

屋台は上町・中町・下町でそれぞれ建設していた。

しもまち

まちとしより

い ます や

かみまち

べんてんちゃ や

下町の若者達に襲われ、薪のような物で腹や頭部
⑴
を打たれ傷を負う事件が起こった。

もとじめ

太鼓台興行の世話人には、元締・大世話人・中
⑸
世話人・若世話人等を３町ごとに組織している。

永戸庄次郎は町年寄に就任すると庄左衛門を名

元締・大世話人・中世話人・若世話人の役割は

乗っていた。庄左衛門は、腹に３針を縫う傷と後

明確ではないが、元締は各町に４、５名おり、太

頭部に１針を縫う傷を受け、藤屋久兵衛は腹に打

鼓台の所有者である。太鼓台を解体した後は元締

⑵

傷を負った。

の蔵に保管した。太鼓台の組立や解体は若者達が

増子助次郎・永戸庄左衛門が、文政７年に町年
寄に任命されてわずか２年目のことである。

⑹
世話役は元締の中から年番で勤め、文
行った。
⑹
政９年の世話役は安藤権兵衛であった。

太鼓台興行を終えると、世話役は芸者（飯盛奉

太鼓台の興行

公人）を呼び若者達に酒を振る舞い、翌日に太鼓

事件は郡山町の鎮守（八幡・稲荷大権現）祭礼
みこし

と ぎょ

台を解体し元締の蔵に戻した。

中に起きた。祭礼は、９月３日に神輿の渡御が行
こうぎょう

われ、その翌日から太鼓台興行が始まり、６日ま
での３日間行われた。太鼓台興行は、文化９年
⑶

（1812）頃から隔年で行っており、 文政９年は太
鼓台興行の年であった。
太鼓台興行とは、第１図のように 屋台で芝居
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文政９年９月６日、太鼓台興行が終えた晩に、
世話役である安藤権兵衛が芸者（飯盛奉公人）を
呼び、世話人や若者達に酒を振る舞った。町年寄

⑷
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増子助次郎が刀を奪われる

増子助次郎も世話役の一人であったので参加した。
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第１図

中町の太鼓台

５ツ時（午後８時）頃、酒に酔った増子助次郎

けていた下町の若者達は、明日は太鼓台の解体が

が、下町の若者達20人余を連れ、飯盛奉公人を伴

あるのでお開きとなった。若者達は、夜９ツ時頃

い三味線を引きながら、４ツ時（午後10時）過ぎ

に下町の安楽屋兵助方に立ち寄った。兵助は留守

までに３回も中町の太鼓台を行き来し、中町の太

だったので若者達は帰り、作平だけが安楽屋に

鼓台を嘲り、上町の町年寄は腰抜け不束年寄、上

残った。

あざけ

ふつつか

町の町年寄とは年寄が違う等と悪口を言い廻った。

作平が兵助の帰りを待っていると、吉野屋弥次

夜９ツ時（午前０時）頃、中町の市兵衛・庄吉

右衛門方に宿泊している永戸庄左衛門・久兵衛・

が、指物屋久兵衛方に居る増子助次郎に中町の太

良介の話声が聞こえた。庄左衛門が「下町の屋台

鼓台の悪口を言った訳を尋ねると、自分の家で話

は田舎振付にて面白くない、世話人はじめ若者達

すと申し下の方へ行った。何度か問答しているう

は困窮し、祭礼の衣裳も相応に見えるが、明日は

ちに、中町の若者達がやって来て助次郎の腹や頭

質に入れて米を買う」等と悪口を言っているのが

⑹

を打ち、刀を奪ったのである。
ちょうちゃく

永戸庄左衛門が打擲される
下町本陣今泉久右衛門の婿良介が不始末を起し、

いなかふりつけ

聞こえた。安楽屋兵助宅は吉野屋弥次右衛門宅の
隣であった。作平は不愉快になったので、その夜
はそのまま帰った。
翌７日の未明に、兵助が作平宅に来て、昨夜町

信夫郡上飯坂村の親元（実家）に帰るつもりで、

年寄増子助次郎が中町の若者達に呼び出され、刀

供人２人を連れて出立した。本宮で供人に親元に

を奪われたことを話した。作平も昨夜庄左衛門が

手紙を届けるよう申し付け、良介は１人郡山に戻

下町の太鼓台の悪口を言っているのを聞いたこと

り、下町の吉野屋弥次右衛門方に宿泊していた。

を話し、このことを下町の若者６、７人に話した。

９月６日、永戸庄左衛門と弁天茶屋の藤屋久兵

７日の朝、太鼓台の解体に集まった若者達が、

衛は、用事のため二本松に出かける矢先、良介に

昨夜増子助次郎が中町の若者達に打擲され刀を奪

相談したいことがあると頼まれ、吉野屋弥次右衛

われたことや、下町の太鼓台や祭礼衣装の悪口を

門方に立ち寄った。その夜は、庄左衛門・久兵衛

言っていたことを聞かされた。腹立った若者達は、

も一緒に吉野屋弥次右衛門方に泊まった。

庄左衛門・久兵衛の腹や頭に傷を負わせ、若者約

一方、世話人安藤権兵衛から酒の振る舞いを受

⑹
70人が中町の太鼓台を打ち毀したのである。
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処罰

泉与一郎、町目付阿部甚左衛門・橋本多吉・弥次

二本松藩は早速事件の調査を始め、11月13日に

兵衛も処罰された。

処罰を申し渡した。処罰された者は第１表のとお
⑹

り90人にのぼった。

今泉半之丞は遠慮（家から外に出ることの禁
止）、菊池甚兵衛は過料銭（罰金）700文、町目付
と じめ

上町では、庄吉・市兵衛は事件の頭取であると

３人は過料銭300文、小針弥五右衛門は戸〆（家

して40回の撻のうえ領内追放・江戸徘徊禁止。忠

の門を閉鎖すること）、今泉久右衛門と今泉与一

次郎等８人は１人につき過料人足10人ずつ（10日

郎は遠慮、町目付３人に過料銭700文を申し渡さ

間労働すること）を申し渡された。

れた。

むちうち

下町では、仁七等４人は頭取であるとして60回

町年寄増子助次郎は、助次郎の行為が事件の発

の撻のうえ領内追放、江戸徘徊禁止。佐吉は庄左

端となったとして町年寄役取上げのうえ戸〆。町

衛門の刀を奪い、中町の屋台を打ち毀し、仲間に

年寄永戸庄左衛門は、今年の夏にも咎を受けてお

申合書に爪印させ結束を図ったとして30撻。藤三

り慎むべきはずのところ、二本松城下に用事があ

郎等３人は20撻。与右衛門は申合書の下書を作成

ると出かけながら吉野屋弥次右衛門方に泊宿し、

したとして過料人足50人。源吉等40人は過料人足

飯盛奉公人を相手に酒を飲み下町の太鼓台の悪口

10人。久吉等18人に過料人足３人を申し渡された。

を言い廻ったとして、町年寄役取上げのうえ戸〆

事件の責任を取って、上町の町支配検断今泉半

とが

を申し渡された。⑸
今泉半之丞・小針弥五右衛門は戸〆となったが、

之丞、道筋検断菊池甚兵衛、町目付甲斐山忠左衛
門・大竹宗左衛門・橋本万右衛門、下町の町支配

⑺
永戸
文政10年（1827）に町支配検断に復帰した。

検断小針弥五右衛門、道筋検断今泉久右衛門・今

庄左衛門・増子助次郎は再任されることなく、菊
⑺
池甚兵衛と今泉久右衛門が町年寄に命じられた。

第１表

永戸庄左衛門は、町年寄を退役させられると12

太鼓台事件の処罰者

町名

刑

しゅっぽん

罰

月16日に欠落した。⑻ 欠落は草隠れ・出 奔とも言

人 数・名 前

い、町役人に断りなく無断で郡山町から姿を消す

40撻、領内追払、江戸
２人
上町 徘徊差留
過料人足10人

ことである。

８人

増子家では、助次郎の父源之丞が文政10年４月

60撻、領内追払、江戸
４人
徘徊差留

に65歳で病死したのをはじめ、同年８月に次女い

30撻

１人

下町 20撻

３人

し２歳が病死、翌11年正月に助次郎の女房よつ34

過料人足50人

１人

⑼
歳と、嫡男鉄吉５歳が病死する不幸が続いた。

過料人足10人

40人

過料人足３人

18人

遠慮

町支配検断

過料銭700文

道筋検断

上町 過料銭300文

下町

町目付

今泉半之丞

⑴

郡山市歴史資料館所蔵今泉家文書治安341

甲斐山忠左衛門

⑵

今泉家文書治安340

⑶

今泉家文書社会145

過料銭300文

同

大竹宗左衛門

同

橋本万右衛門

戸〆

町支配検断

遠慮

道筋検断




小針弥五右衛門

遠慮

同

町目付

過料銭700文

同

橋本多吉

過料銭700文

同
町年寄
同
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⑷ 写真は郡山地方史研究会副会長佐藤和司氏より提供
いただいた。

今泉久右衛門

過料銭700文

上町 役儀取上、戸〆

註

菊池甚兵衛

過料銭300文

下町 役儀取上、戸〆

34





今泉与一郎
阿部甚左衛門

⑸ 『参道の灯り

～本一太鼓台山車五十年記念誌～』

⑹

今泉家文書治安339・342

弥次兵衛

⑺

今泉家文書村748・749・855・856

増子助次郎

⑻

今泉家文書村748

永戸庄左衛門

⑼

今泉家文書村856

